文

すみか

に１１７

亀井勝一郎

心

日々旅にして旅を栖とす

多呵

姓

﹁佐渡郷土文化の会﹂頒布本
二冊および数冊所蔵している佐渡の本を先着順で
ご活用いただきたいと思います︒

日と

佐渡ｌ金山と島社会田中圭一昭和棚年９月１日

二︑○○○円

八八○円

佐渡金山史田中圭一編昭和媚年８月旧日一︑○○○円
蓮佐渡田中圭一編昭和妬年８月坊日一︑二○○円
越佐のいしぶみ河路貞夫昭和別年３月二︑五○○円

茂ふるさと探訪佐藤利夫︑藤井三好他著昭和前年Ⅱ月６日

朱鷺の遺言小林照幸１９９８年４月Ⅷ日二︑二○○円
佐渡芸能史下田中圭一昭和弱年１月別日二︑○○○円

山里の人びとｌ佐渡・大崎大崎郷士史研究会編昭和弱年岨月刈日三︑○○○円

佐渡国仲の昔話付録ソノシート丸山久子編昭和桶年２月肥日

八八○円

佐渡と佐渡人廣田貞吉昭和別年岨月１日一︑二○○円
明治生まれ佐藤利夫昭和腿年７月肥日一︑○○○円

山本修之助︑佐々木八郎︑山本怪一郎︶

︿土田杏村︑久保田きぬ子︑秩野由之︑

２００４年ｕ月７日二︑○○○円

続島の自叙伝田中圭−１９８４年９月１日一︑五○○円
新潟県佐渡昔話集鈴木東三昭和銘年Ⅲ月旧日一︑○○○円

土の碩学

佐渡相川の歴史資料集三金山資料相川町史編纂委員会昭和銘年３月１日刊四︑○○○円
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相川・石井夏海﹃貼交帖﹄﹁達磨と遊女﹂問答

佐藤
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藍原清巳⁝７

口絵﹁佐渡郷土文化三十周年百十号記念前主宰山本修之助十五年忌﹂の会／

式亭三馬撰﹁達磨と遊女﹂問答
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北国米輸送と山本半右衛門家のかかわり
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祝辞／清田文武・渡辺和一郎・石瀬佳弘
挨拶／山本修巳
乾杯／戸田正之
スピーチ／須田中夫・福島徹夫・平賀巳代治・加藤広文・渡邉剛忠
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柿の里俳句会⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⁝：：⁝⁝⁝︒．

句鑑賞
卜のことば
集後記

真野歌会詠草︵四月・五月・六月・七月︶
金井短歌教室︵五月・六月・七月︶：：
相川歌会詠草︵四川・五月・六凡・七月︶

待鶴荘俳句会︵六月︶・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・・：

ときわ荘俳句クラブ︵三月・五月︶⁝⁝．．：：⁝

きんぽうげ句会︵三月・四月・五月・六月︶
いもせ俳話会︵五月・六月・七月・八月︶
木毎︵五月・六月・七月︶：鋸．：⁝⁝⁝⁝
畑野俳短クラブ︵五月・六月・七月・八月︶

真野俳句会︵五月︒六月︶︒：⁝⁝⁝⁝
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口絵説明

山本修巳

﹁佐渡郷土文化三十周年百十号記念前主宰山本修之助十五
年忌﹂の会／相川・石井夏海﹃貼交帖﹄﹁達磨と遊女﹂問答

と︑また︑計良勝範氏の︑佐渡には﹁佐渡郷土文化﹂以外に学術・

文化に関する文章の発表の場がなく︑継続の要望などであった︒

本誌の刊行には︑さまざまな環境があり︑それが整っている間は

継刊したいと思っているが︑すでに新しい芽も出ているようにも

思う︒たとえば︑佐渡高等学校教諭藍原清巳氏の江戸期の相川の

﹁世界文化遺産﹂登録にも必要と思われる︒また︑﹁島の新聞﹂編

石井夏海の研究は︑必らず佐渡の文化史に寄与するのみならず︑

集長︑横谷の長野雅子さんは︑あらたな佐渡の未来を探ってい
る︒氏は江戸期末︑長崎に学んだ蘭医長野秋甫の兄の末窟であ
る︒本誌六十号の山本修之助﹁佐渡最初の種痘医埋れた蘭医長野

﹁佐渡郷土文化﹂誌は三十周年を迎えた︒創刊は昭和五十一年
七月である︒雑誌編集の好きな父修之助は︑昭和四十八年七十歳
を機に︑﹁佐渡史学﹂を後進の山本仁︑田中圭一両氏に譲り︑自ら

秋甫﹂に詳しい︒秋甫は︑今年七月三十一日亡くなられた吉村昭
修巳

の雑誌編集を思い立ったと思われる︒﹁佐渡史学﹂から離れて少
し寂しそうな父を見て︑側面から創刊を応援したことを思い出

文月や笑まふ鬼籍の顔ばかり

碑になっている︒

渡が島﹂の文章の中から︑﹁佐渡飛鳥﹂の言葉が竹田丘陵の先端に

氏が︑父が真野中学校勤務で留守中の拙宅の座敷で書かれた﹁佐

三度も来島された評論家亀井勝一郎氏の色紙を用いた︒なお︑同

されたい︒本号の表紙は︑昭和二十六年︑三十六年︑三十八年と

式亭三馬撰﹁達磨と遊女﹂については︑藍原氏本誌論考を参照

ほど並べた︒

れた佐渡市教育委員会の北見継仁氏が話されたので︑会場に十冊

なお︑父は発刊の本の装頓に凝っていたことを︑よく父を訪ねら

いた︒少年のころ遊んだ従兄松榮新氏も来られてうれしかった︒

著﹃佐渡郷土玩具﹄の解説を読みこんで説明されていたのには驚

土人形はかつて佐渡の一般家庭では広く飾られたことを︑修之助

公開展示会場﹁松榮家﹂︶で︑松榮家の人形の説明のほかに︑八幡

氏の著﹃花渡る海﹄に登場する︒また﹁ゴールデン佐渡﹂の石川
喜美子さんは︑今年三月行われた相川の﹁ひなまつりニひな人形

す︒今回の会にも創刊からの会員七︑八名が顔を見せてくれた︒

しかし︑亡くなられた人が多い︒そのころ島内に父の応援者が
多かったことが雑誌刊行の力になったが︑とりわけ潟上の故佐山
大業氏︑矢馳の故菊地新十郎氏などがすぐ目に浮かぶ︒
今回は父の忌を一年早めたが︑出席者は︑四年前と同じ五十五
名︑しかし︑初めてこの会に出席される人が半数をこえ︑時代の
変化の急激であるのを感じた︒

この会のことは巻末にまとめて掲載したが︑ほかに︑いくつか
の発言を紹介したい︒山田昭夫氏の金北山神社に昭和十七年六月
に建てられた三宮の廣田民雄氏の碑文のこと︑中川紀元氏の昭和
三︑四十年代の両津夷の池田呉服店で開かれた高橋信一・佐山大
業・山本修之助宛の年賀状展のこと︑佐山香代子さんの︑瑞穂句
会が牛尾神社に修之助句碑﹁朱鷺の棲む山をかなたに夕桜﹂と︑
長谷寺に﹁しぐるるや世阿弥の越えし峠みち﹂を建てたこと︑中
川哲昌氏の大正期に佐渡を訪れた大町桂月の日記から学んだこ
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相川．石井夏海「貼文帖」「達磨と遊女」問答
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焦撰一達塵と通カ
ー石井夏侮﹁姑交岾一所収

石井夏海﹁貼交帖﹂所収の擦物に︑﹁達磨﹂と﹁遊女﹂が描かれさ

らに問答が施されているものがある︵注１︶︒末尾には﹁文化丙寅

脂

﹁

の﹁答て日﹂という部分をめくると答が読めるようになっている

が︑その紙面中央の問答の右下には︑次のように記されている︒

まんなかの紙をひらりとあけておよミなんし／

此下の段をさきへよミなんしたら答て日と書た／

瀞戯堂二おいて式亭三馬讓︵印︶﹂とあって︑文化三年式亭三馬撰述

である︒この文化三年は三月に江戸の大火があった年であり︑﹃式

下の段を先に読み︑その後で﹁答て日﹂と書いてある中央の紙を開

エ︑モじれつてへぞよう

おつせんいっそのミこミのわるい／

もんどうがじきにわかりイすアレサさうぢやア／

亭雑記﹄には三馬の蔵書のことごとくが焼失してしまったことを記
している︒また文化二年から三年にかけては︑三馬が独立した頃と

る︒

の指摘があり︵注２︶︑この文化三年以降は多作の時期となってい

けて読む︒そうすればその問答の答が直ぐにわかる仕掛けになって

さて︑この擦物に見られる問答であるが︑これは近世当時におい
︵注３︶︒その点では︑当時の流行を自らの作品に取り入れた三馬の

てはことば遊びの一つとして︑かなり流行していたものと言えよう

いると︑遊女の口調で書いてあるわけだ︒

答の部分は達磨と遊女の絵の一部に切り込みが入ってめくり形式に

が配置されている︒外側が﹁問﹂でその内側に﹁答﹂があるのだが︑

擦物中央には達磨と遊女が多色で擦られており︑その周囲に問答

として︑この問答を位置付ける試みがあってもよいのではないか︑

四年ほど早いものである︒その点では﹃早替胸機関﹄の趣向の先蹴

﹁達磨と遊女﹂問答は文化三年撰であり︑時期が﹃早替胸機関﹄より

ては︑すぐに﹃早替胸機関﹄︵文化七年刊︶が想起されるが︑この

この﹁めくる﹂という仕掛けの趣向が凝らされた三馬の作品とし

作家としての態度︵注４︶が確認できるが︑さらに注目すべきはこ

なっている︒その答の切り込みは︑達磨がくわえた煙管の煙の部分

と考える︒また問答による遊びは当時流行していたと思われるが︑

の問答の形態と題材である︒

であって︑煙と共に答が立ち上るという趣向が凝らされている︒そ

7

答
藍

紹介された例を知らないのであり︑それらの点からこの紹介が︑三

めくり形式の仕掛本の形態による問答について︑管見ではこれまで

は︑﹃本朝酔菩堤﹄や﹃早替胸機関﹄よりさらに三〜四年遡るこの文

う︵注７︶︒しかし﹃早替胸機関﹄で認められる﹁めくり﹂の仕掛け

複雑な仕掛けを﹃早替胸機関﹄で再現してみせたということになろ

山東京伝作﹃本朝酔菩堤﹄︵文化六年刊︶に着想を得ながら︑さらに

達磨と遊女の取り合わせ

化三年撰の問答で︑既に用いられているものである︒

馬研究及び仕掛本研究︑あるいは擦物を含む絵画等の研究︵注５︶
本稿で
では
は︑
︑ま
まず
ず若
若一
干の考察を試み︑その後に改めてこの擦物本文

について
ての
の︑
︑新
新た
たな
な海
資料となるのではないかと考えるものである︒
を紹介したいと思う︒

九年にして悟りを得︑遊女は苦界十年で年季が明けるということか

遊女の絵である︒達磨と遊女が取り合わせられるのは︑達磨は面壁

この問答でもう一つ目を引くのは︑中央に多色で摺られる達磨と

この擦物では︑﹁めくる﹂という仕掛けがあることは︑右に触れ

﹁めくり﹂の趣向
た︒文化七年刊﹃早替胸機関﹄について︑﹃式亭雑記﹄では﹁早替

んす︒苦界十年お客を壁と睨破り﹂と書かれており︑達磨の﹁九年

らであろう︒この問答でも冒頭部分に︑﹁達碇さん九年面壁ハ何ざ

面壁﹂と﹁苦界十年お客﹂を﹁壁﹂と思って年季を勤めることが対

り胸のからくり能酩卿大あたりなり︑二馬蔵板﹂とあるが︑五度の
︵注６︶︒その﹃早替胸機関﹄では口絵や挿絵に細工が施されてい

再板が確認される点で︑その記述通りであろうとも言われている

比され︑同列の事柄として取り扱われている︒

達磨と遊女との組み合わせであるが︑その組み合わせからなる図様

ここで達磨と遊女の取り合わせについて些か考えてみたい︒まず

る︒そこで﹁めくる﹂という仕掛けは三度あり︑それにより自序で
一度目は﹁美人変じて濁艘となる図﹂の口絵部分で︑めくると燭骸

︵注８︶︒画材としての達磨については︑画人北斎が江戸護国寺で文

は︑およそ一八世紀初頭に成立したとみなされると指摘されている

記すところの人の心の表と裏を穿って見せようとするのであろう︒

分︒三度めは﹁ほめことばへんじてワるくちとなる﹂の部分で︑掛

が現れる部分︒二度めは﹁でつちへんじてばんとうとなる﹂の部

９︶ることなどからすれば︑よく取材されたものなのであろう︒ま

た遊女については︑遊女に聖性を認める遊女観が近世になるとさら

化元年四月十三日に大達磨を描いて好評を博したことが記され︵注

シ﹂錦絵開版アリ︒専ラ童児ノ玩物トナリシガ︑其後形ヲダニ見ズ

に一般化し︑円山応挙など多くの浮世絵師たちによって︑絵画に描

け軸をめくると﹁ワるくち﹂が現れるようになっている︒﹃早替胸

ナリヌ・﹂とあり︑三馬幼少の頃はやっていた﹁キメ出シ﹂はその後

口﹄でも取り上げられる﹁江口﹂を題材として︑竹田春信が﹃見立

かれたと言われている︵注︑︶︒しかし遊女の代表として謡曲﹃江

機関﹄の﹁伏稟﹂には﹁余ガ幼キ頃役者早替り衣着卜呼テ﹁キメ出

ている︒三馬は豊国の﹁早替り役者絵﹂大当たりに触発され︑また

廃れていたが︑豊国により再び流行がもたらされた︑と経緯を記し

8

て江口君図﹄︵出光美術館蔵︑注ｕ︶を描き︑遊女を﹁聖なるもの﹂

のは︑当時の戯作者たちがめざしたところであろう︒勝川春好筆

理するのではなく︑どこかで茶化して身近な手許に引き寄せてゆく

南畝の賛がある︒

﹃達磨と遊女図﹄︵享和三年︑東京国立博物館蔵︑注晦︶には︑大田

と考えていたのと︑三馬の達磨と遊女を題材とするのとは︑めざす
ところが異なるように思う︒つまり三馬は当時の流行の摂取あるい
めざしたと思うのである︒

文字太夫が流を不立

教外別伝の正伝節は

正法眼蔵の帯とかせ

枯華微笑の床花

は私淑した山東京伝の方法を踏襲しながら︵注廻︶︑新奇の穿ちを
京伝には見立て絵本﹃絵兄弟﹄︵寛政六年︑注過︶があり︑その中

上げられている︒それは達磨と遊女の取り合わせが︑一つの﹁女達

の十五番には﹁女達磨﹂と﹁杖搗乃字﹂という絵による兄弟が取り
磨﹂という図像に合併させられたものと言え︑二者を一つに和合さ

九年面壁のゐつ貫けとは
汝が尻のくされ縁か

蘆の一葉の猪牙に乗て

金がふんたんたるまなるか

せたものとなっている︒ゆえにこの京伝の絵兄弟には︑達磨と遊女
一心覗機関﹄では﹁汝いまだ通の深き理屈を知らず︑虚仮のいらざ

という組み合わせが生き続けていることになる︒また三馬の﹃人間
る高慢に︑浮世の智者を見下す事︑不燗に思ひ︑今この一シ首を授

からＪ１喝

前大徳利四方赤良和南︵印︶

く・﹂︵注Ⅲ︶ともあるが︑﹁大通神﹂まで登場させ︑﹁今より心を改

めて︑通の心を起こすべし﹂と言わせていることからは︑﹁通﹂の道

を作品の柱に据えていることが︑明らかである︒絵画においてかな

は︑宮川長亀筆﹃変わり蘆葉達磨図﹄︵注肥︶などに見られる典型的

達磨にまつわる代表的な文辞﹁面壁﹂﹁蘆葉﹂を詠み込んでいる点で

な図様の発想を︑同様に用いている︒また達磨ゆえに禅の本質を示

り一般的だった達磨と遊女という組み合わせを取り入れつつ︑その
作品としている︒この問答の冒頭には︑﹁色即是空空即是色︒迷ヘ

らしい﹁汝が尻のくされ縁か金がふんたんたるまなるか﹂なる譜龍

す文言﹁枯華微笑﹂﹁不立文字﹂も盛り込み︑その上で末尾では南畝

枠の中に三馬は遊女・遊里をめぐる﹁通﹂のあり方を流し込んで︑
バ通も野暮となり︒悟れ︵月も粋となる﹂と記して︑﹁通﹂と﹁粋﹂

のことばでおさめている︒座禅をし続ける達磨ゆえに︑尻のくされ

を重んずる口吻となっているのは︑以後に触れる遊里語の多用と共
に︑問答によることばあそびのその先に︑﹁通﹂を重く扱う態度があ

︵注Ⅳ︶︑三馬はこの春好筆の達磨と遊女図及び南畝賛を知っていた

縁か︑などと茶化しているわけだ︒三馬と南畝と繋がりを考えれば

達磨の縁からは当然禅語に繋がっていく︒されど崇高な教理で究

ることを示すものではないか︑と考える︒
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に図像化されていた達磨と遊女の図案を用い︑また南畝の賛を知っ

のではないか︑と思える︒三馬は文化三年頃には既にかなり一般的

こもち﹂も同様︑楽器としての﹁太鼓﹂そのものはないという落ち

ふまえ︑名称ばかりで実際にはその実体がないものを言い︑﹁たい

田勇︑一九七九年︑講談社︶﹃江戸語辞典﹄︵大久保忠国・木下和子︑

になっている︒以下この資料中にある語句で︑﹃江戸語の辞典﹄︵前

一九九一年︑東京堂出版︶に項目のあるものを︑拾い挙げてみるこ

ていた上で︑自らは達磨と遊女の取り合わせを問答形式で擦物にし

ととする︒

たのではないか︵注喝︶︒ただここで南畝と異なる三馬の創出は︑
遊里語などの多用による﹁通﹂の表出と考える︒後掲するこの擦物
女図﹄賛の影響であろう︒

幅約二間の下水︒汚水で黒く濁っていた︒

﹁おはぐろ堀﹂Ⅱ﹁おはぐろどぶ﹂とも言う︒吉原の遊郭を囲む

冒頭部分の本文で多く確認できる禅語の使用は︑南畝の﹃達磨と遊

遊里語等の多用

あった稲荷社︒吉原の鎮守︒

﹁くる助﹂Ⅱ﹁九郎助稲荷﹂のこと︒吉原の廓内︑京町二丁目に

のこの問答中には︑吉原界隈の地名やことばなど︑その遊里文化と

専ら女郎の脱走を監視する番人︒

﹁しろくい﹂Ⅱ﹁四郎兵衛﹂のこと︒吉原大門口の会所に詰め︑

江戸時代の慣用句に﹁傾城に誠なし﹂がある︵注四︶が︑三馬撰
でもいうものを知ることが前提となって作られているものが多くあ

﹁ひけ四シ﹂Ⅱ九つ時に四つの拍子木を打って回り︑その帰りに

る︒それはやはり︑三馬がこの問答で﹁通﹂や﹁粋﹂を描出したい
と考えたことの現れであろう︒後掲本文での問に﹁うぬぼれなる客

すぐ九つを打った︒九つ時は︑閉店時刻︒実際の四つは﹁鐘四

手管を十分心得ていること︒

﹁手があらシしやる﹂Ⅱ遊里語で︑男を扱う技巧がうまい︑手練

二丁目︑角町の五町︒

﹁五町まち﹂Ⅱ吉原の異称︒廓内︑江戸町一・二丁目︑京町一・

つ﹂Ｏ

人を艶治郎とハいかん﹂と﹁艶治郎﹂を引き合いに出すあたりから︑

そのように推測する︒しかしそれ以上にこの擦物を貼込んだ石井夏
った伝播の道筋に注目したい︒ゆえにこの資料が︑江戸と佐渡との

海に︑あるいは夏海を通じて佐渡人にも︑江戸文化が流れ込んでい
文化的交流の様を示す好資料となるであろうと考えるものだ︒

江戸の遊里に関わることでいえばこの問答には︑﹁けいせいにま

交の糸口を付ける︒通ってゆく︒

﹁足がつけたひ﹂Ⅱ﹁足を付ける﹂︒近づく手段をほどこす︒情

つに限られていた︒

﹁大門口﹂Ⅱ﹁大門﹂は吉原の遊郭の門︒廓の出入口は大門の一

ことなくあげや町にあげやなきハいかん﹂と問い︑﹁客人にじやう
町﹂というだけあって︑元々は﹁揚屋﹂があったことから名付けら

なしたいこもちに太鼓なきがごとし﹂と答えるものがある︒﹁揚屋
れた町名であるのに︑宝暦頃以降揚屋もなくなってしまった状況を
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﹁すいどう尻﹂Ⅱ吉原の大門を入り︑仲之町をまっすぐ進んだ突
き当たりの所︒

﹁手とり﹂Ⅱ客扱いに熟達した者︒

﹁手くだ﹂Ⅱ遊里語︑手段の意︒遊女の客をだます方法︒

一言﹄フ︒

﹁なげる﹂Ⅱ女郎が客を振る︒取り組んだ角力で投げる意からと

主人公に起こり︑色男ぶる男︑自惚れの強い男︑半可通のこと︒

﹁艶治郎﹂Ⅱ山東京伝作黄表紙﹃江戸生艶気蒲焼﹄︵天明五年︶の

﹁水あげ﹂Ⅱ遊里語︑禿が新造となり︑初めて客に接すること︒

女郎に属する若い女郎︒

﹁振袖新造﹂Ⅱ吉原語︑新造はまだ部屋持ちにならず︑多くは姉

る新造︒年増である場合が多い︒

﹁番頭新造﹂Ⅱ吉原語︑姉女郎の世話万端︑客との応待などをす

﹁身をしづむる﹂Ⅱ身売りして︑女郎になること︒

﹁身あがり﹂Ⅱ遊里語︑吉原で遊女が場代を自分で払って︑勤め
を休 む こ と ︒

﹁桜丸﹂Ⅱ芝居者隠語︑自腹を切ること︑身銭を使うこと︒
﹁若い者﹂Ⅱ遊里での男の使用人︒

上が り ︒

﹁遣人﹂Ⅱ吉原で遊女の賎・監督等に関わった老女︒多くは遊女

出る振紬新造で︑客はこの名代に手を触れぬのが定めで︑客に

﹁名代﹂Ⅱ吉原で相手の女郎にさしつかえのある時に︑代わりに

︵七人間一心覗替繰︶中での指摘など︒

注４︑棚橋正博氏﹃式亭三馬集﹄︵一九九二年︑国書刊行会︶解説

注３︑小野恭靖氏﹃ことば遊びの世界﹄︵二○○五年︑新典社︶

注２︑棚橋正博氏﹃式亭三馬﹄︵一九九四年︑・へりかん社︶

八﹂・

録﹂︵﹃佐渡郷土文化﹄一○六号︑二○○四年十月︶の︑二−五

注１︑山本修巳氏﹁如僻雌雌蕊伽相川・石井夏海﹃貼交帖﹄仮目

かいで物を煮ながら食べるのを楽しみとした︒

﹁ほたて貝﹂Ⅱ吉原などでは鍋に代用し︑女郎が馴染客と差し向

た︒

とっては面白くないことだが︑それを我慢するのが通とされ

﹁お茶をひく﹂Ⅱ遊女が客がなくて︑ひまなこと︒

五歳以上の素人女を女郎とした者︒

﹁つきだし﹂Ⅱ遊里語︑禿出身ではなく︑姉女郎も持たぬ十四・
﹁神﹂Ⅱとりまき︑廓遊びのとも︒野太鼓︒人の金で遊ぶ客︒
き連中︒講間を初めとする者たち︒

﹁末社﹂Ⅱ本社に付属する小社︒転じて遊里で遊ぶ大尽の取り巻
﹁ちよき﹂Ⅱ猪牙舟の略︒隅田川を上下し︑吉原通いに利用した
ので山谷舟とも呼ばれた︒

﹁すけん﹂﹁ひやかす﹂Ⅱ遊里語︑女郎屋をひやかして回るだけで
登楼せぬこと︒

﹁ぶんながす﹂Ⅱ居続けする︵遊女屋へ上がり翌日も帰らず逗留
する ︶ こ と ︒

﹁八さく﹂Ⅱ八月一日︑吉原では元禄以降この日遊女が白無垢を
着る物日︒

ll

国大学国語国文学会︑二○○六年︑おうふう︶

注５︑石川了氏﹁川柳・狂歌﹂︵﹃日本語日本文学の新たな視座﹄全
注６︑前掲棚橋氏注４書︒﹃早替胸機関﹄での﹁めくり﹂の趣向の詳

色座禅豆﹂というものがあって︑既に達磨と座禅が商売の材料に

注喝﹃狂言綺語﹄︵明治一天年︑帝国文庫︶所収の報条に﹁雌聰聯七
なっている体である︒
注四︑前掲注３書︒

凡例

林美一氏﹃江戸仕掛本考﹄︵一九七二年︑有光書房︶に依った︒

細については︑同書に依った︒また本文等その実際については︑
注７︑林氏︑前掲注６書︒

まま表記した︒

一︑句点は﹁・﹂でそのまま示した︒踊り字は﹁Ｊ︑﹂として︑その

示すという操作を加えた︒

一︑底本の体裁をそのまま示すため︑底本での改行部分を﹁／﹂で

色の擦物である︒

帖﹂所収のもので︑たて二二︑七皿よこ三一︑六ｍの一枚︑多

一︑本稿で底本とした問答は︑山本半右衛門家所蔵石井夏海﹁貼交

六六号︑二○○三年四月︶

注８︑門脇むつみ氏﹁懐月堂安度筆達磨と遊女図﹂︵﹃国華﹄一二
注９︑﹃大田南畝全集第十四巻﹄︵一九八七年︑岩波書店︶所収︑﹃一
話一言﹄巻四十一︒

注ｕ︑前掲注川耆︒

注︑︑榊原悟﹃日本絵画のあそび﹄︵一九九八年︑岩波書店︶

注皿︑前掲注４棚橋氏書︑解説中︒また国会図書館本﹃落話会刷画

が︑通行のものに改めたものがある︒青←遣︑果←味︒

一︑本文の漢字表記は︑底本にある通り表記することを心掛けた

一︑本文の振り仮名等は底本にある通りを︑すべて表記した︒

語﹄本文中に描いている絵文字が七代三升が用いて再流行したこ

帖﹄所収﹃はやし屋物語﹄の欄外自筆書き込みに︑﹃はやし屋物
とを記した後で︑﹁此文にはいつれも此頃の流行をくはへたる也﹂

現当主山本修巳氏のご厚意に︑深く感謝申し上げる︒

一︑本稿が成るにあたり︑所蔵資料閲覧︑翻刻を快諾くださった︑

真︶・

＊＊＊

たが︑擦物全体の体裁がわかるよう︑写真を掲出した︵口絵写

一︑本文紹介にあたっては︑擦物全体を一〜五の部分に分け紹介し

分を示した︒

一︑問答の問と答は︑まず問を示し︑その後に﹁←﹂を付け︑答部

ったことが︑確認できる︒

と記述していて︑当時の流行を取り入れる方法が三馬には常々あ
注過︑前掲注︑書︒

注哩︑前掲注４棚橋氏書︒

注砺︑前掲注加書所載︑図ＶＩＨ︒
注焔︑前掲注血書所載︑図Ｖｌ４︒
を挙げることができるであろう︒

注Ⅳ︑烏亭焉馬が中心となったと言われる﹁三升連﹂など多くの例
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こたへいはく

ぽり
はそめ
歯も染ねど﹁おはぐろ堀とハいかん

︵一︑問の部分←﹁答て日﹂の部分︶
かミ

←髪もあらハねど﹁かミあらひ橋といふがごとし
あめ

雨にもあらぬものを﹃ふるトいひふられたとハいかん
←雪にもあらぬものを﹁かくトいひかきころばすといふがごとし
たいこ

けいせいにまことなくあげや町にあげやなきハいかん
←客人にじやうなしたいこもちに太鼓なきがごとし

しろきつれすけ
くるぺいうち

白狐の事を﹁くる助さんとハいかん

←六町の名あるに﹁五町まちといふがごとし

←黒塀の内に﹁しろくいさんのあるがごとし
とき
九シの刻
を﹁ひけ峨踊とはいかん

き

あし

氣のきいた客を﹁ぬしハいっそ手があらつしやるよとハいかん
く

←すいたおいらんを﹁チト足がつけたひといふがごとし
じり

もの食ハいものを﹁大門口とはいかん
ゑん じ ら う

←庇もひらぬものを﹁すいどう尻といふがごとし
さくらまる

うぬぼれなる客人を﹁艶治郎とハいかん
わかもの

←身あがりする女郎を﹁桜丸といふがごとし
まハしかたのぢふいを﹁若い者とはいかん
ヤリて

←もらふはづのは上あを﹁遣人といふがごとし
て きね

挽臼ももたぬに﹁お茶をひくとハいかん
かミまつしや

←手杵をももたぬに﹁つきだしといふがごとし
神体にもなき客の供する人を神とも末社ともいふハいかん

すけん

しろかさねはくぼたん

←居續する事を﹁ぶんながすといふがごとし

ゐつ寸け

素見する事を﹁ひやかすとはいかん
はつ

いち

しろかミ

八さくの白重を﹁白牡丹とはいかん

←一まいの白紙を﹁かミ花といふがごとし

←りこうなることをも﹁ばからしいといふがごとし

わからぬ事をも﹁しったかョウとハいかん
すまふ

←稔術にもあらぬ物を﹁手くだでつき出されたといふがごとし

ふじゆつ

角力にもあらぬ物を﹁手とりでなげられたとハいかん

舩にもあらぬに﹁水あげするとハいかん

←水にもあらぬに﹁身をしづむるといふがごとし
︵二︑問答の右下部分︶

此下の段をさきへよミなんしたら答て日と書た／

をんな

エシモじれつてへぞよう

こししもくさ

いちもつ

おつせんいつそのミこミのわるい／

もんどうがじきにわかりィすアレサさうぢやア／

まんなかの紙をひらりとあけておよミなんし／

だるま

︵三︑中央︑達磨と遊女の絵の部分︶

達磨さん／腰から下を／腐らして／女をたらす一物もなし
︵四︑左上部分︶

ふりそでしんざうミやうだいとこびやうぷむかついびきそくいっそく

振袖新造名代となりてハ／床の屏風に向て軒の息一息︒／

番頭新造／お茶をひいては／邸の壁面を睨で／叺の喝一喝︒／

ばんたうしんぞうちややくしよかぺにらんあくひかついつかつ

とし

←佛体にもなき朝帰りのちよきに﹁だるまも総じやうもあるがご
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じきしにんしんゆびきり

