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会員各位

JCRA(Japan Catalyst Recovering Association)
触媒資源化協会
トピックス
•
９月４日（水）第２１８回月例会（見学会）
・旭硝子㈱千葉工場見学会を開催。
集合時間：１３；００まで 集合場所：JR 五井駅西口（内房線）
・・・早めにおいでください。
•
第２１９回月例会（一泊研修会）の見学先・日程が決まりました。日程確保願います。
日 時：１０月１１日（金）～１２日（土）
見学先：①株式会社フジクラ佐倉事業所 ②DIC 川村記念美術館
宿泊先：鴨川グランドホテル
一．協会よりのお知らせ
実[施済事項 ]
予定事項
二． 事務局より（九月度の予定）
三．紀行文（アジア物性材料㈱鶴岡武さん）
ポルトガル・リスボンＲＩ国際大会に参加
四．
【雑学】おくのほそ道ツアー十二ー一
武生から大垣まで
[
]

C Takashi Matsuda
○

１．協会よりのお知らせ
[実施済事項]
① 協会だよりー２４８（８月号）をメール＆郵便で送信（８／１）
[予定事項]
① 第２１８回月例会（見学会）の開催
日 時：平成２５年９月４日（水）１３時～
見学先：旭硝子㈱千葉工場
懇親会：久松本店
② 第三回運営委員会
日時：平成 25 年 9 月 12 日（木）16；00～17；00
場所：堺化学工業㈱東京支店
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出席：運営委員、第 219 回幹事会社（太陽鉱工、田中貴金属工業、ヘレウス）、事務局
議題：１．一泊研修会の運営確認。
２．その他
③ CMAJ と JCRA の会長、副会長、理事の交流会
日時：平成 25 年 9 月 24 日（火）17；00～
場所：JX グループ六本木クラブ
１０月度の予定です・・・9 月 9 日までの申込願います。
④ 第２１９回月例会（一泊研修会）の開催
日 時：平成２５年１０月１１日（金）～１２日（土）
見学先：㈱フジクラ佐倉事業所、DIC 川村記念美術館
宿泊先：鴨川グランドホテル
２．事務局より（９月の予定）
月
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事務局延べ出勤予定：９日 (○；終日、△；半日、×は休日)。
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×

３．ポルトガル国リスボンＲＩ国際大会に参加して
平成２５年７月吉日
鶴岡 武
歴史の或る美しい町ポルトガルのリスボンで、2013 年国際ロータリー（ＲI）年次大会が、６月２
３日～２６日に開催され参加した。出発当日エールフランス便が機体故障で来ず、慌てたが何とかＡ
ＮＡでパリーへ、乗り換えでやっとリスボンに着く。
翌日市内観光へバスで出発、
「ベレンの塔」
、
「発見のモニュメント」
、
「ジュロニモス修道
院」と高台展望台を見学、お昼に会場へ入っ
た。今年は春が低温だったので、街路樹ジャ
カランタが咲いており濃紫の花を観賞出来た。
ポルトガルは１５～１６世紀の大航海時代に
最も栄え、アフリカから大量の金、銀を入手
し、
国は富んだ。
モニュメントの先端彫刻像、
航海王子ことエリケン王子の時代に船員は灼
熱の赤道を越えると焼け死んでしまうと信じ、
船はそこで止まってしまったが王子が説得し
ベレンの塔をバックに（筆者）
喜望峰迂回を成功させている。アフリカを独
り占めにしていたが、英国、スペインに商権
を奪われ徐々に国力は衰退している。５００年昔栄華を極めたポルトガルも今は貧乏国で EU 圏のお
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荷物に成っている。しかしリスボン市内は沢山の自動車群を見かけ、役人は高い給料を得ている由？
因みにガソリンも¥200/L と安くは無いのに道路の歩道は専用駐車場として埋まっている。この国に
は自動車メーカーは無く全部輸入だが、他国と違うのは車検が１～２時間で出来、皆同じ車に１０～
１５年と長期間乗っておりクラシックカーの街である。
海岸に日本庭園があり驚くも、在日
大使が日本から桜の苗木を移植し苦労
して作り上げたらしい。幹線道路は舗
装されているが、路地は殆ど石畳で欠
石は専門の石工が修理するが、後継ぎ
の若者が居らず問題、記念館も石ずく
りが多く伝統継承が心配だ。衆知のフ
ランシスコ ザビエルら日本と関係が
深いが、戦国時代仙台の伊達正宗ゆか
りの少年使節団もローマから当地に来
たと現地ガイドの言、１５４１年が日
本を知る年となっており当時の世界地
発見のモニュメント
図がモニュメント前広場に刻印され、
日本地図部分も記されていた。
今回初めて知ったが、２５０年昔リスボンは大地震被害を経験している。1755 年、M-8 の地震が
当市に発生、五万人が死亡、８０％の石造り建屋が崩壊した。此の時も河の水が引いたので、逃げた
人達が平らな川岸に集まった処へ津波が押し寄せ、大量の死者を出しており東日本大震災と酷似して
いる。
自分は２３～２４日とロータリーク
ラブの仕事をし、２５日リスボンから
アムステルダムへ移動、顧客との仕事
を済ませ、翌日ロンドンへ移動すべく
空港でチェックイン時機械利用で、３
枚のチケットつまりアムス～ロンドン、
明日のロンドン～パリ、ﾊﾟﾘｰ～成田が
発券驚くも問題なし、だが、荷物の自
動ドロップインで成田の荷札にびっく
り、かかり事務委員が２０分でやっと
訂正、何の自動化？ロンドンの常宿に
泊まりお客との商談に地下の日本レス
街路樹・ジャカランダの花
トランに行くも無く、変化は激しい。
帰国日ロンドンで出発１５分までゲート未発表、又乗り換え時パリーで何の表示もなく、デスクは
長蛇の列で困った、３０分前やっとゲート判明、同じターミナルで２駅モノレール移動で指定サテラ
イトに着きほっとする。別ターミナルでは間に合わずＡＦ航空はひどい。帰国後聞いたが、ロータリ
ー閉会式後リスボンを出られたロータリアンは空港がストライキで帰国日が延びたり、経路を変更し
荷物が一週間経ても来ず閉口したらしい。小さな国際空港で長距離の大型機は離発着不可なるも、大
型空港は資金が無く出来ない由。
以 上
筆者：アジア物性材料㈱取締役会長 鶴岡 武氏（当協会・第八代会長）

