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オカバン︵岡番︶相川町の鉱山用語で︑むか︲︶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︒のち明冶時代には︑学ジュウニサン︵トーさん︶務︿むじな︶をまつる地神

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

オニノ・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○毒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︑入川や窓に立てる︒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︵ます︶の棒を

面白い︒︵小木町一・崎地方︶仏壇の左方から一本目の柱を背に︑坐棺に人れるによ

イタオミキ︵板御神酒︶酒の縮︵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ヒト・バシラ︵死人柱︶死体が硬直しないうちに︑

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︒

オヤフミドリ︵親踏み烏︶五位鷺のこと︒親を踏んだ
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

ｌ内容の一部ｌ

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︒

●

校へ行かないことに使ったという︒︵ぢがみ︶をいう︒
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口絵説明
神宮寺銅鐘銘拓本

山本修之助
長野秋甫先生墓所と遺品﹁太神宮﹂神号
この銅鐘は︑もと両津市羽黒の天台宗羽黒権現別当砿光寺にあ
ったものであるが︑明治維新神仏分離の際廃寺となり︑明治五年

和字横谷の長野家墓地にまいった時のものである︒﹁太神宮﹂の

ら︑自分の村の産土神の神号を揮毫してもらったもので︑現在た

神号は︑秋甫先生が長崎からの帰途︑広島の頼山陽の嗣子聿庵か

だ一つの遺品として長野家に保存している︒

表紙は︑亡兄半之助が︑大正五年︵十八歳︶の時描いたもので

半之助の﹁半﹂は︑私の家は代々﹁半右衛門﹂で︑父静古も通

ある︒旧制佐渡中学校第三学年の夏の作である︒

称は﹁半蔵﹂であったので﹁半﹂の一字をつけた︒父は漢学者で

末武某が買いとって︑この神宮寺へ寄進したものである︒銘文に

あったので︑三人の男の子には︑﹁名﹂﹁字︵あざな︶﹂を︑漢

学の大先輩からつけてもらった︒兄の﹁敬﹂は︑当時の漢学者南

ついては︑本誌に私が執筆した﹁閑々亭雑記﹂の中の﹁佐渡の金

摩羽峯︵綱紀︶の命名で﹁君子恭敬樽節退譲以明礼﹂が出典であ

石文資料﹂を参照されたい︒

銘文の中の﹁陸奥守平朝臣﹂とあるのは︑鎌倉幕府の大仏宣時

．

︵おさらぎ・のぶとき︶のことで︑永仁三年祈願のため佐渡羽黒

これは﹁半さん﹂と呼ばれたからだといっていた︒

る︒名は﹁敬﹂︑字は﹁子礼﹂であった︒号は﹁半山﹂といった︒

詩なども作っていたから．今の若い人から見たら︑ずいぶん老成

のような﹁四君子﹂の蘭などを描いたのは珍らしい︒このほか漢

などを描いて︑頼まれてエハガキにしていた︒しかし︑この表紙

兄は︑子供のころから絵が好きで︑のちに︒ヘン画で佐渡の民謡

○

ことは︑日蓮上人の遺文のなかにもある︒

山正光寺へ施入されたものである︒宣時が︑佐渡を知行していた
昭和五年五月二十四日国宝に指定され︑のち法律改正にともな
い昭和二十五年重要文化財に指定された︒

していたものである︒長い闘病生活の末︑大正十一年一月二十四

この拓本は︑昭和初年奈良女子高等師範学校教官岡島誠太郎先
生を案内し︑住職の許可を得てとったものである︒写真だけでは

集して知友に頒布した︒

のち五十五回忌にあたる昭和五十一年に︑私は﹁半山遺稿﹂を編

日︑二十四歳で亡くなった︒翌年遺稿﹁画集若き日﹂を出版した︒

文字が鮮明にならない貴重な拓本である︒

この写真を複写される場合は︑本会の許可を得られるようお願
いした い ︒

長野秋甫先生については︑本誌に書いた私の一文をご覧願いた
い︒平成元年三月二十七日︑早春の一日長男修巳と共に金井町大

潅蔭署今、

。小言腓周ﾄ誌戸胤}匡莪間雪三
つhｬ昔峡蕊病「↓（↓令胃罫至
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佐渡最初の種痘医長野秋甫先牛の
墓所と遺品（頼聿庵揮毫の神号）
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長野秋州先生の墓と山本修之肋
ｌ金井町大和宇検谷長野家墓地

I

蕊

｜｜

佐渡と江戸

能楽について︑﹁源を観世世阿弥の流寓に発すれども︑慶長中能役

者より出身せる大久保石見守長安が︑奉行として此国に来れるより

志﹂︵昭和二年十月二十日佐渡郡教育会︶の著がある︒その著に

そこで︑ここでは石井夏海を生むに至った幕府直轄領佐渡が︑金

五十三年六月二十日中央公論社︶などに︑すでに紹介されている︒

他国より召し置き︑陣屋に能てを催し︑諸神事にも能を奉納せしよ

盛なりしが如し︑長安の至るや︑能師脇師謡笛太小皷狂言師までを

其神事能の仕手を勤むるのみならず︑毎に郷村の子弟を教習するこ

官祭として執り行はれたるが︑潟上の本間氏は代女能太夫として︑

の神事能再興し︑延享二年よりは大山祇社の神事能始まり︑幕府の

り︑上下鼓ひて此事を興ぜしなり︒其後宝永七年に及びて︑春日社

佐渡の統轄者は佐渡奉行として︑幕府から直接任命される︒慶長

佐渡奉行

的背景を若干記述することにした︒

山大盛りの祈念のために能楽︑連歌を盛んにしたその歴史的︑社会

昭和四十一年六月十日新潟県人文研究会︶︑柴田光彦﹁石井夏海貼

佐渡出身の明治時代の東京帝国大学教授萩野由之に﹁佐渡人物

た文学としては︑能楽と連歌がある︒

佐渡奉行所が奉行やその用人の交替に伴って︑直接に影響を受け

能楽と連歌

重秀はもとより幕末の川路三左衛門聖謨など︑優れた人材が多い︒

たこともあるが︑佐渡金山が幕府の財政にかかわることから︑荻原

二年︵一七一二︶まで荻原重秀が御勘定奉行と佐渡奉行を兼務してい

年間に︑百人を数える︒たとえば︑元禄三年︵一六九○︶から正徳

ｌ山本修巳︲

l

l

l

i

ｌ佐渡の戯作者石井夏海Ｉ
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交帖からｌ馬琴・佳木・真醒！﹂︵近世文藝論叢暉峻康隆編昭和

戸文人の書簡Ｉ馬琴・文晁・三馬・蜀山人真・顔ｌ﹂︵越佐研究二十四集

佐渡と江戸との文人の交流については︑山本修之助﹁石井夏海宛江

にした︒

本を発掘し︑夏海の江戸に対する意識のあり方を中心に考えること

のままで刊行されていない︒ここでは石井夏海の埋もれたままの稿

はいないが︑その戯作は︑引札が残っているにもかかわらず︑稿本

佐渡の文人で江戸の文人との交際において︑石井夏海を越える人

はじめに
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六年︵一六○一︶から慶応四年︵一八六八︶まで︑およそ二百七十
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能楽の大成者世阿弥元清が佐渡に流されたのは永享六年︵一四三

と︑十余代の久しきに及くり︒﹂と述べている︒

四︶五月︑七十余歳の時であった︒世阿弥には佐渡で書いた謡曲
﹁金島書﹂があるが︑世阿弥が佐渡に能楽を広めたという資料はな

入門し︑郷村の子弟を教えた︒その結果︑佐渡の各町村に能楽が浸

透して︑若井三郎﹁佐渡の能舞台﹂︵昭和五十三年七月五日自家刊︶

には︑神社境内の能舞台が八十八あったと記されているほどであっ

ず︑甲州武田家の猿楽師金春喜然の子で︑金春流の能役者でもあっ

佐渡奉行大久保石見守長安は︑金山経営に手腕があったの承なら

うなものであるだらうがそれが子供に至るまで静粛にして居たのは

設けなかった所である︒其見物人といふのが大抵は百姓や漁夫のや

然かもかういふ孤島の僻邑に能の催しがあらうなどとは夢にも思ひ

ているが︑﹁余は実際能を見たのは生来此の日がはじめてである︒

また︑明治三十九年来島した長塚節が紀行文﹁佐渡が島﹂を書い

た︒

たと云われる︒そして︑慶長九年︵一六○四︶多くの家来を連れて

い︒また︑佐渡の能楽の主流は宝生流で︑観世流ではない︒

来島したが︑そのなかに大和国の能師常太夫︑杢太夫という名前が

石崖の無う﹁船弁慶﹂の静などを細やかに描写している︒こうした

意外であった︒﹂とある︒そして︑桶屋の舞う﹁三井寺﹂の狂女︑

光景が︑今度の大戦の終わり近くまで︑佐渡の村々に見られたので

ある︒ただ能師専門であったか︑ほかに金山の職能も持っていたの
の初夏数ヶ月と慶長十二年︵一六○七︶から十三年︵一六○八︶に

かどうかはわからない︒ただ長安在島期間は慶長九年︵一六○四︶

ある︒

し︑その舞台の披露には相川町山内の常太夫が演じている︒こうし

︵一六四五︶相川町下戸町の甲賀六右衛門が春日社に能舞台を寄進

り之を張行し︑江戸城に於ては︑毎年正月連歌始の式を営中に行は

ている︒﹁連歌の上国に行はれしこと久しく︑徳川家も三河の比よ

連歌について︑前記の萩野由之﹁佐渡人物志﹂は次のように書い

まで佐渡の文化の特質となっていた︒

よって毎年行なわせたことは︑村々への能楽の普及となって︑近時

て身につけていた能楽を︑官祭として金山大盛りの神事能の格式に

江戸時代︑代々の佐渡奉行や用人が︑中世以来の武士の教養とし

かけて数ヶ月の短期間でしかないが︑能師の名前はその後も佐渡の
資料に散見されるので︑佐渡に住み︑能楽を指導した可能性は高い
慶長十年︵一六○五︶相川町の近く鹿伏村の春日社は︑長安から

と思われる︒

社殿︑拝殿の寄進を受けている︒寛永十二年︵一六三五︶佐渡奉行

た記録から萩野氏が記すように︑佐渡奉行大久保長安が佐渡能楽隆

る︒されば佐渡に於ても︑寛永中より相川弥十郎町の大願寺なる天

伊丹康勝はその春日社の祭礼に能楽を奉納した︒さらに︑正保二年

盛の先鞭をつけ︑のち官祭として春日社︑大山祇社への能楽の奉納

願寺の僧は代々其宗匠たり︑奉行所よりは運歌の料として年毎に拾

満宮に於て︑毎月廿五日月次の連歌を興行せしめ︑宮の別当なる大

そうしたなかで民間の潟上︵両津市︶本間能太夫家は︑宝生家に

が行なわれ︑金山の大盛りの招来を祈念したものと考えられる︒
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道の領袖たりき︒﹂とある︒

るに及びては︑直に柳営に参して其御連衆となり︑二代相承けて此

紗からず︑往々京都の里村家に点を請ふ者もありき︒土屋永輔出づ

石づつ賜はれり︒かかれば士民の間にも菟玖波の道に分け入るもの

時は︑昌文既に段して其息昌成家を継ぎたれば︑これとともに切瑳

学び︑修業三年寛政元年酉三月帰国せり︒翌年九月又江戸に入りし

をぱ弟に譲り︑天明七年江戸に出でて︑幕府の連歌師阪昌文の門に

農桑を業とす︑永輔は其長子なりしが︑少ぎより連歌を好み︑世業

を下ししに︑士民の従遊するもの常に四十人を超ゆ︒其地の弥十郎

町なる大願寺の天満宮にては︑古より金銀山祈祷の為に連歌の張行

すること三年︑寛政三年六月帰国して相川に移住し︑連歌を以て帷

ある例なるにより︑衆推してその宗匠となせり︒四年六月奉行室賀

佐渡奉行所は江戸城に模して︑弥十郎町の大願寺天満宮で毎月二
所役人を中心に参集した︒宗匠が禄として奉行所より毎年拾石ずつ

十五日月次の連歌会を催した︒大願寺の住職が宗匠となって︑奉行
支給されたのは︑連歌興行が金山大盛りを祈念する行事であったか

図書正明より奉行所付の連歌師を命ぜられ︑爾後年始及奉行の交替

︵一八一四︶正月父を継いで大願寺御連歌会に列し︑文政四年︵一

には拝礼を許さる︒﹂とある︒なお︑永輔の子息永川も文化十一年

らでもある︒

佐渡奉行所の中枢にあった留守居役辻八郎左衛門守遊の﹁よしな

八二一︶江戸に出て︑里村昌逸に学び︑文政五年︵一八三一︶と同

し草﹂には︑元禄十五年︵一七○二︶︑同︲Ｔ六年︵一七○三︶の二

年にわたり︑徳川幕府三百年間︑毎春の幕府御連歌始に宗匠として

の子昌仙も江戸に出て阪昌成に五年間師事︑里村昌逸にも入門し︑

七年︵一八二四︶の二度︑正月の柳営連歌会に列座した︒また︑そ

江戸城の正月の柳営連歌会に十度御連衆になっている︒佐渡奉行所

第一の連衆を勤めた里村家の四代昌陸の点を受けた連歌が散見され

開帳時ありて紅葉にあけのとはり哉﹂︑﹁追善風つらきこずゑ

は労多しとして︑毎年六石の払米を許している︒

る︒﹁追善あふ世あらはよりかけてさけ糸桜﹂︑﹁聖朝八百年御
の秋の紅葉かな﹂︑﹁元旦御住をめくりて立や国の春﹂などであ

一日に江戸城における柳営の臨時の御連衆を許された︒その時の家

能楽が民間に波及したと同じように︑連歌もまた庶民の間に浸透

八一七︶二月に江戸を出発︑佐渡を旅して︑京都までの﹁佐渡々海

かったと思われる︒幕府御連歌始の宗匠里村玄碩は文化十四年︵一

能楽や連歌の盛んな佐渡・を︑江戸から訪ねた能楽師や連歌師は多

御暇たまはり︑日一日をきて︑八日の暁︑江戸を出・﹂ｌ江戸城で

道之記﹂という紀行文を残している︒冒頭﹁二月中の六︑御城にて

十一日朝御門開卯之雌刻直に登営︑御玄関より登︑午下刻済御

地方旅行の許可を得たものであろう︒玄碩は享和元年︵一八○こ

四十歳の時将軍家斉に謁し︑御連歌勤仕仰付けられ︑二十人扶持

老中寺社奉行回動︒

記に次のように記きれている︒

し︑二万潟村︵新穂村︶土屋永輔は︑寛政七年︵一七九五︶正月十

｡

土屋永輔は前記の﹁佐渡人物志﹂によると︑﹁父を善五郎といひ
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る

文運の代︑辺郷に至る迄︑名教の行れ候事︑大悦計りなく候﹂と喜

五年六月二十二日付︑矢島主計宛書簡︶という気持で︑二間半三間

を給せられた連歌師である︒その時︑同じく柳営連歌師の阪昌成の

半という狭い講堂ではあるが︑それが完成したのを機に︑その講堂

び︑﹁其地講堂出来時分にもなり︑一つ教育いたすべく存候﹂︵文化

月四日小木港出立︒相川町の佐渡奉行所役人十六人を最高に︑その

年に花のぬさとる追手かな﹂とある︒三月三日に佐渡小木港着︒六

矢島主計は二十一︑二才歳のころ︑江戸へ出て鵬斎のもとで︑数

で講義するためであった︒実際に鵬斎はここで経史の講義をした︒

﹁法橋佐渡渡海のはなむけに﹂という前書の短冊が残っていて︑﹁行

頃の村々の連歌を愛した者六十三人の名前が見え︑発句を詠みあっ

年間学んでいる︒この門弟の学塾建立への意欲を︑鵬斎は積極的に

て交歓している︒なお玄碩の養父柳営連歌師里村玄川の﹁玄川発句
帳﹂によると︑玄川も︑寛政四年︵一七九二︶二月十二日に小木港

って﹁励風館﹂と命名をしたのはじめ︑孔子の木像を江戸から送ら

せる世話をしたり︑江戸の谷文晁の筆になる孔子の画像の賛をした

支援した︒この学塾の﹁微を孤島に啓き︑風を遠隔に励ます﹂によ

り︑本文四百二十一字という漢文の﹁新建佐州五十里郷励風館記﹂

着︑九月末日小木港出立︑同じく文化四年︵一八○七︶四月三十日
渡滞在中の発句が見える︒このような佐渡の文学的風土は佐渡奉行

を書いたりもした︒なお﹁励風館﹂の事業として︑鵬斎の箸﹁旧註

小木港着︑九月二十七日小木港出立ということがわかり︑長期の佐

透したのは当然であった︒

所の江戸城との絆の深さを示すものであるが︑庶民の間へも深く浸

奉行所役人である︒鵬斎は五十里村から近い奉行所所在地相川町で

いる︒正確な記録ではないが︑約四十人のなかで︑半分は相川町の

鵬斎の佐渡在島中の交遊録が研究家中烏煉氏によって調査されて

蒙求﹂上中下︑﹁善身堂一家言﹂などを出版している︒

連歌帥ばかりでなく︑江戸から佐渡へ渡った儒者に亀田鵬斎がい

も講義をしている︒江戸の能楽や連歌ばかりではなく︑学問や漢詩

亀田鵬斎
る︒文化七年︵一八一○︶四月から三ヶ月間在島し︑長く佐渡の人
釜浦舟中望金北山

﹁明倫館﹂とともに︑天領の三学館と称せられている︒江戸の風が

四︶九月︑学塾﹁修教館﹂が建立され︑駿河の﹁明新館﹂︑長崎の

太郎であるが︑彼の建議によって奉行所構内に文政七年︵一八二

の例である︒奉行所役人の中心人物は佐藤一斎門下の広間役田中従

文の影響を受けていたのが奉行所役人で︑矢島主計は庶民への浸透

たちに愛諦された漢詩を多く残している︒

︾大小佐州中絶処潮高風急浪如舂
扁舟飛箭斜陽裏遙指海天一朶峯
た︒五十里村︵佐和田町︶の商家で造り酒屋なども手広く営む門弟

直接に佐渡奉行所に吹いていたのである︒

しかし︑鵬斎の来島の目的は︑詩を賦すための遊歴ではなかっ
矢島主計に︑文化五年︵一八○八︶︑子弟を教育する講堂を建てる
計画を相談され︑﹁佐州に講堂を建て︑一郷教育の思立ち︑実以て
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金銀の輸送
佐渡と江戸との交流の深さは︑佐渡が直轄領であったため︑奉行
や用人の交替などに伴う往来にあると思うが︑江戸時代中期以降︑
も︑江戸の風が佐渡へ吹く大きな要因になったように思う︒

毎年一度の金銀の輸送に関係して︑宰領の役人の﹁江戸詰﹂の制度
﹁五月晴や佐渡のお金が通るとて﹂という信州柏原に住む小林一

茶のお金送りの句がある︒佐渡の金山で採掘した大金を一年に一度
大役であった︒山方役︑在方役から一人ずつ選ばれ︑万一間違いが

江戸へ護送しなければならない︒宰領の佐渡奉行所の役人にとって

として自由が認められた︒宰領役人の日記などによると︑慰労とし

起これば切腹覚悟．その代り無事に任務を終えれば︑一年間江戸詰

星宿の運行︑寒暖昇降の理︑及び西洋油画の法穿一も受けて︑博覧の

誉あり︒文化の末官検田の事あり︑夏海耕地絵図取調御用の命を受

国実測図訂旺の命あり︒乃子の女海と方位遠近高低を精測して︑同

けてこの事に与り︑文政中地方付絵図師となる︒天保六年官重て全

︵ママ︶

八年大小二図を作りて上る︑その大なるものは方十数間︑山川の向

真顔の門に入りて俳詰歌を善くし︑判者を許さる︒交遊太広く︑前

背源委村落田畝の布置ことことく備はらざる所なし︒頁海また北川

等象な一代の偉人なり︒されば夏海も小説に志ありて︑佐渡の古伝

後江戸に往来せし間に共に交る所は滝沢馬琴︑菊池三馬︑近藤守重

行したれど︑その稿は刊行に至らず︑写本にて稀に伝ふるのみ︒﹂

説穿種として小萬畠双子種蒔といへる小説を著し︑其外題解説は印

によると﹁︵夏海は︶書斎の外猶三室洗設け︑一は絵画︑一は彫刻

夏海は多才で︑﹁相川町誌﹂︵昭和二年七月二日相川町役場刊︶

とある︒

の招待から︑そのころ一流の画家や工芸家の作品を土産として貰っ

て江戸滞在中は幕府の顕官から歓待され︑芝居︑能楽︑宴席などへ
たりしたことがうかがえる︒おそらく︑毎年二人︑一年間の江戸で

う︒特に司馬江漢について測璋術・天球星宿の運行・西洋油画など

他の一つは雑技の用に充て﹂︑必ずこの四室のいずれかにいたとい

くすし

にして虚談にあらず︒かかる著述あるべしとは思ひかけねど︑こた

事︑医師の奇談など︑その虚実を問ぱ︑みな最古老のいひ伝たる処

評海江戸に来てわが草臘を訪れしかば︑彼垂一シ岩なる老狸弾三郎が

郎伝﹂に﹁この書稿じ果てたる頃︑佐渡国雑太郡相川の人石井文吉

馬琴の﹁燕石雑志﹂︵文化八年正月刊︶の﹁両巌図説並春日宗二

琴との交流を述べてゑる︒

育英したことなど注目に値するものがある︒しかしここでは滝沢馬

洋学を志したこと．宿根木村︵小木町︶出身の蘭学者新発田収蔵を

の生活は︑佐渡への文化︑文芸の流入に刺激を与えたことは想像に
難くない︒

石井夏海
これまで佐渡と江戸との社会的︑文学的交流の深さを述べてきた
う意識を︑もっとも自覚していた人であった︒石井夏海について︑

が︑その頂点に立つ人は石井夏海である︒﹁相川の隣は江戸﹂とい
前記の﹁佐渡人物志﹂を引く︒﹁石井夏海は静蔵と称し︑安潤堂と
画を紀南嶺︑谷文晁の門に学び︑又司馬江漢につきて測量術︑天球

号す︑相川の人なり︒幼き時より下地細工絵を好みしが︑長じて絵

1
1

ゑ夏海が東都へまゐるによりて︑承やこ人にかたりつがぱやとて︑

九月十八日の朝まだきより︑彼の二つ岩へいゆきて︑みづから図し
たる一張をもて来れり︒もしその巻のをはりへ追加し給はらぱ幸甚
だしからんといふ・ここにはからずもその図を見る事の歓しければ︑

模写してこれを載・﹂とある︒二シ岩の図は︑開き二頁にわたって

しばらく

蔵したれば︑これらよりあさりつつ︑わが浅はかなる考さへ姑か

たのである︒﹁ひとまき二巻﹂も︑夏海から寄贈を受けたものであ

きもしるしたり︒﹂と書いている︒夏海より聞いた話をもとに書い

滝沢馬琴の﹁南総里見八犬伝﹂第九輯巻頭に夏海のことが書かれ

ろうか︒

佐渡相川人︑石井亘海氏者︑予故人也︑山海隔絶︑不相見二十有

ている︒

世人所知︑我孤島年年流布︑誰老圃蛸公樵夫鉱匠︑而未閲為蓋︑

余年干此︑客歳偶々有鴻翅︑其害日︑貴著八犬伝一書︑新奇絶妙

の時夏海から聴いた老狸二シ岩弾三郎の奇談として︑銭を貸すが返

全体図︑部分図と狸の図が一頁ずつに載せられている︒馬琴は︑こ
さないものが多くなったので貸さなくなったこと︑医師伯仙が弾三

賤妹二三︑犀赫一一一伏乞賜筆削︑見許載諸後輯︑則生平望足実︑於

如僕乗燭不知飽︑愛玩与米石一般︑因而為庶幾附鎮之僥幸︑呈閲

郎を往診したが︑謝金を受けとらなかったところ短刀を置いていっ
たことなどを記し︑﹁ここにはからずもこの図を見る事の歓しけれ

差ごス︾０

双岩稲三郎絡

︑

蓑笠陳人叉識

こまんぱたけふたごのたれまき
夏海が﹁砂潅わ齢澤諭む溌 小
萬畠鑿生種蒔﹂全六冊の戯

やひこやさ悪ろうおば

五年九月十一日︵一八三四︶同十二日の日記によって知ることがで

馬琴が夏海から依頼された﹁八犬伝﹂へ狂歌を加えることを︑天保

故事云︑

右夏海氏所味︑其第二歌︑則取今昔物語︑白犬呑繭︑而鼻中吐糸

こがれなす君がことの葉なほみまく穴めでたしとほりす佐渡人

いにしへの犬のはなひし糸ならむ筆もて綾につづる君かな

家くにの盾にやたりのすぐれ人夜をもるの承の門の犬かは

載焉︑歌日

戯旧故情願不可辞︑然若其長歌︑無余楮可録︑即取二三短歌以附

ば﹂と︑夏海の来訪を喜んでいる︒この訪問の年月は﹁燕石雑志﹂
家訪問往来人名簿﹂によると︑

が文化八年︵一八一こ正月の刊行であり︑夏海の訪問は︑﹁滝沢

巳十月十六日入来狂名平夏海

一佐渡国相川石井文吉殿
旅宿川井新石町粉屋徳衛改名静蔵
文化六年︵一八○九︶︑夏海二十七歳︑馬琴四十三歳の時と思われ
る︒

佐渡のことについては文化八年︵一八一こ十二月刊の﹁烹雑の記﹂

にも続いてとりあげられている︒佐渡の位置︑佐渡の風土︑佐渡の

風俗︑相川の鎮守善知烏神社の由緒︑順徳院事蹟︑方言︑奇岩な
ど︑珍奇なものには図を付している︒そして最後には︑﹁いぬる年︑

佐渡の相川なる夏海子に訪れしころ︑親しく彼処の風土をきぎつ︒

又さらでも予より︑先達の記しおかれたる書ども︑ひとまき二巻

︑ジグ
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作を書き終えたのは︑﹁燕石雑志﹂発行より四年後の文化十二年
︵一八一五︶︑三十三歳の時である︒夏海の戯作は二シ岩弾三郎が主

人公であること︑当時の作品の流布や執筆の状況とこの戯作の複雑
な構想を考えると︑﹁燕石雑志﹂で二シ岩弾三郎のことが広められ
たあと︑すぐ想が練られたものではないか︑馬琴の戯作の影響があ
るのではないかと思われる︒ただ残念なことに︑この戯作は稿本の
ままで刊行されなかった︒稿本の原本は不明である︒私家蔵の写本
をもとにするが︑後半は欠落していて︑縦二十四歩︑横十七窓︑明
治時代終わりころのもので︑絵入りである︒写本も私家蔵以外は現
在不明である︒ここに﹁自序﹂を引く︒
双岩華子種本自序

