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附録・手づくり玩具と草花あそび︵写真十六図︶

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
．あそび﹂の集大成︒

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
ればならない︒

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︒

真野町新町354

佐渡郷
x
十圭
化の 会蕪撫薬鰐

新潟県佐渡君B

佐渡のわらべ唄
なつかしいふるさとの士の香に

ち船矢棒 頁 助 雄

佐 渡

郷土文化

第五十六号

認

佐渡郷土文化の会

佐渡郷土文化第五十六号目次

表紙⁝：．．：：．．⁝⁝⁝⁝⁝：有
カット⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・ 長

﹁夕鶴の碑﹂除幕式・浅野建二氏来訪・﹁山本修之助俳句展﹂

口絵家祖三百年記念ｌ寛文十二年鉱山採掘願書・﹁家祖追遠碑﹂

﹁佐渡民俗ことば事典﹂

山本修之助氏著

ｌ続・生田チョノ先生ｌ

二郎

子郷女久生子＃ェ｜力

昔の教師

4

陽夙

恵 城 ； 与

日野資純⁝７
松田昭三：︑
飯田一英⁝脚

■

I

ｌ﹁佐渡のうた﹂を読んでｌ

尾

山本修巳先生への書簡

6
:
5
6
:
,
3
，
』
も
4
,
j
3
"
M

烏田

千

I

﹁俳枕﹂考；：⁝：⁝：：：

崎行⁝⁝：：
籠り：⁝⁝：

るさとを詠む⁝．：⁝．
秋ｌ春支度ｌ⁝：：⁝

末歳始⁝：⁝：
詠十句：：⁝⁝

I

久

福山菊福児福

I
鶴の碑成る︵佐渡片辺の里︶
湾鹿自

渡のうた書簡白⁝⁝⁝

￨
近
歳
晩
會
雪
柏
佐
夕

八連載ｖ罐し編佐渡古民謡鑑賞日：⁝⁝山本修之助：記

…

昭和六十一年度社研デー

早稲田大学五大思想家展⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：：⁝⁝：．：：：：⁝：：３
１大西祝・浮田和民・田中王堂・大山郁夫・北玲吉ｌ

ｌ犬猫の巻︹Ⅶ︺さどおけさ︵その二︶

佐渡の短歌歳時記・草木の部︒⁝：⁝酒井友二血
佐渡の民話考詞︶：：：⁝⁝⁝⁝：：児玉宗栄：心
Ｉ佐渡関係史料Ｉ

八連載Ｖ閑々亭雑記︵第十五回︶⁝⁝山本修之助：妬
ｌ私の家をたずねられた人びとｌ

続・抽栄堂軒過録ｌ粟訪人名犀刈：：：山本修之助由

ふ八八ぷごく︑誤八入ご醤■ｒｇｂＪⅡｒＩＰ４９ＩＮＮ尋亀︑︑︑︑託弐八八託︑げｇＬｒ１〃︑″ｑｐ可︑ベ︑ぷふぐ︑︑託︑託︑齢︑〃１〃１ｊ９Ｒ〃ｑＤｑ︑試食ごく︑︑ふく︑︑︑鮎Ｕ４ＥＦ︑〃ＩｐｑＢｑ＼式ゞ︑守電︑竜︑Ｎ八岳呵ｒＩＰ１９ＩＲ〃ＨＦｑ︑︑︑︑

北片辺に建った﹁夕鶴の碑﹂⁝：：：⁝磯部欣三い

６

封一一八俳句ＶひととせＩ昭和六十二年ｌ⁝：：山本修巳⁝硬 ７

歌一榊鱸鰯澱剰蟻諄匪圭一邸悪罵鶴蕊壷藁愛溌錨

一恥誠坤鱸挫無一輔椥淘妊銅諒恕塞慾難露︾

悪鋤蝋鯉堀蝿釉津密室霊室燕
短

句
卜
＃

の
地

各

／Ｉ︑一待鵺荘俳句クラ・フヘ十一月︶︒：：：：⁝・︲．：：：．⁝：．⁝：⁝・⁝・⁝：︒⁝⁝⁝⁝⁝・か
ｕｒ日︑ｘふぐゞ︑︑丸丸﹃等きぐ︑世ＥＨｙｄＲ〃Ｉｐｑ９ＪＨＫ八審︑演春ぐぷや︑︑︑為ｇＲｙ１も

︑ｂｄＢｄ貝蕊ふぐ︑Ｎ︑︑ぐ︑︑︑︑︑ｂＪ圃〃ｑｂ６ＥＤ６ＢＪ

カットのことば・・・・⁝：：︒：・・⁝⁝⁝：．⁝：：．：：⁝：・・：⁝長嶋陽二・︐鑓・錦

﹁夕鶴﹂に思うこと⁝⁝⁝：⁝・・・・：：・⁝︒：．．⁝︒？⁝⁝・・⁝⁝・⁝：・飯山弘．：お

朱鷺の卵を食べて死んだ人：⁝：・：；・⁝：⁝：︲・・・⁝：．⁝：：︒：︒：山本修之助・：河

佐々木八郎先生の思い出⁝・・⁝⁝・⁝⁝⁝；・⁝︒．⁝⁝⁝・⁝．．；：・・・・山本修之助⁝創

鯉︑蕊ごく︑︑Ｎ︑心日日丘副ｊｇｕＪ１ＦＡ︑︑︑︑︑︑︑︑氏奄︑︑雨竜︑ｂ０ｂＪⅡＤＩＩ〃

編集後記だ

一『‑＝vw一一一､｡

▲.!一

三,貞一L一・一'一』■■■'一

L一

＝‑一今'‑,,】

口絵説明山本修之助
家祖三百年記念ｌ寛文十二年鉱山採掘願書・
﹁家祖追遠碑﹂

﹁夕鶴の碑﹂除幕式・浅野建二氏来訪・
﹁山本修之助俳句展﹂

私の家の先祖清九郎︵渋手新町佐渡清九郎とある︶の筆蹟で︑

滝脇村︵現在真野町︶神平鉱山採掘願書︵寛文十二年子四月十三
日付︶である︒この古文書は︑貴重な史料として︑明治三十五年
三上参次博士の懇望で︑当時の帝国大学史料編纂所へ貸与した︒
この時の総長山川健次郎男爵よりの御礼状がある︒

この先祖が︑元禄三年八月二十二日七十七歳で殺してから︑今
年三百年忌にあたるので︑八月十五日︑この﹁追遠碑﹂を邸内に
建立し た ︒

山本家十一世

金山師たりしわが祖の墓洗ふ

昭和六十二年八月

修之助謹識

十月二十五日﹁夕鶴の碑﹂の碑前で木下順二・山本安英両先生

るさと﹂の言葉は︑私の﹁佐渡の百年﹂の中の表題を用いたもの

と共に撮影したものである︒木下先生が揮毫せられた﹁夕鶴のふ

である︒私の．﹁佐渡の百年﹂中の表題は︑それぞれ内容を端的に

十月十六日歌謡研究家山形大学名誉教授浅野建二先生来訪︒

表わすのに苦心したものであった︒

﹁佐渡の民謡﹂出版以来久しく文通していて︑ようやくお逢いし

た︒先生は︑わざわざ私に逢うために来られ︑どこへも寄らず翌

十月十八日から十一月一日まで︑佐和田町五十里励風洞で︑私

日上越市の会合に向われた︒

の﹁俳句展﹂を催してくれた︒額・半折・扇面・色紙・短冊に︑

俳句を見てもらいたいと思った︒﹁芳名録﹂により︑多くの人が

自作の俳句を書いたものを陳列した︒私の書は﹁我流﹂であるが

わが祖山本清九郎翁は︑越前福井藩士にして︑遠祖は山本勘助

見てくれて︑ありがたく思っている︒

家祖三百年忌追遠碑
なりといふ︒寛永七年浪人となりて佐渡に渡り︑相川金山の山

九年一月発行︶には︑祖父金谷の富士山に賛をしたものであった︒

表紙は︑有田八郎氏のものを用いた︒本誌四十一号︵昭和五十

師として産を興す︒寛文十二年新町村に移り此処に居を定め︑

滝脇鉱山を採掘す︒ついで菩提所光照寺をも移せり︒元禄三年

こんどのものは﹁戊寅春﹂とあるように︑昭和十三年四月十五日

いが︑私の目前で揮毫したものである︒

実兄山本悌二郎先生の納骨のため来島した時のもので︑印章はな

業に励み︑町年寄の職を世襲し︑佐渡奉行の本陣を勤む︒また

文墨の士多く出づ︒蚊に三百年忌に際し念祖追遠の志を以て碑

陰暦八月二十二日残す享年七十七︒歴代薬種・廻船・酒造等の

を建つ︒

山本 半右衛門 家

家祖

三二

百 年 忌 記 念
一昭和六十二年八月十五日一

'一'''''一ﾆｰｰ'‐̲f''1ﾆｰ''''f』''1':凸二'''1'坑'1'1'『,1','‐‑,,‑ニー‐二

家相三百年忌追遠碑

一山本家玄関脇

「夕鶴の碑」 除幕式

相川町片辺一

昭和六十二年十月二十五日

木下順二氏

右より山本安英氏山本修之助

歌謡研究家浅野建二氏
山本修之助山本修巳﹁山本修之助俳句展﹂

Ｉ佐和田町五十里
励風洞にてＩ

山本修之助氏著

刊︶所収﹁佐渡の方言﹂の論︵渡辺富美雄氏執筆︶にも︑こ

﹃佐渡民俗ことば事典﹄

本書のあとがきによれば︑本書の一部が﹁朝日新聞新潟

れほどの文献は集められていないのであるから︑著者のこの

日野資

版﹄に連載されてから二十五年にもなるという︒遠大な計画

事典本文の解説は︑個交の項目の民俗学的方言学的意義に

目録は︑全国的視野から見てもきわめて貴重なものである︒

応じて︑精粗よるしきを得た叙述となっている︒特に︑アイ

その方言︵浬言︶の歴史的背景まで紹介してある︲ものが多く︑

ノカゼで万葉集や越後名寄を引くように︑古文献を駆使して

佐渡の民俗・文化全般にわたつ↓て造詣の深い著者は︑方言

用し︑菩提所光照寺の和尚が︑正月の訪問の際に︑従者の

項で︑著者の家に伝わる安政五︵一八五八︶年の古文書を引

小僧に﹁モノモウ﹂と言わせたと記す部分などは︑百三十年

例えばモノモウ︵﹁物申す﹂という訪問時のあいさつ語︶の

に現れたる佐渡方言﹄︵昭和二十九年︶︑﹃萩野博士稿本佐

についてもすでに昭和初年から研究を開始され︑戦後も﹁佐

渡方言集﹄︵同年︶等基礎研究を重ね︑その後も絶えざる研

︵

ほども昔の出来事ながら︑いわば手に取るように理解できる

二点が再録されているが︑その文献目録には単行本七十三点

ある︒︶

必須の資料が集成されている︒佐渡方言については︑昭和五

して︑全国を東西に分けた場合の西部方言のわくに入るとす

さて︑佐渡方言を全国的視野で見れば︑沖繩や九州を別と

︒ヘージ︶︒︵著者は御父君からもこの話を聞いたそうで

雑誌論文等五十九点が掲げられて︑佐渡方言の研究に関する

讃を積まれて今日に至っている︒本書には右に挙げた最初の

渡方言関係文献目録﹄︵昭和二十六年︶︑﹁江戸時代の文献

ブ︵︾○

二著とともに﹁佐渡民俗研究三部作﹂の一つをなすものでお

の下に出発した著者の佐渡研究の一環としては︑すでに﹃佐

旧
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いることは疑いない︒また︑

るから︑佐渡特有ではないけれども︑古語の面影をとどめて

プエソ生魚︵なまうお︶のこと︒﹁無塩﹂であろう︒

るのが︑方言学上の定説であるが︑この立場で考えると︑本

コウタ・カッタ買うた・借った佐渡では︑品物を

書にもその点が明瞭に示されている部分がある︒

とあるが︑﹁無塩﹂という語源説はその通りと思われる︒生

︵ｍ・ヘージ︶

をカッタといっている︒小学校で標準語を習った子ども

ンという︒すでに平家物語巻八の﹁濫間﹂に︑木曾義仲が無

魚は︑保存のための塩をかけたりせずすぐ処理するのでブェ

﹁買った﹂というのを︑コウタといい︑﹁借りた﹂というの

が﹁この本を力︵買︶って来た﹂といって︑おばあさんに

さかのぼるものであろうし︑ヨナガ・ヨッピテ︵終夜︶の項

である︒ラチは馬場の周囲の柵︵さく︶のことで︑この

に使う︒これはラチアカン﹁埒︵らち︶明︵あ︶かん﹂

ダチャカン⁝・・．﹁出来ない﹂とか﹁だめだ﹂という場合

のヨッピテ︵皿・ヘージ︶も︑同じく土左日記などに見える

たことから起封たものだといわれている︒八下略Ｖ︵畑

Ｉことばは︑もと京都加茂の競馬で見物人が待ちわびてい

ヲ︵︾◎

いが︑本書では︑その元の形を適切に推定している場合があ

の状態からは古い語形が全くわからなくなっているものも多

ところで︑ことばは時代とともに変遷を重ねるため︑現在

と見えている︒

無塩ブヱソ生肉魚也

出ているし︑室町時代の節用集という俗語辞書にも︑

などと言ったので︑そのことぱづかいを笑われたという話が

たけ︵食用になるきのこの一種︶を﹁ぷえんの平たけあり﹂

教養のため︑﹁何もあたらしき物を無塩といふと心えて﹂平

見せると﹁だれから力︵借︶って来たのんや︑ほしけり
やなんでも．︵買︶うてやるのんになあ﹂と︑おばあさん

︑が言ったという笑話がある︒八下略Ｖ︵師ｌ胡︒ヘージ︶

買ったⅡコウタ︑借りたⅡカッタは︑代表的な西部方言
︵例えば京都方言︶の言い方であるから︑この点から佐渡方言

これとも関連して︑佐渡方言に残る古い日本語の層がよく

の位置がきまってくる︒

とらえられている点も注意される︒例えば︑ヒナガ︒イチニ
またヒシテともいゞう︒︵籾・ヘー︑シ︶

チ︵一日中︶の項に︑

とあるが︑このヒシテは恐らく︑紀貫之の士左日記あたりか

﹁よひとよ﹂︵夜一夜Ｉその夜︑一晩中︶の変化したものと考

ら記録のある﹁ひひとひ︲ ︵日一日Ⅱその日︑一日中︶まで

えられる︒ヨッピテは︑今でも東日本の方言に広く残ってい

､
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ろい︒これは必ずしも著者固有の考えでなく︑和語の語頭が

︒ネルの語頭が濁って︒コネルになったという解釈はおもし

︒ネルが濁音になったものである︒︵列︒ヘージ︶

ダチャヵンは︑ここに説かれたように︑﹁ラチガアカン﹂

ページ︶

が原形だと見られるが︑ダチカンの形でも新潟︑富山︑石

いる学者もあるが︵慶応大学の鈴木孝夫氏など︶︑方言にま

濁ると悪い︑マイナスの意味になるという実例を多く挙げて

る︒動詞に限らず︑次のような名詞の例もあるという︒

でこういう現象のあることが注意されているのは貴重であ

六年に山本氏のお招きで佐渡を訪れた時︑あるバス停で地元
の年輩の女性がこのダチカンを使っているのを聞いたことが

ガメは︑カサブトがカメ︵亀︶の甲に似ているところか

ら濁音のガメになったものであろう︒相手を罵倒する時

ガメ皮層病の黄癬︵こうせん︶のこと︒八中略Ｖこの

るために︑色々と変わってしまうのである︒また︑﹁らちあ

チモネエ︵らちもないⅡたわいもない︶と言われているが︑

かず﹂は東海道名所記あたりから文献に見えているが︑佐渡

︽−シ﹄

に﹁このガメ・コウ今へ．ヤロウ﹂などと使う・︵ねｌ刀

西などが中心︶の特徴だから︑先に﹁コウク・カッタ﹂の項

の﹁ぬ﹂が元の形であって︑これも今日の西部方言︵特に関

という感じを出すことになる︒だからこそ﹁相手を罵倒する

薄であって︑語頭を濁ってガメと言うことで︑﹁いやなもの︲｜

亀に似ているのならカメと言えぱよかろうにと思うのは浅

時﹂にも使われるのである︒全国共通語でも﹁悪い様︵さ

﹁︵秘密などが︶バレル﹂のは困るのである︒

ま︶﹂をザマと言うし耐﹁ハレル︵晴れる︶﹂のはよいが

音をまねたことばに現れるものもある︒これは右に挙げた例

ただし︑語頭の濁音の中には︑もともと自然界や人間界の

ゴネルクタバルと同じように︑死ぬことの罵倒語であ

とはやや別の系列に入る︒一︑二の例をこの事典から拾って
ぶよ貢ノＯ

る︒八中略Ｖ無理なことをいってこまらせることもゴネ

にも︑新語発生の状況がいくつか記されていて興味深い︒

く︑意外に新しいものも発生しているのであるが︑この事典

さて︑各地の方言には︑古いことばが残っているだけでな

しるしの一つである︒

でも述べたように︑やはり佐渡方言の西部方言的性格を示す

︒︑︒＄／ノ

でダチャカソのように語尾がソとはねるのは︐﹁らちあかぬ﹂

これはラチ︑ダチ︑ヤチなど皆第一の音が同じように聞こえ

ある︒私の住む静岡県では︑このラチがヤチとなって︑ヤッ

川︑長野︑岐阜などの各県に分布している︒私は︑昭和五十

〃

ルというが︑これは駄々︵だだ︶をコネ︵提︶るなどの

9
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剃

タメクといい︑それを名詞とした﹁ガタメキ﹂という地

の命名であろうということが︑もっと強調されてもよいよう

とあるが︑このセシやセセも︑最後に指摘された﹁音﹂から

以上︑私の専門の国語学の立場から︑気のついたことを述

に思われる︒

ガタメキ石ころ道を車が通る時︑ガタガタいうのをガ
名のところがある︒真野町から赤泊村へ通ずる小佐渡山
脈の中にある静平︵しずだいら︶の一部で︑古い民謡に

時代の文献に現れたる佐渡方言﹂の記事は︑佐渡方言研究史

い︒切にお許しを乞う次第である︒なお︑本書巻末の﹁江戸

べさせていただいたが︑私自身は佐渡方言を実地に調べた

このガタは車の音をまねたものだが︑そういう音がすると

経験もないので︑あるいは的はずれな点もあったかもしれな

いう意味で接尾語のメクをつけるのは︑今も全国で使われる

上貴重な資料であるが︑釦︒ヘージと皿・ヘージの﹃増補哩一一一口集

たわれているほどの辺地︒八下略Ｖ︵銅︒ヘージ︶

ウメク︑ザワメクなどと同じ構成法であって︑古文献では今

覧﹄の原著者は︑今日︑村田了阿でなく太田全斎とされてい

ベガタメキァ三軒家でも住めば都だ殿ナござれとう

昔物語集に豊富な例が見える︵カカメクー猿がキャッキャッ

︵静岡大学教授︶

ることを申し添えておく︒

キについて言えば︑語頭の濁音をもつガタは新しい︑要素だと

となく︒ブメクⅡ蜂がブンブソと鳴く︑など︶︒このガタメ

たのは平安朝末期以降八百年以来の日本語の伝統に従って

思うが︑メキをつけて︑そういう音がするという意味を表し
いるのである︒なお︑佐渡で喘息をズヤというのも︵︑︒ヘー

ではあるまいか︒こう考えると︑

ジ︶︑喘
喘息
息の
の発
発作
作の
の時
時の
の苦
苦ししいい
︷息の音をそのまま写したもの

セシナゲまたセセナギセセラギの転化︒ハシリ︵台
所のナガ︑こから出る下水をいう︒八中略Ｖセセはササ
かい﹂の意︑セセラギは︑浅い瀬の水の流れるところ︑

に通じササは接頭語で﹁わずかな﹂﹁ちいさい﹂﹁こま
また音から小川などのことをいう︒︵皿︒へ−◆シ︶

！

10

』

⁝昔の教師１
１続・生田チョノ先生Ｉ

国民学校令が公布されたのが一九四一年︵昭和一六年︶三
月一日で︑同年四月の新学期から︑小学校が国民学校と改称
小学校には尋常科︵六年︶と高等科︵三年︶とがあった︒

された︒

国民学校になると︑尋常科が初等科になり︑高等科は高等科
のままであったが二年までとなり︑高等科三年は特修科と言
われるようになった︒高等科と特修科を合わせた三年間が︑

たが︑私は特修科修了後︑集団就職してから初めてそうでな

出の少年と陸軍航空工廠というところに就職したのだが︑そ

する︒但し︑高等科も特修科も義務教育ではなかった︒僅か
私が通っていた新穂の国民学校では︑初等科を終えると︑

た限りで︑たった一人しかいなかった・どこでも国民学校は

の約二千人の中に︑私の他に特修科を出た者は︑私が知り得

高等科二年までしかなかったようなのである︒私の周りの少

は河原田の中学校か畑野の農学校に︑女子は金沢の高等女学

年たちはみな私より一つ年下であったわけだが︑幸い私は早

生まれで︑しかも名前が昭三であったから︑私が年長である

原田の高等女学校に行く者もいた︒

男女ともクラスの約三分の一が︑中等学校に進学した︒男子

いことを知った︒私は全国から集まった約二千人の国民学校

この特修科は全国どこの国民学校にもあるものと思ってい

後なのに︑特修科の男組だけは四十人を割るのであった︒

従って︑初等科や高等科のクラスはみな一クラス五十人前

した︒

と︑クラスのまた約三分の一が畑野の農学校の三年に編入学

更に︑これは男子に限られるのだが︑高等科二年を終える

った︒

ものが︑高等科になると一クラス減って男組と女組だけにな

昭

だが授業料を徴収された︒

教科内容には違いがあるが年齢的には︑現在の中学校に相当

田

校か畑野の農学校に︒稀に男子で相川の中学校に︑女子で河
従って︑初等科では男組︑女組︑男女組と三クラスあった

1
1

松

ノ

生まれの昭三君が何十人もいたから︵新穂の国民学校にいた

ことに気づかれなかった︒なにしろ︑二千人の中に昭和三年

して︑時交は生田先生を見かけた︒一度などは︑多分日曜日

をしたり相撲をとったりポール投げをしたりして遊んだ︒そ

初等科修了後中等学校へ進学するのは︑家が裕福で勉強も

らしさと言ったらなかった︒とって食べたくなるとはああい

かりのお嬢さんの手を引いて現われた︒そのお嬢さんの可愛

庭で遊んでいると︑生田先生がやっと歩けるようになったば

か祭日で学校が休みの日であったと思うのだが︑私たちが校

できる人たちである︒また︑家が裕福な子は概して勉強もで

時は︑同級生に昭和二年生まれの昭二君が何人もいた︶・

きる︒女子について言えば︑家が裕福な子は概して勉強もで

う可愛らしさを言うのだろうと思った︒しかも︑そのお嬢さ
たのである︒

んは生田先生が私たちの担任だった時︑先生のお腹の中にい

きる上に容姿も概してよい︒美少女は裕福な家の子と大体決
優秀な子︑美しい子がみな進学するから︑国民学校の高等

っているＯ

科男組の担任だった亀田利吉先生に交換授業を申し入れた︒

生田先生は六年女組の担任になって間もなく︑私たち特修

うことになる︒特修科の男組にいたってはカスのカスという

科に残るのは︑誤解を恐れずに極言すれば︑カスばかりとい

た︒驚いたことに生田先生は六年女組の生徒全員をひきつれ

作文の時間になると︑生田先生は私たちの教室に現われ

したらしい︒

先生は何につけ活気を尊ぶ人であったから︑二つ返事で承諾

年女組の体操を受けもってもらう︑というものである︒亀田

生旧先生が特修科男組の作文を受けもつ代りに亀田先生に六

前置きが長くなったが︑私がカスの中のカスの一人であっ

ことになる︒私もカスのカスの一人であった︒
たことを強調するのが本意なわけではない︒

私が新穂の国民学校の高等科を終え特修科になった時︑生

て現われたのである︒教室にはいり切れないと見ると︑教場

田チョノ先生が行谷の分教場から新穂の本校に移って来て︑
場で四年の時︑私たちの担任であった︒

ところで︑特修科の私たちは満十四歳であった︒思春期で

くて︑本を読んで聴かせてくれた︒

を並べて一緒に坐らせた︒そして︑作文を書かせるのではな

を広い畳敷の裁縫室に移して︑特修科男組と六年女組の全員

初等科六年女組の担任になった︒生田先生は私が行谷の分教
生田先生は私たちの顔も名前も憶えていて︑廊下で行き会
ったりすると︑笑顔で声をかけてくれた︒

私たちは新穂の本校に移ってからも︑下校後︑あるいば学
校が休みの日︑よく行谷の分教場に集まって校庭で駈けっこ

12

たちが一番強い関心をもっていたのは初等科六年女組の生徒

異性と言えば︑同い年の特修科女組の生徒たちであるが︑私

あった︒異性への関心が昂まっていた︒私たちに一番身近な

私たちの関心を見透かしているかのように︑六年女組の生徒

生田先生は︑また︑六年女組の生徒を連れて来ない時にも

称して固い結束のグループを作り︑いろんなことに積極的に

の三地区に七人の優秀で個性の強い子がいて︑七人組と自ら

旅ちの一人一人について︑その性格や日常の振舞いがどんな
風であるかを話して聴かせた︒隣接する舟下︑竹ノ花︑皆川

て︑私たちに比較的年齢が近くて美少女が揃っていたのは初

人組というの燐優秀でもあったろうが︑美少女揃いだった

たちであった︒なぜなら︑大方の美少女は高等女学校か農学
校に進学してしまって︑高等科にも特修科にも残っていなく
等科六年女組であったからである︒
その六年女組の生徒と一緒に生田先生に本を読んでもらっ

