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▌２０２１年６月じゃおサロン
6 月 5 日（土）、午後 3 時～5 時 ZOOM により、じゃおサロンが開催されますので奮ってご参加くだ
さい。ご講演は県央会員の戸ケ崎正次さんです。アフリカにジャズ音楽、ダンスの勉強に行くという、
貴重な体験記にご期待ください。

“アフリカにダンスと太鼓を習いに 1 か月行った話”
県央 戸ヶ崎正次
JAZZ のピアノを習っていて、先生から JAZZ はリズムを極めることが大事、一度アフリカに行って
みると良いと言われた。たまたま 1 ヶ月の アフリカンダンスとジャンベのコースに JAZZ の先生と一
緒に行くことになった。64 歳になった私は体力的に最初で最後のチャンスと考えた。
現地で体験した事、感じたことを皆さんに聞いて頂きたいと思います。
（註）ジャンべ はアフリカの太鼓の一種（写真）

•

ギニアの女性はおしゃれ好き。

•

ギニアの人の楽しみは、歌って踊ること。此
処でジャンベが大活躍。

•

喧嘩しても仲直り出来る。

•

カツラは必需品。

•

お尻が大きくなるサプリが売られていた。

•

毎週どこかで暴動が起きる。問題ない？

•

サッカー選手かジャンベの達人になるしか
ない？

•

ようやく学校が充実してきた。
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▌２０２１年７月じゃおサロン（予告）
7 月 25 日(日)午後 3 時～4 時 ZOOM によりリモート落語を開催しますので奮ってご参加くださいま
すようお願い申し上げます。噺家は横浜在住の桂歌助師匠にお願いしました。演目は「試し酒」と「ラ
ーメン屋」の二席を予定しています。

桂歌助師匠のプロフィ―ル
本名：

関口 昇（せきぐち のぼる）

生年月日： 昭和 37 年 9 月 19 日 新潟県十日町市に生まれる
新潟県立十日町高等学校を経て東京理科大学数学科
卒業
昭和 60 年 12 月 師匠桂歌丸に入門、歌児となる

芸歴：

昭和 61 年 5 月

前座

平成 2 年 6 月

二ツ目に昇進、歌助に改名

平成 11 年 5 月

真打に昇進

出囃子：

十日町小唄

家紋：

丸に三つ柏

著書：

平成 30 年 7 月
「師匠 歌丸 背中を追い続けた三十二年」

▌事務局だより
１．会員動向
5 月 1 日現在会員数
湘南

県央

ベイサイド

多摩・田園

計

37

33

32

26

128 名（E グループ会員：114 名）

5 月 31 日付退会者 豊永 達司氏(県央)
２．運営委員会報告
運営委員会は 5 月 23 日（日）に Zoom によるオンライン形式で実施しました。
協議事項とその結果は以下の通りです。
１）第 30 回通常総会報告（議決結果及び質疑内容）について（大出委員、代理高橋委員）
先に開催された第 30 回通常総会について、総会報告書に基づき報告があり、これを了承した。
２）通常総会での意見・要望を受けて今後運営委員会において検討する事項について（大出委員、代理
大澤委員）
第 30 回通常総会で会員から寄せられた意見について議論した結果、今後のじゃおクラブについて、
運営委員会で一年間をかけて検討することになった。
・

検討するテーマは、会費値下げや新入会員入会促進キャンペーンを含むじゃおクラブの活動・
運営の改革とする。
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・

会費値下げや運営の改革は、地域じゃおや本部主催の活動に影響するので、まずは本日の運営
委員会の議論を地域じゃおに持ち帰り、地域じゃお会員の会費に関する意見を確認した上、次
回の運営委員会で集約し、基本的方針を決める。

