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司馬凌海先生生家跡（真野町新町）
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挿絵百五十六枚
口絵カラー一葉

定価四︑五○○円

送料三五○円

考／久村暁台／良寛／亀田鵬斎／小林一茶／吉田

山本修巳氏は︑厳君の山本修之助翁ととも古代〜中世／穂積朝臣老／順徳院／日蓮／京極為
に﹁佐渡学﹂ともいうべき諸知識・諸感覚の兼／日野資朝／世阿弥近世／松尾芭蕉／各務支
総合者である︒
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同時に︑外界から佐渡を見る者の感覚につい庵／高浜虚子／斎藤茂吉／釈追空／亀井勝一郎／
てもよき理解者でもあるＣｌ司馬遼太郎先生序中村草田男／ドナルド・キーン／加藤椒邨／久保
﹁朝日新聞﹂新潟版︑﹁新潟日報﹂佐渡版︑田万太郎／石田波郷／上田三四二／司馬遼太郎／
﹁佐渡郷土文化﹂に連載し︑十五年の年月を水上勉／海音寺潮五郎／佐藤惣之助／相馬御風／
経てまとめられた﹁佐渡のうた﹂の鑑賞文︒高野素十／長塚節／木俣修／吉野秀雄／宮柊二

ら流川畑叩僻卿Ｍ１柵棚棚で旧蠅午州珊瑚愉雌燗町艸馴帥停抑獅踞孵剛値即鮖鮴帳伽川岫峨州

六人の詩歌にそれぞれ挿絵を添えて︑佐渡の帥測卜棚岬識好卸剛岬柵側鯏川帥枇佃岐椛伽訓柵

織りなす歴史や文学の生まれた土壌を探る詞／有田八郎／本間雅晴／青野季吉／若林真／鵜飼

真野町新町354
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華集︒呈内容見本郁次郎／本荘了寛／佐々木象堂／金子のぼるほか
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﹁氏名﹂との出合い・
﹁南端﹂様について・
定年退職に思う：⁝⁝
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柿の里俳句会⁝⁝・・⁝⁝⁝・⁝⁝⁝
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口絵説明

山本修巳

﹁福助﹂へ／山あての松の伐採／佐渡地区高等学校国語科送別

土田麦信燕子花／西村瘡洲賀山本静古新婚／佐渡の福助
︽云

三月末日に退職したが︑四月は多忙な日々であった︒四月四日
かきつばた
に無事の定年を祝して︑新穂村出身の土田麦倦の﹁燕子花﹂を入
手した︒佐渡に四・五十点の麦倦画があると言われる︒麦倦は実
家の借金返済のために︑何度も帰島して描いている︒麦倦は私自
身も好きで何度か展覧会を見ているが︑本誌の今号にも松田昭三
氏の一文がある︒燕子花の白い色と線が美しい︒
麦倦は昭和九年の十月十六日〜十一月二十日まで第十五回帝展
に﹁燕子花﹂を出品しているが︑戦災で消失︒その作品の写生か
ら得た作品と思われる︒亡くなる二年前︑四十七歳のころであ
る︒麦倦の﹁燕子花﹂について︑﹁舞妓もどうやら完成されたら
しい︒氏の好みの譜調︑描線この作に至って穂奥を究めたと思は
れるが︑その好みは特異なもの︑人形的だと云はれる所以︒しか
し︑全局に清楚に高雅なアートモスファイアありて︑前景燕子花
の簡約された状などさすが機智鋭い︒芸術慾︑心意繊細な人でな
ければ出来ぬ︒﹂︵石川泰三﹁花の国﹂昭和九年十一月号︶と述
べられており︑麦倦晩年の作と言える︒
大阪の﹁福助﹂足袋の会社は︑現在は足袋だけでなく靴下やス
トッキングの会社として成長している︒この会社には﹁福助﹂コ
レクションとして︑全国の﹁福助﹂にかかわる郷土玩具を中心に
千数百点集められている︒しかし︑佐渡の﹁福助﹂がないとかで
何年か前から亡父収集の土人形﹁福助﹂の譲渡をご希望であった
が︑その担当者角直助氏に是非と所望されて︑佐渡の佐和田町八

ことになった︒

幡・長木や両津市夷などの福助が﹁福助﹂コレクション入りする

拙宅の高台の墓所のうしろには老松が四本あり︑真野湾のどこ
からも見えて︑かつて長く漁船の航行や漁場の目印になっている
ばかりでなく︑風光美にもなっていた︒しかし︑下の民家にとっ
て︑大風の日など松籟の音などで安眠を妨げられたり︑時に倒れ
る危険を感じるなどで︑伐採の是非が︑ここ三十年来問われてい
たが︑三月三十一日︑四月一︑二︑五︑六日の五日間をかけて︑
四本すべて切られた︒拙宅の墓所が明るく︑うしろには春の海が
見えるようになった︒松喰い虫に侵されたためでもあるが︑私と
しては感慨なきを得ない︒
新潟県高等学校国語研究会佐渡地区会の送別会に出席した︒昭
和四十年から会員で︑四︑五十年代には著名な国文・国語学者の
講演もあり︑教科が全員で島外の研究会に出張し︑慰労にもなっ
ていた︒佐渡の先輩︑佐々木八郎氏︵相川町出身︶︑長野嘗一氏
︵金井町出身︶︑中村賢二郎氏︵両津市出身︶などの講演もあ

﹁山本静古ノ新婚ヲ賀ス﹂は本誌倉田藤五郎氏﹁幕末明治の良

り︑一つの時代があった︒

吏ｌ﹁槍洲遺稿﹂を読むｌ﹂に﹁ホノ新婚二宴シ楽嬉ヲ嘉ス
維シ何二態ト罷ト﹂とある︒

庶幾〃ハ婚老君年ヲ期スベシ鴛鴦睡リ穏カナリ金閨ノ裏吉夢

表紙は︑昭和五十一年司馬遼太郎氏の﹁週刊朝日﹂の﹁街道を
ゆく﹂の挿絵画家として司馬氏に同行した須田剋太氏の画を用い
た︒この時のことなどが今年五月二十八日号の﹁週刊朝日﹂の

﹁司馬遼太郎からの手紙ｌ﹁街道をゆく﹂の友人たちへｌ﹂と
して掲載されたからで︑前主宰修之助のことが多く書かれている︒

かきつばた
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佐渡の福助｢福助｣へ平成11年3月22日
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山あての松の伐採平成11年4月6日
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真野町山本宅にて角直助氏

賀山本静古新婚

堅謬馬射︲漁嘉奔塞礦患凌偽だ︾

清算１期斐誉砿縫令倒繁畜夢︾

難何鯵食鳥鍵薇考謨泳鯉螂倒郷︾
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佐渡地区高等学校国語科送別会
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真野町新町山手山本家墓地

佐渡高等学校成田陽子氏より花束の贈呈
平成11年3月20日佐和田町いせや新館

つかまつるらん︒このごろは物おぼえずぞや︒

鈴木

山本半右衛門家の角筆文献 に つ い て
｜はじめに

の歌を書く件があるが︑これによっても平安朝の貴族達にとって︑

の如く︑篁が腹違いの妹に対して﹁かくひち﹂︵Ⅱ角筆︶を用いて恋

角筆が極めて日常・一般的な筆記具であったことが知られる︒この

司馬遼太郎の長編小説﹃胡蝶の夢﹂にも登場する︑佐渡郡真野町
︵新町︶の山本半右衛門家・荏川文庫において︑現御当主山本修巳

くのであるが︑慣れないと簡単には見えないために︑長い間文献を

状況は︑意外にも鉛筆がポピュラーな筆記具となる明治時代まで続

えないという性質は︑必然的に記入者の清書意識・規範意識を和ら

取り扱う専門家の鋭い目さえも免れてきた︒しかも︑その容易に見

︵１︶

た︒僅か一日の調査につき︑調査し得た文献には限りがあったが︑

氏の御厚意により︑過日親しく角筆文献発掘調査をさせていただい
幸いにも六点の角筆文献を発見することができたので︑ここにその

比して︑日常会話語や俗語・方言などが豊富に看取される︑という

げることに通じる如く︑墨や朱などによるビジュアルな記入方法に

概要を記し︑感謝の微意を表したい︒

二角筆文献について

︵４︶︵５︶

特色があることが明かになるに従い︑国語資料︵史料︶として次第

角筆文献とは︑従来ほとんど一般には知られていなかった︑角筆

に脚光を浴びるようになってきた︒委細は︑小林芳規著﹁中公新
書・角筆のみちびく世塞︑﹁角筆文献の国語学的研蓉︑﹁角筆

文献目録﹂︑広島大学文学部角筆資料研究室のホームページなどを

︵かくひつ︶という先を尖らせた箸のような筆記具を使って紙面を

凹ませ︑文字や記号・図画などを記した文献の謂いである︒小野篁

参照されたい︒

新潟県における角筆文献調査は︑九四年三月一四日から始まった︑

三新潟県における角筆文献調査

を主人公とした王朝文学﹁篁物語﹂冒頭には︑

かほをみえ︑物語などもして︑文のてといふものをとらせたりけ

○このをとこ︑いとをかしきさまをみて︑すこしなれゆくまちに︑
るを︑みれば︑かくひちして︑一首をなんかきたりける︒

○かうをしふる中に︑かくひちして︑かやう初のふみは︑ひがごと
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八○点の角筆文献が発見されている︒ちなみに︑新潟県下角筆文献

文庫の調査は︑その後も継続して実施されており︑現在までに約一

新潟大学附属図書館佐野文庫所蔵角筆文献調査がその緒である︒同

字解読用機器の開発研究﹂に伴う新潟県内調査によって︑同年九月

究ＢＩ１︶﹁西日本各地を対象とする角筆文献発掘調査研究と角筆文

から三ケ年計画で始まった︑文部省科学研究費補助金研究︵基盤研

上小学校ふるさと教室所蔵の版本︵漢籍・国書︶から一三点の角筆

一二月には旧長岡藩校崇徳館・国漢学校の流れを汲む長岡市立阪之

文献が発見された︒九八年度は︑九月に佐渡郡真野町の山本半右衛

には県立佐渡高等学校八田文庫所蔵の版本︵漢籍類︶から六点︑同

佐野文庫調査の特徴は﹁悉皆調査﹂にある︒悉皆調査は︑単に角

発見第一号は︑筆者が調査初日に発見した﹁李氏易傳﹄︵角筆文献台

筆文献を発見するだけの目的に立つ場合には︑無駄の多い極めて迂

新潟県立文書館に所蔵される︑西蒲原郡吉田町粟生津の鈴木家・瑞

門家から︑次節に掲げる六点が発見されたのに続いて︑二月には

帳登録番号﹇一二三四﹈番︶である︒

文献の中で︑どれくらいの角筆文献が発見されるかという︑当該文

この他︑研究代表者小林芳規博士︵徳島文理大学教授︑広島大学

香堂文庫から四点の角筆文献が発見されている︒

遠な作業と映るかもしれないが︑どのような質の︑どれほどの量の

︵６︶

庫における角筆文献の位置づけを行う上では︑極めて重要な調査と

名誉教授︶の許には︑豊栄市の敬和学園高等学校教諭石川力氏︵一

考えている︒調査を終了した﹁漢籍之部﹂においては︑全八三一点

中六七点︵八・○六％︶から角筆点が発見されており︑特に子部

四六三﹁易経﹂︶や上越市の山田信亮氏︵一七六一﹁古文眞寳後

集﹂︶から角筆文献発見の報が伝えられている由であり︑私の許に

︵二三点︶・集部︵一六点︶・史部︵一六点︶に角筆文献が集中し
ていること︑などが明かとなってきた︒

﹁越後国奥山庄波月縢絵図巻末建治三年四月二十八日沙弥道円譲状

も︑九七年に県教育庁文化行政課の竹田和夫氏から︑中条町所有の

案等﹂︵鎌倉時代写︶に角筆らしき痕跡がある︑との情報が寄せられ

また︑新潟大学の外からも︑九六年九月には大学近在の農家︵新
時代︵宝暦・明和年間頃か︶の絵図面一点から︑その下絵線たる角

潟市曽和︑当時教育学部学生宅︶より︑土地の境界線を示した江戸

ている︒

れず︑あるいはその目で見られることなく︑埋もれていることが予

かくの如く︑新潟県下にはまだまだ多数の角筆文献が︑人目に触

筆の線刻が見つかり︑同年一一月には南蒲原郡下田村の漢学の里・
今日までに二点追加︶が発見され︑九七年九月には教育学研究科の

て︑県内全域調査を行い︑早急に角筆文献の現存状況を把握したい

想されるのである︒是非とも多くの賛同者︑発掘・調査協力者を得

諸橋轍次記念館の諸橋博士旧蔵の版本︵漢籍類︶から四点︵その後
大学院生が︑市内で開かれた骨董品市にて︑角筆点が書き込まれた

と切望するところである︒

版本︵漢籍︶四点を発見・購入した︵同学生は︑九八年九月にも別
の骨董品市にて︑更に二点を発見・購入した︶︒更には︑九七年度
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四山本半右衛門家の角筆文献

の朱印あり⑪なし⑫箏の譜︑墨︵歌詞・譜・濁点符︶︑朱︵書

を原則とする︶に引き続いて︑①登録された角筆文献番号︑②員

献は︑次下の六資料である︒各文献についての記事は︑書名︵外題

あり︶︑内題ｌ蕾註蒙求︑尾題ｌ蒙求巻之下終︑版心記ｌ蒙

×横一八・○糎⑥薄茶色表紙⑦単郭⑧外題ｌ蕾注蒙求︵原題策

一年︵一八一四︶刊④袋綴装冊子本︵明朝綴︶⑤縦二六・四糎

﹃茜注蒙求﹄①﹇二六九八﹈②全三冊③江戸時代・文化十

○カ所⑬九八年九月二七日︑山本寛発見・調査

入・訂正︶︑白︵訂正︶︑角筆︵譜・注示符・合点か︶約一

数︑③書写または板行年時︑④装丁︑⑤寸法︑⑥表紙色︑⑦郭の形

求・考異下⑨文化十一年甲戌首春人日／佐渡矢島望謹識⑩﹁抽

さて︑山本半右衛門家・荏川文庫所蔵資料から発見された角筆文

来の書入︑⑫訓点の内容︑⑬発見者・調査者と発見・調査年月日︑

態︑⑧外題・内題・尾題・版心記︑⑨刊記・奥書︑⑩古印記︑⑪伝

榮堂山本氏藏書印﹂﹁米亥﹂の朱印あり⑪﹁佐州五十里／勵風

舘出版﹂︵墨書紙片・表紙貼付︶⑫訓点附刻︵少数の片仮名・

の順に掲げてある︒

返点・合符︑句切点︶︑角筆︵片仮名・返点・合符・名詞符︶

﹃佐渡年代記﹄①﹇二六九六﹈②全二三冊③江戸時代・慶
長五年︵一六○○︶以降写か④袋綴装冊子本︵明朝綴︶⑤縦二

﹃新撰大日本永代節用無壷蔵﹄①﹇二六九九﹈②全二冊③

七八カ所⑬九八年九月二七日︑鈴木恵・山本寛発見・調査

江戸時代・文久四年︵一八六四︶刊④袋綴装冊子本︵朝鮮綴︶

二・六糎×横一六・二糎⑥薄茶色表紙⑦無郭⑧外題ｌ佐渡年代

⑤縦二六・○糎×横一八・二糎⑥黄色表紙⑦単郭⑧外題ｌ新撰

記︵原題篭あり︶︑内題・尾題・版心記ｌなし⑨慶長︵丙申／
による︶⑩﹁抽榮堂山本氏藏書印﹂の朱印あり⑪﹁新穂村／羽

十九年︶／従大元︿乙巳﹀至慶長五年庚子九百五十六年︵序文

心記ｌ増字永代節用⑨寛延三年庚午元刻／天保二年辛卯新刻／

嘉永二年己酉再刻／文久四年甲子四刻︵以下略︶⑩﹁抽榮堂山

大日本永代節用無蓋蔵︵原題篭あり︶︑内題・尾題Ｉなし︑版

本氏藏書印﹂の朱印あり⑪なし⑫辞書︑訓点附刻︵片仮名・平

田清﹂︵万年筆書き紙片︶︑﹁佐渡年代記／嘉永四年辛亥二
点・上欄注︶︑朱︵訂正・圏点・上欄注・右傍注︶︑角筆︵句

仮名・句切点・返点・上欄注︶︑角筆︵片仮名・漢字・注示

十三冊﹂︵墨書紙片︶⑫漢字平仮名交じり文︑墨︵仮名・句切
切点・注示符︶三三カ所⑬九八年九月二七日︑菅谷内敦発見・

符・図絵中の補助線か︶一三カ所⑬九八年九月二七日︑鈴木恵

﹃赤穂義人録﹄①﹇二七○○﹈②全一冊③江戸時代・元禄

発見︑菅谷内敦・山本寛調査

﹃撫箏小集﹄①﹇二六九七﹈②全一冊③江戸時代刊か④袋
綴装冊子本︵明朝綴︶⑤縦二七・二糎×横一八・四糎⑥淡緑色

十六年︵一七○三︶以降刊か④袋綴装冊子本︵朝鮮綴︶⑤縦二

調査

心記ｌなし︑⑨なし⑩﹁山本恒字子徳号雪亭﹂﹁家住小蓬莱﹂

表紙⑦単郭⑧外題・内題Ｉ撫箏小集︵原題策あり︶︑尾題・版
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録﹂は﹁山本氏／恒蔵﹂の墨書書入から︑﹁撫箏小集﹂﹃箏曲大意

永代節用無蓋蔵﹂は刊行年時や墨書書入の年記から︑﹁赤穂義人

抄﹂は﹁山本恒字子徳号雪亭﹂﹁雪亭﹂の朱印から︑それぞれ第八

七・二糎×横一九・四糎⑥薄茶色表紙⑦単郭⑧外題・内題ｌ赤

世雪亭に関係する本であることが知られるのである︒就中﹁撫箏小

穂義人録︵原題策あり︶︑尾題ｌ赤穂義人録終︑版心記ｌなし

る︶⑩佐州／新町／美澤堂﹂の黒印あり⑪﹁山本氏／恒蔵﹂

る雪亭その人が︑墨や朱にて歌詞や譜を書き入れる一方で︑角筆を

集﹂﹁箏曲大意抄﹂は︑囲碁・書と並んで箏の琴を愛したと言われ

⑨日東元禄癸未十月庚辰鳩巣室直情手書／於静倹齋︵序文によ

︵墨書・裏表紙見返︶⑫朱︵句切点・右傍注︶︑角筆︵句切

も用いて譜や注示符を記入したであろうことは︑想像に難くないの

線・右傍線︶四カ所⑬九八年九月二七日︑菅谷内敦発見・調査

﹃箏曲大意抄﹄①﹇二七○こ②全六冊③江戸時代・寛政

一般に︑角筆点は誰人が記入したのか︑特定しにくいという難点

である︒

×横一八・六糎⑥青緑色表紙⑦単郭⑧外題・内題ｌ箏曲大意抄

四年︵一七九二︶刊④袋綴装冊子本︵朝鮮綴︶⑤縦二七・二糎

いうのが最大の理由である︒従って︑次善の策として︑同一文献に

記入された朱墨の書入︵特に人名︶などから︑角筆点の記入者を推

がある︒これは︑角筆で奥書・識語が記されることが殆どない︑と

朱印あり⑪﹁三宅多喜江﹂︵墨書・第一冊１オ余白︶⑫第一冊

測せざるを得ないのが通常である︒同様に︑山本家の角筆文献に

︵原題策あり︶︑尾題・版心記ｌなし⑨﹁壬子新刻全部六冊﹂

〜五冊ｌ箏の譜︑訓点附刻︵上欄注︶︑第六冊ｌ漢文体部分・

何世代にも亘って好学の士を輩出し続け︑それぞれが書籍を愛蔵し

も︑角筆による奥書・識語の類は全く存しない︒しかし︑この家が

︵刻字・第一冊扉上部︶⑩﹁抽榮堂山本氏藏書印﹂﹁雪亭﹂の

訓点附刻︵仮名・返点・合符︶︑仮名文部分・訓点附刻なし︑

約二七○年の歴史を︑事細かに再現できるようになっていたことに

慶長一九年︵一六一四︶から明治一六年︵一八八三︶に及ぶ山本家

第十世山本半蔵が所謂﹁佐渡山本半右衛門家年代記﹂を編集して︑

︵７︶

て︑貴重な書籍が家の外に流出するのを懸命に防いだこと︑尚かつ

角筆︵譜・注示符か︶約二○カ所⑬九八年九月二七日︑山本寛
発見・調査
このほか︑﹁東湖随筆﹂﹁諸役人分限楪﹂﹁女用訓蒙圖彙﹂の三資料

右山本半右衛門家発見の角筆文献に特筆される点は︑その所蔵印

に角筆様の凹みが発見されたが︑未だ認定されるに至っていない︒

る︒これは︑正に山本家角筆文献の︑他に優れた点と言うことがで

きる︒ちなみに︑新潟大学附属図書館佐野文庫には膨大な図書が蔵

よって︑角筆点の記入者をおおよそ特定することが可能なのであ

と考えられることである︒すなわち︑亀田鵬齋の手になる﹁奮注蒙

は前述したところであるが︑この中で角筆の記入者までほぼ特定で

されており︑角筆文献も亦約一八○点の多きが発見されていること

や墨書書入︑想定される購入年代や使用年代︑書籍の内容などか

求﹂は︑刊行年時や書籍の内容などから︑漢籍をよくした山本家第

ら︑その何れもが︑恐らく山本家の人物によって愛読・愛用された

六世子温に関係するものであり︑また﹁佐渡年代記﹂﹁新撰大日本
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前節に述べた如く︑山本半右衛門家発見の角筆文献は︑今のとこ

五﹃蕾注蒙求﹄の角筆点

きるものは︑極く僅少なのである︒

たと仮定しても︑勵風館蔵版﹁薑注蒙求﹂は未だ出版されていない

あったようである︒この時もし﹁蕾注蒙求﹂に関する講義がなされ

とある如く︑山本子温宅にも二︑三日逗留して︑講義を行うことが

○一︑七月︑江戸之大儒亀田鵬斎先生来訪︑両三日逗留講義をな

余り滞在する間に︑弟子の矢島望宅を中心に島内各地に赴いたとい
麺︒先述の﹁佐渡山本半右衛門家年代記﹂にも︑

す︒︵文化七庚午年の条︑同書一三六頁︶

った︒とりわけ雪亭に関わるものが六点中五点を占めた︒しかし︑

ろ総て第六世子温・第八世雪亭に関わるものと推定できるものであ

てなされたであろうし︑従って山本家の﹁菖注蒙求﹂の角筆点がこ

わけであるから︑その講義は当然寛政初版本系のテキストに基づい

の時︑すなわち鵬齋の講義を聞きながら︑その訓説に従ってリアル

角筆による文字︵仮名・漢字︶を有するものは僅かに﹁新撰大日本
い︒そこで︑本節では計七八カ所に角筆による訓点が看取される︑

である︒しかし︑その後勵風館蔵版が出版され︑それを手にした

タイムで記入されたということは︑残念ながら全くあり得ないこと

永代節用無蓋蔵﹂一点に過ぎず︑残念ながらそれも確例とは言い難

上げ︑訓点の内容について少々詳しく述べてみたい︒

みがえり︑想い出すままにその一部を角筆にて書き込んだという可

時︑胸中に脳裏に深く刻み込まれたその折の講義の内容は祐佛とよ

唯一第六世子温に関係する角筆文献と見られる﹁菖注蒙求﹂を取り
﹁薑注蒙求﹂は︑諸版本に﹁鵬齋先生閲﹂とある如く︑江戸の折

版にも︑刊記に﹁文化十一年甲戌首春人日／佐渡矢島望謹識﹂とあ

二年︵一八一四︶︶に刊行されたが︑山本家に蔵せられる勵風館蔵

では準備不足によって未だ行い得ていない︒ただ︑今試みに寛政初

蔵本︶の本文とを︑詳しく対校する必要があるのであるが︑現時点

なお︑﹁奮注蒙求﹂の寛政初版本系の本文と勵風館蔵版︵山本家

能性は︑必ずしも否定できないのである︒

るところから︑同じく文化二年に︑鵬齋の門人である佐和田町五

これと山本家蔵本の調書︑特に角筆記入部分の抄出本文とを比較し

版本系として︑狩谷椴齋手沢本である静嘉堂文庫蔵本を取り上げ︑

○︶の発刊であることが知られる︒その後︑和泉屋庄二郎版が文化

︵８︶

衷学派の学者亀田鵬齋の校閲にかかり︑初版は寛政一二年︵一八○

十里・勵風館の矢島望が出版したものと考えられる︒ただ︑池田利

てみると︑上・中・下巻の丁数はそれぞれ七四丁・五四丁・五一

︵皿︶

夫氏は静嘉堂文庫蔵本の解題において︑この勵風館蔵版についても
触れ︑﹁刊年は不明ながら更に後れて見返しと駁とを改刻﹂したも

って︑正に池田氏の解題の如く︑表紙見返しの扉部分と駮文とを改

丁と等しく︑また行取り・字詰めも同じであることが知られる︒従

︵９︶

のとされている︒今は︑ひとまず文化二年︑あるいはそれからさ
ところで︑亀田鵬齋は文化七年︵一八一○︶佐渡に来訪し︑百日

刻する以外は︑全くの同文ではないかと推測される︒唯一相違があ

ほど隔たらない時期に刊行されたものとしておきたい︒
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るとすれば︑静嘉堂文庫蔵本は句切点が附刻されるだけの白文であ

ある︒

﹁ハ﹂二例︑接続助詞﹁テ﹂︵シテを含む︶三例︑合計五種一二例で

助詞は︑格助詞﹁卜﹂一例︑﹁二﹂三例︑﹁ノ﹂三例︑係助詞

︵吃︶

るのに対して︑山本家蔵本にはそれ以外にも上巻に極く僅少の片仮

ァ︑全音節加点⁝⁝八例

Ｂ︑字音

名ルビ・返点・合符の附刻が存する点である︒

さて︑山本家蔵﹁薑注蒙求﹂に加点された︑角筆による訓点の実
際は次下に掲げる通りである︒なお︑前掲の調書においては︑本資

⑦呉楚反Ｉ時︒︵上８ウ２︑﹁ハン﹂︶

附刻︶

⑫爲二藺臺令史一︒｜︵上７オ５︐句切点直下の横線︶

イ︑句切線⁝⁝四例

︵一例︶が看取された︒

三点︵三例︶のほか︑一点のみのもの︵五例︶︑二点のみのもの

用例①⑤⑥参照︒レ点︵九例︶︑一・二点︵二二例︶︑一・二・

ア︑返点⁝⁝四○例

Ⅲ︑符号によるもの⁝⁝六二例

丁﹁丁﹂︑本例の返点・合符は

⑪干時河南府應︲事︲壁Ｉ上有二角︲頭︲弓一・︵上茄オ３︑﹁瞳﹂字左傍の

ア︑同音字注

Ⅱ︑漢字によるもの⁝⁝一例

一ア

⑩豈不見人勗乎︒︵上鯛ウ５︑﹁駐﹂字左傍︑﹁テ︵イ︶﹂か︶

⑨六鞘︒︵上２オ３︑﹁卜︵ウ︶﹂か﹂

イ︑語頭音節加点⁝⁝五例

ハン

料の角筆施点箇所を全部で七八カ所としたが︑以下の記述では便宜

ハン

的にこれを訓点の種類ごとに細分したため︑合計が九九例となって

⑧仲塞強於犯上︒︵上鮒ウ３︑﹁ハン﹂︶

いる︒すなわち︑

①天子大臣將レ螢二舟︲械一︒︵上８オ２︐句切点は附刻︑それ以外の
訓点は特に断らない限り総て角筆点︑
以下同︒︶

の如き用例は︑一連の訓点と見て一カ所としてカウントしたが︑訓
点の種類は返点のし点と一・二点︑合符︑の都合三種類となるため
である︒

Ｉ︑片仮名によるもの・⁝・・三二例

ア︑全音節加点⁝⁝一例

Ａ︑和訓

ツナク

②王信謹而係之︒︵上妬オ２︑﹁係﹂字右傍の大字﹁ツナク﹂︶
ヲク

イ︑語頭二音節加点⁝⁝一例
③主簿餉魚︒︵上岨ウ６︑﹁ヲク︵ル︶﹂か︶
シーテ勺ミ

ウ︑最終音節加点︵助詞を含む︶⁝⁝一七例
④獣微弩強︒︵上皿ウ６︑﹁︵ヨワク︶シテ﹂﹁︵オホュ︶ミ﹂か︶

ウ︑合符︵人名符などを含む︶⁝⁝一八例
一一

⑤實稟二生霊秀一︒︵上陥オ２︑﹁︵マコト︶｜こか︶

用例①⑦参照︒中央線︵二例︶︑右傍線︵三例︶︑左傍線︵四

一ナ

⑥漢末從二叔父玄一性二襄州一︒︵上１ウ４︑﹁︵シタガ︶テ﹂か︶
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Ⅳ︑未詳のもの⁝⁝四例

例︶が見受けられるが︑特に音読・訓読の区別はなされていない︒

くの訓点が看取された﹁蕾注蒙求﹂を取り上げ︑その記入者を六世

その特徴は既述の通りである︒角筆点の詳細については︑比較的多

温に関わる角筆文献は発見されていないため︑その状況が果たして

子温と見立てて︑分析・検討を行ったわけであるが︑この他には子

子温一般の加点の実態か否か︑判断する材料がない︒今後︑子温の

右掲の如く︑全九九例の内訳は︑片仮名によるもの三二例︵三

手に掛かる角筆文献を発見すべく調査を継続する一方で︑墨や朱な

二・三％︶︑漢字によるもの一例︵一％︑但し同音字注のみ︶︑符

であって︑返点・合符・句切線を中心に据え︑これに仮名点︵和

号によるもの六二例︵六二・六％︶︑未詳のもの四例︵四・一％︶

することも必要となるだろう︒総ては後孜に俟ちたい︒

ど通常の筆記具による子温の著作を見つけ出し︑これを綿密に分析

ハ

一一

漢籍之部ｌ﹂︵新潟大学教育学部紀要第三九巻二号︑九八年

︵６︶拙稿﹁新潟大学附属図書館佐野文庫蔵角筆文献目録︵上︶ｌ

︵５︶三弓延孟言伊后言冨３召言呼Ｆｇ・一三澤畏言再三

︵４︶一九九一〜九七年版︑九二年五月から毎年五月に発行︒

︵３︶八七年七月︑汲古書院刊︒

︵２︶八九年一月︑中央公論社刊︒

の長きに亘って調査させていただいた︒

︵１︶一九九八年九月二七日︵月︶︑午前九時半から午後七時まで

﹇注﹈

ている︒

そのものが発見されんことを︑大いに有り得べきこととして期待し

蔵の片隅の文箱の中などから︑六世子温や八世雪亭が使用した角筆

の整理なども御計画とのことである︒願わくば︑極く近い将来に御

後に︑長きに亘る教員生活に別れを告げられる︒御退職後は︑御蔵

なお︑山本修巳氏は︑この三月末日を以て県立佐渡高等学校を最

訓・字音︶を交えるという︑漢文体本文への加点の状況としては︑
容は概ね正確なのであるが︑

極めてオーソドックスなものであることが分かった︒加点された内
⑬何謂二門Ｊ人一日︒易已東芙︒︵上３オ３︑レ点は不要︶
エ

ロウ﹁ケウ﹂に訂正したものと思われるが︑本来は

⑭皆連手榮僥之︒︵上田オ５︐本行上欄に﹁ヶ﹂あり︑﹁ロウ﹂を
﹁ネウ﹂︑右傍は﹁エ︵イ︶﹂か︶

⑮前漢干定國字曼情︒︵上別オ５︑助詞﹁｜こは不要︶

のような誤点が九例︵和訓四例︑字音一例︑返点四例︶︑また仮名
⑯後漢嚴光字子陵︒︵下況オ７︑﹁ロ︵ウ︶﹂は本来﹁リョゥ﹂か︶

ロ

字音点に︑誰音と思しき用例︵次の一例のみ︶が看取された︒

︵咽︶

このほか︑附刻された訓点に︑重ねて角筆点を記入したものが全
ノ

四例拾われた︒

⑰晉樂ｌ廣字彦︲輔︒︵上珊オー︑本例の助詞﹁ノ﹂﹁ハ﹂・合符は附
刻︑両助詞︑﹁樂﹂字直下の合符に角筆点重書︶

六むすびにかえて
以上︑山本半右衛門家・荏川文庫発見の角筆文献について述べた︒
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三月︶参照︒

