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絵と文･松田洋子

麻生 不動院(
明王山)

一月 二十 八日 のお堂 別､柿生 駅から歩 き､麻生 不動

院 に向 かう ｡空 は灰色 の雲 に覆 われ､手 足 の先 がかじ

かむ寒 さ｡ 一年 に 一度 '柿生 が最 も版う ｢だ るま市 ｣

が立 つ日だ｡不動院 に通 じる狭 い道 には数 百軒 の食 べ

物屋を はじめ露店 がぎ っしり｡歩行も容易 にできな い
はど の人出 でご った返して いた｡

こ のだ るま市 は､明治三十七年 に鶴 川村能 ヶ谷 の蕗

天商 が東京府 北多摩都村山村からだ るまを仕入 れた の

が始 まり で､現在 は 『
相州目無 しだるま』 で平塚 から

仕入れており､ 『
関東納め のだるま市』と いわれる｡

軒を並 べただ るま屋｡客と の値段交渉 のあと､だ る

まが売 れ るたび に売 り手 は火打ち 石 で切り火 を行 い'

｢ヨヨヨィ､ ヨヨヨィ､ ヨヨヨィ' ヨィ!｣と いう威勢

のいい掛 け声と拍手 が起 こる｡ これは縁起担 ぎ で､買

い手 の家内安全と商売繁盛を願 っての儀式 である｡

麻生 不動院 は､･
Lクサ (
シダ の l種)刈り に来 た里

人が 八寸丈 の木像を発見 し ここに租 ったと いう伝説 に
とくさ
より'木賊不動とも呼 ばれて いる｡また､火伏 せ の不

動さまとし て信仰 が篤く ､だ るま市当 日は本堂も開か

れ､火難を防ぐため のお守り やお札が販売されていた｡

後 に聞くと ころ､厳寒 にもかかわらず こ の日 の人出
は約六万人と の話 であ った｡

昨年亡くな った水上馨さんの蔵

けに'水上さんのフロッピ ーディ

書を五百冊以上'麻生図書館 に寄
贈して いただ いた｡それをき っか

隆

での活躍はもちろん'川崎市立図
書館 にと っても重 い存在 だ った｡

麻生図書館所蔵 の ｢いなだ子ども

風 土記 そ の- 農 業編 ｣ から
｢
そ の3 年中行事編｣ の奥付を見
水上馨｣とあ る｡
ると発行者 に ｢

鈴 木

いる｡

昭和 四十四年から昭和 四十六年 に
かけて刊行された本だが'多摩図

館長

電子上で公開して いる｡昨秋には

郷土史 の研究会と いう形が取れ
ると いいと思う が'たとえば､電

麻 生 図書館

七千以上 の作品が公開され'自由

子的な空間 でそ のようなやりとり

域資料 ･郷土資料 ･行政資料など
でできな いも のか｡そんな ことを

のでき る場があ ると よ いと思う ｡
文化協会 の中 で'あ る いは､図書

このような ことが'麻生区 の地

に利用されている｡

考えた｡水上さんの文書もそ のよ

スクをお借りしている｡氏は生前､
麻生区に ついて､さまざまな場所
で話をされており'そ の際 の参考

館 や行政機関などが事務局として
なんとかとりく めるとよ いと思う
のだが｡

多く の活字資料は'保存 スペー

うに活用できな いかと考えている｡
スの確保 や図書 の劣化 の問題があ
るが'誰 でもが いつでも手元で読
めるよさがある｡
一方､ デジタル資料は'停電や
機器故障 には対応 できな いが､省
スペースであること､イ ンターネ
ット環境 にあれば何人もが同時に
読 めるなど のよさがある｡それら

話は変わるが'麻生区 には郷土

を知 った上 で活用して いく ことが
必要だ｡
の歴史を調 べ'発表され て いる多
く の方が いる｡水上さんもそ のお
一人だ ったが'これら の方 々が 一
堂に会して'そ の研究成果を発表
しあう場が できれば いいと思 って

