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つ

佐渡古民謡鑑賞Ｉ

ー

理解と愛情をもって認識すべきである︒せつに︑ご一読をおすすめする︒

本書は︑編著者が﹁佐渡の民謡﹂︵昭和五年出版︶か︒々すぐれたもの
を選んで︑一首ごとに︑正確に︑やさしく鑑賞文を加えたものである．
庶民の間に生まれた無名の詩人の作品に︑われわれは︑もう一度深い

古民謡には﹁万葉集﹂にもおとらない文学的価値の高い歌訶が多い︒

佐渡の民謡といえば﹁おけさ﹂を思い出す︒しかし﹁おけさ﹂以前の

ここに芽ばえた恋は︑おおらかで︑素朴で︑純情で︑情熱的であった︒

民謡は︑﹁野の唄﹂﹁海の聲﹂として︑大自然の中に生まれた︒

野の
「おけさ｣以前の佐渡の古民謡には
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口絵説明

山本修巳

新穂本間萬吉家と分家孫七家／本間子濟墓／青木金山七絶詩／
記念碑本間芳太郎建立／堀治部・愛子銅像／佐渡市ほう賞授
与式／佐渡をうたう﹁鷲崎鴬山荘文学碑林﹂除幕式／御供平佶
歌碑︵佐々木象堂詠みこむ︶／安森敏隆歌碑︵土田麦信・杏村
詠みこむ︶・安森淑子歌碑／山本修之助格言碑／山本修巳句碑
本誌に書いたが新穂本間萬吉家・分家孫七家と私の家山本半右
衛門家とは江戸時代の中期以前より長いつきあいがあった︒口絵
の本間子濟墓は︑萬吉家五世となった山本家六世子温の実弟︑子
温と同じように墓石正面に戒名が彫ってないのは︑何か考えがあ
ったのであろうか︒また本間家は江戸時代の後期から明治時代の
初期についてわからない点も多いが︑後日を期したい︒なお︑分
家本間孫七家の本間黙齋については﹁佐渡郷士文化﹂七号口絵に
筆蹟写真なども載るので︑参考に願いたい︒
本間家の二代に入婿して当主となって︑その後も姻縁があった
大野青木清左衛門家から︑江戸時代中期︑書道と詩文で江戸で知
られ︑隅田川畔に著名な亀田鵬斎︑大窪詩佛らによって石碑が建
った青木金山︵清左衛門︶がいる︒分家青木重四郎の末商は現在
新穂の青木勇氏である︒
萬吉家を継いだ本間芳太郎氏が庭園に建てた記念碑︒幼くして
父を亡くし︑母の実家中興の堀家の援助によって医師となったこ
とに対する感謝の碑で文章を作ったのは︑私の祖父山本半蔵︵静
古︶で書は畑野の湖畔渡辺彰である︒本紙写真参照︒昭和十一年
秋に半蔵は文章を書いたが︑昭和十二年五月から病に臥し︑六月
に亡くなったので︑書は渡辺湖畔が書いた︒昭和十二年には建っ
たのではないか︑写真は正装なので︑その年に記念に撮ったもの

であろう︒私は母の実家が新穂北方で︑今思うと︑そのころバス
停近くにあった本間家のこの碑を見た記憶がある︒
金井能楽堂は︑旧堀家跡に建つ︒一年に何度か出かけるが︑こ

春雨の晴れ間や島の賞を受く修巳

の銅像を目にする︒

三月一日︑佐渡市ほう賞授与式があって︑ほう賞をいただいた︒
文化財保護審議会委員を三十二年勤めたことによる︒旧真野町で
は国分寺を復元しようという計画が昭和五十年ころからあって︑
そのころ文化財保護審議会委員になり︑佐渡市になっても続いて
いるからである︒旧真野町では国分寺復元のために現在の国分寺
市と姉妹都市になって︑多くの指導も受け︑復元の模型もできた︒
また︑他県の国分寺も視察した︒佐渡金銀山の世界遺産登録が終
わったら︑次は国分寺の復元を試みてもらいたいと思う︒
鷲崎の鴬山荘文学碑林は本誌を参照されたい︒
順徳院御名うるはしこの島に泊つる一夜を御魂に侍る
中野照子
など好きな歌も多い︒このような百三基の碑の写真と作者紹介な
どが二冊の小冊子にまとめられている︒
表紙は︑曾野綾子氏が自著﹁疲れない人間関係のヒント﹂︵平成

二十二年三月十日イースト・プレス刊︶の見返しに書いていた

曾野綾子より花籠や彼岸入修巳

だいた拙句集﹃花爵香﹄をお贈りした時のお礼の言葉である︒曾
野氏とは︑昭和三十六年十月︑川口松太郎氏︑亀井勝一郎氏と新
穂小学校における文芸春秋社の講演会の時︑その昼の島内見学の
案内役をつとめたのが契機であった︒翌三十七年曾野氏宅を訪問
し︑一泊した記憶がある︒長いご縁を思い︑ここに掲げることに
した︒なお﹃花鴎香﹄に﹁亡き父へ﹂の前書きで句がある︒

新穂本間萬吉家と分家孫七（本間黙齋）家

もぐさい

本間萬吉家五世本間子齋︵新町山本家より入婿︶墓
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新穂本間萬吉家と分家孫七︵本間黙齋︶家

時に文書類︑陶器類︑箪笥︑長持ちなど︑また︑家紋の十六目結の

町之もちい各別二御座候則︑越後守景勝様６被下候﹂御状壱通︑

本間治部と名次ヲ書付﹂由二御座候故︑我等祖父徳右衛門代迄当

一我等先祖本間治部と申者ハ御公儀様指上﹂申万事之帳面二も︑

も弐通︑先祖二者有之﹇︵虫喰︶﹈

と﹇申ヵ︵虫喰︶﹈﹂書物弐枚有︑越後景勝様・直江山城守様方之御状

Ｉ真野新町山本半右衛門家とＩ

本間萬吉家の草創期・江戸期

付いた仏壇なども寄贈された︒現在の当主本間芳之氏は医院を開業

籾又御家老直江山城守殿被下候御﹂状壱通︑弐通之御状我等家之

重宝と存︑﹂代々持伝候二付︑無礼無之様二重宝致候へと﹂祖父徳

御座候ヘハ︑昨今之者共﹂同前二狼り罷成︑彼御状をも反古之様

右衛門申候故︑只今迄持伝候へとも︑今程ハ﹂我等義ハ若輩者二

二申﹂二付︑乍憧言上仕候御事

入徳右衛門存念之通二埒明申二付︑万事﹂再発不仕候へとも︑今

右之趣︑祖父徳右衛門代迄はつかうノ者二御座候而万﹂事当町出

代前之先祖ヲハ本間山城と申候籾又︑四代以前先祖ヲハ本間治

一我等新穂町年寄源太郎と申者二御座候︑左様一こ御座候ヘハ五

成︑﹂何分御誌奉仰候

惑仕候故︑我等﹂持伝候弐通之御状指上申候間︑乍憧御覧被為

程ハ新穂町之義︑町年﹂寄ヲあなとり申候故︑万不埒二罷成︑迷

いた﹁本間氏萬吉家図﹂の三点の史料をあげる︒

本間萬吉家の史料から草創期の﹁先祖本間治部之一件﹂︑﹁先祖調

家山本半右衛門家との関わりを記したい︒

ここでは江戸期本間萬吉家︑分家本間孫七家と親戚であった私の

いる︒

勇氏がいる︒現在︑資料などは佐渡市によって整理し︑保管されて

していた祖父故本間芳太郎氏の別宅に住み︑親戚として近くに青木

先年︑新穂町の本間萬吉家屋敷と跡地が佐渡市に寄贈された︒同

本

べの綴り﹂の﹁浄真新穂町萬吉﹂までと︑五世の本間子濟の書

︵裏書︶

﹁先祖本間治部之一件
本間﹇萬吉ヵ﹈﹂

家先祖ハ徳右衛門様方五代前ハ本間山城守と申︑四代以前ハ治部
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山

部と申候而新穂町ヲ仕立﹂申者二御座候故︑三代以前之本間徳右

孫七子甚之亟

正徳二壬辰正月七日六十歳死

元祖巌淨一念一女霊心妙夏︵二代女︶

出

四十八死
正徳二壬辰八月十七日

内室堪行向月二女静室寂員俗名紀伊新町山本半右衛門
俗名とら

新町山本半右衛門方より来ル二十二才死方へ嫁ぐ

一男本心周行︵三代︶

享保十六年辛亥十一月三日

俗名万吉安右衛門と改

延享四年五月二十七日

新町山本半右衛門四世

二男蓮譽宗詫信士俗名弥二兵衛

享保七壬寅二月二日四十三歳死
︵青木︶

二代金蓮乘慶

大野町清左衛門方より
宝暦五乙亥九月七日

内室霊心妙夏

七十四才

大野町清左衛門嫁道説妻

三女開示真教信女俗名留利

二女

むめ貝塚玄恭嫁

ふじ湊町長次郎嫁

いち相川茂左衛門嫁

三女

一女

明和四丁亥四月二十四日六十七歳死

三代本心周行

四十七

寛延三庚午六月十一日
湊町塚本吉左衛門方よ

内室月性壽庭

来る俗名はっ

直清登原︵四代︶

家屋敷田畑酒屋にいたし仕出ス

ゑん湊町幸三郎嫁

はる当所善右衛門嫁

との湊町喜左衛門嫁
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衛門代迄ハ当町﹂壱人之年寄二て我等祖父二而御座候処︑惣領一ご

我等親本間孫七と申候ハ︑若年６病気一ご罷成︑役二立不申︑祖
父徳右衛門年罷寄候故︑我等﹂幼少６名跡二相究申候御事
一新穂町之義︑祖父徳右衛門相果申以後ハ我等﹂上不足仕︑殊二若

年二御座候籾又︑町中一一﹇有ヵ﹈徳之者共御座候二付︑以前御
法違背仕︑万事﹂町々格別狼リ罷成︑我等義之申付候義︑一圓﹂承

引不仕︑物こと我侭二御座候上︑御公儀様奉﹂対︑我等不調法之
以下欠

万治二年亥十一月八日清栄

市橋源太郎内俗名おふく

有し之共不知

様二何共迷惑申候御事︵八木千恵子氏解読︶

﹁先祖調べの綴り﹂

寛文五巳十二月廿七日妙永

承応二年七月二日先祖代々之墓

寛文七 未 六 月 二 日 浄 空

新穂町徳右衛門
新穂町万吉
︵以下略︶

四男

孫七来明秀英

明和四丁亥四月十五日

五男

八 七 六

寛文十二年子二月廿三日淨真

本間氏萬吉家図
源太郎殿弟が承応二年︵一六五三︶に生れ︑延宝七年︵一六七九︶二十五歳当

口同 七 年 二 此 家 ニ ウ ッ ル ト 見 へ 申 候

女 女 女

垂庚寅ｉ菫

安永七戊戌八月十九日年四十七

出

四代直清登原一女みや
六十二

寛政五癸丑七月七日

︵以下略︶

内室心鏡明遍○華厳院禅那浄戒俗名平七
俗名くら

四十八歳死

四女教一妙散女三歳

三男梅香松壽三歳死

二男入所童子一歳死

一女芳顔妙秀一歳死

安永二十月廿五日

湊町塚本長右衛門より来ル新町半右衛門より来ル

文化元甲子五月三日

新町山本半右衛門方よ

五代本間子濟
法名不断院歓喜声説居

浄戒の 弟 幼 名 勝 五 郎

文政十 三 庚 寅 年

五月二 十 五 日

内室常口妙壽法輪
七十七才俗名みや

五男是説道法二歳
九女即還妙覚三歳

安永七戌九月朔五代本間萬吉子濟

謹書回回

﹁先祖本間治部之一件﹂︵年不詳︶について︑この文書を書いたの

を仕立て︑三代前の祖父徳右衛門から町年寄で︑父の孫七は病気で︑

は源太郎で﹁五代前の先祖は本間山城守︑︑四代前は治部で新穂町

源太郎の時代になると町々の人が申し付けをきかなくなった﹂とい

う︒また上杉景勝と直江兼続から書状をもらったと述べている︒萬

本間山城守というのは河原田城主︵﹁獅子ヶ城主﹂︶であるが︑天

吉家草創期は本間山城守ｌ治部ｌ徳右衛門ｌ孫七ｌ源太郎となる︒

正十七年︵一五八七︶の上杉景勝の佐渡攻めの時自害している︒仏

の何らかの係累があるかもしれない︒

壇の家紋が庶子の角立の十六目結であるので︑城主と本間萬吉家と

また﹁先祖調べの綴り﹂の最初にある﹁承応二年七月二日先祖

のかもしれない︒この﹁先祖調べの綴り﹂と墓所の墓とは調べるこ

代々墓有し之共不知﹂とあって墓地に墓もあるが︑治部にあたる

本間萬吉家については︑﹃新穂まち今昔﹄︵新穂まち編集委員会

とができなかった︒

昭和五十八年八月二日発行︶に﹁明暦年間︵一六五五〜一六五七︶︑

︵質屋兼金貸し︶を始め︑人形屋萬吉︑のちに穂波屋萬吉と改めて島

河原田町から移住してきた中町の萬吉は︑薬種商のかたわら両替屋

内全域にわたって手広く事業を繁栄せしめている﹂とある︒

新穂町は﹃撮要年代記﹄の慶長五年︵一六○○︶﹁新穂初めて市町

の手で市場町としてつくられたのではないか︒このころ鉱山の荷駄

を構ふ﹂とある︒新穂の町並はおそらく滝沢銀山に関わる商人たち

は多く現在の両津湊から陸上げされたという︒両津湊とは﹁家図﹂

9

の三代から縁ができたのであろう︒その時﹁先祖本間治部之一件﹂
にあるように﹁先祖ヲハ本間治部と申候而新穂町を仕立﹂というこ

真野新町山本半右衛門家との関わり

﹃佐渡山本半右衛門家年代記﹄︵﹁佐渡叢書﹂七巻昭和五十年十月

真野新町山本半右衛門家の資料については︑十世山本半蔵編の

金銀山と同じころか︑遅れてか大盛りとなり︑滝沢千軒と言われる

氏︵萬吉︶家図﹂︵本間家五世本間子濟編︶とあわせてみたい︒

十日刊︶の﹁山本半右衛門家系図﹂によって︑さきに掲げた﹁本間

とかもしれない︒大野川沿いに開かれた滝沢銀山は︑江戸初期相川
賑わいを見せる︒元和八年︵一六二二︶の﹁諸番所役納覚﹂には︑金

本間家の元祖は巌淨一念︵俗名萬吉︶︵正徳二年正月七日没︶の内

銀山をもつ相川︑沢根を別にすれば湊や夷の荷揚量が多い︒新穂滝
沢銀山で物資を必要としたからかと思う︒あるいは相川の山師たち

室は堪行向月と記され︑﹁新町山本半右衛門ョリ来て俗名おとら﹂

公に召し抱えられた武士の家柄の庶子に生まれ︑寛永七年︵一六三

とある︒山本家先祖清九郎の四女で︑清九郎は越前福井で城主松平

も新穂銀山にも稼いでいたのではないか︒

本間萬吉家が大野の新穂銀山への道の角に近い場所にあって︑墓

著︶などによると︑そのころの相川の豪商山田吉左衛門の書状二通

師となったと言い伝えているが︑﹃佐渡の旧家と文化性﹄︵佐藤利夫

○︶十七歳の時に佐渡に渡り相川金銀山に稼いでいる︒金銀山の山

地が新穂川沿いにあり︑市場として新穂町が作られたころは︑墓所
も適当な空地であったのではないか︒

書には︑名主給と組頭給のところに萬吉の名があり︑寛政元年︵一

が残っていて︑金銀山の流通経済に関わっていたとも思われる︒本

また︑﹃新穂まち今昔﹄によれば︑宝暦八年︵一七五八︶の区有文

七八七︶には町年寄︑のち両替屋にもなったことが記されており︑

と思われる︒山本家が真野新町に移住するのは寛文十年︵一六七○︶

間萬吉家の先祖は︑相川金銀山に働いた山本家の先祖と知りあった

のことで先祖清九郎は相川に四十年住したことになるからである︒

三世周行︑四世登原︑五世子濟の代は︑本間萬吉家が新穂町の中心
とりわけ︑同書によると寛政八年︵一七九六︶漢方薬︑商業︑両

もらい二世萬吉となり︑妹は三世半右衛門の妻になるが︑子供もな

本間家の元祖には娘が二人あって︑姉は大野青木清左衛門から婿を

的な家として推移していた︒

替屋︵質屋と金貸し︶本間萬吉の寄進を得て︑立派な天満天神の尊
に天満宮に木像ならびに種々寄進した上酒屋渡辺季平太と二軒の家

像一体を寄進した︒のち︑文化文政︵一八○四〜一八三○︶のころ

はり子供にめぐまれず︑本間家二世の次男を山本家に養子に入れ四

く︑二十二才で死去する．山本家では後妻を湊町からもらったがや

世になる︒長男は本間家三世医師本間周行である︒妻の方は︑山本

の前で祭の神輿をすえて一服するならわしは︑寄進したことに感謝
したものであると言い伝えているという︒

山本家四世は︑一女をもうけるが三十才で︑妻の方は十九才で死没

家二世の三男が相川川島家に養子に入っているが︑その娘である︒
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四世の山本家に川島家から養女に入っている︒また五世半右衛門の

川島家と山本家は︑二世半右衛門の三男が川島家に養子に入り︑

を拠出している︒

て仕出したがその長男を入婿させ︑山本家五世となった︒さきに述

長女が川島家の次男半五郎と縁組︑山本家の別家となって︑半右衛

日本的碩学那波魯堂に学び︑黙齋の私塾﹁華雨村舎﹂建設に︑一両

べたが本間家三世は︑二世の長男周行が継ぎ︑商業のかたわら医業

して︑現在︑私で十二世続く山本家で︑最も短命な夫婦である︒一

でも栄えた︒そして周行の長男登原は四世として跡を継いだ︒周行

女は︑山本家二世の次男が︑向かいに分家し山本五郎右衛門家とし

は次男孫七を向かいに酒造業を営ませ分家させた︒本間萬吉家四世

で︑先に本間家に入った次男平七が十六歳で没したため︑三男が養

﹁本間氏萬吉家図﹂を書いた子濟本間萬吉は︑六世半右衛門の弟

門家の近くに住むことになった︒

子に入り五世子濟本間萬吉となったことはさきに述べた︒

は子供に恵まれず︑三世の娘の嫁ぎ先湊町塚本氏の娘に︑山本家五
り︑子濟本間萬吉として五世となった︒

六世半右衛門の二女かやは︑本間萬吉家の養女として︑沢根笹井

りは途絶えた︒

なってのち河原田の中山立恭に嫁してから︑相川川島家とのつなが

なお︑六世半右衛門の長女かるが相川川島家に嫁いだが︑不縁に

から嫁いでいる︒黙齋の妻の妹と思われる︒

家孫七家に入った黙齋のことは述べたが︑この六世の妻は︑孫七家

六世の山本半右衛門は雅号を子温といい︑さきに本間萬吉家の分

世の次男平七をもらうが十六才で死去し︑その後三男勝五郎が入

分家本間孫七家
三世本間周行が分家を出した本間孫七家に相川川島家から養子に
入った人に佐渡の碩学本間黙齋がいる︒
りうそんしや

本間黙齋は︑江戸時代の佐渡の碩学で︑相川の公立﹁修教館﹂で
助﹃佐渡の百年﹄・本誌﹁七号﹂参照︶に教えた︒佐渡に約四ヶ月滞

記﹄︵法政大学出版局刊︶を書いた笹井秀山の妻である︒のち︑沢根

治右衛門家へ嫁いだ︒この二女かやは︑佐藤利夫編﹃海陸道順達日

教え︑また老齢の故をもって新穂に帰り私塾﹁華雨邨舎﹂︵山本修之

が黙齋ともいわれる︒黙齋の存在が︑佐渡奉行所の俊秀葵園田中從

笹井家と山本家とのつながりの契機で︑この人の次男が九世山本半

在した日本的儒者亀田鵬斎が︑佐渡の学者として︑唯一人認めたの
太郎をして︑数ある天領の中の三学館の一つ佐渡の公立学校﹁修教

右衛門︵係︑渚鴻︶となる︒なお︑この笹井治右衛門︵秀山︶家に

きばくざい

館﹂創設の起爆剤ともなり︑その後の佐渡の学問と文化の興隆につ

伊能忠敬が宿泊し︑秀山に答えて忠敬のメモ書きが残っているが︑

この黙齋と六世山本半右衛門︵子温︶とは︑その祖父母が相川川

し︑のち六女こうが嫁ぐ︒

●●

六世半右衛門の四女つぎが本間孫七家へ嫁ぐが二十六歳で死去

接待したのはかやであろう︒

ながったと思われる︒

本家が関わっていたかもしない︒六世半右衛門は黙齋と同じ京都で

島家の兄弟姉妹にあたり︑黙齋が川島家から養子に入ったのも︑山
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この後︑八世半右衛門に子供がなく︑新穂北方の益田忠平四女が

有之候御儀二て︑奉恐入候得共︑商売方の儀︑年来罷出候義二茂

宛奉願罷出候処︑当年之義︑別而他国出之義二付︑御触出等も

御座候間︑何卒格別之御儀ヲ以︑当年より以来︑年々壱人宛高

四才で養女になるが︑おそらく萬吉家か孫七家かの関わりのある娘
と思われる︒江戸時代のこのような血縁の濃さは家を守るところに

外出御判被為仰付置被下候様仕度奉願上候︑右願之通被仰付被

文政三辰年二月晦日

御奉行所

穂浪屋万吉④

美濃屋半右衛門④

請同職新町村

両替屋穂浪屋万吉伜

加茂郡新穂町

辰二十二才

吉次

方二聯不埒成義等いたし候もの二無御座︑御公儀様江相拘候儀

共︑商売方之義二付︑無拠奉願候︑且右之もの︑他国出仕於先

様奉願候︑尤先達而︑他国出之義二付御触等茂有之奉恐入候得

差遣申度奉存候間︑当辰七月切小木御番所江︑出御判被下置候

右之者︑此度大坂道修町壱町目伏見屋吉兵衛方江︑薬種買下二

商売方之儀二付
高外二而出御判奉願候

乍恐書付を以奉願上候

出判願

願主新穂町

下置候ハハ︑難有可奉存候︑以上

あるのであろうか︒

なお︑山本家は本間萬吉家五世のあとは分家本間孫七家との関わ
りが深くなるが︑孫七家の資料がない︒また萬吉家には︑佐渡市に
寄贈された立派な仏壇や﹁町年寄﹂状をはじめ︑多くの古文書︑さ
らに二十二冊の﹁宗門人別帳﹂が残されているが︑調査の時間的余

かいくだ

﹃山本半右衛門年代記﹄文政三年の項に載る五世萬吉の﹁一︑二

裕がなく︑ここで一つのくぎりとしたい︒

たかはずれいでごはん

月晦日新穂町萬吉︑京都大阪へ薬種小間物買下しの為め︑他国出
致し度旨を以て︑高外出御判願出候二付︑当家にて請人に相立候
同人ハ六代半右衛﹂を掲げ︑江戸期の本間家と山本家との関わりを
門の実弟也
一応終えたいと思う︒

最後に︑翌年七世山本半右衛門は死去するが︑本間萬吉家二世と
なった大野青木清左門家︵青木金山生家︶と分家青木重四郎︵現在
の青木勇氏家︶との﹃山本半右衛門年代記﹄に載る資料をあげて︑
不充分ではあるが︑まとめとしたい︒

文政三年

永々高外前願

新穂町両替屋穂浪屋万吉奉申上候︑私儀年来京都大坂両所よ

者︑不及申上二諸出入等曽而無御座候︑若出入等訴出候者御座

乍恐書付を以奉願上候
り︑薬種井小間物買下渡世仕候二付︑是迄年々高外出御判壱人
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可為仕候︑万一月切相延帰国不仕候ハハ︑私共如何様之御答二

候ハバ︑私共罷出申披可仕候︑勿論右月切二者︑急度罷帰候様
茂可被仰付候︑右願之通︑出御判被仰付披下置候ハハ︑難有可

文政三辰年二月晦日

奉存候︑以上

願主新穂村

穂浪屋万吉④

請同職新町村

美濃屋半右衛門④

寛政十年

たことで知られている︒

一︑五月十二日︑大野村青木金山︑小比叡山開帳の帰りに︑当

金山先生の備忘録中二寛政十年五月十日小比叡へ開帳ニ参

家へ立寄り︑昼食を出し申候︒

る条下二﹁但︑此度ハ雨降り申候ゆへ︑一向遊山ニ至らず︑

とあり︒

且帰り二新町半右衛門飯くい帰ル︑十二日之暮過︑帰宅﹂

近代の本間萬吉家
医師本間芳太郎

本間萬吉家が五世子濟から江戸時代後期のことは︑後日の調査に

御奉行所

当国他国出御判之人数ハ︑其村之右高二応じ︑ 相定り居候
たかはザでご

期したいが︑さきにも述べたことであるが︑文化七年︵一八一○︶

はん

一の儒者とたたえ︑萬吉家を﹁最古園﹂と命名した︒

に来島した日本的儒者亀田鵬斎は︑分家孫七家本間黙齋を佐渡の唯

故︑定員外特別の事情にて︑御許し相成候を ﹁高外れ出御
判﹂と称し居候︒

郎は︑明治二十七年第一高等学校を卒業した医師で︑明治三十年新

この最古園の雅号で俳句を作ったのが︑本間芳太郎である︒芳太

一︑三月︑大野町︵青木︶重四郎方へ︑九拾貫文助情致候︒是

しわ手ひびく杜のなか最古﹂と日吉神社の山王祭を詠んでいる︒

穂の生家に耳鼻咽喉科医院を開業した︒俳句もよくし︑﹁薫風やか

文政四年

ハ亡父存命中︑祖父と相談之上︑遣ス積りに候故︑同人始メ

て︑活用されている︒なお堀家は中興で連歌など文芸をよくした儒

援助によるものである︒堀家の跡地は︑現在﹁佐渡能楽堂﹂になっ

芳太郎が医学を学ぶ資金は︑旧金井町中興の母の実家堀家からの

われている︒

明治三十二年来島の尾崎紅葉を迎えた新穂の句会にも参加したと思

もり

候頼母子講三月相当り候二付︑則ちくれ遣す︒

なお青木清左衛門家は︑江戸時代中期︑書と画の日本的人材とし
由之著︶・﹃佐渡碑文集﹄︵山本半蔵編︶参照︶を輩出し︑その碑が︑

て青木金山︑字は無琴道人︵﹁佐渡叢書﹂十二巻﹃佐渡人物志﹄萩野

友人日本的儒者亀田鵬斎らによって江戸︵隅田川神社︶に建てられ
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渡人物志﹂︵﹁佐渡叢普﹂第十二巻に復刊︶などに耆かれている︒

学者堀左山︑弟の堀菅岳の家で︑その人物については萩野由之﹃佐

芳太郎と私の祖父山本半右衛門家十世半蔵とは親しく︑父︵十一

誓

娯

鎚

'
．
、
；
￨蕊

矛

時 p

噌
，

r篭

難

毎

って︑訪ねてきたという︒幕末くらいまで︑萬吉家︑孫七家と山本

躍
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世︶修之助の話によると︑芳太郎がよく︑﹁アンチャン﹂︵兄︶とい

へ
,
燭

芳太郎は堀家の資金援助に感謝する気持ちから︑昭和十二年に玄

F血'

