て︑鎌倉の円覚寺の本山

の日を〝小津会〟と称し

て四︑五十人位の人が毎

る人︑ファンを集めてい

たでも小津監督を敬愛す

決して一過性のものでは

映画の力というものは︑

好者は一向に減らない︒

森﹂の宅地造成開発計画

岡八幡宮の裏山﹁御谷の

同会は１９６４年︑鶴

た︒

タールの買収に成功し

は御谷山林約１・５ヘク

に反対する市民や文化人

現在の会員は約４００

意味を考える﹂の題で講

現在︑１年の３分の２を

ったことなどを話した︒

ミャンマーの巡回診療に

演した＝写真︒

年間医者の仕事をし

充て︑手洗いや菜園づく

ない︑ということは︑私

人で︑十二所果樹園など

てきた名知さんは︑医者

年小津先生のお墓詣りや
が起こした﹁御谷騒動﹂

お や つ

の墓所へお詣りをしてか
ら北鎌倉の〝鉢の木〟と
たち映画に関わりをもっ

十二月十二日
映画会などを行ってい

り指導も︒今後も命の架

いう店で会食をするとい

鎌倉市内に保有する山林

になったきっかけ︑マザ

山 内 静 夫
と呼ばれる市民運動をき

け橋となって夢を育んで

て生きてきた者には︑涙

ーテレサの言葉との出合

る︒

いきたいと結んだ︒同会

うのがこの日の決まりと

では活動の支援︵寄付︶
を

日︑鎌倉芸術館

いから国際医療を目指し

月

た経緯︑自ら病いと闘い

が

﹁ミャンマーファミリ

や緑地の管理︑古い建造
物の保全︑青少年の自然

っかけに設立され︑募金
活動を始動した︒１９６

御存知の方も多いと思

ことなのだ︒

が出る程嬉しい︑有難い

十二月という月は︑私

いを忘れられない映画愛

小津映画の独特の味わ

ルでの会を何回か節目の

なっている︒東京のホテ

うが︑小津先生は︑満六

求めている︒☎ ・６８

十才の還暦の日に亡くな

ながら同クリニックと菜

にとっては一年の終りと

で﹁ミャンマーの僻地医

いう以上に︑気ぜわしい

ー・クリニックと菜園の

年に行ったことはあった

に親しむ活動などを行っ

られた︒昭和三十八年︑

の写真百枚︑データ約千

ガ浜の開発の様子︑など

国の高校生︑中学生から

組合連合会との共催で全

国税庁が全国納税貯蓄

倉を中心とした写真資

ての作文﹂の受賞者が決

募集している﹁税につい

高校生の部・鎌倉税務署

鎌倉市に昭和

料を寄贈したことで︑

女子大高１︶
・高木みなみ

長賞＝大屋真桜香︵鎌倉

月

テルでの管内納税表彰式

まり︑

日市内のホ

月 ７ 日︑ 鎌 倉 市 長 か
ら感謝状を受けた＝写

寄贈したのは鎌倉駅

募総数は︑高校生約 万

読が行われた＝写真︒応

馬上結衣︵深沢中３︶ 橘

の部・東京国税局長賞＝

で︑表彰と受賞作品の朗 ︵聖和学園高１︶
▽中学生

前や寺社の風景︑鎌倉

編︑中学生約 万編︒

真︒

カーニバルや花まつり

田知蒔︵横浜国大附属中

３︶
︑鎌倉税務署長賞＝水

︵逗子開成中３︶︵敬称略︶ 賞が決まり︑ 月６日︑

合会・野村修平会長が東

署長管内納税貯蓄組合連

者が表彰され︑鎌倉税務

長表彰や同感謝状の受賞

式典では︑鎌倉税務署

中学生から﹁詩﹂を募集︒

２年に創設し︑全国の小

作を応援しようと２０１

代を担う子どもたちの創

＝写真︒同文学館が次世

同館で表彰式が行われた

１年︶︑中学生の部で宮

生さん︵鎌倉市立山崎小

賞に小学生の部で工藤志

８作品の応募作品から大

５回目の今年は︑６７

京国税局長表彰を受けた

ことが披露された︒

全国から６７８編応募

鎌倉文学館こども文学賞

鎌倉文学館こども文学

原さやかさん︵福岡教育

人が入

大附属久留米中２年︶が

