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素敵に輝いて 素敵なクラブライフを！ 
 

 

 

 

 

日 時：令和 2年 2月 13日(木) 12:30～15:30 

場 所：八王子エルシィ 

出席者：48名 出席率 81.4 % 

（会員総数 61 名 休会 2 名 欠席 11 名） 

 

1．開 会                齊藤例会委員長  

第 292回例会開催を告げ、配布資料の確認。 

2．会 長 挨 拶        飯 田 会 長 

  1 月は行く、2 月は逃げる、3 月は去るといいま

すが、令和に入り特に日にちの経つのが早く感じら

れます。2月 4日、暦の上で

は立春を過ぎましたが、途

端に寒さがぶりかえしまし

た。また今日は何日かぶり

に 3月末の温かさ。 

今月 27 日から第 25 回学

習サロンが始まります。ど

うぞ会員の皆様一丸となっ

て盛会裡に開催できますよう、ご協力のほどよろし

くお願い申し上げます。 

会員の動向についてご報告申し上げます。八木啓

充会員、小林貞男会員が 1月末を以って退会となり

ました。いずれも体調がすぐれないとのことであり

ます。そんな中本日は小林貞男様のご出席を頂きま

した。本日、傘寿のお祝いを差し上げたくお呼びし

たものであります。長い間、本会の発展にご尽力い

ただきありがとうございました。 

 また本日は高取会員、杉山会員のご紹介で例会の

見学に丸山泰様が参加されております。どうぞご最

後までよろしくお願い致します。 

昨今、世間を騒がせています「新型コロナウイル

ス」の蔓延は人々の最大の関心事であり、恐怖とな

っています。今年はオリンピックの年でもありその

対応に追われています。1 日も早く特効薬が見つか

ることが望まれています。 

春はまだまだ行きつ戻りつの繰り返しです。体調

を崩しやすい時期でもありますので睡眠と食事には

十分ご留意され、くれぐれもご自愛くださいますよ

うに。 

 

3. ハッピーコイン披露  

田中副会長からハッピーコイン 17 件が被

露された。 (4～ 5 ページに掲載 ) 

  

4. バースデーカード贈呈 

飯田会長より、

池田会員手作り

のバースデーカ

ードが 2 月生ま

れの会員に贈ら

れました。 

写真左から根

本洋子、（会長）、鈴木はるみの各会員。(敬称略) 

 

5. 卒寿の祝い        

 当クラブの創立メ

ンバーの小林貞男会

員に卒寿のお祝いと

記念品が飯田会長よ

り贈られました。 

また、ゴルフ同好会

から「同好会発展のご

尽力に感謝」という記

念トロフィーが贈られました。（小林会員のご挨拶

を 5ページに掲載） 
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6 卓 話 

「現代の教育事情」      寺山 政秀 

☆働き方改革     

・教員の長時間労働       

教員の志望者が減ってきて

いる。今年の新成人の調査よ

り教員志望は 4位となる。 

(1位は公務員) 

