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ゆりかごの母のうたがよみがえる.夕
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庶民の歴史ともいうべき民俗学の貴重な資料であるとと
もに︑﹁口承文芸﹂として︑土の香り高い作品が多い︒わ
れらの祖先の残した文化遺産として︑永く後世に伝えなけ

︒あそび﹂の集大成︒

昭和五年﹁佐渡の民謡﹂出版以来︑多年の採集と研究に
よる佐渡の﹁わらべ・うた﹂﹁わらべ・ことば﹂﹁わらべ

附録・手づくり玩具と草花あそび︵写真十六図︶

の

附録の﹁手づくり玩具と草花あそび﹂は︑豊富な写真を
挿入して︑夢と童心をよみがえらせる︒
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口絵説明
山本修巳

﹁佐渡のうた﹂の出版記念会については︑本誌に記したので︑

山本修巳﹁佐渡のうた﹂出版記念会
﹁佐渡のうた﹂出版東京のつどい︒﹁佐渡のうた﹂
挿絵原画展

るが︑まったく偶然の要素が多かった︒一本にまとめたいという

出版寵での経緯を述べたい︒ふりかえると︑一見計画的に思われ
気持はあったが︑挿絵がないもの︑内容の重複︑配列︑本の様式
などためらうことばかりであった︒
そうした時に︑昭和六十年九月から昭和六十一年一月まで︑五

十五回にわたる新潟日報佐渡版︵守屋健晴支局長担当︶への連載
はありがたかった︒田中足穂氏によって挿絵の不足が補われ︑内
容も若干整理できた︒津載中は私の原稿の清書の仕事もお願いし
たが︑慶応大学への推薦人学が決まっていた私のクラスの粕谷祐
和六十一年二月から三月にかけて手伝ってもらった︒

子さんに︑私の考えを述べて配列の順序と巻末の索引などを︑昭
また︑昭和六十一年二月末ごろには︑司馬遼太郎先生から序文

たが︑索引の確認や装頓などにより三ヶ月も延引したが︑ねばり

強く自分の気持を貫いたつもりだ︒校正など主に相談相手になっ
てくれた酒井友二先生と佐々木寿司君に感謝したい︒なお︑本書

岸の草生に﹂の誤植であるが︑こうしたことはやむをえないと思

中の吉野秀雄先生の歌﹁みづうゑの岩の草生に﹂は﹁みづうみの

偶然に転勤と重なったが︑二︑三年前から気持は持っていた︒

っている︒吉野先生と読者におわびしたい︒

特に昭和六十一年三月は︑三年生を卒業させた時でもあったので
転勤の希望は強かったが︑学校の九十周年の記念行事の年で︑延

出版記念会も盛大で大変うれしく︑ありがたいものであるが︑

引したのであろうと思っている︒

何か重い荷を背負ったようで身の置きどころがない気持である︒

しばらくは心を休ませたいと思っている︒

また︑数々の感想文にはお礼の言葉もない︒転勤して気分一新︑

東京では︑従兄と弟妹たちが﹁佐渡のうた﹂出版を祝ってくれ

た︒敬称を略させていただき記すと︑大正十一年生まれの松井源

昭和二十二年生まれの防衛庁の二佐山田勝也の面々で︑理工学部

十二年生まれのサンァローの松栄新︑弟の昭和十八年生まれの日
立ソフトエンジ 一アリングの山本敬二と妻庚子︑妹セイ子の夫で

昭和九年生まれの動燃事業団の山本研︑浅沼組の丸山昭夫︑昭和

吾早大理工学部教授︑昭和五年生まれの建設工業社の山本養一︑

科教諭の酒汗友二先生に最終的な内容の検討をお願いした︒そし

系出身者ばかりであるのも面白い︒身近なものたちが︑一夜の歓

をいただき︑本の様式は﹁豪華本にしたい﹂と﹁できるだけ早く﹂

て︑印刷所を決めるのも容易ではなかったが︑安いだけなら東京

の二点を決めた︒そして︑四月︑五月には︑歌人であり先輩国語

の印刷所の方が安かったが︑思うようにしたいという気持から︑

をつくす楽しさ︑人生これ以上のものはない︒深謝︒

うちに終えることができた︒心からお礼申し上げたい︒

挿絵原画展は田中足穂氏のご尽力と本間書店のご好意で好評の

佐渡に駐在する職員のいる第一印刷所を選んだ︒原稿は昭和六十
一年五月三十日に第一印刷所の佐々木寿司君に渡した︒佐々木君
の熱意に惚れたところもあった︒十一月ごろの完成の計画であっ

Ｅ針雨︑﹁序煎ＳＪ耐﹂庄寄剖帥恥弱富里幽留出川頃亘南蔑Ⅱ旧ｌ汁当で匡詞雌苔ｇ故︶

｢佐渡のうた」出版東京のつどい

昭和62年4月4日於横浜重慶飯店

︵敬称略︶

左より山本研松井源吾
山本修巳松栄新

隼より山田勝也山田セイ子

山本庚子山本敬二山本養

丸山昭夫
（敬称略）

｢佐渡のうた」挿絵原画展
昭和62年3月28日より4月12日

山本修之助

左より山本修巳

藤川滋氏

畑野町本間書店画廊にて

: 唖:蕊蕊熟議灘驚

ｌ順不同Ｉ

文章は達意︑簡潔の中に一貫した杼情と気品が流れていて

いるＯ

詩歌中心という点で︑おのずから別な山系︑水脈を形作って

特集詩華集﹁佐渡のうた﹂
佐渡恋の害
Ｉ﹃佐渡のうた﹄を読むｌ

恋もまた清し﹂の一文で︑父修之助の一面を語り︑著者自身

終りの方に出てくる修之助詩碑﹁砂丘の砂白ければわが

うけ継ぎ発展させている︒

読者を飽きさせない︒父君の学究の血脈と詩の素質を見事に

﹃佐渡のうた﹄は十五年の年月を経て一巻となった鑑賞文

の﹁冷まじゃ父と挾みて母の骨﹂の俳句に関する一文では母

堀口星眠
であるという︒著者山本修巳氏には丁度一年前にお会いした

君の生涯を語っている︒ともに両親と子供とのかかわり︑情

この本にとりあげられたものは佐渡にかかわりのある詩歌

の心が充分に分かったような気がした︒文は人なりとの詞を

の絆が淡々と綴られていて感銘深い︒この二文を読んで著者

すさ

い心使いをする人柄に感銘した︒

が︑父君の修之助氏をいたわり︑控え目で︑来訪者にも細か

百五十六人であるという︒佐渡に渡った文人︑新潟から佐渡

心の洗われるのを覚える︒解説的な部分︑エピソードがよく

あらためて思いながら︑他の章を毎日少しずつ読んで楽しみ

い歳月をかけて一文一文充分に調べ考えて書かれているので

調和して生き生きしているので興深く︑人を引きつける︒長

を望んで思いを馳せた人︑佐渡出身の人たちの詩歌︑佐渡に
悉く適切な選定がなされている︒﹃佐渡の百年﹄は父君修之

流されて命を終えた古人は勿論︑佐渡の民謡にいたるまで︑

助氏の名著であることは周知の通りであるが︑今度のものは

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ

7

仲間︑金子のぼるが︑文弥人形同好会に声をかけて︑自ら太

この日︵二十一日︶新町を訪れた︒町役場につとめる八鶴Ｖの

8

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ
あろう︒

ぶように願部落を抜けて︑外海府の海岸線を相川まで走り︑

翌日は修巳君運転の︑あまり高級とは言いかねる車で︑跳

句だ︑という気持が︑私にはあったからである︒

が︑私はゑんな捨てている︒よそ者のくせに︑何が社会性俳

で即興の句などを作り︑修巳さんがホメてくれた句もあった

夜の日本海には烏賊釣り舟の灯が点々として見える︒そこ

も︑﹁社会性﹂的な味だった︒

の刺身を箸につまんでみせ︑﹁つまんで︑だらり企垂れるょ
うじやダメです﹂なんて言う︒そのとおりで︑ウニもモズク

君と︑もっぱら海の珍味をむさぼり食った︒修巳さんは烏賊

いか

も︑二つ亀も︑妻の河原も︑もってこいだったが︑私は修巳

う連中には︑佐渡は好箇の素材地となっていて︑それには願

当時︑社会性俳句と称して︑疎外地だとか︑秘境とかを詠

部落の︑二軒ほどある宿屋の一つに泊まった︒

と︑彼の運転する車で︑内海府の海っぺたを走り︑北端の願

まわったついでだったと思う︒両津の港に出迎えてくれた彼

佐渡を訪れたのは︑旅行会社の取材のために︑奥の細道を

と記している︒

夫となって︑歓迎のために︑わざわざ演じたものであった﹂

司馬遼太郎氏の序文も素晴らしく︑私も司馬ファンである
が︑この作者の詩人素質を再確認した︒氏は﹁佐渡学﹂とい
う詞を創られているが︑父子二代の業を認めるのにこれ以上
の言葉はあるまい︒

本書が届いたのは三月二日︒私は飾った豆雛のまえで俳句
の友達に佐渡の思出︑山本邸の話などを話しながら︑新潟高
校時代に寄居浜から眺めた佐渡の姿を思い浮かべた︒そして

︵毎日新聞俳壇選者俳誌﹁橡﹂主宰群馬県在住︶

山本さんがいかに佐渡を愛しているかを沁々と感じたのであ
︾︵︾○

ひとむかし

清水基吉

十二年前の五十年七月二十一日の夜︑佐渡は真野町新町の
﹁佐渡のうた﹂をひらいて思い出した︒

大神宮で︑文弥人形を見たことを︑私は山本修巳さんの著書
修巳さんの﹁佐渡のうた﹂は︑佐渡に係りのある古今の詩
歌︑短章をくまなく拾いあげた労作だが︑その中に私の﹁よ
しゆう

よと泣くとき夏驍雨してきたり﹂という句も収録されてあっ

﹃

て︑彼は﹁基吉は二十日に佐渡を訪れ︑外海府に一泊ののち

､

すぐ目の前に真野湾がひらける旧真野本陣の山本家へ辿り着
修之助翁もお元気で︑すっかり御馳走になり︑二丁ほど先

いた︒

の大神宮へ出かけたときはや雨催いして︑すっかり暗くなっ
ていた︒社会性俳句に気乗りせぬ私も︑文弥では︑愛着する

凝視し続けたものの重さ

﹁佐渡のうた﹂を読んで

高野喜久雄

共に重厚な一巻となってついに上梓された︒ずっしりと手に

待つこと久しかった山本修巳氏の一ｌ佐渡のうた﹂が︑名実

修巳さんはその頃︑三十七︑八歳だった︒一︑二年して︑

こたえるこの重さは︑まさに十五年の歳月をかけて︑氏が心

句が残ったのである︒

ているということで︑一晩︑私の家に来て泊まった︒気管支

姉さんだか︑妹さんだかが︑私とおなじ湘南の町に嫁いでき

である︒

血をそそいで掘り起こし︑凝視し続けたものの重さそのもの

ロジーである︒

百五十六人︑実に千二百六十五年の時間を紡ぐ見事なアンソ

流されたしや佐渡の月﹂とうたったドナルド・キーソまでの

佐渡最初の流人︑万葉の歌人穂積朝臣老から︑﹁罪なくて

喘息が持病とかで︑そう言われると︑ひ弱そうだが︑﹁私は
なんて笑っていた︒

野球が出来ないのに︑学校では野球部のカソトクなんです﹂
そんな修巳さんが︑十五年の歳月をかけた﹁佐渡のうた﹂

という立派な著書を出版した︒俳句はさておき︑私は学を好

た︒私はいま︑この壮大な魂のシソホニーに圧倒されほとん

この詞華集をひもときながら二ヶ月近くが過ぎてしまっ

ご尊父の修之助翁のご加餐を祈る気持はもとより︑私は修

主旋律がある︒一つは順徳院︑日蓮︑京極為兼︑〃世阿弥元清

ど言葉を失っている︒ここには︑確かにそれとわかる三つの

む人間が好きだ︒

巳さんに最大の敬意を表したい︒二泊三日間︐さんざん︑世

旋律ｏ︑そして三つ目は︑司馬凌海︑森知幾︑北一輝︑士田杏

一つは佐渡を訪ねた多くの文人墨客達の奏でる旅愁と沈思の

など心ならずも佐渡に配流された人糞の無念と悲嘆の旋律︒

話をかけた十二年前のこまごまが︑にわかに︑なつかしく甦
る思いである︒
︵芥川賞受賞作家俳誌﹁日矢﹂主宰鎌倉市在住︶

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ
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途な思惟と探求︑その多彩な星達の旋律である︒

村︑土田麦隠︑有田真平︑有田八郎など︑佐渡に生まれた一
著者はその﹁あとがき﹂で︑﹁佐渡という舞台の腱間瞬間

佐渡のうた叩ⅡⅡⅡ

それにしても︑﹁天の命返して情し雪の旅﹂と彫られた美

しい辞世の句が︑新穂の俳人中川収之の墓石にあるなどと教

く無宿人多十の辞世の句﹁道すがら雪折竹の名残かな﹂を掘

しかしさらにうれしいのは︑たとえば処刑場に引かれてゆ

えられるのはうれしいことである︒

り起こす時などにみられる︑氏の筆のあたたかさ︑その眼差

に生きた人灸の心を掘り起こす感動﹂をかみしめながら書い
たと述べている︒﹁佐渡のうた﹂はまさに︑この﹁掘り起こ

それにしても︑この詞華集が類書を遙かに越えているのは

及もうれしいものだ︒

てをかけてついに佐渡に永住したという橘法老の生涯への言

もうれしいことだが︑その歌許愛した旅人︑日蓮研究にすべ

﹁旅人に佐渡は野菊の濃きところ﹂の素十の句に出会うの

しの冴えに出会うときである︒

す感動﹂の素晴らしい結晶である︒

どの言葉に耳を澄ますときも︑氏の心はいつも大きくてあ
たたかい︒しかもその筆はつねに正確で︑永い眠りの中にあ

プ︵︾Ｏ

る言葉をさえやさしく揺り起こし︑生き生きとうたいださせ
どの頁にも不思議に︑まだ私の出会っていない佐渡があり

何故であろうか︒勿論名門山本家に生まれたという恵まれた

絶句するほどのドラマ承ある︒永く山本家に伝承されている
と分析︑そして何よりも俳句で鍛えられた鋭い眼差しと豊か

豊富な資料や文献︑加えて氏の国文学者としての徴密な検証

によりも見逃せないのは筆を執る姿勢の見事な一貫性であ

境遇や資質︑郷土に寄せる深甚の思いがあったにもせよ︑な

と氏は考える︒それにしてもその﹁辞世の頌︲一は凄い︒勿論︑

日野資朝の大きさをしのぶには︑檀風城吐に立つのがよい

降りそそぐ蝉の声を聴く︒

世阿弥元清の配所に立てば︑いつまでもその﹁腰掛石﹂に

の足は常に︑掘り起こすものの場所に正確に立っている︒

る︒氏の言葉はけっしてただ机の上で書かれてはいない︒氏

な感性こそが成し遂げたわざと言うべきであろう︒↓
佐渡に生まれ︑時々は懐かしい佐渡に帰る︒しかしこの一
巻ほど︑私をいま佐渡に深く出会わせてくれるものは無い︒

富安風生の句﹁殉教哀話佐渡にもありて山に百合﹂の解説
で︑あの小さな島に百人もの殉教者がいたこと︑そしていま
も中山峠に︑その﹁切支丹の墓﹂があることを知ったのは︑
佐渡生まれとしてはかなりの不明であろうか︒
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、

精綴を極める処刑場面の解説も鮮烈で忘れられない︒

京極為兼を思えば︑おそらくその耳にも聞こえたであろ
う︑八幡の冬波のひびきを聴く︒

さらには︑為兼と遊女初君の物語を追って寺泊まで出かけ

る︒烏が木から木へ鳴きながら飛ぶ︒京都の市街がばるかに

た︒﹂と書く氏の心のふるえが避けがたく伝わってきて︑私

眺められる︒私は烏たちの浄土に眠る兄弟を羨ましく思っ

また︑佐渡の寛延一模で︑佐渡から伊豆の新島に流された

もまたそこに立っている錯覚にとらえられるのだ︒

才をこえて佐渡を追われた七左衛門の望郷の思いの歌も忘れ

名主︑本間七左衛門のこともこの本ではじめて知った︒六十

二人の尼僧が発起したという初君の石碑の前に立つ︒為兼へ
の返歌とされている初君の歌︑﹁物思ひこしぢの浦のしら浪

いまにして言えることは一つだ︒氏が東京での白熱の学究

法において第一級であることはもはや疑う余地がない︒

タイトルは﹁佐渡のうた﹂だが︑この詞華集はその質と方

い出会いが待ち受けていた︒

こうしてどこを開いても︑私には今更のように佐渡との深

ることが出来ない︒

も／立かへるならひありとこそきけ﹂については︑｜︲歌風は為

兼には他にもある︒自然の杼情を美しく︑技巧的に詠む︑そ

兼に似ている︒切迫した心境を知的にとらえている歌は︑為
のころの一般的な歌風とはちがっている︒この歌は為兼が遊
女初君に仮託して詠んだものであろう︒﹂と氏は言及する︒

京都智積院にある麦儒︑杏村兄弟の墓を訪ねて︑氏の筆は

他ではない︒まさに﹁掘り起こすものの場所に正確に立つ﹂

生活を終えられて︑畏敬する厳父のもとに立ち帰られたのは

ほとんど詩人の筆を超えるものとなる︒﹁麦催の墓は︑周囲
を生垣にかこまれ︑白いラッパ水仙に桜の小枝︑赤い温室育

さを証ししてもいる︒

ためであったのだ︒この一巻はまぎれもなくその言明の正し

ちの菊が供えられていた︒杏村の墓も生垣にかこまれていた
が何も供えられていなかった︒ただ墓の前の青み始めた草の

﹁いとしげくふりつづくるにたまゆらにみづにきえ
ゆくはかなきはうみにふる雪﹂とうたった修之助先生も

．上に蝉の脱け殻があった︒耳を澄ますと早熟な蝉の声が聞こ

この詞華集の重さにさぞかしご満足のことだろう︒

えるのかもしれないが︑近くに喬木の林があって︑小鳥たち
の合唱が溢れ︑蝉の声はうち消されてしまうのである︒椋鳥︑

︵詩人高校教論
諭新
新穂
穂村
村出
出身
身鎌
鎌倉
倉市
市在
在住︶

山鳥︑鶯︑郭公︑などかしましい音色が心地よい︒時々鶇の
ピィーピッピィーュイという声が︑春のおだやかな空気を破

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ
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山本修巳の大著
﹁佐渡のうた﹂を読む

松田昭三
この書は︑佐渡をうたった詞華集であると同時に︑佐渡に
にとどまらず︑それぞれの作者の作時の周辺から生涯の事績

かかわった文人墨客の人名辞典にもなっている︒単なる評釈
にまで筆が及んでいる︒そのために︑正直言って︑文学的表

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ

の少女たちと同じように︑十四歳で就職試験を受けるために

三月の荒れた日本海を船で渡ったのだ︒

貧しくて娘たちを高校へ出してやることができない親たち

は︑せめてもの心やりに︑娘たちの門出に赤飯を炊いて食べ

させたのだ︒それを娘たちは船酔いのためにみんな吐いてし

まった︒ああ︑なんという残酷！

この一篇に接することができただけでも︑私はこの大部の

一冊を読んだ甲斐があった︒

もう一つ気に入ったものを挙げるとＩどうもわが身にぱ

ゑづうみの岸の草生に山なせる

かり引きつけてしまうが︑吉野秀雄の一首︒

が︑評釈はどれも興味深く教えられるところが多いものとな

現としては平凡なものも少なからずとりあげられているのだ

牡蛎殻白し後の月の夜

ある︒

私は︑二十歳の頃︑全くこの通りの情景Ｉ︑まさにその

っている︒著者の博覧強記と調べ魔的探求心は驚くばかりで
佐渡を書いた書物は︑私も大分読み漁ったつもりだが︑安
水稔和の﹁島から﹂という詩には本書で初めて出会い︑思わ

ないこと︒﹁タウト日記﹂には佐渡紀行の部分があり︑庄野

意外だったのは︑プルーノー・タウトと庄野潤三が見当ら

場所で︑今流に言えば︑青春していたのである︒

船底で

潤三には﹁佐渡﹂という小説の他に佐渡に触れた心優しい随

ず︑あっと叫んだ︒

いっせいに吐いた赤飯︒

少女たちが

︵シナリオライター新穂村出身東京都在住︶

惜しい巨人のように思われるのだが︒

筆もある︒とりわけタウトは来島した貴顕の中でも逸しては

ここまで読んだだけで︑私にはすべてがわかった︒私もこ
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織物としての
﹃佐渡のうた﹄

大沢達郎

／︑の逸話を追いかけているうちに︑いつの間にか一つの物

語を読朶終えた気持になった次第です︒それは︑世阿弥・順

徳院・為兼・水替え人など﹁流され人﹂を縦糸に︑島人・来

島者を横糸に︑佐渡という壮大な織物が︑ここで織り上げら

なさったものを利用されたとあとがきに断わってあります︒

これほどの数の佐渡に関する詩歌や文章は︑ご尊父が蒐集

れたと言えるように思います︒

確かにこの著書は︑ご尊父のお仕事があって︑その上で生ま

先生の大部な著書を拝見させて頂きました︒十五年もの長
ということにめまいのようなものを感じます︒

花を咲かせたものは︑先生の文学魂がなさせたわざであり︑

せられ︑文字通り父子二代の仕事と呼べそうです︒そして︑

れた作品と言えますが︑親の蒔いた種が︑子によって開花さ

きに渡って書き継がれてきたものが︑一冊に纒め上げられた
帰省の折に︑新聞連載で何編かは目にしていましたが︑今
驚きました︒かつては︑作品としての魅力に乏しい詩歌に︑

単なる郷士史家では︑このような詞華集に纒め上げられるこ

回まとめて読んでみるとその当時とはまるで印象が違うのに
佐渡に関するということで文を綴るのにどういう意義がある

とはなかったろうと思われるのです︒例えば次の句︒

々とした葛の葉裏は︑さむざむとした若い無宿の心であ

を吹きぬけた︒大きな葛の葉が︑一瞬白く裏がえる︒白

ふと一陣の秋風が︑一枚石の墓に巻きついている葛の葉

くず

風の蔦〃坑夫人夫″の墓とのみ︵中島斌雄︶
﹁水替え無宿の墓﹂を詠んだものですが︑その鑑賞を

くず

のだろうといった疑問がありました︒また︑郷士研究を郷土
ナショナリズム︵主義︶として︑不遜にも狭い世界と感じと
っていました︒郷土研究家にとっては︑それはもう解決済み
ところが今回︑本になったものを読み進めていくと︑ひた

のことであったり︑自明な行ないであることでしょうが︒

すら圧倒されたのでした︒何に対してか︒人物に︒彼らが思

と結んだところには︑歌人でもあられる先生の読みの深さが

うたびと

る︒小さな紫紅色の葛の花が咲いていた・

窺えます︒そして︑先生が見つめる佐渡の自然は厳粛で︑実

い︑坤き︑沈思し︑諦観したところの心の働きに︒人の営み

いに︒馨しい多様な人物が登場し︑それらが紡ぎ出す一つ

に︒さらには︑それらを抱え込んだ佐渡という地のたたずま

佐渡のうた叩ⅡⅡⅡ
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ます︒

に美しいと感じたことを申し添えて︑感想を閉じたいと思い
︵東京都立高校教諭佐和田町沢根出身︶

﹁佐渡のうた﹂感想

松井秀樹
本を開いて驚いたのは︑佐渡が︑非常に大勢の︑そして様
糞な人糞にうたわれてきたということである︒恥ずかしなが
ら︑私が知っていたのは︑最初の芭蕉のうたぐらいで︑その
他はすべて初めてであった︒しかし︑逆に言えば︑あまり知
られていない︵私が知らないだけかもしれないが︶うたを豊