いしん

客えの操にして不立文字のきれ文あれ︵直指人心の指切あり︒以心

ミさほふりうもんじ

傳心の格子先見性成佛の床の内︒はまるハ本来無分別︒きれるハ心

がいぜんミちやわんざけぼんくう

ほたて貝に禅味をげびぞうし茶碗酒に本空を／

さとぐハち

りうかうぐハがいすいちゃうかうけいくれないミかよひくるわ

ごしん

心の／

色Ｊ１歎ソレ駒下駄のからＪ１喝︒

いろかこまげた

かつ

はな

きやく

／のならひ︒よし之禿ハミどりともよべ・花もくれないとは客の

かぷろ

粋となる︒柳巷花街翠帳紅閨︒柳はミどり紅ゐの︒意味にも通廓

すひ

無別法︒色即是空空即是色︒迷ヘバ通も野暮となり︒悟れ︵月も／

むぺつぼうしきそくぜくうくうそくぜしきまよつうやぽ

げ

でんしんかうしさきけんせうじゃうぶつとこうちぼんらいむふんぺつしん

あぢハふる時は大悟の眼に粋月を見ひらき／
外／

ばかほつすなげ

だいごまなこすいぐハち

おいらん馬鹿らしう佛子を放下ん︒

︵五︑右側冒頭部︶

はそれうきながしんじつ

そもさんかだるまくれんめんぺきなんくかいきやくかぺにらミやぶ
什塵生達院さん九年面壁ハ何ざんす︒苦界十年お客を壁と睨破り︒
／

は色／

いろ

よしあしの葉の夫ならで︒憂ふししげき川竹の︒流れにたつる真實

千年も眠りたし山本修巳
ｌ草津・岡山・丹後天の橋立ｌ

潮満つや運河に浅鯏舟の音

涼風やライトアップの湯畑に雨あがる後楽園のあめんぽう
アマッバメ火口の上を旋回す天の橋立
まこいむら
夕映えの天の橋立浅鯏掘り
草津より嬬つ恋
村へ夏の蝶
青葉深き草津の普羅の湯宿かな

天の橋立の松の葉とて

浅鯏舟膳の音高く目ざめけり

知恵の輪の灯籠涼し文殊堂

草もなく木もなき白根山に夏

残雪のなだるる火口水青し
落葉松の林春蝉降るやうに

大いなる茅の輪くぐるや妻の雌く

つ

草津︵六月四・五日︶・岡山・丹後天の橋立︵六月二十五日〜二十七日︶

岡山大賀博士の後楽園丹後元伊勢龍神社

ひともとの三葉の松の膳涼し

大賀ハス咲く二千年眠りたし
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しかし︑﹃寛文雑記﹄によると︑加賀・能登・越中諸国より下関を

分した︒

ここで米を売却するか︑大津での米相場の動向をみながら上方で処

羽・津軽などの諸藩の多くは︑敦賀・小浜の商人を蔵宿に指定して︑

佐藤利

北国米輸送と山本半右衛門家 の か か わ り
西回り航路の米輸送
農民から年貢として徴収された米は︑一部は家臣へ支給し︑残り
は支配領内の米商人へ払い下げ︑また︑大量に換金する必要があれ

り︑越後の新発田藩領よりは明暦年間より起ったとある︒また︑出

経由する西回りによる大坂への回米は︑寛永年間より始まったとあ

ば︑江戸や大坂などの蔵屋敷や商人の蔵宿へ回船で運ばれた︒佐渡
の農民が生産する米が自分の手に余剰として残るようになった時期

羽の庄内︵酒田︶よりは︑河村瑞賢により西回り航路が開かれた寛

は︑一七世紀の後半になってからで︑この年貢余剰米は地元市場だ
けでなく︑中央の大消費地へ送られた︒この輸送ルートには大豆・

の蔵米は慶長末年から寛永にかけて︑すべて敦賀へ船で運ばれたと

され︑酒田湊からも寛文期より早かったと想像される︒天和二年

文前後からであるという︒また︑﹃梅津政景日記﹄によると︑秋田藩

︵一六八二︶の﹁為御登米受払の覚﹂︵﹃秋田県史﹄︶に延宝八年︵一

小豆・そばなどもあり︑俵包装にされたこれらの穀物を石物とか俵
よい各地の川湊に集められ︑回船問屋の手を経て換金のために︑大

六八○︶以降︑大坂に西回りで海上運送をした記録があり︑津軽方

物といった︒こうした石物が内陸河川や地回りの回船で︑地の利の

り北の石物の集散地は回船の出入する大河川の川湊にあった︒各藩

消費地の大坂に運ばれたのが北国米やその他の石物である︒新潟よ

面からは延宝六年にはじめて米を大坂へ運んだという︒

およその海上輸送の時代的特徴をあげれば︑明暦ごろまでは︑

品物があったが︑なかでも石物が圧倒的な比率を占めていた︒

物または俵物といっていた︒その他海産物・木材・煙草など多種な

敦賀に入津した北国の産物は米・大豆・小豆などで︑ここでも石

では領内で処理できなかった石物をはやく換金する必要から大坂へ
送るようになった︒

元禄年間以前は加賀より北の諸国より上方に物資を輸送するに
は︑多くの場合︑海路を利用し敦賀または小浜に運び︑陸路の山を
越えて琵琶湖岸にでて︑敦賀よりは塩津または海津︑小浜よりは今

て能登︵北陸︶・酒田・佐渡を渡り回る商船が主役の小型船による

近・中距離輸送がおこなわれており︑佐渡近海では新潟を中心とし

あきないぶれ

代のはじめ︑明暦年間ごろ︵一六五五〜五八︶までは北陸・越後・出

津︑それから湖上を大津に運び︑陸路で京・大坂に至った︒江戸時
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を敦賀・小浜に回漕するようになる︒単一品目を大量に輸送する時

海運であった︒この小型回船が︑川口湊に集荷された米などの石物

ては︑官船を建造せず北国海運に慣れた讃岐の塩飽諸島や瀬戸内の

瑞賢が開いたという西回り航路の城米輸送の特徴は︑当初におい

った︒正木は酒田を中心にして城米の回漕をした御用商人であった︒

輸送の進展に合わせて︑御城米輸送の商人請負がみられるようにな

穀は加賀藩からのものが知られているが︑産米国の領主は︑比較的

る浦役人が任命され︑城米専用の米倉︵瑞賢倉︶を設けたこと︵本

担でおこなうようになり︑酒田湊など西回り航路の湊にそれを取締

大型弁才船を雇ったこと︑最上川筋の城米川下しの運賃を幕府の負

しあく

になると大坂への回米がはじまるのである︒大坂に集まってくる米

代でなく︑帰りは雑多な荷物があった︒しかし︑一般的に明暦以降

た︑一方には京坂地方の人口増による石物需要の増加もあった︒

短期間に多量の米を換銀できる大坂回米に努力したのである︒ま

号︑二○○五年︑日本海事史学会︶︑回漕船には﹁官幟﹂︵日の丸︶を

立てさせ入港税を免除したこと︑また︑江戸までの寄湊地を佐渡の

間勝喜﹁近世前半期酒田湊の御城米浦役人﹂﹃海事史研究﹄第六二

坂の堂島米会所に送られた︒幕領であった佐渡では御城米といった

小木・福浦︵能登︶・柴山︵兵庫県︶・温泉津︵島根県︶・下関・大坂・

この米流通には農民から納められた年貢米が相当量あり︑幕府領

記録は少なく︑御蔵米といった︒佐渡米の多くは小口で取引された

大島︵和歌山県︶・万座︵三重県︶・畔乗︵同︶・下田︵静岡県︶とし︑

ではこの年貢米を御城米といわれ︑幕府御蔵に納められてから︑大

御蔵米と混載されていたからと思う︒また藩米は蔵米といわれ︑蔵

ものであった︒この城米の回米にあたって︑寛文十二年四月八日︑

沿道の諸藩・幕府代官に回米船の保護にあたらせたことなどが主な

率よく大坂に回漕されることをねらったのが︑寛文十二年︵一六七

に達したという︵﹁奥羽海運記﹂︶︒

積込みを終えて出帆し︑二か月後の七月には城米船は相ついで江戸

瑞賢の酒田滞在中に塩飽船などの回船が到着し︑五月二日に城米の

あのり

ゆのつ

渡った︒いずれも︑回船がその輸送を担った︒御城米の幕府米が効

宿あるいは藩の蔵屋敷に入って︑ともに堂島米仲買︵蔵米問屋︶に

二︶に整備された河村瑞賢による酒田からの西回り航路であった︒

その特徴の第一は米の回漕船を幕府の傭船としたことである︒正

次のように記している︒

﹃酒田市史﹄︵改訂版・上巻︶には瑞賢の西回り城米回漕について

買積船の発生

め各地の湊を大坂・江戸の経済のなかに組み込むことになった︒

河村瑞賢による西回り航路の整備は︑米回漕を通して酒田湊はじ

﹃佐渡年代記﹄によれば︑寛文十年分の年貢米三万俵を江戸本船町
十二年︑同人の請人正木半左衛門が請負って輸送している︒この正

米屋半兵衛が一両一石七斗九升替で買いつけている︒この米は寛文
木は万治二年︵一六五九︶にも出羽御城米を伊勢屋孫右衛門と二人
で︑西回りの江戸回米を請負っており︵﹁古代諸用聞書﹂︶︑寛文十二

酒田湊より西回り航路の寄港地︑小木湊では寛文十一年の夏︑内

年の十三年前であった︒

外両澗の汐通し堀切り普請をおこなっている︒寛文のころから海上
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船が調達され︑請負料は高額で海難事故の原因となった︒瑞賢は回

木半左衛門らによる江戸回米は商人請負制で︑請負商人の責任で傭

なわれたものとみられる︒

米の払方についてこ︒こうした御城米の佐渡回漕はしばしばおこ

二俵を佐渡回し﹂にしている︵本間勝喜﹁近世前期出羽幕領の御城

二御払成され候義これあり︑寒河江領・谷地領より御米一二︑四八

慶長期から享保年間までの佐渡奉行所で徴収した本途物成︑つま

米を百姓直回しとし︑回漕船を幕府が直接雇うようにしたが︑その

り城米積出がさかんになると︑瀬戸内方面の回船が多数入ってき

五○○○石は︑元禄四年︵一六九一︶の佐渡奉行荻原重秀の年貢倍

り年貢米量は二万石から四万五○○○石であった︒最大徴収量四万

結果︑酒田湊所属の回船が少なくなるという現象を生んだ︒酒田よ
て︑出羽諸藩の上方回米にも大型の上方船を雇うようになった︒つ

増によって増加したもので︑この時期以外は二︑三万石の年貢量が

まり︑庄内藩や内陸の諸大名も幕府にならって大坂・兵庫などの摂
州の回船を雇って回漕した︒この蔵米は酒田湊の蔵宿が取扱い︑瀬

を養うだけの米量は不足したはずであるから︑不足米は島外の天領

町米を一万石くらいとすると︑金銀山の最盛期に集った相川の人口

米あるいは藩の御蔵米などが回船によって運び込まれてきた︒しか

毎年徴収されていた︒また︑農民から年貢米代銀納のために流れた

石積前後の摂州の傭船の積込む大量の石物ではなく︑諸藩の小口の

戸内回船の船宿ともなった︒当時︑もっとも活躍した佐渡船の船登

蔵米・豆類あるいは代銀納により流れた米商人取扱いの町米︵納屋

るための片交易は長続きするわけはなく︑やがて佐渡を中継点にし

し︑つねに人々の変動する鉱山地域においては︑その米需要に応ず

船が酒田湊に米・大豆などを積みに入った史料が残っているが︑千

米︶などであった︒佐渡船が新潟や庄内方面に出入りしたのは︑北

て︑回船主の湊と商品が集散する新潟湊を経由する交易がおこなわ

国米の大坂回漕が本格的にはじまろうとするなかで︑金銀山の景気
変動をうけて佐渡における米の流通事情は新しい時期を迎えていた

れるようになった︒

て再興しはじめ︑元禄四年︵一六九一︶からは年貢徴収が強化され

佐渡金銀山は佐渡奉行兼帯であった幕府の荻原重秀の指示によっ

からであ る ︒

を得しにより︑他国より金穿大工共多く来る﹂とあり︑さらに﹁田

る米の価格は︑大河川の川口湊︑秋田・酒田・新潟への石物︵米・大

て︑奉行所に収納する米の量は一気に増加した︒商品として流通す

﹃佐渡年代記﹄の延宝三年︵一六七五︶の記事には﹁金銀山盛り

畑共豊饒にして︑銀一匁をもって米四升三合に替る︒諸色下値とな

豆︶の集散の状況に左右され︑米価は西回り航路によって運び上方

り︑他国より入り来る米の役銀を免せしなり﹂とある︒佐渡は金銀

相場に連動していた︒この航路の主役をなした石物は諸国の特産も

じかた

などとともに上方へ運び︑帰り荷には塩・木綿・繰綿・その他の雑

積荷の対象にしながら︑蝦夷地の海産物・魚肥︑南部・津軽の木材

山の景気に左右され︑米の作柄の影響もうけて米価は上下したが︑
世前半期の基本政策であった︒

金銀の産出を至上命令とする奉行所の地方政策は︑米の低価格が近
早い時期の寛永一四年︵一六三七︶には︑﹁御城米を佐渡の金山掘
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て︑新潟湊への商いに依存しながら石物輸送をはじめ︑敦賀・下関・

貨を積み︑日本海を諸国回船が往来した︒佐渡船はこのなかにあっ
瀬戸内・大坂へと船足をのばした︒

新潟商い
元禄時代前半期までの佐渡回船の動きは︑取引仕切書が残ってい
る岩谷口︵旧相川町︶の船登源兵衛船の取引状況を述べる以外には

船登源兵衛船は︑はじめは当主の源兵衛自身が直船頭をしてい

語れない・

た︒近世のはじめ︑金銀山の相川への材木需要の急増によって︑津
とには外海府の杉・アテピ︵桧の一種︶などを相川に運んでいた時

軽方面から佐渡へ材木輸送をはじめ︑その後︑岩谷口に定住し︑あ

酒田商い

船登船は延宝期に入ると︑回米のための米の量が急増する︒延宝

二年︵一六七四︶︑船登船は酒田湊の根上善右衛門より本庄御蔵米

五百俵を買いつける︒その買目録は次のようになっている︒

本庄米此方にて買目録

代金一三八両三分銀一三匁八分八厘

一︑五百俵本庄御蔵古米三六俵かへ
外二

一︑金一両一分銀一三匁八分八厘

二口金〆一四○両一分銀二匁七分六厘

銭二貫一○九文
両替三貫九六○文

み置き︑細矢太郎兵衛殿預り分︑すなわち手形取り相渡し申し

右の代金残りなく此方にて請取り申し候︑右の米本庄御蔵に積

代があったと思われる︒

寛文八年︵一六六八︶十一月︑船登源兵衛が新潟へ米の買いつけ

候︑後日のため件の如し

にいって︑船宿に預けておいた小判三六両余が宿主に持ち去られる
という災難にあったことがある︒新潟三ノ町櫛屋弥次兵衛に身を寄

延宝二年寅十二月七日

すけと

根上善右衛門⑳

庄内酒田宿

船登源兵衛と酒田の根上善右衛門が石物などの取引をはじめたの

舟登源兵衛殿

せ︑干鯰や雑貨などを売却して︑その売上金で米の買いつけをす
る予定であった︒櫛屋が源兵衛船から買い入れた物は干鱈・しな
袋・しな皮・縄・角物︵木材︶などであった︒さっそく︑源兵衛は
らち

盗難の件を新潟町年寄に訴え︑当人を召出して金子を返すように願
い出たが︑埒明かず新潟町奉行に訴えている︒小型回船で何回も佐
渡︑新潟を往復していたようである︒

は延宝二年からである︒米五○○俵は本庄藩の御米蔵にあった古米

で︑根上善右衛門が買いつけて源兵衛船に売っている︒根上善右衛
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門は﹁三十六人衆系譜﹂︵﹃酒田市史﹄上巻︶によると︑酒田の特権

商人三十六人衆の一人に加わり︑先祖は加賀国根上村の出身といわ
れている︒酒田方面からの米積出しは︑津軽海峡を経ての東回り︑

此石五石三斗九升四合

一私此狐生駒順於へ

調蕊刈

代金三両二分銀一九匁五分二厘

一︑九俵大豆

代金二両二分銀五匁八分二厘

俵数〆四四一俵二斗三升

回り大坂︑江戸直送などの航路があった︒庄内藩では西回り航路に

内陸経由の阿武隈川口の荒浜出しの東回り︑敦賀荷上げ西回り︑西
よるもので︑蔵宿の選定に注意を払った︒藩米を積む回船は︑延宝

銭七九七文

代金〆一三一両二分と銀二○匁一分三厘

外二

西回りの運送はその危険度と運賃︑日数などの比較で敦賀湊で陸

年中は北陸の傭船で送っていたらしい︵﹃酒田市史﹄改訂版・上巻︶︒

上げされるか︑下関を経由するかを選択したが︑北陸の回船は諸藩

一︑金一両一分銭二六五文口銭
一︑同二両二分同五三○文蔵敷

庄内酒田宿根上善右衛門⑳

運で下げられた大豆・小豆は一両単位で取り引きをしている︒いず

小判と銀で買いつけている︒また︑市中流通の商人米や最上川の舟

書で︑本庄藩の蔵米は一○両につき三六俵で五○○俵の取引をし︑

前頁の買目録は証文主の回船宿根上善右衛門が売立てた勘定精算

舟登源兵衛殿

延宝二年寅十二月七日

右の代金残りなく請取相済し申候ところ︑よって件の如し

惣金〆一三六両と銭三○七文両替三貫九六○文

小以金四両一分銭五○○文

一︑銭三二○文なわ作賃

一︑同一分同三七五文持賃

の傭船として蔵米のほかに各湊からの買積商品も混載して上ってい

︵一○両につき︶

る︒源兵衛船も蔵米のほか大豆・小豆などを積んで敦賀に向った︒
買目録

一︑二六三俵最上大豆三五俵替

代金七五両銀一四匁二分八厘︵一○両につき︶

一︑八六俵同大豆三四俵半替

罰刷一一一一柵峅岫如削四勺かヘ

代金二四両三分銀一七匁七分五厘
ー︑六○俵二斗三升町米
此石三○石三斗六升

望鶏州

代金二二両一分銀五匁三分

一︑一○俵同

代金三両銀七匁四分六厘

一︑一三俵小豆四斗一升五合回り

19

れも冬買いで酒田宿において代金を決済し︑春まで蔵入れをして翌

型回船が北国の秋田・酒田辺まで︑米を求めて春買いに入ってくる

のではなく︑湊に集ってくる藩の御蔵米や商人米︵納屋米︶を運送

ようになったが︑この航路は城米︵幕府領米︶だけの船道となった

写 真 1 大坂の回船問屋,久宝寺屋助左衛門より船登忠兵
衛宛「小判買目録｣.船登船が小半l1270両を銀に両

る価格差を求めて船道を遠くしていった︒

り利益をあげるために︑荷主の依頼による運賃積みから買積みによ

延宝期の初年までは源兵衛自身が船頭として商いをしていたが︑

同六︑七年ごろより︑新潟を拠点に取引の指示をし︑船頭を雇い︑

所有の回船の艘数をふやした︒なかでも︑操船技術にすぐれた赤泊

出身の忠兵衛が船頭に雇われてからは︑商いの範囲は敦賀より西へ

延宝八年︵一六八○︶︑対岸の沼垂町が阿賀野川の浸食をうけ︑移

延長して︑西回り航路で下関から瀬戸内・大坂へとのびていった︒

本流になり︑新潟湊に影響があることを恐れ︑沼垂への諸回船の入

転の必要が生じたとき︑移転のための堀割︵加茂屋堀︶が阿賀野川

津が禁止され︑新潟湊が発展するきっかけになった︒島根県温泉津

の木津屋文書に載る佐渡船の船団は︑多分︑新潟あたりから米を積

み︑各湊で販売して西へ向っていたのであろう︒元禄十年︵一六九七︶

には新潟湊に集った米の約六割が越後や佐渡の幕府領や諸藩の年貢

また︑販売市場を求めて周辺の農村から流れた町米も新潟に集ま

米であったという︵﹃新潟市史﹄資料集２︶・

豆・小豆などの石物の販売を大小の船問屋衆で担った︒船登船の取

り︑日本海沿岸最大の米の積出湊となった︒これらの米はじめ大
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年春に回送した︒

するために︑北陸の回船や佐渡船などの中小型回船も来航して︑米

延宝三年︵一六七五︶の酒田宿での源兵衛船の買付石物は閨四月

…，

の回船は近中距離の交易船からしだいに遠距離の海運に進出し︑よ

二十一日付になっているから︑前年冬買いの分は一部を除いて︑春
河村瑞賢の開いた天領米の西回り回漕がはじまると︑瀬戸内の大

のほか大豆・小豆などを積む混載の回船として登場した︒日本海側

替えした証文（元禄10年か.舩登源兵衛家文書)

の回漕に都合のよい近くの湊に運んでおいたのであろう︒

姪嘘︾震

翻誕唾偲獺索
矧〆脂池榊却砺釘多塗澪惨

識＝碆一卒…感………ー…… …‑一…… …ｰ‐ー一…雲謬 雷ﾂ鷲…

灘鱗

声…一

砿錬虐篝麗

鶴︾︑命Ｕ串画ｒｈいぞ

霧

いに各藩の御蔵米取引の量を多くし︑大名貸をするようになった︒

衛門や大問屋で町年寄であった北村又左衛門であった︒船登はしだ

引先は︑最初は三の町の櫛屋弥次兵衛であり︑次いで近江屋七郎右

ばん増加している︒

みの利益は少なくなかったであろう︒この頃へ船登船は艘数がいち

で売ったかの仕切書が残されていないのでわからないが︑この買積

がある︒そのなかに﹁・⁝：数ケ月越後へ罷り越し︑何分の御大名様

元和三年︵一六八三︶源兵衛より新発田藩主溝口信濃守宛の訴状

合に空船であることが原則であったが︑顛覆を防ぐために瀬戸内で

かった︒大坂より下関を回って︑北国・出羽方面の湊に回航する場

幕府の官米の輸送船には︑原則として他の貨物の積載は許されな

幕府米の買積み

御家中衆へも︑その所の御用人取次にて︑御蔵米払下げ金子御用に

石を積み込んでいる︒佐渡の小木湊の海底には港湾の波喋に瀬戸

訴訟にまで及んだことがあった︒

しかし︑その貸金がふえ︑借主は元利の返済が苦しくなり︑事態が

立て申し候︑北国の御作法にて御座候︑すなわち御領分沼垂町村吉

船が上りの時に投げ入れたものもあるだろう︒しかし︑上方の傭船

内の花崗岩が相当量引き上げられている︒このなかに官米輸送時の

﹁北国の御作法にて御座候﹂と記している︒このように回船商人か

の船宿で翌春まで蔵入れし︑瀬戸内の船に転売したのかもしれな

俵替えの価格であるから安値段である︒善左衛門船は酒田から新潟

左衛門︶船に江戸御城米三六四俵を売っている︒小判一○両に五七

延宝五年︵一六七七︶九月に︑酒田湊︑根上善右衛門は船登︵善

城米の近距離の回送をしていた︒

による城米︵官米︶輸送は原則であったが︑地方にいる小型回船も

しゅんせつ

候﹂とあり︑最後には御用金三百両余が貸し倒れになってしまった︒

兵衛へ御用御達し候につき︑年々御家中へ金子御用に立て来り申し
そのため︑やむなく訴訟となったのである︒

湊の御蔵米払下げの利得で景気のよくなった船主らは︑藩の用人

らの借金がふえた理由は︑基本には藩財政の窮乏もあるが︑商人の

を通して蔵米を担保に御用金を前貸していた︒訴訟ではこのことを

役人化した用人が一切を取り仕切り︑湊の回船問屋にまかせていた

い︒また︑同船は金浦の佐藤与惣右衛門から敦賀まで城米の運賃積

みをしており︑翌六年の買渡目録によると︑前年から売却までの買

からであ る ︒

延宝八年十二月の近江屋七郎右衛門の買米目録︵売却︶による

いる︒このなかに藩の蔵米や町米も含まれていた︒金浦でも夏場か

付代金元利合わせ︑金二三七両余︑米一四九七俵を差引精算をして

に︑藩の役人によって指名された傭船をつかったが︑米の集散地の

ら暮れにかけて換金のための城米が流れていた︒各藩も幕府と同様

と︑そのことがよくわかる︒つまり︑前年の暮れ︑越後米三五一俵
新発田米四○○俵を一○両︑二二俵で春買いをした︒この米七五一

湊には蔵宿の商人の手によって換金される部分が︑少なからずあっ

と金一○両につき二三俵の値段で冬買いをして蔵入れをし︑四月に

は同年の夏までに林吉兵衛に支払った︒船登家にはこの米をいくら

俵を船登︵弥右衛門︶船に積んだ︒この代金三一六両三分と銀五匁
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たことになる︒

江戸時代の中期以降には︑大坂の蔵元が調達した傭船以外に︑北

小型船の買積み

江戸時代︑日本海々運の取扱い物資のうち圧倒的量を占めたのが

おこなわれず︑大河川によって中流・下流の広い沖積平野に︑豊富

米である︒北陸から北の国々は雪積寒冷地であるため冬季の農業は

前船が進出し︑北国米輸送に変化がおきた︒つまり︑北前船は北国
とし︑上り船にも規制されていた商品を積み込むようになった︒延

米を上方へ運びながら︑帰りには買積商品を積んで利益を上げよう

で生産された米は北国米といわれて︑上方の都市地域で食味がよく

な雪融け水による潅概で稲作がおこなわれ単作であった︒この北国

ブランド米として需要が多かった︒この北国米の輸送ルートは︑新

宝期ごろには︑米は運賃積みはほとんどみられなくなり買積みに移
延宝年間になると︑北国米の回米が多くなるのは︑河村瑞賢によ

潟以西は敦賀・小浜で陸上げし陸路を輸送するか︑船で下関を経由

行していたとみるべきで︑幕府による傭船時代は長くはなかった︒

る西回り航路の整備の影響があると考えられるが︑各地の湊の改修

時期︑第三は停滞したまま横ばいを続ける時期の宝永期︵一七○四

分一に急減していく延宝〜元禄期︵一六七三〜一七○四︶の第二の

第一は承応〜寛文の時期︵一六五二〜七三︶︑つぎは入津量が四

つの時期があるといわれる︵﹃日本海海運史の研究﹄︶︒

北国米輸送で重要な港湾であった敦賀経由の米輸送量でみると三

して︑瀬戸内を東航して直接大坂に向うかであった︒

大型の瀬戸内回船に対抗するために︑温泉津湊に寄港した佐渡船

などによって各藩の余剰蔵米の商品化の量が大きくなったのである︒

のように︑中型回船が船団を組んで西国の湊に回航するようになっ
った︒また︑中型以下の回船であれば︑荷物が不足し︑空船になる

た︒小口の船荷は︑大市場でなくとも集荷でき販売できる利点があ
こともなかった︒

〜︶以降である︒地域間の米価の価格差を利用して買積みが一般的

城米や蔵米の輸送を請負った傭船が西回りで大坂に運ぶ時代に

前号の﹁山本半右エ門家の日の丸船印﹂に述べたように︑石見国

も︑北国の中小型回船は敦賀・小浜に入津し買積みをおこなってい

である︒北国米が大量に市場に流通するようになったからである︒

ていた回船が︑日和見と一時休息のために温泉津へ寄港したものと

た︒その理由のなかには︑単一物資を大型船で運ぶ以外に︑湊の船

におこなわれるようになるのは延宝期ないし元禄期にはいってから

思われる︒この時期には山本家は回船を所有していなかった︒山本

の温泉津湊へ寄港した佐渡船は︑そのほとんどが船主の親船を中心

家が本格的に回船を差し回すようになるのは︑享保四年︵一七一

ろから米の生産力が増大し︑農民が余剰米を積極的に商品化するよ

宿の商人が取り扱う無数の小口荷物があったことである︒延宝期ご

として数艘が船団を組んでいた︒北国米の販売のために西に航海し

九︶の棚卸し記録を残した時期からであろう︒同二年︵一七二

うになった︒﹃遠眼鏡﹄の記録によると︑敦賀湊への越前諸藩の新

六︶には新造船をつくっている︒
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した︒また︑庄内米はいったん新潟に蔵入れしたものを越後大豆と