明るい傾向となってくる。 

☆大学入試改革    

・来年から始まる共通テスト。英語民間試験の利用

は延期。国語、数学の記述は見直し。 

【歴史】 

・1979年 共通 1次試験始まる。フランスのバカロ

レア入試を参考にして A 日程、B 日程試験が導入

される。 

・1990年 大学入試センター試験始まる。前期試験、

後期試験が導入される。今は後期試験のかわりに

AO入試、推薦入試が多くなる。 

・2006年からリスニングテストを英語に導入。 

・2013年 教育再生会議 新テストの導入、英語の

民間試験の利用の検討が答申される。 

・2014年 中央教育審議会でも答申される。 

・2016年 高大接続システム改革会議    

国語、数学の記述式が提言される。 

・2017年 2021年からの実施が正式に発表される。 

・2019年 9月 全国高校長協会が英語の民間試験の

活用の延期を求める。 

 要望書を提出・延期が決定（時期尚早） 

 12月 国語、数学の記述が見直しとなる。 

    （採点に問題が残る） 

☆英語の民間試験について 

・英語検定協会・GTEC・TOEFLE・TOEIC 

・ケンブリッジ英検・IELTS・TEAP 

共通の基準として CEFR（セファール）、ヨーロッ

パ基準を用いることになる。 

☆ヨーロッパの英語教育   

・フランス 1990年ごろより小学校で英語教育を 

始める。2005年より 5歳から英語に触れることに 

なる。 

・ドイツ 2003年より小学 1年から英語が必修化 

・オランダ 2012年より小学 1年から英語学習 

☆アジアの英語教育     

・中国 2001年より小学３年から英語が正式カリキ

ュラムに。北京、上海では小学１年から。 

・韓国 1997年より小学３年から英語必修化 

・タイ 2008年より小学１年から英語学習  

・フィリピン、シンガポールでは英語は公用語 

 マレーシアでは準公用語 

・日本では 2020年より小学３年から英語学習、 

５年から教科として学習 

☆PISA OECDによる学習到達度について 

・日本は 79ヵ国の中で数学 6位。科学的リテシ 

ー5位。読解力は 15位。 

 1位は上海。上位は香港、シンガポール等 

☆学習指導要領        

・テーマ（主体的、対話的、深い学び） 

思考力、判断力、表現力の育成、生きる力の育成、 

 アクティブラーニングなどの実施。 

☆社会の大変革期      

ダボス会議    

・メルケル首相 今や第 4次産業革命と言う。全 

く新しい社会変革の最中にいる。 

・マクロン大統領 これからはすべてが人材に依存

する。教育に 5％（GDP）を使う。 

（日本は OECDの最下位 2019年 2.9％。1位はノー

ルウェーの 6.3％） 

AIのシンギュラリティは2045年と言われている。 

日本政府、SOCIETY５を打ち出す。   

この様な変革期こそ教育の重要性が認識されなけ 

ればならない。グローバル教育、情報教育、人間

教育こそ、これからの教育に必要なものである。 

 

7. 幹 事 報 告             一瀬幹事 

寺山会員には皆さんが関心のある最近の教育事

情の興味深いお話をありがとうございました。 

本日の幹事報告は１点だけです。 

昨年末から研修委員会からの答申を受け、それを

もとに理事会で検討していた「野外研修の今後の件」

であります。結論としては特別例会という形は残し

て、野外でなく研修委員会の企画で例月の例会と違

った形の「趣向を凝らした例会」にしたいというこ

とであります。 

理由はすでに申し上げておりますように参加率が 
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50％を切って、例会としての位置付けに問題がある

