・学習会

「金沢八景と中国古典文化」

・分科会

「パソコン何でも相談室」
【５】

運営委員会からのお知らせ
２

１６

（P-５）
（P-３１）

「懐かしの映画を観る会」鑑賞録

分科会代表との連絡会報告

佐藤
２３

第 7 回 「金沢八景と中国古典文化」

分科会からの便り
9

「寺社を巡る会」

２６

３１

「浮雲俳句会」抄録

小俣

悦男

北野

清市

「パソコン何でも相談室」【５】
林

洋

「幕末の日米和親条約、日米修好通商条約と

特別バス探訪記

外国人の小判（金貨）買い漁り」

「筑波山神社と筑波山と大洗を訪ねる」
山腰

１５

No１２

No３２

活動記録 H27 第６～８回
３３

１３

晃

「ふれあいの道歩こう会」実施概要

学習会
５

NO17

「寺社をめぐる会」会員募集

策次郎

真田

行事予定
３６

３月～５月
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雅行

分科会代表との連絡会報告
分科会代表と運営委員との平成 27 年度連

探訪として筑波山神社と筑波山巡りをバスに

絡会が開催されました。

て実施。

日 時： 平成 28 年１月 16 日（土）

・平成 28 年度

14：00～16：10

6 月から鎌倉巡り(3 年計画)を鎌倉ガイドの

場 所： 区民活動センター会議室

会へ依頼(ガイド料：500 円×人数)。3 班体

出 席：

制でガイドするには各班の人数を増やして欲

・分科会

しいとの要請がガイドの会より有るので会員

「寺社を巡る会」
：吉田(寿)代表

勧誘に力を入れたい。

「古文書を読む会」
：真田代表
「ふれあいの道歩こう会」
：小俣代表

２）「古文書を読む会」

「懐かしの映画を観る会」
：貝田氏(代理)

・会費：1,000 円/年 例会：2 回/月

「浮雲俳句会」
：北野代表

・会員数:16 名(男/10 名 女/6 名)

「パソコンを使いこなす会」
：林代表

・年度：カレンダーイヤー

・運営委員：今井、金間、岡田、鈴木、瀬川

（真田代表）

・平成 27 年

江口、柴土、山腰、内田 の各氏

基礎講座：「古文書に親しむ」「古文書解読

・運営委員候補：杉山 茂 氏

教室」
「五人組掟書」
第１学習：

１．今井代表挨拶

泥亀新田 永島家文書(1～11 月)、六浦藩

お忙しい処お集まり頂きかつ 1 年間のご

米倉家文書

協力有り難う御座いました。分科会が“わ”

第２学習：

の会を活性化しています。運営委員会からの

ジョン万次郎 帰朝記事(1～9 月)、越後人北

報告は各議題の処でさせて頂きます。

前船漂流談他
・「分科会からの便り」：①桜田門外の変 ②幕

２．各分科会活動報告

末開国を巡る諸侯の意見聴取 ③ハリスの問

－今年度の活動状況と来年度の予定－
１）「寺社を巡る会」

答書 ④安政期の三大地震とロシアの日本近

（吉田代表）

・会費：1,000 円/月 例会：１回/月
・会員数：4１名(男/３４名

海接近を寄稿
・平成 28 年

女/７名)

基礎講座：前半「五人組掟書」
、 後半は

毎回 30 名前後参加

「慶安御触書」

・活動：3 班体制 定例寺社巡りは第１木曜日

第 1 学習：赤井村 石井家文書

に開催

第 2 学習：芭蕉「奥の細道」(1～11 月)、

・平成 27 年度

榎本其角「芭蕉翁終焉記」

前半は前年度から続いて三浦 33 観音巡り

・「分科会からの便り」
：5 月以降 ジョン万

(横須賀市観光ボランティアガイドの会のガイ

次郎関連を考えています。

ド)、後半は横浜北部の寺社巡り（神奈川区い
まむかしガイドの会のガイド）、１１月は特別

３）「ふれあいの道歩こう会」 （小俣代表）
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・会費：4,000 円/年 保険：1,000 円(任意)

・会員数：28 名(休会中：5 名)

・会員数：22 名(男/16 名 女/6 名)

・会費：1,000 円/年 臨時 1,000 円

・例会：1 回/月(8 月休み)

・平成 27 年度

・創設 13 年目、安全安心が大前提

MicrosoftOfficeSpecialist 試験の対策テ

・一都六県完走のメダル受領者/6 名

キストを参考にして WORD、EXCEL の基

・参加奨励賞制度：25 回、50 回、100 回

本的な操作の学習を行った。

H27 年度/4 名

また Windows の便利な小道具の使い方、

・平成 28 年度も 2 回目となる「安全登山講

GoogleDrive の利用技術も学習した。

座」を実施する

２月～12 月で講座 25 回実施。 H28 年 1

(平成 26 年 7 月の第 1 回目は日赤に講師を

月、2 月は新海講師で卓上カレンダー作成講

依頼して救急法講座を実施)

座開催中。

・体制：事務局/江口⇒2９年度代表、

・平成 28 年度

コース選定委員長/柴崎

パソコン相談室での相談内容を会員へ提示、
会員の要望を確認しテーマを決めて行く。加

４）
「懐かしの映画を観る会」 （貝田氏/代理）

えて“わ”の会会員からの相談事は個別に対

・例会：2 回/月

応して行く予定

・会費：1,000 円/年
・会員 80 名 （男/54 名 女/26 名）

３．分科会１０周年記念事業

・年度計画：4 月～3 月

１)「懐かしの映画を観る会」

・例会参加者：40～50 名

・3 点セットで実施、講演会と祝賀会を平

・10 周年記念事業：

成 27 年 6 月 20 日に開催。詳細は上記

①10 年間の上映映画のレジメ CD 作成(6

の２．各分科会活動報告の通りです。

月 8 日会員へ配布) ②講演会「懐かしの映
画のスター達(外国映画編)」(73 名参加)

２)「浮雲俳句会」

講師：佐藤代表 ③祝賀会(56 名参加)

・記念誌発行：名称「浮雲十年の歩み」

※②、③は 6 月 20 日横浜市大の施設を利

A5 版・150 頁・300 部作成

用し開催した。

平成 28 年 2 月発行予定

・平成 28 年度計画は邦画・洋画のリストを会

浮雲会員・
“わ”の会会員全員・その他 へ

員へ提示、現在集計中。選定は①アンケート

配布を予定

結果②代表推薦③再鑑賞映画前年度残りを
基準に行う。

４．“わ”の会の運営に関する事項
１)新入会員懇談会

５）
「浮雲俳句会」

（北野代表）

・日時 平成 27 年 7 月 25 日(土)

・例会：1 回/月

13：30～15：30

・会費：1,000 円/月

・参加 新入会員：6 名

・会員 19 名(男/14 名 女/5 名)

分科会代表：5 名

・平成 27 年 7 月～「島嶼」シリーズ実施中

運営委員：7 名

・平成 28 年 7 月～「湖沼」シリーズへ

・目的 新入会員間、新入会員とベテラン会
員間の交流を図り、
「分科会」
「運営委員会」

６）
「パソコンを使いこなす会」

（林代表）

への理解を深め、参加の機運を高める。
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・結果 はじめての試みだったが、一定程度

来ました

成功だった。これまで 1 年目で退会する人

・歴史研究、紀行、会員動静などの寄稿記事を

が目立っていたが、今年は 11 人中９人が

多くしたい

継続されている。退会の 2 名(当懇談会は欠

・平成 28 年度の分科会からの編集委員を選出

席)はご夫婦で、体調不良との情報がある。

願います

新しく運営委員になってくださる方もおら
れそうだ。

６)ホームページ・
“わ”の会通信について
①ホームページ

２)平成 28 年度学習会について

・2004 年 10 月 23 日に開設、満 11 年

・南北朝に入ります、それから武蔵七党をテ

・アクセス数：370 回/月(創設以来の総数：

ーマにしました

49,200 回)、2015 年度/420 回/月、

・公開講座は未定だが、
「能と金沢」のテー

5,000 回/年

マで検討中

・学習会および各分科会の年間計画、直近の
開催日時・場所・テーマ、実績の掲載

３)２８年度の体制について

・各分科会の実施報告・実施記録の掲載（分

・運営委員会で下記のように確認されていま

科会からのタイムリーな報告に感謝）

す。

・懸案事項：ホームページ管理者の複数化、

退任： 今井鎮夫代表、金間誠一副代表

・チェック者は 2015 年度に 2 名確保

新任： 代表 内田孝知

・会員寄稿、レポート、会員の動静ページの

副代表 江口正彦

活発化に」ご協力を

・委員の新担当業務は別途検討予定です。ホー

・内容の充実、見易さの向上など、参考にな

ムページ担当をどうするかが課題です

るホームページ情報のご提供を

・20 周年記念事業準備会を設置したい

② わ”の会通信

・分科会から新運営委員 1 名推薦の定例化を

・2005 年 3 月に創刊 間もなく満 11 年

運営委員会から提案。これに対して各代表か

・分科会実施記録などのホームページ掲載通

ら意見が出ましたが、分科会会員へ各代表か

知などを配信

ら話して頂く事とした。

・発行数：2.4 号/月(創刊以来～312 号)、
2015 年度/1.75 号/月、21 号/年

４)歴史事典について
・新版(第 3 刷)販売実績：現在庫/20 部。

７)フォーラム KANAZAWA について

ほぼ完売。

・2016 年 3 月 5 日(土)10:00～15:30

・次期事典：書名「第３版 かねざわの歴史事

・場 所：能見台地区センター

典」
、B５版の予定

・“わ”の会ブース：パネル＆展示台

・改訂項目は 2015 年 12 月で 263 項目
５．意見交換
５)会報について

・運営委員の引受け手が居ないの理由の一つ

・編集委員は出身分科会に関係無く、全体のチ

は名称が堅すぎる。世話役などはどうか

ェック体制が出来て来た

・女性会員が少ない。核になる女性会員がい

・55 号から「寺社を巡る会」活動報告の記載

ないのでは？“わ”の会は男社会？

を開始し、「分科会からの便り」が充実して

・
“わ”の会全体の雰囲気をもっと柔らかく？
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第７回

「金沢八景と中国古典文化」

開催日：平成２７年１１月１４日（土）
９：３０～１２：００
会

場：能見台地区センター多目的室ＡＢ

講

師：神奈川県立国際言語文化アカデミア教授
新谷

雅樹 氏

講師：新谷

【概
今回は神奈川県立国際言語文化アカデミア教

雅樹

氏

要】
われ」や、陸游(りくゆう)の「村村皆画本

処

授の新谷雅樹氏による「金沢八景と中国古典文

処有詩材」の「村々に絵の材料が、そこここに

化」についての講義を受けました。

詩の材料がある」のように、自ら歩いて喜びを

講義は、用意されたレジュメにとらわれず、

見出し、詩を作ってくれ、絵を画いてくれと、

プロジェクター画面、黒板使用で、講説のほと

また「処処留心皆学問」の「処々に心を留めれ

んどは空で述べられ、
その知識・内容の豊富さ、

ば皆学問」等々のような考えがあった。

深さ、そして発せられる言葉の内容はまったく

江戸人にとっては、杉田の梅林を見に来るこ

厭きの来させないものでありました。

と、江戸から一日がかりで、それも郊行俳句・

「人生行楽耳」という言葉は、中国人・江戸

漢詩であった。そして金沢八景においても、日

人を理解するためのキーワードの一つである。

本橋から保土ヶ谷まで十三里、そして能見堂ま

この言葉は
「人生はレジャーだ」
という意味で、

で四里、さらに八景まで二十四町と、歩いて訪

中国の詩人、画人、また日本においても多くの

れ、また大山参りの精進落としとして金沢を訪

詩人らに影響を与えている。この事は郊行漢詩、

れ、それから江戸に還るという、まさにレジャ

郊行俳句をして、すなわち散策して、吟行して

ーがあった。

詩を、
俳句を作って楽しもうということである。

金沢八景については『金沢八景案内子』とい

また、この言葉は「楊惲伝(よううんでん)」に

う案内誌が発行されていて、金沢八景の命名は

出ている言葉である。

心越禅師(しんえつぜんじ)によるものであるが、

「読万巻書

行方里道」(董其昌(とうきしょ

案内子の八景の説明には漢詩と和歌が書き添え

う))の「多くの書を読み、多くの地域を歩きま

られているという特徴があった。金沢八景の命
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名のもとは瀟湘八景からものであり、瀟も湘も