水上さんのことでは'文化協会

資料が 二十 二枚 のフロッピーディ
スクに残されて いた｡ ワープ ロ専
用機 で作成されたも ので'今' テ
キスト化の作業をしている｡
一枚 のディスクに六十近く の文
書があり､た いへんなボリ ューム
で'積 み重ねられたお仕事 の大き
さに頭が下がる思 いだ｡これから'
引用 の確認や参考文献 の整理'原
稿 の校正などを行 い' できるだけ
早くまとめられるよう奮陶 して い
る｡
と ころで'文学作品をイ ンター
ネ ット上で読 めるようにする試み
が ｢
青空文庫｣ の名前 で､すす め
られ ている｡夏目軟石や芥川龍之
ボ ランティ アが入力 ･校正 し て'

介など'著作権が失効 した作品を

味わ いを伝えながら'検索もでき
たら いいと思う｡

それらを テキ スト化して'表紙 の

画像取込みで本全体を画像処理Lt

この本もぜひ電子化した い本だ｡

書館 の前身稲 田図書館長 の時､発
行されたのだ った｡

地 域 資 料 を 電 子化 す る と
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麻生市民館ができるまでは'多

た のだと思 いますOそ のご縁 で文
化協会 に入り､みなさまと のお つ
きあ いが始まりました｡
摩市民館 の社会教育講座にも参加
しており'そこで友達もできまし
た｡

三日ほど'二年間大学 へ通 いまし

和光大学で司書 の養成講座があ
るから行 ってみな いかと'お誘 い
を受け'仲間と 一緒 に週に二日〜

などを読 み'今も続 いて います｡
初めの講師は'後に和光大学 の学
長になり' 一九九二年に川崎市文
化賞を受 けた杉山康彦氏 でした｡
杉山氏が亡-なられた後は'故武
者小路実篤氏 の三女 でいら っし ゃ
る辰子先生が講師です｡古典を読
んで感ずることは'身分や時代が
変 っても人間 の心 の底 に流れて い
るも のは変らな いと いう こと｡だ
からこそ'今も読み つがれるのだ
と思 います｡
文化協会 の活動と並行して ｢
多
麻地域文化賞｣があります｡ 一九
七九年 の後半'当時 の多摩区 の区
民 の間から 〝
川崎北部における近

記念誌を 一九九八年七月 一日に発
行し'文化賞は終了しました｡途

中'藤 田親昌氏'相木俊夫氏が亡
くなりました｡その賞 では毎年三
つの賞が設けられ十年間'三十 の

座 では ｢
源氏物語五十四帖｣を十

多摩市民館 の女性史講座が終 っ
た後'自分たちで勉強する自主講

の休みには二泊三日の合宿ゼミに
も参加し'学生気分にな って若返
りました｡

ました｡大学は春休み'夏休みも
長 いので'負担にはなりませんで
した｡科目にもよりますが春'夏

年続き 『
多麻地域文化賞十年』 の

樹氏､山室静氏'柏木俊夫氏'結
城天童氏が中心 でした｡これは十

と賞 の選考は藤田親昌氏'小林直

賞状 の代りに結城天童画伯 の色穀
を贈呈する｡文化賞委員会 の運営

居住または勤務する人 々を対象と
Lt地域文化 の推進に地道な努力
を続けた人 々に'賞金 五万円と'

