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第８回目となる総会には、４２名の

★～６月の活動

②春の歴史散策（
行田市）
：

①大忘年会米屋（
白岡市）
：１２月１７日（土）
３０名

の決算・
事業報告および平成２９年度

４月１５日（土） 忍城、さ

会員の皆様が出席され、平成２８年度
の事業計画・
予算案他が了承されまし

きたま古墳群、利根大堰

ために陣取った丸墓山古墳

など。石田三成が水攻めの

た。
また、川島良博さん（
白岡市）の幹事
就任が了承されました。

（
日本最大）の頂上からは、

また、利根大堰の下部に

総会に続いて、太田道灌第１８代子
「
戦国時代に武蔵国で活躍した『文武

設けられているガラス窓か

くっきりと忍城が見えた。

両道の名将、太田道灌公の素顔』
」と

ら、魚が上流に遡上する姿

孫の太田資暁氏を講師にお迎えして、

題した記念講演が行われました。

が目の前に見えた。

今回は、初の貸切バスに

よる散策となった。３１名

③代議員会・支部講習会（
大隈講堂）
：３月４日（土）

出席幹事：竹内幸男、伊東 孝 足利和雄

④商議員会（大隈講堂）：
７月１日（
土）

出席幹事：足利和雄

✿お知らせ

になりましたら、改めてお知らせいたします。

ホームページが間もなく立ち上がります。アクセスできるよう

春の歴史散策：古墳の前で集合写真
（小池富士雄さん撮影）

総会報告 ６月１７日（
土）
：
魚庄別館

✿８月～１２月の行事
①８月５日（土）
『
映画鑑賞・暑気払い』
１３ ３:０蓮田市図書館
映画：
『
杉原千畝』 第二次世界大戦中のヨーロッパ。本省の命令
に背いてビザを発行し、６千人のユダヤ人を救った早稲田マンの波
乱万丈の半生を描く。担当：
足利（
０９０ ８-５１０ ２-７９８）
②１０月７日（
土） 秋の歴史散策
③１０月１５日（
日） 稲門祭
【
お願い】
稲門祭グッズを販売しております。売り上げの一部は、奨学金
として学生に支給されます。ご協力、お願いいたします。
④１２月１６日（
土） 大忘年会
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ひろば
皆様の投稿コーナーです。

春の行田歴史散策に参加して―感想 ①
今回僕は歴史散策に参加しました。稲門会の行

春の行田歴史散策に参加して―感想 ②
素晴らしい企画をありがとうございました。
さきたま古墳群での途中離脱は残念でしたが、吹上
駅に行くバスに乗るまでの間に、運良く満開の桜を

