ないという時代である︒
又ゾロ急に変って相撲

地域の見守りや情報提供
日逗子海岸

され︑その１周年記念の

が昨年国内３番目に認定

れれば︒フェアトレード

にも熱心なことが伝えら

なり︑逗子は多文化教育

キアは楽しい国だと思っ

﹁音楽を聴いてスロヴァ

て自然に音楽にのれた﹂

えられないような異常な

な番付の状態︒有望な若

人休場という何とも無慚

二人︑大関が一人の計三

の里休場︱これで横綱が

新聞をみたら︑横綱稀勢

の 間 で︑
﹁地域見守り活

会福祉協議会︵社協︶と

便局と逗子市︑逗子市社

社長︶は︑逗子市内の郵

︵川崎市・大谷津善樹支

日本郵便南関東支社

め︑市民の期待に応えた

在︑
市内 カ所︒
高校生や

製品を扱う拠点は現

ら︑ 約

と活動の趣旨を伝えなが

ちへの支援につながる﹂

買うことが途上国の人た

は少し高くても︑それを

平井竜一市長は﹁値段

る大きな柱﹂と今後に夢

市長の宣言も活動を支え

に設立︒質の高いオペラ

同歌劇団は１９５９年

催しが７月

この数日の暑さは並み

どこかで︑何かが︑狂

気象の今年の夏である︒

手平幕力士に敗れて即座
動に関する協定﹂など３

い﹂と話し︑逗子郵便局

日本郵便が逗子市と協定

た﹂と感想を述べた︒

ではない︒東京の都心と

っ て い る︒ 政 治 の 世 界
に引退した力士が居たこ

見守り活動は︑逗子市

の福嶋大児局長は︑﹁市

の話︒今朝︵十四日︶の

が平和につながるという

較 べ る と︑ 鎌 倉 は 常 に

も︑東洋の小さな国が危

げ た い︒ 特 に 稀 勢 の 里

内７つの郵便局で行わ

内１８０人の郵便局員が

結した＝写真︒

で行われた＝写真︒

二︑三度は低いが︑昨日

険極まりなき玩具を見せ

は︑素人がみても無理と

れ︑郵便局社員が郵便配

地域の皆様の安心︑安全

世

今日はわが家の寒暖計で

びらかし︑片方の国も新

解っている状態で出場を

達などで︑住民の日常生

を見守る郵便局づくりを

乱

三十度を指していた︒ま

しい大将が何を考えてい

決断と大見得切ってから

活に異常を感じるなどし

﹁ビーサン的当て大会﹂
に参加した︒

大学生が﹁フェアトレー

スロヴァキアオペラ
地域交流と公演

日本の文化交流を目的に

ボランティアとの協力で

年以上日本各地での公

香山 静子 選

葉山町 近藤美知子

梅雨さなか胸に鉛の沈む日はあぢさゐ色の傘さしてみる

程よい抒情性に支えられた作品︒

片瀬 中村

喬

さがすこと待つこと暮らしの常となり日がな一日徒に過

ユーモアがあり︑同時に哀感も滲み出ている︒

ぐ

辻堂 柳

蒼柳

ポチを引きポチに曳かるる老々の朝の散歩か犬語かはし

日常から切り取った歌で肩の力を抜いた楽しさ︒

つつ

場のソリストらが７月５

スロヴァキア国立歌劇

催の要請に葉山在住の実

行われ︑湘南地域での開

を皮切りに全国５カ所で

ツアーは福岡県久留米市

樹々ゆする緑の風の吹き抜けて居間に自然のクーラー備

思えり

大船 小笹岐美子

しつけ糸付いたままなるスーツ着て就活学生足早に行く

日︑葉山一色小学校を訪

演を続けている︒今回の

れ︑約２６０人の児童た

行委が応える形で町内初

の捨て子よりも川の捨て

族の想像力の中では山中

て私見によれば︑日本民

ができるであろう︒そし

高温の故とお許しあれ︒

に日本の風光の明媚さを

をしている︒また︑一般

る国﹂という美しい表現

てまた山川のたぎち流る

﹁日本は海の国︑そうし

欲望が渦巻いていたに違

は︑いつの世にも人間の

の雑踏の中を流れる川

ず っ と 川 下 の︑人 間 世 界

がす詩人たちよ︑現実に

声を聴いて風流な涙をな

秋の風いかに﹂︵猿の鳴き

ら︑﹁猿を聞く人捨て子に

いうことである︒もしそ

だしかったに違いないと

への捨て子が実におびた

