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* いろはにアサッチ＃41「み」*

～身から出た錆～
　「み」は、江戸では　「身から出た錆」これは、刀身から生じた錆が刀身を腐らせる、の
意で、自分自身で犯した悪行が原因で、自ら苦しむこと。京では「身は身で通る裸ん坊」
　　　　　これは、人間は、人それぞれ特徴があり、能力も違うが、身体さえあれば、ど
　　　　　　　　　うにか世間を渡っていける、という意味。大阪は「身うちが古み」こ
　　　　　　　　　れは、「身うち」は「箕打ち」が転訛したもので、箕を売る人が自分
　　　　　　　　　は箕を使わず代わりに笠を使うことから、他人のためにはたらくばか
　　　　　　　　　りで自分のことに手が回らないこと。私のこと！と、思った方いませんか？

　「ルクエ」ってご存知ですか？「ルクエ」と聞いて「スペイン生まれでプラチナシリコンの素材特性を生かしたキッチン商品でしょ」
と答えられた方は凄い！かなりのお料理好きでしょう。 一番有名なのは 「スチームケース」 でしょうか。 そのキッチンに大革命を
もたらしたルクエとＡＳＡ用賀 ・ 二子玉川がタッグを組み、 今後皆様のお役に立つイベントや商品販売を展開していく予定です！乞
うご期待！その第１弾として去る 12 月 15 日に開催しました 「ルクエで作るプチクリスマスケーキ」 教室の模様をご紹介します！

ルクエって知ってるくえ？　

× ルクエで作るプチクリスマスケーキ体験教室レポート
　12 月 15 日土曜日、 小雨もパラつく寒い日でしたが、 ASA 用賀 2
階多目的ルームに於きまして 「ルクエで作るプチクリスマスケーキ体
験教室」が開催されました。 今年の 10 月 1 日に発足したばかりの「ル
クエスイーツ協会」 とのコラボレーション企画です。 子安理事長 （写
真右） の挨拶で始まった教室は、 1 級フードアナリストでありルクエス
イーツ協会講師でもある里井先生の時折地の関西弁が混じる軽妙な
指導に参加者も一気にルクエの世界に引き込まれ会場は外の寒さも
ものともしない熱気に包まれていきました。 粉の混ぜ方のコツを教わ
り、 ルクエのカップケーキキットに流し込み、 レンジで 2分弱。 もう完
成です。 後は思い思いのデコレーションをして出来上がり。 あまりに
も簡単、 しかも美味しいプチクリスマスケーキの完成に参加者一同み
な感激！次回は 2月にバレンタイン企画です。 是非ご参加を！

和気あいあいの会場 里井先生のわかりやすい指導 熱心にメモをとる参加者 膨らみを計算して入れる

小さいお子様でも簡単 4人の講師が親切指導 焼き上がりをじっと見守る 指で最高の感触を覚える

飾り付けはデコマックスで 集中してデコレーション 飾り付けが一番楽しいかも 完成！★3つ間違いなし！

最後は試食会
自分で作った
プチケーキの
味はもう最高
次は何を作ろ
うか期待が膨
らみます！
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来年2月のバレンタイン
企画の日程決定！
2月８日 （金） 9日 （土）
ともに午前を予定！
詳しくは年始の折込で！
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　が代名詞です！
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来年はどんな年になるのかな？玉川の初詣スポット

瀬田玉川神社 　大山道の急な坂の崖上にある瀬田玉川神
社は古墳の上に建てられています。 社殿は長
崎家の造営で、 明治４１年に改称されるまで
は御嶽神社と呼ばれていました。 境内には樹
齢 7～ 800 年の黒松があり、 遠くからも見る
ことができましたが、 昭和４１年の台風で惜し
くも折れてしまいました。 今はその幹がご神

　玉川大師は、 真言宗智山派、 玉真院と号し、
大正１４年、 竜海阿闍梨の開基によるものです。
弘法大師を祀る大師堂で、 有名な地下霊場は
巡排通路 100M に及び、 石仏 300 体が安置さ
れています。 善光寺のお戒壇巡りを彷彿とさせ、
真暗な中を進み、 石仏のある明るい場所へ着
いたときホッとしたのを憶えています。
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神社神社
　用賀神社は以前神明社といい、 その創立の年代は不明ですが、 明治
41 年 (1908） に一緒に祀った八幡社は、 天正年間に鎌倉の鶴岡八幡宮用賀神社