金として ｢
多麻地域文化賞｣が設
立されました｡多摩'麻生両区に

います｡みなさんの協力がなか っ
たらとてもできなか ったと思 いま
すO文化協会 二十年 の歴史と共に
歩んだわが人生です｡

さん､市民館 の清水さんにはお世
話になりました｡今 でも感謝して

二回'近- の史跡を歩く ｢
雑学教
室｣を担当しました｡その折には'
地元 の箕輪敏行先生'故笠原古畦

文化協会 では渋谷氏の後'私は
アカデミー部 の運営委員 になり'
短歌や俳句講座'俳句大会'年に

表彰が行われました｡私はその事
務局を担当した 一人です｡

一年かけて読み'そ の活動は新聞
にも紹介 されました｡そ の後 も

た｡そこで図書館司書'社会教育
主事'博物館学芸員 の単位をとり

｢
紫式部日記｣｢
枕草子｣｢
購蛤日記｣

代的市民館建設 の運動 〞が起り署
名 や資金カンパ活動が行われまし
た｡これにより集ま った資金を基

仲間 との文学散歩

-麻生区文化協会と共 にI

出会 い
原満依頼 のお知らせを受け'私
は つから'文化協会と のお つき
あ いが始ま った のかしらと'日記
を見ました｡日記は中学三年頃か
ら大学ノートに書き'自分 の生活

わが家が渋谷益左右さんのお宅
の近くなので'さそ って いただ い

史 のあるお寺があることを知りま
せんでした｡

ました｡お屋敷山'修広寺'善正
寺､草木寺など へ行き'柿生 へ戻
ってきました｡今まで自分 の家 の
近くにこんなに いい散歩道 や'歴

八七年 四月 二十八日､｢
雑学教室｣
の野外行事 で片平を歩くtとあり

記録としています｡日記には 一九

い
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画
家

に居を構え'所帯を持ち'画家と

して旺盛な制作活動をしていく｡

昭和 三十 一年'春陽会展に初出
品 し て春 陽会 賞を受 け ' 三十 四

年 ･三十八年 には安井貴候補新人

以来'蟹を モチー フにした静物画

展に 『
蟹』 を出品'注目され る｡
安喰氏が存命 であ ったらどんな
に喜 び､満足 した であ ろう かと'

出雲 で出会 った先生や'出雲 の
風土が'そ の後 の虎さんの芸術 に

子

は美術工芸部をはじめ いく つも の
部が立ち上がり'数 々の活動をは
残念でならな い｡

絢

じめた｡同時に美術家 が結集した

安 喰 虎 雄 が めざ し た も の
山 本

美術家協会も つくられ'制作活動

ていったのが安喰虎雄氏である｡

鳥取県出雲市 に生まれた｡旧制 の

安喰虎雄 氏は'昭和 六年 1月 '

材旅行 に出かける｡後援会 には藤
山愛 一郎 を はじ め' 大臣 ･実業

組織され'初めてのヨー ロッパ取

待して 『
安喰虎雄渡欧後援会』 が

大きく影響を及ぼしていく ことは
いうまでもな い｡

が'終生 のテー マとなる｡

安喰虎雄氏が逝 って三年になる｡

また､この美術展 では' 二十四
年 間 にわ た って実 施 され てき た

実をむす んで いる｡果樹が天候や
肥料などによ って実 の少な い年も
美術工芸部 の部長に就任した安
喰氏に藤 田会長が'民芸 の滝沢修

大社中学 に進 み､そ こで出雲出身

と同時に積極的に発表もしてきた｡
そ の両方 の中心にな って引 っ張 っ

あるが'この樹はよく実を つける｡
二十五年前'麻生区 の誕生にあ
さんや宇野重吉さんを紹介し' コ
舞

で東京美術学校出 の美術教師 に出

昭和四十年'安喰氏 の才能を期

初 め ての渡欧

わせて文化協会が設立され'会長

台衣装を つけた民芸 の女優さんを
描く デ ッサ ン会』 が始 められた｡
こ のデ ッサ ン会 は毎年 実施 され'