︵新穂村出身東京都在住シナリオライター︶

本を書く︒葱槐に堪えない︒

生田先生がどんなにすばらしくても︑昔の先生は良かっ
た︑と一般化して言うつもりはない︒昔は悪い先生もいた︒
悪い先生の方が多かったのではないだろうか︒そしておそら
く今も︒今の先生にしる昔の先生にしろ︑教える能力の欠如
を︑見せかけの威厳でごまかしたり︑逆に生徒に箔うことで
埋め合わせようとするのが最低の教師である︒
何がいやかと言って︑映画やテレビドラマに登場する教師
ほど虫の好かないものはない０時に︑私も教師の登場する脚

悪くなったのか︑一概には言えまい︒

を耳にする︒今の先生が昔の先生にくらべて良くなったのか

近頃︑公立の小学校や中学校の先生についてとかくの批判

軍国教育全盛の時代にこんな先生もいたのである︒

活動している︑という話には私は興味をそそられた︒その七

たのであるが︑読んでもらった本が︑童話などではなくて︑

のである︒

倉田百三の戯曲﹁出家とその弟子﹂であつ︲た︒誰でも知る通
り︑︲﹁出家とその弟子﹂は青春文学の傑作ではあるが︑十一

歳の女の子と十四歳の男の子に読んで聴かせるには難解でも
あるが生々し過ぎる内容のものである︒しかも︑難解な点は
先生の懇切な解説によってある程度克服できたのだから︑一
層私たちを男女の関係の機微に近づけたことになる︒もっと
も︑余人は知らず︑私一個に限って言えば︑殆んど何も理解
することができなかった︒理解できたことは︑生田先生自身
がこの戯曲に感動していたということである︒そして︑私に
︑︑︑
強く印象をとどめたのは女主人公のかへでという名であっ
た︒私はもう少し年がいってから︑この本を読み直そうと心
に誓ったのであった︒私は先生が感動しているのと︑すぐそ
ばに六年女組の少女たちが一緒に聴いていることとで︑理解
はできなくても︑感動したのであった︒
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飯田一英拝

以上
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山本修巳先生への書簡
ｌ﹁佐渡のうた﹂を読んで１１

飯田一英一

これから︑佐渡の方は︑寒くなるかとは存じますが︑お風邪など

" ／ " . ／ "

まずは取り急ぎお礼かたがたご報告申し上げます︒敬具

召されません様︑お身体にお気をつけ下さい︒
昭和六十二年十月二日
山本修巳様
二一九頁

日曜の午後本間五丈原
早春のふるえに晴れわたり

それとなき

午後の四時は斜陽にあかく

した︒小林研吾は︑石川島播磨重工に就職が決まり︑松井秀樹は︑

心の芽とぢつつあらむ︒

︵以下略︶

若人の涙のごとくひぞましぎ憂愁に

生る上もの入すべてには

司法試験に受かり︑大分恰好が良くなったようです︒ゑんな元気で

宜しくお願いを申し上げます︒

悪つけては︑本を読み感想文を送らせて戴く所存ですので︑何卒︑

本日︑送らせて戴く感想文は一部でありまして︑これからも暇を

した︒

・微けくも寒げなる音いろより

九月三十日の夜︑三年の時の同級の小林研吾と松井秀樹と飲ゑま

た︒

ている先生がいるなんていいなあ︒﹂と︑随分と羨ましがられまし

大学へ帰り︑友人にこの本を見せたところ︑﹁こういう本を書い

て週日の昼間は︑もっぱら﹁佐渡のうた一を読んでおりました︒

九月二十三日まで佐渡におりまして︑土︑日曜日は︑稲刈りをし

﹁佐渡のうた﹂の感想を送らせて戴きます︒

また︑大変遅くなり主したが︑今日︑ここに︑山本修巳先生著作

した︒現在新学期が始まりまして︑日々学校へ通っております︒

佐渡帰省中は︑大変御世話になりまして誠にありがとうございま

拝啓金風狐々の候︑益々御健祥のこととお慶び申し上げます︒

￨
ノ

りに長蔵小屋という小屋がある︒この物語は︑尾瀬に分け入り︑最

有名な尾瀬は︑今では観光地となり訪れる人は多い︒尾瀬沼のほと

以前︑岩波新書の﹁尾瀬ｌ山小屋二代の記﹂を読んだ︒水芭蕉で

靖子さんの家は薬屋であった︒﹁年に二︑三回くるお客さんで別に

てであった︒靖子さんは︑長英さんのことを前から知ってはいた︒

長英さんの妻︑靖子さんが長英さんの事を知ったのもうたによっ

気にはとめてませんでした︒﹂と靖子さんは長英さんの事を述懐す

山本先生は︑おっしゃっていた︒﹁本を読む︒文章を書くよんな

る︒

どかであるが故に︑多感な青年の想いは︑夢のごとく漂うのであ

詩に出てくる場面は︑のどかである︒きわめてのどかである︒の

をよんだのであろう︒

日曜の午後︑自分の寂しさ︑やるせない想いをまぎらわす為に詩

への夢がなかったわけではあるまい︒

夢を断ち︑なくなく長蔵小屋の跡取りとなった︒五丈原も中央詩壇

長英さんの姿とが一緒になって思い出された︒長英さんも︑青年の

本間五丈原の詩︑日曜の午後をよんでいると︑本間五丈原の姿と

い兵ノ︒

わらじをはく気持で嫁に来て欲しい︒﹂と手紙には書いてあったと

﹁私の家は︑山小屋であって旅館ではない︒登山客と一緒に同じ

もらって︑靖子さんは尾瀬に嫁ぐ気になったという︒

それから︑二人は知りあう様になり﹃長英さんからの長い手紙を

ていました︒﹂

から見れば︑桃源郷のような世界で︑この人はどんな人かなと思っ

のうたでした︒おじいちゃんの歌は︑尾瀬をよんだものでした︒私

﹁同人誌をかって︑まず始めに読むのがおじいちゃん︵長英氏︶

ス︾︒

初に小屋を作った長蔵翁・戦中から戦後にかけて小屋を守った長英
氏︑尾瀬の環境破壊に断固抗議し続け︑やがては山で遭難死した長
その中で長英氏が短歌にひかれていったくだりがある︒

靖氏︑一家三代の物語である︒
﹁尾瀬の山では︑仕事が全くない時もあるんですよ︒冬場になる

と︑さて︑今日は何をして過そうかな︑という時が︒そんな時︑小
ゑつけては読んでいました︒ソローの﹃森の生活﹄なんか︑二︑三

屋に泊っていった大学生さんがおいていってくれた本なんか︑暇を
回読みました︒﹂

そのうち︑尾瀬の自然を短歌にしてよむ様になる︒
﹁父の長蔵のよんだ歌は︑男子の気概をよんだものが多くて︑あ

まり好きになれませんでした︒歌を作ることによって︑私は寂しさ

長英さんのうたには︑尾瀬の美しさ︑野の花をよんだものが多

をまぎらわしていたんですね︒﹂

い︒嫁がほしくても︑尾瀬の山の中では嫁の来てもない句青年団な
んかあらうはずもない︒佐渡・新穂村の﹁生椿﹂のようである︒尾
瀬は︑桃源郷である︒

その長英さんも︑前橋の同人誌に投書する様になる︒短歌の本を
高いお金で買いもとめ︑野や山で題材を探しながらよんだ︒山仕事
いったという︒

の途中︑山道を歩いている時︑ふと目にとめたものを︑うたにして
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﹁佐渡んもんらすけ︑ワカメいらんちゃ︒そのんもん買うて帰っ

来たけも︑さっぱり売れんちゃ︒﹂
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ったのは︑佐渡へ帰って来てからである︒﹂と︒

てもどもならすヶえ︒﹂

佐渡は︑詩興を呼び起こす風土である︒佐渡の人の生活は厳し
い︒それ故に︑多感な青年の心は︑地道に生きようとしながらも︑

一日︑佐渡汽船のところで売って歩いてもいくらの金にもならな

次のお存さんのあとを追っていった︒

そのお婆さんは︑私に買う気がないと見て︑寂しそうな顔詳一して

とお婆さんは︑必死である︒

﹁そう言わんと︑買うてくれえつちや﹂

と︑私は断ったけれども︑

青野季吉

浪漫的な放浪にひかれてゆくのである︒

六七頁

少年の日

いであろう︒お婆さん達は必死である︒どんよりと曇った空とわか

わたしは

この美しい入江の岸辺に

︵以上︶

め売りのお婆さん連と︑よりいっそう離島の寂しさ群一感じた︒

佐渡のむじな

二百九頁

何を待つともなしに

︵以上︶

高野喜久雄

ぼんやり立っていた

石川桂郎

この詩もそうした多感な想いをよんだものに違いあるまい︒
六十九頁

暢売る寒き埠頭の佐渡靴

炬燵に化けているだろか
焚火に化けているだろか

びゅるるんびゅるるん窓が鳴る
佐渡のむじなは寒いだろ
嵐の夜は穴ん中

いやいやきつく抱きあって

私の家の後の津留祇神社の鳥居の前の老い桜は既に枯れてしまつ

朝までふるえているだろか

のお婆さんと会った︒

一

﹁にいちゃん︑わかめいらんかさ︒四里も五里も離れたとこから

そのお婆さんは腰を曲げて︑頬かむりをしていた︒

ナルへ行った︒友人を送り終わって︑一人になった時︑わかめ売り

九月十一日︑私は東京から来た友人を送りに︑佐渡汽船のターミ

1

むじなが住んでいると聞かされた︒祖父からあの桜に小便をかけた

ている︒太郎むじなの老い桜である︒私の子供の頃︑あの桜には︑
ふけてゆく︒

る︒けれども︑唄を歌いだす人はまずいない︒酒盛りで田舎の夜は

る︒減反の事も話題にのぼる︒佐渡の人は︑酒好き︑議論ずきであ

加藤知世子

またまたむじなの話である︒むじなというとユーモラスである︒

春の吹雪の源助茄見たかりしに

三百七頁

太郎むじなも住盈家がなくなって寂しいであろう︒

てお話を伺︿↓てみたいものである︒

た︒高野氏の生家は︑私の前の家である︒一度︑高野氏にお会いし

私は︑高野喜久雄氏のことをこの文を読むまで全く知らなかっ

らばちがあたると言われた︒島の近くの内巻という部落には︑むい
内巻の墓の近くを通ると︑なんらがさがさゆうておかしいという

にゃつぎの話があると祖母から聞かされた︒

ので男んもんがむいにゃにばかされるというのである︒むいにゃも
肝っ玉の太い男んもん方好んでつくそうである︒いつのまにか︑む
じなが幽霊になってしまっている︒

太郎むじなの老い桜は枯れ︑川は工事によりすぐには水がでなく
なった︒しかし︑念仏は昔のままである︒

けれども︑むいにゃというと私はおっかない︒よく母から︑むいに

晩方に︑島部落三十一軒の家々から一家一人の割合で阿弥陀堂に
に出る人々も多く︑重箱料理を作っている手間がない︒それで︑世

集まる︒昔は︑それぞれの家から重箱を持ちよった︒最近は︑勤め

ゃがでるぞと驚かされた︒むいにゃつきの話哨聞かされた︒むいに

ところが︑源助むじなもしかり︑太郎むじなもしかり︑むいにゃ

Ｇ

話役の奥さんが︑部落の家から野菜を集め︑公民館で料理して︑念

やには一種畏怖の念さえある︒

の人々を庇護する神様にむじなはなるのである︒むじなにはいろい

は︑村の人にあやまるのである︒そして︑わるさをして困らせた村

念仏に集まってくる人々には様々な人々がいる︒老人もいる︒若

仏に集まった人々に出す︒

いあんちゃんもいる︒指導権をとるのは︑旦那衆である︒部落中の

ろな面がある︒不思議である︒

御意見番である︒旦那さんが念仏を唱え︑じゆずを持ち太鼓をたた

山本先生に︑神社の境内の石の祠を見せていただいた︒その石の

く︒おばさん方︑奥さん方︑あんちゃん達が口々に念仏を唱える︒

念仏が終れば︑酒盛りが始まる︒世話役の奥さんが作った御馳走

ユーモラスである︒ほのぼのとしている︒むじなはちゃんと神様と

祠には︑ちゃんと下にむじなの入る穴がつくられていた︒なんとも

して生きつづけていると思った︒

をつつきなら︑冷酒で酒盛が始まる︒話題は部落のこと︑たとえ
が生まれたとかである︒農業のことも話題である︒こやしをくれた

また︑冬の吹雪に吹かれたむじながその祠でこごえている姿は︑
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ば︑どこどこのせがれがどこへ勤めたとか︑嫁をとるとか︑赤ん坊

とか︑雨が多くて困るとか︑稲のでき具合はどうであるとかであ

0

・岸田稚魚

︵以上︶

ているであろうから︑ちょっと早足になる︒なんとも安堵感の漂う

外海府の自然は厳しい︒冬は海が荒れてどうにもならない︒その

光景である︒

︵以上︶

このうたは︑この二つの要素ｌおかしみと厳しさＩの対比ではな

厳しさは︑﹁刎坂の石も﹂︵九十六頁︶の佐渡古民謡にあらわれていた︒

円山浜北

いか︒そして︑さらにおかし悪をひき出している︒

百三十六頁
黒坂途上

小柄な人だと思った︒ところが︑この本を読詮深めてゆけばゆく程

大きくなって感じられる︒担任と生徒の関係の頃は︑正直申せば︑

1 ｡

先程の高野喜久雄のうたを思いおこされた︒

ぴゅるるんびゅるるん風が鳴る
佐渡のむじなは寒いだろ

九十八頁
面あげて風の春駒磯いそぐ
外海府の方の祭りは︑経験がないので知らないが︑国仲の祭りは

老樹桐を連ねて露として開けず

高低の石路岩隈をめぐり
人間の是非禽轟殺して垢し

農作業は厳しい︒今は機械化が進んでいるので昔の様ではないか

四月と十一月である︒田植えの前と稲刈りの後である︒

ないかも知れない︒

︵原文漢詩︶

春駒は楽しい︒面をあげた春駒はなおおかしみを感じさせる︒一

この﹁佐渡のうた﹂を読み深めてゆけばゆく程︑山本先生の姿が

山浜北への最大級の賛辞であろう︒

る︒﹁明治の新佐渡を造り出すのは︑円山漠北なるべし﹂とは︑円

円山浜北のところを読むたびに︑教育の大切さをせつせつと感ず

渓流の一道落ちて雷のごとし

もしれない︒しかし︑兼業農家が多くなった故︑昔とあまり変わら
朝五時頃には起きる︒起きるとすぐ飯前に仕事をする︒朝食を食
べて仕事にゆく︒仕事から帰って田んぼへゆく︒田んぽからあがる
のは︑日が暮れてとっぷり暗くなってからである︒田んぽ仕事の中
祭りの日は︑そんな事から解放されて酒を飲む︑鬼太鼓を舞う︒

心は︑日曜である︒だから兼業農家に休みの日はない︒

神社に重箱を持って集まり︑それをつつきながら︑酒を飲む︒重箱

軒で春駒を舞い︑酒を出されて︑顔を真赤にして舞い仲間とじゃれ

山本先生の姿が大きく感ぜられる︒と同時に︑﹁つくづくよい先生

のごちそうはぼたもち︑巻き寿司︑煮しめなどである︒

合いながら︑次の家へゆく︒次の家でも子供達が首を長くして待つ
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に習ったんだな︒﹂と感ぜられるのである︒佐渡のことを隅々まで
だなと感ぜられるのである︒

知っていられる︒文章の節々に︑本当に佐渡のことを愛しているん
思いおこせば︑私達か高校生であった時もそうであった様に︑高
校生の目は島外へと向いているのである︒

また農機具にしたってそうである︒一年間に約一週間ぐらいしか

と考える人などいるはずもない︒

使用しないコンバインを各農家が持っている時代である︒そんなら

言うが︑実際にやってみるとうまくはいかない︒土・日曜日にみん

共同で農機具を購入し︑それを仲間で使用したらいいじゃないかと

土地をある人が所有し︑その上に別の人がピルを建て︑そしてその

ながコンバインを使用したいと言えば︑問題が生ずる︒東京では︑

ピルの中に様々な店が入っている︒また︑リース・レンタル業界が

高校を出たら︑よい大学へ入って︑いい会社に入って︑立身出世
入り︑０．Ｌになり︑いい婿さんを探して平和な家庭を築こうとい

の農機具を使用して作業を行ない︑歩合にあっただけとるという方

大流行である︒理屈から言えば︑共同で農機具を購入し︑共同でそ

をしようという者もある︒高校を出たら︑専門学校あるいは短大に

んだが﹂という言葉を聞く様になった︒私もそうであった様に︑ほ

が能率的である︒けれども︑それは難しい︒良い悪いではなくて︑

う人もいる︒最近になって僕らの同期の人間から﹁佐渡へ帰りたい

である︒

とんどの人が一度は島を出る︒若人は島外での夢に期待しているの

・佐渡ヶ島の教師に必要なのは︑まず佐渡を愛することだと思う︒

苦労ではないと思う︒

様々な状況から考えて︑佐渡ヶ島で教師をしてゆくのは並大抵の

できない相談である︒

佐渡の人は教育熱心である︒教師に寄せられている期待は大き
職口がない︒民間の就職口は不安定である︒就職するには資格が必

佐渡をこよなく愛し︑佐渡の一木一草まで知り︑佐渡の歴史を知る

い︒何故︑教育熱心かと言えば︑次の様なことである︒佐渡には就
要だとよく言われる︒親は子供が安定した職についてもらいたいと

三百十四頁

堀口星眠

私にとって大きく感ぜられる︒︵以上︶

たびたび申し上げるが︑この本を読むたびに︑山本先生の姿は︑

と思う︒

そして︑その上で生徒の目を外へ向けて堅実に開いてやることだ

ことである︒それらを︑生徒に向って熱く語れることである︒

ために︑子供に専門学校・短大・大学に行かせる︒これらは教育熱

願うため︑何とか子供に資格をとらせようとする︒資格をとらせる
心にならざるを得ない士壌である︒

また︑佐渡の人達は変化を嫌う︒農業に従事している人々なら何
っていこうとする︒八珍柿を導入しようとした人為は︑相当の苦労

とか先祖から続いた田んぼを守り︑子供を公務員にして︑細々とや
であったであろう︒米の値段が安定していて︑今のように減反の危
機がなかった時代に︑わざわざ莫大な金を投資して八珍柿を作ろう

1
1
9

草餅や佐渡赤焼に茶を賜ひ
昭和六十年の正月に︑私と松井︑藍原と山本先生のお宅を訪れた
折に︑暖かいもてなしを受け︑奥様から車で自宅まで送って戴いた

で全生活をすごせたら︑どんなによく︑また幸福だろう︑そした

ら︑悪いことをしたり考えたりすることはできないだろうと考え
たのだった︒

これは︑私がヘルマソⅡヘッセを読んだ中で最も愛しているくだ

りである︒忘れようとして忘れえぬくだりである︒

山本修之助先生の詩で︑わが恋の清らかさが砂の白さのイメージ

山本先生のお宅は︑暖かくて清らかな空気を呼吸している様に思

事は︑いまでも忘れられない︒誠にありがとうございました︒

った︒ヘルマンⅡヘッセの小説﹁荒野のおおかみ﹂の主人公ハリー

い目﹂に結晶しているのである︒私は﹁澄んだ優しい目﹂をもとめ

に結晶しているならば︑この文では︑恋の清らかさは﹁澄んだ優し

山本修巳

Ⅱラーが︑家を訪れた時に﹁ここはいい匂いがする︒﹂とつぶやい

てやまない︒

三百九十二貝

冷まじや父と挾みて母の骨

山本先生の家を訪れた時︑先生はちょうど旅に出られるところで

山本修之助

た様に︑︑都会の雑踏から逃れてきた人にとっては︑暖かいもてなし
が何よりもうれしいものではないだろうか︒
三百八十九頁
砂丘の砂

あった︒先生は︑私と一緒に︑近くの神社︑先祖の墓︑天理教布教

白ければ

わが恋も

探すことである．﹂とある︒先生の﹁内なる自己﹂は﹁ご先祖様︑

ヘルマソⅡヘッセの主題は︑﹁人間の生の目的は︑内なる自己を

という意識のもとに︑敬戻な感謝の念がある様に思われる︒

先生には︑﹁自分はご先祖様︑お母様によって生かされている︒﹂

行ったのであろう︒

と自分は留守にするから家族の安全をご先祖様︑お母様にお願いに

所とお参りに出かけられた︒先生は︑これから旅する我が身の安全

また清し

この詩を読んで︑へルマンーヘッセの小説﹁春の嵐﹂の主人公が
のくだりである︒

演奏会の晩︑ゲルトルートに会うくだりが思い出された︒以下︑そ
私は知らなかったが︑彼女の澄んだ優しい目が私を見ていてくれ
たというのを聞くのは︑好ましいことだった︒私たちが知りあっ
た︑この最初の晩にもう私は︑この美しい誠実なまなざしのもと

︑
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思年の稿俊そた相あは、使

Ｊ １ Ｉｌ Ｉ

灘:､灘』

お母様によって生かされていることへの感謝の念﹂である様に思え真野の入江が見えました︒山本雪亭翁も︑靜古山本半蔵翁も今日も

潔遜簿f鳥の

る︒また︑先生のお母様の﹁内なる自己﹂は︑﹁人を助けることに静かなる真野の入り江を眺め︑様々な感慨にふけっていることだろ

綱灘洲騏長生

よってわが身が助かるという天理の教え﹂だった様に思える︒私のう︒最後にうたの本でもあるので︑うたをよんで閉じさせて戴きま

舞懸噸：蕊

﹁内なる自己﹂は︑﹁佐渡のためにつくせ﹂と命じている様に思えす︒

鮮鰡哩繩豐職鳶本

てならない︒けれど︑先生みたいに﹁内なる自己﹂が感謝の念でつ真野の入り江にて飯田一英
つまれたとしたら︑さ子静かな心境であろう︒夕暮れに恩師と二人散歩して

鑑謹薩鑪驍常佐

数かかいはざそ崎資精め々

Ｊ１

しそ以跡町へれ大な中あ木
てん来な真もて出つでつ先

先生に︑山本家先祖の墓に連れていってもらいました︒お墓から︵新穂村島出身慶応義塾大学文学部哲学科学生︶

い ご 関 私 依 唱 斬 こ
こる贈係私の頼者罪戦ろ佐
・う･位遺の家さ早に時で々

﹁俳枕﹂考

○

最近刊行された山本修己氏の︑佐渡にかかわる詞華のすべ

尾形

ているが︑俳枕はそうした歌枕伝統の固定化をうち破り︑そ

持つ歴史が時に邪魔になることもあることをも併せて指摘し

いない風景は︑どんなに美しくても︑味気ない﹂︑﹁テレビ

や風景についても同じことがいえる﹂︑﹁人間がかかわって

えることにかかっている︒もし︑その発見が本物なら︑それ

検証し︑先人との対話の中で発見した新しい本情をそこに加

た︒詩人の役割りは︑俳枕の中に刻象つけられてきた年輪を

の時点の出会いの中で発見した本情を年輪に刻糸つけてき

はさらに後代の詩人たちの詩情を喚びさまし︑年輪として俳

のシルクロードの砂は︑何千年来の歴史をこめて風に流れる
き人々は現代の風景の下に︑何枚︑何十枚もの風景を見てい

枕の上に定着することになるだろう︒︵成城大学教授︶↑

そうして氏は︑石造の建築物を持たない日本人が︑形ある
過去を再構築してきたことを指摘し︑かつ︑日本の文学が既製

ものは殴れるにまかせ︑記憶力と想像力によって現代の上に
の文学作品を土台として別な文学をつけ加え︑以前の記憶︑

昭和六十二年九月二十五日刊︶より

︵新撰俳枕﹁北海道東北﹂朝日新聞社

るのである﹂と︒

から︑人々の目をひきつけてやまないのである﹂︑﹁そのと

風景に向き合った場合の新しい詩情の流露を束縛し︑単語の

た文章といっていいだろう︒ただ氏は︑そうした歌枕伝統が

けでなく︑人間にとっては︑心理的な存在である﹂︑﹁土地

日本の歌枕的風土と︑歌枕的方法についてみごとに道破し

を一つの特長としてきたことに説き及んでいる︒

前時代人の経験を新しい作品の中に生かす︑複式構造の方法

｜

めて風土からの発想の重要性を確認させてくれた︒その敬文
で︑もと朝日新聞社佐渡支局長の工藤宜氏はこう言っている
ｌ﹁すべて〃物″という〃物″は︑物理的な存在であるだ

