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段葛に焦点あてた歴史書
飛洋さん︑表紙の絵を水

の佐久間芳之さんや松藤

写真撮影を同蔵書室会員

ちかけたのがきっかけで

できないか﹂と相談をも

に﹁連載をまとめて本に

１４０４円︑歴史探訪

はないか﹂と喜びを語る︒

書はこれまでにないので

葛に焦点を合わせた歴史

おかげで本ができた︒段

浅田さんは﹁皆さんの

れ︑今後の活動や防犯情

と感謝と激励が伝えら

ることを期待している﹂

や交通安全の意識が広が

心強い︒若い世代に防犯

してもらえることが大変

︶

書室でも販売中☎０９０

が夜のランニングを始め

は﹁日中仕事がある世代

田中美乃里代表︵

報の共有など確認した︒

語るオーボエ奏者・吉井
・６１４５・９４９３

２７０︑かまくら駅前蔵

社刊☎０４６７・

・８

彩 画 家・ 矢 野 元 晴 さ ん

元鶴岡八幡宮宮司・白井
瑞穂さんも会員の一人︒

項目に︑ ︵ ︶
が担当︒思い出話を

題で行った 回の連載記

永二氏の﹁段葛考﹂︑同

事に加筆した

歴史書の出版や新聞への

新聞３月 日付の鶴岡八

イフワークで︑定年後も

にかけての歴史研究がラ

﹁鎌倉千年の歩み﹂発刊に市民ら協力
昨年３月︑２年にわた

寄稿など執筆活動を続け

る改修工事が完成した鎌
倉・若宮大路の段葛に焦

ている︒
本著は︑昨年１月から
倉商議所・久保田陽彦会

幡宮・吉田茂穂宮司︑鎌

写真︑﹁私の段葛ストー

世からの段葛の風景﹂の

収録︒鎌倉の年表や﹁近

ンニング﹂の活動が評価

前から始めた﹁夜回りラ

ンニング愛好者らが３年

ー プ﹁ 逗 子 儫  ﹂ の ラ

▼節分祭

１日

時

頃︑大船観音寺︒３日

時︑建長寺︒正午︑長

時︑森戸神社︵葉山︶︒

心平地蔵はそんな建長

れましたが︑１８８６年

の巨福呂坂付近に移築さ

再生し︑歴史に残る禅の

現存しています︒

り横浜市の三渓園に移築

近年︑海外からの参拝

名刹へと変わり行く建長
寺と人々をずっと見守ら

現在は建長寺仏殿︑丈

平地蔵は天下の安寧を願

すが︑建長寺草創から心

者も多く賑わう建長寺で

六︵一丈六尺︶の御本尊

っておられるのです︒

れていたのでしょう︒

地蔵菩薩の脇︑千体地蔵

寄木造︑玉眼︒像高

谷 寺︒

時︑龍口

８日

八幡宮︵逗子︶︒
▼針供養

日

半︑荏柄天神社︒

願︒
▼涅槃会

時︑

日正午︑

日

時︑

時︑

鶴岡八幡宮︒豊作祈願︒

▼祈年祭

院︒釈迦入滅の法会︒

時︑ 光 明 寺︒ 他 各 寺

建長寺︒ 時︑龍口寺︒

日

業神の大明神に豊作祈

幡宮境内の丸山稲荷︒農

佐助稲荷︒ 時︑鶴岡八

▼初午祭

日︑長勝寺︒ 時半水行︒

▼大国祷会成満祭

トウテンコウ︒

これは江戸時代の

コケコッコーだそ

うです︒同じ鶏の

鳴き声でも時代に

よってずいぶん違いま

す︒服装もまたしかりで

す▼最近︑鎌倉市内では

着物サービスの影響もあ

り︑和服姿の観光客を見

る機会が増えています︒

華やかな和服姿には目を

奪われますが︑その中で

も一際目立つ武士の姿が

ふ隊︒仮装をしているだ

鶴岡八幡宮︒建国を祝う︒ ありました▼鎌倉ものの

▼紀元祭

時

寺︒ 時︑鎌倉宮・亀岡

寺︵藤沢︶︒

宮︒ 時半・ 時︑遊行

時︑ 鶴 岡 八 幡

声があり﹃夜回りランサ

ェイスブックで確認を︒

め︑参加の際は電話かフ

場所はその都度変わるた

加している︒集合時間と

人のメンバーが自由に参

水曜日の夜に開催︒約

夜回りランは毎月最終

なれば﹂と夢をつなぐ︒

ミット﹄のような流れに

からも真似したいという

つことに気づいた︒市外

てから防犯活動にも役立