ように︑川の中や橋の下

は︑この句にもみられる

い上げたのであった︒

子を︑あえて心の中に拾

目にも留めなかった捨て

それだからこそ︑常人は

去ったのであろう︒また

わる

藤沢市 青木寿美子

逗子市 湊 美根子

扇ガ谷 鈴木 久子

タクシーの客待ちの間にするという助手席にある漢字の

ドリル

今泉台 下田 和夫

梅雨浴びて鬼胡桃は枝揺らしをり葉陰に固く青き実宿し

腰越 近藤 源司

竹林の縦縞を縫う涼しさよ古都報国寺の梅雨明け近し

岡本 鳴海 紀政

残雪にブナの新緑尾根走り萌え木沸き立つ八甲田の峰

津 石川 詔子

炎天下屈みて田の草抜きおりし父母映す棚田の水面

︿天﹀
老鴬の声のみ響く切通し

逗子市 塩谷あい子

薫

腰越 近藤 源司

腰越 松原

切通しという独特な場所が浮かび上がる佳句︒

はつなつ

上五の切れが一句を引き締めている︒

︿人﹀
初夏の川面煌く稚魚の陣

小林

子

笛田 上田 満喜

本鵠沼 宗 とし尾

稚魚の群ではなく陣と表して新しさがあった︒

近道は走り根多し青葉風

発見がそのまま一句になり斬新︒

夏霧の動く様がみてとれる︒

夏霧や近くの山もあの山も

今泉

厨と鳥の声の距離をうまく詠えている︒

明易や厨にひびく鳥の声

生譚﹁捨て童子﹂型と命

この類型を︑山中異常出

さしかかると︑川原に３

くして富士川のほとりに

らしの旅に出た︒ほどな

わないという覚悟で野ざ

になって野に朽ちても構

地位を捨て︑途中で骸骨

安定した俳諧師としての

についていろいろ議論さ

た芭蕉の人間性・芸術性

以来︑捨て子を放置し

云い捨てて通り過ぎた︒

を嘆くほかはないのだと

の生まれついた身の不運

たのは天命であって︑汝

向かって︑汝が捨てられ

すか︶
と歌い︑捨て子に向

を運命と思い定めて歩み ︵神奈川歯科大名誉教授︶

必死の覚悟で︑自らの道

さを泣けと言い捨てて︑

て子におのれの運命の拙

しの旅に出た芭蕉は︑捨

との対決のために野ざら

ったゆえに︑人間の宿命

多くの子供の運命でもあ

い︒捨て子ということが

人の手に渡したに違いな

らば︑芭蕉も拾い上げて

と︑またかくのごとし︒

世の中にある人とすみか

たるためし︵例︶なし︒

結びて︑久しくとどまり

つ
︵一方では︶消え︑かつ

うたかた︵水の泡︶はか

はあらず︒淀みに浮かぶ

して︑しかも︑元の水に

ゆく河の流れは絶えず

平鉢に茄子田楽を五つほど

羅の通る銀座の夕べかな

到来の枇杷ひとつずつ紙衣着て

人間の箍外したき酷暑かな

大船 添田 洋子

腰越 大川 昭子

玉縄 篠田 祥子

赤 羽 根 龍 夫

ドクダミの極まる白に向きあえば如何に生きるもよしと

ちへの特別授業として同

化会館での公演にスロヴ

翌６日の葉山町福祉文

の公演が実現した︒

露し︑会場は手拍子でひ

ァキア共和国大使館のミ

やスロヴァキア民謡を披

国の紹介とオペラの楽曲

葉山

を通してスロヴァキアと

だ梅雨は明けていないの

るのやらサッパリわから

わずか一週間︑何を思っ

た際︑市に通報すると︑

を託していた︒ ︵Ｋ︶

に︑である︒

んという珍しい時代︑小

ての判断だったのか︑小

人の親子らと

それにしても北九州の

さくは将棋の世界に突如

学生でもそのくらいの自

とつになった＝写真︒

ハル・コットマン特命全

子の方がより大きな意味

れが稀なものであったな

おもちゃ

豪雨被害は何とも痛まし

天才棋士が登場すると

目指していく﹂と述べ

つの協定を７月 日︑締

い︒日本の国土は小さい

か︑よい事も悪いことも
市は社協とともに確認を

となどお忘れかと申し上

と思い込んでいたのに北

己診断は出来る︑部屋の
た︒

児童らは﹁迫力があっ

権大使も駆けつけ︑両国

広田実実行委員長︵ ︶

ドユースプログラム﹂を

品開発をめざす活動が若

は﹁当初開催できるか心

