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三︑五○○円

巻胴渦桐刺州梢矧〃糀賊嘘棚馴柵屹眈湖酬鯉織帥諦
一始末／明治維新奥平謙輔によって島内寺院を廃止
第合併した時の記録．

四︑五○○円

巻畑雌悩崎卿畑帥鮒耐刷鳥醗舳叶馴欧州帥伽炉卿噸
二筆になる五十一図︒内閣文庫本によって﹁まぼろ
第しの書﹂初めて公刊．

■佐渡国﹁皇国地誌﹄／明治政府の企画した唯一
の官撰地誌︑本書は山本静古が明治二十三年以来
島内に埋もれていた三十五カ町村のものを収録︒
三︑五○○円

二︑五○○円

巻畑帷鵬紬附刊叩侃伽辮繩側航州椥峨楪胤職雌棚弱
五明から寛政までの記録■佐渡国寺社境内案内帳／
第碓瑚伸川棚礁訓鵡恂寺院五百三十六ヵ寺
︑神社三
三︑八○○円

巻旧臘溌雌淵稗批側Ⅳ雛輔賭剛柵雌飢勵蜥虹糾伍購
四安五年の僧快慶・辻藤左衛門らによる反乱史■佐
第側柵岫崎礁訓航荊五年から元禄二年までの流人百

第三巻

山本修之助編集・解説

佐渡叢書

佐渡国分寺礎石・扇面

山本修之助再版刊行
表紙富川潤一画伯

佐渡青野季吉著

送料二○○円

定価二︑○○○円

入初版本︵著者より山本修之助宛︶

口絵■書斎力青野季吉氏■署名

■ペンの碑︵佐和田町五十里城が
丘︶■同拓本■青野氏夫妻と山本
修之助︵真野御陵にて︶

■佐渡の順徳院■佐渡の世阿弥

目次■佐渡の夢■三つの佐渡

人形・回想・新佐渡︶■青野季吉年譜

■佐渡人■佐渡五題︵自然・民家．

■再版刊行について︵山本修之助︶

佐渡の生んだ文芸評論家・芸術

院会員青野季吉の郷土佐渡の歴史・

民俗・自然に対する鋭い観察と深
い愛情によって筆をとった新しい
風土記︒久しく絶版︑待望の声が
高いもの︒今回遺族の承諾を得て

少部数再版した・佐渡を愛し︑佐渡
に心をよせる人々の机上におくる︒

山本静古翁著定価一︑五○○円

漢詩文集静古遺稿

山本静古翁の遺した漢詩文集／︐

詩・書・画に通じた明治の文人
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Ｈ野資朝弘仁寺天満宮厨子棟札中川金蔵

議蕊露議

弘仁寺天満宮厨子軒組

全国良寛会長谷川我明会長
講演のため来島

武藤斌の各氏

主ゆみ

時ご吉いみＬ

澤田の里は紅葉しにけり

平成甥年７月３Ⅱ妙官が

(̲iから小城恵災斑鳩町長夫人日野西光尊門跡山本修巳

秋たけし棺の梢吹く風に

日野資朝卿680年忌法要を終え墓所横の歌碑の前にて

御奉行様の御茶碗など「器が伝える鉱山町食の営み」
平成20年3月1日〜6月10日相川郷士博物館
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色絵春 ﾘﾘ文茶碗｜ﾘﾄﾉjIII
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茶台は，I,￨､蛸花文蒔絵

皆朱醗蒔絵吸物碗1輪ﾉﾙ製

皆朱松I腓絵吸物膳

￨｢I1I雅世焼菊型Ⅲ20人lii
御本行御宿のたびに川いた

色絵lll水松牡丹文茶碗伊ﾉﾘI
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口絵説明山本修巳

もみぢ

に学ぶ﹂の講演のため十六日に来島︒拙宅に寄られ︑家蔵の良寛

書や祖父や父が集めた戦前の良寛のコピーの軸や書︑また大亦観

私の家は本陣を正徳三年︵一七一三︶から勤めているので︑二

に松栄家のことを佐藤氏が書いているので︑同じ廻船業を営んだ

まつぱえ

で︑相川郷士博物館で﹁器が伝える鉱山町の食の営み﹂の展示会

御奉行様茶碗などは︑平成二十年三月十一日から六月十日ま

てこそ大切にされている事だと思われました﹂と書かれていた︒

る事につながっております︒資料の高い価値を理解する人によっ

子弟教育の正しさが歴代にわたり高い文化活動を継続しておられ

収集︑保存と︑貴重な数々を拝見し感銘を受けました︒山本家の

に﹁山本家三代にわたる高い文化活動︑その高い交流の数々︑又

風などの良寛の掛軸など一時間ほどご覧になった︒あとでお便り

があった︒その展示会には︑相川の松栄家のものもあった︒巻頭

さわだ

日野資朝卿六百八十年忌法要を終え墓所横の歌碑の前にて／弘
仁寺天満宮厨子棟札中川金蔵／弘仁寺天満宮厨子軒組／全国
良寛会長谷川義明会長講演のため来島／御奉行様御茶碗など
日野資朝卿六百八十年忌法要が︑資朝が処刑された七月三日に
妙宣寺で行われた︒資朝卿の宗族会のお一人でもある中宮寺日野
西光尊門跡と島野尊章氏︑小城恵美斑鳩町長夫人︑新潟市の会津
八一記念館の武藤斌氏が参列された︒七月三日は雨の日が多く︑
また宗族会九名が参列された時は炎暑であったが今日は︑暖かな
天候であった︒区切りの年に参拝され︑日野西門跡は感慨深いご
様子であった︒資朝卿の六百五十年忌に建てられた﹁秋たけし

縁を思い掲載した︒なお現在の当主新氏は従兄である︒

まゆみ

檀の梢吹く風に澤田の里は紅葉しにけり日野資朝﹂︵山本修
之助書︶の歌碑の前で記念撮影した︒六百五十年忌については本

ている︒また︑鶴亀︑松竹梅︑春駒などの縁起のよい図柄の色絵

代半右衛門が正徳五年京都で︑白高麗焼菊形皿二十人前を購入し

誌三十一号に︑旧真野町が挙行し︑参列者は約五十人︒その時来
いているが︑その時の松本繁町長はじめ鬼籍に入られた方も多い︒

る︒奉行と関わりがないが︑明治二十四年十二月に求めた輪島塗

茶碗と漆塗りの茶台の箱に﹁寛政四子年︵一七九二︶求む﹂とあ

島の宗族会日野資純氏ご夫妻とは現在もお元気でご交誼をいただ
弘仁寺天満宮厨子棟札や軒組については︑中原英夫氏の﹁羽茂

︵本誌一二○号口絵︶など︑また資料では︑﹁中川飛騨守様御巡村

製の皆朱鶴蒔絵吸物碗や皆朱松蒔絵吸物膳があり︑桜貝螺釧重箱

の宮大工散見﹂や私の﹁妙宣寺五重塔建立の小説を書く久木綾子
ったのは両津夷本誌会員山田昭夫︵俳号垂竿︶氏の思い入れがあ

展示されていた︒

御先触宿帳﹂﹁御巡村御宿扣帳﹂﹁毎年行事録﹂﹁毎年記録﹂ほかが

さん﹂を参照願いたい︒この小説を久木さんが書くきっかけにな
ったからで︑山田氏に私も協力させていただいている︒久木さん

飾らせてもらった︒

表紙は瀬戸内寂聴氏からいただいた拙句集﹃花庸香﹄の書簡で

は五月から八月まで毎月数日来島され取材されている︒

七月十七日︵日︶に全国良寛会会長の前新潟市長長谷川義明氏
が﹁あいかわ開発総合センター﹂で佐渡良寛会総会で﹁良寛さん

｜︑家系図よりみた推移
最上から渡来
慶長年中︑松栄家の先祖は羽州︵出羽︶の最上郡丸山郷最上から

二代治右衛門は勢州︵伊勢︶より相川の羽田町西側に居住してお

り︑寛永年中︵一説には元和九年に︶居宅が焼失し︑宗徳町東側に

移ったという︒最初は買石商売をしており︑のち店商いをしてい

た︒三代のときに︑浄土宗大安寺の檀家であったが︑元禄年中に日

きていた︒北陸を中心として西国からきた者が多かったが︑東北の

慶長年中には︑鉱山地の間山には諸国から山師や商人が集まって

蓮宗法久寺に改宗した︒

方からの者もいたのである︒二番目の由緒書きにある佐藤市左衛門

あった︒佐藤家系図の冒頭には﹁佐藤治右衛門由緒﹂とあり︑次い

相川の間山︑宗徳町にはいってきたという︒松栄家はもと佐藤姓で
で﹁佐藤市左衛門由緒﹂︑そして﹁佐藤佐次右衛門由緒﹂と三つの系

な農村地域で奥州の重要街道にそった地域であることなどである︒

人たちはほとんど姿を消してしまい︑さらに︑元禄時代が過ぎると

々と相川を去っていく人がでてきた︒相川山の初期山師といわれた

寛永後期に至ると︑鉱山は一時的に衰微し︑さらに寛文期には次

どをしていた︒のち︑江戸へ出たという︒

家は治右衛門の娘に婿をとり︑庄右衛門町に居住していて両替商な

図をつないでおり︑血統は分家を出しながら継承されている︒

この系図を見ていえることは︑現在は松栄と名字を付けている

かつて最上氏が支配していた地域にあたり︑近世初期の政治的内紛

が︑もとは佐藤であったこと︑最上は最上川の上中流部にある肥沃

を避け︑当時︑銀山のために米需用の多かった佐渡へ渡ってきたも

間山方面は衰微していく︒

ら︑いわゆる山師商人であった︒慶長期に代官をしていた田中清六

た宗徳は山師であって商人を兼ねた仕事をしていたと見られるか

い入れとなり︑二代には下戸番所附き問屋となっている︒いまの松

はないかと思う︒同家は延享元︵一七四四︶年には御米蔵銀掛り雇

家系が江戸にあったので︑屋号を﹁佐︵渡︶治右衛門﹂としたので

した男子が起した家である︒この家が佐治右衛門家である︒本家の

相川の市左衛門家は元文元︵一七三六︶年に︑三町目西側に別家

のであろう︒

の一門ともいわれているが︑小左衛門宗徳といわれ︑小浜の達磨小

最初の治右衛門の居住地は宗徳町︵惣徳町︶である︒町をつくっ

路にいた回船商人の宗徳と同一人であるだろう︒
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〜

栄家である︒

元禄時代から享保時代
元禄時代は荻原重秀奉行による鉱山の再興期であるが︑積極的な
投資にもかかわらず産金量は思ったより少なく︑荻原奉行の勘定奉

享保期は時代的転換期にあたり︑商売をする者にとっては難しい

時代であった︒旧来型の商人は後退して︑新興の商人が登場する時

により発展する時代になった︒

代である︒そして︑相川の下町が日本海を交易して回る船の出入り

この時代︑松栄家︵佐治右衛門家︶は年貢米の換銀にかかわって

海運業への進出

入りの回船が増加し︑佐渡の流通経済は新潟を介して活発になって

いたと思われ︑下戸番所は国中から年貢米がはいってくる場所であ

行罷免によって金銀山は衰亡していった︒その代わり︑新潟湊の出
いった︒岩谷口の船登源兵衛の回船業は延宝期ごろより元禄期前半

とが多かったのであろう︒

松栄家四代のころは寛政期で︑北前船の海運業の全盛期にはいっ

る︒推測で言えば︑下戸番所の問屋は米の換銀や両替に関係するこ

また︑元禄時代に︑佐渡島内では年貢半銀納という制度によっ

ていた︒ここで払下げを受けた米は松宝丸︵一○○石積みぐらいの

のは︑このような新潟湊の活況があったからである︒

て︑納入者の側に年貢米の半分を換銀して納入する必要があった︒

し︑米の売却を行なっていたのであろう︒沢根湊の浜田屋次左衛門

弁才船︶という船であった︒新潟はじめ敦賀方面まで船足をのば

にかけて発展し︑沢根︑小木︑赤泊︑両津︵夷・湊︶湊が発展した

っていたという背景もあったので︑佐渡の回船商人はこの安米を買

一五○石積みぐらいの船︑松尾丸であったと思う︒このころは︑大

文政期は同家五代の時代である︒所有の回船は少し大きくなって

船や宿根木︑夷町の回船などが活躍していた︒

これにより在郷から商人の手に米が集まり︑佐渡の米相場が低くな
い付け︑他国へ販売して利益を上げようとした︒つまり︑はじめの

が︑しだいに米価の高い西国へ輸送するように変わっていった︒日

うちは近くの地域を往来しながら米の価格差で利益を上げていた

み商いをして回った︒いわゆる北前交易である︒松尾丸は︑それほ

坂まで回航し︑雑貨︑塩︑木綿などを積んで蝦夷地の江差まで買積

ある︒松栄家が回船業で繁栄し︑明治十五年ごろがもっとも栄えて

次いで︑六代佐治右衛門治作は弘化から明治二十八年までの人で

い︒実相寺には︑この船の絵馬が奉納されている︒

ど大きくはなかったので︑蝦夷地まで回航したかどうかはわからな

本海における買積みという商いのやり方は︑こうして自然発生的
経済が商品経済から現物経済に移行していったきっかけの一つ

に︑近距離から遠距離交易へと展開をしていった︒

に︑享保四︵一七一九︶年の年貢の検見制から定免制に変更された
は高値になっていたので︑この時期に回船業を廃業した岩谷口の船

いた︒そのころの持ち船は松栄丸といって︑他国船に混じって大坂

ことがある︒また︑このとき年貢半銀納の制度がなくなり︑佐渡米
登源兵衛家のような例もある︒
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うすが同家の大福帳に記録されているはずである︒

まで船を回し︑日本海を北上して江差まで交易した︒その取引のよ

松栄丸は積石が五○○石積みぐらい︑帆の反数は二十九枚であ

まつっている神々により︑松栄家が間山時代から商売をして︑回

船を動かし︑味噌醸造を行ってきた︑およその家の歴史がうかがえ

のほか所有回船の船名幟があり︑風見のふきながし︑鈴の緒︑取引

て護摩祈祷札をもってきた︒まだ何枚も祈祷札があるであろう︒こ

松栄丸は大坂への帰りの安政六年には︑四国の金毘羅宮を参詣し

る︒さらに︑同家の所蔵品によってこのことを実証している︒

二十三年の相川米騒動のときに所有していた船である︒松栄家は大

る︒小木の木崎神社や相川金毘羅宮に絵馬が奉納されており︑明治
坂への米の輸送だけではなく︑大豆も運んでいたのであろう︒下り

る︒四国を回っているときには︑下りの船で陶磁器や輪島塗の漆器︑

用の銭箱︵元治二年︶などは︑回船で商売していた時代の遺産であ

正徳︑享保期には下戸に御米蔵が建てられた︒北沢の須灰谷や下

二︑松栄丸の回船取引き

見事な雛人形を買い求めている︒

荷に塩を積んできて︑味噌醸造をはじめている︒家の海側に味噌蔵
味噌蔵の建築を示す棟札は明治中期のものである︒また︑味噌造

があった︒

りの大桶を結立てたのは大正十四年である︒味噌醸造と関係がある
と思われる道具に﹁抱厨︵厨房・台所︶斗挟板﹂がある︒

る︒そのために︑松栄家のオマエ正面の上にある神々をみると︑松

現在の松栄家は明治末から大正初年にかけて建築されたものであ

が沈滞していた相川ではなく︑沢根湊に回漕され︑他国払いになる

物ではいってきた年貢米を換銀する業務が新たに生じた︒米は景気

下戸に納められるようになった︒年貢半銀納の制度がなくなり︑現

山の神の米蔵は不便であり︑国中からはいってくる年貢米の多くは

栄家の家業の歴史を語っているように思う︒中央の大きな七宝の厨

ようになった時期はわからないが︑十八世紀後半であろう︒この米

米が多かったはずである︒松栄家が最初の回船︑松宝丸を所有する

家にまつる神々

子には十二神をまつっている︒山の神である﹄フ︒そこにユズリハが

の回漕のために回船をもつことになったのであろう︒米が集まる新

ある︒山稼ぎに関係していた家の神の拠り代につかうことが多い︒
また︑右側には出雲の神をまつり︑そのそばに︑松栄丸を廃船にし

潟方面まで米を運んだと思われる︒

集散地であった︒新潟には回船問屋と保管蔵があって︑年貢米︑作

当時の米取り引きは︑日本海の中北部においては新潟湊が最大の

たときの帆柱の根元でつくったという大黒像がある︒左側には︑天
昭和期にはいってからであろう︒その横にある大きな厨子は︑正月

﹁冬買い﹂をして︑保管蔵に預けておいて︑翌年春に買い付けにきた

徳米などが年の暮れに集まってきたので︑地元の回船業者などは

照皇太神︑出雲大社︑善知烏神社がまつられているが︑この厨子は

る︒その他︑金毘羅宮木札や善宝寺の祈祷札もある︒

に行なわれた海上安全・家内安全・商売繁盛の法久寺の祈祷札であ
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で利益を上げていた︒佐渡の回船業者もこのなかに加わっていた︒

いるように︑﹁金銀山の盛衰は一国の盛衰にかかわり︑年貢米の大

ており︑弘化ごろから鉱山が衰えると︑﹃佐渡年代記﹄に記載されて

弘化ごろから明治までの︑一年間のおよその廻米量は一万石前後

米の大坂廻米が大きな収入源になっていた︒

坂表御廻米によって鉱山稼ぎ方入用の役に相成り候﹂とあり︑年貢

西国の大型回船に売却した︒したがって︑冬買いと春売りの価格差
また︑佐渡の在郷に新しく誕生した地主は︑余分の作徳米を湊に
運び︑米取り引きを行なうようになったと思われる︒

で︑概算で二万両ぐらいの収入があった︒この米の輸送は佐渡の回

松栄家︵佐藤佐治右衛門家︶は延享元︵一七四四︶年に御米蔵銀
掛り雇いとなり︑年貢の換銀にかかわっていたことがわかり︑つい

船主が受け持っていた︒ときどきは難船をする船もあった︒

小木町︑木崎神社拝殿には明治十一年︑六人乗り︑十六反帆の松

栄家の船も参加したかもしれがない︒

ている︒毎年のことであったから︑交代で行なわれたと思われ︑松

根︑相川︑夷町の回船主が大坂まで︑年貢米七千石の運貸積みをし

弘化三︵一八四六︶年には宿根木はじめ強清水︑多田︑松ヶ崎︑沢

で下戸番所付き問屋になっている︒

回船の活躍
佐渡回船が栄える時期は慶長期から寛永初年までと延宝期から元
て︑北前船が活躍する十八世紀の後半︑安永期から化政期である︒

禄前半期︑この時期は鉱山の繁栄に連動したものであった︒そし

毘羅宮に奉納してある松栄丸は十九反帆であるから︑船を買い換え

栄丸の船絵馬がある︒船頭は榎谷与次兵衛となっている︒相川の金

大きくしたか︑大作事をして大型にしたかであろう︒後者の船頭は

和船の活躍は明治二十年代で終わるが︑明治政府の近代化の諸政
らは新しい文明商品︑つまり砂糖︑石油︑ガラス︑陶磁器など︑北

犬神平の要之助であった︒佐渡船の船頭や水主は小佐渡出身者が多

策によって︑鉱山の近代化︑農業技術の進歩などがあって︑西国か
海道︵江差方面︶からはニシン︑〆粕などの食料︑肥料などが回船

山が近代化されていく時期であり︑高級商品は相川の外港︑沢根港

文で買い付け︑沢根町の和泉屋徳衛門へ売却している︒相川では鉱

明治十一年八月一日︑東雲煙草五箱︵六○玉入り︶を銭三○○貫

書が残されている︒

松栄家には︑明治十一年から同二十年までの積み荷の取引仕切り

をして﹁萬覚帳﹂を作成していた︒

は︑冬も松栄家に寄留していて︑年間の取引仕切り書の照合や整理

く︑松栄家の船は︑冬は沢根に置いていた関係もあり︑船頭要之助

内陸地の陸上交通とは異なり︑海岸部や島々には回船により遠距

によって運ばれ︑佐渡も日本海を往来する船による恩恵を受けた︒

離の交易が行なわれていたため︑さまざまな文明商品が早くはいっ
てきた︒

文政期︑佐治右衛門五代のとき︑松尾丸という一五○石積みぐら
る北前交易を行なっていただろう︒また︑佐渡の回船業者は幕末に

いの回船をもっていた︒この船は瀬戸内の兵庫から江差まで回航す
なると︑佐渡年貢米の大坂廻米が奉行所の方針で積極的に行なわれ
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に積み入れているのである︒

を仕入れ︑江差へ運んでいる︒そのとき︑塩の外︑鉄︑石油︑銘酒︑

であろう︒当時のブランド商品であった三本松白砂糖や氷砂糖も含

黒砂糖なども混載している︒鉄や石油︑砂糖などは佐渡へ運んだの

まれていた︒西国と北海道との交易によって︑綿花畑やトウモロコ

同十二年には︑瀬戸内の産地から繰綿を︑大阪から夏の一番下り

根町の和泉屋︑加賀屋︑青野屋などの回船問屋に売りさばいてい

シ畑の肥料が確保され︑北前交易は鉄道時代がはじまる前の花形商

と秋の最終の下りで︑繰綿を合わせて三七本︵一本六貫目︶を沢
る︒繰綿はこのあと綿糸にして染色をして織る工程がある︒相川や

売であった︒

を消し︑鉄道輸送は主力となり︑明治末から大正時代にかけては︑

松栄丸は北海道との交易が多く見られ︑この後︑北前船はすがた

在郷にはこの仕事をする機屋があった︒とくに明治期にはいって綿

大佐渡のイカ釣り漁師が︑イカの回遊を追って下北半島や函館に向

花生産が増大すると︑繰綿の北国への輸送が盛んになり︑外国から
の染料もはいってきて色彩豊かな綿織物が急速に普及した︒従来の

り︑わずかに荷物を運ぶ渡海船のみとなった︒

かっていく時代になる︒日本海には交易する和船も見られなくな

麻織りに代わって木綿を着る時代になった︒
松栄丸の回船取引の最盛期は明治十五︑十六年ごろである︒

九段坂上
品川彌二郎
明治十九年三月二十四日

京橋区木挽町三丁目十六番地伊東方
山本悌二郎殿
親展

悌二郎様
旅行免状は心配に及ばず候事

彌︑来月十二日出帆と相決候については為替金外務省に
依頼致度侯間金員御持参可有之候事余は面語に譲る
三月廿四日
やじ

﹃岫棚名家尺續集﹄

明治十五年は︑春三月︑沢根港を出帆し︑蔵米を積んで大阪︵兵
庫が多い︶へ上り︑六月に兵庫で櫓木を買い︑すぐ下って櫓木は沢
から鰊数の子を四人の問屋から一二八本︵一本二○貫︶を仕入れ︑

根に陸揚げし︑北海道へ向かった︒渡島半島の日本海側にある江差
さらに鰊〆粕などを買って帰っている︒同じ年に大阪まで回航した
かもしれない︒このような忙しい航海は化政期ごろにもみられ︑場
合によっては︑思い通りに販売できず赤字になることもあった︒し
かし︑米や珍しい商品で利益をあげ︑利益は相当上がった︒また︑

相川の鉱山の好景気に助けられて︑持ち込んだ積み荷は売り捌かれ
た︒

明治十六年には︑二月五日に沢根町和泉屋から一○○石の地米を
一石三円で買い付け︑江差へ下って一石六円で売り払っている︒北

江差からは三か月かけて広島県の糸崎に上り︑四○○俵の吉和塩

海道は米が高値で売れたのである︒
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た︒その中に江南文三という英語の先生がいてほめてくれた︒江南

ことが先生方の耳に入り︑教員室に呼ばれて先生たちの前で歌っ
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ふたりの文三
佐渡おけさが運んだ第二のふるさと

