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　　　　 重ねて完成させます。  エビネは、好きな花の一つで、楽しんで描きました。

　　  　 描くために、ルーペ、コンパス、定規等を使用し、色付けは、透明水彩絵の具を何層にも塗り

植物画　「エビネ」

　　　　　29期　（生活Ｂ）　御器所　遠山　清美

　　　　植物画は、ボタニカルアートと称されます。　古代エジプトや中国等で、薬草を見分ける

　　　  植物の実物をよく観察し、大きさ、色、形を忠実に表現しなければなりません。　実寸で

　　　　ために、図譜として作られたのが始まりと言われています。　
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特別寄稿 

尾張箸蔵寺と神仏習合 

桜花学園高等学校 

教諭 河合 保昌 

 

昭和区村雲学区に「尾張箸蔵寺」という  

寺院があります。以前は、寺前に民家があり、

奥まったところに本堂があったため、全貌が

見えず、関心の薄い寺院でした。しかし、近

年、この民家がなくなり、駐車場になったため、

寺院の姿がはっきりわかるようになりました。よ

く調べてみると、見所とともに歴史を感じさせ

られることがわかりました。ここでは、今一度、

「尾張箸蔵寺」を紹介したいと思います。 

この寺院は、名古屋における箸蔵山金毘羅権現（徳島県にある箸蔵寺）の信者の激増に

伴い、大正５年に西区に設立された「金比羅大権現講義所」が始まりです。この場所も手狭

になったため、昭和４年に現地に移転されました。なお、昭和 23 年の宗教法人制定に伴い、

徳島県にある箸蔵寺の飛び地境内として「箸蔵寺

名古屋別院」と称していましたが、平成 21年より京

都にある総本山仁和寺の承認を得て、尾張箸蔵

寺（真言宗御室派）として独立しています。本尊は、

金毘羅大権現ですが、秘仏で見ることはできませ

ん。前立仏として、大日如来が祀られています。 

祭壇には、鏡が安置され、その前に鳥居もあり ま

す。神仏習合を色濃く残しています。 

護摩祈祷や水子供養の寺としても有名です。また、本堂は徳島県にある箸蔵寺（金毘羅

奥の院）の本堂を模して作られています。 

 

 さて、尾張箸蔵寺は、徳島県にある箸蔵寺の

別院としての流れを受けています。では、徳島

県の「箸蔵寺」とは、どんな寺院でしょうか。 

 この寺院の伝承によると、空海(弘法大師)がこ

の地で霊気を感じ、山上に上ると、金毘羅大権

現が現れ、「箸を挙(あ)ぐる者、我誓ってこれを

救はん」というお告げを授けたそうです。 

法珠山箸蔵寺（徳島県） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B8
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ちなみに、「挙(あ)ぐる者」とは、ささげる人々。「箸を挙(あ)ぐる者」とは、すべての人々のこと

です。そして、空海は、自ら金毘羅大権現の像を刻み、お堂を建立したのが、この寺院の始

まりです。 

 さらに、香川県琴平にある金刀比羅宮が神仏習合の関係から松尾寺と称され、同じ金毘

羅大権現を本尊としている関係から、箸蔵寺は「こんぴら奥の院」と呼ばれていました。明治

元年の神仏分離令、廃仏毀釈の影響により、金刀比羅宮と松尾寺が分離され、松尾寺は、

廃寺になってしまいましたが、箸蔵寺では、金毘羅大権現を神仏分離令以前のように祀って

おり、今でも神仏習合のようすを見ることができます。 

金毘羅大権現って? 

 その前に、「権現」についてです。「権現」とは、仏や菩薩が人々を救うために、神や人など

仮の姿になって現世に現れることの意味です。仏や菩薩を「本地仏」と言い、「本地垂迹説」

に基づいています。神仏習合とは、“神 = 仏”なのですが、本地垂迹説では、仏や菩薩が

主役になっています。 

 さて、金毘羅大権現とは、インド(ヒンドゥー教)の護法善神金毘羅(宮毘羅)のことで、ヒンドゥ

ー教では水神(蛇型の乗り物)であることから、日本では、海上交通の神として祀られていまし

た。「本地垂迹説」によると、「不動明王」「十一面観音」などを本地仏としています。神仏分

離令により、琴平の金毘羅大権現は、八百万神の一つ(1 柱)である「大物主神」を神とする

「金刀比羅宮」となりました。神仏分離令により、「権現」の使用は認められなくなりましたが、

民衆の信仰が篤く、徹底されず、現在も金毘羅大権現を祀る寺院は、数々あります。 

 