という実態があります。高齢化も一因でありましょ

うがあまり無理せず例会にバリエーションをという

のが狙いであります。会員の皆様のご理解を賜りた

いと思います。 

＜だみ声と話そう＞ 

今回は長期休

会から復活、久し

ぶりに出席いた

だきました竹内

賢治会員に登壇

願いました。 

竹内さんは 8月に卆寿を迎えられます。まず 88年

の人生でのトピックスをお伺いしました。昨年「眼

と歯を同時に治療することになってしまい、ものが

食べられず栄養失調気味で全身にガタが来て、１年

近く体調不良が続いたこと」が最近の一番大きな出

来事だったということでありました。 

高齢者にとって誰にも起こりうる全身のバラン

スが大事という教訓をユーモアたっぷりにお話しさ

れたのが印象に残りました。また若い頃の武勇伝を

伺ったところ、会社の入社試験のエピソードをこれ

もまた竹内さんらしい語り口で楽しいお話しを聞か

せていただきました。 

もっとたくさんおありでしょうが時間の関係で

残念でありました。また最近の奥様とのやり取りも

軽妙なトークで笑いの絶えない楽しいセッションで

した。 

〈学習サロン中止に関する幹事報告〉 

例会後の事態の推移 

新型コロナウイルスの感染が広がり当クラブに

おきましても生涯学習サロンをどうするかが課題に

なってまいりました。そこで 2 月 19 日に拡大理事

会（地域奉仕委員会３役参加）を開催し、参加市民

の安全第一を考慮して、まず野外サロンの中止を決

定いたしました。サロン自体はその後の事態の推移

を見守りつつ臨機応変に対応すべく次の２点を確認

いたしました。 

(1)国・地方公共団体などからの勧告や指示が出た 

場合は途中でも中止など柔軟に対応する。 

(2)緊急の場合（日程的に日時が迫っている）は幹事 

と地域奉仕委員長が協議し中止を決定する。 

その後 2月 22日に至り、八王子市の「新型コロナ

ウイルス感染症危機対策本部」のイベント開催に関

する考え方につき友好団体を通じて伺うことができ

ました。それによれば 

「参加者が特定できない場合は好ましくない」とい

う項目には該当しないものの「至近距離で議論を交

わすような内容の場合好ましくない」「高齢者など重

症化しやすい対象者が含まれていないことを確認」

など生涯学習サロンは限りなくそれに抵触する可能

性が大きい項目が盛り込まれているとの判断に至り

ました。 

本事業は八王子市の後援を頂いていることもあ

り、要請されているわけではありませんがこれに準

拠すべきものと考えます。 

よって上記（1）（2）にのっとり、会長にも了解頂

きましたので、誠に残念ながら本年度の「第 24回生

涯学習サロン」を中止する決定をした次第でありま

す。皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

8．各委員会活動報告 

(1) 例会委員会          齊藤委員長 

 例会の出席状況は出席 48名、出席率 81.4％です。 

(2) 情報委員会          河合委員長 

・プロバスだより第 291号をお手元にお届けしまし

た。寄稿は山口会員と杉山会員の 2編です。ご協力

ありがとうございました。寄稿につきましては今後

ともよろしくお願いします。 

・プロバスクラブのホームページへの 1月のアクセ

ス件数は 289件でした。今後とも情報発信には積極

的に取り組んでゆきます。 

(3) 会員委員会           岡本副委員長 

副委員長の岡本です。委員長が体調を崩され暫く

休養となりましたので、私が急遽代理を致します。

お手元にオトパの開催案内を配りしました。3月 14

日（土）に労政会館で開催されます。 

プロバスクラブとしてブースを設けて、会員の勧

誘を図りたいと思いますので、プロバス会員の皆様

にもぜひご参加頂き、応援をしていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

(4) 研修委員会          山口委員長 

・本日の卓話、寺山会員有難うございました。 
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・3 月の卓話ですが、昨年 7 月にネパールから帰国

した青年海外協力隊員の体験談を予定しています。 

 日本体育大学体育学部を卒業後ネパールに派遣。

首都カトマンズの体育協会に所属し現地協会員や体

操指導者とともに全国の学校や施設を訪問し体操指

導を行った。非常に若い好青年です。楽しい話が聞

けると思います。 

(5) 地域奉仕委員会        武田委員長 

① 生涯学習サロン参加登録人員報告 

2 月 13 日現在一般参加者はサロン 78 名、野外サ

ロン 32名、交流会 31名。プロバス会員はサロン 38

名、野外サロン 27名、交流会 30名。 

 新型コロナウイルス拡大の影響で、人混みへの場

所へ行く事への躊躇が見られる。 

 予定人員に到達していないので、皆様の紹介を希

望します。 

② サロン準備に当たっての改善 

・受講証のサイズ変更 従来の名刺サイズから、一

回り小さいキャッシュカードサイズにして、財布に

収まるようにした。 

・名札の廃止 名札を並べる準備・収納作業の手数

が削減され、受付の効率よい運用が出来る。 

・会場係の廃止 役割分担の作業があまりないので、

司会に業務を移管する事が出来るので廃止する 

③ 上野鈴本演芸場の予約が確定した。 

④ 受付担当 

 各委員会から各 2名の受付担当者をお願いした。 

(6)交流担当       田中 信昭担当理事 

・当クラブ三役が東京日野プロバスクラブの新年懇

親会に参加 (2020.1.19) 

