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資源回収車が防犯パトロール
もや高齢者の見守りなど

鎌 倉 署・ 宮 村 栄 署 長 は
になればと思う﹂と話し

ども多いので安全の一助

がったという︒
組合の田中保行副理事

活を支え︑ともに歩んで

﹁官民一体の地域活動を

朝だけでなく巡回中見

いきたい﹂と締結を喜ん

長 は︑
﹁今後も市民の生

守りをしようということ
だ︒

た︒

になり今回の締結につな

今後署員一丸となって全
力で取り組んでいきた
い﹂と力を込めた︒
同組合が防犯パトロー

たのは︑手広の交差点で

ルを行うきっかけとなっ 車イスの人が着物で鎌倉散策
市民団体の支援で

長は﹁市内で不審者情報
の児童の通学の安全指導

が年 〜

件あるので︑

調印式で松尾崇鎌倉市

れば画像を提出する︒

鎌倉市・警察署と協定締結
市の委託で家庭から出
に協力する︒
収集車は平日の午前８

る紙類︑ビン・缶などの
回収を行っている鎌倉市
時半から午後４時ごろま

解散するコース︒車イス

▼節分祭

１日

時

時︑森戸神社︵葉山︶︒

頃︑大船観音寺︒３日

正午︑建長寺・長谷寺︒

﹁一般の人より着物経

が参加した︒

利用者３人と健常者４人

と﹁車椅子でも大丈夫！
着物で鎌倉散策﹂が１月

︶︒長野県か

験豊富かも﹂と宍戸かつ
子さん︵
障害者へ鎌倉の観光情

日行われた＝写真︒

凍えるような寒さの１

ら日帰りで参加した横澤

半・

で旗振りを行っている︒

〜８時ごろまで横断歩道

前から平日の午前７時半

車イスの人にも着物を

両警察署によると︑管

着て街を歩いてもらおう

内で大きな事故はなかっ

という︒近隣の笛田町内

て作業を行っている︒ト

たが︑昨年の刑法犯認知

会に協力して︑３年ほど

ラックに﹁防犯パトロー

件数は︑鎌倉署で前年よ

今回の締結を心強く感じ

ル﹂のステッカーを貼

る﹂と話した︒

り︑今回新たに収集車に

きは 台が市内を巡回し

で︑一日 台から多いと

資源回収協同組合︵木村

日︑市と

邦雄代表理事︑組合員
社︶は︑１月
鎌倉警察署︑大船警察署
の４者で防犯に関する協
定を結んだ︒巡回中に犯
罪や不審者の通報︑子ど

報提供や︑バリアフリー

沢︶︒ 時︑龍口寺︒

時︑ 遊 行 寺︵ 藤

にあた

全指導

交通安

回で４回目︒

長︶の主催で︑今

︵榊原正博理事

リ ー ツ ア ー セ ン タ ー﹂

たちと散策を楽しんだ︒

時︑鎌倉宮・亀岡八幡宮

︶と共に

時︑鶴岡八幡宮︒ 時

日︑町内会の中村美

由紀さんは﹁うれしい﹂

重子さん︵

月

と明るい笑顔でスタッフ

實枝子さん︵

件増の４４３件︑大

ビーチなどの催しを実施

船署で昨年より１件減の

り

している﹁湘南バリアフ

３８２件あったという︒

ドライブレコー

代︶︑小澤

警察の要請があ

る霊験話が残っ

譲さん

の長島

た組合

イクをしたあと︑

で着付けやヘアメ

のレンタル着物店

鎌倉・小町通り

風入れに方丈正面内陣に
おまつりされます︒大伽
藍を誇る建長寺の御本尊
はわずか一寸八分の通
称︑済田地蔵︵身代わり
地蔵尊︶であったという
面白いお話です︒
一 木 造︑ 彫 眼︑ 金 泥
塗︑厨子入り︒像高５・
３㎝ ︑年代不詳︒

８日

日

時

時︑

時︑

時︑ 水

日

日

時︑

鶴岡八幡宮︒豊作祈願︒

▼祈年祭

院︒釈迦入滅の法会︒

時︑ 光 明 寺︒ 他 各 寺

建長寺︒ 時︑龍口寺︒

▼涅槃会

行︒

日︑ 長 勝 寺︒

▼大国祷会成満祭

鶴岡八幡宮︒
建国を祝う︒

▼紀元祭

半︑荏柄天神社︒

▼針供養

神の大明神に豊作祈願︒

宮境内の丸山稲荷︒農業

佐助稲荷︒ 時︑鶴岡八幡

▼初午祭 ２日正午︑

︵逗子︶︒

ってい

︶

昼食をとり︑鶴岡

︵

は﹁急

って救われたこととして

八幡宮周辺を散策

この地蔵菩薩を心平寺地

してお茶を飲んで

納めていたためで︑その

蔵の頭中に納め︑時が経

な飛び

かわり地蔵の背にくっき

出しな

手の武者が刀を何度ふり

り刀傷が残った︒まさに

正道

ダーを搭載し︑

題字は建長寺派管長 吉田

おろしても左衛門の首は

ち建長寺が開創されると

永井宗直

切れなかった︒実は彼は

地蔵が身代わりとなって

仏殿本尊の胎内に移され

文

日頃より信仰していた一

ました︒現在は別に安置

写真 原田 寛
呂坂を登った
﹁地獄谷﹂
と

地蔵菩薩のご加護によ

左衛門を救ったのです︒

ています︒刑場

２月

14

10

10

10

10

もとどり

げ︶の中に念持仏として

界に﹁ＺＥＮ﹂としてひ

での出来事︑済

され︑年に一回秋の宝物

い わ れ た 刑 場 地 で し た︒ 寸八分の地蔵像を髻︵ま
その刑場にあった心平寺
という地蔵堂が

木造地蔵
︶
菩薩立像

に道を究める修行と高い

建長寺のはじま

︵

精神性を問う新しい宗

ろまり現代人の精神修養

心平寺にはあ

りなのです︒

としてひろがりをみせて

た︒その禅はいまなお世

派こそ﹁禅﹂でありまし

建長寺・ 済田地蔵尊
鎌倉五山第一位建長寺
は１２５３年︵建長５︶
五代執権北条時頼によっ
てわが国最初の禅宗専門
道場が開かれました︒開
山の渡来僧・蘭渓道隆に
よって中国宋朝からの純

田左衛門金吾と
いう者が無実の

います︒

罪で斬首されよ

粋禅が直輸入されたので

さて︑そんな禅の道場

うとしたが︑討

す︒ 旧 来 の 保 守 的 な 仏

倉 の 中 心 地 の 外 れ︑巨 福
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日本の一家族の

平均は２︑３人︑

今は３人以下とな

っているそうです

▼﹁サザエさん﹂

少し寂しくも感じます▼

十年の間で移り変わり︑

ような大家族の設定が数

﹁ちびまる子ちゃん﹂の
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教︑そして知識や教養を ﹁建長寺﹂
のはじまりは鎌
単に問うことでなく純一
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38

ルエンザの猛威に怯える

ったと想像するとインフ

ですが︑もし大家族であ

した▼私は４人家族なの

期の冬休みをいただきま

が︑家族へも感染し︑長

を投与してもらいました

久しぶりに発症し︑新薬

エンザがあります▼私も

るものとして︑インフル

毎年変わらず冬に流行す
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もどうぞご自愛ください

えていました▼みなさん

離生活中に一人布団で考

るのかもしれないと︑隔

３人以下も良い場合があ

と思い︑一家族の平均が

日々であったことだろう
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