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「横浜栄楽」100 号発刊に寄せて
代表 安部 公良
「気楽にふれあい 楽しい人生に！」をモットーにスタートした「横浜栄楽クラブ」の
会報「横浜栄楽」の第１号は平成 10 年 6 月 20 日に発刊され、その後、2 ケ月毎の発行を続け
平成 26 年 12 月で 100 号になりました。
これまで、一度も休刊せずに来られたことは、会員皆様の協力と共に、その時々の発刊に携わっ
た方々の絶大なる熱意と尽力によるものと感謝し慶びあいたいと思います。
平成 8 年 4 月に 18 名でスタートした当クラブの会員は現在 81 名になりますが、この間の活動
のあり方は会員各自の生涯学習の一環として地域社会に根差したものに発展していると思います。
これらの活動を会員相互で共有し、モチベーションを高め地域社会に発信する手段としての会報
の
役割は甚だ大なるもので「栄楽クラブ」のステータス シンボルそのものになりました。
この間に掲載された講演記録や活動の足跡は膨大なもので関係各位のご努力がいかに大きかった
かを如実に物語っており「横浜栄楽クラブ」そのものの歴史と今更ながら噛みしめているところで
す。
Ａ４版４ページの白黒印刷が現在の８ページのカラ―印刷になったのは平成 22 年 8 月の第 72
号からで、現在は区民活動センター（ぷらっとさかえ）、本郷地区センター、豊田地区センター、
上郷地区センターそして栄スポーツセンターに配置し地域発信しております。それらの捌け具合は、
面白いことに講演内容とリンクしているようですが、配布月内には一般の方々にわたり、次号まで
残ることはありません。しかし、その具体的な反応や「入会」等の問い合わせの少ないのが寂しい
ところです。しかし、我々のクラブ広報として地域社会に確実に浸透しております。
このように活動と表裏一体となって今後とも発展し、皆様から益々楽しみ望まれるような会報に
なることを願うものです。
しかしながら、このような充実した会報の編集には多大な時間と労力が費やされており、
この機会に皆様と共に継続のあり方、ホームページへの移行などを検討して参りたいと思います。
会員皆様の知恵と助言をお願い致します。

【平成 27 年 1 月～2 月行事予定】
定例会

2 月 21 日（土）

お茶を楽しむ

ゴルフ

1 月 21 日（水）
1 月 10 日（土）
2 月 14 日（土）

パソコン

囲碁
カラオケ

マジック

2 月 3 日（火）

❊❊❊❊
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(詳細はｐ6 をご覧ください)
1 月 8 日（木）
2 月 12 日（木）
1 月 14 日（水）
1 月 12 日（月・祝日）
2 月 11 日（水・祝日）
❊❊❊❊❊❊❊❊

気楽にふれあい 楽しい人生に！

平成 26 年 12 月 20 日発行(第 100 号)

第 112 回定例会講演記録
日 時：平成 26 年 10 月１1 日（土）10 時 20 分～11 時 50 分
会 場：栄公会堂 ２階 1 号会議室
演 題：「ドイツと日本について感じたこと」
講 師：志賀 ギゼリンテ（Mrs Giselinde Shiga）
（ミュンヘン大学卒業。1966 年来日。現在 鎌倉市在住
外国籍の県民かながわ会議委員、湘南日独混声合唱団 Ansel の会員、
日本人の外国人妻の会（AFWJ）の会員）
（講演の要旨）‶皆サマ、オ早ウゴザイマス！私ハ
地理データ

ドイツ国籍デスガ主人ハ生粋ノ日本人デス。（笑い）
‶ドナタカオ早ウヲドイツ語デ何トイウカゴ存知デ
スカ？会員の一人が挙手して‶グーテン モルゲン”
と回答。正解デス良ク ゴ存知デシタネ！ダンケ
シェーンデハアリマセンネ。”（笑い）
さて、もう少し詳しい自己紹介ですが、現在は大
船ルーテル教会の会員で、他に栄スポーツセンター
の卓球、バトミントン、アクティブエクササイズな
どに参加しています。
‶1966 年 10 月 17 日に初来日し、大阪府高槻市で
スタート、横須賀市追浜、埼玉県鳩ケ谷市と転居、
転勤のため香港にも1 年半在留し78 年以降は自宅で
鎌倉市大船住まいでございます。子供は息子が２人、
孫が長男に 3 人、次男に 1 人居ります。”

