の

冬

県大会では

校が対

二教員は昨年︑腰越中学

﹁どこよりも走るチー

象はこれからどうなって
戦︒１回戦は県西１位の

ムにしよう﹂と体力づく

そしてこの数年にない
いくのだろう⁝そんなこ
文命を３︱０で下し︑２

だけの家庭では助っ人も
ような寒い冬がやって来

回戦で川崎３位の西中原
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となり︑県大会

ということと︑それが急

腹からは生まれなかった

して成立して以来︑今日

が室町末期に御伽草子と

の変容﹄は︑桃太郎の話

に︑滑川道夫﹃桃太郎像

法師譚﹄﹃妹の力﹄によ

﹃桃太郎根原記﹄﹃一寸

彼 の﹃ 桃 太 郎 の 誕 生 ﹄

に言及してみたい︒特に

祖ともいうべき柳田邦男

そこで次に︑民俗学の

﹁外国民族の間に同様な

太郎や一寸法師の話も

郎 の 誕 生 ﹄︶ と し て︑ 桃

し い の で あ る ﹂︵
﹃桃太

ものと信じられて居たら

ず奇蹟によって発覚する

最初は侮られ︑後には必

子﹂
物語と名づけている︒

う﹂
と言い︑
それを﹁小さ

新春神事厳かに

頼朝の遺徳偲び

白旗神社例祭

で横浜Ａ２位のあかね台

中が県大会に出たのは７

いう︒佐藤教員は﹁深沢

ことを大切にしていると

が︑明治の神仏分離で堂

を祀る法華堂があった

写真︒かつてここに頼朝

神社の例祭が行われた＝

日︑鎌倉市西御門の白旗

源頼朝の命日の１月

に３︱１で敗れた︒

年ぶり︒よく頑張ったと

し︑１月

深沢中学校の１・２年

思う﹂と健闘を称えた︒

自のものがあると言いな

来て﹂という点に日本独

に﹁桃が川上から流れて

したがって前述のよう

が︑その子はフンと鼻を

の汚らしい小僧をくれた

現れ﹂薪のお礼としてそ

小さい一人の児を抱いて

い上﨟が小さい︑本当に

と︑﹁水の中から︑美し

体操の後︑澄み切った真

がら︑﹁どんぶるりこん

かむたびに米や金を出し

っていたが︑海岸での規

ぶりと桃の実が流れて来

た と い う﹁ 鼻 た れ 小 僧

冬の海を百㍍ほど沖合い

た個条などが︵興味の︶

様﹂の話は各地に分布す

制などの影響で︑近年は

中心かと思われるように

るようである︒これも素

一人の老翁が町の中を流

なるのである﹂と言い︑

直にみれば︑当然川の話

れる川に薪を投げ入れる

川上から流れて来たこと

﹁海を母の国﹂と考えて

の日本的な独自性を徹底

は︑浦島太郎の話と結び

とみられるのに︑海を母

しかし︑そうは言いな

つけて︑その美しい上﨟

して考えることができな

がらも柳田国男が桃太郎

を﹁龍宮の女性としてし

の国と考える柳田国男

の話の同系列のものとし

まっているのである︒

の話が多い︒たとえば︑ ︵神奈川歯科大名誉教授︶

て挙げているものには川

かったのである︒

いるためなのである︒

参加者らは入念な準備

の大会となっている︒

人などが集まる 人規模

もの頃から参加している

市内の水泳関係者や子ど

人が参列して頼朝の遺徳

役員︑頼朝会会員ら約

い︑氏子や市の商工業者

宮司以下神職が神事を行

例祭では鶴岡八幡宮の

白旗神社が創建された︒

は廃され︑１８７２年︑

人︒

生サッカー部員は

サッカー部顧問の佐藤竜

度︒

回逗子市寒中水泳大会

真冬の海でひと泳ぎ
第

気温８度︑水温

日市水泳協会主

寒さが肌を刺す逗子海岸
で１月

人が新春の初泳

催の寒中水泳大会が催さ
れ︑約

毎年１月の第３日曜に

ぎに挑戦した＝写真︒

開催される同大会は１９
５０︵昭和 ︶年から
回続く歴史を持ち︑一時
は４百人ほどの大会にな

入って住んだ日本人は︑
天から直接に高い嶺の上
へ︑それから更に麓に降
りたまう神々を迎え祭る
習わしになって居た︒だ
から又谷水の流れに沿う
て︑人界に近寄ろうとす
る精霊を信じたのであっ
た﹂と述べている︒
この﹁谷水の流れに沿
うて︑人界に近よろうと
する﹂という点に私の桃
太郎・一寸法師について
の考えの重要なテーマが
あるのであるが︑柳田説
は川をあまり重視してい
ないのである︒それは彼
が︑﹁日本は海の国︑そ
うして又山川のたぎち流
るる国﹂と言いながら︑

