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は「茂る」意味で、草木
が地面をおおう状態を表
しているそうです。
ウサギというと何やら
跳ねまわる感じがします
が、「辛卯」の文字の意
味は少し違うようです。
また、干支の「辛」（か
のと）は、「金の弟」。
陰陽五行で「金」性の「陰」
に当たります。金は金属
や鉄。「辛」は、宝石や
貴金属など小さくて精練
された金属を象徴します。
そんな今年は、「葵友
の会」でハワイ旅行を計
画しています。秋のイベ
ントとして予定していま

神田・お茶の水 ③

東 京 江 戸 散 歩

のです。中国系の人々は
年頭のご挨拶
今でも旧暦で正月を祝う
株式会社ケアシステムネットワーク
習慣があり、その姿勢を
代表取締役 片山 章
崩す気配はありません。
「暦」は東アジアの風
に出かけられた方がいる 土に根差した尺度なので
かも知れません。
或いは、 すから、われわれ日本人
完全に「寝正月」という も旧暦とともに季節を感
じる生活のほうが似合う
のも一興ですね。
昨今は、このような正 と思いませんか。（でも、
月らしさが少し薄れ、更 これは年寄りの証？）
には年間を通じて「歳時
さて、今年の話です。
記」全体が忘れられつつ 辛卯（かのとう）は、干
あるように感じます。如 支で言うところの二八番
何に「世界標準の時代」 目、「辛」は新（あたら
とは言え、日本の伝統文 しい）で、草木が枯れて
化を守る気持ちは「標準 新たな世代が生まれよう
化」されずに残したいも とする状態を表し、「卯」

写真・文 七海邦夫

「あけましておめでとうご
ざいます」そして、「本
年もどうぞよろしくお願
い申し上げます。」
葵の皆さんの新年はど
のような幕開けだったで
しょうか？大晦日の「紅
白歌合戦」を見て、「ゆ
く年くる年」で日本各地
の新年を垣間見るという
定番の新年だった方もあ
れば、他方では、除夜の
鐘を聞きながら早速初詣

↓江戸総鎮守・神田明神

その弐拾七

聖 堂 の 後 ろ に 神 田 の 祭は日枝神社の山王祭と
氏神、神田明神がある。 共に天下祭と呼ばれるほ
天平二年 七(三〇）、出 ど盛大なもので、神輿、
雲 族 の 真 神 田 臣 の 創 建 山車、ホウ輦などが江戸
で、初めは大手町にある 城内に繰り込むことが許
将 門 塚 周 辺 に 鎮 座 し て されていた。
いたが、その後、延慶二
明治時代に入ってから
年（一三〇九）、庶民に は、准勅祭社、東京府社
東国の英雄として仰がれ として皇居、東京の守護
た平将門を御祭神として 神と仰がれた。明治七年
（一八七四）、茨城県大洗
祀る事となる。
慶長八年（一六〇三）、 磯前神社より少彦名命を
徳 川 家 康 が 江 戸 に 幕 府 お迎えし、更に同年、明
を開き江戸城を拡張する 治天皇が親しく御参拝な
際、社寺は江戸城の表鬼 さった。
門の位置にある現在地に
将門は明治七年に一
移された。以後江戸時代 時、摂社、将門神社に遷
を通じて「江戸総鎮守」 座されたが、その後神職
として幕府は勿論の事、 と氏子総代をはじめとす
江戸庶民に至るまで多く る崇敬者の懇願により、
の人々の崇敬を受けた。 昭和五九年、再び神田明

すが、皆さん、是非前向
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編
集
委
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会より
きに考えてください。ウ
お願いです
サギらしくハワイで跳ね
「
あおい通信」は、皆様か
まわりましょう。
らの原稿を募集していま
飛行機は往復をビジネ す。担当飯島迄お申し出
スクラスにしてゆったり ください。
と過ごし、ワイキキの浜
辺のホテル「ヒルトンハ
ワイアンヴィレッジ」で にある子分ガラッ八の小石
南 国 ム ー ド を 満 喫 し ま の碑が可愛らしい。
す。ホノルルの街中は国
際観光都市らしく「バリ
アフリーのおもてなし」
が徹底されていて、安全、
安心です。葵で鍛えた？
リハビリ効果を発揮して
楽しい思い出を作りまし
ょう。ご一緒にアロハ！

