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巻軸に両唐寅書墨﹂︵勵風館藏︶と書いてある︒

佐渡郡真野町莉町・山本修之助氏︑寄贈へ勵風館蔵︶
菫直

一いつセリ秀一戸一リ中國へ一度まできたが

ぜ︒座席緬問の即興Ｈの一・たいへん水虫末である・

彦九郎臭日本一一一・順冨フ撚燗え二・︑彦允郎︵重言量その難︶か日本に帰るので詩
董つくって銭別迄する︒

座間一走璽毛︒甚ダ入工す
し

芋坪践両度到一一中菫︲

渉心るだろ︑フ・

眉延國︽建捧一歩蕊證一卜〆冒本︿帰れ感中国巡歴キの出耒睾を

剣珊丁年朝↓帝嘉一一成專量り剣幸室老舅を飾って宮午に参じ

星辰午︑夜沸尹仙榿↓雪二二星の窓やく真夜中軽いいかだ

り力
騒
歌送別／三年善窯扉咋建か二三間滞在Ｌた

諒海鑓拘一征〃萬里家彦九郎丘送る・君は大海を早く渡って
沁庇．﹂ノ

わしキ国へ菫来の便があれば︑あの︑つる

止狩朧有司室求侯一星画き繩へ帰る︑つとしているかゞ

煩矧拡ラ鐵牙一朶〃花わしい竹の花を一枝杭って差でほしい︲

正漉七年壬申夏篁臼姑蕊惠寅害ス
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相川歌会詠草︵八月・九月・十月・十一月︶
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口絵説明

山本修巳

司馬遼太郎﹃胡蝶の夢﹄の雪亭さん／鈴木重嶺・雪亭の古稀を
祝う歌／雪亭古稀自祝の歌／雪亭と囲碁／雪亭の舟徳利／雪亭
の琴／琴の裏面／琴の龍頭／琴の龍尾
司馬遼太郎﹃胡蝶の夢﹄の書き出しは︑真野町出身の日本最初
のドイツ語辞典を編集した語学の天才司馬凌海をモデルにした伊
之助の登場である︒﹃胡蝶の夢﹄では︑伊之助の祖父伊右衛門と
隣家の本陣山本半右衛門家の八世雪亭さん︵文化五年ｌ明治十七
年︶とは碁打ち仲間で︑祖父の仲介で伊之助は︑雪亭さんの家
で︑小木町宿根木出身で世界地図製作者柴田収蔵と会うことにな
っている︒伊之助の蘭学という外国語への関心も︑山本家におけ
る収蔵との出会いが契機という設定である︒この小説が朝日新聞
に連載される前に来島された司馬先生からお聞きして︑凌海は収
蔵との出会いで漢学から蘭学に転じたと思われるが︑場所は佐渡
ではなく江戸ではないかと申しあげた記憶がある︒
山本家は代々半右衛門を名乗ったが︑八世の雅号は雪亭で︑明
治維新前後の変更期に柔軟にして大胆に生き︑萩野由之﹃佐渡人
物志﹄にも載るが︑﹃山本半右衛門年代記﹄︵﹁佐渡叢書﹂七巻︶
も︑この時代が興味深い︒
雪亭さんは︑いわゆる琴棋書の趣味人であった︒囲碁は将軍家
碁所預り井上因碩の門人で二段の免許状を受けた︒﹃雪亭遺稿﹄
︵昭和九年刊︶の雪亭の棋譜は︑女流棋士として知られた司馬凌
海次女喜多文子さんのお力を得たものである︒

利を傾けながら真野湾を周遊した︒しかし家庭は寂しかった︒三
度の結婚も成就せず︑類縁の新穂村北方益田家から幼女をもらい
育て佐和田町沢根の笹井家から婿をもらったが︑婿は三十数歳で
死去︒孫の十世半蔵に︑自らの散財の後始末をさせることになっ
た︒また︑建て替えた家は類焼で失い︑明治になって旦那寺の廃
寺で庫裡を自宅に使い︑浄土宗から水戸の儒葬祭︵神道︶に改宗
もして︑大規模な植林もした︒私は十二世である︒
ここに︑雪亭の古稀の賀に寄せた鈴木重嶺の和歌と雪亭自寿の
詩と琴の裏面の記︑また︑表紙の堀左山の七言律詩を倉田藤五郎
氏にご解読いただいた︒深謝したい︒
○鈴木重嶺

従五位穂積重嶺

山本雪亭翁︑古稀の賀に琴に寄せて祝のこころをよめる

︵を﹀

千代までも君いますらむ松かぜに

かよふ小琴のこゑにひかれて
○山本雪亭七十自寿の詩

○琴の裏面
モト０

ソウ

ヤマイ

跡ヲ寄ス漠濠北海ノ陣雪花風月自在二遊ブ
昇平今日兵役無ク枕ヲ高ウス閑窓七十秋雪亭書時二歳七十
デキジン

糠塵︵塵をすすぐ︶

ヨツ

マンヨ〃／

佐渡ノ山本君︑素ョリ弾箏を善クス︑今夏︑偶マ病ヲ都下二養
コトゴト
ヒ︑餘暇二某師二就イテ︑畢ク其ノ秘曲ヲ傳フ︑因テエニ命ジ
コＢｒツク
テ︑新ダニ此ノ箏ヲ製リ予二︑之二名ヅケ且シ銘スルヲ属ス︑

遂二名ヅケテ牒塵と日フ
トウエン
銘二曰ク︑此ノ東宛︵琴︶ヲ造ル︑惟レエ︑惟レ精︑妙手ヲ得ルニ
イヅクン

非ズンバ︑焉ゾ︑奇聲︵琴の異名︶ヲ出ダサン︑既二奇且シ妙ナ

表紙の堀左山については︑本誌倉田藤五郎氏の﹁漠北覚え書き

スい

り︑日ビ塵情ヲ糠グ嘉永二年中秋之吉平安畑季文圃圃

︵七︶﹂に詳しい︒表紙の七言律詩の上原子同君は佐渡奉行所役人︒

へ

また︑嘉永二年四月︑病気療養のために京都に上り︑典薬中山
摂津守の治療を受けるかたわら︑近衛殿諸太夫南条播磨守の母多
嘉子夫人について箏曲を学び︑秋に琴一面を持ち帰った︒旅用約
七十両︒﹁百年の琴弾く妻や秋の夜﹂ｌ金井町の琴師匠谷郷さん
はこの琴に大変感動された︒書は︑神社の幟に残っている︒ま
た︑茶道もたしなみ︑釣りはお抱え船頭をつれ︑二升も入る舟徳
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高崎人形座の説経語り本

｜︑佐渡の説経人形と上方古浄瑠璃

る演目がとりわけ人気を集めていたことは︑周知の事柄であろう︒

っていったでのあろうということである︒

用いられるべく書き写され︑説経の人気演目として佐渡各地に広ま

の竹田の小田這茂といった人物らによって人形芝居の語り本として

説経語り本の調査により︑上記のようにそれらの内容の︑祖本た

る︒即ち︑佐渡の語り本によって中央︵上方︶の浄瑠璃史の欠落部

版浄瑠璃本の現存していない作品も含まれている︑という事実であ

べきは︑佐渡伝来の語り本の中には︑そのもとになったはずの上方

る上方版浄瑠璃本への忠実さが確かめられたのだが︑さらに注目す

ることは︑常に指摘されるところであろうが︑佐渡の人形芝居の演

分を補うことができるわけであり︑佐渡の文化的豊かさは︑中央の

浄瑠璃研究の進展にとっても不可欠な資料を提供してくれているの

巳氏所蔵本︑信多純一氏所蔵本︵大浦人形座旧蔵本︶︑真野町高崎の

これまでに調査しえた語り本は︑新穂村の広栄座所蔵本︑山本修

である︒

たのだが︑その結果佐渡には上方で版行された浄瑠璃版本も伝存し

︵現真野町︶高崎に存した高崎人形の語り本として伝えられたもの

なのだが︑以下ではこの臼杵康雄氏所蔵の語り本について紹介する

臼杵康雄氏の所蔵本である︒臼杵家の所蔵本は︑かつて西三川村

ほとんどであることを知り得た︒こうした事実が示唆しているの

ていることを知り︑また写本の場合についても︑幕末前後の書写本

に従い本稿では﹁語り本﹂と呼ぶことにする︶を調査する機会を得

修之助氏﹃佐渡の人形芝居﹄︑佐々木義栄氏﹃佐渡が島人形ぱなし﹄

近時︑筆者はいくつかの説経人形座に伝えられてきた台本︵山本

渡と上方の文化交流の一端を示す事例であるといえよう︒

目が上方古浄瑠璃の系統に属するということもまた︑そのような佐

いわゆる西廻り航路を介して佐渡に上方文化の影響が強く見られ

たものであ る ︒

どが近世前期に上方で行われていた古浄瑠璃作品が佐渡に移入され

じめ︑他の﹁小栗判官﹂﹁山椒太夫﹂といった作品等も︑そのほとん

って浄瑠璃版本が佐渡にもたらされ︑さらにその版本をもとに︑か

品そのものの伝播に限定するならば︑上方︑特に大坂から海運にの

は︑佐渡で行われてきた人形芝居の︑芸態についてはさておき︑作

夕紀子

魚

説経人形で上演されてきた演目は︑それら金平の登場するものをは

明治以前︑佐渡で説経人形が盛況をみていたころ︑金平の登場す

團
が多いとはいえ︑上方版の浄瑠璃本をほぼそのままに写したものが

7

角

刊記

筋四丁目西側﹂正本屋九左衛門板﹂

であったその所在が明らかになったこともあり︑また若干補足すべ

なし﹄に既に氏の調査リストが紹介されているのだが︑今回︑暖昧

き点もあるので︑全ての本を一覧表にして掲げることにする︒な

お︑表は便宜上①版本︑②版本写し︑③写本︑の三種に分類した︒

ワ．

？

中嶋与十郎下喜助ふく松内弟子

8

ことにした い ︒

二︑高崎人形座の説経語り本

内題下

高崎人形座の語り本については︑佐々木義栄氏﹃佐渡が島人形ば

内題

丈二識
宮語

事二而候﹂秘事ハまつけとやかしぐ﹂山木九兵衛板﹂

伝にいたし候しかし﹂ふし付ハ作為と文句のはだゑが大

てさのみむつかしき事もなく候﹂た上人の心を慰るを秘 西三川村

近松門左衛門作

太夫直之正本

C

久三中長助万之助五郎助

gJ

︻表①︸版本

頼朝七騎落

嵯峨天皇甘露雨

ー

右之本令吟覧頌句音節□□﹂等不残毫厘令加筆候可有 此本持主高村臼杵久左衛門
開﹂版者也﹂竹本筑後橡﹂重而予以著述之本令校合候﹂
畢全可為正本者歎﹂近松門左衛門﹂大坂高麗橋壱丁目﹂
正本屋山本九兵衛版﹂山本九右衛門版﹂
一

我等かたり本の通ちかひなく写させ進し候﹂此外口伝と 高崎村

れ

作者紀海音

破

寛保二壬戌天﹂弥生三日﹂作者為永太郎兵衛﹂文者
並木宗輔﹂浅田一鳥﹂右躯曲以通俗為要故文字有正有俗
且加文采節奏為正本云爾﹂豊竹越前少橡﹂大坂心斎橋

A

八百やお七

百合稚高麗軍記

欠
A

︻表②︼版本写し

内題
内題下

阿弥陀四十八願記 太夫直之正本大全

言葉

作者近松門左衛門

板全

大江山酒呑童子枕 正本屋喜右衛門開

国姓爺合戦

日本振袖之始

︻表③︼写本

内題
浜松合戦
四天王筑紫攻

刊記︵写し︶

識語

ママ

識語

備考

ワ︒

稽古の﹂為也され︵ことか︑くかな書にしてくぎりふ 拾弐礼書二候此本ハ弐拾弐礼二致候紙数
ししやう﹂三味線ののり方程ひやうし三重送りの品々 四十五丁有之候以上
秘密を残﹂さずあらはし候猶じん八︑の口伝ハ筆紙の 佐州羽茂郡高崎村加藤喜兵衛
及ぶべきにあら﹂ずかしぐ﹂

右此本者我等持本の通りちがひなく板行致し候初心 右 し や 本 ハ 紙 数 五 十 九 丁 有 り 壱 丁 二 付 弐

弘め﹂まつげとやあら﹄〜かしぐ山本九兵衛開板﹂

右此本者我等語り本之通り無違ひ写させ候品此外口﹂ 文政十三庚寅歳閨三月
伝迩さのみむつか敷事も無御座候只令心付を秘伝﹂致 持主佐渡国佐州羽茂郡村山村
候然はふし付ハ作者と文くのはだゑが大非ぢにて読 鍛冶屋権祐求之者也

元鶴屋喜右衛門﹂

あらはし板行せしむる者也﹂京寺町通り二条上ル町版

右此本者太夫直之正本を以板行致候去ハ初心﹂稽古之 文 政 七 甲 申 歳 三 月 下 十 日
為ことＪ１くかな書にしてふし﹂しやうくぎり三味線
ののり方程ひやうし三重送り﹂之品々ひみつを残さず

右此本は太夫直之正本を以て版行致し候初心稽﹂古の 文政十一年戊子年神無月上十日
為悉くかな書にして章句切三味線ののり方﹂程柏手三 此持主佐渡国佐州羽茂郡村山村奥組
重送りの品々秘密を残さすあらはし令板行者也﹂京寺 岡崎安家
町通松原上ル町菊屋七郎兵衛開板﹂

A

筆跡は小田這茂︒﹁宇治橋姫﹂と合綴︒

9

A

熊野合戦

八幡太郎旗揃

北国合戦

宇治橋姫

文政八年九月羽茂郡高崎村持主朝比奈忠兵衛

雑太郡大川村小田這茂写

天保九戊戌二月吉日竹田村鈴木茂元
天保九年戊戌佐州羽もつ郡高崎村朝比奈忠兵衛様
持主臼杵久八

子ノ正月吉日下黒山仲組ゑつたらまき善蔵

安政六己未七月吉日雑太郡大川村小田這茂写

筆跡は小田這茂︒

﹁四天王筑紫攻﹂と合綴︒

西三川村臼杵氏羽茂郡西三川村臼杵善吉
村

第三まで︒

﹁八幡太郎旗揃﹂と合綴︒

筆跡は小田這茂︒﹁藤原純朝﹂と合綴︒

﹁末武太田合戦﹂と合綴︒

﹁末武印問答﹂と合綴︒

筆跡は鈴木茂元︑第六途中から別筆︒﹁は
うぐはんくらまのほり﹂と合綴︒

﹁出世景清﹂と合綴︒

末武印問答

はうくはんくらま 雑太郡竹田村鈴木茂元書
天保二辛卯四月吉日羽茂郡高崎村持主朝比奈忠兵衛
天保二年卯四月吉日臼杵善平
のほり

末武太田合戦

弘化四丁未正月吉日大川
高崎村朝比奈忠兵衛殿へ
嘉永六年羽茂郡高崎村

小田六左衛門写之

清原合戦

安政六已未六月吉日雑太郡大川村小田這茂写

天保三酉年八月吉日大川

篠田妻

天保六乙未閨七月吉日雑太郡竹田村鈴木茂元刈
任御望惣仮名二致差上候羽茂郡高崎村

藤原純朝

出世景清

天保六乙未年二月吉日雑太郡竹田村鈴木茂元写
羽茂郡田切須村口東様朝比奈

小田六左衛門写之

百日曾我

文政二己卯十二月吉日雑太郡竹田村鈴木茂元写之

ワ◇

孕常盤

鈴木茂元写之

A

村

嘔山姥

へ
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大日本振袖始

大川村小旧六左衛門写之高崎村朝比奈忠兵衛殿

竹田村鈴木茂元写之

筆跡は小田這茂︒

国姓爺合戦

宗輔添削﹂︒

内題下は﹁古人近松門左衛門作当世並木

以上

郎

鍛冶屋

岡崎次郎兵衛安家

侍︑王高崎村臼杵久左術門嘉永戊申王秋上旬求之
一眺肌︸

文政八乙酉年霜月口十日
佐渡国佐川羽茂郡村山村奥組上

戌十二凡吉Ｒ小泊村本邑儀一
小泊村文政九年戌年

尾題は﹁龍神村雨の笛女敵討﹂

嘉永元戊申八月吉日大川村小田六左衛門写之

龍神村雨之笛

伊呂波日蓮記

小四天王八幡山

. 一

乍鹿筆任御望写し候へ共愚昧故数多当字耆誤之処ハ御覧之妾御添削可被下

口

『大江山童呑童子枕言葉』刊記の写し

表①に分類した版本はいずれも上方版︵ただし﹃頼朝七騎落﹂は
刊記を欠く︶である︒稀本﹃頼朝七騎蒋﹄については後述するが︑
七一四︶九月十日以前︑大坂の竹本座と推定されている作である︒

﹃嵯峨天皇甘露雨﹄は近松作の山本版十行本で︑初演は正徳四年︵

七一五︶秋から享保初年頃の間の初演と推定されて

次の﹃八百やおし﹂は紀海音作のⅢ木版八行水︒これは大坂蝦竹座
いる︒﹃百合稚高麗軍記﹄は為永太郎兵衛他合作の西沢版七行本︒

で正徳五年︵

初演は刊記にも記されるように寛保二年二七四二︶三月三日︑大
次に表②に﹁版本写し﹂として分類したものは︑原本である版木

坂豐竹座である︒

の刊記のほか︑文字譜やゴマ譜まで忠実に写されているものである︒

いずれも﹁判茂郡村川村﹂の﹁鍛冶屋岡崎次郎兵術安家︵椛祐ごの
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←

は他座には見られず︑また文政年間︵一八一八〜一八二九︶という

の筆写である︒これらのように刊記や節譜まで転写した形式のもの

筆跡になるもので︑③写本に分類している﹃龍神村雨の笛﹄も同人

ちの先代が太夫や役者をつとめたのでしょう︒﹂と述べておられる

木嘉作︑副制雪創の四人の共同所有だったそうですから︑その人た

通称横枕こと加藤長太郎︑通称ウシロこと訓則斜凋潮︑それに佐々

人形の座員について︑﹁太夫や役者の氏名はわかっていませんが︑

ある臼杵康雄氏の先祖あるいは縁者であろう︒佐々木義栄氏は高崎

︵﹃佐渡が島人形ぱなし﹄︶のだが︑ここに名の挙げられている臼杵

﹁岡崎次郎兵衛安家﹂なる人物については何の手掛かりも持たない

のだが︑憶測するならば︑羽茂郡村山村と高崎は地理的に遠くはな

付した朝比奈浜蔵は︑おそらくは朝比奈忠兵衛の血縁者と考えられ

善蔵は臼杵康雄氏の祖父にあたる人物である︒またもう一名傍線を

佐渡の写本のなかでは比較的古い時期の書写である点も珍しい︒

ている︒

あったということは︑彼らがこの座の太夫を勤めたかとも想像させ

語り本の持ち主が︑多くの場合︑朝比奈忠兵衛や臼杵姓の人物で

よう︒

いので︑あるいは文政頃に高崎人形の座員だった人物かとも想像し
表③には写本を一覧にしている︒最初に掲げた﹃浜松合戦﹄から
もの・近松もの他である︒これらの写本は﹃浜松合戦﹄と﹃龍神村

る︒現に臼杵家には説経の弾き語りに用いる太棹三味線も伝えられ

﹃清原合戦﹄までは金平もの・合戦もので︑﹃篠田妻﹄以下は角太夫

雨の笛﹄以外は全て雑太郡竹田村の鈴木茂元と同郡大川村の小田這

語り本の持ち主と書写者との関係についても︑識語から読み取る

ているのである︒

が︑小田這茂は竹田人形︵三四郎組︶の座本を勤めた小田三四郎家

茂︵六左衛門︶の書写本である︒鈴木茂元については詳細は不明だ

高崎人形座の写本は文政から天保期のものが多く︑現時点で把握

這茂の書写本が多く残っているのも︑同様の事情によるのであろう︒

に語り本の筆写を依頼しているのである︒佐渡全島にわたって小田

ことができる︒即ち朝比奈忠兵衛らは︑能筆の鈴木茂元や小田這茂

している他座の写本よりも比較的古い時期のものを伝えている︒特

高崎人形座について︑もう少し付け加えておく︒この座の成立時

の人として知られる人物である︒

に鈴木茂元の写本は早いものでは文政二年︵﹃孕常盤﹄︶と古く︑作

期について︑佐々木義栄氏は﹁幕末の頃﹂︵前掲書︶とされている

カシラについては︑山本修之助氏が指摘されているように︵﹃佐

すると︑文政期には既に成立・活動していたものと思う︒

が︑先に述べたように文政期の写本が多く伝存していることを考慮

品の古態を考察する際の手掛かりとして︑貴重な資料と思われる︒

次にこれらの語り本の識語から読み取れる情報について考えてみ
が︑当時の佐渡の人形座の座員構成が窺われて面白い︒語り本の持

の一部が伝えられたように記されているが︑西三川の通称姥屋敷

渡の人形芝居﹄︶︑演劇博物館編﹃國劇要覧﹄︵昭和七年︶に竹田人形

たい︒﹃頼朝七騎落﹄の識語はいつ頃の時期のものかはわからない
ち主や写本の依頼主としては︑高崎村の朝比奈忠兵衛や臼杵姓の人

A

物の名が多く記されている︒臼杵姓の人物は︑語り本の現所蔵者で

A
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︵くえやしき︶笹井吉郎兵衛の焼印のあるカシラもある︒笹井吉郎
この座のカシラは現在は山本修巳氏が所蔵されているのだが︑﹃西

兵衛については︑山本氏前掲書によると﹁天保ころの人らしい﹂︒
三川村誌﹄︵昭和二十三年︶にも﹁人形は普通のよりも大形で比類な
き上作である﹂と記されているように︑やや大ぶりのカシラで︑﹁大
首人形﹂とも呼ばれていたと聞く︒

なお高崎人形座の廃絶時期については︑山木修之助氏は﹁明治十
年ころ﹂︑佐々木義栄氏は﹁明治三十年ごろ﹂とされている︒

﹃頼朝七騎落﹄について

最後に表①版木に掲げた﹁頼朝七騎落﹄についてやや詳しく紹介
することにしたい︒臼杵家所蔵の﹁頼朝七騎落﹄は五段の半紙本で
二十八丁・十行本である︒内題下は﹁太夫直之正本﹂︑刊記を欠くた

めその所属太夫ははっきりしない︒木作にはほぼ同じ内容・本文を
あるものの︑臼杵家の﹁頼朝七騎落﹄の節譜は角太夫節のものでは

持つ京都の古浄瑠璃太夫・山本角太夫の正本﹁源氏長久移從悦﹂が

の相違が見られる︒従って﹃頼朝七騎落﹄は山本角太夫とは別の太

なく義太夫系のものと思われ︑また本文自体も道行部や巻末に多少

一驚

の著した﹃今昔操年代記﹂︵︵
享享
哩保 十 二 年 刊 ︶ に は こ う も 記 さ れ て い

以下略︶﹂

そこで﹃千尋集﹄所収の道行部分と臼杵家の﹃頼朝七騎蘓﹄とを

朝七騎落也是も評判よく︒町中口まねする所に

それでは﹃頼朝七騎落﹄はいかなる太夫の正本か︑ということが

﹃千尋集﹂に﹁七きおち頼朝道行﹂が収められており︑また貞享四

へるをこしらへ・是にて月を重□ 其後のかハリ源氏移從祝︒但し頼

『頼朝七騎馬』初丁

髭︒
ハ・近松に縁をもとめ︒出世景清とい
る︒﹁義太夫寅の年二の替りハ

一

ている︒貞享三年︵一六八六︶十一月に刊行された義太夫の段物集

夫の正本であろうと想定されるのである︒

閲

問題になるのだが︑実は竹本義太夫が比較的早い時期に本作を語っ

蕊

へ

年正月刊の義太夫逸題段物集にも所収されている︒さらに西沢一風
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灘

溌騨蕊霧鴬
職錘謹騨蕊

…鶏鶏驚

二二

マ譜等の節譜も大方一致をみる︒即ち﹃頼朝七騎落﹄は義太夫正本

いえるであろう︒今後も佐渡からこのような好資料の出現すること

補うことができると述べたのだが︑本﹃頼朝七騎落﹄はその好例と

なお﹃頼朝七騎落﹄の浄瑠璃史上の位置づけについては︑別稿を

を期待している︒

予定している︒

︻付記︼高崎人形座の語り本の所在については︑中塚宗一氏の御骨

折りにより明らかになり︑親しく調査をする機会に恵まれました︒

14

比較してみると︑本文もほとんど一致するのみならず︑文字譜︑ゴ
と推定してほぼ誤りないと考えられるのである︒竹本義太夫が﹁頼
でのところ発見されていなかった︒従って臼杵家所蔵の﹃頼朝七騎

朝七騎落﹂を語ったことは従来知られてはいたが︑その正本は今ま
落﹄は現時点では義太夫︵推定︶正本としては唯一のものなのであ
では本書が義太夫正本として認められるとすると︑浄瑠璃史上い

プ︹︺︒

また調査にあたっては︑所蔵者である臼杵康雄氏をはじめ︑臼杵一

︵句集﹃濤﹄平成十三年九月︶

うなさか

巨星堕つ海坂炎ゆる冬烏賊灯

悼山本修之助先生

本陣の格式ここの軒菖蒲

山本修之助氏邸

銀漢を仰ぎ悲涙をこぼししや
食絶ちし嘆きかばかり秋の声

順徳帝七百五十年祭二句

メーデーや脇見ばかりの少女群

船売りし梁に残りぬ鱈の漁具

鱈の漁具神蔵ひさし

し上げます︒︵大阪大学大学院︶

二氏︑山本修巳先生の御厚意を得ました︒末筆ながら皆様に深謝申

かなる意義を持つのであろうか︒簡略に述べると︑まず第一に義太
夫の初期の語り物の中には外題は知られてはいても︑正本が現存せ
ず内容の知れないものも多い︒従って初期の義太夫の行き方を考察
するための資料として重要であるといえよう︒第二に︑本作は前掲
の﹃操年代記﹄の記述を信ずるならば︑近松作の﹃出世景清﹄の次
に語られた作ということになる︒﹃出世景清﹄は近松と義太夫の最
初の提携作としてあまりにも著名な作品だが︑そうすると本﹃頼朝
七騎落﹄も︑それに次いで近松が義太夫のために書き下ろした第二
に︑例えば後代のものだが﹃声曲類纂﹄﹁竹本座浄瑠璃外題﹂の項に

作目にあたるのではないか︑との推測も成り立つわけである︒現
は︑根拠不明ながら﹁頼朝七騎落．：週棚貞享三年寅正月﹂と記
されており︑それ以後本作は近松存疑作として扱われてきた作品な
のである︒義太夫推定正本としての本書の出現は︑その作者の認定

