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有田真平先生

顕 彰 会 代 表 山本修之助著八百年忌記念出版Ｖ

評論家有田真平のすべて

Ｂ五判一三二頁
口絵写真十四葉

定価一︑二○○円

〒二○○円

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︑

彼の遺稿︵論文︑漢文︶に添えて裁判記録︑参考文献︑百年記事︒

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
つづけてきた︒

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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山本修之助

琴浦犀穴の尾崎紅葉・新発田収蔵二女板倉しづ老女
良寛の母の生家碑除幕式・真野町名誉町民推戴式
尾崎紅葉は︑明治三十二年七月来島︑十九日から二十九日まで
小木町に滞在したが︑この写真は︑到着の翌日二十日に︑町の西
方約四今．の琴浦の犀穴へ納涼に行った時のものである︒この日
の紅葉の日記にも﹁犀穴に入りて︑嶋幅を追ひ名勝を尋ね﹂とあ
る︒そのころ小木町では︑納涼の名所として︑客を案内したとい

ちによって︑生家跡が判明し︑また母の名前﹁秀子﹂も︑﹁おのぶ﹂

十八日︑相川町大間町でおこなわれた︒今回羽田村研究会の人た

ともいったということがわかったという︒この母は︑十六歳で越

後出雲崎の橘屋山本家に養女に行き︑与板町新木重内︵以南︶を

婿にとり︑四男三女をもうけた︒長男の栄蔵が良寛である︒﹁た

らちねの母がかたゑと朝夕に佐渡の島へをうち見つるかも﹂と︑

四月十六日には︑真野町名誉町民の称号を受けた︒真野町ふる

良寛が恋い慕った佐渡に︑この碑の建ったことは︑意義が深い︒

さと会館でおこなわれ︑松本繁町長から賞状授与の写真である︒

今回表紙は︑歌人内藤娠策の﹁鮎の図﹂である︒彼の処女歌集

八十二歳の老骨に︑深い感激があった︒

これは︑そのころ小木町長で池田屋薬局の主人伊藤文治氏の旧蔵

う︒中央に浴衣姿で︑下を向いて何か書いているのが紅葉である

﹁旅愁﹂には︑愛唱すべき歌が多い︒東京小石川に﹁杼情詩社﹂

をおこし︑投謀雑誌﹁杼情詩﹂を発行していた︒私もその仲間で

で︑佐渡滞在中の紅葉の写真では唯一のものである︒

イロリに坐る老女は︑真野町西三川苅称クポ板倉国蔵の妻しづ

って︑当時の詩・歌人の肉筆短冊を頒布していて︑佐渡へも来島

した︒羽茂川の鮎の石焼を詠んだ歌がある︒﹁水上の早瀬の鮎は

あった︒大正十五年八月︑﹁詩歌堂﹂を建設する基金にするとい

ち︑しづはその子国蔵と結婚したものである︒この写真は昭和十

石塊を火に焼きて鮎を石の上に焚きつ﹂の一首がある︒短歌ばか

である︒しづは︑新発田収蔵の二女で︑収蔵段後妻ふくが︑この

年︑中山徳太郎・矢田写真館主などと西三川地方の民俗採訪の

に掲げてある﹁荏川草堂﹂の額も︑彼の揮毫である︒

りでなく︑書にも画にも天才的なひらめきがあった︒私の家の門

しづを連れ子にして︑板倉家の国蔵の父竜八の許へ再婚した︒の

で︑この老女が収蔵の二女ということがわかった︒この時︑しづ

節︑イロリにあまりに大きい薪なので撮影したものである︒あと
は八十三歳で︑その後まもなく亡くなったと聞いている︒これも
良寛の母の生家橘屋の跡に記念碑が建ち︑その除幕式が四月二

珍らしい写真である︒

琴浦犀穴の尾崎紅葉

新発田収蔵一ユ女板倉しづ老女

小木町琴浦の犀穴に遊ぶ尾崎紅葉
︵中央浴衣姿で︑何か書いている人︸

明治三十二年七月二十日

新発田収蔵︽一女

真野町西三川板倉国蔵妻しづ老女

昭和十年︵八十三歳︶自宅にて

妃

良寛の母の生家碑除幕式と

真野町名誉町民推戴式

良寛の母の生家碑除幕式幕を引く遺族
参列者前列左端山本修之助︑修巳

昭和六十年四月二十八日相川町大間町

松本繁真野町長より賞状をうける山本修之助

真野町名誉町民推戴式

昭和六十年四月十六日真野町ふるさと会館
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その学歴の中には一つもいわゆる蘭学・洋学塾の名は挙がっていな

自身が明治六年に東京府に出した﹁家塾開業願﹂からわかるが︑

①

てネイティブスピーカーから直接習っている事である︒これは司馬

司馬凌海の外国語学習歴を見てまず気がつくのは︑外国語はすべ

一︑学習歴

意義と問題点について考えてみたい︒

そこで︑司馬の外国語学習歴と仕事から︑その洋学移入に於ける

のか︒また彼の業績はどう評価すべきなのか︒

事は稀である︒いったい司馬凌海はどのように語学力を身につけた

入を目的とした受身の仕事がほとんどで︑自ら外国語を使いこなす

普通幕末から明治初期の洋学者といえば︑訳読解釈により文化移

を覚えた︒

来︑文章も書いた﹂という入沢達吉博士の言葉があって︑大変興味

﹃ドイツ語の伝来﹄だが︑この中に﹁司馬は訳読もし︑会話も出

日本最初のドイツ語学者司凌海の名を始めて見たのは︑鈴木重貞

八序Ｖ

生

ｌ 叩 司馬凌海と洋学移入の問題点Ｈ

三︑評価と問題点ｌ外国人教師の司鳩評について

愛知

春風社

医学校

診察

①﹃七新薬﹄及び医学関係著書

二︑業績

①オランダ語
②ドイツ語

一︑学習歴
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四︑司馬凌海関係文献リスト
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｜｜

(5)（4）③②

①上村直己﹁明治初年の東京のドイツ語塾について﹂︵﹃熊本大

五年︶︑七ページ

④同四ページ

次に各外国語について見てみよう︒

ン及和蘭人マイエルとなっている︒これは年代順のようであり︑ま

のは︑和關人ポム・へ．︿ソ・メーデルフラールト︑和蘭人ポードウィ

先の﹁家塾開業願﹂の履歴によると︑司馬がオランダ語を習った

⑳オランダ語

返り点をつけて一宇一句解釈するのではなく︑中国人が中国語を読

8

いＯ

いる︒にもかかわらず自らの履歴にこれら蘭学塾を挙げなかったの

ところが司馬はもともと松本良順︑佐藤泰然の下で蘭学を修めて
は︑なぜか︒それは︑従来の蘭学塾では西洋医学の基礎を多少学べ

四四ページによる︒

新書︑昭和五五年︶の︑﹁長与専斎と会読﹂の項を参照した︒

②蘭学塾の学習方式については︑赤木昭夫﹃蘭学の時代﹄︵中公

学教養部紀要外国語・外国文学編﹄第二○号︑昭和六○年一月︶

っていたからではないか︒それに︑私にはどうも司馬がいわゆる蘭
当時の蘭学塾といえば漢学風の学習をしていて︑各語にまず訳を
つけそれに返り点を打って解釈するような事をしていた︒更に会読
という学習競争があって︑これに勝つために墳末な文辞にこだわる

事が多かった︒誰もが︑開学をやるには漢文を基礎にするべきだ
＠

と︑思っていた時代である︒
③

一方︑司馬は松本塾にいた頃︑番町お厩谷の司馬鵬という儒者か

むように文頭からそのまま中国語として理解していたのではない

る︒

たオランダ語以外に︑化学︑理学︑金石学及医学も習ったとしてい

①

司馬のオランダ語力に関してば︑安政六年︵一八五七年︶の長崎

れていたか︑実はそれほどではなかったようだ︒ボン・への﹃日本滞

行きまでには﹁既に自由自在に操り実用の域に達していた﹂と言わ

の医学校を開校した︒最初十二人の学生が着席していた︒すでにそ

．八五七年十一︑月十二日︵安政六年九月二六日︶にいよいよこ

在見聞記﹄に次の一節がある︒

もしそうだとすると︑蘭学塾の枝葉末節にこだわるような解読競

ないか︒

のではなく︑オランダ人がオランダ語を読むようにわかったのでは

か︒蘭文についても恐らく大同小異で︑一語ずつ文法的に解釈する

ら唐音︑つまり中国語を習っていた︒つまり司馬は漢籍を読む時も

③入沢達吉﹁司馬凌海伝﹂︵﹃中外医事新報﹄二五五号︑昭和

学塾になじめなかったのではないか︑とさえ思われる︒

るにしても︑語学力はさほどつかなかった事を︑司馬自身がよく知

思
う
○

争など司馬にとって面白いはずはない︒司馬の才能をもってすれば
当然塾頭にもなれるものを︑﹁不珊放縦の悪少年で︑沖も師家の節
制に従はない﹂で松本良順の庇護も空しく退塾させられてしまう背
景には︑彼が漢学風の外国語学習を嫌った事があるのではないかと

一

していたが︑それはもっぱら文法のことだった︒彼らは私と話すこ

からぬことであった︒確かに彼らはオランダ語を勉強したと私に話

の際︑最初にぶつかったもっとも大きな困難はおたがいの言葉がわ

められている︒

きるほどになっていた︒この年には︑﹃七新薬説﹄という本がまと

塾する頃には︑司馬はポンペの授業を聞きながらスラスラと筆記で

学生に比べて上達が早い︒おかげで翌万延元年一月︑長与専斎が入

②

⑥

ともできなければ︑私のいうことを理解することもできなかった︒

かつた﹂
③

なぜならば︑通詞が私の話すことを一語一語訳してやらねばならな

こって﹂ともいうが︑ポンペは学生の質問を歓迎していたので︑こ

罪除籍﹂となったか︑である︒﹁蘭語の質疑からポンペと争論がお

さてここで依然として不明なのは︑なぜ司馬が﹁文久元年六月有

などの記述が見える︒

記にも﹁メース不快︑レスを欲く故に司馬氏に訳を乞︑子筆記す﹂

⑨

他の学生を助けたりしていたらしい︒翌文久元年二月の関寛斎の日

③

同年暮︑関寛斎が入塾するまでには︑司馬が講義内容を和訳して

⑦

⑩恥

この最初の十二人とは︑松本良順の登籍人名小記によると︑

丸岡人土肥晋裕江都人榊原養稚

佐渡人司馬凌海大槻玄俊
福岡人塚本道甫福岡人有吉周平

高崎人長三石福岡人前田玄造

籍となっているので︑この二人が関連した事件が何かあったのかも

小記に司馬と同じ頃﹁文久元年夏五月﹂に榊原養護もやはり有罪除

らなかった二︑三の学生﹂という箇所があり︑松本良順の騒籍人名

⑫

れば当たらない︒ボン︒への滞在記に︑﹁わけがあって除名せねばな

という︑安政己未冬までに入門している十二人を指すと思われる︒

浪華人緒方平三津人橋本節斎
津人川北元立江都人名倉惟新
確かに司馬もボン︒への最初の授業に出たはずなのに︑そのオランダ

菫た﹃七新薬﹄は︑文久元年三月に板下を大坂に送り︑同年二

しれない︒

月に中巻が大坂より長崎に届き︑翌文久二年に関寛斎が校補して刊

またこの長崎行き以前︑安政四年に佐渡豊田村の漁夫に司馬が書

語能力は発揮されていないのである︒

き与えたという和蘭文字が残っているが︑それは﹁正規のオランダ

新薬﹄はもともとボン・への認識録を基にしたものなので︑ボンベと

行にこぎつけているので︑この除籍事件の頃と時期が重なる︒﹃七

ンベの所を辞して九州漫遊の旅に出︑平戸の岡口等伝宅に着いたの

その後司馬は︑ボンベの後任ポードウィンにも師事している︒ボ

ある︒

著作権の問題で争う事になったのかとも考えられるが︑まだ不明で

⑬

語ではなくて︑いわゆる長崎通詞で文法的には正しくない﹂そうで

①

ある︒すると安政六年の段階では︑司馬のオランダ語は文法を終え
このままではもちろん医学の勉強にはならないから︑ボン・への医

て少し聞文が読み書きできる程度だったのではないだろうか︒

⑤

学校学生はまずオランダ語を学ぶために海軍伝習所の商船学校の先
生につくことになった︒こうなると当時一九才の司馬は他の年配の
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−

−

のが︑文久二年九月だから︑司馬も一年過した平戸を後にさっそく

が文久元年八月一二日︒ボン︒ヘが帰国し︑ポードウィンが来日した

⑲

長崎へ戻ったのだろうか︒しかし文久三年春には佐渡に州っていた
ない︒

らしいので︑ポードウィンの下にいたのはわずか半年あまりにすぎ

八年︑三四ページ

①鈴木要吾﹃閲学全盛時代と閲鴫の生繩﹄東京医事新誌局︑昭和

⑪ボン・へ︑前掲書︑二七七︒ヘージ

⑫く〃︑一三一ページ
ページ

⑬長崎大学医学部﹃長崎洋学百年史﹂博英社︑昭和三六年︑四八

⑭入沢達吉︑前掲論文︑二ページ
年︶︑二三三ぺＩジ

⑮鈴木重貞︑﹃ドイツ語の伝来﹄教育出版センター︑昭和五十一

③ドイツ語

デマイスト八︑典扶人サンドル︑瑞及西人カドリーである︒このう

﹁家塾開業願﹂の履歴によると︑ドイツ語の教師は︑独乙人ギリ

ち経歴が明らかなのはカドリーＱ巴六号属且閂々︶だけで︑彼が大

②﹃ボンベ日本滞在見聞記﹄雄松堂︑昭和五九年︑二七五ページ
③鈴木要吾︑前掲書︑二八二・ヘージ

画冒Ｑ匡閏日凰の蔚司︶

いう会社に勤める商人だったが︑当時の北ドイツ連邦代理公使マッ

で︑一八五八年にバタヴィァから出島に来て︑門．属昌殿の刷酵ＣＯ．と

これはヘルマン・ギルダーマイスター︵函９日

ドメーステルという人物がいたのである︒

る︒ところが蒋末から明治初年にかけて横浜の独乙国領事館にギル

ギリデマイストルは︑御雇外国人の資料にも見当たらず不明であ

と︑他の二人には明治三年以前に出会った︑という事になる︒

学南校に来たのが明治三年である︒そこでもしこれが年代順とする

④山本修之助編﹃写真集司馬凌海先生●一二○ページの解説によ
るＯ

⑤ボン︒へ︑前掲書︑二七六・ヘージ

一一四ページ

⑥長与専斎﹃松香私志﹄︵東洋文庫三八六︑平凡社︑一九八○︶

⑦﹃七新薬説﹄が万延元年夏五月というのは︑宗田一﹁司馬凌海
の七新薬説と化学﹂︵﹃日本医史学雑誌﹄一七︵こ︑一九七一︶
二二ページにある︒

クス・フォン︒プラント︵冨胃８コ犀§骨︶が横浜の名誉領事に

⑧講義内容の和訳が司馬の手で安政七年︵一八六○年︶に出来︑
それが伝習生間で伝写されていたことが︑﹃洋学史辞典﹄雄松堂

任命したのである︒彼の任期は一八六七年から一八六九年までであ

一六ページ︑二五︒ヘージによる︶

った︒︵以上閑目詳言①耐︑ロ①﹃ゞ己①匡蔚ｇ⑦冒涜目目ゞ目○ごｏ一九六一

昭和五九年の﹁朋百氏薬諭﹂の項に述べられている︒
⑨鈴木要吾︑前掲書︑五七・ヘージ

⑩〃︑２三四ぺＩジ
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もちろんこれが司馬の教師ギリデマイストルだという証拠は何も

という事もあり得るかもしれない︒

戸にいたはずで︑この頃の事は皆聞き伝えのはずだから︑記憶違い

が後年になって幼年時代を思い返したものだし︑明治初年はまだ平

①

で︑頻繁に多国領事館に出入りしていたはずだ︒しかも明治二年一

ない︒しかし司馬は︑明治元年四月東久世中将御師範役となるの

約の下準備をしていたかもしれず︑当時のドイツ領事館︵つまり

③同右︑一三ページ

②入沢達吉︑前掲論文︑九ページ

①山本成之助﹁司馬凌海年譜﹂

月一○日︵一八六九年二月二○日︶調印された日独修好通商航海条
の民の吋日の計３副︶との関係は密だったと思う︒司馬は外国人とも気軽
②

ドイツ語通訳福岡県大牟田市在住︶

︵いくまあや熊本大学非常勤講師

座﹄第二号︑昭和三年︶︑二六八・へｌジ

⑤司馬享太郎﹁日本に於ける独逸語教授史﹂︵﹃高等ドイツ語講

七︶︑二六六六︵一八︶ページ

④中野操ヨングハンス覚え書﹂︵﹃医謀﹄復刻四二号︑一九六

に友達づきあいできる性格だったらしく︑長崎時代も中国人と親し
ギルダーマイスターと仲よくなってドイツ語も少し教えてもらった

く詩文の応酬をしたというので︑検浜でも領事館に出入りするうち

ぽ

よくドイツ語の師とされるヨングハンは︑師弟というより同瞭な

という事もあり得るのではないか︒

いし友人という間柄ではなかったか︒ヨングハンも不明な点の多い
人物で︑ヤンハン︑ヨングハンス等様なの呼び方があり米人とも独
人ともいわれる︒司馬との関係でただ一つ確かなことは︑明治三年
④

二月二四日︑築地在留の独逸医師沃武華言ムくこが鍋島閑墾
を診察し︑そのたびに司馬凌海が蝿訳した事である︒また︑後に岩
ているので︑司馬とも面識があったのだろうか︒

橋貞知塾でドイツ語を教えた山懸信もヨングハンにドイツ語を習っ
司馬のドイツ語教師に関するもう一つの手がかりは︑息子享太郎
の回想で︑その中に︑﹁︵凌海は︶明治になるかならぬの頃︑築地
に二人の独逸人が来たことを聞いて︑其処へ毎晩通って独逸語の教
叉会話も出来るやうになった﹂という文がある︒これがやはりヨン

③

授を受けて︑三箇月の後に兎に角独逸語の書物が読めるようになり
グハンであろうか︑サンドルであろうか︒ただこの回想は︑享太郎

1
1

山本先生の﹁佐渡のわらべ唄﹂について何か悪かせていただくこ

ものとなっているものが多いということであるが︑この現象は﹁わ

ても残っていない︑といった︑もうすでに忘れられて︑遠い彼方の

佐渡わら︑へ唄考

とになって︑繰返し読むと︑とても私などおこがましくて︑どうし

らべ唄・童戯﹂では全国的なことであろう︒都市化のはげしい地域

丸山久子Ｉ
ようかと思いわずらう毎日である︒何回も佐渡をたずねて︑その途

ただ︑いままで長い伝承の歴史の上で︑﹁わらべ唄﹂や．十守唄﹂

然とも云える︒

は︑成人の社会の歌謡のように歌詞の合理性などはきびしく要求さ

では遊ぶ場所も仲間も得がたい現状であるから﹃消えてゆくのは当

前書きによると︑先生が採集をはじめられたのは︑今から六十余

れないし︑伝承する子ども自体が︑あまり関心なくただまねをして

て先生のわらべ唄の御紹介をさせていただこうと思う︒

年も以前のこと︑大正末年雑誌﹁赤い鳥﹂の発行によって全国的に

うたっていればよかったのであった︒ごく卑近な例であるが数をか

度お世話になったいろいろの思い出を繰り延べながら︑元気を出し

たわら佐渡の民謡古謡をも採集して居られたが︑昭和五年地平社か

児童文学運動が起った︒先生もこの運動に唱和して詩作をされ︑か

というのを﹁鼠が﹂という言葉と置きかえているのだが︑どこでど

たこかいな﹂と言っていたのをきいたことがある︒﹁ちゅうちゅう﹂

う間違ったのか︑いかにも子どもらしい誤解である︒こんな小さい

ぞえる言葉で︑﹁ちゅうちゅうたこかいな﹂というのを︑﹁鼠の

﹁佐渡のわらべ唄﹂となったもので︑この中には単にわらべ唄だけ

ら﹁佐渡の民謡﹂を上梓されて詩人や研究者の注目を集めた︒その

ではなく︑こどもの﹁となえ言葉﹂や童戯までが入っていて︑非常

何のこだわりもなく︑急速に拡がって行く︒子どもの世界の伝播や

例でもわかるように︑ごく簡単にまた単純に変化をし︑それがまた

中に採られなかった﹁わらべ唄﹂をこの度整理をされたのが今回の

に興味が深い︒採集された時から長い年月が経っていることとて一

口あそび唄の﹁いつちくたつちく﹂も喜遊興覧の巻六に︑江戸で

流行の早さの基本的な原因は︑こんな所にあるのかも知れない︒

つ一つ採集地をたしかめられたということも大きな御苦労があった
と思う︒

全繍を通じて印象に残るのは︑何といっても古風なものが多いこ
とで︑先生も述べて居られるように歌われてもいないし︑遊びとし
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､

れたわらべ唄を集録したと云われる釈行智の﹁童謡集﹂には

鬼きめの唄として歌われていると見え︑宝歴肌和の頃江戸でうたわ

いつちくたつちくたんえむどんのおと姫様がァゆう屋でお
されてなくこえはァちんちんもんがらもんがら︑おひやりこ
ひやアリこ
とある︒

また明治三十四年刊の太田才次郎の﹁日本児童遊戯集﹂には︑東京
の鬼きめの童謡に
⁝たｌえもどんの乙姫様は︑・・・：：：ちん

いやだいやだよ子守りっ子はいやだ

着物くされげえて帯しめ切れて

人にゃらくそに︵楽なように︶思われて

ｂ

これは畑野町の猿八出身のおばあさんからきいたものであるが︑少

し説明を加えないと他の地方の方盈には分りにくいかもしれない︒

子守の娘がうたったものであるが︑負うた子のおしっこで着物も帯

なるという嘆息のうたであるが︑そのお婆さんの話によれば︑女の

もびっしょり︑だのに他人には楽な仕事のように思われて︑いやに

子は小さいうちから子守奉公に出された︒子のおぶい方も今とはち

とあって︑ほぼ先の童謡集の言葉と同じであるが︑真野新町のもの

ら帯まで泌みこんでしまう︒今のように衣料の攪寓な時代ではない

ても︑一日中おしめを取換えることをしなかったので子守の着物か

い子守はその上から着物を着たが︑背中の子は一応おしめはしてい

がって﹁はらぺちよに負う﹂といって︑肌にじかに小さい千をおぶ

シッシッしらの貝﹂とあるだけで他はすべておなじである︒江戸

親には叱られ・子にゃ泣かれ

ねんねん子守はっらいもの

では

という子守唄をきいたことがある︒また同じ神奈川県の津久井地方

寝ねのキャー寝ねのキャーこのガキャよ

る神奈川県の藤沢でも

というような罵声の出るのも無理のないことで︑いま私の住んでい

メ︵六○頁︶

寝るテパャー寝る一天ヤー寝ないかこのガキャチクシ雪ウ

ったものだという︒こんなとき子どもがぐずつたりすると︑

から佐渡の西海岸までのこの歌の旅のあとづけなしてみたいもので

と比べてゑると最後の所が︑﹁泣く声きけばホッホッほらの貝︑

ちんもがもがおひやりこひやアリこ

夕

から︑お祭りに行く時でも︑子を負うた上からふろしきをかけて行

ある︒

なお私は東京で子供時代を過したが︑片足跳び︑足けんけんとい

した︒

うのをチンチンモガモガと云い︑チンチンとも呼んだことを思い出
次に守り子唄︑守り子︵子守り︶の唄である︒子守唄は︑寝させ
ものがある︒即ち．﹈一朝起き二二子を負わせ︑三二さくれば四一一

唄と遊ばせ唄の二種があるが︑そのほかに子守りの境遇をうたった
しかられた：！﹂とあるのがそれである︒

昭和二十九年の秋私が佐渡できいた子守唄に次のようなものがあ
った︒

13

グ

七︶

まゑやさんという人はめかけをつれて

お胸がどきどき垢なかがぞくぞく

花見に行ったらぼうぼうの人に口々いわれ︑

14

他人にゃらくだと思われて
ねんねん子守はつらいもの︵ひでばち︑一

山本先生の御原稿をよむうちに面白くなって︑遂々言わずもがな

といううたが伝えられている︒

の事を書きつらねてしまったが︑このあとのわらべ唄の中に動・植

同じく子守唄の遊ぱせ唄の中にヨミャのダナさんめかけをつ

子守のなげきはどこも同じものであった︒

れて⁝・・・︑大征薮小笹薮；：．などのうたは︑子どもをひざに抱いた

云えるような童詞には︑成人のうたとはまるで異なる新鮮さがあり

物や天体気象等の自然に向って呼びかける︑子どものつぶやきとも

非常に心をひかれる︒私自身︑さして専門的に採集したこともなく

各地に多いようだが︑東京地方には江戸の昔から
愛宕さま︵頭︶下谷︵ひたい︶毛虫坂︵眉︶目黒︵月︶花屋︵鼻

本もよんでいないので︑だいぶ一人よかりの生意気を言いすぎたか

粗父母や父母が︑それぞれの場所を指させて遊ぶもの︑同様のうた

念︵胸︶

の昔話﹂の著書等︶

︵藤沢市史編集員元日本民俗学研究所所員﹁佐渡国仲

もしれない︒先生の御寛容をお願いしたいと思う︒

︶ほうぼう︵頬︶池の端︵口︶碁石︵歯︶あごつき坂︵あご︶無
を歌詞にうたい込んだものがあるが︑ひたいを下谷であらわして江
戸風の訓りを伝えている︒手近かな例で︑江の島には
めぐりめえへ詣ってはなもちぬすんで︑ほうぼうの人に口々云わ