たのではないかと思われる︒

削

家とは︑血縁の人がいたと思われるので︑何らかのつながりがあっ

鶴

た︒現在は︑本間家墓地に移されている︒

勘ヅ

関先の庭に︑石碑を建てた︒文章は山本半蔵︑書は渡辺湖畔であっ

１０１

洗 筥

本間芳太郎建立記念碑昭和十一年秋静古山本充撰湖畔渡邊彰謹書現在本間萬吉家墓地︵渡辺和一郎氏所蔵︶

陣や

治部夫妻は子供に恵まれず︑晩年はよく佐渡に帰り︑成之助夫妻

層科﹂を開業︒戦後︑長く相川保健所長を勤めた︒

昭和六十年︑本間芳太郎二男堀治部︵旧姓本間︶は︑山本半蔵三

は︑そのころ︑まだ芸妓のいた小木をよく訪ね︑三味線の音色に江

とも関係を深めた︒成之助の子息研の媒酌人もつとめた︒両夫妻

両家の最後
男山本成之助︵旧姓山本︶とが︑金井町町長主催の宴席で隣あった︒

泉に家があって︑治部が通学の途中によく立ち寄ったのを知ってい

会長としての用務があったといわれる︒北見は佐渡中学校のころは

﹁耳鼻咽喉科﹂を開業していたが︑この夜﹁佐渡人形芝居保存会﹂の

来なかったのは残念だ﹂と思った︒北見とは︑北見角太郎︑窪田で

今日が治部との別れであることを実感したという︒そして﹁北見が

治部は近くまで寄ってきた︒タクシーに乗って帰宅する成之助は︑

りつくせないものがあったのであろう︒タクシーに乗る成之助に︑

治部と成之助にとって︑昭和六十年の金井町長主催の宴席は︑語

戸情緒を楽しんだという︒

治部は︑妻愛子を亡くし︑かねて妻との間で話しあわれていた医
師として築いた東京高田馬場近くの﹁堀耳鼻科医院﹂の財産や金井
であった︒

町中興に残る堀家の財産すべてを金井町に寄贈したことによる宴席
の金井町は︑堀夫妻に﹁金井町文化会館﹂︵仮称︶を建設し︑堀夫
妻のブロンズ像を設置する︒

②東京新宿区に賃貸ピルを建設し︑入口に﹁堀記念ピル﹂のプ
レートを埋めこむ︒

③東京都多摩墓地に︑夫妻の墓碑を建立し︑金井の堀家墓地とと
もに金井町が管理するというものである︒

堀治部は︑新穂本間萬吉家芳太郎の二男として生まれ︑祖母のこ

った︒新穂本間萬吉家の先祖の名をつけられ︑その家史を知る治

それから数ヶ月後治部の計報が成之助にとどいた︒七十九歳であ

たからである︒

部︑そして山本半右衛門家の家史を︑あるいは実兄山本修之助より

の佐渡高校︶へも︑時には中興の堀家から通学したともいわれてい

うが堀家から嫁したので治部は孫にあたる︒旧制佐渡中学校︵現在

といえる ︒

っていたはずである︒なお山本成之助は平成十二年一月死去︒享年

知る成之助は︑三百数十年続いた両家の歴史の最後であることを知

る︒したがって堀家の一人娘愛子と結婚するのは︑定められていた
一方︑山本成之助は山本半蔵の三男として生まれ︑分家山本五郎

各氏のご協力をいただき謝意を表します︒

この稿は北見継仁︑野口敏樹︑八木千恵子︑青木勇︑本間芳之の

九十四︒︵敬称を略させていただきました︒︶

右衛門家に入婿した︒佐渡中学校では︑本間治部と同級生で二人と
も慶応大学医学部を受験した︒結果的に︑治部は北海道大学医学部
に入学︑卒業後は︑東京戸塚で﹁耳鼻咽喉科医院﹂を開業︒成之助
は慶応大学医学部を卒業後﹁北里研究所﹂に勤め︑さらに﹁銀座皮
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生雅春

のしかかった父の死という現実を

著者は︑本名の羽生嘉寿男︒巻頭に︑三十歳を出たばかりの頃の肖

る︒昭和三十六年十二月一口発行︒Ｂ六判︑百二十四頁︒こちらも

鴻村といった布陣で︑発行者として︑藤井青咲の名前が見えてい

像写真を配している︒序に小林侠子︑賊には坂戸淳夫︑題字は太田

微睡みの中に居るような時を経て︑立春を過ぎた或る日︑私は父

の俳句約五百句からなり︑年代にすると昭和二十一年秋から︑三十

る︒この句集の殆どは︑父が栗化純夫に師事していた﹁科野一時代

六年初頭に至る約十四年間ということになるが︑それ以前の昭和十

の菩架の前に佇み︑一編の冊子を手にしていた︒それは︑ガリ版刷
た︒無理もない︒私から︑父に俳句や小説について尋ねたことはな

八年から二十年の︑俳句を始めて間もない頃の作品も若干載ってい

和四十年︶︑短細小説集﹃向津欄干橘﹄︵昭和四十七年︶︑童謡集﹃欲

その後の父の執筆は︑多岐にわたり︑童話集﹃年とった燈台﹂︵昭

︾ハ︾︒

端のままの羽生嘉寿男で︑奥付には︑﹁昭和二十九年一月十日発行︑

一年︶︑竜謡集﹃たらい舟の歌﹄︵昭和五十二年︶︑句集﹃朝焼夕焼﹄

をうたう縄﹄︵昭和四十七年︶︑短編小説集﹃朱鷺幻想図﹄︵昭和五十

︵昭和五十二年︶と次々に出版し︑﹃両津欄干橋﹄の頃から著者糸を

参拾部限定版﹂と記されていた︒因みに︑昭和二十九年一月におけ
ていない︒この句集に収められている俳句の数は︑二百四十句︒お

る父の年齢は︑二十五歳六ヶ月であり︑私はまだ︑この世に生を得

その句集は︑﹁一握の雪﹂と題され︑Ｂ六判︑五十頁︒著者は︑木

らである︒

かったし︑父もまた︑それらのことについて語ることはなかったか

りの見るからに古びた父の句集で︑私は始めて月にするものであっ

懸命に受容しようとする期間でも

父自身が︑のちに第一句集として認めているのは︑﹃嶋山抄﹄であ

恩はれてならない﹂と結んでいる︒

り得ないし︑また︑俳句なくして私の人生生活は在り得ないやうに

作品集を︑栗生純夫先生にささげたい・先生なくして私の俳句は在

そらく︑父の最初の出版物かと思う︒その後記には︑﹁この貧しい

父・羽柴雪彦の俳句とその人生

早いもので︑父の逝去から三ヶ
月が経過しようとしている︒

私にとっては︑父の俳句の何た
るかが理解できないまま︑無為に

、̲ノ

あった︒

過ごした日々であり︑また︑重く

羽
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これらの中で特筆すべきことといえば︑﹁両津欄干橋﹂が︑のちに

羽柴雪彦に統一して使うようになっていた︒

に定着すると間もなく父の急死などで︑家のこと一切が肩にのしか

違いない︒当時の心境を︑﹁東京に近い出稼ぎ先から帰省して田舎

のと悟った︒故郷の豊富な自然と︑生活とのかかわり合いを十七文

かり繁忙を加えた私にとって︑やはり俳句を書くことこそ唯一のも

字に表出することの楽しみを確認できるようになって︑急に過去に

﹃新潟県文学全集﹄︵郷士出版社︶に載ったことであろう︒坂口安
ばれたことは不思議で仕方がなかった︒﹁両津欄干橋﹂が収録され

区切りをつけてみる気になった﹂と︑あとがきに綴っている︒なお︑

吾︑三島由紀夫といった著名な作家の作品と並んで︑父の作品が選
ているのは︑全集の第１期小説編の第４巻︑現代編Ｉである︒発行

同書は平成七年九月十日︑文庫サイズの縮刷版でも発行された︒

話は前後するが︑﹃佐渡文学﹄廃刊となった翌年の昭和五十八年

されたのは︑平成七年十月二十六日のことであった︒

一月から父は︑﹁いもせ俳話会﹂を主宰し合同会誌﹃いもせ﹄を月刊

また︑父は昭和四十六年七月には文芸同人誌﹃佐渡文学﹄を創刊︒

同誌は︑五十七年十一月発行分をもって廃刊となるが︑十二年間に

四頁にて発行︒同会は現在も続き︑会誌もまた引き続き発行されて

いる︒また︑平成三年六月からは︑新潟日報﹁ウィークエンドさど﹂

二十八号まで発行されている︒

に文芸コーナーが新設され︑父は倒れるまでの十九年間を俳句選者

俳句のことに戻るが︑前記の句集﹃朝焼夕焼﹄は︑昭和四十五年
五月︑仕事場で不慮の事故に遇い約一年間の入院生活を余儀なくさ

として務めていた︒

めていた関係から︑私が関わりを持つことになる︒平成十二年夏︑

これ以後の父の句集及び出版物については︑すべて印刷会社に勤

れた父が︑その期間中に作った百句を収めたものである︒発行日は︑

を太田鴻村︑表紙には以後定番となる父の実弟・石塚邦夫の絵を︑

否応なしに快諾し出来あがったのが﹃潮騒﹄︑﹃峡雨﹄︑﹃余瀝﹄の三

父から﹃怪力﹄以後の作品を本にしたい旨を打ち明けられた私は︑

昭和五十二年十一月二十日︒Ｂ六判︑六十五頁のタイプ印刷︒序句
このとき初めて用いている︒だが︑その後の﹁あとがき﹂などを見

統一し︑カバーに石塚邦夫の絵︑一冊の平均頁数は約百八十頁であ

冊である︒発行日はいずれも平成十二年十月十二日︒文庫サイズに

ると︑父の第二句集は︑この﹃朝焼夕焼﹄ではなくて︑その六年後
その句集﹃怪力﹄は︑昭和五十八年三月十日発行︒Ｂ六判上製本

った︒そのとき父は︑心の内を﹃潮騒﹄のあとがきに︑﹁相当にくた

に刊行された﹃怪力﹄をさして言うようである︒

の函入りで︑本文は二百十六頁︒序は小林侠子︑題字には太田鴻

の十八年間のものを纏め︑けじめをつけることにした︒手造り同様

びれたので休憩に入るかもしれない︒そこで︑前句集﹃怪力﹄以後

の小規模秘蔵版である︒すなわち﹃火曜﹄﹃白炎﹄に発表したもの

昭和三十六年から五十七年の二十二年間における︑五百七十七句を

に︑一部総合俳誌に寄稿した作を加え︑一千五百ほどを︑三冊に分

村︑扉絵を石塚邦夫が担当し︑内容は﹃嶋山抄﹄に直接続くもので︑

んだものである︒父にとっては一番思い入れの深い句集になったに

厳選収録した︒なお︑題名の﹃怪力﹄は︑稲を運ぶ私の母の姿を詠
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文体を十七音に乗せただけの︑単なる生活記録である︒﹃潮騒﹄は︑

載収録した︒作風の幅も広げ得ず︑詩というにはほど遠い︑粗末な

綴りの本文十二頁足らずに二十句を収めたもので︑発行日は平成二

纏めたものが﹃ほろほる帖﹄である︒文庫サイズは前作と同じ︒中

自宅療養中の父が再入院したのは︑九月十五日︒三ヶ月の入院生

十二年四月十日︒これが︑父が世に出した最後の出版物となった︒

活を経て平成二十二年十二月十六日︑羽茂病院のベッドの上で遂に

うだが︑特に平穏でなかったこの頃を暗嶮象徴して題名としてみた︒

潮のさす時の波の響き︒それは不気味な感覚を孕む︒いつだってそ
盟友東條素香﹃白炎﹄主宰が︑生涯を通じ私への究極の温情という

息を引き取り帰らぬ人となった︒行年八十二歳︒

う︒それが父の望むところであろうし︑またそこに父の生きざまを

成二十年から最後の三年間の父の俳句を一冊に纏めてあげたいと思

父にとって俳句は︑人生そのものだったと思う︒私としては︑平

べき二章を︑夫人の承諾を得た上で序として飾らせて頂いた︒感無
から平成二年まで︒﹃峡雨﹄が︑それ以後の平成七年まで︒﹃余瀝﹄

量である﹂と記している︒三冊の内訳は﹃潮騒﹄が︑昭和五十八年
が︑その後の平成十二年までである︒なお︑この三冊はそれぞれ︑

最後に︑俳句といえるかどうか︑十七音に当て嵌めただけの父へ

見ることができたら︑それは私にとっても幸せだからである︒

の思いをここに披瀝して︑この章の終りとしたい︒泉下の父が苦笑

俳句以外のもので︑平成になってから父の出版したものとして

翌十三年一月十八日に第二刷として追加発行された︒
は︑佐渡一ノ宮度津神社をテーマにした﹃度津幻想﹄︵平成九年四月

ひと山となりて父の書残る雪
春時雨ひねもす父を句に辿る

立春や父の硯に水満たす

本名の句集ありたる炬燵かな
忌明けの節分となり豆を食ふ

年の瀬に逝かれし父の辞世なく

しているであろうことを思いつつ・・・・

文で知られる朝日滝不動尊と小松尾不動尊に取材した﹃朝日滝と夕

初版︑九月再版︑平成十二年八月第三版︶と︑歌人・長塚節の紀行
日滝﹄︵平成十九年十月︶がある︒

だが︑やはり父の生涯を貫いたものは俳句であろう︒平成十九年
暮に﹃余瀝﹄以後のものを二分冊にして発行︒これが︑﹃草葬﹄と
﹃幽禽﹄である︒二冊の発行日はいずれも平成十九年十二月一日︒
十五年に至る四百句を︑﹃幽禽﹄にはそれ以降平成十九年までの五

装丁その他は︑すべて前句集と同じ︒﹃草葬﹄には平成十二年から

父羽柴雪彦についての拙文に︑貴重な紙面をご提供くださいまし

ることを目的に書いたものではないので︑場違いな感じと︑﹁私﹂が

た山本修巳先生に心から御礼を申し上げます︒元々どこかに発表す

百句を収めた︒

そして︑昨年︵平成二十二年︶の正月三日︑自宅の庭で倒れた父

随所に出ていますが︑あえて書き直さずそのままとしました︒その

は翌日から佐渡総合病院に入院︒しかし幸いにも︑みるみる内に快
復し三月に退院した︒そのとき︑病院のベッドの上で作った俳句を
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方が︑私の父への思いが表現できていると思ったからです︒なお︑

﹃宗忍千句﹄校勘記︵その一︶

本当の最後になりましたが︑長い間︑父と御交誼いただきました

文中の敬称略させていただきました︒

一一

一一

一

︵平成二十三年三月十三日記す︒筆者は︑佐渡市石田在住︶

皆様方に改めて御礼を申し上げ筆を置くことといたします︒

大野温干

これらの句のうち︑確実に書写の誤りを指摘し訂正したものは園

捌・四・国ふふか

みの邪と麺の二例だけで︑他は﹁○○力﹂と記し︑疑問を提示した

﹃宗忍千句﹄の二つの写本のうち︑玉川大学蔵の古写本︵寛永八年
︵文政七年︵一八二四﹀四月元徳写︶とが︑それぞれの経緯を経て今日に

︿一六三一﹀五月以前力︶と︑わりに新しい大阪天満宮文庫蔵の滋岡本

かたちになっている︒たとえば次のぱあい

右の句の下の﹁すヵ﹂は︑﹁て﹂︵﹁で﹂︶を﹁す﹂︵﹁ず﹂︶にしてはど

１１
りに
す目
︶も
︵は
羽
蚕︵
啼き
より
るぎ袖
あ︶
ハてす力︵竜免︶

至った︒今回本誌上に玉川大学本を底本として第三百韻までの校異
しているかということを︑具体的に掴むことができた︒このことに

﹁目も慌て﹂ではなく︑﹁目も合はす﹂でもない︒これは実は﹁目も

うか︑という意味の注記である︒この﹁て﹂のばあいは︑もちろん

を試みたわけであるが︑その結果︑滋岡本の語句がどのように変化

われる︒

ないという意で︑﹁目もやらない﹂と同義に解されよう︒つまりこ

合はで﹂であるから﹁目も合わないで﹂となり︑対象物に目も行か

よって﹃宗忍千句﹄の本来の姿が少し鮮明になりつつあるように思
以下その範囲を第三の例示にとどめるが︑感じたことを少々述べ

さらに︑この写本の文字の連続の具合から察すると︑書写人の目

﹁で﹂を改めて分かりやすく﹁ず﹂にすべきか︑の意に受けとれる︒

法が仮名には濁点を付けないのが慣例であったから︑このぱあいは

た用法であろう︒︵用例﹁逢はて﹂・﹁知らて﹂など︶また︑当時の表記方

の﹁て﹂Ⅱ﹁で﹂は打ち消しの助動詞﹁ず﹂と助詞﹁て﹂の接合し

てみたい︒そしてこのようなことが︑延いては解釈や鑑賞の面にお
いても増幅されることを願うからである︒
︵以下﹁玉大本﹂と略称する︶

一︑玉川大学本の注記と﹁見せけち﹂
玉大本の第三の百韻には︑朱注が六ヶ所ある︒以下︑句を番号で
示してみ る ︒
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には筆跡の流れが︑変体仮名﹁天﹂の草書体﹁吟△︵﹁て﹂︶よりもむ
しろ変体仮名﹁春﹂の草書体刃定﹂︵﹁す﹂︶に微妙に近い形に読めた
のであろう︒判断に迷った挙句の注記かも知れない︒︵備考︑﹁きりぎ
りす﹂は ﹁ こ ほ ろ ぎ ﹂ の こ と ︶
に︵たけ︶

遁

却来しかたも忘る上程そ年丈て
右の句の中七末﹁程そ﹂の﹁そ﹂が誤写であり︑﹁そ﹂の左側に訂

正記号﹁ど﹂を付け︑右側に訂正文字﹁に﹂を加筆している︒抹消

ところが︑この中七を滋岡本では﹁忘る上斗﹂としている︒こ

︵ばかり︶

しないこの方法を﹁見せけち﹂というのである︒

︹玉大本︺︹滋岡本︺

次に一句の中における用語の異なる部分を比べてみよう︒

獅軒のたかね⁝⁝窓の高ね

右のばあいは邪の例のごとく︑単なる書写の弾みとしての間違い

と片付けられない例であろう︒

とぽそ

加扉おし明⁝⁝戸ほそ押明

﹁扉﹂と﹁戸ほそ﹂︵戸脳︶は︑本来は全く別のものである︒とこ

﹁戸﹂のことをも﹁戸ぽそ﹂という例が生じたらしい︒しかしどの程

ろが︑その機能の面から一体化して︵例藤飛溌宅など︶﹁扉﹂や

そもそも﹁椹﹂︵戸鱗︶は構造上︑楯︵上︶と閾︵下︶に丸くあ

けはなし

けた孔︵穴︶のことなのである︒そこで﹁戸﹂の四園の主要なかま

まぷさ

いとすると︑依拠本︵親本︶にはどうなっていたかということにな

とぽそ

度一般化していたかが問題であろう︒

り︑遡った時点での考察が必要になってくる︒さらにこれが忠実な

ちの縦材二本のうち︑一本の上端と下端を横材よりやや長くして︑

れは誤字の概念には入らず︑また私意による改作や訂正の加筆でな

写本だとすれば︑異本として別系統の扱いが適切かと思われる︒だ

︵扉︶を支え固定し︑それを軸として左右に回転する仕組みのもの

丸く削り︑上端の上マラと下端の下マラを上下の戸謄に差込み︑戸

︑︑

が残念ながら滋岡本には︑一ヶ所の﹁見せけち﹂もなければ注記も

の句のぱあいも︑いずれが宗忍作なのか︑疑問の残る句である︒

﹁藤﹂と﹁の﹂の一字違いで︑句のイメージがすっかり変わる︒こ

邪いなぱの山藤峯の浮雲⁝⁝稲葉の山の峯のうき雲

理由不明︒別系か︒

蜥夕雨の⁝⁝夕立の

方であろうか︒後考を俟つ︒

誤解のない本来の用法を採るとすれば︑やはり古写本の玉大本の

をいうのである︒

まる

見当らず︑加えて親本の存在も未確認なので︑忠実な写本かどうか
麺・皿・鉦・郷については︑本文注記を参照されたい・

疑問が残る︒

二︑一句における用語の相違
一句の中において︑甲本と乙本とで用語が異なるぱあい︑句体の

面からいずれを佳とするかということよりも︑いずれが原初の姿を
保っているかの方を優先すべきではないか︒言いかえれば︑親本の
姿が忠実に伝えられているかという視点が︑より重要であろう︒概
して写本の時代が新しくなればなるほど︑句として出来すぎの可能
性があるからでる︒
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三︑用字・用語の相違
写本に際し︑筆者の用字や用語の取違えは様々である︒
ｊ
一漢字の意味の取違え
八ｗ︾●●

理とも︵共︶にみし・⁝．︑友にみし

ｊ
二かなの字形による取違え
ｌ

副詞如狸頓⁝⁝やかて

名詞狸かけ樋・・⁝．筧

さらに特殊な例として次のようなものもある︒

右のように玉大本には︑漢字の慣用宛字が多いが︑滋岡本での改

めは現代使用の漢字と殆んど差違がない︒さらに滋岡本では慣用宛

字が仮名書きへと変化していることは︑これも現代に一脈通ずるも

︵が︶

玉大本をよく見ると﹁一のよふ﹂となっており︑変体仮名﹁可﹂Ⅱ

のか分明でない︒

右の玉大本における﹁かよふ﹂が﹁通ふ﹂なのか︑﹁が︑呼ぶ﹂な

悌かよふ⁝⁝面影の呼ふ

︿玉大本﹀︿滋岡本﹀

右の句で︑二つの写本の違う箇所は

四︑一句の表記︑変身と謎解き
恥はかなくも悌かよふ心地して宝大杢

のがある︒このような変化は単に書写人の教養の違いとも一概に言

測秋やしるらん⁝⁝秋やくるらん

い切れないようである︒

戸吋︺●●●●

ｊ
三漢字の宛︵当︶読み︵宛字︶
く

知吟弱だ︵巷︶に⁝⁝肝に

羽ことぶき︵寿︶を⁝⁝祝言を
右のような一見軽率と思われる例が滋岡本には︑しばしば見受け
られる︒

ｊ
四同義漢字の取替え︵異体字の改め︶
Ｉ
︵げ︶

名詞 川 ま つ 枩 ⁝ ： ︑ 松
″恥おもかけ悌⁝⁝面影

″却却あさかほ朝白く⁝⁝朝顔

︵だ︶

々軽率な感じもするが︑二語なのか一語なのか仮名書きの語の弊害

﹁一の﹂を﹁の﹂に滋岡本筆者元徳が見誤った結果かと思われる︒少

″和かり鳫⁝⁝雁

″麺却なみた泪⁝⁝狸涙宝大本は仮名書︶

としてよくあることで︑さらに濁点を付けない慣習にも一因があろう︒

動詞測邪細加なく啼・⁝．︑麹鳴宝大本は仮名壹

形容動詞麺はるか杳⁝⁝遙

右において滋岡本の誤用例を多く述べたが︑祖形に近いと思われ

班又吋春もみな花の陰宝大本︶

る玉大本にも疑問点はないわけではない︒

ｊ
五慣用宛字の仮名への書き改め
ｌ

名詞剛郭公⁝⁝ほとＬきす

ても二字目の﹁げこが読めない︒これは滋岡本によって助けられた

右の句の﹁又〃／﹂について︑いくら考えても名案がない︒どうし

″測岩螂燭⁝・・・岩つふし

″捌茎⁝⁝きりきりす
助動詞川鳧⁝⁝けり
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例である︒﹁Ｗ竺は﹁此﹂に直してあるではないか︒まさに氷解であ

くもありである︒

のである︒仮名や草書体の変身の謎解きは楽しくもなし︑また楽し

しかし︑達筆な玉大本の筆者は悩んだ末に︑どうにもならなくて︑

る︒﹁愉圀は﹁此﹂の草書体だ︒

原本通りに正直に扉凶とそっくりに写しておいたものであろう︒
ただ﹁噛包の終画がやや流れただけのことなのだ︒

一見稚拙な書体の滋岡本においても︑どこかに特長はあるものな

小修巳

の歌が彫られている︒

文学博士︑歌人安森氏は︑夫人淑子氏も歌人で︑一つの碑に二人

御供平佶

あめつちの命ひとつに佐渡の人佐々木象堂あかがねを鋳る

安森敏隆

たまきはる命はぐくみ鎮もれる麦曙杏村生みし島はも

二基に印象が深かった︒

麦倦・哲学者士田杏村兄弟︑人間国宝佐々木象堂を詠みこんだ歌碑

今回︑八基の中でとりわけ佐渡出身の日本的人物Ｉ日本画家土田

詠んだ短歌や俳句の肉筆を提供してきた︒

山

付記室町時代に﹁河原田城﹂︵別名﹁東福城﹂︶に於いて﹁宗忍﹂が︑﹁独
吟千句﹂を行ったことになっている︒江戸時代後期まで存在していた
原本は勿論︑写本さえ今は佐渡にはない︒
宗忍の連歌﹁独吟千句﹂の紹介は︑一応完了しており︑今更の感が
するけれども︑この稿は第三百韻までの写本の対校の苦労のつれづれ
を記したものであり︑その後その二︑その三と続けたい︒今回その一
がさいわいにも日の目を見ることの喜びは︑亦格別と言うべきか︒

渡をうた声１

修巳

１鷲崎﹁鶯山荘文学碑林﹂除幕式ｌ

歌碑に添ふ花萱草も除幕さる

吹きあぐる海風涼し除幕式

おうざんそう

佐渡市鷲崎の高台にある日本海を見下ろす景勝の地﹁鴬山荘﹂

で︑平成二十年六月十日︑歌碑の除幕式があった︒薄暑の一日で︑
近くの大野亀では萱草が満開であった︒

久保田フミエさんは東京都目黒区在住で︑両津市湊出身の歌人︑

け︑師の窪田空穂・章一郎氏父子の歌碑や︑著名な歌人・俳人らが

歌誌﹁まひる野﹂の同人︒十五年ほど前からこの地に建碑をつづ
詠んだ佐渡の歌・句を︑肉筆で彫んでいる︒この日除幕される八基
を含め七十二基になる︒私は︑釈逼空︑木俣修︑高浜虚子の佐渡を
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月牙泉ひそかに光るま夜中はいしぶみのこゑ海を渡らむ
安森淑子

酒井友二

海府路はいまぞ明るむ野に萱草岩にいはゆりみちに太陽

嫁ぐ娘と今日の遊びに来て仰ぐ阿新丸のかくれたる松

田中要

敏隆氏は同志社女子大学教授で京都に在住︒麦倦と杏村の墓は︑

京都市街を見下ろす智積院にあって︑京都で活躍される歌人に詠ま

福嶋徹夫

かりがねと漁師らがよぶ季節風吹きつぎて海の秋ふかみけり

八十四翁山本修之助

れてうれしい︒日本歌人クラブ中央幹事の御供平佶氏は︑除幕後の

一路到白頭︵一路白頭に到る︶

挨拶で︑象堂の製作した宮殿の瑞鳥や人生にもふれられ感慨深かっ
た︒

雑子啼くや京に向かひて真野御陵山本修巳

久保田さんは︑日本的著名な歌人や俳人の肉筆は︑それぞれ個性
があって楽しいとおっしゃる︒ぜひ︑佐渡の文化的な場所として︑

百三の碑林には佐渡を詠んだ短歌や俳句などさざまな角度から心

この島にひとりの友のありしかな白きつつじの咲けば思ほゆ

逝去された河野裕子氏の歌

を打つ作品が多く︑ゆっくり鑑賞したいものである︒たとえば近年

多くの人が訪れることを心から望んでいる︒︵平成二十年六月︶
なお︑その後﹁佐渡の文人﹂として六基の碑が建ち︑最終的には

人は縁によって出会い縁によって別れるその繰り返しの営みの中

と山本修巳先生の御父上で初代俳句協会の会長をされておられた山

者に後のことはたのむと語り継ぐ事を託した遺稿集の最後のことば

職二十五世泰裕の祖父である大東二三和尚の龍鳳寺小史でのあとの

佐渡の歴史や風土の歌のなかに︑このような歌もまた胸を打つ︒

で生命は終りを告げる︒平成二十二年十一月十四日当龍鳳寺境内に

本修之助先生との俳句による縁ではなかったかと思っている︒新穂

平成二十一年に百三基の碑林となった︒

﹁対岸も此岸もしづか秋の川﹂私の師である中嶋秀子先生の句碑を

はばたけ朱鷺九十翁佐藤春雄

建立した︒句碑を建立するに至った心の奥に流れていたものは現住
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潟上の牛尾神社の坂を登ると﹁朱鷺の棲む山をかなたに夕桜﹂山本
の心を呼び起こしてくれる不思議につつまれる︒龍鳳寺二十二世大

対岸も此岸もしづか秋の川秀子
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修之助先生の句碑と出会う︒句碑の前に佇むとなぜか懐かしい慕占