ともに小浜に運んでいる︒新潟は金と銀の両建ての取引がおこなわ

得た︒ここで小判に両替︵一両銀六一匁︶して四四両二歩余を手に

︵新潟︶・出羽︵酒田・秋田︶で出来秋に買入れ︵冬買︶︑蔵入れし︑

れており︑一般的にいえば出羽方面は銀安で小判による取引の方が

米の輸送は︑収穫の年内から翌春までにおこなわれた︒越後・出羽

翌春一番船で敦賀方面に向っている︒官米・藩米をとわず︑生産年

に両替して北国に下っている︒

有利であり︑敦賀・小浜は銀高であるので銀による取引をして小判

では翌春に輸送されたとある︒船登船の取引の例をみると︑越後

の収入にする必要があれば冬買いに応じて換金することになる︒ま

二歩と四二八文最上へ上下の遣い

二歩蔵敷

代金五○両

外二二歩口銭

一︑三四五俵最上小豆一両二付六九俵かえ

冬買目録

酒田湊における冬買いの例を最上小豆について記しておこう︒

た︑翌春の一番船は上方の大型船の入津前に出帆し︑米価が上昇す
る前に買いつけができた︒出羽・越後から敦賀・小浜へ向う小型回
拾いのような役割をはたしていた︒そのためにも北国と敦賀を何回

船の積荷は大規模取引で残された小口取引であって︑稲田の落ち穂

延宝六年四月二七日︑船登︵六左衛門︶船は根上善右衛門から本

も往復して利益を上げようとしたのである︒

荘藩の御蔵米一三二俵と町米三二俵︑そば二俵︑餅米二俵を積ん
で酒田湊を出帆した︒蔵米は一○両につき四四俵半替え︑町米は五

三両一歩と六二八文敦賀へ小豆一七○俵

一貫三五文蔵入賃

○俵替えであった︒米一六四俵を積んで小浜の丹後屋彦右衛門に着
いたのが五月七日︑ここで蔵米は銀一○匁につき三斗二升︑町米は

延宝六年四月二十六日

根上善右衛門⑳

右の残金︑只今請取相済し申す所件の如し

残金︑五両と八八八文両替四貫八○○文

内金五○両巳︵五年︶十一月八日預り

〆五五両と八八八文

小以︑金五両と八八八文

運賃積荷酒手ともに

三斗三升で売却した︒酒田では金建てで三七両三歩を支出し︑小浜
では銀二貫七五五匁︵四五両と銀一○匁四分︶を得ている︒約八両
また船登船の片船であった善左衛門船は庄内蔵米・黒小豆など三

の利益であった︒

四九俵を積んで小浜の同人のもとへ五月一二日に入津し︑一三四俵
は蔵入れし︑残り一二五俵を売却したが︑六左衛門船に酒田で積ん
だはずの餅米とそばは︑途中で善左衛門船に積み替えていた︒六左
の丹後屋に蔵入れしている︒諸掛りを差し引いて銀二貫七一八匁を

衛門船はすぐ新潟へ船をかえし︑月末に大豆三三六俵を積んで小浜
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舟登源兵衛殿

この最上小豆︵山形︶三四五俵は根上を通じて︑船登源兵衛が内
陸の最上から十一月に買ったもので︑最上川を下した舟賃金二歩と
で運ぶ運賃と酒手が運搬経費として船登船が支出した︒源兵衛は小

銭四二八文︑春までの蔵入賃と蔵敷料︵倉庫保管料︶および敦賀ま

豆代と経費合わせて五五両のうち五○両を前年の冬買の時に支払
い︑残りを翌春に精算している︒河村瑞賢が西回り航路で幕府米を
の負担としているが︑幕府米以外の米・小豆・大豆などの石物は︑は

大坂に回漕する際の回米方策の一つに︑最上川の川舟の運賃を幕府

の分小豆一七○俵は︑別の史料によると︑五月十八日︑佐渡の次郎

じめから買主負担になっていた︒前記史料にある敦賀への運賃積み
助船に積んで敦賀の古関彦兵衛まで運んだことがわかる︒この船は

本稿では余計な記事になるが︑秋田湊でおこなわれた小口取引の

例を載せておきたい︒船登船の一つ︑善左衛門船が秋田湊︑船木助

但︑二斗七升三合廻り
直ハ︵一俵につき︶六匁八分五厘かへ

左衛門で秋田米五四八俵を買いつけた︑延宝六年六月十二日の取引
である︒

米買目録

無印一︑米一七四俵

二斗七升廻り
直ハ六匁六分かへ

代銀一貫一九一匁九分
代銀七五九匁

腹一二印一︑同三五俵

二斗六升五合廻り
直ハ六匁五分五厘かへ

二斗六升八合廻り
直ハ六匁四分かへ

代銀一貫四七三匁七分五厘

同入印一︑同二二五俵
一︑同三四俵

代銀二一七匁六分

代銀合三貫六四二匁二分五厘

表数合五四八俵

積石百石未満の小型船であった︒残りの一七五俵は︑善左衛門船が
酒田より米のほか雑穀を混載して︑五月二十一日︑小浜の丹後屋彦

〆二○五匁七分三厘

一︑同三六匁四分米買口せん

一︑銀一六九匁三分三厘米ノ出役

外二

右衛門に蔵入れしている︒前の小豆は小判一三両余の売上げとな
り︑後の丹後屋分は金に両替して三○両になった︒差引三両の損失
りの利益では︑赤字になることもあった︒六左衛門・善左衛門船も

惣銀合三貫八四七匁九分八厘

である︒酒田湊の船問屋扱いの石物の敦賀方面の回漕は一航海あた

て︑多数の中小型の船が北国から敦賀・小浜を往復していたのが実

右の通金銀︑残りなく請取指引相済申候︑以上

但︑両替一匁二付五九匁かへ

此小判六五両端銀一二匁九分八厘

二百石にもならぬ回船で︑このように幕府の米を運ぶ回船に混っ
情であった︒

享保期ごろまでは︑佐渡船の商いは大きな利益を得ることもな
く︑小口の取引で回数を重ねて一定の利益を確保していた︒
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延宝六年六月十二日
舟登善左衛門殿

秋田湊宿船木助左衛門④

米五四八俵は一俵二斗七升であったから︑石に直し一四八石にな
る︒この買目録でみると︑秋田米の米俵は小俵で︑俵に所属藩の印
が入っていることがわかる︒一俵あたり約六匁六分くらいであるか
ら︑庄内米の値段とあまり差がなかった︒ただ︑秋田湊での取引は
両銀五九匁前後で︑酒田よりは銀高であった︒そのために銀取引に

銀建てでおこなっており︑両替相場は敦賀あたりと同じくらいの一

なったのかどうかはわからないが︑秋田藩は酒田とくらべて取引量
は少なかった︒船登船の回航のようすでみると︑一番船は新潟から
敦賀方面に回航して︑そのあと二番船で北上している︒

石物を北国から新潟・能登・若狭方面に回漕した船登六左衛門船
の取引のようすを売買目録でまとめたのが下の表である︒

文咄

忍匁
７９

銭銀

１３

歩歩

８１
３４

若狭、切戸次兵衛

０７
３５
１１
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37両2歩銀12匁3歩高橋伝兵衛

8.13新大豆

両両

278

丹後屋彦右衛門

7．8ノノ

買主
売主

金（口銭含む）
月日石物数量(俵）代

今三郎右衛門(本荘）

6.12本荘町米

289

丹後屋彦右衛門

51両3歩銀13匁2歩

8．30〃

丹後屋彦右衛門

〃

5．7伯耆殿米

16445両銀10匁4分（小浜）

5.30伯耆殿米

210

〃越後大豆

122

￨
』
燗
．
＄
"
朔
"
㈲
潟
買
㈲

168

〃越後大豆

4

〃町米

六左衛門船は二百石積み以下の船とみられ︑延宝六年の三月中

〃御蔵米

旬︑新潟を出帆して能登へ小口の米を運び︑小浜の丹後屋へ本荘米

〃町米

︵伯耆殿米︶を積んで入津した︒そして新潟へ帰って本荘米と越後

4．5〃

米を積みに本荘まで下って︑それを小浜まで運んだ︒この三番船の

3.27御蔵米

大豆などを積んで︑また小浜の丹後屋へ運び︑こんどは春買いの町

〃同にたり米

霊
}
』
6
両
3
歩
銀
'
5
匁
8
分
輪島板屋藤兵衛
（能登）
諄
}
9
両
2
歩
銀
'
4
匁
3
分
赤住村太郎兵衛
多} 5両銀672匁（能登）
〃新発田御蔵

10524両2歩銀15匁6分高橋伝兵衛(新潟）
3.18川北御蔵米

2

8．4小豆

利益をみると約三両であった︒最後の船は新潟から新大豆を小浜で
処分して一四両の買積み利益を上げている︒六左衛門船は北国と若
狭の小浜を四回往復している︒各湊の流通の石物は作柄と時期︑各
藩の財政事情で相違し︑その情報を得ながら買積みをして回る海の

船登六左衛門船のおもな石物取引（延宝6年）

さんいたのである︒

急送便のような船であった︒少なくとも︑このような小型船がたく

米取引のしくみ
石物の買積みを盛んにはじめた時期は延宝期に入ってからであっ

た︒すでに述べたように︑北国の幕府領の御城米は傭船によって︑

同三年
同六年
同七年
同九年

地方納米︵年貢米︶二万五千石他国払い

佐渡一国検地︒地方米一万千石他国払い︒一石につ

き印銀三九匁余

地方米一万石他国払い

米五千石余︑佐渡へ越後より回米︒同十六年まで続

寛文期が過ぎて延宝期に入ると︑北国米の集散地である各地の川

く

て藩の御蔵米やその他の石物も︑内陸河川の川舟や地回り船で︑大

西回り航路で効率よく運送されたが︑同時に︑この物流に影響され

じまったが︑船登船の回漕した湊は︑新潟湊を拠点にして酒田・秋

湊の町に︑米・大豆・小豆などの石物が集積し︑御蔵米の換金がは

田︑ときには本荘藩米の積出湊の金浦︑それ以北の能代・鰺沢あた

河川の川口湊に集ってきた︒これらの石物のうちの米は︑幕府領か

りまで船足がのびていた︒むしろ︑新潟湊がいちだんと整備される

らでてくる城米と藩の蔵米・納屋米に分けられていたが︑中小型回
船はこれらの石物を小口に混載して運んでいる︒川湊には商品化を

延宝中期以前は︑新潟以北から石物をよく運んでいる︒

り佐渡奉行兼帯で︑荻原重秀が任命された︒この他国払い米がどの

米二万五千石が他国払いとなり︑同年十一月には幕府の御勘定方よ

元禄三年︑佐渡において地方支配の政策転換がはじまる︒地方納

るが︑米価は北国米の御蔵米並みであった︒

年の銀納分の五千石は︑小木湊に入港した回船に売却したと思われ

米︶の余剰が生じ︑その換金の必要性がでてきた︒前記した天和元

なかったが︑そのころから金銀山の衰微にともなう地方米︵年貢

佐渡は幕府直轄領であり︑藩の御蔵米の動きとはそのまま連動し

求めて集ってくる石物を取り扱う蔵宿商人が生まれ︑そこへ大小さ
佐渡から津出された幕府米の回米の記事を﹃佐渡年代記﹄から抄

まざまな回船が回航していた︒

記すると ︑
︵一六七六︶

延宝四年三年分の地方納米二万三千石のうち五千石江戸回し
になる

同五年年貢米五千石︑江戸納めの積りをもって銀納となる
充柵泓碇江戸納めの銀納分五千石︑佐渡御蔵納めに願う

同八年佐渡金銀山が衰退

う︒奉行所で傭船をして大量に運ぶことはおこなっていない︒佐渡

船で新潟湊︑直接買積みをして敦賀方面に送るなどしたものであろ

ように換金化されたかわからないが︑回船の寄港する小木湊︑佐渡

獅織ロ

蜂同︑一石につき印銀三○匁

同三御蔵米払い値段︑一俵につき印銀一三匁
元禄元年江戸納めの銀納やむ
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では船登船の忠兵衛船などが中心になって︑買積みをおこなうよう

しているようすは︑次の書状でわかる︒つまり︑﹁・・⁝海府にて十

ともわかり︑実際には銀納のために百姓は︑それより安値で売り出

三匁に仰せつけられ侯⁝⁝﹂とあって︑米価半値の銀納であったこ

四匁五分から十五匁に売り申す様に候は買い申し候へ共⁝．：﹂とあ

になる元禄四年から本格的な買積み時代に入っていく︒このような

り︑代銀納のため市場では米価が低めに押えられ︑佐渡の回船業者

回船による石物取引は︑年貢米の一部を代銀納にする商品経済化の

係が深い︒

t

謡"

I

ノ

で同じくらいの他国回米があり︑逆に九年以降七年間く

り年貢米を他国払いにしたのは過剰在庫米を換金しよう

︾和ご兀源りでなく︑御蔵米などの換金のための時代的要請があった

跡嚥趣あって︑大坂までの西回り航路の普及は御城米輸送だけ

︐諏船の船団にみられる︒このほとんどが北国米輸送の船団で

鯉辨一洲罰師購鮮測蹄野轆触朧隣職

鰈密遁謹鯆鱸澤難戦批踊

して換金した︒佐渡が金銀山で栄えると越後より回米さ
術ど
訶左な
れたが︑他国払い米はおもに瀬戸内からの大型弁才船に
又豆︐
一梱銚雪安値で売却している︒元禄七年の忠兵衛船の下関を経由

︑ぶ門の

登預らいは︑約五千石が越後より佐渡へ回米された︒佐渡よ
︾よ船
白蔵
としたのであり︑元禄六年以降は増年貢米を他国払いに
り山

佐渡一国検地のあと地方米一万千石が他国払いとなり︑同八年ま

は安い佐渡の百姓米を買いあさっていた様子がみえる︒

進展が背景にあるが︑天領政策・藩財政・農村の経済事情などと関
例えば︑新潟にいた船主の船登源兵衛から佐渡の岩谷口にいる源

ゴ
ー
串
･
｣
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；搾渉縁爺矧噂繊鰯；・︲弔澄

六宛の書状に︑﹁此方増米銀納︵元禄四年の増年貢︶は布につき二十
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六四七︶以来︑西回り航路で上方の回船を雇い大坂回米をはじめて

はやく手に入れる必要があったし︑利益を上げるため︑回航の回数

合︑回船は市況をみながら販売をして回ったため︑各湊の相場書を

代の景気や市場動向に敏感に反応しながら活動していた︒この場

すべき石物代金を親船に精算している︒ここでは金銀の受け渡しは

衛門船に丹後屋が渡した売上金前渡分の利子との差額と︑三艘に渡

衛門船の売上金の親船到着までにおける丹後屋負担の利子と︑善左

は七月二十九日︑六左衛門船は閨八月一日であった︒そして︑六左

ていた︒また︑親船の三番船は閨八月二十二日に入り︑善左衛門船

左衛門船は六月十八日︑六左衛門船は同月末に丹後屋へ積荷を下し

親船弥右衛門の一番船が小浜へ入ったのは七月十一日︑片船の善

米が商人の手に流通した︒奉行所や藩の役人は米の販売に手馴れた

期である︒この時期は︑幕府や藩より払い下げられた御城米や御蔵

をもった︒山本家の店卸し帳がまとめられるようになるのもこの時

定免制に改正され︑米の現物納入になった時期に米取引とかかわり

三○年くらいあと︑享保四年︵一七一九︶の年貢徴収が検見制から

︵町米︶が回船で輸送されるようになる元禄期のことではなく︑約

許された年貢半銀納によって︑農家から米商人のもとに集る商人米

山本半右衛門家が米取引にかかわるようになるのは︑年貢納入で

半右衛門家と米取引

一定期間における金銀差引勘定で黒字になるようにしたのである︒

つまり︑中小型船の場合は一口ごとの取引の利益を求めるより︑

った︒

をふやすか︑より大型船にして価格の高い遠距離まで運ぶようにな

いる︒明暦・万治期︵一六五五〜六一︶になると︑この大坂回米は
延宝八年九月の小浜丹後屋彦右衛門より船登船の船頭の一人︑弥

六割近くにも達していた︵高瀬保﹃加賀藩の海運史﹄︶︒

右衛門宛の﹁金銀指引の目録﹂がある︒この時期になると源兵衛は
その片船には六左衛門と善左衛門船が就航していた︒その船登船三

直船頭をやめて陸上りをし︑分家の弥右衛門が親船の船頭になり︑
艘時代における小浜宿︑丹後屋彦右衛門との取引のやり方は︑次の

親船がおこない︑売上金とその利子は︑船宿と親船との間で荷物の

なった︒

商人にまかせ︑商人が役人化し︑商人が支配機構と結びつくように

ようになっていた︒

口数ごとに計算している︒回船主の船団は︑個別の船の商いとして

郎といわれたはずであるが︑相川から新町への転住によって佐渡清

山本家は越前から佐渡へはいったのであるから︑当初は越前清九

土地集積

計算しておらず︑一定期間の船団のトータル勘定で仕切っていた︒

西国の傭船のような大型弁才船は︑大量に効率よく運送し︑御蔵

中流通米や作徳米などの町米も少なからず流通していて︑それらは

量的には多かったが︑年貢増徴にともなう代銀納によって生じた市

九郎といわれていた︒

米という大口取引をおこなう限られた流通ルートを動いたもので︑

諸国回船の買付対象になっていた︒船登船のような中小型回船は時
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繩蹴秘

写真3寛文元年,北村（三宮）七郎右術門より相川諏訪町にいた藤九郎宛
田地売渡し証文.藤九郎は牧野藤九郎である．

現在の新町の地域は︑中世には北半分は吉岡郷であって︑中町

より南側が渋手郷になっていた︒山本清九郎は南半分の渋手側に

のある時期に伊勢神宮の神領域になっていたのではないかと思っ

移住してきたのである︒このあたりは塩畑のあった一帯で︑中世

新町大神宮は︑慶長五年︑神霊を伊勢神宮から勧請したときを

ている︒この問題については後日の研究が必要である︒

創立年とし︑神社の由緒に記載されたと思われる︒この前身にあ

山本家が新町にはいってくることができたのは︑一つには神明

たる中世の神明社は渋手にあったものと考えている︒

社が新しく町建てされた新町へ移ってきて︑渋手郷のなかの神領

域が近世村落に編成されてしまった時期であったからであろう︒

三郎右衛門︶が︑寛文期になると︑渋手村の百姓から家屋敷・田

中世に伊勢神人ではなかったかと思われる川原田の中沢氏︵中沢

地を購入しているのは︑このころに新町村が成立して町屋が建っ

たことと関係があるであろう︒しかし︑山本家の新町移住は中沢

﹃郷士文化﹄一○九号に述べておいたように︑新町へはいって

氏の土地購入と直接の関係がない︒

しているから︑士地集積の仲立ちをする縁故者がいただろう︑と

くる前に︑山本家は三宮村や北村から屋敷・田地などを相当購入

推測される︒相川にいてすでに国中の在地にかかわりをもってい

寛文年間に滝脇間歩を開いたとき︑山本清九郎は相川にいた御

たことがわかる︒

ったことがある︒自分稼ぎの銀山に必要な米を確保するために︑

用商人︑山田吉左衛門を通じて奉行所の払下げ米の商いにかかわ
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に酒造業をはじめたのは︑米を銀山の飯米用ばかりではなく︑米の

米の取引をおこなっていたのである︒また︑貞享四年︵一六八七︶

北国米と米商人

相川が全盛期のころ︑金銀山用の資財や食料などは相川湊や沢根

問屋が並び︑積み荷は商人町へ運び︑御用商人の手を経て金銀山に

湊に回船で運ばれてきた︒相川では大間町から羽田浜にかけて回船

付加価値を高めようとしての営業であった︒

半右衛門家の棚卸し帳をみると︑享保年からの家業に米とともに

川の山仕あるいは商人たちは生業を成り立たせていた︒しかし︑金

は元禄末年ぐらいまでであった︒およそ︑この流通過程のなかで相

できていたのである︒この鉱山町としての流れが機能していた時期

供給した︒ここに短期間に誕生した鉱山町の一つの流通システムが

塩の商いをしている︒もともと新町は塩生産地であったからかもし
れない︒半右衛門家の資産の形成はこの米と塩ではなかったかと思
つぎは国中での田畑の取得である︒この土地の確保は︑享保三年

銀山が衰微し︑流通事情が変化してくると︑早い者では寛文年間︑

戸ハノ〆Ｏ

︵一七一八︶の四日町村︑三宮村などにある田地の質地証文でみる

それまでは天領米の運送は瀬戸内の傭船によって運んでいた︒藩

と︑この証文のなかに︑﹁・・・年季過ぎ候とも請け返し申しまじく

領の御蔵米は大半が米商人の請負による他国回船への売却が普通で

とになる︒

享保一五年︵一七三○︶に中沢氏︵三郎右衛門事︑伝左衛門︶か

遅くて元禄時代の中期ごろまでに転業するか︑相川を去っていくこ

ら田畑屋敷山林を手にいれた土地は︑かつて寛文期に三郎右衛門が

これ以後は米の販売益が上がる大坂・兵庫まで運ぶ西回り航路の時

あった︒北国米などの石物の多くは敦賀湊までの回漕であったが︑

かる︒

渋手村の百姓より買い求めたものであった︒中沢氏が土地を手放し

候﹂とあり︑質地証文の多くは実質的な売買証文であったことがわ

た理由は︑川原田で伊勢宿をしており︑伊勢御師の供をして︑本宮

ようになった︒しだいに回船は大型化し︑北国でも帆走効率がよい

瀬戸内に活躍していた弁才船を改良した︑いわゆる﹁北前型弁才

代になる︒そのため北国からの船が競って西回りで瀬戸内にはいる

船﹂に切り替わっていった︒半右衛門家は︑この変貌していく時代

との間を行き来したり︑佐渡神明講中の参宮の便をはかる仕事をし
新町大神宮参道の一対の灯籠の一つが﹁新町若者中﹂︑一方は﹁山

たりで忙しくなったからであろう︒

本半右衛門家﹂の寄進となっているのは︑山本家の財力を示す証明

に米の取引をおこなっていた︒

一七世紀の後半になると︑金銀山で必要な食料や資財を運ぶ回船

であるかもしれないが︑渋手側は山本家が最初から取りしきってい
たからと思っている︒

代に移ることになる︒

が活躍する時代から︑遠距離に米の輸送をおこなう日本海々運の時
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船登源兵衛家などは︑この変化のなかで回船業から離れていくが︑

この過度期に半右衛門家が登場してくる︒時期は少し遅れるが︑相

あたっている︒

し︑証文貸し︑新潟に預け金百両︑銅屋貸し︵鍋座商人︶

見世売り︵店売り︶︑米︑塩︑質物貸し︑諸白︵酒︶︑方々貸

半右衛門家の享保四年︵五年正月︶の棚卸し帳をみると︑

ら放出された御蔵米の払い下げ米を回漕する業務にかかわってくる︒

川から沢根湊に出て回船問屋になった浜田屋権左衛門も︑奉行所か

また︑元禄三年より本格的にはじまった奉行所のお払い米の販売

していた︒また︑日用品の店売りをしながら貸金業もしていた︒ま

などをしていたことがわかる︒このなかに米・塩の商いや酒造業も

は︑佐渡回船の動きを活発にした︒一方︑年貢米の半銀納の特例
った回船商人がつぎつぎと登場したのである︒

だ自分の回船をもってはいなかったが︑早くから船を回して新潟と

は︑佐渡の流通米を多くしたことはまちがいない︒これらの米を扱
しかし︑半銀納の制度は享保四年から年貢額の査定が定免制にな

金を預けていた︒

も取引をしていたらしい・新潟湊で米を冬買いするために問屋に資

商品の仕入れルートは︑船を敦賀に回し︑新潟湊の敦賀屋吉左衛

り︑米の現物納に移行してきたことにより︑市中に流れる米がなく
家は山仕をしていた時代から米の確保にもかかわっていたこともあ

かる︒相川に運ぶ荷物は京・大坂から︑敦賀〜新潟〜沢根を経て運

門へ輸送し︑沢根蔵入れ荷物︵奉行所用品︶を運んでいることもわ

なり︑奉行所の御蔵に米が大量に滞留するようになった︒半右衛門
って︑米取引の収益性を認識していたと思われ︑この時期に米の取

享保二年︵一七二六︶に︑松前で新造船をつくっている︒半右衛

び入れたようである︒また︑敦賀で松前の昆布を販売したらしく︑

引をはじめている︒こうして奉行所からの御蔵米を対象にした半右
衛門家の回船業がはじまった︒

棚卸し帳を読む

棚卸し帳によると︑松前交易を朧んにおこなったのは元文五年

門の松前交易にかかわるのはこの時期からである︒

︵一七四○︶ごろであろう︒棚卸し帳には︑船回りよく︑秋下りに繰

棚卸し帳が享保四年︵一七一九︶より記帳されているのは︑それ
以前に商いをしていないということではない︒半右衛門家は正徳三

が︑越後の越前浜で破船したことを記している︒しかし︑家業は順

綿三○○本︑木綿︑紙︑油︑家具など五○○両の商いをしていた船

調で︑棚卸し帳によると︑安永年間まで右肩上がりで商品の在庫が

に山仕関係の仕事から完全に縁をきることになったのであろう︒

享保年間になると︑幕政財政のゆき詰まりを乗り越えるために︑

こうして半右衛門家が主として米の取引にかかわる期間は約五○

増加している︒安永七年︵一七七八︶には下関で米を販売している︒

年︵一七一三︶より佐渡奉行の本陣宿になっているから︑この時期

っしてよくはなかった︒経済的変化だけではなく社会的な転換期に

徳川吉宗によって緊縮政策がはじまる︒そのころは農村の作柄もけ
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写真4宝暦6年,代官横尾六右衛門より半右衛門宛の沢根湊出払米2()8石の
引渡し証文．

年間くらいであろう

払い下げ米と半右衛門家

享保一五年︵一七三○︶に︑川原田中沢三郎右衛門︵伝左衛門︶

より渋手村岩野にある家屋敷︑田畑一町八反余を購入するように

なるのは︑資金繰りがよくなったからである︒しかし︑享保期は
をつくっている︒

七四八︶の村上米四

あまり土地の集積はみられない︒この時期は回米のための新造船

記録に残る米取引をみると︑寛延元年︵

四○石をはじめ︑宝暦六年︵一七五六︶︑沢根出御払い米のうち二

○八石の買い受け二両に八斗の値段︶︑同七年の国中一八か村

る︒いずれも︑国中の沢根湊︑夷湊出しの御蔵米であった︒払下

分の年貢米の払下げ米一七○○石︵一両に一石三斗︶などがあ

げ価格はけっして安くはないが︑この後︑三一年に大石米蔵で一

五六石︑一両に二石二斗で払い下げを受けている︒また︑地払米

の値段であれば︑相当な利益が上がった︒払い米の買い受けを手

を小木の商人に新町浜より積み回している︒一両につき一万以上

広くおこなっていたことがわかる︒

﹃佐渡年代記﹄によれば︑宝暦年間から他国払い米が多くなる︒

この直前には︑寛延三年︵一七五○︶の百姓一侯がおきている︒

小倉・猿八におきた宝暦六年︵一七五六︶の飢鯉などがあったに

もかかわらず︑御蔵米の払い下げはおこなわれていた︒また︑人

まだ蝦夷地の産物を運ぶ北前交易が十分に定着した段階ではな

口の米は他国船に売り捌いていた︒

32

かつたから︑北国米を大坂へ輸送する取引は︑回船商人として
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写真5寛延元年,赤泊村石塚清左衛門より山本弥次兵衛（三世半右衛門）
宛の船売り証文．
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一

確実に利益を手にいれる手段であった︒半右衛門家がこの時期
に造船をしているのは理解できるのである︒

おわりに
参考までに︑半右衛門家が回船業にかかわった時期につい
すでに述べた通り︑回船業に乗りだした時期は棚卸し帳が残
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っている享保初年ごろであろう︒最初は船頭付の傭船による取
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引をはじめたように思われるが︑享保二年︵一七二六︶︑蝦夷
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地で銀一七貫余で新造したときから自分持ちの回船業をはじめ
の棚卸し帳をみると︑自家で店商いをしながら質屋︑貸金業お
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たことが︑同家に残された史料によってわかる︒享保四年取引
よび鍋座請負︑酒造業もおこなっていた︒手広く商売をしてい

たことがわかる︒回船業に乗りだしたのは︑より利益を求めて
特記すべきことは︑新潟湊の問屋に数百両の小判を預けてい

のことであったと思われる︒

ることである︒このことは︑おもな商品は新潟にて仕入れた
り︑販売していたことを示す︒また︑数年前には敦賀湊の問屋
に昆布などの売上金を預けてあった︒これをみると︑佐渡︑新
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潟︑蝦夷地の江差︑また新潟に帰ってから敦賀へ向かって船を
にしん

回していたようすがわかる︒北へ向かう下りの船には米など︑

には佐渡へ塩をもってきたであろう︒この船の船頭は三崎の深

上り船は腓︑昆布などの海産物を運んでいる︒一年の仕舞い

､

三七○石船となっているから松前で新造した船であろう︒この船は

浦の清八であった︒一○年後の元文元年︵一七三六︶の記録には︑
加賀藩領の沖で遭難したとき︑佐渡から持っていったと思われる冬
さて︑享保一七年︵一七三二︶には︑奉行所の払い米五千石の請