 ※大物主神は、奈良県の三輪山を御神体とする神様で有名です。三輪山の山麓には、大

物主神を祀る「大神（おおみわ）神社」が有名ですね。大物主神は、「古事記」によると、出雲

の大国主神が国造りの際、海の向こうからやってきた大物主神と協力して国を造ったと言わ

れています。皇祖神「天照大神」が登場する以前の神話ですね。 

 

尾張箸蔵寺は、神仏習合が色濃く残る寺院ですが、 

他の寺院・神社にも神仏習合を見ることがあります。 

昭和区には、「川名の妙見さん」と呼ばれた 

浄昇寺が有名です。御器所八幡宮も「八所明神」と 

いう別称があります。全国的には、日光東照宮に 

五重塔があるのも有名ですね。明治の神仏分離令、 

廃仏毀釈にもかかわらず、庶民の信仰力により、 

至る所に神仏習合を見ることができます。 

みなさんも神社仏閣を訪れたときは、この神仏習合を 

意識して見学すると、新しい発見があるかもしれません。 

 

川名の浄昇寺 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B8
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「ぶらり昭和区 MAP」製作委員会に参加して 

 

２９期（健康 A） 松栄 平石 茂 

 

平成３１年を迎え、会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は、米中貿易戦争の  

２月末（９０日猶予期間）の期限をはじめ、３月末期限の英国の EU離脱、４月３０日の平成

天皇の退位、７月２１日（日）参議院選挙、１０月１日の消費税引き上げと日本、世界ともに

大変動の年になりそうです。そうした経済社会の激流に流されないよう、しっかり足元を固

めないといけない年だと肝に銘じております。 

昭和鯱城会は、昭和区役所地域力推進室が主管する『ぶらり昭和区 MAP』製作委員

会に所属し、マップ製作に５名で協働参画しております。 

『ぶらりショウちゃんとめぐる昭和区 MAP』は、平成２８年から５ケ年計画で地域の方々と

協働で製作しています。昭和区における歴史的なものから、新しいスポットまで、訪問のう

え聞き取り調査（撮影）をし、候補の中から話し合いの上選別して、お勧めの街歩きのポイ

ント MAPを作成しています。楽しいコラム満載で、作成の都度、 昭和区生涯学習ｾﾝﾀ―

はじめ、該当学区の小中学校、コミュニティーセンターに配布されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期 「松栄・御器所」             第２期「広路・川原・吹上」     

平成２８年４月～ 平成２９年３月配布      平成２９年 4月～ 平成３０年 3月配布 

 

平成３１年 3月には、現在作成中の第３期「鶴舞・村雲・白金」（鶴舞公園ルート・御器所

台地をめぐるルート）版が完成し配布される予定です。 

また、3月 21日（木）春分の日には、鶴舞公園にて「鶴舞公園ルート」の「謎解きウオーキ

ングイベント」が実施されます。お孫様とご一緒に参加され、楽しいひと時を過ごされては、

いかがでしょうか。 

 なお、既発行の「松栄・御器所」版及び「広路・川原・吹上」版は、昭和区役所３階の地域

力推進室においてあります。 足を運んでみてはいかがでしょうか。 
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行事レポート 

 

