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くの方から唄っていただくようおすすめいたします︒

この民謡は︑みんな﹁おけさ節﹂で唄えますから︑一人でも多

上に掲げた歌詞は︑今もひろく﹁佐渡おけさ﹂と
して︑人びとに唄われている︒この作詞者が山本修
之助先生と聞いて驚く人が多いであろう︒
現在郷土史家として︑また俳人として活躍してお
られる先生は︑若き日杼情詩人として﹁海浜秘昭﹂
を世におくり︑また民謡詩人として白鳥省吾先生の
詩誌﹁地ｔ楽園﹂の会員であった︒
本需は︑大正末期二卜歳ころの創作民謡約五十篇
をあつめて︑若きＨの思い出に刊行したものである︒
附録に先考静古翁の作品になる﹁真野村民謡めぐ
り﹂目篇を添えた︒興味深い郷土資料といえる︒

附真野村民謡めぐり
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口絵説明

の損木枯木などを集めて．佐和田町沢根の仏師山田与八氏に制作

かけて︑佐渡の梅の名木①石抱の梅②苔梅③八房梅④星降りの梅

藤一君の実父である︒この木像は︑丈︵たけ︶五彩ほどの小さい

を依頼したものである︒山田氏は若くして亡くなった木彫家渡辺
加藤暁台﹁佐渡吟﹂新年句と木俣修の新年歌

山本修之助
佐渡の梅の名木天神像・東光院の鼠除けのお札︵ふだ︶

表祇は︑山本二峯︵悌二郎︶の作品をもちいた︒二峯の作品に

で一か所として記載されてある︒

堂﹂としても有名で︑古い時代の﹁全国性的神一覧表﹂にも佐渡

中央に﹁姫だるま﹂のようなものがある︒この堂は︑﹁性的神の

授与されるものである︒文字か記号かわからないものをならべ︑

新穂村長畝の内巻にある東光院境内の﹁子︵ね︶の権現﹂から

くないと思って今年にした︒

つもりであったが︑子︵ね︶年に︑鼠除けをするのも︑縁起がよ

東光院の鼠除けの﹁おふだ﹂は︑実は昨年の新年号に掲較する

本年は丑年でもあるので︑新年号の本昧の口絵とした︒

天神像を制作することを計画したものであろう︒

いて︑いろいろ調べていたようであった︒そんなことから︑この

父は︑慶応元年丑年の生まれのため︑牛に関係ある天神様につ

もので︑小さいから貴重な名木をあつめられたものである︒

新年に因んで︑狩野梅笑の﹁門松﹂の画に︑加藤暁台の佐渡を
詠んだ新年の俳譜の賛を載せた︒﹁蓬莱や松のひまより佐渡がし
ま﹂と︑佐渡を詠んだ新年の俳譜︒蓬莱は︑松竹梅をはじめ︑め
でたい縁起物を飾ったもの︒暁台は名古屋の人︑蕪村や白雄らと
力をあわせて俳譜の中興に功織があった︒暮雨庵といい︑寛政四
年京都で︑六十一歳で亡くなった︒安永四年六月︑越後出雲崎の
旦水らと共に佐渡へ来島し﹁佐渡日記﹂を残している︒両家梅笑
については知られていない︒この門松についているワラヅトは︑
ろまで真野町新町にはあったという︒

米を入れてあって︑佐渡でも﹁松のゴキ﹂といって︑明治の中こ
木俣修の﹁竹の秀︵ほ︶に元旦の星かがやきてしほさすごとく
よろこびは来る﹂は短冊で︑裏面にも書いてあるように昭和四十
たものである︒この時︑先生の方から﹁何か香きましょうか﹂と

のを本誌表紙に使いたいと思い︑﹁真野御陵﹂の詩隻が見つかっ

は︑大作が多くて小品ものは︑見つからない︒かねて︑二峯のも

七年十一月十九目︑しな子夫人と共に拙宅へ来られた時揮毫され
いわれて密かれたもので︑今も毎年元日には床の間に飾ることに

あるが︑もちいることにした︒

たが．タテに長く文字が小さくなるので︑父の﹁古稀賀﹂の詩で

している︒先生は五十八年に亡くなられ︑本誌四十号にも︑思い
出を書いた︒

佐渡の梅の名木﹁天神像﹂は︑父静古が︑明治から大正時代に

加藤暁台「佐渡詠」新年句と
木俣修の新年歌
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狩野梅笑画

昭和四十七年十一月十九日山本修之助氏邸にて

竹の秀に元旦の星かがやきてしばさすごとくよろこびは来る修

蕊蕊蕊瀞鍵

蓬莱や松のひまより佐渡がしま鏡台

恋蜂払
罫

佐渡の梅の名木「天神像」
東光院「子の権現」鼠除けの「おふだ」

名木

御太刀八房梅

御冠答梅

御神体石抱梅

︵棚川町善児︶

︵両津市梅津︶

︵真野町真野︶

山Ⅲ７八作

︵畑野町小魚一

ｌ佛帥

御笏︵しゃく︶岨降りの梅

天神木像︵丈五センチ一

鱗蕊

黛

新穂村東光院授与

近世︑領域通用の特殊の貨幣
Ｉとくに佐渡の印銀についてＩ

葉田淳
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日本では一六世紀中ころから金銀山が開発されて金銀の増産がふ

業者が保証した特定品位の金・銀として通用されたのである︒この

打ったのである︒これが判金・極印銀であり︑目方によって特定の

︵一六○こに大判・小判・一分判・丁銀・豆板銀の慶長金銀を鋳

さて関ヶ原役の勝利により天下の覇権を握った徳川氏は慶長六年

判金・極印銀は︑保証人として認定されている地域においてば︑実

されてきた︒一六世紀後期には京都・堺・奈良などの都市に金銀の

造させた︒これまで金銀がどのような形態でどのように貨幣として

拡大発展し︑全国的経済へと進む過程に︑対応するものであった︒

両替売買を営む業者が存在して金屋・銀屋とよばれた︒さらに末期

使用されてきたかという具体的記述はここでは省略するが︑慶長金

ともなりえたのである︒

になると︑城下町や宿駅にも同種の業者が現われる︒金屋・銀屋が

銀の制定は金銀貨幣史上に画期的なもので︑また江戸幕府貨幣制の

際に取引されているさまざまの品位の吹金・灰吹銀に対しても基準

領主からその営業を特許されると銀座といい︵金座の名は見当らぬ

基礎となったことは疑いない︒令貨の小判・一分判は表記の計数貨

金銀とくに銀の大増産は対外貿易の発達の基ともなったが︑また貨

ようである︶︑その業務は金銀の両替売買のほか︑吹替・秤量・封

幣︑銀貨は秤餓貨幣で封包のままでも通用した︒

かな︵ね︶やかな︵ね︶や

一般に大判をいうが︑ここでは極印金のことである︒金銀の通用に
は秤量と鹸位が基本となる︒特定の信用ある秤による業者の的確な

銀が︑ただちに幕府の金銀貨に切替えられて消失したわけでない︒

しかし諸地域で通用されていた吹金・灰吹銀あるいは判金・極印

秤量が求められる︒鉱山から出たままの灰吹金︵吹金︶・灰吹銀は
て︑品位の鑑定保証をし︑また注文によって特定の品位のものに吹

一一

包などがあり︑判金・極印銀の鋳造もあった︒判金は江戸時代には

幣として︑これまでの銅貨に比してはるかに価値の高い通貨に使用

られた︒戦国大名の領国中心の経済から︑商品経済が領域を越えて

替えることもあり︑そのしるしとし紋様・文字・花押などの極印を

小

取引もされたが︑品位の高低があり︑金屋・銀屋・銀座は業務とし
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一七世紀初期は前世紀につづいて金銀山︑とくに銀山の開発・増

ある︒武田氏時代より江戸初期にかけて︑甲州の通用金については

については武田氏時代の遺制といわれたものをよく遵用したようで

にその中枢となった大阪・江戸・京都が幕府の支配下にある事情を

外国貿易の統制化に対応して︑流通経済の全国的拡大と発展︑とく

確立され︑幕府の権力集中が進み︑金銀地金の幕府への集積・金銀

た金銀は幕府の金銀貨に切替えられたのである︒幕藩体制がすでに

吹いた︒しかし文政二年︵一八一九︶の改鋳にあたって佐渡の鋳造

り︑佐渡でも多少年次がおくれても︑これに対応して同種の小判を

四年︵一七一四︶・元文元年二七三六︶と燕府の金銀貨改鋳があ

判の背の右上に佐の刻印があるが︑慶長金である︒元禄八年・正徳

元和七年︵一六二一︶佐渡で小判を鋳造することがはじまり︑小

種々検討せねばならぬものがあるが︑ここでは触れない︒

四ノ

産が進承︑金銀山所在の地域・藩領では一部に判金・吹金が︑また
七二︶ころより︑幕府が金銀貨改鋳をはじめて施行した元禄

広く極印銀・灰吹銀が取引通用された︒ところが︑ほぼ寛文︵一六
六一

背景として幕府金銀貨による統一が実現されたのである︒しかし特

の通用貨として鋳造されたもので︑慶長銀以下の幕府の銀貨と品質

は認許されなかった︒これに対し印銀は元和五年以来佐渡一国限り

八年Ｑ六九五︶ののち数ヶ年内までに︑これらの諸領域に通用し

定の領域限り通用する金銀貨を︑幕府が認許し︑あるいは鋳造させ
グユ勺

幕府直領の鉱山中で佐渡は江戸初期には最大の金銀山でとくに産

を異にする特殊なものであった︒

た例がある︒甲斐の甲金が前者に︑佐渡の印銀が後者にあたるが︑
本稿では印銀につきやや詳しく述べようと思う︒

金貨の改鋳にほぼ対応して︑甲金も改鋳され兎甲安・甲重・甲定

禄以前の甲金は古甲金といい︑元禄の金銀貨改鋳以来︑たびたびの

が免許されて︑山梨・巨摩・八代の三郡で主として通用された︒元

甲斐では江戸時代を通じて甲金︵甲州金︶とよばれた特別な金貨

銀買上値段の具合もあり︑抜売が絶えぬので当局もその対策に腐心

される分があるとして役人が扱うこととなった︒しかし筋金・吹分

あった︒筋座ははじめ相川町人が識負っていたが︑元和四年に抜売

竹流し金︑および灰吹銀をさらに精錬した吹分銀を買集める組織が

相川に筋座・吹分座があって︑筋金すなわち一箇三︑四百目ほどの

くから貨幣地金としてその承握を計ったようである︒元和初年には

銀は当時最多であり︑幕府は吹金・灰吹銀の島外流出を規制して早

の金が順次つくられた︒この三種の甲金には︑一分．二朱・一朱・

一一一

なっており︵朱中は一朱の半分︶︑朱中のほかは円形である︒

朱中の四種あり︑一分金は目方一匁︑二朱以下の目方はその割合に

三︶ころ出灰吹銀の買上制が確立したが︑それま

では銀山地域では灰吹銀が通用していたのである︒諸藩領の顕著な

天和︵一六八一

したのである︒幕府直領の著名な銀山として生野・石見があるが︑
ふき

甲金は武田氏時代にはじまったと伝える︒天正一○年︵一五八二︶

武田氏滅亡して徳川家康甲斐に入って差配したが︑彼は秤蹴や金吹
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金座人・銀座人あるいはそれと関係ある下買人によって︑民間の吹

銀座および大阪の銀座出張所へ売られて藩はかなりの利益をえた︒

替制が行われた︒引替えられた吹金・灰吹銀ほ江戸・京都の金座◆

金銀山でも︑概して金山が時期的に早いようであるが︑藩による引

銀と三つ宝銀の中間に近い︒

字の極印があり︑銀位としては前炎年と前年に幕府が鋳造した永字

五八○目・銅一○○目を加えたものである︒この新印銀は踊・徳の

示して印銀を改鋳したが︑これは元印銀︵四六吹︶一貫目につき鉛

正徳元年︵一七三︶勘定奉行で佐渡奉行を兼ねた荻原重秀が指

所へ送り銀座で吹分けたが︑勘定奉行から佐渡奉行にあてた報告に

︵文銀︶が鋳造された︒同三年に印銀三○○目ほどを江戸の御勘定

元文元年︵一七三六︶金銀改鋳があり︑文字金︵文金︶・文字銀

金・灰吹銀の買収もすすめられた︒幕権下の金座・銀座への金銀の
集中強化も︑前述の幕府の金銀貨による領域の金銀貨の切替統一の
佐渡の小判鋳造はやはり吹金統制の一手段ともいえる︒小判の鋳

の割合より計算すれば文字金一両は印銀七○匁ほどに相当するとあ

よれぱへ文字金一両は文字銀五五匁二分の相場で︑印銀のもつ正銀

過程とほぼ対応するものといえよう︒

は島内でも通用したが︑島外への支払用に多くは充当された︒これ

る︒やがて佐渡奉行両人の連名で︑印銀相場が安いと他国流出のお

造休止のとき︑またその不足のときは江戸より移入し︑ともに一部
に対し印銀は島内通用の唯一の銀貨でもとより島外には出でず︑出

それもあるとし︑文字金一両につき印銀六○匁に定めたいと御勘定

所へ申しでてその承認をえた︒そこで八月に金一両は印銀六○匁︑

灰吹銀の流出などを取締るための有力な対策であったと思われる︒

鋳造したという︒幕府の銀貨は銀に所定量の銅を加えたに対し︑印

はじめ八○○貫をつくり︑寛永︵一六二四

四三︶中ごろまで年を

元和五年以来鋳造された印銀は︑徳通定印の四字の極印があり︑

︶︑印銀一○匁代として五匁四分一厘をあて︑田畑山林等の請返し

前の貸借については五四一と称して︵四八文の○・五四一は二六文

二四文と定めており︑銭に対する印銀相場を高くしたので︑八月以

五年︵一七二○︶に印銀一匁につき銭二六文︑元文二年に同じく銭

印銀一匁は銭四八文に取引するように触れた︒これより前に︑享保

銀は鉛を合わせた︒正保四年︵一六四七︶六月の相川の大火で陣屋

こととした︒しかし印銀の銭相場をいちじるしく引揚げたため︑銭

などにもこの割合でなされ︑役所入用支払などもこの割合で減らす

五

も罹災し︑陣屋内にあった印銀所・御運上屋に保管された印銀も焼
の割合に吹いたので四六吹とよばれている︒慶安四年︵一六五こ

は払底し諸色高値となり︑奉行所は物価を公定したり︑有力町人に

なお

けたので︑これを吹直した︒このとき鉛の量を増して︑銀六・鉛四

につき銭三二文と改めたけれども︑銭は姿を消して印銀一匁につき

銭の頒布方を命じたりしたが実効あがらず︑元文四年には印銀一匁

町相場は一七︑八文ほどにも騰貴したという︒

に︑前述の正保の吹直した印銀に加えて︑元和・寛永の古印銀と︑
で︑合計一︑九二六貫余をえたといわれる︒︒

そのころ没収した品位の劣る偽印銀とを定位の四六吹に吹直した分
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､

いう︒元文三年に文字金一両につき印銀六○目の相場に定めたこと

目の相場に定められたというが︑町相場は二○○目ほどであったと

正徳四年新金︵正徳享保金︶頒布にあたりその一両は印銀一六○

る︒また銭相場は印銀一匁につき二五匁

文字金となって︑宝暦二年までの間一○五

の小形金に対し新金をとくに大金と記したのである︒元文三年より

保七年の棚下帳に︑両替大金︵印銀︶一七五匁とあるは︑前年まで

にまで及んでいる︒同年に佐渡では文字銀一匁につき印銀二匁五分

宝暦二年印銀通用は停止されたが︑印銀による勘定は明治初年

一七四二︶以来は︑ほぼ二七文○八となっている︒

二七文余で︑寛保二年︵

一八一匁となってい

は前述したが︑町相場は定められた相場より六︑七○目ずつ下値に
取引される慣習となっており︑一三○目ほどであったと伝える︒

一ハ

につき町相場二六文として計出したのである︒宝暦二︑一二︑一

八厘と定めた︒それは文字銀一匁につき銭相場は六七文︑印銀一匁

三︵明和・沁︶の棚下帳に︑文字銀の有物が記されて︑一匁が印銀二

さて佐渡の真野町山本家に︑享保四年より明治にいたる数冊の﹁
か薬・たばこ・酒・油・穀物・鍋など諸品の販売を行い︑貸付など

の銭相場は二七文余となっていて︑二匁五分八厘よりやや高くした

匁三分．二匁四分四厘．二匁三分九厘に計算されているが︑棚下帳

年を棚下帳﹂︵勘定目録︶が所蔵される︒山本家は当時廻船業のほ

こまでの金一両につき印銀相場と︑印銀一匁につ蛍銭相場をゑよ

も営んだ︒享保四年より印銀蝿用が停止された宝暦二年︵一七六

で二七文○八前後が多い︒天明三年以降は有金・有銭としてその印

二○○目︑印銀一匁につき銭二七文余

のであろうか︒宝暦一二年より天明二年︵一七八二︶にいたる印銀

貸借高も印銀で計算されている︒廻船による新潟での職入米穀も︑

銀による勘定をあげる場合が多い︒寛政七年︵一七九五︶以降の例

相場は金一両につき一五○

敦賀の船宿問屋に委託販売した緋・昆布など海産物も︵一般に次年

二六○目内外︑天保年間の例でもあまり差はない︒銭は印銀一匁に

では二七○

勘定はすべて印銀によって行われる︒小判・銭の有高も︑諸品も

西局ノ◎

の廻船のとき勘定される︶︑金で示されるが︑やはり佐渡では印銀

つき二七文余であることほぼ同様である︒これら棚下帳によると︑

二八○目が多く︑文政三年より文政小判で一両につき

で勘定される︒享保四︑五年は金一両印銀九○匁．同六年は八二
八五匁となっている︒この金は小形金とあって乾字金であり︑正徳

印銀通用停止後も印銀が勘定に使用されたことは︑長い間佐渡では

にみえるが︑なお佐渡の山本家以外の記録を調査する必要がある︒

印銀が銭とともに主要な通貨であった結果であろう︒これにやや類

明和以後は文字銀の有銀は記されず︑金貨と銭が通貨であったよう

三年にいたり新金建とし︵新金を通用金とす︶︑乾字金通用は明年

するものに但馬の生野銀山の例がある︒同銀山付の諸運上・小物成

四年新金銀の改鋳にあたって︑慶長金・新金は溺用金︵乾字金︶に

限りとし︑同七年までを引替期間とした︒享保六年より元文二年ま

十割増︑つまり塵長金・新金一両は乾字金二両の劉合を命し︑享保

二○○匁で︑享

では︑新金︵正徳享保金︶一両につき印銀一七○
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とおり灰吹銀高をもって示されたのである︒宝暦三年一二月生野代

銀︶に換算し丁銀で上納してきた︒つまり右の納税高は往時の例の

に天和ころ灰吹銀引替制が確立し︑御定歩合・をもって幕府銀貨︵丁

︵雑税︶はかつて灰吹銀が通用し同銀で上納したが︑前述したよう

か︒︵こぱたあっし日本学士院会員・京都大学名誉教授・京大・交博︶

ちも七○年余も灰吹銀による税額の表示をつづけさせたといえよう

通用した天和以前の長い年月の課税の慣法が︑灰吹銀通用停止のの

小物成は文字銀一三匁三分四一六と差定されたのである︒灰吹銀が

のＴ銀換算は三割三分四一六延となった︒たとえば灰吹銀一○匁の

って諸運上・小物成額を表示することを申請して承認をえた︒御定

小葉田先生並びに学士会のご厚意に深謝いたします︒︵編集部︶

附記本穂は﹁学士会会報﹂第七六五号︵一九八四年十一月︶より転載

官より御勘定所へ差出した伺雷に︑以後は灰吹名目を止め丁銀をも
歩合は当時の文字銀は三割三分四一六と定められ︑諸運上・小物成

みけ

｜

佐渡︒御食神社考
ｌ真野町竹田・大膳神社Ｉ

山本修巳
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l
l
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︻祭神︼御食津神︵ミヶッカミ︶を正殿に︑日野資朝を左殿に︑

︻由緒︼大膳神社は御食津神社にして︑宮中の大膳食三祭神のう

大膳坊を右殿にまつってゐる︒

た︒

︻所在︼鎮座地は新潟県佐渡郡真野町大字竹田字町五六一番地︒

竹田は︑新川︵にいこう︶といふ地名から︑かつて国府があった

んとしたが︑雑太城主本間山城守は許さずして談す︒賢栄は阿新丸

宮に仕へた僧擬栄が︑阿新丸を京都より案内して︑父資朝に会はせ

ちにてあるので︑後に大膳大明神と称するに至る︒そののち聖護院

ところともいはれ︑中世にも雑太本間氏の居城があり︑佐渡の一大

は石子詰︶にしたが︑種々のたたりがあったので︑城主は大膳神社

を援けて︑山城守の弟三郎を殺させる︒城主は賢栄を鳧首︵一説に

︑︑︑

である国仲平野の眺望がよい︒竹田川に添うた平野には︑条里制の

下車○・五キロメＩトル︒

両津港より新潟交通バス南線で二○キロメートル︑竹田橋停留所で

ジンジャ﹂︑﹁ダイゼン﹂と云ふ︒

泄榊があったが昭和五十四年の椛造改善事業によって失なはれ

｜

九条家本にも同じ．武田本には﹁ミヶ﹂と附す︒現在は﹁ダイゼソ

︻社名︼新訂増補国史大系本には﹁アヶノ﹂と訓ず︒吉田家本︑

ll

拠点であった︒近くに国分寺趾もある丘陵地から︑佐渡唯一の平野

1
1
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としてまつり︑田五反二畝二三歩を寄進し︑その子賢慶に屋敷一反
大膳神社には︑万延元年︵一八六○︶に奉行所に提出した記録の

六歩畑七畝二七歩を絵して奉仕させたといばれる︒
控が残ってゐるので次に記す︒

ゞ﹁当山法頭山城国醍醐三宝院御門跡御直末大峰先達伊勢国世義寺

薬王山医王寺大宗院

正大先達直同行佐渡国雑太郡竹田村当山流修験宗

一︑本尊薬師如来行銭菩薩作
一︑本堂醒剛準

能舞台三間一三一間半

御除地境内三十五間二三十間余

同田五反弐畝弐拾三分別当支配一円三ヶ一

慶長十五年御検地境内田畑屋敬共
為天下泰平被下置矢ヶ崎七郎左衛門印状有

ママ

御除地敷七畝弐拾分宗百姓惣十郎

捜風古城壱ヶ所御支配
ママ

御除地散三畝八分同断三助

右宗百姓弐人之もの共拙僧支配仕候

一︑大善坊之笈壱笈

宝物

一︑客殿吐州学院共

日野中納言資朝卿自筆之法華経壱部御座候処為菩提阿仏坊妙宣

一︑大善坊之小刀壱腰織満壇轆轤織

寺江相納申候

之用意

船湊二あり是ぷ越後国へ渡り大善坊重而当国へ渡りシ時二山城守大

忍入共居館へ近附事不得二而太刀取本間三郎ヲ討兼て越後

元徳二午年五月九日資朝ヲ謙ス阿新山城守ヲ怨承夜中二城内へ

阿新父資朝二対面ヲ頼共其従山城守不免時ニ鎌倉が之下知依而

京都聖護院御面二仕而大善坊ト云山伏阿新之後見して当国へ渡り

月七日日野中納言資朝卿当国へ流罪ス地頭本間山城守預リ其頃

右当社開基正慶元壬申年人王九十五代後醍醐天皇御宇正中二年七

譲申候

一︑翁之面壱面御座候処・当社明神之能一一付潟上村本間能太夫江相

右本尊開基長和五丙辰年元祖ハ紀州薬王寺卜申行者当国へ薬師如来

別当大宗院︑

故行者願之上和州大峯山江入峯致し醍醐御殿より大学坊卜改雑太

持ち参り︑其節雑太之城主本間殿信仏二薬師如来ヲ持仏二被成侯
殿御祈願職被仰付候

一︑大善大明神五ヶ村惣鎮守雑太殿之御造営也繩恥雌も
一︑本社睾蝿一
一︑拝殿壼州一

一︑末社小祠に御座候
一︑鳥居壱基鵡サ弐帽間四尺万延元庚中願之上再建仕候

一︑門壱ヶ所劫唾一嘉永六癸丑年七月再建仕候
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一
一

一︑御除地屋倣仁叶咋蛸一修験地

一︑再建願之上文政五モ午年三月比に出来仕候

､ 、 、

、 、 、

一
一

一

一

I

一社造営シテ神田ヲ寄付大善大明神卜勧請ス是ざ怪異︿勝り唯節

善坊生補一而巣首然ル︾一大善坊霊魂荒シテ天怪ヲナシ里民苦シム故二

中古勧世今阿弥云人此国へ渡り右之分ヲ檀風卜云認ヲ作り当社祭
廿一日資朝父母之為二法華経一部自筆一ラテ有今同村阿仏坊妙宣寺

礼能開ク委く大善坊之事︿後醍醐太平記二有元徳元巳年五月
納申候
一︑当院別当職開藷之節雑太城主本間殿望ミ依而右大善坊子息壱人
呼寄別当二被申渡従夫代な相続仕候

万延元庚申年

竹田村大宗院

右之通り相違無御座候以上

御奉行所

御食宮免

一︑本弐束五把苅壱束把五かり見出し大宗院﹂

一︑本拾束苅三束かり見出し大宗院

はさま御食宮免

はさま

一︑本五束苅五束かり見出し大宗院

やくしたう沢御食宮免

︑本廿苅五束かり見出し大宗院
や一一ち
御食宮免
︑本百三拾苅見出し無大宗院

﹁やくしたうの前御食宮免

係あるものの象引用する︒

碑

大学寛徳二酉年七月十一日
大覚寛治六中年四月十八日
大学大治元午年七月二十四日
宗学安元三酉年七月二十三日
大宗建仁一彌年十二月一日
大慶嘉禎元来年三月五日
大通文永元子年六月二十日

大膳神社に所蔵されてゐる記録を記す︒

で︑原本より筆写した︒

慶長検地帳は﹁真野町史﹂上巻愈聿極毒匪確十︶には誤植があるの

神

大膳神社には︑江戸期製作の薬師如来が土蔵に現存してゐる︒そ
して︑○・五キロメートル離れてゐる竹田橘停留所近くに︑薬師堂
跡があって︑そこに︑中世末まで修験大宗院が住んでゐた︒そして
て︑領主の庇誰がなくなると︑御食神社も滅び︑大宗院が入った︒

現在の大膳神社地には御食神社があった︒ところが︑地頭が滅亡し

には﹁ダイゼンバャン﹂の呼称もあった︒その﹁ダイゼン・﹂が修験

御食神社が宮中の大膳職三祭神のうちにあるので︑この神社の横心
﹁大膳坊﹂になり︑阿新丸を助けた修験となり︑資朝の物語が生ま

九八七六五四三二一職
世世世世世世世世世一

大栄正応五辰年五月十五日
賢成徳治元午年一月二十三日
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れるのは近世になってからと思はれる︒
・なほ︑現在大膳神社には慶長検地帳が蔵されてゐるが︑そのなか

