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しても最も成功した一つだろうし︑従来ぱとんと知られてなかった佐獲の近代の
諸断面の集大成し§｜して︑文献的価値も高いといえるだろう︒

■毎日新聞：：：この本は︑いままであまり知られていない明治以後の佐漉に照明を

あてている︒司脇凌海・錐冊子・山本悌一郎・有川八郎・本間稚哨・士旧交催・

肯野季占・林不忘・北一輝ら︑この崎は多彩な人材を育てている︑これらの人物

をめぐって島を胡ねた菩衙人︑そしてｔ着の人たちの近代化へ内努力など︑Ｈ本

海の孤島でありなから鷺かな文化を伝える姿を確実な資料と聞き諄きで捕いている︒

■東京新聞⁝：頚當な資料︑足による聞き苫きなど︑確実で良質の史料に普老の郷

士愛かゆきわたった佐漉庶民史︒﹁流人・金山・おけさ﹂だけでなく︑Ⅲ本史の

へ

一環としての佐漉の姿かまとめられた好著だ︒
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■朝日新聞：⁝・明論ｎ年にあわせて各地で百年史か刊行されたか︑これは読み物と

０１１．︑
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山本修之助著・海音寺潮五郎序
日本図書館協会選定増刷出来
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佐渡郷士文化の会

カヅト・⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝長嶋陽二

表紙⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：諸橋轍次

佐渡郷土文化第一二九号目次

Ⅲ界﹂展

Ⅱ絵山本家裏浜とＭ／佐漉高等学校同窓公関東支部設吠準備全戸／﹁俳人画家安達いくやの

歴史の表に出で来ないひとびとの記録Ｈ

ジエームス・スコットの妻柿村トメ：：⁝⁝：⁝⁝柳平則子⁝７

外海府の古い民謡：：⁝・⁝：：．．⁝・⁝⁝⁝・⁝：上山新二⁝肥
Ｉ山本修之助﹁録音外海府民謡集﹂Ｉ

︿資料﹀外海府日記⁝：：：⁝⁝︒：⁝⁝：⁝⁝⁝．山本修已⁝
ｌ昭和三十四年八月三十日〜九月一日ｌ

俳耆﹃あらうみ集﹄解題：⁝：：．：⁝⁝⁝⁝大野温干：爽

第一部逆光の凪ぎ

俳書﹁阿良宇美集﹂翻刻：⁝⁝：：⁝⁝⁝⁝田中倫子：弱
悪霊北一輝異聞連載小説第十回：：：⁝⁝中川芳郎⁝妬

←

篭唄燐踊舩岬！⁝：⁝︲燕修ロ：剛
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︿資料﹀佐渡産業功労者伝記
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本修之助

本修巳

日〜二月二十九日︶

⁝⁝⁝⁝⁝山

ｌ佐渡博物館新春特別展二月

﹁俳人・画家安達いくやの世界﹂展
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一○一号から一二八号までＩ

修i場敏修

﹃佐渡郷土文化﹂執筆者索引：⁝・⁝

沢根すがも俳句会一句抄：⁝：：．：⁝⁝・・⁝．

新雪俳句会：．．⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝：

ときわ荘俳句クラブＴｌ川・耐Ｕ⁝⁝・⁝⁝：

柿の里俳句会・・・⁝：：：⁝⁝・⁝⁝：⁝
真野俳句会︵月・二月︶・⁝：．⁝⁝⁝：
いもせ俳話会Ｔｌ｜川・可り↑一月︒｜︑︶
畑野俳句会ＴＩＩ・・川・︽・川．：Ⅱ︶

侍鶴荘俳句会下︲一Ⅱ︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
相川歌会詠草Ｔ二月・一月・二月・三月︶
羽茂歌会詠草︵一月・二月・三月︶⁝⁝⁝
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各地の俳句・短歌会

口絵説明山本修巳

館で開催され︑そのころの職員に会え︑なつかしかった︒平成十年

高等学校百年史﹄の未完成が残っていた︒そんな夏に︑関東の同窓

年記念事業の﹁獅子ヶ城会館﹂建立の募金不足と私の担当の﹃佐渡

の創立百周年記念の二年後で︑私は同窓会の事務局であった︒百周

昨年末ころから今年にかけて本誌にご助力いただいた人々が黄

会員から長文の手紙で︑同窓会﹁関東支部﹂設立要請があった︒百

度渡邊氏が赴任して来られた時︑私の退職の年であって︑また学校

泉に旅立たれた︒つい本誌の継続のことなど思いながら︑私の家

年事業の残務も多く︑固辞の意向を渡邊氏に伝えたが︑﹁それでは

人・画家安達いくやの世界﹂展

の﹁山本家来訪人名録﹄︵﹁軒過録﹂︶を見ていると︑私の十歳の誕

山本家裏浜之図／佐渡高等学校同窓会関東支部設立準備会／﹁俳

堆日﹁昭和二十三年七月十九Ｈ﹂に文化勲章受章者﹁大漢和辞典﹂

て通算三１年勤めていて同窓生を多く知り︑私も同窓である︒しか

し関東支部役員三十数名をお願いするのは容易ではなかった︒渡邉

今後首都圏に支部はできない﹂との言葉で翻意した︒私は職員とし

氏と数回一緒に上京して会合を重ね︑関東支部発会式の日程などを

編者諸橋轍次博士が来訪されている︒そのご縁を思い︑今号の表
﹃大漢和辞典巻星を購入していたので︑その﹁見返し﹂に﹁文字

紙に使わせていただいた︒父修之助は昭和十八年九月十日発行の

経藝之大本也山本賢契嘱止軒﹂とある︒止軒は博七の雅号で

写真の最後の列は左から渡邉靖︑松井秀樹︵生徒としての縁︶︑山

決めたのは平成十一年二月で︑退職の一ヶ月前であった︒その時の

本順一︵隣家︶︑山本敬二︵弟︶︑本間裕︵近所︶の各氏︑渡邊氏の

ある︒父は裏表紙裏に昭和二十年三月二十三日の﹁朝日新聞﹂の

うしろは山田セイ子︵妹︶の縁ある人々︒短期間の設立のため身近

コラム欄の切り抜きを貼ってある︒﹁今次空襲のため一万五千ペー
のである﹂の一節があり︑多くの人命が奪われた空襲においてさえ︑

ジの組立活字︑用紙その他一切烏有に帰し当分出版不能となった

演劇や文芸熱が高まって︑私の家にも月一度安達いくや氏と父が

たい︒敗戦後︑すさんだ社会にうるおいを求めてか若い人たちに

﹁俳人画家安達いくやの世界﹂展は︑本誌に書いたので参照され

された︒心から祝意を申しあげます︒

渡邊氏は校長を退いた後佐渡市教育長を歴任し︑今回の叙勲を受賞

な人にお願いした︒渡邉氏とはこの設立準備会が最も印象に残る︒

博ｔの自薯の前に︑昭和二十三年七月四日小川干甕と自薯があ

注目された日本の文化の象徴の書である︒

る︒父とはよく気があった俳人画家で数日間︑私の家に滞在して︑
本家裏浜之図﹂を掲載した︒今では海岸道路になってしまったが︑

庭園の大蘇鉄︵本誌十八号表紙︶︑河童の図などがあるが︑今回﹁山

浪除けのために百年ほど前に作った石垣が描かれ︑その下の海岸

若い人たちと俳句会を催していた︒お菓子を食べられるので小・

よ

では海水浴はもちろん岩場が続き小蟹や小魚などを取り︑さらに

中学生の私も参加したが︑いくや氏から私の俳句をほめられた記

元佐渡高等学校長渡邊剛忠氏の叙勲の祝賀会が二月十八日出八幡

へ

憶があり︑思い出がよみがえった︒

その先の海は砂で小鰈を踏んで取ったりした思い出がある︒

A

「俳人・画家安達いくやの世界」展
佐渡博物館平成24年新春特別展(1月1日〜2月29日）
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｢四季花鳥図」

矢田孝氏所蔵

うえにのせ

いくや

安達いくや

︵本誌三十一号表紙絵︶

種#雲

﹁画賛扇面﹂︵柘榴之図︶

庵たのし月をまがきの

云 穐

‑−

佐渡俳句作家連盟

傘

昭和三十年

唖

年刊句集表紙絵安達いくや

局潮

昭和三十一年

句集』

昭和三十二・三年

年ﾁﾘｰ：§

小川

干甕
一 三

へ

一

昭和羽年７月４日
一 画 匡 .

泳児に真野の浦浪しづけしや千甕生

ｌ■■Ｂ■Ｉ■Ｉ■１１５１︲■ｌＨｌＩＩＩＪ０■■■凸■９Ｊ■け１１１Ｊ■ｂ■凸ＰｌＩＩ１０６ⅨＩ１ｇ６ｒ０Ｉ１■ｇ０Ｂｇ■１ｌｂⅡ８■

鐘．認

山本氏の浦の浜すけっち二十三年七月初旬
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前列右から三人目に渡邉剛忠校長、左に池平左衛門会長
左端山本修巳
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跡群﹂として︑世界文化遺産登録を目指す暫定リストに正式に掲

たのは︑合併前の相川町時代の平成十年二九九八︶からである︽

載された︒佐渡金銀山を世界文化遺産へという取り組みが始まっ

佐渡市に合併後も登録推進のための調査・研究に取り組んできた

そのような世界に認められる金銀山の歴史を一住民として誇り

十年を超える努力の成果に喜びもひとしおである︒

解雇年月

トロッコ道路開設

排水ポンプ設計火薬の使用

洋式製錬法を確古
大立竪坑の開作

二佐渡相川の歴史通史編近・現代﹂相川町史編纂委員会平成七年一九九五︶

明治十一年十二月

明桁九年三月

おもな仕事

に思う︑と同時に︑その光の当らない影で黙々と生きてきた人々

｜雇入年月

明治十一年三月一

明治九年十月

明治六年七月

明治二年五月
明治三年七月
明治六年三月
明治六年三月
明治六年三月
明治六年十月

明治十四年六月
明治七年十一月

明治六年十一月

(酒井嘉j皇氏提供）

ト

一○一○年十一月︑佐渡金山は﹁全を中心とする佐渡鉱山の遺

子

ｌジェームス・スコットの妻

柿村トメ

国￨国￨国￨国￨国￨国￨国￨名

則

戸一｡

歴史の表に出で来ないひとぴとの記録１

人名

アドルフ・レー

アレキ︑ンス・ジェニン

ジエームス・テール
ジョン↓シーモンス
トーマス・トレロール

ゼームス・スコッ︑ト

イー・エッチ・エム・ガワー

表

７

敬称を略す︶

後任のジェーンとともに淘汰法・溶鉱法を興し︑混耒法を改

に佐渡に渡って︑鉱山改革の実務に当たった︒

良して佐渡鉱山の洋式製錬法の基礎を確立した︒佐渡には九年

石鉱山に行ったが︑明治十六年二月に政府雇の職を解かれた︒

間居り︑この間に日本人妻と子供をなくした︒その後は南部釜

その後は北海道函館で︑倉庫業などを営んだ︒︵要約︶

とある︒

来るのは︑スコットについてだけである︒スコットは︑佐渡在任

問い合わせがあった︒酒井さんの所属する道南女性史研究会では︑

の酒井嘉子さんから柿村トメという人物について知りたいという

一九九八年頃であったと思うが︑函館在住の道南女性史研究会

函館からの問い合わせ

中に妻と子供を亡くした︒二人の墓は下山の神町の大滝家の墓地

明治期に国際結婚をした函館の女性について調べているという︒

8

がいたことを忘れてはならないと思う︒︵故人については︑文中の

明治初期の佐渡鉱山お雇い外人
明治時代に入ると︑佐渡鉱山は国営となり︑欧米先進国から技師
を招き︑鉱山の近代化を図ろうとした︒大島高任と親しかったガワー
を始め︑スコット・テール・シーモンス・トレロール・ジェーン・レー

が指導した︒彼らの仕事と在任期間は︑表一の通りである︒

彼らの仕事については金山史に詳しいので︑ここでは取り上げ

にある︒相川史跡地図にも記載されていて︑史跡めぐりで訪れる

ないが︑七人の外国人技師の中で︑私生活について知ることが出

人も多い︒また︑スコットの写真は相川郷士博物館に展示されて

その中で︑ジェームス・スコットと結婚した柿村トメは佐渡から

ている同僚も小首をかしげた︒前述したようにスコットの妻と子

て︑聞いたことがないね﹂と︑私だけでなく歴史関係の仕事をし

﹁柿村﹂という姓を聞いて︑聞いたことのない姓なので︑﹁柿村？

来た人なので︑佐渡に何か手掛かりになる資料がないか︑と︒

いる︒ほかの技師たちについては写真もない︒

ジエームス・スコットについて
スコットについて﹃佐渡相川郷土事典﹂︵佐渡相川の歴史別冊

供の墓は相川にあり︑墓石には村田氏の名前が刻んである︒村田

いではないかと思ったり︑スコットが相川からトメという人を後

氏はスコットの世話をした商人である︒柿村ではなく村田の間違

相川町史編纂委員会平成十四年二○○二︶には︑

スコットランド生まれ二八三七〜一九三五︶︑元治元年

妻にして連れて行ったことは知られているが︑その姓が柿村であ

︵一八六四︶来日︒慶応三年︵一八六七︶ガワーに呼ばれて北海

道茅沼炭鉱の輸送施設を完成させ︑明治三年︵一八七○︶七月

ることは佐渡の資料には出でいないので︑詳しいことは分からな

A

に器械兼製鉱師として政府雇いとなり︑同年九月ガワーととも

A

本国よりスコットを招聰す︒スコット即ち小帆船アッケンド号

トン氏と会せしが︑露国官憲は上陸を許さず︒止不得方向を転じ︑

に製材機械を積み︑海路六カ月を経て浦塩ストックにブラキス

同氏と共に函館に上陸す︒時に西暦一八六四年我が元治元年な

佐渡に住んでいると︑佐渡の島の中での出来事は興味深く調べ

その続きが島の外に出でしまうとそこで止まってしまう︒島外ま

渡鉱山に技師たること満九カ年︑続いて南部釜石鉱山に二カ年

に依り岩内茅沼炭鉱に至り約二カ年間燃料を供給す︒転じて佐

之れ斯業の函館における噴矢なり︒遇々函館戦争に会し官命

り︒上陸後直に二十間坂下に機械工場を起す︒

終わっている︒トメがどこの家の出身か︑函館でどんな暮らしを

任り︑後再び函館に帰り中浜町に倉庫業を営むこと約五カ年︑

爾来函館元町七十三番地に住し静にその余生を送り︑大正十四

︵漢字は新字体に︑カタカナはひらがなに︑句読点は筆者が付けた︶

含函館外人墓地﹄馬場脩昭和五十一年︶

大正十四年十月柿村税陸建之

年五月十五日永眠す︒行年八十八才歳なり

とある︒

また︑﹁先駆者と北海道﹂︵黒田孝郎北海道新聞社一九七八︶

後各工場に機械技師たり︒当時著名の鳥類学者砲兵大尉ブラキ

スクール卒業後ダンデー市の製鉄所に五年間実施教育を受け︑

ド・キンカーデン・シャイアベルヒー生まれ︑アルバスナット・

やすくなったが︑背負い運搬をする負い子は職を失い︑トロッ

張った︒二人は相川でもトロッコ道路を作った︒鉱石運搬はた

トン車・四トン車を下り坂はゆっくり︑帰りの上り坂は牛が引っ

えた︒坑内と山元貯炭場の間に鉄ばりの木のレールを敷き︑一

茅沼炭鉱で︑ガワーとスコットは石炭を運ぶモッコを車に代

には︑

ストン氏がクリミヤ戦役後国事探偵として露領シベリヤに入り︑

ジェームス・スコットは西暦一八三七年大英国スコットラン

人墓地に葬られた︒その墓碑に

スコットは大正十四年︵一九二五︶︑八十八歳で死去し︑函館外

を確認しておきたい︒

て紹介するが︑その前に函館や北海道の資料からスコットの履歴

十二号﹄一九九九︶から︑スコットとトメの函館での生活につい

ジェームス・スコットの妻柿村トメさんｌ﹂含道南女性史研究第

酒井嘉子さんの﹁明治期国際結婚をした函館の女性を追ってＩ

函館でのスコット・トメの生活

しただろうかということに関心を持つことはなかったようである︒

も︑トメを同行して釜石をへて函館に落ちついたというところで

で追跡してということはあまりしない︒だからスコットについて

ることが出来るし︑いろいろな繋がりがわかって面白い︒しかし︑

いと返事をした︒

A

傍ら木材事業をアムール河流域に企画し︑器械技師として遥に
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A

．道路のレールを外して妨害した︒

スコットは大正十四年二九二五︶五月十五日に死亡し︑元町

いという︒函館市史編纂室の資料︵戸籍︶によると︑トメは安政

合わせのときに︑菩提寺のことは書いてなかったが︑報告書をい

また︑酒井さんはトメのことについて︑トメの兄秀蔵の孫に当

lO

二十二年十一月二十五日税陸相続とある︒

明治六年︵一八七一三︑外国人と日本人との婚姻規則を太政官布

あり︑妻の国籍は夫の国籍になると決められ︑女性は日本国籍を

告で︑日本人が外国人と結婚するときは日本政府の許可が必要で

ブラキストンは︑一八三二年イギリス生まれ︑貿易業を営んでい

いう法律であったという︒スコットとトメがこの法律をどのよう

喪失し︑ふたりの間に生まれた子供に日本国籍は与えられないと

とある︹﹀

たが︑鳥類研究学者でもあった︒津軽海峡を境にして動物分布境界

に理解していたか不明であるが︑ふたりは正式の婚姻を届けてい

がある事を発見した人で︑その境界は﹁ブラキストンライン﹂と呼
ばれている︒スコットは茅沼炭鉱でのトロッコ製作やブラキストン

聖公会で葬儀が行われ︑函館外人墓地に葬られた︒新聞の死亡広

いるが︑内容は省く︒

なかった︒酒井さんは当時の法律や時代背景などから検証をして

庫業を営んでという︒元町にあったというスコットの住んだ家の

告には﹁男柿村税陸親戚総代柿村次郎島貫政治高橋英

さて︑佐渡・釜石を経て函館に戻ったスコットは︑仲浜町で倉

の共同経営者として当時の函館ではよく知られていたという︒

ダから望遠鏡で港を見ている写真もある︒また︑仲浜町︵現大町︶

写真は︑屋根の上に展望台がついている木造洋館である﹄ベラン

治︵東京︶山下利十郎︵広島ことある︒

トメは昭和元年︵一九二六︶十二月三十一日に死去︑葬式は春

にはスコット機械工場があった︒明治十二年頃に建てられた木骨

日町天佑寺で行われ︑立待岬の市営墓地に眠っている︒トメの死

煉瓦造九○八㎡の倉庫は︑スコットランドから持ってきた用材と
煉瓦が使われていたという︒スコットの死後柿村倉庫と呼ばれて

三年二八五六︶二月二十五日生まれ︑柿村五平の四女で︑明治
二十年二八八七︶九月に分家して戸主になっている︒家族は

ただいて電話で話をしていたときに﹁柿村家の菩提寺は法然寺﹂

治山下エン島貫政治﹂とある︒

亡広告は﹁柿村税陸柿村大之進親戚総代柿村次郎高橋英

長女ムラ︵明治五年九月十五日生まれ︶︑二女エン︵明治七年八月

いて調べることが出来たのにと申し訳なく思った︒︵相川の柿村家

と話してくれた︒法然寺の名前を早く聞いていれば︑柿村家につ

酒井さんの報告によると︑スコットとトメとの婚姻の記録はな

いた時期もあったというが︑取り壊されて現存しない︒

十日生まれ︶︑長男税陸︵明治十五年十月二十六日生まれ︶︑孫英

については︑後で取り上げる︒︶

たる柿村洋一氏から聞いた話をのせている︒酒井さんからの問い

治︵ムラの長男明治二十年十一月三十日生まれ︶︑養子長次︵ム

八

ラの夫安政四年九月十日生まれ明治二十二年七月入籍︶︑明治

へ

酒井さんは︑ムラとエンもスコットとの間に生まれた子供として

いるが︑このことについては後で述べる︒それともうひとつスコッ

は使用人のひとりで︑姓も伝えられていないで名前だけである︒

のブラキストン・ラインだった︒柿村トメもそのひとりで︑婚姻と

は感じられないのが気になる︒函館に住んだ頃には十七・八歳に

トと一緒に佐渡を離れたであろう長女ジャネットの存在が函館に

酒井さんは︑明治期に外国人と結婚して函館で暮らした女性は︑

トメの人柄について︑﹁郷土史ノート︵別︶ジェームス・スコッ

トのこと﹂︵須藤隆仙昭和四十四年一九六九︶に︑スコットにか
○スコットは函館の辻家にワラジヌギして︑造船所の蒸気鋸を

わいがられた辻嶺司の話として︑

考案したり︑難波船の機械を分解して新造船に組み立てるな
ど︑辻造船所には功のあった人であった︒

○妻のトメは︑誠実な方で奥様として一寸のすきもない方でし
た︒私の母はトメより年少であったが︑ワラジヌギの家の娘
として︑姉のように慕ってくれた︒本当によく出来た方でした︒
とある︒

辻家が佐渡の出身かは不明であるが︑相川から移り住んだ長谷
川清︵淑夫︶は︑﹁北海新聞︵のちの函館新聞こを興し︑函館の

酒井氏の報告を整理しながら︑もう一度佐渡の資料・報告から

スコットの佐渡での生活を調べてみた︒

明治期の佐渡鉱山で働いた外国人について︑﹁佐渡の百年﹄︵山

に来た異人﹂という項目がある︒このなかから︑スコットに関す

本修之助佐渡郷土文化の会昭和五十三年一九七八︶に︑﹁鉱山
る部分を抜き出すと︑

の庫裏を宿舎とした︒冷蔵庫の代用として︑大滝家の裏山に

○ガワーは下山の神の東照宮神官大滝家を︑スコットは大乗寺

横穴を掘った︒ウイスキーと牛肉の調達に苦労した︒

○スコットは日本語の﹁材木﹂という言葉を覚えて︑なんでも

木であれば﹁ザイモク﹂と呼んで周りの者を笑わせた︒

たという︒女の子が三人いて︑長女をジャネット︵またはジャ

明治十三年三月一日亡﹂とある︒線香台には﹁村田氏﹂とある︒

治十一年四月二十四日亡﹂︑二女イトの墓には﹁子令姫霊位

内︑大滝家の地所にある︒妻の墓には﹁汝奈津古命霊位明

本人妻と二女イトの墓が︑住んでいた大乗寺の裏の東照宮境

ネー︶︑二女はイトといい︑三女の名は不明である︒この日

○スコット夫人は九州の天草生まれで︑美しくやさしい人であっ

長谷川海太郎の父である︒︶

行き︑温かく楽しい家庭であったと話しているという︒︵酒井前掲

新聞界で大活躍した︒その娘玉枝も︑スコットの家によく遊びに

なっていたはずであるが︑トメの戸籍にも記載されていない︒

いう形を取らず︑子供に日本国籍を残して毅然と生きたと結んでいる︒

本州の女性と比べて行動的で自己を主張して生きた︒津軽海峡は女

へ

書︶︵長谷川清は﹁丹下左膳﹂をはじめ様々な分野の小説を書いた

佐渡でのスコットの生活
酒井さんの報告からわかるように︑函館でのスコットの妻はト
メで良き妻︑良き母であったと語り継がれててる︒佐渡でのトメ
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A

当時相川町の呉服店クロカネャ村田七郎の寄付によるもので︑

奥さんの後へ隠れた︒顔を見るとオソゴウて︵怖くて︶︑ゾカ

昼に家に帰ってくるスコットの靴の音がすると逃げ帰ったり︑

ジャネットはおとなしい娘で︑日本着物を着︑目と髪が茶色で

同級生で︑広間町の小学校に机を並べたという︒

○三國久画伯の母人︵ゲン当時八十二歳︶は︑ジャネットと

ゾカした︒

村田はスコットの妻の御用達をしていたので親しかった︒

○愛妻に先立だれたスコットは︑三人いた女中のひとり︑相川
町のトメという女を後妻にしたが︑二女も失い悲しみのうち

○その後の消息ははっきりしないが︑スコットは函館で死去︑

た︒何時も遊びに来いと誘われたが︑一度もいった事がなかった︒

あった︒皆からは︑からかわれたりいじめられたり等はなかっ

に明治十四年六月島を離れた︒

後妻のトメとの間にひとりの男の子がいたという︒長女のジャ

一九九四︶は︑昭和十年二九三五︶新潟県立河原田高等女学校

された英人スコットは︑さすがにまいったであろう︒そこで︑

○異国の果てで愛妻に死なれ三人の幼い者を︑男手一つに残

立て︑線香を絶やさぬだけである︒

僅かにその面影を知る老女大滝ヒロさんが︑季節々々の花を

○束照宮境内にある妻と子の墓を︑今はたえて訪う人も無い︒

ネットと三女は成長して結婚︑東京に住んでいたといわれる︒
とある︒相川の史跡案内解説は︑この資料に基づいて書かれている︒

教師として来島し︑教職の傍ら佐渡在住の中山徳太郎や山本修之

ようやく平生を取り戻した︒おトメ女は︑アバダを多分に恵

三人いた相川の女中の内の一人おトメさんを後妻に迎えて︑

民俗研究家の青木重孝︵明治三十六年一九○三〜平成六年

研究の雑誌に発表した︒その資料は﹁青木重孝郷愁﹁佐渡﹂Ｉ〜Ⅳ﹄

○スコットの住んでいた大乗寺の隣の東照宮の大滝ヒロ︵当時

ハ此ほど中より永くの病気にて種々医薬に手ハ尽されしかど

○鉱山佐渡分局に雇ひ英人ゼームス︑スコット氏の細君︵日本人︶

一八七八︶は︑次のように伝えている︒

スコットの妻の死亡を﹁新潟新聞﹂︵明治十一年五月八日

まれて居たが︑丸々とした女であったと言う︒

助らと佐渡の方言や子供の遊びなどの民俗調査に取り組み︑郷土
︵一九九六〜九七︶としてまとめられている︒金銀山に関するもの
もあり︑﹃青木重孝郷愁﹁佐渡﹂Ⅱ﹄に﹁金銀山の異人たち﹂﹁続

