魔の淵の不思議な出来事
大 貫 昭 彦

清の娘です︒

合った平家の武将上総景

は︑源頼朝と堂々と渡り

いわれる辺りです︒人丸

すが︑来歴

堂の小字で

淵﹂は二階

す︒﹁魔の

っていま

住職が地蔵を安置してく

る︒大正時代︑宝戒寺の

の血が落ちた所でもあ

娘が︑鷲にさらわれ︑そ

倉に赴任した染谷時忠の

また古代︑役人として鎌

大根師は︑手を打ちな
はほとんど

がら周りを探った後︑地

地蔵の脇
聞かなくなった﹂とあり

れたので︑無気味な話は

員が順番にその場に立

不明です︒

ち︑合掌したり地に手を

面に印をつけました︒会

イゼル髭のよく似合う方

かざしたり︑思い思い何

ます︒場所は大倉幕府の

です︒こちらは何事にも

かを感じようと努めま

たのかも知れません︒

に小さな流

ある会合で史跡や神社
感受能力の低い人間で

こは池だったといわれま

燃えない線香

東の境に当るので︑度々

す︒地霊など分かるはず
えたといいます︒鋭く反
す︒﹁淵﹂は川の淵︑池

戦場になり︑悪所になっ

を巡りながら︑土地の持

す︒姿勢がぐらつく人︑
応する人を見ていると︑

れがありま

つパワーを探る会︱﹁大
もないのですが︑それは
掌に熱を感じるという
の淵︑どちらとも解釈で

す︒昔︑こ

根会﹂の存在を知りまし
それとして︑仲間に入れ

きそうです︒

た︒会の指導者は大根弘

っているのではという気

人丸の怨念が︑そこに籠

べきことを言われまし

気もないのに︑線香が燃

です︒ところが晴れて湿

れることが出来なかった

まで二時間︑その場を離

あげた方は︑火が消える

で燃え尽きます︒線香を

よ﹂︒ ︵次回につづく︶

に上っていったはずです

みな花を手に︑煙ととも

でしょう︒でも︑最後は

うに線香の煙に集ったの

﹁沢山の霊が︑飢えたよ

ワーを探りながら︑驚く

大根師が︑魔の淵のパ

人︑何も感じなかったと

た︒﹁ここには強烈なパ

えない︒煙は立っても︑

そうです︒これに対して

人丸屋敷跡

てもらいました︒

を経営しながら︑アース

行さん︒建築関係の会社

鎌倉市の教育委員会が

ワーがある︒今も沢山の

短くならないというので

大根師が言われました︒

持になりました︒

編集した﹁かまくら子ど

霊が苦しんでいる︒供養

す︒普通︑線香の長さは

景清は平家滅亡後も︑

も風土記﹂には﹁昔︑魔

しなくてはいけない﹂

十三︑四㎝ ︑二︑三十分

去年︑小町から二階堂

物が住み︑人を餌食にし

翌日︑会の役員が花と

パワー・フィーラの肩書

次に鎌倉宮近くにある

た縁起の悪い所だ︒作物

線香を供えに行ったそう

魔の淵

﹁魔の淵﹂に向かいまし

は出来ず︑耕作すれば怪

頼 朝 の 命 を 狙 い︑つ い に

人丸は︑父を助けようと
た︒岐れ路から百ｍ ほど

我をし︑病気して死ぬ︒

捕われ︑獄死した人物︒

九州から駆け付けました

す︒そこに石の地蔵が座

行った小さな空き地で

倉駅を出て︑小町通り
に面した聖ミカエル教

が︑願い空しく︑父を失

の辺りを歩きました︒鎌

会の裏に来た時︑大根

い︑一人鎌倉で生涯を終

もお持ちの方とか⁝︒カ

師の足が止まりまし

詞を奏上のあと︑参加者

を称え加護を祈願する祝
鶴岡八幡宮の神職が祭

主も参加している︒

の玉串奉天が行われた︒

と 旅 行︑真 鍋 佳 那 子 さ ん

は舞殿前に大勢の人がカ ︵鎌倉︶
は︑ピアノとトラ
ン ペ ッ ト︒会 場 か ら の 声
援に笑顔で応えていた︒

回義経まつり 大にぎわい

主となり︑頼朝公の偉業

７ミス鎌倉のお披露目に

メラを手に集まった︒
人の応募者の中から

第第

人近くが鎧兜姿な