柳平
あることが分かった︒

鈴木さんは大正四年︵一九一五︶年神奈川県横浜市の生まれ︑旧

はじめに
七月に入ると︑町のあちらこちらから三味線や笛の音が聞こえる

出身の渡辺君の歌った佐渡おけさにすっかり感心して︑佐渡おけさ

制東京府立一中︵現在の都立日比谷高校︶に在学中︑同級生の佐渡

にしようという︑三十年ほど前の﹁佐渡独立国﹂の構想と国歌には

先生は佐渡の相川中学校の教頭を勤められた方で︑奥様は佐渡の方

一という名人のレコードを聴いて覚え︑学校でも歌っていた︒その

佐渡おけさと決まっていたことを紹介し︑佐渡の人々にとっての佐

を自分も歌いたいと思うようになり︑村田文三・菊池歌楽・松本丈

渡おけさは︑体にしみ込んでいるもので︑北朝鮮から二十四年ぶり

コードの通りに歌ったが︑歌いだしを直すように言われ︑﹁立浪風

で民俗や民謡に詳しい方と聞いていた︒相川音頭については︑レ

一昨年の春︑Ａ新聞の土曜日特集で﹁佐渡おけさ﹂が取り上げら

に帰ってきた曽我ひとみさんも︑父親が歌う佐渡おけさに合わせる

の﹂を下げるように歌うように指導されたという︒だから鈴木さん

演には何度も足を運んだそうである︒村田文三の歌う佐渡おけさで

その後も鈴木さんは佐渡おけさを歌い続け︑また立浪会の東京公

の歌う相川音頭は江南先生直伝だと自慢である︒

その記事を読んだ方から村田文三のＣＤの注文が佐渡観光協会相

く﹂で︑この歌ほど詩的で品位のあるものを他の民謡で聞いたこと

特に好きなのは︑﹁沖のいさり灯夜になく鴎波は静かに更けゆ

がないと言っている︒レコードをすべて寄附してしまったので︑も

川支部へ来た︒手紙の文面から平成十四年︵二○○二︶相川町︵当
渡へ旅行した時の絵葉書一五四枚を寄附してくれた鈴木孝一さんで

時︶へ村田文三や松本丈一ほかの佐渡おけさのレコード三二枚と佐

鈴木 さ ん と 佐 渡 お け さ

とってふるさとを思う歌であると結んであった︒

ように自然に体が動きだしたと伝えた︒また︑佐渡を離れた人々に

れた︒二○○八年秋に放鳥され︑自然繁殖が期待されるトキを国烏

に始まる鉱山祭に向けての練習が始まったのである︒

子

ようになる︒ぎこちないが一生懸命さが伝わってくる︒二十日すぎ

則

創立当時の相川中学校職員前列中央の和服姿が江南文三
（『相高七十年史』より）

ったので注文したと書いてあった︒︵佐渡観光協会相川支部へ届い

う一度村川文三の歌を聞きたいと思いＣＤになっていることがわか

た鈴木さんからの手紙の要約である︒机川支部の担当者から鈴木さ

んの話を聞いて︑当時のことをもっと詳しく知りたいと思い︑鈴木

がしにくいといわれ︑伽会できなかったので手紙を紹介した︒︶

さんに直接お会いしてお話を聞きたいと伝えたが︑耳が遠いので話

江南文三と佐渡

鈴木さんの手紙に江南文三の妬前が出てきて驚いた︒江南文三は

制相川中学校の教頭を勤めた人物である︒当時︑相川町は地元で有

大正十二年︵一九二三︶十月から十五年︵一九二六︶五月まで︑旧

為な人材を育てて町の発展を図りたいと︑町立中学校の設立を計画

していた︒中央から優秀な先生を集めたいと文部省に働きかけ︑校

長に大石正太郎︵東京帝大哲学科出身︶︑教頭に江南文三︵東京帝大

英文科川身︶を迎えて開校した︒江南教頭の英語の授業は︑すべて

英語で問い︑英語で答える会話法だったので︑生徒は随分苦しめら

れたという︒しかし︑先生の話す英語はやわらかくなだらかで︑聞

九七三︶

きほれるような授業であったという︒︵﹁相川高等学校五十年史﹂一

江南先生の授業を受けた卒業生に︑本間源厳・民光一・小林消
人たちがいる︒

L4j

作・林伊一・中川重蔵など︑教師となって相川の教育に貢献した

江南文三は明治二十年︵一八八七︶北海道生まれ︑大正二年つ

九一三︶東京帝国大学英文科を卒業︑千葉県や愛媛県の中学校に勤

1q

め︑大正十一年︵一九一二東京府立第二中学校教諭を勤めたあと︑
相川中学校へ赴任した︒三十六歳であった︒︵﹁江南文三年譜﹂イン

相川中学校へ来た理由はよくわからないが︑若いころより小説や

ターネットより︶

詩を書く文人であったと︑﹃佐渡の百年﹄︵山本修之助著一九七
二︶に﹁小説家の校長と教頭﹂に紹介されている︒

大正時代末期︑小説を書いて中央文壇で活躍していた二人が佐
渡の校長︑教頭として相次いで来島した︒一人は︑大久保寛で金

載している︒

江南の紹介が長くなったが︑江南は佐渡では︑山本修之助・塚原

られているが︑佐渡おけさに詳しいことはあまり知られていないよ

徹・渡辺湖畔らと交友があり︑与謝野寛・晶子の同人としてよく知
うである︒

江南文三と佐渡おけさ

江南が﹁明星﹂に書いた︑﹁佐渡が島のこと﹂︵大正十三年一九

一人は︑江南文三で相川町の相川中学校︵現在の相川高校︶の教

く︑陽の射さないわびしい冬の暮らしがいきなり始まったことか

新潟で三日船待ちをしてたどり着いた佐渡・相川の電灯も暗

二四十月︶には︑

頭であった︒江南が相川中学校の教頭として相川町へ来たのは大

なる︒

ら︑太陽がからかうように顔を出した日は︑初恋のような心持に

井町の佐渡実科高等女学校︵現在の佐渡女子学校︶の校長︑もう

正十二年の秋だった︒どういうわけで佐渡へ来るようになったか

七月に入るとお祭りが初まる︒全島青年の競技会がある︒十三

ど︑詩的で色彩的な文章が続く︒

に雪が積もった景色や︑春先の雪割草の美しさに見とれることな

と書いている︒そしてそのような日には︑町の中を歩く︒竹の葉

はよく分からないが︑関東大震災で疎開の意味もあったように思
われる︒翌十三年八月与謝野夫妻が来島した︒この時︑江南は案
内役をしている︒

江南は十七歳ころから与謝野鉄幹の﹁新詩社﹂に加わり︑機関誌
れると︑これに加わり編集にも携わっていた︒江南が相川に在職中

日が相川町恩賜金記念日で町の有志の宴会が昼夜の二回あるその

﹁明星﹂に詩や小品文を発表した︒明治四十二年﹁スバル﹂が創刊さ

は佐渡で﹁純芸術社﹂のはなやかな時代であったので︑山本修之助

すから︑鉱山で東京の太神楽を招んで嚥し立て勿論︑町中の老若

鉱山で出来た町︑鉱山で出来ている町︑鉱山で食べている町で

翌日が鉱山祭です︒

江南は大正十四年︵一九二五︶に小木の塚原徹の妹キョと結婚す

とも親しかった︒

る︒江南は﹁明星﹂に〃佐渡が島より〃の随筆を数回にわたって連
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に集合して先頭となって三昧を引いて行く︒それが幾組となく後

挙って町中を踊って歩くのです︒唄はおけさ・島中の芸者が相川

では︑佐渡の人々は本当に生きているとたたえている︒

たと言っている︒さらに次の﹁佐渡が島を出て﹂︵大正十五年七月︶

崎といろいろな所におけさはあるが︑相川のおけさが一番気に行っ

五年八月︶には︑おけさの節たくさん載せて︑相川と他地との違い

﹁佐渡が島を出て﹂︵大正十五年七月︶と﹁相川おけさ﹂︵大正十

から後から続く︒太鼓︑鼓︑笛︑ブリキ缶まで出る︒馬車の剛叺
抜いた窓のある編笠を目深にかぶって︒臨時の飲食店が出来る︒

について論考している︒鉱山祭でおけさを聞きながら採譜したとあ

まで出る︒仮装のもの︑印半纏のもの︑浴衣のもの︑多くは繰り
臨時の芸者の置屋が出来る︒これが三日三晩続くのです︒

三の兄は日本画家で︑妹は音楽教師で︑作曲家中山晋平の妻であっ

足踊りを踊りとした︒佐渡おけさの名歌手︑村田文三は立浪会創立

小木で採録した節を正調佐渡おけさとし︑小木芸者振り付けた十六

大正十三年に民謡団体立浪会が発足した︒会の創立者曽我真一は

民謡大会に出演したときから用いられた︒

﹁佐渡おけさ﹂という名称は︑大正九年︵一九二○︶︑第一回全国

である︒

けさ流しが盛んに歌い踊られるようになったのは明治三十年代から

相川おけさ︑選鉱場おけさなど地域特色を持っていた︒鉱山祭でお

た時期であった︒まだ﹁佐渡おけさ﹂と統一されず︑小木おけさ︑

さて︑江南が相川に滞在していた時期は︑佐渡おけさが大成され

た︒

るが音楽にも詳しく︑またクレョン画も描く多才の人であった︒文

次の﹁佐渡が島から﹂︵大正十四年一九二五一月︶にも︑佐渡
での生活の様子が生き生きとつづられている︒

江南は大正十五年五月に相川中学校をやめるが︑直後に書いた
﹁佐渡が島を出て﹂︵大正十五年一九二六五月︶には︑
足掛四年︑丸二年半の佐渡の生活は︑私を純粋の島男にしてし
まひま し た ︒

佐渡に来ておけさをどりをせぬやつは木佛金佛石ぽとけなり
小佐渡来よ大佐渡も来よ文三とおけさをどりを共にをどらむ
最後に親よりまして自分を慕ってくれる四十人あまりの青年と
輪を作って踊りました︒

時から会員となり︑レコードやラジオで格調高い声を全国に響かせ︑

日本国どうなるとても佐渡が島おけさをどりで文三を待て

日本国どうなるとても文三はおけさおどりてまた帰り来む

佐渡おけさを広めた︒

会に入会︑大正十五年四月に︑東京放送局︵現ＮＨＫ︶から︑﹁佐渡

れ︑本名は文蔵︒佐渡鉱山の選鉱揚で働いていた︒大正十三年立浪

村田文三は︑明治十五年︵一八八二︶一月︑相川町下戸浜町生ま

文三がおけさをどりをせざる日の十日も続けば空さえ曇る
佐渡の海鉛色なり文三のおけさをどらぬ日の重なれば
と︑自作のおけさをたくさん紹介している︒また︑小木や新潟︑柏
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金井︵旧金井町︶の川辺時三が﹁あらなみ会﹂を結成し︑民謡を

︵明治十九年一八八六〜昭和三十五年一九六○︶で︑呉服屋を

いないかを問い合わせた︒渡邉湖畔は︑畑野に住んでいた実業家

いと思い︑江南と交友にあった渡邉湖畔の親族にそのような人物は

とおして佐渡を紹介する事業をはじめたのは︑大正十年である︒地

謝野寛の﹁明星﹂に参加し︑寛・晶子と親しく︑二度佐渡に招いた︒

営み︑佐渡電灯会社の社長も務めた人物である︒短歌に親しみ︑与

おけさ﹂﹁相川音頭﹂を全国に届けた︒

表した︒

京府立一中へ入学した者がいるかもしれないと︑渡邉湖畔と文化人

江南も︑佐渡在任中親しくつきあっていたので︑江南を頼って東

また︑高村光太郎とも付き合いがあった︒

元で歌われた歌詞ではなく︑新しい歌詞を募集し﹃磯うつ波﹄で発
大正十三年︵一九二四︶︑与謝野寛と晶子が佐渡へ来たが︑小木や

海岸を散歩し︑三浦常山︵三代︶窯を訪問している︒さらに立浪会

との交流を紹介する﹃佐渡びとへの手紙﹄をまとめている渡邉和一

国中を回ったのち相川へ来て鉱山を見学し高田屋に宿泊した︒夕方
の稽古を見学したことが﹁旅の覚書﹂に記してあるという︵﹃佐渡び

江南がいたころの中学校では︑先生方は︑おけさが好きでいろい

年︵一九三四︶に佐渡を旅行した︒新潟から両津・国中・相川・小

渡の話を聞いた鈴木さんは︑佐渡にあこがれるようになり︑昭和九

佐渡帰りの江南先生から︑授業の合間やおけさの指導のときに佐

鈴木孝一さんの佐渡旅行

った︒

や町内で話のタネになっていたはずですが︑・・・﹂という返事であ

﹁当時の事ですから︑佐渡出身で府立一中へ行かれた方ならば村

郎さんに問い合わせたが︑該当する人物はいなかった︒

この時︑江南も同席していた︒このような時期に︑江南文三と村

とへの手紙渡辺湖畔と文人たち中﹄渡辺和一郎二○○六︶
田文三︑立浪会︑川辺時三らとどのような交流をしただろうか︒江
南の書いた文章や立浪会史にははっきりとした記述がないので想像
するしかないが︑のちに鈴木さんが︑村田文三が本名の文蔵ではな
く文三とするようになったのは江南先生の影響かと尋ねたが︑先生

ろな機会に生徒たちと踊ったという︒生徒も音楽が必須で︑おけさ

︵三代︶を訪ね︑詳しく話を聞いたという︒七浦海岸をバスで周り︑

木を周ったという︒相川の尖閣湾まで行き︑無名異焼きの伊藤赤水

は肯定も否定もしなかった︑と回想している︒

は郷士芸能として奨励され︑おけさの歌詞を選んで歌い踊ったとい

佐渡の方々の暖かい心を知る旅であったという︒

藤赤水・宮田藍堂という大家も若い青年に丁寧に対応してくれて︑

国中のお寺では︑よかったら今夜この寺に泊まれと言われたり︑伊

沢根の宮田藍堂︵二代︶を訪ね班紫銅について話を聞いたという︒

う︒︵﹃相川高等学校五十年史﹄一九七三︶

同級生の渡辺君
美声で佐渡おけさを歌い︑鈴木さんをとりこにした同級生の渡辺
君はどんな人であったのだろうか︒佐渡出身なら探せるかも知れな
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﹁佐渡が島から﹂︵大正十四年一月︶インターネット図書館青空文庫

﹁相川おけさ﹂︵大正十五年八月︶インターネット図書館青空文庫

その旅行の記念にと各所で買った絵葉書には︑訪問した日付スタ
ンプが押してある︒大事に保管してきたが︑レコードとともに寄贈

﹁佐渡が島を出て﹂︵大正十五年五月︶インターネット図書館青空文庫

渡邉和一郎さんから先日届いた手紙に︑

追記

﹁相川おけさ﹂︵大正十五年八月︶インターネット図書館青空文庫

﹁佐渡が島を出て﹂︵大正十五年七月︶インターネット図書館青空文庫

していただいた︒

佐渡を語り継ぐ
佐渡生まれの渡辺君︑佐渡に住んだことのある江南先生︑その二
人と﹁佐渡おけさ﹂をとおして︑鈴木さんも佐渡を心のふるさとと

﹁昨年秋に与謝野夫妻の娘藤子さんにお会いしたとき︑江南文三

思うようになったという︒佐渡旅行の後も新聞などに佐渡の記事が
載ると切り抜き︑立浪会の公演があれば駆けつけたという︒﹁佐渡

渡おけさを皆さんに手ほどきしたとおっしゃっていた︒﹂

さんの話がでて︑江南さんは相川から引きあげた後︑与謝野家で佐

とあり︑江南文三と親しかった人の佐渡おけさについてのお話を教

おけさ﹂には︑佐渡の人々だけでなく︑よそものも引きつける深い
このような鈴木さんのことを佐渡おけさとともに語り継いでいき

響きがあるのだろう︒

渡邉さんから江南文三についてたくさんのことを教えていただい

えていただいた︒

た︑誌面を借りて深く感謝を申しあげます︒

た︒写真についても渡邉さんを介して江南家の方に見ていただい

また︑寄贈していただいた絵葉書の中に︑佐渡鉱山の建物や機械

たい︒

料として活用されている︒

いるのであろう︒ほほえましい情景︒

山本修巳

芝刈りの妻と︑その庭に来ている鵺鵠︑そこには意志が通って

〃である︒〃石たたき〃ともいい︑尾を上下に振るのが特徴︒

鵲鵠には多く種類があるが︑一般的には秋季の〃きせきれい

芝を刈る妻鵲鵠とゐたりけり

俳句鑑賞藤井青咲

類を写したものがたくさんあり︑佐渡鉱山の近代産業遺産の調査資

参考文献

一郎

﹃相川高等学校五十年史﹄昭和四十八年相川高等学校
﹃佐渡の百年﹄昭和四十七年山本修之助
﹃佐渡びとへの手紙渡邉湖畔と文人たち中﹄二○○三渡邉和
﹃日比谷高等学校百年史﹄江南文三年譜インターネットより
﹁佐渡が島のこと﹂︵大正十三年十月︶インターネット図書館青空文庫
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宮大工藤井五郎右衛門と金蔵番匠
羽茂には古くから宮大工の集団がいた︒元亨二年︵一三一三︶の
井尻の熊野神社棟札には大工は読み取れないが小工源宣安とあり︑

雑太公主本間太運が島内神社の祭礼のしきたりについて定めたも

の八王子牛頭天王︵草苅神社︶︑雑太郡の長石神社︑加茂郡潟上の牛

ので︑その中の羽茂の記録である︒一郡一社の牛頭天王は︑羽茂郡

﹁応永三年六月十三日・奉施入八王子・□口所ョリ﹂の墨書がある︒

草苅神社に古い獅子頭があり︑口の中に木で作られた舌の裏に

尾神社である︒

三左衛門が見え︑永正十六年︵一五一九︶の飯岡八幡宮棟札には︑

永正九年︵一五一二︶の同社の棟札には大工四郎左衛門修安︑菊地

烏田佐京が取り仕切った獅子舞の獅子頭であるかは分からないが︑

藤井五郎右衛門の鴉田番匠が初見されるのは︑明暦二年︵一六五

家で草苅神社境内西側に屋敷を待っていた︒

この烏田佐京にかかわると思われる鴉田家が宮大工藤井五郎衛門

□口所が解読できないのがとても残念である︒

大工権四郎左衛門とある︒

また︑蓮華峰寺弘法堂の墨書に慶長十四年銘と高野甚六・春日内
匠助季忠などの羽茂大工の名前が見える︒

つまり慶長十四年︵一六○九︶当時︑すでに高野︑春日などの大

工が羽茂にいたことがうかがわれ︑やがて定着していったものと推

その後元禄から宝永に入ると代々の棟梁が棟札に見えるようにな

六︶の新倉山弘仁寺の棟札である︒

り︑中川七郎兵衛︵赤岩上ノ山︶一家を生み︑幕末には金蔵︑仙吉

天文元年︵一五三二︶の新穂計良七郎左衛門家文書︵写︶に佐渡

測される ︒

牛頭天王三社の祭りに関する中世の記録があり︑次のような主旨が

高野番匠の流れを汲むものに西方源座の謙蔵︵謙治郎︶が真野倉

などの名工を輩出する︒

谷智光坊金毘羅宮に見車なノミ跡を残すなど︑広く南佐渡一円に羽

は烏田佐京にその祭一切を取り行わせる︒廻船の役︑塩釜の役︑そ

書いてある︒﹁佐渡三郡に︑一郡一社の牛頭天王を祀り︑羽茂郡で
の他一切の役を取らせる︒五月から熊野山伏たちに獅子頭をつけさ

茂番匠の名が出てくる︒

高野番匠蓮華峰寺弘法堂・蓮華峰寺密厳堂・海潮寺本堂・小比

せて三郡の宮を舞い歩いた︒六月七日に三郡の宮前で鬼神退治の祈
祷が行われた﹂とある︒
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叡山奥之院灯籠堂・西方鉢割観音堂・倉谷智光坊金毘
羅宮・小泊赤坂観音堂厨子・小木木崎神社鳥居など
棟札・墨書等に見る鴉田番匠
一ノ宮宝殿・沢根専得寺・宿根木称光寺山門・仮屋小

太観音堂・菅原神社本殿・大谷観音堂・木浦明王院神
明宮・滝平地蔵院・養観寺本堂・小泊新谷神明社厨子・

鴉田家の庭内の石碑によると︑沢根専得寺について︑藤井五郎右

亡くなったこと︑藤井久五郎が年若くして︵二十一歳︶棟梁を勤め

衛門富章は金蔵を棟梁としたが工事半ばで亡くなり︑続いて金蔵も

なお︑専得寺建築あたって﹁棟木を引き伸ばした棟梁﹂という逸

たと刻まれている︒

設計図が残されている︒先年磯部さんはこの設計図より判断して未

妙宣寺五重塔については︑新潟県内唯一の五重塔であり鴉田家に

話が残っている︒

日神社・草苅神社︵八王子宮牛頭天王の額裏墨書︶・尾

度津大明神八幡大菩薩両屋・赤泊遍照坊・赤泊三川春

完成ではと言っていた︒

仁王尊像が建てられ︑天保五年︵一八三四︶に天神堂が建てられた︒

弘仁寺五十八世宗雲︵弁盛︶の代︑天保三年︵一八三二︶に山門と

弘仁寺薬師堂再建一件と氏江元彦

政元年︵一八五四︶沢根専得寺建築途中で死去

師堂再建一件で住職追院○弘化二年︵一八四五︶弘仁寺薬
師堂再建○嘉永元年︵一八四八︶小太観音堂再建か○安

○文政八年︵一八二五︶妙宣寺五重塔○天保五年︵一八三
四︶弘仁寺天神宮棟札○天保十三年︵一八四二︶弘仁寺薬

金蔵番匠関係確認事項

追放となっていることと関連があるのではとも話していた︒

は完成直前に奉行所に発覚︑寺格に合わないとのことで時の住職が

確かに設計図には欄干があるが︑現物には欄干がない︒磯部さん

平権現拝殿・上山田気比明神御宮・小木木浦明王院・弘

仁寺本堂ほか等々
﹁郎
七平
郎の
平金
の垂
金蔵番匠﹂と呼ばれ︑真野町阿仏坊妙
金蔵番匠は俗に﹁七

羽茂村誌では﹁金蔵は寺田七郎平の産︑十代藤井五郎右衛門︵鴉

宣寺五重塔を建てた名工である︒

田︶の弟子でつとに名工の聞こえ高く︑所望されて相川町の棟梁茂
左衛門の婿養子となり︑文政八年︵一八二五︶に真野町阿仏坊妙宣
寺の五重塔を建築した︒後年離籍となり小木町に住し新倉山弘仁寺
薬師堂の内殿を建てたと伝えられる﹂とある︒

金蔵番匠弘仁寺薬師堂厨子須弥檀は簡素ではあるが名工の誉
れが高い作品

弘仁寺天満宮厨子はベンガラ塗り仕上げで簡素だ
が︑手先の込んだ見事な軒組の造り
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そして︑天保十二年︵一八四二のころ︑薬師堂の再建事業が計

傍ら京都に上がり日本殿治宗匠三品伊賀守藤原金道に師事︑弘化

へ出て本所相生町で﹁山城屋﹂を開き︑農機具の製造敗売を始めた︒

氏江元彦の湾曲型千歯の焼き入れは﹁鮎のウルカ・玄ニカワ・塩・

焼き印使用が許された︒

宗匠家の準一門に例せられ︑菊の御紋章と加賀の国号︑御鍛冶所の

国払の刑により故郷を出てから十年目の嘉永六年︵一八五三︶に

五年︵一八四八︶に禁廷︑公儀御用の免許を受ける︒

画されて︑頼母子講によって資金調達することとなり︑中心となっ
とりのきむじん

この頼母子講が当時賭博行為とみなされていた﹁取退無尽﹂とい

て協力したのが氏江元彦と新兵衛である︒
う違法のものであった︒

﹁取退無尽﹂というのは︑富くじのようなもので︑第二回目以後

強い鋼を造り︑秘薬の調合については弟子達に口外を禁じ︑誓約一

梅酢・米ヌカ・焔石﹂の六品の調合による焼薬の使用で弾力のある

の掛け金を切り捨ててしまい︑一回限りで解散するという一種の賭
厳しい刑罰で取り締まった︒

博行為とみなされていた︒奉行所では頭取や宿主を遠島の刑に処し

はがれ

また︑雲州︵出雲︶や伯州︵烏取︶からの全国一の鋼と秘法の焼

札を書かせてその秘法を堅く守り伝えてきた︒

薬︑禁廷︑公儀御用の刀鍛冶の技で最高の湾曲型千歯稲扱を造った

この﹁取退無尽﹂が奉行所に露見するところとなり︑住持宗雲・氏

江元彦・新兵衛が捕らえられるところとなる︒当時の佐渡奉行久須

人︑羽州へ壱人計三名他国出御判被仰付下置候様奉願上候﹂

へ年間四︑五千挺程他国へ出し候越後へ壱人︑信州・上州へ壱

﹁江戸表の金物問屋への卸しをはじめ︑越後︑信州︑上州︑羽州

翌文久二年に売り子三名の他国出判を奉行所に願い出ている︒

参拾文の冥加金を払う事

○来年から売り子を派遣して売り捌き終了時に千歯壱挺に付き

○市郎平千歯の名声にも影響が出ている事

惑を掛けている事

○最近偽造による不良品が出回り村上様御領内百姓衆に大変迷

に次のように記している︒

文久元年︵一八六一︶︑氏江元彦は村上藩藤井庄右ヱ門宛て書状

ことになる︒

四月二十五日︑

美六郎左衛門の日記﹁佐渡の日次﹂によると天保十三年︵一八四二︶
﹁羽茂本郷養観寺にて富くじに以寄侯興行いたし候一件﹂﹁同所
弘仁寺において取退無尽に紛らわしき儀興行いたし候一件﹂

とあるところから︑多分この記載が弘仁寺薬師堂再建との関連であ
ろうと見られている︒

弘仁寺住職宗雲弘仁寺追院

天保十三年︵一八四一︶四月二十五日に裁判の結果判決が出された︒

羽茂本郷百姓市郎兵衛十ヶ年の国払

羽茂本郷百姓新兵衛十ヶ年の国払
翌五月から無住となった弘仁寺院代として赤泊禅長寺が勤めた︒

宗雲は追院となるが弘仁寺境内地に隠居となり︑氏江元彦は江戸
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氏江元彦は冥加金で地元へ配慮すると共に︑売り子による訪問販
売制をとり︑特に不良品の取り替え等々アフターサービスにも配慮
湾曲型の千歯は︑人力脱穀機が登場する大正初年まではよく売れ

した信用販売に力を入れた商売を展開した︒
たのに比例して︑各地で偽造されたようである︒

明治二十七年の調書には本場越後三条鍛冶安田定治等二十三名の
偽造鍛冶職工を調べ上げ︑過去三年間に八︑六七六挺︑損害金二︑

氏江元彦は弘仁寺薬師堂再建一件で国払の刑を契機に江戸に上が

六○○円を超えたと記している︒

り︑本所相生町に山城屋を開き︑羽茂から鍛冶門人を呼び寄せて農
機具の製造販売を始めることとなり︑その傍ら京都に上がり刀鍛冶
としてその技を磨きます︒

雲法印の居宅へ立ち入ってはならない︒

このような連印一札をとり︑同寺地内に隠居中の宗雲宅への出入

りを改めて禁じたようです︒この文書には檀頭・門前百姓全ての名

前が確認できるところからも︑追院されて十年︑今なお宗雲法印に

対する人々の信篤く︑御上のご威光としても改めて通達を出して取

天沢鴉田家所蔵の﹁大黒天﹂像墨書に﹁天保三年八月︑佐州五十

り繕う必要に迫られたと見ることもできるのではないでしょうか︒

里住︑大仏師福岡長慶︑新倉山弘仁寺仁王門像立剛︑授与藤井五郎

右衛門﹂とあり︑鴉田一門によって山門が建てられたことがわかり

また︑新倉山天神宮棟札に﹁天保五年︵一八三四︶三月二十一日︑

ます︒

薬師堂再建一件については︑弘仁寺堂社書上帳に弘化二年︵一八

大工当所寺田住中川七郎兵衛︵金蔵︶﹂とある︒

四五︶に再建されたとあります︒宗雲法印の意志はつながったとみ

そして︑十年の国払の刑期を終えて禁裏・公儀御用の刀匠となっ
て故郷へ帰国︑しかし︑同じく十年の国払を受けた新兵衛の動静は

るべきでしょう︒

薬師堂の建築は︑他に山門・天神宮等の建築を含めて︑弘仁寺を

定かではない︑国払の問何回も試みられた赦免願いには氏江元彦

一新するほどの大工事であったが︑特筆すべきは氏江元彦が十ヶ年

の国払いの原因となったこと︑宮大工金蔵番匠がその晩年をこれら

状況にはあったのではと推測される︒

と．新兵衛の連名で出されているので︑お互いに連絡の取り合える
一方弘仁寺追院となった宗雲はどうなったのでしょう！

の工事にたずさわり︑唯一の棟札を残していることである︒

あるがその傑作中の傑作である︒またこれを建てた住職某は︑

※新倉の山門は名匠羽茂の鴉田棟梁の作で︑同人の傑作は沢山

す︒

弘仁寺を追院されたとはいえ︑なお人々の信篤かつたといえそうで

改めて宗雲法印の事績を振り返るとき︑ご禁制の頼母子講一件で

関係文書からすると︑国払から十年目の嘉永四年︵一八五二十
月に三名とも赦免されたものと考えられるが︑赦免後の嘉永四年十
二月に弘仁寺院代名で
の居宅へ立ち寄ってはならない︒