にも何らかの手掛かりを与えうるかもしれず︑また場合によって
はじめに佐渡伝来の語り本によって中央の浄瑠璃史の欠落部分を

A

は︑近松研究にも益するところがあるかもしれないのである︒

A

森知幾は佐渡新聞の大正三年正月のコラムで︑上京した折りの汽

に転じ慢性化した︒

は三十八年の講和以降も続いていたが︑明治四十年代に入ると不況

景に日露戦争がおこり︑戦時財政の膨張による実体のない戦勝景気

明治三十七年頃から︑国民の総意ともいうべき圧倒的な世論を背

軽便鉄道計画への関心が︑島の重立の口端に上り始めている︒

風間進

幻の佐渡鉄道と
斎藤長三著﹁佐渡政党史稿﹂のことなど
佐渡近代の地方政治は︑日本近代政治の雛形のように見える︒

明治が自由民権運動で揺れた頃から︑佐渡も中央や新潟の政党活
動と同期して︑または独自な活動を経て︑やはり日本の雛形のよう
な政党も形成されている︒

一方で内務政策の実行機関としての郡役所も︑地域の代表者︑重

立を郡会議員として取り込みながら具体的な地域への関与を進めて

車の便利さを説明し︑島での人力車賃の高価さと汽車の低価格を比

渡鉄道﹂を競願し︑共倒れの形で鉄道会議で却下となっている︒数

第一次世界大戦によって︑ョＩロッパは徹底した荒廃に見舞われた

大正六年六月のサラエボでのハンガリー皇太子暗殺に端を発した

いて説いている︒

べ︑人間にはインフラによる利便が必要であると︑鉄道の恩恵につ

年前に他用で訪れた東京都立公文書館で︑この鉄道省から東京府へ

この大戦を一般国民と国内経済は天佑として受け止め︑休戦とな

が︑アメリカと日本は戦時受注のために産業は発展した︒

る大正八年半ばまでは異常な好景気が続き︑休戦後も財界は緊縮を

界大戦を予測して国力増進政策を図っていることを知り︑各地の郡

この時期︑内務省の一部官僚だけが︑世界の列強各国が次ぎの世

忘れ放漫な気分に溢れていた︒

それでも︑吉井村の村長が家に佐渡鉄道出張所の看板を出したり

役所を通じて国民に第一次大戦の﹁戦後経営﹂の意識の浸透を図る

の地元の冷淡な対応が記事になっている︒

しているならん︒﹂と︑この他国人が出した佐渡鉄道の鉄道申請へ

当時の佐渡新聞︵明治三十年六月八日版︶に﹁．：佐渡人は舌を出

が始まった ︒

の佐渡鉄道の却下通知を面白く見てから︑私の佐渡の近代への興味

起こったが︑佐渡の地も例外ではなく︑東京府の人がふたつの﹁佐

明治三十年代の始め︑折から全国に私設鉄道の敷設申請ブームが

きた︒

へ

して︑両津から吉井村︑金井︑佐和田町︑沢根を通り相川に抜ける

15

A

した役にも立たず︑大正デモクラシーの時代の気分に押し流されて

を引き受ける者がおらず不調に終わっている︒

議されたが︑県が郡の鉄道会社補助に難色を示したこともあって株

れていくが︑この請願運動の発端となったのは︑大正九年十一月二

車などに交換するために︑佐渡に不要になった鉄道資材を押し付け

16

ように働きかけていたが︑全国的にはこの官製の意識高揚運動は大

十一日に佐和田町江戸屋で開かれた﹁佐渡経営会第一回評議委員

やがて議論は︑国有による軽便鉄道敷設を求める請願へと転換さ

しかし︑新潟県の各郡では郡役所の働きかけで﹁戦後経営会﹂と

いった︒

呼ぶ有志団体を作り︑創立大会を開き︑内務省の意向に地方の官民

申請したいが地元の協力が得られるだろうか？との申し入れが自分

最初に郡長から︑新潟の栃尾鉄道の支配人から佐渡支線の敷設を

金五郎などの評議員︑佐渡新聞の記者などとなっている︒

出席者は福原粂治郡長︑ふたりの書記︑斎藤長三︑野澤卯市︑本間

会﹂であり︑議題は国有佐渡軽便鉄道敷設請願に関する件である︒

勿論︑佐渡でも佐渡郡役所が中心となって︑大正八年七月十五日

が協力する形で活動が行われている︒

る︒

には戦後経営会の創立ための大会が佐和田町小学校で開かれてい
このほとんど官製の有志団体の活動については︑新潟県立文書館

すだけの新潟県他郡のものと多少異なり︑交通機関の整備を掲げ︑

と後に新聞報道されている︒

るのが目的ではないか？と疑う者もあり︑受け入れられなかった︑

しかし︑島内では栃尾鉄道が敷設済みの鉄道を広軌の線路と機関

あてにあったことが報告された︒

道路港湾の修築促進︑越佐間の航路の確実安全︑越佐間の電話専用

この佐渡における戦後経営会のスローガンは国民の自重自覚を促

収蔵の﹁佐渡郡役所文書﹂で詳しく見ることが出来る︒

海底線敷設︑夷・河原田間電話回線の増設︑其他の交通通信の整備

次に︑上京の折りに佐渡選出の衆議院議員山本悌二郎に面会した

そうだ︑急いで佐渡も候補地として手を挙げるべし︒﹂と伝言があ

委員から︑﹁鉄道省による第二次国有軽便鉄道の敷設に予算が付き

が挙げられている︒

この交通機関の整備の項が︑以後の佐渡島内への軽便鉄道敷設の

松︑二宮の斎藤長三︑赤泊の野澤卯市︑両津町の本間金五郎などの

上京委員としてこの運動の中心となったのは︑新穂村の本間一

鉄道敷設の請願運動のために奔走することになる︒

設を諦めたあと︑佐渡戦後経営会を母体として︑国有としての佐渡

大正九年末頃から︑佐渡の地方政治家達は自己の資本での鉄道敷

ったことが報告された︒

機運に連なっていくが︑なぜ他郡では民を強いる事項に終始してい
るのに比較して︑行政が自からに科すスローガンが設けられたのだ
島の戦後経営運動が下火になっても︑鉄道敷設計画だけが郡役所

ろうか？

のリーダシップで続けられ︑島の重立達は自分達の手による鉄道敷
設を検討し︑郡役所が当時船会社に対して行っていた株式配当補助

A

をこの鉄道にも行うことを前提に︑自前の軽便鉄道会社の設立が協

A

彼等は郡長の指揮と東京での山木悌二郎の支援を得て上京請願を

超党派のメンバーである︒

繰り返し︑大正十年二月には﹁佐渡鉄道敷設速成請願書﹂に佐渡の
重立四百二十余名の署名を集め︑後には全国百四十九路線の請願者
して活動を続けていく︒この全国鉄道速成同盟会は山本悌二郎の佐

が一体となって要路に請願する団体﹁全国鉄道速成同盟会﹂に加入
渡への伝言の時点で既に参加すべしとされている︒一方で︑この全
出したりして混乱している︒

国鉄道速成同盟会は東京事務方の不正の噂を打ち消す手紙を会員に

この請願運動の中心となった郡長福原粂治は大正九年十二月末
に︑こめ請願運動の資金を用意するために︑郡役所の書記達を保証

人にして︑個人で四百九十円の融資を相川銀行から受けている︒
この借り入れ金は︑融資直後に佐渡の町村から半ば強制的に寄付
を集め銀行に返却しているが︑町村の中には︑にわかに寄付金を集

しかし︑計画は未成で終わり︑佐渡に鉄路は敷かれず︑時代は本

佐渡鉄道の請願でも上京委員として活躍している斎藤長三は︑新

格的な戦時体制へとなだれ込んで行った︒

郡役所の郡長を会長とし︑書記や郡会の評議員などを構成員とし

穂村の本間一松と共に佐渡政友倶楽部の重鎮として永年︑佐渡の地

めることが出来ず分納している町もある︒

て作られた半官製の有志団体﹁戦後経営会﹂が鉄道敷設の請願を行

野和三次からの依頼で両津町長選挙に立候補して当選︑二年の任期

彼は明治初期から自由党に参加しているが︑明治三十六年には星

方政治に関わっていた︒

設議案は国会で貴族院の反対にあって可決されず︑やがて沙汰止み

の印刷業務にあたっているが︑昭和十一年に至って自宅が火災で全

実業では明治十三年から佐渡始めての印刷業として郡役所や民間

を果たしている︒

焼し廃業している︒この辺りは昨年七月に刊行された佐和田町史通

その後も︑長岡鉄道が佐渡支線の両津・相川間の鉄道敷設を申請

となり第二次大戦の販靴の音に消されていく

しかし︑全島を挙げた請願運動も空しく︑この国有軽便鉄道の敷

うことは全国的にも異例なことではないだろうか？

（平成13年9月）

の航路を計画するなど︑佐渡の運輸への意欲を見せている︒

1ワ

一

して免許を得て︑さらに同鉄道は佐渡汽船会社にも出資し多田港へ

1イ

斎藤長三家墓佐和田町談議所

一

長三は昭和十九年末に七十九歳で死去しているが︑最晩年の昭和

の敷設請願の為に︑艀を汽船に乗換えて上京を繰り返した︑前記の

明治末期から昭和初期頃の佐渡の政治史を知る為には︑佐渡鉄道
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史３に詳し い ︒

十八年頃に﹁佐渡政党史稿﹂という謄写版の冊子を発行して︑御維

政治家達の生涯を埒外に置くことは出来ない︒

しかし︑北一輝︑北吟吉兄弟の叔父ながら寡黙な井戸塀政治家で

新以来の島の政治史をまとめている︒

あった本間一松など︑他の政治家達に︑後世の為に政治活動の経緯

私は佐渡鉄道敷設請願や戦後経営会の活動を調べるため︑新潟県

立の図書館や文書館でコピーした佐渡郡役所文書や﹁佐渡政党史

を文書に残した形跡は見あたらない︒

因みに﹁履歴書﹂の終章近くに︑長三がまとめ終わった﹁佐渡政

したこれらの文書は貴重で唯一の報告書と思われる︒

いきはあるかもしれないが︑島の近代政治を知るためには長三の残

従って︑彼が重鎮であったために当時の佐渡政友倶楽部への身び

稿﹂を読んだりしていたが︑昨年九月︑丁度彼岸の頃に秋も盛りの
書﹂と題する長三の日記︵綴帖五冊︶を譲って頂いた︒

佐渡を訪ね︑二宮の斎藤長三旧宅で後商の斎藤文夫氏から︑﹁履歴
この文書は自宅火災で焼け焦げても何とか残った明治以来の文書

党史稿﹂の原稿を反政友会派の野澤卯市に見せたところ︑余りに政

を台紙に貼り付け︑七十歳を過ぎても薄れていない記憶を基に︑彼
独特の几帳面な文字で加筆し︑新聞記事の切り抜きで補足し︑焼け

友会本位だと批判された︑と書かれている︒

その日は快晴で︑越後の山々を見渡しながら小佐渡の稜線の木立

域林道を走り︑柿野浦の集落への道を辿った︒

った時︑真野町吉岡の義父の車を借りて︑小佐渡の分水嶺を貫く広

昨年九月︑前述の﹁履歴書﹂を譲り受けるために佐渡にひとり渡

跡で自分と島の来し方を再編集した日記となっている︒

ここには勿論︑佐渡政界の出来事やエピソードが細かく書かれ︑

履歴書によると彼は火災後︑公職に就いた時の辞令などの再発行

後の﹁佐渡政党史稿﹂の背景となったことが容易に推測される︒
を役所に申し出て無視された︑と嘆いたりしている︒

の中を走っていくと︑草原に佐渡牛が遊んでおり︑鳶が国仲平野か

彼の政治家だけでない側面︑史家としての資質が︑老齢となって
火災による精神的経済的な打撃の中で︑それでも失われた自分史の

ら吹き上げる風を受けてホバリングし︑低空にとどまっている︒

近世には新穂村から発する﹁清水寺街道﹂が小佐渡の稜線を乗り

ここから︑佐渡の大抵の場所が見える︒

再構築をさせたのであろう︒

までを辿るのに必要な数々の書類の消失に涙を流し︑それでも自己

穂村史﹂の鉱山の項に書かれている︒

越え︑柿野浦︑東鵜島︑岩首の三つに分かれて下っていた︑と﹁新

端の焼けた文書を反古紙に貼り付けながら︑長三翁は自分のこれ
の履歴を復元するための作業に異常な程の熱情を燃やした︒この熱

A

情は﹁履歴書﹂の原本を目の当たりにしなければ理解できない︒

A

この︑今はない街道に沿って︑新穂金山の他にも其処ここに小さ

な金鉱が掘られ︑大正年間まで細々と採掘が行われていた箇所もあ

ようとして︑小木で詐欺師に遊蕩費を貢いだだけで敗退したことが

九月に東鵜島の村落で逢った九十歳を越える古老は︑村の裏山を

あり︑九十翁の話から山腹に坑口跡があることが判るのにも半年も

ず︑小佐渡の東鵜島を見下ろす辺りが﹁木金山﹂の零細な金鉱山で

この逸話に出て来る廃坑の名前さえ佐渡のどこにあるのか判ら

ある﹈と書かれている︒

登りきった辺りにある﹁木金山﹂の金鉱山跡について︑自分達の親

新穂に古い金鉱山が稼がれていたこともつい先頃まで知らなかっ

の時間を要してしまう程︑佐渡についての私の知識は乏しい︒

三と本間一松は揃って島を立ち︑一松の所有する金山採掘権を長三

前述の履歴書に興味を引く箇所がある︒明治四十五年四月から長

た︑埼玉に住むニワカ研究者の悲しさである︒

多田港を始めとして村落ごとに荷を降ろしていったものだが︑陸路

の知人に紹介された外国人に売却する交渉のために長期間横浜に滞

新調せねばならなかった︑と書いているが︑この商談は成功せず二

長三は︑佐渡を綿入れを着て出掛けたが︑二人とも旅先で単衣を

在していた︒

当時の佐渡新聞などを拾い読みするだけで︑興味は深まる一方だが

この記事には︑本間一松が長三とその知人に向けた︑鉱山採掘権

人は帰郷している︒

が売却された場合の利益配分についての確認書が添付されている

嫁した一輝の父北慶太郎が持っていた木金山と同様︑いずれ﹁清水

しかし︑新穂村に住む本間一松が持っていた鉱区も︑一松の姉が

が︑残念ながら鉱区の在処は書かれていない︒

想と生活﹂︵日本書莊版︑昭和十二年刊行︶の中で︑二・二六に連座

この頃︑一松が愛した不肖の甥︑北一輝は上海で辛亥革命のただ

のか理由は判らない︒

わるこの時期に︑本間一松がなぜ保有する鉱区の売却を急いでいた

寺街道﹂に沿った何処かであろうと推測されるが︑明治が大正に変

関係の本︑一輝の実弟で当時衆議院議員であった北畭吉の著作﹁思

長三の盟友︑本間一松のことが書かれていないかと読んだ北一輝

組みではないと思う︒

い︒大正時代に限っても佐渡の歴史は容易に把握できる程簡単な仕

とりまとめは出来ず︑急に佐渡の近代が身近になったわけではな

秋に長三翁の履歴書を手にした後︑この文書や﹁佐渡政党史稿﹂︑

が整備されるに従い海からのアクセスは衰えていった︑という．

小佐渡の岩首周辺は海沿いの道が細かったために︑物資を運ぶ船は

来ないだろう︑と教えてくれた︒九十歳の翁は続けて︑少し前まで

に入ったこともあったが︑今は山道も閉ざされ︑辿り着くことは出

の代に東鵜島の者が中心となって採掘し︑自分も子供の頃には坑口

ったらしい︒

八

して投獄中の北一輝について綴った﹁兄一輝を語る﹂という稿があ
この文中に﹇兄一輝は中国の革命に加担するようになった頃︑亡

る︒

父が試掘権を持っていた佐渡の﹁木金山﹂を採掘して革命資金を得
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A

佐渡での私の好き勝手な調査に手を貸して頂き︑加えて﹃佐渡郷

︵埼玉県川口市在住︶

士文化﹄にこのような文章を掲載して頂いた山本修巳先生に稿末な
がらお礼を申し上げる︒

しかし︑ささやかな日常の場面を捉えた句も心がとまる︒﹁大

活が続いた︒その時︑後年︑角川俳句賞を得た郷里の俳人故金
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中に居た︒

自分でも幻の佐渡鉄道と佐渡近代探索の行き先が何処なのか判ら
ない︒

島倉みつる句集﹃波の花﹄

など︑大きな蘇鉄のかげりの方に座を移す自分︑風を残し過ぐ

る鴨水ゆすりては寄り合へる﹂﹁文机の遣されてゐし寒日和﹂

蘇鉄涼しき方に座を移す﹂﹁寒行僧かすかに風を残し過ぐ﹂﹁残

島倉みつるさんが句集﹃波の花﹄を刊行された︒近所のゆえ

寒行僧︑水をゆする残り鴨︑寒日和に遺された文机︒いずれも

山本修巳
と長く亡父修之助が﹁佐渡俳句協会﹂の会長をつとめたが︑そ

情景が目に見えるように的確な一句と成っている︒

子のぼる氏に出会い︑俳句の道に入った︒そして︑現在︑大井

島倉みつるさんは︑戦場での過労のため︑戦後︑長い闘病生

の事務局長として手助けしてもらった縁もあって︑書かせてい
この句集の冒頭の句﹁押しあげてなほ押しあぐる土用波﹂は︑

ただくことになった︒

山口誓子先生が晩年に何度か佐渡を訪れ︑句碑の除幕の時の句

戸辿主宰﹃樺﹄で活躍している︒

った御母堂様への思いが深い︒二人への句をもって筆を措く︒

みつるさんは︑とりわけ︑故のぼる氏と百歳をこえて亡くな

会に︑入選された句である︒誓子先生は﹁土用波はずいぶん高
また押しあげて︑土用波は岸へ来る︒押しあげ押しあげ繰り返

波です︒これが陸へ押し寄せてまいりますが押しあげて︑更に

修巳

︵﹁俳人協会新潟県支部報﹂平成十三年十二月︶

島山の初冠雪の日なりけり

祝島倉みつる句集﹃波の花﹄ｌ新潟出版文化賞受賞ｌ

なお︑この句集は平成十三年の﹁新潟出版文化賞﹂に輝いた︒

に﹂

﹁おん墓へ水一杓の余寒かな﹂﹁悴みて黄泉ゆく母の下駄買ひ

みつるさんの観察眼と表現の正確さを評しているが︑さまざ

すのが土用波です﹂と述べている︒
まな対象に向かっても変わらない︒﹁手花火の闇押し開きゐた
りけり﹂︑﹁初日の出海てのひらのごとくあり﹂︑小さな手花火

の押し開く闇の深さ︑てのひらのような海︑いずれも︑みつる

A

さんの凝視の力は︑長い病床によって備わったものであろうか︒

A

は文久元年︵一八六一︶三月四十四歳の作で︑﹃漠北文藁﹄を初め彼

円山漠北には﹁梅雨亭ノ記﹂と題せられた文章が二篇ある︒一つ

ハ父祖ノ遺徳ニョル︑勤倹ハ業ヲ成ス所以︑怠惰ハ家ヲ敗ル所以﹂

で家産は極めて豊かであった︒金城は﹁家二余財アリ倉二余粟アル

ら︑生誕は安永七年︵一七七八︶である︒堀家は近在に聞えた富豪

いだ︒名は宣吉︑文久二年︵一八六一︶頚した時八十五歳だったか

山輔

の遺文集に載る︒いま一つは天保十二年夏︵二十四歳︶梅雨亭を訪

と家人を戒め︑勉めてやまなかった︒堀家を継ぐ前江戸に出て連歌

号するのも︑歌人伝に名が載るのもそれに由る︒

を里村昌逸・坂昌成に学び﹁ホボソノ奥旨﹂に達してゐた︒金城と

金城は後継者には田に入って働かせ︑また教養も積ませようと考

へ︑長男左山︵名は邦典︑寛政十一年出生︶を夷に住む儒者丸山学

十二︶江戸に出て幕府の儒官成島東岳に入門する︒私は東岳の学系

を知らない︒ただ養子筑山の撰した左山の碑文に︑自分は左山と経

古に入門させた︒左山十代の半ばであらうか︒やがて十七歳︵文化

史を討論し﹁漢唐ノ註疏ョリ歴代ノ正史二及﹂んだとあることで︑

漠北の父丸山学古の遺文集﹃蒲蘆窩遺稿﹄に遣る二華舎ノ記﹂
る︒これらの文章の内容や思想が︑相互にどの様に関はるか︑漠北

修学の状況を察するほかない︒左山の弟菅岳︵名は田功︑享和元年

三歳︶東遊して成島筑山に学んだ︒

出生︶は兄の後をそのまま丸山学古に入門し︑更に文政六年︵二十

らいどうつれ

兄弟は父の期待通りに成人した︒左山の碑に﹁幼ョリ読書ヲ好ミ
お

の章に略伝があり︑芳野金陵撰の碑文が載ってゐる︒金城は今の新

督耕ノ暇手巻ヲ釈カズ﹂とあり︑自らも﹁耒癬ノ傍毎一二巻ヲ置

堀金城の生涯については﹃金沢村誌稿本﹄︵北見喜宇作著︶歌人伝

一︑ 丸 山 父 子 と 堀 家

に関することとしてそれを書留めておきたい︒

は天保五年の作であるが︑内容から見て梅雨亭に関する文と思はれ

の﹁梅雨亭ノ記﹂が伝はる︒

付けて記を作り︑弟菅岳︵三十六歳︶も記を作った︒従って今四篇

年の休息の為に屋敷の東南に建てた︒長男左山︵三十八歳︶が名を

梅雨亭は天保五年︵一八三四︶雑太郡藤津村の豪農堀金城が︑老

したものが遣ってゐる︒

ねた時作ったもので︑この方はどの文集にも載らず︑堀左山の清書

角

穂村長畝の土屋家に生れ︑堀家の婿となって代々の名弥左エ門を襲
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魚

キ︑出入捧ゲ読ム﹂︵明農亭ノ記︶と言ってゐる︒

た︒出発の数日前︑漠北は藤津に堀兄弟を訪ねて別れを告げ︑菅岳

三蔵を父の名三平に改め︑父の遺命に従って師も亀田綾瀬に更へ
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文政八年四月︑丸山学古︵五十歳︶は召されて佐渡奉行所の学問

にあった︶この時菅岳が漠北に贈った送別の文︵漠北年譜所載︶に

宅に泊った︒︵菅岳は文政七年江戸から帰ると分家して︑家が中興

休む︒途中堀家に休息することがあった︒﹁帰休ノ路次藤津邑二過

は︑生意気を戒め謙遜をすすめ︑弟に与へる様な慈愛が溢れてゐ

ヨギ

所修教館の助教となった︒月の中二十日を勤め︑十日は夷に帰って
り門人堀佐治︵佐山︶ヲ訪フ﹂といふ詩が左山の日常を写してゐる

る︒菅岳三十八歳︑漠北は二十一歳で十七齢下である︒

これより先き︑倶北は左山に自分の苦悩を告げて相談する所があ

ので意訳してみる︒﹁田植のすんだ田は青々とした緑︑下働きの

った︒漠北には義兄があった︒漠北は学古の妻の甥で幼くして学古

人々は江を渡って水を引くに忙しい︒そなたも勉学の衣服を脱ぎす

の養子になったのだが︑義兄も亦養子であった︒住吉の神職木村氏

の遺児で名は克といふ︒学古はこれを漠北より先に江戸に送り医を

ててつぎを当てた作業着をつけ︑濁り水に入って働き︑疲れにその
学古と左山は時々詩の贈答をしてゐる︒学古の﹁堀退蔵︵左山︶

まま眠りこむ勤労をするのだね﹂

学ばせてゐた︒父の死を送り家督をどうしたらよいかといふのが漠

る父上が︑兄を医者にし弟に儒を学ばせた︒家を誰に継がせるか︑

二与フル書﹂にその実状が活写されてゐる︒﹁そなたの詩では湖上

父の気持は明かではないか︒しかし弟に兄を超えさせることは自分

かし私は弟です︑長幼の序は乱せません﹂左山は言ふ︒﹁儒者であ

生涯なほらない病気だ︒本を読む時︑感銘する所を抄録して挟むの

にはできない﹂左山はかう言って事情を手紙にして修教館の執事田

北の相談であった︒左山は驚く︒﹁父上は決めてなかったのか﹂﹁し

だが︑この頃怠けて一日延ばし二日延ばしにするのは︑字の拙いの

中葵園に告げ︑その指導を懇請した︒葵園の返事は分らないが︑克

の作が最もよい︒自分の重陽の詩は古人をまねたもので︑解り易い

も理由の一つだ︒近頃は目が衰へたので眼鏡を使ひ︑つとめて大き

と子供らが喜んでゐる︒私の字が読み難いとの御指摘だが︑これは

な字を書くことにしてゐる︒近作十五六をお届けする﹂学古は自分

が若死にして事は自然に解決した︒その硬年も年齢も判らない︒

天保十二年五月︑漠北は﹁菅岳詩稿序﹂を作り︑翌十三年十一月︑

と左山との仲を﹁年の違ひを忘れる友﹂︵一梨舎ノ記︶と言ってゐ

菅岳は漠北の為に﹁清音槙記﹂を作ったが︑内容は省略する︒

天保十三年九月︑左山は病に罹り翌年三月三日逝去した︒享年四

天保六年五月︑十八歳になった学古の養子漠北が江戸に遊学す

う︵︾◎

る︒佐藤一斎に就き二年余り学ぶ中︑父学古が大病に罹り漠北は帰

﹁疾ヲカメテ﹂兄の遺稿を写し︑文・詩各一冊を作ったが︑翌天保十

十五歳であった︒菅岳も病んでゐた︒彼は思慕に堪へず︑八月︑
ツト

た︒︵六十二歳︶

郷して看護に当るが学古は復た起たず︑天保八年八月十四日に段し

五年九月八日︑四十四歳で頚した︒

A

漠北は一年服喪して天保九年九月再度江戸に学ばうとする︒幼名

A

父金城は長生きし︑文久二年七月十一日︑八十五歳の天寿を得て

長逝した︒左山の段する前年漠北が﹁梅雨亭ノ記﹂を作り︑金城の
長逝する前年復た同名の文を作ったことは前に記した通りで︑内容
いてゐる事情は︑概略右の通りである︒

は後述したい︒その第二の文で漠北が﹁予翁卜累世ノ交有リ﹂と書

二︑ 周 急 記
堀左山の人物を見る上で注意すべきものに﹁周急記﹂があり︑﹃金

緩急を考へるべきだらう︒その順序を考へてもらひたい︒兄弟はか

左山の施策の是非を今の物差しで計ってはなるまい︒尊ぶべきは

うして救済の名簿を作った︒︵周急記第三︶

を展望して︑実態に即した救済策を立てようとしたことである︒

彼が一郷の苦難をよそに見ず︑眼前一時の救済だけでなくある期間

三︑弟の家

左山には弟菅岳の家のことを書いた文章がいくつかある︒天保元

文政十一年︵一八二八︶大飢饅の為︑近在に餓える者が多かった

休めるのは冬の三か月だけだ︒せめて一日歓談しようではないか︒

と共に家族を連れて菅岳の家に行き一家団興した︒農家は忙しい︒

年は稔りのよい年であった︒収穫の終った冬至の日︑左山は父金城

時︑父金城︵五十一歳︶の諮問に答へ左山は︑郷民の飢寒を救ふの

料理と言っても野菜のおつゆだけの極く粗末なものであったが︑一

﹁耕読荘ノ記﹂は天保六年九月に書いた︒菅岳は自宅に耕読荘と

家の楽しみは深く︑左山は﹁冬至会ノ記﹂を作って欣んだ︒

の出入りだ︒彼等は近在の米を買占め高価に売付けて人を苦しめ

たり風月に吟詠したりしてゐるが︑内心は名を売り人に媚びようと

か︒菅岳は答へる︒今世間で人を教へる者を見ると︑古今を論評し

餓える者に一度に米一升を与へても十日で無くなるであらう︒十分

る︒自分は放出する米を本に︑困窮する者の数を数へて足りない所

する者が多い︒史書に﹁儒ヲ盗ム﹂と批判されてゐるのはこれだ︒

は道を学び人を治める大人の業だ︒あまりに隔りが大きいではない

を他から買入れ︑十分の一を引いた安値でこれを売らう︒かうすれ

その点では野人市民と同じだが︑実は自ら資質を養ひ徳を積んで世

古人を見ると︑野に耕し市に商って︑作物の出来を憂へ利を計り︑

名付け︑文を兄に求めた︒左山は言ふ︒耕作は小民の作業だ︒読書

二︶左山は更に弟菅岳に議る︒同じく困窮すると言っても︑老病も

つ盗むものとならなければよいではないか︒左山は笑って頷き︑蓮

華峯寺の道本和尚に﹁耕読荘﹂の額を書いてもらった︒

に隠れる者である︒この古の耕し且つ読む者となって︑今の読み且

の者と怠惰放逸の者を同様に見ることはできない︒おのづから先後

あり孤独もあり寡婦もあって一様でない︒お上の役所などには同じ

ば何とか麦の出来る時までは持ちこたへられるだらう︒︵周急記第

ではなくても長く持つことが大切だ︒それに警戒が必要なのは姦商

救米を施すに当って左山は従弟成彦に議り︑次の方策をとった︒

とにした︒︵周急記第二

は我が家の例であると言って父に勧め︑蓄へる米稗を分ち賦へるこ

沢村誌稿本﹄に載る︒

魚

に見えるだらうが︑我らが僅かの米穀で救済を計るには︑老病孤独
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A

天保の初めと思はれるが︑菅岳は自分の書斎に雷同斎と名付け左

四︑梅雨亭と明農亭

天保五年夏︑堀金城の老年休息の建物が竣工した︒父に言はれて
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山にその記を請うた︒左山は驚いた︒雷同とは是非の判断もなく︑