・全日本プロバス協議会からのアンケートに回答

（2020.1.21） 

・本年 8月開催予定の全国総会・五所川原大会への

参加、暫定 15名で申し込み。 

(7)「宇宙の学校」      下山 PJリーダー 

 先月 26 日に「宇宙の学校」推進会議がを開催さ

れ、次年度計画の大綱が決定しました。この推進会

議は実行委員会の下支え全般を担う組織です。プロ

バスクラブの PJメンバー、こども科学館、専任講師

の先生方によって構成されています。 

 本年度の実行委員会は 4 月 17 日に開催する予定

です。 

9. 25周年記念事業準備委員会報告  

杉山友一委員長 

昨年 7月より準備委員会を 2ヵ月ごとに開催して

きましたが、記念事業の構成がほぼ固まりつつあり

ます。今後は毎月委員会を開催し、実行準備を着実

に進めて行きます。皆さまのご協力を宜しくお願い

致します。 

10．その他 

各同好会報告 

・古典芸能鑑賞 

① 伝統芸能体験会：2月 23日 10時～車人形など 

② 狂言その魅力に迫る：3月 20日 10時～ 

会場は共に八王子東急スクエア・学園都市センター 

・カラオケ 

 2月 20日、5月 21日（3月、4月は休み） 

 

11．プロバス賛歌斉唱 

 

12．閉 会              田中副会長 

 ・新型コロナウイルス騒ぎの

最中でありますが、どうぞ皆様

充分にお気を付けになって、2

週間後に控える第 24 回「生涯

学習サロン」を元気で迎えられ

ますように。 

  

  

 

◆1年振りの出席となります。体は十分回復してい 

ませんが、何とか 500ｍ程歩けます。 竹内 賢治 

◆プロバスクラブ発足以来、会員の皆様方に大変ご

指導を賜り有難う御座いました。プロバスクラブの

発展を心からお祈り致します。   小林 貞男 

 ハ ッ ピ ー コ イ ン  
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◆11日午後 4時 30分山中湖畔でダイヤモンド富士