あるところに︑この本の存在価値があるのではないだろう

富な資料をもとに︑適切な解説を付してリスト・アップして

か︒

さて︑取り上げられている個交のうたでは︑私が最初に読
んだのは︑北一輝・有田八郎・本間雅晴のうたである︒理由
は︑自分が関心を持っている方面の人であるということ以外
は衝撃であった︒有田八郎は︑﹁宴のあと﹂事件の関係で︑

特にない︒蛇足ながら︑有田八郎が佐渡の出身であったこと

1
4
1

佐渡のうたＭⅡⅡⅡ

憲法の本にしばしば出てくるのであるが︑私は︑彼の経歴︑

思想等について無知であった︒お恥ずかしい限りである︒

この三名に限らず︑うただけでなく︑その作者の経歴︑思

想等を紹介してあるのは素晴らしいと思う︒そのうたの生ま
思うからである︒

れてくる背景を把握することで︑うたの理解は数倍深まると

今のところは︑この程度の鑑賞しかできないが︑佐渡人と

︵畑野町三宮出身東京大学法学部学生︶

しての最低限の教養を身につけるために読んでいこうと思っ
ている︒

て不適当であったと思っています︒︵山本修巳︶

が多いのに︑私の鑑賞は国仲に多い﹁鮎をすくう漁法﹂となっ

歌﹁鮎の石焼﹂の項ですが︑羽茂地方では︑﹁鮎は突く漁法﹂

作者および読者に深くおわびいたします︒また︑内藤鋸策の

づうみの岸﹂の誤植です︒

山なせる牡蠣殻白し後の月の夜﹂の﹁みづうぷの岩﹂は︑﹁み

﹁佐渡のうた﹂所載の吉野秀雄の歌﹁みづうみの岩の草生に

おわび

口

拝啓

害簡 Ｉ
福田清人

●

○

１１︲

凸ＴＩＬ■■０人▼
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大蔵

す︒司馬︑工藤の両氏が一生懸命の文を寄せていることから

御恵贈賜わり恐縮に存じます︒落掌御礼︑まずは申し述べま

︵文芸評論家東京都在住︶

御高承のように︑東京は政治も経済も半狂乱の状態︑それだ

なめずりする思いでおります︒ありがたいことであります︒

密度がこまやかで︑ルポルタージュの眼で読むのも一興と︐舌

には至りませんが︑佐渡を訪れた文人の心の軌跡を付度する

長旅のあと修己様の御芳作に接しましたので︑いまだ読了

氏ノ○

指導を深謝しつつ︑一生の記録にとどめるのでございましょ

れます︒その軒を過ぐる者︑先生の温容に接し︑懇篤なる

だけでも︑佐渡研究における﹁山本家﹂の重さが充分に窺わ

このたび思いがけなく︑御令息修巳様の御著﹁佐渡のうた﹂

先はお礼まで三月十五日

末筆となりましたが︑御令息にもよろしくお伝え下さい︒

御自愛下さい︒

御令息の﹁あとがき﹂で貴下と小生ほぼ同年です︒何とぞ

目にかかった日からすでに三十年となりました︒

草田男氏の句も示されておりますが︑初めてあの旅で︑お

を︑拝読しております︒

描いた貴地を︑更に展望して余すない貴重な興味深い高著

を御恵与賜り︑厚くお礼申します︒多くの人が多面から捕え

音に打ちすぎておりましたところ︑過日は御子息様の大著を

梅花料哨の候を御清健の趣︑大慶のことに存じます︒御無

拝啓︒

ｌ順不同Ｉ

I

！

春の気配が濃かったり︑雪が降ったり三月の半ばとなりま

柳

I

した︒御健勝にお過しのことお喜び申します︒

草

佐渡のうたⅡⅡⅡ皿
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○

たが︑芭蕉が﹁おくのほそ道﹂の旅を果たした後の人生を

実は私もこのところ︑文学における風土︵特に歴史的な︶

読書に不自由していますが︑ゆっくりゆっくり楽しんで拝見

しいものをお作りになりました︒小生このところ眼を痛め︑

i
l
6

佐渡のうた叩ⅡⅡⅡ

︵歌枕︑俳枕︶に関する編纂物の乏しいことを指摘した文章

を﹃俳句研究﹄︵矼・︑．ｕ︶に寄せ︑また自分でもそうし

けに文言に心を寄せられる御当地の幸せを思っております︒

維時冴えかえりの日々も有之︑一入の御自愛を切にお祈り申

の意味でも︑私にとってはまことにありがたい賜物でした︒

た編纂物の企画を進めておりましたところとて︑御新著はそ

﹁残生﹂と観じながら︑その﹁残生﹂の中で軽みへの道を切

○

し上げます︒三月九日︵文芸評論家東京都在住︶

り拓いていったように︑このたびのお仕事を契機にさらによ

﹁私の人生の終着駅﹂との御感懐もさこそと存ぜられまし

このたびは素晴らしい新著をお贈りくださいましてまこと

尾形

にありがとうございました︒こういう書物は一気に通読すべ

目崎徳術

︵成城大学教授川崎市在住︶

いお仕事を進めてゆかれますよう祈ってやみません︒

申し上げます︒

この度は御新著﹁佐渡のうた﹂御恵投賜わり︑あつく御礼

○

きものではないと︑毎日惜しゑ／Ｉ味読させていただいてお
芭蕉の﹁荒海や﹂の一句に始まり︑御両親様の御作︑そし

ります︒

て御母堂を葬られた際の御自身の御作︵このくだりでは感涙
を催しました︶に及ぶ︒これは結局は詞華集の形に託した自
分史なのだと思いました︒どの作家の︑どの作品についての
御文章も︑いずれも深い共感にもとづく周到な省察に貫かれ
ているのは︑そのことによるものでしょう︒鑑賞文自体が文

大冊の量︑造本の妙︑さらには佐渡にゆかりの人物の多彩

の重要性に関心をいだき︑日本では歳時記がこれほど盛んに

しております︒

さ︑そしてこれを叙しての流麗な御文章と︑まことにすばら

編まれているのに︑もう一つの重要な発想契機としての風土

膝を叩きながら読み耽っている次第です︒

学であるような︑こまやかな感受と表現に︑毎・ヘージ︑毎行

拝復

ｲ
カ

感銘を受けました︒この本に出てくる人物や場所・うたが佐

うたｌが一体となってそこに〃哲学″を感じさせるこの本に

のびになりましたことを深くおわび申し上げます︒

不精者で︑学年末や入学試験の多忙にまぎれて今日までのび

細川加賀

︵慶応大学教授両津市出身横浜市在住︶

ご健筆を祈ります︒三月二日

○

した︒結社の仕事に追われてまとまった仕事が出来ずうらや

がらよくこれだけの大仕事をなされたこと実に見事と存じま

御高著﹁佐渡のうた﹂拝受司馬遼太郎の序文もさることな

岸田稚魚

三月三日︵俳誌﹁初蝶﹂主宰千葉県在住︶

もありません︒心から御祝いと敬意を表したいと存じます︒

様にひきつづいて尊台の御仕事の貴重なことは今更申すまで

葉として適当ではないかも知れませんが︶が必要で︑御尊父

るの観がありますが︑やはりそれなりの言伝︵というのは言

佐渡は多彩な歴史︑恵まれた風土という点で︲も︑他を圧す

し上げます︒

御礼申し上げます︒集中拙句もお採り上げ頂き重ねて御礼申

このたびは御労著﹁佐渡のうた﹂御恵投賜わり有難く厚く

○

渡で育った自分の知識や心の中で幼い頃から経験し理解を容
易にしていることもあるのですが︑それ以上に︑それらを見
事に表現し発展させて︑読む人の心を揺ぶっているものは史
実と先生の奥深い知識であると思っています︒

先生が幼い頃から気管支炎喘息に悩まされたこと︑御母堂
様が旧家に嫁がれて御苦労なされたことなど︑私と一脈相通
ずるものがあり︑身近かさを感じました︒｜また挿絵をお画き

になられた笹井さんのことは︑私は祖父や母からもよく伺っ
ていました︒人との一期一会は本当に不思議でまた楽しいも
○

のです︒三月十九日︵横浜市立大学教授金井町出身東京都在住︶

若林真

先日はご高著﹁佐渡のうた︲一のご恵投にあずかり︑厚くお

その上小生のことにまで言及していただき恐縮至極に存じ

礼申し上げます︒

のであり︑大兄のご努力に敬意を表します︒

ます︒このような書物を完成するには多大な忍耐を要するも
もっと早くお礼を申し述べるべきところでしたが︑性来の

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ
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りの事と御慶申上ます︒その上小生にまで御恵投頂き厚く御
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礼申上ます︒各地区にまつはる詩歌句それ人︑に興あり︒

此度は多年の御苦心になる﹁佐渡のうた﹂御出版になり何よ

もりでいたのですが少交身体が不調で取止めになってしまい

更に筆を添えてその史伝民謡をはじめ興趣豊かに楽しませて

ましく存じてます︒今年は二月ののぼるの修忌に渡島の心づ

﹁瑛牙﹂の六月号に紹介文など書かして頂く積りでいます︒

ました︑又︑折を見て是非お会いしたく思っています︒

くれ詩情をかき立てられゆる／︑拝読させて頂きました︒ま

︵良寛研究家新潟市在住︶

松井源吾

﹁佐渡のうた﹂ありがとうございます︒

○

欣の至りです︒更に御自愛御健闘祈上ます︒

御尊父様も老来愈を御精励一家御揃い郷土開発への御研讃

度御願申上ます︒

だお若くこれよりの春秋を郷土開発のため大いに御健闘頂き

いずれにしても立派に父君のお仕事を継れて修之助様もお
︵俳誌﹁眼汗﹂主宰東京都在住︶

よろこびの事と拝察しています︒

○

柴田光彦

この度は御高著﹁佐渡のうた﹂拝受厚く御礼申上げます︒

愈食御健筆お慶び申上げます︒年度末にて何かと御多繁と存
じますがくれぐれも御自愛のほどお祈り申上げます︒

大著の御出版おめでとうございます︒

機会をえてまた御面晤致し度く存じております︒くれ人＼

さしえが楽しく︑またのびノーとした字の配置︑私も今本を

に建った黒川君設計︑私が構造の民族博物館の竣工式に黒川

とアッッ島の慰霊碑を設計しております︒司馬氏は万博跡地

が︑司馬氏のアリューシャンの話ははじめてです︒今菊竹君

吾々の本は絵でなく︑図なので︑殺風景になってしまいます

書いているのですが︑それを参考にしたいと思っています︒

も御自愛の上御活躍くださいますよう祈り上げます︒乱筆御
︵跡見学園女子大学教授千葉県在住︶

海容下さい︒三月八日不乙

渡辺秀英

拝啓寒気の折弥糞御研精御喜申上ます︒

○

君が案内しているのを遠くから見たものです︒笹井さんのお
もやの庭なつかしぐ拝見しております︒
○

︵早稲田大学教授真野町出身東京都在住従兄︶

永六輔

﹁佐渡のうた﹂御労作をありがたく拝受︒この夏には鼓童

村の件で佐渡へ︒︵評論家東京都在住︶
○

上田三四二

小波のところ早速拝読しました︒あとゆっくり拝見させて

恵送賜り有難うございました︒

○

頂きます︒︵文芸評論家東京都出身︶

木村三四吾

久しく御意を得ませんでした︒今年は暖冬との前評判に気

がゆるんでゐたのか︑このところの寒のもどりにいぢけ切っ

てをりますが御地更にと御見舞申しあげます︒

楮本日は御近著﹁佐渡のうた﹂御恵與賜り乍毎々御芳情の程

全文の詳しい御照介をして︑戴けばなど欲深いことを考へま

交遊の条を拝読︒貼交帳のスケッチを見てその複製複写なり

幾重にも御礼申しあげます︒取不敢先づ石井夏海と馬琴との

れ︑お噂申上げる楽しみが失われました︒御健勝の趣︑大慶

○

小生もとりあげていただき恐縮です︒

御著﹁佐渡のうた﹂御恵送たまわり有難うございました︒

森澄雄

先は右御礼迄に草々︵国文学者奈良市在住︶

した︒

○

お取上いただき嬉しく存じます︒︵歌人小説家東京都在住︶

難うございました︒御労作の御出版お祝し申上ます︒拙歌も

このたびは御子息様の御高著﹁佐渡のうた﹂賜わり誠に有

に存じます︒

御無沙汰申上げております︒石原氏佐渡病院行き引退なさ

'

もう一度佐渡を訪れたいものと念じていますが︑四年前軽

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ
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巌谷大四

このたびはご高著一︲佐渡のうた﹂︵佐渡郷土文化の会︶御

◆

です︒楽しみに拝読しています︑︵俳誌﹁杉﹂主宰神奈川在住︶

い脳梗塞で倒れ︑少し右手も不自由で︑おおかた蟄居の生活

○

星野麦丘人

○

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ

堀切実

謹啓とり急ぎ御礼申し上げます︒

た︒多年の御研鎖の成果が︑このような立派な御著書になり

御高著﹃佐渡のうた﹄を御恵贈下さり︑ありがとう存じまし

私は二年前︑出雲崎に出かけ︑はるかに佐渡を眺めました

ましたことを何よりもお喜び申し上げます︒

速に小生にまでご恵投賜り誠に恭く存じました︒何事もそう

折︑最近︑訪ねる機会もなくなっていますが︑二度訪れまし

このたびは永年のご労作のご上梓おめでとう存じます︒早
でしょうが︑こうして一本に纏った作品を拝見いたしており

た︑懐しく︑心にのこる土地として︑この本を心あたたまる

︵早稲田大学教授東京都在住︶

徳田武

どられたお花の人形が︑あでやかに物を言おうとする﹂と解

た︒また︑一四○頁上段第二行は︑﹁青い黛と赤い唇にいろ

挿絵と共に史跡の写真をも豊富に加えたならば︑と思いまし

楽しく︑また行き届いた立派な御本と思います︒欲を言えば

幾人かの私の関心を寄せる人の章を読ませて戴きました︒

す︒早速︑川路聖謨・露伴・鵬斎・石井夏海・円山浜北など

拝復御著﹃佐渡のうた﹄御恵賜下され洵に有難うございま

○

想いを重堀ながら読ませていただいています︒

ますと︑時間に懸けることの大切さをつくづくと思い知らさ
れます︒

今後もさらにご精進下さるよう念じております︒とりあえ
ず御礼まで申上げる次第です︒︵俳誌﹁鵺﹂主宰東京都在住︶
○

大島建彦

お変りもなくお過しの御様子︑何よりとおよろこび申しあ
げます︒御新著﹃佐渡のうた﹄︑ありがたく拝受︒長年の御

︵東洋大学教授東京都在住︶

いつもながら︑お心にかけていただきまして︑あつく御礼

研究の成果︑有益に拝読させていただいてをります︒

申しあげます︒三月二日

22

●

すべきかと思います︒更にゆっくりと拝読致します︒

三月三日︵明治大学教授東京都出身︶
○

丸山昭夫

先日は大変立派な本を有難度う御座居ました︒

懐かしさがこみ上げて来ます︒そして自分の知らなかった佐
渡をかい間見る事が出来ました︒勝太郎先生の挿絵もさわや
此の本をまとめる為に長い年月大変な御苦労があった事と

かな感じが致しました︒

思います︒心から御礼申し上げます︒
︵浅沼組真野町出身東京都在住従兄︶
○

伊藤その

前略長い間ごぶさた致しました今度はお手紙並びにご子
息様のご著書御送り頂き有難う御座いました︒

今迄方女に散見いたして御りましても︑こうして一冊の本に

○

暉峻康隆

啓上〃佐渡のうた″御恵送ありがたく存じます︒何分大著
お父上に御鳳声ください︒

なのでまだ読み切りませんがとりあえず御礼申し上げます︒

︵早稲田大学名誉教授東京都在住︶

摘草やおさゆればなお盛り上がる
○

蒲原宏

本日は大著﹁佐渡のうた﹄を御恵与いただきまして早速拝

読︑根気よくまとめられたのには感服いたしました︒読み上

げて夜が明けはじめまして今筆をとっているところです︒父

︵新潟県立ガンセンター副院長新潟市在住︶

祖相伝の筆力というものを感じました︒
○

平賀巳代治

ます︒わざわざご送付いただきありがとうございます︒大変

このたびは﹁佐渡のうた﹂の上梓︑心からお祝い申し上げ

げと喜こんで拝見して御ります︒

立派な本になり佐渡にかかわる著名な歌を集大成し︐若い研

まとめられた御労作拝見出来ましたことは︑長生きしたおか
昔のこといる／︑と思い出され︑近来にない有難い︑御本で御

︵新潟日報頸北支局長︶

究者にとっては何よりの研究書になると思います︒
︵真野町出身千葉市在住︶

座いました︒御厚礼申上げます︒

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ
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「佐渡の湖の碑」

梶井

H
召

雄

：￨

ら︑軍籍にあった人かと思ってもふたがそうではないらしい︒碑の

があるが︑その前方に並ぶ戦段者の碑の脇にこの碑があることか

お寺の境内南側には︑日露戦役での英霊を祀る偲巽堂という建物

佐渡湖の名はみられないのである︒

ないのである︒期待した地元草相撲関係の資料にもどういうわけか

たとみえて碑を訪ねる人もいない︒しかも同家はこのお寺の檀家で

でも旧家だったらしいが現在はなく︑親類・縁者の方も他所へ移っ

るというが︑それ以上は分らないということだった︒助九郎家は町

この人は夷町の助九郎︵木村姓︶から出た草相撲を取った力士であ

数年前︑この町の相撲愛好家︑斎藤喜八郎氏にお聞きしたところ

うか︒

てるに際し︑何かの縁でただ揮毫してもらっただけのことなのだろ

大錦とは何らかの関係にあった人なのだろうか︒それとも︑碑を建

佐渡湖という力士横綱大錦の謹書とあるから︑佐渡湖とこの

いＯ

写真の掲載はあるものの解説は付されてなく︑明らかにされていな

この碑に刻まれる佐渡湖という人物について︑地元の町史には碑の

さどのう承

の碑が力士の碑であることは一見して誰しも分るところであるが︑

けbb，

24

口横綱大錦︵第二十六代︶の書いた﹁佐渡湖の碑﹂

両津の夷町の外れに喪照寺という真言宗のお寺があるが︑このお

︵ママ︶︲

寺の境内片隅に人知れず力士の碑︵写真︶が立っている︒

碑正面﹁佐渡湖碑
横綱大錦謹書状誰汗鋤蓉

︵ママ︶

黒く光沢のある自然石に︑大きく佐渡湖碑︑その脇に横綱大錦謹
書︑台石にあたる部分には大正十四年十月建之と刻まれている︒こ

I

横綱大錦（第26代）の書いた

建てられた当時︑境内には広い空地かあり︑手の一画券一拝借して建

述の碑銘はこうした地方巡行の時にでも所望して書いてもらったも

い︒佐渡湖という人が直接大相撲と関わりのない力士とすると︑前

シコ名は︑この第二十六代横綱大錦卯一郎の横綱名を継いでいるこ

現在︑大相撲で活躍している羽茂町出身の大錦︵出羽海部屋︶の

のではなかろうか︒

人は愛知県出身の第二十八代横綱大錦大五郎である︒この両者は卯

いて取材にみえたことがあったが︑この時は佐渡湖碑そのものの取

とは衆知のとおりである︒以前︑新潟のラジオ局の方がこの碑につ

材よりも︑横綱大錦と地元大錦との繋がりを聞きたかったらしいの

一郎が明治四十二年の入門︑大正六年横綱昇進︑同十二年引退︑大
界でもはぼ同世代を歩んだライ・︿ル同志であった︒二人はたびたび

私の﹁佐渡の郷ｆ玩具﹂︵昭和四十八年刊︶を︑甥の松井源一

一

﹀

︾

︶

一

ｊ〜くＩｊ１〜〜１〜１〜ＩＩｌＩｒｌｌｊ〜Ｉ１ｌｊｌｉＪｊ〜く〜ＩＩｊｌｌ〜ＩＩＩｊｌＪＩＩ︲くく１１１１−

﹁佐渡の郷土玩具﹂について一

したころであったように記憶しているｇ

確か︑現在の大錦が三賞独占という偉業を成し遂げ︑小結へ昇進

である︒

先日︑機会があり東京在住の大相撲史研究家・加藤健治氏にお聞き
したところ︑当時の相撲会では第一の文人肌でインテリ力士といわ
れた二十六代横綱大錦卯一郎の筆跡に間違いないとのご教示をいた
卯一郎は当時めったにいなかったという中学卒の力士で︑横綱常

だいた︒

I之歳

陸山︵のち出羽海︶の門に入り︑師匠から﹁大阪に錦を飾れ﹂と大

くり︑その独特の単純な造形力と色調のうるわしさ︑ことに後一

一吾︵早大教授︶が︑早大名誉教授・芸術院会員今井兼次先生に一
一贈ったところ︑﹁早速御祖母さまの作品〃新町紙雛〃の頁をめ一

l
n
九

錦の名をもらったという︒大鵬︑双羽黒に次ぐスピード出世の記録

髪を大きく扱い︑そして後姿の艶めかしさに心曳かれてしまい一

￨
穆
圭

二年春場所︑力士の待遇改善問題に端を発した三河島事件に関わり

1十

をもち︑その速攻相撲は近代相撲の創始者といわれている︒大正十

lq

この﹁新町の紙雛﹂と︲いうのは︑源吾の祖母松井キヨ老女の一

1月

ところで︑佐渡湖のこの碑銘は︑どちらの大錦の手になるものか

対戦した記録も残っている︒

五郎は明治三十六年の入門︑大正七年横綱昇進︑同十一年引退と角

二人いる︒一人は大阪市出身の第二十六代横綱大錦卯一郎︑もう一

横綱大錦のこと大相撲には大錦のシコ名で横綱になった人が

てられたものらしい︒

h

ました﹂というお礼状をいただいたとのことである︒一

I 二

突如自らマゲを切って廃業︑横綱在位は五年と八ヶ月であった︒そ

一作ったものである︒
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の後早稲田大学の政経学部に入り︑卒業後は報知新聞の記者になっ

一された︒

｜なお︑今井先生は昭和六十二年

￨
図
f
I今

)‐〜〜へ〜〜一

たという異色力士であった︒

横綱在位時の大錦卯一郎の名は︑当時の地方巡業の資料に散見

１１１

されるが︑今のところ島内で興行が行われたという記録は翠ていな

｛ 五

佐渡古民謡鑑賞

山本修之助

テッコウ盛りは︑コッテリと高く盛ること︒
一五七

ウは︑卑下︵ひげ︶した女のこと︒この唄は︑あわて者の女

︵どうらん︶芽︵め︶たばこつめて﹂

︑ンヨウノミ親の代から三代伝わる桐の木胴乱

ニノーと発音する︒荷物をはこぶ時に使う藁で編んだ繩︶︑

こうしたコトバ入りのものがある︒荷繩︵になわⅡ佐渡では

これは︑唄の中にコトバの入ったもので︑諸国の民謡にも

親の在所へ草刈りに

が︑飯を炊く鍋︵釜で炊くが︑むかしは鍋でも飯を炊いた︶
に︑籠をかけたというあわて者をからかったものである︒
一五六

きざゑこんで入れたもの︶︑カヶゴ︵オカズを入れるワシ

モノで作った弁当︶︑カテメシ︵飯の中へカテとして野菜を

より小さい入れもの︶︑ショウノミ︵醤の実Ⅱ麦や大豆をま

セナコウジ︵背中にあてる藁で編んだもの︶︑ワッパ︵マゲ

ャを熱くして︑茶碗に高く盛って出してくれたが︑とうとう

おゑそテッコウ盛︵も︶り鼻え︵焼︶ェた

鼻の先を焼いてしまったというのである︒せっかく親切に︑

のころの庶民の日常道具をならべてある︒むかしをしのぶ民

ぜて醸造した食物︶︑胴乱︵刻み煙草を入れる器物︶と︑そ

︿

出してくれたのである︒かかさんは︑主婦のことであるが︑

これも笑わせる唄である︒奥さんが思いぶりに︑特別オジ

かかさんおいてくりぃ思いぶりはいやだ

r ／ ' " ． ／ … ／ "

