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・ 岡本顧問が横浜郷土史団体連絡協議会の会長を退任されまし
た。2 年間ご苦労様でした(p.4)。
・ 東日本大震災で被災の方々には心よりお見舞い申し上げます。
分科会でも被災地方面への行事は自粛しています(p.22)。
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“わ”の会は 13 年目を
年目を迎えました
代表 小俣 悦男

先ずは、3 月 11 日の東日本大震災で亡くなら

の原始、古代を学び、今年度は平安、鎌倉時代

れた方々に衷心より哀悼の意を捧げます。また、

へと進んで参ります。当地、金沢は中世の歴史

被災された方々には一日も早い復興を祈願致し

にも多彩なものがございます。来年度は、三浦

ております。

一族、金沢北条などについて、じっくりと腰を
据えて学んで参りたく存じます。

さて、自然に深呼吸をしたくなるような緑豊
かな季節を迎えました。会員の皆様方におかれ

一方で会員の皆様から頂いたアンケート結果

ましてはお変わりなく、ご健勝にお過ごしのこ

などを踏まえた上で新鮮味にも心がけます。本

とと存じ上げます。

年度では、5、9、10 月の学習会で初めての講師
に登壇をお願い致しました。

小生は、会則の規定に従い、運営委員会の信

これらの方針に沿って、金沢の歴史を楽しく、

任を得ましたので “わ”の会の代表をさらに 2

かつ深く、学んでいきたく存じます。

年間引き続き務めさせて頂く事になりました。
今後とも、旧来に倍するご支援ご協力を頂きた

今年度の
今年度の学習会

く心底お願いを申し上げます。

第 1 回目の 5 月の講座は、一昨年度、昨年度
新年度会員数

に続き、会員が講師を務めます。今年度は、分
科会「浮雲俳句会」代表の北野清市氏に講師を

今年度は 10 名の新しい仲間をお迎えします。
旧年度の会員に退会者が出ましたので、新規会

お願い致しました。３年続きであることから、

員の募集を行いました。お蔭さまで、多数の応

会員による講座が定着しつつあるといえます。

募を頂きましたが、退会者数を超えて新しい会

新企画のシリーズ講座としては会員の皆様に

員をお迎えすることは学習会会場の定員数の制

はお馴染みで、中世史がご専門の盛本昌広先生

限で困難なため、応募を頂いた中からの 10 名の

に６月と７月に連続して２講座をお願いしまし

抽選とさせていただきました。したがいまして、

た。
９月には源頼朝が創建した富岡八幡宮につい

本年度の会員数は、昨年度と変わらず 122 名で

て、富岡八幡宮宮司の佐野主水氏に縁起や変遷

す。

と湯立て神楽にまつわるお話をしていただきま
基本方針

す。
11 月は当地に残る古文書を読み解きながら

皆様にはご周知頂いておりますように、“わ”
の会の活動の軸は金沢の歴史を学ぶ事でありま

金沢の諸相を紐解く講座を横浜開港資料館調査

す。会員のご要望をもとに、昨年度から学習会

研究員松本洋幸氏が担当します。

の新企画として、シリーズ講座｢金沢の歴史を時

恒例の金沢文庫展示関連講座については例年

系列的に学ぶ｣をスタートさせ、昨年度は、金沢

どおり８月に県立金沢文庫を訪問して実施する
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営委員会が支援を行いましたが、現在、各分科

予定です。

会ともに例会など日常の活動は運営委員会から

10 月の探訪は、会員の手作りによるコース設
定と現地ガイドで、再整備された能見堂跡地を

費用を含めて独立したかたちで行われています。

メインとして、主に釜利谷地区を歩きます。ま

これに対して、創立 10 年を迎えての分科会の

た、探訪の最後に、6 年がかりで能見堂跡地の

記念行事については、
“わ”の会あるいは運営委

再生を成し遂げられた能見堂跡地再生プロジェ

員会として何かお手伝いが出来ないものか以前

クトリーダー鈴木祥三氏からお話を伺います。

から検討をして参りました。その結果、創立 10
年の機会を捉え、分科会メンバーのみならず、

会員の
会員の皆様からの
皆様からのアンケート
からのアンケートへの
アンケートへの対応
への対応

“わ”の会会員全体が享受できる行事を行う場

“わ”の会では、創立以来継続して、学習会

合には“わ”の会として支援をするための｢支援

ごとにアンケートの提出を会員の皆様にお願い

の仕組｣を作りました。詳細については前会報

して参りました。｢公開歴史講座｣を含め、昨年

36 号をご参照ください。

度の全 8 回にわたるアンケートの提出率は、出

これから先に 10 周年を迎える分科会におか

席者の 50 パーセントでした。アンケートの項目

れましても、この｢支援の仕組｣を活用すべく、

と致しましては学習会テーマ、講師・運営委員

来るべき時期に備えて企画立案し、それぞれの

会へのご意見・ご要望等ですが、頂戴しました

分科会のますますの発展への足掛かりとして頂

アンケートの集計結果は会報に掲載しておりま

きたくお願いを致しております。

す通りです。
対外活動について
対外活動について

このアンケートの集計結果とともに個々のア
ンケートを運営委員全員で拝読させて頂いてお

（1）街のサークール展
サークール展・フォーラム KANAZAWA

り、ご意見・ご要望のうち、直ちに出来ること、

昨年 8 月に区役所主催で区民活動センターで

生かせることは次の学習会から実行しておりま

開催の｢街のサークール展｣に参加しました。当

す。また、テーマや学習内容、講師に関わるも

会の展示内容は『新版かねざわの歴史事典』刊

のなどは次年度からの学習会の企画立案へ生か

行に関してのさまざまなメディアによる紹介記

す努力を致しております。

事を主体にして、｢“わ”の会の 10 年の歩み｣
と｢学習会｣のエッセンスを加えたものに致しま

今後とも、忌憚の無いご意見を賜りたく、お

した。その効果もあって、
『新版かねざわの歴史

願い致します。

事典』はさらに区民の関心を集め、区役所売店
分科会 10 周年行事の
周年行事の支援

などでの購入者が増加しました。

ご承知頂いております様に、
“わ”の会の活動

また、今年 3 月に区役所との共催で行われた

は学習会と分科会が車の両輪の役目をしており

第 8 回「フォーラム KANAZAWA」では、例年通り

ます。分科会には、会員の 80 パーセント以上が

“わ”の会から担当となった運営委員がその実

参加、延べ人数は 200 名を超えております。い

行委員会のメンバーとして企画段階から参加し

まや学習会と分科会の両方があって“わ”の会

ました。また、当日には会場設営・撤収、アン

が成り立っているとも言えます。

ケート回収などに運営委員のほとんどが協力し

今年度は 6 分科会のうち｢寺社を巡る会｣と

ました。
“わ”の会の展示ブースでは来場された

｢古文書を読む会｣が創立 10 年目を迎えます。各

多くの区民との交流を目的に、学習会や分科会

分科会の活動につきましては立ち上げ時には運

活動などについて展示と説明を行いました。
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(2) 横浜郷土史団体連絡協議会

ように心掛けて参ります。研修会などへ参加す

当会の岡本顧問（前代表）は、横浜郷土史団

ることで他団体のメンバーと接する機会にもな

体連絡協議会の設立以来 5 年間その役員を務め

ります。今後とも、研修会などの催しへ積極的

られ、直近 2 年間は会長として連絡協議会の活

にご参加下さいますようお願いを致します。
なお、岡本顧問の後継として連絡協議会には

動に貢献されてきました。この度、4 月末に会

“わ”の会代表である小生が出席致します。

長を退かれ、役員の座からも離れられました。
岡本顧問の連絡協議会での役員としての活躍

事典の
事典の余剰金は
余剰金はプールします
プールします

は“わ”の会代表に就任されるとともに始まり、
“わ”の会代表から顧問に就任されると同時に

｢新版かねざわの歴史事典｣は増刷 200 冊を含

連絡協議会の会長に就任されました。この 5 年

め、総数 1200 冊が 3 月末までに書店、売店の在

間は、連絡協議会の事務局を務める横浜開港資

庫を含めて全部が無くなりました。残りは“わ”

料館や横浜市歴史博物館の研究員・学芸員諸氏

の会保存分の 10 冊だけです。1200 冊のうち、

と“わ”の会の親交の深まり、連絡協議会やメ

有料配布分は 909 冊で、受取金額は 91 万円余と

ンバー団体行事の“わ”の会会員への紹介、
“わ”

なりました。詳細については、総会資料および

の会活動の連絡協議会やメンバー団体への紹介

会報掲載記事をご参照下さい。
事典の編集・発行事業で余剰となった 10 万円

などが行われ、年に数回行われます連絡協議会

今後の記念行事費としてプールさせて頂

主催の研修会に“わ”の会会員有志の方が多数

余は

参加されるなど、
“わ”の会にとっても大変に有

きます。ご理解を頂きたくお願い致します。

益なものでありました。岡本顧問には改めて厚
くお礼申し上げます。
今後も年 4 回発行されます協議会Ｎewｓなど、
連絡協議会の活動情報を会員の皆様に提供する

横浜郷土史団体連絡協議会会長退任挨拶
顧問 岡本 茂男
去る４月１６日に協議会は第６回定期総会を

通り各団体とも講座の開催や研修会など活発に
行動いたしております。

開催いたしました。協議会が発足したのは平成
１８年３月でしたので早くも５年を経過いたし

協議会も昨年度は、事業として研修会を４回

ました。現在会員数も５１団体となり着実に活

開催した他、ニュースの発行や「地域資料を読

動を広げております。

む」の刊行事業に取りかかっております。また、

横浜郷土史団体連絡協議会ニュースでご存じの

横浜開港資料館のご協力により特別講座「横浜
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開港資料館の資料に触れる」と題し、４講座を

して会の運営に関わりましたが会長職をやらせ

企画いたしましたが１２８名の参加で大変好評

ていただき思い出も沢山作れました。
“わ”の会

裡に開催できました。特に資料館所蔵の古文書

の皆さんも是非とも協議会企画の催しにご参加

現物や資料を手にし昔の息吹を直に感じ取る事

ください。また他の団体の企画にも中々ユニー

が出来たのは大変良かったと思います。また、

クな勉強会もあり広く門戸を開いている団体も

地方名望家－佐久間権蔵－の日記では関東大震

ありますのでニュース等の告知をご覧になって

災当日の出来事が頁一杯に生々しく記されてお

是非ご参加ください。なお、私の後任会長には

り記録を後世に残すことの大切さを実感いたし

青葉区郷土史の会籔本隆会長が就任いたしまし

ました。

た。

平成２３年は横浜開港資料館が開館して３０

引き続き横浜郷土史団体連絡協議会をよろし

周年の記念すべき年となりました。

くお願いいたします.