あたまさまへまいって︑ひたいぐち坂歩いて︑毛虫坂もおりて︑

︵山本修之助︶

私の﹁佐渡のわらべ唄﹂の序文としていただいたものである︒

本修之助

いくや氏は︑本名多作︑真野町滝脇の生れで︑日本画家︒京都

五年男の子を一人連れて生家へ帰っていた︒妻とは生別とも噂さ

から北海道へ移り︑ホトトギス派の俳人でもあった︒昭和十四︑

れていたが︑本人からは聞いたことはない︒一本気であったから

あるいはそうかも知れない︒そして︑死ぬまで独り身でいた︒

その時の句稿が︑最近見つかった︒昭和二十年のもので︑今か

び句会を催した︒

山

れお胸がどきどきお峡が茶やわかす

三人句会の思い出

｛

安達いくや・本郷雨村の両氏と私の三人で︑私の家で︑たびた

』

ら四十年ほど前にあたり︑両氏ともすでに死去し︑一人思い出に
ふけっている︒

〜 、 一 一

ー

̲

一 一 一 − −

また

Ｉ

一

のちに︑新町で借家住いをしていたが︑そのころは︑生家から
私の家へ遊びに来た︒時に私は︑町はずれの真野川の橋まで見送
った︒いつもゾウリをはいて来た︒ゾウリ姿の彼のうしろ姿が︑

雨村氏は︑本名武雄︑父は真野町背合の人︒北海道へ渡り成功

今も目に残る︒

して新町に居をかまえていた︒彼は小・中学校を新町で過し︑早
に入り︑三協株式会社の社長になった︒兄弟揃って文学一家で︑

大の文学部を出て︑しばらく新聞記者などをしたが︑のち実業界
弟の保雄氏は外語を出て︑﹁主婦の友﹂の編集長をしていた︒私
は小学生のころから︑可愛いがられ︑私の文学生活に大きな影響
戦時中︑昭和十七︑八年ころから︑姉の嫁ぎ先の若林東一郎氏

があったようである︒

方へ疎開といって滞在していた︒両氏とも︑私より十歳くらい年
三人集れぱ︑いつも句座を開いた︒会場は私の家であった︒

長であったが︑俳句を中心に文学談に熱中した︒

戦中︑戦後のけわしい社会情勢の中で︑このひとときが︑なに
この二枚しかない︒
︵雨村東京へ帰る︑送別︶

席題虹・清水・蚊遣・月見草︵上は選句者名︶

︵い×修︶夕帰る路地そこここの蚊過かな雨村
ばてもなき草原に虹立ちにけり修之助

月見草若く逝きける姉の墓〃

︵雨︶蚊やり火や庭へだてなく隣り栖むいくや

︵修︶先発の笑みて清水にやすらへる雨村

︵い︶山謡れて師おほらかにかかりけり雨村

蚊遣火のほのほを上げて暫もゆいくや

︵い︶︵雨︶老いましてしづけき父や蚊遣焚く修之助

虹まどか浴後の旅舎の欄干に雨村

︵修︶蚊火焚いて母としあれば梅もなしいくや
山路行く汽車のあへぎや月見草雨村
︵雨︶︵修︶浪音に栖む明暮や蚊火の宿いくや
︵い︶さくさくと砂丘くづれぬ月見草修之助
よぶがへる速き記憶や月兇草いくや

︵雨︶蚊遣して朋日別る友の句座開く修之助
昭和二十年十一月十六日夜於修竹居
席題山茶花・火桶・時雨

︵雨︶︵修︶山茶花につかの間の陽や藤れそめしいくや

三昧に在るや時雨の窓暗く〃

︵雨×修︶おのがじし座して黙せる火桶哉︑〃

︵い︶ふるさとの恋しき夜の火桶かな修之助

髄り居のひねもす時雨やまずける雨村
句成らず時雨の音を聴き工ゐつ修之助
去年の灰つめたき火桶とり出でぬ雨村
︵し︶︵雨︶波音に更けゆく夜の火楠かな修之助
山茶花やかくてわび柄む女人ありいくや

とり出でし火桶の古雅をしばし愛づ雨村

︵修︶灯篭の苔美しく時雨かな〃

︵い︶︵修︶しのび咲く山茶花庭の月あかり〃
︵雨︶︵修︶山茶花や冷々として寺の縁いくや

︵い×雨︶女客門に送りぬ夕時雨修之助
︵改作︶山茶花の白々庭の月あかり雨村

一

−

一

ー

より楽しかった︒句稿も︑まだあるはずであるが︑今のところ︑

昭和二十年七月二十三日夜於修竹居

︵い︶山茶花の白し妹の十年祭修之助

ＩＩ１１１
．
§
￨
〉
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ー

山本修之助
について︲一を発表した︒

謡研究号﹂︵東京素人社発行︶に︑﹁十九音調の佐渡の民謡

文部省編﹁浬謡集﹂には︑青森県津軽地方の民謡として

などの十四音調︵七・七︶のものがあるが︑どんな時唄わ

べこころ狭いな柳の葉だな
べ男だてより金よりこころ

佐渡にも︑海府地方で唄われ︑また国仲地方でも労作唄

れるのか︑よくわからないが︑珍らしい詩型である︒

民謡は多く二十六音調︵七・七・七・五︶であるのに︑上

ス︾Ｏ

として唄われたものに︑十九音調︵七・七・五︶のものがあ

では佐渡観光のためといって︑宿屋の客引きのようなものを

の七音がない︒それだけ︑象徴的であり︑印象的で︑人のこ

1
6

八連載Ｖ第
文学作品
としての

した︒二十六歳の夏であった︒

それ以前︑大正の末期から詩作をつづけ︑その作品の一部
を﹁海浜秘唱﹂︵昭和九年刊︶に収めた︒そして︑またかた
︵昭和五十八年刊︶に収めている︒

わら︑創作民謡にも興味をもち︑その作品は﹁波も唄うよ﹂

こうして︑創作民謡に熱中している時︑父の収集した佐渡
の古民謡の歌詞のすばらしさに驚いた︒数においても約二千
首もあり︑また︑その歌詞の文学的価値の高く︑民俗的資料

新作する運動かおきていた︒これだけ立派な作品を︑われわ

介したが︑中央の詩人仲間から好評であった︒この年秋︑私

私は︑この﹁現代文芸﹂で︑十九音調のもの約六十首を紹

ころを強く打つものがある︒

そんな動機で︑出版された﹁佐渡の民謡︲一であった︒．

いと思った︒

れの祖先が残されているのを︑もう一度見なおしてもらいた

としても貴重なものであった︒それに加えて︑そのころ佐渡

私は︑その出版の前年︑昭和四年三月号の﹁現代文芸・民

佐渡古民謡鑑賞

回

私は︑昭和五年東京地平社書房から﹁佐渡の民謡﹂を出版

まえがき

一

ひ

の家を訪れた詩人佐藤惣之助氏は︑私の手を握って︑﹁佐渡
そして︑その翌年いよいよ出版されると︑全国的な反響が

の民謡﹂の一日も早く出版されるよう︑激励してくれた︒

いつも流れる水．のよに

変らづかょかろ

たえずゆるやかに︑流れている水のように︑自分の思う人

﹁づか﹂は︑﹁なければ﹂の方言︒

たから︑ただの﹁おけさ本﹂と思っていた人も多かったので

あった︒しかし︑そのころ﹁おけさ節﹂のさかんな時であっ

も︑心が変らずに︑わたしを愛してほしいものだという恋の

江戸時代︑佐渡奉行朝比奈次左術門︵寛政六年ｌ同十年︶

歌でもあるが︑処生上の歌としてもよい︒

が︑島内巡視の時︑国仲地方で百姓が唄っているのを聞き︑

われ︑さびしかった︒
そもそも民謡は︑文句︵歌詞︶・節︵ふし︶・踊︵おどり︶

歌詞のすぐれているのを賞讃したという逸話がある︒

はなかろうか︒私の出版意図とは︑遠いものがあるように思

の三つから成立していて︑文学・音楽・舞踊に分けられる︒

誰であろう︒

がある︒

から山を鳴き渡って来たのであろう︒高山という言葉に古調

ぼんぞん烏は︑ホトトギスのこと︒ほととぎすが︑深い山

かけて来たやら高山を

ほんぞん鳥が

一一

としてカソバラヅカは︑この﹁変らづか﹂が元唄で︑その転

なお︑佐渡の北端の北小浦・鷲崎・願などの部落の盆踊唄

のよさを理解したものであろう︒

朝比奈奉行は︑昌始と号した歌人であったので︑この歌詞

民謡研究といっても︑範囲がひろく︑私は主として文学の方
今回︑この稿をおこしたのは︑﹁佐渡の民謡﹂を出版した

からのものであった︒

ってもらいたいためである︒

意義というようなものを︑はっきり︑強く︑世の人食から判
ここでは︑十九音調のほか︑二十六音調のものもまじえ︑

私の好きな唄を選んだが︑まだまだたくさん残っている︒な
お︑﹁わらべ唄﹂からも数首選んで加えた︒

仮名づかいは︑古典文学だから歴史的かなづかいとすべき
であるが︑庶民文芸でもあるし︑若い人からも読んでもらい
たいので︑現代カナづかいにした︒

昭和六十年二月一日第八十二回誕生日に

17

一一一

夜明けほんぞん烏が鳴きやもどる

井戸ぱたの天井︵てんじょう︶で
天井は上のことで︑ここでは空である︒むかしの屋敷では
上でホトトギスが鳴いたので帰るというのである︒

井戸は︑外︵そと︶にあった︒一夜を明かした男が︑井戸の

鮎になりたい山川の

自分の思う人は︑山近い川へ釣りに行ったが︑せめてその

川の鮎になって︑思う人の手に触れたい︒﹁川狩り﹂や﹁山
川﹂に古調がある︒
︷ハ

あの雲見やれ

あの青い空に︑浮んでいる白い雲をごらんなさい︒どこま

どこをめあてに出てゆくか

でという︑めあてもなく︑︒ただあてもなく流れてゆく︒﹁行

このぼんぞん烏は︑聞く人によって︑ホンゾンカケタカ︑

ホソゾソカヶタカと聞こえるところから出た︒また︑金北山

雲流水﹂という言葉があるが︑まことに悠久な天地である︒

処生の上でも︑運命のままに生きるよりほかはない︒人間の

チャンは﹁兄ちゃん﹂︑﹁ゴヶ︲一は後家で夫を亡くした妻を

力も大きいが︑さらに運命の力が大きいのをしみじみ感じ

麓の地方ではアンチャソゴケダヵとも聞こえるという︒アン

のであろうか︒

っている︒

なつかしがるな

七

ひはあの浮雲よいづこ行衛ぞ定めなき﹂というのが載

元禄十六年刊の歌謡書﹁松の葉﹂︵秀松軒︶にもくわが思

﹀︵︾Ｏ

いうが︑ここでは妻を亡くした夫︑または独身の若者を指す
四

来た夜のしるし

柳でもさせ井戸端に
一夜を逢いに来た男が︑逢わずに帰ったのであろう︒女が

雲の行術にはてはない

男に逢いに来たのなら︑井戸のほとりに︑柳の小枝でも来た
しるしにさしておいてくれればよかったのにと嘆いたのであ

それからそれへと︑思いはつづく︒私も青春の日に︑経験し

て︑その雲の行衛を見つめている︒遠く去って行ったひと︑

大空に白い雲が︑ゆるやかに流れてゆく︒草はらに臥︵ね︶

る︒柳の小枝をさすというところに︑女の繊細な心がうかが
われる︒

五．
殿は川狩りに
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三日月さまだ

一○

﹁唐詩選﹂から西欧にも近代日本の詩にもすぐれたものが多

た思い出がある︒流れる雲に思いを寄せた詩は︑遠く中国の

宵にちらりと見たばかり

のである︒

という唄がある︒トネは︑峠の佐渡方言︒これは︑峠越えの

佐渡の古民謡のうちには︑数字でその年令の人を表現する

トネの下まで水飲みに

十九に誘われて

一一

見ただけで︑たびたび逢うことのできないうらみを唄ったも

三日月は︑夕方見えるだけである︒恋人の姿も︑ちょっと

い︒﹁なつかしがるな﹂と︑いわれても︑なつかしく思うの

八

が詩人の思いである︒ひねもす思いふけった青春の日がなつ
かしい︒

こんやの夜も夜中

天の川原が西ひがし
しい表現である︒夏の夜更け︑もの音一つしない深夜︑ひと

夜が更けたのを一︲こんやの夜も夜中﹂と︑いかにも民謡ら

﹁出雲崎おけさ﹂にも︑これに似た歌詞があり︑良寛の作と

り夜空を眺めていると︑天の川が︑東から西へ流れている︒

は男︶に誘われて︑峠から下った沢の方まで水を飲みに行っ

時か︑また山仕事に行っている時︑十九歳になる女︵あるい
たというのである︒

いう伝説がある︒もちろん実説ではないだろうが︑いかにも
良寛の作りそうな歌詞である︒

あまり飲承たくもなかったが︑相手が美しい人なので︑峠

から遠い沢の方まで行ったというので︑夏の日の暑い山越え

九

見たい時は三度

であろう︒

ｚ︾Ｏ

谷地田千刈にもかえられん

二十三の目もと

一一一

誘われたのが︑水を飲むためだというのも素朴な情景であ

宵と夜中とあかつきと
﹁宵の明星﹂﹁夜明けの明星﹂などと︑よばれてい患よう

に︑夕方の星と夜中の星と夜明けの星と︑一晩のうちに三回
も見ることができる︒そのように︑恋しいあなたに︑何度で
唄ったところが面白い︒

もお逢いしたい︒星に托して︑宵と夜中と暁︵あかつき︶と

19

積る話を話そうと思ったが︑もうそれより︑こうして逢うこ

恋人同志が︑なかなか逢う機会がなくて︑ようやく逢って

したものである︒松の葉にくらべたところが︑やさしい気持

しつづけるのを一︲松の葉のよにこまごまと﹂と比職︵ひゆ︶

これは︑恋人同志が逢った時︑女がこまかいことまで︑話

逢うて語りたい小松の下で
松の葉のよにこまごまと

一一ハ

の逢う瀬に胸おどらせる乙女の気持である︒

とができたのがうれしくて︑話すことばも出ないという二人

二十三歳になる女の目が︑とても美しく︑広い田圃と︑と

一一一一

りかえても惜しくない︒谷地田︵やちだ︶は︑低い土地にあ
る田圃︒

わしやあの殿︵との︶を

思いきらりようかやすやすと
私は︑あの思いつめた恋しい人を︑親のすすめや他人のお
切ることが︑できようか︒思い切ることはできないという切

が出ている︒

せっかいで︑そう簡単に︑やすやすと︑こともなげに︑思い

いが︑深く心を打つ︑

実な叫びである︒﹁やすやすと﹂ということばが︑やわらか

一七

なんでもないことに

一四

こなさんように

どっさり浮名をたてられた

地方の小さい村などで︑若い男と女が︑ちょっと立話をし

逢えば早泣くナダ弱い

つかないような世相であった︒﹁どっさり﹂は︑たくさんの

﹁こなさん﹂は︑﹁こなた﹂で﹁あなた﹂のことである︒

男が女を︑やさしく呼んだことばである︒恋人同志が︑ただ
逢っただけで︑もう女は泣いている︒純心な乙女︵おとめ︶

意味で︑ここでは︑やや﹃−−モアがある︒

﹁動かざること山の如し﹂というような山に対して︑美し

月の出るのにゾンザイな

山ど︵退︶きゃれ

一八

たことでも︑近所の人の噂にのぼる︒現代の人には︑想像も

を唄ったものである︒ナダは涙の方言で︑﹁ナダ弱い﹂は︑
すぐ泣きくずれることである︒
一五

逢うて山だ語ろうとすれど
逢えばうれしゅうて語られん
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いお月様が︑しづかにのぼって来るのには︑じゃまになる︒

うことも︑かけてある︒合点は道理に合うこと︒ｅどんしは︑

る︒実をむすぶというところに︑二人の恋も実をむすぶとい
ござれの意Ｏ

二人の恋人同志が︑夜に逢って︑今後の二人の行動につい

どっちかどうかせまいか
今にさらりと夜があける

一一一

山に対して︑その場所を︑月の出るのに︑よけよ︑﹁失礼な﹂
と唄っている︒これは︑山に対して︑﹃動け﹂とか﹁失礼な﹂

というのは︑人間世界の人の動作のように見立てたものであ
ろう︒たとえば︑月のように美しい人が︑道を通る時︑あら
れもない無骨な男が︑立ちふさがった場合を想像される︒象
徴的で︑ユーモアがある︒

て語り合ったが︑なかなか話がきまらない︒その時︑どちら

かが云ったことであろう︒早く話をきめないと︑もう堂もな

一九

なんたら長︵な︶げぇサズエだ

く夜もあける︑といういらだちの唄である︒﹁さらり﹂は︑
ことにも︑かけてある︒

サッパリで︑自分たちの話も︑さっぱりまとまらないという

爺さん欠伸︵あくび︶にカピソはえた
これは恋愛の唄ではない︒なんという長い梅雨︵つゆ︶だ︒

毎日毎日降りつづいて︑タイクッな爺さんのアクピにも︑カ

旅はつらいぞ泣きゅ︵を︶するな

連れて行くから髪結いなおせ

一一一一

いう表現は︑写実ではない︒象徴的な︑詩のような表現のし

ビがはえるようだというのである︒アクピにカビがはえると
かたである︒佐渡の先人が︑こんな民謡を作ったとは︑驚く

前の唄の相談が︑﹁駈け落ち﹂とすれば︑この唄は︑男が

暮らすことは容易ではない︒泣いたりしてはダメだぞ︒さあ

女に︑これから二人は︑ここを逃げ出すが︑知らない他国で

早速髪をきれいにして︑支度をするんだ︑と男が女に云いき

二○

べきことである︒

花咲きや実なる

かせている唄である︒

実なる合点なら殿どんし
どんな草木でも︑花が咲けば︑かならず実をむすぶ︒その
道理が︑わかっているのなら︑あなたもかならず私のところ
へ通って来て下さい︑と女の強いこころを男に訴えた唄であ

2
1

ノ

團
圃

周
圃

團
Ｉ

る︒薬種小間物は山本弥次兵衛家で宿根木の医師新発田収蔵の日記

食のとき︑鷺売屋が繁昌した︒飯だけを腰につける︒附木商売Ｉ

新町村高は五町五反七畝五歩にしかすぎない︒また畑は拾三町三歩

ば︑腱業は十八あるが︑質屋︑油建木︑旅人宿︑龍振などと並べて

人宿と二つないし三つ並べて戸籍の職業欄に記されている︒たとえ

は︑豆腐︑小間物と︑煮売商売には︑湯屋︑酒造には四十物師︑旅
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明治初期の村
Ｉ真野町新町Ｉ

山本修巳

油一軒︑酒造七軒︑居酒屋三軒︑糀屋二軒︑商人と宿場のにぎわい

猟商人三軒︑牛馬商人一軒︑附木商売一軒︑薬種小間物一軒︑酢醤

佐渡の表玄関の小木港から首府の州川まで︑佐渡鋪一の街道であ

が感じられる街道筋であった︒

った︒そのころの日記などによれば︑朝小木を出発すると︑いまの

この戸籍の最後に︑家数弐百三拾四粁︑内七十七師貸家人別合

っているが︑諸品商人のなかには︑四十物師︑質屋と︑荒物商人に

にも名前が見える︒山本弥次兵術家も薬種のほかに小間物をあつか

二時ごろに新町につき︑昼食をとって︑六時ごろ相川に着いた︒昼

九百七拾六人内男四百八拾弐人女四百九拾四人屋舗壱町九反
四畝弐拾四歩田三拾五町六反歩畑拾三町三歩山弐拾弐ヶ所
廻船一艘但し五拾壱編薇小船十八艘牛七疋馬四疋とある︒

のうち八町七反八畝弐拾弐歩であり︑畑の多い村である︒なお塩畑

書かれており︑いくつかの職業に従っていたと思われる︒また塩畑

また︑職人も多かった︒塗師三軒︑椀師三軒︑鍛冶師一軒︑染物

何軒かはあったと思われる︒兼業が多かったのであろう︒

掛りなども一軒しかなしが︑少なくとも浜の七軒屋といわれるので

についての記戦はない︒新町の祭がかっては七月十六日の麦飯祭り

八軒︑荒物商人六軒︑籠振四軒︑古着商売三軒︑煮売商売三軒︑漁

も多い︒戸数の半分近くを占めている︒また諸品商人十五軒︑商人

職業戸籍から職業を調べると︑日雇とか日料取りが九十六軒で最

といわれたのも︑畑の麦作を祝ったとも思われる︒

いまではマッチにあたるものであるが︑薄く木を剥いだものであ

ただし︑田と畑の村高の内訳は略すが﹁田は三拾五町六反歩のうち

酒造業︑四十物師︑旅人宿を営んでいる︒

そのころの名主吉田忠平は︑現在速滕幹彦氏居住のところに住み

に棚那寺などを記している︒

婚姻︑奉公などの移動の記録と家族縦成︑職業や屋倣︑田畑の反別

支配とある戸籍がある︒調査の日に死亡していれば記載がないか︑

真野町新町の馴治四年辛米年三月︑佐渡国雑太郡名主︑吉田忠平
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￨
￨
龍
￨
￨
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l
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層

屋三軒︑指物師一粁︑灯燐張一軒︑大工二軒︑祗工二卿︑紺屋一軒
樋屋一軒︑畳刺職一軒︑萱職一軒︑木羽へぎ一軒︑また農業の副業

のも︑それだけで生活できる環境があった︒

一軒︑質屋三軒︑湯屋二軒︑髪結二軒︑運賃坂一軒︑馬方一軒もあ

煮売屋なども宿場の様子を示すもので︑専業の宿屋一軒︑御用宿

て多いのが常念寺三十三粁︑真楽寺二十四軒︑大光寺十二軒︑円静

中から新町に定住した名残りをとどめているように思える︒つづい

阿仏坊四十軒と多い︒新町をとりまく竹田︑合沢︑大川︑吉岡︑浜

壬申戸籍から新町の各家の概那寺を調べて詮た︒国分寺五十五粁

旦那寺

る︒質屋三粁のうちには︑司馬凌海の実弟島倉伊次郎の営む質屋も

になっている油建木は油を絞ったものであろう︒

ある︒髪結は︑腰がまがるところからエビヤと屋号が残っている︒

寺七軒︑隆昌院七軒である︒常念寺は︑佐和田町河原田の浄土宗の

寺の欄那を受け入れたため多くなったものである︒光照寺は相川大

寺院である︒明治維新の廃仏棄釈によって廃寺になった新町の光照

運賃取りという︑い童の運輸︑郵便業務は一軒となっているが︑
﹁新発田収蔵日記﹂には︑高原叉七など数肝の名前が見え︑副業と

坂町にあったが︑洪水で破損したのを機会に︑以前相川に居住し︑

しては少なくとも数軒はあったと思う︒

また︑小船一艘をもって︑手近な運搬をした家が一軒︑鉄砲猟師

山本一族の隆盛によって檀那は多くなっていた︒真楽寺︑隆昌院は

新町に移住した山本半右衛門家を頼って︑新町に移転したもので︑

真野地内にあり︑大光寺は班田にある寺院で︑この地からも新町に

一軒︑漁業一粁もあった︒医師は二軒︑チョンマゲ医師の山本桂は
なお︑後年艇相となった山本悌二郎と後年外相となった有田八郎

佐渡の自由民権運動家であり︑義侠心に富んだ逸話も多い︒

移住するものが多かったのであろう︒円静寺は新町の寺院である︒

寺︵竹田︶四軒︑地蔵院︵滝平︶四軒︑普畷院︵国分寺︶四軒︑智

︵河原田︶五軒︑法泉寺︵八幡︶四軒︑世尊寺︵竹田︶四軒︑太運

ほかに︑観音院︵四日町︶五軒︑宝光坊︵真野︶五軒︑妙経寺

の実父である︒チョンマゲ医師は京都で学んだ︒頭を剃った道僧と
生田秀の父である︒なおこの時にはすでに出立しているが西洋医師

いわれた医師生田三折は江戸で学んだ︒後年のアサヒビール創設者

あった︒

司馬凌海がいて︑学問の違う三人の医師が新町には住んでいた時も

西蓮寺︵中興︶︑大光寺︵後山︶︑妙宝寺︵相川︶︑種徳院︵金

光坊︵倉谷︶三軒︑本覚院︵豊田︶三軒︑大願寺︵四日町︶二軒︑

丸︶︑勝泉寺︵川茂︶︑宝林寺︵四日町︶︑東覚坊︵後山︶と︑い

なお︑松前稼が十三軒もある︒北海道への出稼ぎである︒冬場は
者︑そのまま北海道にとどまる者さまざまであった︒

佐渡に帰っていたという︒もちろん松前で︑身代をおこして帰る

況においても知ることができる︒

かに多くの村から︑この新町に移住してきたかが︑楠那寺の分布状

松前稼などは︑他村でもあったと思うが︑全体の職業を見ると︑
街道筋の宿場の特徴がよくあらわれている︒日雇︑日料取りが多い
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』

