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生涯学習交流会「フォーラム KANAZAWA2018」出展報告 

日 時：2018年（平成 30年）11月 17日（土） 

     10：00～15：30 

場 所：金沢区役所 

主 催：金沢区生涯学習交流会実行委員会 

共 催：金沢区役所 

出展数：40団体 

 

“わ”の会では、会及び分科会の活動理念や目的

を広く区民に啓発する目的で、今回も「フォーラ

ム KANAZAWA2018」に出展した。 

“わ”の会の活動理念及び今年度実施した主な活

動や来年度の活動予定などをパネルで展示すると

ともに、各種の案内チラシやかねざわの歴史事典

などを用意、ブースへの来場者に応対した。 

長時間熱心に活動内容の説明を聞く来場者やチラ

シを持ち帰る人も多く、一定の成果があったと思

われる。 

当日は天候に恵まれたこともあり、昨年に比べ来

場者の出足も好調で全体的に盛況であった。

 

 

運営委員会からのお知らせ 

来場者への応対様子 

“わ”の会ブースで “わ”の会ブースで 
金沢区のゆるキャラ 
「ボタンちゃん」と 

 

会場の様子 

フォーラムKNAZAWAの

マスコット「イルプン」 
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日 時：平成 31年 1月 19日(土) 10:30～12:40 

場 所：金沢区民活動センター会議室AB 

出席者：寺社を巡る会：吉田代表   古文書を読む会：真田代表 松本氏 

ふれあいの道歩こう会：江口代表 柴崎氏  懐かしの映画を観る会：佐藤代表 貝田氏 

    浮雲俳句会：北野代表  パソコンを使いこなす会：林代表 佐々木氏 

    オブザーバー 万葉集に親しむ会：松本代表 真田氏 

      運営委員：内田 江口 山腰 岡田 鈴田 深澤 鶴岡 田野実 杉山(記録) 

配付資料 ｢第 14回分科会代表との連絡会｣次第 

   

1. 内田代表挨拶 

   “わ”の会は学習会と分科会活動とが両輪で廻っています。今回はより緊密な関係を築くため、代表と

もう一方の出席をお願いしたもので、趣旨をご理解頂き、これからも一段と宜しくお願いします。 

 

2. 議 事 

 2－1 各分科会の活動に関する事項 

  1）今年度活動状況と来年度の活動予定（配布資料に基づき報告） 

   寺社を巡る会（吉田代表） 

    ・歩行距離の短縮・高低差を少なくなるようコース設定に配慮しているが休会者・欠席者が増加して

いる 

   古文書を読む会（真田代表） 

    ・質問⇒基礎講座再開の理由・本講座の時間に支障がないか 

      初心者のレベル向上のため再開した。新入会員を含め希望者 5 名が受講している。本講座との

間に余裕があるので支障はない。 

(パソコンを使いこなす会でも同様な問題があるので参考にしたい) 

   ふれあいの道歩こう会（江口代表） 

    ・各種レベルのコースを用意しているので、レベルにあったコースに参加してもらいたい 

   懐かしの映画を観る会（佐藤代表） 

    ・年度当初の会員数 80名から 12月末は 71 名と減少した、例会の出席者も減少傾向である 

・来年度の鑑賞計画で年間鑑賞作品 24本の内 10本を新規鑑賞作品とし上記対策の一環としたい 

   浮雲俳句会（北野代表） 

    ・今年度のテーマ宇宙は終了する、来年度のテーマは岬である 

    ・質問⇒テーマの岬に行くのか→現地には行かないイメージして詠む 

   パソコンを使いこなす会（林代表） 

    ・会員間のレベルの差が大きくなり、対策を考えねばならない状況となっている 

    ・新しい事項を学習したい層と既存の事項を更に学習したい層と意向が分かれ始めている 

   

第 14 回分科会代表との連絡会 報告 
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2） パソコンを使いこなす会・10周年記念事業について（林代表） 

    ・10周年記念事業について配付資料｢パソコンを使いこなす会 10周年記念行事｣の説明が行われた 

    ・開催内容の確認をした 

  3）万葉集に親しむ会の現状について（松本代表） 

    ・15 人が参加して、平成 30年 4 月から毎月 1回、3名の世話人が交代で 2名ずつ各 15 首、計

３０首選定し勉強会を開催している 

    ・分科会として先々の心配もあるが、次期総会までに分科会として立ち上げるか会員に図り決定する 

 2－2 “わ”の会の運営に関する事項（配布資料に基づき報告） 

   1）新入会員懇談会について（内田） 

   2）学習会について（内田） 

   3）来年度体制について（内田） 

    ・運営委員候補の 3 名の新任、現委員 1 名の退任が予定されている。従って来年度は 10 名体制で

運営できる見通しである 

   4）歴史事典について（内田） 

    ・事典販売数が 420 部に達し好調である、制作費は赤字とならない見込みがついた 

   5）会報について（山腰） 

   6) ホームページ、“わ”の会通信について（江口） 

    ・“わ”の会通信を見て、ホームページを見ない会員が多いと感じる 

   7）フォーラム KANAZAWAについて（杉山） 

  2－3 分科会から運営委員会へのご要望、ご意見 

    ・特になし 

以上 

 

 

会 議 の 様 子 
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パソコン分科会は、2008年3月に発足して、月2回の勉強会を続けてきました。 

今回10周年を記念して、下記の行事を計画しています。 

記 

1. 記録DVDの作成 

分科会で今まで学習した約260項目のテキスト・材料・作品を整理する。 

分科会会員が今まで作成した作品にコメントをつけて一点提出する。 

これら分科会歴史年表・テキスト・記念作品集等をDVDに記録する。 

2.  “わ”の会HPへの掲載 

整理したテキスト・記念作品集を“わ”の会HPへ掲載する。 

3. パソコン相談会の実施 

“わ”の会会員からパソコン操作で困っている事をあげてもらい、その相談に答える。 

あらかじめ相談内容をメール・電話で連絡してもらう。 

連絡先：林 洋 電話045-７０１-９７７５ メールhiro_hayashi@nifty.com 

分科会メンバーがチームを組んで個別の相談に答える。 

日 時：2019年4月9日（火）9時～12時 

場 所：金沢区役所2階 多目的室 

4. 記念懇親会  

日 時：2019年4月9日（火）12時30分～14時30分 

場 所：かごの屋 

参加者：分科会会員および“わ”の会運営委員等 

 

“わ”の会会員の皆様で「パソコン相談会」への参加、「分科会記録DVD」の配布をご希

望の方は、事前に下記の連絡先にご一報ください。 

連絡先：林 洋 メール hiro_hayashi@nifty.com 電話 045-７０１-９７７５ 

A．「パソコン相談会」でのパソコン操作のご相談 

日 時：4月9日（火）9時～12時 

場 所：金沢区役所2階 多目的室 

B．「分科会記録DVD」の配布 

日 時：5月11日（土）9時30分～12時30分 

場 所：“わ”の会総会会場 

分科会からのお知らせ 
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開催日：2018 年 11 月 10 日（土）  

13:30～16:30 

会 場：能見台地区センター  

講 師：国際日本文化研究センター 

助 教 呉座 勇一 氏 
  

はじめに

「応仁の乱」は日本史教科書に必ず載っているので

日本人ならほとんどの人が知っているが、きちんと

説明できる人は少ない。 

 1921(大正 10)年京都帝大教授・内藤湖南氏が 

「今日の日本の歴史を研究するには応仁の乱以後

の歴史を知っていれば十分、それ以前は外国の歴史

と同じ・・・、応仁の乱は『日本全体の身代の入れ

替わり』⇒下の者が上の者を倒す『下剋上』に注

目・・・」と講演。 

 戦後の歴史学が「歴史は民衆がつくる」「民衆が

上を倒して歴史を変える＝革命」というマルクス主

義的歴史観が盛んとなる。応仁の乱をいわば革命と

捉えた。 

特に戦後、応仁の乱が高く評価されてきたが、意味

付けや評価が先行し、応仁の乱自体の実態や具体的

分析は手薄であった。最新の研究により明らかにな

った応仁の乱の実態、戦闘の特徴、社会的影響など

を探っていいきたい。

1 限目 応仁の乱の原因 ――日野富子は悪女か？―― 

★ 従来の通説的理解：将軍家の家督争い。 

8代将軍･足利義政と正室･日野富子の間には子供が

いなかったので、出家していた義政の弟･義尋(後、義

視)を将軍後継者にするために還俗させた。義政は何の

バックも持たない義視に有力大名で管領の細川勝元

を後見人として付け、義視を安心させた。1 年後、富

子に男児(後の義尚)が産まれた。 

富子はわが子義尚を次期将軍にしようと画策し、細川

勝元のライバルで所司の山名宗全を義尚の後見人と

なるよう依頼した。 

ここに幕府の２大実力者細川勝元と山名宗全が将

軍家のお家騒動に介入する形になり、それぞれ東軍、

西軍を組織して、1467 (応仁元)年～1477(文明 9)

年の 11 年間にわたり京を焼け野原にする合戦・応仁

学 習 会 

第 7 回学習会   

『 応 仁 の 乱 』 
    “わ”の会 会員  伊澤 

尚 氏 
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の乱が起きた。その最大の戦犯は、わが子可愛さで義

視排除を謀った日野富子である。というのが通説的理

解であり、16 世紀初め頃細川氏周辺で記されたとさ

れる軍記物『応仁記』によるところが多い。 

★ 通説の疑問点 

⑴ 1468(応仁 2)年、東軍総大将･足利義視は将軍御

所を出て西軍にはしっている。義視は畠山家家督

争いで畠山義就を推す宗全を頼りにした（勝元は

畠山政長を推していた）。宗全が義尚の後見人とし

て義視・勝元と対立したという『応仁記』は疑わし

い。 

 

⑵ 日野富子と足利義視の関係 

義視の正室は富子の妹･良子であり、仲介したのが

富子(義尚を懐妊中に)であった。義尚出生後も足利

義政、富子共に義視を義尚が成長するまでの中継

ぎの将軍に考えていた。 

（当時子供が無事に成人まで育つ可能性が高くな

いことも考えていたであろう） 

富子が義視や自分の妹の子である義視の息子･義稙 

(義材)を敵視していたとは考えにくい。 

 

⑶ 細川勝元と山名宗全の関係  

管領ポストをめぐり畠山氏と対立する細川勝元、領

土問題で赤松氏と対立する山名宗全は同盟関係に

あり、勝元は宗全の養女を妻にしている。 

両者の対立関係は 

応仁の乱の起きる 

前年の「文正の政 

 変」の後である。 

★ 応仁の乱の原因 

⑴ 文正の政変（1466(文正元)年 9 月）と山名宗全

のクーデター 

伊勢貞親(義政の側近で義尚の乳父)による「義視

に謀反の疑いあり」の讒言を信じた義政は義視を

誅殺しようとした。義視はまず山名宗全、ついで

細川勝元に助けを求め、この企ては失敗。伊勢貞

親他義政の側近は失脚。しかし、政変後も義政が

将軍職に留まり、細川勝元と管領･畠山政長の連立

政権が成立。畠山義就を推す山名宗全は幕府内で

は依然として主流に乗れず不満を持っていた。 

12 月山名宗全は畠山義就の軍勢を京に呼び入れ

た。恐れた将軍・義政は翌文正 2 年(3 月から応仁

に改元)1 月管領･畠山政長を罷免し義就を畠山の

当主と認めた。新管領は宗全の娘婿･斯波義廉にな

り、細川派が干される。 

 

⑵ 御霊合戦と「応仁の乱」の始まり 

1467(文正 2)年 1 月、罷免された畠山政長は自

邸に火をかけ京を出ると見せかけながら、上御霊

社(現･御霊神社)に陣取った。細川勝元等も政長に

呼応して宗全等が立てこもる将軍御所を包囲した。

対して山名方は堀川を挟んで山名邸のある一条大

宮一帯に陣を敷いた。双方が堀川の東西に分かれ

て布陣したので東軍、西軍と呼ばれた。政治的思

惑や家督相続争い(畠山家や斯波家)、領地争い(宗

全と赤松,武田等)、親子縁戚の仲違いなど様々な理

由で、大名に限らず地方の有力者が東西に分かれ

た。 

細川方･東軍と山名方･西軍が相対したが将軍･義

政の「畠山家だけのお家騒動にせよ」との命令で、

これに従った細川方の政長が従わなかった山名方

に敗れた（御霊合戦）。 

1467(応仁元)年 5 月 26 日、細川勝元は政長を

復権させようと東軍の兵を動かし将軍御所近くの

一色邸を襲った。「応仁の乱」の始まりである。（5

月に入ると、播磨、伊賀、伊勢、若狭など各地で細

川方が軍事行動を起こ

していて騒然とした状

況になっていた） 

当初は東軍が優勢で早

期に決着するかと見え

たが、西軍・大内政弘の

入京や将軍・義政の不手

際もあり乱が長引いた。 

東西両軍の主な大名 

東 軍 西 軍 

細川勝元 
畠山政長 
斯波義敏 
京極持清 
赤松政則 
武田信賢 

山名宗全 

畠山義就 

斯波義康 
一色義直 
土岐成頼 
大内政弘 

 