地域は中部ヨーロッパの中央に位置しておりまし
て、面積は 35 万 7,021k ㎡。地図で見ますと日本と
サイズは似ていますが形が違います。隣接国はフラ
ンス、スイス、オースﾄリア、チェコ、ポーランド、
デンマーク、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ
の 9 カ国です。最高峰はツークシュビッツェ（標高
2,963m）で富士山より相当低いです。最長の河は皆
さまよくご存じのライン川（865km）で、エルベ川
（700km）、ドナウ川（686km）と続きます。
大都市は前述のベルリンに続いてハンブルグ、ミ
ュンヘン（120 万人）、ケルン、フランクフルトと
続きます。
気候は北海道と似て穏やかな海洋性気候と大陸性
気候の中間にあり、天候の変化に富む偏西風帯に属
します。大地震、津波、火山、台風等による災害は
ありませんが、嵐や大雨はあります。

数字とデータ
私の祖国ドイツの正
式名称は“ドイツ連邦共
和国”で 49 年より議会
制民主主義の連邦国家
です。議会は第 16 期、
総議席数は 614 です。
ベルリンの高い壁が
はずれて四半世紀になります。
首都はベルリンで、その人口は 340 万人。こちらの
横浜市の人口 370 万人より少ないです。
国旗は上図のようで黒、赤、金の横三色旗で国の
紋章は様式化された鷲です。国歌は歌詞をアウグス
ト・ハインリヒ・ホフマン・フォン・ファラースレ
ーベンによる「ドイツ人の歌」第 3 節、曲はヨーゼ
フ・ハイドンの「皇帝」からのものです。通貨はユ
ーロ圏にに属しておりユーロですが、因みに 1 ユー
ロは 100 セントであります。

国民
ドイツの総人口は 8,250 万人（内 4,220 万人が女
性）でＥＵで最も人口の多い国ですが、約 730 万人
の外国人がドイツに居住、そのうち 180 万人がトル
コ人です。
また人口密度は1k ㎡あたり231 人とヨーロッパで
も人口密度の高い国であります。
平均寿命は男性 76 歳、女性 81 歳と日本より少し低
いのですがＯＥＣＤ諸国の平均寿命を上回っていま
す。
宗教は 5,300 万人弱がキリスト教信者（カトリッ
ク 2,600 万人、プロテスタント 2,600 万人）、イス
ラム教 330 万人、仏教徒 23 万人、ユダヤ教徒 10 万
人、ヒンズー教徒 9 万人で、基本法は思想、良心、
と信仰の自由を保障しています。