イカを積んでいた︒

観音丸の船頭清右衛門は松ヶ崎村出身で︑購入の翌年︵宝暦四

ってきたころである︒

年︶に造作をし︑二年後に遭難して︑修理をして使用していた︒宝

暦一○年の乗り組み人宗門手形が残っているから︑まだこのころに

は活躍していた︒制度改革によって代官制になったとき︑宝暦二

け人︵代金支払いの保証人︶になっている︒まだ本格的に米の回漕

ている︒一両につき一・三石であったから町相場より高値であっ

年︑米一七○○石を沢根町米問屋︑太兵衛とともに払い下げをうけ

り︑親船︑観音丸が下関の問屋︑橋本から運んできた下り荷の荷札

た︒山本家の保存されている船風見は︑宝暦一二年ごろのものであ

をおこなう段階になってはいない︒

ついで︑享保一九年︑江差で五五○石積みの船を造っている︒大

が残っている︒このとき大石御蔵から払い下げをうけた米を積んで

坂を中心として米の流通ルートが明確になった時期である︒おそら

く︑このとき半右衛門船が二艘になったのであろう︒このすぐあ

上っていた︒

約六六○○両の最高額となる︒回船業によって蓄積した財産であ

半右衛門家では︑安永三年︵一七七四︶の棚下しが銀三九七貫匁︑

と︑清八船は沢崎沖で破船して船頭清八は水死した︒寛保元年︵一

いるが︑江差で新造した船であろう︒船には︑繰綿︑木綿などを積

て破船してしまったという︒このとき︑回船業を止めても十分生活

る︒しかし︑運悪く︑観音丸は天明元年︵一七八一︶七月︑隠岐に

七四二になると︑越後の越前浜にて六○○石積みの船が破船して

ち船は遭難ないし破船して失っている︒

山本半右衛門家には文化人的家風が受け継がれているが︑その生

新町の町年寄となった︒

天明三年︵一七八三︶には両替商の免許を得ており︑同八年には

していくことのできる資産を残していた︒

んでいたから︑新潟湊にはいる下り船であろう︒この時期には手持

さて︑寛延二年︵一七四九︶の二月に赤泊村石塚清左衛門より
二六○石積みの船を手に入れた︒中古船である︒しばらくして︑宝
りの船を購入する︒この船は観音丸といって親船としてつかわれ︑

あるように思う︒

活のゆとりは︑近世において長年月続けていた商業的営みが背景に

暦三年︵一七五三︶も相川の大間町の庄兵衛より四○○石︑八人乗

の輸送につかわれたものと考えられる︒庄兵衛の船は大間町米問屋

久宝丸︑伊勢丸が加わって︑持ち船三艘時代になった︒いずれも米
の船で︑良寛の母の実家である︒相川での米商いが思わしくなくな
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三月末︑山本修巳氏の御好意で︑西村檜洲翁に関する資料数点を

し︑﹁追悼会誌﹂には︑祭詞を小田貫一が読み︑尾畑実︵与三作︶ほ

で知った山本半蔵の祭文と漢詩一首のことしか書けなかった︒しか

旧稿で私はこの二十三回忌法要に触れたが︑僅かに﹃静古遺稿﹄

鋒卿Ｔ画和

見せて頂いた︒平成十一年六月︑私は本誌第九十号に﹁幕末明治の

か十三名が︑師を偲ぶ詩歌や電文を捧げたことが︑その文や詩歌と

良吏Ｉ﹃清洲遺稿﹄を読むｌ﹂なる小文を載せてもらったが︑その
時自ら係らなく思ひながら書けなかったことで︑この資料でいくら

荏川文庫蔵の﹃槍洲遺稿﹄は半紙袋綴ぢ八十七丁で︑詩稿︵前集．

稿﹄出版計画に関するものである︒

資料の中に︑特に印象深いものが二つあった︒一つは﹃槍洲遺

二︑﹃濾洲遺稿﹄出版企画

誌﹂は僅か三葉だが︑西村槍洲を伝へる資料として貴重である︒

す﹃門人録﹄に照すと︑参列した門人は三十五名である︒﹁追悼会

参列者は九か町村から四十五名で︑みな記名されてゐる︒後に記

た︶

遺墨等が二十二点展示せられた︒︵清洲は能書家として聞えてゐ

共に記されてゐる︒

称は省かせ頂く︶

か判ったものがある︒ここに旧稿を補はせて頂きたい︒︵以下︑敬

｜︑﹁清洲先生追悼会誌﹂
大正七年︵一九一八︶四月二十八日︑西村槍洲の門人は︑真野村
四日町の大願寺で先師二十三回忌の追悼会を営んだ︒その翌日︑槍
洲の門人であり追悼会発起人の一人であった山本半蔵は︑﹁○祭場
と会の次第○祭文・詩歌俳句及び電文○遺物・遺墨・陳列品○参列
者氏名○能楽番組○発起人﹂等を残らず記録して︑﹁槍洲先生追悼
会誌﹂と題し︑﹁大正七年四月追悼会後一日︑山本充記﹂と文責を明
の﹁会誌﹂のほか︑祭詞献詠等の原稿・備忘の控三冊︵通信費控・出

らかにして活字に印刷した︒印刷はＢ５判三葉である︒資料にはこ

ったものに遺文が加へられて今の姿になったものと見えて︑大正八

年に書かれた美濃部禎の﹁槍洲遺稿序﹂は︑元の詩集に寄せられた

後集︶の後に遺文二十篇が附せられたものである︒初め詩集だけだ

七通・葉書三通︶・﹁槍洲西村先生門人録﹂一部等が一括され︑先師

ものの様である︒︵旧稿で私は美濃部を門人としたがそれは誤り

席者氏名と収支控・先師遺稿出版費有志控︶・山本半蔵宛書翰︵封書
の遺徳を示す資料を散供させまいとする門人の心が察しられる︒
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ふ
倉

で︑清洲は彼が年若くして修教館に学んだ頃以来﹁知ヲ辱ウスルコ

自分に出資せよと言ふについては︑出版の予算を示してほしいと

いふ尤もな返事である︒注意すべきは五月二日といふ日附である︒

四月二十八日に遺稿出版のことが決り︑在京の山本悌二郎が出資の

要請を受けて五月二日に返事を書いたのだから︑半蔵の申入れは四

この序に﹁今年己未︵大正八年︶門人相謀り︑将二其ノ遺稿ヲ刊

ト最モ旧イ﹂老先輩であった︒失礼をお詫び申上げたい︶
セントシ﹂とあるが︑今回見た資料でその実情を知ることができた︒

半蔵の熱意が窺はれる︒

月二十九日か三十日には発信されたのであらう︒事の運びの速さに

だが事情は厳しかった︒資料の中に出版計画を受けた出版社吉川

﹁追悼会誌﹂によると︑この日祭典の後で︑﹁暇修義塾同窓会﹂︵門人

の集会︶が行はれ︑そこで次の様に議決されてゐる︒﹁清洲遺稿︿詩

金︑製版及び印刷用紙︑表紙仕立テ其他一式共︑但シ外題及ピ扉︑

弘文館の見積書がある︒．︑金五百六拾円也︑槍洲遣稿壹百冊代

出版の企てられたのは大正七年四月二十八日︑追悼会の日である︒

日出席者より即金壹円づつ受領し︑猶不足額募集方及び出版方法等

ヲ入し調製仕ル可ク候也︑大正十一年六月二日︑合資会社吉川弘文

木版彫刻トス︑用紙改良半紙使用︑製本普通仕立テトス︑右之通念

文﹀前後二巻を印刷に附し︑門人中へ配布する事︑但し出版費は今
は︑委員七名を挙げ此人々に一任する事︵委員尾畑与三作・小田貫

館山本様﹂

出版社の見積りが行はれたのは出版が決議されてから四年後であ

決議は即座に実行に移された︒資料の中の﹁先師遺稿出版費有志

一・山本半蔵・本間藤七・長嶋百太郎・河原春樹・児玉龍太郎︶﹂

る︒山本悌二郎の返事を受け︑委員の協議も行はれたのであらうが

持ちの金三十円では残りを悌二郎に負担してほしいとは言ひ難く︑

控﹂はその募金の記録であり︑この日と後日の醸金で集った金は合

出版計画は結局沙汰止みとなったのかも知れない︒旧稿で﹁﹃遺稿﹄

五百六十円といふ見積りは予想外に大きなものだったのだらう︒手

かうした実情の中で︑山本半蔵は︑出版費の調達について思案す

計三十円︑﹁山本半蔵君へ預﹂けられ︑半蔵は翌二十九日﹁半蔵名当

る所があった︒彼は槍洲門人で親友である国会議員山本悌二郎に対

いたが︑今回見た資料でも︑﹃遺稿﹄出版を確認できなかったこと︑

は版行されたものか否か︑私はその版本のある事を知らない﹂と書

テニテ相川銀行新町支店へ預入﹂れてゐる︒

し︑出版費援助の申入れをした︒今︑この資料とは別に︑要請を受

方御成示拝承︑然し大体の予算なくては不足額小生に於て御引受

巻二百十六首︑総計四百首あってその家に蔵してある﹂とあるの

﹁先生の詩稿を槍洲遺稿と云ふ︒前集が一巻百八十四首︑後集が一

同文稿一冊﹄があった︒門人牛窪弘善の書いた﹁漬洲西村先生﹂に

追悼会に槍洲の後嗣正路の出展した遺品の中に﹃清洲詩稿一冊︑

残念である︒

けた悌二郎の返書が遣ってゐる︒

﹁︵前略︶西村先生追悼会も滞り無く御済ませ成され候趣き︑御

け致候と断言も致し兼ね候次第に御座候故︑一応予算御調製の上

同慶之至りに御座候︑籾︑同先生遺稿御出版に付き︑右費用負担

御示し下され度︵後略︶五月二日︑山本悌二郎山本半蔵様﹂
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は︑﹃槍洲詩稿﹄のことであるが︑これに﹃文稿﹄︵二十篇︶を附し

︵名簿を作った時︑故人は既に二十二名である︶

と︑﹁死亡︑背合︑栄太郎の母︑前大小校教員︑松本喜代子﹂とある︒

野一・名古屋一・吉岡四・竹田六・四日町五・長石四・金丸六・三

○真野村︑計五十名︵女子二名︶背合一・新町十七・豊田三・真

︵二︶門人の数

て﹃清洲遺稿﹄前後二巻一冊とし︑同窓会に出版を諮ったのは山本
た詩を数へると前集百八十首︑後集二百十四首︑計三百九十四首で

宮一・大字不記一

半蔵であらう︒半蔵は西村家の蔵本を筆写して一冊とした︒収録し
あるが︑今回見た資料の中に﹁清洲遺稿補遺︵遺脱︶﹂として︑半紙

○新穂村︑計八名瓜生屋二・新穂一・皆川三・北方一・潟上一

に五首を写した一葉があった︒すべて三百九十九首で牛窪のいふ四
百首に一首足りないが︑先師の詩文を丹念に写す門人の努力に頭が

○畑野村︑計十五名畑野一・後山六・三宮四・目黒町一・畉田一・

進運の中に︑近代国家として国民教育の体制を整へる為の辛苦の時

会の編纂した﹃佐渡国誌﹄を繰ると︑この時期は︑我が国が世界の

情を知らうとするが︑それは容易でない︒明治四十年︑佐渡郡教育

槍洲が塾の教育を行った明治十年〜二十八年の︑島内公教育の実

名であって︑それは文字通り有志の者であったのであらう︒

相川二十名と新町十七名が突出してゐるが他は各村落一名乃至六

○記載者総計百四名である︒

○吉井村︑計十一名吉井二・大字不記九

○相川町︑計二十名︵女子三名︶相川二十

石田一・吉井一

下がるのである︒

三︑﹁濾洲西村先生門人録﹂
明治九年︵一八七六︶相川県の廃止と共に致仕した西村槍洲が︑

翌十年から︑同二十八年病段するまで新町・新穂・後山・吉井・四
日町・相川等を遍歴し︑各地に塾を開いて郷村の子弟を教へたこと
は︑﹃佐渡人物志﹄他に拠って前稿に書いたが︑塾の実態については

知り得ないことを歎いてゐた︒今回の資料の中に﹁清洲先生門人
録﹂一部があったのは取分け嬉しかった︒

︵一︶﹁門人録﹂の体裁
﹁門人録﹂は罫紙五枚を綴ぢたもので︑標題以下すべて墨書され︑

業年限等が変動して落着かず︑校舎・施設・教員・教具等の整備も

第一に学校制度の改変がたびたび行はれ︑学区・学校設置者・修

代であったことが行間に鰺んでゐる︒

名簿の罫紙は一頁十二行︑真野村・新穂村・畑野村・相川町・吉

就学が困難となることがあった︒明治十七八年は在籍する農家の児

容易でなかった︒第二に米価の下落等経済の不安定に因って児童の

﹁暇修義塾﹂と記されてゐる︒

その表に半紙の表紙を附し︑中央に﹁槍洲西村先生門人録﹂左下に

父子兄弟ノ関係・公職及ピ身分・氏名﹂が載ってゐて︑故人には頭

童の中途退学するものが多く︑女子は殊に甚しかった︒第三に︑愛

井村の順にまとめられ︑塾生それぞれについて﹁大字・現住所及ビ
に﹁死亡﹂と記されてゐる︒試みに最初の﹁真野村﹂の首めを見る
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郷心に基く地域利己の抑制が難しく︑学校の位置・分場の設置等を

に更に火をつけられたことが察しられる︒

蔵・山本藤右エ門︵以上新町︶である︒槍洲の薫陶を受け︑向学心

○明治七年︑公立二十二︑私立十二︑計三十四校○明治十一年︑

真野村の人々には︑新町︵初め真野︶の塾に学んだ者と︑四日町の

の六箇所にあった︒﹁門人録﹂の畑野村の人々は後山の塾に通ひ︑

槍洲の塾は︑開設の順に新町・新穂・後山・吉井・四日町・相川

︵三︶暇修義塾

めぐって紛争や離合が相次いだ︒

本校三十六・分校二十一・教員は訓導六名・訓導補十名・授業生三

塾に通った者があるらしいが︑﹁門人録﹂の上でそれを分けること

かうした中での島内小学校数の変遷を書留めてみる︒

せて六十五校︵初等科三年・中等科三年・高等科二年︶○明治十

十三名・授業生試補百十二名○明治十三年︑小学校は本校分校合

はできない︒相川の塾は清洲の自宅で︑初め三丁目にありやがて二

ｊ

丁目浜町に移ったと牛窪弘善の文にある︒牛窪はその相川の塾に学

く

九年︵この年︑勅令で小学校令が公布され︑一これまで町村費に依

んだ人であるが︑﹁四日町の塾は暇修義塾と称し︑育成した門人も

︺

る︑二小学校は尋常・高等各四年とし︑父母は学齢児童に教育を受

存してゐた小学校の経費に生徒の授業料を充て︑町村費で補助す

最も多かった﹂と書いてゐる︒﹁門人録﹂の表紙に暇修義塾とある

く

︺

けさせる義務があり︑尋常小学校は必ず就学させなければならな

ところを見ると︑この塾名は四日町塾だけのものでなくて︑各地で

く

この呼称を用ゐたか否かは判らないが︑清洲の塾はみな暇修義塾で

い︑三他に簡易科を設け︑修学年限は三年以内︑学科は読書・作文・

習字・算術︑授業時間は一日二時間〜三時間︑などが定められた︶こ

は︑小学校で学んだ者に﹁なほ学ぼう﹂と呼びかける師翁の気持に

あったといふことなのであらう︒﹁暇を惜しんで学を修めよう﹂と

ふさはしい︒それは円山漠北の学古塾の如く塾記に理想をこめる様

の時小学校数は高等一︵新穂︶︑尋常十七︑分場八︑簡易科二十五・

〜四年︑高等三〜四年︶︑学校数は高等小学三・町村立尋常小学六十

分場三十六○明治二十三年︵簡易科廃止され︑修業年限は尋常三

ユ

ス﹂と題し﹁来去瓢然タリ幾転移︑又鴻爪二尋イデ南二向ツテ之ク︑

なものではないが︑自ら﹁将二吉井郷ヲ去ラントシテ諸士二留別

ツ

︵一校は尋常併設︶︑尋常七十八︒

八○明治三十三年︵義務教育はすべて四年となる︶高等小学九

の老教師の姿が自然に坊佛として浮かび上るのである．四日町の塾

で学んだ高野問蔵の文に﹁悪戯三昧に日を消したる其の記念は︑今

幽閑何レノ地ニカ吾ガ老ヲ養ハン︑昨日ノ新知ハ今旧知﹂と歌ふ村

日猶筐底の史記・左伝の内に不解の字句となって残りてあるなり﹂

清洲が開塾した地区の公立学校の実情を個別に明らかにし得ない
に︑更に已み難い向学心を持って︑その塾に通ったのであらう．本

とあり︑山本半蔵の詩に﹁一篇ノ詩賦モ亦タ師ノ恩﹂とあって︑塾

が︑彼に学んだ者は右の様な概況の中のどの小学校かで学んだ上

の﹁門人録﹂を見ると︑重複する者が七名ある︒古川介︵相川︶・石

での授業には﹃史記﹄や﹃春秋左氏伝﹄が教科書として使はれ︑ま

誌二十九号に山本修之助の載せた﹁円山澳北門人録﹂に並べて槍洲
塚照︵瓜生屋︶・吉田忠右エ門・山本悌二郎・山本藤左エ門・山本半
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た詩作も指導されたことが判る︒

︵四︶塾生片影

号︶に書いたが︑この人が槍洲の門人であることと︑この時︑新潟

るが︑この人は学校に務めながら︑佐渡各地に保存されてゐる石器

⑧相川塾に学んだ人に藤本亀蔵がある︒﹁前沢根小学校長﹂とあ

た︒︵明治十一年卒業︑三十三年三月段︑四十一歳︶

師範への遊学を希望してゐたことは︑今回﹁門人録﹂で初めて知っ

て次の記述がある︒﹁其中には色々の階級の人がある︒先づ現代議

牛窪弘善の﹁槍洲西村先生伝﹂の末尾に﹁その門弟﹂の項があっ

士・検事・弁護士・前県会議員・郡会議長・同議員・町村長より医

た︒佐渡に於ける考古学研究の隆盛期は三期に分れ︑その第一期は

や︑自ら収集した石器を精密に実測し記録して︑和本三冊にまとめ

藤本亀蔵の調査活動が中心であったといふ︒以上を佐渡博物館長山

婦人・老農家等ありて︑何れも今日相当の位置を占めてゐる﹂﹁門人

録﹂の﹁公職及ピ身分﹂の欄の記載を見ると︑牛窪の記述が合点さ

んでゐることを﹁門人録﹂で知った︒

本仁氏の講話で聴いたのは一昨年の夏であるが︑この人も槍洲に学

師・神官・僧侶・新聞記者・実業家・中小学校教員・税務属・巡査・

れるのである︒名士として世に知られる人も多いのであらうが︑山

とを知った︒その文﹁清洲先生逝ケリ実﹂で四日町塾のことを書

ｅ高野問蔵の名は旧稿で記したが﹁門人録﹂で豊田の人であるこ

本悌二郎の様な人は別にして︑私は知らない人ばかりである︒本誌
想しておきたい︒

に載せてもらった旧稿で触れた人など︑忘れ難い二︑三について回

して悟りたりき︒今の世には教師と称すべきもの甚だ多くして︑先

き︑﹁幾多の学者の顔を見︑幾多の学者の説を聞いて︑吾人は翻然と

生と名づくべきもの殆ど稀なりと︒鳴呼先生︵槍洲︶は吾人に於け

④瓜生屋の人石塚照は新穂の塾に学んだ︒﹁前佐渡中学校教諭﹂
︵第一○七号︶で触れたが︑名簿﹁新穂村﹂の筆頭第一にこの人の名

とあり︑その資格を得るための苦学に﹁草創期の佐渡中学校教師﹂

られぬ︒︵﹃北涙雑誌﹄明治二十八・三・十︶高野の﹁公職及ピ身分﹂

る前にも後にも唯一人の先生たりしなり﹂と書いてゐることは忘れ

欄には﹁前新潟新聞社主筆﹂とある︒

があって一驚した︒石塚は暇修義塾で学び︑更に学古塾で学んだの

＠名簿﹁新町﹂の人に山本藤左エ門の名があり︑﹁新潟師範卒業

は和文で書き新聞に載せたが︑追悼会の発起人は之を印刷して会の

⑳牛窪弘善の名を何度も出した︒前記﹁槍洲西村先生伝﹂を牛窪

である︒

に学んだが︑更に勉学の望みに燃え新潟への進学を希望した︒その

﹁殿﹂と記してこの文に附したものが荏川文庫に在る︒四月二十五

記念品にした︒小札に﹁請帖﹂と題し﹁故西村先生追悼会﹂﹁幹事﹂

生﹂とある︒藤左エ門は通称﹁藤左久﹂で︑暇修義塾の後︑学古塾
時︑父藤八郎の相談を受け︑円山漠北は次の様に答へてゐる︒﹁籾
二而︑折角之思立二候へぱ︑其の意に任せられ候方然る可し﹂これ

逐一添削したい︑二三部送って欲しい﹂と言ひ︑﹁郷里を離れて落着

日︑牛窪は半蔵宛に﹁この文は急いで書いた為︑文を成さないので

ナド

同人新潟行之事︑女中杯ハ不安心二も然る可く候へども︑少年之志
も温い師の心である︒藤左久の事は﹁我為我堂記の軸﹂︵第一○三
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の碑は︑昭和二年嶋倉が私費で建立したものだといふ︒嶋倉も清洲

に学んだことが﹁門人録﹂で知れる︒大正七年の法要に嶋倉は千葉

難い︒今︑真野御陵と真野宮とに建つ﹁東宮︵昭和天皇︶駐駕之処﹂

から追悼の漢詩二首を寄せた︒その前書きに言ふ︒﹁哨予レ今秋官

かないが︑追善の為に拙い文をお届けするので︑切取って御霊前に
て送って来た︒便りは栃木県足尾銅山から発信されてゐる︒牛窪は

卜為り司直ノ府二列ス︑誠二先生ノ薫陶二由ル焉﹂嶋倉は自分が法

る︒﹁松本守操の娘で幾代といひ︑別に清江と号した︒兄松粁に子

が無く︑松本与次兵衛の第三子蔦次郎を養子とし︑妹幾代︵再代︶

を妻とした︒温順で読書を好み︑初め大鵬といふ僻侶から漢文の手

ほどきを受けたが︑大鵬が段すると守操は真野の真木山氏の世話で

書物を放さず︑特に史書を好んだ︒自分は途中新町に移ったが幾代

自分に教へを求めて来た︒自分は長家に寓してゐたが︑幾代は日夜
は変らず通学し︑風雨
を厭はずに学びまた師

に就いて琴を学び︑
た︒明治十年大小校の

時々弾いて楽しんでゐ

の為に辞職し︑百方手

教師に任ぜられたが病
を尽したが効無く明治

10

捧げてくれ﹂と言って︑別に漢文の﹁槍洲西村先生小伝﹂を墨書し
相川塾に学び上記の和文では﹁殊に生等が敬服に堪へないのは︑其

って忘れないのである︒

曹界に生きることを︑立派な裁判官だった先生の薫陶のお蔭だと言

①特筆しなければならないのは﹁門人録﹂筆頭の松本喜代子のこ

いてゐる︒

ｅ嶋倉龍司︑この人の事は山本修之助翁の﹃佐渡の百年﹄﹁苦学力

長逝される当日の朝まで授業を廃せられなかった一事である﹂と書

行の検事正﹂に詳しい︒﹁明治大正時代︑佐渡出身者で検事正にま

−真野宮本殿横一

﹁清江女史墓誌﹂として今﹁浦洲遺稿﹂に録されてゐるので要約す

とである︒この人の事は師槍洲自身が筆を執ってその墓誌を書き︑

一真野御陵前一

で昇進したのはこの人一人である﹂とあり︑文中の逸話はみな忘れ

嶋倉龍司の建てた「東宮駐駕之処」

し数年の齢を与へられたら︑その学業は大いに進んだであらうに︒

に返事があった為に書き落されたとでも考へる外ないが︑篤実で些

かと見直すがそれらしい跡もない︒この﹁門人録﹂が記録された後

い︒この一点の疑問だけは残るが︑これら返事の残存することによ

事も忽せにしない山本半蔵にさうしたことがあらうとも思はれな

十五年四月五日︑四歳の栄太郎を遺して二十八歳で残した︒天がも

涯︑死生命有り又何ゾ瑳カン︑覚メ来ルー十餘年ノ夢︑更二春風ヲ

臨終に当り遺した漢詩は次の通りである︒Ｉ魂塊遂二帰ス天ノー

って︑﹁槍洲西村先生門人録﹂を編集し︑これを﹁暇修義塾﹂の事業

オ

越ウテ落花卜為ルー﹂若き女性に見るこの覚悟︑私は声を呑んで詩

四月︑先師追悼会斎行を機会に︑その門人録作成を思ひ立ち︑各地

とした者が山本半蔵であることは明らかであらう︒半蔵は大正七年

の知友に手紙を送って未知の門人は勿論︑既知の人についても︑名

︵五︶﹁門人録﹂編者

に見入るのであった︒

最後に﹁門人録﹂の編者について考へてみる︒この度拝見した資

力によって︑完全とは言へないまでも︑それに近い清洲の﹁門人録﹂

簿の項目とすることについての回答を求めたことであらう︒その努

スエ

過日御依頼之西村先生之教を受けた人名取しらべ候季︑左ノ如シ︑

好い機会なので︑この文の後ろに﹁門人録﹂を附載してもらった︒

が作られた︒

料の中に︑畑野の本間藤七が山本半蔵に宛てた葉書がある︒﹁啓上︑

本間賢吉︵名簿健吉︶・羽二生勘六︑この二人は故人︑甲賀喜作︑此

たら嬉しい︒旧稿に合せて明治の前期︑村々を遍歴して若者を教へ

読者の中に︑乃祖の名を見出して︑その若き日の志を偲ぶ人が有っ

また︑新穂北方の河原春樹より山本半蔵宛五月二十九日の書状が

たいといふのが筆者の願ひである︒

た老漢学者の人物と︑その膝下に学んだ門弟達の姿を幾分でも伝へ

隼太郎︶此三人現人ナリ︑皆畑野村後山ノ人﹂

人は郡外ニアリ居所しらず︑小田卯吉・本間徳蔵・福井早太︵名簿

ある︒﹁不在之為︑返事延引失礼至極︑御高免下され度く候︑御間合

明治郷土文化の資料として後に留めたいといふ編集部の求めも

︿附﹀瘡洲西村先生門人録暇修義塾

て︑これを補ふこと以上の通りである︒

旧稿を書いて七年後︑図らずも恩借するを得た一束の資料によっ

之義︑左二︑本間次郎︑新右エ門卜申方ノ人ナリシモ︑北海道二行
キ其後ハ不承︒渡辺喜一︑莚場村之人︑神職︑当春迄ハ小学校教員︒
谷口勝治︑吉井村大字秋津字木崎︑谷口忠三郎ノ悴︑永々出国ノ所︑

当時帰国中︒杉山太吉郎︑多吉二非ラズ︑弁護士ニモ非ラズ︑京都
る返事と思はれる︒﹁杉山太吉郎﹂について﹁多吉でない︑弁護士で

の便等を考へ巳むなく改変したことがある︒

あって原簿を転写した︒転写は原簿の通りを原則としたが︑印刷

市御幸町通竹屋町上ル﹂これも﹁門人録﹂編集の為の問合せに対す

であらう︒不思議なのは︑河原の返事に見える四人の名が︑新穂の

①罫紙の上部欄外に記名されたもの︵真野村六・畑野村一・相川

もない﹂とあるのは︑半蔵の問合せに書かれたことを訂正したもの
塾は勿論︑どこの塾の名簿にも見えないことである︒改姓したもの
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が︑﹁氏名﹂は原簿記載のままとした︒

医師・真野村会議員

山本嘉六

森鷹蔵

④漢字の表記は新字体を用ゐた︒

前新町収入役

松井善蔵

山田三郎

山田磯次

総社々司・前水戸中学校
教員

前郡会議長・旧郡会議員

前郡会議員・前村会議員

前県会議員・前真野村長

真野宮社司

諏訪神社々司・真野小学
校教員

前新潟新聞主事

羽生甚左エ門

渡辺砧

高野宏策

小田貫一

尾畑与三作

真木山豊丸

豊原多作

高野問蔵

足立慎一

前真野村長・前村会議員

山本一以

佐々木武左エ門
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町一・吉井村四︶は名簿各町村の末に移した︒