三管領：細川、斯波、畠山 

四職(侍所所司)：山名、京極 

赤松、一色 
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★ 『応仁記』はなぜ日野富子を悪女にしたのか？ 

以上のように、細川勝元と山名宗全の対立は畠山家

の家督問題が原因で、将軍継承問題での深刻な対立

はない。また、日野富子は足利義視を敵視していな

い。このような状況で何故『応仁記』は 【〈足利義

視-細川勝元〉vs.〈日野富子-山名宗全〉という図式

で「日野富子悪女説」を強調】 という虚偽の主張

を意図的に描いたのか、著述の動機など追及する。 

 

⑴ 明応の政変（細川政元のクーデター） 

1493(明応 2)年当時、将軍･義稙、管領・細川政

元の体制ながら、二人は不仲（応仁 2 年、義稙の

父・足利義視は西軍に走り、東軍の主力細川家は

義視に遺恨を持っていた）であった。義稙が畠山

政長の意を受け畠山基家(義就の子)を討つ為河内

に出陣中に細川政元が富子等と諮り、足利清晃(の

ち義澄=義政の弟・政知の子)を将軍に擁立。将軍･

義稙は捕縛・幽閉、畠山政長自殺⇒尚順が継ぐ 

⑵ 細川(京兆)家の家督争いと足利義稙の将軍復帰 

（細川高国と足利義稙・畠山尚順の和解） 

細川政元には実子が無く 3 人の

養子を迎えていた。永正 4 年政

元を謀殺した養子・澄之は 8 月

澄元と高国に滅ぼされる。澄元

は将軍・義澄に細川家の家督を

認められた。 

この頃、周防の大内義興の元に

いた前将軍・足利義稙は細川家

の内紛を好機と捉え、義興と共

に上洛の軍を起こそうとしてい

た。細川高国は澄元や将軍・義澄を裏切って足利

義稙派に寝返り、畠山尚順と共に義稙、大内義興

の軍を堺に迎えた。永正 5 年 4 月将軍・義澄派は

近江に逃れ、7 月京都を制圧した足利義稙は将軍

に復帰した。高国は義稙より細川家の家督を認め

られた。大内義興が周防に帰国後も細川高国と畠

山尚順は義稙を支えた。この関係は 1521(大永

元)年まで続く。 

 

⑶ 『応仁記』の作者、成立年代 

(2)の状況の下で、足利義稙・細川高国・畠山尚順

は応仁の乱や明応の政変などで敵味方になったり

して、家臣の間にも遺恨があり、これを乗り越え

るための神話を必要とした。高国の家臣・安富元

綱と尚順の家臣・神保長誠の友情や元網討死がク

ライマックスになっている事、宮内庁所蔵一巻本

『応仁記』の頭注に大永三年(1523)の記載がある

事などから成立時期は 1518(永正 15)年～

1521(大永元)年の間と推定できる。また、作者は

細川家周辺の者と思われる。 

 

⑷ 『応仁記』は何故虚偽の主張をしたか、日野富子

悪女説は何故広まったのか？ 

 細川高国は足利義稙・畠山尚順と手を結ぶた

めに《足利義視(義稙の父)・細川勝元(高国の

養父・政元の父)・畠山政元(尚順の父)》の三

者が元々協力関係だったという神話を創造し、

現状を本来あるべき姿として家臣たちにも示

したかった。 

 足利義視は日野富子を頼りにしていたし、東

軍から西軍に移り山名宗全も頼りにしていた

が義視と細川勝元との関係を強調する事で、

｢明応の政変｣で細川政元が義稙を追い落とし

た遺恨を解消したかった。 

 富子が｢明応の政変」で義稙追放に加担したこ

 

細
川
京
兆
家 

 

足利将軍 

≪参考≫ 関係する大雑把な年表 

   （A⇒B は A の没後 B が家督を継ぐ意味） 

1473(文明 5)年 12 月・足利義尚将軍宣下(9 代、 

義政・富子の子)。 

3 月･山名宗全、5 月･細川勝元相次いで没 

細川家：勝元⇒政元、山名家：持豊(宗全)

⇒教豊 

1477(文明 9)年「応仁の乱」終結。 

1489(長享 3)年 3 月義尚没⇒4 月義政と富子は 

義材(義稙)を 10 代将軍にすることに同意 

 1490(延徳 2)年 1 月・足利義政没、7 月・義材 

(義稙) 将軍宣下 

12 月・畠山義就没⇒基家(義豊) 

 1491(延徳 3)年 1 月・足利義視没 

 1493(明応 2)年 明応の政変(下記参照)、 

畠山政長自殺⇒尚順 

1494(明応 3)年 義澄将軍宣下(11 代) 

1496(明応 5)年 日野富子没 

 1507(永正 4)年 6 月・永正の錯乱：細川政元が 

養子・澄之に謀殺される。(⇒澄元)⇒高国 

 1508(永正 5)年 7 月・足利義稙 将軍職に復帰 
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とを利用し、｢応仁の乱｣でも義視排除、義尚

擁護の｢わが子可愛さ｣を強調して、｢応仁の

乱｣の原因を将軍の後継争いにでっち上げ（実

際は畠山家の家督争い）、全責任を押し付けた。

世間の人々もあれだけの大乱の原因が一大名

の家督争いより将軍家の内紛の方がより納得

しやすかったと考えられる。 

 日野富子は関所乱立などで蓄財に走ったり、

政治に関わったりして元々評判が良くないこ

ともあり､義視排除を企てた悪女として｢応仁

の乱｣の全責任を押し付けるにはうってつけ

であった。すでに富子とその近親は世に無く、

本当の原因が分からない世間も容易に受け入

れ、広まっていった。

 

2 限目 応仁の乱の社会的影響 ――武士たちの生き残り戦略―― 

 

応仁の乱を足利義政は畠山家の家督争いと捉え、

山名宗全が京に呼び寄せた畠山義就に再三帰国す

るよう「御内書」を出すが義就は応じない。（10

年後、1477(文明 9)年義就の撤兵で応仁の乱は終

結している） 

細川勝元、山名宗全の両者も長くても 1 年くらい

の短期決戦と考えていた。応仁元年 5 月応仁の乱

が始まった直後は東軍が有利であった。8 月に西

軍・大内政弘が大軍を率いて入京した。勢いづい

た西軍は 10 月最激戦と言われた相国寺の戦いで

勝利したが、決定的な決着はつかなかった。その

後、両軍の陣地は時間をかけ益々堅固にしたので、

互いに攻め難く、持久戦となっていった。 

戦が長引くと、京で戦うために自軍の補給路を維

持し敵の補給路を断つ必要から、京都に入る前の

地域での戦闘、更には各大名の治める地方での戦

闘に広がっていった。 

最後は東軍に補給路を遮断された西軍が戦争継続

をあきらめ、将軍・足利義政を戴く東軍が反乱軍

たる西軍を屈服させる形で終戦となった。 

乱後はほとんどの大名が京都を離れ在国するよう

になる。これは大名による分国支配の保証が幕府

による守護職補任から大名の実力そのものに変化

したことを示している。

★ 朝倉孝景の「下剋上」 （斯波氏の場合） 

⑴ 斯波氏は家督争いで義廉と義敏が西軍東軍に分か

れている。朝倉孝景は西軍・斯波義廉の重臣で、西

軍の主力として活躍していた。足利義政は孝景を

東軍に寝返りさせようとするが、越前に戻ってい

た孝景は見返りに越前守護職の任命を要求する。

東軍・斯波義敏が現職の越前守護であるため、義

政が曖昧な返書を出すが孝景は肯定的に受け取っ

て東軍に寝返る。 

⑵ 孝景は勝手に越前国司(朝廷の役人)と称したりし

たが兵も集まらず、裏切者は即成敗すべしと派遣

された西軍・斯波義廉の重臣・甲斐敏光に敗北す

る。ひとまず孝景は斯波松王丸（義敏の嫡男）を主

君とし、甲斐敏光に勝利するとともに越前を平定

した。（文明 3～4 年） 

⑶ 朝倉孝景が越前を平定したことは応仁の乱で東軍

の勝利に大きく影響を及ぼした。 

山陰地方は大内・山名の分国が多く、西軍の軍事

物資は日本海沿いに船で若狭又は敦賀に運び琵琶

湖など経由して京都に運び入れていた。西軍の兵

站が困難になったことで東軍が優位になったので

ある。 

⑷ 朝倉孝景は次第に斯波氏に反抗するようになり、

越前支配をめぐり応仁の乱終結（文明 9 年）後も

斯波氏との争いを続け、ついに斯波義寛（義敏の
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嫡男＝松王丸）は尾張へと追い出される。ここに

朝倉氏の下剋上が完遂したのである。（元々斯波氏

の領地は越前の他に京都と尾張にあり、尾張の守

護代が織田家であった） 

一方、西軍の側でも、国民（春日神社に仕える武士）

という低い身分の越智家栄を和泉守護に抜擢して

働かせている。実力のある武士を抜擢することで

将軍を頂点とする家格秩序を将軍や大名が自ら壊

し、「下剋上」を容認する結果を招いている。

★ 大内家の場合 

⑴ 足利義政は西軍を弱体化させるために大内家の分

裂を謀る。大内政弘の伯父教幸(道頓)を大内家の

家督として東軍につけ、政弘と戦わせようとした。

さらに義政は大内家の家臣で石見の領主・益田兼

尭にも大内教幸(道頓)に加勢するように手を回し

た。益田家では兼尭は東軍と通じ、嫡子・貞兼は今

まで通り大内側(西軍)に残っていた。後世の真田

家のような両天秤をかけていたとも考えられる。 

大内教幸(道頓)が反乱を起こしたとき（道頓の乱）、

京から帰国していた貞兼は陶弘護(大内家重臣、周

防国守護代)等と鎮圧、教幸(道頓)は九州に逃亡し

た。周防では西軍が勝ったが全国的には東軍が優

勢で、その後益田貞兼は東軍に転じている。 

⑵ 応仁の乱後、帰国した大内政弘と家老として山口

を牛耳っていた陶弘護との間で齟齬が生じた。文

明 14 年山口の殿中の宴の席で陶弘護がかつて道

頓の乱で教幸(道頓)についた吉見信頼に殺害され

た。その席で吉見信頼は内藤弘矩に殺害された。

その後大内政弘の吉見氏討伐が中断される等の状

況からこの事件は大内政弘の計略であったと推測

される。 

★ 2 限のまとめ 

室町幕府では守護在京制で大名(守護)は京に在り、

領国の経営は守護代や家老に任せていた。長い応仁

の乱の間、家臣が領地の運営の他、地方での戦の指

揮も執ったりしてきたので家臣が力をつけてきた。 

大内家の場合は大名側が勝ち秩序は守られたが、斯

波氏の場合は家臣側が勝って下剋上となった。 

応仁の乱の後は上記二家以外でも国元の不安から

大名が領地に戻ることが多くなり守護在京制が崩

れ始め、これが室町幕府の基盤の弱体化を進めた。

地方では「身分より実力」の風潮が拡がり下剋上が

相次ぐようになってきた。

 

おわりに（時間の関係で呉座先生は大内氏の話で終わってしまったので筆者の偏見で書いておく。） 

 

応仁の乱は室町幕府の８代将軍･義政の政治逃避

と悪妻･日野富子の専横による将軍家の内紛が原

因と伝えられ、自分もそのように思ってきた。戦後、

下の者が上を倒す革命的な意味合いがあるような

解釈もあったらしいが、一般には広がってはいな

い。今回の学習会で応仁の乱は民衆が支配階級を

倒すような革命ではなく、支配階級の間の私利私

欲が生んだ複雑な利害関係を暴力で解決しようと

した戦であったことを学んだ。戦に参加した者達

もそれぞれ異なった思惑があり、大将の判断だけ

で戦を終わらす事が出来ない。長い戦が終わった

後も、中央では政権の争奪戦は続き、虚構まで作り

上げる。地方では幕府の庇護が無くなり弱肉強食

の様相が強くなる。旧支配層の没落と新興勢力の

台頭現象が起きてきた。勝者も弱者も大変な時代

を迎える事になった。     （相川勲 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 習 会 の 様 子 
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2018 年度第７回学習会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 64 ５ 69(65.7) 4 73  