外人ｌその貢献と生活﹂︵佐渡新報昭和二十四年︶がある︒

内容は︑山本修之助 の報告と同様であるが︑ふたりの女性から

七十七歳︶は︑長女のジャネットと仲良しで︑ジャネットは

なりたり︒斯くてスコット氏ハ愁傷一方ならざりしも帰らぬ

終に養生相叶ハぬ事となり三人の生の子を置て亡人の数とハ

聞いた話を載せている︒

ヒロを﹁あれぽうず﹂と慕い︵逆か︑ジャネットのほうが年

八

上筆者註︶︑食事以外はいつもいっしょに遊んだ︒しかし︑お

A

12

きたときに祖母ヒロからスコットの家族について聞いたという︒大

在住昭和五年生まれ一九三二は︑夏休みなどに佐渡に帰って

大滝ヒロは︑明治五年生まれ︵一八七二︶︒孫の大滝宏氏︵埼玉県

町の大乗寺と云ふお寺に寄宿して居られ︑又その近所にハ耶蘇

り減っているが今も使用しているという︒刃に英語の刻印があった

滝家にスコットが使用していたという果物ナイフが有り︑かなりす

がすり減ってしまって︑何と書いてあるかは分からないとのことで

の宣教師も居らぬゆえ葬送ハ必らず仏式にされるだらう︒仏式
からハ地面も相応の代価に売れるだらう︒於布施も沢山に貰ハ

いの前後があると思うが︶︑茅沼で生まれた事になる︒九州天草の

ジャネットが︑三國ゲンと同じ年とすると︵数え方で一年くら

ある︒

スコット氏は私し荊妻日本人仏葬ペケ々・日本於祭神祭ョロシ

スコットはウラジオストックに上陸できなかったので︑函館が日

生まれという妻︵名前は不明︶とはどこで知り合ったのであろうか︒

本の最初の上陸地であるので︑妻とは函館で知り合ったとするの

イと云ハれて︑同所の教寿院︵東照宮を祭る所︶の神官へ依頼し︑

まれし神官ヘハ銘々に一円シシのお布施︵でハない︶礼を送ら

だのであろうか︒

が自然であるが︑九州から北海道までどのような経緯で移り住ん

末武住職に聞いた︒住職は過去帳をめくりながら︑﹁ほれ︑うちの

柿村家が法然寺の檀家だとわかったので︑早速法然寺を訪ね︑

柿村トメの実家柿村五兵衛家

佐渡と函館の資料から︑年代を追って整理して︑表二にまとめた

いっているので︑その区別はどこにあったのだろうか︒

に入っていなかったと思う︒しかし︑ガワーには愛人がいたと言

ないが︑長女の生まれた時代から推測して︑天草生まれの妻は籍

山本・青木のふたりは︑スコットの国際婚姻について触れてい

にてハ五坐らぬかと佐州より態々の報知を此に書きつけました︒

其祭式も厚く営まれて︑墓所の地面は十円また当日の祭場へ頼

んが自分の田へ水の目算をして居るとドッコイ大違ひ大違ひ︒

れるだらう︒什ひかなと︵までハ思ひもしなかシたか︶和尚さ

なれば幸ひ寄留もして居られる大乗寺へ葬られるだらう︒左る

其時に一ッの珍聞が有ました︒一体スコット氏ハ相川下山之神

事なればとて厚く弔らハんとしたる︒

A

れ︑大そう賑やかなお弔いで有りました︒記者先生よ鹿も珍聞
︵漢字は新字体に︑ふりがなは略し︑句読点を付けた︒︶

青木重孝が佐渡新報に︑﹁金銀山の異人たち・続﹂を書いたのは

スコットが佐渡を離れてから六十八年たっていたが︑スコットの
とであろう︒青木の報告に出てくるジャネットの同級生三國ゲン

家族と生活を知っている人が居たことで︑興味深く調査をしたこ
は慶応三年生まれ︵一八六七︶︑ゲンの孫に当たる三國隆敏氏︵相

川在住昭和七年生まれ一九三二︶はゲンから直接ジャネット
について聞いことはなかったが︑ゲンの子供︵隆敏氏にとっては
叔母︶から聞いた記憶があるという︒

l3

へ

西暦

和暦
スコット

一八三七

年スコッ
ートランド

る

で生まれ

ト誕生

ジヤ︑不ッ

家族

で働く

九月佐渡

茅沼炭鉱

由︶

トック経

ジオス

る︵ウラ

一八六四 元治元年 函館に来

一 八 六 七 慶応三年

一 八 六 八 明治元年

一一一

柿村トメ

安政三
︵一八五六︶

年生まれ

三國ゲン
大滝ヒロ

ゲン誕生

ヒロ誕生

一八七三

一八七四
一八七八
一八七九

一ハ

一八八一

十五

十四

一八八○

一八八二

一八八三

一八八七

れる

佐渡を離

南部釜石

職

釜石で離

める

函館で倉
庫業を始

』八

一八七○

へ来る

ムラ誕生

ﾉ、

七
一

六

二

十
十
十

十

妻死亡

死亡

二女イト

エン誕生

税陸誕生

籍を作る

分家戸
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一

一八七一

四
五

十
二

■■■■■■■

一八七二

A

表

寺から博物館に龍神を寄附してあるだる◎あの龍神の寄進者のひ
過去帳には︑先祖は寛永十年︵一六三三︶十月二十四日に亡くなっ

とりで︑四町目の柿村だ︒﹂と言った︒

○﹁佐渡相川志﹂︵永宮寺松堂がまとめた歴史書宝暦期

たとある︒三代目のところに﹁薬種屋五兵衛﹂とあり︑職業がわかった︒

一七 五 ○ 代 ︶ に ︑

三六︑薬種店
以前ハ薬店多シ︒近頃大二減少セリ︒当時ハ羽田町杉山六兵

四町目に五兵衛名で出ている︒

四町目に移ってからの職業は不明である︒相川と佐渡各地の医

七二︶に︑柿村の名前はない︒このほか相川の

師や問屋︑商人の来歴をまとめた﹃在相川医師諸町人由緒﹄︵宝暦−

明和期一七五一

酒井さんの報告によると︑柿村家が函館へ移ったのは︑明治十

歴史に関する史料に柿村の名前を見つけることが出来なかった︒

から米やワラ・竹製品などたくさんの物資が運ばれた︒また松前

佐渡と北海道は江戸時代より北前船による交易が盛んで︑佐渡

年代でスコットの倉庫番などをしていたという︒

迄ノ店此援二記ス︒

入ると佐渡の物産の販売で成功した人も増え︑そうした人を頼っ

稼ぎと呼ばれる出稼ぎで北海道へ渡る人も大勢いた︒明治時代に

ガワーやスコットら外国人技術者による火薬やトロッコ︑蒸気

て北海道へ移り住む人も増えた︒

機関の導入で労働力が削減された︒このことが労働者の失業につ

ながりストライキ等も行われた︒失業者のための授産事業も始まっ
の東側に商人五兵衛とある︒大仏川側の左隣が滝浪玄伯︵医師︶

︵昭和二十六年一九五一︶からもわかる︒この本を編集した圓山

相川出身者が函館に沢山住んでいたことは﹃函館市と新潟懸人﹂

たが︑新天地を求めて北海道に移っていった︒

である︒法然寺に寄進された龍神は︑等身大の木造の二つの

当時は函館夕刊新聞副社長を勤めていた︒

貞吉も相川一町目出身で︑儒学者で教育者の圓山漠北の孫であり︑

う報告︵昭和三十七年六月一九六二︶が来ていたことを最近知っ

ら相川の森三郎へ︑スコットの妻は相川の出身で﹁柿村﹂姓とい

佐渡奉行所役人辻八郎左衛門家の後商で︑函館在住の辻守弥か

龍神が手に灯籠を掲げ持つ像である︒袖の後に﹁文政十三年

○﹁文政九年相川町町墨引﹄︵一八二六︶には︑四町目市町の図

畝五歩︑あった︒

二六九四︶に︑五兵衛名義の屋敷が︑羽田町南側に屋敷が二

○﹃元禄七甲戌年佐渡国雑太郡相川町中畑屋敷御検地水帳﹄

柿村五兵衛正徳年中羽田町二在り︵以下略︶

衛︑下戸町多治見七右衛門二軒ノミナリ︒元禄年中ヨリ近頃

A

︵一八三○︶安藤仁兵衛滝浪玄伯柿村五兵衛﹂の文字がある︒
手にしていた灯籠は︑第二次大戦時に供出したという︒
○﹁安政五午年十月佐渡国雑太郡相川町屋敷帳責一八五八︶には︑
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A

昭和五十二年一九七七︶

の技師︑蔵田連時は地役人蔵田茂樹の孫である︒

八年七月まで佐渡鉱山の鉱山長であった︒金子常三郎は御料局

佐渡金山から出る赤い土無名異を使って焼物を始めた伊藤甚

②無名異赤楽句付馬上盃伊藤甚兵衛窯

たので追記する︒弓佐渡金山と相川町の史跡文化財森三郎遺稿集﹄

スコ ッ ト に 関 す る 資 料

兵衛窯の作品の中にある︒口縁は花弁型︑内側に福寿草の模様︑

側面に﹁スコット君のために造之数匂はふ土産の花や福

①スコットと大島高任との契約書函館図書館所蔵
明治八年︵一八七五︶十月十八日に結んだもの︒

寿草﹂と和歌が彫ってある︒口径七・九ｍ高さ九・一ｍの盃でス

明治時代に入ってから硬質な無名異焼を造り︑相川の産業化

コットが飲んだのは︑ウイスキーだろうかワインだろうか︒

明治六︵一八七三︶年十一月七日付けで津田弘道とヂュィム

延期し︑さらに明治八年十一月七日より三ケ月延期するが︑双

たことが書いてある︒

に成功した三浦常山の資料の中にも常山がスコットに壺を贈っ

ス・スコットの間に結約して︑明治七年十一月七日より一年間

る︒という内容で︑大島高任と證人伊東保義︑ヂュィムス・スコッ

絡文書︒スコットがスコットランドへ送った郵便物の料金が不

明治十一年三月二日駅逓局から佐渡相川郵便局への業務連

③郵便局資料三國隆敏氏所蔵

方より書面による解約通知がなければ三ケ月後も契約は継続す
トと證人金子常三郎の名前がある︒鉱山寮の文字のある罫紙に

足なので立替えておくので︑不足分を切手で送るようにという

日本語で書いてある︒

もう一通は︑英語で書かれていて︑津田弘道と百日⑦のの８言

鉱山での仕事には直接かかわらないが︑このような手紙が残っ

もの︒故郷への手紙にどんなことが書かれていたであろうか︒

の名前があり︑津田のところには原兼輔︑スコットのところ
﹃佐渡金銀山史話﹄︵昭和三十一年︶には︑

には蔵田連時の名前がある︒

ていることがスコットを身近な存在にしてくれる︒

いくつかの疑問と課題

○﹁工部省沿革報告﹂によると︑傭英人製鉱兼機械師ゼームス・

スコット︵大阪本司に傭ひ入るところ︶並にガハールを遣
り以て鉱山器械据設の事を担掌せしむ︑此処より先き鉱山

佐渡の資料からスコットに関するものを読み直したが︑新たに

わかったことは少なく︑疑問が解決されないままである︒﹁長女ジャ

器械を米国桑港に購入し︑此に至て到達せるを以てなり

とあり︑スコットの雇いれは明治三年︵一八七○︶七月と記し

ない︒

ネットと三女は結婚して東京に住んだ﹂とあるが確かめる方法が

津田弘道は工部省鉱山寮の技師で︑明治六年七月から︑明治

八

てある ︒

A
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スコットは佐渡から南部釜石へ移ったが︑﹃工部省沿革報告﹄に︑

明治十五年三月から十六年二月雇用という記述のみで︑﹃鉄と共に

それから酒井さんは︑エンとムラの二人の娘はスコットとトメ

百年﹄︵新日鉄釜石製鉄所一九八六︶などもその引用だけである︒
の子供としているがそうだろうか︒違うという根拠は示せないが︑

そして︑この事を調べるきっかけをくださった酒井さんに深く
感謝申し上げる︒

﹁明治期国際結婚をした函館の女性を追って−ジェームス・ス

参考文献

味本位の書き方をしている︒スコットの飼い犬が人骨をくわえて

一九九九

コットの妻柿村トメさんｌ﹂酒井嘉子﹁道南女性史研究第士言互

﹁先駆者と北海道﹂黒田孝郎北海道新聞社一九七八

﹁函館外人墓地﹄馬場脩昭和五十一年一九七六

記事もあり︑妻子がいるのに別の女性との間に子供がいたとした
ら︑文字や口伝という方法で伝えられているのではないだろうか︒

一九七八

﹁佐渡の百年﹄山本修之助佐渡郷土文化の会昭和五十三年

﹃青木重孝郷愁﹁佐渡﹂Ｉ〜Ⅳ﹂青木重孝一九九六〜九七
一九九五

﹃佐渡相川の歴史通史編﹄相川町町史編纂委員会平成七年

二○○二

﹁佐渡相川郷土史辞典﹄相川町町史編纂委員会平成一四年

﹁佐渡金銀山史話﹄麓三郎昭和三十一年一九五六

ろうが︑エンかムラか︑またジャネットの可能性はないのだろうか︒

かれた洋装女性の写真があるが︵酒井氏報告︶︑妹ではなく姉であ

また︑函館図書館に﹁英人スコットノ娘女柿村税陸の妹﹂と書

は上記の二件のほかにはなかった︒

員会が作成した新潟新聞の記事目録からはスコットに関する記事

トメの生んだ子供かも知れないと推測もできる︒相川町史編纂委

しかし︑明治十一年の新聞に子供が三人いたとあるので︑三女は

きて騒ぎになったという︵新潟新聞明治十二年十月二十八日︶

妻の死亡記事︵前出︶に見られるように︑当時の新聞はかなり興

へ

などなどいくつかの疑問があるが︑相川で柿村トメについて調べ

報告というには不十分であるが︑明治時代に日本の︑佐渡金山

る方法がないまま時間が過ぎてしまった︒

の近代化が進められるなかで現実となった国際結婚であるが︑
れの最初の妻と柿村トメのふたりの女性がいたことを記しておき

国際結婚という方法を選ばず︑事実婚で自立して生きた天草生ま

たい︒
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一五︑ 海府ヤンサ節
一一ハ︑ 海 府 そ う め ん さ ん
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一八︑ 海府甚句
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一︑海府はんや

ペエー願大野亀はアイ分け島だ
しおかぜ

吹き分ける

願斎藤左中︵腿︶

アイとエ下りャホラ
ペエー浪にかまりょが潮風吹こうが

北鵜島田畑りつ︵刃︶

添うてはなれぬホラーニ
寺ッ亀ョ
二︑車田植の唄
いちにち

くだ

べ今日は一日まわりアドランエーソイサソイサ

つけちゃ下の七こわけからランエー
式今日の大足
足引
引き
きャ
ャど
どな
なた
たでござるランエー
なじょ

い■■■■■■■▲

一夜なり
りと
とも
も勵
馴妨
染みたい

北鵜島田畑りつ︵刃︶
そ

かねもう︵負︶うている

嫁はエー井戸掘り初めて

ランエーソイサソイサ
三︑松坂

ぺこ こ の エ ー
水をたくさん

四︑海府そうめんさん

穂に穂が下がるよ

式今年はよい年

︸︶

北鵜島田畑りつ︵刃︶

岩谷口岩部さん︵刷︶

六︑海府はんや︵現在のおけさ節を唄う︶

渡る船さえもおけさ丸

ヘハー佐渡へ佐渡へと都の人が

北鵜島田畑りつ︵刃︶

五︑海府はんや︵現在のおけざ節を唄う︶

のぼらのあの舟がエー

式鵜島︑長島︑沖ではおしづェ

A

道の小草に米がなる
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A

岩谷口岩部さん︵剛︶

さ力

ひらこし

五十浦平腰きみ︵㈹︶

お家繁盛とノヤサ舞い下る
一○︑おけさ

そ

五十浦平腰きみ︵帥︶

ひらこし

︑ヤナの清水と堀切林五郎兵衛おしもにのぞみある

一一︑出雲節

おうぎ

式扇地がみに池堀り初めて
ねえ

池のまわりに田を掘りて

たけじゃく

十七八なる姉さんが今年初めて田を植えた

し

そのまた稲の出来ぶりが丈が三尺穂が二尺

一鎌刈れば二千石二鎌刈れば四千石
ままた

20

七︑出雲節

式ようべ夢見た目
目出
出た
たナ夢を
八畳の座敷のまん中で

盃もろうた夢を見た

ながと

岩谷口長登直次︵胡︶

さそうとしたなら目
目が覚めた

と

八︑海府そうめんさん

こわぐち

式あの子は退きや山瀬のもとだ

嫁の強口や出るもとだ
へ秋が来たやら鹿さえ鳴くが

今じゃ紅葉が色づかぬ

飯に炊くなりや富士の山酒に造らば出雲酒

五十浦福島キリ︵的︶

この酒飲む人寿命が長くて末廣い

一二︑海府そうめんさん

べそうめんさん出どこ

能登の輪島か蛸島か

へ

九︑海府はんや︵両津甚句に似ている︶

岩谷口長登直次︵部︶

︑ハーエとさん百までかさん九十九まで

しらげは

ともに白髪のノヤ生えるまで
いえ

式ハーエ鶴が舞いますお家の屋根で

八

一三︑海府麦搗唄

ベ麦搗きでなじよんだ
なじょみたか来い麦搗に
たしよ

く思うとナ他所だ

五十浦福島キリ︵的︶

たぼさ引きあげた誰に見せよ

一四︑海府はんや︵これは古調︶関中川閑楽︵別︶

ベ関は観音矢柄の薬師ョ

小野見天神堂ソリャ化粧まいり
さぶととうみよう

式関の寒戸で燈明がとぼる
じゅういく

関中川とめ︵別︶

どこの十九がソリャ出てとぼす
一五︑海府ヤンサ節

あお

く逢で来りょか

二つ山越しヤンサ三つの坂
︑今宵は戻れ
ず

ねんごろ摺りのヤンサ晩に来い

一六︑海府そうめんさん

能登の輪島か蛸島か
一八︑海府甚句

関辻とめ︵腿︶

大倉菊池のぶ︵田︶

ペハーエ添うてつまらん他国の人と

わしも添わざかノヤ泣きやせまい

ペ烏も鳴かずか打たれもせまい

大倉梶原儀作︵︑︶

くおらがャそうめんさん出どこ

浪のナ音聞けやなつかしゃ

べおらがャ明神崎の

一七︑海府そうめんさん

朝のエー小鯛場で身をやつす

くコラバンジョウ場に烏賊場

お山はエーおろしはそよそよと

式関の穴ぐら朝日を抱いて

A

末はからすのノヤ泣きわかれ
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A

一九︑海府そうめんさん

かわいや糸巻なげて

大倉梶原儀作︵刀︶

ひざ名
もと

たぐり寄せた
たい
い膝元
一 にゃエー
︵繰り返し︶膝元ひやたた
ぐぐ
りり
寄寄
匹せたい膝元にゃエー
ペソラがヨウ一夜通うて出たら
がよ

夜通うて

かよ

出たらセキラの緒が切れた
︵繰り返し︶夜通うて

矢柄川口平吉︵腿︶

出たら出たらセキラの緒が切れた

二○︑海府甚句

ヘハー外外
のの
海海
府府は
は夏
夏よ
よい
いと
とこ
ころ

矢柄山口太郎吉︵刊︶

花じゃもの

冬は四
四海
海の
のノ
ノャ
ャ波
波が立つ
とまるはずだよノャ

弐ハー娘島田に蝶々がとまる

ろおし

一二︑櫓押節

︵に︶

︵に︶

かのうた
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船が積まれにやたもで引く

船が積まれにやたもで引く

か

矢柄中村くら︵的︶

ベハーうれしめでたや思うたことあ

末は鶴亀五葉の松

︵繰り返し︶末は鶴亀五葉の松

二二︑海府ヤンサ節
あん

式兄さんだと思うて

前の林檎の木にヤンサ抱きついた

コラシヤンコラシヤン
ペ唄声までも

どこだ似たよなヤンサわしや殿に

矢柄石地十兵衛︵鮒︶

コラシヤンコラシヤン

二三︑海府甚句
な

べ金の出る木を一枝ほしい

植えて育ててノャ孫にくりょ

式関で観音矢柄で薬師

へ

ペハー船頭せきやるな七つのタカレ

A

矢柄中村くら︵的︶

小野見ナ天神堂のノヤ化粧まいり
二四︑海府甚句

式うれしめでたいおお
もも
うう
たた
ここ
Ｌとかのうた

玉が浮く

末は鶴亀ノ
葉の松
ノャ
ヤ五葉
さした盃中見て飲みやれ

中にゃ黄金のノヤ

二五︑カガソ︵又はカンバラヅカ盆踊りの時おしまい頃

唄う︶願浜口すみ︵門︶

いやな男と寝てやおりようか

︑石が噛まりょか油が飲めょか
えん

べ縁にやつかずにこの身でおれば

人がナ無い名も立てたがるョ−
︵し︶

式月のまわりにゃわしを連れだいてエ−
よ

今さら捨てるか闇の夜に
弐むかし馴染が出て来い来いと
と

いとるおる気のないわしに

二六︑海府甚句

さんきょ・・・

二九︑やんさ︵盆踊り︶

願村中いと︵弱︶

願浜口すみ︵門︶

願浜口すみ︵門︶

願浜口すみ︵門︶

二度と投げ出すお手は持たん

べ投げ出しや引っ込んだ

五円︵貫︶出ェても習いたい

ヘ投げ出し踊り

二八︑なげ出し︵盆踊唄︶

殿の夏釜ョどげいである

●●●

ベ粉するせえ粉するせえこげいだ

二七︑粉摺唄

冬はナ四海の波が立つ

︑外の海府は夏よいところ

瓜

︑山居の山へねぶか持てこい
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A

味噌添えて

あだに碇をおろされん

※盆踊のおしまい頃に唄う

第二集

三二︑海府そうめんさん

北鵜島田畑ツヤ︵弱︶

式かんばの木にからすハーナーエー

雀やナーエーびんかかの木にとまるヨー

ベあんざまヨー思うたら来たか

北鵜島山本春代︵開︶

二つエー山越え三つの谷コラシノシャンシャン

三三︑海府そうめんさん

式逢いたか見たか

御座れシャンテイ
横路の中のサー
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ヤンサ

式鷲崎の明神崎の

願細川きみ︵別︶

波の音聞きやヤンサなつかしや
三○︑ヤンサコ

式高野の山でナ
ナ 行かエ

エー人はない

ヤンサコノエー手でとめる

涙流さぬヤヤンサコノ
ペわしや淀川の

流れ来る水

浜口すみ︵刀︶

※ヤンサコは盆踊りの時音頭踊りに唄う

願

三一︑カガソ︵又ハカンバラヅカ︶

式思い切るわしに
ふみ

かえすがえすの文はなんだ
ちひろ

A

︵注︶
︶か
かえ
えす
すが
がえ
えすす
はは
たた
恭びたびのこと

式底の知れない千尋の海に

八

三四︑カンバラヅカ

で︵ひ︶

式投げ出いちやへっこんだ

そが

北鵜島増家ナカ︵︑︶

ハーイヤマカサッサ

北鵜島山本春代︵弱︶

二度と投げ出す餅は持たぬ

三五︑出雲節

ぺちよいと隣りに豆腐屋が出来た
そこで豆腐が申するにァ
いんか

わしほど因果のものはない
一丁二丁なと切り売られ

そこでキラズが申すにァ
わしほど因果のものはない
一文二文とつかみ売り

トウヤはどこよとたづねたら
豆Ⅱ元気をかける
そが

北鵜島増家ナカ︵刊︶
どなたでござるョ−

山の畑でサ豆でおる
三六︑車田植の歌
オオアシ

式大足引きは

ソラサソラサ

三七︑海府甚句

式〆縄はりてかかるな白雪ノャ
みな黄金

べ主の心とたばこの煙

︵ラ︶

岩谷口村中かめ︵︑︶

恋のつばさでノヤ飛んで来る

︑燕恋しや千里の海を

三八︑海府甚句

道は四十九里ノヤエー波の上

式来いとゆたとてゆかりょか佐渡へ

真更川

つけてくらのせ小脇からダンョー

ベ今日は一日ヨーマワリアドョー

一夜なりとも馴染みたいョ−ソラサソラサ

なじょ

A

遠少くなるほどノヤうす少くなる
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A

真更川上林クマ︵銘︶

かたい女だヤンサ帯は解かぬ
四三︑追分

︵歌詞不明︶

繋盛となりさがる

この﹁外海府民謡集﹂のＣＤは︑昭和三十二年故山本修之助氏

が︑かねて旧相川町から﹃外海府村誌﹂編集の依頼を受けていたの

で︑旧外海府支所の村誌担当の故本間英利氏︵関故本間久明氏子

息︶が同行し︑古老から録音によって収集したものである︒ＣＤに

は．部不詳な部分もあるが原典に手を加えることなく再生したも

のである︒平成二十一年三月村中﹂とある︒

歌詞はそのＣＤを文字化したもので︑故山本氏の遺稿に基づいた︒

なお︑この民謡採集は︑昭和三十二年から数年にわたって行われた

ことが︑調査日記などでわかる︒
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三九︑海府甚句

︑お前釣竿わしや池の鮒

真更川浜田和作︵邪︶

釣られながらも面白い
四○︑海府甚句
なお

八連れて立つぞよ髪結い直せ

島田髪では渡られぬ
︑島 田 髪 に は 今 結 い あ い た
まるわげ

真更川上林クマ︵銘︶

早く丸雷主のそばヨー
四一︑海府甚句

丙これがこうだとわけさえ立てりや
それのナわからぬわしじゃない

真更川奥野嘉一

八

四二︑海府甚句

︑下駄が草履になるまで通うた

八

■■■■■■■■■■■■■

︿資料﹀

山本

角

というし﹁あのせんこのせん﹂とも云うという︒しかし﹁せんだって﹂

を﹁へんだって﹂というような︑Ｓ音からＨ音になる例は見当ら

換の例を見たので︑なんということなく問うてみると︑家を﹁イゼ﹂

をめざして進み︑岩を打ちぬいた荒けずりの小さなトンネルをい

二時半ごろ辞去し︑大杉神社︑さぶとさんに寄る︒祭だとい

なかった︒

氏の話である︒﹁男が四十二になるとなくかけさせんちゆうて村中

トンネルを通って︑関部落のＨ氏宅にいきそこで中飯を食う︒Ｈ

気がする︒再たび︑蝉の声ばかりの道を五十浦小学校前まで来ると︑

その穴の附近は︑冷房のきいたビルデングの中にいるように︑寒

いる︒その横に︑いくらでも人を吸いこみそうな穴があいている︒

った︒かかえきれないような杉が根から地面をもりあげて倒れて

う︒おばあさんたちの姿が見えたが︑特別の催ものはないようだ

の子供や足腰の立たんもんまでよんで︑一日中酒などであて祝う

おまいりに船で来るということをＨ氏からきいてきたので︑もし

発動機の音をたてて︑船が︑関に向っているようだ︒大杉神社を

関に行くのだったら帰りの船で真更川まで運んでほしいと思い︑

本の神々の性格は微妙である︒﹁三月だヌーまだねむていころ︑ご

ぜが来てヌー鈴木もんどくろきや平左くろきなどわしら︑わきや

取峠の登り口に来る︒

海は静かだ︒蝉の声にかわって発動機の音が波上にひびく︒笠

Ｈ氏に電話すると︑帰りの船を浜につけてくれた︒

鈴木もんどくどきを江戸豊島町の槇野松野というごぜ頭がやって︑

ときにあ︑やったもんですヌー﹂稲鯨に住んでたごぜだったという︒

という﹂ここでは四十二は祝である︒厄年のところもあるから日

矢柄で下車してまだ未完成の真暗く︑ぽたノー水の落ちてくる

奥佐渡という感じである︒

れて揺らめいている黒々とした岩礁︑広々とした外海の水平線︑

くつも過ぎる︒海沿いの台地に青々とした稲穂が頭をわずかにた

八月三十日

矢田求氏の書いたものに家を﹁イゼ﹂と︑またＳ音とＨ音の交

出したりした︒

巳

外海府日

日もだいぶ経ったので︑整理を兼ねて︑記憶をよび起して思う

ｌ昭和三十四年八月三十口〜九月一日Ｉ

記

はじめての海府めぐりである︒相川から出たバスが佐渡の北端

ままに書いてみた︒

修

A

弟子たちが地方をまわったという記事をどこかで読んだのを思い
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■■■■■■■■■■■■■