会う｡子ども のころから絵が好き

卒業後 は家庭 の事情もあり､出

を得､在学中 に上野 の独立展 に出
品'入選した｡

会 で活躍した井上善教先生 の薫陶

叔大学 に進学した虎さんは'国画

われた芸術や人 々の生活､近代美

した｡西欧 の永 い歴史 のなかに培

チをして回 った｡二か月かけ てヨ

パリにアパートを借り' スケ ッ

望して大変な期待をもたれたこと
がうかがわれる｡

家 ･島板 ･神奈川両県知事 ･出雲
市長などが名を連ねた｡将来を嘱

麻生区文化協会と麻生区美術家

ルで' 『
新 ゆりプレ芸術祭美術展』
が開催された｡

雲で学校 の美術教師をしながら絵

で'先生 の情熱的な'絵 や芸術 の
話に大きく感化されたと いう｡島

虎さんの原点

に就任した藤 田親昌氏をリーダー

現在に至 っている｡

に'文化 の香り高 いニュータウン
を目指して麻生区にすむ文化人や

r
民芸の女優さんを描くデ ッサン会』にて

協会が'広 い会場に大作を並 べて

を描 いたが'画家になろうと上京

術 の潮流 にど っぷり浸り'力を つ
け て帰国した｡ フランスで制作活

ー ロッパ各国を歩き回 って取材も
｢
川崎市 の北部に作品を展示する

を決意す る｡上京してからは横浜

麻生 の美術力を アピ ールLt多の来場者を迎えることができた｡
スペースを｣と いい続けた氏 の願
いがようやく実現したのである｡

今年 の三月初旬'新百合 21ホー

芸術家が腰を上げた｡文化協会に

『
民芸 の女 優 さ んを描く デ ッサ ン
会』 の作品二十五点も展示された｡

彼が新百合 ケ丘で蒔 いた種は'
発
芽し'大きく成長し てたくさん の

理想を掲げ て街づく り

避 遁
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動をし て いる邦人と の交 わりも'
そ の後 の氏 の制作活動 に大きな影
響を与えた｡
帰 国 後 の四十 一年 '横 浜 ･大
阪 ･名古屋などで個展を開き'作
品を問うた｡この後'毎年 のよう
に作品展を開催'ますます精力的
に制作に励むことになる｡

昭和 四十 二年'新百合 ケ丘に居
を移し' アトリ エを構え る｡制作
環境も整 い､紬 の乗りき った充実
期を新百合で過ごすことになる｡

ご自身 の作品を見 つめなおして い

た論述と'セザ ンヌの作品 の図版

紙 一面 にぎ っしり活字 の詰ま っ

どんな芸術でも言葉 や映像 では
真 の姿は伝わらな い｡おかれてい

堂 の中 に身をお いたとき の感動と
衝撃'法隆寺 の金堂内を'足音を
堂内 に響かせながらゆ っ-り拝観
してまわる､そ のとき の感動も同
じよう に人問 の魂を揺さぶる｡ま
さにそれである｡

やシ ャルトルやノート ルダム大聖

の存在 がベー スにあることは 一目
瞭然である｡ビ ュッフ ェの表現に

安喰氏 の初期 の作品は､少なか
らず後期印象派'中でもセザ ンヌ

おそら-このころ ｢
近代絵画の父｣
と いわれるセザ ンヌに立ち戻り'

戟後'わが国 の美術界は堰をき
ったように'新し い表現を模索し'
抽象表現が大きな流れ の 1つにな
っていく｡具象表現も旧来 のも の

の生涯をたどる大がかりな展覧会であっ
た｡会場は出雲文化伝承館｡

誇る画家 安喰虎雄遺作展』が開催され
た｡ 一九五二年の 『
二十 一
歳の自画像』
から､二〇〇六年の春陽会展出品作 『
卓
上の蟹連山まで､五十点を展示し'画家

