は現れるという意

は信じる人の前に

生れ﹂
のことで︑
神

す︒
﹁ 御 阿 礼 ﹂﹁ 御

う言葉がありま

﹁ミアレ﹂とい

＊ミアレ

ますよね﹂

する例はよくあり

立独歩の人が成功

うした見地からパワース

を守っているのです︒こ

力も豊かで︑暮らす人々

る町です︒天地を貫く地

感応を深めてきた神のい

長い歴史を経て︑人との

年改まる毎に神は生れ︑

倉は神霊のメッカです︒

す︒こうして見ると︑鎌

まる﹁御生れ﹂の瞬間で

開かれます︒身の引き締

いう声と共に本殿の扉が

置いて場所を分かるよう

ンバーの一人が百円玉を

塔の正面のようです︒メ

た︒パワーの場所は︑石

るんですねと言われまし

ですね︑大事にされてい

立つと︑心安らぐ神さま

大根師は︑石塔の前に

神様です︒

お礼にお茶を差し上げる

たらお参りし︑治ったら

朴なもので︑風邪を引い

倉石を二︑三個積んだ素

る石塔です︒風化した鎌

著書に書いています︒す

んの脱衣婆に変化したと

石に︑次に閻魔王の奥さ

石と呼ばれ︑それはお婆

を示す石が置かれ︑お場

田國男は︑関所には結界

町でした︒民俗学者の柳

ういえば北鎌倉は関所の

咳の神は関所の石塔？そ

い︒風邪の神は咳の神︑

ですが︑お付き合い下さ

＊咳の神は︑関の神？

たのかも知れません︒

路地は昔はもっと広かっ

おちゃぶきさま

味です︒京都の上賀茂︑

ポットめぐりを続けま

にしてくれます︒地力を

年半になります︒目的地

う大根会に参加して︑二

パワーを体得しようとい

を探し︑そこから生きる

を訪ねて地力のある場所

鎌倉の神社や寺︑史跡

＊気分爽快にするパワー

る変調かもしれません︒

りに感化された煽りによ

あるのですが︑それは周

いの変化を感じることは

間なので空気の流れや匂

どは鈍感な部類に入る人

離れる人もいます︒私な

個人の資質でしょう︒気

﹁感じる感じないは︑

師はこう言われました︒

私の感想に対して大根

＊否定か肯定か！

しいと思います︒

ったなどと聞くと︑羨ま

の新年祭でも祭礼の場や

１月４日の葛原岡神社

交番の脇を入り︑右折し

ねました︒北鎌倉駅前の

﹁おちゃぶきさま﹂を訪

風邪の季節ですから︑

ていると言われました︒

所に祭って欲しいと訴え

時︑大根師は石塔は広い

す︒ 皆 が 拝 礼 し て い る

と︑ 効 果 が な い そ う で

ねましょう︒

﹁おしゃぶきさま﹂を訪

来月は︑さらに進んで

ったとも考えられます︒

いの十王堂橋の辺りにあ

れない？﹂

﹁信じないものは守ら

くなります﹂

に着くと︑まず主宰のア

交番脇の道

下鴨神社で行われる葵祭

す︒

ースパワー・フィーラ大

力を徒に頼ると︑脇が甘

あります︒だから霊感が

参列者を清める儀礼の

㍍ほど行った所にあ

しりとりゲームのよう

と九州宗像神社の秋の祭

＊﹁おちゃぶきさま﹂は

ると石塔は︑バス通り沿

おちゃぶきさま
は敏感な人が多いのです

りは﹁みあれ祭り﹂とも

発する場所は５㌢ずれる

にすることはありませ

くなり︑失敗することも

大 貫 昭 彦
が︑半信半疑でその場を

呼ばれます︒神を本殿か

風邪の神

ん︒ただアースパワーと

﹁地霊や神との縁が遠

﹁それは当然あるでし
ら他所に移して行う神幸

実際︑パワーの位置に

か地霊というものが存在
することは確かです﹂
鋭いから良い︑鈍いから

て

﹁それを否定するとど

後︑
﹁ オ ゥ ー オ ゥ ー﹂ と

うなりますか﹂

ど う

鎌倉彫〝道〟
の名匠たち

を解説する講座もあり︑

好評だった︒

示では同会会長の小園博

これほど大規模な展示は

さんは﹁伝統工芸士会で

実行委員長の小園敏樹

鎌倉芸術館エントラン

さんら 人の工芸士の作

伝統工芸士の秀作一堂に

スホール壁面の鎌倉彫パ

昨年完了したのを記念

ネル﹁雲﹂の修復事業が

復事業参加者８人の作品

品と合わせて︑パネル修

作された︒タテ１８０㌢︑

開館時の１９９３年に制

壁面のパネルは︑同館

初めて﹂と話していた︒

大きさで３千円から１万

縁起物をつけたもので︑

は売り切れて買えなかっ

の母と娘の親子は﹁昨年

今年も来たという横須賀

にぎわいが楽しいので

同館ギャラリーで行わ

美﹂と題して１月中旬︑

技の回廊〜伝統と革新の

５回﹃道﹄展〜鎌倉彫・

を披露する展示会が﹁第

︶の夷堂再建のときか

など︑総計約３百点が紹

を映した︒

介された︒

る中︑斧を振るう幣振︑

し︑修復に関わった伝統

居から舞殿前に運び込む

工芸士や職人たちの作品

を果たし︑一致団結して

悪いとは言えません︒独

祭︑渡御祭です︒

ょう︒しかし︑そうした

根弘行師が手を打ちなが
立 っ て︑ 姿 勢 を 崩 し た

人を見ると︑別世界の出

り︑倒れかかったりする

つけ︑そこから湧き立つ
来事に見えます︒また︑

てパワーのある場所を見

力を実感しようと交替で
爽快になった︑頭痛が治

ら音の微妙な変化を捉え

その場に立ちます︒会員