弔へぱ苔古りて石田川原松風の音﹂うたがのっている︒そして龍鳳

東二三和尚の書いた遺稿集龍鳳寺小史の扉を開くと﹁打ち合ひし跡
寺改称の由来となった鴨摺の合戦の事がこまかく記されている︒佐
渡史蹟古文苔などを綱きながら由緒を記すのには大変な御苦労があ
ったように古小史から感じとれる︒龍鳳寺開祖となられた勅賜大光
の時この子は前田利家侯の軍門に桁てられていた利家侯はこれを憐

禅師泰山雲尭大和尚は越前朝倉蕊景侯の第三子であって義景侯没落

の子は後諸方に参学し遂に加賀金沢の寳圓寺第五世雲尭禅師となる︒

み養育しこの子が八才になった頃寳圓寺象山和尚の侍童とした︒そ
その禅師が諸国巡業中に当地を通りかかり鵬摺合戦の話をきき両雄
の霊を懇ろに弔った︒両雄とは天正十六年上杉景勝が佐渡国を攻め
入った時鴨摺合戦において上杉家の家臣駒沢力之助光長と本間佐渡
守の家臣である内藤清兵衛信正の両勇士であり信正は鑓で光長を貫
き光長はくさり鎌で信正の首を切り落し両勇士壮絶なる一騎打ちと
つかり合いもつれ合って焔をあげながら川上の獅子が城に向って上

なり戦没した︒その後夜な夜な石山川の川尻から二つの火の玉がぶ
ってゆく妖しい光景が見られた︒村人は日没になると門戸を閉ざし
が諸国巡業中に当地立ち寄りこの話を聞き両雄の英霊を懇ろに弔い

往来する者もなかった︒その後三十年が経過して元和六年雲尭禅師
魂鎮め供養をされたのである︒これにより一方を龍一方を鳳として
合祀した御位牌が鶴林里亀大居士であり寺の寺号を龍鳳寺と改称さ

前列右より種徳院本間正樹、中嶋秀子、山本修巳
後列右より中村智子、小林文雄、本間ミツエ、竹田香穂、畠山美緒の各氏

寺﹂と刻み鎮魂として﹁御詠歌の響や禅の風薫る﹂智子と句も添え

先生の句碑の裏面に﹁佐渡の歴史に名を残す鴨摺合戦の勇士の眠る

れたものである︒﹁対岸も此岸もしづか秋の川﹂﹁響﹂主宰中嶋秀子

人を偲び慕古の心を深くしたと思っている︒佐渡の郷土をこよなく

やかなお人柄をもってお話して下さった︒参列された皆さんも亡き

あり︑両雄武将の眠るあの世と川をへだててのこの世︑幽明をおだ

父と子の二人のお姿が大きく一つに重なって感じられた佳き日の一

愛し文化を守りつづけて下さった故山本修之助先生と山本修巳先生

会を賜わった事に心から感謝したい︒この句碑が二十五世泰裕から

させてもらった︒東京から私の師である中嶋秀子先生︑佐渡俳句協
春日和を賜わった除幕式であった︒山本先生には中嶋秀子先生の紹

ろう哲裕にと語り続けてくれる事を祈って請願としたい︒

息子の現副住職で学校に勤務している後に二十六世住職になるであ

会会長の山本修巳先生に御参列頂き檀信徒や句友の見守る中での小

修巳先生は以前内藤清兵衛信正の子孫の御墓を訪ねて下さった事も

﹁全国良寛会会報﹂一二九号平成二十二年七月一日

来事のように思い出された︒

手紙をいただき︑四切に伸ばしてお送りしたことなど︑昨日の出

こやかですごくよく撮れたため︑その写真を分けてほしいとお

本修之助作品展﹂が開かれた折︑私が撮影したポートレートがに

平成二年六月︑新潟市の考古堂ギャラリーで﹁米寿記念・山

等があり︑特に心打たれる︒

父病んで寒波の島の暮れにけり
雪の夜や脈なくなりし手をにぎり
亡骸の父に添ひ寝の寒夜かな

良寛の雑巾がけの梅雨の部屋
等がある︒このほか父君を詠まれた句に
山本修之助句碑
散るさくら句碑のかなたに海蒼し

玉島に来たる文月六日かな

介と句碑﹁対岸も此岸もしづか秋の川﹂の解説もして頂いた︒山本

ｌ新刊紹介Ｉ

﹃句集花濤香﹄山本修巳著

加藤僖一

角川ＳＳコミュニケーションズ刊定価二八○○円︵税別︶

佐渡良寛会々長・山本修巳氏の第一句集︒昭和二十二年から
良寛に関する句を拾い出してみると

平成十九年まで︑六十年間の五五三句が収められている︒

越後良寛遺跡三句

須磨寺
青葉蔭もつとも大き良寛碑

五合庵うしろの小さき瀧洞れて
良寛の乙子神社の落葉かな
良寛の墓ひともとの照葉かな
良寛修行の地
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亜心霊皿

芳

郎

﹁この世の中には︑速いものがいろいろあるが：．⁝﹂と︑中山は勿体

を付けて一息入れた︒﹁その中でだ︒その中でいちばん速いもの︑

ると色めき立った︒

は凍るように冷たい︒隣の教室からは︑一年生の授業で子供たちが

子供たちは誰がいちばん早く手を挙げるか︑牽制しながら見回し

それはなんだと思う？なんでもいいから一つ言うてみい・﹂

﹁先生︒誰かがほんとうにいちばん速えもん当ててすんだら︑後の

視線がその子に集中した︒尾潟森蔵だった︒

てお互いの顔を窺った︒と︑色黒の男の子が手を挙げた︒みんなの

以前は︑廃寺になった円阿弥堂を校舎にしており︑その時点では阿

先生は頭を掻きながら笑った︒たしかに︑誰かがみんなの前で言

もんは帰れんよんなるんだけ？﹂

一人ずつ先生の耳元で攝くことにすれば︑当たった人だけが帰れる

い当てたら︑他の人はもう答えようがない︑だから帰れない︒が︑

のだが︑森蔵がせっかく堂々と意見を述べた態度を諒として︑自分

に凪いだ加茂湖の湖面は︑その白い山影を映しており︑向こう岸の
枝に雪をいただいた松の木立も水墨画さながらに佇んでいる︒

渡った空にくっきりとそそり立つ姿が見晴らせた︒また︑鏡のよう

だった︒教壇からは︑真っ白な雪をいただいた金北山が︑よく晴れ

弥陀如来像の台座を教壇に使っていたので︑この潭名が生まれたの

た︒教壇は生徒たちより一段高くなっているが︑校舎が新築される

教壇に座っているのは︑如来様という揮名の中山という教師だっ

いるのが聞こえてきた︒

大きな声で﹁ハルハ︑ハナサキ︑アキハ︑ミガナル﹂と読み上げて

手を差し延べている︒綿入れの袷に股引と足袋を履いているが足先

子供たちはしばらく自分の耳を疑っていたが︑早く帰れると分か

の者から先に帰っていいぞ︒分かったかな？﹂

生はこれから難しい質問をする︒それにちゃんと答えられたら︑そ

をしてきたが︑今日はちょっと目先を変えてみよう︒いいかな︒先

﹁ここ何回かにわたって︑太陽の周りを回っている地球や火星の話

北一輝異聞蓮載小説第七回︶
第一部逆光の凪ぎ

第四章眼病︵｜︶
明治二十三年が明け︑もうすぐ三年生になるという二月の寒い日
だった︒

川

鉢の真ん中で薪が燃えていた︒子供たちはその火鉢の周りに座り︑

寧静学舎の二年生の教室では︑大きな火鉢が三つ持ち込まれ︑火

中
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の考えは引っ込めることにした︒

﹁それも一理あるなあ︒じゃあ︑なんでも一つ言うたら︑それで帰
っていい︒﹂

先生の答えが終わるやいなや︑森蔵がまた手を挙げた︒周りの騒

この答えは子供には分かるまいと言いたげな余裕のある笑みをた

たえながら︑中山はさも落胆したように言った︒

めぼしい答えが出そうにないので︑中山は湖水の方へちょっと視

へ舞い降りてきたところだった︒飛んでいるときの翼は淡い朱色を

線を逸らした．青空を背景に︑ちょうど七︑八羽の朱鷺が対岸の方

かりの稲田を荒らして百姓が毎年困っているという話だが︑とても

帯びた白で︑遠目にもなんとも美しかった︒五月になると植えたば

がしさが止んだ︒
﹁森蔵︑なんだ？﹂

﹁おお︑今度は空か︒たしかに隼は速いかもなあ・﹂

﹁先生︒隼！鳥の隼がいちばんだっちゃ︒﹂

いるのは︑繁殖期が近づいているのだろう︒

と︑そんなことを中山は考えていた︒首すじが灰色っぽく変色して

そんな害鳥には見えない︒冬はなにを餌にしているのだろう？ふ

﹁先生︒最後までおらんと︑いちばん速えいちゅう答えが何なのか︑
分からんよんならせんけ？﹂

中山は両手で頭を抱え込んだ︒が︑顔は笑っている︒

﹁そうだな︑おまえの言うとおりだ︒それじゃあ︑早く帰る話は取
みんながっかりしたように肩を落とし︑森蔵に渋面を向けた︒

り消しにする︒いいな︑取り消し・﹂

﹁おお︑こんどは風か︒﹂

﹁台風の風！﹂

みんなの視線が尾潟に向けられた︒これが正解なのだろうか︒

﹁それは︑うまです︒﹂と︑小さな声があがった︒

﹁で︑世の中でいちばん速いものは何だ？﹂

﹁馬？もっと大きい声で！﹂

﹁先生︒流れ星は？﹂と︑山口ミツがおずおずと言った︒

﹁犬！﹂

ら見つめた︒流れ星のことは考えていなかった︒が︑考えてみれば︑

山口を︑このごろ少女らしい清楚な色香が出てきたな︑と思いなが

中山は顎の無精髭をさすりながら︑周りの男たちより少し年上の

﹁馬！﹂

﹁獅子！﹂

﹁流れ星は︑たしかに速そうだ︒じゃあ︑こうしよう︒今日の宿題

どんな鳥や魚よりも速いかもしれなかった︒

﹁よし︒ 他 に は ？ ﹂

﹁鯨！﹂

﹁輝次︑なにか分かったか？﹂

中山がそう言ったとき︑輝次が﹁はい︒﹂と鋭い声で手を挙げた︒

ということにする︒﹂

﹁すけと う ！ ﹂
﹁鰯！﹂

しばらく答えが止まったままだった︒
﹁なんだ︑みんな陸か海におるもんばっかりかあ・﹂
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﹁先生︒この世の中でいちばん速いのは︑眼です︒﹂

輝次は念を押すように︑自分の眼を指さした︒そして︑暖昧な答
えは赦すまいと身構えるような鋭い視線を中山に向けたまま︑しば
らく指さし続けた︒

るから物が見えるんだぞ︑いいな︒眼で光を見とるわけだ︒そう

と︑中山は言った︒声が高ぶり震えを帯びていた︒

だ︒たしかに眼は速い︒世の中でいちばん速い︒﹂

中山の言葉には力がこもっていた︒先生が褒めあげると︑周りか

﹁すごいぞ︑輝次︒﹂

らわっという称賛とも驚嘆ともつかない声が上がり︑一斉に輝次に

中山は度肝を抜かれたように腕を組んだまま吃り︑輝次を見つめ
これは吟味してみると︑たしかに核心を突いている︒眼とは視線だ︒

た︒まったく予想もしていなかった答えだった︒それだけでなく︑

いた自信に溢れた表情で黙っていた︒周りの声はしばらく止まなか

視線が集まった︒輝次はとくに喜ぶでも困惑するでもなく︑落ち着

尊敬の気持ちを素直に出してゆっくりと雪道の家路に就いた︒輝次

その日︑みんなは自分よりやや背の低い輝次を取り囲みながら︑

び輝次に眼をやった︒

になるかもしれない︒そんな予感をみんなが抱いた︒そしてふたた

みんなは黙って聞いていた︒ほかの誰よりも︑桁違いに偉い人物

﹁何様のもんになるか分からんなあ︒﹂

子供らの声が鎮まると︑中山は独り言のようにぽつりと眩いた︒

った︒

向こうの山までも︑水平線の彼方までも︑月までも︑太陽までも︑

︽光︾という課題とほぼ同じと言っていいだろう︒しかも︑この小

視線はたちどころに届く︒これは︑教師が教材として用意していた
さい子が自分の頭脳で発見したのだ︒なんという鋭さだろう︒

中山は無意織のうちに輝次を睨むように見つめ続けた︒輝次の瞳
はまったく動揺の色も見せず︑確信に満ちて光っていた︒
沈黙が辺りを支配していた︒生徒たちは息を詰めて中山を凝視し︑

正しかったら︑どう対応してくるのだろうか︒

の容貌には︑いつになく風格が感じられた︒

どのように反応するのか見守っていた︒答えが正しいのかどうか︒
﹁これまで世の中で︑いちばん速いものは光だ︑ということになっ

夷町で米騒動が起きたのは︑その年の六月二十八日の夜だった︒

とる︒太陽とか星の光だな︒あつと声をあげる間に︑光はこの大き

の隣の夷町では︑前年の暮れに一升六銭前後だった米価が三月には

前年から全国各地で米価の高騰に伴う騒動が起きていたが︑湊町

八銭︑五月には十一銭︑十三銭と高騰し︑このままでは生活の苦し

な地球の周りを七周半も回るんだ︒どうだ︑速いだろう︒今日の話
山中は︑両の手を後ろ手に組んで︑部屋の中をゆっくりと歩き始

さが増すばかりということで︑米商人に港から米を島外に積み出さ

はこの光の話だったんだが．⁝・・﹂

を追った︒風邪を引いた子も︑必死に咳を抑えている︒

ない﹁津止め﹂を約束させていた︒しかし︑湊町の商人の中に契約

めた︒みんなは彫像になってしまったように動かず︑首だけで中山
﹁そこで︑眼だが︑眼が見るのも︑その光で見とるわけだな︒光があ
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に調印しないものがいたため︑脅しをかける意味で漁業者仲間が夷
町の四︑五軒の回船問屋や米穀商の打ち壊しを始めた︒これは湊警

町民たちがいまにも巡査たちに襲いかかろうとするのを︑慶太郎

ちや？﹂

﹁だめなら︑しょうがねえのぉ︑捕めえた八人を︑ここでみんねいが

は叱声で必死になって止めながら言った︒

取り返すしかねえのぉ？﹂

察分署長が直ちに相川検事局に通報したため︑翌日には検事と相川
一日かけて取り調べ︑三十日に首謀者八人の身柄を数人の巡査に

警察署長が検挙に到着した︒

その言葉を待っていたように︑わつと怒涛のように飛び出してく

﹁えっ？一体全体︑どうなんだ！﹂

る人波を押さえつけながら︑慶太郎は叫んだ︒

護衛させて相川に向かって歩き出した︒が︑夷の町外れまで来ると︑
夷町や湊町の住人たちに道が塞がれていた︒数百人はいるだろうか︒

所長は空を仰いだ︒そして︑観念して頭を下げ︑すぐに巡査たち

頂点に達しようとしていた︒

一歩前に進み出た慶太郎の剣幕とそれに雷同する群衆の殺気は︑

だれもかれも鼻息荒く興奮しており︑手に梶棒や竹竿︑なかには鎌
や糟︵やす︶を持っている者もいる︒

﹁おらたちも︑こんどの騒ぎの仲間だんさ︒その八人を連れていく

怒涛が岸壁にぶち当たるときさながらの声が︑ごおｌどどぉＩと

に釈放するように手で合図した︒

沸きあがった︒輝次は誇らしげに父を見上げた︒慶太郎は精桿な表

代表とおぽしき人の声が響いた︒それは湊町町長の北慶太郎だっ

んなら︑おらたちも一緒に連れて行ってくりいさあ︒﹂

たが︑かれがそう言うと︑周りがそれに同じて気勢を上げながら一

情のまま輝次を見下ろした︒父への畏敬の念がむくむくと湧き上が

り輝次の胸を熱くした︒慶太郎は肩を叩かれもみくちやになってい

過ぎようとする︒それを阻止すべく人波が押し寄せて︑押し問答に
なる︒次第に不穏な空気がただよい出した︒輝次も人波に呑まれな

は分かれていった︒

た︒八人を取り囲む一群と︑慶太郎を取り囲む一群と︑二つに群衆

歩進み出た︒所長たちは八人でいいのだと言い張ってその場を通り

いように注意しながら︑慶太郎のすぐ側で緊張していた︒

相川暴動は二十九日に起こっていた︒前日の二十八日は鉱山祭で

﹁それん駄目なら︑お願えどぉ︑八人を連れて行かんでくりいさ︒
お願えだっちゃ︒﹂

いでいる群衆のなかに夷の米騒動の情報がもたらされると︑酔った

人出があり︑二十九日は善知烏神社の祭日で賑わい︑酒を飲んで騒

群衆が暴れ出し︑炭屋浜町にある地域の権力者として有名な精米所

慶太郎は下手に出ながら︑なおも粘った︒所長たちは慌ててしま
急いでいたからだった︒慶太郎を取り巻く町民たちが︑次第に声を

に破壊した︒暴徒は勢いに乗って下戸炭屋町︑柴町︑大間町︑三丁

を襲って屋根を壊し︑米俵を投げ捨て最新の精米機を木っ端みじん

った︒実はその朝︑相川でも暴動が起きたという通報があって先を

﹁このんお願えしても︑駄目だかつちや？ほんとに︑だめだかつ

荒らげて近づき︑いまにも殴りかからんばかりである︒
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野屋︑これが後にプロレタリア文学評論家として有名になる青野季

中山峠を越えて沢根町︑河原田町へ進出︑回船問屋で酒造蔵元の青

目浜︑一丁目浜︑水金町などの資産家の家を打ち壊し︑相川町から

動を頓挫させる目的で︑相川町長の秋田藤十郎をはじめとする改進

系の大同団結派の強い河原田町に移転させようという河原田側の運

これは︑現在改進党の地盤である相川町にある郡役所を︑自由党

吉の生家で︑ここも打ち壊され︑千石船に石油を掛けて焼かれてい

かし︑この暴動の影響もあってか︑七月一日の衆議院選挙では大同

党の有力者が︑米価の高騰にことよせて仕組んだ陰謀であった︒し

二十票で敗北している︒投票率は七十パーセントであった︒

団結派の鵜飼郁次郎が二百五十七票で当選︑改進党の益田克徳が百

る︒このとき季吉はまだ三ヶ月の赤子で︑母親に抱かれて逃げ延び
に加わる者が出︑総勢一万人近い集団にふくれあがっていた︒四日

この選挙で植木枝盛も当選したことは︑一松を喜ばせずにはおか

た︒暴徒は五十里︵いかり︶にも走り︑それぞれの部落からも暴徒
町︑金丸︑畑野︑新穂村︑中興などの平野にある部落の実力者まで

った山口ミツさんが︑娘・渡辺ヤエさん︵新潟市在住︶に話

＊学校での輝次の﹁眼﹂の話は︑輝次より三つ年上で同級生だ

なかった︒︹次回に続く︺

されていたのを︑直接渡辺さんからお伺いしたものである︒

も被害に遭った︒

が襲われている︒真野では︑後に山本修之助の生まれる山本半蔵家
鎮圧のために七月四日に両津へ上陸した新発田歩兵第十六連隊の

＊暴動の話は︑山本修之助先生著﹃佐渡の百年﹄を参照した︒

ていあ

すいは

たが︑ここに記したい︒

で文台を守った︒新穂北方円通寺の各﹁巴江庵主の墓﹂には辞世
の句が彫られている︒この巴江庵が長く続いたのは︑協力者が
いたからで︑明治十八年の記録では三十六名の俳人が巴江庵に
ふざん
いた︒そのころ︑巴江庵を支えたのは本間斧冊で︑私は拙著﹃佐
渡のうた﹄︵﹁中川収之﹂の項︶を執筆するとき円通寺墓所のと
なり明王院の本間斧冊墓を訪ね︑墓石の︿明治二十九年三月二十
四日没﹀と書いたが︑生前父から︿明治二十三年三月十七日没
七十二歳没﹀が正しいといわれた︒その父のメモ紙が見つかっ
た︒没年が墓石と六年もちがい︑いま父の資料の根拠は失念し

︵東京都在住佐渡市畑野出身︶

一中隊が相川に向かった五日には︑暴動はほぼ収まっていた︒首謀

山本修巳

者は小川久蔵という筋骨暹しい鉱山坑夫で︑同調者九十四人が逮捕
され︑新潟刑務所に護送された︒

新穂の俳人本間斧冊

はこう

江戸時代から明治時代にかけて︑新穂は渡辺巴江が安永五年
はこうあん

︵一七七六︶︑二十数歳で亡くなったのを︑父俳人水巴が悲しみ
小庵﹁巴江庵﹂を作り︑毎月の句会を弟の俳人貞阿︵長門︿山口

県﹀出身の著名な俳人田上菊舎尼と長崎における句座にも参加
していた︶にあたらせたことに始まる︒貞阿は長く旅をして俳
代々の巴江庵主は十代巴水が昭和三十九年八十歳で没するま

譜を修行していた︒
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佐越航海史要・拾遺︵五本間 金 五 郎 の 航 路 関 与

の代議士︑市橋藤蔵の文書が収

新潟県立又普館に佐波・梅津

は︑父と子息︑双方の金五郎と提排したのであろう︒

年不詳︶は後年儀左衛門と名乗っている︒安政元年生れの市橘藤職

五郎二世で吉井から本間家の養子となっており︑先代金五郎︵生没

この稿で紹介する本川金五郎︵明治七年〜昭和三十Ｗ年︶は︑金

風間
蔵されているが︑この文書には

テハン︒

この稿では本間金五郎二世が係った佐渡航路についてまとめてみ

佐渡・夷の本間金五郎が市橋か
ら度々資金調達していた履歴が
して金五郎の実業に提携してい

含まれており︑藤蔵は資本家と

夷・若林玄益︑湊の中村清三郎等︑数ヶ月後に赤玉海岸で難破

以下は︑金五郎が参加した航路の一覧である︒

船瑞不明外輪船

金五郎を夷側代理店として新潟・小沢七三郎が第三大栄丸︑
坂田丸を隔日貨物郵送

明治川トー年

年

たことが判る︒

新潟曳舟会社

郡長深井康邦と計山し︑新渦片桐寅吉の旱城丸を傭船︑金五
郎が元扱店を担当︑島内二十四カ所の港を周回した

明治四十二
四十三年

一
卜

九

明治十一年

佐波周航船

金五郎を中心に成立︑佐渡汽船商会に発展
沢根・青野秦助︑庇江津・古川長四郎等と国東丸就航

明治四十四年

三

本間金五郎家は近世から続く廻船

佐渡商業組合
国東丸

﹁ 国 東 丸 ﹂ 共 同 購 入 に 参 加 し 航路運営を行う
佐渡汽船商会から﹁国東丸﹂ を 二 万 円 で 購 入

治

業︑夷での貨物回漕業︑旅飾業を営
む傍ら︑これまで本誌弊稿で紹介し
た幾つかの近代の佐渡航路に関与し
ているが︑佐波の近代史書などでは
あまり紹介されていない︒

進

佐渡汽船商会
佐渡商船株式会社
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明

■■

この一覧のなかで︑明治十一年の外輪船での航路は︑先代金五郎
が参加したものと考えられる︒しかし︑明治十八年に夷・若林玄益︑

梅津・市橋藤蔵等が企画し︑秋田藤十郎の資本によって創設され︑

後に新潟資本に取って代わられた﹁越佐汽船会社﹂には︑先代金五

新潟曳舟会社

新潟曳舟会社の夷代理店を担当︑佐渡
周航船の計画が起こり︑佐渡周航船の

総代理店となったため軋礫が起きた

年

明治三十九

明治三十九年から新潟曳舟会社・社長小沢七三郎は金五郎を代理

が︑新潟曳舟会社の第三大栄丸を周航
船として傭船することで落着している

店にして﹁第三大栄丸︑八二トン﹂﹁坂田丸﹂により︑夷・新潟航路

代理店

これと同様に金五郎二世も︑明治三十八年の創立時に市野重太

に隔日の貨物輸送を行っているが︑小沢七三郎は越佐汽船の株主で

郎は加わっていない︒

郎︑渡辺金六︑伊藤円蔵︑後藤五郎右衛門︑川島栄吉︑中山和吉︑松

あり︑後に越佐汽船社長︑斎藤喜十郎の娘婿となっている︒

明治四十一
年

見直義︑林儀太郎︑菊地藤平が取締役に選ばれた﹁佐渡郵船会社﹂

彼らは航路開設をあくまで実業の手段として捉えており︑自身が

初期の周航船業務は第三大栄丸が使わ
れているが︑後に新潟片桐寅吉の早靹
丸を傭船︑金五郎が元扱店を担当︑島

内二十四カ所の港を周回した︒しか

を新潟との連絡に充てた︒

し︑夷・新潟の航路との連絡が越佐汽
船のみで円滑でないため︑第二早靹丸

金五郎は新潟曳舟会社の夷側代理店を担当すると共に︑自分は郡

佐渡周航船

には加わっていない・

主体性をもてない﹁越佐汽船会社﹂︑﹁佐渡郵船会社﹂には加わらな
かったと考えられる︒

私はながらく本間金五郎資料を見たいと考えていたが︑昨年十一

月に︑両津の金五郎旧宅で︑航路関係の書簡などを閲覧する機会を

長に掛け合い︑郡会補助を前提に佐渡周航船の計画をまとめ︑新潟

得た︒金五郎後商に関係文書の閲覧を依頼した段階では︑明治十年
していたが︑いまになって考えれば︑大火をくぐり抜けた夷の町家

代︑若林玄益等と川船外輪船を海峡に浮かべた頃からの資料を期待

曳舟会社所有の﹁第三大栄丸﹂を佐渡周航船に借り出すことによ

やはり永代禄では︑佐渡周航船を開くにあたり︑暗礁︑浅瀬を調

と書いている︒

ために金五郎が新潟曳舟会社を訪問する際には片桐寅吉を伴った︑

り︑ふたつの航路間の利害を調整している︒永代禄によると交渉の

にそれを求めるのは無理なことであった︒

金五郎旧宅には佐渡商船関係書簡の他に﹁家門永代禄﹂とタイト
の永代禄から航路関係事項を抜き出してみる．

ルの付いた和綴の冊子があり︑金五郎の業績が綴られているが︑こ

査︑竹杭による目印などの対策をして︑金五郎自身が水先案内人と
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肝いりで︑越後沿岸の海産関係者が参加して盛大に行われ︑代理店