3/7

協会だよりー２４９（９月号)
2013/08/30
４． 【雑学】奥の細道（１２－１）武生から大垣まで
ツアーも第 15 回の最終となり、おくのほそ道結
びの地大垣まで参ります。途中４回のツアーに参加
出来ませんでしたが何とか今回は参加することが出
来ました。5 月 14 日羽田空港集合 7：20 と云うこ
とで京急蒲田のホテルに前泊し出発に備えます。小
松空港行きの ANA751 便 8：20 は幸か不幸か突然
の機種変更でジャンボ機（747-400 型）になりまし
た。ANA 保有最後のジャンボ機２機の１機です
（最近の情報で２機とも引退のようです）。見ると
昨年工場見学で見かけたピカチュウ機
昨年１月に ANA 機体整備工場を見学した折、見か
けたピカチュウ機ではありませんか。大型機最後のご奉公のようです。ジャンボのため空席も目立
ちましたが機は小松空港に無事着陸。既にマルイチ観光のバスが待っています。奥の細道ツアーと
しては武生から始まるのですが、小松には勧進帳で有名な安宅関が有るので飛び入り見学です。
【安宅関】石川県小松市安宅町タ 140-4（ほぼ海の側の小高い砂丘上にあり、砂浜に面しています）

勧進帳の銅像
義経・弁慶の主従が、頼朝に追われ奥州へ落ち延びる途中にて、安宅関を通ります。関守の富樫左右
衛門に見咎められると、弁慶は東大寺復興勧進のための諸国を回る役僧と称し白紙の巻物を勧進帳に
見立て読み難を逃れようとし義経を打ち据えたました（白紙答案を提出するのを勧進帳と言ったそう
な）。富樫は義経と気付きましたが弁慶の主人を守る態度に感激しに逃したという言い伝えがありま
す。この物語は能「安宅」歌舞伎「勧進帳」長く演じられています。この物語は越後と出羽の国境の
鼠ヶ関が本家と主張していますが？又ここは安宅住吉神社の境内で、この義経・弁慶主従の困難を切
り抜けた故事により安宅住吉神社は困難突破の神社として知られています。
見学後、北陸自動車道で一路武生へと向かいます。2005 年福井県中部に有る《武生市》は今立町と
合併し、現在人口約８万５千人の越前市という市名になっています。大化の改新後、武生には越前の
国府が置かれたことでも知られています。
【河濯山芳春寺】越前市高瀬 2-5-15
武生の露朝が芭蕉さんの書いた
「古池の句」
の色紙を貰い受け、
各務支考が越前に来たときに、この色紙を埋めてお墓を作り「色
紙塚」と呼ばれています。芳春寺は、越前市役所や中央公園に隣
接した場所にあります。河濯山の由来は、側を清流が流れ、其の
川で体を清めてからお参りしたことから名付けられました。
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【紫式部公園】越前市東千福町 20
紫式部が武生に住んだことより、紫式部公園が作られました。紫式部は、長徳 2 年（996）父 藤
原為時が越前の国司となったため、父と共に越前国府（武生）に移り住みました。何故か一年ほどで
都に戻りましたが。公園内には下膨れの丸顔（平安期の美女の標準）の式部像が建っています。式部
は 22 歳（当時は年増の年齢）となり都にて親子
ほど年上の藤原宣孝に求愛されておりました。越
前に来て求愛を実らせたい宣孝の求愛歌に贈った
贈答歌「春なれど しらねのみゆき いやつもり
解くべきほどの いつときかな」（春にはなりま
したが、越の白山の雪はいよいよ積もって、とけ
ることなんかいつのことかわかりませんわ）と焦
らしの歌のようです。しかし結婚するため春には
都に戻ったと言われています。宣孝が年上のため
結婚生活は短かったようですが。公園内には寝殿
造の庭園が整備されて素敵な所です。