49(58.3) 

  49/84 

女 12 ２ 14(66.7) 4 18 

計 76  7 83(65.9) 8 91 

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 

31 名 17 名 0 名 1 名 

                      

・従来の「応仁の乱」に関する自身の理解を変えさせてくれた。但し、投射画面が見づらかった  

・興味深く話が聞けました。人間関係が充分分からなく、ふがい無く思っています  

・応仁の乱の複雑さが良くわかった。歴史はいろいろな面から考える必要があり、教科書の内容だけが歴史では

ない。常に新らしい発想、資料等により新らしい歴史判断が出てくることもある  

・応仁の乱の概要はよく判った。乱の内実は人物は複雑怪奇にからみ合い、やや混乱したが、頂いたレジュメを

じっくり見て理解を深めたい 

・資料に基き、きちんと説明して頂き、わかりやすかった   

・分りやすかった  

・昨年に引き続き、レジュメと講演の進行がきれいに一致していてメモ等とりやすく、わかりやすかったです 

・詳細な説明   

・言葉の一つ、一つが分かりやすく選んで使っているので理解しやすい  

・説明がわかりやすい  

・説明が明快で分りやすい、これに尽きる  

・応仁の乱はわかりずらいと思っていましたがとても興味深く聞きました 

・豊富な学習会資料を駆使して講義して下さり、習得しやすく、大変勉強になりました  

・応仁の乱を受講していままでいろいろの参考本を読んでもよくわからない点が有り、今日受講してよかった又

説明がわかりやすく声も大きく聞きやすかった  

・分り易い説明でした、大部整理できました(応仁の乱が)   

・話すばらしかったが、資料がわかりやすく充実している  

・大きな声で単なる戦い(私の知っている範囲)より広―く、お話下さり、楽しくうなずきました  

・大変わかりやすかった、ありがとうございます  

・京と地方の武士との関係   

・非常に具体的な戦いの経過などの話があり、乱の姿はよくわかる展開でした。日本歴史の転換点とは？    

・説明、資料ともに分かり易かった 資料とてもていねいに書かれている  

・分かり易く、理解が進んだ。前回より雰囲気がやわらかくなったので、聴く方も気持ちが楽に聞けた 

・似たような名が多かったのですが、図にするとわかりやすく良かったです。テキストも見やすくて良いです 
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・非常にわかりやすかったです。本を読んだのですがいささかわかりにくかったです。今回の講座で要点をつか

み、整理することができました   

・複雑な経緯がわかり易く解説 

・応仁の乱の起った理由が違うことがかなり理解できた (下剋上の例)  

・歴史は政権によって歪曲されてしまう。実際どうだったかという研究は非常に重要なことであると 

感じた  

・「そうだったか応仁の乱」でした。まったく中身を学習する機会がなかったので、とても面白かったです    

・応仁の乱勃発の原因について従来の説と異なる説を底辺興味深く聞きました 

・応仁の乱に関する知識、見識が変わった   

・文献を読んでも理解出来ない事を講座で解り易く説明して頂き大変興味深く聴きました  

 ・応仁の乱の真相を教えていただき、刮目するものがあった   

・複雑な応仁の乱、理解が難しいがおおむねの概略、興味深く聴きました  

・応仁の乱、ようやく少し理解出来たような  

・大変ややこしい複雑な人間感情にある？向う 1 年間の学習課題として取組んで行きたい。応仁の乱(呉座著)、

室町人の精神、陰謀の日本中世史(呉座著)、戦争の中世史 等々精読中なり    

・難解な「応仁の乱」を丁寧な説明と資料で理解が少なからず進んだ。しかし「応仁の乱」が 11 年間も続いた

のは不可解？   

・転回が速く、理解するに難があった   

・説明が細部すぎた  

 

3．呉座講師には昨年の「上杉禅秀の乱」「永享の乱」に続き今回で３回目です。今回で基本的には終了となり

ますが、３回を通しての感想をお書き下さい 

・若年人気歴史学者のはつらつとした講演に感じ入った、今後も先生には新しい学説を構築された時は御講演願

いたし  

・呉座講師によって、“わ”の会の学習会に新風を吹き込んでもらったのではないだろうか  

・くわしく理解した上での話。聞いている時は興味深く、解った気がしている。しかし名前の読み方と人間関係

が複雑で細かく理解できないのが残念です   

・応仁の乱に学ぶこと多しの感あり 

・少し難しかったが大変興味深く拝聴しました 

・良かった 

・全て内容が濃く非常に勉強になりました。呉座先生の講演会に 500 円で参加できるのもありがたかったです 

・今回がはじめての参加でした。実に良く分かりやすい講座でした。前回 2 回受講できなくてまことに残念です 

・すばらしい先生だとおもった、良く勉強されている   

・流石、一流の先生で深く研究された内容で“わ”の会としても大変良かった 

・将来有望な先生に 3 回も講義して下さり感謝致します   

・熱心な講座ありがとうございました   

・話し方が上手で複雑な事柄を整理しながら、順序だてて講義され分かりやすい、言葉もやさしく教師的であっ

た、第 1 回は座ったまま話したが、今回は立って親近感があった 

・講師の先生の明解なお話しぶりがとてもよかった   

・応仁の乱は長い戦役で登場人物も多いこともあり゛喰わず嫌い″で敬遠していた。3 回の講演で全体の筋が分

った気がする  

・各講演とも詳細な説明で良かった  
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・初めての参加で終了と聞いて残念です 

・戦国時代もぜひお願いしたい  

・分りやすい講義をしてくださり、ありがとうございました  

・応仁の乱の全貌が明らかになって良かったです。前回よりもわかり易かった  

・大変内容の濃い講義であった、Re-Study 中  

・東京に戻りましたら、よろしくお願いします 

・非常に良かった、是非共続けて頂きたい   

・少しは理解できたが、いずれも内容は難解。頭の整理はできず 

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 Ｄ．良くなかった 

20 名 19 名 2 名 1 名 

                                     ※チェック無し：7 名 

・いつもながらご苦労様です  

・大人数のわりにはスムーズであった  

・2 コマ確保して頂き、ゆとりがあった   

・かみくだいたよく分かる講座でした  

・良い講師を企画された事に感謝 

・継続手続きなど含め、スムーズな運営に感謝致します   

・運営方々が大変よかった 

・歴史が好きで今日深く拝聴しました 

・いつも手際よくすばらしい  

・大変スムーズに運営してくださいました  

・いつもありがとうございます  

・これからも実力ある講師を招いて下さい   

・今回しか参加していないので、書くのは大変恐縮ではありますが、非常に面白く、わかりやすい講演でした。

機会がありましたらまた受講したいです  

・応仁の乱勢力分野の地図、色が塗られていたものが、無くなってしまったのでわかりにくい資料となった事が

残念   

・時間が長すぎた、2 時間が限度では？  

・講義中に携帯は鳴るは「ぼそぼそ」と私語はするはで大変不満足。運営者はビシッと注意すべきでは．．． 

・運営委員の打合せの声がきこえて、これはよくない 

 

4．“わ”の会について 

・相変らず、最後尾の役員たちの話し声がうるさい ！ 

・次年度合計 7 回学習会を楽しみにしています、御世話になりますが出来る限り協力したいと思っています  

・運営委員様よろしく 

・歩こう会の会員です 
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「 野 口 英 世 の 初 恋 」 

                          “わ”の会 会員 渡邊 紀一 

 

明治 32年 5月、英世（22歳）は横浜開港検

疫所の検疫官補に任ぜられる。長濱に住み、勤務

５か月の短期間に東洋汽船所属、亜米利加丸の

検疫でペスト菌患者を発見、内務省に報告。日本

の開港検疫所として初めての快挙とされている。 

北里柴三郎の推薦で当時流行していた中国の

ペスト防疫の国際調査団に日本から派遣される。

英世は検疫官補の制服であった金モール付きの

晴れ姿を見せたい中に故郷の両親・兄弟、教師、

同級生、村人たちとは別に密かにヨネがいた。高

ぶる気持ちを押さえ、中国赴任の挨拶をする。今

日こそは心の内を明かそうとヨネが下宿してい

る本郷湯島を訪ねる。「暫くのお別れです、せめ

て新橋まで散歩をと申し出る」ヨネは躊躇う。 

このように雨天でもあるし試験前でもあると拒

む。英世は引き下がらないそれではせめてお写

真をと。英世の要望を悉く拒否される。更に押し

問答が続く、遂に夜は白々と明けていた。ヨネは

医師開業試験を前に英世の誘いに動じることは

なかった。

 

―野口英世の初恋― 

山内ヨネは医者である父の一人娘として明治

15 年会津若松に生まれた。山内家は会津藩士の

出で、父は済生学舎（日本医科大学）を出て順天堂

病院の開設に尽力した人物でもあった。ヨネ七歳

の時に死別、母はヨネを医師にして山内家の再興

を図るべく、設立間もない私立会津女学校に通わ

せヨネにすべてを託した。ヨネは医師になること

こそが天命であると考えた。   

野口英世は明治９年、現、猪苗代町に生まれ清

作（後に英世と改名）と名づく。一歳の時、親の不

注意で囲炉裏に落ち大火傷を負う。障害を嘆く清

作の作文が教師、村人、同級生の心を動かし資金

集め、手術を受ける運びとなる。結果、不自由なが

らも左手の指が使えるようになり、手術の成功に

感激した英世は医術の素晴らしさに医師になる決

意を固める。 

会津若松で手術をしてくれた医師の経営する医

院に医局生として医学の基礎を学んでいた。ある

日、紫の袴・桃割髪で俯き加減に下駄を鳴らして

表通りを往く女学生に見入った。凛として品位を

漂わせた姿に胸の高鳴りを覚えたという。その頃

から、英世はカトリック教会に通い始め外国人神

父から洗礼を受けていた。信仰云々よりも実地に

英語を学べる実利的行動であった。クリスマスで

賛美歌を歌った教会からの帰り道、院長の妹にヨ

ネのことを尋ねた。父の跡を継ごうと医師を目指

していることを知った。英世はヨネが自分と同じ

志であることに強い親近感を覚えた。それは間も

なく恋に変って行った。嵩じてついには漢文、英

文交じりの恋文がヨネ宅にげ込まれた。末尾に S・

N と署名されていた。その頃協会に出入りしてい

た名越史郎という青年に嫌疑がかかって騒ぎにな

った。手紙は数回投げ込まれたが返事は「なしの

礫」であった。 

差出人不明の手紙を受け取ったヨネは母親に相

談、学校から協会に経緯を説明。受けた牧師は一

会 員 の 寄 稿 
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ヨネ 

読するなり「この若松でこれだけの文章を書ける

のは野口君しかいない」と言い当てる。 

ヨネは医師になろうとの強い決意で上京、順天

堂病院の看護婦になる。独学で医師の国家試験を

目指すには済生学舎に入る必要があった。そこに

は既に英世が学んでいた。ヨネは当初、知らんふ

りをしていたが数すくない女生徒の中の一人であ

るヨネに英世も気が付いた。ヨネは英世に従い熱

心に学んだという。 

   

英世にとってヨネは単なる同郷の知人ではなか

った。難解な医学書については親切に解説をした

りもした。 

一方で、ヨネは自分に対する英世の感情には関

係なく自分の進むべき道を見据えて聊かもぶれる

ことなく邁進していた。        

英世はヨネからの返事を待ち続けた。空しい

日々が過ぎた、後年、外国生活を送っているとき

も英世はことあるたびに手紙を送ったが英世は来

る筈のない返事を待っていたものだ。英世は心の

中に理想化したヨネの偶像を作っていたのかもし

れない。 

野口英世の訃報がヨネに届いたとき、朝日新聞

社記者に談話を求められたヨネは「野口さんと私

が以前に恋愛関係でもあったかのように噂されて

いますがそんなことはありません、何といっても

まだ女学性でしたから」（1928 年 5 月 25 日付

朝日新聞福島版）遠い昔の出来事を懐かしむよう

に語った。 

1902年（明治 35年）ヨネは 20歳で医師免

許を取得、勇躍若松に帰郷、念願の山内家十六代

目を継いでいた。当時、若松で女性が最初に医者

を開業したと言われたヨネが、城下を颯爽と人力

車を走らせ往診する姿は、市民の間で評判になっ

た。ヨネもまた凄い女性である。ヨネは四人の子

供を育てながら開業医を続けていた。ヨネは農村

部の貧しい家庭の主婦や子供たちを親切に診察、

誰からも慕われる医者だったという。 

後に東北大学電気工学分野に学んだ次男大介

（長男は東北大学医学部に進んだが学業半ばで脊

髄カリエスに罹るという悲運に見舞われる。頭脳 

明晰の評判の高かった長男だが後継者にはならな

かった）の母親感は「厳しさと優しさを持った普

通の女性でした、特に人様にお話しすることはあ

りません。しかし父が早く逝ってしまったので私

たち四人を育てるのは苦労だったでしょう」と回

想する。 

母親の勧めにより郡山出身で 11 歳年上の医師

森川俊雄の後妻となっていた。英世はニューヨー

クで孤独で多忙な研究生活を送っていた。そんな 

時ヨネの従兄弟の菊池良馨にヨネ家の動静を尋ね 

る手紙を書いた。「ヨネは新家庭を作り幸せな生活

を送っている」が返信であった。若しかしたらま

だ独身かと思っていた英世は裏切られた思いだっ

た。「ヨネの夫を見返す人間になって見せる」との

悲痛な思いを菊池に返事として送った。「夏の夜に

飛び去る流星、だれか之を追うものぞ。君よ、快活

に世を送り給え」。というものだった。 

1915年(大正 4年)講演のため 15年ぶりに日

本に帰国した英世は、夫に先立たれ再び聴診器を

握っていたヨネ宅を訪ねた。この時のことを 12

歳だったヨネの孫娘が居間を兼ねた診察室で二人

一緒のところを記憶している。英世はヨネに自ら

の講演への出席を願った。請われた通り講演会に

行き、記念写真に納まった。北会津郡役所で撮っ

たという写真には「前列中央が英世、3 列目左か

ら 4人目がヨネ」とあるが識別不能。 
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そのあと英世の宿泊場所であった東山温泉を訪