に﹁御食宮免﹂は﹁大宗院﹂が所有してゐる︒慶長検地帳より︑関

扁

十世大覚賢栄康永元午年十月一
ｆ一世賢栄康暦二申年七月十四日
十二世蟹康応永二十一申年六月四日
十三世擬快
快寛
寛正
正二
二巳
巳年
年八
八月
月二
二十
十九日
十四世贋盛明応元子年九月六日
十五世擬貞天文五申年五月七日
十六世賢良天正九乙年十月三日
十七世攪言慶長四亥年二月十五日
十八世賢養寛永五辰年五月十九日
十九世賢清延宝七未年十月四日
二十世賢範享保八卯年一月十四日
二十一世賢祐寛延三辰年一月二十三日
二十二世賢生寛政四子年十二月二十四日
二十三世賢敬文政五年四月十六日
二十四世賢浄安政元年十二月十七日
ザ

太鼓もあったといはれる︒

一三○戸︒

︻氏子・崇敬者︼氏子区域は真野町竹田︑合沢︑中沢田の一部で

︻境内地︼境内地五五二坪六八︒かっては︑南西一帯に大膳林が
あったといはれる︒

︻社殿・施設︼本殿は間口二間︑奥行二間で幕末ころの建築︒拝

殿は間口五間︑奥行三間で明治二十八の建築︒幣殿は間口二間︑奥

行三間半︒ほかに金毘羅宮が境内にある︒間口一間︑奥行七尺︒

また︑かや葺の寄棟造り︒舟肘木をもった︑天井なしの能舞台が

る︒

ある︒弘化三年︵一八四六︶八月再建と松羽目の背面に記されてゐ

︻宝物・文書・記録︼本尊薬師如来︑大膳坊の笈︑大膳坊の小

︻論社︺畑野町後山に﹁御食神社﹂が現存する︒しかしこの社に

上げ控など︒

刀︑竹田村慶長横地帳︑ほかに能楽関係資料多数︒奉行所への書き

ついては古来から異説が多い︒佐渡名勝志︵延享元年地役人須田六

二十五世日野太市彦命明治二十六年十二月二十九日
二十六世日野貞治彦命大正六年四月二十五日
二十七世日野光治彦命昭和二十四年一月三日
二十八世日野光祥彦命昭和十九年十二月三十一日

︻祭祀︼明治時代は八月十八日︑大正時代からは四月十八日︒戦

御気持命︑神皇産霊尊之子︑往古の御勧請地不知︑今山崎五郎助と

境内案内帳﹂︵通称﹁宝暦の寺社境内案内帳﹂︶には︑﹁御神号大

膳大明神を御食なりと聞きしと云々﹂とある︒また︑﹁佐渡国寺社

右術門著︶には︑御食神社を旧証なしとして︑﹁或人日︑竹田の大

現在の神職日野典二氏は二十九世にあたる︒専職︒

こなわれてゐた︒行事は︑馬まつり︑能楽︑人形︑明治ころには鬼

後島内統一祭になって四月十五日になる︒乙祭は旧十月十八日にお
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弓
￨

申百姓屋舗に神跡有之と雌も不詳﹂とある︒﹁佐渡志﹂︵文化十三
行院いつぎ祭るといへり︑去れど元禄検地帳に見えされば如何ある

年田中葵園著︶には﹁今後山に此社ありとて形斗りの小祠を修鹸観
べき︑竹田村大膳社御食神社なりと︑古き物に記したり云々﹂とあ

〆

︑

︵

︿

大寒の海に向ひて悲しめる

大寒の波にぶつけし怒りあり

め

大寒の海にうつるな瞳を移し

大寒の水平線の打ち震え

相似たる色大寒の海と空

大寒の海のうねりの重為し

大寒の波の重さの打ち砕け

玉葭生

児

る︒﹃大日本地名辞書﹄︵明治二十八年刊吉田東伍著︶の大膳神社
の項に﹁竹田に在りてへ統風土記に之を以て阿新丸を救ひて都へ帰
し奉れる山伏大善法印の霊祠なりと云ふは︑例の虚誕なり︑式内雑
畢け

太郡御食神社の一名のみ︒﹂と記し︑﹃佐渡志﹄の説を引用し︑結
論として︑﹁按ずるに御食津神といひて︑元大内の大膳のつかさ所
に祭られたる神なれば︑古へ通はし呼て大膳の神とも言たるを︑後
には御食の名を失ひて︑大膳大明神との承称しけるにや﹂と記され
てゐるが︑この推定は正しく︑すでに︻由緒︼のところで理由を述
べた︒後山の御食神社については﹃佐渡国誌﹄︵大正十一年刊岩木
拡︶に︑﹁此社もと後山の西隅なる宮所と俗称する所に在り︑時の
社人長次郎なる者自己名義を以て︑延宝七年馬場村与五右衛門に譲
り渡せし為神跡不明となる︒現在は寛延三年後山重立古屋将監なる
者私費を以て経営し︑後勧行院に売渡したるもの﹂と記されてゐる

が︑現在調査しても︑これ以上のことはわからなかった︒なほ﹃
佐渡国寺社境内帳﹄の﹁山崎五郎助﹂との関係もわからない︒なぜ
﹁御食神社﹂の名称をつけたかについても不明であった︒

15

一
一
〜
一

亀田鵬斎作品の所在について

山本修

之助

山水画〃児玉・喜平次

歳朝律〃川辺時三
五言一首ク福蔵院
花詩七絶〃野方佐七郎
三社様〃茅原鉄蔵

狂生歌〃同

山水画〃植田六十郎

虞美人歌詩金沢村堀修太郎

破浄の詩〃同

停樽の詩〃谷間奥蔵

英年七律吉井村加藤政二

三社様〃同

秋景山水両津町磯野進
菊の画賛加茂村斎藤恒

亀田鵬斎先生遺墨展覧会出品目録
軸物之部︵旧町村名︶

写真集を出版したいものである︒

Ｉ大正八年の遺墨展出品目録ｌ

気とお金の必要とすることであろうが︑これを写真にして︑一冊の

これを︑再び借りて展覧会を催すことも困難であろう︒時間と根

作品の所在が判明できると思う︒

ので所蔵者にも変動はあったことであろうが︑大体において︑鵬斎

にも見あたらない貴重な資料である︒もう七十年あまり以前になる

かった︒その時は︑出品者に配布したものであろうが︑今ではどこ

沢根小学校を会場として催した時の謄写版一枚刷の出品目録が見つ

今回︑私の荏川文庫から大正八年十二月二・三・四日の三日間︑

ているが︑その出品目録が見あたらなかった︒

して展覧会を︑たびたび催した︒明治時代から催されたように聞い

人が多い︒そして︑佐和田町沢根を中心にして︑その所蔵品を出品

こうしたことから︑佐渡には鵬斎を敬慕し︑その墨跡を所蔵する

派をなしていた︒

鵬斎は︑漢学者としても︑すぐれていたが︑霧道家としても︑一

義などして︑佐渡の文教の向上に影響を与えることが多かった︒

人矢島望の宅にいて︑励風館の建立に尽力し︑また各地で漢籍の誰

約百十数日佐渡に滞在した︒その間︑主として佐和田町五十里の門

江戸の大儒亀田鵬斎が︑文化七年︵一八一○︶五月から八月まで

〃〃〃〃〃〃

〃〃"〃〃〃

①
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口意
〃

同

田中信次
菊の画

落花の語

准海七律

論語の語

中山五兵衛
同

″

河原田町

〃

大平酔民の賦

佐州作
寒江独釣の図

寿山福海

山田喜左衛門

北見幸三郎

酒ノ詩

槍海之語

石詩二首

達摩二泥舟ノ賛

口宿の語

本間梅太郎

近藤玄養

神禄禅師偶

同

石刷二

同

″

中山五兵衛

〃

〃

″

剣口乃句

″

山本半蔵

拙斎の記

秋老ノ詩

七律二首

口明人絶句二首

同

草風ノ律

几詩の詩

月下の句

相川の作

顕楽耕図賛

□□の詩

松井六蔵
高野運平

山水二幅

同

加藤新一
酒井直一

飯田新一郎

飯田要

河原田町

歌三首
励風館記文

李太白の語

″

春夜の宴

三雪景之詩

竹の画

〃

真野村

〃

七絶三首
甲午孟春古詩

東波ノ文

〃

二宮村

〃

酒の詩
山水大幅

二宮村

山水

″

山水大幅

鶴の詩

八幡村

〃

二見村

同

小杉胤次
村岡幸蔵
平田泰蔵
松岡正之

幅野今八

西山徳兵衛
原田安太郎

同

同

同

同

伊藤赤水
佐藤健蔵
中山林平
柏原龍蔵
斎藤七治

佐々木増右衛門

同

窪田又平
河野一朔

児玉茂十郎

西牧利八
加藤磯吉

尾畑與三作
三井松五郎
三井松五郎
加藤長三郎

矢島界蔵
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山水

山水

不二の画賛

相川町
〃

山水

岳降五絶

ククク沢真〃沢ケクヶクヶク〃〃〃〃〃〃〃〃〃相〃
根
野
根
川
町
村
町
町

同

手紙

畳山居村十二首

竹二俳句
□口五首

本間茂三郎

松木政吉

同

同

阿野松蔵

佐点木弁次郎

金子伊八
加藤龍憧
山本末吉

近藤吉太郎

伊藤藤助

高野運平

岩木拡

士屋東一
士屋東一

同

山本半蔵
下山堯安

同

野方佐七郎
中山五兵衛

同

同

同

山西藤左衛門
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修身ノ語
苑口七絶
一言乃句

北越元且ノ詩

遠想聯句

三田村高蔵

同

土屋忠雄
同

雑之部

山水画賛

三田村大蔵

二宮村

〃

額面
全

同

金子弥代吉

相川町

士屋次作

新穂村

″

全

新穂村

全

手紙一

喪祭略儀一冊

相川町

真野村

扇子一

胸中山一冊

金沢村

〃

加藤治平次

矢島先生ノ画
酔郷︑巻物

河原田町

〃

聖像一

竹の聯

〃

沢根町

〃

論語孟子四冊

樽書写一

両津の詩

山西藤左衛門
同

中川政太郎
同

積榔樹額一

古城儀

同

本間高蔵

本間喜左衛門
本間源右衛門

同

大沢一松
金子銀蔵

〃 〃 〃

〃 〃 〃

白鴎の詩
北山合作
適志ノロ
蔬覆長詩
寿詩
人間常愁ノ詩
ローノ句
琴酒の語

町
町

落花ノ詩
故人ノ詩

山水・
覺年の詩
七絶双幅
甲戊試筆二軸
山林の句

却口甘為文
小野篁文

北友の詩
七律二首
三社様

俳句

クククククク沢ククククククク〃〃沢〃〃〃〃〃クク
根
根

、

六曲屏風
同

本間琢斎
佐と木久右エ門

土屋宗益
真藤治八
土屋忠雄

本間源右衛門

称念寺
宮田稔

沢根町
全額面〃
全
〃
全
〃
全
〃
全
〃

︵以上百三十点︶

大正八年十二月二・三・四日

中川倉吉
藤本亀蔵

中川政太郎

佐を木弁次郎

末武文治

金子弥代吉

会場沢根小学校

この時︑中西さんは︑蛍だ三十歳前で︑紺ガスリの着物で︑や

らして狂人じみた姿は︑今も忘れられない︒

若い詩人らしい章句である︒

p

酒の語︑小切
六曲屏風
印箱
左氏伝及箱謹額二

筆筒
額面
全
全

なった︒

や小肥り姿で︑自作の詩を朗読した︒その後︑﹁月夜の牡丹﹂と

流星のごとく我生涯を終らむ悟堂

いう小型の詩集を出版した︒その中の

中西さんは︑戦後朱鷺の視察に佐渡へも来られ︑短歌を残して

を︑短冊に書いてくれた︒

誕生した︒そのころ︑新潮社から﹁日本詩人﹂が発行され︑その

いるが︑お逢いする機会なく残念である︒

仲間で︑この築地小劇場を借りて﹁詩人祭﹂などというものを催

大正十二年の関東震災後︑小山内薫らによって︑築地小劇場が

くしていた︒

今から六十年あまり以前︑大正の末年私は詩人仲間として親し

国に知られている︒

昭和九年﹁日本野鳥の会﹂を創設し︑長くその会長として︑全

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

詩の講演などもあったが︑仲間が舞台に出て︑自作の詩を朗読

した︒
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えてあるまじけれＶ︑宮の周辺より疎外され孤立の憂悶に堪へい

事があり︑その極点に︑翌年の伊周・隆家兄弟の流罪の宣旨が下っ

の従者が七条大路にて闘乱︑八月二日隆家従者の道長随身殺害等の

長・内大臣伊周︑仗座にて論争︑同月廿七日道長・中納言隆家両者

の裳に︑紫苑・萩など襲の色目がとりどりで︑いかにも好みのよい

のでした︒御簾の隙からのぞくと︑八九人ほど︑朽葉の唐衣・薄色

候にかなひ︑︵仮宮とはいへ︶一点気の緩みもなくお仕へしてゐる

しゑじ象とした風情でありましたよ︒女房の装束・裳・唐衣悉く時

本日︑御座所︵Ⅱ明順の小二条邸︶に参上し堂したところ︑実に
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枕草子第百四十三段﹁殿などおはしまさでのち﹂

覚書き㈲

坂口昭一

が︑宮の求心力に抗し得ぬ︑といふ心情を吐露してもゐる︒そんな

りＶｌ不愉快な事があったので︑久しい里居を決めこんだ︑とい

中関白道隆が蕊じたのは︑長徳元年︵九九五︶四月十日︒この章

ふのである︒しかし︑八御前わたりのおぼつかなさにこそ︑なほ絶

段は︑翌二年の回想記事とされてゐる︒道長の政略にはかに著し

たのである︒この年三月四日定子は内裏を去り︑翌三年六月再び職

︾わ◎

折︑右中将源経房が︑作者の里を訪ねて来て︑早急の出仕を従通す

御曹司に遷御するまで︑父道隆がわが為に新造した二条北宮︑外叔

のを﹂といったところ︑﹁ことさらに露を置いたまま御覧になりた

ゐたので︑﹁どうしてかうなんです︒刈りとらせたらよささうなも

いとの恩召しですから﹂と︑宰相の君の声で返答がありましたの

姿で並び座ってゐました︒それにしても︑前栽の草がひどく茂って

ある︒また︑道隆の嘉去の前後は︑鎮西を源とする流行病が狽獄を

で︑深く感じ入った次第です︒﹁やはり︑長いお里下がりは︑大層

父高階明順の小二条邸等仮住まひの折有であった︒同胞追捕︑二条

へ︑伯父道頼・季父道兼もその中に含まれ︑政権の帰趨も混沌とし

極め︑長徳元年四月より六月までの間︑納言以上の死者は七名を数

北宮焼亡︑母高階貴子の莞︑脩子内親王の誕生は︑この間の事件で

らは︑彼の老櫓な術数に易盈と翻弄されて行く︒同年七月廿四日道

く︑元年六月什九日氏長者・内覧︑道隆遺児中宮定子・伊周・隆家

て象やうと恩ふ︒

然るに︑作者はハ何ともなくうたてありしかぱ︑久しう里にゐた

てゐた︒

"〃〃〃〃〃

少しく視点を変へて︑標題章段に拠りつつ︑当作品の一面を追尋し

記的回想的章段の意義︑秀句の検討等試ゑた事があったが︑此度は

※ｌ

枕草子について︑所謂内容の三分類と随筆といふ規定の相関︑日

"〃〃〃〃〃

支障があるにせよ．必ず鎬傍近くにお仕へするはずの者と恩召しで

情けないわ︒こんな佗びずまひをなさっておいでの時には︑どんな

に識り急いだのか︒女院詮子・中宮定子の行啓︑礼装の中宮のめで

八明順の朝臣の心ち︑空を仰ぎ︑胸を反らいたりＶは︑八春の風Ｖ

の消息︑道長の伊達者振り︑仏国土に見紛ふ華麗壮重を極める供養

のさま︑松君の愛らしさ︑供奉の院司・殿上人・上達部︒八今の世

たさと一門の姫君達︑選りすぐりの女房︑都合三十台の女房車︑帝

の御ことどもに見たてまつりくらぶるに︑すべてひとつに申すべき

すのに︒甲斐もなく﹂と口盈に言ってゐたのは︑多分︑あなたにお
て御覧なさい︒格段にしみじぷとした情趣の御所の様子ではありま

にもあらねば︑もの愛くて︑多かりしことどもも︑ゑなとどめつＶ

話してお耳に入れよといふことであったのでせうよ・とまれ参上し

ら﹂などとおっしゃる︒

い盛儀であったのである︹二七八︺・

Ｉ定子亡きあとは︑ことさら名残は胸裏深くひそめるより術のな

したよ︒露台に据ゑられた︵白詩どぼりの︶牡丹の風情といった
﹁でもねえ︒象なさんが憎らしいと思ってゐたのが︑私にはそれ
がきた憎らしく感じられましたのぞ﹂と御返事申しあげる︒﹁今更

折︑今は父の威光を負ひつっ権大納の地位にある伊周が︑自身沓を

同年の事であったか︑関白道隆が︑黒戸の御所の戸口から退出の

ほんに此度の御所での明暮はいかがであらうか︑と推察申しあげ

登花殿まで群卿ゐ並ぶ中で︑衆目よもやと承なしてゐた下座の礼を

とってはかせた事︑同じく権大納言中宮大夫の道長が︑飛香舎より

のんきなことを﹂といってお笑ひになる︒

る︒といふのも︑わが里居は︑宮さまの御勘気によるものではな

顧れば︑それらの事どもは︑中関白家の栄華と御堂関白道長の隆

とるといふ事もあった︹一二九︺ばかりである︒

く︑お傍の人々が︑﹁少納言は︑左大臣方︵道長︶の人とよしみを
通じてゐる﹂として︑集っては噂し︑たまたま局から参上する私を

昌とが激しく交差する目くるめくやうな時点に於けるものであった

見かけてはふと口をつぐ象︑私一人を退け者にしてゐる様子︑こん
なことは今までなかっただけに續にさはります︒﹁参上せよ﹂とい

のである︒

二年中納言従三位︑九月廿一日叙正三位︑天禄二年中納言正三位右

超子を冷泉後宮に入れ︵安和元︶て兄兼通を超えてゐた兼家︵安和

長兄一条摂政伊尹が︑天禄三年︵九七二︶十月に蕊ずるや︑一女

の軋櫟を生じさせたともいへるのである︒

きものであり︑それが禍根前例ともなって︑再び道隆周辺と道長と

極め︑既に堀川関白兼通と兼家との同胞間のそれは︑その最も甚し

藤原北家師輔流にあっては︑摂関・氏長者をめぐる争闘は熾烈を

ふ度度の仰せ言を聞き流して︑本当に久しくなりましたが︑それは

それでまたお傍では︑私が左大臣方の者であると一途に決めつけ
て︑身に覚えのない噂が生じたりもするのでせう︒

ここには︑中関白家の勢威は微塵もなく︑大きな後楯を失って孤
立を深める中宮の寂しい日常が語られてゐる︒僅か二年前︑正暦五
年二月の積善寺供養の折に︑道隆の猿楽言にいぶじくも横溢してゐ
た八おのが宿世は見え侍りぬるＶの心驍りはどこへ行ったのか︒

2
1

大将︑天禄三年大納言正三位︒兼通は︑安和二年参議正四位下︑
※２

九月廿七日従三位︑三年参議従三位︑天禄二年位階不変︶に対抗し
て︑兼通は︑夙に此日あるを予期してゐたものか︑同胞安子︵村上

※３イ

ひ︑従兄頼忠に関白位を譲り︑兼家の右大将は召上げるといふ二度

目の逆転劇を演じたのである︒此内証は世人を鷺かせ︑兼通の八非

兼家の雌伏は依然続く︒上に関白正二位氏長者︵再︶頼忠︑右大

常の心Ｖより出た言語道断の振舞と評されたものだった︒

皇后︒冷泉・円融母︶の八関白をぱ次第のままにせさせ給へＶなる

臣従二位源雅信がゐる︒頼忠小野宮流の下風に立つわけである︒頼

※３イ

遺言をかざして円融帝に迫り︑一挙に権中納言従三位から大納言を

の死を賭しての最後の除目で︑︹停右大将遷治部卿︺︑権中納言藤

する︒外孫を帝位につける為には︑父帝の御在位が邪魔である︒円

をあげる︒懐仁︑後の一条天皇である︒ここから兼家の謀略が議動

天元三年︵九八○︶超子に次ぐ切札Ⅱ円融女御詮子が待望の皇子

吐いたものだ︒

独り道長のみ八かげをぱふまでつらをやはふまぬＶと激越な言葉を

※８口

忠一男公任の才子ぶりが喧伝された時期である︒無念の兼家方では

※２

歴ずに関白従三位内大臣︑翌を年天延二には︑宿願の関白・氏長者・

太政大臣正二位と踊進する︒︹自内大臣任太政大臣初例︺と記録さ
り貞元二年までまる六年大納言正三位︑挙句︑貞元二年には︑兼通

れる目ざましい大逆転劇を演じたものである︒兼家は︑天禄三年よ

原済時任右大将といふ仕儀となり︑依然久しく不遇をかこつ事にな

の抗争で二度までも苦杯を飲まされ︑道子立后で新たに遺恨を生ぜ

融退位・花山即位の台本を一刻も早く仕上げねばなるまい︒兼通と

※２

る︒兼通は︑それまで一顧だにしなかった女嬢子を后がねとして円

実現し︑天延三年には朝光が権中納言従三位︵超五人︶︑貞元二年

なふ年であった︒六月廿三日︑二男道兼に主導同行させイ花山帝を

位︑廿六歳︒花山即位︒懐仁立太子︒寛和二年は︑兼家の宿志のか

しめた円融帝である︒永観二年︑花山外叔父義懐の非参議従三位に
先立って︑一男道隆は同じ官位を占めてゐた︒八月廿七日円融退

月一日皇后︶のを手初めに︑男顕光・時光・朝光らの強引な昇進を

※４

融後宮に入れた︵天延元年二月廿九日︒年廿七︒四月七日女御︒七

には朝光が権大納言従二位左大将︑顕光が権中納言正三位︹年中四
された許りか左大将を朝光に占められた兼家の怨みはすさまじいも

八月には准三宮︹列三公之上︺といふしたたかな権力奪還を実現し

た︒六月廿四日︑摂政・氏長者︑七月従一位︑然も右大臣を辞して

欺き退位に至らしめ︵在位一年十ヶ月︶︑外孫皇太子の践昨をみ

※２

ケ度加級例︺︑時光が参議従四位上といったさまで︑右大将を剥奪
のであった︒兼通は︑この貞元二年︑関白在位六年にして病残する

た︒久しい雌伏の反動からか︑一族の異常な昇進を専断し始める︒

※２

のだが︑臨終間近の病床にあって︑兼家の牛車がわが邸に向ひつつ
あると聞き︑見舞あらば讃年のしこりも氷解せしめ関白位も談らう

った二男道兼は︑七月参議従四位下︑冬には権中納言正三位︑道隆

道隆は権大納言正二位︹一ヶ月三ヶ度加級例︺︑花山退位に功のあ

舅高階成忠も非参議従三位︒翌寛和三年︑道隆は従一位に叙せられ

※２

と一旦決意したのであった︒しかし︑兼家が好機到来と内製に参上

し︑秘かに関白奏請に及ぱうとした兼家を尻目に最後の除目を行

する際兼通邸を溺過したのだといふ事を知るや︑病を冒して参内
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二位につけたものの︑伊周をして叔父道長を超えしめる︒内大臣正

き難いものとなってゐた︒果して同五年︑道隆は︑道兼を右大臣正

三位伊周型︹超大将任大臣例︺︹超三人︺︑権大納言従二位道長︒

ｌ道隆ｌ伊周の政権譲渡の路線が成立しつつある︑といふ不満が抜

列なる︒翌永延二年︑道隆は再度従一位を返上して伊周に従四位下

更に四男隆家も非参議従三位︒一男道頼は劣腹として願られず︑中

るところを︑その二男伊周を正五位下につける為に譲る︒道長もか

を賜り︑道兼は従二位︑道長は権中納言従三位となる︒永昨元年

宮と同じ高内侍腹の伊周・隆家が日の当る所にゐる︒此頃であらう

げるふの日記作者を母とする道綱も共に非参議従三位として公卿に

暮︑兼家は遂に太政大臣を手中にする︒道隆内大臣正二位︑道兼権

※２

大納言正二位︒

のやあたれＶといって見事に二本とも的中させて了った︒伊周はす

で八道長がいへより糸かど・きさきたちたまふくきものならば︑こ

に二劣った︒そこで道隆は二手延長を命じた︒すると道長は一手目

氏長者・摂政を既に襲ってゐた道隆に対立する権大納言正二位道兼

っかり臆してあらぬ方向に射る始末︒二手目も道長ずばり的中︒座

か︑東三条邸南院で競射の事があった︒伊周の当り矢の数が︑道長

・権中納言正三位道長の榊図である︒この時点︑道隆には︑わが妹

は白けて了ひ︑道隆は伊周を激しく制した︒正暦期の中関白家の栄

かかる兼家のあくなき権力欲は︑その子同胞の間に果てしなく継

といふよりもまた円融女御︵現在皇太后︶であるよりも︑父兼家女

華Ⅱ政権の私物化は︑道兼・遣長の怨念を同時に進行させてゐた︒

承されて行く︒永鮓二年︑摂政四年関白一年にして兼家蕊︒関白・

たるにふさはしい意思や行動の著しい詮子に頼らず︑自前の政権の

に︑同月廿五日十四歳の定子を入内せしめてゐた︒翌正暦二年︑道

構な朗諦︑中宮の課題︑道隆三位中将の折の機転に等しい作者の手

年の事でもある︒清涼殿高欄の五尺の桜︑伊周の﹁三室の山﹂の結

る︒上述積善寺供養は此正暦五年二月の事であった︒作者出仕の翌

る道兼・道長の胸中に明確な形で去来するやうになったかと思はれ

※３回

いふし︑道長友彰子は三歳の幼女である︒無論外戚の永続を願ふ兼

礎となるべき定子を擁してゐた︒道兼は女のない事を多年嘆いたと

仲父兼通の逆転劇八関白は次第のまにまにＶが︑道隆・伊周に対す

兼内大臣正二位︹超二人︺︑道長権大納言正三位︹超四人︺︑そし

柄︑同じく中宮の巧みな話術に語られる宣耀殿女御の故事等は︑女

家の後押しもあって︑この年一月五日元服を果した十一歳の一条帝

※２※２

にして権中納言従三位︹超五人︺といふ昇進ぶりである︒同三年︑

明王の眠りを熊かす﹂は︑帝の御感を得たし︹三一三︺︑︹八一︺

房でさへ思ふことなき心地がしたといふ︹二三︺・伊周の朗吟﹁声

て伊周は四年前の寛和二年に昇殿を許されたばかりなのに︑齢十八
道長は権大納従二位︑権大納言正三位の伊周︒同四年︑摂政正二位

では同じく伊周が管絃の御遊の後︑八琵琶声やんで云々Ｖと吟じた

道隆に一旦辞してゐた関白の勅が下る︒兼家の威︑皇太后詮子は同
胞︑帝は甥︵定子中宮共灸若年の御夫婦である︶︑これらの条件は

一︺︑上記︹一二九︺の道長鱒踞の礼等︑作者の新参意識の中に鮮

のは︑御仏名の地獄絵の恐ろしさを忘却する程見事であった事︹八

の功はわれにある︑の自負がくすぶってゐる︒このままでは︑兼家

道隆独り専有すべきものではない︒殊に道兼には︑花山退位の最大
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烈に記憶された同じ年の繁栄の様であった︒だが︑十一月に入る
と︑道隆は飲水病を患ふ︒昨年来娼鍬を極めた流行病︑八死亡者多
ク路頭二満チ︑往還ノ過客鼻ヲ掩ヒテコレヲ過り︑：：．骸骨道ヲ塞