協議会と資料館が共同で皆様のお役に立てる
ような講座や新しい企画を考えて参ります。
私も今大会をもって２年間の会長職を退任い
たしました。協議会設立時から発起人の一人と

運 営 委 員 退 任 挨 拶
小岩 克介
顧みますと、私は平成 13 年(2001)に“わ”の

東日本大震災により被災されました皆様、そ
のご家族に心からお見舞い申し上げます。また、

会へ入会しました。それは退職して 2 年目のこ

亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し

とでした。それ以来ですから、今年で 10 年目に

上げます。新聞報道によりますと、私の生まれ

入ります。この間私を育ててくれた“わ”の会

た宮城県石巻市近くの北上川に沿った町で小学

に厚くお礼を申し上げます。

校の生徒達が地震の難を逃れた後で、点呼中に

思い出としては、第 1 に、広報担当の運営委

津波に襲われたとのことで、何ともいたたまれ

員として“わ”の会会報の発行に長く携わって

ない気持ちになりました。

きたことがあります。大きな出来事としては、

さて、私ごとで恐縮ですが、小生、昨年の 11

“わ”の会が設立 4 年目に入り、自主運営に移

月に脳幹部の脳梗塞に見舞われ、2 週間程入

行するにあたっての重点テーマの一つであった

院・加療いたしました。後遺症が残り、現在も

会報の立ち上げと、その 5 年後における会報発

軽度の歩行障害や左半身の麻痺、視力障害等が

行 5 周年記念特集号の企画・発行がありました。

あります。このような健康上の理由で、
“わ”の

毎号の発行準備の中では、なかなか集まらない

会の会員は継続しますが、これまで務めてきま

原稿集めに奔走したことがあげられます。
運営委員となったことで思わぬ体験も出来ま

した運営委員と会報編集委員を辞任いたすこと

した。
“わ”の会が 1 メンバーとなっている生涯

にしました。
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学習交流会実行委員会に“わ”の会代表として

司会も担当しました。

参加し、フォーラム KANAZAWA の企画や準備、

このようにいろいろなことが走馬灯のように

また当日のパネル展示や会場の設営・撤収等を

よぎってまいりますが、皆様のおかげでここま

通じて区役所の担当者・他の生涯学習団体のメ

で進んでこられたと思います。これまでの皆様

ンバー・街の先生・区民の皆様と交流ができま

からのご指導とご協力に対し厚く御礼と感謝を

した。これは貴重な体験でした。

ここに申し上げる次第です。

分科会については「浮雲俳句会」の立ち上げ
に担当運営委員として取り組み、分科会代表・

“わ”の会の今後ますますの発展を祈念して、
私の退任の挨拶とします。

役員・会員の皆様と深く交流できました。
さらに昨年に開催されました“わ”の会 10
周年記念事業完遂記念パーテイーでは、取り纏
め担当運営委員を仰せつかり、他の担当運営委
員と企画・運営に奔走しました。当日は慣れぬ

運営委員を
運営委員を退任するにあたり
退任するにあたり
浅沼 濃
数年前から「寺社を巡る会」ほかいくつかの

退任するにあたり振り返ってみますと、何か

“わ”の会の分科会に入会して、毎月お世話に

と有能なメンバーの皆様にご支援いただきなが

なりながら活動を楽しんでおります。２年ほど

ら、短い期間ではありましたが充実した得難い

前に会の先輩の方から「“わ”の会の運営委員を

経験をさせていただいたものだと今更ながら感

やってみないか」とお誘いを受けました。

謝しております。

気心が分かっている分科会ならまだしも、６

幸い新しい方々が運営委員に加わり、すでに

つの分科会に関連している組織の運営委員にと

経験豊富な諸先輩と連携して活動を推し進めて

言われるとちょっと重苦しく感じたものでした。

おり、会の運営の基盤を強化しながら地域との

先輩のお誘いなのでお断りもできないし、何よ

繋がりをますます進展させていくことと思いま

りも委員会の例会の開催日があいにく私の従来

す。

の活動の曜日と同じで毎回重なってしまい、そ

私は運営委員を退任しましても会員として在

の調整に困惑しましたが、１期２年だけやって

籍させて頂き、楽しく活動しながら、仲間の方々

みようということで委員会の活動に参加するこ

や地域の皆様と何らかの共感を持てるよう、更

とになりました。

に見聞を広めて行きたいと思っております。こ

委員会の活動は、やはり幅広い視野や柔軟な

れからもよろしくお願いいたします。

発想と実行力が求められ、一方でその都度の活
動時間のやりくりに苦慮しつつ、戸惑いながら
やってきました。
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入会と
入会と運営委員就任
運営委員就任のご
就任のご挨拶
のご挨拶
清水 孝照
この度、入会させて頂く事になった清水 孝照

れているので、
「大震度の地震が来たら」と思う

です。1941 年 1 月に福井市郊外で生まれました

と心配ですが、耐震補強も家具の転倒防止もど

ので、現在 70 歳です。実家は真宗大谷派の小さ

こから手を付ければ良いか分からないので、運

な寺院ですが、次男ですので就職で横浜に出て

を天に任せている感じです。

きました。

運営委員になりましたのが、会に参加したば

昭和 23 年 6 月 28 日の夕方に福井大震災に遭

かりで右も左も分かりませんのでよろしくご指

遇しました。小学 1 年の時で、福井市内では火

導を頂きながら精一杯活動して行きたいと思い

災も発生して大勢が亡くなりましたが、実家は

ます。

家と本堂が傾いた程度で倒壊を免れて、引き起

分科会では「寺社を巡る会」とか、
「パソコン

こして筋交いを追加して住む事が出来ました。

を使いこなす会」に興味が有るので、追々参加

今回の東日本大震災は桁違いの揺れと大津波に

して有意義に活動を進めて行きたいと思ってい

原発事故まで追い打ちを掛けた様相で、被害に

ます。
よろしくお引き回しの事、お願い致します。

遭われた方のご苦労が想像を絶する状況です。
前々から東海沖地震、関東直下型地震の発生に
備える様に啓発がされていますが、我が家は耐
震強度が低い改定前の建築基準法の下で建築さ

「フォーラム KANAZAWA」
KANAZAWA」参加報告
3 月 11 日の東日本大震災勃発の直後である 3

翌日の 14 日からは計画停電の実施などもあり、各

月 13 日(日)に予定通り「フォーラム KANAZAWA」

種施設が休館となったり、行事が中止になったりし

（主催：金沢区生涯学習交流会実行委員会、共

ましたので、大変な状態の被災地には申し訳ありま

催：金沢区役所）が能見台地区センターで開催さ

せんでしたが、1 年間かけた準備が無駄にならずに

れました。

幸いであったというのが実行委員会の反省会での

開催する、しないの問合せもありましたが、地震

総意でした。

直後に地区センターなど公共施設の被害や安全

当日は会場設営などの準備の後、開会式に先

の確認がなされており、主催者・共催者ともに中止

立ち多くの犠牲者の冥福を祈って 1 分間の黙祷を

にする事由はないと判断しての開催でありました。

捧げ、被災者のために義援金をお願いし、募金箱
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を体育室入口に置きました。

ち着いて演技・演奏が出来て良かった」とか来場者
も「ゆっくり視聴出来た」と、この配置に好評でありま

このような条件もあり、好天に恵まれたにも拘らず、
来場者は例年の 600 名近い人数を大きく下回り、

した。したがって、来年もこの方法が継続されそうで

350 名でありました。出展・出演も 34 の生涯学習団

す。

体や街の先生の申込がありましたが、当日 3 ブース
“わ”の会としては生涯学習団体としての繋がりや

が急遽出展を取りやめたり、また、出演の中止も一

地区センターや区民活動センターの利用で日頃お

部にありました。

世話になっていることもあり、例年通り実行委員会
のメンバーとして準備段階から参加し、今年はアン

今回は例年と異なる方式がいくつか採用されま
したので紹介しておきます。

ケートチームでお手伝いをしました。当日は"わ"の

① 開催日

会の運営委員が設営や後片付け、会場案内係や
アンケート係として協力しました。体育室の展示ブ

例年 3 月第 1 土曜日であったのを第 2 日曜日と
した。

ースでは“わ”の会全体の活動の仕組み図、実際

② 会場配置

の活動状況の写真、６分科会の活動紹介図を展示
したり、会員募集の宣伝など行いました。“わ”の会

演技・演奏などステージ関係を多目的室に移し、
キラッとランド（子供対象の手作りおもちゃと遊

の展示については、体育室での展示ブースも体験

び）や体験コーナーを体育室に設置した。

型など一部では賑わっているところもありましたので、

③ アウトドア体験型の紹介形式も出来るようにし

当会のブースも更に工夫を重ねる必要を感じまし
た。

た。
今回は「早春の草花の観察」だけであったが、天

ご来場いただいた"わ"の会の会員の皆様に御礼

気にも恵まれ参加者には好評であった。

を申し上げると同時に来年はさらに多数の方のご

④ 準備・・・チーム編成

来場をお願い申し上げます。

多目的室、広報、廊下ギャラリー、アンケート、
設営、看板・表示、会場案内の 7 チームを編成し、
出展・出演の参加者は実行委員と共に上記 7 つ

最後に当日の大震災義援金は 41,347 円集まり、

のチームのいずれかに属し、実行委員であるリ

日本赤十字社を通して被災者の方々にお届け致

ーダーと共にそれぞれのチームの役割実行につ

します。報告と共に御礼申し上げます。

いての企画・準備・運営を行った。これにより実
行委員の全員が集まる会議は 3 回と例年より少
なくできた。

今回の新しい方式に対する反響ですが、後日の
アンケート集計結果では、来場者が少なかったのと
音響を用いるステージ関係が多目的室に移った関
係もあり全体的に静かで盛り上がりに欠けるという
感想が多くありました。しかしステージ関係者は「落
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『新版かねざわの
新版かねざわの歴史事典
かねざわの歴史事典』
歴史事典』の
配布先と
配布先と収支について
収支について
“わ”の会創設 10 周年記念事業の一つとして