政治制度
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立法―二院制。連邦議会と並び、16 連邦州の政府
の代表によって構成される連邦参議院が各州の利益
を守るために参加しています。各州はそれぞれの憲
法、議会、政府を有していますが最高の国家権力は
連邦（国）にあって、連邦参議院を通じて連邦各州
は連邦レベルにその代表を送り、連邦の立法過程に
参加しています。
 次に常日頃、私が感じていることを率直にのべ
させていただきます。まず、ドイツと日本が似てい
る点は四季の豊かさ、緑、山が多く、他面、人々が
たいへん勤勉で真面目だと考えられます。
両国は文化、教育度が高く、高度発展産業国で割
合安全な国だと思います。しかし、反面、環境問題、
原子力発電所の心配があり、将来日本はどうなるの
か心配です。（笑い）
また、社会問題としてドイツもそうですが、お年
寄りが多くて若い人が少ない点が問題であると思い
ます。
お話は変わりますが、ドイツからの観光客がたい
へん好んで良く訪ねる場所は伝統的な建物がある神
社・仏閣で、特に人気のある地域は鎌倉、奈良、京
都、日光、金沢等です。古来からの袴、浴衣、和服
にも興味を示します。また、日本は世界一便利な国
ではないだろうかと考えます。私もそうですが毎日
恩恵を蒙る事は、24 時間営業の親切なコンビニエン
ス・ストアー（笑い）コーヒー等の種類も多い自動
販売機、ＪＲ，私鉄等のスイカ、発着時間の正確さ、
駅の衛生的な洗面所および郵便局のサービス、局員
の親切な対応は他に類を見ないものです。
ドイツに関して自慢できることは社会福祉の充実
していることです。私の身近で女性が日本人でご主
人がドイツ人、反対にご主人が日本人、ご夫人がド
イツ人のケースが多々あります。ドイツ人の女性は
ケチではないのですが（笑い）倹約家が多く、買い
物はなるべく節約、古いものを大切にしてこわれた
物は必ずリサイクルして修理・再生します。またお
化粧が上手です。生活習慣で日本と異なる一例とし
て、ドイツはたいへんレディーファーストが徹底し
ており日曜・休日に女性が洗濯をすることはまずあ
りません。（笑い）それで家族揃って外食をするこ
とが多いです。また、人々が自由に過ごせる時間が
日本より多く、ドイツではお金がなくても充分に楽
しめます。休日には公園が卓球などで賑わいます。
一方、大学への入学試験がなくて、先生たちは休み
やすくよく休みますので（笑い）生徒たちは休講を
喜びます。残念なことは方々で落書きが多い事です。
時間が来ましたので終わらせて頂きますがドイツ
と日本が平和条約を締結いたしまして、将来・今後
とも友好的で仲良く両国がますます発展することを
祈念しまして終了させて頂きます。
ご静聴まことに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）

第 4 回運営委員会議事録（項目のみ）
開催日時：11 月 22 日（土）10 時 30 分～12 時
開催場所：さかえ区民活動センター
出席者：5 名 欠席者：6 名
議長：安部
A 連絡一般事項
1. 12 月・2 月の定例会と講演会
2. ボランティア活動予定
B 審議・検討事項
1. ボランティア活動（マジック）
「旗」作成につ
いて。
2. ぷらっと栄フェアー（2 月 14 日～15 日）参加
について。
3. 新年会について。
4．運営委員改選について。
5．ホームページ立ち上げについて。
6．次回 12 月 20 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分
於 区民活動センター
第４３回 社会見学会

横浜スタディアムとマリンタワー
11 月 11 日（火）参加者 15 名にて、横浜スタジア
ムとマリンタワーの見学をしました。
今回は各施設の裏側をみることができる特別な企
画です。
ハマスタ見学は、一般の参加者もなく、2 名の球
団職員が丁寧に案内していただきました。グラウン
ド、ベンチ、選手控室、記者席等を見学。年間利用
料 1,
000 万円の特別室に思わず興奮。また屋内練習場で
は、各自マウンドに立ち投球しましたが、一人もノ
ーバウンドで届きません。改めてプロの凄さを実感
しました。お疲れ様でした。 （小林哲 記）
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囲碁と懇親で１日を楽しみましょう。
囲碁は性別、年齢を問わず誰にでも手軽に出来ま
すので未経験の方も是非お越し下さい。
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。
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。点数制のハンディ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。
（越後屋 記）

（横浜スタディアム前にて）

分科会活動
【ハイキング分科会】
第 92 回は 10 月 26 日(日)に鶴見線・生麦・子安周
辺の散策を行いました｡ 小林､野見山両幹事の周到
な予備調査と､準備された資料を基に､日頃は中々巡
る機会の無い数々の興味ある町並みを散策する事が
出来ました｡
参加者数計 9 名はやや少なく(?)､ちょっと勿体な
いな･･･と言う思いでした｡
行程は 8:50AM 鶴見駅に集合して､電車で海芝浦
駅へ｡準備体操を終えて→浅野駅･安善駅→おきなわ
物産ｾﾝﾀｰ→「うちなーすばやーじぐわ」 で沖縄 料
理の昼食→JR 国道駅→生麦魚河岸通り→鶴見川河
口干潟→生麦事件碑→ｷﾘﾝビール工場→子安浜通り
→旧東海道オランダ領事館跡→京急神奈川新町駅｡
歩数確認(15,000 歩)等して 15:00 解散｡
今回のこのハイキングルートは､どう見ても､有名
で 派手な所ではないが､頂いた資料を参考にしなが
ら廻れば廻る程､味わいのある“昭和”の 町並み を
感じ取る事が出来､又いつの日か来て見たいと思わ
せた ハイキングﾞ でした｡
(岩瀬 記)