春爛漫の鎌倉市大町の

日蓮宗・妙本寺で４月
せん ぶ え

日︑千部会法要の稚児行

列が行なわれた＝写真︒

午後２時に本堂から稚

含め

どで祭りを彩り︑沿道に

児装束に着飾った比企谷

鎌倉市腰越の満福寺で

大勢の見物客が詰めかけ

午後１時からの慰霊法

き継いでいってほしい﹂

を偲び︑祭りを後世に引

後８百余年︑義経の遺徳

松尾崇鎌倉市長は﹁没

徒たちが続いた︒

撒きながら行列し︑檀信

たちが経を唱え︑散華を

発︒後には朗師講の僧侶

回義経ま
つりが同まつり実行委員

た︒

要の読経のあと︑龍口寺

幼稚園の園児たちが出

会︵石井信委員長︶の主

からパレードが行われ︑

催で開催された︒

源頼朝公墓前であり︑好

４月 日︑第

ぼ

し

朱︑
唇に紅を引き︑男児は
え

てんかん

烏帽子︑女児は煌びやか

な天冠を被り︑華やかな

読経をしばし聞いた後︑

ちは着席して僧侶たちの

花満開の妙本寺で稚児行列

た︒人丸姫の屋敷跡と

が﹁祭りの１週間を楽し

日には花吹雪の中︑
祭りのフィナーレを飾る
流鏑馬が行われ︑見物客
に外国人観光客の姿が目
立った︒

天の下︑主催の頼朝公報

部を先頭に︑初出
場の岩手県立大学
が笛太鼓と威勢の

装束姿で歩を進め︑満開

の八重桜の下を通って二

天門を潜りカイドウの脇

を通って祖師堂に到着︒

堂内で法華経を千部読

経する千部会法要の儀式

が営まれ︑お稚児さんた

た︒公開は４月 日の千

有形文化財に指定され

のお堂で︑昨年︑鎌倉市

祖師堂は江戸後期建立

をしていた︒

き誇る花の下で記念撮影

れ︑境内のあちこちに咲

えると︑保護者に迎えら

仏様に献花して役目を終
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古都の春 催し多彩に
サクラに彩られて

歳で大学生︒永濱海友さ

ゆう

鎌倉市国際観光親善大

ん
︵横須賀︶の趣味は︑料

み

選ばれた３人はともに

使に就任した女優でエッ

理と写真︒清田麗さん
︵鎌

んでほしい﹂と挨拶︒

称新たに企画されたが︑

セイストの星野知子さん

第第 回鎌倉まつり
段葛のサクラがちょう
あいにくの雨で規模を縮

倉 ︶は ク ラ シ ッ ク バ レ エ

鎌倉幕府を開いた頼朝
公の墓前祭が月命日の４

年︑鹿児島から島津家当

いい掛け声にのせ
て﹁さんさ踊り﹂
を舞いながら江ノ
電線路に沿って練
り歩いた︒

お稚児さんは目尻に

と慰霊の辞を述べた︒
人が参列した＝写真︒毎

恩会会員ほか関係者約

県立鎌倉高等学校吹奏楽

厳かに頼朝公墓前祭

あき

ど満開となった４月９

の委嘱式もあった︒星野

８年︑すてきな鎌倉を発

さんは﹁鎌倉で暮らして

開幕式は正午から鶴岡

の巡行となった︒

小して︑囃し︑神輿など

日︑第
開幕した︒
恒例のパレードは﹁鎌

で語った︒

信していきたい﹂と笑顔

倉市観光協会

八幡宮舞殿で開かれ︑鎌

16

大根弘行さん
回鎌倉まつりが

59

倉まつり行列巡行﹂と名

月 日︑鎌倉市西御門の

58

甲冑隊のパレー

の年２回︒

会式︵日蓮上人の命日︶

部会法要と９月 日のお

13 13

58

ドは子どもたちを

さんさ踊り

30

52

13

15

21

2017ミス鎌倉 ＝左から永濱さん、
2017ミス鎌倉＝左から永濱さん、
清田さん、真鍋さん

午後１時からの２０１

鎌倉観光大使・星野知子さん委嘱式

50

大根さんのこと

淵
の
魔

いう人︑
反応も区々です︒

2
井出太一会長

流鏑馬
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