記﹂︵七五年一○月︑佐渡叢書刊行会︶︒

︵７︶山本修之助編﹁佐渡叢書第七巻・佐渡山本半右衛門家年代
︵８︶池田利夫﹁蒙求古註集成中巻﹂︵八九年一月︑汲古書院︶︒

影印の静嘉堂文庫蔵本の扉・内題左傍に︑﹁庚申之春漢皐堂

︵旧︶四例の内訳は︑用例⑰に掲げた三例と︑用例⑪中の﹁有﹂字

点の︑何故か二画目のみに重書する︒

直下の返点︵二点︶一例である︒但し︑この二点は附刻の二

﹇附記﹈

い︑貴重な諸資料を頂戴するなど︑御尽力・御協力を恭うした︒深

本修巳氏から︑昼食・茶菓の御馳走を始めとして︑有益なお話を伺

山本半右衛門家においては︑御多用の中にも関わらず現御当主山

︵９︶池田利夫﹁蒙求古註集成下巻﹂︵八九年九月︶の解題による︒

甚の謝意を表するものである︒また︑本調査には︑新潟大学大学院

蔵﹂とある︒

︵皿︶山本修之助﹁亀田鵬斎の佐渡人宛書簡︵一︶︵二︶︵三︶﹂︵佐渡

教育学研究科学生︑菅谷内敦・山本寛・富澤綾児三氏の献身的な助

力を得︑文部省科学研究費補助金の交付を受けることができた︒改

四集合併号︑六二年八月︶︑山本修巳﹁佐渡の漢学と山本
家﹂︵注７文献︑三五三頁︶参照︒なお︑山本修之助論文

が︑僅か一日の調査であったため︑推測の域を出ない部分があり︑

めて深謝申し上げる次第である︒本文中にも触れたところである

史学第一集︑五九年二月︑同二集︑六○年一○月︑同三・

は︑近藤春雄﹁日本漢文学大事典﹂︵八五年︑明治書院︶の

また不備や失考も少なくないものと思われる︒大方の御批正をお願

﹁かめだほうさい﹂の項に︑参考文献として佐渡史学第三・

四集合併号掲載のもののみが掲げられているが︑タイトルは

い申し上げる次第である︒

より﹂第八三号︵九九年一月︶掲載の拙文﹁佐野文庫と角筆文献調

本稿第二節と三節は︑新潟大学附属図書館報﹁新潟大学図書館だ

単に﹁亀田鵬斎﹂とされている︒辞典︵事典︶が︑先学の知
う︑重要な使命を帯びているものであるとしたならば︑余り

見の集積の上に立ち︑後学の者に学の方向性を示唆するとい

査﹂と︑内容的に重なる部分が大きいことを付記しておく︒

指して執筆を始め︑昨年中にはおよその完成を見ていたのである

なお︑本稿は山本修巳氏の御厚情に応えるべく︑早期の成稿を目

にも杜撰な引用と言えるのではないだろうか︒

︵岨︶静嘉堂文庫蔵本上巻朋丁表３行目に︑﹁孫緯才冠﹂の如く

が︑その後公私の雑事に忙殺され︑また前掲﹁新潟大学図書館だよ

シヤク

にルビが一例拾われるがへこれが墨書であるのか︑それとも

り﹂の発行を待つうちに︑調査から早五ケ月を歴ることとなった︒

︵ｕ︶注８文献の影印による︒

附刻されたものであるのか︑写真版につき判別が困難であ

御寛恕の程︑切に願い上げ奉る︒

︵新潟大学教育人間科学部助教授︶

一九九九年二月二○日成稿ｌ

る︒ただ︑これが唯一のルビらしきものであることを考える
と︑おそらく墨書の如くに推察される︒
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麦擢の﹁春﹂を見る
今︑日本橋高島屋で﹁近代日本美術の名品展﹂が開かれている︒会
お目あては麦倦の﹁春﹂である︒﹁春﹂はこれまで草稿は見たこと

期の二日目︑二月二十二日に見に行った︒

松田昭三

る︒高島屋の宣伝をするつもりはないが︑高島屋のエレベーターは

ォームの趣味がよい︒客足はまだまばらですいている︒よい気分で

古風でゴージャスなものである︒そして︑エレベーター嬢のユニフ

があったが本制作は見たことがなかった︒講談社の創業者野間清治

円︒千円札を出してチケットをもらうと直ぐ窓口を離れたら︑窓口

会場にはいることができた︒ついでに入場料も記すと︑一般八○○

せいか︑近頃こういうことがよくある︒

嬢に呼びとめられた︒釣り銭を受けとるのを忘れたのである︒年の

氏のコレクションにはいっていて︑氏の没後も野間家が秘蔵してい
て公開されることがなかったからである︒それが今度初めて右のよ

﹁春﹂はその展示室の一つの壁面を独占して展示されていた︒ま

の展示室を素通りして真直ぐ麦倦の﹁春﹂の前に立った︒

他の絵︵大観や御舟もあったのだが︶には関心がなく︑いくつか

うなタイトルで公開されることになったのである︒

客が混まないうちにと朝一○時過ぎに会場に着くよう出かけた︒
の地下道が長い︒途中︑上ったり下りたりの階段もある︒駅の改札

都営地下鉄日本橋駅から地下道が高島屋に直通しているのだが︑そ

っていて︑それぞれが縦二メートル余︑横一メートル余の縦長であ

る︒四曲一双の屏風絵というのではなさそうだＩいや︑あるいは

た︑一つの壁面を独占するだけの大作であった︒四つの部分から成

ない︒長い地下道を歩いているうちに︑だんだんに絵画を鑑賞する

屏風絵なのかも知れない︒ただ︑四つの部分の絵柄が厳密には接続

を出てから高島屋の地下一階の入口まで一○分近くかかったような

にふさわしい落着いた気分になれるからである︒前の山種美術館の

けて説明すると︑１にはほとんど画面一杯に花をいっぱいつけた白

していないところがある︒仮りに左から１︐２︐３︐４と番号をつ

気がする︒しかし︑これは脚が健康なものにとっては悪いことでは

て︑それに乗ると︑あっという間に入口に送りこまれてしまうのは︑

ように地下鉄駅の改札を出ると直ぐのところにエレベーターがあっ
忙しい人には便利に違いないが︑気分が調わないうちに絵の前に立

頭上には︑やはり白い花をいっぱいつけた梨の枝が︑足の周りの地

上にはやはり白い草花が描かれ︑３には中央下方に白い草花の咲き

木蓮が描かれ︑２には中央に立っている若い母親が等身大で︑その

高島屋の催事場は八階にある︒地下一階からエレベーターに乗

つことになる︒
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うに乳母車が︑その頭上にやはり白い花をいっぱいつけた梨の枝が

占めている︒特に母子の頭上を覆っている梨の花が夢のような美し

や草々が更にすばらしい︒紅い花もあるが圧倒的に白い花が全体を

母子の姿もすばらしいが︑母子をとり囲んでいる花をつけた木々

花の香をのせた微風がほほをなでるような気さえする︒

描かれ︑４には画面一杯に紅い花をたくさんつけた椿が描かれてい

乱れている上にぺったり腰を下ろした当歳ぐらいの幼女とその向こ

るのだが︑図柄が接続しているのは２と３だけで︑１と２︐３と４

さである︒

麦倦が千代と結婚したのは一九一五年︵麦倦二八歳︑千代一五歳︶︑

﹁春﹂は画家の妻千代夫人と長女鏡子がモデルだと言われている︒

は接続していない︒展示の仕方もそれを考慮して︑２と３はくっつ
ど離して並べてある︒勿論︑四つの絵は一体のもので︑１と４が左

鏡子が生れたのは三年後の一九一八年︑﹁春﹂が制作されたのはその

けて並べてあるが︑１は２から︑４は３からそれぞれ五○センチほ

右に少し離れていても︑それぞれ同じ庭の一部を表わしていて︑全

一年後の一九一九年だそうである︒

子にあたる女性が京都岡崎のギャラリー﹁麦﹂を尋ねてオーナーの

お送りして礼状をいただいたことがある︒また︑六年ほど前︑教え

鏡子さんは今も健在なのではないかと思う︒一二年ほど前拙著を

体で一つの庭の雰囲気をかもし出している︒

向け︑両手を幼女にのばしている︒幼女は母親の顔ではなくお腹の

若い母親は右を向いて立ち︑うつむきかげんに幼女の方に視線を

あたりに伏せかげんの目を向け右手を母親の方にのばし︑左手に白

り︑その折たまたま来合わせていた鏡子さんのお嬢さんにお母さん

土田晨子さん︵麦倦の次女︶に会い麦倦について取材したことがあ

時代に﹁遊女﹂のモデルになったそうだが︑その﹁遊女﹂はどんな

ところで︑画家の妻千代夫人は元祗園の舞妓だそうである︒舞妓

で大柄な美しい人である︒

ころをカメラにおさめてきた︒写真でみたところ麦倦の孫娘は色白

晨子さんと鏡子さんのお嬢さんがギャラリーの表に並んで立ったと

の安否を尋ねたところ︑お元気だということであった︒件の女性は

い草花を握っている︒両者の視線の方向と互いの手のしぐさが母子
一見して︑まず痛感したことは︑実物を見ないで複製から︑その

の心のあり方をよく表現している︒

絵を論じてはならないということであった︒

画集で見る﹁春﹂は︑１と４の部分が欠けていたり︑あっても全
体が小さく︵どんなに大型の画集でも一頁の大きさは知れている︶
一目で全体が視野におさまってしまう︒従って︑必然的に全体を客
観視してしまう︒

土田麦倦﹂︶によると︑麦倦は舞妓の千代に﹁こんな祗園のような社

作品か複製も見たことがない︒鏡子さんの証言︵著書﹁回想の父・

から救い出すようにして要ったのだそうである︒

会にいることが︑いかにいけないことであるか﹂を話し︑狭斜の巷

ところが︑原画の前に立つと︑一目で全体を視野におさめること

い︒ということは︑自分もまたその画中にあるＩいや︑更に言え

はできない︒全体を見るには上下左右に目を転じなければならな
ば︑自分が現実の庭の中に立っているような錯覚を得るのである︒
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の絵に共通したものが︑﹁春﹂の若い母親に見られる︒

﹁春﹂の若い母親には舞妓の面影が残っている︒舞妓の面影とい

うなりわいを︑心にそわなくても︑同じつとめるからには︑いやな

薄い肌着だけでくつろいでいる時の舞妓である︒前者は︑舞妓とい

妓と裸の舞妓である︒厳密に言えば︑盛装した営業中の舞妓と裸か

んなことを考えながら高島屋をあとにしたのであった︒

麦倦と石本正はそれぞれ時代を反映しているとも言える︑ｌそ

ブ︵︾○

ろいでいる舞妓は︑強い意志と自侍に満ちた自立した女となってい

者となるとがらりと様相が異なる︒裸でまたは薄い肌着だけでくつ

顔をせず懸命に誠実に︑そして完壁につとめている女であるが︑後

うものがあるのかどうか知らないが︑麦倦が描いたいくつかの舞妓
日本の画家で舞妓を描いた人は多いが︑麦倦の舞妓にくらべて見

麦倦の舞妓は︑舞妓というなりわいを自然ななりゆきとして︑あ

たくなるのは石本正の舞妓である︒

るいは運命として受け入れ︑何の疑いを抱くこともなく︑怠けず気

石本正は二つの面から舞妓をとらえている︒具体的には着衣の舞

ばらず︑そのなりわいに自適している女のように感じられる︒

幕末明治の良吏１

歳末に山本修巳氏が同家に蔵する﹁槍洲遺稿﹂を貸与せられ︑そ

誌資料集巻六︑岩木文庫蔵︶︑﹃北漠雑誌﹂第九九号の記事︵無記

い︒ただ︑萩野由之博士︵佐渡人物志︶︑門人牛窪弘善氏︵佐渡国

１﹃治洲遺稿﹄を読むＩ

倉田藤五

の読後感を求められた︒﹁槍洲遺稿﹂は︑幕末に佐渡奉行所の地役

よって浮び上るその面影を摘記して︑山本氏へのお礼とさせて頂き

衛の次男として生れた︒通称善五郎︑名は明允︑字は士顕︑槍洲は

西村槍洲は文政五年︵一八二二︶二月︑相川の地役人長井五郎兵

たい︒

名︶等の伝へる西村槍洲の生涯に︑﹁遺稿﹂の詩文を重ねることに

されて今の姿になったものと思はれる︒私に詩歌を解する力は無

lIIIIIIII1IIIIlIIⅡI

人であり︑明治維新以後は佐渡県︵のち相川県︶の役人を務めた西

前書き

郎

村槍洲の遺稿である︒半紙袋綴ぢ八七丁︑内容は前集︵詩一八四
首︶と後集︵同二一六首︶から成り︑その後に遺文二○篇が附せら
れてゐる︒大正八年に書かれた門人美濃部禎の序は︑本書の元来の

姿である詩集に寄せられたものであって︑後に遺文の二○丁が附加
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雅号である︒年は判らないが同じ地役人西村善右エ門の娘クニと結

西村治洲が初めて仕官したのは︑天保十年一八歳の年で︑これか

｜︑佐渡奉行所役人

た︒裕福な生活とは言へないであらう︒クニは夫に先立って残し︑

きたいのは︑彼の学問のことである︒﹃槍洲遺稿﹂を手にして︑最

ら彼の長い役人生活が始るのであるが︑その前にどうしても見てお

婚し西村家を継いだ︒生家は家禄四五俵︑西村家は六○俵であっ

には︑﹁前二西村氏二配シ︑後吉田氏継グ﹂とある︒子が多く︑七

槍洲は幼年より田中葵園を師として学び︑やがて︑学問所預りと

初にその遺文の少いのを意外に思ったからである︒

槍洲は後妻を要ったらしく︑牛窪氏の文に附せられた補記の書込み
男︵八男とも︶八女があったと伝へられるが︑早世する者が多かっ

して葵園の主管する修教館に入る︒学友に藤木茂次郎︵実斎︶︑天

助読となってゐる︒﹁北倶雑誌﹂に﹁素読勉励ニ依り学問所見習ヲ

て金北山に登った幹と呼ぶ男子はこの時九歳だったが早世したらし

たらしく︑家は四男正路が継ぐことになった︒明治四年七月︑伴っ

命ゼラル﹂とあるのは︑同じ事を言ふのであらうか︒その研婚は人

野孫太郎︵阯堂︶らがあった︒天保七年︵一五歳︶にはもう修教館

槍洲は幕末から明治に生き︑明治二八年二月四日︑九四歳で相川

い︒三男震は出でて赤江橋家を継いだ︒

に残した︒法名は善心院護法明允居士︑桐木沢の興禅寺の先螢に葬

を越えるものであったと見え︑嘉永元年︵二七歳︶には﹁研学励精

にある︒異例とも思はれるが︑修教館が幕府直轄地の学問所だった

を以て老中阿部伊勢守より褒詞と金若干を賜る﹂と﹁佐渡人物志﹂

ったといふが︑寺は今残ってゐない︒

西村槍洲の生涯は︑およそ三期に分けて考へられると思ふ︒

からであらうか︒﹁北漠雑誌﹂の記事に﹁学問所試験官儒︑品評ヲ

第一期ｌ佐渡奉行所の役人として吏務に専念した天保十年︵一
八歳︶より︑幕府政治の終る慶応三年︵四六歳︶まで二八年間︵一

添ヘテ上申スルノトコロ﹂とあって︑褒賞の事情が察せられる︒槍

洲の学問への意欲は終生衰へなかった︒明治二年︵四八歳︶頃のも

八歳まではその準備期間としてこの期に入れる︶

第二期ｌ明治元年︵四七歳︶来島した参謀兼民政方奥平謙輔に

のと思はれる詩に﹁白頭道ヲ学ブノ志猶ホ存シ︑黙坐燈ヲ挑ゲテ魯

ササ

抜擢せられて聴訟局長となって以後︑明治九年︵五五歳︶相川県が

論ヲ読ム︑熟ラ思う顔子随巷ノ楽ミ︑斯ノ心吾輩師トシテ尊ブ可

など︑別な学び方をしなければならなかった︒槍洲にも熱く燃える

を目的としてゐた︒学者となる為には︑円山浜北の様に江戸へ出る

た︒修教館創設のそもそもが︑奉行所役人の資質を向上させること

しかし︑その学問は世に言ふ学者となるためのものではなかっ

シ﹂とあるのはその表白である︒

ツラツ

廃せられるまで︑県の役人として新政の展開に努めた九年間

第三期ｌ明治九年︵五五歳︶退官して自由の身となり︑島内
五︑六か所で青少年を教へ︑明治二八年︵七四歳︶の終焉に至る晩
年のおよそ二○年間
この様な区分に従ひ︑その詩文を手掛りに西村槍洲の内面を探っ
てみたいといふのが小稿の目的である︒
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シ得テ語ハ綿々︑吾モ濃シ亦縦遊ノ志有ルコト︑後生ヲシテ先鞭ヲ

した者からの便りを手にして．紙ノ音書雁二托シテ伝う︑風光写

遊学の思ひはあった︒二三歳の弘化二年︑役所の後輩で江戸に遊学

り︑郡国の経理につき奏上した︒慶応二年︵四五歳︶地方役として

を受けた︒文久元年︵四○歳︶山方役の時︑出府して江戸城に入

年︑公事方役の時︑職務鞁掌のかどで再び阿部伊勢守より褒詞賞金

る奉行所や幕府の信頼と評価が極めて高かった事である︒安政元

ただ︑この様な経歴を通じて明かなのは︑槍洲の職務遂行に対す

再び出府上計し︑閣老より褒詞賞金を受けてゐる︒いづれも彼が出

に出しとき田口江村に就き教を乞ふと云ふ﹂ともあるが︑槍洲の学

問は︑やはり吏務の傍らに積まれたといふのが事実に近いであら

色の能吏であった事と︑自ら公正廉潔の心を養ってゐた事を察せし

著ケシムルヲ槐ヅ﹂と歌ってゐる︒上記牛窪氏の文には﹁後又江戸

う︒のち明治二○年︑倶北の門人が塚原の根本寺に会して師の古稀

める︒

ユルヤ

ハ紋ヲ成ス︵中略︶簿書今間ヲ得タリ︑意二随ツテ日ビ文ヲ論ズ

万里鶏初メテ唱上︑九街瑞気ヲ生ズ︑南窓梅ハ綻ヲ較べ︑東井水

中で多く目につくものに次の類のものがある︒

この様な吏務に従事する槍洲の心事を少し窺ってみる︒彼の詩の

を祝った時︑槍洲も出席して一詩を呈し﹁模北先生北海二起り︑早

クョリ文章ヲ以テ世二知ラル︑仙姿豊鰈トシテ老イテ益ス健ナリ
︵下略︶﹂と︑先輩の寿を祝ったが︑自分の感慨はのべてゐない︒

﹁槍洲遺稿﹂に載る遺文の少いのは︑むしろ当然としなければなら

ただ︑早くより文章を以て世に知られた先輩を祝ふのであった︒

︵弘化二年二四歳︑新年︶

ズ︑恐ラクハ西風冷水ノ如クナラン︑阿兄今夕誰ガ家二宿ル︵同

簿書叢裏日将二斜ナラントス︑首ヲ回ラセバ金山路畭カナラ

ない︒

天保十年︑西村槍洲が初めて仕官した時の役名は日記掛であった

一寄ス︶

と﹁北漠雑誌﹂の記事にあり︑以下︑銀山番所役・穿鑿掛・水替掛

年︑士鑿兄︑時二監察ノ事ヲ以テ金山ニ在ル

新年数日の喜びは︑暫く文書帳簿を離れ︑友と読書討論すること

など︑鉱山に関する役職名が記されてゐる︒安政元年三三歳で公事
方役となり︑警察訴訟の事に関はる様になったのは︑一つの転機と

の中の執務である︑などと槍洲は歌ふ︒彼は自分の日常を歌ふ時︑

だ︑監察の為︑友は金山に入ってゐるが︑自分は積重ねられた帳簿

よく簿領といふ語を用ゐてゐる︒帳簿に記録すること︑また︑文書

いふべきであらう︒その後︑文久元年には山方役として山林の管理
再び公事方役として管内の献金の取扱ひを命ぜられた︒やがて地方

れる︒

の事だといふ︒年間をただ文書の記録と整理に専念する姿が想像さ

に任じ︑同二年頃に一時夷番所の定番役となったが︑慶応元年には

いふ︒これらは諸書に見える所を拾ったものであるが︑その年次の

秋に冬に︑彼はよく詩を作った︒﹁遺稿﹂の巻首には︑次の題を持

さうした明暮れの中で︑槍洲の楽しみは詩作であった︒春に夏に

役に転じ︑慶応三年には地方係頭取に進んで︑収税の事を掌ったと

ないこともあって︑正確を保し得ないのは残念である︒

記録の明確でないものもあり︑また︑私が奉行所内の役職に詳しく
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っ詩が並んでゐる︒夜泊・寒月・夏日沽酒・七夕・春晴・寒梅・冬

レテ感慨スルハ病夫ノ常態︑幸ヒニ其ノ噸々ヲ答ムル勿レ

ことなどはなく︑この詩の様な楽しみはもう得られない︒〃事二触

﹂かう

夜即事・聴子規ｌ自然の推移を見て︑この様に孤り詩想を凝らす

記した時︑実斎は病床に在り︑この後百日余り︑三六歳で長逝する

山採掘の方針転換を勧めた文である︒年記はないが奉行が久須美六

﹁府尹大屋君二上ルノ書﹂は佐渡奉行大屋図書に上書して︑銀

タテマツ

流人でもなかった︒それを示すものとして遺文二篇を挙げよう︒

しかし︑かう述べて来たが︑西村治洲は世間並みな事務官でも風

のである︒

事もあれば︑修教館で学友と席題に応じて筆を執る事もあり︑相互
詩興の最も高まった一例は︑蓋し慶応二年︵四五歳︶出府上計し

に訪問し︑置酒して韻を分っ事もあった︒

た時であったらう︒たまたま八月十五夜に当り︑潰洲は同宿した丸
を墨田川に浮べて綾瀬口まで遡った︒この時の作七首の中の一つ︒

はれる︒槍洲は一二か二で︑文は次の様に始められる︒Ｉ往年繁栄

郎右エ門から大屋図書に替った頃︑天保一三年か一四年の文かと思

岡南骸ほか一人と共に︑浅草より今戸橋を経て酒櫻に酌み︑更に舟
一樽月前ノ酒︑併セテ長河ノ気ヲ吸う︑舟ヲ買ヒテ綾瀬二浜リ︑

にすればよいといふのである︒しかし︑自分は思ふ︒今為すべきこ

治である︒旧坑は廃水が溜ってゐるので︑これを修理して無水状態

槍洲の献策は明快である︒ｌこれまで人の言ふ所は︑皆旧坑の修

↑︵︺ブ︵︾Ｏ

テ言無カル可ラズ︑故二試ミニ愚策ヲ上ル﹂ｌこれが執筆の事情で

ハシム﹂自分はこれを聞いて喜びに堪へず︑﹁司鉱之事二与ルヲ以

も︑今また閣下も﹁吏以下其ノ事二与ル者ヲシテ各思慮スル所ヲ言

日夜歎息痛思セザル無シ﹂奉行の憂へはここに在り︑去年久須美君

した鉱山も﹁近頃ハ鉱ヲ得ルコト年二衰へ︑之ヲ以テ産ヲ為ス者︑

明月ノ沸クヲ見ント欲ス︑杯ヲ停メテ髪︵はしため︶ヲ呼ビ︑屡
︵問う舟未ダ到ラズャト

この夜の楽しみは特別のものであったと見え︑槍洲は詩のほかに
﹁綾瀬ロ二月ヲ賞ヅルノ引﹂といふ一文を作った︒その文に﹁斯ノ
槍洲には︑ここに記した丸岡南咳や天野趾堂らの詩友があった︒

遊ャ︑東遊中ノ一大快事︑亦生涯ノ希事也﹂と書いてゐる︒

特に親しかったのは藤木実斎である︒実斎は折りごとの槍洲の詩に
れてゐる︒安政五年九月廿日槍洲は﹁女児ヲ携へ楓山二遊﹂んだ︒

とは新坑の開鑿である︒人は︑新坑を開鑿する事は莫大な費用がか

親切な評語を寄せてくれ︑﹁遺稿﹂前集の二六首にそれが書留めら
児女ヲ提携スレバ影相扶ク︑漸ク楓山二到レバ日未ダ哺ナラズ︑

かり︑また速効的でないと言ってこれを斥ける︒だが︑﹁夫レ事ヲ

サ

濁り酌ミテ微吟スー瓢ノ酒︑猶ホ餘瀝ヲ留メテ従奴二斥ス
オ

実斎はそれに感想を寄せた︒﹁自分も亦往年娘二人を伴って南の海

ズ︑且シ其ノ費ヲ惜ムハ固ョリ論ズルニ足ラザル也﹂ここに病人が

為ス︑速力ナルヲ欲スル勿レ︑速力ナルヲ欲スレバ則チ大事成ラ

エイキヤウ

岸に遊んだが︑その時〃稚女ャ曳節徐ロナルヲ知ル︑路傍相達ヒ

あって︑治療を求めた時︑医者が︑Ａ薬は飲めば癒るが高価であ

テ寒花ヲ捉フ〃と歌ったが︑親子の楽しみは他人の知り難い所であ
る︒今その幼い方は已に亡く︑年上の方は十五歳︑路傍に花を摘む
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る︒Ｂ薬は廉価だが癒るとは言ひ難いと答へた時︑高価だと言って

ラザル也︑故二曰ク︑守禦ノ要ハ実二士気ノ張ルト張ラザルトニ在

ン哉︑如シ一人恥ヲ知り義ヲ思フノ士有ラバ︑未ダ必ズシモ此二到

モ

も癒る薬を飲ませずにおけようか︒病を癒し得ない薬を用ゐる事は

り︑而シテ士気張ラザレバ守禦術有リト難モ亦施ス所無カラン耳︑

︐

〆ロ︑﹃

ノ要務也︑思ハザル可ケン乎哉﹂国に危難が及ばなくても国民の士

然リ而シテ士気ノ張弛ハ非常ノ事ヲ待ツー非ザル而已︑抑モ亦時政

即ち死に至るのである︒ｌ
槍洲のこの意見がどの様に取扱はれたか︑その意見は佐渡金銀山

名刀を歌った長詩である︒﹁︵前略︶示後興亡歳月遷リ︑倒指ス

歌﹂は︑応長二年︵一三一二︶備前長船住兼光の銘のある家伝来の

﹁槍洲遺稿﹂には剣を歌った詩が何首もある︒その一篇﹁古刀ノ

見を持ってゐた事を知る︒

危に任ずる丈夫であり︑しかも︑国防について国政の根本を衝く識

私はここに西村槍洲が︑優れた能吏だっただけでなく︑国家の安

気は興る︒為政者の努力次第なのだ︒ｌ

ヤ

の盛衰の中でどの様な意義を持つのか︑それは今問はないでよいと
思ふ︒私はただ若き西村治洲が︑鉱山振興の為に︑倍輩と着眼点を
重視したいと思ふのである︒

異にして︑思ひ切った革新を献策した事を︑彼の人物を考へる上で
次に﹁辺防論﹂これは槍洲の眼が︑その職務を超えて時勢に注が
のは︑天保十一年︵一八四○︶の阿片戦争であった︒槍洲も亦﹁英

勿々五百年︑此ノ剣亦嘗テ此ノ際ヲ経︑敵ヲ斬り馬ヲ斬ル幾千ナル

れてゐた事を示す文である︒幕末に於て有志の耳を先づ驚かせたも
吉利清国ヲ侵シ︑清人大イニ敗レ︑遂二重幣ヲ以テ和ヲ講ズ﹂と聞

ヲ知ル︑如今太平筐笥二蔵シ︑丹心只期ス忠卜義トヲ︑歌ヲ為り長

ツク

いた︒彼はこれを聞き︑清国がこれよりして内乱に陥ることを予測

囑スレバ夜将二閾ケントシ︑時二聞ク高梧滴露墜ツルヲ﹂これらの

詩に私は槍洲が時世を徒らに慨嘆痛罵する凡常の志士でなく︑事有

夕

ルコト︑固ヨリ論ヲ待夕ザル也﹂と︑英国が勢を駆って全く同様な

すると共に︑﹁彼︵英国︶志ヲ清二得ル︑必ズ又之ヲ以テ我二擬ス
態度で我国に迫る事を憂ひ︑これに対する策を立てた︒嘉永元年︑

るのである︒殊に先きの﹁辺防論﹂を結ぶに︑士気の張ると弛むと

る時に備へてひそかに忠と義の丹心を養ふ至誠の人であった事を知

て強調したのは士気を張る事であった︒士気衰へては︑備も計も役

槍洲の見識の高さを思ふのである︒

也﹂と断じて︑政治の根本的な責務であると論じてゐる所に︑西村

はあながちに非常の事あるを待つものでなく︑﹁抑モ亦時政之要務

△△△△

必要を説き︑備と計とについても具体策を述べたが︑最も重要とし

槍洲は二七歳である︒彼は国防の要件として備と計と士気の三事の

に立たぬからである︒彼はこれを近い事実によって論ずる︒ｌ清は

明治元年︵一八六八︶維新の新政が布かれて︑九月佐渡県が置か

二︑佐渡県聴訟局長

国大きく兵多く︑十分な備へを持ちながら﹁英夷ノ為二侵略セラル
ル所以ノ者ハ︑是し他無シ士気張ラザル耳︑鴫呼彼レ承平日久シク
ヲ楡ミ遂二辱メヲ蛮夷二取ル︑是ヲ忍ブ可クンバ何ヲ忍ブ可ラザラ