され、広く国の内外に知らされる事になりまし
た。

編纂した『新版かねざわの歴史事典』は、当初
予定の 1000 冊に加えて、200 冊を増刷し、合

有料配布は、会員の皆様方経由、金沢区役所・

計で 1200 冊の印刷を行いました。この 1200 冊

県立金沢文庫・横浜開港資料館・横浜歴史博物

のうち 10 冊を“わ”の会保存とし、今年の 2

館などの公共機関の売店経由、金沢文庫駅前の

月末までに残りはすべてが配布済みとなりまし

スーパーAPITA 内の岩下書店経由がほとんど

た。保存用の 10 冊を除いた 1190 冊の配布の内

です。よって、会員経由による有料配布は 462

訳は、無料配布が 281 冊、有料配布が 909 冊と

冊で全有料配布の 50.8 パーセントでした。この

なりました。

中には区内数ヵ寺から｢檀家様へ配りたい｣とし
ての計 105 冊の購入が含まれています。公共機

無料配布先としては、昨年 5 月 9 日の総会時
に会員の皆様方に手渡しを致しましたものの他

関の売店経由は 240 冊、書店経由は 190 冊で、

に、日ごろから“わ”の会がお世話になってお

有料頒布の 47.3 パーセントとなりました。金沢

り、また広く区民が利用する施設として金沢図

区民のみならず広く横浜市民にも活用してもら

書館・県立金沢文庫・区民活動センター・各地

おうと、横浜中央図書館にも進呈に出向きまし

区センターがあります。学校で金沢の歴史を教

たところ、各区の図書館に紹介がなされ、合計

えたり学んだりするときの参考として金沢区内

17 冊の買取りを頂きました。

の小・中・高・大学校にも配布しました。特に
事典編集・発行の収支は次ページの表のよう

小・中学校については区役所で開催される校長

になりました。

会に出席させていただき、各校長先生の前で説
明をし、後日、各学校を訪問して校長先生また

まず支出ですが、事典を編集し、最終の印刷

は担当の先生に手渡すことを行いました。さら

原稿に仕上げるまでの 3 年間における消耗品、

に広く PR してもらうために朝日新聞・神奈川

会議費、交通費などの総支出は 187,301 円とな

新聞やケーブルテレビ、タウンニュースなどの

りました。この原稿をもとにまず 1000 冊の印刷

マスコミ関係者を訪ね、説明と配布を行いまし

を行いましたが、運送費や振込手数料を含めて、

た。加えて、
“わ”の会の学習会で講師を務めて

印刷費は 460770 円となりました。さらに、200

頂いた先生方にもお礼を申しあげるとともに

冊の増刷に 166320 円かかりました。その結果、

“わ”の会の成長の証として進呈しました。も

支出の総額は 814391 円です。

ちろん、事典作成で取材にご協力頂いた方々や

次に 909 冊の有料配布に伴う収入ですが、配

ご指導を頂いた方々にも同様に進呈いたしまし

布の経路によって収入の単価が異なります。会

た。また、国立国会図書館へ 2 冊(東京・関西)

員経由の場合は会員優遇の単価 1000 円での 462

納本いたしました。これによって国立国会図書

冊の配布で、収入は 462000 円、横浜中央図書館

館のホームページ上の『日本全国書誌』に掲載

経由は 1300 円の定価で 17 冊の配布となり、収
9

入は 22100 円。区役所などの公共機関の売店の

い合わせがあると聞いております。第 1 に『新

場合は 20％のマージンがかかり、収入単価が

版かねざわの歴史事典』が市民の方々から価値

1040 円となり、240 冊の配布で、収入は 249600

を認めて頂けるものであったこと、第 2 に会員

円。岩下書店では 25％のマージンがかかり、収

の皆様の｢くちこみ｣によるバックアップがあっ

入単価は 975 円での、190 冊の配布で、収入は

たことがこの結果を生んだと思います。事典編

185250 円となり、収入の合計は 918950 円でし

集委員会メンバー各位の見識と努力、会員全体

た。

の強い支援の姿勢に敬意と感謝の意を表します。

以上の結果、差し引き収支は黒字で、104559

なお、今回の余剰金は今後の記念事業などに

円の余剰金が残りました。これは、増刷の 200

備える見地から｢記念事業等準備金」に繰り入れ

冊を含めて、在庫なしの状況になったおかげで

させて頂きます。

す。いまなお、売店、書店へ在庫についての問

『新版かねざわの
新版かねざわの歴史事典
かねざわの歴史事典』
歴史事典』収支
項

支

合

目

出

内

容

金

額(円)

原稿作成費（消耗品、会議費、旅費など）

187,301

印刷費（運送費、振込料を含む）

627,090

（初回

1,000 冊）

(460,770)

（増刷

200 冊）

(166,320)
814,391

計
有料配布売上金（909 冊）
①会員経由

収

入

(＠1,000 円)

462 冊

462,000

②横浜中央図書館(＠1,300 円)

17 冊

22,100

③金沢文庫・区役所売店、開港資料館他

④岩下書店

(＠1,040 円)

240 冊

249,600

975 円)

190 冊

185,250

(＠

合

計

918,950

差

引

+104,559
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「
“わ”の会通信」
会通信」受信登録のお
受信登録のお願
のお願い
ホームページ委員会では運営委員会に自宅の

で予測不能ですから、タイムリーに新しい情報

パソコンメールのアドレスを登録いただいてい

を知るには、２～３日に 1 回など、かなりの頻

る会員 91 名、ＯＢ・ＯＧ・その他 19 名、合計

度でホームページを訪問してチェックする必要

110 名の方々に“わ”の会通信をお届けしてい

があり、面倒くさいことになります。

ます。2005 年 3 月が第 1 号で、2011 年 4 月末で

この問題を解決するのが、“わ”の会通信で

通算 188 号になっており、最近は年間 30 号を発

す。会員は新しい情報が掲載されたことを受動

行しています。

的にしかもすばやく知ることが出来ます。さら
にその情報にきわめて簡単に到達できます。

“わ”の会通信は、ホームページに変化かあ
ったとき、学習会が近づいたとき、また、運営

“わ”の会通信ではホームページに新しい情報

委員会から会員の皆様にお知らせすべきことが

が掲載されると、それをただちにお知らせしま

あったときに発行されています。

す。さらにその情報が掲載されたホームページ

ホームページには学習会や分科会の次回の予

内の場所もお知らせします。すなわち、メール

定のほかに、会員の寄稿として季節の移り変わ

文中に書かれたページアドレス（ＵＲＬ）をク

りや祭事など金沢のいろいろな様子を切り取っ

リックするだけで、ホームページの該当ページ

た写真集が掲載されます。また、「寺社を巡る

が開かれ、その内容を見ることが出来ます。

会」と「ふれあいの道歩こう会」のページでは

ホームページの価値の一つは、次々と新しい

巡拝先や踏破先の写真集が、「浮雲俳句会」の

情報が掲載され、それが多くの人に参照される

ページでは「天、地、人」の秀作 3 句が、最近

ことです。“わ”の会通信はこれを促進する一

では、「懐かしの映画を観る会」のページに鑑

つの手段です。多くの会員の利用をお願いしま

賞映画の解説が、各分科会の例会ごとに活動記

す。“わ”の会通信の受信を希望される会員は

録として掲載されます。また、“わ”の会が加

下記の“わ”の会メールアドレス宛に受信希望

盟している金沢区の生涯学習交流会や横浜郷土

メールを発信願います。
“わ”の会メールアドレス：
メールアドレス：

史団体連絡協議会などが主催する行事の案内や

yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com

参加記録なども掲載されます。
“わ”の会ホームページには上記のようない

なお、“わ”の会にメールアドレスを届けた

ろいろな情報が掲載されますが、例えば、会員

はずなのに“わ”の会通信が来ないという方も

の誰かから新しい写真集の寄稿があってホーム

上記のアドレスにお知らせください。

ページに掲載されたとしても、そのままでは他
の会員にはわかりません。ホームページを訪問
して新規事項一覧(What’s New!)を見るなど、
会員が能動的に行動して初めて新しい写真の掲
載があったことが分かります。ところが、ホー
ムページに新しい情報が掲載されるのは不定期
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“わ”の会プリンター購入
プリンター購入
運営委員会にはパソコン用プリンターが 1 台

で、費用は 10 万円となる。区民活動センターの

ある。初代は、2006 年 7 月にある会員から寄付

リソグラフで印刷すると、原紙作成が 1 枚 50

を頂いたものである。しかし、残念ながら機種

円、印刷 1 枚が 50 銭であるから 10 枚で、合計

が古く、あまり利用できなかった。2007 年 7

55 円、実際には 5 円は 10 円に切り上げで、60

月に、当時の岡本代表が自宅のプリンターをア

円となり、総計 6 万円となる。これでコストは

ップグレードされたときに、古いものを寄付頂

4 割カットになるが、リソグラフ使用の予約が

いた。カラーインクジェットプリンターだが、

必要で、好きなときに使えるわけでもなく、各

モノクロ印刷の性能に優れ、これは大いに利用

自が自宅から区民活動センターに出向くにはバ

した。これがオーバーホールの必要な状態にな

ス代などの実費が発生する委員がいるし、移動

ったこと、インクの入手が困難になりつつある

時間も要する。
これらの問題をかかえながら、かつては各委

ことから、この度、新規のモノクロのレーザー

員の事情に応じて、各自のプリンター、近所の

ビームプリンターに買い換えた。
運営委員会は月に 2 回のペースで開催される。

コピー、区民活動センターのリソグラフ利用で

会議に提出された資料はファイリングされてい

必要部数の資料を作成して運営委員会に持ち寄

るが、1 年の総量は大型チューブファイル 1 冊

っていた。そして、2007 年 7 月に岡本様からカ

に何とか収まる程で、約 1000 ページである。

ラーインクジェットプリンターを寄付いただい

資料は運営委員の人数分用意する。委員は 10

た。試してみるとモノクロ A4 サイズで６枚/分

人強であるから、10 部強のコピーを作成する。

の性能、印刷コストも 1 枚７円程度であった。

したがって、1 年間の総コピー数は 1 万ページ

それで従来の問題を解決する方法として、ワー

強である。この手間とコストが問題である。

ドやエクセルで作成した資料をプリンターを託

資料のほとんどはワードかエクセルで作成さ

した委員に転送し、集中印刷することにした。

れる。一番手軽な方法は、資料を作成した委員

これで、従来の多くの問題点は解決されたが、

が自分のプリンターで印刷することであるが、

コピー機やリソグラフ印刷機に比べてスピード

プリンターのランニングコストが馬鹿にならな

が遅く、会報や総会資料のような 20 ページを越

い。インク代が結構かかる。しからば、各自に

えるものは自動印刷とは 30 分以上かかる問題

インクを配分することも考えられるが、私用に

が残った。

使った分と運営委員会用に使った分の分離が困

このプリンターが 2010 年 5 月ごろから、オ

難である。とくに、たまにしか資料を作らず、

ーバーホールが必要とのメッセージが出るよう

プリンターをもっぱら私用に使っている場合は

になり、ついに 2011 年 3 月に停止状態になっ

インク代を請求しづらく、自己負担になってし

た。それで、速度の問題を解決する狙いもあり、

まうことになる。プリンター本体の消耗や故障

モノクロレーザービームプリンターを“わ”の

の問題もある。

会で購入した。カタログ上の性能は 23 枚/分、
コストは 4 円/枚で、今のとろ快適に動いている。

原本は各自のプリンターで印刷し、近所のコ
ンビニなどでコピーを作成したとする。コピー
の単価は 1 枚 10 円であるから、1 万枚のコピー
12

学習会の
学習会の概要と
概要とアンケート結果
アンケート結果
公開歴史講座 ｢徳川家康と
徳川家康と金沢｣
金沢｣
開催日：
開催日： 2011 年 2 月 19 日
場 所：能見台地区センター
能見台地区センター 多目的室
講 師：中世史研究家 盛本昌広 氏
出 席：88 名（ビジター 19 名） 会員の
会員の出席率：
出席率：61.4％
61.4％

