平成 23(2011)年 11 月
ホームページ: http://kanazawa-wanokai.in.coocan.jp/
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ー ル: yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com

・来年度の学習会予定がほぼ決まりました(P2)
・会報は次号(40 号)で満 10 年を迎えます。記念の原稿等を募集
しています(P4)
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平成 24 年度学習会予定
6 月は 100 回記念講座
７･9･１０月は三浦一族関連講座･探訪
平成 24 年度学習会は、下記予定しておりま

委員会で話し合った結果、100 回の記念講座は

す。三浦一族にウェイト置いた構成です。また、

県立金沢文庫にお願いすることが望ましとの

６月は開講からの通算で 100 回の記念講座に

結論になりました。そこで、永村文庫長に上記

なります。各月の概要は次の通りです。また、

の趣旨に沿って講演をお願いしまたところ、快

全体の表を次のページに示します。

諾を得ました。テーマは未定ですが、日本中世

５月

総会後の講演は、「古文書を読む会」

仏教史の泰斗・永村氏の講演は聞き逃せないも

が 10 周年事業として「金沢道」を歩き、道標・

のになるでしょう。
7 月・9 月

石碑・古文書などを調査しましたので、その記

昨年から始まりました「古代か

録をもとに会員の伊達一雄氏に講演していた

ら現代へ」の金沢歴史講座は、いよいよ鎌倉時

だきます。余り知られていない金沢道の今昔物

代に入ります。この時代は、金沢と深い縁があ

語に注目を。

りますので、じっくり学習していこうと考えて

平成 11 年 5 月にスタートした学習会

います。その縁を知る手がかりとして、三浦氏

は、6 月の学習会で 100 回(公開歴史講座を含

を中心に据えました。三浦義明から宝治合戦ま

む)となります。

で扱い、三浦一族の興亡と鎌倉幕府前期を７月

６月

記念すべき 100 回を迎えるに当たり、
過日、

と９月の講座でみていきたいとおもいます。講

会員の皆様方に聴講を希望するテーマと先生

師は、気鋭の学者・真鍋淳哉氏です。どうぞご

方についてアンケートをお願いいたしました。

期待ください。

その結果、6 名の方から回答をいただきました。

８月

うち 3 名がテーマと講師をセットにした回答

１０月

定例の県立金沢文庫訪問学習です。
７月・９月における「三浦一族興

で、いずれも講師は、県立金沢文庫の先生で、

亡」の学習を受けて、三浦氏と関係の深い横須

具体的には 2 名が永村文庫長と西岡学芸課長

賀地区を探訪します。

をあげられ、1 名は永井主任学芸員でした。テ

１１月

講師は「新版かねざわの歴史事典」

ーマとしては、
「お寺」や「仏像」
、
「鎌倉幕府」

の編集委員長・熊谷哲氏です。永享の乱で、金

に関するものでした。
他の 3 名の方はテーマに

沢はどのように戦場になったか、その詳しい知

ついてのご意見で、｢横浜・金沢天災地震の歴

識に関しては熊谷氏の右に出る人はいないの

史｣、｢横浜で活躍したお雇い外国人｣等をあげ

ではないかと思います。楽しみにしていてくだ

られました。

さい。

このアンケート結果を踏まえ、また わ の

２月

公開歴史講座は８回目となり、区民

会はスタート当初から県立金沢文庫の先生方

にもすこしずつ浸透してきました。江戸時代の

に大変にお世話になってきたことに鑑み、運営

始め頃の金沢の姿がわかるでしょう。
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平成 24 年度学習会予定
日時・会場

テ ー マ

講

師

内

容

定期総会
9:15〜10:30

1

平成 24 年
5 月 12 日(土)
9:15〜12:00
能見台地区
センター

2

100 回記念講座
6 月 29 日(金)
10:00〜12:00
県立金沢文庫

3

7 月 14 日(土)
9:30〜12:00
金沢地区
センター

三浦一族の興亡
その誕生から鎌倉
幕府成立まで

青山学院大学
講師
真鍋 淳哉 氏

中世を通じ、三浦半島を中心に大き
な勢力を有した三浦一族。ここでは
その誕生から鎌倉初期までの姿を、
衣笠合戦を中心に考えていきたい。

4

8月
(日・時間未定)
県立金沢文庫

＜訪問講座＞
金沢文庫展示関連

県立金沢文庫
学芸員

県立金沢文庫の企画展(展示内容未
定)にまつわる講義と展示拝観を行
なう
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9 月８日(土)
9:30〜12:00
金沢地区
センター

三浦一族の興亡
「権門」三浦義村
と宝治合戦

青山学院大学
講師
真鍋 淳哉 氏

関東はおろか、京都政界にも大きな
影響力を保持した三浦義村。ここで
は彼の実像と、その死後に起こった
宝治合戦のありさまにつき迫って
いきたい。

＜探訪 ＞
横須賀地区

探訪実行委員会

（コース選定中）

10 月 12 日(金)
(場所･時間未定)
11 月 10 日(土)
9:30〜12:00
7
能見台地区
センター
公開講座
平成 25 年
8 2 月 16 日（土）
能見台地区
センター
6

道標で辿る
金澤道
10:40〜11:40

（検討中）

古文書を読む会
会員
伊達 一雄 氏
県立金沢文庫
文庫長
永村 眞 氏

『新版かねざわの歴
金沢合戦と上杉氏
史事典』編集委員長
東国の擾乱と金沢
熊谷 哲 氏
江戸初期の
金沢地域の支配者

横浜市立博物館
主任学芸員
斎藤 司 氏

分科会 10 周年記念事業で金沢道を
歩き、道標、古文書を切口に調査し
たので、完成した冊子をテキストと
して報告する。
（検討中）

鎌倉幕府滅亡から関東の公方消滅
頃までの歴史を辿り、永享の乱の金
沢合戦と関東管領上杉氏の変遷を
説明する。
天正 18 年(1590)の徳川家康の関東
入国直後における、武蔵国久良岐郡
金沢領の領域とその支配代官を概
観します。

講演題目垂れ幕の書き手募集
毎回の学習会で半紙に墨書した「講演題目垂

方にお願いしたく思います。引受けて頂ける会

れ幕」を掲示しておりますが、来年５月分から

員はお申出で下さい。また、適切な会員あるい

の書き手を探しております。できれば、会員の

は知人をご存知の場合はお知らせ下さい。

・墨書内容 ： 講演題目、講演者の肩書と氏名
・枚数 ： ７枚/年程度

・用紙サイズ：半切

・期間 ： 平成 24 年 5 月〜

・謝礼 ： 1000 円/枚

・問合せ･連絡先 ： メール yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com
電 話

782-8147

(小俣)
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会報 10 周年記念募集
表紙デザイン･会報名称･原稿
来年 2 月に発行予定の 40 号で わ の会会

を計画しています。ついては下記のアイディ

報は満 10 年を迎えます。編集委員会はこの節

アや原稿を募集していますので、会員の皆さ

目にあたり、デザインの一新と特集号の発行

まのご応募をお願いします

●募集内容
①会報表紙デザインおよび会報名称
現在の表紙は５周年の 21 号から採用されたデザインです。10 年周年を機に表紙デザイ
ンを一新、また会報の名が単に「会報」だけではとの意見もあり、表紙デザインと会報の
名称を新たに募集することにしました。 わ の会会報にふさわしいデザイン・名称を期
待しております。
②10 周年記念特集号原稿
40 号を記念特集号とします。ついては地域の生涯学習団体らしく、下記テーマで原稿
を募集します。
■ 私の選んだ金沢の文化遺産
■ 私の生涯学習
目安としては 1200 字程度です。
●締

切 ：2011 年 12 月末日

●提 出 先
手渡し：会報編集委員（貝田、田中、伊達、吉田（寿）、相川、金間、大門）へ
メール：yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com
郵

送：〒236-0016 金沢区谷津町 65-1-736 大門
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「公開歴史講座」参加募集
5 月の総会当時は場所、時間、テーマを未定

します。講師は金沢屈指の古刹、龍華寺 住職 和

または仮としていましたが、本年の「公開歴史

田大雅 氏にお願いしています。多くの会員のご

講座」は次のように決まりましたのでお知らせ

聴講をお願い申し上げます。

〈実施・募集要項〉
● 日

時：平成 24 年２月 18 日(土) 13：30〜15：30（開場 13：00）

● 会

場：龍華寺 本堂

● テ ー

マ：
「弘法大師の仏身観」

● 講

師：龍華寺 住職

● 参 加

者： わ

の会会員、市民

● 会

費： わ

の会会員 300 円、市民 500 円

和田 大雅 氏

● 受付・締切：会員の優先受け受けは 11 月 12 日から 12 月 16 日まで
(その後、市民の募集を開始し、会員優先はなくなり、市民と合わせての抽選となります）
● 申

話

045-775-0722（運営委員・沓掛）

メール

yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com

込；電

継続会員の手続きはお済ですか？
平成24年度の継続会員は10月14日実施の第6

至急継続手続きを終えられます様お願い致しま

回学習会(探訪)より受付を行っております。継

す。

続を希望され、まだ手続きをされていない方は

● 締

切：11月30日

● 会

費：3000円

● 振込口座：横浜銀行 金沢支店(店番号351) 普通預金 口座番号 1324219
名義人 金沢区生涯学習 わ の会 代表 小俣 悦男（オマタ エツオ）

＊勝手ながら、会費振込みを以って申込を頂いたものとさせて頂きます。
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学習会の概要とアンケート結果
第４回