人︶は月命日

由︒問い合わせ☎０９０

い﹂と話している︒
参加自

頼朝を再認識してほし

れ の 姿 も 多 く み ら れ︑

日曜日とあって親子連

天高く上がっていった︒

く間に全体を包み︑煙が

気にかからないんだよ﹂

﹁この火にあたると︑病

・３０４２・０５６０

身体健全願い

る親もあった︒訪れた人

と子どもに言って聞かせ

正月飾りなどを焚き上

たちは火の燃える様子を

左義長神事

げて歳神様を送る左義長

じっと見守っていた︒

基の前で神職が︑門松を

やみそぎの気持ちで泳い

強者の姿も︒﹁健康祈願

ーの中には２度入水する

なげていきたい﹂と伝統

回︑ 回と次の世代へつ

規模は縮小ぎみだが︑

︵ ︶は﹁時代の流れで

同協会の鏡島恵理事長

し︑火を放つと︑炎が瞬

常連の中には﹁この寒

だ﹂﹁水から上がると温

﹁鎌倉の礎をつくった

中水泳で新年を迎えたと

かく感じる﹂など寒中水

た霞ヶ丘游泳会のメンバ

いう気持ちになる﹂と言

ある大会への思いを強く

までゆっくりと往復し

う人が多く︑５年ほど前

泳ならではの感想も聞こ

していた︒

た︒

から参加しているという

え︑用意されたお汁粉で

蔵している鈴木正一郎氏

写真で活動紹介

鎌倉写真連盟

文化協会所属 団体の紹

介も ㌢正方のパネルに

写真入りであり︑わかり

やすいと好評だった︒同

鎌倉市文化協会・鎌倉

継続して鎌倉を支えてい

長は﹁市民の力で展示を

文化協会の村田佳代子会

写真連盟主催の新春ギャ

きたい﹂と話している︒

真︒２０１３年から同文

ンターで開かれた＝写

８日まで鎌倉生涯学習セ

ラリー展が１月４日から

新春ギャラリー展

︵Ｋ︶

人でやって来

般︑小学生︑中学生の部

撮影の鎌倉の昭和の風景

市民２百人が快走

都内から

門ごとに順位が決まっ

写真が展示された︒鎌倉

第 回鎌倉市民
ロードレース大会

新年の恒例行事・第

回鎌倉市民ロードレース

大会が１月８日玉縄小︑

中学校周辺で行われ︑小

学校４年生以上の市民約

２百人が参加＝写真︒一

技協会︒

た︒主催は鎌倉市陸上競

身体を温めた︒

神事が１月 日午前７時

から鶴岡八幡宮源氏池畔

で行われた＝写真︒

お飾りを積み上げて円

除のほか︑歴史勉強会な

送り火に大神たちをおく

錐形にワラで形作った２

ども行っている︒同会事

るという旨の祝詞を奏

日に頼朝の墓掃

務局の木村由利子さんは

の毎月

・会員約

頼朝会︵五十嵐績会長

を偲んだ︒
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校から転任してきた︒

なく︑夜のことでもあっ
とが妙に気にかかる︑肌

倉・藤沢・茅ヶ

独自のものをみて︑その

に至るまでの桃太郎像の

って︑彼のいわゆる﹁小

話が行われている⁝英雄

と同じく︑﹁恐らくは桃の

そして﹁海から次第に

りをするとともに︑頑張

寒い今日この頃である︒

り︑酒っ気のない二○一

崎・寒川︶大会

た︒

原因に﹁我々の固有信仰

変容について詳しく実証

さ子﹂説を検討したい︒

そして桃太郎の話のう

成功譚﹂に数え入れる︒

中から︑又は瓜の中から