グＶが沈静したかに見えた頃である︒翌六年︵疾疫天変の故を以て

※３戸

こと身にあまりぬる人Ｖ︑容姿・才の余人に優れてゐた伊周が︑父

蕊じて服喪の間に打出した政令が︑着衣の伸縮といふ不急のもので
※６

あった点に︑若年未熟の執政を暴露し︑世人の失笑を買ふ事にな

廿六日両度辞表を奉り︑三月九日には︑伊周が内覧の宣旨を受け

能︑五日叙位儀は箙中に候するの桑であったといふ︒二月五日・同

景舎︶︒しかし︑道隆の容態は悪化し︑此二日には所労で参内不

の説得が効を奏し︑内大臣正三位伊周五月五日止内覧︑右大臣従二

の後押しで︑再び機会を窺ふも︑安子遺言の道理を持出しての詮子

月八日蕊去︒︹関白十二日︒世云七日関白︺・伊周は︑定子・成忠

宿願を果したかに見える道兼は︑しかし昨年来の流行病に倒れ︑翌

道隆亮後十七日︑漸く道兼は関白宣旨を賜り︑翌廿八日氏長者︒

る︒更に帝の思召しには︑その都度詮子が介入して行く︒

る︒遂に四月十日道隆蕊︒摂政三年関白三年︑享年四十三︒中関白

ただ七日八日にてやみ給ふ人はなくてやはＶと外部の思惑を陣らぬ

位道長六月十九日任︑為氏長者︑内覧︒八今はただ御命をおぽせ︒

二月廿一日長徳に改元︶正月十九日二女原子︑東宮女御となる︵淑

家栄華存続の布石の一に︑伊周には八あながちにＶ内覧宣旨を賜っ

成忠はじめ外叔父らの励ましにのせられる伊周ではあったが︑人心

※６

※２

てゐた︒道隆・伊周の政権機構はここまでで︑事後︑道兼・道長へ
中関白家の政権私物化と道隆の伊周への偏愛は︑人心を離反させ

と政権は推移する︒

家の権力相続の根拠を失はせる︒然も道長は︑関白・詮子・道兼と

あったらう︒兼家・超子共に亡き現在︑詮子と道兼の功は︑中関白

に花山帝を八すかしおろしたてまった道兼に帰せられるべきもので

法皇ヲ射ダル事︑女院ヲ呪咀シタル事︑大元帥ノ法ヲ私二行ピクル

相不明のまま二月十一日罪名勘申︑四月廿四日配流の宣命︑八花山

立たせる︒長徳二年一月十六日の伊周・隆家による不敬事件は︑真

た︒自らの意思の有無に関りなく︑錯綜する利害が彼女の悲境を際

定子が中宮である背景には︑かくまで様盈の条件が囲練してゐ

既に道長に移って了ってゐた︒

時姫所生の同胞であるのに︑伊周がその位階を超えてゐる︒道兼・

は出雲権守に為すｌに至る︒冤罪といふ事で︑一族の結束は固

事等Ｖの罪を以て内大臣伊周朝臣は大宰権帥に︑権中納言隆家朝臣

※３口

て了った︒兼家一門の隆盛の功は︑第一に超子︑第二に詮子︑第三

道長には定子の年齢・才・容色に匹敵する女がないが︑中宮にも未

かった︒病気を理由としたり︑物見高い京雀の垣をなす中で中宮御

く︑また当事者である兄弟も頑強に抵抗を続けて命に服する事がな

だ皇子誕生の徴はない︒かくして詮子・道兼・道長の連携が始ま
る︒帝の意向は常に定子の上にあり︑上記︹三一三︺の如く︑帝と
同じうしてゐたから︑伊周政椛の恩召しであった︒また︑そそのか

りで︑容易に配所に発たず︑捕吏の手に負へぬ仕儀であった︒五月

所に候し続けて逮捕の段になると中宮や母と相携へて離れなかった

※３口

八まことしき文者Ｖの評がある高内侍腹の伊周・定子兄妹は好尚を
しを専らとする中宮外祖父成忠の熱心な祈祷もあった︒八ょろづの
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へられ編代車で配所に赴く︒伊周は逃亡︵愛太子山︒春日社とも︶

しめ︑扉・壁板等所嫌はず破推して捜索検挙を断行した︒隆家が捕

一日︑業を煮やした朝廷では︑厳しい督促の上︑逐に御所に乱入せ

七七︺が︑同じ情況下にあったものであらう︒

る事ありて里にある頃︑めでたき紙二十を包みて賜はせたりＶ︹二

ついてとかくの風評があった事︹八四︺また︑八心から思ひみだる

・四年の回想ともされるが︑殿上人がわが里を頻繁に訪問する事に

斉信の事も絡められてゐるが︑彼女が情に惑溺しない知性的客観的

断交の経緯を主たる話題としてをり︑彼女が特に好意を寄せてゐた

前者については︑かつての夫で現在も妹・兄と公称の椛則光との

父亡き今︑事件の渦中にあって度重なる屈辱に堪へてゐた懐妊中の
の後︑山崎離宮に向ひ淳和院で留められる︒母貴子も出家し同車︒

中宮は︑ここに落飾︒四日伊周出家︵後に虚報と判明︶︑一旦帰第
五日︑貴子に同行不許の宣旨︒伊周は播磨に︑隆家は但馬に停めし

には里を知らせなかったものを︑則光の消息に︑宰相中将斉信が

視点を保持してゐた事が読象とれる章段である︒源経房・源済政外

再三八いもうとのあり所申せとＶ責めて閉口する︑いかがしたもの

む︒六月八日︑中富御所二条宮焼亡︒中宮は︑連座を免れた瓢逸人
遷御までの御座所となる︒十二月十六日︑第一子脩子御産︒十月︑

か︑とあったが︑なぼ歌を以て口どめした︑といふのである︒︹二

高階明順の小二条第に移り︑ここが翌長徳三年六月廿九円職御曹司
伊周・隆家と切離されて落胆衰弱の度を加へた蹴子の蕊︒伊間の情

の袖凡帳停止︑︹一六一︺の斉信の朗詠の名手としての面目︵男女

○二︺の斉信の移り香のめでたさ︑︹八二︺の草の庵の応酬と斉信

間をいふ隠諾を共有した事に注意︒人間の四月・蒲会稽之過古廟・

に立戻って大宰府に追はれるといふ事が此間にあった︒︵母の見舞

未至三十期と買妻恥剛︶か︹一三五︺同じく月与秋期而身何去の吟

や象難い入京が露見し︵滞告者は中宮大進平生昌ら︶︑四月の宣命
許可を求める上奏文を奉った隆家は︑聯無きを得て但馬に停められ

話には中宮共々感動した事ｌそしてここには︑賞賛の役をわが役

と決めてゐるのに︑一旦男女間の関係を生じては︑公平な評価が不

たままであった︶・両人に召返しの宣旨が下るのは︑翌長徳三年四
かかる騒ぎの中で︑人心流動する事甚だしく︑中宮周辺も絶えざ

二八︺八幡行幸の際︑帝より女院への使者を勤めた斉信の容儀のす

可能になるとして︑斉信の接近を拒む事が書かれてゐるＩ︒︹一

月五日︒隆家入洛四月廿二日︒伊周は十二月であった︒

る疑心暗鬼を生じてゐた︒作者については︑︹一二九︺の解釈が安

の細密な観察︵またそれにふさはぬ自己の容貌についての卑下︶等

ばらしさ︑︹八三︺斉信の物語の主人公と見紛ふ見事な振舞と作者

定を欠くにしても︑彼女が道長晶眉であるのは周知の事であった
し︑異母兄戒秀が道長に近い事︑同母兄致信が道長家司藤原保昌の

の諸章段に徴しても︑斉信への人並以上の好意にも拘らず︑作者は

郎等である事︑道長家司藤原惟風の母が清原某の女である事等︑要
件の可否を間はず︑彼女が疑惑の中にあったのだ︒枕草子に於ける

か︑道長との結託を兄誠信が怨み憤死するといふ事があった由であ

尚厳しい一線を画してゐる︒長保三年権中納言につく時であった

※３画

は︑六・七・閏七・八月と長期に及ぶものであった︒或いは長徳三
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1

道長への言及は他に︹一四三︺︹二七八︺がある︒此時期の里居

0

※２﹃公卿補任﹄︵国史大系銘︶

※−﹁﹃枕冊子﹄遊歩抄﹂︵新潟県高教研﹃国語研究﹄︶

るが︑枕草子の如上章段は悉く斉信をほめたものである︒因みに経
房は左大臣源高明の四男︒母右大臣師輔女︒道長妻高松上明子は高

※３的八巻本﹃大鏡﹄回﹃大鏡﹄

※４﹃日本紀略﹄︵国史大系Ⅲ︶

正暦五年十二月︶では︑御仏名の翌日︑上の御局で済政は箏の琴︑

※５﹃本朝世紀﹄︵国史大系９︶

明女︒それらの縁で道長の猶子︒済政は大納言時中男︒︹八一︺︵

ゐたものらしい︒殊に経房は︑この時期︑極めて微妙な立場にあっ

経房は笙の笛を合奏してゐて︑帝︒中宮・伊周らに目をかけられて

※６﹃栄華物語﹄

※※枕草子の章段番号︑引用文は岩波古典大系枕草子・紫式部

た事になる︒

日記による︒

かわると思われるが︑巻末の著者解題には﹁格別の因縁もある宮城

ヨーロッパ旅行の折の言ソドンの雨のひと夜のプラタナス﹂にか

にわたる作句の自撰集で︑題名の由来は︑直接には昭和四十八年︑

酒井友二Ｉ

四郷俳句集﹁ロンドンの雨﹂偶感

去る四月︑山中四郷俳句集冒ンドンの雨﹂が出版された︒著者
語﹂を長期連載し︑また毎号の﹁磧草吟社﹂欄の常連としても馴染

道雄先生作曲の同名の箏曲の題によった﹂とある︒俳句と琴と尺八

の本名は山中観一︑本職は歯科医︑本誌にはすでに﹁佐渡本間物
みの方である︒氏の趣味は多岐にわたり︑俳句はもとより︑短歌・

とのつながりが見え隠れする︑俳句的命名というべきだろうか︒

句集に序文を寄せられたドイツ文学者の高橋健二氏は︑俳句が第二

詩型文学に携わる人糞の中に︑底流として尾を引いているが︑この

も︶が第二芸術であるかどうかの論議が盛んになり︑それは今も短

さて︑戦後間もないころ︑桑原武夫の提唱によって︑俳句︵短歌

尺八・観世流謡曲・郷土史研究・骨董蒐集さらに最近では陶芸にも
手を染め︑玄人はだしの作品をものする︒その上長年にわたって佐
渡体操協会の会長も勤められるという︑まことに多芸多能な方であ
﹁戸ンドンの雨﹂は？昭和十八年から五十八年までの︑氏の半生

る︒
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注

余技としてたしなむことはたいへん結構なことだと私は思う︒バー

芸術であることを肯定した上で﹁職業を持つ市民が楽し承に俳句を

鈴つけし牛の寄り来る山の涼

アルプスの夏草の花承な小さく

ローレライ唄ふ人魚の像仰ぎ

る﹂と書いている︒

やパチンコに通うより︑俳句に遊ぶのはまことにゆかしい営承であ

ローレライの歌湧き起る船の上人魚の像の下をいま航く

シーザーが蕊れ流せる血の色に咲きてゐたりき夏草の花

アルプスの雪解の水を吸ひて咲く花の五彩は小さし可憐に

著者も
も﹁
﹁あ
あと
とが
が基
き﹂に︑﹁俳句は溜息だと言った人がいる︒溜息

アルプスの乙女は鈴を振りながら牛を呼ぶらし寄りて来る牛

は誰で
でも
もす
する
る︒
︒命
命七
ある者の繰り返す摂取と排泄のいとなゑの一つに
の歯ぎしりにしか過ぎないのではなかろうか﹂﹁俳句は溜息のコピ

身をめぐるものみな白く冬を病承

過ぎない﹂﹁いかにうまく悲憤滕慨してみても︑それは所詮ごまめ
Ｉにすぎないかも知れない﹂などと書いている︒しかしまた︑﹁俳
句はその詩型からくる体質的な弱点と同時に︑窮鼠が猫を噛むよう

点滴は遅を落日は矢の如く

春寒し六鮪の一つ奪はるる

三メ

ントとしての意義﹂という言葉も見える︒そしてこれはおおかたの

な瞬発力を持っている﹂﹁愛と死のはざまに生きる個人のモ

えられるという短歌俳句の作者たちは︑その限界をはにかゑながら

巡回の深夜のプレが残しゆく孤独に耐へて眠らむとする

失ふは六肺一つにあらざらむ剃られ苦悶の刻がはじまる

身の廻り彩るもののみな白く夜半に目覚むる病室の冷え

短詩型文学愛好者の気持角を代弁する言葉でもある︒百万単位で数
一方ではいささかの気負いと意義を感じて︑作品を作りつづけてい

を得ているものであるが︑たまたま話が短歌論などにおよぶとき︑

三日見ぬ間の葉桜とうい係と

ただ眠る五月人形より小さく

万愚節まこと男の子の生れたる

ところで︑筆者は山中氏の数多い趣味のうちの短歌を通じて知遇

る︒

る︒たしかに十七字と三十一字とでは︑数字的にも俳句の方が四十

三日見ぬ間の葉桜を見て来れば頬に張り増す孫のかほぱせ

枕辺の五月人形より小さくただこんこんと孫は眠れり

男の子生るはづむ電話に誰一人信ずる者なし四月一日

氏はよく俳句のきびしさ︑短歌の表現の甘さということを口にされ

の上での努力は二○○・︿１セント以上必要かも知れない︒

五パーセントほど言葉のハンディを背負っていることになる︒表現

爽竹桃赤しブルータスお前もか
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試みに著者の同一題材になった俳句と短歌とを併記してみた︒山
中氏は俳句は﹁杉﹂誌友︑短歌は﹁歌と評論﹂同人である︒ここに

葡萄鏡観し眼を鹿に見られけり

や時過ぎてから︑そういう自分をつき放して﹁鹿に見られ﹂たと表

この場合短歌では軽妙というより真禦そのものである︒しかしや

奈良に観る螺釦円鏡葡萄鏡うごかぬ人の背に立ちつくす

室あらためてそれを思い出す︒言葉と言葉との間に発する火花によ

述を完結する文学であるという説を︑以前にどこか雫読んだが︑い

も︑さらりと身をかわした句であった︒

現するところがいかにも涌脱である︒集中に筆者の眼がとまったの

俳句は言葉と言葉とをぶつつけ合う衝撃の文学であり︑短歌は叙

あげた短歌は﹁敬と評論﹂誌に発表されたものからの抄出である︒

って︑その奥に横たわる深い闇の中のものが︑一瞬ほの見えて来

胎動にふれて明日たついのちかな

る︒あるいは言葉と言葉との間隙に醸し出される余韻が俳句のいの
ちで︑したがって作者は主情を抑制しながら︑己が表現意図に最適

風花やまだ形ある新仏

赤紙が切符小春の通過駅

菜の花に蝶の舞ふ日も死は隣

のことばを必死に模索する︒短歌が作者の陶酔を他に直接頒つく
で作者がさっと身を引いて︑解釈は他者に委ねるという︑短歌と俳

父の日を悲しき一豆−スありて知る

餅焼くや牛の蕊焚く伽を囲み

く︑その主情を前面に立てるのに対し︑俳句の方では︑あるところ
句の本質の違いが如実に見えるようである︒作者が身をかわすこと

の軽妙を重んじた俳譜連歌である以上︑軽妙さは俳句の原点である

がより軽妙である︒もっともこのことは俳句の出発点が︑つけ合い

鬼手仏心ときに怯みて寒の月

槍襖敬く水槽の烏賊の陣

菊擦乱鉦打つ僧も死は隣

明かるさに茅の輪くぐらず帰りけり

のだろうが︑氏の人間性の泗脱さにもかなりかかわっているのだろ

山中氏は短歌作者としても泗脱を得意とするが︑俳句の場合の方

を俳句の世界では﹁かるみ﹂というのだろう︒

う︒高橋氏も序文の結びに﹁山中さんは自分では意識していないか

田植茱萸とろり眠たき大慈院

のの本質を見抜いた上で気ばらない表現をすることであることは︑

軽妙泗脱とは︑ただ表面を撫で過ぎることではもちろんない︒も

五分咲と書きてポストの花吹雪

夏旅や一つになりし宇佐の飴

思われる﹂と書いている︒もちろんそれは否定しないが︑筆者は氏

も知れないが︑俳句本来の軽承をおのづから身につけているように
の短歌作品と比べてみて意識的な表現態度も相当に加わっていると
思う︒
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れて明日たついのちかな﹂と巻尾の﹁やがて果つ旅のはたての去年

の斎藤美規氏は︑新潟日報紙・県人出版物棚に︑巻頭の﹁胎動にふ

右にあげた句のもつ深みによって十分納得のいくことである︒俳人

ていることになろう︒が噺第二巻︑たとえば歌集などにも早く日の

なお︑この句集は﹁山中観一全集第一巻﹂と銘打たれている︒句

一ユメントとしての編築の意図も当然そこにあったのであろう︒

再遊

ンドンの雨﹂というタイトルで一文を寄せている︒著者の人生のモ

ひなた

身内より泌象いずるごとく地下の壕にこもり韻
かい滴りやまず
日向のみえらぴて戦後をあゆみきて健児の塔に
花を捧ぐる

汗を拭くふりしてぬぐうわが涙椰楡さるいくさ
知らぬ同僚議員に

ばしけ
く並ぶ

職長き怪烏に似たる黒き機が未来を拒絶する如

黒光る鉄帽と爆音と金網と嘉手納村立小学校と
それとなく基地見渡せる丘の蔭機種異にせる写
真など売る

面暗く片寄りていし復員船の沖繩の兵士らいか
になりけむ

耳元にかず限りなく炸ぜ跳びし銃弾の音も間遠
くなりぬ

死角を補い合える銃眼の射程内に追い上げられ
てくるもかなしき

撃ち射てど銃眼いっぱいの砂浜にあがりくるな
り迫りくるなり

色の眸が

め

岩角にくわっと見開き銃眼を見上げていしか鳶

火焔放射器にて焼かるる際を声ごえに母をよび
しかおさな声にて

肉親の叔母の先夫が果てし島に珊瑚の骨をひそ
かにし拾う

笠木正雄

目を見せてやっていただきたいものである︒

集を第一巻に据えたということは︑多芸の中でも俳句を先頭に考え

口

今年﹂とを取り上げて︑﹁命への深い憶い詠むｌ山中四郷著・ロ︲

I

雨烟る基地の港に灰色の巨船音なく来て碇泊す

繩

おもいつつ死にけむふるさとの真清水を珊瑚屑
白き海にとそそぐ
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ミ唾■区■奄奄融逼蔦を庭ｂＮＵ罫︑︑ミミ案をＵｐｂｑ唇電ご寅尽寮舎■︑ｂｑ冬罫ミさミミＥｑＢｑ冬寒電︾一

明治︑大正︑昭和戦前の古い新潟の風物や︑蒲原の田園風景︑

山紫水明の阿賀野川の山水などを︑詩情あふれる独特のタッチで描

き︑たくさんの名作を残した画人︑屠竜山人こと笠原籾︒酒と詩を

愛したこの画人を︑新潟の人は忘れることはできない︒戦後という

﹁靭さん﹂﹁朝先生﹂と慕われつつ︑七十才の生涯を閉じてから早

時代故に︑不偶の晩年を故江の水浜に浪々としながらも︑人会に

や三十年が過ぎようとしている︒昨今︑この画人の業績が人々に注

目され︑先頃は﹁東蒲の四季﹂という画集が︑津川高校同窓会関

東支部より出版された︒僅かの期間ではあるが︑津川高校の講師で

・り︑漢詩人として名
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︑︑︑凸■可ユ■可︑︑︑囲丸︑︑︑︑︑Ｌ■可■■可︑Ｌ

︑き■■盃■﹃︑︑︑︑託︑︑︑ご博堅■ｑｈ■可︑︑︑

；笠原靭のゞ

三下り半を書いてやった︒夫人は︑ああそうですか︑それではと︑

と︑漁村怒って︑賤婦のくせに無礼な奴だ︑さっさと出て行け︑と

吊ってあった一張しかない蚊帳をとりはずしにかかった︒漁村︑何

渡辺家は世と佐渡金山の地役人であった︒その二男に生まれた漁

高い人であった︒

村は︑この世に生をうける一ヶ月半ほど前に父の蘆舟に先立たれ

蚊帳です︒今︑帰れと言われれば持って帰るのは当然です︒．﹂漁村

大いに窮した︒蚊帳を持って行かれれば蚊に攻められてたまらな

をするかと怒ると︑夫人は﹁これは私がお嫁に来た時︑持って来た

円山浜北に学んだ漁村は︑〃精苦人に絶し″と言われるほどの苦労

朝にしろ︒﹂と言ったという︒︒：．・・・：．：︵北越詩話︶

い︒閉口したあげくに︑﹁女の夜歩きはするものではない︑明日の

た︒生まれながらにして父を失った漁村は︑祖父の友水に養育され

と学問を職み︑十五才の時に明治維新を迎え︑翌年維新参謀奥平謙

たが︑その祖父も漁村が十一才の時に世を去った︒しかし幼少より

輔の給仕となり︑その学才と胆力を認められた︒明治十一年︑二十

私 が 曽 っ て 風 間 槐 蔭 やや
漁漁
村村
らら
とと
集集
っっ
たた
時時
︑︑漁村の詩〃薄

五才の時に新潟に出た漁村は︑初め県吏となり︑後に税吏となって

小千谷︑新津︑与板などの各地を歴任し︑新発田税務署長を最後

倖︑身を腿して壮図を負ひ︒鞄

漁短を︒酒に対して言はず︑銭の

を蕊けること三歳︑越の隅︒詩
村を論ずるに︑何ぞ択ばん句の長

に︑明治三十三年︑四十七才の時に退官し︑勝間田知事の推挙で旧
制新潟中学校の漢文の教師となった︒

新潟中学校には︑当時二男の瓢が在学中で︑漁村には﹁ジンッァ

﹁これは警官には見せられない

唖有無を︒〃を読み︑戯に漁村に

どの紳名が奉られ︑その豪胆真熱な人となりで籠徒に慕われた︒
新潟中学校に奉職すること十五年近くに及び︲大正三年八月︑病の

ね︒無銭飲食者と間違われる

ため新潟に残した︒残された数々の逸話から推察するに︑気節高
く︑敬愛すべき明治の佐渡人の姿が浮かび上ってくる︒その二つ三

よ︒﹂と言うと︑漁村忽然として

と怒声︒槐蔭が笑って﹁君のそ

﹁君は俺を無頼漢と言うか／︑﹂

つを紹介すると︑
：⁝・・・・漁村が初めて新潟へ出て来た頃は甚だ貧乏であった︒夫人

間の目を剥いてどなる様子を見れ

風ぱ︑誰がそうでないと言われよ

はよく家をまもり︑漁村はその賢を常に称していたが︑少しでも自
分の意に逆らうとたちまち怒声を浴びせて罵る︒夫人は柳に風と受

うか︒﹂と言うと︑ゑんなどっ

と笑った︒槐蔭は漁村と同門同

け流した︒或る夏の夜︑漁村が大酔して帰宅し︑尚も飲むから酒を

出せと大声で呼んだが︑夜も更けていたので夫人がとり合わない
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机席を同じうし︑後に金沢村実科高等女学校の校長となり︑後に叉

郷︵小木の人︑真野吉岡の生まれ︶新潟中学校の教師として漁村と

れ﹂善良なるジンッァマは寒いのに提灯を持って雪の足跡を辿って

﹁ウームそうだなあ︑俺は外に出て見るからお前達は室に帰って居

﹁先生／︑提灯を貸して下さい︒ヤァ先生︑雪に足跡がノ．﹂

﹁どれどれ﹂

行かれるが︑結局裏門から外はわからぬ︒先生が舎監室へ帰られる

政六年生まれ︶師友の誼に敦く︑漁村には毎食に兄事した︒人とな
り長者の風あり︑粗豪の漁村が酒の席で往々槐蔭を罵ることがあっ

ている︒

頃には悪太郎共は皆布団に包まって今晩の悪戯の大成功を語り合っ

新潟中学校に戻った︒漁村より十余才年少で︵実際は六才年少の安

ても︑にこにこして決して争わず︑しかし話が事︑師の浜北に至れ

う︒・・・⁝：︵新潟中学校創立五十周年一六会記念号︶

﹁此の室では見えなくなった物は無いか？﹂と聞いて廻られたと云

しかし責任感の強い先生は一室毎に

ば︑両人共襟を正して危坐した︒︒：：・・・・・：．：：︵北越詩話︶

：︒⁝．：⁝・渡辺先生ジンッァマに関する逸話は余りに多く︑其れだ

た︒寄宿の諸君は時を善良なる先生に悪戯をしたらしい︒雪が降っ

けでも一冊の単行本が出来相だ︒先生は寄宿舎の舎朧をしていられ

して外に出て︑新しい雪に足跡を付け︑食堂の裏から裏門を抜け︑

に対し︑漁村は矢口信筆︑︵ずばりと言いきり︑筆にまかす︶推敲

ま相匹篇した︒ただ桐陰の刻意苦思︑軽なしく筆を下さなかったの

自負していた︒詩は余事としたが︑三浦桐陰と終始漁らず︑才学亦

最後に漢詩についてであるが︑坂口五峰は︑﹁漁村は平生文章を

それから大通りを通り正門より寄宿へ帰り知らぬ振りをしている︒

た或夜へ舎生の数人が共謀して寄宿舎と食堂間の廊下の一部を破壊

暫くしてから﹁泥棒点ごと騒ぎ出す︑ジンッァマは舎監室から出

せず︒自ら〃功遅は拙速に若かず

と言っていた︒遣稿三巻︑凡そ

て来て

一千余首があった︒﹂と︑﹃北越詩話﹄に記している︒

生徒を率いて佐渡に修学旅行した時の紀行詩文︶より次の七言絶句

その﹃北越詩話﹄と﹃佐渡固詩﹄︵明治三十五年︑新潟中学校の

﹁誰か泥棒を見た者があるか？﹂

﹁どんな男だったかり．﹂

を各一首紹介したい︒

﹁見ました﹂

﹁頬冠りをして彼の隅に佇んでいました﹂

小木港感旧﹁往歳︑南険翁と風に阻まれること数日︒今また翁

﹁まだ誰か見た者があるか？●﹂

﹁私も見ました︑頬冠りして看板着物を着て彼方へ走って行きまし

設す︒指を倒せば己に十年﹂

一夢十年飲到今一夢十年欽今に到る

たち主ち

た﹂先生は提灯を付けて廊下を廻られる︑舎生の数名が後に続く︒
﹁先生！此処が壊れています﹂と前に壊した廊下の処を指す︒
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重来此地暗傷心