・

「新入会員入会促進キャンペーン」は総会で承認されているので、原案通り 1 年間実施した上、
実績を確認してから来年度以降の継続の可否や修正を考える。

３）新年度運営委員の業務分担について（大澤委員）
代表：大澤委員、副代表：大出委員、会計(正)：石井委員、
（副）
：横山委員
その他については運営委員会議事録に添付した資料を参照。
４）じゃおニュースの発送経費の支払いについて（石井委員）
2021 年度のじゃおニュースの発送経費は、2020 年度のじゃおニュースと予定表のページ数に基づ
いて算出した金額を地域じゃおの口座に振り込む。
５）「新入会員入会促進キャンペーン」の告知について（竹内委員）
・

「新入会員入会促進キャンペーン」が総会で承認されたので、ホームページに告知記事を掲載
したい。詳細は HP サークルにて実施する。

・

多摩・田園では、タウンニュースへの記事掲載を働きかけている。プレスレリースなどを共有
するので各地域じゃおにて同様の動きをする場合は活用して欲しい。

６）本部ホームページの改訂について（竹内委員）
以下の内容について異議はなかった。
・

地域じゃおのホームページ改訂を順次実施中。多摩・田園と県央は改訂済、湘南は 5 月末、ベ
イサイドは未定である。

・

本部ホームページの改訂は 6 月中旬を予定。改訂時に 1～2 日閲覧を停止する。

・

改訂に伴い、ホームページの教本を４冊購入予定。計約 7,000 円。

３．次回の運営委員会

日時：2021 年 7 月 25 日（日）10：00～12：00（オンライン開催）
議長：竹内委員、書記：永井委員
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▌特別寄稿
歴史随想（鎌倉幕府の遺産）
多摩・田園 萩原 康平
源頼朝が草創した鎌倉幕府は、最初の武士政権であったため様々な試行錯誤を繰り返したように見え
る。特に頼朝死後の北条氏による覇権確立のために頼朝の後を継いだ子の頼家・実朝の悲劇的な死、頼
朝政権に功績のあった多くの有力御家人の没落など敗者があまりにも多く、血に塗られた歴史の感があ
るのは否めない。しかしながら、最初の武家政権ゆえの後世に与えた影響もまた無視できないものがあ
り、時代による変遷はあるとしても、武家政権の原則として残ったものも多いと思われる。
徳川家康が鎌倉時代の歴史書である「吾妻鑑」の熱心な愛読者であったことは事実であり、鎌倉幕府
の経緯から多くを学んだものと思われる。
１．
「幕府」という言葉の意味
もともと中国語であり、戦場における指揮官の居場所を示す本陣の意味である（幔幕を張ったので幕
という字が入っている）。これを武家政権の政治機構を表す言葉にしたのは明治になってからの歴史学
者であり、それぞれの時代には別の意味であった。
吾妻鑑にも「幕府」という言葉が出てくるが、これは頼朝の居館の意味であり、頼朝の草創した政治
体制は「鎌倉殿」という言葉が当時使われていた。
（「いざ鎌倉」の鎌倉）
江戸時代でも将軍家の政治機構は「柳営」とか「公儀」という言葉が使われている。
２．征夷大将軍が武家政権のトップになった理由
頼朝は平家および奥州藤原氏を滅ぼした後、初めて京都に上洛して、後白河法皇・後鳥羽天皇に謁見
し、右近衛大将・および権大納言に任命されたがすぐにこれを辞任している。
頼朝が念願の征夷大将軍に任命されたのは後白河法皇が死去した後である。頼朝は京都朝廷と別個の
独立政権を関東に打ち立てようとしていたので、京都に常駐しなくともいい征夷大将軍を望んだのであ
る。これが前例となって、足利尊氏・徳川家康も征夷大将軍となって幕府を開いた。
３．武家政権の源氏・平氏交替論
平清盛政権を滅ぼした源氏三代の後を継いだのは桓武平氏の北条氏である。この北条氏を滅ぼしたの
が清和源氏の末流「足利氏」である。このことから織田信長は一時平氏を名乗っていたが、政権確立の
途中で本能寺に倒れた。秀吉は筋目もわからぬ農民の子で足利義昭の養子になることを頼んだが断られ
近衛家の養子の体裁で関白となり政権を立てた。家康は偽系図を作り出し源氏を称して将軍となった。
（松平から徳川への改性はこの為）
４．北条泰時の貞永式目の制定
鎌倉幕府第３代の執権（注