コトパ﹁腰に鎌さしワッパにカテメシカケ・コに

おやじどこへ行く荷繩にセナコウジしよって

1

尊敬してのことばである︒﹁おゑそ﹂は﹁おじや﹂のことｐ

1
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八連載Ｖ第
としての

︲文学作品

回

けさも飯鍋︵ままなく︶に籠︵かご︶かけた

トシテッげのネショウだ

一五五

六

トソテッは︑粗忽︵そこつ︶︑またあわてること︒ネショ

／ " ／ … ／ 銅

俗資料のかずかずである︒
一五八

かしの人は︑これを噛むことによって精を出したのである︒
一一ハ｜

来いとの御状︵どじょう︶だ

どういう場合に唄ったものか︑よくわからないが︑とにか

ズロウヤム時や︒ヘェタでセゴウたたけ
ズロウヤム︵なまけること︒ズロウはズルイから転じたも

一度だけは行かなければならない︑というのである︒あまり

く︑今までたびたび来いというお手紙をいただいたが︑もう

行かザなるめぇ今一度

の︶︑ベェタ︵バイタともいい︑薪のこと︶︑セゴウ︵背な

医者の薬よりまだ妙だ

かの︾﹂と︶・仕事がいやになり︑怠けたいと思う時は︑薪で

に目上の人からのものであろうか︒

行きたくないところらしい︒御状は︑御書状で︑手紙︑こと

馴染やこの村に立ちにくい

行きや親里だ

一︷ハ︲｜｜

背中をたたくがよい︒医者からもらう薬などより︑もっとよ
ーモアをまじえた怠け者への一撃である︒

く効く︒薪で背中をたたくとは荒行︵あらぎよう︶である︒ユ

一五九

ろう︒自分の村からどこへも出たことのない娘が︑親のいう

できにくい︒親のいる実家の村がなつかしい︑というのであ

よその村から来た嫁が︑この村では︑仲のよい友だちが︑

坂の上の方から︑早く来いといって呼んでいるが︑この坂

来いサござれと坂から招く
坂がテキノウてのぼられん
がとても難儀で︑そう早くのぼられない︑というのである︒

る︒

がまま他の村へとつぎ︑実家の恋しい心情を唄ったものであ

した唄のすなおさを︑私は愛する︒

さりげない︑なんでもない情景を唄ったものであるが︑こう

一一︿一二ゞ

ぱらぱらと一雨ほしや

一六○

あまりつらかろが生米︵なまごめ︶噛︵か︶まんか

旱勉︵かんばつ︶がつづくと︑百姓は自分の田へ水を引く

殿の番水よどむほど

なにか力のいる︑︲つらい仕事をしている時に︑かけられた

のに︑水量や順番があった︒そして︑お互いに︑水の見張り

これも仕事の精︵せい︶・となる

励ましの言葉である︒生米は︑まだ飯に炊いてない米で︑む
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い

秋の田地の分け打ちに

ければならなかったということである︒これを﹁秋田の分け

った︒そして︑おくれた者は︑その日のあとかたづけをしな

むかしは︑秋の田打ちに︑各自︑分け前をきめたものであ

となく︑その水の番に出ている︒．なんとか一雨降ってほし

もう幾日も日照りがつづく︒自分の思う男が︑夜となく昼

番をした︒これを番水︵ばんみず︶といった︒

い︒男のつらさを思う女のやさしいこころである︒﹁よどむ﹂

豆の畑で︑雑草を取ったあとに︑また草が生︵は︶えたと

あとに小草がそよそよと

豆の草取りや

一六七

打ち﹂といった︒これも︑思う男をはげます女の唄である︒

る︒文学的にもすぐれている︒

ということばも︑やわらかく︑古雅で︑この唄には気品があ
一六四

騒動関の妻の

いう︑普通は困ったところである︒しかし︑この唄は﹁小草

二十三は関番だ
水不足で︑喧嘩︵けんか︶の起る堰︵せき︶を騒動関とい

れていると思う︒

がそよそよ﹂と︑美しく唄っているところが︑文学的にすぐ

と︑元気づけたものである︒

るものは︑なにもないから︑いっしょうけんめい植えなさい

苗を植えながら︑どんどとあとへさがれ︑手や足にからま

ら植えたものであった︒

むかしは︑ワク︵正条植えの農具︶を使わず︑後退しなが

ラ苗ソラ苗﹂というハヤシ・コトバをつける︒

植えちゃさがれやどんどとあとへ
足手にからまるものなんでもない
田植唄である︒唄のおわりに﹁ユーカソランエーンソ

一六八

うのであろう︒その堰の番をしている人の妻は︑主だ二十三
女である︑とほめたものであろう︒

歳である︒そして︑けなげにも堰の番をしている︒気丈夫な
一六五

どうで一度は騒動のもとだ
ならぱほどよくすましたい
水騒動のことである︒どうせ一度は喧嘩がはじまるであろ
うが︑できれば︑なんとかおだやかにしてもらいたいもので
しいこころである︒﹁どうで﹂は﹁どうせ﹂のこと︒

ある︒これも家にいる女たちの︑外に働く男たちを思うやさ

一一ハーハ

負けるな殿よ
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ここ数年後鳥羽院を追跡し︑当然順徳院に思い及び︑した
がって御地再遊を期しておりますが︑何時に相成りますか︑

多くの御教示を庶幾っております︒いずれ何かの折には感想
を記させて頂きたいと思っております︒
︵聖心女子大学教授所沢市在住︶

末筆乍ら御自愛のほど祈り上げます︒三月中三
○

木水弥三郎

先日は御高著﹁佐渡のうた﹂御恵贈下されまことにありが
とう御座いました

父祖三代にわたる資料の蒐集と御研究の結集たる本書は質

又︑新村出先生の

﹁佐渡の荒海﹂︵新村全集十二巻所載︶

其他新村全集別冊索引によると︑佐渡に関する記載が各巻
にあります︒

例へぱ︑暁台﹁佐渡日記﹂︑﹁佐渡日記における三シ星﹂等を

尚︑新村先生の佐渡のお歌短冊二枚私蔵してをりますので

て︑

写真同封いたします︒もう一枚は﹁木水夫人に﹂と頭書あり

その香をかげば荒海おもほゆ

遠をし佐渡が島根のするめいか

︵もし各写真御望みなら送ります︶

尚︑去年刊行の﹁季刊著漉都﹂第二号︑小生大正十三年刊

尚︑本書末目録所載の﹁朱鷺曼陀羅﹂は小生未見ですがも

処女詩集の一部が載ってゐますのでお送りいたします︒

し残ってゐたらお頒けれがひたく存じます︒朱鷺資料も載っ

ことに敬服の他ありませんあちこちに挿入された筆蹟写真

量ともに他の類書をはるかに抜いた大著にて御努力のほどま

るほひを與へてゐます挿画を見てゐるだけでも思ひは佐渡の

も貴重にて︑又素朴古雅な挿画も豊富にて本書に文ならいう

い物をあげた拍止に腰痛がおこり︑挙止思ふにまかせず︑御

先は御礼かた人〜雑然と記しました︒半月ほど前︑少し重

希望なら御らん・に入れます︶

ます︒朱鷺に関する古今文献からの抄出であります︵もし御

志・鵜・阿等利﹂と題された七十丁余の稿本を所蔵してをり

てゐる由︑小生は新村先生から頂戴した先生単行本﹁桃花鳥

小生近来視力よわく早交には読みにくいのですがゆっくり

空へかけ て ゆ き ま す

尚︑書中に︑柳田国男﹃秋風帖﹄︵昭和七年梓書房刊︶所

楽しみつつ拝見させて頂きます

が省かれたのでせうか︒

載の﹁佐渡一巡記﹂﹁佐渡の海府﹂の二篇が載ってゐません

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ

17

何卒おふたりともおげんきにて

礼がおくれて申わけありません
即興二句

三月九日︵詩人神戸市在住︶

花冷えや朱鷺ほろびゆく島の春
朱鷺去りし古巣に島の月おぼろ
○

博

佐渡のうたⅡⅡⅡⅡ

こちこの御本を開いてみて︑もう二十年も前に三たび訪れた

すぐれた古今の詩歌のあったこと今さらに知りました︒あち

佐渡のあちらこちら淀思い出しています︒しかし夏だけの佐

渡でしたので冬の佐渡はどうなのかとも思います︒ここの所

は日本海方面は雪が降っているとか︸一ユースは伝えていま

す︒雪のある新潟県へ来てゑなければと新大の平野孝国さん

にいわれました︒佐渡の雪はそれほど深くはないと聞いてい

るのですが︑いかがですか︒またかつて貴兄が早大へ国内留

学されている頃も︑すでにこの稿を書かれていると知り︑あの

時にも何んのおせわもできずに失礼しました︒またこの御本

︑

の巻末の御尊父様の著作の目録を拝見して︑たいへんな御労

旧りⅡ″

久しぶりのお手紙と御著作﹁佐渡のうた﹂︑佐渡郷土文化

作の刊行を知り︑再び大きな文化活動に感動いたしました︒

︵民族学者東京都在住︶

の会一冊︑御恵与頂きました︒いつもながらの御好意は誠に
の伝統と御尊父様の御努力と御成果︑かねてより敬服いたし

浅島誠

た仲間として︑佐渡の自然ｌ文化ｌ歴史ｌ文化ｌ人間Ｉ心Ｉ

も折に触れて読桑返してみようと思っています︒佐渡で育っ

どこからでも〃うた″をゑて読んでゆけるので︑これから

く︑心揺りながら︑一気に読み通しました︒

先生からお送りいただいた﹁佐渡のうた﹂︑本当に興味深

○

有難うございます︒御郷里の文化のための御活動︑先祖代為
ております︒佐渡の詩歌についてこのような御労作のあるこ
と︑そちらの新聞雑誌を読む機会がないため︑今まで知らず
におりましたのでたいへん有益でした︒﹁胡蝶の夢﹂のこと
よりか司馬遼太郎氏の序文も興味ぶかく︑かつて日本海軍史
学会の会合に司馬氏がこられたことも思い出しました︒扉の
新町の貴宅のお庭の絵も︑かつてお訪ねしたときのことを思
い出します︒

さて私は詩や歌にたいへん暗いためか︑佐渡にこのような

18

』

一六九

今日︵きょう︶は日もよし天気もよいし
植えた車田は穂に穂がさがる

一七一

やれやれ草取りもすんだ

嫁も四五日親里へ

調査に行った時︑畦にいた老婆たちの唄った田植唄である︒

感が︑すなおに出ていてよい︒そして︑働いてくれた嫁も︑

言葉も出る︒この﹁やれやれ﹂の言葉の中には︑疲れと安心

〃重労働の草取りも︑ようやく終った︒﹁やれやれ﹂という

車田というのは︑神聖な宮田の真中に︑三束の苗を植え．

がしのばれる唄である︒

四︑五日実家へ休ませにやったという︒むかしの農家の家庭

これは︑私が昭和三十年両津市北鵜島の車田︵くるまだ︶の

これを中心にして︑三人の早乙女︵そうとめ︶が︑巴︵とも

二十五束︵そく︶のカタの稲扱︵こ︶くにゃ

一七二

え︶の紋のように︑後退しながらぐるぐる回って植える﹁田

夜シメ朝起きせにゃならん

植えの儀式﹂である︒中央に神柱をおいて︑その周囲をめぐ
しい田植神事である︒昭和五十四年﹁無形民俗文化財﹂とし

二十五束扱きや二百五十たぱだ
楽な商売だと殿な思うな

一七三

るという神の降臨の儀式につながるものであるといい︑珍ら

一七○｜

て︑国の指定をうけた︒

三番草に痩せた

むかしは︑稲の穂を扱くのに︑手扱箸︵てこいぱし︶とい

これは稲扱唄である︒

田植えも終り︑もう三番草のころは︑炎天下である︒暑い

だ︶に︑紐を通したもので︑これを左手に持って稲を扱いた◎

うものを使った︒約八審と約五錫くらいの二本の竹の管︵く

殿は夏山の木に痩せた
盛りに︑腰をまげて︑田の中の草取りは︑女にとっても重労

五十たぱになる︒女の人のつらい労働である︒

った︒二十五束といっても︑一束が十把︵ぱ︶だから︑二百

この稲扱きは︑女の人は二十五束扱くのが一日の分量であ

その時唄うものである︒

働である︒痩せ細るほどである︒それにつけても︑思う男も
うに痩せ細るほどの重労働に汗を流していることであろう︒

また夏の山で︑木挽︵ひ︶きをしている︒男も自分と同じよ

↓ＱＯ

自分の苦しさにつけても︑男を思う女の深い愛情を唄ってい
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1

一 一

カタは︑分量で︑ノルマである︒

むかしは︑籾摺りには︑﹁立ち臼﹂と﹁ねまり臼﹂があっ

臼すり唄︑また籾︵もみ︶すり唄である︒

るものを﹁ねまり臼﹂といった︒

た︒立って作業するものを﹁立ち臼﹂といい︑坐って作業す

余談であるが︑この稲扱唄について︑岩波文庫の﹁日本民
し歌詞だけで曲節は亡失﹂とあるが︑私は昭和三十七年十月

一七七

棹さしは楽だ

モアを増している︒

ある︒﹁摺る﹂と﹁剃る﹂が︑同じ音︵おん︶が︑一層ユー

臼摺りが︑そんなにいやなら︑頭でも剃れ︑と叱ったので

謡集﹂には﹁佐渡島に遺存する全国に類例のない労作唄︒但

聞いた︒そのころ︑まだ唄う人がいたのであった︒

十一日に︑両津市河崎桧田きち︵八十六歳︶老婆の唄うのを

・一七四

五束丁場で五把︵は︶負けた

負けたちゅうも負けた

根とりする者なてきなかろ

これは﹁立ち臼﹂の時を唄ったものである︒

一七五

は︑その棹の根の方をとって︑まわす人のこと・﹁てきない﹂

﹁棹さし﹂は︑臼をまわす棹を押す人のこと︒﹁根とり﹂

は難儀をすること︒﹁棹さし﹂の人は︑おおぜいで︑唄をう

五束とは負けん
これは︑稲刈りの時の唄だという︒

五把と三把と二把負けた
五束づつ六回に積んだものを一丁場といったそうだ︒みん

一七八

り﹂をする人の苦労を思った唄である︒

たいながら棹につかまっているのを見たことがある︒﹁根と

は十把のことであるが︑それを︑五把と三把と二把と︑分け

こうした時でも︑ユーモアを忘れない人糞である︒一束と

なに負けまいとする男の唄であろう︒

ただけで︑同じ一束のことである︒あたりまえのことをいっ

こしらえた臼は︑相手がお前で︑他人より一層軽く作業がは

じえて作って︑二人が相対って摺るものである︒今年新しく

これは﹁ねまり臼﹂の場合であろう︒この臼は︑粘土をま

今年合わせた新どう臼の
お前と相手が軽うどんす

て笑わせたものである︒
一七六

臼摺︵す︶れ粉摺れ
それがいやなら頭剃れ
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壁に寄り添うてひと時侍て殿よ

八一

﹁ございます﹂で︑古い言葉で︑これも古風のおもかげを残

小麦三升摺るは夢の間︵ま︶だ

かどる︑好きなお前が相手で何よりうれしい︒﹁どんす﹂は
す労作唄の傑作である︒

逢いに来た男に対して︑女がしばらくお待ち下さい︑小麦

を三升ばかり摺るのは︑すぐできる︑というのである︒男に

一七九

粉摺るセェコゲーだ

逢うことができた女のうれしさが︑よくあらわれている︒三

馴染みたか来い麦搗きに

麦搗︵つ︶きで馴染︵なじ︶んだ

八二

的な数字ともいえるのかも知れない︒

いうところも面白い︒しかしこの三升は︑分量でなく︑文学

升は︑今の五・四腸であるが︑それを夢のまに摺りあげると

殿の夏山ドゲーだやら
これは︑粉摺り唄である︒
ドゲーは﹁どの

むかしは︑穀物を粉に摺って食べた︒石臼で一人で摺る︒
これも重労働である︒コゲーは︐﹁このような﹂

ような﹂の外海府地方の方言である︒夏山は︑外海府地方で︑

木挽︵こびき︶男が︑夏に山に入って木を伐る作業のこと︒
自分は︑今粉を摺っているが︑とてもつらい︒夏の山で︑

むかしは︑主食の米に︑だいぶ麦をまぜて食べた︒そのた

一麦搗き唄である︒

め麦搗きは︑さかんであった︒そして︑ことに国仲地方はさ

う︒私などよりは︑一層つらい仕事であろうと︑男を思う女

かんで︑金井町方面では﹁搗き節﹂と﹁あげ節﹂という二種

⑲

汗を流して︑木を挽︵ひ︶いている恋しい男はどんなであろ
のやさしいこころである︒コゲーとドゲーを対句にしたとこ

も親しくなりたいならば︑麦搗きに来て下さいという女の唄

とは︑麦搗きの時手伝ってくれてから親しくなった︒あなた

麦搗きには︑若い男が来て︑女に手伝ってくれた︒あの男

である︒

この唄は︑佐渡の古民謡のうちで︑文学的価値の高いもの

類の一︲麦搗き唄﹂があった︒

ろにも妙を得ている︒傑作である︒
一八○

粉を摺る時やおいで

いつも妻戸の縁で摺る
これは恋の唄である︒男に向って︑わたしは粉を摺る時は
いつも妻戸の縁で摺っているから︑逢いに来てください︑と
いうのである︒

3
1

ぴやかさを思い出させる︒
一八六

今年はじめて漁師の殿もてば
磯がドンドラづいて目がねれん
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である︒詩型も短かく︑繰り返す言葉が︑意味を強める︒調
一八三

子も古風で︑万葉の歌を読むおもいがする︒

こんこらこんとこ搗け／

漁師の家へ嫁に来た女が︑波の音に寝つかれない状態を唄

ったもの．である︒﹁ドソドラづく﹂は︑波音が高く磯を打つ

底に茶碗はふせおかん
コンコラコン︑という麦搗く音で︑音楽的リズムがよい︒

音の形容である︒﹁目がねれん﹂という表現も稚拙で︑いか

私の家も︑真野湾の海岸にある︒子どもの時から聞き馴れ

にも︑土の香のする民謡らしくて面白い・

臼の底には︑茶碗を置いてないから︑力を入れて︑思う存
分搗いてもらいたいというのである︒
一八四

ている波の音も︑初めて泊った人には︑寝つかれないとい

う︒中学時代私の家に泊った田辺慶治君も︑波音に寝つかれ
一八七

なかったことを︑晩年までよく話した︒一

麦は搗きえでも
夜食︵やしょく︶とる時や腕まくり
麦搗きに来てくれたが︑あまりうまくも搗きえなかった︒

烏賊場から早う来る舟は
ヘタにこころがある舟だ

一八八

と︶沖で烏賊︵いか︶をとるやら眠るやら﹂とい弓唄もある︒

また︑これを茶化したべかわい男は百だち︵百ひろのこ

夜更けに思うかなしい心を唄ったものである︒

思う男︑また夫が︑夜の漁に出ているのを家にいる女が︑

波にゆられてつろうござる

かわい男はこんやも沖なかで

しかし︑夜のご馳走が出ると︑腕をまくって腹いっぱい食べ
るという︑皮肉とユーモアの唄である︒
一八五

流しましょう川の上︵か柔︶で
下︵しも︶で受けとれ川の下で
これは︑﹁麦搗き﹂という言葉はないが︑金井町新保で
川の上流で︑何か恋文でも流したら︑下流にいて︑それを

