http://w w w.kenkok ai.d1.dion.ne.jp

会報は年３回を予定しています。
皆様の原稿お待ちしています。
頂いた方にはお礼を差し上げます。
原稿の送り先
秦野市渋沢 3ｰ2ｰ7 〒259ｰ1322
FAX:0463ｰ88ｰ2967
E-Mail：c-tamur a @bd5.so-net.ne.jp
会社:c.tamur a @ a m ad a.co.jp
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軒昂会ホームページオープン

1999年3月軒昂会ホームページをオープンしました、右はトップ画面です。
「お知らせ」では近況の出来事や情報、例えばゴルフコンペの案内とか、結果報告とかを
紹介しています。
「会員のHP」軒昂会会員個人のHP欄です、会員の中で自分のHPを載せたい希望の方は申
請下さい。HP作成は無料で作ります。
「会報」
この会報のバックナンバーを掲載しています。
「リサイクル」新年会の時に案内しましたリサイクル品の有効利用の為のリストを掲載し
ます。あなたのお家で不要になった物を出して下さい。譲り渡し価格、品物
の程度、仕様、等列記下さい。
「軒昂会行事」年間の行事等を紹介します。
「アクセスカウンター」黄色い番号はこのHPをアクセスした回数です。３月１０日〜３月
２１日までの１１日間で５１回のアクセスがあったことになります。

田村千秋

軒昂会会員の中で自宅でＨＰ（ホームページ）を開き軒昂会のＨＰや世界中の情報をア
クセスしたいがどうすれば良いか分からない、また通信費用や装置（パソコン）の購入等
で知りたいことがありましたら事務局まで連絡ください。軒昂会会員同士の情報交換は電
平成９年度行事日程
子メールでやりましょう。

第第第第 回軒昂会ゴルフコンペ
開催
本間 茂
さる三月十五日︵月︶大
秦野カントリークラブで盛
大に行われました︒気にし
ていた天気も午前中は雨も
降らず︑また午後からはぽ
つぽつ降ってきましたが寒
くもなくまずまずプレーが
できました︒
今後も皆様の参加お待ちし
ています︒
優勝
本間 茂
準優勝 勝俣清次
三位
大村喜堂

26

軒昂に生きる人々 ︵その五︶
﹁軒昂にいきる﹂とは
川野 進
人は生れ落ちて︑その短い生
涯を終わるまでどんな人生を歩
むかは︑その若き日にどんな書
を読み︑何に悩み︑どのような
人に会うかによる︑と言うよう
なことをどこかの本で読んだこ
とがあります︒
環境や教育が人の考えを大き
く左右すると云うようなことで
すが︑長いこと日本の教育は
﹁読み書き﹂中心であったよう
に思います︒それに比べ私の知
る米国や佛国では︑生徒は与え
られたテーマについて︑自分の
意見を人々の前で話すと云うよ
うな時間がたくさんあったり︑
又︑与えられたテーマや本につ
いて調べ自分の意見を付けてレ
ポートを出す等と云うことが日
本とは比べものにならない程多
いように思います︒このことは
人の意見を聞く︑︵特に反対意
見︶こと及び自分の意見を述べ
ることの能力を高めることに役
立っていると考えられます︒日
本は上述の教育の為かと思いま
すが︑笑うことは良いことだが
泣くことは良くないこと︑賛成
することは良いことだが反対す
ることは良くないことと思われ
た時代が長く続いているように
思います︒可愛い一人息子が戦
争で死んでも︑母は涙をこらえ
﹁名誉の戦死﹂と世間に笑顔を
見せたり︑又各々理由があるに
せよ︑過労死や病死を薄々感じ
ながら現状に賛成し死ぬまで働
く︑そんなことが最近でもある
様です︒

軒昂会ホームページアドレス
http:// w w w.kenkokai.d 1.dion.ne.jp

二月十日午後六時頃 BS
テレビ
で米国の某社がスーパーマー
ケットで使う買物用カートの
開発に関するニュースを流し
ておりました︑技術的内容は
カートの物理的形状を変え使
いやすくすることと︑カート
に POS
機能のような決済機能を
付けるというようなものでし
たが︑開発会社の社長が﹁私
のアイディアに反対の意見や
アディアが出るのを期待して
いる﹂と云っていました︒
戦後の日本の教育制度が変わっ
たと云われるが︑依然として︑
否︑もっと本人の判断を必要
としないものが多くなったよ
うに思います︑これは必然的
に本を読んだり︑人の話を聞
く︑とりわけ反対意見を聞く
と云う能力を養わないことに
なると思います︒
さてダイオキシン等の公害
問題︑不良債権問題や企業の
不適当な投資が大きく取り上
げられていますが︑これ等に
関係する仕事に従事した人達
はその上下を問わずその怖さ
を薄々分かっていたに違いな
い︑しかし彼らはゴミを焼却
することの一面のみを︑ある
いは金を貸すことのみが自分
を利すること︑の一面だけを
見たり︑不要な建物でも反対
して嫌われるより発言しない
ですむならそのままで行こう
等を気楽にやって来たのであ
る︑事実又発言もさせなかっ
たのである︒
さらに恐ろしいことは︑人
の意見︑とりわけ反対意見を
聞くことになれていない︵多
分能力がないかもしれない︶
人達によって︑この判断力の
ない人が社会でも企業でも
﹁有能な人﹂と重宝されて来
たのである︑そして今はどう
であろうか︑その﹁有能な人﹂
達はリストラにおびえ一層無
口となり︑反対意見等聞く耳
を持たなかった人々は自分で
決めきれず︑バブルがはじけ
て十年︑小学生が夏休みの宿
題を休みの終わりにあわてて
するが如く︑合併だ撤退だと
やっている︒
賛成と反対︑歓びと哀愁を
各々同格にとらえ何物にも制
限を受けず︑自分で判断し感
動と共に生きることが﹁軒昂
に生きる﹂と云うことではな
いかと思います︒