琵琶島神社(弁財天)にある「題金澤総宜樓」

河の名前であり、湘南の湘もここからのもので

の碑は、元々、佐羽淡斎が「金沢総宜楼に題す」

あると言われている。そしてその瀟湘を画いた

という漢詩を詠み、それを同宿していた漢詩人

李公鱗(りこうりん)の『瀟湘臥遊図巻(しょうし

の大窪詩仏がこの詩に感激し、石に刻んで東屋

ょうがゆうずかん)』が東京国立博物館に所蔵さ

庭内に建立したものであり、刻字は石匠の廣羣

れていることも面白い。八景という名前は、近

鶴(こうぐんかく)によるものであるが、昭和 30

江八景などは有名であるが、全国でたくさんあ

年の廃業に伴い現在地に移設された。ただ、そ

り、元禄時代に芭蕉は「国々の八景更に気比の

の石碑は傷みが激しく、子孫の方か、篤志家か

月」と詠んでいる。金沢八景の「瀬戸秋月」に

によるか定かではないが復元され彫り直された

描かれている[東屋]、[瀬戸橋]、[月]の美しさ、

ものである。

他、そして広重の『武陽金沢八勝夜景』(県立神

その復元、再建された詩碑に間違いがあり、

奈川博物館)のプルシアンブルーの色は外国に

それには「不識隻橋残夜」とあり、
「隻橋」では

おいて出せなかった色であり、反響を呼んだ。

おかしく、
「双橋」であるので、それであれば「雙」

また、
能見堂には水戸黄門光圀公も訪れている。

あろう。このように詩碑、石碑に間違いもある。

漢詩人大窪詩仏に「宿金沢総宜亭」いう七絶

佐羽淡斎は上毛、桐生の人で、富豪であり、

がある。この総宜亭とは東屋のことであり、豪

文人であって漢詩を善くした。
「姻花総官

風流

商で文人であり、客でもあった佐羽淡斎が「総

主人」などと言われ、ここでの姻花総官とはパ

宜楼」という唐風別名を与えたらしい。この「宿

トロンのことであり、風流とはエッチ、エロの

金沢総宜亭」は詩仏の『詩聖堂詩集初編』に収

ことである。
「風流豪人」にいたってはエッチな

められていて、この詩の前に「将遊杉田宿神奈

スーパーマンということになる。佐羽淡斎のい

川」
、
「杉田村」があり、後に「帰路再宿神奈川」

た桐生の町は文化人を食べさせたりすることが

があるので、杉田村の観梅と八景探勝を兼ねた

できたリッチな町で、多くの文化人が桐生を訪

春郊を試みたものであろう。東屋主人は風雅を

れ世話になっている。そして、それだけではな

醸し出すような人であった。そして大窪詩仏書

く貧しい人、困っている人への面倒もよくみて

「四時総其之楼」扁額が神奈川県立図書館に所

いたという。その家訓は「他人に損させず、己

蔵されている。広重の「広重武相旅絵日記」に

を益すること。薄利多売、共存共栄」である。

「旅亭東屋より眺望」という写生画があり、素

最後に、神奈川県立図書館蔵『武州金沢総宜

晴らしいものである。これも神奈川県立図書館

楼詩碑之図』の片仮名の傍訓と訓点により、読

にある。明治の頃には鏑木清方が君ヶ崎に別荘

み下しを行いながら、文言、詩の意味の説明を

を構え、東屋にも出入りしていたらしく、それ

受けた。

らのことを八柳ヤエが『鏑木清方と金沢八景』
に著している。また、平田恒吉著の『六浦時代

(ご存知の方もいるかと思いますが、今回の講

と金沢』の巻末広告に銀行の広告と並んで東屋

師の新谷雅樹教授は、神奈川県の刊行物(神奈川

の広告があり、東屋の写真と東屋と記された頭

県のホームページ)に、研究紀要「神奈川県立国

には御料理、御旅館と記されている。これは皇

際言語文化アカデミア紀要」(創刊号)に研究ノ

室も利用されるという「御」と解釈できる。主

ートとして『ある江戸人の異文化理解(一)

人名は一ノ瀬安右衛門となっている。東屋は伊

佐羽淡斎(一七七二～一八二五)の総宜楼の詩碑

藤博文らによる明治憲法の草創期に利用された

をめぐって』を寄稿されています。)

ともいれている。この東屋は文化年間にできて

(記 柴崎)

昭和 30 年の廃業まで続いた。
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アンケート結果
一般会員

出
席
者

委

員

計（出席率％）

ビジター

計

男

70

8

78(73.5)

0

78

女

12

0

12(63.1)

0

12

82

8

90(72.0)

0

90

計

アンケート（提出率％）

50(56.2)

１．講演内容評価
Ａ．たいへん良かった

Ｂ．良かった

Ｃ．普通

Ｄ．つまらなかった

34 名

13 名

2名

1名

・ユーモアもあり聞きやすくて、八景そのものの背景の話など興味深く面白かった（１３)
・金沢八景の歴史、文化を異文化的な視点から解説してもらい興味深かった (６)
・スクリーン投射の図版が多く、分かりやすい資料と説明がよかった（１）
・中国文学、歴史の大変な博学ぶりに驚きました(３)
・金沢八景について新知識が加わり金沢人として誇りになった（１）
・声の大きいのがいい、講演の基本です（２）
・とてもすばらしかった（１）
・中国語、漢文文化をベースにした描写や手法が、ユーモアもあり良かった（６）
・中国との文化交流事情がよく分かった（１）
・むつかしい面が多かったのでどこまで理解できたか（１）
・金沢八景の誌題、画題、そして「総宜楼」詩碑、佐波淡斎を興味深く勉強できた（３）
・論壇風発が面白かった（１）
・ていねいに、普段知られていない情報をよく研究されて話してくれた（５）
・朴訥として面白かった（１）
２．新谷 雅樹 講師に講演希望のテーマ
・金沢八景について、物語や詩などでもっと詳しく(３)
・今回の続編（５）
・同様な講演（２）
・江戸の文化人と称名寺（１）
・中世の中国と日本のかかわり（１）
・次の講演機会を待つ、著書を知りたい（１）
・大山詣でについて
・今後の金沢の歴史に残る人物（１）
・横浜の浮世絵（１）
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３．学習会運営評価
Ａ．たいへん良かった

Ｂ．良かった

25 名

17 名

Ｃ．普通
3名

・気持ちよく講演が聞けた（１）
・講師が新鮮で良かった。発掘に敬服（２）
・後ろの席だったので、良い言葉を白板から転写できず残念。点灯は多謝（１）
・ご苦労様です。今後もよろしく（２）
・開始の多忙時間での準備、段取りがスムーズ、感謝（３）
・公開講座の受付もスムーズで良かった（１）
・丁寧、進行も順調、適確です（１）
・司会の瀬川さん、メリハリがあり、さすがです（２）
・会費と公開講座の徴収、１０分では混雑、一工夫いる（１）
４．“わ”の会について
・来年度も期待しております（１）
・役員の方々の活躍にひたすら感謝しています（２）
・なかなか出席できず、申し訳なく思っています（１）
・いつもお世話になっています（１）
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チェックなし
5名

「寺社を巡る会」活動記録 H２７年度

第６～８回

第６回大口から寺尾へ歴史の里を歩き花木を訪ねる(寺尾・馬場地区)
開催日

： 平成 27 年１１月５日(木)

参加人数：
コース

男性 ２８名

女性

７名

合計

３５名

代表

小俣 悦男

：大口駅～里見入道義高記念碑～松蔭寺(法話拝聴)～宝蔵院～寺尾城址～馬場稲荷～馬場花木園
(昼食)～馬場赤門～建功寺～せせらぎ緑道～子安農園跡～子育て地蔵～大口駅（解散）

本日は鶴見区の寺尾・馬場地区の探訪である。こ
の地域は、鎌倉幕府の重要な防御拠点であり、室町
時代後期から戦国時代後期までは後北条氏の支配
となった。また横浜開港後、外国人のために西洋野
菜の栽培が始まった土地でもある。
大口駅近くの公園から出発、東海道貨物線の下を
くぐり松蔭寺に向かう。途中に里見入道義孝が即身
仏となった場所があるが、今は記念碑が残るのみ。
松蔭寺は、建武元年(1334)の正統庵が始まりで、
本尊は釈迦如来立像である。ここに移設された義高
入道尊堂がある。住職から無の心について拝聴する
が、俗人が体現するのは難しい。松蔭寺には尊氏が
室町幕府を起こした頃の古図（武蔵国鶴見寺尾郷絵
図）が伝えられる。当時の集落、耕地、水利といっ
た百姓の生活が垣間見える稀有の絵図であること
から国の重要文化財とされ、現在は金沢文庫に保管
されているという。
入江川せせらぎ緑道を、大量のアメリカザリガニ
に驚きながら進み、宝蔵院に到着。創建は鎌倉時代
以前と推定され、本尊は大日如来。境内には鎌倉時
代の板碑や珍しい左文字の墓などがある。
樹齢 600
年以上とされる源平五色椿あり、春に再訪し五色に
咲き分ける花を見たいものだ。

小さな公園の階段を上ると、中世領主諏訪三河守
の寺尾城城址の空堀がわずかに残る。本丸があった
とされる坂上の住宅の一角には寺尾城址の碑が建
つ。急な階段を下り少し歩くと馬場稲荷（寺尾稲荷）、
さらに住宅街を行くと馬場花木園に到着。昼食を済
まし園内をまわるがこの時期の花は少ない。
午後の最初は馬場赤門を訪ねる。安政年間に作ら
れた豪農澤野家の長屋門で、紅弁柄(ベンガラ)で彩
色されている。次の訪問は建功寺、本尊は釈迦牟尼
仏座像、永禄年間に五代目寺尾城主諏訪三河守によ
り開基された。現住職は著名な庭園デザイナーでも
ある。旧本堂が取り壊され、新本堂の建設工事中で
あり境内を十分にみられなかったのは残念であっ
たが、参道や鐘楼堂周りの木漏れ日には光と影の織
りなす美を感じた。
再度、入江川せせらぎ緑道を駅方面に進み、今は
住宅地になった子安農園跡を遠くに眺める。横浜線
を横切り、往時の子安村と寺尾村の村境にある子育
て地蔵を拝み、最後は大口駅西口に戻り解散した。
好天に恵まれ、たわわに実る柿や色づいた落ち葉
を眺めながら、秋の気持ちのいい一日を過ごした。
（横山 美智男 記)