した。そんな中参加して思ったことが２つあります。

ていなかったのですが、お陰様なことに今回、蓮田白

忍城はいつでも行けると思い、今まで一度も訪れ

見ることができました。

１つ目は成田顕泰が築いた忍城です。この忍城は

岡稲門会のバスツアーで、初めて訪問することができ

事に参加するのは２回目で、今回もワクワクしていま

上杉謙信も落とせない難攻不落の城と呼ばれていま

ところで、斉藤副会長のご先祖が、忍城攻め同様、

豊臣 家(康 軍)による岩槻城 北(条方 攻)めの際、援
軍？として、蓮田の城 (→
お城ではなく土地の名前の

じょう か)ら岩槻に駆け付けた記録があると、かつて、
同副会長のお祖父様に、手紙で教えていただいたよ

うに記憶しています。

追(記 )
行程表には記されていない水城公園近くの満開の

忍城攻防戦を描いた傑作「
のぼうの城」
は、原作者

とてもラッキーでした。

ました。

がめは素晴らしいものでした。

の和田竜さんが早稲田大学政経学部の出身という

また今回は、止むを得ない事情で途中離脱しまし

す。驚くのは頑丈さだけではなく御三回櫓からのな
その後近くの公園でゼリーフ

こともあり大ファンで、原作を何度も読んでいました

桜とＳＬに偶然出会えたのは、鉄道オタクの私には

ライを食べました。格安で美

ます。

ありがとうございました。

たが、次回は是非とも最後まで参加できればと思い

味しかったです。

し、映画 最(近もＢＳで再放送され録画済 も)映画館
で見ました。

２つ目は利根大堰です。こ

因みに、昨年の大河ドラマ「
真田丸」
でも、草刈正
雄さん演じる真田昌幸が、山本耕史さん演じる石

（編集子注）

の場所は以前小学生の社会
科見学で見たことがありました。駐車場を降りてす

田三成と一緒に、忍城の攻撃に参加する情景が描

右の文は、山田さんからメールで頂いたものです。

山田眞一

ぐにある階段を下るとそこには水槽らしきものがあ

かれました。

蓮田白岡稲門会の会誌発行へ
の一考察

蓮田白岡稲門会の「会誌の創刊号」
が発行された。

なっているが、稲門会創刊号というのは、おかしな表

がありますが、ドラマでは描

注( ①)真田幸村 信(繁 が)、忍
城攻めに参加したという説

りました。でも魚影は見あたりません。もう一度見
ると端から端まで魚が泳いで行きました。そこは魚
が遡上している時の様子でした。魚がじっくり観察で
きてよかったです。今回この散策は行田市の歴史を

②行田市の隣の鴻巣市

現で、創刊号というからには、発行される冊子が、

頂戴した冊子は単に「蓮田白岡稲門会創刊号」と

りました。稲門会の皆様と一

は、昨年、真田信之の妻の

我々蓮田白岡稲門会の会員が、自分たちの色々な

かれませんでした。

緒に参加させていただいたこ

小松姫のお墓があるという

知るのにとてもいい機会にな

とに非常に感謝しています。

考え方や、他の事例を発表する「会誌」という名称

でなければおかしな表現になっていると、私は思う。

ことで、真田丸ののぼりを立
てました。

とても楽しかったです。あり
がとうございました。
（白岡市立篠津中二年）折原 雄斗
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こんなことを申し上げると、先日頂戴した創刊号