重ねて此の地に来たれぱ暗に心を傷ましむ
いづくん

扁舟寧繋桃花岸

扁舟寧ぞ繋がん桃花の岸
洞口雲深くして尋ねる可からず

洞口雲深不可尋
﹁余︑生前父を喪う︒為に祖父友水翁の鞠養する所と

展墓雑褐評蠅碓計麩群吟桐で謹錦卦極号軒睡齢唯鑑峰詰︾
在り︒﹂

百

６﹈岬恥い

侭辺七郎占剛門亨１文鈴且

１笹蔵元︶

−１ｒ︲︲︲嬬津郵締門保一展水︺戸寛的４１爺楢一元︶

Ｉ１ｌｌｌｌ

猫︽硬掘︾−１酬応唖Ｉ

女︽卒悶瓜︾

た一長補川氏︶

蜜画け×害賦元１大正且

思繩︾

／二一狩獅氏︶

Ｔエ︻州雄氏︶

起

阜岬

ニ

ろうらい

学人郎

原

よ

置岫砺肘蒟哩

も
l

風樹無由学老莱風樹由る無く老莱に学ぶ
追懐往事独低価往事を追懐して独り低価す
はんばく

斜陽荒草墓前路斜陽荒草墓前の路

｢丁司

ができる︒︵新潟拓本研究会を員︶

轍︒曰く靱︒後配江原氏は無子︒長子轍嗣ぐ︒﹂の文字を読むこと

んで新潟に殺す︒享年六十一・配渡部氏ほ先残す︒二男有り︒曰く

詩文を善くす︒新潟県に官して三十余年︒大正三年八月十四日︒病

美中︒漁村と号す︒佐派相川の人︒学を円山浜北に受く︒気節尚く

る︒正面に﹁漁村渡辺盤墓﹂と彫られ︑側面に﹁君︑謀は袈・字は

漁村の墓は︑新潟市四シ屋町の市の共同墓地の一隅に立ってい

た︒

は︑共に天保の頃︑佐渡に俳名高かつたという文武兼備の家であっ

描六リミ・ヤ

父の友水︒無念流の剣をよくした父の蘆舟︒そしてその妹の沖津

【1GJ

相川町の総源寺には渡辺家の墓地がある︒そこには漁村の父蔵

班白児供香火来班白の児は香火を供して来たる

珂駿ノフアー

p
T

舟︒︵舎人鎖︶祖父友水︒︵佑左衛門保︶曾祖父七郎右衛門らの墓
と︑円山嘆北撰文の兄碇浦︵潜︶の碑が立っている︒

傑の名が高かった祖
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(渡辺寅系譜）

秀山﹁海陸順達記﹂の道をたどる卿

道口村にたどりつく︒

承ちのｃくち

藤利夫
浦啓作

東海道へぬける別れ道がある︒秀山は道口に上方と江戸の追分があ

ぎわを通っており︑山の方に向っていくと︑海も遠くなり︑やがてに船をすべらせて荷物を運んだ水路である︒ここには海津への道と

とあるが︑それは思い違いで南西の方向であった︒旧道は東側の山底の胴木﹂という立札が目につく︒かって︑馬に引かせて胴木の上

衛門ともここで別れた︒それから秀山ら三人は北西の方向に歩いたている︒笙ノ川の上流の水を引き入れたもので﹁幻の敦賀運河・川

の客と同道で︑気比神社まできて︑その近くで西と東に別れ︑助左くと︑やがて疋田に出る︒疋田へ入ると︑道路の中央に水路が流れ

ひきだ

朝からの雨も晴れたので︑午後二時頃︑宿の亭主助左衛門と同宿あたるところで︑道口は四︑五○戸の村であった︒南東へ入ってい

浜田屋治右衛門︶の取引先であったと思われる︒方へ別るる処故しかいへる成へし﹂とある︒ここは笙ノ川扇状地に

五月五日秀山が宿泊をした茶屋助左衛門という問屋商人は秀山︵﹁敦賀志﹂には﹁此処を三ノロと有︿︑若狭・敦賀・木ノ芽の三

ことになるが︑敦賀の茶屋助左衛門を出発するところから︑京都に入る粟田口までを載せることにした︒

の記事は五月五日︑疋田の節句の場面で終っているが︑ここを少し訂正しないといけなくなったので︑重複する

在のように先を急いで︑時間を短縮することばかり考えていては見逃すような旅の情感を味わってきた︒第一回

分の道標がある︒山からの水を上手に利用して︑当時はその川水をつかって荷物を運搬していたもようなど︑現

たが︑敦賀から道口に上方と江戸の追分があるというので探したが見つからない︒次の疋田に行くと︑立派な追

京都へと秀山らが歩いた道をたどってみた︒北と南を取り違えたり︑西・東を感違いしているところなどもあっ

きには思い違いもある︒夏の観光シーズソが終ったころ︑敦賀から琵琶湖の西岸を通って大津へ出て︑それから

見聞をする方がよい︒道中は矢立を使ってメモを取ったものだろうが︑今日のように正確な地図もないから︑と

今回は﹁海陸順達記﹂二︑大和廻りの初回である︒他人の書いた道中記なら︑なお︑その記事をたよりに実地

三徒
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甲﹄Ｉ一乃

津強．
蹄︾認知・●評翻︾︒︑

や︾︽．︾︾母訳

︾一群函．

・やロ小妬

画︑・

亜

︼．

矛．説鷲・

■辛■

乎己２ 中

ると記しているが︑

休んでいた︒茶店の
疋田の次は追分︑そこから五位川を登っていくと駄口に至る︒駄

オヵミさんがチマキを出してくれ節句を祝った︒

ちぱら

口の村はずれには一里塚もある︒ここから荷物を馬の背に澱みかえ
て山を越えた︒山中を経て越前と近江の国境を越えると路原・野口
に出る︒今年の夏筆者が通ったときには︑路原では﹁御識者御宿﹂

と立札を出した高島郡の秋講の最中であった︒浄土真宗の門徒の多
野口に入ると数軒のクズ屋根が目にとまった︒北端には剣熊関の

いところである︒

︵谷︶

ら小荒路を過ぎたあたりから琵琶湖が見えてくる︒秀山は琵琶湖を

こあらじ

跡かあり︑最近まで関守りの家があったという話をきいた︒田屋か

﹁ミプ海﹂と記しているが︑鳩は一一オという水鳥で秀山はミブと聞

やがて海津へ出た︒海津は明治三年郡山藩の許可をうけて大津・

き違えたらしい︒

蕊
函

壱匁六分ヲ出し︑相

海津間の航路を開いた湖岸の港である︒その桟橋の跡は杭を残すの

鐸

蹄

︽

零

塞︒︲し

岸・

や

荊

謎

由

毒弓

霊

乎

惣
譲

謬・・

応の鯉ヲ買ひもとめて︑則此茶店一一相頼ミ︑是ヲあら汁二ぞいたし

各をはじめて鯉の魚ヲぞ食べけり︑其味ひたらの如く一一して︑少し
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イ

桟橘ができていた︒竹生島まで湖上三里ある︒油屋八兵衛はのち八

油屋は竹生島行の桟橋に近いところにあり︑古い桟橋の南に新しい

ように波よけの石積みがある︒秀山はここの油屋八兵衛で泊った︒

る︒小浜から若狭街道でこの今津へ出てくる道がある︒海津と同じ

みえる︒その次が今津である︒海津・今津間は湖岸の道を歩いてい

うまゑあり﹂と述べている︒海育ちには鯉料理はめずらしかったと

ゼ︑ボラ︑ハャなどもいた︒湖の漁は投網でとったが︑現在はエリ

理にはそのほかに紅葉鮒という秋味の鮒料理もあった︒そのほかハ

りくらり致シタル大鱈の如くの魚あるよし﹂と記している︒川魚料

はめずらしい魚であった︒ナマズについて秀山は﹁なまずとてぬら

ろがある︒ナマズが佐渡に入ったのは明治末頃で︑佐渡人にとって

ら小松まで船に乗った︒船賃二匁︒大溝の近くには鯰川というとこ

になっている︒間口は四︑五間︑オマエの箱階段を登ると裏の離

之助といい︑明治に入って八太郎︑旅館業はやめて︑現在は西村姓

輸送には二百石から三百石ぐらいの廻船であった︒小松までの船路

小松までの渡しはいまはない︒海津などの湖北諸港より大津の湖上

という小型定置でイサザ︑コイ︑アユなどをとっている︒大溝から

霧はれて空に諸鳥も飛めぐり

大津へ通ふ岸のとま船

五月七日曇天︒はじめは東風︑昼頃より下り風となった︒午後二

作っているが︑かっては琵琶湖のよく見える高台であった︒

た︒いまは木ノ下旅館という家があるだけである︒このあたりは町

という一里塚があり︑近くの近江屋長右衛門という旅寵屋に泊っ

小松から木戸の宿場を通り︑やがて志賀町和邇へ向った︒﹁榎﹂

わに

に琵琶湖の旅情をこまかくしたためている︒例えば

れに通じるようになっている︒秀山はこの部屋に泊ったものと思わ

鍵

いる︒

時頃より天気がよくなった︒近江八景の一つ︑比良の幕雪を眺めて

花の盛りにすぐるころかな

ゆきはるる比良の高嶺の夕暮は

さて︑小野︑真野と通り︑浮御堂のある堅田についた︒桜井順中

一つ堅田落雁のことを記している︒浮御堂については﹁方四間四面

の句﹁かけ声で落る堅田の浦の雁﹂を引き合いに出し︑近江八景の
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もあるべし︑下は大

宿屋をしていた︒現在はつるきそば店の駐車場になっている︒

四本共丸き石柱ヲタ

たとえんかたなし﹂と記している︒比叡山に登る道は三本あるが︑

りたるものなり︒所食にメッキとうヲ以てきらめかし︑見事なる事

堂にあたる根本中堂について﹁弐拾四間四面ニして惣体ヲ紅一一てぬ

秀山はここから案内人を雇って比叡山に登っている︒延暦寺の本

テ︑海中へ拾軒ばか

き成る越前石にて︑

りもつき出したる石

禅寺である︒平安中

海門山満月寺という

紫野大徳寺に属する

側の竹は聚篠といって日吉山王社を祀ったと伝えている︒秀山はこ

の二千百三十二座の大小神祇を祀ったという古事がある︒また︑右

大師が在唐のとき天台山円宗院の竹林︵湾篠︶を持ってきて︑日本

両側に玉垣をめぐらした竹がある︒向って左側は跨篠といい︑伝教

におどろいて︑足の痛象も忘れたという︒根本中堂の内庭には正面

はなはだ急なため疲れたが︑山頂に登りつめると︑その大きな伽藍

期に恵心僧都源信が

の竹を﹁よふごふの竹﹂といっている︒ここから切石を登ると大講

もっとも一般的な表参道の本坂を登った︒途中で足をいため︑道が

一千体の阿弥陀仏を

堂がある︒この講堂に天皇の勅使が来るといって︑大勢が正装して

のはしかかれり﹂と

おさめる堂を建て︑

ある︒浮御堂は京都

衆生済度と湖上通船

っていくと︑弁慶か七日ごもりをし︑不鋤尊に参寵して千人力を祈

お迎えにきていた︒さらにその奥の戒畷堂と続く︒ここから少し下

いんじよう

の安全を祈ったもの

したというにない堂に出た︒この東塔の方から開山大師御廟を経

願したと伝える滝があった︒また︑弁鯉が十七日過ぎて︑力をため

そうじよう

である︒現在のもの
は昭和十二年の再建で︑当時のものでない︒境内にある老松もこの寺

﹁四方は五丈ばかりの間︑大竹ヲ以て矢来ヲゆひありし﹂と記した

て︑少し坂道を登って釈迦堂︑そして︑相輪塔︵榛︶に立寄り︑

域にふさわしく︑湖中に突出している浮御堂の景観はすばらしい︒
と

芭蕉の句に﹁鎖あけて月さし入れよ浮御堂﹂がある︒また︑

﹁くだりし処︑外一一弐社の山王ハ高キ岩山のうえ一一建立なりし坂︑

相輪塔を参拝して坂本へ出た︒帰りには山王五社を参拝している︒

ある旅人の﹁噂ふとさの底のしれざ為浮御堂﹂という句を記してい
る︒堅出の次は衣川．ここから坂本まで二里︑上坂本の入口︑大宮

ていない︒それは三宮神社と牛尾神社のことであろう︒秀山は比叡

足も余ほどつかれぬれぱとて．⁝：﹂と記し︑この二社には立ち寄っ

川に掛け渡した切り石の橋のことも記している︒そこから日吉神社
︵山王︶に向って門前町が並んでいた︒途中カギ型に曲った角に竹
屋文左衛門という茶屋があった︒この茶店は竹屋安兵衛ともいい︑
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堂

御
浮

二地がみなりの如くゾ見へわたれり﹂と言いその風景のよさを賞し

山延暦寺の来暦を記し︑比叡山は﹁中程より水海ヲ見ヲロス事︑誠

の五文字を﹁千早ふる﹂と直すと︑たちまち松は青葉を生じて︑ま

ために生き過したといって枯れかかるものであるといって︑歌の上

げると︑松は千年余も歳ふる古木であるから︑千歳とて詠承込んだ

が日を追って枯れたので︑近所の人が京都へ上って関白様に申し上

︵雷︶

ている︒当時の山主である探題大僧正についても少し述べている︒

る︒やがて大津へ着いた︒宿は三井寺の前の通りの万屋六兵衛であ

いろいろ伝説などを聞きながら旅を続ける秀山の心根がよくわか

た元のようになったという︒

探題大僧正というのは天台宗の僧侶十三階級のうち最高位の天台座
主である︒当時の延暦寺の探題大僧正は彦根の出身で八十二歳であ
竹屋文左術門に別れをつげ上坂本から湖畔の唐崎に向った︒ここ

ったＯ

た︒境内にある近江八景の﹁唐崎の夜雨﹂で知られた黒松はいまは

本多主膳守六万石の城下である︒そこから石山寺がかすかに見え

五月八日上天気︑東風︒朝︑打出の浜を経て膳所に向う︒膳所は

ぜぜ

枯れて︑子松が大きく育っている︒かっての黒松は幹の周り二七尺

った︒

余︑高さ三○尺余︑枝の延長は南北四八間に及んでいた︒これを秀

の札所で︑本尊は如意輪震音である︒良弁の開基になる真言宗東寺

た︒大津から石山までは二里半である︒石山寺は西国霊場第一三番

には唐崎神社がある︒日吉神社の末社でみそぎはらいの場であっ

一わか

るが︑三重の塔は多宝塔のことであろう︒もちろん︑この南の本堂

派の大本山である︒宝蔵︑経蔵︵経堂︶︑三重の塔をまわったとあ

山は﹁其株壱本一一して︑根元半間計り︑うえより大枝三シ

れ︑天地人の三才ヲ兼たるよし一一て﹂と記している︒この唐崎の松

には京都より公家たちが来て︑満月の歌を詠んだところであるとい

昔二条蔵人の子供であった愛護の若という美しい少年がいた︒病

には一つの伝説が残っている︒

う︒眼下には瀬田の夕照でよく知られた獺田唐橋︵長橋︶が見えた︒

いる近江八景の一つである︒境内には御歌詠所があり︑仲秋の名月

るなり︑あやしい恋情を漂わす︒若は︑そんな不純な継母が好きに

も立ち寄ったものと思われる︒ここは﹁石山秋月﹂として選ばれて

なれないまま︑ただひとり叔父のいる比叡山に旅立つ︒が叔父も会

沖には漁船︑岸には苫船の風情がよかった︒いまは網でとれた魚を

いがちの母が亡くなってから︑継母が二条家にきて︑ひとめ若を見

ってくれない︒愛溌の若は途方にくれて︑山中で身の悲しさに泣

の茶店のあるあたりからは︑大津辺より旅人を乗せて帰る乗合いの

船に乗って帰った︒ほどなく夢の浮橋にきて︑対岸のはるか向うに

その場で料理してお客に供する屋形船のあぶ舟がある︒石山寺の麓

唐崎の松は若の植えた形見の松だといわれている︒また︑ここで

これを﹁松が枝岸にならび︑うなばらもひとしほに見へけり﹂と記

は矢柵が見えた︒ここは近江八景の一つ矢橘帰帆の名勝地である︒

く︒若は﹁自分がいなくなれば継母も理性をとりもどすだろう﹂と

昔佐渡より来た後山村の道幸という人が﹁千とせふる松のした露海

つぶやきながら滝に身を投げた︵近江郷士辞典︶・

となり︑さざ浪寄する滋賀の唐崎﹂と詠んだ︒そうしたら︑この松
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が大平記に戦っていると記している︒やがて膳所城が見えた︒この

る︒ここには俵藤太が瀬田長橋の上で大百足を退治したという記事

している︒また︑篭谷・打出の浜がみえ︑東方にはむかで山が見え

う銘文がある︒日本三銘鐘として音色のよいことで世に知られてい

鐘は園城寺の復興のとき︑この弁慶の引摺鐘に模して鋳造したとい

音を出したり止めたりしていたという︒鐘楼は慶長七年の創建で︑

う︒寺暦には祗園精舎の良偶の鐘といっており︑寺の吉凶禍福には

谷間へ投げ捨てたのを︑あとで三井寺へもらって帰ったものだとい

おおむかで

の本丸跡ば膳所城跡公園になっている︒このあたりが粟津晴嵐とい

城は慶長六年に築かれた琵琶湖に突き出た水城であった︒いまはそ

る︒三井の晩鐘といって近江八景の一つである︒当時︑ここで語り

の万屋六兵術に帰って昼飯を食べている︒同行の岩之助は足がいた

継がれていた伝承を秀山はおもしろく記している︒それから門前町

われた八景の一つである︒

まもなくもとの大津へつき︑三井寺観音前の旅繩屋六兵衛へ帰っ

く︑三井寺へは登らなかったので︑佐平次より︑この話をまた聞き

た︒これから西国観音霊場の十四番の札所︑三井寺に参詣した︒天
台寺門派の総本山園城寺は天智︑天武︑持統三帝の御産水に用いら

昼食のあと︑秀山らは逢坂山を越え︑西の方向︑京都へ出発し

をして人に話をしていたとも書いている︒

た︒間もなく藤尾︑それから山科を通って︑京都の入口︑粟田口へ

れた霊泉があるところから三井寺と呼ばれるようになった︒南端の
いた︒三井寺の麓から五︑六町登って山門があり︑そこを入ってい

観音堂は古くから信仰を集めていたので︑踊称天津観音といわれて

ついた︒供の佐平次は︑都へついた嬉びのあまり一句作っている︒

ふじのお

くとこの観音堂がある︒この観音堂は元禄二年に再建されたもの

京都所司代は七万三千石の土井大炊頭であった︒

秀山の行った時代の天皇は後桃園天皇の次の祐宮︑光格天皇であり

きちの

キョロキョロと気もいさぎよし京の町

れる︒観音堂から北の方︵禿山は東といっている︶へ下ると鐘堂が

で︑本尊は如意輪観音である︒ここからは大津市街が一望に眺めら
ある︒三井寺︵園城寺︶本堂の金堂の隣になる︒園城寺は延暦寺の
てた寺である︒同宗門の延暦寺との争いの際に︑武蔵坊弁慶が持ち

山門にたいして寺門と呼び︑天智天皇の二年︑弘文天皇の皇子が建

内に置かれている︒

帰ったと
とい
いう
う古
古鐘
鐘の
のあ
ある
ると
とこ
ころろでで
︑︑いまは鯉は二代目になって鐘堂
この鐘は昔︑俵藤太秀郷が竜神に頼まれて大きなむかでを退治し
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たという前記の話のお礼にもらったものであると伝えている︒それ
を比叡山と三井寺が争いのとき︑弁慶がこの鐘を分捕って比叡山へ
引摺って帰ったが︑いくら撞いても鐘の音色が出ず︑弁慶が怒って

と

たのでこ誌に入るだけの余裕がなかったのであス寺かりに︑もし﹁
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栃樫の記口
ｌ俳句を中心とした文学よたよたあるきＩ

柴雪彦

みのむし﹂が﹁科野﹂と同時の二十一年に創刊されていたならば︑

県内のことゆえきつと﹁象のむし﹂に入っていただろうと思う︒岡

さて私は︑藤井青咲が新しく家を建てたので︑その屋根用の木羽

初風や道の雀も群に入り良太

崎立青は良太宅を数度訪れた傍である︒

人が少なかったので﹁ベんがら﹂に無関係の人まで狩り集めてのせ

では数里の距離があり︑仕事の都合で宿泊することもあった︒そん

な時はきまって俳談に終始した︒今思うと︑じつにいい時代だっ

造りに頼まれて︑随分長く単身滝平へ通った︒私の家から藤井家ま

が印象的だった︒その時同席した金子曙山とはその後私は会うこと

た︒青咲は百姓で︑山間部に相当多くの田を耕作していたが︑一時

いぜい五︑六人だったと思う︒金子曙山も私も出席した︒古郷は四

なく︑暫くしてから元々悪かった胸の病いで死んだという話を後日

おり︑国府証券に勤務したのは後日になってからのようである︒私

た︒岡崎立青は予科練から帰ると羽茂病院の事務に暫く身を置いて

楠美苑緒はマルダイ味噌に永く勤めていて︑優れた樽工であっ

期炭焼きをした経験もあるし︑牛を飼育したのは少し後になる︒

昭和二十四年頃︑越後今町の佐野良太が﹁承のむし﹂を創刊し

ったが︑優れた作家は今でいう同人と同じ欄を設けて．雑詠欄とは

は﹁科野﹂に本名で句を発表し続けた︒﹁科野﹂は同人制ではなか

別にそこに据えて優遇した︒私も二十五年前後からその欄に推され

の双壁といわれた︒新ロマン主義を提唱し︑新鮮な杼情を道標にし
太には惹かれていたので惜しかったが︑すでに﹁科野﹂に入ってい

ての出発だった︒楠美︑岡崎はこれに参加したように思う︒私も良

た︒良太は亜浪の高弟で︑越後の良太︑出雲の小蕾呼ばれ亜浪門

た︒

人から耳にして︑非常に残念に思った︒確かまだ四十代の筈であっ

十代に足を踏み入れたばかりの︑親しみ易い人で長身痩躯であるの

羽茂の山口屋旅館で古郷を囲んでの小句会を開いた︒羽茂には俳

岬枯れて島も果てなる海の音古郷

れた︒岡崎立青の家を根拠地として佐渡を回られたようである︒

六︑村山古郷・佐野良太

I

さて︑昭和二十四︑五年頃﹁ベんがら﹂主宰村山古郷が佐渡を訪

羽

長女の病気などもあったが難関を乗り越え︑だいたい平穏なうちに

そう︒私は二十四年に結婚し翌二十五年十一月に長女が出生した︒

始めて︑以後すっかり固定したのであったｃ家庭のことも併せて記

に及ばんとしている︒福嶋野城子は当時︑前山巨峰の﹁ぬかるみ﹂

後俳句から遠ざかったようであるが︑野城子との交際は以後三十年

越次白汀︑星野秋皎らとも私は初対面であった︒白汀︑秋皎はその

さて︑その時どんざやで河崎の俳人達が泊ったが︑福嶋野城子︑

ったし︑こののち出てくる菊池芳女も同じであった︒

に同人として席をおいていたかと記憶する︒白汀もそうのようであ

年月が経ち二十九年十二月長男が生まれた︒百姓をやり︑併せて木
しい時代だったとつくづく思う︒

さて話はまた横に外れるが昭和三十二年の秋﹁科野﹂の会員の大

桃咲く故郷水中に無垢の豆腐野城子

羽へぎに他家へ頼まれて出ていた頃だった︒家族も多かったし︑楽
昭和三十年代に入ると︑私の唯一の現金収入の路が断たれた︒そ

れまでは新築の屋根の上へ下葺き用として木羽をのせていたのだ
が︑木羽に代るルーピングとかいう防雨紙が出回り始め︑木羽の

て私の住居を偵察に来たらしいのである︒私は貧乏の極地にあった

ので信州の須坂を訪れる余裕がなかったので︑そんなことになった

平砂夫が単身ふいに私を訪れてきた︒編集部から何か言い含められ

で︑それの技術を習得して炭焼きを始めた︒その頃は盛んに句がで

必要性がなくなったのである︒父が百姓を兼ねて炭を焼いていたの

八︑侠子・冬陽・清見

のかもしれない︒

には違いなかったが︑すこしの苦しさも感じなかった︒山で二︑三

きた︒深山の空気を吸い︑鳥の声を聞き乍らの作業だった︒重労働

七︑数馬あさじ・福嶋野城子

で︑歳に比してやや老いて見えたが大人物に相違なかった︒当時

て訪信した︒栗生純夫は︑信州の絶景とまで讃えられた風格の持主

翌三十三年には科野の百五十号記念大会があり︑九月に私は初め

その頃︑数馬浅治という人が出現した︒隣の小木町の住人である︒

三十歳そこそこの私を︑決して罫ご呼びにせず﹁さん﹂扱いだっ

十句も作れる日かあった︒むろん佳句駄句は別のことである︒

私の名を知って最初のうちは文通をかわしていたように思うが︑初

んでも︑或いは呼び捨てでも職わないわけだが︑そんな処に栗生純

た︒丁度親子ほども年齢差があり︑それに自分の弟子なので君と呼

夫の人間性があるように思えて︑たいへん感銘し恐縮したのであっ

めて会ったのは河崎のかりがね社という俳句会の連衆が遊びに来︑

記憶する︒小兵なわりに︑はきはきと大きな声を出す人だと思った

せ参じた荒島禾生など︑皆初対面だった︒志賀高原で大会が開か

た︒野村冬陽︑桂清見︑小林侠子︑満水哲︑小林治郎︑澗郡から馳

小木のごんざやに宿泊し︑私もそれに招かれて行った時だったかと

るが︑その当時は浅治だったかと思う︒相川鉱山に永く勤めていた

言ふは易けれ柿に寒肥呉るること冬陽

れ︑吟行会も続いて催された︒

が︑今も変りがない︒数馬は現在俳名をあさじと仮名書きにしてい

ていた︒

関係上・同地で支部まで出来ている前田普羅主宰の﹁辛夷﹂に拠っ
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私には︑これが師︑栗生純夫との初対面であり終りであった︒

