文

良寛の母の島見ゆ磯時雨出雲崎にて修之助
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﹁佐渡郷土文化﹂が︑昭和五十一年七月創刊号を発行以来平成十四年十

月で百号になります︒創刊者山本修之助十年忌とあわせて︑久しぶりの会

員ならびに関係者の研修と親睦の会を計画いたしました︒会員外の方の参

加も歓迎します︒なるべく多くの方々をお誘いの上おいで下さい︒当日は
軽食を用意しております︒

三一五二

﹁佐渡郷士文化﹂百号記念
の
会

前主宰山本修之助十年忌

五五

振替00680‑4‑5327

真野町新町354
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彦氏

二七○○番

〒952‑0318

佐渡郷土文化の会

B(0259)55‑2700

新潟県佐渡郡

日時十月二十七日︵日︶午前十時より
会場真野町新町一五七﹁静海荘﹂︵○一

講演﹁佐渡の民俗事象に学ぶ﹂新潟県民俗学会事務局長佐藤

電話︵○二五九︶五五

佐渡郷土文化の会山本修巳

新潟県佐渡郡真野町新町三五四

会費三千円︵どなたでも参加歓迎︑出席の方は九月三十日までに電話・ハガキでお知らせ下さい︶
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鰯﹃野守﹄︵宝生流謡本︶

児玉宗栄⁝印

坂口昭一⁝団

佐山香代子⁝弱

﹁朱鶯の句碑﹂に寄せて
佐渡の民話考晁︺⁝⁝⁝：

窪田章一郎⁝鉛

本嶋井玉本藤本塚柴

修陽青宗修好修宗雪

巳二咲栄巳和巳一彦

： : ： ： ： ： ： ：
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ｌ風島の弁天羽衣ｌ

山長藤児山近山中羽

佐渡の歌碑：⁝：：：：：⁝：：：⁝
沢根すがも俳句会一句抄⁝・⁝⁝：：：．⁝・⁝⁝：⁝

柿の里俳句会・・：．：：⁝⁝⁝・・・⁝．：⁝：⁝⁝．

真野町俳句会︵四月・五月・六月・七月︶

きんぽうげ句会︵四月・五月・六月・七月︶
いもせ俳話会︵四月・五月・六月・七月︶

木毎︵四月・五月．六月・七月︶⁝⁝：

ときわ荘俳句クラブ︵五月・七月︶・⁝⁝⁝：⁝

畑野俳短クラブ︵四月・五月・六月・七月︶

待鶴荘俳句会︵六月︶・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝
真野歌会詠草︵四月・五月・六月・七月︶
金井短歌教室︵四月・五月・六月・七月︶
相川歌会詠草︵四月・五月・六月・七月︶

俳句自註解
佐々木虎二郎の活躍⁝・⁝⁝
資料紹介佐渡人形芝居関係
刀剣鑑定︵口絵説明︶：．：⁝
草柳大蔵氏・渡辺秀英氏を悼む

百号によせて⁝⁝⁝．
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カットのことば．．⁝．．⁝
編集後記⁝・⁝⁝
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口絵説明

寛﹂︵全国良寛会編︶四十一号に︑﹁佐渡を訪れた文人の書﹂とし

︵佐渡良寛会編︶に﹁わが家に伝わる良寛と父以南の遺墨﹂と﹁良

のそろいぶみ﹂などと写真入りで紹介された︒私は﹁良寛と佐渡﹂

良寛﹁中元歌﹂除幕式／東京大学﹁明月記研究会﹂来訪／刀剣

て︑良寛を愛した文人︵亀田鵬斎・山本以南・相馬御風・会津八

山本修巳

鑑定／相川町春日崎烏賊漁火図

川潤一︶を書いた︒この時紹介した亡父修之助の俳句を本誌百号

は島外に住われる相川橘屋後商山本誠之氏が出席され︑毎年︑お
盆の前には墓掃除に来島されるという︒墓の区域もないような墓

や佐渡のお金が通るとて﹂という句を紹介した︒この式には現在

川から掘り出された金銀が江戸に運ばれる時で︑一茶の﹁五月晴

て父の亡魂も救済し︑母や叔母を憶う︶碑の除幕式の挨拶であっ
た︒私は五月晴のさわやかな会場で︑五月は佐渡奉行の交替や相

は︑良寛の母の生家橘屋跡に良寛自筆﹁中元歌﹂︵孟蘭盆にあたっ

近藤好和氏による家蔵の刀剣︑脇差の調査記録を本誌に載せる︒

う︒なお︑﹁明月記研究会﹂は多士済々の集まりで︑神奈川大学の

などの多くの古典を書き写し︑後世に残す作業に生涯をかけた︒

和歌の師匠︒すぐれた歌人であった定家は︑ほかに﹁源氏物語﹂

に生きた歌人で︑百人一首を選定し︑佐渡へご遷幸の順徳天皇の

案内した︒藤原定家の日記﹁明月記﹂を︑佐渡の宿でも数時間に

日から二十三日まで︑約二十人︵口絵写真は約半数︶が来島され︑

東京大学五味文彦教授主宰の﹁明月記研究会﹂が︑七月二十一

の表紙に用いた︒

一・小杉放庵・佐藤耐雪・大亦観風・津田青風・山本修之助・富

五月二十五日︵士︶﹁全国良寛サミット第十九回全国良寛会佐
渡総会﹂が︑相川町で行われ︑全国から約四百人︑島内約百数十

所は︑約三百年間変わらない︒今年は良寛の母おのぶの没後二百

治期の写真を載せたが︑モノクロのためわかりにくいのでここで

人の良寛ファンが集まった︒佐渡良寛会副会長として︑私の役割

二十年を迎える︒大乗寺で法要も営まれた︒母の名﹁のぶ﹂の発
見者佐渡良寛会会長磯部欣三氏の感慨が偲ばれる︒私の家も寛文

についてはここでは割愛するが島内には他にも見かけられる︒

なお︑近刊の﹃佐渡山本家来訪人名録﹄に相川の江戸期から明

このことが︑彼の冷泉家が八百年続いている理由ではないかと思

わたって輪読したといわれる︒藤原定家は平安時代から鎌倉時代

十年︵一六七○︶まで相川に居住し︑宝暦九年︵一七五九︶まで

がまわってきた︒出雲崎橘屋の後商山本良一氏︵横浜市在住︶と

の関わりもあったかもしれない︒そのためか佐渡総会に急に役割

相川に旦那寺光照寺もあった︒商家であり︑あるいは相川橘屋と

カラー写真にして再録する︒文字は﹁佐州春日崎漁烏賊之火図
余不到此境写其概以執大方也甲子︵元治元年︶霜月仲涜東
武漁父南湖﹂︵佐州春日崎烏賊漁の火図余この境に到らず其
オオムネ
ッマビラ
の概を写すに大方を執かにするを以てするなり︶︒なお南湖

山本誠之氏に︑良寛資料︑遺跡保存に感謝する名目で︑感謝状と
記念品を贈呈することである︒あとで全国良寛会報に﹁山本三氏

第19回全国良寛会佐渡総会を記念して良寛｢中元歌｣除幕式
平成14年5月25日於相川町近藤組事務所前

除幕式を終えて｢良寛の母の生家橘屋跡｣に立つ
相川橘屋12代当主山本誠之氏
東京大学｢明月記研究会｣来訪
平成14年7月23日真野町山本修巳宅前

右から4人目東京大学教授五味文彦氏3人目山本修巳

1
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ご竺畿研︵﹁温亜剖翠鵠恥﹂肖需革曽界︶制野匡捕﹃亜麗︑

孟三雪輔︑覇︵叶︶如露誌妄︵吾滑二凶

劃餅剴補色段と巨亜吾雪矧別慧狗到薑慨

﹃佐渡郷土文化﹄の時代と

らが創刊した﹃北漠雑誌﹄は︑実質︑新聞であった︒当時︑全国で

一八八七年︵明治二十年︶十一月に本荘了寛・茅原鉄蔵・生田裕

二﹃北漠雑誌﹄の頃以降の時代

の時代との相違がある︒

に︑本誌と﹃北漠雑誌﹄との相違があり︑本誌の時代と﹃北漠雑誌﹄

及び今後のマス・メディア

﹃北浜雑誌﹄の頃以降の時代←

１森幾
一﹃佐渡郷土文化﹄の創刊
一九七六年︵昭和五十一年︶七月に﹃佐渡郷土文化﹄︵以下︑﹁本

誌﹂︶を創刊した山本修之助は︑創刊号の編集後記で︑次のように記
﹁私は︑いままで︑大正時代から﹃純芸術﹄﹃郷士研究佐渡﹄﹃佐

佐渡人の﹁耳目鼻口﹂の役目を担うマス・メディアであり︑歴史・文

続々と創刊され佐渡人も久しく待望していた新聞であった︒即ち︑

している︒

渡史学﹄などと︑文学・民俗・歴史方面の雑誌を編集してきた︒﹂

学のほかに一重Ｉスやコラムの欄があり︑冒頭に数本の論説が掲げ

﹁昨秋︑佐渡の明治期の雑誌﹃北漠雑誌﹄を復刻刊行して︑その当

他の文化を指導するものであり︑それは︑また︑時代に要請された

時の人たちのエネルギッシュな文化活動に刺激され︑この﹃佐渡

ものでもあった︒当時︑月刊であったが︑二十七年四月から︑森知

の社説が置かれるようになる︒佐渡の政治・経済・社会・教育その

たものをも歓迎したい︒﹂﹁この雑誌も︑発行してゆくうち︑ある

幾の努力によって月二回の刊行になり︑やがて︑森と﹃北瞑雑誌﹄

られ︑明治二十四年三月の第四十一号からは︑論説の前に森知幾ら

いはその性格もかわってゆくかも知れないと思っている︒この創

後期の所有者本間慶四郎とによって三十年九月に創刊される﹃佐渡

郷士文化﹄を創刊することになった︒﹂﹁本誌は︑歴史と文学を中

刊号にも︑若い世代の人の投稿もあって︑心づよく︑よろこんで

心とすることになっているが︑文化一般にわたり︑生活に根ざし

っている︒﹂﹁次号から会員の短かいご意見を載せる﹃談話室﹄を

いる︒いづれ︑こうした人たちにバトンをうけてもらいたいと思

幅野長三が日刊﹃佐渡毎日新聞﹄を創刊し︑﹃佐渡新聞﹄も日刊とな

る問題を論じ︑島民を教化した︒三十五年︑﹃佐渡新聞﹄に対抗して

﹃佐渡新聞﹄は︑当初︑隔日刊行であったが︑佐渡国内のあらゆ

新聞﹄へと発展していく︒

山本は︑﹃北漠雑誌﹄の文化活動に刺激されて本誌を創刊したの

設けたい ︒ ﹂

であるが︑文化活動のうち歴史と文学が本誌の中心であったところ

7

四年九月︑森守蔵・塚原徹らによって評論誌﹃新佐渡﹄︵月二回刊︶

大正三年八月︑浅香寛によって日刊﹃佐渡日報﹄が創刊され︑同

ったのである︒

渡版があるだけであり︑佐渡人が佐渡の事を論ずる場が全くなくな

になって︑現在︑佐渡には一つの新聞もなくなった︒﹃新潟日報﹄佐

たあと︑﹃佐渡時事新聞﹄が廃刊になり︑次いで﹃佐渡新報﹄が廃刊

のは︑﹃佐渡新報﹄と﹃佐渡時事新聞﹄であったが︑本誌が創刊され

が創刊される︒四紙誌とも︑相川での発行であった︒﹃新佐渡﹄は︑

って︑以後︑両紙は︑論争を繰り広げていく︒

三年十月︑河原田に本社を移して日刊新聞となり︑佐渡に四つの日

昭和十二年﹃佐渡新聞﹄に合併する︒なお︑大正十四年に仲川十左

大正八年︑﹃佐渡毎日新聞﹄は﹃佐渡新聞﹄に合併し︑﹃新佐渡﹄も

識人の関心が︑現在及び未来に対する論議よりも過去すなわち歴史

ろあるであろうが︑その一つは︑戦後︑経済成長と共に︑佐渡の知

﹃佐渡時事新聞﹄と﹃佐渡新報﹄が廃刊になった理由は︑いろい

三﹃佐渡郷土文化﹄の時代

衛門が両津町で日刊紙﹃佐渡タイムス﹄を創刊するが︑昭和十三年

月︑本間周敬らの﹁佐渡考古学会﹂︑本間嘉晴・藤田︵長島︶赤二ら

に対する探求に向っていった事ではないであろうか︒二十九年二

刊紙が発行されるという︑新聞の隆盛時代を現出する︒

一月に廃刊になり︑﹃佐渡新聞﹄も︑山本悌二郎・森一郎・二郎・三

の﹁佐渡史学哲学会﹂︑山本修之助らの﹁佐渡郷士研究会﹂が︑佐渡

郎らによって継続されてきたあと︑戦時中の新聞統制により︑﹃佐
渡日報﹄ともども昭和十五年十一月︑廃刊を余儀なくされた︒

の郷土史研究が盛んになっていく︒佐渡博物館は三十二年九月に開

館し︑﹃佐渡史学﹄は三十四年十一月に創刊されるが︑それ以前に︑

博物館設立の気運の中で統合されて︑﹁佐渡史学会﹂が発足し︑佐渡

相川町でも︑三十一年七月に町立相川郷士博物館を開館して︑主に

戦後︑昭和二十一年五月︑松村信夫・士田伸らが両津町で週刊紙
井誠らが金沢村で日刊﹃佐渡新報﹄を創刊する︒二十四年には森三

鉱山史料を展示し︑博物館を核として︑森三郎らが中心となって︑

﹃佐渡民報﹄を︑十月には︑舟崎由之・北見角太郎・本間朝之衛・松

ってしまう︒二十六年︑磯部寅雄・今河末雄らが河原田で﹃佐渡文

郎らが﹃佐渡新聞﹄を旬刊として復刊するが︑一年ほどで廃刊にな

年︑田中茂らが両津市で﹃佐渡観光新聞﹄を創刊した︒この間︑二

六年のことである︒︶森は︑この間︑三十五年三月に﹃相川郷士博物

︵公示されたのは︑佐渡鉱山が平成元年に操業を停止した後の平成

跡に指定させ︑四十二年三月には︑それを国史跡に指定させた︒

の研究を展開していく︒森は︑三十三年三月︑相川鉱山遺跡を県史

十九年六月には︑船山︵金子︶博・松井誠・高橋進・本間林三らが︑

島内の歴史学徒を糾合し︑佐渡鉱山・旧相川町・外海府・二見半島

佐渡の知識人を総動員した観のある総合雑誌﹃近代﹄を創刊する

るまで刊行され続け︑第八号に至った︒相川町が博物館を設立した

館々報﹄を創刊し︑これは︑森が四十六年に相川町教育長を退任す

化新聞﹄を︑三十一年︑加藤繁らが両津で﹃佐渡評論﹄を︑三十四

が︑三十五年四月の第四号を最後に廃刊になる︒このようにして︑

年五月︑若林孝亮らが佐和田町で週刊﹃佐渡時事新聞﹄を︑三十五

戦後︑続々と創刊された新聞の中で︑定期的に発行され続けてきた
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観光産業を盛んにしようという目的もあった︒

のは︑昭和二十七年の鉱山大縮小後の町の再建のために教育・文化．

た︒一方︑﹃近代﹄創刊号は︑百十四頁︑第二号は︑三カ月後の刊行

識人を網羅した観があり︑八年四カ月の間に︑百十二号が発行され

になった︒更に︑その半年後に第三号を発行する予定だったとこ

を予定していが︑半年後の刊行になり︑その代り︑頁数は二百一頁

ろ︑編集人船山博の病気︑死により︑一年九カ月後の三十一年九月

さて︑大正・昭和初期の文学的・思想的時代に青年時代を過ごし︑

刊したのが本誌である︒本誌は︑正に戦後の歴史ブームの所産と言

頁︒そして︑第四号︵最終号︶が発行されるのが︑四年後である︒

に高橋進の編集によって発行されることになる︒頁数︑二百十二

生涯︑詩人であった山本修之助が︑文学的郷士研究の雑誌として創
って良いであろう︒そして︑現在︑創刊以来二十六年を閲して百号

こう見てくると︑﹃近代﹄も︑当初は︑年数回の発行を意図していた

を迎えた︒その間︑読者数の減少と共に︑年間発行回数・部数は少
なくなっているとは言え︑修之助亡き後︑長男修巳によって︑口絵

は旬刊紙︑もしくは週刊紙が欲しいものである︒しかし︑﹃新潟日

ともあれ︑佐渡全体の問題を論議する場としての隔週刊紙ないし

ことが分かる︒

今後︑本誌は︑﹁その性格もかわって﹂ゆくであろうか︒﹁若い世

が﹁佐渡版﹂の中に出来るであろうか︒週一回でも良い︒以前︑﹁佐

報﹄には︑佐渡人が意見を述べ合う場がない︒意見が述べ合える場

四今後のマス・メディア

はカラー化され︑紙質は向上して︑見栄えの良いものとなっている︒

うけて﹂もらえるであろうか︒﹁談話室﹂は盛んになるであろうか︒

か︑今はない︒新聞社の依頼した人によるものではなく︑自由に投

渡版﹂に︑何人かの執筆者によるコラムがあったが︑それも︑何故

代の人の投稿﹂は多くなるであろうか︒﹁こうした人たちにバトンを

今︑佐渡は︑合併問題が緊急の課題として迫ってきている︒これ

て︑時代の要請を受けるであろうか︒﹁未来を知るためには過去を︑

しいものだ︒本誌が︑それに応えるとすれば︑創刊以来の個人雑誌

出来るならば︑佐渡に住む人間の手になる︑佐渡を論ずる場が欲

稿できる欄があると良いのだが︒全県版の﹁声﹂欄のような︒

歴史を知らなければならない︒﹂とよく言われる︒しかし︑過去を

している通りである︒大衆が意見を述べ合う場のない佐渡は︑全体

的色彩を薄めていく必要があるだろう︒そのことは︑現主宰も認識

のさなかにある︒本誌は︑佐渡の現在および未来を論議する場とし

を論議する佐渡人のメディアは︑現在︑一つもない︒時代は︑変革

知るばかりで未来についての論議がなければ︑未来を作り出すこと

ない︒︵敬称・略︶︵相川町︶

主義の支配する暗い社会になるだろう︒既になりつつあるかもしれ

は出来ないであろう︒本誌は︑﹃近代﹄のような総合雑誌に変って
ゆくであろうか︒そして︑やがて︑﹃佐渡新聞﹄や﹃佐渡新報﹄のよ

ゆくであろうか︒﹃北漠雑誌﹄のような月刊紙︑隔週刊紙に変って

二︑三十頁ほどの薄いものであったが︑﹃近代﹄同様︑佐渡国内の知

うな日刊紙に発展してゆくであろうか︒因みに︑﹃北漠雑誌﹄は︑
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東経

M震源地「地震名」

37.2

138.2

1670622

37.7

139.4

6.5〜7越後南西部（直江津）
63/4越後：村上

172981

37.4

137.1

6.6〜7能登

1751521

37.1

138.2

17621031

38.1

138.7

①1802129

37.8

138.35

39.05

139.95

7〜7.4越後・越中・高田
7 佐 渡
6.5〜7佐渡
7.0羽前・羽後：「象潟地震」

137.9

1964616

38.4

139.2

199327

37.65

137.30

相川音頭に見る佐渡の地震

北緯

細山謙之輔

36.5

﹃相川音頭全集﹄には五つの地震に関連した歌謡がのっている︒

137.2

19181111

編集者山本修之助氏は︑相川音頭として唄われた地震は総て佐渡で

36.4

起こったものではなく︑総てを佐渡の人が作った謡ではないが︑佐

138.1

185849

佐渡にはこれまでにどれだけの地震が起こっているであろうか︒

138.3

36.6

渡で唄われた故をもってここに収録したとある︒

37.2

1853126

先ず︑理科年表と地震予知連絡会地域部会報告書を参考にして︑佐

1847513

ュード︶六・五以上の地震をリストアップした︒下表はその結果で

139.25

138.2

渡を中心として︑日本海側で起こったＭ︵地震の規模Ⅱマグニチ

38.9

36.7

そこに付けられている地震の名称は正式な学術名称ではなく︑相川

138.9

あるが︑番号のついているものは相川音頭に出ている地震である︒

71/2羽前・羽後・越後・佐渡
信濃・越後「善光寺地震」
61/2越後（頚城郡）
6.5信濃北部
7.0〜7.1飛騨･越中・加賀・越前
6.5長野県北部
7.5新潟県沖「新潟地震」
6.6能登半島沖

139.9

37.6

7.4

39.9

6.5羽後
6.9
越後・信濃川流域

②1810925
③18281218
④1833127
⑤184758

音頭で使われていたものを用いた︒これらの地震を地図の上にのせ
ると次頁のような分布図となる︒円の大小は地震の規模に応じたも
この表から分かるように︑佐渡の近傍では宝暦十二年にＭ七の地

のにしてあ る ︒

震が起こっており︑被害としては︑石垣・家屋が破損し︑銀山道が
崩れ︑死者があったと記されている︒まさに四十年ぶりに享和二年
のである︒しかも佐渡近傍の地震としてはこれ二つだけであった︒

十一月十五日︵千八百二年十二月九日︶に小木の近くで起こったも
それでは︑享和の地震の時に佐渡の住民はどのように振る舞い︑

年月日

1502128

1804710

(理科年表2002)
(地震予知連絡会地域部会報告第5巻）

新潟県及び周辺の地震

①享和地震②文化地震③越後地震④天保地震⑤信濃地震
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を寄せ︑﹁くどき﹂の歌詞に共感をして唄い踊ったのであろうか︒

対処したであろうか︒そして他国に起こった地震にどのような関心

震源地・・北緯三九・九度︑東経一三九・九度︑Ｍ六・五

２﹁文化地震﹂・・文化七年八月二十七日Ⅱ一八一０年九月二十五日

羽後・・男鹿半島の東半分五月ころより鳴動し︑七月中旬から

死五十七︒

地震が頻発︑二十七日に大地震発生︒全潰一○○三︑

これらの地震の震源地や︑被害状況や︑被災住民の行動などを調べ
たらその解答が得られるかも知れない︒

時頃︶の地震は大きく︑佐渡全体で焼失三二八︑潰家

今年九年ごし︑とあるのは︑八年前の享和二年の地震のことを

ということは︑またも地震ということであろうか︒②思えば

も中川赤水とあるが︑あるいは文化七年かとある︒﹁またも﹂

﹁文化地震いろはくどき﹂では︑文化六午年正月元日に︑また

秋田で強く感じ︑角館・大館・鰺ヶ沢・弘前・鶴岡で有感︒

１﹁享和地震﹂・・享和二年十一月十五日Ⅱ一八Ｏ二年十二月九日

震源地：北緯三七・八度︑東経一三八・三五度︑Ｍ六・五〜七

七三二︑死一九︒島の西南海岸が最大二米強隆起︒

指している︒すっかり忘れ果てていたのに︑しかも︑地震を起

佐渡・・巳刻︵午前十時頃︶の地震で微小被害︒末刻︵午後二

前で有感︒

﹁享和地震いろはくどき﹂では︑小木大地震は古今未曾有の珍

のに︒この﹁くどき﹂には神頼み︑お念仏︑神信心の言葉が多

こすナマズを押さえて下さるという鹿島神宮にお頼みしていた

鶴岡で強く感じ︑米沢・江戸・日光・高山・秋田・弘

事であり︑その節に中川赤水が之を戯作とあり︑地震の時の状

録されていない︒兎も角︑佐渡の人々が地震にたいして過剰に

グニチュードも小さく︑佐渡における被害も小さかったのか記

この地震は佐渡より二百五十粁も離れており︑先の地震よりマ

く見られるのが特徴である︒

地鳴りと云うや否や寝間着のまま転げでて︑埒もないこ

敏感になっていた様子が伺えるのである︒

一生にない肝潰しで︑ろくろく寝ずにたびたび走り出た︒

況を次ぎの様に伝えている︒

とをいいちらし︑夢中になって神だのみをしていた︒

震源地：北緯三七・六度︑東経一三八・九度︑Ｍ六・九

日

３﹁越後地震﹂・・文政十一年十一月十二日Ⅱ一八二八年十二月十八

仕事も手につかず︑朝から晩まではあはあと過ごしたなど
と表現している︒そして︑もうこれでおしまいだという便
りでも知ることが出来れば安堵できるのにと結んでいる︒

理科年表にあるように︑地震による被害は甚大であったのに

板などで被害が大きかった︒武者によると︑全体で全

越後・・激震地域は信濃川流域の平地︒三条・見付・今町・与

潰九八Ｏ八︑焼失一二○四︑死一四四三であるが実際

それについては全くふれられていない︒被害状況を﹁くどき﹂
だけで表すにはいささか無理であったと思われる︒

として表すのは大変難しかったであろうし︑また︑いろは四八
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見られたり︑流砂現象が見られた︒

めに︑津波が本荘から新潟そして佐渡へと押し寄せ︑両津・海

佐渡から百三十粁以上離れたところの海底で起こった地震のた

府・田野浦・願・鵜島等が大きな被害を受けたと報じられてい

はもっと多かったらしい︒地割れから水や砂の噴出が

﹁越後地震誓女くどき﹂は越後加茂市の齋藤真幸︵通称七兵

からどうあるべきかといった思案は述べられていない︒

る︒その後は﹁三条くどき﹂にならって世を憂いているがこれ

一八三二年頃より全国的大飢饅が続いたおりとて﹁くどき﹂は

つ時︵今の午前八時︶に三条を中心として襲った越後地震の状

深刻なものであった︒

衛︶作とされている︒この﹁くどき﹂の第一段として︑朝の五
況が詳細に描写されており︑第二段では士農工商それぞれが道

５﹁信濃地震﹂・・弘化四年三月二十四日Ⅱ一八四七年五月八日

を忘れて利欲に迷い︑上下分かたい箸りを極めている世相をつ

ぶさに分析し︑第三段ではこれを天誼として今後の在り方を説

信濃北部および越後西部．．﹁善光寺地震﹂と命名された︒

被害範囲は高田から松本に至る地域で︑特に水内・更級両郡の

震源地：北緯三六・七度︑東経一三八・二度︑Ｍ七．四

被害が最大だった︒松代領で潰家九五五○︑死二六九五︒飯山

いて い る ︒

な教訓を受けたに相違ない︒このことは︑これより五年後に遭

様な所に起こった大地震には大きなショックを受け︑さまざま

二四八六など︒全国からの善光寺参詣者七千〜八千の内︑生き

領で潰家一九七七︑死五八六︒善光寺領で潰家二二八五︑死者

佐渡の人々にとっては︑わずか七十粁ほど先の︑いわば対岸の

遇した天保地震の時に生まれた﹁天保地震くどき﹂にはっきり

残った者約一割という︒山地で山崩れが多く︑松代領では四万

と現れている︒

ヶ所以上︒虚空蔵山が崩れて犀川をせき止め︑上流は湖となっ

４﹁天保地震﹂・・天保四年十月二十六日Ⅱ一八三三年十二月七日
震源地・・北緯三八・九度︑東経一三九・二五度︑Ｍ七・五

﹁信濃地震善光寺くどき﹂ではこの地震の惨状を克明に記して

いる︒この作者は佐渡人中川赤水となっているが︑﹁つぶす屋

たが︑四月十三日に決壊して流失家屋八一○︑流死百余とある︒

敷は幾千万ぞ﹂から﹁共に溜息つくばかりなり﹂までは﹁越後

羽前・羽後・越後・庄内地方で特に被害が大きく︑潰家四七五︑
大破流失家屋約三四五︑死約百とある︒

地震書女くどき﹂と同文であるところが疑問視されているよう

死四二︒津波が本荘から新潟に至る海岸と佐渡を襲い︑能登で

﹁佐渡天地天保地震くどき﹂では︑三条口説と違うところは津

て終夜唄い踊ったのであろう︒

である︒佐渡人にとっては他国の地震であっても身につまされ

この地震の大きな特徴は津波による被害が甚大なことである︒

波によって大きな被害を被ったことであると述べている︒渋手

享和地震が起こってより丁度二百年が経過している︒これだけ長

︵今の真野町豊田︶・新町・河原田・沢根などで大地が割れたり︑

家屋が潰れたりしたことから︑国仲の地震であると思われた︒
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起こることはないであろうと安心することは大変危険である︒地学