｢ほとけのずかん｣

開催日：2011 年 8 月 13 日
場

所：県立金沢文庫

講

師：県立金沢文庫

出

席：62 名（ビジター

主任学芸員

向坂卓也

1 名）会員の出席率

氏
60.7

％

向坂 卓也 氏
概要
密教は 8 世紀中頃に玄肪が 500 巻の一切経

になった事が背景にある。

を請来する等して日本にもたらされていたが

平安末期になるとそれらの活動が加速、多

システム的に配置されたものでなく、また積

種多様な「ほとけ」の姿を収録した図像集が

極的に利用されるものではなく、文字通り

できた。鳥羽上皇の命で編集された「図像抄」

種々雑多なものであった（雑密）。空海後、曼

がその嚆矢である。その後より詳細なもの、

荼羅に大日如来を中心に菩薩、明王等「ほと

より多数の仏を収集したものが編纂されて、

け」の姿がシステム的に配置され、密教修法

名称と図象だけでなく、僧侶が修法を行う際

に利用されるものとなった（純密）。しかし密

に必要なものや儀式の次第、儀式先例、果て

教は文字通り秘伝のものであり、師から弟子

は異説までを記載するようになり、分量は増

に秘かに伝授されるものであり、一般には簡

えていった。

単に理解できるものではなかった。真言宗派

称名寺は北条氏の私的な寺院として生まれ

の分流によって仏の姿は微妙に変化したりし、

たが、鎌倉幕府の祈祷所として幕府の依頼で

様々なバリエーションが生まれたものの基本

公的な修法を行なうのに必要な情報を集めた

的には秘伝であった。

ものと考えられ、
「図像抄」を始めとする数種

密教修法は国家の安全や繁栄を祈るものか

の図象集が伝わっている。

ら次第に多種多様な個人的な人々の願いに応

密教儀式で修法する僧侶は口に真言を唱え、

じるため行なわれるようになった。その修法

手に印を組み、心に仏の姿を想い浮かべるこ

を行なうにあたり、様々な「ほとけ」の姿や

とが重要とされているが、
「図像抄」にはそれ

法要儀式の方法を整理、蒐集する活動がなさ

らが具備され、いわば修法のノウハウが理解

れるようになった。秘伝の密教の儀式法が次

されるように描き、記されている。

第に上層貴族からなし崩し的に漏れ出るよう

「ほとけのずかん」と呼ぶ由来は、
「 ほとけ」
6

の尊名（ほとけの名前）
：金剛界大日如来、梵

ワールドの一端へ招待、手解きをしてくれた。

号（サンスクリッド名）
：マハーバイローチャ

それにしても密教は難しい。言葉だけでは伝

ナサタギャタ、密号（別名）
：遍照金剛…等々

えきれないところが密教の真髄ということか。

の項目が「図鑑」における生物の和名、学名、

絵図（イラスト）と図鑑的表現…成程。

英名…等に照応しているかのように見えるか

（大門）

らである。
講師はイラストが得意で様々な「ほとけ」
の像をホワイトボードに描いて、難解な密教

アンケート結果
全体評価

大変良かった：10、良かった：12、普通：2、つまらなかった：0

・少し話の中身が分かりにくかったが、系統だった図像画の話を初めて聴くことが出来た(5)
・密教伝来と分類、仏画の特色など説明が論理的で分かり易かった(4)
・｢ほとけ｣関係、若干ではあるが、関心が生まれた(2)
・｢ずかん｣の価値が分かったような気がする

第5回

｢富岡八幡宮と湯立神楽｣

開催日： 2011 年 9 月 10 日
場

所：金沢地区センター

多目的室

講

師：富岡八幡宮

佐野

出

席：86 名（ビジター

宮司

1 名）

主水 氏
会員の出席率：70.9％

佐野 主水 氏
概

要
講師は阿王ケ台団地にあった「青ヶ台貝塚」

神社は一般的にそのいわれは古く、分から

の発掘調査に学生時代に参加、発見された釣

ないものが多い。農耕生活に入ると共同体、

針や銛等から縄文時代はあのあたりまで海岸

集落が形成された。その共同体で神に収穫を

線だったことをスライドで説明。神職の一方、

祈り、感謝することにより自然発生的に生ま

考古学の徒でもあったのだ。

れたものであろう（歴史時代以降の菅原神社、
乃木神社などは別）。
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そんな中で島のように海に突き出た小山を

る「湯立神楽」は湯花神楽、鎌倉神楽とも呼

か ん な び

神奈備 とし、海の守り神として尊崇を集めて

ばれ、鎌倉八幡宮で職掌とよばれる人達によ

きたのが富岡八幡宮である。縁起書によれば

って奉納されていた。富岡八幡宮に伝わるの

建久２年（1191）頼朝が鎌倉鎮護のため今宮

は鎌倉八幡宮の職掌を兼務していたことによ

戎神社といわれて有名な大阪の西宮神社の末

るものと思われる。江戸時代には個人の祈願

社を勧請したのが始めといわれる。

にも湯立神楽が奉納されていたことが記録、

八幡の謂れは、安貞１年（1227）現八幡宮

遺品に覗える。

の社家佐野家の初代が鎌倉より富岡へ着任し

また、800 年以上の伝統を持つ横浜市の指

た際、鎌倉の北東にあたるので鬼門の方（裏

定無形文化財に指定されている「祇園舟」が

鬼門は伊豆三島明神）の鎮護として源氏の氏

有名である。青茅で作った楕円形の船に御供

神八幡宮を併せ祀り、八幡宮と改めたことに

え物を載せ船縁に御幣を立てて沖合遠く流し

よる。神話では祭礼当日この地を訪れた僧が

やるものである。穢れの祓いと豊漁に感謝す

食を乞い、「祭礼当日なので麦酒があります」

る神事である。宮の前の海岸は埋め立てられ

と麦酒を差し上げた翁に「われは八幡なり、

たものの船溜まりまで優雅な笛で送られ帰途

今日よりわれを祀れば、悪魔を退け加護すべ

は全速力の競漕で帰ってくる勇壮な祭りであ

し」といって消えたことことに始まるともい

る。

われている。また応長の大津波（1311）の際

以上をスライドを駆使、由緒ある富岡神社

には隣の長浜は全滅したが、富岡は神社の山

の昔と今を多面的に紹介してくれた。

に護られて無事であったことから「波除八幡」
とも呼ばれるようになり、漁師等により広く

江戸相撲の発祥の地といわれる深川八幡宮

江戸まで信仰を集めた。寛永年間徳川家光が

は富岡八幡から勧請されたとは知らなかった。

深川の埋め立てに当たって工事が難航、富岡

近くに住みながら、恥ずかしい限りである。

八幡宮に波除祈願したところ無事完遂したの

是非この二つの祭りも含めてじっくり見学と

でかの地に氏神として富岡八幡宮を勧請、深

行きたいものだ。（大門）

川八幡の始めとなり、
「正八幡」として江戸の
民からも尊崇を集めた。
毎年９月の秋季大祭と２月、11 月に行われ

アンケート結果
全体評価

大変良かった：33、良かった：13、普通：0、つまらなかった：0

・スライドを併用したことで話の内容が理解しやすく、かつ、身近に感じた (22)
・丁寧な説明で地元の例祭の由来が、より、深く理解出来た(8)
・湯立神楽、祇園舟などの伝統祭事が守り継がれていること(5)
・源頼朝や鎌倉八幡との関係が理解出来た(4)
・神社と寺院の差異の説明(4)
・富岡、釜利谷など地勢形成過程の説明(3)
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第６回

探訪 「能見堂跡と釜利谷東部を歩く」

開催日：2011 年 10 月 14 日
集

合：金沢文庫駅西口

コース：谷津の庚申塚〜能見堂跡〜正法院〜釜利谷地区センター 〜禅林寺
〜伊丹家〜釜利谷小学校跡
参

加：59 名（ビジター

なし）

会員の出席率：48.3％

昨年は「釜利谷の緑と古刹を訪ねる」をテ

て幸先よいスタートになりました。集合場所

ーマに釜利谷西部を訪れました。今年はそれ

の金沢文庫駅西口広場には 9 時 45 分までに集

に引続き「能見堂跡地と釜利谷東部を歩く」

合し、受付後 4 班に分かれ各案内役のところ

をテーマに釜利谷の東の地域を巡ることにし

へ集まった。

ました。
今年の探訪実行委員会は、内田

9 時 50 分実行委員長の挨拶及び目の前に見
わ

の会

える白井崎の説明が有ったのち班毎に出発し

副代表を委員長とし、 わ の会運営委員全員

た。谷津の火の見櫓・保土ヶ谷道の道標・屋

の他 2 名の有志を加え計 15 名のメンバーで構

号

成して実行計画を立てることにしました。

の案内を聞きながら歩いた。能見堂跡地への

今年度は金沢八景の眺望地として有名にな

能見堂

宅・庚申塔と順を追って説明役

ハイキングコースはがけ崩れの修復がまだ出

りその眺望を誇った能見堂跡地とそれに関わ
る事物を訪ねるとともに「能見堂跡地再生プ
ロジェクト」を進めてこられた鈴木祥三氏の
話を聞かせてもらう事、もう一つが赤井のお
不動様で有名な正法院、釜利谷と縁の深い伊
丹氏の菩提寺である禅林寺の二寺を訪れるこ
とを計画しました。探訪の下見は 2 月 24 日に
基本コースを決め、3 回の打ち合わせ会で詳
来ておらず能見台 5 丁目側から回り込み能
見堂跡地への坂道を登った。現地には鈴木祥
三氏が待機されており全員が揃ったところで
「能見堂跡地再生プロジェクト」で整備され
設置された説明版をもとに昔の金沢八景の眺
望や能見堂の姿の説明と現在の問題点につい
て概略の説明をして頂いた。
次いで金沢コーポランド東側の急階段を注
意深く降り赤井の正法院に向かった。正法院
細コースの決定と資料準備を行い、6 月 10 日