【カラオケ分科会】
部屋割り
を 11
月実施分より抽選方式に改めました。緊張感が感じ
られて良かったと思います。
10 月は 7 日に開催し 11 名が参加され、11 月は 4
日に開催し 13 名の参加で、まずまずだったと思いま
す。
部屋のドアーはオープンにしております。入会を
お待ちしております。
出欠の連絡は大本（045-894-3196）及び岩瀬
（iwaseo@aol.com）までお願いします。（大本 記）

【お茶を楽しむ分科会】
10 月 9 日（第 169 回）は 5 名、11 月 13 日（第 170
回）は 8 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、新しく入会された方は略盆
点前をそれ以外の方は風炉薄茶平点前の練習を行い
ました。季節にちなんだ和菓子とメンバーが点てた
抹茶を味わい、楽しい時間をすごしました。
来年１月は例年通り初練習の後、懇親会を行いま
す。
（藤木 記）

【囲碁分科会】
10 月囲碁分科会の例会（当初予定 10/11）は栄楽
クラブ定例会が 10 月 11 日開催となったため急遽会
場の再手配を行いましたが、すでに先行予約で会場
の取得が出来なかったため止むを得ず中止となりま
した。 囲碁例会を楽しみに待っていた方にはまこ
とに申し訳ありませんでした。
11 月定例会（11/8）も参加者 5 人でさみしい例会
となりました。
囲碁対局に先立ち来春 1 月 10 日（土）に開催予
定の栄楽クラブ新春囲碁大会、大会終了後に引き続
いて行われる新年会のお知らせを致しました。
大会参加費は 500 円で 4 回戦行い、成績優秀者に
は賞金が出ます。
新春囲碁大会は一般会員の参加を大歓迎します。
大会後新年会を行います。
こちらも一般会員の参加大歓迎です。新年会費は
3,000 円を予定しています。

【パソコン分科会】
第 79 回パソコン分科会を 11 月 12 日（水）
さかえ区民活動センター研修室で開催しました。、
出席者 6 名でした。
議題 情報：次期マイクロソフトＯＳWindows 10
紹介。バンドルソフト Office アップグレード無し。
便利になったＮＡＳ（ネットワーク外付けＨＤＤ）
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活用、ＵＳＢ、ＤＶＤ－Ｒなど各種保存メディアの
比較。質疑応答。
（菊地 記）

（教恩寺境内にて）

【マジック分科会】
【史跡めぐり分科会】

会員の広場

フォトギャラリー
写真分科会勉強会 優秀作品
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◎ どことなく香り漂ふ金木犀
◎ 縁側の日溜り恋し冬の空

木ノ下 又義

◎ 茶の花も仲間入りして花の園
◎ 年忘れ本当ならば一大事

「栄楽俳壇」

野見山 紘一

第 19 回の史跡めぐり分科会（秋の鎌倉大町近辺史
跡めぐり）は 11 月 20 日（木）に実施しました。
早朝から曇り空で肌寒い一日でしたが、参加 27
名と多数で史跡を巡りました。
今年度は 3 月に金沢八景・7 月に藤沢と近傍の史跡
めぐりを実施しましたが、今回は再度、鎌倉に戻り
史跡めぐりを実施しまた。また同時に史跡めぐり分
科会の各メンバーと更なる懇親を深めるため、懇親
会を開催し、レストランで昼食を共にしながら久し
ぶりで夫々歓談をしながら懇親を深めた史跡めぐり
となりました。
【コース】大功寺―常栄寺―教恩寺―由比若宮―上
行寺―安養院―レストランでの懇親。
今回のコースは鎌倉駅から近くの大町近辺であり、
常栄寺は別名「ぼた餅寺」という呼び名で親しまれ
ている寺、日蓮上人が裸馬にのせられ鎌倉の大路、
小路を引廻しの途次、この地に住む桟敷の嫗が上人
の前に進み胡麻の餅を捧げた美談物語、奇跡で処刑
を免れたため「ぼた餅」は厄除のための由来等であ
りました。あるいは「由比若宮」は、元八幡宮とも
云われ現在の八幡満宮の元であること、更には、教
恩寺の山門におおいかぶさるタブの古木、境内に咲
く草花・別願寺・癌封じの上行寺・安養院と上記の
コースの史跡めぐりを満喫しました。
その後は参加者の懇親会を兼ねレストラン ZEBRA
で和気藹々とした雰囲気で充実した一日となりまし
た。次回の史跡めぐりは来年の春を企画しておりま
す。都合のつく方はまた是非ご参加ください。
（手塚 記）