ころがった胡桃の中を風が抜ける清見
れていた︒

終始した︒技術もさることながら︑そうした素材にもきわめて恵ま

で︑書いてみよう︒私には弟が二人いる︒昭和十一年生まれの邦夫

として﹁青い潮の会﹂が生まれ︑有志が相集って俳句の研修をおこ

少し前に戻って︑佐渡では真野町を会場に総合的な俳句の勉強場

一○︑青い潮の会・佐渡俳句連盟・いくや・芳女

は高校を卒業すると︑石塚家へ養子入りして石塚姓を名乗ってい

なった︒羽茂では私と楠美飽緒が参加した︒初対面の人が多く︑安

さて︑少し話が後に戻るが私の家族のことも密接な関係があるの

る︒私の父は絵も好きで忙しい暇を︑ことに夜など一部屋にこもっ

たことの今までにない人が多かった︒河崎から福嶋野城子が山田耕

達いくや︑金子のぼる︑菊池芳女等点︑名だけは知っていたが会っ

児を連れて来たように思う︒何年か続いたは記憶におぼろであるが

て描いていたのを少年の頃の私は見ている︒今でいう似顔絵で︑肖
き︑ちょっとした小遣いにしていたようである︒で︑その父を見真

像画といっていた︒常時お金に困る性分だったから人に頼まれて描
似て弟も絵を描くようになった︒石塚家へ入ってから相当描いたも

それと前後して︑佐渡在住の俳人が団結して﹁佐渡俳句連盟﹂を

年に数回集って句会をひらき︑論議し合い研究したのであった︒

興し︑山本修之助を会長に推した︒そして後年まで残る合同句集を

ようである︒日本画も少しは描き県展へ出すようになったのはずっ
と後のことである︒末弟の猛は東京へ出て︑現在田無市に世帯をも

三冊出したことは意義深しことであった︒

藤井青咲︑岡崎立青︑楠美苑緒らが所属していた﹁べんがら﹂は

はその少し前に始めた生業の炭焼きが︑山の値段だけは高謄して炭

昭和三十六年一月︑．私にとっては師の︑栗生純夫が病死した︒私

二︑林苑・火曜・嶋山抄

っている︒

作家の内田百間らの援助を得て﹁たちばな﹂と改題するなどして努

へ入り日雇い土工で働いていた︒貧困の極度にあって︑ついに師の

の売り値が安くて引合わないのにあきらめをつけ︑地元の土建会社

九︑鶴と波郷・季節と梅の門

力したようであるが︑遂に廃刊となった︒青咲︑立青は師の村山古

葬儀にも行けない状態だった︒不甲斐ない話である︒﹁科野﹂は一

郷に従って石田波郷の﹁鶴﹂に加わった︒楠美は金尾梅の門の﹁季
節﹂に入会した︒すでに越後の佐野良太は亡く﹁みのむし﹂は廃刊

昭和三十年の中期から後期にかけては藤井青咲の掻頭時代であ

これの発行は︑藤井青咲が主幹としてかつて出していた﹁柔なかみ

貧弱な第一句集﹁嶋山抄﹂を出した︒限定で︑たった百部である︒

苑﹂に︑同人として参加した︒そして一区切りするため十二月に︑

その年の秋︑信州伊那の和地溝のすすめで私は太田鯛村の﹁林

月号を出すと同時に廃刊となった︒

る︒すなはち鶴の新人賞である﹃風切賞﹂を獲得し︑そののち数年

におちいり︑それ以後遂に俳句から遠ざかってしまった︒

となっていた︒岡崎立青は総に入ったものの︑いつからか休俳状態

して﹁鶴賞﹂を受賞したのである︒当時︑青咲は生業の牛飼俳句に
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いで︑高田に杉みき子というこの欄の先鍍がいて︑その人の紹介で

十七年頃までの間に二十編ほど入選掲載され︑原稿料を貰った︒次

日本児童文学という雑誌も職読した︒私の投じた詩のような童謡の

﹂の名儀がそのままであったので︑青咲のはからいで﹁象なか詮発

ような作品が推せん作になって︑囲象つきで誌面に飾られた︒﹁年

行所﹂から出した︒題字を太田鴻村から︑序文を小林侠子から︑賊
文を坂戸淳夫から書いて貰った︒侠子と淳夫は科野時代の尊敬すべ

とった灯台﹂というのであった︒巽聖歌の選だったと思う︒新潟日

き先輩である︒

一二︑東條素香

日本海上暗潅と鶴を帰らしむ淳夫

の他に拠って童謡を書いた︒作曲されたもの喝数編にのぼる︒そし

報の寵話側か廃止されると私は︑都築益世の乘宰する﹁らてれ﹂そ

の童謡集の名は︑前に述べた日本児童文学に推せんの詩名﹁年とっ

て昭和四十年︑これを小冊本にまとめて小部数出版した︒そのとき

明けて三十七年︑科野に拠っていた人達が集まり﹁火腿﹂が創刊
された︒これは師栗生純夫の遺志を継ぐ性格のものである︒私は師

た灯台﹂をそのまま本の題名に用いたのである︒

に不孝ばかりかけた悔しがあり︑当然そのつぐないとしてこれに参
加した︒最初は野村冬陽︑和地清などが交替で選をしていたが︑の

昭和四十年︑私は体を悪くして土建会社を辞めた︒家で竹細工な

十二年の洪水で羽茂川があふれ︑町は大被害をこうむった︒のち︑

どを半年ばかりやったのち︑地元の小さな印刷屋に勤めた︒昭和四

ち小林侠子を推して主宰者とした︒

昭和三十八年︑私は土建会社の慰安旅行で長野へおもむき︑常行

松毬が火のただ中に火を噴ける侠子

のちに小説集﹁朱鷺幻想図﹂に収録した︒しかし印刷屋から受ける

私はこの記録を小説に仕立て発表した︒﹁羽茂川氾濫﹂がそれで︑

僅かな給料では家族の生活が出来ず︑まもなく友人の経営する砕石

院に東條素香を訪ねた︒初対面だった︒素香は科野時代に名だけは

所へ転職せざるを得なくなったのである︒というのも︑私がいつか

知っていたが︑火蝿創刊以後はその編築に当っていた︒紫香は学識
を深めた︒

そして昭和四十五年五月︑私はこの砕石所で負傷した︒穿孔中︑

一四︑佐渡総合病院・五十地健

踏み︑つい私も承諾したのだった︒

らか発破技士の免許を取得していたので︑友人が私の処へお百度を

の高い坊さんだが︑私と同年輩なのを後日知って︑たいそう親近感

仏飯に箸直立すはたた神素香
一三︑童話・童謡

年頃から新潟日報に童話欄が設けられ︑読者の投稿をのぞんでい

落石を冠り岩盤の中段から落Ｆした︒以後︑佐渡総合病院へ三度入

話は急に横道へそれて︑それもかなり前にさかのぼるが︑三十四
た︒私は童話が好きだったのでこれによく投稿した︒原稿用紙三枚

退院をくり返し︑その後も数年通院した︒最初入院した大部屋に︑

羽茂町大橋の五十地健がいた︒十数年を闘病生活に明け暮れた男で

の短編であった︒私が初めて投稿する頃は与田準一の選だった︒な
かほどは坪田譲治の選・最後は猪野省三の選だった︒挿絵入りで三
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﹁雲母﹂と併せて﹁火鯉﹂へ投句してくれ︑するどい雲母調の感覚

まい︒けなるいこった﹂と言って笑った記憶がある︒以後五十地は

の金子のぼるが見舞いに寄って﹁二人で俳談ができるから飽きはす

ずつよくなるにつれて専ら俳談を交わし︑俳句を作り合った︒真野

ある︒飯田龍太の﹁雲母﹂に入っていた︒初対面だったが私が少し

しきってしまいずっと休刊中である︒再起の望みち現在はおぼつか

二回の発行に切り替えた︒昭和五十六年まで続け︑二十八号で疲労

ちだったが︑ページ数の増えるにつれていろんな支障が生じ︑春秋

した︒数馬あさじ︑駿河守らが援助してくれた︒最初は季刊のかた

その頃私は二︑三の同志とはかり総合文芸誌﹁佐渡文学﹂を創刊

一五︑佐渡文学・久田竹一・小説集

︑︑ｈ︑

で火羅で一躍注目され出した︒・彼はいちど退院したが︑体調思わし

ない︒

費出版した︒同時に意話集﹁歌をうたう縄﹂を坪田譲治から序文を︑

た︒私は四十五年の十月一応退院したが︑まだ不順で十一月に再入
院し四十六年の正月を佐渡病院で過ごした︒二月頃退院して通院を

していて限定一千部を人の援助で売ってもらい︑全部売り上げて︑

杉みき子から蹴文を貰い佐波文学会から出版した︒非常に金に困窮

四十七年に小説集﹁両津欄干橋﹂を東京品川の栄光出版社から自

くなく再度入院し︑そしていつからか俳句とも遠ざかってしまっ

続けていたが四月に三度目の入院をよぎなくされた︒しかし二十日

ごくささいな利益を得ることができた︒このときの出版記念会を小

間ほどで退院し︑以後通院をくり返した︒入院中︑作って雑誌に発
表した句が相当あったので︑七年ほど後になって百句を選びタイプ

た︒新潟大学教養部教授の久田竹一がわざわざ来てくれ︑記念識演

木町の青年協議会が引受けてくれ︑小木町竹玉組合の二階で開催し

入院中は︑それほど頭に疲れがなかったので︑随分本を読んだ︒

刷りの﹁朝焼夕焼﹂を二百部出した︒

の感激であった︒久田は翌晩私のあばら家へ泊ってくれ︑丁度羽茂

をしてくれた︒地元より酒川哲保から講演をしていただいた︒全く

川の鮎の渡れる頃だったので︑鮎料理を食べて貰った︒久田竹一と

小説が主であった︒それがきっかけで退院してから小説の試作か書
沢野久雄の選を経て捜絵入りでよく入選掲峨された︒四枚ものだっ

の宿舎を訪ねたこともあった︒私の著書の出るたびに新潟日報の読

はこの後確か二度ほど会っている︒あるとき私は彼の住む新潟大学

くようになった︒まず︑新潟日報のコント欄から始め︑三浦哲郎や
たが当時四千円ずつの稿料を貰った︒この棚は真野町の金子のぼる

宮虎彦の﹁彦﹂︑折から窓外に降っている﹁雪﹂︑生まれた住所の

ネームを使うようになった︒入院中読んだ柴田錬三郎の﹁柴﹂︑田

なお私は小説を書くようになったのをきっかけに羽柴雪彦の．ヘン

すでに四︑五回にも及んでいるようである︒

書制に紹介を兼ねた感想を書いてくれるのも︑きまって彼であり︑

も．﹁まきしろう﹂の筆名でよく入選しており彼は私の先輩で常連
といってよかった︒

で︑四十六年から七年にかけては︑体が治りきらずろくな仕事も
して佳作第一席に﹁両津欄干橋﹂が選ばれた︒応募総数七十余編の

出来ず︑小説などを書いて過ごした︒新潟日報の短編小説賞に応募
うちの二位で︑選者は有馬頼義だった︒何万円かの賞金を貰った︒
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羽茂町︑または本姓羽生の﹁羽﹂の四文字をつなぎ合せて作ったも
のであった︒俳句にもこれを使うようになったが﹁今迄ろくなこと
がなかったようすだから縁起直しにいっそ改めたら﹂と進言してく
れたのは東條素香であった︒放送作家に羽柴秀彦という人がいるこ
とを知ったのは少し後になってからである︒といって新しい名前で
何冊も本など出した手前︑もはや変えることは終生できない︒
一六︑小池濤子・凸版印刷朝霞工場

昭和四十八年の春︑県の俳句作家協会の連衆が来島して俳句大会
を開催するというので︑それを受入れる側の下準備の話し合いで︑

私は福嶋野城子に呼ばれ両津へ行った︒そのとき︑小池涛子と初対
面の挨拶をかわした︒名前だけはずいぶん前から知っていたが︑せ
まい島の中にいて今までお互いが会う機会に恵まれなかったのは不

空を嗅ぐ牛や北窓開け放つ涛子

思議である︒

しかし私は労災事故で傷つき︑所得がなく家庭の生活がやってゆ
に出発した︒行く先は埼玉県の凸版印刷朝霞工場である︒丁度五月

茂湖

ｊ１ｊ

佐山香代子

草紅葉句碑立つ丘ゆ湖見へて

能舞台訪へぱ加茂湖に葦火見ゆ

小雪の朝に虹立ち湖畔より

しようせつ

さびしさは萩刈りてより深まりし

葦刈れば加茂湖は近く広がりぬ

湖に初冠雪の山うつす

加

雁の声らし亡夫を想ふ夜に

わだかまりあるとき冴へる湖を見て

泳ぐ鴨休む鴨あり牡蛎筏

湖の小屋にカラオケかけて牡蛎割女

﹄

！

〜

口

けなくなったので︑五月の初旬︑家族の止める手を振りきり出稼ぎ
雨の降りしきる夜間︑両津港へ向けてタクシーを走らせた︒まだ怪
我の後遺症のある体で︑不安が多かったが悲壮な決意がそうさせた
のだった︒すなわち︑ムチウチ症状で両手にも充分力が入らなかっ
ともなった︒しかしお陰で︑五十二年夏まで勤めて帰ることが出来

１１
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た︒雨天や大風のときはその前日から頚が痛み︑後頭部に鈍痛が

た︒思えば阿修羅の五年間であった︒︵つづく︶

巳

むづ

Ｉ振矩師雑記㈲Ｉ
ｌ山本仁右衛門徳基Ｉ

金子勉

教授いたし︑殊に老母きんへ仕へ方宜しく︑困窮の中にて︑衣食

処︑生質実体にて職分無怠慢相勤︑同職若輩の者には筆算等厚く

延享三年︵一七四六︶山留頭の数右衛門が振矩師に取り立てられ

えも仕へ方之儀申諭︑家内柔和に相暮し︑同職は勿論︑近隣の者

等不自由無之様心附︑都而母之心を安んずる様孝養を尽し︑妻子

山本仁右衛門億基
以来百年余︑代盈山下数右衛門を名乗った山下家も数右衛門泉の死

にも交り宜しき趣相聞え︑奇特之事に付︑褒美として白銀一枚為

罪をもって嘉永二年︵一八四九︶振矩職としての同家の終焉を承︑

取之未八月七日

仁右衛門は幼名を虎吉︑壮年には仁八郎︑その後仁右衛門︑仁平

木などが運び込まれる港の番所として開かれた︒一つの番所には普

古し番所の一つである︒海府番所は薪や鉱山の鍛冶炭︑留木用の材

翌年の慶長九年︵一六○四︶材木町番所とともにできた相川で最も

海府番所は柴町番所ともいい大久保長安が佐渡支配を命ぜられた

︵１Ｊ︶

阿部六平がその忰とともに山下の後をついだこと︑六平には山本仁

以後︑泉を手伝って文政の大工事中尾間歩水貫を成功させた振矩師
右衛門なる門人がいたことなどをこれまでにゑてきたが︑本号では

は晩年の称︑徳基と号し︑俳号を梅雷舎琴睡という︒相川柴町に

通十人内外の問屋が所属しており︑船荷の受取りや課税などの事務

その仁右衛門の周辺を調べてみよう︒

た︒眼の不自由な身となった老母に孝養をつくし︑孝子として広く

に当る代りに︑諸国から入る商品を一手に買入れる権利をもってい

住み︑丹後屋と称した︒幼くして父仁三兵衛を失い︑母の手で育っ
知られ︑安政六年︵一八五九︶八月にば奉行山岡八郎左衛門に褒賞

た︒この番所所属の問屋が番所下遣を勤めている︒したがって︑彼

学︶等を得意とし︑同僚にもこれを教授したとあるが︑下遣として

要とした︒右の申渡書に仁平が筆算︵算盤だけではないいわゆ為数

等は職掌柄︑単なる算盤勘定だけでなく︑いわゆる数学的素養を必

︵勺﹄︶

されている︒

海府番所下遣丹後屋仁右衛門
其方儀︑三十二ヶ年以前文政十一子年︑海府番所下遣申付置候
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︵ＱＵ︶

重宝がられたにちがいない︒

この下遮の仁平が振矩師となるのは︑萩野博士によれば︑明治維
︵心を︶

新を迎え海府番所役が廃止された明治元年︵一八六八︶十二月のこ
とである︒

北見星月に数学を学ぶ
金井町大蔵家の多くの和算書の写本の末尾に
北見玄勇先牛算学門人

星月がいつ江戸から帰郷したかは明確ではないが︑﹃佐渡国略

町医師阿都真玄祐算術功者一一付︑於素読所算術指南方被仰付︑御

記﹄文政元年︵一八一八︶六月二十三日の項に

手当として一ヶ月御払米壱石宛買請被仰渡候・

とあり︑文政二年四月二十五日には町医師の阿都真玄勇が︵奉行

三四︶九月二十四日の火災にかかわる﹁佐渡役宅出火一件記﹂︵絵

所︶御出入医師格に仰せつけられたことが︑また︑天保五年︵一八

図師山尾術守︶に記す焼失家屋中に﹁中京町ニテ御役所詩医師北見

対衛﹂がみられるから︑星月は︑おそくとも文化の末には郷里相川

に帰り佐渡奉行所にほど近い中京町に住み︑医を業とし︑数学の実

と︑町医師から詰医師に昇格したことがわかる︒

力を買われ︑素読所︵奉行所の学問所︶で数学の教師をも兼ねたこ

算学門人大蔵守次再写

佐渡国雑太郡相川柴町山本徳基先生
の如き記載かあるから︑仁平は数学を最上流二伝北見玄勇︵星月︶

︵︑︒︶

振矩師山本仁平徳基

八木林平が門人の高木善行をして江戸芝神明社に掲げた算額︵和算

萩野博士が︑仁平の振矩師就任を明治元年十二月とするのと符合す

二月二十三日﹃校正振矩術全﹄を振矩師阿部六平から受けている︒

阿部六平の項︵本誌四十号︶でも述べたように︑仁平は明治元年十

頁ノ０

六才であるから︑星月に数学を学んだのはこの前後であったである

仁平は海府番所下遣を仰付けられた文政十一年︵一八二八︶に十

︵７︶

に学んだこと︑大蔵秀昭氏の祖父守次が仁平の門人の一人であるこ
とがわかる︒

北見星月は数学に志し︑十六才で相川を後に諸国を経歴し︑宇都
野宮で空一流の某にその算法を学び︑文化元年︵一八○四︶江戸新
材木町で開塾したが︑最上流直伝の市瀬長兵衛に空一流が時代おく
︵５︶

れであることを思い知らされ︑最上流に転じて後︑彼の才はいよい

の絵馬︶をめぐる文化二年から三年にかけての最上流市瀬との論争

でしばしば取上げてきた阿部誠之の同名の書からの抄写である︒

る︒この書は︑巻首に﹁阿部誠之校正﹂とあるが︑内容は︑これま

よ顕われ︑﹃北見算集﹄をはじめ多くの書を著わしている︒関流の

は︑﹁最上流直伝算学師東都本石町十間店住市瀬長兵衛惟長門人東

る︒③一番

三番縄についての野帳︑仕上げ︑方位について右書と

徳基はこの抄写本をもとに︑翌二年三月愚方位術﹄を著わしてい

︵ｑ︾︶

都新材木町稲荷新道住北見星月都岨﹂の名で行われたが︑このこと
︵︑⑥︶

は︑最上流の四天王の一人市瀬の門人星月が数学者として︑流の内
外に認められる存在であったことに外ならない︒
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同数値を使い︑同様の説明を施した後︑⑥﹁明治二乙年正月十二日

﹁梅が香﹂と題する山本仁平についての記事では﹁余が十三の年相

山本仁平翁を算術方として生徒に教授を始めた﹂といい︑同じ頃か

て︑その方位の算出の実際を示している︒まさに生きた好例題であ

所マデ﹂および︑﹁勘六間切ヨリ蔵之助間切マデ﹂の二個所につい

で︑学問所も漢学一科では事足りぬ︑数学を設けよといふ事になっ

明治五年であった︒維新の後間もない頃の事で百事一新といふの

川県学問所の生員といふものになって帯刀坂の学問所へ出たのは︑

けむりぬき

ヨリ同廿三日迄之内鳥越間歩勘六間切引立ヨリ勘右エ門廊下烟貫場

る︒しかも︑③⑥︑各項の終りにそれぞれ朱で﹁小数除位﹂につい

て︑算術方の教師として撰任せられたのが山本仁平翁で︑年の頃六

︵皿︶

ての説明がある︒各方位算出のための算盤による割算の位取りの読

十許りの老人であった﹂と記している︒仮中学校発足を五年八月と

︵皿︶

取り方の解説である︒巻末には︑さらに﹁小数除位凡例﹂をも朱書

三月の﹁相川県学校入幾歳計﹂︵﹃相川の歴史﹄相川県史︶に︑教

する﹃新潟県教育百年史﹄に従えば︑後者と符合するが︑明治五年

官丸山葆︑句読方三名に次いで

している︒割算がむつかしいこと︑位取りが一桁でも違えば大きな
としての五十八才の彼の初仕事であったにちがいない︒各地点間の

谷口平八

算術方相川県等外四等准席出仕

此月給一ヶ年九円

なければなるまい︒したがって︑仁平が算術方となるのは︑五年の

の認識や県学から仮中学への移行年次などの錯誤によるものといわ

ないであろう︒とすれば︑この混乱は萩野の﹁仮中学校﹂そのもの

人同時にいることも︑萩野が仁平と平八とを間違えることもあり得

口平八︵﹃佐渡年代記﹄明治四年︶と同一人物である︒算術方が二

がみられる︒平八は今に撰書﹃諸術算法記一を残している筋見の谷

︵狸︶

誤差を生ずることへの配慮である︒この鳥越間歩の測量は︑振矩師

にとっては初見である︒六平から伝を得た直後の仕事ではあるが︑

方位を記入した絵図はしばしば見られるが︑その算出の具体例は私
計算に誤りはない︒仁平の数学達者の証でもある︒
振矩師から算術方へ

仁平がいつまで振矩師を勤めたかを示す明確な資料を知らないが
明治四年正月﹁鉱山役所調﹂︵﹃佐波年代記﹄︶に

振矩師阿部坤三山本二平
同見習 山 本 二 八 郎

が本職になったものか︑振矩師の職が明治のしつまであったのか︑

時期があったかと考えるのが妥当であろう︒見習であった忰仁八郎

山本や六平の後畜がどうなったのか︑わずか百年前のことである

暮か六年頃︑振矩師を免ぜられるのもこの頃︑あるいは多少兼任の

新聞に寄せた﹁明治初年に於ける相川の学校の変遷﹂で﹁県学は明

が︑いまのところ私にはわからない︒

が象える︒また︑明治五年学問所︵同年末に県学と改称︶の生員

治七年の末か︑相川県仮中学といふ名に改った﹂﹁仮中学時代には

︵生徒︶となり後︑助読となった萩野博士は大正四年一月一日付佐渡

旧式の漢学一本筋では︑普通学の主意に合はずといふ事と見えて︑
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にも相川県令鈴木重嶺や新潟県令永山盛輝に賞揚されている︒ま

①萩野由之﹃佐渡人物志﹄による︒なお同書によると︑明治の初め

註

余が小学校教師時代には︑翁も老年ながら尚教職にあった︒明

た後の資料からもわかるように仁右術門は二右衛門としたことも

晩年の仁平
治十一年の春折戸小学校の附属校で授業の最中に︑塗板が落ちて

あるようである︒簡略のため以下﹁仁平﹂とする︒

︵蝿︶ぬりばん

た︵﹁梅が香﹂︶

所︑同所前廊下︑御玄関脇廊下等︶︑給銭︑給米などを記した

と︶の機会︵月次︑五節句︑年始等︶︑場所︵御書院︑銀山方役

地方の名主︑諸職人頭取等に至るまでの御礼︵奉行に拝謁するこ

②学問所儒者をはじめ御役所詰医師︑町年寄︑筋見︑振矩師等から

翁は肩を打った︑是から床に就いて二月三日に六十七で没せられ
博士と同郷の親友岩木拡は一．佐渡人物志﹄の欧文︵おくがき︶
京遊学︑人物志の起稿は廿才︑東京帝大古典講習科設置が明治十五

﹃名順帳﹄︵安政の頃？のもの︑舟崎文庫︶の﹁浜手三御番所下

に︑萩野博士が小学校で教鞭を執ったのが十六七才︑十八九才で東
年︑博士廿三才の時としているから︑萩野の小学校教師時代は明治

造﹂の項に︑﹁海府︑丁子屋卯右ェ門︑霞屋善蔵︑丹後屋仁右衛

佐右衛門以下六名︑下戸には丸屋太郎兵衛以下六名︑また︑海府

門︑加賀屋才助︑井筒屋平吉︑石見屋仁吉﹂が︑柴町には川崎屋

︑︑︑︑︑︑

この頃から小学校に勤務したであろう︒塗板というのは現在の黒板

九・十年である︒仮中学校の廃止が九年であるから仁平はちょうど
に当る教具である︒元来多病だったと伝えられているが︑それにし

通頭取に二階屋惣狂術門など何れも問屋衆と思われる名が象え

所下遮には柳屋叉右衛門︑安宅屋春平など十九名︑赤泊御番所下

の﹁同助﹂に仁右エ門の枠丹後屋仁八郎がみえる︒因みに小木御番

なお︑静野与右術門が低品位の鉱石粉砕のための水車を発明した

もも︑

ても︑これがために床につき亡くなられたというのは︑まことに惜
しいことである︒

り︑阿部六平が絹繊の技に優れていたと伝えられるが︑仁平もまた

︵魁︶︵焔︶

限らない︒この﹃名順帳﹄にも︑例えば︑出張役所下遣布田七右

る︒ただし︑﹁下避﹂はすべて右にみるように問屋が勤めるとは

一言少︑

造り︑後︵慶応四年一月︑明治二年六月の二度︶相川へ派遣された

技巧に長じ︑奉行中村時寓︵元治Ｉ慶応︶の命で鉱抗採繋の模型を

などがふえる︒︵﹃名順帳﹄では駄栗手は御仕入稼役所銀掛とあ

銀懸並駄栗毛虎右術門︑同所下泄世話煎・元広恵倉上番水落市蔵

﹃佐渡年代記拾遺巻之下﹄︵嘉永元年？︶に御用炭下避・大吹所

衛門︑御用炭役所下遣伊藤嘉左衛門︑荒川佐助︑水落市蔵が︑

ひうら鋲らす︵お﹀

英人技師ガールのために再びこれを造り︑あるいは︑西三川産の俗
称煎餅角石︵燧石︶による硝石切りの発明などが伝えられている︒

とい兵ノ◎

︵耐︶

また︑ウインの幽国博覧会︵明治六年︶にも鉱山の模型を出品した

化四年に認

る︶駄栗毛や水落等は明らかに地役人である︒一方︑右拾遺︑弘
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録されているから当時話題になった問題にちがいない︒