ねた。この時英世はヨネの子供の留学を心配した

と伝えられているがヨネはあっさりと断ったとい

う。それからの二人は生涯で二度と会うことはな

かった。 

英世は、ニューヨークにあってニューヨークを

訪ねる会津の人たちに会うと、ヨネの近況を熱心

に聞いていた。 

猪苗代に英世を称える記念碑が完成、除幕式に

ヨネは列席している。英世が亡くなって初めてそ

の偉大さを知るとともに数々の思い出は浄化され

たのだろうか。ヨネの胸中や如何に。 

 

ヨネは 60 歳を過ぎても山内医院の大黒柱とし

て働き続けた。昭和20年12月11日心臓発作、

永眠。享年 65 

英世は西アフリカ・アクラで黄熱病研究中、自

身も罹患し昭和３年５月 21 日同地で客死、享年

51。

【付 記】 

小生、以前から幼名清作が何故英世になったか

不思議に思っていた。この文章を作っている最中、

名前に関する記述に遭遇した。 

曰く英世は明治 31 年ころ知人に勧められて読

んだ坪内逍遥の「当世書生気質」は、野々口精作な

る人物が言葉巧みに借金を重ねつつ自堕落な生活

を送ってやがて自滅するという物語だった。あま

りにも自分に似てそのモデルと邪推されることを

懸念し郷里の小林先生に相談、世に優れるという

意味の『英世』を与えられたという。英世自身自戒

を込めて改名に乗じたのではないのか、あるいは

本を紹介した知人の警鐘ではなかったろうか。 

「当世書生気質」が発刊されたのは明治 18 年、

当時まだ9歳だった英世の年齢を考慮しても主人

公の名前と野口清作の間に直接の関係はないと思

うがこの話の後日談として、坪内逍遥は「自分の

小説が野口英世の奮起の動機になったと知り、光

栄に思う」との旨を語っているというのだが…。 

この文章を作成するにあたってネットと数冊の

本（いずれも金沢 CC「横浜市立図書館」）を参考

にした。 

本の多くの書き込み（いたずら書き）を目にし

て野口英世は今も相変わらず人気があると思った。

それは金沢だからこそなのか。十数年前、金沢に

居を構えた時、英世が一時期金沢の住人だったこ

とを知り意味もなく嬉しく思ったものだ。 

 

旧長浜検疫所（外観） 旧長浜検疫所（内部） 野口英世 
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第 7 回  晩 秋 の 深 沢 の 里 を 訪 ね る 

開 催 日：平成 30 年 11 月 1 日（木） 

参加人数：男性 27 名  女性 7 名    合計 34 名 

コ ー ス：湘南町屋駅(集合)→洲崎古戦場碑 → 泣塔 → 大慶寺 → 等覚寺（昇堂・法話拝聴）  

→ 梶原一族の墓 →御霊神社 → 鎌倉中央公園（昼食） → 北鎌倉駅（解散） 

湘南モノレール湘南町屋駅前に集合、爽やかな

好天下、洲崎古戦場へと向かう。古戦場碑から古

戦場跡の広場へと進む。この地で、元弘三年

（1333）5 月、鎌倉を攻める新田義貞の大軍に

対し、北条守時を大将とする幕府軍が壮絶に戦っ

たが破れ守時は切腹した。泣塔は、この合戦の戦

死者の慰霊のため 23 回忌の年に立てられた供養

塔といわれる。  

大慶寺は、室町時代初期には関東十刹にも数え

られた臨済宗円覚寺派の大寺院で塔頭も５院あ

ったが、戦国時代の戦火や火災で仏殿と総門のみ

となり、本尊は塔頭の方外庵に安置された。昭和

二十年(1945)円覚寺は、方外庵を大慶寺と改名

し現在に至る。「寺分」の地名は大慶寺の寺領で

ある「大慶寺分」の略。  

等覚寺は、高野山真言宗派の寺院でご本尊は不

動明王。ここではご住職の法話をいただいた。山

号が休場山である由縁は、梶原景時がこの地を通

った際に休憩したからと言われているがそれは

疑わしい。また本尊脇の出世子育地蔵は、最近で

は出生にご利益のあるお地蔵様として知られ、多

くの参拝者が来られるとのお話があった。  

梶原一族の墓は、深沢小学校の裏山のやぐらに

あり小学校の許可を得て入場した。やぐらには梶

原景時とその子、景季、景高、景茂の墓といわれ

る大小４基の五輪塔がならんでいる。梶原景時は

源頼朝に信頼されたが政敵も多く、２代将軍頼家

のときに鎌倉を追われ駿河の清見関の近くで地

元の武士に襲われ一族全員が死亡しており、この

ため深沢の五輪塔は供養塔と考えられる。  

御霊神社（ごれいじんじゃ）は、梶原景時が建

久元年（1190）に再建整備したと伝わる。土地

の祖先の御霊を祀る御霊社とも呼ばれ、このあた

りでは鎌倉・藤沢あたりを開発した鎌倉権五郎景

正を祀っている。拝殿東側の崖には五輪塔や庚申

塔などの石塔が数多く残されており、五輪塔は梶

原氏代々の供養塔とか、新田義貞の鎌倉攻めの際

の戦死者の供養塔ともいわれている。  

御霊神社より閑静な住宅街を抜ける緩やかな

上り坂を進み、鎌倉市のほぼ中央に位置する鎌倉

中央公園に至り昼食休憩した。鎌倉中央公園は平

成十六年（2004）に全体開園した面積 23.7ha 

の風致公園。谷戸と呼ばれる豊かな自然を生かし、

農業体験など多様な余暇活動ができる都市緑化

植物園として「緑の相談所」を開設し、緑化推進

の拠点ともなっている総合公園である。  

鎌倉中央公園より住宅街の小路ばかりを通り北

鎌倉駅に向かう。途中に北大路魯山人の星岡窯旧

跡や、隠れキリシタンの足跡がある光照寺の前を

通る。北鎌倉駅西口にて解散。 

              （林元一 記）

 

 

 

 

分科会からの便り 

『寺社を巡る会』活動記録 平成 30 年度第 7 回～第 9 回 

 

大慶寺本殿 梶原一族の墓 
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バス特別探訪 ｢ 秩 父 の 社 巡 り ｣ 

開 催 日：平成 30 年 11 月 30 日（金） 

参加人数：男性 26 名(内ビジター2 名) 女性 19 名(内ビジター10 名) 合計 45 名 

コ ー ス：金沢文庫(出発)→横横道路→東名高速→圏央道→関越道→寄居→宝登山神社(拝観) → 

   聖神社(拝観) →昼食-秩父まつり会館・秩父神社(拝観) →秩父錦・酒づくりの森(試飲)  

→皆野寄居有料→関越道→圏央道→東名高速→横横道路→金沢文庫(到着・解散)  

 

快晴の下、参加者の集まりが良く出発予定

時刻よりやや早めに出発。乗務員は昨年と同

じで、和気藹々とした旅路の予感がする。海

老名付近ではすっかり冬化粧をした富士山を

眺め、ガイドさんの名調子を聞きながら、２

回のトイレ休憩を挟み定刻に最初の訪問先、

宝登山神社に到着した。  

今回、宝登山神社・聖神社のガイドは、秩 

父市シルバー人材センターに依頼した。  

宝登山神社は秩父

神社・三峯神社と共

に秩父三神社の一つ

であり、日本武尊に

纏わる由緒ある神社

である。権現造りの社

殿は大改修の直後で

欄間に施された｢登竜門｣など彩色された彫刻

は鮮やかであった。  

聖神社は発見された自然銅(和銅)を朝廷に

献上し、朝廷はこれを祝い、発見された場所

に和銅製雌雄一対の蜈蚣と和銅をご神体とす

る神籬を建てたのが初めとされる。和銅が発

見された場所は、神社から途中リタイヤする

人が出る程の山道を１０分ちょっと歩いた山

中、和同開珎の大きなモニュ

メントが設置されて

いた。和同開珎は当

地で産出した和銅

で鋳造され、他所で産出された銅は使用され

ていないとガイドから説明があった。神社に

戻り蜈蚣と和銅を拝観して聖神社を後にした。  

昼食は拝観が予定時間より長くなり、食事

時間を短縮したが配膳の手際がよく落ち着い

て食事ができた。  

秩父まつり会館・秩父神社は瀬川世話人の

尽力により、秩父錦・酒づくりの森の方々の

案内があり、さらに土産物を頂戴した。  

秩父まつり会館は秩父各地のまつり・秩父

夜祭りの映像を鑑賞した。時間に追われ他の

展示物は見られなかった。  

秩父神社では明日からの秩父夜祭り準備中

での拝観であった。神門のすぐそばにあるご

神木の大銀杏は見事な黄葉、柔らかな陽光を

浴び黄葉が散る様は絶景である。本殿外側に

施された、左甚五郎作とされる｢つなぎの龍｣

を初めとする数多くの彫刻は見事であった。  

最後の訪問先、

秩父錦・酒づくり

の森で試飲と買い

物を楽しんだ後、

夕闇迫るなか帰途

についた、秩父各

所で見た紅葉・見事な

彫刻などを楽しみ、予定時間よりやや遅れて

無事金沢文庫に到着した。（杉山茂 記） 

 

秩父神社拝殿 

宝登山神社拝殿 

聖神社拝殿 
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第 8 回  紅葉の海街、極楽寺から長谷 へ 

開 催 日：平成 30 年 12 月 6 日（木） 

参加人数：男性 22 名  女性 7 名（内ビジター1 名）  合計 29 名 

コ ー ス：江ノ電極楽寺駅(集合)～極楽寺～熊野新宮～成就院～極楽寺坂切通～虚空蔵堂～ 

星月会館（昼食）～御霊神社～鎌倉能舞台（見学・解散）～江ノ電長谷駅 

 

桜橋という赤い橋を渡り導地蔵前を左側に入

ると、茅葺きの極楽寺山門がある。極楽寺は正元

元年(1259)に深沢に創建され、後に開基となる

北条重時が現在地に移した。開山の忍性は不幸な

人を救済するための福祉事業に取り組んだ。本尊

の釈迦如来立像は秘仏扱いであるが、正月元旦と

４月 7，8，9 日の 3 日間、特別公開される。境

内には製薬鉢や千服茶臼が残っている。  

道の角の熊野新宮・八雲神社・諏訪神社の名が

並んで書かれた石碑を右に入る。文永六年

(1269) 忍性菩薩の勧請と伝えられる。昭和三年

(1928)同地域の八雲神社、諏訪神社と合祀して

以来、極楽寺、稲村ｶﾞ崎の鎮守として祭典を執行

し、守護神として多くの信仰を集めている。  

成就院の境内に入ると右側に弘法大師で知ら

れる空海の大きな像が立っている。その奥に法隆

寺の夢殿を思わせる小さな八角堂がある。寺の本

堂は公開されないが、本尊は不動明王で千手観

音・大日如来・地蔵菩薩・弘法大師・文覚上人荒

行の像が祀られている。成就院山門前からは由比

ヶ浜海岸や鎌倉の街が見下ろされ、見晴らしの良

い所である。  

鎌倉十井の一つ、星ノ井の先の石段を上ると虚

空蔵堂がある。正式には明鏡山星井寺という。本

尊の虚空蔵菩薩は、秘仏として 35 年に一度だけ

拝めるようにしたが、現在は毎年 1 月の 13 日に

御開帳している。本堂左手前に舟守地蔵がある。

お堂の中には舟の台座に石のお地蔵さまが立っ

ている珍しいものである。  

老舗の力餅家の角を左に入ると、正面に石の鳥

居その前が江ノ電の線路である。その線路沿いの

星月会館で昼食をとる。  

午後スタートは御霊神社。社殿の屋根には金色

の矢羽根があり、拝殿の脇や本殿には豊かで立派

な造りの彫刻が施されている。祭神には鎌倉権五

郎景正を祀っている。景正の勇名は人々に知られ、

御霊神社の祭神として尊敬されている。境内には

樹齢約 350 年のタブの木があり、宝物館には県

の無形民俗文化財の面掛行列の仮面が保存され

ている。  

桑ヶ谷療養所跡の石碑のある道を谷の奥に進む

と右側に鎌倉能舞台がある。この建物は昭和四十

六年(1971)に能楽を中心とする伝統芸能の振興

をはかるという目的で能楽関係者の手により出来

た。平成二十年(2008)に改築され、新たに能楽ミ

ュージアムが作られた。（金久保常二 記） 

 