く何千万・何億という単位でいるだろうと思う。し

それではそれ以外の人はダメなのかというと、決し

ものであることは、はっきりしていると私は嬉しく思
唯、これからこの冊子の発行の回数を、どんな頻度

てそうではなく、サッカーでは超一流にはなれなかっ

かしながら〝超〟とつく人はほんの一握りである。

た足利氏や石井氏に対し、大変失礼な言い草になっ

にするのか？原稿の集め方はどうするのか？編集に

たということであって、他の自分に合った分野では、

うのである。

てしまうかもしれないが、その辺のところは私が申し

携わる人は今のままの人数でいいのか？等々、こんご

なるものを、大変なご苦労をされて編集して下さっ

上げていることをよく理解して頂いて、ご容赦をお

というところがあるわけで、選ぶ道を間違えたとい

ーの道を選んでいたら、日本・メジャーリーグを通じ

今、その道で〝超〟であるイチローが、仮にサッカ

うことも言えるのである。

決めていかなくてはならない課題は多いと思う。
し、深く敬意を表する次第である。 初川 吉洋

ともかく立派な冊子を作って下さったご苦労に対

願いしたい。
さて前置きはこの位にして、本題に入りたいと思
う。

を仰ぎ、氏のご指導のもと、会

てしかも人格円満な土橋さん

に世界のトップレベルの技術とスピードを見る機会が

高めたが、 日本でワールドカップが開催されたとき

昨年鹿島アントラーズが日本サッカーの名を大いに

えさせられるところがある。

素質・能力と選んだ道との組み合わせは、いろいろ考

たら果たしてどれほどの選手になっていただろうか。

ろうか。またタイガー・ウッズが野球の道に進んでい

てあげたあれほどの成績に匹敵する活躍ができるだ

員総会や大忘年会をはじめと

増えて、その時、世界という場で〝超〟という名のつ

サッカーの〝超〟を見て

して、季節ごとの歴史散策、映

くほどの一流選手は一体どうなっているのかと考え
これは何もサッカ

ずに二流、三流で終わってしまうことになりかねな

うケースでは、〝超〟となるべき人も〝超〟となれ

かったり、もろもろの理由で条件が整わなかったとい
ーに限ったことでは

い。

これは、その本人だけでなく、まわりにいる我々に

ないが、それはどう
も、その人の持つ素

とっても、極上の楽しみを失うことになる。極めて残

念なことでもある。

根本 盛夫

質、もちろんその大
きさが大いに関りを持ってくるが、それと、その人が
選んだ道がまさにピッタリ合っていたということだろ

『
蓮田・
白岡、あのとき・
ここで…』
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本会は、会長に頭脳明晰にし

画鑑賞会、懇親会、野球の早慶

たことがあった。

大きな才能を持ちながら自分の道に気がつかな

戦の応援、埼玉県内各支部大
会へ
の参加等々、実に多種多様の行事を行い、この会
を軸として、会員相互の親睦を図って下さっている。
人は歳を重ねるほど、ともすれば孤独に陥るもの
であるが、その点、この会の持つ意義は大きい。
その陰には役員の方々の並々ならぬご努力がある
ことを我々は忘れてはならないだろう。
本会誌の編集後記に、この会誌の今後の進みゆく

ともあって、２００以上の国でやっているようだし、小

第一回 『
武州鉄道について』

◆連載寄稿
さいときからボールを蹴っていた人は、世界におそら

サッカーはボールひとつあれば何とかなるというこ

方向の指針について、会員が自由に語り合える『
広場』 うと思う。
にしたいと『
念願して発行するものです』
と明快に記
されている。
これを読むとこの冊子が、今後益々発展していく

リオネル・メッシ

武州鉄道は、一九二四年（
大正一三年）
から一九
三八年（
昭和一三年）にかけて、蓮田から岩槻を経
て川口の神根まで運行されていた。
一九一〇年（
明治四三年）
、
蓮田の政治家、飯野喜四郎翁

現代語訳をします。

風が吹いている。樹の色や

たものと思われる。（
現在、地下鉄南北線、埼玉高
しかし、その構想も日の目を見ず、また、蓮田・
行

花の香りもすべて大変め

盆栽村に早春が来て、好

田間の工事も指定期限に間に合わず、遂に鉄道免

ずらしく感じられる。

速鉄道は『
浦和美園』
まで運行されている）

許の取り消しとなり、全線廃止となった。

鉄道院から鉄道敷設免許が下

ば、戦時物資の輸送力増強という時代の要請に押さ

一九四三年（
昭和一八年）
前後まで運行できていれ

その趣を生かすべく筆をと

く論じ説明する。詩人は

の由来と美の極致を詳し

村の盆栽園主達は、盆栽

り、『
中央軽便鉄道』
が設立さ

れて、計画線全線が開通し、なお且つ北部へ
も延伸

り、詩の推敲をはじめるの

および岩 槻 と蓮 田 の有 志 らに、

れ、翌一九一一年（明治四四

されていたはずだと思うと、何とも残念なことであ

尚恬素であります。

きの詩を次に連載しよう思います。

～次号につづく～

當山 武

ここに、和歌の得意 業 の「七云」が、字過不足の如

わざ

二人の意見の正否はは神様しか判りません。惟先

することはありえない、と書いています。

新井紀子先生は、人工知能（Ａ・Ｉ）が人間を凌駕

てしまった、と書いています。

であり、明治中期以降、文学史の表面から姿を消し

日野竜夫先生は、漢詩は種々の点で保守的な文学

しておきます。

「平仄」していますが、複雑になるのでここでは省略

吹・奇・詩の三文字で「押韻」をしています。

である。

年）
に『
中央鉄道』と社名変更

土橋 藤男

る。

第一回盆栽展で次のような詩を読んだ。

◆連載講座
吟詠と漢詩
第二回 七言絶句について

～次号に続く～

した。
当初の計画は、東京市街と
日光を結ぶ、としており、北千住・
川口・
岩槻・
幸手・
栗橋・
古河を経て日光に至るという壮大なものであ
った。このときは未だ東武鉄道の日光線は未開通で
あった。