稗史の書を作る業は田畑を作るにひとし︒されば土肥たる大
江戸の功者なる作者が心の種の一粒を言の葉数多に作りひろく
さど

こ︑７た

るは筆の耕おこたらず学の米の貧しからざる故なりかし︒此冊
子は我狭門の国なる二シ岩の在昔談を種として︑小萬畠の童謡
りうこしや

に詞の花を咲せんと農夫弾作が︑粒々辛苦して育て上げたる二
人の小児めくる因果の龍骨車に鹿の浦川の毒水を引︑その弥三
に︑猶檀風の謡曲に聞えたる資朝卿の配流の種︑本間三郎が義

うたい

郎が母刀自の邪見の劒に若苗の根を断ち葉を枯さんとせし物語

り去年の作はよかったと百姓の口癖をのたまふことなかれ︒

柄短かき筆の鋤鍬行まかせ櫓の稲のとりあげてのなくば夫は作
者が頭痛の種とならん︒から臼の書みたまはん人︒鳴呼今年よ

佐渡安潤堂夏海識

文化十二乙亥春正月草稿成

稗史を作る業は田畑を作ると同じで︑土地が肥えた大江戸の功者

が︑心の種の一粒を学問や筆力によって作るものという考え方や大

江戸に対抗して佐渡の伝承を素材にして︑絵入りの六巻をまとめ︑

江戸とちがって﹁痩出の枇﹂であっても﹁見功者のよく見て刃なす

とした江戸の読本の勧善懲悪を志向している︒

粗糠の悪心を去らぱ其身はしらげの米とならん︒﹂と︑馬琴を中心

はり黄ぜちよう

夏海の戯作の引札が︑私家蔵の︵注﹁貼交帳﹂のなかにある︒縦十九

志︑横十二・五志のものである︒︵﹁佐渡郷土文化﹂五十九号口絵参照︶

やひこやさぶろうおば

来ル子乃年新板合巻絵草子西宮新六鱸

たひらのなつぷ

罰っ鱈勅逵ろ榔維嵯熱黙鍵鍾露轄全六冊

双岩弾三郎籍

ふぐしちどくやあた

作者佐渡国人安潤堂平夏海著

佐渡の国二シ岩の弾三郎絡︒鯉七といふ者の毒箭に中りて︒

くすしはくせんりやうぢだんぷううたひ

心善報の種︑駄栗毛左京の勇壮出世の種︑医師伯仙が隠徳の種︑

光明仏の后生の種さへ取まじへ作りなして︑双岩錘の種本を早
乙女の菅笠素人なる題号打冠らせ︑只田植子に雇ひし画工と筆

欲邪見にして生ながら鬼女となりて駄栗毛左京に害せられ︒其

若を斬て義心を顕す事︒越後の国弥彦弥三郎が鱗︒鱈刀自︒貧

し︒日野中納言資朝卿︒当国に配流の事跡ｕ本間三郎我子熊

ひのちうなどんすけともぎやうたうごくはいるじせきぼんまわがこくま

医師伯詮に療治を乞ひ︒その恩を報ふ事︒叉檀風の謡曲に聞え

耕のまめなる力をかりて︑漸く六把ひとからげのとぢ本となし
しいな

わかぎしんあらはおばたらとじどん
よ
く
じ
ゃ
け
ん
そ
の

い︒痩田の粗元より実のなき作なれども見功者のよく見て刃な
す粗糠の悪心を去らは其身はしらげの米とならん︒ことわりを
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う塁っとくだついやひこやままつしやみやうたらてんあがむなほ

女に売られ︑熊若はしるしの短冊を持って檀風城に出奔する︒

短冊とともに実父に返してほしいと懇願する︒弾作死後︑お万は遊

を伴って︑伯母のお虎の住む南片辺村を訪ねる︒資朝はすでに処刑

の恩を受けた修験僧阿閨梨と資朝の乳母越後弥彦のお虎の甥弥三郎

一方︑資朝流罪ののちに生まれた男子梅若は父に逢いたくて資朝

あくれうじんみんこうみようぶったんせいしようにんきやうけゞじゃ

くささうし

するが︑そのことを盗み聞いた甥の弥三郎が身代りで死ぬ︒計画の

と鱈刀自は阿闇梨を毒水川で殺し︑梅若を槽風城へひつ立てようと

事件は︑日野中納言資朝流罪の時に︑越後弥彦から添ってきたお

し父であることを隠し︑お前の父は冥土にいると云い含め︑父に会

と偶然に出会う︒短冊を見てわが子と一目でわかった三郎は︑しか

を枕にすると平癒すると占われ︑沢根城主の家臣駄栗毛左京が使者
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悪霊人民を悩せしと︒光明仏弾誓上人の教化によりて成
はじまりこまんぱたけらいれぎかたべかうらどくすいかわゆらい

仏得脱し︒後に弥彦山の末社︒妙多羅天と崇る事︒猶山崎町の
遊女の紀原︒小万畠の来歴︒片辺河の浦︒毒水川乃由来等︒す
ぐにびとこうひつたきよじつあぷ
べて国人の口碑に伝はりし奇説︒虚実ともにまじへて面白く編

たる碑史なり︒

元応元年︑佐渡の南片辺村に弾作という正直な独り住いの農夫が

秘密が知られ︑阿閨梨と梅若が逃げ隠れするのを恐れ︑檀風城に注

に褒美をとらすとあったので︑梅若の素姓を知った河豚七とお虎こ

されていたが︑檀風城の本間氏は余類の訣殺を計画し︑注進のもの

いて︑川に水死せんとしている諾を助けた︒ある時︑傷をおって困

進におよぶ︒そして︑阿閨梨と梅若は捕手によって縛について檀風

作品は佐渡の伝承と歴史と地理とを巧みに構成したものである︒

っている弾作のもとに三十歳ばかりの女が来て介抱し︑のちに夫婦

れ︑弓の達者ということで家人に召抱られ︑北向毒右衛門と改名す

城へ引かれていく︒河豚七は注進の功によって褒美の黄金を与えら

った︒お岩は﹁自分は水死せんとしたところを助けられた絡で︑男

の処刑を命じた︒三郎は資朝を斬る前．いまわのぎわに頼まれた梅

る︒檀風城では︑資朝を処刑した本間三郎に︑阿閣梨の追放と梅若

に産まれた女の子は人身であったが︑後に生まれた男の子は絡であ
の子をつれて古巣へ帰るが︑女の子は養育してほしい︑また︑後妻
子をお万と名づけた︒その後︑たまたま男の子の捨て子を拾い︑熊

虎という女が︑資朝処刑になったのち︑南片辺に来て︑弾作の後妻

わせるからと言って︑わが子熊若の首を切り︑首を受け取りにきた

ここに南片辺村から檀風城の父を探しに来た熊若は実父本間三郎

になるところからである︒後妻ば貧欲無道で鳥獣魚肉すべて食べる

河豚七こと北向毒右衛門に渡す︒梅若も熊若も知っている毒右衛門

ふぐひち

ため悪瘡ができ鱈の背のように見えることから鱈刀自といわれ︑隣

であるが︑このことについては何事も起こらなかった︒

しこんで殺す︒弾作はこのことあるを感じ︑十二歳の狩万に︑七
才の熊若は檀風城の武将から仔細があって預ったもので︑しるしの

一方︑檀風城主の奥方が病気になって︑沢根城主の家宝楊梅の刀

の北片辺村の河豚七の悪党と姦通して︑弾作を河豚七が毒水川に押

／

若と名づけ︑二人を育てた︒

若を助けたいと思う︒

を迎えると後妻のために水難に会う﹂と告げて去った︒弾作は女の

になったが︑名前をお岩と呼んだ︒その女は翌年ふた子を生み︑先

駒

としてその刀を持参したが︑途中の窪田浜で︑そのことを聞き知っ

はどうなるかというところで終わる︒

す︒左京を待ち伏せする毒右衛門と明日請け出しに来る伯詮との間

事﹂などの部分が欠けている︒現在は原本も不明で︑刊行になった

化によりて成仏得脱して后ちに弥彦山の末社に祭り妙多羅天少崇る

自序でいう﹁光明仏の后生の種﹂︑引札の﹁光明仏弾誓上人の教

た北向毒右衛門と争いになり︑名刀は毒右衛門に奪われてしまう︒

檀風城の奥方の病気は︑名刀が不明になったので︑今度は数百年

かどうかも不明である︒ただ︑だいたいの戯作の輪郭が判明するの

左京は毒右衛門を成敗しようと身を隠す︒

が叶うと占われたので︑北向毒右衛門は勢子をつれて︑ニッ岩あた

るにひとし﹂く︑本書は滝沢馬琴によって広く世に知られた二シ岩

承である︒夏海が自序で云うように﹁稗史の書を作る業は田畑を作

生きた絡の生血を絞り城の乾の柱根を三尺掘って注ぎ入れると平癒
りでうす眠りの二匹の老絡を見つけて射る︒一匹の鋸は射とめられ

一人という発想から出発する︒そして︑﹁片辺鹿の浦中の川の水は

弾三郎の話を種とし︑弾三郎の出生を南片辺村の百姓弾作の双子の

たが︑いま一匹は傷を負って逃げてしまう︒毒右衛門は左京から奪

った楊梅の刀で追ったが︑谷に落ちてかえって傷を負い︑籍は逃

飲むな毒が流れる日に三度﹂という古民謡をもとに毒右衛門とい

う悪玉の誕生となり︑佐渡で盛んであった謡曲﹁槙風﹂によって資

に帰った︒

がし︑刀は失ってしまう︒毒右衛門は一匹の絡を家来に持たせ︑城
重傷の諾は相川の伯詮という医者の手当を受けるが素姓を見破ら

に自分の子を切って義心をあらわす︒駄栗毛左京が鬼女の腕を切っ

朝卿︑梅若が登場する︒資朝を切った本間三郎が︑資朝の子のため

た伝承や光明仏弾誓上人の教化の話は当時佐渡に広く知れわたって

れ︑来歴を述べる︒自分は二シ岩弾三郎と言い︑母はさきほど射殺
うちの一子が私こと弾三郎である︒重傷ではあっても︑父の弾作を

いた︒また︑四十二歳の時の子は一度捨てて︑他人に拾ってもらう

されたが︑十八年以前南片辺村の百姓に嫁ぎ二子をもうけた︒その
殺し︑妹を遊女屋に売り︑今また母を殺した毒右衛門に対してうら

とめでたいという俗信が︑熊若に用いられている︒

て義心をあらわす本間三郎など︑馬琴はじめ︑江戸の戯作者の読本

志﹂巻五下︶の精神が生きている︒悪玉の毒右衛門やわが子を殺し

荒唐無稽さが面白い︒馬琴が云う﹁小説は寓言なり﹂︵一︲燕石雑

ふをはらすまで死ねない︒しかし︑毒右衛門は当国九社の神号をは
と︑金と楊梅の名刀を置いて去った︒

だ身放さないので近づけない︒まずは妹の小万を請け出してほしい
小万は有名な万年屋の看板遊女︑失った名刀の手がかりを求めて

なお︑この戯作の写本の最初には︑一面に次のような戯作の広告

の影響が強く感じられる発想である︒

資料として記す︒

がある︒引札になったかどうか︑また原本についても不明であるが

の仲を知り︑左京を殺したいとねらう︒弾三郎に頼まれた伯詮は小

出入りする左京と深い仲になる︒そこに毒右衛門が横恋慕︑左京と

はその刀が恋人左京の探しているものと知って来るように手紙を出

万の身請けのために万年屋の亭主蔵六に名刀と手付金を渡す︒小万
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認繼認百川流悪報早算轆頚安澗堂夏海

とく文章の種類はさまざまである︒空欄に夏海書き入れもあり︑各

八四二︶

所に扇嘩鑑夏海一の印があるので︑天保十三年︵

嬢捨山

奉行所の役人になったのである︒翌年︑長男であるが︑家業の郷宿

名のることを許され︑手当も御蔵米一ヶ月五斗を支給される︑佐渡

もの一︑鹿都辺真顔書簡二通︑その一通文政六年︵一八二三︶の

刷りもの一︑泉岳寺義士墓一︑亀井戸吾妻社俳諾歌場翁碑刷り

の書簡三通一︑蜀山人・真顔・六樹園の書画会案内一︑詠草の

一︑文政十二年三月二十一日の江戸大火の号外一︑谷文晁より

係の深さを見たい︒

この﹁貼奄帳﹂を見ながら︑主なるものから︑佐渡と江戸との関

ってある︒

鄙物語﹂︑縦五三・五志︑横三七・五志の大きな戯作の引札も貼

なものがたり

問屋と関係があるのだろうか︒また真顔の別作詞銅津謎廉の舜

ばはきぎもり

橋四日市西宮弥兵衛﹂とあるが︑夏海の版元﹁西宮新六鍔﹂の書物

﹁伊勢や日向のもの語﹂の引札があり︑それに﹁江戸書物問屋日本

夏海の戯作の引札のｋには．夏海の狂歌の師鹿都辺真顔の戯作

夏海六十歳の貼込みと思われる︒

此稗史は佐渡国柴田修理が孝子阿由と云ふ者継母里萩が為に殺
害されて其魂塊鼠となりて父が難を救ふ事︒海士町水無瀬川の
念仏車よしが清水の由来遠藤為盛当国に流罪其臣百川治平算考
の奇術を以て主人の難を助け一子開平が勇力為盛後に出家して
名を日得と改め日蓮上人の弟子となる事︒

日蓮の流罪や為盛のこと︑百川治平の来島のことは人びとに知ら
れていたことだが︑この書は伝わらない︒
石井夏海は引札まで印行したのにどうして刊行しなかったのか︒

自序が文化十二年︵一八一五︶春正月の草稿で︑引札が来ル子の年
の新板を期している︒石井夏海は文化十二年︵一八一五︶三十三歳

は弟に譲り分家している︒公務員に就職の年が︑たまたま戯作の公

の時︑地方御役所絵図師にとり立てられている︒石井という苗字も

刊を期した年と重なり︑公的な身分になったので自らとりやめ︑以

書簡には︑蜀山人太出南畝の死をなまなましく報じている︒

七十五居諸昧珪跨奔畦諾錘とも可申歎

酔生将夢死

一上ル可かなと被仰候て御かたはらの硯引よせられ

を調しさせられ御昼餉之料二被成候︑長々︾一て少々御酒なども

︵前略︶四日之朝迄は御気分も宜候て外よりひらめを御貰被成候

後︑戯作の筆は折ったのではないかと思われる︒

夏海の﹁小萬畠唾生種蒔﹂の引札は︑夏海自ら製作したと思われ
る﹁貼交帖﹂のなかにある︒﹁貼交帖﹂は三帖あり︑縦四○志︑
横二六・五志︑折帖になって表題はない︒第一帖は六十二面で百三
の貼交ぜがあり︑書簡をはじめ︑一枚刷りや詠草など︑その名のど

種︑第二帖は三十八面︑三十九種︑第三帖は二十七面で︑三十九種
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がある︒最後には﹁帰雁﹂の前書きで﹁散る花の波を恐れて行雁は

おわりに

海なき国に住やならへる﹂とある︒

石井夏海は佐渡に住んでいても江戸人としての意識をたえず持ち

と申一絶をしたため終りほどなく既出候てそれより睡眠御平生

有酒市鯆近
盤餐 比 目 魚
酔臥の如六日迄不醒して其まま仙と化し給ひ侍りき︒御法号︿

めに戯作を書かなくなったのは残念である︒そこで︑この小論では

続けていた人のように思われる︒ただ︑佐渡奉行所の役人になったた

不完全ながら残っている稿本を紹介しながら．夏海に迫ってみた︒

御連一同御手向之御歌御取集可被遣候︵後略︶

一代の狂歌師蜀山人が酒を少乾飲んでひらめを食べて一絶を詠ん

るなど︑江戸人意識を持ちながらも︑一面佐渡ナショナリズムを有

そこには夏海か佐渡を舞台にして︑義心をあらわす人物を登場させ

杏華園心逸日休居士と申上候近日御追善之催可申候︑其節は

で睡眠のまま二日の間醒めず仙と化したとある︒その生涯にふさわ
とめを依頼している︒夏海の師真顔編﹁俳譜歌相撲立﹂︵文政二年

しい死のさまである︒追善の催の時は︑夏海社中の追善歌の取りま

患るにとどめた︒それにしても︑江戸に対する石井夏海の憧僚の念

しかし︑ここでは石井夏海に相川の隣は江戸という誇り高い心情を

相川における江戸の雰囲気は行事︑風俗などに及べば限りない︒

していたこと方窺わせる︒

潮︑真竹︑穂波︑香積︑汐道・徒然︑夏樹︑田実︑三猿法師︑実元︑

刊︶には社中の名として︑夏海︑真波︑長成︑楴枝︑真行︑練苧︑千

真醒と十七人を数える︒相川の夏海社中の盛況ぶりである︒﹁貼交

は強いものであったにちがいない︒

十日発行岩波書店︶

﹁文学﹂︵第五十四巻第十二号昭和六十一年十二月

帖﹂には真醒︑真波の歌の写しが載っている︒
その他の﹁貼交帳﹂の主なるもの︑

一︑新曲弓張月︐馬琴の刷りもの一︑馬琴書簡一︑馬琴述︑

酒屋伊勢屋嘉平次口上一︑式亭三馬書簡三通一︑三馬述︑河内
屋儀左術門の瀬戸物大安売口上一︑三馬述︑はやし屋物語一︑

﹁俳詰歌相撲立﹂︵縦五三・五形︑横三七．五彩︶の前頭の上位に

東都花暦一︑真顔の詠草などがあるが︑色彩豊かなものは︑真顔
と夏海の正月の配りもの︑大小暦などである︒また︑真顔判者の
は﹁安潤堂夏海﹂の名が見える︒もともと﹁貼交帳﹂は︑こうした
江戸から送られてきた俳諾歌の刷りものの反古を材料として製作さ
れたものである︒なお︑夏海には稿本の狂歌集﹁昔の反古さがし﹂
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佐渡最初の種痘医
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春になったが︑風のまだ寒い三月二十七日︵平成元年︶長

る︒金北山の残雪は︑白くかがやき︑田圃にはまだ人影は見

野秋甫の墓をまいるため修巳と共に︑車で国仲平野をよぎ

えないが︑唐詩選の﹁春色満平蕪﹂の情景である︒

金井町の国道三五○号線に出て︑両津方向に走り︑三友製
雑木林を入る︒

作所の看板を目印しに右折して︑約五○○勝くらいの右側の

ここは︑金井町大和字横谷で︑佐渡で初めて種痘をおこな

高さ七○窓︑正面に﹁醤秀庭甫居士﹂︑左側に﹁安政二卯

った蘭医長野秋甫の墓のあるところである︒

墓のほとりには︑蕗の薑が群がり咲いていたし︑雑木林の

年正月二十一︵日の字不明︶﹂とある︒
木々は芽ぷき初めていた︒

雑木林芽ぶくや種痘蘭医の墓修之助

ここから︑引き返し約二○○Ｍくらいのところに生家長野

庭前の白い梅が情だしい匂いを放っていた︒

利兵衛家がある︒

種痘島に伝へし医なり梅白し

主人卯一郎氏に迎えられ︑遺品として︑広島の頼聿庵から

揮毫してもらった産士神の﹁大神宮﹂の掛幅を見せてもらっ
してある︒

た︒﹁弘化丙午冬十月吉芸国頼協稽首敬書﹂と左側に署名
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遺品としては︑この一幅のみであるということであった︒

︑

高名なことも聞いており︑その生家をたずねたのであった︒

聿庵は︑山陽の子で︑支峯ともいい︑広島藩に仕える儒者

郡金井町大和字横谷︶長野利兵衛の三男として︑文政五年に

頼で︑藩医後藤松軒へ種痘術を教えた︒そして︑最初に聿庵

ここで︑秋甫は︑聿庵から揮毫してもらったが︑聿庵の依

この時︑弘化四年の九月中旬であった︒

であった︒

生まれた︒兄弟五人いたが︑三人まで医者であったという︒

長野秋甫は︑佐渡の加茂郡横谷︵よこたに︶村︵現在の佐渡

幼名就蔵︑のち秋甫と改めたが︑菩提所普門寺の過去帳には

であったと記録にある︒

の七歳になる長男に︑ほどこした︒この日が︑九月二十一日

それから︑この地方一帯に穐痘がひろくおこなわれた︒

一﹁秀甫﹂となっている︒雅号を鼎山または林山といい︑のち分

戸に出て医学を学ぶこと三年︑ついで長崎へ行き︑阿部魯庵に

そのため︑まださかんであった漢方医と︑後藤松軒らの關

家してから︑その居を芳蘭館と名づけていた︒若くして︑江

方医との間には︑いろいろ抗争があったといわれる︒こんな

ことから松軒は表面に立つことはできなく︑その弟子三宅春

して︑その痘苗をも持参して各地において施術し︑ひろく普
及につとめた︒広島県では︑頼山陽の生家へ立ち寄った︒こ

蘭方医学を学ぷこと七年︑ことに種痘の術をも習得した︒そ

れは︑秋甫の生家は︑漢学者の輩出した家で︑頼山陽のこと

そして︑この年の暮までには︑この地方の子供百六十一人

齢に︑その中心になってもらった︒

の時代であったが︑しばらく滞在した︒

も聞いていたのである︒そのころ頼家では聿庵︵いつあん︶

る︒

に種痘をし︑そのうち百十人が善感したということであ

秋甫は︑この年の暮︑広島を去った︒

この時︑聿庵から揮毫してもらった︑秋甫の産土神の神号

﹁太神宮﹂の掛幅が︑今も保存されている︒掛幅の左側に

それから︑頼家の紹介で岡山藩主にも招かれたといわれ︑

北方︶に﹁芳蘭館﹂と名ずけて医療に従事した︒

秋甫は︑利兵衛家から分家して︑上屋敷︵現在の国道より

佐渡へ帰郷したのは︑嘉永五年︑三十歳の時であった︒

さらに江戸に出て緒方松山らにも会ったと伝えられる︒

﹁弘化丙午冬十月吉芸国頼協稽首敬書﹂の文字がある︒
秋甫は︑長崎で︑阿部魯庵について︑七年間も關方医学を
学び︑さらに種痘術をも習得し︑その痘苗をもゆずってもら
い佐渡へ帰ることになった︒そして︑途中広島で頼聿庵をた
ずねた︒秋甫の家は︑父祖が漢学者であったので︑頼山陽の

i
l
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ここ宮もちろん種痘もおこなったと思われるので︑佐渡シも助手として診療につとめた︒一男二女がある︒泰徳死後

で最初の種痘医は︑長野秋甫で︑嘉永五年となるのである︒カツは夫の医業をつぎ児を育てた︒長男願︵ほさき︶も東京

今までの佐渡の記録では︑﹁安政三年︑藤沢三省が相川町に出て修業︑医者となった︒
でおこなった﹂となっている︒これは︑あるいは︑奉行所なその子の昌夫君は︑私と佐渡中学校で同級生であった︒英

とにかく︑公的な記録より五年早いことになる︒人八重さん・嗣子桂嗣氏は︑新潟市に健在である︒国文学者

どの公的な記録によるものであろうか︒語教師となり︑新潟市へ移住し︑先年亡くなった︒現在未亡

秋甫は︑帰郷後二年︑三十二歳で結婚した︒新婦はカツと故長野嘗一氏は昌夫君の姉の子息である︒

いい︑真野町金丸︑引田部︵ひきたく︶神社の神官宮本氏のなお︑この長野秋甫については︑吉村昭の長編小説﹁花

娘で︑二十一歳であった︒渡る海﹂に登場している︒主として秋甫の広島の頼家をたず
こうして︑長崎で習得した新しい医
長野秋甫略系譜
術生活と︑新婚生活も三年後には︑悲
しい終りをつげることになった︒−︵長男︶

し幟︲啼岬一︵安政二年三十四歳硬︶

安政二年正月一千一日︑彼は三十四金井町大和字横谷ｌ︵二男︶
歳という若さで世を去った︒戒名は医長野三右衛門︵本家︶

利兵衛︵分家︶Ｉ

甫居士︑菩提寺は吉井の普門寺でＩ︵三男︶Ｉ
あ秀庭る
︒
Ｉ
カ
ツ
︵
泰
徳
と
再
婚
︶

するようすすめたので︑泰徳の妻とな

︵新潟市在住︶

１願︵ほさき︶ｌ昌夫Ｉ桂嗣

妻カツは︑子もなく︑離婚を願った︵明治十六年五十一歳残︶

が長野家では︑弟泰徳︵五男︶に再婚ｌ︵四男︶

った．ｌ︵五男︶ｌ泰徳
泰徳も医学を志し︑江戸にのぼり︑

眼科医となり︑帰郷して開業した︒カーヵッ
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となっているが︑当時であれば﹁加茂郡横谷村﹂で︑その後

を紹介したなかで︑出生地を﹁佐渡ケ島の羽茂郡金井村横谷﹂

ね︑その地方で種痘の術を普及したことが書いてある︒秋甫

になった︒お礼申しあげたい︒

長野卯一郎氏のほか長男修已・末娘山田セイ子などのお世話

この稿の執筆にあたり金井町教育委員会北見継仁君・遺族

吉井村に編入されたが︑現在は﹁佐渡郡金井町大和字横谷﹂
である︒

佐渡金山の話
ｌ︲﹁醒睡笑﹂︵元和九年︶八巻︑安楽庵策伝編Ｉ

本成之助

﹃娑婆で見た弥次郎﹄

て件の聖に逢ひぬ︒

を掘り置き︑其方に志なく行ひ失せたるなどいふ者ありけり︒

疑ふくくもなし︒乃ち近く寄り︑そなたはそれではなきか︑

斯くて三年過ぎ︑彼聖を信仰せし弥次郎越後に渡り︑さる所に

りて︑十穀を断ち︑禁戒を守り︑六時不退の称名の絶ゆる事な

ケ

聖︑いや汝をぱ夢にも知らぬ︑我もさいふ者でもなしし争ふ︒

︵昭和二十一年︑積善館発行︶

森銑三著﹁星取棹﹂︵我が国の笑話︶所載

それより此言葉はありといふ﹂

合すれば︑娑婆で見た弥次郎か︑と申したりき・

︑ｂ℃︑︑︑︑︑︑

ソチ孝

く︑生仏とはこれならん︒参れや拝めやとて︑昼夜の分ちなく

儘あららかに証拠を引き叱る時︑かの聖︑実にもノ︑よく思ひ

﹁娑婆て見た弥次郎かともいはい︑とは何ぞ︒

￨
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性し頃佐渡の島に金山出で来︑人多く集りぬ︒其時一人の聖あ