く平穏な日が続いたのであるから︑もう佐渡の近傍で破壊的地震が

ようにありたいものだと願っているものである︒

ておくことが必要であろう︒悲惨な﹁地震くどき﹂をしないで済む

南はフオッサマグナと呼ばれる地質構造線に近いことを充分考慮し

︵緯度観測所名誉所員岩手県水沢市在住︶

的に見て佐渡は︑北海道積丹半島沖から男鹿半島沖︑新潟地震の起
こった粟島沖を結ぶプレート境界線に近い所に位置しており︑更に

人の写真について

いました︒さっそく幕府は第二次医学伝習生六人︵発令八人︶を長

で教鞭をとり︑生理学・解剖学・眼科学を中心に講義・診療を行な

高沢博
富士川瀞の論文﹁相良知安先生︑その第三十回忌展に際して三昭

で聞き︑長崎脱出を伝習仲間の士生元豊︑竹内正信とともに図り︑

︵当時二十三歳︶で︑慶応四年一月三日鳥羽・伏見の幕府敗走を長崎

上海に逃避します︒この年二月上旬横浜に戻ります︒この船賃二百

崎に派遣します︵文久三年一月十四日︶︒その中の一人が池田謙斉

十五ドルは上海オランダ領事クループからの借金で︑池田らは借用

洋医学揺藍期の貴重な意味深いものであることが漠然とわかってい

回︑佐渡に遊び︑山本修巳氏からいただいた﹁写真集・司馬凌海先

されていません︒幸なことに人物の同定はなされていました︒今

証書作成時の複写技術に驚いたと言います︒この借金は横浜奉行が

す︒慶応二年七月︑ハラタマと一緒に江戸旅行を行います︵この年

生・その遺墨と遺品﹂︵山本修之助昭和五十六年︶には︑〃長崎に

九月帰崎︶︒幕府との交渉事項は次の四点であったようです︒その

返済しました︒ところで︑来崎後のボードウィンの動きは複雑で

〃文久〃が引っ掛かり︑この度︑撮影場所・時期の精査と︑この一

︵文久頃撮影︶東京山上富佐子氏所蔵〃とあります︒〃長崎〃と
葉の写真が物語ってくれている時代的医学史的背景を私の手に入る

一は伝習生の第二次オランダ留学の件︵ボードウィンは戸塚文海を

八月二十二日︵陽暦一八六二年十月十五日︶来崎し養生所・医学所

写真の主役たるボードウィンは︑ポンペの後を継いで文久二年閨

拶︵この年七月十四日後継者マンスフィルドは長崎に来ていた︶︒

推したが︑緒方惟準に決まった︶︑その二はボードウィン帰国の挨

これよし

資料を通して考察しようと思い拙文をものしました︒

てオランダ軍医ボードウィン先生と共に後列右端司馬凌海先生

ましたが︑しかし︑撮影年月日とその所蔵者が富士川論文には記載

和十年︶には︑表題と同じ写真︵図１︶が掲載されており︑幕末期西

−4
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れらに閨するボードウィンと幕府との関係する資料が発掘されるこ

とが期待される︒さて︑幕府との交渉も中途で慶応二年九月に長崎

った︒帰崎後一旦離日しバタビア︵現ジャカルタ︶に行き前述の留

に帰ったボードゥィンは︑この九月から十一月十四日まで佐賀に在

学生送り込みの手続きをしている︵この年十二月頃か︶︒慶応三年

一月以後完全に長崎出島居留の籍を脱している︒慶応三年二月再度

国の途に就くまでの約三ヶ月の間︑江戸表で前述の交渉が進展した

長崎に戻り︑三月江戸に行く︒慶応三年五月二十九日江戸を去り帰

と推察される︒因みに緒方惟準がユトレヒト大学で聴講出来たのは

斯くしてボードウィンはオランダに帰って間もなくオランダ政府

慶応三年六月以後である︒

い︑長崎に再度渡ったのが慶応四年一月であった︒この時︑日本に

に日本再渡航の承認を得て︑江戸幕府との契約を果すべく日本に向

向う途中イギリスに立ち寄りロンドンのサマリタン病院婦人科小児

科科長トーマス・スペンサー・ウェルスにつき︑消毒法や卵巣切除

さて︑ボードウィンの慶応四年までの動向を探って来ましたが︑

法を学び︑また︑医療器具類を購入している︒

写真の他の人物達の所在はどうでしたでしょうか︒相良は文久元年

着任︑理化学教師︶︒その四は江戸軍医学校創設の件︵慶応三年三

月ハラタマ来崎分析究理所教師︑慶応三年四月二十四日江戸開成所

に蘭医学を教授した坪井信良につき︑安政三年四月藩命により義弟

なる︒次いで岩佐純についてみます︒春嶽が聰し侍医に挙げ︑医生

からのオランダ遊学の推めを断り︑佐賀に帰り閖里公侍医・教諭に

添書を持って長崎ボードウィンに就学する︒慶応二年ボードウィン

︵肥後・養生所取締︑赴任途中チフスにて没︑後戸塚文海取締︶への

佐倉佐藤尚中門にあり︑文久三年︵二十八歳︶師尚中より八木称平

月下旬松本良順〜ボードウィン打ち合わせがあり︑同年五月七ケ条

その三は江戸に長崎と同様の分析究理所を設立する件︵慶応二年三

子氏所蔵。右から坪井爲春（46)、司馬凌海（31）、相良知安
(34)、大石良乙（21）、島村鼎甫(40)、ボードウイン(50)、池
田謙斉（29)、岩佐純（34）（）内は明治3年撮影と仮定して
の年齢、歳略く。

約定書が幕府側とオランダ政府側との間で締結された︶︒今後︑こ
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図'1 長崎にてオランダ軍医ポードウィン先生と共に東京・上山富佐

坪井芳州︵爲春︶塾に入学した︒安政四年佐藤尚中につく︒その

︵中典医︶︑東京府︵大病院取締役︶そして明治二年二月十七日︑東

は︑学資送金を断たれ慶応四年七月にオランダから帰国し︑京都

む︵二十五歳︶︒元治元年再び長崎ボードウィンにつき学んだ︒こ

画中に︑大学校改革の波が押し寄せ︑病院︑医学校の大学校直管・官

言われます︒さて︑大阪病院も成り︑次いで大阪府医学校の新築計

処遇が絡み︑さらに英医ウイルスに対する処遇とも関係していると

京府大病院を辞任した緒方惟準です︒この人事にはボードウィンの

後︑万延元年五月長崎ボン︒へ養生所入門し︑松本良順︑佐藤尚中︑

の元治元年︑ボードウィン︵四十四歳︶︑相良︵二十八歳︶︑岩佐︵二

八木称平︑司馬凌海らと机を並べる︒文久元年帰藩し執匙侍医に進

十八歳︶それに池田︵二十三歳︶の四人は養生所で顔を合わせるこ

長に大学権大丞岩佐純が就任しました︵明治二年十月二十七日︶︒

た︒緒方惟準に東上要請があり︑病院長に高橋正純が︑また医学校

これに対してボードウィンと緒方惟準を中核として兵部省陸軍病院

営化が図られ︑大学少丞︵医学校取締御用掛︶の指揮下になりまし

十四歳︶︑坪井爲春︵四十歳︶は江戸医学所教授︵各々生理学︑薬剤

設立の建白書簡が大村益次郎から提出され︵明治二年六月四日に大

とが出来たが︑この時点︑司馬︵二十五歳︶は既に佐渡に戻ってい

学︶であった︒大石良乙︵十五歳︶の父は大石良英か？︒良英は佐

村刺客遭難︑同十月十六日に建白書︶陸軍病院の噴矢となります︒

てこの四人と同席出来なかったと考えられる︒この年島村鼎甫︵三

月花と言われた︒また︑鍋島侯世子直大の牛種痘を行った︒子息良

明治三年二月︑大阪城内に軍事病院として発足し︑ボードウィン︑

賀鍋島藩侍医︑伊東玄朴門緒方洪庵︑青木研蔵と組んで象先堂の雪
乙については後半で述べますが︑余り資料がありません︒

メレンス︵当時二十九歳︑月金五百円︶来阪し︑ボードウィンと交

緒方惟準︑そして適塾人脈で構成されました︒明治三年夏頃︑エル

代します︒ボードウィンは帰国すべく横浜に居ると︑大学東校から

ここから明治元年︵慶応四年︶以後の御世に入ります︒ポードウ

講義依頼が固辞に拘わらず来ます︒これは︑ドイツ人教師招聰が普

ィンが慶応四年一月︑維新の動乱の中にある長崎に再渡来しまし
た︒七ケ条約定を結んだ契約主たる幕府は崩壊してしまっていた

仏戦争の影響で遅れたため︑東校生徒の失望が大きく不満の声が挙

がったことに対する方便だと言われています︒政府の再三の稽留工

た︒長崎でのこの様な悶々たる日々の中︑たまたま大阪に病院設立
の話があり摂津西成郡寺町の大福寺に仮説された病院に勤務しまし

の内容は教官をはじめ生徒に大変好評であったそうです︒斯くして

作に二ヶ月間消化生理学の講義を行うことを承諾しました︒その時

し︑イギリスでの購入医療器機も行き場がなくなってしまいまし

た︵慶応四年一月二十五日︶︒その後︑明治二年七月十九日鈴木町

ボｉドウィンは明治三年九月十七日︑京都に赴き鍋島直正侯に会

代官屋敷跡に大阪府病院が新築竣工しましたが︑それまでにイギリ
セミ

スで仕込んだウエルスの産婦人科学を伝え残し︑注射器等医療器具

い︑同閨十月二十九日ョ−ロッパに向け出発した︒

一日大手門前に開講し︑ハラタマが教師を勤めます︒仮病院院長

従って︑ボードウィンが明治一〜三年の間で︑東京に居たのは明

ももたらしました︒また︑舎密局︵物理化学に担当︶もこの年五月
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治三年夏から同九月十七日の二〜三ヶ月間であったと考えられま
す︒この明治三年代は︑相良・岩佐のドイツ医学採用活動︑ドイツ
調御用掛︶︑佐藤尚中らを中心とした医学校兼病院︑さらに大学東

官費閉学︑ドイツ人教師招聰と忙しく︑また︑相良と岩佐︵医学取
校の整備では旧幕医学所出身者がその中核を占めた︒写真の坪井︑
に戻って無政府状態の江戸に行き︑明治元年七月横浜軍随病院が医

島村︑池田そして司馬がこれに該当する︒池田は前述した通り横浜
学所と合併して大病院が藤堂邸に設けられ︑そこで傷病兵の診療に
参加し︑シッドル︑ウィリスの英医の指導を受け︑関寛斉︑石神良
策と一緒に仕事をした︒司馬はウィルスにとって良き通訳であり︑
また講義でも司馬抜きでは不可能であった︒また︑石神︑司馬が中
語塾﹁春風社﹂を開塾した︵明治三年八月前後か︶︒池田は大学の仕

心となって英語の勉強会を開いた︒司馬はまた下谷練塀町にドイツ
事が終ると毎日のように春風社に通いドイツ語を学んで留学に備え
たと言う︒岩佐は坪井の弟子である︒大石は明治三年長崎医学校小
出て来たものと推測される︒

学校掛︵医学校予科︶御暇となっており︑ドイツ留学のため江戸に
ドイツ官費留学︵明治三年十月十七日出発︶は東校︑長崎医学校︑
石井信義︑三宅秀︑長谷川泰が評定した︒

大阪医学校から選抜され︑人選では相良︑岩佐︑坪井︑島村︑石黒︑

までの期間に東京で撮影したものと推定しました︒ボードウィンと

の惜別を記念したものでしょうか︒この撮影年月日での年齢を写真

因みに︑ボードウィンの﹁別離の言﹂が残っている︒ここに掲げ

姓名に付記しておきました︒

ておきます︒﹁曉寒を厭はず︑遠く送られ︑厚情を謝するに語なし︒

1ワ

最後に慶応二年に撮影された佐賀藩士長崎遊学時代のものを示し
すれば明らかに若く見えます︒

た︵図２︶︒相良知安︵三十歳︶の顔貌︑風格を︵図１︶の彼と比較
以上を総合して︑︵図１︶の写真は明治三年六月頃から九月中旬頃
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図2青年期の大熊重信侯佐賀市大隅記念館保存会
慶応2年長崎遊学時代のもの。右から中山彬、中野健明、大熊重
信、堤重信、小池仙之助、相良知安(30歳)、福島種臣、中島永
元、副島要作の諸氏。年齢挿入著者記す。

の時なり︒自今客途に上り︑諸子と離るること日は日よりも遠し︒

に︑ドイツ御雇い医師︵ミュラーとホフマン︶の東校での通訳を担

した凌海は︑続いて︑江戸医学所でウイリス等英医と係わり︑さら

明治学界に多大な功績をあげた︒例えば明治十三年千葉医学校︵現

当した︒他方で︑私塾春風社でドイツ語講習と独和辞典を刊行し︑

がて眠ってしまい︑目覚めると船室の窓からドンテン山の白い嶺が
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因って想ふ︑今時第九時に丁り︑正に是れ学校に在って講筵に就く

諸子に別離せし事を想はヌ︑朝々爲に泣然として快を堀さん︒予︑

蓋し朝に正に比時刻に逢ふ毎に︑講筵に於て諸子に見えしことと今

び︑その自伝で﹁明治医界の諸先生諸博士方が︑凌海先生に直接間

接に受けられた恩恵は山海も以て比すべからざるものがある︒父は

千葉大学医学部︶校長に赴任した長尾精一︵高松藩︶は春風社で学

凌海先生の門に入って研学勉励︑全く文字通りに寝食を忘れて独逸

交々到る︒奈何せん歸朝定限あるを︒予四年の後猶健康なることを
得ば︑復た東洋に航し︑再び諸子に見えんとす︒願はくぱ諸子益々

学に精進した︒又一方に於ては﹃明治協舎﹄に通って直接独逸人に

皇國に在る事久しきを以て︑歸郷の歎と諸子に別るふの歎と歎歎

竝立するに至らんことを︒之を予歸國の後も︑諸子の嶌眞に對し︑

學術を精顛し︑各有名の大家となり︑皇國の瞥學をして欧米二洲と

就いて語学を研讃した︒﹂と養父のことを長尾美知が述べている︒

が東京を離れる直前の九月十三日に弾正台に拘留され︑明治四年十

この引用文をもって小括とさせて頂きますが︑相良はポードウィン

希望する所也︒

其厚情に感ず︒更に司馬少博士に托し︑蘭文に課書して寄せられん

一月二十七日︑無罪放免されます︒

贈られし生徒姓名録の前文を︑伊東大典醤より澤語せられ︑具に
ことを願ふ︒﹂︵著者傍線︶この名文は誰が翻訳したかわかりません

参考資料は省略させて頂きます︒

︵前国立千葉病院研究検査科科長︶

が︑凌海である可能性も考えられます︒それにしてもボードウィン
ポンペ︑ボードウィンのオランダ医学での通訳・翻案の役目を課

が凌海に寄せる信頼と厚情が読み取れます︒

橘鶴堂文庫と斎藤長三著﹁佐渡政 党 史 稿 ﹂ の こ と な ど

見える︒二月にしては珍しく凪いだ海を渡り︑ひとり佐渡に来てし

進

乗客も疎らな大佐渡丸の二等船室に仰向けになり︑明治二十七年

風間
に斎藤長三が自分の印刷所で刷った冊子﹁北斗﹂を読んでいたがや

■■■■■■■■■■■■■■

まった︒

党関係について口述して彼に協力した︒また原稿も求められたの

て公平を期すると確約したので自分も賛意を示した︒後には民政

政党史を書くことにしたらどうかと提案したが︑斎藤は史家とし

小佐渡の丘陵を見比べながら︑畑野の佐渡総合高等学校に向かっ

でこれも記述し送付した︒

南線のバスに乗り︑曇空の下︑雪を被った大佐渡山系と黒く踞る
た︒左右の畑地や道端の窪に幾らか雪が残り︑遠目に見える牛尾神

しかし︑斎藤は途中から自分が送付する原稿を無視して︑政友会

と反駁し︑自分が長三に送った原稿と政党史稿の記述とを比較し︑

本位の政党史をまとめ︑史実を歪めている︒

いた︒新潟図書館に収蔵されている﹁佐渡政党史稿﹂の旧版の一部

費やしている︒

政党史稿の史実との相違を挙げることに細かな文字で四十頁ほどを

二月中旬に山本修巳先生から﹁橘鶴堂文庫﹂閲覧許可の電話を頂

社の石段はこの冬の総ての雪を積み上げている︒

いたが
が︑
︑総
総合
合高
高校
校の
の本本
橋橋
克克
坐先生から許可を頂いたとの事で︑早速そ

政党史稿を書くために佐渡日報に民政党系の資料の提示を求めた

プ︹︾Ｏ

の終章頃︑昭和十九年十二月十七日の日付で以下のように書いてい

長三は佐渡政党史稿を巡る野澤卯市との軋礫について﹁履歴書﹂

あつれき

が橘鶴堂文庫にあることが判っていたので是非とも見たいと考えて

長三は佐渡政党史稿の初期稿を二度書き直している︒

の週末に伺う手筈となった︒

彼が史稿の出版を構想したのは昭和十五年頃らしく︑最初の原稿
を受けて一度書き改め︑﹁明治の巻﹂については二度書き改め︑これ

﹁政党史稿は政友会臭い︑長三中心の政党史だ︒﹂などと故障を申

が対応して貰えず︑野澤卯市に仲介を頼んだ︒そのうち野澤から

を北吟吉などに見せ︑北の﹁もっと広範なものにすべし﹂との意見

からも表だった意見はなかった︒

断絶解消の調停を夷の本間金五郎に頼んだが野澤は受け付けない︒

拒絶されてしまった︒

し立てられ﹁民政党の旧同志にすまないから緑を絶つ︒﹂とまで

を五十部ほど印刷し︑意見聴取のために知人などに送ったが︑だれ
橘鶴堂文庫には県立図書館のものより以前の版が残っており︑早
ところで橘鶴堂文庫には佐渡政党史稿に関連して野澤卯市が書い

当初︑長三の政党史編纂を煽っていた北吟吉にも手紙で仲介を頼ん

起きして佐渡に来た甲斐があった︒

た﹁斎藤長三氏編佐渡政党史稿批正の弁﹂という謄写版刷りの文書

野澤に会いに行きたくても︑雪中老齢で足も動かない︒

だが︑野澤に因果を含められたのか返事も寄こさない︒新潟にいる

︵昭和十九年︶十二月二十日付けで内務省に出版発行届けを為

いることへの強い異議である︒野澤は

斎藤長三が佐渡政党史を著そうと思うと言うので︑佐渡の各政党

し︑残余の冊子を有志者に郵送して運を天に任すことにした︒

があるが︑この概要は佐渡政党史稿が政友会本位な記述に終始して

の史実を公平に纏めるのは難しい︒斎藤が政友会史を︑自分が民
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との心境を日誌に書いた数日後︑年も暮れた二十七日に長三は死去

ろざし︑鎌倉から三國峠を越える流罪の日蓮が通った道を徒歩旅行

渡に渡っている︒無一物となったことがきっかけで日蓮研究をここ

の日蓮上人佐渡霊跡研究︑河崎村史料︑水津村史料編年記︑金泉郷

昭和三十九年に七十三歳で死去するまで︑佐渡での橘正隆は大夫

して小木港に辿り着いた︑と文庫目録には書かれている︒

している︒

佐渡政党史稿は数十冊が最寄りの人々に配られただけで︑彼の死
彼の時代を一緒に生きた敵も味方もみんな死んでしまい︑政敵で

などの著作を残している︒

士史︑赤泊村史などの村史編纂の他︑佐渡兵制史話︑佐渡航海史要

によって正式な出版は頓挫してしまった︒

た野澤に強烈な反発を受けてしまった︒

橘鶴堂文庫の収蔵文書のひとつに﹁佐渡航海史要︑完本見本﹂が

らか︑野澤との強い提携が生まれていたと推測される︒

託によるものであり︑赤泊村史の編纂のために同村に移住した頃か

﹁佐渡航海史要﹂は当時佐渡汽船の取締役であった野澤卯市の委

唱えていたらしく︑史家達との軋礫は相当なものだったらしい︒

また︑彼は佐渡の史家達の歴史探索についての手法に大分異議を

はあるが唯ひとり生き残って︑自分の時代を共有できると思ってい
しかし︑政友会の重鎮斎藤長三の政党史が政友会的になるのは当
たり前︑民政党の重鎮野澤卯市がこれを否定するのも当然で︑長三
が野澤に編纂の手助けを求めたことが︑そもそも老いた長三の甘え
かもしれない︒

前述の﹁批正の弁﹂の結語で野澤卯市も︑

ある︒この本は活版印刷の試刷後に最後の校正のために橘正隆に渡

著者が老後の想い出として氏業に従事して以来約五年︑東奔西
走︑努力せられつつありしに急逝せられたるは︑史稿その物に対

された印刷物と思われるが︑彼はこの本の余白にも更に追加稿を書

自由党全盛の佐渡でひとり改進党として立ち︑同党の党勢拡大に

君臨する一方︑佐渡汽船取締役などとして佐渡振興に努めている︒

昭和七年に議員を引退した後は民政党の新潟縣支部の重鎮として

し︑昭和五年には山本悌二郎を破って衆議院議員となっている︒

校を卒業すると郷里で改進党から県会議員となり︑以後連続当選

野澤は明治元年に徳和村で生まれ︑早稲田大学の前身東京専門学

の時八十歳を迎えた野澤翁の略歴が書かれている︒

巻頭にはこの本が野澤卯市への捧呈であると書かれ︑次頁にはこ

︵ママ︶

き入れ︑本になりかけの文章へも加筆の意欲を見せている︒

する批判は別として其心事に対しては同情に堪えざる次第であ
テ︵︾︒

と結んで︑長三の死後になって始めて彼への鎮魂の辞を贈ってい
プ︵︾○

佐渡総合高校が管理している橘鶴堂文庫は︑佐渡の史家﹁橘正
の出自は新発田らしいが東京の人で︑東京大学法学部卒で元々史家

隆﹂の蔵書と原稿と蒐集した文書などを収めた文庫である︒橘正隆
ではないらしいということ以外︑東京での生業などの履歴は不明で
ある︒関東大震災で妻子も家財もすべてを無くし︑昭和十一年に佐
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尽くした野澤は政治については妥協のない人であったらしいから︑
長三の政党史稿を許容することは出来なかったのであろう︒

私が佐渡に向かう船室で読んでいた﹁北斗﹂は︑二宮の鞍立富三
が発行者となり︑矢田求︑斎藤長三などをレギュラーの寄稿者とし

時代を経て佐渡政友倶楽部に連なる佐渡自由倶楽部の主要メン

バーがその団体を創設し︑参加者を求め始めたのはこの頃ではない

かと思われる︒﹁北斗﹂の廃刊理由となっている巻頭の稿﹁高田郡長

に望む﹂も読むと予想外に穏健な内容で︑却ってこの広告が醸し出

最近︑斎藤長三の佐渡政友倶楽部での盟友︑﹁北斗﹂の広告にも名

す﹁北斗﹂の政治への傾斜が︑隠れた廃刊理由なのかもしれない︒

を連ねている新穂の本間一松の後商︑本間一元氏から一松を中心と

て発行した養気会の機関誌だが︑明治二十六年︑三十六号に対する
郡役所からのクレームで廃刊となっている︒廃刊の理由は︑巻頭文

した家系図を頂いた︒

北輝次郎︵一輝︶︑北吟吉などの子を成している︒また︑末の妹は河

これを見ると︑周知の様に一松の妹リクは夷の北慶太郎に嫁し︑

に載せた﹁高田郡長に望む﹂などの論説が政治的である︑との理由

原田の浦本令一に嫁している︒そして一松は︑次女を北吟吉に嫁が

による︒﹁北斗﹂は学術雑誌として出版登録しているのに学術の域
を越えている︑との指摘である︒勿論︑養気会は学術の範囲とは？

せ︑三女は自分の叔父鶴間光雄の孫にあたる鶴間春二に嫁がせてい

一輝をどの様な気持ちで見ていたかは興味の沸くことではある︒

の援助をしながらも︑思想信条的に自分から遠く離れていく甥︑北

悌二郎を押し立てる﹁井戸屏政治家﹂としての一松が︑時に資金面

る︒この様な地域的な系統を固め︑政治的には私財を蕩尽して山本

と反論しているが︑やがて﹁廃刊の顛末﹂という冊子を最後に発行
ところで︑廃刊に先立つ六月の三十二号に次ぎのような広告が出

停止している︒

ている︒

廣告

佐渡自由主義者ノ非政社的團体ナル佐渡自由倶楽部ハ雑太郡河原田

北一輝著作集の書簡の項︑大正十一年五月の長田実に宛てた手紙

一輝の元を一松が訪問したことに触れている︒この頃︑一松は佐渡

で﹁．．過日は青木老突然上京︑消息を承り安堵・こと︑東京の

町二設置セリ

ル迄仮二役員ヲ定ムル左ノ如シ

し︑職業的な右翼革命家として一家を成しつつある時期でもあった

革命外史﹂を出版︑大正十一年は運命を共にする西田税と初対面

一輝は大正九年一月に上海から東京に戻り︑大正十年には﹁支那

の顔を見に寄ったのだろう︒

鉄道の請願委員となり上京しているから︑この用事のついでに︑甥

同志ノ諸君ハ奮テ加盟セラレタシ追テ発会式挙行之上役員ヲ公選ス

幹事児玉甚右衛門斎藤長三
委員池田球造池野最平本間一松
堀修太郎高橋元吉
規約書御覧相成度方ハ御申込次第直二発送ス
佐渡自由主義者
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北吟吉の著書﹁思想と生活﹂に︑北一輝が読経に使っていた法華

の手掛かりを報せる葉書を頂いた︒

経の経典は元々北兄弟の父慶太郎が所有しており︑後に新穂文庫に

ろう︒

この時期に訪ねて来る叔父は︑甥にとって忘れたくとも忘れられ

の・・と書いてある︒

収蔵されていたものを一輝が自分の著作と交換に取り返したも

ない﹁根処﹂としての佐渡を象徴し︑まして地元佐渡への鉄道敷設
のために要路に膝を屈する請願者としての上京である︒生き方の相

本間一松や北兄弟の足跡があるかもしれない新穂文庫の所在が知

違を越えて︑この時ふたりの間でどのような会話があったのか知り

とで︑本間館長に照会すると︑新穂村図書館の郷士関係資料の棚に

葉書は新穂村歴史民俗資料館の本間眞珠館長にお聞きせよ︑とのこ

りたくて︑またしても山本先生の手をわずらわしていたが︑先生の

山本修巳先生と橘鵺堂文庫を閲覧した後︑吉岡の義父の家に向か

たいが︑知る由もない︒

うと︑義父は佐渡まで文書漁りに来た不肖の婿を夕飯の仕度をして

新穗文庫と印の押された﹁南満州鐡道株式会社十年史︵大正八年

や﹃佐渡兵制史話﹄︑斎藤長三蔵版の田中従太郎著﹃佐渡志﹄などに

この忘れられた文庫の蔵書には︑橘正隆の﹃河崎村史料編年誌﹄

佐藤常済所蔵図書﹂と書かれた木札が付けてある︒

ができた︒蔵書は質も量も立派なもので︑書架の上に﹁寄贈︵故︶

八月の盆明の頃︑漸く新穂村図書館の郷士史の棚を閲覧に行く事

ご返事を頂いた︒

刊︶﹂があることから︑新穂文庫は同館の前身ではないか？と云う

待っていてくれた︒

食事の後︑近代の頃には新町の産業のひとつであったと本に書か
れている﹁新町塗﹂の椀がこの家にもあるかな？と父に聞くとふた
つの小さな塗り椀を棚から出してくれた︒

その︑外は黒く内側が朱の塗椀は︑箱膳に合わせるためか子供茶
碗のように小さく実用本位で︑作りが幼く島内のための道具だなと

混じって︑﹁新穂文庫﹂の角印が押された﹃南満州鉄道株式会社十年

感じる︒

﹁汁を飲むのになにを気取ることがある︒﹂という気分が佐渡ら

史﹄︑おまけに北一輝が献本したかもしれない佐渡商船株式会社の

角印のある﹃支那革命外支﹄まで見受けられた︒南満州鉄道株式会

しいとも思うし︑木工旋盤を操る家業を﹁くりくり屋﹂と呼ぶのも
帰りも静かな船旅であった︒船上で︑塗椀の在処をカバンの外か

私には好ましく聞こえる︒

社は斎藤長三の子息傳財門が山本悌二郎の斡旋で勤務した会社であ

る︒︵佐渡鉄道研究川口市在住︶

この古い社史からも︑長三と一松の語り合う声が聞こえる気がす

プ︵︶Ｏ

ら確かめ︑佐渡総合高校から貸して頂いた橘鶴堂文庫目録を眺めな
がら︑またも眠ってしまった︒

仕事に取り紛れて迎えた五月の末に︑山本先生から﹁新穂文庫﹂
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蛉吉小論︵第一