【湯尾峠】
おくのほそ道、本文には「やうやう白根が岳隠れて、比那が嵩現る・・・湯尾峠越ゆれば、燧が城、
帰山に初雁を聞きて・・・」とあります。湯尾峠は海抜 200ｍで旧北陸道の要地、府中（武生）より
湯尾の宿へ、約 100ｍ登ると峠になり峠を越えると今庄の宿に至ります。湯尾峠は義仲の古戦場でも
あり、また燧が城は義仲の城跡です。峠には芭蕉さんの句碑「月に名を つつみ兼てや いもの神」
（ひるねの種）が建立されています。左は湯尾峠より湯尾の集落を見渡せる場所です。
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湯尾峠を下ると今庄の集落です。今庄町は合併して南越前町になっています。旧今庄町の役場（現・
南越前町今庄住民センター）の前庭には倶利伽羅峠にもあった「義仲の 寝覚の山か 月悲し」（ひ
るねの種）の句碑が建立されています。比那が嵩を望むこちらの場所のほうが本家でしょうか？

今庄住民センター

【木の芽峠】
福井県の嶺北（越前国）と嶺南（若狭国）分ける分水嶺が木の芽山地です。北陸道は今庄町（現南
越前町）から木の芽峠を通って板取宿に達し、湯尾峠より高く海抜 628ｍあります。若狭より越の国
へ行くメイン道路の峠として、紫式部、信長、道元、宗祇、芭蕉もここを越えました。幕末には数百
名の水戸の天狗党の浪士も京を目指して 12 月の積雪期にここを超えました。

私たちは、機動力（バス乗車）にて敦賀側より３６５スキー場に向かいます。スキー場ゲレンデ脇
の曲がりくねった細い旧北陸街道を登ります。大丈夫かなと思っているうちに、「言うな地蔵」の祠
の下につきました。ここより「言うな地蔵」脇を通って木の芽峠へ進みます。峠には茅葺の古民家が
あり、ここでお茶を頂きながら平家の末裔と言う前川さんより、源平の戦いに敗れた後 1000 年にわ
たる家系の流れのお話をお聞きしました。峠は番所も兼ねていたようで、前川さんの私有地だそうで
す。前川さん宅の直ぐ下には峠の駐車場と『木の芽峠の石柱』があります。私たちの乗るバスはここ
まで迎にきています。
いよいよ若狭の国「敦賀」に入ります。北は海（若狭湾）、東西南の三方は山に囲まれた独立した
街で、戦前まではシベリア鉄道へ繋がる欧亜国際連絡列車が東京・敦賀港間で運行されました。現在
は原発の街として知られ人口は約 6 万 8 千人の街となっています。
【金前寺】敦賀市金ヶ崎町 1-4
高野山真言宗のお寺。延元 2 年（1336）南北朝時代後醍醐天皇の皇子、恒良親王・尊良親王を奉じ
る新田義貞軍は足利尊氏軍に攻められ金ヶ崎城が落城、
この戦いに敗れる際、
陣鐘を海に沈めました。
これが沈鐘伝説です。 8 月 14 日、芭蕉さんは出雲屋弥市郎方に泊まり、その日は気比神宮に参り、
翌 15 日に金前寺を参拝、延元の戦い、沈鐘の物語を聞き「月いずこ 鐘は沈める うみのそこ」
（「芭
蕉翁月一夜十五句」（荊口句帖）より）という句を詠みました。宝暦 11 年（1761）この句は芭蕉翁
鐘塚としてこの金前寺に建立されました。
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月いずこ

うみのそこ

鐘は沈める
【金ヶ崎宮】敦賀市金ヶ崎町１－１
金前寺の隣にあり、桜の名所として知られ花換祭（江戸時代に男女がこの祭りの夜に、気に入った
相互が手に持った花を換えると恋が実る）があります。古戦場として金ヶ崎城跡が岬の海抜 86 メー
トルの場所にあります。南北朝の戦い、後世には信長・家康軍と浅井・朝倉軍の攻防がありました。
浅井の裏切りから窮地に陥った信長は、秀吉・家康の殿（しんがり）の助けで何とか脱出しました。
これらよりこの神社は「難関突破」
「恋愛成就」
「かねが先（儲けて帰る）
」の神様として知られてい
ます。

金ヶ崎宮

花換えの小道

本日の見学はこれにて終了し、今夜の宿トンネル温泉
「北国グランドホテル」に向かいます。鉄道の北陸トン
ネルを掘ったときに出た温泉がここで利用されているト
ンネル温泉です。ホテルは高台にあり、敦賀の町が一望
できます。夕食のひと時、ビール、ワインとほろ酔いに
なった後、畠・山田・堀川（左より）の三氏による、な
つかしのメロディ合奏があり、皆様童心に帰り合唱とな
りました。

【文責・専務理事】
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