栄昨年十 J月'故郷出雲市では F
出萱が

送りた い､それができると信じた
安喰虎雄氏 の人生だ った のではな
いだろうか｡

い､切瑳琢磨して心豊かな人生を

新百合 ケ丘には'芸術を解りあ
え る仲間が いる｡感動をわかちあ

ある夫人 の存在が大きか ったこと
はいうまでもな い｡

は思う｡そ のかげ には 一緒に作品
を描 いて夫婦ダブ ル入選 の経歴も

家として大満足 の人生だ ったと私

具象表現 の可能性を求め'死んで
も絵筆をはなさな いと い った'画

相通ず る作品もあり'終生'安喰

戦わせ'数多く の美術団体が誕生
した｡

同じ-するも のが集ま って議論を

からさら に新し い表現を探 って多
様な表現が試 みられられ'思 いを

たころだ った のかもしれな い｡ (
こ
れはあくまで私見ではあるが)

をたくさん用意されて､
なぜセザン
ヌな のかを熱 っぽく語 ってくれた｡

私は主催す るゼミで'何回か公

後 日本画壇 の捻力をあげ て模写 ･

感動はまさしく戦懐を覚え る深 い
ものである｡

る現場 に いて'作品と同じ空気を
吸 い'息をする｡このとき受ける

開講座を実施した｡
そ の 一回目が新百合 21ホールで
行 われ' 『
法隆寺金堂壁画 の魅力』
と題する当時成城大学教授 であ っ
た上原和氏の講演であ った｡

平成 三年からである｡高名な画家
として知られて いたから'どんな

復元したものが収められている｡い

私が安喰氏と直接交わることが
できた のは'文化協会 に入会した

お話をされる方かしらと少なから

ずれにしてもわが国が世界に誇 る
飛鳥時代 の仏教絵画の傑作 である｡

ちなみに法隆寺金銅壁画は昭和
二十四年 に焼失してしま い'そ の

ず緊張したことを憶えている｡
私に何か相通じ るも のがあ ると

このゼミに相席した安喰氏は金
堂壁画に寄せる思 いを熱弁した｡

私が'か つてフランスでランス

る氏が'法隆寺金堂壁画が いかに
すぼらし いも のであるかを いいた
か った のだろう｡

とおして見た人類 の文化遺産を知

たりにし､シルク ロード の踏査を

西欧 のキリ スト教絵画を目 の当

直感されてか'気さく に話をされ
るが'私 の方は緊張 で固ま ってし
ま っていたような気がする｡

ほし い｣と の申し出を受けた｡私

ある年'美術展 の会場 で'氏か
ら'｢
セザンヌに ついて話をさせて
はそ の申し出を快諾'四十人を相
手に 『
私とセザンヌ』 の講義を拝
聴した｡

F
私 とセザ ンヌ』の講講風景

選 遁

(
5)

(
6

豊島区 中村 栄翠

麻生区 鴨志田杜灯

川崎市教育萎 兵舎賞
無人駅金木犀から乗 ってくる
麻生区 藤田
川崎市麻生区長賞
信濃路 の旅に寝惜しむ星月夜
青葉区 金子 桃幸
川崎市麻生市民館長賞
涼しさを汲む古里 の車井戸
麻生区 箕輪 玉兆
川崎市総合文化E
E体連絡会理事長賞
良き節目選びて龍師竹を伐る
麻生区 古津 墓相
川崎市俳句連盟会長賞
野の色 の吹きこぼれたりなづな粥
麻生区 川嶋 正子
川崎市観光協会連合会長賞
万緑に染まる目薬差しにけり
麻生区 藤森 成雄