ｊ
三政党解党と翼賛運動
く

立口︒

８

し︑これに呼応した既成政党は次々に解党した︒中央では︑まず社

イツ流の一党支配体制︵政治新体制︶を志向した翼賛体制を推進

国民の與望を担って登場した近衛文麿率いる第二次近衛内閣はド

入していった︒

総辞職︑第二次近衛内閣成立と急転して︑日本は戦時体制に一路突

界大戦勃発︑十五年一月阿部内閣総辞職︑米内内閣成立︑米内内閣

成立︑ノモンハン事件︑平沼内閣総辞職︑阿部内閣成立︑第二次世

らない状況となり︑翌十四年一月第一次近衛内閣総辞職︑平沼内閣

介石政権︶を対手とせず﹂の声明によって︑日中関係は抜き差しな

れた年であった︒十三年に入ると︑近衛文麿首相の﹁国民政府︵蒋

は︑前年に起きた二・二六事件に連座したとして実兄一輝が処刑さ

の無力振りが益々濃厚になった時期でもあった︒北吟吉にとって

するとともに︑前年の二・二六事件以後から明確になってきた政党

は︑日本が中国へ本格的に軍事行動を起こし泥沼の侵略戦争に突入

北吟吉が民政党代議士として二回目の当選を果たした昭和十二年

下

︵久原派︶︑七月二十六日国民同盟︑七月三十日立憲政友会︵中島

会大衆党が十五年七月六日に解党し︑次いで七月十六日立憲政友会

本間恂一

した︒また各党の新潟県支部も︑七月三日社会大衆党新潟県支部連

派︶︑八月十五日立憲民政党︑十月二十二日東方会がそれぞれ解党

合会︑八月七日立憲政友会新潟県支部︑八月十二日国民同盟新潟県
潟県支部が解党した︒

支部︑八月二十二日立憲民政党新潟県支部︑十一月十六日東方会新

昭和十三年二月四日付けで斎藤長三は︑北吟吉に対して﹁中央政
︵ママ︶

統一すること或は至難ならんも︑ソハ時間の問題にて早晩実現する

海は今や新党樹立の事頻々たり︑然れ共蓋世の英雄ならざれぱ之を

ものならんか去れば小生は此際之れに先んじて我が佐渡を一国一党

となし新党樹立の模範たり先駆者たらしめんことを希みて止まざる

は小なりと錐も大にして日本新党樹立の先駆者たるものあれば貴下

ものに有之貴下の御意見如何に候哉︑︵中略︶佐渡を統一すること

は多少の非難攻撃を排除しても民政党を脱退し佐渡国民を其傘下に

るに於ては種々の障碍故障も可有之︑而して重且つ大なりと錐も果

統合せしむるの意志無之候哉︑若し御同意なりとするも之を実行す

ふくし貴下以て如何とす︵後略︶﹂との書簡を出して︵翌︑北吟吉に

して之を決行し得たるの暁に於ける貴下の名声や甚だ偉大なりとい

佐渡一国一党の結成を持ち掛た︒斎藤長三の底意は奈辺にあったか

判明しないが︑北吟吉は﹁目下中央政界も動揺して近き将来何等か
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北

…

︵ママ︶

の異変あるべく小生として一身上軽々に動くべき時にあらず徐ろに
中央政海の動きを静観し善処するの外なく候︑小生は政友両党の有
志と共に大日本運動を発企し相当努力致し居り候﹂との返信を届け

これに対して︑北吟吉は﹁野沢氏始め党員諸君の諒解を得ず率先

ことは極めて遺憾であるとして︑北の政治行動を非難した︒

脱党したのは党人の仁義に外れたことは私も認めるが︑実際問題と

日の時局はかってないほど逼迫して居るのだ︑解党も十日早いか遅

しては中央の情勢急迫は地方に居る諸君には解り難いことだが︑今

﹁祖国﹂の主宰者として︑多摩美術専門学校校長として活躍してい
た︒大日本運動を発企盃︶した後︑昭和十三年三月〜四月中華民国

共にするのが本当だ︑選挙区党員諸君の忠告は最だが︑今回の行動

て私も脱党する位なら三十年来の友人である永井柳太郎氏と行動を一

このころ北吟吉は︑代議士として活躍するかたわら︑総合雑誌

た︵互︒

視察︑翌十四年三月〜四月再度の中華民国視察︑七月〜十二月アメ

は新党促進の落下傘部隊である︑党員諸君も見殺しにしないでつい
て来て貰ひたいと思ふ﹂元︶と述べて断固脱党することを主張した

いかの問題に過ぎず︑桜内第二次脱党も見透されるが︑其時になっ

リカ合衆国・ョＩロッパ視察と多忙の日々を送っていた︵第１表参

ぐなかで︑北吟吉は同年七月二十五日に民政党を脱党した︒﹁佐渡

その後昭和十五年に入って︑既に述べたように政党の解党が相次

日︑新潟県支部は八月二十二日に解党した︒このころ︑一貫して自

た﹂といわれる︒時代の流れは如何ともできず︑民政党は八月十五

ため︑佐渡民政倶楽部の面々は﹁施すべき策もなく其侭散会となっ

昭心・

新聞﹂によると北は脱党の心境を︑﹁ヨーロッパの動乱︑志那事変の

ざるの状態であります︑何んとなれば新政治体制といふものは未だ

は︑﹁今回の︵政党︶解党は実に感慨無量所謂万感極って口言ふ能は

海のものとも山のものとも知る能はざるからであります﹂と︑豊富

由党・憲政党・政友会所属の地方政客として活躍してきた斎藤長三

の急務である︑国民は皆均しく此際裸一貫となって政党人としての

な経験に基づく鋭い政治勘を働かせて政界再編成の潮流に不安感を

処理を端俔すべからざる国際情勢に処して我が日本が世界史的東亜

変局に処するの覚悟がなければならぬ︑既成政党は斯る時率先して

新秩序の建設に逼進するためには国内一致新政治体制の樹立は喫緊

裸一貫と成って近衛公の提唱せる新政治体制の完整に協力しなけれ

表明していた︒

激動の潮流のなかで既成政党の解党に積極的に関与した北吟吉

ばならぬ︑斯る見解の下に立て自分は如何に国内一新の機が切迫し

は︑その後どのような政治行動を取ったのであろうか︒まず彼の政

て居るかを見︑本日愛に脱党の決意をしたのである﹂︵翌と表明した

という︒同月二十九日に北玲吉の帰省を機会に開催された佐渡民政

﹁北はとりわけ政治に関して具体的に次のように述べている︒政治

治思想からみておこう︒北の政治思想の根源は︑峰島旭雄によれば

はとくにこの絶対自由を実現する﹃手段乃至階梯﹄である︒それは

倶楽部総会︵両津町白山屋で開催︶において︑野沢卯市民政党新潟
こととして︑挙県一致の行動を申合せ﹂たことを無視して脱党した

県支部長らは﹁新体制参加については適当の時機を誤らず善処する
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の民本主義︵吉野作造らの︶や︑現代の国際主義︵それは現代でも

れ論理的必然でもあるという︒この限りにおいて︑北の立論は当時

は﹃小民族の独立と自治とを保証する一種の国際主義﹄となる︒こ

国内では﹃特権階級の賊雇を否定する民主主義﹄となり︑国際間で

政治となり︑国際的には大日本主義となり︑大亜細亜主義とな

なるのである︒﹁自由の為めの強制の是認は︑国内的には哲人

である﹂とする︒むしろ自由を求めるがゆえに︑強制が必要と

﹁政治は⁝⁝必ず強制の性質を伴ふ︒政治は支配であり︑統轄

認︑さらには︑﹁自由の為めの強制⁝哲人主義と侵略主義﹂にお

り︑又必要に応じて軍国主義となる﹂この最後の軍国主義の承

パージにひっかかる要素となる可能性をもっていたのである︒

ける侵略主義の是認︑これが後に︑第二次世界大戦後に︑言論

者︑現代でいえば世界連邦などの提唱者というように︑短絡的にみ
なされるかもしれない︒しかし︑ここで北は理想主義者であるとと

通用する︶と一致し︑北は当時でいえば大正デモクラシーの唱道

もに現実主義者である︒あるいは︑真の理想主義は現実主義でなけ

たところでも︑くわしくは﹁民本主義と国際主義とは勿論余輩

には︑軍国主義︑侵略主義を認めないはずである︒いま引用し

の理想である︒されど民本主義と国際主義とは︑少くとも現在

しかし北のために弁護すれば︑第一義生活はただちに︑短絡的

さらに北畭吉が自己の政治思想を率直に述べた﹁政治は．．：：必ず

うか︒﹂と い う 重 ︶ ︒

強制の性質を伴ふ︒政治は支配であり︑統轄である︒自由の為めの

ことは出来ない︒凡て愛や平和は強者の実現すべき徳である︒

に於ては︑富国強兵を兼備ふる大国家でなければ之を提唱する

ればならず︑真の現実主義こそ理想主義を基礎づけるものといえよ

強制の是認は︑国内的には哲人政治となり︑国際的には大日本主義

際主義とは︑少くとも現在に於ては︑富国強兵を兼備ふる大国家で

本主義と国際主義とは勿論余輩の理想である︒されど民本主義と国

由の為めの強制︑愛と平和の為めの戦と剣︑民本主義と国際主

づ力の充実を求めて大日本主義と亜細亜主義とを主張する︒自

．：⁝余輩は愛や平和を信条とする国家を要求するが為めに︑先

出出ＬｈＬＬ

となり︑大亜細亜主義となり︑又必要に応じて軍国主義となる﹂﹁民

なければ之を提唱することは出来ない︒凡て愛や平和は強者の実現

して︑いっそう具体的には︑民族の自由のために大日本主義が

義の為めの哲人主義と侵略主義﹂︵傍点筆者︶となっている︒そ

必要であり︑アジアより欧米の政治勢力を駆逐するために亜細

も出しいめ龍ＬＬ

すべき徳である︒．：⁝余等は愛や平和を信条とする国家を要求する

亜主義が必要であり︑この意味での軍備の充実と︵侵略的！︶

配ＬＬ独坐

が為めに︑先づ力の充実を求めて大日本主義と亜細亜主義とを主張
する︒自由の為の強制︑愛と平和の為めの戦と剣︑民本主義と国際

外交を保証するために︑哲人政治が必要であり︑かかる軍備と

外交のためある程度の秘密政治を必要とする日本においては衆

主義の為めの哲人主義と侵略主義﹂︵空に対して︑峰島旭雄は次のよ

すなわち︑日本のこの当時の国内ならびに国際間での実状に

議院万能の議会政治を危険視しなければならない︑としながら

うに分析している昂︶︒

照らし︑ちょうど明治期に﹁富国強兵﹂策が採られたように︑
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も︑他方︑国民の教育程度を考慮に入れて︑丁年以上の国民に

北吟吉は近衛文麿首相に対して︑近衛が推進しようとしていた

出していたが︑この年四月には国家総動員法が可決されたのである︒

りましてから︑自由主義はいかぬといふ声が大きくなると同

−最近ドイツ・イタリーと提携して防共協定を作るやうにな

質問した︒
１

と考へる﹂立場からと述べて︑政治・経済・文化の三分野に絞って

﹁革新政策﹂について﹁出来得る限り国民と共に御支援申し上げたい

参政権を拒否する理由なく︑﹁普通選挙制の実施を求める哲人
政治﹂を説き︑軍国主義と民本主義と両立しえない先天的理由
はないと︑している︒

峰島旭雄の説明する如く︑自由・愛・平和に基づく国家創設のた

めにはその前提手段として︑哲人政治︵議会政治のある程度の制

ぐ

うな感じをもって居るよふに思はれます︒之も由々しき誤謬

時に︑何となく心の底ではファッショの方が宜しいといふや

限︶・秘密政治・軍国主義・侵略主義を是認することを直裁的に明言

った︒特にめまぐるしく変転する昭和十年代での北吟吉の政治行動

でありまして︑私共の解釈によれば日本の憲法を正式に受け

した北吟吉の政治的思想は︑後年の言論パージの対象にされてしま
は︑一面において︑国家主義者・右翼として時局に便乗したとの指

て︑共に大政翼賛の機関である︒英仏風の自由主義でなけれ

取りますれば︑行政府も議会も各々それぞれの任務があっ

ば︑独伊風の独裁主義のものでもない︒私の解釈する日本独

に国家主義者・右翼として言論パージの指定を受けたときの北吟吉
の弁明・反駁文をみるとき︑北が辛うじて自由主義者としての思想

所謂内閣は大権内閣で︑政党の首領に立派なる人物あれば︑

自の憲法は︑英仏以上の長所があり︑独伊以上の長所があり

弾を受ける可能性を完全には否定しきれないのである︒しかし戦後

述べることにしたい︒

的立場を堅持したことが明らかとなる︒この点については︑別稿で

政党内閣可なり︑官僚に人材あれば官僚内閣可なり︑軍部に

大なる妙味がここにあるのでありますが︑斯ういふ思想混乱

日本が軍国主義国家として中国侵略の意図と国内体制の全体主義

の際でありますから近衛内閣の首班たる総理におかれまして

の等の人が中心となって︑内閣を組織するも可なり︑実に偉

日本の奔流に対する危機感を率直に表明した注目すべきものであっ

山本権兵衛の如き︑或は加藤友三郎氏の如き大才あれば︑こ

た︒北吟吉が本来的に抱懐している政治思想と︑日本の現況との較

は︑何うかこの点に付ての御意見をはっきり御述べ願ひたい

化を明確とした昭和十二年暮から十三年初頭の衆議院予算総会で十

差に苦悩する姿が表白されていて興味深い︒やや煩瓊で長文にわた
るがその要旨を紹介しておこう︵空︒ちなみに︑この頃は︑昭和十

ない︒又ドイツ︑イタリーの如きファッショ主義に基く

▲近衛総理大臣日本の憲法は英米流の所謂自由主義でも

三年二月十二日︑北吟吉は質問に立ったがその内容は︑軍国化する

二年十一月日独伊防共協定締結・昭和十三年一月近衛声明︵﹁国民政

と切望する次第であります︒

府を対手とせず﹂︶など日本の方向に決定的影響を与えた事案が続
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法である︒斯う考へてをります︒只今の御説には全然同

ものでもないのであります︒日本の憲法は日本独特の憲

といふことは国家全体が戦闘単位になるといふことは︑或意

此三つが兼備はれば︑私は小田原評定を盛んに繰返すより

ればならぬ︑︵中略︶︑指導者の認識の正確︑信念︑責任感︑

行けない︑又識見のあると共に政治上の責任感も強烈でなけ

って貰ひたいと考へて居りますが近衛総理大臣に於かれまし

方針は大体において統制経済主義︑修正資本主義の立場で行

貰ひたい︑斯ういうのであります︒私は日本の経済上の改造

をいふが上から来るエキスパートの沢山の知識を総合した

予定したものである︒元来政治において民意反映といふこと

命令と服従との関係にまで場合によってはなるといふことを

味において指導と被指導との関係になり︑更に極端にいへぱ

も︑もう少し政治家の指導に従って行きたいと思ふ︑非常時

に公にするには︑もう少し思想上の訓練を経た痕跡を示して

感であります．
ｊ
二そこで荷も議会で物を論じ︑政府が担当の責任を以て世間
く

ては私の意志に若し誤りがありましたならば︑御訂正を願ふ

リーダーシップがなければならぬ︑平時においては民意の反

▲近衛総理大臣営利を第一として公益第二とするやうな

映にある余計重きを置かなければならぬかも知れませんが︑

︵ママ︶

意味において︑御返答をお願ひしたいと思います︒

リーダーシップが非常に必要である︑内閣諸公がこの時期に

非常時においてはエキスパートの知識を総合した中心人物の
︵ママ︸

主義はこれを答める訳にはまゐりませぬが資本主義の弊

いてもう少し近衛総理が革新政策を唱へらる岸上において

おいてはその覚悟を待たなければならぬ︑私はその意味にお

▲北委員今の答弁は漠然として聯か禅問答でございます

ひたいと思ふ︒ムッソリーニやヒットラーが初めは極少数党

は︑社会の全面に亘って具体的にその方針を決めて掛って貰

らぬと考へてをります︒

害につきましては︑出来るだけこれを是非しなければな

思ひます︒

が︑これは他日の機会に私は更に詳しくお伺ひしたいと

一国一党などを夢見たってそれは何等意義のないことであ

念と責任感があったふめであります︑だからボンヤリして唯

のは︑しっかりした指導精神があり︑時代に対する認識と信

くては近衛内閣の云ふ処について来いと云っても付いて来な

る︑これは総理大臣並びに現内閣の閣僚に私は誠意を以て御

で下から盛り上りながら︑遂にあ上いふ風に天下を平定した

い之から国家総動員法などが出ませう︑さうすれば之等の政

注文申し上げる点であります

三我々は筍も革新政権といふ以上は︑一番必要な政治原理と

リーダーシップを取って居る中心人物に本当の識見がなく︑

経済的原理をもう少し具体的に明瞭にしなければ即ち之が無

ｊ
Ｉ

ｊ
く

四文部省といふものは元来刷新政策の中心にならなければな

治は益々リーダーシップが必要になって来ます︒処がこの
又識見に伴ふ信頼がなくなれば︑付いて行きたくとも付いて

27

︵ママ﹀

で何等積極的のことをやらぬ︑大正十二年と思ってゐますが

らぬ︑然るに今までの文部省といふものは法学上の寄り集り

北の質問に対する近衛首相の答弁は︑北に﹁漠然として叩か禅問

る弱点があったとみなされる要素を持っていたようである︒

答﹂と指摘されたように︑極めて熱意のない素気ないものであっ

いうよりも︑実は近衛新体制なるものが軍部等の主導で推進されて

た︒近衛の答弁は政治家独特の餡晦さを意図して発せられたものと

私は友人のドイツ人のヘルゲルといふ博士を東北大学へ推薦
ひ現にヒトラーの最も信用のある哲学者の二人の中の一人に

おり︑近衛文麿自身に新時代に対する明確な哲学や先見性が著しく

しました︒五年も居りまして日本では文学博士の学位をもら
なって居ります︒処が私は名をいふのをはばかりますが︑今

北吟吉はさらに︑近衛に対しては新体制に対する具体性・信念・熱

欠如していることを露呈する結果となったのである︒

して︑当時破竹の勢いで世界を席捲しつつあったムッソリーニやヒ

意・責任感などを求めて︑指導力の必要性を強調した︒この一例と

人のレペソーといふ而も社会党の中でも戦争中に戦争反対を

度の検挙に掛かった中心教授でありますが人もあらうに猶太
やった独立社会党の非戦論の急先鋒であった助教授を日本に

にまで言及した︒この部分は︑後にファシズムを鼓吹したとして言

トラーを例に出して︑近衛首相に奮起を促すとともに︑文部省改革

招聰した文部省の係がある︑私は之は皆法科万能で唯形式的

▲近衛総理大臣国家改革の根本は文教刷新にありといふ

な学問しかやらない人ばかりであると思ふ︵後略︶

北吟吉の近衛首相に対する質問の要旨は︑近衛新体制の行く末に

うえで注目しておきたい︒北の衆議院での質問要旨をみるとき︑吟

ていたことを示すものであり︑この時期の北吟吉の政治姿勢を知る

党政治では限界があるとして︑国民統合の新しい政治体制を熱望し

論パージ指定の一つの要因となった︒北の引例はファシズムを賛美

不安をにじませながら︑日本国内に広がりつつあったファッシズム

吉が昭和十三年から十五年にかけて︑大日本運動に関わり︑また率

する意図はなかったものの︑閉塞状況を打破するためには従来の政

への同調意識に疑問を呈することにあった︒彼はその根拠として︑

ことは全く御同感でありまして︑私といたしましても出

明治憲法のなかに包摂されている﹁妙味﹂を強調して︑憲法体制の

先して民政党を離脱していった軌跡と重なるところがあることを指

来るだけ努力致したいと思ひます

枠内での新体制の選択を示唆しており︑ファッシズムに対する含蓄

摘しておきたい︒

が︑経済学には必ずしも明るいとはいえない北吟吉としては︑主張

ューニングを訪問︑三国同盟締結すべからず︑ドイツの国力過信す

１表参照︶︒特に﹁アメリカケンブリッジにドイツの元宰相ブリ

視察︑七月から十二月にかけて︑欧米の要路の人々と会見した︵第

昭和十四年北吟吉は︑既に述べたように三月から四月に中華民国

のある警告表明であった︒また経済恐慌から脱しきれていない日本

に具体性が欠けており︑このころ陸軍内部で勢力を増した統制派の

経済に対しては︑統制経済主義・修正資本主義の断行を求めている

統制経済対策︵戦時体制に対応する国家総動員法等︶に搦めとられ
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義ある声明を発するに至った︒その声明を閲読すれば︑我々

心ｈＬ拶出Ｌシ

ベからずの点で意見の一致をみた﹂の部分は注目される︒ちなみに
とともに︑翌十月には大政翼賛会を発会させた︒

第二次近衛内閣は︑昭和十五年九月に日独伊の三国同盟を締結する

が曇に危倶していたよりは上出来であるが︑皇道政治の近代
もＬしＬＬＬＬＬ肥ＬＬ出︑ちおＥ猫ああＬＬらお担い抄
的適用といはんよりは︑ドイツ的全体主義を如何に我が国体
睡ＬＬ膨卜ＬＬＬシＬＬおちＬＥＬＬ猫槌出出ＬＬＬＬＬシ
に順応せしめんかの苦心の産物といふべき節あるを悲しまざ
ＬもめＬＬ
るを得ない︒

政党解党に率先して行動した北吟吉ではあったが︑近衛文暦を盟

二近衛声明は更に進んでいふ﹁かかる新体制に含まるものと

ｊ
く

主とする大政翼賛会に反対し︑自らが主宰する総合雑誌﹁祖国﹂に
おいて︑鋭い批判を展開した屍︶︒一方代議士としても︑昭和十六

の強化︑議会翼賛体制の確立等が挙げられねばならぬ⁝．：し

しては︑先づ統帥と国務との調和︑政府内部の統合及び能率

かしながら︑更に重要なるは之等の基底をなす万民翼賛の所

年十一月十日︑第七十七議会の直前︑新体制運動に批判的であった
は︑衆議院での政府協力の交渉団体﹁翼賛議員同盟﹂︵三四四人の議

議員とともに衆議院院内会派﹁同交会﹂の結成に参加した︒同交会

謂国民組織の確立であって︑ここに準備会を招請し︑協議協

の再検討を要求せざるを得ない︒即ち﹁統帥と国務との調

員参加︶に加わらなかった鳩山一郎・川崎克・安藤正純・植原悦二

和﹂は天皇として︑又大元帥としての上御一人に於てのみ求

近衛声明中のこの文句は凡庸の徒は黙過し得ざるべく︑声明

未広・松本治一郎・水谷長三郎・江藤源九郎らは十一月十二日に議

むくきに拘はらず︑﹁かかる体制に含まるるものとして﹂政

力を求めんとするのも︑正にこの問題についてである﹂と︒

員二六人をもって興亜議員同盟を結成している︒後述するように同

郎・北吟吉・松木弘︵新潟県第二区選出︶・片山哲ら議員有志三五人

交会所属代議士は︑翌十七年四月執行の第二十一回総選挙︵いわゆ

が国体の根本義と憲法の精神とに照して︑果して妥当なる構

府部内の統合や議会翼賛体制の確立と同列に置ける点は︑我

が結成した会派であった︒また翼賛議員同盟に加盟しなかった西尾

い選挙干渉を受けた結果︑鳩山一郎・芦田均・川崎克・北玲吉ら九

上御一人主義が徹底してゐない︒日本に於ては上御一人の大

想であり︑適切なる表現であるといひ得るであらうか︒⁝⁝

る﹁翼賛選挙﹂︶では︑非推薦候補として選挙戦に出馬したが︑激し

政治会に吸収された元︶︒

権であって︑始めて統帥権の確立があり︑万民翼賛の国民組

人が当選したのみで︑同年五月十九日に解散を余儀なくされ︑翼賛
北吟吉の大政翼賛会批判の骨子を紹介しておこう︵ざ︒なお長文

織があるものであって︑陛下の大権は理想的に国民組織に先

る︒それは外でもない︒一億同胞をして大政翼賛の臣道を完

行すべき筈のものである︒
ｊ
三公の考えを．．⁝．深く検討すると重大なる危険が伏在してゐ
く

にわたるが︑この時期における北吟吉の政治的姿勢を知るうえで貴
重な資料であるので要旨を紹介する︵傍点は筆者が付した︶︒

の印綬を帯びるや︑遂に国民組織の新体制に就いて歴史的意

ｊ
一久しく国民総力の新体制を考案しつつあった近衛公は首相
く
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を眼中に置いて︑個人が家庭を通じて君国に報ずるといふ家

と共に︑個人と国家との関係︑又は個人と天皇との関係のみ

ふせしめるといふ日本主義的︑皇道主義的政治の原理を示す

て第一義的要件なるからである︒

ならぬ︒否を否とすることは大政翼賛の臣節をつくす上に於

憲法上疑義ある点につきては︑十二分に論議を尽さなくては

ｊ
く

六だが︑近衛公が大政翼賛運動の総大将だといふことになる

あるか︒一億一心の大政翼賛は皇運扶翼運動であり︑その標

議統裁の形式を以て上御一人に奉仕することは果して妥当で

分子たる総理大臣がこの運動の会長となり全国民を率ひて衆

ｌ伏字︶を始め奉り︑現役軍人も︑裁判官も︑総理始め各大

の日本人の全体であるから︑上御一人に仕へまつる××︵注

と問題が生ずる︒大政翼賛会運動の分子といへば︑出生以後

臣も︑政党員も︑商人も︑百姓も︑漁夫も︑老若男女︑貴賎

心Ｌ＄ＬＬＬいいちおもＬＬおちお肥めいｂ猫おちＬお

するに︑新体制論者がドイツの電撃戦の成功に眩惑され︑全
心上しあめＬ肥ＬＬししあい必らＬＬおＬいちシ＄しめＬ
体主義に盲目的に心酔し︑唯ドイツ模倣なりと攻撃されるこ
湧出しいいｂ心いむ強ｂいむ弘ＬＬＬ膨出胆齢ＬＬ胞心Ｌ
とを恐れて︑強いてドイツの全体主義と日本の皇道主義との
心Ｌ砥おちＬＬＬＬお心ＬＬＬＬおちＬＬおＬおちももＬ
相違を説いて︑自分等のドイツ追随をカマフラージせんとす

貧富︑凡てが含まるることとなり︑従って大政翼賛運動の一

庭主義の重要性を全然無視してゐることである︒⁝：・之を要

ることを実証するものである︒

への心構へを勧めている︒而も不明の原因に依って内閣が幾

四政府は具体的な何事も国民に告げずして︑国民に非常時局

的たり対象たるものは上御一人︑万世一系の皇統である︒大

ｊ
く

度か交迭する︒国民の政治的関心は焦燥感ともなり︑不安と

政翼賛の大政は上御一人のマッリゴトであり︑内閣又は政府

の行政ではない︒従って大政翼賛は内閣翼賛とは本質的に異

居る︒旧体制は急速に亡びつつあるが︑新体制は未だ処士横
議の域を脱せず︑国民は五里霧中である︒近衛公は国家的関

腿出Ｌ

なって居る︒
心１Ⅱノ

／１ＮＬＬＬ猫もちＬもＬＬむちＬＬＬＬいもＬ必狂いＬＬＬＬ
の電撃的作戦の成功に依って側杖を喰って︑頭脳に変調を生
肥ＬＬ心胆ＬＬＬＬ＄Ｌ配もＬ心肥ＬトレおちＬＬＬＬい
じなければ外来全体主義︑直訳否誤解主義の主張と論拠とは

七余は以上数々の疑問の外にも幾多の疑問を持つが︑ドイツ

容易に理解し難い︒余は高度国防体制完遂の為めに︑我が国

耕さず︑炭も焼かず︑魚取もやらず︑天下国家を論ずる政治
狂の輩出が︑青壮年の政治浪人の輩出が︑果たして現代に必

る︒⁝：︒旧体制を揚棄して︑時勢に即応する新体制の必要を

﹂ＬＬ配猫いいＬ

政治狂である︒

要であるか︒⁝⁝集まり来つた者は多くは生産に関係のない

に幾多現状打開に依る革新を為すべきことがあるを信ずる一
トおＬおおＬＬＬ形いいいめちめいも込む
人であるが︑我が国体を忘れ︑他国の一時的成功に眼眩み︑
ＬＬＬＬち心ＬＬぬちゞもＬおＬＬ配ＬＬ配＄配ＬＬＬＬＬ
事大主義的時局便乗者流の暴論に対しては深刻なる疑問を有

青年に必要なのは︑勤労と協同の精神及び実践である︒田も

心を持てと激励するも悪くない︒しかし︑現代の国民︑特に

もなってゐる︒訴ふべき政党は解消し︑代議士は無力化して

ｊ

く

ＬＬＬＬい心
する者である︒

五弱き人格に盛られたる高遠なる理想はその人を悲劇化す
認めるに於ても︑近衛新体制につき纏う欠点︑特に国体上︑
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近衛新体制への批判的態度を明確にした北吟吉は︑昭和十七年四

