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【ご挨拶】 

爽やかな風がそよめく 5月となりました。会員

の皆様は例年になく寒さ厳しかった冬を乗り切ら

れ、春の訪れの桜、今年は季節が少し早く短かっ

た感ですがこれを愛でて、この青葉繁る心地良い

季節を迎えられた事と思います。 

私は代表に就任して 3年目、気持ちを新たにし

てこれからの１年間頑張って行きたいと考えてい

ますので、ご協力宜しくお願いします。 

当会は平成 10年(1998)5月、会員数 61名で

スタートし、今年度は 20 年目を迎えます。今日

20 周年記念事業の一つとして編集していました

「かねざわの歴史事典」第 3版を配布させて頂き

ました。平成26年(2014)5月より足掛け5年、

延べ 25 名の編集委員の方々が編集委員会＆小委

員会を 42回開催し纏め上げました。 

6月 9日には横浜市大カメリアホールにて記念講

演会、シーガルセンターにて記念祝賀会を予定し

ています。皆様是非ご参加下さい。 

この設立 20 周年に当たり、会の今迄の発展と

継続に多大なる貢献をされた3名の方々に記念品

と共に感謝状を贈呈します。熊谷哲氏、北野清市

氏、佐藤晃氏 です。 

有難う御座いました。 

なお会員数につきましては、今年も継続率は

90％で、加えて 14名の新規の入会が有り、122

名でスタートします。沢山の方に継続して頂き、

かつ新規の加入は会の継続と発展に繋がります。

今後共宜しくお願い致します。

【平成 29年度(2017年度)概要】  

当会の一番の行事であります学習会ですが、総会

の後の第 1回目が 2014年は高橋好一氏、2015

年は小俣悦男氏、2016年は太田耕藏氏、2017

年は伊澤尚氏,自前の講師で毎年開催出来ます事

は会員の皆様の日頃の研鑽の賜物と当会の面目躍

如たるところで有難い事です。 

6月、7月の「時代区分を明確にして歴史を辿る」

では新進気鋭の呉座勇一氏に室町時代Ⅰ，Ⅱをお

願いしました。ベストセラーの「応仁の乱」の著

者です。 

8月は横浜 3番目の国宝に登録となった称名寺聖

教をベースに「国宝 称名寺聖教で新羅仏教を学

ぶ」をテーマに 3年続いての県立金沢文庫道津主

任学芸員の講演でした。 

9 月は久し振りの真鍋淳哉氏の「玉縄北条氏の役

割と金沢」で 10 月の探訪「小田原城を訪ねて」

へ繋がる内容でした。 

10 月探訪は久し振りに地元のガイドにお願いし

ましたが生憎の雨で参加者がやや少なかったのが

残念でした。 

11 月は 12 回目の登壇となりました横浜開港資

料館副館長の西川武臣氏でした。2 月の公開歴史

講座は 7回目の登壇の横浜開港資料館主任調査研

究員の斉藤司氏でした。 

皆様のご協力と講師の方々の頑張りで、1 年間無

事終了、運営委員一同、ほっとした瞬間でした。 

今年度は分科会の記念行事は有りませんでした。

【平成 30年度(2018年度)方針】  

学習会、公開歴史講座、6 つの分科会活動は従来

通り進めます。 

また 冒頭のご挨拶でも述べました様に今年度設

立 20年目を迎えます。 

20 周年記念事業として次の事を進めて来ていま

す。 

１．「かねざわの歴史事典」第 3版の発刊 

本日配布させて頂きました。これから公共施設

等へ配布、かつ販売推進をして行きます。現在

販売拠点として①宮脇書店(アピタ金沢文庫店

「新年度を迎えるにあたって」 

“わ”の会 代表 内田 孝知 

“わ”の会 今年度の方針 
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３F) ②かなぶんカフェ ③区役所売店 を設

定しました。 

２．記念講演会(6月 9日)を開催 

３．記念祝賀会(6月 9日)を開催 

皆様 万障お繰り合わせてご参加とご協力宜しく

お願いします。 

【学習会】 

学習会の基本は金沢の歴史に軸足を置いた内容に

する事です。 

草色の別紙「平成 30 年度(2018))学習会予定」

をご覧下さい。 

5 月総会後の第 1 回目は地元をキーに「朝比(夷)

奈切通しと峠村と六浦道周辺」、講師は古文書を読

む会代表の真田雅行氏です。 

今年度の歴史を辿るテーマでは昨年の室町時代Ⅰ

＆Ⅱの続きとして「享徳の乱」、「応仁の乱」を 9

月、11月に学習します。 

6 月の記念講演、2 月公開歴史講座は会の原点の

「金沢の歴史を学ぶ」をテーマに実施します。 

7月は趣を変えて「中世神道」高橋悠介氏。(平成

28年度公開歴史講座「能と金沢」の講師) 

8 月は金沢文庫訪問講座で「安達一族～鎌倉幕府

と真言密教」を予定しています。 

9 月は初めての登場の新進気鋭の谷口雄太氏、テ

ーマは「結城合戦から享徳の乱」。 

10 月の探訪は 5 月の学習会とリンクした「六浦

地区」を予定しています。 

11月は呉座勇一氏の「応仁の乱」。 

2 月公開歴史講座は「金沢地先の海岸と長浜検疫

所・横浜港」田中重義氏です。 

以上 ご期待下さい。 

【会員状況】  

継続会員は男性92名、女性16名 計108名(←

121 名) 継続率 90%、新入会員は男性 11 名、

女性３名 計 14名。 

平成 30年度は総数 122名(男性：10３名 女性

19名)で運営して行きます。 

【運営委員会】 

退任 1名で今年度は 8名で運営して行きます。 

会則では１０数名から Max２０名の運営委員と

なっていますが、８名では絶対的に手薄です。 

運営委員会は学習会の所でも述べましたが、学習

会の運営が全てと言って良い程、学習会中心で回

っています。 

学習会の前後での会員皆様との接点、講師の方と

の接点等、コミュニケーションの輪が広がります。

会員の皆様方、是非運営委員会に参加される様、

要望します。 

年度途中でも一向に構いませんので、是非皆様の

ご参加をお待ちしています。 

【２０周年記念事業】 

２０周年記念事業の最大のテーマとして「かねざ

わの歴史事典」第３版の編集作業を進めて来まし

たが、本日総会にて目出度く配布となりました。 

編集委員の方々は本当にご苦労様で、有難う御座

いました。 

次に20周年記念講演会を6月9日横浜市大カメ

リアホールで開催します。 

この日は引続き記念祝賀会を横浜市大シーガルセ

ンター ゲストルームで行います。 

皆様 全員参加で 20周年を盛り上げましょう、そ

して次の 10年に繋げましょう。 

【分科会】 

両輪の一つである分科会が元気でないと“わ”の

会は元気が無くなります。 

今年度は7つ目の分科会が立ち上がりつつ有りま

す。4月に第 1回の例会を開催、今後月 1回の例   

会を予定、早い段階で分科会設置計画書の提出を

お願いしたいと考えています。 

従来の分科会の頑張り、新しい分科会からの刺激、

相まって頑張って行ければと考えています。 

また 新たな 1年、会員皆様と共に頑張りましょう 
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「寺社を巡る会」は “わ”の会で最初に出来た

分科会で平成 14 年に発足しました。当初は金沢

区を中心に金沢札所三十三ヶ所霊場巡りに始まり

ましたが、翌年からは鎌倉・藤沢、三浦半島など

探訪範囲が広がってゆきました。また東海道宿場

巡り、横浜北部地区や東京の寺社巡りあるいは大

山詣でなども行っています。 

一昨年からは会員の希望が多かった鎌倉地区の

寺社を 3 年かけて訪れています。昨年は長谷、山

内、十二所、江の島、藤沢などの寺社や史跡を訪

れ、個人的には行けない子院を訪れたり、時には

本堂で法話を聞かせて頂いたりしました。 

秋には恒例の特別バス探訪で「多摩地区の寺院

巡り」として高幡不動尊、深大寺や大國魂神社に

お参りし、又八王子にある武蔵野御陵を参拝しま

した。これらの寺社は比較的近い距離でありなが

ら少々行きにくい場所でしたがバスでは容易に行

け、またお天気に恵まれ紅葉真っ盛りの中のバス

旅行を楽しみました。 

8 月、2 月は暑さ寒さを避けるために座学とし

五木寛之の「百寺巡礼」のＤＶＤを鑑賞しました。

現在までに百寺の内、約 7 割のお寺を五木寛之氏

の案内で参拝しました。この座学後にはそれぞれ

暑気払い、新年会を行い会員同士の親睦を深めて

います。 

今年度は鎌倉地区 3 年目としてテーマ性を持た

せた計画をしています。たとえば 6 月の「東国花

の寺めぐり」、10 月の「鎌倉六観音巡り」あるい

は 3月の「梅と密教四ヶ寺」など鎌倉と周辺の寺々

をこうした角度から参拝してみると又新しい発見

があるのではないでしょうか。 

真夏の８月と真冬の２月は座学として五木寛之

の「百寺巡礼」のDVD鑑賞を従来通り行う予定で

す。 

さらに 11 月には楽しみのバス探訪では「秩父

の社巡り」として宝登山神社、聖神社、秩父神社

など長い歴史を持つ神社参拝を計画しています。 

 

当会は“わ”をモットーに楽しみながら勉強す

る会です。歩くことにより体力の維持・向上を図

るとともに、いつまでも若々しい頭脳を保つこと

を目標に活動をしています。月一回の定例会の後

は、希望者による「反省会」という名の懇親会を

開催し、さらに絆を深めています。 

現在会員は 44 名ですが、さらに多くの仲間と

一緒に活動してゆきたいと思い新入会員を募集し

ています。この季節替わりを機に当会に参加し皆

と一緒に活動してみませんか。

 

今年度の方針  「寺社を巡る会」 

代表 吉田 寿紀 

分科会 今年度の方針 
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お陰様で｢ふれあいの道歩こう会｣は創設 15 年

度目(当会は年度の仕切りを 1～12 月としてい

る)に入っております。今年度も創設時から標榜し

てきた安全・安心な山歩きを第一に、かつ、チー

ムワークを大切にしながら分科会活動を継続して

参ります。｢関東ふれあいの道｣144 コース終了後

は会員からのアンケートでコース案を募り、関東

周辺のハイキングコースや軽登山コースと｢関東

ふれあいの道」のアンコールコースを花や紅葉な

どコースごとのベストシーズンを考慮したうえで

立案、月例会を実施しています。独自コース設定

から 6年度目に入り５8番コースまで進んでます。 

 

【今年度の月例会について】 

 今年度も 8月の夏休みを除く 11回の月例会が

組まれ既に 4回が実施されました。標高差や歩行

距離、時間さらに登山道の状況などから、｢1．や

さしい｣、｢２．ふつう｣ ｢3．きつい｣ の 3 段階

に分類、11 コースのうち、｢1．やさしい｣が 2

回 ｢２．ふつう｣が 7回 ｢3．きつい｣が 2 回と

なっています。 

 例年 1泊月例会を 1回入れていますが、今年は

浅間山の第一外輪山の最高峰である｢黒斑山(標高 

2,404m)｣の 1泊山行を予定しています。天候に

恵まれ実施できることを期待しています。会員数

は１９名(男性１３名、女性 6 名)、出席率は目安

としている 80％を超えています。 

【安全・安心への対応】 

今後も安全な山歩きを第一として、会の運営を

行っていきます。 

【15周年記念講演】 

 15周年を迎えて、山のガイドさんによる｢今後

も山登りを続けていく為の日頃の準備｣という講

演を検討しています。 

【2019年ー2020年の計画】 

会員から、行きたい山、興味ある山、聞いたこ

とある山などのコースを募り今年８月を目標に計

画策定中です。今回は、関東ふれあいの道のコー

スの一部を取り入れてみたいと思います。 

  