なって最初の周航を行っている︒周航式は夷・斎藤八郎兵衛町長の

運輸は継続しなかったと思われる︒

周航船としての早鞆丸が撤退した後は汽船によって島内の港を結ぶ

丸も佐渡商船の傭船である︒この輸出入帳でも察しられるように︑

元々︑佐渡では港湾施設がない浜辺の村であろうが︑帆船で浜に

を浦川︑鷲崎︑高千︑片辺︑姫津︑二見︑沢根︑河原田︑相川︑稲

近づいて小舟で物資を陸あげする海上運送が一般的だったし︑道路

掲﹁青野屋﹂回漕店も沢根で陸揚げした貨物を相川までと河原田ま

整備も進み︑荷車による陸上運輸も発達した時期と考えられる︒前

港に二十四の代理店を設けている︒

鯨︑五十里︑新潟︑西三川︑豊岡︑松ヶ崎︑赤玉︑水津︑多田の各
しかし︑僅かな期間後︑曳舟会社は第三大栄丸の傭船を打ち切り︑

で荷車で陸上輸送する業務を常としていた︒

以後片桐寅吉所有の早鞆︵はやとも︶丸が周航船として使用され︑

夷・新潟間に第二早鞆丸も投入されたが︑一年後には片桐が越佐汽

新潟片桐寅吉が越佐汽船の妨害にあって夷・新潟の航路を断念し

船の抱き込みにあい撤退している︒越佐汽船は佐渡海峡の権益を守
るために︑近しい新潟曳舟会社に周航船のための傭船を打ち切らせ︑

共益丸Ｖ小木・直江津・七尾・伏木大成丸Ｖ小木・
新潟・寺泊

十郎︑沢根・青野泰助︑新潟・三木常吉︑

年

購入代価と出資者︑直江津・古川長四
郎︑寺泊・外山勘兵衛︑両津・土屋六右
衛門︑羽茂・葛西幸太郎︑小木・佐藤嘉 明治四十四

両津・本間金五郎で一六︑○○○円を
出し合って購入している

め︑広島縣木之江港望月佐平保有の国東丸の購入者は片桐寅吉であ

郎が︑前述の人々に出資を呼びかけ︑片桐寅吉の支援で行われたた

明治四十四年十一月の国東丸の購入は金五郎と直江津・古川長四

国東丸

る船舶の保有と航路開設を志向することになった︒

たことから︑金五郎を初めとした佐渡海運業者達は︑佐渡資本によ

以前に紹介した﹁青野屋輸出入帳﹂を捲ると以下の船が大正初期

新潟片桐寅吉にも資本的な圧力によって佐渡航路を断念させている︒

明治四十五年

の沢根港を出入りしている︒

大正二年〜

成丸Ｖ小木・新潟

国東丸Ｖ直江津・小木第二二永田丸Ｖ小木・直江
津第二佐渡丸Ｖ新潟・小木・直江津第一佐渡丸
Ｖ大阪・新潟御代嶋丸Ｖ新潟・直江津・小木大

三年

第二佐渡丸Ｖ新潟・小木第三佐渡丸Ｖ直江津・小
木・赤泊国東丸Ｖ直江津・小木

は船舶売買の専門家として︑また購入代価を一時立て替えるなどの

大正四年

表中で大成丸は佐渡商船が傭船した船だが︑堅牢でなく冬期の佐

手伝いをし︑就航後の運営母体を会社組織とし佐渡汽船商会と呼称

り︑これを佐渡汽船商会に転売した形になっている︒この時︑片桐

渡航路には不向きなため︑大正二年中に持ち主に返還︑第二二永田
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したのであろう︒

国東丸売却

本間金五が船舶法上の名義人となって
いた国東丸を一八︑○○○円で佐渡商 大正三年
船に売却︑翌年八月第三佐渡丸と改名

閲覧した書簡は明治四十四年から大正三年頃の︑金五郎が佐渡商

船の支配人として︑越佐汽船と貨客の獲り合いをしながら︑実際の

運営責任者として立ち働いていた頃のものである︒幸いだったのは︑

の書簡を︑彼が回収保存していたことで︑彼の業務連絡の様子を窺

船の買い付けのために大阪に滞在中に会社宛に送付した金五郎自身

五郎に宛てた書簡は︑良く当時の様子を語ってくれているので︑こ

佐渡商船創生期の筆達者な支配人の手になる手紙︑関係者から金

うことができる︒

二年には設立登記が行われ︑本社・夷本町︑社長・土屋六右衛門︑取

れらをいくつか紹介して行きたい︒書簡の文章は現代語に訳し︑冗

佐渡汽船商会は資本金八万円の佐渡商船株式会社と改称し︑大正

郎︵六代︶︑嵐城嘉平監査役・中原鹿蔵︑長野延平︑河野治一︑外

明確なもののみを選んだ︒︵︶は筆者追記︒

長な部分は省略している︒また文中や封筒の消印から送付年月日が

締役・伊藤圓蔵︑本間藤七︑名畑喜十郎︑山本藤右衛門︑古川長四
内幸吉︑青木長三郎とし︑本間金五郎は支配人として佐渡商船会社
そのほか︑永代禄では以下の項を設けている︒

︵新潟・三木常吉︶出資分の送金受領しました︒今回の事は私の

泊で三泊し︑今日漸く直江津の店に帰り着きました︒三木君

先日︑新潟では失礼しました︒お別れしてから長岡で四泊︑寺

︹差出人︺越後國直江津港古川回漕店小林丑蔵

︹宛先︺佐渡郡ヱビス港本間金五郎様親展

明治四拾四年三月三日

と国東丸の運営を任された︒

佐渡商船から委託を受けて高橋元吉と
金五郎は船図仕様書作成の助言を求め
第一第二佐渡 るために逓信省を訪れたが︑この時の
大正三年
丸の設計図
省担当が佐渡出身の﹁中川健蔵﹂であ
ったため船図仕様書作成を補助してく
れた︑としている

し成功を待つ次第です︒

店と貴方とで出来る仕事ではないので︑出来ることはやり尽く

付した

したので安心してください︒尚風間氏は調印をしたものの払い

て決定する様です︒寺泊・外勘氏の払い込みは私が受け取りま

だ出資確定には至っていない様子で︑四日の大会の様子によっ

赤泊方面へは外勘氏︵寺泊・外山勘兵衛︶が出向きましたが︑未

不明としている︒越佐汽船側は当初 大正六年

県知事より越佐汽船との共同経営が持
ちかけられたが金五郎にはその意図は

北海道で事故が重なっているため︑修
第二佐渡丸遭
理中の函館造船所に﹁船玉﹂を至急送 大正五年
難

越佐汽船との
共同経営

﹁長濱省作﹂︑後に﹁福山忠宝﹂が担当
者であった
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き︑各支部長とか重立の方々には相当な分を受け持って下さる

代表して今月の登記申請の時までに間に合うように用意して頂

ています︒次に商業組合ですがご承知の様に千五百円は誰かが

込みは未だ無いため︑外勘氏に長岡に出向いて貰うことになっ

ある︒

ている出資者士屋六右衛門の船舶投資への不安を払拭するつもりで

右衛門への対応を依頼している︒金五郎は国東丸購入に参加を求め

この手紙で新潟に居る金五郎は︑共同経営者の岩原卯吉に土屋六

方から︑そして佐藤氏︵小木・佐藤嘉十郎︶とも相談頂き︑な

︹差出人︺大阪市西睡京町堀通り四丁目百七十六番屋敷

︹宛先︺新潟佐渡夷港本間金五郎様至急親展

明治四四年十一月十日

様尽力頂きたいと思います︒青野氏分︵沢根・青野泰助︶も貴
るべく沢山の加入をして下さる様にお頼み致します︒明日の大

なっています︒私は売り主との契約のため︑十四五日までは当

日頃には佐渡に着く予定︒船の旗は佐渡の形のなかに﹁サ﹂と

本船︵国東丸︶は今日受け渡され︑明日には出帆します︒二十

上︵○の中に上の字︶旅館西富三郎

会に集まる諸君にも︑宜しく我々を代表して貴方が呼び掛けて
下さい︒大会の様子や商業組合との協議など宜しく報告を御願
い致します︒

佐渡商船が国東丸を購入する直前の︑古川回漕店と金五郎の出資
金集めと︑逵巡する出資者達の様子︒

とは云わず︑早く送金してくれる様にお願いします︒払い込み

で安心してください︒それとお願いしている払い込みは二十日

地に居ります︒但し︑船は私を信用して貰って出帆させますの

︹宛先︺本間回漕店方岩原卯吉様

明治四四年三月十二日

が遅れると︑古川氏に迷惑が掛かるばかりでなく︑貴方や私が

催促がましくて申し訳ないのですが︑片桐氏にも早くしてくれ

約束を違えたことになり︑将来のためにならないと考えられ︑

︹差出人︺在新潟本間金五郎
私の留守中お世話になっています︒お手数ですが土屋︵六右
と説得してください︒きっと︑国東丸の収益見通しについて

衛門︶宅へ行き︑士屋の感触を掴み︑この計画は信用出来る

の速度でしたが︑通常十ノット以上は出せないでしょう︒

片桐寅吉の関係者︑西富三郎が︑国東丸引き取りのために大阪に

る様に依頼して下さい︒この船は試験運転の時には十一ノット

分採算に合うと︑少し大げさに伝えてください︒片桐の航路

滞在し︑現地からの船引き取り前後の状況報告︒売買の契約に際し

も質問があると思いますので︑事前に予測数字をまとめ︑充
︵新潟片桐寅吉︶を継続させ︑御代島丸を撤退させることを

片桐は国東丸購入を代行しているが︑他の参加者と軋礫があった

て︑各出資者の払い込みを督促している︒

となることはご承知と思いますが︑連絡しておきます︒

地元有力者は望んでいます︒早鞆丸は昨日から運送扱いのみ
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のか︑以後の佐渡商船の展開には係わっていない︒

この書簡が送られた明治四十四年以後︑沢根・直江津間は阿部傳

︹宛先︺新潟縣佐渡國夷港佐渡商船株式會社本間金五郎様

大正二年八月廿二日

ころ︑門司の水野某と云う者が九百五拾圓で購入申込があった︒

大阪に着き︑表記の宿に投宿しました︒旅館に荷を置きすぐに

︹差出人︺大阪市西区江ノ子島西ノ町三五屋旅館方岩原卯吉

度津丸と佐渡商船の国東丸が競争していた︒

これは門司から釜山に生魚を輸送する目的とのこと︒水野も大

の共益丸︑他に紀盛丸︑富山丸が競争し︑夷・新潟間は越佐汽船の

次の御代嶋丸︑片桐寅吉の早鞆丸︑佐渡商船が傭船した能登七尾町

明治四拾五年五月廿日

阪に来て安藤氏に申し込みをしていること︒

必要ですが︑船主は少しでも高く売りたいために︑資格変更を

しかし︑門司と朝鮮間を往復するには船舶に近海航路の資格が

︵大阪地元仲介業者の︶安藤氏を訪ね︑成り行きを聞ましたと

︹差出人︺直江津古川長四郎

︹封筒︺佐渡郡夷町本間金五郎様至急親展
国東丸回航を手筈して下さりお礼を申し上げる︒お陰で今日二

申請しても良いなどと云っているらしいが︑借り主側は断念し

ている様子です︒船主は素人なりに駆け引きしている様なので︑

ていたところ︑その荷主が昨日揚がった鯛を五百函程また運ん
でくれとの談判あり︑若しこれを断ると三共組または越中商船

ることにします︒

急いで交渉して足元を見られてもいけないので︑先方の様子見

時に鯛を満載して入港しました︒直に御地へ廻航する準備をし

が引き受けるとのことで︑断って対抗している船に荷を取られ

本日︑安藤氏と一緒に藤永造船所で修繕中の船を視察しました︒

たら損であるし︑荷主も引き受けてくれれば今後も弊店に委せ
るとのことで引受けざるを得ません︒

云え︑船は大分古めかしいものです︒

しかし︑船姿︑船体︑客室の配置︑船鎗内等もとても工合良く

修繕中なので外装を外して作業しているので見苦しい状態とは

沢根五十銭として弐割の割戻と云う安値で話になりません︒其

作られていますので︑修繕が出来上れば冬季の夷・新潟間の航

直江津と小木・沢根間は非常な競争になっており︑目下荷物代

の混戦状態の中で当方の船を入れて競争したら五︑六日中にし

二日三日とのことです︒

海船としても申分無いものと見受けられます︒出来上りは来月

は大小を間はず壱個七︑八銭位ョリ拾銭位︑客ハ小木四十銭︑

つもりですのでその様に承知して下さい︒

東丸と交換して沢根Ｖ直江津に就航させた第二十二永田丸を東京︒

この手紙は︑金五郎の協力者︑岩原卯吉が大阪に向かい︑第一国

て無賃になってしまいます︒けれど競争に立ち向かい戦争する

益丸と国東丸の航路を入れ替えることも承知して下さい︒

尚︑共益丸の船長は未だこの辺りの航路には経験がないため共
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梅田潔から借り入れる時のことであろう︒

大正三年八月二十七日

た︒会社の写真は六百枚注文しておきました︒また︑佐渡での

新造船の披露式には紅白の餅二つを来客に配布する様にして下
さい︒

大正三年九月二十一日

︹宛先︺佐渡国夷港佐渡商船會社内御店員御一統様

︹差出人︺在大阪本間金五郎

︹宛先︺佐渡國両津町岩原卯吉様
船代金の不足分借入について困っております︒伊藤︵円蔵︶重

︹差出人︺在大阪本間金五郎

ません︒電話での催促も樟られ今晩一晩我慢するつもりです︒

ら何か知らせがあるはずでしたが夕方になっても何も云ってき

く︑私一人でポッンとしています︒本日午後までに神戸海上か

精算をしてみたら︑三千七百圓ぐらいの損失となった様です︒

あったら大変です︒小野︵造船所︶でも両船が出来上ったので

か見物です︒粗悪な敷物で客の着物に赤紅がつく様なことでも

ので︑現在厳重に交渉しています︒どんなやり方で収拾出来る

一号船の上等客室の敷物が粗悪品であると云う事が分りました

役は其後不調で一室に閉じ龍っております︒造船主も残金の支

明日は公的試運転の当日で午前八時から乗船し試験海域に行き

追加金を請求してくるのも無理のないこと︑思います︒それは

払いがないため困惑しています︒重役の不快痛も直る様子もな

ます︒不在中に電話があっては困るのですが︑先方はそんなこ

崎丸を傭船して対応し︑第二船を売ってしまえば會社にとって

相手側の問題ですから構わないのですが︑沢根・直江津間は岩

は途方もない利益になると思われます︒重役や社長が此手段を

とには頓着してくれません︒一人で八方に当たっているのです
通らない状態です︒時局問題︵日本政府がドイツに宣戦布告し

ることになります︒本年の郡会からの補助金をなんとかして増

取ってくれるならばこの先余り収支を心配しないで運営が出来

があせるばかりです︒この仕事を片付けるまで三度の食も喉を
た︶に加えて北濱銀行の破綻もあり金融環境は悪くなっていま

やして貰うか︑前述の方法を取る事ことができれば良いのです

す︒事前運縛は大変良好でした︑明日の公的試運樽の成績は電
報で連絡します︒心配していた船体の動揺はありませんので安

と思います︒この様なことは後々に影響するのでよくよく考え

のですが︑私は納得できません︒第一船を相川へ廻したことも

る必要があります︒ただ︑もう発表してしまったなら仕方ない

が︒一等室の乗船費を壱円五十銭にするのはあまりに安すぎる

第一船に併せて設備しています︒船は実に見事に出来ています

私は反対です︒この件は以前から小木と云う事で打合せてあっ

心してください︒船長が何度も要求していた一等客室前両側に

から安心してください︒繪端書には第二船を小さく第一船を大

室燈二個を付け︑二等室に通風機も付けられました︒第二船も

きくして一枚にまとめてくれる様に頼み︑一千枚注文しまし
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たではありませんか︒これには深い訳があり小木に寄港し夷に

損失を出している︒欧州戦役中︑佐渡商船は他の航路会社と同様

員会と謀って保有船舶の転売に奔走しているが︑問に合わず大きな

を訪ね︑欧州戦役後の船舶価格の暴落の可能性を示唆され︑会社役

に︑高騰した保有船舶を売りに出すことによって利益を上げていた

回航することになっていたのに︑私に何の相談もなくこの様に
訳ではないのです︒他に理由があるので小木だけに寄港させる

の前にして収拾に奔走したのも彼であった︒

が︑このやり方に着目したのも金五郎だったし︑船舶価格暴落を目

変更されては困ります︒私が船を郡長や鉱山長に見せたくない

と云っていたのにこのような回航は大変まずいです︒相川でも

長︑古川︑伊藤取締役に金五郎も同行している︒この時は佐渡銀行

権者である神戸岡崎銀行との交渉の時も佐渡商船を代表して士屋社

翌大正七年四月︑佐渡商船と佐渡銀行が破綻し︑保有船舶の抵当

澤根でも手落だらけで私の方に色々の方面から苦情が来ていま
す︒社長が三十日にこちらに来るとの知らせがあり喜ばしいで
す︒私が出迎たいので新潟に出る日を教えて下さい︒

側から後藤五郎右衛門︑野澤卯市が参加︑瀬下清通︑山本悌二郎が

第一第二佐渡丸建造の頃大阪で︑航路に不慣れな佐渡の役員達の
稚拙な運営を憂い︑黙ってはいられない金五郎の性格︒海峡上で自

ている︒

えがあり︑同時に金五郎は支配人を辞任し︑仲川十左衛門に代わっ

体的となり︑大正十三年五月には︑政友会系役員への大幅な入れ替

佐渡商船の破綻から以降︑佐渡政友会による佐渡商船の獲得が具

加わっている︒

を感じることが出来る︒この頃既に金五郎は船舶保有と売買による

分の会社の置かれた立場が見えすぎる余り︑焦り沸騰する彼の吐息
利益の大きさに関心を持っている︒

この稿で紹介した書簡から︑本間金五郎の牽引力によって佐渡商

船がその創生期を無事に経過したことが判る︒これらの書簡が交換

金五郎はこの時期に佐渡商船と快を分かっている︒佐渡汽船の原

した金五郎は︑会社の破綻に端を発した︑政友会勢力の会社掌握︑

点となった佐渡汽船商会を作り︑佐渡商船の創生期を実質的に運営

大正四年十二月︑金五郎は新潟で当時佐渡商船社長の土屋六右衛

から眺め︑何を思っていたか︒

越佐汽船との合併︑県の介入のなかで成長していく佐渡汽船を遠く

している︒

された大正初期以降も金五郎は佐渡商船支配人としての役割を果た

き掛けるため野澤卯市を訪ねている︒この訪問をきっかけにして越

路を牽引した時期のものであり︑金五郎は持っていた多くの航路資

今回︑閲覧し本稿で紹介した書簡は︑金五郎が自分の力で佐渡航

門と共に︑値引き競争に明け暮れる越佐汽船との仲裁を県知事に働
佐汽船との﹁共同計算方式﹂による利益の分配が行われるようにな
大正六年五月︑金五郎は大阪出張の折に︑三菱精錬所長中本英彦

った︒
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八十六歳で没している︒

料のなかから︑自ら意図して選択し︑残した書簡ではなかったかと

私が収集する巻紙書簡類をその都度解読して下さる小泊・岡崎実氏

た︑金五郎後商・本間悦子氏に稿末ながらお礼を申し上げる︒また

今回︑本間金五郎の書簡二十通余と家門永代禄の閲覧させて頂い

豊かな知識に裏打ちされた平明にしてリアルな秀句集である︒

廣香﹄は昭和四十二年〜平成十九年までの五五三句が収められ
ている︒俳誌﹁鶴﹂の指針﹁打座即刻の韻文精神﹂を基底とした

﹁老子読む﹂は星野麥丘人主宰が一押しの句である︒句集﹃花

妻は旅へ涼しき日なり老子読む

冬鯖にもっとも海の色ありぬ

鏡餅海鳴り大きとき割れぬ
振売の寒赤めぱる黒めぱる

冬木照る父の枢のゆくところ
水無月の海へとどろく鬼太鼓

寒獅の一尺ほどを妻提げて

教師われ吹雪の島に老いゆくや

星野麥丘人﹁序に代えて﹂より

材に灰々と伝わって来る作品である︒

生徒との日常の関係に於ける教師としての心の有り様が自然裡
に表現されたものと思われる︒人間愛︑郷士愛というものが素

に感謝を申し上げる︒

思うのは穿った考えであろうか︒本間金五郎は昭和三十四年五月に

ｌ新刊句集紹介Ｉ

句集﹃花濤香﹄山本修巳

鈴木貴水
昭和十三年七月十九日新潟県佐渡市に生まれる︒昭和四十二
年﹁鶴﹂入会︒昭和五十八年﹁鶴﹂同人︒平成二十一年佐渡俳句
協会会長︒俳人協会会員︒俳文学会会員︒佐渡良寛会会長︒﹁佐

自選十五句﹁帯﹂より

渡郷土文化﹂主宰︒

島の灯の消えゆき銀河濃かりけり

日蓮の配所の寺の大氷柱

花鴎香手にふれて手を嗅ぎにけり

寒月に無宿供養の鐘を打つ

佐渡に百通晶子の書簡文化の日

宗盤の油売りしも春の日か

落穂拾ひし遠き日よ母は亡し

又大石悦子氏の﹁賊﹂はコンパクトに適格に表現されており作

句誌﹁浮野﹂平成二十二年六月号

ュニケーションズ二八○○円︶

品・作者をより一層理解し得る文献となっている︒︵角川ＳＳコミ

亡き父もまゐれ子規忌の句座の中
第四旬目が句集命名句である︒花庸香は﹁賊﹂に﹁佐渡での呼
称﹂とあり﹁あとがき﹂に﹁伊吹鴎香草﹂と記述されている︒言
葉は悪いが︑人間くさく︑心の温もりの感じられる作品である︒
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天平十三年︑聖武天皇の詔勅によって建立した国分寺は現在の国
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にっぼん俳句風土記
吟行ガイド佐渡・国仲⁝流人遺跡を中心に

山本修巳

得て︑約九十メートル四方の土地を寄進︑完成したものである︒江

はらわた

佐渡は新潟市の西方︑日本海に浮かぶ島で周囲二百キロメートル︑

になって多くの俳人に詠まれている︒

修巳

戸期の加藤暁台の︿啼く蝉も腸あらぱ絶えぬべし﹀はじめ︑近代

陵守は留守森閑と雪降れり

順徳天皇火葬塚から五︑六百メートル下ったところに真野宮があ

◆真野宮

方系︑南方系の山野草も見られ︑豊かな自然環境に︑流人や金銀山

の社殿は大正九年の造営で︑昭和十七年の七百年祭には︑鳥居・神

る︒順徳天皇を奉祀し︑菅原道真︑日野資朝を配祀している︒現在

橋・神門・社務所を新築し︑参道を整え︑神域の拡張がなされた︒

参拝の女二人や細雪修巳

境内に続く真野公園は多くの桜に彩られ︑島内の人々の楽しみの

る︒今回は国仲の流人遺跡を中心に紹介することにした︒

場になって︑桜の下で毎年吟行や句会を開く島内のグループもある︒

久三年二十五歳の時︑承久の乱により佐渡に遷幸になられ︑仁治三

分寺の後方に多くの礎石が残っている︒天台宗の大伽藍であったが︑

◆国分寺

年四十六歳にて崩御︑在島二十一年︒︿むすぴあへぬ春の夢路の程

順徳天皇は後鳥羽天皇の第三皇子で︑承元四年十四歳で即位︒承

第八十四代順徳天皇火葬塚は︑﹁真野御陵﹂とも称される︒

◆真野御陵︵順徳天皇火葬塚︶

の歴史をもち︑現在は朱鷺のいる観光地として︑吟行には適してい

国仲平野を流れ︑真野湾に注ぐ︒気候は海洋性の特性をそなえ︑北

山脈の金北山が佐渡の最高峰で千百七十二メートル︑川は国府川が

である︒東から佐渡の玄関口両津︑西から真野湾が湾入し︑大佐渡

面積は八百五十平方キロメートルを越え︑広い︒地勢も東北に大佐

現在の火葬塚は︑江戸時代佐渡奉行曽根五郎兵衛が幕府の許可を

いる︒

なきにいくたび花の咲て散るらん﹀など﹁佐渡御百首﹂を残されて

L

渡︑西南に小佐渡の両山脈が走り︑その中間の国仲平野は米の産地

寺〜黒木御所趾〜妙照寺

寺〜阿仏房妙宣寺〜佐渡飛鳥・大膳神社〜塚原山根本寺〜正法

▼︻モデルコース︼真野御陵︵順徳天皇火葬塚︶〜真野宮〜国分

一十

塔も中世に雷火で失われたが︑そのころの木造薬師如来坐像が残っ

外能舞台の中でも︑薪能などが演じられることで知られている︒

処刑された大膳坊を祀る神社である︒また︑佐渡に三十ほどある野

修巳

中世に衰えてしまった︒現在の国分寺は江戸期の再建である︒七重

雪重さう茅茸き屋根の能舞台

文永八年十一月︑佐渡に配流された日蓮は翌四月まで︑ここの三

◆塚原山根本寺

昧堂に調居した︒日蓮の御遺文によると︑ここでは雨や雪をしのぐ

修巳

ている︒前田普羅の俳句︿梅雨仏一指に印を結びをり﹀がある︒

雪原の国分寺跡鷺翔てり
文永八年︑佐渡へ配流されて塚原三昧堂にいた日蓮に深夜食物を

こともできなかったとある︒しかし︑日蓮はここで﹃開目抄﹄を書

◆阿仏房妙宣寺・日野資朝墓
持参して危難を救ったという日得の開基︒妻の千日尼も帰依して︑

修巳

き上げた︒

日野資朝は︑従三位文章博士︑後醍醐天皇の朝権回復の企てに参

配処の正法寺には﹁腰掛石﹂があり︑世阿弥もこの石に腰をかけて︑

﹁泉﹂・﹁十社﹂・﹁北山﹂などの小謡曲集﹃金島書﹄を書いた︒世阿弥

七十二歳の老齢であった︒二年後︑佐渡で﹁海路﹂・﹁配処﹂・﹁時烏﹂・

世阿弥は︑永享六年︑将軍足利義教のため佐渡へ流罪となった︒

◆正法寺

大雪や開目抄の寺に来し

日蓮が許されて離島後︑千日尼に与えた書状三通が文化財として保
管されている︒なお︑境内には︑文政八年︑佐渡の棟梁大工が建立
した五重塔があって︑四季折々風情を楽しませてくれる︒ここはか

与したが︑事洩れ︑北条高時のために正中二年佐渡へ流され︑幽閉

今は金北山とよばれている北山を遠く眺めたことであろう︒この

つて中世本間氏の城があったところである︒

年四十二歳︒

修已

もわからない︒

風雪のひとときやみて日矢射せり

修巳

世阿弥は在島が何年であったか︑離島したか佐渡で亡くなったか

老世阿弥﹀と詠んでいる︒

ら︑芸術家の自負心を述べている︒森澄雄は︿すみれ草流諦ここに

朽ちることなく能楽が伝えられるであろう﹂と流人の身でありなが

ぬ世々のしるしに﹂とあって︑佐渡をこがれの島とたたえ︑﹁あとも

﹃金島書﹄には︑﹁これを見んのこすこがれの島千鳥跡も朽ちせ

六年︑元弘二年処刑された︒資朝の墓は境内の楼門のそばにある︒

資朝の墓に冬木の鳴るばかり

本堂へまつすぐに雪掻かれゐる修巳

評論家・亀井勝一郎の﹁佐渡が島﹂に︑﹁私は国分寺から阿仏房妙

◆佐渡飛鳥・大膳神社
宣寺を歩み︑更に竹田川に沿うて国仲平野を一望のもとに眺めたと
き︑この一里近い一帯が︑飛鳥路に実に似ているのに驚いた﹂とい
う一文がある︒今︑この路傍に﹁佐渡飛鳥﹂の碑が立つ︒佐渡の古
近くに大膳禅社がある︒日野資朝の一子阿新丸を助けたために︑

くまわかまる

道でもあるが︑国仲平野に飛鳥平野を感じとったのである︒
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伊予守が監視していたが︑のちその子小次郎信重とともに帰依し

三月までの調居の霊跡である︒大佐渡山脈の麓の山里である︒近藤

順徳天皇の黒木御所趾がある︒佐渡の最高峰金北山が見え︑風光

究﹂﹁改造﹂﹁文芸﹂﹁日本短歌﹂﹁短歌新聞﹂といったところに載っ

当時昭和十三年からであるが︑これ等戦地詠の一部は﹁短歌研
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◆黒木御所祉