原郡神山村︶︑鈴木謙治︵南蒲原郡中之島村︶︑松沢基︵中魚沼郡川

一︵佐渡郡赤泊村︶︑伊藤文吉︵中蒲原郡横越村︶︑相馬恒二︵北蒲

治村︶︑田村文吉︵長岡市︶︑反町栄一︵長岡市︶︑原吉郎︵刈羽郡柏

原郡五十公野村︶︑野口多内︵北蒲原郡佐々木村︶︑白井秀吉︵北蒲

は既に前年十六年四月で任期満了になっており︑本来的には十六年

崎町︶︑国友未蔵︵高田市︶︑森山耕田︵西蒲原郡国上村︶の一四人

月三十日執行の第二十一回総選挙では既述のように非推薦で立候補

四月までに執行されべきものであった︒しかし戦時体制下にあった

挙行され︑﹁大東亜戦争下︑衆議院議員選挙ヲ迎フル二当り︑我等ハ

が委嘱された罰︶︒県支部の結成式は三月二十三日新潟市公会堂で

した︒昭和十二年四月三十日執行の第二十回総選挙で当選した議員

に太平洋戦争に突入しており︑世はまさに非常時であった︒

翼賛選挙ノ貫徹ニョリ︑清新強カナル翼賛選挙ヲ確立シ︑以テ聖戦

状況を勘案して︑異例の措置として一年間順延されたが︑日本は既
政府は昭和十七年二月十八日の閣議で翼賛選挙貫徹運動基本要綱

四月六日までに翼賛政治体制協議会は全国各府県支部との協議調

ノ目的ヲ達成センコトヲ期ス︑右宣誓ス﹂との決意を表明した詞︶︒

た︒新潟県では定員一五人の推薦候補者が決定したが︑顔揃れは第

整によって︑衆議院議員定員四六六人と同数の推薦候補者を決定し

を決定し︑﹁大東亜戦争完遂を目標として清新強力なる翼賛議会の
に大東亜戦争完遂翼賛選挙貫徹運動と銘打って一大国民運動を展開

確立を期し選挙を機として真に時局認識に徹した人材を求めるため
することとなった﹂弱︶との方針を内外に明らかにした︒その結果︑

た全国の立候補者数は一○七九人であった壷︶︒新潟県の場合は第

５表のとおりであった︒なお第二十一回総選挙で非推薦候補を含め

五人・非推薦者二○人であった︒なお当初は︑起意を表明していた

５表を参照されたい︒これによると︑県内の立候補者数は推薦者一

二月二十三日には︑阿部信行陸軍大将︵元内閣総理大臣︶を会長と
ととなった︒推薦に当たっては︑時局認識に徹した実践的な人物︑

する翼賛政治体制協議会が結成され︑同会が推薦候補を擁立するこ
身をもって大政翼賛・臣道実践を強行する人物︑地方的・個人的利

︵推薦︶は都合により辞退している︒第三区では直前になって︑鈴

第一区児玉龍太郎︵独立︶・第二区嶋名健︵独立︶・第三区鈴木謙治

木謙吉に代わって今成留之助が推薦候補となった︒選挙の結果︑全

害を代表する職能的色彩をもたない人物︑の三項目が基準とされ
新潟県では︑三月十三日に大東亜戦争完遂・翼賛選挙貫徹運動に

潟県の結果をみると︑推薦者一二人・非推薦者三人︵同交会一人・独

国的には︑当選者は推薦者三八一人・非推薦者八五人であった︒新

た︒第二十一回総選挙が翼賛選挙といわれる所以であった︒

潟市公会堂︶が開催され︑翼賛選挙が本格的に始まったのである︵空︒

関する臨時県協力会議︵新潟県会議事堂︶︑翼賛選挙貫徹講演会︵新

この選挙戦における北吟吉の動向をみておこう︒地元の﹁新潟日

立一人．東方会一人︶が当選している︒

て︑支部委員が委嘱された︒新潟県支部役員は支部長白勢量作︵新

日新聞﹂は選挙戦に入ると︑翼賛選挙緒戦展望を掲げて第一区の状

三月十八日の翼賛政治体制協議会の全国各府県支部長の委嘱を受け
潟市︶︑支部委員に小柳調平︵新潟市︶︑田中正名︵新潟市︶︑三浦貞
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決然起って絶対有力の北吟吉氏に果敢の肉弾戦を演ずると見

況を次のように述べている︵翌︒

三宅正一・中村又七郎であった︵第５表参照︶︒

た︒ちなみに︑新潟県での非推薦立候補者の当選者は北のほかに︑

戦図絵を北候補との間に展開するものと期待されてゐただけに

は同氏が出生の地佐渡全郡に亘って真に喰ふか喰はれるかの血

戦時体制下にあっては政治活動もままならなかった︒この時期の北

を迎えたのである︒三回目の当選を果たした北吟吉ではあったが︑

り︑やがて敗色濃厚の事態に立至り︑昭和二十年八月十五日の敗戦

太平洋戦争での緒戦の勝利もむなしく︑日本は次第に劣勢にな

意外の感一入のものがあり︑佐渡二万三千票の帰趨を暗示し︑

はできない︒政治家として︑知識人として︑真骨頂を発揮できる舞

吟吉の活動については詳にする資料がなくて︑詳細を記述すること

られた児玉龍太郎氏が突如として候補を辞退した︒．．⁝・との報

だ︵後略︶︵昭和十七年四月十三日︶︒

伽前掲斎藤長三﹁佐渡政党史稿﹂

八年︶

側前掲斎藤長三﹁佐渡政党史稿﹂︵昭和政党之巻・第五号・昭和十

︵注︶

ては︑別稿で論ずる予定である︒

︵付記︶小論は北玲吉の戦前期を扱っており︑戦後期の活動につい

台の到来は戦後をまたなければならなかったのである︒

早くも緒戦において大勢を決せしめたの感深いものがあるやう
佐渡地域に於て突如として打たれた児玉氏候補辞退の一撃は

ここに舞台を再転せしめ局面頓に北氏に好転の兆を見せてい
る︑即ち児玉氏が拠る小木︑羽茂︑赤泊外数ヶ村の絶対数五六

千票が同島出身の北候補に大きな幸運を斎すことになり︵後
略︶︵昭和十七年四月十四日︶︒

年卒業︶の立候補辞退によって非推薦ながら絶対有利の状況にあっ

側大日本運動とは︑昭和十三年二月二十一日に明治神宮で結成式

北吟吉は同郷の児玉龍太郎︵佐渡中学校第七回卒業生・明治四十
た︒この選挙には︑佐渡出身者は北のほか︑曽我正一・中川作太郎・

の有力者により発起された運動体であるといわれるが︑発会式に

をあげた政治運動組織であった︒政界・学界・軍部その他各方面

は﹁荒木大将・建川中将︑岡部・山岡・宮田︵貴族院︶︑頼母木・

が北氏の推薦の立場を明らかにしてをり︑同氏の絶対有利は動かし
得ない事実であらう︑野沢氏直系の動きに一抹の不安があると伝へ

等の諸氏外二百余名参集宣誓式を行った﹂︵﹁新潟新聞﹂昭和十三

太田藤十郎らが出馬していた︒しかし北吟吉は︑﹁長老野沢卯市老

る向もあるが中川︑曽我︑太田反撃功を奏しない限りにおいて北氏
の地歩は﹃微動だにも来さず﹄と観るべきであらう﹂︵響という状況

年二月二十三日︶︒この運動のその後の展開等は必ずしも明らか

をめざす︑後の近衛文麿主導の翼賛運動の先駆となったもとの思

ではないが︑既成政党の行詰りを打開して強力な政治勢力の結集

山道・添田・岡野︵民政︶︑生田・宮沢︵政友︶︑簡牛・林︵第一︶

にあった︒

昭和十七年四月三十日執行の第二十一回総選挙の結果︑既にみた

ように北吟吉は一万五三八二票を獲得して︑第二位当選を果たし
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われる︒軍部・政界・学界の三者を糾合した組織体であり︑北吟

吉がこの運動を﹁発企し相当努力致し居候﹂と評価し︑これに積

ことと併せて︑その政治姿勢を知るうえで注目すべき事案であ

極的に関与していることは︑昭和十五年七月に民政党を脱党した

る︒大日本運動に関する研究︑なかんずく北吟吉の関与の具体的

第5表第21回総選挙における立候補者と結果

事案の検討については今後の課題としたい︒

一

側伽前掲斎藤長三﹁佐渡政党史稿﹂︵明治政党之巻・第五号・昭和十

伽前掲峰島旭雄﹁哲学から政治へ﹂

側前掲峰島旭雄﹁哲学から政治へ﹂

側北吟吉﹃哲学より政治こ︵大正七年二月十五日︶

十八日・十九日︵北氏質問要旨﹂衆議院予算総会︵二〜︵六︶︶

伽﹁新潟新聞﹂昭和十一二年一頁士一百・十五日・十六日・十七日・

伽北の﹁祖国﹂掲載論文は︑その一部が﹃排撃の歴史﹄︵昭和十六

年九月十日︶に収められている︒

伽同交会に関しては︑﹃国史大辞典岨﹄︵吉川弘文館︶などを参考

にした︒

価前掲北吟吉﹃排撃の歴史﹄︵昭和十六年九月十日︶参照
側﹁新潟日日新聞﹂昭和十七年二月二十一日

Ⅷ﹁新潟日日新聞﹂昭和十七年三月十四日

側﹃近代日本総合年表﹄︵岩波書店・昭和五十三年︶

帥伽前掲永木千代治﹃新潟県政党史﹄

︵新潟県政記念館長︶

側﹁新潟日日新聞﹂昭和十七年四月十三日・十四日

例﹁新潟日日新聞﹂昭和十七年四月十六日

八

年

(昭和17年4月30日執行）

選点

348当選長沼権一（推薦）
602当選吉川大介（推薦）
425安藤文祐（独立）
742中川作太郎（独立）
123山岸泰三（独立）
916太田藤十郎（独立）

１

17

当次
２８６４４
８５４８５
３９９５０
０２
９２
︐１
︐
５Ｐ５

立候補者氏名・得票数・当落結果

選挙区、摘要

北玲吉（同交会）
松木弘（同交会）
出塚助衛（独立）
曽我正一（独立）
加藤大輔（独立）

10

第2区
(北･中･東蒲原郡、岩
船郡）
<定員4人〉

20,291当選高岡大輔（推薦）12，797当選佐藤芳男（推薦）
12,336当選小柳牧衛（推薦）10，542当選稲葉圭亮（推薦）
290次点井伊誠一（独立）7，577相沢成治（推薦）

５２１

第1区
(新潟市・西蒲原郡。
佐渡郡）
<定員3人〉

８４

812渡辺幸太郎（独立）4，323

相沢俊清（独立）

481当選三宅正一（独立）18，039当選井上法励（推薦）
030当選加藤知正（推薦）15，466当選田下政治（推薦）
9,549当選今成留之助（推薦）7，911次点佐藤謙之助（推薦）
184稲村隆一（東方会）3，939金子甚造（独立）
526下条恭平（独立）2，590高野忠蔵（独立）
1，014高頭憲二郎（独立）

25

第3区

第4区
(高田市、西・中・東
頚城郡、中魚沼郡）
<定員3人〉

16

６３

(長岡市、南蒲原郡、
古志郡、三島郡、刈
羽郡、南・北魚沼郡）
(定員5人）

20
16

546当選中村又七郎（東方会）18 589当選石田善佐（推薦）
6 4 4 当 選 増 田 義 一 （ 推 薦 ） 1 4 299次点武田徳三郎（推薦）

1，798田村枡太郎（独立）

(注）永木千代治『新潟県政党史』〈第2版〉（新潟県政党史刊行会・昭和37年）
同交会・東方会・独立所属は非推薦者である。東方会は昭和15年10月22日解党したが、
翌16年3月再び復活した。
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α壬Ｊ釦陛狗
青木月斗の来島

青木月斗は昭和三年︑晩秋の佐渡を訪れています︒湖畔への手紙
は︑その直後に始まります︒青木月斗の名は︑いまの私たちには馴

﹃日本﹄派を鼓吹しています︒また河東碧梧桐の夫人が月斗の妹で

俳壇史﹄にいう明治の俳壇は新聞紙上にあったのに対し︑大正の俳

大正九年︑月斗は俳誌﹃同人﹄を主宰します︒村山古郷の﹃大正

もありました︒

﹃同人﹄の主宰者です︒明治十四年︑大阪の生まれ︑名は新護︑小学

染みのあるものではなくなっているように思います︒月斗は俳誌

国的に多くの俳誌が籏出してゆく時代であったようです︒その中で

壇は同人誌を中心に変わってきたことに照応しているようです︒全

湖畔がなぜ月斗の﹃同人﹄を選んだのか︑理由ははっきりしません

校時代から俳句を作り︑図書と号し︑十七歳のとき月兎とあらため︑

の号を使っています︒これは月斗の示唆﹁湖畔は寂びとやさしさあ

明治四十年夏から月斗を号としたといいます︒湖畔は俳句では古半

が︑青木月斗の佐渡来島がきっかけではなかったかと考えます︒

行﹂があります︒﹁佐渡旅行の手記を見うしなひ朧の記憶を辿り

月斗の来島については︑﹃同人﹄昭和四年二月号に月斗の﹁佐渡

れど︑渋みと俳味に乏し︑古半とせば妙ならん﹂によるものと︑湖
青木月斗は大阪の道修町で家業の薬種商を受け継ぎます︒これは

つとの走り書きと文末に記してありますから︑誤りと分かるもの

畔が﹃同人﹄昭和六年新年号の﹁雅号の由来﹂に書いています︒

快通丸︑天眼水本舗として名を知られていました︒その広告を町の

は勝手に訂正します︒

正岡子規が新聞﹃日本﹄によって俳文︑俳話を発表したのが明治

村長畝の人︑能︑俳句を能くし︑能を演じること百数十回に及ぶと

きます︒﹁桜村老出迎ふ﹂とありますが︑桜村とは羽田清次氏︑新穂

昭和三年十月二十四日︑九時新潟を発って昼前に両津の桟橋に着

薬屋で眼にした古い記憶があります︒月斗は商用で出向く傍ら︑各

二十五年︑翌年の二十六年から新聞﹃日本﹄紙上で選句をはじめま

和二十一年に七十七歳で亡くなっています︒新穂長畝の人といいま

新穂村の歴史民俗資料館の本間真珠館長が教えて下さいました︒昭

地の句会に臨んでいたようです︒

す︒旧派に対し新しい俳句の登場です︒正岡子規門から河東碧梧桐︑

すが︑生まれは相川町羽田︑新穂に移り住んだものです︒村の歴史

高浜虚子らの新人が輩出します︒月斗も﹃日本﹄の俳句欄に投句し︑

大阪の俳壇で活躍します︒明治三十二年には﹃車百合﹄を創刊して
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にも造詣の深い人であったところから察するに︑国仲の長畝に居を

日蓮が日ごと朝日を拝した実相寺をみて

母屋の庭に酔ひて乱舞の鬼太鼓

十月二十五日順徳上皇の黒木御所を訪ねると︑ちょうど近くの

畔の名は意外な方面にまで知られていた気味があります︒たまたま

ち善し︒﹂と月斗は書いています︒佐渡の鉱山関係者によって︑湖

を蔵し︑読書いたらざるなしとなり︑氏西行を説き芭蕉を説く言即

﹁帰途渡辺古半氏と同車す︒氏は和歌を深く能くし︑又万巻の古書

西瓜のやうに切り割りし峰粧ひぬ

金山の長き筧や薄紅葉月斗

内の転勤によるものでしょう︒相川へは旧知を訪ねてきた趣です︒

いた人もあったようです︒佐渡金山は三菱の経営でしたから︑三菱

出席する﹃同人﹄の句会に参加していた人々が︑佐渡へ移ってきて

を訪ねる動機だったのかもしれません︒九州の筑豊炭田で︑月斗の

ます︒金山の関係者には︑﹃同人﹄の同人がいたようで︑それも佐渡

佐渡金山を案内されます︒月斗は金山について事細かに質問してい

十月二十六日長躯して相川へでかけます︒松岡雪操を訪ねて︑

で︑夜は︑新穂の料亭川徳の二階でおけさ踊りをみたようです︒

妙照寺に寄り︑小丘小渓を歩き額に汗し︑厨に水を乞うという一日

日輪ををろがむと聞く爽けき月斗

さだめたのには︑相応の訳があったのでしょう︒すぐなくも能を演
のかもしれません︒

じるには︑佐渡の能の宗家八本間家に近く︑恰好の土地柄であった
﹁両津港は数日前に祝融に見舞われ全町灰儘に附したり︒﹂と難
津大火がありました︒

しい言葉が使われていますが︑祝融は火事のこと︑十月十八日に両

海へ映りし大火思ふも寒き也月斗
焼跡や時雨に濡れし布団綿

月斗

自動車で加茂湖ぞいに急ぎ︑もう人力車の時代ではなくなっていま
す︑新穂の町に入り高茂旅館に宿をとります︒

さかさまに樹々を映して湖澄めり

宿には大町桂月や江見水蔭の句の襖屏風があり︑三十年の昔︑尾崎
紅葉を迎えた時のことなど桜村は話したようです︒﹁鶯や十戸の村
の能舞台﹂の名句を詠んだ佐渡の旅に大町桂月を誘ったのも桜村こ

北野神社の秋祭りで鬼太鼓の音がきれぎれに聞こえてきて︑苅田の

ったのではないでしょうか︒湖畔は相川に知人友人が多く︑しばし

相川に来ていた湖畔は月斗に紹介され︑帰り車に同車することにな

と羽田清次でした︒

おいかけたようです︒﹁家々にて鬼太鼓に酒肴を進むるにて︑鬼殿

ば訪ねていました︒和歌を能くし︑とは書いていますが︑俳句には

畔に足をすべらせ︑木立をくぐって農家の庭先まで︑鬼太鼓を探し
も酔したたかなる有様なりけり﹂と﹁佐渡行﹂は記しています︒

人として映っていたのでしょう︒この﹁佐渡行﹂の文章のなかで︑

触れていません︒月斗の目には︑湖畔は新たに﹃同人﹄に参加する

鬼太鼓はざのひまより見たりけり

月斗は湖畔ではなく古半と書いていますから︑佐渡滞在中の話で湖

うら枯の径に待ちぬ鬼太鼓月斗
鬼太鼓その家々の早稲酒に
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畔に俳号を古半とすることを勧めたものと見えます︒

湖畔はこの夏︑會津八一との再会で俳句を語りあったことは︑す
でに述べました︒また湖畔の師︑与謝野寛も﹃宗牧俳話﹄を井上通

去りたりけり︒﹂

今年酒常山酔うて覚束な月斗

しています︒﹁蓮華峰寺は小比叡と称し︑奈良に遊ぶ気分﹂故︑佐渡

十月二十八日﹁海岸を長躯して小佐渡行きを為す﹂と月斗は記

と見えます︒時の常山は三代目です︒

湖畔は三浦常山の窯を見せたかったのでしょうが︑果たせなかった

この写本は師の没後︑遺品として夫人与謝野晶子より湖畔に贈られ

泰から借り︑書写したのは︑この年︑昭和三年三月のことでした︒
ています︒湖畔が非常に俳句に傾いている中で︑月斗は佐渡に渡っ

を訪ねる人には︑必ず案内するように︑と本山翁にすすめられた

騒ぎ舟は進みません︒山本悌二郎氏別荘の寮守はまだ雷を残してい

十月二十九日小舟で矢島へ︑晴れた空にもかかわらず︑波立ち

の女たちの言葉に共通の響きを覚えたようです︒

小木は権座屋に宿をとりました︒おけさを踊る女たちに︑筑前博多

一の宮妹山背山粧ひぬ月斗

一の宮︑度津神社で句を請われて

羽茂には公三楼︑流石︑石楠という同人たちが待ちかねています︒

杉がありて堂塔伽藍秋さびぬ月斗

れたのかもしれません︒

すが︑佐渡を見て歩く基本的な観光ルートはそんな風にして形成さ

います︒羽田清次は文人墨客を招いて︑佐渡を丁寧に案内していま

の社長︑毎日新聞の東京進出を果たした︑と日本史広辞典に見えて

と︑桜村は説明しています︒本山翁とは本山彦一︑大阪毎日新聞社

たように思われます︒

﹁この日︑薄暮車を寄せて山本邸を訪ひ息修之助氏も共に︑真野
宮︑山稜に詣ず﹂

落日が入江を染めつ秋の風月斗

松に吹く夕の風も身に入みぬ

闇の中を国分寺︑阿仏房妙宣寺と見てまわり︑境内の日野資朝の墓
に参り︑一子阿新丸の父の仇討ち︑追手に身をかくした﹁かくれ松﹂
を闇に透かし見たようです︒

墓を透し松を仰ぎつ星月夜月斗

﹁畑野村の渡辺邸前にて︑又の一夜を約して別る﹂とありますから︑

この日は新穂の高茂旅館へ帰ったのでしょう︒

十月二十七日三泊した新穂を出て相川へ︑旧知の松岡雪操居に
様子です︒夜は鉱山の会議所で俳話をし︑句会が開かれました︒九

ました︒生費のあるささやかな別荘は︑珍木奇材でつくられてい

は児玉竜太郎氏も来合わせ︑庭の菊や書画の観賞に一日を楽しんだ
州の炭鉱での句会以来の馴染みの山代寒旦のお膳だてでした︒寒旦

舟すてて陸を戻るに竹の春

餌にはねて鯛泳ぎけり秋の水月斗

て︑俗眼には面白かろうというものでした︒

﹁この日︑古半同道︑相川の常山が窯を見んと立ちよりしが常山

居泊まりです︒

老は酒に浸りて大酔におよべるより︑謹厚なる古半は予に会はさず
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﹁車して河原田に帰り江戸屋といふ宿に入る︑町人宿なり﹂と月斗
は書いています︒

賑ひや市日の旗の秋日和月斗

午後より烏賊︑古半︑桜村と盃をかわしつつ語り更かしました︒烏

賊は号︑中山徳太郎氏は佐渡に俳句の新風をと意気込んだ人でし
十月三十日時雨のなかを月斗は佐渡を離れます︒

た︒湖畔とは同人誌﹃海草﹄以来の友人です︒

佐渡へ来る日と佐渡を去る日を時雨けり月斗

白菊や寝ざめすがしき釜の鳴り

雲裂けて入日を寒く洩らしけり

畦豆の引き残されて時雨けり

柚子かをる厨に朝の火を燧りぬ

鴫鳴くや竹の隙洩る日は斜

湖畔

与謝野寛書簡が十二月三十日付けで湖畔宛に来ています︒月斗の

手紙とは対照的に︑長いものですが︑あげてみます︒

﹁御高文を拝し申候︒御静寂の御心境を御披瀝被下︑身に沁み
て拝見致候︒

七部集にも御發見あるべく︑すべて書物は︑讃む人の性格と境

大阪に帰った月斗から昭和三年明治節︵十一月三且日付の墨痕
鮮やかな手紙が来ています︒青木新護と本名です︒宛名は湖畔様と

遇にて︑鯛發に差あり︑年長けて讃み直し候ことは︑之がため

に面白く候︒小生はこの秋︑詩経と禮記と書経とを卒業し︑少

なっており︑まだ古半を使ってはいません︒

年以来幾度かくり返したる是等の古典を大に新しきものに覚え

﹁漸く帰庵︑清明なる佐渡の風光は湖畔兄を得て景情を全くせ

し直感嬉敷存候︑貴簡只今拝見山積の來書中第一に解糊仕候

﹁本年も明日にて壷きんと致候︒白髪の歎︑今更のごとく︑小

うに触れています︒

と書いています︒また﹃明星﹄休刊つまり終刊後の作歌にも次のよ

大兄とは︑俳句にて御對面を楽み可申候︒﹂

示し願上候︒︵中略︶

定めて小生どもを啓発下さるべしと存じ申候︒御清書のうへお

﹁御句がお出来の由︑大兄の句は初めて拝見致すことにつき︑

湖畔が俳句の近況を知らせたと見え︑

候︒﹂

新護﹂

後刻玉吟加朱更に御見をたつね可申候
十一月三日
続いて十一月六日付けの書簡︑

月斗

﹁幕提灯にて町〃はきらびやかに御大典と相成候玉稿妄批更
十一月六日

に貴意を伺ふくく候

湖畔様﹂

今度は新護から月斗に変わっていますが︑宛名は湖畔です︒御大典
は賑わっていたようです︒湖畔の句稿はすでに届いています︒﹃同

評を仰ぎ申すべく候︒﹂

生を寂しく致候︒歌はいつも作りをり候・其内一巻に致し御高

とは昭和天皇の即位の礼が十一月十日に行われることで︑大阪の町
人﹄昭和三年十二月号に次の五句が掲載されています︒
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すべし︒

には︑歌︑俳句を両つながら占断し給ふに如くなしと奉存候︒

猶この後も俳句に御精進を祈上候︒いろいろの表現を試み給ふ

﹁この序に︑御相談申上候は︑御地の人にて目下独逸にある外
交官河原氏が近々求婚をかねて帰朝せらるべきよし傳聞致候︒

候・早く御快復相成候やうと祈りをり候︒

御令閨様と御二男様と暖地に御滞在の御事を承知し︑安心仕り

︵中略︶

屹度それが歌の方にもよき影響あるべしと︑お羨ましく存じ候︒

若しお考の上にて︑適配と御推断なされ候はぱ︑吾家の八峰
を︑同君へ御推挙被下可然御配慮を得たく候︒

先般御令息御夫婦御来訪被下結構なる長崎の御土産を舞戴致
候︒如何にもおむつまじき御様子ゆえ︑妻とも喜び申候︒﹂

先日縁談のこと︑拝承仕り候・切角お話のあることゆゑ︑其方

河原峻一郎氏は佐渡の新穂北方の出身の外交官︑この時もドイツ駐

在でしたが︑ドイツ敗戦時の日本大使館の責任者として︑ヒット

二つの与謝野書簡の年次は不確かであったのですが︑この手紙にあ

︵以下略︶﹂

描かれています︒河原氏は山本修之助氏の義兄です︒修之助氏の令

る二男︑実は三男の達三郎が静岡の興津に療養中で︑昭和四年の日

のおまとまりになるやう祈り上げ候︒当方のことは撤回仕り候・

息山本修巳さんにその感想を話しましたら︑河原峻一郎﹁ナチ崩壊

の様子を聞かせてくれたと記録しているので昭和三年暮から四年の

記のなかに︑ドイツから帰国中の河原氏が慰問に訪れ︑ョ−ロッパ

ラー政権の末路をみとどけることになった人です︒山本修之助﹃佐

の日〜ベルリン龍城記〜﹂が昭和二十一年の﹃中央公論﹄十二月

渡の百年﹄の﹁ベルリン最後の日﹂に︑そのさまは手にとるように

号に書かれているのが原資料であると教えられました︒

正月と推定しました︒湖畔の息子たちは河原氏のお世話になってい

て近付きだったと見えます︒このとき既に婚約のための帰国であっ

昭和四年一月十八日付け与謝野寛書簡が湖畔に届いています︒

戦後の河原峻一郎氏は︑外交官の一線をひき︑最高裁判所の調査

たことを湖畔は伝えたのでしょう︒

官として学究の道をとられたようで︑私は本屋の店頭で河原暖一郎

﹁﹃同人﹄を御遣し被下久々にて月斗先生の句を讃みまた大兄

厨房のたそがれ早し海鼠かな

﹃基本的人権の研究﹄︵昭和三十二年有斐閣︶を手にした記憶があり

の御作を拝し︑併せて御評をもめにするのよろこびを得申候︒

切干を三たび移せし日向かな

草枯れて築士明るき入日かな

しています︒戦後はアメリカ法の研究を志しながら︑昭和三十五年

ます︒同じ有斐閣から﹃言論及び出版の自由﹄を昭和二十九年に出

急逝されたことは︑甥の山本修巳さんが本誌八十三号﹃佐渡学ノー

俳句には全く不案内なる私どもに於て借越なることながら︑一
御評に於ては更に肯繁に当りをるに非ずやと感じ候虚多く候︒

ト﹄にお書きになっています︒

読三読して︑右の三句をおもしろく拝し申候︒

歌に於ける御素養を以て俳句に臨みたまふこと︑龍に翼ともう
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宿根木探訪
集落の形態とどむる宿根木の称光寺川浅く水透く
一集落の盛衰の歴史思うべく清九郎家のくぐり戸を入る

船板に船釘打ちし腰板に手を触れにつつ家々めぐる
世捨小路の狭き敷石踏みゆくに遠雲のごとき孤独はいたる

さが

尾道より千石船が運びしとう御影石は船つなぎ石
くく

括られてよしとせぬ性宿根木の船つなぎ石の真白き柱
サングラスはずしてのぞく紺青の海水に嬉々とし中年の顔
な

無宿人の墓に通ずる細き径うすきみどりの胡桃の実が生る

歌集﹃水瓶﹄平成十四年五月刊︶

すいびょう

堀部知子

蓮華峰寺の池のほとりは風涼し山のいくつか越えきたる身に
︵畑野町出身横浜市在住歌人金子不泣氏息女
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平成十四年七月号︶