では本堂に上がらせて頂き友繁住職から寺の

と 9 月 9 日のコース確認を経て準備を行いま

沿革・お不動様の話とお説教を含めながら話

した．

を伺った。特に本尊のお厨子の底から出てき

探訪当日の 10 月 14 日は前日の天気予報で

た杉板墨書からお寺の中興や年代が明らかに

は雨の心配もしましたが幸いにも晴れ間がで
9

なったことなど興味が引かれた。住職の明快

がら活動しプロジェクトの目的は 100％完了

でオープンな話しぶりに皆しっかりと正法院

したわけではないが、理解しやすい案内板の
整備、ゆかりの石碑の移設、1 部ではあるが
樹木の剪定等大きな成果を上げられた話を皆
熱心に聞かせて頂いた。
こうした文化遺産の保全活動の大変さを知
るとともに市民が協力する大切さを理解する
貴重な機会であったと云えるのではないでし
ょうか。
講演の後足利持氏の創建と伝えられている
禅林寺へ移動。ここでは本堂を開放して頂き
全員ご本尊の薬師如来や釈迦如来を拝観させ

の理解が深まったものと感じた。

て頂き、更に住職に特別にお願いをして本堂

午後は釜利谷地区センターで鈴木祥三氏
『よみがえれ！

となりの書院に安置されている新たに修理が

能見堂』のテーマでプロジ

成った小泉弁財天社の本尊であった瀟湘夜雨

ェクターを使って「能見堂跡地再生プロジェ

弁財天を拝ませて頂いた。この後禅林寺の中

クト」の活動について話を伺った。

興の祖伊丹氏の墓のあるやぐらまで登り手を
合わせた。
禅林寺を後に赤坂にある伊丹氏末裔宅を通
り最終地釜利谷公園に全員元気に集結した。
最後に小俣代表から挨拶が有り 15 時 50 分解
散した。
15 名の探訪実行委員の皆様には 2 月からス
タートして準備に全力を尽くして頂き無事探
訪を終えることが出来有難うございました。
又参加して頂いた皆様には山道を登ったり長

金沢八景は能見堂からの素晴らしい眺望で

い道のりを歩いていただき、少々きついとこ

有名になった名所であるが、現状は長年放置

ろも有ったと思いますが無事終えることが出

されたままの樹木に囲まれ、かつての景色が

来まして大変感謝しております。

見渡せない状態になってしまっている。眺望

今年もまた反省点が色々ありますので次へ

をなんとか取り戻そうと横浜市の異なる 3 部

のステップアップに繋げてゆきたいと考えて

署と 1 つの民間事業者を相手に悪戦苦闘しな

おります。有難うございました。（吉田寿）
【写真提供

吉田

純一

様】

アンケート結果
全体評価

大変良かった：14、良かった：8、普通：0、つまらなかった：0

・鈴木氏の再生プロジェクトの話があったので能見堂跡地、新たな興味が湧いたなど (13)
・正法院住職の話と我々に対する姿勢など(11)
・良く纏められた丁寧な資料(5)
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「懐かしの映画」鑑賞録

No.４

「懐かしの映画を観る会」代表 佐藤

晃

平成 23 年度 第 10 回 鑑賞会

ショーシャンクの空に The Shawshank Redemption
〈鑑賞日：2011・8・22〉
制 作:1994 年

アメリカ

監 督:フランク・ダラボン

上映時間:143 分
原 作:スティーヴン・キング

主 演:ティム・ロビンス、モーガン・フリーマン
その他:アカデミー賞主要７部門ノミネート
1995 年キネマ旬報ベストテン外国映画部門第１位
毎日映画コンクール外国映画ベストワン賞
あらすじ
1947 年、銀行の若き副頭取アンデイ（Ｔ・

