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第２３４６回横浜金沢ＲＣ
第２７０１回横須賀北ＲＣ
点 鐘
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「我らの生業」
石井 伸二 会長
やまもと

しょういち

ゲスト
郷土史家 山 本 詔 一 様
ビジター
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い 小菅 健史 会員（2008.10.7）
｢出席報告｣
(本日)10 月 10 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
23 名
23 名
17 名
73.91％
4名
（前々回)9 月 19 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
23 名
23 名
17 名
73.91％
6名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
10/3 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐拡大会議 伊与田あさ子
10/7 青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 前川永久
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高田源太

山本 詔一様

計
21 名
計
23 名

修正出席
率
91.30％
修正出席
率
100.00％

「ニコニコＢＯＸ」
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 小林秀生様
本日は合同例会ということでとても楽しみに参りました。今日を新たなるｽﾃｯ
ﾌﾟにこれからどんどん交流を深めていきたいと思います。どうぞ宜しくお願
い申し上げます
三役
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの方々ようこそいらっしゃいました。本日は宜し
くお願い致します
福嶋義信会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様ようこそ
山本詔一様 卓話宜しくお願い致します
御子柴智義会員 金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様ようこそ。お久しぶりです
小菅健史会員 金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりなさ
ってください。
山本詔一様 本日のｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
竹永 薫会員 本日は金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ小林会長を始め会員の皆様、合同例会というこ
とでお越し頂きありがとうございます。
そして山本先生 卓話宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様ようこそいらっしゃいませ。どうぞご
ゆっくりお過ごしください
高田源太会員 本日は横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様 ようこそお出で下さいました。
今後とも宜しくお願い致します。
山本様 ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしております
海老名敬子会員 金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様ようこそいらっしゃいました。
山本詔一様 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
浅野径子会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様ようこそ
山本詔一様 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 24,000
24,000 円(累計 163,000
163,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します

出席報告
前川 永久 会員

ﾆｺﾆｺ報告
平林祐樹 副 SAA

入会記念祝い
小菅 健史 会員

「会長あいさつ」
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 小林 秀生 会長
お近くのｸﾗﾌﾞですのでこれからもどんどん交流を深めていきたい
と思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます
第１回難治性小児脳腫瘍の課題と解決に向けて
｢小児脳幹部ｸﾞﾘｵｰﾏ」ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催のご案内
・２０１７年１０月２８日（土）13：00～17：45
・国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ講堂（東京都世田谷区大蔵２－１０－１）
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横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 石井 伸二 会長
横浜金沢さんとは１年に１度 合同例会を開催させて頂いており
ます。今年は当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄということで郷土史家の山本詔一先生にお
いで頂きました。来年は宜しくお願い致します。楽しみにしており
ます。

「幹事報告」
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 佐竹 靖幸 幹事
これからも宜しくお願い致します

横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 山田 秀雄 幹事
◎横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎回覧 ①新年家族会のご案内
②しずくちゃん募金活動ご協力のお願い
◎次週例会（１７日）はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問となっております。
ｶﾞﾊﾞﾅｰとの懇談会もございますので（１３：４０～１４：３０）
御出席宜しくお願い致します。
「委員会報告」
【伊与田あさ子会員】
伊与田あさ子会員】
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾞﾚｴ ｴﾝｾﾞﾙｸﾗｽ２０周年記念講演のご案内
・２０１７年１１月３日（金・祝）開場 13：30 開宴 14：00
・ﾖｺｽｶ・ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ・ﾎﾟｹｯﾄ（横須賀芸術劇場）
｢スピーチ｣

【金沢八景と浦郷八景

郷土史家 山本 詔一 様】

八景は１１世紀前半に活躍した北宋の画家・宋迪（そうてき）と
いう画家が洞庭湖とそこに流入する湘江沿岸の８つ風景を描いた作
品から有名になった。
日本には鎌倉時代に中国の禅僧によって瀟湘八景がもたらされ、
金沢へは宝治の乱で三浦一族を打ち破って六浦庄の領主となった北条実時が別邸を
建てると同時に称名寺と金沢文庫を開設した。風光明媚なこの地を拠点とした実時は
白楽天の詩を愛し、政務の糧としたと伝えられており、心の拠り所となっていたので
あろう。
瀟湘八景に金沢の地名を冠した古い例は三浦浄心が著した『巡礼物語』が最初で、
中川喜雲著の『鎌倉物語』、水戸光圀公の『鎌倉日記』にも見える。
これらの八景の地名は一定のものではないが、光圀公が保護した中国の禅僧・心越
が元禄７年（１６９４）に能見堂で作った八景の漢詩が有名になり、現在に続いてい
る。
小泉夜雨
瀬戸秋月
野島夕照
内川暮雪
乙艫帰帆
洲崎晴嵐
平潟落雁
称名晩鐘
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浦郷八景
安政５年（１８５８）に旭松閣吉隆という人物が選出した八景
夏島秋月 夏島や四方の海原うちはれて ながめつきせぬ秋の月
勝力帰帆 武士の矢よりも早き勝力の 真帆うちかけて帰る釣船
箱崎夜雨 箱崎の明けなばいかに夜もすがら 雨の音そふ岸の松風
吾妻晴嵐 風ふく吾妻の峰に雲はれて とふねも波の花ぞきにける
州口落雁 見渡せばかね落ちる洲の口の 岸による波音もとだえて
榎戸夕照 榎戸や夕ずく日向さしむかえ てりそふ影の深きうらうら
亀島暮雪 としつるも亀島山の白雪は 群がり休む鷺にぞありける
独園晩鐘 かならずと暁かけてちぎりしも 独り園生のいりあいの鐘
昭和３年（１９２８）に刊行された『田浦町誌』に掲載されているが、刊行された
時点で八景の７つは姿を消しており、榎戸夕照だけが見られるとあるが、これも榎戸
湊が埋め立てられたので消滅してしまった。

～例 会 風 景～

横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
佐竹靖幸幹事 小林秀生会長

郷土史家 山本詔一様
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横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｰｸﾗﾌﾞ
石井伸二会長 山田秀雄幹事