神の三の宮御祭神に復座
した。因みに一の宮＝大
己貴命（大国主命おおな
むちのみこと、大黒様）、
二の宮＝少彦名命（すく
なひこなのみこと、恵比
寿様）、三の宮が平将門
だ。正式名称神田神社、
東京都心一〇八町会の総
氏神様である。
神田、日本橋、秋葉原、
大手、丸の内、又神田、
日本橋は、江戸東京の食
を支える青果市場、魚市
場の発祥地であった所か
ら、神田明神の境内に
各々の市場の守護神とし
て江戸神社、水神社が祀
られている。正面の随身
門は関東大震災で崩壊し
たものを昭和五一年に再
建したもの。境内には野
村湖堂の小説で、神田明
神下に住んでいる事にな
っている親分「銭形平次
の碑」などもある。右下

↑ＴＶでおなじみ、銭形

江戸 幕府ができ た 慶長
八年 一六〇三 頃、鎌倉河
岸の北側の低湿地の（ＪＲ
神田駅西側一帯）を埋め立
て町家が出来た。現在の多
町一丁 目あたりに住む 名
主の河 津五郎太夫が 「菜
市」を開いたのが、この地
の青果市場の始まりだと言
う。この場所は、道が八方
から集まる「八つ小路」や、
神 田川 や 日 本 橋 川 な ど の
運河に挟まれ、荷物の集荷
や運 搬が至便な土地で あ
り、市場は瞬く間に発展し
た。明暦の大火（一六五七）
のあと 江戸市街の再 編が
あ り 、 市中 の青 果 商 が 多
町、連雀町、佐柄木町など
に集まり、大規模な神田多
町青果市場を作った。正徳
四年（一七一四）には多町
に青物役所が出来、江戸城
へ野菜を収めるようになっ
た、役 所は 神 田多 町 二 丁
目、神田小学校あたりにあ
った。
（続く）

平次と子分ハチの碑

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります
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今日の日本
の政治は内政・
外交とも混迷を
極め、国民は、
国の前途に光明
を見いだせない
状況にあります。
この主たる原因は昨年
の政権交代で与党になっ
た民主党の拙劣な政権運
営にありますが、党略的
な動きしかせず建設的な
対策を提示しない自民党
など野党の責任も重いと
言わざるを得ません。
今こそ、国難打開のた
めに救国内閣を作るべき
時だと思います。我が国
の内政・外交の緊急課題
を 解 決す る ための対 策
を、党利党略を離れて早
急に策定すべきだと思い
ます。
そのために、民主党は
長い間国家運営の経験が
ある自民党との大連立に

踏み切り、真の意味の適
私の提案
材適所で新内閣を作るべ
矢野 敏郎
きであり、そして、課題
ごとにプロジェクトチー
私は、葵が発足した平
ムをつくり、期限を切っ
て、
「日本再建対策」をま 成十六年十一月以来の利
とめるべきだと思います。 用者だから、数少ない最
その際、政治主導でな 古参者の一人ということ
ければならないことは言 になる。週三回を殆ど皆
うまでもありませんが、 勤に等しい出席で過して
過去の経緯にこだわらず きた。
それを総括してみると、
経済人、学者、ジャーナ
リスト、官僚等の全面的 別に社交的ヨイショをし
な協力を求めるべきでは ているわけではないが、
社長はじめスタッフの
ないでしょうか。
素人が夢のような話を 方々は一点の非もないと
していると思われるかも いってよい。私の日課は、
しれませんが、日本は今、 午前のマット体操、午後
このまま沈滞の道を歩む のパソコン・習字等、い
か、回復の過程に入り得 ずれもつまらないものは
るかの瀬戸際に立たされ ない。即ち、出席を楽し
ているわけですから、政 みにしている。
しかし、何か物足りな
治家のみなさんの英断を
切に望むところです。
（かくれみの）

二〇一〇年
歌い納めの記
横山 稔

葵友の会・毎月恒例の
スや、グループホームで カラオケ会十二月の例会
働いていたのですが次第 は、旧臘十七日（金曜）
にリハビリに興味を持つ にコサージュで行なわれま
ようになり、「リハビリテ した。
ーションデイサービス葵」 今回は、矢野敏郎さん
でお仕事をさせて頂くこ の提案により、昨年に亡
とになりました。
くなった作詞家『星野哲
これから葵で沢山の経 郎さんを偲ぶ会』と銘打
験を積み、自分を成長さ って行われました。
せていきたいと願ってい
星野さんは、
「黄色いさ
ます。明るさと元気だけ くらんぼ」
「三百六十五歩
が取り柄の私ですが、ど のマーチ」
「函館の女」な
うぞ御指導・御鞭撻のほ ど、生涯で書き上げ曲と
どよろしくお願い申し上 なった作詞は四千曲以上
げます。
と言われ、その生立ちか