一門末出仕の節︑御本寺の法席に迷惑がかかるので︑宗雲法印
一檀頭並びに門前百姓共︑御本坊の緒用に差し支えるので︑宗
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して悪疫退散の祈願を行ったが︑牛頭天王はもともと仏教で祗園精

佐渡では牛頭天王社と呼ばれる古い神社が三社あった︒その一つが

西三川村小立八兵衛出身で新倉の荒坊主と呼ばれ︑相川下戸御

羽茂本郷の草苅神社︑真野長右の長石神社︑新穂の牛尾神社である︒

舎の守護神とされていたので︑八坂神社は祗園社と呼ばれるように

また︑才知にとんでおり︑元は新倉山に山門は無かったのだ

佐渡の牛頭天王三社の祭に関する記録が新穂の計良七郎左衛門家

番所前を輪で乗り越しできたのは他になかったくらいであった

が︑某は建てたくてたまらないけれど新たに建てることは許さ

に残っている天文元年︵一五三二︶の年号が確認される古い文書︵写︶

なり︑その後牛頭天王信仰は急速に全国に広まったという︒

ぬので困っていたが︑どうしても建てたいと色々考えた末に名

とい う ︒

作を案出して大木の松ころの腐りかかったのと古材木五・六本

がある︒

り扱っていること

一佐渡三郡の祭礼には︑雑太本間の殿様の目代がその事務を取

この文書から解ることは︑

天王ヲあけ︑鬼神退治之祭り有くし．．⁝．

郡宮ョリ鼻高壱頭宛社人持也︑国府の若宮前二而六月七日二

三郡之殿之門中にて獅子舞ヲさせ︑宮内守上ヶはつほとり三

五月ノ月ョリ始而こしの若太夫︑熊野之獅子之頭ヲ掛させて

万事売買之役皆々色々の役ヲ取其外神事馬場杯二而商売之役

門︑是両人宮内家の手代二成りて廻船着岸之役︑塩釜の役︑

宮内家の長は羽茂知郡に烏田佐京︑加茂郡二而計良七郎左衛

に羽茂の祭について記している︒

雑太の殿様が島内の祭のしきたりについて定めたもので︑その中

さわた

を持ってきて︑その建てたいと思っている所に投げて腐り朽ち
るに任せて八・九年も置きたればかなり腐朽して正体の解らぬ

再建にして出願した︒再建なれば差し支えないと許可が下った

様になった頃︑某は山門が腐朽したから再建したいと︑初建を
ので︑願望成就と喜んで建てたという︒
︵松田与吉・佐渡の昔の話︶

草苅神社の獅子頭と寺田のつぶるさし
草苅神社は宝暦のころの寺社帳には﹁八王子権現﹂とあり︑拝殿
には寛政四年︵一七九二︶銘の旧額に﹁八王子宮・牛頭天王﹂と二
社併記されている︒

もともとは羽茂郡十六郷の総鎮守として羽茂の殿様の手厚い外護
を受けていたもので︑草苅神社の称号は明治以降という︒

牛頭天王は祗園精舎の守護神︵素斐鳴尊といわれる︶︑素斐鳴尊
はすなわち牛頭天王︒八王子は素菱鳴尊の御子八人を祀ったもの︑
草苅神社は牛頭天王と八王子権現の合殿といわれる︒

平安時代に京都に悪病が流行した時︑八坂神社に牛頭天王を勧請

一

一
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佐渡三郡に一郡一社の牛頭天王を祀り︑羽茂郡では烏田佐京

ひえ

にその祭一切を執り行わせる︒廻船の役︑塩釜の役︑その他
一切の役をとらせること︒

応永三年六月十三日奉施入八王子﹂

この獅子頭は応永三年︵一三九六︶銘の寺田の閻魔大王の胎内銘
している︒

と同じ年であり︑目が十王仏と似ていて応永期共通の特徴をよく残

春寒のあき子の仕舞凛として修巳

ったが馬場さんも仕舞﹁松風﹂を舞った︒

波に未来を︑ドンデンの石楠の花に文化のかおりを︑金北山に佐
渡に生きる誇りを︑加茂湖にあたたかさをこめて校歌に詠みこ
んだと述べた︒その後︑生徒の仕舞が披露された︒予定になか

いて文化の深い佐渡は︑七五調のリズムがふさわしく︑両津湾の

馬場さんは︑初めての来校で生徒︑父兄などを前に︑校歌につ

さんに依頼した機縁のために︑この学校の開校式にも招かれた︒

︵佐渡市羽茂本郷︶

宮・牛頭天王・寺田組﹂との墨書がある︒

※寺田のつぶるさしの獅子頭に﹁寛政七年︵一七九五︶八王子

として牛頭天王祭を取り仕切るにはふさわしいところである︒

下の地名鴉田のところは︑草苅神社西側隣接地で︑﹁宮内家手代﹂

上に上がったという︒地名は上下とも鴉田となっている︒

両家は古くは下の四郎平家のところにいたが︑藤井姓の鴉田家が

郎平︑もう一軒は屋号が鴉田で姓が藤井︵鴉田番匠︶である︒

神社付近に同じ呼び名の家が二軒あり︑一軒は姓が鴉田で屋号が四

羽茂本郷の烏田佐京なる人物については何もわからないが︑草苅

五月からこしの若太夫︵新穂山王・日吉神社の神主︶が熊野
六月七日︵天王の日︶に三郡の宮前でそれぞれ鬼神退治の祈

山伏たちに獅子頭をつけさせ︑三郡の宮を舞い歩いたこと
祷がおこなわれたこと

鼻高とは天狗の異称であり︑祭に天狗面が使われたものかはわか
らないが︑草苅神社に古い獅子頭が残っており︑言い伝えでは羽茂
の殿様が寄進したものとも︑﹁寺田のつぶるさし﹂の獅子面とも言
われているものがある︒

今は朽ちてほとんど原形を留めていないが︑その獅子頭の口の中
舌の
のく
くり込み部分に墨書がある︒
に舌があり︑舌
﹁□口所ョリ

墨書

山本修巳

﹁世阿弥の佐渡で〜校歌に託した思い〜﹂
Ｉ県立佐渡中等教育学校校歌ｌ

平成二十三年四月二十三日︵土Ｊ日本芸術院賞受賞︑歌人馬
﹁世阿弥の佐渡で〜校歌に託した思い〜﹂の講演をされた︒

場あき子氏が︑はじめて︑佐渡中等教育学校においでになって︑
私は︑数年前当時の両津高校の内川校長の訪問を受け︑久保田
フミエさんを通して県立佐渡中等教育学校の校歌を馬場あき子
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一
一
一

木綾子さん

山本修
に拝観した︒

上人像︑その妻千日尼の像を納めた祖師堂がある︒久木さんは六月

た匂いがないという︒もっとも妙宣寺には︑別に日蓮聖人像︑日得

や位牌を祀った堂であるが︑久木さんは︑この五重塔には︑そうし

妙一旦士司五詣盟隊洞幽監皿の小Ｊ訓剃髪と聿目

妙宣寺五重塔は︑日本で江戸時代最後の五重塔といわれ︑佐渡の
大工の父子によった建立された︒

この佐渡の五重塔について︑﹁八十九歳で作家デビュー﹂と話題
になっている作家の久木綾子さんが︑山口県瑠璃光寺の五重塔を二

そして︑文政十年︵一八二七︶に︑三十一代日鵠の時︑完成を見

につたい

五重塔の建立は容易ではなく︑資金集めのため二回目は︑天明四

妙宣寺は︑文永八年︵一二七二︑佐渡に配流された日蓮聖人に帰

るとも言われている︒

た︒しかし︑現在残っている設計図と比べると不完全なところもあ

にちぎよう

○○八年に﹃見残しの塔﹄として︑また昨年は山形県羽黒山の五重

が江戸で開帳を行っている︒

年︵一七八四︶に日邊が︑三回目は︑文政五年︵一八二二︶に日贈

依した阿仏坊日得上人が開基した寺で︑天正十七年︵一五八九︶︑上

みそ

五重塔の取材に五月︑六月に来島された︒

塔を﹃旗ぎの塔﹄として出版した︒三冊目として︑佐渡の妙宣寺の

杉景勝︑直江兼続の佐渡侵攻後︑現在の雑太城跡に入った︒日蓮聖

また︑この塔の完成の時︑同じ日蓮宗の佐渡の寺によって異流の

どの訴状が奉行所に提出され︑日艘は入牢︑除歴となった︒伝承で

祈祷をしたとか︑開山堂の建立の許可願の時は三重であったとかな

人の書簡も所蔵している︒

五重塔は︑開山堂の再建という名目で︑日機︵日念上人︶が許可

は八丈島に流されたと民謡などで唄われたが︑実際は追放され相川

願を提出し認められたといわれる︒日機は享保二十年︵一七三五︶
に妙宣寺に入山し︑資金集めのため元文六年︵一七四一︶に江戸で

茂三右衛門の養子金蔵は︑羽茂本郷の寺田の中川七兵衛家の出

い︒

衛門父子とある︒茂三右衛門には他に棟梁の建造物が残っていな

この日鵲を支え︑塔を完成させたのは︑相川長坂町の本間茂三右

の大沢善行寺に病没し︑墓もある︒

月がかかっている︒日機入山からは九十二年になる︒日機の時代の

開帳したといわれ︑完成が文政十年︵一八二七︶で︑八十六年の歳
開山堂の棟梁は飛騨重治郎で︑塔の上部の相輪は大坂の町人が寄付
開山堂といえば︑宗派の祖日蓮聖人や寺院の創始者日得上人の像

し︑大坂の鋳物師長谷川久左衛門の制作である︒
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教えを受けた︒五重塔の完成後︑酒がもとで茂三右衛門家を離縁に

で︑江戸時代名工として代々続いた﹁鴉田番匠﹂藤井五郎右衛門に

んで作ったのではないかと想像していた︒なお五重塔の設計図も藤

小さく︑組物として手がこんでいて︑久木さんは金蔵が一人で楽し

建てる物語が書かれるのではないかと思っている︒

小説は︑おそらくこの金蔵が主人公となって︑妙宣寺の五重塔を

井五郎右衛門家に残っている．

茂の弘仁寺の山門︵天保三年・一八三二︶︑天満宮︵天保五年．一八

なって小木に住んだという︒金蔵は師の藤井五郎右衛門の旦那寺羽
三四︶︑薬師堂︵弘化二年・一八四五︶を建てた︒とりわけ天満宮は

なく︑同様に富山でも豪雪を祀ることはない︒それは台風は島峨の

ども︑沖縄では台風災害が多いにもかかわらず︑台風を祀ることは

などから︑多面的な検討を必要とする︒気象災害の厄除祈願といえ

佐渡各地にさまざまな伝統行事などが残される︒たとえば佐渡で

現象のもつ多様性によるからである︒

貴重な水資源であり︑雪はまた豊年の兆しともされるように︑気象

一︑はじめに
は全島︑また各地域におけるさまざまな霊場がみられる︵田上善

りが深いと考えられる祭祀にも現れている︒災害除け祈願の一つで

の地域内にさまざまな形態がみられる︒それは地域の自然︑民俗︑

ある︒ただしその形態は地域により異なり︑また佐渡のように一つ

風祭は佐渡のみならず越後にも︑また全国的にもみられる祭礼で

た佐渡の特色の一つである︒そうした特色は地域の自然とのかかわ

夫︑二○○八︶こうした多様性は二つの大きな山地により隔てられ

風の認知︑風の価値判断などについて明確化することは︑地理︑歴

信仰︑また島外との交流の歴史などの多様性によるものと考えるこ

ある風祭は︑そうした地域性をもつもののひとつである︒風祭での
史︑民俗なのはもちろん︑関連する気候復元や温暖化対策などにも

ることを試みる︒

とができる︒そのため風祭について︑島内での地域性を明らかにす

それは各地の土地と人︑また気象や人等々にはさまざまなかかわ

重要であ る ︒

りがあるためであるが︑それらを捉えるときには︑自然や社会︑人
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二︑佐渡の風の祭
戦前の風の祭

九六二年ころに記された︑稿本﹃外海府村誌﹄には︑そのころの

まず①田野浦の北の矢柄では︑旧七月二十七日が風祭といわれ

外海府の風祭がうかがえる︒

佐渡の風にまつわる祭礼について︑第二次大戦以前より︑多くの

の集落の背後にある︑海鱸の峰︵四七三・八メートル︶および知行

る︒②さらに北に位置する関では︑諏訪さんに風の神をまつる︒関

から越え︑海岸に達した位置にある外海府の田ノ浦では︑風祭は風

よそ以下のようにまとめられる︒①風の三郎︒大佐渡をドンデン山

ル︶に風の神をまつられ︑ここでも風切鎌が奉納される︒④その北

風切鎌を祀る︒③さらに北の真更川では︑諏訪さん︵一○五メート

山︵三八五メートル︶にも︑風の神がまつられる︒また知行山では︑

とど

ものがみられる︵中山徳太郎︑初出一九三八︶︒それらの風祭は︑お

ノ三郎とよばれる︒祭の際には︑まみね山の祠に若衆が詣る︒②風

つられ︑風切鎌も奉納される︒

の大野亀では︑その頂上︵一六六・八メートル︶にも︑風の神がま

またこの風切鎌の絵馬の写真が残されている︒絵馬には︑﹁奉納︑

る︒③風寵り︒島の中・南部の︑二宮︑猿八︑松ヶ崎では︑二百十
日に堂へ籠り真言を繰る︒風の神様のお念仏という︒松ヶ崎は越後

り付けられている︒

二十六才男﹂と書かれ︑大きな鎌の刃一本︑中が二本︑小が二本貼

神祭︒島の東部の潟上では︑九月一日を風神祭といい︑お宮に詣

から佐渡への入口であった︒④なお島の中部の大和では︑二百十日

いかうら

こだ

外海府海岸の北半部の二○キロメートル余りに︑北より願︑北鵜

現在の風祭

あるいは前一○日を風ノ三郎といい︑堂へより︑真言を繰って風の
風に対しての祭はは
︑︑地域により特色が異なるといえる︒およそ山

神に災難除けを祈る︒

ラ︵︶０

村では風の三郎︑漁漁
基村では風祭・風切鎌︑農村では風籠りがみられ

見︑北田野浦︑高千の集落が二キロメートルほどの間隔で連なる︒

島︑真更川︑岩谷口︑五十浦︑関︑矢柄︑大倉︑小田︑石名︑小野

海岸付近に集落︑狭い段丘上に水田が開かれ︑背後に高度四○○

メートルほどの山が連なる︒そこから海岸に向けて河川が流れ︑河

外海府の風の神
大佐渡の北西側︑五○キロメートルほどにわたり︑外海府海岸が

口付近に集落が位置するが︑各集落は浸食された崖で隔てられる︒

この地域には︑寺院が︑北鵜島︑岩谷口︑大倉︑石名︑小田︑田

のびる︒この海岸付近の諸集落は︑海に突き出た半島により隔てら

と︑全て真言宗寺院である︒

野浦︑高千にある︒それらは豊山派二︑高野山真言宗三︑智山派二

れ︑交通困難であった︒海府大橋が昭和四○年代半ばにかけられ海
なかったという︒山本修之助により昭和三二〜三六︵一九五七〜一

岸沿いに車道が開通するまで︑真更川以北には徒歩で行かねばなら
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羽吉の羽黒神社の境内社を含めると︑計四社がある︒

集落内には石動神社が鎮座する︒石動神社は新潟県内に広く分布す

願の集落は︑大佐渡北端の弾崎から四キロメートルほどにある︒

口には木の鳥居が立つ︒神社は道路から海側に一○○メートルほど

ら︑大川をはさんで二○○メートルほど南方に諏訪神社がある︒入

○メートル近い高台にあり︑熊野神社が鎮座する︒真更川の集落か

真更川は大野亀から遠く西方に見える︒真更川の集落は標高一○

突き出て︑標高一○六メートルで︑海岸からそびえている︒この諏

るが︑佐渡では他に新穂村正明寺︑相川町後尾にあり︑また両津市
願の集落は海岸付近にあるが︑その西一キロメートルほどに大野

大野亀と同日にまつりがあり︑願から行くこともあったという︒

このように風祭は諏訪神社とかかわる︒佐渡には宗教法人として

訪神社︑スワさんに︑風の神が祀られる︒真更川のスワさんでもと

の諏訪神社は︑両津五︑真野四︑相川一︑佐和田二︑金井一︑羽茂

ほどの平らな鞍部となり︑付近は黄花カンゾウ︵トビシマカンゾ
ウ︶の群生地となり︑また潅木が激しく偏形しており︑一帯の強風

二︑赤泊一︑畑野一の計十七社がある︒ただし︑外海府で風祭の行

亀が海に向かって突き出ている︒本島との間は︑標高五○メートル

いう︒また落雷もあるという︒

また佐渡には現在︑風の神を祀る神社が二社ある︒相川町柴町に

真野の吉岡︑豊田の三社のみである︒

われる八月二十七日に例祭が行われるのは︑このうち両津の浦川︑

を示している︒頂上の祠では︑八月中旬の九号台風で石が落ちたと
大野亀では︑前述のように風の神を祀っていた︒現在大野亀頂上
の祠には︑善宝寺さんも祀られている︒木札には︑集落安全︑集落
繁栄︑厄難消除︑五穀成熟︑大漁満足︑海上安全が記されている︒
龍澤山善寶寺は︑鶴岡市の海岸砂丘の麓にあり︑海の守護︑龍神の

は︑級長津彦命を祀る︒

ある風宮神社は︑級津彦命を祀る︒佐和田町山田にある羽黒神社

江戸時代の北回り航路の発展とともに信仰が広まり︑現在も漁業関

寺といわれ︑平安時代に開創︑室町時代に曹洞宗となったという︒
係者の信仰を集め︑昭和四十年からは龍王講が開かれている︒

映る頃に祭りをする︒神職は来ないが︑神社のジトウという担当の

をつけ︑横方向の棹にとおす︒二七日の朝日で大野亀の影が海面に

さらしを下の鞍部に立つ鳥居のところに立てる︒上に四つほどの輪

部落の者で草刈りをしておく︒前日の八月二六日夕方に︑白無地の

十一月から三月には六メートルを超え︑一月には八・三メートルに

風下となることが影響している︒相川では︑平年の月平均風速は︑

で強く小佐渡側で弱いが︑これはとくに冬季の北西季節風の風上︑

津三・○メートル︑羽茂では二・二メートルほどである︒大佐渡側

渡各地の年平均風速は︑秒速で示すと︑相川で五・○メートル︑両

諏訪の祭は八月下旬であるが︑強風はこの時期とは限らない︒佐

佐渡の風

係がいる︒なお薬師︑不動︑それぞれに役割がある︒また西北西の

達する︒他でもおよそ寒候期に強いが︑両津の場合北西季節風がさ

大野亀での祭は八月二七日に行われる︒その二〜三日前に︑願の

風が︑九月に強いという︒
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えぎられるために︑風速が最大となるのは四月である︒

と時期的に対応することになる︒

も強くないが︑稀に強風が出現することになり︑こうした風が風祭

この時期の強風の風向が最多となるのは︑相川で北西︑弾崎で北

ようにすること︒

一︑碑名には三文字︑盧元坊の別号︑﹁黄鴎園﹂を刻すること︒

一︑同門の俳譜連衆の追善連句一巻︵百韻︶と︑各詠追善発句︵四

季︶とを纏めて﹃黄鴎塚﹄と題し︑碑下に納めること︒

一︑老若を招いて百韻連句一巻を巻くこと︒

以上が下命の内容であるが︑序文ではその後のことが省略されて
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佐渡でも風の祭がみられるのは︑八・九月ころである︒風祭は︑

では風向に注意が払われており︑前者はタバカゼ・シモニシ︑後者

北西であるが︑両津では西南西・南西︑羽茂で南南西である︒漁村

強風の時期︑あるいはその直前の時期を前提としていて︑一般に風
の強い寒候期や春季の風を対象としていないものと考えられる︒観

はヒカタ・クダリである︒

測史上一○位までの強風︵日最大風速︶は寒候期にも多いが︑八月
から一○月に出現が多い︒すなわち風祭ころは︑平均風速は必ずし

こ声フりづか

﹄解題

玉芽の序文によれば︑ことの発端は︑去る宝暦十三︵一七六三︶

Ⅱ十年忌追善集﹃黄鎌

年癸未五月十日︑仙石盧元坊の十七回忌︑祥月命日に︑松堂は二人

大野
これは佐渡相川町永宮寺の中庭に︑かつてお世話になった美濃の
ごうりえん

仙石盧元坊師を偲び︑同人の別号︵注︶を採って石塔名を﹁黄鵬園﹂

の門人二水と玉芽に対し︑催主となって次のことを執り行なうよう

こうりつか

とし︑俳譜の記念行事を催して︑その作品を俳書﹃黄鵬塚﹄と命名

下命した︒

うぐいす

一︑石塔造立には︑一箇の奇石を用意してあるので︑それを使う

して碑下に納め︑形あるものを後世に残したいという松堂の胸の内
を︑催主に選ばれた門人二人が︑忍耐強く五十年後に漸く達成する

﹄﹂Ｐ勺ノ函ソ

から示唆を得たものであろう︒

号より選んだ理由は︑﹁鶯ハ促聿華前ノ句蓉という漢詩の一節

﹁黄鴎﹂とは﹁鴬﹂のことであるが︑麿元坊のいくつかの別

という話で︑それにまつわる俳書の解説である︒

注

︵前文略︶
はばか

予期しないことが起き
いる︒催しについて︑機会を窺っていても︑予

︵永宮寺松堂ノ門人︶ノ子ナリ

良寛のうた

音に聞く佐渡の岬の桜花

た︒

十歳ごろ︒いくつになっても︑弟への思いやりは尽きなかっ

でほぼ一年間︑佐渡に遊んだ︒由之宛の歌便りである︒良寛六

良寛の弟由之は文化十三年︵一八一六︶夏から翌年の五月ま

ゆうし

よく見て来ませ人の語りに良寛

辻美佐夫

②孤桐舎玉芽ハ材木町近江屋岩佐孫兵衛俳名文竿

︵相川町材木町岩佐文竿ノ子︶

①俳書﹁黄鵬塚﹂寛政八丙辰年孤桐舎玉芽編

九丁オに筆録されているものである︒

注玉芽については表紙右肩に紙片を貼り①の注記がある︒②は

と催主玉芽︵注︶は結んでいる︒

ひとへ

るものである．

︵七八歳︶

︵六○歳︶

我が党の樟り少なからざれども
偏に先を忘れざる寸惜後来に述ん

○延享四年︵一七四七︶五月十日死去

・盧元坊の没年
・松堂の
月明
・和
佃九
血年
手十
十一
ョ改
友元
一﹀
Ｐ
︑
禰
對
︐没
詔年
臼へ︿
一３
月十
十﹄
六︑日
○安永元年︵一七七二︶十一月二十四日入寂

○安永元壬辰除月日︵序文︶

︒丈山編﹃松の花﹄︿京都橘屋治兵衛出版﹀

︵﹁新潟県史資
﹂料
資編
料皿
編皿
舟向
崎文庫蔵︶

右の資料により推察されることは︑松堂の入寂によって﹁黄鵬
まで二四年間も遅延せざるを得なかった︒

園 ﹂ 碑 建立 の 催 し に 影
影響
響を
を来
来す
すこ
こと
とに
にな
な
りり︑︑寛
な
寛政
政八
八年
年︵一七九六︶

︵前文省略︶︿注宝暦十三年十七回忌加えること三十三年﹀

追善の式をと上なへ給ひしも既に三十余年の星霜を経て︑こと
しや半百の年忌にめぐり逢い
とあり︑半百︵五十年︶の年忌になったことを述べている︒

されば其皐月の十日を此きさらぎの
︵いささか︶

其日に摸し遺弟の老若を催して百韻を
︵はぺ︶

つらね各詠に四季の句をならべて聯

五月十日︶でなく繰り上

報恩追福の祭祀に備へ侍りぬ︵下略︶
きさ ら ぎ

祭祀は都合で盧元坊の命日︵皐月十日

ただくことにしたと催しの一部改変を述べている︒

げて如月の其日︵二月十日︶に摸して百韻や四季の発句を詠んでい
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︵墨書︶