より分霊を迎えたといわれています。 この合祀の際には、 上用賀にあった天神社も合わせて祀ら
れました。 祭神は天照皇大神、 応神天皇、 菅原道真ほか数柱です。

木として祀られています。 秋のお祭りの時には屋台がたくさん出ます。

岡本八幡神社 　由緒は明らかではありませんが、 境内には
文化元年建立の石鳥居があり、 文化 7年
(1810) には社殿が再建され、 後の文化 10 年
には 61 段の石段が築造されています。 境内に
天満宮ほか 6つの社が祀られています。 「巨
人の星」 の星一徹が特訓のためにうさぎ跳び
でもさせそうな急勾配の石段の上り口に、 松

任谷正隆 ・由実夫妻奉納の石灯籠があるのは有名です。

お寺お寺
　真福寺は今から約 400 年前に創建されたといわれ、 大山道に面した山門が
赤く塗ってあったので赤門寺とも呼ばれていました。 ご本尊は大日如来。真福寺

来年は元日の午前零時から参詣者にお年玉が配られるそうです。 数に限りがありますので、 なくなっ
たときは御免なさいとのこと。 また先着 108 名様には 「真福萬寿」 が進呈されます。

無 量 寺 　無量寺は、 今から約 400 年前、 光蓮社明誉
寿広和尚が開山したお寺です。 ご本尊は阿弥
陀様。 本堂脇の観音堂には木彫りの十一面観
世音菩薩が安置されています。 本堂前の大銀
杏は樹齢百年を超え、 遠くから眺めることが
でき、 寺の風景は昭和 59年世田谷百景のひ
とつに選定されました。

玉川大師

法　徳　寺 　法徳寺は、 浄土宗、 福来山と号し、 開基
は白井法徳上人、 源蓮社宗誉上人で、 芝の
増上寺学寮から派遣されたといわれます。 本
尊は阿弥陀如来。 境内の筆塚は幕末から明
治初期にかけてこの地で寺子屋を開き、 本
村の子供の教育に献身した大塚貞三郎先生
の頌徳碑で、 門弟たちが建てたものです。

寺子屋は 「芝光塾」 といい、 明治 7年玉川小学校開校後もしば
らく続いたそうです。

行　善　寺　 　行善寺は、 浄土宗獅子山西光院と号し、 小
田原の道栄寺を移したものです。 長崎伊予守
重光が永禄 7年 (1564） に北条氏より瀬田の
地をもらいうけ、 伊予守の法名行善を取ったも
のです。 寺は国分寺崖線の突出した場所にあ
り、 境内からの眺めは素晴らしく、 行善寺八景
と呼ばれました。 江戸時代には後の将軍徳川

家慶や多くの文人墨客が訪れた所です。

大 空 閣 寺 　大空閣寺は、 真言宗豊山派如意山福智院と号し、
虚空蔵菩薩を本尊とします。 開基は大阿闍梨聖慶大
僧正です。 聖慶大僧正は当初大正天皇の即位を記念
して深川道場を建立しました。 その後、 戸塚を経て
大正 10 年に当地に移しました。 境内には、 本堂開山
堂、 書院、 庫裡の伽藍を有し、 寺宝には本尊六大虚
空蔵菩薩絵図等、 価値あるものが所蔵されています。

慈 眼 寺　  慈眼寺は、 真言宗智山派、 喜楽山教令院と号し、 開
山は法印定音、 開基は長崎四郎左ヱ門。 寺伝では、
徳治元年 (1306） 法印定音が仏の教えを説いて各地を
回っている途中この地を通ったとき、 崖の中から発掘
された降三世明王を里人から譲られたので、 小堂を建
てて祀り、 後に、 長崎行善の弟が崖下の小堂を現在地
に移し、 大日如来を本尊としたとあります。

玉 川 寺　

　玉川寺は、 妙隆山と号
し、 昭和７年、 日蓮宗総本
山身延山８３世一乗院日謙
上人の開山。 日暮里にあっ
た妙隆寺を現在地に移し
て、 身延山関東別院玉川
寺と改称しました。 寺宝と
して仏舎利が安置されて
います。
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た所です。

今日はこれから
　初詣だー！

と、思ったら
すごい人出だ！

こ、これは
　　ひどい・・・

今年はもっと
痩せられますように
　　　　　・・・・・

もう充分
痩せてるし


