親子で火起こしや昔遊び

鎌倉市雪ノ下の御谷の
ー ム ︶﹂︑ 小 鳥 の 巣 箱 作

にしたクイズとビンゴゲ

知ってもらえたら﹂と話
し︑参加した母親は﹁普
段できない木登りや︑昔

永福寺跡に桜を植樹
クラの名所だったという
この地で花とともに往時
を偲んでもらえたら﹂と

鎌倉市二階堂の国指定

尾天皇が車を返して見と

という由来があり︑後水

として京都御所に植えた

立した鶴岡八幡宮寺・勝

に所在する︑源頼朝が建

の北東約２㌔㍍︑二階堂

史跡永福寺跡は鎌倉駅

話していた︒

史跡・永福寺跡の北東の

れたことから﹁車返し﹂

かまくら桜の会

どもに体験させることが

日︑か

遊びなどを自然の中で子

できてよかった︒子ども
斜面に昨年

通して︑鎌倉の緑の豊か

いっている﹂と喜んでい
会長︶がサクラの苗木を

まくら桜の会︵高柳英麿
の名もある︒

長寿院と並ぶ三大寺院の

月

たちもまた参加したいと

り︑半ドラム缶の炭火で
た︒

兵 藤 会 長 は︑
﹁体験を

た︒

御谷の森で里山フェスタ
日﹁かま

さとそれを守る大切さを

月

くら里山フェスタ﹂が開
バウムクーヘン作りなど

森で昨年

かれ︑親子連れなど約３

に三堂が完成し︑幕府の

ひとつ︒１１９４年まで

３本植樹した＝写真︒

で︑高さ１３０㌢ほ

ち枯れた木の補植

ろ廃寺となった︒鎌倉市

焼失し︑江戸時代初期ご

されたが︑１４０５年に

１７年６月から全面公開

高柳さんは﹁かつてサ

ＳＤＧｓ 学び︑
推進を
これまでに同会が

が行われ︑子どもたちが

どの鎌倉産の﹁桐ケ

は１９８３年から発掘調

している︒開門は午前９

御願寺として手厚く保護

逗子フェアトレード・

査︑２００７年から復元

本のう

フォーラム﹁ＳＤＧｓ と
谷桜﹂が植え付けら

・整備工事を行い︑２０

植樹した

半ドラム缶での火起こ

れた︒このサクラは

かまくら子育て支援グ

し︑ベーゴマ・竹トンボ
世界の子どもたち﹂が昨

足利尊氏が東国の宝

会︵兵籐芳朗会長・会員

晴天に恵まれぽかぽか

日︑逗子文化プ

が参加した＝写真︒主催

ラザで行われ︑百人以上

紛争地支援を加えた新企

トレードに被災地支援や

を開発し︑学生向けのプ

を中心にオリジナル商品

の輪を拡げている︒︵Ｋ︶

ログラムも行うなど活動

中高生５人を表彰

時〜午後４時半︒

観部がテントを設けて︑

は﹁逗子フェアトレード

画などを発表した︒

ループ懇談会の協力で︑

陽気のもと︑ツリーテラ
・羽根つきなどの昔遊び
年

げ︑ 竹 か っ ぽ︑﹁ 山 ジ イ
鎌倉の緑地や景観の保全

タウンの会﹂で︑東海大

約４百人︶︒

ス︵木登り︶︑草むしり
もあった︒鎌倉市都市景

と森あそび︵自然を題材
の説明やパ

学教養学部と逗子市教育

３０年までに国際社会の

フォーラムでは︑２０

ーナの子どもたちへの就

界的潮流や︑インドやガ

バレンタインデー用に発

新企画のチョコレートは

ドの認知度を上げたい︒

向けさらにフェアトレー

﹁きょうは一日楽しく

もたちが組合員とともに

った米を臼に移すと子ど

た＝写真︒

内のホテルで行われ

税貯蓄組合連合会と

の共催で行っている

中学生の﹁税につい

ての作文﹂の鎌倉税

務署管内での表彰式

日鎌倉市

代わるがわる餅をつい

数は︑高校生１１８編︑

・逗子・葉山︶の応募総

鎌倉税務署管内︵鎌倉

立第二中３年︶▼鎌倉団

長賞＝栗本梨吏︵鎌倉市

内納税貯蓄組合連合会会

月

た︒つきあがった餅は︑

が︑

浜野誠会長が挨拶︒鎌倉

納豆︑きな粉︑餡などが

﹁鎌倉児童ホーム﹂で

市佐助の児童養護施設

鎌倉税務署

﹁税についての作文﹂

ネル展示を

竹串でパン

目標として国連で採択さ

学支援の事例を伝える講

逗子市は２０１６年に

すごしましょう﹂と鎌倉

国税庁の﹁税に関