孟治ノ義兄

⑤読者の便を考へ︑各町村の門人数を記した︒

松本喜代子

○ ○

②死亡者は○で示した︒

前大小校教員

山本藤左エ門

氏名

栄太郎ノ母
新潟師範卒業生

山本弥次平

公職及ビ身分

現藤左エ門ノ父
前新町々長

山本半蔵

嶋倉龍司

浜 吉 全 竹 全 全 吉 名 真 全 全 豊 全 全 全 全 全
中 岡 田 岡 古 野 田

③本名と通称の異なる人もあり︑文字の通行と違ふ人も有る様だ

大字
町 合

現住所及ピ
父子兄弟ノ関係

現弥次平ノ父
前新町々長・佐渡郡史編
纂委員

山本藤右エ門
山本一郎

山本悌二郎
吉田忠右エ門

中川清一郎

嵐城精吉
真野村会議員

山本豊子

検事・前大審院陪席判事

若林善平

山本順平

半蔵ノ妻

前新町助役

現代議士・台湾製糖株式
会社専務

前県会議員・前新町々長

現藤右エ門ノ父
米国タコマ

東京芝区三田台町

り町

東京商業学校在学
中死亡
千葉県千葉町字通

医師

屋

真野村五十名︵女子二名︶

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

死亡

全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 新 背

○

三 全 全 竹 全 全 全 全 全 金 全 全 全 長 全 全 全 全 四
宮
田
丸
石
日
北海道

少僧正大願寺住職
免囚保護会副会長

前真野村長

逸見悦運

菊地長右エ門
菊地兼蔵
金子代蔵

曽我佐代吉

逸見至

仲村億

真野村会議員

逸見徳蔵
逸見市太郎

真野小学校教員

若林善十郎

逸見華蔵

真野村会議員

若林太郎
田辺慶次

大地栄蔵

大字

新穂村
死亡

死亡

大字

畑野村

八名
現住所及ピ
父子兄弟ノ関係

福岡県鞍手郡三笠
炭坑

ノ父

陸軍中尉本間雅晴

現住所及ビ
父子兄弟ノ関係

十五名

二宮村大字窪田

瓜 潟 北 全 全 皆 新 瓜
生 上 方 川 穂 生
屋
屋
全 全 全 全 後 畑
山 野

前真野村会議員

真野村収入役

計良実太郎
中川顕蔵
遠藤○○
名畑覚蔵
中川新一郎

斎数重平

前佐渡中学校教諭

萩野桂三

石塚照

氏名

医師

池野謙吉

公職及ピ身分

和佛法律学校出身

金子甚右エ門

諏訪神社々掌・前新穂小
学校教員

佐藤卓宗

河原春樹

磯部孫吉

湖鏡庵住職

名古屋益三

本間藤七

氏名

本間徳蔵

公職及ピ身分

佐渡銀行畑野支店長・畑
野郵便局長

羽生勘六

福井隼太郎

小田夘吉

本間建吉

前畑野○○

前相川税務属
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○
○
○
○
○

町

甲賀喜作

河原田分署詰

相川税務署関税課長

巡査

畝目善吉

藤川千代吉

松田次三郎

藤沢貞子

執達吏

柏原巻蔵

時岡能舞子

前税務属
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後山
二丁目

二見村郵便局長妻

山本孝策

矢田亀蔵

前畑野村長・陸軍大将
佐渡電燈会社員

三宮
浜

全

中川春部
二丁目
浜

店

佐渡銀行河原田支

前西三川小学校長

河原森右エ門
長嶋百太郎

川嶋立蔵

中村平次郎

加藤重丸

北幸吉

関根角次

菊地周次

氏名

木村千代野

高野新之丞

横山弘道

中川菊蔵

小田辰蔵

不在

十一名

金沢村中興

市川菊蔵

大字

吉井村
死亡

現住所及ピ
父子兄弟ノ関係

相川濁川町

公職及ピ身分

金玉栄太郎
中村平次郎

浅見副孝

氏名

前新町小学校長

藤本亀蔵

公職及ビ身分

二十名︵女子三名︶

全

○

医師時岡喬助氏ノ
未亡人

全

目黒

畉田
二宮
石田

吉井

大字
新潟

前沢根小学校長

現住所及ピ
父子兄弟ノ関係

沢根町大字沢根

長井鷹蔵

牛窪弘善

児玉龍太郎

仙田藤太郎

古川介

小宮山龍蔵

裁判所書記

佐渡新聞主筆

前越佐新聞記者

栃木県足尾銅山通
撰事務所

全

相川町
死亡

村 村 町

真野村大字新町

全 吉
井

○ ○

○

死亡

大字

公職及ビ身分

氏名
服部淳達

現住所及ビ
父子兄弟ノ関係

金沢村大字泉

金子糸松
小林坊太郎

八幡村

おの

忠治三十三回忌を了えて
父のあと辿れば自づ歌がらも似しもの出づと目覚め思ふも

糸魚川税務署長

本間伝蔵

藤田音蔵

本間連太郎

︵平成十八年五月二十三日稿了︶

佐渡八幡館で開かれる前︑その準備をしている時であった︒この歌

てみようと思う心境になって来たのは︑先頃父の三十三回忌を了え

り佐渡一の宮度津神社境内のくひなの歌碑であり︑その歌の短冊で

修し了えたこと︒そしてその父を偲んで貰うに一番よいのは︑やは

今年四月二日︑自宅にて親類縁者集まりささやかな三十三回忌を

くして生まれた歌であり︑自作の歌としては思い出に残っている歌

てその時お話ししたことはわずか五分であったが︑本当はこんなこ

最も父らしい特徴の出ているものを複製にしておくばりした︒そし

とをお話ししたかったのだということをこれから書こうと思う︒即

それ以来私は父のあとをたどり続けて来たといってよいのかも知
らない︒それはその筈でいくら父のあとを辿ったところで歌がうま

ち第一回﹁父をたどるの記﹂である︒

れない︒ただ残念なのは似た歌も出来ないし︑一向に歌はうまくな

で忘れられない歌なのである︒

父のような歌が作れるだろうかと考えあぐねていた時に生まれるべ

たことがあったかと思われる︒

それは兎も角として父の歌をたずね︑父の思い出を辿る文を書い

った︒

いことでは出来ないのだということにも最近やっと気付くようにな

八相
幡 川

がすっと出来たのである︒決してうまい歌ではないが︑どうしたら

今から二十六︑七年前それは父の七回忌﹁歌と評論﹂全国大会が

○

くなるわけがないのである︒父のうたを真似るのはそんなに生易し
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○ ○

｜の宮歌碑について

秘められていたのであろうか︒

この間の生活は身心ともに苦悩が多かった筈である︒

年の五月︒以後昭和二十六年一月まで五年余佐渡暮しとなるのだが

私が疎開して佐渡に来たのは昭和十九年夏︑父は一年後昭和二十

きつ

まとへそらしらしらあけのけはひにてくひなのこゑのやみてはな
昭和四十九年発行の﹃越佐文学散歩︵上巻こ︵野島出版︶の﹁藤

一人︑あと祖母と父と母と四人︒家計的にも苦しかったし︑仕事の

二人の兄は新潟高校にいて新潟で自炊をしていた︒家には子供は弟

私とすぐ上の兄は佐渡中学にいて河原田で自炊をしていた︒上の

しらしらと明けそめた空の気配が伏床している部屋の窓に感じ

川忠治﹂の項に︑この碑について書かれ︑歌の評釈が出ている︒

られる︒そういう朝まだきしじまのなかを︑ときおりくいなの声

な時にしっかりと眠ることも出来なくて︑朝早く眼がさめてしまう

時父はこの小座敷を寝室として使っていたと思われる︒恐らくそん

今私は小座敷という部屋を仕事部屋にも寝室にも使っている︒当

上でも決して順調ではなかったであろう︒

る︒古典の伝統的世界をほのかに感じさせつつも︑そのなかに清

りつつ︑しかも平明に巧まず詠み表わした妙をも味わうべきであ

が聞えてくるのである︒﹁やみてはなきつ﹂と︑実相に深くはい

新な風韻を詠み湛えた秀歌である︒

い中から鳴くことで知られている烏であるが︑私は全く知らない︒

こともあったであろう︒くいな︵正式名はひくいな︶は早朝まだ暗

水辺や水田の草の問に生活する小型の夏烏でキヨツキョッキョッと

このように評釈したものに出会うのは珍しいので︑まずお目にかけ
つぎに歌の成立状況のことを少し︒﹁歌と評論﹂戦後復刊第二号

た次第︒

いうが︑私がそれを知らないのは︑くいなの鳴く初夏の頃は羽茂に

やや問を置いて鳴くらしい︒当時家の近くの田にはよく聞かれたと

住んでいないわけだし︑また時々は帰って来たとしても早朝白川夜

となる昭和二十一年十月号に︑柿撤葉四首︑くひな三首︑をぢ上す
門田の面なきうつりゆく水鶏かも暁のを床にねむれずをれぱ

舟で︑目が覚めることはなかったであろう︒歌碑のできた昭和四十

でになし三首として︑そのくひなは︑

窓ぺ空しらしらあけのけはひにて水鶏の聲のやみてはなきっ

七年頃︑その付近ではまだ聞けたということであるが︑今では佐渡

運命をたどってしまったのであろう︒

水路がコンクリート化して彼等が棲みにくくなって丁度トキと同じ

でも殆んど聞くことが出来ない︒生息していないらしいのである︒

門田のもたたく水鶏のこゑ冴えてあけ空涼しほのしらむなり
とある︒

昭和二十一年忠治四十五歳︑歌碑建立の話が出たのが二年前の昭
と思われる︒二十五年前のこの歌に決めたのにはどのような事情が

和四十五年︑この歌に決めたのは一年前の昭和四十六年七十歳の時
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歌碑建立にまつわる相当詳しい説明は︑昭和四十七年﹁歌と評
論﹂十一月号に十ページ余にわたって載せられていて大変ありがた
いし︑機会があればその紹介もしたいところであるが︑今は本人自

一首の下句︶である︒

まづ

﹁窓べ空﹂の造語性について

まづ

﹁すてえ﹂なかったのか︑何に﹁執しつづけ﹂たのかに移る前に︑﹁欠

﹁字の拙さ﹂についてはこの位にして︑どうしてこの﹁拙き歌﹂を

これも有難いことに父自身による歌碑関係の歌を三度も﹁歌と評

してみたい︒

陥をあぐるにやすき﹂とは一体何を指して言っているのかを問題に

身が歌碑についてどう思っていたかを見ていきたいと思う︒

月号﹁宮田藍堂師に﹂︵七首︶︑二度目は五月号﹁度津神社﹂︵七首中

論﹂に発表しているのである︒何れも昭和四十七年で︑一度目は一

自身で欠陥だと思っていたことは二︑三点あったかも知れないが︑

かに造語であることは誰もがわかることであり︑本人も意識的に使

すぐ思いつくことと言えばやはり初句の﹁窓べ空﹂であろう︒明ら

の二首︶︑三度目が九月号﹁歌碑除幕式即詠﹂︵七首︶である︒

この中私が最も関心を持つものは最初の﹁宮田藍堂師に﹂捧げた

る︒即ち大正十四年アララギ第二回比叡山安居会に出て︑自分の出

の洗礼を受けて来て︑自らも何回かそれを語って来ているのであ

ほどこの造語に関してはきびしく対処される筈である︒父は夙にこ

短歌界の結社なるものはその規模が大きい程︑また伝統ある結社

してそのこともまた執しつづける一因ともなったと思われる︒

っていたからこそ﹁欠陥をあぐるにやすき﹂といったのである︒そ

七首なのだが︑よく調べると四首は明らかに藍堂さんへのものだ
まづ

が︑あとの三首は自分の苦渋を詠んだものなのである︒
まづ

字の拙させむすべをなみ今もなほ書き改めむおもひはきえず
くひな

いしぶみの歌らしからぬ拙き歌すてえぬわれをあはれと思へ

おそらく余命何年しかないということも知っていただろうし︑死後

詠歌﹁沖べより漕ぎかへる舟朝凪のふくらみ潮にのりてくるかも﹂

欠陥をあぐるにやすき水鶏のうた執しつづけて今にいたれる

いない︒今まで自分の歌は酔わなければ書かなかった︒それも大分

ずっと残るであろう自分の唯一の歌碑のことを思いめぐらしたに違

の﹁ふくらみ潮﹂は造語かと正宗敦夫さんから聞かれ︑この事を帰

まづ

飲んでもう自分の字の拙さも気にならなくなってやっと筆が動き出

だろうが︑社内の同人達に対してどのような意見を述べていたので

その後﹁歌と評論﹂を主宰するようになり造語の問題も出て来た

って先輩に自慢げに報告しているのである︒

されるのである︒少しはまともな字を書かなければならない︒いっ

しい語を造ってはならないというのが︑この場合の徒であったこと

あろうか︒幸か不幸か私はこのことを知らない︒唯勝手に自分で新

ころが今度はそういうわけにはいかぬ︒常に人が通るところにさら

して︑そのおかげで何とか面白い字が出来上っていたのである︒と

いこうということになったのではなかろうか︒﹁せむすべをなみ﹂

は間違いない所である︒

そ一杯気分で書けないなら一字々々︑続けないでそれもかな書きで
とは確かに﹁書よりは歌のすこしまさるか﹂︵﹃かりばね﹄中のある
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夫はその文章読本の中にわざわざ一項を設けて書いている︒﹁字引

ただに短歌界ばかりでなく小説家の問でも問題らしく︑三島由紀

この歌との関連性を考えざるを得なかった︒歌碑の歌をこれだと決

﹃紅葉ヶ谷﹄を見ていて見付けたのであるが︑歌碑のくいなの歌と

という歌がある︒今私は昨年弟によって発行された最晩年の遣歌集

︵略︶文学者の造語とは軽薄な流行語とちがって︑いままでにある

にもくいな︑蛍︑鴬︑つばくら︑蝉︑虫︑こういった小動物が各所

雲﹄の四十八首中の三十一首目にも載っているのだが︑その﹃暁雲﹄

歌碑の歌が昭和二十一年で︑昭和二十九年発行の合著歌集﹃暁

めた丁度その頃の歌だからである︒

言葉ではどうしても表現できないことを︑言葉を曲げても表現しよ

言葉を発明し︑今日ではそれは誰でも知っている言葉になりました︒

に出ていない言葉のことです︒一例が︑久米正雄氏は微苦笑という

うとする最大の切実さがなければ意味がないのであります︒︵以下
歌碑とともに﹁窓べ空﹂の造語も残る︒あるいはそう思ったのか

うぐいす︑小綬鶏︑ほととぎす等々何とその小動物の種類の多さ

鴉︑蛍︑ひぐらし︑みんみん︑すず虫︑くつわ虫︑山の禽︑鵯どり︑

とりひよ

に出てくるが︑﹁紅葉ヶ谷﹄にも︑にわとりから始り鳶︑岩つばめ︑

も知れない︒時々父が眩くように述懐しているのを聞いたのだが︑

かるのである︒これを自然への賛歌といわずして何と言おうか︒も

よ・いかに忠治がこういった生き物に深く思いを寄せていたかがわ

略︶﹂けだし造語とは一つの憧れにも似た事柄なのかも知れない︒

その事がわからないようで厭になってしまうと︒父にはこのように

知れないが︑いつか何かの時に父が︑くいなの歌は万葉集にもない

いなの歌も出来たことだろう︒これはもしかすると私の勘違いかも

なの声を聞くことが出来たら︑あるいは作り直すことも︑新しいく

三首しかないのである︒歌碑建設当時住んでいた鎌倉あたりでくい

しかし生涯に渡って﹁くひな﹂の歌は︑後にも先にも前に示した

かろうか︒

ちょっとこんなに一首の中に三種の蝉を詠んだ歌も珍しいのではな

く

ひぐらしはなかなくなりてみんみんとつくつく法師きそうがに鳴

またこんなのはどうだる﹄フか︒

紅葉ヶ谷に移りすまひて年ごとにほととぎすなくをきくが楽しき

っと後にはこんなのもある︒

人に対して礼儀として遠慮し謙遜し物を言っているのに︑その人は
へりくだる︑謙遜するという姿勢をよくとるのだが︑反面自信家と
まづ

しての頑固な面も持っていたように思う︒この場合の造語﹁窓く
という自負も持っていたのではないだろうか︒

○○○○○○○Ｏ

空﹂も︑拙き歌と謙遜しながら内心は造語として後世に残るだろう

くひなの歌碑は自然への賛歌
さていよいよ今回最後の問題として︑この歌を捨て得ず執しつづ
Ｏ

け︑遂に歌碑の歌にしてしまった最大の理由はどこにあったのだろ
うかを述べてみようと思う︒

﹁歌と評論﹂昭和四十六年六月号に﹁ほととぎす其の他﹂︵七首中
の三首目︶として︑
とり

禽のねをききてたのしぶ老年の到れることのかりそめならず
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のだと言っていたように思う︒つまりくいなの歌は父にとって実に

書いていて内容は全く同じである︒その中に﹁藤川忠治は︿故郷へ

︵昭和四十四年︶何れも桜楓社刊で︑藤川忠治の項は高橋六二氏が

言葉でいうならば︑ふるさとを恋うる歌︑望郷の歌といったらよい

て︑故郷でその歌を作って︑故郷にその碑を建てたのである︒別の

いうならば︑くひなの歌はこれだと思う︒故郷でくひなを聴い

の回帰﹀を詠み続けた歌人だ﹂という一文がある︒

稀少価値としての存在だったのである︒

今私はくいなの鳴き声がわからなくては話にならぬと思って︑曾
ヒクイナの鳴き声を聞いている︒キョッキョッとも聞えないことも

て三十数年も前に買ったＮＨＫ録音集﹁季節の小鳥﹂のカセットで

ないが︑むしろクックックッと間を置いて非常に透明感を以って鳴

︵佐渡市羽茂本郷︶

のか︒まさに忠治にとっての絶唱だったのである．

﹃現代代表歌人選集﹂︵昭和四十二年︶︑﹃現代結社代表歌人選集﹄

くようである︒

﹁渡辺湖畔への手紙﹂からｌ
その二十八會津八一と湖畔晩年

日の空襲で焼け出され︑傘と鞄ひとつで︑身を寄せた中条町西条の

﹁交通會社の案内にて佐渡見物﹂とありますが︑新潟交通がタク

丹呉氏邸内の仮住まいからの移転です︒

にバスがとまり︑秋艸道人が悠然とおりてきた︑と山本修之助﹃佐

シー代わりにバスを用立てたものでしょうか︑九月六日山本家の前

九月五日交通會社の案内にて佐渡見物にまゐりたく︑豫定作製

田徳兵衛氏宛てはがきには﹁新潟バス會社の懇請により數日佐渡を

渡の百年﹄にあります︒﹃會津八一全集﹄所載の九月十二日付け増

廻瀞したるに︑さすがに魚類は豊富にて﹂とあります︒とくに用向

中に御坐候︒御地在海中一度拝眉の機を得たく存じ候︒委細は

﹁拙者表記へ移住致し候︒

な葉書で す ︒

畔宛て八一のペン書きの葉書が来意を告げています︒戦後の小ぶり

り︑やがて北方文化博物館新潟分館となりました︒前年の四月十四

那

會津八一は昭和二十一年秋︑来島します︒有恒学舎の修学旅行を

一

引率して来島したとき以来三十七年ぶりです︒八月二十六日付け湖

杣

その節を期し候・﹂

引越し先は新潟市南濱通二番町︑ここが會津八一晩年の住まいとな
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刑

きではなく︑秋艸道人身辺の人々が︑道人の不如意な日常を慰めよ

議を携え草堂を訪ねらる︒席上これを賦して呈す︶です︒七絶を次

訪草堂席上賦此呈﹂︵會津秋艸博士松井新潟日報主筆︑児玉県
に挙げます︒

うと佐渡廻瀞を勧めたのかもしれません︒湖畔や修之助の旧知を訪
ねることになったのでしょう︒

偶有前宵報喜蛛たまたま前宵喜蛛︵きちゅ︶の報ずる有り
新知菖雨好相倶新知奮雨相ともに好し

確かな足取りはわかりませんが︑九月五日に来島︑畑野に湖畔を
訪ね︑六日︑修之助氏に会い︑相川泊まり︑九月七日はくたびれ相

懐古傷今蓋一壷古を懐い今をいたんで一壷を尽さん

莫言村酒醗而薄言うなかれ村酒醜︵り︶にして薄しと

︵たまたま昨夜よい知らせをする蜘蛛があらわれたが︑今日は新し

川で休息︑九月八日は離島という順序だったかと想像します︒五日
新潟に帰った會津八一から九月十一日付けで湖畔宛に毛筆の葉書

は小木泊まりだったのではないでしょうか︒

く近づきになった松井主筆も旧知の会津︑児玉両氏もみな良い話相

かしみ戦後の今を慨嘆しながらも︑この一本の徳利を傾けつくすま

手です︒地酒はあまりできがよくなく︑味も薄いけれども︑昔を懐

がきます︒

﹁先日は突然大勢にて推参失禮致し候︒王右丞詩集最もありが

十一年一月︑山田正平に依頼して作製した遊印の一つが﹁放浪江

って筆の濃淡がながれ︑活字になおすのがはばかられます︒昭和二

︵へいじゅつ︶は昭和二十一年にあたり︑九月五日の秋の日でした︒

先生見妊駕草堂席上賦此謹呈併乞正﹂となっています︒丙戌

えます︒七言律詩は︑割愛しますが︑題名は﹁丙戌秋日會津秋艸

秋艸道人の同行は︑松井敬主筆と児玉龍太郎県会議員だったと見

で話し合いましょう︒︶

たく存じ候︒相川にて一日病臥し八日歸宅致し候︒そのうち再
瀞ゆるゆる御話を承りたく存じ候︒一寸御挨拶のみ如此候・﹂

湖﹂のようです︒﹁突然大勢にて推参﹂とありますが︑六日︑山本修

せん︒ただ湖畔は客人を迎えると喜んで自作の詩を吟じたもので

席上これを賦す︑と書いていますが︑即席に吟じたものか分かりま

葉書の中ほどに朱印があり︑﹁放浪江湖﹂と読めます︒朱文をめぐ

道人が一人バスから降りてきた︑とありますから︑﹁大勢にて推参﹂

之助家を訪れた記録﹃軒過録﹄には會津八一の署名だけです︒秋艸

﹁一壺を尽して﹂何を語り合ったのか推察の域をでませんが︑湖

す︒岡崎さんの﹃野思幽夢﹄以外では︑私はこの詩を見ていません︒

畔は所蔵のなかから王右丞詩集を贈っていますから漢詩人や漢籍を

ではないようです︒湖畔宅に寄ったのは︑船から上がった一行が九
い描いていたのが違ったようです︒戸惑っているうちに︑岡崎幸宮

月五日にそろって訪ねたのではないかと思います︒同じ顔ぶれを思

のこと︑王維がついた最終の官位︑尚書右丞に因んでそのように呼

めぐる話に積る思いを託したことでしょう︒王右丞は唐の詩人王維
ばれています︒

編著﹃野思幽夢渡邉湖畔先生作品鑑賞﹄の中に湖畔の七言絶句と

七絶の題名は﹁會津秋艸博士携松井新潟日報主筆児玉県議見

七言律を見つけました︒
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﹁相川にて一日病臥﹂とありますが︑﹃會津八一全集﹄所載の十月

﹁先日一寸佐渡にゆきしもバスにゆられ風に吹かれてあちらに

しく︑必ずしも不快にあらざるも︑貴社との關係もあり︑自分

︵中略︶從來の先例を破り教授團から復職をもとめ來ること珍

﹁教授全員の決議として︑拙者の復職上京を要望し來り候︒

にも︑

えようと思い定めたのでしょう︒六月二日付け坂口献吉宛會津書簡

て醤師にかかるほど疲勢いたし無意味にて歸り候︒湖畔君も視

としては新潟に居住して︑文筆の方面に勉強のつもりにて候・﹂

二日付け相馬御風宛ての手紙にも次の言葉が書かれています︒

力だんだん弱りてかこち居り候﹂

申すやうなるものは︑最初から所持せざりしことなるも︑書物

﹁籾て小生事昨春滿屋の調度︑圖書悉く烏有に歸し候︒調度と

ん︒湖畔宛て十一月二十二日付け會津書簡は︑訴えています︒

それにつけても膨大な蔵書︑資料を戦災で失い不便でなりませ

とあります．

湖畔は八一︑御風共通の古い友人でした︒

昭和二十一年十一月二十二日付けで湖畔宛に會津八一の毛筆の封
書が届きます︒

﹁拝啓すでに初冬の風物にてわびしく診陶しきことにて候︒
も︑社員等よく働きくれ日々の事蒜なく相運び候こと喜び居り

幸に御健勝の御事と奉存候︒小生も慣れざる職業相始め候ひし

の立ち得ざるところと存じ︑印税原稿料など稼ぎ得たるところ

は梢〃くやしく存じ候︒到底充棟の菖状に復し得くしとは見込

くとも座右に書物無きさびしさには堪へがたく候・﹂

をすべて佛出して︑書店より古書を買ひあさり居り候︒何が無

日も當市役所にて一席相つとめ可申候︒すでに此の老人とな
り︑新時代の道も不案内にて候へども︑せめて奉公の一端と存

候︒御安心被下度候︒先日長岡︑柏崎の雨市へ講演に参り︑明

じ︑請はるるがままに相つとめ居り候・﹂

が︑秋艸道人の古書収集に貢献したと聞く︑佐久間書店の店頭に悠

すべて佛出して︑書店より古書を買ひあさり居り候﹂ともあります

ている様子が見て取れます︒﹁印税原稿料など稼ぎ得たるところを

に帰った八一を出迎えて以来︑親身に世話してくれる坂口献吉︵新

﹃會津八一全集﹄の書簡篇をみると︑八方手を尽して古書を収集し

潟日報社長︑坂口安吾の兄︶が新しく創刊される﹃夕刊ニイガタ﹄

代の私はしばしば目にしたものです︒會津書簡は次のように続きま

然と現れ︑大声で語落にかたる着流し姿の會津八一先生を︑学生時

﹁慣れざる職業相始め候ひしも﹂とありますのは︑この年の六月︑

の社長に會津八一が就任するよう懇請していました︒また郷里の文

﹃夕刊ニイガタ﹄の社長を引き受けたことをさします︒戦災で新潟

化活動にも︑力をつくそうと考えたのでしょう︒長岡︑柏崎︑新潟

舜芝の節御示し被下たる全唐詩を︑小生へ御譲渡被下るまじく

﹁それにつきて甚だ唐突にて且つ失禮の至にて候へども︑過日

す︒

この年︑會津八一は早稲田大学の教授に復帰することを断ってい

と講演の依頼にも快く応じている様子です︒
ます︒︵植田重雄﹃秋艸道人會津八一の生涯﹄︶郷里の新潟に腰をす
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充分に差上げかね遺憾の至にて候へども︑包装運送の料を合せ

候哉︒小生も此際ことのほか貧乏を極め居り候こと故︑御禮も

ましたが︑自転車の後の荷台に縛りつけて運んだのは二十万円でし

中学生あがりの私は自転車で走らされる仕事を︑たまたま引き受け

新円切り替えのために用意する新円を受け取りに︑両津の銀行まで

制の効果は消えてしまったようです︒佐渡の畑野村の銀行代理店が

た︒この金額が一つの村の資金需要をまかなうものだったのでしょ

て金六百圓だけ新圓にて差上げ︑これにて御ゆるしを乞ひ得ば
へども︑前日座右にして讃み慣れたる書物無き時は︑うろ覺え

う︒昭和二十一年のことです︒因みに伯父湖畔が︑銀行代理店を預

難有きことに存じ可申候︒老人とてこれから勉強も致しかね候
の鮎を再検討も出來ず︑何か書きかけし時など殆ど途方に暮れ

會津博士の金六百円の重さを思い返してみるのですが︑これは一

かっていたので︑私が奇妙な運び役をおおせつかったのでした︒

敢行致し候ことにて候・﹂

候ことを常と致し候︒その爲にかくの如く失禮露骨なる御伺を

見事なものです︒新潟市の南濱通りに移り住んで︑いよいよ南濱秋

例︑戦災︑高齢︑孤独のなかにあって学芸へのひるむことなき志は︑

艸堂時代が始まります︒秋艸堂の一角は︑北方文化博物館新潟分館

湖畔の蔵書の充実ぶりをみて︑蔵書から﹃全唐詩﹄の割愛を望んだ
全詩集というべきものです︒詩人の数は二千人を超え︑集められた

の文字で︑道行く人に忘れがたい印象を与えました︒

として昭和二十六年に公開されます︒木の大看板は秋艸道人の気迫

ようです︒﹃全唐詩﹄とは清の康煕帝の勅命で編纂された唐時代の

められていたと聞きます︒康煕四十六年︑西暦一七○七年の刊行で

﹁銭痩鐵は只今日本へまゐり居り候・﹂

昭和二十一年十一月二十二日付け會津書簡は︑追って書きに︑

詩の数は五万に上るといわれます︒全部で十二箱︑一箱に十冊が収
す︒小川環樹﹃唐詩概説﹄の解説などからの受売りですが︒

湖畔がいかに応答したのか︑明らかにするものは残っていません

一員として訪れていました︒やがて中国は国民党と中国共産党の争

とあります︒敗戦後の日本へ銭痩鉄は中国国民政府の文化使節団の

いとなり︑国民党の敗北により銭痩鉄は苛酷な晩年を迎えることに

から︑確かなことは申しかねますが︑會津博士の窮状を知る湖畔が
﹁包装運送の料を合せて金六百圓だけ新圓にて差上げ﹂とありま

なります︒訪日は一時の明るい陽射しのなかの銭痩鉄であったのか

しかと応えなかったとは思えません︒

すが︑﹁新円﹂とは敗戦後︑激しいインフレを抑えるため︑市中にあ

もしれません︒

で使うことを認め︑勤労者の給与も新円で払われるのは五百円かぎ

と思います︒湖畔は會津先生とよんで日常の話に敬意をもって語る

ないわりには︑湖畔にとって身近な先学として存在感を覚えていた

す︒道人は新潟を拠点に広く充実した活躍ぶりでしたから︑往来が

秋艸道人から湖畔への書簡は︑とんで昭和三十年一月になりま

ふれる紙幣をすべて預金に変えて凍結し︑その中から所帯主三百円︑

りという強行手段の政策でした︒昭和経済史の本にあたってみます

他の家族一人あたり百円だけを︑新しく発行した紙幣︑つまり新円

と︑一年くらいで新円も大量に市中に引き出され︑そのインフレ抑
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宛︑會津八一最後の書簡となります︒

一月三十日付けでペン書きの次のはがきが届きます︒これが湖畔

﹁北越歌壇の先覺者の一人として貴下を逸しがたく︑視力御不

いたはずです︒﹁素人芸術﹂という題名で︑短歌︑俳句︑漢詩を書き

分ける自分を些か自潮している文章でした︒ついにどれも半端に終

謝候︒御作は二鮎とも正に拝受致し候・ありがたく拝存し候︒

自由のところを強て御揮毫を乞ひ候ところ︑御承諾被下恭く奉

のを耳にしました︒會津八一のすすめで︑﹁新潟日報﹂に随筆を書

わったという感慨があったのかもしれませんし︑一層素人の芸道に

湖畔の視力は著しく衰え︑上京しての手術も一向に効果がなく︑普

﹁視力御不自由のところを強て御揮毫を﹂とありますが︑この数年

取り敢ず御挨拶のみ如此候︒﹂

喜びを見つけようとしていたようでもありました︒湖畔が直に朗読
してくれたのでしたが︑私は紙上で読んだわけではありません︒

昭和三十年一月十二日付け湖畔宛︑會津八一のペン書きの次の葉

泊︶に住む岡崎幸宮宛に一月十六日の消印で渡辺湖畔のペン書きの

段の読書も家人を煩わせていました︒西三川村小泊︵現佐渡市小

書が来ます︒

﹁御壯健と思ひます︒私の住んで居る家は︑實は北方文化博物

﹁前略北方文化協会より會津先生を介して小生の歌の色紙一

次のはがきが届きます︒

館と申しますので︑縣下出身の方々の色紙や短冊を陳列しま
す︒どちらでもけつかうですから和歌を書いて一枚だけ御寄贈
を願ひます︒寄贈といはずに拝借といひたいところですが︑私