10 月の講習は、「お札の扉」でインサイドアウト
紙幣の表側につけたはずの扉が、裏側になっていた
という演技を復習しました。また、「お札のバラン
ス芸①②③」では L 字型に二つ折りした紙幣の水平
面に 10 円硬貨を載せて、指の上で水平に保つとい
う演技を復習しました。
11 月の講習は、先月の「お札の扉」と「お札のバ
ランス芸①②③」を再度復習しました。
新規講習として、「第六の指」と 2 色のシルクを
使って「シルクの色変わり」の演技を習得しました。
（沼田 記）
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「アキアカネ」 高橋 清志

分科会行事予定
開催日時
集合時間

分科会
ゴルフ

内容

参加費
等

連絡先
申し込先

備考

鎌倉パブリック
ゴルフ場

第 100 回（月例）

会費：
\1,000

浅田
893-6273

8 時 26 分
Out スタート
（5 組）

1 月 10 日（土）
12 時～18 時

本郷地区セン
ター（２F 和室）
華屋与兵衛
（予定）

通常定例会
新年会（18 時～20
時）

2 月 14 日（土）
9 時～12 時

本郷地区セン
ター（２F 和室）

通常定例会

2 月 3 日（火）
13 時～フリー

「カラオケ
ムーン」
（直接会場へ）

部屋ご
と
各自負
担

大本
894-3196

フリータイム

上郷地区セン
ター
上郷矢沢コミュ
ニティハウス

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

新規会員募
集。予約なし
見学歓迎

沼田
894-1096

見学および
体験への参
加歓迎

1 月 21 日（水）
8時

囲碁

カラオケ

1 月 8 日（木）
お茶を楽
しむ

2 月 12 日（木）
13 時半～17 時

パソコン

1 月 14 日（水）
9 時半～12 時

マジック

1 月 12 日（月・祝
日）
2 月 11 日（水・祝
日）
9 時半～11 時半

開催場所
集合場所

さかえ区民活
動センター
研修室

さかえ区民活
動センター

抹茶

越後屋
893-1435

１ンターネットを
便利に使う。

前回の復習と新演
目の講習

\1,000/
月
（3 ヶ月
毎に徴
収）

第 114 回定例会のご案内
1 日時：

平成 27 年 2 月 21 日（土）
10 時～13 時
2 会場： 地球市民かながわプラザ
１Ｆ（多目的室）
3 会務連絡：10 時～10 時 20 分
講演会： 10 時 20 分～11 時 50 分
演題： 「笑ってアンチエイジング」
講師：
鏑木 淳一氏
（新赤坂クリニック院長補佐
内科医 日本笑い学会会員）
4 懇親会：12 時～13 時
会場：メルヘン￥1,500（要予約）

平成 27 年新年会のご案内
懐かしいボーリング大会と宴会をセットしました。
1 日時 ：平成 27 年 1 月 24 日（土）14 時 ～
17 時 30 分
2 場所 ：湘南ボウル、「天狗」湘南深沢店
3 交通 ：湘南モノレール「湘南深沢」駅、大船駅
13 時 30 分発、220 円
4 費用 ：ボーリング代 1,000 円（２ゲーム、
貸靴）税込 予約 30 名（希望者）
飲食代 3,500 円（８品、2 時間飲み放
題）税込
予約 40 名
5 申込 ：小林哲夫 ☎894-1437
ﾒｰﾙ seadoragon409@c3-net.ne.jp
6 締切 ：平成 27 年 1 月 17 日（土）
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先着順です。