の税金問題で困っていることを耳にしたアン

ロビンス）は妻とその愛人を殺した罪で終身

ディは報酬として作業仲間にビールを飲ませ

刑２回の判決を受け、ショーシャンクの刑務

ることを条件に解決策を助言する。取引は成

所に投獄される。刑務所内での暴力を受けな

功し、ビールにありついた仲間からアンディ

がらじっと耐えている。そんな中、刑務所内

は一目置かれるようになった。看守長はその

で調達屋と呼ばれる囚人のレッド（Ｍ・フリ

後も税金問題でアンディを頼りにし、看守の

ーマン）と出会い、趣味の鉱物採集を始める

ほとんどが税金対策をアンディに頼むように

という理由で小さなロックハンマーを頼み、

なった。それが、所長の耳に入り、所長の税

親しくなる。２年後、屋根のペンキ塗りに駆

金対策から始まり、終いには裏金作りの片棒

り出された時、看守長が兄から贈られた遺産

をかつぐようになった……

解説
ホラー小説の大家、スティーブン・キングの

希望をもって生きていくかが主眼となる。フ

非ホラー小説の傑作と言われる『刑務所のリ

ランク・ダラボンの監督第１作だが、伏線を

タ・ヘイワース』の映画化である。無実の罪

巧みに生かした多くのエピソードをつないで

で刑務所に入れられたアンディは希望を失わ

の意表をつくフィナーレが素晴らしい。

ず、不屈の精神をもって、20 年近い、獄中生

この映画の公開当初は『フォレスト・ガン

活を耐えている。州議会に陳情して図書費用

プ』
『パルプ・フィクション』等の話題作が多

を獲得したり、モーツアルトの「フィガロの

く、興行的には赤字であった。しかし、キネ

結婚」のレコードを所内に流すなどして、仲

マ旬報ベストテン外国映画部門第１位、毎日

間たちの信頼を勝ち取っていく。刑務所を舞

映画コンクール外国映画ベストワン賞を獲る

台にした映画の多くは

のテクニック

などして評価が高まった。またこの映画を観

が主体だが、この映画ではそれより、いかに

た人から素晴らしい映画との声が口コミで伝

脱獄
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わり、レンタル店でも貸し出しが増えるなど

画祭

して徐々に知名度が上がっていった。昨年か

第１位であったという。

ら全国的に展開されている

の上映希望アンケートでは一般投票で

午前１０時の映

平成 23 年度 第 11 回 鑑賞会

老人と海

The Old Man and the Sea
〈鑑賞日：2011・9・12〉

制

作:1958 年

アメリカ

上映時間:８６分

監

督:ジョン・スタージェス

音

楽:ディミトリ・ティオムキン

出

演:スペンサー・トレィシー、フェリペ・パゾフ

原

作:アーネスト・ヘミングウェイ

あらすじ
キューバの小さな漁村に住むサンチャゴ老

ィートも長いカジキマグロである。しかし、

人（Ｓ・トレィシー）は一人暮らしで、メキ

飛び跳ねたあと、再び水中に潜った。夜、再

シコ湾流に小船を浮かべ魚を獲って暮らして

度強い引きがある。魚は時々苦しがって海上

いる。このところ、84 日間も不漁が続いてお

に姿を現すが、老人の手は傷ついて思うよう

り、時折、漁を手伝ってくれる少年も父親の

に動かない。若い時、力自慢の黒人を腕相撲

命令でよその船の手伝いに回されている。85

でねじ伏せたのを思い出す。魚に引きずられ

日目の朝、少年に送られて沖に出る。老人は

ながら老人は魚がかわいそうになってきた。

餌の付いた 4 本の綱を海に下ろし、潮の流れ

３日目の朝、ようやく最後の動きをみせたカ

に船を任せる。昼頃、綱がぐっと引かれる。

ジキを老人は充分に引きつけて銛を打ち込ん

信じられないほどの重みである。老人は綱を

だ。血潮が海中に広がる。討ち取ったカジキ

手繰るが、びくとも動かない。一夜明けて、

を船に縛りつけ、帰路につく小船に、血の匂

やっと魚の本体が姿を現した。船よりも２フ

いをかぎつけた鮫が後を追う……

解説
ノーベル文学賞を受賞したアメリカの文豪

捉えた。

ヘミングウエイが 1952 年に発表した『老人と

トレィシーの迫真の演技が光る。老人と思

海』の映画化である。これまで、ヘミングウ

えない不屈の闘志に威圧される。トレィシー

エイの小説は行動派作家にふさわしく第１次

はこの演技でアカデミー主演男優賞にノミネ

大戦、スペイン戦争が映画の素材となり『誰

ートされたが、惜しく賞を逸した。スタージ

がために鐘は鳴る』
『武器よさらば』等を生ん

ェスの演出も老漁師の生き様を、密度の高い

だが、海上での老人と魚との死闘という素材

ドラマに凝縮した。加えて、名カメラマン、

は、映画化が最も難しいとされていた。監督

ジェームス・ウォン・ハウはキューバの海の

のジョン・スタージェスはこの難事をナレー

朝、昼、夜の表情の微妙な変化を詩的に捉え

ションを多用する演出で成功した。船上で、

た。また、音楽を担当した『真昼の決闘』、
『ハ

しかも、登場人物は老人のみという困難なド

イ・ヌーン』のティオムキンの雄大な音楽は、

ラマを、老漁師を演ずるトレィシーに密着し

この年のアカデミー劇・喜劇音楽賞を受賞し

て、巨大な魚とその後の鮫との格闘劇として

ている。

12

平成 23 年度 第 13 回 鑑賞会

雁
〈鑑賞日：2011・10・10〉
制

作:大映

1953 年（昭和 28 年）

上映時間:104 分

監

督:豊田四郎

脚

本:成沢昌茂

出

演:高峰秀子、東野英治郎、田中栄三、芥川比呂志、宇野重吉、浦辺粂子

原

作:森

鷗外

あらすじ
明治の中頃、東京下町に住むお玉（高峰秀

さんに針仕事を教わり始めた。

子）は老いた父親（田中栄三）と二人暮らし

その頃、毎日、無縁坂を散歩する学生の群

で生活は貧しい。お玉に近所の婆さん（飯田

れがあった。その中の一人岡田（芥川比呂志）

蝶子）が妾の口を持ってきた。相手は呉服屋

にお玉は思いを寄せるようになった。ある日、

の主人で末造（東野英治郎）といい、妻を亡

飼っている小鳥が蛇に狙われ困っている時に

くし独り者という。婆さんの口車に乗って承

岡田が退治してくれた。その時、雨が降って

知したが、実は高利貸しで、妻子がいること

きたので傘を貸した。お玉は蛇退治のお礼を

もわかった。しかし、大学裏の無縁坂の辺り

したくて機会を待っていた。末造が留守をし

に小さな妾宅をあてがわれ、女中付きでお手

た冬のある日、お玉は今日こそ岡田を呼んで

当てもよく、それに父親にも別の家を世話し

お礼を言おうと決心したが、あいにく、岡田

てもらっているので、お玉はそれなりに満足

は試験に合格して外国に留学することになり、

している。末造の妻お常（浦辺粂子）はお玉

送別会が催されることになった。お玉は岡田

のことを人伝に聞いて末造を問い詰めるが、

に会うことが出来ず、お玉の岡田への慕情に

はぐらかされてしまう。ある日、お常は買い

感づいた末造から嫌味を言われ、お玉は黙っ

物帰りに池之端の裏道で、自分のと同じ柄の

て家を出た。外国に発つ岡田を物陰からそっ

日傘を差すお玉とすれ違った。お玉と確信し

と見送り、不忍池のほとりでお玉は物思いに

たお常は後を追い、妾宅をつきとめた。お玉

耽っている。足許から一羽の雁が飛び立った。

はこうした生活から脱け出そうと隣のお師匠
解説
明治末期から大正初期にかけて雑誌「スバ

乙女心に戻って、学生に思慕の情を抱くが、

ル」に連載された森鷗外原作『雁』の映画化

それも相手に通じない。逆境に耐えながら生

である。監督は文芸映画の巨匠、豊田四郎。

きていくシンの強い明治の女を高峰秀子が好

脚本は成沢昌茂が書いた。明治の中頃の東京

演した。豊田四郎は、明治時代の上野近辺の

で、老いた父親を抱えた女が生きていく術は

雰囲気を水墨画のようなタッチで、情緒たっ

妾しかない。高利貸しの妾と世間からは蔑ま

ぷりに描いた。原作では『雁』の意味は不明

れ、旦那の妻の姿に怯え、不遇の人生に耐え

だが、豊田四郎は、不忍池のほとりに佇むお

ながら生きていく女の姿を豊田四郎は新しい

玉の足許から空に向かって飛び立つ雁の姿に、

解釈で描いた。旦那のお手当で、気の進まぬ

自立しようとするお玉の生き方を暗示した。

生活から抜け出そうと女は試みるが壁は厚い。
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「浮雲俳句会」抄録

No.15

「浮雲俳句会」代表

北野清市

【兼題「野鳥シリーズ」】
Ｈ23 年度の兼題には、
「野鳥シリーズ」を掲げ、これにトライする。
因みに、月別のテーマは、白鷺（７月）・帰燕（８月）・百舌（９月）・鷹（11 月）
・鷲（12
月）
・水鳥（１月）
・鶯（２月）
・帰雁（３月）
・雲雀（４月）
・それにフィナーレを飾って、時鳥
（ほととぎす・５月）である。
色・形・大きさなど様々な種類の野鳥が、飛ぶ・木にとまる・餌をとる・鳴く……。四季
の自然に恵まれたわが国には、一年を通して、あらゆる場所にいろんな野鳥たちの姿を見るこ
とができる。その生態に迫る俳句づくりが楽しみです。
白鷺の脛打つ水や不動池

一清
【品格のある俳句づくり】

芭蕉は、俳諧について、
「格に入って格に出づ」と言っている。つまり、俳句は型（かたち）
の文学である。そこで、先達の残した俳句の中から、５つの「俳句の型」を身に付け、自身の
俳句を一層品格あるものにしょう。
この点、７月〓富安風生型（名詞・名詞・名詞・動詞）
・８月〓湯浅桃邑型（動詞・名詞・
名詞・名詞）
・９月〓高浜虚子型（名詞・名詞・動詞・名詞）
・11 月〓正岡子規型（形容詞・名
詞・動詞・名詞）
・12 月〓松尾芭蕉型（オール名詞）の５つの「俳句の型」を兼題として取り
組みたい。
朝顔市その紺色の明日を買ふ（風生型）

一清

７月（文月・ふづき） Ｈ23 年７月 31 日

俳句では、５・６・７月を夏として扱ってお

大社の奥ノ宮は、登山者で〈息むせる〉ほどの

り、７月といえば晩夏である。
山開き富士浅間に息むせる（特選）

熱気が漲っていたのだ。２句目は、日本古来か
一梲

らの山岳信仰を、
〈赤富士〉に託して詠んだもの。

（以下第 51 回例会の投句）
赤富士へ祈りの両手崩さざり（地賞）

〈祈りの両手〉をいつまでも〈崩さ〉ない信仰
国眼

心に感動した。

２句とも「風生型」の富士に関するもの。１
句目は、１日の富士の山開き。頂上の〈浅間〉
14

かき氷崩す角度を探しけり

一清

十薬やこんがらがりしねずみ算(特選)

祥代

炎昼や寺の大屋根そり返る(特選 風生型) 十九

め、食欲旺盛。首をＳ字に曲げ、魚やざりがに

月半ばには梅雨も明け、猛暑到来。
〈かき氷〉

などを食べるのに夢中だ。

で涼をとり、
〈炎昼〉に耐えた。

野馬追がお国自慢の友も逝き(特選 風生型)

屋敷蛇樹上に衣を懸けのこし(天賞 風生型)

一馬

重九

神業や団扇一筋五十年(人賞)

白鷺の飛び立つときを待つレンズ(特選)

とも女

重ねたる五十の句会雲の峰
勇平

一清

７月も下旬になると、東北の三大祭の先駆け

一方、動物は、最も夏らしい月に拘わらず、

として、
「相馬野馬追祭」がある。また今年は、

その営みを営々と継続。このうち、蛇は、脱皮

殊に、わが｢浮雲俳句会｣発足満５年。毎月の句

することによって成長。１年に５・６回脱皮を

会も、会を重ねて 50 回の区切りを迎えた。この

繰り返す。また白鷺は、秋に南に帰る準備のた

ため掲句のように 五十 も兼題に加えた。

８月(葉月) Ｈ23 年８月 28 日

８月は、夏の盛りでありながら、その絶頂を

不揃ひの脚で踏ん張る茄子の馬

一清

越えたところがあり、秋への移ろひが次第に感

盆波に浮きつ沈みつかもめかな(人賞)

祥代

じられる。

８月中旬は、何といっても「お盆」である。

ねぶた絵の騎馬武者ぬつと罷り出づ

一清

日本民族大移動の「お盆」を迎えるのである。

（以下第 52 回例会の投句）

〈茄子の馬〉をつくって、精霊を迎えるローカ

農村の祭は秋に多い。それは稲の収穫後に行

ルな風習。盂蘭盆前後に寄せてくる〈盆波〉も

われるからだ。

ある。

これらは、２日から始まる「青森ねぶた祭」

ひぐらしや日暮れの林ひとりじめ（佳作）勝美

を皮切りに、仙台七夕・秋田竿灯……徳島の阿

山寺に気分は芭蕉法師蝉（特選）

二祥

波踊りへと続く。なかでも、
「青森ねぶた祭」は、

去ぬ燕先陣きつて野島沖

一清

歌舞伎・中国の三国志・合戦物の絵などを題材

下旬になると、いかにも秋を感じる〈ひぐら

にした「大型ねぶた」の山車(だし)が圧巻だ。

し〉が、朝夕、寂寥と鳴く。また秋の蝉の代表

秋の蚊を打ちたる右手右の腿(天賞)

国眼

で一番おそく出現する〈法師蝉〉も、ツクツク

泣き喚く幼児の腕の八月蚊(地賞 桃邑型)

オーシィと鳴き渡る。更には燕も、子育てを終

重九

え、南方に帰ってゆく。

立秋の頃から出始める藪蚊は、秋の暴れ蚊と

秋茄子を焼きて饒舌わが家族(特選)

一梲

いわれ、激しい刺し方をする。掲句の〈秋の蚊〉

黄昏の風のなすまま酔芙蓉(特選)