北条時政を初代とする。）北条泰時が御家人同士の土地の争いに手を焼

き、制定した 51 条からなる武家政権最初の法律である。この法律は鎌倉時代を経るに従い、数々の条
文が追加され武家政権の基本法として整備されていった。
貞永式目は足利尊氏の「建武式目」および戦国大名の分国法に多大な影響を与えている。徳川家康は
「武家諸法度」を定めたが、これもその流れの結果であろう。
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▌会員だより
足柄古道に思いを寄せる
湘南 永井 志成
私は 2 年前の GW に友人 3 人と足柄峠を訪れた。足柄峠を訪れるのが目的ではなく、足柄峠から金
時山へのハイキングコースの出発地点として訪れたのである。当日は好天に恵まれ峠からは足柄平野や
相模湾も望めることができた。峠には幾つもの防人たちの歌碑が建っていた。
歌手のさだまさしの「防人の詩」は聞いたこと有るけど防人ってどんな人達、と思う人もいると思うの
で詳細説明は長くなるが簡略に記述する。当時の国内状況や朝鮮半島の状況にまで関係する。
飛鳥時代の西暦 600 年代頃の朝鮮半島は北部に唐の支配下にあった高句麗、中部の百済、南部の新羅と
いう 3 国が統治していた。当時の大和朝廷は中部の百済と宗教、文化、経済等多方面で交流し結びつき
が強かったと言われている。見る人を魅了する百済観音像はその証でもある。
大陸には「遠交近攻」と言う諺がある。当時中国唐の支配下にあった高句麗と南部新羅の連合軍が百済
を挟み撃ちにして攻めた。百済は当時親交の深かった大和朝廷に援軍を求めてきたので、大和朝廷は大
軍を送り込みました。西暦 663 年朝鮮半島の白村江で雌雄を決する大きな戦がありました。百済と大和
朝廷の軍はこの戦いで大敗し、百済は滅亡した。生き残った朝廷の兵達は百済の王族たちと共に帰還し
こ う く り