徳川園・徳川美術館めぐりに参加して 

３１期（陶芸） 松栄 小川 賢雄 

 １０月１６日（火）栄オアシスの市バス③乗り場に集合したのは、生憎と７名の少人数と成りま

した。徳川園・出来町バス停から徒歩５分程度で徳川園に到着し雄大な「池泉回遊式庭園」

を散策しました。庭園は平日で紅葉にも早い為か散策者は少なかったです。 

しかし、静寂の中で風流な「大曽根の滝」や色とりどりの大きな鯉に餌をやって戯れたりし

ました。 

徳川美術館は一日三回のボランティアさんによる説明が有り、最初の１１時に他の入館者

と一緒に説明を受けながら鑑賞しました。本館は大名文化の真髄が体感出来る場所です。 

我々が単独で鑑賞する時は展示物と説明書を流し読みするだけで通り過ぎてしまいますが、

流石にその道のプロで、展示物の時代背景や詳細な説明でより深い鑑賞が出来ました。 

館内では秋季特別展『もじえもじ』が展示されていました。最初は何の事か分りませんでし

たが人の顔の拡大図が有り、その輪郭線がお経の文字で書かれその細密さにびっくりしまし

た。 

最後に徳川美術館に付随する名古屋市「蓬佐文庫」で「河内本源氏物語」等の重要文化

財を鑑賞しました。 

帰りは徳川園バス停の観光ルートバスメーグルに乗車して終点の栄オアシスバス停に戻 

りＮＨＫ会館Ｂ２の「ふらり寿司」で昼食後解散と成りました。 

◇徳川園の概要 

徳川御三家筆頭の徳川光友が元禄 8年(1965)自らの隠居所として 13万坪の地に大曽根屋

敷造営が紀元。昭和 6年(1931)名古屋市が 19代当主徳川義親から寄付を受けたが第二次

大戦によって焼失。平成 16年(2004)再整備後に開園した。  

◇徳川美術館の概要 

昭和 10 年(1935)開館。侯爵徳川義親の寄贈により尾張徳川家 に伝えられた「大名道具」

を始め国宝「源氏物語絵巻」等、数多くの国宝・重要文化財・重要美術品を収容する。 

 

  

 

 

 

  

 

  

徳川美術館内の 

ボランテイアさん説明 
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行事レポート 

 

“紅葉の白鳥庭園で茶会” 

３０期（陶芸） 吹上 長谷川 泰代 

 

１１月２２日、“紅葉の白鳥庭園で茶会”という行事に参加する為、白鳥庭園に行きました。 

もみじの紅葉には遅かったのですが、どうだんつつじの小さな葉は、真っ赤でした。お茶

席（清羽亭）では、奥様のお母様が表千家の師範をされている栗橋さんから、まず、お茶の 

所作をご教授頂きました。参加者は 16 名で、ご自身で作られた抹茶々碗を持参された方も

みえました。  

お抹茶は、最初は渋味が、後になって甘味も感じる“珠楽”という名で、お菓子は、春岡通

にある松乃屋の銘菓 『栗わらび餅』、白くて柔らかく、中に栗とこしあんが入っていました。 

庭園の中央にあるお茶席は、外との仕切りが ガラス戸ました。そのため、お茶を楽しみ 

ながら、冬支度の為、雪吊りがしてある樹々や、名古屋港から飛んできて、庭園の出会橋に

停まっている、何十羽もの白いカモメを見ることができました。慌しい日々の中、 晩秋の  

ひとときを味わいました。「お茶席は初めてだったので、楽しかった。」「また、企画してほし

い。」との声があり、大好評のお茶会でした。 
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行事案内 

 平成３１年度 

４月～６月の行事予定 

  行事委員会 

◆ 新緑の八事山（興正寺）を散策しませんか？ 

ボランティアガイドさんの説明で興正寺の七不思議を探しながら新緑の中を 

散策しましょう。 

・日  時……４月１９日（金）１０時１５分～１３時 

・集合場所……興正寺公園内 児童公園付近 

・昼  食……１２時ロイヤルホストで昼食後解散します。 

 

◆ 皆さんと共にバーベキューを楽しみましょう（新企画）。 

レゴランド隣接のザ・アミーゴスメイカーズピアで手ぶらでバーベキュー！！ 

  海と港を楽しみましょう。 

・日  時……５月１４日（火）       

  ・集合時間……１０時 

・集合場所……あおなみ線名古屋駅改札口 

・会  費……３０００円＋飲料代 

 

◆ 大カラオケ大会を開催します（新企画） 

歌自慢、そうでない方も大いにご参加ください、女性大歓迎です。 

 日  時……６月４日（火） 

 集合時間と場所……１２時４５分、地下鉄栄１番出口集合 

         カラオケ場所は「名古屋栄住吉通クラブ店」（シダックス） 

           １３時から昼食を食べながら飲みながらカラオケを楽しみます。     

 会  費……２０００円程度 

  

＊  申し込み：行事委員または学区幹事にご連絡下さい。    



9 
 

会員の広場 

 

この世のものとは思えぬ「地獄の門」を見て！ 
 

                  28期（地域） 広路 石黒 良江 

 