﹁麦搗ざ唄﹂の﹁あげ節﹂で唄ったものである︒

拾いなさいというものである︒川の流れが︑恋のとりつぎを
するという︑流れる水に自分の思いを託すという古代のみや

由

いう︒先輩か親などが︑若い漁師に︑烏賊の群来するのを見

ナッキは︑ナトキ︵魚時︶ともいい︑魚の群来することを

宵のナッキを見てごんし

らかったものである︒家に待っている妻のことでも思って早

て来いと︑はげました唄であろう︒

烏賊場へ出漁の舟が︑ほかの舟より早く帰って来ると︑か
く来るのだろう︑といった︒からかった唄ではあるが︑妻を

一九二

思い︑恋人を恋う男の純情も︑すばらしいことである︒
一八九

害の間に千も

烏賊場へは︑夜行くのであるが︑夕方に千匹も︑そしてま

夜明け烏賊場にまた千も

た夜明けにも千匹もとれたという豊漁のよろこびを唄ったも

どうもこうもならぱ
なんとか︑暮らしができるなら︑自分の思う人︵恋人ある

殿を烏賊︵いか︶場へやりやしまい
いは夫︶を︑板子一枚下は地獄という烏賊場などへ︑行かせ

すくいあげよ︑と景気のよい︑よろこびの唄である︒

が︑まだ七か所もある︒船に積まれないほどなら︑タモで︑

船頭さんよ︑急ぐことはない︒魚の群をなしているところ

いう︒

タカレは︑タカリともいい︑魚の群をなしているところを

︾︵︾Ｏ

これは︑櫓押し節︑また大漁節といい︑今は祝儀唄であ

船頭せきやるな七つのタカレ
船に積まれにゃクモで引け

−可九三

にしたところがよい︒

のである︒﹁千﹂を繰り返し︑．﹁宵﹂と﹁夜明け﹂を対象的

ブ︵︾○

はしないのに︑と漁師の夫あるいは恋人を持つ女の嘆きであ
一九○

バンジョウ場の碇︵いかり︶

引かせともない二十一に
バンジョウは︑秋刀魚︵さんま︶の佐渡方言である︒さん
まのとれるところは．海岸から十キロばかり沖で︑海が深いの

で碇も長いのであろう︒二十一というのは︑二十一歳の男の
ことである︒若い男ではあるが︑自分の恋人または夫に︑そ
ものである︒

んなつらい仕事をさせたくないという女の深い愛情を唄った
一九一

烏賊場はそこだ
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ー

一九四

町にあるものを︑御米蔵といい︑村にあるものを郷蔵といっ

江戸幕府のころ︑租税は米で納めた︒奉行所の所在地相川

ヲ︵︾Ｏ

一九八

佐渡の金山の歴史は古い︒江戸や大阪から多くの無宿人が

一に叩かれ二にしばられて
三に佐渡の山へ金掘りに

一九七

い﹂という女の音頭で唄う歌声で︑夜が明けたというのであ

この唄は︑その郷蔵へ米俵を運んで帰りの情景で︑﹁おき

れを﹁郷蔵づけ﹂といった︒

た︒初冬のころになると︑米俵を牛や馬につけて運んだ︒こ

いとしかやるな

地獄は世にない夏山だ
これは︑木挽︵こびき︶の唄で︑﹁りんぱ節﹂とか﹁目立
て節﹂という︒

主として︑大佐渡山脈の山深く入って︑木尭伐り出した︒

数十日も山ごもりして働いた．ことに︑夏の山の仕事は難儀
自分の思う夫︵また恋人︶を︑ほんとうに愛しているのな

で︑﹁夏山﹂といった︒

にないというが︑この夏山はその地獄である︒いかに重労働

ら︑決して夏山へは︑行かせてはならない︒地獄は︑この世

送られて来た︒

大工すりや細る

九五

であったか︑察することができる︒
山がなかよかろ

一重︵ひとえ︶まわりが三重まわる

細るというのである︒

かり身が細くなり︑一重まわる帯も︑三重もまわるほど痩せ

きることはできなかったという︒金掘りをしていると︑すっ

暗い坑内で︑カンテラをたよりに掘るのである︒五年と生

といっている︒

の大工一ともいい︑佐渡では大工のことを番匠︵ばんじよう︶

大工はデエクといい︑坑夫︵こうふ︶のことである︒﹁山

山でやつれた殿もてば
この山は︑﹁夏山﹂である︒

木挽仕事で︑夏山へ行き︑すっかり痩せおとろえた夫︵ま
た恋人︶を見ると︑あの﹁夏山﹂という仕事がなけりやよい
一九六

のに︑と嘆く女の唄である︒

郷蔵︵ごうぐら︶つけはもどる

おきい音頭で夜が明ける

3
4
1

I

一九九

台︵ふまえ︶は地獄の与三右衛門までも
冠︵かむり︶やつつじの細根まで

二○一

釜の口から﹁いらせ屋﹂が招く

見えりや﹁おとわ﹂が出て招く

は︑坑中にいて上の方を指す鉱山用語である︒坑内にいて︑

いう遊女屋に﹁おとわ﹂という評判の遊女がいた︒これから

江戸時代︑相川町間山︵あいのやま︶町に﹁いらせ屋﹂と

釜の口は︑坑道の入口のこと︒

足で踏んでいる土は︑地獄にいる与三右衛門までつづき︑上

の﹁おとわ﹂の姿を想像したのであろう︒

坑内に入ろうとする大工たちが︑遠くに見える﹁いらせ屋﹂

台︵ふまえ︶は︑坑中にいて︑下方を指し︑冠︵かむり︶

の方は︑地上に生えている美しい花を咲かせている﹁つつじ﹂

枕にして︑菰をかけてあって︑あわれであった︒

のを唄ったものである︒海岸に打ちあげられた死体は︑石を

相川町水金町の夷屋の遊女歌琴が︑弁天崎で投身自殺した

石を枕に菰蒲団︵こもふとん︶

かわい歌琴︵うたごと︶弁天崎で

二○二

悲しい底辺に息づく人びとであったのである︒

こうした金掘る男と共に︑そこに働く遊女たちも︑社会の

尺ノ○

金掘る男たちにとって︑女は何より慰承であったのである

のその細根につづいているというのである︒与三右衛門と
いうから悪人であろう︒上の方は︑﹁つつじ﹂の細根という

は︑どんな人かわからないが︑﹁地獄にいる与三右衛門﹂と

中の唄としては傑作である︒

言葉が︑美しい花を思わせ︑その対象の妙がよい︒暗い土の
二○○

早く叩いて称名寺山へ
あとは花松立てぐさり
称名寺山は︑大工たちを葬る山︒﹁叩いて﹂は︑金を掘る
タガネを叩くこと︒﹁花松﹂はお花として松を供えること︒

金掘りの仕事を︑早くすませて︑あの称名寺山の墓場へ

が︑しみじみと身に感ずる心

行きたい︒そのあとには︑供えてくれた松も枯れてしまうの
だ︒かなしい自分の生涯を嘆く大工の唄である︒あわれさ
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一

続︒抽栄堂軒過録菜訪人名録︶㈱

本修之助

五月四日相模原市の伊藤茂病院長︵両津市出身︶と村田耕

の﹁佐渡の首人形﹂の写真撮影のためであった︒

四月二十日田村祥男・石原励両氏来訪︒季刊﹁民話﹂の中

崎﹂を描いてくれた︒今も交際をつづけている︒

幸 一の中の井出氏は版画家で︑本誌第二十二号の表紙﹁寒戸

来訪した同会の主宰者瀬川拓男氏の急死が︑話題となった︒

出文蔵・中村純子・吉枝敬子の諸氏来訪︒前年の十一月六日

の同人であり︑その九月号に﹁真野御陵の守人たりし山本大

学校の先生よ﹂とよくいっていた○正氏は︑短歌雑誌﹁芸林﹂

高女に在学中の姉は﹁この大久保紫水というのは︑私たちの

いたもので︑私もその愛読者の一人であった︒そのころ新潟

堂﹁日本少年﹂に﹁紫水﹂の︒ヘンネームで少年小説を書いて

大を出て︑当時新潟高女の英語教師をしていた︒そして︑時

大久保寛先生の令息のそうである︒奇縁である︒寛先生は早

佐渡実科高等女学校︵現在の佐渡女子高︶の校長をしていた

た↓Ｕいろいろ話をしていると︑大正末期︵十二年Ｉ昭和二年︶

めであった︒真跡にはまちがいなく︑貴重な資料だといわれ

訪︒本居宣長研究の権威で︑私の所蔵の宣長の書簡を見るた

ｌ私の家をたずねられた人びとＩ

昭和五十一年

治事務長来訪︒私の刊行する﹁佐渡叢書﹂の会員である︒

六月二十一日国立国文学研究資料館教授の大久保正氏来

六月十六日名古屋市の女流俳人関谷圭生氏来訪︒

五月三十日岩瀬博氏民俗調査のため来訪︒

名来訪︒

七月九日作家水上勉氏︑﹁朝日新聞﹂学芸部の浜川博氏帯

後﹁遣歌集﹂にも掲載︶

例あらざる書屋なりけり﹂など十五首を発表している︒︵残

人五十年前の父知り給ふ﹂﹁佐渡を訪ふ文人墨客杖を曳かい

〃

五月十五日﹁直江津市史の会﹂代表渡辺慶一氏ほか会員十

一月二日﹁民話と文学の会﹂の守谷信二・立沢美智子・井

山

ﾉ

36

たびたび来訪されている︒何枚か写真を撮っていただく︒

八月十六日俳誌﹁狼牙﹂主宰岸田稚魚氏夫人同伴で来訪︒

︑

同来訪︒﹁朝日新聞﹂に連載の﹁ゑなと紀行﹂の﹁小木港﹂

た時記入する︒

九月四日外人の署名があるが︑判読できない︒後日判明し

取材のための来島である︒両津まで修巳と共に迎えに出る︒
で小木に向う︒

私の家で写真を撮ったり︑いろいろ話をした後︑修巳の案内

訪︒数日滞在して︑所蔵の国文学研究資料のブイルム撮影を

授松田修・早大教授神保五弥・東大助教授森川昭の諸先生来

たものである︒文学グループで畑野で歓迎会を開いた︒その

して︑同館に保存するためであった︒

九月二十一日国立国文学研究資料館館長市古貞次・同館教

後︑東京で交通事故で亡くなったのは気の毒なことである︒

十月一日季刊﹁銀花﹂編集長細井富貴子氏・社員柴谷啓子

七月二十五日短歌雑誌﹁詩歌﹂主宰前田透氏︵夕暮先生令

夕暮先生には︑昭和の初め︑東京のお宅を訪ねたことがある︒

氏来訪︒この時︑お目にかけた所蔵の石井夏海の﹁貼り交ぜ

息︶来訪︒畑野小学校々庭の金子不泣歌碑見学のため来島し

を記憶している︒

応接間に︑夏目漱石よりの書簡を額面にして掲げてあったの

を印章にしたもの︶を︑翌年︵五十二年︶三月発行の﹁銀花﹂

帳﹂の中の﹁籔刻仮名手本忠臣蔵﹂︵芝居に登場する人物名

八月一日日本文学研究家のドナルド・キーソ先生︑二︑三
で夕食を共にした︒この時︑私の放言を﹁中央公論﹂の紀行

来訪︒高尾氏は︑佐渡へ帰省するたびに来訪されている︒

十月五日宮内庁皇居御造営部長高尾亮一氏︵新穂村出身︶

︵二十九号︶に︑私の解説で掲載した︒

文に書かれたのには恐縮した︒今も時交著書を贈っていただ

十月五日大塚隆氏来訪︒

人の人と来訪︒新町大神宮で人形芝居など見てから︑松雲荘

いたり︑年賀状を交換している︒

身︶来訪︒佐渡高校で記念講演するため来島された︒

十月十六日東京朝日新聞記者酒井伝六氏︵両津市浦川出

十月十八日作家司馬遼太郎氏・みどり夫人・夫人の友人神

八月二日﹁佐渡郷土文化の会﹂会員中川芳郎君︵畑野町出
ている︒先年芥川實候補にもなった︒

身︶帰省につき来訪︒医学書出版社に勤めながら作家を志し

八月九日新大高田分校教授渡辺富美雄氏来訪︒方言調査の

三︵﹁胡蝶の夢﹂担当︶・朝日新聞学芸部橋本申一・同柴山

木淑子・画家須田剋太︵﹁街道をゆく﹂担当︶・画家芝田米

哲也諸氏来訪︒かねて朝日新聞社から連絡があったので︑午

ためである︒現在は東京都立大学に転任．﹁佐渡郷土文化の
会﹂会員である︒

噺
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後四時ころ修巳と共に佐渡空港へ迎えに行く︒自動車二台に

年ぶりの再会でなつかしかった︒そのころ鯉沼君も東大の学

初年︑藤川忠治君が﹁歌と評論﹂創刊当時からの友人︑五十

を︑急なので︑そのまま切って出したところ︑まだぬくもり

だった︒もちろん︑承んな私の家へも来られた︒裏畑の西瓜

田秀次君らを藤川君が案内して佐渡へ来た時︑鯉沼君も一緒

生で︑千枝子さんも歌を詠んでいた︒創刊当時の夏︑同人勝

分乗︑長江の熱久志比古神社参拝︑もう暗くなってから二宮
の忠子女王御墓参拝し︑真野町の佐渡一三１ホ｜アル投宿︒一
緒に夕食をとる︒翌朝拙宅へ来訪︒小木街道をゆく︒小木町
では︑船を傭い海上から小木港を眺める︒一里塚や蓮華峰寺
も見学︒この夜もホ｜プル泊︒翌日相川の金山を見学して︑再

があった︒その後︑これらの悪友たちは︑﹁佐渡の西瓜はあ

たたかかった﹂といって︑冷かしたものである︒夕日の落ち

るころ︑家の裏の真野湾で海水浴をした︒その夜は︑どこ
は︑つきなかった︒

かで短歌会を催したような記憶がある︒五十年前の思い出話

び佐渡空港より帰途につく︒
近く朝日新聞に連載の﹁胡蝶の夢﹂の副主人公伊之助︑即
ち司馬凌海について取材︑また﹁週刊朝日﹂連載の−１街道を
ゆく﹂の取材︒両画伯も︑その挿絵を描くためであった︒
二泊三日の滞在であった︒

島のたびに立寄る︒これで何回になるか覚えていない︒﹁天

五月五日駒沢大学教授村上直氏来訪︒村上氏は︑佐渡へ来

十二月二十四日ＮＨＫ新潟放送局の後藤雅実氏来訪︒﹁新
春随想﹂の取材︒

昭和五十二年

た時の﹁久須美六郎左衛門︲一の宿札を掲げてあるのを見たの

制新発田中学の教帥のころ︑一度来訪したことがある︒金井

五月二十五日小田切元氏来訪︒相川町出身︒昭和初年︑旧

た日を記念に﹂と書いてある︑私の家が︑江戸時代本陣をし

二月四日東洋大学教授大島建彦氏来訪︒学生を連れて︑赤
泊方面の民俗調査のため来島︒大島氏とは︑長い間の交遊で
ある︒のち私の﹁佐渡の伝説﹂の序文を書いてもらった︒

であろう︒歴史学者らしい︒

保十二年佐渡奉行久須美六郎左衛門新町で休象︑相川へ向っ

四月三日早稲田大学講師柴田光彦氏来訪︒修巳が早大へ内
地留学中の知人で︑数日拙宅に滞在して︑石井夏海の調査を
する︒・

森谷昭夫氏来訪︒私の﹁佐渡の郷土玩具﹂を見て︑所蔵の佐

六月十三日﹁日本の凧の会﹂会員新坂和男氏・カメラマン

町の山西貞夫君の実兄︒

る︒私の﹁真野御陵句碑﹂除幕式に椴邨氏代理として参列︒
記念句会の選者として出席︑講評していただいた︒

四月二十五日加藤椒邨夫人俳人加藤知世子氏来訪︒二泊す

五月二日歌人鯉沼泥氏︑夫人千枝子さんと共に来訪︒昭和
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で有名な佐友木佐與吉老人の凧絵のすばらしさに︑今更驚

渡の凧を写真に撮らせてほしいとのこと︑承諾する︒首人形

十月三日京都女子大学教授村山修一氏再訪︒学生二︑三十

仏壇︵私の家は神道なので祭壇である︶に掲げている︒

ため来島したものである︒色紙に﹁如在﹂を揮毫してもらい

三月七日保坂正康氏来訪︒
三月十日大阪大学教授鈴木重貞氏八寿子夫人同伴来訪︒昭

昭和五十三年

名を引率されてである︒先年も来訪︑旧知である︒

く︒のち︑豪華本﹁日本の凧﹂出版︑掲載されている︒

六月十八日北海道の詩人更科源蔵氏︑札幌の文学団体﹁ス
バル会﹂の女流会員十人を連れて来訪︒金峰荘に宿泊︑外海

六月二十三日宮内庁書陵部長野本松彦氏・書陵部石田茂輔

和十一年父の在世中にも来訪しているので再訪である︒ドイ

府など修巳の車で案内する︒更科氏はこれで三回目の来訪︒

氏来訪︒真野御陵の陵域をめぐらす玉垣造営の視察のためで

ツ語学専攻で︑司馬凌海研究家である︒今回は︑凌海先生百

文化﹂に掲載した︒︵翌年関西への旅では︑お世話になった︶

年祭の記念講演のためである︒この時の講演要旨は︑﹁郷土

九月四日日本作詞家協会会長西沢爽氏︑女性の弟子十数名

五月二十日国学院大学名誉教授滝川政次郎氏栄子夫人・皇

八月九日小樽早川昇氏来訪︒民俗調査のためである︒︐
を連れて来訪︒かねて文通をしていた間柄である︒私の詩碑

学館大学田中卓氏の諸氏が嵐義人氏︵真野町出身︶の案内で来

ある︒茂輔氏は︑茂作先生の嗣子︑旧知である︒

など見る︒相川の旅館に招待され︑一夕の獄をつくす︒

いてあるから︑順徳院の佐渡の話をしたのであろう︒

訪︒﹁式内社研究調査﹂の佐渡の部の執筆依頼のためである︒

七月二十五日立教女学院短大教授宮本瑞夫氏来訪︒

五月三十日永六輔氏来訪︒﹁順徳院のお話いろいろ﹂と書

の著書もある︒修巳の﹁佐渡のうた﹂の駁も書いてくれた︒

七月二十九日曾根正哉氏再訪︒真野御陵の玉垣竣工と曾根

幹部を捨てて︑進んで佐渡へ赴任した変り種︒佐渡について
妻の葬儀にも参列してくれた︒

奉行修築三百年記念祭を真野宮でおこなった︒曾根氏は︑奉

九月二十日朝日新聞両津通信部工藤宜氏来訪︒本社の編集

査のためである︒今の世に珍らしい漢学者︒﹁佐渡叢書﹂に

行の後喬というので参列のため来島︒

九月十五日明治大学教授徳田武氏来訪︒亀田鵬斎の研究調

七月三十日渡辺正樹氏来訪︒大正ころまで佐和田町河原田

に在住︑旧制佐渡中学校卒業︒父は帝室林野局佐渡支所に勤

収めた父の﹁佐渡碑文集﹂の書き下し文を書いていただく︒

取近藤敬四郎氏の案内である︒北越銀行の記念行事の講演の

九月二十九日奈良薬師寺管長高田好胤師来訪︒北越銀行頭
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の時︑私も執筆したので記念会に出席︑帰りに大出氏を誘っ

性来社で︑﹁新潟県人﹂の出版記念会を新潟市で開いた︒そ

佐渡の人形芝居を見学に来訪以来︑親しくしている︒

泰廷君来訪︒金氏は早稲田大学に学び︑芸能の研究家︒先年

七月十九日ソラポール芸術大学客員教授金両基氏・令息金

のため中止になったのは残念であった︒

でもある︒私の句集﹁海見ゆる坂﹂にも書評を書いていただ

て︑私の家に一泊した︒

七月二十三日新潟大学教授箕輪真澄氏来訪︒﹁新潟県史﹂

務︒私は︑冬季この家に下宿していたことがある︒

八月三十日文化庁の無形文化民俗文化課の星野紘氏来訪︒

編集にも関係している︒

いた︒その後︑学生を連れて来られる予定であったが︑台風

佐渡の人形芝居調査のため︒

八月二十七日新人物往来社編集長大出俊幸氏来訪︒新人物

十月十日詩人大江満雄氏来訪︒

昭和五十五年

渡へ来るたびに来訪される︒

十二月二十四日駒沢大学教授村上直氏来訪︒村上氏は︑佐

といＲノ○

生遺跡をたずねて来島︒司馬亨太郎先生にドイツ語を習った

十一月十八日国立松本病院長中村善紀氏来訪︒司馬凌海先

十月二日俳誌﹁鶴﹂主宰の石塚友二氏来訪︒

﹁文化シリーズ﹂取材のため︒

十一月九日ＮＨＫ︵東京︶納谷祐二氏・牧安治氏来訪︒

昭和五十四年
四月二十九日俳人森澄雄氏来訪︒全郡俳句大会の選者とし
て来島されたもの︒

六月十六日名古屋市の開業医で︑﹁まつり同好会﹂主宰の

四月十八日早稲田大学教授郡司正勝氏再訪︒先年も一度来

田中義広氏︑ジョン・エスマン夫妻及び加藤静枝氏・同俊子

氏らと共に来訪︒田中氏は︑たびたび来島︑長い交際であ

四月二十六日俳誌﹁鹿火屋︲一主宰原裕氏来訪︒全郡俳句大

私の﹁佐渡の人形芝居﹂の序文を書いていただいた︒

で同行︑見送る︒観光と民俗調査のためであった︒この時の

をいただく︒

会の選者として来島︒﹁惜春の雲ひかり寄す島蘇鉄﹂の一句

訪されている︒こんどは小木町方面へ行くとかいっていた︒

紀行は田中氏が﹁佐渡郷土文化﹂に寄稿された︒

五月三日歌人前田芳彦氏来訪︒相川町出身︒﹁佐渡郷土文

る︒小木港まで出迎えに行き︑羽茂の祭礼のツブ画サシを見

七月十五日聖心女子大学教授目崎徳衛氏来訪︒﹁新潟県史﹂

一

学︑新町一泊︑翌日海府めぐりをして願で一泊︑翌日両津ま

編集にも関係しており︑﹁西行﹂研究でも知られ︑また俳人

①

40

六月二日ＮＨＫ︵東京︶中川潤一氏・カメラマン鈴木隆氏

五月二十五日俳誌−１初蝶﹂主宰細川加賀氏再訪︒

化﹂の寄稿者や

びたび来訪した︒︵昭和六十一年七月完成︶

氏来訪︒私が新潟県の編集委員のため︑完成まで岡田氏はた

十月三十一日平凡社﹁日本歴史地名大系﹂編集員岡田陽一

直弘・同大山喬平両氏来訪︒佐渡史料の調査のため︒

北見俊夫氏︑新潟県史民俗篇の調査のため来訪︒両氏とも日

十一月二十三日駒沢大学学長桜井徳太郎氏・筑波大学教授

来訪︒﹁文化シリーズ﹂取材のため︒

六月六日ＮＨＫ︵東京︶平岡康一郎氏・カメラマン小島忠

は︑解説を書いてくれた︒

十二月十五日北一輝研究家の松本健一氏来訪︒松本氏もた
びたび佐渡へ来られる人である︒私が﹁北漠雑誌﹂復刻の時

本民俗学会での旧知である︒

彦氏来訪︒

六月八日佐渡高校校長平出鉄次氏夫妻︑修巳の案内で︑名
所旧跡をめぐり来訪︒

六月二十日芥川賞作家青野聰氏来訪︒親しかった季吉氏の

田園春景児玉葭生

令息︒﹁佐渡郷土文化﹂へも寄稿していただく︒

七月三日日野家遺族日野資郎氏来訪︒この日︑資朝卿命日

名も知らぬ啓蟄の墨あはれとも

一株の牡丹にこころ富貴なる

リラ咲いて心待ちせること一つ

もくれんの咲きそめし日の心張り

松の芯立ちて日和のつづくなる

シソ

苗代に影を落して遅桜

連翅の花のつづけり垣低く

飛石の周り芝火の立ちあがる

藤の芽の育つ速さや日々の橡

︑まんさくの枝をゆすりて木の芽風

につき墓参のため︒私の家は明治十七年以来日野家宗族の代
参をつとめている︒

七月十二日評論家尾崎秀樹氏恵子夫人と共に来訪︒司馬凌
海碑の前で写真を撮影した︒

七月二十八日漢学者渡辺秀英氏・矢羽勝幸氏来訪︒
八月二十四日パリ大学教授ジラール・ブレデリック氏来訪︒

九月二十日平凡社編集員三村泰一氏来訪︒雑誌﹁太陽﹂の
﹁コレクシ園ソ﹂取材のため︒十一月二十五日発行の﹁日本

牡丹の花のふくみし水こぼれ

牡丹の一つの花の散り急ぐ
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百景と土産品﹂の﹁佐渡﹂を私が書く︒

九月二十五日評論家橋川文三氏純子夫人同伴で来訪︒

十月四日京都大学国史研究室の学生十七名引率︑教授朝尾

／
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山榊亨洲

良寛が佐渡へ渡った話

：良寛は︑母が佐渡の相川町の生れなので︑いつも出雲崎町

の海岸に立って︑佐渡をなつかしい思いで眺めていた︒﹁た

二首は有名で︑弟由之に宛てた書翰の中にある︒

らちねの母がみ国と朝夕に佐渡が島べをうち見つるかな﹂外

このように︑恋いあこがれた佐渡へは︑良寛はとうとう一

度も渡ったことがないといわれている︒

しかし︑良寛の生れた出雲崎町付近の漁師たちの間では︑

良寛が佐渡へ渡った話を伝えている︒

私は︑先年︑寺泊町付近で生れた小黒という老婆から聞い

た話によると︑この付近の漁師が︑良寛を漁に誘い︑沖に出

て︑とうとう佐渡の海岸に着いた︒そして︑そこにあった弁

天様をまつったお堂に︑良寛の書いた額面を奉納したという

着いたところは︑佐渡のどこかもわからない︒また良寛の

のである︒

もちろん︑伝説であろうが︑面白い話である︒

書いた額面のある弁天堂もない︒

寺泊から佐渡へ向ったのだから︑前浜海岸であろう︒そし

て︑この地方で有名な弁天堂は︑片野尾︵両津市︶の風島弁

天堂などが想像されるが︑想像するだけのことであろうか︒

良寛の枕地蔵は佐渡石工の作
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越後出雲崎町の良寛の生家跡に︑大正年間佐藤吉太郎︵耐
私は︑昭和初年佐藤翁の宅に数日滞在して付近の良寛遺跡