士大夫驍著淫逸非常ノ事有ルヲ知ラズ︑故二事二臨ンデ死ヲ畏レ生

21

越に進軍し︑水原の営中で参謀兼佐渡の民政方たる事を命ぜられた

れ︑二月に佐渡奉行所は廃せられた︒長州干城隊の幹部として北

るのを倶れ︑敢へて文語体の記述に従ふ︒﹁謙輔一日翁︵槍洲︶を

があった︒それは諸書のひとしく伝へる所であるが︑今︑文の延び

て天地自ら寒を加へん︑観よ︑今冬は鴨湖の水必ず氷結せんと︒翁

召して曰く︑乃公の法を用ゐること極めて厳なれば︑粛殺の気溌り

の多し︑人為の尽さざる所ありて天地の応無きを答むるよりは︑寧

化を断行し︑治所も雑太郡石田村に移して屯所と改称した︒翌明治

者は奥平謙輔であった︒奥平は二月相川に入るとすぐ行政の簡素

ろ己れに反省するに若かず︑且つ天道は生を好む︒その殺すは已む

なり︒翁曰く︑古今に徴するに︑天地の気は人為の如何に関するも

洲は抜擢され聴訟局長に任ぜられた︒八月︑すでに奥平は佐渡を去

を得ざるに出づ︑峻法は亡国の兆にして︑王政の見ざる所なりと︒

答へて曰く︑若し氷結せずんば如何︒曰く︑果して然らば天道無き

る︒明治四年十一月︑佐渡県は廃せられて相川県となり︑明治九年

二年七月佐渡県が置かれ︑県庁は相川に還って聴訟方役所と改めら

まで存続するが︑槍洲はこの間に権少属より中属︑権大属に進み︑

謙輔深く感じて︑これより刑を用ゐること梢寛なりき﹂︵佐渡人物

れ︑行政部局も︑聴訟・会計・土木・民政の四局となった︒西村治

更に一等警部となり三級判事を兼ねた︒明治九年︵一九七六︶四

が大事だと槍洲は言ふ︒私はこの記事の中︑﹁天道は生を好む﹂の

一句に最も注意したいと思ふ︒それは西村槍洲がこれによって上司

志︶政治を行ふ者は︑自然の運行よりは自分の行政を反省すること

を諫めただけでなく︑自らこれを実践したからである︒次の事件で

槍洲は致任して長い役人の生活に訣別した︒五五歳であった︒

明治新政下の官吏として︑西村槍洲が一貫して警察・裁判の事に

月︑相川県は廃せられて役所も新潟県佐渡支庁と改ったが︑この時

任じたのは最も注意すべきであらう︒その道を開いた者は奥平謙輔

それがわかる︒

す︒１国仲の村に殺人事件が起った︒剰惇無頼の乞食で︑婦女を脅

この事件も諸書のみな伝へるものであるが︑今は要点だけを記

であった ︒

奥平の行政に於て不可欠であった︒厳峻を以て聞える奥平の行政を

日暮れ︑野良から帰った農夫が納屋に入ると︑彼の男が侵入して横

し︑盗みを働き︑火を弄するなど︑一村を悩ます者があった︒冬の

奥平の佐渡在任は十か月にも満たぬ︒しかし︑西村槍洲の存在は

にして裁断公平なる﹂ためだったといひ︑﹁佐渡人物志﹂を初め︑

槍洲が和げたからである︒奥平が槍洲に注目したのは︑﹁その廉直
諸書が一致してゐる︒﹁佐渡幕末奇事﹂には︑﹁西邨明允幕吏たり

乞食の無頼に困り切ってゐた村人は︑農夫の為に助命を歎願する︒

打ち︑男は死ぬ︒農夫は今更に驚き︑悔いて自首した︒かねてこの

臥し︑風の中に火を焚いてゐる︒怒りに堪へず農夫はこの男を鍬で

ムラ

し頃より治獄を以て名あり︑謙輔亦明允をして獄事を理せしめ﹂と

二切創アリ﹂とあるのを見て沈思し︑一夜自ら蔵田を訪ねて問ふ︒

槍洲は︑事件を検分審問した配下の蔵田信中の復命書に﹁賊ノ死体

あって︑奉行所公事方としての槍洲の実績が︑奥平の耳にも達して

そして︑奥平は自ら槍洲と語る間に︑その人物に深く感銘する所

ゐた事が察せられる︒
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めに申生を讃した︒申生が母の祭に供へた肉を献公に贈った時︑媚

実斉を生むに及んで蠣姫に憎まれる︒蠣姫は実斉を太子に立てるた

ケイセイ

﹁切レ創でございます﹂槍洲は農夫に告げて言ふ︒﹁死体の傷は切

﹁この傷はキリキズか︑キレキズか﹂蔵田は槍洲の意を察した︒
れ傷であってお前のっけたものではない︒お前は無罪である﹂ｌこ

のである︒申生は新城に逃れたが︑攻められて逃るる所なく自ら縊

れて死んだ︒初め識に遇った時︑人は弁明を勧めたが︑申生は﹁父

姫はこれに毒を入れて犬に与へ︑申生が父を殺さうとしたと言った

も︑ただに槍洲の情深さを語る挿話といふよりは︑幼年よりの学問

は蠣姫を愛してゐるのだ︒媚姫の罪を言ふことは老いた父の力を失

の話に先きの﹁天道は生を好む﹂の一語を重ねると︑この様な裁断
によって形成された彼の人生観︑思想に基くものであることが理解

槍洲の﹁申生論﹂の主旨は﹁予深ク其ノ幾︵幾微︶ヲ察セズシテ

てゐる︒

の悲しみを思ひ遣って自分の無罪を論ぜずに死を待った事を尊重し

所無クシテ烹ラルルヲ待ツハ申生ノ其ノ恭ナリ﹂と論じ︑申生が父

宋の張横渠は﹁訂頑﹂︵西ノ銘︶に於てこの事を取上げ﹁逃ルル

はせるだらう﹂と言って︑きかなかった︒

奥平謙輔は佐渡に在任中︑二度にわたり槍洲に手書を与へた︒い

される︒万物を生かすのが天の心だといふのが︑その根底である︒
づれも明治二年六月のものと思はれる︒書き下して左に記す︒

善五郎︑喧︵暖︶卜無ク涼ト無ク︑節其ノーヲ守り︑寛ナラズ厳
ナラズ︑獄其ノ中ヲ得タリ︑汝一一シテ職二在ル︑予以テ安ンズ可

シ︑自今以後︑階聴訟之長二進メ︑俸給十五両︑之ヲ増ス者也
六月︑判事

が槍洲の言ふ所はかうだ︒媚姫が笑斉を生んだ時︑献公は︑申生を

太子とせず︑曲沃に城を作ってここを治めさせようと言ってゐる︒

自ラ此ノ禍ヲ取ルヲ悲シム﹂といふに在る︒中間の論述は省略する

ズ︑獄二冤民無キハ亦汝ガカ也︑某目賭スル所︑亦人許可スル

これが申生の察すべき幾だったのだ︒従士が﹁あなたは太子にはな

善五郎職二在ルコト既二半年ナリ美︑情二本ヅキテ以テ訟ヲ断
所︑賞スル所有ラズバ人何以テ勤メン︑月俸三両之ヲ加フル者也

れないでせう︒しかし︑曲沃の都城によって地方を治め︑そこに御

自分の道を見出されるがよいと思ひます︒この様に父に疎まれた

六月︑判事
は︑全くお前の力であると奥平は槍洲を讃へてゐる︒

裁判が中正であって偏りなく︑冤罪の為に投獄される者が無いの

してゐる所です﹂と勧めた︒それに従ふくきだったのに申生は従は

時︑去って地方に治所を得た先躍は呉の太伯で︑今日なほ令名を残

ず︑みすみす機を逸したのである︒これが槍洲の言ふ所である︒槍

以上﹁槍洲遺稿﹂の外に出て長く書いたが︑これらの挿話を知っ
て﹁遺稿﹂を読むと︑槍洲の気持がよく解る文がある︒﹁申生論﹂

洲はこの文を結んで︑﹁然リト難モ既二其ノ幾ヲ失う︑而シテ復夕
セイキャウ

はその一つである︒﹁申生論﹂は﹁左伝﹂に載る晋の献公の太子申

ス︑抑モ亦人子ノ志卜調う可キ耳﹂と述べて︑申生が他国に逃げて

猶ホ此ノ時一一及ビ︑他国二奔リ以テ父ノ悪ヲ顕サズ自ラ新城二縊
リキ

に生れた太子であったが︑母が残し︑献公が北方から伴った媚姫が

生の最後に対する評論である︒申生は献公とその夫人斉姜との間
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って︑槍洲の言ふ﹁人子ノ志﹂を最も重視するのであるが︑しかし

父の誤りを広く知らせる事なく︑新城で自殺したのは人の子たる者

当日の朝迄授業を廃せられなかった﹂とあって︑槍洲の教育活動は

自適その天年を楽しまれた﹂最後の相川についても﹁其長逝される

取立てた︒最後に相川三丁目︑尋で二丁目浜町に寓居されて︑優勝

その終焉に至るまで続けられた事が知られる︒︵新町に移る前︑一

の心だと言ってゐる︒私は﹁西ノ銘﹂に学びたいと深く願ふ者であ
先きに述べた槍洲の﹁天道ハ生ヲ好ム﹂といふ語や︑農夫の裁きと

た高野問蔵氏は四日町暇修義塾での教へ児であるが︑その文章は真

槍洲が残した時︑﹁北漠雑誌﹂に﹁槍洲先生逝芙﹂の一文を寄せ

時真野に仮寓した事が﹁遺稿﹂の詩でわかる︶

率で飾りがない︒﹁思ひ出づれば八とせのむかし︑先生が帷を四日

いふ議論が︑通り一遍の処世術からでなくて︑槍洲の生涯を貫く思

併せて﹁申生論﹂を読むと︑申生が幾を察しなかった事を悲しむと
想であった事が理解される様に思ふ︒それは︑生を重んずることこ

生の左右に侍したりき◎当時只管先生の目を楡みて悪戯三昧に日を

町村に垂れて︑海潮篭畔に暇修の講舍筵を開くや︑久しく吾人は先

そ天の心だといふ考へを根本とする︒

三︑村の教師

りて明かに残りてあるなり﹂この四日町の家へは︑明治十八年墓参

消したる其記念は︑今猶筐底の史記左伝等の内に︑不解の字句とな

の為に帰郷した萩野博士も訪問し︑印象深い詩を残してゐる︒﹁三

前記の如く︑明治九年四月相川県が廃せられるに当り︑槍洲は退

たのであらうが︑彼は残された日々を教育に捧げて生きようとす

重スベシ︑耆宿如今復夕幾人﹂

尺ノ霜髭塵ヲ点ケズ︑仰ギ看レバ聖礫旧手神タリ︑詩書満腹須ク珍

官して浪人となった︒年は五五歳であり︑当時では初老とされてゐ
る︒だが︑その実態はなかなか明かにならない︒元来西村槍洲とい

遊と記されてゐるだけであり︑聴訟局長としての農夫裁判について

所に在る時の二度に亙る出府上計についても︑彼の詩文にはただ東

を受けた者には忘れ難い面影なのであらう︒暇修義塾の教へ児高野

く同じ語の上に﹁温顔軟辞﹂の一句を附してゐる︒直接槍洲の教へ

て倦まず︑人に対して城府を設けず﹂と言って居られ︑牛窪氏も全

槍洲の教育について︑萩野博士は﹁其の人を教ふるや︑諄々とし

ヂハ向グ

ふ人は︑自分の事業や栄誉等について一切語らぬ人であった︒奉行

思って読み︑牛窪氏の文によって松田皆一なる人の記録する所だと

も槍洲本人は一切書いて居らず︑私は諸書の記述が何に基づくかと

に学び︑幾多の学者の顔を見︑幾多の学者の説を聞いて﹁今の世に

は教師と称すべきもの甚だ多くして︑先生と名づくべきもの殆ど稀

氏の文は一層強烈である︒ｌ自分は故郷を出て︑官立・私立の学校

槍洲が子弟を教育した村について︑最も詳しいのは牛窪氏の文で

の先生たりしなり﹂１

なり﹂と知った︒西村先生は﹁吾人に於ける︑前にも後にも唯一人

知るのであった︒教育活動についてもまた︑諸書の記述に頼るほか

ある︒﹁新町・新穂・後山・吉井・四日町等に帷を垂れて弟子を教

ない︒

育せられたが︑四日町に在りては暇修義塾と称し︑最も多く書生を
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槍洲は︑退官の時も︑その後転居したさきざきでも詩を残した︒
﹁居ヲ新穂二移ス﹂

五歳瓢零三タビ居ヲ移ス︑年来ノ生計遂ニ

ここにはその二首だけを記す︒
モ

何如ナルャ︑敢ヘテ浅随ヲ将ツテ牛耳ヲ執り︑到ル処漫然読書ヲ

シ議員其ノ数三百︑何ゾ其ノ多キャ﹂三百人といふ定数︵明治二二

筋を通して疎通し統制し得ないのは︑政府官吏の誤りである︒﹁蓋

年︶は多過ぎる︒自分の思ふに︑議員は県毎に一人を選んで七十余

人を得︑官吏は賢才を選んでこれを任じ︑﹁上下協同裁力︑私心ヲ

安寧四海無虞︑之ヲ是レ治安卜謂フ可キ而巳﹂難しい文章を忍んで

舍テテ公平ヲ取り︑国本ヲ葦固ニシ侮リヲ海外二禦ガバ︑則チ天下

ノコグ︑今︑

課ス︑

ユ

﹁将二吉井郷ヲ去ラントシテ諸士二留別ス﹂ｌ来去瓢然タリ幾転

如き有様が知られるからである︒議員数の具体的提案など︑今の時

敢へて原文を引いたのは︑国会の実情︑昔なほ今の如く今なほ昔の

勢に適合しないのは当然であるが︑議員に国民の歓心に迎合するこ

移︑又鴻爪二尋イデ南二向ツテ之ク︑幽閑何レノ地二力吾ガ老ヲ
学問浅い身を反省しつつ指導者となって︑読書を教へながら︑新し

とを戒め︑官僚に議論を調整する力量を求めるなど︑西村治洲の言

養ハン︑昨日ノ新知ハ今旧知
い人と相知り︑交誼を深めて行く︑それが自分の生活だと槍洲は歌

ふ所は︑いかにも穏健な︑中正な知識人の発言と言へる様に思ふ︒

右の文は﹁放言﹂と題されてゐるが︑西村槍洲は慨世の思ひを無

ふのである ︒

責任に放言して終る人ではなかった︒彼は有志の青年を集め︑共に

﹁遺稿﹄には︑退官後の遺文が多いが︑ここでは︑槍洲が政治に

対する憂へを吐露したものとして﹁放言﹂︑青年の教育に努めた

学ぶことによって有為の人材を育成しようとした︒﹁青年会序文﹂

の低次さに呆れてその覚醒を望んだ文である︒自分の言ふ平和な世

青年諸君が︑会を作って学問をし︑研究討論しようとして指導を自

問によって確信に達するものである︒深くこの事を考へた我が地の

はこれを示す︒１人の性は根本的に善であるが︑しかし︑それは学

事の窺へるものとして﹁青年会序文﹂の二篇だけを取上げる︒

とは﹁綱紀上二張り兆民下二安ンジ︑上下和睦四海虞無キ者也﹂明

は無理であるが︑近頃世間の風潮はいかにも軽薄浮扉であって︑道

分に求めて来た︒自分は既に老人であって︑若い人の仲間に入るの

﹁放言﹂は︑明治二三年の国会開設後にその実態を見て︑あまり

治天皇が憲法を定め国会を開設せられた本意もまさに﹁上下協同︑
イタ

国本ヲ葦固ニシ侮リヲ海外一一禦グ﹂に在ったのである︒然るに実態

は消失してしまふであらう︒自分はこれを憂へるが故に︑青年諸君

徳仁義などは平然として無視されてゐる︒これでは人の人たる本然

が共に学ぶことによってその精神を養ひ︑世の軽薄を正さうとする

はどうか︑﹁国会議員各党ヲ結ビ撰挙私二出デ︑賄賂請託底ラザル
ン卜欲シ︑務ムルコト歳費消減ヲ以テ言卜為ス﹂しかし︑国政には

この序には記年がないが︑文が﹁上聖上之徳二酬イ﹂と結ばれてゐ

志に感激し︑身の固随を顧みずしてその求めに応ずるのである︒ｌ

所無シ﹂その﹁議員ナル者ハ︑政府卜衝突シテ以テ衆庶ノ歓心ヲ得

省略しようなど言ふのは議員の誤りである︒だが︑議員の抗弁を︑

抑制出来るものと︑必要不可欠な施策とがあり︑これをおしなべて
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るのを見ると︑明治二三年の教育勅語換発直後の文かと思はれる︒

そして︑時期がその頃であれば︑所は相川とするのが妥当であら

し︑この文︑あまりに長くなった︒他はすべて割愛に従ひたい︒

諸書の記述を頼りに作った年譜に﹁遺稿﹂の詩文を重ねて読みな

豊富な吏務の間に識見を磨き︑練達と公正との実績によって上下の

がら浮び上る西村槍洲の面影は︑豊かな儒学の教養で精神を養ひ︑

これより数年後の明治二六年︑陸軍の福島安正少佐が︑ドイツ駐

畠ノ︒

を代表して江戸城に入り︑幕閣の賞詞を得た︒また︑明治新政の法

務官として上司の厳峻を和らげ︑民心を安んじた︒退官して郷村の

深い信頼を得た士君子のそれである︒彼は二度にわたり佐渡奉行所

島少佐ノ帰朝ヲ賀スルノ文﹂を作った︒ｌ少佐は敢へて不毛の砂漠

けさせるために諄々と諭して倦まず︑自分の知る唯一人の先生だと

子弟を教へては︑憂国慨世の思ひを内につつみ︑道徳仁義を身につ

在の任を終へて帰国するに当り︑一人騎馬でシベリアを横断すると

に入り峻険の山谷を越え︑厳霜に肌を侵され︑駿馬も姥れようとす

いふ壮挙があった︒瘡洲はこれを聞き﹁佐渡青年学会員二代リテ福

る万里の行程を踏破した︒銀難辛酸の中に少しも意気僥まなかっ

の詩文に見られるものは︑人を驚かす創見ではなくて︑何人をも肯

も言はれた︒槍洲は英傑と呼ぶべき人ではなかったやうである︒そ

かせる穏健中正な議論である︒彼は時代にさきがけ︑衆に先んじて

た︒﹁其ノ勇其ノ壮︑雄偉英傑ノ士二非ザルョリハ︑其し誰力之ヲ

ものであって﹁我ガ社青年輩︑僻シテ絶海ノ孤島ニ在り︑今君ノ偉

て国家社会を支へる人であった︒しかし︑幕末と明治の佐渡の民政

人をさしまねくといふよりは一画を担当し︑寧ろ壁の中の柱となっ

能クセン耶﹂少佐のこの行は﹁カヲ国家二致シ︑名ヲ四方二顕ス﹂

行ヲ聞キ奮然感発セザル莫シ︑是し即チ頑夫モ廉二儒夫モ志ヲ立ツ

は︑この人の存在によってどれほど安定を得たか知れない︒明治二

ル者也﹂ｌこの文の末尾は﹁靭力数言ヲ叙べ︑以テ祝賀ノ意ヲ表ス

ト云示︑再拝稽首﹂と結ばれてゐて︑単なる感想でなく︑福島少佐

シ﹂と言ったが︑﹁予﹂の文字を﹁人﹂と改めて︑槍洲の論賛とす

年︑奥平謙輔は槍洲に対して﹁汝一一シテ職二在ル︑予以テ安ンズ可

る事ができるであらう︒萩野博士が﹁佐渡人物志﹂で槍洲を﹁良

その人に呈する形になってゐる︒明治二六年は槍洲は七二歳であ

吏﹂の部に載せたのは︑かうした事情に因るものだと思ふ︒

り︑その残する前々年である︒﹁カヲ国家二致ス﹂といふ槍洲の志
は先きの序の﹁青年会﹂が学問の会である点から見て同じ会であら

﹁槍洲遺稿﹂を読んで心魅かれる詩文はまだ多い︒就中︑遺愛の

雪亭七十﹂と題された長詩がある︒︵﹁佐渡の書﹂に写真収載︶こ

きたい︒槍洲は山本家の八代雪亭と親しかった︒﹁遺稿﹄には﹁寿

この文を終るに当って︑西村槍洲と山本家との関係を略記してお

後書き

は︑最晩年に至って少しも衰へてゐない︒標題にいふ﹁青年学会﹂

う︒その会員に代ってこの様に言った事は︑またその会員たる青年

牡丹や盆栽の梅に先考を偲ぶ詩︑遊学に旅立つ二児︑震と正路を励

達への期待であった︒

ます詩は︑子として父としての情愛が溢れてゐて忘れ難い︒しか
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の詩で彼は雪亭が﹁多能ノ人﹂であって︑書に於て︑琴に於て︑就

ユカグヒ

﹁魏志﹂に﹁熊罷之祥﹂といふ語があり︑男子を生む夢の告げの事

遺文に﹁山本静古二答フルノ書﹂といふ一文がある︒半蔵が古伝

だといふ︒読んで老先生の慈愛に胸が熱くなる︒

圃私言序﹂は一層深く雪亭の人柄に触れてゐる︒ｌ雪亭は一日︑そ

の中から奇怪の事を記した雑説を拾集して﹁記仙冊子﹂といふ一編

中囲碁に於て優れてゐることを称してゐるが︑遺文の中にある﹁老
の著作﹁老圃私言﹂を携へて槍洲に示し︑序を請うてかう言った︒

を作り︑槍洲の閲覧を請ひ感想を求めたのに答へた文らしいが︑こ

である︒この工夫を広く伝へるならば︑良材を育成する効果が莫大

の内容は雪亭の日常の工夫であって言葉は簡単であるか︑実用に便

れることは︑また土地を生かすことを忘れてゐるのである﹂この本

とを言った後︑その経歴を逐って︑司法の職に於て廉潔明断であ

洲西村先生ヲ祭ルノ文﹂を読んだ︒それは槍洲の学問の深く博いこ

り︑先師の二十三回忌を営んだが︑山本半蔵は一同を代表して﹁槍

大正七年四月二八日︑槍洲の門人は真野村四日町の大願寺に集

の本のことは﹁静古略年譜﹂にも載ってゐないので省略する︒

﹁農家が富を計るためには山林に注目しなければならない︒世人は

であらう︒西欧の科学的知識とは異なり︑現実具体的なこの土地に

シテ転夕感慨二堪ヘズ﹂と︑敬慕の思ひを述べたものであった︒半

り︑育英の事に於て諄々倦まなかったことを追憶し︑﹁往事ヲ追憶

山林を育てる努力を忘れ︑良材を育てるに十分でないが︑これを忘

ついての工夫だからである︒ｌこの文に記年はないが︑前記の古稀

ウタ

を祝ふ詩は明治九年の作で︑この詩に雪亭の多能を言ひながら︑一

言も山林育成のことに触れてゐないのは︑この本を見たのが明治九

棄遊二魂ヲ祭ル︑影前懐旧ノ切ナルニ耐ヘズ︑一篇ノ詩賦モ亦夕師

蔵はこの日また七絶一首を捧げた︒﹁満松山裡同門ヲ会シ︑渭酷明

美濃部禎の書いた﹁槍洲遺稿序﹂には﹁今年大正八年︑門人が先

ノ恩﹂︵文も詩も﹃静古遺稿﹂収載︶

年以後だったからではなからうか︒

この様な親交があったからだらうか︒山本家では雪亭の孫半蔵が

西村槍洲の門人となった︒明治十二年のことで︑﹁静古遺稿﹂の

の契機となったのは︑前年のこの二十三回忌だったのではなからう

生の遺稿を発刊しようと相談した﹂︵原漢文︶とあるが︑その企て

か︒﹁遺稿﹂は刊行されたものか否か︑私はその版本のある事を知

﹁静古略年譜﹂には﹁︵十五歳︶五月︑西村治洲︵通称善五郎︶に

に﹁新街二僑居﹂して子弟を教へた時であったらう︒槍洲は五十八

漢学を受ける﹂とある︒それは退官した槍洲が一日一真野に移り︑更

︵平成十一年正月七日夕︶

らない︒しかし︑叙上の親密な関係を知ると︑その稿本が山本家に

伝はったのも自然のことに思はれる︒

歳であっ た ︒

五年後︑明治十七年の四月︑半蔵は二十歳で結婚した︒槍洲はこ
れを喜んで﹁山本静古ノ新婚ヲ賀ス﹂と題する一首を贈った︒﹁が
イカ

ノ新婚二宴シ楽嬉ヲ嘉ス︑庶幾クハ偕老百年ヲ期スベシ︑鴛鴦睡リ
穏カナリ金閨ノ裏︑吉夢維レ何二熊卜罷卜﹂吉夢云云といふのは︑
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みな紫よりも先に咲く花たちの庭

また姫辛夷

山采芙も連勉も紫荊も

あの庭に三校は淡いたか

身と心深く出会わせ

その日々を振り切るほどにも高さを求め

雲雀さえ己を空へと埋めに行くのだ

まこと漕ぐべきは内なるブランコ

ゅくりなく鷹女の一句がロをつく

高野喜久雄

だがなぜか

﹁在ること﹂の空律に委ねよ

みつ乳た

今年は別の道を来て

とは言えさらに朽ち果てているか

ひめこぶし

さんしゆゆ机んぎよ・７はなずおう

朽ちかけたブランコを漕いでいる

ブランコよりもさらに僕等は

詩人新穂村出身鎌倉市在住︶

︵﹁健康﹂一九九九・三月号

﹁鰍縫は漕ぐくし愛は季うべし﹂

春
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八α工寸剣
胡畔身辺の︸

渡辺和一

の湖畔の家族を想像してみましたが︑翌年の大正八年の与謝野寛書

ヨーロッパ大戦の終ったことを喜ぶ光太郎の手紙をうけとった頃

簡には︑いくつか湖畔身辺の様子を伝える文面がうかがえます︒

高村光太郎が来島し湖畔の家に滞在したのは︑大正七年のこと︑

湖畔の娘道子の亡くなった年です︒光太郎の油彩﹁道子像﹂が送ら

上候︒速かに皆々の上に圓満なる解決の下り候やう祈上候︒御

御帰国後︑かの事件のために御寧日なきことならんと御想像申

れてきたのは︑年の暮です︒その時の手紙に﹁クリスマスの夜今頃
と想像します﹂と光太郎は書いています︒

はきっと皆さん埴邉に集まってクリスマスをお祝ひしてゐられる事

に驚き先日の批評の失言を陳謝致したく候・皆様におよろし

詠草を御返し致候︒之を幾度も拝見して大兄の立派なる御進境

寛

その時の湖畔の家族を考えてみますと︑湖畔の父︑金六は六十九

く︒艸々五月二十日

歳︑高村光太郎は金六の肖像を作るために来島したのでした︒妻ト
ミは四人の子を残して四年前に他界しています︒そのあと湖畔の馴

例の御事件まだ圓満なる御解決に到らざる間御心痛のほど奉拝

全く夏げしきと相成申候︒

渡邊雅兄御親展六月二十五日夕

して三歳半で亡くなった道子の他に︑男の子が三人︑長男の榮太郎

察候︒物質的偏重の世界の見ぐるしさに如何ばかり大兄を悲し

﹁かの事件﹂とあり︑次の手紙もそれに触れています︒

は小学六年︑次男健次郎は三年︑三男の達三郎は一年でした︒﹁若

でいます︒しかし客人は皆シュウを湖畔の妻と心得ていました︒そ

き日の祈祷﹄にある﹁いさかへる児等を叱れば各々のいひとくこと

ませ候ことならん︒

染みであった辻村シュウが家に入っていますが︑金六は入籍を拒ん

もみな哀れなり﹂という歌は湖畔の心境でもあります︒

申候︒同君も非常に大兄に就て同情致し居られ候︒猶同君は病

院を退き自宅にて静養中に候︒

先日高村君にお目に懸り候節大兄の御傳言を十分に傳へ置き

森園君の儀承知致し候︒小生よりよろしきやうに断り置き申す

後の事になりますが︑頑健で陽性だった健次郎は︑佐渡中学の二
の質であった達三郎は︑父親似の文琴王心望でしたが慶応大学予科に

年で寒稽古帰りの途上︑飲んだ井戸の水が原因で急逝します︒蒲柳
二年在籍しただけで早世しました︒
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郎

べく候︒御安心被下度候︒

高野君へよろしくお傳へ被下度候︒速かに御解決のほど祈上
候︒平野萬里君は七月七日に再び渡欧可致候︒

晶子よりもよろしく申上候︒艸々与謝野寛

次の与謝野寛書簡は六月三十日のものです︒日付は七月と書いて

匠の与謝野寛は︑湖畔の身の上の問題にまで心を配っていました︒

ありますが︑消印は六月と読めますし︑内容からもそう考えられま

では無いかと窃かにお案じ致しています︒七月には柏亭氏が行

久しくお手紙も拝見せず︑またお歌もつひに接手せず︑御病気

す︒この頃湖畔はあわただしく落ち着かなかったように窺えます︒

野君とは︑渡辺金六︑湖畔父子に代わって佐渡銀行の実務にあたっ

考へています︒

かれる相です︒小生どもは四萬で︵八月に︶お目に懸りたいと

このあとの手紙にも︑この件は時々尾をひいて現れるのですが︑高
ていた高野貞次郎を指すものと思われます︒﹁事件﹂は︑三月以来

にも売れなくなってしまい返済能力を失いました︒借入れ先の大方

夫妻に相談し︑湖畔は東京に土地を求めることに決めたと見受けま

来ています︒御帰国後とありますから︑先便ののち上京して与謝野

例の件とは別に大正八年八月七日付けで次のような与謝野書簡が

がありますが︑柏亭の来島はなかったのではないでしょうか︒

柏亭の佐渡行きと与謝野夫妻の四萬︵しま︶温泉行きの夏の予定

問題をはらんできた佐渡銀行のことのようです︒

第一次世界大戦が終息し︑逼迫していた船腹が俄かに余りだして

船の値段が急激に低落したために︑佐渡商船会社︵現在の佐渡汽船

は佐渡銀行でした︒この経過は橘正隆著﹁佐越航海史要﹂に尽くさ

らく湖畔は東京へ移り住むか︑すぐなくも文学活動の拠点を東京に

す︒その世話を師匠の与謝野寛が引き受けたものとみえます︒おそ

の前身です︶が多額の借入れで購入した持ち船がだぶつき︑売ろう

れています︒穏当な見方であろうとおもいますが︑﹁将来本問題を

持ちたいと考えたのかも知れません︒西村伊作の設計で中野の家と

論評するものありとすれば︑徒に外面の皮相観に囚わるることなく
宜しく当時の事情を前後左右に顧みて︑深甚なる検討の下に正説を

が︑始まりはこの時期だったようです︒

して実現するのは︑大正十二年︑関東大震災のあとになるのです

御帰国後お変りも無之候や︒さて当用のみ申上候︒市外中野停

また法政大学の横内正雄氏が﹁明治期の佐渡銀行﹂の中で︑間接

掴むべき﹂と後人に注文をつけているのが興味を引きます︒

的ながらこの点に触れています︒小さな資本の銀行が分に過ぎた融

四圓に候︒之は持主が困り候事ありて急に手放すために︑如此

臨み居る畠地に候︒只今例の植木屋が知らせ参り候︒償は坪十

き簾債の由に候︒︵中略︶右御高見如何︒坪数が多けれども︑

車場︵電車︶より七八町の虚に四百十二坪の土地あり︑道路に

会社と銀行の両方に関係する役員の存在が安易な融資につながりま

却て御利益なるべしと存じ候︒本間君在京に候はば一度御覧被

の好景気に幻惑されていたとみえます︒横内氏の指摘するように︑
した︒湖畔は銀行側の立場で︑この件に巻き込まれたのでしょう︒

資をしたのが問題だったようです︒佐渡商船会社としては︑戦争中

資料が十分でありませんので︑深入りしないことにします︒歌の師
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下度候︒迅速に決し候やうにせざれば他人の手へ移るべく候︒