ただ人に随って騒ぐ者ではないか︒それを書斎の名とするのか︒菅

の紅葉は天下に名高いが︑その盛りは短く︑美しい色もすぐ雨風に

左山は亭に梅雨亭と名付け︑一文を作った︑﹁吉野山の桜や龍田川

散り果てる︒人の悦びはまた悲しみを伴ふのだ︒自分の思ふのに眺

岳の答へはかうだ︒暖い日が射し春風が吹けば動植物は動く︒霜が
暖寒冷の気に動植物も人も雷同するのではないか︒上に世を治める

めの最も偏りなくまた長く楽しめるものは緑陰である︒四月五月の

降り葉が落ちれば︑農夫は収穫し婦人は衣を織る︒これは天地の温
善政があり︑家に父母の養育があって︑民は質朴淳厚の風俗に同化

のは緑一色の青田である︒溢れるものは生々の気である︒同じく雨

露の恩を受け均しく太陽の恵みを受けて生育するのを見ると︑人が

豊かな雨をもらひ爽かな風の渡る時︑ここから南を眺めれば見るも

善政の下にそれぞれ所を得て活動するのを見る心地がする︒春の花

のではないか︒我が佐渡は紗たる孤島であるが︑近世に於ては佐渡
奉行代々の治政と賢明な役人の努力に万民は悦服し︑年穀も豊かに

が終り秋の紅葉の訪れるまで︑この緑は半年変らない︒朝開いて夕

し︑人の天に受ける性命の本然を楽しむ︒これは天運に雷同するも

の恩恵︑淳厚の風俗の中に育ち︑この天幸の遭会に雷同しようと思

は落ち︑昨日の紅が今日は色さめるものとは全然異なる︒自分が緑

風俗は淳厚である︒自分は幸ひに此の時に生れ︑太平の仁政︑養育
ふのである︒異を唱へて快しとするのではない︒左山は手を柏って

それをしてゐるのは菅岳の文である︒﹁自分は梅雨の名が鮪に落ち

左山の﹁梅雨亭ノ記﹂は梅雨の名について詳しく述べてゐない︒

時だからである﹂

様に言はれて梅雨亭としたのは︑梅雨の時こそ緑陰を看るに最良の

陰を愛するのはこの為である︒父の休息の家が今できた︒名付ける

菅岳が書斎を雷同斎と名付けたことは丸山学古の耳にも届いた︒

﹁雷同斎ノ記﹂を書いた︒

学古は左山が初め﹁説明を聞かなくては気持が解らない﹂と言った
た︒それは史上の事例を列挙して雷同の危険を戒めるものであった︒

といひ水路といひ︑四季朝夕の美しさに不足するものは無いのに︑

ず︑ある日父に問うた︒ここからの眺めは︑山といひ丘といひ平田

と聞いて﹁之レアル哉﹂と言ひ自分も﹁雷同斎ノ記﹂を作って届け
これらを読んで気付くことが二つある︒一つは菅岳の言葉や左山

の思ひだ︒詩に︑農耕こそ宝だ︑我らはこれで命を養ふと歌はれて

梅雨を選んで名付けるのは不可解です︒父は言ふ︒これは私の平生

の文章がみな農事に関はってゐることである︒二つめは丸山学古が

菅岳の天地の運行に随順したいといふ真意を汲むよりは︑雷同の危

八

を得るのだ︒礼儀道徳を知るのもそのお蔭だ︒農事は激しい勤労

ゐるが︑仕官して禄を得る者は別として︑我らは農耕によって衣食

険を問題にしてゐることである︒農事についての堀兄弟の思想は師
に導かれた者ではないことが解る︒

A,

のであった︒鰭るまい︑慾を出すまい︑衣服も食事も質素がよい︑

温く素直な言葉を使ひ︑着実に点検を怠らぬことにしよう︑兄弟脾

その四方の壁に七月の詩一篇を書付け︑家族と朝夕これを見て誓ふ

れが無ければ良田は忽ち赤土となり国中は餓えを受けるのだ︒恐る

僕一緒に働き︑遊楽は忘れよう︑かうして平安に正しく暮すことの

だ︒春の耕作と田植を終れば田は青く変る︒この時梅雨が降り続く

べきではないか︒自分の平生の思ひはただここに在る︒だから家に

堀左山は経史に精通してゐたが当時数ある佐渡の学者の中に際立

は︑その巻頭の七月の詩が︑周民族の祖先が部地方︵今険西省西北

その創業期の周公の詩や彼の事蹟に関する詩を収めるが︑幽風と

げた記録である︒周公はその中で明農を治世の方針とした︒幽風は

﹁洛詰﹂は周公が洛邑に都を営み︑成王の政を輔ける為に卜を告

恩恵の中に生涯を全うしようではないか﹂

つ特色は彼が農民だったことである︒単に農耕の暇に教養を得よう

する傍らに本を置き往復の道も読んでゐる︒この頃﹃書経﹂洛詰篇

章で自分とは無関係である︒それでも他の好みはないから毎日農耕

に対する漢唐宋の儒家の説を熟読したが︑それはみな学者博士の文

に書かれた﹁明農亭ノ記﹂である︒﹁自分は書経の五十八篇とこれ

うとして学ぶ人であった︒それを示すのが﹁梅雨亭ノ記﹂と同じ項

かう﹂︵中国詩人選集Ｉ詩経国風︶年間明暮れ農事にいそしむ︑左山

夜は示縄をなへ︑さっさと小屋の屋根をつくろひ︑やがて百穀を播

つむ︑すすみ入りて室内の仕事にかかれ︑昼はがゆきて茅をとり︑

とわせと︑稲と麻と豆と麦と︑ああ我が農夫よ︑我が稔りすでにあ

麦打場を畑に作り︑十月には稲の稔りを納む︑黍と小きびとおくて

るための名だといふ︒一首だけ意訳して写してみよう︒﹁九月には

部郁州︶で農事にはげんでゐた頃の追憶を︑周公が歌ったものであ

なんじ

て︑農の本義を農人に教へようとするのだと言ってゐることを知っ

左山は﹁明農亭ノ記﹂を師学古に届けて一覧を願ひ︑同時に父の

には自分が歌はれてゐる感があったであらう︒

亭の為に一文を請うた︒学古は読んで感動し︑請ひに応じて文を作

﹁漢書に﹁一夫耕セザレバ必ズ飢ヲ受クル者アリ︑ツトメン哉﹂

り

るが︑五十八篇中には遂に見るを得なかった︒近頃﹃詩経﹄国風篇

る︒﹁一梨舎ノ記﹂がそれである︒

雨露の恵みで︑人は自然の順調な運行を祈る他ない︒雨の潤ひが時

とある︒春夏連日力耕し田植に至る︒その苗を日夜に育てるものは

に適ふ時︑秋の豊かな稔りを得て家の祭りを行ひ妻子を養ふのだ︒

らのことである︒自分はこれを奉じて周公の民とならう︒その他に

歌である︒自分は驚きの中に合点した︒これこそ周公の﹁明農﹂の

ひんぷう

を読み﹁幽風七月﹂を見て驚嘆した︒そこに載る七篇は悉く農事の

思ったものの中に︑或は農事を説くものが有るかと繰返し書経を看

た︒これこそは自分の求めるものと思ひ︑先きに学者博士のことと

で周公の語に﹁吾レ其レ農ヲ明ラメン哉﹂とあり︑孔安国が解釈し

ひん

と経史を学ぶ人ではなく︑自ら農民としてどう生きるのかを考へよ

葉を書留めて﹁梅雨亭ノ記﹂とした︒

梅雨亭と名付けて警めるのだ︒お前も忘れない様に﹂菅岳は父の言

ことによって稲は生々と繁茂する︒梅雨こそ一年の稔りの本だ︒こ

魚

心を説くものではないか︒ああ︑七月七篇すべて農務だ︒まさに吾
求めるものはないのだ︒そこで自分の家に名付けて﹁明農﹂とし︑
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A

堀金城翁は二百年来勤勉の農家である︒今漸く六十に近く︑長男左

涯をそれに振り廻される者は︑翁の心境の前に赤面する他ないだら

漠北の文は︑世間の利害を脱却する主人の一面を伝へてはゐる

壷ハノ﹂
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山は農事経営に堪へる者となった︒翁は屋敷に亭を建てて休息の所

が︑梅雨亭についても金城の精神についても︑内面に立入って真実

とし︑田園に展開する勤労親和の様を見て自ら慰めるのである︒兄

を理解したものとは言へない︒漠北はこの時二十四歳︑仕官断念に

すき

弟は日暮れに翁を訪ね報告と定省を怠らない︒翁の最も深い関心は
ｊひつ一︸

水にあり︑兄弟は父の思ひをうけて番をかつぎ鐸を執って水路の

ついての深刻な苦悩の体験はあっても︑まだ若かった︒

しかし︑漠北の年譜の翌天保十三年の条に﹁此の年老友堀左山の

整備に励む︒実によい後継者だ︒さて左山が来て梅雨亭の為に文を

る︒﹁農の意義はまだ世に明かになってゐない︒粗衣粗食︑苦辛勤

為に明農亭の記を作る﹂とある﹁明農亭ノ記﹂の内容は︑格段であ

作れといふ︒左山は忘年の友で断はれない︒宋の萢石湖の詩に亘
梨ヲ除却スレバ春雨足り︑眼前物ノ関心ス可キ無シ﹂とある︒梨を

労して安楽でなく︑収穫に至れば租税を納め家祭を行ひ︑余力は乏

収めて程よい雨を見る喜びを歌ったものである︒新亭には一型舎と

らか資財の有る者はみな商人となるだらう︒東西に奔走する苦労は

しい︒その上旱勉洪水の禍もあるとなれば︑少しく智略がありいく

あるが︑一旦投資が時に当れば利益は幾倍となるのだ︒労働を厭ひ

名付けよう﹂︵学古の﹁答堀左山書﹂には九月二十五日の日附があ
梅雨亭が出来て七年たった天保十二年の夏︑堀家を訪ねたのは丸

る︒天保五年であらう︶

山漠北である︒漠北は前年母の意に沿うて宿志の仕官を断念し︑佐

て商に走る者をとがめることは出来ぬ︒それはむしろ為政者の責任

と言ふくきである︒かうした中にあって藤津の堀氏は代々の純農で

安楽を追ひ︑利を求め害を避けるのは自然の人情であって︑農を棄

兄弟に挨拶しようとしたのであらう︒漠北は梅雨亭で堀一家と歓談

ある︒当主左山は自分の父学古の高弟で︑質朴真筆︑浮華を喜ば

渡に永住して専心講学し且つ父の学古塾を継がうと決意してゐた︒

し︑そして﹁梅雨亭ノ記﹂を作った︒此の文には亭からの展望の他

本に力を注がぬことを嫌って︑その軽薄を正さうと願ってゐる︒一

ず︑心を農耕に傾注し︑人に先んじて勤労し︑世間が世を支へる根

三年前の東遊や父の他界に伴ふ家督相続について世話になった左山

り︑緑の山は或は現れ忽ち隠れて梅雨亭の名そのままの天気となっ

に当日の天候が書かれてゐる︒﹁雲行き怪しいと見る中に雨とな

日﹃書経﹄洛詰の周公明農の語を見出すや︑慨然として﹁是し吾ガ

ば一家に於てこれを行はうと志してゐる︒家を明農と名付け︑そし

任也﹂と言ひ︑力が一国に及ばなければ一郷に︑一郷に及ばなけれ

て言ふ︒農を避けて商に走るのは︑労多く利の少いのを嫌ふのだ

た﹂ついで宴席の実況を述べた漠北は︑要旨を次の様に述べて文を
﹁金城翁は喧しい俗世の表に立たず静寂な緑陰に隠れて栄達も利

が︑利は薄くとも用を節すれば蓄へも出来︑健康も得られるのだ︒

結ぶ︒

緯々たる余裕が生れるであらう︒鮠齪と利害を追ひ得失を憂へて生

A

害も問題にせぬ︒人がこの様な心境に至るなら︑その生き方には

A

は教を守って一郷の模範である︒翁は晩年の休息所に梅雨亭を作っ

愈々盛んである︒翁は質直で浮華を嫌ひ勤倹を以て家を治め︑子孫

た︒雨の恩沢は大きい︒その恵みによって万物は育つのだが︑翁が

周公が平生農を大切にしたのは︑農は生民の本だからだ︒洛詰で安
逸を戒め︑詩の幽風に歌はれるところ︑炬の如く明かではないか︒

こと大きいからである︒春夏の間耕作播植に人力を尽して梅雨を待

ち︑連日の降雨によって灌概十分となれば︑稲は美しく生育して息

温い春雨も快い夏の雨も取らず梅雨を採るのはそれが農事に関はる

て堀氏の一族は篤実力行の人多く︑近在の人が模範とするのであ

まないのである︒翁が梅雨を採る意味はここに在る︒︵略︶農事は

吾らは農を守り天の恩恵を仰ぎ︑傭しては貯蓄を怠らず篤実の志を

る︒左山の志はこれを政に施すならば一国の風俗を振興するもので

前年の﹁梅雨亭ノ記﹂に比べ議論は大きく識見は明確である︒こ

界に入らなかった︒劉表が訪問して︑先生は農耕の銀難を敢へてし

待つ者であらう︒︵略︶後漢の頃に願公は蜆山の南に住んで官途政

篤くし行ひを実質に捧げる金城翁は今の人でありながら古人の心を

に努め︑その表面を見て今の人は苦しみを避ける︒中に在って志を

難難である︒その苦しみを知りながら古人は人の世の根本を養ふ為

の変化進展は︑文中でも言ふ如く左山の﹁明農亭ノ記﹂を読み︑そ

左山は硬し︑更にその翌年兄の後を追って菅岳も他界した︒左山は

て何を後世に遣さうとするのかと問うたのに答へて︑世人が農耕を

れるものは同じではないが︑遣るものはあるだらうと言った︒自分

忘れては国は危い︒自分は農耕の労苦を忘れて心は平安である︒忘

は臆公の行迩を読んで古人の心境の緯々たるを想ひ後世にこの様な

み取れるのは︑農事に対する筆者の関心と思索に深いものが見られ

天保十二年の﹁梅雨亭ノ記﹂に比べてその内容に格段の深さが読

人はないかと思ふのだが︑誰でもない︑金城翁がその人である﹂

シ酒戸塗鴉ノ字︑猶ホ左山居士ノ風有ルゴトシ﹂︵塗鴉はごく拙い字︶

﹁明農亭ノ記﹂と︑これに感銘して自分も書いた﹁明農亭ノ記﹂の思

られない︒また左山の﹁明農亭ノ記﹂は農民階級の解放を叫ぶもの

記﹂で漠北は為政者の責任に触れてゐるが︑農政改善への提唱は見

想である︒述べてゐるのは農業振興の政策ではない︒﹁明農亭ノ

るからである︒さう言ってはゐないがここに見られるものは左山の

を訪ねる︒主は八十四歳︑客は四十四歳である︒漠北は再び﹁梅雨

堀家では金城だけが残った︒金城は四人の子をまうけたがみな先

とあ

テ林荘夕照紅ナリ︑復タ岾暉︵読書︶ノ児童二課スル無シ︑憐ム可

らょ う ひ つ

実斎が﹁中興村ヲ過ギル﹂といふ詩で左山を偲んでゐる︒﹁霜落チ

左山は農耕の暇に村の子弟を教へた︒その硬後︑澳北の親友藤木

いたであら う ︒

生前漠北の文を読み得たであらうか︒読めば﹁わが心を知る﹂と頷

ば・フけん

の精神に触れて導かれたものであらう︒漠北がこの文を作った翌年

る﹂

あらう︒今︑それが家族の中で終ってゐるのは実に惜しいことであ

以て励んだならば︑まさしく周公の民と言ふものであらう︒かうし

健康で財も有る者を安富と言ふのだ︒これに勝る幸ひがあらうか︒

A

立たれ︑寂しい晩年であったらう︒文久元年三月︑漠北はこの金城

﹁藤津の堀家は豪農であるが︑金城翁に至って益々農に励み家は

亭ノ記﹂を作り金城に呈した︒
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A

ではなく︑農人としての自分を見つめその心を深めようとする内省

昭和五十九年三月︑金井町教育委員会が堀左山・荷岳展を催した

で悔雨亭の座の様に父を奥に︑その前に兄弟が︑丁度正三角形に帷

七月十日︑藤津浄経寺の堀父子の墓に詣でた︒三基の塔は︑まる

28

の文である︒それが堀氏といふ富農の筆に成ることで︑お大尽の閑
してその使命に生きようとする誠実な農夫の魂である︒それは丸川

文字と見るならばそれは違ふ︒文に脈打つものは農を天賦の家業と

学古・澳北父子の学問思想によって導かれたものではなく︑堀家
を見たものである︒丸山父子の﹁一却舎ノ記﹂﹁明農亭ノ記﹂﹁梅雨

代々に継承せられたものが︑金城父子珠に左山に於て更に沈潜深化
亭ノ記﹂は︑堀家の梅雨亭や明農亭に触発されて作られた︒丸山父
子は堀家の心の最もよい理解者だった︒農人としてどう生きるかを
を︑私は両家の諸文に見るのである︒

