取りまとめをしていた︒
の情報を集約して一つの

プロデューサー全員から
かべるだけである︒

ただ静かに脳裏に思い浮
が８月

鎌 倉︵ 和 田 安 弘 代 表 ︶﹂
日︑鎌倉市図書

Ｗ君とＭ君︵と呼ぶ︶︑

ープ皆で知恵を出しあっ

作品を担当するが︑グル

勿論本人も企画を出して

まさに戦争で当然Ｗ君と

見せ所でもある︒それは

ある︒それが両君の腕の

企画にまとめ上げる事も

オ体操にＮＨＫテレビ体

体操さわやか会﹂のラジ

８月

当会は２０１３年発

命保険から受けました︒

事業として行った古本市

フェスティバルへの参加

館振興基金に２万５千円

ていい企画を考える︒当

十年ぐらいそんな時間

Ｍ君との戦いであった︒

８月

の２日間︑

第 回かまくら市民活動

・

を寄附した︒

然ＷとＭのグループ同士

往 時 茫 茫
ーが所属して︑多い時は

は競争になる︒二人とも

朝のラジオ体操で
心も身体も健康に
奥田せい子

十二︑三人いた︒私の下

山 内 静 夫
もう五十年以上前のこ

に次長という立場の人が

﹁セリーグ﹂と﹁パリー

社内では皮肉まじりに

気煥発で実行力がある︒

り考えるタイプ︑Ｍは才

った︒Ｗは温厚でじっく

った︒私にとっても会社

高に盛り上っていた時だ

ってきた︒映画製作が最

た︒Ｍ君も一足遅れて移

してテレビ部門にいっ

胡さんの参加は３回目

わせて体操しました︒多

人は多胡さんの号令に合

中止になり︑参加者約

れ︑ラジオ体操の放送が

射の臨時ニュースが流

等で本
Facebook

での売り上げで︑古本市

グ﹂と呼んでいた︒
勤めの中で最も生き甲斐

で︑﹁昨年よりうまくなっ

足︑今夏で５年目です︒

映画の企画というの
のある時だったと懐かし

た﹂
と褒められました︒こ

操指導の多胡肇さんがゲ

は︑監督や脚本家からも
く思い起こすのである︒

れもラジオ体操一級指導

この神話は⁝海から山
に入り︑さらにそれを遡
上する古代人の体験を神
話化したものと思われ
る︒このことは︑重大に
考えるべきではあるまい

もちろん人との絆を深め

両﹄に値します︒健康は

う︑今後も協力していき

役割を充分に果たせるよ

歴史ある図書館としての

同会は︑歴史ある街の

る交流の場として健全な

たいという︒

香山 静子 選

入りみだるる脚をさばきてスクランブル交差点いま渡り

喬

逗子市 湊 美根子

騒々しい都会の様子を見事に詠み据えている︒

おえたり

釣り人の高ぶる心映すがに出港間近のエンジンの音

片瀬 中村

上句の比喩によって支えられた作品︒

大船 小笹岐美子

半夏生のひとひら舞うかと目をやれば白き蝶なり谷戸奥
に消ゆ

一瞬を捉えた余情のある敍景歌︒
こ

娘の古着を福祉バザーへ出す妻は﹁この時のよ﹂とアル
バムを繰る

今泉台 下田 和夫

辻堂 柳

蒼柳

藤沢市 青木寿美子

蝉しぐれせわしき中にシャアシャアと熊蝉の声聞き分け

く

逗子市 木村

勲

つぎつぎと白波牙むき押し寄せる片瀬の浜にサーファー
集う

七里ガ浜東 嶋

尚久

時をりは日の強かるも境内に読経を運ぶ風ぞさやけき

津

石川 詔子

こわばったコンニャク千切る母の手が重なりみえる夕餉
の支度時

鵠沼桜が岡

一色千穗子

遠き日の昭和思へり東京の下町路地の井戸水旨し

城廻 塩田 文子

真っ白な網目模様の花見つけ父に烏瓜と教えられし日

星野 高士 選

純

しかし彼らにとっても︑

葉山町 近藤

世界であり︑反対に川を

川上のずっと奥の方は未 ︿地﹀木犀の匂ひの中の無人駅

︿天﹀白鷺の足も伸びする秋日和

たどって到着する︑川上

大船 添田 洋子

写生句の良さは発見があること︒中七が決め手︒

の山の世界は異界であっ

人の神﹂であるスサノオ

を持つほとんどたった一

神話の中で具体的な行動

たのに違いない︒日本の

海からこの島にやって来

的な祖先となった民族は

い手で我々日本人の直接

おそらく弥生文化の担

戻るという﹁わが国神概

れがすむと田の神が山に

が田に降り︑秋の刈り入

春の種まきの時に山の神

いものであった︒

保してくれる川は恵み深

人にとって水田に水を確