41

松

牡 風

はじめに ｌ

牛修巳氏の俳句

︲Ｃ削砲在弓

俳句の韻文性を重視するということは︑一句の中の散文性を極力

立場です︒

小説です︒物語です︒ですから小説や随筆で書く方がふさわしいよ

しい響きをたてていると思いますが︑その厳しさこそ一句で述べる

いりません︒肝腎なのは﹁春潮﹂がどう鳴っているのか︒きっと厳

上十二︑説明です︒﹁春潮﹂というのですから﹁海底﹂の﹁海﹂は

海底より春潮の鳴る島の果

うな世間や家庭内の﹁できごと﹂は一句の中へ入れないようにしま

排除するということです︒申すまでもありませんが︑散文の代表は

す︒しかし実際にはこういう﹁できごと﹂を中心に俳句を作ってい

中心になる筈です︒それが出れば︑﹁島の果﹂だから荒々しいとい

て詩・俳句は﹁感動﹂させるための文であるからです︒波郷の﹁槇

えるのです︒それは散文が﹁納得﹂させるための文であるのに対し

ば︑意味で伝えるのではなく︑アといえばウンと響く﹁気息﹂を伝

粋性をそこなうからです︒詩としての俳句は波郷のことばで言え

くていいことがたくさんあります︒要するにこの句は﹁浜ゑんど

連想力をもっと信じて活用することです︒それを活用すれば言わな

体﹁石ころ道﹂でしょう︒読者はこのくらい推察できます︒読者の

られません︒表現面でも﹁妻の河原﹂と呼ばれるような場所は︑大

しょうか︒一句はあくまでも中心が明確でなければ読者を感動させ

が﹁石ころ道﹂だということでしょうか︒それとも﹁浜ゑんどう﹂で

全部情況の説明です︒この句の中心は何でしょう︒﹁奏の河原﹂

妻の河原へ浜ゑんどうの石ころ道

明している︒これでは詩の純粋性は保てません︒

が表現からすっぽり抜け落ちているのです︒そして情況ばかりを説

う座五の置き方はいらなくなります︒要するに伝えたい感動の中心

る俳人や結社は少なくありません︒

次に散文的なのは理屈です︒観念です︒要するに頭の中の﹁考
え﹂です︒これも排除します︒

表現面では︑①説明的な叙法や単語を避けます︒②論理で上下を
つなげることを避けます︒③意味で伝えることを排除します︒

の空秋押移りゐたりけり﹂﹁朝顔の紺の彼方の月日かな﹂などが普通

要するに散文的要素は韻文性をそこなうからです︒詩としての純

と散文と表現法が違うところをよくご覧下さい︒以上がわたくしの
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う﹂の咲き方を写生して︑それをもって﹁妻の河原﹂のもの寂しさ︑

それを示すものが一句の中にありません︒以上を考慮して推敲する

り﹂はふさわしくありません︒さらに実景は﹁海﹂だった筈ですが
といいでしょう︒

荒涼とした感じを伝える句作りがふさわしいでしょう︒

た﹁段丘の水田﹂は説明です︒あれは﹁棚田﹂といえないでしょう

各部分がばらばらです︒﹁田水張る﹂という季語があります︒ま

段丘の水田さざなみ春夕焼

必要です︒このままでは読者は﹁理解﹂するだけで胸にずんと来る

荒々しいか穏やかかそういう次元の具体的な把握で表現することが

﹁棚田﹂の語で作りますね︒以上二点を考慮しただけでも随分すっ

か︒これは他所者のわたくしには自信ありませんが︑わたしくなら

こ変す﹂と概念で述べずに︑どう変わったか︑高いか低いか

妻の河原春潮の音一変す

﹁感動﹂を共有できません︒しかしこの句はそこを改めれば一句に

こにあるのです︒この句の叙述は口語にすると︑﹁若楓が光あふれ

したら﹁あり﹂はいりません︒俳句では﹁花楓﹂といったらもうそ

﹁空にあり﹂は﹁若楓﹂があるということでしょうか︒それだと

花楓光あふるる空にあり

きりしてくるのではないでしょうか︒

なるでしょう︒この句が真に作者の句になるのは︑その部分の﹁感
受﹂と﹁表現﹂にあるのです︒

これはこれで一句です︒

何食ふや妻の河原の春烏
荒潮の若布干す人より買へり

る空にある﹂という言い方になります︒ここでおわかりでしょう

﹁人より﹂はいりません︒こういうのが散文的要素というので
す︒この場合この句は二句になります︒一つはどう買ったかという

こで俳句の﹁切れ﹂を思い出してください︒﹁光あふるる空﹂を十二

か︒これは散文の文章の一行です︒これでは韻文といえません︒こ

でしょう︒

の見る﹂でいいでしょうし︑後者なら﹁先生とゐて﹂ぐらいで十分

﹁先生が仰ぐ﹂か﹁先生を仰ぐ﹂かが暖昧です︒前者なら﹁先生

遠来の先生仰ぐ花楓

さい︒

ばこんな形です︒これが韻文の形です︒﹁切れ字﹂を活用してくだ

あませり花楓﹂このままでは出来上った一句とはいえません︒例え

音でしっかり述べ︑そこで切って﹁花楓﹂と置く形です︒﹁高空は光

買い方の句︒もう一つはどんな﹁若布﹂かというこの﹁若布﹂の特
して結果として﹁その土地﹂の特色を暗示する作り方です︒

色︑要するに北辺の﹁若布﹂らしい色・形・量などを具体的に表出

屹立す岩の隙より春落暉

﹁屹立す岩﹂﹁屹立する岩﹂という言葉が頭の中にあってそれを縮

めて﹁屹立す岩﹂になったものと思います︒これが説明なのです︒

似たことですが︑これを﹁屹立の岩﹂と言うと説明にならないので
から太陽で言えば昇る場合でなければ使えません︒この場合は﹁落

す︒また﹁より﹂は始まる地点﹁起点﹂をあらわす助詞です︒です
暉﹂ですから︑方向や到達点を示す﹁へ﹂﹁に﹂なら使えますが︑﹁よ
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旅人へ鐘一つ打つ牡丹寺
これはこれで一句です︒

世阿弥寺牡丹の風をあふれしめ
これは上五を下へ移す方がより感銘が深まると思います︒﹁牡丹
の風あふれしめ世阿弥寺﹂いい句ではないですか︒

庫裡近きまで牡丹や世阿弥寺
これは全部説明です︒固有名詞を多用すると句の詩性が痩せる場
合があります︒この場合寺の名はいらないでしょう︒上十二の要素
だけで一句にするといいと思います︒

散文的です︒﹁父﹂も二度はいらないでしょう︒﹁寺﹂もなくても

父の句碑に父の声聞く牡丹寺
いしぷみ

いいでしょう︒要するにすべてを言おうとして散文になってしまつ
ているのです︒﹁碑に父の声ある牡丹かな﹂なども一つの形です︒

みどりの 日 延 命 地 蔵 の 顔 丸 く
地蔵の顔が丸いというのは見方が浅く平凡です︒﹁みどりの日﹂
の季語も必然性が感じられません︒

蛙田よりつづくみささぎ雨の中
これも普通の文章のような散文です︒﹁よりつづく﹂が最も韻文
に遠いものです︒﹁切れ﹂がありません︒俳句は﹁切れ﹂です︒これ

俳句自註解羽柴雪彦
小綬鶏のこゑの誘惑透き徹る
チョットコイ︑を繰り返し恋の相手を探すコジュケイの声に
は︑人間とは違い利実損得などの企みがない︒だから清らか

もこのままではまだ出来上っていませんが︑例えば﹁みささぎへ蛙

田の雨踏みにけり﹂などの形もあります︒

﹁千体の峠の地蔵若葉雨﹂と順序をちょっと変えただけでも散文

千体の地蔵の峠若葉雨

的な感じが和らぐでしょう︒できれば﹁千体﹂か﹁峠﹂かどちらか

に絞るとなおすっきりするでしょう︒俳句は何を言うかよりも︑何

を我慢するか︑言わないかなのです︒

白藤や雨の日蓮配所寺

こういう場合︑﹁雨﹂は﹁白藤﹂につけるのがよいか﹁寺﹂につけ

るのが効果的かの問題があります︒そしてこの場合は﹁白藤﹂につ

ける方が風情が出るのは明白です︒よってこうなります︒﹁白藤の

雨や日蓮配所寺﹂これで完成です︒

これもことがらとして述べています︒そして肝腎な一輝の墓がど

北一輝墓に通草の芽の伸びて

んな墓かがありません︒ひとは墓にむかった時︑そのたたずまいで

心に感ずるのです︒﹁︵なになにの︶一輝の墓や通草の芽﹂のような

︵俳句誌﹁泉﹂主宰東京都在住︶

形です︒そして少しぼかして言えば﹁北一輝墓といふなる通草の
芽﹂のような句にもなります︒

に透き徹っている︑との実感なのだ︒

賑やかな旅の汽車めくのぼり鮎

放流直後の稚アユは帯状の団体になって︑緯めき合いながら
上流を目指して行進する︒それは︑長い旅の列車によく似た

感じが強い︒︵羽茂町︶
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佐渡にて

奏の河原春潮の音荒々し

奏の河原へ浜ゑんどうの這うて咲く

力うがうと春潮の鳴る灯台下

碑に父の声ある牡丹かな

牡丹を庫裡近きまで咲かせをり

牡丹の風あふれしめ世阿弥寺

旅人へ鐘一つ打つ牡丹寺

一山本修巳

何食ふや奏の河原の春烏

若葉風延命地蔵のとぽけ顔

苧︑４

北辺の若布ちぢれて干されをり

みささぎへ蛙田の雨踏みにけり

あけび
石柱の一輝の墓や通草
の芽

千体の峠の地蔵若葉雨
白藤の雨や日蓮配所寺

いしぷみ亡父修之助句碑

屹立の岩へ落暉や春の海
さざなみの棚田いちめん春夕焼

高空は光あませり花楓
遠来の先生とゐて花楓

45

■■■■■

ｉ佐渡真野能楽会﹁紅葉狩﹂を観て
六月一日︑大学卒業後四十二年振りに︑友人二人︑佐渡の山本修
巳先生を訪ねた︒

両津港で再会︑握手と共に四十二年の空白の時間が埋まり︑楽し
い佐渡の旅三日間が始まった︒

そして︑二日の夜︑思ってもいなかった真野町大膳神社での薪能
を見ることができた︒私は︑かねてより佐渡の能を是非見たいと思
っていたので︑たまたま今夜上演されることを︑何と幸せなことか
に観客がつめかけ︑カメラマンの姿も少なくなかった︒

と偶然の贈り物に感謝し︑心躍らせて会場に向かった︒会場には既
暫くすると︑すっかり日も暮れ︑篝火が点り︑舞台も明るくなっ

私は歌舞伎が好きで︑毎月歌舞伎座に出掛けていることもあっ

た︒今夜の演目は﹁紅葉狩﹂である︒

ネ

て︑能の﹁紅葉狩﹂と歌舞伎舞踊の大作﹁紅葉狩﹂とがどう違うの
か楽しみに開演を待った︒
イザナ

やがて︑舞台奥より︑笛・鼓の音が流れ︑我々を燃えるような紅
葉の深山に誘ってくれた︒
ジカタ

川

俊夫

遠脇伐一賦郁沙菊地広垂

並ぶ︒続いて︑左手揚幕より三人の上膓が面をつけ︑豪華な能装

りを知らない人は感じたかも知れない︒歌舞伎では︑この役は誇張

役を演じているので︑上膓との対比でより強い違和感を︑このきま

に布を巻くことによって女性であることを示す︒今回も男性が侍女

る︒原則として主役以外の人は面をつけない能では︑このように頭

て長い髪を前に垂らすように︶その布を左右前に垂らして登場す

この時もう一人︑面をつけず︑頭に布を巻き︵少女が三つ編をし

千秋楽

内峰和途
為津倦伐笠井正我
俊見逸見秀雄他紳卿脱邦鰔岫岫制舶

同北村和雄

立恢羽生茂

彗盛達鱸熟蝋難舸灘久劉孵蕊

シテ金子芙亀

ッレ佐々木︑︑︑チ

ツレ挿木シズエ

平
束で橋掛りから本舞台へと進み︑深山の紅葉を愛でる酒宴を開く︒

オモテ

いよいよ開演︑舞台正面には︑笛・鼓・右手横に謡方と地方が居

能
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−
一
−

こうして紅葉狩を楽しむ女性たちの一行と鹿狩りに来ていた平維

された道化役として笑いを誘う︒

るが︑歌舞伎では︑全山一面の紅葉を具体的に背景を描き︑舞台中

中心に抽象的に表現︑鏡板の松以外︑紅葉をあしらった塚のみであ

央に松の大木︵能の名残か︶︑そこに黄菊・白菊を配し︑舞台前面上
ツリエダ

茂がここで出会い︑誘われるままに酒宴の席に加わり︑杯を手にし

に紅葉の釣枝で飾る︒まさに絢燗豪華を絵にしたような舞台であ

次に登場人物は︑能の三人の上膓は︑歌舞伎では︑戸隠の更科姫

松の背景で︑勧進帳・士蜘・茨木・船弁慶等がある︒

普通能からとった作品は﹁松羽目物﹂といって︑能と同じ鏡板に

る︒

て女の舞に見とれているうち眠りにおちいる︒女は実は鬼神で︑維
茂の眠りを見すまし︑姿を消す︒そこへ石清水八幡の末社の神が現
れ︑夢うつつの維茂に太刀を授けて︑身の危険を知らせる︒目覚め

た維茂がその太刀を手に待ち構えていると︑鬼神が正体を現すの
今夜の真野能楽会のみなさんの﹁紅葉狩﹂は︑日々一所懸命に努

で︑格闘の末に退治をして幕となる︒

侍女を腰元・岩橋という滑稽な役に仕立てた︒男性の方は︑平維茂・

と侍女・腰元多数に置き替え︑先に述べたように︑無骨で道化役の

る︒唯︑山神はかなり難しい振りがつけられており︑相当力のある

従者二名︑末社の神は山神として︑能と同じような人物となってい

力されていることの判る舞台であった︒

開幕当初︑全員が若干自信のなさそうな感じであったが︑それが

また︑﹁紅葉狩﹂は能と離れ歌舞伎独特の絢燗たる舞台であるが︑

郎︑最近では中村勘九郎が大評判であった︒

踊り手でないと勤まらないと言われ︑古くは若き日の六代目菊五

却って全員に連帯感を生み︑謙虚だが一途で︑そのひたむきさが︑
我々に感動を与えてくれた︒

ご存知のように演劇は主役一人で出来るものではなく︑全体を支

える一人々々︑一丸となって︑より完全なものに仕上げていく訳

これは︑明治二十年︑かの有名な河竹黙阿弥の作品であり︑音楽は

つの楽団が競う寳沢なものである︒このように初演以来役者の工夫

三方掛け合いと言って︑竹本︵義太夫︶・常磐津・長唄と︑いわば三

で︑チームワークの大切さをしみじみ感じさせられる︒

そんな中で︑本日シテを勤めた金子美恵さんは︑揚幕の出から緊

もあって︑全ての面でより完全なものを目指す先人の知恵をひしひ

張感が漂い︑構えの型も良く︑それでいて初々しく︑素朴な中に品
格高く︑最後まで全体をリードしていくのは自分だという気塊が感

しと感じる︒

そしてシテを盛り立てた全ての関係者に拍手を送りたい︒

る時に振りつけたもので︑初演当時︑歌舞伎舞踊振りつけの専門家

って踊る振りは有名であるが︑これは九代目市川団十郎が自ら演じ

演じる側にとっても怖い作品である︒中でも更科姫が二本の扇を使

特に︑登場人物それぞれに見せ場があり︑演者の技価が判かる︒

じられ素晴らしかった︒特に中啓︵扇︶の扱いも良く︑型の破綻も

ところで︑能と歌舞伎舞踊としての﹁紅葉狩﹂の違いを見てみる

感じられなかった︒更なる精進を期待したい︒

と︑まず︑背景の違い︑能は︑燃えるような紅葉の深山を鼓・笛を
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である︒確かに姫君という高貴な身分の者が︑二本扇を使うなど品

から﹁お姫さまが二本の扇を使うものか﹂と批難されたということ

芝趨︑菊五郎︑猿之助︑玉三郎︑福助と女形が中心であるが︑立役

このようにいろいろなことを書いていくと妄想が次々と心をよぎ

る︒そして︑改めて︑今回の佐渡の旅での山本先生ご夫妻のおもて
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の更科姫も見たいものだと思う︒

なしと︑自分たちの運の良さに感謝すると共に︑再度の佐渡訪問に

のないことをするか︑というのだと思うのだが︑今日ではこの二本
いて︑鬼女の魔性を感じさせる所にもなっている︒このように演者

扇の振りの所が更科姫の見せ場であり︑演者の腕の見せ所となって

夢を馳せている所である︒︵千葉県市川市在住︶

最後に私の見た更科姫を挙げると︑梅幸︑歌右エ門︑雀右エ門︑

の工夫のすごさに感動さえするのである︒

−私の見た佐渡

萬年
みが想像できました︒

○大野亀ｌ海岸線の一望できる崖に咲く一面のカンゾウは私の旅情

六月一日から二日間︑大学当時の学友だった平川さんと一緒に佐
渡に在住の山本修巳さんのご案内で史跡と自然の景色を心ゆくまで

をやさしく包みこんでくれるようでした︒

りをもった長谷寺等︑名僧や偉大な能を創成した世阿弥の影響が精

○日蓮聖人が滞在された根本寺・一の谷妙照寺︑世阿弥とのかかわ

○佐渡金山ｌ江戸時代の金山を再現したものでコンピューターロボ

神的文化となり現在の宗教や行事として催される能によって継承さ
マ

ットにより採掘の様子が往時そのままに︑表現されている上金を中

○

又私に加わりました︒

佐渡の広大さを今回の旅で改めて確かめることができ︑思い出が

た︒

れているのを目のあたりにみて力強さと伝統の深さを痛感しまし

いている様子から荒波の激しさ自然の猛威が造り出した自然界の営

○尖閣湾ｌ達者より揚島までの二キロに渡る海岸の奇岩・断崖が続

る人達の苦しみが私に伝わってくるようでした︒

についての推移︑働いている者のくらし向きが伺えた︒採掘してい

心に彼らと上層階級の者がどのようにかかわっていたか︑金の採取

た︒

見学することができました︒印象に残った所を感想にしてみまし

巌

山本君の主宰している雑誌に何か加えられたらと思い文章にして
みたのですが︑私の稚拙な文章では︑とても表現不足ではずかしい
限りです︒思ったことをありのままに︑書いてみました︒頂いた雑

ぷことができました︒

︵静岡県榛原郡在住︶

雑誌が益々充実した内容になりますよう祈念しております︒

笹色の帯をちゃんと腰に結んで黄金の銚子に酒ついでじいさん一杯

誌を読み︑ふるさと佐渡をこよなく愛している人々の思いをしの

幼い頃から物覚えが悪くそんな過程をそのまま年月を重ね現在に

まいらんか︑ばあさん一杯まいらんか子供衆はどうした︑魚がのう

ひ

至りました︒一つだけ不思議な事がありました事︑母は私が二十二

たれ

てまいれんか︑おらんとこの魚︑高い山の竹の子低い山の低くの

︵新穂村生まれ真野町在住︶

ぺいかれくい

たけ

歳の時亡くなりましたが︑亡き母が︑私が四歳か五歳の頃に童謡の

の地蔵さん︑うまいちゅうたあ十三杯︑辛いちゅうたあ十三杯さっ

子︑ざっくり割って魚にしよう魚の残り棚え上げておいたれぱ隣

摺鉢かぶって

真魚板を下駄にして

まねいた

ぱりなめてすんだ︒

め

書かせていただきます︒

ように少し節をつけて聞かせた話︑物語り風に聞かせた一説を左に
どうか主宰であった故修之助先生︑亡き母の供養として捧げたく
存じます︒

むかしぱなし

糯粉木杖に
こつちぞろり

あっちぞろり

チゴどん︑チゴどん花折りに行かしやらんか︑何花折りに相川紺
ざくら梅の花折りに︑一と枝折ってもまだ欲しい︑こた枝折っても
み

まだ欲しい︑三枝目に日が暮れて前の長者に泊ろうか︑後の長者に
泊ろうか︑前の長者に泊って朝起きて見たればチゴのようなケシが
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佐渡の秋
ふるさとはいつにてもよしことさらに国仲平野穂の垂るるとき
秋くれば紫苑の花のなにゆえか祖母を恩ほゆ淡きむらさき
こんもりとふわりと足にやわらかき赤松林は昔のままに
遠きそれ鳶の声かもこころよき朝の睡りの深きをゆする

高野恵美子

こらす眼に見落とすほどのくらげなりたらい戻して見よと急かすも
うみ

郷愁の極まるところ牡蛎棚と湖の彼方にけむる山なみ
あ

蜻蛉はいま川面にて生れたるかやすらぐわれにつぎつぎと来る
苔覆う石のはざまに発芽して幼きかえでしかと紅葉す
刈取りの終わりて人なき風景を眼に焼きつける今朝の仕事は
ただ﹁ふかくこの生を愛すべし﹂秋艸道人の声は頻りに

︵短歌誌﹁創生﹂同人畑野町出身詩人高野喜久雄氏夫人鎌倉市在住︶
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前シテ野守の翁後シテ鬼ワキ羽黒の山伏
アイ里の男

にのどかさをもたらし︒五重唯識︵興福寺根本教義︶さながらの秋

○○

の風が︒春日の里に吹ききたり︒誠に神仏の誓願はあらたかであ
○

○

重なる老いの︒坂行く度にいよいよ盛んなる神の御影を︒尊びあ

○○○

るよ・わたしは神の御心に従っての参詣の往復︒歩みも積りまた

露に濡れて︒あたかも無価宝珠にみまがふ露の玉よ

下歌へあの唐土まで鳴響くほどこの興福寺の名は高い

がめるばかりである

一︑ワキ次第へわが修行の苔の衣に露は繁く︒苔の衣の快は移しい

ワキ詞﹁私は出羽の国羽黒山より参った︑山伏であります︒私は

ふりさけ見﹂ると歌に詠んだのも︒この三笠の山陰の月なのだ︒

上歌へ昔仲麿が︒その昔仲麿が︒故国日本を懐しんで︒﹁天の原

未だ大峰・葛城の︑峰入りを果してゐないので︒此度大和国へと︑

急ぐところであります

草を枕として︒子の刻に臥したばかりで寅の刻︵午前四時頃︶には

それは明州の月であったのだが︒ここは奈良の都で春の日ざしも

○○○○

道行上へその間は宿を貸した形の鹿島野の草枕に︒鹿島野に宿り
○Ｏ

のどかな景色である今は春光のどかな景趣であるよ

○○

シテ詞﹁わたしの事ですか︑どんな事でせうか

三︑ワキ詞﹁もうしそこの老人にお尋ねしたい︑事があります

起きることに馴れてきたので︑床の眠りも今更ながら︒かりそめ
○○

の︒やまとの国に着いた大和の国に着いたのである

○○

に借りた宿りにすぎず仮寝に仰いだ月と共に︒西を行方と足曳

タラ若菜ガ摘メルャゥニナルカト︶﹂のわたしが野に出てみると︒あと

りて若菜摘みてん︶︵春日野ノ飛火野ノ番人ョ外二出テ様子ヲ見ヨモウ何日シ

りさうな︑水がありますが︒あるいはこれは名のある︑水であり

ワキ﹁野の番人で︑いらつしやるといふのなら︒ここに由緒のあ

シテ﹁さやうですわたしはこの春日野の︑野守でございます

ワキ﹁御身は︑この土地のお人か

幾日かで・若菜が摘めさうな趣である

シテ﹁これこそが実に野守の鏡と申し伝へる︑水であります

ませうか

二︑シテーセイ上へ﹁春日野の︒飛ぶ火の野守︵出でて見よいまいくかあ

通ふし里にも行く︒野守の翁でございます︒何と有難いことか慈

ワキ﹁これは面白い︑その野守の鏡とは︒一体どうした︑いはれ

サシ上へここに現れた老人は︒この春日野に永年住んで︒山にも
悲万行菩薩︵春日明神ノコト︶そのものの春の光が遍く︒三笠の山
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シテ﹁わたしどものやうな野守が︒朝夕姿を︑映しますので︒野

があるのでせうか

守の鏡と︑申すのです︒又真実の︑野守の鏡とは︒昔鬼神の持っ

話し下さらぬか

四︑ワキ詞﹁もうし更に︒はし鷹の野守の鏡といふ謂れについて︑お

シテ詞﹁それでは語って︑お間かせ申さう︒昔この春日野で︑帝の

お探しになったが︒一人の野守が︑そこに参りあはせた︒翁はも

しや御鷹の行方を知ってゐるかと︑御下問があった︒かの翁が︑

御狩がございましたが︒御鷹を︑失ひあそばされ・諸所方々を︑

申しあげるには︒はいこの︑水の底にこそ︒御鷹が︑ゐるのです

てゐた鏡の事だと聞き︑及んでゐます
のですか

ワキ﹁何故に鬼神の持ってゐた︑鏡の事を︒野守の鏡とは︑いふ
シテ﹁昔この野には鬼が住んで︑ゐたといふことである︒昼は人

うかといって︒狩人がばつと近寄って︑見ると

とお答へしたものだ︒どうして御鷹が水の底に︑ゐるはずがあら

カカル上へ何とまさしく水底に

となって︑この野の番をし︒夜は鬼となってここにある塚に︑住
いふので︒野守の鏡とは︑申すのです

んだといふのです︒それで野の番人の鬼が持ってゐた鏡だからと

よくよく見ると木の下の水に映った︒影だったのだ鷹は木の枝に

地上へゐると見えて白斑の鷹が︒白斑の鷹がゐるとは見えるが︒
とまってゐたのだ

ワキカヵル上へ謂れを聞いてみると実に面白い︒それではこの野
シテ詞﹁又は野守が︑姿を映すといふので︒同じ水をも野守の︑鏡

の鏡得てしがな︵入手シタイモノダ︶︒思ひおもはず︵恋人ガ自分ヲ思

上へそれではし鷹の︒そこで﹁はし鷹の︵居場所ヲ映シダ︶︒野守

に住んでゐた鬼が︒所持したがゆゑに野守の鏡ともいひ

ワキカカル上へ両説それぞれ尤もな謂れである

といふ事

ワキ上へ変りはしないのであった

シテカカル上へ野守といふその名の事は昔も今も

キョゥカラ︶﹂と詠まれたのも鏡がこの鷹の姿を映し出した故であ

ツテヰルカドウカヲ︶︒よそながら見ん︵内々二鏡二映シテ見ルコトガデ

○○○

る︒誠に畏れ多い御代の事で︒御狩も頻繁に催された草も繁茂す

○○

シテ上へそれでは御覧なさい

るここ春日野の︒飛ぶ火野の野守も参り合はせて︒かかる賤しい

シテ上へ思ひがけない事を仰せだ︒それは鬼神の鏡なのだから何

の鏡を見せてほしい思ひが募る

五︑地ロンキ上へいかにも昔の物語を︒聞けばますます本物の野守

ひ出話これを申すととめどもない涙だ流れてやまぬ涙である

○○○

地上へ水の近くに立ち寄ると確かに野守の水鏡である︒まさし

身でありながら帝の思召にとまる事ができたのは︒わが老いの思

○○○○△

く野守の水鏡であって︒姿を映してみると一段と︒わが老いの波
○○

︵殿︶が増したと見える真清水だ︒かつてあれほどしみじみと
︵あはれげに︶映してみた時のままの︒昔の自分が実に恋しい︒今

更どんなに恋ひ慕っても︒甲斐はないのだ昔の︒鬼の野守が鏡を
持ってゐたといふのも遙か昔の言ひ伝へだとか遠い昔の話だとか
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とも見せやうのないことだ