のを一枚御譲り被下度願上候﹂

枚微され候が今は私も書けませんから君の御持ちの中からよい

すでに湖畔は筆をとれる健康状態ではなく︑湖畔唯一の門弟岡崎幸

の餘命もいくばくでもないとすると︑あとで混雑して返上が完

贈と申します︒用紙は上等である必要はありませんから︑普通

全に出來ないことになると不道徳になりますので最初から御寄

す︒道人は﹁御作は二鮎とも正に拝受﹂とありますから︑岡崎さん

宮氏手持ちの湖畔作品を返してもらって秋艸道人に送ったようで

﹃會津八一全集﹄の書簡篇には一月二十二日付け吉野秀雄宛はがき

﹁寄贈といはずに秤借といひたいところですが︑私の餘命もいく

品にして下さい︒﹂

﹁拙者居住の別棟を﹁郷士博物館﹂と名づけありながら一向に

とを慮って︑最初から寄贈してくれるようにといった會津八一先生

ばくでもないとすると︑あとで混雑して返上が完全に出來ない﹂こ

は湖畔のために一枚といわず二点を贈ってくれたものと思います︒

その内容を具備せざりしことにて候ところ︑今回思ひ立ちて縣

に︑

出身又は關係深き古今人の墨蹟︵なるべく小品にて︶陳列致し

秋艸道人の逝去は︑昭和三十一年十一月二十一日です︒

は健康の衰えに気づいていたのでしょう︒

湖畔は晩年︑飯田蛇笏に傾倒し︑蛇笏主宰の﹃雲母﹄に投句して

たく候に就きては︑短冊又は色紙一枚御恵贈願ひたく候﹂

しょう︒湖畔は早速會津先生の要請にこたえたと見え︑昭和三十年

とあります︒博物館にひと工夫を凝らそうと道人は思い立ったので
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冬うらら聖母にひむる些事もなし

湖畔は昭和三十五年九月十六日︑満七十四歳︑カトリック信者とし
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ただ今から﹁佐渡郷士文化﹂三十周年・百十号記念・前主宰山本での間︑七十一号まで編集されました︒七十二号からはご長男の修

◆司会挨拶酒井友二周年にあたります︒創刊者の修之助先生はお亡くなりになられるま

修之助先生十五年忌の会を開催いたします︒大勢の方々がお集まり巳先生が引き継がれて先月の六月︑百十一号が出ましたが︑その間

二でございます︒創刊からの会員にさせていただいておりますが︑しかしながら︑下世話の話になりますが︑年間三回の発行で︑十

下さって︑ありがとうございます︒司会を仰せつかりました酒井友四十号︑ちょうど四十冊発行されているわけです︒

修之助先生ご在世中には大変かわいがっていただき︑いろいろと教五万円位の赤字になるそうであります︒けれども︑修巳先生は︑お

えていただいたり︑おだてて励ましていただいたりしました︒修之父さんが情熱を込めて始められたことでもあり︑また︑資料が残る

とは佐渡高校で同僚でもありましたので︑先生がご在職中でご多忙から︑赤字を覚悟で発行を続けているとお聞きしております︒お陰

助先生がお亡くなりになって︑あとを継ぎました現主宰の修巳先生ので︑後世の佐渡の研究のために役立つのではないかという使命感

であった時期には校正のお手伝いなどをさせていただいて︑ほんの様で︑何か調べてはいるが︑発表の機関を持たない人達のために︑

少しではありますが︑郷士文化の発行にご協力申し上げたこともごこういう雑誌があるということは大変ありがたいことであります︒

ざいました︒私もときどき雑文を載せていただいております︒
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いましたが︑三十一年には﹃雲母﹄一︑二月号にわずかに俳句を載
せているだけです︒作品らしいもののおしまいだとおもいます︒そ

て昇天しました︒

瀞

草紅葉皇女の廟に径絶えて古半

主宰

Ｍ■■唖舟泄揖仙■■■琢斑叩■■ロ呉蕊兆■■■■難韓Ｍ■■■樺侭斗・

等詫蜀■■両即野惣躍固凸■■戸宰韓縄沓■■■函舎馨一四

の中から︑

，重一蕊恵一

平成十八年七月九日︵日︶午前十時より真野新町・静海荘号が発行されて︑今年は昭和でいいますと八十一年︑ちょうど三十

！
I

そういう訳で会員の皆様からは今後もこの雑誌を守るために是非
ともご協力をお願いしたい︑具体的には質の高い研究資料をお寄せ

◆祝辞

﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念をお祝いし︑併せて前主

清田文武

﹃佐渡郷土文化﹄を祝い︑山本修之助先生を偲ぶ

宰山本修之助先生十五年忌で故人をお偲びする機会に一言申し述べ

いただくと同時に経済的な面での協力として︑購読してくださる会
んでみてはどうかというふうに勧めていただければ有難いと考えて

員を増やすために︑身近な人たちに︑こういうものがあるのだが読

たいと存じます︒

ものと推測しますが︑祖父清田照吉に︑当時現主宰の修巳先生が越

第一は︑山本修之助先生が︑私の郷里の片野尾においでになった

います︒これは主宰のご本人からはなかなか言いにくいことである
とを申し上げましたが︑これより日程に従って会を進めてまいりま

ることをうれしそうに話された︑ということを︑祖父から聞きまし

後の高等学校に勤めておいでであること︑大層頼りに思っていられ

と思いますので︑私がかわってお願いする次第です︒少し余分のこ
す︒皆様のご協力をお願いいたします︒

現在にわたって一本の芯を通し︑佐渡の文化活動の支えとなり︑多

第二は︑機関誌発刊以来︑佐渡の文芸・文化︑歴史に対し︑過去・

いでのことを思うわけであります︒

た︒果たしてそのように︑見事にその跡を継がれて今日に至ってお

◆故山本修之助主宰・物故会員への黙祷

描く﹂﹁秘めし思ひ三生れたるもの﹂﹁落葉﹂︿山本修之助詩集﹃海

◆献曲
山本修之助作詞日野資純作曲藤田ますみ歌唱﹁詩集﹂﹁空に
濱秘唱﹄より﹀

より︑全国へのそうした発信基地となっている観があり︑私の知る

でなければできないことであろうと思われます︒島内・県内はもと

す︒これは由緒あり︑歴史のある︑そして学芸に造詣の深い山本家

方面に新たな生命を吹き込んで下さっているということでありま

び申し上げます︒又︑前主宰山本修之助十五年忌の会で大勢の方々

﹁佐渡郷土文化﹂三十周年二○号記念の会を祝し︑心よりお喜

◆祝電

に囲まれて喜んでいる父の姿が目に浮かびます︒ここに本日の盛会

限り︑他に類例を求め難いものであります︒

り︑今後への大きな︑またとない財産と申してよいものと考えま

第三は︑﹁佐渡郷土文化﹂は︑申すまでもなく︑佐渡の誇りであ

とともに︑﹁佐渡郷土文化﹂の益々のご発展をお祈り申し上げます︒

早川レイ子新潟市︵山本修之助長女︶

七夕や﹁郷土文化﹂の継がれゆく

て︑歴史的な眼を持っていないわけでありますが︑時間的スパンか

す︒私どもはどれほど励ましを戴いているか︑今はその只中にあっ

らすると︑おそらく想像以上に重要な存在であるにちがいありませ
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ん︒その点で山本家の学統．ご恩を改めて思うことであります︒

以上簡単ですが︑もう一度本日の会をお祝いし︑前主宰を偲びた
いということを申し上げ︑暦越ですが私の責めに代えさせていただ
きたいと思います︒

修之助先生にとっては︑七十歳を過ぎてからの出発で︑佐渡郷士文

ます︒

化にゆるぎない信念というか愛着なしにできることではないと思い

會津八一の二度目の来島は明治四十二年︑山本家に先々代の静古

ではないかと思われます︒三度目の来島は戦後の昭和二十一年にな

翁を訪ねています︒一回目の来島の明治四十年にも顔をあわせたの

同じことが︑佐渡を訪れる文人たち︑研究者たちにも言えるよう

渡を訪ねれば山本家に立ち寄っています︒

ります︒今度は先代の山本修之助先生が迎えました︒會津八一は佐

︿付記﹀当日﹁佐渡郷士文化﹂及び前主宰と私とのかかわりに触れ
た︒ご参考までに記すと︑次のとおりです︒

たいと考えたのですが︑時間の関係上省略させていただきまし
１．﹃新潟県民百科事典﹄︵野島出版︑昭和五二︶の﹁山本修之助﹂の

です︒佐渡に上陸すると真直ぐに山本家を目指しているのではない

項︒

２．﹁広がる﹁佐渡学﹂の世界ｌ山本修之助展によせてＩ﹂︵﹁新潟日

でしょうか︒長い間︑山本家はこの島を眺望する恰好の見晴台の役

目を果たしつづけました︒代々の貴重な文書の集積と丹念な資料収

報﹂︿平成二・六・一﹀及び﹃佐渡郷土文化﹄第六四号︑平成二・

集は︑見過ごして通るわけにゆきません︒それに加えて静古翁︑修

一○︶

３．﹁山本修之助編﹃佐渡の書﹄﹂︵﹁新潟日報﹂平成四・三・一三︶

之助翁︑修巳先生と三代に渡って篤実な学究肌の御当主が鷹揚に迎

わけにはゆかないようです︒個人のお宅にいつまでも負担を掛け続

世界に描かれたもの︑どれをみても山本家のご苦労の影を認めない

馴れすぎたのかもしれません︒佐渡について書かれたもの︑映像の

島外から見える人も︑島内の人も︑この重宝な博物館の有難さに

ってみれば︑山本家は佐渡の博物館でした︒

えて惜しみなく佐渡を語ってくれるのですから︑有難い話です︒言

４・﹁茨木のり子の﹃旅で出会った無頼漢﹄と佐渡﹂︵﹃佐渡郷士文化﹄

第一○八号︑平成一七・六︶
５．﹁山本修巳著﹃佐渡のうた﹄︵﹁新潟日報﹂昭和六二・五・二︶
︵新潟大学名誉教授︑中国・東北師範大学客員教授︶

渡辺和一郎

﹃佐渡郷士文化﹄の三十周年︑百十号を祝い
前主宰山本修之助先生の十五年忌に思う

に頼ってゆける佐渡の博物館が必要なのではないでしょうか︒現在

けるのは如何なものでしょうか︒佐渡を訪ねてくる人が︑文句なし

も立派な博物館が︑島内にありますが︑それぞれが設立された趣旨

﹃佐渡郷土文化﹄が創刊三十周年を迎え︑百十号を刊行できたこ

られた二代の山本家のご苦心に賛嘆の思いを新たにするものです︒

によって︑お互いの連携が明らかではないようです︒利用する身に

とは︑大きな喜びであり驚きです︒淡々と三十年編集︑発行を続け
昭和五十一年の創刊ですから︑明治三十六年年生まれの前主宰山本
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す︒大英博物館も最近まであの有名な図書室を内に擁していたので

のです︒博物館と申しましたが︑これは図書館をも含めてのことで

いと思います︒設立の経過を超えて一つの博物館の体系が欲しいも

なって言えば︑全体が一つのシステムになった博物館であって欲し

ております︒

の山本修之助先生のご苦労は大変なものだっただろうと拝察いたし

ことであり︑それだけに編集・刊行に当たる方々︑とりわけ創刊者

うな地方で発行する雑誌がこれだけ長く続くということは驚くべき

島の人口も激しく減少しています︒集落の崩壊も気遣われます︒

よって大変多くの事を学ばせていただいたと言った方がよいかと思

して︑私自身はご子息の修巳先生を通じて︑あるいは膨大な著作に

山本修之助先生につきましては︑一世代違うということもありま

島を離れる人々は︑代々保存してきた貴重な資料を︑身辺に置きか

っております︒また︑教育委員会といたしましても︑先生の残され

すから︑別々に考えない方がよさそうです︒

ねる状態になってきそうです︒散逸してしまっては︑取り返しがつ

りました︒つい最近も︑国際地図学会などと共催で﹁地図の島︑佐

渡﹂という事業を開催しましたが︑ここへも山本家の貴重な資料を

たもの︑あるいは山本家の膨大な資料のお世話になることが多くあ

お借りしております︒現職のときには︑土・日曜日というと何かと

かなくなるでしょう︒早急に島の博物館が︑組織だった手を打って

てくれることが必要なのではないでしょうか︒佐渡には夫々の分野

さそうです︒それには島の博物館に若い学芸の専門家の人々が育っ

ましたので︑本日は今までのお礼かたがた主席させていただいた次

行事がありまして出席できませんでしたが︑この度自由な身になり

欲しいものです︒これも個人の力や努力に委ねておけることではな

に篤学の人々が不思議なほど多いのではないかと思いますが︑人口

いるという話をしましたが︑私のかかわっている仕事や研究という

さて︑先ほど山本先生のお仕事から多くの事を学ばせてもらって

第であります︒

の老齢化に足並みをそろえて︑優秀な碩学たちも高齢化を辿ってい

ます︒後を継ぐ若い研究者のグループを博物館のなかに養成しても

らいたいものです︒︵畑野渡辺湖畔記念資料館主宰︶

も振り返ってみますと︑その大きさに今さらながら驚きを覚えるわ

のは主に幕末から明治期という狭い範囲なのでありますが︑それで

けであります︒その一つは︑たとえば﹃相川音頭集成﹄や﹃佐渡の

山本先生の十五年忌に想う

本日は︑﹁佐渡郷士文化﹂三十周年・百十号記念と前主宰山本修之

石瀬佳弘

助先生の十五年忌の会ということで︑ひとことご挨拶を申し上げさ

伝説﹄などのように︑すごい情熱を傾けて調査・収集された成果を

や伝承文化といったものは︑その時でないと調べられないわけであ

刊行されて私たちに提供してくれているということであります︒歌

せていただきます︒

至りましたことに︑心よりお喜びを申し上げると共に︑佐渡の歴

りますが︑よくぞここまでと驚嘆するばかりであります︒これから

まず︑﹁佐渡郷土文化﹂が発刊三十周年を迎え︑百十号を数えるに

史・文化に大きく貢献してきたことに対し感謝いたします︒このよ
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に違いありません︒二つ目は︑山本家に所蔵されている膨大な古文

も︑それぞれの時代の色々な分野を研究する上で貴重な資料となる
書史料の内から貴重な幾つかを活字にして刊行してくれていること

みにして参加させていただきました︒どうぞよろしくお願いいたし

ます︒︵前佐渡市教育長︶

山本修巳

皆さんおはようございます︒

◆挨拶

祝詞や︑いろいろなお褒めの言葉をいただきまして大変身にしみ

であります︒その中でも︑﹃佐渡叢書﹄におさめられている﹁佐渡維
新日記﹂や﹁佐渡海防史料﹂︑﹁佐渡幕末維新御触書﹂などは︑私自

文献の復刻事業であります︒今ではほとんど目にすることの出来な

は大変ありがたく︑感謝している次第であります︒最後は︑貴重な

るのではないかと思います︒

した集まりをたいへん好きでしたので︑たぶん天国で喜んで見てい

酒井先生のお話もありましたように︑前主宰であった修之助もこう

とおくやみと二つが一緒と思われるかもしれませんが︑先程司会の

たまたま今回は三十周年と修之助の十五年忌とが重なり︑お祝い

る思いでございます︒

身が新潟県史執筆に当たって大いに参考にさせていただいた思い出
多い史料であります︒日記などは走り書きでありますから読みにく

い︑﹃北漠雑誌﹄や本荘了寛の﹃竹窓日記﹄などがその代表的な業績

くて大変苦労しましたので︑このように活字にしていただけること

で︑これからの研究に貢献するところが大きいと思うわけでありま

ですので︑先程の詩もそうですし︑あるいはこうした雑誌づくりも

もともと修之助は︑大正ロマンといわれる頃に青春を迎えたわけ

昔から︑古老が一人亡くなるのは博物館が一つ無くなるのと同じ

す︒

には﹁はまなす﹂︑三十から四十年代には﹁郷士研究佐渡﹂あるいは

﹁佐渡史学﹂などの雑誌を出しております︒雑誌というのは多くの

非常に好きで︑すでに青春の頃﹁純芸術﹂︑あるいは︑昭和二十年代

人の手に渡るので︑多面的な内容であることが要求されます︒とこ

ことが出来ないような人たちの語りや場面が史実と共に記述されて
の広さにも驚くばかりであります︒したがいまして︑山本先生を失

おります︒また︑﹃佐渡郷土文化﹄の目次をひもとくとわかる人脈

ろが︑新穂出身の土田杏村という哲学者がおりますが︑大正時代に

だと言います︒﹃佐渡の百年﹄などを読んでおりますと︑もう聞く

ったことは︑大きな大きな博物館が無くなったと同じくらいの損失

けです︒個人の雑誌というのは一頁から最後まで自分一人で書く雑

いいますと︑はやこ十代の時に肺結核でしたので務めも出来ないわ

誌です︒そういうふうなものが修之助の頭にもあったかと思われま

個人の雑誌を出しておりました︒個人の哲学雑誌なんです︒何故と

せていただき︑その底にある先生の想いなども受け継ぎながら︑佐

す︒今度の﹁郷土文化﹂のほうも最初︑昭和五十一年七月が創刊な

だろうと思います︒幸い︑山本先生の場合は現物や著作の形で研究

渡の歴史・文化の発展に出来る限り寄与したいと思っていますし︑

のための材料を残してくれておりますので︑それらをじっくり読ま

今日の会はそういう人たちの集まりであるということで︑私も楽し
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ですが︑ほとんど自分で書いているようなところがありまして︑個

んですが︑五年間隔月でした︒隔月発行で︑その辺が大変だったん

問は続けて︑少しでも郷士佐渡のお役に立つことがあれば大変嬉し

わけではありません︒これからもずっと自然体で環境が整っている

﹁郷士文化﹂を続けていくことに気負いとか︑そういうものがある

いと思っております︒今日のこうした会に大勢の皆さんが集まって

人雑誌のような趣がありました︒個人雑誌というのは︑よい面も確
かにありますが︑又︑社会的な広がりがもてないという面もありま

本日は大変ありがとうございました︒

いただいたことを父に代わって心から感謝し︑お礼を申し上げます︒

◆記念撮影

司会の方からご紹介がございましたが︑ちょうど私が小学校か中

戸田正之

す︒本人にいたしましても自分のやりたいこと︑たとえば︑自分で
史﹂をやりたいとか︑あるいは﹁佐渡の亀田鵬斎﹂をやりたいとか︑

◆乾杯

は﹁佐渡近代人名辞典﹂をやりたいとか︑あるいは﹁佐渡近代俳壇
そんな事を話しておりました︒けれども︑﹁郷土文化﹂にその関係
分の言いたいことが言えたので︑当初の自分の考え方が変わってい

学校か忘れましたけれども︑その時にお家におじやまして︑山本修

の資料を載せたり︑あるいは﹃佐渡叢書﹄を発行する間にかなり自
ったようでした︒その結果︑だんだんと多くの方の寄稿をいただく

士文化三十周年ということですが︑実は修巳先生がいろいろと郷士

五年忌ということで︑早いものだと思います︒もう一つは︑佐渡郷

之助先生にいろいろご指導いただいた記憶がございます︒今日は十

加して下さる方が半分以上おいでになります︒というのは︑ある意

うになるまで不勉強で本当に知りませんでした︒私は佐渡市出身で

文化の研究をされているということを︑私がこの新潟へ勤務するよ

さて︑今日のような会︑これで十回目位ですが︑今回は初めて参

ようになったように思っております︒

な変化︑発展と思っています︒たとえば︑一本の竹の子が生えてく

ら一生懸命佐渡汽船で頑張っているところでございます︒本土との

すけれども新潟県全体の発展のために︑皆様にご指導いただきなが

味ではささやかなことかもしれませんが︑﹁佐渡郷士文化﹂の大き

はそういうふうにたくさんの芽が出た会で︑とりわけ泉下の修之助

れから︑この﹁郷士文化﹂が三十周年を契機に益々発展されますよ

まさに佐渡国が︑益々光り輝きますようにご祈念申し上げます︒そ

お借りして厚く御礼申し上げます︒郷士佐渡は宝の島・文化の島︑

交流にはいろいろ皆様方に大変お世話になっております︒この席を

ればその〃節々から芽が出る〃ということわざがありますが︑今日
は大変喜んでいるのではないかと思っております︒

とえば︑私は修之助が亡くなる前から︑いろいろな人から自分がテ

うに︑そして皆様一人一人の今後の御活躍をご祈念申し上げまし

﹁郷土文化﹂については今までいろいろなことはありました︒た

見や誘いを受けましたけれども︑私はとにかく父の好きなことをず

て︑乾杯の音頭をとらせていだきます︒乾杯︒︵佐渡汽船社長︶

ーマを持つなにか研究したらどうかとか︑一緒にやろうとかいう意
っと手伝っていくからといって断り続けているわけでして︑特別に
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◆スピーチ
○

須田中夫

した︒そういう姿を今でも忘れられません︒また︑先生はかねてか

がありまして︑その時に俳句クラブというのが出来ました︒そこで

ですけれども︑行谷小学校のＰＴＡの会に︑いろいろ趣味のクラブ

す︒山本先生と私との出会いは︑確か昭和四十五年だったと思うの

りこういう席に出席しませんので顔を知らない方が多いと思いま

ですが︑おそらく先生と二人きりでお風呂へ一緒に入ったというの

桧風呂へ先生と私と入って︑私は先生の背中を流した記憶があるん

は妻籠の松代屋という︑絵ハガキのような古い旅館でした︒そこの

は四名位お供したのですが︑藤村のお墓をお参りして泊ったところ

ました︒それがちょうど平成四年十月の初め頃です︒その時︑私共

で︑その藤村の記念館のある馬籠へ行ってみたいとおっしゃってい

ら︑若い時に詩を作ったのは島崎藤村に非常にあこがれていたから

有名な山本修之助先生を講師にお願いして︑それがご縁で︑先生が

いるのです︒松代屋のふとんが︑昔の木綿ぶとんで︑このふとんは

は︑ここにおいでの修巳先生を除けば私だけじゃあないかと思って

ただいまご紹介いただきました新穂の須田中夫と申します︒あま

ＰＴＡの会で始まった会が︑のちには瑞穂句会という会になり︑そ

の旅行から帰ると間もなくいろいろと行事をこなしたらしいのです

重い︑と言って先生が掛けていたのが記憶にあるんです︒先生はこ

お亡くなりになるまで私共はお付合いをさせていただいたのです︒

に深いご縁でございました︒

とで︑それが私共の最後の旅行でございました︒

が︑それが終ると十一月の終り頃から︑体調をくずされたというこ

の瑞穂句会も先生が亡くなるとお終いになり︑本当に先生とは非常
先生は非常に旅行がお好きでございまして︑いろいろ思い出して
みると︑私共と先生との旅行は一茶の遺跡を訪ねたのが一番最初な

紹介をいただきました両津の福島徹夫であります︒私は修之助先

○福島徹夫

突然の修巳先生からのお話だったので原稿もないままで︑とりと

ていただいた記憶があるんです︒そして︑その宮崎萬平さんと先生

生には本当に可愛がられた思いで一杯です︒真に有難いご縁で︑一

所におられ︑丁度ご出棺の時に居合せてお送りをさせて頂いたとい

みつる

ございました︒︵佐渡市新穂長畝︶

めもないようなことを申し上げました︒どうもいろいろありがとう

は夜一緒の部屋で︑翌朝話を聞いたら一晩中話をしたと︑先生が話

んですね︒その時に︑山本先生の友人で篠ノ井の宮崎萬平さんとい

しておりました︒その次に訪れたのが︑良寛の遺跡をめぐる旅行で

に伺いまして︑島倉盈先生が受付をされていて︑上がりかまちの

番最後は先生がお亡くなりになって︑ご納棺をされている時に弔問

いうことです︒先生はその碑を以前からご存知のようで︑目がご不

うような偶然など縁もございますし︑一番の思い出は︑実は私︑修

人でないとよく案内出来ないような︑本当に心のこもった案内をし

した︒その時に︑出雲崎の良寛堂で良寛の父の山本以南の碑を訪ね

う方が︑わざわざ柏崎までお迎えに出て下さって︑やっぱり地元の

たのですが︑その碑は山本家に伝わった以南の文字を刻んだ碑だと
自由だった先生は顔をすりつけて︑そのなつかしい碑をなでていま
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巳先生と修之助先生のお供をしたかたちで越後湯沢の﹁雪国の宿﹂

︵メダカ︶もユウ︵魚︶にんじゅう﹂というような真野豊田の方言な

とても有益です︒しかも︑水産関係の方言がいろいろありまして︑

んかも非常に詳しく解説され︑それから﹁にらみばちめ﹂と僕ら言

たとえば﹁こうもりも烏にんじゅう︵仲間の意ご﹁おんごろくい

うんですが︑腹合せにして神前に供えるその意味合いとか︑本当に

の高半ホテルへ一泊旅行をしたことがあるんです︒というのは︑あ
高校生時代︶から藤川忠治先生の﹁歌と評論﹂の同人でありまして︑

そこのホテルの主人高橋半左エ門様という方が︑若い時︵旧制新潟
当初︑藤川先生のお供をされて来島し︑修之助先生にもお会いし︑

詳しいのであります︒
した

もう一つは︑漁具・漁法に関することでは︑イカ釣りの言葉で﹁潮

しお

真野新町で歓迎の雅宴が張られましたが︑その記念写真には学生服
姿の高橋様が写っている︑という間柄で︑﹁是非自分が元気なうち

の方にイカが集まるので︑そのような場合には﹁潮下をねらえ﹂と

下ねらい﹂という言葉があります︒それは潮の流れがある時は潮下

いう意味です︒外海府方面は潮が速いせいでこの方言があるわけな

に一度﹂というお誘いが修之助先生の方へあったわけです︒また︑
晩懇にして頂いていたものですから︑そんなことで一緒に来ては︑

んですが︑両津方面ではあまり聞かない言葉です︒そういうふう

私も高半の社長様とは御縁があり﹁歌と評論﹂の同人として親切︑

ということでお供をしたわけであります︒そして︑その頃すでに亡

の用語にしても︑季節に応じた肥料のやり方を︑素人の私なんかに

に︑これは非常に視野が広いということですね︒それから農業関係

こやし

くなられておりました藤川忠治先生の名代として︑今羽茂の実家を

もよくわかるような︑しかも土俗に密着した形での解説が非常に有

しげる

守っておられます藤川滋さんも一緒にということで︑四人で高半
ホテルで一泊をしたという得難い旅行となりました︒本当に今思い

そういうことで︑今日午前中の佐藤利夫先生のお話の中にありま

難い・

か︑そういうものがやはり根っ子にありまして︑本の形としては小

した歴代の﹁棚下し帳﹂にうかがわれる山本家の深さといいます

それから︑先生の学問的ご業績につきましては︑それぞれの方が

ますと︑とてもいい思い出だったなあ！と思います︒

今までの会の中でもおっしゃっておられる通りでありますが︑私は

さくはありますが︑佐渡の﹁民俗ことば﹂を実によくとらえており︑

特に申し上げたい事があります︒それは︑小さい本でありますけれ
ども︑私には非常に役立ち︑二︑三冊買って座右におき︑あっちの

で︑説教の名手として全島的に知られた方です︵お子さんは村山真

湊の村山忠様という方がおります︒御門徒のお坊さん︵真念寺︶

今から約五十年位前になりますけれども︑私の短歌の師匠で両津

どっかりと坐っているという感じがいたします︒

当に詳しく有難いのです︒普通に出ている﹃佐渡方言辞典﹄とか︑

非常にいい本ですね︒特に方言が入っておりますが︑その語源が本

城様で︑両津高校で音楽を教えておりました︶︒その村山忠様がし

位にしている本があります︒それは﹃佐渡民俗ことば事典﹄です︒

部屋こつちの部屋に置き︑あるいはカバンの中に持ち歩いたりする

それらには見られぬ︑本当に土俗に密着した詳しい大切な解説が︑
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の通りに﹃郷土文化﹄誌として花開き︑そしてまた︑あの一連の﹃佐