山

男女袖を列ぬる中に︑弥次郎といふ者其道場を離れず給仕しけ
ｈソＯ

彼聖︑年月を経て後︑頻に入定せんとて披露する︒各落涙し︑

名残を惜むじ来る廿日を限り︲時を定め︑山の原に大なる穴を
ぬ︒奇特なる行状なりし︒

掘り︑法衣を著し入り澄まし︑外より土を寄せ︑堅く埋恐終ん
傍に沙汰するを聞けば︑金掘を頼み︑過分に物を取らせ︑抜道
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北

翌日から再び春めいた天候になった︒翌々日からは晴天が広が

って変わって朝からみぞれ混じりの氷雨そぼ降る寒い日だった︒

昭和天皇大喪の礼は︑世界百二十ヵ国から参列者が集まって第二

た︒

天皇逝去を機会に地球のあらゆる国々から日本へ人々が集まっ

から集まった国の代表・使節が百六十以上に上ったことはない︒

で行われたこともある︒他の国際スポーツ試合もあった︒だが世界

東京オリンピックがあった︒先進国首脳会議︵サミット︶が東京

かった︒

東京がこれほど枇界の中心になったことは日本の歴史上かつてな

スは地球の隅々まで枇界群駆け巡った︒

この時期に東京から発信された天皇大喪の礼と弔問外交の一三−

儀となった︒

スラビアの故チトー大統領の葬儀参列者を上回る戦後最大の国際葬

次世界大戦後最大規模の葬儀といわれた非同盟主義の創始者ユーゴ

から昭和天皇の葬儀に参加するため東京で一堂に会したのだった︒

た︒インドネシアのス︿ルト大統領は帝国ホテルで銭・中国外相と

ことになっているミッテラン・フランス大統領と初顔合わせをし

月に．くりで革命二百周年と先進国首脳会議︵サミット︶を主催する

この一月に就任したばかりのプッシュ米大統領はこの東京で︑七

った各国の代表たちは精力的に弔問外交を展開した︒

国家元首級五十五人をはじめ世界のほとんどの国から東京へ集ま

代になるのか︒

昭和から平成へ︒昭和はどんな時代だったのか︒平成はどんな時

した証しかもしれない︒

この雨と寒さは天空さえ天皇逝去と日本の昭和の終わりに涙を流

寒さにこごえそうな表情だった︒

ら天皇葬儀の国事行為と皇室行事の葬場殿の儀を見守る︒どの顔も

大喪の礼会場となった新宿御苑の特設ひな壇には世界百六十四カ

だった旧連合国も列席した︒中東︑アフリカ︑中南米そしてアジア

米国︑欧州︑中国︑ソ連など大国から戦前の日本にとっては敵国

意した︒東京で初めて顔を合わせた代表同士も多かった︒

会談し︑一九六七年以来断絶していた国交を回復することで基本合

岩田

…

い 恥

輝と昭和天皇Ｉ
一

国︑二十八国際機関の弔問代表・使節がオーバーに身をくるゑなが

プｏＯ

雅
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天皇のいる国の心証風景︲

｜

昭和天皇大喪の礼の一九八九年二月二四日︑東京地方は前日と打

廷

が目立った︒しかし実のところ右翼のテロも極左の抗議行動も前景

宿御苑一帯は立錐の余地なく戒厳令が敷かれたかのように制服警官

それほど日本人は天皇も天皇制も本当は忘れ去ってしまっていた

気ほどでないことはあらかじめ分かり切ったことだった︒

のである︒

戦前の天皇

中東︑中南米の第三世界諸国からの代表は日本政府との会談ではほ

今回天皇葬儀参列のため日本へ集まった特にアジア︑アフリカ︑

ない筈であります︒なぜ不義の臣等をしりぞけ︑忠烈な士を国民の

赤子を殺すのでありますぞ︒殺すということはかんたんな問題では

ますか︒朕は事情を全く知らぬと仰せられてはなりません︒陛下の

さがしても決しておりません︒その忠義者をなぜいぢめるのであり

﹁陛下吾々同志枠国を思ひ陛下の事をおもふ者は日本中どこを

とんどが自国の開発援助資金供与と債務解決を訴えた︒日本の技術

御失政でありましょう﹂

中に求めて事情を御聞き遊ぱしませぬので御座いますか︒何という

力と資金力が日本製品の世界的広がりとともに知れ渡った成果だっ

は何か︒

日本は現任︑世界最大の債権国である︒日本の経済的成功の秘訣

なった︒それぞれの分野で日本製品は国際競争力も極めて強い︒

日本製品は日本の国境を越え世界のあらゆる人々に知られるように

てである︒一九七○年代以降︑自動車︑カメラなどをはじめとして

になったのは日本の経済力が背景にあって初めて実現した点につい

さらに天皇逝去を機に東京がこれまでにない国際弔問外交の中心

問題をほとんど未整理のまま放置してきたことを連想させる︒

大喪の礼警備におびただしい数の警察官が地方から動員され︑新

んと迫る天皇はどこにもいなくなっている︒

皇問題を論議したことがあっただろうか︒なのに日本人の心にずし

天皇を国民統合の象徴と規定した新憲法の制定以来︑これほど天

ことができない︒

皮肉なことにこの疑問に対し日本人自身が満足のゆく解答を示す

ら学ばなければならない︒

第三世界から参列した代表・使節の疑問であろう︒日本の成功か

日本経済の繁栄をどのように支えてきたのか﹂

〃

逝去を前後して論壇で染られた天皇論の展開は日本人が戦後︑この

日本と天皇制あるいは日本人と天皇の問題がまず厳存する︒天皇

史上最大の国際葬儀になった歴史的意義を見落としてはならない︒

あれもこれもすべてを含めてそれにもかかわらず天皇大喪の礼か

明であろう︒

国威発揚のため天皇逝去を最大限に政治利用しようとしたことも自

ぐって賛否両論を含め複雑な感情があることは事実である︒政府が

天皇と天皇制に対して日本国内だけでなく各国にも戦争責任をめ

皇制が存在することを世界の人女に印象づけた︒

このことはまず日本という国家の中心にはまぎれもなく天皇と天

〃

﹁日本の経済的成功は天皇制とどんな関係があるのか︒天皇制は

た︒

23

へ

毎日新聞によると︑陸軍中尉として事件に関わった柳下良二さん

﹁終戦後︑私たちは大赦を受けた︒しかし本当の意味で皇室はわ

︵七七︶は

一言でも︑と待ち続けたのですが︑もう私たちの気持を訴えるべき
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この熱烈な天皇へのラブレターともいうべき獄中日記を書いたの
は昭和十一年の二︒二六事件で死刑を宣告され︑翌年銃殺された十

人もおられない﹂

れわれを許していないでしょう︒気持ちだけはくんで欲しかった︒

され逆賊として処刑された︒一方的な片思いだったとしてもこれほ

と語っている︒

天皇親政を唱えながら天皇の命令によって逆にクーデターは鎮圧

五人のうちの一人磯部浅一である︒

ど天皇を愛したのだから裏切られるはずはないという詩情が獄中日

と一言いながら日常的には顕微鏡を覗き自然を友にしてかつての盟友

﹁いまなお胸の痛むのを覚える﹂

のように帰らぬ人となった︒終戦記念口が来ると毎年︑

戦後の天皇は虚空を貫いた︒待ち望んだ人女の情熱も無視するか

記の全編に流れ︑見果てぬ夢だと達観せざるを得なくなって辞世の
歌を詠む︒

三十二われ生涯を焼く情熱に殉じたりけり蛸しくともうれし
し︑終戦時の聖断とこの二・二六事件の際だと述べたことがある︒

ヒットラーやムッソリー｜一のように自殺することも殺されることも

故昭和天皇は戦後︑自分は立憲君主として二度道を踏み外したと
現人神の人間としてのぎりぎりの決断であった︒青年将校の決起に

うがなかったことが象徴である人間天皇の生き様だった︒アジア諸

負けた戦争については沈黙を守ることによってしか責任のとりょ

もない︒王権神授説は天皇に関する限り現憲法でも生き続ける︒

人権を保証されず︑職業選択の自由もない︒戸籍もなければ選挙権

国民統合の象徴は国民そのものではない︒現憲法のもとで天皇は

い︒

は通用しない︒天皇のこの位置は明治憲法でも現憲法でも変わらな

人間は生まれながらにして平等であるという天賦人権説は天皇に

て︑そして戦後は人間天皇として生き続けたのだった︒

負った宿命として自分の意志で選びとることのできない現人神とし

天皇は自分の意志で天皇になったのではない︒生まれながらに背

なく天寿を全うしたのだった︒

﹁朕が最も信頼せる老臣をことごとく倒すは真綿にて朕の首を締

むしろ好意的な陸軍皇道派の態度に業を煮やして天皇は

むるに等しき行為なり︒朕自ら近衛師団を率いこれが鎮定に当ら
ん﹂

と早期に事態を収拾するよう命じた︒

青年将校による二・二六軍事革命は未完のまま失敗に終わったが
これを契機に日本全体の軍国主義化は一層進展し︑やがて八・一五
だがこの二・二六に決起した将校や処刑将校の遺族の心は戦後何

の終戦を迎える︒武装は解除された︒

処刑青年将校らの眠る東京・元麻布の賢崇寺で五十四回目の法要が

年たっても癒えない︒大喪の礼が行われた二日後の二月二十六日︑
遺族や関係者ら約百六十人を集めて行われた︒

且

のように君臨する状態が続いたとすれば近隣諸国と日本国民はもっ

国を軍靴で踏みにじったあの戦争に勝って神国日本がアジアの盟主

開した︒表現の激越さに幻惑されて北の思想を

﹁二・二六事件によって処刑されることがなかったら北に対する

ているようにみえるが︑理論的には至る所に破綻がある﹂︵松本清

拡大解釈は起こり得なかっただろう︒一見精密に科学的に構築され

張︶

と不幸になっていただろう︒

北一輝 の 天 皇 観

を推察させる︒青年の客気というか名をあげることへの関心が強か

ったのではないか﹂︵神島二郎︶

﹁北をポレ︽．︑−クに駆り立てたものは理論的関心以外にあること

二・二六事件の立て役者磯部浅一が決起の指針とした理論書は北
一輝の﹁日本改造法案大綱﹂であった︒﹁獄中日記﹂のなかで磯部

とみることも可能である︒過度の北讃美が論理的に誤っていること

二・二六事件の周辺帝調べていくと確かにこの事件は﹁日本改造

は無関係だったという説まで登場している︒北の思想が決起した青

はこの時には既に浪人のような生活を送っており︑実際には事件に

最近の諸説では北は二・二六事件の黒幕のようにいわれるが︑実

も当然であろう︒

は言う︒

﹁日本改造法案は一点一角一字一句悉く真理だ歴史哲学の真理

法案大綱﹂が拠り所になっていることが分かる︒佐渡生れの北一輝

ったのに当時の天皇周辺にいた軍部が軍隊内部の派閥のゆきがかり

年将校に一定の影響を与えていただめ事件とは具体的な関係がなか

だ日本国体の真表現だ大乗仏教の政治的展開だ﹂

は昭和史最大の事件ともいえるこの事件の背後ないし周辺に見え隠
北一輝が佐渡から東京へ出てわずか二十四歳の時に書いた﹁国体

れする︒

当時の思想の流れでみると北一輝は国家法人説︑天皇主権説をい

上︑北を処刑せざるを得なかったというのである︒

は現人神だったが︑理論的な論争の場面では問題の所在は明治憲法

ずれも退け︑天皇機関説をとっている︒当時国民大衆にとって天皇

論および純正社会主義﹂は社会主義と天皇制をどのように関連づけ
てとらえるかが問題意識のように思われる︒最も力を傾注したとい

にとって天智天皇や明治天皇は大帝だった︒

退けた︒﹁国民の天皇﹂は現実の天皇と違ってくる場合がある︒北

北は自説で理論武装した﹁国民の天皇﹂を考え﹁天皇の国民﹂を

った︒

下で天皇は国家の最高機関なのか絶対的な主権が天皇にあるのかだ

う第四章﹁国体論の復古的革命主義﹂は
﹁現今の国体と政体とを国家学および憲法の解釈によって明らか
にしさらに歴史学の上より進化的に説明を与えたり﹂

北一輝はこの中で穂積八束︑美濃部達吉︑阿部磯雄といった当時

であった︒

のそうそうたる学者の国体論︑社会主義論を論評しながら持論を展
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を真に国民の天皇にするための方法論的書であった︒君側の好が

磯部浅一が決起のバイブルとした﹁日本改造法案大綱﹂は︑天皇

輝もまたその矛盾の真っただ中で噴死したのだというべきであろ

日本が明治時代以来の近代化と伝統が衝突する過程にあって北一

陵や日野資朝の墓などを見せられて参りまして︑承久の時の悲劇が

﹁私は佐渡に生まれまして︑少年の当時︑何回となく順徳帝の御

う︒北は二・二六事件で憲兵隊に逮捕された直後の取り調べで

政﹂を実現する必要がある︒

天皇の明断を奪っている︒君側の好を排除して﹁憲法停止︑天皇親
二・二六で青年将校らによって銃殺された重臣らは彼らには﹁君

帝の痛ましさ︑乱臣賊子の憎むべきことなどは単純な頭に刻魏込

非常に深く少年の頭に刻み込まれました︒

まれてきました︒当時の佐渡でありますから︑ほんの絶海の孤島で

軍隊内部で天皇の奪い合いともいえる派閥抗争が激化していたの

側の好﹂だった︒

である︒統制派と皇道派の戦いである︒北一輝が皇道派に近かった

私は漁夫の子供等と一緒に育ってきまして︑何等外界の刺激もな

佐渡の人々にとってはごく当たり前のことでも常識が異なれば思

く︑真実の自然児として生活しておりました一と述べている︒

のは言うまでもない︒

山本七平は﹁二・二六将校はなぜゆるされなかったか﹂︵諸君三
月号︶のなかで

わぬ誤解や曲解を招く︒﹁佐渡の真実の自然児﹂から出発して北一

輝の思想の全容と昭和の歴史の真相を説き明かした歴史家はまだ登

﹁天皇こそ日本に憲政を根付かせた最大の功績者だった﹂

と論じている︒憲政が絶対である天皇にとって﹁憲法停止︑天皇親

昭和天皇は逝去したが︑新天皇が即位し平成の新時代が到来し

場していない︒

た︒新しい時代を迎えても昭和時代と同様に天皇の奪い合いは続く

とすれば二・二六事件の有無に関わりなく天皇にとって北一輝は

政﹂は天皇廃位に等しい︒
﹁気にはなるがどう扱ってよいか分からない厄介な存在﹂に映って

だろう︒作家の三島由起夫は

松本清張の﹁北一輝論﹂や山本七平の﹁昭和天皇の研究﹂が実に

ゆくことである︒天皇を現人神だと思念する日本人は減少し︑やが

なるのは天皇と天皇制への恋情が国民の間に相対的に少なくなって

新憲法の遵守を誓う新天皇をいだく平成が昭和時代と根本的に異

倣し北一輝や磯部浅一の心情を坊但しながら自決してしまった・

と人間になってしまった犬皇に絶望して二・二六事件を戯図的に模

などてすめろぎは人間となりたまひし

いただろう︒なにしろ当時︑秩父宮擁立の噂まで流れていたのだっ
松本清張は北一輝を過度に賛美することを強く戒めながら

た︒

﹁北一輝は社会主義者として出発し国家主義者として終わった﹂

興味深い点は当代一流の老齢な評論家︑作家が北一輝のわずか二十

てなくなってしまうだろう︒天皇が︑主権があると宣言された国民

と述べている︒

代の著作にきりきり舞いさせられていることである︒
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と同じような人間である限り︑北一輝の主張のように天皇はもっと

ってくるだろう︒平成時代における日本経済と天皇制の関係のカギ

本で最初に世界地図を作った新発田収蔵の目がどうしても必要にな

もそこにある︒

一伊豆の旅他一

象を与え︑天皇逝去と葬儀のテレビ中継は﹁通常番組に早く戻せ﹂

の伝統と憲法の精神を尊重するとされた葬儀は国民にちぐはぐな印

一菊池芳女一

その徴候は既に昭和天皇大喪の礼そのものの中にみられた︒皇室

狭い範囲内でしか機能しない︒

明確に﹁国民の天皇﹂であるほかない︒﹁天皇の国民﹂は潜在的に

一一
一
一

という国民の抗議に当初予定を変更せざるを得なかった︒

一雑鍋に箸泳がせて旅どころ

一

一

﹁国民の天皇﹂を演出せざるを得ない﹁天皇の国民﹂側の北一輝

一雪の富士屹然現れぬ散る桜

的には﹁君側の好﹂﹁乱臣賊子﹂は二十一世紀へ向けた日本の天皇
をどのように作ってゆくだろうか︒天皇も天皇制も忘れつつある日

一若竹や音くぐもりて野天風呂

一べつ甲色のお吉の駕籠や暮の春

一

一

一

一

一

一

本人になんとかしてそれを思い起こしてもらうことがその任務であ

一大黒尊門前市のわさびかな
一白妙の富士の遠峯や毎狩

る﹄う︒

一春昼の歌舞伎の店の茶巾寿司

一

一伊豆士具卒温泉東府屋ホテル一

に一喜一憂する︒技術の開発に資金が導入される︒会社は潰れず大

一インコの恋ルシヤンレース縫はるかな

一九七○︑一九八○年代の経済高度成長の時代︑日本人はその行

丈夫か︒給料は上がるか︒家族の健康はどうか︒子供の進学はどう

一小面の層の玉虫春時雨

動の指針を天皇に置いたことばなかった︒同業他社との激しい競争

なるか︒会社や職場の気にくわない同僚︑上司の異動はまだなのか︒

どれをとってぶてももう日本人の心に天皇が大きく入り込む余地
ほどには説得力がない︒

はそう多くはない︒新天皇主義者たちの天皇論も爆発的人気を呼ぶ

にもかかわらず佐渡は︑そこで北一輝が生哀れ︑順徳上皇がそこ

へ流され失意のうちに絶食して自殺した歴史を持つために天皇や天

皇制までもいつまでたっても無関係にはならない︒至福というべき

一

一

一

一刀
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一深眸して残鶯真似ぴゐ給へり
一先生も大正生れ桜貝

一お花見俳句会講師古賀まり子先生二句一

一誕生日の夫の墓山維の声

一地球儀の春の挨を払ひけり

一一

であろう︒北一輝の天皇論を真に克服するためにはやはり佐渡の日

私の文弥のふるさと

︵太夫と遣い手は記述の都合上敬意を払いつつ敬称を略させてもらった︶

中村敏

｜
昭和四十一年春︑外海府中学赴任の辞令が出ると︑文弥人形の研

とになった︒ある晩︑途中で急に校舎のガラス戸がガタガタ鳴りだ

己のごとくに話が弾んで︑互いの都合のよいときに宿直室で録るこ

の声は風には負けん﹂と言うが︑その後は宗演の家でやるようにな

戸の間に詰めても︑校舎中の戸が鳴ってやかましい︒宗演は﹁わし

した︒外海府特有の突風で平穏な中に突如おこる︒新聞紙を折って

演の語りを後世に残したい﹂と︑近松の時代もの名場面夫々三十分

佐々木氏に呉れぐれも言われたことは︑私も台本を持っていて︑

った︒

初めての僻地赴任で身辺慌ただしいなかに︑新たな仕事を背負い

われようが︑それは愛敬ということで済むが︑後世に残すとなると

だ︒実演では黒革鍼の大長刀と言い違えようが︑死んだのがまた現

し︑台本を見て語ることを潔ぎょしとしない気概がある︑というの

語り違えないよう注意してほしい︒彼らはそらで語ることを誇りと

舞台のカーバイドの匂や︑八幡宮に人形がかかって︑休ゑ時間毎に

そうはいかない︒宗演は﹁承知した﹂と︑台本を見台に置いて語り

て所々語句の違いもあるから︑些細な語り違いは気にしないのかも

だすのだが︑なかなか︒ヘージをめくらない︒浄瑠璃本は版元によっ

しれない︒ともかく︑やり直した箇所は迫力が乏しくなることを︑

何かの祝で私の家の座敷で舞台がかかったこともあった︒向いの
では湯船の中で︑文弥を捻る人がいた︒そのような懐かしい昔が頭

録音を聴かせてようやく納得してもらった︒

、

の中にあった︒そこで︑荒むきや愁嘆の太棹の旋律も口からついて

家が黒山の岡本文司の親戚で︑時々文司がいて語っていたし︑銭湯

走って行って見た記憶が蘇った︒

込んでしまったが︑人形芝居は子供の頃よく見たもので︑夜祭りの

て他にない︑と言われるに及んでは一も二もなかった︒

の録音が期待できるのは︑貴殿の赴任という千載一遇の機会を措い

は佐渡博物館に永久保存する︑という構想を語った︒そして高品位

ばかりを録︵と︶り︑ダビングにより会員に頒布して︑オリジナル

と宗演だけだ︑閑楽の纒った録音は残っていない︒今が絶頂期の宗

佐々木氏の連絡がついていて︑宗演は学校へやってきた︒十年知

出るのであった︒

郎

究家佐々木義栄氏が見えて︑﹁純粋な文弥節を語るのは閖楽亡きあ

北村宗演口演近松物二十五名場面録音委嘱のこと

｜
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その宗演が録音の外題七つを残して病に倒れ入院した︒そして半
年後の春早い雪解けに退院して自宅へ帰った︒私は宗演が十分復調

具をお宮へ運び上げる︒入川から達人川嶋老人や︑畑野の中川某も

懐手をして見物に回ってはいても︑いつでも遣い手になれる面々で

客は私と同宿の教師と︑あとは部落の長老ほか数人であった︒尤も

あいにくの天気と︑社殿が小さく境内が狭いこともあってか︑観

賛助出演に来ていた︒

いてみてくれという︒宗演の病み上りの声で︑間が伸びて撒も冴え

するのを待った︒ある日浜田守太郎がテープを持参して︑これを聴
ない︒座椅子に寄り掛かって語っているだろう︑と言うと図星だっ

幼い頃から人形の中で育っているので︑遣い手としては言う迄もな

家の三島輝一当主がつけを打つ︒この大家の御主人は座元として︑

﹁ぽつぽつやるか﹂と太夫の宗演の太棹が三番翌を弾きだす︒大

あった︒

せ﹂と励まして︑私が置いた装置を見様見まねで使っていた︒

た︒浜田は宗演に﹁もう先がないのだから今の中に折角語って残
浜田はトランクに人形とテープを入れて関東︑関西の仕事先で人

人である︒つけを打つことは︑誰もができるという技ではない︒名

く︑古い太棹の皮の破れ目に木紙を張って︑こっそり何段かは語る

形を遣い文弥を紹介して歩いた︒四国では文楽の人形造りの人間国
ったが︑間も無く他界した︒

段︒あとは一の谷噸軍記か平仮名盛衰記か忘れたが︑土建社長の本

次いで客演の川鳴老が義経︑中川が弁慶で孕常縦︑五条の橋の

を舞う︒

手浜田守太郎の遣う人形は︑命あるもののように舞台狭しと三番里

宝と交流があった︒宗演は一年ばかりで復調して︑私の録音は終わ
矢柄祭と牛尊神社人形芝居奉納のこと
矢柄部落の道上はそぱだつ山で︑その中腹に小さなお社がある︒

間太郎平町議に他の遣い手たちが加わっての立ち回り︒﹁大将頭を

その名も牛尊︵ごそん︶神社︒当時︑牛は貴重な財源で︑春に︑部
い降ろす︒思わぬ仔連れで降りることもあるという︒近くの北河内

落を一望に見下ろす禿げの高に放って︑たっぷり肥らせ︑秋晩く追

に村の人が鳴いた︒実際︑垂れ幕の蔭から静々と現われる︑その侍

持たせたら︑太郎平だん︵旦那︶にかなうものはおらん﹂私の耳元

大将の出方ひとつで︑非凡な遣い手であることがよくわかった︒囲

には牛市場があって島外からの引合がある︒今︑牛は農耕の座から降
るのみである︒午は﹁ご﹄と読むが︑牛も呉音では﹁ご﹂である︒

くものだけに︑遣い手の体質︑あるいは人柄が現われるのだろう︒

碁や書がその人を表わすと言われるが︑人形は感情移入によって動

りて久しく︑矢柄からは姿を消して︑社の名がその由来を物語ってい

矢柄祭の日は一定していない︒そのわけは︑月は新の十月で︑日

形と衣装︑小道具の充実に心血を注いでいる︒三島は矢柄繁栄座の

の今も後継者の養成に専念し︑人材を育て上げ︑併せて新らしい人

その後︑浜田は島の中央に出て︑遣い手の総帥として︑八十八歳

は旧の六日だからだ︒つまり十月の秋祭なのだが︑その月内で旧暦
の六日に当たる日が祭の日となる︒

私の宿の大家︵おおや︶は繁栄座の座元で︑夕方になると皆が手
分けして︑人形の詰まった行李や︑御殿の木組みなど大道具︑小道
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〆

企

座の援助と指導に活躍している︒

の爺︶﹂と自ら称し︑自分を曝け出して︑体当りで心情を吐露する

出ししない︑節度の人である︒﹁にぜえめえがじい︵仁左衛門の家

同︒体面式の後は題材をきめて︑人形を遣う基本を身につけること

クラブは男女合わせて七︑八人でできた︒講師団は矢柄繁栄座一

かした︑とするのが当時の状況に近いと思う︒

浜田老を先頭に立てた地域の︑人形の継承に傾ける情熱が学校を動

太夫として各地に出演するほか︑故中川閑楽の関部落にできた閑栄
今の矢柄祭では︑村の公民館に舞台を設け︑繁栄座と閑栄座の合
同公演をやっているという︒語りは三島太夫と関の門弟︑遣い手は
関のおなご衆︒大御所浜田守太郎が︑叱陀激励して模範演技に大活
躍することは言う迄もなかろう︒