木︑相川などへ出てゆく人が多いが︑嫁いでくる人は少ない︒近隣

の村へ嫁ぐくらいなら新町内に嫁ぐ︒町と村とでは︑生活の微式も

のになってゆくのであろう︒また︑﹁松前へ造す﹂

七人﹁松前に

違うのである︒次第に距離は遠くとも街道筋の町との交流が深いも

四人がいることも興味深い︒

気のある経済の坐かな小木港との中間に位慨し︑その両方の文化を

うかがえる︒奉行所のある相川の﹁お江戸﹂文化と航路によって活

新町は戸籍によっても︑街道の宿場町として︑にぎわった様子が

養子﹂

婚姻の場合︑嫁ぎ先が多いのは︑小木四十三人︑相川十七人︑河

24

新町の婚姻・養子・奉公
●

諏申戸籍は︑明治四年の生存者に対する調査であり︑七十才以上
新町の婚姻・養子・奉公など人の移動について調べた︒もちろん

の人は寛政から天明の生れで︑江戸時代の記録と云える︒

江戸時代であるので︑新町内の嬬姻︑養子︑奉公が多いのは云うま

原田十人︑沢根六人である︒すべて︑街道筋の町であることが興味

ったのではないか︒こうした新町から︑司馬凌海︑山本悌二郎︑有

吸収していった︒当時の文化程度として︑決して低いものではなか

でもないので︑新町以外のところの調査を記録することにした︒

一人と極端に少ない︒街道筋との交流は養子に行き先の記録にもあ

い０

．新潟で歯科医にかかったが︑その名前を忘れたので︑翌日新

って︑とうとうまた宿で一泊した︒

したので︑モッタィナィといって食べているうち船が出てしま一

ゾーリでビッコを引いていたという︒汽船の出る前︑西瓜を落

向いあいの人のゾーリを片方まちがえて穿いていたため足駄と

汽車から降りてきた婆がピッコを引いているので聞くと︑車中

松ヶ崎の奇人坂野平次郎老人︵質屋であった︶は変りもの︒

奇人伝﹁坂野平次郎﹂山本修之助︾

田八郎など︑Ｈ本的人材が育ったことは︑偶然ではないかもしれな

深い︒近村では︑長石二人︑吉岡一人︑真野一人︑竹田一人︑豊田
らわれる︒小木二十二人︵男十八人︑女十二人︶︑相川七人︵男六
人︑女一人︶︑河原田男二人︑やはり︑街道筋が多く︑小木が一番
多い︒幕末ころ︑小木が経済面で活発な活動がなされていたためで
あろう︒また小木へ養女が十二人と多いのも興味深い︒一般的な養
女というより︑養女に一人前の女性として教育し︑芸を教え︑座敷
に出し︑船頭の一時の妻として侍らせるのが︑そのころの小木の習
慣ではなかったか︒しかし︑生活の手段として決して卑屈なもので
はなかったのであろう︒

なお︑小木は︑奉公としても︑男六人︑女六人が︑戸籍に記載さ
れている︒新町に嫁いでくる方では四日町十人︑豊田五人︑長石四
石三人︑背合三人で︑四日町︑長石との関係が深い︒小木や相川か

おぼえがあるか﹂と探し歩いたという︒︵青木長三郎氏の話︶

潟市内の歯科医院一軒残らず自分の顔を出して︑﹁この顔に見

I

人︑吉岡三人︑真野三人︒また︑義子に来る方は︑四日町八人︑長

で来ている村は省略するが︑人の移励の傾向は︑嫁いでゆく人は小

らもそれぞれ一人︑新町に嫁いできている︒ほかに一人︑↓二人嫁い
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斌 卿 推子蕎麦
た

一月真野町静平金子治作家

五月真野町竹田大勝神社

畦焼きの畦火見てゐる腰下ろし

明月羽茂町村山

三代の女系の家の雛かな

四月釿穂村北方母の里爬て

奉行の墓無宿の墓や春の雪

三月相川町にて

残る雪踏む列長し峡の婚

三月赤泊村川茂

海難の十基の墓や深雪中

二月真野町大願寺墓地

並びゐる牡蛎筏雪のせしまま

一月﹁狼汗﹂主宰岸田稚魚先生を両津生で送る

雄
維子蕎麦を食うぶ山家の雪罪だと
一一月﹁唖艮エーーヒ唇
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五月相川町にて

能舞台うしろに小さき苗代田

佐渡金山奉行所跡の遅桜

山本修

I

巳

ｊｌＪ１ＪｆｊＫ１Ｊ１Ｊｌｆ

︵昭和五十九年︶

六月相川町戸地にて

鬼おこぜひとり怒れり魚籠の中
六月真野町西三川にて

著莪咲けり砂金流しの窟の村

七月蔵野町瓦野佐狩木新平家宅

花いばら順徳院の通ひ路

七月短歌会の人と加茂湖畔にて

八月小木町素浜生徒とキャソプ

青蔵にひそみし獺の鳴きにけり

泳ぎ子のひとりとなりて海暮るる

キャンプ村海辺のギターいつまでも

九月文化衆

制服の少女の点前梅もどき
九月修学旅行奈良

こほろぎの出てきて飛鳥石舞台

十月マラソン
マラソンの生徒の上に雁の樟

十一月山形︒上山温泉︑佐高国語科旅行

木守柿蔵王の見ゆる城下町
十二月畑野町畷宮寺
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六月相川町戸中にて

烏賊舟へ落ちゆく夏の大入日
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後者︹二七七︺は︑作者の好みを熟知してゐた中宮が︑後見人が

四︺︹一○四︺︹一○一︺等︑正暦四年初出仕より︑長徳元年にか

かった中宮である︒ロ八四︺︹二七八︺︹三○一︺︹二三︺︹九

に発揮させて︑わが御座所に不可欠の存在たらしめる労を惜しまな
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枕草子第百四十三段﹁殿などおはしまさでのち﹂

覚書きロ

一人としてゐない異常な事態の下第一子懐鞭の不安の中に︑折々漢

坂口昭一

詩文の趣味を分かちあひ秀句を披露しては中宮の詣傍を栄え栄えし

特に︹一○己は︑その最哨代表的な章段と象なしてよからう︒

てゐる時︑中宮が作者に何かを投げ与へた︒あけてゑると︑﹁可愛

がってあげたものかどうか︒それも第一に愛されたいといふのはど

御前に︑お身内の姫君︑貴公子︑殿上人など眩い大勢の人灸が控へ

とはない︑生きてゐてもよいと患ふ︑加へて︑高鵬縁の青灸とした

にかばせん︵略︶二三にてば死ぬともあらじ︵略︶Ｖといふ平生の

んなものか﹂と認めてある︒八すべて︑人に一に思はれずは︑なに

者はかつて︑腹立たしく死にたいと思ふやうな時は︑真白で美しい

細かい編目で厚みのある畳︑縁の紋が黒白の鮮かな対照をもつのを
すき息災の祈りか︑と中宮にも周辺にも椰楡された事があった︒里

宮はそれを記憶に留めてゐたのである︒﹁九品蓮台に往生が通ひ左

作者の所懐を︑同輩は八一乗の法ななりＶと椰楡したものだが︑中

屈ですよ︒一旦言ひきつた事はそのまま押し通すものよ﹂﹁いえ︑

すなら︑下品といふところで結職です﹂とお返事差上げると︑﹁卑

相手さま次第です﹂﹁それがいけないのです︒第一等の人に︑また

の紙ではないから︑短い延命息災の寿命経も書けさうにないが﹂と
のみの伝言であったし︑畳の時には︑贈主の名も告げずに使者は去

が︑里居の作者にまざまざとよ象がへってくる︒

第一に愛されようと心がけなければいけません﹂・そんな恩召し

更に中宮の恩召しといへぱ︑︹二三八︺にも足をとめねばなるま

った︑とある︒新参意識の抜けきらぬ頃より回想すれば︑とりわけ
家の人々への作者の遠慮をやさしく庇ひ︑同時に彼女の才気を存分

作者に心づかひを承せた中宮である︒栄華の宿世を調歌する中関白

てゐて︑然も紙の場合は︑八とくまゐれＶの下命ではなく︑﹁望承

居が長くなって︑当人さへすっかり忘失してゐた事を御記憶になっ

引拡げてゑると︑命が惜しく恩はれる︑といって︑何とはかなきや

紙と上等の筆とか︑白い色紙︑承ちのくに紙等入手できれば言ふこ

承︑更に二日後には高麗縁の畳を下賜したといふものであった︒作

けての記事に顕著である︒

"〃〃〃〃〃

うした作者のいつとも期限定めぬ里居を悲しんで︑立派な紙二十包

〃〃〃"〃〃

を握る手だけの絵を描いて︑八山の端明けしあしたよりＶと書き添

い︒作者の局より或男が傘をさして暁に出て行った︑と同號に取沙

の供奉を得て中宮はその威を保つ事ができたのである︒間もなく彰

業に遊ぶといふ挙に出た︒行成の奔走で︑雌かに中納言実資・時光

産の為三条宮に行啓される中宮に対し︑公卿殿上人を率ゐて宇治別

の中に彰子が女御となったのは︑同日の事であった︒

子は入内し︑奇しくも十一月七日︑敦康親王誕生とにぎはしい饗宴

汰された事があった︒中宮から御文があって︑そこには︑大傘の柄
へてある︒︵拾遺集藤原栽孝の〃あやしくも我ぬれぎぬを着たるか

五月五日の節供に︑今は唯一の後楯である帝自身の配慮で︑宮中

な三笠の山を人に借られて″を踏まへたものだと気付いたので︑︶

から菖蒲の輿・薬玉等が下され︑五歳の脩子内親王︑初節供の敦康

ったので︑青い薄様を硯箱の蓋に敷いて︑﹁これを︒ませ越しでは

雨がひどく降ってゐる絵に添へて︑八ならぬ名の立ちにけるかな／

ございますが﹂と申しあ廠ておすすめすると︑人承な人の花や蝶や

親王に薬玉を供す︒数多献上の薬玉に添へて青ザシといふものがあ

だと保証する中宮のはからひである︒これは︑正暦五年とも長徳元

のである︒作者の迷惑に同情し︑一見戯れの連歌を装ふ中に︑淵衣
年とも推定されてゐるが︑此拙論の対象としてゐる︹一四三︺と年

てお書きになったのが︑実にすばらしいのでした︒

といそぐ日もわが心をぱ君ぞ知りけるＶと︑その薄様の端を引破っ

さてや︑ぬれ衣にはなり侍らむＶとお返事を差上げました︑といふ

二四二︺の中宮最晩年の章段との連絡に重要な意義の認められるも

次が近い許りでなく︑連続する︹二三九︺︹二四○︺︹二四一︺︹

徳四年より兵部卿︑長保四年九月権中納言更任となる︒輝く藤壷彰

伊周が正三位に復するのは︑翌長保三年十二月であり︑隆家は長

︹二三九︺は︑長保二年五月︑中宮大進生昌︵伊周が重態の母を

て何人か初熟の麦をついた青ザシを献上した者がゐる︒作者は︑万

子に比すべくもない鍾室たる皇后の身辺であった︒皇后妊娠を知っ

のである︒

は既に述べた︶の三条邸での記事である︒既に二月廿五日には︑前

つもＶ︑古今六帖八ませ越しに麦はむ駒のはつはつに及ばぬ恋も我

葉十二八ませ越しに麦はむ駒の罵らゆれどなほし恋ふらく忍びかれ

見郷に上洛し都内に潜伏中である事を密告した人物の一人である事
年十一月十二歳で入内した道長友彰子との関係で︑定子は皇后・彰

はするかなＶを下敷にして︑今は道長・彰子に隔てられた帝を恋ひ

子は中宮といふ前代未聞の二后並立が成った︒忌むべき長徳二年に
してゐたが︑中宮にはさしたる強力な競争者ではなかった︒三年後

は︑弘徽殿女御談子︵公季女︶︑承香殿女御元子︵顕光女︶が入内

て養生されるやう促したのであらう︒皇后は︑わがかなはい恩ひを

蕊ふ皇后の心に同情を寄せると共に︑また駒の如くに青ザシを召し

解して一途にわが身を気づかふ作者に︑八わか心をぱ君ぞ知りける

いとこの姫の入内は︑さすがに中宮には打撃であった︒嫡妻二人︒

左大臣・内覧の道長を父とする中宮彰子と兄弟の復位復官未だしの

︹二四○︺は︑寂しい御身辺より尚離脱する乳母に︑皇后がその

Ｖと報いたのである︒

ぱ︑前長保元年八月九日︑天下摺伏せざるなき道長は︑敦康親王御

皇后定子︒更に現在は再度三条宮で第三子を懐妊中である︒思へ
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道長の息のかかった生昌である︒折しも懐妊中の皇后に最も身近に

よ都は晴れぬながめすらんとＶ御自身の手蹟である︒三条邸の主は

邸宅に降雨激しい様を描いて︑八あかねさす日に向ひても思ひ出で

片面には陽光通き田舎の館を沢山描き︑もう片面には京の然るべき

条作者の憤激を添へたものである︒日向に下る乳母に扇を与へて︑

前途を祝しつつ我を偲ぶ日もあれと懇願したといふ事の回想で︑一

要だ︑と傍輩が評したことであった︒中宮の好尚・女房の心得・作

付かなかった︑こちらにお仕へするからには︑それだけの機転が必

云食の詩句は知りぬいてゐるし︑朗詠もするぼどなのに︑さまで気

やをら御簾を捲上げると︑果して中宮は満足して微笑んだ︒香炉峯

﹁香炉峯の雪はどんなかしら﹂と誘ふ︒御格子をまづ上げさせて︑

忘却したかの如き女房達︒それとなく注意しようと︑中宮は作者に

たままで炭柵にかじりついて︑古来雪の情趣を楽しむ風雅の伝統を

今亦鎗幽人坐相対心事共請条Ｖは︑丸ごと現在の中宮の境遇で

まへた風雅の心で︑八晩耀白露夕衰葉涼風朝紅艶久已欺欝芳

八台の前に植ゑられたりける牡丹Ｖは︑白詩﹁秋題牡丹叢﹂を踏

・秀句・気のきいた消息等風雅の水準を形成したものである︒

六︺︹一三七︺等が︑中宮周辺に或いは立寄り或いは接近し︑朗詠

︺︹八四︺︹一三五︺︹一六一︺︑行成︹四九︺︹一三三︺︹一三

そ︑殿上人上達部︹七八︺︑公任︹一○六︺︑斉信︹八二︺︹八三

者の機転・中国詩文の享受の様等が語られてゐるのだが︑さればこ

奉仕してその憂愁から救ひ申すべきは︑乳母をおいて外にはないで

はない か ︒ ︑
︹二四己満水参繩の折︑皇后より賜った歌八山ちかき入相の鐘
の声ごとに恋ふる心の数は知るらんＶ
︹二四二︺駅についての類楽章段︒八山は︵﹁の﹂か︶駅は︑あ
はれなりしことを聞きおきたりしに︑またもあはれなることのあり
ふ︒播磨とすれば︑一旦は留められた地︒また︑母を見舞った事が

しかば︑なほとりあつめてあばれなりＶ・伊周左降の折の事とい
発覚し大宰府誰送の折︑貴子の計報を聞いた辺りとか︒

れのわざとしても極めてた質の享受といふべきものであらう︒

あり心境である︒中宮の趣向・経房の語り方・作者の筆致︑三者何

中宮のお傍にあって精神の緊張を持し趣味のよさを感じさせた事︑

日御所全体の雰囲気が八あばれＶである事︑目女房達が不遇の

白詩については︑その盛行の中に枕草子も位置づけられよう︒︹
三七︺﹁長恨歌一﹁江岸梨花﹂︑︹八一︺︹九四︺︹一○○︺の﹁

国前栽の繁き秋草は︑中宮の思召しである事︑卿作者の里居に

琵琶行﹂︑︹八二︺﹁廠山草堂夜雨独宿﹂︑︹八三︺﹁蕊宮高﹂︑
ロ○四︺﹁騨国楽﹂︑︹一○六︺﹁南秦雪﹂︑︹一三七︺﹁池上

ひ︑牡丹の風情を点出して結びとした事︒これだけの布間の中に散

心いためる中宮の心情を汲む女房達︑㈲再度御座所のあはれをい

は手にとるやうに見えてゐたものではなかったか︒

りぱめられる八あはれＶ八をかしＶは竜里居の日々に︑作者の心に

竹下作﹂を踏まへた鱒茂作︑︹一六一︺﹁大林寺桃花﹂︑︹一八二
を数へるが︑その代表的なものは︑︹二九九︺の八香炉峯雪擬簾看

︺﹁寄股協律﹂︑︹二五五︺﹁花非花﹂︑︹二七八︺﹁長相思﹂等
Ｖに絡む回想であらう︒珍しく雪の降り秋った朝︑御格子は下ろし
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女房の噂︑作者の里居︑新しい噂の連珠は︑枕草子執筆の営みに

の危倶︑等を記してゐて︑引用箇所外も含めると︑執筆条件・素材

に自由に書き綴った事︑㈲読者の評価の想定︑目不評︵筆禍︶

・方法・勅機・流布の聯情等が翠られ︑徒然草の軌道を敬設してゐ

通じるものを持ってゐる︒心ゆく事の暁には︑︹九九︺の如く︑仰
々しい卯の花押しの牛車を仕立てては︑八人もあはなむＶと態々公

作者の里を訪ねた経房は︑御所参上の目的が公私何れか定かでは

るやうに見える︒

の︑八さるべき人の︑馬にても車にても行きあひ︑見ずなりぬる︑

信邸に口上を入れる作者である︒八いとけしからずＶとは恩ふもの

のやうである︹八一︺︹八四︺︹一三六︺︹一四三︺︒特に︹八四

ないが︑既述の如く︑中宮方にも道長方にも双方に顔を出せる人物

︺と︹一三六︺は︑作者との親密の度の機いものである︒︹一三六

いとくちをしＶ︹九八︺なのである︒反面︑︹一三○︺には︑九月
日が高くなるにつれて露をこぼし︑自然にすっとはねあがる︑﹁そ

ての応酬から出た︑作者の歌作・礼を欠いた行成の手紙に対する作

︺は︑行成との親交が中心の回想であるが︑孟嘗君の故事を踏まへ

雨あがりの朝の前栽を微細に拙き︑雨をたつぶりかかへてゐた萩が

い︑と恩はれるのも︑また面白いものだ﹂とあり︑︹二三︺は︑

た︒八おもふ人の人にほめらるるは︑いみじううれしきＶといふ経

者の適切な処理等︑それらについて行成が経房に消息の中で賞賛し

れを自分は面白いと言ふが︑それが他人には全く面白くもあるま
耳無草と菊の対照を通して︑人の心の削蹄を感じてゐる趣である︒

の恩ひ人の中に作者が加へられた事︑と答へてゐる︒これらの歳段

房に︑作者は︑八うれしきこと二つＶⅡ行成にほめられた事︑経房

作者が自らよしとするものは︑必ずしも世人に同意されるとは限ら
り得ても︑同時に同じ位多様なのであり︑行き違ひもある︑といふ

ル飯文とを勘案すると︑或いは枕草子流布は︑一に統房の如き存在

ない︑人が人である限り︑美意識といひ趣味といひ共通のものはあ

を必須としたのではなかったか︑と思はれる︒作者の二度の里居に

登場︹八四︺ロ四三︺してゐるのも微妙なところだが︑中宮周辺

知的な反省や批評精神を緋びてもゐる︒これはさながら賊文の執筆
世間の面白い事︑世人の惑励する事をやはり人並に選び出して︑

が彼を道長方と断じてゐたら︑作者への出仕従瓶を示唆する事はな

精神に収穀して行くものであったと考へる︒︲
欲についてとか︑木・蕊・鳥・虫とかについて︑何らかの価値判断

かったのではないか︒

じてみるべきものか︑とも思はれる︒官僚連が権力推移に敏感かつ

或いば内通問題といふのは︑政界の論理と女性のそれとの相違と

を提示したとしたら︑﹁期待外れだ︒心底はこんなものか﹂と批判
ら︑人並の評判は耳にすることなんかあるまいと思ってゐたのに︑

も受けようが︑私は秘の心で思ふ這りに戯れで書き付けたのだか

け公任と行成の軌跡がその間の事情を雄弁に物語ってゐはせぬか︒

柔軟に処して行くのは無理からぬところがあらう︒四納言︑とりわ

行成は︑斉信と並んで枕草子に最も好意的に掻はれてゐる︒枕草子

﹁立派なものです﹂などと評価する人もあったりで︑随分妙な心持

少しく弁疏めいた言ひ分だが︑㈲他人の思惑を顧慮する事なし

だ︒
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甲斐ともしてゐた節がある︒しかし︑定子との関係を象ると︑寧ろ

お伺ひします﹂と挨拶して立去った後に︑さて御返事をこの機会に

さらないのですか﹂といひ︑﹁つひお近くに一寸出かけます︒また

なたさまも︑妙に長い里居だとご不審のやうです︒どうして参上な

さまのことを思ひ出してはお口になさるさうでございますのに︒ど

打撃を与えた張本人といふ事になる︒二后並立問題と敦康親王立太

とは患ふものの︑頂いた歌の上の句をきれいに忘れて了ってゐたの

表情をみつ．めて︑﹁宮さまには︑どんなにか︑何かにつけてあなた

子を阻む事とである︒定子が中宮に立った時︑太皇太后昌子・皇太

ではすべて頭弁としての澄場で︑職務の上からも帝に最も近く︑定

后詮子・皇后遵子・中宮定子の例かあり︑小野宮実資の厳しい批判

ない人がゐませうか︒・のど元まで出て来てゐるのに言ひ出せないな

だ︒﹁いやだわ︒同じ古歌とはいっても︑こんなに有名な歌を知ら

子もその周辺も親愛感を寄せてゐた︒作者は格別に彼との親交を生

があったが︑帝一人に嫡妻二は全く前例のない事であった︒わが国

ってゐた童女が︑﹁下行く水︑と申しますよ﹂と言ったものだ︒ど

んて︑一体どういふ事なんでせう﹂などとぼやいてゐると︑前に座

は神国であるが︑藤氏出の三后は皆出家してゐて神事が不能であ
る︑中宮は正妃なるも︑既に落飾してゐる︑亜ねて后を立てて氏祭

うしてかう忘れて了ったのだらうか︒こんな小さな者に教へられた

を掌らしむるのは宜しき事だ︑といふ道長の主張が通ったのだが︑

これを周旋したのが行成である︒また︑定子所生敦康親王の立太子

といふのも面白い事であった︒

どのやうな思召しかといつもよりは気がひけて︑御几帳に半ば隠れ

御返事を差上げて少し日数を経てから参上した︒それにつけても

には︑重臣の後楯が不川欠ですべて神慮によるものである事︑高階
家には伊勢斎宮と業平との血筋が伝はってゐるので帝位ば窺ふべき

だったと恩ふのですよ︒全くおまへの顔を象ないでは︑暫くも気が

なって︑﹁気に入らぬ歌だけど︑今度といふ今度はぴったりした歌

るやうにして控へてゐると︑﹁あれは新参の者か﹂などとお笑ひに
︵経房来訪以来︶︑いつもと違って仰せ言が途絶えて久しくなっ

紛れさうにないのよ﹂などとおっしゃって︑以前とお変りの様子も

でない事︑これらの難点をあげて阻んだのも行成であった︒

め︶が文を持って来た︒﹁宮さまから宰相の君を通じてそっと下さ
れたのでず﹂といって︑ここに来てさへ声をひそめる気づかひをし

って︑﹁そんなことがあるものよ◎あまり知りつくして馬鹿にして

ない︒小さな者に教へられた蝋などを啓上すると︑大層お笑ひにな

たので︑心細く沈みがちで過してゐた︒そんな折に︑長女︵をさ

てゐるのは︑あんまりだわと思ふ︒﹁女房代筆ではないやうだ﹂と

いでに︵宮さま一流の興味深いお話︒下略︶

もっともこれは︑私のやうに胴忘れしたといふお話ではなくて︑

ゐる古歌などば︑きっとそんなものでせうね﹂などとおっしゃるつ

誰でも熟知の事柄は却て油断して失敗しがちなもの︑といふ御趣旨

の花びら一重をお包みになってゐる︒その山吹に︑八いはで思ふぞ
Ｖとだけお書きになったのを拝見すると︑この数日来お便りがいた

胸がどきどきして︑急いであけて象ると︑紙には一字もなく︑山吹

だけなかった悲しみもすっかり慰められて婚しい限り︒長女も私の
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だったのでせう︒