7 ボーリング：貸靴のサイズ、申告スコア、A 組（75
歳以上）B 組（74 歳以下）
“ご近所探検ハイキング”は毎月約 30 名の方にメ
ールでご案内しておりますが、お問い合わせはお世
話役の藤木・大本・安田・大野までお願いします。

第 10 回ご近所探検ハイキング（番外編）
「大雄山 最乗寺」 会員 大野 純一
栄区内のご近所を我々でわいわい言いながら且つ
史跡を探検且つ適当な距離を歩き健康促進と親睦を
深めると欲張ったハイキングをハイキング分科会の
一貫として昨年 10 月から毎月第３金曜日に始めて
いました。
今回は大雄山最乗寺の紅葉観察とアサヒビール神
奈川工場の見学（ビール３杯試飲付）を楽しみまし
た。
11 月 21 日 8 時 10 分に大船駅に 8 名が集合し、小
田原駅経由で大雄山線に乗り換えて大雄山駅に到着
しました。
当日は絶好の晴天で、
最乗寺までの３Kｍを
100 万本の杉林に囲ま
れた天狗の小道を森
林浴を楽しみながら
又、汗をかきながら 1
時間かけて登りまし
た。
最乗寺では本堂付近は紅葉していましたが、全体
的には色づき始めでした.約 50 分間自由行動で境内
を観察の後社務所で昼食をとりました。
その時、横尾さんがボルドーワインの 2000 年物を
わざわざ用意していただき、境内ではありましたが、
そっとおいしくいただきました。
その後、アサヒビール神奈川工場で 90 分の見学と
出来立ての生ビールを３杯楽しみました。メタセコ
イアが黄色く紅葉していたのが印象的でした。
帰りの電車ではほろ酔い気分も手伝って今回の様
な飲み会付のハイキングをご近所だけでなく少し遠
出でもいいので企画するようにとのご要望を聞きな
がら無事に帰着しました。
親しいメンバーとの会話が楽しみながらハイキン
グを楽しめた１日でした。

感動の音楽（第 30 回）

♪♪ レクイエム（平安を）♪♪
会員 橋本 正道
先日 リラックスしてラジオを何気なく聞いてい
たらシューマン作曲のレクイエムが流れてきた。
「あれ！シューマンもレクイエムを作曲していた
のか！」
レクイエムといえばモーツァルト、ヴェルディ、
フォーレの楽曲はよく耳にするし、演奏会でも聴い
たことがある。その中でもモーツァルトのレクイエ
ムについてはエッセイにしたためたこともある。
（栄
楽機関誌 26 年 6 月号「感動の音楽 NO.27」）
しかしシューマン作曲のレクイエムを耳にしたの
は初めてであった。そうだ この機会にレクイエム
の作曲家を調べてみようと思い立った。そうしたら、
実に多くの作曲家が「レクイエム」を手掛けており、
人々に親しまれていることが分かった。思いもよら
なかったベルリオーズやドヴォルザーク…等々。
また 何故このところ「レクイエム」に興味が湧
いてきたのか自分なりに心情の変化を探ってみたら
「喜寿の年齢を無事に終わろうとしている昨今、や
がて八十路を迎えるほどの超高齢者になっているこ
とに愕然とし、男性の平均寿命にももうすぐだと思
うようになったから、宗教曲に関心が」ということ
にも気が付いた。
レクイエムはミサの一つで、「死者のためのミサ」
の別名である。ヨーロッパでは 11 月 2 日が「死者の
日」であるので、11 月に「レクイエム」が演奏され
ることが多いということを聞いたこともある。他に
も、葬式や慰霊祭の祈りのミサの時に歌われるもの
で、10 世紀末ごろからあったともいわれている。
しかし ミサはカトリック教会の礼拝儀式だから
プロテスタント教会ではレクイエム・ミサを行うこ
とがないので、当然のことであるがプロテスタント
の作曲家は一部を除いてはレクイエムを作曲してい
ないといわれている。
この「死者のためのミサ」は、特定の個人のための
礼拝ではなく、ミサの中で繰り返しての祈祷文“Dona
cis requiem”のことばのように「彼ら（cis）に平
安を与えたまえ」という意味である。「彼（ci）に
平安を与えたまえ」ではない。死者は複数形であり、
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キリスト教でいうところの「最後の審判を受ける死
者全般」に対しての平安の祈りである。死者は最後
の審判で、永遠の生命を得ることができるように祈
る厳かなものである。そして音楽としてのレクイエ
ムは「ミサ曲」の一種であるから、カトリック教会
のミサの重要な 5 か所「キリエ、グロリア、クレド、
サンクトゥス／ベネディクトゥス、アヌュスデイ」
に曲を付けたものである。
「レクイエム」を演奏会や CD を自宅で聴くときは
ラテン語の合唱曲であるので、曲想はある程度わか
るが、意味が全く分からない。合唱曲を耳にして、
対訳（日本語）を目で追いながら聴くことにしてい
る。そして聴き終わったときは、厳かな気分になっ
て心がひときわ澄み渡り、天国に招かれたような幸
せ感に浸ることができる。
最近読んだ佐渡裕（指揮者）の音楽的転機を語る
というコラムに「音の神殿に入っていく喜び」とい
う表現を目にしたが、まさに「レクイエム」を聴く
とその表現にぴったりのすばらしい気分になる。