を見てきました。富士山頂に太陽が重なりダイヤモ

ンドのように輝く 2分間の天体ショーです。 

願いごとがかなうといわれている感動的な瞬間

でした。             飯田冨美子 

◆来週から始まる生涯学習サロン、会員ワンチーム

で頑張りたいと思います。ご協力をよろしくお願い

致します。            飯田冨美子 

◆今月で八王子プロバスクラブに入会させていただ

いて 5周年になります。25周年の 1/5ですが歴史の

重みを受けとめながらプロバスライフをエンジョイ

していきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。   一瀬 明 

◆梅が咲き始め、桜の木も枯れ木からなんとなく開

花に向けてエネルギーをためているように見えます。 

ウィルスを蹴ちらしてハッピーに春を迎えたいもの

です。              一瀬 明 

◆昨年 11月ダイヤモンドプリンセス乗船、今年 1

月上海旅行、運良くコロナウイルスをさけられて良

かったです。帰国後 5週間経過していますので皆さ

んも安心してください。       野口 浩平 

◆昨年 5月から楢原小学校で授業後に図書室に集ま

る児童を対象に、週 1回、白地図に都道府県を書き

こむことができるようにと、細々と地図の学習会を

してきましたが先ごろ、4 年生の二つのクラスの社

会科の授業で、これを行うことができました。 

わずか 30 分しかありませんでしたが、中には最

初は東京・北海道など 4つしか書き込むことができ

なかった児童が 33 も書き込むことができるように

なり、担任の先生方が「どの子もできる、教え方次

第」ということを実感されたことが、最大の収穫で

した。              深谷 正徳 

◆心配していた 3月 26日の野外サロン、鈴本演芸

場団体予約受付が一番乗りとなり、無事確定しまし

た。担当者としてホッとしています。 岩島 寛 

◆全国の宇宙の学校は創立 10 周年で記念のイベン

トが開かれています。（大人の宇宙の学校、4 会場） 

                 下山 邦夫 

◆康徳 8年（満州）79才の誕生日を無事に迎える

ことができました。        武田洋一郎 

◆本日例会見学者として、4月入会予定者の丸山恭

さんをお迎えして。        杉山 友一 

◆10 数年引きこもりの 34 才青年のカウンセリング

を担当、1年余りで再就職できるようになりました。

これほど嬉しいことはありません。 土井 俊玄 

◆右の肺を半分摘出しましたが、ガン細胞の転移も

なく 5年間の生存率をクリアー。執刀医からお祝い

の握手を求められ感謝感激の瞬間でした。 

内山 雅之 

◆今月よりいよいよ生涯学習サロンが始まります。

参加者の数もまずまずと伺っています。第 24回の

サロン開催にＨＡＰＰＹあれ！！  持田 律三 

◆春が来ました。東京国立博物館で天皇即位の儀式

に用いられた調度品、高御座
た か み く ら

と御
み

帳
ちょう

台
だい

を見てきま

した。平安初期～今日まで行われているそうです。

すばらしい日本の伝統ですね。   宮城 安子 

◆2月の初めに万座温泉に行ってきました。標高

1,800ｍの高原露天風呂で雪景色を楽しみ、ついで

に 3年振りのスキーも。「けがでもしたらいい笑い

ものよ！」という妻の心配を尻目に。田中 信昭 

 

 

 

 

プロバスクラブを顧みて     小林 貞男 

全員参加の例会（令和 2年

2月）で退会のご挨拶の時間

を頂きましてありがとうご

ざいました。また、多数の記

念品を賜り身に余る光栄と

感謝に堪えません。 

顧みれば、平成 8年 10月

東京八王子プロバスクラブ

発足に参加し、24年間無事に今日までクラブの一員

として 90 歳近くまで可もなく不可もなく活動でき

たのも会員各位の暖かいご支援の賜物であると思っ

ております。本当に有難うございました。 

 クラブ発足当時は 30数名の会員でしたが、顔も名

前も分からず、戸惑っていた時期に、クラブの愛好

会としてゴルフ同好会が発足し、絶好の機会だと思

い直ぐに参加し、コンペを通じて多くの皆さんを理

解できクラブの会員として活動ができるようになり

ました。ゴルフがクラブへの絆を深めてくれました。 

 最近は医者通いが多くなり、健康に自信が持てな

 寄  稿  
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くなりました。何とか早く体力を回復させ通常の活

動ができるようになりたいと思っております。 

今回退会に当たり、ゴルフ同好会から立派な盾を

贈られて戸惑っております。この盾にふさわしい活

動ができていたか反省しております。できれば、今

後の生活の中で少しでも、お返しが出来ればと思っ

ている次第です。 

最後になりますが、東京八王子プロバスクラブの

益々の発展と会員各位の健康を祈念申し上げ、ご挨

拶と致します。 

 