た︒日蓮が鎌倉へ帰った後︑その一族の学乗坊日静が建てたのが妙

の雫を硯に湛えて書いたといわれ︑孤高な思想家の姿を伝えている︒

照寺である︒日蓮は︑この寺で文永十年四月︑﹁観心本尊抄﹂を青葉

の地である︒山近いところから雄子などの野鳥がよく見られる︒世
阿弥の﹃金島書﹄には﹁西の山もとを見れば︑人家いらかを並べ都

︵﹁俳壇﹂平成二十二年三月号︶

日蓮の配所の寺の大氷柱修巳

数え年五十歳の十一月から五十三歳の三月までの在島であった︒

と見えたり泉と申す処なりこれは古へ順徳院の御配所なり﹂とあ
って︑人家が多くにぎわいがあったのであろう︒

妙照寺は宗祖日蓮が︑塚原から後に文永九年四月から文永十一年

◆妙照寺

父をたどるの記︵十四︶１
１﹃兵われは﹄戦地詠その九１

の作品である︒ただ多少変化を持たせるために︑︿その三﹀に文芸

た︒それ以外は﹁歌と評論﹂に大部分は載ったわけである︒しかし

点を際立たせたい為であった︒しかしこの戦地詠最後の回だけは︑

社からの再版をすすめる話題を入れたり︑︿その四﹀に伊藤桂一﹃兵

こういう雑誌発表だけでは人の目になかなか触れにくいものとみえ

戦地詠について八回を連載して来て︑戦地詠短歌︑編集後記︑戦

隊たちの陸軍史﹄や梯久美子﹃散るぞ悲しきｌ硫黄島指揮官︑栗林

て︑いつの間にやら埋もれ︑忘れ去られてしまったわけである︒こ

て置きたいと思う︒

忠道ｌ﹄からも引用した︒また︿その六﹀では井上靖の﹁中国行軍

れではいけないということで数十年後やっと平成十四年に至って

逆に第三者の目や意見︑そして私の考えといったものについて書い

は︑第三者の手が入っていない父忠治の生の短歌であり文章である

日記﹂を三日分だけ引用した︒そして私の文を極力避けて来たの

﹁わが事変歌について﹂と引用して来たが︑これらはすべて父忠治

滋

地通信︑手記﹁生き残るの記﹂﹁我が更生記﹂﹁故国の土をふみて﹂

川

の平成十七年には忠治晩年の﹃紅葉ヶ谷﹄も発刊されて︑一応歌集

﹃兵われは﹄として歌集の発刊を見たのである︒なお引続き三年後

と﹁歌と評論﹂に載った藤川自身のその反論を比較吟味したも

内容は昭和十三年頃﹁文藝春秋﹂に掲載された藤川の戦争詠評

終戦記念日が巡ってくる季節なので︑特に注意して読んだ︒

ての他に︑暹しい意慾を以て戦場を描くという事が出来ないら

治であるが︑藤川は性格的に気力の点で遺憾があり︑兵士とし

の︒﹁文春﹂は﹁出征歌人の中で︑有名な点からいへば．：藤川忠

の資料としては完全ではないにしる揃ったと言えよう︒

このことによって第三者の評言も時々見かけるようになった︒例

第二次大戦前の正岡子規の研究者︵近代文学研究の対象︶と

しい﹂﹁第一線に出たものを見ても︑○糧食を明日一線にもち

えば雁部貞夫氏︵新アララギ︶は﹃兵われは﹄の評で︑

言えば︑藤川忠治の﹃正岡子規﹄翁年刊︶が代表格であろう︒

てゆく任務おもひつつ今宵ねむれず○ひゆうひゆうと弾かすめ

たま

藤川氏と言えば﹁正岡子規﹂を思い浮べることになり︑歌誌

とぶ棉畑のうねまはひつつ呼吸ぐるしもよ﹂︵今から見ると誠

らう︒○戦争詠は戦乱が終ってから︑本格的な批評がなされて

れること︑甚大だ﹂と酷評する︒これに対し︑藤川は﹁○評者

いき

﹁歌と評論﹂を創刊した歌よみの面を︑私などはながく等閑視

実な任務遂行の歌で︑文句のつけようもないが︶を﹁期待を外

今度︑故・藤川氏が︑戦中・戦後にかけて詠出した作品約一

して来たのであった︒

千首を一冊にまとめた﹃兵われは﹄を読み︑藤川忠治の歌人と
●●●●●●●●●●●●●●●●●
しての存在を再認識することが出来た︒

の程度のささやかな抵抗でも︑当時はなかなか勇気の要ること

も遅くないのではないか﹂とやんわり控え目に応じている︒こ

甚大﹂の﹁期待﹂とは﹁おそらく戦争躯歌︑戦意昂揚の華々し

だった︒藤井も﹁文春﹂評者︵匿名か︶の﹁期待を外れること︑

の期待するような歌は︑とうてい私の手には終えないものであ

先に﹃渡辺直己全集﹄︵弘年︑創樹社︶なども出版されている

●●●●●●●●

が︑渡辺が戦場の最前線で一指揮官として多くの作品を残した
ものに較べ︑藤川は前線での功績記録係りや轆重という地味な

﹁爆弾三勇士を讃える歌﹂の時代︒戦争詠なるものに︑藤川が
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
始めからしっかりとした定見を持っていたことに︑感銘を受け

い奮闘︑戦果の歌だろう﹂と鋭く切り返しているが︑当時は
︒●●●●●●■●●●

仕事に従事︒戦闘にも勿論︑遭遇したが︑戦闘のうら方として
●●●●

の日常を︑かなり客観的に描写︒日中戦争︵昭和皿・過年頃︶の
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
実相をドキュメンタリー的なタッチで描いている所に︑本歌集

ての評言と思われるものとして︑﹁未来﹂所属の二人の忠治評をそ

そして次は戦地詠についてのものというより忠治短歌一般につい

た︒︵﹁短歌現代﹂平成十四年十月号︶

との評が目につくし︑また﹁歩道﹂の青田伸夫氏は︿歌誌月旦﹀に

れぞれ﹁短歌現代﹂平成旧年八月号の︿小議会﹀末尾から引用する︒

︵﹁短歌新聞﹂平成十四年七月号︶

おいて﹁歌と評論﹂平成Ｍ年七月号中の藤井美好氏の﹁藤川忠治先

●●●●●●●●●
の最大の価値がある︒

生の歌・７﹂について︑つぎのように述べる︒
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くの人の目に触れてほしいということに他ならない︒何故かなれ

を辿って来たのも︑その意図するところはこれ等の総てがもっと多

木俣修は﹃近代短歌辞典﹄︵昭和泌年︑新興出版社︶で︑﹁し

ば︑二人の﹁未来﹂会員がいみじくも傍点︵筆者︶で述べているよ

はじめに伊吹純氏のもの

づけさをたのむおもひにわれはをり雪明りたもつ日ぐれの部屋

り︑また日中戦争時の戦地詠については︑﹁新アララギ﹂の雁部貞夫

うに︑もっととり上げられ︑もっと読まれてよいと思うからであ

氏は﹃兵われは﹄が日中戦争の実相を描いたことに最大の価値を認

に﹂︵昭和８年︶他一首をひいて︑﹁作風は温雅であって︑特異

としてよりは学究の人︑学者にむいていた︒そこで︑感性の自

ていたことに感銘を受けられているのである︒

め︑﹁歩道﹂の青田伸夫氏は︑戦争詠なるものに初めから定見を持っ

なものは認められない︒﹂としている︒藤川忠治の資質は歌人

の素材を写実的に詠んだものが主流となっている︒木俣修の指

﹃兵われは﹄の巻頭歌であるが︑この歌については﹃支那事変歌

背襄のいりくみ品は投げすてて歩みなづめり落伍兵われは

たい︒

詠なるもの︑特に戦地詠をどのように見て来たかについて述べてみ

ところで第三者の意見はこの位にして︑それでは筆者は一体忠治

由なはばたきが抑制された結果︑作品は日常生活における身辺
摘が納得性をもつ所以である︒とは言え︑私があげた作品のい
くつかは写実によりながら︑それを深めた独自の境地を得てい
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ると思われる︒かなりの歌を残しながらいま歌人としてはとり
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
あげられる機会の少ないのが残念である︒
そしてもう一人︑同じく﹁未来﹂の山田富士郎氏は︑

集・戦地篇﹄︵昭和十三年十二月改造社︶でも︑忠治作品二十二首中

筆者はかって︑藤川忠治の歌について﹁温雅にして中庸を得
たもの﹂と書いたことがある︒そうした特長は︑忠治が国文学

の第二首目に載っているが︑第二句目の﹁いりくみ品﹂が﹁いれく

の﹁なんでも﹂欄に白井卓次氏はこのことに触れて︑﹃先生の戦争詠

み品﹂になっているのである︒昭和五十二年四月号の﹁歌と評論﹂

●●●●●●●●●●●●

者として広く一三ｌトラルな視野を持っていたことと結びつい
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ているだろう︒派手さはないが︑もっと読まれてよい歌人だと

であるが︑菊池剣氏が﹁入り組品﹂は﹁入れ組品﹂が正しい軍隊用

●●●

おもう︒幸い︑近年刊行された﹃兵われは﹄﹃紅葉ヶ谷﹄の二冊

の歌集のおかげで︑藤川忠治の歌業は通観できるようになって

●︒

品﹂なのだろう︒しかし父はそのことを知っていながら敢えて﹁入

やはり菊池剣氏のいうように軍隊用語として正しいのは﹁入れくみ

語だと評したとのこと・﹄と述べている︒以下は私の推察であるが︑

以上四人の忠治短歌に対する評言は︑﹃兵われは﹄﹃紅葉ヶ谷﹄二

いる︒

歌集の発刊が直接間接に係わって成されたものであることは間違い

りくみ品﹂をずっと使って来たのだと思う︒︵例として適当とは言

﹄︸申﹃〆〃て︑やつ〆

えないが口腔外科が正しいのに︑なぜ口腔外科というのか︶﹁入り
﹄﹄今司／字﹂字司ノ

であるとは到底思えない︒私がこの小伝を書いて来たのも︑戦地詠

ない︒しかしこうした評言の機会やその質や量においてもまだ充分
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くみ品﹂が正しいのになぜ﹁入れくみ品﹂というのか︒軍隊とい菫フ

昭和五十二年二月号﹁歌と評論﹂︿なんでも﹀欄に原田善郎氏の

日中事変で戦死した渡辺直己はアララギの土屋文明直門であ

﹁渡辺直己﹂がある︒短いので全文を引用する︒

り︑その戦陣短歌はアララギ掲載の際︑特別待遇をうけるとと

少し横道へ逸れてしまったが︑この歌を仮りに井上靖氏に見せる

ものに対する静かなる父の抵抗だったのではないかと思う︒

ことが出来ていたらどう言っただろうか︒井上靖の﹁中国行軍日

もに︑各種の戦争歌集で王者の風格を示した︒遺歌集は︑戦中

すでに出て︑幻の書となった︒さらに中野重治・杉浦明平らが

はこういったかも知れない︒私は背嚢のいれくみ品は投げすてませ

んでしたが︑﹁豊台から石家荘への行軍中に自分の銃の遊底が脱け

抵抗詩の角度からとり上げて︑革新的な意味からも光輝を増し

記﹂のことは﹁戦地詠その六と七﹂で少し書いて来たが︑恐らく彼

落ちているのに気がついて︑一人で棉畑の中を探していた時︑通り

た︒ところが︑昭和四十年に入って︑米田利昭が︑﹁戦争と歌

人﹂を著わし︑徹底的な事実調査をやって︑直己は戦闘死でな

た︒私も感慨おく能わず項目別分類歌集を作って︑再読三読し

く天津駐屯地での洪水による事故死である︒その歌の一部は内

かかった別の部隊の老下士官がいっしょに探してくれたことと︑脚
の無蓋貨車に乗り込もうとした時︑兵士の誰かが上から手を伸ばし

地出発前に作られたりしており︑戦場裡での事実詠はすぐない

気のために部隊を離れて後送される途中︑元氏の駅で傷病兵で満員

してはいなかったでしょう﹂と︒

て貨車に乗せてくれたこと︑この二人が居なかったら私は今頃こう

ことを実証した︒私は︑これを読んで︑一挙に葱き物の落ちた

みたり

第一線近づきけらし血まみれの傷兵の担架つぎつぎきたる

のでなくてはいけないのか︑それとも小説のようなフィクショ

感じを味い︑世間一般もその反響と聞く︒短歌は畢寛真実のも

原田善郎氏はその後二︑三ヶ月かして亡くなるのであるが︑彼がも

いき

人も馬も部落にのこしわれら三人流れ弾とぶ原よぎりゆく

し生きていたら︑忠治戦地詠を今より早く世に出してくれたかも知

たま

ひゆうひゆうと弾かすめとぶ棉畑のうねまはひつつ呼吸ぐるしも
三首目の歌は前述の青田伸夫氏の評言にも出て来た歌で︑匿名評

ンも許されるのか︒私はこのことを考えている︒

者によると﹁期待を外れること甚大﹂となっているのだが︑果して

れない︒そして渡辺直己の戦場詠が事実詠が少ないのに対して忠治

よ

そうだろうか︒この場合もし仮りに流れ弾の当り所が悪ければ完全

お引用文中末尾に原田氏が短歌の真実性の問題に触れているが︑戦

詠に事実詠の多いことを喧伝してくれたのではないか等と思う︒な

争短歌の場合では虚構が許されるわけはなく︑真実こそ価値がある

に一命は失うのである︒父の戦地詠の筆写法にはこのように比較的
も多いようだ︒それだけ誇張されずにありのままを真実に詠んでい

のであって︑ウソがあるとすればそれだけで致命傷といべきである︒

激戦であるにも拘らず︑意外とそうでない描き方になっているもの
る戦地詠がその殆んどだということができる︒
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さて︑渡辺直己と戦場詠で双壁をなす宮柊二については︑奥村晃
﹃山西省﹄の巻頭には﹁夜の電話﹂三首が置かれ︑﹁蝉の声姉

作﹃戦争の歌﹄価年北冬舍︶中から一雷所を引用してみよう︒

と後藤美代子よりは早かったのである︒その﹃胎動﹄は父が三十歳

ところが第二歌集以下の歌集はすべて後へ後へと延ばされて発行

の時のまさに虚女歌集というにふさわしい若い時代の作品である︒

していた昭和十二年︑まさに日中戦争に出征することになって歌集

されることとなる︒第二歌集﹃練馬南町﹄はやがて発行を見ようと

発行を断念︒何と戦後も昭和三十一年に至ってやっと発行を見たの

同行し﹂四首がそれに続く︒計七首のうち︑当時詠まれたのは

である︒あとの﹃かりばね﹄﹃兵われは﹄﹃紅葉ヶ谷﹄すべて父の死

二首︒あとの五首は戦後の歌集編纂時に新たに作られた歌と推
定される︒︵途中略︶もっともこんな書き方をすると︑あたか

後の発行なのだ︒これではどんなにいい歌を作っていても世評に上

ることはないであろう︒佐佐木幸綱氏は万葉集歌人の高市黒人を

も﹃山西省﹄の作品の多くが戦後に作られたかの印象を与える
いま扱っている出征から出陣までのところに︑編纂時の作が

﹁おくれて来る人﹂と評したが︑父はまさしく﹁おくれて来る人﹂だ

が︑その点ははっきりと断わっておく︒

ある数︑補入されはしたが︑一番肝心の︑戦地・戦場での作品

ったとしか言いようがない︒

のことを書いたが︑今こそその時が到来したように思う︒忠治戦地

﹃兵われは﹄発刊から早くも九年︑あとがきに一言忠治の再評価

はほぼ全てリアルタイムの作︒つまり︑当時の現場において制
もう一度︑記す︒宮柊二の戦地・戦場詠は戦後に回想して作

詠三百余首が静かに読まれるべき時がやって来たように思う︒戦争

作され︑当時の諸雑誌に発表されたものである︒

られたものではなく︑戦いの現場において制作されたリアルタ

をしてはならない︒戦争をこそしてはならない︒そのことをやんわ

を書いて来た︒︵戦地詠終︶

りとこれ程感じさせてくれる短歌はないのではないかと思って以上

イムの作品である︒

そして宮柊二の場合は︑渡辺直己のような虚構作品は殆んどない

とみていいようだが︑その上で言わせて頂くならば︑作品全体を通

約四年半にわたり﹁父をたどるの記﹂を書かせて頂き︑御礼申し

父には五冊の歌集がある︒第一歌集は︑﹃胎動﹄で︑胎動を詠んだ

す︒﹁万葉に屑歌はありくづうたのおほきがからにわれはたふと

う数量は︑この種のものでは過去最大級のものではないかと思いま

仕様がないのである︒

して見た時に忠治作品がやや上を行くのではないかという気がして

歌人としては後藤美代子が有名であるが︑勿論これは自身の体験を

この機会に一読されますよう︑歌集残部もあります︒︵筆者︶

ぶ﹂と自ら歌った如く︑戦地詠にもくず歌は多いようですが︑是非

上げます︒特に戦地詠は今回を以って終りとします︒三百余首とい

よりも早く男性として従って自分の妻の胎動を詠んだわけだが︑何

詠んだものとして女性の噴矢だということである︒しかし父はそれ
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俳句集﹃花蠕香﹄を鑑賞して

山本修巳先生の俳句集﹃花庸香﹄のご出版お目出度うございます︒

いのが事実です︒そんな私が元高校の国語の先生の珠玉の句に感想

で小句会がなんと七派もあって転勤族は喜寿を越え今更顔も出し難

高橋和
山本先生の永い俳句歴の結晶として︑良寛おこのみの銘菓﹁白雪

に︑昭和二十二年から平成十九年までの六十年間の作の中︑五五三

﹃佐渡郷土文化﹄誌第一二三号で︑すでに各先生もご紹介のよう

無所属の門外漢の戯言とご寛容を切にお願いしたいと存じます︒

は一笑に付すのみか︑大反対するのは目に見えております︒

を述べさせて戴くことは︑身の程を弁えぬことと︑相談すれば妻等

この度︑図らずも私の妻の兄夫人の弟で全国良寛会理事︑良寛手

樵﹂の包装に似た気品のある装丁のお著書で︑思わずうなりました︒

毬の会代表・辻美佐夫さんを通して﹃花巖香﹄を拝調する機会を戴
辻さんは山本先生とは高校時代からの友人で︑良寛会等の席で︑

きました︒

私との文通が話題になったとのことで︑恥ずかしくも小句をお目に

主観の大切さ︵銀河︶

紋って鑑賞することにしました︒

私はその初期︵銀河︶と最近︵源氏蛍︑石蕗日和︶の句に焦点を

句であることにその重みを感じます︒

政府金融機関の職員として︑新潟に在勤中は何故か船に強いとかで

とめられた模様です︒標高四百十四メートルの山国育ちの私は︑元
専ら佐渡要員とされ︑市町村合併前の両津︑畑野︑羽茂︑小木等の

夢なんぞ校庭に燃ゆる鶏頭花

菜の花や京の電車に新妻と

☆退学の子に訪はるるや夜の薄暑

南部︑相川︑佐和田等を国仲平野の当時はまだ舗装されていなかっ

に東日本の各地を転勤︑俳句に接したのは遅く︑昭和五十五年長野

上の雲﹄八巻を妻の勧めで購読︑正岡子規に啓発されたものです︒

お聞きします︒ご存じのとおり︑水原秋櫻子氏は医師で昭和大学産

敬愛するご師父の山本家十一代修之助氏は俳句は水原秋櫻子門と

夏羽織きて持ちきたる豪華本

☆杉落葉郵便夫老ゆこの道に

た道路をバスで砂挨を浴びて駆けずり廻ったものです︒その後︑主
野県信濃町で小林一茶の句からでした︒

伝統派︑社会性︑闘病生活等俳句流派の諸先生を師と戴せず︑無

科医として皇族との関係も深く︑俳句は馬酔木主宰︑主観の大切さ

昭和五十八年名古屋駅前の中村で司馬遼太郎先生の︑名著﹃坂の

所属で今日に至っております︒山間部の利根沼田地方の俳句も隆盛
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を唱えておられました︒父修之助氏は宮内庁書陵部陵墓守長職に二

十年間奉職された由にて︑水原秋櫻子氏とこうした点での接点がお
ありだったと推察されます︒初期の作品群にはご父君の影響もあっ

遠花火聞きつつ祖父の日記読む

☆雪囲して百年の大蘇鉄

﹁ホトトギス﹂から分かれた﹁俳誌﹂のうち水原秋櫻子の﹁馬酔

ら︒これに﹁萬緑﹂の中村草田男を加え︑﹁人間探求派﹂と呼ばれま

木﹂は多くの作家を輩出しました︒戦前では︑加藤鰍邨︑石田波郷

した︒石田波郷氏は昭和十二年﹁鶴﹂誌を創刊︑同誌は戦争をはさ

第一句︑﹁鶏頭花﹂の季語は九月︑校庭で見た生徒の将来の青雲の

たとも思われます︒

夢は何︑きっと鶏頭のように太くたくましく︑赤く無骨に強健を誇

はご存じのように星野麥丘人氏が受け継いでおられます︒﹁鶴﹂の

んで二度休刊後︑二十八年復刊︑波郷氏没後は︑石塚友二氏︑現在

連衆は屈強と言われ︑多くの人材を輩出しております︒︵﹁ＮＫＨ俳

でしょう ︒

第二句︑︵☆印は前掲書の諸先生と図らずも共選となったもので︑

鑑査同人︶

壇の本﹂大屋達治・山口青邨氏系の有馬朗人氏﹁天為﹂編集委員・無

る︵山本健吉・西東三鬼︶かの如く燃えるような思いで眺めたこと

以下同じです︒︶﹁薄暑﹂︑厳密に言うと季語は五月︑何らかの事情で

第二句︑八月の遠花火︑奥様が旅に出て涼しい日は︑﹁老子﹂を︑

姿が良く表れています︒

日の式典︑披露宴での模様を思い出したり︑ホッと一服されている

も依頼されるであろう結婚式の媒酌の大任を奥様と差無く終えて今

﹁石蕗日和﹂第一句︑十月︑新酒の季節︒地元の名士として何回

俳句文学者らしい風雅な思いの寵った表現です︒

﹁たつき﹂手附き︑生計︵例・﹁俳譜のたつき︑飯の種﹂山本健吉︶︑

生活の大行事となっている︒

して待つのも︑今では奥様と二人で投稿句などの批評をしながらの

第二句︑九月︑まだ月も出ていない内から月見団子や芒等を準備

人・蛍一体の自然︑感動するご主人の様子が伺えます︒

に行き︑蛍が捕るともなしに蛍の方から自然に手に留まったという

﹁源氏蛍﹂の第一句︑夏六月の人事・動物の季語︑奥様と蛍を観

あろうか︑新学期が始まって間もない五月の夜︑退学の相談に先生
宅を訪問する生徒︑それを慰め励ます先生の切ない気持が句に溢れ
ています︒心を打つ名句です︒

第三句は若き日に奥様と春の都大路を路面電車で旅した新鮮なほ
のぼのとした気持が吟ぜられています︒

第四句︑﹁この道﹂は眼前の杉落ち葉の道であるととも郵便配達
第五句︑ご師父の豪華本が刊行され︑それを畏まって夏羽織を着

という仕事一筋に長年携わった人生の道をしみじみと称えています︒

てずしりと重い本を手に︑素直に喜ぶお姿が目に浮かぶようです︒

☆妻の手に蛍の入りし蛍狩

人間探求︵源氏蛍︶

月を待つ妻と二人のたつきかな
媒酌を終へし夜なり新酒酌む

人生の日々︵石蕗日和︶
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今夜の花火の音を遠くに聞く時は﹁祖父の日記﹂を泌み々と読む︒

読みたいものを座右に置いて繰り返し読んでおられることでしょ
浄﹃″〆内︺

第三句の﹁雪囲﹂冬を迎える十二月の季節の行事︑十二代目の旧
させられます︒

家の当主として百年を超える大蘇鉄を守る伝統の重みをひしと感じ
石田波郷氏五十六歳は近代俳人として︑俳句は生活そのもの︑﹁ホ

トトギス﹂の花鳥調詠に対する﹁人間探求﹂の俳句を深化︑子規を
先駆とする闘病俳句︑病苦を乗り越え人生の日々を静かに凝視した

齋香﹄の詩心

句境を格調正しい表現で詠み続け︑韻文精神に立脚した人間調詠と

山本先生は︑すでに波郷氏の年齢を越え︑佐渡の天地で︑みんな

評されています︵ヤフウ・ウィキペデイア︶・

に囲まれ︑悠然と日々を過ごされている穏やかな光景の描写にその

今回は御句集を鑑賞させて戴きながら︑俳句の約束﹁季語三切れ

特徴がさりげなく︑随処にうかがえるのです︒

私はふだん佐渡にある修巳氏と深く交る者ではないが︑こ

︵群馬県沼田市在住︶

字﹂等について考えさせられる良い機会となりました︒

鈴木し

のたびの第一句集の五五三句の一句一句を読み︑氏の人生の

ともかく長い句歴である︒

句集﹃花爵香﹄はこんな句にはじまる︒昭和二十二年の作と

大方が作品に籠められていることを知る︒

﹁すいれんに赤ごひ白ごひかくれんぽ﹂山本修巳︵よしみ︶

いう︒修巳氏九歳︒いまなら全国ジュニア俳句大会賞といっ

初期の作から︒ここに詠まれているみささぎは順徳天皇の

みささぎの雨に濡れゐし花あしび
島の灯の消えゆき銀河濃かりけり

なるべく多くの句を挙げて折々鑑賞を試みてみたい︒

たところだろう︒

作者の父上は山本修之助︒郷士佐渡の郷士史研究で高名な
いで地域に俳句会を起している︒そうした影響で修巳氏も若

学者である︒荒廃した戦後の社会に明るさを取り戻したい思
年から俳句に親しんだのであろう︒それから六十年の歳月︒
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図って敗れ︑佐渡に配流︒主情を抑えた大人しい詠み口であ

紹介が遅れたが作者は佐渡の高校を出て東京に学を修め︑

鰭酒や故郷に老ゆる凡教師

教師われ吹雪の島に老いゆくや

なる嘆きの声に終っていないのがいい︒

る︒花あしびの季語が生きている︒二句目は佐渡といえは芭

ふたたび故郷の高校に教師として帰ってこられた︒一句目の

陵であろう︒順徳天皇は後鳥羽上皇の子︒鎌倉幕府の討滅を

蕉の天の川の句がすぐ想起されるのであるが︑この句は佐渡

教師われに作者の自問自答を見る︒老いゆくやと咳く︒老い

の語︒思いのほか早く出てくるのでおどろく︒吹雪の島の閉

に生活している作者の句である︒若くしてすでに俳句の骨法

杉落葉郵便夫老ゆこの道に

思いにかられることもあろう︒教師としての責任感を裏返し

塞感がもたらした作︒二句目の鰭酒の句︒時として自虐的な

である韻文の調べのよさを取得している︒初々しさのある作︒

この句は新潟日報俳壇賞に選ばれた一句︒杉落葉郵便夫老

落葉降る大和の母の奥津城に

亡き母のまぼろしを見し紅葉山

覚悟のみえる作︒

堵されたことだろう︒母子の絆は当然のことながら︑作者の

あると思いたい︒母は山本家を立派に継いだわが子をみて安

願したという︒その甲斐あって修巳氏は七十を越えて壮健で

病弱の作者に母上は子の六十歳までの存命を大和の寺に立

冷まじや父と挟みて母の骨

感慨︒

修巳氏は子供の頃病弱だったという︒これらは知命五十の

鮎味噌のにがき五十の誕生日
山椒魚五十路の顔を映し見る

にしたとも云える︒

ゆまでは云えそうだが︑下五のこの道にはなかなか云えない
のではないか︒道が人生一筋を象徴している︒

冬の星一つ明るし波郷の死
修巳氏の鶴入門は昭和四十二年とのこと︒鶴の佐渡に於け
る先輩俳人金子のぼる氏の導きによる︒作者は三十を少し越
えたぐらいだったろう︒鶴俳句の波郷選を三年ほど受けてい
る︒波郷の周囲にいた者はこのように客観的な詠み方は出来
深くとどめている︒この冬星︒海の上に出た金星か︒

なかったであろう︒遠く佐渡にあって波郷の死をしずかに胸

石蕗の花旧家支ふること難し
修巳氏の家系は江戸時代から佐渡にあって代々本陣をつと
そうした旧家なればこそ負うべきもの守るべきもの一通り

める家柄︒修巳氏で十二代という︒

ではない︒作者の真の声であろう︒石蕗の花のはたらきが単
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と母を詠んでいる︒