問ひ続けた者と︑その心に触れて自分の心を深めた者との交流の跡

時︑金井Ｉ学校に勤めてゐた私はその詩文の解読を手伝った︒作業

ぶ︒みな高さ一米ほどで左山の墓石は文字磨滅して読めず︑菅岳の

○

中堀兄弟に﹁梅雨亭ノ記﹂といふ同瑞の文のあることが心に閉まっ

碑文集﹄︵山本修之助編︶に載る左山・菅岳の碑銘は︑墓石の碑陰に

しく︑近年建替へられて新しい石に堀金城の大字があった︒﹃佐渡

が残った︒退職後山本修巳氏の勧めで円山漠北の遺文を読むことが

刻まれてゐる︒値かに消え残る文字を拾って︑それと察することが

塔では名がかすかに読み取れる︒磨滅は父の塔が最も甚しかったら

重なる中︑左山兄弟が瞑北の父丸山学古の高弟であり漠北とも親交

荒蕪地となった休耕田を見︑信頼できる農政を期待する叫びを聞

できた︒

せめて﹁遣るものは有るだらう﹂と言って農耕の労苦を忘れようと

←̲̲

した人々を伝へたいと思ったのである︒︵平成十三年七月十四Ⅱ︶

きながら﹁梅雨亭ノ記﹂や﹁明農亭ノ記﹂を読むと胸が痛む︒私は

が︑筆者が意訳して引用した︒

関係を明かにしたら︑長く心に引っかかってゐたものも消えるので

た︒同名の四つの文が作られた経緯を焦点に︑丸山父子と堀家との

があるだけでなく︑漠北にも﹁梅雨亭ノ記﹂が二篇あることを知っ

ついて深く考究もしないまま︑展覧会を終へたことに恨促たる思ひ

堀父子の墓金井町中興浄経寺

た︒感銘を後日朝会で生徒に語ったりしたが︑左山の学問や思想に

中央奥父金城、前方右兄左山、左弟菅岳

はないか︒さう思ってこの文を書き綴った︒原文はみな漢文である

へ

久保田フミエ

しほさゐは名手の嚥子月に舞ふおきな世阿弥の足拍子冴ゆ

みがかれて碑の緑石に立つ炎しろき炎のふたすぢみすぢ

あを

ぜあみかへれかへらむよ京へ佐渡に建つ歌碑の台座の亀は応ふる

観音となりて金北山のレーダーは夕霧まとひ暮れてゆくなり

きんぽく

順徳院したひて遠流の島に老い果つるも艶となしけむ世阿弥

あたらしき心眼にみる青山や生死も演能といまは観じて

遠白し墓標のやうな歌碑の背に語りはじむる秋しほさゐは

金北山夕かすむまで見てあれば世阿弥老いゆきし佐渡は達しも
馬場あき子歌碑・佐渡鷲崎

ぜあみかへれ

へ

﹃短歌往来﹄平成十三年十二月号
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A

天領高校

校名を広く地域に募りたり朱鷺ノ嶺高校はた

本橋

島うちに農業高校置かぬとふ整備計画は鉈の

新高校の産みの現場にめぐりあひ老兵なれど

学校改組
いちげき

身力尽くす

四十余篇の校歌作詞を書きくれし高野喜久雄

したり

氏の文字の律儀さ

新しく校歌誕生の目途もつき山本修巳氏力貸

濃紺に稲穂と葵の刺繍ある校旗ほつれたり大

この星のために為すべき何ならんと詩を書き

百合のはな開きて香る校長室に廃校阻止の密

正期のもの

起こす心の高さ

文化祭記念式典修学旅行学校改組鳴呼︑神無

して生き延びんとす

新生高校半年先と定まりて冷えた麦茶を一息

Ａ

月

創立九十周年の我が農高も来春はころも替へ

議を謀る

みぢから

の危機

来年は九十周年の伝統校も島に子ら減り存続

克

に飲む

A

̲一一●
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と生徒述べたり

現校歌﹁大地にいどむ農魂﹂は不易のこころ

思ひて大年過ぐす

耳を切りし明恵を思ひゴッホを思ひ新高校を

こんじき

り

印刷機作動し始め現るる新校章図の金色の照

産つづく

に添へつ

肩書きは片腹痛しと思へども学校改組の経緯

間に及ぶ緊迫

の夢を聴くため

ネクタイのおのれ涙れを正したり十五歳の春

新生高校一期生なる受験生新雪踏み踏み校門
くぐる

の時雨

学則の変更点に朱を入れて時更かしたり秋夜

だねたり

島内の十五歳の春を輝かせ我が校門をくぐれ
よくぐれ

向かうに春は輝く

合格者名簿貼らんと脚立に登りたるガラスの

雪見ゆる

場に話題となれり

じふご

朱鷺の羽根をアレンジしたる校章案今朝の職

高校の新たなる賭

定員を超えて合否を決めかぬる会議水入り水

大胆に進級規定を削除して議論の渦に身をゆ

じふご

言葉遊びのユーモアひとつに爆笑す会議四時

系列とふ教育課程は世に送る人作りの謂ひ難

A

農業系をアグリサイエンスと言ひ替へて新生

二千年過ぎなんとして県報に四月産声の我が
校が載る
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へ

小笠原和男の俳句ｌ﹃即刻の墓 盲を読んでＩ

清

しい︑ということである︒例えば友二の俳句が﹁爆発﹂︵注２︶であ

原

私は能楽の嚥子に関わる者だが︑その能との関連から松本たかし

ると評せられたり︑﹁鬼気迫る生活の実相﹂︵注３︶を詠い上げたもの

藍

に興味を持つようになり︑さらにたかしとの関連から︑俳句という

い部分を確かに縦承しているとも言うことができようが︑一体小笠

と言われていることを考え合わせれば︑その弟子として︑師の激し

原氏にとっての﹁俳句﹂とはどのようなものなのか︑それを探って

この小文は︑小笠原和男氏著﹃即刻の文芸﹄︵注１︶︵以下︑この文

ものに関心を持つようになった︒

中では﹁即刻﹂と略す︶を読み︑小笠原氏︵以下︑この文中におい

みたい︑と思うのである︒

由は︑﹁枯華微笑﹂の故事に依るとのことである︵﹁俳枯姑華﹂︶︒﹁枯

って︑連載が続いている︒この題中に﹁枯華﹂という語を用いた理

雑誌﹃初蝶﹄に初心者に向けて﹁俳句枯華﹂と題した俳論欄があ

は︑氏自身の俳句観をかいま見ることができる︒

石塚友二は小笠原氏の師である︒ゆえに友二について語る記述に

師石塚友二について

て﹁氏﹂と略す︶の俳句観について考えてみながら︑﹁俳句﹂につい

て私なりに再考してみたいと思うものである︒

衆知のように俳句といっても︑いろいろな系統や結社があり︑そ
れぞれの系統に関わる雑誌が存在する︒松本たかしは高浜虚子を師

蝶﹄を主宰し石塚友二を師とするが︑その友二は石田波郷と共に

華微笑﹂とは釈尊とその弟子摩訶迦葉との間の以心伝心のことを指

とし﹁ホトトギス﹂の流れを汲むものである︒また小笠原氏は﹃初

いる︒石田波郷といえば加藤椴邨とともに︑﹁人間探求﹂派と呼び

﹁初蝶﹂に集う人たちに理解してもらいたいという気持ちがあるの

し︑その語を借用することから︑俳句についての自分の思いを︑

﹃鶴﹄を創刊し︑さらに波郷の死後︑その﹃鶴﹄の主宰を引き継いで

ってよかろう︒松本たかしなどは﹁ホトトギス﹂派として客観写生

理念があって︵﹁俳句枯華﹂︶︑釈尊から弟子へと以心伝心で教えが

だろう︒そしてもう一つ︑﹁石塚友二は私の神さまである﹂という

ならわされてきたのだから︑小笠原氏は︑その流れを汲むものとい
を大事にしたし︑﹁人間探求﹂派は﹁生活﹂を俳句とする作句態度で

﹁愛﹂を︑連衆へ伝えたいとも考えているのだろう︒

伝えられたように︑石塚友二との師弟関係︵注４︶の中で感じ取った

あると言えよう︒

﹁即刻﹂を読んでの感想は︑氏が﹁生活﹂を基盤として俳句を作

へ

っていこうとすることは確かだが︑その態度があまりにも激しく厳

A
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と︵同右︶

○確固とした恐るべき資質を爆発させ︑花鳥調詠の傾向から人間

氏は石塚友二の俳句について︑﹁友二を型破りの俳人ではなく︑
彼独特の型を作った俳人﹂︵﹁石塚友二の俳句﹂︶と例えている︒野

とも書くが︑右の﹁石塚友二の俳句﹂と題する文の清書中に石塚友

は︑まことに賞讃に値するものと信じて疑わない︵同右︶

ようなものであり︑相撲でいえば︑一切の技を知らずただ突っ張り

二が他界する︒同文の末尾では昭和六一年二月発行﹃鶴﹄に掲載さ

八生Ｖの世界へと︑俳句を引き込んでいった石塚友二の俳業

専門の迫力で︑相手を次々に倒してゆくようなものだ︑と言ってい

いる︒

れた友二の俳句を示し︑﹁弟子として力強さを感ずる﹂とも書いて

球を例に取れば︑監督やコーチの指導を受けることなく︑全く自分

る︒俳句についていえば︑一人の師について俳句の型を習い︑その

氏にとって︑師石塚友二は神さまであり︑その俳句のすばらしさ

は︑どこまでも生活の蓄積として詠出され︑生活のなまのひびきが

あるとも言える友二俳句独特の力強さにあるのだろう︒

氏の﹃鶴﹄入会は昭和四四年であるが︑それは︑

小笠原和男の態度

と言い切っているが︑その点について氏は﹁その日その日を生きて

と言う︒そしてその俳句への態度は︑友二の直弟子であるという自

六月︑﹁俳句枯華﹂︶

○波郷︑友二を慕っての入会と精進である︵﹃初蝶﹄平成一三年

句会などで遠方に出かける時の身支度の仕方︑列車内での連衆との

分自身に偽りのない句を作るのであり︑自分の句が自分が﹁この世

のような氏の姿を︑見て取るのである︒氏は﹁俳句は﹃愛﹄﹂と言い

認識から出発し︑与えられた命を必死に燃焼させようとでもするか

いう平穏なものではなく︑どこかに死も意識した︑深く存在論的な

の八生の証しＶなのだという言い方には︑日々の生活の記録などと

うのであるという︒この自覚はあまりにも厳しい︒この俳句が自分

の中で誠実に生きたことの証し﹂になることを願って︑俳句に向か

覚と﹁俳句は私の一切﹂という信念のもとにあるという︒つまり自

る︒あるいは﹃方寸虚実﹄中の句を挙げ︑

過ごし方︑あるいはお気に入りの旅篭のことなど︑友二の生活その

るというのが︑友二の芸術的信念﹂であると考える︒例えば友二が

いる生の証しが自分の俳句であって︑作品の評価は総て読者に任せ

である︵注５︶

○私の俳句は日々の私の生活の記録であって︑そしてそれで一切

ある︑と捉えている︒友二自身は自らの俳句を︑

経路を通らず︑いきなり実践本位に自分なりの形を作り出した人で

後の修業によって自分ができていくのが常だとすると︑そのような

独特の打撃フォームを作り上げ︑それもホームランを打ってしまう

へ

ものに触れて︑﹁生来の庶民性を終生失わなかった﹂と紹介してい

二の俳句﹂︶

○生活そのものの詠い出しに季題を合せようとする︵﹁石塚友
○生活のなまのひびきがある︵同右︶

○己を攻め上げて来た俳句以外の生活の蓄積が預って力のあるこ

と評して︑それがまた友二独特のひびきである︑と書く︒また︑

33

魚

氏には﹁古稀﹂なる文があって︑平成六年五月執筆だが︑これま

た俳句への恩返しのすべて﹂との言葉は︑氏には俳句があるからこ

境も感じられるのだが︑﹁俳句を行ずる以外に道がない﹂﹁私が受け

そこの人生があり得る︑との今の確信をさし示す言葉になっている

俳句と生活

と思う︒

34

﹁枯華﹂とも言うが︑一方その姿勢がどこか激しいのは︑なぜか︒
での人生の道のりを振り返っている︒

俳句への手ほどきをしてくれた岩田潔の死は︑昭和三七年︒その
時氏は︑入院中であった︒戦後の無理が崇って︑肺結核と糖尿病を

月﹂︶であると考えている︒ならばその﹁まこと﹂とは何か︑と言え

まず﹁俳句の究極は表現方法ではなく︑﹃まこと﹄︵﹁実作と年

ば︑﹁境涯の中で美なるもの︑醜なるもの︑喜び︑かなしびに正直に

氏は俳句という表現について︑どのように考えているのだろうか︒

に︑なぜかせき立てられるように俳句に槌るようになった︑生涯の

引き起こす︒危うく一命を取り留めるが︑その後は﹁生かされた余

生きる証しを俳句に求めるよりほかに道がないと考え︑そこで俳句

応え得る﹂︵﹁俳句の心﹂︶ものである︑という︒日々の生活の中で出

生﹂との認識ができ上がったと言うし︑また岩田の死をきっかけ

人生の再出発となった︑と言う︒その当時の句として氏自身思い出

るとの認識︑つまり混り気のない純粋な感動の体験を基本とし︑

会ったものに対する粉飾のない心の叫びを表現したものが俳句であ

日々の努力の中で︑その感動との出会いを常に更新してゆこうとす

○点滴や妻の言葉の雪降り来

すものに︑

る態度を持つことから俳句が生まれる︑と考えている︒まず俳句は

技術的に云々するものではなく︑﹁教養と知恵が入り混って作者の

○揃ひたる子らの真顔や走馬燈

などがあるが︑子ども五人を抱えた日々の生活は生やさしいもので

生活に溶け込んだものの叫び﹂である︵﹁文学と芸術﹂︶︑と位置付け

○走馬燈妻を頼りの齢過ぐ
はなく︑多くの人の恩恵や家人の懸命の支えで精一杯生きていた︒

﹁叫び﹂とは激しい言葉であるが︑当然作者の心の中が発露した

るのである︒

ものということになろう︒内面にあるものが表面にでてくるといえ

るようになったというが︑病とともに生きていくことは︑本人にと

それらの生活体験から︑自分の句の根底には辛抱と人の恩が定着す
って周囲にとって︑並大抵のことではなかっただろうと想像する︒

ば︑何が︑どのように表にでてくるのであろうか︒

○﹁俳句は写生に呼応して作用するエネルギーの性質﹂という私

昭和三七年以後︑十年間で十四回もの入退院を繰り返す︒ある時に
は右肺部に弱があり入院︑一か月の安静で無事回復するも︑当初は

との記述によれば︑まず﹁写生﹂から出発する︒つまりまず自然に

の俳句理念︵﹁自句自解﹂︶

向かうところから始まり︑そしてその次に﹁感動と季語を十分胸に

肺の鶏は慢性になると言われ︑﹁その頃から一日一生の理念に傾く
ようになった﹂という︒﹁一病と付き合って三十七年﹂﹁病に居直っ

A

ている集中力﹂とも言い︑己が病を自分の仲間とでもするような心

A

なくてはならないが︑写生に対応して作者自身の内面にわき起こっ

解﹂︶と言う︒自然に向かい︑それを受容するだけではなく︑写生に

吸い込んでおいて︑一気に己れの思いを吐き出せばよい﹂︵﹁自句自

ついては．俳句即生活﹂﹁生活即俳句﹂という毎日があってのこと﹂

し︑また人にも口にしていることを示すのだと思う︒右の考え方に

れるというが︑それは氏が日常と俳句についての考え方を自ら実践

とよく言い︑また人によく﹁人格の投影がやってきた﹂とからかわ

︵﹁俳譜のまこと﹂︶などの言い方が︑文章中に散見できる︒同種の

らである︒つまりその人の日常にあるもの︑日常において出会った

なのです︒物がよく見えるのは俳句が好きだからです︒好きだ

ではありません︒要するに物が見えたところ︑そのものが工房

○俳句は素材と道具を持ち込んで特定の工房で仕立てあげるもの

記述を﹁即刻﹂から拾えば︑次のようにある︒

もの︑﹁生活に溶け込んだもの﹂から生まれてくる︑と氏は考える︒

影ということでしょう︵﹁文学への招待﹂︶

○それらの人々は感動の所在を頭で考えようとするからです︵自

から一生懸命やれるのです︒そしてその理念の根本は人格の投

持つものである︑という︒ゆえに俳句は︑生活から始まるといって

番望ましい︶︒まず︑見る欲を捨てることです︒そして眼前の

然体でぶつかったのが結果として﹁感じた﹂に結びつくのが一

い︒日常に始まりながら︑﹁感動﹂という強いエネルギーの動きを

は感動といえる心の動きが必要になるのである︒

す︒したがって対象物に心が開いた時点の集中力を最も大切と

○その修錬が大切なのです︒集中力も一日中維持するのは無理で

一点に集中することです︵﹁才能について﹂︶

ら可能なのであろうか︒それは本人の日常的な﹁努力﹂である︒具

右の引用には︑俳句は﹁素材と道具を持ち込んで特定の工房で仕

します︵同右︶

る︒また俳句として成り立たせるものは︑些末な字句や表現方法に

に心を開いた状態で︑次々と新しいものを求めていく心のあり方を

だわって感動の所在を頭で考えようとするのではなく︑自らの周囲

前提とすること︑また自然体のまま︑周りに見えてくる感動をつな

立てあげるものでは﹂ないとの部分があるが︑これも表現方法にこ

るとはよく言われることだが︵﹁石塚友二の俳句﹂︶︑それはこの日

ぎ留める態度を持ち続けること︑そのあり様を日常的に繰り返して

捉われることではなく︑﹁俳句を愛する心の結集﹂であり﹁その人そ

して結実しないのだと思う︵注６︶︒氏自身︑俳句は﹁人格の投影﹂

の人の哲学﹂︵﹁一つの哲学﹂︶だという︒俳句は﹁行ずるもの﹂であ

日常的な努力として継続することが︑俳句という表現を可能にす

体的には﹁集中力﹂が感動を繋ぎ止めてくれ︑そしてその集中力を

ある瞬間の心の動きを言葉で繋ぎ止めることは︑どのようにした

も︑単に出来事を記述しただけの備忘録的なものではなく︑そこで

日常で出会うものといっても︑それは単なる生活の一こまではな

では作者自身は︑どこから生まれるのであろうか︒それは生活か

であろう︒

た大きなうねり︑その作者独特のものを﹁吐き出﹂すことにあるの

まつわる自分の心の動きを表現していく︒言い換えれば﹁己れ﹂が

A

常のあり方をいうものであろう︒そしてそれなくして俳句は俳句と
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集中力

病気の句に例をとっていえば︑極めて常識的な俳句は︑それら

しく構成されたものとしか考えられません︵同右︶

︵真実︶が隠されているということです︵同右︶

○集中力とは暖昧な妥協ではなく︑もう一つ厳しいところに極限

いいます︒それだけの評価に足るかどうかは知りませんが︑

○﹁放下﹂とは︑禅宗では心身共に一切の執着を捨て去ることを

少なくとも作者にとって燃焼の極限にあったことは確かです
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いく﹁修練﹂が大切であることを指し示す例になろう︒

俳句が単なる生活の記録で終わらないためには︑そこに﹁集中
力﹂が必要であるというが︑その﹁集中力﹂とは︑一体どういうも
のなのか︑何に集中すべきだというのか︒

まず︑感動できるためには︑﹁見る欲を捨てる﹂ことだという︒自

分の周りに感動に値するものや俳句の題材を見つけようという執着

︵同右︶

とは︑自然への同化︑練習による自信︑真実の追求︒自然体と

○私の場合は﹁意識の中の自然体﹂といっておきましょう︒意識

を捨てることだという︒目の前にある﹁小さな驚き﹂にこそ目を開
その時が対象に﹁心が開いた﹂状態の時だが︑その心が開いた状態

氏は見る欲や見ようという執着は捨てることと言いながら︑もの

ます︵同右︶

これを一言にしていえば︑集中力とは﹁正直﹂の一語につき

は︑無心と執念︒

くべきである︑という︒それでいて周りのものが見えてきたとき︑
で自分の心が動いた﹁小さな驚き﹂︑その感動そのものについて︑常

識的にきれいに俳句に作り上げるのではなく︑途中での妥協なしに
って︑あるいは絞り出すような苦しさを突き抜けて言葉にしていく

極限まで突き詰めた上で︑いわば命を燃焼させるような激しさを持

﹁無心と執念﹂︑あるいは﹁意識の中の自然体﹂という言葉でも語ら

が見えてきた状態の時に感動をつなぎ留めることを求める︒それは

﹁執念﹂という語は︑執着という言葉と同様︑自分からどこまで

攻撃と﹁授かる﹂ということ

いもののように思えるのだが︑如何なものであろうか︒

れるが︑これらは相反するものであり︑同時に存在することは難し

こと︑俳句にしていくこと︑それが氏の言う﹁厳しい集中力﹂︵﹁一
の記述例を挙げる︒

点集中のこと﹂︶ということになると思う︒この﹁集中力﹂について

○緊張感の中から︑ふと口を突いて出る言葉を一番大切にしま
○集中力とは物事に集中して精神を統一するという形式ではな

も追い求めていく姿を連想させる︒﹁無心﹂を敢えて︑超然とすべ

す︒それが集中力なのです︵﹁集中力について﹂︶

く︑ぎりぎりの段階におけるぎりぎりの選択︑即ち﹁打座即刻﹂

逆︑つまり自ら踏み出そうとする姿勢ということになるのではない

てを受容する姿勢︑と言うことができるとすれば︑執念とはその

ぎりぎりの段階とは一体何でしょう︒それは燃焼を指しま

ということになります︒

かと思う︒一見矛盾するようなこの二つの姿勢が︑氏の中において

A

す︒燃焼とは︑現実の一切と妥協しない感動の極限なのです︒

A

○戦において攻撃は最大の武器といわれますが︑俳句もその気概

は︑どのように整理されているのであろうか︒

﹁俳句は授かるもの︑与えられるもの﹂とは︑季語と感動の

が必要︒

接点が見えたときの集中力をいうのであって︑ただ単に待って
﹁授かるもの﹂とはそれ相当の覚悟があってのこと︒攻撃と

いるだけでは百年経っても俳句はやってきません︒
は勿論それ以前のもの︒

攻撃︵積極的な姿勢︶とは少々言葉が荒いようですが︑生活
の中でいかに季語との会話に励むかということです︒

捉えた季題に作者の感性が火花を散らす回数が多ければ多い

とになる︵同右︶

であれ︑そのための第一条件は何といっても写生が物をいうこ

対象の一点こそが打座即刻の文芸の真︵同右︶

○俳句は季語が優先するという定義を見たおもい︒そして感動の

まず自然を見︑そこで心が動いた出来事を﹁写生﹂する︒﹁季語と

感動の握手の連続﹂とは︑この自然に向かい︑その自然のありよう

を凝縮したところの﹁季語﹂を意識していくことではないだろう

か︒それは周囲に対し︑こと自然に対し八積極的なあり方Ｖを持ち

一︑何かに触れて感動したら︑それを通して心の中の感動をうたい

続けていくことになるのだろう︒加藤椴邨は俳句について︑﹁第

たとえば︑それが一句として成立しなくとも︑季語と感動︑

現に結びつけていく︒その感動は自然と生活の中から生まれてくる

言っていたというが︑何かに触れ感動したらその心の中の感動を表

三に胸の中の混沌としたものをどうするか﹂︵﹁加藤椴邨逝く﹂︶と

たい︒第二に︑自然と生活とを同時に生かすことが俳句である︒第

季語と感動の握手の連続が︑自ずと感じたものを見たものにす

われ生きたるの証しを克明に刻んでゆく営為は︑それだけそ

姿勢には意識的な積極性が必要だというものの︑しかし自力ではな

姿勢は︑ただ単に待っているだけをいうのではない︑と言う︒その

う︒生活の中で如何にして季語と関わっていくかという﹁攻撃﹂の

との椴邨の俳句観は︑そのまま氏の作句態度と繋がるものであろ

の人の人生を豊かにしてくれます︒攻撃とはその豊かさを維持

﹁授かるもの﹂との捉え方がある︒自分の心に素直になること︑自

く︑また全く他力に頼るという態度でもないようだ︒氏には俳句は

目を通して見えた八自分にとっての真実Ｖ︑それを表現した結果が

分の感性によって感動したものを︑そのまま表現する︒自分の心の

俳句であり︑自分の感性そのままに表現してその結果でき上がって

という言葉で定義付けている︒攻撃とは激しい言葉だが︑結局は生
○受け身が十分ならば︑安心して攻撃に移れる︵﹁自句自解﹂︶

くるという点で︑俳句は﹁授かる﹂ものである︑との捉え方になる

活の中でいかに季語と関わっていくかということであるという︒

氏自ら作句の態度として︑積極的な姿勢を説き︑それを﹁攻撃﹂

する最大の武器なのです︵﹁多作のすすめ﹂︶

のです︒

る表現の道に通じるようになります︒この繰返しが多作の道な

ほど︑一層攻撃的ということになります︒

A

○平明は集中力による省略だから︑自然調詠であれ︑心象の具現
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A

統まで範囲を広げて記述することができなかったし︑また同じ系譜

も関わる小笠原氏の系譜が︑見えてきた︒しかしここでは︑その系

○結果的にいえば締切時間をぎりぎりにした集中力が︑持ち前の

八
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のだと思う︒

にあるこれらの作家が︑実は微妙な点においてその作家独特の色合

句枯華﹂及び他誌への発表の文を纏めたものである︒

成四年八月号以降平成九年七月号までの﹃初蝶﹄誌上連載の︑﹁俳

１︑平成十年十二月︑角川書店︒氏自身のあとがきによれば︑平

︻注︼

それらの点については別に考えてみたい︑と思っている︒

いを持っていたりする点などについて︑言及する余裕もなかった︒

感性を誘い出したといえます︒しかもその感性はすべて具象の
フィルターを通しての豊かな力量︵﹁一点集中のこと﹂︶

﹁集中力﹂によって自分の感性を呼び起こす︑同時にその感性と
れていくという︒氏の句に︑

は具象に拠るもの︑すなわちどこまでも写生に徹することから磨か
吊忍電車の音が曲りけり

２︑加藤椴邨﹁﹃方寸虚言﹄一言﹂︵﹃俳句研究﹄昭和一六年四月︶

３︐石田波郷﹁随筆的友二論﹂今俳句研究﹄昭和一五年六月︶

○これは北鎌倉吟行のときの作品ですが︑実は北鎌倉駅付近の横

というものがあるが︑その自句を例として︑

須賀線のレールは真直線なのです︒しかし作者がこれを曲った

６︑氏において﹁行﹂や﹁精進﹂という言葉がよく見受けられるし︑

５︑﹃方寸虚実﹄昭和一六年二月︑甲鳥書林

て書き記されている︵﹁俳句枯華﹂︶︒

４︑﹃即刻の文芸﹄には︑師弟関係を結ぶことになるその発端につい

即刻の叫びが物の光なのです︒

ものと見た感性︒しかも電車の音が曲ったと見た心︒この打座
写生とは︑目で見たままを言うのではなく︑心を通して見え

﹁花鳥調詠の行者﹂﹁修練﹂﹁絶えざる鍛錬﹂を重視する記述が認め

例えば松本たかしにおいても︑﹁作句修業﹂﹁ゆるみのない精進﹂

た真実が俳句の写生なのです︒そうすれば︑俳句は作るもので
目で捉える修業によって物が見えてくるのです︵﹁物の光﹂︶

られる︒ただ氏とたかしとでは︑﹁写生﹂をどう捉え︑どのように

はなく︑出来るものになります︒要するに︑季題と感動を心の

俳句修業に励むかという点での違いがある︑と私は思う︒

せて頂くことにした︒広く先達諸氏にご批正頂きたい︑と思う︒

山本修巳先生のこれまでの学恩に感謝する気持ちで︑拙文を投稿さ

本年は﹃佐渡郷士文化﹄創刊二五周年にあたるとのこと︑また

八附記Ｖ

と書いている︒自分にとっての真実こそが俳句になっていくとすれ
己れＶとは当然ながら︑日々の生活の中から生まれてくるものであ

ば︑己れこそが俳句になっていく︑と言うことができると思う︒八
るし︑長く生きてゆけば︑その日常の蓄積はそのままその人の哲学

小笠原和男氏の俳句観について整理してみたいと考えたわけだ

︵金井町中興佐渡高等学校教諭︶

とも︑人生ともなろう︒

が︑その考察の過程で︑石塚友二や石田波郷︑あるいは加藤椴邨に

A

撒畔へ⑦
五高

東聲の手紙は﹃覇王樹﹄へ湖畔の投稿を求めていますが︑湖畔は

この上

大正十五年︑渡辺湖畔は四十歳です︒十二月二十五日で昭和元年

﹃明星﹄が無事に刊行されている間は︑﹃覇王樹﹄への投稿を控えて

四十にて惑はずと言う聖人の言葉さすがに寂びしかりけれ

りもし佐渡へゆくことが出来れば大幸に存候小生は地方農村

ど承り佐渡行の宿志いや更に動き申候事に候貴兄の御力によ

魚川にすごし候その時相馬氏より佐渡の風物や人情のことな

﹁去年十一月庄内より越後にいで京阪に行かんとして一夜を糸

いたようです︒橋田東聲の手紙を続けてみましょう︒

の手紙が来ています︒原稿用紙にペン書きです︒橋田東聲は歌誌

の間も茨城県新治郡の教育会にたのまれ五日程出張せし事に候

へ時々農村問題や普通選挙といふやうな題で講演に参り候こ

﹁臼井の会は中々盛会にてうれしく存候今村君も出席して下

には大阪及び堺の方に歌の講演会ありて出掛け申すべくその

がもしかふいふ方法で参ること出来れば幸甚に候尤も三月

後の事に御高配願上候勿論貴兄が島に御いでのときでなくて

臼井の会とは︑﹃覇王樹﹄の同人︑臼井大翼の歌集﹃私燭﹄の出版記

湖畔が話題になったに違いありません︒相馬御風と湖畔との接点は

ねています︒御風は東聲に佐渡行きを強く勧めたのでしょう︒渡辺

橋田東聲は講演旅行の道すがら︑越後の糸魚川に住む相馬御風を訪

は行く気いたさず候﹂

念会のことです︒臼井と呼び捨てにしているのは︑橋田東聲にとっ

第三者を介して︑しばしば現れるのですが︑不思議に直接の手紙は
少ないようです︒

て︑大学同期の親しみと﹃覇王樹﹄を共に創刊した間柄の表れかも

貴詠御送り希望にたへず候﹂

覇王樹遅れ候が割合立派に出来候御らん下され候事と存候

と存じ御批評願上候

され貴兄のことも皆噂いたし候私燭は臼井より御届のこと

﹃覇王樹﹄の主宰者です︒

大正十五年︵一九二六︶正月三十日付けで橋田東聲から渡辺湖畔宛

雨けぶる野はむらさきに匂へども四十路の吾に春帰り来ず

畔四十歳の感慨を拾ってみます︒

となり︑七日間で昭和二年と変わります︒﹃明星﹄掲載の歌から湖

角

しれません︒因みに臼井大翼は明治十八年︑橋田東聲と渡辺湖畔は
明治十九年生まれの同年代です︒
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橋田東聲の講演は︑農村問題とか普通選挙というような話であっ

ます︒格別な内容を含むものではありませんが︑かえって普段着の

同じころ大正十五年二月四日付け与謝野寛書簡が湖畔宛にきてい

﹁御両書とも拝見致候︒酷寒のなかに御冬ごもりなされをり候

たらしく︑短歌や文学に関してではなかったと見えます︒これは橋

こと︑はるかに御様子を想像申上候︒目のおよろしく御なりな

手紙で︑湖畔との交流の一端を示しているようにも思えます︒

﹁急ぐことはありませんが小生右の如き希望をもち居り相

社会教育といった分野を担当していたのでしょうか︒そして手紙は︑

何よりもお喜び申上候︒

されしため︑読書と歌の御制作とに日を御送りなされ候こと︑

田が︑文部省の嘱託であったことによるものでしょう︒今でいえば

馬氏のお話にて一層その心旺んと相成り居り申候御配慮願上

をもちて御来駕被下候︒風波のため船を御引返しなされ︑爾来

榮太郎君︑郊外にこもりて御勉強の御様子に候︒先日も御傳言

候﹂

と佐渡への希望を伝えています︒手紙の結びに

御出京を御延ばし候こと︑残念に存じ申候︒三月と云へぱまだ

﹁小著﹃士の人長塚節﹄近日出来可仕その上は一本拝眉仕

るべく候貴兄より貴県下の新聞へ紹介御儀願被下度候中

久しき後のここち致候︒御健かにて御来京相成候やう待上
候︒﹂

川君へも御たのみ被下度候﹂

までのばしたと栄太郎が伝えに来たということのようです︒この上

上京しようとした湖畔の船が︑時化で引き返してしまい︑出京は春

中川君とは︑中川杏果氏のこと︑佐渡の新聞記者として文人たちに

知られていました︒橋田東聲著﹃士の人長塚節﹄は大正十五年二

す︒一月二日に芳松は︑兄の留守中の相談に本家の湖畔を訪ねてい

京については︑たまたま湖畔の弟︑芳松の懐中日記が残っていま

月に刊行されています︒橋田東聲は長塚節への共感を︑茨城と高知
の違いはあるが︑ともに農村に育ち農業に接してきたことにあると

ます︒一月五日に旅立ちで︑船は大黒丸︑午後一時の出航です︒芳

言っています︒農業問題の講演をして歩いているのも︑仕事のせい
だけではなく積極的な関心があったようです︒

ら電話が入り︑船は時化で新潟へ行けず両津港へ引き返したとのこ

松のほか身近なものたちが見送りに集まっています︒夕方︑本家か

とです︒陸上では風もなく静かな天気に思われたので芳松にとって

﹃覇王樹﹂二月号の﹁大森雑記﹂で橋田東聲は相馬御風の﹃一茶

は不思議な思いだったようです︒湖畔は時々上京していますが︑そ

と良寛と芭蕉﹄を批評したいと思う良い本と記しています︒﹃一茶
馬御風を訪ねたのが丁度そのころにあたります︒相馬御風が糸魚川

と良寛と芭蕉﹄は大正十四年十一月の刊行ですから︑橋田東聲が相

の都度こうした見送りが行われ︑小さな船の渡海で苦い思いをして

これまで与謝野書簡に現れる栄太郎の姿は︑親代わりの与謝野夫

いたのでしょう︒

に帰郷して十年間の仕事の蓄積を示す書物でした︒

橋田東聲の佐渡を訪ねようという宿志は︑この年︑果たされてい

八

ませんが︑どうも実現されずにおわったように思われます︒

A
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ます︒与謝野夫妻は当時都心の富士見町に住んでいましたから︑郊

受けます︒栄太郎は早稲田大学の第一高等学院に入っているはずで

ましたが︑ここにきて少し一人前に認めていただいているように見

妻に心配をおかけしていろいろ監督していただいている気味があり

これは私の手許にある高村光太郎の木彫﹁蝉﹂の出生に触れていま

大正十五年六月一日付け渡辺湖畔宛の与謝野寛書簡があります︒

たそがれに人をしのべばなやましくかおるものかな庭の丁子も

誰がために柳は青きそのかげをあゆみし人は吾に遠きを

ますが︑﹁蝉Ⅳ﹂は︑世に出るのが遅かっただけでなく制作年次も一

いました︒大正十三年から十五年までに四つの﹁蝉﹂は生まれてい

日頃に出し可申候︒

番遅いものでした︒展覧会場でみる﹁蝉Ⅳ﹂は気のせいか初々しい

新聞に書かれました︒展覧会のカタログには﹁蝉Ⅳ﹂と命名されて

生活が動かねば歌は出来ず︑旅行を致すことが吾々の詩源に

事しげく変わりゆく世に遠ざかり佐渡に住む身はひとり歌へり

宅に預りおき申候︒非常によい出来にて︑之を所蔵して猶玩せ

候間あと二十圓を高村君へ直接すぐに御郵送被下度候︒品は拙

次に高村光太郎氏の木彫﹁蝉﹂が御令弟様のために出来て参り

遣し被下度候︒

爾後お作を待ちをり候・もはや次号の原稿が迫りをり候ゆゑお

﹁御無事御帰国の御報を拝受仕候︒

次は﹁蝉﹂に触れた六月一日付け与謝野寛書簡です︒

印象に見えました︒そして四つの﹁蝉﹂はそれぞれに違いました︒

﹃明星﹄は原稿及び印刷所の都合にて︑二︑三合併号を十二三

の中の一つと想像していました︒百年展を機に﹁第四の蝉現る﹂と

は︑沢山作られているように思い込んでいましたので︑これは多く

一般に展示する機会のなかったものでした︒私は光太郎制作の蝉

す︒郊外にこもり勉強とありますのは︑中野の野方の家を指してい

す︒

いく日の吹雪は過ぎて入日しぬ半時ばかり軒の明るく

日は晴れて雪消のしづく軒に落ち淡き愁のきざす昼かな

この﹁蝉﹂は湖畔ではなく︑弟芳松の所望であったとわかります︒

は破損を怖れ申候︒﹂

﹃明星﹄は四月号も順調に出て湖畔は﹁草堂集﹂を載せています︒

ややおくれて六月七日付けで高村光太郎の手紙が︑湖畔あてに来て

蟹さげて蘆間を走る里の子の身にふさはしく小き蓑かな

らるる御令弟が羨ましく候・之は幸便に託し度候︒小包にして

湖畔の短歌は︑﹃明星﹄三月号に﹁雪のしづく﹂として載っていま

ておもひ候︒﹂

事も話すべき人少なく︑いつも何かにつけて旧友諸君を二人に

晶子よりも御上京を待上候と申傳候︒新しき友には打とけて何

候︒この春は遠く九州あたりまで御旅行なされてはいかが︒

二十日前にお遣し被下度候︒

﹁小生にもよき歌作るいとまなくて槐入候︒大兄の御作を本月

手紙は﹃明星﹄の刊行の遅れにも触れています︒

外という感じだったのでしょう︒

す︒この﹁蝉﹂は高村光太郎生誕百年記念展に出品するまで︑つい

魚

灯のもとに匂ふグラスの酒ありてこころ明るし唇ふれずとも
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へ

渡邊湖畔様﹂

文中に﹁工房に厳君の爲影あり﹂﹁年来製作いたし居候厳君肖像
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います︒ペン書の封書です︒芳松は私の父ですが︑物心づくまえに