２週間の一人旅・・・日本の歴史探訪          

          岩島 寛 

 昨年の 8 月 13 日から 25 日の 13 日間、関西地方

に歴史探訪の一人旅をした。34～5 度の猛暑、かつ

台風 15号のオマケ付きの中を決行した。妻や娘は、

何故こんなに暑い時期に行くのかと心配したが、私

としては 2週間も予定の無いのんびりできる月は他

にないからである。 

 一人旅をしたくなった理由は、老い先が短くなっ

たせいか、無性に「日本人の歴史」を深く知りたく

なり、特に、日本人の物の考え方の中に、天皇制と

いうものが深く関わっていることを歴史の中で感じ

られ、天皇制が確立した飛鳥時代から奈良時代の歴

史にもっと触れたいと常日頃思っていたので、足腰

がまだ何とかなる今行かねば、と思い立ったわけで

ある。本稿は、スペースの関係で訪問先のみの記述

になってしまった。 

 13日は大垣。松尾芭蕉の「奥の細道むすびの地記

念館」、明智光秀の居城・大垣城など。14～15 日は

大津。紫式部が源氏物語を書いたと言われる石山寺、

「木曽殿と背中合わせの芭蕉かな」と芭蕉の弟子・

又玄が詠んだ芭蕉の墓所・義仲寺、比叡山の麓で平

安時代から栄えた坂本の日吉神社と明智光秀の菩提

寺・西教寺へ。 

16日は比叡山。平安初期、伝教大師・最澄が開い

た天台宗の総本山・延暦寺へ。根本中堂では、朝の

お勤めにも参加。続いて、遠く離れた横川にある法

然や親鸞に大きな影響を与えた恵心僧都（源信）の

恵心院を尋ねた。 

17 日～18 日は奈良。聖武天皇建立に始まる華厳

宗大本山・東大寺、天皇制を確立したと言われる藤

原不比等が創建した藤原氏の菩提寺・興福寺、そし

て春日大社、聖徳太子創建による世界最古の木造建

築である法隆寺、鑑真和尚が創立した唐招提寺、法

相宗の大本山・薬師寺などを訪ねた。奈良の町は外

国人、特に中国人で溢れていた。 

19日～21日は桜井。牡丹の名所・真言宗豊山派総

本山・長谷寺、「女人高野」と呼ばれシャクナゲと石

段の名所・室生寺を訪ね、三輪山の麓、山の辺の道

を歩き、野見宿祢と當麻蹴速が天皇の前で初めて相

撲を取った相撲発祥の地・相撲神社(写真)、ヤマト

王権発祥の地であり、邪馬台国の東の候補地と言わ

れる纏向遺跡を訪ねた。そこからは大和三山（畝傍

山、天香具山、耳成山）がよく展望できた。次に中

大兄王子（後の天智天皇）と中臣鎌足（後の藤原鎌

足）とが時の権力者・蘇我入鹿の暗殺（乙巳の変）

と大化の改新について談合したと言われる多武峰の

談山神社を訪ねた。 

続いて、明日香村に行き、藤原京期に築造された

極彩色壁画で有名な高松塚古墳(写真)と壁画を復元

した古墳が見える記念館を訪ねた。またその近くに

ある文武天皇陵、天武・持統天皇陵を訪ねた。 

22日は桜の名所・吉野山に登り、「ねがわくは 花

の下にて春死なん そのきさらぎの もち月のころ」 
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と詠った歌人西行法師の庵(写真)を山奥深く尋ねた。 

23日は高野山に登り、平安初期、弘法大師・空海

が開いた真言宗総本山・金剛峯寺を訪ねた。空海の

御廟のある奥の院へ行く巨大な杉木立（樹齢 700年）

の長い参道に中世の諸大名の墓石や慰霊碑が立ち並

ぶ光景は実に印象的であった。欧米人観光客が非常

に多く、私が泊まった宿坊では、食事を摂った部屋

は、私以外は全員欧米人で、私が外国人と間違えら

れるような感じであった。お坊さんが一人一人の膳

の前にひざまずき、片言の英語で料理の説明をして

いた。夕方、宿坊の浴場でオランダ人と会話をした。

朝のお勤めには大勢の外人さんも参加していた。 

24日は堺。世界遺産になった「百舌鳥・古市古墳

群」の内、日本最大の前方後円墳・仁徳天皇陵を訪

ねた。エジプト・クフ王のピラミッド、秦の始皇帝

陵と並ぶ世界 3 大墳墓で 5 世紀中ごろ築造され、3

重の濠で囲まれている。中には入れないが、堺市役

所 21 階展望ロビーから展望し、堺市博物館では飛

行機で撮った景色を VRで見た。 

 以上が一人旅の概要であるが、日本人の歴史の奥

深さを垣間見ることができ、いい思い出ができた。 

 