雪︶翁等の発願で﹁良寛堂﹂が建てられた︒

ち寄った︒

を案内してもらったことがある︒この時︑﹁良寛堂﹂へも立

ことがない・

佐渡では︑真野町椿尾の五兵衛・羽茂町小泊の弥助という

石工としての名人がいたといわれている︒

この﹁了木﹂という石工のことを知りたいものである︒

佐渡は﹁黄金︵こがれ︶の島﹂といわれるように︑相川鉱

真野町滝脇の鉱山跡

山のほか︑西三川砂金山はもちろん︑新穂村滝沢鉱山や真野

堂の中央に︑約三○窓くらい四面で︑高さ二筋もある石柱
あり︑下部に︑約四○秀くらいの石地蔵が︑はめこんであっ

が建っている︒上部に良寛の﹁たらちね﹂の和歌が刻って

町大須の三貫目沢など︑各所にあった︒

私の家の先祖は︑越前福井の藩士であったが︑藩主の御国

た︒佐藤翁の話では︑良寛は日常この石地蔵を礼拝していた
が︑時には昼寝の枕ともしたので﹁枕地蔵﹂といわれていた

衛門町に居住し︑金銀山の山師となった︒のち今の真野町新

替えによって浪人となり︑寛永七年︵一六二○︶相川町庄右

いかにも良寛らしい話だと思った︒

とのことであった︒

町に移ったのであるが︑寛文十二年︵一六七二︶四月十三日

ろうそ︵道祖︶山の坑︵しき︶

光老︶の話によれば︑

父も生前︑調べたらしいが︑その時︑滝脇の古老︵加藤隆

いない︒

現在︑この神平鉱山というものは︑どの辺なのか︑聞いて

ちろん許可され︑採掘をおこなった︒

付の﹁滝脇村神平鉱山の採掘願﹂の古文書が残っている︒も

そして︑この石地蔵は︑佐渡の石工の作ったものだと伝え
られているとも︑つけ加えられた︒

のち︑良寛研究家の酒井千尋氏によれば︑良寛の漢詩﹁君
に対し君語らず語らざる意悠なるかな︵書き下し︶﹂の﹁君﹂

は︑この枕地蔵のことを指したものだという︒

また︑千尋氏は︑この枕地蔵について︑大正時代の初めこ

たぱた︵田端︶沢の坑︵六兵衛坑︶

ろ︑長岡市の藤井果雄という僧が︑安田靱彦画伯に︑この枕
ことである︒

の二か所を教えてくれたとのことである︒

地蔵の作者は﹁了木﹂という佐渡の石工だと報告したという
しかし︑佐渡では︑﹁了木﹂などという石工の名は聞いた
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内村鑑三が佐渡へ鰊の卵を移植
明治時代︑キリスト教信者であり︑第一高等学校長として

明治三十八年五月二十七日︑二十八日の日本海海戦の時︑

バルチック艦隊が全滅し︑その乗組員の死体が︑佐渡に漂着

嘱託となって︑水産課に勤務した︒この時︑北海道から鮴

であった︒のち東京に出て︑明治十六年十一月︑農商務省の

地方では松ケ崎︵畑野町︶・大石︵羽茂町︶・小木の澗・堂

北立島︵相川町︶︑両津湾では梅津・両尾︵両津市︶︑前浜

場所は︑外海府沿岸では︑藻浦・真更川︵両津市︶︑大倉・

た水兵の死体の漂着は十一件もあったという︒そして︑その

この年の七月から八月にかけて︑対島海流によって北上し

したものを埋葬したものであろう︒

︵にしん︶の卵を佐渡へ持って来て移殖させたということが︑

明治十四年七月︑札幌農学校を卒業したが︑専攻は水産学

学者であった内村鑑三は︑若いころは水産学者であった︒

昭和二十一年六月号﹁中央公論﹂で︑矢内原忠雄が書いてい

この墓は︑そのころ明治記念堂主で︑得勝寺住職であった

ノ釜︵小木町︶などがあったという︒

その後︑この鰊の移植はどうなったのであろうか︒たぶん

本荘了寛師が︑外海府地方︵あるいは相川町北立島とも思

プ︵︶Ｏ

に残っていないのは残念である︒

成功しなかったものであろうが︑佐渡では︑このことが︑話

成長したものであるという︒

そして︑その上に目じるしとして一本の松を植えたものが

したものと聞いている︒

う︶に漂着したロシア兵の死体を︑もらいうけてここに埋葬

佐渡へ漂着したロシア兵の墓
金井町の明治記念堂の敷地内開導館後方に︑一本の大きな

葬したであろうが︑くわしいことはわかっていない︒ただ両

佐渡に漂着したロシア兵の死体は︑各町村で︑それぞれ埋

で建てた．ヘソキ塗りの標柱がある︒正面に﹁鳴呼露国人墓﹂︑

院の境内に埋葬したものは︑墓も建っており︑戒名もあり

津湾梅津沖に漂流していたものは漁師が発見し︑同地の真法

松の木がたっている︒そして︑その根元に金井町教育委員会

ある︒

﹁盛林道光居士漂流露国水兵姓名不明明治三十八年
六月二十日当村浜郷真向ブ沖一里ノ処ニテ発見当山墓

﹁過去帳﹂にも記されている︒﹁過去帳﹂には

右に﹁本荘了寛建之﹂︑左に﹁明治三十七年師走﹂と書いて
これには︑ただ﹁露国人﹂とあるが︑実は一：ロシアの兵士﹂

るが︑﹁明治三十八年﹂の誤りではなかろうか︒

であろう︒そして︑この標柱には﹁明治三十七年師走﹂とあ
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〆

地一一埋葬﹂と書いてある︒
／

そのころ︑この寺の住職は︑伊東法純という人であったと
いう︒

佐渡の古民謡は︑労作唄が多いが︑時には盆踊唄として︑

﹁海府甚句︵ノャ節︶﹂などに唄われたものであろう︒編集

その後︑出版された﹁民謡集﹂には︑この﹁浬謡集﹂によ

と発表したものであろう︒

者は︑﹁新潟県﹂だから︑みな﹁越後﹂として﹁越後甚句﹂

の人々はあまり好意も寄せなかった時︑この本荘・伊東の両

ったものと思われるが︑佐渡の古民謡を︑ゑな﹁越後甚句﹂

当時︑戦争が終ったばかりで︑敵国の兵士というので︑村
氏は︑住職でもあるが︑敵味方なく博愛精神を実践したもの

として掲載してあるのを見る︒甚だ残念のことである︒

遺﹂が出版された︒この本にも採集地は︑﹁佐渡郡﹂とある

館から高野斑山︵辰之︶・大竹紫葉︵舜次︶共編﹁浬謡集拾

︵付記︶この﹁浬謡集﹂の出版した翌年大正四年には︑六舎

を正し七かつたのも︑その原因の一つであった︒

私が︑昭和五年﹁佐渡の民謡↑を出版したのも︑この誤り

であろう︒

文部省編﹁偲謡集﹂の中の佐渡民謡
会が設置され︑その委員会が主体となって︑全国各府県から

が︑依然として﹁越後甚句﹂としてある︒

明治時代の末から大正時代初にかけて︑文部省に文芸委員

正三年九月九日であった︒

長塚節の小木町の宿と美人

民謡の歌詞を報告させ︑﹁浬謡集﹂を出版した︒初版は︑大
東京をはじめ︑十五府県からは提出がなかったが︑他の府
県のものを集録し︑菊版二段組七四六頁という大冊のもので

小説﹁土﹂の作者であり︑歌人である長塚節︵たかし︶が

紀行文﹁佐渡が島１−は︑高浜虚子によって︑写生文の傑作と

佐渡へ来島したのは︑明治三十九年九月であった︒この時の

坐のス︾Ｏ

私が大正末期︑佐渡の民謡を採集研究しでいたころは︑す

をたずね︑一緒に山越えをして︑赤泊村で能楽を見︑赤泊で

て︑小木で一泊︑さらに翌日羽茂町大崎の博労︵ばくろう︶

この紀行文には︑真野町豊田の﹁越の長浜﹂から書き出し

評された︒

でに絶版になっており︑古本価も高く︑容易に入手できない
重な文献であった︒

ものであった︒しかし︑民謡研究家には宝典ともいうべき貴
この中に︑新潟県の民謡も収録されているが︑佐渡の古民
謡が︑﹁越後甚句﹂となっている︒
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一泊して︑牛船で寺泊へ渡ったところで終っている︒︵のち

やふはない﹂と書いてある︒

かけぬところであった︒美人といふ以外にこの女を形容のし

ろ︑その後大正四年四月二日付で︑佐和田町八幡の稲辺小太

この美人の﹁おつきさん﹂について︑追跡調査をしたとこ

た︒

の二女で︑明治十八年五月二日生れで︑当時二十二歳であっ

この美人は︑﹁おつきさん﹂といい︑この町の八代松蔵

肉筆原稿が見つかり︑最初に新潟から両津へ渡る﹁船の上﹂
の一篇が加えられている︶

節は︑相川町では木賃宿のようなところに泊って困ったの
の宿は︑私の調べたところでは︑二年前︵明治三十七年︶八

で︑この小木では見かけのよい宿を選んだと書いてある︒こ
月の大火で焼け︑新築したばかりの三階建ての﹁かどや﹂と

九十一歳の長寿で亡くなっている︒写真をさがしているが︑

郎と婚姻届を出している︒そして︑昭和五十一年九月十五日

んざや﹂へ通っていたのである︒私の所蔵の紅葉の俳句の横

知られているが︑画家の足跡は調査されていない︒文学者は

佐渡へ来遊した文学者︵詩・歌・俳人など︶は︑古くから

富田渓仙画伯と佐渡

今に見つからないのは残念である︑

思われる︒この﹁かどや﹂は︑七年前︵明治三十二年︶夏︑

とのローマンスがあったので︑﹁どんざや﹂に滞在していた

尾崎紅葉も滞在した宿である︒紅葉は︑﹁どんざや﹂のお糸
ように書いたものもあるが︑﹁どんざや﹂は当時﹁貸座敷﹂

幅にも﹁かどやにて紅葉山人﹂と書いてある︒主人は﹁塚原

紀行文などもあったりして︑一層くわしく判明している者も

で旅館ではなかった︒紅葉は﹁かどや﹂に泊っていて︑﹁ど

という︒︵徹氏未亡人の話︶

龍治﹂といい︑塚原与右衛門︵徹氏︶とも親類の間であった

うようなものが残っていない︒

ある︒画家の場合は︑作品は残すことはあっても︑記録とい

その後︑大正七︑八年ころまで営業していたが︑現在北村

る者もあった︒それでも︑有名な滝和亭︵たき・かてい︶な

名の画家が︑絵筆一本で︑武者修行のように︑諸国を遍歴す

明治になってから︵あるいは幕末ころかも知れない︶︑無

節は︑この家の娘と書いているが︑私の調べたところでは

どは︑弟子に真野町金丸の若林石雲︵本名善内︶などのとこ

薬局になっている︒

ったのだ︒まだ二十歳を過ぎてゐないと思った︒佐渡のやう

ろへ来たことはあった︒

嫁さんである︒節は﹁気がついて見ると驚くほどの美人であ
な予想外に寂しい島に渡って︑こんな美人に会おうとは思ひ
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高浜虚子の佐渡を詠んだ短歌

大正から戦前までつづけていたが︑そのころの作家・詩・

者の発行していたものである︒

この﹁柳屋﹂という雑誌は︑大阪市の三好米吉という変り

されていた︒

これは︑昭和十五年一月発行の﹁柳屋﹂という雑誌に掲載

という一首である︒

金掘る人をあはれと思ほゆ

越の海荒うみ越えて佐渡がしまに

ある︒

﹁ホトトギス﹂派の大御所高浜虚子の佐渡を詠んだ短歌が

小林清親が︑明治十年代に佐渡︿ ︑来たことが︑いつか古本ない︒

こんななかで︑富田溪仙が︑佐渡の畑野町の郵便局から出

屋の目録で見たが︑今記憶にない︒

したハガキを一枚入手した︒明治四十四年九月二十五日付の
畑野局の消印があり︑宛名は︑石川県金沢市の松下紫人宛の
ものである︒

官製ハガキ︵当時一銭五厘︶に︑塚原根本寺の朱印が捺し
てあり﹁九月二十五日記念︑佐渡畑野一一テ︑今阿仏一一向う途

根本寺を参詣して︑阿仏房妙宣寺へ向う途中畑野町で投函

ナリ︑根本寺印なり溪﹂とある︒
したものである︒

溪仙が佐渡へ来たことについては︑亡友笹井敏雄君が︑い

ろん無料であって︑詩歌集を読む気持もした︒生きている人

歌・俳人の肉筆色紙短冊などの通信販売のものである︒もち

つか何の話のついでかに︑溪仙が︑直江津から乗船したので
っていたというのであった︒くわしいことは何もわからない

判の男であったらしい︒

の作品なので︑暦作などはなかったようである︒文壇でも評

あろう︑瓢然と船からあがり沢根町の伊東屋旅館の欄干によ
というのである︒

その後︑﹁純芸術社﹂の同人であった川上操一氏︵金井町
泉︶の病院の待合室に︑﹁溪仙の馬の図﹂が掲げてあった︒な

にか︑﹁佐渡にて﹂というような文字があったような記憶が
ある︒川上氏も亡くなり︑あの額はどこへ行ったであろう︒

この︿ガキを入手して︑明治四十四年の九月ということは
判ったが︑どこどこに泊り︑幾日くらい滞島したかはわから
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昭和六十二年三月二十九日

開会午前十時
閉会午後二時

山木修巳﹁佐渡のうた﹂出版記念会膿真野町帷渡壹︲率テ
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

式次第︵敬称略︶磯部欣三︵郷土史家︶浜口一夫︵民俗学者︶平賀巳代

一︑開会宣言司会佐渡高校酒井友二治︵新潟日報記者︶本間勝太郎︵さし絵︶持田千秋

二︑著者夫妻入場山本修巳山本雅子︵郷土史家︶本間真珠︵相川高校教諭︶福島徹夫︵歌人︶

三︑開会挨拶発起人代表酒井友二田中足穂︵さし絵︶松井敏郎︵同級生︶佐々木寿司

四︑祝辞真野町長松本繁︵第一印刷所︶

真野町俳句会代表真野町教育長真野町俳句会謡曲仕舞﹁高砂﹂鶴間千世﹁鶴

佐渡高校長中山守夫十二︑余興

島倉盈亀﹂渡辺やす地唄金子治作内田正雄

真木山麓曲︶

同級生代表真木山医院同級生独唱松井敏郎北原白秋作詞﹁砂山﹂︵山田控耕作作

五︑記念品贈呈﹁時計﹂妻雅子同級生石塚多恵子歌謡曲など﹁兄弟船﹂ｌ岩崎弘幸︵佐渡高︶﹁夫婦船﹂
六︑花束贈呈長女山本園子長男山本修司本間真珠︵相川高︶﹁妻をめとらぱ才たけて︒︑︒⁝﹂ｌ酒井友

七︑祝詞・祝雷披露酒井友二二︵佐渡高︶﹁男の背中﹂ｌ笹井正︵佐渡高︶﹁祝い船﹂

八︑献曲父修之助詩集﹁海演秘唱﹂より独唱︑朗読同級生グループー金子伸行︑真木山麓︑松井敏郎︑柏倉義正︑
修之助主宰瑞穂句会会員羽豆英子戸田正弥︑木下隆一︑羽生令吉︑瀬川希是︑森幾︑岩崎賢︑山

九︑謝辞山本修巳本修巳﹁銀座の恋の物語﹂岩崎弘幸︵佐渡高︶・中野晴代

八記念撮影Ｖ︵真野町俳句講座︶↑
十︑乾杯俳人児玉医院児玉喜夫謝辞父山本修之助

十一︑テーブル・スピーチ十三︑万歳三唱俳人菊地新十郎・
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〃

出席者︵順不同︶

家族山本修巳山
本雅子山本修
之助山本園子
山本修司

飯田正貴

莪山猛松原与
四雄本間昭雄
岩崎弘幸酒井
友二熊谷康子

一男佐々木汎

佐渡高校中山守夫
金子勉笹井正
田中足穂嶋見

講座

真野町俳句会・俳句

島倉盈菊池芳

女小沢みよし右近文子滝口タヅ諸橋和代金子稔
逸見之金子治作内田正雄鶴間千世渡辺やす若林
うた子金子文吉本間静子中野晴代
同級生真木山麓柏倉義正戸田正弥木下隆一金子伸行羽
生令吉松井敏郎瀬川希是森幾岩崎賢
新潟市平賀巳代治

真野町松本繁金子武本間光順松井潔山本醇渡辺三郎

高野宏一郎佐々木栄一内田治一郎石塚多恵子
佐和田町本間勝太郎山本泰司斎藤良二郎佐々木寿司長嶋
陽二本間邦彦粕谷敏矩斎藤建夫羽豆英子菊地新
十郎白川虎次末武弘章佐々木修次
相川町磯部欣三浜口一夫持田千秋山本悌次郎
金井町児玉喜夫安藤一弥
両津市福島徹夫中川紀元
新穂村須田中夫佐山香代子高野隆二本間真珠
畑野町本間俊一高野藤右衛門安藤清
小木町中野洸田中匠
羽茂町藤川滋
赤泊村佐を木伸彦
報道関係者読売新聞仲野記者新潟日報高岡記者朝日新聞

合計九十三名

渡辺記者ザ・佐渡池記者ＢＳＮ磯野記者夏川晃

急にご欠席でご挨拶をいただいた方︵順不同︶

金井町伊藤邦男浅島治兵衛小菅徹也山田三喜男
佐和田町石井義也

真野町日野典二小黒義正中川渭久池田アイ佐左木義栄
佐を木拡

新穂村中川秀平雷間厚英
両津市市橋嘉作
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式典概要︵敬称略︶

司会・発起人代表挨拶酒井友二

祝辞松本繁

ご紹介をいただきました松本です︒本日は山本修巳先生の﹁佐渡

のうた﹂の刊行にあたりまして︑このような多数の方食とお喜び申

山本先生が︑郷土文化について︑日頃ご尽力されておりますこと

し上げる機会を得ましたことを光栄に思っております︒

に対して敬意を表している一人であります︒私自身が先生の作品に

本日司会を担当します酒井でございます︒ふなれでございます
が︑ご協力のほどお願い申し上げます︒それでは著者ご夫妻に入場

触れるのは﹁佐渡郷土文化﹂誌を通じてのことでございますが︑先

愛する気持がにじみでていることでございます︒これは島民であれ

生の作品を読ませていただき︑感心しておりますことは強い佐渡を

いただきますので拍手をお願いします︒

はなはだ借越ではございますが︑発起人を代表いたしまして︑開

︵著者夫妻入場︶

会のご挨拶を申し述べさせていただきます︒本日は︑みなさんお忙

渡の長い歴史︑文化︑文学を通して発表しているお気持に強い感銘

ば︑どなたも郷土を愛する気持はあるのですが︑先生のように︑佐

素養のなかに脈女と生まれ出るものではないかと考えております︒

を受けるものであります︒これも︑ご尊父はじめ︑山本家の家系の

しいなか大勢お集まりいただきまして︑誠にありがとうございまし
して︑本日は著者を祝福し︑郷土文化に携わる方々の刺激にもなろ

しかし︑本職は佐渡高校の先生であり︑本職以外にこのような労

た︒内容・体裁ともにすばらしい﹁佐渡のうた﹂が先般出版されま
うかと存じ︑有志相語らって︑このような会を催すことになったわ

です︒佐渡は古くから﹁流人の島﹂︑昨今は﹁観光の島﹂と云われ

作を発表されることはなみなみ鞭らぬご努力と感じ入っているわけ

ていますが︑もう一つ﹁文化の島﹂という名称が与えられてしかる

三と発展していただきたく︑また︑郷土文化に関心を持つものとし
て︑山本さんのあとに続いて︑さらに研究の輪がひろがりますよう

べきだと考えております︒このような今まであまり知られていない

けでございます︒もちろん︑著者には今後研蹟を積まれ︑第二︑第

に︑この会がその一助となれば幸いと存じています︒なお本日はた

が︑﹁佐渡のうた﹂であります︒﹁佐渡のうた﹂が佐渡の一つの大

佐渡の文化を営々と掘り起こして︑十分に織りこまれていますの

きな文化の島のイメージにつながっていただきたいと思っておりま

した︒そして︑参集下さる方々の人数も︑もう少し少なめに予定し
ていたのですが︑このような大勢の参集者をいただきましたことは

ただきますことを念願して・お祝いの言葉とします︒

す︒山本先生が今後ともご壮健で佐渡の郷土文化のためにお働きい

くさんの方々からたくさんのご芳志をいただきありがとうございま

おります︒

ひとえに山本家ご一同の言﹂人徳によるものと発起人として感謝して
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ト

ご紹介いただきました佐渡高校の中山です︒この席に参列しまし

祝辞中山守夫

れわれ同僚にはあるわけです︒大変三拍子そろった立派な先生であ

けがない︑誠実にきちんと仕事をしてくださるという信頼感が︑わ

れぱなりませんが︑先生にお任せすればいいかげんなことをするわ

先生は佐渡高校から国学院大学をご卒業になって与板高校に三年

ります︒

て︑少を後悔しております︒山本先生が佐渡高校の先生であります
のはこの三十一日までです︒四月一日から羽茂高校の先生になりま
す︒先生は僻地勤務年数が足りないものですから︑昨年羽茂方面へ

れたわけですが︑その間︑ほとんど山本先生は連続して学級主任を

間お勤めになり︑佐渡高校の真野分校に一年︑本校に二十一年おら

やっておられます︒連続して学級主任をやるのは大変なことであり

行きたいと申し出られたのですが︑本人の希望をうまくごまかして
りまして︑ためらったのですが︑決心して羽茂高校に行っていただ

ます︒疲労も大変たまりますが︑なかなかできないことでありま

出さないようにしてしまったのであります︒今年も強い申し出があ
くことにしました︒しかし惜しいことを︑したなと思っております︒

の源でもあるようにお見受けいたしました︒連続して主任をやり︑

自分のクラスの生徒を心から面倒ゑるということは並大抵のことで

す︒先生は今年も学級主任をやっておられました︒先生のプライド

読ませていただいております︒ほんとうにおめでとうございます︒

はできません︒しかし︑先生はそういうことをやって︑佐渡高校を

山本先生はすでに何冊か本を出されていますが︑このたび︑また

山本先生には︑文人︑文学者としての一面と︑教育者としての一

かれましても︑さらに研讃を積まれ︑ふたたび佐渡高校へかえって

去っていかれるというわけであります︒これからあと羽茂高校へい

立派な本を出されました︒私のような無学のものでも︑大変楽しく

ので︑教師としての一面をお話してみたいと思います︒

ますのご活躍とご発展をお祈りして︑誠に蕪辞でございますが︑お

くるといいなと私は心から思っております︒これからの先生のます

面があります︒文人としての一面は他の人がお話になると思います
高校の教師には三つの大事なことがあると思います︒第一は専門
せんが︑山本先生は︑その点で︑立派な本を出されるくらい立派で

的知識で︑探求心旺盛な生徒からなるほどと思われなければなりま

派なお方であります︒大変暖かみがあります︒生徒にどうしている

すので︑まあ良心にとがめるところがある訳ですが︑どういう風の

彼の句にも随分注文もつけたし︑また散々悪態も言ったりしていま

山本君とは俳句作りの仲間と言うことで︑日頃俳句会などでは︑

祝いの言葉にかえさせていただきます︒

祝辞島倉盈

おだやかな暖かな人柄がにじみ出ているような態度であります．

吹き廻しか私に俳句会を代表して何か言えと言いつかりまして壇に

かという意味の言葉をかける時の先生の口調と顔つきはほんとうに

二番目は人柄がよくなければなりません︒この点も山本先生は立

0

もう一つは責任をもって仕事をし︑教育するという責任感がなけ
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す