中宮定子の︑余人にない美質︑その人でなければあり得ないやぅ

立てた話︹一○一︺︑御物に因んでの八無名Ｖ八いなかへじＶの興

言利口︹九三︺等周辺を華かにする事も︑作者をはじめ女房集団各

︹二三︺の宣耀殿女御の故事・︹八三︺の物語論・上述︹二九九︺

人の才を存分に発揮させると共に︑︹九四︺の﹁琵琶行﹂の解釈や

．︹一○六︺の公任出題に女房より頼りにされた事・︹二七七︺の

な存在の美しさが顕現してゐるところである︒間を置いての御文︑

用紙に文字をとどめず山吹の花びら一ひらを包んだ事︑いはで思ふ

用紙の下賜等巧承な話術や適切な指導誘披も︑定子といふ稀有の存

垂包Ｏ

山吹は返り咲きのものとされてゐる︒文言に明示せぬまでも︑わが

伊周・隆家左遷・小二条第・経房官職・白露の時候等から︑この

在に発するものであった︒

ぞの古歌︑作者を迎へての心づかひ︑巧みな話術と指導力︑等であ
再々の召出しもこじれにこじれて最悪の事態である︒作者は︑中宮

再とのお召しにも︑一度の蹄鵬が二度以降は素直さを斥ける︒そ

の心事を悉くしながら︑近侍の朋薙の臆測に傷ついて了ってゐる︒

その花びらには︑古今六帖の八心には下ゆく水のわき返り言はで

意を汲みとれかしといふのが︑中宮の意図であったのであろう︒

は︑作者も︑作者を孤立させてゐる女房も共に失ふくからざる愛し

思ふぞ言ふにまされるＶの第四句が記されてゐた︒中宮の立場から

れがまた新しい疑惑を生じさせる︒経房を出馬させてもどうやら効
し︒だが手加減が大切︒萠してくるものがあれば培ふ折を見失はい

きめはなかったらしい︒冷却期間を置いて様子を見るに如くはな

らすなといふ朋輩の言︑︹一○六︺は︑公任と十分に渡り合った事

︹一○二︺は︑作者の手柄をいかに些細といへども一として書きも

で俊掻が掌侍推薦の役を請合はうとした事︑︹一三三︺は︑行成の

い者達である︒枕草子の自撰の織造は既に論じたので詳述しないが

山吹の花びらは︑古今集・素性の八山吹の花色衣主や誰問へど答

企てを地口で対処した事への帝の賞詞︑︹二八○︺は︑定子仕への

事︒折も折．八心ぼそくてうちなむがるほどに︑長女文を持て来た

へずくちなしにしてＶを踏まへたものｌ山吹の美しく映える黄の

りＶ

衣︑お前の持主は一体誰かと尋ねても答へない︒さうか︑クチナシ

たのである︒しかし︑彼女に辛い針の筵を用意してゐる女房達は︑

女房の条件︑等の話柄に於て︑早くから作者の才気は認められてゐ

官僚連はともかく乳母までが中宮を去って行く時勢にあって︑尚気

の実で染めた黄色だからねＩ︒中宮・作者の間に冗言は不要であ

強く中宮を守ってゐるのだし︑加え︑作者に対する臆測は却て益点

る︒深養父・元輔の歌人歌学の疏れの長短をわきまへてゐる作者︒

者高階家の才に美しく磨きあげられた中宮︒

のである︒この後︑長徳五年七月八日︑平惟仲︵生昌兄︶は︑道長の

道長の好計を阻まうとする意識の高じた忠節の行動とも解し得るも

関白道隆の猿楽言が具へてゐるあたたか象と母高内侍を流れる漢学
帝共盈藤三位をかついだ話︹一三八︺︑雪山の賭で作者を悔しが
らせた話︹八七︺︑第一の人に一に思はれるべきであると作者・を引

3
1

意を迎へるべく︑病気を理由に中宮大夫を辞退するし︑八月九日の
三条第行啓を道長が妨げた事ば既に述べた︒十一月一日に入内した
彰子は七日には女御となり︑道長の饗宴に列席する公卿殿上人に等
閑に付されたまま︑第一皇子敦康親王は誕生した︒定子周辺が寂蓼
を深めるほど︑少数の結束は強固となり時に硬直したものとなる︒
かかる情況下で︑中宮は︑対立する作者と他の女房達と双方共に翼
下に収めねばならない︒うかつな言動は一といへども慎まねばなら
ぬ立場にあったわけである︒下ゆく水の如く心中様々の思ひがあふ

一章段が作舳全休の中でどんな位置を占めどんな意談

れかへってゐる︒口に出さぬだけわが思ひは激しいのだよＩ︒
ここまで

航海安全を祈る珍行事﹁戸賀の舞﹂

山本修之助

外国航路の船が︑赤道を通過する時は﹁赤道祭﹂というもの

を催し︑神に海上の安全を祈り余興に仮装舞踏などを催すとい

江戸時代︑佐渡から北海道へ通う和船でも秋田県戸賀︵とが︶

声勺ノ◎

港沖では︑神に風をおこしてもらうため︑船乗りたちが︑﹁戸

かいぴ

三を選び︑樅引き縄のヨレ

たものをもどし︑その間に男の逸物︵いつもの︶をはさみ︑両

船乗りの中から一人︑神のイヶ

斑の鋒﹂というものをおこなった︒

の姿が象えてくるのではないか︑さういふ考へをいだきつつ記述を

メ杓︵船の底の水をくみ出す杓︶で三杯海水をかける︒この時

方のはしを二人が持ち︑舷︵ふなくり︶まで進み︑ここでアカ

をもつものか︑或いは逆に︑一意段の追尋を徹底すれば︑作品全体
進めてきた︒結果︑一つの価値観︑一つの主題のもとに整然と秩序

帆布を狩衣︵かりぎぬ︶の姿をした神主になった船乗りが︑幣

しゃく

︑︑

づけられる他のジャンルとは異なる世界︑多様で柔軟で雑多でさへ
ある枕草子といふ作品は．容易に汲讓難いもっと豊饒なものを含ん

式部日記﹂による︒

注※※枕草子の章段番号︑引用文は岩波古典大系﹁枕草子・紫

︵一九八四九一九︶

を痛感しつつ未熟のままに一まづ筆を棚く次第である︒

要素︑その一点を採りあげてもなほ興味は尽きない︒一層追尋の要

でゐるやうに思はれる︒定子物語になり得る要素とそれを逸脱する

ｌ松ヶ崎青木長三郎鴎の話１

かよりどころのある行事かも知れないという人もいる︒

附近の津の島︵角島︶の海上でもおこなわれるというから︑何

しかし︑これと同じような行事が︑﹁津の島舞﹂と称し下関

の退窟しのぎの悪戯ではなかろうかという人もいる︒

これは︑実際に海神に祈ったものかも知れないが︑長い航海

束でお祓︵はら︶いをする︒

１Ｉ
︵新潟県立両津高等学校教諭︶

一

〜

一

一

−

32

、

ー

一

一

〜
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Ⅷ

海のゞ﹁貼りまぜ帳﹂を見たことが書いてある︒︵のち︑この

﹁青野季吉日記﹂の﹁昭和十九年五月十三日﹂のところに

つぎは︑﹁新風土記叢書﹂第三篇﹁佐渡﹂を執筆するため蕉翁

であったか︑もす記憶がはっきりしない︒○

の住所氏名を調べたりした︒どんな話をし・たか︑どんな仲間夏草や世阿弥の跡の石ひとつ

持つ者は︑いなかったが︑警察では刑事を同席させ︑出勝者泉の正法寺にて

江戸屋旅鯆で歓迎会を開いた︒私たちの仲間は︑左翼思想をして︑ほかの二枚は

先生に初めて逢ったのは︑もう六十年も前のことである︒おいたのだ︒一枚に書いた一︲生きることは︑凡そ作ること
大正の末か昭和の初めで︑私が一・純芸術社﹂をおこして︑文でなければならぬ﹂
学運動に熱中していたころであった︒先生が久しぶりの帰省と＄書いてある︒
だというので︑仲間が郷里の先華として︑佐和田町河原鯛のしがし︑この言葉を書いた短冊は︑現在見あたらない︒そ

たものを︑ここに発表する一一とにした︒﹁昨午後︑山本修之助君へ短冊三枚書いた︒半歳も放って

ので︑これに加えて︑私の所蔵のものと︑揮毫の席上記録し

これは︑主として︑出生地佐和田町沢根方面のものが多い﹁佐渡﹂は︑昭和五十五年本会で再版復刻した︶

されている︒

﹁青野季吉先生余話﹂として佐渡で詠んだ短歌・俳句を発表吉﹂と署名してある︒この﹁佐渡﹂には︑私の家で︑石井夏

本誌第二十号︵昭和五十四年十一月発行︶に︑土屋棚君が訪者署名録︶︲一によれば︑﹁昭和十七年五月二十日青野季

目聯悩嘩蕊誕帥糯出Ⅲ＊鬘

ノ

に来島し︑拙宅へ寄られた時である︒私の家の﹁軒過録︵来古人の跡を求めず古人の求めたるところを求めよと
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〜

一

一
一

南山大師の筆の道にも見えたり戦ひの世に
である︒

このほか︑短冊が二枚ある︒

○
昭和二十三年夏

旅の果て故郷の入江の夕涼み
○
昭和三十一年八月

みささぎの道白だと夏静か

色紙
○

昭和二十五年十月五日

いにしへのひとは選ばん佐渡の秋
○
昭 和三 十
十一
一年
年八月

御硯にまの山象どり深々と
○
阿仏房
この塔をつくりし無名の工人に
昭和三十一年八月

花をささげん夏の野の花を
○

文学は何ぞやと問ふは人生は何ぞやと問ふに等し行っ

昭和三十一年八月

て知り知ってさらに疑ふに如かず
○

おりふしに順徳院を思ふかな

昭和三十五年八月城ヶ丘にて

その御最後の訴うるもの
○
﹁経堂雑記﹂の扉に

これらの文をかきて戦争に堪へたことをあらためて恩

横幅

ふ昭和三十一年八月佐渡にて

昭和二十三年八月二十日

季吉

象堂千尋修之助の諸友と
佐渡国分寺に詣でて

︵佐殉木象堂の国分寺の赤松林を描ける図に讃︶

古き世の礎ありて木下闇

︵つぎは昭和三十一年八月十一日から二十日まで︑真野ホテ

ルに淵在中一日揮毫した︒その時私が傍にいて書きとめた
ものである︶
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沢根にて
佐渡四日墓参忘れて画を語る

宗達を語りて飽かず佐渡の夏
夏の朝真野の入江に船を見ず繭鵬拶︶

○
文学不易人流行︵額︶
○

文学とは蕾の花を渡すことであるアソドレジード
○

薪負ひて来る子来る子も顔よるしかかる磯わになどむ村あ

弾︽鈴ご

小獅子舞見し夜の小木の嵐かな

り宿根木にかかりて釈逼空の歌を思い出す
○

小木にて

島をゆする嵐の中の小木泊り
長谷寺にて

旅中独語ｌわれ若かりし日職を読売社に求む社長本
野氏われに問ふ君記者としての心得を知るやとわれ知

風ひと夜配所の如き佐渡なりし

らずと答ふ本野氏言下に大声すそはただ正義あるのみ

ジヤメテース

ありがたやこの御仏にあふ佐渡の夏

﹁三十八艶楼﹂と﹁閑思亭﹂

青野季吉先生の座談の中より筆記

とわれ永く銘す

長谷寺の四観音をおるがむと夏の夕に燭ささぐわれ
真野にて

真野はよし心休まる青嵐
古き世も近き世も一色に真野の夏
夏雲や地にはこの島の新時代

明治の書家磯谷一六翁は︑中を機智に富んでいた︒いつか

実業家の馬越恭平翁の別荘に招ばれ︑その堂号の命名を望

車窓涼し夏草に立つ佐渡乙女
書を離れて十日になりぬ美しきふるさとの夏にわれを空し

まれた︒この家は当時三十八円也で買ったということを聞い
河原田にて

豪家に招ばれた︒この家の裏山に四阿かあったが︑これは前

あづ寵や

青野季吉氏は︑戦争中︑福田豊四郎画伯と共に秋田のある

プ︵句Ｏ

ていたので︑早速﹁三十八艶楼﹂と名づけたということであ

く

獅子ケ城菱とりし池もそのままに
○

生々流転の中に創造の跡をとどめるこれ芸術家なり
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の用水池を掘る時︑人夫達を監視する為建てたものだという
ことであった︒主人の堂号を求めたのに︑青野氏は︑早速﹁
閑思亭﹂と命名したということであある︒
︵昭和三十一年八月真野ホテルにて修之助記︶

荏川文庫所蔵青野季吉著書目録
蒼ざめたる馬︵ロー・ブシン︶冬夏社大正八・己・壼
〃一二・四・一石

闘争に赫く﹁光﹂︵アソリー・・ハルピュゥス︶日本評論社

改訳帝国主義諭︵レーニン︶希望閣〃国・二宝

解放の芸術︵署名本︶解放社〃玉．牢三

何を為すべきか︵レーニン︶白楊社〃一三・三

転換期の文学春秋社昭和一二・云

社会思想物語︵上︶︵レードラー︶春秋社〃牢不ご

観念形態論南宋書院〃字や垂

マルクス主義文学闘争神谷識店〃四三．一
間己暴露 わ が 生 活 ︵ １ ︶ ︵ ト ロ ッ キ イ ︶ ア ル ス 〃 芋 ヤ ニ
革命裸像わが生添︵２︶︵トロッキイ︶アルス〃雫三・元

雌和とパン重ルンストグレーサ︶四六書院〃＊己．垂

実践的文学論千倉書房〃聿三言

経堂雑記︵題語あり︶筑朧識房〃美．一・舌

文学と精神河出書房〃三・己・天

文学の本領桜井書店〃実・二・舌

回心の文学有光社〃毛．一・三

一つの石輔罎鍔鱸本︶有光社

文学の美徳小学館

佐渡︵署名本︶小山書店

〃一八．七・一三

〃一七．八︐一垂

〃一七・二・一壱

〃一己︒六一壱

〃二一・八・一壱

″二一・八・一・

文学と人間玄同社

プロレタリアートの戦略と戦術︵訳書︶社会書房

〃一宝．八・二垂

〃一三．四・一壱

〃一宝．九・一つ

ク

帝国主義論︵レー︸一ン︶︵〃︶社会書房

一九一九年新興芸術社
私の文学手記日東出版社
明治文学入門全国書房
現代文学論六典出版社
青野季吉選集河Ⅲ諜房

昭和一六七・三

大正平家

〃一一一型．七︐一宝

〃一二一︒一・一三

〃三一・一二一宝

〃一壱・一二・一浬

〃一六．造．垂

〃二八．三・一宝

〃一画・一つ・一一己

〃二一二・一垂

〃二一・一二一竺

ヶ二一・二︐三つ

ジープ社

文学今昔

明治文学入門︵文庫本︶社会思想研究会
文学的人生論︵文庫本︶三笠書房

文学の歴史と作家群歩堂

文学という鏡弥生書房

青野季吉日記河出書房新社

文学五十年筑際書房

姉︵コピー︶﹁主潮﹂麩疵討年

雑誌﹁文学﹂︵青野季吉記念号︶岩波醤店
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叢めき

ります︒まくときは︑﹁福は内を三

ます︒豆木をたき︑黒くなるまでい

回︑おには外を三回︑まんじんげ道

一月十一日帳祝いといい︑いくつもの帳面

︾真野町新町の年中行

の残ったものを年の数だけ食べると

出て走れ︒﹂といいます︒まいた豆

の表紙を書く︒そして帳面をひらい

じょうぶになる︒さらに︑残った豆

一月一日お父さんは︑早く起きて水をくむ︒

て︑びょうぶにかけ︑もちをそなえ

かんぬしさんがのりとをあげて町内

ご先祖さま・をおがむ︒おそなえもの

た門松などをたき︑正月に書いた習

しょうじ

かないことになっている︒この日︑

二月八日川の神の祭り︒この日は︑川へ行

はり紙をします︒

初午初午は︑初めてのうまの日です︒

膣つう室

食べるか童くといわれています︒

は︑初めてかみなりが鴫ったときに

若水といいます︒かまどに火をたい

るｏ蔵開きともいい始めて蔵へ入る︒

は︑へぎにもちと黒豆とかずの子を

よい︒︵ある部らくでは︑まだ行な

字も焼くが習字は︑高く上がるほど

や

三回ずつ三日間そなえる︒朝食は︑

に行って矢の根石をさがします︒こ

つか

一月十六日あずきがゆを食べる︒

れが私の家にあった矢の根石です︒

せつく

ん見せとくれぬ﹂と女の子が歩き︑

おくられます︒その日は︑﹁ひなさ

をかざります︒初びなは︑親元から

三月三日ひなさん節句といい︑おひなさま

をまきます︒

いわれています︒次の日︑ふじ塚畑

一月十八日十八日がゆを食べる︒

っているそうです︒︶

山へ行くと︑山の神の矢に当たると

を食べ菫す︒かずのこ︑黒豆︑切り

一月二十日はつか疋月という︒初えびすと

二月十五日おしやか様の死んだ日でしんこ

き

おぞうに︵このごろは︑あんもち︶

干し大根を食べる︒親類などにあい

もいう︒えびすさんは︑服月に金も

一月二日書きぞめをする︒店の財産を調べ

うけにでて十二月に帰るそうです︒

その日おさけをおそなえして鴇きぞ

一月二十五日初天神という︒天神さんに︑

の中へあずき︑せり︑大根︑にんじ

二月三日か四日節分は︑男の人が豆をまき

めを書く︒

一月七日七草がゆを食べる︒七草は︑かゆ

た︵たなおろしをした︶・

催し

さつをして歩く︒

ばつ

少しずつ︑さんかしょに分けて一日

くら

て神だなにあかりをつけます︒そし

一月十五日とうろやをする︒正月にかざっ

〃〃〃"〃〃

てお母さんや子供をおこして神様︑

司子

をまわります︒小路には︑火ぷせの

修園

ん︑ごぼう︑大豆︑青菜︑こんぶの
中から七つそろえる︒
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本本

−

その家の人は︑﹁ひなさんのおぜん
といわれました︒

らかれ︑農機具や種物︑衣料などが

四月二十一日阿仏市竹田の阿仏ぽうでひ

ぶつ

あげに来ておくれ︒﹂と呼び︑ひな
売られました︒

卜

さんにおそなえしたおぜんをごちそ

ひら

っては︑ならないという︒きびなど

を作っておそなえします︒

六月十四日ぎおん市︑長石のお宮の前で開

かれた︒ぎおんの風にふかれると牛

ったり買ったりしました︒らっきょ

がじょうぶになるといわれ︑牛を売

う市ともいわれます︒

日さんぽしをぽうにさし︑田の水口
五月五日男の節句︒こいのぼりを立てる︒

や畑に立て︑しもよけにしました︒

五月三日八十八夜の別れしもという︒この

た泡もの

うします︒また︑おこしまんじゅう
しやにち

を作ります︒

三月二十一日社日さんという︒この日もみ
を水につけます︒

とり大人からあんでもらい︑子ども

このやねにさした︑しょうぶをぬき

を洗う︒ほかの日にかやを洗うと天

七月七日この日井戸がえをする︒またかや

七月六日墓ぞうじをする︒

で三年間︑七月一日から一ヶ月間︑

男の初節句には︑親元からこいのぼ

沢では︑あげとうろうといいます︶

ぼんちょうちんを立てておく︒︵合

七月一日盆ちょうちんを立てる︒新仏の家

これは新町の行事ではありませんが

ょうぶをさしたり︑ちまき左作る︒

りがおくられた︒屋根によもぎやし

三月二十一日大願寺市︵ひがん市ともいう︶
真野町の大きな市で︑新町の人盈に
きました︒この市は︑四日町大願寺

たちはこれをもって﹁一つ祝いまし

ぴと

も関係があったので緑色で悪いてお
のけいだいで行なわれます︒昔は︑

た︒また︑この日味そがいたまない

気が百日片もつこになるといわれ

︵幡︶

土の八はたひな人形が売られた︒そ

ょう︒﹂といいながら町通りの路面

といって味そおけを洗った︒

うりとなすをはすの葉の上にのせて

はぎをかざる︒おくわと細く切った

︵噌︶

をたたいた︒大きな音紙するほどよ

七月十三日朝早く盆市が開かれる︒仏前に

のうきぐ

のほかにはおもに︑農機具︑くわ︑

いといわれた︒この日経塚山へ礎

おまいりしました︒

ごとをしたものはこうせんをもって

きようづか

かま︑たれものや︑ぬりもの衣料な

る︒これは虫歯の神さまなので願い

た︒

ども多く売られ大きな市がひらかれ

えし︑お墓まいりをします︒

三月二十三日春のひがんでだんごをおそな

おそなえする︒しようれい馬は︑ゆ

︵焚︶

五月七日田天王といい︑この日︑田へ入っ

ようれいむかえをする︒お墓まいり

うがおで作る︒あさがらをたき︑し

たてんのう

四月八日おしやか様のたん生日で豊田の大

てはならないという︒田からとれた
しん

光寺へあま茶をかけに行きます︒こ

をします︒

ものを作っておそなえします︒

五月十四日畑天王といい︑この日︑畑へ入

てんのう

の日は︑新草もちを作り︑〃この草も

ちを食べるとお腹がいたくならない

38

の時︑かきをおそなえします︒

ついたち

師こうもちをおそなえします︒

大根を出して食べます︒この大根を

十二月一日おとどの一日といい︑象そづけ

七月十四日昼は︑せきはんを食べます︒

おそなえし︑﹁どうかよいえんを結

九月三十日神送りといい︑神だなにかきを

食べないうちは︑川を渡っては︑な

夕食には︑なすの新焼を食べます︒

んでください︒﹂といって神を送り

らない︒かつぱにとられるからとい

十二月八日ようかふぶきといい︑この日は

われました︒

ます︒

七月十五日昼は︑そうめんか︑そばを食べ
七月十六日昼は︑もちかぽたもちを食べま
す︒夕方︑あさがらで送り火をた

大根を食べません︒大根畑へ行って

ふぶきが多かった︒また針くようと

十月十日大根の年とりといい︑この日は︑

もいい︑この日は︑針を使わない︒

し︑﹁来年またおいでください︒何

き︑おそなえものは︑全部︑海へ流
にもごちそうせんけども︒﹂といい

れました︒

十二月二十七日門松をとりに山へ行く︒お

ゃを食べます︒

十二月二十二日冬至といい︑この日かぼち

のまん中にすてます︒

十二月十三日すすはきをする︒すすは︑道

つるし︑まよけにしました︒

針千本という︑魚をひろい︑戸口に

大根のはぜる音を聞くと死ぬとい︑わ

念仏を言います︒

十月十五日虫くようといい︑堂に集まって

この帰りは︑後をふり返っては︑な
らないといわれています︒

のいの子もちを作り︑ますにもり上

いの子十月中のいの日で草もちと白もち

七月二十日土用の入りの日には︑よもぎも
ちを食べます︒大人もこの日は海へ
しおゆ

入ったｃまたこの日中町にあった

げ米俵におそなえします︒すると︑

ついたら

塩湯がはやったそうです︒

米俵が多く集まるといわれました︒

ぽうさく

松さんむかえというそうです︒

朝早くからもちをつく︒おかざりの

もちには︑水のもち︑うかのもちな

んの札をくばって歩きました︒

ふだ

十月二十日えびすこうといい︑おいくっさ

この日︑こたつをあけます︒

八月一日八さくの一日といい︑いねのほが
よく実るように豊作をおいのりした
日です︒

どを作る︒最後の臼では︑臼洗いも

八月十五日名月さんという︒月におそなえ
するものは︑あぜ豆︑かき︑ぶどう

をする︒そのときは︑さんぱさんを

十一月十五日男女とも三才の時︑ひぼ直し

す︒しょうゆ︑さとう︑きなこをつ

ちをつく︒きねじりというそうで

もちなどを作る︒

けて食べる︒このほか豆もち︑きび

うすうすあら

だんご︑もち︑おばな︑などです︒

呼んでごちそうします︒子どもは宮

だしじんぐう

九月十六日新町祭市︑大神宮のけいだいで

まいりをし︑親元は︑その子におび

十一月二十三日大師こう︒そのばんは︑大

を送ります︒

開かれ特にかきが売ぢれた︒

九月二十五日天神送りといい︑天神さんが
いずも・へさけを作りに行きます︒そ
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ばつか

︵鰯︶

中へ板をわたし︑おかざりをす湯寒

うすのおかざりというのは︑うすの

金沢村泉に生れ加茂村︵現在両津市︶和木居住

博士を生涯自分の師と仰いだ︒川上賢吉は︑

吉は佐渡へ来た坪井伊助に影響を受け︑坪井

どを︑講演と実地指導をして歩いた︒川上賢

す︒佐波島内の竹林栽培と病害虫の駆除など

おとう承ようをともす︒井戸の神に
て下げた︒昔は︑この日に一年間の

は︑あなのあいた︑水もちをつるし

竹林経営に尽力した第一人者である︒著書に

明治四十三年︑深井郡長は︑京都の竹芸家

新井岩次郎

竹細工について

などがある︒

﹃竹林自然枯之警告﹄一・重要竹林経営法全﹄

お金をはらうことになっていたそう
です︒

あとがき︵修之助記︶
この稿は︑昭和五十五年︑園子が真野小学
校六年生︑修司が同三年隼の磐中休暇に︑調
べ発表したものである︒日時ば旧腐である︒

﹃佐渡郡竹細工誰習所﹂を開設した︒

新井岩次郎を講師に招驍して︑河原田に於て

明治四十三年より大疋四年迄︑これが佐渡

金井村新保で︑仲川十左衛門塑同志団竹細

に於けるマダヶ細工の講習の始めである︒

工講習所﹂を開設したのは大正六年である︒

竹林家︑坪井伊助を深井郡長が招聰し︑島内に

明治四十三年五月︑日本の竹の第一人者︑

家︑小菅竹堂︑井上九一︑同志団の講師では

頂きたし︒その時の講習生は後の佐渡の竹芸

いる︒詳しいことをご存知のお方はお間かせ
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せいぼ二十日をすぎてから︑お母さんや
せわ

