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第 108 回定例会講演記録
日 時：平成 26 年 2 月１5 日（土）11 時～12 時
会 場：地球市民かながわプラザ 1Ｆ（多目的室）
演 題：「鎌倉、歴史と見どころ」
講 師：松本 隆氏「ＮＰＯ法人、鎌倉ガイド協会会長」
（講演の要旨）

世紀にかけまして賜姓皇族の誕生、桓武天皇系の
平氏（関東、伊勢）と清和天皇系の源氏（河内、
摂津）らが武士の棟梁として成長してきました。
次ページに系統図を表示いたします。
平安中期には藤原氏の全盛時代となり、藤原道
長は摂政関白として『この世をば我が世とぞ思ふ
望月のかけたることもなしと思へば』と謳い天皇
をわがものとしました。その後、平安中期にかけ
て藤原氏と結び成長した源氏が勃興、源頼義、義
家は関東に進出し、武家の棟梁としての地位を固
めてゆきました。
平安末期の約百年間の院政の時代を経て、次に
平清盛一族の繫栄を迎えます。平治の乱（1159 年）
では源義朝が清盛に対抗しますが敗れ、敗走途中
の尾張で謀殺されます。この時、嫡男源頼朝は助
命されまして伊豆の蛭ヶ島で 33
歳まで 20 年間軟禁されます。
「平家にあらざれば人にあ
らず」と清盛は上皇と結び太
政大臣まで昇進して栄華を極
めますが、地方武士の離反か
ら頼朝ら反平氏勢力が挙兵、
福原遷都の後、熱病のため没
します。

皆さまお早うございます。只今、代表の安部さ
んからご紹介頂きました松本でございます。
本日は記録的な豪雪のため、早めに自宅を出た
のですが、鎌倉駅で横須賀線が不通、バスもダウ
ンし、タクシーも長蛇の列で、やむなく雪中行軍
し、定刻に大幅に遅れまして深くお詫び申し上げ
ます。
さて、本題に入らせていただきます。

「鎌倉の歴史」
１）鎌倉時代以前の日本
日本の古代史を概観いたしますと天皇制の成
立と仏教文化の発展、大陸との交流などのほか、
土地の所有制度に関わることが政治の根幹を決
めてきました。すなわち大宝律令による公地公民
制、荘園の増加と私有地化、貴
族社会と警固の武士、力をつ
けた源平の争い、当時唯一の
経済である土地を誰が支配
するか。ここに鎌倉幕府成立
の遠因があります。
聖徳太子、遣隋使、大化の
改新の 6～7 世紀、飛鳥時代
から奈良、平安時代より 10

【5 月～6 月行事予定】

(詳細はｐ6 をご覧ください)

定例会

6 月 2１日（土）

カラオケ

ハイキング

5 月 14 日（水）

お茶を楽しむ

ゴルフ
囲碁
写真

5 月 26 日（月）
～27 日（火）
5 月 10 日（土）
6 月 14 日（土）
6 月 17 日（火）

パソコン
マジック
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5 月 13 日（火）
6 月 10 日（火）
5 月 15 日（木）
6 月 19 日（木）
5 月 14 日（水）
4 月 29 日（火・祝）
5 月 18 日（日）
6 月 15 日（日）
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平氏系図
桓武天皇

高望王

平国香（常陸）
北条
平将門 （伊勢平氏） 正盛 忠盛 清盛
平良文（相模ほか）
（千葉、三浦、大庭、秩父、
鎌倉、梶原、長尾氏の祖）

重盛 維盛
宗盛
重衡
徳子
（高倉天皇中宮）

源氏系図
清和天皇

源経基

満仲

頼信

頼義

① 頼朝
範頼
義経
２）鎌倉幕府成立（1185～1333）
京都の朝廷を中心とした貴族社会が長く続き、全国
の武士の間に新しい指導者、特に血統のよい源氏登
場への期待が高まりました。鎌倉時代に始まり江戸
時代末まで約 700 年続く武家政権の誕生です。頼朝
の挙兵には上総、下総、武蔵、相模の武将が争って
加担、義経を総大将とする壇ノ浦の合戦（1183）で
は大勝し、平氏一門は滅亡し、その後、頼朝は征夷
大将軍になります。
政治の中心地として鎌倉を選択した理由は①頼義
以来の地縁、関東武士とのつながり。②地政学的理
由（三方を山、一方を海に囲まれた天然の砦）③京
都からの干渉を回避し武家による独立した政治志向
等のためでした。また、幕府政権確立のため、守護
（軍・警察）、地頭（年貢徴収管理）の全国設置、
政治組織として侍所、政所（行政、政務）、問注所
（裁判）を置きました。寺社では鶴岡八幡宮（1180）、
勝長寿院（1184）、永福寺（1193）を創建していま
す。
（ご参考までに：建長寺は北条時頼により 1253 年、
円覚寺は北条時宗により 1282 年に創建されてい
る。）