外海府中学校に文弥人形クラブができたのは︑私が着任した年の

から遣づていては動きが遅れるのだ︒外題が孕常盤五条の橋の段と

から外したが︑語りが判らなければ人形は遣えない︒語りを聴いて

からはじまった︒語ることは︑弾き語りなのでクラブの学習の対象

三学期︑つまり四十二年一月である︒年度の途中だが新学期を先

決まって︑私はこれを現代文に訳し︑難解語は脚註をつけて︑原文

中学校文弥人形クラブ創始と教育テレビ全国放送のこと

取りした形であった︒地元の関係者は中村がつくったと言っている

と訳文を対照して学習できるように︑テキストを作って生徒にもた

掛け詞が多くて︑訳文を対照させることは至難の業であった︒

せたｃ浄瑠璃の現代語訳は見たこともなく︑韻を踏んだ序語りには

が︑真相はこうである︒

戦後文弥人形が衰退して二十年︑識者が再興︑振興の努力を続け
ながらも道は遠く険しく︑太夫も遣い手も老いて消えゆくの承で︑

る動きが加わる︒そのためには︑遣い手は物語の人物になり切って

人形を遣う基本は︑保持と足運びで︑これに手と頭の必然性のあ

その中にあって矢柄には太夫︑遣い手そして人形と︑いずれも超

の足型を伝授し︑大振りな人形を目よりも高く差し上げて体ごと遣

人形に感情を移入しなければならない︒浜田守太郎常任講師は秘伝

後継者の養成は容易ではなかった︒

一流どころが揃っていた︒人形の権化のような︑六十六歳の熱血漢

う︒孫のような生徒たちは︑これを五分と持ち堪えずに︑胸の辺り

浜田守太郎は︑以前から地元後継者の養成について︑座員であり地域

の有力者である本間︑三島と語らっていたが︑中学校に文弥クラブ

こうして始まった人形芝居クラブだが︑研究会や地域の催しのア

でちまちまと過う︒

座元の大家の下宿人である︒しかし職員の手が足りない︑といった体

設置をそれとなく打診したこともあったらしい︒代炎校長︑教頭は

り︑模範演技もしてくれる︒五条の橋の背景は村一番の絵の達者が

に来るという大事件となった︒講師陣も今度は総出で︑手取り足取

トラクションに早速声が掛かった︒そしてＮＨＫ教育テレビが取材

そこへ私が行った︒この教頭がクラブの世話をすれば︑職員の手

筆を振るってくれた︒

のよい理由で実現しないできている．︲︲といった経緯が察しられた︒

っても︑三島は朝晩顔を合わせても︑学校運営に関わることには口

が足りないとは言えまい︑という読みが先方にはあった︒先方と言
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やら︑父兄や村人を集めるやらの大騒ぎとなった︒そして三月に全

をする筋書きだという︒取材は数日にわたり︑その間に式場を作る

取材班は一月にやってきて︑最後の山場で卒業式にさよなら公演

立てたい︒文弥節という宝を︑後世に伝え広めるには︑誰でもでき
る方法でなければならない︒そのためには文弥節の正しい演奏の録

楽器を弾いて歌う︒私は役節を五線上に採譜して︑彼らの学習に役

役節を当てるので︑拍子が変動し記譜に難儀した︒︵了︶

ともあれ浄瑠璃は︑間︵ま︶があるうえに︑語調の定まらぬ詞に

継承者といわれる所以であろう︒

確で︑太棹の旋律にも些かの省略もごまかしもない︒役節の忠実な

では宗演にこのような妄﹂とはない︒閑楽の泗脱に対して︑宗演は明

た︒今の人がこた口で返すのを聴くことがあるが︑私が聴いた限り

﹁三口返し﹂は数例を検討した結果︑三部形式の定型に辿り着い

れていて安心した︑と同時に私にとってまた新たな発見であった︒

木氏の解説と北見保存会長のあとがきが︑この辺をよく説明してく

ているのではないか︑と思うほかなかったが︑文弥浄瑠璃集での佐々

で︑これらは明らかに﹁このあたり全部﹂であった︒
ところが︑その他の役節の多くは︑ほかの役節との複合で成り立っ

は︑採譜して十三年後に︑これが文弥浄瑠璃集に載ったときであっ
た︒まず︑二部形式の﹁のり﹂と三部型式の﹁三口返し﹂は︑双方
とも反復して進行することが多く︑﹁かんどめ﹂もこれまた明快

語りも録音することができた︒ただ残念なことは︑かかりはわかっ
ても︑何処から何処までが役節なのか︑叉はどれが役節なのか︑問
うても甚だ要領を得ない︒私は採譜しながら︑旋律のまとまりを掴
もうとした︒﹁このあたり全部だ﹂という意味に決着がついたの

宗演の心は大きく動いて︑私の台本に次点と役節のかかりを書き
入れてくれた︒そして︑それぞれのかかりを告げる私の声を入れた

音にしても︑後世に伝えるためのものではないか⁝︒

音と︑確かな役節の楽譜がなければならない︒このたびの一連の録

を守る﹂であった︒

国放送︒春休みの社会見学シリーズ︑タイトルは﹁佐渡の文弥人形
文弥節採譜のこと

宗演と録音の付き合いをしはじめると︑私は交弥節のことを何も
い節や︑丁々発止の勇ましい節は︑役節といって︑喜怒哀楽の場面

知っていなかったことが判った︒子供の頃から耳に覚えていた悲し
や情景に相応しい旋律のまとまりが決まっているのだ︒役節という
ものが全部で幾つあるのかは︑宗演は確答を避けたが︑源氏烏帽子
私が︑﹁録音予定には無いが︑その烏帽子折の序段を語ってもら

折の序段の中に︑役節の殆ど全てがあると言った︒

えないか﹂と頼むと︑彼は快く承知してずぐにも語ろうとした︒そ
の前に私の台本に︑それぞれの役節の箇所を書き入れたいから︑
に︑生涯かけて銀難辛苦して会得した奥義あるいは極意は︑やすや

教えてほしいと言ったところが︑言を左右にして応じない︒察する

の師匠について︑口伝で繰り返し苦労して身につけたものに対して

すと曝け出せるものではないのだ︒若い頃から泊まりがけで何人か
私の申し出は虫がよすぎたのであった︒

そこで私の考えを言った︒今はテープがあるから︑繰り返し聴け
ば︑一つひとつそのとおり真似ることができるかもしれないが︑役節
に対しても確かな学習ができよう︒これからの若者は楽譜をよゑ︑

という基本型を正しく身につけて台本に立ち向かえば︑どんな外題
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ること︑兄弟のことが記載されているところを承ると︑彼にとって
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原銭三郎︵王子製紙願締礎︶について
ｌ農相山本悌二郎・外相有田八郎兄弟

若野忠男

佐渡で話題になりました原鎮三郎に関してですが︑﹁近代佐渡の

自慢であったことと同時に︑青野季吉の﹁佐渡﹂に出てくるような

おぼえ書﹂︵佐藤秀太郎︶の工場長逸話に原が佐渡の名門の出であ

人物﹂︵山本修之助著︶を読みまして︑新しい角度から資料を調べ

す︒

佐渡への好奇心も同書の著者にあったのではないかとも想像されま

彼について︑気短か︑せっかち︑﹁権威に媚びない直情型人﹂で

叉︑蝮酒を飲み︑蝮の眼玉や肝を生のまま︒ヘロリと呑み込み︑人

あり︑酒豪で知られたようです︒

ただ︑この件に関して﹁これは︑かつて病気を患い精をつけるつ

左の度胆をぬかしたという︒

の博物舘長になった佐藤秀太郎の存在が︑逸話方含めて調べる方に

原鎮三郎が気田・中部工場長在任中に︑その部下で後に︵財︶紙

もりであったろうと思われる︒﹂と前述の著者は理解している︒

原鎮三郎をとりまく関係図を考えると資料一のようになるでしょう

役として同社の操業の責任を負っていたことが解ります︒

合せて承ると︵それぞれ肩書きが異る場合もあるが︶彼が常務取締

﹁王子製紙山林事業史﹂にその記述があり︑また数種の年表をつき

朝鮮製紙に関することは︑これまで調べていなかったのですが︑

とって幸いであったことになります︒

の範囲でまとめると資料このようになります︒﹁王子製紙中部工場

次に︑原鎮三郎の王子製紙における経歴について入手できる資料

知っていましたが同時であったとは初めて知りました︒

内閣に入閣していますが︑両者が戦前数次大臣となっていたことは

か︒ここで有田八郎が藤原銀次郎上同時に昭和一五年成立した米内

ます︒三井財閥・政友会といった当時の政財界の一大勢力の中での

田孝の項もこれらに結び付けて読むことができなかったことになり

このため﹁続原敬をめぐる人々﹂︵ＮＨＫブックス四一九︶の益

いました︒

四・一二講談社︶に︑そのことが記述されていますが︑読み過して

は︑﹁藤原銀次郎回顧八十年﹂︵藤原銀次郎述下田将美著Ｓ二

山本悌二郎と藤原銀次郎とが台湾の砂糖事業調査で同行したこと

てみますと︑今まで読み方が暖昧であったため見逃していた資料が

てつ

州

ありましたので︑資料同封のうえお知らせ致します︒

山本修巳氏への書簡

州

同社は王子製紙と合併しますが︑この操業成功が︑その後王子製
紙の取締役就任につながったことでしょう︒

以前資料のみを送付した時よりいくらか王子製紙時代の原鎮三郎
像がはっきりしたものと思っていますが︑これからも機会があれば

まると思われるが︑政友会代議士として三井の益田孝と政

※２山本悌二郎と益田孝との具体的な接点は︑台湾製糖に始

友会の．︿イブ役としての役割がより大きいのであろう︒

※３藤原銀次郎は︑慶応義塾卒業後︑松江日報の記者となる

治三二年︶に転ずる︑上海支店長次席︑続いて台湾行き

が︑その後三井銀行に入る︒舟余曲折があり三井物産︵明

︵明治三四年台湾支店長︶となる︒台湾の製糖事業調査で山

資料を収集したいと思っています︒

︵注︶

無３

有田八郎
一鮨外務大臣︶
※

一︵商工大臣︶

ｌ藤原銀次郎ｌ
︵王子製紙︶

四年一二月の工場長抜擢は︑藤原の人脈から考えて︑原の

四四年九月︶よりも前に王子製紙に就職している︒明治四

一年二月気田山林係長としてであり︑藤原の入社︵明治

※５原鎮三郎が王子製紙に初めて名前が出てくるのは明治四

誕生には益田孝がいることはいうまでもない︒

人として︑藤原は三井物産台湾支店長となる︒台湾製糖㈱

十年︶︒この調査団が機縁となり︑山本は台湾製糖の支配

を研究してきた農芸学者とされているＩ藤原銀次郎回顧八

中に委員として両名が加わる︵山本は︑ドイツで砂糖栽培

に対して三井物産は︑砂糖事業調査団を派遣するが︑その

※４山本悌二郎と藤原銀次郎とは︑児王台湾総督からの提案

なお︑茶人として益田との逸話も多いようだ︒

の死後︑益田に物産に止るよう云われて物産で活躍する︒

頭の対立︶から心よく思っていなかったようだが︑中上川

益田を当初中上川彦次郎︵三井銀行︶との関係︵三井両巨

王子製紙経営建直しのため専務取締役に就任する︒藤原は

本悌二郎と会う︒更に明治四四年九月井上馨の推挙により

の眼にとまり登用された人︑井上馨は両者の共通のボス︑

※−益田孝︵相川町出身︶は井上馨の直系︑原敬も叉井ｋ馨

Ｉ益田孝
︵三井物産︶

︵王子製紙︶

原鎮三郎

※5

益田孝は井上馨を介して政友会とのパイプをもった︒

｜資料−

元老※Ｉ

井上馨Ｉ

︵政友会︶︵台湾製糖︶

Ｉ原敬Ｉ本悌二郎ｌ

※ 4

︵首相︶︵農相・政友会代議士︶
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2

任者河辺工場長のやり方︵原を疎外して書類も伝票も一切

常務取締役に就いている記述がある︒︶⑥

取締役に選任︵個人株主第一位︶︵←同八年

朝鮮製紙㈱・王子製紙㈱合併につき王子製紙

朝鮮製紙㈱操業開始

存在は充分意識していたことは想像できる︒又︑原が︑前

大正一○年六月

大正八年八月

七月︶に共に入閣︒

昭和

昭和

六年

大正一 三年

五月

上期

上期

王子製紙・富士製紙・樺太工業の三社合併

王子製紙儲査役就任︵昭和七年下期まで︶

死去︵六六才︶

︵社名率王子製紙︶

八年

王子製紙取締役就任︵昭和五年下期まで︶⑦

朝鮮工場となる︒

廻さぬ事にした︶に対して重役に事情を訴え︵たとみえて︶

※６米内内閣︵昭和一五年一月
へ資料︶

洋紙業を築いた人々
︵成田潔英著Ｓ二七・二︵財︶製紙記念舘︶

昭和一二年一月

ど伐りつくされ原料難となっており︑まだ豊富な赤松の︒︿

長が登場するが︑﹁工場附近の山々のモミ︑ツガはほとん

気田丁場閉鎖︵大正一二年︶につながる話題として原工場

任前に工場長心得になっていた︒

慎しむ様﹂との戒告があった︑とされる︒なお︑工場長就

ブル︵？︶もからんでおり︑藤原専務から﹁今後言動に特に

伴う人事刷新の一環によるものであるが︑前任者とのトラ

気田工場長就任は︑藤原銀次郎入社︵明治四四年九月︶に

田工場勤務となったものと考えられる︒

た︑といわれるので年令的にゑて王子製紙就職間もなく気

塾を卒業後︑間もなく胸を病ゑ職に就くのが十年程遅れ

気田工場山林係長就任以前の経歴は不明であるが︑慶応義

警

︵下田将美著Ｓ二四・一二・二五講談社︶

へ

藤原銀次郎回顧八十年
王子製紙社史
︵王子製紙Ｓ三一・六・一五ＩＳ三四・一○・二五︶

王子製紙山林事業史
︵王子製紙Ｓ五一・六・二五︶

︵ＮＨＫブック四一九Ｓ五七・八・一編者原奎一郎
・山本四郎︶

ﾉ
1

続原敬をめぐる人々

一資料２｜
原銭三郎の王子製紙における経歴

明治四一年二月気田山林係長就任⑩
明治四四年一二月気田工場長︵二代︶就任②③
明治四五年五月中部︵なかく︶工場長︵五代︶兼任⑳
大正六年一二月朝鮮製紙㈱︵資本金五○○万円︶創立に伴い

大正六年八月両工場長辞任⑤

(1)注
ｲﾜ1

(
3
)

ている︑こともそれらの事情を窺わせる︒

本社より早速調査にきており︑まもなく工場長交替となっ

屯

34

ルプ化が持上ったが︑当時の技術ではうまくいかず︑赤松

︵創立時の株式持分王子製紙七○％︶が︲その三年後王丁

⑦朝鮮製紙創立後大正一○年六月には王子製紙に合併される

製紙取締役に就任している︒朝鮮製紙における活曜が評価

の．︿ルプ化は不可能﹂と報告している︒︵原工場長と赤松

のパルプ化を担当した工務主任光沢義男とは折合いが悪か

されたものと思われる︒

本藤右衛門幼名二郎︶・三郎︵山本半蔵幼名三郎︶がいた為︑悌二
郎・鏡二郎と命名した︒︵山本修之助﹁近代佐渡の人物﹂より︶

︵早世︶で．十一人という多い兄弟である︒親戚で同年輩の二郎︵山

真野町新町山本性の子息は多い︒一番目が一郎氏︵アメリカに長
く在留︑貿易移民の発展に尽し︑晩年帰朝した︶︑二番目が悌琶郎
三番目が銭三郎氏︵慶応義塾出身︑原姓を冒し︑王子製紙の重役︶
四番目が四郎氏︵早世︶︑五番目が五郎氏︵柤肚の寒家︑多治見姓
を冒し︑会社員︶︑六番目が六郎氏︵早世︶︑七番目が菊子氏︵佐
野喜平次氏に嫁寸︶︑八番目が八郎氏︵有田姓を冒し︑東京大学法
学部を卒えて︑外交官となり︑広田・近衛・平沼・米内の四内閣
の外務大臣となる︶︑九番目が九郎氏︵京都大学医学部を卒え︑医
学博士︶︑十番日が雪子氏︵井上元成氏に嫁す︶︑十一番目が茂氏

農相山本悌二郎・外相有出八郎の兄弟

ｑＪｌ︑ノ１．ノー︑ＪＩｊｆ１Ｊｌ１ノーｊＪＬｊｊ１１ｉｌｆ︲！︑ｊ１１ｆ︑ＪＩＪＩ１ＪｈｊＪ︑Ｊｒ︑ＪｔＪｆ１ｊｋｊｆ１Ｊｌ１ｒ︑ＪＩ１ｆｌ１Ｉ︑ノーｊく１Ｊ︑Ｊ１︑Ｊ−１ｊＩ︑ノーｊＪＩ１ノ０︑ノー１ノＩＪＩ︑ｊｌ１ｆ１ノーｊｒ則ｊｆｉｒ︑ノー︲Ｊ

︵皆野忠男真野町出身春日部市径住日本製紙連合会部長︶

日本紙業綜覧
︵王子製紙Ｓ一二︶

王子製紙社史
︵Ｓ三一・六・一五 三四・一○・二荘︶

王子製紙山林事業史
︵王子製紙山林事業史編集委員会編Ｓ五一・六・二五︶

王子製紙気田工場おぼえ害
︵佐藤秀太郎著Ｓ五七・七︶ｌ︵財︶紙の博物舘

︵資料︶王子製紙中部工場おぼえ書
︵佐藤秀太郎著Ｓ五五・一二・一五︶

ったようだ︒︶勿論︑これに基づき工場を早めに閉鎖して
大規模工場︵苫小牧︶に集中することが出来たことを藤原
専務は認めている︒なお︑原工場長の着眼も将来を慮って
の事であった︑と社史は評価している︒

中部工場長兼任は︑前任者田中治朗へ原卜同時に工場長に
就任︶が苫小牧工場転勤に伴うもので︑両工場の歴史の中
で兼任は二名にすぎない︒両工場長時代の異名は︑﹁遠州
総督﹂あるいは﹁遠州の雷さん﹂であり︑人望もあった反
面おそれられたようだ︒

気田・中部工場は︑天竜川沿いの山地にあり︑水害などに

悩まされる立地である︒両工場は不採算のため気田工場
る︒気田工場は︑木材・ハルプ︵サルファイトパルプ︶をわ

大正一二年︑中部工場大正一三年にそれぞれ閉鎖されてい
が国で最初︵明治二二年︶に製造した工場であり︑工場跡
には﹁木材・ハルプ聚祥の地﹂︵裏面︾此地は明治二二年王
長成田潔英識︶がある︒

子製紙株式会社が木材・ハルプを創製せし所なり製紙博物舘

朝鮮製紙㈱創立に参画する︒大正初めに王子製紙が鴨緑江
上流に派遣した調査団メン・ハーに原が含まれており︑山林

れる︒

事業及び朝鮮事情に明るかった彼が抜擢されたものと思わ
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﹁おとうさま

もう十年以上も

さびしい真野の山の寺で

あゆ子

もう都のことは忘れましょう︒

父君は都にかえる日を祈りながら

うっすらとむらさき色に花の色を

あまりにおふたりがふびんなので

庭いちめんに咲いている白い小菊の花たちは

父君はすっかりお髪も白くなられました︒

帰れるあてのない島ぐらしに

都からは遠い遠い海の上です

流されてきた佐渡ヶ島は

どうしても帰ることができない都なら

都わすれ

川

ひっそりとおくらしなされているのです︒

千

いっそ忘れてあきらめましょう

ねえおとうさま
忠子と仲良く佐渡でくらしてゆきましょう
おとうさま

黙っていないでおくちをきいて︒⁝：﹂︒

おさない忠子姫さまは

配流の父君を優しく力づけるように
いくたびもお話しなさるのでした︒

）

一記

一

一

一

！

染めかえて
お慰め申すことにしたのでしょうか
いつしか白い小菊の色は
うすむらさきに変っていました︒

父君はうすむらさきの小菊をみつめて
申されました
﹁花にも心のあるものを

姫よ︑これからはこの小菊の花を
〃都わすれ〃と名付けようのう﹂と︒

観光バスの中で︑ガイドさんから

二宮神社にまつられていることも知り︑

忘れられない思い出となりました︒

承久の変で佐渡ヶ島へ配流となり︑遂に

都へかえることができず︑絶食して自ら

生命を絶った順徳上皇︒そして島でお生

れになった忠子姫とのさびしいおくらし

を想像して作らずにはおれませんでした︒

忠子姫さまは︑十八才で悲しい生涯をと
じられました︒

︹詩集﹁みやこわすれ﹂より︒平成元年二月刊行〃佐渡

の詩診八編あり︒千川あゆ子東京都在住詩誌﹁稜線﹂

同人昭和四十年九月二十八日本誌編集室来訪︺

一

ゼ I

忠子姫の話をききました︒

ＩＩＪｉｎ

27

姥ｌ佐渡のアクセント目
ｌＨ

二音節名詞

二音節名詞を基準にすると︑佐渡のアクセントは次の如くに分類
される︒

生田早苗ｌ〃

︵同一人でも場合によって︶異り︑㈹に近いものもあり︑㈲に近

てゐるものである︒その動揺の縄度は地点及び個人によって

いものもあり一定して居らない︒かかる㈹︑㈲の中間型は多く

国中地方に於て認められる︒

型に発音されるもの︒但しこの下上下型は固定的なものではな

目②︑③は上下下型であるが︑①︑㈱︑⑤が凡てともに下上下

㈹式仙下ｋ下型アメガ︵飴︶・ウシガ︵牛︶・カゼガ︵風︶
③上下下型イシガ︵石︶・オトガ︵音︶・カワガ︵川︶

く例の場合と同様相当動揺して居り︑屡々平板型をとって現れ

︵註蝿︶

③上下下型アシガ︵足︶・イヶガ︵池︶・イヌガ︵犬︶
Ｉ︵註Ｍ︶

⑳平板型アトガ︵跡︶・イキガ︵息︶︐イタガ︵板︶

る︒特に側に於て平板型が多くあらはれる傾向が認められ︑こ

露Ⅱ上下下︒︶︑５︵②雲Ⅱ単独脂下︑下ｔ下．③池︑腕Ⅱ単

Ⅱ上下︑下卜下・切中Ⅱ卜上下︒⑤赤︑朝︑鯉Ⅱ平板・蜘蛛︑

板︒︶︑４︵③池Ⅱ単独上ド︑上下下︑下上下・腕︑草︑単独

下・側中Ⅱ下上下．⑤赤︑鯉Ⅱ平板・朝Ⅱ上下下︑下上下︑平

下上下︒︶︑３︵側池Ⅱ下上下・草Ⅱ単独上下︑上下下︑下上

２︵剛中Ⅱ下上下．⑤赤Ⅱ平板・朝Ⅲ上下下・蜘蛛Ⅱ上下下︑

１︵③中Ⅱ下仁下︒⑤赤︑影Ⅱ平板・朝︑蜘蛛︑露Ⅱ上下下・︶

㈹式の型をとれる地点

の傾向が強くなると㈹に近くなる︒

⑤下上下型アメガ︵雨︶・サルガ︵猿︶・ハルガ︵春︶

回式①平板型アメガ︵飴︶・ウシガ︵牛︶・カゼガ︵風︶
②上下下型イシガ︵石︶・オトガ二目・カワガ︵川︶
③上下下型アシガ︵足︶・イケガ︵池︶・イヌガ︵犬︶

⑳平板型アトガ︵跡︶・イキガ︵息︶・イタガ︵板︶
⑤平板型アメガ︵雨︶・ツルガ︵鶴︶・︿ルガ︵春︶
以上の他次の如きものも認められる︒

例イ︑ロの中間型︒
りはないが︑①︑⑤の単語が下上下型と平板型との間を動揺し

即ち②︑③は上下下型︑側は平板型で︑この点では㈹︑口と変

／

38

I

｣

独下上起︑下上下・馬︑草・島Ⅱ単独上下︑下上下・㈲中Ⅱ下上

声︑春︑前は下上下︒︶︑別︵⑤平板型︑但し秋︑春︑前は下

雨︑声︑春︑前は下ｔ下︒︶︑印︵⑤平板型︑但し赤︑秋︑

のうも平板になるもの多Ｉ︒︶︑岨︵⑤平板型︑但し赤︑秋︑

上下︒︶︑理︵⑤赤︑朝Ⅱ平板・蜘蛛・洲Ⅱ卜下下・露︑鶴Ⅱ

Ⅱ上下下︒︶︑６︵⑥草Ⅱ下上下・例中Ⅱ下上卜・⑤赤．朝︑

下上下︑平板︒︶︑弱︵⑤朝︑汗︑雨︑桶︑影︑鯉︑露︑鶴Ⅱ

下．⑤赤︑朝︑鯉Ⅱ平板・蜘蛛Ⅱ単独下上起︑上下︑下上下︑露

鯉Ⅱ平板・蜘蛛︑露Ⅱ上下下︒︶︑７︵③草Ⅱ下上下・帥中Ⅱ

平板・蜘蛛︑洲Ⅱ下上下︑平板︒︶︑別︵叩風Ⅲ平板・側巾Ⅱ

下胎下．⑤赤︑刺︑鯉Ⅱ平板・蜘蛛Ⅱ上下下︒︶︑弱︵剛絲︑

上︑下上下︑上下下︒︶︑８︵④中Ⅱ下上下．⑤赤︑朝・鯉Ⅱ

平板・蜘蛛︑庵Ⅱ上下下︒︶︑９︵⑤赤鯉Ⅲ平板・蜘蛛Ⅱ下

︵倒中Ⅱ下上下．⑤赤︑朝︑鯉Ⅱ平板・蜘蛛Ⅱトー下下・下卜下・︶

帯︑空︑筈︑針︑松Ⅱ下上下．⑤赤︑朝︑岬Ⅱ平板︒︶︑鉛

下上下︒⑤赤︑朝︑鯉Ⅱ平板・蜘蛛︑震Ⅱ上下下・猿Ⅱ単独下

上下︑上下下・猿Ⅱ上卜下︒︶︑柵︵⑤赤︑朝Ⅱ平板︒蜘蛛︑

釘︵⑤亦︑朝︑柿Ⅱ平板・蜘蛛Ⅱ卜下下︑下上下︒︶︑卵︵側

猿川上下下︒︶︑Ⅵ︵側胸︑冬Ⅱ下上下︒③池︑腕︑馬Ⅱ下上
下・草︑島︑腹︑花Ⅱ単独に下︑下上下︒⑤赤︑朝︑鯉Ⅱ平板

松Ⅱ下上下・帯︑空︑針︑舟Ⅱ平板︑下上下・勧赤Ⅱ平板・

中Ⅱ下上下．⑤赤︑朝︑柚．鯉Ⅱ平板︒︶︑

蛛Ⅱ平板・汗︑鯉︽猿Ⅱ下上下︑平板・露Ⅱ上下下︒︶︑訓

平板︒︶︑銘︵小箱︑鼻Ⅱ平板・倒中Ⅱ下険下・矧赤︑朝︑仙

板︒︶︑似︵叩箱︑鼻︑筆Ⅱ平板・側絲︑叶Ⅱ下上下︒⑤赤Ⅱ

蜘蛛Ⅱ上下下︒︶︑田︵側中︲︑松Ⅱ下上下︒⑤赤︑朝︑鯉Ⅱ平

︵姻海︑中︑箸

・桶Ⅱ下上下︑平板・猿Ⅱに下下ｃ︶︑坊︵山風︑牛︑竹︑箱

︵⑤赤︑朝Ⅱ平板・桶︑蜘蛛︑鯉Ⅱ下上下︑平板︒︶︑師︵仙飴・

︵祢晦︶

筆︑星Ⅱ下上下平板・帥中︑箸Ⅱ下上下．⑤赤︑朝︑鶴︑蜘

牛Ⅱ平板︒⑤赤︑朝︑雨︑鯉Ⅱ平板・蜘蛛Ⅱｋ下下・声︑猿︑

・春Ⅱ下上下︑ｋ下下︒︶・

Ⅱ平板︒︶︑餌︵①鼻Ⅱ平仮・帥中Ⅱ下卜下．⑤赤朝Ⅱ平板

︵註Ⅳ︶︵誰田︶

露︑鵺︑春︑前︑猫Ⅱ下上下︑平板︒︶︑蛆︵③肩Ⅱ下上下．

下︑下上下・細蜘蛛︐猿Ⅲ上下下︒︶︑帽︵脚今Ⅱ上下下．⑤

枢︵②冬蝋独Ⅱ上下︑上下下︑下上下・卸腕Ⅱ単独上下︑上下

口式の型をとれる地点

⑤赤︑朝Ⅱ平板・蜘蛛Ⅱ上下下︒︶︑刺︵⑤赤︑朝︑鯉Ⅱ平板
・蜘蛛Ⅱ卜上下︑上下下︒︶︑他︵⑤赤︑朝︑鯉Ⅱ平板︒︶︑

秋︑蜘蛛︑独︑脳Ⅱ上Ｆ下︒︶︑側︵倒今Ⅱ上下下．⑤蜘蛛︑

︵⑤赤︑朝

雨︑鯉Ⅱ平板︒︶︑媚︵⑤は平板型︑但し赤︑秋︑春︑前は下

猿Ⅱ上ｆ卜︒︶︑旧︵⑭胸︑冬Ⅱ単独ｒ卜起︑下上下．③池︑腕

網︵⑪飴Ⅱ平板︒⑤赤︑朝︑雨︑鯉Ⅱ平板︒︶︑

上下︒︶︑妬︵②川Ⅱ平板．⑤平板型︑但し赤︑秋︑声︑春︑

︹註肥︶

前は下上下︒︶︑〃︵②川Ⅱ平板．⑤平板型︑但し赤︑秋︑声

Ⅱ単独下上起︑下上下・句秋︑春︑前Ⅱ平板︑下上下・蜘蛛．渡

Ⅱ上下下・鵬Ⅱ下上下︒︶︑帽︵⑤蜘蛛︑猿︑猫Ⅱ上下下︒︶

春︑前は下上下︒︶︑妃︵⑤朝︑雨︑桶．露︑鶴Ⅱ平板・赤︑

秋︑汗︑影︑蜘蛛︑鯉︑声︑猿︑春︑前︑猫Ⅱ下上下︑但しこ
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〃︵⑤蜘蛛︑猿Ⅱ上下下︒︶︑相︵③池Ⅱ上下下︑単独下止起︑