① 全体評価
大変良かった
大変良かった：
４３、良かった：
った：１３
かった：４３、
普通：
普通：１、

つまらなかった：
つまらなかった：０

・声が大きく具体的で明快(11)
・漢文解説を含め、分かりやすい資料(9)

盛本 昌広 氏

・家康と金沢の関係が詳しく説明された(9)
・テーマが良い(4)
④ 盛本昌広先生にご
盛本昌広先生 にご講演
にご 講演いただきたい
講演 いただきたいテ
いただきたい テ
ーマ

② 最も印象深かったこと
印象深かったこと

・坂本村と紅葉山領との関係(3)

・家康が何故金沢に来たか分かった(12)
・テレビドラマを引き合いに出したことで分

⑤ 学習会、
学習会、運営委員会等に
運営委員会等に関するもの

かりやすかった(7)
・江戸時代に金沢区内が江戸幕府領で、領主

・最後まで話がいかなかったのは残念

が次々変わったこと(7)

・盛本先生に講師として引き続きお願いして

・家康と円通寺、東照宮ならびに瀬戸神社の

下さい(3)

関係が分かった(6)

・レジュメには和暦の後に西暦を併記すると

・家康が能見堂を訪れ、絶景を見たであろう

分かりやすい

こと(3)

・｢仏教宗派の思想の違いはどこにあるのか｣
をテーマに講座を組んで欲しい

③ もっと詳
もっと詳しく知
しく知りたいこと

・探訪の回数を増やして下さい

・家康の｢文庫本｣持ち出しを含めた続編(５)

・運営委員会がチームワーク良く頑張ってい

・ 江戸時代の金沢の区域の状況につて(3)

ることに感謝
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「懐かしの映画
かしの映画」
映画」鑑賞録
鑑賞録 №2
｢懐かしの映画
かしの映画を
映画を観る会」代表 佐藤 晃

平成 22 年度 第 18 回 鑑賞会

シャレード
＜鑑賞日：
鑑賞日： 2010．
2010．12．27＞
27＞
制 作：1963
1963 年 アメリカ

上映時間：
上映時間：113 分

監 督：スタンリー・
スタンリー・ドーネン

音 楽： ヘンリー・
ヘンリー・マンシーニ

出 演：オードリー・
オードリー・ヘプバーン、
ヘプバーン、ケーリー・
ケーリー・グラント
ジェームス・
ジェームス・コバーン、
コバーン、ウォルター・
ウォルター・マッソー

あらすじ
フランスのスキー場に来ていたレジーナ

ロミュー（W・マッソー）を訪ねたレジーナ

（A・ヘプバーン）はピーターと名乗る初老の

は夫が公金 25 万ドル着服したので指名手配

男（C・グラント）と知り合ったが、夫との離

中であることを知らされ、金の所在を聞かれ

婚準備のため、パリに戻った。しかし、パリ

る。何も知らないレジーナは正直に答えるが、

の家の中の家財一切なくなっており、レジー

パーソロミューは３人の男が金を狙っている

ナは茫然とする。そこに司法警察の警部が来

から気を付けるよう警告する。３人の男とは

て、夫が列車から突き落とされて殺されたこ

ギデオン、テックス（J・コバーン）、スコビ

とを知らせる。葬儀の場で怪しげな男が３人

ーと知らされる。

現れ、金の隠し場所を教えろと言って去った。

レジーナを慰めようとピーターは、クラブ

そこにアメリカ大使館からの連絡でレジーナ

に案内するが、先の３人の男が現れ、しつこ

に CIA から呼び出しがある。アパートに戻っ

く金のありかを聞く。レジーナはホテルに戻

たレジーナを事件を知ったピーターが訪ねて

るが、そこにも男たちが現れ、レジーナを脅

来て慰め、ホテルを手配する。CIA のパーソ

迫する……

解 説
日本では A・ヘプバーンの代表作は、
「ロー

香気溢れる「シャレード」のレジーナに心惹
かれたようである。

マの休日」と多くのフアンは答えるが、アメ
リカでは「シャレード」の方が人気が高いと

原題は“謎とき”（charade）。アメリカの公

いう。アメリカ人は「ローマの休日」の少女

金 25 万ドルの行方をめぐり、１人の美女と５

っぽい A・ヘプバーンより、ジバンシーのデ

人の男たちが繰り広げるサスペンス映画だが、

ザインした衣装に身を包み、成熟した女性の

監督がミュージカル映画の達人スタンリー・

14

ドーネンだけに、軽妙なミステリー映画に仕

映画である。音楽はヘンリー・マンシーニで、

上げた。

ロマンチック・サスペンスのムードを高めた。

美女 A・ヘプバーンにからむ主役が C・グ

スタンリー・ドーネン（1924～）はハリウ

ラントとくると、A・ヒッチコックの「断崖」

ッドきってのミュージカル映画の名手。代表

を思い起こすが、C・グラントは悪人の一味か、

作は「踊る大紐育」（1949）、「雨に唄えば」

はたまた、レジーナの味方なのか、はらはら

(1952）であるが、A・ヘプバーンと組んでは

させながらラストまで種を明かさない。ヒッ

「パリの恋人」（1957）がある。

チコックのサスペンス映画と一味、二味違う

平成 22 年度 第 20 回 鑑賞会

乱
＜鑑賞日：
鑑賞日：2011
2011．1．24＞
24＞
制 作：1985
1985 年 日本・
日本・フランス
監 督：黒澤 明

原

上映時間：
上映時間：166 分

作：シェイ
シェイクスピ
クスピア「リア王
リア王」

脚 本：黒澤 明、小国英雄、
小国英雄、井手雅人
出 演：仲代達矢、
達矢、寺尾聡、
寺尾聡、根津甚八、
根津甚八、隆大介、原田美枝子、
原田美枝子、ピーター
そ の 他：アカデミ
アカデミー
デミー賞（衣装デザイ
衣装デザイン
デザイン賞ワダ・
ワダ・エミ）
エミ）
日本映画
日本映画大賞、ブルーリボ
ルーリボン賞

あらすじ
戦国時代、70 歳になる一文字家の領主秀虎

（隆大介）には三の城を与え、自らは隠居し

（仲代達矢）は、三人の息子たちに一本の矢

て三つの城の客人となって余生を過ごすと宣

を折らせ、その後三本の矢を折ることを命じ

言する。高虎と正虎は賛同するが、直虎は膝

るが誰も折ることができない。秀虎は一文字

を使ってむりやり三本の矢を折り、父は甘い

家を守るには三人の息子の協力が大事と諭す。

と批判する。秀虎は怒って、直虎を放逐した。

秀虎は嫡男高虎（寺尾聡）に家督と一の城、

これがきっかけで、一文字家に”乱“が起こ

次男正虎（根津甚八）には二の城、三男直虎

り始める…

解 説
シェイクスピアの『リア王』の三人の娘を

ース社、フランスのグリニッチ・フィルム社

息子に替え、毛利元就の「三本の矢の逸話」

の出資を得て、1984 年クランク・イン、翌 1985

を下敷きにしてシナリオは作られた。黒澤は

年にクランク・アップなった。制作費は最終

小国英雄、井手雅人の協力の下に 1976 年には

的には約 26 億円である。この映画では戦国時

初稿を完成するが、膨大な製作費がかかるた

代を舞台に、権勢を得るために一族あい憎み、

め、東宝に断られる。黒澤は資金集めにとり

奪い合う骨肉の争いが描かれる。黒澤がこの

かかり、6 年後の 1982 年に日本のヘラルドエ

映画で完成させた「様式美」
「映像美」は世界
15

の映画人の度肝を抜いたという。
『乱』の評価

果ての多くの死骸、焼け落ちた城と廃墟に黒

は日本よりも外国のほうが高い。

澤の「末世思想」を見たのであろう。梓城の

キネマ旬報では第 2 位（1 位は森田芳光監

石垣から鶴丸が落とした軸の阿弥陀如来がそ

督の『それから』）。
『タイム誌』は、戦争シー

れを語っているのだろうか。

ンを評して「この叙事詩的壮大なシーンは S・

黒澤明の時代劇製作はこの映画をもって終

エイゼンシュテイや O・ウエルズの戦闘シー

わる。以降、余力を楽しむかのように『夢』

ンに匹敵する。この効果は技術的な名人芸か

(1990)、
『八月の狂詩曲』(1991)、
『まあだだよ』

らのみ生まれるのではなく、人間の問題に対

(1993)の 3 本を監督し、1998 年 9 月 6 日死去

する激烈で繊細な判断からも生まれているの

した。享年 88 歳であった。監督作品は 30 本

だと」と絶賛している。また、外国の評論家

である。

は黒澤のペシミズムに着目している。戦乱の

平成 22 年度 第 22 回 鑑賞会

ひまわり
＜鑑賞日 2011
2011．2．28＞
28＞
制 作：1970
1970(
70(昭和)
昭和) 年

イタリア

上映時間：
上映時間：107 分

監 督：ヴィットリオ
ヴィットリオ・
ットリオ・デ・シーカ

脚 本：チェザーレ・
ーレ・ザヴァッテ
ザヴァッティ
ッティーニ他
ーニ他

出 演：ソフィ
ソフィア・ローレン、
ーレン、マルチ
マルチェロ・マストロヤ
マストロヤンニ
ロヤンニ
リュドミラ・サヴェーリエワ
ェーリエワ

あらすじ
第二次大戦中のイタリア。ナポリのお針子

夫の生存を信じるジョバンナはアントニオ

のジョバンナ（Ｓ・ローレン）はアントニオ

を探しにソ連に向かう。ソ連政府の親切な役

（Ｍ・マストロヤンニ）と恋仲だが、アント

人の世話でウクライナに来たジョバンナは手

ニオが軍隊に入ることになり、12 日間の休暇

がかりを求めて戦場に向かう。そこはひまわ

を目当てに結婚する。12 日間の休暇が終れば

りの咲き乱れる草原だった。亡くなったイタ

戦争に行くのである。それを避けようとアン

リア兵の墓標にもアントニオの名はない。ジ

トニオは精神病を装うが、露見して、罰とし

ョバンナはあきらめずに夫の消息を尋ねる。

てロシア戦線に駆り出された。戦争が終わり、

ある工場の退け時にイタリア人らしい労働者

アントニオの帰りを待ちわびるジョバンナの

を見かけた。彼女は後を追い、尋ねると、自

もとにアントニオが行方不明との公報が入る。

分は今はロシア人になっていると答えて、逃

ジョバンナは毎日のようにミラノ駅に通い、

げるように去った。同じような境遇で夫は生

復員兵にアントニオの写真を見せて消息を尋

きているのかもしれないと信じるジョバンナ

ねるが誰も応えてくれない。やっとアントニ

は、町を歩き回り遂にアントニオらしい男が

オと戦地で一緒だった男を見つけ消息を聞い

住む家を見つけた。しかし、彼女が目にした

たが、ウクライナの雪原で傷つき倒れ、別れ

のは庭で洗濯物を取り込んでいる若く、美し

たので後は知らないという。

い女性だった…
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解 説
監督ヴィットリオ・デ・シーカ、主演ソフ