父︑金六の肖像制作を指しています︒大正七年高村光太郎の佐渡滞

も今夏中にはものにいたしたき心算にて﹂とありますのは︑湖畔の

在は︑この肖像制作の準備のためでした︒﹁目下はその以前よりの

いこまれていました︒仕舞い込まれたのも︑半ば忘れられていたの
かもしれません︒物事に興味を覚えだしたころ︑蔵の中で高村光太

製作成瀬氏肖像と申すものを完成せしむ可くいそぎ居候︒﹂とあ

亡くなりましたので︑この手紙と﹁蝉﹂は久しく土蔵のなかに仕舞

います︒次はその大正十五年六月七日付け高村光太郎書簡です︒

郎の署名のあるこの手紙を見つけたときの不思議な昂ぶりを覚えて

の次を期されていた金六像はこの段階では完成に程遠かったのでし

る成瀬仁蔵氏像ができあがったのは︑昭和八年のことですから︑そ

ょう︒そしてこの肖像は形を見ることはできませんでした︒木彫

﹁今年は時候甚だ不順に候へ共御健康如何かと存居候︒御元
候︒御てがみ及同封の爲替今朝恭く拝受いたし候

﹁蝉﹂を見るとき︑つい実現することのなかった肖像を思い浮かべ

気の程いのり上候︒御地の新緑定めし美しからんと想望いたし
平素おたよりは申さねど常に机辺に貴下の詩菱あり︑工房に厳

ます︒

郎名義の広告が出ています︒そこには﹁平日研究のモデル費にあて

﹃明星﹄大正十三年九月号に﹁木彫小品を頒つ﹂という高村光太

君の爲影あり︑更に御疎遠の感無之事に候︒

生より承り︑心懸け居りし虚たまたま平常小生の最も好み候

る為︑斯ういふ会を又催します︒今度は途中でお断りするやうな事

御令弟より木彫小品のおたのみありし事二三ケ月前与謝野先

もの興にしたがって出来いたし候まま先生の御許まで御届

の事﹂とあります︒﹁蝉Ｉ﹂から﹁蝉Ⅳ﹂までが大正十三年から十五

年の間に制作されているところをみると︑この﹁木彫小品を頒つ﹂

をしません︒そして永く続けます︒﹂また﹁図題は一切小生まかせ

会の一連の作品であったのでしょう︒﹁今度は途中でお断りするや

けいたし置候次第に候︒

算にて或は今夏友人等の群にまじりて佐渡新潟方面へ旅

うな事をしません︒﹂という文面に︑頒布会を中断した過去の苦い

年来製作いたし居候厳君肖像も今夏中にはものにいたしたき心

同様におめにかかれる事と存居候

行いたすやもはかられず︑もし左様の節は又久しぶりにて御一

思い出がひそんでいるのではないでしょうか︒

再び﹃明星﹄に話をもどしますが︑大正十五年は休刊勝ちでし

目下はその以前よりの製作成瀬氏肖像と申すものを完成せし

た︒五月︑六月と休んで七月号が出ています︒七月号に湖畔は短歌

む可くいそぎ居候︒

A

宵の月ほのめきそめぬ梨の花おぼつかなくも匂ふ梢に

今日はとりあえず御禮まで申述候︒

高村光太郎

﹁緑窓集﹂を載せています︒其の中から︑少し︒
六月七日

御令弟へよろしく御鳳聲願上候︒

A

時おかず椿ちるなり心憂く南の風の庭を過ぐるに

貼られたる広告びらに薄日さし橡の枯葉の散れる十月

初秋のすがすがしさも程すぎてやや肌さむき藤の椅子かな

は八月号も十月号も書いてはいません︒﹃明星﹄は十一月︑十二月

原稿が集まらなかった︑と十月号に申し開きがされています︒湖畔

ました︒﹃明星﹄八月号が出て︑九月は休刊︑この夏は余りに暑くて

西洋の音楽にはいつ頃から触れていたのだろうかと思い︑挙げてみ

東京の晴れたる冬を寂しみぬ雪ふる嶋に子をのこし来て

焚火する煙のうへにこころよく庭師の鋏ひびきたるかな

秋の夜の霧のなかより笛鳴らし枕に近く過ぐる川船

こころには和泉式部の歌を愛づサンタマリアにひざまづく身も

藁くずのちりたる上に小雨ふり昼も墨啼く馬市のあと

朽葉ちり秋の地肌の清けれど佐渡に悲しきみささぎの山

と休刊して︑明けて昭和二年の新年号がでますが︑これが三か月分

をも合せて発行した︒次号からは発行を遅らさないやうに努力

の発行が非常に遅れた︒此号は十一︑十二の両月の外に新年号

結婚を済ませたり︑印刷所の事情があったりしたので︑﹃明星﹄

っているはずです︒にぎやかだった子供たちも︑健次郎と道子はす

湖畔は︑この秋も上京していますが︑家には息子の達三郎が一人残

佐渡の加茂湖や真野御陵そして島の秋が歌われています︒旅の多い

身に迫り美くしければほろびゆくはかなきものに溺れんとしぬ

人

みほとけの慈悲のなやみに身を浸しほとけ彫りけんいにしへの

したいと思ってゐる︒我々は永久に同人の書いた物を気楽に載

の卒業まじかのはずですから︑寂しいのは老父の金六であったのか

でに亡く︑栄太郎は在京しています︒といっても達三郎も佐渡中学

もしれません︒湖畔は十月︑与謝野家の賀宴に連なっているようで

せることの出来る此﹃明星﹄を続けて行く︒後になって︑此様
に︑食後の卓で語ってゐる積りで︑持ち寄った原稿を毎号一纏

﹃明星﹄新年号に与謝野寛の﹁婚莚の歌﹂十四首が載っています︒

すから︑そのための上京であったと見えます︒

し一つ

わが少女人に祝はれ今嫁ぐ親が忍びし恋に似ぬかな

おとめ

その中から少し︒

ます︒湖畔は新年号に短歌﹁冬晴小景﹂を発表しています︒前年の

みざ

嫁ぐ子の後ろを見つつ喜びにその母の目も泣けば美し
さい

良き夫子と白き衣引くわが少女堂に入る時弥撒の鐘鳴る

与謝野寛︑晶子夫妻にとってお子様の初めての婚莚であったようで

竹こ

半年分の蓄積だったとみえます︒﹁冬晴小景﹂から拾ってみます︒

と書いています︒その意向に反して二月︑三月は続けて休刊になり

無いであろう︒﹂

めにして居た雑誌の有ったことを回想して見るのも無意義では

に気儘な人間の一団があって︑ジヤアナリズムに囚へられず

﹁﹃日本古典全集﹄の校訂に忙しいのを主とし︑それに次女の

の合併号だったようです︒新年号の﹁｜隅の卓﹂に与謝野寛は

心のみをどりしものを涙出づショパンの曲のなかば過ぎより

耳馴れし宵の蛙の声きかず寂しとぞ思ふ東京にきて

A

七月号以来です︒この期間﹃覇王樹﹄にも発表していませんから︑

黄ばみつつ蒲のそよげば渡り鳥むらがりて落つ秋の湖
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A

のでしょうが︑﹁一隅の卓﹂のなかで第二次明星の歌人たちについ

て総括にも似た評言をしるしています︒これが纏めの時という思い

謝野寛は書き足しています︒しかし二月︑三月は休刊で昭和二年四

夫人は激しい強い性情の人である︒︵中略︶赤木毅君が単調な

表現することに忠実であるのを︑常に嬉しく思ってゐる︒中原

﹁﹃明星﹄の短歌の作者が︑専ら各自の実生活に即した感情を

すくよかにおきてを守るこころにも人の哀れのいつ染みにけん

此にお礼を申上げる︒﹂とありますが︑まだ引越し前で︑﹁與謝野寛

ら椿︑桜︑もち︑楓︑つつじ其他の樹木を寄贈せられた事に就て︑

コ隅の卓﹂の末尾に﹁自分達の郊外の家の方へ﹃明星﹄の諸友か
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す︒

﹃日本古典全集﹄に割かれた時間も﹃明星﹄の発行には影響した

もあったのではないでしょうか︒興味深いものですが︑全文引くに

月号が出るのですが︑さすがにコ隅の卓﹂に﹁﹃明星﹄は休刊が続

海上生活をしながら︑常にあれだけの善い歌が出来るのは異彩

は長くなりますから︑湖畔を中心に引用してみます︒

らしく︑﹁度々発行日を延期して︑其度にお手数を煩したことにつ

いたので第三種郵便物の認可を取消された︒それで四銭乃至六銭の

き︑東京逓信局監理課と九段局に感謝する︒﹂と新年号の巻末に与

郵税を要する事になった︒﹂と書かれています︒しかし﹁一隅の卓﹂

日本風の歌が示される︒その詞は簡勁︑その情は幽遠︑高古︑

である︒︵中略︶白仁君は九州に住み︑風土に触れて発した純

瓢逸︑明麗を兼ねて︑下に多くの涙が蔵められてゐる︒渡辺湖

には﹃明星﹄を終刊にするつもりは些かもなかったようですし︑誌
﹃明星﹄の最終号になりました︒湖畔は四月号に短歌﹁小夜曲﹂を載

であるが︑只前者は神と自然に多く就き︑後者は人に多く就く

畔君と関戸信次君とは共に軽き感激と淡き哀愁に自足する如く

面のどこにもそんな様子はなかったのですが︑この四月号が第二次
せています︒﹃明星﹄に育てられた湖畔にとって一つの時代が流れ

ゆめみしは古りたる壁の群像のなかの一人に似たるたをやめ

を異にしてゐる︒︵以下略ご

とこしへの若さをもちてほこりかに歌へ過ぎゆく恋を歎かで

居す︒家二棟に分る︒一を遥青書屋と云ひ︑一を采花荘と云ふ︒在

年譜﹂によれば﹁九月︑東京市外荻窪村︵今の杉並区荻窪町︶に移

世の限り心にありて忘れめやほのかなりつるおんけはひなど

すぎたのかもしれません︒﹁小夜曲﹂から多めに挙げてみます︒

炉は赤くともにワルツを踊らまし吹雪も暮るる年も忘れて

京の同人より庭木の寄贈を受く︒﹂となっています︒これを境に与

窓かけに雑木のかげのうつりたるあかるき居間の冬のひと時
い

武蔵野のすすきにしづむ日のいろを共に愛づれぱ目のうるみき

たものから︑下荻窪三七一に変っています︒

謝野夫妻の湖畔あて手紙の住所も︑長い間︐富士見町五の九であっ

A

与謝野寛は﹃明星﹄の最終号と︑はっきり意識してはいなかった

A

大正から昭和の初め頃までに書かれた各地の郷土史︑町村史には

停泊している間に上陸してその辺の物見遊山をしてくるとか︑これ

き︑下関から瀬戸内海に入り︑また遡って大坂まで来る︑その船が

一α︺追酢坐乱ゞ
弟十六回全国天栢

だいたい伝記の部があって︑地域で活躍した人たちの伝記が載って

も︑やはり旅行の一種ではあります︒それから豪商や地主が︑商売

を離れて︑学問のために京都へ行ったり︑大坂︑江戸へ行ったりし

も一つは商売絡みですから︑純粋の旅行ではないのでしょうけど

がありましたが︑貧乏のわりによそへ出て旅をしているように思い

て︑和歌︑連歌︑俳譜︑あるいは漢学︑あるいは書道︑そういった

おります︒それを読むと︑結構京都とか江戸へ勉強に行っている人

ます︒もちろんこれは佐渡だけの話ではなくて︑江戸も中期ごろに

ちょく出てまいります︒そういう人たちが書き残した道中記はたく

先生を訪ねて勉強してくる︒そういうようなことも伝記類にちょく

さんあるのですけれども︑ここでは三人の道中記について︑私が読

なったのだと思います︒そういうわけで︑今は紀行といいますが︑

古い言葉では道中記というものもたくさん残っているようです︒そ

思うのですが︑それぞれに特徴がよく現れているのではないかと思

この三人のものを選んだ理由は︑道中記には特徴が幾つかあると

んだ感想をお話しさせていただきたいと思います︒

ではなくて︑やはり限られた人たちしか出ていないのです︒分かり

り︑連歌を勉強したりするとかの公務出張を兼ねた研修旅行もあり

る間に自分の好きな先生について漢学を習ったり︑和歌を習った

れをきちんと記録に残しておきたいという︑いわば備忘録︑日記の

ちで一度か二度しか出られません︒貴重な経験でありますから︑そ

か︑今のように簡単に旅行できる時代ではありませんし︑一生のう

になります︒今年は何処其処へ行ったから︑来年は何処へ行こうと

いったい道中記はどうして書くのかというのが一番最初の出発点

ったからであります︒

これは主に関西方面が多いわけですが︑日本海をずっと西の方へ行

て行くと︑これは公務出張ですが︑そのついでに江戸に滞在してい

やすい例でいえば︑奉行所の役人が掘った金銀を持って江戸へ送っ

くとか︑あるいは九州一周︑北海道一周というふうな旅行をするの

うはいうものの誰もかれもが今のようにツアーに参加して海外へ行

なりますと︑全国的に庶民の経済力が向上して旅行もできるように

が多いことに気づかされます︒先に佐渡の人間は貧乏だというお話

A

ますし︑廻船商人たちが商売のために北前船に乗って各地を回る︑
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A

延長としてのメモが道中記を書く出発点でしょう︒もう一つは︑今

そこから陸路を辿って京都︑それから紀伊︑伊勢︑大坂︑更に高

側︑能登半島の外海の付け根に近い港であります︒

の金毘羅参りの定期船に乗ります︒その当時大坂から金毘羅通いの

砂などの兵庫県辺りまでぐるっと陸路を行って︑それから瀬戸内海

処はどうだった︑あそこはどんなだったという土産話を聞きたがる

で︑特に航海の神様だそうでありますから︑全国から船乗りや海運

定期船があったらしいのです︒金毘羅さんは昔から代表的な観光地

いけれどもやはり他国の事を知りたい︑旅行者が帰って来ると︑何
人がきっと多かったと思うのです︒ですからその土産話のために丹

帰りは博多から佐渡まで船で三十日間かかったといいます︒後でも

たい一日に七里から八里位の距離を移動した勘定になるそうです︒
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とちがって誰も彼もが旅行できるわけではありませんから︑行けな

念に書くということになる︒自分のメモならば自分だけ分かればい

しょう︒金比羅参りの後は荷船を利用して博多まで行き︑博多から

関係者達が集まって︑参詣者が多いので定期船が就航していたので

後は自分の持ち船の大黒丸という廻船で︑これは四百石積みでかな

いのですから簡単に書いておいても足りるのですけれども︑帰って
ことをなるべく詳しく書く︑特に珍しい話は丁寧に書き留めておく

から土産話の種本にするということになると︑見たり聞いたりした

り大型でありますが︑それに乗って帰ってきました︒

もあるのではなかろうかとも考えられます︒つまり︑大きく分けて

触れたいと思いますが︑昔の航海というのは︑風が吹かなければ船

陸路︑能登から京都まで行くのに十六日間かかっています︒だい

ことになるのではなかろうかと思われます︒それがもう一歩高度に

実用的な単なるメモ︑その次に土産話の種本として︑更にもう一歩

が動かないわけですから︑非常に忍耐のいることです︒今飛行機で

なると︑一つの文芸として︑後世に残そうという意図から書く場合

踏み込んで文芸として記録しておく︑この三つがこれからお話しす

行けば一時間か一時間半あればいい所を三十日もかかって︑狭い船

に我慢して乗っていなくてはいけないということになります︒陸路

ります︒

年代の古い順にお話しいたします︒まず︑笹井秀山の﹃海陸道順

たりして︑合計一四四日間の大旅行であります︒今ならばこれだけ

を︑一日七︑八里を歩いたり︑あるいは海路を一か月間も船に乗っ

る三つの道中記にそれぞれ当てはまるのではないかと考えたのであ

のでしょうか︑佐藤利夫先生が丁寧に校注をして平成元︵一九八

るらしいのですが︑直接の目的は︑商売は二の次で先祖の供養のた

では何をしに行ったのか︑途中で商売のためにも時間を使ってい

あれば世界二︑三周はできる位の時間がかかります︒

達日記﹄という道中記︑秀山は号で本名は伊助︑﹁いのすけ﹂という

九︶年に法政大学出版局から出版されております︒先程田中先生が
という人が沢根の港から︑相川下戸町の四十物屋の孫太郎船という

めに京都のお寺で回向をしてもらうこと︑それから秀山の伜の岩之

お話しになられた沢根の浜田屋の分家︑通称新屋︑そこの笹井伊助
百石積みぐらいの︑廻船としてはわりと小さい船に乗って能登の福

助︑当時十九歳であったそうですが︑この人の痔の治療をしてもら

A

浦という港まで行きます︒地図で見ると富山湾側ではなくて越前

A

−

うために︑紀州の華岡青洲の診察を受けることでした︒紀州の華岡

く︑各地の珍しい話などもかなり詳しく織り込んで書いたものであ

まとめたものではなかろうかと私には考えられたのです︒とにか

さ﹄が書かれたのは何時か分からないのです︒日付はあるのですが

それから二番目の佐藤枝彦︑本名勘十郎ですが︑この﹃旅の道く

ります︒

て︑﹁私がなりたい﹂︑﹁私がなります﹂という︑一種の形を変えた嫁

︵一八三三︶年ぐらいまでの十一︑二年の間︑随分幅がありますが︑

かりません︒だいたいの推測で文政元︵一八一八︶年から天保四

年号が一切書いてないので︑それが何年の何月何日ということは分

秀山は青洲の所に岩之助を預けておいて︑その間自分はその辺を

ら大坂︑大坂から船に乗って讃岐︑金毘羅さんをお参りして︑それ

その間だろうと思われます︒七十日間の日記でありまして︑伊勢か

から中国路へ渡り︑だいたい陸路で京都︑松阪︑更に江戸までの道

観光して回っています︒この時秀山は三十九歳であったそうです︒

帰国してから更に書き直したものではなかろうかといいます︒一緒

き﹂という部分で︑第一巻がなくて第二巻しかないので︑これは大

中記なのですが︑前半が欠けています︒今残っているのは﹁つづ

変残念なのです︒原本は現在赤泊村の教育委員会に保管されていま

に付いて行った番頭格の佐平次という人の書いた部分もその中に混
が書いたものも帰ってから集めて一緒にしたのではなかろうかと︑

る時の資料に読んだのだそうで︑それが村史に関係しておられた︑

す︒これを最初に読んだのは八木千恵子さんで︑﹃赤泊村史﹄を作

るからこれを何とかせよ﹂といって私に貸してくださったのです︒

山本修巳先生の手に渡っておりまして︑その山本先生が﹁お前にや

ょくちょく入り込んでおります︒道中で作ってお互いに見せ合って

いるのです︒場合によると船頭さんも作っている︑瀬戸内海を航行

て︑やはり現在山本先生が定期的に発行しておられる﹃佐渡郷土文

い︑点検しながら欠けた部分を補ったり︑簡単な註を付けたりし

化﹄という雑誌に連載させていただきました︒八十四号から八十八

そこで︑赤泊村の教育委員会にお願いして原本をコピーしてもら

たとか︑このお宮︑このお寺が大変に厳かであったとかというよう

号にかけて活字になっておりますが︑部数があまり多くない雑誌で

ので途中で見たり聞いたりした景色︑ここはこういう景色が良かっ

この人はこういうふうにして金を儲けたというような話も混じって

すから︑定期購読者以外はなかなか読む機会がないかもしれません

なことの他に︑金儲けの話を特に書いております︒旅先で聞いた︑

であります︒しかし︑やはりこの人の場合は︑根が商人であります

する定期船の船頭さんたちは客と俳譜の座に加わっていたという話

佐藤先生は分析しておられます︒文中に俳譜や狂歌︑和歌などもち

じり込んでいるので︑秀山一人で書いたものではなくて︑番頭さん

佐藤先生の点検によりますと︑この道中記は途中のメモを元にして

青洲の所へ痔の治療に連れて行きます︒

と姑の闘争物語でもありますけれども︑あの小説で大変有名な華岡

医者さんであります︒その麻酔の実験台に母親と妻とが競争をし

ありますが︑日本で初めて麻酔を使って外科の手術をしたというお

青洲というのは有吉佐和子の書いた﹃華岡青洲の妻﹄という小説が

A

おります︒結局いろいろな話を混じえて一種の土産話の種本として
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A

が︑各地の図書館などには置いてあるはずなので︑もし興味がおあ

の松坂に行き︑そのついでに旅をして来た︑金毘羅さんをお参りに

あろうと︑こういう主旨の学問です︒その国学の勉強のために伊勢
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りなら読んでいただきたいと思います︒

﹁古事記を読み奉る時に詠める歌ならびに短歌﹂など︑万葉仮名で

行って来たということらしいのです︒古典を勉強していますから

一時は非常に景気がよく︑﹃赤泊村史﹄によりますと︑佐渡奉行にな

この枝彦という人も本職は商人︑祖父の代から廻船問屋を始め︑
って来た久須美六郎左衛門に﹃佐渡の日次﹄という日記があるので

のはこの枝彦ではなかろうかといわれるそうです︒枝彦は万葉調の

の三神の説﹂を発表しています︒古事記を佐渡に一番最初に伝えた

歌もたくさん作っておりまして︑この当時の佐渡の三歌匠の一人に

和歌を書きます︒それからこの人は国学の勉強で︑例えば﹁古事記

ところ︑出した膳椀が蒔き絵塗りの大変立派なものであった︑その

すが︑寺泊から赤泊の港へ上陸して︑まず名主の佐藤家に宿泊した
時は少し賛沢過ぎるのではないかと思ったけれども︑佐渡のことは

さて︑道中記によると︑先程言いましたように年号は分かりませ

数えられております︒後の二人は河原田の中山千鶴と︑新穂北方の

んが︑伊勢の松阪を三月二十八日に出発して奈良経由︑奈良のお寺

まだ分からないから後で仲間に聞いてからにしようと思ってその時

になっていたらしいのです︑その巡村の時に再び佐藤家へ来たらま

などを訪ねて大坂へ出て︑大坂から船で金毘羅さんにお参りしま

もあるのです︒

た同じような膳椀を出してご馳走したので︑これは町人の分際でち

本間季喜です︒従って商人ではありますけれどもかなりの教養人で

と贄沢過ぎると注意をしておいた︑それに対して勘十郎は︑恐れ入

す︒金毘羅さんをお参りした後︑対岸の田ノロという今の岡山県へ

は黙っておいた︑しかし︑その後︑巡村に出かけた︑佐渡奉行に着

りましたという始末書を出した︑という話が載っております︒倹約

た︒京都にしばらく滞在して︑東海道を歩いて伊勢の松阪にまたや

渡り︑陸路で大坂まで来て︑大坂から淀川を船で京都まで遡りまし

任すると一度はぐるっと佐渡の中を回って見なければならないこと

たということは︑それだけ立派な什器などもある資産家であったと

をせよという奉行所の方針に反して︑賛沢過ぎるという注意を受け

か月ちょっとかかっております︒その後はしばらく日付が飛んでい

ってきて︑これが五月の七日ですから︑四国へ行って来るまでに一

て︑江戸へ六月の九日に着き︑そこで日記は終わっています︒松阪

いうことでしょう︒

この佐藤枝彦は廻船商人であると同時に学者を志していて︑伊勢

発するまでの間︑約二週間ばかりあります︒その時佐渡から一緒に

から四国まで行って︑もう一度松阪に帰って来て︑そして松阪を出

来るはずの人がまだ来ていないと書いてあります︒その後会えたと

平を訪ねて国学の講義を受けることにあったと思われます︒本居大
平は本居宣長の養子でありまして︑国学の先生です︒国学というの

も会えなかったとも書いていませんが︑恐らく︑佐渡から何人かや

松阪の本居大平の門人でありました︒この旅も本来の目的は本居大

る︑古典を研究することによって日本独特の文化が明らかになるで

A

は漢学に対してわが国固有の学問ということで︑古典を大切にす

へ

って来てその連中が一緒になって本居大平から講義を受ける︑そう
いう約束になっていたらしいのです︒二週間ばかり講義を受けて︑

書いたのではなかろうか︑というふうにも考えたわけであります︒

先程もちょっとお話しをしましたけども︑佐藤家は一時非常に栄

行く時にどういう経路で行ったかということは︑これは上巻がな

一番後ろにこんなことを書き加えているのです︒﹁枝比古家之事﹂

佐藤家の檀那寺の遍照寺に保存されていて︑その住職がこの日記の

えてお寺を一軒寄付する財力があったのです︒この原本は︑元々は

いので分からないのです︒原本は美濃紙六シ切りで横長︑袋綴じに

と云ふ／今はなしをしいかな／其子孫は北海道に在りと聞く／又当

として﹁右は赤泊村大字赤泊／旧家佐藤勘重郎／里人は舛屋勘十

す︒﹁古来より／遍照寺の檀頭頭にして／只今の本堂は右家の一建

地に縁類なし﹂︑絶家になって赤泊にはもう縁者はいないと言いま

して︑それを木綿の四角い布に縫い付けてあります︒布を畳みます

す︒三月二十九日と最初にあって︑弓づき﹂と後から書き加えた

三﹂というような字があるのは︑この字は削除するという意味で︑

に小さい字で書き添えてあります︒そして左側にちよんちよんと

ふうに朱書して印判を押してあるのです︒もし前半があると非常に

二十五年菊月心王山前住職北村本議書之蔵之﹂︒こういう

記す別に橘法老氏の厚意に依りて／枝比古短冊を蔵す干時昭和

立にて／今を去る事／寛政二庚戌年寄附なりと／棟札に在り弦に

貴重な道中記だと思うので︑もし所在をご存知の方がありましたら

右側に細かい字で足したのはそれを差し込むという意味です︒つま
の夜や︑あるいは船に乗って風待ちをしているような時に︑もう一

る必要はなく︑大体の話が分かればよいわけです︒推敲の跡を丹念

とです︒この当時は短歌といわないで和歌といいましたが︑先程の

の道中記のもう一つの特徴は︑四十首近い短歌が収められているこ

この人は歌の先生だということは先程お話ししましたけども︑こ

教えていただきたいと思っております︒

に見ると︑ついうっかり文法を間違ってしまった︑仮名遣いを間違

匠と言われただけあって︑質的には相当洗練されたものです︒そう

笹井秀山の﹃巡達日記﹄の中の和歌と比べてみますと︑やはり三歌

いうわけで佐藤枝彦の﹃旅の道くさ﹄というのは︑文芸にまで昇華

ってしまったとか︑文字を間違えた所を訂正する︑あるいは表現が

ことは︑ひょっとしたらこの人は紀貫之の﹃土佐日記﹄のような紀

思うのであります︒

させようと目論んで書いた道中記ではなかろうかと︑こんなふうに

三番目の小木宿根木出身の柴田収蔵の﹃柴田収蔵日記﹄︑これは

行文学として出版したい気持ちもあったのではないのかと考えられ

あまり上手くない所をより洗練された表現にしてあります︒という

モ︑あるいは帰ってからの土産話の種本であるならば︑何も推敲す

度読み直して推敲したのでしょう︒これがもし自分のためだけのメ

りこれは一旦書いたものを推敲しているわけです︒おそらくその日

ママ

ところから始まります︒本文を見ていきますと︑何か所か右側に更

と︑懐に入るようになっておりまして︑細かい字で書いてありま

江戸回りで帰ったのでしょう︒

A

ます︒出版しない分にも︑とにかく推敲したものを後で清書して自
分だけでなくて人にも読んでもらいたい︑そういうような気持ちで
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A

文庫として出版されておりますし︑それより前︑昭和四十六︵一九

田中圭一先生が註を付けて平成六︵一九九四︶年に平凡社から東洋

す︒自分が書いた世界地図に﹁シュクネギ﹂とちゃんと出身地を片

けですけれども︑ただ惜しいことに四十歳で亡くなってしまいま

臣になります︒今で言いますといきなり国家公務員に登用されるわ

して︑小木の観光案内のパンフレットにはその地図が印刷されてお

仮名で書き入れてあります︒その珍しい地図が今でも残っておりま

七二年にもほぼ同じものが小木町の町史刊行委員会から出版され
ております︒レジュメに示した三回の旅程はそこから拾い出したも

ところで︑笹井秀山と柴田収蔵の日記の中には︑旅先でかなりた

ります︒

のです︒﹁金毘羅詣船路之記﹂というのが︑天保十︵一八三九︶年収

蔵が二十歳の頃︑親類の石塚市三郎という廻船問屋の持ち船に乗っ

風岡源七などと会ったとか︑あるいは伊勢の山田へ行ったら河原田

くさんの佐渡出身の人と会った記事があります︒秀山は敦賀で相川

て金毘羅さんをお詣りして来た︑もちろんこれは商売で︑大坂まで

の伊勢屋定八が来ていたとか︑というふうに特に京都や大阪で佐渡

行って来るのですけれども︑そこに便乗して金毘羅さんもついでに

医者になるために江戸の伊藤玄朴先生の所に弟子入りをする︑その

から行った人に出会っております︒だいたい佐渡から行く人が泊ま

いは夷の和三郎︑相川の夜番屋長助︑大工町の紺屋︑相川四丁目の

ために江戸に行く︑その道中記であります︒それから三番目の﹁庚

る宿が決まっていて会いやすかったという点もあるでしょうし︑商

三丁目の河内屋嘉内と出会い︑京都へ行ったら古城代右衛門︑ある

戌日記﹂︑収蔵は医者になって帰って来ていましたが︑もう一回医

お詣りをしてきたという︑その記録であります︒その次の﹁癸卯年

者の勉強︑というよりはむしろ医者の勉強をしながらオランダ語や

うのですが︑結構佐渡から大勢の人が関西方面︑特に廻船商人たち

売上いやでも会わなくてはならなかったという人もあったのだと思

中日記﹂︑天保十四︵一八四三︶年が癸卯の年だそうですが︑収蔵が

の嘉永三︵一八五○︶年の日記であります︒

それから柴田収蔵の日記を見ますと︑収蔵は江戸へ上ると︑最初

は京︑大坂辺りへはたくさん行っていたことが分かります︒

地図︑地理の勉強をしたいというので︑また江戸へ行く︑庚戌の年
この三回の旅日記の内容を調べてみますと︑非常に単純明快なの

です︒何月何日どうしたこうした︑という全く行動の記録でありま

て︑そのうちに渡りを付けて︑例えば伊藤玄朴の家に住み込みにな

はだいたいお寺へ行って厄介になるのです︒お寺で厄介になってい

る︑先生の家に住み込んで医者の修業をするわけですが︑その前は

して︑特に感想︑あれが綺麗だった︑これが汚かった︑楽しかった︑

でありまして︑これは完全に一番最初に申し上げたメモ的な︑備忘

悲しかったというふうな事は殆ど書いてなくて︑単なる事実の記録

とかあるいは歓喜院という寺坊にしょっちゅう出入りしていますか

まずお寺へ行って落ち着く︒収蔵は佐渡にいる時は宿根木の称光寺

ら︑その称光寺や同じ宗派の四日町の大願寺などの紹介で江戸のお

録としての日記であります︒

この柴田収蔵という人は︑皆さんご存知のとおり︑地図の勉強が

A

認められ︑安政三︵一八五六︶年に幕府の蕃書調所に採用されて幕

A
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は寺男になっているらしいのです︒それから小比叡から来ている沢

