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今回は
平安京
鴨川沿い

② 30歳頃～

(関蝉丸神社)

前回の続きといくとこ
ろですが、少し回り道を
します。5 回目です。

長明さん住みか

とも、誰を宿し、誰をか据ゑん』 方丈庵は人の 受け入れる文芸サロン。源平の争いでやむな
ために作ったのではない。ひとり身で十分だと。 く20 年で幕を閉じることに。きっと、長明は
上手かったのでしょうね。自分で上手いとの
見 て楽 しむ
『もし、うららかなれば、峰によぢのぼりて、 驕りも。俊恵から多く学んだという。
はるかにふるさとの空をのぞみ、木幡山、伏見の また、長明36 歳の時には伊勢、熊野に出か
里、鳥羽、羽束師を見る。勝地は主なければ、心 ける。それを「伊勢記」に。でも、逸文(いつ
ぶん)ではっきりしないことが多い。
をなぐさむるにさはりなし』
伊勢は長明が敬愛した西行の長く逗
山の上からふるさ
留した地で、旅の目的は何だったの
との京を遠く見てい
か。1 年位いたらしいが、ラジオ講座
ると、様々なことが
で浅見さんは道中の風景、恋人の存在
思い浮かんできたで
を。恋は実らずと。
しょう。古来、風光
また、1201 年47 歳新古今和歌集の撰
ありし日の巨椋池ネットから
明媚な地は多くの歌
人たちに歌枕として読まれてきた。それらの地 進のための和歌所が開設され、寄人の一員
が目の前に多く臨めて、長明はそれを楽しんだ。に。選ばれたのは少数の優れた歌人で、と
誰かの持ち主ということもないから、心から。 ても嬉しかったと想像できます。
長明が1211 年57 歳の時、寄人での年下の
よ く 歩 く
『歩みわづらひなく、心遠くいたる時は、こ 友人飛鳥井雅経が方丈庵を訪ねて来た。彼の
れより峰つづき、炭山を越え、笠取を過ぎて、 勧めで、鎌倉三代将軍源実朝の和歌の指南役
或いは石間に詣で、或は石山を拝む。もしはま として下向するも、既にいて、かなわず。実
た、粟津の原を分けつつ、蝉歌の翁が跡をとぶ は他の目的も。初代将軍源頼朝の月命日、墓
らひ、田上河をわたりて、猿丸太夫が墓をたづ に詣で、頼朝を悼んで｢草も木も 靡(なび)
ぬ。…』 心が朗らかで歩き疲れることがない きし秋の 霜消えて 空しき苔を 払ふ山
時には遠くまで出向く。琵琶湖沿岸の石山寺や 風」と堂の柱に。山風と方丈庵を恋しんでい
庵を出て2ヶ月ぐらいで帰って来た。
粟津、蝉丸(平安前期歌人、琵琶の名手)や猿丸 る趣が。
太夫(奈良か平安前期？百人一首｢奥山に もみ 歩いて鎌倉までは2 週間かかるそうで。

日野の方丈庵(④54 歳
～)にたどり着くまでには
賀茂御祖神社(①1155 年頃
現在地
～)、鴨川沿い(②３０歳ご
日野
ろ～)、大原(③５０歳～)
④ 54歳～
と。住みかは段々狭く小さ
猿丸神社
くなってゆく。①の祖母の
家は2778坪、
鴨川沿いの家
は277.8坪、
方丈
庵は2.778 ぢふみわけ なく鹿の 声きくときぞ 秋はか
方丈記関係地図(100 分で名著参考)
坪と言いますから。 なしき｣)の故地を訪ねたりしたという。
長明は言う。
『われ、 ｢方丈庵から琵琶湖まで約十数㎞。往復なら三
今、身のためにむ 十㎞を越える。しかも山道。しかも六十歳の老
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すべり。人のため 人としては驚異的な体力である。長明は歩く。
＜ 発 行 ＞ 八 幡 ま る ご と 館 / 八 幡 市 男 山 松 里 １２－２０
につくらず。ゆゑ そして見る。なかなかの行動派である｣(解説・
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
いかんとなれば、 浅見さん)。平均年齢が四十歳の頃の六十歳とは
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
今の世のならひ、 現在では八十歳を越えているのではないかと。
ホームページは http://marugotokan.net/
時 代 はさかのぼって
この身のありさ
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
洛北・白河の僧坊で俊恵が 1156 年(?)か
ま、ともなふべき
●
ら催した歌合せ歌林苑に青年長明は参加。師
人もなく、頼むべ
八幡まるごと館は街行く人のだれもが自由に立ち寄れる“地
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 き奴もなし。たと 俊恵から「上手くなっても慢心するな、初心
ひ、広くつくれり 忘るべからず」と言われていた。色々な人を

実 のと ころ 、 長 明 と は ・ ・

長明は和歌の決まり事や有名歌人の逸
話、歌の心得等を歌論書｢無名抄｣(1212
年？)に。そこには歌の修行として文学歴史
の名所や舞台を訪ね歩いたこと等、今まで
自分の目や耳でつかんだ事を記した。同好
の士で歩くのが常であったようです。(方丈
庵に来てからはないように)。
筆者は今までのことから、長明は徹底して
極める人という印象を持ちます。そうしない
と気が済まない。これは歌だけでなく五大災
厄(火事、竜巻、飢餓、地震、福原遷都)につ
いても自分の足でくまなく見て回っている。
裏面右下へ