:

松蔭寺本堂

（臨済宗建長寺派）

馬場

９

赤門

筑波山神社と大洗を訪ねる

特別探訪

開催日 ： 平成 27 年１１月２７日(金)
参加人数： 男性 ３２名

女性 １１名

合計 ４３名

コース ： 金沢文庫 ～ つつじヶ丘駅・ロープウェイ～筑波山神社 ～ 筑波山頂駅・ケーブルカー
～筑波山神社拝殿～昼食（神田屋）～ 大洗磯前神社 ～ 金沢文庫
今回のバス探訪は幾つかの候補の中から僅差
ではあったが一番人気の探訪先であった。

ここからケーブルカーの筑波山駅への移動は前
日に降った雨のせいもあり、足元の悪い下り坂で足

筑波山は「西の富士、東の筑波」と並び称され

の弱い人は大苦戦と共に時間がかかった。ケーブル

るほどの姿の秀麗な山で日本百名山のひとつで

カーで下りたふもとの宮脇駅から少し下ったとこ

その山容が二峰相並ぶため、古来自然に男女二柱
の祖神が祀られるようになった。筑波山神社の祭

ろに筑波山神社拝殿が有り、参拝した。
昼食後、大洗磯前神社に参拝した。ここのご祭神

神は、筑波男大神（伊弉諾尊・いざなぎのみこと）
、

は大己貴命、少彦名命で薬祖神として医療関係者に

筑波女大神（伊弉冊尊・いざなみのみこと）で、
それぞれ筑波山の男体山、女体山にお祀りされて
いる。

崇敬が篤く、醸造・漁業・産業の神としても崇めら
れている。ここは海上の岩の上に立つ神磯の鳥居が
特徴的だが車中からの拝観となった。又県道を跨い

ここでは『つくば観光ボランティアガイド２９
８』のガイドさんの案内で女体山山頂の女体山本

で立つ巨大な一の鳥居、本殿に向かって立つ二の鳥
居、そして江戸初期の建築様式を伝える拝殿・本殿

殿に参拝した。頂上から展望は素晴らしく遠く南
の方には東京都心のビル群や東京スカイツリー、

豪華さが昔からの信心の深さをさせる。
帰りにはイエローポートで大洗の海産物土産の

東には琵琶湖に次いで大きな霞ヶ浦が、その先に
は太平洋が眺めることが出来た。

買い物を楽しんだ後、バスの中での団欒を楽しみな
がら全員無事に帰着することが出来た。
(吉田寿紀 記)

筑波山神社

随神門

大洗磯前神社

１０

本殿

第７回
開催日

港北の古刹を訪ねる（高田・下田・日吉本町地区）

：平成 27 年１２月３日(木)

参加人数：男性 ２４名
女性 ４名
合計 ２８名
コース ：高田駅 ～ 高田天満宮 ～ 興禅寺 ～ 松の川緑道 ～ 下田町四丁目公園 ～ 鳥の広場 ～ 駒ヶ橋
～ 眞福寺（法話拝聴、昼食）～ 下田神社 ～ 駒林神社 ～ 金蔵寺 ～ 日吉本町駅（解散）
午後には止む予報とはいえ、雨の高田駅を出発す
る。

創建の熊野神社があった場所に昭和 44 年、上町鎮
守の天照大神社と下町鎮守の天満天神社を合祀し

最初に高田天満宮へ。名前の通り菅原道真を祀り、

て設立された。

小蛇伝説を伴い、鎌倉時代末に創建されたという。

慶応大の広いグラウンド脇を通って駒林神社へ。

次は天台宗の興禅寺。８月に座学で鑑賞した恐山

ここも道真公を祀る。昭和 39 年に石垣の工事を行

や三佛寺と同じ慈覚大師円仁が９世紀半ばに開山

ったが、その石は江戸城築城の際、各藩から献納さ

したと伝えられる古刹である。境内には六面に地蔵

れたもので、災害で崩れ落ち埋っていたものを神社

尊が彫られた石幢がある。

に奉納したものといわれ、各大名の紋所を今でも読

かつての小川を埋立てた約２キロの松の川緑道

み取ることができた。

を行く。所々に湧水があり、下水道化した川が浄化
しているのが分かる。

最後は天台宗の金蔵寺。江戸寛永寺の末寺で平安
時代の９世紀半ばの創建と伝わる。本堂は江戸後期

ステンレス製の鳥のモニュメントがある鳥の広

の再建で密教道場の建築様式を伝えている。徳川家

場や、頼朝伝説のある駒ヶ橋を経て曹洞宗の眞福寺

康寄進の梵鐘があり、朱色の弁天堂、水天堂等が印

へ。ここでは副住職からの法話を拝聴する。子育延

象的だった。また、参道の見事な桜並木も春はさぞ

命地蔵の由来や厨子に収められたお地蔵さんが背

かしと思われた。

負われて遠くの村々まで運ばれ、信仰の対象となっ
た「回り地蔵」等の興味深い話を伺う。法話後お寺

昼食後はすっかり雨が上がった日吉本町駅で解
散する。

さんの好意で本堂を使わせて頂いて昼食をとる。

（吉田 純一 記）

午後の最初は下田神社。当社は宝暦年間以前に

金蔵寺

興禅寺 薬王殿
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灯篭と本堂

第８回
開催日

佐々木四郎高綱ゆかりの地を巡る（小机・鳥山・岸根地区）

：平成２８年 １月

７日(木)

参加人数：男性 ２７名
女性 ６名
合計 ３３名
コース ：JR 小机駅 ～ 雲松院 ～ 三會寺(法話拝聴) ～ 鳥山町公民館(昼食) ～ 鳥山八幡宮 ～ 将軍地蔵
～ 砂田川遊歩道 ～ 馬頭観音 ～ 貴雲寺 ～ 岸根公園 ～ 地下鉄岸根公園(解散)
横浜線の橋上駅舎小机駅に集合。窓越しに幾多の

り丈六座像である。１１の頭上面が美しい。像内腹

攻防戦で有名な小机城址を望見。小机城は関東管領
上杉氏によって築城されたが、上杉・長尾・笠原・
後北条と城主を替え天正 18 年(1590)、豊臣秀吉

部には江戸期以降に復刻された十一面観音像が納
められている。堂内は建屋と像が放つ檜の馥郁たる
香りが漂う別世界であった。次は鳥山八幡宮へ。創

の小田原征伐の際に無傷のまま落城した。現在は小
机城址市民の森となっている。

建年代は不詳であるが鳥山の鎮守として祀られた
と伝えられている。この鳥山町一帯は佐々木四郎高

最初に訪れたのは小机城主であった小田原北条

綱が頼朝より賜った土地である。

氏の家老、笠原越前守信為が主君北条早雲と亡父能

次は厨子に納められて拝観が出来ない将軍（勝軍）

登守信隆の菩提を弔うために建立した曹洞宗雲松
院。立派な山門を有し、一枚板の門扉・鬼瓦が目を

地蔵をガイドが掲げる写真を見ながら参拝。続いて
名馬「いけづき」終焉の地と伝わり、その死を悼ん

引いた。墓地には宝篋印塔・笠付角柱塔・石仏など

で建立された馬頭観音（駒形明神）を訪ねた。「い

笠原家代々の 17 基の墓を数える。
次なる訪問先は真言宗三會寺。新編武蔵風土記稿
の縁起には建久 3 年(1192)源頼朝が大檀那となり、

けづき」は宇治川での先陣争いで佐々木四郎高綱が
騎乗し、梶原景時との先陣争いに勝ったことにより
後の世まで語り継がれることとなった名馬である。

有力御家人佐々木四郎高綱が奉行を勤めて弥勒堂
を建立したのが始まりとある。境内で副住職から寺
伝の法話を頂いたが、源氏との関わりの深さを示す

最後に訪れたのは曹洞宗貴雲寺。慶長３年
(1598)開山。安永 8 年(1779)第九世泰山和尚が
願主となって、武南十二薬師の札所を定め、当寺を

証として大屋根に掲げられている源氏の家紋笹竜

その一番とした。十二薬師は、薬師如来の眷属十二

胆を示された。寺内に横浜市地域史跡に指定されて

神将に由来するとのことである。寺社の拝観が終わ

いる当寺中興の祖である印融法印の墓がある。印融

り、広大な岸根公園の周辺部を通って岸根公園駅へ

法印は弘法大師の再来と言われる名僧であった。境
内で一際目を引くのが新築なった観音堂と堂内に
安置されている十一面観音像である。素木の寄木造

向かった。この公園は昔の農業用水池の名残である
「篠原池」で、市街地に近接していながら水と緑が
調和する憩いと癒しの空間である。
（飯富 禮子 記）

三會寺（真言宗）本堂

雲松院（曹洞宗）本堂
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特別バス探訪記

筑波山神社と筑波山と大洗を訪ねる
「寺社をめぐる会」
絶好の秋晴れの下、早朝に文庫を出発、バス

山腰 策次郎

昨日の雨で、女体山頂上から御幸ヶ原までの

による探訪の旅のスタートが切られた。つくば

下り坂は足元が悪く皆さん苦戦されていたが、

市に近づくにつれバスの車窓からは二つの頂

無事山頂駅に到着、ケーブルカーで中腹の宮脇

きを持つ筑波山の秀麗な山容が青空にくっき

駅へ。途中、杉林の中に見え隠れする紅葉を満

りと顕れ、旅への期待を一層募らせた。筑波山

喫することができた。

は神代の昔から東国を代表する霊峰として崇

筑波山は古より恋の山として親しまれ、多く

められてきた山で、現在でも多くの観光客で賑

の歌が詠まれてきた。ここでは、筑波山に関連

わっている。また、日本百名山・日本百景のひ

し、この地で碑に残され親しまれているいくつ

とつであり、百名山の中ではもっとも標高の低

かの歌を引いてみる。

い山としても知られている。

まず古事記から、日本武尊が東征の際、筑波

筑波山の入り口でもあるつつじヶ丘でバス

山に登拝し、その帰途甲斐の国で詠まれた歌

を降り、筑波山ロープウェイで女体山頂上へ。

にいばり

新治 筑波を過ぎて 幾夜か寝つる
お きな

それを聞いて火炊きの老人が歌を継いで

かがなべて 夜には九夜 日には十日を
と詠まれた。これが我が国最初の連歌といわれ
ている。
また、万葉集には筑波山を詠んだ歌が２５首
あり、上代人の憧れの山だったようで、その中
から一首
つ く ば ね

ゆ とこ

かな

筑波嶺の さ百合の花の 夜床にも 愛し
いも

かな

け妹ぞ 昼も愛しけ

（第２０巻 4369）

これは防人の歌と言われているが、筑波山で
筑波山神社本殿（女体山）神社

拝殿

は、春と秋に大規模な歌垣がおこなわれ、そこ
で男女が集い愛を交わしたとか。この様な官能
的な匂いのする歌が多いのも特色である。

なお、ここから筑波山神社までは地元のガイド
（２名）が案内役を務めた。筑波山は男体山と
女体山からなる双耳峰で、頂上には筑波山神社
の本殿がそれぞれ鎮座し、山そのものが御神体
となっている。頂上からは、関東平野が一望で