しん
ち
ぢ-

白 井 克恵

鈴木 翠明

小倉 席次

長らへで日々を新たに大根焚

市川 愁子

一陣の風に音なす枯蓮田 杉本
林檎剥き許してゐでも長さ獣

糸山謙
治
好
子

菅野に生まれては消え風の道

揺ぎなき長寿 の家系薪松子

刈る稲に風が加はる重さかな
近藤ひさ え
安曇野の風を広げゆ-モ 彦坂 秀 菌
山小屋を閉ざす槌音秋の風

本玉 秀夫

秋風を切るアンカーの赤だすき

馬場身江子

俳句大会当日儒秀句
席題 ｢
風｣･｢
長｣読込み
読み返す源氏千年夜長の灯

麻生区文化協会長賞
たれかれの安否小耳に敬老日

麻生区 白井 克恵

麻生観光協会長賞
身に馴染む野良着勤労感謝 の日

麻生区文化協会俳句大会

平成 二十年度
第 二十回

川崎市長賞
手を握るだけの看取りや明け易き
麻生区 大谷 長平
川崎市議会議長賞

喜
長
藤
田

暗

すこやかに生きて百寿や初鰹

実
行

平成 二十年度
二郎

九

第 一回 八月 二十六日
第 二回 九月
二日
第 三回 九月

第 三回目 の講師は日本伝統俳句
協会副会長'虚子記念文学館理事

畔田

第 一回目 の講師は全 日本川柳協
会理事 の西来みわ先生｡｢
俳句と川

れ｣と窺Lt著名な俳人 の旬'辞

俳 句 講 座点 描

柳｣と題Lt川柳と いう文芸 の概
要へ歴史'観賞'そして作り方を

世 の句 ､絶筆'また政治家 の俳句

糸瓜咲て嬢のつまりし仏かな 子親
族に病んで夢は枯野をかけ廻る
芭蕉

辞世 の俳句か絶筆か

宇野泰子 (
宗佑)

首塚に盆市 のも の預けられ

森重商

梅雨空の向こうに白山我ひとり

中曽根康弘

したたかと言はれて久し栗を剥く

秋風や眼中 のもの骨俳句 虚子
銀杏 の裸に過ふも弥陀の庭
笠原古畦

話された｡そ の中から数旬を掲載
する｡

に ついて述 べられ'俳句 の深さを

の大久保自村先生｡｢
俳句あれ : ｣

話された｡そして当日参加者が会

講師 の西来みわ先生は川柳 の川

場 で詠 んだ川柳を同行 の安藤享楽
氏と共に批評して下さ った｡
上三太郎 の句 に共感を覚え川柳 の
道 に入り'長女誕生 の時には'三

子供は風 の子天の子地 の子

太郎師から頂 いた次 の 一句 が心に
残 っていることなどを話された｡
第 二回目 の講師は俳誌 ｢
狩｣白

｢
狩｣主宰 の鷹羽狩行 の代表旬を懇

羽同人'俳人協会理事 の杉良介先
生｡｢
俳句 の話と実作指導｣と題し

天瓜粉しんじ つ吾子は無 一物

切丁寧 に解説された｡そ の中 の三
句ほど紹介する｡

また､受講者が最も期待して い

これがまあつひの楢か雪五尺 1
茶

摩天楼より新緑がパセリほど

た募集句 の添削'講評には緊張が

ひと魂でゆく気散じや夏の原 北斎

氷に登る魚わが選旬月三万

溢れた｡

(
7
)