うみこい

雪代の海恋の滝と名づけ過ぐ

に歩いてみる︒今日は真更川のお︑や︵土屋︶の神をまつってい

まだ日は高く四時すぎたばかり︑またズックをはいて︑思うまま

道はばはせまく︑人がすれ違うと肩がつかえるくらいで︑こう

る熊野神社の祭りで部落は休みのようだ︒

いうところに︑二十軒くらいの家が立てこんでいる︒周囲は全部

先生を昨年訪ねた時︑真更川で﹁オチャー﹂というと返事をした

28

と早春ここを訪れた加藤鰍邨先生が︑名のない滝だと云われて︑
創った句である滝はしぶきを白く光らせながら︑石の間を通って

田圃である︒部落を鵜島の方に一歩出ると︑稲穂が続いている︒

海に入る︒雄大な光景が迫る︒じくざくの角度も鋭く赤黒い岩肌
ようにふくらみ小さくしぶきを上げる︒

が見える︒そういう岩々が︑沖の方まで︑点々とつらなっている︒

中掴島︑沖の御子岩など赤黒い岩礁の周囲にわずかに白いもの

ひろがっている︒高いところなので一つのうねりも見えない︒

海岸台地である︑五六十メートルの下に外海が湖のように静かに

が垂直に立ちはだかる︒岩肌に接触する海は︑大きな生きものの
四︑五十メートルの上を見ると根も幹もくねらせ︑青いものをわ

ずかにつけた杉が︑まばらに岩に生えている︒さらに︑その最上

夕日が幅広く︑波上を赤くきらめかしている︒生物はなにもない︒

部には︑生き生きと松が密生し夏草も茂っている︒そうして電線
が青天に力強く直線を引いているのが印象的だった︒大ザレの滝

沖の方の大きな岩に古代の神々があらわれても何の不自然さも

が白い帯のように目に入る︒近ずくにつれて︑その爆音は寒気を
催させる ︒

たい石をのせ︑そのなかに小さな石地蔵が︑たくさん入っている︒

布でほうかむりしたのやら︑蓮の葉をかむつたのやら周囲には

ない︒また︑道ばたに︑小さな石を両側から積んで︑その上に平

葉鶏頭が趣をそえている︒﹁奉納︑当村三左ェ門﹂という板があった︒

しぶきは︑大きく白泡を立てて︑白っぽい岩におち海に流れ込む︒

味な巨大な動物のようにゆれ動き︑うねりをみせる海面︑その接

榎の木とかしわの木で作っている陰の墓のところへ来るとはるか

船の行く手にも︑押し迫ってくる絶壁の赤黒い岩肌︑黒々と不気

に注ぐ大ザレの滝の勢︑すべて一つになって荘重なる︑太古の大

触によって白く小さく立つしぶき︑岩に生える松︑白泡のまま海

大野亀が見える︒

明るく︑それらと対称的にして︑また一つの調和を形作ってい

のが若い女で︑足利期の記録によく出る阿茶の局︑茶々という男

四十年も前大正のはじめころ佐渡のこの地方を歩いた柳田国男

自然のシンホニーを奏でる︒

る︒四十分間は短かった︒前方に中掴島︑沖の御子岩が見えてくる︒

ン︑母をヂャチャなどというのも起りは一つであろうということ

女の童名など本来は稚児が人をよぶ声から出たもので︑父をチャ

絶壁の上に密生する松︑夏草︑青天に浮彫になる電柱と電線は

がら上る︒

真更川についたのである︒細くて急な道をゆっくり海を見下しな

をこの時初めて気付いたと話された︒先生の﹁佐渡一巡記﹄のな

八

﹁ごてぎで︑ごじやました﹂と迎えられて︑Ｓ氏宅に上ったが︑

A

結婚していったところが︑新しい時代の前に︑宿がなくなる時︑

こうして過去の人たちは青春を楽しんで︑次々に異性を選び︑

作みれば︑さんぞうなんど鍵でてととき﹂などというのを聞いた︒

あいとて見とて︑のせるとこずしこ﹂願では﹁あにやまの踊る所

十四年六十三才で死んでいるから︑海府に人々が住みついたのも

崇拝するところで︑その開基は弾誓上人であるが︑実在人は慶長

査の記録に見られるところである︒

また﹁いろり﹂に主人の座る場所がきまっていて横座といい︑こ

娘たちの結婚出来なくなるという反対があったことは︑全国の調

地名が岩船などにあること︑海士の移住の旺盛さ︑あわびが魚と

こに他人が座ると﹁こめをかすきか﹂といわれるそうだ︒

それ以後︑少なくとも足利期以後であろうこと︑また現在はほと

違いとれば少なくなり︑それで転々と何年間おいて新しい浦浜を

その他﹁ことわざ﹂などを聞いてみた︒

﹁家長のかわりが出来るか﹂という意だという︒

﹁ゆうれいに会うと︑会った人は必ず近いうちに死ぬ︒夜十一時︑

海士に探させること︑ところが︑この地が︑海岸台地で特に水の
ようになったのではないかという︒その地に︑何の文句をつける

前までは﹁わけやしゆうやど﹂と﹁ねしようやど﹂があって︑何

の前後にＳ氏宅で︑となりのＴ氏から︑話をきく︒二十年くらい

は食べず︑鳥などもとらずここの鳥は高千あたりからとりに来る

魚を食べない﹂﹁年よりと金くびはひっこむとええ﹂などで四つ足

生きてる人︑というような意味のことを云った﹁おかねさんの日は︑

そこに絶対来れないような生きてる人︑また遠くにいてもいいが

しかし︑この﹁ゆうれい﹂という説明は︑腰足も立たなくて︑

十二時頃会うと三日のうちに死ぬ﹂

かことあるときには﹁海府じんく﹂などを歌ったり︑また︑贈歌

れで胸をこくったらどうだ﹂というのだという︒

という︒また田圃や山森の境争いも話合解決で︑仲に入った人が﹁こ

あると思った︒

うのを﹁なかじめえ﹂その他Ｓ音が強調される傾向が︑言葉には

時は﹁やまぶし﹂をよんで祝詞をあげでもらうという︒中島とい

料で手伝うそうだ﹁りょうぐうまつり﹂と云うのがあって︑その

部落は相互扶助で︑病人があった家などへ田植︑稲刈りなど無

るように︑顔をみるとか︑目つきによるとかして︑即席に歌を創

とでも云おうか︑ここで何というか聞きわすれたが︑自分が︑好

祭と云っても︑部落で契約した映画しかないというので︑夕飯

支配者は当時はいなかっただろうから︑というのである︒

便がよく︑耕作に適することを知って農業や山林に生活を求める

んど農業が主で︑次に炭焼であるが︑海府という地名から︑同じ

また﹁佐渡の海府﹂では光明仏寺︑山居は海府の人々が霊山と

かにも見えることである︒

A

きな男︑好きな女として心にかけると︑それとなくその人にわか
って歌うという︒

﹁かわいいあんにやまの声きけば︑かもんばやしで蝉まかす﹂と
いうように歌うと︑相手は必ず歌って返すならわしだという︒

﹁今夜一夜が千夜にかよか︑あけてくやしいたまて箱﹂という
ふうに︒鵜島では﹁あにやまよるきてなんでおんかししらんだか︑
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へ

八月三十一日

ふんがいっぱい白くなっていた︒このふんがどちらに多いかとい

桶を負うて上ったといわれても信じられない︒後部へ廻ると鳥の

また︑船があれば︑税をとられるので︑税を逃れるために﹁船

うことで︑その年の豊作か︑不作かは予知出来るのだといった︒

30

九時前にＳ氏宅を出て︑赤い杉葉をつけた盆灯籠を部落のはず
れでスケッチして︑歩きだした︒沢を下りて上ると︑また一面の

隠し岩﹂というのがあり︑そこへ案内してもらった︒岩のさけめ

あたって︑音を立てながら︑しばらくいくと︑船が丁度一艘入る

としか見えないところを船は入り︑狭い岩間を︑でつばつた岩に

咲いていた︒

青田がひらけ道幅も広く︑昨日﹁ぼんぱな﹂と教えられた花が︑
冬近くなると牛が下りてきて︑この辺にたむろしている場所ら

と長さが一ぱいになる︑丸い感じの高い岩が上面をせばめている

しく︑柵がありそれを押して通る︒朝露が小さな草の葉にまでた
鵜島の部落の後方から下る︒両側をきりたった磯山で︑後方は

まっている︒

こむ︒うす暗く︑海底の茶色の藻のゆらめきが︑自分の気味悪い

と思う心持を表現しているようだ︒船の向きを変えて出られない

海面に︑木をころがすような音をたてて︑岩にぶつかり船は落ち

での田圃道を通って来なかったら︑誰も漁村と思うにちがいない︒

急なスロープで前面に︑雄大な海が展っているのだから︑いまま

と思っていると︑別の方から楽に出られた︒

三時過ぎ︑Ｋ氏宅を辞して︑トルネルを出ると︑大野亀が目近

すれすれにとんでいる︒

まつ黒く︑長くて太いくちばしを前につきだして︑沖の方へ海面

櫓の音を残して磯に向うとき︑すぐ近くから︑鵜がとびたった︒

しかし砂浜にある船は二艘である︒一人通っても肩が当りそうな
狭いところを通ったりして︑Ｋ氏宅にいく︒十時頃である︒Ｋ氏
の話であ る ︒

あわびやさざえの採取権を期間を切って︑能登の海女に売って
いるという︒海女は六人来ていて︑用具を備えたり︑あわびを運搬︑

さざえを塩ずけにしたりする男が三人︑願部落に宿っているそう

しながら歩く︒外海府に来て︑放牧の牛にはじめて会う︒茶色で︑

くあらわれる︒十メートルくらい下に︑黒みをおびた岩々を見下

暴れられると海へでも落ちそうなところだったが︑牛は大きな目

だ︒あわびは両津へ︑さざえは塩ずけにして冬期︑能登に帰って
きとおって︑こげ茶色の藻が石の上にゆらめくのが美しい︒

米と代えると云う︒中飯後︑Ｋ氏の手漕舟で︑海に出た︒水はす

というそうだが︑どちらだったか︑知らない︒日焼した顔の郵便

鵜島では︑雄牛のことを﹁こってい﹂雌牛のことを﹁しようじ﹂

をゆっくりまばたかしただけだった︒

なんか見えないので︑漁村の眺めだ︒赤茶けた烏嶋の側に来て︑

ていった︒

夫が︑酒気を残して︑黒いかばんをばたつかせながら︑追い越し

温石が出るという岩があったり︑陸の方をみると︑後方の田圃
その上端部近くに︑みどり色のところが見える﹄ここは︑あるお
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じいさんが︑煙草を作っていたところだというこの急な岩肌を肥

八

娘さんが︑もんぺをはいて草刈をしている︒その向うで︑男の人が︑

遠くからは︑陸とは離れてみえる大野亀も︑近くでは︑黄みど
食う︒

であったろうと思う︒タイルばりの風呂に入ってはちめの夕飯を

の初期の人々にとって︑稲作は素よりその生活をも楽にしたこと

〃はちめ食うはちめのごとき口あけて〃加藤鰍邨先生の﹁外海

府を歩きて﹂の中にある句である︒焼いたはちめの頭でっかちで︑

大きな口をあけたまま西洋皿にのっているのを見ると︑この自潮

あるが︑観音堂に︑六日に各家の戸主︑七日に若衆︵男︶八日に

の部落には﹁講﹂が多い︒ここでは正月︑月のこよみ︵陰暦︶で

八時半頃︑二十七︑八の青年が三人ばかり来て話してくれた︒こ

的な句が一層好きになる︒

で︑なかなか達しない︒立ちどまってみると︑願の部落も見えるし︑

ため︑廻りに廻つた道なので︑頂上に見える鳥居まで︑近そう

その時︑正月に見た夢の絵や︑馬が出てくる夢だったら馬を画

子供︑二十日に女というふうにこもる︒

は︑二夜待講もあり金平講というのが一月︑五月︑九月︑十月い

分の年だけというふうに画くという︒またこの他正月二十二日に

き︑悪いところがある人は︑そこの絵を︑目の悪い人なら目を自

反対の鵜島寄りの風景は南画のようだ︒墨の一筆のように︑岩の

のがあるという︒こんなに講の多いのは︑部落民のレクレーショ

ンの役割を講が果しているからであろう︒映画もスポーツも音楽

ずれも十日にあり︑十二月二十三日には﹁せ−ぶごもり﹂という

もない︒盆踊などとともに講は慰安である︒ここで何か食べなが

和よく南画を形成しているのは︑大野亀の陰になるのか︑その前
いあい色をたたえている︒見ていると︑吸いこまれそうなあい色

ら︑昔話を語り︑うわさを話しあい︑民謡を唄い伝説を話しあって︑

って︑新開紙につつんでそこの主人が持ってきてみせた︒踏みふ

それから弾誓聖人のぞうりというのが︑Ｎ家に伝っていると云

そこにささやかなよろこびを得るのであろう︒

いるように冷めたい︒水道と云っても清水だが︑そういえば真更

るされたのか︑煙でいぶしたように黒かった︒また伝説みたいな

顔を洗いたいと思って水道の栓をひわると︑冷蔵庫から流れて

Ｈ旅館についたのは︑五時半頃であった︒

く結ばれている︒

である︒災難よけの﹁風切鎌﹂が︑願の部落に向って︑灯寵に固

方の海の色で︑広大な中国の高山にかこまれた湖のように︑妖し

角度はくっきりとして︑松がところどころに生えている︒一層調

一方には︑はてしなく続く外海が︑夕日をうけてひらけている︒

い大きな岩が海面に立っている︒頂上に来ると石の灯籠がある︒

扇岩も見える︒大野亀の陰に︑長細く空間を残して︑長方形に近

草が行く手をせばめ︑かきわけながら進んだが︑スロープが急の

歩き易かったが上方はかやのような︑肩ほどもあるとげノ︑した

大野亀に登ろうと思う︒中腹ぐらいまでは︑草が刈られていて

らとあかね色にそまっている空に︑展がっていく︒

草か何かを焼いている︒濃い灰色の煙が︑上るに従って︑うっす

り色の小高い丘続きになっている︒小高い丘は広々としていて︑

へ

川でも清水による消火栓が目についた︒水の豊富なことはこの地
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魚

来風が﹁さがり﹂になると︑人の泣く声がするとか︑また老人を

ものに﹁とどせ岩﹂と云って明治何年かに遭難船があり︑それ以

はわからないが︑語り伝えられているうちの変化だと思う︒

らにしても﹁嫁が殺される﹂という筋は変らない︒どちらが先か

しかしこれは﹁アネ落し島﹂と話者は云っていたという︒どち

妻の河原は有名である︒青年たちの話では今でも沢根から死ん

すてる大きな岩穴が︑海岸沿いで扇岩の向うあたりにあるとか
﹁ウバステ岩﹂である︒またこの旅館の二階からもはるか北の方

しかしこの種のものは︑東北地方には多く︑以前はここにおいて

だ子供の泣き声を聞くために︑ここを訪ねる母親がいるという︒

﹁いたこ﹂の﹁口寄﹂があり︑中世の葬地の跡であったであろうと︑

に︑三つとははっきりわからないが︑海面に低く出て︑わずかに

年の話によると︑昔仲の悪い嫁と姑が居て︑ある日姑がある漁師

また︑この部落から四十分もかかって登ったところに︑二金平

柳田国男先生は﹁赤子塚の話﹂という論文の中で言及されている︒

白波を立てている岩が見える︒これが﹁姉打島﹂である︒その青
︵あるいは猟師か︑その時確めなかった︶に頼んで︑この嫁をだま

りばちのような穴があり︑そこから︑土器や︑土台石が出たとい壱１

という開拓地がある︒そこの開拓の時︑直経五メートルほどのす

して沖合につれていき︑鉄砲で打ち殺した︒そうしてその場所に
嫁の執念で三つの岩が出来たというもの︒ちょっと考えてみると︑

土台石が出るのではそんなに古いものではなさそうだが︑昔︑ガ

漁師が鉄砲を持つというのは変だ︒しかし猟師では鳥類︑四つ足
動物は現在でもとらないし食べない︒そういう職業はないし鉄砲

ンドウという人が住んでいたとして﹁がんどう穴﹂と云っている︒

いが︑船はあるし以前は漁村で漁師が居た時︑船から落したような

とば﹂などといい︑若い人が答えるだけにそんなに変ったものは

ある︒湿地を﹁ゆぶ﹂石地を﹁ご−とわら﹂岩あるいは礁を﹁お−

書いてあり︑どういう意味だろうと思っていたが﹁崖﹂の方言で

方言も聞いてみた﹁大ザレの滝﹂は地図でも﹁ザレ﹂とかなで

がある必要もないようだ︒

のを鉄砲というように語られている内に変ったと思ってもいいのだ︒

けれども他部落の猟師と考えてもいいし︑現在では漁村ではな

これが﹁姉打島﹂の伝説であるが︑もう一つ父の話によると︑漁師

云うと﹁かけたかけた今かけた﹂と鳴くからだそうだ︒また蛇は﹁な

ない︒ほととぎすはほんぞんどりでほんぞんかけたかかけたかと

めれ−﹂まむしは﹁ひとくれ−﹂かたつむりは﹁でんＩ︑つぶり﹂

の間で烏の肉で魚をとることは︑魚はたくさんとれるが禁じられて

ところがある漁師が︑こっそり徒を破って烏の肉で魚をたくさ

いる︒烏が太神宮さんのお使者だと考えられているからである︒

んとった︒その後その家に来た嫁が﹁去り状﹂を渡されて実家へ

ているような感じでも似ているのか︑かたつむりのことをなめく

蛇︑かたつむり︑なめくじは︑大きさも違うのだがぬる／〜し

なめくじは﹁なまら﹂という︒

その漁師は﹁所払い﹂となった︒そこでその嫁の元の夫は怒って︑

帰され︑この秘密を実家の親たちに話した︒当然部落中は大騒ぎ︑

じ︑へびたまなどと云っている地方もあるようだ︒挨拶言葉で道

,A

この島で突き落して殺したというもの︒

八
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のどこでも聞かれたものではないかと思う︒また馬鹿は﹁湯わか

人は﹁ようごんしや﹂︑こういうような言葉は一時代前までは佐渡

で会った時は﹁ようごじゃませ﹂人が出ていくとき︑そこの家の

な雄大さを誇っている︒近寄ってみて扇岩の美しさは自然の芸術

野亀︑扇岩の景色である︒おけさ姿がないからか︑切手より静か

は絶壁であり︑岩肌は荒い︒振り返ってみると記念切手にある大

朝の日本海は湖のように静かだ︒姉打島が波の上に見える塞の

作品のようだ︒

臥している︒夜にでもなれば死んだ子供の泣き声が︑母親には海

首にかけている︒そのあたりに片手に持てる程の地蔵が無数に起

がたくさんある︒この奥には地蔵堂があり︑地蔵さんが赤い布を

﹁よそいき﹂でない言葉だと︑語調がはげしく変ったもののようだ︒

河原に来る西北に向っている岩窟の口から積まれた石の小さな山

﹁やゆ︑おそがい﹂恐いこと﹁はたくこうで﹂はたく﹁ぼくでんか

鳴りのなかに聞えるのだろう︒ニッ亀近くに来ると平たい岩の上

母のことは﹁うめ﹂﹁あぱ﹂﹁あばやん﹂︒真更川が特に言葉の変っ

ちおるでやい﹂足の膝を折る﹁どうばらけやぶって﹂胴をける﹁ど

い間公道であったのだろう︒

今はこの上の小さな松の林の側を歩くようになっている︒そこ

に︑白い色が幅のある直線となって続いている︒この岩の上が長

で攻塊の花を見つけた︒ニッ亀と海面を隔てている平地は︑小さ

く︑一度こういう言葉で話しているのを聞きたくなる︒その他﹁か

るという︒今度は︑話している青年の口から出た﹁じれんに﹂と

ちなぐられんな﹂とか﹁もくずでさんぼ﹂全然などというのもあ

またここで﹁とこぶいとる﹂というと︑朝寝や昼寝のことだとい

ると︑大陸へのノスタルジヤが静かに湧くのを覚えた︒しばらく

しか﹂などが来ていたという佐渡の北端である︒草原に休んでい

れたという﹁とどせ岩﹂がさらに北の方に見える︒それ以前ほ﹁あ

いる︒草原のような趣でもある︒明治何年かに︑船が打ちあげら

な草が一面敷かれている︒遠くに背の高い一群の草がゆらめいて

う︒こんなことを話しているうちに時計は十二時近くをさしてい

歩いていくと︑そんなに大きくなく︑白っぽい石の遠くまで並ん

八時半頃︑Ｈ旅館を出発︒磯山を打ちぬいた小さなトンネルを

山も遠のいているので︑藻浦という部落名がなにより部落をあら

である︒それから藻浦部落を通る︒藁葺ばかりの屋根は低く︑磯

でいて︑その他に水平線しかない寂然たる光景に出合う﹁さいはて﹂

出ると扇岩が目の前にあり︑向うにニッ亀が横たわっている︒波

わしている寂しいところである︒両津へと船が出る鷲崎は間近い︒

九月一日

どころ光っている︒月も灯もない︒

た︒障子を開けて廊下へ出ると︑夜の明りに黒い海原が︑ところ

また外海府はどこでも便所のことは﹁へんちや﹂というようだ︒

いうのを聞いてみると﹁自然に﹂という意味だという︒

たくたいうとまくおり出す﹂文句云うとつまみ出す︒接頭語が多

たところだときいていたが︑確めてもわからなかったがとにかく︑

きは﹁どちか﹂お転婆娘は﹁てつこう﹂不注意ものは﹁とばつもの﹂

し﹂私生児は﹁そだて﹂あなたというのは﹁のれ﹂怒をこめたと

A

打ち際沿いに︑岩と岩とで細工した道をとぶようにして歩く一方
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A

︿山本修巳注﹀

文は昭和三十四年十一月七日から十二日まで︑﹁佐渡新報﹂に掲載

知ってもらいたく︑二十歳の私の日記を掲載することにした︒この

回の古い民謡掲載にあたって︑そのころの外海府の様子を読者に

かって父が作製した﹁外海府村誌﹂の稿本を全部コピーされた︒今

荘﹂を宿泊の中心において︑今年の大雪には除雪の手伝いもされた︒

﹁外海府の古い民謡﹂のＣＤをおこし発表した上山新二氏は千葉

裏五行

匡郭

雅印︵陰刻︶

六行目下方に庵名・俳名

⁝
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二晩三日の旅行は楽しかった︒︵終り︶

県在住で昭和四十六年生まれ︑夫人と一緒に︑ここ数年は︑一年に

されたものである︒父と同行で︑はじめて外海府を訪ねた︒

︵阿良宇美集︶

一枚目の表に内題がある

因問題用紙鳥の子一行草体︶

(
六
）

序文一丁分表裏︑丁付なし表六行

きょうかくなし

六回も佐渡を訪ねて佐渡を応援してくれている︒真更川の﹁はやし

｜︑﹁あらうみ集﹂書誌の概要

︵上空︶

A

Ｈ俳書﹃あらうみ集一の大きさ︒縦遡︑６糎×横陥．ｌ糎
口表紙は絹貼り︒色は肌色に変色︒︿鋤峨眺棚い川州が︶

八

跡の大きさ縦旧．０糎︑横釧︑上端帆糎︵下空刈糎︶

題篭を欠く︒表紙の中央上部に題篭跡がある︒︵近年に剥脱か︶

日四ツ目綴︑改装本︑綴糸虻鮴綴︑糸のゆるみはない

(
四
）

本文 ︵ 発 句 ︶

丁付一丁より十五丁まで
裏とも空白

八八
言五言五
ロロロロ

︵遊び紙︶

十六・十七丁付なし︑表

たとしても全くないわけはないと思われる︒︵中山烏

○出発前河原田︑中山家のような﹁たちふるまい﹂はなかっ

ｌ﹃あらうみ集﹄編輯の構想

三︑巡歴地名と地元俳人

う佐渡が島への手土産にするには︑至極似つかわしいことだ︒

冊ができ上った︒ちょうどあなたの故郷で︑黄金の花が咲くとい

の数々︑その秀逸句を集めて︑ここに﹁あらうみ集﹄と題する一

た︒風流な長い旅中記の中から黄金の花に書えられるような見聞

はもちろん︑秋の夜空の冴える頃に︑ようやく我が家へ立ち戻っ

岐の金比羅︑安藝の宮嶋など︑名所旧跡を尋ねた︒京都や大坂は

谷守氏は佐渡の海峡を春霞とともに本土へ渡り︑伊勢や熊野︑讃

二︑﹃あらうみ集﹂西馬の序︵要旨︶

のあらうみ集について︶あり

裏表紙の見返し上部に五行山本修之助氏の備忘筆録︵谷守

ー

A

行行

いつ

述がない︒

︵九丁裏

ものか︒

理解が異る︒

・谷守の巡路と西馬の

思われるが︑

◎ここが力点
の置き所と

いか毎い０

方法につい
ては触れて

人

十一丁裏まで︑在江戸﹁松嶋﹂を含１

大きな疑問

日佐渡在住俳人︵宗匠も︶の掲載意図◎なぜここへ入れたか

︵一丁表二行目から九丁表八丁まで︶

谷守全行程の地名と俳人・句数

︵一丁分識献術丁付なし︶︒後になって依頼した

Ｈ西馬の序文

まず︑発句の部は口と日で四は歌仙である︒

次のようになる︒

そこで﹃あらうみ集﹄一冊の全容を︑その纒まりごとに括ると︑

わけはない︒しかし今分らずともいずれ分かる時が来るであろう︒

間の巡歴の構想と︑それに伴なう﹃あらうみ集﹄編輯の構想がない

記録が示されていないけれども︑谷守の手元には数ヶ月に及ぶ長期

谷守が何時︑どこで︑その地元の俳人たちと出会ったか︒個々の

角

めている︒一行おいて谷守も在名︶洵刃

発句

賊﹁河崎屋物語﹂︶

など不明︒

全発句

÷

○巡歴中京京
都都
ままで
で︑
︑その他途中の移動︑江戸から出雲崎まで
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裏表