さて御委託の土地のこと︑出入の植木屋が熱心に大奔走し︑最

す御清健の御事と存じ候陰ながらお喜び申上候︒

を受けて驍雨多く頓に涼意を感じ申し候︒御地は如何︒ますま

初申上候土地は既に他に實れ且つ十分に面白き地勢にも無之候

きや︒本間君在京ならば小生と同行して実地を見たく候︒

小生の考にては︑よろしき土地のやうに考へ候︒只今植木屋が

六圓と申し候を十五圓五十銭に負けさせ本日登記を済ませ申し

故︑他にていろいろと捜索の後︑恰適の地を發見致候につき十

併し大兄が直接至急に御覧になることも出来ず︑いかに致すべ

来春より天佑社の事業を拡張する計画有之候由に候︒或は大兄

一方は北へ傾斜の気味なれど︑それが却て風景の遠望には好く︑

候︒停車場より七八町︑南北に開け︑双方に眺望あり︑少しく

大急ぎにて知らせ来候間取りあへず御通知申上候
も御上京の機会多く候はば大株主の一人にお成り被下重役の一

がすべて十七八圓乃至二十圓も致す際に係らず︑十六圓と申し

存じ候︒この傾斜が︵土地の半分だけ︶少しく有之︑ため附近

また花卉などを作られ候上には︑かかる地形も変化あるべしと

人に御就任下されず候や︒とにかく一寸御意向をお尋ね申上

候︒荊妻よりよろしく申上候︒艸々

八月七日よさのひろし

佐渡畑野出身の本間純は︑東大の医学部の学生でした︒熱心なクリ

かりしを小生と植木職とにて百方口説き落とせし次第に候︒水

候理由に候︒猶その持主は大地主にて之を寶却する意志毛頭無

も附近の井が至極よろしき故に同様によろしきこと疑無之候︒

ったとみえます︒むしろ湖畔の代りに奔走してくれていると与謝野

寛には写っていたのかもしれません︒土地の下検分に本間純の同行

らず電燈線も中野町より延長され候事と信じ候︒現に右隣には

附近は大抵東京人が買ひ居り︑猶続々と買手が増加致候故遠か

スチャンで湖畔とは大変親しくしていたので︑与謝野家へも親しか

を気安く考えていたようです︒もっとも医学部卒業後のことにも︑

れば淋しきことも無之また魚屋︑八百屋其他の商人は毎日参り

従来よりの家屋あり︑また前には一戸車皐人が建築中に候︒さ

与謝野寛は本間純のために身をいれて世話しようとしたようです︒

話は違うのですが︑与謝野夫妻の古い友人小林天民が︑天佑社と

候へば不便と申す程のことも無之候︒中野駅より小生の宅の附

いう出版社を東京に作ろうとした時のことも書かれています︒これ

中野周辺もまだ井戸や電灯線の心配をしなければならない時代で

は失敗に終ったと聞きますが︑湖畔は多分参加しなかったのではな

近隣にぽつぽつと東京人が建築を始めている様子です︒与謝野寛は

近の牛込駅までは三十分乃至三十五分にて電車相通じ候

大正八年八月十六日付けの手紙では︑先便の土地はすでに売れて

いかと想像します︒

しまったが︑別の良い土地があると知らせてきます︒結局これが中

して︑ここで歌会などを開いた模様です︒関東大震災の時に丁度建

御自分の家を建てるような意気込みです︒湖畔はのちに古半荘と称

本間君御上京の頃の車泉も酷暑に悩み候が︑昨今は鮠風の余波

野の土地になります︒少し長くなりますが︑引用してみます︒
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逃れたと聞いています︒大地震で多くの家屋が倒壊したため︑木材

築中で市中に宿泊していた湖畔は︑避難して工事半ばの家に歩いて

一行間を空けて次の文面が加わります︒

いかにも旺盛な晶子の作歌ぶりがしのばれます︒諸家の歌のあとに

凡人の俄かに掲ぐる騒音も倦む心には快きかな寛

言いたしおき候︒

﹁暁星﹂の方のアキが出来次第知らせくれるやう猶一昨日も伝

が急騰して建築費が嵩み︑慌てたようです︒設計だけでなく︑施工
も西村伊作が面倒をみたらしく︑紀伊の大きな山林地主であった西
村の山からきりだされる材木も需要に応じきれなかった模様です︒

とする短冊展覧會を催し参考品としては貴下の歌集をも出品い

来る二十日より五日間慶応大学の図書館にて現代の歌人を主

たしおき候︒何れ目録が出来候はば差出し申す可く候︒

八月三十日付の絵はがきには﹁四五人にて常陸の大洗へ一泊掛に

中川覚治氏より．千五百圓ほど入金の豫想され候それにて

歌をよみに参る相談あり︑その頃においで被下度候﹂と誘いがかか
の絵はがきに歌の寄せ書きが届いています︒

め置くべく候︒何か地方にて堅き商売しては如何にや︑お序に

上京して雑誌を起したし﹂との相談有之候︒小生はそれを押止

ります︑湖畔は参加できなかったとみえ︑九月九日付けの大洗海岸

御帰国の途次より︑また御帰着の後にも︑御手紙を頂き悉く承

次は十月十七日付けの与謝野寛の巻紙書簡です︒

御詠草は少しづっ拝見いたしをり候・十一月初旬に送り返し申

候ため︑短時間の割に満足仕り候・

湖畔は息子の扱いに途方に暮れていたのを︑与謝野夫妻が東京へ呼

いました︒長男の榮太郎がこの春佐渡中学校への進学に失敗して︑

﹁暁星﹂とあるのは暁星中学校のことで︑与謝野家の子弟も通って

御忠告下され度候︒

上ぐべく候・この五日の會には高村︑石井︑生田︵長江︶萬造

なり荒れていました︒生来の我侭とやや複雑な境遇で自分を持て余

び寄せて︑暁星中学へ上げることを勧めたのでしょう︒榮太郎はか

り仕り候︒御滞京中は今回に限り比較的ゆるゆるとお話が出来

顔ぶれにて新しき債値の歌が少からず出来申し候︒

います︒晩年の榮太郎は︑後から来た母のシュウに対してその頃随

していたようすです︒小学校以来の友人がそのことを語ってくれて

寺︑茅野夫人︑︵真下君は欠席︶江口︵漢︶諸君の如き珍しき

三に止めます︒

とあり︑当日の諸家のうたを寛は書き写していますが︑ここでは二

野夫妻︑とりわけ晶子のお世話になっています︒晶子の手紙には︑

榮太郎のことを栄様とよんで身辺の面倒を見てくれています︒佐渡

分意地悪をしたと想起して気の毒がっていました︒上京後は︑与謝

並木ども足っまだてて人を見る十月の夜の月明りかな晶子

す︒中川覚治氏こと杏果氏の事は別の機会に触れたいつもりです︒

出身の河原峻一郎︑本間純の先輩たちも相談に乗ってくれたようで

足もとの小さき石より風起り落葉巻くなり七つ八つほど光太郎

紫苑さくわが心よりのぼりたる煙のごとき薄色をして

わたくしの悲みなれど極まればこれ萬人の悲みと泣く

太陽の一日をもて終はれども日によく似たる紅蜀葵かな
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｜︑まえがき

政二

ねた︒家にある伊藤政二の絵を見せてもらいながら︑キヨ夫人︵大

伊藤キヨは昭和九年三月︑河原田高等女学校を卒業した︒昭和十

正しい人で︑記憶力もよく︑ぽつぽつと話した︒

正六年七月十五日生︑八十一歳︶からいろいろ聞いた︒夫人は礼儀

六年︑二十六歳の時︑東京で見合をし︑不忍池の一回のデートで結

洋画家の伊藤政二は︑佐渡を描きとおした︒佐渡の著名画家とし
て︑相川町の三国久︑畑野町宮川の本間勘弍︑羽茂町羽茂本郷の北

あった︒政二は真野町新町の松井善蔵の五男で︑昭和六年三月︑佐

婚することとなった︒当時は親同士の話し合できまることが普通で

渡中学校卒業ののち︑外語学校に入りたかったが入れず︑東京府立

の近松行雄らがいたが︑いずれも他界し︑伊藤も去年︵平成十年︶

の暮︑この世を去った︒皆それぞれに画家の特徴があって上手だ

豊島師範学校に入った︒次に太平洋美術学校を卒業し︑中学校教員

嶋吾二平︑佐和田町八幡の佐山武雄︑同町の本間勝太郎︑同町窪田

る絵が多いが︑絵全体にまるやかな空気がただよい︑いつまでも心

が︑なかでも伊藤の絵は色彩がおだやかで︑およそ朧気な感じがす

の文部省の試験では一番の成績だった︒さらに東京高等師範学校研
４℃●つ・つ？つ

地よい︒輪郭線を用いない︑日本画の没骨描法︵檬朧体︶に似てい

に田村孝之介という絵の先生がいて︑その塾にもかよって︑さらに

究科図画部を卒業し︑神戸の第四中学校の絵の先生となった︒近く

仏︾っこつ

るようにも思える︒やわらかいこの描法は︑どこからくるのであろ

行ってもらったが︑皆んな立派な人達ばっかりでございまして﹂

でも一回︑個展をやった︒﹁東京で洋画の会合には二回ほど連れて

術家連盟では︑三越デパートで一回個展をやり︑東京の美術家連盟

一水会へは十回位出品し︑五︑六年して会友となった︒新潟の美

︵註２︶

八歳で退職した︒自宅で︑毎日四時間は絵を描いていた︒

昭和二十三年︑佐渡高等学校の教師を経て︑昭和五十年三月︑五十

絵の勉強をした︒昭和十九年に帰郷し︑佐渡中学校の先生となり︑

奔延１︶

うか︒いつも私の心ひかれる絵である︒

以前︑伊藤の絵を︑真野町の春美画廊での個展で一点求めた︒白
雲荘から国仲平野を望んだ風景画である︒加茂湖と両津湾が眼下に

五の伊藤宅を訪

みえる︒豊かな絵であわい緑が一面にあふれる︒友にも伊藤の絵を
すすめた︒

二︑伊藤政二の画業
平成十年十二月十六日︑佐和田町市野沢二六二
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良

と︑思いを深めて語る︒絵は夫人が背負ってよく売り歩いた︒およ

昭和十一年五月

昭和十年五月

関西美術展入選

太平洋画会展入選

太平洋画会展入選

示現会展入選

昭和十七年五月

第一美術展入選﹁残雪の庭﹂Ｓ氏賞

そどこへ行くにも夫婦一緒に歩いた︒晩年︑肺結核となり︑佐渡病

昭和二十二年五月

第一美術展入選﹁早春﹂

院へ一昨年︑去年︑今年︵平成十年︶と入院をくりかえし︑川口先
生が︑暖かいところへ転居しなさいと︑しきりにすすめてくれた︒

昭和二十三年五月

一水会入選﹁初秋﹂︵佐和田中学校所

︵註３︶

安宅虎雄︵一水会︶︑佐藤吉五郎︵二

有︶

を受く︵支庁にあり︶

すっかり痩せたが︑骨が太く︑がっちりした体躯であった︒

昭和二十四年五月

伊藤政二自筆の経歴書がのこる︒佐渡博物館主催の佐渡総合美
術展佐渡美術家名簿として提出したもので︑次のようにあり︑昭和

昭和二十六年九月
昭和二十七年六月

三十七年までであるが︑画業の大半が知れる︒
と毎つまさじ
伊い藤
政二

科︶の下に︑県美会を組織して︑三

昭和二十九年

一水会入選﹁納屋の静物﹂

一水会入選﹁佐渡鉱山﹂︵鉱山所有︶

一水会入選﹁鞍のある静物﹂︵渡辺兵

所有︶

一水会入選﹁七浦風景﹂︵二宮小学校

は別の会を作る︒

六月に開催︒三回より二科系の作家

生年月日大正二年三月十五日

五

十八年迄十一回展を開催︒毎年五︑

本籍新潟 県 佐 渡 郡 佐 和 田 町 市 野 沢 二 六 二

佐渡中学校卒業

昭和三十年

昭和二十八年九月

旧姓松井改姓年月日昭和十六年九月十三日

現住所右全
昭和六年三月三日

経歴

昭和三十一年

昭和十四年八月十日

一水会入選﹁庭﹂

所有︶

一郎所有︶

文部省検定中学校教員西洋画用器画

一水会入選﹁国中風景﹂︵山角呉服店

一水会入選﹁鞍のある静物﹂

昭和九年三月二十七日東京府立豊島師範学校卒業

合格

昭和三十二年

昭和十四年三月二十七日太平洋美術学校卒業

昭和十六年三月二十七日東京高等師範学校研究科図画部卒業

昭和三十三年
昭和三十四年

昭和十六年四月一日第四神戸中学校図画担任として赴任
佐渡中学校へ転任美術担当
昭和十九年四月一日
昭和二十三年四月一日佐渡高等学校教師となる美術担当
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昭和三十五年一水会入選﹁鞍のある静物﹂︵泉本
光寺所有︶

昭和三十六年一水会入選﹁早春﹂︵市野沢妙照寺
所有︶

昭和三十六年一水会入選

﹁早春﹂Ｆ八○号〃妙照寺

妙照寺一ノ門Ｆ一○号〃妙照寺

﹁謡初め﹂Ｆ一○○号〃アミューズメント佐渡

﹁七浦風景﹂昭和二十八年一水会入選〃二宮小学校

﹁初秋﹂昭和二十六年一水会入選〃佐和田中学校

︵肢４︶

タライ船のある海岸Ｆ六○号〃万長ホテル

鷲崎港Ｆ一○○号〃万長ホテル

﹁早春の佐渡両津港﹂Ｆ一○○号〃万長ホテル

昭和二十三年第一美術展入選

﹁残雪の庭﹂相川町佐渡支庁

昭和四十三年一水会出品

﹁初冬の海﹂小川海岸Ｆ八○号〃金井農協

タテ七九×ョ．九八昭和三十五年一水会入選

﹁鞍のある静物﹂〃本光寺

タテ七一×ヨコ九八

とうみ・田植かごなどの農具〃佐渡農業技術センター

﹁黒木御所﹂Ｆ三○号〃金井図書館

白雲荘から国仲遠望Ｆ八○号金井町金井温泉

国仲の風景Ｆ八○号〃二宮神社

﹁水蓮﹂Ｆ三○号〃佐渡博物館
国仲の風景〃長木八幡若宮神社

Ｆ六○号昭和二十六年画

火の見櫓のある家並︵鍛冶町︶〃佐和田農協

昭和三十七年一水会入選﹁早春﹂

︵肢５︶

昭和二十二年狭門会を三国久等と組織して毎年開
催

佐渡高等学校退職︵以下計良追加︶

し︑後︑無絃社と改めて連年開催

︵駐６︶

昭和二十三年佐々木象堂のもとに淡交社を組織
昭和五十年三月
平成十年十月十一日

逝去法号新帰寂室教院美徳日政
信士享年満八十五才

一水会友︑元光陽会員︑日本美術家連盟会員であり︑昭和二十五

﹁佐渡人名鑑﹄を十年間位︵昭和五十七年︑第十号︶連年出版し

年頃には歌集﹁島のあけくれ﹂を上梓し︑昭和四十八年頃からは
て︑年々︑投稿による佐渡人の動行も記録した︒

三︑佐渡島内の作品
佐渡島内に︑伊藤政二の作品を多く見ることができる︒伊藤の履
歴書に記された作品と夫人が語った作品︑および私が見聞した作品
を加えると次のとおりである︒

︵寸法はおよそ︒﹁﹂は題名︒他は絵の様子︶

伊藤政二島内作品目録

河原田市日Ｆ一○○号佐和田町北越銀行
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﹁佐渡鉱山﹂昭和三十年一水会入選〃佐渡鉱山
﹁野菜﹂タテ八九×ヨコ二三畑野町佐渡農業高等学校

四︑絵への思い

姿が目にうかぶ︒﹁金北山を描きたいから︑いつも金北山の見える

佐渡の風物を静かに描きつづけた画家︒そこにいつも夫人同伴の

農地事務所と国仲風景Ｆ三○号新穂村新穂村役場
﹁佐渡・鬼太鼓﹂Ｆ一○○号両津市パークホテル

﹁国中風景﹂昭和三十三年一水会入選〃
山角呉服店

う︒確かに︑伊藤の描いた佐渡の絵は︑佐渡の美しい自然を︑見る

峯金北山を心の底に置いて︑佐渡の自然と風物を描いたのであろ

ところで住みたい︒﹂と言って婿に行ったともいう︵真野の人の談︶︒

雄大な金北山にひかれた画家︒金北山は佐渡のシンボルであり︑霊

両津港Ｆ一○○号〃山喜ホテル
大川の津神島Ｆ八○号〃山喜ホテル

渡辺兵一郎

厚な人柄をとおして表現されているのである︒伊藤の絵のほのぼの

者にやさしく語りかける︒佐渡の自然の美しさをたたえる心が︑温

﹁鞍のある静物﹂昭和二十九年一水会入選〃
伊藤家にも作品がいくつかあり︑次の大作が印象にのこる︒

とした雰囲気はそこから生じている︒

の曾祖父に当る︒キヨは珠谷からの直接感化はなかったが︑伊藤家

市野沢の伊藤家は︑明治・大正の日本画家︑伊藤珠谷の出た家柄

屏延７︶

大根を売る市場Ｆ六○号平成八年描くという

である︒珠谷は名主戸長︑紺屋を営み︑俳人でもあった︒伊藤キヨ

﹁矢島経島﹂Ｆ八○号

﹁薪能﹂Ｆ八○号

そのものが名家で︑美術や文芸に秀でた家風や気風があった︒キヨ

への影響があることがうかがえる︒しっかりした伎価と美的センス

夫人は︑伊藤政二の画業を良く理解した︒伊藤の絵の日本画的画風

もちろん︑佐渡だけを描いたわけではない︒果物や富士山の絵な
ここにあげた作品だけでも三十点を数える︒そして絵の所在がおよ

で佐渡を描き︑絵をとおして︑佐渡の自然・風物の美しさ︑大事さ

どもある︒しかし︑描く対象の大半はやはり佐渡の自然と風物で︑
そ所を得ている︒﹁河原田市日﹂は果物などを商うほのぼのとする風

を語りかけている︒

夫人は︑送られて来たばかりの﹁美術年鑑﹄︵美術年鑑社︑平成

景で北越銀行に︒今年︑道路拡巾でとりのぞかれる﹁妙照寺一ノ門﹂
﹁野菜﹂は佐渡農学校に︑﹁農具﹂は佐渡農業技術センターにある︒新

は妙照寺に︒白雲荘に泊りこんで描いた﹁国中遠望﹂は金井温泉に︒

す︒佐渡ではこんなに高くは売れませんが︑あなたがたはどう評価

十一年版︶をひらいて︑伊藤のところを示し︑﹁一号八万八千円で

﹁やさしい人でした﹂と結んだ︒伊藤政二は金北山のふところへ帰

なさいますか︒皆んな立派な絵です﹂と語った︒思い出すように

穂役場にある﹁佐渡農地事務所の建物と金北山﹂の絵は竹中村長の
る絵もいくつか目にとまる︒寺社への寄進も数点みられる︒

時︑夫人が背負って来たものを購入したという︒金北山を背景にす
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なお︑狭門会の前身に﹁黒潮会﹂︵相川・佐和田中心︶とい

る︒名称はアイヌ語のサットによる︒︵本間勝太郎﹁佐渡百

毎年島内各地に展覧会を開いてひろく島民に親しまれてい

︵平成十一年三月十七日記︶

っていった︒

科辞典稿本Ⅵ﹂︑佐渡博物館︑昭和五十年六月︶

う会があったという︵猪股進談︶︒また︑それ以前に︑新穂

家︒大阪生れ︒太平洋画会︑信濃橋研究所にて学ぶ︒師小出

註１・田村孝之介︒明治三十六年Ｉ昭和六十一年︑八十二才︒洋画

楢重︒文展無鑑査と二科会々員をへて第二紀会創立会員・理

り︑これが佐渡最初の洋画グループで︑両津の本間林三や白

村の計良由松が起した﹁佐風会﹂という洋画グループがあ

さふうかい

一・百拾万︒︵﹁日本美術辞典﹂東京堂︑昭和

らがいて︑展覧会をやり︑新聞にも旗あげの記事が出た︵渡

井佐太郎が後援した︒会員には計良由松︑渡辺長生︑斉藤清

一七

三十五年二月︒﹁美術年鑑﹂美術年鑑社︑平成十一年一月︶

瀬山四

事長︒勲三等︒渡欧︒芸術院会員︑文功︒神奈川県藤沢市片

２．−水会︒洋画の作家団体︒昭和十一年︑石井柏亭︑硲伊之

辺長生談︶︒

木象堂︑三国久が盟主となり︑美術を通して交流︑ふれあ

５．淡交社︵たんこうしや︶︒昭和二十一年︑終戦翌年の春︑佐々

助︑山下新太郎︑安井曾太郎︑小山敬三︑有島生馬︑木下孝
されたもの︒展覧会は︑日本洋画界中堅の陣容を示すものと

い︑文化振興をはかるために結成︒書道︑絵画︑彫塑︑工

則︑木下義謙らによって︑純正な芸術を尊重する立場で結成
して注目され︑世に新鮮感を与えて来た︒︵﹁日本美術辞典﹂

芸︑詩歌などの分野で︑結成会員は十九名︒第一回展は昭和

改名︒昭和六十一年︑四十周年記念展︵本間守拙﹁無絃社の

二十二年正月︒昭和二十九年の第八回展の時︑﹁無絃社﹂と

前述︶

委員会が運営︑会場佐渡博物館として開催された︑佐渡の総

年︑五十周年展で休止︒

歩みｌその四十周年を迎えて﹂昭和六十一年七月︶︒平成八

３・佐渡総合美術展︒佐渡博物館主催︑佐渡総合美術展覧会運営

合美術展︒第一回展は︑昭和三十三年十一月一日〜十日︒三

ら改称したもの︒﹁淡交社﹂は淡く交わる社中の意味︒﹁無

６．無絃社︵むげんしや︶︒淡交社が︑昭和二十九年の第八回展か

十二回平成元年十月十日〜十一月五日をもって解散︒伊藤政
二は第一回からの洋画部委員︒

なく︑無絃の音色を奏でるということ︒

絃社﹂は象堂の命名︒同人一人一人が独自の楽器で競うこと

４．狭門会︵さっとかい︶︒昭和二十二年︑佐渡で最も早く︑美術

運動を展開した洋画団体︒敗戦後郷里に引上げて河原田に居

て︑弘化三丙午の歳に生れた︒母は上矢馳︑長嶋平兵衛の女

７・伊藤珠谷︵いとうしゅこぐ︶︒市野沢伊藤與文次の長男にし

住していた三国久を中心に︑北嶋吾二平︑佐山武雄︑近松行
メンバー︒第一回展を二十二年十月︑河原田に開催︒以来︑

雄︑伊藤政二︑玉置藤四郎︑大沢一松︑本間勝太郎らが創立
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である︒曾祖の時より與文次を通称とし農業の傍はら紺屋を

の大地環川に従ひ北岳と称して︑人物・花鳥に妙を得︑最も仏書に

修め︑琴松の号を用ひ後に素伯と改めた︒蘭山国に帰るに及び金丸

した︒老後邸外に草屋を結びて別居し松下庵と命名し筆硯を友とし

営む︑壮年父を補佐して村役に参與し名主戸長の職に就い

書壹堆積の間に坐臥し諸方の雅客俳人と交った︒大正十年病に罹り

精巧を極めた︒環川残後小倉村の酒井珠津に就きしより珠谷と改称

した︒幼にして牛込村保寿寺住職黙山を師として︑素読を受

た︒余暇染工技術に壺痒し︑広く同業者の為めに原版を模写
け秀才多芸の譽が高かった︒偶々江戸の人蘭山なる者医を以

大正十三年九月十九日死︑享年七十九︒︵﹁二宮村志﹂二宮村教育

三︶

会︑昭和十三年一月︶︵新穂村下新穂六一

奈々子はほんとうに申し訳なさそうに︑しんみりした声に戻って言

﹁ごめんなさいね︒話って︑そんなことじゃなかったの︒﹂と︑

しい女の表情をしている︒

のだった︒そんな危険も秘めている山なのだが︑いまは気立ての優

八同

に就きて書を学び文外と号し︑又北條雨岫の門に入り俳句を

旦騒

て中興村に寓し兼て書を能くすると聞き︑十四歳の春︑藺山

０
２

奈々子はさっきから︑おれの不興げな顔を窺っては笑い続けてい
の茂みから谷のほうに消えていった︒おれが自分を見失うほど窮地

る︒笑い病にでもかかったように︒声は風に流されてゆき︑石楠花

った︒﹁ほんとうの話は︑全然違うの︒﹂

おれは黙って奈々子を見つめていた︒憂いにちかい表情は︑ほん

に追い込まれたとでも判断しているのだろうか︒

とうに詫びている印象だった︒風が奈々子の髪と戯れ︑どこかで観

窮地といえば︑高校生のころ︑仲間と登ったドンデン山で遭難し
かけたことがあった︒一瞬︑その時の光景が脳裏をよぎった︒山頂

た映画の一シーンに出てきた女優に映った︒

に逢いたいって︒そう伝えてくれって頼まれたの︒﹂

﹁あなたのお母さんに頼まれた用なの︒いちど︑どうしても貴方

で一泊しての翌朝から︑烈しい風雨に襲われ︑ほとんど終日足止め
を喰っていた︒夕方近くなって泊まるわけにいかず降りやまない大
粒の雨に打たれながら︑仲間三人の体をロープで結わえて下山した
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また︑突然なんという話なのだ︒一生︑おれは逢うつもりなどな
﹁ほんとよ◎お母さん︑まだ生きてるの︒﹂

かったのに︑いったいどういうことなのだ︒

奈々子は︑おれの言葉を遮るように言った︒

﹁彼女は︑もう︑おれの親でもなんでもない︒﹂と︑おれは静かに

らな◎﹂

言った︒﹁自分の人生が大事で︑それを求めて行ってしまったんだか

﹁恨んでる？いまでも︑恨んでいるのね？﹂

だろうか︒いや︑そんなことはない︒それでは︑恨んだことがあっ

いやと言いかけ︑おれは自問自答した︒おれは母を恨んでいるの

﹁相模原のホスピスにいるの︒﹂

﹁どこにいるんだ？もう死んだんだと思っていたのに︒﹂

たか︒いや︑それも一度もなかった︒おれは母の生きざまに︑いつ

ぎているだろう︒そして︑父の惨めなまでの探索の時代だ︒なんと

ったのは︑おれがまだ大学の時だから︑少なくとももう三十年は過

行ってくる時も︑険しい目付きをしたり︑顔を怒りで染めることも

って慎ましく仕事を続けていた︒客の要望で︑蔵まで着物を取りに

よがしに親父が女を家にまで連れてきても︑心とは裏腹に︑母は黙

の姿を想い出そうとした︒店の番が母の主な日課だったが︑これみ

と言うことは︑癌だと言うことだ︒おれは︑自分が幼いころの母

の︒﹂

﹁ホスピスって知ってるでしよ︒癌の末期の人が過ごすところな

奈々子はべそをかいたような顔で領いた︒

﹁病気なのか？﹂と︑おれは車に寄りかかりながら訊いた︒

かった︒

ほんとうかもしれなかった︒奈々子が嘘をついているとは思えな

﹁ほんとうに︑逢いたいって頼んだのか？﹂

なの︒早く行ってあげて︒﹂

﹁そんなふうに思っているんだったら︑行ってあげて︒死にそう

ったよ︒﹂

﹁恨んでいるものか︒自分で自分の人生を求めるなんて︑立派だ

も拍手を送ってきたのだ︒

﹁なんで︑おまえが知っているんだ？逢ったのか？﹂

奈々子は頷いたまま︑しばらく黙っていた︒込み入った事情があ
るらしかった︒が︑しばらくすると︑おれが信じないとでも思った
﹁偶然だったの︒﹂と言った︒﹁介護の資格をとって初めて勤めた

のか︑

声が小さくなったと思ったら︑奈々子は涙を浮かべていた︒

ホスピスにいたのよ︑お母さん︒﹂

﹁早く︑行ってあげて︒でないと⁝⁝⁝︒﹂
﹁いま さ ら ⁝ ⁝ ︒ ﹂

﹁早く行かなきゃだめ︒早く行って︒﹂
﹁余計 な お 世 話 だ よ ︒ ﹂

﹁だって︑お母さんの病気は︑⁝⁝⁝﹂

奈々子はそれ以上言葉を続けられなかった︒

いうことだ︒その親父が骨になってしまって︑これで親の代とは無

もう何年になるのだろう︒母が家を出ていったという連絡をもら

縁になったと思ったばかりなのに︑こんどは母親だとは︒
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かし︑親父と派手にやり合うことも一度や二度ではなかった︒そし

なかった︒兄弟が多く︑子どもとしてあまり構ってもらえなかった

もあれば︑冷蔵庫やカラオケセットまであった︒

ジ色のカバーの掛かったベッドが写し出されている︒ビデオデッキ

くほど広かった︒その天井の鏡には︑レースに縁取りされたオレン

言えなかった︒それでこんなことになったのだと︑おれは意識のど

とを質せばおれの親父のせいだが︑おれに責任がまったくないとも

奈々子には︑悪いことをしたという意識があった︒もちろん︑も

生活のなかで見ると︑母はそれで満足しているようにも映った︒し
てとうとう︑母は着物や帯専門の卸業者の男と姿を消してしまった
﹁分かった︒もういい︒おれの好きなようにするから︒﹂