てを集大成した﹃佐渡のうた﹄︵昭和六十二年︶は︑私に改

カ
ｲ
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一

一

夕鶴の碑成る︵佐渡片辺の里︶
そとう朶

風いでて外海しるし砂土に靴とられつつ夕鶴の碑へ

つ︑内ノ

忘れゐし佐渡ことばきぐ鶴女房の碑の除幕まつまの
椅子の一つに

公演は千回をこゆ夕鶴のつうのふるさとわれのふ
るさと

もかしら

夕鶴の碑への祝詞の小半刻そと海の風うなじに寒し
ま

女禰宜のかＬは手二拍の間のすこし短しと思ひ頭垂
れゐる

つうの碑に祝詞の女神主の声はとぎるる海風のゆゑ

祝詞きく木下順二砂ふふむ風とおもふに身じろぎも

順二

︑﹂

久保田フ︑︑︑エ

記者たちの求めのままに夕鶴の碑に手をおける木下

夕鶴の碑は海に向くここよりの芒の道は妻の河原へ

勺↑Ｒノしよ︑７

老松は碑の屏風なしかげふかし今日の想ひ出にひろ
ふ松の実
はたば

つう籠り織りける機場さながらの碑なれぱきこゆそ
の機の音

つ蛍ノ

つうの碑の石のなかよりきこえくるちゃんちゃんぱ
たぱた機織る音の

いしぶみに佇つ

ふるさとの佐渡のをゑなの心ばせ鶴女房にかょふと

しんちぢり

も

ヘ
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せず

／

新松子羽ひろげそむる鶴の身と見えてぞひろふ碑を
守る松の

ザヘハーー〜〜一一〜−−−−−−−−−〜一一．一一戸一一一一一、一一〜へ戸一へ一一へ一一一一一シーーーヘヘー一

『

口
つう還りきたりしごとき歩ゑかな山本安英榊ささぐ

る

I

１口

佐渡のうた耆簡
○

木下順二

御本をありがとうございました︒ちょっと・ヘージをめくっ

司馬さんのいっていられるように︑大変みごとな鑑賞のこ

ているうちに︑ついつい何篇かを拝見してしまいました︒

とばだと思います︒山本安英さんからもくれぐれもお礼をと
のことです︒

今度はまたいろいろとお世話になります︒どうぞよろしく

十月二日︵劇作家︶

曾野綾子

すっかりごぶさたのまま日本を出て来てしまいました︒只
今チュ︸一ジァにおります︒昨日まで南部のサハラの砂漠のへ

りにおり↓ました︒暑くて夜も眠れませんでした︒夏の砂漠は
﹁佐渡のうた﹂ありがとう存じました︒大変なご努力の結果

八順不同Ｖ

一スにて

︵作家︶

リーに渡ります︒自動車の旅は一万キロをこえそうです︒

だつたと思います︒大切に書棚に入れております︒明日シシ
八月二十四日チュ

本間桂

客を佐渡へ案内する必要上﹁佐渡のうた︲｜の案内場所に関す

っくり拝読する暇も無い有様でしたが︑つい数日前東京のお

近も公私両面に渉って多事多端のため折角頂いた御高著もゆ

実は小生昨年退職以来何かと忙しい日々を送って参り︑最

す︒

しかも献呈の御署名まで賜わりありがたき仕合わせに存じま

過日親戚筋の計良由之氏を介し御高著をお分けして頂き︑

び大著を御出版になられおめでとうございます︒

先生のご活躍︒ふりはかねて灰聞しておりましたが︑このた

高に通い親子ともども色盈お世話になりました︒

長らくご無沙汰致しました︒二十年前には小生の長男も佐

○

白
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I

○

夜も気温が下らないことを知りました︒

I

潤うのを覚えました︒

る章を少しばかり拝読しましたところ随処に感銘を受け啓発
されるところ紗少ならず︑文雅の風韻に浸っていつしか心の

言っても宜しいところを起句の﹁長﹂︑承句の﹁涼﹂と共に

きがえるが梁のところに居座っている﹂︵Ｐ血︶とあります
が﹁屋梁﹂の﹁梁﹂には意味が無く﹁屋管﹂﹁屋角﹂などと

える﹂ですが︑又月の異名でもあり︑ここは勿論後者で︑

﹁屋根﹂そのものを指し︑今一つ﹁嶋﹂はマサシク﹁ひきが

だからこそ﹁残﹂字を冠して﹁残艫﹂と言い︑又形容するに

七陽の韻を踏むために﹁梁﹂字が添えられたもの︒ここでは

げます︒

ところがその中で三ヶ所ほど疑義を生じましたので御教示

目Ｐ班．場の夢﹂跨頭の訓読の漢詩の承句の最後﹁山河

．片﹂を以てしているのではないでしょうか︒又月ならば

を賜わりたく御礼状を兼ねて失礼とは存じながらお願い申上

を経歴すれば雲影暗し﹂とありますが﹁暗し﹂は﹁暗﹂では

﹁残月一輪﹂と全く同じと思いますが如何でし︲ようか︒

﹁懸﹂の字が如何にもピックリ来ます︒二片残嵯﹂は即ち

︑︑０Ｏ

なく﹁昏﹂ではないでしょうか︒起句の﹁恩﹂結句の﹁魂﹂

注㈲については原詩が﹁昏﹂でなく﹁暗﹂︑目白につい
ては貴説の通りと思います︒佐渡の三絶は山本修之助
著﹁佐渡の百年﹂二六三頁です︒︵山本修巳︶

︵佐和田町出身元高校教師村上市在住︶

九月十八日深更

る中の西村糖洲の作はどんなものでしょうか︒お教え下さい

猶又今一つ是非御啓蒙頂きたいのですが︑浜北の黒坂途上
の章の末節︵Ｐ ︶に先生が﹁佐渡の三絶﹂と書いておられ

に存じます︒

右の疑義に関し御教示御慈謹をお垂れ下さいますれば幸甚

す︒何卒御海容下さいますようお願い申します︒

不遜な言辞を弄しました︒失礼の段幾重にもお詫び申上げま

以上︑門外漢のズブの素人が専門の大家に向ってまことに

○︑︑○

と押甜するには﹁昏﹂でなくてはならぬように思いますが原
詩が既に﹁暗﹂字を下しているのであれば致し方もございま
せんＯ

目Ｐ恥﹁溪流の樹影﹂︑やはり雰頭の漢詩﹁黒坂途上﹂の
の是非を蕊殺して賭し﹂と読んでおられます︒即ち轟二殺人間

訓み下しに就いてですが︑転句﹁轟殺人間是非垢﹂を﹁人間
是非一垢としておられますが︑驫二殺人間是非垢一即ち﹁人間
︵ノ︶是非ノ垢︵カマビろ︑ンキヲ廠殺シ｜ごと読むべきかと

思いますが如何でしょう︒﹁垢﹂の主語は上の二字﹁是非﹂
その根拠がございますが略します︶が如何でしょう︒

であって﹁溪流﹂としない方が宜しいように思います︵勿論

国Ｐ皿﹁孤独な蟇﹂冒頭所掲本荘了寛の七絶の読みに異存

はございませんが結句．片残嶋懸屋梁﹂の解に．匹のひ
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之助
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八連載Ｖ第一回

山本

原因について︑昔から語り伝えるところでは︑兵右衛門に

いじめ﹂であろうかといわれる︒

﹁馬場の継ごと﹂は︑あるいは畑野町三宮の馬場の﹁継子

いわれている︒

うとしたが︑兵右衛門は︑これを聞き入れなかったためだと

﹁お初﹂という美人の娘がいた︒奥野は︑この娘を妾にしよ

この事変は︑江戸の幕府も︑八か月前︵慶安四年七月︶由

と金堂は︑その災害をまぬかれた︒

境内の建物は︑兵火にかかり焼失したが︑さいわい弘法堂

慶は捕えられて打ち首になって︑この事変は落着した︒

の寺の住職快慶とが︑佐渡奉行所に対しての反乱である︒奉

時代の刑罰︶にした︒

いろ無理難題をつけて︑ついに四か年の閉戸︵へいこⅡ江戸

所の留守居役奥野七郎左衛門が︑この兵右衛門に対し︑いろ

文四年︑真野町四日町臼木兵右衛門の事件である︒佐渡奉行

﹁兵右衛門こと﹂は︑小比叡騒動の起きた十二年あとの寛

があったのであろう︒

所へ左遷されたことといわれ︑快慶もまた奉行所に対し不平

藤左衛門の謀叛︵むほん︶は︑相川町の町奉行から小木番

藩に討手︵うって︶を差しむけたほどであった︒

井正雪・丸橋忠弥らの幕府顛覆をはかった事件に驚き︑長岡

罐銀州佐渡古民謡鑑賞
小比叡陣だか兵右衛門ことか
ただしや馬場︵ばんぱ︶の継︵まま︶ごとか
小比叡陣というのは︑今︵昭和六十二年︶から三百三十年
あまり前︑小木町小比叡の蓮華峰寺に起きた事変で︑江戸時
代の佐渡で起きた大きな事件の一つである︒

この民謡が︑当時作られ唄われたとすれば︑佐渡の民謡の
うちで︑最も古いものであろう︒
事変は︑慶安五年︵九月十八日承応元年と改元されている︶

−

−

行所側は一人討ち死したが︑藤左衛門父子三人は切腹し︑快

三月十四日︑小木番所の番頭︵ばんがしら︶辻藤左衛門とこ

修

一一

て︑数年準備期間を経て︑同六年着手したものである︒そし

翌年佐渡に着任ｌ︑島内を巡視して︑租税の軽いことを知っ

て︑その現場には奉行家来四人のほか総奉行︵留守居役︶一

人︑総目付役一人︑竿手役十二人を十二手に分け︑さらに一

八幡砂垣︵すながき︶三年まわり
今年しや結︵ゆ︶い年結われ年
寛文のころ︑佐渡奉行所の指示で︑佐和田町八幡海岸に

手に手伝役・竿取役各二人づつ加えたという︒

に分かれたとあるが︑佐和田町山田本間家の﹁検地竿手衆﹂

このよう陰佐渡年代略記﹂や﹁佐渡年代記﹂には︑十二手

﹁砂垣﹂というものを︑つくらせた︒そのころ︑風の強い日に

は︑通行人はもちろん田畑にも被害を与えた︒そのため︑付

の古書には︑十六手の人名を記してあるということである︒

近の住民に︑三年ごとにその修理をさせた︒

この砂垣というのは︑幅約十五脳．長さ約百勝から二百刑

たと書いてあるから︑↑十六手となったものであろう︒︵佐渡

また﹁佐渡名勝志﹂には︑人数が不足したので︑のち補足し

連邦﹂である︒

﹁オロシャ﹂は﹁ロシア﹂のことで︑現在の﹁ソビエット

土屋長三郎さん来にやよかろ

オロシャ船なら千艘来︵こ︶とままよ

四

ったところに︑庶民の間に唄われたものであろう︒

で丸田金兵衛は︑最も公平で剃切であり︑さらに美男子であ

この唄は︑この時十六手に分れて検地を行った役人のうち

を配布した︒

九月に小倉村︵畑野町︶で全部完了した︒翌七年九月﹁水帳﹂

こうして︑元禄六年三月中原村︵佐和田町︶からはじめ︑

国誌︶

の柴垣を結い︑そこへ砂を入れ小松を植えたものであったと

この唄は︑三年目ごとに︑結いかえる労力のわずらわし

いう︒これを海岸一帯に﹁互いちがい﹂にした︒

ブ︵︾○

さを嘆き︑今年もまた結い年にあたるのか︑というのであ
﹁結い年︑結われ年﹂は︑言葉のアャでもあるが︑﹁結わ

れ牛﹂には﹁言われ年﹂と︑人糞の言い合う意味もふくまれ

一一一

ているのではなかろうか︒

十六手のなかで

丸田金兵衛さんほどよかれ
この唄は︑﹁元禄検地﹂の時︑うたわれたものだと伝えら
れている︒

﹁元禄検地﹂は︑元禄三年萩原重秀が佐渡奉行に就任し︑
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徳川幕府も未になると︑ロシアの東方進出もはげしくなり

この唄は﹁恋唄﹂であろうか︒男女の間で逢うこともでき

ってもらいたいものだと︑恋の逢う瀬のうとくなるのを歎い

ないのは﹁公方様の御上洛﹂のためで︑早くこの御上洛が終

なった土屋長三郎︵正備︶は︑佐渡の海防につくした︒しか

幕府も海防政策を強化した︒文化三年から約三年佐渡奉行に

ゞこれは︑二十六字の歌詞でないから︑なにかちがった民謡

トコョイトコ世ノ中ヨウゴザソショ

今年はお召しで世の中ようござんしょ

困ります

江戸であまり︵甘利︶て佐渡では七年

︷ハ

幕末の騒然たる世相をあらわしている︒

たものであろう︒

の割りあてなどに︑わずらわしく︑不平の声があらわれた︒

し︑一般の島民は︑たびたび出る﹁お触れ害﹂︑そして労役
この唄も︑その不平の声である︒

﹁おろしや﹂の船が︑千艘もたくさん攻めてきてもかまわ

ない︑そんなものよりも土屋奉行の方が︑われわれを苦しめ
るので︑来ない方かよい︑というのである︒

為政者の政策が︑庶民に理解されなかったのであろう︒船
の来るのと︑奉行の来るのを重ねたところに︑意味を強め民
謡の効果を出している︒

幕末になると︑佐渡奉行所は︑綱記が乱れて賄賂︵わいろ︶

かも知れない︒

間佐渡奉行所組頭︵くゑがしらⅡ奉行の補佐役で︑現在の次

五

遠ざかるのも御上洛︵じようらく︶ゆえだ↑
早く上洛すめばよい

長のような役︶廿利八右衛門︵為徳︶は応ことに一評判が悪か

悪役人に対する庶民の抗議の声である︒

ようやく世の中もよくなったというのである︒

七年間︑不評判の甘利組頭も今年は江戸へ帰って︑これで

った︒

などは公然の秘密であった︒安政四年から文久三年まで七年

﹁上洛﹂は︑京都へ行くことで︑﹁上京﹂のことである︒

尊皇披夷で︑騒然としていた元治元年︑十四代将軍徳川家
た︒この間︑佐渡では﹁公方︵くぼう︶様の御上洛﹂といっ

茂は︑正月に京都に上り︑朝廷と会談し︑五月に江戸に帰っ
て︑きびしい﹁御触︵ふ︶れ﹂を出して︑地役人も公用以外
は外出を禁じ︑一般の人も︑夜間は︑四シ時︵午後十時︶以
後の通行を禁じ︑これを守らない者は処罰されたという︒
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七

長い桃の木江戸までとどく
江戸の番所で蕪︵しん︶とめる
これもまた悪役人を批判した庶民の抗議の唄である︒

役人の名前が︑﹁桃﹂に関連したものであるが︑それを隠

のである︒
九

かわい男を唐丸籠︵とうまるかご︶で

乗せてやる気がなにょょかろ

唐丸籠というのは︑唐丸という長鳴鶏︵ながなきどりⅡ新

籠から出たもので︑江戸時代罪人護送にもちいた︒﹁唐丸送

潟県原産でゞ国の天然記念物に指定されている︶を入れる竹

悪い評判が︑江戸の役所までとどいて︑その役人は罷免

してある︒

一は︑﹁天保騒動﹂として有

江戸無宿を︑佐渡金山へ護送する時にもちいたのは有名で

り﹂﹁唐丸破り﹂などということばもある︒

八

︵ひめん︶になったというのである︒

しかし︑この唄の﹁唐丸送り

ある︒

百姓側善兵衛ら六人に暴徒十二人の合計十八人が︑江戸へ護

名な︑中川善兵術らの強訴の結果︑役人田中従太郎ら八人︑

二十二三の女の声で
木伐奉行衆の宿はどこだ
これも︑悪徳役人を批判した唄である︒

｜○

佐渡が島にも吉原ござる

東男︵あづまおとこ︶が駕籠︵かご︶で来る

東男は︑東国の男︑すなわち江戸の男を指し︑ここでは江

唄ったものである︒

この唄は︑唐丸籠で佐渡へ護送される江戸無宿を茶化して

６

れを惜しんだ時のこ︑とを唄ったものである︒

役人側も百姓側も︑その家族たちは︑涙をながしながら別

送された時のものである︒

﹁木伐奉行衆﹂とあるが︑これは佐渡奉行のことでなくて

相川金山で使用する留木︵とめき︶などを︑伐採する役人た
金山で使用する木材を︑島内各地の山から伐り出した︒そ

ちということである︒

の女たちと風俗をみだしたといわれる︒

のため役人たちが長い出張で村糞に滞在した︒その間︑土地
﹁二十二三﹂というのは﹁二十二三歳﹂ということで︑佐
渡の民謡のうちには︑こうした数字だけで年令を指している
若い女の声で︑出張している役人たちの宿をさがしている

ものが多い︒
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＄

へ遊びに行くのに﹁御駕籠﹂で乗りつけるのは粋人である︒

久ころ在任したので︑この図には二艘を描いてある︒

渡奉行渡海の図﹂が掲載されている︒岡松奉行は安政から文

家が勤めていた︒

かわい男は出判︵いではん︶とった

もはや佐渡地の人じゃない

めた︒そして︑小木・赤泊・松ヶ崎︵畑野町︶・水津︵両津

一か年の渡航人数を︑石高︵こくだか︶や人口に配当して定

出や金山労働者の逃亡などを防ぐためであった︒のちには︑

ち今のパスポートである︒佐渡は金山があったので︑その流

出判というのは︑江戸時代︑佐渡での旅行証明書︑すなわ

側

一一一

この官船の管理は︑奉行所に御船方役として︑辻家と加藤

戸無宿のことである︒吉原は︑有名な江戸の遊廓︒この吉原
同じ﹁かご﹂でも﹁唐丸かご﹂は罪人護送の時のもの︒佐渡
金山へ護送される江戸無宿を︑花の吉原へ通う粋人に︑仕立
てたところが面白い︒

古老の話によると︑実際に佐渡にも︑小木街道に﹁吉原﹂
の地名があったということである︒
一一

あれへ見えるは殿様船だ
葵御紋の帆をかけて

市︶・夷︵両津市︶・沢根︵佐和田町︶の六か所の番所で検

江戸時代︑佐渡は幕府の直轄地︑すなわち天領であった︒

相川町に佐渡奉行所を置き︑奉行を駐在させた︒慶長六年か

これは︑男と別れた女の唄ったものであろう︒旅行証明書

閲した︒

をもらったから︑もうあの男も佐渡の人ではなくなったと歎

ら慶応三年まで二百六十七年間︑約百人の交替があった︒小
のいわゆる﹁殿様船﹂をもちいた︒この奉行を佐渡では殿様

木港あるいは赤泊港から対岸越後出雲崎町までは︑奉行専用
と呼んでいた︒余談であるが︑私の家は長い間﹁本陣﹂を勤

この制度は︑幕末までつづいた︒

いたものである︒

たが︑時には奥方︵おくがた︶同伴の奉行もいた︒

め︑今も当時の大きな宿札が残っている︒単身赴任が多かっ
葵︵あおい︶の紋は︑徳川家の紋所で︑当時はこの紋所に
対して最高の敬意を払った︒この官船は︑最初は四艘であっ
たらしいが︑幕末になると二艘になったようである︒尾崎紅
葉の﹁煙霞療養﹂の口絵には︑岡松奉行の遺族の所蔵の﹁佐
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会期

昭和六十一年度社研デー

早稲田大学五大思想家展

ｌ大西祝・浮田和民・田中王堂・大山郁夫・北吟吉Ｉ

る︒第二世紀に入って将来を見究め︑大学における教育と研究を真

早稲田大学は創立百年を経過し︑いわばその第二世紀に入ってい

五日︵土︶午前十時ｌ午後五時三十分

ることをなしえたか︑また︑いかなることをなしえなかったかを︑

華に推進するには︑第一世紀の早稲田大学ないし早稲田人がいかな

昭和六十一年十一月十三日︵木︶・十四日︵金︶・十

十二号館五階社会科学研究所

しっかりと把握しておかなければならない︒とりわけ近代日本の思

早稲田大学社会科学研究所

ければならない︒

想と学問の展開に対していかなる貢献をなしたかを識知しておかな

近代史のかかる局面において︑早稲田大学︵早稲田とその周辺︶

ではあるまいか︒そうであるとすれば︑それはひとえに私どもの先

早稲田大学社会科学研究所

覚・先輩の努力に負っているといわなければならない︒私どもはそ

は︑少なからぬ仕事を成し遂げていると自負することが許されるの

本研究所では︑昭和六十一年度の﹁社研デー﹂の一環として︑本

所長峰島旭雄

学において教鞭をとり︑また広く社会・学界・思想界で活躍した五

者によって︑あるいは研究部会の組織を通じて︑すでに業績を挙げ

本研究所では︑つとにこの方面の研究がおこなわれ︑個盈の研究

理学︶︑浮田和民︵政治学・西洋史・倫理学︶︑田中王堂︵哲学︶

催されることになったことを︑記しておかなければならない︒

ているのである︒この土台のうえに始めて︑今回の五大思想家展が

展示をおこなうことになった︒五大思想家とは︑大西祝︵哲学・倫

である︒

会場
主催
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のような先覚・先輩についてもっともっと知ることが求められるの

拶

いは提供があったのを機会に︑﹁早稲田大学五大思想家展﹂として

挨

人の思想家を取り上げ︑ご遺族︑関係者から貴重な遺品の寄贈ある
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大山郁夫︵社会思想・社会運動家︶︑北玲吉︵哲学・政治家︶であ
ヱ︾◎
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ご

なお︑展示にあたっては︑これまで未公開であった展示物のほか
に︑学生諸君への啓蒙的な意味を含めて︑五人の思想家の写真︵肖
像画︶︑年譜︑主要な著作等も︑あわせ展示することにした︒

今回の展示にあたって︑本学図書館︑大学史編集所その他の機関
等︑ご協力いただいた方々に対して︑心からお礼を申し上げたい︒
展示にあたって︑貴重な資料を寄贈あるいは提供していただき︑

ご協力をいただいた諸氏︑諸機関の名を記して︑感謝の意を表しま

す︒︵敬称略︶
大西真︵大西祝令孫︶︑浮田克躬︵浮田和民令孫︑日展審査員︶

三瓶サチ︵北玲吉令嬢︶︑山本修之助︵佐渡郷土史家︶︑稲辺小二
郎︵北玲吉元秘書︶︑多摩美術大学︑藤谷宣人︵多摩美術大学常務
理事︶︑伊藤憲夫︵多摩美術大学企画室︶︑水野栄次郎︵富山県滑
川市︶︑三康文化研究所︑早稲田大学図書館︑同大学史編集所︑現
代政治経済研究所︑同学籍課︑大杉徴︵早稲田大学名誉教授︶︑磯
野友彦︵早稲田大学名誉教授︶︑石関敬三︵早稲田大学文学部教授︶︑

紅野敏郎︵同教育学部教授︶︑藤原保信︵同政経学部教授︶︑安在
邦夫︵同文学部教授︶︑佐藤真理人︵同助教授︶︑北川幹造︵同大
学史編集所︶︑石山昭次郎︵同︶︑関田かおる︵同学籍課︶︑榎本
久人︵同文研︶︑黒川みどり︵同文研︶