○帰郷後江戸からの帰家︑祝い︑土産話などこの冊子には記

〔
全
3
9
人

口

化
）

㈹

句
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長短︑ｊ
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1
3
)

松ムテ下ム

江サカストミヲイイ

西馬と谷守の両吟歌仙︵士一丁才より 十五丁才まで︶〃
二行空白
４
伺歌仙に追加︾却諦啼張短一凧一計六句４全
よよし

﹁世吉﹂

かつぐ

㈹同追加看齋の甥︑谷守を召待梢捕慨燗−２句飢帆紅を
︵ささやかな送別の会前書︶

３

三︑巡歴地名と地元俳人︵日時・場所は未詳︶
京梅室︑芹舎︑梅通︑淡節︑石堂︑拾山︑

野崔︑九起︑勝錦︑枝月︑碩水︑

アハッ砺山︑蘆逸︑蒼山︑喜川︑春湖︑陳良︑

林︑林曹︑素屋︑蟻兄９

大坂鼎左︑白鴎︑桃岐︑其山︑松隣︑光

奎顛笛蟇緯菱蟇仕栽山誓居
故、、、萬祖念惟

酔
雨

匡一月贄古郷々草

1 1 1 1 2 7 2 1

2443443

文梅︑有節ｌ

可大７
サヌキ木長ｌ
鶯居ｌ
イ︐ヨ

アハ鳳棲︑茶雷２

キイ

トサ雲外︑婦牛２
ヒ
セ
ン
悠
々
ｌ
閑
那
１
A

戸カヒルホカハセカ

ミ カ ツ ハ リ
マツハツサ
ゾ、
毛シ

(
四
）

(
1
)

(
2
)

(
3
)

(9)（8）（7）（6）（5）（4）

ウ
ミ

ゞ

A

窒鬘高嘉馬簔奮雪男流壺朗亘清

、、、松等為由鵬

均 、 、 、 苣 史 見 抱 烏

、水窓齋、、、、

上ツケ

︑

シナノ
・詞

ヱチ中
ヱチコ

瓢 茶 大 琴
山 夢 堂

五、

A

千 卓 米
布 丈 室
鷺
眠

志
扇

計 7 1 3 1 3

大
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︹萩野由之著﹃佐渡人物誌﹂参照︺

枝月

蒼山

雲水

月底

遅流

槙園

あら海や渡る小麿もさか迎

谷守

文外

西馬

逸渕

や関西までも歴遊し︑見聞を広めることに努めた︒京都では随一

サト掃あとへかさぬる朝のうちは哉

西馬

サト籟もの通空に澄けり神無月

江戸岡両のみたれかましや女郎花

の名が並んでいる︒江戸では西馬と親しく︑歌仙一巻を巻いている︒

江戸谷守生か古郷に帰るに申贈る

見る友も月も替らす丸三夜さ

江戸橋上三笑

殊さらやしめる快をけさの霧

江戸送谷守風土帰杖

朝顔のしほむとき咲け時計草

江戸露台に草花を愛す

我はた画日をやるのみやけしあやめ

ヲハリ閑居

足の向くかたへ来たれは花の宿

アハッある人の草扉をた︑きて

居るほかとみなしる人や花の影

京祇音夜桜

ｌ前書のある発句

五︑巡歴先俳人の発句

う︒また丸山漠北は師であるという︒

男の末の三男は代議士鵜飼郁次郎で︑萩野由之の友達だったとい

魚

の桜井梅室・沢有節に習い︑大坂では藤井鼎左その他有名な宗匠

生活にも余裕があったので︑佐渡うちはもちろん︑本土の関東

言える︒

最も好んだのは俳諸で︑谷守と号し︑合沢にふさわしい雅号と

んとしている︒

書法に則った文字であるから︑形や据り具合︑省略の仕方がきち

書道は江戸に出て巻菱湖に学んだから板本﹃あらうみ集一を見ると︑

で︑最初は小倉の新井精齋に学んだが︑後は新穂の太田熊山に従い︑

ユ

と言った︒竹田村の村長もしたことがある︒幼少より読書が好き

羽生谷守は名を済通︑字を公揖と称した︒また通称を甚左衛門

ナリヘミチアザナ

四︑羽 生 谷 守 略 伝

経乙恕柳葛心
、良号壺古足

︵それが﹁あらうみ集﹂である︶子供にも恵まれ︑男三人女三人で︑
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鯛伽㈱鯛例

さいば

﹃あらうみ集﹄を世に出す機会に

俳諸とひと口に申しても︑その内容は深くて広い︒しかし本領は︑

谷守

やはり面白い付け合いではなかろうか︒それが江戸末期には全国

ｌあとがきｌ

西馬は上野国︵上州︶高崎の人で︑文化五年︵一八○八︶左官

の津々浦々まで風廃したのである︒この佐渡も例外ではなく︑却っ
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蟇る︑さかひを澄かはる日

六︑ 西 馬 略 伝
業の家に生まれた︒安政五年︵一八五八︶八月十五日死去︵五一歳︶

て僻村では家族がこぞって句作に励んでいた事実がある︑︵羽茂瀧

さいばかみつけのくに

した︒江戸の芝の金地院に葬る︒はじめは富処を姓としていたが︑

平や真野町黒山地区︶

とどころ

たが︑慢庵西馬も多く使用している︒

昭和二年十月に出版された萩野由之博士の︑﹃佐渡人物志﹂を見

に奉納するどころか︑俳額の文字さえ読めなくなってしまった︒

ところが︑明治を過ぎる頃から次第に活動は鈍り︑作品を寺社

後に母方の志倉を名乗ったこともある︒また︑毛軒西馬を号とし

幼くして母に死別し︑伯母に育てられた︒文政九年︑高崎住

ると︑連歌俳譜に紙幅がさかれ︑執筆に苦慮されている場面があっ

の逸門に入門し︑はやく江戸に出て俳譜の道に入り︑天保八年
二八三七︶独立し︑江戸における宗匠となった︒本名は富処弘

たらしい︒これは資料不足で書き継げなかった歯がゆさか︑溜め

あざな

白喚居と称した︒弘化三年江戸に出︑新橋の宗十郎町に猩庵を開き︑

門︑字は俊明︑通称は豊次郎︑蕉林・蕉林子を用いた︒剃髪号は

息が文章の端々に表われたものかと思う︒

たのは運のよい方で︑大概は藤箕で持ち出されて︑焼却されたり

生活環境の著しい変化と共に︑吟味もされずに襖の下貼りになっ

安政元年京橋川岸丸太新道に移る︒同年コレラで没した︒当時著
がいた︒句風は平明︑編著に﹁花の雲﹂︑﹁やどり貝﹂︑﹁鳳朗発句集﹂︑

したことをしばしば聞かされたものだ︒か︑る場合に再吟味出来

名な宗匠で︑門人数百人と伝えられ︑弟子に幹雄︑白亥︑︑幻亜等
﹁去来伊勢紀行丈草療転草﹂︑雪翁四哲集﹂など多数がある︒とく

なかったものか︑後悔は後からやって来るものだ︒

安らぎが狙いでもあるから︑二つ返事で諾したものの︑佐渡にお

そもそも連歌や俳譜は︑連想の文芸とも言われ︑人々の笑いや

発案され︑稀観害を複写されて感想を懲通されるに至った︒

このたび畏友山本修巳氏は多忙のところ︑伝来の俳書の翻刻を

に一茶のおらが春に賊を書き︑没後に﹃西馬発句集﹂や名著﹃標
注七部集﹄が弟子により発行された︒

三年忌追善集﹃其夕集﹄竹の子にちらりとあたる西日哉
明治書院﹃俳諸大辞典﹄︵大磯義雄︶

に歩を進めるしか他に方法はない︒

ける推進の遅れを考えると︑足のすくむ思いがする︒しかし確実

八

角川書店﹃俳譜大辞曲二︵加藤定彦︶

八

へ

こ

萩野博士の時代から既に八十余年が経った︒手遅れになったこ

京

いつの時代にも資料整備は欠かせない作業である︒例えば﹃あ

ヘ

重ねてご協力を賜りたいと思う︒

勝九野拾石淡梅芹梅
錦起霊山堂節通舎室

しい方法もあるのでないかと思う︒

ご

俳耆﹃阿良宇美集﹂翻刻

︵陰刻︶

ウ

田中倫子

慢庵西馬

閾

手に心有とも見えぬ田植かな
雨粒にうたれては行ほたる哉

竹の子や覆ふ笹葉は親の袖

鎖おろす手元をてらせ飛ほたる

さす影の水に浮たつ牡丹かな
畠ぬしの心はしらすけしの花

花守といはれて見たきひと日哉

ヘ

阿良宇美集
立わたりて︑伊勢・熊野・さぬき・

佐渡の海を霞とともに
宮島迄杖引めくらしつ︑︑や︑

銀河横たふころたち帰らん
しはし遊へるすさみに︑旅日記の

とする聴濤谷守︑我扉に
オ
こ

とを恐れず︑俳諸の歴史や文化を見直したい︒この機を逃さずに︑

A

らうみ集一を切り口として︑佐渡人の遊俳の素例を見るとか︑新

戸

一人寝に月のまたるゞ蚊帳哉
坐敷から愛宕も見えて新茶哉
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中より︑こかねの花といひつへき

見聞の句々をえり輯て︑頓に
あら海集いて来ぬ︑今や黄金
花さくそか島山へこれをつと
ものとせんは︑又似合しからすや︑

オ

■■■■■■■■■■■■■

一

■■■■■■■■■■■■■

居るほとかみなしる人や花の影
碩水

枝月

町中や菖蒲の雨の傘にふる

棟上の弓すれＩ〜にほと︑きす

泳かして見て料理たき鰹哉

舟させは山ははしるや青あらし

草市や只見る迄の人は来す

ヒセン悠々

婦牛

イョ鶯居
トサ雲外

茶雷

鵬居

一清

黄山

ヲハリ雨后

オ

へ

三

、−一

ー

︵四オこ

三
ウ
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祇園夜桜

貰ふより配るか嬉しあし糘
文海

ニウこ

有節

松竹にこの香はしらすあやめ草

煤掃の鎗つくるや柳かけ
アハッ砺山

陳良

五鈴

燃なから葉先そよぐや蚊やり草

庵の蚊もちるや野にやく薬種売

春風や近道しれとまはり道
名月や暫く何も眼につかす
石菖や庭へ下して夕なかめ

蘆逸

雲水蒼山

さ︑浪の藻にさへらる︑残暑哉

おのか身のぬる︑思ひや雨の花

喜川

みしか夜や何に濁りて池の泡

烏津

トホッゥミ杜水

月底

スルヵ漣山

我はた︑日をやるのみやけしあやめ

春嬉し月あるなしにか︑はらす

力上竹良

波文

七夕や歩行にたらぬ町のうち

ミヵハ蓬宇

六月や蟇てまはゆき西の空

江戸四山

サカミ立宇

花のある限りは志賀の都かな

一とせのとんつめに降る深雪哉

見るうちにふたつ並ふや稲の露

岐阜山を裏から見たり杜鵤

閑居

うつるひをもとす灯影や花御堂

酔雨

こ

うくひすや声の曇を野にうつす

ウ

可大

其山

大坂鼎左

松隣

桃岐

葉にはかり引灯明りや燕子花

光林

白鴎

竹垣をのりこす萩や五月雨

虎杖に月はかくれてほと︑きす

湯の煮も終日聞て新茶哉

林曹

若竹や露は草木の常なから
昼顔や音なし川の槇はしら
朝冷の退く葉の反りや杜若

花も葉もうまれノーやかきつはた

蟻兄

素屋

サヌキ木長

眠るとて虫の取しか机の灯

アハ鳳棲

夜つきし宿に朝見る清水かな
錐子啼はたしかなりけり五月晴

へ

亀の子も育ちし庭や苔の花

一

樹々の葉のうら吹風やほと︑きす

ある人の草扉をた図きて

足の向くかたへ来たれは花の宿
春湖

オ
こ

咲頃をはつさぬ顔や百合の花

ニ

春雨や松の絶間は松のちり

一

夜は空の低う見ゆるを土用哉
畔豆と一つらになる青田かな

ヘ
へ

へ

キィ閑那
イカ養瓜
イセ只青

A

初花につめたき橡をかりにけり

わりなしや朝顔も旭に向て咲
文月や着るもの替て夕なかめ

︵四ウこ

︵五オ︶﹂

己か身の外に家なし蝸牛
送谷守風士帰杖

殊さらやしめる挟をけさの霧
橋上三笑

見る友も月も替らす丸三夜さ

むら竹に涼しき窓のけしき哉
湯あみした気合にふいと更衣

朝風や露もちらすに薫る花

月の夜に限りもせぬや虫えらみ

引板添水山は明るう暮にけり

花のま︑秋たつ垣の糸瓜かな

明／〜をくもる卯月の野面哉

三日月の添や莞もひと詠め
花の世は何処に住しそ蝸牛

咲とのみ見て日を過す木僅かな

さし鯖や盆もめてたう並ふ膳
秋の夜も闇はあやなし天の川

稲妻のみたれてか︑る柳かな

白露の消ぬ間の寒みかな

何事もなく納りぬ荻の風

遅流

萬古

君齋

槙園

ムサシ南々

西馬

あら海や渡る小鷹もさか迎
時明りした心地せり桐一葉

谷守生か古郷に帰るに申贈る
山方

きく雄

寄三

苣丸

松什

︵五ウこ

角

一夜さは野にも往て寝よ鳴いと︑

白均故音少岱里一烏梅五四月詠一逸
亥外圧好哉中椿水吟思雀端窓久夢渕

鴉まて朝水あひて御遷宮
照合て草はくらみぬ月と露
一眠りしての旅篭や天の川
一箒あて︑汲たきしみつ哉
吹さわく洲先の蘆や天の川
人声の夜も聞えるしみつかな

箸とるは見ての事也初松魚

望汐や鳰の浮巣の浮上り
戸のあけは町は通らす鵜の戻り

稲妻のつかえてくらし沖の雲

折角のあつものあさし梅の花

初秋や来る約束の庭つくり
柴の戸や何をたよりに星迎
露台に草花を愛す

朝顔のしほむとき咲け時計草
秋待といふは夜による心かな

霧とちて烏も声なき木立哉

幻史祖等氷山見念為卓得抱惟由一梧
外山郷栽壺外外々山朗蕪儀草誓具青
省我

︵六オ︶﹂

︵六ウ︶﹂

︿セオこ
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飛々に石積畑やすへり筧
風に身をさらしてもとる御祓哉

置よりもちるに隙なし萩の露

舞のさかりも垣の一重かな

瓜

︵セウこ

︵八オこ

︵八ウ︶﹂

見るものにして置木の芽摘れけり

志扇

鷺眠

茶山

千布

身に添い望み夜長に余りけり

一はたけ越て隣りぬうめ柳
雲行を見つ︑忘る︑扇かな

五瓢

サト梅顛

大経

樹三

蝋そくの心シよく切てふくと汁

見て置て石釣に遣る若葉哉

真嗣

八朔や袴なからの畔伝ひ

十六夜や灯の賑ひもや︑しはし

素楓

霞昇

左山

はらついた雨にあとなき火串哉

町の灯と両明りなり盆の月

煤掃やうこめく虫の遣り処

摘業は男に有や七若菜

兀扇

雨岫

ともし灯の影にふり添ふしくれ哉

炉開や掃直しても見ゆる塵
消のこる里の灯かけや子規

文叢

良談

在エト松嶋

文足

閑雅

高う来て低うもとるや鴨の声

鶯の折ｊ〜ふむや竹ひさし
都ふりあらせる庵の若菜哉

人も居ぬ水からくりや雲の峰
紙燭して小戻りするや菊の花

豊竹

芦洲

亀孫

春濤

蜀水

山焼や程よき宿の遠詠め
昼よりも夜の声遠し時烏

置霜や灯のもる影も尺計り
声するは寝倦た人か萩の庵

︵九オこ

︵九ウご

︵十オご
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海苔の寄風に晴行高嶺哉
着る迄は薄しと思ふ袷かな
旅僧や木に物かけて土用干
から堀の橋朽もせて花の雪
出はなれて京なつかしや春の月

餌拾ふもひとり合点か雀の子
風呂場から青田詠める宿屋哉

夜に入は月の香そする心太
梅にさす裸ともしの光りかな

陽炎や我を忘れし物かたり
近過て火串をよそに通りけり
風まつや口なしの花に立向ひ

夕顔の咲残りある暑かな

降出しも晴際もなし春の雨

果なしや海の上行時雨雲
手さはりにしるや真桑の冷加減

森につく灯か邪庁に成火串哉
ちりしふりせてめさましき木の葉哉

並ふ木のうるさけもなし花の雲

柴の戸へこ︑ろのもとる卯月哉

烏飛やおのかちらせし雪の中
青梅の青きに日数つもりけり
早寝して涼しき灯消しにけり

A

曳て来て庭も賑ふ大根かな

へ

ヱ ヱ カ シ 上 松 ム テ 下
チ
チ
ナ
ツ
マ
ツ
コ 中 、 ノ ケ ヘ ッ ハ
毛

乙恕卓大柳葛米琴心耕北た如一舎稲魯溌御貫其桃竹千
良号丈夢壺古室堂足雪涯よ雲止用州長山風阿翼仙山瑞

膝におくひまもはなさぬ扇哉

新らしき筧も見えて桃の花
埋み火に世界ちいさく思ひけり
花配りする間に咲ぬかきつはた

松風に紛れて遠き確かな
我ま︑に爪もとられす松のうち

吹なりに成て日くれぬ秋の風

飛鳥の朝影ひくき余寒哉
うら表有や夕日の柿紅葉
うちへ日のさす迄寝たり神無月

川越せはふり替りけり天の川

凌霄や風にもまる︑花配り
樹に風の低う吹なり二日月

叢や研にはしる落し水
それとなくしめりの廻る灯籠哉
寒い日も退けておけぬや太郎月

見る処みな名所なり春の山

渭水
周齋
夏丸

茶洲

坂谷

斧山

暮る︑さかひを澄かはる月

落鮎を待る唇に隙やりて
ことし遣ひに余る材木

我影にわれとおとるくあてやかさ

二三度は御門の雪も掃下し
兎角に紐のゆるむ皮足岱
初老の賀を傍輩の笑ふなり
枕にまても餅の粉かつく

朶仙

垣隣りから飛す打水

︵十ウこ

有翠

大概わかる嵯峨の道筋

薄やうにおとらぬ紙を漉並へ

收之

如宣

物喰に来ては追る︑月の鹿
祭りのうちは夜寒遠のく

出代りを無理に杜氏のす︑め食

肥立た後もか︑ぬ毒断

縄のすたれに馴し燕

七日とは限らす花に宿とりて

掻よせる木端の下も暖かき
沙弥と呼のも今少しなり

︵十一オ︶﹂

無外
秀齋
呉風

如真
西嶋
葵

内分て利息のうちをまけて遣

若丸

照仙

文外

東風

又宮方か勝に定まる

木辻の町へわける新宅

はからすも再ひ縁の堅う成

谷

へ

年もはや翌なきふりの肴売

守馬守馬守馬守馬守馬守馬守馬守馬守

守馬守馬守馬

籟もの︑空に澄けり神無月
粉炭さへ起る匂ひは持にけり

谷守︵十一ウこ
西馬

︵十二オ︶﹂

︵十二ウご

︵十三オこ
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曳舟の重けに見ゆる霞かな
掃あとへかさぬる朝のうちは哉

岡両のみたれかましや女郎花

へ

︵十三ウこ

︵十四オこ

︵十四ウこ

くつろぐ膝の汗冷る月

笑ふにも遠慮かましや魂祭

嘉永壬子秋

︵遊紙︶

羽生谷守あらうみ集

︵以下︑旧所蔵者山本修之助筆の補記︶

嘉永五壬子年秋刊行

江戸慢庵西馬序

谷守真野町合沢の人

通称甚左エ門明治七年残﹂

奮齋

谷守

︵十五オこ

山本修巳

いのは俳詰が庶民の文芸と

佐渡の俳書

して多くの作者を持ち︑全国

の苦心の刊行にかかわらず多

的な結社のつながりがあった

れているが︑江戸期は木版本

の源をたどると江戸期の佐渡

県内では佐渡だけである︒そ

ためであろう︒能楽や連歌な

﹁新潟日報﹂で﹁島の文芸﹂

人の編著になるもの︑佐渡の

どとともに俳譜も︑佐渡の江

欄のように文芸欄があるのは︑

記事のある俳諸書は多い︒﹁佐

れんが

渡俳諸書目解題﹂山本修之助

戸期を彩る文化であったと

田いつＣ

著︵鳳擁家近世諸国名家遺墨﹂

平成十五年刊所収︶に記載さ
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氷た風か真向からふく
ひそＩ〜と葬を見送る長堤
あれる神馬の押えとまらぬ

空癖も夜癖も直る月の秋
注文たけは砿かたつく
馳走ふるいかこの飯の好きらひ
子供かはいてよこす路次下駄

今つけた鋏の鈴の見えすなり

まとめてわたす市の勘定

馬守馬守馬守馬守馬守馬
烏槙守
吟園守吟園

船へまた花のむしろを敷かへし

いく ら の 笠 を つ な ぐ 糸 遊
追加

ひとつ葉のよれも戻りて今朝の秋

下す釣瓶の竿つたふ露
小瓢の酒残りなき月見して
謡なまりを笑はる︑なり
鴬も馴れは物におとろかす
折／︑東風に吹ちらす滝

甥谷守都めくりの帰るさ︑予か草屋に

古郷の便りもしのはしき文月中の二日︑

草畦をといて︑なつかしき物かたり

A

こもＩ︑なり︑

A

谷

亜心壺亜

北一輝異聞蓮載小説第十回
第一部逆光の凪ぎ

が︑すっかりよく見えるようになったので︑輝次は上機嫌だった︒

輝次の明治二十四年は︑半分が眼の治療でなくなってしまった

のだと言う︒船会社を始めるって︑そんなことができる？いっ

はないか︒それを︑どこかの船会社ではなくて︑自分の家でやる

六十二と言えば︑越佐汽船会社の新潟丸や度津丸より大きいで

﹁六十二トン？﹂

ある日︑輝次は父に座敷まで呼び出された︒畏まっていったい

夢のあまりの途方もなさに︑肝を潰しそうになった︒
トンだ︒どうだ！﹂

﹁新潟丸は四十九だし︑相川丸は三十五トン︑度津丸でさえ五十五

﹁そのん大きいの．⁝・・日本で造れる？イギリスに頼むの？﹂

﹁お金は？﹂

﹁なにを言うか︒いま︑東京の石川島造船所で造っとる︒﹂

﹁払うに決まつとる︒﹂

の船だろうと決めつけていた︒そんなもの大人のただの玩具じゃ
煙草の煙を吐きつづけていた︒

睨んだ︒

慶太郎はドジョウ髭を擦りながら︑機嫌のいい目つきで輝次を

﹁おめの心配することじゃねえ︒﹂

慶太郎は鼻先で笑った︒

﹁どのくれい？﹂

ないか︒軽侮の表情の輝次を窺いもせず︑父は余裕のある表情で

と︑輝次は訊いた︒大きくてもせいぜい五トンか十トンくらい

﹁どのん 大 き さ ？ ﹂

運航するというのである︒

たい︑そのどでかい度胸はどこからでてくるのか︒輝次は︑その

郎

配していると︑船の話だった︒自分の家で越佐航路の船を造って

中
何の話だろう︒学校から︑良くない話でもあったのだろうかと心

第五章蒸汽船︵｜︶

…

﹁二十トンくらいの？﹂と︑輝次は訊いた︒

慶太郎はにんまりした︒そして︑ゆっくりと喝笑うように煙を
吐いた︒

慶太郎は輝次を睨みつけた︒

﹁六十二トンだ︒﹂
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芳

八

川

A

仕掛けの張本人は星野和三次で︑このために星野回漕店を興し

までも︑中国やシベリヤ︑さらにはアメリカへまでも自由に行け

門が調達した︒服部という人は︑六太郎の代に北家の番頭をして
だった︒

蔵は二︑三本の薄を持って家に帰ってきた所だった︒今晩は十五夜

輝次は居ても立ってもいられなくなり︑森蔵の所へ走った︒森

るのだ︒

いたことがあり︑その後函館で海産問屋を営んでいた︒服部には

るか︑慶太郎か星和がほらを吹いているか︑どちらかだと言うのだ︒

の場に立ちつくしていた︒輝次が路地の角を曲がろうとしたとき︑

森蔵はいったん家に入ろうとしたものの︑考え直してしばらくそ
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ていた︒資金面は慶太郎と一松︑それに北海道函館の服部半左衛