義家

義親
義国

為義
義朝
（新田）
（足利）

大姫
② 頼家
③ 実朝

一幡
竹御所
公暁

二代目源頼家（1182～1204）、三代目源実朝（1192
～1219）と続きますが、二人とも若くして暗殺され
源氏は断絶。その後は北条時政、政子（頼朝の正室、
頼家、実朝の母）等の北条一族が執権としてほしい
ままの政治を行い、百年近く政権の座を独占しまし
た。しかし、十六代守時の時点で新田義貞の挙兵に
より、この鎌倉幕府は崩壊（1333）して、全北条七
百余名が東勝寺で自刃しました。その後の南北朝、
室町時代では鎌倉公方（初代足利基氏）のもと、足
利幕府が東国十か国の支配を 1439 年頃まで続けま
した。

「鎌倉の見どころ」
１）史跡めぐり
鎌倉時代約百五十年間に建造された建物で現存
するものは全く存在しません。消滅の理由は火災
（戦争の放火等も含む）、地震、台風、津波などが
あります。寺社は比較的古いですがそれらも一部
が室町時代、多くは江戸時代の修理、再建などに
よるものと言われています。
イ）幕府跡
現在は学校、住宅など民間所有で遺跡は存在しま
せん。頼朝墓（旧法華堂）はあります。
ロ）幕府創立時建設の建物、史跡
元八幡宮、鶴岡八幡宮（1191）
（若宮大路）、永福
寺跡、勝長寿院跡。
ハ）幕府崩壊時の関連施設（跡、戦場）
東勝寺跡（1333）（腹切りやぐら）、宝戒寺、
深澤、大仏、化粧坂の戦場跡。
２）神社・仏閣

３）源氏三代
源頼朝（1147～1199）は初代鎌倉幕府将軍。武家に
よる鎌倉幕府成立の立役者（妻は北条政子）。20 年
間の伊豆軟禁による強固で冷徹な意志の持ち主で、
義経、義仲、奥州藤原への処置を行い、晩年に相模
川橋脚落成式出席の帰りに落馬が原因で死亡したと
されていますが諸説があります。
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B・審議・検討事項

鎌倉は幕府の所在地であったほか、社寺が多い
ことで知られています。神社が 40 社、寺が 100 寺
ほどとも言われています。地政学的理由また武士
の信仰心の厚さのためと言われています。
イ）神社
元八幡宮、鶴岡八幡宮、荏柄天神、銭洗弁天、御
霊神社、佐助稲荷、白旗等の各神社。
ロ）お寺
天台宗、真言宗、真言律宗、
浄土宗、浄土真宗、時宗、
臨済宗（鎌倉五山）
、曹洞宗、
日蓮宗関連の寺多数。
３）名勝
イ）切り通し（7 口）、
ロ）海岸 由比ヶ浜等
ハ）ハイキングコース
天園等 ニ）七福神
４）花めぐり
四季折々の花多数。紫陽花：明月院、萩：宝戒寺、
竹林：報国寺、紅葉：荏柄天神、桜：若宮大路等
５）博物館、レトロ建築
鎌倉国宝館、鎌倉文学館、川喜多映画記念館、旧
華頂邸、鏑木清方記念美術館、鎌倉彫刻館等
６）行事・祭り
本えびす、筆供養、鎌倉まつり（流鏑馬）、薪能、
四万六千日、鶴岡厄除大祭、手斧始め、等
７）ゆかりの文士たち
芥川龍之介、有島武郎、泉鏡花、大仏次郎、
川端康成、里見弴、高見順、島崎藤村、太宰治等
８）買い物・レストラン
小町通り、若宮大路、由比ヶ浜通り、長谷、
七里が浜、腰越等無数の店あり。
まだまだお話したいことが沢山ありますが、時間
が来ましたので終わらせていただきます。
ご静聴ありがとうございました。（大拍手）
（写真：横尾 正孝、文責：坊城 弘幸）