吟吉

履歴書 ︵大正大学講師︶

追想記

ヒ
ー
一︑

北玲吉先生三回忌法要会昭和三十八年

一一︑

三︑大学部文学科得業リスト明治四十一年︵哲学科︶
学史編集所蔵︺

四︑大学部文学科教員異動︸一関スル開申雪︵北玲吉を含む︶︹大
五︑大正二年度学科配当表

大正三年度学科配当表
大正四年度学科配当表
大正五年度学科配当表
大正六年度学科配当表

﹃早稲田学報﹄︵大正二年九月号・大正七年七月号︶

六︑学報︵北玲吉関係を含む︶

﹃大学評論﹄一

二︵大正六年十一月

三︵大正六年三月一日︶

七︑北玲吉現代教育の根本的革新を論ず

一日︶

八︑北玲吉私立大学の前途﹃中外﹄一

九︑北玲吉早稲田スピリットと現代

﹃大隈研究﹄第二輯︵昭和二十七年十月︶

編輻所蔵︺

一○︑早稲田学長問題顛末書︵大正六年八月二十九日︶︹大学史

一で河野昭昌早稲田鰯動

﹃早稲田大学史紀要﹄第九巻︵昭和五十一年︶

関係資料﹃早稲田大学史紀要﹄第十二巻︵昭和五十四年︶

一二︑河野昭昌︵校訂︶早稲田騒動における恩賜館組

一三︑北玲吉関係資料その一︹石山昭次郎︺

一四︑同その二︹同︺
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宮本盛太郎編﹃北一輝の人間像﹁北日記﹂を中心に﹄

二一︑北玲吉兄北一輝を語る

︵有斐閣選害︑昭和五十一年︶

i

二日付

福嶋野城子

二二︑︵関連展示︶北一輝書簡︵宮川讓氏宛︶昭和十年一月二十

｛

その三︹同
その四︹同
その五︵﹃学苑﹄︶︹同
その六︹同
その七︵武田豊四郎・井上析治を含む︶

柏崎行

日 一 一 営 冒 一

戸

同

一大黒亭翔ぱざる蝮地を歩む秋灯壁に無毒の邪蘇の像
﹀
︿

へ

︿

︿

︿

一強紅葉木村茶亭はもとより素秋浪の託かかかカルタひるがへる
一枯るもの枯れ木喰の像笑めり黒船館秋はラン・フがさみしいぞ

﹄
一
プ

︵

一

一十方の枯れの底にて微笑仏真福寺

戸
︑
〆
ゞ

﹀

一

プ

ー

一貞心尼墓ゆずり葉の青々何の黄落ぞ
﹄

一

一貞心の夢の落葉をそのままに木喰堂一つ柘榴と石光る
一貞心の墓の落葉のやわらかく破れ芭蕉木喰堂へ街の音

ギヤマンに秋の没日が来てしまう

−−−−1

その八︵﹃祖国﹄︶︹同

同同同同同同

一灯を入れょ大黒亭の末枯るるゞ忽伊和かの秋の洋燈が灯を入るる

､ 、 、 、 、 、

一黒船館車窓より見て白鳥の低飛翔

口
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○九八七六五

酒井友二

迎えてものをさし上げ︑災厄を払い︑健康と豊作を祈る行事である

頃からだと言う︒もともと節句というのは︑時節の節目ごとに神を

なお︑語呂合わせから尚武に転じ︑男児の節句となったのもこの

のものであったらしい︒

菖蒲湯の風習はやや遅れて︑鎌倉時代からで︑この方は庶民だけ

た︒

を競い合い︑それをまとめて﹁薬玉﹂を作る行事が重んじられてい

なお︑この当時はこれとは別に﹁薬狩り﹂といって薬草を採るの

し﹂とある︒

いかでわがもとにしげく葺かむと葺きわたしたる︑なほいとめづら

うをかし︒九重の御殿の上をはじめて︑いひしらぬ民の住詮家まで

月にしく月はなし︒さうぶ︑よもぎなどのかをりあひたる︑いみじ

家に至るまで広く行き渡っていたらしく︑﹁枕草子﹂に﹁せちは五

￨
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が︑邪気を払うに︑匂いの強い草木を用いたのであろう︒私どもが

子供のころは︑菖蒲湯に入ると蛇に咬まれないル聞かされていた︒

×××

よもぎ

北嶋星子
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佐渡の短歌歳時記・草木の部目

石塚多恵子

北見エッ子

う詔が出ているという︒軒先に差す風は平安後期︑宮中から庶民の

より後︑菖蒲のかつらに非る者をぱ宮中に入るることなかれ﹂とい

る︒そのころは﹁かつら﹂として使ったらしく︑天平十九年︑﹁今

五月の節句に菖蒲を用いることは︑すでに奈良時代に始まってい

がれている︒

端午の節句︑軒に菖蒲を差し︑菖蒲湯に浸る風習はいまも受け継

菖蒲湯の所以を娘に語りつつ入る風呂の湯のうす緑帯ぷ

×××

菖蒲湯に浸る老妻田を植ゑし疲れ出づるかしはぶき洩るる

橋詰隆

宵節句の菖蒲湯浴みしやすけさに亡き母のこと夫と語れり

藤井ミシ

鎌先も匂ふ菖蒲を束ね来て月遅れなる菖蒲湯に入る

本間登志美

茅屋に葺きし菖蒲に何の神宿るや夕べさやかに鳴れり

しょう ぶ
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よもぎ草畑辺に摘めば綿入れに着ぶくれし姑のすがた顕ちます︲

高津八︑重

もち草と昔なまりのなつかしく野の蓬草念入りに摘む

×××

菖蒲といっしょに束ねられる蓬もまた匂いのきつい草だが︑これ

しかし︑一方では休耕田や転作が制度化し︑山の棚田は置き忘れ

るだけの米を売って︑自家食糧を補填した畑の麦作も行われなくな

られて︑雑草の茂るにまかせている︒米が余るから︑かつては売れ

った︒自家産の麦で委託製造して食べたうどんも︑いまはスーパー

麦秋の光景も︑ごく一部の篤農家が実施する転作の田に見られる

で安価に求めて来る︒

ている︒機械作業から牧歌は生まれて来ない︒新しい形の農業の歌

短歌作品からも︑農作業の中から生まれるものは影をひそめてき

だけになってしまった︒

餅草摘みは︑だいたいが老女の仕事と決まっていて時に孫が手伝

が期待される昨今である︒

けの方言ではない︒

を若草のころは﹁餅草﹂と言うのは全国的な呼称のようで︑佐渡だ

りの重労働に従う男たちに供し︑ついでに女︑子供もお相伴にあず

ｘ××

うめの実

伊藤節子

ものである︒日本人が米の飯を食べつづけるかぎり将来とも梅干し

先祖から伝わる甕も幾代の家族の生活が浸みこんでいてなつかしい

れて携行する人が多いと聞く︒庭に干す梅漬の香は郷愁をそそるし

活にとって︑古来必需品である︒いまでも外国旅行の際に︑瓶に入

麦が刈られる頃には梅の実が大きくなる︒梅干しは日本人の食生

紫蘇の紅しみてまくろき大甕を母より継ぎて吾娘に渡さむ

開け放つ家いちに風の運びくる干梅の香はゆるく広がる

×××

わが庭に穫れし梅の実わかつべき人数へつつ量はかりをり

梅雨晴れの日曜今朝をわが庭に青みづゑづと生りし梅椀ぐ

萩原光之

わされる︒摘みたての新草でついた﹁あぜ塗り餅﹂を︑田のあぜ塗
かる農家の風習は︑機械化農業︑半農半勤めの今はどうなっている
だろうか︒さわやかな初夏の田の畔で︑ぴかぴかに光る塗り立ての

×××

畦を眺めてたべるあんもちの味は格別であったが︒

麦秋

酒井友二

青あをと植え田ひろがるひとところ転作の麦のひそかなる秋

山本八重

麦秋といへども寂しわづかなる転作田に麦の熟れ初む

川原まさえ

麦秋はすでに忘れし光景と五十路の吾の夢に出で来る

×××

農業はここ二十年ですっかり様変りした︒田んぽが整備されてど
こも一様に美田になり︑機械化が進み︑近代化された︒
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は食卓の片隅の座を失うことはあ患まい︒

×××
実を結ぶ︒

もっとも︑急がないとすぐ冬がやって来て壮代壷代がで蚤なくな

るわけでもある︒稲も例外ではなく︑とくに気温がｔがる夏場の成

の成長は早く︑いったん造れば当分は持つ住居や蒲具の材になる木

長は目を見はるほどのスピードである︒毎日必要な食糧になる草本

びわ
酒井友二

本はゆっくりと︑しかし堅固に成長するというのも︑天の配剤に外

枇杷の実の洞に重たくしだれたる垣べにしろき夕べ寄り来ぬ
枇杷熟れて梅雨あ・かるらし宵よひの話題に妻と子の帰省待つ

×××

なるまい︒自然とはまことに妙なるものル感嘆せざる存得ない︒

いたどり

酒井友こ

もたちは皮を剥いで︑廿酢っぱい菜肉を﹁すいかのぽんぽん﹂と称

虎杖は俳句の季魑では春に分如される︒茎のまだ肱かい頃︑子ど

いたどりの高く茂れる蝦夷塚のかたばらにえごの花白く咲く

×××

いたどりは林となりてたくましき促浜の土手に潮風の満つ

臼杵珊江

老いづける思考うべなふわれも知命宵の卓子に妻と枇杷を剥く

×××

梅は花の色香が派手なのに比して実は地味である︒それと対鵬的
に︑枇杷の花はいつ咲いていつ散ったのか気づかないが︑実は峠期
になゐと鮮やかな色合いで人日を巷く︒種子が大きくて︑実の爽質
はあまりないのだが︑色の魅力で人の食欲をそそる︒子どもの時分
はとくに目で食べたく放るものだが︑それ故大人になっても枇杷の

×××

酒井友二

実やさぐらんぼにはそこはかとない祁愁が縄いつくのであろう︒

冑田

である︒春先きあんなに肱かく︑小児で蝋簡単に折るこし｜ができた

しかし︑驚くのは夏になり︑大人の背丈を越すほどに繁った状態

して醤った︒似た草に﹁すかんぽ﹂すなわち醗模もあった︒

龍とはとても思えぬほど︑木質のようなⅢさになる︒虎の杖と充て

青田原よぎる川すぢ行きゆけどよしきりは鳴く葦群らの中に
よしきりのしきり鳴く問を出の稲は日ごル伸び立ち夏たけてゆく

竹

成促のよいのが目につくようである︒

×××

る漢学がなんとなく納得で差る︒佐渡では長浜から西三川にかけて

稲の葉のうれごとに露の玉つきて邑は音なくたそがれにけり

×××

草本の成捷速度は驚くほど早い︒芽の出たてのころは草も木もあ
主り変らぬようだが︑木本の植物の若幹や若枝が︑一年経ってやっ
と木質に変わるに較べると草本は半年の問に︑伸びて︑花を着け︑
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＝

酒井友二
籍まつる祠を囲む竹叢の今年の竹のすがしき真昼

白井卓次

竹群のあさきみどりに短日の陽のたまりたる里のあかるさ

×××

打ちなびきまた反り返る里を見ながら歩諏吹ぎ流されて
﹁竹ば普迦の植物と反対に︑春になると古い葉が黄ばんで来る︒
そして他の順物が黄ぱゑ紅業する秋季に艶々と緑色を輝やかせる︒

これが竹の春である︒自然のかうした変った動きがおもしるとと
いう季語になる︒

角川
川文
文応
応版
版﹁
﹁俳
俳緬
句歳時絶︲｜に記されている︒春の竹が﹁竹の秋﹂と

ここに掲げたのは一首目が夏の竹薮︑二︑三首目が冬の竹林であ
−１ル製鹸に圧迫されて肢近は鼠産はできなくなったが︑佐渡

る︒勿論短歌では季題に縛られない︒
ピ

は竹細工か朧んだった時期唯ある︒熊若丸か竹を伝って︑堀を渡っ

秋Ｖ

た話も伝えられ︑佐渡の人々に竹は馴染み深い︒

八

×××

夏枯れし風船かづら実のいくつ揺るるを指に受けとめて見つ

風船篇︒夏に白い小花を咲かせ︑晩夏から秋にかけて︑ほおずき

そっくりの実を沢山つける︑薗性の非稲に元気のよい篭である︒家

庭で栽培するのは園芸種と思われるが︑手持ちの乏しい辞典蛾には

項目が見つからぬ︒あるいは割り合い新しく移入された植物であろ

うか︒鈴なりの青い実が︑調々と風に吹かれるのを兄ていると︑小

×××

事に齪齪するのが反省させられるようなとぼけた趣がある︒

みょうが

伊藤節子

道見夕ヶ

きしきしと茗荷︑葉群かきわけて子をつむ袖の露つめたかり

×××

黄ばみ伏す茗荷のやぶ↑ど打つ雨の音さびさびと冬がまたくる

季節になれば誰もがⅢ度かば食べる︲微妙な味と香をもつ茗荷の

子は︑本来は花穂であるという︒地下茎で繁殖する植物が︑何のた

めに花を咲かせるのかと︑ふＬ嶋一疑問奔持つ︒そして︑この花は一日

ゆく夏の陽の春けば窓に這々ふふうせんかづらゆらゆら揺るる

酒井友二

もっとも︑何にでも理屈をつけぬと承知できないのは︑筆者をも含

忘れるという解釈から出て来たのだろうかと考えて黙たりもする︒

という俗信は︑あるいはこの茗荷瀧花を咲かせて実を成らせるのを

﹁茗荷借﹂という面白い落語があるが︑茗荷を食べる少物忘れする

あ︾ううと思うが︑不思議な植物である︒

で凋む由で︑その実なるものは見たことがない︒恐らく実らぬので

中川澄子

ふうせんかずら

まとまらぬ思考郷つ窓の外はふうせんかづらの風に吹かるる
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、

めて現代人の悪い癖であるのかも知れぬ︒

×××

えのころぐさ

伊藤節子

狗尾は同じ向きして傾きぬ野分の過ぎし朝のつゆ道

×××

狗尾草の名は︑花穗を小犬の尾に擬して︑エノコログサⅡイヌコ
ログサとついたという︒漢字の﹁狗﹂は高麗狗の狗ですなわち狗尾
は犬の尾で︑命名が面白い︒子猫が戯れるのでネコジャラシとも︒

×××

くさもみじ

山本八重

露置きてかたへすがれし草紅葉山際の道急がずに行く

酒井友二

草紅葉なびきて寒き夕風に追はるる径に人の計を聞く

×××

草紅葉とほき野の道一管をたづさへゆかむ君のしのぱゆ
晩秋︑冬の枯野になる前のひととき︑田の畔や道端の雑草が紅葉
する︒山の紅葉には︑色においても量においても及ばず︑華麗さは
ないが︑そのかわりしみじゑと人の心に浸透する力を持つ︒

もみじ

酒井友二

ひと山のもみぢの上に影あをくひきつつ雲の移りゆきたり

道見タケ

山本八重

黄に照りて身も染むぱかり紅葉せる広葉樹林の音無きをゆく

絡まれし木も絡みたる蔦も映ゆいのち終なるものの輝き

石塚多恵子

道見夕ヶ

天を覆ふ銀杏ここだく降りこぼす声なき声を秘め持つ黄葉

酒井友二

執深きわが老いの日々思ふとぎ蔦もゑぢ散る風に吹かれて

×××

銀杏黄葉を真横に射して残照ははなやげどうつつの身をぱさびしむ

﹁落花の雪に踏み迷ふ︑交野の春の桜狩り︑紅葉の錦着て帰る︑

﹁紅葉は日本人にとって花と同列に位置し︑花と美を競う﹂と︑

嵐の山の秋の暮れ﹂は︑ご存知︑﹁太平記﹂の名文である︒

上田三四二氏は﹁花に逢う﹂に述べる︒

たしかに︑花と紅葉は︑春と秋とを象徴する美であり︑それだけ

に短歌︑俳句の作品も数多く作られている︒しかし︑花が絶頂の美

人びとはその差を敏感に受けとめていて︑両者の作品を集めてみ

であるのに対して︑紅葉は滅びゆくものの最後の輝きである︒

ると︑たとえば︑花の散るさまの寂しさを詠んでも︑そこにはなん

となく甘えが見えるのに対して︑紅葉の歌には悲壮なひびきがこめ

﹁紅葉は現世と他界との間に引かれたくれないの慢幕なのかもし

られている場合が多い︒

れず⁝：︒﹂とは︑上田氏前掲の書のことばである︒
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余談ながら︑﹁もゑじ﹂は漢字では﹁紅葉﹂とも書き﹁黄葉﹂と

も書く︒これに対する旧字音かなづかいは﹁紅葉﹂がヨウエフ﹂
﹁黄葉﹂が﹁クワゥエフ﹂である︒中国人たちは色の区別をきちん

と言葉に表わすが︑やまとことばではどちらも﹁モミジ﹂で区別を
しない︒つまり︑日本語はそれだけ分析的ではないわけだが︑反面
ものの不思議さを考えさせられる︒

それが日本語のやわらかさという特性にもなるので︑ことばという

一橋千鶴子

ロボットの如くひたすら柿もぎて夕焼け空にしばし眼を止む

川原まさえ

夕茜させば畑は柿の実の燃ゆるがほどに赤く枝垂るる

×××

柿もぐと脚立に立てば峡よりの虹はかすかに弧を残し見ゆ

樹木は四季折おりに人の心を潤すが︑果樹は別の意味で人の気持

ちを潤沢にする︒ことに柿は︑近年佐渡の名産になり︑羽茂地区を

炊事の燃料に薪木が使われなくなって人びとは山に入らなくな

筆頭に栽培が盛んになり︑家庭や地域の経済を豊かにしたと聞く︒

なお︑﹁モ︑︑︑ジ﹂の語源は︑古代の人びとが布を染める染料を作

り出す際︑花を手で撰んで︑赤い汁を操み出す動作﹁もみいづ﹂か

仕事の歌の中でも︑読んで楽しいのは︑当然のことながら︑作者

りに柿畑の仕事にかかわる作品が多くなってきた︒

り︑したがって山仕事の歌はほとんど歌われなくなったが︑その代

ら転じたものであるといい︑歴史的かなづかいでは﹁もゑぢ﹂と書
き︑紅葉することを表す﹁もゑづ﹂という動詞もあった︒

染料考操み出す作業は︑赤い汁を作るときに限らず青い葉を撰ん

れさせ︑夕焼けも柿園では格別に美しいのである︒

が楽しい時のものである︒収穫のよろこびは︑それまでの労苦を忘

で青い染料も作ったし︑ほかの色も操患出したに違いないが︑やは
り赤色はいちばん鮮烈で印象的なので︑﹁ことば﹂としては﹁くれ

しかし宝玉のように美しい実をもぐまでには︑一年間にわたるき

Ｘ××

びしい作業をこさななければならない︒

脚立して柿の剪定する手元雪をまじへて往く風が吹く

白井卓次
中川千代子

柿剪定はづむ音して鋏持つ手に風花の須爽にして消ゆ

一年の汗が輝く朱の実の柿畑はいまはなやぎの季

酒井春代

渡辺やす
島根千絵

剪定の小枝束ぬる柿畑に春告げ鳥の初音透り来

ことばは人の心を表すものだが︑﹁ことば﹂と﹁こころ﹂との薬

ない﹂に定着したものと考えられる︒

×××

りを考えることは楽しいことである︒

き

秋晴れを都はるみの歌ながれ鳶が行きます柿もぐ空に

中川澄子
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か

命

北見エッ子

摘果する柿の葉の間に六月の洩れ日明るく郭公の鳴く

×××

果実の収穫を終えると︑もう冬である︒しかし寒風の中で剪定を
して整枝しないと︑翌年の実のつきが悪くなるから︑脚立の上で寒
い風にあたらなければならず︑枝の片付け︑消毒︑摘蕾と根気のい

×Ｘ×

る作業をつづけねばならぬ心

八冬 Ｖ

土屋守太郎

酒井友二

日は日中秋の陽ざしのおだしきに紅の芙藍ゆれのやまずも

ななかまど燃ゆるひともと切り岸をパスめぐるさの束の間を見つ

成沢ふみ

島根千絵

岬なる雑木林に人知れず熟るる檀に秋の陽寂し

山ぷだう地に色づきて風さやぐあくまで碧きこの空の色

高井せき

雪の中兎の目の如やぶかうじ朱きつぶら実ひそと覗けり

酒井友こ

石塚多恵子

あかあかと柘榴に映えて巨き陽の街の家並ぶにしづみゆきたり

一葉も残さぬ梢を守るさまに柿はも陶の輝き保てり

いちはやく鳥に見つけてもらって︑種子を遠くへ運んでもらうた

マュミ︑庭のナンテン︑ザクロに至るまで赤く照り輝く︒

深い山のガマズミやナナカマドだけでなく︑里山のヤブコウジやコ

紅葉だけでなく︑秋から冬の木の実も︑総じて朱の色を呈する︒

×××
中川澄子

葉の落ちし木ずゑに高く木守り柿赤あか染めて陽は落ちむとす

×××

近年の柿の栽培は︑剪定から収穫に至るまで︑最新の技術によっ
て科学的な管理のもとに行なわれる︒

めの︑種の保存発展をはかる天の配慮であろうが︑早く食われたい

しかし︑最後の一果は︑木守り柿として︑もがずに残す風習は︑

まだ完全に廃れてはいない︒もちろん︑来年の豊かな結実を念じて

と︑小粒の実が一所懸命に輝くさまはいじらしくもある︒植物も動

る一体のものであることに考えがおよぶとき︑あらためて︑天の配

物も︑またそれを育む土壌も水も︑みなおたがいが補完し合ってい

木の神に供えるのである︒

迷信として︑笑ってしまえばそれまでだが︑自然の恵みに生かさ

触れた時に出る︑人間のおのずからなるため息であると言えよう︒

文学作品の中でも︑とりわけ短歌や俳句は︑自然の精級や偉大に

剤の巧みさにおどろき︑自然の大いなる力に感動せざるを得ない︒

れている人間の︑おのずからなる行為であり︑太古以来受け継ぐ貴
重な︑精神の財産である︒

×××

木の実
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山本八重

柿落葉色とりどりに散らばりて嵐のあとの庭をいろどる

ＦＩＩｌｌｌＩＩ〜

１１１〜ＩＩｌｌＩｌｉｌｌＩ〜ｌＩＩＩＩＩＩｌｉ﹀

一十年忌父の形見の雪帽子一

一雪汚れ木の芽起しの雨となる一

一雪害のまま藤棚の春を待つ一

一空青く透け佐渡ケ島春立ちし一

一どんど火を囲む人影暮れにけり一

一大雪に女一人の猫と住む一
一大小の雪屋根並ぶ漁師町一

一足跡も絶え一軒家雪葬交と一

一冴え返り冴え返りつつ計を受けし一

一みささぎに雪の降りつつ象堂忌一

一児玉葭生一︑

一雪籠り一

松川英太郎

の一部上聞くが︑松茸だけでなく︑昔は子どもでも里の松林で簡単

最近︑松茸の出の悪いのは︑落ち葉を取らなくなったことも原因

らしの中の詩情が一つ減ってしまい︑残念な気もする︒

して丁寧に集められたが︑いまは仕末に困る邪魔物でしかなく︑暮

しばらく前までは︑嵐に落ちた松葉や杉葉は︑家庭燃料の一部と

ゑな風に舞う枯れ葉︑踏みしめる落ち葉に凋落のときを感ずる︒

葉を落としてしまう︒シャンソンの枯れ葉を聞くまでもなく︑人は

紅葉がきわまればやがて木枯しが吹き出し︑数日のうちに木灸は

網きれに包みて下げし玉葱の揺るる軒端を枯れ葉舞ひゆく

︐×××

音なしに猫が横ぎる日だまりの古刹の庭に散る猶もみじ

島根千絵

散り敷ける銀杏落葉の黄を踏めば行く秋の音身には沁むなり

渡辺やす

本間光順

草刈る手とめて休みし峡の石今日ははららぐ落ち葉乗せたり

落ち葉

一一
一
一
﹀
一
一
へ
一一
︿
一
一
一
一
刺
一
一

に採れた﹁ずくりみみ﹂または﹁ずくらんぼう﹂も見えなくなった
のは︑同じ原因なのであろうか︒

､

I

−佐渡の民話考〔30〕

−犬猫の巻〔Ⅶ〕一

その二

さどおけさ

児玉宗栄一

︵第十七場面︶

つ︐●〆一：︒︒︒・・・︑

．じいさんはもうがまんできんようになったんだのぉ︒ある晩︑そ

戸のすきまからのぞいて見ると︒⁝：⁝

︵地の文なし︒あんどんの油をなめる猫の頭の影が映し出されて

︵第十八場面︶

いる︶

﹁たたた・・・・・・たいへんだぁ︒ねねね︲⁝⁝・・ねこが・・・・・・⁝﹂

︵第十九場面︶

﹁ねこがどうしたちゅうのんや﹂

何がなんだかさっぱりわからんばあさんは︑あわててふすまをあ

﹁ああ︑おれはとんでもないものを見てしもうたぁ⁝・⁝：﹂

﹁あらっちゃまあ︑どうしたのんやおけさ︒このんやつれてしもう

けたんじや︒

て﹂

﹁正体を見られたからには︑これいじよういっしょにくらすことが

おけさはてえそそうな声でいうたと︒

できません︒もうわたしは人間のすがたでいることができないので
す﹂

﹁おじいさん︑おばあさん︑長いあいだおせわになりました﹂

︵第二十場面︶

﹁もう行ってしもうのんかぁ︑せつねえ﹂

﹁では︑おじいさん︑おばあさん︑いつまでもおたっしやで︑さよ
うなら﹂
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おけさはさいごのちからをふりしぼって︑えんがわからとびおり
︵第二十一場面︶