ら小木町から来ている八百蔵という男がいて出会った︒この八百蔵

寺へ行って厄介になるらしいのです︒例えば蔵前の大護院に行った

います︒収蔵はたいへんな酒呑みで︑毎晩大酒を飲んで︑三日おき

ります︒その間収蔵は毎晩四海屋という料理屋へ行って酒を飲んで

時︑小木から寺泊に渡るまでに一か月あまり小木で船待ちをしてお

フォイルなら一時間で行ける所なのに︑収蔵が最初に江戸へ行く

です︒参考のために︑佐渡奉行時代に記した川路聖謨の﹃島根のす

とも︑道中記から分かってきます︒道中の難儀のもう一つは川止め

これが寺侍になっているのに出会います︒また︑相川から来た渡辺
かと思います︒それから四日町の槇林長作という男が元佐渡奉行の

さみ﹄の江戸往復の旅程だけをレジュメにメモしておきました︒川

は風待ちで非常にたくさんの時間を浪費しなければならなかったこ

石川九十郎の家に奉公していたそうです︒これは中間か下男かで江

路が︑天保十一︵一八四○︶年に佐渡へ来る時は川止め三日︑風待

くらいに二日酔い︑二日酔いという文字が出てきます︒とにかく昔

戸に帰るお奉行さんについて来たのだと思われます︒江戸時代にも

ち一日で︑所要十四日間︑翌年江戸へ帰る時は風待ち七日で十九日

かかっています︒収蔵も︑癸卯の年に江戸へ上る時九月二十六日か

になったり寺侍になったりしている人が結構おります︒また御成
筋︑今の上野広小路辺りの大黒屋茂兵衛の家に小木の山崎屋のおさ

二度もいったん出港しながら風向きが悪くなって小木へ引き返して

ら翌月の閨九月二十四日まで三十日間出帆を待ちました︒その間︑

いますし︑信州路に入ってから千曲川の川止め三日に出合っていま

か︑江戸辺りへ出稼ぎに行っていたらしいことが分かります︒それ
から伊藤玄朴の家では佐渡から医者修業に来ている藤沢三省としょ

こんなふうに︑昔の旅は︑現代では想像もできないくらい不便で

す︒

のにならないほどゆっくりだったわけで︑そのゆっくりした時間の

ありましたが︑その反面︑時間の流れが︑これまた現代とは比べも

した︒ご清聴ありがとうございました︒

以上︑道中記を読んで私の感じたことをお話しさせていただきま

とも言えます︒

中でものをじっくり考えたり︑綿密に道中を記録することができた

その日記にありました︒たぶん十一歳で丁稚奉公に行って︑それが

一歳から江戸に住んでいて︑今は骨董商を営んでいるということも

っちゅう出会って酒を飲んでおりますし︑長島專十郎という人は十

きという女がいたというように︑女も酌婦としてか︑芸者として

佐渡から出稼ぎの人間が多いという話ですが︑寺だけで見ても寺男

勝太郎という人が小石川の大善寺に住んでいる︒寺男ではなかろう

美柳蔵︑これは元々小比叡の佐右衛門の伜で昔の名前は柳右衛門︑

A

独り立ちして骨董商を開くようになったのではなかろうかと思いま
ていたということも分かります︒

す︒こんなふうにして︑当時佐渡から上方や江戸に大勢の人が行っ
その他︑特に島の宿命なのですけども︑佐渡から越後に渡るまで

が如何に大変だったか︑ほんの僅かな距離の海峡で︑今はジェット
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謡曲
私訳

﹃蝉丸﹄

シテ逆髪ツレ蝉丸ワキ清貫

なく片糸を︒よるまでもなくよるべない身の行く末よ◎ただでさ

︵宝生流謡本︶

口昭一

ワキッレ上へ都の空に名残を惜しんで

一︑ワキ・ワキッレ次第上へ何一つ定めない此世だから却って︒無常

ワキ・ワキッレ上へ今日出てしまへば又いつの日か︒帰れるあても

○○○○

○○

へ世の中は︒浮木と年経た亀の出あひ︒その盲亀の辿る闇路は果

てなく︒迷ひの雲も晴れやうがない今は雲の立ち上る逢坂山に行

き着いた逢坂山に着いたのである

ワキ﹁さやうでございます︑帝の仰せにより︒ここまでは︑御供

ツレ﹁ところで私をこの山に︑捨て置くつもりか

ワキ詞﹁御前にをります

二︑ツレ詞﹁これ清貫よ

の戒行を立派に積まれ︒現世では皇子としてお生れになったのだ

仕りましたが︒さてどちらにお捨て︑申してよいものか

んでた治国憐民の帝でおはしたのに

下へこの思召しは一体どうした事なのか︒かやうの御仕向けは

カカル上へそれにしても我が君は︒堯・舜の聖代このかた・ぬき

ワキ・ワキッレ上へひそかにお連れいたし︒逢坂山に捨て置いて︒

思ひもよらぬ事であります

ってなほ涙の雨も︒やむことがなく

御髪をおろし申せとの︒取返しのつかない綿言の出た上は︒お痛

の身として︑生れたことは︒前世の戒行の︑不足のゆゑである

ツレ詞﹁これは愚かしい清貫の︑言ひぐさよ・私がもともと盲目
△

はしさはこの上ないが︒勅誌とあれば是非もなく

カカル上へそれゆゑ父帝も︒山野にお捨てになることは︒非情の

△△△△△

へとめぐらして

御処置のやうではあるが︒この現世で過去の罪障を消滅し◎後世

○○

下歌へおぼつかない足取りの車といった態で人知れず宮中の外

ワキ上へ明け暮れお過ごしのところ︒帝はどのやうに思召してか

空に日月の光を知らず︒闇の夜には灯がないのも同然︒五更に至

が︒むつきのうちからどういふわけか︒両眼失明あそばして︒青

ワキ・ワキッレ上へいかにも何事も因果応報の浮世であるよ︒前世

ます

ワキ・サシ上へこの方は延喜の帝第四の皇子︒蝉丸の宮でおはし

︽ｂ壱フ

の世の中だから却って︵中々︶今は辛くとも末頼もしいこともあ

ワキッレ輿昇

○Ｏ

A

上歌へしののめの空を名残借しくかへりみて都路を
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A

に果報を得られるやうにとの御考へなのだ︒これこそ真実の親の

クト千年ノ寿命ノ坂モ楽々卜越エラレサウダ︶﹂越えられようとかの遍

千年の坂をも﹇越えぬくらなり﹈ヨノ杖ハ神ガ伐ツテ作ツタモノカ︑ツ

ワキ上へそれは千年の坂を行く杖で

昭が詠んだその杖か

ツレ上へ捨てられて

らうか詞﹁心が次第に︑狂乱しカカル中へ辺土遠境をさまよ
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慈悲︒ああ歎くまじき有難い勅読なのだ︒

ワキ詞﹁宣旨でございますので御髪を︑おろし申しあげます﹇物

ワキ上へ関の戸ざしの傍の藁屋だがその竹の

ツレ上へここは所異なる逢坂山の

着﹈

ワキ﹁これは御出家といって仏道に入るめでたい事で︑ございま

ワキ上へ父帝には

ツレ上へ杖とも柱とも頼りにしてゐた

三︑ツレ詞﹁これは一体どうした︑事なのか
す

の西施がうたはれたのも︒このやうな姿であったのだらう

ここを往来する﹁知るも知らぬ﹂人も見て下さい︒延喜の帝の皇

地上へこのやうに辛いこの世にめぐりあった逢坂山だ︒ならば

○△△

ツレ上へいかにも﹁香鬘髻を切り︒半ば檀に枕す﹂と︒もろこし
ワキ下へこのやうな立派なお姿では︒却て盗賊に狙はれる恐れも

子のこれがなれの果てよ悲しいかぎりだ︒往来の旅人や馬はしき

○○○○○○○

ありますから︒御衣はこちらにいただいて蓑といふものを差上げ
ます

りで︒上り下りの旅衣の︒袖を濡らしては村雨の降り過ぎるやう

○○

ツレ上へこれが﹁雨による田蓑の島﹇をけふゆけば名にはかくれぬも

○○

には振り捨て難い悲しみとならう見過ごしにはできぬ尾をひく悲

○○

のにぞありける︵難波ノ田蓑ノ島二雨ガ降ルノデ蓑ヲ着テ出カケタガ︑蓑

しみ︒さうかといっていつと限りもあるわけではないから清貫は
○
○○○

らず︒皇子はあとに唯一人︒御身に添ふ物としては︒琵琶を抱き

有明の︒月の下尽きぬ涙を抑へ拭って︒早くも帰路につかねばな

トハ名バカリスッカリ濡レテシマッタョ︶﹂と貫之が詠んだ︒蓑といふ

ものか

杖を持つのみ︒その場に泣き伏すより術はない身を投げ出してお

ワキ詞﹁また雨露を防ぐ︑御ためですから︒同じく笠をも︑差上
げます

泣きになるばかり

ふ狂人となって︒つややかな黒髪は逆さまに生えのびていくら撫

す︒わたくしは皇女として生れたが︒いつの世の因果のゆゑであ

四︑シテサシ上へわたくしは延喜の帝第三の御子︒逆髪といふ者で

ツレ上へこれは﹁御侍御笠と申せ︑﹇宮城野の木の下露は雨にまされり
︵オ供ノ人ョ御笠ヲ卜主人二申シアゲョ何シロ宮城野ノ木ノ下鰯ハ雨以上

ワキ詞﹁またこの杖は︑御道案内です︒御手にお持ちに︑なって

でつけても甲斐がない詞﹁これこれそこの童らは︑何を笑ふの

二濡レルモノダカラ︶﹈﹂と詠まれた︒笠といふものなのだな

ツレ上へなるほどこれも﹁﹇ちはやふる神や伐りけむ﹈つくからに︒

へ

下さい

A

もよ逆立つ髪はをかしいことよ︑なあカカル上へさうさうわた

か︒なんとわが髪の逆立ってゐるのが︑をかしいといふのか︒尤

髪そのままの姿が映ってゐる︒水を鏡といふが夕の波打つところ

何といふ姿か︒髪は︑乱れた茨を戴き︒黛も黒く乱れて︒全く逆

みも近づいたか︒水ほとばしる清水に映るわが姿は︒我ながら︑

信濃望月産ノ駒モ影ヲ映ス︑今マサニ駒ハ引カレテ行クトコロカ︶﹂の歩

疎韻落つ︒第三第四の︵五絃琴ノ第一・二絃ハ低ク太イ音デ︑秋風ガ松

五︑ツレサシ上へ﹁第一第二の絃は索々として秋の風︒松を払って

○○○○○

くしの髪よりも︒そなたらの身分でわたくしを笑ふことこそ逆さ

にうつっ心のないわが姿よ

梢に開花するのだし︒月光は天上にあってすべての水の︑底に映

は身から生え上って天の星霜を指してゐる︒これら皆順逆二つの

カル上へわたくしは皇女ではあるが︒今や庶民の境界に下り︒髪

の村雨よ・何ともの寂しい夜であらうか︒﹁世の中は︒とにもか

宮は︒私蝉丸であるその私が奏でるのは四つの緒の琵琶︒折も折

ノ枝二吹クトキノャウニザワザワトシタ響キダ︑第三・四ノごいや第四の

シテ下へ手でもすきわけられず

聞える︒これほどまでに粗末な住ゐにも︒かくも格別の音色があ

シテ上へ何と不思議なこの藁屋の中からも︒擬音高く琵琶の音が

デモ住ミ通スコトハデキヌュヱ宮殿モ藁屋モドウデモョイノダ︶﹂

くにもありぬくし︒宮も藁屋も︒はてしなければ︵コノ世ハイッマ

地上へいっそむしり捨てようと手をあげた快は

○○

い気がして︒藁屋の雨脚に足音忍ばせ・ひそかに立寄って︑耳を

らうとはと︒思ふにつけてもどうしたことか︑たまらなく懐かし

○○○

シテ上へさながら抜頭の舞ではないか浅ましいこと
○○

ツレ上へ誰方なのかこの藁屋の外で音をたてるのは︒近頃訪ねて

澄ませてゐる

シテ詞﹁不思議も不思議近づいて声を︑ようく聞くと︒弟の宮の︑

下さる︒博雅の三位でいらつしやるか

○

坂の関の手前だと思ってゐたのに︒音羽山は後になってしまひさ

声ではないかカカル上へもうし逆髪がここに参ったのです︒蝉

○

ゐる夕日さす山への山科の里人もとがめてくれるな︒狂女といつ
シテ上へ﹁逢坂の関の清水に影見えて

を開けると

ツレ上へ何ですと逆髪とは姉宮なのかと︒胸をつかれて藁屋の戸

丸は中にいらつしやるのか

○○

すがに都は名残惜しい︒松虫鈴虫きりぎりすの︒しきりに鳴いて

○○

田口にも着いたので今は誰を待つまでもなく松坂を過ぎ︒まだ逢

辛いと鴨までなくのか賀茂川から︒末は知らず白河を渡って︒粟

○

地上へ花の都を出てからといふもの︒花やかな都を出てからは︒

地上へわが髪は風にもとかれず

シテ上へ柳の髪さへ風は杭るのに

理を示してゐるのだまことに面白い﹇カケリ﹈

○○

るのだ︒これら皆どれを順とみ︒どれが逆だと︑いへようかカ

○○

の︑境界なのだ︒そら花の種は地に埋もれるがあらゆる樹々の︑

まだ詞﹁面白い︑面白い︒逆さまといふのは皆人間の目の前

A

ても心は清滝川そのものと知ってほしい
地上へ今や引くらん望月の︒駒︵逢坂ノ関ノ清水二満月ガ影ヲ落トシ

55

A

の磨きたてられた床の上に玉衣の︒袖にひきかへて今日はまた︒

頼るだけの身となったのか︒それにしても昨日までは︒玉楼金殿

こんな所を臥所として︒竹の柱に竹の垣軒も戸も隙間だらけの︒

シテ上へこれは何とあきれた御姿か
シテ上へ弟の宮か

きはしまいお別れ申して蝉丸よ

シテ上へ本当に痛ましい我ながら︒去り行く者は慰む術もある︒
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ツレ上へ互ひに手と手を取りあって

藁屋の床に藁の窓︒敷物といっても藁むしろ︒これこそ昔の錦の

○○○○○○○

ツレ上へ姉宮かと

ツレ上へたまたまここをおとづれるものは

○○

褥と思はねばならぬ

○

地上へ共に御名を言ひ告げると木綿付の︒烏︵Ⅱ鶏︶の鳴く音に

地上へ峰の木々を伝ふ猿の声︒袖を濡らす村雨の︒音に擬して

ゆかりの逢坂の︒関で御涙は塞きとめられず︒互ひに袖を濡らす

琵琶の音を︒弾きならしかきならし︒声に出して泣くわが涙の︒

ばかり

○○○

六︑地クリ上へそもそ栴檀は二葉より香ぱしと言はれてゐる︒まし

るが︒目に見ることはできぬから︒月にも疎遠で雨さへも︒聞こ

○

雨ほどにも音のしない藁屋の軒の隙間から︒時折月光はもれてく

○

てや一樹の宿り前世の因縁として︒風がたっては橘の香をとどめ
ツレサシ上へ遠く異国では浄蔵・浄眼また早離・速離の各兄弟︒近

えぬ藁屋の日常は︒思ひやるさへいたましい

てゐて︒花も共々つらなる︒枝といふ縁であったのだ

ツレ上へ一樹の蔭の宿りといって︒それさへ縁の深いものまして

△

七︑シテロンキ上へもうお別れですねいつまでも︒名残は決して尽

地中へ難波の皇子︵Ⅱ仁徳天皇と宇治の皇子︵Ⅱゥヂノワキイラッ

これは︒姉宮との御別れですあとに残る私の心を思ってもみて下

くわが国では応神天皇の御子

己とが︒互ひに︑天子の御位を譲りあったのも︒皆これ兄弟の

さい

残る者はさぞ寂しからうと言って夕べの雲のやうに立去りかねて

△

シテ下へしかしながらここがわが弟の宮の住ゐとは

深い情愛といふものだ

地下へ思ひもよらぬ藁屋の中の︒一曲を耳にしなかったなら弟

泣いてゐた

○○○○○○○○

○○

の宮がかうしておいでとは知らう由もない四絃の琵琶の調べに

○○△Ｏ

シテ下へ心引かれてここに立寄ったのもよるべの水のやうに

ツレ上へ闇路の夕烏がないてゐる︒それも浮かれ心よ烏羽玉の

○○

地下へ浅くはなかった︒兄弟の縁といふものクセ下へ世は末世

ツレ上へ別れ路をとめてくれ﹁逢坂の

シテ下へわが黒髪の赤一筋ない飽き足りぬ思ひで去って行く

シテ上へ関の杉村﹂を過ぎて行くと

○

になったとしても︒日月は地に堕ちることはないのが︒道理と思

ツレ上へ人声が遠ざかるにつれて

△△

ってゐたが︒われらはどういふわけで皇子の位を去ってこれほど

まで︒人臣の列にさへ加へられず︒宮中からもさまよひ出て都に

八

遠い鄙の狂人路傍山林の賤民となって︒田舎人や旅人の憐れみに

A

シテ上へ藁屋の軒にたたずんで

く泣くお別れになったのである︵○二○三○︶

かに声のするまでに聞き送り振り返り泣く泣くお別れになった泣

Ⅸ者夜諦

人の寿命は短い︒せいぜい九十才でおおかたの人が蓋棺録にの
かわり立派な業績をのこした人たちをおってみた︒さて︑演劇を志

好評であったためではなかろうかと思う︒徳兵衛の家は大きな家で

居に転向したが︑その理由は徳和の博労役者の浅尾森三郎の演技が

工夫の才もあり︑村人たちにしたしまれたようだ︒彼はのち人形芝

徳兵衛一家は皆秀才であったが︑徳兵衛は芸の才はもとより発明

すような人たちは陽性タイプばかりで︑のちのち何の因果でこんな

あったし︑家敷も広く道路より少し上ったところにあった︒家が大

る家人がいてタコなどに絵をかいて貰うのがたのしみであったから

きかったので附近の子供たちはよく遊びにいったが︑絵の特技があ

本業は大工︑本名は山田主平︑得意の出しものは﹁熊谷陣屋﹂であ

て上演している場に偶然でくわし対面したこともあった︒紋三郎の

が︑あるとき村人が用事で出かけたとき紋三郎一座がノボリをたて

一方弟子の市川紋三郎一座は成功︑越後にまで出て演じていた

尾へ指導に行ったという︒

野尾へは泊り込みで教えたことになっている︒また︑紋三郎も片野

徳兵衛は人形に転向しても︑求められれば指導に出向いており片

だ︒徳兵衛は子供が秀才で勉学のため財産はなくしてしまった︒

ところで︑佐渡へもさまざまな芸能が︑それぞれの時代に色々な

ことが身をたすけているのだ︒

ことをはじめたかなどと悩むことはなく︑むしろ生涯に亘り︑その

る︒だが︑だれもがなにかの遺産をのこすものだ︒そこで演劇にか

したのである︒

地上へ互ひに別れを告げつふこの後も常にお訪ね下さいと︒かす

角

ルートで入って今日に至っている︒例えば歌舞伎にしても︑いわゆ
る河原ものの子孫かなにかわからないが立派な役者が来島し︑小木
をはじめ島内各地へ芸を伝えたのだが︑芸の正統などというような
ところで︑永六輔さんは﹁客がよくなきゃ芸は育ちません﹂とい

ことは私にはわからないので︑諸学研究を拝聴するしかない︒

っているが︑佐渡人も能楽・芝居などをよく見たのであろう︒芸人

さて︑佐渡の歌舞伎では明治期の小木町小木や赤泊村徳和の徳兵

役者のなかには財産を失うまで芸にうちこんだ人さえいる︒

衛︑紋三郎・森三郎などが有名だが︑紋三郎は徳兵衛から芸を習得
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A

村文化の先達﹄︑新潟交通発行﹃佐渡島﹄の中に山本修巳が関連の記

った︒詳しくは︑田中圭一﹃佐渡芸能史上・下﹄︑川上三吉﹃新穂

屋と親交をもっていた︒実は私も高橋庄屋とは手紙のやりとりはあ

今は民謡と歌舞伎の研究一筋である︒また︑春駒では沢根の高橋庄

さて︑井上と一座をくんだ人たちは全部他界し淋しい想いだが︑

井上は深く交際していて若くしてガンで他界した伊藤を大変おしん

新穂の地は芸能文化人のよく産すところと考えるが︑伊藤治一と

った︒

述をしている︒

一座は三代つづくが︑その間多くの仲間と弟子が育ち分派も出来

その弟子の中に新穂村井上寛がいるが︑井上は若い頃から無類の

田中大助を輩出した︒

でいる︒そしてまた︑両津市夷本間林三との関係のある人としては

た︒

芸好きで︑地元の﹁明星劇団﹂に入っていたこともあり︑能は新穂

さて︑さきにも書いたが敗戦後各町村とも青年団活動が盛んにな

ラの娘シナは新穂の某芸伎置屋に奉公していたが若死にしている︒

手に扱っていた︒菊地家へは一座二代目男子の一人を入籍させ︑ム

座々長で佐渡に入り紋三郎一座で死去︑ムラは紋三郎一座の饗を一

よくいる︒一例だが︑大正初期の菊地ムラは夫が東北の歌舞伎一

余談だが︑佐渡へも多くの旅芸人が入ってなかには住みつく人も

村青木川上三吉に師事するなど︑詩吟以外はほとんど手を染めた人
である︒また︑昭和二十九年には笹川興業部専属の劇団に助っ人と
昭和五十八年には紋三郎追悼顕彰のため三代と工費折半で石碑を

して協力したこともあった︒

建立したがこれも井上の提唱であった︒

井上は二十八才のとき海軍に召集︑復員後も芝居がわすれられ

り︑復員者を中心に青年の演劇運動が活発になって劇団や合唱団︑

ず︑仲間と一座をくみ旅まわりをやったが︑昭和二十二年には埼玉
のある一座を買収し︑その座長の娘二人を立派に育てたこともあっ

文芸サークルも結成された︒

芸能論文は今拝読しても立派なもので勉強しておく必要がある︒生

の演劇運動が展開され多くの若者が指導をうけている︒本間林三の

一方本間林三︑真野町新町松井誠︑佐和田町河原田高橋進ら中心

た︒井上は台本をつくり︑バックをかき︑照明器具も扱ったが︑百
本位の出しものは常に頭の中にあり︑芸は人のものをぬすめと若い
者には教えた︒

井上はとにかく多芸で三味線芸︑春駒︑民謡などなどで︑特に歌

好人物であるからその人間的魅力にひかれて多くの若者が集まっ

前私も数回医院を訪問したこともあった︒

たであろうが︑今後二度とこんな立派な人物は佐渡には出ないであ

そして手元には民謡研究会竹内勉の為書きや市川紋三郎の神技で

舞伎は造詣深く︑ときには上京しビデオにおさめている︒

ある足指を使って下から書いたという書もあり︑これは佐渡島内に

八

また︑両津のあばれんぽ﹁佐渡民報﹂二代目社主築紫静男でさえ

ろう︒

たことがある︒

は三︑四枚しか存在しないもので︑私は紋三郎の家にあるものを見

A
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本間林三は︑相川町本間寅雄︑畑野町渡邉康二ら中心に発行した
用した︒

や刀などをつくる名人もいて運営はやりやすく︑移動は大八車を利

は結成来五年余りも活動したが︑団員の中には絵の特技のあるもの

いて大世帯で︑となりの羽茂町小泊からも参加者がいた︒楽団の方

集った人々は皆のちのち各界で活躍した者ばかりだ︒

そして︑琴平座では大入満員で二階が落ちるというさわぎもあっ

畑野にも小田甚平代表の﹁梅風会﹂︑余湖伝次郎代表の﹁旭風会﹂

たがケガ人はなかった︒

もう一つ新穂村であげておきたいのは旭道之助一座だ︒兄弟子三

などがあった︒

期前述の井上にも師事したこともあったが︑やがて島外に一座を結

ックを志して島外で修業︒どうしても芝居が頭からはなれず︑一時

人が中心になって活躍した職業劇団である︒座長の道之助は初めコ

次に面白いことは︑復員軍人の活躍であるが︑金山笹川では城家

成︑島へ帰ってからは自宅の一部で食堂を経営しながら演劇を巡業

した︒興業社とは何とかうまくとりもっていたが︑警察からの鑑札

る︒両津では奥田文雄が﹁楽団スリーＳ﹂を三十位で結成し各地で
上演した︒私も見たが華やかですばらしいものであった︒奥田は結

りの特訓で出来ばえは見事のものであった︒台本も皆手作りで︑夜

婦人会で演劇を指導し︑倉谷青年会への指導では泊りこみ一ケ月余

そのあいまには滝平︑畑野︑高千などの青年会や地元新穂などの

と税務署への税の納入で足繁く相川へ通わねばならなかった︒

ていて︑演出は小村小学校の山本巖先生が手伝っていた︒そして︑

磯演劇愛好会﹂を結成し︑台本も配役も佐々木正が一手に引きうけ

る︒︵文中敬称略すＨＢ・３記︶

戦後佐渡の芸能文化の先達たちはよくぞ勉強し活動したものであ

次々書いていくと面白い話ばかりになるが頁数の制限で書けない︒

共演したものだ︒その後﹁黒ねこ﹂こと木下は相川へ転居した︒

旭道之助一座は︑畑野の食堂﹁黒ねこ﹂主人とも親交がありよく

通しで書いたこともあった︒

羽茂町村山ではやはり復員軍人の佐々木正らが中心になって﹁荒

成時本間林三に相談するが︑賛成は得られなかったようである︒

稔︑金子正ら中心に﹁金星会﹂を結成し島内各地で演劇をやってい

たことは見のがせないことだ︒

千歳座︑琴平座などの劇場舞台が島内企業家によって経営されてい

本間︑笹川そのほか興業社が存在していたのと︑橋本座︑開盛座︑

さて︑もう一つ大事なことは戦後島内には小杉︑キョセ︑仙宅︑

していった︒

ところが︑こうした運動もやがて高度成長時代に入ると自然退潮

雑誌﹃島のくらし﹄にも投稿している︒余談だが﹃島のくらし﹄に

も本間林三には一目おいていたから面白い︒

A

その三年後には﹁楽団スリーＳ﹂の華やかな活動が目につき︑奥田
文雄の特訓をうけて結成したのが﹁荒磯楽団﹂であったが︑両方か
たかよし

けもちの人が多かった︒このメンバーはどうしても書いておきたい
あつむる

のである︒佐々木正を中心に中川寿雄︑高野正三︑高野康次︑加藤鷹義︑

金子集︑笠井尚雄︑笠井隆太郎︑島倉直治︑古城茂︑磯部輝雄︑金
子武雄︑山岡賢次︑榊原智徳︑そのほかで別に歌手︑舞踊︑裏方が
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A

郎氏と︶で知られる大阪大学名誉教授信多純一氏の紹介で︑同大学

平成十二年五月二日︑﹃のろまそろま狂言集成﹄の大著︵斎藤清二

あったと同じように︑加藤長太郎︑朝比奈浜蔵︑佐々木嘉作︑臼杵

たところ︑人形は売られたが︑語り本は︑人形が四人の共同所有で

佐々木義栄先生最後の一言

院生團夕紀子さんが訪れた︒信多教授は︑佐々木義栄先生︑亡父修

人形は売られたが︑語り本は売られなかったと理解できた︒真野町

善蔵の四氏のどこかにあったものを︑筆写したと一言答えられた︒

山本修巳
之助とも長く交流があり︑佐渡の人形芝居の研究家でもある︒私も

たが︑まったく言葉を交わすことができなかった︒先生の私に対す

しかし︑しばらくして︑佐々木先生は入院され︑お見舞に出かけ

高崎は遠いところではないので︑私は自分で確認したいと思った︒

團さんは︑私の家の所蔵の語り本を写真に撮り︑私に佐渡の歴史

い﹃佐渡郷土文化﹄によく投稿される西三川地区居住の中塚宗一氏

る最後となるかもしれない一言を生かすために慎重を期したいと思

た︒

昭和四十九年七月二十五日︑夕刻︑父を訪ねられた時に︑お会いし

や地理や佐々木義栄先生著﹃佐渡が島人形ぱなし﹄の内容の質問な

に︑﹃佐渡が島人形ぱなし﹄の個所をコピーして送り︑四家のどこの

どをされたが︑答えられないところが一つあった︒それは︑﹃佐渡
が島人形ぱなし﹄の真野町︵旧西三川村︶の高崎人形の﹁語り本﹂の

などを調べてくれるように依頼した︒

家に語り本が現存するのか︑保存の状態はどうか︑閲覧はできるか

その後︑中塚氏は私を訪ねて︑臼杵家が所蔵し︑保存状態はよ

その書には︑明治期に廃絶した高崎人形が昭和十年に父修之助に

個所である ︒

売られて︑現在も私の家にあることが記されているが︑團さんの調

の臼杵一二氏が︑私の町に出ているので︑閲覧などは︑一二氏を通

く︑大切にしている︒そして臼杵家の当主は康雄氏であるが︑実弟

してお願いした方がよいと言うことであった︒一二氏は︑真野町教

査した私の家の語り本と﹃佐渡が島人形ぱなし﹄の高崎人形の語り
訪ねたいと言われたが︑九十歳の高齢の上︑三月末︑車椅子で上京

版した時︑いつも校正などを手助けしてくれた︒私は早速︑臼杵一

育委員会に長く勤め︑退職後は︑父修之助が佐渡の書物を数十冊出

本とは大変に違っている︒そのことについては著者の佐々木先生を

日連絡することにした︒

し︑四月にはお元気でなかったと見受けられたので︑團さんには後

二氏を訪ねて︑信多純一大阪大学名誉教授のお弟子さんの團さんに

八

数日後︑天気のよい日に佐々木先生を訪ねて︑團さんの質問をし

A
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その後︑一二氏からコピーでなくカメラで撮ること︑場所は︑一二