十五夜の雨の祗園に遊びけり

驍雨来て芭蕉生家にやどりけり

鑑真の生れし村の茶摘かな

薔薇咲きて雛嬰粟咲きてパリは雨

覚悟などといったが︑作者の父を詠んだ作は一際そうした
思いがつよい︒

父病んで寒波の島の暮れにけり

修巳氏の旅の句︒思うままあげてみて作者は雨男かと思う︒

いる︒五句目の中国行もョ−ロッパに続いて行かれたようで

う︒四句目のパリ行は︑永年の教職を退いて解放感に溢れて

雪の夜や脈なくなりし手をにぎり

亡骸の父に添ひ寝の寒夜かな
冬木照る父の枢のゆくところ
佐渡の民俗学に多大な功績をのこして父修之助氏は亡くな

ある︒

に集約されているといっていいだろう︒こころ洗われる作で

ある︒鑑真の句︒和上の苦難を想い遺徳を偲ぶこころが茶摘

雨が旅情に適っている︒いずれも楽しい雨と云っていいだろ

冬鴫の高啼けり父の骨拾ふ

これらの一連の作はすべて調子が張っている︒私はその中で

振売の冬のさよりの海の色

振売の鰈跳ねたる春隣

られた︒修巳氏は父の学問の道を継承して今日に至っている︒

らしばらく後に出てくる︒

も冬木照るの句を好ましく思う︒さらにまた︑これらの句か

中にまだ振売の句があったかと思うが︑こういう情景はあま

振売がいかにも作者の住む佐渡の士地柄を感じさせる︒集

振売の寒めぱるまた黒めぱる

の作もいい︒生前の父の愛用した筆記用具を父の塚に還す︒

亡父のペン納めし塚に秋の蝶
塚のまわりをぼろぼろと飛ぶ秋の蝶が哀切である︒そしてま

り目にしなくなっているのでかえって珍らしく思う︒鰈︒さ

より︒めぱる︒いまにも跳ね出しそうな新鮮な海の幸︒同時

作ではないので作者の好きな句材といっていい・詠み口がき

亡き父もまゐれ子規忌の句座の中

た後年に及んで︑

と詠んで︑俳句の手ほどきを受けた父に酬いている︒子規忌

んの﹁賊﹂︒その中で︑麥丘人主宰は修巳氏を学究の人とい

この句集﹃花爵香﹄は星野麥丘人主宰の﹁序﹂大石悦子さ

ちっとしている︒

眼を少し山本家から離してみよう︒旅吟からあげてみる︒

の句座がなんともいい︒

高千穂の雨の野菊の濃かりけり
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い︑悦子さんは温厚篤実の人といっている︒序賊とも修巳氏

その中でも司馬遼太郎は忘れがたい作家なのだろう︒

がれているのがこの句集のそこここにちりばめられている︒

薔薇の香につつまれてゐし山家かな

大雪の山家明るき日なりけり

を語って懇切であり︑私の書くことは殆んど無用に近いので
一句にあらわれている句を挙げておく︒

あるが︑麥丘人主宰のいう修巳氏の学究の人というのがよく

この句︑俳人協会の全国大会で麥丘人選の特選に選ばれた︒

いるのから想像すると大分鄙びた所なのだろう︒一句目の大

修巳氏の居る真野町からは遠いのであろうか︒山家と詠んで

佐渡の羽茂滝平に﹁飛烏集﹂作家である藤井青咲氏がいる︒

私などには解釈しがたい句である︒宗鑑が俳譜の祖ぐらいは

﹁藤井青咲宅﹂とある︒両句共に郷士の先輩俳人への祝意が

雪の句は﹁藤井青咲句集﹃鎗烏賊﹄上梓﹂の前書︒二句目は

宗鑑の油売りしも春の日か

わかっても油売りの宗鑑は分からない︒作者の修巳氏は山崎

妻は旅へ涼しき日なり老子読む

こめられている︒修巳氏にとって句作の力強い存在である︒

宗鑑の人となりを学んでいたのであろう︒修巳氏の学識と麥
丘人主宰の古典への造詣の深さがこの一句で見事に合致した

麥丘人先生が一句と云われればこの句を推すと太鼓判を押

た﹂と先生は云っている︒私は修巳氏の学究について行けない︒

した句︒﹁修巳さんは老子と言葉を交すことが出来る人とみ

で︑﹁油売りの宗鑑﹂をさらに知りたい人は﹁鶴﹂平成十二年

わけである︒ここに序文の鑑賞文を全て掲げる紙数がないの

遼太郎死す寒禽の碑の丘よ

妻の手に螢の入りし螢狩

十一月号の編集後記を読んでいただきたい︒

遼太郎は司馬遼太郎である︒この句の前書きは﹁司馬遼太

月を待つ妻と二人のたつきかな

︵句誌﹁鶴﹂同人会長﹁鶴﹂平成二十二年七月号︶

のご活躍を祈ってやまない︒

私はこういう自然体の句でいいと思う︒修巳氏の今後益々

洗はれて山うど赤く匂ひけり
鏡餅下ろして旅に出でにけり

郎﹃胡蝶の夢﹄文学碑﹂とある︒悦子さんの賊文に司馬遼太
郎が﹁街道をゆく﹂の﹁佐渡のみち﹂の取材に修巳氏が案内
役に立たれたことが書いてある︒修巳氏は先にふれたように
佐渡の旧家であり︑佐渡を訪れる文人墨客を歓待する役割を
自づと負っている︒山本家は代々そうしてきたのであろう︒
古来の日蓮︑順徳帝︑日野資朝といった配流の歴史を負った
島︒又︑名もない無宿人の墓そうした全てに作者の心はそそ
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七田谷まりうす

ｌ順不同Ｉ

○榧の実を焼きて妻との刻過ぎぬ

○定年の年の日記を買ひにけり

○宗鑑の油売りしも春の日か

○逝く年や三千冊の和書の蔵

いちどきに飛魚干しぬ雨あがり

た頃もなつかしく︑一気に読まさせ
せて
て頂きました︒とくに次

×入

ズﾛ磯駁溌駁蕊〈今蕗

＞

■

︵なだやまりうす俳誌﹁天為﹂﹁秋﹂同人︶

先ずは御礼まで︒草々

佐渡の旦暮の詩︒ますますのご清吟を︒

○大僻もらひ長梅雨明けにけり

雪囲して百年の大蘇鉄

春光の鬼面に残る朱色かな

○陵守は留守ひぐらしのしきりなる

ふるさとの海のなつかしソーダ水
○馬遊ぶばかりや隠岐の春怒濤
石蕗の花旧家支ふること難し

泳ぎの子ひとりとなりて海暮るる
○教師われ吹雪の島に老いゆくや
薪を割る斧のひびきや十二月

○野老食ふ僻地教師の五十年
○大荒れの島に船着き年逝くか

○花廣香手にふれて手を嗅ぎにけり

絶唱か︑と

の御句に感じ入りました︒

した︒佐渡の季節感が伝わり︑いろいろとお世話になりまし

寸のばしして稿成らず桜咲く

山本修巳句集﹃花爵香﹄書簡

Ｉ
○

前略︑今般は句集﹃花庸香﹄の恵投に与り有難うございま

＞

降りつづく落葉に雨や絡神
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鮮
､
／>1秘溌溌溌溌>ﾊ<〈

堀口星眠
︵俳誌﹁橡﹂主宰︶

これからがわが身と楽しい日をおすごし下さいませ︒私はも

︵俳誌﹁橡﹂同人︶
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う二︑三年は生きるつもりです︒御礼まで︒早々
○

今瀬剛一

ごしのことと存じます︒このたびはご立派な﹃花鴎香﹄のご

すっかりご無沙汰していて申し訳ありません︒お元気でおす

出版おめでとうございます︒早速一読

炭つぐや言葉ひとつを選びをり

古賀まり子

妻の手に螢の入りし螢狩

などの作品に心ひかれました︒昭和二十二年からの御作品︑

でしょう︒御句集﹃花塵香﹄御上梓およろこび申し上げます︒

くり返し読んでみようと思っています︒一言お礼のみにて失

○

とても好きな句です︒ますますご清吟下さい︒深謝︒

目覚むれば雪の疎林となりゐたり

さて︑先日ご恵与戴いた句集﹃花巖香﹄再読三読致しました︒

◇

トキの悲しい話がテレビに流れています︒合掌

倉田紘文

礼をします︒︵俳誌﹁対岸﹂主宰︶

く方々へ出られましたね︒私も同病をもってをりますが︑今

﹁根かぎり生きてぞ余生梅真白﹂

人情の幸福を一杯いただいています︒

のが不思議ですが︑若い頃の苦しみを生きぬきましたため今

腸がほとんどなく︑その時色々のものも切除して生きている

す︒私はもう歩けなくなりました︒五年前に大手術をして小

ます︒七月二十三日の御手紙がいつも箱の中に入れてありま

きして下さいませ︒いただいた竹の花籠庭の椿をさしてあり

も立派に成人されられのちは御自分の人生元気で楽しく長生

ごろになってうその様に影をひそめてしまいました︒お子達

なつかしいという気が胸の中を走りました︒喘息の身体でよ

春とは名のみの言葉通りの毎日︑佐渡はまだ厳しい寒さの中

○

上様もおよろこびのことでございましょう︒

御立派な句集御上梓まことにお芽出度う存じます︒泉下の父

○

○

︵俳誌﹁蕗﹂主宰︶

黒田杏子

蒲原ひろし

出いただきありがとう存じました︒また句集上梓おめでとう

久しぶりにお会いできましたが︑お苦しそうで︑わざわざお

存じます︒好きな句をあげ御礼にかえさせていただきます︒

おなつかしいことでございます︒

このたびは長い歳月にわたるお作品をまとめられ︑おめでと

御令閨にもよろしく︒

水無月の海へとどろく鬼太鼓

鑑真の生れし村の茶摘かな

教へ子の墓へ秋海業提げて

うございます︒ご恵投うれしくじっくりと拝見させて頂きま

す︒︵﹁新潟日報﹂俳壇選者俳誌﹁藍生﹂主宰︶
○

草萌や元禄の二字残る墓

栗青き母亡き母の里に来し

降りつづく落葉に雨や絡神

栗田やすし
早々にご恵投下さり誠にありがとうございました︒

前略ごめん下さい︒本日御句集﹃花巖香﹄拝受致しました︒

家守る諮神にも初明り︵初灯︶

田遊の終へたる餅を撒きにけり

寒灯にこもりて父の忌を修す

に心ひかれました︒私のふるさとは岐阜で︑長良川畔で育っ

両手より両手にもらふ蕗の薑

金銀の荷駄の道とや落し文

鵜篝や潜らざる鵜の一羽ゐて

長良川での御句中まず︑

て来ました︒これから麥丘人氏の序を頼りにじっくり拝読さ

間丁寧にあつかえば随分長持ちします︒御父様のお年までは

宿癖お持ちの身くれぐれもお体御大切になさって下さい︒人

せて頂きます︒右取り急ぎお礼まで︒草々
︵俳誌﹁伊吹嶺﹂主宰︶

頑張って下さい︒︵新潟市在住俳誌聿三主宰︶
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○

蓮見勝朗

︵俳誌﹁鶴﹂同人︶

薔薇の香につつまれてゐし山家かな

○

中山敏彦

教師われ吹雪の島に老いゆくや

言葉に替えさせて頂くことお許し下さい︒敬具

中でも特に感銘深く響きました御句︑数句を掲げお祝いの

まを読まして頂き︑感銘致しました︒

に︑またその一句一句に山本様の時どきのお姿︑人生そのま

﹁御奉行の唐子茶碗や石蕗日和﹂の今日迄の精選五五三句

﹁すいれんに赤ごひ白ごひかくれんぼ﹂の九才の初句から︑

ます︒

この度の御句集﹃花巖香﹄のご上梓心からお祝い申し上げ

拝啓

うございます︒感動の一句︒

本家にとって受継れてゆく一冊となりました︒誠におめでと

文とも貴兄にとって完壁なものと言えましょう︒由緒ある山

句集﹃花巖香﹄届きました︒内容の充実はもとより︑序文賊

○

教へ子の婚のつづくや十二月

大雪の山家明るき日なりけり

亡き父もまゐれ子規忌の句座の中

逝く年や三千冊の和書の蔵

落穂拾ひし遠き日よ母は亡し

寒鯛の一尺ほどを妻提げて

ほととぎす咲く妻の畑妻の居て

妻は旅へ涼しき日なり老子読む

榧の実を焼きて妻との刻過ぎぬ

宗鑑の油売りしも春の日か

碓子啼くや京に向ひて真野御陵

七月や古稀の自祝に眼鏡買ふ

涼しさや旅の子と漕ぐたらひ舟

鏡餅下ろして旅に出でにけり

虫時雨妻と聴きゐて更けにけり

﹃花巖香手にふれて手を嗅ぎにけり﹄考

○去る二月二十三日︑私どもの﹁伊吹嶺﹂主宰栗田やすし

﹁俳句研究﹂の石井隆司氏と出会い︑山本様の﹃花庸香﹄

先生句集﹁海光﹂が俳人協会賞受賞︒その授賞式の席で
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の句集が話題に上り嬉しく存じました︒

又︑態々御恵贈賜わり恭く︑厚く御礼を申し上げます︒

一巻を緒いて︑深くまだ味わうまでに至りませんが一読︑佐

ゆっくり拝読させていただきました︒

かつて伊吹山山頂近くで俳友にこれが〃イブキジャコゥ

がございました︒風土性は勿論のこと詩と伝統の世界に視野

渡に於ける山本修巳の文学が凝縮されていて大変読みごたえ

○句集名の﹃花巖香﹄が伊吹巖香草のことであると知り︑

い出しました︒私どもの俳句会名が﹁伊吹嶺﹂であるこ

梅雨晴のチョークまみれの誕生日

馬遊ぶばかりや隠岐の春怒濤

夏羽織きて持ちきたる豪華本

振売の鰈跳ねたる春隣

藁苞の寒鮒軒に吊られをり

草焼きしあとに義民の墓ひとつ

師と酌むや雪夜の蟹の甲羅味噌

朱鶯飼はれゐる山裾や夕紅葉

薔薇咲きて雛嬰粟咲きてパリは雨

ョＩロッパ旅行

木下闇供華の絶えざる無宿墓

﹁青葉木菟﹂亡父のペン納めし塚に秋の蝶

﹁諮神﹂

﹁鮎味噌﹂咳きやまぬ子のひとりをり大試験

﹁銀河﹂

ここに︑各章から三句一部を認めます︒

御句集を読みながら︑沢山の句を集中より書き写しました︒

えました︒

を広げ︑鶴俳句の上に立って確実に前進している姿がうかが

ソウ〃と教えられ手に触れ香りを嗅いだことを懐しく思
とから︑縁深く感じられます︒

○﹁株分けて手に匂ひ染む巖香草﹂敏彦
近隣の俳友がこれが﹁イブキジャコウソウ﹂だと︑株分
で安堵しているところです︒

けしてくれました︒案じていましたが庭隅に根付いた様

御句集を読ませて頂き︑たった一度の佐渡吟行を懐しく思
い出し︑一度しかお会いしていない私にまで御句集をお送り

小澤謙三

︵俳誌﹁伊吹嶺﹂同人︶

下さりましたことに深く御礼申し上げます︒

○

新緑の季節を迎えました︒

筆硯いよいよ御清祥をお喜び申し上げます︒

さて︑此の度は︑鶴叢書三二三編として御句集﹃花庸香﹄
を御上梓され︑誠におめでとうございます︒
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﹁露燦 々 ﹂

﹁源氏 螢 ﹂

﹁石蕗日和﹂

すばらしい句の数︑いまさら私ごとき者が申し上げるところ

冬木照る父の枢のゆくところ

文弥首行李にしまふ十二月
鑑真の生れし村の茶摘かな

定年の年の日記を買ひにけり

ではありませんが︑

新年や足柄山の長寿箸

教師われ吹雪の島に老いゆくや

妻は旅へ涼しき日なり老子読む

硯彫る人に春光ありにけり

都忘れ経蔵開けてありにけり

十五夜の雨の祇園に遊びけり

妻の散歩からし菜摘んで帰りけり
世捨小路秋の風鈴鳴り出しぬ

雪囲して百年の大蘇鉄

た︒お許し下さい︒これからゆっくり︑一句一句︑勉強させ

とりあえず自分の好みで五句のみを書かせていただきまし

○

二本柳力彌

らぬ敬愛の念を伺い知ることができました︒

父君の墨書になる句集名﹃花慶香﹄に御尊父様への並々な

亡骸の父に添ひ寝の寒夜かな

うございます︒

ます︒この度は御句集﹃花巖香﹄の御上木まことにおめでと

御無沙汰致しております︒御清吟のこととお慶び申し上げ

謹啓

す︒︵俳誌﹁鶴﹂同人︶

本当に今日はすばらしい句集に出会えた幸せを感じてをりま

ていただく所存です︒

涼しさや旅の子と漕ぐたらひ舟
総句集五五三句︒佳い句集でした︒これから机辺に備え︑
佐渡の俳譜文芸を学びたく存じます︒

御家族皆様の御健康を祈念し︑益々の御活踊を祈り上げま

す︒︵俳誌﹁鶴﹂同人︶
○

佐藤をさむ
貴句集﹁花巖香﹄上梓まことにおめでとうございました︒

謹啓
心よりお祝い申し上げます︒
厚く御礼申し上げます︒

早速に手前どもにまでご恵送賜り有難く恐縮に存じました︒
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句集を御恵贈賜わりましたお礼の御返事を書かなければと
まってまいりましたが︑元気がでず今更御返事をしたためる

思いつついる裡に︑彼岸も疾うに過ぎて東北にも桜前線がせ

亀井雄子男

教師われ吹雪の島に老いゆくや

日蓮の配所の寺の大氷柱

四万十川全国俳句大会がありまして︑返事がすっかり遅くな

います︒

す︒風薫る日に素晴しい句集を御恵贈賜り本当にうれしく思

この度は︑句集﹃花巖香﹄の御上梓誠におめでとうございま

花南瓜耀市へ牛引かれけり

り申し訳なく思っております︒私の好きな句に沢山の付萎を

こととなってしまいました︒御無礼何卒御容赦下さい︒

寒獅の一尺ほどを妻提げて

敬い︑妻子を思う心情句に共鳴しつつ︑また︑日々のあるが

付けました︒佐渡の風土俳句は無論のこと︑母を恋い︑父を

ままの修巳俳句に感動を致しました︒

秋の浜人も烏も歩きをり

水無月の海へとどろく鬼太鼓

しましたが︑その中で︑私の最も好きな十句を挙げさせてい

六十年間の五五三句︒本当に素晴しく︑沢山の御句を書取り

家守る絡神にも初明り

宗鑑の油売りしも春の日か

冷じや父と挟みて母の骨

ただきます︒

鏡餅海鳴り大きとき割れぬ

妻は旅へ涼しき日なり老子読む
冬鯖にもっとも海の色ありぬ

夏河豚を食うて老父の蒜なし

藁苞の寒鮒軒に吊られをり

寒獅の一尺ほどを妻提げて

枚挙に暇が無い程に︑あまた感銘句がありました︒何年か
みを込め懐しみながら熟読︑拝読させて戴きました︒

前に京都でお逢いした時の温厚なお人柄と重ね合わせ︑親し

祭市つがひの倭鶏の売られをり

湯ざめしておのれの影の中にをり

祭鬼より先生と呼ばれけり

博学多識︑人望が厚く︑たくさんの肩書をお持ちの修巳さ
んの益々の御活躍と御健吟︑そして佐渡俳句協会の御隆盛を

亡き父もまゐれ子規忌の句座の中

祈念してお礼に代えさせていただきます︒ありがとうござい

ました︒敬白︵俳誌﹁鶴﹂同人︶
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○

涼しさや旅の子と漕ぐたらひ舟

宗鑑の油売りしも春の日か

名月や屋根に鋸忘れあり

の辺りにする想いがいたします︒

贈り下さり誠に有難うございました︒御島の自然と生活を目

等と︑私の好みのままに抽かせて頂きました︒﹃花巖香﹄お

振売の寒赤めぱる黒めぱる

鑑真の生れし村の茶摘かな

花庸香手にふれて手を嗅ぎにけり
修巳様の真蟄な人柄が浮かんでくる句集でした︒心よりお礼

申し上げます︒︵俳誌﹁鶴﹂同人︶
○

﹃俳壇﹄三月号では﹁佐渡の吟行﹂という記事を御執筆の

由︑私は一度しかお邪魔したことはありませんがｌ実は島

あかぎ倦烏
拝復

内で海の見えない山中があるとは︑どなたかと同様に︑それ

藤井青咲

その中に童子︑童女が多いのだ︒小生の末妹などは︑生まれる

昔は人生五十年と言った︒作者は過去帳を調べたのだろう︒

実ざぐろや過去帳に幼多かりき山本修巳

俳句鑑賞

みにいたしております︒︵俳誌﹁初蝶﹂同人︶

まで思っていなかったのですがｌ記事を拝見する日を楽し

この度は洵に御懇篤なるお手紙を拝受いたし心より恐縮い
たしました︒

とりわけ﹁細川加賀先生の句の雰囲気が感じられ⁝﹂等と
もったいない御評を賜り︑先生亡き後先生の句風のみ慕って
参った身にとりましてこの上ないお言葉でした︒

また︑松瀬青々にも御縁ある方だと聞き及び︑しみじみと
俳句の御縁を感じたことでした︒

鬼おこぜひとり怒れり魚籠の中
教師われ吹雪の島に老いゆくや

と直ぐ死んだから︑過去帳にさえ乗らない︒そう言う︑はらか
現実の世界︒

らがどれ丈あるか判らない︒小木琴浦の童子墓地は凄惨なる

鵜篝や潜らざる鵜の一羽ゐて
みささぎにつづく水田や花筏
十五夜の雨の祇園に遊びけり

維子啼くや京に向ひて真野御陵
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引連れ廻れば諸国の春駒
︵一一一︶

渡辺

二○○七年五月三日︑五月晴れに恵まれたこの日前橋市上佐烏町

て自分の足を鎌で切ったり︑刈り取った桑を背負う場面ではよいこ

するものだ︒雷の鳴る中桑の刈り取りに出掛けた下男が桑と間違っ

った後︑掃き立てから給桑︑上籏を経て繭の収穫までを面白く表現

てしまったからだ︒最後に主従四人が上籏祝いの酒盛りをする︒や

らしょつと引っ張っても微動だにしない︒後ろの柱ごと荷縄を掛け

がて酔った下男二人が殿上から菓子類をふんだんに撒く︒それまで

二団体の太々神楽保存会があり︑春日神社の蚕の舞は春日神社太々
この日は十時から十五時まで途中一時間の昼食休憩を挟んで﹁餅

もある︒そうして沸きに沸く中大団円を迎える︒この縁起物撒きは

待ち構えていた子供たちの目が最も真剣に神楽殿に注がれる瞬間で

今でこそ菓子類であるが嘗て養蚕が盛んだった頃は烏の羽で出来た

搗の舞﹂﹁鍛冶屋の舞﹂﹁春日の舞﹂など全部で十三座の神楽舞が披

に驚いた︒彼らは神楽殿の周囲や境内を元気に駆け回る︒こちらは

てずっと続けられて来たのだ︒身近に神楽のある環境で子供たちが

デオ撮りの為に神楽は演じられるのではない︒地域全体の祭りとし

産泰神社を経て明治中頃に当地に伝わったものだという︒当時は仮

市北橋町下南室︶の赤城神社の神楽が荒砥︵現前橋市下大屋町︶の

系統をひくもので明治十六年に始まる勢多郡北橘村下南室︵現渋川

さて前橋春日神社の太々神楽であるが︑伝えによると江戸神楽の

刷毛や竹箸など実際の養蚕道具が撒かれたものだという︒

育つということは随分と素晴らしいことだと思う︒でも小さな彼ら

築︑昭和十二年に装束を新調して現在に至っている︒そもそも春日

神社の太々神楽は例祭日である八十八夜に行われていたが舞子たち

設の屋台で借り衣装をまとい奉納していたが昭和五年に神楽殿建

十三時四十分頃九座目の演目としていよいよ蚕の舞が始まった︒

はまだそのことに気付いていない︒一枚二百円のラクガキせんべい

勝手と云うもので大人の方が我慢すべき︑なのであろう︒写真やビ

写真撮影がきっちり出来るか気が気ではない︒しかしこれは大人の

露された︒見物人の多さもさることながら子供たちが実に多いこと

神楽保存会の人たちによって伝承されている︒

二二○ノー春日神社を訪れた︒太々神楽﹁蚕の舞﹂を見る為であ

度の愛嫡舞である︒次第は夫婦が衣笠大明神から蚕の飼い方を教わ

それぞれ仮面を着けた夫婦役と下男役二人による所要時間二十分程

■■■■■■■■■■■■■

る︒現在前橋市には郷土芸能連絡協議会に加入しているだけでも十

群馬 県 前 橋 市 の 蚕 の 舞

靖

の露店に一目散に群がっていった︒
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■■■I■■■■■■■■■■

年の八十八夜は五月二日であった︒明治中頃から今日まで戦時中を

の都合もあって五月三日に演じられるようになった︒ちなみにこの

市内にあるそうだが荒砥地区等に偏在しており上佐烏地区には見当

ていない︒現在群馬県内の養蚕農家数約五五○戸︑内約一割が前橋

だけ戴き桑畑に撒いたりもした︒今養蚕地域の面影はどこにも残っ

学生への伝承をも働きかけている︒嘗て養蚕がごくごく身近ななり

たらない︒それでもこうやって蚕の舞が毎年奉納されている︒小中

含め一年も欠かさず毎年継続していることが上佐烏地区の人たちの
春駒は春駒唄によって養蚕の過程を伝えている︒一方太々神楽は

る︒春日神社の東南二百メートル程のところにある二本杉正平稲

わいであったことを上佐烏地区の人たちのＤＮＡが伝え続けてい

誇りである︑とは保存会会長の当日の言葉でる︒

狂言化した所作によってその過程を教えている︒養蚕は﹁蚕の舞﹂

荷神社﹂も同じく五月三日が祭日でありここにも蚕の神様が祀られ

の最初に一組の夫婦が蚕の神様である衣笠大明神に蚕飼いの教示を
乞うている行為でも判る通りとても気を遣う労作業である︒上佐鳥

ている︒

八十八夜頃から皆一斉に春蚕にとりかかった︒春日神社の砂を少し

︵十四︶

地区で実際に養蚕が行なわれていたのは昭和三十年頃までである︒

続・抽栄堂軒過録︵来訪者人名録︶
ｌ私の家を訪ねられた人びとＩ

山本

︵本名三宅千鶴︶さんと婚儀ととのい︑宝塚を退団した千鶴さ

三月二十五日長男修司に縁あって宝塚歌劇団の天希かおり

訪︒

三月六日ＮＨＫ取材班筑井雅彦︑本間大輔︑江田陽子氏来

五月七日両津湊の福島徹夫氏の案内で北一輝・吟吉の研究

俳句大会講師として七田谷まりうす氏来訪︒

四月二十九日﹁みどりの日に残花﹂とあって全佐渡お花見

希かおりの各氏である︒

劇団星組紅ゆずる︑親戚の星野美佐江︑修司の妻元雪組天

くれない

父岡山市の三宅勝也︑母星野和子︑兄三宅勝吾︑友人宝塚歌

んと前年八月ハワイで挙式したが︑佐渡における披露宴が二

家渡田耕平氏来訪︒この来宅が縁で﹁佐渡郷士文化﹂に北一

平成十七年

十六日に八幡館で行われるので︑今日来宅した︒修司の妻の
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夫氏︑職員和泉義資氏と来訪︒