楽茶碗の焼成 

                髙取 和郎 

 茶道では抹茶茶碗の好み、または格付けに「１楽、

2 萩、３唐津」と言われている。この 3 種の焼き物

はどのように焼かれているのか知りたかったが、丁

度 10 数年前に陶芸教室の旅行で山口県の萩市へ、

次の旅行で佐賀県の唐津にある焼き物の産地を訪れ、

焼き物の作製工程や窯の見学をしてきた。 

今迄、楽焼を焼く作製工程は一般の焼き物とは違

い、800℃位の低温で焼成すると言う事ぐらいしか解

らなかった。 

楽焼とは、初代長次郎から続く京都にある楽家

代々の作品と京都にある玉水焼（楽家 4代の子一元

により開窯、7代で絶える）と大樋焼(楽 4代一入の

門人で長左衛門が裏千家 4代について金沢に赴き大

樋町に開窯、現代でも金澤にあり、大樋焼と称す)と

で、本来はここで焼かれた茶碗のみを楽茶碗と称す

と言う。一般的にはこの様な温度で焼かれた焼き物

も楽焼と言っている。 

 楽焼の窯元には今まで見学に行ったことはないが、

先日ＮＨＫのテレビで楽茶碗の作製状況を放送した

ので楽茶碗の作製工程を見ることが出来た。 

 楽茶碗とは、千利休が聚楽第を家築中の土を使っ

て、瓦職人の長次郎（楽家初代）に作らせた茶碗に

始まる。 

楽家は 2代常慶が豊臣秀吉から授与された楽の字

の銀印を用い作品に刻印し、また屋号としたので楽

焼と称するようなり、楽家の始まりとなる。歴代の

当主が楽吉左衛門を名乗り、刻印は各自が独自の刻

印を押印している。 

現代は第 15代楽吉左衛門（当主が代々襲名）が 14

代覚入の長男として生まれ、 1982年襲名した。 

 一般の焼き物は、電気窯、穴窯、登り窯などで、

約 1,250℃から 1,300℃位で、一度に沢山の茶碗、皿、

鉢などを焼成するが、楽茶碗は轆轤（ろくろ）を使

わず手捻り（手捏ね）で作陶する。 

楽茶碗を焼成するに

は焼成炉で茶碗を 1 個

ずつ焼成する。直径が 1

ｍ程の炉窯の中に蓋付

きの坩堝（るつぼ）を据

え周りに木炭を詰める。 

その坩堝の中に茶碗

一個が入る蓋付きの器

を入れる。炉窯と坩堝と

入れた器の間にも木炭

を詰める。外からは炉窯

全部の木炭に空気が届くように、外側から人力で鞴

（ふいご）を動かし、空気を炉に送り込み木炭の火

を熾す。 

 真赤に輝くように坩堝の外側と炭が熾ったときに、

一個の茶碗を器の中に入れ蓋をする。木炭が白く輝

き始めた時、器の周りの木炭を 4人の人が長い鉄の

棒で突き焼成中 
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棒で激しく突き、新しい木炭を追加しながら茶碗を

焼成する。頃合いを見計り、茶碗を火挟みで取り出

し冷却する。この時の挟み跡が茶碗の縁に残るので、

この跡が楽茶碗の証となると言う。 

楽茶碗には、代々

の独自の「楽」の

字の印譜が刻印さ

れ、この刻印によ

って何代の当主が

作陶した抹茶茶碗

だと判るとの事で

ある。 

このように楽茶碗は独特な造りと焼成方法で作られ

茶を嗜む人に寵愛されている。 

 