︑阿都真玄勇︵祐︶︑北見対衛が北見星月︵霧月︶と同一人物で

跡礪嘩噸興作ゞ
其方儀元雲子間歩帳付より当時の場所に雇ひ替都合三十ヶ年相

り︵割注︶︶即改名して阿都摩勇といふ一や﹃算学天元法初心稽古之

﹁彼当時は佐渡に版り地方役人を勤むると云ふ︵尤金山の掛りな

あることは︑﹃北見算集﹄の市瀬長兵衛の序︵文政二年三月︶に

がある︒同じ時期の同じ職名でも︑職場の違いなどにかかわり︑

などから明らかである︒

巻全﹄︵大蔵蔵書︶にみる﹁阿都真流直伝﹂﹁阿都真勇対衛遍﹂

成・：：・褒美として白銀二枚巡之

勤候処平常職分出精いたし；：：⁝銀山向雇ひのもの亀鑑に可相

身分は必ずしも同一ではないことがわかる︒資料を読むときの留

二年︶の北見霧月の項で北見が﹁其の門人を教ふる頗る厳なりし

⑧県学で仁平から数学を学んだ岩木拡はその箸﹃相川町誌﹄︵昭和

寺で

意点の一つでもある︒﹁小遣﹂﹁下改﹂などとの関連についても
研究の途地があるが略く︒

と云ふ︒山本徳基︵柴町丹後屋仁兵衛なり︶か少時算術の教授を

﹁御礼﹂については﹃佐渡相川の歴史資料集七佐渡一国天領﹄所
集﹁覚書﹂の﹁諸礼之式井略年中行事﹂などが参考になる︒振矩

請ひしに親の命にてか或は自己の志望かと質されし故自己の志望

にて親に願ひ許可を得たりと答へしに然らは独許可し且つ云ふ︑

とで

師の身分などについては追って述べる︒

単に親の命にて心ならす習ふ者叉は自己の志望なりとて親の許可

③金井町安養寺大蔵守次の蔵書中に﹁佐州相川霞屋﹂印のある算書
﹃諸術算法記﹄がある︒守次も同名同内容の写本を蔵している︒

名︶と記している︒

を得さる者等は一切教へすとありしと徳基語れり﹂︵原文片仮

十二

三番を用いて︶略述し︑巻膳に︑この法は円理に

の拙稿﹁佐渡に残る算書﹂参照︶

つき他見他言しないことを鞭約している︒︵﹃佐渡史学﹄第十集

番縄のうち一

ついで︑野帳︑仕上げ︑方位のみについて︑︵誠之の一番

⑨誠之の下巻にある﹁釣配乗率﹂﹁開出乗率﹂の表を巻首に収め︑

何れも仁平が師北見星月から得たものにちがいない︒なお︑申渡
めであろう︒

書に︑仁平の生活は﹁困窮﹂とあるが︑火災で家を失っているた
側振矩師を仰せ付られた明確な文書を知らないが︑﹃佐渡人物志﹄
に従う︒

⑤﹃北見算集﹄︵東北大学狩野文庫︶市獺長兵衛序による︒音韻に

⑩⑥の例をあげておく︒﹁右之寄﹂とは︑野帳にある各縄の長さ︑

関する書﹃あしかなえ・一なども著わしている︒

⑥﹃減弧錐内容累球題術起源﹂︵東北大学狩野文庫︶に論争の経線

方位︑高下の集計である︒詳しくは本誌十九号を参照されたい︒

東出五拾壱丈壱尺八寸○壱三西出五拾丈○○八分五九

右之寄

や算額の内容が詳しく記されている︒享保十六年から文政十一年
﹃奏祠神算﹄︵文政十三年︶にも︑この論争に関する額四面が収

までの九十八年間の算額のうち二○四面を集録した中村時萬の
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但引留之方東勘左衛門廊下之方

差引壱丈壱尺七寸壱分五四・天位
此巾壱万三千七百弐拾立分○六天巾

の切抜きを貼付けたもの︒﹁梅か香﹂は梅蕾舎琴睡︵仁平︶の

伽・晶繩慕郷録下﹄︵舟崎文庫︶萩野博士自著﹃中学国史﹄に新聞

﹁梅が香を世々に伝えよ家の風﹂にとったという︒な鎧︑前者の記

前の事だから︑必らず記臆の相違があらうと恩ふ︑何卒岩木秤陵

事の終りに﹁以上記す所は皆余が少年時代︑今より殆ど四十年の

織渡世の者﹂に相川阿部六平外畑本郷四名︑目黒村︑下横山村各

⑬慶応二年︵一八六六︶五月︑奉行所が生糸一手買付を許した﹁機

叫兀禄十年︵﹃佐渡年代記﹄︶

分校にいたか私には不明︒

目裏永宮寺跡に新築したという︒︵﹃相小の百年﹄︶仁平がどの

を置き︑十二年には第三の柴町校と折戸校を合併し折柴校を一丁

岩寺に本校を︑一丁目裏の聞名寺と五郎左エ門町の円行寺に分校

側明治六年︑相川に第一ｌ第四の四小学校開校︒第四の折戸校は立

代る々点に壱人宛明五日より県の方え除切金銀目利為致候事﹂

県からの申渡書︵﹃佐渡年代記﹄︶には﹁筋見谷口平八谷口平作

造︑同助︑谷口平八︑平作父子は共に筋見︑明治三年二月四日の

頃？︑成立︑舟崎文庫︶では仁右衛門︑二八郎はそれぞれ番所下

側註卿の同名の書とは内容は全く異なる︒なお︑﹃名順帳﹄︵安政

られて正確な事実を後に伝たいと希望する﹂とある︒

兄︑柏倉一徳兄を始として当時の事を知れる人々は其誤を指示せ

南出弐拾五丈四尺壱寸弐分弐○北出弐拾七丈八尺九寸八分壱々

回

差引壱丈四尺八寸五分九壱地︵位︶
但引留之方北勘左エ門廊下之方

此直玄壱丈八尺九寸弐分弐○

此巾弐万弐千○七拾九歩弐九地巾
天地巾合三万五千八百○四歩三五直巾

差引残り下り

上り拾六丈○四寸八分六壱下り四丈七尺七寸四分弐九
差引拾壱丈弐尺七寸四分三弐内弐尺七寸両所踏雲り踏マテ
残り拾壱丈○○四分三弐

侭引留之方上り勘左エ門廊下之方

此巾百弐拾壱万○九百五十坪五九高下巾
此中石拾壱丈壱尺六寸五分八弐

龍︑巾合百弐拾四万六千七百五拾四坪九四

方位勘六間切之方ヨリ斗壱分○○四
勘左ェ門廊下之方ヨリ井壱分○○四
この最後の三行は︑勘六間切引立Ａより勘左エ門廊下烟貫場Ｂ

一名計七名の名がある︒︵﹃佐渡年代記﹄︶

⑯﹃佐渡人物志﹄山本仁平徳基の項

までの斜距離︵中石︶が二丈一尺六寸五分八二︑ＢはＡから見
て北から三八・二五三度西︑ＡはＢから見て南から三八・二五三

の本間琢斎は銅器を出品したとある︒

伽﹁梅か香﹂なお︑山本修之助﹃佐渡の百年﹄には︑このとき沢根

の算出方法を詳述しているが紙面の都合で略く︒

度東の位置にあることを示しているｃなお︑この後に︑この方位

5
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↑﹁アキヲイロドールカエデヤッタハヤアマノフモトーノスソモヨ

モミジは紅葉に限らず︑紅葉・褐葉・黄葉・燈葉のいずれもモミハジ

語の時間に︑先生から﹁紅葉が山の麓から頂上にかけておこると作

ルデの紅葉が白膠紅葉︵ぬるでも詮じ︶︑ハゼの紅葉が楓紅葉︵は

︵ははそもゑじ︶︑佐渡でハシノキ︑ユレリノキなどとよばれるヌ

コナラの佐渡方言はナラ・ガメナラ︒このコナラの紅葉が柞紅葉

でありモミジと読んでよい︒

文に書くパカ者がいる﹂といわれ︑山を承て紅葉は山頂から山麓に

葉は柿紅葉︵かきもみじ︶︑クロモンジャの名でよばれるオオクロ

島の物産の八珍柿︑おけさ柿の名で売りだされているが︑この紅

ぜもみじ︶︑イチョウの黄葉は銀杏黄葉︵いちょうもみじ︶である︒

マモミジとよばれる日本海要素のモミジが圧倒的に多いこと︑紅葉

でない例年紅葉しないコナラが︑みごとに紅葉した珍しい年であっ

昨年︑昭和五十八年は紅葉のみごとな年であった︒モミジ類だけ

モジの黄葉は黒文字黄葉︵くるもじもふじ︶としてよい︒

タャヵエデにはエゾイタャとアヵメイタャの二種が佐渡にあり︑ア

えの紅葉の美しさはまた格別︑古老たちも二十年来承たことのない

﹁小佐渡の〃ははそもみじ″はことのほか綺麗ですよ︒松ヶ崎越

た︒

小学校唱歌に唄われているツタは︑紅葉のあと落葉するブドウ科

かってきた︒

カメイタャは開葉時の五月の新葉が鮮紅色に紅葉することなどがわ

ウチワカエデ︑ウリハダヵエデなどのカエデ類も紅葉すること︑イ

は緑葉が黄から燈をへて紅になること︑またハウチワヵニデ︑コハ

山歩きをするようになってから︑佐渡の山のモミジ類のなかでヤ

移るものだということを知った︒

ら紅葉は山の純からおこるものと思っていたが︑中学校一年生の国

たのは相当大きくなってからである︒﹁山の麓の裾模様﹂の歌詞か

になると樹々の葉は紅・燈・黄の色をも糸だして美しく秋を彩る︒

モミジは﹁もゑずる・もみいずる﹂から由来したとされるが︑秋

ないことなどがわかったのも大人になってからである︒

のツタで︑キズタとよばれるウコギ科の木本の常緑のツタは紅葉し

邦

オＩ﹂が﹁秋を彩るカエデやツタは山の麓の裾模様﹂の意味と知っ

ままに唄っていた︒

小学校唱歌に﹁モミジ﹂がある︒小学生の頃は意味のわからない

紅葉と黄葉
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美しさといっていますよ﹂と真野町四日町の滝口恵倫さんがはなし

色づいている程度である︒

コナラはいっこうに紅葉していない︒およそ一割ぐらいが黄褐色に

あった︒十月に入るとコナラ林は日毎に色づきを増した︒黄葉・燈

昨年︵昭和五十八年︶は︑このコナラの紅葉が実に承ごとな年で

をしてくれた︒

なまってホオソともいう︒﹃牧野植物図鑑﹄︵復刻版一九七七︶に

葉︑褐葉︑紅葉と日毎の変化を象ることが楽しみであった︒十月の

柞紅葉〃ははそもみじ″と読む︒柞︵ははそ︶はコナラの古名で
は﹁和名ハハソ一名ナラ・コナラ︑ハハソの意味は不明﹂と記され

下旬から十一月の上旬︑コナラの柞紅葉は冴えに冴えた︒

林に光が射す︒林全体が輝いて色の交緋楽が迫ってくる︒

る︒﹃新牧野植物図鑑﹄︵一九六九︶には﹁和名コナラ別名ホオソ
コナラは佐渡の里山の雑木林の主要樹である︒薪炭林として利用

・ナラ﹂となっている︒

葉のままである︒ある株は全葉が黄化し︑黄炎のように天に立つ︒

コナラの株によって紅葉がそれぞれちがっている︒数株はなお緑

黄に紅にまた燈に色冴えし柞紅葉に今年は会ひし

ある株は燈色︒真紅の紅葉︒真紅の紅葉をみるのは私ははじめてで

された林である︒例年佐渡ではコナラの紅葉はみられない︒コナラ
の緑葉は秋に黄ぱゑ︑すこし紅く色ずき黄葉Ｉ褐葉になるが紅葉は

ずかでしかも非常に不安定な色素であるため︑その正体は長い間は

紅葉を起こす鮮紅色の色素は細胞液に溶存するが︑含量もごくわ

ことである︒

柞紅葉にかこまれた新居の新雪︑またとない柞紅葉の美しい年の

新屋に移りてこ十日を過ぐる朝柞紅葉に雪白く瞳く

隣席の同僚本橋克さんは︑その朝次の職を詠んでくれた︒

とができた︒

この年︑十一月三十日に初雪が降る︒雪の中での柞紅葉もみるこ

地に果つるいのちの前にも象ぢたる柞紅葉の紅透きとおる︒

うな紅となって輝く︒透きとおる紅はコナラ紅葉の極限の色である︒

林に陽が射す︒林はまぱやいばかりに輝いて紅葉は透きとおるよ

あった︒

しない︒紅葉の前に枯れて茶色の葉になってしまう︒

コナラのみごとな紅葉がみられたのは昨年︑昭和五十八年の秋で
あった︒この年は秋の天気がよく︑葉は光を豊富に浴びた︒夜の冷
昼︑葉に合成された糖は夜の冷えこゑで転移がさまたげられ︑遊

えこみが強く日較差が一○度になる日が一ヶ月は続いた︒

離糖から赤色色素のクリサンテミンがよくつくられた︒雨も時盈に
しっかり降った︒湿りが充分葉にあたえられ葉は生気を保つことが
できた︒乾きは葉の枯死を促す︒葉が生気を失い枯れかかれば︑紅
葉化はストップする︒

風が強く吹くと紅葉もおしまいといわれるが︑風は葉を一気に乾
かせて枯死化を促すからである︒昨年は風の害のほとんどなかった
年である︒

勤め先の両津高校は海辺の丘の上にある︒コナラとアヵマッに囲
まれた学校である︒今日は十一月一日︒窓からコナラ林が象える︒
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っきり証明されなかった︒

ミジ︑︿ウチワヵェデ︑コハゥチワカエデの三稀の紅葉それぞれ約

服部静夫︑林孝三の両博士による︒日本の代表的紅蕊植物のヤマモ

科︶イヌタデ︵アカマンご・イタドリ・オオイタドリ・スイ︵

ヶィソウ科︶ミソ︿ギ︵ミソハギ科︶ショウジョウパヵマョリ

︵スイカズラ科︶メノマンネングサ・ミャママンネングサ︵・ヘン

ニシキギ・コマュミ・オオ簿ハマ手︑︑︵ニシキギ科︶オオカメノキ

︵ウルシ科︶ツタ・ギ雲ウジャノミズ・ヤマプドウ︵ブドウ科︶

アヵメイタャ・ゥリハダカエデ︵カエデ科︶ヤマウルシ・ヌルデ

一○キログラムより︑純枠な紅色色素の結晶あわせて約五○ミリグ

紅色色素を抽出し結晶化に成功したのは︑昭和十二年︵一九三七︶

ラムを得た︒透きとおるような鮮紅色の色調の色素はクリサンテミ

タデ科︶植栽種のミセバャ︵ベンケイソウ科︶モッコク︵ツバキ科︶

︒ギシギシ・エゾノギシギシ・アキノウナギッカミ・タニソ・︿︵

アントシァニンは化学的には色素本体︵アントシァニジン︶に糖

ンとよばれる色素で︑アントシァニン色素群のひとつである︒

紅葉のしくゑは次のように考えられている︒

一ンは

秋になると葉の中のクロロフィル︵葉緑素︶が分解される︒一方

の結合した色素配糖体︵アンシァニこである︒アントシァ

ギリシャ語の花という言葉と青という言葉とにもとづいてつけられ
︑

た名である︒最初はヤグルマギクの青色の花の色素につけられた名

から茎への転移がさまたげられる︒転移のさまたげられた遊離糖お

葉柄の基部に離層というコルク層ができ︑昼に光合成された糖の葉

︑︑

ったが︑現在は花の青色だけでなく︑花︑葉︑果実︑茎︑芽などの

で︑﹁花青素﹂とよばれ︑﹁花の青色をあらわす色素﹂の意味であ

クリサンテミンが合成される︒

よびクロロフィルの分解によって生じたアミノ酸などから紅色色素

そして紅葉化は温度︑光︑水の三嬰因が適切な条件下にあること

である︒

クリサンテミン︑この紅色色素は最初︑中国産のシマヵンギクの

こむこと︑日較差のあること︑大気中に適度の湿気がふくまれてい

が大切で︑空気が澄泳豊富に紫外線を受けること︑昼は暖く夜冷え

青・青紫・紫・赤紫・燈・赤色など幅広い色調を示す色素群の総称

ハナの花などから抽出された︒その鮮紅

て葉が乾燥せず枯死しないことなどが紅葉の必要条件である︒深山

ム属︶の赤い花や︑ヒガン

花から単離された︒その後ニゾギクなどのキク属︵クリサンテ︑︑︑ウ

色の色調などから紅葉の色素も同じであろうと予想されていたが︑

渓谷沿いの紅葉がひときわ鮮やかなのも︑これらの条件が満たされ

るからである︒休渡の紅葉は越後に比べて貧弱であるといわれる

予想どおりであった︒

が︑これは越後に比べ佐渡に深山大渓谷がなく︑風による枯死葉化

クリサンテミンはカエデ類だけでなく︑紅葉植物の赤色色素のほ
とんどが︑この色素であることが調べられている︒クリサンテミン

まれにふる紅葉の美しい年︑小佐渡の佐渡仏舎利塔︵両津市河崎

のめだつことなどによる︒

ヤマモミジ・ハウチワカエデ・コハウチワカエデ・ミネカエデ．

をふくむ佐渡自生の紅葉植物には次のようなものがある︒
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清水平海抜二九○メートル︶を訪れた︒昨年の十一月五日土曜日の

の黄色が表に浮き出してくるが︑これが黄葉現象である︒

である︒秋冷とともにク戸ロフィルが分解されると︑カロチノイド

サントフィル類よりなる紅ｌ燈ｌ黄色の色調を示す色素群の総称名

カロチノイドは紅色色素であるカロチン類と︑黄色色素であるキ

午後である︒仏舎利塔に至る古峰林道沿いは紅葉︑黄葉の彩る道で
ある︒ひときわ目をひいたのは林の縁のヤマウルシとヌルデとつる

である︒カロチン類にはニンジンの赤色色素︵ペーター・カロチ

ン︶とトマト・スイカの赤色色素︵カロチンの異性体であるリコピ

塔の手前のおよそ一キロ地点︑コナラとアヵマッの疎林の南面が

植物のギ雲ウジャノミズであった︒
陽だまりとなっている︒ヤー︑モミジ︵紅葉︶︑ホッッジ︵紅葉︶︑

ソ︶などがあるが︑秋の紅葉や黄葉の色素とは関係ない︒

と︑パンジー︵三色スミレ︶の黄色色素であるビオラキサンチンな

はトウモロコシの果実や一一ワトリの卵黄の黄色色素であるルティン

秋の黄葉の色素はキサントフィル類である︒キサントフィル類に

コナラ︵黄ｌ燈葉︶︑オオパクロモジ︵濃黄葉︶︑ヤマナラシ︵黄
葉︶︑コシアプラ︵白黄葉︶︑ワラピ︵紫茶葉︶にアヵマッ︵緑葉
秋の陽ざしの中で︑陽を浴びながら木とは静かに色の交響楽を奏

︶が混じる︒

もじもゑじ︑オオマハクロモジとよばれる雪国要素であるこの植物

の炎のように輝く︒山の黄葉でみごとなものは︑黒文字黄葉ｌくる

銀杏黄葉ｌいちょうもみじ︒イチョウの黄葉が光を浴びる時︑黄

黄葉化の段階に応じ︑黄緑・淡黄・黄・漉黄とその色調はさまざま

小粒状の色素体として翠られる︒この黄色の小粒体も︑種類に応じ

間違いない︒これらの黄葉色素は主に葉肉の柵状組織の中に黄色の

ィル類のうちのルティンとビオラキサンチンの二つと考えてもほぼ

秋の黄葉の主要色素は︑カロチノィド色素群のひとつキサントプ

どがある︒

は︑一枚の葉をもあますことなく黄化させる︒大佐渡スカイライン

でていた︒

沿いの乙和池より上部の道沿い︑クロモジが林の縁に群生する︒そ

︵熱録騨儲笠評譲銅率龍謙譲論・県自︶

し︵一九八四・一○・三一︶

黄の精の灘ひにもにたる黄落の黄蕊︵きはだ︶林にねむりこけた

る︒味ち早く黄落するのもキハダである︒

り︑全山緑の中に黄葉の樹群がきわだって目立つのがキハダであ

佐渡の山にいち早く黄葉を告げるのがキハダである︒九月のおわ

であり︑それが秋の黄葉をさまざまに変化させている︒

の道沿いだけが明かるく〃黄炎の道″とよびたい〃くるもじもみじ
黄葉の黄色色素はカロチノィド色素群による︒このカロチノィド

の道″である︒

はクロロフィルといっしょに葉緑体内にもともと含まれている︒成
熟した緑葉では種類にかかわらず︑クロロフィルとカロチノィドの
クロロフィルの含有割合の多い春から夏にかけては葉の色は緑色

量比は八対一と一定である︒
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一地方分権主義者とその時代︒その未来Ｉ

森知幾と佐渡自由民権的

序章

極 " ／ " ／ " 1

九月十日第百五号裏表紙見開き広告に︑﹁小生︑今般︑萩野︑本

か八後略Ｖ﹂︑なお︑︵い︶の項では︑組合会自身が窓ままに其の設

只管長官の命令には御無理御尤なりと盲従するを穏当なりと思へる

八中略Ｖ三郡の利益如何を顧みず権利錘務の何物たるやに頓着せず

置方法を変更していること︑︵ろ︶の項では︑立法権と行政権が分立

拾余万の同胞﹂で指摘しているのは︑郡長の無能・専横と議員・島

郡長および議会が返済不能とした貸金数千円を︑知幾等整理委員が

行い︑無効な証書を作成したり︑証書の偽造を行ったりしたこと︑

していないこと︑︵は︶の項では︑共有金の趣旨に反して︑貸出しを

民の自治思想の未熟さである︒︵ほ︶の項の末尾に︑次のように記し

返納させた事︑未返済とされていた貸金が︑調査の結果︑返済され

依て濫出されつつある﹂事︑が訴えられている︒︵○の項で︑赤泊

ている︒﹁﹃郡参事の裁決と見解を異にすると雌他に感ずる所ある

航路問題に対する共有金貸付けに関する協議委員︵若林助太郎︑森

﹁辛苦銀難の末返済せしめたる五六千円の共有金も再び彼等の手に

て饗に感ずるものは狂者の事なり理なくして理に感ずるものは愚者

知幾︑本間字三郎︶ならびに︑組合会の財産整理委員︵高橋磯次郎

ている事が判明した事︑等々︑︵に︶の項では︑知幾等整理委員が

の事なり諸氏の感じたるもの果して何事ぞ無理か道理か将た﹃エレ

を以ての故﹄とは抑三十の頭顔が如何なることを感じたるか諸氏ょ

キ﹄か神ならぬ吾人実に之を解する能はざるを如何せん︵中略︶

盲人の目には光線を感ぜず聾者の耳には音声を感ぜずと誰音なくし

十二月十日第百七号︑二十五日第百八号社説﹁三郡町村組合会と

ある︒

荘︑風間︑川上︑玉置︑矢田︑美濃部︑味方︑森︑諸君の賛成を得

付る者也﹄との封建時代の処分に服するを以て徳義なりと思へるか

るを以て徳義と思へるか理非曲直を間はす﹃其方儀不屈に付斬罪申

代官所にて腰を三四十度の角度迄に屈め頭を幾百通も素板に額きた

幾

佐渡史林と称する歴史的雑誌を発行せんと欲す︒．・・・：斎藤長三﹂と

五︑知幾と﹃北漠雑誌﹄︵その四︶

森

ソ 〃 ノ
… ／ "
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し︑議会また︑直ちに︑これに応じて改選をしたことに対する非

知幾．斎藤幸三︶を︑無任期にもかかわらず︑郡長が改選を発案

に泣き佐渡の未来に涙を猿がざらんと欲するも能はざるなり﹂

る仏の如き多数同胞の心の程こそ不便なれ吾人は実に世の暗黒なる

は総て政府への御年貢なりと心得︑︵中略︶朝夕鯉齪衣食に奔走す

っ元と素志に非ず騎虎の勢止むを得さりしと共に明治の青年が手と

に述べている︒﹁：⁝・余が此十年来モッレノ︑し相川町政の局に立

十二月十日号寄書欄﹁相川に於る新聞通信者﹂の中で︑次のよう

難︑︵と︶の項で︑牧畜会社への貸金を︑数人の株主が借用して之を

たにもかかわらず︑前議を翻えして︑更に数年貸付けることに議決

て幸に此紛雑を掃除し整理の一段落を了することを得ば速に勇退す

高利に他に貸付けていたこと︑それを直ちに返済させるよう決議し
したこと︑しかも︑その議決というのが︑定員の半数に満たぬ出席

るの覚悟にて今や余が初期の十の七八は之を達するを得て僅に二三

口とを異にせり︲との誘を招かざらんが為め事遂に絃に至りし者にし

ど︑馬耳東風であること︑︵ち︶の項では︑調査委員だった若林助太

しかないのを︑郡長が半数と見倣すと宣告して採決・決定し︑執行
したこと︑そのことに対して︑知幾が︑郡長に反省を促したけれ

に立つ百の障害千の非難元より期する所余は毫も之に屈せず恐れざ

るのみならず却て耳に逆ふの忠言を聞かんことを望むと同時に真正

を余せり而して余が其始め自ら信じ自ら期する所ありて一たび此地

が︑自らの不潔を認めたものであること︑︵り︶の項では︑八月十日

なる政敵を愛す諸氏にして若し説あらぱ之を公にせよ余は余が執る

郎が︑不潔の議員と席を列するのは良心に恥じるから辞職すると

号寄書﹁佐渡三郡組合会怪談﹂の個所に記した訴願に関して︑県知

所の主義守る方針に向て勇進直行す仮令百難千障其前に横はり来る

言って退場したのに対して︑誰も︑それを止めなかったのは︑議会

事は勿論十余万の同胞も一人として︑郡長・議員を責める者の居な

と誰豈に容易に之を注げんや︒：：﹂

中の言葉を引用すれば︑相川町外四ヶ町村︵沢根・五十里・二見・

同雑報欄﹁三郡の一大事件﹂に記されている訴訟の趣旨は︑記事

いのは︑実に暗黒の世界であること︑︵ぬ︶の項では︑起訴の最中
裁を試みたり︑叉逆に︑控訴した夷物産会社が︑組合会へ講和を申

﹁金の行衛はと云へぱ甚暖味千万なる訳にて此結果こそ郡役所部内

金泉︶組合会︵会長森知幾︶へ三郡長が補助したことになっている

に︑原告の組合会から︑講和委員を挙げて︑被告の夷物産会社に仲
出て︑組合長である郡長が之を受けて︑会議に付したり︑しかも︑

が今日迄如何なることかなしつつありしかと云ふ従来の活劇を実地

その会議に︑被告株主の一人が出席していたりなどという︑全くス
ジの通らない事を組合会が行っているのは︑実に世の中は暗黒であ

に社会に発表する﹂ことであった︒

への訴願書が掲載されている︒県知事の却下理由は︑県参事会に訴

う県知事の裁決書と︑﹁不当裁決御取消二付訴願﹂という内務大臣

同雑報欄﹁訴願﹂には︑﹁訴願法第九条二依り之ヲ却下ス﹂とい

ること︑などを︑それぞれ︑訴えている︒そして︑次のように結ん
でいる︒

﹁実に憐れなるものは彼の従順善良なる下層の同胞而かも多数の貧
民にして租税とさへ云へぱ国県税町村税の区別軽重をも弁へず租税
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訴願シタルモノ｜スァラサルナリ抑モ制第百二十条第一項ハ素ヨリ