少人数とはいえ、新会員の加入は継続しており

その結果、６４歳から８４歳と年齢層は幅広くな

ってます(平均年齢は凡そ７４歳)。また、常時登

録のビジターの方も 7名となり賑やかな山行を楽

しんでます。 

月例会は二人 1組で順番に当番を決め、当番は

コースの事前下見と計画書並びにマップ作成さら

に、実施日は責任者としてリーダーを務めます。

計画書・ふれあい記録・Web アルバムは、“わ”

の会のホームページに掲載され、“わ”の会の会報

へも毎回、月例会実施概要を掲載しています。標

榜してきた安全・安心第一の山歩きも無事故で１

５年度目に入り、今後もよどみなく分科会活動が

継続されて行くことを願っております。 

  

 

今年度の方針  ｢ふれあいの道歩こう会｣   

代表 江口 正彦 

 
“わ”の会 代表 内田

孝知 
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「懐かしの映画を観る会」が正式に発足したの

は平成 16年６月である。 

平成 29 年度までに 366 本の映画を鑑賞して

いる。会員は約 80名と安定しており、毎月２回、

1950 年代から 1970 年代の往年の名画を楽し

んでいる。しかし、14 年の歴史とともに、会員

の老齢化は着実に進んでおり、高齢化による会員

の減少を補うように戦後生まれの会員が増えてき

ている。 

 発足当初は 1930 年代に製作された映画で戦

後公開された映画が多く、『モロッコ』（1930年

作）、『駅馬車』（1939 年作 ）、『望郷』（1937

年作）または第二次大戦中に作られた『カサブラ

ンカ』（1946 年作）、戦後直後に作られた『第 3

の男』（1949 年作）などの名作が鑑賞された。

なお、これらの映画の多くは映画の古典とされ。

現在ではクラシック映画とも呼ばれている。 

 これは、発足当時の会員の多くが若かりし頃、

感動した映画と半世紀を経てめぐりあい、当時の

自分を思い起こしながらもう一度感動を味わいた

いという願いが強くあったからであろう。会の名

称も「映画鑑賞会」でなく『懐かしの映画を観る

会』としたのも、会員全員に共通した思いであっ

た。 

 しかし、最近では戦後、1945 年以降生れの会

員が多くなり、会の性格も『懐かしの映画を観る

会』より映画鑑賞会的な会に変わりつつあること

も否めないことである。平成 29 年度の日程表を

見ても、1980 年以降製作され公開された映画は

外国映画では 16本中 9本、日本映画では 8 本中

5本とそれぞれ半数以上を占めている、 

 しかし、一方では、会発足時から在籍されてい

る会員も少なくなっているので、発足から 5 年以

内に上映された映画をもう一度観たいと希望する

会員も多い。これまで再観賞映画として時折上映

しているが、作品数も少なく、すべて要望に応え

ることも困難である。 

そこで、発足 15 年を迎えた平成 30 年度を機

会に軸足を当会の発足の原点である「懐かしの映

画」に戻してリストを作成した。先に触れたよう

に会員の入れ替わりにより平成 14年~20年度の

映画を見ていない会員も多く。これまでも再三、

リストに加えるよう要望されていた事柄でもある。  

30 年度はこれまで鑑賞した映画から、私の判

断で 24 本の映画を選定した。御批判も多々あろ

うかと思うが、今後は会員の方々のご意見を伺い

ながら、原点に戻った形で会を運営してまいりた

いと考えており、会員皆様のご協力をお願いする

次第である。 

 30 年度の外国映画はヒューマンドラマ 3 本、

音楽映画（ミュージカルを含む）5 本、スリラー

4本、戦争もの 2本、その他 2本合計 16本であ

る。日本映画は世界の黒澤明監督の作品 2本、野

村芳太郎監督 2本。山田洋次監督 2本、熊井啓監

督、豊田四郎監督作品を 1本づつ加えた、 

 本年度の目玉は外国映画ではヒューマンドラマ

からまず,スピルバーグ監督の「シンドラーのリス

ト」をあげたい。第二次大戦中ナチスドイツによ

るユダヤ人の大量虐殺からその命を救おうとして、

ドイツ人の実業家オスカー・シンドラーは 1000

人以上のユダヤ人を自分の経営する軍需会社の従

業員として雇ったこととして命を助けた実話を映

画化したもので、スピルバーグのヒューマニズム

が画面から溢れている。次いで「ライムライト」。

チャップリンが監督、主演をつとめた。老道化師

と若い美人のバレリーナとのはかない恋物語。チ

ャップリン自身が作曲した美しいワルツの旋律が

胸を打つ。 

30 年度の鑑賞映画 「懐かしの映画を観る会」 

代表 佐藤 晃 
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音楽映画では「サウンドオブミュージック」を

あげよう。監督ロバート・ワイズ、主演はジュリ

ー・アンドリュース。リチャード・アンドリュー

ス＆オスカー・ハマースタイン作曲のミュージカ

ル映画で、『ドレミの歌』をはじめ耳に馴染んだ名

曲が並んでいる。 

スリラー部門は４本あるが、ここでは、『死刑台

のエレベーター』をあげたい。フランス映画の名

匠ルイ・マルのデビュー作である。主役のジャン

ヌ・モロー演ずる社長夫人フロランスは不倫の恋

に落ちた相手をそそのかし、自殺とみせかけて夫

を殺させる、殺人は成功したとみえたが、帰りの

エレベーターが故障して……ヌーベルバーグの名

を高めた名作である。 

戦争映画では戦争場面のない戦争映画「大脱走」

を選んだ。ステイブ・マックイーンをはじめジュ

ェームズ・コバーン、リチャード・アッテンボロ

ーなど、個性的俳優が勢ぞろいした作品。ドイツ

軍の捕虜収容所から脱走を企む捕虜たち、失敗し

てもあきらめずに何回も試みる攻防戦を克明に描

いた。 

 日本映画の目玉作品は黒澤明監督の『乱』。シェ 

クスピアの「リア王」を戦国時代の毛利三兄弟の

物語に大胆に変えて描いた豪華絢爛たる戦国絵巻 

である。黒澤最後の時代劇である。架空の戦国武

将一文字秀虎（仲代達矢）を主人公にして三人の

兄弟の確執と騒乱を描いた。 

『砂の器』は松本清張原作の映画の中で最高傑

作として評価の高い作品である。脚本を書いた橋

本忍は原作を大幅に変えて、映画の力点を犯人捜

しよりもハンセン氏病の父親と息子との情愛に移

した。監督の野村芳太郎が描いた壮大な交響楽を

背景にして雪の北陸海岸を流浪する親子のシーン

は日本映画史上に残る名場面である。 

『忍ぶ川』三浦哲郎原作の芥川賞受賞作の映画

化である、学生と料亭で働く志乃は恋に落ちる。

しかし、二人はそれぞれ宿命をかかえて結ばれな

い．加藤剛と栗原小巻のコンビは初々しく、シロ

クロスタンダードで描かれた世界は夢幻的である。   

『五辦の椿』山本周五郎の原作を野村芳太郎が

監督した。おしのが敬愛する父親が死んだが、養

子である夫を疎ましく感じる妻のおそのは、その

死に涙をみせず、愛人と戯れている。おしのは母

を憎み、母親と一緒に父親を苦しめた男たちに罪

を償わせようと決意する… 

主役の岩下志麻は２２歳。健気にこの大役を演じ

きった。 
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1 最近の活動方針 

過去３年の「浮雲俳句会」の活動方針は下表のとおりである。 

 （２７年度） （２８年度） （２９年度） 

 島 嶼 湖 沼 船 舶 

７月 西之島 芦ノ湖 空 母 

８月 種子島 浜名湖 釣 船 

９月 初 島 五色沼 遊覧船 

１１月 猿 島 阿寒湖 クルーザー 

１２月 松 島 十和田湖 客 船 

１月 佐渡ヶ島 富士五湖 浚渫船 

２月 淡路島 伊豆沼 イージス艦 

３月 大 島 霞ヶ浦 タンカー 

４月 天 草 宮ヶ瀬湖 帆掛舟 

５月 城ヶ島 尾瀬沼 ヨット 

因みに、この表のうち毎年度ごとに一句づつサンプルとして紹介して置く。 

鮃釣り猿島舳(へ)となし艫(とも)となし （ ２7年度 「 島 嶼 ( と う し ょ ) 」）

芦ノ湖の藍深めけり晩夏光 （２８年度「湖沼」） 

春北風(はるきた)に網も孕みて帆掛船 （２９年度「船舶」） 

2 今年度の活動方針  

  今年度の「浮雲俳句会」の活動方針は、“宇宙俳句”にトライする。 

    「宇宙」は、万物を包含する無限の広がりであるすべての天体を含む全空間である。具体的に

は、われわれが住む太陽を中心とする太陽系。太陽系を含む数億の恒星の大集団である銀河系。

それに銀河系の外に独立して存在する銀河系とほぼ等しい大きさと内部構造を持っている星雲な

どに分けられる。 

    このうちそれぞれの月別のテーマは、太陽（７月）・星（８月）・銀河（９月）・天狼（１１月）・

星座（１２月）・寒昴（１月）・月（２月）・宇宙（３月）・朧月（４月）・地球（５月）に挑戦する

ものである。 

    これら今年度の“宇宙俳句”は、浮雲俳句会のメンバー・サイドの力作により、２００句程が

新たに誕生する訳であるが、前以て１月からのテーマを三句例示して置く。 

寒 昴 組 み た る 神 の 遊 び か な  

鍬 一 丁 春 夕 月 に 見 捨 て ら れ   

大 宇 宙 さ ま よ う 旅 や 昼 寝 覚  

今年度の方針  「 浮 雲 俳 句 会 」 

代表 北野 清市 
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「パソコンを使いこなす会」ではパソコン操作でお困りの会員、パソコンをもっと上手に使いたい会員の

ためにノートパソコンを持ち寄ってみんなで問題点を解決することを目的として活動を進めています。 

原則として、活動日は毎月第 2・第 3 火曜日午前に、場所は金沢地区センターや晴嵐かなざわで、次の

ような勉強をしています。 

1）基礎講座：自作テキストを使用した年賀状・地図・ビラ等の作成 

2）実用講座：インターネット情報や雑誌記事を参考にしたパソコン操作・検索技術の習得 

3）復習講座：市販の教材を使用したWord・Excel 操作の復習 

平成 29年度のテーマ： 

Google Map  Google 検索  パソコンのトラブル対策 

Excel基本操作  Excel家計簿  Excelグラフ 

Word 魅せる文書  パソコンを軽くする デジカメ画像の取り込み等 

パソコンを使いこなす会も設立から 10 年経過し、その間の在籍者は累計 48名で現在の会員は 25名で

す。10名の方が当初から参加しています。 

平成 30年度の実施計画を立てるに当たって、分科会開始以来 10年間で学んだテーマを整理して、今後

学習したい項目を調査しました。パソコンのトラブル対策、高速化、Windows の使いこなし、Google フ

ォト、Google マップ、写真の編集等具体的なテーマが学習したい項目としてあがった一方「年賀状」の作

成、請求書の作成等、Word・Excelでの資料作成の演習は必要ないと言う意見もありました。宛名印刷の

ように賛成・反対同数で会員の興味が分かれるテーマもみられました。 

平成 30年度のテーマ： 

普段あまり使わない Excel 関係 7 件、Windows 関係 6 件、Word 関係 5 件、Internet 関係 4 件を重

点項目とし、PowerPoint 操作 2 件を新しく加えました。 

Excelの関数  書式設定  シール印刷等 

Word のテンプレート 日本語入力の常識 Windowsの使いこなし 

Google フォト  スライドショーの作成等 

パソコンやインターネットは現代生活の必須インフラです。私は金沢区内のコミュニティハウスや地区セ

ンターでの「パソコン相談室」や「街の先生」の活動で、パソコンに関するさまざまなトラブルの解決に協

力してきました。また“わ”の会の学習会、ふれあいの道歩こう会、寺社を巡る会、懐かしの映画を見る会

でお目にかかった会員の方々から具体的な質問があり、お答えすることも何度かありました。今後もこのよ

うな個別相談に分科会として取り組んで問題を解決する能力を高め、会員間でも情報共有して活動範囲を広

げたいと思います。 

今年度からの新入会員大歓迎です。ご遠慮なく声をかけてください。 
 

今年度の方針 「パソコンを使いこなす会」 

代表 林 洋 
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開催日：平成３０年２月１８日（日）    

９：３０～１２：００ 

会 場：能見台地区センター 

講 師：横浜開港資料館主任調査研究委員 

斉藤 司 氏 

 