 

 

 

 

極楽寺境内の桜並木 鎌倉能舞台・能楽師による講義風景 
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第 9 回  新 春 の 逗 子 か ら 葉 山 を 巡 る 

開 催 日：平成 31 年 1 月 11 日（金） 

参加人数：男性 23 名  女性 5 名  合計 28 名 

コ ー ス：京急新逗子駅(集合) ⇒亀岡八幡宮⇒延命寺（本堂昇堂）⇒宗泰寺⇒六代御前の墓   

⇒葉山港事務所（昼食）⇒旗立山⇒(バス)⇒森戸神社⇒(バス)⇒玉蔵院（特別拝観・解散） 

 

今年初の寺社巡りは新逗子駅前に集合した後、近

くの逗子市役所前で新年の挨拶をしてスタートし

た。最初は逗子の鎮守、亀岡八幡宮へ。創建年は

不明、亀の背中のような地形から亀岡八幡宮と名

付けられたという。社殿の前には狛犬ならぬ狛亀

が鎮座している。  

次に延命寺へ。本堂に上がり鎌倉ガイドの説明を

受ける。弘法大師がここに設けた地蔵菩薩の厨子

が、現在の逗子の地名発祥となったと「新編相模

風土記稿」に伝えられる。鎌倉時代には三浦一族

の祈願所となったが、その後に北条早雲に攻めら

れ三浦道香主従がこの地で自害した。湘南七福神

の弁財天を祀っている。  

途中、承久の乱で敗れた三浦胤義の 4 人の子供

が処刑された地と伝える碑に立ち寄ったのち、宗

泰寺に到着。宗泰寺は鎌倉時代の創建と言われて

いるが詳細は不明。製作年代が室町後期とされる

阿弥陀如来や十王像が残る。湘南七福神の福徳大

黒天を祀る。正月のためかお堂の入口直ぐに、大

きな大黒天が安置されていて驚いた。  

次は桜山のふもとにある六代御前の墓に参る。六

代御前は平清盛が率いた平氏一族六代目の最後の

嫡流で名を高清という。平氏滅亡後に捕らえられ

たが、僧の文覚の助命により弟子となり妙覚と名

乗った。しかし警戒され、ついには 26 歳の時に

この地で処刑された。墓前の田越川は御最後川と

も言われる。  

 昼食は葉山港事務所の３階。ヨットハーバー越し 

に冨士山と江の島を遠望できる素敵な場所であっ

た。  

昼食の後は、すぐ傍の旗立山(鐙摺山)に登る。治

承元年(1177)源頼朝が訪れた時に、鐙が地に摺れ

たことから鐙摺山という名がついた。石橋山で旗

揚げした源頼朝に呼応した三浦党は、この地の浜

から援軍として出陣した。小坪あたりで三浦党と

畠山重忠軍が遭遇し合戦になった時、総帥三浦義

澄はこの山に旗を立て軍勢を鼓舞したとの伝説が

あり、旗立山とも呼ばれる。急な坂道を上ると

300 坪ほどの平坦地となっており、ここからも遠

く富士山や江の島などが望まれた。  

バスで森戸海岸に移動し葉山の鎮守である森戸

神社に参拝する。森戸神社は、源頼朝が信仰する

三島明神 (現三島大社)を勧請し、長く謝恩の誠を

ささげたと伝えられる。「吾妻鏡」によれば歴代将

軍が自ら訪れ、流鏑馬などの武事や加持祈祷が行

われ、七瀬祓の霊所としても重要な地であったと

記される。神社裏手の岩山に源頼朝が褒め称えた

千貫松がある。境内には詩碑、歌碑、記念碑など

様々な石碑が目立つ。堀口大學の「花はいろ 人は

こころ」の碑が妙に心に残った。  

再度バスで移動し、最後に葉山最古の古刹である

玉蔵院を訪ねる。住職から寺の歴史や仏像などの

説明を拝聴した。境内には主尊が阿弥陀如来の珍

しい宝篋印塔や三猿の雌雄がはっきりとわかる珍

しい庚申塔などがある。湘南七福神の恵比寿尊を

祀っている。       （横山美智男 記）

 

 

 
逗子の鎮守・亀岡八幡宮 葉山の鎮守・森戸神社 



 

特別バス探訪記 

 

『 秩 父 の 社 巡 り 』 
 

 

 雲ひとつない快晴の下、参加者 45 名を

乗せたバスは定刻５分前に金沢文庫を出発。

東名高速より圏央道に入り関越道を目指す。

最初の訪問先である宝登山神社までは約３

時間の旅程であるが昨年と同じベテランバ

スガイドさんの美声を聞きながら、雪化粧

の富士山や遠景、近景の山々の紅葉を見な

がら過ごすとそれ程長く感じないで到着。

今年は台風２４号による塩害で金沢区のよ

うな沿岸部では多くの樹木が枯れてしまい、

住いの近辺で綺麗な紅葉を見るのは諦めざ

るを得ない状況であるが、今回のバス探訪

では最初の宝登山神社から最後の秩父神社

まで紅色、綺麗な紅葉や紅葉を満喫するこ

とができ、参加メンバーの多くはこの点で

も満足されたのではと思う。 

宝登山神社は、秩父神社・三峯神社と共

に秩父三神 社

の一つであり、

日本武尊ゆ か

りの神社で あ

る。社殿は権現

造りで欄間に

は、「二十四孝」

を始め多くの彫刻が施されており、1900

年祭（平成２１年）改修工事にて彩色が施

されたとのこと。ガイドより個々の彫刻に

ついて説明を受ける。 

聖神社は、発見された自然銅（和銅）を

朝廷に献上し、朝廷はこれを祝い、発見さ

れた場所に和銅と和銅製雌雄一対の蜈蚣を

ご神体とした神籬を建てたのが初めとされ

る。和銅が発見された場所は、神社から結

構急な上り坂

の山道を約１

０分歩いた所

にあり和同開

珎の大きなモ

ニュメントが

設置されてい

た。和同開珎は当地で産出した和銅のみで

鋳造された等のガイドの説明を受け、神社

に戻り、和銅と蜈蚣を拝観した。 

なお、宝登山神社と聖神社のガイドは、秩

父市シルバー人材センター所属のガイドで

ありきめ細かな説明を受けることができた。

ガイドによれば両神社共に金運招福のご利

益があるとのことで、両神社にお参りした

のだから帰ったら年末宝くじを買わねばの

声もちらほら。 

昼食は割烹ドライブインにて。団体客の

扱いに慣れた感じの手際よい配膳によりス

ムーズに落ち着いて食事ができた。また聖

神社拝観と和銅発見場所の見学が予定時間

より長くなったがスムーズな食事で遅れを

ほぼ取り戻せた。 

秩父まつり会館と秩父神社は、瀬川世話

人のご尽力により、秩父錦・酒造りの森の

方々によるご案内を受けることができ、更

に酒糟のお土産までいただいた。翌日より

始まる秩父夜祭の準備でお忙しい時にご対

応いただき御礼申し上げたい。 

宝登山神社 

聖神社 

21 



 

秩父まつり会館では「3D シアター」で

秩父の春夏秋冬のお祭り、特に秩父夜祭の

映像を鑑賞した。また展示の屋台と笠鉾と

プロジェクションマッピングにより、秩父

夜祭における屋台の曳行や街中の雰囲気を

楽しめた。 

秩父神社は、第十代崇神天皇の御代に始

まるとされ、関

東 で も 屈 指 の

古 社 の ひ と つ

に数えられる。

神 門 の 横 に あ

るご神木は、樹

齢 400 年とさ

れる大銀杏でその黄葉は絶景であった。 

現存する社殿は権現造りで天正 20 年

（1592 年）9 月に徳川家康が寄進したも

の。本殿外側には左甚五郎作とされる「つ

なぎの龍」「子宝 子育ての虎」など数多く

の彫刻が施され見事であった。 

最後の訪問先である秩父錦・酒造りの森

にて試飲と買い物を楽しんだ。この試飲が

あったためか、例年のバス探訪で昼食前後

に始まるバス内酒宴が、今年はこの最後の

訪問先まで始まらず、帰途についてから秩

父錦・酒造りの森で求めた銘酒「秩父錦」

等いただきながらたっぷりとゆったりとバ

ス内酒宴を楽しむこととなった。 

予定時間よりやや遅れたが無事に金沢文

庫に到着し解散した。 

        （林 元一 記） 

 

 

 

 

 

秩父神社 
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ふれあいの道歩こう会｣ 実施概要 No.24 

代 表 江口 正彦 

 

独自コース 64 番 「二本木峠～皇鈴山
みすずやま

(６７９ｍ)」(通算 145 回) 

外秩父 7 峰縦走コースのうちの一つで、内手バス停から二本木峠を経て皇鈴山（679ｍ）と登谷山（668ｍ）

を縦走し、釜伏峠の近くの釜山神社(狛犬がオオカミ)の参拝と中間平公園の紅葉も見られるコースでした。二本

木峠～釜伏峠は「関東ふれあいの道」となります。 

実 施 日：平成３０年 11 月 15 日(水)  天候：快晴 

歩行距離など：歩行時間 約 4.5 時間 歩行距離 約 6ｋｍ 参 加 者：13 名(男性 11 名 女性 2 名) 

コース所在地：埼玉県東秩父村、寄居町 

交 通：往路：金沢文庫発 4:52⇒5:38 着(品川駅)5:48 発⇒6:16着(池袋駅)6:30 発⇒小川町 7:40 着

小川町駅(バス)8:20発⇒内手(打出)バス停 8:45 着 

        復路：秋山バス停 15:22 発⇒東武東上線寄居駅 15:37 着 16:03 発⇒森林公園駅 16:35 着

16:38 発⇒横浜 18:05着 

コースと時間：内出の登山口 9:00 出発⇒9:45 着七瀧祓戸大神不動尊⇒10:30 着二本木峠⇒11:05 着皇鈴山

（昼食）11:40発⇒12:05着登谷山12:10発⇒12：30着釜伏峠(釜山神社)12:50発⇒13:00着関所跡13:05

発⇒13:30着中間平緑地公園(オレンジタイム)13:55 発⇒14:45着秋山バス停（解散）       

   

 

ご存じでしょうか！ 釜山神社（狼の狛犬） 

秩父地方には狛犬ではなく狼を神犬とする神社が 10 数社ある。いわゆる真神（まかみ）という古名は、現在

は絶滅してしまった日本狼が神格化したものといい、別名大口真神（おおぐちまかみ）とも呼ばれる。真神は古

来より聖獣として崇拝され、大和国（現在の奈良県）にある飛鳥の真神原の老狼は、大勢の人間を食べてきたた

め、その獰猛さから神格化され、猪や鹿から作物を守護するものとされた。 

人語を理解し、人間の性質を見分ける力を有し、善人を守護し、悪人を罰するものと信仰された。また、厄除

け、特に火難や盗難から守る力が強いとされ、絵馬などにも描かれてきた。しかし時代が流れ、人間が山地まで

生活圏を広げると、狼は人と家畜を襲うものだという認識が広まった。そして狼の数が減っていくにしたがって、

真神の神聖さは地に落ちていったという。 

この大口真神を御祭神とする社が寄居町風布地区、釜伏峠に鎮座する釜山神社であり、この社は三峰神社に次ぎ

狼像が多い社としても有名であるそうだ。 

 

 

皇鈴山山頂 

 