東雲斎蔵﹂

﹂︵山本修之助墨書︶

俳書﹃黄鴎塚﹄復刻

︵見返し︶
﹁

︵内表紙︶

﹁黄鶴塚
佐陽相川
松堂下﹂

けしきと鼻の月と梅﹂

春もや坐はせを

︵題萎の痕跡あり︶

﹁慶応二 年

︵墨書︶

︵後補表 紙 ︶

︵相川町材木町岩佐文竿ノ子︶

孤桐舍玉芽編

寛政八丙辰年

﹁俳書﹃黄鵬塚﹄

︵後補表紙貼紙︶

一

田中倫子

︵関防印︶

︵塚の図︶

筆
忌

式をと上なへ給ひしも既に三十余年の星霜を

句をもとめて夫を塔下に納め追善の

黄鴎園の三字を記し連中に追善の

鑑塔に並へて一基を造立し碑面に

奇石を獲得し祖翁の桜塚梅花佛の

先師の命をうけ給はり二水玉芽催主として一箇の

黄鶴尊師十七回の忌辰にあたりて松堂

性し寶暦癸未のとし

痴鐸

L一一

一
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経てことしや半百の年忌にめくり逢い

されは其皐月の十日を此きさらきの﹂
其日に模し遣弟の老若を催して百韻を
つらね各詠に四季の句をならへて聯報恩

追福の祭祀に備へ侍りぬさるを今小冊子に

呉川

朱簾

足のつかへる舟のうたふ疾

橘の小嶋わたりの夕あらし

揚波

李皓

松栄

文張

酒屋たつねて恋し里人

烟草吸ふうちを一樹の仮りの宿
垣の外から覗く若竹

椅山

先保

涼しさも月の夜ころの影法師

唾ひとつ狂寄出かねる

梓行するものは我黛の樟りすくな

そは切に老の手並の棒自慢

からされとも偏に先をわすれさるの寸情を
後来に述んとなり価て孤桐舍の何かし

花柳

紫栄

庵の本尊の弥陀は見通し

文卿

五艸

呂竹

野梅

桃溪

百度は何の礼参りやら

紅文

李洞

管仙

春を隣の木に餅の花

鵬村に金ためて居て今の楽

ニヲロかせの恋しと狂ふ禿とも

また延足らぬ草の陽炎

花の陰よしありけなる丸木橋

馬にも息をさせて水飼ふ

はら／︑の跡は日の照る昼下り

衆にかはりて此事を誌るすものがなり
孤桐舍玉芽

︵円印・印文﹁孤桐舍﹂︶︵方印・印文﹁玉芽﹂︶﹂

寛政八丙辰のとし
松の花の一集は此国に
よせて

不朽の記念なるを懐旧に
百韻一順

鶯の笠は忘れしな枩の花二水
梅雨の其日をおもふ春雨玉芽

寒さをもわすれて雪を打詠メ

為中

壽松

支芳

玉甫

休なからに待つ迎ひ肩輿

昼めしの鐘はまたかと鳴からす
榎の空に一刷毛の雲

うそついた話の尻を逃支度

以明

仕候

︵一ウ︶﹂

ー

山笑へ茶にも虎溪の称に愛て支陣

障子の戻子に風わたる也詩錦︵一オ︶﹂

詩に硯を鳴らす朝ほらけ我梁
半山

こつふは髭かなけれや似合い

眠蔵に手飼の虎も背を延し
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旅ならぬ日は一日もなし

引しほの豆に名のたつ月の秋有友

城下の伊達を土産に藪入鏡水
ゥしったふり南をさしてｒの声金菫

L一一

オ
ピ

ウ

一

一

一

一

へ

へ

昼飯や且シ／︑居はる春の雨

管仙

紅文

女たみ

散る花の池にうかる上蛙哉

文添へて奥へも篭や鴬菜

遊ひ日の浦は細干す霞かな

支香

紅苑

杣小屋に飯木の音やきしの声

鏡水

左柳

行く水に数書ちらす小鮎哉

伯仙

咲く世話に替てしたるＬ柳哉

夕暮の木の間明るきさくら哉

文卿

詩錦

夏

欄干の風も色あり青僥

支芳

北斗にも残るおもひやほとＬきす

玉虹

往く春の裏やほたんの髭鏡

呂竹

朱簾

五月雨や欠ひのうつる茶の烟

揚波

心なき石とも見へす苔の花

辻君の顔見てそれる螢哉

壽泉

文張

若竹や太秦邊の雨曇り

如水

松栄

涼しさの耳に溜るや蝉の声

花巧

枝川の水かけ論や行々子

夕貞や籾糠けふる留主の家

橋かけた跡あり池の杜若

虫干や快から出る春の艸

︵四ウ︶﹂

︵五オ︶﹂

︵五ウ︶﹂
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支香

ー

中洲は余所にない風かふく

︵四オ︶﹂

…

︑その

オ
ご

ウ

余の人も摘まて其まふ菫哉
一
一

伯仙
一
一

唄くは誰そや柳の朧月

先保

一
一

しのふにつらき春寒の咳玉虹
ニゥ手枕のかひなき夢を蝶とさめ窕露

間はれて笑ふ御袋の年里好
洗濯に出合ふ流れも妹川己見

暑い盛りを忍冬の花五風
羅に光りをつゞむ螢籠壽泉
柴の編戸もさ上ぬ世の中桃千
秋湖

文て御意得る国の友達紅苑

天窓から丸い心になりすまし

饅頭のまたほか／︑とさめぬうち桂芽

お乳も灸の相伴に汗文思
翠僥捲は有明高き軒の山イッミ如水

乱舞に時も移る茸狩楽只
おもしるやこふろ／︑の花紅葉花巧

水を鏡の清き御手洗執筆楚水
下略
春

聚韻

降る物も折／︑白し毒の花支陣
ちり椿けふも六租か臼の音

うぐいすや枚の中なる檜皮葺我梁
ｒ金の棹にとＬかぬひはり哉以明

へ
へ

‑‑8ニ

ウ

秋
︵六オ︶﹂

ノ、

…

︵セオ︶﹂

へ

ｒかねや渡り連れたる琵琶法師
人並に蔵の隣りの木橦哉
稲妻やすかす踊の笠の中
萩咲や虻の出かねし花のなか
駕寵界は先へ戻して花野哉
初月や秋に落つく人こ上ろ
明ほのや鹿の起行く花薄
風も実の入りてそよくや稲の音

花よりも遠目にあかぬ紅葉哉
姑の下手をあしらふきいたかな
暴風して杭と成たる案山子哉
名月や常に替らぬ松なから

久︑

矢立にも一露おとせ初しくれ
笹鳴に花の友あり冬桜
色／︑の話し持寄る火鉢哉
松風の琴柱崩れてむら千鳥
一杓は酌て除たる朽葉哉

重ね着の中にひとへや冬椿
雇れて咲や柳に雪の花
鮫鰔に働らく蚊屋の釣手哉

箱入の小判や祖父のぬくめ烏

又翌日へ延はす自剃や冬籠リ

煤の日や雪をも佛ふ窓の竹

鐘の音も埋むやうなり雪の暮
追加

亡父文竿の書嗣に
秘し置れし

此供養に表粧して

黄鴎尊師の消息を

席上に安しそこに反魂の
さ上け奉りて

香ならねと一姓一花を
筆の跡に

かけろふ花の光り哉
︵胴諜︶

︵後補裏表紙︶﹁︵累苫︶

︵永宮寺松堂ノ門人︶ノ子ナリ﹂

︵セウ︶﹂

︵八オ︶﹂

︵見返し︶﹁孤桐舎玉芽ハ材木町近江屋岩佐孫兵衛俳名文竿

玉芽頓首九拝︵八ウ︶﹂

春雨や何に障らす毒咲ぬ五嵐

花は根に烏は雲井や三月尽釈如水

五桃紫
艸溪栄

永四匁五分弐厘三毛﹂

千穐万成

33

李呉仕野己桃金五文桃有半
皓川候梅見千菫風思露友山
為壽秋桂椅玉里李楽
中松湖芽山甫好洞只

L一一

蘇鉄の家

大きな烏が

頂きから羽根をひろげたような
蘇鉄の木は風格さえ備えて

佐渡で訪れた郷土史家の庭奥にあった

三十軒焼失した大惨事があった

幕末に国仲平野の真野新町で
蘇鉄の葉が火災除けになるだろうと
わざわざ山陽から海上移送で運び込んだと聞いた
百年むかしにゆらゆらと

瀬戸内海から日本海を航海した南方の木は
今も十年に一度
赤い花を咲かせる

倉田史子
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三百年の歴史を背負う家は
遠祖に山本勘介を拝し
江戸時代には本陣でもあった

玄関の天井には八代雪亭の乗った駕籠がぶらさがる

川端康成井上靖司馬遼太郎三浦朱門曽野綾子他
沢山の文士が立ち寄り肉筆で名前を残していった
蘇鉄が見ていた主人とあまたの文士のやりとり
客人の楽しんだ蘇鉄の永劫の時間
真野湾の海鳴りの音が高くなり
冬の風が雪を運んでくる前に
太い幹は雪囲いされる

深くやさしい時間がていねいに流れて行く

東京都多摩市在住︶

︵日本詩人クラブ会員旧姓本間佐渡市河原田諏訪町出身
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會津八一の賀状と名刺

て長文の弔状や半蔵と修之助あて三十枚の賀状などを家蔵する︒父

電話三七心○番

電話二六二稀

宅新潟市銅橘説二希町
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は八一の思い出を﹃佐渡の百年﹄に書いているが︑その文中にある

明治川十三年の半蔵宛年賀状﹁としの内にとりに来にけり借り金

をやるとや云はむやらぬとやいはむ右大晦Ⅱ偶製乞正越後針

八一の﹁佐渡新町山本修之助様六月十一︑︵會津の印︶著名な

術新潮﹂に連載中の美術紀行の中に﹁佐渡の島﹂を書くため︑會津

村八朔郎﹂と昭和二十五年六月十四日︑評論家亀井勝一郎が﹁芸

四月から﹁新潟Ｒ報﹂の一面に︑良寛の詩歌にかわって會津八一

る文学者亀井勝一郎氏を御紹介申候﹂の名刺を持って来訪された︒

山本修巳
の歌などが登場することになった︒會津八一については祖父山本半

げたい︒

脚蕊

その二枚の写真が見つかった︒実物が見つからないので︑ここに掲

早稲田大學名
女學博士

一

試新陽市東仲観一番町

ぜ蘓苑ｆ３多尊も聯
脚１１血八

ノ匙

の扁額と﹁山静以太古口長如少年﹂の二行半折︑半蔵死去に際し

ﾘ
ニ

威︑父山本修之助と二代にわたって交流があり︑八一の﹁静古楼﹂

川

會

あ刃今

リ
名

の／侮〃に惨い９に

畠彩ゾＪＬ

媒蹄漢くり
＆参参

寅

亜心壺皿

郎

くて下駄で走ってきた輝次は︑桟橋の板の合わせ目に下駄の歯を挟

添ってきた裁判所の吏員までが︑万歳を三唱した︒慶太郎は流れ落

極まって泣き崩れ︑しゃがんでしまう女もいた︒

たように微笑んでいる︒周りのほとんどの人たちが泣いていた︒感

限ってどうしてこんなにがっちりと歯がはまりこんでしまうのか︒

﹁叔父ぃ？．⁝・・どこ行っとったんで？﹂と︑輝次はおずおずと訊い

ちる涙を拭おうともせず星和に抱きつき︑肩を叩いた︒星和は照れ

そればかりか︑押し寄せてくる人の脚にぶつかって倒されてしまう︒

度津丸は悠然と沖合に止まり︑船客を迎えに出ていった艀が近づ

合と言い︑鼻息と言い︑口の周りの動きと言い︑これまでの長い年

た︒しかし︑いま初めて会った人とはとても思えない︒眼の開き具

とにかく︑輝次には初対面の叔父だったから︑驚きと緊張が走っ

た︒

くと︑三度汽笛を鳴らした︒汽笛は湾内に強く響き渡り︑小さく木

ほとんどそっくりの風貌をしていたのだ︒輝次は︑自分でもびっく

月に︑周囲からあれこれ間かされて自分勝手に想像していた星和と︑
りしてしまっていた︒

霊も鳴った︒海は穏やかに凪いでいた︒客が艀に移るのにさほど時

へ雪崩れてゆく人波の流れに翻弄され︑輝次は焦ってしまった︒

幸い近所の親父さんが﹁どら︒﹂と言って抜いてくれたが︑橋の先端

んでしまった︒こんな時になんてついていないんだ︒輝次は下駄を

桟橋に立った星和の周りから︑力強い声が上がった︒星和に付き

﹁万歳！万歳！万歳！﹂

が︑しだいに大きくなった︒

然自若とした態度で近づいてきた︒ぎぃつぎいつ︑という櫓の音

漕ぐリズムどおりに毅然とした上半身を右に左に揺らしながら︑泰

る者もいた︒星和は手を挙げるでも笑顔を浮かべるでもなく︑舟を

北一輝異聞蓮載小説第八回︶
第一部逆光の凪ぎ

第四章眼病︵二︶
この年の秋︑星和こと星野和三次が刑期を終えて出獄し︑船で島
へ帰ってきた︒

慶太郎をはじめ︑湊町のほとんどの者が夷港の桟橋で出迎えた︒

芳

両手で握って抜き取ろうとした︒が︑びくともしない︒こんな時に

板張りの桟橋が人の重みでぎしぎし鳴っていた︒草履が見当たらな

川

間はかからなかった︒遠目にも短躯将軍の小柄な姿はすぐ判別でき
た︒桟橋からは幾人もが手を振った︒早速﹁ご苦労！﹂と声を上げ
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中

﹁なに︑ばか言うとるんだ︑おめは︒﹂と︑慶太郎は声を荒らげた︒

目尻を空に向け︑星和はいくども眼をしばたたいた︒

いまにも雷が落ちそうな凄みが浮かんだ︒が︑やがて︑眩しそうに

び込まれた︒どこまで飲ませても︑どこまで飲んでも︑周りの償い

いている星和の側では一升瓶が次々と空になったが︑また次々と運

ちも手伝って︑婚礼以上の賑わいとなった︒﹁七年分呑むぞ︒﹂と喚

その夜の星和の家での酒盛りは︑町の人たちの俄悔と感謝の気持

になっていた︒

ったのは︑生まれてまだ一ヶ月のときだった︒その輝次がもう七歳

輝次はもちろん覚えていなかったが︑リクに背負われて星和に逢

﹁監獄？﹂と︑輝次は小声で訊いた︒

﹁違ごう︑違ごう︒てんごくどぉ・﹂と︑おどけた表情の星和が張り
のある野太い声で応えた︒

いつもの星和の声だが︑こんな大声だったかと周りはしばらく戸
惑っていた︒

﹁天国？﹂と︑輝次は不審げに問い返した︒

の人たちの気持ちを和ませていった︒

の気持ちは収まらなかった︒

星和は豪快にけらけらと笑った︒その屈託のない暴落さが︑周り
﹁天ちゃんの監獄だんさ︒だから︑天獄︒な︑間違げえねえだろ？﹂

﹁そう言やあ︑有田真平がなぁ︑あのんとこで死んでしもうて︒﹂

同じ町の金谷︵きんこぐ︶という号の日本画家︑有田善吉の養子と

有田真平とは︑安政五年︵一八五八年︶に佐渡相川町に生まれ︑

た︒

﹁いまに見とれ⁝⁝見とれ⁝⁝見とれ︑．⁝・・﹂と和三次は歯ぎしりし

を崩している星和を見て︑黙った︒

いてみようかと思ったが︑すっかり酔っぱらって床の間のほうに体

星和は獄中で有田に会ったことがあるのだろうか︒慶太郎は︑訊

受けた︒

﹁惜しい男だったつちや︒﹂と︑慶太郎がいかにも無念という表情で

言った︒

と︑酔いつぶれそうな星和が︑不意に体を起こして悲しげな声で

﹁天ちゃんって？﹂

﹁天ちゃん知らんのん︒おーい︑誰か︑天ちゃんて誰か教えてやっ
てくりぃ さ ・ ﹂

そう言ってふたたび豪快に笑った星和は︑眼の前のずんぐりした
男の子に驚きの眼を向けた︒聡明そうな眼もとから︑どこかで見た
記憶のある眼だと思ったが︑すぐリクを思い出した︒
﹁おめぇ⁝⁝輝次か？﹂

なにを言うのかと思って︑輝次はおずおずと星和の顔を見上げた︒

獄中にぱかりいてあまり陽に当たっていなかったのか︑星和の顔は
女性を思わせるほど青白かった︒

星和はそう言ったまま︑次の言葉を呑み込み︑輝次の頭の上から

なって︑儒者円山澳北に漢学を学んでから江戸に出て中村敬宇の同

﹁ほんと に ？ ﹂

輝次の顔を食い入らんばかりに凝視した︒食いしばった下顎が動き︑

足の先までゆっくりと視線を這わした︒それから︑怖い顔のまま︑
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に﹁王室ノ尊栄卜人民ノ幸福トハ両立セシメザル可ラズ﹂という論

雑誌﹄に学術講演の筆録を掲載︑その後﹃嘆鳴雑誌﹄に数本の論文

人社で漢学や英語を修めた︒明治新政府となった明治七年の﹃明六

も外国人裁判官の任用を認めているなどの事実が判明すると反対運

二十二年︑米独露と新条約締結に成功した︒しかし︑この新条約で

て外相に留任していた大隈重信外相のもと条約改正を推進し︑明治

自らは新設の枢密院の議長に就任した︒黒田内閣は︑井上に代わっ

動が盛り上がり︑大隈は明治二十二年十月︑民族主義の傾向のある

を掲載している︒明治十六年︑立憲改進党系の新聞﹃新潟日々新聞﹄

文を三回にわたって掲載したが︑その論文中にある推古天皇を指す

団体玄洋社の来島恒喜の爆裂弾で片脚を失い︑黒田とともに辞任し
た︒

表現に﹁房弱︵せんじやく︶無知ノ婦女子﹂とあるのが︑皇室の名

その後︑三条実美内閣を経て山県有朋内閣が成立︑この内閣のも

誉・尊厳を瞳める﹁不敬﹂の行為に当たるとして︑新潟軽罪裁判所
で重禁固十ヶ月︑罰金四十円を言い渡されたのである︒明治十四年

とである︒国会の勢力議席数は︑大同倶楽部五十五︑改進党四十六︑

とで第一回帝国会議が開かれた︒明治二十三年十一月二十九日のこ

愛国公党三十五︑自由党十七︑九州進歩党二十一︑中立諸派百二十

の政変により︑憲法より議会優先を主張する大隈重信を排除した伊
は肺結核を患っていたが新潟の刑務所に収監され︑明治十八年二月

六となり︑民党優位であった︒しかし︑枢密院議長の伊藤博文は︑

藤博文系の政治的圧力の一部であったと推測する向きもある︒有田
八日にその病で獄死した︒享年二十七歳だった︒このとき葬儀委員

法まで制定した自己の政治的権勢の広がりに満足していた︒

政党からの超然主義を主張して︑元老の地位まで上り詰め︑帝国憲

その後︑明治二十二年の帝国憲法発布の大赦により︑刑名抹除が

長を務めたのが鵜飼郁次郎で︑慶太郎も葬儀委員に加わっていた︒

ちなみに︑この大赦では︑獄中にあった河野広中や︑朝鮮の独立

全国の公立・私立の学校に下付されていた︒この勅語は井上毅の草

わって山県に起用された芳川顕正文相の訓令によって︑教育勅語が

その年︑明治二十三年の十月三十一日には︑榎本武揚前文相に代

派支援の渡韓計画で捕縛された大井憲太郎を初めとする自由党員五

案に元田永孚が修正を加えて作成されたものだが︑皇祖皇宗に由来

通知されている︒

十八名︑片岡健吉︑星亨ら有名どころも釈放されている︒

ために実現したものだが︑民権派が根強く活躍している地方での道

としている︒これは山県が︑軍人勅論と同様のものを教育に求めた

二且緩急あれば義勇公に奉じ以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし﹂

する徳目として臣民の忠・孝・友・和とともに国憲・国法を遵守し︑
内閣総理大臣に就任していた伊藤博文は︑明治二十一年四月三十日︑

徳教育の必要性に応えようとしたものであり︑上位のものに下位は

太政官制度に代わり︑明治十八年に創設された内閣制度で︑初代

り︑自由民権運動派や政府部内およびその周辺からの攻撃を招いて

服従すべしとする筋書きが基調になっている︒

井上馨外相の取り組んでいた条約改正交渉の政府案内容の漏洩によ
改正交渉は頓挫︑総理大臣を辞職し︑黒田清隆に内閣を譲り︑同日︑
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輝次は最近︑右眼の具合がよくないのが気になって仕方がなかっ

った︒

ていると思った︒が︑しばらくすると奥の部屋に入り︑やや時間が

若林は腕を組み︑一段と顔をしかめた︒リクはこの人は匙を投げ

﹁このまま放つといたら︑どうなるんで？﹂

うなものが降りてきて︑ものが鮮明に見えない苛立ちを感じていた︒

あってから小さな薬瓶を持って出てきた︒

た︒いつからとははっきりしないが︑右眼の視野に黒っぽい帳のよ
だから︑諺陶しくてよく眼を擦った︒いくら擦っても︑もとの不鮮

﹁どうなるか分からんけも︑これ︑使うてみい・﹂

鬼だったが︑なにもないよりは心が落ち着いた︒しかし︑肉塊が小

その日から︑リクは輝次の眼にきつきとその薬を点した︒疑心暗

明な感じがなくなることはなかった︒なにが起きたのだろう︒これ
まだ視界全体が真っ暗になってはいないが︑このままものがまった

さくなっているようには見えなかった︒

は︑瞼が痒いとか赤く腫れるとかといった不具合とはまるで違う︒
く見えなくなってしまうのではないかという不安は︑輝次の心を暗

たが︑目薬は持ってこなかったのである︒レゼー神父は島に来た当

いないことを残念がった︒いま居るのはド・ノアイという神父だっ

祖母のロクは︑天主堂のドルワール・ド・レゼー神父がもう島に

﹁レゼーさんがおったらなあ・﹂

イチはすぐ母親に伝えた︒リクも驚いて輝次の右眠を覗き込んだ︒

初は︑目薬で眼を治してくれる医者というので評判になった︒多く

﹁大変どぉ・﹂と︑輝次の訴えで眼を見たイチが叫んだ︒

く冷やし た ︒

っている︒これはただごとではない︒この肉塊がさらに成長して黒

の人が集まってきたが︑やがて神父は布教を始めるようになった︒

黒眼を塞ぐように︑ゴミとは違う白っぽい肉塊のようなものが広が
眼をすっかり塞ぐばかりか︑眼球の奥まで増殖してしまったら︑眼

で内科を開業している児玉という医師が︑独学で眼科も勉強してお

ある日︑リクが新穂の青木から朗報を持って帰ってきた︒新穂村

へ通っていた︒

それでも︑町の人は眼の病いを治すためだけにせっせと神父のもと

林は漢学を教えている民権運動家だが︑漢方内科医の免状を県から

り︑眼の病気も診療しているというのである︒

リクは夷町の若林玄益のところへ輝次を連れて跳んでいった︒若

が完全に失明してしまうではないか︒

いで︑むしろ眼を遠ざける様子で診た︒

児玉は︑若林と違って︑温厚な好々爺然とした医師だった︒怖い

かった︒

院は村の繁華街にあったが︑そこまで歩いても十分位しかかからな

輝次は休学して︑一松の家から児玉医院に通うことになった︒医

もらって医師も開業していたのである︒若林は輝次の瞼にも触れな
﹁うｉむ・﹂と吃ったきり︑若林は黙りこんでしまった︒

若林の気難しげな表情は︑リクには凶兆と映った︒若林も慶太郎
と同じようにドジョウ髭を生やしていて︑それがよく似ているので
蔭では冗談を言い合って笑っていたが︑今日はそれどころではなか
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感じはしなかったが︑腕が立つようにも映らなかった︒診療室に置
たのだろう︒

いるのか︒それにしても︑自分はなんと小さい国に生まれてしまっ

﹁医術はみな︑ここから教えてもろうたんぢゃ︒と言うても︑長崎

だ︒

輝次には意外な気がした︒和閏が日本とずいぶん離れていたから

﹁ここが︑和蘭︵オランダ︶ぢゃ・﹂

いてあるものと言えば︑薬が入っているらしい棚と挨っぽいやや歪

んだ地球儀だけだった︒それが治療とどう関係するのか︑意味は分
からなかったが︑それでも︑島で眼を診れる医師はこの人だけだっ
たから︑ありがたいと言わなければならなかった︒

ぢゃよ︑習うのはな︒漢方は別ぢゃ︒どうしてここが︑このん医術

いつもその診療室に入るたびに︑輝次がその地球儀に興味を示す

が進んどるかと言うと︑国が栄えとるからぢゃ︒どうして栄えとる

ここがアメリカ大陸︑それにアフリカ大陸にオーストラリア大陸︒

﹁光がここから中に入って行って︑それで物が見えるんどぉ︒右を

児玉は地球儀をくるくる回したり︑球面を撫で回してみせた︒

﹁いいかのぉ︒目玉も︑このん形しとる︒﹂

輝次は驚き︑なんとなく分かった気がして頷いた︒

佐渡みていな関係だな︒世界中に一億も佐渡を持つとる︒﹂

﹁知らんか︒植民地ちゅうのんは︑そうだな︑徳川幕府にとっての

輝次は暖昧に頷いた︒

民地は︑分かるな？﹂

かと言うと︑この地球上にいっぱい植民地を持つとるからぢゃ︒植

のに気づいた児玉は訊いた︒

地球の球は︑真ん中を割りぬかれた細い円盤に嵌めこまれ︑全体

﹁これが︑そのん気になるか？﹂

緑︑黄︑赤などの彩色があり︑まだらになっていた︒

が四本の脚で支えられていた︒球の表面は薄汚れていたが︑青や
輝次は頷いた︒自分たちが地球という丸い惑星で生きているとは
聞いていたが︑その丸い地球のどの辺りに住んでいるのか知りたか
った︒

最後に︑日本はここだよ︑この痩せた海老のような陸地︑と言って

めの眼だけも︑動きは問題ねえし︑よく動くんだけも︑光が入って

向くときはこのよんに︑左向くときはこのよんに︑な︒それで︑お

そう言うと︑児玉は指で丁寧に教えてくれた︒ここがアジア大陸︑

日本列島を指さした︒輝次にとって︑日本は巨大な大陸から邪険に

ってもまたできる︒できんよんなるまで︑取る︒いまんとこ︑それ

くるここんとこに︑出来物ができて︑光を遮るんどぉ︒取っても取

されないよう必死でしがみつこうとしている一匹の海老のように映
った︒そんな狭い︑点のようなところで生きているのかと︑輝次は

︹次回に続く︺

参照した︒

山本修之助先生著﹃獄死の評論家・有田真平先生﹄を

しかねえ︒﹂

い皮層や︑黒い皮膚の人間がごちゃごちゃと動き回っているのか︒

と広いことか︒アメリカもずいぶん大きい︒この広い地域には︑白

改めて地球の広大さに心を奪われた︒中国も大きいがロシアがなん

どんな姿の木々が枝を伸ばしているのか︒どんな動物が呪え回って
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湾の北︑剣が峯内加茂の岸壁を眺めてみたいと思って

この蒸気船が駆け込んだ飛島・勝浦港と︑沈没した

浜辺から見守るなかで爆発・沈没してしまった︒

岩礁に乗り上げへちょうど上陸した二十六人の乗森が

の乗員と乗客と共に︑蒸気船高田丸は勝浦湾の北端の

結果的には彼らだけが生き残り︑船に残った約七十妬

乗客の一部は函館からの船旅に疲れ果てて上陸し︑

途中︑暴風雨に遭い飛島・勝浦港に避難している︒

釣り漁師や︑難破船の鉄材を満載して母港寺油へ戻る

治十九年九月に︑北海道から故郷に帰る出稼ぎの烏賊

て佐波周辺と越後の沿岸航路で活躍した商佃丸は︑明

佐渡定期航路の創生期に︑赤泊・寺泊の往復を含め

た経緯を述べた︒

︵二間田丸遭難﹂で︑高川丸が飛島・勝浦湾で沈没し

佐渡郷士文化一二○号の弊論﹁佐越航海史要・拾遺

みて︑その思いを懐いていた︒

ることができず︑映画﹁おくりびと﹂で庄内の風物を

たいと考え︑しかし新潟以北にはなぜか足を踏み入れ

ここ一年余り︑山形県酒田沖の島︑飛鳥に行ってみ

進
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いた︒

また飛島には︑近世〜近代に日本海を航行し︑補給や避難︑風待
ちのためにこの島に立ち寄った北前船の﹁御客船控帳﹂が残ってお
り︑これを見ることも目的である︒

飛島は酒田港から三十九キロの日本海にあり︑面積二・七平方キ
ロ︑人口二七○余人︑島の玄関に当たる勝浦湾を囲む勝浦とその北

に続く中村︑更に北側に回り込んだ法木の三つの集落に人口は集中
手付かずの自然がそのままに残っている︒

し︑島の分水嶺を辿る林道を境に︑島の西側は無人の磯が続いて︑

今年六月中旬の週末︑新潟から上越新幹線を羽越本線に乗り換え
酒田市に向かい︑梅雨の隙間を縫って彼の島に渡った︒

新潟で所用を済ませてからの午後の列車だったため︑酒田駅には
旅館で一晩を過ごすことになった︒

午後三時に到着したが︑一日二便の定期船は既に出た後で︑酒田の
日が落ちるまでの少しの時間︑旅館近くの民俗資料を収集し常設
の展示を行っている﹁酒田市資料館﹂を訪問した︒資料館に私が求