し ら ぎ

たが、大和朝廷は高句麗・新羅の連合軍が朝鮮半島に最も近い九州北部に追撃して来ると想定し、海に
近い博多より少し内陸の大宰府に大きな砦を構築し、そこに大和朝廷の勢力下にある国々の若者達を集
め迎撃に備えたのです。その若者たちを防人と言います。
当時の大和朝廷の勢力下にあった坂東（関東平野の相模、武蔵、上総、下総、安房、常陸、上野、下
毛の 8 ケ国）にも召集の命令が届きました。坂東から西国へ行くには足柄峠を越えるのが主要なルート
でした。
当時の地形は富士山の火山活動はまだ終息しているとは言えず、箱根連山は急峻な地形であり山越は
困難であった。足柄古道は富士・箱根の両山の間を抜け東西の主要交通路として使われていた。このル
ートは箱根路が開かれるまで坂東から西国への主要な街道なのです。ちなみに足柄峠の西側は駿河と呼
ばれ、駿河から足柄峠へと向かう急坂から東を「坂の東の地」ということで、坂東と呼ばれていました。
話は防人達の歌碑に戻るが、朝廷からの突然の召集に坂東に暮らしていた民衆達はどのような思いで
遠い九州の大宰府に赴いたのだろうか。残していく家族のこと、働き手の抜けた耕作地の農作業のこと、
また、まだ行ったこともない見知らぬ土地で何をするのかも十分知らされぬまま、不安に赴く心境は想
像に難くない。生きて坂東には戻れないかもしれないという思いで峠から故郷の方向を望み心境を詠ん
だのだろうと想像する。
私達は大雄山駅から季節運行のマイクロバスで足柄峠まで一気に来たが、そこから尾根筋のコースを
歩き金時山を登った。下山は乙女峠に降りてそこから強羅へというコースと、来た道を戻り途中から地
蔵堂に抜けるという一般的なコースもあるが、私達は駿河側から足柄峠の登り口となる御殿場線の足柄
駅へと向かい帰路に着いた。足柄駅に向かうルートは GW の最中でも歩く人は少なく裾のゴルフ場まで
誰にもすれ違うことなかった。足柄峠から金時山、足柄駅までのコースは歩行距離が 20 キロ近くもあ
り健脚向きで駅に着いた時は「ヤッター疲れた！」の一言だった。
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足の裏が痛い！足底筋膜炎ってなに？
湘南 寺田 敦
去年の 4 月から公民館で働いています。通勤とか建物の中を歩き回るとかで毎日結構歩きます。1 日
1 万歩を超えることもよくありました。まあ健康には良いかと思っていたところ、4 月の終わりぐらい
から左足の裏が痛くなってきたんです。その後、だんだん痛みが強くなってきてびっこをひくようにな
ってしまいました。
ネットでグーグルに「足の裏が痛い」と入力して調べてみると、私の痛みは「足底筋膜炎」の症状に
似ていました。
「腱鞘炎みたいなもんかな。歩きすぎかな。
」と軽く考えて、シップでももらおうと駅前
の整形外科にいきました。念のためレントゲンも撮ってもらって、腫瘍のようなものもなく、やっぱり
足底筋膜炎でしょうということでした。

（図は https://tential.jp/journals/sole/plantar_fasciitis/001 より引用）

ただ、一般に足底筋膜炎は足裏に大きな負荷がかかりすぎることによって引き起こされます。マラソ
ンや走り回るスポーツのように足裏に強い圧力と刺激をかけ続けることにより、足底筋膜を形成するコ
ラーゲンの組織が損傷するとされています。でも私はそれほど激しい運動はしていません。で、医師か
へんぺい そく