らに農耕民族である弥生

たのも当然であろう︒さ

恐れるとともに神聖視し

高圧線だらりと垂れて晩夏かな

くもの囲を払ひつ朝の野菜捥ぐ

法師蟬刻一刻と暮色積む

散漫に咲いて深山の吾亦紅

材木座 羽賀 一男

手広 高口 道宏

本鵠沼 森田 順子

逗子市 塩谷あい子

逗子市 佐藤 信子

今年の夏はこんな感じ︒太陽と夏の終りが面白い︒

が︑天上から降りて出雲

粋芙蓉無数の蕾明日も咲き

腰越 小河 哲美

れる八岐の大蛇を退治し

薫

金沢区 岩澤 正春

いかにも下校の子に焦点を当てて成功︒

荒磯浜越しに見てゐる遠花火

ただの花火ではなく遠花火で距離が出ている︒

腰越 松原

来し方の昭和ははるか終戦日

葡萄きるあまりの重さ胸に抱く

今泉 小林

岡本 鳴海 紀政

植木 風見 玲子

城廻 塩田 文子

子

愛猫に片隅譲る夏ぶとん

鵠沼桜が丘 一色千穗子

街の音より蟬しぐれの方が勝っているところが発見︒

蟬しぐれかき消されゆく街の音

孝

のヒノ川をさかのぼって

念の一つの特色とみられ

秋立ちて少しの余裕心にも

腰越 大川 昭子

の通路は川であるという

岡本 森田

いって︑八方に流れる川

る山の神・田の神の循環

長雨に燻ぶる浜の夏終えり

たのも︑海から川をさか

ことによってはじめて成

下校児につかず離れづ赤とんぼ

を象徴していると考えら

の思想も︑その場合の神

雨やみて置きみやげらし守宮の子

笛田 上田 満喜

のぼって各地を平定して

立するのである︒

お ろ ち

蝦夷鹿の見事な角で振り返り

玉縄 篠田 祥子

いった古代人の経験を象

や また

山の秋薪割る音の何処より

た︒

無人駅だが木犀の香が和ませてくれる︒
知の異界にとどまったの
城廻 小美野京子
であった︒彼らが川上を ︿人﹀太陽の炎えきれぬまま夏終る

﹁図書館とともだち・

図書館とともだち

図書館基金へ寄付

古本市売り上げ

す︒︵鎌倉市腰越在住︶

毎朝を笑顔で迎えていま

ど こ ろ か﹃ 早 起 き は 千

﹃早起きは三文の得﹄

ラ シ︑

提案があるし︑社外から
今年五月︑Ｗ君が亡く

士・小野光俊さんと励ん

半になると会場の龍口明

の提案もあって︑企画部
なった︒そして九月初旬

でいるおかげで︑今年度

写真︒そのときちょうど

本体からの企画を通すと
にＭ君の訃報が入った︒

の﹁全国ラジオ体操優良

部長になった︒私は異動

いうのは至難の業なので

長い歳月を経て︑もは

団体﹂の表彰をかんぽ生

の寄附と古本市への来場

ある︒企画を通すために

や悲しみは薄れている︒

である大ワダツミの神︑

神社境内に近隣の子ども

はいいキャスティングは

Ｗ君Ｍ君の面差しを今は

次に河口を治める神︑水

北朝鮮の弾道ミサイル発

欠かせない要素である︒

がれ︑時としてそこから

の泡の神︑水面の神︑川

ており

という形であれ︑無意識

離れて﹁原理﹂を構築し

の水源の神といった水に

日めくりを一枚めくれば二百十日律儀なるかな秋風の吹

からの意識の誕生︵ユン

ても︑すぐに再び移り行

関係する神々が生まれ

点を持っている︒
しかし私は日本人
の考え方の独自性は

象﹂から出発する点
にあると考えてい

を呼び掛け︑約１５００

グ︶という形であれ︑そ

く現象に帰ってくるので

る︒中西進も指摘するよ

が流れたが︑やがてＷ君

黒の怪物を退治すること

や大人が集まります︒

れぞれ﹁始め﹂︑
﹁原理﹂

ある︒このことは日本人

うにこの神々の系譜は海

優れたプロデューサーで

である︒⁝意識化はおそ

冊の古本が集まった︒

を問題にしている︒石田

のものの考え方を理解す

二人いて︑其々プロデュ

れられない﹂そこに幼児

る上で最も重要なことな

の企画部長という職にあ

の﹁捨て子の境遇と迫害

英一郎の母子神も処女懐

をするにあたり会報やチ

なぜ人類の始祖が置き

胎という形で民族の始原

年間休みなしで︑朝６時

去りにされたり八つ裂き
者による危害﹂がある︒

また﹃神話学入門﹄の

くことになる︒

から川をさかのぼってい

ストで参加されました＝

にされたりするなどの試