選 ば れ︑ ほ か

賞︒表彰式には受賞者

教育思潮が浸透し︑桃太

や﹂と凱旋する場面でお

け 取 っ て︑﹁ え ん や ら

し出した宝物を素直に受

されず︑鬼が降参して差

く︑桃太郎の武勇も強調

服の正当化が強くなされ

った︑桃太郎の鬼ヶ島征

来はほとんど見られなか

セン﹂とあるように︑従

リ︑モノヲトッタリシマ

ッシテ人ヲクルシメタ

時のせりふに﹁モウ ケ

団体長会賞＝土屋大河

帆乃花
︵玉縄中３︶
︑鎌倉

組合連合会会長賞＝飯田

湘南鎌倉局賞に鎌倉市立

審査の結果︑ジェイコム

２６点の応募があった︒

９月に作文を募集し︑１

？﹂をテーマに︑
８月から

６年︶

６年︶伊藤寛朗︵大船小

６年︶庄司百希︵清泉小

５年︶藤浦佳那︵大船小

葉︵横浜国大附属鎌倉小

︵小坂小５年︶塚本菜乃

受賞者次のとおり︒▽

郎像は大らかなものとな

おらかに終わっている︒

ている︒この傾向は第二

﹁第６回ジェイコム湘

今泉小５年 三宅真賢さ

人 が 出 席︒ 北 海 道 や 九

る︒
たとえば︑
その間 年

この間︑﹃赤い鳥﹄を中

鎌倉局 夏休み作文

んの作品﹁痛みがわかる

ヲ

オニ 二

ヌイテ︑一バン
オオキナ

ハ

夏休み作文コンクール

ジェイコム湘南鎌倉局

通 称﹃ サ ク ラ 読 本 ﹄ で

しかし昭和８年に出た

ウマケマシタ﹂と叙述さ

タタカヒマシタガトウト

ョウハ︑チカライッパイ

小学校高学年を対象に行

として︑鎌倉・逗子市の

同局が地域貢献の一環

年︶白井吾一︵植木小６

年︶水品玲香︵沼間小６

年︶西口結乃︵大船小５

＝ 脇 坂 二 葉︵ 逗 子 小 ４

５点が決まった︒▼佳作
オス
ガ

ツナ

州︑沖縄の小中学生もい

カタ

も使われた教科書では︑

心にして創作童話が盛ん

次大戦時になるとさらに

南

大人になりたい﹂が選ば

は︑ こ の 時 代 に お け る

っている作文コンクール

年︶▼入選＝鎌田瑛夢

朗読した︒

︵敬称略︶

て︑子どもたちは作品を

ムカヒマシタ︒オニドモ

に作られ︑昔話・民話の

強まり︑アメリカ︑イギ

月６日︑鎌倉市内で行

コンクール﹂の表彰式が

モモタラウ ハ

カウサンシテ︑ダ

童話化も行われ︑桃太郎

リスが鬼ヶ島の鬼にたと

﹁国民精神総動員﹂運

れ︑鬼畜米英打倒の軍国

で︑
今年は﹁あなたはどん

タカラモノ︑イヌ

動︑および満州事変以来

主義的桃太郎となってい

な大人になりたいですか

ンダ

エンヤラヤ︒キジ

の大陸侵攻を﹁聖戦﹂と

った︒

れ︑ほか佳作４点︑入選

ヒク エン

するという時代背景の中

われた＝写真︒

ヤラヤ︒

で︑鬼の大将が降参した ︵神奈川歯科大名誉教授︶

ヒキダス エンヤ

で結ばれており︑鬼ヶ島

ラヤ︒サル ガ アト

征伐の理由も書かれてな

ガ

小学生１２６人応募

タカラモノ ヲ

えられ︑﹁オニノタイシ

ナ

イジナ

も再話されたりする︒

などの観光行事︑七里

03

ダシマシタ︒クルマ二ツ

由季歩
︵同中３︶納税貯蓄

０７・７４９９

６ 年 １ 月 に﹁ 古 都 保 存

月である︒言うまでもな

半世紀の緑地保全評価

園の会を立ち上げるに至

が︑それ以外は︑もう五

高柳さんに感謝状

税についての作文

鎌倉市小町の高柳英麿

６百枚で︑
現在︑
市中央図

鎌倉税務署

︶が教育文化の

書館に保存されている︒

さん︵

年代の鎌

参考にと今年１月下旬︑

鎌倉の古い写真資料寄贈

中高生７人を表彰

療を通じて生きるという

十年近く変っていない︒

現や︑鬼ヶ島の鬼どもが