さらに平安時代になると、百人一首にも詠ま
れ良く知られている次の歌がある。
み な の がわ

筑波嶺の 峯よりおつる 男女川 恋ぞ積
もりて 淵となりぬる

（陽成院）

この歌に詠まれている「男女川」は、筑波山

き、なにも遮るものがない圧倒的な眺望には、

を源流とする川で、名前の謂れはもちろん男体

この山が霊峰であることを強く実感させられ

山と女体山からとられている。戦前、茨城県出

た。この日は幸運にも遥か彼方に富士山とスカ

身の力士として活躍した横綱の四股名として

イツリーを望むことができた。

も知られている。
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次に訪れた筑波山神社の拝殿は、風格と重厚

戦乱で荒廃したままであったが、水戸藩二代藩

さを廉備えた立派な造りであるが、それほど古

主光圀・三代藩主綱條によって再建・整備され

いものではない。現在の拝殿は、中禅寺の本堂
（大御堂）が、明治の神仏分離により廃された
ためその跡地に建立された。中禅寺の仁王門が、
この神社の隋神門として現在に残されている。
大御堂は坂東三十三観音霊場第２５番札所
として近くに移転・再建されているが、時間の
都合で訪問できなかった。この神社は、祭神で
あるイザナギノミコトとイザナミノミコトが
我が国で初めて結婚し、さまざまな神を生んだ
神と伝承されており、縁結び、子授け等に御神
徳があると伝えられている。

大洗磯前神社
現在にいたっている。この神社のシンボルであ
る神磯の鳥居は、祭神が降臨したと伝えられる
場所に鎮座する。大洗海岸に向かって東向きに
建ち、鳥居越しに望む朝日は絶景かつ神秘的な
光景で、元旦の御来光には多くの参拝者が訪れ
る。今回は時間の都合で参拝することができな
かったが、何時かこの鳥居から朝日を眺めてみ
たいものである。
旅の最後に大洗イエローポートに立ち寄り、
大洗特産の海産物等を皆さんそれぞれに調達、

筑波山神社拝殿前でカップルを祝福

少し疲れた様子で一路帰路に。文庫に夜９時頃
到着、バスによる探訪の旅は無事終了した。
素晴らしい探訪を企画、運営して頂いたスタ

特に結婚式場として人気が高い。参拝中、偶
然にも結婚式を終えたばかりのカップルと遭

ッフの皆さんに感謝致します。お疲れ様でした。

遇、皆で写真撮影のエキストラ役を務め祝福。
何か徳を得たような幸せな気持ちになったの
は私だけではなかったようです。カップルさん、
お幸せに!!
少し遅い昼食をとった後、再びバスに乗り込
み次の訪問地・大洗磯前神社へと向かった。
この神社は地元では親しみを込め「大洗さま」
と呼ばれている。創建は平安中期で、祭神であ
るオオナムチノミコト（大国主神の別名）とス
クナヒコナノミコトを祀ったことによる。当初
は大洗磯前薬師菩薩明神社と呼ばれたことか
ら、医療関係者の崇敬が篤い。神社は、中世の

１４

「寺社を巡る会」

会 員 募 集
寺社を巡る会では毎月第一木曜日に近郊のお寺や神社を巡り、由緒や地域の歴史
を学習しています。
現在は、今まで訪れる機会の少なかった横浜の北部を巡っています。
今年 6 月からは、鎌倉を訪れる予定で、有名な寺社はもちろん単独では行けない
ような史跡などもゆっくり時間をかけて廻ります。
ご興味のある方の会員募集をしておりますので、お気軽に「寺社を巡る会」の会
員又は下記まで声をお掛け下さい。
（代表

吉田寿紀

046-866-3339、

toshinr_yoshi@ybb.ne.jp）

満福寺 石段前の踏切で江ノ電の通過を待つ会員達
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「懐かしの映画を観る会」

鑑賞録 No.1７
代表

平成 2７年度第１４回

佐藤

晃

鑑賞会

＜鑑賞日：2015・10・26＞

終電車

Le Dernier Metro

製

作：

１９８０年

フランス映画

上映時間：１３４分

監

督：

フランソワ・トリュフォー

出

演：

カトリーヌ・ドヌーヴ、ジェラール・ドパルデュー、
ハインツ・ベンネント

（あらすじ）
ナチス占領下のパリ。女優マリオン（Ｃ・ド

手にしない。新作『消えた女』は好評だったが、

ヌーヴ）の夫のルカ・シュナイダー（Ｈ・ベン
ネント）はユダヤ人で、ナチスの弾圧を逃れ、

評論家のダクシアは芝居をユダヤ的と非難し
た。それを怒ったベルナールは偶然居合わせた

南米に逃亡したため、夫に代わってマリオンが
モンマルトル劇場を支えている。だが、ルカは
密かに劇場の地下に潜み、夜の妻の訪問だけを
楽しみに国外脱出の機会を待っていた。現在の
演出家のジャン・ルーはドイツ軍に顔が利き、
御用評論家とも親しい。マリオンの相手役のベ
ルナール（ジェラール・ドパルデュー）は女た
らしで、マリオンに秋波を送るがマリオンは相

ダクシアを殴りつけた。マリオンは劇場存続の
ためにはベルナールを遠ざけねばならない。折
悪しくゲシュタポの捜査が始まった。レジスタ
ンスに加わるため劇場に別れのあいさつに来
たベルナールをマリオンは地下に向かわせ、ベ
ルナールはルカを救った。ルカは初対面の彼に、
妻は君に夢中なのだと告げた。ベルナールがパ
リを去る日、二人は初めて結ばれた…… …

（解
第二次大戦中のナチスドイツ占領下のパリ
を舞台に、劇場を守り続けたパリの演劇人の姿
を描いた作品。監督のフランソワ・トリュフォ
ーは占領当時 10 歳だったが、自分の体験を加
えながら、演劇の灯を消さなかった先輩演劇人
へのオマージュとしてこの映画を作っている。
主役のカトリーヌ・ドヌーヴは出演時 38 歳。
地下にかくまっている夫と、相手役のベルナー

説）
ルとの恋に悩む姿を好演し、この演技で、念願
のフランス映画のアカデミー賞といわれるセ
ザール賞の主演女優賞を獲得すると共に、フラ
ンス映画界トップ女優の地位を確保した。また、
トリュフォー監督も作品賞、監督賞を得、この
映画は主演男優賞（ジェラール・ドパルデュー）
など主要 10 部門でセザール賞を得ている。こ
の映画は、当時沈滞していたフランス映画界復

１６

活の口火を切ったと言われた。

代表作『終電車』『シラノ・ド・ベルジュラッ

ジェラール・ドパルデュー（1948 年～）：

ク』（1990）

平成 2７年度第１５回

鑑賞会

<鑑賞日：201５.１１.８>

ドライビング
製
監
原
出
受

Ｍiss

デイジー

Driving Miss Dais

作：1989 年
アメリカ映画
上映時間：99 分
督：ブルース・ペレスフォード
作：アルフレッド・ウーリー
演：ジェシカ・タンディ、モーガン・フリーマン、ダン・エイクロイド
賞：アカデミー作品、主演女優、脚色、メイクアップ賞

（あらすじ）
1948 年、アメリカ南部のジョージア州ア

90 歳の誕生日を祝うため、ホークの運転でア

トランタ。元教師のユダヤ系老婦人のデイジ

ラバマ州まで出掛けるが、途中、出会った警察

ィ・ワサン(ジェシカ・タンディ)は買い物に出

官の態度に今なお残る黒人に対する人種的偏

かけようと車で家を出る際、運転を誤って隣家

見を実感する。

の垣根に突っ込んでしまう。それを心配した息

1963 年長年仕えてきた家政婦のアイデラ

子のブーリー（ダン・エイクロイド）はデイジ

がテレビを見ている最中に急死するが、ホーク

ィに運転手を雇うように勧めるが、デイジィは

が代わりを務め，デイジィは万事にそつのない

聞く耳をもたない。そんなデイジィのもとに老

ホークをより一層重宝するようになる。いつし

黒人男性ホーク・コバーン（Ｍ・フリーマン）

か、二人は何物にも代えがたい強い友情で結ば

が運転手としてブーリーに雇われてきた。初め

れていく。1971 年、ある朝、いつものよう

は意固地にホークを拒絶していたデイジーだ

にデイジィ家を訪れたホークは、錯乱している

ったが、根負けしてホークが運転する車に乗る

デイジィを発見する。認知症が突然顕れたので

ようになった。1953 年のクリスマスに、読

ある……

み書きのできないホークに簡単な参考書をプ
レゼントする。アラバマ州モービルに住む兄の

（解

説）

原作は 1988 年度のピュリツァー賞を受賞
した同名の戯曲で、作者のアルフレッド・ウー

ク夫妻が劇を見て感激し 即座に映画化を申し
入れたという。舞台はアメリカ南部の町アトラ

リーが映画化の脚本も書いている。1985 年
脚本も書いている。1985 年に小さな劇場で
幕を開けたこの芝居は人気を集め、オフ・ブロ
ードウエイの劇場に進出した。噂を聞きつけた
映画プロデューサーのリチャード・Ｄ・ザナッ

ンタ。頑固で誇り高いユダヤ系老夫人デイジィ
と黒人運転手ホークとの 25 年間の心温まる
友情を描いたヒューマン・ドラマである。25
年の間、劇では大きな事件は起こらない。ただ
日常的な出来事の積み重ねが淡々と綴られる。

１７

しかし、二人の友情の 25 年間の軌跡を描いた

選した。主演女優賞を得たジェシカ・タンディ

この映画は多くの観客に感動を与えた。アカデ

は出演時 80 歳であった。80 歳でのアカデミ

ミー賞では作品、主演女優、脚本、メイク・ア

ー主演女優賞は最高齢での受賞で、この記録は

ップの 4 部門で受賞した。タンディの良き相
方として演技を競ったモーガン・フリーマンは
主演男優賞にノミネートされたが惜しくも落

未だ破られていない。なお、タンディは生涯現
役を続け、94 年に 85 歳で亡くなっている。

平成 2７年度第１６回

鑑賞会

<鑑賞日：201５.１１.２３＞

緋牡丹博徒
製
監
脚
主

作：
督：
本：
演：

お竜参上

1970 年
東映映画
加藤 泰
加藤 泰、鈴木則文
藤純子、菅原文太、若山富三郎、嵐寛寿郎

上映時間：99 分

（あらすじ）
お竜（藤純子〕は数年前、死に追いやった偽
お竜の娘、お君を探しながら渡世の旅を続けて

ところで、鈴村は鮫洲政一家の博打に手を出
し、多額の借金を背負い、小屋の利権を渡すよ

いたが、長野の温泉宿で知り合った渡世人青山
常次郎（菅原文太）から浅草にいると聞き、東

う迫られていた。鉄砲久にこの件の片を付ける
よう頼まれたお竜は、筋の通らない金は受け取

京へ向かった。浅草に着いたお竜は鉄砲久一家
に草鞋をぬいだ。鉄砲久〔嵐寛寿郎〕は娘婿の
鈴村が、六区に小屋を持っている関係で、一座
の利権を握っていた。だが、同じ浅草界わいを
縄張りとする鮫州政（安部徹）一家は一座の興

れないと断った鮫洲政に差しの勝負を挑み、イ
カサマを見破り、証文を取り戻した。その夜、
常次郎が浅草にやってきた。ある夜、鉄砲久は
鮫洲政の謀略にかかり、殺された。翌日、下谷
一帯の権力者金井が仲裁人となった和解の席