上ったような訳です︒日頃の罪ほろぼしに今日は大いに褒めたいと

ものでしたが︑修巳君も若い時から俳句は作っていたようで親子だ

ここらで二︑三彼の俳句に触れてみたいと思います︒彼が俳壇の

なあと思いました︒

大御所である加藤鰍邨先生の特選になったのが昭和三十二年と言い

﹁佐渡のうた﹂の本を手にとって︑部厚い頁をめくりながら︑今

思います︒

さらながら永い年月の間の彼の努力の積詮重ねに脱帽しました︒と

ますから十九才頃のことです︒その時の句は

燭の下見らるるのみの雛の顔

ても並の人の並の努力ではできることではありません︒﹁この本が

という句で︑﹁見らるるの患の﹂という表現にもの言えぬ雛のあわ

出版できて︑自分の念願したことが終ったので︑あとは付録の人生
だ﹂という彼の言葉の中に︑彼のこの仕事への打込み方のすさまじ

れさがよく出ていると思います︒

杉落葉郵便夫老ゆこの道に

俳壇賞の句は︑

ているんですが︑新潟日報の年間俳句賞をもらったのもこの頃で︑

修巳君の句作精進は昭和四十五年頃が油ののっていた時だと思っ一

さを見る思いです︒

本を手にし︑本の背表紙の﹁佐渡のうた﹂という赤い字を見てお
やつと思いました︒

彼の字とは違うように思ったのですが︑実に素直ないい感じなん
です︒これも彼の説明でわかったのですが︑背表紙の字は奥さんの

かも知れないこの道を生涯郵便夫として通いつめて老いてゆく︑こ

というのでした︒杉落葉というのですから︑僻地の︑あるいは山路

いると大変褒めています︒

があります︒麦丘人先生は︑本人の心情としての優しさが惨み出て

振売りの冬のさよりの海の色

先生から褒められた最近の句に

また︑彼は﹁鶴﹂の同人で活躍していますが︑主宰の星野麦丘人

できます︒

こに修巳君の人生観みたいなものも︑そこはかとなく感ずることが

雅子さんが書いたんだそうで︑この本を出すために一牛懸命練習も
こんなに上手に書けたのは︑今度の出版を応援して︑それだけ真

されたんだと思います︒

中扉の字は︑お父さんの修之助先生の字で︑この本が一家あげて

剣だったのだと思います︒

−１クな本だと思ったことです︒

の合作だと判って︑頁を一枚繰るごとに暖かい雰囲気を感じまし
た︒その意味でも︑大変１

本の中では彼は時代や人物を通して彼自身のものの見方を述べて

．以上︑彼の句を少し紹介したのですが︑私の見るところでは︑彼

いるし︑彼の詩情も色濃く出ている訳で︑その切れ味は大したもの

は俳句では未だまだ充分に自分の才能を出し切っていないと思うの

です︒一つは職業の忙しさ︑一つは︑他にやる事が多過ぎるのだと

で︑矢張り修之助先生の才能を充分に受継いでいることがよく判り
修之助先生の若い頃の作品﹁海浜秘唱﹂は私共も大変慰められた

ました︒

凸夕
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刀

0

思っています︒

その内︑年とったら目の覚めるような俳句を作ってくれるのでは

か私と縁のあるよう

な気がしてなりませ

二番目に彼は三才

ん︒

の時から気管支喘息

他に言いたい事は沢山ありますが︑修巳君が句集でも出すときに

ないでしょうか︒

は︑応援に駈けつけたいと楽しみにしていることを申し上げて︑励

嗜んでいたといいま

通うのに彼は女中さ

の時より歌や俳句を

祝辞真木山麓

学校のころ︑学校に

す︒そういえば︑小

と闘い︑また小学生

ご紹介いただきました真木山でございます︒本日は山本修巳君の

ましの言葉といたします︒

﹁佐渡のうた﹂出版記念会に︑同級生の一人として出席させていた

だき︑このような高いところからのご挨拶の機会を与えていただき

います︒頭の上から

ったように記憶して

んにおんぶして︑通

文を書いたりするような文芸というものとは縁がないのでありまし

りかぶせられ︑女中

黒いコートをすっぽ

私は︑ここにご列席のみなさま方と違いまして︑本を読んだり︑

感謝しております︒

て︑そのため︑このような場で︑どんな話をしてよいか︑困ってお

の本は︑彼の人生における終着駅というふうに書いております︒す

私はこの本を読んだ時︑﹁あとがき﹂で︑彼が﹁佐渡のうた﹂

いたと思うと感心もするわけです︒

さんの背中に負才れながら︑その時からすでに五七五七七と詠んで

ります︒しかし︑今回︑﹁佐渡のうた﹂という本を読ませていただ
き︑私は大いに感動したことが二つあります︒

その一は︑山本君は人との出あい︑ものとの出あいを大切にして

いうものは︑何か目に見えない糸につながっているような気がしま

も︑彼の人柄のせいと思っています︒人生における人との出あいと

りません︒一病息災という言葉もございます︒彼は気管支喘息と上

ぐれた素質と環境に恵まれて︑このような立派な本が︑また出てく
るということは︑これは︑われわれ同級生のなかで︑彼以外にはお

いるような気がします︒今日このように大勢の方々が見えられたの

す︒私も彼とは小学︑中学︑高校と一緒でありますし︑今日ここに

手につきあって︑これからも︑よい指導者︑そしてよい仕事をして

出席させていただいております︒また︑この﹁佐渡のうた﹂の中で

私のお宮に祀る順徳院のことが一番多く書かれていることも︑何
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＝

いただきたいと思います︒病気のことでお手伝いできることは︑喜

島外人の作品に山本以南を入れたのもよいことです︒良寛があれ

の構成のたくみさにも感心しました︒

ほど有名なのに︑その父以南のことが余り知られていなかったのは

んでさせていただきます︒最後になりましたが︑山本君ほんとうに
おめでとうございます︒これで私の挨拶といたします︒

平謙輔をあげたのも︑佐渡を知る人には大切なことですし︑山家烏

虫歌の歌の解説を︑紅葉の句碑にまで及ぼした目配りもよいことで

残念なことでした︒川路︐石谷︑鈴木と︑特色のある三奉行や︑奥

祝詞作家司馬遼太郎
ちょうど︑英国旅行中であります︒ことば﹃真野の新町のうつく

れていることへの配慮であろうと想像し︑﹁佐渡のうた﹂が︑作品

名な上山田の善兵衛の辞世の歌をカットしたのは︑その真偽が疑わ

しい景色のなかからすばらしい本がうまれたことをお祝いします︒﹄

お祝いのことば真野町佐々木義栄

義民本間七左衛門の歌のとりあげ方にも敬服しました︒もっと有

した︒

修巳さん︑﹁佐渡のうた﹂の出版︑おめでとうございます︒

鑑賞の書であるとともに︑実証性をも重んじている態度に好感をも

このごろよく﹁佐渡の心﹂ということばを聞きます︒大切なこと

あり︑修巳さんは佐渡の大岡信ということになるわけです︒

に敬服するからです︒﹁佐渡のうた﹂はまさしく﹁折々のうた﹂で

確な鑑賞と美しい文章と︑詩人と評論家の二つの面を併せ持つ著者

私は大岡信の﹁折左のうた﹂を愛読しています︒作品に対する的

ったことです︒

修巳さん︑﹁佐渡のうた﹂の出版︑ありがとうございました︒

はじめのことばは︑あなたのご苦労が実って︑すばらしい本にな
った︑その成果を讃えるものであり︑あとのは︑私のために役立っ
ていることへの感謝のことばです︒

先日ご本をいただいた時︑一気に読んでしまいました︒本を買う
ことは好きなくせに︑ろくに読もうとしない私には︑全くあずらし
新潟日報連載当時から愛読していました︒内容がおもしろくて︑

のうた﹂を読んでいると︑その佐渡の心がなんとなくわかってくる

ですけど︑耳に快く︑実体は不明という感じですね︒しかし﹁佐渡

いことでした︒

文章が美しいのに心ひかれたからです︒こんどは装丁の美しさがさ

声一の本を読み終ってつくづく感じたことは︑これこそ学問を愛し

ような気がします︒

た山本家代灸の知識の集大成に︑あなたが近代的なセンスで画竜点

この本は︑乱たを六つの地方にわけてありますね︒それを私は二

らに魅力を加えた感じです︒

つにわけて考えて糸ました︒佐渡人でない人のうた百三︑佐渡の人

晴を果した︑ちょっと類のないすばらしい耆物だ︑ということでし
た︒

の作品五十三というふうに︒さらに佐渡のをわけて遮ると︑文芸家
のもの三十六︑思想家のもの十二︑民謡ふうのもの五つになり︑そ
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年をとっても純粋さを失わない修巳さんを私は好きです︒これか

御盛典を祝し益盈の御健勝と御健筆を御祈り申し上げます︒

両津市小池濤子

します︒

さらに立派な実がなることを祈っています︒

御出版おめでとうございます︒十五年育てた木に花が咲きました︒

妹横浜山田セイ子

﹁佐渡のうた﹂出版を記念し︑お祝い申し上げます︒

妹新潟早川レイ子

﹁佐渡のうた﹂出版おめでとうございます︒今後ともご活躍を期待

弟横浜山本敬二

出ます︒出席できず︑残念ですが︑皆さまによろしく︒

地下でさぞ喜んでいることでしょう︒冒頭の絵︑なつかしくて涙が

﹁佐渡のうた﹂出版おめでとう︒長年の苦労が実って︑おばさんも

従兄東京山本養一

これからの先生のますますのご活躍を祈念致します︒

本日は﹁佐渡のうた﹂出版記念誠におめでとうございます︒

両津市梶井照雄

御盛会を祝し︑ますますのご発展をお祈りします︒

両津市福島野城子

らもどんどんいい本を書いて下さい︑とお願いして︑お祝いのこと
ばと致します︒

祝電︵順不同︶
横浜市立大学教授金井町出身浅島誠
山本修巳先生の御著書﹁佐渡のうた﹂ご出版を心からお祝い申し上
げます︒

山本先生が佐渡に関係した先人の〃うた〃をとりあげ︑人間︑自然
文化︑歴史を立派に見事にまとめあげ︑本として出版されたことに

朝日新聞東京本社工藤宜

敬意を表します︒おめでとうございます︒先生の益ゐの御活躍をお
祈り申し上げます︒

山本さんの﹁佐渡のうた﹂御出版おめでとうございます︒多くの詩
人や歌よみをひきつける佐渡のすばらしさと本の出来ばえに遠くか

新潟大学教授両津市出身清田文武

ら乾杯をします︒

県議会議員新穂村出身中川秀平

﹁佐渡のうた﹂のあまねく響きわたらんことを︲
長年の研究をまとめられ︑今度出版されましたことは誠におめでた

作家畑野町出身中川芳郎

くお喜びを申し上げます︒今後もますますご健勝にてご活躍されま
すようお祈り致します︒

桜花嫡漫の佳き日に︑﹁佐渡のうた﹂刊行おめでとうございます︒

55

独唱朗読羽豆英子
山本修之助﹁海浜秘唱﹂より﹁しろきさうび﹂﹁白き月﹂﹁別離﹂
﹁焦心﹂﹁真野山﹂﹁早春幽情﹂．︑いずれも作曲者日野資純︵静岡
大学教授︶

︹祝句︺

毎日新聞俳壇選者﹁橡﹂主宰堀口星眠
山本修巳氏﹁佐渡のうた﹂上梓

佐渡恋の一言を得たり雛祭

山本先生出版会諸橋和代

った多数のご参列をいただきましたことを︑心からお礼申し上げま

かくも盛大に︑今日ご出席の方を約百名というような予想もしなか

す︒また︑こうして大事な年度末の一日を私のために使っていただ

きまして︑心からお礼申し上げるとともに︑ほんとうに恐縮してい

私は本来裏舞台といいますか︑裏方が似合っており︑表舞台に立

る次第でございます︒

つのは苦手ですので︑はじめからあがりっぱなしです︒郷士史では

田中圭一先生とか︑俳句では亡くなられた金子のぼるさん︑島倉盈

で︑本日は︑表舞台に立って︑どうなっているのか︑何を申し上げ

さんとかの裏にいてやらせていただくということが似合っているの

ているのかわからないような状態です︒

集まりいただきましたのも︑天の助けといいますか︑たくさんの方

わけであります︒にもかかわらず︑こうして出版でき︑こうしてお

刊するのも︑盛大に祝っていただくのも思いあがりもはなはだしい

自分の歴史を本に書いてしまったのかな︑ということになれば︑公

である﹂とおっしゃられました︒気がつきませんでしたけれども︑

形仇先生が︑﹁佐渡のうた﹂を一言で︑﹁詩歌に名をかりた自分史

私の本に関する感想で︑昨年岩波書店の﹁文学﹂十二月号に﹁佐

春の海景ふさはしき出版会

本修巳

渡と江戸﹂という論文を推薦し︑書かせていただいた成城大学の尾

わが著﹁佐渡のうた﹂上梓

︹謝句︺

生涯のわが本出でし西行忌〃

きらさぎの望月のころ生れし本
わが著﹁佐渡のうた﹂出版記念

山本修巳

今日はこんなに多数の方公からお集まりいただきまして．大変あ

りがとうございました︒

少しでもご恩をお返ししたいという気持でおります︒本日は大変あ

さんのご声援に少しでもおこたえできるように頑張らせていただき

ただ︑職場も変わりますし︑こうしたことを一つの転機に︑象な

なのお力添えをいただいたからで︑申しわけなく思っています︒

りがとうございます︒お話のあった時には︑ごく内輪というような
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〆

気楽な気持からであったのですが︑いろいろなお誘いがありまして

謝辞山本修巳

百人の祝福の宴弥生尽

山

〆

乾杯＃児玉喜夫
ただいま︑突然ご指名をうけまして︑このような盛大な会で︑私
ごときものより他に多数おいでとは思いますが︑年のせいで山本修
己先生のご活躍と修之助先生のご長寿をお祈りして乾杯︒
テーブル・スピーチ

磯部欣三

山本さんおめでとうございます︒一番心に残っている﹁うた﹂が

﹁すさまじや父と挾みて母の骨﹂という句であります︒﹁すさまじ

や﹂は﹁雁鳴くや﹂を石塚友二さんが変えたと書かれています︒

年は先輩ですので︑苦言を述べるとすれば︑山本さんの作品は︑

み不足というのは︑山本さんの人柄でやさしさ︑あたたかさがある

史実にもう少し切りこみがあってもよいような気がします︒きりこ

ものです︒私のように大胆に無造作にきりこんでゆくところが︑少

し足らない感じがします︒これは︑これから山本さんが自分の作品

﹁すさまじゃ︲一の方がずっとよい句になるのを感じました︒

のなかで築いてゆかれるものと思うのです︒﹁雁鳴くや﹂より︑

今日は一輪の花が咲きました︒大輪の花が咲いたといいますか︑

あります︒名古屋出身の暁台という俳人が︑相川の水金という遊郭
の前を通りすぎた時の俳句が︑山本さんによって紹介されていまし

んでいます︒一言お祝いの言葉を述べます︒

山本さんの好きな作品ができあがったと思っています︒私も大変喜
飛

て︑﹁月かなし島傾城の夏おどり﹂と言います︒私は相川の何人か

た﹂をはじめて手にしましたのは︑三月のまだ寒い晩︑相川の博物

佐渡に一冊の名著が加えられました・山本さんの力作﹁佐渡のう

浜口一夫

のお年寄りから︑この句碑が相川中山峠の方に残っていたから調
べなさいと云われ︑何年かかかって調べましたがわかりませんでし
た︒しかし確実な人たちのお話ですから実際にあったんだろうと思
山本さんの本を読んで︑由来がいろいろ紹介されていて︑ために

館の﹁夕鶴﹂の碑の準備会の帰り︑山本さんの車に乗せていただい

います︒

なりました︒特に佐渡へ流された人たちで︑七十二才の世阿弥が

﹁佐渡のうた﹂のしぶい紺の装値︑暖かい背文字︑すばらしいボリ

た時です︒帰ってから︑コップ酒の酔いで目がちろちろしたなかで
ほ嘆くさん

今度の本の特徴はさし絵が多いことにもありますが︑特に一本に

な古民謡が紹介され︑その解説もまたすばらしいものでした︒

﹁刎坂の石も殿が踏んだかと撫でてみる﹂という以前から私の好き

私は佐渡も高千の生まれですので︑海府の方から読みますと︑

ュームに感動いたしました︒

﹁こがれの島ぞ妙なる﹂と佐渡をはじめて﹁こがれの島﹂とよんだこ
となどです︒

と︒また︑いまの金北山を︑世阿弥も︑日蓮も北山と書いているこ
一つ感ずるのは︑われわれのふるさとが風化しているのではなく
て︑佐渡が風化しているのではなくて︑私たちが佐渡を新しい目で

最後に一番心に残った﹁うた﹂をあげよと云えば︑山本さんの

見ることができなくなったのではないかということです︒
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本間勝太郎

私は︑ご紹介をいただきました﹁さし絵﹂を描いた本間勝太郎で

す︒笹井敏雄先生が途中で亡くなられて︑引きついだわけですが︑

になるものです︒さきほどここにご出席の本人にお話したところ︑

まとまる前の﹁遊女初君﹂のさし絵が好きでした︒田中足穗先生の筆
本人も一番の傑作なのだと言っていました︒﹁さし絵﹂について︑私

て模写をいたしたものもだいぶあります︒そういう点で勉強になり

朝日新聞に載ったものには原画が失なわれたものが多く︑新聞を見

ありがたかったところもありますが︑苦労もしました︒本日は︑出

の﹁佐渡の味﹂で﹁成女式﹂のことに触れた時︑成女式は十五才に
腰巻の絵を﹁うちのかあちゃんに裸になって腰巻をつけてもろうて

りします︒

版記念会おめでとうございます︒修巳君のますますのご活躍をお祈

なると母親が娘に赤い腰巻を贈るという話ですが︑高橋信一先生は
スケッチ﹂したという話を思い出しました︒足穂先生も︑名作﹁初

つの﹁ともしび﹂を与えたのではないかと思います︒修巳先生の文

てよい勉強になると思います︒私ばかりでなく︑佐渡の人たちに一

特に﹁うた﹂の解説︑文章のやわらかさなど︑とても考えさせられ

ざいます︒文学と郷土史をかねた立派な書物であると感じました︒

相川の持田千秋でございます︒﹁佐渡のうた﹂刊行おめでとうご

持田千秋

君﹂では奥様をモデルにしたものではないかと思っております︒杼
それにぴったりあったさし絵︑佐渡にはかつてなかった名著が生ま

情をもった山本修巳先生の人柄のにじみでたすばらしい文章︑内容
れたのです︒本日はおめでとうございますワ

平賀巳代治
原稿をいただきに︑毎日︑夜にもお宅にうかがったことが︑つい昨

ところがあります︒どうか︑第二︑第三の文学ならびに郷士史に関

章には︑ものとの触れあい︑人の心との触れあいを深く教えられる

山本先生おめでとうございます︒修之助先生の﹁佐渡の百年﹂の

んとうに小さかったころです︒

めでとうございました︒

でな﹂という言葉に親しみを感じております︒本日はほんとうにお

つきあいをさせていただいておりますが︑いつも﹁私の先祖は相川

また︑お父さんの修之助先生とは﹁佐渡の民謡﹂以来六十年のお

す︒ゞ

する書物を書いて︑これからも私たちに教えていただきたく存じま

日のことのように思い出されます︒園子ちゃん︑修司君が︑まだほ
そのころは︑まだ佐渡支局の人数が少なく︑ネタ探しに︑社会部
記者のように山本家にうかがってご協力をいただきました︒また修
ただき︑私にとって︑なつかしい人でございます︒

巳先生にも取材に応じていただき︑人生のことについても教えてい
園子ちゃんや修司君も山本先生の血を引きついで︑佐渡の新らし
い文学︑歴史をと︑ふとそんなことを思っております︒本日は︑ほ
んとうにおめでとうございます︒
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ているのではないかと思いますが︑不勉強であまり多くを読んでい

修巳さんは鋭敏な感性の持主でありまして︑彼の俳句にあらわれ

ご紹介いただきました本間でございます︒

ません︒﹁佐渡のうた﹂の最後にご母堂を偲ばれ︑﹁菊に埋もれ白

本間真珠
私ごとでありますが︑修巳君の父修之助先生と父五丈原は同じ道

いかがと懸念を持っているようですが︑私は所詮俳句というのは情

緒的であってよろしいと考えています︒客観写生︑事象の再現とい

木の墓標安けさよ﹂という俳句を本人は情緒的として︑俳句として

の百年﹂におきまして︑五丈原の生涯を書いていただきました︒私

うことが云われておりますが︑感情の動物である人間が詠むわけで

に志した古い仲間でございます︒その子供同志が同じ大学を出て︑

は十才の時︑父五丈原を失い︑父をまったく知らないわけでありま

たださっき磯部さんが言われたように︑切りこみ方という角度から

すから︑情緒的であって結構︑さしつかえないと考えております︒

高校の国語教師という同業の職にあります︒修之助先生には﹁佐渡

す︒﹁佐渡の百年﹂を読んで︑私の知らない五丈原の姿をはじめて
におきまして︑五丈原の﹁日曜の午後﹂という頽廃的な詩をとりあ

知り得て感謝しているものですｐさらに修巳さんが﹁佐渡のうた﹂

った時︑修巳さんの俳句は堕落する︒したがって情緒的なものを今

注文をつけますならば︑情緒的なものが︑センチメンタリズムに陥

ご紹介いただきました両津の福島です︒仕事はサカナでございま

す︒

た﹂の鑑賞︑評釈を拝見しまして︑これは鑑賞︑評釈ではないので

すが︑修之助先生︑修巳先生とは御縁がありまして︑ついこの間出

福島徹夫

責任ではないかと思っています︒簡単ですがお祝いの言葉としま

後硬質なものに高めるということが︑彼のこれからの詩人としての

げて書いてくださいました︒こういうことを考えますと︑奇しきえ
学校で国語を教えており︑時々詩歌の教材で︑指導の参考として

にしならんと俗っぽく感慨を覚えております︒

詩歌の評釈・鑑賞のたぐいをあさりまして授業に臨むことがありま
すが︑・ヘダンチックで無味乾燥であまり授業の役に立たないのを

はないか︑これはむしろ修巳さん自身の詩歌ではないか︑創作では

のお子さんであります滋先生と四人で︑湯沢へうかがった記事と写

ました﹁佐渡郷土文化﹂に︑私もお供いたしまして︑藤川忠治先生

なげいているわけであります︒それにくらべ︑このたび﹁佐渡のう

ないかと痛感しております︒凡百の鑑賞︑評釈は大変︐ヘダンチック

真を載せていただき光栄に存じます︒

佐渡のうたの評価につぎましては︑ただ今本間真珠先生の解説の

ですけれども︑修己さんの場合は︑詩人のなかに深く沈潜して︑そ

で︑詩人の心のなかに入っているという深いきりこみ方がないわけ

文そのものが︑一つの詩であり︑作品であるとおっしゃられました

が︑私も同様な感慨をもって拝見させていただいております︒すな

のモチーフ︑心情を鋭敏な感性でもってとらえて︑そこで評釈︑鑑
な例ではないかと思って︑感動しているわけです︒

賞を書く︒それが︑そのまま詩歌になっているという︑非常に稀有
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わち著者の修已先生が俳句をお作りになる詩人であるというところ