「地獄の門」に会いたくてはるばる日本からトルクメニスタンまでやってきました。 

トルクメニスタンはウズベキスタン、カザフスタン、アフガニスタン、イランを国境としカスピ

海に面した中央アジアの国です。 

 日本からの直行便はなくセントレアを出発し、ウズベキスタンを経由し入国、手続きに３時

間程かかりました。 

トルクメニスタンは世界でも有数の天然ガスの埋蔵量を誇る豊かな国、首都アシカバード

は豪華絢爛荘大理石のマンションが立ち並び真っ白な町並、夜はライトアップで色んな色に

染められ華やかでした。 

女性の服装は頭にはスカーフを巻きロングワンピースの華やかな民族衣装を着てる姿が

印象的でした。また、観光地化されていないので現地の人々はツアー客の私たちを物珍し

そうに遠目で見てました。 

 目的地の「地獄の門」（炎のクレータ）成り立ちは、旧ソ連時代（1971 年）落盤事故がもとで、

天然ガスと一緒に噴出していた有毒ガスを防ぐため、やむを得ず噴出口に点火した炎が燃

え続け、その後 45年以上の時を経た今も燃え続けているものであります。 

さあ「地獄の門」へ、砂漠の中の悪路を４WD で走り続けカラクル砂漠へ６時間のドライブ、

豊かなこの国で何故こんなひどい道なのかとガイドに聞くと夏は 50 度冬はマイナス 30 度と

温度差で補修が追いつかずデコボコの状態であるとのことでした。 

砂漠の真ん中にぽっかりあいたクレータにやっと到着、柵もなくバーナーのような熱風が

体にあたり焦げそう、このクレータに落ちたら・・・・これが「地獄の門」のいわれか？ この状

況の中近くでテントを張ってキャンプを、広大な景色を見ながらバーベキューは美味しかっ

た。真っ暗な砂漠の夜クレータの炎と満点の星空のコントラストの素晴らしさに感激しテント

での一夜を楽しみました。 

翌朝、クレータを覗き込むと、あいも変わらず燃え続けている 

炎を見ながら地球の神秘を感じました。 
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会員の広場 

 

グランドゴルフ交歓会に参加して！ 
 

                 29期（健康Ｂ） 白金 佐藤 静子 

 

１０月２３日、水と緑と太陽がいっぱいの庄内緑地公園、陸上競技場において、第１７回グ

ランドゴルフ交歓会が開催されました。 

当日、天気を心配しましたが、曇り空、気温２０度位で 

心地よかった。 

メンバーの紹介の後、競技が始まった。 

ホールポスト目がけてクラブを振り下ろすが、思うところに 

球が転がらない。だんだんグラン状態に慣れて、 

落ち着いて、ポンと打ったらホーリンワンが取れました。 

一緒にプレーした方々の歓声がうれしい！ 

今回は、アトラクションで、１６区会長によるニアピン 

ゲーム、その後、区対抗戦の表彰が行われました。 

グランドゴルフは、８コースを回り打数の少ない人が勝つゲームです。歩いて少し汗を か

き、日光を浴び、気楽な会話もして、健康長寿にとても良いスポーツだと思います。 

実行委員、役員の皆様、 

いろいろお世話いただき、 

ありがとうございました。 
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会員の広場 

囲碁の楽しみ 

31期（美術） 松栄 杉江惠理子 

 一昨々年の 4月に鯱城学園に入学し、9月囲碁クラブに転部して、私の囲碁生活はスター

トしました。一つの石で盤上の景色がガラッと変わることに驚き、自分の判断でどこにでも石

を置くことができる自由さに魅せられ、すっかりはまってしまいました。 

 昨年 3 月に卒業した後は、迷うことなく先輩が築いてこられた鯱城囲碁同好会に入れてい

ただき、私のような初心者のために開設されている「特別教室」で、棋譜の解説を聞いたり、

詰碁の問題に取り組んだり、多面打ち（指導者一人に 3～4 名の初心者が対局する）で指導

を受けたりしています。囲碁の面白いところは棋力の差に応じて初めにいくつかの石を置か

せてもらえる「置き碁」というルールがあることで、そのハンデイのおかげで、まれには有段者

のような先輩にも勝てることがあることです。 

 10 月には一泊二日の研修旅行、1 月には新年会がありましたが、ほかのグループと全く 

違うのは、食事以外は朝から晩まで、囲碁をし続けるところです。 

研修旅行では、朝 10時に集合し、直ちに棋力別のグループに分かれて、昼食をはさんで、

グループ内で総当たり戦（６局）を行い、各グループの 1位から 3位までの人が表彰されまし

た。が、終わってからもまだ、相手を見つけては対局・・・と、時間のある限り、囲碁三昧。  

新年会も、昼食にお酒が出た以外は、朝１０時から午後３時まで、相手を見つけてはフリー  

対局をし続けました。いずれも、参加された先輩方の、並々ならぬ囲碁への情熱と途切れぬ 

集中力に、「おそれいりました」の一言でした。 

私も遅々とした歩みですが、一歩ずつでも先輩の皆さんに近づけるよう、頑張りたいと  

思っています。 
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クラブ便り 
 

昭和鯱城パソコンクラブ報告 
 

クラブ会長 ２３期（国際） 八事 枝廣啓三 

 