晴れわたる秩父山塊冬紅葉 一梲 

釜山神社狼の狛犬 
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独自コース 65 番 ｢小網代の森から油壷・三崎港｣ (通算 146 回) 

小網代の森は、三浦半島の先端にある、相模湾に面した約 70ha の森です。 

森の中央にある谷に沿って流れる「浦の川」の集水域として、森林、湿地、干潟及び海までが連続して残され

ている、関東地方で唯一の自然環境と言われています。森、川、海のつながりが必要なアカテガニをはじめと

して、希少種を含む多くの生き物たちが、多様な生態系を形成していますが、冬場の為カニたちは見ることが

出来ませんでした。小網代の森から新井城址(油壷)そして三崎港に向かい海南神社、うらりで買い物をした。 

実 施 日：平成３０年 12 月 19 日(木)  天候：晴れ 

歩行距離など：歩行時間 約 2.5 時間 歩行距離 約 5ｋｍ 参 加 者：22 名(男性 15 名 女性 7名) 

コース所在地：神奈川県三崎市 

交 通：往路：金沢文庫駅 9:13 発 快特 三崎口行→金沢八景駅 9:15 発→三崎口駅 9:53 着      

復路：三崎口駅 快特 14:47 発 →金沢八景駅 15:16 着→金沢文庫駅 15:17 着 

コースと時間：三崎口駅出発 10:05→三戸入口の空き地（赤坂遺跡）で体操後 10:20 出発→引橋入口 10:55

→やなぎテラス 11:20→えのきテラス 11:25→アカテガニ広場 11:30→えのきテラス

11:40 (昼食) 12:20出発→宮ノ前峠 12:25→白髪神社 12:35→シーボニア入口 12:55→

油壷 新井城址 13:15→三浦氏の墓 13:25→三浦道寸の墓 13:35 →13:40 着 海岸(休

憩)14:00発→14:10着 油壷マリンパークバス停 14:35 発→三崎港バス停 14:45 着→自

由行動→三崎港バス停 15:43 発→京急三崎口駅着 15:58（解散） 

 

ご存じでしょうか！ 三崎城 

従来、後北条氏関連の史料などから新井城と三崎城は別の城と考えられてきたが、近年では相模三浦氏時代

には三崎城として単一の城を構成しており、後北条氏が同城の海側の部分を改築して独立した水軍城砦とした

時に旧城である新井城と新城である三崎城に分けられたと考えられている。  

伝承によれば、鎌倉時代後期の三浦氏宗家滅亡後に相模三浦氏を興した佐原盛時が築城したとされているが、

実情は不明である。恐らくは元は同氏の水軍基地の一つであったと考えられている。  
戦国時代初期に三浦義同(道寸)が伊勢盛時（北条早雲）に城を囲まれ、3 年にわたる篭城戦を繰り広げたが、

ついに陥落して相模三浦氏は滅亡した（新井城の戦い）。語源俗解では、このとき討ち死にした三浦家主従た

ちの血で海が油の壺のように真っ黒に染まったことから、今の地名油壺の呼び名がついた、とされる。その後、

盛時（早雲）によって大規模な改築が行われて安房の里見氏に対する備えとした。実際に新井・三崎の両城は

何度か里見氏によって攻め落とされて三浦半島南部が里見領になった時期もある。後に盛時（早雲）の孫の北

条氏康がこの地を奪還すると、息子の氏規を三崎城主とした。 

 

 小網代は森海川も冬景色 一梲 

えのきテラス 

 

小網代湾とシーボニア(左の建物) 
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独自コース 66 番 ｢高宕山｣ (通算 147 回) 

高宕山は、千葉県民には富津・君津あたりのサルのいる山、そう言った方が通りが良いかもしれません。

正しくは、富津市と君津市の南部行政境界上の山です。標高は、330m です。 

 低い山ですが、ダラダラ標高を稼ぐ山ではなく、麓から急峻の山で、ロープ場やハシゴ場がコース・ルー

ト上には数多くあります。高宕観音を中心とした山で、関東ふれあいの道や関東百名山に選定され、千葉県

を代表する山といえます。10 年前に「関東ふれあいの道」として歩かれたところですが、今回の 19 名中

13 名は初めてです。10 年前は高宕山山頂には登っていませんので、山頂は全員初めてとなります。 

実 施 日：2019 年 1 月 17 日(木)  天候：快晴 

歩行距離など：歩行時間 約 5 時間 歩行距離 約 12ｋｍ 参 加 者：19 名(男性 14 名 女性 5名) 

コース所在地：千葉県君津市 

交    通：往路：:横浜駅 6:50発⇒7:52 着 木更津駅 8:20発⇒9:23 着 下の台バス停 

        復路：清和中バス停 17:15発 ⇒ 18:10 着 木更津駅 18:20 発 ⇒19:20 着 横浜駅 

コースと時間：下の台バス停 9:30 ⇒ 登山口（体操） 10:10⇒八良塚（案内板） 10:５５ ⇒ 高宕山山頂 

12:15（昼食）12:45 ⇒ 高宕観音 13:15 ⇒ 14:15 石射太郎山 14:40 ⇒ 登山口 

15:00 ⇒ 植畑上郷 15:４０ ⇒ 清和中バス停 16:25 

 

 

ご存じでしょうか！ 高宕観音の由来 

高宕山縁起には次のように記されているとのこと。『伝説によれば、観音像は奈良時代に行基菩薩が当山を

訪れた際、多くの人々にご利益を施そうとして彫刻した霊像といわれている。この観音像の利益を受けたもの

は数限りないが、源頼朝が石橋山の合戦に破れ安房国に渡った時、源家再興を祈念し、黄金で一寸八分の尊像

を写し刻んだ。この観音像を常に肌身離さず持ち、ついに鎌倉幕府を開くに至った。また、五穀豊穣、子育て

や厄除けなど観音様の霊感のお陰であるといわれ、近郷あるいは遠方から参詣に訪れる人が絶えなかった』  

 現観音堂の建築は細部様式から幕末から明治のころと思われる。観音堂は廻り縁が有り、また、岩に付いて

ある部分には岩を刳り貫いて、一回りすることが出来る。観音堂の参道の階段下には狛犬や石造の仁王像があ

る。また階段の途中には岩が洞窟状のところに関東では珍しい石造の三重塔がある。塔の下部の銘文は磨耗し

ているが「ホウリキ八年つちのえとら」とわずかに読め、 干支もあっているので宝暦８年(1758)戊寅の制

作と思われる 

  

 

石射太郎山、後ろ右奥が高宕山 

 

冬日和いにしえ偲ぶ高宕山 一梲 

岩に食い込んでいる高宕観音堂 
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【あらすじ】

私が志乃と知りあったのは寮の卒業生送別会の

晩であった。私は青森の旧家の 6 人兄弟の末っ子で

27 歳の大学生。志乃は料理屋忍ぶ川の看板娘。二人

の初デートの場所は二人ともに縁のある深川であっ

た。志乃は洲崎遊郭にあった射的屋の娘であること

を告白した。私は私以外の兄弟が皆、自殺や失踪を

したり眼が不自由であったりという不幸な血筋であ

ることを手紙に書き、そのことが二人をより一層近

付けた。  

 ある日、私は友人から志乃に婚約者がいることを知 

らされる。志乃にそのことを問い詰めると、志乃に

はその気はないが断り切れないでいるという。私は

志乃の実家のある栃木に赴き、死の間際にあった父

親と会い結婚の許しを得る。  

 大晦日に私は故郷の青森に志乃を伴って帰り、内輪

で結婚式を行う。初夜を終えて、志乃は新しい志乃

になった。  

 暗く重い過去を背負った二人が惹かれあい結ばれ

る。過去との決別、新たな再生を誓う純愛物語。栗

原小巻、眩いばかりの 26 歳。

 

【解 説】 

 ■ポイント   

・原作は三浦哲郎の 1960 年下期芥川賞受賞作

社会派監督熊井啓が映画化  

・難産であった映画化    

   川島雄三（若尾文子主演）他有名監督が映画化

に名乗りをあげたが実現せず 

  

・本作    

  当初、吉永小百合主演で企画されたが吉永側と折

合いがつかず、栗原小巻主演で実現、結果的には

栗原の代表作となった  

  

 

■見どころ  

・主演女優栗原小巻       

   清純派栗原小巻の初夜のシーンは公開当時話題

に  栗原の美しさを魅せるアップシーンの多用    

・サユリストとコマキスト  

二人は当時の男性ファンの人気を二分したが、

意外にも全く同世代  

吉永：昭和 20 年 3 月 13 日生まれ、栗原：昭和

20 年 3 月 14 日生まれ  

・モノクロ映像  

  制作されたのは 1972 年（カラー時代）であるが

描かれた世界は 1950 年代（モノクロ時代）

「懐かしの映画を観る会」   鑑賞録 No.29 

代表 佐藤 晃 

 

代表 佐藤 晃 平成 30 年度第 15 回 鑑賞会 

<鑑賞日：2018．11．12> 

 忍 ぶ 川  

制 作： 1972 年 東宝                   上映時間：120 分 

監 督：熊井啓     原 作：三浦哲郎 

音 楽：松村禎三 

出演者：栗原小巻（志乃）、加藤剛（哲郎） 信欣三（志乃の父）、岩崎加根子（哲郎の姉・香代） 
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【あらすじ】 

MGM 創立 50 周年記念作品。名作ミュージカル映

画の名シーンを編集。  

ハリウッドスターが語るミュージカル映画の歴史。  

ミュージカル映画ファンにはこたえられない作品。  

 

【解 説】 

■ミュージカル映画の歴史  

 ・黎明期（1930 年代）  

   世界恐慌後、ブロードウェイのスター（フレッド・ 

アステア、ジンジャー・ロジャース他）やスタッ

フが不況のニューヨークからハリウッドに移転。  

ハリウッドは無声映画からトーキーへの移行期で

使えるスターが不足。  

トーキーと音楽の融合。  

 代表作：「オズの魔法使い」（1939 年）   

・最盛期（1940 年～1955 年）   

  MGM 社を中心に名作ミュージカルが続々誕生し

た全盛時代。ミュージカルスターの輩出。  

  代表作：「雨に唄えば」（1952 年）  

・大作主義の時代（1950 年代後半～1960 年代）   

スターの個人技からストーリィ性重視。  

ブロードウェイの名作ミュージカルの映画化。大

作主義＝寡作化。  

  代表作：「サウンド・オブ・ミュージック」（1965

年）  

・退潮期（1970 年～90 年代）多様化の時代  

  映画産業自体のパワーダウン。大作の失敗等によ

る退潮。  

  若者文化との結合：「サタデー・ナイト・フィーバ

ー」（1977 年）    ディズニーとの連携：「美女

と野獣」（1991 年）  

・復権期（21 世紀）  

  ミュージカル映画に対する根強い人気。  

  「シカゴ」（2002 年）：34 年ぶりのアカデミー

作品賞受賞  

  「ラ・ラ・ランド」（2016 年）：アカデミー各

賞を総なめ

  

■見どころ    

・貴重な映像：唄って踊るクラーク・ゲーブル  

・エスター・ウィリアムズの水上ショー 

 

平成 30 年度第 16 回 鑑賞会 

<鑑賞日：2018．11．26> 

 ザッツ・エンターテインメント  

制 作： 1974 年 米国                   上映時間：135 分 

監 督： ジャック・ヘイリー・ＪＲ 

出演者： ジーン・ケリー、フレッド・アステア  ジュディ・ガーランド、 

ビング・クロスビー 
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【あらすじ】 

1919 年、シカゴ。縫製工場の工員の三男であるベ

ニーはクラリネットを習い始める。めきめき腕をあ

げたベニーは学校をやめて音楽で身をたてることを

決意する。自分の目指す音楽を追求するベニーはバ

ンドを結成。ベニーの音楽は人々に受け入れられ一

躍人気バンドに。上流階級の娘のアリスと恋に落ち

るが母は結婚に反対する。音楽の殿堂、カーネギー

ホールからの出演依頼。そこでも、成功を収めたベ

ニーは音楽でアリスにプロポーズをする。  

スウィングジャズの王様、ベニー・グッドマンの半 

生を描いた伝記映画。

          