Ⅱ平板・秋︑朝︑汗︑雨︑桶︑声︑猿︑露︑鶴︑春︑前︑猫Ⅱ

道Ⅱ平板・飴︑牛︑風︑腰︑水Ⅱ平板︑下上下．⑤赤︑影︑鯉

下上起．下上下．③池︑腕︑馬︑草Ⅱ単独下上起︑下上下．⑤

空︑箸︑針Ⅱ下上下．⑤朝︑桶︑鯉︑声︑露︑前Ⅱ平板・赤︑

箱︑鼻．筆︑星︑道Ⅱ平板・飴︑牛︑風︑酒︑水Ⅱ下上下︒④

平板︑下上下・蜘蛛Ⅱ上下下︒︶︑羽︵①口︑首︑腰︑竹︑烏

︵註的︶

下上下．⑤蜘蛛Ⅱ上下下・平板︒︶︑相︵②胸︲冬︑雲Ⅱ単独
蜘蛛︑露Ⅱ単独下上起．下上下︒︶︑釦︵⑤猿︑猫Ⅱ上下下︒︶︑

下︒︶︑羽︵⑩平板型︑但し牛︑風は下上下︒⑤赤︑朝︑桶︑

影︑猫Ⅱ平板︑下上下・秋．汗︑雨︑蜘蛛︑猿︑鶴︑春Ⅱ下上

剛︵猿︑猫Ⅱ上下下︒︶︑皿︵①風Ⅱ下上下︒⑤雨Ⅱ下上下
・猿︑猫Ⅱ上下下︒︶︑弱︵⑤汗︑ゞ雨︑声︑春︑猫Ⅱ下上下・

汗︑雨︑春︑猫Ⅱ下上下︒︶︒

蜘蛛︑鯉︑露︑前Ⅱ平板・影︑声︑猿︑鶴Ⅱ平板︑下上下・秋

猿Ⅱ平板︑下上下︒︶︑刀︵倒中Ｉ平板︑下上下．⑤秋．春Ⅱ
下上下・朝︑汗︑影Ⅱ平板︑下上下・蜘蛛︑露Ⅱ上下下︒︶︑

今︑海︑帯︑肩︑中Ⅱ平板︒⑤赤︑秋︑汗︑雨︑影︑春Ⅱ下上

㈲跡︑息︑絲︑傘︑空︑箸．針︑舟︑松Ⅱ下上下︑平板・板︑

羽︵①下上下︑平板いづれにも︒但し口︑首︑筆︑道Ⅱ平板・

㈲に属する地点

弧︑亜︵⑤蜘蛛Ⅱ上下下︒︶︑認︵⑤秋︑汗︑雨︑桶︑影︑
春Ⅱ平板︑下上下・蜘蛛Ⅱ上下下︒︶︑帥︵⑤蜘蛛︑藤Ⅱ上下
下︒︶・

羽︵⑩牛︑口︑腰︑竹︑烏︑星Ⅱ平板・飴︑首︑酒︑箱︑鼻︑

例に属する地点

・猿︑猫Ⅱ上下下︒︶︑別︵⑩下上下型・倒下ｋ下︑平板いづ

下・朝︑桶︑蜘蛛︑声︑厩︑前Ⅱ下上下︑平板・鯉︑鶴Ⅱ平板

れにも︒但し海︑松Ⅱ下上下・⑤下ｔ下型︑但し赤︑鯉︑声Ⅱ

水Ⅱ平板︑下ｔ下・風︑筆︑道Ⅱ下上下・㈱空Ⅱ下上下．⑤赤
上下・秋︑雨︑前︑鶴︑春Ⅱ下上下︒︶︑弧︵仙酒︑竹︑箱︑

朝・桶︑鯉︑露Ⅱ平板・汗︑影︑蜘蛛︑猿︑前︑猫Ⅱ平板︑下

平板・蜘蛛Ⅱ上下下︒︶︑羽︵︑下上下型・削下上下︑平板い

以上を総括して︑之を地図の上に示すと分布図ｌの如くになる︒

鼻Ⅱ平板・雨︑首︑星︑道︲水Ⅱ平板︑下上下・牛︑風︑ロ︑

㈹式のアクセントは大体に於て︑外側の大佐渡及び小休渡の海岸

赤︑前Ⅱ下上下︑平板︒︶︒

猿︑春︑猫Ⅱ下上下・蜘蛛Ⅱ上下下︒︶︑弱︵仙酒Ⅱ平板・
飴︑牛︑口︑首︑竹︑箱︑鼻︑筆︑星︑道Ⅱ平板︑下上下・風

沿ひの諸部落に分布して居り︵外海府村︑内海府村及び水津村︑岩

づれにも︒但し空︑中Ⅱ下上下・今Ⅱ平板・⑤下上下型︑但し

腰︑鳥︑水Ⅱ下上下．⑤赤︑朝︑汗︑桶︑鯉︑露︑鶴︑春︑猫

首村︑松ヶ崎村︑赤泊村方面は国中地方に比較して︑はるかに人口

腰︑鳥︑筆Ⅱ下上下・側箸︑針︑松Ⅱ下上下．⑤赤︑朝︑露Ⅱ

Ⅱ平板・影︑猿Ⅱ平板︑下上下・秋︑雨︑声︑前Ⅱ下上下・蜘

平板・桶︑鯉︑鶴．前Ⅱ平板︑下上下・秋︑汗︑雨︑影︑声︑

蛛Ⅱ上下下︒︶︑稲︵仙口︑首︑酒︑竹︑烏︑箱︑鼻︑筆︑星
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分布圖I(二行節名詞）
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註個↓戸地Ⅲに於て︑かくの如く②胸︑冬︑③池︑腕︑馬が下上下

各地点によって多少とも単語の型に出入が認められる︒

した北夷哩より二見加に至る海岸沿ひの諸地点並に沢根町訓︑河原

も少く︑交通も不便である︶︑㈲式のアクセントは相川町を中心と

型に︑③草︑島︑腹︑花が単独では上下型︑助詞﹁ガ﹂をつけ
ると下上下型に発音されるのは一応注意されるべき現象であら

︒認められる︒

下型と判然と区別されてゐる︒妬︑〃︑ ︑卵︑馴等の諸地点
に於ても同様であるｃ岨︑墨地点に於てもかかる傾向が顕著に

註帖井坪妬に於ては︑⑥が明瞭な平板型をとってゐて︑①の下上

等の地点に於ても認められる︒

現れてゐるわけではない︒かくの如き傾向は３︐４︐５︐５︑

・エ・オで終ってゐる単語が凡てかくの如く下ｔ下型をとって

・ェ・オの開母音で終ってゐる︒もっとも②︑③類に於て︑ァ

う︒即ち﹁冬﹂を除き以上の蛍語はどれもすべて第二音節がァ

︑両津町鋤其他の人口密度大なる国中地方の諸地点に分布し

田町
その一部に目に属するもの︑も認められる︒

てゐる︒叉国中地方にはい即ち㈱︑口の中間型が相当認められ︑又
以上の分布から考察するに︑外側の大佐渡︑小佐渡の海岸沿ひの
諸部落に分布する㈹式のものは︑中央に分布する㈲式のものより古
㈹式のアクセントの①︑⑥類の下上下型が変化して平板

い型を保持してゐるものではないかと考へられる︒即ち回式のアク
セントは

型になり︑倶に妙に合流して︑その結果成立した二次的なものと考
へられる︒叉国中地方に認められる例は現に㈹の⑪︑伺類が下上下
型から平板型へと移行しつつあるその過程にあるものであり︑又そ

註〃本調査は多くの場合︑単に一個人に基いたものであり︑叉被

調査者の大部分は子供であって︑そのため調査の結果は相当動
揺のある不確実なものとなった︒それ故︑以上括弧内に記載し

の過程に於て混乱に陥り︑この混乱が剛類にも波及したものが㈲に
属するものではないかと思はれる︒

た処の各単語の型の相異は︑私の調査した一個人がその様に発
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

註旧記︑抑はいに入れてもよい心叉弱︑卵は㈲に入れてもよい︒

音したと云ふだけであって︑これをそっくりそのまま︑その地
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
点のあらゆる人に敷術する事は勿論危険である︒此処では唯参
考の為に煩を厭はず記載した︒以下同様である︒

︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑

註旧前述の如く︑平板型には地点及び個人によって︑東京式の場合
と近畿式の場合とあるが︑此処では東京式のもの寺記して置く︒

註叫単独では︑地点により又個人によって︑アメ︵雨︶・サル
︵雨︶・サル︵猿︶・︿ル︵春︶の如く近畿式平板型に発音さ

︵猿︶・ハル︵春︶の如く東京式平板に発音される場合と︑アメ

れる場合とある︒①に就いても同様である︒助詞﹁ガ﹂を附け

ぱ︑カゼンフクⅡ風がふく︶をつけて発音させるル下卜下型を
とって現れる︒かかる現象は鋼地点の側に於ても認められる︒

板型に発音されるが︑﹁ガ﹂に相当する方言形の助詞﹁ン﹂︵例へ

註Ｐ小河内弘に於ては⑩飴︑牛︑風︑腰︑水︑⑤秋︑朝︑汗︑雨
桶︑声︑猿︑露︑鶴︑春︑前︑猫等は助詞﹁ガ﹂を附けると平

ると何れの場合に於ても下上下型となる︒従って単独で発音さ
⑤は他の語類に比較して︑各単語の型がそれほど斉一でなく
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れる場合には⑪︑側︑⑥共平板型で全く同様に発音される︒

／

．1
ケ変芸のか司野にのし入月渡東十二

騨蕊饗M羅f罰窯澤窯甫一
槍つ長、笹しつへが歌ろ酒口、のに兵、の三人
一て篇このはきつ来あ人、を私歌応勤庫長選四
のい小の三らまみてつ・た出の人援務県い者二

の

司る説佐首のがのかた俳いし家で医中生闘で先

山が司渡で根き薄らよ人へたを宮師、蔽病ア生思
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山
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｜気は人娘即司った畔るれで本たの二

￨持あでな興わた漢郷上三。今て著代誌その職十そ
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｛ 一 国 介 U も 一 ん 汀 九 デ 、 り 山 だ 弓 一 を 松 発
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､しばのたの氏と亡若祈巻，‑をのた五

Iてたき節の家の交く苑る頭にいたが十
さ o し は し 身 夫 遊 な ｰ ム に も た め 、 八

｜び高た息も訪人の→経の署、だも療年
Iし齢老子とねであた営で名病きあ養一

｜いで婦やとてあつ･者あさ中、つ所月
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酒井友二１１

一

信子の父︶などの部下に置くのは惜しいものなり︒﹂とある・余談

歌を能くし︑書に見事なる如きは八中略Ｖ内偵郡長︵吉屋氏・吉屋

では何と云って鴫広間格といふ君の上に立つものはあるまい︒其和

では此人と二課の西村君であるふ︒門閥の上より云へぱ土着の士族

ママ

ちゃ録﹂に︑﹁上月喬君︑庁中で温厚驚実な人を求めば︑青年の方

わかて

明治三十一年︵一八九八︶十二月十四日付﹁徒渡新聞・がちやが

いる︒

ある︒墓所は中野区沼袋の貞脈寺︑遺族は現在同区若宮に居住して

は遠ざかっていたが︑勅題は毎年かかさず詠進していたとのことで

頁︶を出版している︒上京後会社勤坊に替って以来︑作歌活動から

昭和十七年九月︑妻浅茅の追悼歌集﹁あさ露﹂︵ガリ版刷・二五

て︑昭和三十一年︵一九五六︶二月十五日段したという︒その間︑

れ︑昭和二年︵一九二七︶退職︑以後弁護士事務所等に勤めたりし

なった︒十四年︵一九二五︶高田商会破産の後︑残務聴理を嘱託さ

同郷の先輩︑高田商会の設立者高田慎蔵に誘われて上京し︑秘書と

桂男は長年郡役所に勤めていたが︑大正三年︵一九一四︶六月︑

って穀城が進呈したものである︒

明治・短歌革新期の諸相Ｉ

佐渡短歌史抄

上月桂男

穀城と楽天の二人は理論家であるが︑この二人に歩調を合わせて
に桂男と名乗る青年がいた︒やはり相川の地役人の家系の︑上月亮

主に実作面で佐渡の短歌革新運動に功績のあった人に︑卜月喬︑後
という旧派の歌人の子で︑明治八年︵一八七五︶二月六日生まれ︑

二十年︵一八八七︶三月︑十二歳で佐渡郡役所に出仕︑給仕︑庵を
経て首席書記に進んだ︒穀城より一歳上︑楽天より四歳卜になるわ
けで︑この三人は家庭環境も似ており︑幼時からの竹馬の友であっ
た︒山田穀城は昭和八年︵一九三三︶七月三十日︑五十八歳で永眠
するが︑死後次男又一︵現在新潟市居住︶の手によって出版された
﹁山田花作歌集﹂に︑喬が追憶を書いている︒それによると︑二人
は少年時代から父や祖父に連れられて清楽社の歌会に出席して歌の
手ほどきを受け︑長じてからも交際は深く︑穀城が帰郷したときは

喬の家に泊り︑喬が新潟へ行けばかならず穀城の家へ泊ったとい
桂男という名も︑上月の﹁月﹂に因んで︑｜︲月の桂の伝説﹂によ

員ノＯ

／ "

／

l／,〃
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一

ながら︑この当時の佐渡新聞は吉屋郡長とはげしく対立し︑そのあ
おりで︑実質的社主の森知幾氏が投獄されたりして︑半年間ほどは

かんだま

元日や東門を出でて鵺を見る詩人顔玉の加し竹の冠す

は﹁鉄幹が京城元旦の歌に

るように︑明治三十一年︵一八九八︶九月の﹁佐渡新聞﹂創刊から

さて︑その桂男は前掲の資料﹁明治中期の佐渡の歌人たち﹂に見

し︑しかし最後に﹁尾高︵高雅︶井上︵幹︶は云ふまでもなく兎に

歌人の宗匠的存在である蔵出茂樹や松原御中の歌をやんわりと否定

顔をする事であらう﹂と︑鉄幹の新年の歌を紹介して後︑佐渡旧派

といふのがあるが︑例の月並調に恋々たる人がよんだら定めて苦い

三十五年︵一九○二︶までに︑実に一○八回も作品が掲載されてい

ので短冊でも懐紙でもほれぼれする様な字が書いてあるから︑チョ

角其時代の歌よみと云はれた人は何れも思ひ揃ふて其手蹟が立派な

その記事でもち切りになっている︒

に歌作りにはげんだ人であろう︒歌論的な文章も数回寄稿はしてい

る︒もちろん同紙中の最高であり︑当時の佐渡ではいちばん精力的

を読む﹂と題する文章では︑集中の﹁罪多き男こらせと肌清く黒髪

たとえば︑同新聞三十四年︵一九○一︶九月十六日付﹁みだれ髪

能で︑上京後も﹁書家としての業績は︑毎日書道展に一度入選した

見は性格的に吐けなかったものと思われる︒かくいう桂男小雪に堪

とも忘れない︒﹁佐渡新聞﹂の人物評のとおり温厚篤実で激しい意

ット何かに張交ぜて見ても頗る心持が愉快である﹂と持ち上げるこ

ながくつくられし我れ﹂以下十数首の歌を引いて︑﹁落ち着いた佳

ことがあるそうで︑退職後近所の人々に習字を教えたり︑依頼を受

るが︑さきの穀城や楽天のような論客ではない︒

什もあるが︑此みだれ髪全体が果して温柔なる淑婦の声として聞く

る︶していたよう﹂だ︑という遺族の話である︒

けて額や墓石の字を耆いたり︵その中に佐渡の二見神社の幟もあ

ママ

事が出来るであらふか︒其正体もなく歌ひ狂ふ有様を見ては︑ドウ
は僕は彼の為に惜むくき事であると思ってゐる︒八中略Ｖ僕が彼の

柄沢いかつち

やら世上の取沙汰かほんとうらしく思はれるので︑此一段に到って
ママ

為に多とする処は其才気や琿致でなく兎も角も一巾個の身を以て新

最後に柄択寛︺はじめ﹁史章﹂の号により︑のち﹁いかつち﹂と

りの﹁ますらを調﹂の作品を発表し︑回数では上月桂男につぎ︵資

改めた︒﹁佐渡新聞﹂には創刊以来五年の間に八十回余も︑鉄幹ば

も誉めるでもない中庸の意見を述べる︒

歌壇に貢献せんとする勇気が嬉しいのである︒﹂などと︑けなすで

なお︑﹁みだれ髪﹂は明治三十四年︵一九○こ八月に刊行され

りを示している︒伝記はいまのところ詳かでないが︑当時相川で弁

料﹁明治中期の歌人たち﹂参照︶︑雷的には最先端をゆく活躍ぶ

たのに︑佐渡相川の青年が︑同じ年の九月十六日の新聞に感想を述
べている︑そのスピードに驚きを禁じ得ない︒明治のジャーナリズ

護士を開業していた︑長野県出身の人物である︒三十四年︵一九○

ムは決してあなどれないものであった︒

三十五年︵一九○二︶一月一日付﹁歌話片々﹂においても︑桂男
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、

こ八月の﹁佐渡新聞﹂に︑﹁郷里長野にて﹂と題して﹁山も川も

の作品を掲げておく︒

の﹁北漠雑誌﹂または﹁佐渡新聞﹂初出のころの作品と︑変容初期

るとき﹂として﹁たらちねの御手を握りていざさらば御風召すなと

ゑそきする川瀬のなゑのたちまちにつみもなかれてすＬしかり

・６．旧︶

追風も心して吹け磯山に鳴く杜鵲しばし聞くべく︵﹁北慎﹂調

山田穀城

初出のころ

吹秋風も鳴く蝉もわが竹馬の友ならずやは﹂また﹁故郷の母に別る
ただ涙ぐむ﹂などの作品が載っている︒

この柄沢寛は︑さきの三人に比べると二十歳近くも年長であっ
た︒﹁佐渡新聞﹂三十二年︵一八九九︶十月二十一日の記事﹁郡会
議員当選者﹂中に﹁相川町・柄沢寛・四十六歳・選挙により副議長

けり︵同調・８・蕊︶

となる﹂と出ている︒逆算すると安政元年︵一八五四︶ごろの生ま
れということになる︒弁護士であり︑政治家でもある柄沢寛はまた

長谷川楽天

歌人でもあったわけで︑はじめは﹁清楽社﹂に属し︑山田穀城の父
悼の指導を受けて旧派の歌を作っていたが︑どういうわけか︑年齢

・５．油・佐渡新聞記者大竹露舟を送る︶

此島に咲匂はしし筆の花叉新潟に帰り咲かすらん︵一︲佐渡﹂訓

・６．㈹︶

ほととぎす

夕月に船漕ぎ居れば蜀魂心ありそにおち返りなく︵﹁北漠﹂詔

上月喬︵桂男︶

３．７．−．獄中の森知幾群偲ぶ︶

獄にある友やいかにと物を思ふ石田のさとのさみたれの夜︵同

の近い親父の悼よりは︑自分にとって恥息子はどの穀城や︑その仲
青年たちと歓迎会を催したらしい作品が残っている︒

間の桂男︑楽天らとうまが合ったらしく︑穀城帰省の折など︑この
何よりもこの柄沢が新派和歌に肩入れしていたことのあかしは︑

にすでに述べた﹁浅香社﹂から独立した久保猪之吉らが興した﹁い

その・ヘンネーム﹁いかつち﹂である︒これは前記﹁中央歌壇﹂の項

かづち会﹂の名に因んだものであることはあきらかである︒柄沢が

ん︵﹁佐渡﹂鋤︒？．

こころなき海士もこよひは藻塩やくけふりけちても月やゑるら

︶

この名を用いて豊場するのが︑明治三十二年︵一八九九︶三月二十

柄沢史章︵いかつち︶

一日付の﹁佐渡新聞﹂からで︑猪之吉が﹁いかづち会﹂を結成した

る︵﹁佐渡﹂訓・旧・７︶

ひんかしの山のあなたをあふき見れば秋のもなかの月さしのぼ

のが︑その前年の六月である︒また︑柄沢の歌風が史章と称してい
たそれ以前と比べて︑俄然新派風になり︑発表歌数も断然多くなっ

言の葉の友のまとゐもまどかなる秋のもなかのつぎのさむしろ

てくるのもこの頃からである︒作品の変質は柄沢にかぎったことで
はなく︑すでに述べた青年たちにも共通することなので︑それぞれ

Ｉ
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1

︵同訓・旧・旧︶

変容初期

とし

天大丈夫の男さびすと思ふ身のァ︑此心くしくもある哉︵﹁佐

長谷川楽
渡﹄記・川・弘・恋の歌十首︶

天の下亜細亜男のふと心雄心興し立つべき世紀ぞ︵﹁佐渡﹂鋼
︒−◇刀︶

上月桂男

いくそたび世を罵りしはては亦佐渡の荒磯に袈裟濡しけむ︵﹁
佐渡﹂狸・旧・−︶

︒Ｅ・脚︶

聟え立つ北の高嶺に雪見えて朝風寒し国府の川橋︵﹁佐渡﹂鉋

山田穀城はすでに明治二十七年︵一八九四︶以来佐渡を離れてい
るので︑ほとんど﹁佐渡新聞﹂には登場しないが︑残る二人につい
ての歌風の変容ぶりは一目瞭然である︒なお︑このことについては
次の﹁参考作品Ⅱ﹂も参照されたい・

参考作品Ⅱ︵新派和歌に変容した歌人たち︶
長谷川楽天︵清︶・

８・３佐渡新聞・以下同︶

ばら垣の花さきみてる家の内に機織る音す昼しつかにて︵訓．

︵訓・８．５︶

ひややかに世を渡らんと思へども血あり涙ある男の子なりけり

−・−︶

今朝はしもうまし新年はしき年二つになりぬ愛児海太郎︵弧・

聖︶

七寸の畦を蹴立てふりつもる雪の中山日毎行きゆく︵幽・２．

賜はりし御裳を捧けてありし世をわすれかねにＬひじりおもほ

ゆ︵妬・９．肥在北海道形見衣︶

︒Ⅲ︒旧︶

杉垣の茅屋のぞけば庭をせぱふ黄菊白菊うねりうねり咲く︵苑

上月桂男︵喬︶

と︵引・２．％︶真野倉谷にて

おのもおのもとぼそ閉して賤が家のともし火さへもくら谷のさ

たてこめし霧打払ふ朝風にゆらぎ出たり沖の黒船︵亜・９．率︶

いでて朝なぎに海苔とる人の影はきえにき︵別

ますらをがとりでを攻むるときの声それにも似たる浪の音かな
︵記・吃・−︶

０２０Ｍ︶

空くらく雪ふり

妹よ柱の小琴とり︐いでて塵ばらはずや月さし昇る︵弧︒ｎ．２︶
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咄

鄙びたる手振おかしぎ掛茶屋の白魚うれし桃さく林︵錨．５．
−︶
Ｉ︑

舞姫が庭道遙の振袖にねたや牡丹の花はくづれぬ︵蒟・６．８︶
ま象

ひとたびは見えて君がみ教への下に立たんと祈りし子なり︵粥
・９．万正岡子規の計を得て︶

柄沢いかつち︵史章・寛︶

曳く人の寒さやいさやしら雪をくるまの中□はなと見るらん︵
訓・吃・釦︶

此れやこの大和男児の魂もかも鐘鬼︵埴︶剣を採る五反の帆︵鉋
・７・旧︶

４︶

嫁の沙汰佛の沙汰に更かしつつ月に衣打つ媚四五人︵鍋︒川．

︵弧・９．叫︶

二人して言はず語らずおぱしまに蓮の破れをつくづくと見き

墨染の御袖によりし秋の蝶御僧説かずや生者必衰︵釧・９．旧︶

打むれて羽子弄ぶ乙女子がたもとにかかる雪うつくしき︵弘・
−．Ｍ︶｜

・配︶

朝なノ︑烏賊千取りの佐渡の夏きけな舟唄うまし此島︵お・７

むらさきに桐の花散る垣根みち君ぞ恋しき京沓のあと︵弘・７
・卯︶

山田花作︵穀城︶

・お︶

返すノ︑惜むとすれど今更にくりかへされぬ年の苧環︵調・吃

夢に慕ひうつつにこひし故さとの山見えそめぬ勇まざらめや
︵鎚・７．記︶

．︐８．５︶ｌいかつちに

心ある君とひきませ父とのみ歌よゑてあるは淋しく思ほゆ︵鍋

理︶ｌ桂男の新婚を聞きて

隠します君が手にせる歌筆にまだ新しき口紅のあと︵訓・６．

かねほり

春日崎芝生まくらに見渡せば大海原を唯なきわたる︵理・８

卯佐︶

大海の浜辺に出ててわがたてば逆巻く浪の空をつくかも︵鉋・

月縁
旬︺●一Ａ︺︶

・５佐︶

おぼろ夜の月にうかれて砂曰く松青き浜妹と吾とゆく︵ぬ．３
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素人
釦︶