実兄康雄氏所有の語り本を閲覧させていただきたいとお願いした︒

は︑先生の通夜の日であり︑奇しき縁と思う旨の返書がとどいた︒

ついてｌ上方古浄瑠璃との関わりを中心にｌ﹂という発表をしたの

が死去︑当日が葬式にあたることがわかり︑團さんに連絡したが︑

ところが︑予定の当日の前々日︑母の妹で九十歳の河原ヤエさん

義栄先生︑山本修之助も喜びとするところであろう︒私は︑﹃佐渡

きな発見をされたことに敬意を表するものであるが︑泉下の佐々木

この﹃頼朝七騎落﹄が稀本で︑團さんが古浄瑠璃史上における大

○一年二月﹁フィロカリア﹂第一八号︶を書いている︒

なお︑團さんは﹁古浄瑠璃資料としての佐渡の説経浄瑠璃本﹂︵二○

すでに東京まわりで大阪を出発したあとであった︒一二氏に︑事情

・清原合戦

・大田合戦

︻山本修之助筆写︼

山本修巳所蔵説経本

プ︵︾◎

が島人形ぱなし﹄にも山本修巳所蔵本は載っていないので次にあげ

持ちを禁じえない︒ここに高崎人形の﹁語り本﹂は別にあり︑﹃佐渡

を書いてくれたことに︑佐々木先生の最後の一言を思い︑安堵の気

郷土文化﹄九十八号の巻頭に︑團さんが﹁高崎人形座の説経語り本﹂

たが稀本である可能性もあり︑ぜひ写させてほしいという便りがあ
って︑また一二氏にお願いに行き︑承諾を得たが︑結局團さんが来

・武知合戦︵古代武智合戦︶慶応六年乙丑八月大川村小田這茂

・浜松合戦文化九申年十二月竹田村鈴木茂元
・熊野合戦嘉永三戌年二月
・鋸山合戦明治五壬申三月小田這茂

嘉永三庚戌年五月初旬矢柄村森下六右エ門

・山桝太夫︵文弥本︶

・小四天王八幡山文久三癸亥六月吉日大川村小田這茂

られたのは︑平成十三年三月二十九日であった︒当日︑一二氏宅に

その後︑團さんから﹃頼朝七騎落﹂について︑内容を写さなかっ

いであったであろうか︒

はすべて写したが︑内容のすべてを写したのは二十数冊の半分くら

り︑私がページをめくること約三時間︑團さんの判断で︑表紙と裏

た︒團さんは﹁本邦初公開﹂と大変喜んだ︒團さんがカメラで撮

の語り本は︑大変よく保存されていて︑当時の三味線などもあっ

翌日︑私は團さんと臼杵一二氏宅を九時ごろ訪ねた︒臼杵康雄氏

思い︑一日延期した︒

を話せば︑私が同行しなくともと思ったが︑約束どおりにしたいと

程が決まった︒

氏の自宅であること︑私も同行することなどのことで九月中旬の日

公

私が行き︑﹃頼朝七騎落﹄を借り出して︑拙宅で團さんがカメラに納

めた︒なお︑團さんの希望で︑﹃頼朝七騎落﹄の復刻のお願いをし
この間︑平成十二年十二月七日︑佐々木義栄先生は永眠された︒

て︑了承を得られた︒

その旨︑團さんに便りを出すと︑﹁佐渡の説経人形座伝来の台本に
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魚

・熊井太郎︵四十一枚︶文化十三年子正月

・三庄太夫︵説経本︶天保二辛年卯七月吉日青木村本間露仙

・しのだづま︵三十七枚︶天明五乙巳年二月吉日

そして︑先生は新聞の連載をもとに︑さらに調査をし︑あらたに
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︻他筆写本︼

渡が島人形ぱなし﹄の出版を勧めてみましたｐ﹁たとえ研究書でな

たところでした︒涼しい夕刻のせいか話がはずみ︑雑談のあと﹃佐

扉が開いていて︑ちょうど神主の白い装束の先生が︑社殿から下り

山本修巳

﹃佐渡が島人形ぱなし﹄︵佐々木義栄萱を思う時

佐々木先生には︑長い間︑親しく多くのことを教えていただいた
先生は︑国の無形文化財の佐渡の人形芝居の研究や保存︑振興に

い︒いまは亡きその人たちの声を広く後世に伝えるためにも︑ぜひ

くとも︑先生が聞き書きをした人は︑もうほとんどこの世にいな

ことを︑心から感謝申し上げます︒

力をつくされ︑自らも文弥節を語られました︒そして︑その成果の

写真を撮ったところも多く︑江戸時代の佐渡の芸能史年表などを書

出版をお願いしたい﹂と︒その後︑刊行を決心されました︒

一端を昭和四十六年に︑新潟日報佐渡版に﹁佐渡が島人形ぱなし﹂
りの楽しみとして太夫の﹁語り﹂にあわせて︑人形を遣うもので︑

き加えたりして︑約一年半後の平成八年三月に︑五百頁におよぶ

として︑長く連載され︑好評でした︒人形芝居はかつては村々の祭

が資料でした︒先生は︑そうした人たちからの聞き書きをもとに︑

文献の資料は少なく︑もっぱら太夫や人形の遣い手からの聞き書き
佐渡の人形芝居の多くのことを書きました︒

佐渡の人形座の人たち三︑四十人とのささやかな出版記念会の席

﹃佐渡が島人形ぱなし﹄が完成しました︒

披露されると︑涙ぐんでおられました︒

上︑先生は感慨無量のご様子で︑とりわけ娘さんからの長い祝電が

この新聞連載を一冊の本にまとめてほしいと︑早稲田大学の演劇
ました︒しかし︑先生は﹁研究書ではないから出版の価値はない︒﹂

を置きます︒︵広報﹁まの﹂平成六年二月︶

先生の御霊︵みたま︶の安らかならんことをお祈り申し上げ︑筆

博物館や島内の人形座の人たちはじめ︑多くの人たちが希望してい

平成六年夏︑新町大神宮に参拝に行きました時︑その日︑社殿の

A

と断わりつづけました︒

A

真野町俳句会
平成十三年八月二十六日

真野町合沢内田正雄宅
祝内田正雄句集﹃柳に雪﹄刊行句碑建立

秋蝉や閉ざされしまま能舞台

たらちねの思い出深し花茗荷鶴間千世
腰痛し落ち栗片手ほど拾ふ

葛の花人の恋しき牧の牛若林うた子

平成十三年十二月十二日

真野町俳句会

真野温泉ユトリピア

湯ぽてりの匂ふ句会や十二月若林うた子

秋気澄むダムの水面の低きまま

終日をテロの一三ｌスや秋湿り中野晴代

切り干しに申し分なき日和かな滝口恵倫

湯舟まで杖曳く婆に冬日射し滝口たづ

冬晴や湯殿の外の白き花山本かず

身のたがのゆるぶ師走の湯浴みかな

小田昭郎

碧眼も茶髪も担ぐ練御輿小田昭郎

搦やかに萩の招くよ奥佐渡路

切り売りのキャベツにて足る暮しかな

稔田のこぞりて囲む祝ぎの家滝口たづ
小沢みよし

赤のまま鳥居揃はい狢神滝口たづ

冬日さす飾り水車を湯殿より中野晴代

あきつ飛ぶ石庭に句碑静かなり若林うた子

行き届きたる晩夏の園や内田邸諸橋和代
爽かに﹁柳に雪﹂の二集かな金子桃士
自分史も綴りて米寿爽やかに中野晴代

脚よりも太き大根引きにけり小沢みよし

八十八才祝ぎて向日葵天を指し若林うた子

夕空の月の白さに水を打つ諸橋和代

萩の陰目安箱めく投句箱

秋愁や病は気からと言はれても島倉盈月

釣舟草揺れてやすらぐ峠かな

姦しき女の声や実紫右近ふみ子

冬虹や待たるる御子のお誕生諸橋和代

二本づつお手てつないで干し大根

鶴間千世

ダムサイド人恋ひて寄る秋の蜂

とも

豊年や上梓は八十八句とか島倉盈月

村人の山路普請や男郎花滝口恵倫

爽籟や玉吟の碑のとこしへに金子テル
高砂百合の風にささやく内田邸鶴間千世

秋茄子士にどっかと尻据えて

能三代凛然として百合皓し

句碑に寄す今日の宴や風青し若林千絵子

手の窪に水一と口や秋の昼右近ふみ子

通り過ぐ風にこぽるる稲の花

打水の乾かぬうちと客を待つ井藤ミチ

暮れなづむ天心茅の輪くぐりけり

ほうたるを詠めと盃充たさるる神蔵ひさし

夕焼の波赤々と吾に寄す

羽化の蝉いよよ飛翔の刻来たる本間いつ子

きんぽうげ句会八月例会

豊稔の風も寿ぐ句会かな金子稔

紫の雨に打たれむ葛の花
ダム底の水の青さも秋の色
稲雀大うねりして引き返し

枝垂萩程よき風に踊りをり

小沢みよし

敬老日孫手作りのプレゼント金子テル

藤井青咲

笹百合や米寿の俳友の凛として滝口恵倫

祝米寿能三代に秋高し

へ

ことほぎの句集に耽る夜長かな知本こと

真野 町 俳 句 会
平成十三年九月十七日

真野町体育館

もらひたる梨の固さよ一輝の忌山本修巳
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A

磯野スミエ

空蝉の傍に転がる蝉二匹林部ムッ

釣船草漕ぎ出すときのいつも風若林玲子

空蝉の三つ並んで吹かれおり

萩の花四方に垂れて円く散る磯野スミエ

中川民子

64

きんぽうげ句会十一月例会

若林玲子

雁行のしんがり双眼鏡の中神蔵ひさし

一曝へ近づくほどに木の葉雨

椎の木のここが北限椎拾う

柿干して大根干して民子の居

わが住処蟠蝉も又住処とし

夏落葉掃けどつぎつぎ降って来る
のうぜんの蔓はみ出して刈り取られ

やはらかく霧の霧れゆく湯のけむり

帰省子の客つれて来るいそがしさ

朝まだき 音 し て 開 く 蓮 の 花 水 上 千 代

畝高に畠を打つも冬仕度荒貴キクエ

かさこそと桜落葉のひとり言

虫すだく湯けむりの街けふは去る

落葉掃き老の日課に欠かせなく林部ムッ

リヤカーに大根と子とのせて来る

道の辺の菜の花もまた返り花磯野スミエ

コスモスや鉱山の名残の大工町神蔵ひさし

九十の凛と祝詞や秋櫻

草臥れし足にやさしき落葉かな本間いつ子

ニ岬あり晩秋の波の上

堂々の五重の塔の薄紅葉

恵比須講露天の市の賑わへる本間いつ子

一天をいただき蜻蛉つるみけり

きんぽうげ句会十月例会

今たちしすすきの風のいくところ

曳れゆく蝉の片翅引いて蟻若林玲子
蝉の世の御詰の役は法師蝉
みんみんに嚇したてられ門を入る

一枚は真白き蓮の減反田中川民子

きんぽうげ句会九月例会
大父に貰ひし吾がないわし雲神蔵ひさし

一本の竿に柿干し大根掛け

菊活けて菊の香りの中にゐる林部ムッ

縁側のまだ濡れてゐてすももの香

手折るには強き芯もつ花萱草金子節子

懐かしき邑の祠やさるすべり

祭果て帰る小獅子や伊勢音頭村田英明

いもせ俳話会八月例会

この木何の木裸木となりて立つ中川民子

さるすべり紅白ありて花ざかり林部ムッ

老い吾の歩める先に秋夕焼

秋声の妻の河原の風車

台風の過ぎし窓辺に一人ゐる

縄の玉くるくる松の手入れかな磯野スミエ

道の辺の色を束ねて月の供華水上千代

灯台の岬の稲の手刈かな本間いつ子

小鳥来る狭庭何やら賑々し

長良川桜紅葉の濃き下を

雨となる白露の午後のティータイム

虫の音にはや遠き日となりてゆく

秋日差しひらりと黄蝶訪ひくれし

若林玲子

蕎麦の花今が盛りの減反田井藤ミチ
ずつしりと重し初鎌のコシヒカリ

葉を落としおとし冬芽を育ており

二階まで蔓をのばして大糸瓜中川民子

A

我もまた夏風邪もらふ雨催白井正江

旧道に二匹の狸萩の花

道せまし萩の乱れを雨が打つ水上千代

A

歳時記の臥す手に重し夏の風邪

雨つばめ空に信号機の欲しや高埜健蔵

梅雨に入る古りし横町鍛冶屋跡
人の死に休みも欲しや梅雨鴉

堰飛沫のみが白くて梅雨出水八木澤清子
どしや降りが出店騒がす茅の輪の夜

旧盆に話の尽きず兄妹保科ひろし

金鉱の響けば揺るる夏の霧

いもせ俳話会九月例会

玻野の星降る露地や遠花火中川紀元

盆花を持てど沖視る蜑の癖

転舵して汽笛が残る星祭り

邑祭童も若衆の太神楽村田英明

父の日を祝ふ人なく一人酒

向日葵に夕日なかなか衰へず

気まぐれな退屈男シャボン玉生田政春

新涼や苦楽渉みし雛の顔

暑き日の始まる合図寺の鐘渡辺一子

手の平は便利な小皿山毎
青時雨からだ濡らして柿芽取る

どくだみの愛されたくて味噌工場

風通しよき末席や青簾土田一郎

日焼して運動会の鼓笛隊菊地暁村

余花に逢ふ並木の中の一と本の齋藤祐子

筆涼し十分間の朝稽古

朝顔の生命は朝のひと雫渡辺幸枝

土用太郎金北山に雲流るる白井正江

飛魚も船に負けじと宙を裁る

みづうみへ藤の房より夕しづく

青山椒繁り鰯は不漁期に
夏風邪の一家ごろ寝の手をのばし

鈴木黎子

梅の実を椀ぐまで風よそつと吹け

けふはよき風鯉幟

俳句誌﹃屋根﹂平成十三年八月号

る佐渡国中に能舞台
密に閉ざして田の蛙
進みて雲に波立たす
脱ぐや林中星もなし
暦けふは施肥の日と
渡には多き地蔵さま

佐田を掻台張の

残り花紅き鉄線宙およぐ

誕生日茅の輪くぐって旅楽し楠美苑緒

土手草の身の丈越すを刈り倒す渡辺威人

萱草や沖に大謀網の浮子渡辺幸枝

山毎食べてゆきなと絡みつく渡辺一子

A

朝風に穂はらみ稲の重き揺れ

霞霞皮田舞水潮

相川へ唐丸寵は日除せず羽柴雪彦

斎藤夏風

夏夏竹代能田親

明易しウオーキングの夫婦行く石川富子

佐渡の旅
佐渡十二句

の竿の一部始終を若布刈舟

布干す遙か水田の余り水

形は種蒔猿や竹の秋

潮の波へ一繕の春の瀧
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へ

渡までの潮目一繕や夏霞

親雪若そ佐

金山跡万緑に傷残しをり

レーダー基地夏雲の影素通りす八木澤清子
鳥獣の夜へ尖り合ふ月見草

短冊に傘寿の希ひ星まつり

母の忌の読経に参ず黒揚羽

鬼やんま 卵 生 む さ ま 苔 の 石 菊 地 暁 村

茄子の馬皮の硬さも背負ひけり

遠蝉や空に一条雲流る

涼しさ盟の水に七日月

大トラもギャルも手を打つ踊の輪

盆踊一年ぶりのかほと顔白井正江

Ｃ

一

●

●

シシガシラ︵扉カット︶一

シシガシラは︑シシガシラ科の常緑の一

−

一

一

ｅ

一

□

一

一

画

一

一

○

一

一

一

晦

口

一

一

一

一

一

一

●

●

一

一

の

口

ロ ．ＩＩ１２Ｉ１０ＤＩＩ９０１００９１Ｉ９０１Ｉ０９ｏＩＩ００１Ｉｇ１ＩＩ００■ｌ００００ＨＩ００ｏⅡＩ９００ｌ００１ＩＩ０１ＩＩ８０１Ｉ００．１９００１００８０８０１８一
０

の

●

●

今冬は取り分け天気が悪く︑雪は少な一
一いが青空が半日も見える日は数えるほど一

一もない︒雨や雪が降ってさえいなければ︑一
口

一一時間程の散歩に出るのが日課である︒．
・

一二月中旬まで返り咲きのスミレの群生と一
●

●

ーい実はシロダモ︑アオキ︑サルトリイバ一
一ラ︑ノイバラ︑紫色のムラサキシキブ︑・
■

一茶色のヘクソカズラ︑フジやクズの実な一
一どである︒また︑雪の間よりヤブコウジー

一

句

一

一

一の赤い実とシシガシラが見えた︒

色

ーシダで︑葉は根茎から放射状に束生す一

■

一る︒その様子を獅子のたてがみになぞら一
一えた名前である︒また︑若い葉は赤みを一

一帯びていてムカデのように見えることか一
幸

●

このシダは︑中央に直立した︑羽片が一

一らムカデグサの異名もある︒

宇

争

口

色

︵長嶋陽二︶一

一まばらでせまい胞子葉を別につける︒
Ｐ

●

一
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楠美苑緒

羽柴雪彦

いもせ俳話会十月例会

袖の紋見せず礫の深山蝶

色に負け吸へぱ鬼灯苦かりし金子節子
雨恋し胡瓜にしわがふえて行く

清流に連れ立ちてゆく盆の寺土田一郎
盆灯篭傍き譜を纏ひけり

いつもの妙照寺・実相寺コースで︑十一

祭酒友悪餓鬼の顔となり

一オドリコソウが見られた︒その後︑花で一

一

寺

立秋や水撒く夫は無我の境

窓越しに母と並ぶや遠花火

一目につくのはヒイラギ︑ヤブッバキ︑赤一

打水を重ね遠路の客を待つ

宴席の傍らで焼く秋の鮎

白もまた燃ゆる色なり花芙蓉土田一郎

口

夏休みレジを打つのは実習生影山タケ

鱒踞を姿見にする秋海巣中川紀元

村田英明

虫籠に死骸ころがる昼下り

竿灯の大揺れ小揺れ空揺れる

たらひ舟客のこぎ手で円描き

盟舟客は二組花芒八木澤清子

秋蝶の窓をよぎりて舞ひあがる保科ひろし

凛然と尾びれの力皿の鮎渡辺一子

ダムの士堤一等席や遠花火石川富子

コンバイン農継ぐまじき孫乗せて

終戦日菜飯芋飯うまかりし

羽音たて飛蟷とび越す一枚田

汗ばめばすげ笠の紐解けにくし金子節子

明易やこの世の声のうるさくて

渡辺幸枝

ずずと曳く大西洋の大鰹生田政春

大佐渡は寝釈迦の如し花火の夜高埜健蔵

方言の高き声洩れ夏座敷

立秋や娘の便り妻と読む

風鈴や子守りが先に夢の底渡辺威人

立秋やびんの毛なぶる風やさし鈴木黎子

一Ｇ
■
●
−
ロ
■
●
一
●
口
●
一
ロ
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守
寸
ロ
一
﹄
一
凸
●
ロ
一
毎
■
ー
ロ
ロ
●
一
︲
ロ
ロ
マ
一●
の
一
⑤
口
●
夕日浴び秋雲仁王のやうに見ゆ鈴木黎子

A

雨の音風の音梅太りつつ齋藤祐子
極まりぬ放射線室雨の冷

A

首もたげ龍のぼる如糸瓜かな

爽かや富士を沈めて河口湖村田英明

いもせ俳話会十一月例会

銀河濃し村の祭の灯も消えて

さはやかや風に言葉のある如く中川紀元

歓迎を芒が競ふ遊歩道

稲雀姻怒りて鐘叩く

渡辺一子

白井正江

の

色

一という︒また︑漢名の酢漿草は︑茎や葉一

●

口

一

一ムノキの小葉と同様に︑昼間は開いてい一

●

一面白いことに︑カタバミの小葉は︑ネー

口

一と多数の種子が勢いよくはじけ出る︒一

ーる︒後に︑円柱状の果実となり︑熟する一

一

一花柄に︑数個の黄色の五弁の花をつけ一

ロ

ー春早くから秋遅くまで︑葉腋から出た一

毎

一って遊んだ記憶がある︒一

口

一スイバやイタドリなどと同じに︑しやぶ一

●

ｅ

一に酸味があるからであろう︒子供の頃︑一

草紅葉這ひたる父母の墓参る
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カタバミ官次カット︶︾

８●１０９０．１１０８０日００１Ⅱ０００１０００

ロ

●

一

●

口

■

②

■

■

一でも生えている︒ざ﹂くどく普通のカタバー

一日当たりのよい道端や畑︑庭とどこに一

●

一ミ科の多年草である︒主根は割に太く︑一
●

ー地下に真直に伸びて︑その上端から多く一
ロ

争

一の枝茎を出す︒枝茎は地上を這い︑とこ一
一ろどころから根を出す繁殖力の旺盛な畑一
一

一の強害草である︒一

一長い柄のある葉は︑ハート形の三小葉一

一からなる︒このハート形のへこんだ形か一

一ら︑﹁傍食﹂の意味で名付けられたもの一

体育日先づ手始めにウオーキング

ウオーキングの距離延ばすくし秋の朝

天高し運動服も空の色

爽かや新車祓はる幣の音

おんぶばつた子等に追はれし離別かな

月程のおはぎ供へて無月かな八木澤清子

さやけくも艸と彫られし碑が一つ

車庫を建つ槌音忙し曼珠沙華渡辺威人

鯛の中に沈みて藁の家石川富子

一■
一
一
一
一
一
●
一
︸
｜■

盆すぎて波止場は波の音ばかり菊地暁村
台風へ睨みを効かす鬼瓦

川上芳夫
梅雨晴間喜寿乗り切ってウオーキング
みんみんの唄のやさしき目覚めかな

高きへと秋日の庭のもつれ蝶保科ひろし
新涼や雲一片の通り雨

朝顔の時差ぼけとなる曇る空渡辺幸枝

高埜健蔵

ひらひらと盆僧めぐる戸毎かな

金子節子

畑仕事夕べ忘れし鍬に露

れこじやらし櫟ぐり合ひつ子ら帰る

コンバイン止めば手刈りの音間ゆ

ふるさとは和食の重み若布汁

澄む月に浮かぶ良寛貞信尼

空遠く黒き点見えそれは雁鈴木黎子

爽かや若き走者の脚線美

菊薫る永遠のちぎりの金屏風土田一郎

耕運機洗ふ花屑浮かぶ水
倒伏の稲刈る秘境旅愁ふと

稲架組んで刈るには青し旅に出づ

楠美苑緒

雲ひとつ浮かぶでもなく夏の空齋藤祐子

無為といふ刻を大事に南瓜汁生田政春

トンネルを抜け袋田の滝の音

青葉風奉行所訪ね案内乞ふ影山タケ

祭髪して客迎ふ下船口

A

一るが︑夜間閉じるという︑睡眠運動をす一
草刈って塒を分り易くする羽柴雪彦 運動会応援合戦最高潮石川富子
一るのである︵長嶋陽二︶一
思ひ出しわらひを暫し梅雨夕日
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A

虫すだく夜中に女児の生まれしと

奉行所のこけら葺き屋根秋の雨影山タケ

陶器市柿エ門説く白露かな本間ミサ

大花火憂きこと一時忘れけり

いささかの願ひもありて萩の寺斉須ヒサエ

信濃路の塩の道とやそばの花

姫川の飛び合ふ流れ秋の鮎斉藤しずえ

刈り入れの前の一とき陶器市菊地暁村

孫と寝て眠りを覚ます初時雨

紫蘇の花摘んで十指をくろずます

秋海業同姓三軒両隣池野よしえ

盆が逝く土産に団子といごねりと

ぬかやきの煙真直に空澄めり

老二人手間かけて摺る今年米須藤たえ

黒くもの足早に去り望の月

有明の月白しらと乗船す後藤綾子

柿たわわ閉じし宿屋の塀添ひに

腰庇ふ清掃奉仕竹の春本間ミサ

秋の雲風車の上を過ぎ去りぬ渡辺威人

土捨て場コスモス咲きし愛しさよ

さはやかや磯打つ水尾のしろがれに

さやけしや石繋が打つ怒髪仏中川紀元

古机出して無月を祀りけり

いしのみ

初紅葉柿の下葉のいちにまい

朝空に伸ぶ飛行雲鴫の贄

池野よしえ

爽かや普 段 の 心 つ ど ふ 句 座 高 埜 健 蔵

しぎ焼のみその香りに浸りけり

猫登り蝉取り逃がす松の枝須藤たえ

助けられ田んぽを終へぬハザ畳む

手花火を使ひ余して孫立ちぬ岩城昭男

爽かや庭一巡り二巡り

岩城昭男

爽かや素顔のままの日々に慣れ保科ひろし

張り失せし商店街や燕の子

噴水の風を知らせる水面かな斉藤しずえ

蝸の湧き出る径を通りけり

良く眠る子に蝉しぐれ盛るなり

紙の花己を染めて散りもせず

刃を当つや碑の走れる大西瓜齋藤祐子

村人の急ぐ早稲径能ぱやし

居待月妻の小走り男下駄中川紀元

水演やわが身一つも駅せぬまま生田政春

かさこそと落つるを見れば秋の蝉

釣瓶落し暫し止まる島の沖

平岩静

今は飲む人なき棋槇の実を漬ける

とど

白装束尼一卜息に麦茶のむ

塔照らす光の中の秋散華

仏舎利塔九十周年祭山城やえ

銀漢や動きかすかに飛行灯

斉須ヒサエ

湿田に腰抜かしたるコンバイン楠美苑緒

水撒いて雨となりたる白露かな

待宵や散策の足海に向く

ひたすらに孫の身案じ紫蘇を扱く

秋思ふと東京のホテル超高層

盆能の静御前の舞ひつくす

盆の夜のシテに合はせる膝拍子山城やえ

石川富子

水会

平岩静

両腕の肉をうねらせ鮎投網

木毎

五位鷺のいすと歩きが瀬を渉る羽柴雪彦

木毎

北国は早新雪や身のしまる

平成十三年十月白
秋日射差す仏間に読経流れけり

平成十三年九月白水会
天の川峡の流れにしだれ落つ

A

願ひ事夢多き娘や星祭石川富子

八
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木毎
平成十三年十一月白水会

わらざうりはいて見たりき落葉道

独り住まひ独り言いふ夜長かな須藤たえ
莞打つ音のあられに代りけり

探訪の流木またぐ谷紅葉

木毎

ぶらんこの園児蹴上げる初紅葉中川紀元

骸かと触れば羽根震るやんまかな

屋敷藪思いきり払り大焚火石川富子

平成十三年十二月白水会

返り咲くタンポポの黄の更に濃し

カーテンを引きたる如し小夜時雨

親子地蔵供への柿も親子めく本間ミサ

読みよどむ飯縄権現懸巣啼く池野よしえ

再建の奉行の屋形石蕗咲けり

冬場所や笑窪の力士勝ち越せり

冬落葉散ってやさしき風知りぬ斉藤しずえ

石川富子

松茸の椀や寺紋の三つ楓

手折るまじ残りし一本貴船菊

蔦紅葉巌石覆ふ小佐渡道斉須ヒサエ

短日や見返り如来ふりかへる平岩静

肩越しに牡丹供養のぬくみかな

荒縄で括る十余の牡丹梢池野よしえ

一点鐘たまげ本閉ず夜長かな岩城昭男

網のやま手繰る間釣瓶落しかな

の冬はすぐそこに︒俳句誌﹃初蝶﹄平成十四年一月号

縁者からだろう︒砂金と松茸と思いも掛けぬ組合せに譜︒三つ
ほどに人の心のぬくもり︒これも作者の人格に違いない︒佐渡

その砂金村から今年も松茸が三つほど届いた︒勿論昔からの

いが︑砂金には手が遠い︒

知られていた西三川笹川部落︒今でも二十戸程が生活を崩さな

作者は佐渡在住︒佐渡の歴史︑風俗に特に詳しく著書多数︒
この砂金村は相川鉱山ではない︒江戸時代まで砂金の村として

砂金村より松茸の三つほど山本修巳

漁火の数の減りゆく夜寒かな岩城昭男

秋の瀧ゆくて遮る枝の蔓山城やえ

小笠原和男

新墓に萎えし残照木守柿

計報くる今を盛りの石蕗の花

いづな

蓑虫の顔出してゐる日和かな後藤綾子

大根漬噛むその音の快よし

A

秋扇や踊る舞台の老人会斉藤しずえ

俳句鑑賞

ぢいぢいと大声で来る半ズボン酒井充
佐渡ではどうか知らぬが︑ぢいぢいと語尾を上げて呼ばれる
といよいよ爺々になってしまう︒
半ズボンは勿論子供の半ズボン︒ぢいぢいとはその地方の呼
び名だろうか︑それとも酒井家だけのものか︒
﹁大声で来る﹂とは内面的なものではなく︑何かの発見につな

がることだろう︒﹁大声﹂の中に実に明るい子供の声と祖父の尊
厳が絢いまぜになって︑いよいよ半ズボンを輝やかす︒
俳句誌﹃初蝶﹄平成十三年十月号
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公

