所でした︒最初の社

通の妨げになるとして移

っくらした東慶寺の宝蔵

子学園の校舎︑左にはふ

セントは中心に北鎌倉女

のようにいい景色の中に

清らかである︒八雲神社

える︒掃除が行き届いて

切にされている様子が見

新しくても地元の人に大

神社が必要になったので

した︒それで都市を守る

もなり︑さらに繁栄しま

開かれ庶民が暮らす町に

になると︑馬の市なども

ですが︑足利公方の時代

覚寺など禅寺が並ぶ寺町

す︒山ノ内は建長寺︑円

張 り︑﹁ 安 倍 晴 明 神 君 ﹂

わっています︒しめ縄を

の下には︑晴明石が横た

出ているそうです︒鳥居

石碑の下にある石からも

言では︑アースパワーは

立っています︒大根師の

も鳥居や修験道の石碑が

の北側にある台地に

﹁安倍晴明﹂ 境内

＊陰陽道の君主

すが︑それぞれの町に晴

町に分かれていたそうで

北鎌倉昔は上中下３つの

＊晴明に守られる町

も知られています︒

危機を救った人物として

っています︒藤原道長の

祈り合戦に勝った話が載

鬼を使ってライバルとの

く力を持ち︑式神という

集﹂に前世と未来を見抜

安倍晴明石

＊パワースポットの条

の瓦屋根︑右手には光照

あることもパワーの地の

北鎌倉の町風景

件 神社へは駅の下りホ

寺の青い屋根がそそり立

条件の一つと思われま

山ノ内の八雲神社
されたのでした︒

ームの裏から上る参道が

っています︒冬晴れの日

の 陰 陽 師 で︑
﹁今昔物語

安倍晴明は平安時代

殿はこの位置にあっ
たのかもしれませ

した社ですが︑神社にな

関東管領の上杉氏が創建

ありますが︑長くて急な

なら遠く雪の富士山が望

ん︒

る前から祈りやお祓いを

石段です︒円覚寺や洞門

山 ノ 内・ 八 雲 神 社

する特別な場所でした︒

山トンネルから行くこと

師に病魔退散の四角四境

が広がり︑疲れを忘れさ

立つと北鎌倉の町の風景

をお勧めします︒境内に

森が豊かである︒巨木が

届くものがある︒例えば

るように思います︒心に

潜む場所には共通点があ

めます︒地霊やパワーの

素蓋鳴尊です︒大都市京

に威力を発揮するという

神社の祭神は︑疫病退散

＊都市の守り神 八雲

でいる⁝︒

ワーはこの逆の場に潜ん

す︒蛇足ですが︑負のパ

パワーの出ている所は社

です︒大根師が指示した

天水桶が並び丁寧な構え

えます︒左右に石灯籠と

彫り物の豊かな社殿が見

石造の鳥居が立ち︑奥に

しょう︒境内に入ると︑

ぐ呪いの石とされてきま

印︑また魔物の侵入を防

鎌倉の内外を分ける目

橋近くの道路にあって︑

しました︒以前は十王堂

明石については前回紹介

の札が立っています︒晴

に守られた北鎌倉︑なん

天社の碑です︒安倍晴明

建長寺の手前にある第六

踏切そばの碑︑上町には

石︑中町には浄智寺先の

られます︒下町には晴明

明の名を記したものが見

練を行った＝写真︒

とを想定した避難訓

警報が発令されたこ

月９日運行中に津波

京都港区︶と葉山町が３

京浜急行バス︵本社東

を避難させるよう指示が

が発令され︑無線で乗客

神社に乗客を誘導した︒

台にある避難場所の諏訪

けて儀式が行なわれまし

祭を行うよう命じまし

せます︒目の下には駅の

どんと鎮座している︒歳

た︒山内は八雲神社の地

た︒四角は幕府の東西南

ホームが横たわり︑その

月を経た社殿が悠久の歴

＊四境祭の地 円覚寺

北の四隅で︑四境は町は

向こうに台山の緑に抱か

のある丘の北に八雲神社

ずれの地です︒多くの場

れた家並みが上品な風景

です︒

合︑ 東 は 六 浦︑ 南 は 小

大規模に行われるのは初

県であったが︑今回ほど

による配布会は昨年千葉

の広がりを訴えた︒市民

かない﹂と強調し︑活動

の体は自分たちで守るし

の前で祈りを捧げた＝写

前に集まった大勢の人々

ら約１２０人が︑大仏の

教︑キリスト教の宗教者

行われ︑鎌倉の神道︑仏

長谷・佐藤孝雄住職︶で

倉大仏殿高徳院︵鎌倉市

思う﹂と話した︒

セージが届けばいいと

災地にあるというメッ

住職は﹁鎌倉の心は被

られ今年８回目︒佐藤

で︑震災の年から始め

センターで自主配布が行
われた＝写真︒約４百人
が来場し︑子ども連れの

子駅から葉山へ向か

として乗車︒ＪＲ逗

人が乗客役

の各営業所と葉山町

明寺で行われ︑約１千基

う路線バスが県道２０７

から約