あてひと

父母は草刈り田うつ子を見れば靴に洋服貴人にして︵醜・川・

る︒﹂とある︒

﹁国許の老父茶狂﹂は山田卓のことで︑新潟師範出身︑各地の教

にかけて︑七十数回も作品を発表している︑当時の旧派ではいちば

員生活を辞して郷里相川に隠退後﹁北漠雑誌﹂時代から﹁佐渡新聞﹂

ん活動の目立つ歌人で︑穀城や桂男を︑少年時代から浦楽社へ連れ

月のや
２．狸︶

紙屋川深きめぐふにわが思ふ思ひのたけを書き流さばや︵記．

を動かし︑友人の長谷川や上月を動かしたのではなかろうか︒柄沢

穀城の新短歌にかける情熱が老父を動かし︑父の弟子である柄沢

て︑もちろん悼老人とも親しかった︒

る︒その清楽社へは長谷川楽天も卜月喬も柄沢史章も出入りしてい

派的な歌は悼︑新派的な歌は茶狂と︑二刀流を使っていたようであ

に時々見えるが︑同時に山田棹の名前でも作品を発表している︒旧

ノ

て行っていた人である︒茶狂という号は三十三年ごろの﹁佐渡新聞﹂

３．３﹂

たれこめて此春の日をあるべきや梅ほころびぬ鶯なきぬ︵師・

士屋一声︵紫雲︶

月をみませ去年の今宵をはじめにて君がみ文になれし恋なり
︵諏・３．６︶

わきもこょ笠もてきたれ木こりゆくかた山はやく花くもりせり

金花作の別号にて盛んに新風を競ひ︑僕もこれにかぶれて試みたる

解説に︑桂男自身﹁其後歌壇も追々と新派の流行となり︑君も亦小

らは上月喬も﹁桂男﹂と名をあらた鉈た︒これについて﹁花作歌集﹂

が﹁いかつち﹂を名乗って間もなく︑三十二年︵一八九九︶七月か

いったいどんな事情でこのような変容が起こったのだろうか︒と

詠草は君に依って﹃新潟﹄紙上に掲げられたが︑普通の塙前にては

へ諏・４．２︶

かはない︒いま手許にある資料によって推察するに︑やはり山田穀

のだ︒月の縁語だけに僕にはふさわしく思ったから爾米これを頂戴

面白からずと見え僕には無断にて﹃牝男﹄の希で掲載して呉れたも

くに柄択における変身は︑このような年輩者にしては華麗というほ

作歌集﹂年譜によると︑﹁明治三十二年︵一八九九︶五月︑与謝野寛

いう伝説があり︑﹁古今集﹂にも﹁ひさかたの月の桂も秋はなほも

して盛んに使用した︒﹂と書いていみ︒月の都に桂が生えていると

城の仕掛けが大きく働いたのではなかろうかと思われる︒﹁山田花
氏の﹃東西南北﹄を一読共鳴し新派を唱へて先づ十四︑五首の短歌

みちすればや照りまさるらん﹂という壬生忠岑の有名な歌もある

を紙上に掲げて世の批評を俟つ︒七月︑東京いかづち会同人として
知られたる久保猪之吉氏︵後に九州大学教授︶の訪問を受け歓談す︒

が︑これに因む命名である︒

に増加し︑国許の老父も転向して﹃茶狂﹄の号を以て新短歌を作

久保氏帰郷後﹃明星﹄誌上大いに賞讃の辞を掲載さる・同志も次第
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基本が立たぬ体です︒刹那の愉楽に過ぎて行き︑独り政治に限らず

見えます︒昨今の時流は殊更文明の弊が大きく︑喧騒の中に人倫の

現在といふ時点は︑何時の世にも何人にも混迷そのもののやうに

す︒筆者はそれを〃人倫″とみてゐます︒著者は︑八思想ｌ実践Ｖ

うに整理が行届き︑一つの根源的な思想から出てゐるものの如くで

及ぶ知幾といふ人物の生涯は︑みごとな各章節の表題にゑられるや

能にするものは何か︑また何によってそれは培はれたか︒多方面に

ふ事の意味︑即ち何が出来るのか︑何をなすべきか︒人の事業を可

⁝﹃森知幾﹄にお も ふ こ と

当面の対処を以て能事了とする傾向があります︒経済的繁栄と多様

坂口

な価値の氾濫交錯︑それを文化の燗熟と喜び︑軽薄短小を尚ぶ裏に

明治二十九年︑帝室経済会議で佐渡・生野金銀山︑大阪製煉所の

謀らんと欲せぱ︑先地方よりせさる可らす﹂﹁国家は地方民の集合

られる中央での評価の気運は喜ばしい限りですが．﹁国家の革新を

と報じられます︒払下げ反対の理由として︑㈲私人の手に移れば町

衷情を訴へつっあり﹂︑近衛公らはその血涙の行動に深く感銘した

突く雨をも厭はず帝室経済会員及び華族諸公を訪問し熱血を絞りて

十一月一日三菱移管となります︒﹁佐渡相川人民総代は一昨日来篠

払下げが論議され︑森らの懸命な嘆願も空しく︑五月十九日裁可︑

体なればなり﹂を生きぬいた軌跡に︑佐渡人たる後進が先づ考究を

然である事︑卿依然有望な鉱山である事︑を挙げての陳情でした︒

の所有に帰すろ倶がある事︑㈲採算本位となり事業の規模縮小は必

はるのか︒指導的役割を果す︑或いはそれが時代を撃ち︑現実を凌

にして︑粉骨善後策を講じます︒三菱蒋札に際して安米制度と労務

裁可後︑地元払下げの請願も却下され︑地元の暗く不穏な空気を背

民に流離困頓者が続出する事︑目秩序保持を期し難く︑また外国人

ぎ︑優れた先見性を具へるといふのは如何なる事か︒︑そしてそれに

とはどういふ事か︒人がそれを招くのか︑それとも時代が人を呼ぱ

も拘らず敗亡を必至とするのは何故なのか︒この佐渡に生きるとい

進むべき機縁を与へられてゐる︑と思ひます︒抑も人が渦中に立つ

﹃森知幾﹄は︑今日汎く読まれるべき書であると思ひます︒伝へ

治も文化も混濁ではなく︑明蜥に向かふくきでせう︒

個の生命かかけがへのない光輝を放つ存在であるとするならば︑政

を基軸に据ゑて︑実効に賭して生きた人物を活写してゐます︒

一

人間の尊厳を蝕む病理か蔓延してゐる事を直視しない風潮です︒一

昭
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１

を得ます︵含鹿伏一千円︶・しかし問題は寧ろその後にかかってゐ一個の人間の生活と尊厳を重視する思想が通底してゐ主す︒本壽の

者の雇傭継続をかちとり︑七万円の恩賜金を下賜されるといふ成果家︑また言論人である事と根本は一つです︒自ら渦中に立ち︑自他

しました︒子孫に賜った金である事︒万一鉱山の廃休其他不可避のや自彊組合が如何に多難で先見性に富むことか︒自尊自立への促し

ます︒下賜金の使途と地元の将来です︒大多数の町民は分配を要求中枢である地方自治・部落解放はその極北といへませう︒明治学校

﹁恩賜金基本財産規則﹂を告示し︑永遠の活用を期したのです︵全筆者は絶妙の距離を保ってゐます︒豊富な資料を七年費して丹念

悲運に備ふべき事︒町民の動揺と殺気の中で︑この基本を樹立し︑は︑新平民に向けられた希望であったのです︒

額大蔵省に預け︑その利子を以て町政に資す︶・相川は︑滞京旅費に読みとき︑身晶眉︒我田引水に陥らず括淡たる記述に終始してゐ

三百円はをろか︑彼自身の立替へた二百円を大正十四年になって百ます︒酒脱な情歌や真情吐露の漢詩やを適切に配し森知幾といふ人

五十円だけ支払ふといふ形で報いるのです︒物とその生きた時代を鮮かに現前せしめてゐます︒続刊が期待され
森の事業業績は一層多岐に亘ります︒八思想ｌ実践Ｖは︑﹁北浜る所以です︒︵一九八八・一○・一九︶
雑誌﹂及び自ら主幹として活躍した﹁佐渡新聞﹂上に奔馬の如き言

論として木鐸警世の任を負ひます︒産業人としての水産や新平民授ｌ﹃森知幾ｌ地方自治︑分権の先駆最下級民権から部落解放運
産事業への尽痒︑教育者としての明治学校の創立運営︑普通教育︑動へ﹄︿森幾著︶Ａ五版四二八頁︑三千円︒佐渡郡相川
実業教育の普及や教育界への叱陀激励︑それらは経倫家にして実務町大字下戸村︑森幾氏刊︒

即ｆＩｊＩ︑ノーＪ１︑ｊ︑ｊｒ１Ｊ４ｊｆ︑ノーｌｆ１ｊ１ｊｆ１ノ︑ｊＩ１ｊＩｌＪ︑ｊｌｊｆ︑Ｊｒ１ｊｑ１ノーｉｆ︑Ｊ１ｊＩ︑ノーＪ１︑Ｊ︲ｌ︲ｌ︲Ｉ︲１︲ｌｉ︑ＪＩ１Ｊ１Ｊｌ︑ｊ︑ｌ︲１１︲︲ｌ︲ｌ︲︲町︲ＩＩＩＩ１ｆ︑ＪｌＪｊ︑ノーＪｉ１ｆＩ１Ｊ１ｊ

楽焼の長次郎茶碗春の昼

紅椿一枝供ふガラシャ塚旧本陣振子時計の日永かな

高桐院二句．︒帰郷

木堂芽吹く大和に母の眠りをり東凧・歌舞伎座
京の春茶杓を買ひし陶磁婚吾子殺させ松王の泣く春歌舞伎

山本修巳

石臼のごとき鱒落椿

陶磁婚加藤清唾︑朝鮮豊り持壷帰りし

ＩＪＩ
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へ

…

1

上田三四二
青春の思い出の御著﹁海濱秘唱﹂︑思いがけない貴重な肉
筆版を賜わり︑まことにありがとうございました︒目を瞠る
おもいです︒

先生には益々ご壮健におすごしのおもむき何よりの事とお
よろこび申し上げます︒・

私は不自由なからだになりましたが︑格別の変化もなく自
宅で療養をつづけております︒

筆が持てませんので︑家人の代筆で失礼ですが︑御礼とお
よろこびを申し述べさせていただきます︒︵十月十七日︶
︵修之助ｌこの書簡発信後︑三か月たらずの一月八日亡くな
られた︒代筆ではあるが︑この書簡が私への最後のものとなっ
た︒︶

藤鍬

邨

﹁海濱秘唱﹂拝受︑まことにありがたく存じました︒しっ

加

かりした御書の中に︑ほのぼのとしたやさしさを︑しみじゑ

感ずることができました︒︵十月十八日︶

福田清人

︵前略︶時代をほぼ同じくする文学の友は次第に少くなり
を編まれました︒

さみしい折︑大兄は若々しく︑青春の思い出の﹁海濱秘唱﹂

自ら達筆に記した貴重な二百部限定の一書を︑小生にも賜

わりましてありがたく︑くりかえしひもとき愛訓しており︑

私も浄らかな日に︑かえったような気持です︒私も︑はるか

九州の海岸に︑若い日を送りました︒同じような思い出がわ

きます︒ありがとうございました︒

二伸︑ひとりすさびの俳句︑すこしたまりましたので︑小

冊子﹁月影﹂をあみました︒御笑覧に供します︒たまさま貴

はりました︒また︑かつて一︲朱鷺曼陀羅﹂の句集を思い出し

著︑第一の詩句中に﹁しろきつきかげ﹂とあるのに︑目をみ
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ております︒

︵修之助ｌ福田さんは︑私が﹁朱鷺曼陀羅﹂を出版した時︑
朝日新聞文芸欄に懇切な書評淀書いてくれました︶

︵十月二十七日︶

維時野分到来一入の御自愛を切にお祈り申し上げます︒

徳衛

金風錦繍を織りなすの好季︑愈糞御清健の趣大慶のことに

一巻御恵投いただき御芳情の程有難くあつく御礼申し上げま

拝復︵前略︶さてこの度は高雅玉極の御詩集﹁海濱秘唱﹂

存じます︒このたび美しく︑かそけく︑透明な悲しみのひび

敏の訳詩の詩情に通うものを覚え︑まさしく大正の青春の

す︒しみじ象と拝涌し︑何となく鴎外の詩篇．あるいは上田

を︑今肉筆にて御上梓なさったゑずみずしい詩精神に一驚も

いたした次第︑昨今とみに老化を党ゆる身の︑これではいけ

息吹を受ける思いがいたしました︒又こうした若き日の玉什

ないと切実に感銘せしめられました︒重ねてあつくお礼申し

ような玉詩を読みかえしております︒御拝眉以来二十七年︑

ちに加えて頂き光栄でございます︒なんという果報者かと

す︒︵後略︶︵十一月五日︶

福を得ました︒

ころ︑眼疾を患い細い読書も敬遠︑らょうどこの書により眼

なつかしい詩篇の特装版︑厚くお礼申し上げます︒このと

清水基吉

追って募っておりまして︑いずれ機を得てと念願しておりま

小生いま一度順徳院の跡をお訪ねしたいとの思いが︑日を

日本の心をお頒ち下さって︑さらにこのたび限定二百部のう

す︒

上げます︒

りを伝える和紙に︑淡々たる御筆蹟︑何度も何度も心の澪の

く玉詩一冊御恵投賜わり厚く御礼申し上げます︒掌にぬくも

草柳大蔵

崎

心に輝きを覚えるとともに︑御慈愛の深きに感動しておりま
私事で恐縮でございますが︑御当地にも放映されておりま
す小生のＴＶ番組﹁新・サソデートーク﹂も十一月二十七日
の日曜日の放映をもちまして七百回を迎えます︒常時百万人
の視聴者を得て︑心もひきしまる思いでございますが︑記念
すべき七百回の日に︑﹁海濱秘唱﹂の一部を読ませて頂き︑

若き日のみずみずしい詩魂が︑先生の歴史採訪の源泉であら
うと存じます︒何卒御海容の程お願い申し上げます︒

れたことを︑短かい時間ではございますが︑紹介させて頂こ
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目

青春は帰らずというが︑老いもまた還らず︒尊兄の意欲に
先日の玉稿ありがたく︑正月号の﹁日矢﹂に掲載いたしま

励まされる思いです︒
す︒︵十月二十日︶

古賀まり子
佐渡の秋は如何ですか︒菊日和の待たれるこのごろです︒
﹁海濱秘唱﹂肉筆限定本賜わり心より御礼申し上げ︑一息に

拝見し︑そしてゆっくりと心の中のさまざまな私の思い出と
混ぜながらまた拝見しています︒
﹁今は悲しき思い出すら︑かぎりなくなつかしきものとな

りい﹂私もそう思うこのごろです︒悲し承もいたみも心の娼
きることは清く美しいことです︒

過器を通ってあたたかいものになりそうです︒ひとすじに生
﹁海濱秘唱﹂を拝見し︑私の大好きな八木重吉の詩を思い

ました︒重吉の詩を知ったのは清瀬で︑病気と戦っていた時
でした︒遠い昔の日のことです︒

来春︑御地へ伺うのを楽し承にしております︒またあの真
野御陵の道を歩きたいと思います︒

御健康に︑佐渡の文化のためとして︑多くの佐渡を愛する
人のため研究者のため御活躍遊ばされますように︑御礼まで
︵十月十七日︶

日野資純

︵前略︶﹁しろきさうぴ﹂﹁山彦﹂﹁別離﹂﹁郷愁二篇﹂

﹁早春幽情﹂の各篇には︑すでに曲をつけさせていただきま

したが︑今後もさらに拙きふしまわしながら︑ふしつけをし

﹁七つの涙︐﹂﹁小径﹂など絶唱でございます︒

て︑口ずさむことをお許し下さいませ︒

︵十月二十六日︶

︵修之助１日野先生は︑静岡大学教授で︑ご専門は国文学で

すが︑音楽にもご造詣が深く︑先年︑この﹁海濱秘唱﹂の作品を

作曲していただいたものでした︶

西沢爽

まことに典雅な御詩集︑目を洗われるような気がいたしま

小曲という短詩の中にこめられた気韻余情︑先生の青春が

した︒

饒舌︵言葉を知らないゆえに︶即物的な時代の若者たちに

一本の妙絃のごとくひびいてきます︒

かって小塾の塾生引きつれ︑先生の詩碑の前に立った感動

は︑可哀そうですがわかりますまい︒

おります︒

は昨日のようです︒そのなつかしさを︑私は﹁空に描いて﹂
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1

一

は胃潰瘍で三分の一切除︑散々でしたが︑今ば次第に体調を

昨年は持病の肺気腫で入院三度︑危篤になった挙句︑暮に

ますが︑大正十三年に出した私の処女詩集﹁青い町﹂も近年

初めて渡島してお訪ねした時頂いた初版本は今も愛蔵してい

のこもった美しさには︑只々感銘の他ありません︒昭和十一年

たが︑﹁まぼろし﹂という詩は見当りませんでした︒小生たち

こんどの本には︑若干の未発表作品が︑のせられていまし

せる愛着と自信を表わすものということができましょう︒

る思いです︒それだけに︑この本は作者のこれらの作品によ

けの作品を克明に筆写されたご苦労には︑ただただ頭の下が

見るようなつよい感動を覚えました︒それにしても︑これだ

息吹きや思いが︑じかに伝わってきて︑どの作品もはじめて

が︑こうして肉筆で書かれたものを読んでいますと︑作者の

碑建立の時︶を拝見したのは︑もう十年あまり前になります

ていただきました︒改版﹁海濱秘唱﹂︵註︑昭和五十一年詩

のほうが多くなりました︒ご本もゆっくり時間をかけ読ませ

ました︒年のせいか︑ちかごろは︑小説よりも詩を読むこと

︵前略︶ご新刊の﹁海濱秘唱﹂いただきありがとうござい

相馬一正

︵十一月二日︶

旧い詩友も大方亡くなり寂しい秋です︒先はお礼のみ︒

円で出て居り︑直ぐ注文しましたが既に売れておりました︒

おめし人があると見えて︑先年も東京の古書目録に一万四千

とりもどしております︒

また同封コピー﹁日本近代歌謡史﹂全三巻は近刊案内予定
より一年近くおくれ︑来年一月頃上梓かと存じます︒

文部省より破格の一千万円もの学術助成金が交附されなが
ら申訳ない次第です︒資料は家蔵の現物を前面にというやり
︵蒐集三十五年︶従来の通説を覆えすには物証なくして不可

方ですが︑もうその現物は入手できない時代となりました︒

上梓次第︑拝呈させていただきます︒︵先生の御著も引用

能︑まさに検察官のごとき心境です︒
させていただいております︒出典明示︶

片付きましたら︑またお目にかＬれょうかと存じます︒い
ついつまでも御健勝のほどを︒︵十月二十四日︶

木水弥三郎
︵前略︶秋も深くなりましたがごきげんお宜しき趣を大慶
に存じます︒

小生に御高著﹁海濱秘唱﹂ご恵贈にあづかりまことにあり
がとう御座いました︒

立派な装釘のしっかりした造本︑殊に美しいご筆蹟のお心
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である︒こんな詩が掲載されていたのに驚いた︒幼稚な詩である

ていた雑誌で︑長く手許にあったが︑数年前相馬君へ送ったもの

生であった私の心にさらさらとこぼれ落ちて来まして︑思わ

色の頁から真野湾の白砂の一ような清らかな叙情が︑当時中学

初版本があったことを今でも鮮明に記憶しております︒薄青

思えば︑私の少年時代︑両津町夷の父の書架に︑御詩集の

物が机上に輝いていたという次第であります︒

イタリアでの国際学会から帰国しましたら︑すばらしい贈り

ご恵贈にあずかり︑ありがとうございました︒実は十月末に

前略このたびはすばらしい御詩集﹃海濱秘唱﹄の肉筆版の

がなつかしい︒︶

が昔発行しました﹁迷路﹂というガリバソ刷りの雑誌︵お手

しアブ・やまＪもと

若林真

許にあったものを数年前お送りいただいたもの︶に︑のって

かなし

いたものです︒筆写して送ります︒︵後略︶

まぼろし
あさｌ
きみのひとみの
あをくすめるが

ひるｌ
きみのくちべの
かなし

ず胸が熱くなったことも記憶しております︒そして︑先生ご

あかくもゆるが

きみのかひなの

よるＩ

たのも憶えております︒それは︑まだ父が存命の頃の︑今を

執筆の﹁自序﹂の色紙がわが家の床柱かどこかに懸かってい

今度︑御詩集を頂戴しまして︑そんなことをいちどきに思

去る四五︑六年も昔のことでございます︒

しろくうけるがかなし
﹁迷踏﹂第六幌
︵大正十二年九月二十日発行︶

家︑群馬県人︑東京外語を出て長くシーメンス会社に勤務︒中学生

島太郎のような存在でございますので︑それは︑わが心の中

私自身はもうほとんど佐渡へ帰郷することはなく︑一種の浦

い出しました︒早速︑亡父の霊前に報告いたします︒ただし︑

時代文通により佐渡へ来島︒ふしぎの縁により七十年の交友︒数

の父の墓前に対してでありますけれども︒私の佐渡は現在の

︵修之助Ｉ相馬君は︑・ヘンネーム﹁塩谷太郎﹂︑児童文学諦訳

少ない生存の友人の一人︒雑誌﹁迷路﹂は︑相馬君たちの発行し
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というよりは﹁思い出の中の﹂佐渡にすぎません︒しかし︑

私はその﹁幻の﹂佐渡をひそかにこよなくいつくしんでいる

詩句のきよらかさと︑文字のやさしさが︑こんなに深い出

会いとなっていることに驚かされています︒

活字では見過ごしてしまう心のひだを︑書はあますとこら

先生のもつ詩句の音楽性と︑しなやかな書の律動感とが︑

なく伝えてくれます︒

版しました訳書によりまして︑今年度の﹁日本翻訳文化賞﹂

何とも云えぬ調和となって︑しみじみとしあわせを感じさせ

ところで︑私事にて面映いのでございますが︑私は昨年出

のでございます︒

を先日受賞いたしました︒このことを自慢話としてではな

てくれます︒

祈り﹂︑｜波﹂︑﹁生れたるもの﹂に︑

選びぬかれた和紙の上に︑格調高く展開される先生の一文

で﹁山本修之助詩と俳句展﹂が催された︒その個展には山本

昭和四十九年十二月佐和田町の文房具店﹁小坂屋﹂の階上

高橋進

本当にありがとうございました︒

をお手本に筆なども持ちたく思ったことでした︒

今日よりは︑この一巻を座右の書として︑この美しい文字

いる主題であったのです︒

六十歳をこえた私が︑今ようやくまともに見つめようとして

﹁海に降る雪﹂︑一

世界を見つめていたことに改めて深い感動をおぼえます︒

それにしても︑二十歳の若い詩人が︑すでに﹁寂心抄﹂の

く︑郷土の大先輩であり同時に亡父の友人でもありました先
生に︑謹んでご報告申しあげます︒もうひとりの受賞者は︑

先般︑天皇陛下の御手術を担当なさった森岡恭彦東大医学部
教授であり︑私としてはなんとも晴れがましいことでござい
ました︒

これから佐渡も寒い季節に入ることでございましょう︒先
︵十一月七日︶

生にはくれぐれもご自愛のほどをお願い申し上げます︒

高野喜久雄
︵前略︶遠い日の︑かなしく美しい愛のうたが︑今も切々

と胸に迫るのは︑やはり先生の生きた青春の日々のすばらし

字一文字を読み進むとき︑何故か永いこと忘れていたものの

さん自筆の﹁海濱秘唱自序﹂と﹁断章﹂中の第十章

さなのだと存じます︒

ふところに帰ってゆくような思いがしました︒
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ー

砂丘の砂
白ければ
わが恋も
また清し
の詩章が大色紙に書かれて︑展示されていた︒︾︲一れは場中

は非売品であるから頒けられない︑と断わられた︒ではこの

第一級の作品だったので︑私はその作品を所望したが︑これ
﹁砂丘の砂﹂をと言ったが︑これも非売品であるからと言わ
れた︒

私は家に帰って﹁小坂屋﹂でのこの個展を見ての感想を︑

佐渡事時新聞に書いた︒そして︑その感想文の末尾で﹁もし
あの長石浜の海浜に山本さんの詩碑を建てるとしたら︑この
﹁断章﹂中の第十章こそ︑それに相応しい詩句であると思っ

た︒﹂と書いた︒後年あの真野湾に向かって碑が建立された
が︑その詩句は矢張りこの第十章一︲砂丘の砂﹂ではじまる四
﹁海濱秘唱︲一の発行は昭和九年七月六日であり︑その後真

行詩であった︒偶然の一致であった︒

野の砂丘に詩碑を建てた時に︑それを記念して再版した︒再
版の詩集には新たに三篇が加わり︑数人の人だが感想︑批評
を書き︑山本さんも﹁改版刊行について﹂の一文を後記とし
て書き加えた︒その後記の末尾に﹁私の生涯に︑温かい友情
と深い理解を示してくれた多くの友人に心から感謝の意を表

したい﹂と書いた︒

ある宴会の席で相当に酒が廻った時︑突然山本さんは立ち

上って﹁人は私を一郷士史家に過ぎないと云うが︑単なる史

家ではない︒私は元来詩人なのだ／﹂と叫んだという︒この

山本さんが︑唯一の詩集﹁海濱秘唱﹂に抱く感懐は深く強い

ここに肉筆版一︲海濱秘唱﹂が発刊された︒山本さんは︑恐

ものがあったことだろう︒

るリズムで自己の詩を表出したかったのであろう︒

らく活字から受ける硬質な感覚を嫌って︑毛筆のもつ流れあ

詩人山本さんの﹁海濱秘唱﹂に対する執着は驚くほどの強

和紙和装二色刷

靭さをもって迫っているのであろう︒︵十一月十日︶

一山本修之助著

肉筆版海濱秘唱

限定二百部番号入

定価四︑五○○円送料三八○円

至急本会までお申込み下さい

残部僅少ご希望の方は︑前金にて
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相馬御風先生題字

心蕊

〜 一
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一
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』,j