輝の新資料の論文を書いてくれた︒
氏来訪︒

十月十八日﹁地域力﹂の取材で新潟日報編集委員望月迪洋

を﹁佐渡郷土文化﹂に掲載した︒

十月二十日江戸民間書画美術館芸林道遥会の渥美国泰・サ

五月十三日新潟県副知事高橋正樹氏が佐渡振興局長野崎和
六月十四日高尾道生氏が猪鼻徳壽氏を案内して来訪︒

どを見学される︒

ョ子︑石井久吉︑青木沙郷︑亀田絵里香︑亀田舟海︑猪鼻徳

十一月八日宇都宮市の普羅研究家平手ふじえさん再訪︒

壽︑芥川寛子︑亀田秀子の各氏来訪︒家蔵の亀田鵬斎の書な

七月三日資朝忌参列の前に︑宗族会の柳原承光二袰松昭光︑

羅研究家宇都宮市の平手ふじえさん来訪︒
廣橋興光・静枝︑木邊円慈︑柳原從光・順子︑日野西光忠︑烏

十一月十三日武蔵野市佐野久美子さん来訪︒

七月一日﹁前田普羅の足跡をたずねて﹂とあって︑前田普

丸光信各氏来訪︒妙宣寺の法要︑午後真野宮︑真野御陵参拝︒

七月三十一日新潟大学教授鈴木恵氏角筆本のことで来訪︒

原歌劇団ソプラノ歌手家田紀子さん来訪︒家で一節を歌唱さ

二月十四日佐渡出身の木下義昭︑大谷公一両氏の案内で藤

平成十八年

八月二十日﹁佐渡に縁ありて幸﹂とあって︑池田温︑池田

れる︒一緒に新穂北方の相田康明︑カッミ各氏来訪︒佐渡で

この時のことは﹁佐渡郷士文化﹂に日野西氏が執筆︒

静江︑小島園子各氏来訪︒池田氏の実父山本一郎︑実兄山本

家田さんに歌劇﹁夕鶴﹂のつう役を演じてもらうために︑家

ゆたか

利一郎などの墓のある山本納斎︵桂︶墓所をお詣りされる︒

の遺跡を案内︒世尊寺の老師本間俊雄氏を訪ねた︒後日︑歌

田さんの案内役を急に頼まれた︒この日︑真野御陵など真野

直人︑武田大祐︑澤田生人各氏来訪︒

十月六日雑誌﹁タンデムスタイル取材にて﹂とあって斎藤

鬼面その相をこそ春深し節子﹂案内の藤井青咲氏は﹁水替

子さんと来訪︒﹁逝く春や金北山に照らされて鷹夫﹂﹁畔形

四月二十九日全佐渡お花見俳句大会講師鈴木鷹夫氏夫人節

会場で見学した︒

劇﹁夕鶴﹂の家田さんのつうを﹁アミューズメント佐渡﹂の

●●

氏︑家蔵の書画資料写真撮影のため来訪︒

九月十三日新潟県立万代島美術館横山秀樹︑小西珠緒両
九月二十一日﹁佐渡おけさを訪ねて﹂とあって太田明氏来

十月九日上州良寛会一同三十四名︑会長市川忠夫氏署名さ

人形休むなとこゑ春の闇青咲﹂と書いた︒

訪︒

れる︒﹁佐渡良寛遺跡探訪﹂とある︒蓮華峰寺における写真
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五月二十七日俳誌﹁寒雷﹂主宰加藤瑠璃子氏が平林孝子︑

土佐郡土佐町田井四一八︶一行十六人と来訪︒桂月の﹁涼し

五月二十六日大町桂月の故郷の研究家澤田輝夫氏︵高知県

と来訪︒

五月十六日二見出身長岡市議会議長大地正幸氏一行十六名

十一月十七日京都大学大学院教育学研究科渡邉洋子︑新潟

教育庁文化行政課小田由美子氏案内にて来訪︒

十一月十日文化庁文化財部美術学芸課石橋茂登氏︑新潟県

十一月九日金沢大学赤坂幸一氏来訪︒

潟良寛研究会青木道氏来訪︒

十月十八日新潟郷士史研究会伊藤善光氏ほか三十七名と新

京都大学中池竜一各氏来訪︒

経営大学中島純︑東京学芸大学前田稔︑筑波大学宮前耕史︑

さや地底一千二百尺桂月﹂の掛軸などを見られる︒
唐橋秀子︑小沢比呂子︑桑山ョシミ︑伊藤登久子氏らと来訪︒

十一月十八日鼓筒研究所生田秀昭氏︑鼓方大倉源次郎氏と

私の家の﹁寒雷﹂の前主宰椴邨の句碑︑署名などをご覧にな
る︒昭和三十二年三月鍬邨・知世子夫人が拙宅で二泊された︒

町出身生田秀の曾孫︑秀収集の国宝的鼓筒を継承︑研究して

来訪︒生田秀昭氏は︑アサヒビール創設時の技師長︑真野新

七月五日全国良寛会会員︑長岡市の反町尚子氏来訪︒

埼玉県本庄市の高田賢治氏を案内して来訪︒

七月二日新潟市在住︑佐渡国分寺などの研究家山本肇氏が

十二月十八日写真家梶井照陰︑夫人節子両氏来訪︒

話︑大倉氏の演奏︒最後に私と三人で鼎談があった︒

家跡など︒夕方から﹁アミューズメント佐渡﹂で秀昭氏の講

る目黒町妙満寺︑分骨墓地の真野新町円静寺前墓地︑秀出生

いる︒能楽と秀ゆかりのところを歩く︒秀が過去帳に名が残

ひいず

お子様鈴木昭南・節子・彩子各氏来訪︒

七月一日佐渡奉行鈴木傳一郎末商鈴木教治・三代子ご夫妻︑

内して来宅︒

七月十八日鼓童の山口康子︑藤本容子両氏が渡辺亮氏を案

夫妻来訪︒﹁上奏文﹂の碑などを案内︒

で来訪︒

一月十九日青山学院大学教授廣木一人氏︑夫人廣子氏同伴

平成十九年

九月二日京都府立大学文学部亀村咲氏来訪︒

来訪︒

三月三十日北一輝評伝執筆のため大阪国際大学岡本幸治氏

八月十七日佐渡出身外相有田八郎氏孫有田俊輔︑晴子両氏

十月五日日本歌人クラブ会長神作光一氏と島崎榮一氏来訪︒

四月二十九日三十回目の最後となった全佐渡お花見俳句大

十月十日広島大学文学部教授狩野充徳︑新潟大学角谷聰両
氏来訪︒
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会講師大串章氏来訪︒朝日新聞全国紙俳壇選者︒

名誉代表渡辺一郎︑新潟支部長小林一三︑伊能家六代目次男

十月十五日伊能忠敬研究会一行が来訪した︒代表星埜由尚︑

紙に使わせていただいた︒

伊能洋︑陽子︵東京都世田谷区松原４のⅡの旧︶︑日本童謡協

美︑久保川勲︑板倉あっし各氏来訪︒

五月二十八日国立科学博物館横山一巳氏︑毎日新聞社事業

平岡佳子︑浅井京子︵早稲田大学會津八一記念博物館︶︑井上

会理事柏木隆雄︑伊能忠敬研究会事務局長鈴木純子︑ほかに

五月二十二日首都圏マスコミ視察会中森康友︑佐野真由

﹁黄金ジパング展﹂に展示借用のため︒

本部山之内郁治氏来訪︒家蔵の﹁一分金﹂と﹁西三川砂金﹂を

子両氏来訪︒

十月十六日﹁鴬山荘﹂に歌碑の建つ歌人安森敏隆︑夫人淑

田弘行︑前田幸子の各氏︒

に寄られる︒

十月二十二日新潟県立歴史博物館渡部浩二氏来訪︒

靖子︵伊能家六代目康之助長女︶︑山浦佐智代︵新潟支部︶︑福

八月二十日評論家松本健一氏来訪︒北一輝が処刑された十

氏は山本桂家墓所の実父山本一郎墓参拝のため来島し︑拙宅

九日の供養祭と講演が両津湊若宮神社にあり︑翌日寄られ

十月二十三日新潟市會津八一記念館喜嶋奈津代氏が﹁八一

七月十五日増井孝一︑節子︑相川京子各氏来訪︒増井節子

る︒﹁太陽に向って矢をつがふ者は日本そのものといへど

さか

交る

と佐渡旅行ツアー十五名﹂と来訪︒

いそひよ

磯鵯の恋はそるうて海を

佐渡のシンボル・バード﹁いそひよどり﹂

暁紅のテトラポットや烏

も天の許さざるところなり︵北一輝︶平成十九年八月二
十日松本健ごと署名されたので︑本誌﹁百十六号﹂の表

山本修巳

ながら

春暁のちちははの夢覚めに

りにむる

春潮
新潟孫ゆり

いづこより琴の音春の闇深

存へてなほ春潮のふるさ
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レッスンのダンスの窓や春の鳩
新潟晩年の會津八一の住まひ

苔育む八一寓居の潮音堂

けとか見

真野俳句会
平成二十二年十二月十七日

真野体育館
この島に生れて老いて着膨れて

生くるべく三年日記買ひにけり小田昭郎

星もなく冬満月の真白かな若林うた子

七種のそるはい粥を畷りけり小田昭郎一

﹃０００■Ⅱ００６０８１口０１■１６００８１００■ＩＩ００ＤＩＯ００ＱｌＯ００●

９０００１１０００１００■■Ⅱ００００■０００８日０８０．０１０００８０Ｕ８０日１９０口Ⅱ８８００１１０００日Ｊ

おほかたは箇条書きなる日記果つイチヨウラン︵扉カット︶
針箱と拡大鏡や冬ごもり

一は︑二○○五年に北海道のアポイ岳への一

慎重に運ぶ一歩や東てきびし中野晴代一ラン科イチョウランとの最初の出合い一

今掻けば朝易しと雪掻くも

一登りの途中で二本のイチョウランを見一

幼子の弾け
るやぅな初電話尾畑サヵエー観察会に出掛けた折である︒
あした

雪掻の重み齢を感じをり

左義長や近くに朱鷺の住むと言ふ松田康子一つけ︑デジカメ写真を撮った︒帰りにも一

一の話をしたら︑写真を撮っているのを見一
一た人が採っていったのではないかと︒一

一非常に残念であった︒宿泊先に帰りデー

銀に光りてくねる雪解道

斑雪田の溝に餌を食む番朱鷺鶴間美和子一こ酩剛川汁礁棚肺伽紳仙蝋肺鮓州派醐朏一

鱈下げて浜の女の無心かな

冴返る博物館に世阿弥の碑若林うた子一朏鯏一︶脱州脈紬僻奉吐川船境て写真に収一

照れくさく豆撒く声の伸びゆかず

落し蓋ことこと鳴りし余寒かな小田昭郎一と馴脈珊雛舳肌紳脈艀がなかなか見つか一

風道の形に曲りし大つらら

なり

手のひらにのる一対の陶ひひな
こころよき目覚めに障子明りかな滝口たづ一﹁州測り相性一幸帥氷聯肌卿Ⅷ飢唖棚桝一一

一列に並び沖向く冬鴎中野晴代一切削〃糀州献舳︑つぱⅦり光量不足もあつ一

平成二十三年二月二十一日

真野体育館

真野俳句会

水餅ややたらと母の恋しき日若林ぅた子一のビジターセンターの職員に︑そのこと一

一う一度撮ろうと探したが見つからず︑麓一

海沿ひの風垣槌せて空っ風
目に良しと錠剤一つ冬の朝

手に重し句友にもらふ熟し柿中野晴代

母訪へぱ林檎剥く手のふくよかに

水しぶき大きく上げて寒の鯛松田康子
浅漬の蕪やはらかき朝餉かな鶴間美和子
三つ指で子に迎へらる七五三

年用意少し早めにすませけり

入所者の顔のほころぶ餅つき会金子テル

冬茜投句箱おく無人駅若林千江子
寄鍋や集ひし顔のみな笑まふ尾畑サカエ

真野俳句会
平成二十三年一月二十二日

真野体育館

球児等へ期待ふくらむ島の春尾畑サヵェーラン三葉蘭︶もある︒︵長嶋陽二︶一

ｒ︐︲Ｉ●︐１︐・Ｉ︲・

１︐︐．１１１・Ｉ︲●１︐１１︲１︐●Ｉ︐●︒！︲Ｉ．︲！！！︲Ｉ・・１︐︐！︲Ｌ

一ったら︑ムョウラン︵無葉蘭︶︑フタバー

雪しまく片面白き石碑かな

小流れの音春めくや散歩道

吹雪く日のことさら遠き隣家かな鶴間美和子

満松山といふに一面杉落葉

カラフルな錠剤数へ去年今年滝口たづ
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かばおんな

−枝の臘梅の香や奥座敷松田康子喪の庭に満開となり枇杷の花

白梅に迎へられたる友の家冬怒涛夫岩か庇ふ婦岩中川紀元一
金北の神の雄叫び鯛起し

﹁０００■Ⅱ１０００Ｈ０ｉＯＯ８Ｉ９Ｃ■ＩＩ００ＱⅡ０００日１１００日Ⅱ１９０日Ⅱ００６■Ⅱ０６１■Ⅱ０００■Ⅱ００１日Ⅱ０００日Ⅱ０００■Ⅱ０６００１９００■ⅡＩ００ａＨ１００６Ｉ１６８■８０

ウリノキ︵目次カット︶

一賑々しい春の花の季節を過ぎた新穂グー

一月話かけそな師の遺影渡辺幸枝一ムの周辺をデジカメ片手に歩いた︒
いもせ俳話会十二月士ひ例
会おろし
りひりと頬剃り過ぎる北颪

収穫終へあれやこれやの納屋の柿金子節子ひと切れの冬至南瓜を猫のⅢ金子節子一エ川元州州州柵帥州祉州抑鮴︑つⅧ棚沌沁一

小夜時雨絆賜はる句の師逝く

渡辺幸枝寒風の妹山背山突き渡る山田みさを一岬一Ｗ岬艸サ昨鯏順唖馳州洲耐帆肋腓聯一

美しき齢と思ふ大銀杏返り花風の中なる葬の列
旧友と話はずんで小六月
両津港怒涛の間と間冬の声

一また︑川端には鋭いカギ状の刺のある一
一黄色の花のジャケッイバラもあった︒一

翻ほん弄
や只いつぴきの冬の蝿楠美苑緒記念樹の柚子に初めて五つの実渡辺一子一柏却州雌杯岫雛州岬洲硴声川畑咽やサル一
ろう
群れ小鳥枯葉散らして飛び立ちぬ渡辺一子羽柴さん

葬終え帰京の子らに冬の浪首輪替へ隣の猫もお正月

篝火の如き紅葉や磨崖仏弟ふたり黄泉で噂か大喧楠美苑緒一ウリノキは︑落葉低木で葉の形が瓜の葉一

落葉より顔ひょっこりと雀たち歳晩のぬく日なれどもう逢へず藤井青咲一それらの木々の他に︑白い花を吊り下一
童等の歌ふ夕鶴冬もみじ中川紀元君黄泉へ吹雪に逢はば帰り来よ
一げるウリノキ科のウリノキが見られた︒一

かがりぴよみ

一られたものである︒

一に似ていることから﹁瓜の木﹂と糸付け一

いもせ俳話会二月例会一蕾は白く細い棒状をしているが︑花が一

赤と白隣合はせの実南天

渡辺威人

碑も古りし城跡枇杷の花山田みさを杉天鬼自決諾う冬薔薇
大いなる宮の神木落葉焚く

無住寺に人影見えて落葉焚く

大根の山と積まれし外流し白井正江真直ぐなる竹をも曲げて春の雪渡辺一子一噸Ｈ北林州鯏剛州Ⅷ肌訓洲班加仙州砿価一

１１・Ｉ︲

１︐︲

１１１１．

１︐１︐︐１１１︐１︐

１１１

１

１︲︲Ｌ

雪しまき伏して耐えをる竹の数草木きみえ一隊帥剛Ⅷ椴仙訓墹い献椴州叫微州弘フ︒一一

嫁姑言葉少なに大根洗ふ新聞のたまる早さょ雪しまく

ｒ︐︐ｌＩ１ｉ︐

値引き銭先に並べる海苔売女
一梅雨晴れ間瓜の木の花眺めをり羊々一
いもせ俳話会一月例会
飽かず見る浦の小波春立つ日山田みさを一息抜きの一時であった︒︵長嶋陽三一
黄泉路なぜ急ぐ友あり年の果白井正江獅子ヶ城春の選抜甲子園
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本棚の中に住みたる寒さかな外山かをる
公園に子供らの声冬日和

春立ちい﹁いもせ﹂の句座に仲間入り

雨空に負けず辛夷の蕾かな井上よしえ

早咲きの梅にほころぶ口許も

啓蟄や何故か何処かが光りけり外山かをる

草餅は青春の味野原の香渡辺幸枝

還暦や春セーターのおもはゆし

亡き姉へ真白きⅡに草の餅白井正江

いもせ俳話会三月例会

寒の水五臓六脈を駆け巡る
朝膳を供える仏間の余寒かな

文机に絵の具並べし春隣白井正江
葉隠れにへだたり咲ける寒椿西村コマ子

剪定の了へし柿山黙の季

五人組死語となりつつ葬の春桃井三郎
ふ

愚痴聞きに草餅下げて土手の道渡辺一子
土手に生る芽吹きいろいろ青春譜

あ

三寒の厳しき一日ほどき物

旅空に拾ふローマ字草の餅

手の窪に賜る草餅野の香山田みさを

中川紀元

春浅し磯波荒き声上げて

寒明や家並をおおふ波の音

他所の句座誘はれて行く寒椿井上よしえ

廃校や残るバス停枯芭蕉桃井三郎

睦みあふゲートボールや山笑ふ

生きてゐる熱き吐息やよもぎ餅草木きみえ

語り部の春に集ひて米粉パン

青竹を曳き出す辻の大どんど

電線に音譜のごとく寒雀倉若シマ

茶粥よりふっくら香る蓬餅中川紀元

手品師のごとく波生む春渚

ちらほらと小梅の咲ける頃となり打越純子

冬怒涛人面岩の堪へ忍ぶ

落葉踏むしめりの音や能舞台中川紀元

雪解けの道路セニアで久しぶり

雪に立つ脚立の足を頼みとす金子節子

水仙の日日にのびくるたくましさ

白水会一月句会

先端の枝決め惑ふ顔に雪

膝こきと鳴らし三寒四温かな西平千春

口ずさむ日清いくさの手毬唄

初波をしずめつつ着く巡視船平岩静

手作りの雛飾りショウウインドウ

鍬初めしわだらけなる農夫の手西平千春

棚田より落ち来し水の温みをり

友の死を四︑五日知らず春の雪金子節子

掌の裏も表も春立ちぬ

頂を日の染めはじめ山笑ふ西村コマ子

一島の夜半を跨ぐ今朝の雪

外灯のとどかぬ先の雪女郎

凍て道に脚を弾かれて手に捻挫渡辺康治

人影もまばらにゆれて水温む

好きな本読んで夜長も短かけり渡辺幸枝

白銀の柿園に冴ゆる鋏の音

猫の恋飛行機雲の一直線渡辺康治

畑のもの足し噴き上がる七日粥

願ひ事一つに占めて破魔矢受く山城やえ

岩を打つ波の揺さぶる初景色山崎ミツエ

一湾の崖に舞ひ散る波の花

初鴉怒濤のなかを翔びゆけり菊地栄子

四五人の影絵の子らに餅を焼く藤井青咲

供花とせんこの銀色の川柳
年金をそこそこ使ひ雪の果

ぬる

こんと啼く狐の影絵夜の雪

草餅の黄な粉まみれの眼鼻かな藤井青咲

68

白水会二月句会

騒騒しトタン転がる春一番山崎ミツエ

あふるるを幼が運ぶ落葉篭生田和代

︹秀逸︺

枯菊を抱へて軽ろき音のせり生田和代

公園の風が風継ぎ芽木わたる

菩提寺の菰のはだけて牡丹の芽山城やえ

子の転勤梅の香のせて荷を括る

冬晴の棚田に落とす烏の声

照り年や豆粒ほどの銀杏の実野口美代子

山茶花や日向に声の集まりて羽根洋子
山茶花の紅の明るき狭庭かな谷川郁子
入れ替り烏来る柿の簾かな野口美代子

高積みの雪を均らして月の市平岩静

あい打ちの濤坂下の春きびし

梅が香や歌碑をつつみし御所の風

芹摘女野川をしばし濁しけり菊地栄子

大鍬を杖に田移る畦塗夫

北山の一日見えず芽木の雨池野よしえ

ミシン踏む楽しさのあり冬ぬくし嶋田寿美子

小春日や娘にせがまれて服を縫ふ嶋田寿美子

白水会四月句会

金北山の熱へ鳴り落つ寒の雷菊地栄子
庭園の雪脱ぐ木々や温泉に一と日倉若シマ
作付けの話夕餉の春菜汁

理容師のタオルの湯気も余寒かな

鍬の柄で畝巾決めて芋植うる倉若シマ

石仏の見おろす崖に波の花中川紀元

一島の夜半を跨ぐ鯛起し山崎ミツエ

セピア色の母の形見のコート着る羽根洋子

根深汁子を寄辺とす日々なりき伊藤ひで子

︹佳作︺

船中の底を突き上ぐ寒気団

好みたる白にはじまる菊根分

七千本あれども淡き冬桜佐々木キヨ子
冬薔薇やうすき色して咲き揃ふ本間公

立冬やワインの栓の抜けやすし山城やえ

越の湖蒼々と澄み花並木中川紀元

つるべ落とし仕事の仕舞追ひつけず

家族みな固まり合うて花八手羽根洋子
寒さにも大根いよよ太るなり長嶋滋美
千の花咲く石抱きの皇が梅

声出して遺影に一打ち年の豆

鳶の輪のゆったり影や初燕

長嶋滋美

卒寿へと命をつなぐ年の暮徳泉とき
手の中の温き命や冬蟷佐々木キョ子
添寝する猫の温さや冬の夜半本間公
山茶花の白き花散る婆の通夜本間公

城山の公園静か時雨降る谷川郁子

小木町を訪う

六歳の孫の誕生日花八手谷川郁子

︾﹄

花樒高塀よりの薫りかな平岩静
ふらここを一気に胸で漕ぎあぐる山城やえ

白水会三月句会
ずんぐりと卵に目鼻内裏雛池野よしえ

桜まじ篁さはぐ札所寺

山本修巳選

畑野俳短クラブ十一一月例会

官女雛に紅絹の袴を穿かせけり

日の射して一瞬失せし牡丹雪倉若シマ
白和えの春菜愛でつつ取廻す

︹特選︺

太き幹残して木の葉積もりけり長嶋滋美

虫喰ひの手枕寂し浬藥像

海添ひの梅林香る歌舞伎小屋中川紀元

悔少し残して一日暮れ早し徳泉とき

ひとひ

大河の中州寄りなる蜆舟

介護車に乗る問もつづく雛の唄平岩静
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畑野俳短クラブ一月例会
山本修巳選

﹁見て見て﹂と白息吐ける幼かな生田和代

きしきしと樽に鳴りける冬菜漬け生田和代

追越しも越されもありし冬帽子

母と入る雪の露天湯あれいもと

羽根洋子

野口美代子

嶋田寿美子

伊藤ひで子

湯上りに漬物誉める女正月

凍返る休みに入りし小学校

柚子湯して生きる喜び貰ひけり徳泉とき
柚子浮ぶ湯舟につかる至福かな谷川郁子

雪掻やおのが背丈の高さまで

冬物の特売市や夫のシャツ

︹特選︺

士の香を加へて七つ七日粥佐々木キョ子

輪になりて孫子と作る鏡餅谷川郁子

われを呼び夫の手渡す蕗の薑本間公

亀鳴くを聞きしことなし半世紀今井敏夫
星形の切り張りもあり春障子羽根洋子

︹秀逸︺

会食の白磁の皿の三月菜佐々木キヨ子

春待つや村は総出の芝居小屋嶋田寿美子

手作りの兎の雛も飾りけり
羽根洋子
梅一枝活けて寛ぐひと日かな谷川郁子

︹特選︺

畑野俳短クラブ三月例会
山本修巳選

寒空に鷺一羽翔つ陽に映えて

子が去れば踏みし畳の寒さかな

つんつんと木蓮冬芽天突けり生田和代

きぎす

山本修巳選

一月例会

蒜なく一日過ぎたり初日記本間公
一臼は蝿ほまちの草の餅羽根洋子

︹特選︺

畑野俳短クラブ

谷川郁子
谷川郁子
生田和代
長嶋滋美

宵闇やとろとろ残るどんどの火佐々木キョ子
︹秀逸︺

戦中派質実剛健炬燵好き今井敏夫
初染めや藍より青き今日の空嶋田寿美子

鱈捌き今宵の膳は魚ずくし

逃げもせで軒の豆がら食む雄子本間公

本間公

賀状来るいいとこ撮りの顔をして野口美代子

春立つや襖の軽く走りたり

田や畑に溢るるひかり雪解かな羽根洋子

初夢に鍬を持つ手をなでてをり嶋田寿美子
人並みに暮らせる今日は寒の入り徳泉とき

生田和代

孫に似て眉の下がりし福笑佐々木キヨ子

退職の夫にバレンタインの日野口美代子

︹秀逸︺

臘梅のあえかに匂ふ風の中本間公

︹佳作︺

年の暮お笑ひ芸人稼ぎ時今井敏夫

待ち針の添へてあまたや針供養谷川郁子
雪掻の老のまた脱ぐ野良着かな生田和代

潮騒や苫屋に群るる野水仙羽根洋子

どんど焚く老いも若きも煤ぱみて本間公
餅好きの児のお代りの早さかな羽根洋子

針起し柄を合せて終りけり嶋田寿美子

電線は空の五線譜寒雀羽根洋子

槻の欲しき今年の雪の嵩徳泉とき

初音聞く墓参の道の藪の中佐々木キョ子

蕗味噌の香り広がる厨かな谷川郁子

叱られし春のマスクの小さき耳生田和代

一面の白に際だつ寒椿徳泉とき

︹佳作︺

初泣きや百円消えし貯金箱野口美代子

兎跳ね今年の元気貰ひけり徳泉とき

鱈汁に家族の笑みのこぼれけり長嶋滋美
年酒酌む夫子の話たわいなし野口美代子

猫柳生命力に脱帽す今井敏夫

蕗の薑野良着に貰ふ隣畑羽根洋子

︹佳作︺

雪の積む軒下に寄る雀かな伊藤ひで子

初暦月 の 大 事 に 丸 を つ け 伊 藤 ひ で 子
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ときわ荘俳句クラブ十一月句会

亡き母の命日なりし月明り

木枯しが緑に海の色変へて

安西恵美子

満月のごとくに庭の石蕗の花

いる

老老の雪かき技を競ひ合ひ長嶋滋美

巡り来し紅葉色づく家族会山村マサ

陽のかげり雪解雫の彩消えし生田和代
晩秋の庭寂れゆく物淋し

前山の紅葉の映えし日和かな粕谷誠司

浮雲や風立ち廉く花芒和泉政次

伊藤ひで子

あつき雲過ぐれぱ眩し水仙花伊藤ひで子
一本の赤白斑入り椿咲く

ひともと

日曜に子の来る知らせさくら餅伊藤ひで子

風そよぐ河原の芒白い波

刈り後の櫓青々穂をつけて佐藤スギ

放鳥の朱鷺のとまどふ片時雨

サイクリング予報外れの秋の雨

春炬燵娚の集ひ日の暮れし

畑隅の茶の花一枝仏前に信田八千代

鳧の鳴くよみかどの火葬塚

噸や窓いつぱいに開け放す谷川郁子
徳泉とき
島人に春を告げたる民話劇嶋田寿美子

神有月どこぞに縁を結ぶやら

選者吟佐山香代子

春の句を挙げて故人を偲びけり佐々木キヨ子

晴れ渡る空に鱗の模様雲田川和信

烏の声落葉ふみ踏み散歩かな中川キョ
記念樹の銀杏黄葉のあざやかに山嵜容子
秋晴れの吾子の仕舞の舞台かな平岩繁美
海越えて柿届いたと子の電話金子美江子

入院の母と語るや春の宵野口美代子

︒□■国■ＤＢワ■Ｕ■ＤＢ︒■■一■ｒ■■■ＤＧＢ■ｇｂＤＢＤ■■６９−■■■■■■一二■・凸■一■冒■■■■●Ｆ■一■●■ＢＢＯ■■■■ｑｅ８Ｂ■■Ｕ■■■■■一日一■■■■■８二■■一■■巳ｇ■Ｂ■︑■Ｕ■Ｄ■■ＯｅＢ■Ｇ■一■■一■■一■■■■白

寒干のゲンゲを外し酒仕度計良非児一

沢根すがも俳句会一句抄人生の午後の日差しと枇杷の花金子秋三一

﹁島幻想﹂仕上り聖夜の針仕舞ふ青木田鶴子春駒のほろりと酔ふて佐渡説佐々木半七一

一初句会迎える街は冬構へ安藤卓也サイ・ハンのビーチに浸り初泳ぎ野崎東一

一金魚鉢に立春の水足しにけり稲場小夜子年一度生きてる証牡蠣送る本間博一

一福耳の一歳五ケ月豆を撒く伊藤正一雪降って湯船恋しき日本海野田実一

一戸をゆする風も師走の第九かな加藤ミョシ

一東雲に負けるな球児幸あれと宇佐美万作自家製の南瓜ですます冬至かな本間日吉一
一日向ぽこ苦労話のくりかえし梶田ちづ左義長に酒三升の笑顔あり三井松五郎一
一履き替えて春の男となりにけり加藤比呂産声もあり被災地に春は来る渡辺岩夫一
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ときわ荘俳句クラブ｜月句会
粕谷誠司