            【概 要】                    
【はじめに】 

 本日の講演は講師の斉藤先生がご自身の主

要な研究テーマの一つとされている武州金沢

藩について、金沢区の旧家である森家に伝わ

る古文書に基づき、藩の窮乏化という観点か

ら解説されるものです。 

 最初、テーマが難しいことから若干の懸念

をしていましたが、手慣れた説明と語り口で

不安を吹きとばしてくれました。 

【武州金沢藩】  

武州金沢藩は米倉氏を藩主とする譜代大名

で、石高は表高 12,000 石(実高 16,445石)

の小藩。その領地は武蔵国、相模国、下野国

の 3 か所に分散していた。領地別の石高でみ

れば、大まかに下野国が約 6割相模国が 2 割

強、金沢を含む武蔵国が 2割弱となっている。 

 なお、藩政の中心となる陣屋を領地の中で

1 割程度の石高しかないここ金沢に置いた理

由は奉行所が伊豆下田から浦賀に移転された

ことに伴うものであった。そもそも、米倉氏

は五代将軍徳川綱吉、側用人柳沢吉安に連な

る譜代大名であることから幕府の意向に沿っ

た判断をするのは当然のなりいきであった。 

【財政窮乏化】 

米倉藩にはまとまった藩政の資料がなく、

神奈川県史、平塚市氏の資料からの紹介とな

る。 

 一般的には、江戸期における大名の収入は

公開歴史講座 

第 13 回公開歴史講座   

『幕末維新期における武州金沢藩    

(六浦藩)の財政について』 
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公開講座の様子(1) 公開講座の様子(2) 

領民から徴収する年貢米であり、支出は領主

が直接使用する経費(将軍や他の大名とのつ

きあいに伴うものが多い)、藩士に対するもの、

領民に対するものがあった。いわば、収入は

石高によって規定されていたが、支出はどう

しても一定額かかる仕組みになっており、米

倉藩のような小藩にとっては不利な状況とな

っていた。加えて、領地が分散しているとい

う米倉藩固有の特徴が藩の財政を一層厳しく

させており、譜代大名であるため、外様の一

部雄藩が行っていた抜荷のような違法行為が

できないことも原因となっていたと思われる。 

【森家の関与と森家文書】 

横浜開港資料館には金沢の旧家である森家

の資料が多数保蔵されている。これは、最寄

りの県立金沢文庫が中世を研究対象にしてい

ることから、資料が同資料館に持込まれたと

推測される。なお、森家に文書がある理由は、

藩が返済できず当時有力な名主であった森家

から融資を受けて返済していたからと思われ

る。資料には借入利率が年 15％とされてい

るが、これは当時とすれば特別高いものでは

なく一般的なものであった。（むしろ現在のゼ

ロ金利、マイナス金利の方が異常である） 

   森家文書をみると藩は有力な名主である森

沖右衛門以外の相川文五郎、長嶋与兵衛から

も多額の借金をしていた。また、当時の有力

な寺院(例えば建長寺、円覚寺など)は幕府か

ら支給される補修費などをさい銭を含めて資

金運用しており運用収入で経営を行っていた。 

   近年、宗教法人、学校法人等の公益法人の

財テクが問題視されているが、江戸後期に同

じようなことが行われていたというのは興味

深い話であった。また、借金の返済ができず

に借換えを繰り返していたところなどはどこ

かの国の現状とそっくりである。

 【おわりに】  

本日のテーマであった武州金沢藩(六浦藩)

の存在が、廃藩置県後の数か月間ではあった

ものの六浦県という県を誕生させたという事

実は、我々金沢区に住む者にとって大きな誇

りとなっている。 

  ところで、幕末期に藩が森家等から借りた

借金はその後どうなったのであろうか。講演

後、斉藤先生にこっそり聞いたところでは、

明治維新政府が返済したのではないかとのこ

とであった。 

  なお、斉藤先生は“わ”の会講演会には 5

回目の登場でしたが、6月 9 日の 20 周年記

念講演会でもご講演をお願いしていますので、

皆様楽しみにしていてください。 

（鶴岡重典 記） 
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2017 年度公開歴史講座アンケート集計と実施報告 

 

１．アンケート集計                                                          

出
席
者 

 一般会員 委 員 計（出席率％） ビジター 計 アンケート（提出率％） 

男 42 5 47(47.0) 4 51  

37(69.8) 

 

女 6 2 8(44.4) 1 9 

計 48 7 55(46.6) 5 60 

                                   

２．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 

13 名 22 名 1 名 1 名 

                         

・先生の語り口が柔らかでわかりやすかった、地元の歴史であっても如何に自分が何も知らないか痛感

させられた    

・講師の先生の語り口がいつも乍ら歯切れが良かった   

金沢藩の財政のやりくり制度が楽しく解った 

・金沢藩の苦しさが良くわかった。財政関係はむつかしくて分かりにくい 

・前段の話がよかった。陣屋を六浦に置いたことの説、よく理解できた   

・米倉陣屋の話は初めてで興味深かった 

・六浦藩内の細かい話がわかっておもしろかったです 

・藩の財政状態について知ることができた点    

・寺社が金融にかかわっていたのははじめて知りました。六浦藩の財政は大変だったのがわかりました 

・金沢藩の財政事情を詳細にわたってお話しいただき大変参考になりました 

・藩財政の一端を垣間みる事が出来て大変勉強になりました  

・藩の財政の苦しさなど相川、長嶋、森 3氏は久良岐の方なのか？殿様の 4 つの藩の行動など 

・藩の苦しい財政と支援する町衆の関係などよく分った、現代とも共通することである   

・経済関連はあまり聞いたことがなかったので、おもしろかった 

・藩の財政も大変だった事が理解できた 

・小さな藩の経済運営の厳しさが生々しく伝わってきた、借金まみれ、雪だるま式にふくらむ恐ろし

さ、．．． 

 将来の見通しも持たずその場限りの対応、人材の不在か、小藩の悲哀か    

・六浦藩の状況と立地の意味が少しわかった。財政面でも少しの支出で多くの礼金を取るなど色々苦労

した藩財政であったとも聞き及ぶ、名字、帯刀などを利用した相川家、長嶋家の財力もすごかったの
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ではと推量できる   

・江戸時代の当地の領主とその財政事情が良くわかった  

・森家、相川家、長嶋家と米倉藩のつながりを初めて知って興味深かった 

・武州金沢藩と言いながら領地が下野の国の比率が 60％以上を越えることは驚きであった 

 財政赤字は明治維新時どう返済？清算したのか疑問が残った、面白かった  

・臨時調査金の内訳が大変興味深く聴かせて頂きました、台所事情の大変な事とサラ金に通じた話がお

もしろかったです   

・とくに江戸時代末期はいろいろの事情はあるものの鎖国政策の「ツケ」が重くのしかかっていたので

はないだろうか    

・武州金沢藩の所領地記載は参考になりました     

・地元、森家文書を具体的に話された      

・興味深い内容を丁寧に講演された     

・おもしろい話でした、寺側の資料はないのでしょうね、あればもっとはっきりしたでしょうが 

・前段の講演がよく分らなかった、森家古文書による藩の財政窮乏状況は興味深かった、御用商人の森、

相川、長嶋家の藩との結びつきの深さが想定出来る、日本の現財政も江戸時代の延長で何ら変わらな

いと思った    

・借金の逐条解釈だけでは、最後にお話になったバックグランドを中心とした話を聞きたい  

・市歴に於ける金沢藩の研究が開港資料館の森家文書と関連付け一歩前進したことに興味を持った、さ

らなる進展を期待したい   

・講師の言うように金沢藩に関する基礎的研究がないのが不思議だが、幕末～維新で財政難になった状

況がよく分った、但し、領民への負担について言及がなかった(時間がない．．．) のが残念である  

・幕末期はよく理解出来ていなかったが、今回の講演でイメージがわかった。 金沢は地図からみると

横浜の一部にみえるが武州金沢藩というのは少し、不思議？相州金沢藩でなかったのか？   
 

３．斉藤講師に希望する講演テーマについて 

・財政面以外からもこの時期について講演してほしい(推測が多いとしても)   

・森家文書だけでなく、他の名主の文書が聞きたい 

・さらなる武州金沢藩の続きを     

・町屋について、本日の最後にチラリと言われたこと    

・現金沢区内の各地が時代により、どのように行政区分が変更してきたのか解ると面白い  

・今後も金沢、久良岐郡の講演を願いたい、村民の生活行動、娯楽など 

・六浦・金沢と神奈川宿関連    

・また お願いします 

・地元の大名なのに米倉家について文献がない、何故、嫡男の継投でなかったのか、どうして財政難の

ツケが領民に押しつけられたのか、その内幕を知りたい     
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公開歴史講座・会場の風景 

４．学習会運営評価    

Ａ．たいへん良かった Ｂ．良かった Ｃ．普通 チェック無し 

11 名 21 名 2 名 3 名 

・チーム良く対応  

 ・公開講座が近年になく、参加者が少ない様感じられましたが、テーマなのか、講師なのか、ＰＲな

のか 何でしょうか？   

・きっちりと進めていただいた、ありがとうございました  

 
5．“わ”の会について 

・20 周年記念の成功を祈る    

・かねざわの歴史事典(第 3 版)の配布に期待しています    

・入会したい   

・第 3 版期待しています   

・いつもきちんと運営して頂き、ありがとうございます   

・少人数での講演運営、御苦労様です。今後共よろしくお願い頂きます 

・会場設営に会員の協力を得る方法を考えると良い 
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第 10 回 「五木寛之・百寺巡礼」ＤＶＤ鑑賞 

開 催 日：平成 30 年 2 月 1 日（木） 

場  所：金沢地区センター ２階大会議室 

参加人数：男性 32 名 女性 7 名（内ビジター１名）   合計 39 名 

ＤＶＤ鑑賞「五木寛之・百寺巡礼」 

東 寺  真言宗（東寺真言宗） 創建 延暦 15 年 （796 年） 京都市南区 

     東寺は京都で唯一残る平安京の遺構とされる。嵯峨天皇のとき唐で新しい仏教を学んで

帰国した空海にこの寺が下賜され、日本で初めての密教寺院が創られる。空海の月命日

には「弘法市」が開かれ大変賑わう。平成６年に世界文化遺産に登録。 

真如堂  天台宗 創建 永観 2年 （984 年） 京都市左京区 

     法然は、比叡山を下り真如堂で修行、まもなく近くの黒谷に庵を営み浄土宗を開く。親

鸞も比叡山を下り法然に師事、この寺で専修念仏を修行し後に浄土真宗を開く。真如堂

が天台宗でありながら浄土教の色彩が濃いのはこのためである。 

西本願寺 浄土真宗（本願寺派） 創建 天正 19 年 （1591 年） 京都市下京区 

     境内の中央に阿弥陀堂と御影堂があるが、その巨大さは見る者を圧倒する。豊臣秀吉の

命により第 11世顕如が創建。境内には唐門、飛雲閣、書院などの国宝が点在する。 

平成６年に世界文化遺産に登録。 

神護寺  真言宗（高野山真言宗）創建 天応 元年 （781 年） 京都市右京区 

     道鏡事件で知られる和気清麻呂が創建した神願寺に由来する。若き日の最澄はここでデ

ビュー、空海は東寺に移るまでの 14 年間を住持として過ごす。素焼きの皿を投げて厄

除けを祈願する「かわらけ投げ」はここが発祥の地とされる。 

 