それに打ち勝っていくの

のである︒

がステップアップして本

練に会うのかというと︑
だから幼児は﹁幼い英雄

を問うている点で同じ視

あったが資質は正反対だ

日﹁鎌倉ラジオ

にいて︑その頃映画部門

と︱私は映画会社の松竹

20

ーサーの提出する企画の

それぞれ

19

徴しているに違いない︒ ︵神奈川歯科大名誉教授︶ 夜の道飛蝗一匹通せんぼ

鎌倉朝日
発刊協力グループ
朝日新聞
サービスアンカー

ＡＳＡ鎌倉小町販売

大町一︱一︱一四
☎ ︱３２３６

ＡＳＡ鎌倉中央

横浜市栄区笠間四︱一一︱九
☎０４５︱８９１︱０９８６

ＡＳＡ大船北部

☎０４５︱７８２︱２８５９

横浜市金沢区六浦一︱二一︱一三

ＡＳＡ金沢八景

三浦郡葉山町堀内一八◯八
☎０４６︱８７５︱０５１５

ＡＳＡ葉山

逗子市沼間一︱四︱四
☎０４６︱８７１︱６８４５

ＡＳＡ東逗子

逗子市久木一︱一︱一一
☎０４６︱８７１︱２３６８

ＡＳＡ逗子

藤沢市鵠沼海岸二︱一︱二
☎０４６６︱ ︱６９２４

ＡＳＡ片瀬

藤沢市鵠沼海岸二︱一︱一一
☎０４６６︱ ︱６９２４

ＡＳＡ鵠沼西部

藤沢市鵠沼桜が岡三︱六︱一八
☎０４６６︱ ︱７１１０

ＡＳＡ鵠沼東部

藤沢市弥勒寺三︱一二︱一一
☎０４６６︱ ︱７４０９

ＡＳＡ藤沢東部

藤沢市鵠沼藤が谷二︱一︱二二
☎０４６６︱ ︱８７１６

ＡＳＡ藤沢南部

藤沢市鵠沼藤が谷二︱一︱二二
☎０４６６︱ ︱８７１６

ＡＳＡ腰越

大船二︱二二︱一六松栄ビル３Ｆ
☎ ︱７３２２

ＡＳＡ大船中央

大船二︱二二︱一六松栄ビル３Ｆ
☎ ︱７３２２

ＡＳＡ大船南部

玉繩一︱一四︱一
☎ ︱６０６８

ＡＳＡ大船西部

常盤二四七︱二
☎ ︱１４４４

ＡＳＡ鎌倉深沢

山ノ内七四八
☎ ︱４５０９

ＡＳＡ北鎌倉

長谷一︱一︱九
☎ ︱１００４
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22

19

った︒所謂プロデューサ

︶︶

それは﹁始原的存在物の

共同執筆者であるユング

る︒そしてそのこと

か︒川というものを認識

らく原始時代の最も強烈

﹃古事記﹄では国を生

は︑﹁ 遺 棄 は 必 然 的 条

に日本の風土の特色であ

するのに︑彼らはまず海

な体験であろう︒⁝幼児

んだあと︑イザナギとイ

件﹂であり︑幼児モチー

る四季の移り変わりと川

を起点とした︒まず語り

は暗黒の制服というこの

ザナミは次々に多くの神

手の属する世界は下流に

フ は︑ 人 間 の 意 識︵ 自

の流れが深く関わってい

ある︒海や河口そして周

目標を暗示するさまざま

を生むことになる︒家屋

辺に広がる原野が彼らの

我︶が無意識から誕生す

ると言いたいのである︒

を守護する神々を生んだ

な行為によって︑その特

次に生まれたのが海の神

60

45

31

46

29

日本人の感性は常に

ることであると解釈す

﹁現
英雄の主たる行為は暗 ﹁ 原 理 ﹂で は な く

の相﹂を持つのである︒

木版画 藤本宿
始原孤独︵ケレー二イ︶ ﹁移り行くもの﹂にそそ

徴を示すのである︒

ためであるという︒

持つ孤独︱始原孤独﹂の

赤 羽 根 龍 夫

﹃ 桃 太 郎 と 一 寸 法 師 ﹄︵

155
る︒﹁この新しい誕生はこ
の世の何ものにも迎えい

菊池図書館長（左）
と和田代表
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38
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27
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25

30

【寄稿】

石見神楽でヤマタノオロチ
でヤマタノオロチ
を退治するスサノオ
＝『イラストで丸わかり！
古事記入門』
（洋泉社）
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34
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