依テ訴願スルヲ得ルハ当然一一シテ始メョリ余︿制第六十八条二依テ

て︑知幾は︑内務大臣への訴願書の中で︑﹁制第百二十条第一項二

であり︑訴願内容に対しては︑判断を避けている︒それを不当とし

願できるのは︑議会に限るのであって︑個人は出来ないというもの

な古い頭脳と意識の敵対が述べられている︒

しに町会の負となれり﹂とあり︑同﹁議員の厚顔﹂にも︑同じよう

固く執て不動町長は再議に附せしも応ぜざりしが郡長に採決を乞ひ

役場勝手替に町会は大反対し其経費を不認町長に弁臘せしめんとて

同各地通信棚﹁相川町﹂に﹁町会と町長といつも刺礫不絶先頃も

二︑旧夷物産会社株主に対する貸金請求訴訟に対し和解請求の件

一︑中山新楢開さく饗補助金未払残額請求訴訟の件

の討議の模様が述べられている︒後者については︑被告株主が和解

同雑報棚﹁佐渡三郡町村組合会﹂では︑

同各地通信﹁相川町﹂の項に﹁︑町役場の勝手は森町長に於て大

二対シ一般二直接関係者一一訴願ヲ許シタルモノ﹂と述べている︒

に便利的改良を加へ︒⁝・・︑本年度の歳入予算漸く成立し今月に至り

したところ︑八百円に減額してほしいと言ってきたので︑そのよう

を請求してきたので︑現金千円を納めさせて和解を聴き入れようと

此ノ如キ監督権ノ濫用ヲ防ンガ為メ郡府県参事会ノ処分若クハ裁決

の二十三四五六年度精算は町長帰国直ちに議会に報告済になれり﹂

て第一期の割出をなせり之れ迄数町長等が屈托にして引込んだる処

にしたというのは︑﹁訴訟に関する費用のみを算するも殆ど千円を

超ゆ然るに八百円にて事済となれるは偏に郡書記上野氏等の熱心尽

とある︒

なお︑訴願の結果については︑二十九年二月二十五日号雑報欄

力に外ならざるくし三郡民たるもの︑未来永劫其恩誼を謝せざる可

明治二十九年

らず﹂と皮肉っている︒︵これも知幾の筆であろう︒︶

﹁訴願の却下﹂に︑内務大臣の通達文﹁本件は法律勅令中本大臣に

訴願提起を許したる事項に非ざるを以て訴願法第九条に依り之を却
下す﹂があり︑県知事同様︑中央権力も亦︑門前払いをしている︒

一月十日第百九号雑報棚に︑この記事の続きがある︒高力郡長不

信任案が︑本間一松から出されたとあり︑その要旨が挙げられてい

これに対して︑雑報氏は︑﹁兎に角自治制度の研究は目下の急務と

十二月二十五日第百八号雑報棚﹁見上げたる上野郡書記の御心

二月二十一日︶の決議すなわち︑中山新道開さく費補助金に係る問

る︒それは︑前者の議件に関して調簿を調査したところ︑前回︵十

云ふくし﹂と述べている︒︒

底﹂に︑北浜社が組合長に組合会の議事録の公開を要求したとこ

題は旧三郡連合会当時のものであり︑組合会は︑その責任を継承す

ろ︑番記が︑議事録は示すべきものでないと答えたので︑その理由
を聞いたら︑それも説明すべきものでないと答えたとあり︑雑報氏

る義務はないという決議を覆す証拠をつかんだというものである︒

その証拠としては︑前郡長に係るものばかりでなく︑つい一ヶ月前

︵知幾であろう︶は︑﹁実にいつも乍ら良郡長を得たる此国民の幸
福只管感泣して止まんのみ﹂と皮肉っている︒
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の間の証拠の提供等は︑知幾が行ったものであろう︒こうして︑満

り︑森知幾は︑その故に︑訴訟を提起したのだというのである︒こ

郡衙に保管していた補助金を五ヶ町村へ払渡したという事実があ

ずんぱ招かざるの恥辱は却て諸氏の門をぱ訪問すべきなり﹂と警告

を破壊するものなり︵中略︶去るべきに去らず留まる可きに留まら

直さず三郡町村の公益を期図するものにあらずして三郡町村の基礎

二月二十五日第百十号雑報﹁三郡町村組合に係る訴訟﹂に︑中山

している︒

否決された︒後藤一策は︑﹁⁝此間或は理事者との間に奇々怪々な

場一致で不信任案が可決されたのに︑翌二十七日︑十対五で︑逆転

が迫っているが︑上野郡書記等は︑森知幾を招いて︑泣くように︑

新道に関する訴訟が︑既に二回の口頭弁論を終え︑最終弁論の期日

訴えるように︑和解を勧告したけれど︑断乎として応じなかったの

る消息なくんぱあらず我々は三郡十万同胞に代りて輿論を発表し之
に如かん余は斯の如き醜怪なる諸氏と狭を連ぬるを欲せず依て議員

で︑沢根五十里村長等及び相川外四ヶ町村組合会議員を召集して︑

れが決議をなさんとするに当り擶子の為めに破らる遺憾何事か之れ
の職を辞す﹂と述べて退席し︑本間一松も︑同様の意見を述べて退

被告の位地に立ちながら︑騰督官庁の資格で︑説諭というか依頼

和解を請求しようという言語同断の意見書を森組合長へ建議するに

をしたところ︑議員連は︑原告である相川外四ヶ町村組合の方から

席した︒

礫不絶が常に町会の負けとなるより到底理屈にては行かざるものと

ヶ町村組合会議で訴訟取り下げの議決をしようと奔走している︑と

至ったが︑知幾は︑その不当を諭した︑然し聞き入れず︑相川外四

︵同各地通信﹁相川町﹂の項に︑相変らず︑﹁町長と町会とは軋
の考えなるか本年も兼て年百円の町長報酬を六拾円に其他の経費を

あり︑﹁若し今回の訴訟をして原告より取り下げをなさしめ得ば上

極節減して町長を苦しむるの方針なりとか聞く卑劣なる手段と云ふ
そして︑知幾は︑同社説﹁敢て佐渡三郡長並三郡組合会議員に辞

くし﹂︶

長万歳を唱へざらんとするも能はざるなり社会の制裁力全く地に落

野郡書記の御手柄功名を佐渡の自治史に特書し置くと同時に高力郡

幾の筆であろう︒このようにして︑知幾は︑日刊新聞の必要性を︑

ち世は斯く迄に溌季に至りしもにや﹂と憤慨し慨嘆している︒︵知

職を勧告す﹂を書く︒郡長に対しては﹁・・・閣下も亦其名を成し治績

人今敢て閣下に辞職を勧告す是れ菅に斯国民の為めの象に非ざるな

益食痛感していくのであろう︒︶

を顕はすは此孤島に限らず至る所又必青山の之を迎ふるある可し吾
り﹂と迫り︑議員に対しては︑﹁︵前略︶余は赤泊の選出なるがゆへ

に赤泊の為めに其意見を代表せざるべからず余は夷物産会社牧蓄会
益に注目せざる可らずと思惟するものあらぱ是れ即ち精神の自由な

社の株主なるが故三郡町村の利益より先づ夷物産会社牧蓄会社の利
きの承ならず赤泊の雇人夫なり夷物産会社牧蓄会社の奴隷なり取も
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亀を埋めた石碑

佐渡では︑江戸時代︑鶴を埋めた碑と亀を埋めた碑が建て

鶴を埋めた碑は︑先年﹁佐渡の百年﹂のなかの﹁夕鶴のふ

られている︒

るさと﹂で書いたが︑佐和田町真光寺の金北山神社︵旧雲上

山真光寺のあと︶にある︒

これは︑文化六年︵一八○九︶佐渡奉行柳沢八郎右衛門が

↑のスや○

建てたもので︑撰文は沼田敬明︑書は高徳高遠によるもので

亀を埋めた碑は相川町下寺町妙法山蓮長寺の境内にある︒

文政二年︵一八一九︶春︑佐渡奉行所の役人飯田近義が撰文

をし建てたものである︒題額は田中清︑即ち葵園で︑書は島

邦椒である︒これは︑文政二年の春︑渋手︵しぶてⅡ現在真

野町豊田のこと︶の海で大きな亀を捕えた︒大きなもので︑

う役人は見た︒それから数日の後︑友人が来て先日の亀は殺

若者十数人がかついで︑相川の町を通るのを︑この飯田とい

して肉を食うことになっていると聞き︑飯田は倍の金を出し

て買い︑しばらく飼っていたが︑死んだので︑これをこの蓮

佐渡は鶴も飛来するが︑亀もまた真野湾などへ来て︑漁師

長寺の境内に埋めたというのである︒

私の少年時代︑大正のころまでは︑この豊田の漁師の捕え

の網にかかることがある︒
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た大きな亀を見たことがある︒対島暖流によって︑南方の大

保の真禅寺の住職︑掌花堂波凌︵はりょう︶の揮毫によるも

書いた人の名前はないが︑当時書家として有名な畑野町大久

︶について書道を習った︒享保十年十月なくなった︒

和︵奈良県︶長谷寺で学び︑のち京都御所の祐筆︵ゆうひつ

彼凌は︑金井町大和田の生まれで︑宝蔵坊で髪を剃り︑大

のだと伝えられている︒

亀が佐渡の海岸へ来るのであろうといわれている︒

なお︑この碑については︑滝沢馬琴の﹁兎園小説余録第二
﹂に﹁佐渡州妙法山蓮長寺えい亀︵えいき︶碑﹂として掲載
そして︑末尾に左の一文が付してある︒

されている︒

余談であるが︑このように山号とか︑辻に建っている﹁三

文字は︑真野町新町出身で農林大臣に二回就任した山本悌二

しかし︑吉岡の惣社神社前の堂にある﹁秋葉山﹂の石塔の

界万霊﹂や﹁秋葉山﹂には︑その書いた人の名前がない︒

其亀一不し抵焉︒死後貿二肉與殼一而えいし之︒則與レ弔二

拓本於関演南父子一・予戯批云︒建二是碑一者︒初看二

是碑文政十丁亥年落成︒同年夏五月廿四日︒借二膳其

枯魚子市一亦何異焉︒仁乎慈乎︒其不し及二斎宣一也遠

郎の書であるのは珍らしい︒

残している︒

た記録を残していた︒私の父静古なども︑数十冊の備忘録を

珍らしい記事を写した備忘録である︒昔の人は︑よくこうし

もちろん︑これは収蔵の著述したものでなく︑貴重なもの

ある︒

﹃他の人が煙草を吸うている暇に書いた﹂ものだというので

書名の﹁代煙﹂というのは︑﹁煙草の代り﹂という意味で

たノートに﹁代煙筆記﹂というものがある︒

小木町宿根木出身の地理学者で藺法医の新発田収蔵の書い

新発田収蔵の﹁代煙筆記﹂の﹁万国尽し﹂

芙︒

碑自然石︑高匠尺四尺一寸余︑横二尺八寸︑系欄長與二
題額一共二尺七寸二尺三寸︑五行一行十八言︑字大一
寸一二分︒

﹁真野山﹂﹁野見知山﹂の山号石塔

真野町の真野宮は︑明治維新以前は︑﹁真野山真輪寺﹂と
いった︒そのため︑そのころの山号の﹁真野山﹂の石塔が︑
また︑真野町豊田の﹁野見知山大光寺﹂の山号の石塔は︑

真野宮境内に残っている︒

この二つの寺の﹁真野山﹂と﹁野見知山﹂の石塔は︑共に

今も山門の傍に建っている︒
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1

一冊とかいわれている︒その一冊は︑収蔵の没後娘のエンが

この﹁代煙筆記﹂は︑以前は十二冊あったものが︑現在十

方へ海を越ての二国あり︑ひとつはノールウェゲンで︑ひ

る国はデーネマルカとて都はコッペソハーゲンなり︑又北

コー︸一ソグスベルゲンとぞ伝へ聞く︑是より北へさし出た

出にけり︑名をぱリンナウスといふ︑扱万国中での大邦は

とつはスーウェシァといふ︑昔し其土に本草の名高き人ぞ

オロシア国とは申也︑昔女王のカタリイナ頗る智略たくま

コ十一錫という小型の薄葉紙に細字の毛筆である︒︵私の所

蔵のものは円山漠北先生の﹁行部日記﹂で︑のち先生の朱筆

しく亜細亜を呑併す︒これに次ぐ大国は︑トルコ国とぞ

請われるままに知人に頒けたともいわれる︒タテ十六籍︑ヨ

られたものである︒

︵えびす︶︑此疫払ふ注連繩︵しめなは︶に引からげ︑小

行し︑日食に呑併呑食を志すとぞ伝へきく︑あら悪き此戎

る︑名をぱエンゲランドとて︑近年勢盛大で︑五大洲に横

名高き都なり︑扱エフロッパなる西北の海に当りて国ぞあ

大洲に亘りける都はコソスタンチノンペルとて︑世にぞ

申ける其領分の広き事︑アジア・アフリカ・エフロッパ三

を入れたものである︶小木町にいた風間槐陰から父静古へ贈
鵜飼郁次郎氏は︑この﹁代煙筆記﹂十一冊を︑生前半紙判
に筆写させたものを所蔵している︒

私は︑昭和初年︑鵜飼文庫で﹁第六巻﹂の﹁厄払い万国
●つくし﹂を筆録したので︑左に紹介する︒

厄払い万国づくし

り悪さの事なれば︑アトランチセ海へ︑さらり︒

高海︑黒海は先︵まづ︶おきて︑海中海とは思へども︑余

あら目出度な︑今晩の御祝儀万国尽しにて払ひましょ
ふ︒先づ西より申ますれば︑音に開へしポルトガル︑昔我

ルラレト︑これは年々我国へ︑貢せる事世の人のよく知り

国をフランスとは申也︒王の都はマドリッド︑扱其西はホ

図﹂という世界地図を作成出版した新発田収蔵の筆記した備

嘉永五年︵一八五二︶︑ペリー来朝の前年﹁新訂坤奥略全

原本は︑どこにあったものであろうか︒

名高きイスパニャ王はハパリス︸一都せり︑これより西の大

大日本江．切支丹なる悪宗を︑初て入れし悪党なり︑次に

給ふ所也︒又此国の傍にベルギー国ぞ自立せり︑これより

なかったが︑この﹁万国づくし﹂だけは︑ノートに筆記して

私は︑この﹁代煙筆記﹂を︑そのころゆっくり見る時間が

忘録にあるだけに興味が深い︒

こそは都せり︒其後ここのウェネソに引移りしより数千

東の大国をドイッランドと申也︒昔其王イリャのローマに
年︑又近年の強国をプロイセンと申なり︒都は北の海岸で
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おいたものである︒

﹁佐志羽神社﹂跡は旧二見村差輪か
・佐渡の﹁式内社﹂は︑度津︵わたつ︶・大目︵おおめ︶・
︵いいもち︶・越敷︵おしき︶・大幡︵おおはた︶・熱串彦

引田部︵ひきたく︶・物部︵ものべ︶・御食︵みけ︶・飯持

これは︑延喜七年︵九○七︶に藤原時平が︑貞観十一年か

︵あつくしひこ︶の九社である︒

らこの年までの延喜格十二巻を作り︑その死後弟の忠平が︑
延長五年︵九二七︶式五十巻を撰んだものである︒
この﹁延喜式﹂が成立する前にも︑佐渡に神社のあったこ

旧二見村︑すなわち二見半島は︑上代の遺跡などもあり︑

橘の差輪︵さしわ︶部落ではなかろうかといわれている︒

なにか古代の佐渡をしのばせるものがある︒

国分尼寺と吉岡薬師堂

諸国の国分寺は︑僧寺と尼寺が建立されていることが︑原

佐渡国分寺にも︑尼寺があったことは︑承和十一年︵一二

則となっている︒

しかし︑その尼寺城は︑いまだに発見されていない︒今の

己の記録にも見える︒

位上花村神︵貞観十六年従五位下︶③正六位上佐志羽︵さ

①物部︵もののべ︶天神︵延暦十年︑従五位の下︶②正六

もえがわら︶や祝部陶器などの出土すること︑さらにこの堂

にあること︑つぎは国分寺跡から出土したと同様な巴瓦︵と

まず︑この薬師堂の位置が︑吉岡総社神社と国分寺の中間

一つにあげられている︒

ところ確証はないが︑真野町吉岡の薬師堂が︑その候補地の

しは︶︵元慶二年︑従五位上︶④正六位上大庭︵おおば︶

一辺三尺八寸︑高さ二尺二寸︑中央に径二尺四寸︑深さ七寸

内須弥壇︵す承だん︶の下にある一個の礎石である︒方形の

とが﹁三代実録﹂に見える︒

とあって︑神︵神社︶に位階を奉っている︒

また︑故老の語るところによると︑現在の国分寺の国宝薬

七分の円形掘りこみのあるものである︒

神に従五位下︶

これは︑奈良時代以後のことで︑この位階に相当する位田

る時︑国分寺へ移そうとして道華川︵大道川︶の橋のところ

師は︑むかしはこの吉岡の薬師堂にあったものだという︒あ

︵いでん︶がついてたのである︒この四つの神社のうち︑物
社については︑今のところ判明していない︒

までくると︑急に重くなって動かなくなった︒そこで︑人々

部天神は現在の畑野町小倉の物部神社であろうが︑あとの三
ただ︑佐志羽︵さしわ︶の神跡は︑旧二見村︵現在相川町︶
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をお願いしたところ︑やすやすと動くようになった︒そして

は身代︵みがわ︶りの薬師さんを作って念仏をとなえること

り小木の湊へわたるといふ殿︒海上四十九里あり︒﹂とある︒

小歌に︑佐渡は四十九里波の上とうたひしは︑和島︵輪島︶よ

薬師堂の薬師さんは︑この時の身代のものである︒

また︑岩瀬文庫所蔵の﹁湊の巻﹂︑承応二年Ｉ寛文六年
︵ニハ五三 二ハ六一︶のものには﹁ワシマより佐渡が島の沖

無事国分寺へ納めることができたというのである︒今の吉岡

自序︵一七一二︶の寺島良安の﹁和漢三才図会﹂巻六十八に

に掲げる︒

漢詩

雲海蒼荘佐渡洲思郎三歳妾心愁
四十九里風波悪欲渡妾身不自由

中島勿堂

した詩歌もまたよく見かける︒私の今まで見聞したものを左

四十九里波の上︑は古くから知られているので︑これを意訳

佐渡の民謡べ来いとゆたとてゆかりょか佐渡へ佐渡は

詩歌に詠まれた﹁四十九里﹂の民謡

う言葉であろう︒

百に一つ足らない九十九というような﹁たいへん遠い﹂とい

この﹁四十九里﹂については︑五十に一つ足らない︑また

から能登地方への里程を︑四十九里としたものであろう︒

とにかく︑これによると︑古い時代から︑佐渡の小木の港

は﹁小木ヨリ申ノ方︑至能登珠洲水崎︑四十五里﹂とある︒

浦︵小木浦であろう︶二四十八里﹂とある︒また︑正徳二年

これは︑伝説ではあるが︑国分寺と国分尼寺にまつわる関
係を暗示するようにも思われる︒
佐渡は四十九里

佐渡を唄った民謡として︑古くから多くの人に知られてい

﹁因にいふ︒三十年許むかし︵天明元年にあたるⅡ修之助︶の

水行︵ふなぢ︶四十九里﹂とある︒そして︑﹁割注﹂として

心に︑各地への里程を記してある中に﹁和島︵能登輪島︶へ

記﹂巻上﹁多湊︵さはと︶ぶり﹂の中に︑佐渡の小木港を中

文化八年︵一八二︶刊の滝沢馬琴﹁烹雑︵にまぜ︶の

は︑八里︵約四○獣︶といわれている︒

実際は︑越後と佐渡の最も近いとされている寺泊と赤泊

での海上の距離のように思っている︒

この﹁四十九里﹂について︑．多くの人は︑越後から佐渡ま

の一首がある︒

ベ来いとゆたとてゆかりょか佐渡へ
佐渡は四十九里波の上

る
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井

上円了

六月十二日従新潟航佐渡舟中作

四十五里佐洲程波上雛招誰敢行
一首 俗 謡 為 昔 夢 汽 舟 今 日 去 来 軽

和歌
香川景樹

来ょといへどいかで行かまし和田の原
思へぱ遠き佐渡の島山

岸田吟香

︵富小路侍従の佐渡へ行くを送りて︶

大君のみことかしこ承来いとゆたとて

下村海南

行かりょかといふ佐渡へ行く君
四十九里波の上なる佐渡が島

尾崎紅葉

小木の港に聞く夜の雨

俳句

︵大町桂月氏佐渡より渡り来て東京に還る︶

浪四十九里凉しき島もまた訪はや

池西言水の佐渡の俳句肉筆

江戸時代の有名な俳人で︑佐渡へ来島し︑その肉筆の残っ
ているのは珍らしい︒

貞享元年︵甲子︶佐渡へ来島した池西言水︵どんすい︶の
佐渡の俳譜

金山にて安岡氏もよふせる

秋や木玉︵こだま︶たがねにかへす山烏

こし︵越︶の長浜

長浜やよそのあくびも秋の夢

湖にまかりける草々茂き中にもながめありて

風の折に蒲や槌うつ水衣

の三句を書いた肉筆が︑佐渡に保存されていた︒

父静古の話によると︑明治三十二︑三年ころ︑佐渡中学校

︵現在佐渡高校︶の剣道教師であった早川直昌氏が所蔵した

のを見たというのである︒その後︑その所在の不明なのは残

念である︒早川氏は︑佐渡奉行所の地役人で︑剣道の達人︑

来いといふ人あれ島は凉しげ也

佐々醒雪

道教師をしていた︒

言水の佐渡来島の記録は︑これ以外ないようである︒

和歌もたしなんでいた︒明治三十年佐渡中学校が創立以来剣

小原烏兎

来いとゆた人の国なり風かをる
浪四十九里夏雲に島横はる
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瑞穂句会抄︵九月︶

九月八日於新穂総合センター
夜水引朝水引きて稲の花中川湖舟
車より降りし白足袋盆の僧

新穂総合センター

瑞穂句会抄︵十月︶
十月二十日

近道を行けば裳裾の草風須田中夫
大佐渡は晴れて小佐渡は秋時雨中川湖舟
野球する子のそれぞれに草風

大目玉光らせてをり鳥おどし高橋木犀

瑞穂句会抄︵十一月︶

十一月十七日畑野町加藤文子さん宅

もつれ合ひもつれ合ひつっ秋の蝶

木犀の香りただょふ厨にも中川湖舟

赤い羽根つけて胸張る孫つれて

名曲を聞くや夜長の応接間高橋木犀

老いし妻今も踊のあでやかに
佐山香代子
憂きことを捨てんと来たり夕花野

揚羽二羽もつれて空にのぼりけり

買物のわづかに団扇もらひけり高橋木犀

佇めば夕べの萩のこぼれけり

流れゆく雲の切れ間や十三夜本間あやの

小さき指先にとまれる赤とんぼ

蟷螂の一つ残れり刈田株

おけさ柿むく客のあり船の上高野竹風

近づけどはなれぬ垣の赤とんぼ

すんなりと詠めぬ句作や月の宴加藤文子

鰯雲海のかなたを恋ひし日よ

手花火の輪よりはなれし子のひとり

選者吟山本修之助

早稲倒れ晩稲も倒れ刈り急ぐ

選者吟山本修之助

背信を悔ゆる心や残る虫

土を練る窯師の足袋や草風加藤文子

菊の香の厨に部屋にただよひて菊地つぼ承

久にして帰るふるさと紅葉せり

戸締りに出でて遅月を仰ぎけり

継ぐ子なく畠打つ母や蕎麦の花佐山香代子

新盆を迎へ夫逝き早三つき

野良猫の濡れて戻りぬ秋しぐれ

遠山に煙ひとすじ夕紅葉山口高子

呼び鈴を押して間のあり萩の家佐山香代子

下駄ならし棚経の僧来たりけり羽豆英子

なほ続く草の穂草の花の道羽豆英子
黄帽子の見えかくれせり芒道
菊地つぼ承
陽をうけて銀杏散るなり鳥のごと

香りよき柚子の一つをもらひけり

小粒なれど今年の柿の味のよく本間あやの

その時は恋とおもはず夜光虫
送り火のかそけき風になびきつつ

いささかの風に揺れをり秋桜

孫抱きて湯殿を出れば盆の月菊地っぽみ

盆過ぎてひとり詣りし母の墓山口高子

野球して子ら草風つけしまま山口高子
本間あやの

人住まぬ寺や今年も萩咲ける
咲きさかる萩に小径のせばめたる
揚羽来て庭の小草にとまりけり

選者吟山本修之助
羽すこし黒ずみ朱鷺の夏に入る
遺作展遠きおもひに扇閉づ

水打ちてともしびつけて待ちゐたり
金山師たりしわが祖の墓洗ふ
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朝刊の端のめくれて今朝の秋

相下駄や句会の女の単帯知本こと

片棒に肩さし入れて稲架結ぶ

南瓜種莚に強き日ざしかな小沢みょし

三日ごろ見頃と菊の便りかく

秋じまひ挑り蒟蒻煮〆かな滝口恵倫

漆紅葉して陽をさそう滝の上

穴まどい少しはずれしけもの道右近文子

錦秋や五百羅漢の声充ちて

真野町俳句会

岩洞に火焚きし跡や蔦紅葉金子治作

はざ襖隔てし声の美しき

遅れきてかしまし寡婦の句宿かな内田正雄

於真野町長石金子治作宅

母小さくなりぬコスモスの辺に憩ひ

秋時雨酒ほしき夜はなにか老ゆ滝口恵倫

紅萩や文弥の姫のうすき胸

えんまこほろぎ飛んで来し目の光りけり

新らしき草履なじまず京の秋若林うた子

鰯雲竹に跨る狂言師

母の忌の一夜に萩のこぼれけり鶴間千代

お点前や床の黄菊の蝋として

こののちに幾日賜はる菊日和

時雨忌や木立よりまた番維子

菊寺の千大根の素直なる

秋彼岸母の齢を越えてけり

蓋したる庭の大喪冬に入る

島倉盈月

小沢承よし

若林うた子

於真野町四日町宝林寺

昭和五十九年十一月十日

真野町俳句会

七つ八つ土蔵にからむ烏爪

﹄﹄

保育所へ孫に歩あわせて天高し知本こと

島囲む漁火百の無月かな

海士の墓海へ傾き曼珠沙華金子治作

首塚に供へし曼珠沙華の燃ゆ

木犀の匂をもちて妻帰る山本修巳

ちぎこんにゃく

虫干や米に換へたる帯のこと滝口たづ

走り根を蜥蝪のったふ版画村

真野町俳句会

ひと

秋遍路親子の婆が居たりけり

越後見ゆる碁雅目立ての家涼し山本修巳

昭和五十九年九月九日

波音を背に長月の藩麦どころ

瓜漬けて粕の香と在りいくやの忌隙間千世

酒くさき僧侶畔来る秋祭

腰屈む妻と今年も刈り初むる

稲架襖隣近所を疎遠にし内田正雄

探訪会むじな祠の鬼芒

たたみては差しそこねては安日傘諸橋和代

夏痩せの男にしかと鵬の穴島倉盈月

木犀の香に酔ひ古都の旅終へり諸橋和代

昭和五十九年十月十四日
於真野町吉岡諸橋和代宅

うす味に母への南瓜誕生日

朱の入りし書を持て出れば月今宵

夜は秋文弥の嬬のお六櫛菊池芳女

岐阜提灯 二 つ ゆ れ て る 妻 と 母 金 子 稔

夕霧の山に懸れぱ山を見き島倉盈月

秋燕旅の鞄に迷子札滝口たづ

桃惚の婆の笑ませり菊枕

いくやの忌小径つたいの秋の蝶右近文子

米へらし米足りぬ国落し水
探し来て片手ばかりの秋茗荷

猿沢の池のほとりの秋思かな菊池芳女

立冬の影なき水子地蔵かな

眼裏にのこしてゐたる秋螢

葡萄食ぷゆるゆる下る蜘蛛の糸若林うた子
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きんぽうげ句会六月例会

南天︵扉カット︶

なり︑暮の三十日まで降り続いた︒大晦

この冬の雪は︑近年にない降り方で︑

冠雪やおしゃれな山と唄はれて滝口たづ
こでまりの末広がりに花流れ

大枝垂︵しだ︶れしてこでまりの咲きほこる

日から再び降ったり晴れたりの天気で︑

日から小康状態となるが︑寒の入りの五

〜
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大菊にぐらりと月の上がりけり滝口恵倫
嵯峨菊やかるき日ざしの揺れにけり