今回は京都の４ヶ寺を鑑賞した。いずれも京都を代表する名刹である。歴史的にも、宗教的に見

ても大きな役割を担ってきた寺院だけあって、大変見応えがあった。     （山腰策次郎 記） 

 

      

 

 

 

ＤＶＤ鑑賞前の準備風景 

分科会からの便り 

吉田代表の挨拶 

『寺社を巡る会』活動記録 平成２９年度第 10 回～第 12 回 
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第 11 回 梅薫る六浦路から二階堂を歩く 

開催日 ：平成 30 年 3 月 1 日（木） 

参加人数：男性 22 名  女性 4 名  合計 26 名 

コース ：泉水橋バス停 ⇒明王院 ⇒足利公方邸旧跡 ⇒浄妙寺 ⇒フレンドリー鎌倉(昼食)  

      ⇒瑞泉寺 ⇒荏柄天神社（解散） 

 

朝方の荒天がうそのような絶好の探訪日和

となった、最初の訪問先、明王院は鎌倉幕府四

代将軍藤原頼経の発願により、政所から鬼門に

当たる当地に、鬼門厄除けの祈願寺として、五

大明王を祀り嘉禎元年（1235）に創建された。

当初の明王はそれぞれの堂に祀られていたの

が、五大堂と呼ばれ所以である。寛永年間

(1622～44)の火災で不動明王以外は焼失し、

その後再建された。現在は茅葺き屋根の本堂に

不動明王を中心に一緒に祀られている。 

足利公方邸旧跡は鎌倉幕府が開かれたとき、

足利義兼が居宅と定め、以後子孫が二百数十年

間住み続けた所である。今は住宅地となってい

るなか、鉱泉跡・前方の山を富士山に見立て作

られた池跡・御馬冷場跡などを巡り浄妙寺へ向

かった。 

浄妙寺は足利義兼が文治 4 年（1188）に

真言宗極楽寺として創建され、後に臨済宗に改

宗された。元弘 3年(1331)足利尊氏が父貞氏

を葬り、貞氏の法名から浄妙寺と改名されたと

いわれ、室町時代には鎌倉公方足利氏の菩提寺

となり繁栄した。起(むくり)と呼ばれる独特の

屋根を持つ仏殿には、本尊の宝冠釈迦如来が祀

られている。他に、現在の石窯ガーデンテラス

付近には、足利尊氏の異母兄弟高義の供養のた

め建てられた延福寺があったとされる。その地

続きには衣張山が一望できる庭園がある。 

昼食はフレンドリー鎌倉で春の陽光を浴び

ながらの昼食であった。 

瑞泉寺は夢窓疎石がこの地を禅院相応の勝

地として選び嘉暦2年(1327)瑞泉院として建

立し、後に瑞泉寺と改められた。本尊は釈迦尼

仏。本堂裏にある庭園は岩盤を削り、作り出さ

れた岩庭で、南北朝期の庭として貴重なもので、

発掘復元され国の名勝に指定されている。花の

寺として知られているが、鎌倉市指定天然記念

物｢オウバイ｣は見頃であった。 

荏柄天神社は荏草郷(えがやごう)と呼ばれ

た里で、にわかにかき曇った天から天神画像が

降ってきたという、里の人々は恐れ、降臨した

場所に社殿を建て、その画像を祀ったとされる。

創建長治元年(1104)。本殿(国重文)は、鎌倉

時代末期に建てられた貴重な建物で、鶴岡八幡

宮若宮社殿を移築したものといわれている。 

テーマ｢梅薫る六浦路から二階堂を歩く｣のと

おり、春の陽光の下、行く先々で多くの種類の

梅を愛でることができた寺社巡りであった。 

（杉山茂 記）  

    

 

 

 

 

 

荏柄天神社拝殿 明王院境内 
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大
船
観
音 

龍
寶
寺
本
堂 

第 12 回  大 船 地 区 の 桜 散 策  

開催日 ：平成 30 年 4 月 5 日（木） 

参加人数：男性 30 名  女性 8 名  合計 38 名 

コース ：大船駅西口階段下 ⇒大船観音寺 ⇒谷戸池・子育地蔵 ⇒大船フラワーセンター（昼食、

自由散策） ⇒龍寶寺  ⇒貞宗寺（解散） 

 

曇り空で花冷えのする桜散策となった。大船

駅西口に集合したのち、大船観音寺を訪ねる。

急な坂を上り、山門から右手の参道を進むと巨

大な観音像が安置されている。白衣観音像は高

さ 25.39 ㍍、幅 18,57 ㍍、重さ 1515 ﾄﾝあ

る。昭和 4 年(1929)建立に着手されたが、戦

争などの社会情勢のため未完成のまま経過し

たのち、昭和 35 年(1960)完成した。計画当

初は東大寺の大仏の約 2 倍の高さの立像を造

るはずだったが、地層の関係で胸像になったと

伝わる。境内には数十本の桜がシーズンを過ぎ

たが迎えてくれた。 

次に谷戸池に行く。この丸い池は地域のため

池で灌漑用水池であった。池周囲は公園になっ

ており、桜が綺麗なところで地域の人々に親し

まれている。この時期散り始めた花びらが水面

に浮かび「花いかだ」となって漂っていた。池

のほとりに子育地蔵のお堂がある。赤い衣を着

て右手に錫杖、左手に宝珠を持って台の上に座

る。堂の右手に道祖神や庚申塔、熊野権現と刻

まれた石碑がある。 

この 4 月 1 日にリニューアルオープンされ

たばかりの愛称「日比谷花壇大船フラワーセン

ター」を訪ねる。約 64,000 ㎡の園内は自由

散策とする。回遊式庭園となっており、花時計、

鑑賞温室そして、ぼたん園、鎌倉生まれの鎌倉

育ちの玉縄桜広場など折々の草花を楽しむ憩

いの場で昼食タイムとする。 

龍寶寺は玉縄城主三代北条綱成が建てた瑞

光院に始まる。天正 3年(1575)六代城主北条

氏勝が父四代氏繁を弔うため、現在地に移し大

応寺とした。創建当時は玉縄北条の菩提寺とし

て栄え、広大な寺領を持つ立派な寺だった。天

正 18 年(1590)豊臣秀吉の小田原城攻めの際、

氏勝は死を覚悟して玉縄城に籠城した。時の大

応寺の僧の良達などが徳川家康の命令を受け、

氏勝を説得して玉縄城を無血開城させている。

良達が再び入山して四代城主氏繁の戒名から

龍寶寺と改める。 

境内に入ると多種多彩な草花が植樹されてい

る。そして懇切丁寧に樹名板が付けられている

のが嬉しい限りである。昭和 12 年(1937)現

在の玉縄小学校の地に移るまで約50年間この

龍寶寺に玉縄学校（後の玉縄小学校）があった。 

 貞宗寺は慶長 14 年(1609)に亡くなった貞

宗尼の遺体をこの邸内に葬り、2 年後に寺とし

た。貞宗尼は二代将軍徳川秀忠を産んだ家康の

側室お愛の局（宝台院）の生母である。秀忠に

とっては母方の祖母にあたる。貞宗尼は晩年、

江戸城大奥で御年寄役を務めた後、此処に隠居

した。こうしたことからこの貞宗寺は徳川家と

の関係が深い。本堂開扉で阿弥陀三尊等を拝観

させて頂いた。     （金久保常二 記）
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地球が丸く見える展望台で  地獄のぞきからの石切場跡 

｢ふれあいの道歩こう会｣ 実施概要 No.21 

代表 江口 正彦 

 

独自コース 56 番 ｢鋸山(329.5m) 観月台と車力道｣ (通算 138 回) 
 

鋸山は千葉県･房総半島南部、東京湾に面する富津市と鋸南町にまたがる海抜 329.5 ｍの山で、房州石とし

て採石された結果、露出した山肌の岩が鋸の歯状に見えることからこの名で呼ばれるようになった。石切場跡は

勿論、地球が丸く見える展望台と日本寺の展望台からの眺望は大変良かった。また、日本寺境内の地獄のぞきと

百尺観音、石大仏、千五百羅漢の石仏群なども素晴らしいものでした。  

実 施 日：平成 30年 2 月 15 日 天候：晴れ 

歩行距離など：歩行時間 約 4 時間 歩行距離 約 8ｋｍ 参 加 者：19 名(男性 12名 女性 7 名) 

コース所在地：千葉県富津市・鋸南市 

交 通：往路：東京湾フェリー 久里浜港 8：20 発～～～金谷港 9：05 着 

       復路：東京湾フェリー 金谷港 16：30発～～～久里浜港 17：00着 
京急バス    久里浜港 17：15発===京急久里浜駅 17：24着 (解散) 

コースと時間：金谷港 9:05 発････JR 浜金谷駅 9:13 着(体操)9:25 発････観月台分岐 9:35･･･車力道登り口

9:45････ふれあいの道分岐(吹抜洞窟)10:25････地球が丸く見える展望台 10:40 着(鋸山山頂

往復及び昼食)12:10 発････ふれあいの道分岐に戻りふれいの道に入り石切場跡をゆっくり見

学････日本寺北口管理所 13:05 着････百尺観音･地獄のぞき･展望台・大仏・トイレ・千五百羅

漢・百尺観音････日本寺北口管理所 14:50 発･････観月台 

15:30～15:40(休憩)････観月台登り口 15:30 着･･･（途中買い物）･･･金谷港 16:15 着 

 

  ご存じでしょうか！ 鋸山の由来 

  千葉県の富津市金谷と安房郡鋸南町の境にある山「鋸山」の名は、採石された結果、露出した山肌の岩が鋸

の歯のようにギザギザとした山の形状に由来するそうですが、いつから鋸山と呼ばれているのか。富津市金谷

で昭和６０年まで石材店を営んだ石切職人を父親にもつ鈴木裕士さんによると、石の切り出しが盛んに行われ

た江戸時代末期よりも以前から、鋸山と呼ばれていたという資料があるそうです。金谷石のまちシンポジウム

実行委員会が 2009 年に発行した冊子「房州石の歴史を探る 第１号」には、当時、千葉県立天羽高等学校教

諭の高梨さんが “いつの頃から「鋸山」の名称で呼ばれるようになったのかはよくわかっていない。廻国雑記

抄（１４８６）によれば「・・・鋸山といへる山あり・・・」という”と鋸山の由来について書いています。

廻国雑記抄が書かれた１４８６年は室町時代。本格的な石の切出しが行われるずっと以前から、鋸山と呼ばれ

ていたことが分かります。 

また鈴木さん宅には、１６６４年の文書が残されており、描かれた鋸山の絵図の中に「のこぎ里山」と記載さ

れています。鈴木さんによると、この絵図は当時、上総国の金谷村と安房国の本名村と保田村の人たちが国境

論で揉めたため、奉行所が境界を確定し、双方に配布した文書なのだそうです。この絵図からも、現在のよう

な絶壁になる前から、鋸山と呼ばれていたようです。当時は、稜線がギザギザとして、鋸のように見えたのか

もしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春兆すふれあいハイク日本寺 一梲 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8B%B8
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幕山の山頂 湯河原梅林 

 

独自コース 57 番 ｢南郷山～幕山｣ (通算 139 回) 
 