１・HP 立上げについて、
・委員会の設置（メンバー）：秋元、安部、菊地、
小林（哲）、橋本、藤木、横尾、若林
●立ち上げとメンテナンス、機関誌と
ＨＰのあり方等検討。
・パイロットモデル案の状況説明（秋元）
２・会則改訂（運営委員の選出）：選考委員会（当
該期の運営委員、当該期分科会長、一般会員
よりなる）を設置し選出する。
３・会計運用基準の改訂：運営委員手当を支給す
る。（Ｈ21 年 6 月 6 日改訂による金額）
４・Ｈ25 年度活動報告と決算
５・Ｈ26 年度活動計画と予算（案）
●４月 12 日（土）の運営委員会でまとめ、
4 月 19 日（土）の総会へ上程する。

第 41 回社会見学会「大川印刷と崎陽軒」
大川印刷
3 月 12 日（水）午前、
23 名で戸塚区上矢部町の(株)
大川印刷を見学。
1881 年創業で、崎陽軒の包装紙や医薬品添付文書
の制作等、幅広い印刷業務を実施。本業を通じた社
会貢献を実践する「ソーシャルプリンティングカン
パニー」という目標を掲げ、地域社会や環境問題に
積極的に取り組んでいる。大川哲郎社長自らが会議
室で熱心に説明され、工場内は印刷担当者が引率。
高知の女子大生がインターンシップ生として勤務、
若さを発揮していた。シウマイ弁当を食べ、崎陽軒
工場へ向かった。
（久保田 記）

崎陽軒
午後は参加者 22 名で横浜名物シウマイを製造し
ている「崎陽軒横浜工場」を見学した。崎陽軒の創
立は 1908 年で、社名は太陽が昇るという意味を持つ
「崎陽岬」に由来している。1928 年から「シウマイ」
の製造を開始し、現時点では作業時間は午前 4 時か
ら午後 4 時までの 12 時間で、「冷めても味が落ちな
いシウマイ」をコンセプトに一日 80 万個のシウマイ
を作り続けている。帆立貝柱の味付けに、塩、胡椒、
砂糖で整えた旨味たっぷりの貝柱スープが美味しさ
の秘密とのこと。見学した印象は、製造工程では高
度な自動化、箱詰めなどはハイテクロボットを駆使
して省人化を計っていること、また、
食品工場として当然ではあるが、作
業終了後、2 時間も掛けて機械の洗
浄、清掃をしているそうで、衛生面
に最大限の努力を払っていると感
じた。蛇足ではあるが、試食したシ

第 6 回運営委員会議事録（抜粋）
開催日時：H26 年 3 月 22 日（土）9:30～12:00
開催場所：ぷらっと栄（活動センター）
出席者 ：10 名
欠席者：1 名
議長
：安部

A・連絡アイテム
１・ボランティア活動：H26 年 3 月 27 日（木）
小菅ヶ谷地域ケアプラザ
２・講演会：6 月 21 日（土）地球市民プラザ
多目的室「いつだって今日が一番若い！」
・ 講師：綿田 ふみえ氏（シニア大学講師
元札幌テレビアナウンサー）
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ウマイは美味しかったが、量的に物足りなかった。
これはお土産物コーナーに足を運ばせるための崎陽
軒の戦略か。見学後の午後 2 時半
に工場前で無事解散した。
（山崎 記）

軽い疲労がまた熟考に繋がり、熱戦があちこちに
くり広げられました。
３月定例会（３/８）は天気も良く９人の参加者で大
いに盛り上がりました。
３月例会では対局の前に新年度の例会担当者の分
担を話しあい、２０１４年度の例会当番者が決まり
ました。
４月の例会は桜も満開、参加者も偶数人で例会参
加者全員が待ち時間なしで囲碁が打てる申し分のな
い例会になると思います。
日ごろ精進している力を十分発揮できる楽しい囲
碁例会になると思います。
定例会は月１回第２土曜日に本郷地区センタ－２
階和室で開催しています。
観戦、飛び入り参加、入会随時大歓迎します。
初めての方でも、腕の強弱を問わず、ご興味のあ
る方はお立ち寄りください。点数制のハンデイをつ
けていますので気軽に上級者との対局が出来ます。
一緒に楽しみましょう。お待ちしています。
（越後屋
記）