イタリアの厳しい現実を『靴磨き』(1946)『自

ィア・ローレン、マルチェロ・マストロヤン

転車泥棒』(1948)でコンビを組んで描いた脚

ニのコンビは“イタリアの黄金のトリオ”と

本家のサヴァツティーニの協力を得て、戦後

呼ばれ、これまでも『昨日・今日・明日』
『あ

４半世紀を経て、消えることのない戦争の傷

あ結婚』等の佳作を生んだが、
「ひまわり」は

跡を再び描いたのである。

このトリオの最後の作品である。この映画は、

映画音楽は『ティファニーで朝食を』
『ドク

幸せな夫婦が第二次大戦で引き裂かれ、再び

トル・ジバゴ』の巨匠ヘンリ－・マンシーニ

めぐり合ったとき、超えられない深い溝が横

で哀切な旋律は胸を打つ。アントニオのソ連

たわり、どうすることもできないという戦争

での妻をロシア人女優リュドミラ・サヴェー

に翻弄される悲劇である。デ・シーカ監督は

リエが演じ、その悲しげな表情が印象的であ

この構想を 10 年来暖めていたという。戦後の

る。

「浮雲俳句会」
浮雲俳句会」抄録 No.13
No.13
「浮雲俳句会」
浮雲俳句会」代表 北野 清市
第三ステージ
第三ステージ ＝ 他流試合
『浮雲俳句会道場』は、第一ステージの「基礎固め」、第二ステージの「鍛錬期」を経て今
日に至っている。この間、５年というという歳月が流れ、俳句道場での鍛錬をステップ・バ
イ・ステップ。かなり積み重ねてきた。
この点、次のステップではどうするか？それは道場における武道に例えれば、[第三ステー
ジ＝他流試合]である。従って新年からは、俳句の原点である“季題”を詠むことに立ち返
り、
“月例俳句”にポイントをおいて、俳句の錬成に励んで参りたい。また直近の「鍛錬期」
には、愚直なほど「客観的写生」に徹してきたが、新年からは、若干、「主観的写生」にも
軸足をおいた句作りに努めて参りたい。
因みに、
「客観的写生」については、既にテキストでも述べてきたが、要約すれば、正岡子
規の「即物写生論」を高浜虚子が、継承し発展させた考え方である。それによれば、俳句は
季題の詩であり、五七五という極めて短い定型詩（花鳥諷詠）であるから、直接主観を述べ
ると押しつけられる感じがして余韻がなくなる。できるだけ直接でなく、写生の際に感情を
動かしたものを、客観的に描写し、そのうしろに主観を滲ませた方が、余韻があり、かつ、
力強い句になるという考え方である。
武蔵晴れ
武蔵晴れ相模また
相模また晴
また晴れ年新た
年新た 一清
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一 月 （新年を
新年を含む）
一対の
一対の「鳶鴉図」
鳶鴉図」や寒に入る

寒昴山家も
寒昴山家も川も闇の中（特選）
特選）

一清

（以下第 46 回例会
回例会の投句）
投句）

漆黒の
漆黒の闇に張り付く寒昴（
寒昴（特選）
特選）

とも女
とも女
岩介

「鳶鴉図（とびからすず）」（重文）は、俳

祈り入るガンジス川
ガンジス川の寒昴（
寒昴（天賞）
天賞） 国眼

人であるとともに画家でもある与謝蕪村の水

<ガンジス川>は、ヒマラヤを源流とし、イ

墨画の傑作。このうち、右一幅の雪上の枯木

ンド中部を東進。バングラデシュからベンガ

にとまった一羽の鳶。それに左一幅の雪の積

ル湾へ注ぐ。総延長二千五百キロに及ぶ世界

った巌の上の番の鴉。それぞれ厳しい風雪の

有数の大河である。この大河の中程に「ベナ

中で必死に生きようとする迫力に感銘する。

レス」という街があり、ここが<祈り入る>場

加えて、左右二幅の「鳶鴉図」を一対として

所即ちヒンズー教最大の聖地。年間百数十万

鑑賞すればその迫力は倍加する。たまたま、

人の信徒や巡礼者が訪れ、≪聖なるガンジス

作句のとき、京都の北村美術館は<寒の入り>

≫に肩まで浸って、手を合わせ敬虔な祈りを

の日であった。是非、寒のうちに「鳶鴉図」

捧げるのだ。その敬虔なる祈りは、日の出か

を鑑賞されたいものだ。

ら深夜まで、太陽に、あるいは星＝<寒昴>に

離岸する
離岸する初荷
する初荷の
初荷の汽笛嗄れて
汽笛嗄れて（
れて（特選）
特選） 一馬

沐浴しながら続けられる。信仰の深さととも

明眸に
明眸に浮く南中の
南中の寒昴（
寒昴（人賞）
人賞）

に恐ろしさすら痛感する。

十九

<昴（すばる）>は、おうし座プレアデス星

野うさぎが僧
うさぎが僧に耳打つ
耳打つ双子山

一清

団の六連星（むつらぼし）。地球から 407 光年

兎小屋六畳一間の
兎小屋六畳一間の苦学生(
苦学生(地賞)
地賞)

の距離にある。従って、私たちが今目にして

今年はうさぎ年。辛卯（かのとう）の年。

いる「すばる」の輝きは、関ヶ原合戦の頃の

これに因んだ兼題「兎」の句である。
「兎」は

もの。この<南中>に浮かぶ、澄んで美しい眸

犬や猫同様、人間の身近な動物。それだけに

（ひとみ）のような「すばる」も、やがて数

逸話も多く、
『古事記』に出てくる「因幡の白

千万年後には、谷村新司の歌う“昴（すばる）”

兎」。「カチカチ山」では悪い狸をこらしめる

○ ○ ○ ○

勇平

の詩のように、砕け散るだけに、寒いこの一

話。また日本の民話などにも多く登場する。

月の輝きが一入身にしみる。

この点、掲句では、<兎小屋>と同じように狭

寒昴人間に
寒昴人間に臍ひとつづつ

一清

い、<六畳一間の><苦学生>と対比。<苦学生>
は、多分蛍雪の功がなって大成したのだろう。

夜更に眠りに就く前、澄みきった空を仰い
だ。眼に入ったのは昴（すばる）。視線を落と

炭をつぐ魚焼
をつぐ魚焼く
魚焼く母の背中かな（
かな（特選）
特選）祥代

せば、そこには地球。時空を一つにしながら

群れ千鳥降りて
千鳥降りて干潟
りて干潟の
干潟の色となる

生きている。星にそれぞれ核があるように、
人間にも星のように核がある。その核は、<ひ
とつづつ>の臍である。平安時代清少納言は、
○ ○ ○

『枕草子』のなかで、
「星はすばる……」とそ
の美しさを称えたことを思い浮かべながら、
再び<寒昴>を見ていた。
由布院の
由布院の湯煙りとどけ
湯煙りとどけ寒昴
りとどけ寒昴（
寒昴（特選）
特選） 二祥
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一清

二 月 （如 月）
稽古着の
稽古着の子らが撒
らが撒きあふ鬼
きあふ鬼の豆

一清

新燃岳の爆発があった。今後その活動はどう
なるのか？大変心配され、<春愁ふ>のである。

二月（如月）に入るとすぐに「節分」。その
家、その人さまざまな願いのこもった“鬼は

養護施設タイガーマスク
養護施設タイガーマスク春兆
タイガーマスク春兆す
春兆す(特選)
特選)

外、福は内”の声がする。
立春に
立春に鬼の居場所はないという
居場所はないという

勝美

更に今年二月の社会現象として、特筆す
一清

べき出来事は、アニメのキャラクターの伊達

明けて翌日は「立春」。ふくらみはじめた木

直人に因んだ善意の寄付。これがすべての都

の芽に、伸びゆく日脚に……春の足音が聞こ

道府県に及び、千件を超える寄付行為があっ

えてくる。

たのである。

ほころびし蕾
ほころびし蕾の梅や二三輪

銀世界残してゆけり
銀世界残してゆけり春
してゆけり春の雪

一清

一方、二月は「梅見月」でもある。今年は

一清

二月中旬頃には、再び冬の勢いが強まり、

昨年暮れから晴天が続き、
「寒明け」とともに

いわゆる「寒の戻り」。建国記念日の午後には、

一気に日中の気温が二桁の三月下旬頃までに

雪が淡雪となり、気温も零度～五度という寒

上昇。庭の加賀の白梅が、二三輪咲きはじめ

い一日。翌朝目覚めれば一面の銀世界に驚い

た。

た。

薄紅梅地球を
薄紅梅地球をピンクに
ピンクに染めにけり（
めにけり（特選）
特選）

吾といふ五體
といふ五體めがけて
五體めがけて春一番
めがけて春一番

好童

月末には、関東に「春一番」が吹き荒れ。

（以下第 47 回例会
回例会の投句）
投句）

初夏の陽気をもたらすとともに、木蓮や辛夷

白梅の
白梅の中にはぢらふ紅
にはぢらふ紅の梅（地賞）
地賞） 祥代

の芽は一段と膨らんできた。

梅林の白梅の中の紅梅。これを白梅を男性
に、紅梅を女性に見立て、紅一点の女性の立
場を比喩化・擬人化した秀逸。特に<はぢらふ
>の措辞が格別で、女性の羞恥心をよく表して
いる。
牛小屋の
牛小屋の五郎のよだれ
五郎のよだれ草萌
のよだれ草萌ゆる
草萌ゆる

一清

一清

下萌えの
下萌えの大地
えの大地に
大地に一歩百六歳（
一歩百六歳（特選）
特選）とも女
とも女
他方、二月は<下萌>。草の芽が燃えでる<
草萌ゆる>春の到来でもある。
麦踏むや
麦踏むや地球
むや地球の
地球の隅の國津神（
國津神（特選）
特選） 一幸
節忌や
節忌や筑波仰ぎて
筑波仰ぎて麦
ぎて麦を踏む（特選）
特選） 三旦
春耕や
春耕や地球の
地球の命汲むごとく
命汲むごとく（
むごとく（人賞）
人賞） 十九
<春耕>は春の農家における仕事のはじまり、
活動の季節の到来。
「田打ち」や「麦踏み」に
追われるようにもなる。
煮え滾る地球の
地球のマグマ春愁
マグマ春愁ふ
春愁ふ（天賞）
天賞）国眼
今年の二月の自然現象として、霧島連山の
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三 月 （弥 生）
ぼんぼりに江戸
ぼんぼりに 江戸の
江戸 の 香 りや古今雛
りや 古今雛