ワキヵカル上へなんたる恐ろしさ火花と輝く鏡の面に︒映った鬼

出現したのだ

地上へ鬼神に邪悪な行ひなく心に曇りはないままに野守の鏡は

○○○○○

日野の野守といふなら

シテ詞﹁さやうに恐れなさるなら帰るだけだと︒鬼神は塚に入ら

神の眼光は︒まともに顔はむけられない

地上へそれではせめて鏡の在り所だけでも︒聞かせてほしい春
シテ上へ春日野の野守といふのもわたしのことだから

ワキ上へ暫く鬼神よお待ち下さい︒夜はまだ深く後夜︵午前四時

うと︑すると

地上へ鏡をなに故
シテ上へ持たぬのであらうかと
○

地上へお疑ひになるのか︒だが鬼の持ってゐる鏡だとしたら実

シテ下へ時は寅の刻虎も臥さうか恐ろしい野の番人の鏡は

頃︶の鐘が鳴ったばかり

ワキ上へ仏法の功徳にひかれて顕れて下さいと

○○

際見れば︒恐れなさるは必定︒本物の鏡を見る事はかなひますま
○○○

い真白の鷹の影を映した水鏡を見るだけにしなさいと言ったかと
思ふと塚の内に入ってしまったその姿は塚の中に消えてしまった

シテ上へ重ね重ね数珠をおし︑撰んで

の修行の︒功を積むこと−千余日しばしば身命をなげうって果を

地上へ比叡山の雲をしのいで︒雲を凌いで高山に分け入り年々

︹中入︺

ス︒野守ノ鏡トイフ名ノ由来︑ハシ鷹ト野守ノ鏡ノ故事デアル︒先刻ノ老人

採り︒水を汲み隙なく苦行を重ねてきた︒一にコンガラニにセイ

六︑︹問答・語り︺アイハ︑山伏ニ求メラレルママ︑野守ノ鏡ニッイテ再説

ハ野守ノ鬼ノ化身ナラムトイヒ︑コシデノ読経ヲ勧メテ去ル︒

住む塚の前で︒肝胆を砕いて祈る︑のであった︒わが永年の修行

シテ下へ四方八方が麗しく明瞭に映り

地上へ加へて南方西方北方をも映すと

シテ上へ東方の降三世明王もこの鏡に映り

ふと

タカ︒三にクリカラ竜王次には八大金剛童子︒東方のと助力を請

で体得した︒法力に誠があるならば︒是非とも鬼神の明鏡を示し

み重ねた修行の功徳によるのだと︒思ふ心を頼みにして︒鬼神の

七︑ワキカカル上へかやうな不思議にめぐりあふのも︒これこそ積

て︒私に奇特をお見せいただきたい︒南無帰依仏

地上へ高く天を映すと

シテ上へ三界最高の非想非非想天まであまさず映り

八︑︹出羽︺後シテ上へ有難いことよ・天地を動かし鬼神をも感嘆せ
しめ

シテ下へ第一は地獄道だ

地上へ更に又大地に屈み照らしあはせると

地下へ最初に地獄の様相を表すとそこは一面八丈の︒浄玻璃の

○○○○○○○○○

シテ下へ一仏成道︵一仏が悟リヲヒライタ功徳ニョリ万物が成道スルコ

地上へ土砂も山河も草木も
ト︶の仏法の妙味にひかれて
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鏡となって︒罪の軽重によって罪人を呵責し︒獄卒の打据ゑる鉄

地獄の底に入ってしまったのだ︵○二○七一九︶

といって︒大地を凄じく踏みならし︒大地をどんと踏み破って︒

か鬼神が横道を正す︒宝の明鏡である︒さあもはや地獄に帰るぞ

中塚宗一

おおやつ

両論考とも佐渡の文化の一端をよく示していると思う︒

︵平成十四年八木書店︶

奥害﹁天保九戊戌二月吉日竹田村鈴木茂元︒﹂
識語中扉右端に﹁天保九年戊戌佐州羽もつ郡高崎村朝比奈
忠兵衛様﹂また︑表紙裏に﹁持主臼杵久八﹂と墨書
演劇研究会編﹁歌舞伎浄瑠璃稀本集成上﹂

なかろう︒︵文中敬称略す︶︵真野町大倉谷︶

そして︑二人には四男一女があるが︑男子四人は東京大学に
学び︑夫人の希望で女子のみ東京第二師範女子部へ学ばせたが︑
何をかいわん︒彼が当時すでにあった学歴社会のカベに苦心し
たことがよみとれるのではないか︒夢と志をいだき島をあとに
し︑新聞記者で活躍した虎二郎の人間味に学ぶことも無駄では

いものであった︒

響を与えたことは違いなかろう︒そして︑昭和九年に入社し︑
昭和二四年編集局連絡部長で停年︒即︑編集局連絡部速記課嘱
託となり︑昭和二八年退社︒
その後は奉仕的役職のあと昭和四六年七二歳で他界︒夫人と
は大正一三年結婚︒昭和六一年他界したが︑虎二郎は早くの死
別を悲しんだが︑二人のロマンスは︑はたから見てもたのもし

杖の数々がすべてみえるのだそれゆへ鬼神には横道がないばかり

佐々木虎二郎の活躍
人が歴史をつくる︒そこで︑郷士先達の足跡をさぐる︒佐々
木虎二郎は立志伝中の人物である︒
虎二郎は倉谷の市右衛門の産︒志すところあり島を出て︑北
海道にも渡った︒兵役ののち︑ジャーナリストを志し日本経済
新聞社入社︒どうして﹁日経﹂を目指したか︒佐渡出身益田孝
の名を知っていたかどうかもはっきりしないが︑それは彼が李
白の﹁山中問答﹂を地でいくような人物で︑美酒は好むが家族
にさえも無駄話をしないので︑それまでの生きざまはほとんど
わかっていない︒

ただ︑当時の農山村漁村の経済社会事情が彼の志に大きな影

資料紹介佐渡人形芝居関係

山本修巳

佐渡人形芝居のかしらについて大谷津早苗
ｌうなづき形式に関する新たな見方を中心にＩ
︵年刊﹁芸能﹂第八号平成十四年三月三十一日発行︶

所蔵信多純一翻刻團夕紀子

八幡太郎旗揃解説團夕紀子
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﹁朱鶯の句碑﹂に寄せて

朱鷺 の 棲 む 山 を か な た に 夕 桜
この句碑は︑昭和五十六年十月︑山本修之助先生に俳句の
指導を受けていた瑞穂句会の会員十名が︑創立十周年と師の
た︒﹁朱鷺の句碑﹂にふさわしい場所選びに苦慮して︑やっ

喜寿をお祝いして︑新穂村の牛尾神社境内に建立いたしまし

佐山香代子

立を期に︑朱鷺を愛した師弟十一名が句を一句づつ短冊に書

き額におさめて神社に奉納しました︒

山本修之助

蝿りや飛翔待つかに朱鷺の句碑佐山香代子
牛尾神社奉納句

朱鷺翔ける空より春の立ちにけり

高橋木犀

はえつぱき

とこの地に落ち着きました︒

中川はつえ

本間あやの

梅雨寒や借しまれしまま朱鷺死せり

須田中夫

中川湖舟

とは三十余年のお付き合いをさせていただいた間柄であり︑

朱鷺三羽すこやかなるや雪の峰

菊池っぽみ

梅雨深く残りし朱鷺のいかにして

書のアドバイスや裏書きなどのお手傳いができましたことな

雛孵るらし黒滝にとき繁く

山口高子

朱鷺の翔つ大平山に初明り

ど︑なつかしく思い出します︒小佐渡山麓を背に︑加茂湖を

朱鷺棲みし山なりしかな雪降れり

網遠く雪ふる空に朱鶯翔てり

朱鷺の棲息地であった生椿集落が︑牛尾神社を氏神とし

見下す丘の上の自然石の碑は︑﹁ちょうど朱鷺が飛び翔つ姿

佐山香代子

て崇拝していたことや︑神社の宮司︵大業︶私の夫が︑先生

に似ている﹂︑と先生が︑おっしゃっておられました︒除幕

夕桜朱鷺啼き交はし巣に帰る

かえ

式・出版記念・祝賀の宴など︑島内各地の名士の方々が大勢

五羽の朱鷺はねやすめゐて雪深し

朱鶯啼かい小佐渡となるや合歓の花

加藤文子
羽豆英子

を︑今だにはっきりと蘇ります︒それから一ヶ月後︑碑の建

出席なされて︑私達スタッフ一同は緊張の連続だったこと
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三十年前︑佐渡の空を飛翔していた朱鶯を目の当たりにし
た人々の句をなつかしく思います︒現在人工飼育により増え
続けている朱鷺が︑ふたたび佐渡の大空を飛翔する日の来る

ことを祈るばかりです︒︵新穂村潟上︶

刀剣鑑定︵口絵説明︶近藤好和
①刀無銘勾出来直刀肌つむ帽子直ぐ丸
外装圃黒鮫包柄糸茶目貫蛙図赤銅地容彫金色絵頭
黒漆塗縁
團黒蝋色塗栗型返角あり小柄等櫃なし
圖鉄地六花型無銘
︵丸︶

②脇差兼経勾出来とがり刃板目流れる帽子乱れて表
大丸裏小丸
外装圃白鮫包柄糸鉄色目貫龍図赤銅地容彫金色絵
縁頭流水厳石地図赤銅地高彫金色絵無銘
囲青微塵貝塗栗型のみ小柄鷺図赤銅魚子地高彫

金銀色絵無銘等欠

草柳大蔵氏・渡辺秀英氏を悼む
草柳大蔵氏

草柳大蔵氏が平成十四年七月二十二日亡くなられた︒七十八

いただいた︒父亡きあとも賀状をいただき︑熱海に移られた時

歳のご生涯であった︒父の真野町名誉町民葬には弔文をお寄せ

私に印象があるのは︑父の詩集肉筆﹃海濱秘唱﹄を全国放送

には︑お誘いもいただいた︒

のテレビでご紹介いただいたことと︑昭和五十九年三月十九日

戸を開けて入ってこられ︑父と談笑されて︑私の家の来訪人名

真野町におけるご講演の夕刻︑食事をしていた時︑突然玄関の

れたことである︒そして︑講演会場まで︑妻の自動車の助手席

録に﹁甲子孟春三月十九日今宵四度目草柳大蔵﹂と署名さ

に長身を折って乗られて会場に向かわれた︒親しみがある温顔

一日︑二度目が四十年七月十八日︒

を思い︑心から哀悼の意を表したい︒最初は昭和三十八年五月

渡辺秀英氏

全国良寛研究会顧問渡辺秀英氏が︑平成十四年五月三十日︑

って︑亡父との交友があった︒特に昭和五十六年十一月には︑

亡くなられた︒九十二歳であった︒新潟市在住ということもあ

圖角丸型鷺図赤銅魚子地高彫金色絵無銘
③脇差無銘︵大磨上︶沸出来互の目互の目丁子板目肌
鬼やらい図赤銅魚子地高彫金色絵無銘

外装圃白鮫色柄糸茶目貫図赤銅地容彫金色絵縁頭
函黒地千段塗栗型あり等割型龍図赤銅魚子地

いた︒その時︑ご教示いただいた資料をもとに︑今後も多くの

二泊されて家蔵の先哲の遺墨類を御覧になり︑ご教示をいただ

かった思い出がある︒哀悼の意を表する︒︵山本修巳︶

人の閲覧に供したいと思っている︒特に酒席の父とともに楽し

高彫無銘小柄松に三日月図赤銅魚子地高彫金

色絵無銘
圖透雷文鉄地金布目象嵌無銘︵神奈川大学︶
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佐渡の民話考兎︺
ｌ風島の弁天羽衣Ｉ

児玉

る︒今は危険防止に鉄の柵がしてあるが︑昔はなかった︒ここから

軍宝壺毎醗唾亟迂壺唾垂唾唾︾竃症唾垂死奔封壼聴輻配誇母評評酷評唾丞亟琿茸露

飛び降りれば︑苦しまずに一発で死ねる︒小藤内は飛び込み台で手

むらおさ

つの日か︑あの世で逢えるのを楽しみにしています︒いざ︑さら

を合わせ︑﹁父さん母さん︑先立つ不幸をお許しください︒またい

今から三百五十年位昔の承応の頃の話だけど︑両津片野尾の村に
その息子を村人は﹁小藤内さん﹂と呼んでおった︒

藤内︵通称となじえむ︶という庄屋で羽振りのいい村長がおった︒

小藤内は十五︑六歳の時に眼病を患ったのが元で年々視力が落

宙に浮いた小藤内の体はものすごい勢いでざ−つと海をめがけて

ば﹂

の中ではなく︑ふわ−つとしたやわらかい布の中だった︒つまり羽

落ちて行った︒ところが︑ここが話なんだようなあ︒落ちた所は海

医者に診てもらっても︑自分の手に負えないとサジを投げるので︑

ち︑十八︑九の時は明暗だけが分かる盲人になってしまった︒どの

いが終わると祈祷師は神の声を告げた︒

思いあまった藤内は︑祈祷師を呼んでお祓いをしてもらった︒お祓

衣の中だった︒何人もの天女たちが羽衣で小藤内の体を受け止めた

かし眼は開かなかった︒望みを断たれた小藤内は︑死を決意した︒

と朝から晩まで称名念仏祈願して二十一日の満願の暁を迎えた︒し

気が湧いてきたわけだ︒

心を変えたんだなあ︒盲目の苦しみを乗り越えて生きようとする勇

分からん︒ただ長い道中︑天女たちの奏でる美しい楽曲が小藤内の

泊の莚場の海岸まで運んで行った︒何で莚場の浜辺なのか私にも

○しよ・フ

﹁風島の弁財天に祈願せよ︒満願の暁には吉祥の験あらん﹂と︒

わけだ︒ある者は笙の笛を吹き︑横笛を吹き︑ある者は鉦を叩き

ｆレスＰし

小藤内は風島の岩上にある弁天堂にこもった︒そして︑

鼓を打ち︑弁天さんは琵琶を奏でながら︑小藤内をずっと離れた赤

これ以上生きていても何もなすべき事がない︒ただいたずらに父母

むしろば

﹁南無風島弁財天︒願わくば小藤内が眼を開かせたまえ﹂

や家族の手をわずらわせるばかりだ︒いっそのこと自ら命を断って

藤内は︑その後笛を習って練習を重ね︑笛の名人とまで言われるよ

て行った︒しかし︑美しい﹁弁天羽衣﹂の曲を忘れられなかった小

小藤内を浜辺に降ろした天女たちは︑音楽を奏でながら天へ帰っ

風島の岩の石段を登りつめた所に畳半畳ばかりの平らな岩が出張

少しでも人にかかる迷惑を減らそうと思った︒

っており︑小藤内の飛び込み台と呼ばれる見晴らしのいい所があ
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I

仰した弁財天の御利益を受けたのだから︒松田さんは片野尾の出身

ごりやく

うになった︒時たま風島の飛び込み台で吹く笛の音は︑高く低く海

とのこと︒観光客にも郷士の民話を語るのは実にいい事だ︒

東強清水には弁天岬があるし︑いくつか砂浜もある︒それなのにど

それにしても不可解なのは︑なぜ莚場なのかということだ︒途中

原を渡って遠くまで響いていったんだちゆうわよ・

筆者は観光シーズンオフの二月頃︑毎年佐渡汽船スチュワデスの

か必然性があるのか︒誰か知っている人がいたら御教示いただきた

うして岩首・松ヶ崎を通過して赤泊の莚場まで来るのか︒何か関係

●註

時︑片野尾の﹁風島弁天﹂のことを観光客に語る人がいるか尋ねて

いものだ︒もしそれがはっきりしたら︑この伝説はすごくいい民話

学習会で民話の話をしているが︑ある時水津方面の話をしている
みた︒十七︑八人中一人だけ︑級長の松田さんが手を挙げた︒早速

作曲したら聴かせてもらいたい︒飛び込み台で吹く横笛の音を︑す

筆者は楽曲には能のない人間だが︑それでも誰か﹁弁天羽衣﹂を

になる︒

﹁飛び降りたときにわかに海上に雲が涌き起こり︑小藤内の体はそ

だろう︒﹁飛び込み台﹂が将来は﹁笛吹き台﹂になるだろう︒中には

ぐ下の公園の浜辺に腰を下ろして聴かせてもらったらどんなにいい

になっている︒

実演してもらったら︑前半は同じだが︑飛び込んだとこらから異説

の雲に包まれて赤泊の莚場の浜まで来た︒すると奇跡的に両眼が開

会員読者で︑初めの内は﹁佐渡の民話考﹂を連載してもらってい
ました︒それが自身の怠惰と多忙にかまけて執筆が中断し︑そ
の上諸碩学の高説を拝読するのもままならず︑いわゆる積ん読
読者に成り下がってしまいました︒これでは会員読者としての
資質に欠けます︒そこでこれを機に購読を止め︑余生は今まで
の百冊を少しずつゆっくり味わいながら読み返す生活をしたい

知れない︒そんな事を空想するだけでも︑民話は実に楽しい︒

竹笛でなくトランペットとかクラリネットを奏でる者が現れるかも

いて見えるようになった︒莚場の村人に見送られて片野尾へ帰って
事実だけの歴史ではなく︑虚構も内包している伝説だから︑小藤

行った﹂と ︒

内が落ちた所は羽衣の中でもいいし︑雲の上でもよい︒どっちも信

﹃佐渡郷土文化﹄刊行百号達成おめでとうございます︒長い歳
月にわたる原稿依頼・編集校正・配本・会計等︑事務局の仕事に
携わった方々の労苦に敬意を表します︒現主宰者山本修巳氏の
経済的負担が大きいと推察しますので︑百号をもって完結する

と思います︒

百号によせて児玉宗栄

ことに賛成です︒

出席を楽しみにしています︒

﹃佐渡郷土文化﹄百号記念・前主宰山本修之助十周忌の会には

本誌は創刊者故山本修之助の所期の目的を十分果たし︑多分
予想をはるかに越える快挙だったと思います︒私も創刊以来の
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一

佐渡の最北端の鷲崎にあるわれわれの歌仲間久保田フミエさんの
山荘は︑亡き父の出身地に建てたということである︒海を見はらす

寒つばき濃べにう咲ける小さき花冬木の庭の瞳のごとき

空穂の歌は︑晩年の作

あった︒最晩年の筆であるが︑太い字体であるから︑碑面にしっか

に添えてあり︑かぞえ年である︒歌碑にはこれが拡大して刻まれて

で︑﹃去年の雪﹄におさめられている︒色紙には﹁九十﹂と名前の上

六月二日︵平成六年︶︑その除幕式に私は家内と﹁まひる野﹂の仲

小高い丘の上の庭に空穂と私との歌碑が建てられた︒

間とあわせて十人ほどで出席した︒私はじめ皆︑初めての土地であ

フミエさんの手許に保存されるようになったのかは︑尋ねてもいな

りと据わり︑読み易いのに安心した︒どのような機会にこの色紙が

まなこ

鳳仙花くれなゐに凝る花一つ葉がひに見えて眼の如し

風﹄の昭和十三年の﹁初夏小庭﹂六首中に

あったように漠然と思って来たので︑たしかめてみると︑﹃初夏の

以前この歌に最初に接した時から︑﹁瞳のごとき﹂の句が私にも

も不似合ではない歌碑の歌だと思った︒

うから︑見る人に馴染んでもらえる歌だろうと思うと︑場所柄から

いので︑私は知らない︒寒つばきは佐渡の島の北端にも咲くであろ

った︒歌碑の話が出てからいくばくもなく︑事はとんとんと進捗し
か︑全く知ることなく︑この日初対面ということになった︒

たように私には感じられた︒どのような歌碑か︑どのような場所
さいわい青天で︑空も海も碧く︑ここまで来るとその色の美しさ
を幾度となく口にする日であった︒

円い自然石の碑は高さ一・六五脚ということで︑表と裏とに黒御
影をはめこみ︑二人の歌が一つの石に刻まれてあった︒かねて聞か
がら︑私のはどこにあるのだと聞いたのがその時の実際であった︒

されていたのであろうが︑私の耳には入っておらず︑空穂のを見な

がなく︑めずらしいものであった︒二泊して帰る日の﹁新潟日報﹂

く初歩時代の作であった︒寒椿と鳳仙花とで花はちがうし︑﹁瞳﹂

これは昭和八年﹁槻の木﹂の仲間になってから五年目の︑まった

とある結句﹁眼の如し﹂がそれで︑同じではなかったのである︒

には﹁親子碑﹂という言葉で記事になって︑写真とともに報じられ

じあう感のあるのを︑かえって懐かしく思った︒どっしりとした重

と﹁眼﹂と︑大事な点もちがっているのを確め︑その上でどこか通

一つの石の裏表に歌が二首刻まれているのは︑これまで接したこと

ていた︒若い新聞記者の考えてくれた言葉であった︒

59

と︑ひそかに今思う︒余計なことにまでペンの走ったのは︑雑筆に

量感と繊細な感性のへだたりは︑当然のことながら面白いものだ

のを想起した︒私は二度目の佐渡で︑前回は相川に泊り︑尖閣湾︑

の亡き藤川忠治門下で︑信州大学教授時代の氏と松本で逢っている

ス旅行中︑熱心に案内し︑解説してくれられた︒両氏とも佐渡出身

海の海岸を車で走り︑翌日は外海の道を走り︑相川から真野へ︒こ

真野御陵︑金山などが記憶にあったが︑今回の第一日は両津から内

両極をひとうせに翔ぶ渡りどり極アジサシよアンカレジのそら

の南端の小木へ行き︑ここから引返して再び両津へもどり︑新潟行

こで湾を展望する佐渡ニューホテルの温泉にくつろいだ︒翌日は島

裏面にある私の歌は︑

許されるたのしさとしよう︒

である︒昭和四十六年七月︑﹁ョＩロッパ短歌の旅﹂が角川書店と

限られた時間に︑疲れないよう心遣いをして諸方を案内されたと

きのジェットフォイルに乗船︑一時間︑静かな海を往復した︒

近畿ツーリストによって企画され︑私が団長ということになり︑十
五日間︑各地をめぐった︒参加三十五人で︑当時としては団体の海
ッパに遊ぶこととなり︑緊張感と楽しさとを体験した︒

外旅行の最も初期であった︒私は思いがけない誘いを受け︑ョＩロ

ての思いであった︒帰途︑真野の旧家である山本家に案内されたの

は忘れられない一つとなった︒民俗学者で俳人である修之助氏は九

思うが︑記憶にある佐渡とはすっかり変っていて︑ほとんどが初め

を共にした︒一時間ほどのアンカレッジ空港の休憩時間に珍しい小

十歳で昨年他界され︑子息の修巳氏が父君のあとを継いで︑仕事を

羽田空港から北廻りで︑最初の給油地が北極に近いアンカレッジ

鳥を見つけ︑傍らの私に説明してくれた悟堂さんの話が材料で︑驚

国男門下で︑民俗学の著書を数多とどめており︑俳人としては秋桜

積んでいられる︒真野で十二代目かの旧家で先代の修之助氏は柳田

であった︒団長なら一緒に行くと中西悟堂さんから声がかかり︑行

に飛翔するところから名づけられているのだろうと私は理解した︒

子の門下であった︒また︑宮内庁書陵部陵墓守長となり︑二十年

異感を一首にした︒極アジサシの﹁極﹂は北極から南極へ一年の間
この時︑フミエ夫妻も同行者であり︑後に求められて書いた色紙が

り︑歌碑の歌として一読通りにくいかと思い︑除幕の時の挨拶で簡

邨をはじめとして︑私の知友たちの名もきわめて多く︑内心驚きを

示され︑繰ると柳田国男︑相馬御風︑会津八一︑釈逼空︑誓子︑椴

子息の修巳氏は山本家を訪れた人の何冊かの署名簿﹁軒過録﹂を

間︑順徳院の真野陵に勤めた人であった︒

単に説明をした︒佐渡の島の北端の見知らぬ場所にひっそりと立つ

去した︒︵Ｈ６．７︶

覚えながら︑懐かしかった︒修巳氏の大著﹃佐渡のうた﹄を頂き辞

﹁両極﹂﹁極アジサシ﹂﹁アンカレジ﹂などの名詞が一首の中にあ

このたびの歌碑に刻まれているのを知った︒

のだと考えた時︑内容は必ずしもちぐはぐではなかろうと思う気持

﹃樹下雑筆﹄窪田章一郎短歌新聞社平成十四年八月一日刊

ちもあった ︒

式の司会をつとめた福島徹夫氏は︑神蔵久氏と共に二泊三日の︵
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俳句鑑賞
伊藤正一

藤井青咲

花咲きしトマト苗まづ買はれたり
路上の苗売りの描写である︒花が付いているから収穫への期

だが︑その散り方を声調の中に活かしたと言ってよい︒必然性

近づきし島は鳥のみ白夜かな中原雅司

があって破調が生まれ︑内容と潭然一体である︒

作者は︑今年も五月︑六月にかけ北欧を旅したようです︒この

句も︑その時の収穫︒旅行吟では︑誰もが経験するところですが︑

メーデーに吾が影掃きし宮の朝金子末雄

伝わって来ません︒大方は︑固有名詞ですが︑もう一度必然性が

と言うことです︒作者には︑新鮮に感じられても︑読み手側には

その土地で詠まれた句が︑俄然地名︑人名等の羅列に終っている

作者は︑佐渡一ノ宮度津神社の神主︒朝の掃除は特に大事な

あるかを確かめることが大切です︒北方の夏は日没のない白夜︑

待感が強い︒

務めである︒﹁吾が影を掃﹂に透明感︑清浄感が出ている︒メー

人も住まぬ島であろう︒そこには︑海鳥の群れを見るのみ︒

片陰やむくりと動き猫家族諸橋和代

デーは︑五月一日勤労者の団結と親睦の行事で︑取合せの句︒

片陰の猫一家を描いた句︒﹁むくりとうごく﹂に猫の姿体をと

酒井充

このような句を見ていると︑俳句は言わぬ方がよい文芸だと

らえた目が行っている︒炎天の暑い日ざしを避けた︑猫母子の

立葵屋根の高さにありにけり

いう事がわかります︒物の言えない︑言ってはならぬのだと思

ひとときは蛍の中に妻とをり

団蘂風景︒猫たちも涼を求めているのだ︒

近年とみに蛍が殖えて来たようだ︒少しは環境がよくなった

山本修巳

います︒もう少し付け足したいと言う気持ちから︑材料過多に
動﹂と言っていますが︑俳句はそれでよいと思います︒何んでも

なり失敗した句が沢山あります︒綾部仁喜氏が﹁耳掻一杯の感

のかも知れない︒蛍の殖える原因は︑蛍の餌になる巻貝の棲む

清流が︑必須の条件である︒作者は︑妻を誘い蛍見に出かけて︑

み居るのに気付いたのである︒石田波郷は﹁俳句は生活の裡に

青白い幻想の世界を充分堪能したところだが︑ふと︑妻と二人の

妻銭箱担ぎて渡御の列にゐる須藤美春

なさそうですが﹁屋根の高さ﹂に発見がある︒
神輿の渡御に雌いてゆく妻銭箱が︑祭の賑の中をすすむ︑氏子

ざめく﹂も同時作︒

満目季節を望み．・・・﹂と言っている︒﹁一本の川や蛍のさん

の何かの役で︑この担ぎ役があてられたのだ︒人出の祭の中で︑

自己をしっかり見詰めた句である︒

ひらりひらり竹落葉しきりなる三浦秀子
竹は︑初夏のころ新葉が出て古葉が落ちる︒これは破調の句
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平成十四年四月六日

真野町俳句会

真野町体育館

さなぶり

桜貝父在りし日の渚かな

早苗餐や牛が小屋から貌を出し鶴間千世

高空は光あませり花楓山本修巳
石柱の一輝の墓や通草の芽

人面の名をもつ奇岩つばくらめ島倉盈月
その頃はトマト嫌ひと噴はれし

﹃００００日８００■Ⅱ０００口Ⅱ００８８日ＩＵＯＯｌＵ０ｇｏⅡＩ０Ｄ０８００９ＱⅡＩ００ＧⅡ０９０■■０９０△ⅡＵ０Ｄ０Ⅱ９０００■０■０口１１８■ＤＩＯ■０︐Ⅱ０００■Ⅱ００６■Ⅱ００８■Ⅱ８

コバギボウシ︵扉カット︶

一春より︑家から全行程一時間足らずの一
一車の通りが少ない散歩道を歩き始めた︒一

一他の場所で見ることはあっても︑すぐ一
一近くでは今まで気がつかなかった野の花一

玄関の戸に影ゆらぐ花みづき諸橋和代

観桜にまだ間のありてダム静か知本こと

ひん曲がる壷もてあます四月馬鹿

七輪の出番きたれりさざえ焼く

くつ脱ぎに汚れし軍手蝶の昼小田昭郎

夏霞して日本海まシ平

大揚羽影を離して高くとぶ滝口恵倫

実桜や幼のせがむ枝の先

端居して雲の行方の小さくなる右近ふみ子

揃ひたる家族につつぢばちめかな

一長楕円形の蘋果︵さつか︶から薄くてペー
ーラペラの黒い種子が舞い落ちる︒

一稀に真白な花を見ることがある︒秋には一

一紫色で︑先が六つに裂けてそりかえる︒一

一漏斗状をした花は︑紫色の筋が入った淡一

一向きまたは横向きに数個の花をつける︒一

一る︒八月頃葉心より花茎が伸び︑斜め下一

一ユリ科のコバギボウシもその一つであ一

一を結構目にすることがある︒

隣より咳一つ春満月
若林うた子
菜の花の波になってる風の中若林千絵子

紫陽花と梵字に埋まる古刹かな諸橋和代

一輪車引き山畑へ桐の花中野晴代

靴の紐結びなおして野に遊ぶ右近ふみ子

薫風や馬子先頭に金の道

焼き物教室にて鶴間千世

傘寿祝ぐ 春 の は ち め の 姿 焼 滝 口 た づ
やはらか き 枕 に 換 へ ぬ 花 曇 島 倉 盈 月
春愁や母の衣服の丈つめて中野晴代
浜墓や影 絵 の や う な 彼 岸 姥 滝 口 恵 倫