の文化交流の機会に感謝

発展途上国との公正な

い世代に広がっている︒

配したが予想を上回る反

立ち上げ︑学びの場づく

平井竜一逗子市長は

取引で輸入された商品を

﹁逗子フェアトレード

響があった﹂と公演の成 ︿地﹀万緑や磴の先なる古社

の言葉が添えられた︒

いかず︑好きな相撲を見

﹁地域住民の安全を見守

買うことでまちぐるみで

タウンの会﹂長坂寿久代

りやＳＮＳでの発信︑商

捨てる訳にもいかぬ︑愚

る目が増えることは︑ま

国際協力する﹁フェアト

功を喜んでいた︒︵Ｋ︶

世に振るうというモチー

に秋風の中で泣くこの捨

︶︶

佐竹昭広の﹃酒呑童子

て子の声をどうお感じで

て子であったという︒私

名することができよう︒

歳ぐらいの捨て子が泣い

れてきた︒しかし私がこ

川への愛着は鴨長明に

言い表すのに
﹁山紫水明﹂ いないのである︒

はさらに頼光・保昌に従

伊吹童子︑
役行者︑
武蔵坊

ている︒芭蕉はたもとか

のことを取り上げたの

松尾芭蕉は 歳の時︑

日本民族にとって︑い

を持っているのである︒

って酒呑童子征伐に向か

弁慶︑
平井保昌︑
かれらは

澄であっただろうか︒奥

ら食べ物を取り出し︑投

植木 風見 玲子

笹目町 出蔵かおる

逗子市 佐藤 信子

一色千穗子

小坪 犬丸 節子

鵠沼桜が岡

手広 高口 道宏

金沢区 岩澤 正春

葉山町 近藤美知子

洗ひまくられて裸子身をよぢる

七夕の川をはさみて父と母

岩たばこ楚々と花弁に風そよぎ

古井戸の分厚き木蓋半夏雨

梅雨明けや土の匂いに日のにおい

こ ろ も

緑蔭に歩こう会の解散す

爛熳に薔薇香り咲く文学館

城廻 塩田 文子

った四天王の一人︑坂田

おしなべて山中の﹁捨て

山の谷川のせせらぎは確

げ与えて通り過ぎなが

香り立つ芽の輪のはじめくぐりけり 常盤 片岡 和子

金時
︵金太郎︶
もまた︑山

童子﹂だったと言える︒
ったい川とは何なのであ

かに清浄で身も心も洗わ

著しい︒

の中の捨て子であったに

ろうか︒柳田国男も川を

れ る も の で あ る︒し か し

岡本 鳴海 紀政

違いないと考えている︒

彼らを山中の捨て童子

﹁天然の最も日本的なる

目の前を会釈もせずに蛍過ぐ

不思議な誕生をした子

と呼ぶならば︑私の一寸

ものであった﹂と言い︑

老猫をやぐら吸い込む五月闇

供が深山に捨てられ︑山

法師と桃太郎は﹁川の捨

という︒川はそれほど清

フは︑中世口承文芸の典

73

て童子﹂と名付けること
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の動物に守護されつつた
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くましく成人し︑威力を

「芭蕉行脚図」
（ 天理図書
（天理図書
館蔵）＝新潮古典文学ア
ルバム
「松尾芭蕉」
より

星野 高士 選

かなわが身よ︑三十度の

ちづくりに大きな力とな

表︵ ︶は﹁若者が核と

逗子

タウン認定１周年

フェアトレード

行う︒市と逗子郵便局は

損傷・廃棄物等の不法投

親方は何を見ているのか

何とも支離滅裂な拙文

棄の情報提供に関する協

このほか︑道路施設等の

でお恥ずかしき次第だが
定を締結した︒
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レードタウン﹂に逗子市

や

日本国民を止める訳にも

理解に苦しむ︒

るので︑我々の連携を深

海道では三十四︑五度の
何が起っても不思議じゃ
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型的な一類型であった︒
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