のだ︒

こかで自分を責めていた︒

おれは手を伸ばし︑奈々子を抱きよせようとした︒奈々子はちょ

のか︑と︒

のを聞くと︑おれは笑わずにはいられなかった︒品がないもあるも

ち着きなく部屋を歩き回り︑﹁品がないのねえ︒﹂などと眩いている

奈々子も慣れていないらしく︑周りの設えに圧倒されている︒落

﹁ね︑絶対行ってね︒約束よ・﹂
﹁約束はしないよ︒﹂

﹁ここに︑住所や電話番号と地図が書いてある︒﹂と言いながら
奈々子は無理やりおれの手に紙片を握らせた︒

それから︑奈々子はほっとしたようすで︑ワゴン車の周りをゆっ
くりひと回りした︒そして︑ちらっちらっとおれに秋波を送ってよ

っと抵抗してみせた︒が︑すぐおれの腕の中に免れかかってきた︒

じっと眼を睨むと︑奈々子も鋭くおれを見返してきた︒おれたちは

こした︒

﹁どう？うまくいってる？﹂

何をしていたというのだ︒こんなところでこんなことをするのに︑

柔肌の白いお尻を︑あちこちの鏡が興味深げに写し出していた︒余

行為が終わった後︑奈々子はずいぶん長い間︑顔を伏せていた︒

吻だった︒

合った︒甘いような︑苦いような︑それでいて︑しっとりとした接

なかった︒唇が触れた一瞬︑動きがとまり︑それからすぐ深く触れ

奈々子の腰に回して︑唇を奈々子のそれに近づけた︒奈々子は避け

いったいどこで時間を潰さなければならなかったのか︒おれは腕を

﹁なにが？﹂

奈々子はいたずらっぽく笑った︒
﹁いや だ ︒ と ぼ け た り し て ︒ ﹂

２

奈々子が両津の港まで送ってくれと言うので︑おれはワゴン車を
走らせたが︑なぜか︑途中にあったモーテルに入ることになった︒
まだ新しいらしく︑扉を開けると中はびっくりするほど小奇麗だ

韻が遠ざかってしまうまで︑じっと待っている︑といった風情だっ

２
２

った︒唐草模様の浮きでたピンクの壁紙が新鮮だったし︑ベッドを

奈々子がどうしても入ると言ってきかなかったのだ︒

取り囲む二方の壁ばかりでなく︑天井にも嵌め込まれた鏡がまた驚
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た︒やがて︑むっくり起きなおり︑ベッドに裸のまま腰掛けている

３
２

っていた︒風もなく︑凪いだ水面すれすれに︑ギンヤンマかなにか

牡蠣棚の浮かんだ湖面に︑薄いヴェールのような空の夕焼けが映

﹁よかった︒昔のままのあなたで︒﹂

大型のトンボが淡い影を引いて飛んでいった︒いつかどこかで見た

おれの頸筋に背後から腕を回してきて︑項に唇を押しつけてきた︒

﹁昔の ま ま ？ ﹂

ような光景だと思ったが︑これは歳のせいかもしれなかった︒

﹁早く行かないとね︒﹂

張っていくのを盗み見て︑おれの胸に︑一瞬︑重い痛みが走った︒足

笑みの途中から奈々子は髪を掻きあげたが︑その顔がしだいに強

﹁ほんと︒どうして︑こうなっちゃったんだろう⁝⁝︒﹂

くりと微笑み出した︒

奈々子は︑なにを言い出すのかと戸惑った顔をし︑それからゆっ

こから見ても夫婦にしか見えないだろうね？﹂

﹁ねえ︒﹂とおれは静かに言った︒﹁こうやって歩いていると︑ど

﹁そう？よかった︒﹂

﹁奈々子に心配はかけないよ︒﹂

く︑母との絆はとうの昔に切れてしまっていたのだ︒

おれは応えなかった︒どうするか︑迷ってもいなかった︒とにか

だ︒

奈々子は波打ち際に打ち上げられた海草を拾い上げ︑匂いを嗅い

まれているのだろう︒

いた︒この舟にも︑かって遠洋の漁場まで出かけたころの記憶が刻

おれたちは︑朽ちかけて放置されたままの木造舟のそばまできて

﹁そうか︑癌だったか︒癌の末期ねえ︒﹂

﹁そう︑昔のまま︒﹂

﹁なにが昔のままなんだ？﹂

奈々子は自分の腕の力をつよめただけで︑なにも応えなかった︒

．言だけ言わせて︒いい？﹂と言って一息深く吸い︑そして続

け︒﹂

けた︒﹁わたしね︑だめなの︒あなたでないと︑だめなの︒それだ
おれは黙っていた︒奈々子は無性に喋りたいのを︑じっと耐えて
やがて︑背中に冷たいものを感じると思ったら︑奈々子の涙だっ

いる印象だった︒

た︒おれの背中をいくすじも伝い落ちていった︒汚れたおれの心を
洗い流してでもいるようだった︒

おれは振り返り︑奈々子の肩をやさしく叩いた︒すると︑奈々子
は子どものように素直に領いた︒
﹁もう︑出よう︒遅くなってしまった︒﹂

おれは立ち上がり︑身支度を始めた︒もう一度声をかけると︑
奈々子はしぶしぶ立ち上がり︑下着をつけた︒鏡の前で唇をもみあ
わせて口紅を直すと︑おれを振り返って照れたように微笑んだ︒
﹁うまくいってるの？﹂

﹁えっ？﹂と問い返したが︑すぐ﹁ああ︒﹂とおれは応えた︒

下の牡蠣殼が靴に踏みしだかれて音をたてた︒おれはその一つを靴
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で蹴った︒殻は少し舞い上がり︑湖水にぽちやっと落ちた︒﹁じ
ゃあ︑気をつけて︒港までは︑歩くんだろ？﹂
﹁ホテルまでね︒ゆっくり行くわ︒﹂

奈々子が領いた時︑湖畔沿いの道路に軽トラックが止まり︑その

ん︒け ん︒﹂

窓が開いて声がかかった︒
﹁け

子どもの声だった︒狐の真似でもしているのかと思ったが︑そう

佐渡の昔話⑤
子育て幽霊

ではなかった︒自分の名が呼ばれているのだった︒

﹁あら︑研じゃない︒﹂

﹁ジョージか？ジョージ︑いったいどうしたんだ？﹂

荷台に立ち上がった人影を見ると︑それはエミリーだった︒

﹁エミリー︑どうしたんだ？﹂とおれが訊くと︑トラックのエミ

リーの顔に意味深な笑みが浮かび︑その視線が奈々子に注がれた︒

奈々子も振り返り︑脚を止めた︒︹以下次号︺

浜口一夫

ほうしると︑そこの家のもんが︑

んだる﹂と思うて︑後をつけてみたら︑村はずれの墓場のあるめろ

︵穴︶

﹁なんとあの姉さんは︑毎晩牛乳買いにくるが︑どんなとこへいく

むかしがあったとさ◎

のようなところへ入っていったとさ・

家の父さんとこへ連れていって︑その家の大将に育ててのう︑安閑

ったら︑よげな妾の母さんもおらんようになったもんださけ︑その

それから︑その子をたがえてもどって︑あちこちしらべて探えと

さんのねきに︑男の子が育てられておったとさ︒

て︑そこを掘ってみまえかちゅうて︑ほじくってみたら︑死んだ母

それから︑なんと不思議なこともあるもんだちゅうことになっ

あるとこにのう︑どこの家だ知らんけも︑母さんもつとって︑こ
ほうしたら︑そのうちにほんとうの母さんに子ができたんで︑こ

んだあ︑妾をもったそうなもんだ︒

︵埋めた︶

んだあ︑その妾がそれをにくうなってのう︑人に頼んでその母さん
ほうしるとのう︑その母さんは土ん中で子を産んでのう︑毎晩︑

をはらみ兒のまんま殺えて︑どこらふせたとさ︒
夜なかになると︑牛乳びん持って牛乳買いに出たとさ・
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と暮えたとさ・

それですんだ︒︵相川町石花永野イチ八七八Ｖ昭四三年︶
さが

う︑フウからフウから吹いたちゅうがのう︑ほいたら︑フウがいき

﹁はい︑わしでござえますか﹂って出たんで︑ニョ｜冒さんたまげ

なり︑

﹁フウちゅうのんは︑おめぇのこったなえ︑餅のこつたけも︑どう

て︑

︽解説︾死んで埋葬されても︑わが子を育てようとする母なる性
の情の深さを訴える話です︒海府の北片辺で﹁仏︵妊婦︶は身二つ

もならん︑おめぇ餅を一つ食うて寝え﹂ちゅうて︑その焼餅を食わ

にして葬れ﹂との伝承を聞いたことがあります︒また他地方の土佐
などでも﹁死者に荷をかけるものでない﹂といい︑妊婦の胎児を開

したとさ◎

︽解説︾とんちのある小僧とけちな和尚のわらい話です︒この型

︵相川町石花永野イチ八七八Ｖ昭四三年︶

杯飲んで寝．ごちゅうて︑カンに酒を一杯だけ飲ましたとさ︒

﹁カンや︑おめぇのことだなえけものう︑せっかく出たもんだ︑一

出えてきたんで︑ニョニョさん︑しかたなしに︑

﹁はい︑わしでござえますか﹂ちゅうて︑カンが隣の部屋からとび

﹁燗なったか﹂ちゅうて︑酒を飲もうとしたら︑

て︑酒の燗をして︑

ほうして︑こんだあ︑ニョニョさん︑こっそり酒を飲もうとも

腹して取り出し︑埋葬したといいます︒

フウとカン
むかしがあったげな︒
︵坊さん︶

あるとこに︑｜言ニョさんと︑フウとカンちゅう小僧が二人おっ
たとさ︒

ニョニョさんは毎晩ひとらして︑餅を焼えて食うたり︑酒飲んだ
りしておったとさ・

﹁馬の落とし物﹂などですが︑優位の者︵和尚︶が劣位の者︵小

の話は広く分布しています︒たとえば﹁鮎と剃刀﹂︑﹁飴は毒﹂︑

かん

ほうしたところが︑フウとカンが相談して︑
﹁今夜︑ニョニョさんが︑酒の燗がなったちゅたら︑カンおめぇ︑

僧︶にやりこめられる構造︑だまされやすい和尚と︑こざかしい小

へえ︑わしでござえますか︑ちゅうて出え﹂それから︑餅が焼け
て︑ニョニョさんが︑

僧との組合わせが面白く︑人気を博したようです︒

られます︒

古くは﹁沙石集﹂︵鎌倉時代︶にこの﹁和尚と小僧﹂の話型が見

﹁フウ︑フウって︑餅をふいたら︑わしでござえますかちゅうて︑

な︒

フウおめぇ出え﹂ちゅうて︑二人の小僧が待ちかまえておったげ
ほたしたら︑ニョニョさん一人になると︑こっそり餅を焼えての
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郷里・相川町石花のこと

める歌一首井せて短歌﹂に︑
くす

せ

いしげ

メートル

山本

石花川の河口が海への出入口になっていた︒

御説明では︑﹁海府には亀の手のような形をした貝が多い︒正しく

にも無論多く︑万葉集での﹁せ﹂と近似しているではないか﹂とい

はカメノテというのだが︑海府では︑﹁セー﹂と呼んでいる︒石花

ラー写真では岩についている石の花そっくり︒万葉の精進湖・西湖

でみると亀の手というより︑はるかに石の花のように見える︒カ

の例は数回出ており︑﹁岩石に付着する貝﹂という註がある︒図鑑

された︒この周辺には平安時代末ころまで大きな潟港があった︒

う︒事実︑﹁万葉集﹂の表記では﹁石花﹂を﹁セ﹂と読ませる借訓

もっとも大きかった時で東西・南北約五百米あったと考えられる︒

木舟が︑平安時代の須恵器破片を包含するシルト層の上から発掘

いしげ

いしげ

と︑四十年も前のことで不詳とのこと︒ただし︑石花に関連しての

せ

と︑わざわざ仮名がつけてある︒編者の浜口一夫氏にお聞きする

大系︶

がつつんでいる海であるｌとある︒つまり石花の海は湖であると

辺・石花・後尾︵後略︶

せきげ

︵前略︶ここより先は峠なく︑浜浦を暫く行く︒其の村々北片

した時の日記に︑

高千村史によると︑嘉永二年に︑越後人新田善之助が佐渡を旅行

あり︑石花であるかの説明には全くならない︒

いしげ

以前は一湖であった︶︑こちらは潟湖といえる︒だが︑なぜ石花で

せ

三一九の長歌と関係がある︒あちらは精進湖・西湖︵貞観六年噴火

花川の河口の湖に面した集落であった︒この湖という点で万葉集の

とある︒潟湖のある港︑つまり加茂湖と両津港のように︑石花は石

■ﾛ■■■■■■■■■■■

昭和三八年相川町石花川の河口近くの水田地下二米で一隻の丸

執筆︶に は ︑

郷土社出版の﹁佐渡の歴史﹂の粛慎人の漂着地の項︵本間嘉晴氏

せ

健

書いてあるが︑なぜ石花と読むのかの説明はない︒︵岩波古典文学

はｌ霊妙な神の山である︒石花の海と名づけている湖もその山

とある︒﹁石花﹂と仮名がつけてあり注には大意としてその部分

なまよみの甲斐の国うち寄する駿河の国と︵中略︶名づけ
も知らず霊しくもいます神かも石花の海と名づけてある
もその山のつつめる海そ不尽河と︵後略︶
せ

ところで︑﹁万葉集﹂巻三・三一九・高橋連虫麿の﹁不尽山を詠

と言うのが︑いまもって不思議でならない︒

が︑夏休みには必ず帰省した︒その村の読み方が石花でなく︑石花

いしはな

私は六歳まで旧高千村石花に住んでいた︒小学校は国仲であった

■■■■■■■■■■■■■
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に亀の手の貝があったかどうか︑わからない︒それどころか︑石花

原を追放されて新羅の国﹃曽旧茂梨﹂にいたが︑再び出雲の国ヘ

天照大神の弟スサノオは行状が乱暴であったため罰をうけ︑高天

いしげ

という呼び名とは関連がない︒そこで結論は宙に浮いてしまう︒も

帰った︒ソシモムリは朝鮮語の牛頭の別語であるソイムオリと似

は理解しがたいことが多いのだが︑同氏の﹁鬼の人類学﹂によれ

本間雅彦氏は︑実に多くの文献から立論されていて︑素人の私に

ていて同系の語彙と思われ︑朝鮮の地名と考えられる︒

ウツ

ソシモムリ

し御存知の方があったら︑是非教えてほしい︒
スサノオノ

全く別の問題がある︒

﹁牛のきた道﹂を読んで︑びっくり仰天した︒

と︑牛頭天王の旧社名に文字をとどめるだけで︑人びとの記憶には

ば︑現在の潟上天王社には︑牛の伝承としては牛尾神社の現社名

石花に︑素蓋鳴命を祀った素蓋鳴社がある︒先般︑本間雅彦氏の
石花の社は蘇民将来社というのだが︑江戸時代後期に牛頭天王社

年︑新羅の牛頭山から神を迎え︑十年後に社殿を建てたとある︒七

また天王社の本社である京都八坂神社の社伝には︑斉明天皇二

牛神はすでにないという︒

と名を変え︑さらに明治四年素蓋鳴社と改められた︒

や︑元農業改良普及員をしていた八十歳近い人に質したが︑そんな

世紀半ばのことである︒牛頭山の神とはスサノオのことで︑スサノ

とある︒私は石花へ行き︑以前警察官をしていた八十何歳かの人

ているというのである︒しばらく本間説を述べてみよう︒

オはここでは韓の神とみなされている︒島内にはスサノオを祭神と

事は全く知らないという︒石花の人達は皆昔から素蓋鳴社だと思っ
一体蘇民将来とは何か︒牧師で歴史家の角田三郎氏によると﹁蘇

と︑大人は去勢した牛のキンタンを食うとるぞとか︑子供はタネッ

牛といえば︑私の記憶には︑石花の浜で盛んに牛市が開かれたこ

する社は十社を下らないという︒

に言うならば︑蘇民とはソ︵牛︶を飼う部族︒あるいは牛をトー

でに牛坪という地名が石花にあったと記録されている点からみても

ケを見てならぬと追い払われたことなどが残っている︒元禄時代す

は︑﹁蘇の民︵新羅の人︶がこようとする﹂の意味である︒さら

民といわれる︑民をよみがえらせる方が将に来らんとする﹂また

一九八八年︑韓国の慶尚北道のある里で発見された甲辰年碑には

柳田国男監修の﹁民俗学辞典﹂の﹁天王信仰﹂には︑八坂神社に

牛と石花は深いかかわりがあったことが察せられる︒

テムとする︑牛を呪術的に解する種族という推理も可能だ︒
﹁殺班牛﹂と刻まれている︒有本隆の﹁蘇民将来概説﹂には︑新羅

は京都の八坂神社の旧称で︑八坂神社の祭神は素蓋鳴命とある︒本

は牛神としての牛頭天王が祀られているとある︒広辞苑では︑祗園

系帰化人によって建てられた京都太奏の広隆寺では︑牛面をつけた
は︑﹁備後風土記逸文﹂にある原話の﹁武塔神﹂が牛頭天王になぞ

ろで神官の手でなされることもあろう︑しかし︑それはともかく︑

間氏によれば︑社録・社記は村の古老や住民の伝承とは無縁のとこ

摩陀羅神︵牛頭天王︶を祭る牛祭のことが記されている︒この神

て︑﹃日本書紀﹂の原文をあげている︒要約すれば︑

らえてあると長々と続き︑結局は牛頭天王は素蓋鳴命であるとし
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誌﹂によって記したという︒

民が︑蘇民将来や牛頭天王を知らないというのは︑どうも解せない

で︑ここに素蓋鳴社と変ったわけであろう︒それにしても石花の住

牧から牛を連れもどしても︑暫く牛小屋に入れず︑裏山に放して︑

ものが残った︒︵この調査の過程で︑八十歳前後の知人たちは︑放

石花の神社については大正十五年に矢田求氏が刊行した﹃佐渡神社
いろいろ書きならべたが︑どうやら蘇民将来︑牛頭天王︑素蓋鳴

その管理は︑小学三・四年から高等科の児童があたり︑そのため石

命を結ぶ一本の糸が通るように私には思えた︒

ごく単純化して︑私なりに整理すると︑①石花︵海府一帯という

かったと語った︒︶

花者は数日学校を休んだと楽しそうに︑或者は学校を休むのはつら

みしはせ

くきか︶は昔から大陸と関係があった︒それが南慎であったり︑渤

い︒

山本修巳

節分の夜豆を撒き︑疫病︑鬼畜を追い払う行事をする︒昔
は︑禁中で大晦日に行われたともいう︒
山本家は越前の出︑昔から伝わる由緒ある本陣宿の家柄で︑
今から約五十年前の昭和二十一年︑俳人村山古郷が来島︒十一
月の炉開︑亥の子の頃であった︒﹁昔陣屋なりしこの家炉を開
く﹂と詠んでいる︒漆で塗られた柱や︑板戸は永い年月を経
て︑いよいよ磨き上げられ古色を深めている︒まだ節分の頃
は︑島では時折雪が降る︒漆戸にその陰影を織りなして美し

本陣の漆戸開けて豆を撒く

態なのである︒

雪国の冬は︑道路の確保が一番心配である︒郵便夫も通れな
い程の積雪は︑昔のこと︑近年は町道までを公費で除雪してく
れる︒この句︑除雪車が何かの理由で︑近くまで来ていても来
ないのだ︒道が無いから訪れる人も所詮ない︒少し歯痒い状

除雪車の我が家まで来ず人も来ず中原雅司

俳句鑑賞藤井青咲

海︵馬場遺跡︶であったり︑牛信仰の蘇民︵朝鮮︶であったりする
は︑朝鮮から漂着した人たちが建てたのではないにしても︑或は江

が︑それらはみな異人という点で共通する︒素蓋鳴社Ⅱ蘇民将来社
戸初期︑相川金銀山の労役に関西系の人達の中に蘇民の末音といわ
れる類の者が従事し︑鉱山の衰退と共に石花︵海府︶に住まった︒

あるいは︑八坂神社の信徒の一部が石花・片辺︵潟辺︶に住むよう
になり︑その辺りから蘇民将来の神を祀る発想があったのではない
か︒関西は京都・大阪・兵庫など︑蘇民︵新羅︶と関係が深い︒宝

ている︒︵或は金銀山とは無関係に大陸から間接的にＩ関西を通

暦寺社帳には﹁石花村蘇民将来社当社勧請年暦不知﹂と記され
してｌ移った者の伝承があったか︶
②江戸も後期となると撰夷思想もあって︑異人を祭神とするのは
ふさわしからずとして︑生業にも関係深い牛頭天王社としたもので
あろう︒牛の神とはいっても石花の社では牛の護符とも考えられる
﹁蘇民将来子孫門﹂を出してはいない︒不思議なことに︑両津の文珠

院では今でもこの護符を他の護符と一緒に組にして出している︒

③明治となると排仏殴釈の嵐が襲い︑大いに神社の格が上がっ
た︒皇室にかかわる社はなおさらである︒八坂神社の例もあること
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脇舳﹃山姥﹄
︵宝生流謡本︶

前シテ女後シテ山姥ツレ遊女
ワキ従者ワキッレ同三人

坂口昭一

所の名も境川に到着したのであった

詞﹁お急ぎになったので︒ここは既に越後越中の境の境川に︑お

着きです︒哲らくここに︒お休みになって︒これから先の道の様

二︑︹問答︺ワキハ在所ノ者Ⅱアイニ道ヲ尋ヌベク呼出ス︒アイハ

子なりとお尋ねに︑なるがよるしからうと存じます

ワキ詞﹁我らは都方に住む︑者であります︒又こちらにおいで

険難ノ道卜教フ︒

上道・下道・上路越ヲ紹介シ︑上路越ハ如来ノ通ラレタ道ナルモ

寺︒極楽への善き光明を頼みにしてゐる善光寺に参詣致さう

一︑ワキ次第上八善き光明とお慈悲を頼みにしてゐる如来様のお

の︑お方は︒百万山姥といふ世に隠れない︑遊女でございます︒

三︑ツレ詞﹁いかにも常に︑承るところでは︒西方の浄土は十万︑

かやうに御名を︑申し上げる訳は︒山姥が山廻りすると︑いふ事
を︒このお方が曲舞に作ってお謡ひ︑なさるによって︒口さがな

の山と申すとか︑さあ参りませう

億里の彼方とか︒この道は又弥陀来迎の︑直路である故に︒上路

下州とにかく修行の旅のこと︒乗り物はここに留め置いて︒裸足

い京童が百万山姥と︑申し慣はしてゐるからであります︒この度
お供申して︒ただ今信濃の国へと︑急いでゐるところです

でお参り致しませう︒どうぞ道案内をお願ひします︒シカシカ

は又善光寺にお参りしたいとおっしゃいますので︒それがしが︑

サシ上べ都を出て小波が立つ︒志賀の浦から舟に乗り思ひ焦がれ

四︑ワキ詞﹁これは不思議な︒未だ暮れる筈はないのに俄に︑暗く

なってきましたぞ︒はて︑何としたものか

て漕いで行く︒行く先遥かにみえた有乳の山を越えて︒袖は散る

シテ詞﹁もうし旅の人よ宿をお貸ししませう︑ぞ︒ここは上路の

露の玉に濡れながら玉江に架かる橋を渡ったが︒気にかかる難儀
の越路の旅︒思ふだにはるけき我らが旅路よ

たから︒我が庵で一夜を︑お明かしなさいませ

山といって人里遠い︑所です︒すっかり日︑が暮れてしまひまし

ワキ﹁おお︑これは好都合︒突然日が暮れてしまひ進退︑窮まり

上州松の梢越しに波の立つ汐越を過ぎ梢越しに波の立つ汐越を過

ました︒早速ご厄介になりませう

ぎて︒夕煙に霞む安宅の松を眺めやり︒憂身の消しがたい罪業を
路を促す越路の︒果ての里の名を尋ねると︒都は益々遠ざかる︒

断ち切る弥陀の剣の如く鋭い礪波山を仰ぎみて︒湧き立つ雲が旅
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あっての事です︒山姥の歌の一節をぜひとも謡って︑聞かせてほ

シテ﹁今宵お宿を︑致しますのは︒こちらに格別に思ふところが

らば︒どうして我も心輪廻を逃れて︒極楽浄土に赴けぬことが

回向して︒それも舞歌音楽の妙なる︒声で仏事をしてくださるな

カカル下べこの恨みをいふ為に︒夕べの山の鳥獣も同調の声をあ

あらうかと

出と︑しませう

げて︒ゐる上路の山の山姥の霊鬼がここまでやって来たのだ

しいのです︒長年の念願でした︑田舎者の︑忘るべくもない思ひ
下べその為にこそわざわざ日を暮れさせて︒お宿をすることにし

姥が︒ここにおいでになったといふのですか

五︑ツレ上州これは不思議の事を聞いたものです︒それでは真の山

シテ詞﹁われ諸国の山廻りをして︒今日特にここに︑来たのは︒

ワキ詞﹁これは思ひがけい事を︑伺ひましたな︒我らを一体誰

たのです︒ぜひともお謡ひくだされ
と︑見倣して︒山姥の歌の一節とは︑御所望なのか

ツレカカル上べかくなる上はあれこれ辞退しては恐ろしい事にな

ひになって︒我が妄執を︑晴らしてくだされ

次第とやらに

りませう︒我が身に具合も悪からうと◎おづおづと時の調子を︒

我が山姥なる名の功徳を︑聞かうが為である︒是が非でも︑お謡

下ハよしあしに踏み迷って足を引摺りつつ︵あしびきの︶山姥が

シテ詞﹁暫しお待ちなさい︑同じく舞ふなら︒日が暮れるのを待

取って拍子を踏み始めると

シテ詞﹁いやいや何を︑お隠しになるのか︒あそこにおいでの︑

山廻りするとお作りになった︒何と面白い事よのう︒

お方は︒百万山姥では︑いらっしゃいませぬか︒第一この歌の︑

詞﹁この方の名はその曲舞による異︑名︒ところで真の山姥と

た︒真の姿を︑現しませう

カカル上べそれにもう夕月が輝き始めた︒ただでさへ暮れかかる

ち︑月夜に月のやうに澄んだ声で︒お謡ひになるならば︑我もま

シテ﹁鬼女とは︑女の鬼といふことか︒たとひ鬼であっても︑人

のが早い深山の

は︒どんな者と︑ご存じか

であっても︒山に住む︑女といふことならば︒それは我が︑身の

りつつ一心に︒この山姥の一節を一晩中お謡ひになるなら︒その

地上べ急速に暮れる深山の︒雲よどうか月にかからぬやうにと祈

ワキ詞﹁山姥とは山に住む鬼女のことと曲舞にも︑ありますぞ

カカル下州何年もずっと我がことを曲舞にして謡ってゐながら︒

上ではありませぬか

舞︵真似テ舞う舞︶を舞ひませうと︒言ったかと見るとたちまちに

時こそ我が真の姿をも︒現しそなたの袖に我が袖を連ねて︒移り

った︒︹中入り︺

姿が見えなくなってしまったかき消すやうに見えなくなってしま

その言葉の露ほども︒お心にかけてくださらぬ

カカル下べ道の奥義を極め名声をあげ︒この世の福徳栄光の花を

詞﹁事の恨みを申しに︑きたのです

咲かせたのも︒この一曲の為ではなかったか︒それなら我が身を
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山ノ不思議ヲ述べ︑ワキノ尋ネニ応ジテ山姥ノ素性ノ諸説ヲ語ル︒

六︑︹問答・語り︺アイハ︑日ガ暮レタカト思フトスグ夜ガ明ケル
七︑ツレ上州余りに不思議で︒全く事実とは思はれぬ鬼女の出現で

ツレ上州かうなった上は恐ろしい事ながら山姥の︒︵うばたま

筈︒我に恐れ︑なさること無用

の︶暗やみから現れた︒姿詞は人のやうではあるが

ツレ上州眼光は星と変らず

シテ上州さて面の色はといふと

シテ詞八髪にはおどるの︑雪を戴き

ワキ上へ松風にたぐへ笛を吹き鳴らすと︒澄んだ音色が清らかな

ツレ上八朱塗りの

あったが︒ともかくその詞に背くまいと

谷川に響き渡る︒その流れを手で急ぎ遮ると詠まれた曲水の宴の

ツレ上州今宵初めて見たその恐ろしさは

シテ上州軒の瓦の鬼の形相

侍謡上べ松風の中で笛を吹く

である月も音色も共に澄む深山の夜である

にあって己れの身に花を供へる天人は︒よくよく己れの前世の善

の骨を鞭打つ︒霊鬼は泣く泣く己れの前世の悪業を︑恨み︒深野

瀬の折おく露をあれは白玉か何かと尋ねた女の身の上が︒今は我

雨の夜に︒雷轟き恐ろしい︒その夜が思ひ知られることだその逢

地上州鬼が一口で女を食ってしまったといふ雨の夜に︒鬼一口の

シテ・ツレ上くいにしへの

シテ上八何ともたとへやうがない

杯に似た︒澄みきった月が照り楽の音も一際澄んで聞こえる深山

八︑己セイ︺後シテ下側ああ何と物寂しい︒深谷であることか︒

業を喜ぶといふ︒いやいや善悪は︑不二

はないかと思ふと恐ろしくも恥づかしいそんなことになっては恥

が身の上となって︒鬼に取られ世の語りぐさになってしまふので

ああ如何にも寒々とした深谷よなう︒寒林︵墓地︶に埋めた己れ

詞﹁総て仏法の道理は眼前の現象に示されてをり︒見下ろせば激

づかしい

下べ何を恨み︒何を喜びとしようか
流は遥かに︑谷を刻み︒見上げれば巌は険しく聟えたってゐて順

朧月とを賞する為であるが︒今の我が思ひは逢ひたいと望んでゐ

十︑シテ詞﹁春宵一刻が千金にも︑替へがたいとは︒春の清香と︑

の間すら︑惜しまれる夜︒早く謡つてくだされよ

た人に︑やつと出会ひ︒めったに聞けぬ一節を一刻どころか一節

シテ上州どんな名工がかやうに面白い青巌の形を︒削りなしたの

逆不二の理を示してゐる︒山又山︵イロヘ︶

か︒水又水︒どんな染色家がかやうに美しい碧潭の色を染めだし

シテ詞﹁山鳥は﹁一声﹂を発して︑羽撃きをし

に尽くしがたい物寂しい山中で

ツレカカル上州いかにもこの上はとやかく辞退しますまい︒言葉

たのか

ても異様な顔つきで現れたのは︒例の山姥でいらっしゃるのか

九︑ツレカカル上州恐ろしいこと月光も射さぬ木深い山陰から︒さ
シテ詞﹁既にはや我が灰めかした︑言葉の︒様子で︑お分かりの
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クセ下べどこがどことも︒知る手がかりのない山中で︒心もとな

しまふといふ詩境そのものである

て︒山は一層静けさを加へる︒法性︵真理︶を象徴する峰が高く

ツレ上州滝の波音を鼓とし

聟えてゐるのは菩提を求める菩薩の向上心を示し無明を象徴する

シテ上べ白妙の袖を

シテ上ハ梅といへば難波だが何事が一体

くも呼子鳥の︒声が心細く聞える折々は︒伐採の音が丁丁と響い

ツレ上ハ仏法に

は金輪際にまで及んでゐる︒そもそも山姥といふものは︒生まれ

谷が深く続いてゐる様は︒菩薩の衆生を救ふ慈悲心を現して谷底

ツレ上州翻し梅花にまがふ回雪の舞を舞はう

シテ上八をさまらぬことがあらうか

シテ上へその為自ら人間ではないのだと

乗って行き着かぬ山の奥とてない

た所もわからないし定まった宿もない︒ひたすら雲や水に浮かび

地次第上州それにも拘らずよしあしの別に捉はれ山姥が︒ままよ
山姥が足を引摺っての妄執の山廻りは実に苦しい
十一︑地クリ上八そもそも山といふものは︒塵や泥の堆積から始ま