点を合わせて鎌倉の歴史

神奈川新聞に﹁段葛再生

地域の同級生感覚で逗

市民と逗子警察署がコラボ

一会長の鎌倉のあり方に
子の 代がつながるグル

リー﹂として段葛になじ

され︑逗子警察署との協
力・ 連 携 体 制 が 決 ま っ
れ︑４人の代表メンバー

できる︒服部さん☎０８

た︒活動時に使用する腕

０・５０９５・５７６３

浅田さんが利用してい

伊東博志署長から﹁人

半跏趺坐される姿は宋風

年齢を問わず誰でも参加

が手薄になる夜間に活動

の豊かな量感があり︑大

が来署＝写真︒

ていたそうです︒普通で

章や蛍光タスキなどの防

は考えにくい不浄の地を

犯グッズの贈呈式が１月

寺という仏堂があり御本

悲の心というのか︑慈し

る鎌倉駅東口の会員制私

尊心平地蔵がまつられ︑

清浄の大伽藍にしてしま

設図書室﹁かまくら駅前

永井宗直

葬地として供養が行われ

み深いやさしいお顔をさ

日逗子警察署内で行わ

正道

文

写真 原田 寛

うのですから時の流れと

心平寺そのものは建長

れています︒

寺草創の礎であり︑衆生

︵明治 ︶道路拡張によ

寺大伽藍建立の為︑現在

の苦を除き清め︑大地を

のです︒

わりなき世界感は凄いも

いうのか︑禅のもつこだ

蔵書室﹂の鈴木章夫さん

も載せている︒

み深い人たちの思い出話

さんじゅうず

ついての座談会の記事を

頭︑市観光協会・井出太

29

〜歴史の舞台を歩く﹂の

夜回りランニングで街をパトロール

書﹃鎌倉千年の歩み〜段
葛からのオマージュ〜﹄
が発行された︒
著者は元神奈川新聞
記者で現
在︑鎌倉
朝 日 の
﹁ひと﹂
欄の連載
をしてい
る綾瀬市
在住の浅
つよし

田勁さん

１ ２ ５ ３ 年︵ 建 長

受け継がれています︒

ます︒しかし周知のと

新しい年︑昨年よかっ

おり鎌倉は谷戸が多

た人もわるかった人も︑

建長寺・心平地蔵像

鎌倉時代

︶︒

から近世

５︶北条時頼はこの地

さて今年のはじまりは

く︑理想の伽藍配置を

に囲まれておられます︒

・９㎝ ︒南北朝時代︒

10

２月

14

10

10

10

10

︵

心機一転︒今年も元気で

に禅の一大道場を開き

建長寺の心平地蔵です︒

確保するには︑大変な

右手に錫杖︑左手に宝珠

11
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15

17

と感じました︒ ︵Ｎ︶

んでもらえるサービスだ

ため地元の方々にも楽し

鎌倉の魅力を再発見する

り︑観光客だけでなく︑

力的な活動の一つであ

をすることで得られる魅

のできない︑実際に体験

です▼座学では得ること

ガイドも行っているそう

兜を紙で作り︑ツアーや

けでなく︑鎌倉時代の鎧
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を持ち︑右足を少し前に
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13

題字は建長寺派管長 吉田

まいりましょう︒

建長寺は我が国最初の中

苦労があったことでし

この地は地獄谷とよ

国宋代︑純粋禅の道場と

ばれる罪人の刑場で︑

して知られ︑鎌倉時代の

影響をあたえました︒心

そこには佉羅陀山心平

ょう︒

そのものを問う禅の教え

新しい武家文化に多大な

は人々の関心を高め今に
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左から蔵書室の鈴木さん、著者の浅田さん、
表紙の原画を持つ矢野さん
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