菊咲きて菊師の手持無沙汰かな

鳩時計野の郭公と鳴き交し鈴木ゑい

︵長嶋陽二︶

頃のことのように思い出されるのである︒

心の安らぎを得ていたことが︑ついこの

れ︑一所懸命試みた︒このようなことで︑

ペッと唾をする真似をするといいと言わ

テンさんに手向けます﹂と言って︑ペッ︑

を見たとき︑母に﹁さきほどの夢はナン

子供のころ︑恐い夢や悪い夢︑嫌な夢

福にするの意として愛好されている︒

﹁難を転ずる﹂すなわち災難を転じて幸

い貢ノ︒

名の南天竹・南天燭の南天によるものと

ナンテンは︑めぎ科の常緑低木で︑漢

と赤い実は︑実に美しい︒

この真白な雪の中での︑南天の濃い緑

十四日にはどか雪に見舞われるのである︒

佐渡でも︑十二月二十四日から本格的に

藤の実のからからと鳴る夕べかな金子治作

竹箒投げあり榧の落葉中

児玉葭生

柿熟るる写楽顔して長話し

山川の落ち込んで行く木下闇水上千代

金北山

嵯峨菊に夢の嵯峨野をかさねける菊池芳女

投げ苗のすつくと水輪中に立つ神蔵ひさし

吹かれつつ洋畦に寄りてゆく

小山田に彫を落せる金鳳華林部ムッ

狂言師罷る切戸の秋の風
百鉢の菊息づけり庭の闇

柿吊す山 家 の 軒 の 国 旗 か な 山 本 修 巳
さるなし の 酒 有 難 や 一 句 詠 む 金 子 稔

さ柔どりの失せて純白大でまり若林玲子

夏の蝶草ひく我の前行き来本間吟

花びらの散りつくしたるけし坊主鈴木スェ

青田中一本道の暮れにけり本間いつ子

湖よりの音に湖畔の明易さ斎藤祐

一行の皆かむりをり夏帽子小菅マサエ

蝉丸の面かなしき夏衣桑原和子

磯野スミエ

北山の雪見て山しようはじけをり

冬立ちて 月 を い た だ く 能 館 右 近 文 子
山寺の風を遊ばす朴落葉

諸橋和代

番蜻蛉犬がまばたきしてゐたり鶴間千世
三笠山てふ白菊の門なる

﹁小さい秋﹂電波にのせて孫のうた

菊寺に賞の名残りのダルマ菊

七福神さくらもみじの奥にして内田正雄
白足袋のまま菊手入菊和尚
立冬や漢方薬の話等

賞に入る菊の和尚の笑顔かな知本こと

遠蛙声をききつつみんな句を作る

蓮池の浮き葉が二三増えて来し計良フミ
柳薬掌にふかぶかとして軽かりし塙ユキ

青田より飛び立つ二つ残り鴨本間寛二

一

きんぽうげ句会七月例会

手をつなぐ茅の輪くぐりの男女かな

たらい舟茅の輪祭りに祓はるる児玉葭生

一片の花びら残る芥子坊主

都草群れて潮風渡りゆく

中川民子

本間いつ子

きんぽうげ句会八月例会

ユズリハ︵目次カット︶

昔の人は︑動植物の特徴をよく観察し

ていて︑食用にしたり薬用としたり︑或

大佐渡の山に棚引く梅雨の雲

梅雨晴間奏の河原の風東本間吟

島に来し観光客に梅雨寒し

螢飛ぶ今宵の月の細かりし小菅マサエ

タ風に白百合の花みな動く

水の面をへこませてとぶ水すまし鈴木スェ

柵落葉少なくなりし庭を掃く

蝶も来て風鈴売りについて行く森カホル

ちらばってすぐかたまって稲雀

遠花火消えてしまいて音ありし鈴木スエ

流灯の間遠＃︑に漂へり

鳳仙華吹きつつ種をはじきをり斎藤祐

吹かれ来て風の滴り二︑三粒

竹の皮散りていょノー竹の春

南瓜の葉左右に垂れて大暑かな中川民子

朝顔の花かず増して咲きており

神さびや常磐木落葉重なりて

吹く風を胸一杯に秋涼し

新旧交替が非常に目立つことによるもの

は白緑色であり︑色・姿ともに美しく︑

は厚く滑らかで︑表は深緑色をし︑裏側

にも見られるが︑葉柄が赤くて長く︑葉

られたのである︒葉が入れかわるのは他

するところから︑譲り葉の意味で名付け

呂合わせによるものも多くある︒

り入れてきた︒その中には︑色・姿や語

いは祝いの花や飾りとして生活の中に取

もつれ蝶はなれて一つ草にとぶ本間寛二

売れ残る花に水やる草の市水上千代

塙ユキ

おおてらの鰐りに浮葉二三枚

流燈の一つおくれてあとを追ひ

々相譲る﹂に通じ︑子孫繁栄を願うので

返り花して藤棚の古びたる

明け放ち目出たき句座や夏座敷計良フミ

日焼田に人影まばらノ︑かな

雨螢ヘッドライトの輪の中に磯野スゞ︑主

枯れたるに非ず実梅のついてゐし

花びらを立てて揺れいる鉄線花水上千代

だろうか︒︵長嶋陽二︶

先人の知恵・習慣を見直してゑたらどう

でも各家によって変わってきている現在︑

お正月の飾り一つにしても︑同じ地域

ユズリハやダイダイを飾るのは︑﹁代

である︒

樹で︑初夏に︑新しい葉と古い葉が交替

る︒ユズリハは︑トウダイグサ科の常緑

お正月を飾るユズリ︿もその一つであ

蛙鳴く百万遍の願い事渡辺忍

ある︒

花びらを順にたたみて芙蓉閉づ

鈴虫や姉となる児のむずかる夜若林玲子

夏の月小佐渡の山に上りけり林部ムッ
山川に紐を引きたる冷し瓜鈴木ゑい

残されし女の心盈の月本間吟
ひぐらしのかなたの空の明るかり児玉葭生

朝夕の風の秋めく出窓かな

態

梅雨の蝶道をよぎりて屋根を越え塙ユキ
冷奴ま白し紫蘇の緑こぐ

桑原和子

螢や右弦の月の細盈と磯野スミエ

a

水ぬすむ人忙しき往来かな計良フミ
亡き兄の 流 燈 一 つ 列 の 中 本 間 い つ 子

●ハラソルの三シ四シ行く稲穂道小菅マサエ

入賞の菊香りけりホームかな

池の鯉静かになりて冬に入る小野新市

柿の実の熟れて故郷思ひをり

木も草も真赤に染めて秋日落つ小西テイ

朝夕な育てし菊の花香る

北山の初雪眺む朝の窓松沢イト

秋深む人なの声重くして

秋深むつぐるべき女あらずして北嶋箏吾

山茶花や淋しき庭をおぎなひて

散る銀杏蝶の如くに舞ひ交はし矢川ミサホ

ぷまかりし人植えおきしダリヤ咲く

琴の昔に故人をしのぶ秋淋し波田野麟児

伸びるだけ伸びて猫ねる大暑かな鈴木ゑい

野の紅葉染めてあたりをほしいまま

仮寝宿日の経るままに虫の秋石川公子

栄養剤買って稲刈り用意かな森かほる
畦添いの稲穂重たき波を打ち林部ムッ

秋時雨紙折る指の休みがち

松林過ぎれば紅葉の山となり田中ミヨ

ときわ荘香もなく咲くや冬のバラ

聖母園に一雨すぎし萩の花野川茂雄

金銀の賞に輝く菊花展金子トヨ

枯芒廃工場の長き影
中平小夜子
野良猫におあづけさせて日なたぽこ

山の湯に響くおけさや菊月夜村田英明

十一月二十五日夜
羽茂農村環境改善センター

いもせ俳話会十一月例会

もみじ一葉本にはさゑし一葉忌

菊花展のポスター貼りし駅に着く

選者吟佐山香代子

晩秋の陽だまり求め猫の来て

陽の落ちし平野を渡る雁の声川上良子

嫁ぐ娘のかんざし揺れる菊日和羽根洋子

佐山香代子
落葉掻き心にいつも亡夫がゐて

つ孟一

戸締りに出て遅月を仰ぎけり

選者吟

落葉道踏ゑて釜師の父子来る

夕蝉の段落つなぎ鳴きにけり渡辺忍

待鶴荘俳句会十一月句会
古枯しに吹かれ無言の遍路ゆく宮崎茂
若き血のよみがへりきし運動会

花活けて和む心や今朝の秋岡固ヨゥ
太書きの吾が作品や文化祭
さまざまな色や形の落葉かな

久に訪ふ友の家為菊日和首藤マツ
長谷観音に稚児の列行く秋日和石崎イセ

北山の日毎に変り冬仕度植田金次

秋の雷思はず落す花鋏

ときわ荘俳句クラブ十一月句会

老の身を神に願ふや年の暮

リハビリやどこまで続く鰯雲

バス降りて稲架襖ゆく家路かな信田光代

赤とんぼ群がりとびし空青く

香に酔ひて菊の花園通り過ぐ

生そば食ふ松ヶ崎の村冬仕度

晩秋の海に釣人二・三人川嶋孤島子

病む夫の足元やさし秋日かな菊池ヒサ

七五三草履の鈴を鳴らしゆく

華やかな晴れ着姿の七五三影山チヨ
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鵡

一灯忌はずみをかへす茶饅頭

子供等の慰問のたより文化の日葛西秀夫
いつになく時雨に酔へる紅葉かな

いもせ俳話会十二月例会
十二月二十二日夜

於羽茂町公民館

ふつふつと黒豆たぎる年の暮

菊据ゑて展示終りぬ文化祭村田英明

故郷の秋空に舞ふ朱鷺の夢

虫の夜をひとり爪切る風呂あがり岡崎ひるみ

鬼女出るか忽と風湧く尾花山

保謹帽の顔が弛める頬かむり羽柴雪彦

歩をゆるめしばし思案の毒葡萄

加藤三和

雪中にうすべにいるの小菊かな・

ただ黙しすれ連ふ君冬蒋微

かまきりが卵を托す鉢の草村川経

勇壮な枯野の松や風集め

枯菊を焚けばほのかに君子の香葛西秀夫

妻と娘の大根抜きて比べをり嶋倉忠治

饗銭の小粒がひびく落葉寺

磧草吟社吟行句会抄

赤亀の釣り女の篭の小さき河豚

弁天の手摺確む石の階

中沢芽笑

山中四郷

ノ

虹鮴の瀬へ傘なせり瀧紅葉羽柴雪彦

一

有田朴咲

奥院は岩と松根と秋の風

末枯の葉と実と一つ鳥二つ

橋本比左而

離れ鵜の礁に一つ冬はじめ

磯凪の片側町や木守柿

菊地緑雨

柿すだれ影の揺れゐる秋旱

小橋柴山

舟小屋の舟なき軒の吊し柿

錦秋や紅一点の吟行会

弁財天おはすや秋の扉を鎖し

杉本果豆王

本間秋窓

白き船切る秋濤の紺深く
仏崎葱の香もある小春凪

ずわい擬盛りて明かるし海の宿

句の宿を横目に先へ菊日和

吊し柿色を変へゆく漁家の窓

菊地伸樹

小春日の男波そぴらに魚霊塔

軒に吊る干蛸痩せつつ冬に入る

広瀬杜夢

野仏の膝に小銭と菊の花

海守 る 社 佗 し き 神 無 月

福田芳郎

秋深し津神筒男の磯馴松
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一

一

教へ子の漁に出るてふ小春凪
口あけて柘榴の待てる俳句宿
小春日は赤亀岩を釣るごとく

−

芥舟
野崎

酔ふてきてどこやら振りも春駒に実

流氷の割目を走る初日の出

塔五層縁の下なる蟻地獄

土壁の薪棚の香やからすうり

市店のすけそをたたく霞かな

蜜柑一つ残る炬燵に除夜の鐘

たかを

カレンダーまず土牛の初富士いきんず

部の村冬風たたく野の仏

三十郎

夜禽
胡同

草子

一罰叩

比我子

三午
宗八

落葉の小さな風にさやさやと寝返る音の小春

於渡辺やす様御宅

昭和五十九年十一月二十五日

十一月歌会一首抄

歌と評論真野支部

年暮るる心の張りも失なわず

冬を背に一病息災守る可く

雪晴れや茶柱立ちし朝の陽に敏美
顔の壁化粧にかくし歌じまい真二
折り代も切れて懐古の絵双六半七
お薄器の六瓢蒔絵無病祝ぐ夏の終りの茶の湯

つつしむや菊池与志子

吾がために祖母の上げたる身代りの地蔵もお

葬列の先ゆく老の鳴らす鉦夏の葬りを澄明に

統ぶ石塚多恵子

伊三郎

逸郎
杜光
達弥

沢根すがも会一句抄
鮭の荷が着く随屋に灯ともる
初電話雪の深さを聞かれけり
牡蛎出荷局の窓口潮香満つ
足あとも五十一才年明けぬ

どっさりと葱負ふ女や年の暮
それぞれの祈願何んぞや初詣り

九月真野歌会一首抄

於菊池宅

昭和五十九年九月二十日
友が通夜無常せつせつ説く法主われら妙法の

はさん梨の木地蔵佐藤瑞枝

蝉時雨の中から聞こゆ朝六時機械仕掛で鳴る

中に生くとふ渡辺やす

びの順に若林千江子

身障者神を讃ふるテレビよりつくつく法師の

きぬぎぬならぬ夕べのわかれ耐へ得ねば君と
夏の獺惰なほ持ち越して物書けぬ二百十日の

戻りぬ酒房﹁太陽﹂福島徹男

教卓の花瓶に一枝さされある花梨の実より甘

一村の石臼に成る臼塚に老いは挽きし日誇ら

に語る成沢ふみ

手袋を孫にと赤き毛系玉ころがして編むおよ
日の庭若林千江子

寺の鐘真後静恵

声あふれ出づ本間光順

き香の立つ佐藤瑞枝

菊咲きて芒穂流るる季の中に身を浮かばする
渡辺やす
幸ひにあり

次の世は虫になりても目が欲しと替女が語る

昼の鈴虫酒井友二

米めぐり議論はあれど豊作に今年の友は顔も
明るし
本間哲夫

に秋の夜かなし本間光順

亡き友の眼差し深くわが胸に今し別るる白露

の朝若野やす

倒伏稲刈りとりをれぱ陽のかげ″雲影はやく
佐々木伸彦
ゆきすぎにけり

狭庭辺に番の野鳩啄めりロスの五輪にゑな興
ずる日
成沢ふみ
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、

茜空の下道ゆきて足馴らす秋の潮の香をまと

ひつつ後藤咲
英霊に茶をまゐらせと赤水窯の湯呑差し上ぐ

佐渡の土産に若野やす
野の墓地の黒き御影もおしわたる秋陽返せり

ひかりするどく酒井友二

白

手にとれば軽くはかなき入歯にて吾がうつし

みの一部なるはや福島徹男

団栗の散りぼふ杜に置き来たる児等の言葉も

濡れゐむ月に石塚多恵子

照あるごとし菊池与志子

初冠雪九十の父の顕ちて来ぬ生家訪へぬ日の

に商店の灯のさす

秋天下長江流れて六千キロ湖南の広野に穂
波ただよふ

〃

時ならず甥がスイスの香水を届けくわれに残

続く朝に中川アイ

風化しゆくいたみのことを思ひ出る浜菊が抱

く陽のかげるとき伊藤節子

時差一時銀翼三時の空の旅上海近し国交も
また

佐食木久雄

広き畑長きスキもて農民隊ゆっくりならす
委託畑地を

経済の中枢になふ大上海エキゾチックの魅
力満ちみつ

北京・蘇州・上海の旅

の宮殿

明朝の偉大を語る十三陵大理のとぽそ黄金

華やかな女装の大路行く上海梧桐の葉かげ
離せ

大帝の皇威輝く紫禁城燦然たりや中国の空
天に延び地に伏龍の一万里長城は寝る三千
年の夢

雲開け三峡下り白帝城幾句月と流る長江

73

建国の三十五周は今開けぬ天安門外大バレ
ード敷く

ｌ昭和五十九年十月上淀Ｉ

〜

八十路身の蘇州の旅路あこがれに楓橋夜泊
の運河流るる
な聞ゆる

銀砂子天に極楽地に蘇州寒山寺の鐘日が

、

佐渡の史書
一︑佐渡地志︵佐渡古跡考︶元禄八︵一六九五︶横地玄常︵島
狄子︶

二︑撮要年代記元文五︵一七四○︶剛安寺潮音
三︑佐渡名勝志延享元︵一七四四︶須田富守編集伊東隆敬撰述
四︑佐渡風土記延享三︵一七四六︶ｌ寛延三︵一七五○︶永井次
芳︵歌古園鳳波︶

五︑佐渡四民風俗宝暦六︵一七五六︶高田備寛天保以降原田
久通追加

六︑佐渡相川志宝暦三︵一七五三︶永宮寺松堂
七︑佐渡古実物語宝暦十一︵一七六一︶宗一検校
八︑宝暦寺社帳︵佐渡国寺社境内案内帳︶宝暦頃不明
九︑佐渡古実略記佐渡国略記宝暦明和頃︵一七五一 一八三六︶
伊藤三右エ門父子

去年今年

面上げよ島の明日香の萱刈女

凧や〃一切空″ののぼるの碑

冬湖にすすき山下清展

石室の裾曲にこぼれ竜の玉

柿香煎波郷忌過ぎてゐたりけり

義兄逝く二句

浄め塩享く束の間の冬の虹

五七忌の忘年酒にほの酢ひぬ

四才の孫の手型の初便

出陣の干支将軍絵去年今年

数へ日の雑巾縫ひとなりにけり

妙絹尼さまの賀状の朱の印

十︑子山佐渡志︵下巻のみ︶寛政︵一七八九︶ころ藤沢子山
十一︑葵園佐渡志文化十三︵一八一六︶田中従太郎

碑も墓も大願寺様の雪の中

金子のぼる様三回忌近し

人日や歌花挿に亡き師の句

切紙の鶴のは口し雪明り

十二︑佐渡年代記天保六年まで西川明雅
嘉永四年まで原田久通追加

同続輯明治七年まで萩野由之
十三︑浮世噺慶応二年︵一八六五︶不明
十四︑相川県史明治九年まで
十五︑佐渡国史稿本明治九年頃相川支庁役人某
十六︑皇国地誌明治十二︑三年頃ｌ山本静古

菊池芳女
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佐渡の仏たち
国分寺薬師如来
歯

板壁の隙間明かりにみ薬師のうるはしく坐す
佐渡国分寺
けばひ

黄金の化粧もさびて半眼におはす薬師に夕べ
寄り来つ

金色のおん身古りたれ夕闇を寄せず薬師は結
珈したまふ
おん膝に薬師如来が持ちたまふ薬壺のしるく
み堂は昏るる

つち

薬師如来をろがみて出でし国分寺瑠璃殿の屋
根闇に紛るる
大願寺阿弥陀如来

日輪のさむくちひさし山門の地にひいらぎの
花こぼれゐて
いつよりか遊行の寺に住みたまふ阿弥陀如来
のおん身かぽそく

のこ

平安の阿弥陀如来はふみづきの芝のみどりを
胸に抱きます

の和面をろがむ

にぎも

国いくつめぐりましけむ平安の阿弥陀ほとけ

仏縁は奇しといふくし定朝が彫りしほとけも
佐渡に来ましぬ

はしつ

おん扉開くすなはち端然と国宝仏は跣坐にお

大安寺阿弥陀如来

秋の日のさむく昏れたれ弥陀仏の施無畏中印
のおゆびやさしき

金箔のおん身剥げたれ弥陀仏はなほ大願の印
を結ばす

時じくにわたる松風幾百年を剛きてや佇たす
阿弥陀如来は

酒井友二

口

いかならむすぎゆきあれや高腿の鐘も遺れり
地頭の寺に
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ノ

編集後記
山本修之助

い︒まず一月二十五日が北原白秋先生の誕生

日である︒私は昭和九年東京上野精養軒での
私は︑この二月一日で満八十二歳の誕生日
を迎えることになる︒若いころにはなかった

いる︒

で︑次号には掲載して思い出を書くつもりで

出席した思い出がある︒当日の写真もあるの

びしておきたい︒

ゼンソクが︑この二三年来冬になると出てく

歌集﹁白南風﹂出版記念会に︑藤川忠治君と

る︒それ以外は︑どこも悪いところがなく元

四十年近いむかしのことで感慨無量であっ

蹟で石に刻まれ除幕式を挙げていただいた︒

旧臘十二月十三日に︑私が昭和二十五年真
野中学校在職中作詞した同校校歌が︑私の筆

この達者のうちに︑今まで書きちらして満
いたものを整理したいと思っている︒昨年は

気ですごしている︒ありがたいことである︒

ほとんど一年間︑有田真平先生顕彰会のこと

ている︒

た︒次号に写真と共に︑何か書きたいと思っ

あけましておめでとうございます︒
本誌も．第四十五号となり︑昭和五十一年

とえに皆様のご援助によるものと︑厚くお礼

で︑何もできなかった︒それでも︑無事百年

創刊以来数えて十年となりました︒これ︑ひ
申し上げます︒今後ともよろしくお願い申し

忌を終え︑建碑や記念出版も年末までに完了

地方からの雑誌発行は︑なかなかむつかし

そのため︑予定していた﹁佐渡の伝説﹂と

したことは︑何よりであった︒
﹁佐渡のわらべ唄﹂は︑本年中には出したい

これを記念して︑今年は何か催しをと︑考
えてもゑたが︑来年の満十年と第五十号発刊

下され︑﹁佐渡叢書﹂再出発の第四巻刊行の

持がする︒ことに︑十月二十九日に亡くなっ
た伊東多三郎先生には︑生前拙宅へもおいで

しかった人びとも年を亡くなり︑さびしい気

二七○○

猿替新潟八︲五三二七
郵便番号九五二 ○三

電話︵○二五九五︶五

新渦県佐渡郡真野町新町三五四

発行所佐渡郷土文化の会

新潟県佐渡郡金井町千種

印刷所佐渡産青聯印刷所

銅榊誹山本修之助

頒価一二○○円送料二○○円

恥諏錘汁玩奔辻頭一年五卵額嗣︵年四回発行︶

佐渡郷土文化第四十五号

上げます︒

く︑長くつづかないものとされ﹁三号雑誌﹂

ともいわれているほどである︒本誌も︑いく
たびか︑その危機に際したが︑さいわい各方

と思っている︒

を記念して盛大に催したいとも思っている︒
本号は︑新年号ともなるので︑もうすこし

時には︑懇切な序文をいただいた︒中西悟堂

とができた︒

面からのご援助もあり︑ここまで発行するこ

早く発行したいと思って︑原稿は十一月には

今年も︑多くの年賀状をいただいたが︑親

印刷所へ渡してあったのであるが︑年末年始

さんについては︑本号に思い出を書いておい
今年は︑生誕百年にあたる近代文学者が多

た︒

のため︑つい遅くなって申訳がない︒

今のところ︑原稿も多く集まっていて︑次
号まわしになるものも少くない︒これもおわ
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第十六巻

定価八︑五○○円

〒四○○円

■佐渡紀行天明・・年︵・し八︑︶ｈⅡ︑佐渡奉行所に街征した奉行・川川臘膳の家臣加藤光蔵の佐
渡の兇間鼬である本巌沸琉・巻の川路聖説牒﹁品恨のすさみ﹂と共に︑江〃時代佐漉の実情を

知る貴重な史料
■佐渡渡海道之記文化 四年︵↓八じ︸〆§Ⅱ︑来島︲︶た柳営連歌師里村玄碩の佐渡紀行文であ
る島内の辿秋＃＃たふっとの﹄父献︲﹄た記録で︑１時の佐漉又農界の一端を知る亜要な史料
この間諜隊︑ともに寓内庁秘戯本で︑今川ァての許叩を僻て︑初めて印付公開するものである

古僻詑尼御制御態︵建楡・に年︸色火鑑地田剛斎佐波詩草

■佐渡古典文芸集山本龍之肋繕御滞ヱメ・水凡年︸旦側府件原閥鶴し好色代淵︑勤労烏禦台北韮﹁北側巡杖記一

Ⅱ本書紀⑥光Ⅱ房御書︵建治当年橘董筥﹁宮巡詣記一滝沢馬琴斤瀧小石雑誌ｚ烹雑
″紫喋・川︶︷７種々御振舞御涛佐漉名所之巻︵貞謨．年︶之記

宇治給巡物繍Ⅲ御返伽↑弘安・兀年−９吉仲欝鈴﹁曜詰庵・人Ⅱ肥︶門川松陰﹃蝋北遊Ⅱ記﹄

今滞物濫︵姓論々年一週ｆⅡ雌御松雌芭雌﹁銀抑序﹂良菟佐疵祢

義総記ｒⅡ尼御返蝋︵弘安・年︶近松門左衛門﹁用明天皇職渋谷ゞ々実﹁佐渡栞一

順徳院佐渡関係典籍求極爲兼刷歌人鑑一田川江付﹁蘇惟仔槁﹂

心神亀正統記乙丹騨鏡３Ⅱ野衝鮒佐渡関係典聯仙太摘水権庵﹁以囎洲紀付之緋こ侭庵爲流﹁山峻紀行一
噸鏡一也●率久記⑤統古今祁平紀公一徒然戦３謡曲﹁増鈴木素看﹁川仲浄ｔ真宗此︵蛎庵秦公﹁Ⅱ紀行﹂

脚ｎ首８︾ｆ・川記遊行八代﹁巡川の肥﹂加藤暁台︵Ⅲ水一佐俊Ⅱ記

欣集⑥八雲御紗ａ順徳院肌﹂１ヶ犀参一断山鉄愉﹁大八洲遊肥一

Ⅱ蓮佐渡側係遺文Ｌ一上水御世阿弥﹁金島於即一芥川汁邸之譜噸師名家﹁佐波吟一俳措集
返事︵文永八年︶②土籠狂言﹁佐渡狐﹂伊能忠敬一佐渡日記一

御書三又・水・八年︶３寺油連赦帥宗札集︵火・水；・年︶橘間鶏一吸遊記一
御叫︵文・水八郎言少佐慨藤陳︵小倉︸突起・公連勝戦狂欣師頭陀九﹁蛎遊肥﹂
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貴重な文献の一大集成山本修之助編集・解説
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評論家有田真平のすべて
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山本修之助著八百年忌記念出版Ｖ

有田真 平 先 生

顕彰会 代 表

ノ

つづけてきた︒

明治十六年﹁新潟日日新聞﹂に寄稿の論文が︑不敬罪に問われ
て︑同十八年二月八日新潟監獄で二十七歳の若さで病死した相川
町出身の有田真平を知る者は少ない・
著者は︑先考静古翁の遺志をつぎ︑多年資料収集と調査研究を

彼の遺稿︵論文︑漢文︶に添えて裁判記録︑参考文献︑百年記事︒

没後百年にして︑はじめて世の光を浴びる︒詳細な伝記と共に︑

先

昭和五十九年百年忌にあたり︑その顕彰会を設立し︑菩提所で
法要︑墓畔の石標と共に本書の記念出版を成しとげた︒
本書が︑一人でも多くの人の手に渡り︑そして読まれ︑有田先
生の業續が永く伝えられることを願ってやまない︒
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