二千円の融資をお願いしたが︑慶太郎と一松が残り八千円を調達

現在の価値に直すとおよそ一億九千万円近い金額である︒

輝次は編されているのだと森蔵は断言してせせら笑った︒輝次は

森蔵は初めは輝次の話を信じなかった︒輝次がほらを吹いてい

﹁おぼえる︵驚く︶話あるんだけも︒﹂

﹁石炭焚くのん？﹂

むっとして気色ばんだ︒道端の小石をひとつ蹴とばした︒

田圃二町歩も処分することになった︒建造費は九千八百六十円で︑

した︒慶太郎は代々の用山ばかりでなく︑リクが婚礼で持参した

﹁焚く焚くｃそれに︑外車じゃねえ︑暗車だ︒﹂

﹁信じんでもいい︒船に乗せんさけえ・﹂

輝次は口の中で﹁プロペラ﹂と繰り返してみた︒それが海の中

森蔵の方から声がかかった︒

そう言い捨てて︑輝次は踵を返してさっさと家に帰ろうとした︒

﹁暗車？﹂

で回るのか︒新潟丸も度津丸もみんなそれを海の中で回していた

﹁なあ︑輝ちゃん︒いつから走るんで？十年後だれえんだろん

﹁そう︒プロペラスクリュー・﹂

んだｃ

その声はおずおずとしていたが︑輝次の話を信じたようには窺

黄﹂？．﹂

﹁船の名前は？﹂

﹁リョウッマル︒どうだ？﹂

えなかった︒輝次は脚を止めて振り返った︒立ちつくしている森
﹁十月十日︒﹂

蔵の表情に︑いくぶん後悔の色が漂っていた︒

話が現実のものと分かってしまえば︑それを呑み込んで想像力

﹁両津丸 ！ ﹂

心を取り戻した︒心にひたひたと振ってくる力を感じた︒自分の

﹁いま︑佐渡へ向こうとる︒﹂

に？．﹂

﹁えっ︑来月の？﹂と反問して︑森蔵は二︑三歩前へ出た︒﹁ほんと

を羽ばたかせるのは輝次のお手のものだった︒輝次はやっと平常
家の巨大な船で越佐海峡を自由に渡る︒なんて誇らしい︑なんて
大阪や九州や北海道や日本海だけでなく︑大海原の向こうの大陸

A

清々しいんだ︒それが現実のものになるのだ︒海をどこまでも︑

A

﹁東京で造ったのん？﹂

八月二十日に上京した星野和三次は船を受け取り︑津軽海峡を

きあがった︒

と墨書された白い垂れ幕が下がっていた︒割れるような拍手が湧

景には赤と白の帳幕が張られており︑そこに﹁祝両津丸誕生﹂

星和は上陸すると︑桟橋近くに設けられた演壇に上がった︒背

湾内にいくどもこだました︒

経由して︑いまはどこかの海の上を佐渡に向かって航行している

﹁諸君︑﹂と星和はメガホンからいつもの濁声の大声を上げた︒﹁諸

その声は湾の奥深くまで響き渡ってゆくようだった︒

君︒﹂

﹁諸君︒吾人は今日日より︑本土と繋がった次第なるは︑実に慶賀

国は︑列国との不平等を潔しとせず︑而うして約条の平等こそが

すべく︑欣喜の至りに︑堪えざるところな−リ︒そもそもわが帝

帝国の大眼目と心得る次第な−リ︒早え話が︑もう︑離れ小島じゃ

いいか︑ここに︑高らかに宣す︒自由に渡るぞ︒もう誰にも気い

のうなったのんさ︒いつでも︑自由に︑思いのままに︑本土に渡れる︒

遣わんでいいぢぇ︒いつでも︑好きなときに︑みんな乗ってくりい・﹂

れが大きくなって︑両津湾に入ってきた両津丸の真っ白な雄姿は︑

垣に操みくちやになりながら︑輝次の胸に︑誇らしい喜びに満ち

拍手は怒濤のように高鳴った︒心からの歓喜の拍手だった︒人

遠い国から飛来して湖に舞い降りたばかりの白鳥のような︑圧倒

に並び︑はやく樽酒を割りたくてうずうずしている父や一松叔父

た連帯の意識が湧いてきていた︒星野回漕店の出資者として壇上

備えて映った︒

の髭面も︑秋の澄みきった日差しのなかで︑敬意に値する風格を

晴らせた︒そこからいくつかの峰が下りてきて︑なだらかなドン

両津丸の甲板からは︑悠然と秋空に聟える大佐渡の金北山が見

い線がぐるりと取り巻いていて︑気品に満ちて壮麗だった︒煙突

的な美しさでみんなの目に迫ってきた︒純白の船体に赤と青の細

水平線の彼方︑水津の竜王ヶ岩の方に船影が見え︑しだいにそ

町の人影で溢れかえった︒

出てきた日を思い出させた︒一年前と同じに︑桟橋には湊町や夷

両津丸が初めて入港した日は︑星野和三次が新潟の刑務所から

ているような眼で輝次を眺めた︒

森蔵は慌ててそう言ってから︑まだ雲を掴むような︑夢でも見

﹁聞く︑聞く︒﹂

えた︒

﹁おれん言うこと間いたら︑ただにしてやる︒﹂と悠然と輝次は答

﹁乗せてくりぃ︒金は払う︒﹂と森蔵は頼んだ︒

はずだった︒森蔵はもう輝次の話を疑えなかった︒

輝次は自慢げにゆっくりと頷いた︒

魚

は黒で︑船尾に日の丸が掲げられている︒操船しているのは新
が︑桟橋から見ていても大きく凛々しく映った︒汽笛がいくども

潟で雇った若い機関士である︒甲板から手を振っている短躯将軍
繰り返し鳴らされた︒一どうだ︒﹂﹁どうだ︒﹂と星和風に執勧に鳴り︑
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A

ろせば︑海面がはるか下で光っていた︒深々とした海の色は紺碧

デン山を形づくり︑外海府の岬の方まで下がっていく︒海を見下

﹁いえ︑三十二銭だちゅわあ・﹂

﹁二十銭︒それは安いです︒行って帰ってくると四十銭ですねえ︒﹂

﹁しばらく︑二十銭にしとくって︒﹂

﹁それは︑ますます安いです︒違いますか？﹂

輝次は星和叔父の言っていたとおりに答えた︒

から群青がかっていて︑いまにも呑み込みそうである︒そこで風
に吹かれていると︑輝次は自分が偉い人物になったように思わず
にはいられなかった︒ゆったりと船が揺れている︒その揺れに輝
向こうから︑艀が近づいてきた︒黒の鍔広の帽子を被り︑白いシャ

たが︑それともそこまで割引する気なのかもしれなかった︒

めないと輝次は思った︒叔父が計算違いしているとしか思えなかっ

青い眼でじろりと睨んだ︒外人の眼は︑どうも冷ややかで心が読

神父は輝次が計算間違いをしていると言いたげに︑射るような

シに黒いマントのようなものを着けた客がひとり乗っているだけ

﹁片道二割引で︑往復四十銭の二割引で三十二銭だと︑叔父ちゃん

次は悠然と身を任せていた︒

見上げている︒ド・ノアイ神父だった︒

が言うとったもん︒﹂

だった︒立ったまま片手で帽子を押さえながら︑眩しそうに船を
﹁こんにちわ︑かんかん︒﹂と︑神父は眼鏡を日に光らせながら機

﹁朝八時に出て︑新潟に十二時に着くって︒﹂

出港ですか？﹂

﹁結構です︑結構です︒それで乗せてもらいます︒それで︑何時に

から下りた縄梯子に黒いマントのような服の裾を絡ませながら

もっと高い運賃で︒ほんとですか？﹂

﹁速いですねえ！度津丸だと到着は午後二時ですがね︒しかも︑

輝次はおずおずと頷いた︒神父は船を左右に見回しながら︑艀

嫌よく言った︒﹁船に乗せてくださいませ︒﹂

登ってきた︒紐のようなもので腰元が手繰られている︒

ていた︒けれども︑この神父はこれが気に入らないのだろうかと

輝次は純白の船体に赤と青の細い線で縁取られた色が気に入っ

﹁ところで︑かんかんは︑この船の色について︑どう思いますか？﹂

あがった︒輝次はなんと言っても︑この船の馬力を自慢したかった︒

風で︑神父のガウンのような洋服の背後の裾がひらひらとめくれ

大袈裟に肩を諌めながら︑神父は嬉しそうに笑った︒海からの

﹁かんかんの船︑大きいですねえ︒わたしがまだフランスにいたか

んかんのときに︑父が船を買ってくれました︒こんな大きさでし
青い眼を悪戯っぽく見開きながら︑神父は両手で大きさを示し

たｃ﹂

て笑った︒玩具の舟らしかった︒それから肩を疎めて︑あちこち
﹁新潟まで︑いくらで行けるんですか？﹂

﹁とても︑いい色︒﹂

計った②派手といえば派手な色かもしれないと思っていた︒

と敏捷に眼をやった︒

﹁二十五銭︒﹂

A

﹁二十五銭といえば︑度津丸と同じね︒﹂

八
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﹁ほんとに︑そう思います？﹂

えながら﹁こんど教会に遊びにいらっしゃいね︒かんかん︒フラ

この時︑艀から呼ぶ声があって︑神父は首を伸ばしてそれに答

ていいことになったのです︒﹂

ぱちんと鳴らした︒

輝次は﹁かんかん﹂と言われて悪い気はしなかったが︑この神

ンス革命について話してあげますから︒﹂と言って帰って行った︒

ていないが︑教会はすでに完成していると聞いていた︒

父は誰にでもそれを使っているのではないかと思われた︒最近見

﹁帰った？﹂と小声で言いながら︑森蔵が慎重に甲板に上がってきた︒

そう輝次は言って︑自分の尻を叩いた︒森蔵はけらけら笑った︒

﹁けつ︑上ラヒラ・﹂

いくような開放的な色に思えた︒度津丸ときたら︑船体も煙突も

﹁支那？支那はおそんげえ︵怖い︶・﹂

﹁行きてえ︑行きてえ︒支那でもいいし︑アメリカでもいいし︒﹂

どっか行きてえなあ︒﹂

﹁輝ちゃん︑この船︑運転できる？できるんなら︑おらたちだけで︑

た︒なんだか︑葬儀専用の船みたいではないか︒

﹁おそんげえもんか︒この間︑孔子が言っとったぢえ︑日本にねえ

﹁孔子？あの孔子？﹂

輝次がそう言うと︑森蔵は謡しげに訊いた︒

もんがいっぺいあるさけえ︑はよう見に来んかって・﹂

にとられて聞いていた︒

﹁嘘ばっかり︒孔子は︑ずう−と昔の︑千年も二千年も昔の人だぞ︒﹂

すると︑森蔵が軽蔑の笑い声を上げた︒

﹁そう︑論語の孔子︒﹂

﹁かんかんには︑難しいかな︒市民が王様や貴族を倒したんですよ︒

の枕元に孔子が立っていたのだ︒誰かが立っていると分かったと

不可解げな森蔵に︑輝次はゆっくりと説明した︒ある夜︑輝次

﹁嘘らねえ︒ほんとだもん︒﹂

輝次は黙ったまま首を横に振った︒

﹁フランス革命︑分かります？フランス革命︒﹂

裾がふたたび風に扉いてめくれあがるのを見ながら︑輝次は呆気

した︒行進曲のような︑調子のいいメロディーだった︒ガウンの

この時︑神父は快い海風に身を任せながら︑歌をハミングし出

真っ黒で︑煙突に二本の黄色い線が入っているだけの地味な船だっ

輝次には何となく意味は分かった︒それに︑心が空に広がって

﹁白が自由で︑青が平等で︑赤が友愛︒分かりますか？﹂

さらに神父は大きく頷いて︑満足げに首をゆっくりと傾けた︒

﹁フランス革命の色だって︑たいへんどぉ・﹂

神父は満足げに笑った︒

ちゅうて︑たいへんどぉ・﹂

﹁⁝．：星和叔父さん？叔父さんは︑いい色だれか︑いい色だれか

﹁ホシワさん︑何か言っていましたか？﹂

輝次が頷くと︑神父は﹁やったぁ・﹂とでも言わんばかりに指を

A

市民革命なんですよ︒倒すというのが分からないかもしれないで
すね︒それなら︑学校で先生に訊いてみてください︒きっと︑必ず︑

分かります︒とにかく︑誰でも何でも︑自分の好きなようにやつ
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A

た︒暗唱できるほど読んだ論語から漂ってくる人物の気配がそっ

き︑その挙措の柔和さと佇まいの確かさから︑すぐに孔子と分かっ

﹁支那の方が向いとるちゅうのん？向いとる？﹂

うて︒﹂

ので話はそこまでとした︒

船内の探検はだいたい終わっていた︒

山本修之助

︵東京都在住佐渡市畑野出身︶

︹次回に続く︺

輝次は跨踏いがちにそう答えたが︑森蔵が信じていない様子な

﹁たぶん︑いい気持で暮らせるちゅうんど︒﹂

﹁そら︑ 夢 だ れ か ︒ ﹂

くりだったのだ︒

﹁夢というたら︑夢か⁝．：︒だけも︑ありやあ︑ほんとに孔子だっ

輝次は頭を掻きながら︑夢にしてはあまりに鮮明だったなと思う︒

たぞ︒﹂

﹁孔子が︑なんて？﹂

﹁支那へ来いって︒日本よりも︑支那の方がおれには向いとるちゅ

記

墓は︑此の堂の裏にある︒

堂の前に建てられた︒

昭和十四年六月︑部落の人達によって﹁池長兵衛之碑﹂がこの

て︑念佛講をいとなんで︑その菩提を弔っている︒

金丸では︑今でも五月四日には下ノ堂に集り﹁長兵衛念佛﹂といっ

るようになった︒

これによって金丸村をはじめ近村の田圃は︑永くその恩澤を蒙

■■■■ﾛ■■■■■■■■■

︿資料﹀

佐渡産業功労者伝

池長兵衛
池長兵衛は︑元禄初年の金丸村︵真野町大字金丸︶の名主で︑
その祖先は遠く金丸殿の家老の一人であったと伝えられている︒

もともと金丸は︑田圃の用水に不便なところで︑いつも農民等
は旱紘や洪水には︑その苦労が非常のものであった︒

長兵衛は︑これをみて村人に堤を築こうか江を掘ろうかと相談
したところ︑江の方が安全だといったので︑私財と投じて﹁山吹江﹂

A

︵やまぶきえ︶の開鑿に着手し︑遂に完成した︒

A

ﾛ■■■■■■■■■■■■■
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この長兵衛の伝記は﹃佐渡人物志﹄にも﹁佐渡人名辞書﹄にも

て︑大きくやりたいと近村を探し歩いたがなかＩ︑見つからなかっ

たので佐渡にも適することがわかり︑どこか廣い土地を手に入れ

ようやく︑小木町三崎の﹁三崎野﹂百七十余町歩が見つかり︑

た︒

文政十二年八月に奉行の許可を得て開墾に着手した︒そして二︑三
桐等を移し植えた︒

年後には十四町歩まで開墾することが出来︑櫨・楮︵こうぞ︶・荏・

天保七年︑娘に婿をとって︑松ヶ崎の家は讓り︑自分と息子の

にもす︑めて移住させ︑その土地や家も分けてくれ︑まもまく六

六平は︑三崎野の開墾地に家を建て︑住むことになった︒又人々

軒の家が建ち︑後には十四軒となった︒

こうして︑これらの人々は︑力をあわせて開墾の事業につとめ

たので︑同十二年には耕地宅地合せて︑百十七町一段七畝八歩に

までなり︑六左衛門が今まで使った費用は︑実に一万両以上であっ

たといわれている︒佐渡奉行久須美六郎左衛門祐明は︑この開墾

地を検分して︑その功労をた︑え︑六左衛門の苗字をとって︑金

このようにして︑開墾事業は︑第一目標に達したが︑櫨蝋の製

田新田︵かねたしんでん︶と名づけ︑始めて一村とした︒

造はまだ純益を得るというところまでには行かなかったので︑六

左衛門はなお一層忍耐強く︑寝食を忘れて計画し︑ようやくその

政五年の飢饅の時には︑貧しい人々を助け︑佐渡奉行から白銀拾

六左衛門は︑意志が強く正直で︑その上慈善の心が深くて︑文

出来ずに元治元年十月七十歳で亡くなった︒

進歩のあらわれが見えるようになったが︑その完成を見ることが

利益があがらないので︑ためしに越前の三國から少しばかり櫨の

ていた︒二十八︑九歳の時︑櫨蝋をいつも他國から買っていては︑

幼い時︑父も母もなくして︑十七︑八歳の時から家事にたずさわっ

いた者であった︒

していた︒そして家には︑田畑も相当あって︑楽な暮らしをして

けやろうそくの製造をして︑毎年北海道へ渡り︑手びろく商売を

大字松ヶ崎︶の生れで︑廻船業のほか︑藁細工の仲買いやびんつ

金田六左衛門︵始め太右衛門といった︶は︑松ヶ崎村︵畑野村

金田六左衛門

吉井の弁護士池善右ェ門氏はその後商と伝えられる︒

寛政二年六月亡くなった︒墓は河原田町の妙経寺境内にある︒

分譲したので︑ようやくその徳をた︑えるようになった︒

はじめ︑人々はその開墾をよろこばなかったが︑後に安い値で

田海岸に松を植えて風を防いだりして︑人々のために蓋した︒

相川町稲鯨や真野町四日町・長石の海岸地帯を開墾したり︑河原

たので︑﹁法華長兵衛﹂と呼ばれた︒河原田町の人で安永・天明の頃︑

本名は池長兵衛であるが︑法華宗︵日蓮宗︶の熱心な信者であっ

法華長兵衛

みえない ︒

︵附記︶

魚

種を買って︑自分の地所に蒔いてみた︒すると案外繁殖がよかっ
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A

枚をいたずき︑又天保九年・嘉永五年にも︑その善行をほめられ

したいという願書を出した︒

息子の六平も亡き父の志をついで︑國々各地の櫨の実を買い集

めること︑牛馬の飼料の草や薪や肥料の藻や漁などは︑元村の鷲

は全部畑に開墾して︑完成の上は検分をしていたずいて租税を納

その願書には︑奉行所から拝借金などは願わないし︑その土地

めて︑比較研究し大変努力したので︑慶応元年には︑蝋の生産高

い願いたいことなどであった︒

崎や隣村の願村の仲間に入れてくれるよう︑奉行所から御取計ら

52

たことがあった︒人々の敬慕することも亦大変なものであった︒

どになった︒

が三千貫にもあまり︑小木港に支店を設けて︑販路を擴張するほ

この弾野は︑昔から官有地であったのを︑天明年中鷲崎村で請

早速奉行所から許可がでたので︑翌三年一家全部弾野へ移住した︒

い受けてその村のものにしたところである︒この海府地方は︑文

ところが︑どうしたわけか︑今まで大変な金をかけて栽培した
達して︑北海道の生蝋が安く手に入るようになったので︑仕方な

化が大変おくれ︑人心も頑冥であったので︑宗治が開墾するのを

櫨の木が︑だんノ︑枯れてきた︒その上︑明治になって海運が発
くしばらく製蝋の方は中止して︑櫨の木の培養法を研究していた

明治維新に︑奥平謙輔が判事として着任した時︑明治二年二月︑

をするので︑このためたびたび役所へ訴えることもあった︒

てもよいが︑それ以外の場所からは採ってはならないなどと妨害

るようになったのに︑鷲崎の人達は︑宗治の宅地附近の海藻は採っ

そのうちに︑だんＩ︑開墾が進むにしたがって︑肥料も多く要

なく畑地の開墾だけしか出来なかった︒

見て︑ねたみ嫌って︑海岸へは出てはならないというので︑仕方

死ぬ時︑その子の太平次に﹁父祖の事業をついで︑その志を達

が︑明治十七年一月二十日五十一歳で亡くなった
せよ﹂と訓戒を残したとのことである︒

本間宗次
本間宗次は西五十里村︵佐和田町五十里︶の人で︑代々農業を
早くから︑佐渡の北端揮野︵はじきの︶が荒れるにまかせてい

いとなんでいた︒

仰せ付けられたいと願ったが︑奥平参謀は︑それはかえって官営

これを許可して下さらば︑其年の中に三町歩︑五ヶ年間の小作に

宗治は民政役所へ願書を出して︑官金三百両を借りたい︑そして

そして順礼の姿をして海府巡りをし︑かの弾野を調査したとこ

にして開墾した方がよいといって︑命令を出して︑その土地を鷲

るのを墳慨して︑どうかして開墾したいものだと思っていた︒

ろ︑開墾に適する地味であることがわかった︒しかし︑その資金

崎村から引上げ︑官有地として宗治に一切をまかせた︒

これでようやく宗治の多年の素志も達せられようとしたところ︑

がないので︑天保十三年江戸へ出て︑知人をたよって資本主をさ
がしたが︑遂に見つからなかった︒弘化の末頃になって︑ようや

奥平参謀はまもなく佐渡を去り︑相川県となってしまって︑この

八

く資本主をみつけたので︑嘉永二年八月佐渡奉行所へ独力で開墾

八

官営の開墾事業も一頓挫をきたした︒

その上︑藻浦の移住民と元村の鷲崎村とは以前より一層訴訟が

﹁四月︑さつまいも苗を︑大倉・矢柄・関・五十浦・岩谷口・真

際に携へたるものなり﹂と︑書いてあり︑又明治元年の部には

本づ︑配渡す﹂

更川・北鵜島・願・見立・北小浦・虫崎・黒姫の十二ヶ村へ︑百

こうして逆境の中に︑明治三十二年亡くなった︒享年八十二︒

九日︶

又陸稲︵おかぼ︶も作っていたことが︑この日記の中に見える︒

いたことがわかる︒

とにかく︑移住の後は常に甘藷を栽培して近村に分配奨勵して

あったので受けなかったのであろうか︒

とも書いてある︒こ︑に鶯崎村を書いてないのは︑同村と不和で

宗治は︑移住してから数十年間毎年一冊づ︑日記をか︑さず書
﹁さつま芋三十貫目を相川へ遣す︑この種は西五十里より移住の

いた︒その中に

﹁俳人・画家安達いくやの世界﹂展
山

ｌ佐渡博物館新春特別展︵一月一日〜二月二十

日本画家旧新穂村出身土田麦倦の影響もあって︑近代の佐

いくやは︑樺太朝鮮満州などに絵筆を持って放浪する

イムス﹂主催の全道俳句大会で大会賞も受賞した︒
民族に興亡はあり炉火しづか

旧真野町滝脇出身の俳人・画家安達いくや︵本名多作︶
もその一人である︒いくやは小学校のころから絵が好きで︑
十九歳の時︑両親の反対を押し切って京都に上り︑日本画
家西村五雲に入門︑五雲没後は︑土田麦倦の勧めで菊地契
月に師事し︑上越市出身の小林古径などとも交流があった︒

出品し︑一等に入賞した︒その後︑姉の病気のため北海道小
樽に居を移し︑絵を売って姉の生活を助けた︒一方北海道の
著名な俳人比良暮雪を知り︑俳句の道に入った︒﹁北海道タ

巳

が︑昭和十三年︑四十六歳の時︑妻と離別し︑子息一人をつ

渡で画家を志した人は多かったと言われる︒

修

継者も遺業を守っているということである︒

しかし︑今も宗治の開いた藻浦二十四軒は残っており︑その後

絶えないで︑宗治の事業が完成も近いというのに敗訴になった︒

A

本

三十五歳の時︑大阪毎日新聞主催の日本画家展に﹁早春﹂を
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A

れて︑真野新町に居住し︑日本画制作と俳句の日々を送った︒
今回の佐渡博物館の﹁俳人・画家安達いくやの世界﹂展
は︑四十代半ばで帰郷し︑六十代を過ぎて佐和田︑真野︑羽

作であろう︒

茂などで個展を開いているので︑屏風六曲一双の作品をはじ
め︑額装︑軸装︑欄間︑衝立︑扇面︑短冊など四十数点︑多
種多様で面白かった︒師西村五雲の鼠が描かれた作品一点が
出品されていて︑土田麦倦とちがった線の柔らかさが印象的
であった︒いくやの作品は︑小禽や小動物︑野菜などの作品
が多く︑正確に描く線の美しさが特徴と思った︒特に﹁四季
花鳥図﹂の屏風は︑四季の植物にさまざま生物を配した代表
なお︑俳句では︑自らが指導した﹁真野俳句会﹂で︑後年