地上べ別け隔てをしてきたその妄執の雲が我が身を変へ︒一時本

って︒つひには天雲がかかる千丈の峰となったのであり︒海は又

事は悉く色即是空の道理そのままであって︒仏法と世法・煩悩と

苔の露の滴りが集まって︒波濤重なる︒大洋となったのだ

菩提︒仏と衆生︒衆生と山姥︒柳は緑︒花は紅と現象は色々だが

して眼前に現れたのだが︒邪正一如の境地からみれば︒この世の

地上ハ無声音︵悟リノ心二聞エル実相ノ声︶を聞くよすがとなり︒

性が変化して︒妄執の一念に凝り固まった化生の鬼女の姿でかう

七女経の賢女が声に反響のせぬ谷をと︒望んだのもなるほどかう

総ては実相の仮の姿である︒ところで山姥が人間界に立ち交はる

シテサシ上へ全体うつるに深く広がる谷からの声が︒木々の梢に

いふ境地であったのか

には肩を貸してやり月と共に山を出て里まで送る折もある︒又あ

有様は︒ある時は樵が行き来する路の花の蔭に︒休む程の重荷

こだまして

シテ上州殊に我が住む山家の景色は︒山は高く海は近い︒谷は深

シテ下州又帝王善政の御世は刑の鞭も虚しく朽ちて蛍となって去

の迷夢を破って響く

照りわたり︒後方には嶺松が高く聟えて吹きおろす風が常住安楽

地下ハ前方には海水が満々とたたへられ◎月は真如に導くが如く

地州払はうともせぬ袖に置く霜は冴えた夜寒の月光に紛れ︒人が

シテ上ハ世を憂く思ふ身の衣

てゐるのであらう

ゐるのだが︒賎のめには見えぬから我を目に見えぬ鬼と︒見倣し

ひ鶯が柳の糸を繰るやうに糸紡ぐ家に身を置き人助けばかりして

る時は織姫が︒沢山の織機を立ててゐる窓に入って︒枝を飛びか

冬ご︾﹂齢ソ

く遥かな谷底に水は流れてゐる

ってしまひ

しづ

地下州諌めの鼓は徒に苔におほわれて鳥が驚くこともなくなって
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して欲しいと︒思ふのはやはり妄執なのか︒只管一切を放榔すべ

のは間連ひなく山姥の仕業である︒都に帰ってどうか広く話題に

手を休める間にも︒千声万声の︒砧を撃つ音が絶えることがない

シテ上ハ月のよく見える所へと山廻りし

地上州秋は澄みきった光を求めて

シテ上べ花を訪ねて山々を廻り

地上べ春は梢に今にも咲くかと待ってゐた

鬼女の有様をよくよく見よと峰に翔り︒その音は谷中に響いて今

り積もって山となるの諺通り積もり重なって山姥となった︒この

地上べこの様に廻り廻ってなほ輪廻を離れられぬ妄執の雲が︒ち

シテ上州雪を降らすのを待っての山廻り

地上ハ冬は寒気いやます時雨の雲が

きなのだがよしあしの別に捉はれたまま山姥が足を引きつつ山廻
りする苦しさよ
十二︑シテ下八足を引摺っての

地べ山廻り
ましてそなたが我が名をいふ︵名乗ル︶のも深い縁があってのこと

れを繰り返すうちに︒行方も分からぬ様に︒なって了った︒

迄ここに︒ゐたと見えたものが山又山に︒山廻りして︒幾度かそ

十三︑シテ下州一樹の蔭一河の流れ︒皆これ前生からの縁である︒

名月の下で︒謡った憂き世に執着する我が曲舞の一節も︒狂言綺

︵九一○三二三︶

語といひながら即︒仏法賛美の因縁となるのですぞ︒ああお名残
カカル下州お暇申して我が帰り行く山の

惜しいことよ

塚宗一

情八郎は西三川小学校を卒業後︑しばらく家業の手伝いをしてい

生きざまであったからだ︒

政治史に一ページのこす高野清八

題し壁釈月性

大正元年卒業︑大正七年ジャーナリストを志して報知新聞に入

ちがたく︑青雲の志を抱いて上京し︑早稲田大学に入り勉励した︒

たが︑やがて大工見習いとなる︒しかし向学心にもえる彼は初志断

これは筆者の自室にかかげてあるすきな詩文の一つであるが︑こ

埋レ骨豈二惟墳墓地一人間到処有二青山一

男児立レ志出二郷関一学若無し成死不し還

れを見るとつい高野清八郎のことを想い出す︒彼はこの詩のような
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郎

中

その尾崎行雄も昭和二十七年十月の選挙では三重全県区で当選し

社︑やがて尾崎行雄の知遇を得て秘書となった︒

たが︑翌昭和二十八年四月の選挙では落選した︒憲政の神様・選挙
の神様といわれながらも高齢のためか六十一年間の議員活動に終止
符がうたれ︑やがて病床の人となった︒

尾崎行雄は第一次大隈内閣文相のとき︑帝国教育会の席上で失言

に佐渡に身をよせ︑一歩も外に出ず相当期間滞在したことがある︒

どうして軍人に接近し親交があったか︑その理由はわからない︒

時々憲兵隊につかまり獄に放り込まれたこともあるが︑あるとき

国会議員選挙出馬のときにも帰省して椿尾の会堂で時局演説会も

は閑院宮の要請で即時釈放になったこともあると聞く︒

また︑父母兄弟姉妹の葬儀等にも帰省したが︑だいたいはほとん

開き﹁新使命﹂も配布された︒

ど佐渡には顔を出さなかった︒だが︑帰省のときには必ず二人の親

し︑いわゆる共和演説で辞任しているが︑失言の多い人であった︒

しかし︑福沢諭吉門下にはやはりすばらしい人物が輩出しているわ

友の家を訪問している︒

それは西三川電灯会社︵元︶取締役中川長太郎と農業笠井宇作で

けで︑尾崎行雄も二十歳代で新潟日報主筆や新潟県議会書記をやっ

ある︒そしてその笠井家には︑情八郎の仲介で入手したものと思わ

ている有能な人材であることはいうまでもない︒尾崎は新潟勤務の
によれば︑大正十三年︑当時の大国丸で細田義弘秘書とともに来島

頃から佐渡に興味があったらしい︒斎藤長三編著﹁佐渡政党史稿﹂

この豪邸も選挙のために売却し転居した︒万苦を凌いで活躍した

ちに女医となった人もいる︒

お手伝いさんも二人おき︑大した羽振りであった︒その内にはの

は︑その庭で沢山の野菜をつくり食料不足の足しにした︒

渭八郎は︑東京目黒区自由ケ丘に庭つきの豪邸を購入し︑戦時中

としたためてあるが︑字の乱れが少し気になった︒

九十四翁⑳

れる尾崎行雄が病床にあった九十四歳の時の書が保存されている︒
︑︑＄︑もももむも︑Ｌも心︑恥もああ私︑秘＄Ｌも︑
﹁迷信を擬制を基礎として柱として□をあげたる国の殿堂﹂

し︑自動車で各地を巡り雄弁をふるう︒相川鉱山︑真野御陵参拝の
が︑少なからず若き日の新潟への想いがその様にさせたのではない

後︑第三佐渡丸で越後に帰り弥彦神社に向かう︑などと記してある

のか︒

さて︑情八郎は︑その後政治結社﹁新使命社﹂を興し︑雑誌﹁新
使命﹂を発行︒時に国会議員選挙にも出馬するが落選︒だが︑昭和
三十九年死去するまで政治活動を続けた︒その間︑弩堂会顧問・憲

人物なので︑いずれ機会を得て評伝を記したいと考えている︒とこ

政党々報編集長・財政研究会︵所︶理事長・統一労働党顧問・香川
新報主筆︑そのほかさまざまの結社・団体の仕事をし︑晩年は東京

が︑幸い新潟日報社発行の﹁新潟県年鑑﹂の昭和二十八年版から昭

くないのが残念だ︒もちろん情八郎の生家にも何一つ資料がない

ろが︑佐渡には今となっては逸話も伝わっておらず︑参考資料も全

その間佐渡に帰省することは稀であったが︑その少ない例とし

政治大学︵政経塾︶学長として活躍した︒

て︑連座したらしい二・二六事件の時︑官憲に追われ︑極秘のうち
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究者には参考となるのではなかろうか︒

和三十九年版までの人名録欄には情八郎についての記述があり︑研

情八郎の生家は石工の村椿尾の高野家で父光造︑母イチの五人兄
の間に子供が授からず︑二人のもらい子をしているが︑情八郎五十

弟姉妹の長男である︒夫人は四国の産で賢夫人︒残念なことに二人

で生命は助かった︒

五歳のときの養子は三弟の子で士官学校から特攻隊に入ったが敗戦
情八郎は初めにあげた釈月性の詩の如く﹁死すとも還らず﹂の意
てもわかる︒

地であったことは︑すでに高野山に墓地を求めてあったことによっ

田村茂広

﹁出版の原点﹂は地方にあり

いた功績は高く評価されてよい︒

地方出版人にとって︑あこがれの的であり目標であった津軽書
房︵青森県弘前市︶の高橋彰一さんが︑一月に逝去された︒享年七
十歳という旅立ちは早すぎるが︑地方での出版活動の一時期を築
さて︑昨今の出版業界は︑地方出版のみならず非常に厳しい状
況下にある︒なぜ︑そうなのか︒さまざまな角度から分析し︑論
じられるべきであるが︑原因を世に言うところの﹁読者の活字ば
なれ﹂に押しつけてしまうのはいかがなものかと思う︒
そもそも出版とは何か︑地方出版はどうあるべきかＩ︒日本
海に面したコメ処・庄内平野のほぼ中央︑鶴岡市で小さな出版社
を興して二十五年になるが︑片時も頭から離れることのない命題
である︒納得できる結論を得ているわけではない︒だが︑ほのか

情八郎は弁舌もすばらしいが著書も少なからずある︒しかし︑佐

渡では一冊もみつかっていない︒

情八郎はまた親孝行で︑父の死後母を引きとって生涯面倒をみて

また趣味は囲碁で来客との対局を楽しみにしていた︒

いるのであるが︑これも頼山陽の有名な詩に通ずるところがある︒

師の尾崎は国会登壇時は必ず遺書を懐中に入れていたというが︑

情八郎も常に懐中に遺書及び護身具をしのばせており︑いつもいざ

師の尾崎は勿論大人物だが︑弟子の情八郎も政治史に一ページを

のときは自決か抵抗かを考えていたのであった︒

残すべき名士といえるのではなかろうか︒

じている︒

には見えるようになった︒
第一は︑地方という地域の土着文化の自己主張と情報発信︒第
二は︑地方という特殊性の内に潜む普遍性の顕在化︒第三は風土
に立脚した地域社会への批判と提言︑そして新文化の創造である︒
結果的に出版活動は︑地方の活性化と再生に大きく貢献する︑と信

ところが地方では︑出版を﹁道楽仕事﹂﹁危険な仕事﹂と見る
偏見が︑一部とはいえ今なお根強い︒残念でならない︒
それにしても最近の出版業界の混乱はどうしたと言うのだろう︒
出版社・流通・書店など業界全体の﹁自業自得﹂という面が強い
が︑それは出版人が初心を忘れ︑出版の原点を見失ったからにほ

私はこの時に当たり︑﹁出版の原点は地方出版に在り／︑﹂と強

かならない︒

︵﹁朝日新聞﹂二月二十四日東北出版企画代表山形県鶴岡市︶

く訴えたいのである︒
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ある︒②元禄検地帳によって浅生沖の田地持ちをみると︑用水路の

冶屋郷安藤某家であって︑赤泊村の安藤氏の殆んどが観音寺檀家で

分を丹念に読み返してみると︑①観音寺︵曹洞宗︶の開基檀那は鍛

足﹂と言う遺稿集にまとめられた︒この中から安藤姓に関係する部

ある︒奥州からやって来た一人の男が浅生の地で籾を蒔いたと云う

についてのあれやこれやの幻想が次々と湧いて来るのもまた確かで

こうやって眺めているとアソウガミネと云う何とも魅力のある聚落

ては妙に安堵を覚える風景でもある︒同時にこの海をこの高台から

でいるときの佐渡海峡は恰も鏡の如くであり観光客である私にとっ
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実間浅生の鬼太鼓
ｌ浅生組鬼太鼓

生郷と鍛冶屋郷には何らかの関連があるのではないかとして︑浅生

渡辺

﹁赤泊村史上巻﹂をもとに赤泊村に分布する安藤姓の戸数を部落

また少の○は金属の精錬と関係をもつ音でもあるようなので︑浅生Ⅱ

の分かれではないかと野口さんは推論している︒麻と鉄との関連︑

ない部落には安藤姓は存在しない︒山田と川茂以外は皆旧徳和村で

海と北国文化﹂収載平成二年︶の中で浅生の始耕伝説について︑

そうだ︒一方︑本間雅彦先生は﹁佐渡の歴史と民俗﹂︵小学館﹁日本

ている反面浅生部落池の久保家の如く既に退転した安藤氏は含まれ

①土佐は南国の土佐ではなく津軽の十三のこととされている点︑②

少の○←鍛冶の方面からも浅生と鍛冶屋との関わりを探る余地はあり

ていない︒しかし実勢をみるうえでの影響はないと思われる︒また

ギが山に入る時に携えた木偶の呼称が﹁サンスケ﹂である点等から︑

浅生の安藤姓が津軽安藤氏と無関係とは思えない点︑③津軽のマタ

あるから徳和のとりわけ浅生郷と鍛冶屋郷に偏在していることがよ

ころで浦津に住まわれていた故野口正夫さんは安藤姓に注目されて

水口に居を構えかつ一番多くの田を所有しているのは大浅生家であ

伝えは在来の民である浅生の里人たちの側から見た新しい水耕技術

浅生ケ峰の段丘状の台地に立ち越の山々を打ち眺めてみる︒凪い

﹁北の道﹂による津軽地方との交流があった事を説明されている︒

るが︑それ以外には鍛冶屋郷の百姓達の名が目立つ︒①と②から浅

や未発表の原稿はのちに家族の手によって﹁生涯一書生学而尚不

いた一人であった︒氏が生前新聞や公民館報等に連載していたもの

東光寺部落唯一の安藤氏は祭組のうえでは浅生組に属している︒と

く判る︒この数字には本家筋等の出自が明らかな安藤一族が含まれ

郷大浅生家安藤四郎左エ門こそ鍛冶屋郷大鍛冶屋家安藤九郎左エ門

靖

別に整理すると︑浦津一︑東光寺一︑浅生五︑瓜生一︑草木一︑鍛

風(七）
景

冶屋五︑清水二︑山田西一︑下川茂一︑となる︒ここに記されてい

の

の伝来を物語っているものかも知れない︒そしてもしかしたらそれ

ンパン﹂とこれも三回敲き鳴らす︒こうして鬼太鼓と獅子によるお

だ後今度は獅子によるお迎えが始まる︒獅子は神輿の周囲を左回り

迎えが滞りなく終了すると︵実際には毎年いろんな意味での滞りが

に三回廻る︒その一回毎に鼻高に向かい頭︵カシラ︶を﹁パン︑パ

生じるが︶一同は行列をなして一路お旅所へと向かう︒この時獅子

は浅生沖の開墾と何らかの関わりをもっており浅生沖の開墾に携わ

深い関係にあった三世寺と云う寺院名に由来する地名である︒この

前市に三世寺と云うところがある︒熊野信仰を通して津軽安藤氏と

浜︑小熊の四組より約二十名程︶︑鬼太鼓︵浅生組二十名程︶︑鼻

も鬼太鼓もそれぞれが伊勢音頭を畷す︒獅子︵水上︑鍛冶屋︑徳和

った人々こそ大浅生家等の安藤一族ではなかったか︒いま青森県弘

辺りの中世の称び名は津軽鼻和郡尻引︵しりひき︶郷であった︒地形

高一名︵厄年該当者︶︑同付添人一名︑下り羽二名︑同太鼓打ち二

から来る全く偶然の符合かも知れないが鍛冶屋部落に在って最も浅
生沖寄りに位置している安藤さんの屋号は尻引︵しりびき︶と云う︒

当︶︑籏︑雪洞槍︑弓︑神輿界き等の神輿人足︵全組より計二十三

か

名︵以上いずれも元組より︶︑楽人六名︵清水組と瓜生組が隔年担

名︶︑各組の氏子総代八名︑これに宮司を加え総勢八十名程の行列

九月十五日︑昼近く︒浅生の鬼太鼓の三匹の鬼は神輿の到着を今
や遅しと待ち構えている︒左手を腰に宛てがい肘を張った右手には

先頭の獅子は伊勢音頭で威勢よく練り歩く︒次いでアソウのオン

になる︒

デエコはゆったりとした神輿の歩みに歩調を合わせてこれを先導す

れが一幅の絵になる︒極めて簡潔な静止動作の中に清涼感すら覚え

薙刀を持っている︒じっと立ち尽くしているばかりなのだが実にこ
る︒浅生の鬼太鼓にはこのように瞬間的な美しさを感じさせてくれ

三回廻り浄めて神輿のお越しに備える︒鬼太鼓は脇に避けて神輿に

る︒そしてお旅所に着くと獅子は注連縄の張られた四隅を左回りに

道を譲る︒やがて大勢の人達の見守る中ようやく神輿がお旅所に安

る場面が性々にしてみられる︒やがて笛の音やサガリャ太鼓の甲高
て静やかに近づいて来る神輿の風情は江戸神輿のようないなせなも

みをかけ鬼太鼓が打たれる︒ここでの芸は奉納の意味が強いのだが

置される︒鼻高が直るのを見届けると改めて三匹の鬼は順次切り込

い音が聞こえて来る︒いよいよ神輿の到着である︒人の肩に担がれ
のとは程遠いところにある︒ものごとの噌えに﹁お神輿さんのよう

見物の方々から花が上げられる為一際賑やかなものになる︒締め括

にしづしづと﹂と生前の母が形容していたのを思い出す︒鬼太鼓と
神輿との間が適当な距離になった頃を見計らって三匹の鬼は先頭の

に獅子頭︑右側にオンデエコが据えられた後に宮司の祝詞や楽人に

りに﹁薙刀の三丁揃い﹂で鬼太鼓の芸が終了し神輿に向かって左側

よる鳴り物が入り直会の式が始まる︒約一時間か一時間半程度の昼

鼻高︵猿田彦︶を目掛けて薙刀を回し乍らスキップを踏む要領で切
迎えの時にはより丁寧に行なう︒先の鬼が切り込み了えるのを確認

食タイムになる訳だがこれは神人共食の儀式であって古くからの名

り込みをかける︒一般民家では三匹の鬼が続けざまに切り込むがお
してから次の鬼が続く︒このようにして三匹の鬼の切り込みが済ん
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残りをとどめている︒国仲には昼近くに立ち寄る家が決まっていて

集団に過ぎないのであれば花を上げてくれるトッッァン連中ととて

実にそのあたりの事情をよく現わしている︒鬼太鼓が単なる一芸能

アン︵主人︶と対等に話ができる︒﹂と云う箇所がある︒この言葉は

も対等に話など出来よう筈がない︒氏神の遣いであると云う共通の

における昼飯宿︵ちゅうはんやど︶はいつもお旅所である︒この直

会に要する賄い︵獅子組︑鬼太鼓組︑神輿人足宛各オクワ二重︑煮

ている芸能集団とは異なる性格のものである︒従って花を上げる側

認識が双方にあればこその話であって本質的に門付けを身過ぎとし

昼飯宿︵ちゅうわんやど︶と呼ばれている事例があるそうだが徳和

たりであったとも言われる︶は元組の負担による︒お下がりが中止

にしても施しの祝儀ではなく氏神︵の代役︶に上げる浄財の意味が

染め二重︑清酒一升と言われ以前は清酒は水上家より購入するしき
の年も獅子と鬼太鼓は元組を廻りお旅所で休ませて戴く︒約百二十

はあり得なかった筈なのである︒しかし鬼太鼓を含めて一部の祭り

存在している︒芸に応ずる祝儀︑言い代えれば祝儀を得る為の芸で

の芸能が花目当ての側面を持ち始めてからそのあたりの意味合いが

っているのをみてもつくづく徳和祭りは氏子総出の協力によって成
り立っていることに気づかされる︒とりわけ元組には幾つもの役が

日町の鬼太鼓を見た詩人佐藤惣之助は﹁とにかく鬼太鼓が廻って来

混沌として来たことも又否めない事実ではある︒昭和四年十月に四

戸程度の氏子総数にあって八十数名が何らかの形で祭り人足に加わ

しいものではなかったことを物語っている︒そこには氏子としての

て︑家の庭で踊ってゐる時は︑その家の主人は土間に莚を敷いて見

割り当てられ実に忙しい思いをする︒けっして祭りの本質が只々楽
務めを果たす事が要求されている︒

らえた﹁御初穂﹂と云うのが間違いのないところなのであろう︒蛇

足乍ら﹁新月を必死と撃つや鬼太鼓﹂はその折りの句である︒そう

物し︑御初穂を上げる︒﹂と書いている︒他所の人の目が客観的にと

掛けることがある︒氏神様が輿に乗っていらっしゃっている訳だか

してみると氏子各戸を訪れた際に鬼太鼓や獅子に対してお神酒や煮

祭り人足が神さんと一緒に食べたり飲んだりしている頃︑ごく希

ら別段不思議な光景ではないのだがここで再度﹁花﹂と云うものに

と察しがつく︒また浅生組鬼太鼓においてお客様等から上げられた

染めなどが振る舞われるのも実は氏神を餐応する意味があっての事

はよく耳にするが氏神の遣い︑あるいは氏神の代役として宵宮を含

いと云うことにも思い至る︒いずれにしても佐渡で呼び習わされて

しているのは実は花の本質をわきまえたうえでの処し方に他ならな

花は紹介させて戴くが御当家︵御当主︶からの花は披露に及ばずと

︾﹂Ｉ︺

ついて考えてみたい︒先ず鬼太鼓や獅子が氏子の家を訪う理由は何

れにではあるが神輿に幾許かの浄財を上げ手を合わせている人を見

であるのか︒悪魔払いだとか五穀豊穣の祈願だとか云うようなこと

い︒山本修巳先生が書かれた﹁鬼太鼓に見る芸能の伝播﹂︵原書房

問を感じる︒

いる﹁花﹂をそのまま﹁祝儀﹂と直訳することには少なからずの疑

めた祭礼当日に限り氏子の家を訪れることには異を挟む余地がな
﹁佐渡﹂収載昭和六十三年︶を読むと舟下の鬼太鼓の演者︵昭和九

年生まれ︶からの聴き取りとして﹁名主の家にのりこんで︑トッッ
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＝

宰一

﹁氏名﹂との出合い

倉田浩二

一

ら︑会報が何故そうした

郎
宮︲・亘王宮・叩﹄亘亘︸一癖圭一︸︸一宮．

：土出身者を掲示している

一副蕊函欝蕊雨麹鐸癖蝿鍾︾繩一三母一毛準啼鋤彌も﹁田﹂にな

︲

︲じゆう

同世代に近い林不忘︵丹

瀞﹄な想像をすれば︑同郷で

った事を思い出して︑筆名にした様な気もする︒三十代半ばの寿命

多さんの心配り︑人柄が伝わって来る様な心地がした︒

い書込みが多くあり︑作曲する苦心の過程が本当によくわかり︑鎌

佐渡高校へお邪魔して写真を撮らせてもらったが︑楽譜には細か

だった先輩を偲んでの︑郷党の心情だったかも知れない︒

に住む︶が︑多作過ぎたせいか︑一九三五年︵昭十︶鎌倉で亡くな

寄与﹂となっているから︑敬意との想像は違ってないだろう︒

○

いない︒本文には︑近来のヒット盤として﹁哀愁列車﹂が︑﹁業界に

された感謝状には︑﹁鎌多俊與﹂殿となっている︒それもペンネーム

■蹴恥懲鱸饗憲脹

⁝霞︾＊︲︑癖蝉瞥︾｜詮：一議

ゞ：ソｉ鍵露を

ゞ舛賦駐密違ゞ一雷いささか﹁字遊﹂に勝手

が↑︑・零︾ゞ︲パ：必駕争︲︾：ゞゞ

：︑／入＃︐︾﹃吟￥もかく︑﹁氏﹂の鎌多で

蕊驚き蕊浄篭蕊患↑閑話休題︒﹁名﹂はと
紫勇翌

︾蝋織誰読皐？Ⅷ

鰯︾︽鶴．亀玲︲護マ︽

念姿永裟締迄科／認

・酌︒．︒．串︲４石代篭等ｒ幸．リーや︒﹄誰世

卒業護誉 一のかわからないが︑誤植
︾篭鐵稚錐かも知れないけれど︑郷
︲︲腰釘Ｊ︲〃正咀

嵯二、

とは云え︑会社のキングレコードは敬意を表してか︑略字を使って

窓生を通じて夫人から︑自筆の楽譜や前述の卒業證耆と一緒に寄贈

でいいのか︑﹁お﹂が正しいのかわからない︒母校の現佐渡高校へ同

っているが︑読みは﹁かまたとし﹂迄はいいとしても﹁与﹂は﹁よ﹂

武蔵野音楽学校の卒業證耆には︑無論のこと本名の釜田俊雄にな

画面に表われる︒

花を咲かせた︒その人の名は︑﹁鎌多俊与﹂ノ．としてカラオケの

として大成出来ぬまま︑復員後に作曲家となり︑冒頭の曲で大輪の

戦前歌手だったことは聞いていたが︑二度の兵役もあってか︑歌手

旧沢根町中山が実家の母︵昨秋鬼籍へ︶から︑近衛八郎の芸名で

しくもあり︑いいショックでもあった︒

と知った時は︑生まれ育ち︑ずっと住んで居る佐渡モンとして︑嬉

の一人にとって︑三橋美智也の﹁哀愁列車﹂の作曲者が︑沢根出身

当世定着したかと思える新風俗︑カラオケ好き︵下手の横だが︶

一

なのに残念ながら︑母校の同窓会報︵昨年十月号︶には︑﹁た﹂

雪 、

一

が本名の﹁田﹂になっている︒感謝状の間違いとは考えられないか

R7

〆

想像を又しても許してもらえるなら︑鈍い翁との謙遜が本意だろう

Ｉのう

以上は云わば︑大きな名前との出会いだが︑文字どおりの私事で

ったかも知れない︒英語が達者な人でもあったから︑和洋合わせて
○

が︑一方では鈍くはない︵ＮＯ︶のだよとの︑誇りある遊び心があ

○

恐縮だけれど︑三人の我が子達の命名に関して︑考えている事を付
えりこ

言する︒

まさひろ

○

冑カメラで内蔵を覗いた状態か︑または写真に撮られたもの
でもよい︒数年前︑冑のポリープでこれを体験したが︑正直い
って気持ちよいものでない︒その色は︑血走った紅であり︑そ
の鮮烈さに息を嚥んでしまった︒寒のきびしい十二月であれ
ば︑殊更身の引き緊る思いがしたのではないか︒

胃カメラの胃のあかあかと十二月山本修巳

た句である︒

日本海側︑即ち裏日本に住む人にとって︑冬の気候は︑シベ
リヤの寒気に影響を受けて気になるところ︒テレビの気象予
報官が︑今それを指し説明しているところを︑即刻に詠み取っ

予報士やシベリヤ寒気団を指す三浦秀子

この句の面白さは﹁からくり﹂にある︒﹁からくり﹂を辞書で
引くと︑﹁絡繰り﹂〃あやつる︒しかけ︒やりくりさんだん︒
計略︒トリック︒機械の装置︒うわくの体裁を飾って実際が
伴わない組立︒ などなど多くあるが︑最後の項を当て嵌めて
見ると面白い︒時々止っている時計︑図書室に出入している作
者のへき易としている姿に可笑し味がある︒

図書館のからくり時計冬休酒井充

俳句鑑賞藤井青咲

でも私事の世界を承知で加筆した︒︵相川町下戸村︶

●●●

長女は﹁絵里子﹂で︑絵の様な佐渡︵を里に代えて︶に生まれた

される散歩道の範囲かと︑﹁鈍翁﹂さんに敬意を表しつつ︑あくま

有り得る﹁雅びな号﹂ではと︑重ねて想うのも︑悠々字に遊ぶ︑許

○

○

子だからとつけ︑長男︵第三子︶は月遅れの正月一日生まれ︵新暦
○

○

二月︶なので︑正を使い︑浩は私の一宇に︑﹁浩然の気を養う﹂の
意味を合わせて︑﹁正浩﹂とした︒
ゆみこ

そして二女には︑﹁悠美子﹂とつけられれば︑悠然たる美しさの
○

佐渡に誕生した子となり︑三人の名を合わせれば︑島を超越する佐

渡の風土の大きさが︑浮かび上って来る筈だった︒ところが当時
なのにその後認められたのだから︑単なる不運ではすまされな

は︑名前用の漢字に悠が入ってなく︑由を使う羽目になった︒

い︒そんな時は︑面倒な手続き無しに︑改名させてほしい︒更に
は︑選挙権を得た時点︵成人︶で︑改名の機会を与えるべきではな
いか︒親の意向で使った字に︑抵抗心を持つ人も居ろうし︑問題の
じゆう

起きた事もあったから︑両方を通じて法改正を切望する︒

再び﹁字遊﹂の世界に入ってみる︒郷士の大先達と云っていい相
川出身の益田孝は︑三井︵物産︶の創始者として知られる︑実業界
の傑物の顔とは別に︑日本美術の蒐集家として︑必ず通らなければ
ならないと︑テレビ放送された︵ＮＨＫ︶事もある位の面を持って
そしてそれ以上と云っても過言ではない︑茶の道の達人としての

いる︒

高名さが︑今に大きく残り続けているし︑当然の如くこれからも伝
えられる号が﹁鈍翁﹂である︒﹁どんのう﹂と読むのだが︑勝手な
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﹁南端﹂様について

築井

仁

59

ることを﹁恩返し﹂と思っております︒

︵なお︑有縁拝蔵の中で目下判明の佐渡のお方は︑圓山漠北︑大久

時はお名前も知らずただ心うたれて求め︑後日ご業績を知り改めて

保湘南両先生の書が一点ずつあります︒お恥かしいのですが︑購入

拝しております︒︶︵長岡市在住︶

宮王宮・・割譲︲亘亘亘亘琵鏡亘

中原雅司

一浦秀子

山本修已
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南端様は︑冠帽印を﹁金北山﹂としている点からも︑佐渡に縁の
ばご教示戴きたくお願い申し上げる次第です︒

お方であることは間違いないと思います︒何かご存じのことがあれ

救急車深夜研す寒さかな

寒明けの火の見櫓に物干して
旧正の屋根の積雪見上げたり

四日町海潮庵

雪被きパトカー走り出しにけり
春めくや日ごと濃くなる海の彩
鱈を食ふけふ鱈好きの父の忌よ

足跡の一つは墓へ浬藥雪

佐渡の人。 長 岡 佛 教 会 宛 に 金 一 封 を 添 え て
本「心経」 二枚胸。
詳細不明、 い ま 一 枚 は 安 禅 寺 様 蔵 。

・・・︲ⅡⅡ︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲４・︲︲︑Ｈ︲︑︲Ⅱ︲ⅡⅡⅡ︲︲臨写︲塔︒・里︲叩起迅喧・鋲薄鞠融蕊砺純弾配潅︾