今年も「
あおい通信を」
どうぞ宜しく

昨年七月以来、葵に勤
務させて頂くようになっ
てから半年が経ちました。
以前、私はデイサービ

介護職
江見はるみ

自画像

迎春

世評・時評

送ることになり、その病
床から或る雑誌の作詞コ
ンクールに応募した詞が
入選したのをキッカケに
作詞の道に進むこととな
りました。
日本の音楽文化の向上
に努められ、日本作詞家
協会々長などを歴任され
ました。二０００年には
勲三等瑞宝章を授賞され
ています。
さて、カラオケ会の方
は誕生以来二十九回を数
えましたが、幹事で皆勤
賞の七海邦夫さんの司会
進行で、参加者十三名が
ー大きな声を出すのもリ
ハビリよ！とばかりに元
気溌溂。心を癒やしてく
れた楽しい楽しい歌い納
めのひと時でした。

いのである。改めて考え と思う。
てみると、リハビリを目
娯楽としては、いま盛
的として入所し、自主ト んな麻雀の他、囲碁・将
レに励んでいるつもりだ 棋をまとめて行うことが
ったが、殆ど結果を出し よろしい。
社交としては、
ていない。いまだ歩行困 座談会を一定のローテー
難、動作不自由である。 ションで行うことだろう。
余暇に麻雀を楽しんでい （これはフリートーキン
るが、他に娯楽・社交が グでもよいと思う。
）
ないに等しい。そこで今
また、友の会の行事も
後次の様にしてみたらど 増やしたい。例えば映
うかという、提案をして 画・演劇の鑑賞など。
みたい。
いずれも実施について
リハビリは自主トレ的 のまとめ役が必要だが、
なものだけでなく、まと スタッフで不足の場合は
まっての歩行訓練、自彊
自主的に利用者で考えて
術・ヨガ的な体操・階段 は如何であろう。
上下訓練などを組織的に
行政の制約、過度の安
しては如何だろうか。問 全対策が問題となると
題点は、指導者側葵とし き、それらの対策を我々
ての安全の配慮だが、す 自身が積極的に考えてみ
べて自己責任で処する位 たい。
でなければ、前に進まぬ

ら海を題材にした作品や、
聴き手の胸に突き刺さる
ように元気な素晴しい作
詞が多く、自らの作品を
塩歌 演歌 などと名付
けています。
星野さんは山口県の出
身で、高等商船学校卒業
後、水産会社に就職した
ものの、病気療養生活を

あおい俳壇

雲低く鰤来る気配氷見の海
紅仄か九十六歳初鏡

仰ぎ見る初日と富士や喜寿の年
夫の噛む数の子の音清々し

泉

貞子

橋本 廣子

山村 匡子

切張りや禅尼の障子出来上がり
数の子にあやかれ日本の少子化よ

新年１月度行事の予定
新年会
十五日（土）、三軒茶
屋スカイキャロット２
６Ｆレストランに行き
ます。奮ってご参加願
います。
（事務局長）

１２月度行事の結果
カラオケ会
十七日（金）
、横山さん
の記事のとおりです。

園、１１名参加で一人
葵友の会
平均約６千歩でした。
広報コーナー
麻雀大会
十七日（水）
、新規会場
「ベイブ」はエレベー
１０月度行事の結果
ターがあって安全。優
カラオケ会
勝は矢野さんでした。
十五日（金）
、
「コサー
ジュ」９名参加。
旅行会
二十 四 日 ～二 十五
日（月）
、伊豆高原「か
んぽの宿」
。友の会史
上初 の一泊 温 泉旅行
でしたが、総勢１２名 カラオケ会
十九日（金）
、
「コサー
の旅は無事終えること
ジュ」１１名参加。
ができました。お疲れ
様でした。

(

)

１１月度行事の結果
歩こう会
十二日（金）
、小金井公

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります
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