たんじや︒

じいさんがえんをかけおりてみると︑年老いた三毛ねこが︑いき
もたえだえになってたおれておったと︒
﹁おお︑こりやミヶじゃねえか︑おまえはミヶじゃねえか︒やっぱ

﹃佐渡おけさ﹄の出来るまで

筆者が﹁さどおけさ﹂の絵本化の夢をもち始めたのは︑五十一年

の初め頃である︒当時外海府中学校在任中だった私の所へ︑草土文

化社からシリーズ絵本〃ふるさとの民話″の執筆依頼が舞い込んで

てくれたのだと思う︒前年五十年の夏︑民話と文学の会が佐渡・外

きた︒編集委員に民話と文学の会の会員がいたので︑私に声をかけ

海府の伝承調査をした際親しく交友を深めた方だったので︑私も喜

りおけさはおまえだったのか﹂

．するとミヶは目をほそくあけて︑一声にゃＩおんとないてのぉ︑

ったのは﹁さどおけさ﹂ではなく︑﹁とんちぼ﹂だった︒

ってもらう緒になるはずだと思ったからである︒ところが採用にな

全国に知られているので︑多くの方から佐渡の民話に興味関心をも

﹁さどおけさ﹂を採り上げてほしかった︒民謡のさどおけさが広く

長者﹂﹁八専三郎﹂﹁キリシタン猫﹂等九篇送った︒私としては

﹁乙羽池﹂﹁大野亀かんぞう﹂﹁とんちぽ﹂﹁海に落ちた鬼﹂﹁犬神

を書き送るようにと便りがあった︒私はさっそく︑﹁さどおけさ﹂

編集部の方から︑佐渡の代表的な民話を五︑六篇選んであら筋

んで参画させてもらうことにした︒

﹁そうかそうか︒よう帰って来てくれた︒よう帰って来てくれたの

それっきりいきをひきとったんじや︒

お﹂

じいさんの目からは大つぶのなみだが︑ぼろんぼろんとながれお
︵第二十二場面︶

ったと︒

ヘハァーァ小木の
ゆ

おけさの黒髪恋しよ
またも行きたや

ほど︑むかしの島民とむじなのかかわりは深かった︒だからその大

とんちぽはむじなの愛称で︑〃佐渡むじな″ということばがある

親分で︑今では神さまとして祀られている二つ岩団三郎を主人公に

佐渡が島

︵一元︶奇

した﹃とんちぼ﹄の絵本は︑郷土では大変好評だった︒それは執筆

②︹註︺絵本の地文の漢字には読み仮名を付けてあり︑読匁やすい
ように分かち書きしてある︒

さて︑筆者が最も希望した﹁さどおけさ﹂が採用漏れになった理

者にとっては大きな喜びであった︒

由は︑ドラマ性の欠如ということだった︒編集部の方では好意的に

43

、

真剣に私が送付した﹁さどおけさ﹂の原稿を検討してくれておっ
立ち寄った︒すると︑これから編集会議を開くから傍聴したらと勧

金を持っていませんが︑私の体を売って金をつくって下さい︒﹂と

しい娘がやって来て︑﹁その借金は私に払わせて下さい︒私は今お

後日借金取りと家屋敷の明け渡しを話している所へ︑見知らぬ美

なくなった︒

められた︒その会議は︑野添憲治氏の﹃犬ぽえの森﹄という秋田県

は︑こんなポロ家を引き取るよりその方が金になると思って︑娘を

せがむのだった︒爺さんはびっくりして止めたけど︑借金取りの方

た︒その頃たまたま所用があって上京した折︑草士文化社へ挨拶に

の伝説の検討であった︒終わるとわざわざ私のために︑﹁さどおけ

ある時︑北海道江差の商人がおけさを呼んで豪遊した︒そして夜

聞きつけて︑客がたくさんやって来た︒

ようになった︒器量がよく踊り蝿唄も三味もうまいおけさの評判を

娘はやがておけさという名前で出雲崎のある遊女屋の座敷に出る

︑︑︑

連れて行った︒そして娘を越後・出雲崎の色街に売りとばした︒

さ﹂についてそれぞれの委員が所見を述べ︑意見交換の再現をして
いてこないということだった︒

くれた︒その要旨は︑後半の筋の展開が平板で︑読む側に感動が湧
それまでの私は︑﹁さどおけさ﹂のようにすでに話としてまとま
っているものは︑伝承のままの方が価値があると思っていた︒しか

し討論を通して︑絵本という一つの芸術作品を作るときは︑伝承

ていた女がいなかった︒よく見ると女は行灯の油をなめておった︒

は枕を並べて寝たが︑夜中︑のどが乾いて男が目を覚すと一緒に寝

立てるところだったが︑女が血相を変えて客をにら承つけ︑﹁今の

その行灯の障子に映っていた影は瀧の首であった︒男は思わず声を

そのままだけでは不十分なこともあるのだということがわかってき
いて考え込むことが多くなった︒

た︒当然その後私は長い間﹁さどおけさ﹂の物語性ということにつ
猫の報恩識である佐渡おけさの伝説は︑大きく分けて語りに次の

翌日北海道行きの船に乗り込んだ男は︑ここまで来ればもう大丈

いものと思って下さい︒﹂と言った︒

ことは誰にも話してはなりません︒もし話したら︑あなたの命はな

むかし︑小木の町に老夫婦でのれんを出しておるソバ屋があっ

にこの話をした︒．すると空がにわかにかき曇り︑稲妻が走って雷鳴

夫だろうと思って︑退屈まぎれに船の中で他の乗客たちに︑得意げ

第一話

二つの型があり︑読者諸兄は多分両者共ご存知だと思う︒

やがて店は没落して借金がかさみ︑利息が払えず家屋敷を手離さな

た︒子どもがないので三毛猫を飼ってかわいがっておった︒しかし
ければならなくなった︒爺さんは猫に言った︒﹁家屋敷を取られた

に乗った一匹の大きな猫が現われ︑船に近づいたかと思うと︑江差

︵つづく︶

が轟いた︒客たちは恐ろしさのあまり床に顔を伏せた︒その時黒雲

の男をわしづか承にして天へ舞い上がっていった︒

ら︑もうおらちは生きていけん︒これ以上おまえを飼うことが出来
ておくれ︒﹂猫はそのことばがわかったのか︑それっきり姿を見せ

ないから︑どこへなりとも行って︑いい主人を見つけ︑幸せになっ

44

凸

一

一ｌ昨夏帰郷の折り１高野槇五百枝に分る夏曇り貴船松︑急に夕立嬢黙る一

一新幹線のぉけさの曲や盆帰り

打つ鐘にはや山暮るＬ果の夏赦免状倒れ放さぬ雪の坂

五智の塔千年杉の繁りかな

一苔の段上るうれしきぼたん寺貴船松地に垂れ曲る夕立かな一

一新潟弁﹁駅﹂懐しき帰省かな

両津港

うらぼんえ

一弟の出迎え受けて孟藺盆会

幼時の想ひめぐらす草相撲安寿姫の霊の椿の実と思ふ
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一村雨の松が枝垂る上夏の湖

城跡や杉の落葉にむせながら比島に散りて名残る大和花

一両津市番所跡の﹁村雨池秘﹂宮浦城跡フイー鉢澗雅晴将軍碑一

一順徳上皇第三皇子御陵上四辻︑大日堂ひまわり同級会︑旧友達と一

一母の名の分かい哀しき月見草辻堂の大日さんや大日輪草握る手の節太糞の暑さかな一

五輪塔ころげしまＬの苔の花若き日の恋しき女と踊る汗
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一〈鳶￨梱ｨ紋粁一

奥平謙輔が小木港へ上陸の日

奥平謙輔が︑北辰隊を指揮して佐渡へ来た時︑小木港へ上

陸したのは︑巷説によれば︑明治元年十一月十一日とされて

佐和田町河原田の毎月の市日︵いちぴ︶が十一日なのは︑

いた︒

の人びとは︑相川町にあった役所を︑しばらくでも︑獅子が

この日を記念したためであるといわれていた︒︵旧河原田町

そして︑十二日に新町泊り︑十三日に河原田泊り︑十四日

城吐へ移転したことを感謝していた︶

ところが︑私の編集した﹁佐渡叢書﹂第六巻の﹁小木湊在

に相川の役所へ着いたものとしていた︒

陸︑その夜は小木町阿弥陀院に宿泊︑翌十四日出発︑その日

勤中日記﹂︵矢ヶ崎与十郎︶によると︑十三日に小木港に上

のうちに相川町の役所に着任したことになっている︒

奥平参謀を見た人の話

明治元年十一月から翌年八月まで︑佐渡県判事として逸話

父靜古の﹁佐渡百話ｌ半窓閑話﹂に出ている︒明治元年十

の多い奥平謙輔の姿を見たという人の話がある︒

一月十三日小木港に上陸した奥平が︑翌十四日相川町へ行く

奥平は︑駕籠︵かご︶に乗っていたが︑その前後左右を︑

途中を見たというのである︒
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この源助は︑また近所の子供に手習いを教える師匠であっ

ぢが評判となり︑一︲源助わらぢ﹂の名がひろまった︒

ものが保存されている︒

たといわれ︑私の家には︑この源助の書いた手本と見られる

髪は︑チョソマゲ髪で︑プッサキ羽織を着ていた︒プッサ

官軍さん︵越後北辰隊の兵士︶たちが警固していた︒
ギ羽織というのは︑背縫いの下半分を︑縫い合わさないで︑

という老女が一人いる︒

現在も︑この源助家は吉岡にあって︑戸主は﹁若林シズ﹂

辺源助﹂となっている︒

この﹁若林源助︲一を︑萩野由之著﹁佐渡人物志﹂には﹁渡

裂︵さ︶けたままにした羽織のことである︒

それから︑またある人は︑参謀さん︵奥平のこと︶は︑そ
のころハイカラであったコウモリ傘を︑いつも持っていたと
もいうことである︒
﹁源助わらぢ﹂の若林源助

発行された︒肉筆だけでまとめられたものもあるが︑木版本

江戸時代︑佐渡俳壇では︑和歌集にくらべて︑俳書が多く

佐渡人が最初に出版した俳書

そのころ︑北海道の漁場は︑鰊︵にしん︶の豊漁で︑そこ

・天保のころ︑︲真野町吉岡に若林源助という正直者がいた︒

で働く漁師たちが︑草畦︵わらぢ︶が必要であった︒しかし

として刊行したものもよくある︒

集の題名も︑湖畔から望んだ五月雨山︵羽黒山︶によって名

湖畔の木崎︵両津市秋津︶に別荘芹建て移り住んだ︒この句

谷口玉關は︑相川町の人であるが︑加茂湖の風光を好んで

治兵衛板︒

柳後園百阿仏の政がある︒享保十町年京都寺町二条下ル桶屋

を如仰が描いている︒王剛の自序︑蓮二の﹁楜中悶記﹂の序︑

は．半紙判四十二丁︑巻班に加鹿湖から望んだ五月剛山の図

谷口玉閑の﹁五月附山﹂である︒﹁五月↓剛山︵さゑだれ川︶﹂

そのなかで︑佐渡人が木肌本として最初に刊行したものは

まだ北海迫は︑水稲ができなく︑わらぢの原料の藁︵わら︶

がなかった︒そのため︑内地からわらぢが多く送られ︑佐渡
もまたその産地であった︒

ところが︑その産地である佐渡では︑よくない生産者がい
て︑一束のうちに︑上と下の見えるところには︑よいわらぢ

た︒

を入れ︑中の見えないところには︑不良品をまぜる者がい
この時︑この源助は︑中までかわることなく入念に作りそ
のなかに﹁源助﹂という紙片を入れて送った︒
そのため︑北海道各地では︑﹁源助︲一の紙片の入ったわら
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づけたものである︒本名甚三郎といい︑盧元坊や京都の柳後
の句がある︒享保十九年十月二日京都で客死した︒

園百阿仏に俳譜を学んだ︒﹁山茶花や朝茶の上の京ぱなし一

この句集を出してから五年後である︒その後この遺族は長
く秋津に
に住
住ん
んで
でい
いた
た︒
︒友
友人
人蓮
蓮華
華峰
峰寺寺年先住青柳秀雄君の未亡人
俊子さんは︑この谷口家の出である︒

関所切手なしに俳譜を詠んで通る
金井町中興の堀家は︑江戸時代︑金城・左山・管岳と代々
学者がつづいた︒

管岳は︑左山の弟であったが︑兄に子がなかったので︑家
をついだ︒管岳は漢学者であったが︑連歌や俳諸にもたくみ
であったといわれる︒

ある年︑管岳は江戸から佐渡へ帰るのに︑北国街道の関山
︵現在越後関山村︶の関所にさしかかった︒

そのころ関所を通るのには︑関所切手というものを関所の
役人に見せて︑その許可を得て通ることになっていた︒

ところが管岳はどうしたことか︑この関所切手を忘れて持
っていなかった︒

越えかねて啼くや関山ほととぎす

彼はあわてることもなく︑関所に入ると︑しづかに一句
と詠んで︑役人に渡した︒

役人もまた風流の人であったのであろう︒

その句のすばらしさに︑こともなく通したといわれる︒

なお︑この関所を︑三国街道の群馬県の大戸︵おおど︶の
ではないという人もいる︒

関所で︑この﹁関山﹂は︑関所のある山という意味で︑地名

嬢捨山にある佐渡人の句碑

佐渡俳壇の逸話として︑江戸時代︑名句を詠んだので︑そ
つがれてきた︒

の土地の人たちが建てたという佐渡人の句碑があると︑語り

それは︑相川町永宮寺住職松堂という有名な俳人である︒

松堂は︑﹁相川志﹂の著述もあり︑書道や絵画にもすぐれ
がいた︒

ていたが︑俳譜は北陸迫の家匠としても知られ︑多くの門人

この松堂か︑諸国寺遍歴して︑信濃︵長野県︶更科︵さら
した︒この時

しな︶の嬢捨︵うばすて︶に杖をとどめ︑﹁田毎の月﹂を賞

空にひとつあまりて月の田毎かな
の一句を詠んだ︒

千枚田の︑一枚一枚にうつる月のほかに︑空にある一つの

月は︑あまった月であろうという着想が︑意表をついている︒

土地の俳人たちは︑すばらしい名句として︑この月の名所
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の嬢捨山の長楽寺境内に︑この句を刻んで碑を建てたという
のである︒

この逸話は︑大正時代出版した﹁佐渡人物志﹂や﹁佐渡人
私は︑今年︵昭和六十二年︶十月二十日︑友人の篠ノ井の宮

名辞書︲｜にも載っている︒

しかし︑もう江戸時代の句碑は残っていなかった︒ただ大

崎萬平君の案内で︑この長楽寺境内の松堂句碑をたずねた︒

正ころ川上喚赫・茅原一湖両翁か再建した新らしい碑があっ
た︒

台石は︑古めかしく苔むしていたが︑この上に︑むかしの
句碑があったのであろう︒

いかに︑文字が読めなくとも︑ボロポロの棹石であっても
むかしの句碑をそのままにしておいてもらいたかった︒新ら
の好古癖であろうか︒

しい句碑は傍に別に建ててもらいたかったと思うのは︑老人

狸のことをダンサと呼んでいる︒これは︑佐渡の二つ岩団三

郎の﹁団三︲一に関係があるのではなかろうか︒

新発田収蔵送別の漠北の詩

地理学者で蘭方医新発田収蔵が︑嘉永五年に世界地図を刊

こうした収蔵が世界に眼を向け︑さらに技術方而にも影響

行したのは有名でおる︒

れる︒収蔵はたびたび相川町へ出かけたのであった︒

を与えたのは︑相川町の石井夏海︒女海父子であったといわ

浜北の詩が︑﹁漠北文稿巻三・﹂にも掲載されており︑また

そんな際︑漢学者円山漠北にも交遊があったのであろう︒

送新発田収蔵之江戸

肉筆にも保存されている︒

び江戸へのぼる時のものであろう︒一︲︸の﹁西風﹂は︑この時

これは︑天保十四年閨九月二十四日︑収蔵︵二十四歳︶再

天地西風起萠々木葉疎旅装三尺劔
行李半肩書拝藻迩無定桑蓬志無虚
臨岐何惜別男子槐懐居

正ころの俳人﹁松島十湖﹂であろうか︒たぶん茅原翁は︑こ

秋であったから西瓜も強かったであろうが︑なにか﹁西洋の

なお︑この碑の揮毫者は﹁十湖﹂とあるが︑これは明治大
の人の弟子で一︲一湖﹂としたと聞いたような気がする︒もっ

事情﹂のことをも示しているのではなかろうか︒

と︑たしかなことを調べたいと思っている︒

鹿児島県で狸をダンサと呼ぶ
鹿児島県の薩摩半島知覧附近や大隅半島肝属郡地方では︑
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新発田収蔵﹁江戸交遊録﹂

私は︑昭和三十一年十月十二日︑ＮＨＫ新潟放送局から
﹁新発田収蔵︲｜について︑十五分間ラジオ放送したことがあ

る︒そのころ︑収蔵の出生地︑小木町宿根木へ行き︑称光寺
この﹁江戸交遊録﹂は︑その時︑調べたノートの一部であ

に寝泊りして︑林道明君のお世話になった︒

︸ＣＯ

○箕作玩甫

津山侯の侍医大庵の子︒天保十年天文台の﹁蘭言訳解﹂か命
の隣に参じた︒著書多し︒

ぜられた︒筒井肥前守・川際左衛門尉に随っイ屋々條約締結
○箕作秋坪

勤務︑符使節に同行して両麿欧州に赴く︒維新の後︑東京教

作州津山の人︒古賀洞庵に入門︒蘭学寺修め初め幕害調所に

○川田甕江

育博物節長兼東京図書館長に就任︒明治十九年殼す︒六十二

名は剛︒文学博士︒﹁代煙筆記﹂の序文あり︒

越中の人︒長く佐渡に居たので﹁佐渡良益﹂といわれた︒後

佐慨鍋烏赫の家臣︒名は旅服︑字は元良︒同門︒

○横尾小次郎

○高鋭一郎

新発田収蔵江戸交勝録︵山本修之助調査︶

閲畦坪井信道の養子となり将軍家の典伝となった︒

○絨祁新派郎

○槇林長作

○織田研斎

塙は燦︑字は子章︒蔦皿と号し︑又綾糸と恥称す︒

伝﹂岸執筆︒萩野由之・本荘了寛とも交滋あり︒

金沢恭の抱医者︒同門︒

○沢田真一郎

雲外と号す︒徳島藩川本耕民の門人︒漢文にて一柴田収蔵

蔦四間禎︵羽茂村の医師・瀧学者︶は︑この人に就いて剛方

作州津山の人︒初め真一郎鵺真近と改む︒伊東玄朴の門に入

石川九十郎の家来︒中根半仙へ入門の時の身一元引受人︒

内科を学んだ︒

○坪井信良

○湯川清斎

○重野厚之丞

ス︾○

り群書調所に出仕︒和則に遊学し︑帰朝後開成学校教授とな

水野土佐守の家臣︒丙辰の春︑蝦夷地︵今の北海道︶御雇と
なる︒
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官

晩秋ｌ春支度

菊池芳女

いくや忌の秋の風鈴めざめをり

残菊のひたくれなゐを括るかな

六畳に古りし鏡台一葉忌
小川一灯を偲びて

喀血死はるか木犀匂ふかな

石蕗咲きて建長寺様の茶笑塚

文化祭母校のカレーライスの香
旅小春席讓らるる許りかな

大仏の胎内くぐりうそ寒し

鎌倉は菊寺に買ふ岩田帯

昏れ初めて縁切寺の冬薔薇

波殺し越す彼白し亥の子荒れ

月白し遊女文弥の櫛飾り

露けしや小箱の中のイヤリング

卿起しはたはた荒れのいさぎょし

春支度いよいよ古稀と思ひけり

I

口

口

4
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後安鐸と改む︒薩摩藩士︒文学博士︒
○深江謙蔵
名は錫︑帆崖と号す︒﹁代煙筆記﹂序文あり︒
○高畠五郎
松平阿波守家来︒蕃書調所出役︒後輩なり︒
○東條英庵
松平大膳太夫家来︒蕃書調所出役︒
○松木宗則

○箕作省吾

薩摩藩抱医者の子︒蘭学者︒後の伯爵寺嶋宗則︒明治廿六年
設︒﹁送新発田士登序﹂がある︒

○神田孝平
徳川旗下竹中丹後守の家臣︒後男爵となる︒
○古賀謹一郎

江戸の儒者︒謹堂又茶溪と号す︒祖父精里︑父洞庵︒蕃書調
所頭取︒明治十七年十月三十一日殻︒六十九︒

○中根半嶺
半仙の子︒兄弟の如く親交あり︒

I

昭和六十二年Ｉ

本修巳

北狄生貫聖観音
合歓咲けり聖観音の異人顔
高千
花南瓜羅市へ牛引かれけり
高千

背を撫でられ梅雨の仔牛の羅を待つ

夏蝶ｌ歌人山本清先生の案内で
七月十七日新潟県小千谷市

休耕田蓮の沼となりにけり
山青葉めぐり蛇行す信濃川
西脇順三郎生誕地＆

大いなる順三郎詩碑花擬宝珠

慈眼寺にて維新戦役岩村︑河井会談

鬼やんま開け放されし会見場
慈眼寺にて

夏蝶や過去帳の兵十六歳
慈眼寺墓地維新戦役

､
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八俳句Ｖ

ひととせ
拙著﹁佐渡のうた﹂上梓二月十一日

きさらぎの望月のころ生れし本
﹁佐渡のうた﹂出版記念会三月二十九日
真野町﹁佐渡ニューホテル﹂

百人の祝福の宴弥生尽
佐渡高校離任式四月八日佐和田町
春の校舎に胴上げされて別れけり

羽茂高校六月十五日羽茂町
校門より大獅子来たる村祭
簿暑ｌわが新任地・二十二年ぶり
六月三十日新潟県三島郡与板町

夏草や思ひ出の駅廃れをり

良寛の父の生れし町薄署
短夜や表具屋継ぎし教へ子と

牛市相川町高千七月十二日
片辺

山

木下闇薩長二百の兵の墓

0

夕鶴の原話の里や月見草
片辺
安寿塚青葉の中に隠れをり

、

9

／

李落つ新穂村青木老人クラブと
相川町七月二十六日

夏蝶や金山山師の墓大き
李落つ島に逝きける奉行の墓
キャンプ旧一年二組︵佐渡高︶生徒
小木町素浜八月十三・十四日

白髪まじる髪濡らさずに泳ぎけり

砂浜に素足の子等と花火見る
キャンプ村ひとり星見る子もありて
星満天キャンプの子等はまだ寝ねず

キャソプ村烏賊舟の灯の沖に燃ゆ
怪談ぱなしキャソプブァイヤー消えにけり
先祖三百年忌祖父五十年忌母十年忌
八月十五日真野町新町山本豪

蝉時雨墓三︲十基並びをり
真野の海秋潮流れ家祖祀る
掃苔や家祖は元禄三年にて
母の忌を終へて吾子らの泳ぎをり

くさくざを供え祖父の忌夏座敷

八月二十五日

三十日

星月夜室戸の沖の甲板に
炎天をゆく日南の海の色

青島の鬼の洗濯岩暑し
鵜戸神社

炎天のサボテンの山登りけり

秋潮に運の小石の小さき音
おび

白壁に爽竹桃や妖肥城下

ご島原
武家屋敷流るる水の涼しけれ

島原の夏や門川鯉泳ぐ
島原城

白木僅天草四郎の若き像
天草五島

天草の島々渡る秋の風
鹿児島

薄紅葉して雲仙の地獄谷
雲仙を下れば夏の湾広し

朝蝉や西郷どんの大墓石
熊本

長崎

町中の清正公や炎天下

炎天下折鶴多き爆心地
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九州旅行ｌ佐渡高校国語科職員を中心に一行九名