一清

国家を治める<こころざし>を持って卒業して
いった。

「桃の節句寒波」……冬型の気圧配置に逆戻
りし、首都圏では零度～六度の寒い一日であ

小町忌の
小町忌の伏目がちなる朧月
がちなる朧月（
朧月（特選）
特選） 十九

った。<古今雛>は、古代雛の形を今様ふうに

朧月開けたるままの
朧月開けたるままの大
けたるままの大辞林（
辞林（特選）
特選） 勇平

折衷したもので、玉眼入りの内裏雛がその象

タンカーの
カーの運んできたる朧月
きたる朧月

徴である。

廿日は満月。東京湾へ入って来たタンカー

啓蟄や
啓蟄や地虫を
地虫を探す虫眼鏡

一清

一清

の上に赤味がかった朧月。まるで<タンカー>

今日は五日の啓蟄。冬眠から覚めた蛙や昆

が海から運んできたようだ。

虫などが、地中から這い出してくる頃である。

命呑む被災の
被災の街や彼岸寺

天眼鏡を持出して、庭の木の切株周辺に地虫

大地震の<被災>地も地震発生後一週間を迎

一清

えた。丁度「彼岸入り」でもあり、地元の<彼

を探した。
せせらぎの小石
せせらぎの小石に
小石に咲けり落椿
けり落椿(
落椿(人賞）とも女
とも女

岸寺>からは供養の読経が聞こえてくる。

（以下第 48 回句会
回句会の投句）
投句）

二上山落暉
山落暉を浴びて鳥
びて鳥帰る（特選）
特選） 二祥

<椿>は非常に品種が多く、日本産だけで二

島帰る
島帰る北方領土指呼
北方領土指呼の
土指呼の中（特選）
特選）

重九

千種以上。花色と花形の多彩さ多様さ。秋か

誓子忌や
子忌や淀川沿ひを帰
ひを帰る鳥（天賞）
天賞） 一馬

ら冬・春と花期は長いが、今がベストシーズ

俳句界の巨匠山口誓子の忌日は三月廿六日。

ン。<落椿>（多分山椿だろう）が、山辺を散

小・中・高を生れ故郷の京都で学び、東大卒

策中、小石の上に上向きに雄蕊を覗かせて、

業後は大阪の会社に就職。新興俳句運動の中

あたかも咲いているように、自己主張してい

心的存在として活躍後は西宮で暮らした。こ

るのだ。

のように縁の深かった関西のど真ん中を流れ

地震来たり
地震来たり春
たり春のみちのく壊滅
のみちのく壊滅す
壊滅す

一清

る<淀川沿ひを><帰る鳥>が渡っていった。

十一日午後マグニチュード９の史上最大の

陽炎が
陽炎がモザイク
モザイクのごと漂
のごと漂へり（特選）
特選）一幸

「東日本大地震」が、東北関東を襲い、大津

ふらここを押
ふらここを押せば宇宙の
宇宙の人となり（
となり（地賞）
地賞）

波により甚大な被害をもたらすとともに、福

岩介
<ふらここ>は、戸外の春の情感がたっぷり

島の浜通りの原子力発電所も爆発した。
町内の
町内の辛夷並木を
夷並木を防犯隊

一清

味わえる。わけても、男の子の<ふらここ>・

わが町能見台二丁目自治会では、平成十五

ぶらんこは、あたかも<宇宙の人>になったよ

年から町内の防犯パトロールを実施中。毎月

うに空高く舞い上がる。長閑な晩春の昼下が

二週間連続してのパトロール。今日も二丁目

りである。

の外周に百五十本植樹された<辛夷並木>を<
防犯隊>。町内の安全を願ってパトロールを続
けている。
こころざ
こころざし経国にあり卒業
にあり卒業す
卒業す

一清

三月中旬は小・中・高の卒業シーズン。大
学生は既に「春休み」に入った。ある学生は
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｢パソコンを
パソコン を 使 いこなす
いこな す 会 」 代表

便利なキー操作（１）
パソコンのキーボードの左下を見てください。
右図にキーの位置と簡単な機能を表示します。普
段あまり使わないこれらのキーを使うとパソコン
操作が楽になります。今回は、この内、次のキー
の使い方を説明します。
【Ctr
：コントロ
Ctrl】
コントロールキ
ールキー
【Windows
Windows】
：ウィンドウズキ
ンドウズキー
ズキー
なお、文中の【
【C】
】等は、アルファベットのキー
を表します。

林 洋

を一緒に押すと、文書がハードディスクに上書き
保存されます。停電等でパソコンが落ちると作成
した文書が消えてしまいます。こまめに上書き保
存しましょう。

１．
【Ct
【Ctr
Ctrl】+【C】－コ
】－コピー－
WORD 文書やブラウザでインターネット上の書
類を閲覧している時、目的の範囲を「選択」した
後で【
【Ctrl】
】キーと
】キーを一緒に押すと、
キーと【C】
キー
その内容がパソコンのメモリーに一時保存（コピ
ー）されます。

６．
【Ct
【Ctr
Ctrl】+【N】－新
】－新規ファイル
ァイル作成－
WORD 文書の作成時に【
【Ctrl】
】キーと
】キー
キーと【N】
を一緒に押すと、新しい文書が立ち上がります。
ここで、
まず名前を付けて保存しておきましょう。
そうすれば、５項の操作で上書き保存できます。

２．
【Ct
【Ctr
Ctrl】+【V】－貼付
】－貼付け
貼付け－
「コピー」した後で、カーソルを WORD 文書や
メール本文の希望の場所に置いて、
【Ctrl】
】キーと
キーと
【V】
】キーを一緒に押すと、先程メモリーに保存
キー
した内容がその場所に貼り付けられます。
これは、
何箇所でも繰り返せます。但し、内容は直前にコ
ピーしたものです。
３．
【C
【Ctrl】+【A】－す
】－すべて選択－
選択－
文書等を閲覧している時、
【Ctrl】
】キーと
】キ
キーと【A】
ーを一緒に押して下さい。文書全体が薄黒くなり
ます。文書全体が「選択」されました。
「選択」と
言うのは、使用者が、パソコンにこの部分に対し
て操作したいとあらかじめ指示することです。こ
れと１項、２項を組み合わせると別文書へのデー
タの取込みが簡単に出来ます。

７．
【Window
【Windows
Windows】－スタートメニ
】－スタートメニュ
スタートメニューの表示－
Windows パソコンで何らかの操作をしている時、
【Windows】
】キーを押すと、スタートメニューが
キー
表示されます。
８．
【Window
【Windows
Windows】+【E】－Ex
】－Explo
Explor
plore の起動－
同じく、
【Windows】
】キーと
】キーを一緒に押
キーと【E】
キー
すと、Explore が立ち上がり、ファイル、フォル
ダの操作が出来ます。
９．
【Window
【Windows
Windows】+【F】－フ
】－ファイル
ァイルの検索－
検索－
また、
【Windows】
】キーと
】キーを一緒に押す
キーと【F】
キー
と、Explore が立ち上がり、ファイル検索の操作
画面になります。


４．
【Ct
【Ctr
Ctrl】+【Z】－元
】－元に戻す－
WORD 文書やメール本文の編集をしていて、間
違いに気がついたとき、
【Ctrl】
】キーと
】キー
キーと【Z】
を一緒に押すと、直前の操作が取り消されます。
コピー・貼付け等の操作でも同様に取り消すこと
が出来ます。



５．
【Ct
【Ctr
Ctrl】+【S】－保存
】－保存－
保存－
WORD 文書作成途中で【
【Ctrl】
】キーと
】キー
キーと【S】
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Windows の前身の OS である MS-DOS パソ
コンにはマウスが無く、すべてキーボード操
作でパソコンに命令を送っていました。その
為、Windows パソコンにもこの機能が引き
継がれています。慣れればマウス操作よりも
手早く操作できます。
これらパソコン操作で解らない事があれば、
ご遠慮なく次のメールアドレス宛にお問い
合わせ下さい < hiro_hayashi@nifty.com >。

東日本大震災 ―歩こう会
こう会の選択―
選択―
「ふれあいの道歩
ふれあいの道歩こう
道歩こう会
こう会」 田中徳明
「ふれあいの道歩こう会」で、私の当番である栃木県 16 番コース（自治医大から真岡鉄道久
下田まで 20 キロ）は、雨に祟られ続けもう 1 年も延期を重ねている。3 回目の予定日の 3 月 31
日が近づき、出欠の確認をしようかと思っていた矢先、あの大地震が襲った。
まさに惨憺たる被災者の現実、原発を含む施設の破壊、停電や交通の途絶。当番としては、今度
こそ責任を果たし終えたいとの思いはあったが、この異常事態の中で栃木県への徒党を組んでの
ハイキングが、許されるのか迷った。会員に、出欠の回答と併せて、実施することへの意見を聞
いた。それに対し 10 人から回答が寄せられた。私は、それら率直かつ人間味ある考えをそのま
ま発表することは、大いに意味のあることと信じた。以下は、その回答である。