春祭鬼太鼓車で来て舞へり小沢みよし

竹の秋還らぬ人の又ひとり

しはぶき

大空にあそびて凧の降りて来ず小田昭郎

植ゑしもの夜盗虫奴に切られけり

ｒＩ８０６ＩＩＩＩ００ＩＩ００ＩＩ００Ｉ０００ＩＩ■０１００１ⅡＩ００ＩＩ００ｌ００８ＩＩ■０１０００１１００１；１１０１Ⅱ８：ｌ０００ｌ０００Ｌ

一のギボウシである︒︵長嶋陽二︶一

一考えたい︒：⁝・﹄とある︒本種は︑小葉一

一似ているところからギ︵ネギのギ︶＋ホー
ーウシ︵法師︶で坊さんの頭に見たてたと一

一はいわゆるネギ坊主でふっくらと広い包一
一葉で包まれている形にギボウシの花序も一

一︵そうか︶ともいい︑葱︵ねぎ︶の花序一

一﹃・⁝・・輿︵こし︶の頭についたのを葱花一

一前川文夫著の﹃植物の名前の話﹂に︑一

抱卵の朱鷺に春陽のあまねしや金子テル

真野町体育館

平成十四年六月二十日

真野町俳句会

振り売りの海女の見てゐるリラの花

聖五月わんぱく相撲女の子若林うた子

小沢みよし

鴬の長く短かく坂の道山本かず

平成十四年五月二十日

真野 町 俳 句 会

真野町体育館

田植機の婆植ゑる分残し去る滝口たづ
初物は少量がよしあをさ揚
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赤茶けて忘れられたる軒菖蒲

咲き初めしあぢさゐ雨に色ませり

歩の先の至る所に毛虫かな金子テル
もの忘れ意識しはじむ夕端居諸橋和代

大佐渡に湧き立つ雲や軒菖蒲若林うた子

﹁願﹂とふバスの終点夏怒涛島倉盈月
青田風にのり能笛や佐渡飛鳥

小田昭郎

真野町体育館

平成十四年七月二十日

真野町俳句会

発掘や杭百本の梅雨に入る
海開き禰宜大仰に祓ひけり
四阿の庇かすめし夏の蝶

母の忌の近づき庭に落し文滝口たづ
枇杷熟れて雨の駅前ネオン街

蜘蛛走る佐渡国分寺仁王門小田昭郎

鴉一羽ゐてグランドに梅雨出水

００．１０００１８０１０００１０９１

イケマ︵目次カット︶

﹁０９１０００１０９１１１１０︲０１０１１０１１００︐１０１１０１１００．１０９１００．１００

一昨年九月︑長野の美が原へ旅行した折一

一に︑道端に緑色の紡錘状の実が鈴生りに一

ーマであると分かった︒その後︑佐和田と一

一なっているのを目にした︒調べるとイケー

一新穂で実を見つけ︑この八月にイケマの一

一花の写真を︑大野川ダムの上流で撮るこ一

ｒ００００Ｉ：１００１Ⅱ０９０

１０１１０１ⅡＩ９０Ｉ０００Ｉ０００Ｉ１００ｌＩ００ＩＵ０１Ⅱ８０１Ⅱ０００Ｉ００ＩＩ０００ｌ００ｌＩ００ＩＩ０８﹂

一と飽きない面白さがある︒︵長嶋陽二︶一

一そしていつも思うことだが辞典は読む一

一すごいなと思った︒

一イケマという植物にさえ︑あれだけ多く一
一のことが記述されている﹁広辞苑﹂って一

一アイヌ語に関わる記述はなかったが︑一

一皮消︒白兎雷︒﹄とあった︒

一が︑これは誤りで有毒︒和名イケマ︒牛一

一び︑馬の諸病の特効薬とする俗信がある一

一根は肥厚︒⁝⁝︒根を﹁牛皮根消﹂と呼一

一を見ると︑﹃ががいも科の多年生蔓草︒一

一﹃広辞苑﹄の﹃いけま﹇生馬﹈﹄の項一

一とができた︒

一﹃牧野新日本植物圃鑑﹄に﹃⁝⁝イケー

忘れな草に立ちて名前を口ごもる

高階の大浴場や星涼し

七夕や茶笑に残る薄緑滝口恵倫

青田風平野かけゆく日なりけり右近ふみ子

眼薬をかかせぬ生活明易し

瓜苗も並べてありぬたぱこ店中野晴代

花菖蒲凛と見せたる姿なり

みちのくの旅の風鈴鳴りにけり

蝶々をてふてふと書いて句を愛す

夕づくや緋模様の岐阜うちわ鶴間千世

夕立に度胸きめたる歩きかな若林うた子

炊き上げて酒の香ほのと豆御飯

母の日や小木温泉のたいごろう

ぼんぽりに灯を入れ麦飯祭かな

ーマはアイヌ語で︑﹁巨大なる根﹂という一
一意味である︒⁝⁝﹄とある︒

六月の糞の色見て牛耀らる金子桃士

夏烏賊の手の平ほどが嬉しとか右近ふみ子

定年となりし長男団扇手に菊池芳女 鳩 の 会 丸 漬 胡 瓜 取 廻 す 滝 口 た づ

時の記念日囲碁をかこみて暇つぶし

見はるかす島の何処にも青芒

鶴間千世

梅雨の空高き石段かくしけり

傘一つ鞄にはいる梅雨の入り若林千絵子

梅雨晴の雲は天女の姿かな

梅雨晴の光は山を洗ひけり山本修巳

晩年も子には頼らず日々草中野晴代

菖蒲湯に菖蒲の舟を浮かべけり滝口恵倫
初茄子の二つとれしと夫に告げ小沢みよし

朝顔の絵柄ときまり和紙ちぎる

分校のどの窓からも青田風
ふれあい市どっと青梅売られけり
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料理法かへてまい日茄子料理金子テル

新しき畝にじやが薯芽の揃ふ中川民子

豆植える日の赤丸の農日記水上千代

酒を断ち童のやうに糘解く

緑蔭の赤子手足で喜ぺり

旅に干すだけの薇操んでゐし

諸橋和代

断崖の裾波白し鳶の夏本間いつ子

柿若葉ままごと遊びまだつづく水上千代

蟻の列乱して不埒者となる

萱草の一つ凋みて一つ咲く

きんぽうげ句会五月例会

都より見舞の電話や梅雨出水
軒すだれ吊ればその間われに還る

いつよりか燕の納屋となっている

七合目あたりを咲きて立葵

夕顔の蔓が招けば風が来る中川民子

若林玲子

新しの雑誌そこらに端居かな金子桃士

一病の人それなりに春惜しむ神蔵ひさし

おにぎりと浜昼顔と吹かれゐる

何やらの妖しき風や梅雨出水

薫風に連れ出す孫の赤い靴

まくなぎを吹き散らしてはひとり往く

子が親の足跡を追ふ夏渚島倉盈月

根きり虫茄子苗二本きり倒す林部ムッ
五月雨の水輪いっぱい池の面

父の日の思ひもかけぬ新刊書神蔵ひさし

きんぽうげ句会七月例会

畑道盟一ぱい日向水若林千絵子

きんぽうげ句会四月例会

風の来て雫ちらばる若楓井藤ミチ

老患の祷りの長き大夕焼

神蔵ひさし

竹林の入り口飾る著莪の花本間いつ子

つばくらは雨の日も好き宙返る

夏の夜の決着ピーケー戦となる若林玲子

一区切りつけ腰上ぐる五月晴

登る程燃ゆるつつじの色の濃き

春光を弾き魚箱濯ぎけり
身の悪なきとは言えず桜狩

ショーは今クライマックス踊子草若林玲子

野も山もすっぽり梅雨の包みけり

黙々と影と芋掘る一日かな井藤ミチ

花の枝まで手の届く肩くるま

五月朔日かほる黄泉路へ発ちしかな

木蓮の君 臨 の 空 真 青 な る 本 間 い つ 子
蜘蛛の囲に花びら一つ舞い続け林部ムッ

紫陽花や山の水音してをりし水上千代

かほるさんを悼み

新緑の道をまっすぐ一人旅中川民子

暮れなづむ連翅ひとり暮らしかな

覗きいる 吾 が 映 り し 蜷 の 水 水 上 千 代

宿浴衣美しく着て老夫婦

くもの囲を落下の蜘蛛に命糸

緑蔭のふところふかき二人かな中川民子

葉がくれのつつましやかな柿の花

深山のえぞ紫陽花の純の青本間いつ子

おだまきの真白き花の訣れかな
磯野スミエ

ジーパンの乾ききったる夕薄暑神蔵ひさし

きんぽうげ句会六月例会

笑ふ山入れて縄跳続けをり

奥の部屋明けて祭の鬼迎う
葉桜となりぬ下校のチャイムかな
チューリップお伽の国の庭となる

どの道へ行きても蝶に合う日なり若林玲子
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はだれ野の小さき村飛ぶ汽車の窓

破れ筏打 ち て は 跳 ね る 春 霞 中 川 紀 元

車にて廻る葬儀や浬繋西風

税申告終 へ 雛 の 句 を 短 冊 に 村 田 英 明

大寒の底に沈んでゐる二人

冬木立朝の掛声よく透る保科ひろし

海苔摘みの波を打ち消す高き声

春浅し子ら声高く登校す渡辺威人

耳の日や夫との会話喧嘩めき

春炬燵とりとめもなき友の愚痴石川富子

大檸視線たどれば鴉の巣

初音聞く鉛筆の芯削りゐて土田一郎

落椿こんなに咲いてゐたかしら

おぼろ夜や猫の喧嘩の仲裁に渡辺幸枝

ウオーキング頬にやさしく春の風

咲き急ぎ散るも急ぐや山桜白井正江

犬筥の﹁あ﹂﹁うん﹂が守る雛の壇

享保雛栄華のままの笑みうかべ八木澤清子

むづむづと起き出す春の雑木山

我こそが 雛 の 客 よ と 猫 座 り 白 井 正 江

列なして歩み初めし柳の芽

大振りな手造り豆腐春灯渡辺一子

春光を先取りにして帰化たんぽぽ

初花のはにかみに似て二輪ほど八木澤清子

春一番佐渡にもリストラ吹き荒れる

春一番会社つぶれる噂とぷ楠美苑緒

軒近く鴉嚥すよ春の風邪

春の風邪ゆめの中でも夢を見て齊藤祐子

豆一つ鯛むで拾ふ味噌工場

死にもせず人減る島や冬籠生田政春

金の道水仙咲かせ老人会

小学の宿題解けず山笑ふ菊地暁村

けんめいに生きる蒲公英下水路に

薄紅の筋見せはじむチューリップ鈴木黎子

野良帰り花見の席に引きこまれ

暴走のバイクの音も卒業す金子節子

振売りに見る法楽の桜鯛

菜の花の海に溺るるリポーター山田みさを

いもせ俳話会四月例会

ゴルファーの三三五五と山笑ふ

料蛸や橋のたもとの案内図山田みさを

夕暮れの庭に白梅真盛り

佛眼が欲し冠雪の川原石羽柴雪彦

英明

父の忌にもちこたへあり紫木蓮保科ひろし

聴の中に退職教師住む石川富子

車座に投げ出す脚の下萌ゆる土田一郎

青き踏み若き鼓動の蘇る

春暖やまだ火の欲しき峡の家
紀元

遍路らに新茶もてなす誓願寺

春の夜に御詠歌洩るる十王堂渡辺威人

玄関に靴の緯めく春休み

芽吹く木木眺めて歩く子守婆影山タケ

鎌倉の歴 史 み と り し 大 銀 杏 渡 辺 幸 枝

いもせ俳話会五月例会

掻き集め火事の残材燃やしゐる

まだ熱き味見倣うれし雛だんご

柿の木の薪積み上げて柿の村金子節子
冬ごもり座禅は夫の世界なり鈴木黎子

ゆったりと城下の家並享保雛中川

口ほどは手足動かぬ畠打ち

開け放つ城下の町屋四月雛

定年はないと友漕ぐ若布刈舟村田

嫁泣かせ咲きゐて楕木伐り急ぐ

小休止土工が並ぶ蒲公英野渡辺

杖作る足萎の子に春日射す

つき出して枯野となりし二つ亀影山タケ

一

スーパーに季語を忘れて寒毎菊地暁村

冬帽子今年も編んで心満つ

65

雪嶺の富士全景や息を呑む

子

料蛸やまばゆく白き島の峰川上芳夫

春闘や雇用確保と様変り
蒲公英の紫毛吹きふき子が勘ねる

畦塗るは畦練る鍬の柄の角度金子節子

新緑やめざすダム湖の迷ひ道

寒の雷一発老の度肝ぬく

冬夕焼能登焙りだす怒涛の上楠美苑緒

春愁の遠ざかりゆく齢かな

なほ浄士指してをしどり瀬を遡上

完了の箒に刺さりゐし一と葉羽柴雪彦

朝汁に一瞬の香や蕗の茎
沖よりの風がうましと鯉幟

渡辺幸枝

岬と岬結ぶ大橋青葉風八木澤清子
山桜心の壁をほぐしけり

晩酌の小皿に添へし芽山椒

田に月を淀べて点ける煙草の火

訪へぱ外より返事田植時村田英明

いもせ俳話会七月例会

畦焼きし匂ひ夕餉の卓染める

踏青や濡れて輝く馬の貌生田政春

屑篭に缶山盛りや花過ぎぬ

木の芽風朝な朝なに見る万歩高埜健蔵

九十路貫く貌の日向ぽこ

紅梅はりちぎに青き実をつけぬ鈴木黎子

師のおはす山里調ひ遠郭公

境内の風は紫菖蒲咲く八木澤清子

高窓に批のほほゑみ朧月白井正江

羽二重のやうなかへでの浅みどり

齊藤祐子
山の端のうすれくれなゐに芽吹くかな

流鏑馬や木の芽光りて的を射る渡辺威人

目を閉ぢてまぶたに春日遊ばする

新潟で花見と酒落れて船に乗る

分校に餓鬼たる記憶さくら咲く楠美苑緒

磯づたひみやこ草咲く遠流島

熱ざましシート貼る子や軒菖蒲中川紀元

岩百合の昼を灯せる岬鼻山田みさを

逆巻きて飛沫を上げる春怒涛
穏やかな日輪となり春兆す

切岸にうからのごとく百合の花

惚芽ぶく山を極秘として眺む羽柴雪彦

雪解川支流本流せめぎ合ふ保科ひろし

百幹の竹の応ふる青嵐

少しづつ声になり来し巣の燕渡辺一子

晩年の今がしあわせ木の芽和石川富子

瞼裏の敏感なりし木の芽時

春灯下舌を酷使の手負猫

税申告もらって帰るボールペン影山タケ

いもせ俳話会六月例会
北斗より星座は知らず夜水番村田英明

音読を聞いてゐる夜の青葉木菟

雨が欲し紫を濃く茄子の花金子節子

子供等の道草いよよ夏きざす渡辺幸枝

冴返るテノール歌手のコンサート

ひんやりすネックレースの薄暑かな

敗戦と云はい漢の冷し酒

言訳を少し眩く田螺かな生田政春

句会へと心急きつつ髪洗ふ

早苗田を鷺の番に閼歩され白井正江

水の音天にひびける木の芽山
雪女俺は左へ曲ろうか

たまゆらの海光そそぐ木の芽坂土田一郎

ダンボール打つ春の雨鼓めく渡辺一子

啓蟄のはたして雨となりにけり齊藤祐子

フィヨルドのさざえ部落や長者橋

大橋の架かりし村や荒布干す

露座仏に 秘 め し 伝 説 五 月 雨 中 川 紀 元

鴬を潮風に乗す長者橋山田みさを
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新緑や礫となりて河原鵜齊藤祐子雄子鳴くや庭の繁みをかき分けて

子供より親緊張で入学す後藤綾子

夏冬の帽子にまよひて花日和菊地暁村五月雨が庭石黒く染めにけり
佛前に祖母の好みし桜餅石川富子
万燈の町の祭りや空明かく
水写す菜の花踏んで耕転機渡辺威人うららかや黄色い帽子の子が帰る
初夏や主治医の言葉﹁大丈夫﹂

葉桜が風にすれあひおびえあひ鈴木黎子山萌えて過疎の村にも赤子泣く

老鴬や名刹の階天へ延ぶ士田一郎歳時記の分厚き﹁夏﹂を取り出す祭馬噺き花のはらり散る須藤たえ

風に落つ山吹の里語り継ぐ生田政春更けて尚祭太鼓の遠く打つ

新緑に雨の四日も降る気鯵羽柴雪彦喪の家に門灯点り春霞

黄水仙石を標に童塚

母の日の幼なの文にはげまされ上川マサ子一

たんぽぽの綿毛吹く子の丸い顔笹井敦子一

ｒＩ００Ｉ０Ｉ１１０１０１１１１０００００００００００００Ｉ０Ｉ０Ｉ００ＩＩＩＩ０１９０ｌ１０１００１１０００１０１０ＩＯ０１１Ｉ１ＩＩＩ０１１ＩＩＩＩＩ０Ｉ００００００００００００１１０００１０１１１１０１ＩＩ１Ｉ１Ｉ００９０１ＩＩ０１１００Ｉ０００

一岩百合の寺の菩薩に恵み合い金子立矢

一半島は単線電車枇杷熟るる加藤たかお枯れ松にしばしの晴着藤の花本間日吉一
一巣作りに雀盗みし換気せん金子秋二一春お滝苔むす行者の顕彰碑渡辺岩夫一

一対岸を覆う雲海山桜梶田チズ花冷えや静かに眠る行者墓本間博一

あま

一波引くがごと舟虫や蜑の寺伊藤正一風さそ削楓に舞散る牡丹かな高橋秀夫一
一枯松や遊女の化身か春朧宇佐見万作百段に椿花を敷きて天神社名畑宗八一
一若葉風世阿弥の越えし峠道梶井弘子出かけずに孫待つ楽しみ夏休暇野崎東一

一青簾月ゆがませて風渡る青木田鶴子すずやかに眉目をひいて人形師佐々木半七一

沢根すがも俳句会一句抄

︒０１０１１１０１０１００００１０００００００１１００１０００１１１８１１１００１０１００９１００１１０００００００１１０１１１０００１１０１０１１１１０６０１１０１０１００００１１１１１００１１１１１１０１０１０１００１１００１０１００００１０９００

十四
年み
四月
白草
水会
春祭り出店の前で決らぬ子影山平
タ成ケ
す
れ
仁王の指に遍路札中川紀元

草刈りの小昼の畦に帽子置く

ぶらんこの席は一つや春愁高埜健蔵木毎庭先の連翅あかり鍵かけず池野よしえ

診察を待つ間ぽそぽそ春のこと月碧くかたまりて咲く沈丁花

料哨や白嶺颪のどまんなか川上芳夫新緑の瀬に操み合へり鰔の朱届きたる遺句集ひらく花の昼斉藤しずえ

短夜に過ぎたる過去を確かめり

夏蝶と老妻だけの古稀の朝保科ひろし待春の廻せば軋む水車下萌や日々是好日と言ひ難く岩城昭男

潮騒を友に萱草乱れ咲き

一一

67

春田背に告知書束に掲示板本間ミサ

制服のうひうひしさや風光る

桜蘂被りしままの石地蔵斉須ヒサエ

宝輪にそっと触れ行く春の霧

一番星ことに輝く立夏かな平岩静

振花は幼き頃の遊び花

命毛を頼りに一筆春だより斉須ヒサエ

春北風孤舟向き変へ網を刺す

田のつまに黒き漣波鯏糾の棲む岩城昭男

さなぶりや赤子に泣かれ乾杯す

老鶯や瀬音はさみて呼応かな

墓二つひそと卯の花腐しかな岩城昭男

列島をゆするサッカー梅雨に入る

雨後の山引き裂くごとくほととぎす

民族館牛の眉間に蝶あそぶ

御手洗の廟つたひて梅実落つ

刺子吊る語り部婆の夏座敷山城やえ

手のひらに合はせば余るアマリリス

川囲む五十戸の村あやめ草斉藤しずえ

今日も賛に丸ごと貼られ夏の烏賊

本間ミサ

園児らの並んでならんだチューリップ

桜鯛十字に刃物入れらるる平岩静
曽我堂の 落 花 に 置 け る 旅 鞄 山 城 や え

裏磐梯美術館への道をしへ平岩静

振売りの魚寵よりあごの潮垂らす

桂月の句碑に斑入りの椎若葉山城やえ

明易し庭師脚立を降す音

大南風婆唄ひ出す佐渡おけさ

木毎

花の雨湖への傘かる湯本館

木毎
牡丹寺齢重ねし庵主様石川富子

にほひたつ男結びの菖蒲束池野よしえ

ルーズてふソックスの娘や夏来る

紅などは刷かずに日日を夏の畑石川富子

平成十四年六月白水会

沢風にロープに絡む鯉のぼり

山の雷沢渡り合ひ響き合ひ

白百合の筒のぞき見る少女かな石川富子

平成十四年五月白水会

をだまきや加賀の旅路の無人駅池野よしえ

夕良女や磯根に傾ぐたらひ舟

木毎

咲き出づる牡丹の彩を数へけり

刺までも美しきもの仙人掌花

羅の裾が気になる小路風中川紀元

山桜蘂ふりそそぐ野の佛須藤たえ

飛魚のたたき振舞ふ海士の村

半切りの朽ちしがままに夏の浜斉須ヒサエ

雨の市土辣韮のにほひをり

露座佛に天蓋かけて合歓の花池野よしえ

蜻嶮の塩かけられて細りゆく

小さき腹戸にひたとつけ青蛙須藤たえ

平成十四年七月白水会

苗植ゑて田に写る雲揺れやまず

虹の端紡いて岬船送る中川紀元

花烏賊のパック二つを買ひ求む

子つばめの戻りて軒に雨宿り後藤綾子
たんぽぽの紫飛ぶ彼方青き空

夏至と言ふ今日久々に雨となる須藤たえ

小佐渡嶺は雨にけぷりて濃紫陽花

春愁や柳行李を繕ふて

久びさに聞く雨の音花菖蒲後藤綾子

御一体春帽目深の六地蔵本間ミサ
咲くよりも散る嵩多し八重桜斉藤しずえ
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キャンプ張二シ亀とふ巖二つ中川紀元

朧月おぼろでもいい亡き娘顕て中川ハッヱ

義母の忌やだいこんの花添えて活け

野口美代子

種つけて農継がぬ子と小昼食ふ嶋田寿美子

御輿蔵青蔦錠前かくしけり本間ミサ

初蛙正座し在すお梅堂計良貞雄

合歓咲くや潮の香の満雨の浜
梅雨寒や路地に煮染めの匂ひくる

桐の花北山高く揺ぎなし

野口美代子

佐々木キヨ子

葉桜や取りはづされし町飾り伊藤ひで子

︹秀逸︺

中川ハッヱ

フランスパンかじりて歩く立夏かな

朝少し小走りして見るつつじかな

種物の蒔く日書き込む露店市羽根洋子
春雨やしっぽり濡れて立話嶋田寿美子
絵模様を日々広げゆく雪解山幡豆一三
町長のおいらん道中花吹雪加藤文子
花屑も子らと乗込む路線バス加藤文子
いつもより混み合ふ茶房村祭生田政春

春暖やもぞもぞ動く団子虫今井敏夫

七彩の芽吹き競ふや城ヶ尾嶺羽根洋子

緋牡丹の花照りかへす寺領かな伊藤ひで子

わが葬の段取り想ふ四月馬鹿中川ハッヱ

畦塗りや泥を落して一人酌む嶋田寿美子

本間凌山

島祭振袖似合ふ日系人生田政春

伊藤ひで子

母の忌の墓につもりし黄砂かな伊藤ひで子

野口美代子

牡丹寺訪ねし人の声幾重谷川郁子
がら

頑なに生きる命や落ち椿生田寿栄

畑野俳短クラブ五月例会
山本修巳選
︹特選︺

畑野俳短クラブ六月例会
山本修巳選

今日もまた風にさからひ田を植うる

小雀来て梅の花びらこぼしけり本間みどり

酒蔵に花輪ならぶや聖五月

ぺ︒と

筍や一家の集ふ連休日

︹佳作︺

水口のたんぽぽ泥を被きをり加藤文子

山吹きや沢の小径に児らのこゑ本間みどり

かぎろひの奥の社や石の獅子佐々木キヨ子

輔りや不法投棄の粗大ゴミ
計良貞雄
姫塚へ続く小径や落椿佐々木キヨ子

︹佳作︺

芥子菜の苦み程よし酒進む今井敏夫
花時の再会約す尼僧寺佐々木キョ子

爺達と造る児童の水鉄砲斉須ヒサエ
お手玉を縫ふ女生徒の顔の汗

またしても漁妨げる梅雨の潮岩城昭男
庭隅に十薬の居場所残しけり

草木染めの扇子選びて旅立ちぬ斉藤しずえ
冷素麺佛と吾とですすりけり

山城やえ

豪農の大井戸囲む四苑かな平岩静
梅雨晴や裏磐梯の猛猛し
紛れ込む鮎に水澁流しけり

振り向けば頭を越えて落つ熟れ杏

畑野俳短クラブ四月例会
山本修巳選
︹特選︺

生田政春
昨日より今日のかたちの牡丹の芽

ねぎらひの桜湯ふふむ尼の寺佐々木キヨ子

残雪や山 ふ と こ ろ は 紫 に 伊 藤 ひ で 子
初つばめ古巣のふちに羽休む生田寿栄
︹秀逸︺
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︹特選︺

薫風や杖折りたたむ旅鞄加藤文子
郭公や手を繋ぎたる道祖神本間凌山
︹秀逸︺

伊藤ひで子

植田水引く水口の士匂ふ佐々木キヨ子

ひとつぶ

﹁一粒﹂の和菓子屋閉ぢぬ夏のれん

草やぶに競ひて伸びし夏わらび嶋田寿美子

巣燕の溢 れ む ぱ か り 妻 寵 宿 羽 根 洋 子

水草に目高の卵付き始む今井敏夫
佐々木キヨ子
藤浪や謡ひて過ぐる﹁須磨源氏﹂

佐々木キョ子

野口美代子

幡豆一三
谷川郁子
生田政春

青嵐ドイツ︑カーンの面構え野口美代子

幼児を残し逝きけり螢とぶ生田寿栄

九十は竹の一節寸取虫

獣道一切無我なり滝飛沫

もの想ふ黄昏れし身に藤の雨東弘乃

腰かけていただく観藤茶会かな

朝風に木立のゆらぐ五月晴本間ハツ

田植ゑ終へ水張り連ね一休み

中庭の藤葉青々花終る粕谷誠司

ときわ荘俳句クラブ五月句会

静けさや風の音あり竹落葉谷川郁子

残されしメモ傍らに梅を漬く谷川郁子

死が見えて死後が見えざる羽抜鶏

生田政春

梅雨晴に田守り頼みて旅立ちぬ嶋田寿美子

爽やかや雲の切れ間の穂高岳本間凌山

裏山の闇竹皮を脱ぐ音す本間凌山

能笛の彼方遊びし螢かな佐々木キヨ子

村衆の揃ひ火入の薪能佐々木キヨ子

野口美代子

牡丹の終へて静かや花の寺
帰る子のみやげに持たす笹糘

梅雨近し川面静かや最上川

浮草やうたたれをりし蛙殿

畑野俳短クラブ七月例会
山本修巳選
︹特選︺

あたらよ

梅雨明けて婚姻色のたなごかな今井敏夫
ででむしや風が捲りし和譜帖加藤文子
可惜夜の銀河に坐して居眠れる生田政春

山蕗の手寵に重し山の市羽根洋子
︹秀逸︺

小粒なる枇杷の大木ゆるぎなし伊藤ひで子

螢火のひとつ紛れし能見席佐々木キョ子

︹佳作︺

子を送る花アカシアの駅舎より

戻り来し手かごの中の茄子胡瓜本間みどり

生田寿栄
百合そへて友見舞ひけり昼さがり

山の背の夏めく雲や立ち上る本間みどり
夏の海夕陽つるつと立ちつくす伊藤ひで子

通し土間抜けて四苑や湖畔展加藤文子

満開の桜ふぶきの黄昏れて熊西きいこ

更衣セルも袷も娘は知らず嶋田寿美子

子つばめの生れし気配す雨しきり

本間みどり

疲れをも忘れさするや茄子の花中川ハッヱ

海近きふるさと恋し母恋し

能登島や十三階の大落暉加藤文子

初蝉の声のかそけき厨窓羽根洋子

木蓮の散りぎわ悲し舞ひて落つ

雨上り狭き中庭緑立つ兵庫フミ
︹佳作︺

白々と亀裂はしりし畑に喜雨伊藤ひで子

奥飛騨やバスより降りる夏帽子羽根洋子

遠山の雨流れ来し花卯木本間凌山
葉桜や人跡絶えし峡の里本間凌山
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夕暮れの太鼓の音や祭り月