渡叢書﹄︵全十六巻︶として残っており︑この会場の廊下にも並べら

かされておりまして︑いまだに心に残っている次第です︒それがそ

れておる通りであります︒今さらに︑村山忠先達の慧眼といいます

のお父様であります静古翁が亡くなられた時に弔歌を作ってお届け
をした︒そうしましたら修之助先生がその弔歌を集めたいというこ

か︑見るべき所を見ておられるということを改めて思い知ると共

みじみと言われたことがございます︒それは︑実は山本修之助先生

てきた墨書きの毛筆の手紙を見たら︑それが又あまりにも達筆でと

とで短冊を送ってきて︑書いてほしいと言われた︒ところが送られ

に︑修之助先生との有難いご縁のつながりを思うわけであります︒

﹁ついにとうとう書いてやらんかつたわい﹂と頭をかきながらお酒

て︑思い出話とさせて頂きました︒合掌︒

がえのない大事なものが遣されているということを申し上げまし

俗ことば事典﹄に見られるような土俗的特色と︑佐渡にとってかけ

そんな事で先生の思い出はつきませんけれども︑一例として﹃民

ってもこれでは〃しようしのうて︑やれん〃という気持ちになっ

を飲んだ時に話されたことを思い出します︒それ程先生は若い頃か

て︑︵村山忠様も︑とっても名筆家なんですが︶つい心がひるんで

らのびやかな書風で︑あの晩年の枯れたものとまた違った趣がござ

たまきはる生命かたむけ刷り継ぎし﹁郷土文化﹂誌今はお形見

とは

いました︒そしてその証拠が小木の蓮華峰寺に残っているのです︒

功績はあまたなれどもなかんずく史書の復刻永久に輝く

︵佐渡市両津湊︶

○平賀巳代治

いさをし

先生が若い時に行かれて泊って書いたのですね︒先代の住職青柳秀
雄師と親交があり︑泊り掛けで半折に書き興じたのだそうです︒今

どうも皆さん︑こんにちは︒

は奥様の青柳俊子さんも亡くなられてしまいましたけれど︑その奥
様から見せてもらったことがありまして︑その時︑﹁一枚︑貴方ほし

山本修巳先生にお会いすると︑亡き修之助お父様にお会いするよ

とう短冊をお送りしそこなったということが事実としてあります︒

た長期連載﹁佐渡の百年﹂を担当し︑東京の中央紙で政治家につい

酒井先生からご紹介されましたように︑私は修之助先生が筆をとっ

の歴史や文化︑芸能について開眼させていただきました︒ただ今︑

私︑昭和四十年代半ば︑修之助先生に初めてお目にかかり︑佐渡

うな錯覚にとらわれ懐かしさも格別なものがあります︒

かったら記念にあげますよ﹂と言われて︑若い頃の半折を一枚頂い

てあるんです︒その書を見ますと本当に伸びやかでいい字なんです

それからもう一つ︑村山様がしきりに言っておられたことがありま

ね︒ですから村山忠様が先程申し上げたように︑頭をかかれてとう

す︒それは﹁あの山本家の蔵書というか資料というのはすごいもの

て何度もお宅に泊めていただきました︒就寝のさい﹁俺はちょっと

て取材する番記者のような形で山本宅に通いました︒すっかり甘え

小用が近いからトイレの近い方にするから⁝﹂などとユーモアたつ

なんだョ︒あれを復刻するだけでも大事業であるし︑佐渡として大
のように私は五十年前に山本先生とは面識のない時代にちゃんと間

変意義のあることなんだ﹂ということを繰り返し言われました︒こ
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く︑親しくおつき合いいただいたことを恐れ多く思いながら先生の

ぶり︑泗脱の人でした︒今︑振り返って︑佐渡学の泰斗に遠慮もな

かつて山本先生から﹁お前もこの郷士文化に何か書け﹂と言われ

っておりますが︑その文化力に対しましても敬意を表すところです︒

か書けるようになるかも知れないと︑密かにそう思っています︒で

しかし私もあと三十年くらい研鎖にいそしめば︑もしかしたら何

養もございませんのでお断わりをしたまま現在にいたっております︒

たことがあります︒残念ながら私には︑ここに書くような知識も教

注目を浴び︑このたびはミサイル発射で︑佐渡の北北西五百キロ地

すから山本先生︑私が書けるようになるまであと三十年はこの本を

近年の佐渡は北朝鮮拉致事件の曽我ひとみさんのことで全国的に

人間の大きさと温かさを改めて想起しているところです︒

な﹂などと思いながらやってまいりました︒

には私は当然のことながらあの世へ行っておりますので︑先生︑こ

あと三十年たったら必ず書くと約束いたします︒ただしそのころ

続けてもらわないといけないということになります︒

点に着弾した︑などのマスコミ報道もあり﹁ミサイルは大丈夫か
三十周年となった﹁佐渡郷士文化﹂は毎号拝読させていただいて
巳先生の﹁あとがき﹂を興味深く読んでいます︒先生の手慣れた文

れはあの世で果たす約束ということでお許しをいただきたいと思っ

おりますが︑多彩な各界の執筆陣による論考とともに主宰・山本修
辞の中に︑山本家の近況や動静がくっきりと浮かび上がってくるよ

○

渡邉剛忠

した︒︵松ヶ崎在住元ＮＨＫ編集主幹ジャーナリスト︶

が︑末永く続くことをお祈りし︑願っております︒有難うございま

﹁郷土文化﹂の発行は物心両面から本当に大変でございましょう

ております︒

で力強く宣言した言葉のように︑﹁佐渡郷士文化﹂が永遠に続くよ

うです︒﹁巨人軍は永遠に不滅です﹂ｌ長嶋選手が引退セレモニー

︵新潟市在住元新潟日報記者︶

う祈って止みません︒ありがとうございました︒

○加藤広文

山本修巳先生とは︑私が佐渡高校に勤務したときから︑本格的に

おつき合いをさせていただきました︒とにかく古い佐渡のことをお

ごめんください︒ご紹介いただきました渡邉です︒

聞きしても何でもすぐに答えていただけるということで︑私にとっ

山本先生︑﹁佐渡郷土文化﹂発刊三十周年おめでとうございます︒

い本を︑佐渡文化発展のために親子二代︑三十年の長きにわたって

このように質の高い本︑質が高いが故に商業べＩスには乗りにく
発行され続けてきたご努力とご苦労︑そしてその精神の高さに対し

ことで私の集落のことで教えていただきました︒と申しますのは︑

ては大変ありがたい先生︑ということでした︒最近では︑個人的な

﹁長木には梅の木がたくさん植えてあったらしい︑どうも順徳上皇

まして心から敬意を表し︑佐渡島民の一人として感謝を申し上げま
またこの﹁郷土文化﹂をこうして支えてくださっている皆様方の

の第二皇女の御歌と関係あるらしいと聞いているのですが⁝・﹂と

す︒

力︑これはまさしく佐渡の幅広い文化力とでもいうべきものかと思
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ご紹介いただいたり︑先生のお父様の書かれた本などたくさん紹介

お話ししたところ︑即司馬遼太郎の﹁街道をゆく﹂や﹁二宮村志﹂を

講師佐藤利夫︵相川︶

出席者︵旧町村別︶

本間芳之

新穂青木勇計良勝範佐山香代子須田中夫

福島徹夫山田昭夫

両津石瀬佳弘神蔵久小林寿一郎高井輝芳
田中要中川紀元萩原光之脇坂克男

平賀巳代治

新潟市清田文武渡辺和一郎渡辺淑子戸田正之

しましたところ︑長木を梅の里にしようと話が盛り上がりました︒

していただきました︒そのあたりのことを長木の仲間の皆さんに話
このように佐渡のことで解らないことがあるとすぐ教えていただい

ところで︑今日の佐藤先生の興味あるお話の中で︑一寸心配した

ていたということです︒たいへんありがたく思っております︒

ことがありました︒と申しますのは︑貴重な古文書や文献などは︑

その家の奥様が几帳面だと後世に残らないということをお聞きした
からです︒奥様とは同級生で︑小学校からずっとおつき合いをさせ

菊池ヒロ子酒井友二長野雅子

畑野大沢正行加藤広文本間昭雄
金井藍原清巳石塚芳之大蔵靖子北見継仁

新潟日報佐渡支局︵両津︶南雲都

︵計五十五名︶

真野安達文子臼杵幸太郎内田治一郎中塚宗一
羽生令吉山本修巳山本雅子

赤泊佐々木伸彦
羽茂中川哲昌橋本昌子

相川飯山弘市川求石川喜美子倉田浩二郎
弾正佼一本間孝本間文雄松榮新

渡邉剛忠

佐和田伊藤正一佐々木壽司柴田直子本間邦彦

ていただいていますが︑さて奥様はどうだったかと思い出してみま
したところです︒ともあれ︑今奥様は一生懸命文書など整理をなさ

した︒適当に几帳面な方だったから︑きっと大丈夫だと思い安心を
れているとお聞きしておりますが︑すばらしいことですね︒

これからも修巳先生よろしくご指導お願いします︒本日はどうも

おめでとうございます︒︵佐渡市教育長︶
生花

◆概要︵敬称略・順不同︶
山本修司・千鶴田中園子︵修司︑園子は山本修之助孫︶

お祝
お酒
臼杵幸太郎元瑞穂句会

佐藤利夫松榮新平賀巳代治藍原清巳倉田浩二郎
︵
欠席席
︵欠
者︶者︶寺島雅範羽柴雪彦藤川滋上林章造
酒井友二
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平成十八年五月十九日

真野俳句会
子らの蹴るサッカーボール花は葉に

桐咲いて水柔らかくなりにけり滝口恵倫

きんぽうげ句会四月例会

鬼太鼓へなだるる桜吹雪かな

藩公にゆかりのこれぞ享保雛神蔵ひさし

花冷えや風紋水の面をひろぐ

またひとり離島の友や走り梅雨

春風の中ゆらし行くストラップ若林玲子

六月の海の景よき手打そば右近ふみ子

一畑は同じ枝ぶり柿若葉滝口たづ

枝かへて庇をかへて噸れり

種袋棒にさし立て鍬洗う

有明けの月をマストに春の航本間いつ子

明け易の入江を抱ける三戸かな

葉桜や一礼をして昭忠碑中野晴代

水無月や海苔畠広し江積村

真野ふるさと会館
三つ折 の 傘 頼 り な き 大 夕 立 滝 口 恵 倫

逝く春の遺影は若く美しく

臥す夫に新の寝巻を父の日に

道の辺の藪にからみし鉄線花金子テル

春うらら一人遊びの上手な子井藤ミチ

きんぽうげ句会五月例会

春の灯をともし続けし新仏

一人旅立つおぼろ夜の訣れかな中川民子

バス長閑たった一人の客のせて

坂一つ越えて湯宿の初桜水上千代

倒木に腰かけ小昼わらび狩

足踏みをしてゆっくりと春進む

きんぽうげ句会三月例会

武者人形孫を胡座に撮られけり小田昭郎
伽羅蕗の焦げし匂ひの中眠る若林うた子
わらび採り帰りの海に日矢眩し

草引きし指もみほぐす寸の間

風音の中にせせらぎ雪間草神蔵ひさし

碑も地蔵も黒し花蘇枯滝口たづ

タ蛙かへるかへると促せり

気ばかりで齢には勝てぬ蕨とり金子テル

除幕まつ白布や海霧のまつはりし

磯山の裾の植田の五六枚神蔵ひさし

頼しや過疎地に泳ぐ鯉のぼり水上千代

たしかめに踵をかへす雪柳

徳川の雛とききてバスで行く

とつとつと喪主の挨拶春もゆく

春めくや力を満たす樹々の瘤水上千代
家庭科の針もつ男子草若葉本間いつ子

きんぽうげ杖つくことも馴れて来し

大手毬百ヶ日をぱ修しけり

平成十八年六月十五日

ひろびろと朧の真中まろき月

真野俳句会

珈琲をこぼしてしまふ目借時若林玲子

母しのびつつキヤラ蕗の夕餉かな

門前の大山蓮華仰ぎゐる本間いつ子

真野ふるさと会館

啓蟄や恋いろいろの甘き声

母の日の仏に捧ぐ五目飯

鋺豆のつる引き合うて花白し中川民子

若林玲子

渓流の響動す蕗を採りにけり

木毎に触れて帰りぬ虫谷の澗若林うた子

雪囲い解かれほほえむ少女像中川民子

とよも

睡蓮や日蓮書状残る寺

舟小屋の奥より現れし黒揚羽中野晴代

紅筆の如く牡丹の芽のほぐれ

ぼたん花次の風には散るかとも

萱草や島は光りのただなかに島倉盈月

下校児の足取りかろし更衣小田昭郎
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きんぽうげ句会六月例会

春風に目覚めておはす六地蔵

浮き雲を写して春の水たまり金子節子

緑蔭の外人と目であいさつす本間いつ子

軒端まで緑蔭深め柿大樹

雨止めば花首撞ぐ夏の庭若林玲子

あめつちの日和続きの烏賊を干す

しなやかに風の戯る雪柳土田一郎

静かなる一人居の昼風光る

夕桜見に行く友に番猫石川富子

芭蕉句碑二基立つ春の峠道

長閑さの白き船見ゆ日和山山田みさを

行列の笠に春雪金の道

十薬の匂ひや五時のオルゴール

盆梅の木肌艶めく雨上り

一

一

０．

１１１００１０１１００

０１１０︐１００１１︐９ｌ０１ｌ０１ｌ０Ｉｌ００ｌ００１ｌ００

１０

１０１Ｊ

﹁おじいちゃん︑この臭のするのん︑な一

夏休みに我が家に来た孫が︑畑の隅で一

カヤツリグサ︵扉カット︶一

﹁０１１０１１

■

一

一

●

口

■

口

ら

ー

●

の

﹁カヤツリグサ︵蚊帳吊草︶というん一

一んていう草？﹂と︒一
一

ロ

ロ

口

口

一だけど︑カヤ︵蚊帳︶って知ってる？︑︒

一

一知らんよな三蚊帳ってのはね︑昔︑夏か一
一ら秋の夜に︑プーンと飛んでくる蚊に刺一

一されないように︑部屋の四隅からの紐に一
一吊す網のような囲いのことなんだよ﹂︽
一﹁子供達が二人で︑カヤツリグサの三一

孫の子の手を引く蝿日脚伸ぷ渡辺威人

一角形の茎の両端を切って︑両方から一ろ一

会えば又昔の話夕薄暑

料哨や嘘のつけないままに老い

一

一

同じ面を裂いて︑バラバラの二本にな一

︵長嶋陽二︶︾

一

一

■

ロ

ー

ロ

一

︽

巳

一

■

一

一

一

一

一

一

一

｜

●

口

一

■

年

一

口

●

一

一

一

一

ｒＩ６０−Ｉ０００１００Ｉ０Ｉ０１１０００１００Ｉ１００Ｉ０００９１９０１０９０１１０１１００Ｉ１９０ＩＩ００ＩＩ００ｉ１９０ｌＩ０１１８●０■１０００Ｌ

■

一

ｅ

●

甲

一に見立てたものである︒

一れるが︑四本に避けたものを四角のマス一

己

ロ

一年草で畑や荒地︑道端などに普通に見ら一
一れる︒また︑マスクサ︵升草︶とも呼ば一

画

陣

凸

一

一切れてしまったり︑でもなんとか成功︒︾
カヤッリグサは︑カヤツリグサ科の一一

■

一つたり︑上手にいくかと思ったら途中で一

一

一

画

一

Ｃ

一

●

⑤

口

口

℃

口

彼岸会や亡くなって知る親の恩影山タヶ

一に裂いていくと︑四本に分れて蚊帳のょ一

いもせ俳話会五月例会

寒餅を刻みあられに干す媚

ガラス越し春陽を浴びてつひうとり

一うな四角になるので︑この遊びから付い一

本心を丸出しに言ふ四月馬鹿保科ひろし

近道を通りしばかり春の泥高埜健蔵

一た名前なんだって︑やってみる？﹂︾

立葵蕾揃いて梅雨入りまつ

風邪の童に越中薬の封を切る村田英明

初鳴のうぐひすダムをかがやかす

時鳥よく鳴く一卜日一つの計中川民子

能舞台芝の桟敷に蕗の薑

夜明けかと思へば冷ゆる春の月本間一徳

遠かすむ先で呼んでるアジ釣り場

恋猫の失腺一家不眠症楠美苑緒

種袋並べるテント花模様

水音がくすぐり起す蕗の薑渡辺一子

平和とは言へず雪折れ竹の音羽柴雪彦

やがて吾も逝去謹悼さくら咲く
八木澤清子

越の山白きを掲げ海鼠舟

いもせ俳話会六月例会

Ｂ

せせらぎの温む流れや黒木御所中川紀元

上ばかり見て鳴きしきる雀の子水上千代

ほかほかの筍飯や母白寿神蔵ひさし

︒■
一
ロ
一
■
■
ロ
ロ
﹄
幸卓
凸
■
一
■
−
■
■
字
一
一
ロ
ロ・

すぐそばに直訴の碑あり畦を焼く
猫柳ふはりと魚紋生れけり
森閑と閉づ能舞台噸れり

永き日や行ったり来たり犬二匹渡辺幸枝
風吹いて駈けだしさうになる土筆

夜を明かすにはか産婆や猫の産白井正江
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影ゆらぐ枝垂桜や京都御所

冬海を渡り来る客蕎麦祭村田英明
水温む堆肥場あさる田の鴉

竿売りの声しつこぐも春の空渡辺威人

しづかなる夜明の木々に雪の花

春雪にしづかにこたへる梅の枝本間一徳

ものの蔓大挙出発点の雨羽柴雪彦

世辞亨けて句碑が含差むさくらかな

ロ

■

︒

﹃

ｐ

｜

●

口

一

●

８０９１１０８口１１００

００．１１００１■Ｉ■９０■１０■■Ⅱ１９０．１１０００日０００日ｌＩ８０ｏＩＩ００ｏＩＩ００ｏⅡＩｇ０ｏＩＩ０６ＢＩＩ８ｌ口ＩＩ８Ｄ０Ｉ８０９Ｄ１ｌ００１出

ノブドウ官次カット︶一

一子供の頃︑特に餓じかつたわけではな一

一いのだが︑食べられそうなものはなんで一

ーャノミズ・アマブドウ︶は︑甘味のなか一

ロ

ーヤマブドウやサンカクズル︵ギョウジー

句碑建てて恥の上塗り四月馬鹿楠美苑緒
一も口に入れてみた︒︽

津の神の橋に満ちくる青葉潮

はにか

引き売の魚に散りし桜かな金子節子

葉桜や少年野球声飛ばす八木澤清子

一人静群れて誰かのささめどと

魚市場ところ狭しと夏鮪中川紀元

一②
一
一一
一
ロ

開店のさま土手に満つ蕗の薑

ロ

一に酸味があり美味しく︑エビズル︵スイー
ーブドウ︶は︑酸味が強くすっぱかった︒一

一てはならんと云われていたが︑口に入れ一

﹄

●

一ノブドゥは︑ヘピブドゥといって食べ一

車田に響く老女の田植唄中川紀元

一山野や人里などどこにでも生えている一

ーラザラするだけで不味かった︒一

剪定や柿畑の空展けたる

藪椿古道守る六地蔵村田英明

いもせ俳話会七月例会

畦塗れば夜な夜な狢踏みくづす

満目のダム湖静もる余花の雨山田みさを
一握り摘みてこと足る蕨摘

菜の花を枝より花見群鴉渡辺一子
水走り耕人走る春の村

茄蕗のうすき緑や暮れかかる

春日和写経一巻枇へ献ず白井正江

一てみた︒サルトリイバラ︵サンキライ︶一
一の実と同じように︑サクサクというかザ一

花の塵宿しておはす墨衣

さざ波の萱草色に夕渚山田みさを

春愁やきのふもけふも石投げて高埜健蔵

水番の通りし後のたばこの香金子節子

車椅子青葉若葉を傘となす

一液果は熟度により︑緑︑白︑白青︑白一

一花茎が葉と対生の位置につく︒・

一巻ひげや多くの緑色の小さな花をつけた一

一物であり︑節のところに︑一展に分れた一

陵へだてだらだら坂の花吹雪

路ふさぐ隣りの南瓜押し戻す

一ノブドウ︵ブドウ科︶は︑落葉のつる植一

五分咲の花に日輪加勢せり影山タケ

百の磑牡丹の蘂は黄金色八木澤清子

妹見舞ふ窓辺に明きカーネーション

孫と見る桜美し来年も

白妙のうす絹払ふ散り牡丹

襟足を通り往く風聖五月白井正江

久に訪ふ友の門辺に寒牡丹石川富子

気苦労を忘る薫風曾孫抱く

看病もいつか身につき五月尽渡辺幸枝

草伸びる早さに付けず梅雨に入る

水仙の蕾手作り花器に活け

一

●

・

ＦⅡ

︾

０８１１０日１１■ＩＩ００ｉ０■０１１８０８１８０１００■ＩＩＦＩ１８０ｌ０２■１００口

｜

ロ

口

一

一

一

●

■

ー

ロ

一

一

■

一

口

一

一

一

一

一

一

ロ

０００１１０１１ⅡＩ１００ＩＩ００１９０Ｉｌ：Ｌ

一野葡萄や割れたる甕の空家あり羊々一
一秋日の散歩もまた楽し︒︵長嶋陽三一

字

年

一あり︑石の玉の集まりのようである︒一

一紫︑紫︑赤紫︑赤︑まだらなどと変化も一

■

口

●

ロ

寒獅の豊漁に湧く魚市場土田一郎

菖蒲の葉結んで開いて長湯かな渡辺一子

遠近に牛のねそべる大夏野保科ひろし

■

ロ

荒海が囲みて佐渡は霊ぐもり

何時までも山椒の匂ひ指にあり渡辺幸枝

一︒
一﹄
一
■

初しぐれ越佐海峡浪高し
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赤花の現の証拠は効く感じ

形代に人員減りも増えもせず羽柴雪彦

平成十八年五月白水会

木毎

紫陽花や寺宝はなくて悲史ばかり
どくだみの花浮き立たす夕あかり

掌の玉と光れり初なすび八木澤清子

紫陽花の毬がほほゑむ寺の庭渡辺一子

酒蔵に朝日のさして桐の花

しなやかな鷺の歩みや植田中

野仏の顔より昏れし花菜畑土田一郎
風まとふ露台の二人手話紡ぎ

愛蔵の白き小皿に胡瓜もみ白井正江

棚に干す牧夫の上着梅雨晴間渡辺威人

短夜や夢も現も旅のこと

ダムに影映してつばめ低くとぶ

葉桜やさびしきものの一つなり石川富子

風鈴の位置も変らず友の家保科ひろし

この蔵の火除となりし枇杷大樹

花冷えや挨拶凛々し登校児

蝿りが湿とりくぐもる雨上がり岩城昭男

枇杷熟るる門に福祉の車来て山田みさを

家族めき燕四五羽の会話聞く

青嵐跨げるほどに佐渡を寄せ渡辺幸枝

高埜健蔵

くちなしの香り残して暮れにけり

塗り終へし畦に夕陽を置き忘れ

代掻きの終りし棚田水の音

春祭り小遣貰ひ孫走る影山タケ

しばらくは桜吹雪の中をゆく斎藤しずえ

真つ直ぐに隣村より夏の風

保科ひろし

ひきがへる隣家の主の酔ひし声

語らひつお手玉つくる春日向

杖つきてたづね来し友花吹雪斎須ヒサエ

蟻一家俵かつぎをして急ぐ

春昼や友よりの文よみ返す石川富子

春海を渡り手術の夫に添ふ
炎天下孫と海での灼け体

風光る板の間に猫と横になり

咲き出して命みじかき牡丹かな

早乙女の紺がにほふ小昼時池野よしえ

熱き海 孫 の 守 り し て 砂 遊 び 本 間 一 徳
里帰りつちふる国へ往ったきり楠美苑緒

筍の皮ほうりだしたるスカイライン

青あらし連絡船を吹き戻す渡辺威人

鬼太鼓や花写すダム波立たす

妻銭箱浮かべ人惹く花の池本間ミサ

痩せ老躯菖蒲と茄だる熱き風呂

青嵐より抜きん出し塔の影

釣り上げし魚きらめく青嵐土田一郎

貰ひ猫やうやく膝に乗る日永羽柴雪彦
弱込めしさまに藤咲く妹背山

つま立ちて甘茶をかける仏生会

朝の空澄みきってをり時烏後藤綾子

北山の夕茜して花いばら中川紀元

鳴き交す朱鷺の数殖え風薫る影山タケ
浜茄子の花真野湾の昼下がり高埜健蔵

雷の夜の明けて静かな利久梅

いもせ俳話会八月例会

かんぞうも島出たかろよ海に向き

仏生会僧が語りの擬さばき

夏霧や大船一日肌えどほし

新築の小学校に風薫る

木の瘤と見たるが動く蝸牛村田英明

朝の雨墓前の道も川と成り

しんがりに船より降りる夏の旅

暮らしむき母の世に似て冷奴山城やえ

平岩静

懇ろに道教へられ島遍路

枯れうせる松に注射もあといくとせ
入棺の鳴咽に和してほととぎす

さくら餅それきり会はい女の計楠美苑緒

本間一徳

鉱山道のバテレン墓や竹落葉

金子節子

割きしあご潮の色に干しあがる中川紀元

子守して麦笛ふきし母の里

青芒顔に陽の来る登山口
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木毎洗濯機喘ぎに間こゅ梅雨入りかな宵山に灯が入りて浮く佐渡が島

初夏の風子供らの声運び来し斎須ヒサエ月市のしそ市午后は晴れ上る須藤たえ
平成十八年六月白水会
青葉風歳は忘れてボール打つ梅雨なりか地鳴りかにぶき音のして
時の日や金婚記念の知事の額石川富子田廻りの肩を撫でゆく青芒斎藤しずえ虫供養女ばかりのとぎれ経池野よしえ

政魂や沖にまじはる飛行雲池野よしえ魚具小屋を囲ふ破れ網桐の花平岩静老夫婦のせて曳舟夕立晴斎藤しずえ

ほととぎす友との会話とぎれさせ閉校と決れる夏の運動会峠路の別れの句碑や蓬長く

絵蝋燭ともせるがごと栃の花山背吹く向きの忙しき風見鶏時をりは山と海見て草を刈る

朧ろ月見る間にかくる樺大樹須藤たえ杜若雨うつ闇の白さかな山城やえ雨くるか背戸に蛙の軍しく岩城昭男
閉ざされて巣作り出来ぬつばくらめ衣ずれの如き風あり牡丹散る梅雨空に双ッの佐渡を繋ぐ虹

ばてれん

海に向く伴天連墓や車輪梅中川紀元外燈の光りをよぎる蚊食鳥後藤綾子

鉱山ありし頃銀座とや合歓の花本間ミサ濃き虹は孫の娘の心色石川富子格子戸に泰山木の花一つ中川紀元

おおらかに妖しく踊るつぶ木
るさ
毎し万緑へ篠突く雨の重たかり
少年の歩幅大きく青葉風岩城昭男千石船長の部屋なる夏障子本間ミサ
成十
年七
月白
会 の睡蓮咲き初めり
放棄田の中の一枚植田かな葉平が
く八れ
に
御水所

﹁９１１１１１１１１１０１０１１１１１１１１１１１６１１８１８０１１０１００１８１１９９００１０１０１１１１１１１１１１０１１１１１０１０１１０１１１１０１１１１１１１１１１１１１１１ｆＩＩＯＩＯＯＩＯＩＩＩＩｌｌｌｌＯＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌ９８９００ｊ

ポストまし
で百ら
メートルの梅雨晴間金子秋三一
沢根すがも俳句会一句抄
大空に文弥の首夏の雲金子立矢一

一泡沫に春日遊ぱせ山の風呂青木田鶴子山の端に夏のあかつき一人占め計良非児一

一虻を打つかしこみかしこみ落ちにけり伊藤正一鶯の来て一聲に鍬休む高橋秀夫一

一水温み父が残せし農事メモ安藤卓也障子戸も昔のままや夏座敷佐々木半七一

一ゆったりと時は流れて季吉忌宇佐見万作澤風の夜を運び来て遠蛙名畑宗八一

一初蝉や里訪ふ母は足早やに梶井弘子文月の浦島太郎留守一二月野崎東一

一とつとつのおやじの手振り鮎談議梶田チズ大きくも我身に合わす旅浴衣本間博一

ｒＩＩＯＯ００００００Ｉ０００１１０００ＩＩ９１１Ｉｌｌｌｌｌ１Ｉ１１Ｉｉ０Ｉ１Ｉ１ｌｌｌｌｌＩ１ＩＩＩｉ９００ＩＯ００１１ｌ１１１ＩｊＩＯ０００００００１ｆ０１Ｉ０８００Ｉ０１１Ｉ１１１ｌＩＩＩＩＩ００１１１８１０Ｉ１ＩＩ１ＩＩＩｌｌ１１１１ＩＩＩＩ

ね

一鬼太鼓の眼の睨め廻す桜かな加藤たかお語り継ぐ弘法説話井戸祭り本間日吉一
一夏足袋の小走りに過ぐ交差点加藤比呂外人も島に馴染んで春祭り渡辺岩夫一
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雪柳流れのごとく風にゆれ

吉原美枝子

霧雨や和菓子のような雑木山

突堤の上を舟ゆく若布苅

き

つばくらめ行く先決めて風を蔵る渡辺敏雄

徳泉とき

かたぐりのつつましく咲くいとおしき

柳都橋渡る五月の風涼し

晩酌に山の土産の独活づくし本間凌山
子猫より蜥蜴を隠し知らぬ顔今井敏夫

あぢさゐや七堂伽藍雨の中
十薬の伸びにのびたり雨止まず

伊藤ひで子

吉原美枝子

伊藤ひで子

梅雨晴や窓に風呼ぶ治療室斎須ヒサエ

封切らぬままの香水古抽出平岩静
里芋を植えし夜の雨音かすか

花海巣とき住む森に咲きにけり

花のごと垣を色どる芽吹きかな 徳泉とき
徳泉とき
本間凌山

たっぷりと地をうるほして梅雨の月

母病みて小さくなりし著莪の雨谷川郁子

十薬の香にもなれしを友逝けり伊藤ひで子

羅を出して婚儀を待つ日かな羽根洋子

加藤文子

嶋田寿美子

本間公

暫らくはからし菜の花つづく道

枝を這う毛虫を避けて廻り道本間公

︹特選︺

畑野俳短クラブ七月例会・
山本修巳選

うすもので京町流す宵の舞嶋田寿美子

花桐や源氏の絵巻よみがへる佐々木キョ子
いとけなき絵巻の姫や夕螢佐々木キョ子

﹁よみがえる源氏物語絵巻﹂展

野口美代子

め

野口美代子

短夜の船に匂へる瀬戸の潮本間凌山

宿浴衣おけさ唄へぱ踊り出す嶋田寿美子
紫陽花の藍を占めたる狭庭かな谷川郁子

︹秀逸︺

手作りの漬くるも旨し初なすび谷川郁子

掌を深くし蛍見る子かな本間凌山

遠くより池に舞ひ降る竹落葉今井敏夫
筍の一打斜めに掘りにけり
渡辺敏雄
筍のバケツを被り伸びにけり本間凌山

雨止んで紅はんなりと合歓の花羽根洋子

︹佳作︺

あかときの一番に聞く時烏谷川郁子

巧薬や散りても色を失はず中川ハッヱ

水換へはいつもまかさる子の金魚伊藤ひで子

花菖蒲金北山を借景に加藤文子

︹秀逸︺

袋掛け早くも烏に破されり

植田風もんぺを干してありにけり嶋田寿美子

麦秋や女の子の混じる草野球加藤文子

隣家より影泳ぎをり鯉幟本間凌山

︹特選︺

畑野俳短クラブ六月例会
山本修巳選

二つづつおにぎり作り田植かな

田植終へ簸のはずれし眠りかな

たが

ほろ苦き独活を愛でつつ談笑す

抽んで る 枝 よ り 夏 の 巣 立 烏 山 城 や え
背に眠る赤子に落つる柿の花

畑野俳短クラブ五月例会
山本修巳選
︹特選︺

糸蜻蛉亀の甲羅に憩ひをり
今井敏夫
恋猫やつくばいに飲む水の音本間凌山
就職の子に花吹雪ありにけり本間凌山

ぽうたんの野点日和りや花の寺谷川郁子
廃校に住む人のあり百千鳥佐々木キョ子
︹秀逸︺

水配に田植日書きて立てにけり松本秀雄

羽根洋子
観音へ千の牡丹の花明り
歳月もおぼろとなるや農日誌加藤文子

︹佳作︺

廃校のシーソーに降る桜蕊佐々木キョ子
夫の酒少し多目や独活きざむ野口美代子
菜の花や遠住む孫の佳き便り中川ハッヱ
吾が庭に影踊らせて鯉のぼり中川ハッヱ
牡丹の散りぎわ風と日にこぽる渡辺敏雄