（崎陽軒横浜工場にて）

分科会活動

【ゴルフ分科会】

【写真分科会】

第９５回例会は、３月２６日(水)４組１４
名の参加者で行いました。今回はカップ戦で、早
春の花曇りのもと、爽やかな風が吹き絶好のゴル
フ日和で、熱い戦いが繰り広げられました。
プレ－終了後は、場所を大船の「庄や」に移し、
１３名が参加し、表彰式と懇親会を行ないました。
今日のプレ－談義、５月の遠征ゴルフの話題で盛
り上がり、遠征ゴルフは東北（盛岡：秋田）のゴ
ルフ場に決まりました。
また、平成２７年１月例会で１００回を迎える
にあたって、何か記念行事を開催するか秋までに
検討することになりました。
成績は下記のとおりです
優勝 山﨑敬義さん
準優勝 市川邦二さん
３位 小林哲夫さん
（浅田 記）

記録的な豪雪の余韻がまだ残る 2 月 21 日、メ
ンバー10 名で寒さに震えながら予て計画の「鎌倉
の梅」撮影会を挙行しました。今回の難問は撮影
タイミングが何時かという見極めでした。寒い日
が続き、ホンの少しほころびかけた蕾が固まった
ままです。幹事（２名）は延べ 4 回の下見を繰り
返し、一喜一憂しながらそれでもブレずに当初計
画の 21 日に強行したのです。
梅は開花時期が桜より長いことと、樹によって、
また陽当りによって、咲き方がまちまちです。この
日がベストという表現はできません。
鎌倉駅裏に 9 時半に集合。手がかじかんでいまし
たが、時間の経過と共にどんどん空が晴れ渡り快晴
となりました。途端に自称晴れ男が複数名乗りを…。
寿福寺を皮切りに英勝寺、海蔵寺と浄光明寺が今
日の目的地。扇ガ谷界隈に的を絞り丹念に撮り歩き
ます。正しく頃合の開花の樹があるかと思えば、蕾
の硬いものや花の盛りを過ぎた樹も。いずれも風情
のあるものです。参加者は各々テーマの「鎌倉の梅
」を念頭に活動していました。
昼頃に撮影を終わりお楽しみのランチ。小町通り
の中華料理屋では、何故かシラスや鎌倉野菜の和食
があるのです。全員が「鎌倉野菜たっぷり・釜揚げ
しらす焼きそば」という和中折衷の料理を選びビー
ル片手に舌鼓。写真談義に花が咲き、それは賑やか
なことでした。
（石川 記）

【囲碁分科会】
２月定例会（２/８）は参加者５人で和やかに囲碁
を打ちました。
例会前日の大雪でバスも運休したなかでの開催で
したが、雪にも負けず、足元最悪の中を皆さん未だ
若く？元気に歩いて地区センターでの例会にお集ま
り頂きました。当日は参加するだけで満足の感じで
した。
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（活動風景）

【マジック分科会】
２月（2/16）講習は、池田さんの都合で急遽 16
日に変更し、1 月に講習を受けた「バラカード」
と「スポンジボール（１）」の演技を復習しまし
た。3 月（3/16）講習は、「バラカード」の演技
を最初の部分から復習し、特に人前で行う練習を
合わせて行いました。
さらに資料を元に、池田さん提供の麻紐を使っ
たロープ切り３つの輪の復習とスポンジボール
を使った手順を復習しました。また、新演目とし
て「シルクの復活」のデモがありました。新演目
は 4 月に再度講習予定です。
（秋元 記）

（浄光明寺にて）

【カラオケ分科会】
３
月末日の
カラ
オケ分科会会員は１８名です。ボケ防止の為にも、
会員各位の入会をお待ちしております。２月・３
月の例会は２月１１日、３月１１日に実施し、各
８名の参加で若干の淋しさを覚えました。年度合
計では１２７名の参加で、一回当り参加者平均は
１０名強となりました。
（大本 記）