横浜栄楽クラブ

会員募集中
連絡先：安部（893-0900）
横尾（893-7218）

（積み木 展示風景）
 マジックとカラオケ

会員 情報ファイル

・日時：12 月 24 日（水）14 時 20 分～15 時 20 分
・場所：小菅ヶ谷地域ケアプラザ
・誕生会
・出演者：池田 宗義、秋元 秀樹、船山 信之
大本 裕昭

ボランティア活動
写真展示会
この度、本郷台 2 丁目に拠点を構える NPO 法人「積
み木」の「積み木ギャラリー」にて写真分科会会員
による「横浜栄楽クラブ写真展」を開催しました。
期間は平成 26 年 9 月 29 日から 11 月 14 日までの
１ケ月半の長期に渡りました。
展示作品は会員 11 名の力作 11 点としました。
展示場になったマンションの部屋は月曜から金曜
日まで連日”どなたでも自由に集える交流の場”
「友
遊ひろば積み木」をご利用になる地域のみなさん
で熱気にあふれていました。
展示作品の前では日により麻雀・パソコン教室・
真向体操・水墨画・パッチワーク等を楽しまれてい
ました。
「積み木ギャラリー」は初の試みでしたが、「積み
木ギャラリー」のスタッフの方々にポスター、題名
カード、設営、運営、作品撤去と全てお世話になり、
深く感謝しているところです。
「積み木」の詳しい活動内容についてはホームペー
ジ（【NPO・積み木】検索）を参考にしてください。
展示が終わり、栄楽クラブも今年から規約にボラ
ンティア活動が加わり、写真分科会としてできるボ
ランティア活動がチョット出来たのかなと思ってい
るところです。
（宮崎
記）

 礼法教室 「やさしく学べる礼法」
・開催日：毎月 第 2、第 4 水曜日
14 時～15 時 30 分
・場所：栄公会堂 2 階和室
・講師：前田 紀美子
・

編集後記

「継続は力なり」と云いますが今号をもって
「横浜栄楽会報」は 100 号に到達しました。
誠にご同慶の至りです。
「たかが会報」でしょうが「されど会報」でもあり
ます。栄楽クラブにとっては一つのエポックである
事には間違いありません。
創刊号以来、その時々の会員の皆様、関係者の熱
心なご投稿と編集人陣へのご指導・ご叱責、また、
時にいただく激励に支えられて、微力ながら「時代
の役割」に徹することが出来たその時々の編集人陣
の汗の結晶の積み重ねでもありましょう。
偶々、100 号の編集に携われた編集委員の一人と
して会員の皆様および関係者の皆さまに心よりお礼
申しあげます。ありがとうございました。
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今後、会報は新規に導入されます「横浜栄楽クラ
ブホームページ」にその役割を譲る事になりますが
スムーズな「ホームページ」への受け渡しができ、
横浜栄楽クラブが益々の発展を遂げます事を編集員
一同心より願っております。
（横尾 記）
編集：横尾 正孝・安部 公良
・野見山 紘一・坊城 弘幸 。
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