田中足穂

は私の軽はずゑで︑こんなことになってしまって後悔しておりま

に出る柄ではないのですが︑この本のさし絵を描くことになったの

ただいま紹介いただいた田中です︒大変未熟ものでこんなところ

ここで︑修已先生から執筆の時︑おたずねがありました吉野秀雄

す︒同じ学年をつ．つけて隣のクラスであって︑頼むぞといわれ︑い

から来ていることだと思う次第です︒

いう歌にまつわるお話をいたしたいと思います︒この歌は吉野先生

まになってあの時断わればよかったと思っています︒このような佐

先生の﹁うづうみの岸の草生に山なせる牡蠣殻白し後の月の夜﹂と
が昭和三十二年十月︑三回目の来島の時で︑ホテルではなくて民家

る思いです︒それにしても︑あのような立派な本ができたことに︑

渡の文化人が集まる会に︑こんなところに立って背筋が冷めたくな

山本先生はじめ︑裏から支えられたご家族のゑなさん︑おめでとう

に宿りたいというご希望に添って︑私が湊の八幡若宮社の隣の俳人
葵十先生の家は牡蛎の養殖業者でありまして︑庭に牡蛎殻が山なし

斎藤葵十先生のところを紹介して︑そこで作られた歌であります︒

ございます︒

自信はないのであり︑さきほど浜口先生からおほめの言葉をいただ

私はほんとうは彫刻が専門で︑絵を描くのは副業で︑ほんとうに

て︑トマトが残っていたのが記憶にあります︒それで︑吉野先生は
う歌も作られました︒トマトは︑小さいころ葵十先生の奥さんに黙

きましたが︑ほめていただきたくない︒彫刻ならばんざいなのです

﹁牡蛎灰の肥につちかひ十月のトマトが赤し葵十老の庭﹂とい
って頂戴して叱られ︑﹁黙つてとるなよ︑これをあげるから﹂とお

が︑本の頁も︑私のところはとばして︑他の先生のところを早く見

ではないかと後悔をしております︒

でとうございます︒いまポッチャンといいましたが︑小さい時から

紹介いただきました松井です︒ポッチャン︑佐渡のうた出版おめ

松井敏郎

った︒ほんとうに恥ずかしい思いで︑山本先生には恥をかかしたの

た︒また︑あのような格調高い本ができるとは夢にも思っていなか

た︒そして︑こんな盛大な出版記念会があるとは夢にも思わなかっ

先生は誠実で断われない人です︒その縁でこういうようになりまし

てくれと思う気持でいっぱいです︒自信はなかったのですが︑山本

っしゃられたのを今に思い出としております︒
最後に私の今日のお祝いの歌を披露させていただきます︒

ふ拳

賀歌修己先生に
父祖の書あまた漁りて君成せし
﹁佐渡のうた﹂なり生命こもるも
賀歌修之助先生に

佐渡の文化守り傳へて十二年
﹁郷土文化﹂誌いよよかがやく
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七十になろう八十になろうが︑いくつになろうがポッチャンという

ポッチャンでありまして︑私は﹁敏郎でしたが﹂︑これからあとも

山と積まれたゾウキンを思い出しました︒それは林部先生が︑体が

休むが︑大事にしてやってくれ︒そして︑いまでもあの章を読んで

ん︒林部先生が︑ゞポヅチャンは体が弱いので掃除もしないし︑よく

弱いので掃除ができないので︑お家の人がこんなにたくさんのゾウ

言葉は私からは多分消えないんじゃないかと思います︒ポッチャン
とよべる︑そういう友が一緒に狭い町に住んでいることをしあわせ

んですよ︒そのゾウキンが目の前に浮かんできます︒ポッチャンの

キンをぬって︑ゑんなにこれで掃除をしてもらいたいと持ってきた

イメージよりもゾウキンのイメージの方が強烈であったのかもしれ

に思っています︒

彼から﹁佐渡のうた﹂の本をいただきました︒まず目を通して︑

ません︒青く染めた藍色の布地に白い糸がきれいに縫ってあるゾウ

キンです︒大事にしなければ︑ゾウキンバヶッにもったいなくて入

て母の骨﹂ですが︑大変感動しました︒というのは︑私は幼い頃の
彼をよく知っていると同時に︑お母さんの姿が脳裏にやきついてい

れられないゾウキンのイメージが痛烈に私の心の中に残っていま

最後の彼のお母さんのところを読みました︒﹁すさまじや父と挾み

たからではないかと思います︒よくポッチャンの家﹁おもや﹂の家へ

彼とは小学︑中学︑高校とずっと一緒ですが︑小学一年から三年く

分︑彼が幼少のころから病弱であったからではないかと思います︒

思います︒本を見ながら大きくなって︑さすが環境というものは恐

彼は俳句や歌を書いたり︑随想を書いたりしていたのではないかと

あったり︑鳩の絵が描いてあったりして記憶はさだかではないが︑

ろ︑薄っぺらな青っぽいノートで︑その表紙に富士山の絵が描いて

もう一つだけ︒いつも遊びに行きますと︑多分小学一︑二年のこ

す︒そうしたことを思い出し︑涙を流した次第です︒

らいの記憶が一番はっきりしています︒あのお母さんのところを読

ゥチャンと呼んで︵大変オオサギをしてくださいました︒それは多

たずねていきました︒やさしいお母さんはトシポウチャン︑トシポ

承︑何か自然に胸にこゑあげてきて︑涙が頬を伝っているのを感じ
ました︒私は家内に︑どうしても涙がとまらない︒ポッチャンに泣

私は家に帰ると母によく語ったものですが︑母はポッチャンは心

の友として末長くつきあっていきなさいよと云われたものです︒ど

ろしいものだと思いました︒彼はそのころから︑自分の文集みたい
なものを作っていたのではないかと思いました︒

カチューシャの歌をおぼろげな意識のなかで唱っていたことが書い

ういうわけか︑私は長男ではなく末っ子の五男ですが︑これからも

かされたと私は云ったんです︒お母さんが大変苦労をしたことが書

てあります︒私の母も同じ年代に生きて︑私の心にも母のカチュー

あまりくどくなく︑あっさりとして大変観察力のある文章に心を

二人仲よくやって︑新町の近くに住んで行きたいと思っています︒

いてありました︒夜どおし彼の看病をしたこと︑お母さんが死ぬ前

シャが残っているせいかと思います︒ほんとうにご苦労されて旧家

打たれました︒このあともすばらしい本を出して下さい︒体に気を

、
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1

､

のポッチャンを育てたと深く感じました︒小学校の林部という先生

に一年から三年まで教えていただきましたが︑いまでも忘れませ
ｲ

＝

つけて頑張ってほしいと思います︒

佐々木寿司
私は︑前々から︑山本家と何らかのつながりを持ちたいと思い︑

山 本 修 巳 ﹁佐渡のうた﹂挿絵原画展

で︑﹁佐渡のうた﹂の挿絵を描いた笹井敏雄︑本間勝太郎︑田中足

﹁佐渡のうた﹂の挿絵を担当した田中足穂氏と本間書店のご尽力

四月十二日にかけて︑畑野町の本間書店画廊で行なわれた︒

山本修巳﹁佐渡のうた﹂挿絵原画展が︑昭和六十二年三月二十八

た﹂の原稿をいただきました︒仕事を進めてゆくうちに︑細かく注

日

文が出て︑一筋縄ではいかないという気持になりましたが︑昨年の

出版記念会には︑会場においても一部展示した︒

穂の三氏の作品を展覧した︒三月二十九日︵日︶の﹁佐渡のうた﹂

昨年の五月頻繁に先生に会い︑強引に五月三十日にこの﹁佐渡のう

十月発行という予定でしたが︑先生の意見を充分尊重して︑納期は

申

畑野町高野藤右衛門近藤栄太郎近藤タ︑︑主品川三郎渡部

﹁佐渡のうた﹂挿絵原画展︵順不同︶

もに︑田中足穗氏︑本間書店に深謝いたします︒︵山本修巳︶

畑野町本間書店の名簿に書かれた名前を記して謝意を表するとと

のびてもいいものを作りたいというお気持を察して︑ゆっくりかま
えて今年二月発刊という状況になりました︒先生自身の考えを充分
取り入れ︑先生自身は満足していると確信しています︒先生は︑最
初で最後とよく話されていましたが︑これからもぜひお手伝いさせ
願いします︒

ていただきたいと思います︒みなさんもへ印刷の仕事はよろしくお

﹁佐渡のうた﹂の感想を若い人と年寄りの人から聞いてまいりま

万歳三唱菊地新十郎
した︒修巳先生の教え子の若い人は︑佐渡へ来た文人が多いことに

男星野和宏星野みつひろ加藤真奈美近藤美佐子渡辺由香
小田千鶴林友徳田中武左術門山川裕二渡部真紀子渡部尊

清勝小田裕美坂本一貫本間次郎渡部節子駒形真明奥田
庄太郎安藤清本間昭雄本間祐一本間智子金子忠司本間
哲本間久美子本間珠美本間いずみ中川大輔細貝由紀小
田千里亀井輝夫本間勝登中島司郎山本貴子林圭一本間
雅彦斎藤博章細野雅幸近藤友美田中淳羽二生明中川政

驚き︑先生の文章に大いに感心していましたし︑年寄りの人は︑読
承あきがしない︑いい本と云っていました︒私も同感です︒山本先
をお願いします︒

生ご一家のますますの発展と修巳先生のご健筆を祈って︑・ハンザイ

文本間俊一本間フミエ新穂村山田朗山田サチョ渡辺
亮治佐和田町笹井正笹井敦子近松寿弥佐々木寿司山中
武本間勝太郎真野町中川清太郎山本修之助山本修巳山
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本雅子羽茂町藤川滋両津市萩原光之市橋嘉作中川紀元
斎藤修金井町土屋浩二郎山貝芳枝酒井友二北蒲・安田
小山一則佐渡高校︵一の二主任山本修巳︶石井和生江口
雅弘小田正博仲川雄貴野口文雄服部博晃本間千也本間
康裕高橋弘一末武弘章中川清裕渡辺英成菊地美恵子金
子友子本間千夏早川陽子土屋啓子本間由香三浦孝予中
川愛紀乃土屋由美仲田香織金子美由紀丸山祐子野上智子

佐々木修次田中哲合計九十七名

なお私のクラスの生徒は三月二十八日午後展覧会を見学したあ
のうた﹂の感想を次に掲げる︒︵山本修巳︶

と︑私宅を訪問︑二時間ばかり遊んだ︒クラスの生徒二名の﹁佐渡

﹁佐渡のうた﹂感想一の二中川愛紀乃

これからもたくさんの文章を書いて下さい︒私がもう少し大人にな

ったら︑もう一度︑先生の本を読んでみたいと思います︒そうした

ら︑もっと深くこの本を理解できると思います︒

一の二丸山祐子

﹁佐渡のうた﹂の感想とクラスについて

﹁佐渡﹂について深く考えたことのなかった私には心に残るもの

が多かったです︒詩歌に込めたそれぞれの思いがよく理解すること

し〃黄金の島〃にもなり得ました︒長い歳月の間に︑多くの人為が

ができました︒人それぞれにより佐渡は〃悲しみの島″にもなれた

同じ思いを心に秘め︑詩歌として残していく︒そんな佐渡の心の歴

佐渡高校に入学して︑もう一年が過ぎ去ろうとしている︒この一

史に足を踏み入れたような気分になりました︒

がない︒よくできた人ばかりで︑私も考えさせられることが多かっ

た︒あともう一年このクラスのままだったらと思うと残念でしかた

年間﹃二組﹄という仲の良いクラスの一員になれて本当に楽しかっ

ん︒だから︑作家とか︑本を書く人は．相当︑根気強くないとだめ

た︒いろいろな活動を経て︑人間性が豊かになったのではないかと

私も時々︑文章を書きたいと思いますが︑いつも長続きしませ
だと思っています︒山本先生は︑子供の時から体が弱かったそうで

思う︒きっと高校生活のよい思い出の一つとなると思う︒

先生︑一年間︑ありがとうございました︒

すが︑そのためではないかと思いますが︑周りの人食にとても敏感
はないかと思いました︒それと︑本を書くということは︑自分以外

なような気がします︒だから︑俳句とか︑文章とかが︑書けるので
の他の人達に︑自分が考えている事︑思っている事が伝えられるの
ですから︑すばらしいと思います︒先生の本は︑少しまだ私達には
わってきて︑そういう本を書ける先生をうらやましく思いました︒

難しい所もありましたが︑家族や︑他の人盈の感謝の気持ちとか伝
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日時昭和六十一年十一月二日

風の夜の星瞬かずたじろがず

赤塚

尾崎

菊地

山本修之助選

蕎麦の花弥彦の見ゆる日なりけり

須田きいち

仏飯に鶏頭種子をこぼしけり若林うた子
やや寒の手鏡に髪あまりけり赤塚五行
雁啼ゐてきさうな西の空暗し小林文雄

母方の田舎が好きで祭笛木村澄子
そびら
砂金採の背嗽して法師蝉若林うた子

島裏の名も無き橋の良夜かな木村澄子

場所相川町公民館

木天蓼に六匹の猫酔うて居り

またたび

やや寒の手鏡に髪あまりけり

第五回一灯忌俳句大会
斎藤美規選
特選

岸田稚魚選
特選
海を見て一日暮れぬ一灯忌中平小夜子
鰯雲昨日の道を歩象をり島倉みつる
小池濤子
ぶっきらぼうに置いてゆきたり尾花蛸

佳作
去ぬ燕あほぎよろめく齢早や保科玉象
戻り荷や畦の小豆も引きそえて本間伸江
鯖雲や畝きる縄をぴんと張り滝口たづ

い

流燈に遅速のさだめありにけり北島綾子

稲架襖潜りて波切観音堂金子久美子

日鬚れぱ色濃く流る秋の潮小杉庄
秋灯低き机を引き寄する藤井美智子

菜殻焚き少しの風を呼びにけり島倉みつる

池野よしえ

右近ふ承子

音たてて稲架の支へをくひこます

飼はれゐる鈴虫の夜となりにけり山本修巳
夜雨またしたたかなりし稲穂かな

待宵の雨に降られて寝損じぬ村田伎一郎

母方の田舎が好きで祭笛木村澄子

…

特選

福嶋野城子選

高々とみんノ︑蝉や世阿弥の忌田宮杜光

藤井青咲選
特選

鯆雲や畝きる縄をぴんと張り滝口たづ

特選

数馬あさじ選

特選
鰯雲写る川面や蕊ぎ舟持田千舟

五 汀
行道湖

待つことに慣れて芋煮る無月かな林詩子
新しぎ縄もて稲架をしかと結ふ小杉庄

菊人形袖のあたりの枯模様本間伸江
鮠跳ぶや湖の宵闇濃きところ神蔵久

待宵草のうすき花弁へ海の風伊藤しずえ
海を見て一日暮れぬ一灯忌中平小夜子
鳴く虫の声する方へ歩みゐて山口高子

佳作

蕎麦の花弥彦の見ゆる日なりけり

・須田きいち

稲休ゑなれば音のする稽古笛山城やえ
高々とみん〆Ｉ蝉や世阿弥の忌田宮杜光

あき

…
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秋扇肩で風切る狂言師内田正雄小池濤子選

山中四郷選特選

特選戻り荷や畦の小豆も引きそえて本間伸江

児玉葭生選特選

海を見て一日暮れぬ一灯忌中平小夜子島倉みつる選

菊池芳女選
特選
右近ふみ子

特選枯れまじと立つ鶏頭の赤さが妬石川野菊
沖の浪ひねもす白く島の秋北嶋箏吾

羽柴雪彦選
特選

風邪に臥し夫の厨の音聞こゆ羽豆英子

・１１１１１１１１４．ＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｊＩ１．７１１ＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｊｌｌｌＩＩＩＩＩ１１ｌＩｉ甲９１→１８．７１１１１．１ＩＩＩＩＩＩｌｌＩＩＩ１ＩＩＩＩ１Ｉ→ｒＩ１１１ＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩ１１ＩＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩＩＩＩＩＩＩ１ＩＩＩ

菊人形袖のあたりの枯模様本間伸江夜雨またしたたかなりし稲穂かな

瑞穂句会抄︵一月︶

かといふて寝ゐほどもなや風邪心地

室月十日真野町新町金峰荘波の音残して暮るる大晦日山口高子
しづかなる雲流れをり初明り

二日はや子らみな島を旅立てり本間あやの

墨すりてしづかに聴けり小夜時雨

元朝の静けさ孫の声高く須田中夫何鳥か来てまた翔ちぬ実南天菊地っぽみ
初詣鳥居の奥の二つ岩
作業夫の挨拶交はす朝焚火

物忘れして立ちどまる節季市中川湖舟

選者吟山本修之助

掃き寄せし落葉ふたたび風に舞ふ高橋木犀元日やそれぞれ揃ひすこやかにゞ
子ら歌ひつっ行く道に野菊咲く

しぐるるや祖父の描きし芭蕉像

長屋門通り抜け来て花八つ手高野竹風初夢の母や明治の髪結ひて
高波に呼び交しつつ海苔採女

吹き込みし雪掃き初めの能舞台佐山香代子
短日の豆焦げつかせゐたりけり

佐山香代子選

特選

返り咲くしどみは赤し一灯忌佐々木純子

菊地汀湖踊︾

特選

須田きいち選

返り咲くしどみは赤し一灯忌佐々木純子

特選

昼の虫声を落して喪を告げる〃長嶋あき

瑞穂句会抄︵二月︶

二月十四日真野町山本修之助先生宅

隣席へ毛皮のコート脱ぐ女

上州の山々険し寒茜須田中夫

救急車の笛地吹雪に消えゆけり中川湖舟

風花や盆栽市の立話

初鴉森と田圃に鳴き交はす

拝殿の献額読めず初詣高野竹風

大寒の浄めの水をふふみけり

塀の内若やぐ声や冬薔薇佐山香代子

初釜の立居しづかに暮れにけり羽豆英子

雪国へ単身赴任の夫発たす
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壷

庫裡裏に雪残りゐて暮れにけり

ここまでと送りしひとや雪の道山口高子

春かもめ水平線の一すぢに

言ひかけの言葉とぎれし火桶かな山口高子

雀二羽翔ち来てなどむ春隣

物思ひつつくだる坂さざめ雪菊地っぽみ

さくさくと鍬の音せり犬ふぐり菊地っぽみ

仁王門くぐれば花の匂ひけり

野火消えて一番星のかがやけり山口高子

助手席の娘の髪や花菜風

疲れたる目にしらじらと梅咲けり

寒鴉バイクの音に身じろがず

薄切りにして寒餅を吊るしけり本間あやの

晩学の日含を送れり返り花菊地っぽみ

残雪や野菜畑の青くして本間あやの

山深く来て春蘭の株を採る本間あやの

きさらぎの朔日晴れて誕生日

鍬鎌に神酒供へ年取らせけり

選者吟山本修之助

馬酔木咲く庭にしばしを佇ちにけり

美しき屏風絵見つつ春隣

咳やまずかたへに妻の今は亡く

ふる雪に黙して馬の引かれゆく

選者吟山本修之助

姉妹らと雪の湯沢に集ひけり

選者吟山本修之助
母代りせし姉なりき一葉忌
山茶花の白し要らず兄逝けり

瑞穂句会抄︵四月︶
四月十九日午前十時真野公園

能稽古了 へ て 裏 道 日 脚 伸 ぶ 中 川 湖 舟

胡蝶の舞舞ふや農婦の卯月能

ふいに傘さしかけくれぬ春時雨中川湖舟

去年植えし梅の古木のほころびて

木枯や魚の腹さく女の手

凧や海に夕日を吹き落し金子治作

三月十四日新穂総合センター

瑞穂句会抄︵三月︶

日あたりの窓に開きし福寿草

紅梅の瞼に浮かぶ病牽をれぱ高橋木犀

冬ぬくし少女が追へる親仔牛

売られゆく仔牛の背を時雨れけり滝口恵倫

昭和六十一年十二月十五日

真野町俳句会

年用意することもなし老住居高橋木犀

散り敷ける色さまざまの落椿

雪に発ち都は柳の芽吹きをり須田中夫

咳一つして羽織をぱかけられし

去年の籾こぼれしままの春田打つ高野竹風
間の遠き土鳩鳴きをり遍路笠

手を撰んで唇甘し温め酒右近ふみ子

湯の宿の渡り廊下や冬三日月

一湾の波を平らに牡蠣筏若林うた子

せな

於真野町四日町宝林寺

土人形槌せしを雛と飾りけり

角巻を脱ぎ母親の貌となる高野竹風
大足蛙掛け換へ島の春立てり佐山香代子

みづうみを隔てて野火のあかあかと

冬空を跨ぎておりぬ瞭

ひと言に心いためり春深く佐山香代子
日向ぼこ耳ふくよかに母老いぬ羽豆英子

つぎつぎに空家となりて枇杷の花

新雪の美しき朝孫生る羽豆英子
愚痴こぼし悔を残して春寒し
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校金子のぼる師作詞真野小学校々歌畳屋の包丁今日の寒さかな

わらべ等の歌北風に曲り消え諸橋和代袖無を傍へに三寒四温かな島倉盈月

昭和六十二年二月十五日

真野町俳句会

角細ぎ般若の面や能初め

鬼の背を打ちたる豆を拾ひけり渡辺やす

真野町四日町海潮庵

一すじの河横たわる枯野かな鶴間千世初寄や煤け薬缶に酒の燗滝口たづ

︾﹂ｘノ︾﹂輿ノ・

茶会はね香合の香や冬の町舟蔵い海に背を向け引きにけり

雪のくること等忘れ冬の月初庚申煮〆の皿の梅模様

懸額の無事と云ふ書や春立ちぬ

立春の煮豆焦がしてしまひけり芳林うた子

２

北おろし真知子巻して坂下る

木の葉髪鏡の中のひとり者菊池芳女天あたたか成人の子の髪を刈る若林うた子
実式部の粒の沈める花コップ

産声や男の子少聞きし二月かな

浬藥図の供華の椿のほころびて小沢象よし

らごら

磯遊び沖には白き貨物船

浬薬図の釈迦は美男におはしける鶴間千世

大根抜く豊作貧乏かこちつつ滝口た．つ峰に帰る烏吹かれをり大晦日渡辺やす

初詣仁王の腰の大わらじ

草庵や枯葉飛びこむ連子窓渡辺やす酔猩めに寒九の水をごくごくと内田正雄

運勢の吉なる暦買ふとせむお年玉係に予算のあるらしき
冬の灯に土人形の土の色

観音堂錠一文字に東てにけり

渥渠会や来世も羅喉羅に生れたく滝口恵倫

浬藥会や浄も不浄も鐘の音逸見不愁

雪囲ひすませて寺の静まれり小沢みょし罐輝が垂氷の名残とどめけり金子治作
起き臥しに忘れぬ人や年忘れ内田正雄賀客去りて常のひとりに常の猫諸橋和代

小春日の小佐渡に広き天狗塚初景色渦一疎林道の朱塗橋

浬藥会や十大弟子のごとたむろ

七日粥仏前までも湯気なびく

大寒や鍋足型に人逝きい

神さびの計の放映や春寒し諸橋和代

海凪いで海苔剥ぐ音の快し

寒満月卒寿の遺影凛として滝口たづ

冬寺の六字の名号りんとしてポッポッと冬芽の樹盈や厨窓

飛弾細工売る町並の時雨をり山本修巳右近ふみ子
濃紺のダムをめぐりて冬山路山本修巳

湯けむりの立つ朝寒の露天風呂ぎようさんのささかき牛葵小正月

昭和六十二年一月十七日

真野町俳句会

六地蔵是よりとあり春の海右近ふみ子

初天神子が二十年の教師歴菊池芳女

はたとせ

浬藥会の寺の敷石濡れにけり

吊られても闇へ明るき唐辛子金子治作

酔漢となり帰りたる二日かな

真野町ふるさと会館
初凪の入江に浮かぶ牡蠣筏小沢みょし
京ことば残れる島の女正月鶴間千世配達夫にもお福茶をもてなして

佗助の咲きて一つの願かな

二日はや沖にせいなど舟灯る滝口恵倫六十路すぎおしん学べｈ春の雷

じんじつ

はんなりとして人日の桜貝生きてこそめぐる春あり老の道金子稔
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焼藷の皮に土の香ありにけり