幕山は湯の街湯河原の北西にそびえ、市街地から近く、温暖な気候に恵まれ年間を通して登山者の多い山であ

る。また、源頼朝ゆかりの地でもあり、歴史ファンも訪れるという。そして麓には梅林があり、2～3 月の梅の

花の頃には多数の梅見客でにぎわう。 

今回は鍛冶屋バス停(五郎神社)から南郷山を経て幕山へと相模湾、初島、真鶴半島を見渡しながら進み、草原

のような幕山山頂で真鶴半島を眼下に、太平洋の大海原を見渡す等ののんびりと山歩きを楽しんだ。そして幕山

からの帰路では、ロッククライミングの練習を横目に、幕山公園での梅の花も公園の入り口((下部)では咲き終わ

っていたが、上部斜面では、白梅・紅梅・しだれ梅が未だ咲き誇っており心存分に味わうことが出来た。 

 

実 施 日：平成 30年 3 月 15 日 天候：快晴 

歩行距離など：歩行時間 約 4 時間 歩行距離 約 9.5ｋｍ 参 加 者：21 名(男性 15 名 女性 6 名) 

コース所在地：神奈川県足柄下郡湯河原町 

交 通：往路：JR 横浜駅 7：00 発⇒湯河原駅着 8：14  バス：箱根登山バス（湯河原駅前 3 番乗場）
8：20 発 鍛冶屋バス停 8：30 着   

復路：バス：箱根登山鍛冶屋バス停 14：30 発⇒湯河原駅 14：40着 
JR 湯河原駅 14：55 発⇒横浜駅 1６：11 着 (解散) 

コースと時間：五郎神社空地で体操 8：45 発⇒白銀林道出会 10：05 着⇒南郷山山頂 10：25 着、オレンジ
タイム 10：40 発⇒自鑑水 11:05⇒自鑑水分岐 11：10 着⇒幕山山頂 11：20着（山頂で昼
食 11：20～12：10）⇒幕山山頂発⇒幕山公園休憩所 13：25 着。梅見＆コーヒータイム幕
山公園発⇒13：50発⇒鍛冶屋バス停 14：25 着。 

 

ご存じでしょうか！ 源頼朝と湯河原と自鑑水 

   平治の乱に敗れ、伊豆に流されていた源頼朝は、治承 4(1180)年 8 月 17 日、北条時政や土地の豪族・ 

  土肥実平らの助力を得て、ついに平家打倒の兵を挙げた。伊豆国目代・山木兼隆を破って初戦を飾るが、石 

  橋山合戦では自軍の十倍の兵力を有する大庭景親軍に大敗を喫する。頼朝は主従わずか７名で山中に逃れ、 

  この近辺を領地とする土肥実平・遠平父子の案内で洞窟や大木の洞に隠れ、敵の追手をかわした。（七騎落） 

  この時、洞窟に隠れていた頼朝主従は平家方の梶原景時に発見されるが、景時はわざと見逃し、頼朝を助け 

  たという逸話が残っている。 

南郷山の西斜面にある小さな池で一息つき喉を潤したとき頼朝は水に映った己の敗残の姿に絶望し最早 

  これまでと自害を考えたが、先導していた実平が「土肥の椙山の隅々まで私の知らない場所はありません。

敵の追及が緩むまで幾日でも隠し通します。これぐらいで源氏の棟梁たる者が志を捨ててはなりません。」

と諌め励ましたと伝えられる。このことからこの池を自艦水(自害水)という。 

九死に一生を得た頼朝は、この後、実平が手配した小船で安房国(千葉県南部）に渡って再起を図る。敗れ 

  たとはいえ、頼朝は源氏嫡流の御曹司。坂東の武者たちが次々にはせ参じ、敗戦からわずか１月半後の 10      

  月 7日、大軍を率いて堂々鎌倉に入り、着々と勢力を固めていったことから、このあたりの登山道の一部を

｢鎌倉幕府開運街道｣の名が付いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海眺む軽やかハイク梅の山 一梲 
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クリーンセンターの足湯 

独自コース 58 番 ｢弘法山｣ (通算 140 回) 

 

秦野市にある弘法大師ゆかりの弘法山と、それに連なる権現山・浅間山一帯を弘法山公園と称しますが、 

二千本といわれる桜の名所で、かつ四季折々沢山の花々がハイカーを楽しませてくれます。又権現山山頂 

には展望台もあり富士山や相模湾など３６０度のパノラマ展望が楽しめます。満開の権現山山頂で花見を 

と考えていましたが、開花が早く、若干残った桜の近くでチョット一杯と弁当他で楽しい時間を送りまし 

た。帰り道では、途中「はたのクリーンセンター」で30分ほど足湯につかり山歩きの疲れを癒やしました。 

実 施 日：平成 30年 4 月 4 日 天候：晴れ 

歩行距離など：歩行時間 約 3 時間 20分 歩行距離 約 8ｋｍ 参 加 者：23 名(男性 17 名 女性 6 名) 

コース所在地：神奈川県秦野市 

交 通：往路：京急 金沢文庫 8：02 発→8：23 着 横浜 8：31発(相鉄)→ 9：05 着 海老名 

9：15 発（小田急）→9：29 着 鶴巻温泉        

コースと時間：鶴巻温泉駅（集合場所）9：30 [準備体操] 9：45 発→10：10着 吾妻山 10：20 発→ 

10：55 着 善波峠分岐 11：00 発→11：15 着 めんようの里→11：25 着 弘法山 11： 

40 発→12：00 着 権現山 13：30 発→13：55 着 はたのクリーンセンター（足湯）14： 

25 発→15：00 着 弘法の清水 15：10発→15：20 着 秦野駅 (解散) 

 

ご存じでしょうか！ 落花生栽培発祥の地は？ 

さかのぼること明治時代、神奈川県西部の二宮・秦野・大磯で、相州落花生が誕生し、日本の落花生の歴 

 市が始まった。言い伝え文献などから３地域での発祥の根拠が述べられています。 

 （我が国最初の落花生栽培はどこで、誰が行ったのか？ 諸説あるがキーマンは３人いる） 

【秦野】秦野で油屋を開業していた梅原太平（１８３５～１８９１）が横浜で異人豆として売られていた「蒸し

ピーナッツ」を食べ、その美味に絶賛し、倉庫にあった莢（さや）のままの乾燥豆を少量分けてもらい秦野に

持ち帰り、親戚の国府村（現在の大磯町）の農家、渡辺慶次郎に播種を頼んだ。渡辺慶次郎は国府村の自分の

畑で春４月、試作を開始したところ、その秋には土の中に落花生が実った。これが我が国最初の落花生栽培で

ある。明治４年のことである。 

【大磯】明治４年２月に中郡国府村字寺坂（現在の大磯町）の渡辺慶次郎が横浜に来た時に食べた異人豆とよ 

ばれていたものが美味しかったので一粒貰ってきて播いた。なんとか十数粒の落花生が収穫された。翌明治 

５年に京浜間を幾度となく往来した際に手に入れた五合の落花生の種子と昨年収穫した十数粒の種子を合 

わせて、中郡尾尻村（現在の秦野市）の梅原太平に頼んで近隣の人にも分与して栽培した。 

【二宮】明治６年に隣村の二見庄兵衛（吾妻村字釜町、現在の二宮町）という者が別に横浜から種子を取り寄せ

て栽培し、８年頃には近所の知人にも分与して大いに培養した。明治１５年に偶然二見庄兵衛の畑に一種異な 

るものが一株発生した。これが今の落花生であって相州落花生の元祖である。それまでの落花生は「ふく 

性」で栽培が大変な種であった。現在の落花生は二見庄兵衛さんによって発見された「たち性」の落花生の 

改良種であり、この発見がなければ今日の落花生生産の拡大はなかったといえる。 

 

 

 桜花酔う仲間と語る次の山 一梲 

権現山山頂(後ろに桜) 
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平成 2９年度第 21 回 鑑賞会 

<鑑賞日：2018．2．12> 

八 甲 田 山 
制 作： 1977 年 日本                    上映時間：169 分 

監 督： 森谷 司郎   

原 作： 新田 次郎 『八甲田山死の彷徨』 

脚 本： 橋本 忍  

音 楽： 芥川 也寸志  

出演者： 高倉健(徳島大尉、中隊長/弘前第３１連隊)  北大路欣也(神田大尉、中隊長/青森

第５連隊) 加山雄三(倉田大尉/青森) 三國連太郎(山田大隊長、 少佐/青森) 島田

正吾(旅団長、友田少将)  丹波哲郎(第三十一連隊長、児島大佐) 小林桂樹(第五連

隊長、津村中佐) 緒形拳(杉山伍長) 加賀まりこ(徳島妙子) 栗原小巻(神田はつ子) 

 

（あらすじ） 

１９０１年(明治３４年)１０月 弘前第八師団

第四旅団本部で友田旅団長が青森歩兵第五連

隊と弘前歩兵第三十一連隊の連隊長等を集め、

寒地装備と寒地での実地訓練の検討を行った。

１９０２年１月２０日弘前隊出発、１月２３日

青森隊出発、八甲田山で行き交う行動計画であ

った。徳島大尉(弘前隊)は下士官主体の２７名

の少数精鋭、神田大尉(青森隊)は山田大隊長の

介入も有り中隊規模の２１０名という編成と

なった。 この人員構成が両隊の行末に大きな

差が出た。    

ではその結末は如何に．．．．．．． 

（解 説） 

橋本プロダクション・東宝映画・シナノ企画の

製作。  

１９０２年(明治３５年)、関係が悪化したロシ

アとの開戦不可避と見られており、対露戦の準

備として行われた。厳冬期の八甲田山での行軍

演習中に、青森の連隊が遭難。わずかな生存者

のみで大多数が死亡した事件を元にし、一部の

フィクションも付け加えて壮絶な世界が描か

れています。  

神田大尉の「天は我々を見放した」は当時、流

行語になった。  

［日露戦争］１９０４年(明治３７年)２月８日

～１９０５年(明治３８年)９月５日アメリ

カ仲介の下で終戦交渉、ポーツマス条約で講

和、日本全権/小村寿太郎外相、ロシア全権/

セルゲイ・Y・ウィッテ  

［新田次郎］  

 本名：藤原寛人、小説家、気象学者。神田電

機学校(現：東京電機大)卒業富士山気

象レーダー建設の当事者  

   作品：強力伝/第３４回直木賞、富士山頂、

孤高の人、アイガー北壁、武田信玄、

武田勝頼、大久保長安など多数  藤

原正彦(次男) 数学者 著書「国家の

品格」「若き数学者のアメリカ」

 

「懐かしの映画を観る会」   鑑賞録 No.２6 
  

代表 佐藤 晃 



 

 

22 

 

平成 2９年度第 22 回 鑑賞会 

<鑑賞日：2018．2．26> 

地下室のメロディー 

制 作： 1963 年 フランス (白黒)     上映時間 118 分 日本公開 1963 年８月  

監 督： アンリ・ヴェルヌイユ  

脚 本： ミッシエル・オーディア―ル アンリ・ヴェルヌイユ 

音 楽： ミシェル・マーニュ  

出演者： ジャン・ギャバン アラン・ドロン ヴィヴィアンヌ・ロマンス 
 

 

(あらすじ) 

５年の刑を終えて娑婆に出て来た老ギャン

グのシャルル(ジャン・ギャバン)は足を洗って

くれと縋
すが

る妻ジャネット(ヴィヴィアンヌ・ロ

マンス)を振り捨て、生涯最後の仕事としてカ

ンヌのカジノの地下金庫から１０億フランを

強奪する綿密な計画を立て、昔の仲間のマリオ

を訪ねたが、体が弱っているので参加出来ない

と言う。そのため刑務所で目をつけていたチン

ピラの青年フランシス(アラン・ドロン)とその

義兄のルイ(モーリス・ピロー)を仲間に引き入

れた。金持の青年を装い、カンヌのホテルに滞

在するフランシス、カジノの踊り子ブリジット

(カルラ・マルリエ)と親しくなることでフラン

シスは一般客が立ち入れないカジノの舞台裏

に出入りする口実を設けた。地下金庫襲撃は成

功、１０億フランの札束をバッグに詰めホテル

に戻る。計画は成功したが思わぬ誤算が生じた、

結末は如何に．．．．．．  

(解 説) 