印錘溌蕊蝉癖蕊教職蝋霞︾撒診§︽礎馳一月・荏甚画擬行漁綴舟式蕊姿捗時鰻腱ゑ蕊寄蕊織迩

蕊

嬢溌鋳鷲鈎脅〆蜂勢獅子４雲︾冷惣﹄﹄Ⅲ桑︽逢莱翼・蕊一命︾中農堂堂節赴逸え縄一一行逮歓蕊鍛懲欝丁

須藤美舂

酒井充

金子末雄

伊藤正一

蕊燕蕊脅瀦辱慰闘典蛍祇︾↑小破牟次↓介嘩ふ〃が噸不膿︑建錐堂中鼻鎚蕊覺熱蕊一燕熱〒

柿の里俳句会
雪原を走る狢の振りかへる

風の夜や畦を狐の疾走す
大注連やうやく張りて日暮れけり

仮眠してすごす宮司や大晦日

白粥に梅干風邪も三日かな

どやどやと子等来てどんど勧進す

眠る山送電線は更に伸び

南端

定年退職の挨拶状である︒

真野の入江に霞たなびき︑桜の便りも聞こえてきます今日このごろ︑皆様に
はますますご清嶺のことと存じます︒
私こと
この度︑新潟県立佐渡高等学校を最後に教員生活に鮮止符を打ち︑定年退職い
たしました︒昭和三十六年︑﹁小学館﹂を退社して郷里に帰り︑沢根小学校︑
大小小学校︑金井中学校︑金井小学校の講師を経て︑翌年︑与板高等学校を板
り出しに︑佐渡高等学校真野分校︑本校︑羽茂高等学校と三十八年間を︑大過
なく過ごすことができました︒

索質豊かな生徒たちに息ま叙︑多くのものを学び︑教育軌選な先革や同僚や
後革にも育てられ︑有意義な教職生活でした︒心から感謝しております︒特
に佐渡高等学校は︑前後三十年という︑私にとって人生そのものと言えるとこ
ろです︒その母校を歳後に退職することになにか宿命めいたものを感じてい
ます︒そして創立百周年記念事業は鱒生息紙ることができない思い出てあり
ます︒温かいご支援をいただき︑ありがとうございました︒
今後は︑真野の入江を眺めながら︑多くの教え子たちの発展を祈りつつ︑自
家の寄料の整理と父より継承した﹁佐渡郷土文化﹂とをしばらく銃けたいと思
っております︒今まで妖上のご厚誼をお願いいたします︒
競後になりましたが︑皆様方のご健康とご発展をお祈りして︑退職のご挨拶

平成十一年四月

にかえさせていただきます︒

る﹂と私のことを心配していたという文面が

んからも﹁父が︑いつも綿入れを着て出てく

に佐和田町沢根の故笹井敏雄氏の息女敦子さ

私は生まれつき病弱で︑やはり私の挨拶状

の不思議になんとも言葉がない︒

大学生のころ︑彼は喘息ではなかった︒運命

ノートで大学を卒業したようなものである︒

のころ私は喘息で入退院をくり返し︑彼の

無残なやめ方をしました︒﹂とあった︒大学生

喘息になって入退院をくり返し︑五十二歳で

ひた走りしたようですが︑私はその反対で︑

は喘息にめげず︑最後まで勤められ定年まで

行って励ましたことを思い出します︒あなた

喘息で苦しんでいて︑平川君と私とで下宿へ

からの手紙の一節に﹁大学生のころあなたが

静岡県在住の︑やはり教職にあった萬年巌君

上記のような私の挨拶状に︑大学同級生で

｣
−

の同級生で親類でもあった︒

あった︒笹井敏雄氏と亡父は旧姓佐渡中学校
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巳

て看病の母を励ましたと︒まぼろしかも知れないが︑風呂場の隅で

亡母は私の幼少時︑何度も死に到るのではないかと思ったと言っ

い﹁佐渡高等学校関東支部﹂の設立大会も本年十一月二十一日︵日︶

けることができた︒また︑二十年来の懸案であった卒業生が最も多

会館の活用の問題︑学校の百年史の刊行などにも一通りの目途をつ

に東京都墨田区役所のホールで行われることが決まったことなど︑

ていた︒第二次大戦末期である︒その都度︑亡き祖父が夢枕に立っ
冷水を浴びて神仏に私の病気回復を祈る母の後ろ姿を見た記憶があ

この間に︑百周年を終えた同窓会役員人事の刷新︑六月に両津市

収穫は多かったと思う︒

のとは思えないであろう︒もっとも母にとって私は結婚十三年目の

る︒母が生きていれば︑私の定年退職などはまったく奇跡以外のも

最後の一年は同窓会の係として多忙であったが︑思い残すことは

の開放講座を担当したことなど︑思い出が多く︑充実した一年を終

住む真野町で開いたこと︑十月から十一月にかけて︑佐渡高等学校

町出身︶を招いたこと︑八月の同窓会の総会を順番であったが私の

での新潟県高等学校国語研究会に国士館大学教授福田眞久氏︵畑野

ない︒妻の雅子と二宮小学校・二宮中学校で同じクラスであったと

えられたことは︑学校長渡邉剛忠氏のご支援と心から感謝してい

初めての子供で︑これも奇跡であったかも知れないが︒

平成八年十月に佐渡高等学校の創立百周年記念式典が挙行され︑

いう渡邉剛忠氏が佐渡高等学校長に赴任されたのも奇縁であった︒

︾︾

(平成6年佐渡高等学校2年岩崎武画）

何より無事に定年退職できたことは︑神仏のご加護と喜びたい︒

る︒

︑ａワ

七ノグ

４１︐

ビ．？匂やｆ

什ルゼい

シまそ乙

担任・山本修巳先生

の寄付金にもかかわらず︑資金不足になっている点や︑今後の記念

酒井友二

と

1

その事業として﹁獅子ヶ城﹂記念会館の建設などがあり︑一億円余

伊豆の春

修善寺の芽吹きの山が朝霧の晴れたる窓のまなかひに現る
わさび

修善寺の春閾けたれば一陣の風に桜の残り花舞ふ
さみどりのなだりに混じる山桜いま盛りなり伊豆の峡路は

山葵田の緑あかるし浄蓮の瀧より霧のただよふ沢に
しやが

途みちに胡蝶花咲く渓の細道を河津七瀧尋めつつ登る
ワニ園の鰐は詮なくセメントの床に腹這ふ化石のごとく
春の星うるみて現れぬ眼の下に海原暮れし伊豆高原に

ろ

１１１
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嘆けどもかたき瞼の寝釈迦かな鶴間千世

浬藥図の揺れて大きく嘆く象

魚板打ち案内を乞ふや浬藥寺

浬藥図の前の畳の寒さかな滝口恵倫

虚子の碑を辿るや水漬く冬の苔若林うた子

御仏の秘めし涙や浬藥寺右近ふみ子

きしきしと音の従き来る深雪みち
能舞台雪あかりして甕二つ

車座の男とをんな初笑ひ右近ふみ子

陽はすでに中天にあり初詣金子テル

ひとときの日射しありけり雪浬藥

平成十一年一月十七日

真野町俳句会

千両を活けて将来明るうす

参道に雪うっすらと浬藥寺

雪明り寝釈迦のお顔拝しけり金子テル

真野町体育館

甘酒に人もどんども崩れけり

火を青く噴きし杉玉飾り焚島倉盈月

神木の下の芭蕉碑淑気満つ滝口恵倫
畑野白山神社

浬桑図を拝す一膝のり出して

み

逆光に白銀となる冬桜

浬藥寺一直線に雪掻かれ滝口たづ

羽茂気比神社

初仕事大黒様の眼を彫りぬ小沢みよし

若林千絵子

能舞台冬の蝶きて黄の光り

足跡の一つは墓へ浬藥雪山本修巳

縫初の兎二匹も並べけり

鴨群るる国府川辺の浬藥寺

薮入りも云ふことなくて月日過ぎ

浬藥図の今に新し古刹かな渡辺やす

謡初め咳もくしゃみも止りけり内田正雄
謡初め戴くお酒砂金入り

萬松山門のっららの琉珀色

竹竿も餅もこがしてどんどの火島倉アシ子

茶柱をよろこぶ若き年賀客滝口たづ

七草に満たぬ七草朝の粥

駄句と筆控へ構へて筆始め諸橋和代

みもと

媚らの早々に来て浬藥通夜

お浬藥の五色だんどのつややかに

お浬藥の御許に集ふ句会かな諸橋和代

やせ駒を拾うてがきは育ちけり

連衆の句をもて修す浬藥かな金子稔

春待たで独り黄泉路へ旅立てり

午後よりの明るき日差し浬藥絵図

まるやかな緑茶いただく浬樂寺中野晴代

野水仙春はそこまで来てゐたり菊池芳女

春寒や足裏を見せて天女の絵若林うた子

平成十一年二月十四日

左義長の豚汁しかとよぱれけり

句会ある海潮庵に冬日さす若林千絵子
痩せ馬の虹の模様の外しらず知本こと

真野町宝林寺

真野町俳句会

寒に入り井戸水ぬくし菜を洗ふ

山本修巳

どんど燃ゆ表参道けぶらせて中野晴代
初春の幸便とどく朱鷺の村
どんど火の烏賊を噛み噛み帰りけり

冑カメラの事なく終へて節の皿渡辺やす

白象の寝返りて突く浬藥絵図

冬ぬくき日にちちははの墓に来る

日矢射せる水平線の春の色

眼いま閉じしごとくに寝釈迦かな

浬藥像拝せしのちの無口かな島倉盈月

妹急逝

世紀末の暗きニュースや浬藥雪菊池芳女

解雇されあと継ぐ決意鍬始

松枯れの山に音なし初天神金子稔

63

真野 町 俳 句 会
平成十一年三月十七日

陽あたりに色濃くなりし犬ふぐり

梵鐘の余韻沖ゆくおぼろかな若林うた子

真野町体育館
猫と児の名を間違へし春暖炉中野晴代
鴬や百米先きへ廻覧板

天を突く銀杏黄葉の大明り

水上千代

特賞の吾に鐘鳴る三日かな神蔵ひさし

きんぽうげ句会一月例会

沈む陽の伸びて仕事の捗どりぬ内田正雄湯上りの足なげ出して冬椿中川民子
木々の芽の伸びし声聞く目覚かな飛行雲小春の空に筋をひき

水温むかって砂金の採れし川

別荘の朽ちて朧のものの影鶴間千世

ねや

春の閨枕一つの広さかな金子稔
鴬や御陵の森の投句箱

ジャズピアノ響かす窓の枯木星

きんぽうげ句会十二月例会州叩洲Ⅷ肌Ⅷ杣恢僻鴫恥伽べ

梅日和天神仰ぐのぼるの碑

東京の下宿屋街の海苔乾場山本修巳
舟徳利大きく座はる春隣
啓蟄や出し入れ繁き旅行本

縫始めの好きな小切れを合しゆく

小春日や誰にともなき海青し神蔵ひさし猫と又新しき年始まりぬ若林玲子
髭面の男むんづと大根引く

渡辺やす

鉄瓶の湯気うたひ出す雛の日滝口恵倫
きな粉ふく鶯餅に母恋へり

短日や老いにもせわし日の続き森かほるお降りや足跡ばかりついて来る磯野スミエ

本間いつ子

右近ふみ子

着ぶくれて島の女のあいそよし

早春の雨の山門跨ぎけり

仰ぎ見る青き芽ぶきの大銀杏

クッションのごと快き落葉道本間いつ子初空へ夫の合掌長かりし

湖広し一人ポッチのかいつむり

繁忙の日々を健やか老いの春

垣根ごし話はずめる花八シ手風呂吹きの少し早めの夕餉かな
百円の餌に千の鴨集ひくる水上千代雪吊の縄をくぐりて雪遊ぶ井藤ミチ

霜柱サクサクサクと朝の道

無一文に紙とエンピッ野に遊ぶ

はだら野や長生橋の萌黄色

諸橋和代

熱湯をくぐり若布の若返る滝口たづ
目鼻あるもの総勢の雛飾り
辻地蔵を囲み萌え出づ蕗の薑

白鷺の一つとび翔ち天高し

借景の次々替る山錦磯野スミエこの窓に雪の花咲く枯木立林部ムッ

まむし草赤き実を以て威嚇せり若林玲子

突堤の灯台白し枯芒林部ムッ落椿二つほどよきところかな中川民子
七浦の七浦に咲く石蕗の花くり返す言葉老ゆく初電話

猛吹雪うずをまきつつ襲い来る

夜間部の﹁働学の碑﹂や烏帰る菊池芳女

如月の木槌のひびく面工房

ひと跳びし越えし小川や蕗の薑小沢みよし

かばかりの指のあかぎれ豚うてり

春休み笑ひ声から泣き声に若林千絵子

64

水仙や雪をかかげて咲いてゐる
春落葉石垣添いに吹かれゆく

鶏の喉を潤す水温む荒貴キクエ

少しづっ整地が進み春すすみ

大欠伸猫より貰ひ日向ぼこ白井正江

初時雨聞きつつ長湯し過ぎたり

いっせいに枯蓮騒ぐ夜の道渡辺一子

冬落暉金線伸びる飛行雲

残る薔薇時雨来ぬ間を色深め八木澤清子

黄落や鴉下り立つ庭の石

日暮ゆくいちぶ始終を白障子神蔵ひさし

芽柳に風のまつわる老の家水上千代

冬凪や入船出船陽矢の中

破れ蓮雨のとどまるところなし渡辺幸枝

近径は身の幅にして寒夕焼

永き日や婆を呼ぶとき鈴ならし

女の児雛ののれんくぐりけり

蕗の薑ここに小さな春がある林部ムッ

みとられて夫の咳気にかかる磯野スミエ

舗装路に落ちてひかれし冬椿

裏門は隣へ近しみだれ菊金子節子

きんぽうげ句会二月例会

知らぬ間にみんななくなる実南天

風花の地に着きてまた夕空へ

風花のゆきどまりたる築地塀井藤ミチ

待春の小 さ な 村 に 計 の つ づ く 水 上 千 代

三月やバターの少しやわらかに若林玲子

冬の虹大またぎして村包む

小春日に積木で遊ぶ嬰子よ影山タケ

磯野スミエ

狛犬にいちにちおもし牡丹雪

突堤をちやぶちやぶ打って春の潮

北山の今日は静かに春隣り

荒行の水にうたれて寒あくる本間いつ子

少しづつ緑をふやす水の春

犬ふぐり冷たき風に横を向く中川民子

はたはたの田楽囲炉裏ある昔菊地暁村

外に干す洗濯物や蕗のとう

秋野菜振り売り女声荒し

倶会一処墓碑に憩へる赤とんぼ村田英明

柿剥きの居眠り続き夜も更けぬ

寒濤や沖のかもめも見えかくれ渡辺威人

鳴き合へる冬鴉にも上手へた

けんちん汁お酒忘れずおろし際鈴木黎子

時雨るるや喪主の友穿く藁草履

初茜ものの形の影絵めく

剃刀を片手に対す初鏡土田一郎

いもせ俳話会一月例会

雪山の蒼し樹間に烏動く若林玲子
日脚伸ぶ夕焼淡く島つつみ

この窓に寒星のばらまかれおり中川民子
寒過ぎの僧足早やに行の道

きんぽうげ句会三月例会

粧うて旅人迎ふ近江富士

佐渡弁と京都弁似る秋の旅

晩秋も雅子の声せぬ日暮かな石川トシ

湖北いま雲湧くごとき紅葉山山田みさを

萬飾灯幻城浮ぶ冬の陣中川紀元

くるぶしを風がくすぐる囲解く神蔵ひさし
洗車場に虹の生れし浬桑西風

イルミネーション現れる夢城十二月

芒道黄色い帽子見えかくれ石川富子

竜巻に冬濤呪えて欠航す楠美葹緒

甘柿の皮むく競技柿の里

信号を待ってをりたる春の風

喜寿夫婦なほも現役剪定す

福寿草うすき花びら震えをり林部ムッ

何となく 紅 め け る 木 の 芽 風 本 間 い つ 子
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呼び合ひて登校の列冬かもめ

しぐるるや待つ人の無き湖の船高埜健蔵
地下足袋に替へてうれしき小春かな

微笑める母の遺影へ小豆粥渡辺一子
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シオデ︵扉カット︶

﹃０Ⅱ０■１１．００Ⅱ０６日Ⅱ１６日

１８０−

目を瞑り次の音待つ夜長なる

﹁おめでたう﹂猫に起こされ今朝の春

長病みのいのち愛しや祝箸白井正江

暮易し気の急ぐままの老の腰

一雌雄異株で︑下部にはユリ科の特徴の一

一も同じである︒

ーガスと姿形が似ているだけでなく︑風味一

山の田の枯れ極まりて水澱む渡辺幸枝

近づけば揺れてみせたる秋桜生田政春

枯芙蓉根元に残るうすみどり金子節子

荒海のかもめ想うて山家住み松田すづ

夜の秋水のごとしゃ妻とをり

一鱗片葉がある︒成長すると︑長い蔓とな一
一り︑葉柄基部の托葉の変形である巻ひげ一

鞍鯨の腹の羅札寒四郎中川紀元

年女肩まで沈め初湯かな

バス停に古長椅子や初箒山田みさを

元日やみな善人の羅漢様

豪快も齢に勝てず風邪に臥す楠美龍緒

玉子酒風邪を治せし母の知恵

冬かもめ漁満載の船に乗り

初凪や昼を灯して沖の船

ゴンドラの車窓彩る紅葉山土田一郎

一思う︒このウシオデのウが消滅してシオー

一もの﹂と思い︑﹁牛尾デ﹂とよんだのだと一

一とある︒そして︑中村浩著﹁植物名の由一

一り︑﹁大言海﹂では︑ 細蔓ノ︑物二絡フー
ーコト︑鞍︵シホデ︶ノ如シトテ︑名トス 一

一名前の由来は︑﹁牧野新日本植物図鑑﹂一
一では︑〃シオデは北海道のアイヌの方言一
一のシュウオンテによるものである とあ一

一花を球状につける︒

一月に︑葉柄より長めの花茎に︑淡黄緑色の一

一がのび︑他の手近なものに絡みつく︒五一

一るユリ科の多年草である︒畑のアスパラー

短日のまちがひ電話おほきこと齊藤祐子

賀状書く机揺さぶるきかん坊

一シオデは︑山アスパラガスともいわれ一

ふたつみつきれいに失せし吊柿

影山タケ
初成りのかりん一個をいとほしむ

羽柴雪彦
どさと柿きやうだい他人とは言へず

我が胸に飛び込んでこよ初かもめ
娘が添寝してくれぬくき年の暮

澄める娘の瞳に安堵年の暮鈴木黎子

熟柿もてひんやり創る冑のかたち

いもせ俳話会二月例会

焼烏賊の香の満つ厨寒の入

貰ひきて閨外不出裸婦暦

元朝や大黒柱の時計打つ

乳配る人の気配や初寝覚め石川富子

道ゆずり雪に動かぬ車かな内海久

膝そろへ飯食ふ男噌れり

童に分ける産土神の初手水村田英明

松の内農衣は納屋の奥にあり

潮風のさぐりあてたる蟹の穴

生田政春

一０日ⅡＩＯ６Ⅱ００日Ⅱ１０日Ⅱ１０８ⅡＩＯ８ｌ９０ＱⅡＩＯＯｉ１０ＨⅡＩＯ８ｌｌ９０ｌＯＯＯＩＵ０■ⅡＩＯ８Ⅱ００日Ⅱ１０９Ⅱ１０日ⅡＩ０Ｑ８０００ＩＯＯ■１０００ⅡＵＬ

︵長嶋陽二︶一

一く若芽の雰囲気が表われている︒

一なお︑漢名は牛尾菜が用いられ︑実によ一

ーデになったものと考える︒：︒⁝

一来﹂によれば︑〃⁝⁝﹁牛の尻尾のような一

開戦日遠くに薄れ冬桜八木澤清子

しらじらと沖の泊船冬かもめ齊藤祐子

渡辺威人

万歩計着けて小雪の初詣
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寒き朝北山凛と目覚めたり

一多年草で︑四月より咲きだし︑日陰では夏一

二ん月の風切りて来し郵便夫鈴木黎子一の終り頃まで日々よく咲き続ける︒
一茎は針金状の長い蔓となり︑ニメートー

除雪車に首をもがれて蕗の薑

霜枯の空に消え行く野の煙金子節子一ヨーロッパ原産のキョウチクトウ科の一

ツルニチ一一チソウ︵目次カット︶一

ぬばたまもしろがねもわが木の葉髪
外孫のまづ飛び回る春座敷

初鶏や雲桃色に染み始む渡辺一子一！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！｜

敷石の見えで銀杏の葉の泉

卒寿なる娚家守る花八シ手松田すづ

耳の奥より深閑と凍る昼羽柴雪彦
やられしは蛇口氷の芸みごと

海苔摘むや潮焼けの顔綻びて

着ぶくれし人混み合へる船着場渡辺威人一洲鮴蠅肪ｎＭ舳切舳州帥に餅肌︾釧冊尹傾一

眉毛にも白きが増えて初詣

運命線合せ祈るや初詣菊地暁村一批出叶払捌碕酬い植汁厭い噸柵猷呪肺馴副一

いもせ俳話会三月例会
年酒酌むなかの素面や薬喰村田英明

一い︒また︑花は下部が細い筒となり︑上部一

朱鷺迎ふ熱気で溶かす道の雪土田一郎一個肘㈹肋剛邸が︑深く五つに裂け︑狭く長一

僕にもと神酒に児の掌や初詣

指跡は親子三代火吹竹白井正江

一夜明け春光浴びる朱鷺の里

箱庭に小さきプール雀来る生田政春一は五つに裂け︑裂片は少しよじれたよう一

飼猫とひとつ寝床に霜夜かな

御田植の御神事雪と墨まみれ中川紀元

大佐渡に板たてかけて峯は雪

恋猫の三角関係命張り

一に蔽っていたり︑屋敷境いつぱいに広が一

一一輪挿しに挿した紫の花は︑清楚で品一

水呑みて又走り出すうかれ猫石川富子一群岫脈初群生地では︑非常によく繁茂し一

雪降りて晴れて陽を受く大地かな

浜に生れそこに嫁いで波の花松田すづ一つたり︑海岸近くの空地など︑人里から海一

山茶花や孫の守して一年余

霞ごと大根引きて持ちかへる影山タケ一形加州祁〆入りにくい所で︑石垣を一面一

一になっているが︑筒口はきれいな正五角一

散る灰も御神酒のさかなどんどの火

軒ばたにふくれて集ふ寒雀内海久
寒雀一羽に践きてみな翔てり

寝たきりも呆けも嫌です初詣楠美葹緒
元日の標札確かむ郵便夫
朱鷺連れて雲るる午後を使者帰る

賜はりと言ふ名の朱鷺や雪日和畠野かつじ

日の当る玻璃戸よるばふ冬の蠅齊藤祐子一捌刎刊︑野にあるときとは違った感じで一

あをあをと放射冷却人攪ふ羽柴雪彦一咲き競ふツルニチニチや雨上がり羊々一

春着縫ふ荒れ手にからむ絹の糸

水車っらら五色に輝やかせ八木澤清子
去年今年納屋に連なる母屋かな渡辺幸枝

人消えし謎寒星に点と線

−００日１０８Ⅱ１６■１００６Ⅱ０９■Ⅱ１０６Ⅱ１０８Ⅱ００■Ⅱ１０１０．０■Ⅱ８０■Ⅱ０００日８０日日Ｉ■■１１０日Ⅱ１００Ⅱ００日Ⅱ８０６８００日ＨＩＤ■Ⅱ０００１Ⅱし

︵長嶋陽二︶一

逢ふこともなき友賀状もてつなぐ
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木毎
平成十一年一月白水会
お年玉茶髪の孫も並びをり

初烏いつもの電柱ひとり占め石川富子

も

賀状受く佐渡のくぐっの女振り池野よしえ

三日はや売れざる若布売る波止場

藁苞の北側厚く寒牡丹

出征の遺影に啼けり寒鴉

燦々とけふ大寒の餅つるむ

電線に噴擦るばかり寒鴉

木毎

破魔矢受け鈴に浮かれし戻り道山城やえ

木毎

山城やえ

早春の村にっがいの朱鷺来たり石川富子

春の日を集めて乾く母の物須藤たえ

耳の日や夫のテレビの音高し

旅立ちの受験子の背に祈りけり石川富子

平成十一年三月白水会

浅き春自転車こぐ子息白し

平成十一年二月白水会

笹鳴の小笹やぶより移りけり須藤たえ

嫁が君納屋の南瓜を割りぬけり清水ムッミ

若布売り一反風呂敷負ひて来る

大注連の二日と保たぬするめかな
年迎ふ今年は母も共に居て

毘沙門の切飴大き寒月夜

星座見てゐて春泥にはまりけり

烏曇計をきくことの続けさま池野よしえ

初夢や父母の顔うすれゆく

田遊の差し掛け小屋や煮炊きの香

田遊の宮の鈴の緒かかへ振る池野よしえ

病む友の言葉返らず雪もよひ後藤綾子

灯すごと七日の入日拝みけり

七種をきちっと並べ粥仕度本間ミサ

斉藤しずえ

背筋のび竿が弧を描き磯ぬるむ

廃堤や鴨羽休む雪解水岩城昭男

旧道や卒業子ゆっくり犬連れて

ゆったりと藻屑のせくる春の海斉須ヒサエ

雪囲ひ解くや大空近づけり

寒戻り安否気使ふ長電話

囲ひ藁取れば芽牡丹の息吹きかな

婆達の憂さの捨てどこ春炬燵斉須ヒサェ

あれこれと薬を替へて風邪に伏す

寒鰯や秤踊らせ魚市場斉藤しずえ

紅を引くしぐさの写る白障子中川紀元

杖の女リュックにのぞく猫柳本間ミサ

花持ちし梅をゆさゆさ梅替へる須藤たえ

寒鮒や重量書かれ札貼らる

攻塊の絶えし磯道節の忌

モザイクの裳裾をひいて山眠る岩城昭男

田の中に一日けぶらせ杉落葉清水ムッミ

稜線に没日明るし山笑ふ岩城昭男

バレンタイン少女苦闘のケーキ焼

大漁のざわめき残し年移る

新藁で作り貯めたる納屋箒

薄日映ゆ氷柱を折りてしやぶりけり

たらひ船伏せて神子岩雪ねぶり

赤めばる降り塩の立つ炭火焼中川紀元

たかし

数へ日の妻がせかせる賀状かな

有明の月が吹く音か虎落笛中川紀元

磯菜舟覆面漁師に声かける

点滴を見詰むる目線春の嶺斉藤しずえ
春曉や目をおどろかす烏つぶて平岩静

種選み手足のばせり遠小佐渡清水ムッミ

鱒に主の志寒椿山田智子
びわの花童となりて久し母

点初めや箱書きの無き伊賀茶碗平岩静
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小正月友の小包翁飴

久にして正月行事なっかしき志苫ユキ

羽根の色かえて春待つ番朱鷺

春寒く臓器移植の一三−スかな栗本サチ

ゆうらりと鴨を遊ばせ信濃川

本間チヨ

石川和枝

熊西きいこ

大地仁太郎

小佐渡嶺に一刷毛のせし春がすみ

朝日いで金北山に雪光る

健やかな初孫思ふ雛祭

立春や有明の月木の間より

膝までの雪こぎわけて初登山石川和枝

果ることなき話して春炬燵山田智子
突堤に釣竿の列陽炎へり

夫留守の家揺がせる春の雷

渡辺秋子

夕凪にかもめとびかう佐渡の海

鳶の輪を大空に書くお元日

雪間より少し芽の見ゆチューリップ
湯のたぎる床に一輪寒椿

平岩静

鱒ひを磨いてをりぬ水温む

海一つ隔てる町の花だより

春霞大佐渡の峰の遥かなり

門前の社家の三つ子の初祝詞

春湖の擢音とどく能舞台

ものの芽の雨にほぐるる日曜日

選者吟佐山香代子

春うらら屋根行く猫の背伸びして

生国の佐渡に生涯去年今年

選者吟佐山香代子

葺き替へ し 蓋 ま ぶ し む 雪 間 草 山 城 や え
烏雲にポケベル使ふ蓋葺き

ときわ荘俳句クラブ一月句会
し隼︾﹄し﹂

ときわ荘俳句クラブ三月句会
百花より先きがけ白梅香りけり東弘乃

新しき年の禍事ころび初め

まがごと

初雪を窓越しに見て寿詞言う本間ハツ

まゆ玉もなくて六畳老いひとり東弘乃

初春の茶会に着物そろえ待つ

寒に耐えじっと春待つ池の鯉福田春枝

ゆく途よ南無と唱へし浬藥の日

型押しのしんこ手伝う宵節句本間ハツ

雪掻きに手を赤くして擦りあふ小西テイ

般若経無宿の墓に寒の風

朝陽射しテレビの上の春の塵

待鶴荘俳句クラブ三月句会

どんど焼いかを焙りて祝酒高橋力蔵

共学に肩を並べて入学す関川権三郎

雪除けのスコップいまだ春の縁

水洞れて溜池の鯉気にかかり

木枯や山河めぐりて年迫る

散歩道雪山遠く小佐渡見ゆ粕谷誠司

野も山も今年は雪の少なかり関川権三郎

奥の間に明かり灯してひなまつり

寝床より出るをためらふ寒の夜

立春の雨垂れ音のやさしさよ野崎セツ

大雪の警報解けて薄日もれ

今年また柚子湯につかりのんびりと

白く小さく命の限りはこく咲く

誰が植ゑし荘の中庭福寿草志苫ユキ

元日や晴れ上がる空鳶の舞ふ粕谷誠司

大佐渡は白衣の裾引き山眠る熊西きいこ

暁の西空に上弦の月

窓越しにつらら眺めて一日かな

大広間に集ふ仲間とカルタ会首藤マツ
三冬過ぎ未だ馴じめぬこの里に

しんしんと雪降る夜の里恋し

高橋力蔵

夕焼けの真野の入り江に小舟かな

雪解けの静かな雫ときわ荘大地仁太郎
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小雪降る森へ白鷺一羽飛ぶ蔵田辰雄
落とされし鯛の頭をもてあます