子供やお世話になった家や親類にも
ってゆく︒たらなどがあったがどこ

の家もつぎつぎに︑せいぼにまわす
のでくさってしまってやめたことが
あったそうです︒

上の柱に松とゆずり葉をなわでしば

十二月三十一日松かざりをする︒入り口の
り︑神だなには︑さげ紙をかざり︑
︵床︶

しめなわをはる︒とこの叢のところ
にほおかざり︵餅︶を供える︒また

数馬あさじ
竹林について

於ける竹の栽培を奨励した︒坪井伊助は︵一

ないかと考えられるが確かのことは不明であ

新井岩次郎は沢根で自殺したと伝えられて

一九二五︶︑岐阜県に生れ︑竹林博士

川上賢吉

は︑桶や樽の縦以外にはあまり細工物として

八四三

たが

利用されませんでした︒明治四十三年時の佐

として全国を︑竹林の栽培と病害虫の駆除な

美包◎

ヶの栽培とマダヶ細工に力を注ぎました︒

〃〃〃〃

渡郡長︑深井康邦が中山代議士と閲り︑マダ

佐渡でマダヶ︵苦竹︶は明治四十年代まで

深井康邦

佐渡マダケの恩人

竹こぼれ話︒

〃〃〃〃

竹植うる日
おくすいじつ

俳句の季語に﹁竹植うるＨ﹂﹁竹酔日﹂と
言うのがある︒
解説によると︑

中国から出た言い伝えで︑陰暦五月十三日
の﹁竹酔日﹂に竹を植えると︑必ず根づいて

最も古い︒この書物は長く写本として好事家
のもとに伝わっていたが︑﹁清﹂末の光緒年

竹の秋︵晩春︶

竹は春季になると古い葉が枯れたように黄

ので俳句では︑その時分の竹を﹁竹の秋﹂と

ばんで来る︒他の草木の秋の状態に似ている

言い︑叉陰膳三月のことを﹁竹秋﹂とも言う

間にはじめて版本となったものである︒

旧暦五月十三日がはたして︑竹の移植日に

竹秋の一山一寺雨けぶる下村ひろし

竹の秋手押ポンプのかすれ水細見綾子

ちくしゆう

最適期かというと疑問が残るが︑これは次の

第一位︑マダヶ︑︿チクは筍が伸びたばかり

この新暦六月︑中下旬は︑日本の有用竹の

ように考えれば極めて明解であろう︒

れてきたのだが︑梅雨時のことで移植には好

繁茂するという︒これがわが国に伝って行わ

竹は春には枯れ︑秋に青々とするので︑

竹の春︵仲秋︶

﹁竹の春﹂とした︒仲秋のころが一番竹の象

で移植の最悪期である︒

花席月令の中国南部に生えている竹は︑ホ

適であるにはちがいない︒こういう日を設定
して︑庭などに竹を植えたり︑移したりする

ウライチク類︵バンブーのグループ︶で八月

の例をすぐ日本にあてはめたがる悪い癖があ

であるので中国では最適の時期である︒外国

母の髪逢ふたび白し竹の花宮下翌．舟

ス︾Ｏ

い︒竹に花が咲くのは不吉の兆しとも言われ

いわれるが︑結実したものはあまり見かけな

●は稲の花に似ている︒開花後︑実も付けると

竹は何十年に一回花が咲くと言われる︒花

竹の花︵夏︶

門川は雨に濁りて竹の春尾崎紅葉

どりの美しい時である︒

ある︒

ということは︑梅雨の中での一つの愉しさで

から九月にかけて筍が出る︒竹酔日は出筍前

竹植ゑて朋有り遠方より来る鞭岡子規

る︒竹酔日などもその悪い例の一つである︒

ともあ

このように例句まであるが︑ほんとに竹を

竹と季題

植えてよい日であるのか︑あやしいものであ
現代竹類研究の椎威者︑農学博士︑富士竹

う︵︾◎

ひろし

が多い︒なにかの本に︑俳句作家が冬に︑奈

俳句には︑美しくなかなか情緒のある季語
良の寺院を見に行った時に︑たまたま晴れた

類植物園園長︑室井紳︑の説によると︑

竹の移植には竹酔日の五月十三日がよいと

か﹂と声誇掛けられた︑と書いてあった︒

こにいた坊さんが﹁俳句をお作りのお方です

﹁ああ風花が美れいだ﹂と声に出した処︑そ

き

空から小雪がちらつくように降り出したので

いわれ︑そして五月十三日に移植の不可能な
ときには﹁五月十三日﹂と書いた紙片をつる
しても活着するという伝説がある︒
かようげつれい

この竹酔日は中国から渡来した諺で︑私の
知る範囲では︑三○○年前の﹁花廠月令﹂が

4
1

秀山﹁海陸順達記﹂の道をたどる㈲

浦藤

啓利

作夫

まっていった︒秀山も︑船乗りからの話で知ったのか︑岩之助の痔を青洲にしていたことがわかる︒諸国からの患者が多かったとみ

使いのようじやないか﹂といって︑たちまち評判になり︑天下に広ために建てたものであった︒佐渡より︑あらかじめ痔の治療の依頼

この手術について﹁眠らせて手足を切りとってしまうそうだ︑魔法秀山が訪れたのは春林軒であろう︒春林軒は門弟の指導と治療の

テル麻酔で手術を行ったのが︑これより四十年あとのことである︒一両軒在之︒・・・⁝﹂

試み︑文化元年全身麻酔により乳がん手術に成功した︒米国でエーにて︑此弟子則某共ヲいざない︑此処より弐丁計西二当り︑在家

る︒当時誰も行っていなかった麻酔薬による外科手術を行うことを出候故︑右の様子共︑某︵秀山︶いさいに申入候処︑承知の様子

った︒文化十年といえば青洲が紀州藩の小普請医師となった年であ御世話二相成り申度段申入候得は︑奥より惣髪の若キ弟子一人罷

父の医業を継いで︑三代随賢となった︒文化十年には五十三歳であ御宅へ立寄り申上候唯︑私共佐州の者に御座候が︑此度先生様之

出て儒学︑医学などを修め︑天明五年二十五歳のとき︑平山へ帰り舘ヲ見けるが︑相応大い成るかかりなり︒某等︵われわれ︶皆を

年にこ〃の平山で生まれ︑名は鰻︑通称雲平︑青洲と号した︒京都へ﹁無程︑花岡︵華岡︶の領内に着キ︑則︑瑞賢︵随贋︶先生の御

岩之助の痔の手術に︑この平山までつれてきた︒華岡青洲は宝暦十を次のように記している︒

時日本最高の外科医といわれた華岡随賢︵青洲︶がいた︒秀山は枠けた︒秀山が訪れたときには春林軒は建っていたｃこのときの印象

行くと名手の平山村へついた︒現在は那賀町平山である︒ここに当た門人と患者のために新居を文化元年に建て︑その名を春林軒とつ

五月二十一日天気︒粉河の大坂屋藤兵衛を出立して︑南をさしての手術を青洲にたのんだ︒この名声を聞いて︑全国から集まってき

したい︒四巻目は﹁道之記大和廻﹂である︒

いて三日市︑富田林︑藤井寺を経て大坂に至り︑奈良︑長谷寺を廻り三輪・法隆寺までの大和廻りのようすを記

外科医華岡青洲に面接して︑忰岩之助の痔の治療を依頼し︑案内人伊兵衛をつれて高野山を訪れ︑高野街道を歩

今回は﹁大和紀ノ国記﹂三巻の後半部︒五月二十一日紀州の粉河の宿を出立して︑名手の平山にいた日本一の

三佐
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え︑春林粁の西方二

るが︑その後膏薬︑腹薬などをくれた︒後の治療は三

洲自身の執刀で痔を切り取った︒手術の模様は記載がなく不明であ

を着て出てきて︑手をとって脈を見ると︑岩之助の痔を診察して青

兵術という家があり

華岡随擬は藩主紀伊藩につかえる栄達の道を断り︑民間人の治療を

て西野山の伊兵衛へ帰った︒

都︑大坂の用事を済ませることにして︑青洲と弟子衆へも挨拶をし

通院することになるので病人は当分ここに侭き︑その間秀山らは京

五日おきに

のところに︑華岡伊

○○メートルあまり

識秀山らはそこに止宿
記した︒華岡青洲が通
抑仙散を使って大和五

重視して生きた人である︒遠来の佐渡から来た秀山らにも︑親切に

譲る乳がんの手術に成

である︒春林軒は︑大正十二年粉河町馬宿に移された︒ここに札幌

応待し︑治療の相談に応じている︒平山には華岡家の墓地がある︒

西洋麻岬の発見より早く︑外科手術の新領域を開くことになった

祥﹁勘﹂の全身麻酔によ

誕条の藍屋利兵衛の母

報功した︒北は津軽︑
ｒ南は薩摩から青洲の

カン畑の中に家を建てて住んでいる︒

で小児科医を開業している八代随賢の弟の妻ヒエが︑一面の柿とミ

そこには﹁天聴院聖慨直幸居士﹂という戒名が笠石の下に彫り込ん

かった︒紀ノ川沿い

門をたたく若者が多

衛を伴って平山を出た︒ここから六︑七町も紀ノ川の方に下ると名

伊兵術の紹介で人を頼み︑名手の町で薬入れなどを買い求めた︒

応接部に分れていた︒

手の町である︒紀ノ川では﹁子供わたしの小船﹂にて川を渡った︒

の穴伏から平山に通

二十二日朝拍子木の合図に．隣家より病人が春林軒へ集った︒秀

この渡し場があった︒そこから麻生津川に沿って登ると麻生津峠に

昼頃より天気がよくなってきた︒紀ノ川にかかる麻生津橋の川下に

宿の伊兵術にもよく頼承︑合客の者にも挨拶をして手代の佐兵衛を

山も枠の岩之助をつれ︑佐兵術を伴にして先生の舘に罷り出た︒客

至る︒峠に茶店があった︒この道は高野街道にあたり︑いまは県道

場所である︒峠を越えて下ると志賀へ出る︒このあたりは︑すでに

し出し︑岩之助の痔の具合などを伝えると︑青洲はこのことをよく
の様子を見たい﹂というので︑岩之助をつれて入ると︑青洲は十徳

と鞆渕那賀線となっている︒麻生津峠は四方が眺められる絶景の

おうず

間は手術室の隣にあった︒青洲に面会をして︑手土産と金一封を差

岩之助のために残して︑大坂より案内人としてつれてきた山草伊兵

弧

じる東西の道の間に

蕊

議鍵
憾霊蓋蕊蕊
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はさまれた広大な建物が春林聯であり︑屋
屋倣
倣内
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承知していて﹁よくぞ遠国より尋ねてきてくれた︒まず︑その本人
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紀ノ川の渡し場のあったあたり

高野山の領地であっ

ぬる﹂と狂欧を詠んで︑淋しい気持をなぐさめている︒

あった秀山は﹁ひとり旅は一夜の宿も鼠さへ時食出ておどろかし

二十三日購天︑昼頃より曇︒花坂を出立︑一里も行くとせり合石︑

た︒梨子ノ木峠から
少し行くと谷合いに

はずであるが記録にはない︒間もなく下乗の立札のある大下馬の元

梵字石︑右手の方にちごの滝があった︒押上石︑鏡石などもあった

へ着いた︒大門はそこから少し登ったところである︒筆者が昨年の

花坂というところ
里︑花坂は紀伊国で

がある︒名手より六

廊をめぐらした大建築である︒程なく往還道に出て高野町へ出た︒

夏に通ったときには修理中で姿を見せなかったが︑大門は双方に廻

制の山であった︒

珠数屋︑小間物店︑

ある︒きしや久右衛
に以前旅篭屋が四︑

門で泊った︒この辺
五軒あった︒橋本屋
という旅徹屋が十年
前まであったのが最
の名を秀山は﹁きし

後であるという︒宿
や﹂を﹁きじや﹂と
きいたので木地屋と

た︑大きな鼠が出て朝方童で一睡もできなかった︒さんざんな目に

され︑その騒ぎがおさまると滝水の音に淋しい思いがしてきた︒ま

り︑三時頃近所に火事があるからと言って︑火事を見に行く者に起

ここはあまり印象がよくなかった︒夜半になると博打がはじま

のことは書いてなしが食べたものであろう︒

を杵づきにして︑腹持のよい︑ふっくらした餅である︒秀山は焼餅

かしからここで高野山参詣者を相手にした焼餅屋があった︒もち米

書いているが︑西垣内という姓で︑﹁きしや﹂は焼餅屋である︒む

にしかいと

巽熱

阿与
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一

ここより奥は諸国よりの参詣人のための宿坊が多い︒やがて高さ

西院谷を東へ行くと金堂についた︒うしろに二重の大塔がある︒

している︒やがて河内国古市︵羽曳町市︶に出た︒

千早城を﹁只青キ計の丸山ニして︑ほるかに高くぞ見へけり﹂と記

一角で︑地元では楠公の升形山といっていた︒楠公の激戦のあった

大黒村のかたわらに道妙寺があると記しているが︑道妙寺は藤井

三︑四丈︵一○メートル位︶︑職六︑七間︵二メートル位︶の大
きな制札があった︒ここを通って進んで行くと奥の院の手前に大川

る︒通法寺跡は羽曳野市の南東端で︑ここから壷井の集落にかけて

源頼光︑同順信以下頼義︑義家ら河内源氏の本拠地であった︒通法

寺市の方になり相当離れている︒涌法寺ととり違えていたようであ

寺は頼義の菩提寺でもあったＪ明治初年に廃寺になったもので︑秀

があり︑大橋がかかっている︒ここから奥の院までの三キロあまり
ちちははのしきりに恋ひし雄子の声

の間は諸大名の廟所が並ぶ︒参道の左側に芭蕉の句碑がある︒

程なく玉川のむめうの橋︵御廟橋︶につき︑石段を登ると奥の院

の清水がある︒それより大黒村へ入り︑尊天の社︑つまり大黒天を

水八幡宮を勅講して腿立した八幡宮である︒この坂の下に二間四方

ろに壷井八幡宮がある︒源頼義が前九年の役を終えて帰国し︑石清

山らの時代にほ寺ば存在した︒通法寺から北へしばらく行ったとこ

それにならった︒﹁貧者の一燈﹂といって︑長者の万燈より尊いと

祀る社に参詣したものだろう︒この大黒天は天智天皇の代に︑役の

諸国からの参詣者はみ虻十二銅をあげて拝礼をしている︒秀山も

である︒

いう大師の教えにそったものだろう︒現在の高野山にばその往時の

行者が日本で最初に作って納めたところと伝えられている︒それか

ら藤井寺市の道明寺へ出た︒道路守隔てた高台に天満宮がある︒や

おぐろ

おもかげはあっても︑宿坊はじめ参詣の者は信心を失って観光地に
帰りは裏参道へぬけた︒不動坂を経て神谷へ下った︒ここでしば

して神域が広がっている︒次に誉田川を越えて川鍋村へ出て︑間も

がて少し西へ行くと誉田八幡宮に至る︒応神天皇陵の後円部を背に

やしろ

堕している︒

らく足を休め︑紀ノ川沿いの清水へ出て一里ばかりで渡し場のある

なく蔦井寺へ到着した︒西国三十三ヶ所第五番の札所である︒しば

こんだ

二聯茶屋村︵現在の橋本市︶へ出た︒橘本川に沿って北上すると紀
見峠に至る︒見晴しのよい茶店で汗を入れてから︑高野街道に沿っ

王寺へ出て︑久之介橋の南詰久宝寺屋には夕暮についた︒

らく休み︑ここから馬で大坂まで漏った︒平野︑桑津を通り大坂天

止宿︒

二十六日天気︑東風︒京都よりの下り荷物の取り調べ︒久宝寺屋

止宿︒

二十四・五日天気︒注文物等の取調べや諸用を達して久宝寺屋に

くわづ

て行くと河内国三日市︵河内長野市︶に出た︒ここの油屋佐兵衛に

ふじＬ

泊った︒

二十四日朝より雨天︒十時頃ひばり大空に舞い上り︑空は晴れて
くる︒道中の農夫の句に﹁雨あがりひばりも飛んで日和かな﹂
という︒実際は東の方向にあたりこの山が千早城のあった金剛山の

があった︒北の方に高山があり︑案内人伊兵衛に尋ねると升形山だ

45

−

たのは思い違いである︒玉造の二軒茶屋を通り︑平野川を渡り︑本

宝寺から東方向に進む︒秀山は北西をさして安堂寺橘を渡ると言っ

二十七日天気︒昼頃大坂を発足︑案内伊兵衛をつれて奈良へ︒久

さして下り︑猿沢の池のそばの八重桜を見て︑大坂からの案内人伊

がら二月堂へ出た︒三月堂︵法華堂︶︑三笠山の山瀧を通り︑西を

の燈龍などを見ながら︑春日祭り︵奈良の大名祭り︶の話を聞きな

歩きながら浅野内匠頭︵長矩︶あるいは十一代将軍徳川家斉公寄進

ふけしふかえ

庄︑今里へと進んだ︒次は探井とあるが深江のことであろう︒現在

亀

兵衛はここで

恥くりや

ったが︑秀山らの見た大塔は安政六年に焼失している︒少し南下す

二十九日奈良出立︑元興寺へ︒聖徳大師建立と伝える五重塔があ

ている︒

条通りへ帰った︒宵には春日神社の拝殿前で﹁さる祭り﹂を見物し

と詠んだ︒伊兵衛も風流人である︒大仏殿の参詣を終え︑もとの三

けふは髪にて眺めぬるかな

いにしえの奈良の宮居の八重桜

の大阪市東成区である︒さらに東へ進むと東大阪市の高井田とな
る︒秀山は高枝と聞き違えている︒御厨新田の三軒茶屋を過ぎると
ほととぎす聞きつるかたは吉野屋に

松原の宿場がある︒吉野屋という茶屋で
諸国の客をまつ原の宿
と詠んだ︒秀山は道中矢立を持ち覚え書をしながら︑あとで清書を

肱ぎわらくらがり

この道は暗越奈良街道といって大坂を結ぶ重要な街道である︒萩原

には相応なる旅篭屋があった︒ここの生駒屋利八に止宿している︒

まわし︑初瀬街道から南下し︑多武峰にまず登った︒山中は十三重

には大神神社がある︒またの名を三輪明神ともいう︒ここはあとに

前守一万石の城下柳木である︒さらに南下すると三輪に至る︒ここ

ると在原に出る︒やがて丹波市︑現在の天理市に至る︒次は織田筑

松原から次は萩原となっているか︑暗峠を経てからである︒暗峠

したものだろう︒よく思い違いがある︒

には松の茶屋という見事な枝ぶりの松のある茶屋があった︒

略を中心に大小さまざまな社殿が配置されている︒また︑もとの往

やなぎもと

二十八日天気︑風なく炎天︒大村という宿場から小木原に出たと

還に帰り長谷の観音道︵初瀬街道︶を東へ行った︒大和川の谷が三

ありわら

あるが︑前記の萩原のことであろう︒大和川の支流泡田川に望む萩

とうの兎ね

原に出て．また峠にさしかかった︒室の木峠であった︒ここを下る

輪山を宇廻して︑山合いに入ったところを少し行くと︑小高い初瀬
山がある︒その南の中腹に長谷寺がある︒途中︑近村の百姓らが雨

おおかみ

とすぐ追分である︒ここは奈良と郡山への分岐点となっている︒富

乞いの行事をしていた︒長谷の町富田屋孫八が宿であった︒夕暮ど

に石段の下に小間物屋があり︑道中地図を売っていた︒三十二銭︑

きで早速観音参拝をした︒西国三十三霊場の第八番目である︒帰り

むゐ

に宝来の池︵宝来村︶がある︒程なく尼ヶ辻となる︒

雄川を渡って砂茶屋︑やがて菅原天神のある菅原へ出た︒すぐそば
ここから橋二つ越えて︑南都︵奈良︶の入口に三条通りがある︒

両面に絵の具をつかってあり便利なものであった︒

階峠から六里の道のり︒堺筋大坂屋喜六に泊った︒午後二時頃宿へ
入ったので︑案内人をたの象春日大社へ参拝した︒鹿のいる参道を

‐
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︾良寛母の生家跡記念噸除蝋式修巳轆恥舩鱗蹴職蹴湖鐸象の

浮び出でたる佐渡が鳥山

良寛の母の生家は︑佐渡相川町にある︒良寛の母は︑本家の出墾佐波がしま山はかすみのまゆひきて
崎の橘屋に子供がいなかったので︑分家の相川町から養女として入夕日まばゆき春のうなぱら

り︑与板町の新木氏を婿にして︑長男として栄蔵︑すなわち良寛を良寛の朝夕にながめた母なる島への思いが︑出雲崎︑加川の両橘

生んだ︒家を今日結んだのであろう︒

相川町の史料洲査によって︑良寛の母の生家跡がわかり︑昭和六式典後︑大乗寺で相川橘家蕊所を参拝︑近藤良寛会会長の識話の
十年四月二十八日に生家跡の碑が建ち除幕式があった︒相川の大墹のち︑直会があった︒

たらちねの母がかたみと詠めるうたは佐渡と越後の永久のかけ橋

良寛の母恋ふ心今もなほ遠き縁の糸たぐり寄せ

海こえて嫁ぎし秀女上人の子らをの︽﹂して早々と逝く

中川フミ

その母も幼き日日はかくれんぽＦまりつきけ打家跡ここは

朝夕に母を偲びて良寛の打ち見つる佐渡の橘屋跡

小林清作

いにしへに変らぬものはと恋ひにけるふるさとの空母いますかに

たらられの母が形見と詠じたる君が象ははのあとに集ひて

町の海岸にあって︑裏はすぐ海で︑海運に関係
献し
歌た商業の家柄を感本間服蔵
じさせた︒

この式典には︑生家跡の碑文字を書いた全国良寛会会長の近藤敬
四郎氏はもちろんであるが︑相川橘屋子孫山本誠之氏︑出雲崎桶屋
子孫山本良一氏か出席した︒誠之氏は四十九才で建築事務所に勤め
良一氏は四十五才で電気技師である︒誠之氏は聞きもらしたが︑良
一氏は︑良寛の弟由之から六代目に当たるという︒誠之氏は新潟県
北蒲原郡に︑良一氏腫横浜に住んでいる︒両家の絶えていた関係
が︑良覚母の生家跡記念碑建立によって︑再会することになったの
良寛は出家して修業のため家を出立する時︑母が涙して手を握っ

は︑不思議な縁と云えるように思う︒

った時︑母はこの世を去っていた︒良寛は母のふるさと佐渡を︑水

風光る良寛の母生家の碑山本修之助

たさまを漢詩に詠んでいる︒修業して︑良寛が十数年後出雲崎に帰献句

平線上にながながと横たわる島を．母の象徴として歌に詠んだ︒海の風花の風きて碑と遊ぶ叙田きいち

垂乳根の母がみ国と朝夕に新緑や碑︵いしぶ拳︶あらた桶屋持田千舟
佐渡がしまべをうち見つるかな春の雁翔けゆく波のかなたかな山本修巳
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−佐渡の民話考〔24〕

− 犬 猫 の 巻 [I]‑

(その二）

犬神長者

玉 宗 栄
児

犬神長者

こりやあ話だじゃ︒今の真野湾も小木湾も︑そのころまだ陸つづ
きだったそうな︒

い露がい

むかし︑佐渡に二人の長者が住んでおった︒南の長者は犬好き

で︑馬をたくさん飼っている馬飼長者だった︒

Ｒノ童かい

で︑犬をたくさん飼っている犬飼長者だった︒北の長者は馬が好き

二人は︑自分こそもっと大金持ちになって︑佐渡を全部買いしめ

ふかうら

てやろうと思っていたので︑仲が悪かったんじや︒

かねぐら

南の長者は︑深浦に大きな屋敷をかまえて住んでおった︒

金蔵米蔵せともの蔵︑
さかぐら
味噌蔵酒蔵着物蔵︑
ずらりと並んだ宝蔵︒

よろいかぶとに槍刀︑

深浦の港は長者の庭︑

出船人船から銭取って︑
千石船を走らせて︑

博多大阪松前室でも︑
たまる銭はざつくざく︒

かれ

深浦のだんなは欲深じゃ︒
もうけた金をためこんで︑
毎晩銭をかぞえてる︒
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人使いがあらくて︑

いつもどなり散らしているくせに︑

﹁人間はうそついたり︑

犬のことになるとにっこにこ・

っさと帰れ︒働きたがっている者は︑いつくらでもいるんだ︒﹂

﹁なまけとるな︒高い金を払っているんだぞ︒仕事の蠅な者はさ

今日は長者どんの田植えの日︑

空はからりと晴れわたり︑

人を鯛したりするが︑

田んぽに苗を植えていく︒

何万何千の早乙女たちが︑

だ主

犬ほ人・をうらぎるようなことはせん︒﹂

なかった︒﹁だって旦那さん︑おもしいんだもん︒さっきから犬と

早乙女たちは笑いこけていて︑てんで怒鳴っているききめなんか

日で田植えが出来んで︑おれに恥をかかせる気か︒﹂

だ半分も植え残っているねか︒いったいこりやどういうこった︒一

．﹁こらあ︑おめだち︒何をしてるんだ︒日が沈むちゅうのに︑ま

笑いこけているではないか︒長者はかんかんになってどなった︒

まだ半分しか植えてない︒それどころか︑早乙女たちが手を休めて

は︑びっくり仰天︒ふつうならとっくに終わっているはずなのに︑

﹁もうそろそろ植え終わるころかな︒﹂夕方ようすを見に来た長者

と言って︑娘のようにかわいがっておった︒

まるで犬を神さ雛池趣ぅに大事にするので︑島の人たちは︑深浦
のだんなのことを犬神長者と呼んでおったんじや︒
長者は．今の小木湾を苗代にし︑真野湾を田んぼにしておったん
じや︒そして広い長者ヶ原は犬たちの遊び場だった︒
おど