長崎の古き電車や秋暑し

！

凸

淡路島へ夏の落暉の大いなる

④

〆 ‑

五日

九州自動車道

筑豊のボク山見ゆる秋夕焼
熊本城

秋の灯や少年の辞世墨薄く
阿蘇
穗薄や阿蘇高原の肥後の牛
高千穂

阿蘇噴煙キャ︑へシ畑の農婦かな

高千穂の雨の野菊の濃かりけり

高千穂峡色づきそめし蔦紅葉
瀬戸内海

秋時雨高千穂峡に鷺の舞ふ

名月や瀬戸の海ゆく船の窓
京都

冷やかに竹林つづく祇王寺

大原の里の門辺の金木犀
雨あがり寂光院の秋海業
初紅葉三千院の写経かな

滝口寺

横笛の恋のいしぶみ薄紅葉

広隆寺弥勒菩薩
おん指の一はのかに秋の日の中に

萩こぽる新選組の屯所祉

秋暑し島原遊廓門大き
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服着たる埴輪の汗や中国館
福岡筥崎神社

福岡太宰府観音寺

かげ
蜥と蝪
走る蒙古軍船碇石

秋蝉や鐘楼の鐘古りしまま
九月三日

八日

吉備京都真野町文化財審議委員と

岡山

城はるか後楽園の蓮の花
秋立つや白鷺群れて吉備の里
吉備の旅日々秋天を賜はりし

京都・国嶋病院島倉盈氏に

滝落す音絶ゆるなし井倉洞
倉敷
堀川に鯉跳ねる音月出でて
はるかなる療養の日や萩白し
羽茂高校修学旅行引率十月三日
広島・九州・京都

広島
原爆の母子像秋の日の暑し
水音のひびき涼しき秋芳洞
壇の浦

秋潮の早し平家の滅びしや

字

ー 戸

大覚寺観月会

案内の巫女うひうひし月見船
木下順二山本安英未来社西谷能雄各氏出席

﹁夕鶴﹂の碑除幕式十月二十五日相川町北片辺

︑︑

山に紅葉子等幕引きて唄ひけり
山本安英さん

贈られし 裂 織 に 秋 日 つ う の 佇 つ

秋潮や島の果なる夕鶴碑
私宅に十月二十六日

白南天は故菊地新十郎さんのくれしものなり
山本安英さん〆十月二十六日

実南天白き旧家に迎へけり
︑︑

つうと 握 手 島 の 埠 頭 に 秋 惜 し む
全国高等学校国語研究会十月三十一日

新潟市明訓高校
・ヘストセラー﹁サラダ記念日﹂の著者は高校教諭

爽やかに信濃川くり万智先生
十一月八日

旧小木街道佐高歴史講座︵田中圭一氏指導︶で
羽茂町小泊

落葉降る旧街道や一里塚
旧街道紫式部手折りけり
叔父元県議松井源内氏逝く九十二歳十一月十三日

寒椿政治ひと世の人なりし

西崎美幸創作舞踊
新内﹁相川の散り紅葉﹂

新潟県民会館十一月二十九日

Ｉおはつ伊右衛門心中紫鹿子︵相川音頭︶ｌ

翌三十日相川のおはつ伊右衛門の墓を参る

冬ざれの心中塚の夕焼けて

母の眠る天理市十二月七日

大和への旅にて終る十二月

人間ドック東京にて十二月八日

冬銀河ピルの工事のクレーンの灯

去る年ｌ昭和六十二年ｌ

山本修巳

昭和六十二年は節目の年であった︒一月末に︑羽茂高校への転勤

の打診を受けていた︒定時制一年︑全日制二十一年の佐渡高校勤務

に別れる日が決定した︒二月十一日︑拙著﹁佐渡のうた﹂完成︒前

年五月末に原稿を渡してから八ヶ月余の誕生である︒三月二十九日

真野町の﹁佐渡一豆Ｉホテとで︑﹁佐渡のうた﹂の出版記念会︑

主任であった一年二組の生徒四十名から胴上げされた︒

約百名の出席︒四月八日︑佐渡高校離任式︑校舎正面前庭で︑昨年

六月︑羽茂高校野球部長として︑長岡市で開催された夏の高校野

球予選の抽選会に出席︒前夜与板町に宿泊︒与板高校教諭として赴
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郷で没したのである︒

八月十三日︑小木町素浜で︑昨年の私の主任のクラスの生徒とキ

文化財審議委員として同行五人の視察旅行︒岡山駅下車︒蝉時雨の

壇の浦下車︒かつて平家が滅亡した海は潮の流れが早い︒赤い鳥居

スで︑熊本まで︒中国山中の盆地は薄芒にコスモスに︑夏欺かん︒
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任したのは昭和三十七年四月︑三ヶ年間勤務︒豪雪や新潟地震を体

ャンプ︒昨年の副任の嶋見先生の引率に私が参加させてもらった︒

験した︒現在の与板高校長は︑長く佐渡高校で同じ国語科の先輩で
あった上川顕栄氏︒上川氏に校舎内を案内されたが︑地震のあと改

人生の出会いである︒

八月十五日︑先祖清九郎三百年忌︑祖父半蔵五十年忌︑母ヒサ十

築され︑名残りはない︒そのころの数学の先生で︑今は良寛研究に

年忌︑私の家の節目である︒父のこの日に賭けた熱意は︑庭に家祖

打ちこむ布施一喜雄氏を訪ねる︒私が与板高校を去る年の二年生で
私のクラスの委員長であった久住和雄君が表具屋になっていて会う

の記念碑を完成させた︒

したグループに参加させてもらった︒はじめての九州の旅︒夜の太

八月末にかけて五泊六日の九州旅行︒佐渡高校の国語科を中心と

ことができた︒三年間︑私が下宿していた明元寺は主人が亡くなっ
た︒良寛の父の以南の生家跡には︑以南の大きな句碑︑良寛の弟の

の色︑島原の武家屋敷︑西南の役の舞台となった熊本城︑緑の天草

平洋の室戸の沖を通り︑朝の日向の港に下りる︒日南海岸の南国の海

ていた︒もっとも二十二年の歳月のかなたに私を誘うところであっ
由之が庵を結んだところには︑小さな歌碑が建っていた︒与板高校

五島︑雲仙の地獄谷︑かつての日本の玄関長崎の町︑蒙古襲来の痕

で離任式を終えて︑越後線上与板駅から生徒に見送られて電車に乗
った︑その駅頭に立つ︒錆びた線路を蔽う夏草を吹きぬける風の音

跡をとどめる福岡など印象は深かった︒

の球場であった︒試合に敗れたあと︑瞬時を得て小千谷市出身の詩

後楽園︑吉備神社︑吉備国分寺などを見て井倉洞まで︑白鷺が飛ぶ

佐渡に帰ってまもなく︑九月三日に吉備︑京都に旅立つ︒真野町

を聞くばかりであった︒すでに電車が走らなくなって久しい︒

人西脇順三郎の大きな山上の詩碑を見る︒詩は﹁山あり河あり／暁

が群れて泳ぐ︒井倉洞は高く登る立体的な鐘乳洞︒完成間近かな瀬

吉備平野を川に沿って走る︒川の中に鮎釣の姿︑川を大きな黒い鯉

七月︑野球部長として︑夏の甲子園大会の予選に出場︒小千谷市

と夕陽とが／綴れ織る／この美しい野に／しばし遊ぶは／永遠にめ

戸大橋を見て倉敷泊︒倉敷の夜の堀に映った月と岸の柳は時代劇の

ぐる／地上に残る／偉大な歴史﹂とある︒はるかに弥彦山より日本

海を望み︑近くに大きく蛇行する信濃川を眺める雄大な景観であ

趣︒二日目は京都泊︒

ただ︑なにげなく置かれていた大きな過去帳を開くと︑遠く薩摩︑

十月三日から羽茂高校の修学旅行に同行︒原爆の広島から高速零ハ

る︒町中の慈眼寺に行く︒明治維新戦役のエピソード︑岩村︑河井

長州から遠征し︑戦死した兵の若いのに驚く︒十五歳︑十六歳︑現

の神社が波に洗われているようだ︒九州に入った︒ポタ山が二つ︑

会見場に立ち入る︒どこの寺にもある一室で変わるところがない︒

在の中学︑高校生である︒岩村︑河井会見の不調で︑激戦となり異
！

、

割光の写真のように夕映えの空に浮かぶ︒翌日︑熊本城内の展示館できなかった山本安英さんに︑おみやげを買ったり心遣いがやさし
﹁此の春に初めて匂ふ若梅の赤き心を人に知らせむ︒﹂

たどたど十一月二十九日︑新潟県民会館で日本舞踊家西崎美幸さんが父の

に︑小さな布袋に書かれた十六歳で自刃した少年の辞世があった︒い・両津埠頭で山本安英さんに握手を求められる︒暖かく柔かい手︒

十名で起こした叛乱軍に加わった︒翌日は雨の高千穂峡ｅ天岩戸に

母に連れられて︑この天理に初めて来たのは︑中学三年の時であっ

に立ち寄る︒霜の美しい朝︑母の分骨の納められている館に参拝︒

十二月九日︑東京の病院へ人間ドッグに行く途中︑奈良の天理市

る︒笹と枯れ薄の道なき道を踏みわけて参る︒

人公伊右衛門とおはつの相川町の廃寺﹁法久寺﹂の心中墓に供え

思うほど前日まで高熱に苦しんだという︒翌日その花束を上演の主

眠る心中の主人公のおはつさんを演じるせいか舞台に立てないかと

作家の由井宏典氏と父の代理の私が舞台で花束を受けた︒安らかに

しく薄い墨で書かれている︒大田黒伴雄を首領として︑わずか百七編をした﹁相川音頭﹂から取材して﹁相川の散り紅葉﹂を上演︑劇
近づけなかったが︑夜岩戸の舞の神楽を見る︒山田の案山子が雨に
濡れている︒野菊はみな黄色︒白鷺が飛ぶ︒庭に鶏頭︒翌日︑雨が
晴れて大阿蘇の噴煙に白い雲がたなびく︒大草原に肥後の赤牛︑
豊後の黒牛︒別府から船に乗る︒瀬戸内海の船から明日満月の月を
見て寝る︒京都は大原の里︑嵯峨野︑広隆寺︑新選組屯所趾．島原
遊廓跡を見学︒夜は大覚寺の観月会を見学︒池に船を浮かべて名月
十月二十五日︑相川町北片辺の﹁夕鶴﹂の碑の除幕式に出席︒紺

を見る古人の心も︑雑踏の中に伝えられている︒

がすりの着物姿の子供たちの合唱が島の果の海に流れる︒翌二十六た︒心がやすらぐ︒東京では︑母校の国学院大学を訪う︒所在地は
日︑木ド順二先生を︑私の車で案内︒先生は妙宣寺で偶然に会われ変わらないが︑そのころの名残りはない︒
た﹁夕鶴﹂の碑の石工土屋さんとよろこんで写真を撮ったり︑同行人生を終わってもよいような一年であった︒

団栗のころがる岨道上りゆく子らの歩みに我なかぞらをわたる秋陽がおしつつむ海に潮目

し戦を憎む菊池与志子の十字花福島徹夫

歌と評論真野支部歌会詠草夫婦単位のこれの世にして壮年の夫逝かしめ事毎の壽ひょそに我が庭のどくだゑひそか白
昭和六十二年十月二十四日

於菊池宅

渡辺やすん友を気づかふ磯部寿子

時にわがしはぶく声の一山にひびくか秋のこは及ばず佐藤瑞枝のしるく延びたり酒井友二

こ蓮華峰寺本間光順きだ

くれなゐ

うちつれて見る瀬戸の大橋えも言へず島島む軒誰田段くきやかに秋寂びて晩稲一枚黄金に病ひとつもちてたづさふ農なれば稲刈りおら

すぶ涯はかすめる若野ヤス

め忌日に︽中川アイらひ行く風伊藤節子

中秋の月たたへ合ふ夫はなけれど今宵の月か︲ｆ紅のがまず承一枝供華となす山を好みし夫︲濃淡の墨絵の如き小佐渡峯にわき出づる雲さ

げ部屋深く射す後藤咲
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続・抽栄堂軒過録莱訪人名録︶㈹
ｌ私の家をたずねられた人びとＩ

山本修之助

こなった︒その後︑私も大体の骨組桑は作成したが︑一人で

はとても執筆ができないので︑五︑六人の友人に委嘱したも

昭和六十一年
三月一一日東京造形大学教授上木︵かみき︶敏郎氏来訪︒

のである︒編集委員として︑完成したのは何よりうれしかっ

年土田杏村研究をなされている篤学者である︒

など︑内藤氏の揮毫品を写真に撮る︒内藤氏は︑﹁杼情詩﹂を

訪︒私の家の門の額﹁荏川草堂﹂ほか屏風・幅・色紙・短冊

六月四日内藤娠策氏三女渡辺ゑちさん︑主人長治氏と来

た︒

﹁郷土文化﹂の会員で︑この日の﹁創刊十周年・第五十号記

四月二十九日俳誌﹁橡﹂主宰堀口星眠氏再訪︒こんどは佐

念﹂に︑わざわざ東京から馳せ参じてくれたものである︒多

和子夫人同伴であった︒﹁延齢草修之助父子並び立つ﹂﹁草

る︒歌集﹁旅愁﹂のほか多数あり︑害も書家ではないが︑気

品のある害を書いた︒大正十五年八月︑来訪されている︒夫

主宰し︑明治・大正の歌壇で忘れることのできない人であ

人千乃さんも歌人で︑亡くなるまで交誼をいただいた︒

の講師として来島したものである︒

岡田陽一︵担当︶の諸氏来訪︒多年編集中の﹁日本歴史地名

五月十日平凡社編集部の小林祥一郎・五十嵐清・原弘文・

た近作良寛展に出席のため来島したものである︒昭和十六年

六月二十二日画家富川潤一氏来訪︒畑野町本間画廊で開い

餅や佐渡赤焼に茶を賜ひ﹂の二句をいただく︒全郡俳句大会

る︒本書は︑最初五︑六年前︵昭和五十五︑六年ころ︶宮栄

逢ってなつかしかった︒﹁新町ソバ﹂で︑盃を挙げる︒

秋︑私の家に数十日滞在してからの親友である︒久しぶりで

大系﹂のうち﹁新潟県の地名﹂刊行記念に来島したものであ

とし︑私も﹁佐渡﹂担当者として︑新潟市で初編集会議をお

二氏が﹁新潟県﹂の監修者となり︑県内五︑六人を編集委員
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と︒仁庵の妻トメは︑私の父と従姉︵いとこ︶の間柄である︒

訪︒この高田氏は︑新穂村にいた医師浅井仁庵の子孫とのこ

七月十三日神戸市開業医高田榿氏・夫人千鶴子さん夫妻来

飛行機で帰る︒井口樹生氏と小学生のころ同級生とか︒北海

いただく︒作家生活が忙しいので︑飛行機で来て︑すぐまた

氏の従弟︵いとこ︶で︑その紹介によるものである︒著書を

道富良野市在住︒

を打ちあげた︒この時︑花火の火が落ちて社殿を全焼した︒

明治二十四年五月六日夜︑開業祝いに︑日吉神社境内で花火

昭和六十二年
三月二日近藤信行氏来訪︒

四月二十九日俳誌﹁木語﹂主宰山田みづえ氏来訪︒全郡俳

句大会の講師として来島︒山田孝雄博士の息女︒

五月八日佐渡療養所医師上原章平氏・百合夫人来訪︒

五月十八日﹁郷土文化﹂会員中川芳郎氏再訪︒

全

この事件があってから︑浅井家は京都へ移住したのであっ
た︒昭和十一年︑私は父を連れて関西旅行の時︑この浅井ト
メおばあさんを京都のお宅に訪ねたことがある︒こんど高田

氏夫妻は︑根本寺の浅井家の墓をまいり︑日吉神社で祝詞
︵のりと︶をあげてもらった︒

七月十四日学習院大教授諏訪春雄氏︵近世文学研究︶来訪︒

七月二十九日立教女学院短大教授宮本端夫︵再訪︶・同秋

五月三十一日元松本病院長中村善紀氏再訪︒司馬凌海の著
書を写真撮影︒

五月二十六日調布市立図書館金沢敬氏外六十名来訪︒

八月五日文部省教科書調査官嵐義人氏︵真野町合沢出身︶

七月十九日韓国京畿大学教授金孝子女史︑臼田甚五郎氏の

山佳範両氏︑学生十二名引率して来訪︒
再訪︒

紹介にて来訪︒佐渡の芸能の調査のためである︒

名阿部幸子︶来訪︒私の編集した﹁相川音頭全集﹂の中の

九月八日劇作家由井宏典氏と日本舞踊家西崎美幸さん︵本

八月二十四日鶇田︵ときた︶吉房氏︑高野高治氏の案内で

﹁おはつ伊右衛門心中紫鹿の子﹂を取材し︑由井氏の作・新内

人邦子さんと来訪︒ブランスみやげに︑絵皿をいただく︒
来訪︒苗字が︑﹁トキ田﹂というが珍らしい︒

紅葉﹂を︑来る十一月二十九日新潟市県民会館で公演される

仲三郎氏が作曲・西崎さんが振付をした﹁新内︑相川の散り

八月十六日．﹁郷土文化﹂会員︑共同通信社の岩田雅氏︑夫

氏の紹介による︒

ことになったので︑その挨拶に来る︒西崎さんは︑新潟市で

九月十四日慶応大学教授井口樹生氏ほか三名来訪︒若林真
十一月二日シナリオ作家倉本聰氏来訪︒今夏来訪の高田榿

59

といって︑嫁の雅子が︿ヤシをつけた︒近著の大作﹁日本民

この自慢の追分をテープに入れた︒︿ヤシがないと唄えない

町祭の夕方で︑いささかの酒肴を出す︒生来の﹁のど自慢﹂

墓をまいるといっていた︒︵十一月二十九日には︑私の代理に

謡大事典﹂の巻頭に署名していただく︒佐渡へ来て︑どこへ

舞踊団体﹁美幸会﹂を主宰し︑かって新潟日報社文化賞を受

修巳が出席︑西崎さんから花束を贈られ謝意を表された︒︶

で︑少年時代﹁追分﹂を唄って︑大会で賞を得たともいう︒

九月十二日評論家松本健一氏来訪︒松本氏は今まで数回来

航で両津廻りになったのが気の毒であった︒

も行かず宿へ帰る︒翌日小木航路で上越市へ行く予定が︑欠

けている︒これから︑相川町へ行き﹁おはっ・伊右衛門﹂の

講演会に出席し︑私の家に泊る︒奥平謙輔を中心に︑明治の

訪︒この夜佐和田町中央会館で︑佐和田町教育委員会主催の

私の﹁佐渡のわらべ唄﹂の書評も書いていただいた︒拙宅で

先生は︑日本歌謡学会の会長もつとめられたことがある︒

九月十三日成城大学教授尾形仇氏が学生十三名引率して再

書いていただく︒

閑吟集の一節︑﹁世間︿ちろりに過るちろりノ︑﹂を短冊に

佐渡を語る︒

訪︒先生は一昨年︵昭和六十年︶にも来訪されている︒家蔵

記念のため︑司馬凌海資料調査のため︑長崎放送の大野陽一

九月十九日長崎大学医学部の西川智子氏︑長崎大学百年祭

の大野温子氏も同行︒

関係資料をご覧になる・木下先生から毛沢東の﹁問蒼詰大地

前日﹁夕鶴の碑﹂除幕式に参列したのであった︒所蔵の佐渡

雄・夫人和歌子・宮岸泰治・酒井誠の諸氏同行して来訪︒

に体調のため不参︑両津港にて署名︶ほか未来社会長西谷能

十月二十六日劇作家木下順二先生︵女優山本安英先生は急

〃よのなか

の石井夏海資料やその他国文学研究資料を見る︒両津市加茂

する︒

サドル︶の言葉を書いていただく心いい言葉である︒西谷氏

誰主世沈浮﹂︵問ブ蒼荘ダル大地ョ誰力世ノ浮キ沈ミヲッカ

郎氏・ＮＢＣ本村秀男氏と共に来訪．家蔵の凌海資料を撮影

九月二十九日東京都立高校教諭和田利夫氏︑佐渡出身の評

十一月一日高尾道生氏来訪︒祖父佐交木象堂の伝記調査の

﹁佐渡の郷土玩具﹂を呈上する︒

は︑長い間の知友である︒コヶシを蒐集しているときき︑

論家矢崎弾の資料調査のため来訪︒

十月十六日山形大学名誉教授浅野建二氏来訪︒私が﹁佐渡
んど上越市に会合があるので︑佐渡へ渡り私に逢って行きた

ため︒

の民謡﹂出版以来︑長い間一度逢いたいといっていたが︑こ
いというのである︒両津に着くと︑私の家に直行された︒新
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十一月二日成城大学学生孕石亜紀さん家蔵の石井夏海﹁貼
交帳﹂の鹿都部真顔の狂歌番付調査のため二泊︒

十一月三日ＮＨＫ新潟放送局の岩崎祐夫氏一行来訪︒天皇
陛下の大正五年皇太子殿下の時の行啓︑昭和三十九年行幸の
思い出話をし︑録画をとる︒

十一月十五日住友信託銀行新潟支店次長柳原従光氏来訪︒
柳原承光氏の長男︑紹介状を持参する︒柳原家は元伯爵︑大
正天皇の御生母柳原二位局︵愛子︶の実家︒そして︑日野資

︶くく〜く〜〜〜〜ｌくく〜〜ｌ⁝〜Ｉく〜くＩくくくく〜〜︑ｊｌＩ〜１１〜〜ｌく〜〜ｌく〜〜

歳末歳始

山中四郷

白鳥の来し便り聞く旅寝かな

ワープ戸に冬が来てゐる鳩時計

冬紅葉羅漢の門の茶の館

老いらくの恋や冬至のカボチャなど

の忌日には妙宣寺の墓所に代参することを長い間委嘱されて

懐紙添へ和菓子の廻る炭点前

朝卿の後喬である︒明治十七年資朝卿が御贈位の時から︑そ

／

昏れ残る事故の現場の霜見草

若き魂時雨が探る行方かな

いる︒従光氏は︑この九月新潟支店へ赴任した挨拶に来訪さ
れたものである︒

当日は︑義兄松井源内の葬儀の日で︑あわただしく︑ゆっ
くり話をする時間がなく残念であった︒また来春訪れるとの
ことであった︒

吉田慶行氏︵医学博士︑皮層科︶と共に来訪︒山形市の人︒

私の書いた﹁俳句のなかの佐渡﹂を読んで︑佐渡行を決めた
し﹂いＲノＯ

︵付記︶

今後﹁軒過録﹂は一年分まとめて掲載したい︒なお

神仏にこめぬ祈願のお年玉

まくなぎのほどの窯場のお元日

攻めに入る炎の中の寒の月

元正の舞ふ〃巻絹″に年惜しむ

一︾鏡板背に万象の冴返り

一・︲︲｜︐
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十一月二十二日俳誌﹁橡﹂の俳人吉田道子さん︑御主人の