<10 月にこんなことをしました>

オカリナひまわり

宮地さんに沢山お世話になっ
て、蝶々が 2 羽 3 羽出来まし
た。講座を継続できるように
色々と考えて下さっていま
す。既に35 回も。感謝です。

パッチワーク
19 日(写真日) 練習は毎週月曜日です。当面の 様に。ずっと同じことの繰り返しですが、いつ
目標はないですが、皆で集まってオカリナの演奏 も60 曲は吹いています。それがオカリナの上達
を。始めのうちに比べたら色々な曲を演奏出来る の源に。又、人との関係もその大きな要素です。
絵手紙講習会

14 日 コスモスやザクロや栗が並ぶ。参加者はその中 森本玲子さんはその
からお気に入りの物を。何度も書きましたが、参加者 ことを受けとめて下
一人一人の描き方が異なり、それぞれが独自の道を。 さって講習会がある。

折り紙教室

29 日 本当に久しぶりのパッチワーク講習 下さって、やり易かったです。まだ 1 回目で
会。西角千代子さん、前川和子さん、吉田東子 すが。針に糸が通らない、見えない年ごろで
さんに教えていただきました。準備が作るより も敢えて挑戦という意気込みが何とも頼もし
大変だったと推測できるほどちゃんと揃えて かったですが、笑い声に交じってため息も。
八幡まるごと館 １１月・12 月の予定
11 月 23 日(月)は休館します
＜パソコン教室＞
毎週月曜日 10 時～12 時です
11 月２日(月)10 時～12 時
参加費 300 円(コーヒーつき) 11 月９日、16 日、30
日パソコンを持って来て下さい。23 日はお休みです。
＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。23 日はお休みです。
11 月２日(月)13 時～ 参加費100 円
残り11 月は９日、16 日、30 日です。

<パッチワーク ポーチ 2 回目>参加費 100 円 持ち物 ハサミ、糸、針
11 月５日(木)13 時～ 講師 西角千代子さん
3 回目は 11 月 13 日(金)13 時～
<絵手紙講習会>
16 日 出口宏子さんは親1 羽に羽
でつながる 2 羽の子鶴を教えて下
さって、口で繫がる 4 羽の鶴(写
真)を。皆さん小さい折り紙と格闘
八幡の歴史

22 日 出口修さんは応仁の乱のお話をされました
が、それを書くのは難しいです。にわかで歴史は
語れませんから。京都を中心に全国に広がった、
10 年余り続いたこの権力争いに多くの民が苦しん
理科の実験

しながらも、助け合って来上がりました。指
を使うのは大事なことでしょう。宏子さんの
マスキングテープの上手な使い方には感心
します。次は高度になって 8 羽の連鶴を。
だであろ
うと思う
とたまら
なくなり
ます。過
去どれだ
け同じことを繰り返してきたことか。応仁の乱
後の乱れた世相から時は戦国時代に突入へ。歴
史を高校で学んでもう 50 年も経つのに、何故
1467 年だけを覚えているのは何なのでしょうか。
23 日 この日はプラ板のザラ
ザラした方に色鉛筆で各自好
きなように色をぬり、
それをト
ースターで焼き蝶々を作りま
した。
プラスチックの特性を利
用しています。
木下章司さんや

11 月 11 日(水)13 時 30 分～
次回は 12 月９日(水)です

講師

森本玲子さん参加費

400 円(コーヒーつき)

＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO25>
11 月 19 日(木)13 時 30 分～

講師出口修さん

参加費 100 円

月 1 回です

<楽しい理科の実験 NO36> セパタクロー(サッカーボール)
11 月 25 日(水)13 時 30 分～講師木下章司さん 参加費 300 円(コーヒーつき)
<折り紙教室 第 15 回> 連 鶴 2 回 目
どうぞお楽しみに。
11 月 27 日(金)13 時 30 分～ 講師
持ち物 ハサミをお忘れなく

出口宏子さん

参加費材料代は 100 円

<クリスマスリース> 10 名までです。
11 月 28 日(土)10 時～ ハサミ、お持ち帰りの袋 参加費 500 円
<今年度最終野菜市&まるごと館掃除> 食事はしません
12 月 26 日(土)9 時～お正月用野菜販売
今年はこの日で終わりです
前面続きです
そこで民の苦しむ姿を脳裏 だ続くことになります。(うえたに じゅんこ)
無名抄17話｢井手の山吹、
に刻んでいる。長明が 50 歳で逃げるように大 (補足)身近な話では、
『かはづなく井出の山吹散りにけり
原に出家したことで、長明を｢負け犬｣と言う方 かはづ｣が。
花のさかりにあはましものを』(古今和歌集）
もいますが、果たしてそうだろうかと。
親戚筋とはうまくいかない、人との付き合い のような井手の歌枕から、長明は「井手の蛙は
も上手ではなかったのかもしれませんが、長明 夜が更けるとその鳴き声は清らかで人の心を
しみじみさせる」と書く。でも、残念ながら井
流の考えがあったのだと思います。
次回にそれらを書いて行こうと思います。方 手には行けていないそうです。井手町ホームペ
丈記から離れましたが、長明を理解するため ージに｢カエル塚｣が長明の名と共に載ってい
それに関連した和歌は83種もあるそうです。
に、中途半端ですが。小さい字ですみません。ま ます。