フランス映画界の二大スター、ジャン・ギャ

バンとアラン・ドロンが共演した犯罪映画だが、

シャープな感覚でファンキーなモダンジャズ

を効果的に使い、一級の娯楽映画とした。フラ

ンス・カンヌのカジノから大金を奪おうと企む

引退寸前の老ギャングと若いチンピラの顛末

を描く。  

≪ ジ ャ ン ・ ギ ャ バ ン ≫ (1904.5.17 ～

1976.11.15 72 才没)  

往時のフランス映画を代表する名優・スターで、

深みのある演技と渋い容貌で絶大な人気を得

た。食事をする芝居が上手く、高倉健も食事の

芝居はギャバンを見て勉強したと語っている。

淀川長治も「ジャン・ギャバンは食べるのが上

手な俳優」と語っていた。没後、フランス映画

の若い俳優に送られるジャン・ギャバン賞が設

立されたが、その後経緯が有り、パトリック・

ドヴェール賞と改名された。女優に送られるロ

ミー・シュナイダー賞と相関関係にあるとの事。  

≪アラン・ドロン≫(1935.11.8～ 82 才)  

フランスの映画俳優。1960 年代～1980 年

代初めにかけて美男の代名詞的存在だった。幼

少期は家庭に恵まれず、居所を求めてフランス

海軍に志願、第 1 次インドシナ戦争へ従軍、

休戦協定により 20 歳で無事除隊、その後アメ

リカ、メキシコを放浪、サン・ジェルマンに落

ち着き、縁が有って映画界へと進む。  

《二人はこの後「シシリアン/1969」「暗黒街

の二人/1973 」で共演しファンを楽しませ 

た》 
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平成 2９年度第 23 回 鑑賞会 

 

<鑑賞日：2018．3．12> 

 

駅 ＳＴＡＳＩＯＮ 
 

制  作：1981 年              上映時間 132 分  配 給 東宝  

監  督：降旗康男  

脚  本：倉本聡（オリジナル）  

出  演：高倉健（三上英次）、いしだあゆみ（英次の妻・直子）、烏丸せつ子（すず子） 

 倍賞千恵子（桐子）  

 

 

（あらすじ） 

北海道の駅を舞台に、主人公の警察官英次と

彼を取り巻く女姓との出会いと別れを全編

3 部構成で描く。  

（1 部：銭函駅・直子）  

 浮気をした妻に銭函駅で苦渋の選択を

して別れを告げる英次の苦悩。敬愛する

上司が指名手配犯に射殺される導入部。  

（2 部：増毛駅・すず子）  

 通り魔事件の犯人を追う英次は増毛駅前

の食堂で働くすず子に接近。すず子は犯人 

の妹であり、すず子を張り込み中におびき 

出した犯人を逮捕する。  

（3 部：増毛駅・桐子）  

英次はふらっと入った居酒屋で女将の桐子

に心を惹かれ、程なく二人は結ばれる。初

詣でに出かけた折、桐子を見つめる男と遭

遇。以前、上司を射殺した指名手配犯を思

い出した英次は、桐子の自宅を訪問し部屋

にいた手配犯を射殺した。一時は警察官を

やめ桐子との新しい生活を決意した英次で

あったが桐子の涙を見て、退職届を破った。 

（解 説） 

■ポイント：倉本聡による高倉健のためのオリ

ジナル脚本  

  北海道の似合う倉本＝高倉コンビ（因みに高

倉は九州男児）  

高倉健は前年の「遥かなる山の呼び声」に続

き 2 年連続日本アカデミー賞主演男優賞

を受賞（制作当時 50 歳で俳優として最も

脂の乗った時期）  

倉本聡も最優秀脚本賞を受賞   

 ■見どころ：いしだあゆみの敬礼をしながら

の泣き笑い表情  

高倉・倍賞の二人芝居（赤ちょうちんの女

将と客）   円谷幸吉の遺書、八代亜紀の舟

歌等の効果的な小道具  

 ■こぼれ話：2016 年に JR 留萌線の留萌

駅～増毛駅間は廃線となった。
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平成 2９年度第 24 回 鑑賞会 

<鑑賞日：2018．3．２6> 

黄 昏（Ｏn Ｇolden Ｐond） 

制  作：1981 年 米国               上映時間 109 分 

監  督：マーク・ライデル  

原  作： アーネスト・トンプソン 

脚  本： アーネスト・トンプソン  

出  演：キャサリン・ヘップバーン(エセル・セイヤー)、ヘンリー・フォンダ（ノーマン・

セイヤー・ジュニア）ジェーン・フォンダ（チェルシ・セイヤー・ウェイン）  

 
 

(あらすじ) 

ゴールデンポンドという湖の別荘にやってき

た老夫婦、ノーマンとエセル。そこに、長らく

訪ねてこなかった娘のチェルシーが新しい夫

のビルと連れ子のビリーを伴ってやってくる。

ノーマンとチェルシーは実の親子でありなが

ら昔から仲が悪い。チェルシーはこれからヨー

ロッパに新婚旅行に行くといってビリーを置

いて旅に立つ。  

ノーマンはエセルの勧めでビリーを誘って湖

に釣りに出かける。やがて、魚釣りも回数を重

ね、頑なであった 2 人が徐々に心を開くよう

になる。新婚旅行から戻ったチェルシーはそん

な 2 人を見て驚くとともに、自分も父親との

確執を解きたいと思うようになる。子供のころ

できなかった、バック回転跳び込みを試み成功

し父親の喜ぶ顔を見た時、確執は氷解し二人は

ようやく普通の親子になった。

 

 (解 説) 

本作では親子の確執と和解がテーマになって

いるが、背景には本作の父親と娘を演じた、ヘ

ンリーとジェーン親子の確執と和解がある。  

ジェーンの母親はヘンリーとの離婚後、精神を

病んで自殺。残されたジェーンと弟のピーター

の前半生はまさに父親との戦いであった。  

そんなジェーンが舞台の名作の映画化権を買 

い取ってプロデュースしたのが本作品である。  

過去の恩讐を乗り越えて、主役に父親のヘンリ

ー、母親に名優キャサリン・ヘップバーンを配

し、自らも娘役で出演。見事、念願のアカデミ

ー主演男優賞を父親にプレゼントした。なお、

ヘンリーは本作が遺作となり、翌年子供に見守

られながら静かに息を引き取った。 



18 

 
25 

 

平成 30 年度第 1 回 鑑賞会 

<鑑賞日：2018．4．9> 

幸福の黄色いハンカチ 

 
     制  作： 1977 年                      上映時間 108 分  配 給 松竹  

原  作： ピート・ハメル  

脚  本： 山田洋次、朝間義隆 

監  督： 山田洋次  

出  演： 高倉健（島勇作）、倍賞千恵子（勇作の妻・光枝）、桃井かおり（小川朱美）、 

武田鉄矢（花田欽也） 

 

 

 

（あらすじ） 

ひょんなことから同乗者となった三人（刑務所

帰りの中年男、博多育ちの軽薄男、川崎育ちの若

い女）が雄大な北海道の自然を背景に赤いファミ

リアで大移動。  網走を振り出しに、阿寒、帯広

を経て別れそうで別れない三人。最終目的地の夕

張に近づくにつれて、徐々に語られる刑務所帰り

の男の過去。最初、別々であった三人の心が次第

に打ち解けてくる。  

夕張の炭住で、風にたなびく無数の黄色いハンカ

チを見た瞬間、一つになりかけていた三人の気持

ちが完全に一つになった。（一つになったもの：

三人の気持ち、中年夫婦の気持ち、若い二人の気

持ち） 

（解 説） 

■日本映画を代表する、巨匠山田洋次とカリスマ

高倉健によるロードムービー  

  ・山田洋次：1954 年松竹入社（同期に大島渚、

同年代に篠田正浩、吉田喜重）        

 寅さんシリーズ、民子三部作（家族・故郷・遥

かなる山の呼び声）、学校四部作、藤沢周平原作

時代劇三部作  

  ・高倉健：東映退社後で転機を迎えていた時代。

倍賞千恵子とは初共演  

・ロード・ムービーの代表作  

   日本映画：家族（山田洋次監督・1970 年）、

あなたへ（高倉健伊作・2012 都

市）  

  ・外国映画：オズの魔法使い（1939 年）、イー

ジーライダー（1969 年）  

  ・余興で、山田組の渥美清、太宰久雄、三崎千

恵子も出演  

  ・ラストシーン  

    絵になるラストシーン（台詞無し、抱擁シー

ン無し） 再会と再生の物語  

■第 1 回日本アカデミー賞各賞を総なめ  

 作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞（高倉健）、

助演男優賞（武田鉄矢）、 助演女優賞（桃井かお

り）  

■こぼれ話  

夕張市内のロケ地は「幸福の黄色いハンカチ想い

出ひろば」として保存。来訪者が黄色い付箋に幸

福のメッセージを書いて壁に貼り付ける 
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平成 30 年度第 2 回 鑑賞会 

<鑑賞日：2018．4．23> 

ナ バ ロ ン の 要 塞  
 

制  作： 1961 年 米国                 上映時間 157 分 

原  作： アリステア･マクリーン 

脚  本： カール・フォアマン 

監  督：J・リー・トンプソン  

音  楽： ディミトリ・ティオムキン  

出  演：グレゴリー・ペック（キース・マロリー）、デヴィッド・ニーヴン（ミラー）、 

         アンソニー・クイン（アンドレア・スタブロス）、スタンリー・ベーカー(ブラウン)、 

      アンソニー・クエイル(フランクリン)ジェームズ・ダーレン（パパディモス）、 

イレーネ・パパス（マリア） 

 

 

 

 

（あらすじ）  

第 2 次世界大戦時の英独戦を描いた戦争映画。  

時は 1943 年、場所はエーゲ海のケーロス島。  

孤立したイギリス軍2000名を救出するために急 

 

遽組織された特殊部隊 6 名。名登山家マロリーを隊

長に海千山千のつわもの共が、ナバロン島に設置さ

れた難攻不落のドイツ軍要塞を攻略する。

 

(解 説) 

■第 2 次大戦の戦況(概観)  

  1939 年～1940 年：枢軸国の電撃作戦が奏功  

  1941 年～1942 年：戦争の長期化と米軍の参

戦により連合国の巻き返し  

  1943 年～1945 年：連合国有利から終戦。 

(1943年1月 スターリングラードの攻防戦で

独軍敗走)  

 ■人間ドラマ  

   戦争映画ではあるが、シナリオ、役者の力量等 

もあり人間ドラマとしても面白く仕上がってい

る。  

 ■受 賞  

   アカデミー賞特殊効果賞  

   ゴールデン・グローブ賞：ドラマ部門作品賞、

音楽賞  

 ■ナバロンの嵐  

   本作の後日譚、1978 年制作  

 ■こぼれ話  

ジョージ・マロリー：エベレストの初登頂を目

指し、「なぜ山に登るのか」と問われて「そこ

に山があるからさ」と答えた伝説のクライマー。
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116 回例会 平成 30 年 1 月 28 日 

〔 秀作 〕 

天賞 

冬の朝唸り巻き揚ぐ浚渫船       国 眼 

 特殊な浚渫船を捉えた秀句。浚渫船（特殊な用途に使う船）は、東京湾全体で 6隻が稼働中。このう

ち大型船は全長 35m・幅 14m・水深 20m 位までの作業が可能。1 時間に 100 ㎥の泥を浚え、これ

を小型船の運搬船で埋立地に運んでいる。起重機のような長くて大きな図体に注目する。これが唸り巻

き揚げられているのだ。 

 