｢ア ル テ
リ ッカ ｣
のプレ ･

文化財
団のご努
力により

魅 せます｡あさお の美術力｡
大成功だ った 『
新 ゆりプ レ芸術祭美術展』
私たちは'長年にわたり'｢
麻生

加 藤 孝 子

梶邸 に別れを告げた後'次は岡

区に本格的なギ ャラリーを｣と い
う願 いを持ち続け てきました｡二

部長

麻生 の名物､禅寺丸林 の見学を
長から岡上 の由来を伺 い'さらに

上 の東光院 の静かな境内｡菅原会

十年度 になり'新百合 21多目的ホ
ールにギ ャラリーとして使え る設

文化 サ ロン部

中心 に岡上から柿生ま での散策を
企 画 しま した ｡昨年 十 月十 九 日

備が設置され'よう やくそ の願 い

禅寺丸柿 の文化散歩

(
日) の雲ひと つな い爽やかな秋晴
長閑な道を歩 いて'昼前 に柿生駅
へたどり着きました｡折りLも地

よう に'四〜五月にしんゆり芸術
アルテリ ッカしんゆ
祭 2009 『

を いただき'会場使用料 の半額負
担'案内 はがき ･ちらし ･ポ スタ

位置づけ

イベント
としての

り』が企画され'音楽 ･映画 ･演
劇 の祭典が開催されますが'残念

の 一部がかな いました｡ご泉知 の

れの朝'三十五名が鶴川駅に集合､

おり'柿生 の ｢
とん鈴｣ での豪華
な昼食と冷えたビールのお いしか
ったこと｡

程 よ い汗もかき'お腹も空 いて

元 の商店街 は柿ま つり で賑わ って
いました｡

真 っ赤なま ん丸 の柿が鈴なりに
実 った大木 の前 で'梶氏から地元

なご支援を いただく ことができま
した｡

ー印刷費 の全額負担など'全面的

文化協会も書 の大作五点'会場中
央 には十六名 の生け花 の共演､さ

な ことにこの行事 に美術展は含ま
れておりません｡
｢
麻生区 の美術家や美術愛好家に

らには写真 ･陶芸 の力作が並びま

食後に､禅寺丸林 に関連する北

ょる作品展示を｣と いう菅原会長
ら の強 い働きかけが実り'昨年 の
十月に､ホールを管理す る川崎市

した｡また'本会主催 の ｢
民芸 の

の柿 の歴史 やきめ細か い手入れ の

三月に麻生区美術
文化財団から'｢

女優さんを描く デ ッサン会｣参加

r
新ゆりプレ芸術祭美術展』風景

展を成功させて'本格的ギ ャラリ

せ っかく の機会 であるから'美術

成功は､｢
あさおの美術力を｣示す
佐藤勝昭)
好機となりました｡ (

入場者数 一
六二二名と いう本展 の

三月 三日〜 八日 の開催期 間中'

なる実行委員会が動きだしました｡

ー設置 へ向 けてアピ ールした いと
いう合意ができ'両者 の代表 から

美術家協会十六名が大作を披露｡

家協会と麻生区文化協会 の共催 で

原白秋 の長歌 ｢
柿生ふる柿生 の里
名 のみかは禅寺丸林〜｣ や地元 の

里を共有 できた幸せにひたりまし

全月が柿 のお土産ま で頂き'ふる

美術展をやりませんか｣と いう お

話などを伺 いました｡
幹 の太さ二メートル七十センチ'
の樹齢 にもかかわらず'たわわに
実を つけた巨木 が青空 にそびえ立

た｡皆 にこやかな顔 の楽 し い禅寺

樹 の高さ十三メートル｡四百年も

つ姿はまさに圧巻でしたO

丸柿 の文化散歩でした｡

梶邸 に着くと'菅原会長が参加

者による作品展 にも力作が寄せら
れました｡

者全員に冷たくした禅寺丸林を食
べさせて下さ いました｡朝早くか
ら皮をむ いた柿を三十五個も持 っ
てこられた会長 のお気遣 いに感動
しました｡美味し い甘柿 で喉を潤
し'竿 で庭 の柿を自由 にもぎ取 っ
て土産 に頂き'参加した子供たち
も大喜びでした｡

が非常 に短 いので心配 でしたが'