業権を奪おうと企んでいた。鮫洲政一家の勘八
のふところを狙ったスリのおキイがしくじり、

上、鮫洲政一家はお竜と代貸し喜三郎に匕首を
向けたが、お竜を訪ねてきた義兄弟の熊虎（若

危ういところを彼女に惚れている銀次郎（長谷
川明男）が救った。お竜は鉄砲久に詫びを入れ
る銀次郎から、おキイが自分が探しているお君
（山岸映子）であることを知った。そして、お
キイは鉄砲久に養女として預けられた。

山富三郎）に救われた。一方、銀次郎は鮫洲政
に人質にされていたおキイと鈴村を助けたこ
とから、殺された。その夜、常次郎を立会人に
鮫洲政と差しで話をつけようとしたお竜だっ
たが、約束に反し、鮫洲政は手下を引き連れて
やってきた……

（解

説）

1960 年から 1970 年代にかけて東映の
（任侠映画）は全盛期を迎えていた。主人公の

『昭和残侠伝』
『総長賭博』
『人生劇場・飛車角
と吉良常』等の秀作を生んでいた。そして、そ

渡世人には、鶴田浩二、高倉健、菅原文太等の
看板男優を揃え、優れた映画監督を起用して

の頃、主人公を女性とした「女性・任侠映画」
の企画が持ち上がり、1968 年、当時 22 歳

１８

の藤純子を女渡世人第 1 号に起用して、
『緋牡

で、あたかも日本舞踊のようである。シリーズ

丹お竜』シリーズが登場した。緋牡丹の刺青を

には、鶴田浩二、高倉健、菅原文太らのスター

背負った女ヤクザ”緋牡丹お竜“が女ながらも

が交互に出演して藤を支え、監督も東映監督陣

義理と人情の世界に生き、悪には刀を抜いて
立ち向かうという定型化された映画だったが、
藤の女らしさの中にきりっとした物腰が魅力

の中心をなす、山下耕作、加藤泰、鈴木則文等
を配し、全 8 作いずれも高い水準の映画とな
った。本映画「お竜参上」は第 6 作だが、監

となって 1972 年まで全 8 作のシリーズとな
った。特に藤純子の立ち廻りは、裾をはしょる

督加藤泰の凝りに凝った演出でシリーズ中最
高の評価が高い。

ことなく、綺麗に垂らして鮮やかに動き回るの

平成 2７年度第１７回

鑑賞会

＜鑑賞日：2015・1２・７＞

007 ドクター・ノオ
製
監
原
出

００7 Dr.No

作：1962 年
アメリカ映画
上映時間：105 分
督：テレンス・ヤング
作：イアン・フレミング
演：ショーン・コネリー、ジョセフ・ワイズマン、ウルスラ・アンドレス

（あらすじ）
ジャマイカで、英国秘密情報部支局長が 3

ー・ノオ博士（ジョセフ・ワイズマン）所有の

人の盲目男たちに暗殺されるという事件が起

ラブ島を捜索するためということが判った。ア

きた。支局長の任務はＣＩＡの要請でアメリカ

メリカのＣＩＡのエージェントのクオレルの

のケープカナベラルの基地から発射される月

案内で闇をついてラブ島に上陸する。島で二人

面ロケットの弾道を狂わす電波発信地を突き

はエキゾチックなアメリカ娘ハニ―（ウルス

とめることだった。英国情報局Ｍ16 の長官は、 ラ・アンドレス）と出会い、彼女は二人に協力
コードネーム 007 を持つエージェント、ジェ

してくれた。しかし、上陸した三人はすぐにノ

ームズ・ボンド（ショーン・コネリー）を現地

オ博士の部下に見つかり、火炎放射器を備えた

に向かわせ事件の捜査を命じた。ボンドは支局

トラクターに攻撃され、クオレルは焼け死んだ。

長の足取りを洗った。支局長は最近、魚釣りに

ポンドとハニーは拘束され、施設に入れられ、

興味を抱き、連日海へ釣りに出かけていたが、

放射能の除染を受ける。その後、二人はノオ博

それは、ポーキサイド開発中の中国人ドクタ

士と対面する……

（解
イアン・フレミング原作のスパイ活劇小説の
映画化で 007 シリーズ第 1 作である。当初は
『007 サンダーボール作戦』が第 1 作となる

説）
予定だったが、著作権の関係で第 6 作の『ド
クター・ノー』が選ばれた。公開当時、米ソの
対立は深まり、キューバ危機や宇宙開発競争な

１９

どが重なり、時勢に合った映画となった。100

アース・ブロスナン、ダニエル・クレイグ

万ドルというシリーズ最低の低予算で製作さ

（
『007 スペクター』）が扮している。近代テ

れたが、6000 万ドルに近い興行収入を上げ、

クノロジーで武装した諜報部員のボンドが、美

1962 年の映画の世界興業成績で第 1 位とな
った。以降、2015 年の『007 スペクター』
まで 2４本の 007 シリーズが製作されている。

女と戯れながら敵を倒すという基本的なコン
セプトは本第 1 作で出来上がっている。しか
し、第 1 作だけに後続のシリーズに登場する

第 1 作のジェームズ・ボンド役に登用された
ショーン・コネリーは第 7 作『ダイヤモンド

秘密兵器は未登場であり、またストーリーの展
開も練りに足りないものがある。本作品は、

は永遠に』まで、第６作『女王陛下の 007』

1962 年の上映時には邦題名は『007 は殺し

を除いてボンド役を務めている。コネリーの後
を継いだボンドには、ジョージ・レーセンビー、

の番号』であったが、後に『007 ドクター・
ノー』と改題された。

ロジャー・ムーア、ティモシー・ダルトン、ピ

平成 2７年度第１８回

鑑賞会

＜鑑賞日：2015・1２・１４＞

アラバマ物語
製
監
原
出
受

作：
督：
作：
演：
賞：

Ｔo

Kill ａ Mockingbird

1962 年製作
アメリカ モノクロ映画
上映時間 129 分
ロバート・マリガン
ハーパー・リー（ピューリッツアー受賞）
グレゴリー・ペック、メアリー・バダム、フィリップ・アルフォード
アカデミー主演男優、脚色、美術(白黒部門)受賞

（あらすじ）
1930 年代、アラバマ州の田舎町メイカム
に、お転婆娘のスカウトと兄のジエムと父親の
弁護士アティカス（グレゴリー・ペック)が住
んでいた。子供たちの母親はすでに亡くなって
おり、家族は家事全般をきりもりする黒人の家
政婦との 4 人だった．事件といえば、子供た

強く、アティカスが弁護を引き受けてことで、
スカウトは学校で喧嘩をするようになる。
裁判の日がきた。陪審員は総て白人という異
常の状況の中で、アティカスは滔々と弁護を始
めた。トムがメイエラの家に行ったのは事実だ
が、それは彼女が力仕事の手伝いを頼んだから

ちが、近所の変わり者”ブー“の様子を探るこ
とぐらいで日々は平穏に流れていた。ある日、
アティカスに地元の判事が、白人女性メイエ
ラ・ユーエルに対する婦女暴行事件で訴えのあ
った黒人容疑者トム・ロビンソンの弁護の依頼
をする。人種差別の強い南部の町で黒人の弁護

である。また、メイエラに殴られた跡があるが、
裁判でトムの左腕が不自由であることを明か
したうえで、犯人は左腕を使って暴行を加えた
痕があるとし、メイエラの父親のボブに自分の
名前を書かせ、左利きであることを示して、殴
ったのはトムでなく、ボブであることをほのめ

を引き受けたアティカスに町の人々の反発は

かした。しかし、判決は有罪となった。アティ

２０

カスが家に帰ると保安官からトムが護送中に

けた……

逃げ出したため、撃たれて死んだとの報告を受

〔解

説〕

1960 年に発表されたハーパー・リーの自

中南米の産。巣を守る習性があり、それはこの

伝的小説『アラバマ物語』は同年のピューリッ
ツアー賞を受賞し、全米で 900 万部を売上げ

映画のブーを思わせる。ものまね鳥は殺しては
いけない鳥とされており、保安官はブーを守る

る大ベストセラーになった。人種差別の著しい

ためボブを事故死とした。スカウトは父親に

アメリカ南部で白人女性への暴行容疑で逮捕
された黒人青年の事件を担当する弁護士の物

「ものまね鳥を撃つのと同じことでしょう。」
と言うのは、保安官の意図を理解したからであ

語だが、声高に黒人差別を訴えるのでなく少女

る。この映画の重要なメッセージである。

の目から見た差別社会の状況を描いたところ

勇気をもって正義を貫いたアティカス弁護士

に、この映画の優れた特色がある。

を演じたグレゴリー・ペックは 1962 年度の

映画も原作も原題名は『To Kill a Mocking

アカデミー主演男優賞を獲得している。

bird』 (ものまね鳥を撃つ)。
『ものまね鳥』は

平成 2８年度第１９回

鑑賞会

＜鑑賞日：201６・1・１１＞

キャバレー
製
監
脚
主
受

Cabaret

作：1972 年製作
アメリカ映画
上映時間：124 分
督
ボブ・フォッシー
本： ジェイ・プレッソン・アレイ、ヒュー・ホイーラー
演： ライザ・ミネリ、マイケル・ヨーク、ジョエル・グレイ
賞： アカデミー監督賞、主演女優賞など、8 部門受賞

（あらすじ）
ドイツにナチズムが台頭してきた 1930 年
初頭のベルリン、小さなキャバレー”キット・
キャット・クラブ“ではＭＣ（司会）が”Will
kommen"を歌っている。スターを夢みる踊り

イツ人フリッツに英語を教えることになった。
サリーとブライアンは愛し合うようになる。二
人の間に金持ちでハンサムはマクシミリア
ン・フォン・ヒューナ男爵（ヘルムート・クリ

子サリー(ライザ・ミネリ)はこの店の踊り子で
ある。ある日、サリーの部屋にロンドンから語
学生ブライアン（マイケル・ヨーク）が部屋を
探しに訪れ、サリーの紹介で隣の部屋に移って
きた。ブライアンはやがて、サリーに友人のド

ーム）が出現し、マクシミリアンは二人に豪華
なプレゼントをして城に招いた。三人は田舎の
ビア・ガーデンに寄り、給仕たちが歌う
“Tomorrow Belongs to me”を聞いた。そ
こでサリーは自分が男爵夫人になるチャンス

２１

があることを知ったが、ブライアンもまた、マ

う電報がサリーに届き、去ったがサリーは彼の

クシミリアンの”恋人“だった。サリーを愛し

子供を身ごもっていた。将来を考え、サリーは

ていたブライアンはヤケになってナチ党員と

中絶した。怒ったブライアンに育児は自分に合

喧嘩したが、そんな彼をサリーは慰めた。マク
シミリアンからアルゼンチンに移住するとい

わないと答えた。ブライアンは彼女の傷ついた
心を知った…

〔解

説〕

ファシズムの不気味な影が迫る 1930 年代

詞フレッド・エップ、作曲ジョン・カンダーの

のベルリンの怪しげなキャバレー”キット・キ

コンビは舞台と同じだが、キャストはＭＣ役の

ヤット・クラブ“を舞台にして歌手サリーとイ

ジョエル・グレイを除き映画化に向くように一

ギリスから来た大学生との恋を描いたこの映

新された。ライザ・ミネリはミュージカル化に

画は、彼女が舞台で歌う歌の文句と二人の恋の

際し、サリー役を 14 回オーディション受けた

課程とを一致させ、同時にショーのＭＣがドラ

がすべて落選していた。これは、サリーはイギ

マそのものの司会をやるという奇抜な構成と

リス人でなければならないという演出家の考

なっている。原作はクリストファー・イシャー

えによるものだったが、映画化に際しサリーは

ウッドの短篇集『ベルリン物語』全 3 篇のう

アメリカ人がよいということで、徹底的にライ

ちの『救いなき人々』をブロードウエイの製作

ザ・ミネリ中心の映画に変更されたという。こ

者兼演出家のハロルド・プリンスが『キャバレ

の映画のミネリの魅力は映画を成功させ大型

ー』の名でミュージカル化し、それを映画にし

エンターテイナーのライザ・ミネリを誕生させ

たものである。映画化に際しては、脚本を大幅

た。この映画はライザ・ミネリがアカデミー主

に変更し、監督には舞台演出家でダンサー兼振

演女優賞を獲り、監督賞など 8 部門でアカデ

付師でもあるボブ・フォッシーがあたった。作

ミー賞を得る快挙を成し遂げている。

２２

｢ふれあいの道歩こう会｣ 実施概要 NO.12
代表

独自コース 31 番 ｢大菩薩峠｣
実

施

日：平成 27 年 11 月 19 日(木)

