﹃茂さん ︱︱鎌倉長谷のむかしむかし﹄
伊東雅江さんが絵を描

倉在住の渋谷雅子さんと

うということになり︑鎌

ているうちに記録に残そ

が︑加藤さんの話を聞い

る︒１５００円︒鎌倉市

ってもいい﹂と話してい

は﹁鎌倉の記憶遺産とい

史資料室の平田恵美さん

鎌倉市中央図書館近代

で︑子どもたちは﹁週３

る﹂と母親らにも好評

に勤務しているので助か

どもに良い経験﹂
﹁都内

外で食事をすることは子

つ い た ﹂ と 話 す︒
﹁家以
ボランティアも募集︒問

夏休み中に予定︒食材や

６・８７６・８１６７

い合わせ清水さん☎０４

TEL 0467（24）8553
FAX 0467（23）1205

思い出の走り書きが本に

川島自習高等学校に進
内の書店で販売︒

﹁きっかけは広告の裏
き︑絵本に仕立てた︒

紙に書いた落書きから﹂︒ み︑横浜鋼業学校の夜間
部を４年で卒業︒だんだ
に﹂などと話しながら食

回くらいあったらいいの

鎌倉市長谷に生まれ育っ
ん戦時色を帯びてくる時
後庭で元気に遊ぶ姿が見

第

回鎌倉写真連盟展

主な受賞者次のとおり

忙しいママを助けたい！

︶
が少

た加藤茂雄さん
︵

﹁﹁こども食堂﹂﹂
葉山で
がスタート
山梨崇仁町長は﹁共働

▽鎌倉市長賞＝畑山冨夫

を記したメモをもとに︑
仕事や子育てに忙しい

▽市議会議長賞＝田中史

親たちを助け︑子どもた

倉を中心に活動する

賞＝岩崎茂樹・渡部和範

会長賞＝柳下隆▽市教委

＝佐藤美代子▽市観光協

が６月中旬︑鎌倉生涯学

れ て い て︑ 加 藤 さ ん は

き世帯の子どもの弧食を

体の作品約２百点が展示

習センターで行われ︑鎌

﹁
﹃戦争はしてはいけな
ちにあたたかな食事の場

解消する交流の場になれ

られた︒

鎌倉の昭和初期の庶民の
い﹄ということを伝えた
を提供するはやま食卓プ

郎▽市商工会議所会頭賞

生活を描いた絵本﹃茂さ
か っ た か ら︑よ か っ た ﹂

大賞の鎌倉市長賞は畑

鎌倉朝日賞は鎌倉在住

木利治・志村順子▽審査

山冨夫さんの
﹁割り込み﹂ ▽鎌倉朝日賞＝小杉美千

回から始め︑毎月の開催

生︒参加費百円︒事前申

対象は小学生〜高校

団

ん︱鎌倉長谷のむかしむ

しげ

かし﹄が出版された︒

された︒

催の﹁こどもの食卓﹂が

ば﹂と期待を寄せる︒

戦後︑鎌倉の光明寺に

ロジェクト実行委員会主

加藤さんは１９２５年
５月 日に堀内の古民家

を作るために一度自宅に

代▽同写真連盟賞＝佐々

シェアオフィス﹁かざは

﹁長四郎網﹂の分家に５
やファクトリー﹂で初開

で︑ 人が入選した︒

アカデミア﹂に通うが︑

し込み制︒初年度は年４

本にはその前までの出来

委員賞＝妹尾英明･佐田

人兄妹の長男として生ま

の小杉美千代さんの﹁ま

盟賞＝高橋一夫･木村誠

をめざす︒次回は風早橋

治･渡辺良子･榊原隆徳

戻る大変さを見てこども

事が紹介されている︒２

で︑高層ビルを写す水面

催された＝写真︒

れた︒とび職の親方をし

が波打っている風景を捉

︵敬称略︶

築のパネル展示や建築士

哲男･田中誠也▽特別連

今回は逗子の﹁アミー

人が協

無農薬野菜︑工芸品︑雑

えた＝写真︒

どろみ﹂
︒上 野・ 不 忍 池

００６年の鎌倉アカデミ
ゴマーケット﹂のシェフ
と近隣の女性ら

森の大切さを発信

と外の騒音が気になってど

グングン上がり窓を開ける

の中に居ても部屋の温度は

本格的な夏がきます︒家

壁の外側にもう一層外壁を

熱材を入れるか︑今ある外

内壁を取って性能の良い断

は色々あり︑外壁若しくは

壁からの熱を止める方法

暑さ対策

うしてもエアコンに頼らな

増やすかです︒

ガラスから入って来る熱

ければならないのが現実で

終の棲み家を考える

による建築相談︑パン︑