長者は一番大きい犬にまたがり︑毎日広い土地を走って見まわつ
ておった︒なまけとる人夫には︑むちを振りあげて威した︒

長者は︑毎年広い田んぽの田植えを一日で終わらすのが︑すごく
んぽの田植えを一日で終わらせるほど︑大勢の早乙女や人夫が雇え

よ︒旦那さんもそんなに怒らんで見てゑいっちゃ︑面しいよ︒﹂

馬が走り競争しとるもんし︑どちが勝つか︑承んなで賭をしたんだ

自慢だったんじや︒﹁どうじや︑大したもんだろう︒こんな広い田
るんだぞ︒これも金の力だ︒金さえあれば何でも出来る︒おれに出

かけ

来ないことはない︒﹂

見れば︑馬と犬が広い田んぽのまわりを追いついかれつしながら

懸命に走っておった︒﹁う１ん︑さては北の長者め︑馬を放つて
じんしん

あしたは長者どんの田植えの日︑

人心を錯乱しよったな︒畜生︒その手に乗ってなるもんか︒どうな

るか見ておれ︒﹂そうつぶやくと長者は早乙女たちに向って大声で

怒鳴った︒﹁いいか︑おめだち︑北の長者の手にのってはならん
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苗を取る人︑運ぶ火︑

なまけていると容赦なく
長者どんのむちがとぶ

ー

一

陽をまねき揚げてやる︒脇見をせんで仕事にかかるんだ︒﹂

ぞ︒何がなんでも今日中に田植えを終わらせるんじや︒今わしが太
そう怒鳴りつけて︑長者は沈みかけた夕日に向って叫んだ︒﹁太
陽よ︑もどれ︒空高くもどれ︒犬神長者の命令だ︒﹂叫びながら長

とどろ

雨は雨をよび︑滝のように降りそそぎ︑強風にあおられて吹きっ

けた︒雷鳴は耳をつんざき︑大地が割れんばかりに識きわたった︒

一夜が明けて朝になった︒昨夜の嵐がうそのような静けさであっ

た︒田んぼのことが心配だった長者ば︑見はらしのいい長者ヶ原へ

登った︒﹁わＩ︑大変だ！土手が壊れて海の水が入ってしもうた

あ︒﹂いっぺんに体の力が抜けた長者は︑へなへなとねまってしも

するとあら不思議︒沈みかけた夕日がピタリと止まり︑ぐらっと

者は︑金の扇子であおり上げた︒

動いたかと思うと逆に昇り始めたではないか︒﹁そうだ︑そうだ︒

になっていた︒苗代にも水が入って︑すっかり海になってしもうた

うた︒昨夜の嵐で崩れた土手から海水が入って︑田んぼは水びたし

んじや︒﹁太陽を招き返すような大それたことをした天罰が当った

もっと昇れ︒天高く昇れ︒昇って真昼間のように輝くんだ︒﹂
これを見ていた人をも驚きのあまりざわめいた︒﹁わＩ︑太陽が

さ︒﹂と︑入営はささやきあった︒

んだ︒﹂﹁ほんとだ︒金の力で何でも出来るとうぬぼれていたから

ゞだし

昇る︒逆の方向にぐんぐん昇る︒﹂．体これはどういう事だ︒﹂
﹁とうとう太陽が真上に昇ったぞ︒﹂﹁何か悪いことでも起きなき

●

まいじゃ︒頼む︑助けてくれ！﹂

てくれ︒馬を追いはらってくれ︒畑を踏翠荒されたら︑わしはおし

こりや大変なことになる︒﹂長者は大声で叫んだ︒﹁誰か手を貸し

びっくりした︒﹁うん︑さては︑北の長者め︒馬を放しよったな︒

ある朝︑妙な地ひびきに目をさました長者は︑大地に耳を当てて

を振り上げただけでも︑人夫たちは鯉えあがって働いたのに︒

しかし︑人夫は思うように働いてくれなくなった︒以前は︑むち

を作ろう︒広い長者ヶ原を伐り開いてソバ畑や麦畑を作るぞ︒﹂

田んぼを失った長者の身上は急に傾いた︒﹁田んぼがだめなら畑

しんしよう

ゃいいが︒﹂

﹁いいか︑みんな︒今日中に柚えてしまうんだぞ︒﹂
めん膳く

ふたたび夕日が海に沈もうとするころには︑田植えは全部終わつ
んだわい︒やっぱり金の力だ︒金さえあれば何でも出来る︒わしに

かれ

た︒﹁うん︑これでよい︒これでよい︒わしの面目がつぶれんです
出来ないことはないんだ︒太陽でさえ︑わしの命令に従ったんだ︒
おそ︑．

どうじや北の長者め︑畏れ入ったか︒わくハハ⁝⁝：﹂

やかて日が沈むと︑雲が出て︑雨がぽつりぽつり降りだした︒稲
妻がびかっと光って︑需が．コロ・コローつと鳴りわたった︒

夜になると嵐になった︒雨は大降りになり︑稲光りと雷がつづけ
ざまにくり返し鳴りひびき︑突風が吹き荒れた︒
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しかし︑村人は冷たかった︒﹁おらあ︑馬はおそんげいから嫌︒﹂

﹁馬に蹴っとばされて命を落としたらばかをみる︒﹂﹁嫌なこと
・

・・﹂

オラチモイッショニツレテイッテクレー︒ワワワワーン；

はなおも吠えつづけた︒夜通しなぎ続けた犬たちは︑のどが切れて

しかし︑船はもどらず︑沖へ沖へと小さくなっていった︒犬たち

・・・・

れなくして︑だれ一人助けてくれる者がいなかった︒﹁ええい︑こ

になった︒

血を吐いた︒血を吐いた犬たちは︑悲しみのあまりやがて死ぬと石

を人にばかりさせんで︑自分でやってみりやいいのに︒﹂人盈はつ

いかおまえたち︒馬の進軍を食い止めるんだ︒これが最後のご奉公

１口

犬︵戌︶・の年の︑十一月十一日の犬︵戌︶の刻に︑この犬の神が

って吠えて死んだままの形で︑今でも残っている︒

﹂ぬこ少︑︑︑︑

むかし︑いつも長者を乗せて走りまわっていたこの犬は︑海に向

いう岩がある︒

犬神部落の海岸の犬吠岩の上に︑犬が死んで石になった犬の神と

ぶぬ鰍えいわ︑︑︑

の恩知らずめ︒犬畜生にも劣るわい︒﹂長者は犬に怒鳴った︒﹁い
ほ

だと思って︑全力を尽して戦ってくれ︒﹂犬はワンワン吠えなから
突進した︒

ひずめ

数百頭の馬がばく進して来た︒数千匹の犬が突進した︒長者ヶ原
は戦場と化した︒一頭の馬に十匹の犬か噛象ついた︒馬も蹄で犬を
た︒多数の犬が戦死した︒しかし馬もかなりの数が︑腹を食いちぎ

主人恋しさに︑かん高い声を発して吠えるという︒

︶

一

修之助が執筆︒伽入︑袋綴ぢ︑一二○頁︒百部出版︑知友に配

き﹂を高尾亮一氏︑﹁年譜﹂を佐々木茂腿︑﹁巻末記﹂を山本

での二百七十九句を集録した句集︒高野素十に師事︒﹁あとが

佐々木象堂翁未亡人たけ様の昭和三十二年から同五十七年ま

句集紫苑佐々木たけ著

I

踏象つぶし︑口にくわえて振りまわし︑後脚で空中高く蹴飛ばし

しかばね

られ︑目をくり抜かれ︑出血多量で息絶ていった︒広い長者ヶ原は
犬の屍で履われた︒

犬たちは全力をふりしぼって戦った︒敵をだいぶ倒した︒しかし
ほとんどの仲間は戦死した︒広い長者ヶ原を占領した篤たちは︑円
かちどき

陣を作って駆けまわり︑勝関の声を発していなないた︒
戦いやんで日が募れて︑生き残った数匹の犬が︑傷ついた足を引
やかた

︿

一

へ

１Ｊ

ⅡＪｌｌＰｎｑ■Ｊ１ｊ午ＩＪＩＩｊ

布したが︑残部を希望者へ実費一︑五○○円送料三○○円で頒
１１

つ︒
︒本
本会
会でで
おお
．取
雨次 し ま す ︒

ｉＩ
一

I

きずりながらようやく帰って来てみると︑館は象な焼け落ちて灰に
海上を見れば︑金銀財宝を積み込んだ長者の船が︑すでに遠く沖

なっておった︒

へ出ていた︒犬たちは懸命に吠えた︒﹁モドッテキテクレー︒

5
1

i

1

一

一

I

I

森知幾と佐渡自由民権伽
一地方自治・分権主義者とその時代・その未来Ｉ

… ／ " ／ "

二月二十五日号寄書﹁知己諸君に寄す﹂に︑一時︑眼の具合が悪

仏に願かけて目の代り其の悪まれ口をつぶしてもらった方が何より

そして︑同各地通信﹁相川町﹂の項にあるように︑知幾は︑組合

身の為めだろうと言ったが︑﹁実に左もある可し折角の忠告故妓に

をもむよりもイッソ盲が主しである︲一と言い︑或友人は︑イッソ神

ようにある︒相川町外四ヶ村組合会議は︑請求金千数百円を︑四百

くなったが︑快癒したことを述べ︑川上賢吉が﹁あいた眼で見て気

四十余円に減額して︑訴訟を取り下げることに満場一致で議決し

いる︒

三月十日第百十一号各地通信﹁相川町歳出予算﹂の項に一Ｉ町長の

併記して朝夕之を服潤せん﹂と︑ユーモラスに︑強気の弁を述べて

合如何に貧弱なりと雌更に中山新道の負悩償却の為め雌奇四五百円

とのこと﹂だとある︒︵この詳細については︑﹃佐渡新聞﹄三十二

報酬を減じ﹂たのは﹁町会にて毎も敗戦するを以て其意趣返しなり

た︒しかし︑三郡組合会の決議は︑請求の金は渡す義務はないが︑

の補助を更に三郡組合会に哀願するの要あらんや︵中略︶余は今行
其職に備はる以上は忍んで之を執行せざる可らず然りと雛余は常に
己の信ずる所に向て進み断じて不義に行ひ非道に輿みすること能は
ず抑も今回の議決の如きも余が良心は切に余を諌めて之が執行を止

知幾は︑佐渡の経済力と民度からして︑修業年限五年の郡立ではな

二月二十五日号・三月十日号社説﹁尋常中学校問題に就て﹂で︑

年二月十四日号﹁放胆録﹂に露かれている︒︶

政の機関に当れるが故如何に代議機関の意思に反対なりと雌一日も

補助を哀願すれば︑元金だけは下付しようというのであり︑﹁当組

﹁目出度もあり目出度もなし﹂に掲載されている︒そこには︑次の

償の日を見る能はずして潔くここに其職鳶辞する所以なり﹂

を以て是れ余が満期の決意に背き中山新道に関する当組合の負債完

むるを如何せん加之一方に於て多忙多事なる相川町長の職を奉ずる

森

長の辞表をたたきつける︒その長文の辞表は︑三月十日号雑報棚

五︑知幾と﹃北漠雑誌﹄︵その五︶

序章
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く︑三年の新潟尋常中学校の分校を佐渡に設臘する説に賛成してい

て︑その旨を説明したのに︑そこに︑野沢字一等佐渡出身の県会議

置する旨を伝え︑郡長は︑三月三日に三郡五十五ヶ町村長を召集し

県庁から郡長へは︑知幾の賛成する三年の県立分校説によって設

次のようにある︒

であろうし︑又︑入学しても︑卒業できる者はわずかでもあろうか

る︒そして︑五年の郡立中学を設置した場合︑入学生は二百名内外
らと付け加える︒︵のち︑その通りになる︒開校当初︑志願者は約

に︑委しい答申をしようと︑委員に︑知幾等七名を選んだ︒︵五年

いたので︑町村長等は︑どちらを採っていいか判らず︑十五日まで

・町村立を主張する者の多い佐渡出身県会議員の中にも︑三年県立

員も列席していて︑それは︑絶対︑県会で同意しないだろうと︑説

ぎなかったのである︒︶最後に︑政府の当局者も︑国民も︑小学校

二百名︑合格者は約百四十名であり︑五年後の卒業者は︑わずか八

教育よりは中学校教育を︑更に大学教育を重視するのは︑教育の大

建議を一部修正して︑後者の通運を出したのかもしれない︒︶

分校を支持する者が居たのであろうか︒そして︑県当局は︑県会の

名であった︒以降︑卒業生は︑二十名から︑およそ五十名縄度にす

日号社説﹁実業学校﹂に於ても述べている︒︶︑政府が︑高等教育

予定の十五日に︑各町村長が︑郡庁に集まったところ︑郡長は︑

に︑次のようにある︒

三月二十五日第百十二号︵最終号︶雑報柵にあるこの記事の続き

切さを知らぬものであり︵同様の事を︑知幾は︑二十七年十一月一
に対しては︑多額の国費を拠って惜まない一方︑国家の蕊礎である
の半数以下であっても︑放任している事を︑自分は︑いつも不思議

小学教育は︑殆ど︑市町村に任せっぱなしで︑就学者が︑学齢児童

し︑或者は︑県庁の無定見を批判し︑或者は︑郡長も︑県の命令で

に思っている︑と述べ︑地方の知識人を自認する人をも︑高等教育

あっても︑自分の意見と違うものには︑必ずしも従う義務はないの

立で計画準備してほしい︑と言う︒或者は︑郡長の無主義を苦笑

校八十年史﹄九頁に︑この社説が収載されており︑又︑次に記す三

今︑県庁から寵報があって︑町村立が良いということなので︑町村

郡五十五ヶ町村長と郡長・県会議員との会議でも分るように︑知幾

にと．非難した︒結局︑二十五日までに︑各町村会の意向を上申す

より︑先ず︑国民教育に目を向けるべきだと結ぶ︒︵﹃佐渡高等学

を含めた町村長は︑設立そのものに絶対反対だったわけではないの

ることにした︒

対したのではなく︑五年制の町村組合立に反対したのであり︑三年

以上に見るように︑知幾は︑決して︑中学校の設立そのものに反

に︑同書同頁には︑会議の日付けは︑記してあるが︑会議の内容に
ある︒なお︑既に見たように︑同書冒頭の﹁中学制度取調の結果を
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ついては触れていず︑知幾を初めとする大半の町村長が反対したと

聞きて﹂並びに︑次頁の﹁佐渡教育の程度﹂も︑知幾の社説であ

充分である︒

制の県立分校の設置を主張したのである︒この点︑従来の説は︑不

三月十日号雑報棚﹁尋常中学校設置に関する小田原評定﹂には︑

り︑七頁の﹁好竹生﹂は︑小山治吉である︒︶

事

一

柤鴫御風先生題寸
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荏川文庫所蔵文禄二年隆達自筆歌謡

私の荏川文庫に︑茶席の屏風がある︒

茶席の屏風は︑普通の文人の屏風より大きさも小さく︑詩

坐小︾︾︿︾Ｏ

・歌・画などでなく︑古文書や時代の古いものを貼り交ぜて

荏川文庫の茶席屏風には︑中尊寺の紺地金泥の写経の断片

て好事家の間では珍品とされている︒佐和田町五十里の茶人

もあれば︑浮世絵の歌麿もあるという多種多様のものがあっ

いる︒声．一の茶席屏風の右上の最初に︑小歌の元祖隆達︵りゅ

で好事家の生田專庵︵専益ともいう︶の旧蔵とも伝えられて

春

うたつ︶の自筆の小歌二首の小切︵こぎれ︶が貼ってある︒

いくたひもつ︵摘︶め生田のわかな︵若菜︶喬もち
雑

よ︵千代︶をつ︵摘︶むくし

自庵隆達︵花押︶

花はよし︵吉︶野月ばさらしな︵更科︶人ははづか
したちどころ
文禄二年九月上旬

江川甚左衛門殿

文禄二年は西暦一五九三年である︒

隆達は︑泉州︵和泉国Ⅱ大阪府︶堺の生れで︑先祖は帰化
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山'樅洲

こうぞう︶家にもどった︒そのころは︑僧は教義として小歌

人ともいう︒堺の顕本寺の僧となったが︑のち生家の高三︵

一︶亥年十一月二十五日卒寿八十五歳﹂とある︒逆算すると

を作ったという︒弧本寺の過去帳には﹁慶長十六年︵一六一

もお目通りになったともいう︒

大永七年︵一五二七︶に生れたことになる︒生前磯臣秀吉に
昭和十一年八月六日︑歌謡調査に来島し︑私の家に滞在し
た旧制浦和高校教授の藤田徳太郎先生は︑この隆達自筆の敬
隆達の小歌集の文献について︑藤田先生の調査では︑左の

謡を写真入りで︑その著﹁近代歌謡の研究︲｜に紹介された︒

とおり現在保存されている︒

文禄二年八月百章本︵朝倉無声氏が﹁日本文学講座﹂
旧版第七巻に紹介︶

旧蔵︒有朋堂文庫本﹁近代歌謡集﹂所収︶

②文禄二年八月百五十章本︵大槻如電氏旧蔵︑霞亭文庫

③文禄二年九月江川甚左衛門宛本断簡︵山本修之助氏
蔵︶

④文禄二年十月田嶋与一左衛門尉宛百京本︵岡本猫吉
氏蔵︶

⑤文禄三年二月奥九右︵衛門︶宛本︵山崎美成蔵の山﹁
柳庵随筆﹂に記す︶

⑥文禄三年九月本︵山崎美成﹁歌曲老﹂及び﹁三養雑記﹂

に記す︶

⑦慶長三年二月百章本︵一︲近世国文学史﹂に写真出づ
岡本猶吉氏蔵︶

⑧艇長三年八月本︵前田長三郎氏蔵︒﹁うた沢創刊号に写
真出づ︶

⑨慶長四年八月秀頼へ献上︑同年十一月常住坊宛百章本

︵﹁歌舞音曲﹂第一年六月の巻に写真出づ︒本文は五

月︑六月︑七月に連載す︒奥義制氏蔵︶

⑩慶長五年六月百三章本︵筆者蔵︶

物館蔵︒﹁日本歌謡史﹂及び校註日本文学類従本﹁近

⑪慶長七年八月下野九兵衛尉宛四十六章本︵ポストソ博

代歌謡集﹂に写真出づ︶

七巻に紹介す︶

⑫慶長七年百章本︵朝倉無声氏が旧版﹁日本文学講座﹂第

⑭慶長十年九月茶屋又一郎宛本︵角倉素庵筆写本と云う︑

⑬慶長八年九月本︵吉川観方氏蔵︶
所蔵者未詳︶

⑮慶長十年百五十章本︵朝倉無声氏が旧版﹁日本文学講座﹂
第七巻に紹介す︶

⑯年代不詳七月三日淀屋善三宛本︵前田長三郎氏蔵断簡

﹁うた沢﹂創刊号に写真出づ︶

⑰年代不詳百章本︵松菊館書印あり︒岡本猶吉氏蔵︶
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第六巻所収︶

⑬年代不詳二百章本︵高野辰之博士蔵︒﹁日本歌謡集成﹂

以上十八点が記録されている︒﹁近代歌謡の研究﹂によ
このなかには︑自筆というものは︑少なく︑そして時代が

る︶

藤田先生は︑﹁これは日本の歌謡研究には貴重な史料だ﹂

古いだけに︑その真偽の鑑定にはむつかしいという︒

﹁近代歌謡の研究﹂に写真と共に記事を発表された︒

といって︑永く保存されるようにいわれた︒そして︑先生は

海府の山犬﹁御触書﹂と民謡
江戸時代︑外海府地方すなわち大佐渡山脈に︑野犬が多く
出没するので大騒ぎになったことがある︒この地方は牛の放
った︒

牧がさかんで︑その被害も大きく︑また山行きの人たちも困
﹁犬公方︵いぬくぽう︶﹂といわれた五代将軍徳川綱吉
の﹁生類憐みの令﹂などの影響で︑犬が殖えたものであろう
佐渡奉行所では︑相川から歌見までの村々へ御触書︵おふ

か︒

れがき︶を出して︑捕獲するよう指示している︒この古文書
は︑現在相川郷土博物館で保管しているものであるが︑﹁戌
九月二十日﹂とあるだけで︑年号がわからない︒あるいは

﹁佐渡年代記﹂でも調べたら判明するであろうが︑今その時

なお︑この野犬について外海府地方に民謡が残っている︒

間もないので︑とりあえず全文を発表することにした︒

そのころ︑相川町小野見の三九郎の娘マツが︑山仕事に行

くと︑野犬のいるのを見つけた︒早速下山して︑このことを

おおぜいで山狩りをしたが︑とうとう野犬の姿は見えなかっ

村の者に知らせると大騒ぎとなった︒附近の村之へも知らせ

そして︑村の者は︑マツが嘘をついたのであろうというこ

た︒

ベ三九郎マツは大ウソこぎだあたり七か村動かした

とになり︑こんな民謡が唄われるようになった︒

犬狩之触︵相川郷土博物館所蔵︶

廿三日犬狩二付申触候

江犬不し入様防可レ申酬

一︑来ル廿三日下相川村より人足拾人青野峠江出シ下相川山之方

入様とね二而防可レ申候事

︵刀根︶

一︑小川達者より人足五十人出し小川山達者山狄山之口江犬不シ

︵鹿︶

一︑狄村戸地村入相一一テ戸地河原江犬追出し海二て捕へ候様可し

仕事
へ候様可相心得事

一︑戸中村南片辺村入相にて峯より犬追出Ｌかの浦海一一テ犬とら

らへ候様可仕事

一︑北片辺石花後尾三ヶ村組合ニテ石花河原江犬追出し海ニテと
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〆

とらへ可申候事

一︑河内立嶋入川千本四ヶ村組合一一テ入川河原江犬追出し海一一而

廿四日犬狩
一︑高下田野浦小野見三ヶ村組合一二叩峯より犬追出Ｌ大屋河原海
一一而犬とらへ候様二可致支度事
一︑小野見石名小田三ヶ村組合一一而銀より犬追下し石名河原海一一

而犬とらへ候様二可相心得事
一︑小田大倉矢柄三ヶ村組合一二冊小田河原江犬追出し海一一而とら
へ候様一一可相心得事

一︑関五十浦岩谷口真更川組合一一テ岩谷同河原江犬追出し海一二叩

捕へ候様可相心得事
追送りニいたし岩谷口山之方江追出候様可被申触候

一︑鵜嶋願鷲崎見立小浦虫崎此村盈之百姓共鷲崎村廿三日より犬
右之通村々拾五歳以上五十才以下之者共所を詰リノ︑江致人分明
六つ一一峯江相詰候様二堅可被触置候五十以上之ものは船二のせ一

村より船弐艘宛銘☆たもをもたせ出候様支度可被申付候加勢之役

小田切仁右衛門⑨

大村弥左衛門︑

人中其向々江致手分差置候付指紙等其外下知町有之事一一候百姓違

戊九月廿日

背無之様二可被申触候已上

羽田組

地方役衆

夷組

二可仕候其むきノ︑之役人中より差紙等可被出候間人足無二手

右前書之通委細得二其意一可し申侯犬見付候久驫○坂逃し不申様
︵ツカエ︶

支一様一一可仕候勿論役人中下知少茂違背いたし候もの︿大小之

筈一一候間其旨堅ク相心得百姓共二可申付侯以上

百姓二不限其場おゐて早速縄ヲかけ直二相川へ引牢舎被仰付候

戌九月廿日

忌中辻六郎右衛門

未ノ上刻堀口弥右術門

小宮山佐右術門

萩野善左衛門
菅沼太左術門

忌中内藤又三郎

下相川小川達者順津
狄戸地戸地炭町戸中

南片辺北片辺頑花後尾
北河内北立嶋入川千本
高下田野浦小野見石名

小旧大倉矢柄関
いか浦いわや口真更川北鵜嶋
願鷲崎見立小浦
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虫崎