四面好風
春来村落好風吹 樹色花香無不奇

一九一二年（大正元年）
、第一期線として岩槻・
川
口間が認可され着工した。一九一四年（大正三年）、

園主説論盆景趣 騒人舐筆独敲詩

こうふう

當 山奇雲

とうやま き うん

読み下しをします。
しめんこうふう

四面 好 風

春来たりて村落 好 風 吹き
じゅしょく か こう

おもむき

樹 色 花 香 奇ならざるなし
せつろん

ねぶ

園主は説論す 盆景の 趣
そうじん

騒 人 は筆を舐 りて 独り詩を敲 く

たた

第二期線として岩槻・
蓮田・
忍町（
現行田市）
間の認
可を受けた。
一九一九年（大正八年）、『武州鉄道』に社名変更、
一九二四年（
大正一三年）
に蓮田・
岩槻間が開通し
た。
神根から東京方面へ
の接続路線がないまま、駅予
定地を菖蒲に確保して蓮田からの延長工事を行って
いたが、この線は、実現しなかった。この間、王子電気
鉄道の傘下に入ったが、これは、武州鉄道が赤羽まで
南進することを見越して、これとの直通化を構想し
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昭和５８年９月１日の「
おじいちゃん」
の日記
午後３時頃、南の空に真っ白な雲が湧きあがった。