酒井友二氏への弔辞

日本的俳句大賞﹁角川俳句賞﹂を受賞した旧真野町四日町の

54

金子のぼるを育てたことである︒昭和三十六年︑六十九歳没︒
金子のぼるへ

秋風裡別れの言葉叱吃めき

のぼるは︑その指導に感謝し︑安達いくや句集﹁未完の繪﹂
を編集し︑刊行した︒その中から三句をあげ︑この稿の結び

恋ヶ浦﹁安達いくや句碑﹂

としたい・

御歌かなし春月かかる恋ヶ浦

枢ゆく右も左も落し水
未完の繪焼酎舐る怠け画家

福嶋徹夫
に申し上げます︒

このたびの真に思いがけない︑余りにも俄かなる御逝去に

弔辞
謹みて今は御佛となられた﹁歌と評論﹂代表︑佐渡短歌懇

は言葉もありませんが︑大兄が﹁歌と評論﹂に尽されました

へ

話会会長︑新潟県歌人クラブ常任理事の酒井友二大兄の御魂

A

御功績は本当に筆舌に尽し難いものでありました︒

申し上げる迄もなく︑先頃﹁歌と評論﹂誌発行の新体制の
下での﹁廿四年一月号﹂のすばらしさと︑佐渡での印刷発行

○凪ぎわたる入江這ひ来て砂浜に
もくず

ゆらよみかへ

散らふ藻屑を撫づる春風友二

如何にも︑おしどり夫婦の様子が窺えます︒

母逝きし日の澄める青空トシエ

○コスモスの花の遥ぎに甦る

し上げ切らぬ裡に此度の御逝去であり︑会員一同無念でなり

○ペガサスの駆くるはいづこ秋潮の

うぶすな

藍のはたてに浮かぶ白雲友こ

◎この年は吉きことあれと産士に

柏手を打つ力をこめて友二

など多数に渡っており︑現在も﹁古今集雑感﹂を執筆中であ

い処ですが︑御浄土での安らかな歩みをお祈りし︑お別れの

このように自ら新春を賀しておりましたのに︑無念極りな

﹁新潟日報﹂短歌選者新春詠

りました︒また﹁佐渡郷士文化﹂誌への執筆の他︑公民館の

辞と致します︒

では︑酒井友二大兄︑とこしえに佐様奈良︒合掌

弔歌

渡短歌歳時記﹂第一集に発表なされた珠玉のお歌と併せて奥

大人とは思へど尽きぬ寂しさ

●時空超え久遠の生命授かりし

平成二十四年一月十日

﹄つ！︶

様のお歌を披露させて頂き︑果てざる追悼のしるしとし︑永

そこで︑最後に大兄御自身が︑佐渡短歌懇話会発行の﹁佐

の心に刻みつけられております︒

者など︑文芸活動に尽くされた大きな〃歩み〃は永久に私共

短歌講座︑文芸講座﹁新潟日報﹂佐渡版﹁島の文芸﹂短歌選

﹁明治の歌壇史﹂﹃佐渡古寺巡礼﹂︵共著︶﹁金井町の石ぶみ﹄

近刊の﹃万葉集雑感﹂や﹁佐渡の歌びとたち﹄︑﹃佐渡歌壇史一

また大兄の歌人としての実蹟は歌集﹃阿修羅﹂をはじめ︑

ります︒

ませんが︑長い間の御苦労に心からお礼申し上げる次第であ

第一号の実現は最高の慶びでありましたのに︑その御礼も申

魚

歌と評論・佐渡短歌懇話会前代表

福島徹夫

Ffー

別の惜しみと致します︒

○足もとのクロッカスの芽を気づかひて
あした

濯ぎ物干す朝の庭にトシエ

00

A

﹁佐渡郷士文化﹄執筆者索引

會津八一︵唖表紙﹁平生請書処秋艸道人﹂
Ｉ山本半右衛門家所蔵︑

藍原清巳︵山式亭三馬作咄本﹃はやし屋物語﹄翻刻
石井夏海﹃貼交帖﹂所収ｌ
ｌ付︑﹁貼交帖﹂所収﹁はやし屋物語﹄の

︵Ⅲ︶石井夏海﹁貼交帖﹂所収式亭三馬述︑報条二種紹介

本文についてｌ

︵哩式亭三馬撰﹁達磨と遊女﹂問答

一○一号から一二八号までＩ

菊 池 ヒロ子

嵐義人価︶︿書簡﹀﹁佐渡山本家来訪人名録﹂
安藤由紀子︵伽︶伊能忠敬文書紹介高橋景保の登場

飯山弘︵Ⅲ︶有感順徳院七百五十年祭

ひいず

︵哩県下で四人目伊藤赤水さん人間国宝認定を喜ぶ

石瀬佳弘︵川︶﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念・山本修

生田秀之助︵Ⅲ︶表紙生田秀消息文
生田秀昭︵轡山本修巳句集﹃花霧香﹂書簡
石塚英一︵Ⅲ︶追想有田八郎︑てるゐ夫妻

︵川︶﹁蛙がハチメに化す﹂

伊藤正一︵川︶季語﹁われから﹂再考

板垣俊一︵Ｕ山本修巳句集﹁花鴎香﹂書簡

ｌ佐渡に遣る母・鵬斎の遺跡中心にＩ

ぼうさい

泉椿魚︵皿佐渡人よ作詞／作曲・歌藤本容子

石原尚︵叩︶沖縄の八重山の島石垣島より佐渡が島を想う

ｌ﹃山本家来訪人名録﹄に寄せてｌ

磯部欣三︵Ｕ︿書簡﹀﹁佐渡山本家来訪人名録﹄

之助十五年忌の会祝辞

青野季吉︵咽︿資料﹀佐渡の正月
青野聰︵唖表紙﹁道を歩くとあるときは﹂
あかぎ倦烏︵唖書簡山本修巳句集一花霧香﹂
赤塚五行︵轡山本修巳俳句集霜癖査出版祝賀会祝辞に代えて

市川忠夫︑︶良寛の母の生地を訪ねて

ｌ石井夏海﹁貼交帖﹂所収ｌ

秋元美智子︵伽︶﹁秋田氏伝記﹂に曾祖父・秋田藤十郎を偲ぶ

浅島誠︵Ｕ山本修巳句集﹃花窮香﹂書簡
畔上てるゐ︵燗︶︿資料﹀外相有田八郎相川町町民葬挨拶

ｌ昭和四十年十月二十四日ｌ

︵Ⅲ︶﹁北漠雑誌﹄の﹁怪魚捕獲並びに圖﹂について

八

阿戸敏明︵皿俳句鑑賞
︵皿俳句鑑賞

八
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︵Ｕ︿俳句﹀北風

大野温子︵川︶宗忍独吟千句連歌︵二

大下武登︵皿佐渡鋳銭図譜

大串章︵Ⅲ︶︿俳句﹀佐渡
太田明︵川︶全国に広がる﹁おけさ節﹂

︵Ⅲ︶山本修之助先生蒐集の熱帯マメ科種子について

︵哩山本家に保管されていたイタヤガイ科貝化石

さどみやげ

ｌ諸写本の発見と翻刻ｌ

︵Ⅲ︶俳文学会第五十五回全国佐渡大会を顧みて︵共書︶

︵哩俳書﹃佐渡美夜介﹄︵狭門美谷計︶解題

宗忍独吟千句連歌翻刻

︵川︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵川︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵伽︶

︵二︶︵三︶︵四︶︵五︶︵六︶︵七︶︵八︶︵九︶︵一○︶

︵剛︶山本修巳俳句集﹁花窮香﹂出版祝賀会スピーチ

︵Ⅲ︶書評日下力著預くさ物語の世界一

︵伽︶瞳元坊五十年忌追善集﹁黄鴎塚﹂解題

こうりづか

︵哩﹃宗忍千句一校勘記︵その二

ｌ玉芽の序文を中心としてｌ

安永元年十一月松堂追善﹁松の花﹂との関

︵Ⅲ︶〃︵二︶

連についてｌ付︑書誌

大亦博彦︵唖不思議なご縁の佐渡紀行︵順徳院の跡を訪ねて︶

︵川︶︿書簡﹀

尾形仇︵Ⅲ︶︿書簡﹀﹃佐渡山本家来訪人名録﹄

︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵剛︶

その一我が家のあれこれ

上因一画一二川︶表紙色紙
上野崔一二唖﹁荒海や佐渡に﹂再考

大町桂月︵畑︶表紙﹁凉しさや地底一千二百尺﹂

岡崎實︵唖羽茂小泊の岡崎張道家について

梅原猛︵Ｕ表紙﹁日蓮は日蝕の時︑⁝﹂

小笠原和男俳句鑑賞

︵Ｕ山本修巳句集﹃花霧香﹄書簡

︵Ⅲ︶ああ上野駅

ｌ佐渡で進む豊かな環境づくりｌ

︵Ⅷ︶トキが大空にはばたく日

ｌ﹁佐渡郷土文化﹂をばねに

今瀬剛一︵唖︿俳句﹀佐渡五十句
︵唖書簡山本修巳句集﹃花房香﹄
岩田雅︵Ⅲ︶﹁金北望郷﹄を編集して

伊藤素広︵唖俳句鑑賞

︵Ⅲ︶山本修巳俳句集霜窮香﹂出版祝賀会司会の言葉

︵伽︶﹁加茂湖﹂はいつから加茂湖と記されたか

︵即佐渡はいよいか住みよいか︑

１本邦人が佐渡人を見る眼ｌ

︵Ｕ﹁佐渡島﹂の呼称︵三

ｌ佐渡人はいつから﹁佐渡が島﹂を用いたかＩ

︵唖﹁佐渡島﹂の呼称について︵二

角

永六輔︵伽︶表紙﹁生きているということは⁝﹂
大石悦子︵唖山本修巳集﹁花霧香﹄賊
大出俊幸︵山︿書簡﹀
大岡信︵川︶︿書簡﹀

57

A

風間進︵Ⅲ︶佐渡博物館収蔵︑近藤福雄の写真と斎藤長三編

小澤謙三疵︶書簡山本修巳句集﹁花霧香﹂

手沢本﹁差分全﹂によせてｌ
加納克己︵唖佐渡市羽茂﹁仮屋の棚人形﹂のかしら

亀井勝一郎匝︶表紙﹁日々旅にして旅を栖とす﹂

亀井雄子男︵唖書簡山本修巳句集﹁花霧香﹂

︵邸〃︵七︶佐渡銀行事件
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﹁佐渡志稿﹂のことなど

︵川︶野澤卯市︑三十六歳の日記

︵咽井戸塀政治家本間一松の生涯

︵哩後藤奥衛︑中国への渡海︑鍛冶町の小父とのか

〃癒しの島″づくりこそが大切

川上忠志︵Ⅲ︶﹃トキ供養の日﹂を是非とも！

川上庄司︵Ⅲ︶︿書簡﹀

亀田秀子︵Ｕ山本修巳句集﹃花鴎香﹄書簡
上山新二︵哩稿本﹁外海府村誌﹄山本修之助著について

かわり

︵凶佐越航海史要・拾遺︵ご高田丸遭難

︵剛︶〃︵三︶新潟丸の拝借人達

︵哩〃三︶占魁丸と沢根港

川村安宏︵Ⅲ︶︿書簡﹀﹃佐渡山本家来訪人名録﹄

川崎陽子価︶俳句選後評

︵伽︶〃︵五︶本間金五郎の航路関与

︵理〃︵四︶佐渡商船

川村安宏・ハツエ︵Ｕ山本修巳句集﹃花霧香﹂書簡
神作光一︵朋︶現代短歌小事典
神田ひろみ︵哩夕鶴の国
蒲原ひろし︵唖書簡山本修巳句集﹃花霧香﹂

︵哩〃︵六︶飛島行
加藤僖一︵唖ｌ新刊紹介ｌ﹃句集花鴎香﹄山本修巳著

菊池ヒロ子︵皿﹃佐渡郷士文化﹄執筆者索引

︵Ｕ山本修巳句集﹁花霧香﹂書簡

菊池芳女︵Ⅲ︶︿俳句﹀近味

七十一号から百号までＩ

加藤定彦︵咽︿俳句﹀佐渡行愚吟少々
加藤友規︵Ｕ山本修巳俳句集﹁花癖重出版祝賀会スピーチ

北影雄幸︵Ｕ書簡

木下順二︵Ⅲ︶︿書簡﹀﹁佐渡山本家来訪人名録﹂

加藤広文︵Ｕ︿書簡﹀﹃佐渡山本家来訪人名録﹂

清野正男︵Ｕ佐渡の日蓮

︵哩鶯山荘文学碑林ｌ両津市鶯崎Ｉ

木山一雄︵哩司馬遼太郎さんとの親交を通して

之助十五年忌の会スピーチ
加藤廣文︵唖﹁佐渡のうた﹂と佐渡学雑感〜文学性と資料性〜

久保田フミエ︵川︶︵短歌﹀杉の万年

︵哩﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念・山本修

加藤瑠璃子︵唖︿俳句﹀佐渡へ

金子勉︵唖南沢疎水坑の長さ

︵伽︶︿短歌﹀キン幻想

おうざんそう

︵唖山本半三郎撰﹁算術指南﹄

︵Ⅲ︶春雪の歌碑ｌ佐渡鷲崎・鶯山荘文学碑にて１

A

︵伽︶﹁ほこり﹂と﹁ほゑ﹂ｌ山本家九世半蔵・様

八

︵川︶︿短歌﹀遠いかづち

︵哩虹と歌碑ｌ佐渡・鶯山荘文学碑林ｌ
わ

黒田杏子︵唖書簡山本修巳句集﹁花霧香一
計良勝範︵川︶幻の金の鍔

︵Ｕ佐渡金座︵後藤座︶の極印

︵哩手本金の副本かｌ佐渡小判鋳造に関る資料ｌ

ｌ山本半右衛門家から発見ｌ

倉田藤五郎︵皿明治の佐渡に於ける日野資朝卿崇敬の跡

ｌ山本半右衛門家収蔵ｌ

後藤松五郎︵Ｗ︶山本修巳句集﹃花鴎香﹂書簡

古賀まり子︵哩書簡山本修巳句集﹁花癖香﹄
小島岳青︵唖山本修巳句集﹁花霧香一

︵脇︶山本半右衛門家伝来の試金石

︵川︶学古塾の面影

小林研吾︵Ｕ山本修巳句集﹃花霧香﹂書簡

ｌ﹃順徳天皇御神霊御還遷之記録﹄ｌ

︵川︶萩野由之博士の遺墨を見る

︵剛︶山本修巳俳句集﹁花磨香﹂出版祝賀会スピーチ

小林寿一郎︵Ｕ東京・表参道﹁新潟館ネスパス﹂個展について

︵唖﹁市民社会再生﹂ｌ文化の有効性を探るｌに参加

してｌ東京大学文化資源学公開講座ｌ
齋藤直人︵Ｕ交流することで高められた佐渡文化

ｌ山本修巳氏とｌ
酒井友一三川︶佐渡最初の博物館・開導館のこと

佐渡歌壇史余滴五﹁深雪会﹂佐渡支部のこと

ｊ

︵川︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵川︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶

︵Ⅲ︶土田杏村．若き日の一断面

︵補遺︶

︵その二︵その二︶︵その三︶︵その四︶︵その五︶

画︶佐渡歌壇史余滴︵六︶

曲︶山本修巳句集﹃花磨香﹂の温み

佐渡の歌人が半数を占めた﹃開化新題歌集﹂

倉田史子︵伽︶蘇鉄の家

︵Ｕ過失ｌ本誌二九号掲載小文の訂正ｌ

ｌ﹁朱鷺曼陀羅﹄の記事に附すｌ

︵伽︶父に聞かせたいこと

︵理山本修之助翁筆写﹃尊像祭祀録﹄の感銘

︵Ｕ山本半蔵翁寸影ｌ晩年の日記からｌ

︵山ある水戸藩士の苦悩ｌ﹁瓦石斤集﹄を読むｌ
︵唖少年山本悌二郎の詩文

﹁山本半蔵翁の悌﹂補記ｌ

︵哩荏川文庫蔵﹁佐渡史料﹄ほか

︵Ⅲ︶旧稿﹁幕末明治の良吏﹂を補ふ

︵Ⅲ︶山本半蔵翁の悌

︵川︶草創期の佐渡中学教諭Ｉ石塚照の悌ｌ

︵Ⅲ︶祭儀の跡をつづる

︵咽浜北覚え書き︵八︶ｌ﹁我為我堂記﹂の軸ｌ

倉田紘文︵唖書簡山本修巳句集﹁花窮香﹄

倉田浩二郎︵唖寂聴さん佐渡に話︵和︶す

A

倉本聰︵咽佐渡の村で先祖の不祥事
栗田やすし︵皿︿俳句﹀佐渡吟行

厩︶書簡山本修巳句集﹃花霧香﹄
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A

︵剛︶山本修巳俳句集﹁花癖査出版祝賀会乾杯の辞

塩井三作︵Ⅲ︶ｌ新刊紹介ｌ酒井友二著﹁萬葉集雑感﹂

真水淳︵哩山本修巳句集﹁花霧香﹄書簡

清水基吉︵哩表紙﹁陵守ハ酔ひて天皇誕生日﹂
白井正江︵川︶詩・絵・書が私の青春ｌ私の闘病記

鳴鯛榮二理佐渡

︵Ⅲ︶〃﹃頼政一︵〃︶
︵川︶〃﹃芦刈﹂︵〃︶
︵Ⅲ︶〃﹁松虫﹂︵〃︶

末富明子︵川︶︿書簡﹀﹃佐渡山本家来訪人名録﹂
ｌ

︵〃︶山本修巳句集﹁花霧香﹄書簡

鈴木節子︵哩︿俳句﹀ここは佐渡

鈴木恵可︵凶︿書簡﹀山本悌二郎胸像と彫刻家黄土水
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坂口昭一︵Ⅲ︶謡曲私訳﹃松風﹂︵宝生流謡本︶

︵唖卓抜な言論と実践ｌ森幾編﹁森三郎選集﹂ｌ

︵皿謡曲私訳﹃鵺﹄︵宝生流謡本︶

佐々木正︵Ｕ羽茂農協六十年の歩み
佐々木稔︵哩山本修巳俳句集霜霧重出版祝賀会祝辞

鈴木貴水跡︶ｌ新刊句集紹介ｌ句集﹃花鴎香﹂山本修巳
鈴木教治︵咽︶黄金街道Ｉ上納金の輸送についてｌ

佐戸律子︵唖俳句鑑賞

︵川︶アユ︵鮎︶の石焼

坂田金正︵Ⅲ︶サドトガリネズミ

佐藤和彦︵Ⅲ︶佐渡の民俗事象に学ぶ

須田中夫︵川︶﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念・山本修

鈴木鷹夫︵哩佐渡島︿俳句﹀無門抄
鈴木恵︵唖山本半右衛門家の角筆文献について︵三

︵Ⅲ︶﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念・山本修

︵川︶〃︵補遺︶

之助十五年忌の会スピーチ
せいた
清田文武︵邸茨木のり子の﹁旅で出会った無頼漢﹂と佐渡

鈴木しげを︵唖山本修巳句集﹃花鴎香﹂の詩心

佐藤新次郎︵皿︿書簡﹀﹃佐渡山本家来訪人名録﹄

︵Ｕ山本半右衛門家の﹁日の丸船印﹂

佐藤利夫︵咽佐渡渡来四百年ｌ山本半右衛門家の歴史ｌ
︵Ⅲ︶北国米輸送と山本半右衛門家のかかわり
︵Ⅲ︶﹁千の風になって﹂とふるさと

︵Ⅲ︶近代を見た旅日記ｌ明治三年﹁道中記﹄九世

︵Ⅲ︶沈黙と春風とｌ茨木のり子の詩の良寛

之助十五年忌の会祝辞
︵理佐渡の石二つｌ佐藤春夫と三島由紀夫とｌ

山本半右衛門︵山本様︶ｌ

︵唖山本家の墓所改築の所感

︵剛︶山本修巳俳句集泥霧重出版祝賀会刊行を祝して

画︶山本修巳氏著﹃句集花鴎香﹄をひもといて

︵唖真野湾南岸の海村ｌ渋手と新町
ｌ山本半右衛門家の新町転住の背景ｌ
︵Ⅳ︶相川の松栄家について

︵剛︶佐渡・藤津遺跡出土の﹁須恵質の馬頭﹂への疑問

関雅之︵伽︶︿書簡﹀足元の文化遺産を島民の文化遺産に

八

佐藤をさむ︵唖書簡山本修巳句集﹃花鴎香﹄
佐山加寿子︵唖神楽巫女として生きる

A

︵伽︶山本半蔵の蔵石目録﹁石器番号扣帳﹂から

ｌ佐渡の石器・土器の収集家たちＩ

耐︶表紙山本修巳句集﹃花鴎香﹄書簡

瀬戸内寂聴︵Ⅲ︶︵磯部欣三さん御逝去︶弔辞

︵Ｕ山本修巳句集﹁花霧香﹄書簡

仙田善雄︵唖佐渡の柿と宮柊二
曽野綾子︵咽︿書簡﹀
︵伽︶表紙﹃疲れない人間関係のヒント﹂︵見返し︶

高井輝芳︵皿︿書簡﹀
︵Ⅲ︶山本修巳俳句集﹁花癖香﹂出版祝賀会スピーチ

︵Ⅲ︶祖父佐々木象堂の人と作品

高尾道生︵哩父高尾亮一の短歌と俳句

一の刊行にふれて

︵伽︶本間眞珠・山本修巳編著﹃佐渡びとの道中記

ｌ山本陳の近代の見聞録

︵Ⅲ︶俳書﹃黄鶴塚﹄復刻

田中倫子︵脇︶鑑賞﹃花霧香﹄

田中優子︵川︶︿書簡﹀﹃佐渡／山本家蔵近世諸国名家遺墨﹄

︲しよＩ︶よ

谷口真弓︵Ⅲ︶悲運の文学将軍本間雅晴中将の初恋をめぐって

田端栄祉郎︵Ⅲ︶書簡﹁佐渡郷土文化﹂百号刊行へ

むとき

三十一日

中宮寺門跡光尊︵哩表紙﹁佐渡が島資朝卿の後訪ね処々にし
のばる六ももとせの秋﹂平成二十二年五月

て詠める

回︶︿短歌﹀佐渡の地に先祖日野資朝卿の史蹟を訪ね

辻美佐夫︵Ⅲ︶表紙良寛手毬縢かがり図︵越海︶

土田杏村︵Ⅲ︶海上の唇気楼

︵Ｗ︶良寛のうた

︵Ⅲ︶佐渡の石仏と良寛

高橋昭︵Ⅲ︶名古屋時代の司馬凌海
高橋和夫︵唖山本修巳先生の俳句集﹃花霧香一を鑑賞して
高野明彦︵唖詩人高野喜久雄︵旧新穂村出身︶死去に際して

津田早苗︵唖ｌ俳書紹介ｌ﹁花癖香﹄山本修巳

︵Ⅲ︶︵磯部欣三さん御逝去︶弔辞

津村節子︵Ⅲ︶︿書簡﹀

︵Ⅳ︶山本修巳句集﹃花窮香﹄書簡

︵伽︶上田三四二と佐渡

︵Ⅳ︶世阿弥の墓所ｌ磯部欣三先生の想い出

寺島雅範︵哩佐渡相川の風

田上善夫︵Ｗ︶佐渡の風の祭礼

戸田正之価︶﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念・山本修

徳田武︵Ｕ山本修巳句集﹃花霧香﹄書簡

︵哩山本修巳俳句集﹁花霧香﹄出版祝賀会祝辞

田中聡︵唖新潟県立文書館による山本家資料調査の概要

田中快旺︵唖表紙遊印為山本修巳様﹁修﹂ハ人の後カラ⁝

滝口たづ︵剛︶山本修巳俳句集定霧査出版祝賀会スピーチ

︵伽︶︿紀行﹀お盆に羽茂と真野の茅葺き能舞台を訪れて

︵哩盆の提灯が語る風土ｌ水津ｌ

ｌ泉︑中興︑本屋敷そして相川ｌ

︵理佐渡のたたずまい

高野進︵Ⅲ︶︿紀行﹀多田の村祭りと詰諺の妙

︵Ⅲ︶立原道造と父高尾亮一

A

田中要︵哩受贈書から
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A

之助十五年忌の会乾杯
ドナルド・キーン︵咽︿書簡﹀﹁佐渡山本家来訪人名録﹂

︵Ⅲ︶︿〃﹀スミレサイシン・ウシハコベ

︵伽︶︿〃﹀イチヤクソウ・ホタルカズラ

︵川︶︿〃﹀アケポノソウ・アケボノシュスラン

︵Ⅲ︶︿〃﹀カヤツリグサ・ノブドウ

︵川︶︿〃﹀ツリバナ・ヒサカキ

ヨウラク

︵肥︶︿〃﹀チチッパベンケイ・ヤクシソウ

︵Ⅲ︶︿〃﹀スズムシソウ・ノイバラ

︵伽︶︿〃﹀ウメガサソウ・ヤマトグサ
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︵唖︿書簡﹀﹁佐渡／山本家蔵近世諸国名家遺墨﹂