の乗客となった︒船は大勢の釣り人と︑最盛期を向かえたトビシマ

船は湖面の様に静かな日本海を滑り︑一時間余りで勝浦港に着岸

カンゾウなどの花々を巡る婦人客で溢れている︒

した︒桟橋には旅館や民宿の旗を持った人々が予約客を呼び集め︑

送迎の車に導いている︒双胴船はフェリーボートではないが︑車輌

一度に数台の乗用車を運ぶことは出来るらしい︒

はパレットに乗せて岸壁からアームを伸ばすクレーンで積み込み︑

定期船着岸後のひとときの雑踏︒不穏な乗客に目を光らせる在島

私は予約していた﹁沢口旅館﹂の旗に迎えられ︑この宿の海に向

の警官も立っている︒

来島者の島での移動は徒歩か旅館常備の自転車である︒沢口旅館

いた角部屋に荷物を置き︑休む間もなく動き出した︒

でも十数台の自転車のなかから自分に合ったサイズのものを選ぶこ

私はまず︑港近くの﹁海釣り公園﹂の管理人から︑﹁内加茂は現在

とが出来る︒

加茂と呼ばれているあの辺だろう︒﹂と勝浦湾の向こうを指さされ︑

﹁そういえばあの辺りに遭難船供養の地蔵堂があった様な気がす

だった飛島の浜には︑ここまで暴風雨を逃げて︑それでも辿り着け

近代まで︑日本海を往復する帆船や蒸気船の避難港として拠り所

る︒﹂と教えて貰い︑勝浦の無縁墓地の場所も訊いた︒

なかった破船の遭難者達が打ちあげられることもあり︑それらの遺

める飛島関係の資料などはなかったが︑常設展示に酒田港に停泊す
の停泊地が︑村上︑酒田とその問の幾つかの港であったことを思い

る越佐汽船・度津丸と貨客を運ぶ艀の写真が飾られていて︑度津丸

体は浜で火葬の上︑村落の無縁墓地に埋葬されたという︒

あるような遭難者の墓碑を期待したがそれは無かった︒

この島の無縁墓地に︑佐渡四日町の満松山大願寺の墓地入り口に

出した︒

翌日︑午前九時の定期船︑二○○余トンの双胴船三ユー飛島丸﹂
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的のひとつ︑高田丸

の高田丸遭難者供養

できてしまった︒

の様子をみることが

午後になるとⅡ差

しがかげり僅かな雨

も藩ちてきた︒私は

乗り心地の悪い自岻

をゆっくりと走り︑

車を駅って島の林遊

急坂はハンドルを押

の集薄へと向い︑州

しながら歩いて法木

りは島の分水嶺に沿

1
4

長井政太郎著﹁飛島誌﹂の難破船の項に︑

かづつ飛島に救われている事は日本海航行の困難を物語ると共
に一面飛島の避難港としての重要性を物語っている︒﹂

いが︑長井も云うように飛島は航行不能となった和船が命からがら

と書かれている︒﹁佐渡に見捨てられ﹂の意味を計ることは出来な

誉

た︒

った林道を引き返し

く外海府より更に強い北西からの風が吹き荒れるのだろう︒

島の最高標高は高森山の六十八ｍで︑冬期には大佐渡の山系を頂

荒崎をはじめとして島の西側が無人であることは先に述べた︒飛

き︑トビシマカンゾウの群生地︑荒崎の浜辺を目指した︒

途中︑島の西側に折れ︑樹林のなかに自転市を置いて遊歩道を歩

一→竜‑‑‑一警

逃げ込む避難場所として唯一無二の島であった︒その理由は島の位
置と海流の関係と︑加えて南東に向けて開いた勝浦湾の地形が難破
船に大きく懐を開いているためであり︑古来島民もまたこの島の宿
命を引き受け︑逃げ込んで来る避雌船を救護することを淵としてお
り︑その島に商川丸も漸路を求めた︒

加茂は勝浦湾の最北端の岩場である︒昭和三○年代に島の小学校
を加茂の草原に移蛎した際に︑明治の時代にこの地に土葬されてい
向田丸
た商
丸遭
遭難
難者
者を
をも
もう
う一
一度火葬して恥葬し︑地蔵唯を建てたと近く
の古老が云う︒

石像の土台には﹁明
轌治拾九年九月高田丸遭難者供養尊﹂ と刻まれ
﹁明

この地蔵堂の前は内加茂の消場︒岩礁が広がっている︒恐らく強

ている︒

風を避けて湾の南端に投錨していた尚川丸はそれでも強風に煽られ
て湾内を北に移動し︑何本もの錨を打ったが海底が砂であったのか
役に立たず︑岩場に衝突した︒

私は︑島に着いたその日の正午にならないうちに︑飛島訪問の目

笛逗鱈》鬼＝

から現在に至る鳥人

、 、

遭難の現場と︑明治

鱒
、
嘗差

に見捨てられ︑粟島に着けなかった船がこの様に殆ど毎年何艘
鯵

ナ:録婁

﹁帆船は難航に難航を重ねながらも航海していたのである︒佐渡

熱騨

蕊鐵

トビシマカンゾウは丁度盛りで︑草原は黄色く精赤い花で覆われ︑

ここのカンゾウは佐渡に比べてとても小さい︒山道にはアザミも

かって御客船控の頁を捲り︑永い時の経過のなかでこの島に立ち寄

階段の二階︑床の間がみつつもある少し暗い大広間の飾柱に寄り掛

私は数年前まで活況を呈していた大規模な日本旅館の︑幅の広い

が入り︑富山市日本海文化研究所の紀要として刊行されている︒

咲き︑小蝶も飛び︑トカゲもうろうろとしてはいるが︑佐渡と違い

私は荒崎の小島を佐渡大野亀に見立てて眺めていた︒

自然のかげが薄く弱々しい︑やはりこれが孤島というものか︒

ではないから︑立ち寄る船の目的は補給︑風待ち︑避難︑休息に限

この島は︑佐渡小木や越後寺泊の様に︑貨物の取引が行われた訳

った数人乗りの北前船の船籍を見て行く︒

られただろう︒ここの御客船控の特徴は船の名前に先立って乗員数

荒崎の浜から︑また島の分水嶺を貫通する林道まで登り︑藪に横
したことのない私は︑ポロ自転車での林道走破で疲れ果ててしまっ

たえておいた自転車を拾いまた走る︒日頃︑自転車はおろか運動を

を大書してあることで︑滞在費をごまかされないための策だという︒

たが︑勝浦にも島のどこにも酒屋はあっても日用品雑貨の店は見あ

頁を捲ると佐渡新町船籍の﹁住吉丸﹂﹁観音丸﹂など︑佐渡山本家が

北前船の日付の入った帆印帳が出てきて︑これもみることが出来た︒

また︑これに先だって沢口旅館からも予期しなかった佐渡船籍の

た︒

たらず︑島民の日々の物資購入がどのように行われているのか不思

の小型和船名が書かれており︑佐渡の船が飛島を足場にしていたこ

廻船を主業としていた安永年間の所有船を含めて︑佐渡各地の沢山

勝浦の集落に戻って港の自販機で大きめのコカコーラを飲み干し

議に思われた︒勿論どこかにあるとは思うが︑週末限りの旅行者に

島誌﹂を著した長井政太郎が収集したものが山形大学付属図書館に︑

ところで飛島の近世・近代の難破船に関する文書の在処だが︑﹁飛

の両船の乗員は特に多く︑大抵三・四人乗りが多い︒

飛島に入津しているから︑僚船として航行していたと思われる︒こ

この七人乗りの住吉丸︑九人乗りの観音丸は安永五年八月十日に

とが判る︒

は島人の生活が見えない︒港の正面に鳥海山が見え︑少し雲が掛か
っている ︒

夕食の後︑宿泊している沢口旅館から数軒先の︑ひときわ古い構
えの﹁飛島旅館﹂に向かった︑ここは何年か前に旅館営業を止めて
この旅館には近世からの﹁御客船控﹂の帳面の山︑この海域での

かにそれぞれあるらしいが未見である︒

千葉県桜市の国立民族博物館に収蔵されている酒田市関係文書のな

いる︒

破船の始末︑庄内藩への各種報告など︑村の重立の責務に係わる文
ことでこの夜を費やしてしまった︒この旅館の文書は氷見市の調査

書が残されており︑茶箱の蓋が閉まらない程の御客船控を閲覧する

45

翌日︑酒田に戻る最初の船が出る十一時まで︑旅館の主人が前夜
前日同様海面は波がなく︑透明度の高い海水はゼリーのように水

の宿泊客全員を持船に乗せ︑島一周のクルーズをしてくれた︒

いま︑定期便で着く来島者を警官が見張るより︑近世や近代には

これまで佐渡郷士文化に何度か寄稿した﹁佐越航海史要・拾遺﹂

守るため︑島は自衛し牢獄さえ必要としたのだろう︒

航海する船に乗ってもっと切実な不穏が訪れ︑この不穏から自らを

は︑近代に佐渡を巡った定期航路について細かな落ち穂拾いをして

底をすべて見せてくれる︒勝浦の港を出た船は大きく湾を回って︑
の岩礁の外を通って法木集落の前を過ぎ︑人の住まない島の西側へ

高田丸が黒煙を上げながら為すすべもなく乗り上げていった内加茂

きたが︑私はたった一日ながら︑佐渡より更に日本海の航路と寄り

はり個人資本と商才で運営された﹁買積船﹂運輸から︑明治以降の

個人資本で新造し︑売り買いもできた和船・北前船によって︑や

添って暮らして来た飛島の時の経過にふれることができた︒

と進んで行く︒

海からも山の斜面を黄色く染めるカンゾウの眺め︒産卵期のカモ
釣り人達と︑彼らを送迎する遊漁船︒海面を船足と競って驚くほど

運輸︒やがて蒸気船十賃積運輸に和船十買積運輸は駆逐されていき︑

会社組織で造船された蒸気船と︑その運用方式としての﹁賃積船﹂

メは群れて大騒ぎをしている︒海面に突き出た岩礁に取り残された
の飛距離を滑空するトビウオと︑そのトビウオを捕らえる定置網︒

感じられた︒

︵埼玉県川口市在住佐渡近代史研究︶

活用する小さな独立区として︑飛島は今後も活力を失わないように

島の役割が少しの例外もなく区分けされ︑島の資源を温存しフルに

自然の配剤に島民の意図が加わったのか︑分水嶺の林道によって

経済効果も少なくないだろう︒

と︑季節ごとに移り変わる自然を満喫する観光客達で賑わいをみせ︑

今日︑島は毎週末に押し寄せる︑岩礁で魚のアタリを待つ釣人達

ごしてきた︒

後︑島は避難港としての役割も薄れ︑漁業の島として長い期間を過

飛島に嵐に追われて逃げ込んで来る和船もみるみる減少した︒以

海面にメガネを入れてアワビを捕る漁師︒

凪いだ海面上のそこここがジオラマのようで︑すべてがテーマ館
更に︑手に取れる程コンパクトに歴史と自然といまの生活がある

の作り物に思えてしまう︒

飛島の環境を︑現実の事としてとっさに受け入れられない自分の偏
向に気づかずにいられない︒

クルーズから帰った私に﹁帰る前に昔の牢獄を見たらどうか︒﹂
と沢口旅館の女将が云う︒旅館の長靴を履き懐中電灯を借りて︑い
そこには裏山の岩壁をかなり正確な矩形にくり貫いた牢獄として

まは廃屋となっている旧家の裏手に向かった︒

も代行するような家であったらしい︒

使用されていた岩屋がある︒この旧家は近世の頃︑島の警察機構を
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︿資料﹀

て風浪のため船の動揺するのを避けたもので有る︒往時︑といって

てゐた︒巻き囲の出来ぬ船は﹁浮き囲﹂といって船を四つ繋ぎにし

遊里小木
遊里小木の客筋は近郷近在の旦那衆も有ったが︑船方が主で育つ

き過ぎるが日に三百の船はたしかに出入りしたといふ︒千石以上の

百石積等は極めて沢山入ったのである︒出船千艘入船千艘は話が大

此の囲の季節でなくても入百石千石の船が五十隻も入り其の他の

ふ︒

も明治の始めであるが此の囲ひ船が五十隻も有った□があると言

たは言ふ迄もない︒一般の和船は旧暦の二月下旬より船を下し十月
の二十日即ち恵比寿講の日まで海運業に従事する︒勿論和船時代で

あるから例えば秋田へ行く船が十月の初めに小木へ寄港しても其の
頭は此の小木で越年の決心を定める︒此の越年をする船のことを︑

船になれば巾三尺の帆布を二十五枚も継いで張ったものだから︑た

年の天候の具合に依れば二十日まで好い風の吹かぬことが有れば船

の港で卸したものである︒故に佐渡中の適人は言ふ及ばず遠く対岸

とへ縫込を考へて一巾二尺五寸としても帆幅が五丈以上である︒二

﹁囲ひ船﹂と言ったもので有る︒此の時船頭は積荷の処分をして此
の越後方面から商人が入り込んだので有る︒更に又船の諸道具中修

十︑四十入ってゐないことはないので蒸気船を出すに是等の碇網が

百噸位の蒸気船よりも大きい︒明治二年頃まで百や二百石積は三

も

理をさせたものであるから若し此の囲ひ船が十五隻あれば一隻十人

小木の人々は冬季風浪の激しくて港入船のない時は来春の景気を

邪魔になって困ったと言ふ︒

繕を要すべきものは修繕人夫を入れ︑船体の方も大工を雇って︑修
平均の船方としても︑船方計りですでに百五十人の遊び客は毎日滞

あてにして囲ひ船の船方相手に遊び春から秋までは︑全町を三味や

在することになり︑それに小木へ入り込んで来る上述の商人大工︑

太鼓で賑ったので不景気も知らず陽気に暮せた︒別段仕事といふ程

の仕事もせず遊び暮した習慣が現在の小木に資産家のないことと︑

人夫等を合井すれば大した数に上るので囲ひ船の多い年は年内取引
船を囲ふ場合は︑帆柱円板其の他取り外もの出来る諸道具は全部

総勘定の大晦も景気がよいわけである︒

そこで船方の遊び方であるが︑船が小木へ着くまでに船方は幾日

遊情の風をなしたものではあるまいか︒

揚げて囲ふが修繕の便も有り︑船の破損も少ないのである︒巻き揚

かの海上の荒んだ生活を続けるので︑まげもくずれ︑ひげも伸びて

取片付け之を問屋の土蔵又は船宿に託する︒船は成る可く陸へ巻き
げて囲ふのは外の□の城山の下︵稚の大下︶といふ所が尤も適当し
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そりをあてさせる︒次に船玉の神棚と仏壇に燈明を供へ礼拝をす

ゐるので︑碇を下すと先づ船頭は船員に髪を結ってもらひ頬にかみ

子の宿が育った︒しかし小宿附け舟の区別は追々なくなって行っ

無鑑札の者を﹁ネ三と呼んだ︒これ以前は全町到るところに女郎

﹁もぐり﹂が出来てこの宿を﹁寝妓屋﹂と言ひ女郎子が娼妓となり︑

た︒環境がこんな具合なので自然当時の子供は此の方面の唄が口を

とも

る︒他の船員も之にならひ一同揃って本船の天馬船に乗る︒船頭は
かい

着衣のまま艫に立つが船員はどんなに寒くとも樟一本の真裸になっ

つく様になる︒

おらちや見たけも言はなんだ

四階屋の二階で女郎買ふて

て漕ぐ︒擢は船員の擢拍子に合はせて漕ぐ︒

ホーラホーサノサーイヤホーエンヤ
と音頭取が音頭すると一同之をくり返しつつ船を漕ぐ︒船が波止場

又︑当時の口賑振は

いつもぞめきの絶えがない

小木の裏町太一の二階

へ着くと一同着物を着る︒船頭は先づ問屋へ立寄って商売の事務を

すまし小宿へ行く︒船員は各々擢を一挺づつ持って小宿又は附け舟

当時の女郎子は金さへ出せば誰にでも出ると言ふ様な口見転では

宿へ行きそれを家の前に立てかけて置き︑金刀比羅神社︑木崎神
社︑正覚寺等の参詣をした︒海の上の生活をする者は今も昔も信心

る客は其の国に唯一人であった︒各国々から船が入るから考へて見

なかった︒薩摩の船なら誰︑大阪の船なら誰と言ふ風に或る女の出

ればそれでも差支ない様なものだ︒又町の人にしても三十代の客な

□を専門に商売する家が何軒も有った︒

船方の遊び宿に二種あって船頭遊ぶ宿を﹁小宿﹂と言ひ船中の遊

た︒故に或る客が甲の女より乙の女に移ろうとする時は︑乙の女は

ら何町の誰々︑四十代の人なら何町の誰々と言ふ様に一定してゐ

深いことに変わりはない︒故に白坂町には帆船用のハズ玉や網の□

でも甲板のやかたで暮し船中は甲板の下にもぐってゐた︒当時の唄

話はかなり脱線したが︑さて船頭以外一同揃って入船祝をする︒

口﹂を合はせると言ったものだ︒

□く出きてゐると言ふか︑ハリが有ったと言ふか︒この事を﹁三つ

押す︒そして甲の女が︑﹁切れた﹂と言はい内は決して出ない︒物

甲の女を尋ねて﹁甲さんはあの客と切れたといふが本当か﹂と念を

び宿を﹁附け船宿﹂と言った︒船頭は中々威張ったもので︑船の上
に左の様なのがある︒

内所づきあひ甲板の下でいつか
館で は れ ば れ と
小宿附け船の外に﹁女郎子屋﹂又は﹁揚げ屋﹂といって船方を主

ぬ︒十二人の船方の前に十二人の女郎子が並ぶと先づ﹁山見﹂と言

十二人の船中が有れば十二人の女郎子を附け船で用意せねばなら

にせず町の者や在方の者の遊ぶ場所が有ったので︑これ等を﹁町の

関する新制度が出来て小木では四十八戸だけの権利を与へられた︒

ふことをする︒女郎子を選ぶことである︒これは船方に限った言葉

者の宿﹂と普通に呼んでゐた︒明治十一年頃貸座敷料理屋の営業に

しかし当時の繁昌は四十八戸位では供給し切れないので無免許の
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たもので︑船方の中︑最も下級なカシキ︵炊︶即ち炊事係の十九︑十

た所からで有ろう︒さて此の山見が大変デモクラチックに行なはれ

で︑出所は船が港入りをする場合に方角を山の位置に依って決定し

慰労会で︑もとより□ばかりの会合である︒即ち次に来るまで仲良

幾日もの間︑窮屈の思ひをして︑よく我慢してくれたと言ふ意味の

拭き﹂の費用を船員は置いて行った︒﹁後上拭き﹂とは船が滞在中

滞在中の支掛は船方の給料に依って按分された︒その他に﹁後上

くして待って居らうといふ理である︒

八位の下役が優光権のあることだ︒即ち自分の好きな女に酒をさす
のである︒女が決定すると一同酒肴を揃へて入船祝をやって後に別

次の逢ふ日を待つばかり

明日は受け船︵出船︶お名残惜しや

私しゃ受け船お前はあとで

室に下って有馬武郎氏ではないが﹁最後の営み﹂に入る︒だが下役

積る話を誰とする

は上役の義理立をする様な事でまづいので︑船方中の主立った者と
宿の者との間で似合の女を配当したと言ふ︒カシキは入船の時だけ

︵山本修巳︶

藤井青咲

萩咲くや山本勘助展示館山本修巳

俳句鑑賞

明︒今度の久木さんの書く小説の資料としても掲載︒

日間手伝いに来てくれていた︒彼女が筆写したもので︑原典は不

注亡父修之助の晩年︑佐渡高校三年の粕谷裕子さんが夏休みの数

遊ぶことが出来るので︑何日口滞在しても自由に遊べなかった︒山
は出航の際︑遅刻する者を探す上に便利であった︒

見をして一同飲口事は船員に余計な金を使はせないといふこと︑又
女郎子は実家にゐるので夜具類も実家に置いて有るので︑女中は
くとてお互同志は船の碇泊中は一日中︑朝でも晩でもつきっ切りで

実家を宿の所の蒲団を負ひ歩くのが大きな仕事の一つであった︒欺
ある︒酒肴料の如きも船頭衆はろくろく勘定もせずポケットマネー
様なことはなかった︒

を□け出して置き︑又宿の方でも少々の不足や余計をとやかく言ふ
いよいよ出航と言ふことになると︑其の晩は又一同揃って入航の

ＮＨＫ大河ドラマ︑﹁風林火山﹂の主役は︑山本勘助︒作者山

船中は入航の時同様に真裸の樟一貫で元気よく漕出す︒涙で別れた

時の女を呼んで出帆祝をする︒翌朝は女郎子は浜まで送りに出る︒

と︑左手にその来歴が碑にある︒その遠い︑しかし深い因縁を

本家の曽祖を辿れば︑山本勘助に達する︒山本家の門を入る

であるが︑その花の咲く頃︒

考えると︑ただならぬ句である︒萩の花は小さく︑可憐の風情

女郎子は更に日和山まで上って見送る︒女郎子一同は声を張り上げ
て船号何々丸ョＩイと呼ぶと船の方でも両手を挙げて之に応ずる︒
船であるから非常な賑いであった︒

問屋小宿附け船では︑港口まで小さな船で送りに出る︒沢山の入港
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小一館女将・明治四三年生まれ︶は︑長く旅館の女将であっ

藤福雄氏はよく小木に出かけた︒彼を知る中川エッさん︵元

であるが︑時代を反映して芸者のものが多い︒そのころの近

大正時代から昭和二○年代までの小木の女性の風俗の写真

年︵一九二八︶一○月︑ここを訪れた関西俳壇の青木月斗は

の両面をせきとめて生寶にして鯛などを放していた︒昭和三

別荘番のチョンマゲの名物じいさんが︑岩場の大きな割れ目

奇材で作った別荘︒ここで︑舟で遊んで酒や馳走を楽しむ︒

建てものが佐渡出身の最初の大臣︑農相山本悌二郎の珍木︑

島に遊ぶのが︑そのこるのならわし︒五人の芸妓のうしろの

こいちかん

たが︑その前は遊廓や料理屋の女将でもあった︒エッさんは

﹁さざえ割る音知る鯛が泳ぎかな﹂と詠んだ︒餌として与え

いけす

﹁近藤さんは服装は二重廻し︑下駄を履いて︑カンカン帽︑肩

られるさざえは︑そのころ安く︑手に入りやすかった︒この

ひいき

の芸者がいるわけでなく︑気軽に声をかけて︑誰にでもお相

にカメラを掛け︑三脚を抱えて︑さっとおいでになり︑晶眉

小木の女の子たちには︑小学校の高学年になると︑芸妓見

生寶も︑客には好評であった︒

習になって踊りや三味線を習うものも多く︑芸妓が育ってい

手させ︑写真を撮る︒そして︑さっと帰る︒遠出しても︑芸
エッさんの小一館に近い内の燗の写真は︑近藤さんが芸者

者の玉代はいただきませんでした﹂と︑なつかしそうに語る︒

く雰囲気が漂う町であった︒芸妓はいつも三○人ほどいて︑

わけ新穂へ行くものが多かった︒八月の小木祭には︑それら

そのほか︑佐渡のほかの地域に移っていくものもいた︒とり

の芸妓が︑新穂からたくさんの客をつれて帰ってきて賑わっ

人の女たちの写真︒上半身裸の一人の芸者は二○三高地と言
われたハイカラな髪型︒上半身裸も︑腰巻だけで泳ぐことも

たという︒芸妓は踊りと三味線だけで︑琴は習わなかった︒

を連れ出して撮ったもの︒帆をかけた舟や漁の舟を入れた四

ッさんは言う︒ほかに浴衣姿の二人の芸妓と芸妓見習の少

大正時代に盛んに宣伝された﹁佐渡おけさ﹂の唄と踊りが︑

あった当時として︑取り立てていうほどのことではないとエ
女︒この内の燗から舟を仕立てて︑芸妓を連れて︑矢島・経
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た︒﹁おけさ﹂の唄い手として著名な相川の村田文三ととも

昭和になると佐渡の各地でもお座敷や盆踊りなどに流行し

すげがさ

に活躍した畑野町小倉出身の松本丈一を囲んだのは︑地域の
人たちのグループ︒舟小屋を背景にした菅笠の女性は芸妓で
ある︒﹁おけさ﹂は芸妓ばかりでなく︑佐渡の各地に︑昭和の

︵近藤福雄生誕百年記念﹃佐渡写真帖﹄

大戦前の暗い時代を明るくするかのように広まっていった︒

二○○○年九月刊︶

今度の久木さんの書く小説の資料としても掲載︒

ｌ順不同Ｉ

みじみ拝読いたしました︒

かばんに必ず入れて持ち歩いておりました︒この度通してし

山本修巳句集﹃花爵香﹄書簡

瀬戸内寂聴

たことがないので憧れます︒

何といってもすばらしい題に魅かれました︒私はその花を見

りと心に落ちつきます︒私は﹁妻﹂の字の入った句がどれも

御句はお人柄がそのままのおだやかな街いのない句でしっと

みんなす晴らしいと心にしみました︒

し下さいませ︒

長らく御無音に打ち過ぎ失礼のみ重ねております︒何卒お許

へ

Exxxxx×亜）

今年も寂庵の梅は花盛りとなりました︒まんさくも咲き沈丁
花は今を盛りと匂っております︒磯部先生のいらっしゃらな

退職の妻の日課の摘菜かな

妻と二人新じやがを掘る四畝ほど

妻活けしかたぐりの花踊るごと

妻は旅へ涼しき日なり老子読む

い春をまた迎えてしまいました︒

した︒相も変らず年を忘れ︑あちこちかけ廻っていて落着き

過日は丁重に御高著﹃花巖香﹄を御恵送承り有難うございま
ませんでしたから静かな環境でゆっくり拝読しようと︑旅行
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○

纈褒燕rY
不v蝋

妻の手に螢の入りし螢狩

松本健一

九才のときから句作をつづけておられたなんて︑さすがに
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月を待つ妻と二人のたつきかな
韮咲くや妻の畑の一畝に
こうしてあげてみると︑ほんとうに美しい句ばかりです︒こ