浜声のぶつかり合へる鯛祭佐山香代子

石崎イセ

雪かむり 赤 く 咲 い て る 椿 か な 谷 郷 キ ミ

紅と白みごとに咲きし寒椿

早々に子供二人の年始客橘はつみ

初詣今年も無事の長寿松

書初や左手添えし筆の跡池賢一

真野の里俳句会二月句会

朱鷺の舞ふ空をしのぶや冬の佐渡
雀きて電線の雪ちらしけり
八十路過ぎ七草粥の身にしみて

軒下をチュンチュンチュンと寒雀

七草の芹摘む母を偲ぶ朝

鉢植ゑにぽっと顔出す福寿草高木アキ子

残り糸想い出つなぎ毛糸編む幡豆ミネ子

七草になくてはならぬ芹を摘む

師の墓へ百の石段冬菫佐山香代子
本間明子

湯豆腐の無口になりし熱さかな

窓の外椿の花の耐えて咲き

子供等の発ちて朝の雪しずか谷川郁子
薄陽さす色なき庭の葉水仙

出勤時車窓の霜にお湯かけて

子を抱きてたらふく食べし雑煮餅

真野歌会一月詠草

於真野町公民館

平成十一年一月二十二日

久びさに友集ふこそ楽しけれまして弥生の旅

大き手に携帯電話を包みたる若者は空を見上

の誘ひ佐々木栄子

かねを

げて笑まふ若林美保子

白鷺の来るを待つとて櫓田は実のつく穂先を

氏神の鈴緒を経ると八人の総代われら顔をほ

てらす中川アイ

やさしくのばす真後静恵

石塚美代

新雪に澄みて静まる産士に拍手響く元日の朝

いち早く雛飾れるウインドに夢もう一度見む

かかる日の吾にも来くしモニターに朱鷺身じ

と寄りゆく菊池与志子

ろがす老い極まりて石塚多恵子

本当の親娘だもんなと姑がぽっんと言ひぬ介

筆甘く匂へり

小止みなき吹雪聞きつつ夜半に持つトンボ鉛

護のわれに服部志保子
仲川博子

渡辺やす

伊藤節子
雛壇を眺めて思ふ幼き日

睦まじく一世をすごし夫と子に看取られ逝き

し妹ともし

佐山香代子

花榊社家に仕えし五十年

越後人迎え初音の能舞台

外荒れて部屋に黄梅咲き匂ふ

佐渡に生き冬の白浪歌として橘はつみ

芽吹く窓筆持つこともままならず

大鯛の水揚げ市場活気づく池賢一

真野の里俳句会三月句会

初日記やりたき事を書き留めて嶋田寿美子

選者吟佐山香代子

一升の酒注ぎ回るどんどかな

雪降らす雷神島を揺り起す

橘はつみ

池賢一

月句会
真野の里俳句会一一旦

不自由な体はこばせ初句会
九十を超え新春を迎えけり
冬晴れに落花の如く雪の舞

師の持ちてくれし兎の絵馬はねて
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カーテンを開けては閉めて冬ごもり残生の日
シクラメンは日ごとに花の首を上ぐわが日常

に歌を詠むのみ土屋ミチ枝

の部屋の窓辺に酒井友二
平成十一年二月二十六日

真野歌会二月詠草

於真野町公民館
古稀過ぎし君が賀状に若き日の筆跡いまも紛

行間の君が想ひのほのぼのと伝はりてくる文

菊池与志子

暮れなずむ谷地田の向かうにたむろする白鷺

来たれり

他人事と思ひゐたりし八十の齢いつしか吾に

どこからか魔女も現れむか如月の冴ゆる夜空

をまた読む竹本喜美子

の群れしるく目に立つ石塚多恵子

よみ

伊藤節子

る牡丹気づかふ渡辺やす

雪囲ひ忘れしままに芽吹かざる黄に咲くべか

に冷えをり

やうやくに形を保つ危ふさに熟柿は白磁の皿

岬の出で湯服部志保子

島ながらなまり異なる佐渡弁に囲まれて入る

若林美保子

の月の妖しさ

頬赤く雪のゲージに並びをり中国の使者朱鷺

の番ひは中川アイ

我は七歳娘は二歳に父の亡し四たりの孫に父

あるを嘉す真後静恵

御夫婦の常睦まじくほのぼのと人柄あふるる

菊池芳女

れ ず 残 る 本 間 哲 夫 歌集﹁竹簾﹂石塚美代
つれづれ

石垣の花おだまきのいとしづか

道場へ細き水音落椿

妹の家

房総の終の住家ゆ花便り

花見来る茶箱の点前ねもごろに

〃息切れ〃の頓服御花見俳句会

まなこ

老鶯のおしゃべり鳴きのはたと止む

帰るさの茶の師に給ふ三葉芹

花吹雪く山陵下の芸能祭

産土の垣の三種六日市

亡き父母の声の間こゆる遅れ雛

上敷の淡きみどりの雛の宿
束の間の眼遊ばす雛あられ

来年も生かされゐたき雛納む

春雨の止みたる祝日句会かな

定年近き子の轌勤や雪弥生

祝修巳先生

定年の友若々し花林檎
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断つ伊藤節子

陽明門の修復工事のうるし塗り映像ながら吾

冬を耐へ咲きつぎ来たる山茶花のつひの散華

海のほとりに本間哲夫

捨てられし小さき田眠る早春の日射し眩しき

を引きつつ佐々木栄子

輝きの極まれる陽は沈みゆく海面にゆらぐ影

に新芽を出だす土屋ミチ枝

したたかな生命と思ふ芽止めせし玉葱がさは

平凡に過ぎて暮れゆく雪消えの庭に真白き水

殺生も功徳と己れなぐさめて鯛の頭一刀に

いなだ

細道を行く土屋ミチ枝

仙の花渡辺やす

一周忌の叔母の墓参に雪降りて音きしませて

も息詰む佐々木栄子
瑠璃色に凪ぎたる海に磯ねぎの舟ひとつ浮く

岬の余寒酒井友二
真野歌会三月詠草
平成十一年三月十九日

於真野町公民館
傘重く降りつぐ氷雨薬局のネオンの文字を赤

五十肩と受けとめゐたれ真夜中に締めつけら
平成十年十二月十二日

金井短歌教室十二月詠草

いや

内田千枝子

見返りの阿弥陀如来におのづから心和みて立

ち去りがたし

弔問の人に深ぶか礼をなすまだ若き夫を逝か

せし姪が酒井トシヱ

の朱く照らへり

本間圭子

末枯れたる庭に青葉のあはひより薮柑子の実

竹本喜美子

冬の夜の舗道に高く響かへりわが足早に歩く
靴音

としもなし

渡辺威人

久々に見舞へる我に床臥しの叔父の話の止む

降り出でし巽溜まれり色槌せてなほ切り惜し

石塚多恵子

畑より大根の菜を拾ひ来ぬ野菜は高値といふ

片時雨過ぐ

北山は陽の明るけれわが村の屋根も樹も打ち

く参ます若林美保子 ぞ今日より彼岸酒井友二 む 大 菊 の 上 に 後 藤 恒 雄
冬の陽は思ひ切りよく落ちゆきぬ樺の末と遊

るる痛みに目覚む中川アイ

菊池与志子

焼き鳥の煙に黄ばむ招き猫幾年庶民の愚痴を
新しき鍬を買ひたり産土の杜に檜葉苗植うる

いち︑にいのうたん幼き吾子が言ひたりし

掛け声かけて朝を起き出づ佐藤瑞枝

鈴木良晴

話に話す若者本間彰治

﹁もしもし﹂の声に誘はれ振り向けば携帯電

となる

カタカナの歌ひ手多く紅白は我に興なき番組

よ﹂と声を掛けらる嶋田寿美子

老人ホームの月曜の朝口々に﹁待ってゐた

於金井町図書館
びたるのち真後静恵
話し聞きて服部志保子
流星を降らす獅子座も双子座も隠れっ天の荒
黄昏の二月の空を一群れの雁カウカウと鳴き
蛇捨て山牛捨て山にも分け入りて採りし山菜
交はしゆく石塚美代 び恐れて伊藤節子 の幸をいただく仲川久子

み

やはらかき月明の野に水明りのほのかに白き

の如し

四月には大学生となる孫の徴栂替へし日昨日

聞きけむ江口稔
奉仕に中川アイ

母子家庭の暗さはもたず今日嫁ぐ姪の祐子の

春の川 ゆ く 石 塚 多 恵 子

笑くぼさはやか服部志保子

72

老人といふにはあらぬ身めぐりの三人が逝き

今日あるは幸せなりとひとりどち蝿ぬかづく

竹本喜美子

白鷺の群れて降り立つ冬枯れの峡の田牡丹の

花束を抱きて笑まへり﹁雪の精﹂となりて舞

咲くがごとくに江口稔

つおはぎを握る

その手つきかくやと今は亡き母を思ひ出でつ

夜の明けの部屋の冷気を震はせて群るる烏が

しさ

本間圭子

嶋田寿美子

佐々木半七

小島匡子

紅の山茶花昨夜の雪かづき昨日と変る庭の情

ざるをえず中川アイ

女とて権利主張の世にあれば農家組合長受け

く目にたつ後藤恒雄

初雪の覆へる庭に山茶花の薄きくれなゐしる

をり

元旦の炬燵に今年登る山岩場鎖場目に浮かべ

ドの蝿面差しの似る

美人不美人と言はれしも過去﹁特養﹂のベッ

ぬ 霜 月 師 走 酒 井 友 二 阿弥陀如来に渡辺威人 こもごもに啼く土屋弘治
平成十一年一月九日

金井短歌教室一月詠草
於金井町図書館
紫をあはあは融かす葉牡丹のうへに積みたる

手を撲ちて書き初めの稽古させたりし父思ひ

ひたる佐江子十歳酒井トシヱ

伊藤節子

ゆく年の日和をしみて庭に刈る菊の残り香身

いづ筆持つときは内田千枝子

朝のしら雪

にまとひつつ石塚多恵子

のんびりと過ごしていますと職退きて初めて

の賀状に一行加ふ佐藤瑞枝

我に似てこの頃太る野良猫は図太くなりて戸

口離れず服部志保子

沢根すがも俳句会一句抄春動く土止めの杭を打ちしより

笹井敦子

一眼前に古鉱の迫る寒の晴れ金子立矢初詣り晴着にゆれるイャリング 野田実

ー春めくや始発のバスのうす灯り加藤たかおミニカーを連れたる子や春らんまん
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↑この上に家なし山の桜かな伊藤正一霊峰は雲の上なる初景色 本 間 日 吉
一風鳴いて鶯崎沿線干和布金子秋三すぐそこと思えど島の春遠し 本間博

名畑宗八

一オカリナをあかず吹きおり春渚青木田鶴子母今年八十八と賀状来る 三井松五郎
一寒凪ぎや釣人見たり真智子橋高橋秀夫凛として山ふところに冬桜 渡辺岩夫
一添寝する児のあたたかや雪催い上川マサ子卒業や大きく島の春動く 野崎東
ちち

一空咳も手酌も亡父に似て老きざす宇佐見万作春田打ちミラーに農夫動きおり

』

本間彰治

吊るし柿まばらに残る軒先の竿揺らしゆきて
鵯さわぐ
まる

年の瀬も商店街は人影のまばらに島も不況極

鈴木良晴

元日の朝の光りが鋭角に常居の部屋の奥ふか

陽の差すにひたすら磨け片隅の弱りは消えず

陽の中を鷹揚に舞ふ捕獲する人間の罠に気づ

冬の玻璃戸は酒井トシヱ

酒井トシヱ

春近き妹背の山に概する宮居繕ふ鎚を打つ音

ものの芽のさだかとなりぬ新しき年いつしら

かぬ朱鷺は中川アイ にふた月過ぎて伊藤節子

服部志保子

姑の介護は夫が引き受くる今宵楽しむカラオ

卵つちの遊びに飽きし若きらよ子の飽きやす

野も町も春日うらら寒がりの我もコートを着

きは如何に諭すか土屋弘治

ずに出でゆく佐藤瑞枝

ライトアップの氷像並ぶ薄野の光のなかに雪

静かなる山の谷あひ間伐に我が振る鉈の音が

研す渡辺威人
後藤恒雄

たる女医に向かひて鈴木良晴

なにとなくとまどひ走る髪を染めピアスつけ

平成十一年三月十三日

於金井町図書館

樹の欝のあとにあらむか伐られ来て陽にぬく

もれる栃材の瘤石塚多恵子

に臥しをり

本間圭子

旧の節句仕るべし許せとて雛に詫びつつ風邪

の春めけり本間圭子 罪罪と降る内田千枝子

立春の近きこのごろしかすがに縁側に差す陽

門参り

振舞ひの甘酒温し真夜中の雪降りしきる毘沙

りつつ来る

村過ぎて視界広がるバイパスの遠くに車の光

に来たらず石川和枝

鯉を飼ふ網張りてより冬ごとに来し白鷺は池

雪を抽く枯れ葦の揺る川筋を下る寒風荒くる

く 差 す 酒 井 友 二 ままに石塚多恵子 ケの会服部志保子
平成十一年二月十三日

金井短歌教室二月詠草
於金井町図書館
ひよどりの番ひが交互に垣根より雪かづく菊

竹本喜美子

歳とりて母に似て指細まれる我が手に握る彼

の花喰ひに飛ぶ江口稔
岸のおはぎ

続きたる寒波の去りて凍りたる屋根の雪落っ

生垣の抱く雫が幾千の光源となる雪晴れの朝

鋭き音たてて内田千枝子

紫の祇紗にのするお茶杓の反りに余寒の光り

不況を嘆く鈴木良晴

買物客の一人も来ぬ日あると言ひ衣料店主は

役去らず後藤恒雄

職退きて十年自在の時間ぞと思ふにいまだ雑

にあはれよろめく竹本喜美子

十年後の我もかかるか訪ひ来れば蝿は立ち居

病む妻の粥をすするに雑炊の店に並びし兵わ

れを思ふ江口稔
酒井友二

土屋弘治

金井短歌教室三月詠草

伊藤節子

まつはる

南天の実を啄ばみにくる鵯を防がんとして袋

を掛けぬ渡辺威人
かたもなし

流行はたはやすく失す卵つちの遊び廃れて跡
校庭を吹き抜けてゆく凧に山茶花は赤き花な

がら揺る佐藤瑞枝

74

しんしんと雪降る夜はっのりくる消さず消え

ざる君への想ひ嶋田寿美子
法廷に陳述をなす日の決まり一夜眠れず思ひ

人間ドックに指摘されたる項目を妻には二三

あけ

にひとしの残月かかる暁の浜苦心の書作なり

朝寒き磯辺にはやすどんど焼きに集ふ村人双

省きて伝ふ北見亀男 て吾が立つ磯部玄遠
島の海は荒れて全便欠航し過疎の町には人の

新春の総合生協試食会若き母親あまた集へり

少なし

青春の日はシューベルトいまは身に沁みて聞

ろ明るやすらぎ

北見亀男

佐藤太平

山本軍次

田中義和

酒井友二

冬の陽のいまし沈むと垂れこむる雲ひととこ

をり食卓の上荻野豊

今朝摘みしはこべも入れて七草粥湯気立てて

十重に飛び交う

かわはぎを海辺にさばく我がめぐり鴎鋭声に

と持てり

寒空に山の作業を終へし友蔓梅もどきを妻に

へラベンダーにほふ弾正佼一

娘の声を妻とたがへて応へたる受話器のかた

む日と定めたり

母の命日勤労感謝の日にあればひと日つつし

落ち着かず居り

姿なきものに追はれてこの年も師走の日々を

佐藤香代子

小宮山安子

蒲公英の返り花咲くひとかたに穂芒なびく岬

の墓地に酒井友二

相川歌会一月詠草
平十一年一月二十四日

於万長ホテル

東京に住む娘の家にさへ行けぬわれが団体に

イタリアヘ行く林京子

腹開けむとてためらひぬ求め来しメバル折を
ちりめんに作りし兎愛ほしみ玄関に飾るわが

り息づきをれば渡部須磨子

干支なれば石川和子

強し

くなりオールドブラックジョー山本軍次

田中義和

山畑の雪の重みに倒れたる寒菊花をもたげて

て冬近づけり

新聞に入りくるチラシに暖房の器具が目立ち

火を噴ける龍を描きて凧作る孫竜之介の帰省

めぐりて中川アイ
佐藤太平 手をかざす井坂照
渓をきる老父の咳のひびく夜の窓の向かうに
入海をめぐる鴎があるときは斜めに滑る羽ひ
からせて酒井友二 雪ひらら舞ふ弾正佼一 に備へ濱辺一雄
相川歌会十二月詠草
平成十年十二月二十日

於磯部宅

にし

頑なに心鎧ひて強西風にあらがひ歩む冬の磯

池の面に映れる月がさゆらげり師走の庭を過

病院のベッドに眠れず枕頭の灯火細めて週刊

誌読む荻野豊

林京子

傾ける吾が店なればユニセフの一口五万の寄
付はならざり

老いてなほ山田に通ひ続けゐる寡婦が今年も

米を持ちくる石川和子

辺を磯部玄遠
ぎゆく風に井坂照

役員なれば配分を受く大き岩を除くすべなく

赤泊から送り来し柿の箱開くれば友が眼裏に

逆光の茜を受けて一連らの雁が影曳き山の端

に消ゆ濱辺一雄
顕っ小宮山安子

整備せし田を佐藤香代子
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相川歌会二月詠草
平成十一年二月二十八日

於磯部宅
シベリアに抑留されし夫の遺影抱きて見下ろ

友禅の千代紙に折れる指ほどの小さき内裏雛

す果てなき大地林京子
を友に賜はる渡部須磨子
佐渡野兎のＳＯＳを新聞に読みてタオルに兎

を作る石川和子
あした

冷えこみの厳しき早朝﹁わからないことがあ

るんだよ﹂と色紙に書きっ磯部玄遠
しめたり

井坂照

浪の底にも都はありと二位の尼幼き帝を抱き

濱辺一雄

佛壇に酒の香漂ふよく稼ぎよく呑みし父の祥
月命日

波のなき朝の護岸に屈まりて蝿が一人岩海苔

を摘む小宮山安子

赤き実の付けば良きことありと言ふトベラに
大寒に入れども温き日を賜びて峡田の畦に蕗

今日も鵯の群がる佐藤香代子

の薑摘む北見亀男
もなし

佐藤太平

強風の収まりし朝電線に降り積む雪の崩ると

中身など無きつっぱりの子の茶髪吾が禿頭に

とくと●っ

敷石のくぼみの著し宿根木の世捨て小路は幾

暁闇の潮に漁火あかあかと烏賊釣る人ら一夜

眠らず井坂照

食堂に若き夫婦の差し向かひ雑誌めくりて言

飛んで来い来い弾正佼一

小宮山安子

佐藤香代子

春北風のなかに短きスカートの女生徒らはア

はるきた

来を告ぐ

林道のへりにも蕗の薑出でて待ちゐし春の到

まりにくし

退職し家にてつくる三食の献立なかなかまと

葉交はさず山本軍次 世経ぬらん濱辺一雄
節分の豆まく声の絶えてより海鳴り残る村の

白壁の民家写れる湖口河にうすづく冬日もや

二・三日窓に陽の差し鉢植ゑの梅一輪がほこ

夜の更け田中義和
ろび初めい荻野豊

イスクリームを持てり

北見亀男

芸能祭に出演の女孫の打つ太鼓リズムに合は

福嶋徹夫

の如しも
うみぎし

枯れ葦のそよぐともなき湖岸を小さき冬の日

寒暖の定まらざれば土出ずる時期待ちおらん

ゐたる蝿は山本軍次

散歩の吾にほほ笑みて去る町辻の祠おがみて

鴬の初音聞きたり盆梅の散りて淋しさかこつ

朝がた荻野豊

がわたりゆく酒井友二 す客の手拍子佐藤太平
相川歌会三月詠草
平成十一年三月二十一日

於磯部宅

幾千の剣士果てけむコロッセオの奈落あらは

時︾ロリ

手に取れば易く潰れぬ勝手場の流しに拾へる

父の丸薬弾正佼一

血の通ふ臓鮪を奪ふ鬼婆のごとき所業もまた

仁術か酒井友二

篭一ぱいのカップラーメン買ひ行きい額寄せ

に冬の陽に曝る林京子 田の畦の蟆姑田中義和
ゐし老いの夫婦が渡部須磨子
石川和子

日本舞踊の発表会の近づきてベッドの中に手
振りしてみる

墨壺の蓋に亀乗るこの矢立いかなる匠の世に

遺しけむ磯部玄遠
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流人絵師胖幽の頌徳慰霊碑建立

飯山ひるむ
遠島の地佐渡ケ島へ送られてきた流人のう
一六

一七三○︶の生誕三百五

式︑一先韻︶の漢詩文にまとめた︒

序幕に際し詩舞を瑞穂会々主の本間美恵子

幅を奉納している︒

胖幽の画風には狩野派の厳格な筆法による

で吟詠︵飯山弘風︶する︒

さん︵金井町︶に振り付けてもらい︑神風流

ヲ

風格があり︑その筆勢は凡庸でなく︑人物・

ノ

ー一

日儀遺徳頌碑宣日儀ノ遺徳頌碑一一のぶ

ノ

両親追慕普門品両親追慕ノ普門品

一一一

不凡庸五十有年凡庸二不シテ五十有年

シテ二

繪師愁悶配流縁絵師愁悶配流ノふち

ーー

偲流人画家胖幽流人画家胖幽ヲ偲ブ

ブ

題して

花鳥・山水など島内には二○○点くらいの作
品が残されており︑佐渡で知られる画家の多
胖幽の罪状は﹁⁝⁝悪所へ参候二付其ノ師

くは狩野派に学んでいる︒

探幽ノ勘気ヲ得テ佐渡へ被遣候﹂とあるが︑

五○〜享保十五年

ち︑唯一人の画家狩野胖幽︵慶安三年
十年を卜して︑日蓮ゆかりの地御松山実相寺

赦免嘆願書が江戸町南奉行宛に出されるな
ど︑十八年後の元禄五年︵一六九二︶五月十

︵佐和田町市野沢︶に頌徳慰霊碑が建立され
る︒

三日に赦免されている︒

胖幽は相川で結婚し四男一女をもうけ︑八

胖幽の四男一角が両親︵藤原院胖幽守則日
儀︑戒禅院妙恵日行︶の追善供養を︑胖幽喪

島に残せし元禄の繪師

狩野派の画風文化をあざやかに

ていたであろう︒私は︑この学校の百年史の

いた弘文堂より木下順二戯曲﹁夕鶴﹂が出版

壇を下りた︒昭和二十五年︑西谷氏が勤めて

平成十一己卯年四月

編集に携わって︑戦後男女統合の学校造りに

十数歳の西谷氏は退職金の代わりに﹁夕鶴﹂

されたが︑再版されないことが決まると︑三

頌徳慰霊碑建立にあたり七言絶句︵平起

ブ︵︾◎

十一歳まで佐渡で暮らして一生を終えてい

︵第四十八代佐渡友日隆︶で行い︑普門品︵妙

後九年目の元文四年︵一七三九︶この実相寺
法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五︶注画九

山本修巳

苦心された阿部藤作校長の﹁佐渡は自然に恵

編集後記

まれ豊かな感性を備えている生徒が多いの

四月七日︑離任式の私の挨拶の時︑空も晴

城祉の 篤 に 今 日 別 れ け り

︵相川町出身︶の果敢な人生の一端を紹介し

﹁未来社﹂の創業社長・卒業生西谷能雄氏

に︑自ら自覚しない﹂という言葉と︑出版社

﹁夕鶴﹂は山本安英さん主演として千回も公

ら創設した﹁未来社﹂で出版した︒その後

の出版権をもらって弘文堂を退社︑翌年︑自

修巳

れて︑鴬が鳴いた︒四百年前︑佐渡の盟主の

しろあと

前後三十年勤めし母校佐渡高校離任式

居城であった獅子ケ城にも美しい声を響かせ
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演されたが︑西谷氏が同行することも多かっ

に参加した︒スピーチは司馬遼太郎賞の塩野

した佐和田町八幡の﹁三崎そば﹂会︑二十七

の送別会︑二十三日は︑学校の若手を中心に

の結婚式に出席︑三十日は︑新潟県教職員組

七生氏︑司馬遼太郎原作﹁臭の城﹂の映画監

合主催の宴席で月岡温泉に雲間氏らと投泊︑

たという︒また︑英語訳やオペラにもなり︑

氏︑作家田辺聖子さんであったが︑面白かっ

翌三十一日︑新潟県野本教育長より辞令の交

日は︑学校の同僚の新穂村塵間厚英氏の子息

た︒詳細は﹁週刊朝日﹂三月十二日・十九日

督篠田正浩氏︑司馬記念館設計者安藤忠雄

にわたって五十例を超えると言われる︒この

両号に掲載されているが︑生の声は心に残

国語の教科書への転載も︑小学︑中学︑高校
﹃夕鶴﹂の戯曲は︑佐渡の民話をもとにしてい

いたので︑奈良︑大阪に足を伸ばした︒奈良

ば︑私の家は大阪と因縁が深い︒三百年前の

い︒眼下の梅田駅は昼のように明るい︒思え

一四

郵便番号九五二︐○三一八
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発行所佐渡郷土文化の会

新潟市和合町二丁目四

印刷所株式会社第一印刷所

率礁藷山本修巳

頒価一二○○円送料二四○円

蕊堂憲眼牙謂調︵年一一一回発行︶

佐渡郷土文化第九十号

次号原稿締切六月末日

御寄付感謝渡辺富美雄氏︑久保田フミエ氏︒

虚に居りて実に遊ばん春の風蒲原ひろし

は︑次の俳句のような心境になりたい︒

付を受けて︑多忙な日々を終えた︒四月から

ることや︑公演が両津市でもあったことなど
ブ︵︾◎

県天理市には母の分骨墓所があり︑参る︒十

ころには︑拙家所有の廻船がここに来て商売

の荒んだ日本の心に沁み入る演劇であった︒

の西谷氏の愛郷心はともかく︑昭和二十年代

二日の朝は︑関西に珍しく一面の雪であっ

を行ったにちがいない︒また︑安永九年に

会場の菜の花をもらって︑近くの﹁阪神ホ

た︒高台にある母の墓所から︑﹁万葉集﹂時

は︑六世子温が︑頼春水に学ぶために逗留

テル﹂の二十階に行き︑午後八時半過ぎの遅

代の中心地の一角が薄い雪に美しく輝いてい

し︑春水の子︑のちの頼山陽の誕生の時には

二月は︑同窓会の関係で︑長岡︑名古屋︑

た︒思えば四千数百首の﹁万葉集﹂の最後

産婆さんを迎えに行ったという記録がある︒

い夕食のテーブルについた︒近くの高いビル

は︑編集者大伴家持が﹁雪の新年に︑良きこ

幕末に八世雪亭は趣味の碁を時の最高位から

も適当に間をおいて林立し︑ネオンも美し

とあれ﹂と祈念する意の歌であった︒千数百

ここで学んだと思われる︒ネオンの光芒に︑

であって︑一日おいて土曜︑日曜がつづいて

年の時を隔てているが︑私も﹁良きことあ

しばらくは我を忘れていた︒

東京に出向いた︒名古屋の会が十一日の休日

れ﹂と祈らずにはいられない︒

三月は宴席つづきであった︒十六日に︑所
二十日は佐渡地区高等学校の国語科の研究会

属の三学年︑十八日には学校の教職員分会︑

その後︑大阪難波のデパートで︑作家司馬
ホール﹂の︑司馬遼太郎﹁菜の花忌﹂の集会

遼太郎氏の展覧会を見てのち︑梅田の﹁産経
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単ご複

眼夛眼

あったが︑松江藩の役人を追放した

った︒しかし︑藩庁は取り合わな

松江藩に嘆願したのがきっかけとな

民が﹁文武館一という学校の設立を

するようにロマンチヅクな色合いが

か﹂と書いた︒これは松本氏も指摘

その後の日本国家はどうなっていた

連合のようなものができていたら︑

百も出現して︑緩やかなコミューン

岐コミューンのようなものが全国に

島民自身の政権だった︒これを﹁隠

い︒折しも進軍してきた官軍が﹁島

率件は︑黒船が出没する中で︑島

で開かれた︒

隠岐島コミューン巡り論議
一八六八年春︑隠岐烏に自治政府

岐島コミューン﹂と名付け︑地元の

濃い︒

が成立した︒八十一日間と短命では

研究者や自治体と連携して﹁隠岐学

け︑三千人の島後の島民が決起し︑

は天朝御領﹂と宣言した︒これを受

実際には︑上からのナショナリズ

セミナー﹂を続けているのが︑評論

ったのが︑明治国家形成の歩みだっ

ムが︑パトリを強制的に統合してい

設立された︒だが︑官軍に恭順した

の下には十余の省庁を備えた政府が

戻して︑このナショナリズムがもつ

作業はもう一度一パトリ﹂の次元に

たともいえないだろう︒松本氏の

た︒とはいえ︑それが唯一の道だっ

藩は今度は﹁官軍﹂として島を攻撃

え一句︒

毒を内側から解毒する試みに見
一方︑辻井氏は﹁隠岐には孤島ゆ

山本修之助撰Ｉ愛蔵限定版

佐渡百人一首

佐渡百人一

三冊一組箱入

〒二四○円

定価二︑五○○円

巻頭写真・天皇陛下御製

この島に

ほととぎすゆふくききつつ

︵本吾のため入江相政侍従長が

いにしへおもへば胸せまりくる

特に謹聿邑

順徳院の佐渡の御遺跡を詠める古

今にわたる百人の︑和歌と俳句を

それを大切にしてほしい一と強調し

口絵の肉筆短冊三十六枚は︑撰者

略伝を添える︒

一人一首員句︶ずつをおさめ︑
た︒過去四回のセミナーの講師︑谷

ある︒

のため直接揮壺した貴重な資料で

講演で松本氏は﹁列強が迫った中

す視線という点で共通するものを感

じさせた︒︵動︶

暉一郎の各氏と併せ︑辺境から見返

川健一︑網野善彦︑五木寛之︑富野

かつて政治学者の橋川文三は﹁隠

リストとは少し違う﹂と述べた︒

てパトリオヅトを生んだ︒ナショナ

リ︵郷土︶への危機感が身分を超え

制下では革命的な意識転換だ︒パト

えだ︒政治が武士任せだった門閥体

で︑一人一人の自覚が必要という考

えの失われていない豊かさがある︒

句

えが生じた︒国民国家の意識の芽生

に厳しく処罰された︒

政権に期待した人亙は︑当の新政権

者を出し︑自治政府は崩壊した︒新

する︒無抵抗の島民側は十四人の死

所﹂︑行政府である﹁総会所﹂︑そ

こうして立法府である﹁会議

藩の代官を追放する︒

家の松本健一・麗澤大学教授だ︒作
ど易ど

家の辻井喬氏も識師に招いた五回目
のセミナーが先ごろ︑島後の西郷町

セミナーで講演する松本健一氏

雷￨蜜

文部省科学研究費補助金による出版
渡辺富美雄著
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収十一年五月二十五日印刷

佐渡方言研究の決定版／

の研究

A5判／284頁／上製箱入クロス装

定価6，615円(本体6,3oo円）
限定500部
「佐渡方言の研究」は著者の30年来の研究成果である。著者は先に弊社から「新潟県方
言辞典」上越編（昭和48年）、佐渡編（昭和49年）などを出版されているｶ、都会化の波
で失われつつある佐渡の言語の全貌が、ようやくここにまとめられた。佐渡だけでなく、新
トエさ又呪やＩにテムレし

潟県の言語研究としても貴重なデータを提供している。
本書の刊行にあたって、平成10年度文部省科学研究費補助金「研究成果公開促進費」を
受けた。
「佐渡の方蔵研究は、昭和43年新潟大学に赴妊して以来継続研究である（中略）佐渡の̲‐
市九町村の各集落約90地点を選び、100余名に及ぶ方々のご協力をいただいて、今なお雄き
て働いている笥葉のありのままの形で採集することに努めた｡その言葉の一つ一つには、そ
れぞれの地域社会の人々や文化とのかかわりがあって、各地域の特色を温存している。（中

略）これらの凋沓とともに、佐渡全域にわたって、≠肖声．音韻、語彙、語法なと調杏してき

肯

たのであるが、ようやく整理する運びとなった。（後略）」（まえがきより）
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