70

半額の値札場末の西瓜売り

加藤文子

花柚子や孫の忘れしゴムボール佐々木キヨ子

しらじらと明くる谷間や山法師羽根洋子

︹佳作︺

指先を染めてこぼれし桑いちご佐々木キョ子

野歩きの返すあたりや青田風本間凌山

風鈴の鳴れば嬉しや風の道谷川郁子

亡き骸を残して蝉の石だたみ谷川郁子

寺領前砂利敷きつめて盆用意伊藤ひで子
凛として射干日差し受け止めり伊藤ひで子

夕映えに染りて赤き梅をもぐ本間公

心太筧を流る水の音

草市へ少し登りの押し車加藤文子

本間凌山

蛍の一句をメモす手のひらに野口美代子
ほどえ
穂肥ふり涼風胸へ引きこみぬ嶋田寿美子

徳泉とき
朝採りの野菜まいにち夏料理羽根洋子

︹特選︺

五月雨の笠の雫に田を廻り
松本秀雄
片蔭を 選 び て 句 会 へ と 急 ぐ 渡 辺 敏 雄
玄関の 真 上 ず ぶ と く 燕 の 巣 渡 辺 敏 雄

がつしりと脚ふんばりて迎馬佐々木キョ子

徳泉とき

ダムの水豊かに大瑠璃高鳴けり伊藤ひで子

蝿のコーラス指揮者何の樹かな松本秀雄

朝顔は連子の窓を飾りけり

誰よりも負けじと拍手大花火嶋田寿美子

︹秀逸︺

夏めいて緑賑わう庭となり

野口美代子

桃の香や産毛の光る実を採りぬ本間公

松本秀雄

文月の今日は亡き父誕生日

杖預く菩薩のそびら法師蝉加藤文子

ど

ちと疲れ手ぬき一品冷奴野口美代子

老鴬の一声を聞き峡下る渡辺敏雄

あ

かはたれの風に色生る月見草羽根洋子

あかざ

句友来たる蕊の杖をこちこちと加藤文子

︹佳作︺

ときわ荘俳句クラブ三月句会

稜線のくっきり雪の金北山粕谷誠司

裸の子転ばぬやうに追ひにけり↑

蕗をむく母は一世を独り言中原雅司一

どの店も馴染客あり草の市佐々木キョ子

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

垂

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

Ｆ今！■︐︒ＩＩＩＩＩＩｌＩＩＩＩ今Ｉ１ＩＩＩＩｉｌＩＤＤ三■︒︒二・０
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藤井青咲↑

柿若葉顔青々と六地蔵酒井充母の忌のくる夏帽をかぶりけり一
お
ほかたは摘まれてしまふ柿の花一

春暑しのろまの木偶の赤ふどし

酒を酌むシテの扇や薪能金子末雄花筏鉱山町を流れけり一
時
烏
遠
く
に
シ
テ
の
足
止
ま
る
一

黒猫に立夏の横断歩道かな鯉幟世阿弥の寺の幼稚園山本修巳一

夏の民宿鯛の白目に睨まるる

一日■▲■甲■Ｕ凸■■■■︽■号△■Ｕ︽■▽︷■ワ今■■■■一■■ａ■■▲■・・■・一■Ｕ■■△■Ｕｂ■凸■▼凸■星■・今■ワー■■・■・０．日■■■一■■一■■一■Ｐ■■●■ワ■■■﹄■■一■︑一■■二■■一■■一■■一■■ＢＢＯ■二■■一■ｇ今■■

父の日や娘のつぐ酒夫酔いて本間公
ゆでたての蚕豆囲む夕餉かな本間公

とも

柿の里俳句会一
伊
藤
正
一
正
法
寺
一

ちち

菖蒲湯や亡父の追分け蘇る中川ハッヱ

竹林の闇竹皮を脱ぐ音す本間凌山

取り残し太ききゅうりにびっくりし

仕事終え老母と共に待つ蛍吉原美枝子

梅雨晴間ニューョークより友の文伊藤ひで子

畑野俳短クラブ八月例会
山本修巳選

一一
・
一
一

一
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一年は瞬きの間や花は葉に

植木鉢どこより来たか杉芽吹く

笹団子母の思い出走馬灯藤原晴子

東弘乃

思い出を辿る施設の春夕焼志苫ユキ

薮の中蕾あまたの白椿
春愁や栄転なれど去り難し

一日の疲れを癒す藤の花藤井ミヨ

植ゑ終へし田の面見事に緑化す

春雨の降るごと緑深まりし中川吉次

玄関に摘み来し蓬匂ひけり

亡き母の歳まで生きて桜見て福田春枝

北窓を開き目に入る金北山

長谷寺牡丹さつきの競ひ咲き遠藤キクエ

菜種花咲けば父の忌近くなり

芽吹き初む古き宮居の能舞台

故郷や 路 傍 に 生 え る 蕗 の 薑 和 泉 政 次

先ず味見ハウス一面熟れ毎

散歩道寄り道をして蕨取り

空の青桜の下を駆け出して金子千枝

紫陽花に元気いただく明日に向け

淡雪の夕日の中に消へにけり

糘解く母の思い出広げつつ斎藤スエ子

山桜遠くに眺め一休み土屋美津江

田水張り逆さ金北揺れてをり

蕗味噌の苦味に母の恋しけり志苫ユキ

五月晴れ白き尾を引く飛行雲和泉政次

村祭り姻等鬼と握手して

安西恵美子

新緑のさわやかな風頬なでる佐藤スギ

住み馴れて我が家と思う施設の春

石段の世阿弥縁の牡丹寺

微笑みのこぼれ俳画の立雛

春耕の国仲平野賑わいて佐藤スギ

花筏夢の続きを乗せてゆく

端然と 一 点 見 つ め 内 裏 雛 斎 藤 ス エ 子

国府川うららに浮かぶ鳥一羽

新芽吹く木立の中に弾む声

ら

挙っての朝の体操チューリップ松田スズ

若芝のつんつんつつく土踏まず生田和代

選者吟佐山香代子

ゆかり

がらんどう長き病棟冴え返る

こぞ

伏す母の寝顔のやさし春障子安西恵美子

母に似し人と聞きゐる遠郭公

今日も啼く鎮守の杜のほととぎす
しののめや朱鷺翔つを待つ芽吹き山

待鶴荘俳句会六月句会

選者吟佐山香代子

乱舞果て螢は草に沈みけり

宵宮の篝火に照る能舞台

於真野体育館

平成十八年四月十一日

真野歌会四月詠草

残すと言へり

服部志保子

島を去る老いの決断飼ひきたる猫を空き家に

ては消ゆる石塚多恵子

三月の雪の身軽ささみどりの茎立の菜に触れ

くくだち

杉木立蒼く並くり時ならぬ三月尽のあしたの

雪に伊藤節子
銅テル

仰ぎ見てしだれ桜に佇ちつくす高木アキ子
春一番過ぎて木蓮花盛り

鮮やかな春の花壇の生き生きと

軒下に燕巣作り隣家も中山勇作

いごねりの胡麻和えにして彼岸かな

バスハイク連認満開長谷寺

雨垂れに春の音聞く朝かな
紅のまま波に呑まれし崖椿

また今朝も湯で顔洗ふ寒戻り生田和代

選者吟佐山香代子

春雪のパノラマの中小佐渡越ゆ

初音聞 く 一 句 賜 は る 能 舞 台

ときわ荘俳句クラブ五月句会
藤棚に漏れる陽まぶし昼寝覚粕谷誠司
五月雨の社は静か祈りけり

春の陽の華やぐ湖に肪ひ舟東弘乃
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バイパスを魔物のごとくうねりつつ談が走る

弥生と い ふ に 中 川 ア イ
陽燦々

高野昌子

ポーズとり子に写されて笑む孫の姿を包む春
蕗の薑採りて作れり蕗味噌に甘ほる苦き春を

本間裕子
味わう
海沿ひの散歩の道に口ずさむ童謡いつか軍歌

カントリーエレベーターは月光に古城のごと

満ち潮の跡の残れる岩の間は春日に透きて稚

魚をあそばす持田良枝

へり

石塚多恵子

葉叢には仏のますか大寺に立つ高野槇天を覆

へて供へぬ中川アイ

やさしかりし姑偲びつつ小手毬に都忘れを添

於真野体育館

平成十八年六月十三日

真野歌会六月詠草

久びさに黄砂の晴れて残雪の山さやかなり四

く夜半の野に立つ服部志保子

月の空に酒井友二
真後静恵

座りごこちの良さそうな石と眺めゆく山の川

とりどりの花が競へり暖かき陽の降る春の彼

岸の墓所に竹本喜美子
くり犬ふぐり咲く

菜の花の根元に小さく白く咲く可憐な花はみ

もとほれる人の影なき公園の三分の桜に心寄
りゆく
石塚多恵子

山川の流れと烏の噸りを聞きつつ凝らすこご

となりぬ真後静恵 みの緑伊藤節子
身をよぢる激しき咳にさいなまれ榎れたる声

に手ぶり補ふ景山悦子
雪積もる宮の境内きよらなれ子等の賑はふ春

の陽を待つ佐々木栄子 み な 草 と ふ 臼 杵 昭 子
竹本喜美子

ふるさとの駅の改札出でくれば我の名を呼ぶ

母のまぼろし

雲流れ現れたる月の皓々と照りわたる庭凛と

凪ぎわたる春の海原日を浴びて二艘の小舟沖

純白の牡丹の蕊に逆立ちて腰をかがます蜜吸
﹄つこロブ

そのかみの栄華を偲ぶ廃業のホテル囲みて桜

︾

むづかれる児を負ひきたる暮れなずむ道に白
じら野いばらの咲く

菜の花とパンジー春のもてなしと折り来て夕

陽明門を仰ぎて立てば遠き日の修学旅行が甦

日光とふ椿を見むと訪ひ来たる寺の蝿に枝を

盛るに高野昌子 ふ蜂は若林美保子
景山悦子
静けし臼杵昭子 賜 は る 佐 々 木 栄 子
草萌えのいまだしき野にいちはやくいぬのふ

釈迦像に甘茶をかけて手を合はす児らはしば

裏畑に歌ひつつ摘む三つ葉芹新じやがいもの

に浮かべり持田良枝 餉の卓に飾りぬ本間裕子 りくる竹本喜美子

遺句画集なりて人がら偲ばるることさら五月

味噌汁にせん真後静恵

志和操 の花白ければ伊藤節子

花終えし白蓮の芽は少年のごとく勢い日日に
伸びゆく

妹の住む駅近く旅馴れぬわれは荷物をまた確

晴天は気の明るめど夏野菜植ゑて三日の今雨

の未来も景山悦子 を待つ佐々木栄子
核廃絶は幻ならんたんぽぽを摘みて微笑む孫

広報に散りぬと載りし公園の桜白じら枝に残

れ り 若 林 美 保 子 めつ服部志保子

冬の間を見ざりし庭のアザレアは蕾ふとらす

ぐりは咲きて日を浴ぷ志和操 ら く 静 か に な り ぬ 中 川 ア イ

五月詠草

かぼそき枝に酒井友二
真野歌会

平成十八年五月九日

於真野体育館
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筋力の萎えてバリカン滑りたる檀の剪定丸く

直しつ高野昌子
﹁大丈夫﹂と言ひて寄り来ずぱあちやんに抱

っこしようと孫を誘ふに臼杵昭子
持田良枝

浜茄子の咲ける砂丘に波音が風に乗り来る蒼
き海より

庖丁を軋ませて切る採りたての蕗の香強く厨

ぞく

本間裕子

庭先に繁る擬宝珠の広き葉の陰に幼き蕾のの

根本より伐られし蔦は大杉を高く巻きつつ残

骸となる石塚多恵子

朝光の茜に染まる北山に向きて飛びゆく雁の

地たどりゆく

佐藤瑞枝

家並の屋根の向かうに咲く桜目近く見むと路

江口稔

川はさみひしめく銀山温泉の古き湯宿の灯を

仰ぎゆく

昂れる心鎮めて吊革に身を任せつつ電車に揺

一群服部志保子 らる竹本喜美子

採りきたる土筆の袴剥がしつつ野道にしばし

青空に影絵のごとし枝先に首を反らして鳴く

白蓮はひと日に朽ちて散りあへずひねもす穀

燗漫の桜並木に迎へらる診察終へたる病院前

鴬は中川アイ に内田千枝子

本間裕子

﹁久しぶり﹂と一人眩く郭公の声を間けるは

にこもる

伊藤節子

乗りくる

酒井友二

金井短歌教室五月詠草
平成十八年五月十二日

於尾花会館

瀬戸内の日ざしをうけて小豆島に作るオリー

真野山に歌会の果てて散り際の槌せたる桜の

曲りたる田植の跡を根性の所為と笑うて友は
去りゆく
松本秀雄

ブたわわに実る渡辺威人

生徒らの声の途絶えし女子高の廃校跡の桜咲

腰かがむ老いも混じれる団体は何処への旅か

始発の船に服部志保子

を待てり

荒井正子

酒井友二

いつかしき残雪の山を仰ぎつつ診療台に抜歯

つと夜の電話あり

手伝いをあてにして待つ息子より田植えはい

照らされしＢ明を思ひ出づ夜の桜のライトア

ップに後藤恒雄

羽黒神社の深き杜より法螺貝の遠き幻聴風に

葉の上にある若林美保子

きそむ鈴木良晴

幾 年 ぶ り か 志 和 操 話のはづむ真後静恵 雨の雨に叩かる石塚多恵子
人住まぬ庭に咲きたる木蓮に遠く去りにし人
這ひて来る南風を迎へて恥ぢらふか浜茄子の
朝鳴けばのどかに間こゆるほととぎす夜は憂
志和操 思ほゆる酒井トシヱ
花はかそけく震ふ酒井友二 いをおびて響けり
幾重にも花びらかさね薔薇のごとき紅椿咲く
目の前を飛びて失せたる黄の蝶はひかる椿の
花なき坪に中川アイ
平成十八年七月十一日

真野歌会七月詠草

於真野体育館

手のひらに取りて食べたる木毎を頬張り歩む

山峡の道持田良枝
を見上ぐる

かの年の蛍の乱舞まなうらに夏至の闇夜の空
只一つ怖いは鏡と言ふ友に拍手す還暦の同級

会に臼杵昭子

変はり漬の梅干を漬く特技ぞと誉めてくれた

る義姉思いつつ高野昌子

この年の水無月は天気定まらず近隣の老い三

人逝きぬ佐々木栄子 並樹を仰ぐ伊藤節子
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金井短歌教室六月詠草
平成十八年六月九日

於尾花会館
島の貌島の文化の佐渡弁を書きて残さむ消え

シベリアに抑留の恨み綿々と語り来し叔父つ

鯉幟ひとつのみなり段丘の田より見渡すわが

一日を緑に埋もれて捕植する峡の棚田に日暮

眼の手術せずもよしとふ病院の洗面所に挿し

との曇る夕べ池の面すれすれに燕飛びゆくた

ありおだまきの花内田千枝子

まゆらの影佐藤瑞枝

竹本喜美子

於尾花会館

平成十八年七月十四日

金井短歌教室七月詠草

は強し

海に向く断崖に咲く岩百合の花可憐なれ生命

母を背に紫陽花の寺巡りゆく娘に会いて心温

咲きのぼる庭の葵はつぎつぎに大き花つけ蕾

内田千枝子

真野湾に沿ふ長浜に彩ひ咲く萱草の黄が車窓

五十年よくぞ作りし深き田と夜水引く田と荒

過ぎゆく

ミニトマト漸く熟れて一粒を女孫二人に分け

さず売らず江口稔

て食べさす佐藤瑞枝

が変われり

荒井正子

山里の絡のしわざ朝ごとに洗車ブラシの位置

だが︑佳句は︑後世誰かによって発掘されないとも限らない︒

作者もそんな力を︑天から授かり度いと願っているのだろう︒﹁人
には終りあり︑能には涯あるべからず﹂とは︑世阿弥の残した言葉

たという︒何と言っても︑その生命力の不思議に感動したものだ︒

二千年も泥中にあった蓮が︑大賀博士によって︑芽吹き生長し

大賀ハス咲く二千年眠りたし山本修巳

岡山大賀博士の後楽園

いれず﹂が︑確かにあった︒

き墓処は酒井友二

浜大根の花に埋もれつ燦々と陽の降る岬の狭

後藤恒雄

盗人は狢らしきと妻は云ふ足跡残る毎畑に

遠き日の母が写れる石段に今日我も立つ坂の

鯵蒼と天に茂りしたぷの樹は道路拡張に秀よ

一年生が下校の道に戯るる声が五月の空にひ

ゆく

新緑の渓流沿ひに幾曲り日光目指すバスに旅

往く今に松本秀雄
渡辺威人
れ迫りぬ荒井正子
まる松本秀雄
びかふ酒井トシヱ
住む村は服部志保子
に迫る中川アイ
り枯れ来ぬ江口稔
伊香保に鈴木良晴

いに逝きたり
渡辺威人
亡き友の思ひ出話途絶えたる時の間遠く蛙鳴

き出づ伊藤節子
禁漁区と知りたる維子か晨より鋭声に啼けり

谷地の繁みに石塚多恵子

アノラック着たる案山子は手を拡げ鷺追ひて

立つ植田の畦に中川アイ

俳句鑑賞藤井青咲
青葉深き草津の普羅の湯宿かな山本修巳
何年かまえ︑草津を旅したことがある︒草津の湯畑のまわりに
は︑この地を訪れた名士の名前の石柱が立っている︒宿では︑普
羅揮毫の色紙が飾ってあった︒普羅は横浜生まれ︑報知新聞の支
局長として︑富山市に在住︒上京の際︑しばしばこの地を通って
いる︒代表作句集﹃春寒浅間山﹄がある︒﹁春の星女性浅間は夜を
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荻野豊

入相の鐘の響きて哀愁が暮れ行く町の空にと

いりあひ

けこむ木村秋子

世界一といふ百米の鯉幟つひに泳がぬテレビ

とも
この春の寒さ長くて軽装に外の面を歩く初夏

鯉幟揚ぐるも風の弱ければ泳げ泳げと園児ら

叫ぶ佐藤香代子

若布刈り断念したる予後の手に市に売らるる

ひ出づ宴の花に山本軍次

声あげて﹁サイタサイタ﹂を読みし頃ふと思

金北の桜祭りに鳴り響く鼓童の太鼓花に吸は

るる山本軍次

脳も老いて木村秋子 を待ちわぶ北見亀男

春の庭鉢に芽吹ける花の名を思ひ出しかい頭

潮干ける春の渚の百合鴎白き胸腹朝日に光る

井坂照

ぼたん雪時折り舞へる昨日今日何処の一三−

きり

島に来る桜前線待ち遠し海の向うの便りはし

清水汲む下の沢田にふうはりと蛍の一つ浮か

びて消えぬ伊藤節子
浜茄子の花はくれなゐ深く咲く海に向きたる

スも花冷えといふ石川和子

十郎が孝養の垢離重ねたる滝へ下りゆく切り

道端の垣根に覗く紫陽花の青紫を振り返り過

七人のわれ等姉妹は声高に佐渡弁にゆく旅の

の実況荻野豊

人の住まぬ家酒井トシヱ
いか程に具申は市政に採らるるか地域審議委

岸の径石塚多恵子
員の任期を終へぬ鈴木良晴

ぐ後藤恒雄
きたし

ゆにわ

佐藤香代子

町の後ろの山に廃業せしホテル残りて時の流

孫と来たる毎ハウスは既に夏甘き香りに包ま

四 日 を 服 部 志 保 子 鎌取りて見ぬ北見亀男 れ て 摘 む 濱 辺 ム ッ 子
大釜を飾れる鉄器会館の作業場の炉は真夏日
病む姉の植ゑし水仙今盛る段段畑に連れて行
を燃ゆ竹本喜美子
れ淋しむ富田政子
散り桜白き斎庭に師が歌碑も肩に花びらつけ

平十八年五月十九日

ひ出づ小宮山安子

薫風に吹かれて浜を歩きつつ故郷の海ふと思

於﹁海の家﹂

相川歌会五月詠草

しづ

水無月の海になだるる山裾のまたたび白き径

て寂けし︵串刺魚碑︶福島徹夫

内海府方面吟行会

平成十八年六月十九日

相川歌会六月詠草

つなといふは酒井友二

大国の論理あやふし核を持ち持たざる国に持

も入りくる田中義和

うららかに春の光が窓に射し開くれば緑の風

暦には立夏と言へど未だしき新緑燃ゆる時が

待たるる井坂照

酒井友二

を縫ひゆく

相川歌会四月詠草
平成十八年四月二十一日

於﹁海の家﹂

故郷の友に会ひたりわが町の﹁雛様祭り﹂見

に来しといふ小宮山安子

時季なれば作りし綜減量をなすと言ふ子に送

林京子 るを控ふ林京子

漬け若布塩出しの水替ふるたび小海老出で来
て磯の偲ばる
なごり雪と春の嵐に山茶花の盛り見られず色

牡猫の初節句祝ぐとベランダに一尺の鯉二匹

ほ

憧れて来たれる鷲崎鴬山荘あまたの歌碑に思

衰へぬ濱辺ムッ子 泳 が す 石 川 和 子 ひ重なる山本軍次
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内海府は海の名物ダイバーを喜ばす瘤鯛弁慶

相川歌会七月詠草
平成十八年七月二十一日

於﹁海の家﹂

ゆにわ

のかしまし

富田政子

中庭に落ちし子雀に餌を運ぶ親子呼び合う声

北見亀男

腹の虫居場所がずれて一言を妻に浴びせしひ

と日は寂し

バラ一輪貰ひて嬉し夫と吾の二人家族の部屋

羽黒神社の石段三百幾十余下る途みち指折り

数ふ佐藤香代子

老い先の幸を祈りぬ吟行会に初めて訪へる羽

黒神社に小宮山安子 華 や ぎ て 木 村 秋 子

濱辺ムッ子
佐藤香代子

二匹の子連るる野良猫わが庭に空腹らしく躰

修験者の山と聞きこし羽黒山谷の深きに厳し

荻野豊

おも

まか

田中義和

面なでて罷りぬ福島徹夫

マイクロバス始動して待つ鴬山荘師が歌碑の

輝く

明日からは文月に変わる宵の空満天の星月も

溜池の土手のあぢさゐ花毬の藍はあざやか雨

さ思ふ山本軍次 に濡れゐて井坂照

佐渡に住み歌詠む吾らの誇りなり島北端の文

ひま

ゆるやかに歩む吟行の友の影羽黒神社の斎庭

が棲む荻野豊 の芝に福島徹夫
梅雨晴れを友と連れだつ吟行会心弾みて忘れ

がたしも小宮山安子
この村に恩師住みゐき通りつつ訪ひし昔の思

ひ出たぐる︵佐渡浦川︶林京子

学碑林北見亀男
して凪げり

鴬山荘の碑林の隙に見ゆる海水無月の空を映

ととぎす啼く

歌碑並ぶ鴬山荘にうぐひすの声に混じりてほ

ずとぞ聞く

舟底の穴塞ぎくれし蚫とて羽黒の氏子は食は

鴬山荘の能の舞台に舞ふ人は八十歳の女主人

あるじ

すり寄す石川和子
開けたる丘にあまたの歌碑並び梅雨の晴れ間
先生も百姓も居る吟行会歌を作らん思いは同
の光を返す林京子

とふ濱辺ムッ子

杜深き羽黒神社の参道に神橋の朱が新緑に映

鴬山荘の現代歌人の佐渡の歌心にひびく文学

じ田中義和
碑林井坂照
ゆ酒井友二

３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３Ｒ３ｇ３風３ｇ３Ｒ３ｇ３ｇ３風３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３良３ｇ３ｇ３ｇ３風３良３凰固艮

山本修巳号記念前主宰山本修之助十五年忌の会﹄がぶことをすることを人生の目標としてきたので︑

編集後記七月九日の﹃佐渡郷土文化三十周年百十父母の喜ぶこと︑そして︑先祖代々の人が喜

七月は梅雨で日照不足の天候が続き︑八月無事終わった︒あとで私が小学校の教師をし一つの節目を終えたと思ったからである︒

すぎから急に虫が盛んに鳴きはじめ︑極端にが一番うれしそうであった﹂と言われ︑単細母は私が病弱のために︑生涯天理教の信仰

初旬からお盆すぎまで猛暑であった︒二十日ていたころ縁あった柴田直子さんから﹁先生遥拝す薄暑の奈良の母の墓修巳

変わる天候であった︒胞の私を見透かされた思いであった︒思えば︑者であったので︑分骨が奈良の天理教墓地に
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ある︒母の死からすでに二十八年経つが︑ほ

かけた熱い思いが伝わってくる︒具体的な氏

地に塾を開き︑天領から離れた佐渡の教育に

今年は︑九月に入って庭の朝顔が多く咲い

佐渡に見るタップダンスや夏の果修巳

たということで︑妻とともに﹁おさづけ﹂を
いただいた︒歌手の中島みゆきさんはじめ著

八月十九日は︑﹁鼓童﹂が毎年小木で開催

料にもなっている︒

ならず大正・昭和初期の佐渡の社会状勢の資

なお︑前号﹁編集後記﹂の﹁ゆく雁や若子

から持病の喘息の苦しかった月日を思い出す︒

刊者である︒いまは小康状態であるが︑幼時

石田波郷は私の所属する俳句誌﹁鶴﹂の創

朝顔の紺の彼方の月日かな波郷

かなた

名が多数記載されているので︑教育資料のみ

もらうので時間がかかって︑次の予定のため︑

名な人が多くもらっている︒﹁おさづけ﹂を

特攻の劇に死す﹂は︑同六十二頁の﹁俳句鑑

た︒

ぼ毎年お参りしている︒今年︑六月二十四日
には︑お参りした時に聞く講話が九回を数え

母の墓は天理駅からの遙拝となってしまった︒

イブ﹂で﹁佐渡のサンバでタンタンタヌキが

している﹁アース・セレブレーション﹂に妻
と出かけた︒午後木崎神社会場の﹁渡辺亮ラ

賞﹂の﹁ゆく雁や吾子特攻の劇に死す﹂が正

はきよう

父の喜ぶこと︑母の喜ぶことを終えた安堵

熱いわけ﹂を見た︒私の家にも源助という諮

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

二七○○

新潟県佐渡市真野新町三五四

発行所佐渡郷土文化の会

新潟市和合町二丁目四

印刷所株式会社第一印刷所

率確誇山本修巳

頒価一二○○円送料一八○円

溌航蓉刊眼界五期榊︵年一一一回発行︶

佐渡郷土文化第二二号

次号原稿締切十月末日

御芳志深謝須田中夫氏

しく︑﹁若子﹂は誤植︒

あこ

であろう︒

感とうれしさが︑柴田直子さんに見られたの

神がいることと︑父修之助著﹃佐渡の絡の
話﹄︵昭和六十三年刊︶のために︑拙宅に取
材に訪ねられたことで招待されたのである︒

今度の会で︑渡辺和一郎氏の発言に心引か
れた︒渡辺氏は︑氏の叔父の湖畔が交遊した

ったが︑佐渡の昔の雰囲気があってよかっ

に作曲︵藤本容子さん︶して︑本間さんが唱

容易でないという思いが感じられた︒同じこ

長い将来にわたって保管することは個人では

ど︑日本的な文人の資料も所蔵しているが︑

らず高村光太郎︑会津八一などの画や書簡な

﹁佐渡むじな﹂︵拙著﹃佐渡のうた﹂所収︶

渡辺亮氏の楽器と津軽三味線の木村俊介氏の
掛けあいがよく︑また︑本間よしえさん︵畑
野︶の語りで﹁佐渡のむじな﹂の伝説が語ら
れた︒若い女性ながら︑いままで多く佐渡方
言の語りを聞いたなかで︑今日が最高だと思
った︒また︑日本的詩人高野喜久雄氏の詩

与謝野寛・晶子の書簡を多く所蔵するのみな

の文化のために整理・保管する公的機関と学

とが私の家にも言える︒時代に即応して佐渡
芸員の存在が急務と思う︒現在のいくつかの

た︒夜の城山コンサートは︑一三ＩョＩクの

佐渡の博物館では︑その任は負えない︒佐渡
には他にも︑こうした所蔵の家が多い︒

の共演で夜の九時まで楽しんだ︒観客は外国

すばらしいタップダンスグループと﹁鼓童﹂

吏﹂を補ふ﹄は︑幕末の佐渡奉行所の俊秀清

人が多く佐渡にいるとは思えなかった︒

本誌の倉田藤五郎氏﹃旧稿﹁幕末明治の良
洲西村善五郎が︑明治時代になって佐渡の各
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