山本家の風雅だなあ︑と感心することしきり︒明日は菜の花

前略御句集﹁花廟香﹄拝受しました︒ありがたく︒

ういう句を贈ってくれる夫と添いとげた妻なるひとは︑何と

加藤定彦

︵評論家︶

忌で︑翌日は︑日比谷で会がもたれます︒草々

父や家族の句もみんなあたたかくて︑快いものでした︒
磯部先生への悼句も有難く拝しました︒
さいませ︒

どうか益々御壮健に麗しく寂かな羨ましいお暮しをお守り下

は句集﹃花廟香﹄恵送に与り恐縮に存じました︒

拝啓早春の候お変りなくお過ごしのことと存じます︒本日

贈られし花の薫りに四温かな

勿々︵立教大学教授︶

名と感じ入りました︒尽しませんが︑取急ぎ御礼迄︒

懐しさが込み上げて参ります︒花廟香の由縁を知り︑よい命

と詠んだ思い出が甦りましたが︑一句々々を拝読するにつれ︑

睡蓮や島に一つの塔仰ぐ

巻頭の御句は三十年程前︑院生との合宿で御地に遊んだとき

様にくれぐれもおよろしくお伝え下さいませ︒

○

吉村の文芸家協会の碑の中にペンを納めました︒︵作家︶

亡父のペン納めし塚に秋の蝶

ておられることは存じませんでした︒

長らく俳句に親しんでこられ︑佐渡俳句協会の会長をつとめ

美しい装頓の﹃花庸香﹄本日頂戴いたしました︒

津村節子

先は遅ればせの御礼までに︒かしこ︵作家︶

また佐渡でお目にかかれますことを願っております︒御令室

○

幸せなお方でしょう︒

冬薔薇妻に黄色を選びけり

○

末富明子

御著頂き御礼も申し上げぬまま日が過ぎました︒〃花鴎香〃

堀切実

啓上一筆お礼申し上げます．

老子を読む人の姿とは⁝︒人生の達人ですねえ︒

とはなんとも艶やかなタイトル圧倒されました︒そんな中に

言訳けですが︑しばらく体調すぐれず検査に明けくれ疲れま

句集﹃花鴎香﹄を御恵送いただきありがとう存じました︒小
存じます︒

のようです︒自分の位置を知るのは大切だとやっと思い知り

︵作家海音寺潮五郎氏息女︶

ました︒お恥しいかぎりです︒遅ればせなから御礼まで︒

した︒結局自分の年令以上の動きをしすぎているということ

︵早稲田大学名誉教授︶

り次第︑同同の人にも話題としてあげたいと存じます︒敬具

○

○

謹啓立春を過ぎましたが︑寒さの厳しいこのごろです︒先

板垣俊一

今般は句集﹃花巖香﹄御刊行お芽出とうございます︒御健勝

ありがとうございました︒とりあえずざっと拝読致しました

生にはご清祥のことと存じます︒さてこのたびは高著を賜り

徳田武

の御様子︑何よりに存じます︒取あえず腰帯の﹁老子﹂の御

いですね︒当方は︑﹃江戸風雅﹄なる雑誌を始めました︵別便

寒月に無宿供養の鐘を打つ

木毎の熟れてこぽるる安寿塚

中のたくさんの秀句から次の句に目がひかれました︒

で謹呈︶︒ネットで﹁江戸風雅﹂を出し︑そこから私のブログ

またじっくり鑑賞させていただきます︒どうもありがとうご

さはさはと枯葉の音や砂金村⁝⁝

さが醸し出された佳句ですね︒﹁宗鑑の油売り﹂の句も面白

句のみ拝読︑？から解放されて独り東洋の古典に親しむ清涼

拝復

長年の句歴が一冊にまとめられ︑羨しい限りです︒機会があ

生とも縁の深い石井さんの手になるものであることも嬉しく

○

﹁雲煙過眼録﹂にリンクできます︒そこに近況が反映されて

いるので︑乞御覧︒︵明治大学教授︶
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○

︵新潟県立大学教授︶

松田昭三

︵旧新穂村出身シナリオライター︶

浅島誠

山岡喜美子

じます︒

お寒うございます︒お変わりなく御精励のことと喜ばしく存

○

し︑拝見いたしました︒日本文化の粋といわれる俳句を人と

﹃句集花巖香﹂を御恵贈いただきましてまことにありがた

句集には御両親様のこと︑御子息御息女のことを始めとしま

ん︒

てしまい︑お礼状がおそくなりました︒申しわけございませ

名句にひき込まれまして読み進みますうちに︑時日が経過し

げていることに深い敬意を表しています︒私の愚句を書いて
先達の深き想いに春日さす

はるび

く︑厚く御礼申しあげます︒

人生と自然と生活をこのように美事に︑そして見事に詠い上

日野資純

︵﹁ふらんす堂﹂東京都調布市仙川町１︲９１剛−Ⅲ︶

て下さいませ︒

更なるご健吟を︒次は﹁ふらんす堂﹂で句集をおつくりさせ

ばしいことと存じます︒

長い句歴をこうして一冊の本にまとめられたのはまことに喜

ご寄贈賜り恐縮に存じます︒

ほととぎす咲く妻の畑妻の居て

麥ふむや麥をふみふみかげをふむ

○

お礼の言葉にしたいと思います︒

山本先生の益々の御活躍をお祈りします︒敬具
︵旧金井町出身東京大学教授佐渡市名誉市民︶
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ざいました︒不一

○

の生れ育ったところです︒

私には馴染の風景です︒加茂湖南岸は旧新穂村の潟上で私

みづうみの牡蠣殻山の春の雪

御句集﹃花巖香﹄ありがとうございます︒

○

このたびは山本先生の句集﹃花庸香﹄を大変に有難く拝受

前
略

りでしたでしょう︒﹁残り十日﹂という御感慨もよくわかり

せました︒﹁胴上げされて別れけり﹂には万感の思いがおあ

見しつつ︑私自身︑四十二年に及んだ教師生活にも思いを馳

生への思い等︑永年の教職のお勤めへの思い入れの深さも拝

して︑資朝忌に関する三句に感じ入りましたが︑さらに卒業

の感覚と触覚とが微妙に合成されまして︑その場の雰囲気が

書名となりました﹁花庸香手にふれて：．﹂の句は︑におい

ます︒

曾祖父様の御琴が鳴ったという句にも歴史や時代が感ぜられ

立ち合いになったような感じがあったことと存じます︒

﹁賊﹂で大石さんは︿手にふれて手を嗅ぎにけり﹀に﹁いささ

想像できるような気がいたします︒

かのもどかしさを覚えるが﹂と記されますが︑﹁手﹂の重複は

二十九年と六カ月勤めました︵その後静岡英和短大に七年︶
ので︑﹁わずかに及ばず﹂というところです︒︵私は静岡以前

ます︒﹁もどかしさ﹂など全く覚えません︒

まことに自然で︑その時の感動がそのまま伝わる名句と存じ

ます︒﹁三十年勤めし母校﹂とありましたが︑私は静岡大学に

﹁原爆ドーム﹂と﹁ひめゆりの塔﹂の各一首︑私も両方に行っ

の弘前大学と駒沢大学を合わせて四十二年です︒︶

◇

の句に憧れまして︶長続きせず︑戦争体験をつんだのちに短

私は二十代のころ少々俳句をよんだこともありますが︵芭蕉

たことがありますので感慨一入です︒広島に行った昭和四十
二年の頃は︑あのドームの中に立ち入ることもできました︒

昭和二十年五月二十五日夜東京麹町

歌をよみました︒

十年前に沖縄を訪れた時は︑戦没者の遺影の中に︑知人の弟
さんのものを見つけて感動しました︒

水戸では﹃大日本史﹄の原本をごらんになったようでうらや

空襲の火の中を思ひおこして
たに

火に追はれ池にのがれて生きのびしあの夜の修羅場今もまぶ

ましいことです︒

求め︑大日本史の本文を少々ノートに写してみたことがあり︑

国の未来この身の未来もすべてなし閉塞感のみ二十年七月

敗戦の年七月二度目の空襲をうけて

命守る道をわづかにさぐりつつ空をあふぎしあの十五日

八月十五日の思ひ

私は戦中︑皇国思想の影響下で﹁訳文大日本史﹂という本を
何か︑そのころを思い出しました︒

御父君のころからでございましょう﹁三千冊の和書の蔵﹂の
御整理にも敬服いたしました︒

犬養首相記念館の﹁血染めの布﹂には︑﹁歴史のその時﹂にお
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山本修之助先生︑修巳先生にはいつも感謝しております
︵日野資朝宗族会静岡大学名誉教授︶

山谷ヤス子

いつもながらの美しい装頓やら︑あどけない御作にはじま

か一月の中頃に福寿草が咲きだしたとの便りが有ったり積
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まぽろしの佐渡の島山その奥の人を思ひて今もまぶたに

○

る珠玉の御句を︑自分なりで申し訳なく思いつつ楽しませて

い頭にはまつすぐに入ってくれるかも知れないと勝手に思い

頂きました︒句作のことはめくら同様の私のことで︑まっ白

拝復

別に︑資料などばかり見ているせいかも知れませんが︑数

つつでございます︒

ました︒勿論御自身の御力でございましょうが︑句作に対す

十年の時を経てきちんと御作品が残っていることに感じ入り

などかつて無宿の大きな墓を見たことがよみがえってなつか

る御両親様のおいつくしみによって作品が守られ︑深い愛情

︵三条市在住俳文学研究家︶

の中に白ごひ赤ごひが泳いでいるような気持になりました︒

○

宗鑑の油筒は事実のように思いますが︒昨臘︑宗鑑の﹁南
床にかけております︒これもまた署名がありませんから真偽
私はてっきり御庭に鍬邨翁の碑がありますから﹁寒雷﹂に

不明といわざるをえません︒よい句ですね︒

何も申すことはありません︒

雪が多く庭の花壇の管理が大変との便り等が有り些か戸惑い

例年にも増して寒暖の差が厳しく草花も戸惑いが有るの

歴史のある名家をつがれお孫さんもでき何よりです︒ますま

早速で御座いますが先日お手紙でご連絡戴いておりまし

が有りますが佐渡は如何でしょうか

じます︒とりあえず御礼のみ︒不一︵国士舘大学教授︶

すの御発展を祈り上げます︒いずれゆっくり拝読したいと存

御入会とばかり考えておりました︒波郷さんも偉大な先人︑

生田秀昭

無天満大自在天神﹂という軸︵野風呂旧蔵︶を買い︑いまも

しく存じました︒

寒月に無宿供養の鐘を打つ

まだすべては熟読しておりませんが

句集﹃花庸香﹄お送り下さりありがとうございました︒い

矢羽勝幸

○

た句集﹃花廣香﹄が届きました大変有難うございました
旅先で詠まれた句が多く見受けらけ︑海外も含め各地に旅

渡邉和一郎

はないのですが︑いただいた御句集を折角の序文や賊をあと

りした気持で読ませていただいています︒いつもすることで

句集﹃花爵香﹄おめでとうございます︒立派なご本でゆった

佐渡で皷の展示︑講演会でお世話になって早数年がたちま

まわしにして句集を先にゆっくり読ませていだきました︒俳

句が心に残りました

行された時の様子が好く判るとともに奥様の事を詠まれた

このたび千葉の国立歴史民俗博物館に一括して所蔵される事

すが所蔵しておりました皷を始め能楽楽器のコレクションが

にゆきあたりますから幾つかの字書や辞典をそばに置き勉強

句の方々にはなじみの言葉なのでしょうが︑結構厄介な文字

曾祖父の秀祖父耕一が二代に渡り収集・研究し更に父

になりました

しながらゆるゆると拝見ｌカミさんと話を交したことでした︒

覚えました︒それは通りすぎの歌ではないように思いました︒

耕蔵が持ち続けた貴重なコレクションを何とか散逸させるこ

會津八一の鹿鳴集をふところになんども奈良の都を訪ねたく

一つひとつの句の良さ味わいにも感心いたしますが︑何とい

又能楽関係の資料︑文献類や鎌倉時代の和歌朗詠集もご存

なる若者が代々あらわれてくるように︑佐渡へやってくる

ってもその底にワレラが佐渡のいぶきが脈々としているのを

知の通り関西大学総合図書館に新蔵生田文庫として収蔵され

人々が﹃花艤香﹄をたよりに島のあちこち果しなくさまよい

りました

たこともあり私が引き継いだ皷類のコレクションや資料文

たくなるような時を思いました︒すばらしい句集をありがと

と無く公的な機関に所蔵してもらう事を最大の目標としてお

が果たせ肩の荷が下りた思いです

への手紙渡邉湖畔と文人たち﹄上・中・下巻著者︶

︵佐渡市畑野出身新潟市在住渡邉湖畔の甥︑﹃佐渡びと

うございました︒

献の全てが有効に利用して戴ける所に収蔵され私自身の役目
今年こそは家内共々佐渡に墓参りを兼ねて草花を訪ねたい
上げます

と思っておりますのでその節はなにとぞよろしくお願い申し

出身生田秀曾孫︶

ひいず

︵﹁ア
アサ
サヒ
ヒビ
ビー
ール
ル﹂﹂
創創業に関わった佐渡市真野新町
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○

亀田秀子

とうございました︒心からお祝い申し上げます︒

ちらを思い出しながら熱いものがこみあげて来るようでした︒

知ることができ︑たいへん嬉しく思いました︒こうしたこと

様の身辺やお立場︑さらに佐渡にかかわる諸事のことなど︑

とくに麥丘人主宰の序文︑悦子さんの賊については︑修巳
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また早速ご恵送いただき有がとうございました︒重ねて厚
く御礼を申し上げます︒

ては︑いちいち申し上げるまでもなく︑数多くの作品から厳

感動を覚えつつ鑑賞させていただきました︒作品につきまし

句集﹃花巖香﹄につきましては︑及ばずながら︑よくよく

この度は立派な御本﹃花廟香﹄をお送り下さり誠にありがと

本当にありがとうございました︒鵬齋研究会の方も︑新潟︑

た︒

選されたものだけに︑いずれも優れた作品と拝見いたしまし

群馬︑長野に広がり︑昨年は茨城で︵鶯谷の故郷︶早稲田大

︵句誌﹁鶴﹂同人︶

いたし︑御礼の挨拶といたします︒有がとうございました︒

御句集﹃花巖香﹄が多くの読者に読まれますことをお祈り

修巳様の益々のご発展︑ご活躍をお祈り申し上げます︒

磐石の結社誌になりますことを念願いたします︒

鶴誌も今年は通巻七八○号を迎えることになり︑いよいよ

﹁鶴叢書﹂と言えるかも知れません︒

を思いますと︑御句集は単なる句集にとどまらず︑意義ある

︵亀田鵬齋末窟︶

長棟光山子

さてこの度は︑御句集﹃花巖香﹄のご上梓まことにおめで

お過しのこととお察し申し上げます︒

います︒
︒ご
ご当
当地
地の
の方
方は
は如
如何
何で
でご
ござざいい
一ましょうか︒お変りなく

立春は過ぎたとは言いながらも︑まだまだ寒い日が続いて

○

自愛下さいませ︒かしこ

お寒い毎日が続いておりますのでかぜなどひきませぬよう御

山本先生も多方面で御活躍でいらっしゃいますが︑どうぞ

学の村山先生の講演会がありました︒

先生の御言葉があたたかく感じられ︑又訪れたあちら︑こ

事を思い出しながら一気に読ませて頂きました︒

うございました︒佐渡に旅した事や︑先生にお目にかかった

先生も御変りなくお過しの事︑大変うれしく思います︒

○

むようになったのは︑昭和六十三年に︑小生の母校である羽

茂高校へ来られてから︒﹁柿の里俳句会﹂と命名し毎月図書

室での句会を立ちあげた︒教頭先生も﹁雲母﹂での句作経験

母校である佐渡高校へ栄転したが︑自宅を開放毎月句会を開

者と言うことで︑気勢の上がったよき時代であった︒その後︑

藤井青咲

山本修巳さんの句集が︑漸く出版された︒作句年代も永く︑

まい・

いている︒修巳俳句を語る上では︑教職俳句を据えねばなる

実は発行を勧めた小生も一人であった︒著者が発行を準備し
てより︑五︑六年の歳月が流れた︒星野麥丘人主宰の序文︑

教師われ吹雪の島に老いゆくや

大石悦子さんの賊文と最高の陣容である︒発行所のお世話も
して下さった大石さんとは︑著者は同齢で︑平成九年の﹁佐

野老食ふ僻地教師の五十歳

卒業生去りし教室に一教師

弁護士の教へ子と酌む夜長かな

著者との出逢いは︑昭和二十二年十一月で︑小生の所属し

渡お花見大会﹂の時も積極的に案内役をされている︒

ていた﹁べんがら﹂村山古郷の来島の時であった︒尊父修之

祭鬼より先生と呼ばれけり

麥丘人先生が帯文にとりあげた句は︑

助翁が自宅で︑句座をひらいて呉れた九歳のころであった︒
山本家は︑名門の出で︑祖始を辿れば︑山本勘助と言うこと

妻は旅へ涼しき日なり老子読む

昭和三十二年﹁鶴﹂に入った小生は︑真野に仲間のいるこ

し︑自然に生きる理想的思想︒たしかに鴻学的ではあるが︑

とは知っていた︒老子は二巻から成るという︒礼儀作法を廃

む﹂を挙げたい︒︵後略︶〃孔︑孟の儒学に対し老子のあるこ

〃一句と言われれば︑わたしのいちばん好きな句︑﹁老子読

となる︒山本家には︑﹁けんかちよう﹂聴いただけだと物騒な

とを知った︒安達いくやを先達として︑金子のぼる︑菊池芳

名前だ︒﹁軒過帳﹂があり︑来島の名士の名が並んでいる︒

女︑島倉みつる氏等︑石田波郷選へ挑戦したライバルであっ
﹃花爵香﹄はＡ５版︑約一三○頁︑三句組約五○○句を収

まれた山本家の諸相であり︑そこで育まれた家族愛が一巻の

旅の句は多いが︑大石さんは賊文で〃父君を中心として営

特色ある句︒

録︒角川ＳＳコミュニケーションズ発行︒七項目からなる︑

基調︵後略︶︒〃と定義づけている︒第二句集への躍進を待

た︒この系列から︑修巳さんも﹁鶴﹂に定着された︒

六十年間︒幼少期の作品は少ないのは当然︒本格的に取り組
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○

ちたい︒︵﹁俳人協会新潟県支部報﹂平成駆年８月Ⅲ日刊︶
○

川村安宏
川村ハツエ

今年の冬は暖冬ではないと思っていましたが︑ここ二︑三
御句集﹃花關香﹄御出版おめでとうございます︒又一冊御

日は寒さもゆるんだ様です︒

恵送下さいまして有難うございます︒昨日読了しました︒

亡き修之助先生や奥様についての句もあり佐渡の玄関︑山
本家の当主の句集だなと思いました︒電子辞書片手に読んで

が人生なのでしょう︒修之助先生は奥様を亡くされたあとも

あんなに立派に生きられ︑修巳さんにバトンタッチをされま

した︒ちょっと真似は出来ませんがお手本と思わせていただ

きます︒︵歌人長塚節研究会茨城県在住︶
○

真水淳

さて︑昨日は思いかけず︑ご著書﹃句集花爵香﹄︑ご恵贈賜

りました︒ありがとうございます︒あつくお礼申し上げます︒

のか︑ケースの挿絵から想像してみました︒

書名にとられた花扇香とは︑どんな花でどんな香りがするも

おさめられた句の数々を︑読み進んでまいりますと︑先生

るような気がします︒わたくしには︑ご退職をお迎えになっ

の歩んでこられたこれまでの人生が︑ほのかに思い浮んでく

たときの句が︑胸にしみるものがありました︒そして︑その

マ字入力なので発音が分らないと引けません︒

分ったのもあり︑分らないのもありました︒電子辞書はロー
長塚節の御縁で山本家を知りましたが︑お蔭で︑羽茂の藤

後に続くパリやレマン湖の情景の句に︑ああ︑ご退職の記念

に︑初夏のョ−ロッパを旅行なさったのだなと推察いたしま

をまとめたものを送って下さいました︒
佐渡は文化の地ですね︒

井三好さんとも知合いになり︑藤井さんは羽茂の句碑・歌碑

諮神が山本家を守っているという事はお父上からおききし
私の同級生の河合さん没し︑修之助先生没︑金子さん︑寺

が︑古希をおむかえになったことを︑あとがきに書いておら

年がかわりましたので︑もう一昨年ということになります

ものだと思います︒

した︒機会がありましたら︑いろいろお話などうかがいたい

島さん没︑私の家内は五年前クモ膜下出血でたおれ今も入院

れます︒近年は︑古希などとという文字がふさわしいかどう

た様に思います︒

中︑認識力が損われ︑私との会話が出来ないのが残念︑これ
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か疑問もありますが︑それでもなおいっそう︑ご健康にご留
意なさいまして︑引き続きご活躍なさることをお祈りいたし

ます︒︵新潟市在住元新潟県立図書館︶
○

後藤松五郎
この度はとても素晴らしい句集を刊行なされ︑それを小生

岩田雅

父母と家族と教え子たちに囲まれてｌすべてを受け入れて

しまう表現力の確かさ六十年にわたる長い俳句生活を年代ご

とに再整理︑句歴を﹁銀河﹂﹁鮎味噌﹂﹁絡神﹂﹁青葉木菟三露

燦々﹂﹁源氏螢﹂﹁石蕗日和﹂ｌと七編にわけ︑昭和二十二年

句集名﹁花爵香﹂は︑かつて俳句仲間とドンデン山に登っ

から平成十九年までの作品五五三句を集めてみた︒

た時︑地面に小さなピンクの花が一面に咲いていて︑教えら

ごときにもお送り戴きましたこと有難うございます︒この句
差し挟むところではありませんが︑ただひとつだけ述べさせ

集の感想をとのことですが︑初心者の私ごとき未熟者の口を

れて花にふれると妙なる香が手に残り︑不思議な感動を覚え

かめてゆくと︑澄み切った心の﹁不思議な感動﹂がさりげな

一句一句の読後に限りなく広がってゆく心象風景を想像し確

花巖香手にふれて手を嗅ぎにけり

て作詩したこの句からとったという︒

て頂きます︒

この句集を通して強く感じるところは︑先祖を敬い︑人を
集から溢れていることです︒現代俳句の風潮はよく知りませ

く確実に表現されていることに驚く︒そこに︑人々がいて︑

想い︑家族をいたわり︑後輩を慈しむ山本先生のお人柄が句

せん︒人間関係ばかりではなく︑動植物にも慈愛の眼差しが

さでさえ︑喜びや楽しさででもあるかのように表現されてし

花があって︑感動の喜びがある︒喜怒哀楽のうち怒りや哀し

んが︑俳句の良さは純真な心の横溢と思わないではいられま

ルが花巖香であることがそのことを暗示しているような気が

詩力の魔力ともいえようが︑そこにかける作者の表現力の確

まうのだ︒すべてを受け入れ︑飲み込んでしまう︒五五三短

そそがれていて真に感銘いたします︒奇しくも句集のタイト

してなりません︒︵福島県在住俳人︶

かさが読み取れるだろう︒人の死に出会ったときの句も例外
ではない︒
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○

美空ひばり亡し梅雨空の暮れにけり
雪晴れて一気に出づる霊枢車
後者の句は磯部欣三氏の葬儀で詠んだ︒そうか︑美空ひばり
が亡くなったのは梅雨空のころ︑磯部氏が亡くなったのは雪
句集は﹁父母に捧ぐ﹂とされ︑佐渡の旧本陣を継いだ父と

の季節であった︒

一里塚である︒︵旧金井町出身元共同通信社海外駐在記者︶
○

小林研吾

贈りいただきありがとうございました︒また︑御出版おめで

拝啓厳寒の候いかがお過しでしょうか︒先日は︑句集をお

活が匂い立つようで︑特に佐渡に生まれ︑一瞬とはいえ先生

拝読して句集から先生が重ねられた日々の想いや佐渡の生

とうございます︒

いいたわりの景色があり︑流人への鎮魂があり︑島の充足し

母へ果てしない思いやり︑それに現在の家族への終わりのな
切ったたたずまいがある︒それに人生の旅路を教師としてき

今では︑先生が担任されていた年齢を小生もいつしか越え︑

一杯になりました︒

と同じ時間を過させていただいた者には︑懐かしい気持ちで

清涼な寂蓼感を感じさせるこの句は︑父君︑修之助氏の遣句

そのせいか︑先生が人生の節目節目で詠われている句が道標

今春娘が高校生となります︒月日が経つのは瞬く間ですね︒

教師われ吹雪の島に老いゆくや

た作者らしく︑学校への思いと教え子たちの模様も多い︒

と﹁薄れゆく命美し冬の虹﹂をなぜか連想させてくれる︒

お過し下さいますように︒︵旧小木町出身横浜市在住︶

まだまだ寒い日が続くかと思います︒どうぞお体を大切に

のように感じられ強く心に残りました︒

集﹃冬の虹﹄に収められた﹁美しくさびしく冬の虹のごと﹂
ｌと思って︑同じ作者が編者の︑佐渡学の教科書ともいえる
﹃佐渡のうた﹄と﹃追悼・山本修之助﹄をひもといてみた︒

ここでもおびただしい数のうたがうたわれている︒作者の
父母と家族と教え子たちへの果てしない愛が背景だ︒島と重

表現の確かさは︑これら連綿と受げ継がれ︑うたで培われた︑

よかろう︒

なり合って揺らぐことのない佐渡びとの佐渡愛物語といって
﹃花爵香﹄は︑うたの面から完成度高く加わった佐渡学の
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｜月
丸岡南骸没