遠ざかって︑山々の間に

に１︱０で勝った︒しか

た︒北海道・東北の大雪

サッカー大会が

七年が始まっている︒松

にのぞみ︑出場

くものであって︑並みの

速に成長して人になった

的に述べられていて興味

彼の説くところによる

ち︑﹁桃が川上から流れて

出るほどの小さな姫もし

る心︑我慢する心を養う

も気になるが︑地球の気

る芸術館と女子大の建物
１月７日から開

の内が終って︑退院した

した 校中４位

人間より劣っているもの

の︑可なり大切なる一つ

ということが︑この昔話

深い︒

と﹁何処の民間説話に就

来てその中に赤児があ

くは男の子︑即ち人間の

日の準々決勝

て救急車の御厄介とな

深中がベスト８に

り︑従って入院という誠

初の病院での年越しと相

年
十六日に急に大船中央病

成った次第︒

今

院へ入院することになっ

にカッコ悪いこととな

去年十二月の十日頃

た︒﹁脱力感﹂というの

山 内 静 夫
か︑目の前の桜の木の最

り︑かくて九十年の生涯

後まで残っていた数枚の

入院した日︑私は家の

かれ︑鎌倉市立

時には︑もう新しい年の

を主人公とする﹂なぜな

の信条﹂
があるとし︑
一寸

の骨子であったかと思

に進んだ︒

神奈川県中学校サッカー大会

自分のベッドに腰かけて
の眺めは︑さすが大船の

深沢中学校がベ

前にも書いた気がする

が病名である︒

の冬の桜になった︒オー

カルチャーセンターと銘

スト８に入った

倉市の大会で優

普通の時間が流れてい

ら︑﹁神から送られた我

法師︑かぐや姫︑瓜子姫

しかし私のテーマは︑

いて見ても︑英雄には条

り︑それで桃太郎と名を
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枯葉が落ちて︑丸はだか

ヘンリーの短篇小説では
いてすべり落ち︑前の洋

打っただけあって︑落着

第 回神奈川県中学校

ないけれど︑それはそれ
服簞笥との間に腰が挟ま

いた品のいい街の空気が

が︑この病院の窓からみ

で︑ハッとする瞬間だっ
り動けなくなった︒カミ

＝写真︒

さんの力ではどう引っ張

今年の冬は︑かなり冷
あって︑入院生活の宝で

た覚えがある︒

っても抜けない︒老夫婦

時消灯の音のない暗い味
勝した深沢中学

月︑鎌

気ない夜があって︑いつ
校は︑ 月に湘

昨年

のまにか二○一六年が終

あると思ったものだ︒九

え込みが強い︒年末の二

﹃ 桃 太 郎 と 一 寸 法 師 ﹄︵ ３ ︶
赤 羽 根 龍 夫

々の済ひ︵救い︶主は︑

桃太郎が御伽草子として

件がある︒異常な状態の

つけたという点﹂に日本

いつまでも変装して居て

成立するずっと以前の︑

下に生まれる︒民間説話

ということである︒

おそらく神話の時代にさ

は不可能を可能として説

今まで見てきたよう

かのぼる︑桃太郎の話が
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化協会が市との共催で行

っていて今年５回目︒

﹁写真の力﹂をテーマ

に写真コンテストの入選
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