︵Ⅲ︶︿〃﹀センボンヤリ・ナガハシスミレ

︵川︶︿〃﹀タニギキョウ・マタタビ

︵邸一枚の記念写真

︵Ⅲ︶︿〃﹀アマナ・オランダミミナグサ

︵川︶くり﹀ヒメヤブラン・ヤハズソウ

ｌ永井荷風の米国の宿主山本一郎氏とｌ
︵Ｕ佐渡ｌ島からの脱皮

鳥越文蔵︵皿鳥越文庫のこと
中川紀元︵唖佐渡の昔話﹁トキのたまご﹄と私
中川哲昌︵Ⅲ︶中川勘太郎のこと

︵Ｕ回想桂月佐渡紀行

︵川︶︿〃﹀ヒロハテンナンショウ・ガクウラジロ

︵Ⅲ︶︿〃﹀ヒメウズ・トキワハゼ

︵哩桜井駅懐古
中川芳郎︵Ⅲ︶﹁沈黙の佐渡島﹂の変身

︵Ⅲ︶︿〃﹀ヒメイチゲ・コウマゴヤ︑ン

︵Ⅲ︶︿〃﹀キバナアキギリ・ヒルガオ

︵Ⅲ︶︿〃﹀アズマイチゲ・キュウリグサ

︵凶悪霊北一輝異聞︵連載小説第一回
第一部逆光の凪ぎ第一章誕生︵二
︵Ⅲ︶︵第二回︶〃三︶

ｌ島を堪能してもらうためにｌ

︵唾︵伽︶︵第三回︶︵第四回︶

︵Ⅲ︶︿〃﹀クサネム・ママコノシリヌグイ

第二章兄弟︵二︵二︶

︵伽︶︿〃﹀シロバナタンポポ・ニシキゴロモ

︵伽︶︿〃﹀ゴゼンタチバナ・ギンリョウソウ

︵唾限りなく清澄な優しさｌ︽花霧香︾を読んでｌ

第三章北極星︵二︵二︶

︵哩︵燗︶︵第五回︶︵第六回︶

︵剛︶山本修巳俳句集﹁花霧香﹂出版祝賀会スピーチ

︵Ⅲ︶︿〃﹀イチョウラン・ウリノキ

︵剛︶︿〃﹀チチコグサモドキ・フッキソウ

︵Ⅲ︶︿〃﹀オオカニコウモリ・ボタンヅル

︵唖︵伽︶︵伽︶︵第七回︶︵第八回︶︵第九回︶

第四章眼病︵二︵二︶︵三︶
︵Ⅲ︶︿〃﹀ヒメフタバラン・コナスビ

長嶋陽一二Ⅲ︶︿カットのことば﹀チャルメルソウ・ミズバ︑ンヨウ

︵Ｗ︶︿〃﹀オオナンバンギセル・コヒルガオ

A

︵Ⅲ︶︿〃﹀サクラタデ・アゼナ

A

︵伽︶︿〃﹀ハハコグサ・ハマハコベ

中者正機 ︵ 哩 俳 句 鑑 賞
石・石工・石造物

中塚宗一︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵川︶︵Ⅲ︶

開会の挨拶

︵はじめに︶︵二︶︵三︶︵四︶︵五︶

︵皿佐渡の石仏こぼればなし︵六︶
︵Ⅲ︶佐渡相撲学野帖

︵哩倉谷の大わらじ
長沼由子︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶

仲田益子 ︵ 哩 俳 句 鑑 賞
俳句鑑賞

中原英夫︵伽︶羽茂の宮大工散見
中原雅司︵Ⅲ︶山本修巳俳句集﹁花霧重出版祝賀会

長棟光山子︵Ｕ山本修巳句集﹃花房香﹂書簡

︵唖佐渡の絡伝説

︵Ⅲ︶団三郎と隠れ里

中村阿弥 ︵ 哩 俳 句 鑑 賞
中村禎里︵皿佐渡絡祠の成立

なだや

中山敏彦︵唖書簡山本修巳句集﹃花霧香﹄
中村智子︵唖句碑建立に心を寄せて
︵哩文人たちの俳句山本修之助

七田谷まりうす︵咽︿俳句﹀佐渡行
ｌ佐渡の国津魂の化身ｌ

︵唖書簡山本修巳句集﹁花欝香﹄
西村和子︵川︶佐渡

西沢爽︵唖表紙ひばりの佐渡情話作詞

濱田耕平︵Ｕ北一輝の大正三年大陸不法渡航事件

日野資純︵Ｕ教育基本法﹁改正﹂に疑問

林なつき︵唖俳句鑑賞

︵暫山本修巳句集﹃花霧香﹄書簡

むとき

日野西光忠︵咽日野宗族会の資朝卿遠忌参列

て詠める

︵唖︿短歌﹀佐渡の地に先祖日野資朝卿の史蹟を訪ね

平成二十二年五月三十一日

のばる六ももとせの秋﹂

日野西光尊門跡︵唖表紙﹁佐渡が島資朝卿の後訪ね処々にし

Ｉ︶よＩ︶よ

骸骨の義太夫語り・一奥婆さん・首つなぎ爺さん

︵胆︶苞つとを拾うたら・錐女房・桃太郎の異證・

︵Ⅱ︶糞ひり爺・竜神と釣針・海坊主

︵岨︶浦島太郎・海老と大鳥

佐渡の昔話

浜口一夫︵Ⅲ︶︵咽︵Ⅲ︶

蓮見勝朗励︶書簡山本修巳句集﹁花窮香﹂
羽生雅春︵唖父・羽柴雪彦の俳句とその人生

︵Ⅲ︶﹁いもせ﹂三百号

︵川︶山賊の洞窟

羽柴雪彦︵Ⅲ︶山本修之助先生
︵哩俳句は作り続けるもの

野口由美子︵皿車田植︵両津市北鵜島︶田植歌

二本柳力彌︵唖書簡山本修巳句集﹃花癖香﹂

A

之助十五年忌の会スピーチ

平賀巳代治︵川︶﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念・山本修
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A

平手ふじえ︵哩俳人前田普羅と佐渡
︵Ⅲ︶︿俳句﹀時雨傘

ｍ︶︿俳句﹀佐渡

︵Ⅲ︶〃︵十︶〃その五

︵Ⅲ︶〃︵十二〃その六

︵剛︶山本修巳俳句集﹁花窮香﹂出版祝賀会スピーチ

︵剛︶〃︵十二︶〃その七

︵燗︶〃︵十一三〃その八
︵Ⅲ︶〃︵十四︶〃その九

︵脇︶〃︵最終回︶１大亦観風さんのことｌ
藤田し樅訊娩︶表紙﹁春の鹿幻を見て立ちにけり﹂

藤橋進︵Ⅲ︶佐渡の順徳上皇

藤本美和子︵唖二○一○年日本の句集五○山本修巳﹃花鴎香﹄
︵Ⅲ︶書簡

藤本容子︵Ⅲ︶佐渡人よ作曲・歌／作詞泉椿魚
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屈︶︿俳句﹀草津行ｌ平成十八年六月１

︵唖︿俳句﹀野州初冬

︵哩山本修巳句集﹁花霧香﹄出版を祝う

福島徹夫︵理﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念・山本修

之助十五年忌の会スピーチ
福嶋徹夫︵哩山本修巳俳句集花癖重出版祝賀会
祝宴〆のあいさつ

福田眞空耐︶連句・脇起り半歌仙﹁文月﹂捌︵平成五年大会︶
︵Ⅲ︶︵川︶︵川︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵川︶︵川︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶

藤井青 咲 俳 句 鑑 賞

帆刈喜久男︵Ⅲ︶佐渡の俳書を探しています

古沢欣一三川︶佐渡の郵便史を顧みる

佐渡の地震

細山謙之輔︵川︶﹃佐渡の伝説﹄︵山本修之助編著︶にあらわれた

︵唾俳句鑑賞

︵Ⅲ︶山本修巳句集﹁花霧香﹄序に代えて

砧︶俳句鑑賞

星野麥丘人︵川︶表紙﹁北片辺牛も日永の聲出せり﹂

︵Ⅲ︶︵川︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵Ⅲ︶︵皿︶︵伽︶︵伽︶︵Ｗ︶

︵Ⅲ︶子規遠望

︵Ⅲ︶山本修巳俳句集﹁花霧重出版祝賀会﹁花霧香﹂の芳香

耐︶山本修巳句集﹁花霧香﹂書簡

藤川滋︵皿︶父をたどるの記︵ご
︵哩〃三︶ｌ騏麟山歌碑のことｌ

︵Ⅳ︶地名から見た佐渡の地勢︵二

︵Ⅲ︶福田眞久︵号・眞空︶先生を悼む

へ

︵Ⅲ︶〃︵五︶ｌ秦野図書館と金子不泣さんのこと等Ｉ

堀切実︵〃︶山本修巳句集﹃花爵香﹄書簡
堀口星眠︵唖書簡山本修巳句集﹁花鴎香﹄

︵山〃三︶ｌ牧野虎雄と相馬御風のことｌ
︵唖〃︵四︶ｌ晩年の住居・鎌倉ｌ
︵Ⅲ︶〃︵六︶ｌ﹃兵われは﹄戦地詠その一ｌ

本間憲司︵唖温故知新山本修之助先生と建学の精神

本間昭雄︵Ⅲ︶俳文学会第五十五回全国佐渡大会を顧みて︵共書︶

︵Ⅲ︶〃︵七︶〃その二
︵Ⅲ︶〃︵八︶〃その三
︵Ⅲ︶〃︵九︶〃その四

A

ｌ真野中学校の校歌を考える１

本間恂一︵Ⅲ︶佐渡文化と山本家
︵凶﹁佐渡びとの道中記﹄本間眞珠・山本修巳編著

本間高明︵叩︶本間氏地頭代説の問題点
︵肥︶江戸後期の佐渡の文化度

本間寅雄︵Ⅲ︶山本家と伊能忠敬書簡など

本間英孝︵唖書簡
本間雅彦︵Ⅲ︶島の窓口﹁山本半右衛門﹂ｌ﹁軒過録一を読んで
︵Ｕ佐渡の小字地名
︵哩新・海府の詩うた

本間正幸︵唖書簡﹃佐渡／山本家蔵近世諸国名家遺墨﹂
︵断︶﹁花窮香﹂と人々の香気

ｌ山本修巳著﹁句集花窮香﹄を読むｌ
本間眞珠︵皿河原作左衛門家所蔵古文書
ｌ持山松木盗伐に懸る争論ｌ

︵邸詩人・高野喜久雄
︵唖﹁國々名所記﹂

ｌ正徳五年佐州新町山本半右衛門ｌ

松尾貴史︵川︶表紙﹁荒海を流れ越したる北蘇鐵﹂

︵Ⅲ︶︿短歌﹀﹃夏蝶﹄

松田昭三︵Ⅲ︶︿短歌﹀﹁少女をとめ一

︵Ｕ追悼高野喜久雄

︵伽︶庄野潤三先生の﹁佐渡﹂

︵川︶失はれたる佐渡ｌ自選十首ｌ

︵Ｕ山本修巳句集﹃花癖香﹄書簡

松田實︵皿高野高治さんを憶うｌ朱鷺とともにｌ

︵川︶北一輝研究資料﹁大眼目﹂︵北一輝著︶とその解題

︵Ⅲ︶青野屋物語ｌ青野季吉前史

松本健一︵哩司馬遼太郎を読む

九カ国語をあやつる天才

しばりようかい

司馬凌海

︵Ⅲ︶︿書簡﹀﹃佐渡山本家来訪人名録﹂

︵川︶表紙﹁我二万古ノ心アリ﹂

︵Ⅲ︶佐渡のみちｌ司馬遼太郎を読むｌ

︵Ⅲ︶︿書簡﹀﹁北一輝﹂新資料の発見

︵Ⅲ︶表紙北一輝の言葉﹁太陽に向って⁝﹂

︵Ⅲ︶北一輝を育てた文化的遺伝子ｌ講演録

本間隆市︵哩幻の但馬江

水上勉︵Ⅲ︶表紙﹁はるばると佐渡の果てまで来てみたが⁝﹂

三国久︵伽︶表紙佐渡出身最初の大臣山本悌二郎

三浦啓作︵川︶解体される﹁長谷川海太郎家﹂

︵Ｕ山本修巳句集﹃花霧香﹄書簡

︵唖ダイナイ爺のことｌ笹川砂金山余話ｌ
前川佐重郎︵皿歌集﹁春鶯抄﹂について

松井敏郎︵Ⅲ︶山本修巳俳句集元霧重出版祝賀会スピーチ

村山修一︵川︶︿書簡﹀﹁佐渡／山本家蔵近世諸国名家遺墨﹄

子爵三室戸敬光⑰︶表紙和歌山本静古翁七十寿

皆川喜代弘︵伽︶佐渡・山本家の宝物

三木緑︵剛︶山本修巳俳句集霜霧重出版祝賀会スピーチ

前田萬蔵︵唖佐渡の名主・本間七左衛門︵寛延一摸・椎泊︶

︵唖山本修巳句集﹁花房香﹂を読む

A

ｌ伊豆諸島新島・岩郷村Ｉ
間島喜之︵唖学校からバイオリンが響く
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A

本橋克︵哩宮柊二﹁朱鷺幻想﹂歌碑とコスモス全国大会

血︶︿俳句﹀長塚節生家・筑波山・霞が浦

︵哩伊能忠敬家蔵書簡に思う

常磐線をたどって

︵Ⅲ︶連歌の息づいた佐渡

︵Ⅲ︶青野季吉の佐渡中学校同級生

︵咽︿俳句﹀岡山・尾道・因島・京都

︵肌︶山本半五郎家のこと

︵川︶久之浜と佐渡

ｌ因島自由大学フーベル賞受賞小柴昌俊氏講演︶ｌ

山内節子︵Ⅲ︶︿書簡﹀﹁頼山陽のこと﹂

ｌ孫杉山浩一氏を案内してｌ

︵Ⅲ︶﹁青野季吉の佐渡中学校同級生﹂資料について

誤表についてＩ﹁俳譜後素集﹄・近世文芸研究ｌ

︵Ⅲ︶﹁佐渡／山本家蔵近世諸国名家遺墨﹄刊行と正

︵皿歌人寺島芳子さんを悼む
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諸橋和 代 ︵ 唖 金 魚
柳沢文雄︵唖︿書簡﹀佐渡観光をして

柳平則 子 ︵ Ｕ ふ た り の 文 三
佐渡おけさが運んだ第二のふるさと

矢羽勝幸励︶山本修巳句集﹁花窮香﹄書簡

山岡喜美子︵Ｕ山本修巳句集﹃花欝香﹄書簡

︵皿﹁日本のⅢ屋敷伝説﹂︵伊藤篤著︶について

薮田亨︵Ｕ片野尾芝居の考察

山本健︵皿北一輝と養子大輝
山本嫌︵Ｕ表紙蕉翁真像五老井許六写渚鴻も写

︵哩尾崎紅葉百年忌﹁句碑めぐり﹂と資料

︵川︶佐渡文化振興懇話会

山本研︵哩山本成之助と﹁木石﹂論争
の﹂の句

山本修之助︵皿︿資料﹀蕪村編集の俳譜書に載る佐渡遊女﹁みほ
︵咽︿資料﹀新町︵旧真野町︶家並順調査
みおやこえ

︵Ⅲ︶表紙﹁冬濤の音とどろなる島に住む紫雨﹂︵兄︶

︵哩全佐渡お花見俳句大会招待選者一覧

︵川︶梅原猛先生の佐渡

︵川︶俳文学会第五十五回全国佐渡大会を顧みて箕壹

かそかなる﹂︵弟︶

︵唖表紙﹁奥津城の光照寺山の松風に遠つ御祖の聲
山本成之助︵Ⅲ︶表紙はちめ画去春散士︵弟︶

所蔵本ｌ山本修之助収集Ｉ

︵川︶長谷川海太郎︵林不忘・谷讓次・牧逸馬︶関係

﹃貼交帖﹄仮目録ｌ真野新町山本家所蔵ｌ

︵唖江戸と佐渡との文化交流資料相川・石井夏海

三男芥川賞受賞作家青野聰氏とｌ

︵唖沢根出身文芸評論家青野季吉氏﹃佐渡﹂

山本悌二郎︵Ｕ︿資料﹀子女の訓育に一生を捧げた私の父母

勅題社頭の暁ｌ大正十年Ｉ︵兄︶

山本半之助︵哩表紙﹁画集若き日一より
山本養一︵Ⅲ︶祖父山本植蔵について

︵哩表紙蒙刻﹁盲亀浮木浬藥経﹂
︵Ⅲ︶︿俳句﹀宿根木と五合庵と

八

山本修巳︵Ⅲ︶露の満月

八

凧︶資朝卿の遺跡の標柱と円山漠北門下国会議員

︵Ⅲ︶表紙﹁梅一枝いつし寂聴さんの贈りもの﹂

︵川︶瀬戸内寂聰さんと佐渡

︵Ⅲ︶磯部欣三さんを悼む・弔辞

︵Ⅲ︶特攻隊員の﹁生﹂に思う

ｌ私の家を訪ねられた人びとＩ

︵Ⅲ︶続・抽栄堂軒過録︵来訪人名録︶︵十二

︵川︶水上勉先生を偲ぶ

︵Ⅲ︶朱鷺の詩人高野喜久雄氏逝く

︵Ⅲ︶︿俳句﹀沖縄の春平成十八年四月五日〜七日

︑︶︿俳句﹀千年も眠りたし

Ｉ草津・岡山・丹後天の橋立ｌ

︵Ⅲ︶木下順二先生を悼む

︵Ｕ日本近代ビールの父真野新町出身生田秀について

︵Ⅲ︶三浦小平二先生を悼む

ｌ﹁しま︑その今日的課題﹂ｌ

︵Ⅲ︶日本島順学会佐渡大会開催される

︵Ⅲ︶小倉・猿八︵旧畑野町︶飢謹二百五十年

全島餓死者約三千人・飢渇者約一万二千人

︵Ⅲ︶︿俳句﹀大蘇鉄

︵Ⅲ︶わが家に伝わる良寛と父以南の遺墨

︵Ⅲ︶﹁お国のために﹂ｌ真野新町出身井杉延太郎ｌ

︵川︶良寛の母の家と︵真野新町︶山本半右衛門家

︵皿佐渡市の顔ｌ﹁佐渡郷士文化﹄の現状ｌ
︵咽高野素十先生の思い出

︵脳︶第一回佐渡小獅子舞サミット

︵唖直江兼続と佐渡

完成

︵川︶坂口昭一氏﹃翻刻松榮家所蔵本源氏物語︵十︶﹂

︵唖︿俳句﹀良寛の玉島

︵Ⅲ︶﹁瀧﹂二百号を祝う

︵咽北一輝を教えた石塚照のこと

︵唾佐渡を訪れた俳人と俳句大会

日・十三日

の芸能﹂パンフレット／平成十七年三月十二

国立劇場第一○○回民俗芸能公演﹁佐渡

︵川︶演目解説

︵皿佐渡の芸能は日本の縮図

の発見ｌ佐渡市西三川︵高崎︶ｌ

︵Ｕ近松門左衛門存疑作竹本義太夫本﹁頼朝七騎落一

︵Ｕ山本桂の水みず盃さかずき

︵Ｕ﹁齋藤香村句集﹂を読む

︵Ⅳ︶螢の里

︵皿佐渡の文化形成と日本海ｌ流人の文芸と芸能ｌ

ｌ平成十六年八月十二日ハワイー

凧︶︿俳句﹀山本修司・三宅千鶴結婚式

馬凌海︵真野新町︶妻子について

︵川︶日本最初の独和辞典﹃和訳独逸辞典﹄編集者司

へ

︵川︶︿俳句﹀日野宗族会様をご案内して

︵咽︿俳句﹀蔵王六月
やじようし
︵哩福島野城子氏を悼む
︵Ｕ秋の茶会・旧家と骨董めぐりｌ真野・山本家１
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A

ｌ上越文化会館大ホールー

︵Ⅲ︶﹁佐渡人形芝居発表会﹂の休止に思う
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︵唖六月の旅ｌ小出・新潟・佐渡六月九日〜十三日
︵川︶佐渡の順徳院ｌ御製を中心に１

六月ｌ

︵Ⅲ︶﹁佐渡良寛会﹂の紹介

︵Ｕ佐渡金山の寒月

的︶佐山香代子句集﹁能舞台﹄抄

著者

﹁佐渡びとの道中記ｌ山本嫌の近代の見聞録ｌ﹂

︵唾︿俳句﹀国分寺薬師佛

１順徳院記念佐渡現代百人一首の会ｌ
︵哩司馬遼太郎氏と佐渡

︵Ⅲ︶山本半右衛門家九世山本嫌について

ｌ真野・山本家Ｉ江戸時代の山本家と日の丸船

︵Ⅲ︶秋の茶会・旧家と骨董めぐりと講話三︶
風見︵講話資料︶

平成十九年十一月三日・四日直江山城守兼続

︵Ⅲ︶秋の茶会・旧家と骨董めぐりと講話︵一三

︵Ⅲ︶佐渡における二峯・山本悌二郎

平成二十一年四月五日

季展／﹁二峯山本悌二郎の眼﹂講演会資料

澄懐堂美術館︵愛知県四日市市︶二○○九年春

と佐渡︵講話資料︶

ｌ私の家を訪ねられた人びと１

︵Ⅲ︶続・抽栄堂軒過録︵来訪者人名録︶︵十一一︶

筋︶︿俳句﹀箱根・初島の旅

︵伽︶佐渡の宿場町に住んで

︵伽︶小倉の棚田開発

伽︶俳句山本悌二郎・司馬凌海のゆかりを訪ねて

ｌ平成十九年十月十日〜十二日ｌ
︵Ⅲ︶本間邦彦氏を悼む

︵哩続・抽栄堂軒過録︵来訪者人名録︶︵十一三

︵Ｕ佐渡国分寺

︵Ⅲ︶佐渡の薪能の季語におもう

四月五日・六日

四日市澄懐堂美術館︵山本悌二郎収集︶に

︵哩良寛の玉島・良寛のうた

て講演ｌ四日市・名古屋

︵四良寛・貞心尼法要

ｌ私の家を訪ねられた人びとｌ

︵Ｕ佐渡人形芝居の歴史

︵Ⅲ︶ｌ私の愛唱歌ｌ流人の悲哀と青春の哀感

︵伽︶世阿弥元清供養塔建立記念式

画︶佐渡俳句協会会長に就任して

ｌ伝来と隆盛の背景・北村宗演ｌ
︵Ⅲ︶芸能・流人・本陣山本半右衛門家の歴史

茶会歴史講話会

田秀Ｉ平成二十年旧家と骨董めぐり秋の

︵皿︶真野の能楽﹁檀風﹂とその周辺ｌ日野資朝と生

︵哩﹁全佐渡お花見俳句大会﹂を思う

︵叩︶山本修之助所蔵佐渡にかかわる民俗資料
ｌ新潟県民俗学会講演資料ｌ

八

︵Ｕ朱鷺の詩人高野喜久雄﹁蓮の花コンサート﹂

八

︵哩︿俳句﹀百九十一年ぶり真野新町山本半右衛門家

墓所改築Ｉ平成二十一年ｌ
︵唖文学者の来島
︵唖山本半右衛門家墓所改築

︵哩佐渡びとの西国への旅ｌ﹁国々名所記﹂ｌ
︵唖世界遺産石見銀山視察の旅
浅島誠・伊藤窯一︵五代伊藤赤水︶・故三浦小

︵哩初の佐渡市名誉市民称号授与式
平二氏に

︵哩中宮寺門跡と日野資朝卿のゆかりの地をめぐる
︵Ⅲ︶順徳院黒木御所例大祭記念講演資料
ｌ平成二十二年七月十二日︵月︶ｌ
﹁父後鳥羽院崩御より順徳院のご最期まで﹂

︵Ⅲ︶新穂本間萬吉家と分家孫七︵本間黙齋︶家

ｌ真野新町山本半右衛門家とｌ

ｌ鷲崎﹁鴬山荘文学碑林﹂除幕式ｌ

︵伽︶佐渡をうたう

︵唖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

ｌ私の家を訪ねられた人びとｌ

︵川︶続・抽栄堂軒過録︵来訪者名録︶︵十四

︵伽︶新穂の俳人本間斧剛

︵唖︿俳句﹀春潮

︵伽︶小木の女たち

︵Ｗ︶妙宣寺五重塔建立の小説を書く久木綾子さん

︵Ｗ︶﹁世阿弥の佐渡で〜校歌に託した思い〜﹂

ｌ県立佐渡中等教育学校校歌ｌ

︵Ｗ︶次の時代へ

︵哩會津八一の賀状と名刺

十一月二日〜五日ｌ

六穂清水眞司︵Ｕ山本植蔵氏の蒙刻

ｌ当世具足の初期遺品の一考察

山本良一︵川︶良寛の弟山本由之
山谷ヤス子︵Ｕ山本修巳句集﹃花霧香﹄書簡
与謝蕪村︵Ⅲ︶表紙﹁鬼さんの団扇﹂
吉田幸平︵邸佐渡真光寺破損甲冑の兜鉢と胴の残欠概論

︵邸真野新町池田屋書店池田アイさん逝く

︵伽︶﹁相川暴動資料集﹂について

︵伽︶晩秋の奈良

︵伽︶佐渡国独立の夢

︵轡第一句集﹁花癖香﹂自選八句

︵哩山本修巳俳句集霜癖重出版祝賀会謝辞

魚

︵哩自然体の俳句
︵唖文化で豊かな暮らしの島に
︵鮎︶山本桂と有田眞平

︵唖︿俳句﹀配所寺

︵唖︿俳句﹀良寛没後百八十年法要ｌ全国良寛会
比叡山大会Ｉ平成二二年六月五・六日
︵恥︶ｌ外相有田八郎相川町町民葬についてｌ

︵唖︿俳句﹀芭蕉の足跡を辿る東山道の旅と日光
妻と妻と

十一月十一日〜十三日平手ふじえさんご夫
︵唖羽柴雪彦氏を悼む
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A