佐々木象堂没

︵明治的︶

︵昭和調年︶

二月
１日萩野由之没︵大正通年︶妬才

ｎ日船霊さん

︵嘉永５年︶

詔日吉田松陰・宮部鼎蔵真野御陵参拝

４日流人絵師久隅胖幽没︵享保脂年︶副

徳寺︵現下寺町法輪寺︶

藤原院胖幽守則日儀相川町寺町円

３日大久保の田遊び一月三日となる
５日俳人摩詰庵雲鈴没︵寛延４年︶泥

︵天保３年︶

︵明治詔年︶

︵明和７年︶

皿日僧智専︵憲盛法師︶斬罪

ｕ日司馬凌海没︵明治廻年︶

９日佐渡嶽子之助没︵宝暦５年︶

４日有田八郎没︵昭和㈹年︶
７日本荘了寛没︵大正９年︶

三月

８日有田真平没︵明治肥年︶

西村槍洲没

︵明和８年︶

呵日本間佐左エ門切腹︵安永２年︶

矢島望没

︵文政７年︶

猫日布田勉斎没︵正徳４年︶

詔日生田秀没︵明治調年︶
３日堀左山没︵天保皿年︶

哩日辻藤左エ門刑死︵承応１年︶

才

９日大久保湘南没︵明治虹年︶娼

藤沢長達没

︵天保哩年︶

︵文政廻年︶

士屋永輔没

金井鳳台没

新井精斎没

６日下川茂﹁御田植神事﹂

日日日日日日

7862

本間藤兵衛没︵慶応３年︶不明印余

於新島

義民本間七左エ門︵宝暦４年︶舩

金田六左エ門没︵明治Ⅳ年︶副

藤木実斎没︵安政６年︶調
中山千鶴没︵天保８年︶配
北見民也没︵嘉永１年︶帥
渡辺慎斎没︵天保６年︶開
本間凌山没︵安政１年︶帥

日日

沁日初代黒沢金太郎︵天保哩年︶犯

19231627244

７日潟上﹁天王さん﹂お供え開き

41417480

42334551不
明

268

８日新穂村瓜生屋﹁大日さん﹂神楽
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64695874

69

2202210232292

日日日日日日日日

才

五月

忌日を幻日とする

３日田中葵園没︵弘化２年︶ 才
四日中山玄亨没︵明和８年︶配

羽日田中正玄没︵寛文哩年︶帥
羽茂町上山田観音寺に墓

羽日中川善兵衛獄死︵天保皿年︶妬

四日中山章没

︵弘化４年︶

︵文政加年︶

訓日円山漠北没︵明治弱年︶布

５日岩佐守中没
︵旧︶薬師まいり

大岡源三郎相川町春日崎で切腹︵承
応３年︶﹃佐渡年代記﹄︵﹃佐渡名勝志﹄

には５月肥日とある︶

六月
︵昭和皿年︶

︵明治加年︶

︵嘉永１年︶

尾高高雅没
土田麦偲没

︵昭和拓年︶

2616132521142124

日日日日日日日日

葛西周禎没

川上文和没

︵寛保３年︶

︵慶応３年︶

︵明治調年︶

︵文化９年︶

︵明治旭年︶

士屋昌仙没

︵元治１年︶

天野恥堂没

永井玉鳳没

︵寛政加年︶

俳人渡辺友水没

︵昭和四年︶

藤沢子山没

中川健蔵没

羽黒祭

善光寺市

″

草苅神社

つぶるさし菅原神社

北鵜島﹁車田﹂行事

腔日詩僧井田金洞没

︵文化７年︶

︵明治㈹年︶

寛延の義民

旧日尾潟弥次右エ門死刑︵宝暦２年︶師

︵宝暦２年︶帥寛延の義民

昭日義民本間太郎右エ門死刑

７日画家山口湖門没︵明治８年︶抑才

七月

初15121515

旬日日日日

羽日山川玉兎没
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︵天保８年︶
︵明治１年︶

︵正治１年︶

︵昭和４年︶祀

４日倉谷﹁大ゾーリ吊り﹂

虹日ひがん市︵大願寺︶

四日文覚上人流さる
幻日金子不泣没

四月

Ⅳ日石井文海没︵嘉永２年︶拓
皿日長島青雀没︵弘化４年︶
泌日土田杏村没︵昭和９年︶

３日本間雅晴銃殺︵昭和皿年︶弱才
︑日新発田収蔵没︵安政６年︶伽

6984

羽日良寛の母山本秀子没︵天明３年︶⑲

５日後藤呉山没︵嘉永４年︶的
大倉まつり
新穂山王まつり

石井夏海没

︵文政哩年︶

6861

6973735961

5678

久知八幡宮花笠踊

本間黙斎没

︵昭和旭年︶

青野季吉没
長谷川海太郎没

才

日日
日日日日日日

5344

367571665076

謨温

杉野浦小獅子舞

日日

自没
殺

赤泊小獅子舞

168

日日日日日日

川山
路本
聖子

阿仏市

29292313102

1517
21191615411

８日尾崎紅葉佐渡へ渡る︵明治犯年︶

１日塚原市
Ⅲ日ぎおん市
日鉱山祭

羽日十王堂人形芝居
妬日〜

︵明治型年︶

︵安政２年︶

︵嘉永６年︶

鵜飼郁次郎没

信碩上人寂

青木金山没

俳人高田梅顛没

海老名義恭没

堀菅岳没

西川恒山没

萬歳由道水死

岩間半左エ門没

日日日日日日日日日

︵明和６年︶

皿日真野宮例祭
順徳天皇崩御

焔日新町祭
四日相川祭
十一月

一 一 … … … … … ー …

１日俳人安田花狂没︵天保加年︶刃

︵文政３年︶弘才

︵仁治３年︶妬

︵嘉永４年︶

911031523334

２日鈴木元良没

年年年年年年年年年

陥日永宮寺松堂没

元文明安天文安寛明
禄政治政保化政政治
︵安政１年︶

へ へ へ へ へ へ へ へ へ

泌日俳人渡辺盧舟没

十月

2992928816241827

妬日中山言倫没

743884724471408447
414844

初代本間琢斎没

俳人鈴木水哉没

蔵田茂樹没

︵文化７年︶

︵万延１年︶

︵昭和旭年︶

画家丸岡南涛没

北一輝刑死

山川伯仙没

羽日〜卯日小木祭

︵明治調年︶
︵昭和８年︶

九月
皿日長塚節来島
必日岩木擴没

︵元禄４年︶
︵寛永砺年︶

才

才

八月
日日

７日七夕さん両津

197

日日日日

嘔日南門僧正没
日百川治兵衛没

岨日︵二月とも︶

剛安寺潮音没

劉日山本訓斎没

︵明和４年︶

︵明治犯年︶別

皿日流人鐙師三左エ門没︵延享４年︶

十二月

皿日山本悌二郎没︵昭和哩年︶鎚才

四日益田孝没︵昭和過年︶躯

８日初代三浦常山没︵明治調年︶鮨

加日中山漸盧没︵寛政２年︶妬

８日安田君山没︵天保６年︶型

︑日北君養没︵万延１年︶如

３日奥平謙輔刑死︵明治９年︶郡

妬日高田愼蔵没︵大正加年︶和

天保⑫年１月瓢日生

俳句鑑賞藤井青咲

山本修巳

うすものの教へ子にふと訪はれけり

紗・組・明石など︑織地を薄く軽やかに

﹁うすもの﹂がやや生めかしい・

したもの︒作者は高校の教師を定年退職
している︒教へ子が訪ねて来たところ︒
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5380

61665156
678127

191186

才

平成二十三年四月十八日

真野俳句会

真野体育館
着任の若き警官初燕中野晴代

真黒に在す観音花の寺中野晴代﹃！！！！！

初どりの英鋺豆の朝餉かな
石段に片陰のなし山の寺

！︲！●！ｉ︲！ｉ

１︐１︐！！！！！︲！ｉ

一オオナンバンギセル︵扉カット︶一

松田康子一いた︒平鉢にススキを植え︑種子を蒔い一

一好きな同僚に︑ナンバンギセルの鉢を頂一

小包をサインで受ける田植どき若林千江子一四十数年前になるだろうか︑山野草が一
島の夜の響く謡や夏来る

一たら幾鉢もできたからと︑五︑六本ほど一

藤咲くや文学道の句碑の上

義援金つのる学生風光る
にい

咲き満ちて庭の王者よ花こぶし滝口たづ

百枚を掃けば百散る椎落葉鶴間美和子一の花のついたものであった︒

大輪の雨の牡丹の気品かな滝口たづ一以洲畔刷耐怖けやが蜘僻睡刎地肌賊肌岫一

早乙女に気がねしつつの遠出かな

登校の新入生とのつぼ兄
射手の馬わかくさ食みて出番待つ鶴間美和子

一ンク色であることが気になった︒

一出し︑﹁あっ︑ナンバンギセルだ﹂と思一

リラ冷えのポストが遠くなりにけり

休田に背丈を競ふつくづくし
国分寺跡礎石ばかりや風光る

林道や 雄 の 鋭 声 に 励 ま さ れ 小 田 昭 郎

坪庭の一人静にかがみけり

公園のいつとはなしに花は葉に小田昭郎一つたが︑なんとなく花が大きく︑淡いピー

一デジカメで撮って︑家に帰り図鑑で調一
一くると︑筒形の花冠の先端がひろがって一
一五つに裂け︑裂片のへりに細かな鋸歯一

資朝の墓の御歌や若楓中野晴代一生蠅洲睡岫細阯叩帥叩煙草を吸う煙管に一

政塊のけなげに咲きし津波跡小田昭郎一ど吋鯏鯲伽いや抑旅か洲岬吐刊ｗ伽川榊一

狭の道青葉がくれに赤い屋根

はまなすや潮目に光る群れ鴎鶴間美和子一議鰄建減瞳遥がいギセルー

平成二十三年六月二十一日

真野体育館

真野俳句会

春障子あけて鬼太鼓迎へけり尾畑サカエ
人影の動くハウスや紋黄蝶
春の風邪ボヤいて薬おとしけり若林千江子
間のびした牛のこえたつ草の露

花五分の影とわが影重ねけり若林うた子
北山の種蒔猿の朧かな

真野俳句会
平成二十三年五月二十二日

真野体育館

上出来の玉葱軒に吊るしけり

小判草の波となりたる宮の土手

ＰＩ０９０Ｇｌ１０８１Ｉ０００Ｉ０００ＱＩ１６０１１●００■０９９１１６８０８１０Ｏ１００８１１０１１１８０１Ｉ００ｌｌ０ＱＤｌ００００Ⅱ００００Ⅱ

００１０００１１００口﹂

見下ろせば集落一つ青田風松田康子一することもなくなった︒︵長嶋陽二︶一

一似ていることに基づくものである︒

農一途に生きし父の忌若葉雨尾畑サヵェ

掘りたての淡竹香りし厨かな若林ぅた子一今では煙草盆に煙管︑火打石など目に一

はちく

しばらくは植田の朝日見て歩く
灰汁抜きの糠と筍玄関に

あく

夕暮れの一灯のごと山つつじ若林うた子
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日盛りや石絵の猫を撫でてやり尾畑サカエ裏出して畳を干せり炎天下

菅笠を被り飛魚焼く浜女十薬の干されし香り浜の家松田康子一

いもせ俳話会四月例会

００１０００１０１０１０６００Ｉｇ００１Ｉ９００１０ＤｌＩ００１Ｉ０１ＩＩ

コヒルガオ︵目次カット︶

﹃００００８０００１■０００１０００︲１１０１００１１００００１００１１００１００！Ⅱ

一が小形である︒ヒルガオがョモギやマッー

一ルガオ︑ヒルガオに比べ全体的に花や葉一

緑陰に功績たたふ顕彰碑海の墓道がきれてる猫じやらし若林千江子一朝夕の散歩道にあるヒルガオ科のコピー
よき姑の忌日源平うつぎ咲き滝口たづ
起きぬけの顔蜘蛛の囲にかかりけり

手作りの御殿ひひなや孫の笑む

一けるのに対し︑コヒルガオは日当りのよ一

一ョイグサなど割に背が高い雑草に︑巻き一
国分寺一匹だけの青蛙若林千江子
蛇毎笑って終はる山あそび雪形の猿が種まく佐渡の山中川紀元一つきからんで覆うように淡紅色の花をつ一

平成二十三年七月十六日

山葵取り清き小川の中にあり

一蔓をのばし︑周りのものに巻きつく︒一

真野俳句会水仙の日日に伸びくるたくましさ打越純子一い乾燥したところにも強く︑這うように一

一アサガオのような漏斗状の花をつけて︑一

香の一
まじ花
る川は
風柳葉
の芽の腋から花柄を出して︑先端に一
真野体育館西村コ潮
マの子

一花柄と善をはさむように︑二枚の苞葉一

辻辻を先づは確かめ初燕白井正江一淡く優しい心和む絵になる草花である︒一

下校の子日傘覗きてさようなら若林うた子人の世は運否天賦や櫻咲く
庭石に凌霄花影濃かりけり

鶴子銀山目玉焼こんもり焼けし春の朝外山かをる一がつくのがヒルガオ属の特徴とか︒

飛魚さばく鱗まみれの笑顔かな鶴間美和子パラ︒ハラと捲る歳時記春炬燵

〃珊柵脚州Ⅷ州剛肚柵那墹一

間歩跡へさびたの花にいざなはれさまざまな人と出合へし春の夢
一ヒルガオの葉はほこ形で︑二等辺三角一
ゆ
温泉の街を手ぶらで歩く浴衣かな小田昭郎親里にクラスメイトや梅の花井上よしえ一形のように見え︑コヒルガオの葉も三角一

菜の花や園地調査の車列行く

疲れ目に南天の花やさしかり滝口たづ初燕地震の地よりの転校生金子節子一州州加州㈹

ポケットに空蝉しまふ子供かな退所せし後の傍なさ日脚伸ぶ
救急車過ぎゆく音や夏の月

一ていた︒このように日常生活の中でも︑一

簾巻き庭風ここちよき夕べ尾畑サカエ雛溢れあはや落ちさう燕の巣渡辺一子一ル淵赫切棚仲脈胴Ⅸ仙岫枇剛附加吐帥韮一

夏萩や眼下にダムの見え隠れ初つばめ船の汽笛の透る朝

海添ひの大きな窓や夏料理さみどりに湯掻きて干して新若布山田みさをｒ！︲！

！！！！︲！！！！！ｉ１１１１１！！﹄

幾度も去年の巣訪うて初燕渡辺幸枝一﹁見ているつもりでも見えてないものが一
夏の甲子園
峰雪や好発進の佐渡ナイン中野晴代文明化原発汚染の春の潮
一あるのではないか﹂と︒︵長嶋陽二︶一
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えさ

一人居の狭庭に挙る福寿草
かぎあな

やかましき子から餌やる親燕
春昼の鍵穴小さき息を吐き
はした銭山と小春の地蔵堂
二月の計知らぬ佛の四月馬鹿
被災地を偲びストーブ消す夕べ

初燕古巣に帰りさんざめく
親来ると子燕はただ口ばかり
ふか

春遼く人死んで空のこりけり

西平千春

桃井三郎
草木きみえ

藤井青咲

いもせ俳話会五月例会
とき

明け易き夜ぞとがんばる他はなし打越純子竹の秋風のリードで笹々葉舞ふ渡辺幸枝

したたりをうべなひ給ひ磨崖佛無住寺の青梅さわに実をつけし

棗より日ののぼりくるたくましきはつ夏の北山碧く真野入江
滴りや煤きて又くり返す渡辺一子大谷石ユキノシタ科の花咲かす桃井三郎

山寺や見上ぐ岩屋も滴れる西村コマ子路線バス梅雨に龍れるこ岬山田みさを

家問へぱ門に桜があると云ふ草刈機はつりしあとに蛇毎

ぜんまいの渦に水滴雨上がる有難や留守に淡竹の一括

瓦礫の山人の力の空しき夏

ちから

したたりの岩屋より出て若葉風草木きみえ梅雨寒の闇濃き夜の膝を抱き西平千春
春眠や箪笥の取っ手目覚めをり

滴りの声を聞かんと眼閉づ白井正江九輪草段咲きなれどゆれてをり打越純子

山崖の鼓動の音か滴れは渡辺幸枝泳ぎ出す村一軒の鯉幟り草木きみえ
百町の田水光らす遠野かな見廻して桐の香りは何処よりか

葬の家春田より来て五人組金子節子峰ニッいつしか夏の山となる西村コマ子

葉桜に波起こしけり涙雨手にふれて小さき実梅のたしかなり

とも

臥す妻にほたる袋を皆灯せ

みな植田となり農休みのふれまはる

犬啼いて人きたるらし椎若葉金子節子

野菜苗植ゑる老婆の張切って井上よしえ
梅雨晴間どこかで鳩のふくみ鳴き渡辺一子亡き友の形見の白根アオイ咲く

いもせ俳話会六月例会

入棺の鉦の音野辺で手を合す梅雨雲を支へ立ちたる古擢

滴りに 刻 移 り 行 く 早 さ か な 西 平 千 春

滴らす谷戸に水掛不動尊

滴りや 一 滴 づ つ の 地 を 穿 つ 桃 井 三 郎
見はるかす仏舎利塔も椎若葉中川紀元

三日分延びたる蔓や梅雨兆すコンビ一三作業着のまま青田風外山かをる

文弥節盃並ぶ二重虹
田を植うる術をも知らで八十路生く

葉桜に 鏡 と な せ り 植 田 水 山 田 み さ を

出棺や頭上にひとつ夏の雲

広辞苑の持ち重りする梅雨寵り白井正江

さつき

花吹雪 歩 め ば 赤 き 大 鳥 居 外 山 か を る

御所の句碑緩り親しむ五月かな

牡丹の匂ふ茶席や佐渡なまり中川紀元大粒の雨をよけつつ梅雨の蜂

まっ暗な岩屋の奥の滴りて井上よしえ

老いの身に余震がわたる徹の家藤井青咲北山を仰ぎてをれば露涼し

ゆる

滴りや木々の香流れ宮の森
チッチチッチと我を慰む呼子烏

藤井青咲

いもせ俳話会七月例会

滴りにしたたる音のかさなりぬ藤井青咲
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身罷り ぬ 兄 へ 妻 の な み だ 花 中 川 紀 元

工事終へしばかりの土手が梅雨出水

初蝉のかすかな声に立ち止まる金子節子

硬き玻璃打って蛍火青白き

雨降らず青水無月の昼の月

縞馬のシマ涼しさを呼びにけり西平千春

雨音に耳を預けし夜半の夏

雨しとど墨の香涼し座敷中白井正江

紫陽花に雨滴の残る霊の朝

清流に形代を渡し帰りけり

梅欲すメールの届く梅雨晴間渡辺康治

膝小僧並べ涼しむ姉妹

あるなしの風に涼しき音流る草木きみえ

九りんさう段咲なれどゆれてをる

手にふれし小さき実梅たしかなり打越純子

夕涼やもうひとふんばりと鍬を振る

しま

黒木御所木々ゆったりと五月雨
青田道刻々せまる月の色

闇迫り宙に星ふる蛍の世渡辺幸枝

夏草に潜み隠れし猫の猟

幼子の浴衣姿や祭り笛外山かをる

まか

松手入れ女もすなり高梯子

白壁の重なる薑ほととぎす山田みさを

子の願ひわたしのねがひ星まつり

白波の越の長浜梅雨濁り

桃井三郎

走り梅雨十戸の村の里濡らす井上よしえ

昨年︑私の句集﹃花巖香﹄が刊行され︑この句が載ったことで

八月に会食した︒さまざまな情報が刺激となって楽しいもので

院医師鈴木啓介氏︑羽茂高校教諭藍原清巳氏と昨年につづいて

このことが契機で︑松井氏に加え︑佐渡在住の同級生で佐渡病

によばれたと思われるが︑私にとって有意義な一日であった︒

不在ということで︑松井氏の高校三年時の主任である私が対応

間半静かに聞いてくれたことに感謝した︒この日校長が出張で

夕涼や葉を裏返す風も来て渡辺一子

老いの身は沁み沁み堪ゆる梅雨の日日

新涼や髪さらさらと洗ひたて西村コマ子

次の世代へ

山本修巳
弁護士の松井秀樹氏と宴席があったが︑今年は︑佐渡高校で講演

雅晴将軍の胸像がますます知られなくなっていくのではないか︒

あった︒松井氏は︑出身校の後山小学校が統合でその前の本間

教へ子の弁護士と酌む夜長かな

より連絡があって︑七月七日の宴席に出席︑翌日の講演も聞い

をするということで︑この四月に校長に赴任された石井哲彰氏

して決して少なくない︒次の世代へ知ってもらいたいと述べ︑

雅晴将軍をはじめ︑佐渡出身者には︑日本的な先人が︑人口比に

私に書くようにと言われたが容易ではない︒この﹁佐渡郷士文

た︒松井氏には︑私が在職中にも講演を依頼したので二度目で
から一日のこまぎれ時間の使い方︑現在の毎朝のすごし方︑ふる

めたのは昭和五十一年七十三歳の時︑今︑私は同じ七十三歳であ

化﹂の後継もと言われたが︑これも容易ではない︒父が本誌を始

ある︒今回もよかった︒人生の夢﹁人にしあわせを﹂という導入

う毎日の気持ちから感謝︑感動︑感激という三つの﹁感﹂でしめ

る︒もう三十年以上になる︒よい一夕であった︒

さとへのかかわり方を述べて︑最後にコセンチの背のび﹂とい
くくる︒具体的でわかりよかった︒特に数百人の生徒が約一時
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白水会五月句会
近寄ればはや落ちてゐし桐の花

山吹のしだるる寺域納骨す池野よしえ

田を守る老い一徹の汗光り
手を添へし母の軽さや時鳥

山城やえ

炎天下片目細めて測量士

本堂の百の項に盆の風

葉隠れにけふも又ある割れ西瓜倉若シマ

千石船帆をゆったりと風薫る

城攻めし時代遥けき蓮の池中川紀元

そでに立つ分家の墓も洗ひけり平岩静

白水会七月句会
灯を消して物思ふ頃青葉木菟池野よしえ

一筆の飛行機雲や蝉しぐれ山城やえ

下船待つ子と落ち合ふて墓参り

倉若シマ

花辿り終点となる出湯の宿

小粒枇杷熟るるにまかせ人住まず

浦通り一竿のみの鯉のぼり

湖風に和らぐ笛や薪能中川紀元

︹特選︺

畑野俳短クラブ四月例会
山本修巳選

日を集む水子地蔵や秋暑し

らふそく能手向け花盛る今年竹

窓辺越し目線に揺らぐ薔薇の花菊地栄子

夏草の長けて帝の御灰塚倉若シマ

したたりの洞窟の闇竜王伝
農止めし納屋の太梁燕来る

椀ぎたての胡瓜に添へしおけさ味噌

紫木蓮半開きなる蔵の窓平岩静
起重機の伸びるだけ伸び夏来る山城やえ

御所の句碑緩り親しむ清和かな中川紀元

かちやかちやと箸でかき出す蜆汁生田和代

末黒野や灰の匂へる夜半の雨羽根洋子

御仏の風化せし眼の涼しさよ

田植機の過ぐれば苗の起き直る

公舎跡茅花流しのうねりかな

日溜りを選びて老の花見かな徳泉とき

風鈴は短冊槌せし南部鉄平岩静
腰掛けの石を撫でゆくあいの風山崎ミツエ

あかときの雄のほろろや晴るるらし

白水会六月句会
青葉潮浴ぶ外海の磨崖仏菊地栄子

知らぬ間に顔に跡つく莫蓮枕

佐々木キョ子

廃坑の閉ざせし闇に青葉風

上皇の御所より戻り大昼寝

村を守る酒一文字の葭賛かな山城やえ

︹秀逸︺

はつ夏の歯科に流るる軽音楽

愛でし花貝母の花と間かされし伊藤ひで子

ぱいも

芳春に婚の案内届きけり羽根洋子

夜はことに声透りけりきりぎりす池野よしえ

沈丁花無住の庭のをちこちに佐々木キョ子

白木瓜の蕾数多や夕明り本間公

春の朝久方ぶりに紅をひく

白水会八月句会

葉桜の出湯に旧き友の会倉若シマ
みはるかす仏舎利塔や夏つばめ中川紀元
七色のぼたんのゆるる長谷寺

夫も子も十六矼豆に綴り来む

本間公

水温む子等に追はれて二羽の朱鷺野口美代子

吊りてすぐ風を呼びけり軒菖蒲

鯉の池覗く日傘の水鏡山崎ミツエ

一族の奥津城写る植田かな平岩静

高原に仔牛駆け出す山若葉

高畔の刃先くひ込む草刈女山崎ミツエ
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︹佳作︺

真青なる空にほぐるる花辛夷羽根洋子

残雪の山は稜線猛々し
長嶋滋美
人の声 餌 を 求 め て 寄 る 緋 鯉 長 嶋 滋 美
地震のはて明日はどうなる春よ来い

古稀三歳過ぐる齢や春うらら谷川郁子

辻堂やくれなゐくらき落椿生田和代

初掘りの筍娘への荷へ添へる羽根洋子

蛙鳴く田の面に淡き夕陽射す本間公

︹佳作︺

苗伸びずと挨拶代はり田んぽ道嶋田寿美子

振り切れんばかりくるくる吹流し野口美代子

田打辺に繁殖色の朱鷺一羽伊藤ひで子

籾浸す被災農家を思ひつつ佐々木キョ子

畑野俳短クラブ五月例会
山本修巳選
山峡にとびとびにある植田かな徳泉とき

雨止みてをちこちに聞く雄子の声本間公

︹特選︺

早苗田の一枚づつの月の影長嶋滋美

嶋田寿美子

春分や選抜高校たからかに伊藤ひで子
秘めごとの一つや二つやぶ椿生田和代

落椿安寿の塚を埋めにけり羽根洋子

風薫る黒木の御所を巡りけり徳泉とき

母の日の紐解く包重しかな谷川郁子
花吹雪見上ぐる媚背に肩に谷川郁子

陽光の田の面にまぶし代を掻く谷川郁子

草の根引くみみずは顔を出しにけり

十ほどの独活の芽きざむ厨かな本間公

︹秀逸︺

桜しべ降るや抱卵止めし朱鷺野口美代子

長嶋滋美

ふたつ三つ咲きしを貰ひ花菜漬生田和代
朱鷺の声帰れば暮るる春の佐渡野口美代子

芥子菜のつんと鼻つく夜の膳本間公

■■︒■頁■■二■■●■■一■■色■■■■ワ凸■・・■■冒■■凸■■■■■・■■・■ロー■■一■■■■こ●■■ｂ■︾凸■画一

入学のブイサインして顔写真谷川郁子

竹林の葉群の音や春の風谷川郁子

一︽■Ｕ凸■早一■■︽■■一■■一■■■■■口・■■■■■●■ロ凸■甲︽■■凸■■■■■■■■▲■早■■且■■・■●△■■■■

土葬という初夏の戦懐被災の地加藤比呂一
沢根すがも俳句会一句抄
旅心充たす浴衣や下駄の音加藤ミョシ一
一ごろ寝とふ言葉ゆたかや夏の月青木田鶴子子供の日見せてよろこぶ手品かな金子秋三一

一郭公の次の声待つ中山路安藤卓也バラ守の道楽ですと葉虫取る佐々木半七一
一藤咲くや江は音立てて流れをり伊藤正一青鬼灯色づく頃を待ちをりぬ野崎東一
一想い出すことも供養と星祭稲場小夜子花見会花よりうれしい介護さん野田実一
一はなびら
一花弁を呑みほすような割戸かな宇佐美万作花並木昔鉱夫の夢の跡本間博一
一白靴にかへてまぶしき心持梶田ちづ八幡野にかげろう立ちて月西に本間日吉一
一海原を従えかんぞう十万本加藤けんグランドに葉桜の陰子ら走る渡辺岩夫一
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花人のあふれし公園昨夜の雨