小俣 悦男

(通算 113 回)

天候：曇り

コース所在地：山梨県塩山市・北都留郡小菅村
歩行距離など：歩行時間 約 3.5 時間

歩行距離 約 7ｋｍ

参 加 者：19 名(男性 14 名

女性 5 名)

交

通：＜往き＞八王子7：52発⇒高尾7：59着、甲府行に乗換 8：02発⇒塩山9：25分着
ジャンボタクシー2台に分乗 9：35発⇒福ちゃん荘 10：05着
＜帰り＞福ちゃん荘からジャンボタクシー２台に分乗14：45発 →塩山駅 15：25着
塩山駅15：34発大月行に乗車⇒ 大月駅16：09着、東京行に乗換16：13発⇒八王
子駅17：05着、解散
コースと時間：福ちゃん荘(準備体操)10：25発～ 雷岩11：30着 ～ 大菩薩嶺(雷岩間往復20分)～
雷岩 11：50帰着 (昼食35分)12：25発～大菩薩峠 13：15着 (コーヒータイム30
分)大菩薩峠 13：45発～福ちゃん荘 14：20着
ご存知でしょうか！
『日本百名山』：作家深田久弥の最も著名な山岳随筆。初刊は 1964 年 7 月に新潮社から
出版され第 16 回読売文学賞（評論・伝記賞）を受賞した作品。いわゆる｢日本百名山｣は文
筆家で登山家でもあった本人が、実際に登頂した日本の各地の山から自身が定めた基準で、
100 座を選定した。この本を通じて今まで知らなかった日本の山々の魅力を知り、
「日本百
名山ブーム」が起き、現在も継続されている。
大菩薩峠(1897ｍ)：最高峰で 100 名山の大菩薩嶺(2057ｍ)とは 1 時間ほどの距離にあ
り、中里介山の未完の大河小説『大菩薩峠』で広く知られている。大菩薩峠は江戸時代まで
は武蔵国と甲斐国を結ぶ甲州街道の間道であった青梅街道の重要な峠として利用され、難所
でもあった。
甲斐駒ケ岳(2967ｍ)：日本百名山で山梨県北杜市と長野県伊那市にまたがり、古くから信
仰の対象となっている。｢駒ヶ岳｣の名を冠する独立した山は全国に 18 山あり、この中では
甲斐駒ケ岳が一番高い。

七
千
尺
落
葉
を
踏
み
て
雲
上
へ
一
梲

最高峰大菩薩手前 10 分の雷岩(2038ｍ)か
ら遠望できたのは、日本百名山南アルプスの
甲斐駒ケ岳(2967ｍ)とその左側が鳳凰三山。

大菩薩峠での記念撮影。此処でコーヒータイ
独自コース
32 番 ｢紅葉の六国峠｣
ム。ゴールの福ちゃん荘まで 35 分の処。
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独自コース 32 番 ｢紅葉の六国峠｣

(通算 114 回)

今回の定例会はコース名称、｢紅葉の六国峠｣でもお分かり頂けるように主に獅子舞の谷の紅葉のベス
トシーズンに合わせた設定。獅子舞の谷はカエデの紅葉、イチョウの黄葉が真っ盛りで、｢おお来て良
かった｣｢素晴らしい｣の感動の言葉が口々に・・・
実

施

日：平成 27 年 12 月 10 日(木)

天候：曇り

コース所在地：鎌倉市・横浜市
歩行距離など：歩行時間 約 3.5 時間

歩行距離 約 16ｋｍ

参 加 者：22 名(男性 14 名女性 8 名)

集 合 場 所 ：ＪＲ横須賀線鎌倉駅東口8時25分 (交通：集合場所へ各自交通機関利用)
コースと時間：鎌倉駅8:30発～鎌倉宮(体操)9:10発～獅子舞の谷9:30発～六国峠(天園)10:00発～市
境広場10:30発～10:35着自然観察センター10:45発～11:10着大丸山(昼食)11:45発～氷取
沢市民の森分岐12:30発～大岡川源流域12:50発～13:10着おおやと休憩所(コーヒータイ
ム)13:25発～金沢動物園入口14:00発～能見堂跡15:00発～六国峠ハイキングコース入口
15:20発 ～京急金沢文庫駅(解散)15:30
ご存知でしょうか！
三浦富士と二つのアルプス：我々が住むこの三浦半島には雄大な名称、富士とアルプスと
付されているハイキングコースがある。富士は三浦富士、アルプスは三浦アルプスと鎌倉ア
ルプス。
三浦アルプスは逗子の二子山と三浦郡葉山町の乳頭山などハイキングに絶好なとこ
ろ。二子山(207.8m)、乳頭山(205m)と標高は低いもののピークは小さなものを入れると
約 50 ヶ所もあり、かつ、大方樹林帯で見通しがきかずコースが入り組んでいて、気をつけ
ないと迷ったりする危険があるので山のベテランでも侮れないハイキングコース。一方、鎌
倉アルプスは北 鎌 倉 駅 か ら 日 本 最 古 の 禅 宗 寺 院・建 長 寺 へ 。こ こ で 拝 観 料 300 円
を支払い境内に入り天園ハイキングコースの道標に従がって建長寺の最奧に建
つ 半 僧 坊 へ 。 最 高 点 の 大 平 山 ( 標 高 159.2m ： 鎌 倉 市 最 高 点 ) か ら 天 園 の 茶 屋
（ 159.4m： 横 浜 市 最 高 点 ） を 経 て 瑞 泉 寺 、 鎌 倉 駅 へ 出 る ハ イ キ ン グ コ ー ス 。

鎌倉の獅子舞の谷の様子、とは言えカラーでな

横浜市の最高地点、大丸山(標高 156.8)の山頂

いので当日の黄葉と赤や朱色のモミジとのコン

での記念撮影。晴天なら東京湾やランドマーク

トラスに目を奪われた状況が伝えられないのが

タワーなども眺められるのだがこの日は生憎
の曇天のため叶わなかった。

残念至極。HPをご覧ください。
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独自コース 33 番 ｢三浦富士と武山｣

(通算 115 回)

三浦富士の山頂には浅間神社が祀られ｢浅間神社奥宮｣と彫り込まれた碑がたっている。古くから漁師
たちは三浦富士、武山を目印として、漁場の位置と帰るべき港の方向を知り、また、大漁祈願や海の安
全において頼りになる山で、それによって信仰に結びついたと考えられる。三浦富士は標高 183m と
高い山ではないが、山頂からは富士山をはじめ東京湾、伊豆大島や房総半島が望めた。
実

施

日：平成 28 年 1 月 21 日(木)

歩行距離など：歩行時間 約 3 時間 30 分

天候：晴れ
歩行距離 約 8ｋｍ 参 加 者：20 名(男性 13 名 女性 7 名)

コース所在地：神奈川県横須賀市
集 合 場 所 ：京急長沢駅 駅前広場(交通：集合場所へ各自交通機関利用)
コースと時間：(準備体操) 11 時 00 分(発) ⇒ 三浦富士山頂(標高 183m)11 時 50 分(着) ⇒ 砲台山(別名大
塚山、標高は 204m)12 時 30 分(着)＜昼食＞13 時 00 分(発) ⇒武山(標高 200m)13 時 30 分(着)＜コーヒ
ータイム＞14 時 00 分(発)⇒ 津久井観光農園 14 時 30 分(着）⇒津久井浜駅 15 時 00 分(着) 解散

ご存知でしょうか！
全国に｢富士｣と名のつく郷土富士(ご当地富士)は約 350 あると言われており、我々が住む神
奈川県にも、三浦富士、川和富士、羽沢富士、半原富士(仏果山)など七山がある。全国的に見
て著名なご当地富士は以下の如くです。蝦夷富士(羊蹄山)、津軽富士(岩木山)、出羽富士(鳥海
山)、会津富士(磐梯山)、信濃富士(黒姫山)、薩摩富士(開聞岳)など。郷土富士の多くは山容が
富士に似ていることによるが、富士とは似ても似つかぬ山までその山容は実にさまざま。し
かし、それぞれ地元の人々の日本一美しい山｢富士山｣に対する憧れと思いが郷土富士という
名前になって表されているといえる。

砲台山山頂(大塚山 204m)の昭和初期に海軍が造

三浦富士(183m)から見えた雪をかぶった富士山

った高射砲台跡で集合写真
掲載記事並びにコースに関わるお問い合わせは下記にお願いいたします。
小俣 悦男メールアドレス：e-omata@jcom.zaq.ne.jp なお“わ”の会の HP｢ふれあいの道独自コー
ス｣には定例会ごとに多数の写真がカラーで掲載されております。

25

三
浦
富
士
海
原
の
先
雪
の
富
士
一
梲

「浮雲俳句会」抄録 No.３２
代表

北野 清市

≪よい句・残る句≫（その５）
５ 忌日俳句
古くから俳人は、忌日に文人墨客を偲ぶ句を詠んできました。こうした忌日に作る句
のことを、
「忌日俳句」といいます。
『歳時記』で忌日の項を開きますと、西行忌をはじめ芭蕉忌・蕪村忌・一茶忌・子規忌
・虚子忌…など、著名な俳人の忌日が続々とでてきます。
総計しますと、春・夏・秋・冬あわせて４５０程の忌日の季語になっております。こ
のうち陰暦のものもかなりありますので、くれぐれも句作時期には十分ご注意下さい。
それでは、例句を２・３拾ってみましょう。

子規忌とて袴つけたる乙女かな

かな女

作者は、高浜虚子の女性俳句の編集責任者を長く務めております。従って、掲句は多
分虚子の門下生が９月の子規忌における様子を詠ったものと思います。
それは、＜袴をつけたる乙女＞たちであったのです。それぞれが袴をつけて正装し、
近代俳句の創始者に対する畏敬の念を表しております。しかも、当該結社の門下生に対
する普段の躾けの厳しさまでもが、伝わってくる「忌日俳句」です。

木更津をうろつく星や一茶の忌

一清

これは自選の句ですが、一茶は４０歳前後にしばしば房総に足を運んでおります。殊
に富津では酒造業の織本宅でよく逗留しております。そして＜我が星は上総のそらをう
ろつくか 一茶＞などを残しております。
いずれにしても、
「忌日俳句」は思いを込めて詠むものです。その日がその人の忌日
だからとなんの感慨もなく詠んではいけません。
また俳句では、一句一季語が原則ですが、「忌日俳句」の場合はその忌日がいつかわ
かりにくいので、その人を思い起こさせるような季語を別に詠み込むことを勧めます。