一口
﹁野呂松庵訪問録﹂︾を次の機会に書くことにするｐ：

ﾛ

●

ｌ北片辺に建った﹁夕鶴の碑﹂
い︾

磯部欣三ｌ
きた鈴木巣三は旅籠松屋でカチカチ山や

柳田国男のすすめで昭和十一年に当地へ

にもわらべ唄として登場する︒

お婆さんから採集したもので﹃夕鶴﹄の冒頭

が︑やはり旅籠松屋で︑通りかかりの遍路の

十四歳で国学院大学院生だった鈴木業三さん

と刻まれてある︒この機織りの唄は︑当時二

舌切り雀など数多くの昔話を採集した

手前の一・五トンの小さい石には︑

つ横切ると︑広い日本海がいきなり視野にと

は︑七十戸ほどの海ぞいの集落で︑県道を一

木下順二の名作山本安英主演の民話劇

夕鶴のふるさと

一夕鶴﹄は山本安英さんが一九八四

つ木下さんの筆で

て︑石は八・五トンの大きさ︒裏面にもう一

と︑作者木下さんの揮ごうが彫りこまれてい

木下順二

さて︑真ん中の奥まったところには︑

そこの村はずれの北片辺保育所の中庭に︑こ

﹁夕鶴﹂はそのおりの鶴女房の話が原話

で人間と鶴との愛と別離をかなでる話
が私たちの心をほのぼのとあたためる
夕鶴の碑を建てる会

昭和六十二年神無月

と︑戯曲﹃夕鶴﹄が生まれる簡単ないきさつ

年七月廿五日一○○○回上演を達成し

古いしきたりをいろいろと残していて︑かつ

つぎに左手前の一二・五トンの大石には︑

初演以来未だに大入りで続演している

が刻んである︒

爺やんに着せる太布の婆やんに着せる

俗学者が足しげく歩いた︒

保育所の中庭に︑樹齢七○年ほどのクロ松

ふとぬうのちんからかんからとんと

前の石は︑佐渡島内の小倉川︵畑野町︶と

と刻んである︒

一九八六年夏木下順二

の木が三本︑潮風に吹かれている︒そのしげ

んとん
はた

みの下を︑一○メートル四方ほどの芝生の土

布を立てて織って渡いた

わた

と面白く機を織って爺やんと婆やんに

﹃夕鶴﹄の碑はこの三つからなるわけで︑右

盛りにし︑その上に三つの碑が置いてある︒

て柳田国男︑近年では宮本常一さんなど︑民

たこともあって︑昔話などもそうなのだが︑

あたるこのあたりは．昔から交通が不便だっ

佐渡島の北西部︑真向いが遠くシ・ヘリァに

た︒

んど﹃夕鶴﹄︵木下順二作︶の記念碑ができ

びこんでくる︒沖の夕焼がとりわけ美しい︒

北片辺の里︵新潟県佐渡郡相川町北片辺︶

｜
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ミ

寺
ノ

た四百年ほど前からの石屋の集落で︑硬い石

くさんのお地蔵さんなどを島外へも出してき

は同じ島内の小泊︵羽茂町︶の産︒小泊はた

梅津川︵両津市︶から︑奥のメーンになる石

んなことがまだよく相談されていなかった︒

﹁どんな碑文を木下さんに頼むのか﹂︒かんじ

ろいろ準備不足もあったのだが︑とりわけ

碑が長びいてしまったのは︑募金面などでい

が︑おねがいしてから足かけ十年ほど︑建

いのだが︑そのおりにもう一枚の色紙を︑西

らためてお礼をいわずにすますことはできな

ることはない︒木下さんと西谷さんには︑あ

﹁夕鶴のふるさと﹂なる碑文は︑二つ刻まれ

からもどこかに建つことがあるだろう︒が︑

﹃夕鶴﹄の碑を建てたいｌといって︑木下

夕鶴﹄の一節の中の︑つうの言葉のさわりの

着せる太布の︑の機織り唄がよい﹂とか﹁﹃

り合った記憶などもあるのだが︑﹁爺やんに

回上演を達成し⁝：．﹂の碑文で︑そのさいの

である﹁﹃夕鵺﹄は山本安英さんが一○○○

谷さんご夫妻は持参されていた︒裏面に刻ん

﹃夕鶴﹄という名作の顕彰碑？は︑これ

えるのだろう︒

材の産地︒三つとも風化に強い安山岩系の石

この碑文については︑佐渡へもよく見えた

さんにおねがいしたのは︑記憶によれば一九

のであった︒一○三七回という記録的な上演

んでおいてもらいたい﹂というようなことな

木下さんからの伝言は﹁夕鶴が上演を持続で

で︑そうこうしているうちに一九八六年︑つ

をささえてきた一人の女性の評価は︑空前の

部分はどうか﹂などの意見もあった︒つまり

とどいた︒幸運の理由は二つ︒西谷さんが一

まり昨年の夏︑西谷さんから﹁先日︑東京で

観客よりも︑木下さんが一番よく知っておら

七八年の春ころで︑直接私どもから手紙でお

九五一年の秋に﹃未来社﹂を創設したおりの

ある集会があって木下さんとたまたま同席し

ねがいした︒幸運にもほどなく西谷能雄さん

最初の出版が﹃夕鶴﹄と山本安英さんの﹃歩

たが︑それはそうとあの話︵碑の話︶はどう
なったかと聞かれた︒建てる準備はできてい

おかげなので︑碑の裏でもよいから一緒に刻

いてきた道﹄の二冊で︑以前から木下さんと

きているのは︑山本さんという得難い名優の

親しかったこと︒西谷さんは北海道の生まれ

るのか﹂とい弓率直な連絡があった︒そのよ

十月二十五日︒大安︒前日まで九○％まで

のか﹂といった原則が︑当初かなりアイマイ

だが︑二歳のときに母の実家の佐渡相川にき

うなドタン場で﹁夕鶴のふるさと﹂という簡

は﹁雨だろう﹂と予想していたその日が︑幸

は﹁なんのために︑佐渡に夕鶴の碑が必要な

て︑多感な少年期を佐渡で過された︒私など

明な碑文をおれがいすることに話がきまり︑

運にも曇り空︒町の繁華街から北片辺までは

一六・六キロほどあって︑前日二トントラッ

もには欠けていたのであった︒

れるのかも知れない︒そういう視野も︑私ど

も多少辱知の間柄だったことで︑それらのお

その木下さんの色紙をたずさえて︑西谷さん
の八月二日が︑建碑の事実上のスタートとい

かげで私どもの意向が︑わりとスムーズに木
イミングがあって︑建碑が実現した︒

ご夫妻がはるばる来島された︒その日︑昨年

︵未来社会長︶を経由して﹁ＯＫ﹂の回答が

冬の潮風が強いところなので︒

が使われている︒北片辺のあたりは季節風と

﹁猿舞座﹂の村崎修二さんらと︑夜を徹して語

1

下さんに伝えられた︵のであろう︶などのタ
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〆

クで地元の若者たちが運んだ百八十の椅子が

島昔話集﹄の話者のほとんどが︑手づから野

ん︑西谷さんご夫妻︑演劇評論家の宮岸泰治

れた地元北片辺﹁北友会﹂の十五人ほどの若

夜明けごろから︑会場の設営を手伝ってく

を織る﹁安英のつう﹂を思い出しながら︑木

りしていた私どもは︑身体の羽根をぬいて機

と︑ひょっとしたら重なるのかな︑と考えた

房﹂の昔話の分布が︑日本の織物地帯の分布

良着などをつくる裂織上手であった︒﹁鶴女

さん︑囮ＢＳの酒井誠さん︑山本安英の会の

者たちの中に井畑春男︑斎藤隆夫︑栄治峰人

る︒

り口はなかった︒ある歳月が流れたのであ

舟木拓生さんらも海を渡ってこられた︒

君らの顔があった︒かつて鈴木巣三さんが

ほぼ満席だった︒東京から木下さん︑山本さ

じゃんに着せるふとぬうの

﹃佐渡昔話集﹄をまとめたとぎ︑その大半の

て︑先生方が描成︑編曲したもので︑木琴と

﹃夕鶴﹄に合唱曲﹁つる﹂などを組み合わせ

もとにして作曲された団伊玖磨さんのオ︒ヘラ

を聞かせてくれた︒戯曲﹃夕鶴﹄と︑それを

人あまりが︑三部合唱のきれいな︿ｌモ︸−１

て︑空に流れた︒町立金泉小学校の児童六十

さわやかなわらべ唄が︑松のしげみを縫っ

たわけではなく︑﹃夕鶴﹄の碑の運動がきっ

採話の︑有名な宿だと知って松屋を買いとっ

職の作業場にしてある︒田村君が﹁鵺女房﹂

走らせた旅籠松屋を買いとって︑いまは建具

のように暗くなる電灯の下﹂で︑数晩鉛筆を

は︑鈴木さんが﹁十二時をさかいに︑お化け

孫たちで︑この若者会のチーフの田村昇一君

昔話を聞かせてくれたお婆さんたちの孫や曾

ことで︑芝居が︑あの話が︑永遠に伝え

ます︒それを今回︑あすこに碑が建った

人間のやる仕事は︑いつか限りがござい

む思いがいたしました︒

皆様のお心のこもったご努力が︑身にし

れた︒

ど聴衆を前にして︑山本安英さんがこう話さ

除幕式のあとの﹁夕鶴講演会﹂・六百人ほ

と︑本当にありがたくて︑感銘深く︑何

翌日︑両津港で︑離島される木下さんと山

る浜口一夫と﹁建てる会﹂事務局の三浦啓作

いりましたｃ

綿の着物を裂いてヨコ糸にし︑野山に自生す

本さんを見送った︒佐渡で民話採集をしてい

ていっていただけるものだと思います
このあたり﹁佐渡の海府﹂一帯は︑古い木

やかなこの碑を︑ムラ起しのバネにできない
かｌと会員たちで話し合ったのである︒

夕鶴の碑を拝見させていただきました︒

記念として持ち帰ってもらった︒

ピアノの簡単な器楽伴奏︒カスリの着物にゾ

かけで︑黙杢と手伝ってくれたこの若者のサ

下さんら三人の方に︑その裂織をささやかな

ぱやんに着せるふとぬうの

ウリをはかせたのは︑先生と母親たちのアイ

ークルが結成されたわけでもなかった︒ささ

聞かせてくれたのは︑近くの新開キタお壊さ

度も何度も拝見いたしまして︑帰ってま
る木の繊維をタテ糸にして織る﹁裂織﹂が古

碑の芝生の上で﹁鶴女房﹂の昔話を静かに

デアなのであった︒

んｃ五十年ほど前︑鈴木巣三さんが北片辺の
道下ヒメさん︵当時七十二歳︶から採話した

くから盛んで︑一緒に建碑の仕事をした相川
郷土博物館の柳平則子さんの報告だと﹃佐渡

さつこり

にくらべると︑百話クラスでこの辺きっての

同じ話︵これが素材で﹃夕鶴﹄が誕生する︶

話者だという新開さんにも︑往年の古風な語
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がて姿が見えなくなるロビーの角で︑長身の

口で山本さんがふいに握手をもとめられ︑や

の両氏︑そして山本修巳氏と私と⁝：．︒開札

で初めて︑祖先からの長い深い水脈の露

とらえられていたのが︑今度の佐渡体験

鶴〃とが︑いわば並列的にわりと単純に

の母体を離れて︑一つの文学として独立して

昔話は︑﹃夕鶴﹄という作品では︑すでにそ

純な報恩婚姻認であるところの﹁鶴女房﹂の

ムレット﹂の話を例にあげられた︒素朴で単

いたのであった︒それなのに﹁夕鶴のふるさ

い水脈を伝わって来た露頭としての私の

頭としてのヒメ女の話︑そこからまた深

と﹂というようなわがままな特定に︑気軽に

り︑何度も手をふられた︒

応じてくれた木下さんの︑いわば創作精神の

一番好まない結果を生むｌという︑ドラマ

思って実現していく行為が︑自分にとって

できた幸運を︑私などは感謝した︒

回のような仕事の裏方の一人に加わることの

あったのであろう︑などなど思いながら︑今

原点に︑右の礼状にふくまれるようなお心が

になれたということです︒
としるされてあった︒

作品というふうに︑立体的に感じるよう

木下さんと小背の山本さんが並んでふりかえ

何日かして︑木下さんから私どもにとどい

たご礼状には︑

このたびは︑想像をはるかに上回る立派

尽しに感謝のことばもありません︒

の中の悲劇を構成する一つの要素として﹁︿

木下さんは︑このたびの講演会で︑いいと

それにも増して嬉しかったのは︑今まで

な碑の除幕式に立ち会わせて頂き︑お心

私の中でヒメ女のあの〃鶴女房″と〃夕

︵﹁未来﹂昭和六十二年十二月号︶

近詠十句福嶋千恵子

白根山頂氷の華は手に取れず草紅葉追分地蔵暮れのこる
触ること許さず樹氷神の華近づける山頂紅葉レーダー基地
神の御衣浅間の山の雪の壁朱鷺の無き山田を進むコンバイン
激浪の穂先が刈田までとどく渚まで五間の距離の晩稲刈る

蕎麦刈るや潮騒荒き岬畑閨もまた潮騒の中十二月

一
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瑞穂句会抄︵九月︶
九月五日新穂村総合センター

しばらくは薮に隠れし稲雀中川湖舟
うしろより呼びしひとあり秋日傘

除州より還らぬ友や麦の秋高橋木犀
琴の音の流るる窓や楠若葉

群れ咲ける石楠花雲に入りにけり高野竹風
緑蔭やふらここいまだ揺れやまず

娘の夫に夫の甚平よく似合ふ佐山香代子
百日紅の枝に渡せり竿の服

菊地っぽみ

日焼してやや大きめのイヤリング羽豆英子
ビールつぐ間を待ち話はじめけり
もてなしのメロンの香る座敷かな
帰省子の膳に好みの烏賊そうめん

朝曇り見送る父の遠くして山口高子
ふるさとや遠き日おもふ蝉のこゑ

盆客の帰りて日日のしづもれる本間あやの
母と子の連れだち泳ぐ初プール

選者吟山本修之助
ながらへてちちはは思ふ魂まつり
︵尾崎紅葉新町の宿︶

紅葉の佐渡の旅籠や立葵

瑞穂句会抄︵十一月︶
十一月七日新穂村総合センター
︵十月句会は﹁信濃吟行﹂のため休む︶

新蕎麦やゆかりの老女の一茶庵須田中夫
師と友の久に逢ひたる夜長かな

稲を刈る五戸の村なり千枚田中川湖舟
葬の家鉦音や魂てちちろ虫

降り出してよりにぎやかな雨蛙高橋木犀
受話器鳴りいそぎ端居の縁を立つ

北欧の乙女泊めけり菊の朝高野竹風
穂芒の牧場に仔牛生れけり

山粧ふ信濃に一茶の句碑めぐり佐山香代子
ななかまど赤し一茶の資料館

菊地っぽみ

こだまして山鳰遠し谷紅葉羽豆英子
ななかまど熟れし信濃や山幾重
どんぐりを拾ひつ信濃句碑めぐり
信濃路や家々多きななかまど

本間あやの

国宝の鐘吊る寺や柿たわわ山口高子
一列になりてのぼりぬ渓紅葉
この秋に喜寿を迎へりすこやかに

良寛の遺跡めぐりや秋晴るる

選者吟山本修之助

浜朱萸の熟れて砂丘の白秋碑

藤椅子に莞りてチエホフ読み返し

瑞穂句会抄︵十二月︶

十二月五日真野町松雲荘

どんぐりの道たどりゆく一茶の墓

身に入むや一茶別れし峠の碑須田中夫

乳母車眠る子の手に木の実独楽

落葉舞ひ人すれ合へり善光寺中川湖舟

老人会休みてひとり菊手入

浴衣着し外人踊の輪に入りて高橋木犀

佐渡人の句碑嬢捨に今日の月高野竹風

野菊濃し一茶の墓の文字うすれ

海鳴りの村すっぽりと冬囲

飛石の奥庭ひろし石蕗の花佐山香代子

思ひ出にどんぐり一つ旅鞄

東雲のあかれに消ゆる雁の列羽豆英子

嬢捨の句碑のこころや落葉踏む

落葉道句碑をめぐりて旅終る菊地っぽみ

見送りしひと遠くなり流れ星山口高子

日あたりのよき軒に吊る柿の列本間あやの

漬大根亡き母の味おもひけり
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ぱらぱらと低きにたまる落葉かな
大佐渡の風の入り来る端居かな

凌霄の散りつくしたる原爆忌若林うた子

落し水落されやがて澄みにけり

秋の蝶平野ゆっくり列車着く逸見不愁

涼風や信徒の素生間ふなかれ一

千年の杉を仰ぎて夏帽子島倉盈月

落城の跡とや井戸の乱れ萩加藤文子
築山にころりころりと蝉の殻

未だ動く気配のありし蛇の衣

いくやの忌萩の風吹く芳女庵鵺間千世

濡縁に土用太郎の熱き茶を菊池芳女
日除して先づは花壇のうるゑかな諸橋和代

選者吟山本修之助

ひと握りほどの幸せ一葉忌／
骨太きわが老いの身の裸かな

こん畜生刺されし虻を逃がしけり内田正雄

汗拭きつ来る長身を吾子に見つ

いつの問にどれもいびつに種茄子

藤袴重なり合ふて雨の中右近ふみ子

きざはしの百段松葉牡丹寺諸橋和代

鰯雲西方浄土へ限りなし金子治作

白木橦天草四郎の若き像

武家屋敷流るる水の涼しげれ山本修巳

いくや忌の宿に残れり爽竹桃

送り火や生きてあらぱと夫の齢働輯渡辺やす

いくや碑を越ゆる秋蝶ありにけり

九月十三日

於菊池芳女宅

日もすがら蒋荷楠ゑをり男後家

食味させ無口おぎなうぶどう売り金子稔

十月十八日

真野町俳句会

於海潮庵

射干の実のはぜて獅子通る道

秋日和藻屑を踏めば匂ひけり若林うた子

すこやかにおはす母君菊館鶴間千世

ひおうぎ

逝きし師の老ゆることなし日食草
青ぶどう明け放されし医院窓

徽臭き忍者寺なる赤じゅうたん若林うた子

宿題の残りたる子の日焼かな滝口たづ

在りし日の文殻を焚く白露かな

白萩の露を結べ為門にかな菊池芳女

いくや忌

いくや忌の闇の深さに水落す

杓子星渇ききったるいくやの忌滝口恵倫

安達いくや忌

真野町俳句会

紫陽花の梅雨に耐えたる艶姿

稲の花浴びて青刈急ぎけり

稲架を背に舞台しつらふ人形座

真野町俳句会
昭和六十二年八月十一日

於真野町体育館
本降りになりたる蟹の高歩き滝口恵倫
小判草七両さげて地に伏せり
あぢさゐのその純白にたじろぎぬ

帰省子の粋な小瓶の化粧水滝口たづ

はや秋のいる濃き海となりにけり

寺襖開け放たれし夏の燭右近ふみ子

維新戦役河井・岩村会談

夏蝶や金山山師の墓大き山本修巳
鬼やんま開け放されし会見場
色帽子三遍廻る褥暑かな

紺ゆかたきりりと男結びかな渡辺やす
海府山居の池

梅雨深し神代杉の刺さる池鶴間千世
古釘の一つに風鈴つるしけり
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蓑虫の蓑をはなさぬ思ひかな

籾摺を終えて主の大胡座滝口た．つ
秋晴や水子地蔵の赤き旗

高千穂の雨の野菊の濃かりけり山本修巳

滝口 寺
横笛の恋のいしぷみ薄紅葉

蓮は実になりて子宝大権現渡辺やす
じょうろうば

こぼれ萩袈裟にふれたる赤さかな滝口恵倫

小面の上頂美しき紅葉狩
蕎麦咲くや義民の喬は粉を挽く

菊の風陽はくれないの雲に入る右近ふみ子
秋桜みだれるほどに舞ふほどに

蔦紅葉千世女は熊野を舞納む菊池芳女
菊の名の久米清風にたたづみぬ

真野町俳句会
十一月十五日
於真野町体育館

すさ

﹁１１〜〜１１１１１〜１１１１１１１〜１１ｉ〜

一龍の髭︵扉カット︶一

一

︵

一ころどころ紡錘状に膨れている︒この一

一る︒また根茎からひげ根を多く出し︑と一

一りほふく茎を出し先に芽を着けて繁殖す一

一ることが多い︒根茎はやや太く︑基部よ一

一て︑こんもりと大きな株立ちになってい一

一林や家の周囲などどこにでも生えてい一

一

一付いた名前で︑ユリ科の常緑多年草であ一

一蛇の篝と︑ｂいい︑細長い糸状の葉から一

一る︒へ

村祭母舞ふ笛を子が吹いて滝口迄つ
能小鍜冶

韓火に小面の屑冷まじや

月白し遊女文弥の櫛飾り菊池芳女
さりとイーもこの秋雨をちぬ釣に若林うた子

一︵叢ハクモンドウ︶といい︑漢方で用いると一

一塊状部を水洗し︑乾燥したものを麦門冬一

能狂言とちる童や草紅葉
酔の果獅子くずれたる秋祭

一白色または淡紫色の小さな花がまばらに一

一いう︒夏に︑葉より短かい花茎を出し︑一

散るたびに水の驚く黄落期島倉盈月

風山

秋天やござるござると狂言師

西陣会館

ーンドウ豆くらいの種子をつける︒

一

紅 葉 山 う つ し て 飽 か ぬ 桂 川 滝 口 恵 倫 一開く︒晩秋から冬にかけて︑群青色のエー

ふりむけば闇そこにある焚火かな鶴間千世

嵯峨野路の秋の七草着物ショウ

長谷 寺

惜げなく新藁焼ける田の面かな小沢みょし
姫ぐるみころころころと寺静か

一︵﹄戦寵篶耀睡溌亘

役僧のちろりと秋の大伽藍島倉盈月

献穀祭擢紅葉のふる事ょ

一り︑弾ませたりして遊んだものである︒一

月出でて杣道いよよ細りゆく

山本安英さんと

一

︵く１〜１１１く〜１１１く〜ｊ１１く〜〜７１１１〜〜１１く〜１

一︵長嶋陽二︶一

一言われぬ感動を覚えるのである︒

一い実の︑自然の色の美しさに︑なんとも一

秋 潮 や 島 の 果 て な る 夕 鶴 碑 山 本 修 巳 一濃い緑の葉の中にあって︑なお輝く青一

蔦紅葉枯木に高し秋日和

落日に朱の極まりしうめもどき

ぎわ

長いものと思へて長し薯掘りて内田正雄

つうと握手島の埠頭に秋惜しむ

︑︑

稲刈や乳房はみ出す小びる時金子治作

よ

いちぢくの上向き笑める菊の寺内田正雄
寺の菊おん風除けて三分咲き

陽に問ふて一まりは外す秋すだれ諸橋和代
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浬藥西風田んぽに水の張られけり桑原和子

︶

春の雪枯木の枝に来て止まり

一谷川沿いの林の中に生えるアブラナ科

牛羅 市

出番待つ牛の涙や鰯雲諸橋和代

春の潮少しふくれてくずれたる鈴木スヱ

一の多年生草本である︒秋から冬にかけて︑
︿

春︑雪解けとともに︑白い小さな十字

一われる︒

一じ辛味と香りがあるのでユリワサピと言

一葉柄の上部が枯れても基部が残り︑ユリ
一の鱗茎のようになることと︑ワサビと同

一

︶

瞭に雀集る小六月
牡蠣筏ぼんノ︑舟のぼんノ︑と

きんぽうげ句会四月例会

一にギザギザがある︒

湯をかけ水で冷やし︑出し汁に浸して密

感じである︒

︵さわ︶る︒酒の肴にすると一本余計いる

昨年の春早く︑知人に鮴して食べるよ

うにと戴いたもののうち︑親指大の根茎

だけを数個︑透とおったポリ袋に包んで

一ヶ月余り後にひょっと見たら︑袋の中

冷蔵庫のポケットに入れて置き忘れた︒

で白い花が咲いているので︑びっくりし

たことを思い出した︒︵長嶋陽二︶

一

弓

︵

一

一

一

一

一

一

︶

一
一

一

一

一

一

一ユリワサビ︵目次カット︶

柿の皮くるくるくると夜の深し小沢みょし

春の雪花の蕾を包みけり計良フミ

春の色とりもどしたり遠岬
神蔵ひさし
老いの手も借りねばならず若布の季

風花の迷ひ終りし水輪かな本間いつ子

風花のまつ毛にかかり消えにけり

草紅葉バスに揺られる嫁御寮

きんぽうげ句会三月例会
水口に水流れ出す春田かな塙ユキ

状花を開き︑後に花軸が伸びて中に数個

水仙の花芽をしかと抱きて出し若林玲子

いとけなきものとぶ狭庭春めきぬ

四五軒の牡蛎小屋湖に向き並び

黄梅の一花落ちたる鉢のそと

葉や茎をぶつ切りにし︑軽く撰んで熱

相ふれて雪割草の花二つ

早春の入り日静かに雑木山井藤ミチ

そちこちの草萌えて春広がりし本間吟

封し︑一時間もすると美しい緑色に鮴

つける︒葉は︿Ｉ卜状主たは卵状で︑縁

水仙を育てて雨の一と日降る

苞ぬぎし仏間の供華の猫柳斎藤祐
雨雫走りておりし枝垂梅中川民子

の種子を含んだ︑角ばった細長い果実を

少しづつ 動 い て お り し 春 の 水 本 間 寛 二

浬喋西風吹いて此の町畑背負ひ鈴木ゑい

老梅の幹黒々と雨に立つ

風の吹く方へ動いて春の水
漣のところの白し春の水

芽の一つづつ枝先にさんしゅ揺れ児玉葭生

雪山の見え初蝶の舞ひあがる

人影のなき国仲の春田かな児玉葭生

一とかたまり一とかたまりの芽水仙

まつすぐに花のトンネル拝殿へ

森かほる
水温む色ららぱせて錦鯉

やや傾ぎ花雪洞の灯さるる

かしハナボンポリ

薄氷を風さらノ︑と走り行く水上千代

春耕の畦に並んで小昼かな本間いつ子

69

大いなる雪間となりぬ茶室開け

口

芽牡丹に二日つづきの雨が降る

〆

やぶ椿開かんとして楚々として

本間寛二

春愁と云ふにはあまりにも淋し森かほる
春の月慈母の如しと云ふ句あり
れんぎようの葉のいでそめて花盛り
花びらに風の出できし夕桜

湖の静かな春の月夜かな斎藤祐
対岸に流るる煙春夕く

まろびゆく箒の先の落椿鈴木ゑい
一隅に吾等の占むる花莚

公園に蝶ふえてとぶ日和かな鈴木スヱ
花びらの散らばり浮けるところあり

蛙田にあふるるほどの今日の雨中川民子

五月雨の僧の高下駄忌を修す

野に畦に今きんぽうげ花盛り林部ムッ

夕灯り田の面に映り遠蛙計良フミ

きんぽうげ句会五月例会
鈴かけの若葉に雨のこまやかに

鉄線花けさは白きと紫と桑原和子

うすうすと月育ちゐて立夏かな斎藤祐
いちぢくの新芽ほぐるる枝の先

磯野スミエ

白牡丹芯に集まる小虫かな渡辺千恵子

句集なるいまを盛りのきんぽうげ若林玲子

青田道行けば風ある夕べかな鈴木スエ

ほＩいぼい声掛け合ってわらび山

一岬より一岬明け易き児玉葭生
風すこしありてはなやぎ花莚

今の今落ちし竹の葉静かかな本間寛二
玉解し葛の蔓みな立ち上がり

毛虫焼く炎の先の月淡く鈴木ゑい
たんぽぽの種のつきたる野良着かな

投げ入れの青磁の百合の白ばかり

下向きに釣鐘草の鐘重し児玉葭生

きんぽうげ句会六月例会

絡まりし枯木枯蔑芽吹き初む若林玲子

菅笠に新樹の雫ぽたぽたと

さめやすき老のひるねや人声に斎藤祐

井藤ミチ

あめんぽの動けば水の動くかな

蕗の葉のふれあう程の風の出し本間吟

人帰る暮春の杖を後手に

花の茶屋だんだら廻しおでん煮る桑原和子

水引の葉の虫穴の多きかな

から

生ひいでし水草にはや影生る中川民子

かろやかに二つの蝶や右左

ひなげしのひかりの中へ散りにけり

畦草を刈ればころころ春蛙森かほる
本間いつ子

岩百合の崖荒々と外海府神蔵久

滝小さく架りて小さぎ虹の添ふ
渡辺千恵子
ひなげしのどの花びらも揺れつづけ

草の架高々とんで一羅漢水上千代
著莪の雨写経の紙は新らしく

白鳥の大き水尾を引いて来し

満開になれど貝母の花淋し

すかし百合活けて人待つ一卜日かな

計良フミ

病床のきびしき月日桐の花塙ユキ

時おりに松の花粉の吹き上がり

きんぽうげ揺れては光散らしけり

ひなげしのふくら象割れし蕾かな本間寛二

ノ
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一

きんぽうげ盛りの頃や句集成る

小流れに流されゆくや蛸糾一つ磯野スミヱ

音たてて落ちる椿や昼下り本間吟
ひとひ
春の雨水輪重ねて一日降る塙ユキ
菜の花の 畑 に か こ ま れ 墓 並 ぶ 井 藤 ミ チ
中空に一と廻りして落花かな水上千代
吹く風の花を散らせし昼下り計良フミ