誘 いがかか った のです｡準備期間

文化人 の歌､参加者から の俳句も
披露されました｡帰りには参加者

を受けた日本最古 の禅寺丸林 の巨
木がそびえ立 っていました｡

歩き出し て十分足らず で梶司朗邸
に着きました｡庭 には'国 の指定

日本最古の禅寺丸柿の巨木

(
8)
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e菅原敬子さん叙勲

て活躍 できた のは支え てくれた団
体 ･市民 の皆さんの力があ ってこ
そ｡私が皆 さんに感謝す る会を開
きた いと いうことである｡

『
ひびけ国をこえて ･女声 の歌ご
え』 は'平成二十年 四月 二十五日

町内会 が提案し､区役所 や川崎
塗装工業会 の協力 により実現した

児童 のト ンネ ル壁画は､二月 二十

六日に無事完成した｡この壁画は､
子どもたち の記念 や思 い出だけ で

十 二月 二十七日､会場ホ テルモ

さ-ら｣を全月 で合唱｡両団員 の

(
新百合 2
1ホール)
'｢
麻生童謡をう
た,
↓
A至 主催で開催された｡

リノ新百合丘は七百名 の参加者で

美し い衣装も印象的だ った｡歌を

平成 二十年 の秋 の叙勲 で'我ら
旭 日小綬
の会長菅原敬子さんは ｢
あふれた｡ いかにも庶民 の代表菅
原さんらし い論理である｡政治家

れた｡その席上､麻生区から

学校 の全校児童 が壁画を描く こと
にな った｡二月二十四日の午前中､

た高架橋下 のト ンネ ルに'柿生小

印

℡

(
松田洋子)

記
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牧田洋子 ･関森田鶴子 ･千坂隆男
橋本周 ･
佐藤捗昭

行形で展示されていた｡ (
牧田記)

画 の子どもたちからも元気をもら
い､壁画 のような大作が､現在進

▼｢
佐藤英行油彩展｣ (
本年 二月十

編 集 後

なく､今後は防犯や落書き防止に

章｣を戴 いた｡ これは'菅原敬子

としての二十年が終わ った菅原さ

通し て国をこえ'民族を つなぐ心

役立 つことになる｡

さんが川崎市議会議月として五期

ん'今度は麻生 の文化向上 のため'

は'参加者 のフレンドシ ップをよ

日本 のうた声 ･韓国 のうた声 ･
国を こえ て のう た声 が披露 され､

二十年間､尽くした功続 に対して
与えられたも のである｡
麻生区文化協会 の会長とし て五期

り深めたに違 いな い｡ (
牧田洋子)

最後 に ｢
新 アリラン｣と ｢
さくら

この話を聞 いたとき'｢
お祝 いの
(
千坂隆男)

こどもたちの 『
トンネル壁画』

加宮節子さんが川崎市長表彰を受
けた｡長年 に亘り会計 ･副会長と

尻手黒川線 の道路整備 で完成し

しての活躍'夏休 み親子教室 での
お茶 の指導等が認められたも の｡

低学年 の児童 が列になり､や って

時刻 になり'作業 パーカー姿 の

ミー部長としての活躍'｢
あさお古

たちの眼も真剣でやさし い｡

しそう｡先生方と'見守 るおとな

子どもたちはど の子も真剣か つ楽

この日は ｢
草原 の動物｣と反対
側 の壁面 に描く ｢
海 の生物｣だ｡

きて､き っそく制作に取りかかる｡
(
千坂隆男)

麻生童謡をうたう会の交流演奏会

韓国)女声合唱団と
x 郎郎 訂 (

共に慶びた い｡

風七草粥 の会｣での献身的な活躍
が認められたも のである｡

吉薄伊 三夫さんが稔文連理事長感
謝状を受けた｡長年 に亘り アカデ

制作現場を取材｡同小学校卒業生
で当文化協会所属 の画家､佐藤英
行さんが指導にあた っていた｡

稔文連 の三十五周年式典が挙行さ

二月 二十 一日' エポ ック中原 で

粥 稔文連三十五周年表彰

はや ってほしい｡

は自然が造 る ｢
古美｣ ▼ト ンネ ル

六日〜二十二日)が画廊 ｢
楽｣ (
関
内駅前)にて開催 された ▼テー マ

二十年も の間､市議会議月とし

た のが 『
叙勲を披露し皆様 に感謝
する集 い』 である｡

ろ'｢
私の考えがあるので待 ってほ
し い｡
｣と言われた｡そこで出され

会を開かな- ては｣と言 ったと こ

3
e〜地域に夢をのせて〜

菅原敬子氏