集団をなして人を苦しめ
宝物をかすめるから征服
するとして︑征服を正当
化したり︑﹁猿︑犬︑雉
子と力を合わせ︑あたる
をさいはひ︑なぎたつれ
ば﹂と桃太郎の武勇をた
たえ︑また犬︑猿︑キジ
との協力をうたいあげて
いる︒

26

会﹂代表の名知仁子さん

一九六三年である︒今か

鎌倉風致保存会が国交相表彰

全活動などが評価され

共に︑発生的には大人の

しかし︑大正デモクラ

14
ている︒

ら五十三年も前である︒
もっとも来るメンバー

た︒

昔話であったものが︑子

シーの影響を受ける時期
からは︑児童中心主義の

名知さんが講演

法﹂が公布され︑６月に

安二郎監督の誕生日であ

く︑十二月十二日は小津

私達残された者は以後そ

スト団体弟１号の﹁鎌倉

年以上にわたる緑地保

風致保存会﹂︵兵藤芳朗

日本のナショナルトラ

当初は小津組の撮影スタ

は年々歳々変ってゆく︒

ッフが中心だったが︑そ

市公園等整備

理事長︶が２

・ 保 全・ 美 化

れも今では私を含めて三

世話になった方々などま

運動における

市緑化及び都

だまだ沢山いらっしゃる

功 労 者・ 国 土

０１６年度都

が︑それも年と共に減っ

人になった︒小津家のご

て行くのは仕方のないこ
交通大臣表彰

親戚の方や生前先生にお

とだろう︒

日︑ 東 京

都内で表彰式

桃太郎は江戸後期にな

供向き︑しかも低学年向

･

を受賞し︑

〝みんなの小津会〟とい

が行われた︒

例えば明治

ると︑国学者によって智

きの話となっていった︒

30

81

11

20

月

う集りを立ち上げ︑どな

られ︑その傾向は明治に

小学校読本﹄では﹁桃太

あるが︑

沢馬琴をもって初めとす

・仁・勇を兼ね備えた儒

21

鎌倉に住む若い映画好

は︑十二支の方位説によ

入っても受け継がれ︑明

郎は成長するにしたが

この馬琴

るが︑彼の﹃燕石雑志﹄

教的人格者へと祭りあげ

19

ミャンマーで巡回診療

17

63

きの青年が数年前から

り︑鬼を退治するには鬼

治 年の教育勅語の発布

年の﹃尋常

門︵東北︶の反対に位置

型的かということは容易

説 は︑ そ

ひ︑力つよくちゑ人にま

に判定できない︒文化文

さりければ﹂と云った表

桃太郎の話は︑桃から

政期の頃の草双紙本の桃

によってさらに教訓的性

生まれたという異常誕生

れ以外の

格を強めていく︒それと

説話と︑鬼ヶ島征伐との

太郎は︑たとえば鬼ヶ島

説と比べ

たら若返って桃太郎を産

には︑桃太郎の家来に犬

審査員の角野栄子さん、富岡
幸一郎館長らと受賞者

11

り命日であるからだ︒

﹃ 桃 太 郎 と 一 寸 法 師 ﹄︵ ２ ︶

27

する南西の戌・酉・申が

二つの話が合わさったも

を征服したついでに遊女

ても最も

んだという
﹁回春型﹂
が中

・猿・キジが選ばれたの

緑地の手入れをする風致保存会の会員たち

50

適任であるという説が

ののようであるが︑江戸

説得力が
あるよう

屋に行くと︑角二本を立

かいうように︑大人向き

に思われ

てた女ばかりであったと

赤本では︑桃から出生す

なお桃太郎の研究は滝

の軟派の桃太郎が多い︒

な通俗絵入本︑いわゆる

る﹁果生型﹂ではなく︑

心であった︒しかし果生

る︒

爺と婆とが桃の実を食べ

中期から流行した庶民的

赤羽根龍夫

10

11

11

木版画 藤本宿

生きるとは…
11

42
型と回春型のどちらが原
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