水仙や友の助けの身に沁みて

肖像の姻翁に積もる雪本間トシ
雪の道小股で歩くさくさくと宇治春子

駅伝の寒風の中走り継ぐ
冬の月人の情けが身に沁みる

名も売れて他所の山にもおけさ柿

忘年会八十路の衣装選びをり

寒椿風にも負けず赤く咲き高木アキ子

高野昌子

娘の逝きて己病む姉やうやくに歌詠む気力戻

ひにし友は志和操

りたるらし

き﹁ふるさと﹂を吹く

竹本喜美子

ハーモニカの音色さやかに難病の人らいきい

鉢取り込みて石塚多恵子

冬にむかふ心定まる軒下に葉牡丹とビオラの

友二選新聞に載る島人の暮しの歌を心して読

む内田千枝子

米寿祝ひ曾孫愛しき屠蘇を注ぐ

鈴木良晴

服部志保子

酒井友二

佐藤瑞枝

渡辺威人

重ねつ内田千枝子

井の中の蛙と時に自問してこんなもんかと齢

ら羨し

大空に凧高く上げ楽しげに声交わし合う若き

ロッコリーより

青虫の落ちてうごめく正月の畑に取り来しブ

平成二十三年一月二十二日

於ときわ館

金井短歌教室一月詠草

置きたり折をり見むと

娘より届きし﹁手のひら胡蝶藺﹂文机の隅に

子を焼く

和菓子屋の血筋の娘生きいきと嫁は厨に洋菓

粉も豆も挽きし石臼沢庵の重石となれり納屋

の片隅後藤恒雄

賑はひて生花サークル松飾り和泉政次

選者吟佐山香代子

大寒の肌をさすよな廊下かな

大晦日三日たまりし日誌書く

外庭は一面の雪けもの跡佐藤スギ

於中央図書館

平成二十二年十二月二十五日

金井短歌教室十二月詠草

どんど上がる老いの手習ひ般若経

雪の上にのぞく緑葉小鳥くる金子美江子 初茜大佐渡連峰トキ色に
雪深く温室代りか春待つ芽

寒中や計報の受話器そっと置き安西恵美子
オリオン座逢ひたき人の遠かりき
寒朝の海辺に湯気の立ち上がり

船魂に漁の安全初詣田川和信

つ未練残れど

ようやくにコツを覚えし畠作り止むると決め

芝居見て抱腹絶倒老いたちの温泉に集うじゆ

積もる雪島人朱鷺を案じをり山村マサ
松竹梅活けておだやかお正月望月モト

雪の朝通勤車のろのろと山嵜容子

んのびの今日

祭壇に今宵は笑まふ同級会に笑ひさざめき合

駐車場に波打ち上がりしぶき飛ぶ師走の市の

双子座の流星降るは今頃と冷雨の夜半の窓を

を挟らる佐藤瑞枝
のぞきつ伊藤節子
車の窓に持田良枝

災ひは不意におそひ来国道にわれの車はドア

渡辺威人

家族皆笑顔で聞くや除夜の鐘平岩繁美

選者吟佐山香代子

若々し傘寿の声の初電話
神杉の注連に緯めく受験絵馬

待鶴荘俳句会一月句会
雪積もりブルドーザーの音響く杉崎ョウ子
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出初式の消防車二十台一斉に放水競ふ海に向

志和操

国仲の民家の樺に移り来し朱鷺は道ゆく人を

﹁プリンセス雅子﹂とふ名の椿苗大事に育て

二■Ｕ︽■■０−■■一■甲︒０二■■皇■■二１−１︽■■一■■一■■０■一■Ｕ・■三■■二■■二■■︽■■皇Ｉ︒０−９︽■Ｕ二■９︐■▽︽■Ｕ皇■■二■Ｕ０■二■マ

しんしんと雪降り積もる小半日猫と吾とがひ

掃く

石塚多恵子

へぬ暮れと正月

高野昌子

幻覚にさまよふ老いか病棟にいくたびも呼ぶ

雪晴れの野をひとすぢにつらぬきて川は光れ

雪浅き木下に漁る鳩の二羽餌を撒きやれば日

亡 し と ふ 妻 を 石 塚 多 恵 子 そと籠れり服部志保子

し明るし

佐藤瑞枝

伊藤節子

雪の日に篭りて寂しさ募るとき友の電話に心

晴れたり竹本喜美子

屏風絵はへうたんなまず鉄斎図一

新築の門扉に小振り松飾白石英夫一

産土の冬木の銀杏高だかと茜に染まる夕空を

志和操

足早に冬は住くらし立春の今日窓に入る日ざ

マスローズ傭く

暗渠ゆく雪どけ水のやさしさを聴くかクリス

浜に照る如月の陽を浴びながら翁座りて網を

繕ふ持田良枝

冬を彩る

蕾あまた継ぎて咲かする山茶花は庭の隅所に

り中天の陽に酒井友二 毎 あ ら は る 高 野 昌 子

平成二十三年二月二十六日

金井短歌教室二月詠草

於中央図書館

鈴木良晴

帰郷すといふ子を強くいさめしが近くに住め

ば心は安し

久々に母の奥つ城に兄妹と詣でて遠き日のこ

と語る渡辺威人

子と孫の帰省のなくて来る年の干支の卯を画

︐しロブ．と

一

一

一

一

一

一

納豆の糸の細さよ雪見酒裏戸よりもち込まれたる狸汁一

冠雪の木々より落つる光かな後藤松五郎胸寄せしふくら雀の眸のつぶら藤井青咲一

海苔掻き女半身に波を待ちをりぬいば玉の炎をちこち小正月一
桂月の句碑建つ宮へ初詣金子末雄一望の湾静かなり大且山本修巳一
胃カメラを飲んで出かけし初句会海鼠食うて天井高き家古りぬ一

静かなり冬の浅鯏を酒蒸しに伊藤正一頭より初日存分浴びにけり中原雅司︷

﹃皇■Ｕ一■■０舎■■０−■Ｕロー■一■■一■Ｕ二■■二■■ｌｐ−Ｉ皇■■一■Ｕ︽

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

口
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︒

一

︸

一

一

一

一

一

一

一

一

一
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一

一

姑より継ぎ来し半世紀の慣はしを削ぎて迎

柿の里俳句会一

木の間より今さす初日やはらかく獅子殿の獅

子眼光ゆるむ持田良枝

き大 晦 日 暮 る 後 藤 恒 雄

よと蝋持ち来る鈴木良晴

和ます服部志保子

と日暮れたり

蒜なく明日もあるらむ年明けて姑百二歳のひ

はは

めかねて立つ伊藤節子

たまさかの冬の陽差しに剪定の杏子の枝を決

かひて竹本喜美子

一一
は
ん
み
一
重
つ
﹄
一
一
口
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西空にうす赤き巨き陽の浮かぶ如月五日穏や

月市の店を休みて温泉に遊びし女の顔は晴れ

かに暮る内田千枝子 やか高野昌子
夫癒えて安堵したるも束の間に思ひもよらず
日につれて音高まれり山里の川下りゆく雪消
我も倒れぬ荒井正子 の 水 は 志 和 操

六十匹の蛸捕らせくれし恵比須さんを拝みて

っての工場に林京子

佐藤香代子

温き日の庭に大釜しつらへて我が家の味の

帰る﹁篭納め﹂して北見亀男

﹁芋餅﹂を搗く

松飾り注連縄紙垂下げ紙に鯛踊らせて初春を

次次に被災の実態写さるる大き津波に息をの

ひと

大き津波が家も車も攪ひゆくこの世の地獄テ

日に乾く

石塚多恵子

砂防柵とぎれたる道一冬のうづたかき飛砂春
おぼろなる雲を脱ぎたる檀の春の満月くきや
かに浮く

かみしで

濱辺ムッ子

暗き道を宅配便がお歳暮を運くり師走も半ば

び終へたり

待つ荻野豊

むのみ内田千枝子

南向く屋根の樋よりつたひ来るかそけき音は

冬晴れのぬくき畑に風除けの柵しっかりと結

如月の光明るき昼下がり薪割る音は空にひび

かふ後藤恒雄

雪消の水か酒井友二 レビは映す竹本喜美子
平成二十三年三月二十六日

金井短歌教室三月詠草

於中央図書館

鉛筆に走り書きせし伝言の流るる文字に声の

となりて木村秋子
持田良枝
間こゆる山本軍次

平成二十三年一月二十一日

相川歌会一月詠草

よろこ

びく君が歓び福嶋徹夫

十二キロの大鯨釣りしを告ぐる声受話器にひ

あら

海風の強まる秋は家ごとに沢庵大根稲架に干

さるる田中次英

東北の地震津波の報道に命あらばと吾れは足

らはむ後藤恒雄

大き津波に街も車も擢はるるテレビの画像荘

平成二十二年十二月十七日

於﹁太平海の家﹂

相川歌会十二月詠草

龍神は何に怒るか浩々と津波は家も車も呑み

然と見る荒井正子
ぬ酒井友二

子らの風邪次々うつり家族みなマスクをかけ

無事なるが何よりと夫ぽつり言ふ三陸津波の

て声のくぐもる渡辺威人

テレ ビ の 前 に 佐 藤 瑞 枝

正月の﹁餅搗きするか﹂と子に問へぱ買へば

新年の実家の父の墓参り子らの幸せ祈りぬか

於﹁七浦荘﹂

の店今朝も開けたり

いいよと答へて笑ふ小宮山安子

鈴木良晴

取るに足らぬ儲けにあれど生きがいと小商い

かつて拾ひし碁石の浜の平穏はいかになりけ

づく

小宮山安子

年賀状に久しく合はい若かりし友の顔瞼に

かんぱせ

浮かぶ井坂照
正月の餅を搗きたる石臼も機械もひそけしか

過ぎゆく

あはひ

庭石の間に咲ける石蕗の光る葉たたく時雨

む大 き 津 波 に 伊 藤 節 子

井坂照

東日本の大震災の復興の槌音きぐは何時にあ

らむか服部志保子
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たわみたる茎葉もみづる﹁みせばや草﹂冬の

さなかの新芽を守る

木村秋子

新年の座敷はなやぐ窓に射す陽に篝火草の朱

シクラメン

年の春は田中次英

一

一

一

一

林京子

二月には喜寿を迎ふる大晦日つつしみ暮らす

通り歩きし

の 花 透 き て 酒 井 友 こ と五年日記買ふ北見亀男

に乗り来る小宮山安子

テレビ見るわが傍らの飼ひ猫が一声鳴きて膝

於﹁太平海の家﹂

平成二十三年二月十八日

相川歌会二月詠草

も

初競寶の箱に息づく槍烏賊の肉透く浄さ海の

せり

山本軍次

のが

待ちゐたる如月の凪逃さずに漁師は競ひて磯

ほうろく

フライパンに豆の弾けて焙烙に妙りし節分の

母が顕ち来る田中次英

母の忌や梅の蕾の押し合へる山
垂田
竿一

刻みたる雪の階段すべらぬやう降りて雁木の

荻野豊

日は立春山本軍次

日めくりの暦にほのか望み湧く今日は節分明

不平は消えぬ木村秋子

越後路の降り積む雪の嵩映るテレビに寒さの

が声を聞くのみ濱辺ムッ子

寒荒れのひと日は友も訪ね来ずひとりごつ己

うあしたまた来てね﹂

﹁鬼は外﹂の後に幼ら口口に﹁鬼さん可愛そ

菩提寺の御札頂く節分会無病息災願ひてもら

色有つ福嶋徹夫 ふ 佐 藤 香 代 子

御下がりの鏡餅割りおのおのに願ひを分かつ

老い二人矯めつ妙めつ見入りたり兎をえがく

居間に置く兎の置物この年は夫の干支なれば

かしわで

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

﹄

一

一

一

一

一

一

初蝶のふたつ来てゐる花時計夕凪に勢ひて野火の走りけり一

芽吹く木に立て掛けありし竹帯山口タカ．初白魚二三尾うかぶ夕餉汁猪股凡生一

霧やおくやみ欄の九歳児震災の砂塵捲きあげ春一番一

送られし猫の写メール万愚節上西美智子枝先のしなる椿を量りたや神蔵ひさし一

そこいらを片寄せ飾る豆雛一
一と声の初音の後のしじまかな畠山美緒草餅のふんはり香る茶粥かな中川紀元一
折り紙を笏と扇にたまご酒地震津波唖然と見入る春炬燵一

Ｔ・■Ｕ０■一■■・■２■■二口■●■Ｕ一■■︽■■・■・一■口︽■■画ｌＤＯ・・■・・■■一■■・■目■■一■︑一■︑●■９０■︒■■６■一■■一■９−■■０■︽■■・■・■■盲■■凸■・︽■■一■ワ△■ｐ一■︒Ｑ■△■■︽■■皇■■一■■０■１．０

連れ添ひて長き道のり歩み来て金婚となる卯

ごとく

柏手は朝の社に木霊せり祈る思ひに應ふる

漁に出る井坂照

新雪俳句会︾

やかに咲く

大株のシヤコバサボテン玄関の暗さ弾きて華

玄関 に 飾 る 濱 辺 ム ッ 子

孫の賀状を荻野豊

観音堂
に佐藤香代子
たすが

卯年は明けぬ北見亀男

岬越え隣り村から五時告ぐるサイレン聞こえ

林京子

一一
一
一
一

一

一

一

一

一

一
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里山の残雪払ひ採り来たるふきのたう春の香しばらくを見ざりし海の色変はり明るきブ

水仙の芽を立てをらむ如月の庭に尺余の雪を人生の卒業意外に長びきし義父母の五十年忌紅梅と白梅競ふ公園に春告烏の姿目に追ふ

耕す酒井友二を迎ふ林京子木村秋子

村びと総出佐藤香代子のゴミの多さよ田中次英

春漁に先駆け打ち上げられしごみ掃除の浜にひと冬を過ぎて浜辺に流れ来しハングル文字

相川歌会三月詠草りを放つ北見亀男ルーに一面の春山本軍次
平成二十三年三月十八日

於﹁太平海の家﹂

春の凪相川の海も波静か磯の小舟は何をとる産卵に寄る槍烏賊を獲る船の集漁灯見えず久〃余寒吹雪〃影をひそめし吾が島にバレンタ

堤防に群がる鴎幾百が風に向かひて舞ひつ止黄梅は春を連れ来て窓際のぬくき陽だまりに

にか小宮山安子しくなれり荻野豊インの陽射し明るし福嶋徹夫

りつ井坂照咲き盛るなり濱辺ムッ子

編集後記で起きていた︒朝の四時ごろ大きな余震があた佐渡を戦禍から守った組頭中山脩輔．死を

３Ｒ３Ｒ３ｇ３ｇ３ｇ３Ｒ３ｇ３ｇ３８３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３Ｒ３ｇ３ｇ３風３８３ｇ３Ｒ３ｇ３ｇ３Ｒ３Ｒ

なゐ

戦場から防いだ指揮官︒いずれも命令を出し

彰義隊との戦闘だけにとどめ︑江戸の町々を

山本修巳った︒覚悟した作戦は成功した︒同じころ︑上野の

今度の東日本大震災は地震︑津波︑原発事春寒の地震つづく夜の明けにけり
なゐ
故︑大変なことで被災地の方々にお見舞申し地震の夜の明けて春禽高鳴けり

上げます︒私は昭和三十九年の新潟地震で与翌十二日は︑同級生の松井敏郎氏と佐高野て自らは動いていない︒維新から約五十年︑
板高校が被害を受け︑液状化現象をまのあた球部の甲子園行きの資金応援のため︑近くを大正のはじめころから上京した父修之助は︑

りにし︑半壊校舎で半年授業をしたことがあ二︑三十軒歩いた︒関東大震災までは江戸が残っていたと言って

地震の三月十一日︑私は二時過ぎ帰宅し︑この日朝︑菅首相は福島原発を訪ねたといを与えていると思う︒

なゐ
った︒福寿草咲く家訪ふや地震のあといた︒そ
れが近代の日本に計り知れない恩恵

しばらくして︑部屋の蛍光灯が大きく長くゆう︒現場で陣頭指揮をできない案件は︑後方島に春童話作家の丸き顔

れて地震を感じ︑そのうち帰宅の妻とテレビでじっくり考えを練るべきで︑事故の初動対その十一日午前十一時に︑佐渡高校に舟崎
よしひこ
で大きな津波が町を襲う様子を見て言葉も出応に影響を与えたと思う︒首相は大局を見て︑文庫を寄贈した舟崎由之氏の令孫敬氏と克彦

佐渡にも夜十一時ごろ津波が来るというのうのは︑幕末︑維新の時天領で金銀も産出しで︑白百合女子大学教授︒佐渡の中央図書館

なかった︒作戦を立てるべきであった︒こうしたとき思氏にお会いした︒弟の舟崎克彦氏は童話作家

76

多くて見事であった︒文学博士で平家物語の

った︒また︑﹃佐渡名勝志﹄の資料収集者の

同じように法華経の文字を線にしたものであ

つけた︒おそらく隆敬は六右衛門の菩提寺の

須田六右衛門夫妻の墓がこの寺にあるのを見

え大工︵指物師︶佐々木氏の手作りの調度が

氏の祖父である︒相川出身の外相有田八郎氏

研究で知られる早稲田大学教授故佐々木八郎

二人の来館にあわせて館長の渡辺日出子さん
のはからいで佐渡高校に縁あった元校長渡辺

に童話の本を多く寄贈されたのが契機で︑お

剛忠氏と実際に教員として舟崎文庫に長く関

烏文学賞を︑﹁雨の日の動物園﹂で国際アン

は童話﹁ぽっぺん先生と帰らずの沼﹂で赤い

わった私が︑中央図書館に出かけた︒舟崎氏

んと佐々木八郎氏と夫人政子さんが私の家の

日︑早稲田大学総長大濱信泉氏︑夫人英子さ

たといわれている︒昭和三十二年八月二十八

にあやかって︑長男であったが八郎と名付け

二年をかけて伊能忠敬の佐渡地図を模写した

催されていて見学した︒夏海・文海の親子で

相川郷土博物館では︑石井夏海・文海展が

春寒の佐渡の伊能図大きかり

したことを記憶しているので︑拙句集﹃花爵

とお訪ねして︑夫人ともご一緒に俳句の話を

展﹂があって︑今年も法泉寺の伊藤隆敬の描

相川のひなまつりは﹁お寺めぐりの浬藥図

不受不施の僧の浬藥図朱鷺のゐて

文化は世界遺産のなかにぜひ加えたいもので

ものが大きく迫力があった︒こうした相川の

田噌フ︒

デルセン賞︑サンケイ児童出版文化賞などを

訪問録に署名されている︒私は高校の教員の

ために︑この浬藥図を描いたのではないかと

受賞している︒

時︑相川高校で佐々木八郎氏の講演を聞いた︒

香﹄を差しあげた︒由之氏は水原秋桜子主宰

いた浬梁図を見た︒隆敬は不受不施の僧とし

まった︒この日は︑雪もあって﹁雄子鳴く

私は昭和三十二年︑舟崎由之氏を自宅に父

句誌﹁馬酔木﹂に長く投句していたと言われ

て佐渡に数年滞在し佐渡奉行所役人須田六右

や﹂はあわないが︑私の心のイメージとし

佐渡高校の﹁舟崎文庫﹂に譲渡した︒その

はないが︑その前の本田福之氏は︑佐渡高校

ろである︒現在の深井浩司監督は佐渡の人で

て︑野球部の練習場は︑よく維子の出るとこ

生として選手でもあったが︑教員としても監

﹃佐渡名勝志﹄が佐渡高校の百周年の時記念

に八十三号には︑伊藤隆敬が法華経の文字を

出版になったことは︑本誌八十二号に︑さら

一月二十八日︑佐渡高校の甲子園出場が決

雄子鳴くや島の球児の甲子園

ある︒

た︒父修之助も﹁馬酔木﹂に属していたので

まとめた︒私は平成八年その原本を入手し︑

衛門が収集した資料を﹃佐渡名勝志﹄として

あしぴ

は金丸に祖父由之氏の銅像を見て︑その夜は︑

俳句の話が盛りあがったのであろう︒お二人

祖父の実兄相川の故松榮俊三氏宅でそのお孫
さんご夫婦に会われるという︒

松榮家二句

たのではないかと思う︒体育の教員であるが︑

督を長くつとめ今度の甲子園への土台を築い

むしやひひな

で発見︒今度の浬藥図もすでに知られていた

を舞台にした小説を話題にしたことがあった︒

文学好きで︑同僚であった私に井上靖の佐渡

線にして日蓮像を描いたものを小倉のお梅堂

れていた︒また渥藥図の寝釈迦は︑お梅堂と

が︑昨年に偶然見つけ︑そこに朱鷺まで描か

今年の﹁佐渡国相川ひなまつり﹂に十二日

午後妻と出かけた︒今年の松榮家の雛段は武

武者 雛 ば か り 並 び て 旧 家 か な
島の 大 工 作 り し 雛 の 調 度 か な

者人形ばかりであった︒また︑松榮家のお抱
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野球部に関わった教員の顔が思いうかぶが︑

私は佐渡高校の教員生活が長いので︑歴代の
応援ではトップという話を聞いた︒

は︑甲子園のいままでの新潟県の高校球児の

足穗三氏の作品を展覧した︒四月からは羽茂

を開いてくれ︑笹井敏雄︑本間勝太郎︑田中

高校教諭であったが︑佐渡高校の時の主任で

あった一年二組の生徒が多数見に来てくれた︒

前号には﹁有田八郎﹂のことがあったが︑
一月九日夜︑有田八郎家を継ぐ有田和代さん

田︵旧姓市橋︶求氏が思い出される︒

なかでも十年以上も野球部の監督をした故尾

︵角川ホールディングス代表取締役兼ＣＯＯ︶

近年では先年鷲崎の鴬山荘に弟本間明生氏

の碑の除幕式にお会いした︒同じく二月に河

﹁日本人はなぜ戦争へと向かったのか﹂とい

原田の鍼灸師斎藤春二氏が亡くなられた︒享

から年賀状に添えた連絡で︑ＮＨＫテレビで

う外務省編を見た︒ずいぶんと外相有田八郎

私が新任で県立与板高校に赴任した時︑二

知っていたが不慣れでノックのボールが思う

が登場した︒﹁国際連盟の脱退﹂も松岡外相

の会合で講話をされたり投稿もしてもらい︑

年八十六︒﹁佐渡郷土文化﹂の初期には本誌

人で監督と部長をした︒私は野球のルールは
ように飛ばず苦労したのを思い出す︒それで

に指示したのは日本の本国であった︒そのた

世話になった︒話術がとてもよかった︒お二

長く会員であった︒鍼灸の方で十年以上もお

め︑のちの有田外相は︑その後孤立化を深め
る日本を防ぐために世界各国と﹁防共協定﹂

○で惜敗したのが記憶にある︒

と戦い︑一

を締結しようと努力するさまが注目をひいた︒

も三年目に県大会の準決勝で新発田農業高校

畔で牡蛎料理を食べ歓談をしたのを思い出す︒

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

新潟市中央区和合町二丁目四

印刷所株式会社第一印刷所

修

需罐藷山本巳

頒価一二○○円送料一八○円

灘一垂一驚眼界箔調︵年一一一回発行︶

佐渡郷土文化第一二六号

次号原稿締切六月末日

人に心から哀悼の意を表します︒

尾田氏が佐渡高校に赴任してきた時︑加茂湖
私より一歳年上の彼が存命であれば︑どんな

私の家の横は小路になっていて︑小川が流

まつすぐに海への小路白木蓮
れて海に近い︒今は土管になっている︒祖父

にか喜んだことであろうと思う︒先年の葬儀
には佐渡高校の野球部から花輪がとどいた︒

え

のは﹁荏﹂は﹁江﹂と同音になるので︑風流

半蔵が﹁荏川草堂﹂︵﹁荏川文庫﹂︶と名づけた

じんせんそうどう

三月は甲子園に行くべしとしていたが︑寒

に江川の横の家という意味を堂号として呼称

え

暖の差がはげしい天候に体調を考え︑テレビ

観戦となったが︑楽しかった︒新聞によると

にしたので︑入り口の門の額の文字にもなっ

二月︑畑野の本間書店の本間俊一氏が亡く

五回終了後のグランド整備のタイミングによ

なられた︒私より一歳下の享年七十一．彼の

た︒

八

ている︒今年も早春に白い木蓮が隣家に咲い

たと言っていた言葉が印象に残った︒一

たセンター鈴木君が︑目を切って走れば捕れ

ってピッチャーの鎌田君が︑やや集中力が切

の敗戦は︑智弁和歌山高校相手では称賛して

二日まで︑私の著書﹃佐渡のうた﹄の挿絵展

画廊で昭和六十二年三月二十八日から四月十

れ︑また満塁時の三塁打となった飛球を追っ

もよいと思う︒佐高応援席の約三千五百人
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Ａ５判二百二十八頁

題篭山本修之助

貼り箱入り

定価二︑八○○円
送料三六○円

句集の魅力は六十年間に亘る作者個人の句業

藤本美和子

佐渡は古来から遠流地とされ︑順徳天皇や

みえてくる点にあろう︒

であるとともに︑背景に佐渡の史実が透けて

山本修巳﹃花雪香﹄

Ⅱ蓮︑Ⅱ野資朝などが配流された︒島内に咲

きさらぎの望月のころ生れし本

く﹁花鴎香﹂の香は︑累々と育まれてきた佐
渡の歴史や文化を凝縮した香ともいえよう︒

前句には弓佐渡のうた﹄上梓﹂と前書があ

天草の秋の野の花濃かりけり

︵あとがき︶と書き留めているか︑風士の厚み

作荷はこの花との出会いを﹁不思議な感動﹂

り︑同書は佐渡に縁の古今の蒔歌を鑑賞した

ではの哉律が唯きている︒序文は足野麥丘人

作者の著作︒後句には詩歌に親しんだ人なら

を感じさせる言葉である︒

夏羽織きて持ちきたる豪華本

作者は昭和十三年生まれ．﹁鶴﹂同人︒

氏︒

睡蓮の白し資朝忌を修す
前句には︑﹁父︑﹃佐渡のｎ年﹄ｋ梓﹂の前

書がある︒父君は﹁郷士史家として多くの業
績をもつ山本修之助氏﹂︵﹁賊﹂︶である︒この

振祥00680‑4‑5327

真野新町354

I文
の
佐渡娘士墨柵:5〃｡。
化会

新潟県佐渡市

﹁鶴﹂主宰星野麥丘人先生序・俳人協会幹事大石悦子先生賊

昭和 年から平成19年まで
60年間の俳句553句

虻

佐渡の歴史と文学の唯まれた土壌を探る鑑賞.詩歌集
ＩＪＩ

万葉歌人から現代まで156名の詩歌に挿絵を添え
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込同い

のを読めば︑この思いはことさら強いロ
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加藤廣文

︵本砧一二八け﹃佐渡のうた﹂と佐波学雑感より抜粋︶

冊知識・開感覚の総介杵である﹂と沸き︑﹁父ｆ二代にわたって佐渡のあらゆる検祉を絲て求ら
れたひと﹂と述べている︒山水氏の父とは耐うまでもなく修と助氏である︒
すでに沸いたことだが︑この件は優れた文学升であると川時に︑卓越した盗料樅から仏漉学
の教科将として︑川のものであると私は忠っている□そしてこの＃は︑まどうかたなく山本修
巳氏の文学的資質が為したものであるが︑御父君修之助氏の影響が通奏低音のように鳴り響い
ている︒そう感じるのは私だけではあるまい︒文化は一代にして成らず︑を実感する︒
氏は御父州修之肋氏について﹁父は郷士史家とは思っていまい︒このⅢに伽を残すかに執心
しただけ﹂と橘っている︒これは﹃佐波のうた﹂をまとめあげた氏︑身の心情でもあるのでは
なかろうか︑何舎の〃あとがき〃で﹁私にとって︑この﹃佐渡のうた﹄の刊行が私の人生の﹃終
宥駅﹄のように岨う﹂と言き︑後の人生は余禄で︑いつ中断しても悔いはないと述懐している

司馬遼太郎氏は一﹁佐渡のうた一一に寄せた序文の中で﹁山本修己氏は﹃佐渡学﹄ともいうべき

︽川に残すもの︾

〜文学性と資料性〜

﹁佐渡のうた﹂と佐渡学雑感

●