【解 説】 

■ジャズの歴史（概略）  

・初期のジャズ  ニューオリンズ（発祥の地）、ルイ・

アームストロング（初期の大スター） 

・スウィングジャズの時代（1930 年代～1940 年

代） ビッグバンド、ダンスミュージック    ベニ

ー・グッドマン、グレン・ミラー  

・モダンジャズ（1940 年代～1960 年代）ジャズ

の黄金時代   即興演奏（アドリブ） チャーリー・

パーカー（アルトサックス）、マイルス・デイヴィ

ス（トランペット）  

・その後のジャズ（1970 年以降） 多様化

■見どころ

・そっくりさん：スティーヴ・アレン  

・本人：クラリネット・ソロ  

・本物のミュージシャン（ジャズ界のスーパースタ

ー）  ジーン・クルーパ（ドラマー）、ライオネル・

ハンプトン（ヴィブラフォン）   テディ・ウィル

ソン（ピアノ）  

・ラストシーン    シング・シング・シングからメ

モリーズ・オブ・ユーにかけての演奏は圧巻

■その他 

・グレン・ミラー物語  

  1954 年公開、監督：アンソニー・マン、 

主演：ジェームズ・スチュアート  グレン・ミラー 

はベニー・グッドマンの永遠のライバル   

 本作はその翌年に公開

平成 30 年度第 17 回 鑑賞会 

<鑑賞日：2018．12．10> 

 ベニー･グッドマン物語  

制 作： 1955 年 米国                   上映時間：116 分 

監 督： ヴァレンタイン・デイヴィス   

音 楽： ヘンリー・マンシーニ 

出演者： スティーヴ・アレン（ベニー・グッドマン）ドナ・リード（アリス・ハモンド） 
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【あらすじ】 

・前篇 ローマから派遣された新しい司令官メッサ

ラはユダヤ王族一家のジュダ・ベン・ハーと再

会する。メッサラは親友であるジュダにローマ

への反抗者を密告するよう迫るが、ジュダは支

配者となったメッサラの要求を拒否する。新任

のローマ総督グラトゥスがエルサレムにやっ

て来た時、屋根から瓦が崩れ落ちグラトゥスは

落馬してしまう。この事件でジュダの一家は濡

れ衣を着せられ、ジュダは奴隷の身分に母と妹

は地下牢に幽閉される。  

   一旦は奴隷の身となったジュダであったがマケ

ドニアとの海戦で長官アリウスの命を救う。海

戦を勝利に導いたアリウスは凱旋帰国を果た

し、ジュダも奴隷の身分から解放されアリウス

の養子となる。不思議な運命をたどったジュダ

は 4 年ぶりに故郷ユダヤの地に戻りエスター

と再会、母と妹が亡くなったたことを知らされ

る。  

 ・後篇 ジュダは敵討ちを誓い、戦車競馬で宿敵の

メッサラを打ち破る。そして、死の間際のメッ

サラから二人がまだ生きており、ハンセン氏病

で業病の谷にいることをつきとめる。ローマ市

民になることを拒否しユダヤ人であることを

選択したジュダは業病の谷に赴き母と妹に会

い二人を連れ戻す。ジュダはエルサレムへの帰

途、ローマ人により裁判にかけられた青年を見

かける。十字架を背負い丘を登るその青年こそ

ジュダの命を救った・・・。  圧倒的なスケー

ルと迫力でつづる壮大な歴史スペクタクル。

【解 説】 

■ポイント  

・キーワードは「ユダヤ」「ローマ」「イエス」 ジュ

ダ・ベン・ハーとイエスはユダヤ人。映画が描いた

時代のユダヤはローマの支配下にあり、イエスが布

教を始めた時期。ローマは最初キリスト教を迫害し

たが、やがて公認し国教となり、ついには世界宗教

となる。 【参考】中東一神教：ユダヤ教、キリスト

教、イスラム教  

・受賞【1960 年(第 32 回)アカデミー最優秀賞】   

作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、撮影賞、

作曲賞、美術賞、衣装デザイン賞、特別効果賞、編

集賞、録音計11部門  なお、11部門受賞は1997

年：「タイタニック」、2003 年：「ロード・オブ・リ

ング/王の帰還」と並び最多

■見どころ   

有名な戦車の戦闘シーン  

・救世主イエスの登場シーン   ジュダに水を恵

む謎の男。裁判にかけられ処刑される青年。 

・テーマ曲   ミクロス・ロージャ作曲のテーマ曲

は映画の内容にマッチした名曲 

平成 30 年度第 18 回 鑑賞会 

<鑑賞日：2018．12．24> 

 ベ ン ・ ハ ー  

制 作： 1959 年 米国             上映時間：222 分 

監 督： ウィリアム・ワイラー 

原 作： ルー・ウォーレス 

音 楽： ミクロス・ロージャ   

出演者： チャールトン・ヘストン（ジュダ・ベン・ハー） スティーブン・ボイド（メッサラ）  

       ジャック・ホーキンス（クインタス・アリウス） 
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 秋晴れの素晴らしい天気に恵まれて心地のよい吟行大会であった。圧巻は、ご当地俳句の出句数が当

季雑詠の出句数を大きく上回ったことである。全出句数 56 句中、42 句、75％がご当地俳句。残り

14 句 25％が当季雑詠と、ご当地俳句の割合が過去最高を記録したのである。このようななか、わが 

浮雲俳句会のメンバーが“天賞”を獲得したのである。 

 

天賞 

秋高し山羊の親子の小宇宙  二 祥 

オーソドックスな俳句の基本型が見事。動物園の山羊の親子に着目してその小宇宙を想像させたので

ある。親山羊が子山羊に、ちょこちょこと愛の仕草を仕掛けるが子山羊は気付かず、子山羊は親山羊に

ただ寄り添うのみであった。 

 

 

124 回例会 平成 30 年 11 月 25 日 

〔 秀作 〕 

天賞 

 一点に天狼宙の大三角    十 九 

 天狼と冬の大三角を同時にキャッチした秀逸。冬の星座はウオッチングするものにとって最高の季節。

因みにおおいぬ座の主星、シリウス。中国名の天狼は全天一番の明るい星である。南天に低くギラギラ

と現れる。しかも、それは三角形のもう一辺のこいぬ座のプロキン、更に赤味を帯びたオリオン座のペ

テルギウスへと連動して冬の大三角を形成している。 

 

「浮雲俳句会」            抄録 No.44 

                   代表  北野 清市 

 

第 19回金沢区民俳句大会 吟行会へ参加 

平成 30年 10月 28日（ののはな館） 
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地賞 

 時雨忌や湖岸の灯火（あかり）けぶりをり 重 九 

 俳聖松尾芭蕉の忌日俳句。芭蕉は、「奥のほそ道」の旅の後、元禄 7 年陰暦 10 月 12 日、病を得て

浪速において逝去。しかし、本人の遺言により琵琶湖のほとりの義仲寺に埋葬された。なお、忌日は、

芭蕉忌・時雨忌・桃青忌・翁忌（おきなき）などと呼ばれている。その義仲寺のほとりにある琵琶湖岸

が灯火で煙っていると云うのである。なお、芭蕉七部は、蕉門俳諧の代表的撰集で、「冬の日」「春の日」

「曠野」「ひさご」「猿蓑」「炭俵」「続猿蓑」の七部を集めたもの。芭蕉の各時期の排風を代表するもの

で、俳人の聖典とされている。 

 

人賞 

幾光年隔（へだ）つ天狼燦然と  一 馬 

 何億光年も前に生まれた天狼を捉えた秀吟。天狼の輝きばかりが目を引く星座の中で、日本でも様々

な呼び名で親しまれている。例えば山陰地方では「南の色白」と呼び、また見たイメージそのままに「大

星（おおぼし）」、「青星」などと呼ぶ地方もある。シリウスは、ギリシャ語のセイリオスに由来し、「焼

き焦がすもの」という意味がある。しかも、われわれの住む地球から距離 8.6 光年、地球の直径の 1.7

倍の大きさで青く輝いているのだ。ところで、1年間かかって光の届く距離が 1光年であるので、われ

われは 8 年余り前に発したシリウスの青い光を、現在、見ていることになる。 

 

特選 

天狼や歌舞伎の子役初舞台    とも女 

わたしは、歌舞伎を愛する者の一人ですが、近ごろは、歌舞伎座から足が遠のき、専らテレビの映像

を見たり、歌舞伎関係の本を読んだりしています。此のところ、歌舞伎界も、世代交代で、若手が活躍

していることを頼もしく思っています。また、毎年次々と登場する子役の演技には、目を見張るものが

あります。子役の人気は、「○○でございます。」と挨拶するだけで、万雷の拍手を浴びます。歌舞伎

の子役は、幼い頃から厳しい稽古を身につけて育ってきており、舞台での台詞や表情や仕草に、観客は

感動させられます。「初御目見得」とか「初舞台」そのものが、演目となる所以です。まさに歌舞伎の

子役は、大勢の役者の中で、青く光り輝いている天狼そのものなのです。 

 天狼の青き輝き魁夷展      二 祥 

天狼は冬の夜、全天で最も光彩を発し、青く鋭い光を放ちます。別名シリウス、青星とも称します。

先日、生誕 110 年記念の東山魁夷展に行ってきました。代表作は数々ありますが「緑響く」「道」など

青の画家としても知られています。鑑賞しながら、11 月の兼題「天狼」を思い出し、青き影と魁夷の

青の取り合わせで詠んでみました。 

天狼の青き眼光宇宙射る      和 女 

冬の夜空を飾るシリウスは大犬座の首星です。光輝全天随一の青白色恒星。オリオン座を追うように、

その下から昇ってきます、そして冬の大三角形を成します。また、その青白く鋭い光は狼の目にたとえ

られ、天狼星（中国名）とも呼ばれています。雄大な宇宙に思いをはせながら、初冬の星を仰ぎました。 
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早々と酸ケ湯温泉雪しまく     三 洋 

酸ケ湯温泉に今年も雪が降りはじめた。これから永い厳しい冬が始まる。酸ケ湯温泉の自炊部屋は秋

の穫り入れが終わった近郷近在の老若男女で賑わい千人風呂で疲れを癒す。 

流行風邪女医はちくりと小言混ぜ  国 眼 

今年もインフルエンザの予防接種に近くの医院へ出かけました。そこは女医さんです。私は受付を済

ませ、順番待ちです。既に同類の患者さんが診察されているようです。診察室での先生との対話が、か

すかに漏れ聞こえてきます。チクリと注射を打たれ、注意事項の説明です。なにやら日頃の行いのお説

教もされている様子です。 

花八つ手百間廊下朝まだき     あきえ 

 総本山の長い廊下。早暁、修行僧によって丁寧に雑巾がけをされ黒光りしておりました。 見ている

自分の心も洗われるようです。目を転じると、古い窓ガラス越しに八つ手が目に留まりました。花は白

く目立たない色ですが、存在感は十分。早起きしてお参りした時の句です。 

 

125 回例会 平成 30 年 12 月 23 日 

〔 秀作 〕 

天賞 

『理科年表』星座の頁操る霜夜   一 馬 

 作句のため、古い本を取り出して健闘する姿勢に着目。星座は、天空の恒星の分布を、便宜的に神人

（じんにん）・動物・器物などに型どり区画したもの。ギリシャ神話、ローマ神話などから付けられた

名称が多い。現在 88星座もある。古本に見入る姿が目に浮かんでは消える。 

 

地賞 

満天の星座を統べる冬北斗     十 九 

 百近い星座を統括する北斗星の力量に感動した秀逸。北斗星は、北天の大熊座にある七つ星。これを

連らねるとひしゃく状になる。柄の先端にあたる第七星を“採光”といい、一昼夜に十二方をさすので、

昔は時刻を推定する目安とした。北の星・七つの星・四三の星・ひしゃく星など種々の呼び名に呼ばれ

ている。因みに、それは冬北斗が、満天の星座総てを統括する力量を持っている証左だと云える。 

 

人賞 

嗚呼平成行く名残りあり除夜の鐘   二 祥 

 平成の元号に惜別する一句。平成30年‼その平成も消えて来年には新しい元号になることが確定中。

平成にあった天皇の問題、経済の振興、災害関係も次の時代へ継続するだろうが、名残り多い平成の除

夜の鐘とともに一つのけじめとしたいものだ。なお、新元号の公表は 4 月 1 日で検討され、現天皇が
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署名公布される段取りのようだ。また天皇は、4 月 30 日に退位されるまで、1 月に在位 30 年を迎へ、

2 月に政府主催の「天皇在位 30 年記念式典」4 月には結婚 60 年を迎えられる。その上神武天皇山陵、

4 月 18日に伊勢神宮に参拝される予定である。 

 