足洗ひをれば椿の流れ来し林部ムッ

』

見て過ぎし吉田の畦の草刈女鈴木スヱ舞い終へて橋がかり行くシテ涼し鈴木ゑい五月雨るる中濡れそぽつ仏達塙ユキ

賑やかに巣立ちし五羽の燕大蛇にかたむく嬰粟の花一つ一雨のありあじさゐの色深み森かほる

夏潮の一つところでふくらみぬ︲つばくらめ人掬はんと矢の如し葵上般若となりて緑蔭に桑原和子

青空の広をとして芋の花井藤ミチ山の端に大きな月や遠蛙林部ムッ木下闇木葺の黄の見えかくれ磯野スミエ

ー

I

磧草吟社例会句抄
有田朴咲

枇杷島は冬凪の中微笑仏

福田芳郎

杉本果豆王

小橋柴山

涼しさや折目正しき着物きて水上千代けしの花微かな風に裏をみせ本間いつ子梅雨の月ゆがみておりし真向いに中川民子

郭公や旅の女の二人行く薄うすと二つの岬梅雨に入る本間吟半月のまま昼の月花菖蒲若林玲子

きた

北風よけてむかし妓楼のれんじ窓

堂前に一灯つるべおとしかな

鹿の声目覚めて奈良と思ひけり

師走はや父祖の名が載る寺縁起

菊地緑雨

漬樽の篭しめ直す冬構へ

たが

中村戎

農終へぬ男神女神に雪三度
ガラス絵のランプよ点れ聖夜の餐

一棹の舟の傾き寒椿

水鳥の一つところに小春凪

くしけず

追へぱ逃げ引けば後追ふ寒鴉

﹁百萬﹂の謡を野辺に年惜しむ

メロドラマ終りは知らず夜の炬燵

冬紅葉五彩に北の小京都

梁暗き番神堂の雪囲

橋本比左而

中沢芽笑

山中四郷

一両

口

玄の子餅蔵につかはい一斗桝
木の葉髪死病と知らで杭る

青柳青風

広瀬杜夢

縮めるも伸びるも浮世炬燵酒

I

加藤三和

な

門下の娘音ひきこぼし冬の窓
肩並めて見る文弥座の小六月
コーヒーを滝れて独りの冬籠

遠山の影大揺れに大焚火
島昏れて玻璃を震はす鯛起し
数へ日の一病忘れゐて酔ひぬ

）

一

一口Ｉ
＝

いもせ俳話会九月例会
緑蔭にガン検診の番待てり中平小夜子
ゆすらうめもぎ残せしが光りをり

糸柳垂れて静けき真野の里葛西信天翁
檀家衆かしこゑ飾る花御堂

山田みさを

雨の夜の白紫陽花に触りけり池尾敬之
竹とんぼ飛ばせし庭の凌霄花

老らくの心安けく草を抜く

藤井みつる
畠野かつじ

村川

羽柴雪彦

いもせ俳話会十月例会

今朝秋の厨にこぼす酢の香り中平小夜子

三度目に煙草火が点く夕涼み

台風のそれて安堵の柿畠

山鳩の鳴いて残暑もうせにけり村川経

玉音にただただ泣きし終戦日

黄昏や稚児の寝息に蝉時雨葛西信天翁

夕焼を披りて出づる小舟かな嶋倉忠治

山田みさを
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朝風に稲田灰かな香りあり
かしましく蝉の合奏宮の森
ストレスがゆゑの潰瘍盆迎ふ

夏草や廃車半ぶん埋めつくす
手花火や一年ぶりに孫迎へ

梅雨曇船影暗き熊野灘
金の瞳の旙が出迎ふ岩魚籠
唖妻の初茄子浮かす朝の椀

長雨の合間を歌ふ油蝉

臥す姉のわれをねぎらふ晩夏かな

加藤たかお

囲炉裏火であぶりし祖父の背の赫き

I

かなかなを背なに農衣を濯ぎ居り
ゑんみんの語調ととのふ薄曇

沢根すがも会一句抄

搾られたる牛の泪に秋の暮

せ

凧が玄関の戸と争へり

伊藤逸郎
滝川敏美
田宮杜光

ふれずとも散る山茶花のあいらしき

雪が来る山売る印をそっと押す

石仏の影濃くくずれ年暮るる

波ころし越ゆる波見ゆ牡蛎割女

尾崎三十郎

母にだけわかる乳児語橡小春
秋桜鶴の碑も出来て安英老ゆ

野田実

青木三午
中川夜食
本間昭子
清水半平
金子達弥
名畑宗八
上川マサ子

I

山茶花や孤島に長き冬はじめ

天窓を見上げる猫に冬日さす

士屋比我子

あか

婚古し椿厚葉の冬の彩

古藤胡同

添え書きつ戦記繰る夜や初時雨

本間真二

アリラ︑／の歌など恋し枯芙蓉

｝

廃坑の山陶苑の石蕗の花

木枯しの吹いて入江の舟囲い

経

口
Ⅱ

1

初乗りのリフト青葉に影落し高津八重

一

色槌せし紫陽花つづく墓の道

沖の灯の瞬きもせず秋立ちぬ池尾敬之

お姑の病むへきざみし旬の梨

ポンコッの車に宿る今日の月

手花火の匂ほのかに庭の内

帰省子と判る短パン・サングラス天沢坦

京へ発つ老ふた組や秋の朝

抱かれし遺影ほほゑむ秋の野辺

ちぎれ雲一つあしらひ秋の空山田柔さを

満月に寄り添ふ星の名は知らず

赤んぽの眠りて鼻へ毛糸帽葛西ひろ承

夜も更けてリフト鳴り出し柿運ぶ

夜も更けて声尽きるまでちちろ虫村川経

海を出て秋の夕立脚迅し池尾敬之
病む我に医師の笑顔も遠き春村田英明

雨となりほのかに酔へる庭もみぢ

野仏もほのと微笑む菊日和葛西信天翁

南瓜蔓ところ選ばぬ暹しさ
病室で知る故郷の島祭

梨の木を借りて南瓜も実を垂らす天沢坦
すべなくてテレビ相手の梅雨籠高津八重

さくらんぽ頬ぱる少女黒目がち岡崎ひろみ

家猫の乾きし落葉渉り来る

磯釣に直青く展け日本海池尾敬之

つかの間に伸びて花咲く夏水仙藤井みつる

藤井みつる

鬼やんま物言ひた気に来ては去る

一盛り

老眼鏡ふきて害を読む昼寝どき

喜雨受けて野菜いきいき甦る藤井みつる

荒髭の口裂けそめし丹波栗

赤い羽根意志強からで煙草買ふ羽柴雪彦

秋灯下倖せあつめ︒へソをとる

照りつづく茄子に早朝水見舞
磯釣のこころ緩めしとき引かる

ときわ荘俳句クラブ九月句会

磯釣の血がさわぐ藻の揺れ畳羽柴雪彦

剪定の効目ありあり秋なすび高津八重

秋茄子や雨を戴き

魂送り頭に浮ぶ幾仏
畠野かつじ

風鈴の風やはらかく吾子の上

腐れ稲ガードレールに掛け干しぬ
穂芒を揺らして車交叉する

魚体めくれむの莱垂り鮎どころ羽柴雪彦
ふぐりまで濡らして満たす鮎の籠

いもせ俳話会十一月例会

客去りてちちろにまかす店の闇

やはらかに月を上げたる妹背山

白鷺が鎮守の森に吸はれけり中平小夜子

すがすがし燈火親しむ夜となりぬ

かまきりの逆立ち眺むガラス窓矢川ミサホ

彼岸入り仏迎えのいそがしさ

もろこしを焼きて昔のこと偲ぶ関川権三郎

名月や妹背の里に句の集ひ葛西信天翁

噴水に虹のかかれる菊日和

水撒いて暫し跡絶えぬ虫の声村田英明

いもせ俳話会十二月例会

満月のしづしづ出づる海の端

新しきのれんに替へて月涼し中平小夜子

どこよりか匂ひ届けし金木犀村川経

むら雲に隠れつ出でつ月登る

人目引く姿よき娘や盆踊石川公子

長らへて祝ひ目出たし敬老日金子トヨ
沙羅紅葉入陽の庭を賑やかに

支柱ずれ花ともどもに伏せる茄子高津八重

無花果へ先客顔にすずめばち

爽かに．ヘレー佇む下船口山田みさを
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転作の蕎麦まばらにて草茂る金子ハツエ

櫛けづる櫛遊ばせてちちろ聞く

新米をほほぱる係の愛らしき野蟆ハッヱ赤き実の陽に照り映えしななかまど

赤トンポ煎じて飲めば治るかな故郷の海辺に拝む初日の出本間三代松

秋晴れや佐渡の山脈綾錦渡辺ヤゥ今日もまた変らぬ暮らし菊の花
落葉かき風吹くごとにまた落ちて秋時雨傘さして出てまた晴れて野田善一

杉池の紅葉や鯉を夢に見し豊木ヨシ朝露に濡れし散歩や犬連れて

薄暗き本堂の灯や百日紅信田光代

帰る家のある倖せや酔芙蓉

ありったけのどん栗落ちし山の道日溜りの縁にひと時綿子縫ふ斎藤木美恵

古里のいづこの家も柿すだれ

どんぐりの袴で作る姫人形加藤クマ枯すすき風吹くままの運命なり

ふるさとの山河恋しき秋祭ふる里の土産に貰ふ通草の実藤井カョ

病床に伏して夫婦の秋寂し谷郷キミ落葉舞ふ観音さまの背に顔に

農園の大根日毎に太りゆく冬来たる軒の干し柿白粉ふく若林トメ

木守り柿二つ残して時雨けり首藤マツ晩秋や庭の稲架木の畳まれし

母の忌に皆顔そろひ蓮の花中浜都流

写

陽の弱しつくつく法師鳴きしぼる

真夜覚めてこほろぎの音を聞きゐたり

秋桜色どりのよく咲きにけり川嶋孤島子

盆寺に法事の膳の妻恋し本間信一

敬老の日のもてなしの文弥節

白鷺の舞ひ来る池の紅葉かな円盤の如しくるくる朴落葉

赤とんぼ芒にとまり揺れてをり松沢イト選者吟佐山香代子

鈴虫の音色夜毎に細りゆく川上良子

澄み渡る空の青さに赤とんぼ

﹀

一があった︒

一嬢捨山︵うばすてやま︶に︑朱鷺の巣一月十七日︶

Ｊ１

一村となり︑現在両津市に編入︶の境の︵高野高治君談︑昭和六十三年

一旧加茂郡東立島村と鮠村︵のち岩首たところ︑中毒で死んだという︒

一山本修之助この朱鷺の巣を見つけ︑その卵を食べ

ー朱鶯の卵を食べて死んだ人咋趣云缶娃壷壺搗諦錘︾袖唖維が︑

蕎麦稲架の所どころや海の家石崎イセもろもろの草の実つけて犬帰る

針止めてしばし虫の音聞きゐたり羽根洋子

早発ちの夫送りきし蕎麦の花

選者吟佐山香代子

ちちろ鳴く二人暮らしの仕舞ひ風呂
銀河濃し早発つ鞄整ひし

待鶴荘俳句クラブ十一月句会

どんぐりのころりころがる落葉掃き

剥き上げて後の楽しみ吊し柿影山チヨ
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仕立物出来上りたり夜長かな

ロ
〆

〃民話のふる里〃相川町北片辺は︑落ちつ

装なった両津市々民会館で観劇した夜の興奮

なるだろうか〃山本安英〃の演ずるつうを新

〃の演技に呑承込まれたり︑十二年ほど前に

﹁夕鶴﹂に思うこと

いた村落である︒浜は砂利が広がり海辺にう

飯山弘

ち寄せる波は近く遠くはるか彼方の異国
は鮮明である︒

更には︑三十七年の芝居のキャリアを持つ

︑︑

へと連なる︒薄紫色の花をつける﹁香の木﹂

柏崎演劇研究会︵柏崎市故小熊哲哉座長︶

が蔓を伸ばしている海岸が長かった頃には︑
﹁はまなす﹂が一面に咲き乱れていたものだ

に︑アマチュア演劇日本代表として﹁夕鶴﹂

︑一九八三︶

が︑カナダで開催された︑﹁国際アマチュア

ふれるほどに生い茂り大佐渡山脈の一翼とな

を引っ下げて参加しており︑芝居のうちプロ

演劇祭﹂︵演劇オリンピァード

という︒

って島の最高峰金北山へと続く︒山鳥が声高

ローグとエピローグに弩場する数人の子供の

人家が建ち並ぶうしろには木々の万緑があ

にとび交ひ﹁せきれい﹂が長めのシッポをピ

財︶にヒントを得た︑黒子姿で子供役の人形

代役として︑八王子車人形︵東京都無形文化
Ｊ氏ろこ

﹁夕鶴﹂の作者︑木下順この揮毫による石碑

クピク上下させてさえずる海府の村に戯曲

見てもらえる芝居﹁夕鶴﹂を公演出来る機関

昭和六十二年十月意義深い除幕式典が執り

が欲しいものだが︒

行なわれた︒私の喜びの気持を拙ない一篇の

アリソ

飯山弘風作

七陽韻を踏み︑灰起式︑七言絶句の形式を

漢詩と俳句に託したい︒

とってみた︒

証二民話古里一

ムノヲ

ノアリーソク

二リ

ソウカ

北海寒村荒磯蒼北海の寒村荒磯あおぐ

〃

草花松柏有二清光一草花松柏に清光有り

ムヲノじん

悲願累年夕鶴碑悲願累年の夕鶴碑

なすの郷

遊人留レ意浜梨郷ゆう人心を留めんはま

昭和六十二年卯年八月

俳句飯山蒼人

草の実の紅き荒磯辺夕鶴碑

を操つって子供を同道せずに公演を試みるこ
とを演出した故小熊哲哉のウィンザーからの

夕鶴の碑の建つ里や虫残る

ケタ鶴のふるさと″が記念建立された︒

思えば青年団活動を通じて島内外の多くの

い出の一シである︒

航空便で案内されたことも夕鶴にまつわる思

ウン

草紅葉背なに碑の建つ片辺郷

つう︑与ひょう︑運ず︑惣どや秋うらら

鶴の碑や二藍の海秋つばめ

フタアイ

坊佛としてくる︒

その昔この海府の里で採話された民話﹁鶴

先輩から︑演劇のご指導をいただいたことが
﹁夕鶴﹂は相川町の劇作研究会の皆さんに

ことを思う時いつでもどこでもどなたにでも

女房﹂によって戯曲﹁夕鶴﹂があみ出された
︑︑︑︑︑

よって公演されたこともある︒ブラウン管を
通して宇野重吉の︑ひょうきんな〃与ひょう
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編集ゞ後記
山本修之助
あけましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申します
屠蘇酌むやかさねしよはひ八十五
元気で︑八十五歳を迎えることができた︒

松堂の句碑をたずねた︒また二人の知友に逢

の遺跡・嬢捨山で江戸時代佐渡の俳人永宮寺

ができ︑なによりうれしかった︒柏原で一茶

会の俳友六名と︑信濃路の旅に出かけること

送る︒

途である︒中食をとり︑修已が︑両津まで見

三名来訪︒前日の﹁夕鶴の碑﹂除幕式参列の帰

安英・未来社会長西谷能雄令夫人諸氏のほか

十月二十六日︑劇作家木下順二・女優山本

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
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岬錘幹一毒一蒻匪弐五叩銅榊︵年三回発行︶
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⑧

会館︶の話をした︒

史講座﹂で︑﹁佐渡古民謡﹂︵会場ふるさと

人﹂︒十一月二十一日︑真野町公民館主催﹁歴

九月二十五日相川警察署楼上で﹁佐渡の流

を催し︑半折三十点近く展観した︒講演は︑

一日まで佐和田町五十里励風洞で﹁俳句展﹂

二か所でおこなった︒十月十八日から十一月

また︑この秋は︑展覧会を一か所・講演を

うことができ何よりうれしかった︒昭和初年
に逢った柏原の俳人中村白民氏の令息光男氏
と︑十六年ぶりの篠ノ井の歌人宮崎萬平︵筆
名椎屋欣二︶氏の二人である︒この吟行の記
本号の﹁軒過録﹂にも書いたが︑九月八日

事は︑次号に掲載したいと思っている︒

劇作家由井宏典氏と日本舞踊家西崎美幸氏が

りがたいことである︒

本誌も第五十六号を数えることになった︒あ
この達者のおかげで︑昨年八月十五日︑家

ら取材した新作﹁相川の散り紅葉﹂を上演す
ることになったという挨拶であった︒十一月

来訪した︒私の編による﹁相川音頭全集﹂か

二十九日には︑新潟県民会館で上演︒私の代

祖清九郎翁三百年忌・父の五十年忌・妻の十
私の書いた﹁家祖三百年忌追遠碑﹂を︑邸内

理として修巳出席︑花束をいただいた︒帰宅

年忌を︑とりおこなうことができた︒記念に

り朱盃・拙句入り茶ふきん・エハガキ︵四枚︶

玄関わきに建立した︒また家紋﹁九曜星﹂入

した翌日︑修巳は︑相川町にある伊右衛門・

く歓談をつづけた︒

めてである︒はからずも新町祭の夜で︑楽し

交遊であるが︑文通だけでお逢いするのは初

の第一人者︒私が﹁佐渡の民謡﹂出版以来の

来訪︒日本歌謡学会の会長もされた歌謡研究

十月十六日山形大学名誉教授浅野建二氏

おはつの心中塚に︑この花束を捧げた︒

をも知友に配布した︒

光照寺山遠つ御祖の奥津城に
額づきて聴く松風の音
老松の梢を鳴らす風の音
遠つ御祖の声と聴きゐつ

私は最近視力が弱いため︑一人では旅行は
できないが︑昨年十月二十日︑さいわい瑞穂句
︑
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Ａ５判四五○頁
表紙布装貼箱入
挿絵百五十六枚
口絵カラー一葉

定価四︑五○○円

送料三五○円

古代〜中世／穂積朝臣老／順徳院／日蓮／京極為
兼／日野資朝／世阿弥近世／松尾芭蕉／各務支
考／久村暁台／良寛／亀田鵬斎／小林一茶／吉田
松陰／宮部鼎蔵近代／幸田露伴／尾崎紅葉／会

津八一／若山牧水／吉井勇／有島武郎／野口雨情
／北原白秋／与謝野寛・晶子／西条八十／小杉放
庵／高浜虚子／斎藤茂吉／釈追空／亀井勝一郎／
中村草田男／ドナルド・キーン／加藤鰍邨／久保
田万太郎／石田波郷／上田三四二／司馬遼太郎／
水上勉／海音寺潮五郎／佐藤惣之助／相馬御風／
高野素十／長塚節／木俣修／吉野秀雄／宮柊二
佐渡／中山玄亨／永宮寺松堂／石井夏海／佐藤枝
彦／田中葵園／新発田収蔵／司馬凌海／円山漠北
／北一峰／金子不泣／渡辺湖畔／土田麦隠／萩野
由之／北吟吉／土田杏村／藤川忠治／山本悌二郎
／有田八郎／本間稚晴／吉野季吉／若林真／鵜飼
郁次郎／本荘了寛／佐々木象堂／金子のぼるばか

蕊辮撤佐渡郷土文化の会蕪熊:勝

山本修巳著・司馬遼太郎序

佐渡 のう
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
﹁朝日新聞﹂新潟版︑﹁新潟日報﹂佐渡版︑

﹁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

華集︒呈内容見本

た

山本修之助編著・鈴木菓三序

佐渡民俗ことば事典

新書刊三○○頁

口絵・証誹八頁

定価一︑八○○円

送料二五○円

佐渡の古い風習から生まれた庶民の﹁ことば﹂九○○項目を︑やさしく解明し︑興味深

くした事典である︒付録に貴重な方言文献を掲載︒ｌ内容の一部ｌ

アクジン・メシ︵悪神飯︶悪神様は悪事災難をよけて罰で︑幼烏の時飛び立てないという説話からである︒
下さる神だといい︑大晦日の晩床の間に供える飯をい力キン︵掻巾︶むかしは︑夏︑葛の葉をとり︑海に浸し
う︒これを正月七日におろすが︑鼠の食いかたによって陰干にして︑便所で使った︒トイレット・ペーパ−
て︑その年の稲作の吉凶を占う︒︵金井町地方︶である︒矢田求氏は﹁花巾﹂であろうといい︑きたな

アシブミ正式の結婚披露をしないこと︒いところへ︑美しい名をつけたものだといっている︒

イタオミキ︵板御神酒︶酒の糟︵かす︶の隠語︒﹁板︵内海府地方︶
になった酒﹂と︑液体の酒を固形の板にしたところがシビト・バシラ︵死人柱︶死体が硬直しないうちに︑

面白い︒︵小木町三崎地方︶仏壇の左方から一本目の柱を背に︑坐棺に入れるによ

オーーノ・メザシ︵鬼の目刺し︶節分の夜︑ヌルデの木いように坐らせて︑一晩おくが︑この柱を死人柱とい
を長さ三○発くらいにしたものを︑﹁十二ヶ月﹂と言う︒︵両津市河崎地方︶
って︑入口や窓に立てる︒むかし金北山の神様と鬼のショウジキ・ボウ︵正直棒︶むかし桝くます︶の棒を

約束によるものだという︒︵外海府地方︶いう︒この棒によって︑数量を正確に︑正直にはかる
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定価一二○○円〒二○○円

オカバン︵岡番︶相川町の鉱山用語で︑むかし坑内にというところから出たものであろう︒
入らないことをいったらしい︒のち明治時代には︑学ジュウニサン︵十二さん︶絡︵むじな︶をまつる地神
︵ぢがみ︶をいう︒
校へ行かないことに使ったという︒
オヤフミドリ︵親踏み烏︶五位鷺のこと︒親を踏んだ
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