茜染む旅客機呑まるいわし雲

兎も角もぽっくり往生とろろ汁加藤文子

掛け声にひょっとこ手を振る秋祭

産地付け味見も並ぶ梨売場羽根洋子

桐一葉この先出来ること思ふ伊藤ひで子

水筒を廻し飲みして秋暑し

大仕事の一つ沢庵漬け終る須藤たえ

蟷螂の構へる先の気配かな今井敏夫

休み終へもとの静けさ一葉落つ生田寿栄

萱草や今日の花には今日の影生田政春

母の脈かすかに打てり夕ちちろ加藤文子

秋桜信号機まで続く道本間凌山
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︹秀逸︺

居座るか障子の桟の冬の蜘蛛本間ミサ

人に酔ひ踊りに酔ひたる風の盆嶋田寿美子

筵織る喜寿を迎へし今もなお

秋蛍余生惜しむは皆同じ

秋入日付き来る子猫如何にせん今井敏夫

中空に絵になりゆくや松手入嶋田富美男

本間みどり

石蕗の花せり出で写る神の池

三匹の子狸出しリンゴ園野口美代子

欠席の報らせの多し冬の菊斉須ヒサエ

分館の役員総出や地蔵盆金子桂弓

灯を消して異国の月に夜を渡す生田政春

瓢々と産土に舞ふ柿落ち葉

首かしげ忘れ潮見る残り鷺中川紀元

強ひられて盃を重ねし年忘れ

昼寝覚め竹の木梢も動かざる本間みどり

万葉の彩に叶ひし濃竜胆生田政春

︹佳作︺

蝋八会病む眼ににじむ燭あかり平岩静

梨の木の地蔵より添ふ山の冷え計良さだお

伊藤ひで子

ときわ荘俳句クラブ九月句会

高台寺磑にこぽるる萩の花本間凌山
新米の獲れて兄弟姉妹へと
谷川郁子

休み田の畔際立ちし彼岸花佐々木キョ子

豆粒の帰燕飲みこむ夕茜嶋田富美男

︹佳作︺

突堤に鴨のたまり場波さはぐ

秋晴や黄ろき傘さし子等帰る伊藤ひで子

通り見る坪の水引紅明かり

よちよちと歩き初む児や天高し中川ハツエ

今井敏夫

宅配の荷を持ち替ふる年の暮山城やえ

新月の辻に響きし文弥節佐々木キョ子

こうれ

地響きをさせて師走の電工夫

手のひらに乗せて確かむ稲穂かな

畑野俳短クラブ十月例会
山本修巳選

野口美代子

交差待つ通路にはねし蝿かな佐々木キョ子

畑野俳短クラブ九月例会
山本修巳選
︹特選︺

生田寿栄
待ち待ちし小雨のしめり大根蒔く

︹特選︺

秋彼岸風空失せし五輪塔金子桂弓

りんご園網はりめぐり実りけり

黄金波空晴れわたる島の秋粕谷誠司

かはたれの笈摺明り秋遍路羽根洋子

盆礼や地酒一本一封書本間凌山

糠味噌は秋なすの色そのままに生田寿栄

︹秀逸︺

残る月追いかけながら出勤す野口美代子

冬近き風の湿りや薬師跡計良さだお

A

たゆき身を床に横たへ花火聞く本間ハツ
伊藤ひで子

なにもなくただ萩の花山の宿幡豆一三

A

鈴虫の鳴く音に今日も励まされ下林君

ときわ荘俳句クラブ十一月句会

北山の晴れて眩しき初冠雪

芋焼きし思い出もあり落葉掃く

白い雲黒い影引く紅葉山

擢音に湖白みゆく貝割菜
佇めばつと身構へる子蟷螂

初雪や金北山の晴れ姿

秋祭り獅子舞の声近づきて熊西きいこ

頂きてこ夜待ちたる半熟柿

ふたよ

バスを待つ薄の群れに赤蜻蛉東弘乃

粕谷誠司

病床の父も帰宅や孟蘭盆会石川和枝

朝寒の話題行交ふ廊下かな本間ハツ

ホームより眺む稲田の美しき

うたた寝の枕辺近くちちろ鳴く

炎昼に身を一つもてあましをり東弘乃

筒烏に母のむかしを想いつつ

風邪癒えていつしか伸びし爪を切る

盆に帰る卒寿の友の声うかれ志苫ユキ
サングラス外して孫を抱きにけり

過疎の村通れば薄湧くごとし渡部秋子

彼岸入久しく訪ひし父母の墓

夕方の雨に朝顔活気づき高橋力蔵
真夜中の夢を破りし水鶏の声

雨上り時鳥鳴く二度三度兵庫フミ

括られてなお残菊の咲きつづく上川マサ子一

一片虹のふまえし一村しぐれけり加藤たかお炭つぎて御霊の談議峡の寺本間日吉一

一豆引きの弾ける音や青き空梶井弘子体力の保持にと歩む秋北斗野崎東一
一傾きしままの梯子や子守柿梶田チズ一人酒暮るる入江や十二一夜本間博一

一母八十路畑におはせり敬老日伊藤正一秋寒や日暮れの釣りの早仕舞高橋秀夫一
一熟れ林檎カラスに先を越されけり宇佐見万作六地蔵深草の中や石工村名畑宗八一

敬老の日友と乾杯受話器ごし笹井敦子一
一泊まり船灰かに浮かび後の月青木田鶴子年の夜や世を振り返る仕舞風呂佐々木半七一

沢根すがも俳句会一句抄

電光の秋夜声する野球子等

グランドの隅に一列葱坊主佐藤信子

選者吟佐山香代子

蝉時雨消へて鈴虫にぎやかに熊西きいこ

一日終へ夢追ふ闇にすだく虫

魚

一野の風や人と別れし後の月金子秋三葱届く士に生家の匂いあり渡辺岩夫一

一ＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＯＩＩＯＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

一清水寺舞台に立ちて秋拾う金子立矢
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A

病みて知る人の情けや秋深し

志苫ユキ

暑き夏の畠の水撒き三時間ホース持つ腕こは

ばりてきい石塚美代

鎮魂の碑は胸に建つ靖国の参拝論弁を弄する

海峡をフェリーはゆけり日矢うせて赤く潤め

真後静恵

それなりに思ひ出はたのし二十歳に終戦迎へ

し青春なれど

台風も事なく過ぎて田の原は黄金たわわに豊

聞きなれしバイクの音の近付きて写真在中の

なかれ伊藤節子 作 の 秋 石 塚 美 代
北山の峰の上まで下り来たる北斗を眺む夜水

ひとときの鴉の喧喚去りてまた静寂もどる明

る 夕 日 と 並 び 若 林 美 保 子 封書受け取る伊藤節子

洋上の潮風やさししばらくはしがらみを断つ

れず羽根をふるはす中川アイ

みづひきの花に寄りきて糸とんぼつかずはな

引 き つ つ 中 川 ア イ け方の空若林美保子
疎開先の我が家に幾つ山を越え父の友終戦を

竹本喜美子

高く澄む初秋の空にのびたちてコスモス咲け

のぞけり

露なる根の絡みあふ青木が原樹海の奥の闇を

告げに来たりき竹本喜美子 クルーズの旅服部志保子
夕されば秋めく風が灼熱の土をなだめてやさ

しく渡る佐々木栄子

大瓶に挿す向日葵がおのがじし夕陽の色の花

本間哲夫

出揃ひて揺るる稲穂に豊作の兆しの見えて先

けし

石塚多恵子

持田良枝

酒井友二

灯籠の並ぶ参道深く来て浅間神社の杜はひそ

れを待つ本間哲夫

休耕の田に隣り合ふ黄金の穂波さやぎて刈入

音たてながら

渡り来る風に稲穂の擦れ合ひて波となりゆく

り

秋空に航跡雲を鋭角に引く飛行機の銀に光れ

粉をこぼす石塚多恵子 り色とりどりに佐々木栄子
づは目出たし

窓に結ふ日除けの棚の朝顔の朝あさを咲く五

真野歌会九月詠草
平成十三年九月二十八日

於真野町公民館
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入賞の電話も入る文化の日
杉並木とびかふ鳶秋晴れて
朝顔の種取り終へて仕舞ひけり

豊年の祭元気な鬼太鼓高橋力蔵
菊の花か ざ し て し ば し 走 馬 灯 下 林 君
冬枯れ野紅梅に似し山帰来

病む夫の教へを受けて初めての穂肥を撒くと

秋晴れに釣り舟多し波静か佐藤信子
散歩道椿一輪目にとまり

真後静恵

服部志保子

子は出でてゆく

よちよちの孫と歩むや草もみじ

どんぐりの小さな秋で児は遊ぶ渡部秋子

おかま ど き

時雨後里に大虹残しけり石川和枝

選者吟佐山香代子

薄道逢魔が刻を帰りくる

神留守の参道長く掃かれけり
三つずつどんぐり貰ふ六地蔵

真野歌会八月詠草
平成十三年八月二十四日

於真野町公民館

十六十酒井友二

菜園にひぐらしの声運びきて夕べの風は出穂

の田に消ゆ持田良枝
ヒグラシが鳴く

A

二泊して孫ら去りゆく朝あけの静けさにまづ

A

於真野町公民館

於真野町公民館

真後静恵小春日の田に転作の蕎麦を刈る木箱に打ちて

本間哲夫はらからに拙なき歌を披露せる吾が主役と上

服部志保子生垣の柾木の熟れ実尽きてより鵯は来ず幾日座に据ゑらる高野昌子
千光寺

露光る雑賀一族着きし浜

蟠蜂のふいに箪笥の上に啼く

祖谷山も爽やかなりきバスッアー酒井充小木岬佐渡一周道路橋

ワープロに指触れをれぱ鴫の声

無花果を差し出す妻の声太し金子末雄母の留守種苦瓜の朱く爆ぜ三浦秀子

渡り来てすぐに真雁のパン食へり

数へ日の畑に芥火育てをり
金色堂かなへびいづこより来しや伊藤正一ジーパン穿く休耕田の蕎麦刈り日中原雅司

柿の里俳句会父母眠る無住の寺に枇杷咲いて須藤美春

一■■■８日■■■Ｑ０Ｇ０ＧＵａＵ■■Ｇ８︽■８−■■凸■Ｕ■■﹄■・■︒二■・ｂ５ｑｇ二■●■ロ日Ｕ■■■Ｕ由り■Ｕ■甲■Ｕ△■甲■■■■一■■■ｇＧ■一■Ｕ■Ｕ■■●■■■■Ｕ︽■■■■■■■■■ｑ■９−■・ＯＵＢ■■９日■日日▲日寺日日一■８▲■

ち寄る朝も夕べも

菊づくりにはまりたる吾の居場所知る友が立田の向う

の山脈中川アイ山脈は紅葉初めたり豊作の名残りの見ゆる刈は実を落としつつ中川アイ

出航の船のごとくに連なれる雲を引くなり北て先づは一首目

を思案する朝若林美保子今日からは新聞歌壇を声出して読まんと定め餉の味噌汁匂ふ若林美保子

心地悪し
伊藤節子秋雨にうたるる草の葉にとまる親子バッタの夫の逝きてふた月
伊藤節子
昼の話題が夜の夢となる単純な我が脳内革命身じろぎもせず持田良枝鍋に踊るあさりにごめんと言ひながら作る夕

しっとりと古き色よし金ぴかの仏壇けだし居の道石塚多恵子ひとつづつ片づく安堵にさみしさのまじれり

いつ石塚美代入院ののちの消息なき人を染みて思へり黄落

テロ地獄数多の命失なはる世界の全き平穏はふ夕べ待ち侘ぶ佐々木栄子平成十三年十一月三十日

わが庭にはじめて咲ける酔芙蓉の色かはるて真野歌会十一月詠草

真野歌会十月詠草恐山に積みたる小石の上に挿す風車ときに激ならむ酒井友二
平成十三年十月二十六日しく回る竹本喜美子

魚

由り■■由■︽■■︽■甲△■Ｂ■■一！■Ｕ皇■■︽■甲■■０︒■■１日︑０−■ｃ０ｑＯ■■０●■

ちちははに供へ松茸飯匂ふ

地獄谷巡る雲仙すすき照る尾花蛸獲る人小さし橋の下山本修巳
ＦＩｌｌ︽■■１０９１６９１０■０１■■１１■ｇ由り■▼二■■Ｉ︒ワニ■Ｕ■■●Ｕ●■一■寺●ｇ■ｒ今■守一■・ＤＵ−■．▲Ｕ言■Ｕ白■︾ＤＵＱｇ■■︽■
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角

冬至芽を育てんためと大輪の菊に詫びつつ花

竹本喜美子

持田良枝

シャッターをあぐるや燕飛び入りてふたまは

りして巣に落着きい内田千枝子
蝉時雨降り止むとせず汗拭くと日陰求めし木

立の下に後藤恒雄

ひぐらしに交じりて法師蝉も鳴く庭にひそけ

寺庭の水子地蔵の風車乾ける音が耳に残れり

く季うつるふか伊藤節子

竹本喜美子

悠々と野良猫ヒゲ君通い来て我が家の天下取

掃苔にまたよみがへる六歳の記憶のひとつ母

逝きし朝酒井友二

金井短歌教室九月詠草

平成十三年九月十四日

於金井町民会館

久々に見かくる長老泰然と自転車をこぐ達者

佐藤瑞枝

ロープにて伝い下りたる大滝の冷たき水を手

なるらし

施餓鬼会の読経洩れくる寺庭の芝生にしげく

るつもりかな荒井正子 に汲みて飲む荒井正子
水澗れの川に捕えて来し亀に名を付けて飼う

鴬の声を聞きつつ相川の山歩きゆく吟行の会

佐野京子

みちのくの旅に立ち寄る道の駅百円コーナー

女郎蜘蛛が巣のまん中に搦めたる蝉をかかふ

草むしり終えて畑に腰伸ばし仰げる空に白き

と雨去りて中川アイ

秋色のきざす北山すっきりと横たはるなりひ

農薬を撒きつつ玉の汗拭ひ稔りの秋に夢膨ら

る朝の軒下中川アイ ます渡辺威人
にスベリヒユ売る佐藤瑞枝

穴蔵に大吟醸酒音楽を聞きつつやさしき味に

五十年前来たる記憶もおぼろにて西湖のボー

て立つ石塚多恵子

伏流の水の時間を思ひつつ白糸の滝の霧浴び

竿竹を売る声優しく響かする車に髭の男が座

る後藤恒雄
まぽろしに関の声聞く西安の城壁が閉ざす闇

のかなたに石塚多恵子

夕光のとどかぬ庭の暗がりに羽化を終へたる

蝉鳴き出でぬ服部志保子

ト夏陽に霞む伊藤節子
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切り落 と す 服 部 志 保 子
いや赤し

峠路に秋の入り日をむさぼりて山南天の実は

佐々木栄子

現職に集めし資料の大方を捨つ我が過去を捨
つるがごとく

うたれたる鴨錐撲みに落ちてゆく中空に唱名

の風ほそく鳴る石塚多恵子
に散らへり

廃屋の庭にたわわの柿熟れて落したる実が円
畑作りの人等に今日も賑はへり十八人場と言

あかあかと夕日は没りて遊びゐし刈田の鷺は

酒井友二

月見ゆ佐野京子

ふ 刑 場 跡 に 真 後 静 恵 保育園児は渡辺威人 蝉しぐれふる内田千枝子
ながらへて佛間を居間に安らかな老後さづか

いつしか見えず石塚美代

本間哲夫

豊作の刈田貫く農道の肩を彩るいいたでの花

るわれの幸せ菊池与志子

に透く

登り来て視界の開く山道の角に紅葉が西の陽

平成十三年八月十日

なるとふ江口稔

A

金井短歌教室八月詠草
於金井町民会館

八

こぼれたる種に生ひたる朝顔が庭隅に咲く濃

服部志保子

ひかえめな七十の姉もクルーズの晩餐会とて

き紫に酒井トシヱ
ルージュ濃くひく

コンバインに刈りすすみつつ懐かしむ手に刈

佐野京子

一三ｌヨークのテロの犠牲者幾千人冥福祈る

手伝ひの人手に座敷片づきて夫の葬儀の祭壇

早生柿はけふの陽射しに色増して一樹さなが

らかがやきて見ゆ中川アイ

ックの石とあそくり

酒井トシヱ

マンションに飼はるる亀は所在なくプラスチ

豊作を喜べぬ世の米作りされど守らな父祖よ

長寿草幾年ぶりに植ゑかへぬ喜寿に開ける花

朝七時中空高く大根を切りたる如きうすき半

女将は嘆く

鈴木良晴

時の流れにかてず三代続きたる旅館を閉づと

佐藤瑞枝

わが腕に抱けば泣き止む嬰児のぬくもりうれ

し祖母となりたり

陽のめぐみ受けて乾ける稲藁をかかふれぱ温

拝復ご健勝にご活躍のご様子︑大慶に存

○中川芳郎

情しき竹本喜美子

兄弟の少年僧のとつとつと読む棚経はむしろ

のうすべに石塚多恵子 し昼の苅田に服部志保子

畑隅に一本のみを残したるコスモスに百の花

ひともと

りの田は後藤恒雄

の畑に江口稔
月内田千枝子

りしころの重労働を渡辺威人
ほかにすべなし

笑顔で去りぬ荒井正子

すずむしが庭に鳴くよと妻が呼ぶ石垣に冬を

水清き忍野の村の家いへの庭の木橦は花の色

この秋も出荷の米をトラックに集めて夫婦は

会ひ竹本喜美子

組まる伊藤節子

白糸の滝の飛沫は富士山の伏流水と我との出

越した る ら む か 江 口 稔

冴ゆ酒井友二
金井短歌教室十月詠草
平成十三年十月十二日

於金井町民会館

寺画心呵

はいきませんから︒

思いをめぐらすと心寒いものがあります︒
こうした活動は誰でもできるというわけに

夏の間中涼やかな緑を楽しませてくれたベ

風吹けば風船かずら風の色

ランダの風船かずらも終わりになりました︒

す︒とりあえずお礼まで︒
二○○一年一○月一一日
︵佐和田町出身元ＮＨＫ報道局︶

夢うつつ風船かずら通りやんせ
山本様のご壮健をお祈りいたしておりま

本日﹃佐渡郷士文化﹄いただきました︒有
り難うございました︒一読︑これだけの本

○加藤広文

A

じます︒﹃佐渡郷土文化﹄九七号拝受しま
した︒いつも有難うございます︒今年で二
十五周年になりますか︑感無量です︒時々
劣作で紙面を汚してしまったかと気がひけ
ますが︑こういった雑誌は何よりもリーダ
ーシップが決め手です︒修之助先生︑修巳
先生のご尽力と感謝の念にたえません︒今
后もますますのご発展を祈念します︒不一

を出版し続けてきたご努力に感嘆しまし
た︒心から敬意を表します︒
文化の発見︑継承︑発展というのは無償に
して膨大なエネルギーを求められるもので
す︒これからの時代︑誰がこうした役割を
担っていけるのでしょうか︒
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A

里道の釣舟草の花叢の紅ひそやかに秋閾けに

けり酒井友二
金井短歌教室十一月詠草
平成十三年十一月九日

於金井町民会館
朝の気の冷えびえ溜まる出品して広くなりた

る菊の置き場に後藤恒雄
朱鷺保護のために田の面の生藁を焼くなと村

捨てられし猫がそれぞれ日溜まりに鱒りゐる

のお達しが来ぬ渡辺威人

おほかたは破れたる葉がゆく秋の風に吹かる

青蛙キャベツの上にゐ坐りて紋白蝶の飛ぶを

中川アイ
酒井友二

田の土手に咲ける紫陽花二種類の威厳と重厚

北見亀男

瀬に上がる順番あるか朝毎に吾が獲るさざえ

の数は等しき

佐藤香代子

栄螺出荷の間に合はむとて磯舟は朝の漁港に

波たてて来る

村中で俺が一番の年寄と淋しく笑ふ湯舟の老

いは山本軍次

あか

小宮山安子

裏町を帰る吾が手に跳びつきし馬追ひそっと

足らへる涙山本軍次

プロジェクト成し遂げたりし男等の眼に光る

みればひるがへる虹いるのうを森幾

なみうごきいはのもぐさのそよぐかと

の目をひく

すがれたる紫陽花の群に紅のさす一輪残り人

平十三年九月二十一日

於磯部宅

相川歌会九月詠草

究めたる佐渡の民話を骨となし民俗風土君は

証すも福島徹夫

喜寿までを働きづめの吾が心臓遂に肥大の判
ノウハウを知らずに植ゑし苦瓜の世話の甲斐

浜風に風船かづら揺らぎをり猛暑も暮れて人

の天国なりき

磯部玄遠
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る畑隅の桐服部志保子 そ れ ぞ れ の 徳 井 坂 照
見てをり

を遠く延びゆく

あわだち草の花の埋めたる堤防が苅田のなか

相川歌会八月詠草
平成十三年八月十七日

於磯部宅

小宮山安子

白神の撫を抱へて音を聞く生命の水を吸いあ
あまがいまよ

ぐる音

雨谷麻世うたふ﹁浜辺の歌﹂のこゑ光り

秋の霊園伊藤節子
ジーンズが裂かれ工房に織られゆく海の青さ

きらめくネックジュエリー森幾

岩壁に座れば大き柄杓星天空せまく間近にせ
まる

林京子

見んとて濱辺一雄

車椅子頼りに久々に上京す六月に生れし孫を

のタペストリーに竹本喜美子
疲れたるころ癒やさるさざ波の秋陽にひかる

真野の入り江に佐藤瑞枝

唐綿がはぜて白き実飛びゆけり小春日和の明

山頭火の法衣の銅像雨にぬれ旅人を迎ふ山口

定下る磯部玄遠

金色の木犀の花ぼろぼろと見上ぐるわれの肩

にもかかる内田千枝子

駅に江口稔
うた

心地する石川和子

A

皆共に目元涼しき短歌の友集ふ部屋には心通

姉のごときおみらが蚕飼ひに集ひ来て幼き吾

るき空へ石塚多恵子 なく育ちの見えず荻野豊 植木に放す林京子

はす荒井正子

A

ひとよ

荻野豊

杉池を尋ねて登る山道にかえで紅葉が色変え

て待つ田中義和

カーテンに一夜仮寝のかまきりに窓開け放つ
草に帰れと

歯ブラシをくわへたるまま祭好きの孫は飛び

五日間の連休終り町中は何もなかったやうに

休漁期に入りて寂もる舟溜り﹁龍王﹂の碑に

ワンカップ供ふ磯部玄遠

二度咲き

林京子

十月の日和続きにブラシの木故国の春と惑ふ

小雨降る海辺を夫と歩きゆく真上に虹の掛橋

みたり

荻野豊

紅に姫松葉菊の花燃えて主無き家の石垣覆ふ

師の顕つ峠磯部玄遠 の 見 ゆ 小 宮 山 安 子

植ゑたての早苗荒らすと山峡の朱鷺を噛ひし

紅葉の北山並みを横に見てわが吟行車は刈田

静まる故濱辺一雄 を 進 む 北 見 亀 男
出すおけ さ 流 し に 渡 部 須 磨 子

杉池を尋ねつつ行く吟行の山道に散る紅葉を

受けつつ北見亀男 拾 ふ 山 本 軍 次

届けた る 娘 は 石 川 和 子

終り初物と西瓜持ち来ぬひと夏を吾の好物と

旱天の続く葱畑朝夕を水掛けやるに枯葉の目

杉池の巨き杉の木活き活きと我を歓迎するか

杉池は巨木に棲まふ竜神の守る池なり水湧き

艶やかに穂芒ひかる一望の富士の裾野は秋な

杉池をかこむ木立の間より見ゆる小佐渡の山

三人の子それぞれ揃ひ捧げたる白菊薫る夫二

立 つ 佐 藤 香 代 子 止 ま ず 荻 野 豊 十三回忌石川和子

船外機の回転を上ぐ湖の香のしるき朝風胸に

A

芒穂のいまだ乱れぬ霜月の沢道明かし小佐渡
竜神もみそなはすらむ杉池の底深くさす撫の

もみぢは酒井友二

相川歌会十一月詠草
平十三年十一月十六日

於磯部宅

アフガンをぢごくとかせしソ連きえ
まアメリカがきえんとするか森

あした

渡部須磨子

て摘む君が見ゆ福島徹夫

秋陽ざし澄める朝のぷだう園木洩れ日浴び

を撒く

一筋に旅館守りて来し蝿廃業の玄関に打ち水

たる忍耐をみる山本軍次

巣をかけてじっと獲物を待つ蜘蛛に吾に欠け

打ちぬともて来し友は佐藤香代子

﹁本﹂の通りに行かぬと言へり初物の蕎麦を

のどとし
小
宮
山
安
子
も
みじせり田中義和
杉池の底まで紅葉写りゐて水静まれり今日の
わが村をまたぎて懸かる大き虹豆を引く手を
休めて眺む北見亀男

吟行佐藤香代子

農吾の心定まらず廣びると黄金波打つ稲田眺

めて井坂照

らんとす酒井友二 杉池福島徹夫

相川歌会十月︵吟行︶詠草
平成十三年十月二十九日

於両津市長安寺

やまの気のきよきみちべにまるびたるあ

長安寺阿弥陀如来と銅鐘に七百年の栄枯を想

をき実あ か き 実 び い ど ろ の た ま 森 幾

ふ井坂照

幾い
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A

編集後記
山本修巳

あけましておめでとうございます︒

いる原稿もあるので︑しばらくは続けたいと

ｌ﹁奇人・亀先生﹂︶のことや︑半蔵の父慌

けんかどう

名草子﹂︑木村兼葭堂蔵書印の和書などにつ

の明治三年東京への絵入り旅日記︑木版﹁仮

皇太子殿下の内親王ご誕生には︑ご結婚後

一四

振替新潟○○六八○

○三一八

四−五三二七
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思っている︒

機会は羽榑き逃れ︑

判断は難し︒

秤鰔疏蒋一一眼牙謂調︵年一一一回発行︶

佐渡郷土文化第九十八号

次号原稿締切二月末日

あらたな気持ちで︑一年に向かいたい︒

︵古代ギリシャヒポクラテス渡辺一夫訳︶

かったことで︑経済的苦境に立った︒

人生は短く︑学芸の道は遠し︑

つぎつぎに三人の子供が生まれた︒とりわけ

結婚し︑昭和十三年の私が初めての出生で︑

いてご教示を得てありがたかった︒

ドナルド・キーン先生よりの賀状は︑昨年

父には︑戦後︑農地解放があり︑子供が小さ

長い歳月があったが︑父も大正時代の末年に

﹃明治天皇﹄の著を出版したこともあって

経験は滅び易く︑

か︑御製﹁駒はせて梅のはやしにきてみれば
梢残らず花さきにけり﹂が書かれていた︒

十一月半ばから十二月半ばにかけて︑風邪

満月の師走に生まれ内親王
旧臘十二月一日︑皇太子殿下に内親王様が

十年ぶりの与板高校時代の生徒の新潟での同
級会に出席したり︑十二月には︑宴席が一週

気味の日が長かった︒十一月の日曜日に︑四

のは︑平成五年一月︑すでに自らの命が旦夕

間に一︑二回あったせいでもあるが︑隣家の

ご誕生になられた︒心からお祝い申し上げ

に迫っていることを知った父が︑報道関係者

八十二歳の一色ミョさんが十一月十九日未明

る︒思えば皇太子殿下のご婚約が発表された

から感想を求められ︑受話器の前で感涙にむ

せ

頒価一二○○円送料一八○円

に亡くなり︑通夜︑葬儀の手伝いもあった︒

綿獺瀦山

せんでいたのを思い出す︒父の真野御陵での

歳末十二月二十二日から二十四日まで︑新

霜月の死へ急ぐ獅子座流星群

新潟市和合町二丁目四

印刷所株式会社第一印刷所

本修巳

大きな初仕事は︑昭和三十一年︑ご参拝の皇

潟県立文書館の主任文書研究員田中聡氏︑

太子殿下︵現天皇︶の御先導であったことと
重なっていたのかもしれない︒

文書調査員小野民裕氏︑余湖明彦氏︵佐渡

発行所佐渡郷土文化の会

平成十四年一月二十五日は︑父の九回目の

電話︵○二五九︶五五

新潟県佐渡郡真野町新町三五四

郵便番号九五二

二七○○

終了したわけではないが︑祖父半蔵の写本︑

また半蔵の指示で写本をした旧佐渡奉行所役

高校教諭︶が来宅し︑調査された︒多いので

人渡辺則之氏︵山本修之助著﹃佐渡の百年﹄

命日で︑数え年にすると︑今年十年祭を︑親

﹃佐渡郷士文化﹄は︑今年十月で百号にな

族で夏に挙行したいと思っている︒また︑
る︒ささやかな集まりを計画し︑積み残して

Ａ

八

穗考︺
︑

︑

亀田鵬斎遺跡勵風館

０

︵解錠︲千村︑辛．一氏︶

佐渡・沢根

明 の 正 穂 七 年はわが永正久年︵︑一五一一一三；︶︒ヨ本人の諺丸郎が帰ヨ
銭剖としておくった七三律詩である．
せんとするに際し
当時わが国の大内氏 細川氏葱どば 艇函を組んで対現貿易きあご
彦丸郎はそれに便乗して寝現したの尾ろ︑フ︒ かれ
なっていたので
は堺あ︽たりの貿易蒙君尼と国われる
この詩は日現関係丘知る上恒心重要ざ資料．どなる︒

耐記︶

﹁壱届営貞Ｌ︵一切七○与イくｊ一五二三昏寺︲︶

６１１旬︐

蔵氏

山本場之助
の略す法一一夏１

山本

氏

明柑屈指の画家 また詩・文歌曲尾心秀冠でい方一天才釣な
芸術家肌の風流人
放逸と耽美的な笙濯丘送った人である︒
﹁明惠白虎書拓本︐｜

左之本ノ事隣交徴言及未

出品人
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