２６

[俳人の忌日俳句]
年度替わりの４月１０日程の「俳人の忌日俳句」を、一例として見てみます。
４月１日は西東三鬼の忌日、７日は尾崎放哉で８日は虚子忌です。更に歳時記を見てい
ると、７日は三橋鷹女、９日は野澤節子の忌日と続きます。
西東三鬼

昭和３７年満６２歳葉山が終焉の地です。

支那街に揺るる焼肉西東忌
尾崎放哉

秋元不死男

従妹との禁じられた恋、妻との離別、そのうえ保険会社を解雇されるも、
漂泊の俳人といわれ、小豆島の庵で昭和元年亡くなっています。

放哉忌竹の病む葉を虚空より
高浜虚子

飯田龍太

昭和５４年８６歳の生涯を閉じる。命日には毎年鎌倉の寿福寺で「関係
者以外禁」の法要。戒名は虚子庵高吟椿寿居士です。

虚子百句捧げて迎ふ虚子忌かな
三橋鷹女

稲畑汀子

昭和４７年亨年７２歳で没。「生涯のモチーフは老いと死の追及」だと
いう。

鷹女忌やをんなは遺書を書かざりし
野澤節子

糸山由起子

横浜生まれ、平成７年７５歳で没。清純清冽な詩情が定着している。

節子の忌花前線のさきぶれに

長谷川信彦

（以下次号 ≪よい句・残る句≫（その６）へ続く）

≪１６回金沢区民俳句大会吟行会への参加

平成２７年１０月２５日≫

今回は晩秋の晴天に恵まれ、５年振りにわが金沢動物園での区民参加の吟行会である。
因みに、横浜市には３つの動物園がある。１つは戦後昭和２６年に開園した野毛山動物園。
２つは昭和５７年にオープンしたわが金沢動物園―野毛山のような象・麒麟・ライオン・
虎といった動物園の象徴的なものから、範囲を広げた多種類の草食動物中心へ、しかも、
市街地から郊外即ち“森の動物園”へと模様替え。３つは平成１１年にオープンしたわが
金沢動物園より２倍以上のエリアを持つ横浜動物園がある。
このような中にあって、特筆すべきは、わが浮雲俳句会のメンバーの活躍であって、天
地人賞の地賞を、特選５句中３句を獲得して吟行会を終了した。

地賞

麒麟舎に首ひとつ出て秋の空

一

幸

掲句は、当日の＜麒麟舎＞を端的に、しかも、リアルに表現した嘱目吟である。この日
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は秋晴れの澄みきった空のもと、大勢の子供連れで賑わっていたが、これを俯瞰するよう
に見渡していた。長いながい首が印象的であった。

［特選］

秋空を引き寄せ麒麟草を食む
密林を出でしオカピや秋の園
冷やかにわが句帖見る手長猿

とも女
和 女
一 馬

９４回例会 平成２７年１１月２９日
［秀作］
天賞

マフラーの薄手厚手と迷ふ日々

祥

代

防寒俳句。いままで本会でお目に掛ったことのない珍しい＜マフラー＞という季語に挑
戦した句。その上わが浮雲俳句会の俳句の一つの目標である「現代を広く詠む」というキ
ャッチフレーズにぴったり合致した素材が秀吟となっている。
＜マフラー＞muffle は、防寒用・装飾用の布製の首に巻くもので襟巻ともいう。襟巻
は江戸時代には隠居が使っており、当時から徘諧の季題になっていた。（なお、＜マフラ
ー＞は、顔や首をつつむという意味の muffle を語源としている。）
一方、マフラーの装飾用の側面からみると、その使用実態は
① ファッション的なもの…防寒用という使い方でなく、ネック部分のお洒落アイテムと
しての使われ方
② 漫画やアニメの登場人物のキャラクターのトレードマークとしての使われ方
③ パイロット（戦闘機乗り）が高度を飛行するための常備品的な使われ方
などが挙げられる。
掲句は、＜マフラー＞を防寒用の側面から詠ったものである。今年は暖冬で正月になっ
てからも、日中１５度超える日が屢々あったと思うと、また寒気が優勢となり日中一桁と
なるというパターンである。まさに＜薄手厚手と迷ふ日々＞なのだ。

地賞

時雨るるや猿島沖をイージス艦

一

幸

嘱目即興吟。＜猿島＞は横須賀沖１．２ｋｍに浮かぶ無人島。周囲１．６ｋｍ、標高３
９ｍ。縄文時代の土器や人骨も出土した自然島。幕末幕府により国内初のお台場が築造。
明治に入ると軍の所管となって要塞化が進んだ。
この縄文時代から存在する島と＜イージス艦＞という近代的な軍艦即ち島と軍艦の対
比が素晴らしく、歴史と文明の進化に感興するのである。
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人賞

肩掛けの翼広げて風の中

和

女

女性ならではの感性の漂う即物即情詩。＜肩掛け＞は、寒さを防ぐため外出の際、和服
の女性が肩に掛けるものでショールともいう。素材は絹・毛編み・毛織などでさまざまな
デザインがある。作者は、この＜肩掛け＞を翼のように広げて＜風の中＞に立ち向かって
いるのである。そこには現代女性の歓喜と感動が漲っているのである。どんなよいことが
あったのか。いろいろ忖度されるのである。

［特選］

猿島や戦艦の先冬霞
湯豆腐の向かうの妻の笑顔かな
阿夫利嶺に参りし後の紅葉鍋
燥ぐ子を宥めるカメラ七五三
柴口の牡蠣小屋の灯と騒めきと
「末吉」の大社御籤や初時雨
一灯を深く沈めて冬の闇
石蕗日和平潟湾をぶらつけり

９５回例会

一 梲
重 九
三 旦
とも女
一 馬
二 祥
十 九
勇 平

平成 27 年１２月２７日

［秀作］
天賞

松島の松の百態冬茜

とも女

焦点を確と捉えた写生吟。＜松島＞は、日本三景の一つ。芭蕉の「奥のほそ道＞にも
登場。大小２６０余りの島々からなり、特に赤松・黒松などが静的な風景美を添えてい
る。
兼題の＜松島＞の＜松＞という特徴を的確に捉え、＜松の百態＞と端的に表現した力量
は抜群である。しかも、芭蕉型のオール名詞。その上僅か９文字のシンプルな句に仕上げ、
まさにシンプル、イズ、ザ、ベストの秀作である。

地賞

ひととせの悲喜こもごもや古暦

あきえ

年の瀬の生活がよく現れた佳句。正しくは、年が改まったあとの去年の暦のことを＜古
暦＞というのだが、近来は年が押しつまり、新しい来年の暦も用意された頃の使いなれて
きた今年の暦も＜古暦＞といっている。
いずれにせよ、年末になって暦をかえようと＜古暦＞をみると、この一年の＜悲喜＞即
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ち悲しかった出来事、あるいは喜び笑った出来事が、走馬灯のように浮かんできたという
のである。
人賞

雪しんしん信濃の山河黙すなり

三

洋

雪国の大景の写生句。＜雪＞は、我が国の三大季題の一つであり、冬の代表的な美目と
して多くの先達が詠ってきた。
掲句は、＜信濃の山河＞に降る雪で、＜雪しんしん＞と静かに降りつづく＜雪＞の状態
を捉えたものである。なお、原句では下の部分が＜山は無口かな＞と表現してあったが＜
山＞を広く＜山河＞とした。また＜無口＞については、対象が森羅万象即ち大自然である
ので、＜無口＞に変えて＜黙（もだ）すなり＞と添削した。

［特選］

朝まだき雪の松島墨絵かな
松島の島々繋ぐ牡蠣筏
松島の牡蠣を景ごと食らひけり
映画見る後に廻せし煤払ひ
冬田打ち一畝ごとに一休み
枝を打つ音透きとほる深山かな
子守歌ハミングしつつ菜を洗ふ
枯尾花夕映え色の名残りあり
立ち読みの言い分けのごと日記買ふ
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「幕末の日米和親条約、日米修好通商条約と
外国人の小判（金貨）買い漁り」
代表

真田

雅行

２００９年２～４月学習会より

首題二条約は日本が史上初めて世界の列強と

側主席全権は漢学者の林大学頭。条約には英文、

締結した国際条約であり、日本の植民地化を防い

オランダ語文、漢文 いずれもみな「どちらか一

だという意味でその果たした役割・重要性はいく

方」と規定されていたが、彼は幕府にはそうと説

ら強調してもし過ぎることはないが、他方この条

明していない）
。

約が及ぼした影響・後遺症も又極めて大きい。以
下視点をかえて条約に若干分け入ってみよう。

もう一つは「最恵国待遇」
（第９条）
。今後日本
が第３国と米国より有利な条件で条約を結んだ
ら、その内容は自動的に米国にも適用されるが、

１．嘉永７年（安政元年 １８５４）のペリーと

逆の場合米国は日本に対しそれをする義務はな

の和親条約及び翌年の追加条約により、薪・食

い。

料・石炭の供給のため下田・箱館の開港、片務的

更に「米国民は開港する下田・箱館の二港にお

最恵国条項、１８カ月後の外交官・領事の駐在が

いて逮捕されない」との規定がある（「一方的片

定められたが、ハリス（もともと骨董商）が初代

務契約」）。 日本側の無知が原因で日本は簡単に

駐日総領事として下田駐在するに及んで日本は

これを認めてしまった。

あわてた。

これらをみると、その当時日本に帰国したばか

和親条約では「両国政府に於いて無拠の儀之有

りで、唯一英語で通訳が出来、米国の現状を理解

候時は模様により米国は下田に外交官赴任させ

し、幕府に雇用（旗本の身分）された「ジョン万

ることが出来る。但し調印後１８カ月以内に何も

次郎」を、一部の反対（スパイの恐れありとして）

ない時はこの限りではない」とされ、ハリスはこ

により、大事な交渉の応接掛どころかその補佐役

の規定に基づき駐在したが、日本は協議事項だと

にも任命せず、全権委員から除外した愚が惜しま

して当初文句をつけた。

れる。

紛争の原因は、作成された英文では「どちらか
一方（either）が交渉が必要と認めた時はいつで

２．日米修好通商条約（首席老中堀田正睦、交渉

も置ける」となっているが、作成された日本語文

全権委員は「岩瀬忠震」と下田奉行「井上清直」
）

だけが「両国政府が必要と認めた場合にだけ外交

国中が開国か攘夷かの真二つに割れる中で、安政

官を派遣できる」となっていて「一方が」という

５年（１８５８）、ハリスの「英国が中国とのア

語が脱落しており、きちんと訳されておらず、こ

ヘン戦争に勝って、次は日本に侵略の標準を定め、

れは林全権の意図的な誤訳といわれている（日本

戦争も辞さない覚悟で開国・貿易を強要してくる
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から、その前に米国との貿易・通商条約を結んで