高橋力蔵この年も生命頂く笹糘東弘乃

朝早くえさを唾へて燕二羽福田春枝

鴬の声に目覚めし床の中

春雷に雀怯える軒のかげ谷郷キミ

五月晴一筋引きし飛行雲水面埋め影も写さず蓮浮葉

しば櫻一面敷きしめ花絨毯遠藤キクエ雨蛙時を知らせて声変はり兵庫フミ

朝まだき遠臭の声かすか下林君遠近に祭太鼓のにぎわしさ熊西きいこ
春の庭色鮮やかに咲き乱れお盆入りみ仏きれいに拭きあげて

ひなたぽこ老いの背丸く針仕事

春近し動き始めし池の鯉首藤マツ

白藤の咲きこぼれたる朝の庭扉の外子猫三匹寄り添ひて

水芭蕉咲く山の田や小佐渡越へ志苫ユキ台風を案じて子より電話あり下林君

友よりの便りと新茶届きけり

鷺草の鉢植え部屋に誕生日中川晴子

俺一人六月生まれの祝いかな

おはようと爽やかなりし朝廊下本間健治

武者人形飾りて添える笹団子

鴬の声きそひ合ふ森の中梅雨明けに一気に蝉の鳴きさわぐ

遊ぶ子ら水面に映えて菖蒲刈る矢川和彦指切りし又のあふせや花あざみ遠藤キクエ

俳句集しばし伏せ置き初音聞く渡部秋子あじさいは一雨ごとに色香まし志苫ユキ

春燗漫百花の薫り夢のうちジョギングの靴音ひびく初夏の朝

夏空や重なり合ひし越の山

おのこゐる家鯉幟いさましく

若竹の緑濃くしてさわさわと石崎いせ

夏寺と言はれて蝉のしきりなり銅テル

残雪の峰をゆるがす鬼太鼓安西恵美子不如帰朝のしじまを鳴き渡り渡部秋子

鬼舞ひの心おどらす春祭更衣心もかるく深呼吸
ぼんぽりに灯点りて花の宴電話にて母に聞きつつ梅漬ける

夕焼けの赤く染めたる尾根続く高木アキ子

降り止まぬ傘の出迎え父の日に

残照に竿まき友は磯遊び矢川和彦

つくしんぽおいらの出番と顔を出し

蓬摘み匂ひの中に笑顔かな

選者吟佐山香代子轟音に芝のざわめく夏の華矢川和彦

花冷への空に小鳥の飛んでをり弾正ミ子

縁側の図鑑抜け出し黒揚羽

選者吟佐山香代子

梅雨上がり緑濃くなる山も田も

山鳩のふた声揺れる花通草初蝉の音の耳ざとし昼寝どき
すれすれに山門くぐる燕かな動くたび溜息のでる猛暑かな安西恵美子
ときわ荘俳句クラブ七月句会

暗闇に飛び交ふ螢すいすいと

掛けあいで二羽の燕は巣を作り後藤博子

うつうつと晴れぬ心や栗の花石川和枝

黒揚げ羽翔びて社の静かなり粕谷誠司ふるさとも父母も遙かや泥鰭汁

庭を掃くまた一枚の病葉が

青々と青々田圃豊作待つ
七夕に何を願はむ老い我は

天辺にのぼりつめしゃ花葵本間ハツ待鶴荘俳句会六月句会
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選者吟佐山香代子
青葉木菟祭前夜の杜鎮め
篝火の消へ杜深し能の果

真野歌会四月詠草
平成十四年四月二十六日

於真野町公民館

ひともと

佐々木栄子

競ひ咲く桜もよけれ山路来てひそかに咲ける
一本もよし

タンポポはライトアップのごとく咲く白じら

続く桜並木に若林美保子

手の平に一つ受け取む若葉吹く風に降り来る

竹本喜美子

春祭り終はりし町に竿売りののどけき声が尾

桜の麓を真後静恵

を引きてゆく

人間ドック肥満度Ｃの成績にまた誓ひたり食

近づけば飛びたつならむせきれいを草を抜き

事制限服部志保子

朝明けを春あふるるとソプラノに目覚めうな

がすうぐいすの声景山悦子

娘の宿に盛る桜が見ゆるとふまだ見ぬ花を思

金北山今朝晴れわたり緑濃き夏の彩りまとひ
五月晴れ木々の若葉は輝きて田植おへたる野
かわず

神主ののりとと共に蛙らの啼くも哀しく葬

若林美保子

宮島の社に舞へる羅陵王仮面の奥の眼鋭し

翔ぱむには遠き蒼胄さみどりの折鶴蘭は吊鉢

鴬の高鳴きときにひびきくる寺の裏藪胡蝶花

に垂る石塚多恵子

のひそけき酒井友二

平成十四年六月二十八日

真野歌会六月詠草

於真野町公民館

思はずに涙出できぬ長病みの君が覚悟の余命

を聞きて服部志保子

あぢさゐの陰に人ゐる気配して藍の花毬うご

く寺庭伊藤節子

乳を吸ふみどり児は手をしつかりとにぎれり

未来の夢をつかむか景山悦子
持田良枝

新緑に照らふ光は斑となりてきらめき跳ねて
森に遊くり

つひを住む家と思へばかかづらふ農を捨てた

つつはなれて見やる佐々木栄子

於真野町公民館

平成十四年五月二十四日

真野歌会五月詠草

ダムを抱く山のをちこち鴬の声をやみなく空

ひて眠る石塚多恵子

る納屋の修理に伊藤節子

春祭り孫のみつむる鬼太鼓その母の打つ音は

や さ し も 高 野 昌 子 にひびかふ酒井友二
近づけど恐れもみせず椋棡の毛をくはへて去

りぬ巣づくる鴉中川アイ
持田良枝

潮騒の聞こゆる島の御所桜七百年をなほも咲
きつぐ

伊藤節子

儀は進む高野昌子

つばくろが餌を欲るさまにみどり児はのみど

有機農法を君あかず説く政治家の金銭疑惑ひ

ろがる国に服部志保子 て 光 る 中 川 ア イ
は薄緑石塚美代
を見せて大きく欠伸す竹本喜美子

真後静恵

西陣織りの丸帯裁ちて縫ひ上げし玄関マット
丁寧に敷く

皇孫の誕生記念の親子雛互みに見交はすさま

に貼り終ふ石塚美代

て春は閾けゆく

屋敷ざくら伐りし鬼なる手の甲に青すぢたち
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軒深く巣づくる雀かしましく朝朝棒もて天井切岸の石仏達のみそなはす補陀落の海反照ま渡りくる風に湧く汗冷えて落つ畦草を刈る梅

を打つ木村敏子ぶし石塚多恵子雨晴れの午後中川アイ
つの

真後静恵くり返しつつ佐々木栄子指に足らず本間哲夫

老杉を巻きてのぼれる藤の花明るき色をそへ病院のお知らせの貼紙声にして老爺読みをり退職者の会に集へるメンバーに大正生れは十
てゆれをり

景山悦子

摘蕾の吾はたじろぐ柿の幹に角いからする毛みどり児の深き瞳にみつめられ五十路の我の光りおりしホタルは無事か堤防を洗いて濁流

虫の群に中川アイ邪心洗はる景山悦子うずまきてゆく

深浦に成れる大橋浦々の村をつなぎて幹線と筍は身の丈に伸ぷ山里の道の舗装の碑より出疎開の子と慣れぬわれとが植ゑし田に困りし

なる石塚美代でて持田良枝ならむ兵士の親は高野昌子
義母在らぱ炊かむ豆飯わが炊きて年々供ふ義長者ヶ橋とふ巨き吊橋二十戸の半農半漁の村日本に生れ育ちたるこの燕命果つるはいづこ
姉の忌日に高野昌子をまたげり酒井友二の国か真後静恵

ａＵ０■●■Ｂｖ■５

ヘルシンキ

祭獅子大きな顔の奥に顔

石地蔵あまたおはせる灰暗き山に日差しの洩平成十四年七月二十六日蒔きし人逝きて二月しらじらと蕎麦の花咲く

ビブラート曳きつつ鴉鳴き渡る夏至の夕べの蝿の声にまじりて隣り家の電話のベルのひび

明るき空を若林美
真野
保歌
子会
く七
夕月
暮詠れ
草若林美保子
真野反
町公の
民館田に服部志保子
竹本喜美子於減
一日Ｕ■Ｕ■ＵＱＵａ■■Ｕ■Ｕ■ｇ■Ｕ■■■ｇ■Ｕ凸Ｕ■Ｕ由り■Ｕ■Ｕ■Ｕ■ｇ■Ｕ■Ｕ■Ｕ白Ｕ凸︑■Ｕ■Ｕ■Ｕ■Ｕｂｇ由Ｄ自口■Ｕ■■■■０▽■Ｕ■■■Ｕ■■凸Ｆａｇ︽■■■Ｆ■■︑Ｏ■Ｆ■■０■一■Ｕ■ＤＤＵＱＴＯＵ凸ｇｏ■一■

れきて温し

柿の里俳句会

地酒の封ぽんと切りたる若葉風伊藤正一白夜なり鍛冶屋の像の槌かざす中原雅司

夕涼や篝火焚きて能舞台金子末雄薔薇は黄にチャペルの屋根の三角形三浦秀子

捕虫網に風溢れしめ児らの列ヴァイキング王の牧場の夏霞

辣韮掘る一坪ほどの畑かな水口に蛇とぐろ巻く山田かな

１１００００００００

風通る道を見てをる端居かな酒井充ひとときは螢の中に妻と居り山本修巳
黒鯛釣りし知らせ一升瓶提げて鬼太鼓の遠音に螢見てをりぬ

毛虫焼く藁火を高くかかげたり須藤美春
ＦＯＯＯＯＯＩ１１１０１０１１１１１０１１１０１０１１０１１１１１１００００１００００００００００１０００００１１００１０１１１０１０１１１１０１１１１１００１１０１１０００００１１０００１１０１０１１１０１９１１０９１０９０１０
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露店市の平目が箱より跳ねて出づ値引き掛け

あふ客の足元竹本喜美子
石塚美代

台風の過ぎし朝明け山鳩の声ひびき来る寺の
森より

全国報のテロップ流る昼暗くしのつく雨の佐

道の辺の地蔵の丈を覆ふ草梅雨の日射しにい

渡の水害伊藤節子

山の田の江普請に行き満作と雪割草の咲くに

出逢ひぬ荒井正子

日につれて茎伸びきたる葉牡丹は白きドレス

佐野京子

モザイクの絵画のごとく家と木を映して村の

代田ひそまる中川アイ

荒井正子

平穏な心に目覚め朝明けの鳥のさえずり耳す

にし

まし聞く

春耕の音に誘はれまだ寒き風の吹く田に水を

風強き西風のなだりに片栗の丈に咲きたり白

根葵は伊藤節子

お水もらいに来しお井戸庵の参道の土手に桜

の人形に似る中川アイ
の愛らしく咲く

椿咲く寺町の坂を登り来て庄吉おさんの比翼

やすらぎ堤の桜盛りてにぎはへり明日は雨と

廃業にシャッター閉ざす店ふえて街静かなり

佐野京子

﹁夢欲し﹂と声をしぼりてスナックに迷彩服

の緑まばゆし

空晴れてツバメ飛びかふ田に近き山のなだり

きれを放つ持田良枝 塚訪ふ酒井トシヱ 引き来ぬ渡辺威人
数知れぬ気根這はせて椋棡の木を搦め取りた

台風の来るとしいへぱ境内の神灯しまふ夜宮

り凌霄花は石塚多恵子 春陽の下に服部志保子

伊藤節子

渡辺威人
竹本喜美子

菜の花の囲む墓処に二十九に逝きたる姪の納

少女らが﹁箱根八里﹂を大道で踊れり島の春

骨をなす酒井トシヱ

六百のマラソンランナーが駈けてゆく山の裾

の祭りに竹本喜美子

ちに浮く

後藤恒雄

畦寄せを終へて水張る里の田に蛙の卵そちこ

風に散りて内田千枝子

さみどりの新芽のまぶし木犀の古葉は春の疾

使ひ来て三十年余畳まれし瀬戸物店の名の入

れる皿佐藤瑞枝

江口稔 野は菜の花さかる服部志保子
酒井友二

於金井町民会館

平成十四年五月十日

金井短歌教室五月詠草

に春は来にけり

まんさくの下にわうれん咲き出でてまづ庭隅

花の静けさ

染井吉野散りたるのちの庭に咲く枝垂れ桜の

く孫のいとしさ

みどり児を抱ける腕の手応へにしみじみと湧

を見ながら

御詠歌をうたひて遍路の峠越ゆ路傍に蕗の薑

も待たず佐々木栄子 ふ土曜日の昼佐藤瑞枝 の男が唄ふ石塚多恵子
かつて教師の老女を葬る火葬場の控への部屋

の靴は八足酒井友二
金井短歌教室四月詠草
平成十四年四月十二日

於金井町民会館

長の子を産みつぎの子をうしなひし四月今年

内田千枝子

戯れ合ひて下校の児等のランドセルに風花の

も桜が盛る石塚多恵子
散る道は明るし
の桜と

滝桜咲けば思はむ娘はわれと三春に買ひし苗
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うつむけるままの若者携帯にメール打つらし

若き友の弔辞書きつつ浮びくる間なく一周忌

内田千枝子

牧水の酒賛歌五首の扁額を掲げてひそけし信

高畔の草刈りゆけばコルセットをつけたる腰

濃の湯宿佐藤瑞枝

みて明るし

内田千枝子

梅雨寒の夜半は晴るらし窓にさす六月の月澄

村人のまた一人逝く雲垂れて雨に青葉も畷り

日にちをディサービスに行きしぶる姑をなだ

母の日に娘より届きしアイシャドーつけては

シュートゴールの一瞬竹本喜美子

サポーターらの熱気は大き渦となるあはやの

つが見ゆ酒井トシヱ むる出勤の路石川和枝

深浦の海清ければ海底に樹林のごとく藻の立

の写真は若し

鈴蘭を摘みきて今朝の供花となす植ゑにし夫

泣く朝荒井正子

国営の潅概事業行き詰まり失政なじる声の高

迎ふる友も江口稔 ま る 渡 辺 威 人
電車の席に酒井友二
金井短歌教室六月詠草
平成十四年六月十四日

於金井町民会館
六月の潮目のしるき海峡のはるかに出羽の山

見あぐるに青空突きてすくと立つくれ木の中

渡辺威人

ぬ人にならひて後藤恒雄

ミニトマト小玉西瓜に南瓜まで小振りを植え

たる廊下の向かう

車椅子にわれの名を呼ぶ病む友を見舞ふと来

の大杉枯れて中川アイ

於金井町民会館

平成十四年七月五日

金井短歌教室七月詠草

撫でゆく

酒井友二

六月の南風は砂丘に這ひて咲く浜昼顔の花を

賊を数へて江口稔

子供らは釣り竿に指す一列に綱に干さるる烏

かうに笑まふ佐藤瑞枝

結婚式が明日に迫れる隣り家の青年垣根の向

ヒー豆でも挽くか伊藤節子

大工らの来ぬ日曜日ゆっくりと起きぬコー

なみかすむ伊藤節子 は汗にあえたり
江口稔 拭きぬ一人の部屋に酒井トシヱ
道端にむじなの骸を突つきゐて車恐れず鳶の
久びさに届ける友の便には余命一年とつづら 花 終 へ し 鉢 の 皐 月 は 植 ゑ 替 へ に 根 を 土 な が ら
つがひは服部志保子 るる鳴呼石川和枝 鋸に挽かれつ石塚多恵子
夕闇に溶け込むとせず白壁の落ち尽くしたる
梨の木の峠に若葉の攝くをききて眠れり水子
路
に
散
る
ポ
プ
ラ
の
紫
を
小
雨
降
る
朝
は
靴靴靴が
古き土蔵は中川アイ 踏みゆく
酒井友二 地蔵は服部志保子
通夜果てて仰ぐ眉月ありなしの量の彼方に彼

岸はあるか石塚多恵子

荒井正子

死といふはすべて無なりと言ふ人は縁なき衆
生と我は黙せり

故郷を忘れぬ幕吏収蔵の世界地図飾る深浦の

橋後藤恒雄

紫に都忘れが代々を咲く流人の島の初夏の山

道竹本喜美子

紫に露草の咲く士手の下里芋の種夫婦で植え

ぬ佐野京子
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相川歌会四月詠草
平成十四年四月十九日

於磯部宅
あけ

に添へあり

平成十四年五月十七日

福島徹夫

卓上の踊り子草におやすみを言ひて眠ると文

り覚まさる田中義和

暁立ちの船に乗らむと早寝せし夜中の風に眠

気の遠き遍路の道と思へども巡れば至る浬繋

の境地井坂照

散歩終へ家に帰れば﹁ワン﹂と鳴き飼ひ犬ジ

ョンは挨拶をなす小宮山安子
むかしみしうごきにひとがのぼりゆく
はるのひのさすこやまのみちを

うぶすな

蔦をまとへど標準木の役目負ふ桜ひそけし萱

のびのびと選挙に向ふ誰からの指示も依頼も

はるぞらになきゆくとりをめにおへば
くもとまがへるうすきみかづき

森幾

無き投票日田中義和

の晩酌二合

北見亀男

馬鈴薯の芽を欠きゆくに茎の根に小さき芋が

﹁金の管﹂持ち帰るとふ金掘りの夫待つ詩碑

すでに連なる佐藤香代子

が今日除幕さる石川和子

みが回れり

磯部玄遠

終日を雨降りこむる町並みに床屋のネオンの

酒井友二

平成十四年六月二十一日

於磯部宅

相川歌会六月詠草

高し

寺裏の山の鴬もろ烏の声にまじりてひときは

なしさ

篤農と賞賛されて得しものは神経痛と老のむ

朝日子は水平線をはなれ来て船も港も陽の中

相川歌会五月詠草
森幾
産士の桜が忠魂碑に舞ふに﹁花と散れ﹂とふ
に燃ゆ山本軍次
於磯部宅
叫び耳朶打つ磯部玄遠
鴬の戸惑ひ気なる声聞こゆ桜の開花十日早く 満開の櫻に囲まるる詩碑の除幕式昔の金山瞼
井坂照
に浮ぶ小宮山安子

て荻野豊
薮の中に林京子
しば

石川和子

空き家なる庭に黄色のチューリップ明治気質
の人は今亡く

空爆のやまぬ彼方とつづきたる果てなき空の

あさかげ

除虫菊今が盛りと咲きほこり北野神社は白の

なき交はす番ひの鶴の吐く息も凍れる湿原の

朝光の中渡部須磨子

すがやかにたったまねぎのはのもとに
あはきみどりのたまのゆふばえ

満開を過ぎたる花の散る祭り幼き仕草の小獅

音に聞く羽茂大崎蕎麦の里流石にうまし三杯
出雲大社の屋根を模したる新築の家が陽に映

ゆ畑の中に林京子

心地よき疲れが四肢にしみてくる田植ゑ上り

椎茸の楕木を切れば視野開け遠山近し雪をか

ずきて田中義和

森幾

子が跳ねる渡部須磨子 絨綴小宮山安子

桜を仰ぐ北見亀男
食べぬ荻野豊
種蒔きを済ませば気になる籾発芽日にいくた

先陣をきった燕が今きたと言はむばかりに吾

びをハウスへ通ふ佐藤香代子

が側を舞ふ山本軍次
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渡部須磨子動かず

井戸水に頼る散水幾日かホースの筒が水切れ金山の盛衰偲ぶ京町に音頭流しの三味の音ひ草刈りて進みて行くに田の畔に卵を抱く錐は

て鳴る荻野豊びく田中義和

橋立の松の蒼きに安堵せり上から見ても逆さ今年竹皮痕白きが伐られゐて苔梅堂に鴬の鳴梅雨に入り小雨も霧も鯵陶し天の恵みの季節

こけうめ

に見ても福島徹夫と言へど

相川歌会七月詠草

林京子く
荻野豊
くも膜下出血の姉は十二時間生死の間をさま力強く鍵盤叩く羽田健太郎握手する指ぶあつ

よひて北
逝見
く亀く
男太
渡し
部須磨子

朝の餌のおそくなりしを鯉に詫ぶ紫陽花咲けひれもすを畑仕事に疲れ来て充血の眼を鏡に基盤整備せし田も四年目この夏は泥鯰目高の

屋号呼ばず上ね下ねで通じたる下れの姉よ俄平成十四年七月十九日上越線の窓に長なが続きゐし桑畑今ひととこ

磯ろ
部宅
かに逝きぬ佐藤香代於子
もなし磯部玄遠

朝とりし完熟毒の山盛りは青磁のⅢに艶めきせうねんのひのこひごころほのぽのとよぽつかりと穴の開きたり十八年の絆つながる

る一畳の池石川和子写す小宮山安子増え初めたり佐藤香代子

砂利道の向かうに友の家見ゆる幼き頃のその偏見は解けてなどめりにこやかに茶髪の男の錦鯉泳げる池に紫のあやめ咲き出で水無月と

光る磯部玄遠みがへりくるいろこまやかに森幾飼ひ猫死にて石川和子

矛盾極まる日本の農政上畑を捨てさせ田圃に相川音頭の踊りの列をいざなひて坂の行く手あるとなき風に吹かれて六月の路ちにポプラ

ままの道山本軍次子笑みを返すに山本軍次なる井坂照

豆を撒かしむ井坂照に二つ星光る林京子の紫がただよふ酒井友二

３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３８３風３§３Ｒ３ｇ３ｇ３Ｒ３ｇ３Ｒ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３Ｒ３ｇ３良３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３８

山本修巳八月十五日︑父修之助十年忌︑母ヒサ二十をかこむのが好きであった︒喜んでくれてい

編集後記ちちははの年忌朝より盆の雨前父はお盆に多勢の親族が︑夕飯のテーブル

百号を刊行することになった︒前主宰修之五年忌を親族で自宅で挙行︒神道祭は五年のることであろう︒ただ︑祭式の午前は雨が激

った︒十月二十七日︵日︶の百号記念会にご意て︑賑やかな感じのする年忌であった︒妹し前祭の祝詞は祭壇で詠んでもらった︒午後の

助の生前の言葉では︑百号が一つの目標であ節目で年忌をするが︑この前の年忌とちがっしく︑そろってお墓に行くことができず︑墓

見を聞きたいと思う︒私も来年は六十五歳︒イ子の孫四人︑私の孫二人が小学校の低学晴れ間にお参りした︒

代々続いた家蔵品の整理の仕事が残っている︒年︑学齢前の子供であったこともあろう︒生この直会の席で︑﹃山本家来訪人名録上
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奏文︵有田八郎︶ナチ崩壊の日︵河原峻一

の一羽はなかなか飛び立たない︒親燕が近く

ているわけではないが︑四羽巣立つうち最後

である︒そのころの田植休みのため︑旅行が

の旅行で︑野口英世記念館に来てから二度目

私は昭和三十六年五月︑沢根小学校の教職員

企画された︒十五︑六人のメンバーで︑三十

郎︶﹄を十年忌記念出版として配布した︒父

うに見えるが︑時間がかかる︒一回目の時は

歳前後の女性の教員が半数を占め︑華やかで

にとまって鳴いて飛び立つのを促しているよ

が︑いつ来訪されたという一面ばかりでな

朝に初めの一羽が飛び立って︑お昼前には全

ったためか︑何か清新な印象が残っている︒

あった︒私にとってこうした旅は初めてであ

が来訪者を喜んだことによるが︑個々の人
く︑どのような時代に︑どのような人が多く

二回目の最後の一羽は夕方まで飛び立たな

部飛び立って近くの電線に並んだ︒ところが

いま︑この記念館の前に佇んで︑四十年の歳

あると思う︒佐渡は平成十六年一月一日の市

い︒二日目も飛び立てない︒もう見捨てるの

来訪されたかというのは一つの文化的資料で
町村合併に向け︑議論がさかんである︒大き

いるであろうか︒私は二十二歳であった︒

月を感じた︒彼女たちは︑それぞれどうして

氏︑池田温氏︑増井節子氏︑本間眞珠氏

一羽の子燕の巣にもどる︒ようやく三日目に

た︒それから十日もたった八月のはじめの夕

巣立った︒親の辛抱のよさに感心させられ

ではないかと思ったが︑夜になると︑親燕は

家の塀は道路拡幅のため︑三十年前に作ら

次号原稿締切十月末日

れてもらいたい︒

れたもの︑同じ時になおした納屋の屋根︑六

刻︑さかんに燕の鳴き声がするので外に出ると

く過去から未来に流れる﹁文化﹂も視点に入

年前に建てた今風の建物の外壁︑ほかに下見

四羽ずつ二回︑一羽足りない︒お別れに来た

九羽の燕が電線に並んでいた︒親二羽︑子は

今まで何度となく︑燕が巣を作るが︑巣が落

珍しいこともあった︒私の家の車庫には︑

本陣の子燕はけふ巣立ちけり

一羽としたら︑どこかで合流したであろうか︒

燕の声がした︒しばらく鳴いていた︒残りの

ほどいたが飛び去ったあと︑一羽激しく鳴く

ろうか︒それにしても一羽足りない︒一時間

のであろうか︒来年の巣の確認に来たのであ

印刷所株式会社第一印刷所

認槻潴山

頒価一二○○円送料一八○円

佐渡郷土文化第百号

御芳志深謝六穂清水眞司氏︑稲辺小二郎

二ヶ月をかけた︒

板の塗りかえや補修など︑五月末ごろから約

ちたりして︑うまく巣立ったことはなかった︒

万緑や英世享年五十一

一四

郵便番号九五二

振替新潟○○六八○

○三一八

四

電話︵○二五九︶五五

五三二七
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新潟県佐渡郡真野町新町三五四

発行所佐渡郷土文化の会

新潟市和合町二丁目四

本修巳

溌雄憲醒弄婿調︵年一一一回発行︶

今年は︑五月はじめころ巣を作りはじめ︑六
そしてしばらくして︑また︑巣を作りはじめた︒

今年七月四︑五日と新町集落の役員になっ

会津・野口英世記念館

巣が小さいように思ったが︑七月終わりごろ

ているので︑那須・会津方面へ旅行をした︒

月中ごろには四羽すべてが無事に巣立った︒

また四羽すべてが巣立った︒特別に観察をし
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二ＦＦ脾四ｍ︒︒

﹁佐渡郷土文化﹂は︑平成十四年十月で百号を迎える︒ついては従前の本誌の内容や編集について忌憧のない評

価を含めてお考えを御投稿していただきたい︒本誌の創刊は昭和五十一年︑時代の流れは大きく変わり︑二十五
年を経て︑その使命は終えているのかもしれない︒

おそらく︑百号は︑前主宰修之助の予想をこえているかと思う︒本誌の刊行はさまざまな困難を伴うが︑島

内には︑調査研究成果などの発表機関もほとんどなく︑廃刊は容易であっても︑発刊は容易でないことを考え︑

ともかくここまで持続してきた︒また︑コミュニケーションが広域化した現今︑佐渡のことでも佐渡以外の刊行物で
発表できる時代になっている︒

もっとも︑﹁佐渡郷士文化﹂を隅から隅まで読むのを楽しみにしていると︑聞くこともある︒本誌の将来も見据え
た辛口のお考えもお聞きしたい︒

二七○○

投稿先咄Ⅲ新潟県佐渡郡真野町新町一二五四山本修巳

﹁佐渡郷土文化﹂事務局︵○二五九︶五五

佐渡山本家来訪人名録

Ｉ外相有田八郎﹁上奏文﹂・
駐独日本大使館河原暇一郎﹁ナチ崩壊の日﹂Ｉ

佐渡山本家を来訪した江戸期の亀田鵬斎から近代の尾崎紅葉︑會津八
一︑柳田国男︑井上靖︑草柳大蔵︑ドナルド・キーン︑水上勉︑司馬
遼太郎などの来訪録︒昭和七年からは肉筆の署名と︑数十枚の来訪時
の色紙︑短冊を復刻︒山本家来訪人名録は︑山本修之助解説を加え︑
真野町出身有田八郎の上奏文は︑第二次世界大戦終結を上奏する肉筆
を復刻︑同じく第二次世界大戦にドイツのベルリンの悲惨な首都決戦
を描く新穂村出身日本大使館員河原畦一郎の手記︒

山本修之助十年忌︑山本家の親戚の二人の外交官有田八郎の三十七回

二・︲１１

実費六千円・送料三百八十円

十工磨又即叩上﹂﹂ｘしし蜜ヤ客１了う
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Ｂ５判約三五○頁口絵カラー四頁・本文モノクロ多数

忌︑河原畦一郎の四十三回忌に親戚に配布のため小部数印刷︒
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