地賞 

冴ゆる月蒼き大地を尖らせて      二 祥 

 大寒波襲来の後の様子を的確に表記。年明け早々今年は寒く、１月 25日にはマイナス 40度の寒気

団がシベリアから南下。都心でもマイナス 4度という 48年振りの大寒波に襲われた。そして月は＜冴

ゆる月＞となり、＜蒼き大地＞は過敏な様相を呈しているのだ。 

 

人賞 

日脚伸ぶ下校の子等の声弾む      一 幸 

 春を隣りに感じる佳吟。＜日脚伸ぶ＞は、日が伸びる＝日照時間が長くなる、昼間の時間が伸びるこ

とである。家屋の奥までさしていた光も段々後退してゆくのだ。「日脚伸びいのちも伸ぶるごとくなり 

草城」のように命もさることながら、春を隣りに感じるのである。＜下校の子等＞もついつい＜声弾み

＞一段と声まで大きくなるのだ。 

 

 特選 

耳立てる忠犬ハチ公日脚伸ぶ      祥 代 

大河ドラマ”西郷どん“が始まりました。お正月休みの読み物として早速林真理子作“西郷どん”を

求め読みました。私の父は戌年で犬が大好きで我が家にはいつも犬がいました。そして時には猫も同居

「浮雲俳句会」            抄録 No.41 

                   代表  北野 清市 
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していました。本当に可愛いもので私も犬も猫も大好きです。犬も猫も目を見つめあうと心も通い合う

ような気がします。そこで西郷隆盛が愛した犬の句を詠みたいと思いました。映画にもなった渋谷の忠犬ハ

チ公を思い出し、犬の律義さをつくづく思い詠んでみました。 

寒波来る鏡の中の尖り顔        とも女 

 今年の冬は、例年になく厳しい寒さが続いている。日本列島だけでなく、地球全体の現象と思われる。

特にこの 1月下旬は、寒中ではあるが、度々襲ってくる寒波に閉口している。たまたま鏡を覗いている

時、寒波と思われる背筋の凍るような風の音が耳に届いた。すると、鏡の中に、眉をひそめ、強張った

生気のない一人の女の貌が写っていた。 

丸餅に練り込まれたる国訛       十 九 

 故郷熊本の田舎の我が家では 毎年十二月二十八日が餅搗きの日であった。その日は 朝早くからま

さに一家総出の大仕事であった。時には近所同士での お手伝いの人達も来てくれた。子供もその騒ぎ

に仲間入りして それは楽しい大賑わいの交流の半日であった。我が家の餅は搗き上がったそのままを

手で千切って手早く丸餅に丸めていた。餅とは 丸いものという認識しか持っていなかった。その丸め

作業の 賑やかだったこと 楽しさ一杯であったこと 勿論その場を盛り上げたのは 『肥後弁』とい

う懐かしさに満ちた国言葉であり今でもあの楽しさ嬉しさの記憶は新鮮なままである。 

池眩し白きかけらの氷咲く       和 女 

寒い冬でも、晴れていれば夫と二人で家の近くや森などを散策することが多い。ある日、いつも通り

不動池まで出かけたところ、池が白く輝いていた。前夜氷が張り、昼間日に照らされて、多少溶けた状

態だったのでしょう。シャーベット状のかけらが、時折風に押され盛り上がっている。まるで、池に氷

の花が咲いたように見えたのです。冬からの、思いがけない贈り物でした。 

春待たるミラノスカラ座プッチーニ   勇 平 

寒波もいつの間にか去り、日毎に日脚が伸びる。そして、春も間近となると旅心がくすぐられる。そ

うだ“イタリアへ行こう”！ ＤＶＤによるオペラ鑑賞で過ごす身にとって、イタリアで生のオペラに

浸ることはささやな夢である。イタリア・オペラ界の総本山ともいわれるミラノスカラ座へは是非とも

参じたい。外観は簡素、内部は超豪華。そこで何を観るか、「トスカ」？「ラ・ボエーム」？なにはと

もあれプッチーニのオペラを満喫したい。    

 

117 回例会 平成 30 年 2 月 25 日 

〔 秀作 〕 

天賞 

 琳派展画廊を覗く加賀の梅      三 洋 

 絵画展の観覧の模様を的確にキャッチした秀吟。＜琳派＞は江戸時代の尾形光琳の系列をひく画派。

俵屋宗達・酒井抱月などの近代的感覚の画風である。その展覧会を見たいのか。＜画廊＞を＜加賀の梅

＞が覗き込んでいるのだ。＜加賀の梅＞の凛とした白さが、一層画廊展を引き立てている。 
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地賞 

 受験子もイージス艦も緊張す     一 馬 

緊張する二つの事象を一つにまとめた傑作。＜イージス艦＞、国産では霧島など 6 隻を保有。長さ

160m・幅 20m・7500トンクラスである。アメリカでは 60隻ほどの種類と 20隻ほどの二種類を

保有。これらはイージスシステムを搭載。レーダーなど軍事機密に豊み益々高機能化している。＜イー

ジス艦＞とともに＜受験子＞という事象は、特に”中学校受験”が大きな難関であってその父母にとっ

ては頭の痛い、絶えず緊張していなければならない問題である。 

 

人賞 

寄席太鼓に匂ひほのかに沈丁花     勇 平 

沈丁花をめでた佳吟。＜沈丁花＞は、花は紫がかった紅色（べにいろ）で、内側は白い。寒さに強く

冬を越してまだうすら寒い頃に咲く。田舎芝居か何かの人寄せに打ち鳴らす＜寄席太鼓＞とともにほの

かに＜沈丁花＞の匂いが漂って、春到来を告げるのだ。 

 

特選 

イージス艦胴の傷癒え帰る鴨      あきえ 

イージス駆逐艦は強固な艦だと思っておりましたが、昨年 6月米海軍フイッツジェラルドが伊豆半島

沖でコンテナ船と衝突し、水面下部分に穴が開き犠牲者も出たニュースを見て驚きました。昨年末停泊

していた横須賀沖から米国に向かった艦は、本格修理を受けた後、再び横須賀基地に配備される予定の

由。この状況を句にしました。                 

元町の鞄・帽子屋春の色        とも女 

今年の寒さは、例年になく厳しく、暦の上では、2月は春だが体感は、冬のようだ。久しぶりに、セ

ール中の元町ショッピングストリートを訪れた。風が冷たく、歩行者はみな、ぶ厚いコートに身を包ん

でいた。しかし、左右に並んでいる店という店は、まさに春の気配である。お洒落な靴屋、鞄や、帽子

屋、洋品店等、軒を連ねている。ウインドーやガラス越しに見える商品は、実に明るくカラフルである。

思わず、店の中へ引き込まれそうになる。自然と心が弾んできて、気分はすっかり春になっていた。 

 蒲公英の呼びこむ白球ホームラン    重 九 

春になるとわがソフトボールチーム西柴アローズも対外試合が始まる。使用グラウンドは能見台中央

公園か釜利谷広場公園が多い。いずれも外野は芝生である。春の芝生には蒲公英の花が目立つ。外野ま

で飛んだ白球はグラウンドのはずれの蒲公英まで転々と転がりホームランとなった。まるで蒲公英が

「ここまで来い」と呼びこんだようである。草野球ならではの光景である。 

メールには絵文字がずらり春の星    国 眼 

知合いからのメールは、いつも楽しみです。照れくさかったり、ぼかしたい時、絵文字になっていま

す。その方が、無性に心に響いてくる不思議さ。いろいろ思いめぐらし、ふと仰ぐ春の夜空。蟹座でし

ょうか、乙女座でしょうか、煌めき輝いています。 
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沖遙か春を載せたる白帆舟       十 九 

 春は、南の海から潮風に乗ってやってくる。今年の冬は厳しい寒さが長く続いた。春待つ心は、老い

とともにますます強くなる。冬晴れの日差しを浴びた海は、それでも煌めく。その煌めきの遙か沖合に、

白帆舟が見える。止まっているかのように動かない。待ちわびた春を載せた白帆舟よ早く、と呼ぶ心。

老いの身にも、春は希望の季節。風をいっぱいに抱き寄せて命の若やぐ季節。 

 

118 回例会 平成 30 年 3 月 25 日 

〔 秀作 〕 

天賞 

御朱印の隷書艶やか鳥雲に       国 眼 

 漢字の書体を明解に句作した秀句。われわれが日常使う漢字の書体は、楷書（かいしょ）・行書・草

書・篆書（てんしょ）それに隷書（れいしょ）がある。楷書から段々とくずされ簡略な書き方になって

いる。最後にある隷書は、中国の奏の時代「隷」すなわち賎役（せんえき）の者に、学びやすいように

崩して作られたものである。この一番崩された＜御朱印＞の隷書が、艶やかであるというのだ。 

 

地賞 

青き海赤レンガ倉庫白風船        三 旦 

三つの色を五七五（上五・中七・下五）それぞれすべてに表記した写生句。普通内部にあるものを外

部にあらわすには、言語・表情・身振り・音・色などであらわし示すものである。掲句は、上五・中七・

下五すべてに、上五＝青・中七＝赤・下五＝白を表記した珍しい俳句だ。しかも、俳句の十七音が、季

語とこれらの色々の表記にとられるので、一層俳句が日本最短の詩型となるわけである。 

 

人賞 

長老のピアノレッスン山笑ふ      勇 平 

 滑稽さが句全体に滲み出ている佳句。思うところがあって 80才を越えてからピアノレッスンを始め

たのである。これを見ていた山が笑い、滑稽千万、滑稽千万と‼面白可笑しがっているのだ。趣味を多

才にするために色々奮闘することは結構なことだが、度を越したり、年令不相応なものに取り組んだり

するのは一考しなければならないだろう。 

 

特選 

象の鼻ぴちゃぴちゃ洗ふ春の波     一 馬 

平成 21 年横浜港は開港 150 周年を迎えた。その時の記念として大さん橋の付け根にあたる地区を

再整備する事業が行われた。それは横浜港発祥の地点といわれる「象の鼻防波堤」を復旧し、あたり一

帯を「象の鼻パーク」として整備することであった。プロジェクトが完成した今、特に春から夏にかけ
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てのシーズン、「象の鼻地区」一帯は横浜ならではのユニークな行楽スポットとして大方の評判を博す

ることとなった。因みに、「象の鼻」という名前は明治２９年(1896)の「横浜築港誌」の第四編に次の

ような記載があるとのこと。「其埠頭ㇵ海岸ヨリ直ニ海面ニ突出スルコト五百余尺、西方ニ屈曲シテー

ノ象鼻形ヲ為セリ。」序でながら、上の築港誌の記述のうち最後の「屈曲シテーノ象鼻形」という部分

に引っ掛かることになるのだが、私は「屈曲シテ、丁（字形）の象鼻形」と読めばよいのだろうと思う。

丁を漢字で書かなかったのは、「テー」と「チョー」の二通りの読み方があるからではないだろうか。 

タンカーのゆくえ見守る春の月     春 駒 

大海原では大型のタンカーも豆粒ほどの存在である。海が荒れ大波をうけた日もあっただろうが、嘘

のように春のやわらかい月がやさしくタンカーを照らしている。あとどれほど経てば目的の港に着くの

か、その長い航海を見守り進路を導いてくれるような温かい春の月である。 

タンカーの水先案内春鴎        重 九 

多数の船舶が行き交う港や海峡、内海において、それらの環境に精通することが困難な外航船や内航

船を補助し、船舶を安全かつ効率的に導く専門家を水先案内人（水先人）と言いますが、東京湾に入港

する石油を一杯積んだタンカーを水先案内するかのごとく鴎が群れ飛んでいる光景を見ることがある。

そんなのどかな春の東京湾である。 

母一人袴姿の卒業式          勝 美 

近所のお母さんが袴姿の我が子と卒業式に出席のため出かけるのと偶然出会い、立ち話をしているう

ちに当然ながら母親の子供にかける愛情を改めて強く感じとった。自然と何十年まえの自分の姿と重ね

合わせてしまい目頭があつくなった。 

人恋へば老いの背を押す木の芽風    十 九 

血が騒ぐ思いは、遙かの遠い日の幻のような記憶の中にしかなくなってしまったのであろうか。この

まま ただじっと老いさらばえていってしまうのは、余りにも淋しいことではないか、との思いを胸に

とぼとぼ歩く。「八十路来て人恋橋に至れども踏み出しかねつその眩しさに」と口ずさんだらなんと木

の芽風がそっと背を押してくれたではないか。夢か、現か、その艶やかな風の中。 
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子供や孫を騙って電話をかけてくる「オレオレ詐