も、この蚊であろう。これを〈打ちたる右手右

大自然は、中秋へとバトンタッチして、秋が

の腿〉とリアルである。また〈泣き喚く幼児の

段々と深まってゆく。

腕〉の秋の蚊でもある。
迎へたる万余の御霊茄子の馬(特選

桃邑型)
十九
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とも女

９月（長月） Ｈ23 年９月 25 日

９月は、厄日の二百十日、それに関東大震災の

雪洞に胡弓の咽ぶ風の盆(特選 虚子型) 十九

あった１日（防災の日）からのスタートだ。
箱根路の夕日に光る花芒（佳作）

さざなみの湖面を渡る鴫の声 (人賞 虚子型)

一幸

二祥

（以下第 53 回例会の投句）
雲上に続く道あり大花野（天賞）

他方、中秋といえば、旅行(観光)シーズンで
とも女

ある。２日からは、富山八尾の〈風の盆〉だ。

九月に入ると、標高の高い処では、 秋暑し

多数の人々で賑わったそうだ。また琵琶湖も秋

とはいえ、秋風が吹き木々が色づきはじめる。

の癒しの場所である。

更により標高のある「尾瀬ヶ原」あたりは、秋

かはたれの空を切り裂く百舌の声(佳作)

の真っ盛り。湿原地帯には〈大花野〉が広がり、

とも女

燧ケ岳の〈雲上に続く道〉へと連なる大パノラ

鵙の声水面に響くばかりなり(佳作)

マが、展開する。

里山をまもりし杣や百舌高音

朝の虫新聞ことん妻ごとん（特選）

国眼

一清

更にまた、渡り鳥の季節で、鴨をはじめ鴫・

腰伸ばしステッキ片手に猫じやらし（特選）

無患子や地蔵の赤き涎掛け（特選）

たか女

椋鳥・鶴……小鳥までやってくる。このうち、

勇平

〈百舌〉は兼題で、
〈切り裂く〉甲高い声。ある

一馬

いは〈水面〉の樹の枝で縄張り宣言をする〈鵙〉
。

雄々しくも母の顔した案山子かな（特選）

あるいは杣(そま)〓樵(きこり)の懸命に守って

祥代

きた〈里山〉に住み着いた〈百舌〉など様々な

一方、平地では、中旬頃までは残暑が続いた

生態をみせてくれる。

が、月半ばになると、朝夕、涼気を感じるよう

名月の昇るを仰ぎ落つを見ん

になって、秋本番を迎える。

琵琶島に復興祈り月見会(特選 虚子型) 勝美

衣被ぬらりぬらりと口の中(佳作)

岩介

糸瓜忌や去らんとすれば鉦叩

一清

一清

横丁に秋刀魚の匂ふパトロール(佳作 虚子型）

九月も中旬には、
「十五夜」があり、芭蕉の〈名

重九

月や池をめぐりて夜もすがら〉
。一茶の〈名月を

また秋といえば、 食欲の秋 。葡萄をはじめ

とつてくれろと泣く子かな〉などを連想する。

桃・梨・柿などの果実が、大変おいしい。里芋

また十九日は、近代俳句の父でもある〈子規忌〉。

を皮のついたままでゆでた〈衣被(きぬかつぎ)〉

俳句に親しんで、よかったと、つくづく思うの

も、関東では好まれている。魚介類も、秋鯖・

だ。

太刀魚・鮭などが旬だ。
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栄区の東側周辺地域

朝比奈・六浦・釜利谷・峰の概説
(2) 朝比奈・六浦・峰
熊谷

哲

本稿は｢横浜郷土史団体連絡協議会｣加盟の｢栄地域史研究会｣からの依頼に基づいて、去る
6 月 27 日に当該研究会の月例会で行った講義のレジュメを基本としています。栄区の東側周
辺４地域の概説を求められましたので、地誌的な紹
介に若干のトピックスを加味しました。
｢栄地域史研究会｣では平成 17 年度から栄区周
辺地域の郷土史の講座を開催してきておられます。
泉・戸塚・玉縄・岩瀬・港南・磯子と進め、今回の
金沢で完結しました。
なお、今般の講座は上記協議会の前会長の岡本
茂男氏の差配斡旋によるものです。
前号では 10 月実施の探訪に合わせて、
「釜利谷」
を（1）として掲載しました。今回はその残りである「朝比奈・六浦・峰」を（2）として掲
載します。

朝比奈
（支配者）鎌倉時代は源氏と北条得宗家(推定)。

治 30 年久良岐郡に編入され六浦荘村大字峠。昭

鎌倉時代初期の一時期､和田合戦(1213)まで和

和 11 年(1936)横浜市に編入、磯子区朝比奈町。

田義盛が支配｡室町時代は足利氏と上杉氏(推

昭和 23 年金沢区朝比奈町。昭和 55 年朝比奈町

定)、のち小田原北条氏。徳川家康入府後は幕府

と東朝比奈(一〜三丁目)(六浦の一部を含む)。

の直轄地だった。元禄 1 年(1688)から延亨 4 年

（地勢と面積）標高 100m 前後の起伏に富む円海

(1747)まで旗本の加藤氏が支配。続いて幕府領

山系の一画で里山地域。この地の西は鎌倉市

に戻ったが、幕末の江戸湾警備態勢のため、会

十二所である。上記の 4 町の面積は 160ha(平成

津藩、川越藩、熊本藩、佐倉藩が支配。慶応 3

19 年)。

年(1867)幕府領に戻り代官江川太郎左衛門英敏

（主な道路）鎌倉十二所へ朝比奈峠越えの鎌倉

が支配。明治 1 年 12 月神奈川県。

道の古道と新道(昭和 31 年陸上自衛隊建設)があ

（町村名の変遷）江戸時代は相模国鎌倉郡峠村。

る。大船方面に行く原宿六浦線(環状 4 号)がこ

明治 5 年(1872)神奈川県鎌倉郡峠村。明治 22 年

の地域を貫通している(相武隧道は昭和 19 年完

じゅうに そう

おおあざ

成)。横浜横須賀道路が通り朝比奈 IC がある。

市町村制施行により鎌倉郡東鎌倉村大字峠。明
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（人口）江戸時代から昭和の宅地開発までは不

（村の鎮守と寺）村の鎮守の熊野神社は切通の

変で 18 戸、明治 5 年(1872)の人口は 119。平成

頂上から 200m ほど南の山中にある。源頼朝とか

19 年は世帯数 2,600、人口 6,752。

北条泰時の創建と伝えられる。｢村の寺｣は浄林

（産業）昭和の宅地開発までは自給自足の農業

寺(明治期に廃寺)といい、釜利谷の東光禅寺末。

が主体。
村高は｢元禄郷帳｣47 石余､｢天保郷帳｣81

（上総介塔）原宿六浦線(環状 4 号)朝比奈バス

石余だった。現在は住宅地域に変貌。

停のわきにある五輪塔。昭和 56 年(1981)この道

（地名の由来）朝夷奈三郎義秀が一夜の内に朝

路造成のとき復元された。上総介については諸

比奈切通しを切り開いたという伝説が元。

説があるが、江戸時代から千葉(平)広常とされ

（朝夷奈三郎義秀）源頼朝の御家人和田義盛と

てきた。広常は富士川の戦(1180)の後上洛を主

巴御前(源木曽義仲の愛妾)の間に生まれたとい

張した頼朝を諫めたことが元になり、疑われて

う。安房国朝夷奈郡で成長したので朝夷奈三郎

寿永 2 年(1183)鎌倉十二所で梶原景時に討たれ

と呼ばれた。大力無双だった。和田合戦(1213)

た。

で敗死。死去せず合戦後舟で鎌倉を脱出したが

（寺社）熊野神社。千光寺。

行方知れずとなり、紀州や朝鮮に渡ったという

（その他）猫塚。朝比奈切通の石塔群。

説がある。
（和田義盛）(1147〜1213) 鎌倉時代
の武将。源頼朝に従い、鎌倉幕府の
創設に貢献。初代侍所別当。三浦一
族杉本太郎義宗の子で三浦半島の和
田が本拠。頼朝の死後北条義時と反
目、挙兵し敗死(和田合戦=建保 1 年
=1213)。
（朝比奈切通）鎌倉幕府が六浦津の
重要性から開削した。執権北条泰時
(1183〜1242)の指示により仁治 2 年
(1241)に完成し、六浦道が整備され
た。峠の登り口に並ぶ石塔群は村民
が長年にわたり峠道の普請･補修･維
持を行った証である。昭和 44 年｢朝
夷奈切通｣として国指定史跡になっ
た。世界遺産登録を目指している｢鎌
倉｣に称名寺と共に含まれている。
（鼻欠地蔵）朝比奈と大道の境にあ
る磨崖仏。鼻が欠けているので鼻欠
地蔵というが、ここが相模国と武蔵
国の境だったので｢界の地蔵｣という。
像は高さ 4m 程であるが風化が激し

朝比奈峠

い。
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六浦
古来｢むつら｣、昭和初期から｢むつうら｣という。