−

佐渡の﹁金石文﹂資料

﹁金石文︵きんせきぶん︶﹂とは︑今の一般の人には︑あ

まり親しまれていない文字である︒﹁広辞苑﹂によれば﹁鼎

鐘・石碑・仏像など金石に刻された文字・文章﹂と書いてあ
古い年号のものがある︒

る︒古い寺院などに残されている銅鐘・鰐口・石塔などには

私は︑若いころ︑佐渡の金石文を調査したが︑その後完

成までできずやめてしまった︒高令になって︑今さら続行も

できないので︑今までのところまでを発表しておくことにし
期待してやまない︒

た︒未調査なところがあると思うが︑後につづく者の完成を

常楽寺︵現在なし︶

銅鐘弘長二年︵壬戌︶

︵記録に﹁羽茂郡﹂とあるが︑現在不明︶

岡崎蘆門編﹁扶桑鐘錐集﹂によれば︑この鐘はゞ山城国

西岡来迎院にあって︑その銘に

奉鋳造梵鐘

大日本国佐州羽茂郡常楽寺当代

無行無常是生減法生滅滅己寂滅為楽

色触三種水地空両妙妙声主春属

経日器世間中有十七清浄豊性形種種
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国土安康

帝道暹昌

なお︑この陸奥守平朝臣とあるのは︑北条宣時のことで

永仁三年乙未九月日

天長地久

祝日皇風永扇

ある︒

そのころ佐渡を知行していたことは︑日蓮上人の遺文にも

蓮華峰寺︵小木町小比叡︶

鰐口元和元年︵乙卯︶

正法寺︵金井町泉︶

鍔口明暦元年︵庚申︶

清水寺︵新穂村大野︶

これは︑現在不明のものである︒

銅鐘嘉暦元年︵丙寅︶

所在不明︵﹁︲金石年表﹂所載︶

治大工藤原某

弘長壬戌林鐘日
と︑ある︒

東光寺︵赤泊村徳和︶
鰐口文明元年︵己丑︶

︵新穂村井内︶

︵文明元丑十二月廿日亥五郎寄附︶

神宮寺
三︵
年乙︵
乙︶
未︶
銅鐘永仁永
三仁年
未

︵もと両津市羽黒羽
羽黒
黒権
権現
現別
別当
当正
正光
光寺
寺に
にあ
あったが︑明治
五年廃寺の際︑末武某が買い取り神宮寺へ寄付した︒昭和五
定された︶

年五月二十四日︑国宝に指定︑昭和二十五年重要文化財に指

佐州羽黒山正光寺

銘には

五輪塔慶長十二年
石鳥居慶長十三年

奉施入推鐘一口長三尺
右奉鋳志者為陸奥守平朝臣御祈祷並結縁助成乃至天下法

宝筐印塔
銅匠藤原守重

圭頭碑慶長二十年

観音堂︵羽茂町小泊︶

界平等利益故也

沙弥能主

院主僧信性
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伴大納言の佐渡伝説
有名な国宝絵巻物﹁伴大納言絵詞﹂にある︑貞観八年︵八
六六︶九月二十二日の応天門火災事件の放火犯人伴大納言善

さらに︑善男は︑父国道が佐渡へ流罪になった時の子であ

なお︑善男の父参議兼右大弁従四位下国道が︑延暦四年

るとしている︒

る︒そして︑在島二十年延暦二十四年︵八○五︶赦免になった

︵七八五︶︑その父継人のことに連座して佐渡へ流されてい

佐伯有清氏によれば︑善男の誕生は︑弘仁二年︵八二︶

説である︒

が︑この間に生れたものであろうというのが︑﹁佐渡志﹂の

男は︑佐渡で生れたという説がある︒

としている︒そして︑この年の正月十一日︑父国道は陸奥少

たが︑その仲間の伴清綱という者は佐渡へ流されている︒

また︑貞観八年の応天門の事件で︑善男は伊豆国へ流され

橡に任ぜられているので︑その出発の時か︑また留守中妻の
実家で生れたものであろうとしている︒

この善男のことについて︑谷太三郎氏の﹁伴大納言絵巻﹂

しかし︑大江匡房の一︲江談抄﹂には︑佐渡の郡司の従者の

という長篇小説がある︒これには善男は佐渡生まれとなって
いる︒

百姓である︑と記してある︒また﹁宇治拾遺物語﹂四︑にも
たいで立ったという夢を見たことが書いてある︒妻は︑それ

良寛の父︑以南︵いなん︶は︑与板町新木︵あらき︶与五

良寛の父以南と俳僧松堂

佐渡の国の郡司の従者であったとして︑西大寺と東大寺をま
はあなたの股︵また︶が裂︵さ︶かれることであろうといっ
た︒その時︑人相︵にんそう︶を見ることのじょうずな郡司
は︑あなたは高い位︵くらい︶につくであろう︒しかし︑な

で︑親戚の相川町の山本庄兵衛の娘のぷ︵今までは秀子と伝

た︒養父にあたる新左衛門には子供は居たが皆若死したの

右衛門の二男で︑十九歳の時出一雲崎町の橘屋山本家へ入婿し

はたして︑郡司のいったとおり︑善男は大納言という高い

えられていた︶を養女としていたのである︒この時︑のぶは

にか事件がおきて︑罪人になるであろう︑といった︒

へ流罪になった︒

であった．以南は︑すでに﹄﹂うした文学的素質を受けついで

以南の与板町の実家の父与五右衛門は︑白雄と号した俳人

二十歳︑以南より一歳年上であった︒

位までのぼったが︑応天門の事件で︑放火犯人として伊豆国
このように﹁宇治拾遺物語﹂に書いてあるが︑田中葵園の
﹁佐渡志﹂巻十四にも︑これによったと思われる記事を載せ
てある︒

6
1

いたのであった︒

そのころ︑出雲崎町には︑近青庵北浜という大宗匠がい
た︒宝永四年以来︑獅子庵支考に師事し︑のち出雲崎町へ来
出雲崎町へ来た以南は︑この北漠の弟子になり︑﹁如翠﹂

た盧元坊にも学んだ︒

私が︑長い間親しく交っていた佐藤耐雪翁は︑良寛や以南

という号であった︒

の研究家では第一人者であった︒この耐雪翁が︑以南の俳句
を集めていたが︑三十年間かかっても百句に満たないといっ
ていた︒
わが

さいわい︑私の家に古くから伝えられている﹁我やどは羽
音まで聞く千烏かな﹂は︑先年出雲崎町史談会の懇望で︑良
寛堂の傍に︑短冊の文字を拡大して句碑とされた︒

この以南の数すぐない句のなかに︑相川町の俳僧永宮寺松
堂の悼みの句がある︒
佐渡の俳僧松堂を弔ふ

星ひとつ流れて寒し海の上
松堂は︑安永九年十一月二十四日︑七十八歳で亡くなって

松堂は︑当時佐渡の俳壇では第一人者で︑門弟も多く︑句

悲しみ︑現在の俳句としても︑立派なものである︒
集も出版されている︒

書もまた第一人者であった︒

佐渡の松堂を︑越後の以南が弔った名句として︑永く伝え
たいものである︒

碁打ちの神童﹁弁次﹂

江戸時代の末期︑羽茂町滝平に通称﹁ひきにわ﹂歌方︵う

滝平は︑羽茂本郷の町から羽茂川に沿うて六キロも離れた小

たかた︶弁次という碁打ちの神童がいた︒

から︑碁を打つ者などはあまり居なかった︒

佐渡山脈の山深い集落である︒ことに江戸時代の麦︲一とである

この村のお寺にいた住職は︑すこし碁を打つので︑時たこ

の弁次に教えたが︑もう二︑三か月で︑住職を負かすように
なった︒

住職は驚いて︑このまま山深い里に埋もれるのをおしんで

なんとか世に出して︑りっばな碁打ちにしてやりたいと思っ

島内唯一人の名人であった︒早速山本家の門に入り︑対局し

幕府の棋所預井上因磧の門人で二段の免許を持っている佐渡

そのころ︑真野町新町︑通称﹁おもや﹂山本半右衛門は︑

ていた︒

荒浪の冬の日本海の夜空に︑星が一つ流れた︒それは︑あ

十一月末であるから︑もう冬である︒

いる︒

の松堂の死んだ佐渡の島の上に流れた・暗い夜のさびしさと
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たが︑弁次はこの時わずか十歳で︑碁盤に向うのには座蒲団

ぐれ︑新町大神宮の大幟はその筆による︒趣味もひろく︑こ

日︑七十七歳で残した︒

小川英策︵四段︶と取り組んでいる︒明治十七年七月二十六

を受けていた︒﹁天保囲碁名手番付﹂には﹁前頭﹂で︑武州

とに囲碁は天才的で︑幕府棋所預井上因磧の門で二段の免許

そのうち︑半右衛門の師匠井上因磧が佐渡へ来島し山本家

を二三枚重ねなければならなかったと伝えられている︒

この話を聞いた因磧は︑弁次の親の承諾を得て︑江戸へ連

に滞在した︒

野口雨情の初期詩篇﹁佐渡か島﹂

大正・昭和の民謡や童謡の作詞家として有名な野口雨情は

江戸では︑四段まで進み︑師匠の代理を勤めるほどになっ

れて行くことになった︒

によれば︑あまりのすぐれた才能のため︑同僚にねたまれて

た︒惜しいことに︑安政の末ころ︑十四︑五歳で死んだ︒噂

子と同行した︒九月一日新穂小学校で︑﹁誰演と音楽の会﹂

大正十二年佐渡へ来島した︒作曲家中山晋平・歌手佐藤千夜

なお︑萩野由之﹁佐渡人物志﹂には︑﹁弁蔵﹂となってお

瞳を上げよ寂しくも

佐渡が島

つぎに紹介する︒

二十三歳の時である︒

明治三十八年三月︑水戸市高木知新堂の発行である︒雨情

つかった︒

女詩集﹁枯草﹂が収録されており︑﹁佐渡が島﹂の一篇が見

最近︑﹁野口雨情詩集﹂︵弥生書房刊︶を見たところ︑処

歌詞を掲載してある︒

っており︑私の﹁佐渡の百年﹂の﹁雨情の講演会と震災﹂に

しかし︑童謡﹁佐渡が島︲｜と︑民謡﹁佐渡即興﹂九首が残

を催したが︑関東大震災のため翌朝帰京した︒

毒殺されたといわれている︒

り︑通称も苗字もない︒また死亡年も﹁天保年中﹂となって
本稿は︑昨年刊行の集落史﹁滝平のあゆみ﹂と遺族歌方伸

いるＯ

遺族は︑現在小木町へ移住し︑数段の火災のため記録は一

一氏によるものである︒

人の墓所となっているし︑菩提寺も滝平の地蔵院か千手院の

切ないという︒滝平の墓所も︑小木町に移し︑昔の墓所は他
どちらかという︒

山本半右衛門は筆者の曾祖父にあたり︑名は恒︑字は士徳︑

雪亭と号した︒山本家第八世︒漢詩・俳句のほか書道にもす
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この中学時代︑のちに軍人となり︑中将にまで昇進した本

それに引きかえ︑のちに哲学者になった北は︑中学生時代

間は︑繊細な文学少年であった︒

この二人の人間像と︑中学時代の対象的な性格が︑今も話

腕力もあり武勇伝の一人であった︒

なお︑この北の武勇伝については︑こんな話もある︒

題になっている︒

佐渡中学校は︑もと獅子が城というお城の跡であるので敷

地が狭い︒そのため寄宿舎は長い石段の下方にあった︒

今はバスでも通学できるような両津方面の生徒も寄宿舎へ

ある時︑友だちとの云いがかりの末︑北は﹁この石段を逆

入っていた︒北も︑もちろん両津の人だから寄宿生であった︒
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雲にまぎるる島山の
森にぞ秋は浮びたる

入江に満つる海の香も
思ひが迷ふ金色の

夕日ただよふ波の上
さても静げき潮ざゐに
海の日暮れて紫の

雲ぞ流るる佐渡が島
舟ぢゃ女ぢゃ腕細ぢゃ
それでは波が関の戸の

石段は四十五度の傾斜で︑約三十段くらいであった︒

立︵さかだち︶をしながら下って見せる﹂といい出した︒

この魚は︑﹁和名抄﹂や﹁新撰字鑑﹂などの古典にも記載

をした︒体長三︑四○志くらいのトゲの多い魚である︒

海水浴で子供たちが︑よくオコゼに刺されたといって大騒ぎ

私の町︵真野町新町︶は︑真野湾沿いの海岸であるから︑

オコゼの俗信

をしながら三十段の石段を無事下ったということである︒

この時︑北はたくさんの友だち環視のなかで︑悠々と逆立

佐渡は四十九里沖の島
北玲吉の逸話
北吟吉は︑一輝の令弟で両津市湊の出身︒早大を出て︑哲
学者として﹁哲学行脚﹂などの著書もあるが︑多摩美術大学
て衆議院議員にも当選した︒

の創設や雑誌﹁祖国﹂の刊行をつづけたが︑のち政治家とし
佐渡中学校︵現在佐渡高校︶第四回︵明治三十七年︶卒業
生であるが︑一級下に本間雅晴がゞいた︒

4

されているもので︑全国各地に︑むかしから﹁山の神﹂に供
える俗信が伝承されている︒

この信仰の起りは︑まだわかっていないが︑狼が好きだと
か︑また﹁山の神﹂は醜︵象にく︶いので︑この魚を供える
と︑自分よりまだ醜いものが︑この世にいるといってよろこ
ぶとかいっている︒

佐渡で採集したものを紹介する︒
○

前浜地方︵小木・羽茂・赤泊・松ヶ崎・岩首・水津等︶で
は︑山野に絡を祀る祠︵﹁十二さん﹂︶に︑オコゼを供える
俗信がある︒
○

相川町大浦・高瀬地方では︑自分の牛を逃がして︑これを
探すとき︑赤オコゼを陰干︵かげぽし︶にしたものを︑手拭
につつみ︑頭だけ出して︑探せば﹁山の神様﹂が︑逢わせて
この赤オコゼは︑鱈場︵たらば︶といって︑九○ヒロ︵一ヒロ

︵探し出して︶くれるという俗信がある︒

るという︒

は約五尺︶以上の海底にいる魚で︑朱色をした美しい魚であ
○

外海府地方では︑木挽︵こびき︶が︑大木を伐る時﹁山の
神さん番神さん﹂と︑唱言︵となえごと︶をして︑斧︵おの︶

を入れる前︑かならずオコゼを供えた︒
○
○

山の神様には︑オコゼとともに︑宇賀︵うか︶の餅を供える︒

○

マムシ︵毒蛇︶のことを︑﹁山オコゼ﹂という︒

山に﹁山オコゼ﹂という昆虫がいるｂ長さが︑約一寸︵三

器くらい︶で︑頭部に赤色の輪の模様がついている︒猛毒が

○

あって︑すこしでも触れると︐皮層が痛むという︒︵後藤酉
蔵氏談︶

もう一つ︑﹁山オコゼ﹂という虫がいる︒体長は約一寸く

らい︵三器くらい︶︑山の草むらにいる︒頭部いちめんに︑

黒い針毛をもっている︒これに触れると︑針毛が総立ちとな

○

り︑皮層に痛みをあたえる︒︵相川町二見︑渡辺源右衛門氏
談︶

また﹁川オコゼ﹂という昆虫もいる︒長さ約一寸くらい︑
○

溝渠などにいる︒これは︑毒がないという︒

オコゼに刺された時の痛み止めとして︑婦人の陰毛を一本

抜いて︑その刺された箇所へあてるとよいと︑むかしから俗
信がある︒
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瑞穂句会抄︵一月︶
一月十六日於加茂湖畔﹁進栄﹂
新年宴会を兼ねて︑加茂湖畔カキ料理
﹁進栄﹂で開く︒二階から白雪の金北山が

湖面に影を映している︒遠くに白鳥二羽が
見え︑静かな冬日和であった︒

年賀状年に一度の宛名書く須田中夫
去年迎へし山に今年も松迎ふ

初凪や人影見えぬ蟹部落中川湖舟
頬冠り取る真似をして遠会釈
待ちてゐし句会も風邪の癒えずして

子の独楽の押入れにあり今もなほ高橋木犀

鴉飛ぶ鎮守の森や初景色

海鳴りを聞きつつ霜夜師と語る高野竹風

初鏡素顔のままに座りをり

師の句碑の建ちゐる山の眠りけり

菊地っぽみ

囲ひなき南天に雪つもりけり本間あやの
子と二人してあわただし年用意

灯台や怒涛かすめて冬かもめ稲葉清子
温泉の宿に海鳴りひびき秋深し
停年に二年を残す除夜の鐘

万葉の歌を選くり初硯加藤文子

選者吟山本修之助
宿世とぞおもひあきらめ雁を聴く

鳴く虫のこゑより闇のひろごりぬ

二月二十五日山本先生宅

瑞穂句会抄︵二月︶

白粥に一つ落せり寒卵

三月十六日新穂総合センター
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鶯や授業はじまる分教場生田政春

寒紅を薄く刷きゐて五十路なる

卵割る厨に射せり寒夕焼佐山香代子

月曜の朝の寒紅少し濃く

日本語の北京訓や息白し羽豆英子

窓ごとに春の空ある校舎かな山口高子

月寒し港に着きし最終便

ちりぢりに烏の声せり春一番

北山を映す加茂湖や牡蠣筏菊地っぽみ

着ぶくれて脱ぐにしばらく手間どれり

米とぎて寒の水をぱ流しけり本間あやの

鳴き交はし吹かれ飛びをり渡り海猫

海苔つきし岩に砕ける波の花稲葉清子

選者吟山本修之助

いたはられつつ老いゆくや冬さくら

寒構怒涛の遠き日なりけり

春一番ジェットホイルの欠航す中川湖舟

鳩群るる上野の森や冬うらら

古時計遅れて打つや去年今年佐山香代子

ウインドに飾る着物や春隣

鐘の音のひびき明るし日脚伸ぶ中川湖舟

雲低し海のかなたに冬の佐渡須田中夫

初夢や世に在る人も亡き人も

山峡に炭焼くらしや煙立つ高橋木犀

ひとときの日照雨に光る肺柳

室咲の極楽蝶花や調度満つ生田政春

蛇口より水たぱしるや初厨羽豆英子

テレビジョン百八つひびき去年今年

師を訪へぱ早紅悔の咲ける庭高橋木犀

去年今年旅の鞄に香母酢の実

島三日風雪波浪注意報

日の射して枯蘆に音生れけり

舟霊の幣新らしく初明り高野竹風

瑞穂句会抄︵三月︶

係たちのカルタ読む声厨まで

屠蘇をつぐ妻還暦を迎へけり山口高子

､

ノ

日溜りにまた一羽来る寒雀

灯明にとどく氷柱や摩崖仏高野竹風
波の花岩の祠をかくしけり
春風に赤きネクタイ吹かせつつ

鱈下げて一里の峠登りけり生田政春
磯の香を残して去れり海風売佐山香代子
紅梅や茶会を終へて帰るらし

蠕単送る赤坂御所の梅白し羽豆英子
紅梅やみごもるといふ便り来て

瑞穂句会抄︵四月︶
四月十六日山本修之助先生宅
お花見句会も︑あいにくの雨のため真野
御陵まで車で行き︑雨中の桜を眺め︑山本
出席で盛会であった︒

先生宅で句会を開いた︒ほとんどの会員の

新築の槌音ひびく梅日和中川湖舟
月旅行招待されて四月馬鹿
絹蒲団妻の晴着の名残にて

桑解かれ枝ひろがりて廻り道高橋木犀
燃えつづく夕野火よりの煙草の火高野竹風

紅梅や苔の古りたる庭の石山口高子
初蝶の低くよぎりし狭庭かな菊地っぽみ

雛祭とて孫娘より電話

明日のことメモに記せり秋灯下
贈られし草の香にほふ蓬餅

鶯や午後を休みの分教場生田政春
オカリナの一音はづれおぼろ月

春祭近づき太鼓ひびきけり

竹林の風わたる音春障子稲葉清子

選者吟山本修之助

母のあと子も踏盈つづく麦畑

寒夕焼うすれて昭和逝かんとす

稿了へてよりいささかの日脚伸ぷ

昭和六十三年十二月十一日

真野町俳句会

於真野町吉岡渡辺やす宅

あかり

若林うた子

仁王立つタブの一樹や庭枯る碁渡辺やす

小面に冬の灯のとどきけり

悼稚魚先生

いまひと度島は待ちしに小夜時雨

のぼる師のもとへ壷るる野辺送り滝口たづ

犬ふぐりとききて踏まずに通りけり

春一番やみて梯子の老庭師本間あやの

干し足袋のならぶコハゼの光りつつ

佗助の手編みの籠に活けてあり佐山香代子

色烏の声も吉岡岩野邸

厨の灯もれて代田に映りけり

極月のタブの木雲にふれなんと

冬銀河いづれ稚魚星のぼる星鶴間千世
暮れそめし夕べの庭に花散りぬ

城祉の八重の桜の盛りなる山口高子

アイア目

師の色紙かかげて梅の匂ひけり稲葉清子

波の秀のくずれて春の光なる羽豆英子

一切の音寄せつけず冬怒涛

夕東風や磯に寄り来し銀葉草

選者吟山本修之助
おだやかな波の音より年明けぬ

冬銀側流れて国の喪に服す

雪降るや平家落人住ふし村

雪のせて水車の廻る平家村山本修巳

寒の雷座り直して迎えけり

埋火をひろげて心ひらきをり島倉盈月

大観音菩薩の頬に日脚伸ぶ菊地っぽみ
蒼き海見下ろす丘や藪椿

除草剤よけて散らせり母子草本間あやの
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稚魚先生

潜り戸や白山茶花の一の城諸橋和代
民宿の粋な寒九のとろろ蕎麦

起重機の腕の伸びたる恵方径滝口たづ

ｌｊｌｌｆ︑Ｊｆ１Ｊｆ︑Ｊ１︑ｒｈｊＩ︑ノーｌノーノー︑Ｊ１ｌｆ︑Ｊ︲︑︲ｊＩｊｉ︑Ｊ１ｌｒ︑ｊＩｌｒ１Ｊ−１／︑ＪＩ１Ｊ︑ＪＪ︑ｊＩ１ｆ１Ｊ４ｑｒｌ１ｆ１ＪＩ１ｊｔｌｊ︑ＪｉｊＩＩ

フデリンドウ︵扉カット︶

ふり仰ぐ冬の星座にまぎれけり右近ふみ子
枯るる中沖に漁火燃えてをり

崩御せし夜をしづかに寒の雨山本修巳

餅を切る掌厚き母なりし

後で︑草はらで遅いお昼を食べた︒日頃︑

やワラピを採った︒いくらか歩き廻った

かも知れない︒途中で︑少々蓬けたゥド

山に遊びに出かけたといった方がよいの

出かけた︒いや︑山菜採りというよりは︑

緑の日︑お昼近くになって山菜採りに

鈴懸の実の寂びいろや計報きく

風花や戒名のなぎ無宿墓滝口恵倫

買初めにマネキン人形ぬがせたり中野晴代

陽がさして凧山へ逃げ帰る滝口恵倫

縁側に風の棲みつぐ十二月

稚魚先生

師走誌の師の辞世句にならふとは

凧や音して止まる炊飯器

礁よりかもめ鋤び立ち恵方かな菊池芳女

いくり

白鷺の翔んで見せたる刈田かな

七草の永き昭和の逝く日射し

０１．１１︲もｊｊ１１ＪｔＪｒ１ｊ１ｊ４︑ｊｒ︲卜︲ｆｆｉＩｊ６１ｆ︲ＪＪ︑︲Ｊ１Ｊｆｌｊｌ卜１︐Ｊｌｌｆ︲︲／１１︲ｌ︑ＪＩｌＪｋｉ︐︑１︐ＩｊｉｊＩｉｆＩ︲ＪＮｊｆ︲ｊ０ｂｊ︲１︲ｊｌｊ−

とによるものという︒︵長嶋陽二︶

のようすが応筆の棚先のように見える妄︲｜

一フデリンドウの名前は︑閉じている花

一陽が当たると開くのである︒

一もやはり︑曇っているときは閉じていて︑

一催誕傾嘩浄鍬弛卿峠軒鮴永味誼妙斗蜘裾一

一花で︑リンドウ科のフデリンドゥである︒

一が目にしｒまった︒草丈十センチ足らずの

ーーン︑ポッーンと薄い青紫色の優しい花一

一腰を下ろした枯れた芝生の中に︑ポッ

一大体︑空気からして美味しい︒

一︾︾︾一稚過一江母作︾︾歸湖︾︾︾銅︒一

木守柿映ゆる玻璃戸や城の内菊池芳女
冬鳥の来て築山の真昼かな小沢みょし

酒粕の香りあふれて女正月

冬蕎級弔旗は雨に重くなる右近ふゑ子

﹁平成﹂と年改まるあしたかな

日溜りに主が出てゐる案の入り小沢みよし

六日の昼下り青大将が

島荒れの凧寝かされてをりしかな

初景色入江半分日あたりて若林うた子

どんど火に新嫁新婿照らされて

謡ひ初め力みて調子狂ひけり内田正雄

すめろぎの計の人日となりにけり

読み初めの遺稿となりし﹁惜身命﹂渡辺やす

一六の書

北風の吹きて模型の朱鷺を翔たせけり

雄潭の墨や師走の披講なり金子桃士
内田正雄

ひとり者柚子湯をさっと落しけり
碓魚先生

師の句碑の朱の惨みけりうめもどき
兎とび島の師走の波がしら

石庭や寒禽の声高きより中野晴代
山茶花の白き花満つ旧家かな

平成兀年一月十六日

真野町俳句会

東て滝の心音ひそと春の声

饗銭のこぼれしままや初詣金子治作
着ぶくれて仏の話きりもなや鶴間千世

於真野町体育館
耳遠き母が笑ませり除夜の鐘

能面に声くぐもりぬ雪催島倉盈月
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寒風に身を寄せ会ふて捨子猫諸橋和代