特選 

 見上ぐれば刻を忘れし冬星座    重 九 

冬の星座を観たいと思い、防寒対策をして庭に出た。冴えた空に星が美しく輝く。予め冬の星座早見

表を見て、星と星座の位置を確かめておいたが、いざ探すとなると大変。まず、お馴染みの柄杓形の北

斗七星を探し、大三角のオリオン座、こいぬ座、おおいぬ座と移る。探し出すと興味が広がり、刻を忘

れて星座を楽しんだことである。 

「大吉」と星座占ひ年の暮れ     春 駒 

一年を振り返ると、これといって大変だったことがあったわけでもなく、逆に大きな喜ばしいことが

あったわけでもない。12 月も押し迫ったある朝の情報番組の星座占いで「大吉」と言われたことがほ

んの少し印象に残りました。子供じみていてすぐに忘れてしまう星座占いですが、大凶と言われるより

は一日のスタートとしては良かったのかなと・・。そのお陰かどうかはわかりませんが今年の大掃除が

スムーズに運びました。 

名画座を出てビル街冬銀河      三 洋 

黄金町の名画座で「恋のゆくえ」(1990年アメリカ)を観た。ラストのエンデングロールとともに流

れるミシェル・ファイファーが唄う“My Funny Valentine”には聴き惚れてしまう。余韻を愉しみな

がら黄金町の名画座を後にする。夜空に綺麗な星空がひろがっている。 

初氷下に眠れる鯉親子        三 旦 

やや説明的かなと自分では考えています。どことは申しません。冬には氷が張るが、春まで溶けない

ほど寒くない地域の公園の池。薄氷の下の鯉はじっとしています。冬眠ではないだろうし、これからの

冬本番に備えているのだろうか、それともその先の春を見据えているのか、という感想を詠みました。 

ラグビーの縦横斜に廻し蹴り     勇 平 

簡単に言えばラグビー（冬の季語）は 1つのボールを奪い合い、ゴールラインに向かって相手陣地に

攻め入るゲームである。しかし、事は簡単にいかない。ボールの形が楕円形だからである。ボールは縦、

横、斜に動くことによって勇猛果敢なプレーが展開する。これはラグビーの醍醐味。サッカーは野蛮人

が紳士となってプレーする。ラグビーは紳士が野蛮人になりゲームする。2019 年 9 月のラグビーの

ワールドカップが待ち遠しい。 

 
 



34 

 

 

 

送信者があなたのメールアドレスからあなたあ

てに、『あなたのパソコン（又はスマホ）を乗っ取っ

た。アダルトサイトの閲覧情報など個人情報を盗ん

である。ネットに拡散されたくなければ、500ドル

分のビットコインを支払え。』といった内容のメー

ルが届いたらどうしますか。 

昨年11月から年明け早々、私あてに、8件の英

語、1件の中国語メールが届きました。英文メール

をページ下部に示します。 

これをGoogle翻訳を参考にして日本語にした文言

は次の通りです。 

=============================================

こんにちは！ 

お気づきかもしれませんが、私はあなたのアカ

ウントからあなたに Eメールを送りました。 

これは私があなたのアカウントにフルアクセ

スできることを意味します。私は数ヶ月間あなた

を見ています。実際には、あなたが訪れたアダル

トサイトを通じてあなたがマルウェア（『悪意の

ある』ソフトウェア）に感染していたということ

です。 

あなたがこの事に精通していないなら、説明し

てあげましょう。Trojan Virusは私にあなたのコ

ンピュータ等にアクセスし、制御することを可能

にします。つまり私があなたに知られずにディス

プレイ上のすべてを見ることができ、また、カメ

ラとマイクをオンにできるということです。更に、

私はあなたのすべての連絡先とあなたのすべて

の通信にアクセスすることもできます。 

なぜあなたのアンチウイルスはマルウェアを

検出しなかったのでしょう？私のマルウェアは

ドライバを使用して、4時間ごとに署名を更新し

ているので、あなたのアンチウイルスは役に立た

ないのです。 

画面の右半分にあなたが見たビデオを表示し、

左半分にあなたが満足している様子を示すビデ

オを作りました。マウスを 1回クリックするだけ

で、ソーシャルネットワーク上のすべての Eメー

ルおよび連絡先にこのビデオを送信できます。私

はまたあなたが使用しているすべて電子メール

パソコン何でも相談室【18】   林 洋 
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通信とメッセンジャーへのアクセスを投稿する

ことができます。 

これを防ぎたいのなら、私の bitcoinアドレス

に 598ドルを送ってください（あなたがこれを

する方法がわからないなら、Googleで「Buy 

Bitcoin」で検索してください）。私の bitcoin

アドレス（BTC Wallet）は、

18eBGkYam1wjz1S77jz3VmADuYYFzhA3vBです。 

あなたからの支払いを受け取った後、私はビデ

オを削除します、そして、あなたには二度と私か

らの連絡がこないでしょう。 

あなたがこの手紙を見たときから48時間以内に

支払ってください。私はこのメールを読むよう警

告し、あなたがメールを目にした時からタイマー

が作動します。 

この電子メールは私の bitcoin アドレスのよう

に追跡することができないので、どこかに苦情を

申し立てることは意味がありません。私はいかな

る間違いもしません。 

あなたがこのメッセージを他のユーザーと共有

していることが判明したら、そのビデオをすぐに

配信します。 

ご多幸を祈る！ 

============================================= 

書き出しが「お気づきかもしれませんが、私はあ

なたのアカウントからあなたに E メールを送りま

した。これは私があなたのアカウントにフルアクセ

スできることを意味します。」です。これでパソコン

をハッキングされたかと心配になってインターネ

ットで調べました。 

【パスワード侵害アカウントハッキング迷惑メ

ール ビットコイン500ドル要求に注意】で検索し

たら約29,400件のサイトがありました。 

ウイルス対策ソフトで有名なカペルスキー宛に

も送られており、詳細な報告「日本語を含めた多言

語で拡散する脅迫メール」が掲載されています。 

警視庁サイバーセキュリティ対策本部からもツ

イッター（@MPD_cybersec）に次の注意喚起が投

稿されています。 

============================================= 

【サイバー犯罪対策課】不審な英文メールが拡散

中。メールには受信者が使用しているパスワードが

記載されており、「ポルノ動画を閲覧している姿を

Webカメラで撮影した」「拡散されたくなければ仮 

 

想通貨を支払え」等と脅してきます。パスワードは

早急に変更し、相手の要求には応じないでください。 

============================================= 

本人から本人に送ったように見せかけています

ので、あ！ハッキングされた！と思うのかもしれま

せんが、そうではありません。これは、普通にある

詐欺メールです。メールアドレスの送信元は簡単に

偽装できます。 

このメールは記載されたURL をクリックなど決

してしないで削除しましょう。 

このメールは現実世界のオレオレ詐欺と同じで、

何十万件のメールアドレスに無差別に送り付けて

います。受け取った人の中でごく少数の人が引っ掛

かってBitCoinを送るまでに至っています。トレン

ドマイクロの調査で12日間に25万円の送金が確

認されています。 

これに関係してパスワードについてのご注意が

あります。皆さんもいろんなサイトに登録してログ

インしていると思いますが、同じパスワードを複数

のサイトで使いまわしてはいけません。私は英数字

6文字の基幹パスワードの前後にそのサイトの略号

を付けています。基幹パスワードを「abc123xyz」

とした場合、アマゾンのパスワードを

「abc123xyzamz」としています。 

もう一つ、2段階認証を採用しているサイトでは

これを利用しましょう。例えばGoogleの場合、普

段使用しているのと異なるパソコン・スマホからロ

グインするとあらかじめ登録した携帯・スマホに確

認番号が送られてきます。パスワードを知っていて

もこの確認番号を入力しなければログインできま

せん。 

この操作には結構手間がかかりますが、先日

Google にログインしようとしてないのに私のスマ

ホに確認番号が送られてきました。これは私の IDと

パスワードを知っている他人がGoogleにログイン

しようとしたことを示しています。幸いスマホは私

が持っていましたので、他人がログインすることは

ありませんでした。この後Googleのパスワードを

変更しました。 

インターネットの世界で便利さを享受するには情

報を注意深く読み解き、秘密を守る努力が必要です。

気を付けてインターネットの世界をお楽しみくだ

さい。また、皆さんのお知り合いの方、特に高齢の

方にこのことを教えてあげてください。 
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：今回対象範囲 

（1／4） 
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 浮雲俳句会代表の北野清市さんが、平成 30年度秋の叙勲で「瑞宝小綬章」を授与されました。

２９年の長きにわたり、警察関係の責務一筋に精励され、わが国の安全の確保と治安の維持に多

大の貢献をされたことが評価されて、この栄えある受章となりました。 

 

 

 

 

北野清市さんは、平成 30 年 10 月 8 日横浜俳話会において、下記の 20 句に対し「みなとみ

らい賞準賞」を受賞しました。（「受賞して大変驚愕しました」：本人談） 

 

会 員 の 動 静 

北野 清市（一清）さん みなとみらい賞準賞受賞 

北野 清市さん 叙勲 

 
横浜俳話会報(平成 30 年度№6)より 
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２０１9 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 5 月 

学習会 予定なし 予定なし 

5 月 9 日（土）能見台ＣＣ 
9：30～12：30 

・総 会 
・学習会「金沢地先の埋立と旧長浜

検疫所・横浜港」 
NPO法人野口英世よこはま顕彰会 

理事長 田中 常義 氏 
 

寺社を 

巡る会 

3 月 7 日（木）10：00 
集 合：きらら鎌倉(鎌倉駅東口) 
テーマ：梅と密教 
訪問先：宝戒寺、覚園寺、杉本寺明

王院等 

4 月 4 日（木）10：00 
集 合：大船駅東口バス停 
テーマ：大船切通から六見山へ 
訪問先：常楽寺、多聞院等 
４月 12 日（金） 
・総 会：場所・時間未定 

5 月 2 日（木）10：00 
集 合：場所未定 
テーマ：未定 

 

古文書を 

読む会 

3 月 14 日（木）10 時～12時 
場 所：区民活動センター 
テーマ：野島浦鈴木家文書 
3 月 28 日（木）10 時～12時 
場 所：区民活動センター 
テーマ：艱難實録（箱館戦争） 

4 月 11 日（木）10 時～12時 
場 所：区民活動センター 
テーマ：野島浦鈴木家文書 
4 月 25 日（木）10 時～12時 
場 所：区民活動センター 
テーマ：艱難實録（箱館戦争） 

5 月 9 日（木）10 時～12時 
場 所：未定 
テーマ：野島浦鈴木家文書 
5 月 23 日（木）10 時～12時 
場 所：未定 
テーマ：艱難實録（箱館戦争） 

ふれあい 
の道 

歩こう会 

3 月 20 日(水)予備日 22 日(金) 
独自コース 68 番＝通算 150 回 
箱根 旧東海道東坂 
神奈川県 箱根町 

4 月 1８日(木)予備日 19 日(金) 
独自コース69番＝通算151回 
矢倉岳から足柄峠 
神奈川県 南足柄市 

5月16･17日(木･金)予備日17･
18 日(金･土) 
独自コース 70 番＝通算 152 回 
古峰ヶ原高原～前日光横根高原 
栃木県 鹿沼市 

懐かしの 

映画を 

観る会 

3 月 11 日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ 雪国 

3 月 25 日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ シンドラーのリスト 

4 月 8 日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ 羅生門 

4 月 22 日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ 巴里のアメリカ人 

5 月 13 日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ ノッティングヒルの

恋人 

5 月 27 日(月) 金沢ＣＣ 
12：15～ 麗しのサブリナ 

浮  雲 

俳句会 

3 月 24 日（日） ９：３０～ 
能見台 CC 第 128 回例会 
テーマ：宇宙 

4 月 28 日（日） ９：３０～ 
能見台 CC 第 129 回例会 
テーマ：朧月 

5 月 26 日（日） ９：３０～ 
能見台 CC 第 130 回例会 
テーマ：地球 

パソコン

を使い 

こなす会 

3 月 12 日(火) 金沢 CC 
Windows 実用講座 
－ パソコン高速化－ 

3 月 19 日(火) 金沢 CC 
Windows 実用講座 

－Windows の使いこなし － 

4 月 9 日(火) 金沢 CC 
Windows 講座 

- パソコン相談室 - 
4 月 16 日(火) 金沢 CC 

Windows 講座 
- パソコンの TIPS - 

5 月 14 日(火) 金沢 CC 
EXCEL 講座 

- EXCEL の基礎知識 - 
5 月 21 日(火) 金沢 CC 

EXCEL 講座 
- データの入力 - 

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  701-1606(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 

初詣・横濱金澤七福神巡りも終了し、残ったどんど焼きに海の公

園に行ってきました。今年は強風のため火入れは 3 基のうち中央

の 1 基のみに変更され寂しいものでした。ご利益も半減かと心配

になります。最近はどんど焼きも、お飾りにプラスチックが付いた

り、お飾りとは関係のないものも持ち込まれるため中止になている

ところがあるとのことです。これを思うと 1 基でも火入れができ

良かったと思います。ストローに続きどんど焼きもプラスチックの

環境汚染対応が必要な世の中になっていくと思います。            

     （江口正彦 記） 
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