ら更に原因として指摘されたのが、私の足が“足の甲が高い＝アーチが深い＝偏平足の反対”という骨
の形状をしていて足裏の筋肉に余計な負荷をかけているとのこと。偏平足の人は足底筋膜炎になりやす
い傾向にあるらしいのですが、私のようなその反対の人もなるらしいのです。
なってしまったものはしょうがないので治療法を調べたら、理学療法や薬物療法さらに外科手術など
や比較的手軽なのがインソールを靴に入れたり、サポーターを巻くことのようです。医師には電気を当
てに来なさいと言われたのですが、勤めがあると通院はそうそうできないので、シップとサポーターに
しようと思います。
この足底筋膜炎は、症状に気づかなかったり、症状を軽くみて放っておくと、ほとんどが徐々に悪化
するようです。また、痛みがひどくなると歩けないほどの症状となり。かかとの内側を刺すような激し
い痛みがつづくようになるので、早いうちに対処する事が大切とのことでした。
皆さんは元気に農園作業を楽しんでおられるので大丈夫とは思いますが、身体の手入れは怠りないよう
にしましょう。
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コロナのお陰
湘南 土井 啓司
昨年からのコロナのお陰で友人・仲間との飲食や旅ができなくなり、家に閉じこもることを余儀なく
されているのは皆さん同じで、それぞれが毎日の過ごし方に工夫を凝らしていると思います。
コロナのお陰：その 1
毎日の過ごし方を意識したのは定年退職が近づいてきた時以来である。退職後は家に閉じこもる時間
を極力減らすためのネタ探しに時間をかけた。元々歴史が好きだったので講座や遺跡巡りに足を運んだ。
偶然新聞のチラシの中にあった「江ノ電沿線新聞｣の｢日本書紀｣講座を見つけ、これがきっかけで 15 年
間受講するとは考えてもみなかった。この講座も講師が 95 歳となったのを機会に昨年終了したが、良
い時間が過ごせたと思っている。
講座終了をきっかけに新たな遺跡巡りを計画していた矢先にコロナが流行って、家に閉じこもる羽目
となった。家でできることは無いかと考えた末にたどり着いたのが「日本書紀｣講座の整理だったが、つ
もり積もった講座内容は重複も多く時系列になっていないため、整理は無理とわかった。その代わりに
｢日本書紀｣に沿った「自分なりの古代史｣をまとめることにした。そのためには中国や朝鮮の歴史史料
が不可欠であり、理解するのに時間がかかった。この過程で気づいたのは日本の古代史はこれら歴史史
料の都合の良い所を切り張りしたり、不都合な記述を無視し、歪曲したりして辻褄を合わしている。そ
れは日本古代史のベースが｢日本書紀｣であるものの戦前の歴史観を引きずった結果、大和王権(天皇王
朝)ありきの古代史から脱却できないまま現代に至っているためである。もちろんそれを指摘し独自の
論説を提起している歴史学者がいるが、旧態依然たる歴史学会では異端児扱いである。
約 1 年をかけて昨年末に完成したが歴史史料をそのまま受け入れると、それは｢異説だらけの古代史｣
となった。コロナが無ければ日の目を見なかった「自分なりの古代史」である。
コロナのお陰：その 2
今年になってもコロナは収束せず、さらに猛威を振るっている。そんな中、年初に受けたエコー診断
で脂肪肝を指摘され有酸素運動を勧められた。スポーツジムに行く気になれないので、普段の散歩に加
え朝・昼・晩それぞれ約 15 分をかけ、腹筋やスクワットなどの運動をやり始めた。無理をしないこと
が大前提であるが、汗ばみ息も弾んでくる程度が私に合った運動量である。これを実行したら薬を飲ん
でも異常に高かった中性脂肪が 20 年ぶりに基準値近辺まで激減した。数ヵ月後の血液検査で基準内に
入るかが楽しみであるが、それが実現すればこれこそコロナのお陰である。
また時間つぶしの奥の手として決めていたのが、若かりし頃の趣味を再開することである。それは現
役中中断した自動車のプラモデル製作で、退職後の暇つぶしにと買い集めておいた 1950 年以前の約 50
台のクラシックカー（1/24 スケール）である。この時のためにと収集した自動車関係の資料やミニカー
をもとに忠実に再現したい。今は練習として懐かしい 1960 年代の国産車プラモデルを製作していると
ころである。午前・午後それぞれ 2 時間程度であるが、あっという間に時間が経過してしまう。しかし
時間つぶしのためのこの趣味はコロナが収束したら中断するつもりである。
このような異常事態の中で「じゃお農園」はいつも通り活動しているが、太陽の光を浴びメンバーと
協力しながら畑仕事ができるのは心身とも健康的である。いつも“世話人からのご指示に素直に従
い？？、陰口をたたかず？？、感謝の気持ちを忘れず”を心掛けている私だが、コロナのお陰で改めて