会員の広場
栄楽フォトギャラリー

勉強会優秀作品より

「朝化粧」

宮崎保男

２月１２日（第 161 回）は６名、３月
１２日（第 162 回）は６名が参加され、とも
に上郷矢沢コミュニティハウス和室で開催しました。
前田先生の指導の下、風炉薄茶平点前の練習をす
るとともに、季節あふれた和菓子と抹茶を味わいな
がら、メンバーの親睦を深め、楽しい時間をすごし
ました。
（藤木
記）

「早春の使者」

古宇田弘

【お茶を楽しむ分科会】

【パソコン分科会】
◎ 高跳びの空へ踏み込み風光る
◎ 万葉の土の匂へり芹摘まな
大矢 恒彦

◎ 遠景に天城浮かべて櫻咲く
◎ 大楠の御霊鎮めて花の雨
神山 敬一
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◎ 剪定や柔らかき日の入り来ぬ
◎ 今年また蓮華を咲かせ休耕田
野見山 紘一

「栄楽俳壇」

第 76 回パソコン分科会を 3 月 19 日（水） 区民
活動センター研修室で開催し、出席者１０名でした。
議題は 4 月 9 日でサポートが終了する WindowsXP
への対応、便利になった無線 LAN ルーターの設置の
仕方。実機での接続設定デモは次回に再試行します。
（菊地 記）

