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鎌倉彫の仏具展
香合や仏像などの逸品
など 余点を展示︒

などの仏教的意匠の作品

た仏像︑
蓮・宝相華・仏具

の管理など展示環境を改

った改装で︑温度や湿度

てきた︒２０１６年に行

日まで鎌倉市小

町の鎌倉彫資料館で﹁鎌

月

倉彫の仏具﹂の特別展が
善し︑今回の展示を実現

館の所蔵品が同館で展示

立歴史博物館や鎌倉国宝

どが紹介されている︒県

だした仏師の仏像作品な

しての新しい活路を見い

☎０４６７・ ・１５０２

る︒入館料５百円︒同館

ば﹂と同館では話してい

いを感じとってもらえれ

り︑仏具に込められた想

﹁鎌倉彫の源流を探

９９︱１９７３︶の功績

立たせた小辻節三︵１８

間を延長し︑目的地へ旅

給したビザの日本滞在期

三﹄と題して︑杉原の発

ザ﹂をつないだ小辻節

両氏とも晩年を鎌倉で
すごしていて︑杉原氏は

年 月に︑鎌倉市議会か

昨年６月に︑小辻氏は今

らその人道的行為を顕彰
する決議が可決され顕彰

▼宝物風入 ３〜５日

円覚寺︑建長寺︒

生活を営む際の

根本に﹁衣食足り

て礼節を知る﹂と

いう諺があります

鶴岡八幡宮境内の丸山稲

たのですね▼鎌倉市で

保たれると考えられてき

▼衣服と食料が満

荷社︒
五穀豊穣︑
無病息災

▼写真供養感謝祭 日

時浄智寺︒︵７面参照︶

たされていれば︑礼儀や

生き方を考えるきっかけ

▼国宝舎利殿特別公開

となるように︑昨年から

祈願︒
鎌倉神楽奉納︒

３〜５日円覚寺︒

かりの杉原千畝︑小

二人の資料の整理を行い

い つ き

同教育委員会では︑子

辻節三︑各氏の功績

命を救った男 杉原千畝

まとめた︒遺族や︑ＮＰ

▼
﹁七五三﹂の宮参り

文の贈呈を受けた︒

は県指定重要文

をまとめたリーフ

の生き方﹄と題して︑当

Ｏ杉原千畝命のビザ︑杉

日︒女子７歳﹁帯結び﹂
︑ した献立になっているそ

けいぜん

三橋鎌山ら鎌倉

は︑今年

月７日から中

学校で給食が実施されま

す︒中学生の発育にあわ

せて栄養バランスに配慮

うです▼バランスの良い

も大切ですが︑特に発育

食事をとることは大人で

▼逗子流鏑馬と武者行

盛りの成長期には重要だ

前には子どもを乗せる自

幼稚園のにぎわいだ︒門

菩薩さまがひときわ目を

してその中央左手に普賢

が見事にお揃いです︒そ

れ︑これは菩薩の実践力

をしっかり踏んでおら

のだそうです︒足は大地

々が想像してつくられた

見たことのない時代に人

足です︒これはまだ象を

大事なことは︑頭で理

おられる菩薩さまです︒

邁進するものを励まして

と国の弥栄を祈念︒

鶴岡八幡宮︒収穫の感謝

仏法甦り念仏祈念︒

時︑遊行寺︒灯火を灯し

日

27

と思います▼ニュースで

分︑武者

日 時

花の寺光則寺を久しぶ

転車がびっくりするほど

けること︒この教えのと
おりだと︑お寺や幼稚園
をみていて︑ご住職の真
心が伝わってきました︒
帰路︑小雨が降りだし寒
かったですが心はポカポ

節度などの社会的秩序が

化 財︒前 机 や 経

レットを鎌倉市教育委員

時赴任していたリトアニ

原千畝記念館︵岐阜県八

男子５歳
﹁袴着け﹂︑男女

時

箱︑払子︑高杯な

月

アで﹁命のビザ﹂を発給

百津町︶︑杉原千畝研究

３歳息災と幸福祈願︒

▼火焚き祭 ８日

ど の 仏 具︑仏 教

中旬︑前者を市内の公立

し約６千人もの命を救っ

家・白石仁章さん︑小辻

んらの協力があった︒

どもたちが命の大切さや

牡 丹︑獅 子 が 彫

小学６年生約１３００人

た外交官・杉原千畝︵１

節三研究家・山田純大さ

ゆ か り の 蓮 華︑ 会が作成し＝写真︑

碁笥︑後藤齋宮︑ に︑後者を公立中学校１

りこまれた盆や

年生約１１００人に配っ

９００︱１９８６︶の功

た︒

ズ︒一部は︑﹃数千人の

Ａ３判︑二つ折りサイ

彫に仏像彫刻の
技術を生かしな
がら近代工芸と

も う 一 部 は﹃
﹁命のビ

績を載せている︒

ち うね

を紹介している︒

されるのは初めて︒

杉原︑
小辻の
﹁命のビザ﹂

わる鎌倉彫協同組合が１

同館は鎌倉彫制作に携

９７７年に開設︒以来︑

開かれている︒
﹁仏具﹂に焦点を当

る
﹁屈輪文大香合﹂︵径 ・ チスドイツの迫害を

鎌倉市内小中学校に資料配布

て︑室町時代から昭和ま
鎌 倉 彫 の 資 料 収 集・ 保
７㎝ ︶
と︑椿文笈
︵高さ ・ 逃れてきたユダヤ人

香合︵手前︶と卓︵後側︶

５㎝・県立歴史博物館蔵︶ の命を救った鎌倉ゆ

第二次大戦中にナ

での鎌倉彫の仏具を器物
管︑展示︑教室などを通

円覚寺に伝承されてい

の種類別に紹介し︑併せ
じて鎌倉彫の普及に務め

させた︒

て明治期鎌倉で制作され

明治期鎌倉で制作された仏像

列

時︑流鏑馬︵逗子海岸︶︒

行 列︵ 亀 岡 八 幡 宮 〜︶
︒
普賢菩薩は文殊が智慧

のだそうです︒

▼時頼忌大俳句大会

りに訪ねた︒そこかしこ

並び︑子ども達の元気な

▼新嘗祭

と季節の花が地に足をつ

声と子育て奮闘中のママ

ご住職がふと︑﹁足を

の菩薩なら普賢は行の菩

日 時〜投句︒
建長寺︒

をあらわすそうです︒

薩といわれます︒頭で理

引く白象の上に坐ってお

ご覧ください︑象の足で

解しているだけでなく︑

けて咲いている︒水引の

さん達が楽しそうにして

られます︒白は何にもそ

はなく犬の足なんです

実践体得すること︑行に

永井宗直

まっていない神聖な色︒

よ﹂と︒よく見るとその

文

牙はなんと６本ありま

とおり可愛い犬のような

正道

法華曼荼羅大世界︒法華

す︒６本とは六波羅蜜︑

花も赤色が濃く品があ

いる︒みんなニコニコし

時︑
また六根清浄を意味する

る︒自然の美しさと思う

ていてとても健康的︒き

日
薩︑
明王︑
天部の仏神など

が実は手入れが行き届い

っとご住職の教育への方

カしていました︒
寄木造︑玉眼︑漆箔︒
像高 ・５㎝ ︒
江戸時代︒

▼一ツ火法要

ているのだ︒植物を愛す

さて︑今回の御仏は本

解するだけでなく身につ

る人々の手と自然が見事

針がしっかりしているの

堂の中央にずらりと並ぶ

だと思った︒
うことがある︒お寺の静

ここに来るといつも思

けさと対照的に︑お寺の
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