全体を失い戦争になる、としてハリスの譲歩を求

おけば英国もそれに従わざるを得ない」発言等で

めた。これに対しハリスは、若し条約の他の部分

追い詰められて、朝廷の承認取付けにも失敗した

について自分の希望が入れられるなら譲歩して

幕府は、軍事力の格差から戦争による敗北、植民

もよいと回答、最終的には江戸・大坂の開市（開

地化を避けるため、無勅許で外交・通商条約調印

港ではなく）と彼の提案だった開港場の１０里四

を強行した。

方の歩行許容で折り合った（但し神奈川について

条約中主要なポイントはおよそ次の如くとな

は東方だけは六郷川＝多摩川まで）
。

るであろう。
（４）領事裁判権
（１）
「自由貿易」条項

日本在住米国人は民事・刑事裁判において日本

日本が世界資本主義市場を妨げる全ての要因

の司法権から独立し、米国領事の裁判に服するが、

を除いたものとして正に通商条約の中核をなす。

米国在住日本人の裁判権については規定がない。

商品流通をすべて封建的規制下におきたい幕府

又日本人が日本国内で米国人を訴える場合も先

権力にとってこれは革命的であり、この点はハリ

ず米国領事に訴えねばならない。これが根幹的な

スが最も強硬に主張したもので、幕府はそのまま

不平等条約といわれるもので、ほとんど議論され

認めざるを得なかった。

ることなくハリスのいう通りに簡単に決定され
たことは、当時鎖国政策をとっていた日本の国際

（２）開港場

法についての無知が原因であり、明治政府がこの

ハリスの草案になかった「神奈川」を開港場に

改正に明治後半まで多大の労苦とエネルギーを

加えたのは岩瀬忠震の功績である。わずか百軒ほ

費やさねばならなかった。

どの寒村「横浜」の開港を神奈川の一部として認
めさせたのも彼である。

（５）関税

岩瀬忠震は開港地を極力江戸から遠い地域で

輸出入税について幕府は関税を課すかどうか、

と主張する幕府の反対派に反論し、逆に江戸活性

又税率をどうするかについては頭にあったが、最

化のためにこそ神奈川を開港地とすべきことを

も重要な関税自主権、即ち関税率の協定制度につ

強力に主張した。ただ神奈川湊は浅瀬であるが、

いては、ハリス素案には双務的最恵国待遇が規定

横浜なら測量済みで船舶の碇泊にすぐれている

されていたにも拘らず、日本が高い輸出税賦課に

との日本の主張に対し、ハリスも同意した。

こだわったため（最終的には一律５％で合意）、

交渉結果は．神奈川・長崎・箱館・新潟・兵庫

最終的には日本側の輸出関税賦課と引替に米国

の開港（外国人の居留を認める）と江戸・大坂の

が日本に供与する最恵国待遇条項の削除に何の

開市（商売をする間のみ逗留を認める）となり、

議論もせずに同意してしまったことは、幕府の無

神奈川・長崎・箱館以外は漸をもって開く。

知が原因とはいえ、米国に一方的（片務的）恩恵
を与えることとなり大きな禍根を残した。

（３）米国人遊歩範囲
ハリスは商業上の目的での地方視察、と称して
日本国内旅行の自由の権利と特に京都の開市を

（６）貨幣の同種同量の交換と通貨交換レート問
題

主張したが、日本側はこれを認めると米国による

１８５９年６月、神奈川条約（＝１８５８年７

日本の政治・経済支配につながりかねないとして

月締結の日米修好通商条約）に基づき、横浜と箱

強硬に反対し、ハリスがこれに固執するなら条約

館が開港され、直後の１８５９年８月、横浜は空
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前の小判（金貨）買い漁りブームに沸いた。内外

回避するためか冗雑な手数を省くためか、突然態

の金銀比較の違いを利用した通貨交換と金小判

度を急変し、邦貨も外貨も輸出入を自由化（従っ

の海外持出しである。

て国内での売買にも外貨使用も可能）してハリス

この円とドルの交換レートの問題が幕府存亡に

を驚かせたが、ハリスは日本に通貨交換に慣れさ

係わる最大の問題になるとは気付かなかった。

せるためと称して１年間の暫定措置として１ド

当時の日本は天保小判（金貨）と天保一分銀（銀

ル＝一分銀３枚の交換を認めるよう主張し、結局

貨）が流通し、その金銀比価は大体１：５であっ

この貨幣条項が採用された。日本の主張根拠は結

た。これに対し外国では１：１５、つまり日本内

局１ドルの価値は地金のそれであるとする一方、

で銀貨を対価に金貨に換え、その金貨を海外にも

他方で３一分銀の価値は幕府の評価（極印）によ

ちだして銀貨に換えれば３倍になる計算である。

って付与される、ということで矛盾がある。なお

１８５７/６月のハリスと下田条約で貨幣の同

幕府は江戸では金本位（計数貨幣）、大坂では銀

種・同量交換等が合意されたが、当時アジアのヨ

本位（重さで量る秤量貨幣しょうりょうかへい）

ーロッパ人はメキシコドル（１ドル銀貨）を使う。

という一国二通貨制度をとっている事情がある

それぞれの銀含有量で比較すると１ドル＝一分

ので、当時の国際相場と大きく乖離していた１両

銀

（金）＝４分（銀）を容易には変更出来なかった

３枚と同量になる。銀含有量は天保一分銀・

銀８．５１ｇ、メキシコドル・銀２４．１２ｇ。

ともみられる。つまり幕府は１金＝４分を改め、

一方日本の幣制では１両（小判１枚）と一分銀４

１金＝１６分を正しいレートにすべきところ、そ

枚が等価である。４ドルを一分銀１２枚と交換し、

れを変えず、逆にこれを保証したことになる≫

それで小判３枚を手に入れ上海あたりに持ち出
せば、金に対する銀の価値が日本５に対し海外１

このわずかの間の金流出による幕府の損失（横

５と３倍であるから、小判３枚が銀貨１２ドルと

浜だけで百万両といわれ、長崎、箱館を合わせる

なり、これを日本に持ち帰れば一分銀３６枚、小

と倍にはなると思われる）は厖大であり、幕府崩

判にして９両となる。

壊の大きな一原因となった。 要するに日本では

このおいしい通貨交換商売に外国人は狂奔し

金の価値が銀に比べて格段に低かったのである。

た。給料１００ドルが３００ドルになる。

（３分の１）その後幕府とて内外金銀比価の修正
のため小判の修正を考え、金の含有量を３分の１

≪注：ペリーとの和親条約では１ドル銀貨の価値

にした万延小判を１８６０年に改鋳したが、今度

は中国の銅銭１６００個に当たるとされたので、

はこの金平価の切り下げが忽ち諸物価に跳ね返

これでいくと、１ドルは一分銀１個にあたるが、

った。米価は一挙に３倍となり、幕末の大インフ

日本では銀の銅に対する価値が中国よりも高い

レに繋がり、革命の下地を作った。

ため、ハリスはこれを改め、金属の含有量により

岩瀬忠震や井上清直のような優秀な人物でも、

交換率を決めるべしと提議し、調査結果による価

鎖国下では国際的経済知識に乏しく限界があっ

値は１ドル＝３一分銀だと主張した。これに対し

たといえよう。

幕府は含有量ではなく貨幣の重量によるべしと
し、日本国内制度では一両（金貨）＝一分銀４枚
であったから、１両＝４分＝４ドル 即ち１一分
銀＝１メキシコ銀が妥当だとしたのだが、ハリス
は１ドル＝一分銀３分の交換レートになる、とし
て譲らない。ところが幕府は不利な貨幣の交換は
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２０１６年３月～５月の予定

注：表中の「 CC 」は、「 地区センター 」の略

３月

４月

学習会

なし

寺社を
巡る会

３月３日（木）１０：００
集 合：仲町台駅
地 区：都筑
訪問先：淡島神社、真照寺、源
東院、天満宮、龍雲寺、以津院、
宗忠寺

４月７日（木）１０：００
集 合：横浜高島屋前
地 区：豊顕寺
訪問先：本覚寺、高島山公園、愛
染地蔵、豊顕寺、三ツ沢公園

５月１３日（金）１０：００
集 合：都筑ふれあいの丘駅
地 区：都筑・川和
訪問先：川和富士公園、山王神社、
東漸寺、妙蓮寺、川和宿跡、瑞雲
寺

３月１０日（木）金沢公会堂
１０：００～１２：００
赤井村石井家文書
３月２４日（木）区民活動Ｃ
１０：００～１２：００
奥の細道

４月１４日（木）新棟リハーサル室

５月１２日（木）場所未定
１０：００～１２：００
赤井村石井家文書
５月２６日（木）場所未定
１０：００～１２：００
奥の細道

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

3 月 17 日 (予備日 18 日)
117 回=独自コース№35
ザゼン草と小倉山
山梨県 甲州市塩山

なし

５月
５月１４日（土）能見台ＣＣ
９：３０～１２：００
・総会
・学習会
―小柴の歴史―
元代表 太田耕蔵

１０：００～１２：００
赤井村石井家文書
４月２８日（木） 同上
１０：００～１２：００
奥の細道

4 月 7 日 (予備日 8 日)
118 回=独自コース№36
桜と展望の湘南平と高麗山
神奈川県 大磯町

5 月 19 日 (予備日 20 日)
119 回=独自コース№37
大洞山・三国山
神奈川県と山梨県の県境

３月１４日 12：15 金沢地区 cc
サンセット大通り
（米）
３月２８日 12：15 金沢地区 cc
ツゴイネルワイゼン
（日）

３月２７日(日) ９：３０～
金沢 CC 第 98 回例会
テーマ 伊豆大島・仲春の植物
3 月 8 日(火) 金沢 CC
Windows 復習講座
―困った時の対策―
3 月 15 日(火) 金沢 CC
WORD 基礎講座
―魅せる文書―
9：30～12：00

未定

４月総会で決定

４月２４日(日) ９：３０～
金沢 CC 第９９回例会
テーマ 天草・晩春の植物
4 月 12 日(火) 金沢 CC
Windows 実用講座
－画面情報の送付－
4 月 19 日(火) 金沢 CC
Windows 実用講座
－パソコンを軽くする－
9：30～12：00

未定

４月総会で決定

５月 22 日(日) ９：３０～
金沢 CC 第１００回例会
テーマ 城ケ島・初夏の天文
5 月 17 日(火) 金沢 CC
Office 実用講座
－差込み印刷－
5 月 24 日(火) 金沢 CC
Windows 実用講座
－MalWare 対策－
9：30～12：00

連絡先:
・学習会 785-1639(今井) ・古文書を読む会 784-4900(真田) ・浮雲俳句会 774-3878(北野)
・ふれあいの道歩こう会 782-8147 (小俣)
・懐かしの映画を観る会
701-1606(佐藤)
・寺社を巡る会 ０４６－８６６－３３３９(吉田寿)
・パソコンを使いこなす会 701-9775(林)

編集後記
発 行 日
静かに咲く梅をたのしみ、満開の桜を待つ季節になりました。
発 行 月
梅の花は、桜のような華やかさはありませんが、冬から春にかけ
発 行 者
ての静かな風情を感じさせてくれます。
編
集 長
さて、鈴木秀幸編集委員長以下編集委員は会報５３号からバト
ンタッチされて一年になります。会報５６号発行しながら、まだ
まだ編集においての一貫性、企画などで不十分さを感じているメ
ンバーです。読みやすい文面、企画などについて良いアイデアが
編集委員
ありましたら、ご一報下さい。お待ちしております。
(T.K)

３６

平成 28(2016)年 2 月 13 日
4 回 (2,5,8,11 月 ）
金沢区生涯学習“わ”の会
鈴木 秀幸
貝田 誠作
伊達 一雄
柴崎 幸治
山腰策次郎

田中 徳明
相川
勲
金久保常二
金間 誠一