東京の親戚では、残り５人が全部死んだらしく、と

７日、焼け跡を見に出かけた。用のないものは現場

うとう所在が分からなかった。

り、東京が大火事になったことが知れた。家の門の前

に入れなかったので、『尋ね人』の立札を担いで、千住

何だか異様な雲だった。夕方にはそれが真っ赤にな

朝から晴天。午後９時ごろより雲は黒く南の空に

で、夜になっても新聞の大活字が読める程の明るさ

「
その地震の日は木曜日 曇り雷雨」
広がり、雷鳴とともに大雨降る。６０年前の今日と

いたるところ死屍累々としていて目も当てられなかっ

から深川、銀座、日比谷公園や上野などを廻った。

その夜は家の座敷で寝たが、また大地震が来ると

で、大変だと思った。

きょうは無事９月１日を送ることができた。

戒厳令が敷かれて軍隊が警備につき、多くの人々

た。

その翌日の午後になると、朝鮮人が井戸に毒を入

がただ黙って歩いている様子がなんとも不気味だっ

言われ、次の日は庭に蓆を敷いて蚊帳を吊って寝た。
れているとか、暴動を起こしているとかの話で、元荒

た。

私は、大正１２年９月１日午前１１時５８分の大地
その日は、朝からの雨が上がって太陽がきらきらと

川の橋ごとに見張りを出して、朝鮮人をこちらに入

震を自宅で体験した。
輝き蒸し暑い。皆で、今日は変な日だ、何かありはし

兵隊が死人の浮いている隅田川で、死体をかき分

れないよう警戒するようにして、刀や警棒をもって

けバケツに水を汲んでいたが、必要になれば死人の浮

いている川の水でも飲むようになるのだと思った。便

所の中で人が死んでいて、驚いて飛び出したことは、

地震による死者も何千とあったが、地震に伴う火

では多くの朝鮮人が殺されたと聞いた。こういう時
わたしは６日、東京の親戚の久三郎さんが千住に

災による死者は１４万人とも言われている。水道が

６０年経ってもはっきり目に浮かびます。
戻ると聞いて、リヤカーに米、味噌、野菜を積み自

作業して話もしない緊

谷の六郎さんにも米や

齋藤 隆宗

これは、小生が幼い頃おばあちゃんから聞いた話。

の着物は焼いちゃったよ」

けど、何度洗っても死臭が抜けず、仕方がないのでそ

「おじいちゃんが帰ってきて汚れた着物を洗ったんだ

りとも役に立てば幸いです。

今地震が起きたらどうなるか。防災訓練が多少な

消えるのを待つ状態だったようです。

止まって消火活動が出来ず、焼けるに任せて自然に

街に入ると、人々はた

た。

加を通り千住に向かっ

転車で引いて、越谷と草

は、デマは怖いと思った。

あくる日にはデマだと分かり平成に戻ったが、他所

立ち番に出た。

ないかと言っているうちに、大地震となった。
丁度お昼ご飯を食べようとした時だった。汁鍋がか
まどにぶら下がったまま（
土）
壁に触れて土が入り込
んで食べられなかった。
余震が次々ときた。家が今にも倒れるかと、一生
懸命ツッカイ棒をした。
近所の人が、前の里（
注：
椿山２～３丁目辺り）
が大
変だというので行ってみた。
大六天神社（注：
マルエツ前の神社）
から鉄橋までの
堤防は平地と同じ高さまで
陥没している。田んぼの水路
畑はいたるところ地割れし

張した様子だった。久三

は田 より高 く隆 起 している。 だ黙々として不安げに
て砂や木の枝が噴き出てい
も幅が狭まって隆起したり

野菜を分けた。

る。西の磯川（注：西城付近） 郎さんの他、浅草の入
して大変な状態になってい
た。
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似ている空模様で、つい地震の話が出てしまったが、

上野駅前広場に避難した人々

◆蔵出しの逸品
今回、土橋会長からお借りしたのは、終戦が間近
になった昭和２０年、米軍の沖縄に上陸したころから
飛行機などによって日本の主要都市に撒かれた、投
降を呼びかけるビラ（
伝単）
のひとつです。

◆コラム
いや～、映画って本当にいいものですね～

の音が流れて厳かな雰囲気を醸し出している。その

なかで、緊張感だけの単調な作品に堕してしまうの

を押しとどめて、名作に仕上げる大きな要素の一つ

になっているのが、榎本健一扮する「強力」（ごうりき）

とえ駄作であっても、それなりに未知の世界を見せ

童門冬二がいみじくも言っているように、映画は、た

さが伝わってくる。そして最後の一〇分まで期待を

れるが、この映画は、最初の一分で充分、その質の良

映画の良し悪しは最初の一〇分でわかる、と言わ

の天下一品の三枚目ぶりである。

てくれる。いわんや名匠の手になる珠玉の作品に出

裏切らない。のみならず、ラストの一分の場面に深い

「
人生で大切なことはすべて映画から学んだ」

合った時などは、思わず涙ぐんでしまうほどだ。

三流亭気楽

いや～、映画って本当にいいものですね～。

そんな名作一つが、黒澤 明が終戦を挟んで製作し、 余韻を感じるのである。
昭和二〇年九月にクランクアップした『虎の尾を踏む
男たち』
という映画だ。歌舞伎の“
勧進帳”を映画化
した五九分の作品だが、検閲に通らず、公開された
のは昭和二七年になってからである。

今回は、折原さんのご子息、雄斗君が行田歴史散

編集後記
（
岩井半四郎・
義経）
、藤田進（
関守・
富樫）など。

策に参加して感想文を書いてくれました。年配の男

主な出演者は、大河内伝次郎（
弁慶）
、仁科周芳
頼朝に追われる義経一行が藤原秀衡を頼って

られた弁慶が、何も書

帳を読んでみよ』
と迫

のための旅ならば勧進

関守の富樫から『
勧進

した。今回は『会報』を入れましたが、この際、長く親

が、議論の末、会の名前そのままということになりま

を受けました。実は当初別な名称にする予定でした

初川さんから、本会報のタイトルについてご指摘

本会報の名称募集❢

性がほとんどの当会にとって本当にうれしいことです。

いてない巻紙を開いて

しんでいただけるタイトルを募集したいと存じます。

平泉を目指す途中の、安宅の関での息詰まる攻

朗々と読み上げる有名

足利（０９０‐８５１０‐２７９８）まで❢

有難うございました。

な場面が上の写真であ

原稿も宜しくお願いします❢

防を描いている。

る。
全編を通して笛や鼓
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