の 万 灯 が 捧 げ ら れ た︒

号線を走行中︑津波警報

会が鎌倉市扇ガ谷の浄光

﹁鎌倉十三仏詣実行委員

鎌倉大船ロータリーク

鎌倉大船ＲＣ

元女川中学教諭が講演

会﹂の主催で︑震災の翌
年から行われている︒
万灯が並べられたお堂
で臨済宗︑浄土宗︑日蓮
宗︑真言宗の読経が行わ
れ︑最後は約 人の僧侶

ラブ︵日向達藏会長︶が

乗り合わせた人に

協力を求め担ぎあ

げた︒

︶は

バスの運転手蒲

谷茂さん︵

﹁なかなか思うよ

うにはできなかっ

出されると︑運転手は清

た﹂と振り返った︒

丁寧にできればよかっ

た︒案内がもっと

浄寺のバス停で停車し高

ちが俳句づくりの授業で

つくった作品や︑震災の

話をすることで生きてい

るのが楽しいと感じられ

歳の語り部を紹介し︑

るようになった東松島の

﹁防災とは︑あの日を語

東日本大震災での教訓を

後世に伝える取り組み

ることで︑それが失われ

が合同で読経し︑焼香の

日︑﹁ 第

人々が途絶えることなく
列をつくった︒

津波の避難訓練

２回東日本復興支援講演

とになる﹂と話した︒

た命を未来につなげるこ

訴 え た︒ そ し て︑﹁ 想 定

とあってはならない﹂と

敏郎さんで︑東日本大震

バープロジェクトの佐藤

講師はスマートサバイ

たちの遺体が並べられて

たブルーシートに子ども

ことには﹁校庭に敷かれ

生だった次女を亡くした

た大川小学校で小学６年

い﹂と呼びかけた︒

の事として考えてほし

たらどうしていたか自分

い︒あの日あの場所にい

ね︑ 習 慣 に す る し か な

動を起こすには訓練を重

外の事が起こった時︑行

災当時宮城県女川第一中

いた︒あんなことは二度

人が犠牲になっ

学校に勤務していた︒佐

児童

藤さんは震災後︑生徒た

いた＝写真︒

会﹂を鎌倉女子大学で開

の一環で３月

車いすの乗客には

坪︑西は稲村ヶ崎︑北は

したが︑

めてという︒来場者たち

祈りこめた１千基

61

訓練には京急バス

殿の前︑やや左に寄った

係者で構成する﹁鎌倉

や医師・看護師らから協

真︒震災発生の午後２時

暗がりの中に浮かび上が
る＝写真︒

40

とも羨ましい町です︒

都を守る祇園神社の神で

宗教超えて鎮魂の祈り

宗教者会議﹂の主催

大仏殿で追悼・復興祈願祭
東日本大震災追悼・復

力を得た︒広河さんは︑

は医師の問診を受けて薬

たあと︑神道の大祓詞斉

年ほど前︑交

史を醸している︒社殿が

配布前に︑安定ヨウ素
剤を飲むのは︑放射能ヨ
ウ素が甲状腺に入ってく
るのを防ぐためというこ
と︑飲む時期は被爆する
時間前がよいこと︑飲
む量︑副作用などの説明

興祈願祭が３月 日︑鎌

若い世代が目立ち︑約１

チェルノブイリや福島な

ぐるぅぷ未来は︑市民

を受け取った︒

広河さんは﹁自分たち

があった︒

東日本大震災から７年

をつくっています︒アク

鎌倉の市民団体が実施
原子力災害が起きた際
甲状腺被ばくを防ぐ安定

者を募ったところ︑約３

ヨウ素剤の配布会に希望

３００人・一人５回分の

どの原発の救済活動をし

﹁ 世 界 平 和 ﹂﹁ 被 災 地

東日本大震災の追悼と

３０家族の申し込みがあ

１万１千丸を配布した︒

ている︒広河さんの制作

唱︑キリスト教の聖書朗

再生・共生﹂などの文字

被災地の復興を願い万灯

日鎌倉市福祉

鎌倉の市民団体﹁ぐる

全員が被爆前に飲めるよ

読や讃美歌の斉唱︑仏教

が書かれて奉納された万

り︑２月

ぅぷ未来﹂が︑フォトジ

映画を昨年４月︑ぐるぅ

う市備蓄のヨウ素剤の事

灯にろうそくが灯され︑
合同祈願祭は三宗教関

浄光明寺で万灯会

ャーナリスト・広河隆一

ぷ未来が上映したのをき

の読経が行われた︒

分︑全員で黙祷を行っ

さんを代表にヨウ素剤の

前配布を鎌倉市に求める
署名を集めている︒

っかけに今回の配布にい

74

60

たった︒

10

ヨウ素剤配布に 人人

山内で︑ここに祭檀を設

があります︒室町時代︑

大 貫 昭 彦

ると︑鎌倉幕府は︑陰陽

町に疫病が流行ったりす

12
ＡＹＳ救援アクション﹂

京急バスと葉山町

16
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配布活動に取り組む﹁Ｄ
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