新春を寿ぎ海・まち・寺社で

ら十日えびすが行われる
小宮幸二消防団長は

ようになった︒

尺 杖︑ 鋸︑ 墨 打 ち︑ 手

快適なまちづくりをして
斧︑槍鉋を使う６つの作

﹁商売繁盛︑家内安全

たけど今年はいいことが

れ︑多くの鑑賞者でにぎ

どう

お祈り申し上げます﹂の

円の笹を選び︑希望の飾

ありそう﹂と福笹を手に

年の経験を経て受験し得

枚並べている︒
今回︑ 年

ヨコ２１０㌢の作品を５

いく﹂と謝辞を述べた︒

初詣に訪れた参拝客も足
を止めて見入っていた︒

掛 け 声 に 続 い て﹁ ド ド

りをつけてもらう︒同寺

主催の鎌倉彫伝統工芸

対のワラに火がつけられ

ぶ り の 修 復 で︑ひ び 割 れ

や穴を補修し︑固くなっ

ている漆をはがして塗り

直すなど︑４２０時間︑

４カ月がかりの大仕事だ

ったという︒当時制作に

関わった約 人の半数は

は技の継承のために若手

亡くなっていて︑作業に

修復に携わった工芸士た

作家たちが加わった︒

話した︒

引き継いでいきたい﹂と

食べる日本文化を大切に

ズ湯を行い︑カボチャを

山田会長は﹁冬至にユ

のユズを寄贈している︒

うと２００５年から冬至

進を図ることに寄与しよ

が季節を感じ︑健康の増

ちがエピソードや鎌倉彫

期間中︑パネル制作や

法が厳粛に執り行われ︑

われ︑古式ゆかしい装束

合員は﹁昨年は収穫量が

ン︑ドン﹂と太鼓の音＝

で は １ ９ ８ ０ 年︵ 昭 和

わった＝写真︒
鎌倉市小町の本覚寺で

写真︒

ると炎はまたたく間に全

士会は１９８０年発足︒
正月の家々を訪れた歳

１月 日十日えびすが行

無病息災願い 左義長神事

うれしそうだった︒

十日えびす

と︑宮司による神事が行

いま一つだったが︑今年

新年恒例の鎌倉市消防
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商売繁盛

﹁市民の生命を守る使命

の鎌倉の建築業者ら約

漁師らは初めに恵方の

は良い年であってほし

出初式が︑６日︑鎌倉市

で行われ︑消防関係車両

神様がお帰りになるのを

られる資格で︑今回の展

とし

われ︑福笹を買い求める

体を包み︑訪れた人たち

鎌倉彫の伝統工芸士は
人たちの長い列ができ

見送る左義長神事が１月

がみ

た︒福笹は境内の夷堂ま

鎌倉中央ＲＣ

ユズ湯を老人施設に

は無病息災︑家内安全を

祈願していた︒

日︑鶴岡八幡宮境内の
源氏池畔で行われた＝写
真︒

鎌倉中央ロータリーク

25

55
わり鳳凰竹の枝に打ち出
の小槌や鯛︑小判などの

持ち寄られた神棚の御

24

にした︒

人が所役を奉仕した︒

海に向かってミカンを投

い﹂と期待を述べた︒漁

山崎の山崎浄化センター

腰越漁業協同組合の組

一年の大漁と海の安全

げてから︑ミカンやたる

は５日から︒釣り船は年

豊漁祈願し 船祝い
を祈る﹁船祝い﹂が１月

いっぱいの駄菓子を投げ

明けから始まっていると

参列者や関係者の見守

４日鎌倉の腰越漁港で開

た︒集まった人たちは両

いう︒

消防出初式に７００人

かれ︑親子連れなどでに

手を広げてキャッチし︑

神童太鼓の勇壮な和太
持ってきた袋をいっぱい

消防総合訓練では︑は
し ご 車︑ 救 助 車︑ 化 学

日︑

20

ぎわった＝写真︒

鼓の演奏が披露されたあ

組合のまとい振込みに続

鎌倉・大船の両とび職

が観覧した︒

も連れの市民ら約７百人

員２７１人が参加︒子ど

台︑消防職員や消防団

工事の安全願い 手斧始式

の上からミカン撒きが始

一年の工事の安全を祈

と︑大漁旗で飾られた船

められた︒
ち ょ う な はじめ

願する手斧 始 式が１月
４日︑鶴岡八幡宮で行わ

きはしご乗りが行われ︑

人︶が昨年 月

ラブ︵山田嗣会長・会員

同会が︑地域の高齢者

を寄贈した＝写真︒

５カ所にユズ湯用のユズ

鎌倉市内の老人福祉施設

22

札やしめ縄︑しめ飾り︑
松飾りなどを円錐形に積
いみ び

み上げ︑斎火をもってお
焚き上げする神事で︑し
め縄などで高さ４㍍ほど
のやぐら状に組まれた２

12

車︑救急車など９車両が
出動し︑災害の発生した
ビルに取り残された人を
消防隊員らが救出する訓
練を行った︒今年初めて
ドローンも登場して映像

20

れた＝写真︒
源頼朝が１１８１年に

れた約６㍍の青竹をする

とび職人が垂直に立てら

すると登って︑その上で

行った八幡宮造営時の神

９ 年 に 現 在 の﹁ 手 斧 始

った＝写真︒

場から大きな歓声が上が

次々と妙技を決めると会

㌢角の御神木を二ノ鳥

式﹂として神事が再興

事に起源を持ち︑１９４

のせて長さ約３・９㍍︑
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10

20

10
とび職人らが木遣唄に

し︑継承されている︒
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