墨の色中位なり筆始

早番の子が吹かれゆく余寒かな若林うた子

谷よりの寒禽のこゑ留守の寺

寒の仁王素肌の木目あらはなり山本修巳

そば殻の枕に惜しき春の夢

師の墓参寒のもどりの雪化粧金子桃士

足遅き夫気遣へぱ冬の鵤

寝起の間念に念入る掃納

真野町俳句会
平成元年二月十二日

時雨草履ぴたりとおみあし和尚さま

のぼる碑の肩筵もたれて姫椿諸橋和代
雪の野のくらき静けさのぼるの忌島倉盈月

金子のぼる忌於四日町海潮庵

ふるさとの芸守るつづみ冴返る

如月の眉根やさしき法衣かな菊池芳女

行楽のことに胡葱ごまよごし

春寒や盛衰まざと吊灯籠滝口たづ

清水寺救世殿

世尊寺︑慶宮寺︑清水寺へ吟行

真野町寿楽︑荘

平成元年三月十九日

真野町俳句会

厚着する右の手先に通すくせ

縄なひの輝腫を比べをり内田正雄

ひびあかぎれ

のぼる忌や夫婦椿のあでやかに

ニン月の少し雪舞ふのぼるの忠小沢みょし

のぼる忌に行けぬと雪の静平

小流れに靴洗ひけり蕗のとう中野晴代
ご夫婦にして

合ひ和して上ぐるおん経冬法事渡辺やす
天神堂師の句鎮まり梅三分
たづ様

墨染の衣すらりと雪障子鶴間千世
のぽゐ忌

湯ざめして聞き入る手塚治虫の死

弟子十人雪解雫の御墓に滝口たづ
風花や今朝の便器のよき重さ

滝口恵倫

しばらくは寝釈迦の息を聴かむかな・
雪間草小さな春を呼びにけり

墨染の尼の立居や雪間草

お地蔵の素首まるくり彼岸坂菊池芳女

たづ様は

しばらくを方丈様と春火鉢右近ふゑ子

宝蔵の壁の剥落花馬酔木

たちゐ

竹薮に春の明るさのぼるの忌

︵目次カット︶

トリガタハンショウヅル

雑木緋を歩く︒新緑の林はとても心が

和み︑樹々の若葉を仰ぎ見ると︑輝くよ一
うな透き通った萌黄色に吸い込まれそう

一口に新緑といっても︑銀白色︑黄色︑

になる︒

一錆罐勢癖婿篭︾し堀罐麩塞碓確準雌唯幟嶬

いう名の一色かあるかのように思ってし

現代の我々は︑ついそれらを﹁新緑﹂と

一歩出て︑野や山を歩いて患よう︒そ

まいがちである︒

のとりどりの美しさに目を見張ることで↓

この日︑目にとまった黄白色の花を︑一

あろう︒

珍らしいハンショウヅル︵キンポウゲ科︶ヘ
だと思ってい︾た︒このことを書こうと︑一

のがハンショゥ語ツルで︑基で隠れて見え一

よく調べたら︑小苞が花茎の途中にある一

ないのがトリガタハンショウヅルである一

ことがわかった︒一

花の後に︑毛のあるしっぽ状の種子が一
輪になってつくのが面白い︒名前の由来一
は花が半鐘の形をしている蔓植物である一

Ｉ

ことによる︒︵長嶋陽二︶一
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｡

よせ返す男波女波も土用入り

はなれては又来る蝶や花あざみ塙ユキ

きんぽうげ句会八月例会

紫陽花のほほ寄せ合いて雨滴

田草取る男おりノ︑顔を上ぐ荒貴キクエ

床脇に鏡台一つ梅雨の宿

笛方の人の老いたる黄帷かな水上千代

名刹のはしり根深く梅咲けり知本こと飼はれゐる雑子啼かざりき寺の昼山本修巳
肩打てば笑ふ千世女やさるすべり島倉盈月

きんぽうげ句会七月例会

歴代の五輪の塔や竹の秋大いなる日蓮画像白椿
春風とかたまり出でし四脚門

五重塔囲む走り根春の土若林うた子

宝蔵の前のあせぴの盛りかな観能の夏帯並ぶ婦人席鈴木ゑい
僧正の法話聞きけり春の寺小沢象よし梅雨寒のちゃんちゃんこ着て島暮し

世尊寺の墨の香溢る春の塾夏の蝶奏する人を袈裟掛けに

残りたる軍刀重し終戦日

あじさゐに照る日曇るＨ惜しみなく

児玉葭生

遊歩道急げば春の蔓草にもじずりの綴れる色の濃くうすく

お彼岸の忘れ箒や墓の前鵺間千世つゆ寒むの炉に百姓の集まりて児玉葭生
うららかやけふ七福神めぐり終へ諸橋和代切って米し花より蜘蛛の糸垂るる若林玲子

打ち水をして老いの身の暮しかな

暮れてゆく岬に盆の月のぼる本間吟

あめんぽう水を踏まえて動かざる

門火焚く父の思ひでたどりつつ森かほる

きざはしの士目土目に草萠ゆる

老兄の麦藁帽子半ズボン

縁談の二つまとまり梅雨あけん

吟行の春の水より一句あり

春寒や見あげるばかり寺領杉若林千絵子人の世のいつも淋しき栗の花森かほる

国仲に野焼のけむり幾ところ渡辺やすかんぞうの花に囲まれ五輪塔本間吟

波が児を樫い逝きたる夏衷し若林玲子

涼風の吹きすぎてゆく立話

その人の寝着きし軒籠枕計良フミ

青刈の刈田の煙ちぎれがち鈴木スエ

ほのぽのと燭の音なき彼岸寺枝先の揺れては落つる梅雨しづく

待ち佗びし土用過ぎたる蜆売り

たんぽぽや一病息災きりもなし右近ふみ子蓮広葉風渡る時裏ゑゆる本間いつ子

遊歩道寒し方丈道を説く内田正雄ほほけたる茅花のそよぐ道に出づ計良フミ
うららかや仁王の草履古りにけり青すだれ下げて寂しく一人住む
ためらはず老の杖引く福詣で金子治作夏霞島の出船のうすれ行く井藤・↑︑チ

春昼や横むき地蔵横をむき大うつぎ散り重まりて流れ行く

春風や国府の里に杖を引きもぐ人のなく木毎の熟れていし

渚打つ音の涼しき貝拾う

日の幕の早しと恩ふ送り盆中川民子

吹く風や流るる水や秋を見し鈴木ゑい

花びらの吹かれめくるる白芙蓉

白南天染まるすべなし冬の花金子稔あじさいに今日も来て居る蝶二つ鈴木スエ

ほるにがきおらが春なり蕗のとう緑蔭に一人来て佇ちこ人佇ち
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船くりにおけさの流れ佐渡の夏本間いつ子宮小さく神杉太く秋深し鈴木ゑい
沖に出て流燈のふな相別れ水上千代繕へぱ夜長の篝火の粉吐く

五尺の身置き所なき極暑かな磯野スミエ靖国の森をかこみて街薄暑

雨はれて北山裾に雲の峰林部ムッオリンピック見て秋雨の日曜日

授かりし白寿の蝿に紫苑咲く森かほる

広々と休耕田のそばの花鈴木みエ

萩枝だれ大きく風のゆすりゆく

神の火を今いただきて薪能

紫の小蝶のあそぶしだれ萩本間いつ子

さん

湯疲れの窓うるゑおり遠桜夕暮れに白き野蒜りを引き抜きぬ

秋潮の渚に波のあるばかり

蝉時雨消さるる鬼の競い打ち

秋祭終りし夜の村さみし荒貴キクエ

朝寒に夜寒に陛下伏されゐし中川民子

！

久しきや雑踏の人となり彼岸市

節分や隣りふ同じ静かなり

裁ち鋏春夜孤独の音ひびかす田鶴春の海沖に船出す老漁師実７

高々と辛夷の芽立ち放射冷杜光汚職追う人へ苛立つ寒夜星比我子山茶花や蔵の引戸のただ重く胡同
辛口の地酒さらりと新かたせ
病窓に初冠雪や雲のひび豆辞典一冊置いて春炬燵

新トンネル出ずれば木々の芽立ちけり裂き織りの話しはずめる春の宿

祥天も若さもぴったり春祭り逸郎理髪師は昔語りつ春はさみ達弥年毎挺数を減らしィ雑煮餅博

春光や桟ふるびても障子紙臼し迎春花満州野は広し己か青春

ＩＩＩＩＩ

草郵落さず首塚見ておりぬ三十郎浦店は濤の高鳴り鱈を裂く真二街灯や風花のみが動きおり宗八一
か躯ますのはる

葉桜や少女無頼に放尿す雨気ありあり真野の入江や八重桜哲学者のごとく灯台冬の月

水仙に散るさだめなく折れて伏す芥舟初日燦木々の雫の輝ける｜マサ子雪空を支えし松の湯に瞑るたかお一
菜の花の旅の別れとして散りぬ島の梅咲きいずる日いつならん嬰の指のまさぐる時計や春灯下
海苔掻きの女海苔畑いざりゆく椎豆からも結びて注連を飾りけり一城捨て石のごとく墓あり石蕗の花半七

︸

野の梅の紅うすうすと夕ずけり早朝に届きし白い利久梅子就職す夕餉の菜の一シ減り

恋猫のふりむきふりむき過ぎにけり敏美さそわれて海辺に笑う春の人敦子防風の浮ぶお椀や細き指松五郎

一ＩＴＩ洲沢
柵根
釧す
加が
州も罫
会馴
例馴
会司
句勘
抄

子の便りふところにして月の道

口

大稲田海の如くに迫りくる児玉葭生低き稲架結ひ上げて空仰ぎけり水上千代

きんぽうげ句会九月例会

夏の海一枚の波足もとに塙ユキ薪能明りに控へ篝守

口

、

、

スエ

バンガローカラーの屋根の秋日和
荒貴キクエ

背なの子が眠れば落つるねこじやらし

一株の紫苑いよノ︑あせにけり計良フミ

竹林に薄日チラノ︑秋の午後
草の実をつけて猫行く日和かな

蟷螂のたたみそこねし翅うすし水上千代
半農の半漁の浦の稲架低し

傾きて残る案山子の一つかな林部ムッ
鎌切りの斧を上げたる箕一つ鈴木ゑい
夕焼の残りたるまま秋暮るる若林玲子
栗の木を仰ぎては亦栗拾う本間いつ子

朝よりの来客絶えぬ菊日和桑原和子
秋色の近づく山の句に集う磯野ス︷︑︑エ

朝寒や夜寒や島のこれよりは森かほる
一走りして先を行く落葉かな中川民子

ときわ荘俳句クラブ一月句会

仏壇に供へて光る鏡餅関川権三郎
足弱くつまづき寒に入りにけり

新しき暦手にしてめくりけり金子ハツエ

風花の舞ふ窓しばし眺めをり

吾が膝に抱かれし孫のかるた取り石川公子

嫁が君家族のごとく住ゑ馴らし

農協の売店に咲くシクラメン

初春の町民展の賑はへり川嶋孤島子

精進の庫裏に匂ふや春の芹

大寒や僧勤行の声厳し北嶋舗吾

夫を待つ宴帰りや寒の月

松過ぎて半旗の町の喪に暮るる羽根洋子

選者吟佐山香代子

沁且の剛旗なびかせ佐渡航路

初夢や世に在る人も亡き人も

ときわ荘俳句クラブ三月句会

梅活けて香りただよう荘の中

地吹雪に目覚め病の友しのぶ信州光代

友よりの手紙の中の梅二輪令子︿ツエ

冴へ返る小佐渡の峰の白くして

山間の村に盛りの花辛夷川嶋孤肪子
暖冬にうれしき便り日毎あり

大喪に昭和の逝きて氷雨降る

正月や先づは始めに花活けて信出光代
軒下の粉ふき初めし吊し柿矢川︑︑︑サホ

あそここに芽を吹き初めし蕗の茎

矢川ミサホ

新聞の折込み多き年の暮
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待宵の雲の奥なる淋しさよ

月白の夕べの空や能灯り磯野スミエ

仲秋や巴の面語りかけ桑原和子
金銀の露まる々々と稲の葉に井藤ミチ

薪能高張下げて道しるべ計良フミ
小旅行終る車窓の糸すすき塙ユキ
霧すこし有珠の枯木のほの白く神蔵ひさし

吾れ息をこらせば止朶し鉦叩若林玲子

鈴かけの裏返り落つ一葉かな斎藤祐
ぶらんこの子は風となり秋揺する本間吟

薪能千の瞳を集め舞う林部ムッ
きんぽうげ句会十月例会

一望の国仲平野刈田晴本間
岬山煙りの立ちて秋日和
一筋の道を歩きて秋夕日

散り敷ける金木犀に雨つづく児玉
コスモスの四五本ありて夕ざるる

重なりて 青 き 葉 も あ る 柿 蒋 葉 斎 藤
まだこんなぬくき日もあり神無月

晩秋となれば虫の音細りゆく鈴木
すい〆︑と恋のトンボの青い空

山草を集めし籠心小さき秋塙

、

鯉
ユ

吟
雄

祐
キ

春Ｈ射し森羅万象目覚めけり雪間よりそっと咲き初む福寿草川上良子

いもせ俳話会一月例会

さんしゅぅ中平小夜子

待ちわびし曾孫の顔や春休み岩原︑︑︑ス牡蠣送り珍味をほめし便り来る

ひとときを窓に眺むる藤の花花山茱萸小雨の路を照らしをり羽根洋子新米に海苔ぐるぐるとありにけり
一羽二羽日毎に鳥の帰りゆく石川公子戸口より磯の香りの若布売り波音のごとく豆選る白障子

学び舎に若人の声沈丁花堀・・︑サヲ朱撚飼はれ山しんしんと雪降れり小春日や婆縁石に休詮をり

吾れを呼ぶ孫の声して十みれ革選者吟佐山香代子ハイヒール歩幅広めに春の街葛西ひろみ

散歩道土手のすみれに触れてみし炬燵までのびて電話の続きをり夕風に母の声あり木守柿川田悪さを

磧草吟社例会句抄

春めくや女一座の文弥節広瀬杜夢蓑虫の春待ち細る吉野杉

子の新居畳の匂ふ春灯手毬唄昔なつかし値一文目本間久太一

胡葱や昔のままの煤け土間菊地緑雨春うらら米寿の宴の妻の里
海音の日々に遠のく黄楊の花春愁のヴェールめくりて弾くショパン加藤一二和一
古雛納むる箱の日付かな杉本果豆王目が覚めてもて休日の春の光

脳天を刺す笛の音や薪能青柳青風下掃きて馬酔木に据える石小法師

かがみこむ黄色の帽子犬ふぐり太りゆく鯉に狭庭の雪解水小橋柴山一

ゆるやかに無宿墓処の彼岸鐘内陣の燭ほの揺れて彼岸西瓜有田朴咲一
序の舞の間の束の間の闇朧中村戎三月の影曳き少年口笛を：

口

つま

船降りて手に春雨を確むる福田芳郎亡妻に告ぐ娘の春愁も喜びも

熨紙に快気と記し彼岸客文書くも物買ふも蟇し四月馬鹿山中四郷一

I

風船にこころ遊ばせ﹁昭和の子﹂生かめやも孫が要るといふ春日中沢芽笑一

ＩＩＪ
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雪けど
底群
微か稚魚の舞橋本比左而工房に余技跨る走り梅雨
一雪ど
のけ
沼の
底沼
微か
ノ
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1

寂として秋風そよぐ山の寺葛西信天翁

竣工の大黒舞や菊薫る

歳時記のいろはにほへと初句会山田ゑさを

冬田打つ妹の頭の白きこと

寒菊や八十路の齢また加へ葛西秀夫

手打蕎麦貰ひて朝餉箸りけり

山茶花に陽のうつるへぱ午近み高津八重

初春の海も平らに佐渡ヶ島

白菊の雨に乱るる事故現場海老名弘子

冬晴や屋根を繕ふ浜の家

木枯や實の河原の風車村田英明

朝寒う掘られし下水見て下る

下水掘る鍬を追ひ来る冬の水高津八重

寒月を右に左に島のバス

大盃に月泳がせて祝酒村田英明

孫に手を引かれて上る初詣

越の山くっきり見えて風花す

風花や夕日かすかに波にあり佐久間正

薪百把積み整へて腰叩く

脱穀の音はたと止み空に月葛西秀夫

寒毎供へて告げる旅帰り

ラーメンを吹きふきすする寒の入藤井三津

日まはりは仁王となりて枯れ立てり

柿もぐ手自ら色を選びもぐ

老の身の・ヘースに合せ落葉掃く藤井三津

阿呆鳴き互みに交し寒鴉

鳴くたびに辞儀伴うて寒鴉羽柴雪彦

夕焼や入船刻を華やげる

落葉焚く煙は白く四方つつむ

琴の絃替へて調べは雪椿高津八重
はにかめる乙女の如くお茶の花藤井三津

夕凪ぎてやすらぎ眠る木守柿

横なぐる嵐にめげず木守柿佐久間正

手を囲ふ墓に灯ともす別れ雪

生前に建てたる墓の冴返る山田みさを

さまざまな庭木の影や白障子

雨垂に春の音聞くひとり酒村田英明

北向きの屋根の春雪消えず暮れ

それぞれの餅顔合はす水の中高津八重

車窓開け潮の香入れむ春の海

猫を抱く本屋のあるじ春隣海老名弘子

朝虹の海へ乗り出す海鼠舟

春の虹外国船の着きにけり中平小夜子

いもせ俳話会

空っ風に髪なぶられて車待つ

お降りを岬の四五戸へ赤バイク羽柴雪彦

山と海二つに分けて霞立つ風間邦子
つばめ等の遠巻きにあふ田草取

初凪へ老郵便夫脱帽す

堂裏にまはりて開く初御識

妙齢の顔を包みて初まゐり中平小夜子

↓いもせ俳話会三月例会

やはらかな赤児の寝息ねむの花中川和子
ひよどりに身をつつかるる残り柿佐久間正

初孫を抱いて差挙ぐせみしぐれ
硝子戸に映えてすばらし柿の色

くるもじの楊枝削るに冬日差す羽柴雪彦
押売を棒と立たせて薪を割る

古稀となり俄かに酔ひし年の酒

大煤を払へぱ住家生き返る天沢姐
村田英明
正月を帰省せい子に柿と餅

反古溜りどんどを待てず燃やしけり

巳の神へ石段かぞへ初詣海老名弘子

︑

いもせ俳話会二月例会
括り菜の紐のゆるぴし秋日和

嫁入の百の御膳の小菊かな中平小夜子

』
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遠眼にはただ白紐の冬の滝羽柴雪彦

水車小屋此処に在りしょ猫柳

鶯や朝日射し入る竹の奥佐久間正

雨ふりて辞儀深ぶかと紅牡丹

似顔絵に篝のごとしゃ徽の生え葛西秀夫

猫柳銀芽育く悪彼岸待つ

淡き陽を集めて咲くや福寿草藤井三津

節分や大黒舞の大男

春めくや鏡に写る雀かな

去年今年まだ外にある人の声

夜の嵐息吹きし花芽傷めけり

平成に変りし御代の初句会

暖冬に長靴の用いまだ無し

月の市寒梅一鉢買ひにけり

春雪の窓辺明るく針運ぶ

壇上に恥じて豆撒く年女

寒濤のつばさをもろに一漁村

待鶴荘俳句クラブ二月句会

風花とまがふが如き冬桜

トに跳ぶ蛙あり佐々木伸彦

きさらぎの半ばを雨の降りしきる．ヘープメン

加藤クマ

めたる尻赤き猿中川和民

雪催かな菊池与志子

雛の店の下位に並ふゐる足軽雛眉根寄せゐて

間に過ぐ石塚多恵子

霜の夜の幻聴に似て空を切る雁の羽音か束の

守りてをり中川アイ

絶間なく小川の流れに波紋なす雨の強さを見

一夜さに雪つもりたる浬藥寺しばし御坊と寄

大火鉢渡辺やす

亡き友偲ぶ後藤咲

この頃は哀へしるき吾なれば夜半にめざめて

芽まろむ若野ヤス

如月の日かげ和める庭隅にすでにし鉢の菊の

ジャングルの偽となりえイ椰子の木に登りつ

えせ

若林トメ
本間千代松

加藤タツ

選者吟佐山香代子

春風に吹かれし顔の黒くして

足早やに道行く人の懐手渡辺ヤウ

平成元年二月十八日︵士︶

於真野町菊池宅

陵の奥土に見ゆる太き松そはゑしるしときく

に畏し渡辺喜八郎

なり故郷に来て本間光順

野火燃ゆる土手に寝ねつつ物思ひし日も遥か

一首詠

﹁歌と評論﹂真野支部歌会

受験期や夜更けて灯す母の部屋

平成の御 代 ま で 生 き て 七 草 粥 石 崎 イ セ
平成に明治の友より年賀状

一︑二輪ほころぶ梅の小鉢かな影山チヨ
春の歌うたってるよな雀かな

平成に馴れて如月早や十日谷郷キ︑︑︑
いつの間に木守りの柿の落ちにけり

降り続く雪に観音見えかくれ松沢イト
とうろやの餅黒こげに大騒ぎ

願ひ事ありて写経の冬灯火斎藤木美恵
新年や歳より若く健やかに

くりかへし読む故里の年賀状首藤マツ
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編集後記
山本修之助
寒灯に対ひ昭和の悲しみを
一月七日︑昭和天皇が亡くなられた︒

前号に書くべきであったが︑すでに編集が
終っていたので︑ここに改めイ．筆を執ること
にした︒

昭和天皇についての思い出は︑私にとって
は深いものがあった︒

私の中学一年生の大正五年皇太子殿下の時

代へ恋が浦の海岸でお迎えしたこともある

先生から﹁はね坂の石も殿が踏んだかと

山形大学名誉教授で︑前日本歌謡学会会長の

撫でてみる﹂を揮毫してもらった︒序文は︑

先生来訪︒全郡俳句大会の講師として来島

佐渡郷土文化第六十号

負担といたします︒

１

頒価一二○○円送料二○○円

秤唖呵蓉垂銅︾に十一五叩斜嗣︵年二一回発行︶

錦罐舞山本修之助

新潟県佐渡郡金井町千種

印刷所佐渡産青聯印刷所

発行所佐渡郷土文化の会

新潟県佐渡郡真野町新町三五四
電訪○二五九︶五五 二七○○

振替新潟八︲五三二七
郵便番号九五二 ○三
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四月十日︑歌誌﹁中央線﹂主宰中村純一氏
正爾君は︑大正末期︑新潟市で歌誌﹁路人﹂

夫妻一行来訪︒亡き親友中村正爾君の息子︒

の著者で︑前日本作詞家協会会長の西沢爽

氏や佐渡の古民謡の歌詞の︑いかに文学的に

浅野建二先生︒賊文は︑﹁日本近代歌謡史﹂

すぐれているかを︑世に問うことを念願して
出版するものである︒佐渡の民謡が︑﹁お

を発行していて︑私の﹁純芸術﹂発行時代か
をやめて上京︑白秋の弟鉄雄の﹁アルス﹂の

を︑多くの人に知っていただきたい︒

けさ﹂以前に︑歌詞においてすぐれていたか

らの友人︒北原白秋に師事し︑小学校の先生
編集長をしていた︒私の﹁海潰秘唱﹂出版に
ついて︑印刷その他お世話してくれた︒正爾
君の紹介で︑藤川忠治君と︑白秋の歌集﹁白
したことがある︒純一氏の﹁中央線﹂では︑

一緑の日﹂なので︑早速その季題で

したものである︒この二十九日は︑初めての

本誌の誌代と送料は消費税含みで︑当方の

南風﹂の出版記念会︵上野の静養軒︶に出席
この八月佐渡で全国大会を開くとのことであ

月八日両陛下お揃いで真野御陵御参拝の時で

そよぐもの島にふえゆき緑の日

四月二十九口︑俳誌﹁縁﹂同人古賀まり子

る︒

あった︒当時私は陵墓守長として︑御陵に勤

の一句を示された︒三日間同行する︒

I

が︑最も印象深かったのは︑昭和三十九年六

賜わった︒突然であったので︑お答えするこ

た﹂だけとするつもりであったが︑その他の
ものも加えることにした︒巻頭に︑津田青楓

として出版することにした︒初め︑﹁恋のう

説篇﹂の三部に編集し﹁野のうた・恋のうた﹂

の内容を整理して﹁恋愛篇﹂﹁歴史篇﹂﹁伝

かねて︑本誌に連載の﹁佐渡古民謡鑑賞﹂

務していたので︑御先導したのであるが︑御
参拝後︑私と妻に対し︑ねぎらいのお言葉を
ともできなかった︒

老鶯や日々の奉仕をねぎらはる
のち︑昭和四十七年︑二十年の勤務を終え
た︒

寒夕焼うすれて昭和逝かんとす
雲染める寒夕焼に向って︑六十三年の昭和
の御代と︑亡ぎ陛下をしのぶのであった︒

￨−

民俗琴工云

修之
編著︒

田肯

先生題字

Ｂ５判二六○頁

のの話融豊

定価二︑八○○円

︲伝説と文献Ｉ送料一五○円

佐渡のムジナは︑阿波︵徳島県︶のタヌキとともに
日本の二大動物妖怪讃としてひろく知られている︒

○○あまりのムジナの戸籍帳ができている︒

○７

０２
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心弱新
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〒壷振
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士

佐渡の島には︑古くからムンナについての伝説が多い︒すでに︑江戸時代滝沢馬琴の﹁燕石雑志﹂には︑﹁さ Ｉ
槻
し絵﹂入りで︑ひろく天下に紹介されている︒その親分二つ岩川三郎には︑佐武徒・才喜坊・源助・善達の四天 渡
佐

王がおり︑﹁佐渡名諮録﹂には︑

そして︑これらのムジナは﹁士一さん﹂と呼ばれ︑民間信仰の対象として︑島民の篤い信仰をうけている画

本書は︑これらムンナの伝説約一○○篇に︑文献として︑﹁日本書紀﹂﹁倭名類聚紗﹂﹁倭漢三才図会﹂の古典

籍をはじめ︑﹁佐渡志﹂﹁佐渡風土記﹂︑ムンナに閏する小説・詩歌の文芸作品︑民謡・方言・わらべ唄など加

えた﹁ムジナ事典﹂でもある︒

編著臂の︑昭和初年以来六十年にわたる収集と研究の成果である︒本書は興味深い読み物であり︑かってない

新潟県佐渡郡
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山

民俗学上の好資料である︒

貝

士冗
■■■

●

の

な
＝

三
口

胴1

本修之助編著．
田吉楓・袖

野建二序沸

近刊

沢爽践

Ｂ５判約三○○頁
口絵揚げ灯篭／海

府のアネ／佐渡
奉行渡海の図／
小比叡騒動主謀

■■■■者快慶の供養塔

ここに芽ばえた恋は︑おおらかで︑素朴で︑純情で︑

的であった︒

佐渡の民謡といえば﹁おけさ﹂を思い出す︒しかし﹁おけさ﹂以前の

古民謡には﹁万葉集﹂にもおとらない文学的価値の高い歌詞が多い︒

本書は︑編著者が﹁佐渡の民謡﹂︵昭和五年出版︶から︑すぐれたもの

を選んで︑一首ごとに︑正確に︑やさしく鑑賞文を加えたものである︒

庶民の間に生まれた無名の詩人の作品に︑われわれは︑もう一度深い

定而一こつつ耳一Ｔ二コへＪ耳

理解と愛情をもって認識すべきである︒せつに︑ご一読をおすすめする
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難鯆撤佐渡郷士文化の会葱蕊淵辨

新潟県
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に生まれた︒
民謡は︑﹁野の唄﹂﹁海の聲﹂として︑大
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｢万葉集｣におとらない歌謡が多い.′
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｢おけさ｣以前の佐渡の古民謡には