浬藥図に女人は白きのど見する島倉盈月
浬喋寺たまたま雪の道となり

一湾の暮るるや寒の雨きたる山本修巳
鉢植の臘梅しだれ苔の上

昭和六十二年三月十八日

真野町俳句会
於真野町体育館
春浅しめぱるの大き目のうるみ若林ぅた子
ふり売りの雛さん蝶侍たれけり

妻の手に三月の雪掻かれけり山本修巳
海苔あぶり岬の夜の漁ぱなし

まんさくは昇忌の花村ざかい菊池芳女
大正は一桁生れ針祀る
羽茂大石伝説

児を抱いて高い高いよ雛の月鶴間千世
磯遊び八百比丘尼が見てゐさぅ

一

一開

一

〜１１１１１１１４〜〜〜〜ｉｊ１ｊｊｌｌｌＩく〜〜〜１１１１１１−

チゴユリ︵扉カット︶

一採種跡峠鰄砿衝娠鋤永礪藩嚥嘩畦が汕嘩

へ見せてくれる︒

一野や山では︑次点と姿を替えた花が顔を

一

三

吾錘唖刈嘩孫や諏樗酊祷鐸恥一叩︾唖殿率︒一

梅咲くや海向く八十八地蔵渡辺やす一窪唾雅錘砂稚埠画﹄酢恥瀕鋤母脾悸赫吟一
濡れいるの若布捌くや浜をんな

空缶の道にころころ日脚伸ぶ小沢みょし
小蟹追ひ足滑らして磯遊び

雛飾り七十年をひとり旅

切口のきりり真白や剪定す諸橋和代〆

一花である︒林の下草の間に︑地下茎が横

一稚児百合の名のごとく︑愛しげな小さな

漁火や龍宮城の春の夢金子治作一多くの花の中に︑チゴュリも見られた︒
湯豆腐の母の慈愛の温みかな

に走るユリ科の多年草であり︑茎の下部一

漁火の海に大きな梅雨の月鈴木ゑい一短い柄がある︒基部の方は丸く︑先端が一

七月のはだ寒き日のつ・つきけり斎藤祐一植物は︑花の咲いている時が最もよく一

一る姿が︑なんとも可憐であった︒

すずかけの広葉の風の小暑かな

︵長嶋陽二︶一

一

一

が白いさやに包まれている︒葉は互生し︑一

梅林の蕾は堅し無住寺

一面の浜昼顔の中に佇つ尖った卵状楕円形をしている︒茎の先に︑

きんぽうげ句会七月例会

海風の 軒 や 荷 縄 の 寒 晒 し ︽ 滝 口 た ・ つ

短夜や灯ともして航く小佐渡丸

昼顔の浜へ一と筋道細し

のぼる忌の供華も供物も雪の上滝口恵倫

虫笑ひする赤ん坊の雛まつり

一六弁の白い花を一︑二個冊き加減につけ

船着きてどっと被雪を落しけり島倉盈月
一塊の雪となり着く定期船

一は格好のときである︒

一特徴が現れているので︑名前を覚えるに一

ふるさとは語りつがれし春の川右近ふみ子

小波のかきの筏に来ては消え

紫陽花の毬りの小さき一卜七日中川民子一ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌＩＩＩｌｌｌＬ

母逝く

凍滝に陽差ひとときありにけり
売るも買ふも税かかるとや山笑ふ

趣亀甲の亡母のかんざし雛の日に内田正雄

水馬跳ぶとき影も又跳くり

香水ももたせ別れの薄化粧

いちぢくの葉裏濡れをり冷やかに児玉葭生
人影の無き朝の街燕飛ぶ

翅とじて虻はいりたる花南瓜本間︸寛二
庭よぎり出でゆく母や田草取
本間いつ子
梅雨晴れ間おしゃれな柄の蝶あそび
十薬の群れしところの暮れにくく

仰向いて女しきりと実梅打つ・鈴木すえ

誕州詑柿鍔津辨御弛咋窪帷唾画緤号と一

︵真野町俳句会︶

末吉の象くじを切に神の留守

一列に並び雨垂れ梅雨の宿荒貴キクエ

タ焼の中に小さし吾れ哀し若林玲子

滴りに杓のふせある暗さかな水上千代
螢飛ぶ川辺の道を楽しめり小菅マサエ

攻塊の花盛りなる磯伝い井藤ミチ

月見草綻ろび初めて止まりけり林部ムッ

庭木皆病葉散らし雨続く磯野スミエ

太りくる南瓜にそっとふれて見し本間吟
梅雨の忌やはや七年の忌を重ね森かほる
日焼止クリームとかや送り来し塙ユキ

栗の花二つの蝶の結ばれし

ロ

ー

を出しては伸びて行く︒繁殖力が旺盛で︑

一

一

一・

シソ科の多年草である︒細く四角な茎が一
伸びると︑倒れて地面を這い︑節から根

道端や庭隅など︑ごく普通に見られる一

カキドオシ︵目次カット︶

きんぽうげ句会八月例会ロー
児
玉
葭
生
一
烏賊船の灯の途切れたるところあり

鹿の子百合とてよく見れば鹿の子あり

秋田竿灯祭

原爆の日の人灸の黙し行く

茎や葉には粗い手が生えていて︑草むし一

岩角の滴り蓼を打ちつづけ本間寛二から︑カキドオシの名がついたという︒一

秋の夜のいま竿燈の揃ひ立つ垣根をくぐっても伸びて行くということ一
苔の先よりの滴り連なりし

萩ゆるる吹きくる風にこたへつつ森かほるりの時などには軍手にまとわりつくので一

ひたひたと波流燈の一列にある︒葉は対生で長い柄があり︑丸っこ一

夏萩の揺れて蝶々止られず井藤↓︑︑チいハート形で︑操むと一種の芳香がする︒一

宝物の虫干しに寺人絶えず塙ユキ花をつける︒花は唇形で︑卜唇の先は少一

夏萩を一廻りして蝶の行く春には葉の付根に一︑二個の淡紅色の一

記念樹の檀の梢風涼ししへこみ︑下唇は大きく張り出して三つ一

一

リソウという名がついているのも頷ける９

に煎じて利用するという︒別名にカント

石︑腎臓炎︑膀胱炎や小児の宿を治すの

油分を含むので︑民間薬として︑尿路結一

には︑メントール︑シネオールなどの精一

開花期に全草を採取し︑乾燥したもの一

斑点がある︒

漁火の夜毎とりまく島の夏斎藤祐に分かれ︑中央のものの内側には紫色の一
をくれゐし暑さきびしく来りけり

水引の花穂の先のなお細し若林玲子
風の道ありや秋風通り行く

中庭を隔てし簾灯りけり鈴木ゑい
林部ムッ
鳴きゐたる真昼の墓地のぎりぎりす一

−と波の膨れ上りて秋近し水上千代わけである︒︵長嶋陽二︶６

竹落葉をりをり散って吹かれゆく鈴木スェロ

滴 滴 新 月 石 新 懐 片
盆見畳墓し蔭
の草病にきの

りりき
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き に し る

本 中 滝 笹 青 三 内 田 椎 尾 け
間 川 川 井 木 井 田 宮 た 崎 り
ノ
松 伊 か 三 水 井 鈴 塙 桑 小 鈴 林 若
真 夜 敏 敦 三 五 三 杜 の 十 上 藤 木 原 菅 木 部 林

二 々 美 子 午 郎 郎 光 ぶ 郎 マ
千 ミ ス ユ 和 サ ゑ ム 玲

' ‑ − − − − − ， 代 チ エ キ 子 エ い ツ 子
70

ー

散り重ね友禅模様鳳仙花

遙かなる夕日も真赤葉鶏頭

計良フミ
森かほる

本間いつ子

朝顔の花の終りし鉢運ぶ

きんぽうげ句会十月例会

に奥焼落の波り叢

1つ刈に右の次が一

}時田ポにあ第る羽

磧草吟社例会句抄

￨わをプ左けにつの

春日浴び馬車かぽかぽと蔵の町

岩風呂に人来る気配溪朧広瀬杜夢

春深し軒端に動かぬ孕み猫

籠り居や無為の春愁爪を切る本間秋窓

牛の目に映る白衣や島四国

花曇り主人気長に硯研ぐ菊地伸樹

猿と呼ぶ影も消えけり畦新た

一徹と言はるも処生万愚節有田朴咲

〉が染ラにぴとぼ蝶

水津鼻出てよりの揺れ春北風

ならい・

春潮や浜の茶店の焙り烏賊菊地緑雨

}げつりをし小し
し 伸 菊
ぱ か

l鈴林本し塙な斎

{ 木 部 間 藤

； い

'総早聿

｛秋土草朴町三

I 簾
蕊 総
まな広小の三
I投落か手寒るで

Iじほが枝小様

〉
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Iけ曼かて三
Iれ珠な来夜

I 蔓 る

！玲フ千す農

リ 林 良 上 木 間

I 若 計 水 鈴 本 森

春愁や鉛筆の尻頬にあり

春愁や些事のこだわり捨てがたく中沢芽笑

花冷えの陶芸展に人まばら

軸代へて味一服の春惜しむ加藤三和

花冷えにしばし人絶ゆ投票所

八重桜加茂の湖畔に村五つ小橋柴山

大辛夷ビルの谷間になりにけり

一つ尾を振りみんな振り鯏蟠の陣杉本果豆王

子がしゃがみ老もしゃがんでつくしんぽ

とびとびに春が来て居る石田川福田芳郎一

島開く春の埠頭の国誰り

（

大根の太りし雨の続きおり中川民子
冷やかに雨の雫の滴れる
薬飛んであとの芒の枯れつづく

へ
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将門の首塚撫でる古桜橋本比左而
鶯の初音に込めし声の艶

！澱&繩普
I 聴 誤 蝉

１１

やりいかの鳴きつつ上る朧かな

ｉＩ

小仏の夢の千年花のかげ山中四郷

！

I萩陸夕朴山夕も萩

開帳や秘仏の肌の黒き穴青柳青風

7
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口

；

一

一

一

一

！

畷
舞蛎鮪曹
Iに日高りにだたい
￨影めの裏のが象の

｛ 子 ミ 代 え 吟 る

待鶴荘俳句クラブ初句会
春雷にま ど ろ む 夢 も 遠 く な り 宮 崎 茂
海はるか一帆がゆれる春うらら

テレビより春一番の便りあり石崎イセ
散歩道あぜ焼きし跡通りけり

若菜摘む手に草の香の残りけり渡辺ヤゥ
陽の射せばたちまち消へし春の雪

春遠し粉雪が舞ふ昨日今日若林トメ

賀状きて孫の描きたる兎かな

幼な児の声の愛しや初電話金子ハッヱ

ときわ荘俳句クラブ初句会

沈丁花香り漂よふ垣根かな

空写す清き流れに芹摘みぬ藤井カョ

念入りに挨払ひて年迎ふ

言ひかわしいつも電話の年賀状金子トヨ

つくしんぽ土手にちらほら顔を出し

誕生日祝ふ寄せ鍋かこみつつ松沢イト

鮮やかに庭の真中の実南天川嶋孤島子

咳をする子の甘へをり母の膝

初雪やしづかに窓の明けそめて石川公子

一年の納めと晦日そばを喰ふ

床の間に愛でし白梅咲きにけり波田野麟児

リハビリに手を貸す吾子や去年今年

花園をなほ広くして野分け去り信田光代

ほこり

白鷺のねぐらにやわく春の雪

小田ミヨシ

細道を行けばおちこち蕗のとう大崎ハツ
寒椿綿帽子かぶり庭の隅
とうろやの酒飲みかはし賑やかに

畦を焼き豊作祈る農夫婦斎藤木美恵
今年より孫入園と初電話

節分の豆をいりつつ母思ふ斎藤久子

春の海さざ波立てて漁船行く

吾子二人皆旅立ちて五十路の春

竹馬に乗りし昔を思ひをり野蟆ハツエ
着ぶくれて皆に笑はれゐたりけり

遠ざかる友と手をふり息白し

すこやかに八十路の友や福寿草中浜都流

七草や稜線昇る朝日見ゆ矢川ミサホ

雷鳴が過ぎて降りつぐ冬の雨

小春日や観音像の目のやさし川上良子
山茶花のこぼるる井戸の置柄杓加藤文子

表具師の刷毛の白さや冬うらら

注連作ることにも慣れて宮守りぬ

選者吟佐山香代子

寒灯に安らぐ夫の遺墨集

選者吟佐山香代子

松過ぎてしづかに暮るる過疎の島

無住寺庭荒れしまま福寿草大沢エイ子

鬼太鼓のわらじ作りや冴へ返る

浬檗像のおわす御堂や経の声羽根洋子

晩秋のかすかに残る登山道

可憐なる匂ほのかな雪椿渡辺サチ

亡き母の植えし形見の沈丁花

春一番よろこび告げる子の電話石川和枝

ボーリング賑はふ声や草萠へて影山チヨ
蕗のとう芽吹きてゐたり木の根元
寄鍋の山海料理の味の良さ

節分の福よぶ声の聞へけり加藤クマ
福寿草可憐な花を咲かせけり本間三代松
梅の花ほのかに匂ふロ↓ヒーかな

うらら日や寮母の部室の笑ひ声首藤マツ
芝芽吹き庭にたわむる搾二羽

寒見舞ふ息子の手紙とどきけり菊地ヒサ
語り合ふ友の笑顔に春日射す

湖に近き能の館の初鼓

炉に寄りて母は刺縫ひ始めけり

"

銀色に日毎ほころぶ猫柳羽二生喜代次
小倉ダム満水たたへ春来たり
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ときわ荘俳句クラブ三月句会
春駒の面借りてきて句を詠みぬ信田光代
堰音の枕辺高く春近し

月明を背に受け北に烏帰る北嶋箏吾
しとど降る木の芽起こしの降りやまず
紅梅の若さに紅のときめきし

咲きほこる梅の白さや昨日今日石川公子

時ならぬ彼岸過ぎての雪景色

初孫の一年生の胸張りて金子ハッヱ
どろんこの田舎の道や春の雪関川権三郎
蓬摘む心弾みてゐたりけり

士の面に色吹き初めし黄水仙矢川ミサホ
春陽ざし五目並べのなごやかに
ランドセルの姿凛々しや春うらら

苔むしろ庭の白梅ふくいくと中浜都流

選者吟佐山香代子

忌の暮れて春泥の足袋脱ぎにけり
一病をもつ者どうし浬藥寺

歌と評論真野支部新春歌会
昭和六十二年一月三十一日

於真野町菊池宅︲

そぱえ

日照雨避け寄り合ふ脂深からず直哉旧居は坂

の中腹︵尾の道︶福島徹夫

酒造る深き大井戸もありしとふ元の屋敷は畠

鵯にやがて喰はれん束の間の南天の実は紅冴

となれり江口稔

鱈の腹一気に裂けば餌となりし小鯖の色がい

えてをり本間光順

まだあたらし伊藤節子

うねり来て冬の岩場に立ち上る波藍深きふと

中川千佳子

弔ひの傘のつらなる別れ雪山田みさを

麗かや話とぎれずバスに乗る

地に落つと見せて吸はるる春の雪

菜の花に虹かつがせる村の滝

夜は更けて口重くなるいろり人

友とゐて共に居眠り夜更の炉風間邦子

用足して夢を続かす朝寝坊

猟季過ぎ妻に起さる大朝寝嶋倉忠治

別れ道往きつもどりつ春の宵

新色の口紅選ぶ春の街岡崎ひろみ

春祭十戸の村の大幟

門付けの神楽が歩く春祭村川経

香煙に糖がむせぶ浜の墓

彼岸会や供花は椿と決めにけり池尾敬之

汚されずひそと小路の落椿

行く春やつひの仕事の針と暮れ高津八重

陽炎ひて車も人も宙を行く

山里に裸の木立輝けり葛西秀夫

梅の香をそっと運びし朝の風藤井みつる

初蝶が畠打つ前を低くとぶ

柿の枝不器用な手で剪りにけり

襟足に落つや削りし柿の粗皮畠野かつじ

上段の田よりみちびく春の水

手を泣かせ惚苗二十余本植う羽柴雪彦

引く烏に口笛たかくひくく吹く
初氷踏み割らし行く園児かな

大寒や岩に飛び散る波の花天沢坦

身の内に鬼も仏も鬼笑ふ中平小夜子

いもせ俳話会五月例会

おり菊池与志子

ひおうぎかめ
ぬぱ玉の射干の実瓶に挿し冬百日の波聞きて

ころを見す石塚多恵子

つなかなか下りず中川アイ

地吹雪にさからひて飛ぶ鴉の群田の面を見つ

紅ほのと渡辺やす

六︑七の宴に吾娘が﹁老松﹂を舞納めけり寒

の葉もなく座す後藤咲

昼月のかかれる山の家に来て仏壇の叔母に言

泥水に月影うつるかたはらに道路拡張の機械

は眠る若野ヤス

榛の木にあはあは影を曳かしめて雪野にしば

し陽のとどまれり酒井友二

f
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編集後記
山本修之助
桜の花が咲いたかと思うと︑いつのまにか

私の若い時の句に

詩集手に春愁の丘のぼりけり
というのがある︒

四月二十九日︑俳誌﹁木語﹂主宰の山田み
で︑新大教授であった山田英雄先生の令妹︑

づえ女史来訪︒国文学者山田孝雄博士の二女
学者一家である︒﹁馬酔木﹂同人であった相

散り︑あわただしく葉桜となってしまった︒

この逝く春を惜しむころが︑一年のうちで

﹁ホトトギス﹂の俳人で︑また画人でもある︒

実は︑昨年八月ころ印刷所へ原稿を渡した

のであるが︑いろいろの事情で約一か年近く

経てしまった︒八十四歳の老骨に鞭打って︑

少しでも後世に役立つものを残したいという

この﹁佐渡民俗ことば事典﹂の出版は︑私

私の気持をお酌みとり願いたい︒

﹁方言﹂の︑佐渡民俗資料の三部作ともいう

が昭和五年以来の念願で︑﹁民謡﹂﹁伝説﹂

ご期待を乞いたい︒

べきものの︑完結篇である︒

読んでいただきたい︒直接書店へ・

裏表紙に︑会員中川芳郎氏の新著﹁密月旅
行﹂の広告を載せた︒一人でも多くの方から

振替新潟八︲五三二七
郵便番号九五二 ○三

新潟県佐渡郡真野町新町三五四
電話︵○二五九︶五五 二七○○

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

需癖箒山本修之助

頒価一二○○円送料二○○円

縣韓毒婿諄詣調︵毎一面発行︶

佐渡郷土文化第五十四号

次号九月号︵原稿締切六月末日︶

くのも奇縁である︒

あげる︒

に申し訳もない次第である︒深くお詫び申し

かねて︑近刊予告をしていた私の﹁佐渡民
俗ことば事典﹂が︑たいへん遅れて︑まこと

方からいただいた︒御高覧を願いたい︒

意を深くお礼申し上げる︒本誌口絵と本文に
記事を掲載した︒また︑その書評も︑多くの

だいた︒参会者百名近い盛会で︑皆様のご厚

版記念会を︑佐渡一豆−ホテルで開いていた

三月二十九日︑修巳の﹁佐渡のうた﹂の出

揮毫品を多くいただいている︒こんな話を聞

ているが︑私が長く交遊の間柄であった相
生垣秋津先生とはご兄弟のよし︒秋津先生は

生垣瓜人先生の﹁言はでもの事﹂を出版され

北の島に住む者にとっては︑待ち遠しい春
であったが︑その過ぎ去るのも早い︒そして
最も杼情詩的でなつかしい︒﹁海浜秘唱﹂を
書いた文学少年の時代から︑八十歳をすぎた
今日もかわらない︒﹁海浜秘唱﹂の﹁あとが
き﹂に﹁暮春の門べに立って︑遠き日の空に
決別する﹂と書いたが︑なにか今なお心の底
そして︑この逝く春を惜しむころは︑いつ

には決別できないようである︒

も與謝蕪村の
愁ひつつ丘に登れば花茨
の句を思ひ出して︑口づさむのである︒

芭蕉を﹁秋の俳人﹂とすれば︑一茶は﹁冬
の俳人﹂で．蕪村は﹁春の俳人﹂であろう︒

とは思えないようなものが多く︑西欧の詩人

蕪村は︑画人だけに︑その俳句が絵画的で
明るく︑杼情的である︒江戸時代の俳人の作
の作を思わせるものがある︒詩人萩原朔太郎
は﹁郷愁の詩人﹂と呼んでいるほどである︒
私も蕪村は好きである︒
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灘舗謝佐渡郷士文化の会

佐渡の
山本修巳氏は︑厳君の山本修之助翁ととも
に﹁佐渡学﹂ともいうべき諸知識・諸感覚の
総合者である︒
父子二代にわたって佐渡の自然と人文につ
いてのあらゆる検証を経て来られたひとだが︑
同時に︑外界から佐渡を見る者の感覚につい
てもよき理解者でもある︒ｌ司馬遼太郎先生序
佐渡
﹁朝日新聞﹂新潟版︑﹁新潟日報﹂佐
渡版
版︑
﹁佐渡郷土文化﹂に連載し︑十五年の年月を
経てまとめられた﹁佐渡のうた﹂の鑑賞文︒
流人の万葉歌人︑順徳院︑日蓮︑世阿弥か
ら︑現代の佐渡人のうたまで︑古今の百五十
六人の詩歌にそれぞれ挿絵を添えて︑佐渡の
織りなす歴史や文学の生まれた土壌を探る詞
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︽孤島︾﹁他人とつながることができず︑孤立して生きる﹃熱狂に巡り合
えない世代﹄の男女の姿を︑しなやかな文章で描いている︒ストーリー
の展開に無理がなく︑細部の描写はリアルで的確である﹂︵新潟日報・
久田竹一新潟大教授︶
︽蜜月旅行︾﹁戦争で敵前逃亡したといわれる父︑その父とうり二つの叔父
と母の関係︑田んぼを処分した金をもらって水商売の女と姿を消したす
ぐ下の弟︑組織の内ゲバから東京のアパートを襲われて死んだ下の弟の
ことや︑上司の部長との関係などが織り糸のように交錯する︒こうした
テーマを扱いながら︑暗さのない文章が読者をほっとさせる﹂︵福島民友︶
︽島の光︾﹁乱調子な現代性とでもいうべきものがあって面白かった︒⁝・言
葉の乱暴な運動に︑紛れもない作者の感受性がかけられていて︑そこに
新味が感じられる︒いわば抽象絵画の具象派である︒／この小説の主題
は︑少年達の性の世界の発見のなかに︑自分の存在感を一つの結晶のよ
うに定着させるそういう試みであろう﹂︵東京新聞・文芸評論家秋山駿︶
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美しく謡った光と影のアラベスク

昭利六十二年四月を十壯月印刷
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佐渡の生んだ作家の芥川實候補作を含む作品集
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