黒姫

右村殉名主中

歌見

此さしかみ見届致口判候へ︿早盈為
一︑小田大倉矢柄三ヶ村之組合江河内立嶋人足寄りし人数
不残相詰加勢可致候

端唄﹁秋の夜︲一と佐渡金山無宿

江戸の端唄﹁秋の夜﹂は︑古くから粋人の問で吸われて有

なお︑原本に一︲秋の夜﹂のなかに︑一か所脱落があり︑私

の﹁佐渡郷土文学選﹂にも︑そのまま転載したので︑ここに

全文を戦せ︑訂正しておきたい︒

木てぅＬ秋の夜はながいものとは合まん丸に合月見ぬ

・高野辰之﹁日本歌謡集成巻九﹂江戸端唄集ｌ

合人の心かも更けてまてどもこぬ人の合音するものは
○○０００００ｏＯ○○
合鐘ばかりかぞふる指も寝つおきつわしやてらされてい
るわいな

脱落しているのは﹁かぞふる指も寝つおきつ﹂であろう︒

佐渡の金山で酷使された無宿は︑罪人ではない︒そのころ

刑場に引かれる無宿の辞世

た無宿大定という者であるということである︒このことは．

の﹁家﹂本位の制度により︑勘当されたり︑追放されたりし

この作者が︲江戸の通人や学者でなく︑佐渡金山に送られ

病である︒

大正時代の詩人生田春月の﹁山家文学諭集﹂︵昭和二年八月

の辞世の一句を詠んだ無宿多十について書くことにした︒

道すがら雪折れ竹の名残かな

し︑ここでは︑処刑場へ行く途中︑雪折れ竹を見て

そうしたなかには︑端唄﹁秋の夜﹂の作者大定などがいた

た戸籍に載っていないものであった︒

いる︒

十五日新潮社発行︶に﹁知られざる詩人﹂として紹介されて
私は︑これを見て︑大変興味深く︑早速昭和七年刊行した

多十は︑天明二年︵一七八二︶七月二十四日︑差配人長五

﹁佐渡郷土文学選﹂に賊せた︒これを見た読者の反響は大き
く︑多くのおたよりをいただいた︒拙宅に来られた亀井勝一

あったが︑無宿を監督する差配人であった・遺恨といって

は死なずに助けられ︑多十は捕えられた︒長五郎も無宿では

郎を︑遺恨により︑夜中寝所へ忍んで庖丁で刺した︒長五郎

郎氏に話したら︑彼の佐渡紀行﹁佐渡が島﹂に掲載され︑一

惜しいことに︑生田春月も︑ただ友人から聞いたと書いて

層佐渡紹介の話題となった︒
あるだけで︑出典がくわしくわからないことである︒
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我慢ができなかったのであろう︒

も︑わずかのことであったであろうが︑こうした人たちには
長五郎は︑三十五歳︑多十は三十八歳であった︒処分は︑
長五郎は再び金掘り大工に格下げとなり︑多十は死刑となっ
ら一月にかけたころになるであろう︒

た︒死刑の日は︑十一月十九日︑現汪の暦では十二月下旬か
多十は︑長坂町の牢屋から︑間山︵あいのやま︶の水替小
屋近くの河原の刑場へと引き立てられた︒
途中で︑昨夜の雪で折れた竹を見た︒

多十は︑三十八年の生涯をふりかえり︑そして︑今その終
末の死を迎える深い感慨にふけったことであろう︒

そして︑まもなく処刑場の白い雪を︑鮮血に染めたのであ
った︒

司馬凌海の妻春江のこと

今までの偉人の伝記というようなものには︑本人自身の表

私の文庫に︑凌海没後妻春江が︑長女絢︵あや︶を連れて

真野町新町に寄留していたころの﹁新町村︵真野町新町のこ

と︶戸籍簿﹂の写しを保存している︒

佐渡国雑太郡新町百六十九番地同居雑業父羽茂郡小

新町村戸締簿写

先代夫尾張国名古屋長島町平民司馬盈之亡

木町平民柴田周斎亡二女

二十八年八ヶ月

嘉永二己酉年五月什五日生司馬非江

三年七ヶ〃

長女司馬細

明治七甲成年六月二十八日生

この戸納簿には︑年号がないが︑明治十二年凌海没後のこ
ろのものであろう︒

これによると︑春江は︑当時羽茂郡であった小木町の医師

柴田周斎の二女で︑嘉永二年五月二十五日生れということに

の﹁小木町戸籍簿﹂に︑柴田鼎斎の柵外に﹁亡父周斎﹂とあ

この父にあたる柴田周斎について調べたところ︑明治九年

なっている︒

は︑あまり書いてないようである︒もちろん社会的な経歴を

る︒鼎斎も医師で︑滝平村︵羽茂町滝平︶からの入婿といわ

面的な事は詳細に書いてあるが︑家庭内での妻や子のこと

ものも︑できるだけ調べてもらいたいと思う︒

十六番戸で︑現在の本町の喜伝次屋であろうと︑役場の田中

れ︑春江の義兄にあたる者であろう︒住居は︑小木町四百九

書くのが目的であろうが︑家庭における人間像というような
そんな意味で︑司馬凌海の妻のことなど︑ほとんどの書物
には記述がないようである︒
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また︑この戸籍簿の最後にある春江の欄外に︑﹁東京下谷

匠氏の話である︒

春江は︑慶応三年︑十九歳で凌海と結婚した︒凌海この時

︑二十九歳で︑十歳年上であった︒そして︑夫凌海と共に︑

東京下谷練塀町三十六番地や名古屋市長島町に居住したが︑

郎に嫁ぎ︑次女文子は︑碁所預所林家に養われ︑喜多流家元

次女文子を明治十年に生んだ︒約は︑九州大村藩の天野悦太

明治十二年凌海残後は︑郷里佐渡の真野町新町へ帰り︑のち

練塀小路へ寄留﹂と書いてある︒この下谷練塀町は︑凌海の
住所であるから︑まちがいはない︒菩提所は安隆寺とのこ

小木町にいた︒この間︑長女絢︵あや︶を明治七年に生み︑

喜多六平太へ嫁いだ︒そして︑女子は女流棋士の最高位の七

なお︑父周斎については︑﹁柴田収蔵日記﹂下巻に︑江戸

と︑機会があったら過去帳を調べたいと思っている︒

の収蔵から︑この周斎宛と思われる﹁柴田周済様﹂︵斎が済

この﹁ゑん︲一は︑のち明治十年六月︑雑太郡窪田村︵佐和田

長女﹁ゑん﹂は︑嘉永三︵庚戌︶年一月十八日生れている︒

ろであろうと推定される︒

結婚の年は不明であるが︑弘化四丁未年で収蔵二十八歳こ

参のヲ︒︒

のち宿根木村の青木清十郎の養女として︑収蔵に嫁したので

町大字沢崎字白木︶通称ナカ墹口︵まぐち︶藤五郎の長女で

新発田収蔵の妻は﹁ふく﹂といった︒羽茂郡白木村︵小木

新発田収蔵の妻一︲ふく﹂のこと

山霊園の凌海の墓域内にある︒

が︑明治四十四年九月二十七日六十四歳で死去した︒墓は青

春江は︑晩年小木町から上京して︑司馬亨太郎方にいた

段となった︒

となっている︶という書簡が一通ある︒

春江の父が︑地理学者で剛法医の収蔵と交遊のあったこと
は︑凌海の同じく蘭法医で︑外国語に眼を向けたことにも︑
何か因縁があるように思われる︒

このころ︑小木町に柴田昌琢という医師がいて︑収蔵と深
い関係があったと思われる古文書かある︒それは︑安政二年
十二月二十二日付の幕府より収蔵への申渡書である︒﹁佐州

御役所詰医師昌琢弟新発田収蔵﹂と書いてある︒この弟
というのは肉親の弟でなく︑身元引受人というようなもので
あろうが︑それにしても︑相当深い間柄でないと︑こんな肩
書はつけられないと思われる︒
私は︑この昌琢は︑周斎の父ではなかろうかと思っている︒

収蔵から周斎宛の書簡の末尾に﹁御隣家老先生へも宜敷御伝
ろうか︒

達奉願上候﹂とあって︑隣家へ別宅を構えていた父ではなか
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一

Ⅱ

新発田収蔵は︑安政三年十二月二十三日付で蕃書調所絵図

昌琢弟とある新発田収蔵文書

長男修は︑父と共に石川県金沢市に転居し︑八歳の時病死し

調出役に採用された︒この時︑収蔵は三十七歳︑ようやく江

町窪田︶医師明山慶斎に嫁して︑一男一女を挙げている︒
た︒長女コト︵萩野由之は﹁琴治﹂・有田喜久平は﹁琴司﹂

あるものであろう︒

申渡

︵媛政三年︶

十二月二十三日

付を以被仰渡候二付申渡之

新発田収蔵

蕃書調所御取立以来骨折相勤候一一付被下之右但馬守殿御書

銀三枚昌琢鐺新発田収蔵

佐州御役所詩医師

右之通牧備前守殿被仰渡候に付申渡之

保右近将監古賀謹一郎可被談候

右蕃書調所絵図調出役可被申渡候勤候内為御手当拾五人扶持
丼一ケ年金拾両宛被下候間此段も可被申渡候委細之儀は大久

昌琢鯵新発田収蔵

佐州御役所詰医師

となっている︒これは実際の弟でなく︑身元引受人の意味の

戸の役所の役人となった︒その時の申渡書二通には﹁昌琢弟﹂

慶斎死後︑﹁ゑん﹂は︑コトを連れて小木町に居住してい

と記す︶は︑明治十四年三月一日に生れている︒

次女﹁しづ﹂は︑安政六年三月五日生れで︑収蔵の死ぬ一

た︒

か月あまり前に生れたことになる︒

収蔵死後︑妻﹁ふく﹂は︑慶応元年次女しづ︵七歳︶を連れ
子にして︑羽茂郡西三川村︵真野町西三川︶通称クポ板倉龍
八へ後妻として嫁した︒のちしづは︑明治五年︑龍八の先妻
私は︑昭和十年︑この収蔵の次女しづ婆さんに逢った︒民

の子国蔵の妻となった︒

人で歩き︑︑この西三川の板倉家で休憩した︒この時は︑収蔵

俗採集のため︑この附近を中山徳太郎翁と矢田写真館主と三
の次女とも知らず︑大きな梢︵ほだ︶を焚いていたイロリが
面白いといって写真を撮ったものであった︒あとで聞いて驚
いた︒今思い出せば︑いい記念になった︒

この時︑老婆は八十三歳だと答えてくれたことをノートに
書いてある︒
︵本誌口絵参照︶

右絵図調御用筋無癖怠相勤可申候

訂

一

小木遊女の﹁鉄漿︵かね︶つけ﹂式

特別の唄を唄う︒式が終ると︑主客ともに︑お手のものの芸

し﹂をかむり︑盃を挙げる︒この時︑﹁三つ物﹂といって︑

にすわる︒式がはじまると︑白続子︵しるりんず︶の﹁ぽう

る︒本人は︑前の日と同じく勝山︵丸需︶に︑紋付で︑上座

漿︵かね︶つけ﹂の式というものがあった︒もちろん︑吉原

ずくしで︑飲めや唄えやと獄をつくす︒

江戸時代から明治初期にかけて︑小木町遊女の間にも﹁鉄
などの廓︵くるわ︶にあったものを模したものであろうが︑

女が一分︵いちぶⅡ明治時代二十五銭︶の時代︑鉄漿つけの

玉代︵ぎよくだいⅡ遊女の宴席へ出る代価︶も︑普通の遊

とはできなかった︒

くても︑この正月と祭礼の樂席へは︑紋付きと帷子を蒲るこ

鉄漿をつけない遊女は︑どんなに芸ができても︑容姿がよ

には﹁三枚帷子︵かたびら︶︐｜を着ることができた︒

た︒また︑七月︵現在は八月︶二十七日から三日間の小木祭

間︑どこの宴席へ招かれても︑﹁紋つき﹂を着ることができ

この﹁鉄漿つけ﹂を終えた遊女は︑毎年正月十五日までの

所の人を招く︒また︑白餅や赤飯を︑これらの人へ配る︒

第三日目は︑﹁鏡直︵なお︶し﹂といって︑懇意の人や近

佐渡ではここだけおこなわれたものである︒

この鉄漿というのは︑﹁出カネ﹂という鉄屑を焼いて︑水
を入れた小さい壷に入れ︑附子︵ふし︶の粉をまぜて作る︒
はぐろ︵お歯黒︶といい︑既婚者のしるしとした︒

黒い色のもので︑これを結婚した女の歯につけて染める︒お
余談であるが︑この小さいお歯黒壷に︑相川町の名工金太
郎の製作したものなどがあり︑今も好事家の問に珍亜されて
遊女にも︑この婚礼の式にならって︑旦那︵だんな︶がで

いる︒

きると︑鉄漿つけの式というものをおこなった︒

遊女は︑倍の二分︵五十銭︶に︑定めてあった︒

まず第一日目は︑□口日といって︑勝山︵丸髻Ⅱまるまげ︶

紋付の礼装で︑雛妓︵小木ではシソ・ヘイコという︶と老婆を

この鉄漿つけの式は︑三日間もかかるので︑たいへん費用

伴︵とも︶にして︑赤塗樽一対と御初穂一封を持たせ︑木崎
神社・神明社・金比羅宮の三社へ参拝し︑帰途問屋衆十余軒

がかかった︒この費用を全部負担する客を﹁鉄漿つけ客﹂と

この話は︑明治末ころ︑小木町間瀬屋の老人から︑私の父

附記

いい︑その遊女は大切にしたものであった︒

︵そのころ︑小木町の問屋は︑小木御番所詰で︑屋号や帯刀
も御免という身分であった︶へ︑披露してまわった︒

第二日目は︑□口日といって︑町内の仲間の遊女たちを招
んで︑祝いの宴をひらく︒床の間に︑御鏡餅と御神酒を供え
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静古が聞き書きをしたものである︒
買いつけジョロシ︵女郎子︶
佐渡では︑遊女をジョロシとよんでいた︒

定まった旦那をもつジョロシを﹁買いつけジョロシ﹂とい
小木町のジョロシは︑国仲地方の旦那のところへ︑年始︵

った︒

お正月︶・節句︵三月三日・五月五日・九月九日︶・お盆︵
八月十四・五・六日︶・その村の祭礼・歳暮︵年末︶には︑
旦那以外︑決して客をとらないことにしていた︒

かならず来たものである︒そして︑その村にいる間は︑その
このジ園ロシが客への歳暮の土産︵みやげ︶は︑どんなイ
ワレがあるのか︑﹁龍の毒﹂という草と蜜柑を入れた一袋で
ることもあった︒江戸時代には︑燧袋︵ひうちぶくる︶とい

あった︒このほか︑このジョロシの手製の縫い物なども添え

うものは﹁紙入れ﹂︵昔の財布︶の中へ入れたものだという︒

うものを縫って持って来たということである︒この燧袋とい
これらのジョロシが︑国仲へ出る時は︑たいてい︑男人夫
って来たし︑あまり売れない者は︑徒歩で来た︒

の背に負われて来たというが︑売れシ子の者は︑お駕篭に乗

江戸時代には︑駄馬の背に乗って来たとも伝えられてい
又句０

一︲小木おけさ﹂のハヤシことば

この一篇は︑父静古の語ったもので﹁半窓閑話﹂の補遺と
なるものである︒

明治初期︵二十年ころ︶までは︑佐渡には﹁小木おけさ﹂

と﹁相川おけさ﹂の二種類があった︒﹁小木おけさ﹂は︑小

た︒﹁相川おけさ﹂は︑相川町を中心に︑ほとんど相川町だ

木町を中心にひろく全島に唄われ︑調子のゆるいものであっ

この﹁小木おけさ﹂には︑唄が終ったあとに︑頁ヤシこ

けで唄われ︑調子の早いものであった︒

くいっ崎柿崎柏崎下︵しも︶へくだれば出雲崎野積

とば﹂をつけることにしていた︒

︵こうち・ほういん︶人間カゲポシ︵ミイラのこと︶

︵のずみＩのぞみと発音している︶村では弘智法印
ござる

越後の日本海岸の地名を唄っている︒おけさの越後との関
係を物語るものである︒

ベイャサカ長坂川茂︵こうもと発音する︶の松坂羽
茂の木戸坂相川は鬼坂

これは︑佐渡の﹁坂づくし﹄であるが︑最初のイャサカは

﹁弥栄︵いやさか︶﹂で︑佐渡では︑ほかに﹁イャサヵド

ソドソ﹂というハヤシことばもある︒長坂は真野町豊田地内

で旧赤泊街道にある︒鬼坂は佐和田町沢根地内で︑旧道中山
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ダ

峠近くにある︒

ベ小浦八幡︵こうら・はちまん︶高崎は弁天さん梨の
木は地蔵さん大きいのんに小︵ち︶いせいのん
小浦八幡は︑どこかはっきりわからない︒高崎の弁天様は

一寸︵すん︶

ベ一︵いち︶してや︵矢︶してひっかけてルうして
又︵また︶してヒョミのとり︵酉︶玉に点なし十

これは﹁医王寺﹂の文字を分解したもので︑一本の棒を引

醤﹂になる︒玉に点がないと﹁王﹂になり︑十一に寸を書く

を書き︑その下に十二支十千の﹁酉﹂を書くと︑旧漢字の﹁

いて︑その下に﹁矢﹂を書き︑カギを書き︑右の方へ﹁ル又﹂

むかし︑この高崎村と西三川村が︑村境いについて︑あら

と一︲寺﹂になる︒

現在真野町高崎の海岸の岩の上に祀られている︒

そいがあった︒とうとう公事方役所︵くじかたやくしよⅡ現

われているが︑明治初期までは︑小木町の遊女などの間では

現在﹁おけさ節﹂は︑全国的に有名になり︑多くの人に唄

無芸の人の唄う﹁おけさ節﹂

持っている農村の若い男の気持を表わしたものである︒

小木通いをして︑芸者に惚︵ほ︶れこんだ田畑をたくさん

裏の畑︵はたけ︶の菜もやるべえ

ベ畦︵あぜ︶もやるべえ田もやるべえ

○

いうことである︒

文字を知らない芸者たちに︑住職は得意になって教えたと

在裁判所︶へ出た︒その時︑高崎村の者は︑このハャシこと
ばの﹁小浦八幡︑高崎は弁天さん﹂を︑引用して︑多くの人
が﹁高崎村の弁天﹂とよんでいるから高崎村の土地だといっ
た︒そして︑その訴訟に勝ったということである︒

手︵しぶて︶に下戸︵げこ︶なし

ベ二宮︵にくう︶に寺なし八幡︵やわた︶に倉なし渋
この二宮は︑佐和田町大字二宮で︑旧二宮村ではない︒八
幡は佐和田町八幡︒渋手は︑真野町大字豊田︒下戸は︑酒を
飲まない人のことで︑漁師の多かった豊田には︑酒を飲まな
い人はなかったのである︒

○

そのころの遊び人は︑都燕逸︵どどいつ︶・大津絵など︑

無粋な芸のない者の唄として︑いやしんだものである︒

その他小唄端唄を唄って︑﹁おけさ節﹂は︑唄わなかった︒

むかし︑西三川村の医王寺に変った住職がいた︒ある時︑
その時︑芸者の唄う﹁おけさ﹂にハャシことばをつけた︒

小木町の浜町の料理屋で︑おおぜいの芸者をあげて遊んだ︒
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一

り引きはもちろん︑婚姻関係も多く︑新町の商人など小木町
の遊女屋で遊ぶ人も多かった︒

しかし︑これらの新町の人は無粋で︑芸もなく︑﹁おけさ
節﹂を好んで唄った︒そのため芸者の間では︑﹁おけさ節﹂

を﹁新町﹂という隠語︵いんご︶でよんでいた︒それが︑の
ちには︑国仲地方の裳会などでは﹁さあこんどは〃新町″を

また︑これとは︑まったく反対に︑新町の人は︑﹁おけさ

唄って︑おひらきにしましょう﹂と︑いった︒

ったともいわれている︒

また︑明治時代︑﹁おけさ踊﹂は︑盆踊りには踊らなかつ

ぽたん寺他

︵佐山呑代子様の︶

観音の湧井に春の落葉かな
ぼたん寺友の献句の匂ふかな
補陀落の磑の若木の白ぼたん

１１１

筑波沖にて

附記

た︒ほとんど芸者が︑宴席で踊ったものである︒

この話は︑大正時代新町の古老の語ったものを︑父静古が

ノートしたものによる︒

﹁五重塔建立大工﹂の補遺

本誌第四十三号の﹁五重塔を建てた牢坂番匠﹂のなかで︑

の生家藤井五郎右術門家へ帰ったというのは︑誤りで︑生家

大工金蔵が︑相川町本間茂三右術門家を離縁となり︑羽茂町

百才の亡父の忌茅花流しかな

１１１

ⅡｊＰ■ｈｊｌ

は︑羽茂町寺田中川七郎兵衛家で︑藤井家は︑金蔵の師匠の

１１１

家で︲現在︑この五重塔の設計図を保存している︒

１１

菊池芳女

逝く春の備前柚子肌抹茶読

山草展茶の師の活けしあまどころ

桐咲くや亡母を泣かせし遥かな日

神の森軽羅まとひて能役者

天乙女序の舞修す松の花

真野湾の水ささ濁り桜桃忌

１１１
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養花元中国の墨二つ買ふ

金子のぼる様奥津城

女松山うしろ姿の雑よぎり

１１

I

〜

そのころ︑真野町新町は︑小木町と交流が深く︑商売の取

口
口
丘
口

ー

−

−

口

節﹂を吸うのが上手で︑そのため﹁新町﹂と︑よぶようにな

−
一

寒卵割りてひとりの厨ごと羽豆英子

屋根の雪落ちて出口をふさぎけり

文学を語る師若やぎ庭芽ぶく

佗助や書院閉ざせしままにして佐山香代子

流れきて淵に舞ひをり落縢

畷柑子うす日の洩れて実の赤き高野竹風

︽
︺

︷

一

一

一

一

ロ
ー

︶

〃
︶

一
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瑞穂句会抄︵三月︶
卒業歌流るる窓に雨しづか

まなざしの似たる姉妹や冬帽子

庭隅に残る雪ある夕べかな菊地っぽみ

感れそめし庭の樵のほの白く山口高子

泣きやまぬ背の子に持たす紅縛

橋本比左而

芳郎

杉本果豆王

福田

中沢芽笑

山中四郷

I

選者吟山本修之助

水芭蕉花終へ水に杉の神

加藤三和

つがひ朱繍相寄りにけりおぼろなる

小手毬の白汚しつつ校舎建つ

卿りに朱鷺のふえるを疑はず

あてもなく歩象伸して州斜の水

うたた寝の部屋に香のくる桐の花

灯をつけて人待つ窓のチューリップ

緑蔭に集ふ身がはり地蔵かな

短か夜の明け行く海の藻の匂ひ

春惜しむ酒と薬をないまぜて

つくしんぽ手引地蔵に門飾り

病む父に尽し足らざり桐の花

青葉闇病んで幼くなりし父

しづかなる雪降り窓に句作して本間あやの

しゃべる人無口の人や牡蛎割女中川湖舟

長命寺人絶えずして桜餅

菊地伸樹
小橋柴山
菊地緑雨

本間秋窓
有田朴咲
広瀬杜夢

ｉＩＨＩ

I

盆の上彩あざやかの桜餅

Ｅ

三月九日新穂村総合センター

口

床の間に乙女擁を活けしのみ高橋木犀

１口
I

磧草吟社例会句抄
一瓶
一
瓶一の 水 仙 入 学 児 の 机

四方
四
方山
山の話佐渡には麦倦忌
六地蔵
蔵だけの荒れ寺山つつじ
この孫
孫にあと幾とせか鯉のぼり

小わらべが尾を振る過疎の祭獅子
夜田守やなほ水口をたしかめて

春
愁圭や木喰の像彫深し
春愁
沼の藍 に染まりて生る菖蒲の芽

旬日の薬餌親しく山笑ふ
白壁の屋敷守る樹糞風光る
新緑につと潜り込む濡れ雀

川一つまたぎ通院更衣

11

−
−
−

もの言はずひと日すごせり寒卵

瑞穂句会抄︵四月︶

四月二十一日真野公園
上の静かな場所に︑花筵をしく︒下の芸能

快晴に恵まれ︑午前十時より真野公園の丘
まつりのざわめきが聞えてくる︒相変らず
にぎやかな花見句会であった︒

ままごとの筵に落ちし栫かな中川湖舟
思はざる人の訪ひけり春炬燵

捨てし句をなほ読み返ず梅日向高橋木犀
橘桁をゆるがすごとし呵解水
水芭蕉咲けど夫の忌すでに過ぎ

花識消へて落花のしづかなる佐山香代子

北山の種蒔猿や水温む高野竹風

選者吟山本修之助

鬼太鼓の音のひびきて春を呼ぶ
淡雪やいのち短き朱徽の脾に
雲間よりうすら日洩るる建国日

瑞穂句会抄︵五月︶
五月十八日新穂村総合センター

早苗饗や先代よりの古徳利中川湖舟
蕨煮る香りただよふ夕厨
夫婦してひねもす畦を塗り寄せり

薫風の画廊に満てり師の句展高僑木犀

きんぽうげ句会十二月例会

炉煙に目頭おさえ女話す

大根柵まわせば炎また生まる水上千代

待ちわびし紅梅今年花一輪
本間あやの
つどひたる子のにぎやかに雛あられ

子等はしゃぐ声のみ残り春ゆふく

弔問の人帰りけり月おぼろ山口高子

おるがみぬ小春の水子地蔵尊

婆さんに抱かれあまへて垣燵猫鈴木スエ

公園に吾ら五人や冬紅葉

連劉の垣根どの木も帰り花若林玲子

日に映えて白山茶花のいょよ白

水口に鮒はねてをり水温む高野竹風

紫をたもち紫しきぷかな森かほる

田植終へやうやく風呂に浸りをり

春雷や沖田に水を配る人

遺墨展出づれぱ梅の花匂ふ

花辛夷言葉すぐなく退職す羽豆英子

雪吊のＦにころがる縄の玉中川民子

卒業子登壇の歩の確かなり

水はりし田の面に鴨の泳ぎをり本間あやの

冬橇数ふる程の花のかず

手鏡に朝寝の髪をうつしけり
菊地つぼ象
滞れつつもほぐれんとする姫辛夷

一日づつつまる日脚や枇杷の花斎藤祐一

返り花して連制のチラチラと

連認とわかりし垣の返り花児玉葭生

にわとりの五︑六羽遊ぶ雪囲

湖に小雨の水輪浮寝鳥

水揺れてつと浮き上るかいつむり

軒下を淵歩み行く雷催荒貴キクエ

ふ 助

衿元に一ひら花のとどまれり

やや暗き災参道や著莪の花佐山香代子

省之

鬼太鼓の雨に洲れをり春祭

菊地っぽみ

謄本

春愁やとぎれたる話そのままに加藤文子

あちら見てこちら見てをり雀の子

、‑ノ修

美しき雑 木 林 の 芽 ぶ き か な 羽 豆 英 子
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存 春 行
閾 愁 く
け や 春
し砂選や
庭 丘 別
にの者る
か 砂 る
その吟人
け く に
き ず 出
地 る 会
鯉 る ふ
/ヘに山人