昭和鯱城パソコンクラブも平成３０年度は、月２回の勉強会、年２回の食事会も、台風、 

雪等は無く全て実施することが出来ました。会員数も２０名と過去最高の会員数と成りまし

た。 

今年度の勉強会では、パソコン操作の便利ワザ、ＷｏｒｄではＷｏｒｄの基本知識、文字の

入力、ページとセレクション設定、図形と画像の利用、罫線と表の利用、写真入り年賀状の

作成、ＥｘｃｅｌではＥｘｃｅｌの基本知識、データの入力、セルの書式設定、ページ設定と印刷、

家計簿、名簿の作成、等を行いました。年２回のホテルでの食事会も多くの会員の皆様に 

ご参加頂きました。 

今年度は、勉強会の実施方法を変更致しました、私が当日の実施事項を３０分位で説明

後、練習問題を出し会員の皆様に１時間３０位で会員の皆様各自が練習問題を作成して 

頂く様に変更致しました。勉強会は会員の皆様は真剣に取り組んで頂きました。また勉強会

会場を提供して頂きました、昭和区社会福祉協議会様には有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年の会員募集に付きましては、鯱城学園の３２期生の卒業者は２名位募集させて

頂きます。一般会員の皆様の募集に付きましては、現在の会員数は２０名ですが退会人数

と３２期生の入会状況によって決めさせて頂きます。 昭和区社会福祉協議会の会場は席が

１７名分しか有りません、数名の方は欠席されますので、最大会員数２０名とさせて頂きま

す。 

来年度の会員募集に付きましては、２０２０年１月１４日でパソコンの Windows７のサポート

が終了致しますので,パソコンがWindows１０ の方のみの募集とさせて頂きます。 

 来年度の勉強会では、パソコンの基本知識、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌでは会員の皆様が必要とする

様な、文字入力、罫線の操作、デジカメ写真の取り込み、写真入り年賀状の作成、会員  

名簿の作成等を行う予定でいます。 
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鯱城会新ホームページ（ＨＰ）で 

昭和鯱城会を見よう！！ 

平成３１年２月１日より、鯱城会新ＨＰの試験運用が始まりました。（本格運用は４月から） 

早速、ＨＰを開きましょう（今回、YAHOO！JAPANのインターネットページから入ります） 

①   

 

 

 

②  鯱城会新ＨＰが表示されます。向かって右中ほどに『昭和鯱城会』があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 昭和鯱城会の画面の『区鯱城会内お知らせ』『スケジュール』に、会員宛の情報を掲載 

することが出来ます。 

掲載は、毎月第１・第３月曜日に鯱城会で掲載の処理を行います。  掲載の要請は、

第１・第３月曜日の前の金曜日迄に、ＨＰ担当者（kojoh2017@yk.commufa.jp）へ 

メールで送って下さい。（今期は阪本が担当します） ＨＰ担当者が、鯱城会の担当者に

掲載依頼を提出します。 

尚、添付資料がある場合は、資料をＰＤＦに変換して送って下さい。 

YAHOO!の検索欄に『こじょうかい』 と入力し、 🔍検索 をクリックする 

『昭和鯱城会』を 

クリックして下さい！ 

昭和鯱城会の画面が、 

表示されます。 

mailto:kojoh2017@yk.commufa.jp
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昭和鯱城会総会案内 

  ○日 時 ： 平日３１年４月１７日（水）  午前１０時～午前１１時５０分 

                           午前９時３０分より受付開始 

     ○会 場 ： 昭和区役所２階講堂 

     ○行 事 ： Ⅰ 総会       午前１０時～１１時 

Ⅱ 学区連絡会  午前１１時～１１時３０分 

Ⅲ アトラクション  午前１１時３０分～１１時５０分 

 

 

編 集 後 記 

９４号の発行に際しては、猛暑が続き、早く涼しく（寒く）なってほしいと思っていました。 

９５号の準備開始時は、暖冬といわれ、比較的暖かい日が続いていたのに、年末から

低温の日が続きました。 立春の気温は異常に暖かかったものの、その後、記録を  

更新する寒波が襲来！札幌で、日中の最高気温が３日連続でマイナス１０度以下に 

なったり、陸別では、マイナス３１.８度を記録する異常気象が発生しています。 

健康を題材にしたテレビ番組では、ヒートショックが取り上げられ、我々の年代を主に 

注意を喚起しています。皆様、３月になっても、まだ寒い日が続きますので、くれぐれも

油断されることなくご自愛くださるようお願い致します。 
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訃 報 
 

皆川 義光様 ２９期 国際Ｂ 広路学区 ボランティア委員長 

平成３０年１２月２８日（金）午後７時２０分ご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 