ガーデングリルカフェで

ていた父親と職人や子供
周年記念事業の準備

で集まったメンバーたち

力し︑地元で集めた食材

を使ったサラダ付のシー

貨等の販売が行われてい
る︒山の保護活動をして

﹁山の恵みに乾杯﹂
緑の中でグラスを傾

いる仲間たちとの情報交

フードカレーを 人の子

け︑会話を楽しみながら

ギャラリーを主宰する

清水明絵実行委員長

市民の森林ボランティ

兼松まゆみさんは︑鎌倉

換もできる︒

ア活動グループ﹁ＮＰＯ

の間伐材を使った炭づく

ゆったりとすごす一日︒
スで働くお母さんが食事

﹁雨上がり﹂

しょう︒家の中が熱くなる

を止めるには︑アルミサッ

り︑木・竹・炭を使った

明

年８月から偶数月の第二

黒川

シ全体を取り替える方法

訳は︑屋根に受けた太陽熱

で︑樹脂製のサッシにペア

暮し︑森林保全の大切さ
ひ しょう

が天井裏に貯まりジワジワ

土曜日︑鎌倉市扇ガ谷の

下の部屋に伝わってくるか

などを発信すると同時

ガラスのＬＯＷ︱Ｅタイプ

ギャラリー檜松で︑﹁山

に変更する方法です︒若し

鎌倉は美しい街だ︒特に︑早朝

らです︒また西日などが外

くはガラスだけをペアガラ

に︑
﹁来た人に京風数寄

壁に当たり壁その物を暑く

スのＬＯＷ︱Ｅタイプに変

の恵みに乾杯﹂と題して

しています︒それに太陽熱

や夕方には思いもかけない姿を見

がガラスを通して部屋に入

い︑日本建築のよさを見
直してほしい﹂と話して

屋造りの家屋を見てもら
る︒
場所は鎌倉駅西口から

える事もできます︒

費用や工期の問題も有り

り︑温室の様に中を暖める

いる︒次回は８月

裏に断熱材をしっかり敷き

解決策はあります︒天井

んな知恵や工夫はできませ

り物にしている業者にはこ

もあります︒安さだけを売

快適に暮らす方法は幾らで

ますが︑建て替えなくても

込みます︒一番お勧めはセ

ん︒

・５４５４

鎌倉市大船１︱ ︱３

ルロース断熱で︑基本的に

☎０４６７・

■日向建設

単独の工事で済みます︒

上がるのです︒

から部屋の温度がグングン

日︒

イベントを開催してい

法人緑のダム鎌倉﹂が昨

︵ ︶は﹁シェアオフィ

どもたちに提供︒

鎌倉の古民家から

食堂ができないかと思い

の世話に明け暮れていた
ア

母親に見守られながら︑
ガキ大将ら
とともに遊
び回り︑地
域の祭りや

13

せてくれることがある︒この日も
雨上がりの夕空が︑街全体を見事
にまとめ上げていた︒

れた日本家屋で︑庭では

徒歩５分ほどの緑に包ま
や自動車も入れて描いてみた︒季

里山再生に取り組む﹁北

若宮大路の二の鳥居と︑自転車

節を問わず人出で大変混雑する界

鎌倉湧水ネットワーク﹂

でソーセージやジャガイ

︵野口稔代表︶が︑炭火

隈だが︑さすがにこの時刻になる
と通りやすくなる︒
雨の後のにおいがずいぶん昔の

ビールとともに販売し︑

６月 日のイベント会
場で兼松まゆみさん

12

︵ 大 正 ４︶
︑鎌 倉 の 網 元
創設された大学校﹁鎌倉

と話す︒

代の変遷が根底に描か

鎌倉朝日賞に
小杉さん
44

92

年時代の町の様子や生活

鎌倉写真連盟展
47

記 憶 を 引 き 出 し そ う な 気 が し た︒ モなど野菜を焼いて︑地
し か し︑そ れ は 何 か わ か ら ぬ ま ま

ギャラリーでは︑木造建
41

歳時記を楽

10

55

31

60

36

31

34

39

http://www.hyuuga.co.jp

15

絵本のもととなったメモ
書きを前に加藤茂雄さん

消えていった︒︵水彩︑ × ㌢︶

10

1

しんだ︒
歳のとき石

15

（８）
108円
1部
第460号
２０１７年（平成２９年）７月１日

鎌倉朝日新聞社
広告をお待ちしています
地域の活性化のためにも