Ａさん

はお任せします。ただ、老婆心ながら御注意点

お早うございます。計画停電のため早めにパ

を。

ソコンを開いています。先月は悪天候で、今月

私の実家は茨城で、マスコミ報道はあまりさ

も未曾有の事故で中止となり残念です。月末の

れておりませんが、海岸部を中心に甚大な被害

栃木 16 番も、2 度も延期になっているコース、

が出ています。それよりも、今の茨城における

是非実行したいのは山々ですが、たとえ交通機

最大の問題点は県外からの避難者への対処だそ

関が正常に戻ったとしても 2 週間後に、多数で

うで、日々県境を越えて県外ナンバーが殺到し

電車に乗ってうきうきと出歩く気分になれない

対応におおわらわの状態のようです。茨城の対

です。

策本部長である県知事が一昨日声明を発表して

又、私は 7 月の当番ですが下見を 4 月にはし

おりまして「福島原発の影響は今の段階では茨

なくてはと思いますが電気事情、ガソリン事情

城は重大事態には陥っていない。県民の冷静な

を考えるとこれも自信がありません。暫くは自

対応を」ということのようです。

粛かなというのが私の気持ちです。

伝聞ですが、福島中通りが県境でもある栃木
県にもかなりの数の避難者が避難しているよう

Ｂさん

です。この混乱が、31 日までにおさまっていれ

仰るとおりに事態の推移を慎重に見極めてか

ばいいと思いますが…。

らの判断だと存じます。小生は実施であれば、
参加します。なお、今回、車内では「禁酒」を

Ｄさん

したく存じております。

お早うございます
思い出します

日本国中大変

役員さんも大変気を使いますね

Ｃさん

3 月 4 月は

私は 31 日参加ＯＫです。開催の有無について

宜しくお伝えください。
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戦時中を

不参加とさせて頂きます

皆様に

Ｅさん

縮んでいくばかりです。3 月 31 日の栃木県 16

お考えの通りだと思います。この先、交通事

番コースの実施可否について、皆様のご意見を

情や国内の事情が予測できません。もう少し時

伺い本当にその通りだと思う反面、日本中皆が

間が（判断に）かかりそうです。勿論参加です

このように落ち込んでいてはこのまんまどんど

が。

ん不景気への道を進んでしまうのではと心配で
す。当然被害者への応援はしなくてはと思いま

Ｆさん

す。その為にも国民一人一人が元気を取り戻し、

実施かどうかお悩みの様子、よくわかります。

日々の生活を冷静に送ること、そして自分に出

私は欠席します。国民の同朋が苦しんでいる時

来る事が何かを考えるべきではないでしょう

に、とても気持ちを切り替えて体を鍛える気分

か？。私当番の４月ふれあい例会・茨城５番コ

にはなれません。

ースですが、２月、３月の２ヶ月間ブランクが

当日は、亡くなった方々のために喪に服したい

出来ることで少し心配もしています。長い階段

と思います。

のアップダウンが何度か繰り返しあり、膝への
負担もあると思うので大丈夫かなあ～と、代表

Ｇさん

にも相談したばかりです。

地球規模・歴史規模の未曽有の震災、未だ先

そして４月もお休みと言うことになると、３

の見通しがついていない状態です。楽しみはも

ヶ月間歩かないことになり、私達シルバーには

う少し見通しのついた頃にしたほうが良いと思

体力、筋力、気力の低下が顕著になり今までの

います。この２～３週間の予定はキャンセルし

様な活動は無理になると思います。今暫く冷静

て計画停電予定に合わせて家事をしています。

に状況を見極め判断されることを望みます。

この際静かに家の中で６０有余年の人生を振
Ｊさん

り返ります。

今月末のふれあいに行くことについて、皆様
Ｈさん

の意見を伺いました。私も当分は行かない方が

皆さんで歩くのですから、楽しく歩きたいと

いいと思います。と言いますのは、３月１１日

思います。昨今の状態では心から楽しく歩くこ

に□さんと二人で６月の下見に茨城に行って地

とが出来そうにありません。世の中が平静さを

震にあいました。コースを全部歩き終って駅に

保ち、楽しく歩く事ができるようになるまで延

戻る途中で、ぐらぐらっと凄い揺れで、立って

期してはと思います。

いられないくらいでした。

幾度も色々なことを経験して、少しは経験則

二人で「こわかったねー、早く帰りましょう」

の幅と量が蓄積されたと思っておりましたが、

と言いながら回りを見たら、屋根瓦はずり落ち、

身近の買い溜めやガソリンスタンドの行列を見

ブロック塀は落ち、お墓は倒れ、すごいことに

ると…。今は健康に留意して人様に迷惑をかけ

なっています。駅に着いたら列車は止まってい

ない様にするのが、被災しなかった者の唯一の

つ復旧するかわからないと言われて、途方に暮

被災地の皆さんへの支援になるのかもしれませ

れていました。夕方になって、桜川市の職員の

ん。

人がみえて、安全な場所に案内しますと言われ
て市の運動公園の体育館に避難することになり

Ｉさん

ました。

3 月 11 日の大震災後、テレビでの情報に釘付

これから、栃木とか茨城とか家は壊れなくと

けにされている中に大変な事態になって、心も

も門が倒れたり、屋根が壊れたしているところ
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を通るのは、当分気が引けます。それにこの未

茨城県のコースを自粛し、神奈川県内及び東京

曽有の災害で交通事情もままならないし、もう

都内のコースで、会員の親睦と体力保持を図る

すこし待って様子を見たらよいと思います。

こととした。

～この項は、全体が長文のため一部をカ
後記

ットした。～

本稿の会報登載については、事前に全

員に本稿を提示しその了承を得ている。
以上のような会員の意向が示されたので、代
表とも相談のうえ３月３１日の実施を見送るこ
ととして、会員に通知した。なお、歩こう会で
は東日本大震災の被災状況への配慮から当面は

武 田 偉 彦 さ ん の 思 い 出
「懐かしの映画
かしの映画を
映画を観る会」 代表 佐藤 晃
「懐かしの映画を観る会」の武田さんの席は

うにして 15 人ほどで、妖精のようなヘプバーン

いつも私の隣でした。７年前、当会が発足し私

をため息をつきながら見つめていたのを思い出

が代表で武田さんが副代表と決まってからの指

します。

定席です。3 年ほど前、武田さんが病に倒れ、

武田さんは当会の裏方を黙って支えていまし

副代表を退かれた時、私は副代表を空席として、

た。今でも変わりませんが、当会は会場確保が

回復され復帰されることを願っていました。

苦労の種です。月 2 回の映画会を１カ月前の第

一昨年の暮れ、武田さんが顔を見せ、柔和な

1 土曜日の午後に地区センターに行き、申し込

顔で「だいぶ良くなったから時々映画を観に来

みをし、申込みが重なればジャンケンで決める

ます」といって嬉しそうに映画を観ていきまし

という極めて単純な方法ですが、その任務を病

た。手元に当会の出席表がありますが、一昨年

に倒れるまで４年間毎回欠かさず務めてくださ

12 月以降 2～3 回休まれた他はほぼ皆勤でした。

いました。最初の頃は「僕はジャンケンが苦手

時々、体調を尋ねると「少しずつ元気になって

でね」と言っていたのが、いつしか「また勝ち

います」と答えるのが常でした。昨年、暮れも

ました」と嬉しそうに話してくれました。私は

押し迫った 12 月 27 日、その年最後の映画「シ

「ジャンケンの名手」と言って冷やかしたもの

ャレード」を私の隣で観ていました。ケーリー・

です。会場取りは現在は私と世話役がやってい

グラントとオードリー・ヘプバーンのコンビの

ますが、私はジャンケンは苦手なので、申し込

洒落たサスペンスコメディで、大のヘプバーン

みの重複がないとホットしています。
今年の 1 月 10 日にイギリス映画「秘密と嘘」

フアンの武田さんは笑い声を出しながら、映画
を楽しんでいました。今から７年前に『懐かし

を一緒に観たのが最後で、1 月 24 日、2 月 14

の映画を観る会』が発足しましたが、第 1 回の

日と 2 回欠席されました。病状が悪化して再入

映画は武田さんの希望もあって「ローマの休日」

院されたのかと気にかかって、思い切って 2 月

でした。会場は能見台地区センターの多目的室

26 日にお宅に電話しましたら、奥様から思いが

で、32 インチのモニターテレビを額を寄せるよ

けないお言葉が返ってきました。病状が悪化さ
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れて 2 月 16 日にお亡くなりになり、葬儀もす

「懐かしの映画を観る会」も今年８年目を迎

でに済んでおられたということでした。奥様は

え、4 月から新しいスケジュールが始まりまし

「主人から“わ”の会の小俣代表と「懐かしの

た。毎年、事前に、会員からアンケートを取り、

映画を観る会」の佐藤さんにはお世話になった

鑑賞映画を決めていますが、武田さんの希望の

から連絡するよう言われましたが、かえってご

映画が外国映画では「硫黄島からの手紙」
「カッ

迷惑になると思い、失礼しました」と言われ、

コーの巣の上で」
「五つの銅貨」の 3 本、日本映

お悔やみを述べるのが精一杯でした。そして、

画では「雁」と合計４本含まれています。もう

奥様は「主人は病気療養中は映画を観る会に出

一緒に観ることはできませんが、武田さんはそ

席するのが何よりも楽しみで、毎回、嬉しそう

の日は会場のどこかで映画を観ているような気

に出かけて行きました」と話されましたが、そ

がしてなりません。

の時、私は晩年の武田さんの生きがいの一つに

謹んで武田偉彦さんのご冥福をお祈りいたし

『懐かしの映画を観る会』があったのだと思い、

ます。

思わず涙が出てきました。

宮 騒 動 と 宝 治 の 乱
「寺社を
寺社を巡る会｣ 山田 務
平成 23 年 2 月 3 日､金沢地区センターに於いて、三浦一族研究会特別研究員の鈴木かほる氏を迎
え、｢寺社を巡る会｣主催の学習講座、「三浦一族の盛衰」が開催された。本稿はその講演をもとに、
｢宮騒動と宝治の乱｣について記す。

１．宮騒動
宮騒動

は執権時頼政権打倒をはかったが、時頼に機先

仁冶 3 年(1242)鎌倉幕府 3 代執権の北条泰時

を制され光時と弟時幸は出家に追い込まれ、時

死去。4 代執権は嫡子の時氏(母は三浦義村女の

幸は自害。更に前将軍派の大半は鎌倉を追われ、

矢部禅尼)が早世していたため、若年の嫡孫経時

京都でも頼経の実家九条家の勢力が一掃された。

(母は安達景盛女の松下禅尼)が就任した。当時

この事件を｢宮騒動(または寛元の乱)｣と言う。

北条氏内部では庶子家が多く分立しており、そ

この事件で藤原頼経の近習として仕えた間柄で

の発言権も増大していた。一方、幼少時に鎌倉

反執権派の三浦光村は処分を免れた。しかし頼

に迎えられた摂家将軍藤原頼経(幼名三寅)も成

経の護送供部奉人として上洛し、その別れ際に

年に達し、反執権勢力を形成していた。そのた

光村は｢御簾の砌(みぎり)に残留し、数刻退室せ

めに政局の不安定要因は多く、寛元 2 年(1244)

ず。落涙千行。これ二十余年昵近の御余波を思

執権経時は頼経を将軍の座から追い、その子頼

うの故か。其後、光村人々に談ず。相構えて今

嗣を 5 代将軍に立てた。しかし経時みずからが

一度鎌倉中に入れ奉らんと欲す。｣(｢吾妻鏡｣寛

病弱で、同 4 年に実弟時頼に執権職を譲り出家

元 4 年 8 月 12 日条､読み下し文。以下｢吾妻鏡｣

の後病死した。これを機に前将軍派の名越光時

は｢鏡｣と略す)と語り、執権討伐の意図有りと鎌
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倉に伝えられ、光村及び兄泰村の三浦党は反執

わたる。その光しばらくは消えず。その時

に

権勢力として時頼に警戒心を抱かせることにな

あたって安達義景館に源家の白旗一流出現す。

った。

多くの人がこれを見る。思うに故右大将家(頼
朝)の御示現か｣との流言が飛ぶ。(｢鏡｣同年 5 月

２．宝治の
宝治の乱

18 日条)

○寛元 4 年(1246)執権時頼は三浦泰村を招き、

○5 月 21 日､｢若狭前司泰村独歩の余り、厳命に

六波羅探題の北条重時を鎌倉に戻し、連署とし

背くにより。近日誅罰を加えられるべき由、そ

て万事を談合したいと了解を求めたが承諾せず、

の沙汰有り。よくよく謹慎あるべき旨。簡の面

時頼政権に協力の態度を示さなかった。また宝

に注し、鶴岡宮の鳥居前に立て置く。諸人これ

治元年(1247)1 月の垸飯(おうばん)の式で、執権

を見ゆと云々」(｢鏡｣同年 5 月 21 日条)と、いよ

外戚である安達氏に席次を譲らなかった。この

いよ三浦誅伐が近いことが予告される。

ように執権北条泰時時代に保持していた外戚と

○5 月 27 日､将軍頼嗣夫人(時頼の妹､檜皮(ひわ

しての特権的地位を手放さず、安達氏から驕慢

だ)姫)の逝去による、服喪のため時頼が泰村館

と非難されることになる。この後の時頼と安達

を訪れるが、｢三浦一族群衆すれど時頼の御前に

氏が三浦泰村に対し、硬軟合わせた心理作戦を

伺候せず。夜に入り鎧腹巻の粧い御耳に響く事

仕掛け、挑発し徹底的に追い込む過程が大変興

有り。泰村の武備を整えるを怪しみ、急遽帰宅

味深い。

する｣(｢鏡｣同年 5 月 27 日条)