気楽にふれあい 楽しい人生に！
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分科会行事予定
分科会

ハイキン
グ

ゴルフ

開催日時
集合時間
5 月 14 日（水）
8時

5 月 26 日（月）
～27 日（火）

開催場所
集合場所

内容

参加費等

連絡先
申し込先

備考

小林（哲）
894-1437
野見山
826-0145

受付締切
4 月 29 日
15 名
見学申請書
事前提出

ＪＲ大船駅
横須賀線下り
ホーム
（戸塚寄り）

防大見学ツ
アーと観音崎

\500

八幡平カントリ
ークラブ
（盛岡）
ノースハンプト
ンゴルフ倶楽
部（秋田）

宿泊先：
角館温泉
花葉館

費用：
\52,000
会費：\3,000

囲碁

5 月 10 日（土）
6 月 14 日（土）
9 時～12 時

本郷地区セン
ター（２F 和室）

通常定例会

写真

6 月 17 日（火）
8 時 15 分

ＪＲ大船駅東海
道線下りホー
ム（藤沢寄り）

大雄山
最乗寺

カラオケ

5 月 13 日（火）
6 月 10 日（火）
13 時～フリー

「カラオケムー
ン」
（直接会場へ）

お茶を楽
しむ

5 月 15 日（木）
6 月 19 日（木）
13 時半～16 時

上郷矢沢コミュ
ニティハウス

抹茶

パソコン

5 月 14 日（水）
9 時半～12 時

さかえ区民活
動センター研
修室

２６年運営方
針、室内無線
ＬＡＮルータ
ー設定再実
演

マジック

4 月 29 日（火・
祝）
5 月 18 日（日）
6 月 15 日（日）
9 時半～11 時半

さかえ区民活
動センター

前回の復習
と新演目の
講習

浅田
893-6273

募集人員：
16 名

越後屋
893-1435
被写体：
紫陽花

横尾
893-7218

被写体開花
状況により実
施日変更あり

部屋ごと
各自負担

大本
894-3196

フリータイム

参加費：
\1,000

藤木
893-7044

出欠は開催 2
日前までに。
参加者募集

菊地
890-1495

パソコン初め
ての方
も歓迎

秋元
893-8479

見学および
体験への参
加歓迎

\1000/月
（3 ヶ月毎に
徴収）

第 110 回定例会・総会のご案内
日時：平成 26 年 6 月 21 日（土）
10 時～13 時
会場：地球市民かながわプラザ１Ｆ 多目的室
会務連絡：10 時～10 時 20 分
講演会：10 時 20 分～11 時 50 分
演題：「いつだって今日が一番若い！」〜男と女のオシャレ学〜
講師： 綿田 ふみえ氏（シニア大楽講師、
フリーライター、元札幌放送アナウンサー）
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栄区の米国里帰り桜とフィラデルフィ
アの桜
会員：久保田 正
皆様は本郷台駅前に、まだ小さい桜の苗木とその
経緯を記載した銘文の金属碑があるのをご存知でし
ょうか。「日米桜交流 100 周年記念 里帰りの桜」
と記載されており、平成 25 年 3 月 23 日に栄区役所
によって設置されました。
まだご覧になっていない方の為に、概要を記載し
ます。
「この桜の苗木は、米国ワシントンのポトマック
河畔へ 1912 年に日本から渡った桜の子孫が、日米
桜交流 100 周年を記念して、我国へ帰って来た「里
帰りの桜」です。
明治末期に来日し、日本の桜を愛し、母国アメリ
カに桜並木の実現を願った E.R.シドモア女史やそ
の企画を物心両面で支えた科学者で実業家の高峰譲
吉博士をはじめとする多数の人々の尽力により、桜
は米国へ渡りました。その後、両国の間には、不幸
な戦争をはじめいろいろなことが起きましたが、桜
は米国の地にしっかりと根付きました。「シドモア
桜 100 周年里帰りを喜ぶ市民の会」で活動した栄区
在住の会員をはじめとする沢山の人々とのご縁によ
り、栄区も桜の日米交流の歴史に加えられました。
日米交流を見守って来た桜が栄区民に愛され、成
長し、まちを彩る素敵な花を咲かせ、日米友好の物
語が末永く続くことを願い、ここに植樹します。

フィラデルフィアの
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日米桜交流百周年記念

本郷台駅前

私は 2013 年 4 月上旬から中旬にかけて 15 日間の
米国東部旅行へ妻と一緒に出掛けました。成田空港
から、まずワシントン D.C へ降り立ち、市内見物を
したのですが、ポトマック川の桜並木はまだ開花し
たばかりで、残念でした。
港町で野球などのスポーツが有名なメリーランド
州ボルチモアを経て、ペンシルバニア州フィラデル
フィアへ行きました。その地には、娘夫婦が仕事で
日本から赴任しており、そのアパートメントで 1 週
間を過ごしました。
フィラデルフィアは、人口 150 万人、全米で 5 番
目、東海岸で 2 番目の大都市で、米国の京都とも称
され、古都の街並みが美しい都市です。信教の自由
を求め、英国からウィリアム・ペンがクエーカー教

「里帰り桜」

徒を引き連れて上陸したのが 1682 年、古代ギリシ
ア語で「兄弟愛の街」を意味する「フィラデルフィ
ア」と名付けられました。同地は英国からの独立戦
争の舞台となり、1776 年 7 月 4 日、トマス・ジェ
ファーソン、ベンジャミン・フランクリンが起草し
た「独立宣言」が議事堂で署名そして宣言されまし
た。この議事堂は、現在、ユネスコ世界遺産の独立
記念館となっていますが、1787 年に「アメリカ合衆
国憲法」が制定された場所でもあります。当時、議
事堂の時計台に掛かっていた鐘は「自由の鐘」とし
て、米国の自由の象徴となり、大切に保存し展示さ
れています。
建国の歴史が息づき、アメリカ人の精神の拠り所
とも言えるフィラデルフィアには、美術館や管弦楽
団、各種プロスポーツチーム、有名大学や病院等々、
様々な施設があります。コンパクトなダウンタウン
は歩いて行ける範囲にあり、有名料理店やホテルも
すぐ近くです。地元の人達は親しみを込めて、フィ
リーと呼ばれており、とても親切です。
フィラデルフィアで春の時期に街に溢れるのは桜
の花です。1926 年、日本政府からフィラデルフィア
に米国独立 150 周年を記念して、桜を含む 1600 本
の木が贈られました。その意思を引き継ぎ、1998
年からフィラデルフィア日米協会が、毎年 100 本の
桜をフェアマウントパークに植樹し、2007 年には、
1,000 本に達しました。2008 年以降は新たに市街地
の公園への植樹を進めています。
桜が満開となる 3 月末から 4 月にかけて、大規模
な「スバル・フィラデルフィア桜祭り」が開催され、
大変賑わいます。祭りのハイライトは、4 月初旬の
日曜日に開催される「SAKURA SUNDAY」で、日
本文化を紹介する様々なイベントが開催され、我国
からも多数の人々が渡米し、参加しています。
フィラデルフィアを出発して、ニューヨーク、ナ
イアガラの滝、マサチューセッツ州ボストン等に行
きましたが、ニューヨークのセントラルパークでも
桜の満開を楽しむことが出来ました。2013 年の花見
は米国で堪能しましたが、桜見物を通じ、日米友好
の歴史と国と人々の交流に思いを馳せた次第です。
以上
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感動の音楽（第２6 回）