～つぶやき～  

新型コロナウイルス禍に思う      

 生涯学習サロンが中止に追い込まれた新型コロナ

ウイルスの感染拡大が止まらない。大流行を食い止

めるための対策が次々と打ち出され、危機感が高ま

る毎日である。 

 南極を除くすべての大陸がウイルスに汚染された

との報道もあり、地球規模の脅威として捉える専門

家の発言もある。 

 大規模なイベントの自粛やプロスポーツの無観客

試合、コンサートの中止、公の施設の休館など感染

拡大の危険を作らない応急対応がとられている。 

 ついに学校も 3月以降の休校が要請され、子供達

への感染防止が図られている。 

 経済への影響も見逃せない。世界同時株安の流れ

が続き、世界経済への先行きにも暗雲が立ち込めて

いる。産業活動の縮小、人の行動や社会活動の萎縮

によって、経済活力への大きなマイナスの影響も避

けられないであろう。 

 私達は今何を為すべきか。先ずは冷静な判断のも

とで、自分自身を自分で守り、感染を防ぐことしか

ない。とにかく選択肢は「感染を封じ込める」しか

ないのだ。逃げの姿勢ではなく攻めの防御姿勢が大

切であろう。 

「守って攻める」～一日も早い平穏な日常を取り

戻したいものだ。（ｋ・ｋ） 

（このつぶやきは 2月末時点のものです。） 

 

 

 

  私の一句〈二月の句会から〉 

        河合 和郎 

今年は冬らしくない冬で季節が終ってしまいそ

うな感じで、生活のリズムに変調を来すことも多い。

俳句の世界でも季節感が捉えにくくなっている。 

嶺に立ち掴み取りたや寒昴      矢島 一雄 

 山の光景を得意とする作者。高山の嶺に立ち指呼

の間にある冬の星座を掴み取りたいと。壮大な夢。 

山眠るごとき昼寝がしてみたや    池田ときえ 

 冬山の眠りは深い。人生の色々に追われるとき、

ふとこんな気分にもなる。人は眠りから再生する。 

陽炎や文字もかすれた無人駅   田中 信昭 

 駅の兼題句。最果ての旅路の一句か。人影も無い

古びた無人駅は名前も薄れている。物憂い寂寥感が。 

春着ゆく楽器かかへて頬そめて   下山 邦夫 

 句会に参加されて半年余り。素晴らしい作品をも

のにした。情景の雰囲気がいい。下五がまたいい。 

病める友米一粒を望む春       飯田冨美子 

 食事ものどを通らない病状の友。「白いご飯が食べ

たい」。虚しい願いの友を送る惜別のうた。 

ベンチわき盲導犬も日向ぼこ    馬場 征彦 

 心温まる光景を見逃さない作者の観察眼が光る。

俳句は目に付いた景のどこを切り取るかで決まる。 

早春の旅情誘ふ駅のビラ       野口 浩平 

 駅の兼題句。目の付け所がいい。中七の措辞がい

い。作者は句会に参加して 1年。俳句が詠めてきた。 

梅咲くや手造りジャムをパンにのせ 東山 榮 

 作風大変身の作者。卒寿を来年に控え、何とも瑞々

しい感性が羨ましい。俳句脳は衰え知らず。 

滝行者誦経の声の声ならず     河合 和郎 

 厳冬期の修業である滝行は荒行の最たるものであ

ろう。誦経の声はただ唸るだけで声にならない。 

 

   

 

編集後記： 

新型コロナウイルスが刻々拡大し、感染ニュー

スが連日朝昼晩流れる中での編集となりまし

た。「20秒間の手洗い」を都度繰り返す異常事態

でした。一日も早く鎮静化することを祈ります。 

               持田 律三 

 

俳 句 同 好 会 便 り  

焼成した茶碗を取り出す

す 