○宝治元年 3 月に入ると、天変地異の流言飛語

○5 月 28 日､｢左親衛(時頼)今夜御使を若狭(泰

が次々に鎌倉中を飛び交い、人々を不安に陥れ

村)ならびに親類･郎従等の辺りに廻らし、その

る。｢由比ガ浜の潮、色を変じ、赤くして血の如

形勢を窺わしめ給うのところ、面々兵具を整え

し｣(｢鏡｣3 月 11 日条)、｢大流星あり、艮(うしと

置く。あまつさえ安房･上総以下の領所より船を

ら)(東北)より坤(ひつじさる)(西南)に流る。音あ

もって甲冑のごときを運び取る。こと更に隠密

り。長さ五丈(15m)。大きさ円座の如し｣(同 3

の企てに非ざるかの由これを申す｣(｢鏡｣同年 5

月 12 日条)、｢鎌倉中、黄蝶乱れ飛ぶ。かつて将

月 28 日条)

門､比企､畠山､和田などの乱の直前にこのこと

○6 月 1 日､再度時頼の使者として泰村館を訪れ

あり。さらば今度も兵乱起こる兆か。このたび

た佐々木氏信に、｢泰村、この間世上物忩、偏に

滅びるは、誰ならん｣(同 3 月 17 日条)

一身の愁い似る。その故は、兄弟共に他門の宿

○4 月､安達景盛入道覚地が高野山から鎌倉に

老を超越し、すでに正下五位たるなり。その外

戻り、｢これ三浦一党当時武門に秀で、傍若無人

の一族多く官位を帯す。あまつさえ守護職数ヶ

なり。漸く澆季に及ばば、吾等の子孫定めて対

国、荘園数万町、吾が衆の掌する所なり。栄運

楊の儀に足らざるか。もっとも思慮を廻らすべ

すでに極めおわんぬ。今においては、上天の加

きのところ、義景と云い、泰盛と云い、緩怠(か

護すこぶる測り難きの間、讒訴の慎み無きに非

んたい)性を稟(う)け、武備無きの条、奇怪と

ずと云々｣と、野心のないことを弁明するが届か

云々｣と時頼の面前で嫡子義景､嫡孫泰盛を叱咤

ず。逆に｢三浦党に謀反の用意有り｣と伝えられ、

し、三浦氏の打倒を説く。(｢鏡｣同年 4 月 11 日

幕府方の臨戦態勢を促すことになる。(｢鏡｣同年

条)

6 月 1 日条)

○5 月 18 日､｢今夕光る物あり。西方より東天に

○6 月 3 日､泰村館の南庭に檜板に注す落書有り。
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500 余人という。

その詞に云く｢この程世間の騒ぐ事、何故かと知
られ候。御辺討たれ給うべき事なり。思いまい

かくして、幕府創設以来有力御家人の地位に

らせて御意得のために申し候と云々｣。これを読

あった、相模の雄､三浦宗家は泰村の代で滅亡し、

んだ泰村は、この落書を破却させ、ただちに時

残るは庶流の佐原氏のみとなる。思うに三浦氏

頼に使者を送り弁明する。｢閭巷の謳歌に就き、

の最盛期を築いた偉大な父､義村を持ったが故、

人の内儀を察す。身の上の事その怖れ無きに非

泰村は父と同様に振る舞い、世代交代の時流を

ず。泰村におては、更に野心存ぜずといえども、

読み誤ったことが禍となった。

物忩を催し総(あつ)められ、国々の郎党等来た

この｢宮騒動｣と｢宝治の乱｣は密接な関係に有り、

り集う事有り。定めて讒訴の基(もとい)たるか。

旧守勢力を一掃することにより、鎌倉幕府の政

これより御不審有るべくんば、早く追い下すべ

治形態を将軍独裁政治－執権政治から、得宗専

し。もしまた他上を誡められるべき事有らば、

制政治への移行がはかられたとも言えよう。

衆力無き者、御大事を支(ささ)うべからず。進

なお、宝治の乱の直後に金沢実時が六浦で三

退宜しく貴命に随うべしと云々｣と筋を通し覚

浦の残党を征伐し、その結果実時が六浦(金沢)

悟を示したが、時頼の返事は｢敢えて氷疑に及ば

での支配権を確立した。また、この乱の後三浦

ず｣の一言で有った。(｢鏡｣同年 6 月 3 日条)

氏に代わって有力御家人の地位を得た安達泰盛

○6 月 5 日､ついに乱当日となり、時頼は使者(平

も、金沢顕時が連座した弘安 8 年(1285)の｢霜月

盛綱)を送り和平の誓書を届ける。不安と集燥に

騒動｣で滅び去ることになる。

かられていた泰村は安堵し、湯漬け食すが反吐
したという。しかし安心も束の間、和平のこと
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こうして宝治の乱の戦端が開かれ、やがて火
を放たれた泰村は自館を捨て頼朝を祀る法華堂
に入り、永福寺で善戦していた弟光村を呼び寄
せ、頼朝の御影の前で懐旧の談を交わし、浄土
往生の祈りの中自刃して果てる。その数都合
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2011 年 6 月～2011 年 8 月の予定

注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略

6月

7月

8月

学習会
学習会

６月 1１日(土) 金沢 CC
9:30～12:00
平安時代の行政組織と古道
中世史研究家
盛本 昌広 氏

7 月９日(土) 能見台 CC
9:30～12:00
源氏と鎌倉・金沢
中世史研究家
盛本 昌広 氏

８月 13 日(土) 県立金沢文庫
13:30～16:00
ほとけのずかん
金沢文庫主任学芸員
向坂 卓也 氏

寺社を
寺社を
巡る会

6 月 2 日(木)
集合:10:00 JR 衣笠駅
テーマ:横須賀中央部
行動:衣笠城址,大善寺,満昌寺

7 月 7 日(木)
集合:10:00 京急品川駅
テーマ:品川宿
行動:泉岳寺,品川浦船溜り

8 月 4 日(木)
集合:未定
テーマ:座学
DVD 鑑賞（百寺巡礼Ⅱ）

古文書を
古文書を
読む会

6 月 9 日(木) 金沢公会堂
野嶋浦、鈴木家文書
6 月 15 日(水)金沢公会堂
第 2 回基礎講座
6 月 23 日(木)金沢公会堂
江戸宝永期の富士山大噴火

7 月 14 日(木) 金沢公会堂
野嶋浦、鈴木家文書
7 月 20 日(水)金沢公会堂
第 3 回基礎講座
7 月 28 日(木)金沢公会堂
桜田門外の変

8 月 11 日(木) 金沢公会堂
野嶋浦、鈴木家文書
8 月 17 日(水)金沢公会堂
第 4 回基礎講座
8 月 25 日(木)金沢公会堂
桜田門外の変

ふれあい
ふれあい
の道
歩こう会

6 月 16 日(木）雨天 6/17
東京 4 番コース

7 月 21 日(木）雨天 7/22
東京 7 番コース

懐かしの
かしの
映画を
観る会

6 月 13 日(月) 金沢 CC 12:10～ 7 月 11 日(月) 金沢 CC 12:10～ 8 月 8 日(月) 金沢 CC 12:30～
カッコーの巣の上で（米）
秋刀魚の味（松竹）
男はつらいよ･寅次郎恋唄(松竹)
6 月 27 日(月) 金沢 CC 12:30～ 7 月 25 日(月) 金沢 CC 12:10～ 8 月 22 日(月)金沢 CC 12:10～
五つの銅貨(米)
サウンド･オブ･ミュージック(米)
ショーシャンクの空へ(米)

浮 雲
俳句会
会
俳句
パソコン
を使い
こなす会
こなす会

連絡先:
連絡先

6 月 5 日(日) 金沢 CC
テーマ:金沢区民俳句大会
6 月 7 日(火)Windoｗs 基礎講座
-ショートカット6 月 21 日(火)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ基礎講座
-地図と交通手段を検索9:30～12:00 金沢 CC

7 月 31 日(日) 金沢 CC
テーマ:白鷺 第 51 回句会
7 月 5 日(火) WORD 基礎講座
-目的に応じて最適印刷7 月 19 日(火)ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ基礎講座
-ｸﾞｰｸﾞﾙ地図の印刷9:30～12:00 金沢 CC

（夏休み）

8 月 28 日(日) 金沢 CC
テーマ:帰燕 第 52 回句会
8 月 2 日(火) EXEL 基礎講座
-“方眼紙”のひな型印刷 8 月 16 日(火) EXEL 基礎講座
-EXCEL 文書の印刷9:30～12:00 金沢 CC

学習会 782-8147(小俣) 寺社を巡る会 784-1460(松本)
古文書を読む会784-3420(岡田)
ふれあいの道歩こう会 783-4539(宮原)
懐かしの映画を観る会 701-1606(佐藤)
浮雲俳句会 774-3878(北野)
パソコンを使いこなす会 701-9775(林)

訃報
会員の武田偉彦氏が２月にご逝去されました。武田氏は 2002 年度からの会員で、その間、2005
年度から 2009 年度までは運営委員として学習会の企画･運営などの当会の運営に当たられるとともに、
“わ”の会が加盟している生涯学習交流会や横浜郷土史団体連絡協議会の担当委員として外部との交流も
深められました。分科会では、寺社を巡る会と懐かしの映画を観る会に所属され、懐かしの映画を観る会
では 2004 年度の設立時から 2009 年度まで副代表として活躍されました。謹んでご冥福をお祈り致します。

編集後記
“わ”の会は、今まさしく「わの会」となったと言えるだろ
う。それは、「寺社を巡る会」･「古文書を読む会」･「ふれ
あいの道歩こう会」･「懐かしの映画を観る会」･「浮雲俳句
会」･「パソコンを使いこなす会」などの各分科会活動の充実
に如実に示されている。この流れを大事に育てていくことは
会員の願いでもあり、同時に“わ”の会の更なる飛躍を約束
する鍵ともなるのではないだろうか。（田中徳明）
28

発 行 日
平成 23(2011)年
23(2011)年 5 月 14 日
発行周期
4 回/年(2、
行周期
(2、5、8、11 月)
発 行 者
金沢区生涯
区生涯学習“
学習“わ”の会
編集長
金間 誠一（代行）
編集長
編集員
貝田 誠作
田中 徳明
伊達 一雄
吉田 寿紀
相川
勲
大門 利晴