軒昂会会員だより
軒昂会員数
九十名
平成十年度新会員 九名
平成十一年度新会員募集中

お知らせ
◎軒昂会ではリサイクル品
の有効利用の一環として︑
不要になった物を出しても
らいリストを作成し欲しい
人に提供する︑ことを始め
ています︒生き物の粗大ご
みはこまりますが︒

お願い
◎平成十年度軒昂会年会 費
二千円会計までお願いしま
す︒

ＡＭＴだより
◎小田原シテーモールクレ
ッセは三月十八日新藤会長
のテープカットでオープン
しました︒県西最大の規模
です︒是非の来店をお待ち
しています︒

第七回

街道史跡の 原型を留める保 存を

桜田忠男

街道史跡の原型を留める保存を東海道五十三次を実際に
歩いて見てわかることですが︑現在の三重県には当時の街
道史跡が原形に近い形でいくつも残っています︒
街道の分岐点にあるる追分遺跡では四日市宿のはずれにあ
る日永の追分は五十三次随一のものだと思います︑東海道
と伊勢参宮道との分れ道に建つこの追分史跡は東海道を旅
する旅人達の伊勢神宮遥拝の場所をも兼ねていて︑我々日
本人は伊勢神宮に対しては精神的に深い思い入れを持って
いますので︑今でもそこに立って遥か神宮を遥拝すると︑
道中何かと不安がちになる旅の気分が安らぐのを覚えます︒
一里塚では亀山宿と関宿の間にある野村一里塚は殆ど原
型のままで保存されており︑これを見るとここまでの街道
の所々に
あった一
里塚跡は
何であっ
たかと思
うほど素
晴らしい
ので本物
を見た喜
びを味わ
うことが
出来ます︒
宿場の
中で最も
当時の面
影をその
まま残し
ているの
は伊勢の
国の関宿
だと思い
ます︑こ
の町に一
歩足を踏
み入れる
と一気に
五十三次
当時にタ
イムスリ
ップした
気持ちに
なります︒
なぜ伊
勢の国
︵現在の
三重県︶
にはこの
ように五
十三次の
史跡が原
型を留めて残っているのでしようか︑それは交通網の開発
と密接な関係があるようです︑東海道新幹線も名神高速道
路もこの地域を迂回して通っていますし︑亀山や関を通る
鉄道は関西本線だけそれも本線とは名ばかりでダイヤは日
中は１時間に１本の割で決して便利だと
は言えません︒
即ち急速に交通網の開発がなされなかった地域に昔の街道
史跡が大切に残されていると考えるのが妥当であると思い
ます︒
ですから今後街道資産を守り次の世代に引き継いで行くた
めには交通網の開発との良きバランスを考えて行かねばと
考えてます︒
五十三次の伊勢路への旅は当時は熱田︵宮宿︶から海路を
桑名に渡りましたが︑現在の伊勢路にはこのルートはあり
ませんので︑我々は熱田から木曽三川を越えて桑名へ︑更
に四日市を経て鈴鹿峠下の坂之下宿までの７３㌔メートル
を歩き通しました︒
ここに７つの宿場があり前記の一見に値する街道史跡があ
ります︑通算３日で通過しましたので一日当りの歩行距離
は２４㌔メートルになります︒
尚︑この区間は効率を考え１泊２日︑２回のスケジュール
にて歩行しました︒

裏面もあります

第10年度軒昂会総会
第 年度軒昂会総会
日時 1月17日（日） PM:6.00〜7.00
場所 リゾートピア箱根
主席者 40名（過去最高の集まり）
議事

決議事項
1.役員の改選
役員全員任期中のため現状維持
2.会計報告
収入 132,833円
支出 115,570円
預金 570,881円
3.新会員紹介 （敬称略）
柚木洋一
足立紀久雄
勝俣清次
高井卓二
湯川忠彦
池田征服士郎
阿部 清
加藤政雄
大村喜堂
4.年会費
年会費3ヶ年未納者については脱会するものとみなす
年会費 ヶ年未納者については脱会するものとみなす。
ヶ年未納者については脱会するものとみなす
5.年会費振込先ご案内
第一勧業銀行 秦野支店
普通口座 1722281 田村千秋

追記：会報を綺麗に仕上げるためプリンタ
（Epson PM2000C ¥37,000）を購入しました。
1999年3月26日
事務局

