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校と図書館などに配布さ

Ａ４版

れている︒

科 の﹁ 昔 の く ら し や 道
具﹂の学習の一環で︑鎌

年度鎌倉市提案
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秤ばかりで計ったり︑二

訪れ︑同資料館では︑天
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年生約１３００人が重文
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の小学３

は︑歴史民俗資料館に展

を訪れて︑市民学芸員の

財に指定されている旧石
かり︑長火鉢︑羽釜など

脱穀機などの農具︑竿ば

１月

いう︒

案内で体験学習をすると

だ り︑ わ ら じ を は い た

なれば家康のお供をし︑

側室となりました︒戦と

寺として知

倉唯一の尼

呼ばれ︑鎌

つるし飾り
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ろ

り

﹁囲炉裏ってなあに﹂

１００カ所につるし飾り
を飾って︑早春のまちに

﹁北鎌倉

のある街﹂の催しが２月

賑わいを添える＝写真︒

鎌倉歴史散歩︑お花見会

つるし飾り作りや︑北

日まで北
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㎞の街道とその周辺で行

などの催しも︒

鎌倉駅を中心に約２・５

われる︒２０１１年から
始められ
今回で
回 目︒ 期

とした仏殿から山門が建

間中︑約

しい竹林も広がり鎌倉ら

ち並びます︒

﹁火鉢の中に入っている
のは何﹂
﹁この道具でど

の﹂と興味深々だった︒
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小冊子の作成にあたっ

た 同 会 は︑
﹁ 戦 国 時 代︑

北条早雲が築いた玉縄城
を中心とした鎌倉の歴史
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ってもらえるように︑わ
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▼つるし飾り作り ２
・３月の毎週水曜
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円︵ 材 料 代 含 ︶︒ 要 予
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ておられる姿︒左は合掌
される勢至菩薩が並ばれ
ます︒三尊みな穏やかで

手すりにすがるように上

可いただき︑急な階段を

三尊像です︒特別にご許

こえてまいりました︒徳

僧さまのお経が静々と聴

と︑仏殿からご住職の尼

お顔を拝しております

やさしい印象です︒

がると︑正面に阿弥陀三

りするもの悲しさと誇り

川家を支えた姫君をお守

は観音菩薩が蓮華を捧げ

しておられます︒右脇侍

きな蓮台上に安らかに坐
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た︒
各 寄 木 造︑ 玉 眼︑ 漆
箔︑像高は阿弥陀 ・８
中尊の阿弥陀如来は大 ㎝ ︑観音 ・５㎝ ︑勢至

史を感じ受けました︒

在に至っており︑寺の歴

度と再建修復がなされ現

年に建立された山門は幾

ち並んでいます︒寛永

尊そして十六羅漢像が立

はこの山門楼上の阿弥陀

さて︑今回のみほとけ

しい落ちつきで心が和み
ます︒そして中央に堂々

発行された副教材

国武将の紹
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歴史年表な
どが掲載さ
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今年も １
月から３月

ある地域の歴史を物語る

の出土品︑くわや大鋸︑

示されている︑縄文時代

にかけて市内

歴史民俗資料館や︑移築

㌻の小冊子に

との協働により︑玉縄城
址まちづくり会議︵荒井

保存され︑国の重要文化

めの体験型社会科学習の
井家住宅を訪れる子ども
のくらしの道具などの写

り の 体 験 学 習 を し た︒

副教材として﹃かまくら

真や︑玉縄城址の案内︑

日は市立稲村ケ
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それが連戦連勝︑関ヶ原

す︒

られていま

軒先や店内など カ所に彩り

部出版し︑市内の小中学

線に沿って北に進み︑寿
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永井宗直
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﹁北鎌倉 つるし飾りのある街﹂
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文
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﹁水戸御
殿﹂
﹁水戸

福寺の前を過ぎた先に英

いい﹁お勝ち﹂の名を賜

の尼寺﹂と

勝寺があります︒英勝寺

に徳川家康の側室であっ

まって清楚

ひっそり静
やがて家康死後︑出家

な庭の花を

れました︒

し名を﹁英勝院﹂と改め

愛でながら

た英勝院尼が開いた浄土

英勝院尼は︑江戸城築

英勝寺が建立されまし

おお た どう

城などで知られる太田道

進むと奥行

かじ

きがある美

かん

た︒寺は代々水戸家の姫

宗の古刹です︒

入口から

は１６３６年︵寛永 ︶

英勝寺山門・阿弥陀三尊像

題字は建長寺派管長 吉田

これは︑小学校の社会

を出版した︒

て作成された︒２５００

月︑小・中学生のた

章会長・会員

人︶が昨
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時頃︑

今年だけ︑三つ

の祝日の日にち

が変わります▼

日 ︶﹂
﹁山の日﹂がオリ

の日︵スポーツの

﹁ 海 の 日 ﹂﹁ 体 育

森戸神社︵葉山︶︒正午︑

鶴岡八幡宮︒ 時半・

時︑ 遊 行 寺︵ 藤 沢 ︶︒

時︑龍口寺︒ 時︑鎌倉

宮・亀岡八幡宮
︵逗子︶︒

▼針供養８日 時半︑

▼初午祭９日正午︑佐

荏柄天神社︒

助稲荷︒ 時︑鶴岡八幡

宮境内の丸山稲荷︒農業

時︑鶴

神の大明神に豊作祈願︒

▼紀元祭 日

岡八幡宮︒建国を祝う︒

日

▼祈年祭 日

岡八幡宮︒

▼天長祭

日

時︑建

時︑鶴

岡八幡宮︒豊作祈願︒

時︑鶴

釈迦入滅の法会︒

時︑光明寺︒他各寺院︒

長寺︒ 時︑龍口寺︒

▼涅槃会

にち変更をする措置が取

られています▼恒例行事

として多くの人が集まる

﹁鎌倉花火大会﹂もま

た︑開催中止が発表され

ました▼警備や花火台船

の停泊場がオリンピック

のセーリング競技の会場

となっていることなどが

理由のようです▼この時

期だからこそ鎌倉の土地

を初めて訪れるような外

てもらえる機会と思って

の風物詩の１つを体感し

日︑長勝寺︒ 時︑
水行︒ 国人などにも︑日本の夏

▼大国祷会成満祭

ンピック開催の影響で日

建長寺・長谷寺︒ 時︑

大船観音寺︒３日 時︑

▼節分祭１日

２月

いと感じました︒︵Ｎ︶

柔軟な対応をしていきた

祝日を変更するくらいの

ている事案に関しては︑

然災害ではなく︑予定し

もあります▼予期せぬ自

いただけに残念な気持ち
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