欺」もいろいろな工夫を凝らして増加する傾向があ

りますが、インターネットの世界ではメールやネッ

トを使った「オレオレ詐欺」が猛威をふるっていま

す。今回はこの例を示して対策を提案します。なお、

参考にしたサイトのURL を記載しましたので、さ

らに調べたい方はこれらサイトをご覧ください。 

1. マイクロソフトを騙るメール 

Microsoftアカウントチームの名前で「悪意のあ

る第三者がお客様の Office プロダクトキーを使用

した可能性があります。こちらからはあなたの操作

かどうか判定できないため、検証作業をお願いしま

す」との記載があり、「今すぐ認証」ボタンをクリッ

クするよう促しています。 

パソコン操作に慣れた人ほど「Microsoftアカウ

ントチーム」や「プロダクトキーの悪用」に反応し

て「今すぐ認証」ボタンをクリックしそうです。ク

リックすると Microsoft サイトを騙った画面にな

り、名前・メールアドレス・パスワード等の個人情

報の入力を求められ、これらをだまし取られます。 

参考サイト：https://www.microsoft.com/ja-

jp/office/2016/attention5.aspx 

2. 三井住友銀行を騙るメール 

三井住友銀行から「振込受付完了のお知らせ」と

のタイトルで届いた偽メールです。本物の振込受付

完了メールとまったく同じ文面で、送信元も三井住

友銀行の正規アドレスに偽装していました。添付フ

ァイルをクリックするとネットバンキングのパス

ワードを盗み取るウイルスに感染します。私も三菱

東京 UFJ 銀行の名前を騙ったメールを受け取り、

不審に思って削除しました。 

3. 旅行会社を騙る確認メール 

「宿泊予約ご本人確認手続き（自動配信メール）」

というタイトルで、旅行会社からの確認メールを装

った偽メールで、実在する旅行会社の宿泊予約確認

メールをコピー＆ペースで作っています。送信元が

日本国内のプロバイダのメールになっていました。

添付ファイルはZIP形式で、これを開くとウイルス

に感染する可能性があります。 

 

パソコン何でも相談室【15】   林 洋 
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4. ヤマト運輸宅急便を騙るメール 

「宅急便お届けのお知らせ」というタイトルで届

く、ヤマト運輸宅急便の偽メールです。お届け予定

日時や伝票番号が書いてあり、実際の宅急便の配達

通知メールそっくりの文面です。メール送信元はヤ

マト運輸の正規のメールアドレスを偽装していま

した。添付ファイルは ZIP 形式の圧縮ファイルで、

これを開くとネットバンキングのパスワードを盗

み取られます。 

5. 最近のウイルスメールの特徴 

① 本物のメールをコピー＆ペーストで利用 

実際のサービスで使われているメール本文を、コ

ピー＆ペーストでそのまま使うパターンが増えて

います。本文は本物と同じであり、見抜くことが難

しくなっています。 

② メールの送信元に正規アドレスを使う 

メールの送信元に、本物の正規アドレスを使うパ

ターンが目立ちます。メールアドレスから偽物だと

見抜くことはできません。Gmailなど正規アドレス

のなりすましを自動判別するメールサービスなら、

スパム（迷惑メール）だと判別して遮断してくれま

すが、それができないメールサーバーもあります。 

③ 国内プロバイダのメールから送信 

国内のプロバイダメールを使って送信されるパ

ターンも増えています。国内のパソコンが乗っ取ら

れ、踏み台として送信されている可能性があります。 

④ 添付のウイルス 

添付されているウイルスは、ネットバンキング不

正送金ウイルスか、ランサムウェア（身代金要求ウ

イルス）が多くなっています。企業を狙った標的型

攻撃メールでは、情報漏えいを狙ったものが主流で

すが、個人狙いのウイルスメールは「お金稼ぎ」が

犯人の目的です。 

⑤ 添付の方法は様  々

ZIP形式の圧縮ファイルを添付し、中にある実行

ファイルでウイルスに感染させるパターンが多く

なっています。アイコンの偽装（Pdfファイルに見

せかける）、二重に拡張子を付ける偽装、特殊なファ

イル名で偽装する（逆から読むアラビア語のファイ

ル名を利用して偽装する）など様々な偽装パターン

があります。ワードやエクセルのファイルのマクロ

（実行命令）で感染させる手口もあります。 

ここまで巧妙になると、本文や送信元だけでは本

物か偽物か判断するのが難しいでしょう。宅配便の

配達や銀行振込など、よく届くメールに偽装してい

るため、さらに判別が難しくなっています。 

6. 対策 

① 添付ファイルがあるメールは特に警戒 

添付ファイルはウイルスだという前提で考えて、

すぐには開かないことです。どうしても必要な場合

は、パソコンのメールからは開かず、ウェブサイト

に行って確認して下さい。 

② URLもクリックしない 

本文にURL へのリンクがある場合も注意しまし

ょう。偽サイトへの誘導である可能性があるからで

す。メールに書かれたURLリンクはクリックせず、

本物のサイトへ自分でアクセスして確認するのが

良い方法です。 

③ セキュリティ対策ソフトは必要 

セキュリティ対策ソフトは絶対に必要です。ウイ

ルス感染を防ぐために、怪しい動きをブロックする

「ふるまい検知」があるウイルス対策ソフトを導入

し、自信のない人は詐欺対策ソフトの導入も検討し

ましょう。 

参考サイト： 

https://www.onlinesecurity.jp/feature/2016

0916.html 
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：今回対象地域 

 

歴 史 研 究 

 

江 戸 時 代 の 五 街 道 を 歩 く（２） 

            古文書を読む会  代表 真田 雅行
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ＪＲ茅ヶ崎駅前近くまで来て国道 1 号手前で右折、かな

り歩いて大岡家の菩提寺「浄見寺」に立ち寄った。江戸時

代の名奉行大岡越前守が眠る。境内には初代以降の多く

の墓が林立し、歌人詩人の碑が沢山あった。ここは大岡

家発祥の飛地である。  
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（筆者注：然るに最近車でここを通過して驚いたことに、標識に「唐ケ原」の呼称が「とうが原」に

変更されていた。がっかりして以降この道は通らないことにした。） 
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２０１8 年 6 月～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 

6 月 9日(土)市大カメリアホール
13：00～17：00 

・20周年記念講演会 
・第１部「金沢今昔～金沢地域の歴
史と地形の変遷」向坂卓也氏 

・第２部「近世金沢の地域性」 
         斉藤司氏 

7 月 14日（土）能見台ＣＣ 
  9：30～12：30 

・中世神道 
・慶応大学付属斯道文庫 
准教授 高橋悠介氏 

8 月 4日（土）県立金沢文庫 
  9：30～12：30 

・訪問講座 
・講演テーマ、講師未定 

寺社を 

巡る会 

6 月 7日（木）10：00 
集 合：北鎌倉駅西口 
テーマ：東国花の寺巡り 
訪問先：東慶寺、浄智寺、円覚寺 
    海蔵寺 

7 月 5日（木）10：00 
集 合：きらら鎌倉（鎌倉駅東口） 
テーマ：鎌倉幕府三遷と座学 
訪問先：幕府跡(宇都宮辻子、若 

宮大路、大蔵) 

8 月 2日（木） 
時間・場所未定 
テーマ：ＤＶＤ鑑賞（百寺巡礼） 
鑑賞先：唐招提寺、法隆寺、那谷寺、

大乗寺 

古文書を 

読む会 

6 月 14日（木）10 時～12時 
金沢区役所区民活動センター 
野島浦 鈴木家文書 
6 月 28日（木）10 時～12時 
金沢公会堂リハーサル室 
艱難實録（函館戦争） 

7 月 12日（木）10 時～12時 
場所未定 
野島浦 鈴木家文書 
7 月 26日（木）10 時～12時 
場所未定 
艱難實録（函館戦争） 

８月９日（木）10時～12 時 
場所未定 
野島浦 鈴木家文書 
8 月 23日（木）10～12 時 
場所未定 
艱難實録（函館戦争） 

ふれあい 
の道 

歩こう会 

6 月 23日(土) 予備日 24日(日) 
独自コース 60番＝通算 142 回 
  碓氷峠とアプトの道 
  群馬県 安中市 

7 月 18,19 日(予備日 19,20日） 
独自コース 61番＝通算 143 回 
  黒斑山、水ノ塔山など 

長野県、群馬県 

 
休 会｛夏休み｝ 
 

懐かしの 

映画を 

観る会 

６月１１日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ 五辨の椿 

６月２５日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ 雨に唄えば 

7 月 9日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ 太陽がいっぱい 

7月２3日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ 死刑台のエレベーター 

8 月 6日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ 虎次郎 夕焼け小焼け 

8月２7日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ シャレード 

浮  雲 

俳句会 

6 月３日（日）１２：００～ 
金沢ＣＣ  第２０回金沢区民俳
句大会への参加 

7 月 29日（日）9：30～ 
能見台ＣＣ  第 121回例会 
テーマ 太陽 

８月２６日（日）９：３０～ 
能見台ＣＣ 第１２２回例会 
テーマ 星 

パソコン

を使い 

こなす会 

6 月 12日(火) 金沢CC 
PowerPoint 

― スライドショ－作成― 
6 月 19日(火) 金沢CC 

PowerPoint 
― スライドショ－作成― 

 

7 月 10日(火) 金沢CC 
Windows 実用講座 
－ Windows10 － 

7 月 24日(火) 金沢CC 
EXCEL 復習講座 

―図形・イラスト・写真の利用―  

8 月 14日(火) 金沢CC 
EXCEL 復習講座 

－セル・シート・ブックの操作 － 
8 月 21日(火) 金沢CC 

EXCEL 復習講座 
－ シール印刷 － 

9：30～12：00 9：30～12：00 9：30～12：00 

連絡先:   
・学習会 090-6176-4543(内田) ・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 787-3250(江口)  ・懐かしの映画を観る会  080-6639-1606(佐藤) 
・寺社を巡る会 046-866-3339(吉田寿紀) ・パソコンを使いこなす会 701-9775(林)  

編集後記 

球春到来。春の選抜高校野球に続きプロ野球も開幕となりました。 

ここ横浜を本拠地とする横浜 DeNA ベイスターズも昨年の日本シリー

ズ進出が好感されてか、20年ぶりの優勝候補に挙げる野球評論家もち

らほら。 

奇しくも、我が“わ”の会も創立 20周年を迎える年となりました。

5 月には第 3 版の歴史事典の刊行、6 月には記念講演会の実施等重要イ

ベントが目白押しです。 

今般、編集委員を拝命したことに伴い会報のバックナンバーをみてみ

ると、時々の諸先輩の“わ”の会運営にかけた熱い思いが伝わってきま

す。”わ”の会がこうして 20周年を迎えられるのも、諸先輩のおかげで

あると改めて感謝している次第です。       (鶴岡 重典 記) 
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