｢じゃお農園｣の有難さを実感している。
しかしなんといっても普段の生活に勝るものは無いと痛感し、一刻も早い収束を願うばかりである。
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コロナ禍が続いても楽しめる事
県央 戸ヶ崎 正次
コロナ禍で家にいる時間が長くなって、暇つぶしを色々試しましたが、一年も続くと飽きてきました。
でも飽きないものが 3 つあります。
料理、ピアノの練習、YouTube の三つです。
料理はずいぶん失敗しましたが、なんたって安く美味しいもの
が出来るので年金生活者には嬉しいです。得意なのは中華料理、
と言っても炒め物です。コツを伝授。分量は少なめに、そして一
番大事なのは醤油とか味噌とかを少し焦がすことです。こうすれ
ば特別なものは全く必要ないです。
ピアノは名曲を弾こうなんて思わないで只ひたすら音階の練
習です。一日 30 分程度ですが単純に指を動かすことにより、頭
がはっきりしてくるのが実感できます。飽きないように工夫して
います。何か音楽をかけてそれに合わせるんです。ゲーム感覚で
やるといい気分になってきますよ。
それから YouTube。 知りたい事を第一級の先生が丁寧に教え
てくれるので本当に素晴らしいです。料理も有名なシェフから教
わることができるし、ピアノだったら有名なピアニストから上手く弾くためのヒントが得られます。英
会話だって先生は山ほどいますよ。便利な世の中にな
ったもんですね。
コロナが収まったら、皆さんに料理とピアノ演奏を
ご披露したいです。
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オペラ・歌劇の思い出
県央 寺西 修
今年 1 月末をもって「綾瀬でオペラを！の会」を退会した。この会への入会は県央じゃおの宮松さん
の紹介であった。2012 年 6 月第 1 回「カルメン」が綾瀬オーエンス文化会館大ホールで開催された。
この時、湘南じゃおの新藤さんと一緒に助演したことが大きな縁となった。
主な出演は、2015,9 月「アイーダ」ヴェルディ作曲、2017,12 月「道化師」レオソヴァルロ作曲、同
年「カバレリア・ルスティカーナ」マスカーニ作曲、2020,2 月「魔法の笛」モーツァルト作曲等であっ
た。
小生、初めてオペラ「アイーダ」に出演するため、先輩より厚い楽本を渡された。残念乍ら、その楽
譜を見ても全く理解できず、遂にじゃおグリークラブのメンバー宮松さん、北村さん、中山さん、戸ヶ
崎さん(県央)、寺西の 5 名は、会長内村由生子先生の自宅で特別にレッスンを受けた。何回楽譜を見て
も暗譜できない。そこで、各人それぞれのやり方を工夫し乍ら少しずつ暗譜できるようになった。又五
線譜に自分用の楽譜を作成した。録音機も良く利用し本当に由生子先生のお陰であった。
さらに、我々のレッスンの様子を見て、アイーダの福田玲子さんには一抹の不安があったようである。
その時ふと見るとアイーダは無本で歌っているではないか。流石名プロだと感心した。かくして本番第
1 幕のトップには田園じゃおの伊志嶺さんが奴隷の役で最初に出場した。古代エジプトの将軍ラダメス
とエチオピアの王女アイーダとの戦中の恋の物語は、死を迎える前で 2,3,4 幕は終った。
本当にオペラは面白い、素晴らしい総合的芸術である。楽譜が読めないのに何故なのか、そこには数
多くの人々との身、口、意の三蜜があり、深い心の繋がりができるからである。
箸にも棒にもかからぬこの私を 11 年間「オペラの会」で大変お世話になった。その感謝をこめて次
なる漢詩に顕した。 皆様有難うございました。
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▌じゃお県央
県央 上河内ファームの近況
本年も新型コロナウィルス感染で自粛ムードの中 3 密、マスク着用を守りながら上河内ファームでは
4 月はじめから土壌作りを行い新しい野菜の苗植えを行いました。
スナップエンドウ、小松菜、ソラマメ、ジャガイモ、等を植え収穫が始まった野菜もあります。
5 月 1 日にトマト、キュウリ、ナス等の苗を植え付けて、支柱作りや水やり、除草を毎週管理手入れ
しています。
毎週火曜日の午後メンバーが集まり、成長を見るのと収穫はいつ頃か次は何を植えるかで話が盛り上
がっています。
興味のある方は毎週火曜日 13:30 から行っていますのでぜひ来てくださいね！

植え付けた苗に水やり

キュウリの苗を植え付け

（県央 福山 信二 記・写真）
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