慈雨受くる千の器の白木蓮
伊藤ひで子

生田和代

放棄畑背の丈越ゆる夏蓬本間公

夏燕ベランダにまた群れて来し伊藤ひで子

夏野菜あれもこれもと荷の中に嶋田寿美子

夕焼けて茜に染むる厨まで谷川郁子

しるぼたん花体解きたる夕べかな生田和代

節電に追打ちかける猛暑かな長嶋滋美

節電のほの暗き街夕薄暑羽根洋子

約束の場所に手を振る夏帽子徳泉とき

︹佳作︺

牡丹蘂乱して蜂の転び出る生田和代
万緑や米寿の杖をついてをり徳泉とき

猛暑来とグリーンカーテン我が家にも

嫌はれし蛯嶮の敷く銀の道今井敏夫

なめくじ

滝しぶき色を極めし車百合

野口美代子

野口美代子

ときわ荘俳句クラブ三月句会

月見草夢二の如く猫を抱く佐々木キョ子

〆切に句材探して青田道嶋田寿美子

夏空や山より落つる滝細し

あるだけの花瓶はすべて紫陽花を生田和代

人知れず落つるも咲くも沙羅の花生田和代

夏帽の園児の列の見え隠れ生田和代

伊藤ひで子

枇杷熟し鳥と分けあひ食みにけり本間公

湯上がりの肌にやさしき初夏の風長嶋滋美

今年竹はや風音を立てにけり羽根洋子

せり合うて小粒な実梅採りにけり羽根洋子

︹特選︺

畑野俳短クラブ七月例会
山本修巳選

薪能鼓の音の闇をつく
長嶋滋美
午後からのひと時友と菖蒲園谷川郁子
万緑や客もまばらに路線バス谷川郁子

クールピズ見る目にやさし更衣徳泉とき
せせらぎの音色近くに蕗の沢羽根洋子

日輪の中に消えゆく夏の蝶徳泉とき

まる

嶋田寿美子

水口やたどりつきたり落椿

畑野俳短クラブ六月例会
山本修巳選
︹特選︺

蚕豆のさ緑愛でし夕餉かな本間公

鉢植え羽根洋子

背丈ほどの木に鈴成りのさぐらんぽ

交配の雌花に小さき南瓜の実羽根洋子
散歩する人を見下ろす袋掛野口美代子
︹秀逸︺

白い花小径に増えて夏に入る佐々木キヨ子

薔薇嗅ぐと爪先立ちて鰊に触れ生田和代

節電に久方ぶりにすだれ掛け長嶋滋美
嶋田寿美子

はやばやと梅雨入り宣言野良着繕ふ

初なりの朝餉に胡瓜酢味噌和え谷川郁子
木綿着て母の匂ひに昼寝かな嶋田寿美子

田の力信じて植うる小さき苗佐々木キョ子

ウオーキングの山間の道花卯木谷川郁子

春空に鳶の舞をり和む里

兎折る紙の白さや冬日向粕谷誠司

蕗の薑思ひ思ひに傾けり

︹秀逸︺

沙羅の花重なりあひて地に落ちぬ本間公

︹佳作︺

廃屋の庭に盛りや花茨本間公

日のさして玄関マットに石叩佐藤スギ

和泉政次

地獄よ り 薄 翅 艀 蜥 空 に 発 ち 今 井 敏 夫
春耕や 蝉 の 幼 な ご 転 び 出 で 今 井 敏 夫

鰺刺のダイビング見ゆ浜の朝今井敏夫
やご
池掃除水蔓も掬ひて戻しけり今井敏夫

春かなし地震の爪痕深々と

湾二つ見ゆるドンデン山の夏伊藤ひで子
母の忌や鈴蘭棺に入れしこと伊藤ひで子
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重さうに色とりどりのヒヤシンス余震なほ続く彼岸の日暮時烏帰る島を離るる淋しさに山村マサ

巣立ちの日喜ぶ顔になごり雪金子美江子花咲きて散りて別れを祈りけり望月モト

佐渡初の甲子園球児春立てり安西恵美子ひたすらに抱卵の朱鷺青嵐

啓蟄や虫一匹も見とず
暮れぬ選者吟佐山香代子
きわ荘俳句クラブ五月句会
春隣思ひ馳せしが寒もどり

田川和信いつまでも眺めてゐたき朧月

葉山葵の母の手解き夕餉膳花辛夷ほころび初めし白い花和泉政次紅白の牡丹傘寿の誕生日

於中央図書館

鶯はまだかまだかとふきのとう
藤棚に白と紫咲き競ふ粕谷誠司
一人住む母を気遣ふ東きびし山村マサ美しき和菓子の藤見茶会かな
金井短歌教室四月詠草
早春の子の旅立ちに幸あれと山嵜容子池の端二十二の花黄水仙佐藤スギ平成二十三年四月二十三日

桃の香の匂ふ節句の祝ひかな平岩繁美卯月二十日ぎこちなき声初音聞く
くさぐさを供へ雛の御満悦望月モト花を見て葉桜を見て時の過ぎ金子美江子雪いまだ残る裏山を仰ぎつつ村杉の出湯に手

選者吟佐山香代子朝焼けに目覚め大きく深呼吸山嵜容子過疎の村に新築五軒集会の話題となりて活気

草駄天の叫ぶが如き寒気かな本間正六水仙に微笑みなからペンを持つ足をのばす鈴木良晴

大岩を占めて岩ゆり満開に中原雅司

地震のこと原発のこと夏来る

校長と笑顔で握手卒業すとめどなく想ひの募る春の月出で来ぬ渡辺威人

柿の里俳句会

いやひこ
夏きたる弥
彦山遙か紫に伊藤正一螢出る頃の水の香水の音

燕の子群れて小雨の浜辺かな

草刈るや鎌一丁は腰に差し金子末雄・日蓮の書簡拝すやほととぎす山本修巳

菜種梅雨入り江に鯉のまた跳びぬ妙宣寺

柿若葉魚ふり売り通りけり

大空の動かぬ雲の暑さかな後藤松五郎独活採りに山肌赫きところまで藤井青咲

薬の日げんのしょうこを陰干しに白石英夫

︵福島県在住︶

復興の願ひに開く花火かな北山を仰ぎてをれば露涼し
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なゐ

大地震の世間の騒ぎのみこむか残雪の北山悠

然と立つ内田千枝子
いぬのふぐり既にはびこる馬鈴薯をまくと出

でたる卯月の畑佐藤瑞枝
眠りより島は覚むるか鬼太鼓の稽古の音が遠

く間こゆる志和操
石塚多恵子

Ｕターンの若者が鬼太鼓を舞ふとふに彼岸念
ひこばえ

仏の堂は和めり

蕊をうゑて十年の滝桜ひと日ひと日にくれ

なゐ深む伊藤節子
高野昌子

金井短歌教室五月詠草
平成二十三年五月二十八日

於中央図書館

佐藤瑞枝

庭に咲くリラの香りを愛づるとて遠来の友は
頬を寄せゆく

かせて待てり

本間裕子

師走よりの留守を戻れるわが家は庭に桜を咲

山壁に残雪を抱く北山は田植日和の野面を見

下ろす服部志保子

散粉機背に田の中を漕ぐ杖は泥に取られて無

於中央図書館

平成二十三年六月二十五日

金井短歌教室六月詠草

娘二人働突止まずかそけかれど笑むとも見ゆ 益 と 知 り ぬ 後 藤 恒 雄
凪ぎわたる入江のはるか海坂ゆ寄せくる津波
の幻せまる酒井友二

臨終の刻のせまれるしづけさに父の面差

る伯母の遺体に渡辺威人

風呂も無く夜は寝袋に休むとふ震災派遣の子

しやはらぎて来ぬ石塚多恵子

さや

大群のイルカつぎつぎ飛び跳ねて飛沫を散ら
あな

高野昌子

竹藪の傍ら足裏に筍の障りて想ふ被災地の春

す海峡の空持田良枝

すぎし日のにぎはひは夢咲き盛る桜に隣る廃

伊藤節子

上りても見る

まも

渡辺威人

伊藤節子

出会ひたるユリの木の花根元より仰ぎて坂を

余波抜け切れず内田千枝子

﹁日本たばこ﹂入荷の減りて品薄く大震災の

かき骸を埋む志和操

ガラス戸に当たりてまろぶ山雀のまだあたた

るる昼の畑に佐藤瑞枝

早苗田を群れて飛びゆく白き烏朱鷺かと目守

泣く蝿あり

訪い来たる知覧に並ぶ特攻の若きらの写真に

みなづきの庭を侵せる孟宗の若葉が松の梢に

堀のホテル志和操 そよぐ高野昌子

原発事故に節電のスーパＩ薄暗く値をたしか よりの電話鈴木良晴
むと眼をこらす竹本喜美子 工具あまた腰につけたる若者は今朝も工事現
場へ急ぐ内田千枝子

四たび舞ひたり

嫁も太鼓を打つ島祭り門付けの鬼はわが家に

持田良枝

をちこちの耕運機の音重なりて水の光れる田
の面にひびく

種蒔きに帰りし息子を励ますか鴬の声ひねも

議を見たり

落花生二株植ゑて落ち花の豆になるとふ不思
一面にたんぽぽの咲く堤防に足を止めて花の

この冬も猫のみ残り人住まぬ家より時計のメ

芽の出づるへこみ確かめ薯を蒔く風の優しき

す止まず荒井正子
峡の畑に後藤恒雄

風吸う

想へぱ竹本喜美子

難病の夫との暮らしも小吉か津波被災の人ら

荒井正子

方円の性をこばむか逆巻きてなくて擢ひぬ

ロディー漏れ来服部志保子

津波の水は酒井友二

74

荒井正子岸に沿ふ温泉宿の灯を映し浜名湖暮れて来マトを椀げり

とほつあはうみ

石塚多恵子

萱草の咲き続きたる野の道に花の香りの風につぶやきながら上杉和子左手に蜘蛛の巣払ひ梅雨明けの朝日に光る卜
会ひたり

酒井友二どくだみは匂ひ著けく漂はす繁る夏草刈りゆ

鈴木良晴平成二十三年七月二十三日たる夫の髪・爪高野昌子

於中央図書館げぁんご

帰るたび過疎進みゆく故里を見るは淋しと友金井短歌教室七月詠草生還なくぱ親に行きけむ奉公袋に入りて出で

かんぞうの黄のさわやかに広がれる遊歩道行にけり

く青空の下本間裕子く野辺に志和操
はつぶやく

あかとの祭り太鼓はリズムよく社より響く植茱萸落ちて枇杷の熟せる夏安居の庭に鋭く時

上杉和子さはさはと青田の波は国仲の広野を抜けて海

田の村に持田良枝十薬の花敷き詰めて静もれる林の奥は白く明烏啼く伊藤節子
一の糸はどれにかひと夜に屋根と屋根に張りるし

農に生きしわが手を眺む白魚の指にあこがれ生きゆけ荒井正子腰を伸ばして北山仰ぐ露飛ばし草を刈りゆく

い

渡したる大き蜘蛛の網石塚多恵子大津波に耐へて林に一本のみ残れる松よ強くに延びゆく持田良枝

し遠き日ありて服部志保子草を引く手元に現れたる針ほどの蟷螂すでに畦の半ばに後藤恒雄

初もぎの胡瓜を今朝の食卓に三つに切りて親鋭き鎌を持つ佐藤瑞枝祭太鼓の賑わいよそに切り岸に咲く萱草は海

Ｏ守■▼●■一■Ｕ■■合口ＱＵＧ二■ｄＵ８ワ■●二■■０？■７▲■三■Ｆ■■■■■▼■■■■■Ｕ■・０？■■■・■︒

撫子や臆すことなきをみなたち

するすると今伸びたかに葛の蔓山田垂竿

内田千枝子

子で分かつ後藤恒雄杖にすがる蝿が昇る階段を追ひこすわれの足になだるる渡辺威人
可■９日■０■日Ｕ■■■■■■■■■■■■■■二■■■巳●■合口︽■写ＤＵ０ｑＤ号︑■Ｉ寺■■▽■ＵＢｑ■■■■ＤＵＤ■合■．■■︽■

雨の中マリーゴールド移植する帰りたいなともよろめく

新雪俳句会

セツ坂越えれば生家合歓の花畠山美緒みはるかす仏舎利塔も椎若葉中川紀元

とき
夏潮や今も校歌をそらんじて城攻めの時代を忘
れし蓮の花

母を知る人また逝きぬ柿の花上西美智子巨いなる幟の影を瓦礫帯神蔵ひさし

片陰の尽きし辺りを足早に山口タカコ

遠雷や人恋しがる牧の牛猪股凡生

さ

雨音のひそひそひそと青葉闇明日は剖く己が胸板男梅雨

赤き紐よけれ乙女の踊り笠炎昼や人影もなき繋留船
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本間裕子

初もぎのきゅうり一本手に戻る山の畑に夕月
しらはえ

仰ぐ

白南風の撫づる外海見のかぎり紺青に凪ぐわ

たる陽の下酒井友二
相川歌会四月詠草
平成二十三年四月二十二日

於﹁太平海の家﹂
この年の春は遠きか雪まじる風の冷たく桜は

蕾小宮山安子
クロッカスの黄の花咲けり大津波引きたるあ

ひま

大佐渡の雪消の水は明るさの戻れる春の海に

農上がり我が家の馳走は牡丹餅と妻は夜なべ

若布刈る小舟四五隻巌陰にときをり棹の雫光

一年生は山本軍次
らす山本軍次
そそげり田中次英

けり

小宮山安子

朝明けの車道に骸横たはる礫死の狢多しと間

於﹁太平海の家﹂

平成二十三年六月十七日

相川歌会六月詠草

腹空きて来る福嶋徹夫

汝が死を哀しみをれど刻経てば生きの現し身

なに小れ豆をた煮を
うり田
つ中次英

原発の放射能洩るはこざかしき人智戒しむる

天の諭しか酒井友二

平成二十三年五月二十日

相川歌会五月詠草
於﹁太平海の家﹂

小宮山安子

久々に友運転の島巡り桜は満開山に残雪

つがひ

林京子

ふくらむ北見亀男

食卓の山椒味噌の放つ香に閾けゆく春の話題

玄関に置く

見ることの無き朱鷺なれば折紙に番を作り

桜鱒昨日は一尾今朝二匹初物釣りしと先祖に

林京子

受くる的広き妻北見亀男

五十余年バッテリー組みて荒れ気味の吾が球

し

朝凪の沖に一筋潮の目の藍はくきやか入梅近

短夜の朝の光は早ばやと起床うながし窓に明

るむ井坂照

凪ぎ渡る五月の磯に若布刈る漁師の竿に旭が

との 瓦 礫 の 隙 に 井 坂 照
光る井坂照

見ることのなき星見ゆと計画停電中の友より

北見亀男

聞きなれし予報の﹁寒気﹂テレビより間遠く

電話のはづむ林京子
なりてクロッカス咲く

廃校の桜の手入れをする有志今年も見頃の宴

に集ふ佐藤香代子

供ふ佐藤香代子

藪椿花落ち桜も咲きはじめ下草萌えて山笑ふ

なり荻野豊

ランドセルかたこと鳴らし声高く口ぐち話す

眺めて木村秋子

白木蓮散りし花びら下草にからみて雨に朽ち

壁にかけおく

濱辺ムッ子

溜池に咲く睡蓮を早ばやと羽化の蜻蛉のいく

留守電に声返り来ぬ福島の教へ子の無事祈りゆく哀れ荻野豊
つが巡る佐藤香代子
て待つに濱辺ムッ子 弱りたる足労りて夏野菜の苗植ゑ終へぬ晴れ 菖蒲湯にとっぷり浸りてくつろげる心の隅に
震災に動かぬ駅のエスカレーター若者一気に の連休濱辺ムッ子 被 災 地 思 ふ 荻 野 豊
階段のぼる木村秋子 母の日に子との絆を確かめぬ届きし胡蝶藺を 衣替へ季は過ぐれど老いの身の冬着はいまだ
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﹄﹄

母の遺しし服を纏へる衣替への鏡の中に似る畑には草繁りたり夫逝きて草刈りのこと息子やうやくに梅雨の雨降り水遣りはひと休みし

手作りのもの無き節句を迎へたり菖蒲糘も烏賊刺に酌む晩酌の燗酒は五体に浸みてここ閉山となりて金山二十余年祭りの山車は夢の

姿立つ木村秋子と話し合う小宮山安子て万年青植ゑ替ふ濱辺ムッ子

スーパーに買ひて山本軍次ろ華やぐ井坂照彼方に木村秋子

南伊豆の山の明るさ新緑に椎の若葉の萌黄照やはらかき梅雨烏賊釣るとあかときの凪の港台風に裂かれて傾ぐ枝先に梅は今年も鈴成り

林京子とろけて甘し

若鮎の群るる小川の水清くせせらぐ音に心洗遠き日に﹁黄金の花よしろがね﹂と歌ひし鉱風鈴の音聞き流し独り酌むつまみの柔魚刺身

いかさし

はる田中次英山祭なつかし山本軍次

しぴ

うなもとしぴら

こんじき

らひて酒井友二を独り出でたり北見亀男となる田中次英
土に垂れたり

荻野豊

紫陽花の手入れ及ばず伸び過ぎの枝に咲く花

今朝もまたずしりと網の飛魚をはづす女ら浜大鮪に追はれ海面に跳ぶ鰕巨き頭は金色に

相川歌会七月詠草を賑はす佐藤香代子映ゆ福嶋徹夫
平成二十三年七月十五日

於﹁太平海の家﹂

編集後記は私たちの孫の世代が多く︑大学生から二歳に光が射して︑ゆがんだ長方形や菱形や輪を

３ｇ３ｇ３Ｒ３Ｒ３ｇ３ｇ３風３ｇ３ｇ３＆§良きｇ３ｇ３８３８３ｇ３ｇ３Ｒ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３ｇ３Ｒ３風３ｇ３ｇ３ｇ

山本修巳までと年齢の差は大きい︒感慨無量の一日︒作って海底の砂に映る︒海岸から五十メート
孫や子のあふるる盆の一家かなルほどのところのテトラポットにかもめが二︑
盆の十四日に家で父の二十回忌︑母の三十ちちははの炎暑の年忌終はりけり三十羽休んでいる︒帰ると家の玄関先の老木

た︒神葬祭で五年ごとの年忌は生前︑父が母父母の忌や蝉時雨中長谷寺ある︒

五回忌をおこなった︒親戚三十四人
妹早
が川集
レイ
ま
子つ
の俳
の
句松に︑山鳩が小鳩といた︒よく来る山鳩で

の年忌から続けていたので多く集まってくれここ数ヶ月を思いかえして見ると︑東北大

たのかもしれない︒父の十五年忌は︑平成十盆のあと︑雨や風など不安定な天気が多か震災の一三−スが多かった︒人の運不運を考

九年で五年目というと一年早いが︑従兄山本ったが︑母の月命日二十七日朝は︑真野湾はえた︒四月十七日には真野のふるさと交流会
養一氏が昨年八十歳になったこと︑私の家のすっかり初秋であった︒裏の砂浜に出ると虫﹁囲碁将棋大会﹂に初段で出席した︒来島の

墓所も一昨年末に改めたこと︑また弟敬二のの声︑烏の声︑汀を歩くと︑小魚が四︑五匹関東圏の人と地元との対抗試合であった︒十
早い方がよいという声もあった︒年忌も今回群れて汀に添って小さな波を立てている︒波年ほどは碁石を持っていないが︑メンバーが
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には︑高野宏一郎市長も出席して︑真野の商

四敗で最下位賞に若布をもらった︒夜の宴席

急に一人足らないということであった︒一勝

墓地︑有田八郎上奏文碑などをめぐった︒浩

源寺墓地︑生家山本桂家の真野新町旧光照寺

ているのではないかと思う︒そうした時︑円

人物にあらためて焦点をあてるべき時代が来

工会の婦人部の踊りがあった︒この時︑関東

ている︒なお有田八郎は五男二女の子供がい

京していた叔父故山本成之助であったと聞い

である︒

氏の祖父は円山倶北門人相川の永田俊三郎氏

に大変意義あることのように思う︒なお永田

山漠北について書かれることは︑佐渡のため

吉氏の結婚の媒酌の労をとったのは︑当時在

圏から登場した二︑三歳年下の逸見馨氏がこ

て︑孫が目白会︵従兄弟姉妹会︶で集まって

なると︑たとえば︑父が書を書くとき墨をす

ら世話をしてくれた︒子供に手がかからなく

った︒私の二人の子供を家に通って幼少時か

七月には︑浜中の佐々木ゲンさんが亡くな

九日夜の﹁日本人はなぜ戦争へと向かったか﹂

阪に住んでいるが︑ＮＨＫテレビの今年一月

が嫁いだ山室宗忠氏の長男山室宗光氏は︑大

でいたのは初めて聞いた︒また次女萬理子氏

佐藤嘉一郎氏︵戸籍では母ヤスの弟︶に嫁い

いるという︒八郎の長女故ミチ氏が小木の故

を掲載した︒

特色の一文を書き︑佐渡の人の俳句三十四句

﹁相川﹂︑﹁小木﹂と分けて︑佐渡の三地方の

﹁郷士を詠む佐渡﹂として︑佐渡の﹁国仲﹂︑

御芳志深謝本間眞珠氏渡邉和一郎氏

この八月︑俳句雑誌﹁俳句四季﹂九月号に

ったり︑この﹁佐渡郷土文化﹂の発送を手伝

の八月亡くなられたと聞いた︒

ったり︑二十年間︑大変ありがたかった︒そ

ひろし氏が﹁雪﹂の一行数十人と訪問︒妹の

六月十五日︑新潟市の俳誌﹁雪﹂主宰蒲原

氏︵東京都在住︶の訪問を受けた︒幕末から

融界で活躍され︑佐渡との縁も深い永田俊一

六月二十六日︑財務省出身で広く日本の金

灘一垂一藏眼牙鍜調︵年一一面発行︶

次号原稿締切十月末日

早川レイ子もいた︒ひろし氏は俳人高野素十

明治にかけて佐渡の教育者として知られる円

頒価一二○○円送料一八○円
編集者１
発行者ｌ

︵外務省編︶に外相有田八郎の資料︵手帳な

俳人中田みづほに教えを受けたので︑素十の

山澳北についての小説を書かれるといわれ︑

ど︶について登場した︒

色紙やみづほの短冊などを展示した︒なお︑

半日ほど家蔵の資料をご覧になられた︒私は

のため妻は勤められた︒八十五歳であった︒

蒲原氏は︑長く医師として医学史を研究をし︑

漠北の使われた漢籍について小さくびっしり

それぞれの方のご冥福をお祈りします︒

司馬凌海などを通して父とも親交があり︑何

と書かれた文字に感動するが読解力はない︒

六月十六日︑外相有田八郎の四男故浩吉氏

れない潮流があるかとも思われるが︑教育や

つのように思う︒戦後︑人物について評価さ

しかし︑教育者漠北は︑近代佐渡の原点の一

振替新潟○○六八○

電話︵○二五九︶五五

一四

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

本修巳

佐渡郷土文化第一二七号

度か来訪され︑著書もある︒

の息女中野光子︑西脇明子︑塩澤煕子︑有田

郵便番号九五二ｉ○三一八

四−五三二七

和子の各氏を案内して︑養家有田家の相川総
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■佐渡維新日記／矢ヶ崎与十郎の在勤日記と水田
嘉六の﹁外国方御用状往復留﹂︑民間に埋もれて
いた佐渡明治維新史料■佐渡海防史料／文化五年
〜明治初年の北辺防備の史料︑山本静古の編集︒
四︑五○○円

巻旧帷柵汕鮴畔肪鮒燗臓岬鮒繩Ⅳ噸雌肌岬蠅淋珊坐
七青年清九郎か半右衛門家の先祖となってから商業

第雌蕊融辨藤繕腱睡覗蕊礁

巻細性雛剛嚥鮮岫噸椚順娘訓集軒仙嚥諏隣吠岨卿端
八書︑その他三百年にわたる彪大な古文書を分類整
第理した一大集成︒

六︑八○○円

山本

承久
懐古

承久

之助撰Ｉ愛蔵限定版Ｉ

佐渡百人一首

佐渡百人一句

二冊一組箱入

〒二四○円

定価二︑五○○円

二句︶ずつをおさめ︑

今にわたる百人の︑和歌と俳句を

順徳院の佐渡の御遺跡を詠める古

特に謹言︶

︵本書のため入江相政侍従長か︑

いにしへおもへば胸せまりくる

この島に

ほととぎすゆふくききつつ

巻頭写真・天皇陛下御製

懐古

修

首

ある︒

のため直接揮毫した貴重な資料で

口絵の肉筆短冊三十六枚は︑撰者

略仁を添える︒

人

巻旧鷆識贈罐謡溌醗頭恥獅灌艇孵
九学校修身科参考書﹂︵佐渡教育会編︶﹁弘毅斎佐渡幕

第琳騎騨服川帷韓蝋叫蝋淵駛州作乢︶一弾弛岫俳鯛剛
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■佐州巡村記／宝暦年中奉行が島内巡視の時民情
金一件／上納金を強制的に勧誘した記録■天保

を知るための編集■佐渡四民風俗／宝暦六年編集︑
天保十一年追加︑奉行所の部外秘密文聿日■市郷上

十五年佐渡奉行所出火一件︒六︑五○○円

ケ

一

第六巻
第十巻
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山本修之助編集・解説

佐渡叢書
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山本修巳第一句集
本

題叢山本修之助

Ａ５判二百二十八口

貼り締入り

定価二︑八○○川
送料三六○円

瀬戸内

聴

凱側

佐渡郷土文化

弟一二七丹

定価一一○○円一Ｔ

の字の入った句がどれもみんなす晴らしいと心にしみました︒
妾柄けしかたくりの花伽るごと
退職の変のⅡ課の摘菜かな
妻と二人新じゃがを掘る四畝ほど
妻は旅へ涼しきＨなり老子読む
妾の手に螢の入り螢狩
川を待つ典と二人のたつきかな
雌咲くや其の川の一畝に
冬薔薇妻に萸色を選びけり
こうしてあげてみると︑ほんとうに美しい句ばかりです︒こういう句を贈ってくれる夫と添

御句はお人柄がそのままのおだやかな街いのない句でしっとりと心に落ちつきます画私は﹁妻﹂

妻の句を

鐸

いとげた妻なるひとは︑何と幸せなお方でしょう︒
父や家族の句もみんなあたたかくて︑快いものでした︒
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