〜三丁目)、六浦南(一〜五丁目)、瀬戸、大道

中世の六浦は六浦庄といい現在の金沢区(朝比

(一・二丁目)、柳町(戦後の埋立地)、高舟台(一･

奈地域を除く)全域で、六浦本郷､釜利谷郷､金沢

二丁目)の一部。

郷､富岡郷があった。ここでは六浦本郷を中心に

（字名）大道、川、三艘、引越、渡場、瀬戸、

記述する。

瀬ヶ崎、室ノ木。

鎌倉が政治の中心だった頃は六浦津は鎌倉の外

（地勢と面積）朝比奈を源とし東流する侍従川

港として、また江戸時代は金沢八景遊覧で栄え

と釜利谷との境からの六浦川が合流して東京湾

た。

に流入する流域で南北は丘陵。内陸は農村、河

横浜市唯一の大名米倉氏が現金沢八景駅裏の谷

口付近は塩田、東は深みもあり波静かな港湾。

戸に陣屋を構え金沢藩となっていた。

上記の 18 町の面積は約 440ha(平成 19 年)。

（古い地名）
『倭名類聚鈔』(承平年間＝931〜938

（主な交通路）横須賀街道(国道 16 号)が南北に

成立)に記された鮎浦(和訓｢布久良｣)が六浦に

貫通、横須賀街道の六浦橋からは大船方面に行

転化したとされる。六浦は六連・六面とも書か

く原宿六浦線(環状 4 号)が通る。六浦交差点か

れた。なお武蔵国久良郡(久良岐郡)の名は『続

らは南方に追浜方面への道と北方の釜利谷へ行

日本紀』(延暦 16 年＝797 完)が最古。

く道路が、また逗子への古道もある。鉄道は京

（支配者）平安時代後期は源義朝(1123〜60)。

浜急行電鉄の本線と逗子線が通る。金沢八景駅

保元 2 年(1157)大中臣実経。鎌倉時代初期は源

は新杉田からの金沢シーサイドラインの終点で、

頼朝。建久年間(1190〜99)仁和寺子院勝宝院(院

八景島シーパラダイスへ行く人で賑わう。

主は貞暁(1186〜1231)＝頼朝の庶子)の荘園に

（人口）
天保 1 年(1830)頃は 3 村合せて 240 軒、

なる。鎌倉時代初期の一時期､和田合戦(1213)ま

明治 1 年(1868)は 252 軒 1,486 名。昭和 14 年

で和田義盛が支配｡建治 3 年(1277)書面上北条氏

(1939)六浦町は世帯数 1,149 人口 3,140。平成

の領地になるが、それ以前の元仁 1 年(1224)頃

19 年(2007)の上記各町(高舟台を除く)の合計は

から金沢北条実泰が支配｡鎌倉幕府滅亡(1333)

世帯数 16,898 人口 44,144。

後の室町時代は足利氏→山内上杉氏→扇谷上杉

（産業）昭和の住宅地化までは港湾流通業(為替

氏→玉縄北条氏が支配。徳川家康入府後は幕府

業を含む)・漁業(製塩と漁労)・農業が主体。特

直轄地となり代官が管理。元禄 12 年(1699)皆川

に鎌倉・室町時代は鎌倉の外港として栄え有徳

まさただ

人が多かった。製塩は古くから盛んだったが、

藩領(藩主は米倉昌尹)になる。享保 7 年(1722)
ただすけ

米倉忠仰が瀬戸に居館を置き金沢藩となる。明

明治末期の塩専売法や塩業整備により消滅した。

治 4 年(1871)六浦県、同年神奈川県。

鎌倉十二所の光触寺の塩嘗地蔵や小字名の塩場

（町村名の変遷）六浦本郷は正保頃(1644〜48)

はその名残である。漁労業は関東大地震による

六浦社家分村･六浦寺分村･六浦平分村。後に社

海底の隆起や海岸埋立の進行により衰退。村高

家分村･寺分村･平分村。明治 5 年(1872)合併し

は｢元禄郷帳｣735 石余､｢天保郷帳｣752 石余だっ

さん ぶ

て三分村。明治 22 年市町村制施行により釜利谷

た。現在は住宅地域に変貌。

村と合併して久良岐郡六浦荘村大字三分。昭和

（大学）瀬戸には横浜市立大学が、六浦東一丁

11 年(1936)横浜市磯子区六浦町、
昭和 23 年金沢

目には関東学院大学がある。

区六浦町。

（六浦津）鎌倉の海が外洋で風波が荒く船着き

（現町名）六浦町、六浦(一〜五丁目)、六浦東(一

が困難のため、鎌倉幕府にとって六浦の港津は

みなと
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政治､経済､軍事的に重要な地位を占めて
いた。関東や東北はもとより遠く中国か
らも来船した。北条氏が朝比奈切通しを
開削したのも金沢北条氏をこの地に配し
たのも、家康が来たり、幕府が金沢藩を
置いたのも港湾の重要性と防衛に着目し
たためである。
（瀬戸神社）治承 4 年(1180)源頼朝が伊
豆の三島明神を勧請したのが発祥とされ
る。祭神は大山祇命。明治 42 年(1909)
六浦地域の 8 社の祭神全てがこの神社に
合祀された。伝統行事は今も盛んである。
鳥居の向かい側に琵琶島神社がある。こ
れは北条政子が近江竹生島弁財天を勧請
したといわれる。
（和田義盛の痕跡）大道に和田谷戸、瀬
ヶ崎に和田山､和田峠などの小字が残っ
て お り 、 こ の 辺 り に 和 田 義盛 (1147 〜

江戸時代初期の瀬戸明神周辺

『新編鎌倉志』から

1213)の居館があったという伝承がある。
のなかで昭和 61 年(1986)に上行寺周辺の遺跡調

六浦は勝宝院の荘園であったが義盛が一時期実

査が行われ、約 150 基のやぐらが確認された。

質的に支配していたともいわれる。

室町時代の 15 世紀初頭前後のものと分かった。

（小泉又次郎誕生地碑）原宿六浦線の大道道路

六浦湊に面する寺院との関係において成立した

脇に建つ約 2.5m の石碑。又次郎(1865〜1951)は

とされた。

六浦生まれ､第 87 代内閣総理大臣小泉純一郎の

（大道の関所）応永 29 年(1422)鎌倉公方足利持

祖父で明治末から昭和前期にかけて活躍した政

氏の許可の下、大道の常福寺門前に置かれた。

治家。衆議院議員､逓信大臣､横須賀市長､貴族院

14 年間続いた。
｢人は 2 文､馬は 3 文｣を徴収し称

議員を歴任した。菩提寺は碑の後方の宝樹院。

名寺の造営に充てた。

（瀬戸橋）瀬戸の入海湾口の橋。嘉元 3 年(1305)

（徳川家康と光圀）家康は 2 回来訪。光圀は延

金沢貞顕が架橋に成功。北条氏の金沢支配に大

宝 2 年(1674)に金沢と鎌倉を巡覧し、その記録

きく寄与した。家康が金沢に来た時｢岩たたく波

を『鎌倉日記』とした。

のよるべに来てみれば月さえ渡る瀬戸の角橋｣

（金沢藩）享保 7 年(1722)第 4 代皆川藩主米倉

と詠んだ。

ただすけ

忠仰が瀬戸に陣屋を置いたのが金沢藩の始まり。

（四角四境祭と七瀬の祓）陰陽道の祭祀。宮中

明治初期まで 8 代約 150 年続いた。1 万 2 千石。

の行事だったが、鎌倉幕府もこれに倣った。四
うしとら

ひつじさる

角は御所の四隅で 艮 ･巽･ 坤 ･乾の方をいう。
四境は領域外で六浦･小壺･稲村･山内。七瀬は由

金沢では六浦(3 村)･釜利谷(宿村と赤井村)･寺
前村を支配。ペリー来航時にも活躍。現在も陣
屋跡に子孫が居住している。米倉氏は清和源氏

比浜･金洗沢池･固瀬河･六連･鼬河･杜戸･江嶋龍

義光流武田支流。甲斐国米倉郡に住み米倉氏を

穴。
『吾妻鏡』に記録がある。

称した。武田氏･徳川氏に仕えた。元禄 12 年

（六浦地域のやぐら群）上行寺東遺跡保全運動

まさただ

(1699)昌尹が初代皆川藩主、1 万 5 千石の大名､
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若年寄となった。六浦に陣屋を構えさせたのは

太田道灌山吹の里。日蓮の船中問答旧跡。小栗

幕府の意図とみられている。

判官照手姫説話。油堤。小山若犬丸二児捕縛。

（金沢八景遊覧）源頼朝や第 4 代将軍藤原頼経

荒井平次郎光善(日荷)の仁王運び。放下僧の仇

(1218〜56)などの来遊伝承がある。江戸時代に

討。猫塚。象塚。三艘の厄神様。

広重の浮世絵や種々の紀行案内書により、江戸

（寺社）瀬戸神社。金龍禅院。泥牛庵。上行寺。

からの遊覧が盛んになった。保土ケ谷から金沢

光伝寺。長生寺。宝樹院。

道に入り金沢八景で遊び、鎌倉･江ノ島を経て江

（処刑場）六浦の海は鎌倉幕府の処刑場だった

戸に戻るコースが定番だった。船遊び･料亭宿

ともいわれている。

泊･九覧亭眺望が中心。料亭の千代本は現在営業
中。九覧亭は金龍禅院内にある眺望台。
（その他）六浦の問丸。吉田(卜部)兼好来遊。

峰
古くは峯村･矢部野村･栗木村･田中村の 4 村を

（地勢と面積）峰町は円海山丘陵にあり北側

合せて 1 村とし笹下上郷といった。笹下上郷

に谷戸がある。円海山は大丸山(標高 158.9ｍ)