神蔵ひさし

林部ムッ
鈴木ゑい
本間いつ子
小菅マサエ

桑原和子
計良フミ
磯野スミエ

塙ユキ
本間吟

計良フミ

井藤ミチ

炉のふちに火箸を休め手をかざし
笹の雪風あるたびにさらさらと
やわらかき冬日を浴びて土佐の旅
冬至芽の少し出で来し菊囲う

日ざし今遍く庭の小春かな若林玲子
この町の六日の市や深雪中
めでたしや七種粥を吹きくぼめ

枝点の新雪割れて落ちにけり中川民子
牡蛎棚をひとめぐりして海鼠舟神職ひさし

赤き靴雪遊ばせつ少女来し鈴木ゑい
岬の灯吹雪けば淡き灯となりぬ本間吟
両の手に年木かかえて来りける磯野スミエ

初空に煙の如き雲流れ塙ユキ
炉火もゆるみ堂包致し寒の雨荒貴キクエ
ぽたぽたと雪積む窓や一人住む林部ムッ

古寺のひびの入りし鏡餅桑原和子
帰り来し子と寄りそいて寝正月小菅マサエ
賀状来為逢いたき人の多くなり森かほる
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一

一

一

一
一
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早乙女花︵目次カット︶

アカネ科のつる植物で︑花が鐘状で白

しく見えるところからつけられた名前で

く︑内側が赤紫色をしていて︑とても優

ある︒ところが︑花の優しさには似合わ

糞蔓︶の名前があり︑花の臭いを嗅いだ

ず︑悪臭を放つので︑・ヘクソヵズラ︵庇

ら︑︒きっと一度で覚えられる名前である︒

れではあまりに可愛相だというので︑サ

最初にへクソカズラの名前がついて︑そ

いだろうか︒また︑花の赤いところが︑

オトメマハナの別名がつけられたのではな

お灸をすえたあとのように見えるところ

葉は︑柄があって対生するが︑周囲の

から︑ヤイト・ハナの別名もある︒

互生したりする︒夏に︑葉のつけねから

状況によっては︑片側だけであったり︑

短かい集散花序を出して花を開く︒

部屋飾りとして吊り下げ

秋の葉の落ちた後の︑鈴生りになった

たら︑渋くて面白いものになるのではな

黄褐色の実は

いだろうか︒︵長嶋陽二︶

68

寒林の影入りみだれ静けさに
冬日濃し草も木もなき白根山
焚き添ふる禍の炎の何と艶
冬日落っ沖より赤き波寄する

鴨の曳く末広がりの波紋かな
囲みたる炉煙に皆涙して
掻き集め掻き集めては落葉焚く
末枯しものばかりなる野道行く
一時の冬陽惜しみて畑を打つ

大根栂一つころがる囲炉裡中
冬晴れの擬もりうけて返り花

きんぽうげ句会一月例会︒
屠蘇受くる百姓の指太かりし水上千代
観世音初念仏の燭ゆらぎ
観世音おん前借りて初句会
本間いつ子
つららよりしたたるリズム楽しめる
うす氷ふわふわ雪の吹かれ飛ぶ

湾に沿う街の寒燈見ゆる丘

吹かれては雪吊の縄ふくらみし鈴木スェ
浮堰鳥はなれ湖畔の夕渡に

〜

一

一
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一

口

一

去年の雪今年の雪の積もりゆく児玉鰹生
大雪に女一人の猫と住む

一

於真野町長石金子治作宅

昭和六十年四月六日

真野町俳句会

昭和六十年三月十六日

真野町俳句会
於真野町桜ヶ丘菊池芳女宅
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︾
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マンテマ︵扉カット︶

なんとも日本語ぱなれのした︑ナンテ
マは
ァり
面ヨ
白い
思間
っに
た渡
らっ
︑一
や
ー名
ロ前
ッな
パん
原だ
産ろ
でう
弘な化と年

烏賊を干す岬の家や東風日和若林うた子

しがらきの土の乾きや梅若忌鶴間千世

われの尿子が捨てにゆく春燈

病む夢の中の春月重きかな島倉盈月

萎んでしまう︒がくは円簡形をしていて︑

びらは五枚で平に開く︑後に縦に振れて

極長芋の髭たいせつに売られをり滝口たづ

廓跡残る港の雪解かな

指染る紅の寒天春祭り

矢印の道の細りし落辮右近文子

若草の萠 え 出 づ る 中 母 の 墓 山 本 修 巳

土筆路子安観音詣できて右近文子

白魚の喉通るとき跳ねにけり

ゑづうみの暮れてひとりの蜆取

朝戸出の・ヘゴの啼き声春霞

干鰈となりに並ぶ蛸太し

寄居虫を句帳に拾ふ汐だまり滝口恵倫

かもめらの影散らしつつ代田かな逸見不愁

一

一

一

で︑中央部が濃い紅紫色をしている︒花

はっきりした縦じまがあり︑長い毛が生

えていて︑花がすむと丸っこぐ脹らみ︑

手で触るとべたべたとくっつく感じがす

体育祭前の除草の折︑グランドの隅に一

ス︾Ｏ

ポッポッと咲いているのを見つけた︒子

いのに︑マンテマは︑いつの間にかすっ

の石ころ道も︑杉垣も少しも変っていな

るとすぐに︑見に行った︒三十年余り前

い咲いていたのを思い出し︑夕方家に帰

供の頃︑隣の家の生垣の根元に︑いっぱ

惜春の茶杓〃清楽″なじゑけり

一

ナデシコ科の越年草で︑花はふちが白

からし菜の花一輪が黄に咲いて

下萠えや一服さそう隣畑知本こと

てきた帰化植物であるという︒

梅の夜銀河小説見て眠る菊池芳女

草萌えや顔寄せ合える煙草の火

一

佐渡高野葉蘭の蔭の残り雪

山住みの戸毎に留守のなは部落金子治作

一

背なの子の指す浬薬図の鳥獣滝口たづ

葺のころ乳首ふくます荒筵

天平の昔をしのぶ貝雛金子治作

仁丹を口にころがす花の冷え滝口恵倫

やどかり

引潮の石奪畑の藍さかな

みささぎの町に能笛島開き菊池芳女

待春の街の灯色に染りけり

霞草しんかんとして新座倣

︵椎野︶

宝林寺様の大幅浬藥像

三月や茶店に下る姫草鮭鶴間千世

浬薬絵や一と日を惜しき混梁の絵諸橋和代

日蓮の乗船の地や黄たんぽぽ山本修巳

一

である︒︵長嶋陽二︶

くなっていたのは︑なんとも寂しいもの

当然あると思っていた可愛い花が︑無

かり消えてしまっていた︒

啓蟄の娘の荷造りや鳶の鳴く

波荒く婆ら無言の石葦採り

女松林芽吹く音して句碑の成る内田正雄
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つ

苗代水犬も従ききて引きにけり

足下に谷の瀬音や著我の花知本こと春うららうっらうつらとうたた寝す

牡丹の昼を瞑り歓喜天新穂ダム広含としてつつじ咲く

生そば屋の主も版画師花の雨若林うた子電話線に藤を咲かせて山の村肌寒く小鳥も鳴かぬ走り梅雨
早乙女の荷台に溢れ里の昼滝口たづ木蓮の今を盛り荘の庭川嶋孤鳥子
鉾光寺にて

海猫が沖を見てゐる朧かな

くらや象の戒壇めぐり出れば春金子稔花あけび供養幟は槌せしまま右近文子保育所の屋根より高く桐の花

納豆をひと夜寝かせる春炬燵小沢みよし負ひし子の足がよろこぶ鯉幟滝口恵倫空晴れて背伸び初めし蕗のとう

Ｕターンの鬼が舞うかや島の春錦木の花の小房の揺れどうし病む夫を慰めくれむ鉢の梅矢川ミサホ

種蒔の猿をかき消す名残雪仁王門くぐりてすぐに牡丹かなささやかな風にゆらぎて土筆んぽ

花冷えの先づは担架の下船かな諸橋和代青葉風流人も越えし小倉道金子治作野の道も軒も菖蒲の節句かな石川公子

初蝶のさすらひはじめなりしかな諸橋和代五月晴田の水張りて水鏡

咲く牡丹散りゆく牡丹長谷寺日脚伸び時刻表もちバスを待つ川上良子

一匹の毛虫を跨ぐ不殺生鶴間千世野遊びもおしようばんなり子守りして

教育長様御入院の折見ほれても何の句もなし牝舟かな古雛の鼻にねず象の掻きし跡
療養の目刺一連夕餉かな

真野町 俳 句 会

於真野町新町太一庵

昭和六十年五月十八日

朴咲くや千枚の田に水満たし

一月二十七日夜
於羽茂町公民館

いもせ俳話会一月例会

花の下風情を添へし野点かな波田野麟児ゑささぎに続く細道草萠ゆる

ときわ荘俳句クラブ五月句会

咄間の夕べに緋落つる音鴬の声を聞きつつ朝餉かな

長谷寺吟行選者吟佐山香代子
美しく老ゆるは難し諸葛菜若林うた子
Ｉボソ

畦塗の声交すとき腰のばし

新樹光古りし如来の枢かな菊池芳女三味の音の今宵しづかに花の散る

青歯朶の薫りて初瀬奥の院花の散るのどかな風に産着縫ふ
山本修巳鬼太鼓の足春泥に汚れけり信田光代
千枚の植田に雲の流れをり

水掛け地蔵濡れておはせり牡丹寺職の花盛りも待たず友逝きて

牡丹散る音も一つの山の音島倉盈月新緑の木盈に包まるホームかな雪降って時報も淡き夜明かな葛西秀夫
ぽたん縫って蛇美しき長谷寺五月晴木洩日庭に縞模様金子トヨ大寒や夜番の稗の音沁承渡る
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大根の五百か眼るにはか餌
罰中平小夜子緑蔭に銀鱗光らす渓の風村川経一郎

炬燧中育ちざかりの足せはし

林檎園雪に鴉が切絵なす

碁敵の相見て笑ふ春日和

羽茂川のせせらぐ声に梅開く薦西秀夫

すさまじく間に切り込む雪起し

着膨れて母蕗の蓑摘み給ふ縢井和子

島を出る娘の買物や春の雨

寒雷に町の灯消えて遠き漁火村田英明

酒渓谷に釣る人影や若葉風

透くほどに大根を煮て年の酒

はく息のやはらかくして寝
月月岡崎ひろみ娘を送り夫婦声なく雑煮椀村田英側
椎正正

袋雪折れの山茶花見せる初日かな
初釜や言葉途切れて白き起
足袋
一同

郡しし天沢州．高崎や値つきの達磨駅に寂び羽柴雷彦
末枯の草きしきしと薙ぎ難
足跡を雪に残して牛売らる

ｏ巾川和子いもせ俳話会三月例会

負ひし児の顔向け直し初詣

春めきし小佐渡に憩ふ迷ひ鶴村川経一郎

肌
牛の居ぬ牛舎を占めて寒の風
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ヲ

含ＰｒＤｐ

○ログｍｍ

Ｉ

おやこ

カラコロと花を水面に蛙なく

となりにも物干す母娘五月晴

松五郎

達弥

半平

一

一

一

︶
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無事の灯を泡にちりばめとろろ鉢

白鷺の川面をとびて木の芽雨

灯も揺れて大渦小渦とろろ摺羽柴雪彦

三月三日夜

門口博子於・羽茂町公民館

皮湧水に緋紋を溶かす寒の鯉中平小夜子
積雪に削り散らばる柿の仙
粗皮

雪晴に剪定音の歯切れよく︑

一

沢根すがも
も会
会一句抄

干物も府の下や走り祢雨

真二
夜＆

莱桜となり空色も移りけり

嫁ぐ娘の鏡の隅に靴丹匂ふ

三十郎

比我子

田鵺子

住みつきて女六十菜種梅雨

励風館人は仁なり花は華

Ｊ１

花吹雪児の掌にのりて叉揺るる

桜餅葉っぱごと食う雨の客

山菜をつみて一息青嵐

野

︼

一

一

一

たかを

半七
胡同

郷ふ鬼の鋤がはじく聯の雨
花散るや字襖きしむ古館

伊三郎

杜光
三午
宗八
敵美

一郡皿

腰痛の一日永し花曇り
しづ

︒ヘンの碑の閑もる丘や夕桜

新緑に深浅ありて札所寺
鶴首の青磁に挿せしバラの花
老夫婦会話のづれる田植かな

白牡丹白さ深めし澱茶席

ほのぼのと渡す受取る苗の市

世を渡るつたなさ目立つ走梅雨

逸郎
草子

一

一

一

一

一

一

︷

一

︵

へ
一

一

一

一

へ

宮

三

芒原出でて岬の海に立つ

I

1

ＩＪＩ

I

一
一
−
−

歌と評論真野支部歌会
昭和六十年五月十一日︵土︶

於菊池宅

海巣の苔未だし雨ぬくきあしたの庭に傘さし

︵順不動︶

昭和六十年三月十日

成沢ふみ氏送別歌会
歌と評論金井支部

来れば本間光順

裏山の榧の実入れて搗きしとて寺の妻女の給

ふかき餅菊池与志子
救援の切手整理を一一ユース聞く時間充てをり

於入江荘

君送る歌会となりし官舎にて裳となりぬその

終へし生徒︵こ︶と伊藤節子
渦に通ふバスになじみの顔ふえぬ猟みし吾の

足癒ゆるころ祝一枝

春洩き真野の浜辺を夫とあゆ詮島の名残りを

にわすれじ渡辺やす

春惜しみやさばむ君のおん声に恩ひ出重ね久

集ふ人びと山中観一

終着は死といふ駅に敷かれたるレールの上に

の豆をまきしことはも三浦純

大母に手をとられ来てこの土蔵︵くら︶に追伽

佐渡に生まれ佐渡に住まへる我よりも島の隈

惜し承たりしと若野ヤス

春の陽に首をもたげし蕗のたう寒のもどりの

ぐま君は知り給ふ佐藤瑞枝

風花の行方を追へぱ島を去る人の恋ほしもや

道端に堪ゆ中川アイ

本間光順

こもり居る部屋に啓蟄の陽ざし伸びあかるき

よひ朔日

空にこころ誘はる木村敏子

真野山の花未だしに島を去る友をし偲ぶ弥生

任了へて君帰りゆく越の微に雪解うながす風

雛の灯菊池与志子

光りゐむ石塚多恵子

かれり

本間哲夫

春近き八海山の八シ峰に白雲今日はうすくか

角帽の君の写真を煙にせし香き円歌ふ君つつ

を人と別かるる酒井友二

むらさきの山並承のうへ雲ひかるやょひの朝

笑みてあどうつ成沢多ゑ

心にはあらぬことども想ひつつ老いの語りに

ましき福島徹夫

裸木のエルムも息吹き土はづむ校庭に佇つ式

るし冬のゆくべし神職久

ゆるやかにくづるる波の中透きて日ざし明か

夫も歌ふ江口稔

さみどりの萠ゆるきざしにほのぼのとうす紅

日課となして中川アイ
けぶる山のなだりは酒井友二
二十日近く光りに背きひたぶるに卵を抱くち

ゃぼは動かず佐藤瑞枝
都にはおほよそ遠き島の土に十二単衣の花が

失速を常繰り返すわが思ひ春の磯辺のやさし

裾引く渡辺やす
さに墜つ石塚多恵子

若野ヤス

身に余る賞賜りぬ歩象来し福祉の道を今顧り
ぷる

友引きを知らず墓処に参り釆し吾れをたしな

む執を笑へず伊藤節子

青竹の支柱立つれぱ長芋は既に太芽をかたむ

け伸ばす江口稔

禰島徹夫

葺く来て夕べを渡る福島江並木桜の水に映ゆ
るも
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高橋俊夫

喜び言はんかたなし︒氏は︑綱築の﹁郷

名を知られたる山本修之助氏なり︒奇遇

訊ぬれば︑これぞ佐渡の研究者として其

一見致しましたが︑草叢の陰にて︑凡ての文

す︒﹁佐渡碑文集﹂に︑鵬斎の蓮華峰寺碑銘

か︑さしづめ国会図書館にでも参る積りで

の明治大学の徳田武君は︑迂生の災友なので

字を記録できませんでした︒尚︑書き下し文

文があり助かりました︒あの碑は︑今夏も亦

袖珍本萩野由之著山本氏編﹁稿本佐渡方

土研究佐渡﹂第二集︵特集人形芝居︶及
言集﹂を贈らる︒厚情嬉しとも云ふくか
その後︑数次佐渡に渡り︑今夏も八月三日

全集﹂で拝読︑欣羨の念︑これを久しうしてお

の妹︑早大の大先輩青野季吉先生の﹁佐渡﹂

今から二十二年前︑昭和三十四年夏︑初め

いましたが︑露伴先生のいわるる﹁人に活気

いうものに初めて乗り︑佐渡も変ったかと思

致した次舗でございます︒ジェットホィルと

先生の荷風への御敬慕の情を知り︑益点先生

稿﹁荷風と静軒の痴談﹂にて︑これが経緯と

の機関誌﹁荷風研究﹂昭和五十年秋の号の玉

の現会長岡野他家夫博士とは辱知にて︑先生

が蕊わしくなったものです︒東京作家クラブ

︵下略︶

千葉大学講師︵習志野市在住︶

昭和五十九年九月

から先生のお噂を拝聴致したことでした︒

が第十三回の文化人間賞御授賞の折も︑博士

の乏しき代り︑較鮎のもの殆ど無く︑唯笑純な

荷風とその愛好されし江戸漢詩人とのかかわ

迂生荷風研究にて愚著数冊を出し︑目下は

慕はしく存じました︒

︵易心後語︶の気風残るも嬉しく︑愈々佐渡

と︑紅葉の﹁煙霞療養﹂でした︒迂生その頃
その折︑実は先生に拝眉の栄を得ておりま

る我等には︑いと好もしくおもはれて云食﹂

て佐渡を訪れ一巡しました︒その折︑携えた

先生の荷風よりの尺腹は︑岩波版の﹁荷風

から一週間佐渡に遊びました︒拝顔を念じ乍

購きました︒

徒にて︑目下千葉大学に教鞭を執って居りま

ら御高齢を想い御迷惑をかけるに忍びず失礼

らず︒︵下略︶

て︑常に学恩を蒙ること多大です︒

す︒先生の御高著は︑殆凡て座右の書とし

り︑迂生も目下係わる﹁荷風先生を偲ぶ会﹂

︵前略︶迂生永井荷風及江戸文学研究の学

1

大学院の学生でした︒

した︒勿論︑無名の一青年のこと故︑御忘失
と存じます︒洵に失礼乍ら昭和三十四年八月
三日の迂生の日録の一節を左に抄します︒

しく研究中です︒先日杉村英治という方の箸
﹁地田鵬斎﹂を一読し︑先生の﹁佐渡に於け

りを探って居り︑亀田鵬斎という主題を少

陵は順徳院火葬の地と伝へ︑松と桜とを

った訳でございます︒品切れとのこと︑どこ

る亀田鵬齋先生﹂を是非拝読いたしたくな

茶店のかふさんの教へくれし間道を歩し

植ゑ僅かに柵を廻らしたり︒番する人の

て真野山陵に到る︒途中石抱梅あり︒山

人品卑しからず親切に案内してくれしを
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蔵門病院で死去された︒七十四歳︒葬儀は六

亮一氏が︑五月二十一日胃ガンのため東京半

月三日東京中野の宝仙寺でおこなわれた︒納

四月十六日︑真野町から﹁真野町名醤町
たということらしいが︑自分の好きな道︑ひ

予定︒

骨式は七月七日郷里新棚村根本寺でおこなう

編集後記
とすじに︑長く歩きつづけたというだけであ

民﹂の称号をおくられた︒郷士文化につくし

鉢柵えの﹁都忘れ﹂が咲いた︒

山本修之助
小さい︑うす紫のやさしい花である︒この

る︒これも周囲の多くの人の暖かいご授助の

昨年五月胃潰瘍のためガンセンターに入院

おかげである︒改めて社会のご恩に感謝した

母の生家の跡が判明して︑記念碑が建ち︑そ

られた︒痛恨に堪えない︒謹んでご隈福を祈

族の手厚い看護の甲斐なく︑とうとう亡くな

が般後のものとなった︒今春再び入院︑ご家

入院︑九月退院した︒十月十二日付のお手紙

手術︑その後急性肝炎を発して半蔵門病院へ

であった︒先生は︑早速﹁七十路を都忘れに

の除幕式がおこなわれた︒長男修巳と共に参

四月二十八日には︑相川町大間町に良寛の

い○

花を見ると︑昭和九年五月大阪俳壇の長老松
瀬青な先生が︑拙宅をたずねられた時のこと

寿かん﹂の一句を︑父に贈っていただいた︒

︵いなん︶の句碑が︑先年出雲崎に建立︑私の

列し︑玉串を捧げた︒その夫にあたる以南

を思い出す︒この年︑父は︑七十歳で︑古稀

その後三年で父は亡くなり︑先生もまもなく

十七日から三日間︑春美画廊で開かれ︑多く

前号に予告した私の﹁百句展﹂が︑四月二

二七○○

撮替新潟八︐五三二七
郵便番号九五二 ○三

晒賭︵○二五九五︶五

新潤県佐渡那真野町新町三五四
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新潟雌佐渡郡金井町千櫛

印刷所佐渡産青聯印刷所

緬錘癖山本修之助

頒価一二○○円送料二○○円

恥岬詫朴︾鑑魍弄五叩御榊︵年四回発行︶

佐渡郷土文化第四十七号

っている︒

思い出は多く︑次号に一文を草したいと思

亡くなられた︒あれから︑もう五十年にもな

もあり︑良寛とは何か因縁があるような気が

所蔵の短冊の俳句が︑そのまま刻まれたこと

りたい︒

この﹁都忘れ﹂の名も︑佐渡では白菊とし

る︒

の草むらに咲くこの小さい白菊をご覧になっ

の人のご鑑賞をいただいた︒ことに︑二十九

する︒

て﹁いかにして契りおきけん白菊を都忘れ

日には︑折からの全郡俳句大会に識師として

て︑順徳院の物語の中に出てくる︒御所近く

えられている︒

をご揮毫やまた巻頭文をご寄稿下された高尾

本会の創立以来の会員であり︑本誌の表紙

厚くお礼申し上げたい︒

ご来島の星野麦丘人先生もおいで下された︒

と名づくるも憂︵う︶し﹂と命名されたと伝
この辺土の佐渡のご日常︑忘れんとしてて
も忘れることのでき・ない都をしのばれて︑
﹁都忘れ﹂とご命名されたご心中は︑拝察する

と堪え難い思いがする︒
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山本修之助著／白鳥省吾題詩／蕊

斎藤正路

若き日の著者

小型判ポケット用

袋とじ約八○頁

定価五○○円

附真野村民謡めぐり山本静古

波も唄うよ
ベおけさ踊りに

１力と
つ い う別
力う
月も踊るよ
佐渡の夏

ベ矢島矢の竹
思いをこめて

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
之肋先生と聞いて驚く人が多いであろう︒
現在郷士史家として︑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﹁海浜秘唱﹂
を世におくり︑また民謡詩人として白鳥省吾先生の
詩誌﹁地上楽園﹂の会員であった︒
本書は︑大正末期二十歳ころの創作民謡約五十篇
をあつめて︑若き日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﹂百篇を添えた︒興味深い郷土資料といえる︒

この民謡は︑みんな﹁おけさ節﹂で唄えますから︑一人でも多

くの方から唄っていただくようおすすめいたします︒

佐渡郷
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主のこころを
とめたい
射

一本

︵灘鄙離榊本会へ︶

山本修之助先生監修／佐渡方言の珍らしい番付手拭
︑

孟季

︵送料は別︶

金五○○円

山本先生が多年収集の佐渡方言のうち︑一般向きの珍らしいもの四○語を︑
相撲番付のように東・西に分け︑横綱・大関以下順々にならべてある︒方言資
料としても貴重であり︑興味深い観光みやげ品でもある︒

︵送料は別︶

金八○○円

〒本

︿醗鄙離榊本会へ︶

山本修之助先生自筆／国際保護鳥トキの俳句を染めぬいた風呂敷

朱鷺の棲む山をかなたに夕桜修之助

ｆｌ

■﹃Ｊ﹃１０℃﹃一心︸三︒■↓

■■■Ⅱ０■い▲ｑⅡⅡｑ幻日ｌ︲

新穂村牛尾神社境内に建つ山本先生の句碑に刻まれた俳句である︒これをそ
のまま朱色の風呂敷に白く染めぬいたもの︑滅びゆく宿命のトキを惜しむ人々
への何よりの記念品である︒
沼棚宍十手詩弓・・十五日珊訓
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