をあたため

れたＳＤＧｓ ︵持続可能

演を行った︒

日本で３番目のＦＴタウ

菓子組合︵会員 人︶の

同会の磯野昌子共同代

て食べた

な開発目標︶を推進する

を学ぶ大学生らが︑福島

ンに認定され︑﹁逗子フェ

委員会が共催︒

り︑同保存

日本経団連の担当者と︑

のリンゴやアフガニスタ

アトレードタウンの会﹂

昼は長い

会特製豚汁

児童労働の撤廃と予防に

ンのブドウを使ったチョ

かがり び

する高校生の作文﹂

とともに弁

取り組む国際協力ＮＧＯ

コレートの開発でフェア

短歌という篝火を手

界をさらに拡げていく︒

と︑国税庁が全国納

当を食べた

﹁ＡＣＥ﹂代表・岩附由

に 戻 る︒
﹁短歌を離れて

作家としての活躍︑経済

の放送業界へ転身︒放送

結婚と離婚を経て黎明期

への探求の成果を注ぎ込

と︑休詠期に培った古典

現代詩﹂という信条のも

﹁短歌とは韻律を持つ

もあった﹂と振り返る︒

い人柄も垣間見える︒

から愛される著者の明る

栞文には多くの仲間たち

一冊︒歌集に添えられた

が鮮やかに浮かび上がる

で歩み続けてきた道のり

げ︑
青空の下︑
そこで餅つ

ーブでもち米を蒸しあ

いつもは園庭の薪スト

催しで

７５年から開催している

た＝写真︒同組合が１９

る が︑今 年 は 建 物 の 改 修

つきとなった︒もち米

︵Ｋ︶ 工事のため︑室内での餅

・６２６１

16

表は﹁来年度の再認定に

りして御谷

香さんが︑ＳＤＧｓ の世

短歌を見直す時期の持て

学者との再婚︑幼少の娘

み︑正確な写実と伸びや

をまとめた集大成となる

44

１５︐
０００円︵税別︶ きが元気いっぱい行われ
沖積舎刊☎

11

売できれば﹂と話す︒

の一日を満

﹁さるびあ街﹂で日本歌

と渡米した期間に芽生え

月１日︑餅つきが行われ

鎌倉市在住の歌人︑尾

た古典文学への回帰から

かなリズムで光と影︑動

回目︒
歌集

﹃源氏物語﹄などの研究

崎左永子さんの全

終戦後︑斎藤茂吉門下

を刹那に切り取る歌の世

せ つ な

など相反するものの﹁間﹂ ・１３１１

あわい

と静︑
愛と哀しみ︑生と死
年に及んだ︒
しかし 代で再び歌壇

は

にも情熱を傾け︑休詠期

に︑ 歳代に至る今日ま

34

後半はフェアトレード

喫してい

人クラブ推薦優秀歌集に

たことは︑大切な時間で

鎌倉菓子組合

選ばれるも︑私生活での

児童施設で餅つき

歳で師

の佐藤佐太郎に

事した著者は︑１９５７
年に刊行した第一歌集

中学生１４０３編だっ

体長会賞＝竹道萌花︵鎌

月号１面の鎌

︵敬称略︶

倉市立玉縄中３年︶

まぶされ︑子どもたちは

受賞者は次のとおり︒

た︒

︻高校生︼鎌倉税務署

何回もお代わりしながら
餅をほおばった︒イチゴ

おわび

１９７８年︵昭和 ︶創

倉学園陸上部の記事で︑

越しができる﹂と話して

上真理愛︵鎌倉市立手広

国大附属鎌倉中３年︶三

署長賞＝大橋優太︵横浜

正します︒

部でした︒おわびして訂

９２５年︵大正 ︶の創

部としたのは誤りで︑１

︻中学生︼▼鎌倉税務

子大学高等部１年︶

長賞＝今井智優︵鎌倉女

大福やお供え︑のし餅も
できた︒
施設長の秦さんは﹁お

いた︒同施設では４歳か

中３年︶▼鎌倉税務署管

かげさまで今年も無事年

ら高校生まで 人が入居
している︒
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作品集︒

㌔が用意され︑蒸しあが

した︒

月
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逗子フェアトレード・フォーラム

元気に遊びまわった︒
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