は久良岐郡六浦荘の一部。元禄の頃 4 村に分

に次ぐ横浜第 2 の高さで、横浜の屋根といわ

かれた。円海山頂上付近には NTT･東京ガスな

れる。現在の峰町の面積は約 81ha(平成 23 年)。

どの無線中継所や NHK の FM 放送所などがある。 『新編武蔵風土記稿』(天保 1 年=1830)には東
江戸時代から｢峰のお灸｣は有名。横浜横須賀

西 12〜13 町､南北 20 町ばかりとある。

道路が通る。

（古道）江戸時代鎌倉道が通っていた。北の

（支配者）鎌倉時代は源氏→北条氏。室町時

田中村から峯村を通り約 32 町(3.49km)で鎌倉

代は鎌倉公方足利氏(上杉氏)。室町時代後期

郡上之村に達していた。鎌倉幕府滅亡時に北

(戦国時代)の弘治 3 年(1557)からは小田原北

条方の将兵がこの道を辿ってきたといわれ、

条氏に仕えた間宮(信元？)が領した。徳川家

区内に悲痛な伝承が残っている。鎌倉方面か

康入府後の寛永 13 年(1636)からは久世広之

らの｢灸の道｣でもあった。金沢道もあった。

(1609〜79)が領した。正保 1 年(1644)幕府直

峯からの金沢道は、峯から円海山付近を経て、

轄地に戻り代官坪井氏が支配。
万治 3 年(1660)

追分で保土ケ谷から蒔田を経てきた金沢道と

から柳沢(出雲守？)の所領。寛文 1 年(1661)

合流し能見堂から金沢谷津へ下った。

幕府直轄地に戻り代官細井氏が、延宝 4 年

（人口）天保 1 年(1830)頃は 18 軒。平成 23

(1676)から代官西山氏が、元禄 5 年(1692)か

年(2011)4 月の世帯数 194 人口 429。

らは代官細井氏が支配。元禄 11 年(1698)から

（産業）農林業が主。元禄頃の分村時は 188

明治 1 年(1868)まで旗本の星合顕行が知行。

石余。林業としては製塩用の薪と炭。農業生

明治 1 年 10 月神奈川県管轄となる。

産物は柿･梅･自然薯･甘藷･筍･茶など。

（町名の変遷）明治 6 年(1870)･7 年の区番組

（寺社）峰白山神社。阿弥陀寺。護念寺。

制･大区小区制などを経て、明治 22 年市町村

（峯の灸）護念寺 5 世の万随(1771〜？)が寺

制の施行により峯村は日野･笹下･矢部野･田

に祀られていた大威徳明王の霊夢によって始

くさか

中･上中里･栗木･氷取沢の各村と共に日下 村

めた霊灸が元とされる。江戸時代から今に至

となる。昭和 2 年(1927)横浜市に編入、区制

るまで点灸のため護念寺を訪れる人が多い。

施行により磯子区峰町になる。

保土ケ谷宿の金沢横町に立つ道標の 1 つに｢円
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海山之道｣｢かねさわかまくらへ通りぬけ｣(天

・子育地蔵尊(岡村三丁目)：岡村で自刃した

明 3 年=1783 造立)があり、万随以前から｢峯の

鎌倉からの落武者が｢死んだら地蔵を祀っ

灸｣が有名だったことが分かる。

てくれれば村の子供を守る｣と云った。

（円海山）古くは長野山といった。円海山は

・金剛院(岡村五丁目)：｢鎌倉方戦死之霊｣と

磯子区､金沢区､栄区にまたがる五つの市民の

いう墓石がある。近くにあった 36 基の五輪

森に囲まれており標高 153m、大丸山(標高

塔をまとめて供養したもの。この五輪塔群

158.9ｍ)に次ぐ横浜第 2 の高さで、横浜の屋

は鎌倉から落ちてきて自害した 36 士の墓塔

根といわれる。｢海を回らすような素晴らしい

といわれる。

眺め｣が名の由来。頂上付近には NTT･東京ガス

・観音やぐら(氷取沢)：逃げてきて隠れてい

などの無線中継所や NHK の FM 放送所などがあ

た武士が観音を祀って自刃した。間口 8m 奥

る。

行 5m。
・浅間神社の薬師(森二丁目)：鎌倉幕府第 9

（鎌倉落武者の伝承）
『磯子の史話』に記載さ

代将軍守邦親王の守本尊を本地仏として祀

れている｢古老の話｣などから
ひさきちょう

った。

・磯子東海慈母観音の崖の洞窟(久木町)：鎌

・来光寺の朝日薬師(洋光台三丁目)：北条滅

倉から逃げてきた武士が隠れていた。

亡時鎌倉の薬師堂から或る僧が背負ってき

・無縁塚(滝頭三丁目)：｢滝頭武士無縁塚の三

た仏像

人の武士の霊｣という石祠が建つ、人骨も出
た。

長野山（円海山）

『新編武蔵風土記』から

参考文献（主要な資料のみ記載、詳しくは『新版かねざわの歴史事典』の付属資料を参照）
・『新編武蔵風土記稿』江戸幕府、天保 1 年(1830)
・『新編相模国風土記稿』江戸幕府、天保 12 年(1841)
・『横浜市史稿』横浜市、昭和 6 年(1931)
・『神奈川県史』神奈川県、昭和 45 年(1970)
・『磯子の史話』磯子区役所、昭和 53 年(1978)
・『金沢の１００年』内田四方蔵、昭和 62 年(1987)
・『鎌倉北条氏と鎌倉山ノ内』湯山学、1999(平成 11 年)
・『図説かなざわの歴史』金沢区役所、平成 13 年(2001)
・『朝比奈の歴史』朝比奈町内会、2004(平成 16 年)
・『新版かねざわの歴史事典』 わ の会、平成 22 年(2010)
・横浜市役所､栄･金沢･磯子各区役所などのホームページ･統計資料･区民生活マップなど
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能見堂・地蔵院の喚鐘
相川
平成 23 年 10 月の

わ

勲

の会探訪は「能見

までは判読し難く、チョークの粉をまぶして

堂跡と釜利谷東部を歩く」で、資料作成にあ

調べられたという。今回、その時の記録のコ

たり私は谷津町周辺の能見堂にかかわるもの

ピーを現・谷津消防団の小田切光一氏より入

について担当した。

手出来た。入手した資料は探訪資料には紙面

現在、半鐘として使われている喚鐘

現在の消防団詰所と火の見櫓
京浜急行の谷津第 2 踏切と国道 16 号線の間
に谷津町消防団（正式には金沢消防
団第三分団第一班）の詰所がある。
その屋上にある火の見櫓の半鐘は能
見堂の擲筆山地蔵院の喚鐘であった
ということは一般的に知られていた
が、その経緯や銘文など半鐘の具体
的な記録は筆者には管見にして目に
したことがなかった。
平成 19 年 4 月、消防団の詰所を
建直すに当たり工事期間中、半鐘は
谷津町内会館に保管された。この機
会に金沢町・山田善一氏が外寸や銘
文を調査された。喚鐘の銘文はそのま

喚鐘の側面にある銘文 P.26 の右上部分
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の都合で一部分しか紹介出来なかったが、残

守政時」の作と推定され、"わ"の会会報 29 号

りを会報に掲載してほしいとの要望があり、

に近藤純三郎氏が掲載した「三艘の文殊堂」

山田氏の了解を得たのでここに掲載します。

の「伏鉦」の作者と同じである。また弘明寺

鐘の大きさは下部外径 39.5 ㎝ 内径 32.5 ㎝

の梵鐘（横浜市指定有形文化財）や芝･増上寺

鐘高 56.5 ㎝ 吊手含めて 72.0 ㎝である。

の銅灯篭 5 組も西村和泉守の作である。
能見堂地蔵院にあった喚鐘が
どのような経緯で谷津火の見櫓
の鐘になったものか確かな資料
は見つからなかったが、移動前後
の様子を述べた資料を記載して
おく。
「金沢文庫研究」No.227 の前
田元重氏の論文によれば、「明治
２年(1869）能見堂出火という災
難にあったことが、能見堂の衰退
を招いたとも考えられ、この時点
で『新編武蔵國風土記稿』に記載
された寺宝も、また心越書といわ
れた『擲筆山』
、
『能見堂』の篆額
も失われたのではあるまいか」と
あり、また No.228 の同氏作成の
擲筆山地蔵院住持一覧では文久 4
年(1864)の谷津村「宗門人別改
帳」に擲筆山地蔵院に第 18 代住
持（名判読出来ず）の記録がある
がその後の住持についての記録
が未詳であるとの調査が載って
いる。
「小泉家文書」によれば明治 6
年(1873)6 月の無壇無住寺院取調書に明治 4