♪♪ショスタコーヴィチ交響曲：第 7 番ハ長
調作品 60 レニングラード♪♪
会員 橋本 正道
ショスタコーヴィッチはロシアのソヴィエト時代
を代表する大作曲家である。１９２５年完成の
「第１番」から 19７１年の「第１５番」までの交響
曲のことごとくが価値あるものとして尊重されてい
る。
なかには「第５番」のように人間の苦悩を経てや
がてそれを克服して歓喜に至るというベートーヴェ
ン的な思念を込めた作品もある。
「第７番」は第２次大戦の最中、ナチスドイツ軍
に包囲されたレニングラード（現在のサンクトベル
グ）市内で極限状況の下で作曲された戦争をテーマ
にした交響曲である。
ちなみにレニングラードという都市は歴史的に呼
び名が次々と変化している。古くからのロシアの都
でもあったモスクワに代わって、１８世紀初めに建
設された帝政ロシアの首都サンクトベルグであった。
第１次大戦の頃にはペトログラードヘ、更には革命
家レーニンにちなんでレニングラードと改名された。
１９４１年６月、ソ連はナチスドイツ軍の奇襲攻
撃を受ける。ロシアで大祖国戦争と呼ばれる独ソ戦
争の開始だ。ソ連軍は敗退を重ねて９月にはレニン
グラードを包囲された。３００万人を越える市民が
飢えに苦しみ、７０万人から１１０万人ともいわれ
る犠牲者が出たといわれる。この惨憺な状況の中で
作曲されたのが「第７番」であったので、ショスタ
コーヴィッチ自身も演奏会のプログラムで「戦争を
テーマにした標題音楽」と語っていたといわれてい
る。またファシズムの犠牲者のための墓標だとも言
われているのは納得のいく表現だ。
したがって音楽の内容は極めて壮大であり、ナチ
スのファシズムへの反感もあって、初演当時から共
産圏はもちろんのこと非共産圏でも高く評価されて
いた。しかし そこにはソ連のプロパガンダを強く
感じさせるものもあり、「壮大なる愚作」との評価
もされたこともあったらしい。ということで現在の
歴史的評価はナチスドイツのみならず、ソ連政府の
暴力も告発しているという説が有力になりつつある
ようだ。
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４楽章からなる壮大な交響曲の各楽章にも表題が
考えられていた。戦争、回想、広大な祖国、そして
勝利……しかし実際にはつけられなかったが各楽章
には次のような意味合いがある。
・第１楽章：我が国の素晴らしい平和な生活に恐ろ
しい力―戦争が侵入してきた…。
・第２楽章：きわめて抒情的。なんと楽しいたのし
いできごと、なんとうれしい話があった
のかの思い出がある。
・第３楽章：激情的なアダジオである。生活の歓喜、
自然の賛美など。
・第４楽章：来るべき勝利。クライマックスは金管
楽器が「レニングラード市へ」捧げて高ら
かに鳴り響く。
日本での初演は１９５０年（戦後５年目）
５月１７日、東京日比谷公会堂で上田仁指揮、
東宝交響楽団（Wikipedia による）だった。
以上

会員 情報ファイル
♪ 会員出演の音楽会 ♪

【矢沢男声合唱団第４回演奏会】
会員の出演者：・石川 治・岩瀬 修・高橋成壽
・塚本忠志・手塚 榮・橋本正道
・宮村一成
日 時：5 月 17 日（土） 開演午後２時
（開場１時３０分）
会 場：栄公会堂
演奏曲：
（第１部）男声合唱組曲「柳川風俗詩」
（第２部）American Spirituals「Shenandoah」他
（第３部）愛唱歌「カチューシャの唄」他
（第４部）男声合唱組曲「おとこはおとこ」
指揮：湊普吾（日本合唱指揮者協会員）
ピアノ:山本典子
入場料：\1,000（チケット販売先：
本郷地区センター、リリス）

横浜栄楽クラブ

会員募集中
連絡先：安部（893-0900）
横尾（893-7218）

編集後記
投稿いただいている「女性とエレガンス（3）」
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（前田紀美子）は紙面の都合上、次号以降の掲載
とさせていただきました。
編集：横尾 正孝・安部 公良・野見山 紘一
・坊城 弘幸
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