胴の表側部分を 4 面に分け 3 面に銘文が入

年(1871)9 月から無住であること、堂宇壱棟、

っている。銘文の読みについて山田善一氏の

木造の仏像 3 体（地蔵菩薩、閻魔王、観音菩

字解原稿をもとに記してみました。
（写真と読

薩）はあるが古器、什物、梵鐘、古文書など

みは文末 P.26 参照）

は無いことなどが記されている。

製作者は「西村和泉守作」と入っている。
「西

擲筆山地蔵院は東京千駄ヶ谷瑞円寺末で世

村和泉守」は延宝年間(1673〜1681)の初代か

話は地元谷津村、赤井村の有徳の者が行って

ら大正時代の 11 代目まで続いた神田鍛治町の

いたこと、特に谷津村の住民が茶店を経営し

鋳物師で関東を中心に数多くの梵鐘、鳥居、

ていたことなどから、1869 年火災のあった前

灯篭、仏像、鉦を製作し、これらの多くは各

後から 1871 年無住になった前後に喚鐘は谷

市町村で有形文化財に指定されている。この

津村の半鐘に転用されたと推定される。

喚鐘は延享 2 年の日付から 3 代目「西村和泉
24

終わりに喚鐘の歴史とは関係はありません

と書いている。そして、横浜美術館学芸員・

が、大正 9 年(1920)君ヶ崎に別荘を持つこと

八柳サエは著書『鏑木清方と金沢八景』
（平成

になる鏑木清方が大正 8 年に能見堂跡に行っ

20 年発行）の第２部「游心庵絵日記」で『8

た時のスケッチに描かれた「喚鐘」を紹介し

月 15 日能見堂跡への道の画面左手に見える

ます。

のは現在の谷津二ノ橋の信号付近にあったと

鏑木清方は『續 こしかたの記』
（昭和 42 年

される旧能見堂の喚鐘、火の見櫓であろう

発行、大正 8 年｢大正己未 夏の生活」大正 9

か。』などと書いている。

年｢君ヶ岢漫筆」などのスケッチ集をまとめた
随筆集）に収めた随筆「金澤八景」で『東屋

以上、能見堂の喚鐘の銘文を紹介する他に

で道を尋ね、谷津にある火の見梯子を目当て

は、喚鐘の移動の経緯について新しい事実は

にゆくと、そのほとりに苔蒸した石標を見出

得られませんでしたが調査の過程で得られた

した。
「右ほどがやみち」とあるままに・・・』

事柄を報告としてまとめました。

鏑木清方のスケッチ「能見堂への道」(大正 8 年 8 月 15 日作) 「續 こしかたの記」より
画面左に火の見梯子があり喚鐘が黒く吊るされている
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右志者両霊十三回忌
追福作善令寄附之
者也
江戸深川八幡町

茂兵衛

相州金澤

能見堂什物

干時 延享二丑年

六月廿二日

西村和泉守作
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たたミや利右衛門
施主
同

享保十八丑年六月廿二日
悟 冷
窻殺信女

實誉惠春
享保十八丑年七月廿三日

梵字： 音読み「き」
、キリーク＝阿弥陀

チョークの粉をまぶして撮影された３面の銘文と作者名およびその読み

『吾妻鏡』を読む（2）

○

○

○

○

一︑﹃吾妻鏡﹄はカルチャーセンターでは︑人気がある講座で︑テキ
○

かたき

な

の

暁︑ 父の 敵 を討つの由名謁らると云々︒

建保七年＝西歴一︑二一九年

○

ストは原文ではなく読み下しものを使用しています︒

霽る＝晴れ︒

阿闍梨＝高徳の僧の称︒

右京兆＝北条義時︒

理由は原文解読のエネルギーを︑
﹃吾妻鏡﹄の内容理解に集中させ

酉の刻＝午後六時 その前後二時間︒

別当＝専任の長官の称︒

丞相＝源実朝︒

心神御違例＝心身の変調︒

本文では鶴岳八幡宮の本殿

上宮＝境内の上方に位置する社のこと︒

石階＝石段︒

はれ ˋ

るためと︑五十二巻と分量が多いのだから読みにこだわっていられ
ないためでしょう︒

吉川弘文館︶がお奨めですが﹃吾妻鏡﹄の味わい

二︑最短距離を走りたいと思う人には﹃現代語訳・吾妻鏡﹄
︵五味文
彦・本郷和人編
が一味欠けると思います︒

三︑
﹁読み下し﹂文中 ︵略︶の補足

式典に参列のため公卿たちが下向し︑幕府の宿老クラスの御家人

今回は﹁三代将軍実朝の暗殺﹂がテーマですが︑動機︑凶行現場︑
共犯の有無など謎の多い事件です︒

はれ

も多数参列していた︒路次の随兵は一千騎にも及んだ︒

いしばし

きわ

うかが

しうてき

もと

前駆

殿上人

先頭のグループ

車副四人

北条義時

北条時房ら 二十人

一条侍従能氏

牛童 一人

中原成能ら盛装して三人

源仲章ら十人

○

将軍の御車

安達景盛︑北条泰時ら武装して十人

○

随兵

大納言坊門忠信︑西園寺実氏ら五人

○

公卿

二階堂行村︑伊賀光季ら三十人

○

次に

この行列を略記すれば︱︱︒

読[み下し文 ]
建保七年正月廿七日 甲午 霽る︒夜に入りて雪降る︒積もること
二尺餘︒今日将軍家右大臣拝賀のために鶴岳八幡宮に御参︒酉の刻
御出︒行列は︵略︶路次の随兵一千騎なり︒
宮寺の樓門に入らしめたまふの時︑右京兆にはかに心神御違例の事
あり︒御剱を仲章朝臣に讓りて退去したまひ︑神宮寺において御解
脱の後︑小町の御亭に帰らしめたまふ︒

あじゃ り

夜陰に及びて神拝の事終わり︑やうやくに退去せしめたまふのころ︑

みぎり

む
覔

當宮別当阿闍梨公暁︑石階の際に 窺 ひ来り︑剱を取りて丞相を侵

かみのみや

したてまつる︒その後随兵等宮中に馳せ駕すといへども讎敵を

るに所なし︒ある人云わく︒上 宮 の 砌 において︑別当阿闍梨公
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英明
小倉

2011 年 12 月〜2012 年 2 月の予定

注：表中の「 CC 」は、
「 地区センター 」の略

12 月
学習会

1月

なし

2月
公開歴史講座
2月18日(土) 龍華寺本堂
13：30〜15：30
弘法大師の仏身観
龍華寺住職 和田大雅 氏

なし

12 月 1 日(木)
集合:ＪＲ宮山駅
テーマ:平塚宿
行動:寒川神社、興全寺、水道
記念館、神川橋、前鳥神社、本
陣跡

1 月 5 日(木)
集合:地下鉄戸塚駅
テーマ:戸塚宿
行動: 妙秀寺、宝蔵院、首洗
井戸、大山道道標、見附跡、
清源院、本陣跡、八坂神社、
富塚八幡宮

2 月 2 日(木)
集合:未定
テーマ:座学
行動:DVD 鑑賞(百寺巡礼Ⅲ）

古文書を
読む会

12 月 8 日(木) 金沢公会堂
野嶋浦 鈴木家文書
12 月 22 日(木) 金沢公会堂
桜田門外の変

1 月 12 日(木) 金沢公会堂
鹿島家文書
１月 26 日(木) 金沢公会堂
江戸期の相模･江戸地震

2 月 9 日(木) 金沢公会堂
鹿島家文書
2 月 23 日(木) 金沢公会堂
江戸期の相模･江戸地震

ふれあい
の道
歩こう会

12 月 15 日(木)（雨天 12/16）
千葉コース
22 モミ・ツガのみち
○
12 月 8 日(木) 総会

1 月 19 日(木) (雨天 1/20）
千葉コース
24 ニホンザルと出会うみち
○
25 九十九谷をたどるみち
○

2 月 16 日（木）（雨天 2/17）
茨城コース
⑥観音様を訪ねるみち
⑦御嶽山から坂東 24 番札所
へのみち

懐かしの
映画を
観る会

12 月 12 日(月)金沢 CC12:30〜 1 月 9 日(月)金沢 CC12:30〜
2 月 13 日(月)金沢 CC12:30〜
田園交響楽(仏)
歩いても歩いても(独立)
ジュリア(米)
12 月 26 日(月) 金沢 CC12:10〜 １月 23 日(月)金沢 CC12:10〜 2 月 27 日(月)金沢 CC12:10〜
ｻﾞｯﾂ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ(米)
影武者(東宝)
母なる証明 （韓国）

寺社を
巡る会

浮 雲
俳句会

パソコン
を使い
こなす会

12 月 25 日(日) 金沢 CC
テーマ:鷲第 55 回句会
鳥の王者に挑む

1 月 29 日(日)金沢 CC
テーマ:水 鳥第 56 回句会
水に浮かぶ鳥を詠う
1 月 10 日(火)晴嵐金沢 CC
WORD 復習講座 -ﾜｰﾄﾞｱｰﾄ12 月 6 日(火)金沢地区 CC
1 月 17 日(火)
WORD 基礎講座
WORD 基礎講座
‐「文字が揃わない」を解消‐
‐お節介をやめさせる‐
12 月 20 日(火)金沢地区 CC
1 月 31 日(火) 金沢地区 CC
日本語入力基礎講座
WORD 基礎講座
‐かな漢字変換‐
-往復はがき作成‐
9：30〜12：00
9：30〜12：00

2 月 26 日(日)金沢 CC 鶯
テーマ: 鶯第 57 回句会
春告げ鳥を追う
2 月 7 日(火)金沢地区 CC
映像 DVD 基礎講座
‐ﾃﾞｼﾞｶﾒ動画等から DVD 作成
2 月 21 日(火) 金沢地区 CC
EXCEL 基礎講座
‐EXCEL 入力の極意‐
9：30〜12：00

連絡先: 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)
編集補足
前の 38 号における「700 年前の津波の話」において「この話が最初に載ったのは 1927 年…」とあり
ますが、1830 年の記録『新編武蔵風土記稿』に記載があったことを報告します。
編 集 後 記 会報は次号で満 10 年になるが、この間に一つのス
タイルを作り上げてきた。会報の目的は会の透明性を保つこと、
会員の親睦を高めることにあると考え、運営委員会･分科会･会
員各位からの情報提供や寄稿をはかり、毎号ごとに読みやすさ
を念頭に、記事の分類･整理、紙面割付、題字･挿絵･囲みなどの
装飾、誤字脱字などの校正、印刷･製本を行ってきた。会報発行
10 年目に入って編集長が交代し、新体制のもとで、37･38･39 号
に取組んできた。その中で新しい取り組みも始まっており、変
革の兆しがある。今後の会報に期待していただきたい。(SK)
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