輪座鈴枝︵咽佐渡へ

若生彦太郎︵Ｕ俳句鑑賞

︵Ⅲ︶その二十七普羅みたび佐渡へ

︵Ⅲ︶その二十六前田普羅の来島と渡辺湖畔

︵Ｕその一一十五會津八一︑新潟へ帰る

︵哩その二十八會津八一と湖畔晩年

70

渡辺威人︵川︶田中茂の生いたち
︵咄︶松木西願

ｌ﹁俳譜後素集﹄・近世文芸研究Ｉ山本修巳編

︵Ⅲ︶一佐渡山本家蔵近世諸国名家遺墨﹂

︵川︶大下武登氏について

︵皿口絵﹁宗祇﹂書簡︵山本半蔵筆蹟︶

︵Ⅲ︶表紙の蕪村自画賛﹁団扇絵﹂

助十年忌の会

︵Ⅲ︶﹁佐渡郷土文化﹂百号刊行記念・前主宰山本修之

編集部レポート

︵伽︶山本修巳句集﹃花癖香﹄書簡

砧︶その三十會津八一宛湖畔の手紙

之助十五年忌の会祝辞

︵川︶﹁山本静古翁日記﹂と渡辺湖畔

︵皿︶﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念・山本修

︵皿義民本間作右衛門
︵Ｕ相田栄蔵のことｌ旧二宮村窪田県議会議員Ｉ

︵Ⅲ︶その二十九戦中戦後の土屋竹雨と湖畔

ｌ明治紀念堂由来銅柱を寄付した行者ｌ

︵唖義民本間作右衛門

︵哩引連れ廻れば諸国の春駒︵二

渡邉靖︵唖書簡

︵剛︶〃︵二︶
︵Ⅲ︶〃︵一三
之助十五年忌の会スピーチ

渡邉剛忠︵哩﹁佐渡郷土文化﹂三十周年・百十号記念・山本修
︵脳︶山本修巳俳句集﹁花窮香﹄出版祝賀会スピーチ

渡邉和一郎︵皿︵哩︵川︶︵川︶︵唖
﹁渡辺湖畔への手紙から﹂

その十八﹃覇王樹﹄と﹃歌と評論﹂そして

︵川︶小林寿一郎さん︵両津・下久知在住︶

︵川︶第肥回佐渡人形芝居発表会

︵川︶稲邉小二郎氏死去

その十九佐渡国分寺の古瓦と会津八一

﹁冬柏﹂

その二十晶子晩年の手紙

﹁佐渡の芸能﹂木版画展

︵皿︶﹁佐渡郷士文化﹂三十周年・百十号記念・前主宰

︵Ｕ本間寅雄氏の御逝去を悼む

︵咽﹃佐渡叢書﹂第七・八巻山本修之助編集・解説
︵唖﹁渡辺湖畔記念資料館﹂の開館記録

その二十一松井如流との交流
その二十二晶子晩年と湖畔

︵Ｕその二十三吉田學軒と湖畔

山本修之助十五年忌の会

八

︵川︶その二十四士屋竹雨と湖畔の漢詩

八

︿口絵説明 ﹀

︵Ⅲ︶﹁順徳院記念佐渡現代百人一首﹂入選歌抄

／長塚節追悼号﹁アララギ﹂

紀行・吉野紀行﹂／長塚節肉筆印影本﹁佐渡が島﹂

︵兵十郎︶・はっ︵花世︶相対死二八○回忌供養

相／犬養首相より山本悌二郎宛書簡／伊右衛門

︵川︶宗祇書簡／真野町出身農相山本悌二郎と犬養首

︵凹地元の人が編集するガイドブック

／音頭本﹁花世・兵十郎心中妹背づくし﹂／﹁相

川音頭全集﹂山本修之助編

／俳句誌﹁鶴﹂創刊七百号記念祝賀会／真野町

子氏／俳文学会全国大会文学遺跡踏査の山本家

凧︶第五十五回俳文学会全国大会で発表する大野温

平成二十二年六月十九日於佐和田﹁浦島﹂

した﹁春風社﹂跡地に立つ山本修巳／真野町出

出身司馬凌海が日本最初の﹁独和辞典﹂を編集

小島園子さんと夫アナウンサー小島一慶氏／俳

身農相山本悌二郎の胸像前に立つ実兄一郎の孫

嶺ね﹂主宰栗田やすし氏一行

人河東碧梧桐句碑をかこむ俳句誌﹁伊い吹ぶき

︵暫く資料﹀遊里小木

︵Ｕ︿資料﹀佐渡のこよみ︵山本修之助調査︶

先生の佐渡／﹃紅葉／山人佐渡句集﹄／文弥

︵唖新潟県立文書館による山本家資料調査／梅原猛

節太夫梶原宗楽氏祝賀会／佐渡の郵便史を顧み

田波郷句碑除幕式／石井夏海﹁貼交帖﹄／解体

︵唖日野資朝卿墓前に謡曲﹁檀風﹂の駒札建立／石

る古沢欣二氏

回全国良寛会佐渡総会・佐渡良寛会から良寛の

︵哩宮柊一二朱鷺幻想﹂歌碑除幕式／佐渡良寛会講

の建てた海難船頭の墓／東京・表参道﹁小林寿

辞苑﹂編者新村出氏と前主宰山本修之助／遊女

︵Ｕ金の鍔山本半右衛門家蔵／文化勲章受賞の﹃広

される﹁長谷川海太郎家﹂三浦啓作
演会﹁良寛さまの手毬﹂辻美佐夫氏／﹁佐渡が島﹂

子孫へ記念品贈呈

逸辞典﹂︵明治五年︶が子孫の島倉家へ／第十九

一○年忌の会／真野町出身司馬凌海編﹃和訳独

︵Ⅲ︶佐渡郷土文化一○○号記念・前主宰山本修之助

ｌ事件・人物・民俗行事Ｉ

︵Ｕ佐渡を詠んだ良寛の歌三首

耐︶山本修巳句集﹃花霧香﹂書簡ｌ順不同ｌ

︵断︶﹁佐渡人宛名家尺續集﹂品川彌次郎

開会午前十時半閉会午後二時

︵Ⅲ︶山本修巳俳句集﹃花霧香﹂出版祝賀会

︵唖句集﹃花霧香﹂誤植・訂正

︵伽︶江戸期の商家の跡目

︵伽︶山本半右衛門家九世半蔵・懐の実父

︵Ⅲ︶将軍の辞世の和歌︵本間雅晴︶

﹁山本修之助への弔文﹂︵平成五年︶

︵Ｕ詩人・評論家三月に逝去された松永伍一氏の

A

著者長塚節の生家を訪ねて／山本修之助﹁松島
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A

一郎版画展﹂／﹁佐渡百選﹂の芸能見学／片野

別会／小倉・猿八飢鐘二百五十年／赤穂義士大

来国行作名刀一振／相川病院長寺島雅範先生送

︵唖直江兼続奉納鎗／安堵状／良寛の父橘以南の短

高源吾俳譜

尾芝居﹁義経千本桜﹂

牛﹁雛人形図﹂／斎藤長三﹃佐渡政党史稿﹄と﹁佐

／イタャガイ科貝化石の墨書／山本修之助︵書︶︑

冊／少年山本悌二郎の詩文／會津八一のはがき
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︵哩佐渡国相川ひなまつり／沢根・日本画家阿野呑
渡史林﹂・﹁佐渡志﹂／俳人石田波郷﹁惜命﹂

山本成之助︵絵︶﹃佐渡古民謡十首﹂／第一回佐

︵咽日野資朝卿忌に日野宗族会様参列／日野資朝卿

／七宝焼花瓶／陶器盃／日野資朝卿墓前にて

位牌／重要文化財日野資朝卿筆細字法華経

原風景と伝統芸能に触れる旅﹂

渡小獅子舞サミット／旅チャンネル﹁地元の人
が教える！二泊三日の旅〜新潟・佐渡日本の

︵川︶順徳院記念佐渡現代百人一首の会／伊能忠敬

／宝暦十三年ころの山本半右衛門家の船風見／

︵Ｕ江戸の大儒亀田鵬斎の沢根五十里矢島望宛書簡

久寳丸／観音丸／伊勢丸／王昭君馬上惜別図

／上州良寛会佐渡良寛遺跡探訪／秋の茶会・旧

三左衛門鍾︵佐

賞／真野宮御造営と国分寺遺跡発見資料﹁山本

︵哩第二十五回日本文芸大賞新保哲氏︵相川出身︶授

渡鐙︶・槍の穂先

と骨董めぐり・山本家展示物

研究会﹁佐渡旅行﹂／﹁會津八一と佐渡﹂の旅
／山本半三郎撰﹃算術指南﹂／秋の茶会・旧家

家と骨董めぐりｌ真野山本家ｌ

将氏名／沖縄平和祈念公園／司馬遼太郎﹁胡蝶

︵Ⅲ︶磯部欣三さん通夜／新穂長畝故羽田次郎海軍少

の夢﹂自筆文学碑／伊丹市アイフォニック民族

続と佐渡﹂山本修巳／﹁地名から見た佐渡の地勢﹂

半蔵日記﹂／佐渡の歴史講演会﹁直江山城守兼

文化サロン﹁佐渡と上方﹂の講演

本修之助十五年忌﹂の会／相川・石井夏海﹁貼

︵理﹁佐渡郷土文化三十周年百十号記念前主宰山

細山謙之輔

を終えて／最後の﹁第三十回記念全佐渡お花見

︵Ⅲ︶﹁佐渡の順徳院ｌ御製を中心にＩ﹂山本修巳講演

交帖一﹁達磨と遊女﹂問答

︵Ⅲ︶日本近代ビ−ルの父真野新町出身生田秀︵アサ

一

俳句大会﹂／佐渡真光寺破損甲冑の兜鉢と胴の

ヒビール設立者︶没後百年／ありし日の三浦小
平二先生／山本修之助蒐集のマメ科種子︵藻玉︶

残欠概論吉田幸平

本間眞珠・山本修巳編著／明治三年五月赤泊

的︶﹃佐渡びとの道中記ｌ山本懐の近代の見聞録

A

︵山佐渡小判の手本金の副本か／西三川金山産出砂
金／越前の実兄の死去により山本半右衛門家先
祖に贈られたもの念珠一連・大神酒瓶一対．

八

湊から越後をのぞむ渡海船上にて／明治三年
六月越後出雲崎から佐渡をのぞむ出雲崎梶

︵哩山本修巳俳句集﹃花霧香﹄出版祝賀会／鼎談﹁佐

渡の歴史発見中宮寺がつなぐ縁﹂／日野資朝

卿墓所に参詣する日野西光尊門跡／明治時代日
野宗族会から山本藤八郎に下賜された品々をご

郎の眼﹂講演﹁佐渡における二峯・山本悌二郎﹂

冊／地域文化功労者表彰式／大亦観風日本画五点

︵脳︶中国金都博物苑視察団／天上大風／有田てるゐ短

覧になる日野西光尊門跡

山本修巳／真野新町出身司馬凌海﹁愛知病院の

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

︵剛︶新穂本間萬吉家と分家孫七家／本間子濟墓／青

馬凌海顕彰碑と山本修巳／﹁佐越航海史要・拾

歌碑︵佐々木象堂詠みこむ︶／安森敏隆歌碑︵土

たう﹁鷲崎鶯山荘文学碑林﹂除幕式／御供平佶

外科手術図﹂碑／﹁名古屋大学の源流ｌ愛知医

社の越佐高田丸絵馬﹂／﹁佐渡沢根・白山神社

田麦儒・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

碑の前にて／弘仁寺天満宮厨子棟札中川金蔵

耐︶日野資朝卿六百八十年忌法要を終え墓所横の歌

／弘仁寺天満宮軒組／全国良寛会長谷川義明会

雅之

松田實

長講演のため来島／御奉行様御茶碗など

︵伽︶明治時代の日野宗族より真野新町山本藤八郎に

︵伽︶山本半蔵の蔵石目録﹁石器番号扣帳﹂から関

﹃佐渡郷土文化﹄執筆者索引

四十四号所収

菊池ヒロ子

七十五号所収

菊池ヒロ子

四十一号から七十号まで

百四号所収

創刊号から四十号まで

七十一号から百号まで

改築の所感佐藤利夫／山本家墓所の遷座式／／山

︵伽︶山本半右衛門家墓所改築山本修巳／山本家墓所

／山本修巳第一句集﹃花霧香﹂

子勉山本家九世半蔵・嫌手沢本﹁差分全﹂

下賜された軸物／百九十一年ぶり真野新町山本
半右衛門家墓所改築／﹁ほこり﹂と﹁ほゑ﹂金

刻﹂六穂・清水眞司

︵Ｕ本間雅晴秋季演習所見／﹁玉島の良寛﹂山本
修巳／佐渡良寛会良寛塾／﹁山本植蔵氏の蒙

の越佐高田丸絵馬﹂／新町塗り桜貝螺細重箱

遺︵こ高田丸遭難﹂風間進／﹁寺泊・白山神

学校・愛知病院趾Ｉ﹂／後藤新平等が建てた司

原与助宅にて／佐渡金座︵後藤座︶の極印ｌ山
本半右衛門家収蔵Ｉ計良勝範
励︶澄懐堂美術館ｌ春季特別展ｌ﹁二峯・山本悌二

負

本家墓所の骨蔵器／出土した骨蔵器／山本半右衛

門家伝来の試金石計良勝範／山本家先祖清九郎
筆蹟瀧脇村神平鉱山採掘願書／同書裏書
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A

桜の奈良

奈良二句

昨年歩きし

︒一凧

大阪

柳ふぶく萬葉文化

車より山の辺桜ところどこ
京六句

壷宅

時の二条城を真下に
条城はや一本は葉桜

句誌﹁鶴﹂八百号記念祝賀会

聖

徳

太

子
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四月十三日〜十五日Ｉ

山本修

巳

一 一 、

●

を抱く地蔵売る店花の
−ヒーと丹波黒豆花の
伊藤仁斎塾跡真野新町山本桂学びし
松や庭をはみ出す京の

大阪二句

八

都

にし深き句師に近きや花の
法隆寺展︵高島屋︶

き

わが祖学びし大阪に来てあたたかき

灯や黒

A

宴 春 雨 京 に す ろ 館
像

雪

．子二花
里
逗

JbUb

ス
ー

春

平成二十四年一月二十日

冬温し算盤使ふ美容院若林うた子老いの畑やは肌葱の白さかな

切山椒ほのと香りし四畳半持ち寄りて漬物談議春炬燵鶴間美和子

伊藤正一サンルーム紅梅一鉢満開に野崎東

とうるや

春浅し酒粕あぶる香のたちて梶田ちづ左儀長の灰入り酒を飲み干せり三井松五郎

もよい

はっ春や試してみたき釉の彩稲場小夜子愛広苑馴染し笑顔初湯哉野田実
雪 催 二 見 遊 郭 音 も 無 し 宇佐見万作春めくや湾岸工事の音高く本間博

雪形や雀すとんと降って来し

勺ＩｌｌｌｌｌＯｌＯＩＩＯＯｌｌｌｌｌｌＯｌＯＩＩＩＯＯ１１１１１０００１１１０１１１０１１１０１１０１１１１０１１１１１１１１１１１１０１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０１１１１１０１１１１０１１１０１１１１１１０１１１０１１１０１１１１１１０

海峡に淡き哀しみ冬の雷加藤比呂
沢根すがも俳句会一句抄一望の景を呑み込む今朝の雪加藤ミヨシ
朝日浴び倖せ届く実南天金子秋三
女正月ふるき恋など輝らず青木田鶴子燗熱しひょっとこ面の色男計良非児
冬ざれや波の音聞きて浜の宿安藤卓也北嶺の伏流水や寒造り佐々木半七

水仙のつぼみふくらむ日差しかな雪深し亡夫の墓参は遥拝で滝口たづ大屋根の氷柱自在に曲り会ふ若林うた子
喪ごもりに友の優しき初電話滝口たづあつあつの鍋ごと届くおでんかな二羽の烏二月の枝に遊びけり

真法
野華
体寺育
又一つ大きな別れ寒の星中野晴代
の館
小さき山門雪しづく

寒鮮いきなり桶をとび出しぬ鶴
和会
子春寒や憩ふさなかに地震騒ぐ
真間
野美
俳句
雪晴れの空を染めゆく五羽の朱鷺平成二十四年二月十七日箒もてまづは愛車の雪卸す中野晴代

神太鼓とどろく朝や小正月さらさらと辞書操る音や春障子尾畑サカエ

母の忌のしばし日のさす寒の入り尾畑サカエ鉄塔の高さにならぶ冬の月若林千江子くすり飲むことも仕事や老の春

それなりに生きてゆかなむ去年今年竹垣の何を語らむ寒雀立春のさびしき句座となりにけり小田昭郎

病廊に旧知とかはす御慶かな小田昭郎雪降るや一人暮らしに声かけて松田康子大雪の佐渡揺さぶりて夜の地震

真野体育館

真野俳句会浄土への雪径人の多からむ浜水仙咲けども暗き日本海金子みのる

A

９１１１１１１１１１０１１１０１１１１１１１１１１１１１１１１１０

寒造り終えて蔵人あと一人加藤けん啓蟄の土の香りやくわを研ぐ渡辺岩夫
ＰＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＩＩＩＯＯＯＯＯＯＩＩＯｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＩ
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A

とが

一献の酒が味ますずわい蟹一つ星戸口でおがむ除夜の鐘

山百合にあかりのやうな花がつき打越純子答めるな七種粥を畷る音

藤井青咲

76

手を合わせ額につける初地蔵若林千江子

くわんざうにおしめり程の雨の降る粥の具の七種青きめでたさよ

札肥の遅れを詫びる木守柿金子節子雪の枝より日輪の見えにけり打越純子

沖の瀬の白き波こそ冬の白桃井三郎鍬を手に生きて七種八十年渡辺幸枝
すさ
燈点して物音もなし花八つ手吹き荒ぶ音と七種炊きにけり

いもせ俳話会十二月例会

貰ひ泣きもらひ笑ひ年の暮れ

思ひより友は元気よ実南天井上よしえ

冬めくや婆も手伝ふ腕まくり

さつま藷蒸して心落ち着きし外山かをる

弓始め矢先世紀を切り裂きて西平千春バス停はぽつりと雪の中にあり

いもせ俳話会一月例会

石臼も装具の内や乱れ菊夢にさめ炬燵へちかく猫のくる

水仙の俄に暮るる雪彦忌藤井青咲
一病と共に迎へる十二月白井正江
カレンダーの風にひらひら十二月

海に向く水仙立ちし兵の墓

水仙や越の山脈紫に山田みさを

炊きこぼす緑のうれしなずな粥音立つる圧力鍋や去年今年西村コマ子

どてら

沖つ風寡黙に堪へて野水仙

襯抱着て百合若ほどの深眠り渡辺幸枝

屋根雪の落ちて南天実をこぼす

倒産のホテル点さず去年今年桃井三郎抱き上げし赤子の匂ふ三ケ日

かもく

瞳の奥に水仙凛と残りをり

主婦の座を渡せし安堵七日粥

地を歩く鴉に出合ふ松納め渡辺一子

いもせ俳話会二月例会

細流を子守唄とし野水仙西平千春

水仙に雨後の明るき辻地蔵

巌に這い海に跳び散る波の花中川紀元高嶺より日はしろがれに猫柳藤井青咲

ひと粒の光となりて霜しずく西村コマ子

弁天岩も見下げし虚空波の花冬深く節電をして病みゐたり

くんてん

銀杏を拾ふ老の身風強し

山は皆裸木となりふるえをり井上よしえ

全身の力込めたる大喧白井正江天地人里の活け種猫柳山田みさを

枯蓮や折矢のさまに土を刺す

水仙の蕾ぶつくり八頭身渡辺一子

年ごとに手抜きを覚ゆ年用意一人居へ朝な掻かれし門の雪
遠き日の七種雑炊大家族山田みさをさざ波の光まばゆし猫柳渡辺一子
辰の絵の睨み利かする初座敷着陸の脚しなやかに雪の鷺

ふる里は紅葉したよメール打ち

宮前は杉の落葉の海となり外山かをる

冬至風呂剥がして数ふはり薬金子節子身を任せ風雨に生きる猫柳渡辺幸枝

へ

中川紀元

車窓より雪の降る海色淡し

A

おでん屋へ夜の春泥を渉りたる

おしゃべりの好きなつばめはいつくるか

恋ひ猫のひげの幅ほどあけてをく打越純子

蜆汁利根川産か瀬田川か

駆け寄りし曾孫の沓よ春の泥渡辺康治

春泥を渡りて肩で息すなり金子節子
春の窓けいたい電話忘られて

下校児のお知らせ時間日脚伸ぶ

春泥に戸惑ふ人の中ヒール渡辺幸枝

遅すぎる初音を聞きて春遠し

春泥を巧みに避けて押車西平千春

今日七日よろけてガラス割りにけり

水温む心の紐もゆるみけり

屋根雪の落ちて柱は背をそらす

春の泥組みつ絡みつ喧喧猫渡辺一子

春泥や選者気遣ふ女弟子桃井三郎

雪しまき高く明るき子等の声
引き寄りて猫背で畷るおでん鍋

瀬石忌父の好みし和菓子かな生田和代

朝釣りの寒鋤青く光りけり羽根洋子

︹特選︺

晴れわたる島の山々紀元節

陵のかくれ径や島椿中川紀元
ながぐつで犬に引かるる春の泥駒形敏美

声聞けば熟柿を持ちて母見舞ふ嶋田寿美子

小春日や窯入れ待ちし碗並ぶ野口美代子

うす紅に手を染め漬ける緋蕪かな本間公
里山に雨立ちこめて木々芽吹く

にやおと鳴きなきつつ欠伸うららけし

春泥に靴跡確と登校児白井正江

ソファミレド落葉の音符積もりけり生田和代

だいだいの色の揃ひし柿すだれ谷川郁子

残雪や戸口に錆びし郵便受西村コマ子

年始会写真に謎の多き人

亡き姉の面影写す紙ひひな

さびしさに節分を恋ふ春の鬼

海鳴りへ雪のちらつく野水仙桃井三郎

積雪の愁ひを一人かみしめて井上よしえ

約束のおほきく外れ春の昼外山かをる

老いし身の炬燵で綴る一句かな

散る紅葉シンフォニーのごと流れゆく嶋田寿美子

レモン椀ぐ午後の狭庭は風も無し本間公

侘助の透くほど白き朝かな佐々木キヨ子

寒濤や日蓮像の眉太し

冬晴や我が家の上を五羽の朱鷺伊藤ひで子

佐々木キョ子

春めくやあちらこちらで立ち話

母様を偲ぶ茶道具春浅し

稚児桜招かれお薄頂きぬ山田みさを

︹秀逸︺

僧恵倫逝きし師走のどんすまり

靴の雪音 た て 落 と し 人 集 ふ 金 子 節 子

かさ

走り根に刮いで落とす春の泥

時刻表追ふ庭先の猫柳中川紀元
立春の汽笛広がる朝ぼらけ

倒れつも朽ちることなく猫柳白井正江
バス停に会話の弾む春来たり

水嵩の増しし川音猫柳西平千春

畑野俳句会十一一月例会
山本修巳選

震度五の地震に戸惑ひ深雪中西村コマ子

味噌汁を温めて昼の炬燵かな外山かをる

毎日をあきもせで降るぼたん雪井上よしえ

魚

鰹節削る音にも淑気かな駒形敏美
ぷきぷきと縁を出て行く雪の猫

いもせ俳話会三月例会
春愁や顎にぽつちり癌ひとつ藤井青咲

77

へ

手作りのベレー帽子の初詣嶋田寿美子
初春や酒落気目覚めて買ひし服野口美代子

あんころを一箸口に年酒酌む嶋田寿美子

クマガイソウ︵扉カット︶

ラン科で絶滅危倶種にもなってい

るクマガイソウ︒名前の由来は︑ふっ

たものという︒

くらとした袋状の唇弁を︑源氏の武
将熊谷直実の背負っていた弓矢を防
ぐ母衣︵ほろ︶という武具にたとえ

大学卒業間も無い頃︑杉林の中で偶
然に出合った︒翌年︑再び花の時期に
出掛けたときには︑もうすっかり跡形
もなく消えてしまっていた記憶がある︒

ではなくなってしまった︒

二○○八年︑縁あって﹁クマガイ
ソウを見に行かないか﹂と誘っても
らった︒何枚かの写真を撮ったが︑
思ったほどの出来ではなかった︒旅
行に出掛ける前でもあったので︑ま
た来年来ようと翌年廻しにしたとこ
ろ︑道路にゲートが出来てしまって︑
花の丁度よい時期に訪れるのは簡単

ある︒

︵長嶋陽二︶

楽しく観察できるには︑きちんと
自然が保護されてなくてはならない
が︑放置とか過度に手が加えられた
り︑心ない人がいたりと︑保護と観
察のバランスは︑中々難しい問題で
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︹佳作︺

枯蓮も刈られ朱鷺二羽舞ひをりる野口美代子

伊藤ひで子

春真言並ぶ下足の数へりし
︹佳作︺

散歩する犬に防寒服を着せ羽根洋子

賑やかにおやこの張りし障子かな本間公

白鳥になりきって舞ふバレーの子羽根洋子

蹴散らして枯芝光まとひけり生田和代

猛吹雪山の岩はだ隠しけり

滑子汁ボルドー帰りの子等愛でぬ本間公

女子会の誘ひを受けし初電話嶋田寿美子

長嶋滋美

花枇杷や母の繰り言切りもなし佐々木キョ子

生きてゐる生かされてゐる初日の出徳泉とき

友の顔思ひめぐらし賀状書く長嶋滋美

初夢を忘れし齢笑ひ会ふ佐々木キヨ子

かく

雪囲ひ終へ狭庭は夕の闇本間公

活気あ る 店 に 足 向 く 年 の 市 徳 泉 と き
孫娘は じ め て 編 み し 冬 帽 子 徳 泉 と き

読初や娘より貰ひし﹁小公女﹂佐々木キョ子

山本修巳選
七輪に牡蠣焼く潮の噴きにけり羽根洋子

︹特選︺

畑野俳句会二月例会

踏み破れば音それぞれの氷かな生田和代

老い二人耐えねばならぬ寒さかな野口美代子

娘等の厨賑わし節料理谷川郁子

追い羽根や記憶の中に響く音佐々木キョ子

何もかも忘れて寝るや干布団嶋田寿美子

山本修巳選

畑野俳句会一月例会
︹特選︺

留守の子の部屋の奥まで初日差す野口美代子

海鼠捌き夫の好みの甘酢和羽根洋子

歳旦や声をひそめて計の知らせ伊藤ひで子

七日粥吹きて芹の香立ちにけり生田和代

つまずきて寒卵割る石の上本間公
母宛にバレンタインのチョコレート伊藤ひで子

︹秀逸︺

背を撫でて言葉うしなふ火事見舞本間公

嫁取りの膝かしこまり冬座敷生田和代

八

粛粛と松飾りして地蔵堂羽根洋子

へ

︹秀逸︺

負売女の今朝の漁てふ黒めばる羽根洋子

畑野俳句会三月例会
山本修巳選
春吹雪見え隠れする信号機長嶋滋美

︹特選︺

雪掻きの終わりて又も振り続く嶋田寿美子

日向ぼこ猫の親子の大あくび本間公

嬰児に届く朝の初音かな佐々木キヨ子
竹林の葉群の音や春浅し
谷川郁子
谷川郁子

あした

︹秀逸︺

帰らざる子鳩を待ちて春暮るる生田和代

待春やいくや俳画に浸りをり羽根洋子

朧夜の遠くに聞こゆ鬼太鼓本間公

︹佳作︺

吹雪く日は何より先に針仕事嶋田寿美子

恋猫の足跡三和土より納屋へ羽根洋子
三寒の風邪の長びく齢かな谷川郁子
もよい

燗等のひねもす唱ふ寒祈祷本間公

日の射して山茱萸の黄を輝かす羽根洋子

山里や人っ子通らぬ雪催谷川郁子

雪の佐渡ドンと引き込む大地震野口美代子

風花や 友 と 会 ふ 日 の 待 時 間 谷 川 郁 子

降る雪も遊びの種の子等の声長嶋滋美

部屋の隅のほこり立たせし春日かな生田和代

東解けや竜神池の語り聞く野口美代子

カザグルマ︵目次カット︶
キンポウゲ科のカザグルマ︑花の
様子が子供の玩具の風車に似ている

自生するカザグルマに初めて出

ことによる名前であるという︒

合ったとき︑野にある花の何とも言
えぬ気品に打たれた︒花弁状に見え
るがく片八枚が真っ白・こんな人里
の薮にひっそり生き残っているとい

うことに感動した︒

野にあるも我失わず風車羊々
ホームセンターなどの園芸コー

紺耕野良着に縫うて春耕す嶋田寿美子

さんしゆゆ

カザグルマのように八枚のもの︑テッ

ナーのクレマチスは︑がく片の数が

冬晴や大佐渡連山構へをり
徳泉とき
待春の言葉かはして別れけり徳泉とき

薄氷を壊して歩く小学生嶋田寿美子

︵クレマチス︶属のカザグルマやテッ

芸品とカザグルマとどう違うの﹂と
いう︒クレマチスは︑センニンソウ

猛吹雪乗る人のなきバスの行く長嶋滋美

鶯や農具の小屋も開かれり

老二人スコップ片手に雪の愚痴長嶋滋美

冬の地震思はい人の電話かな伊藤ひで子

浅春や鬼太鼓の音たどたどし佐々木キョ子

センのように六枚のもの︑トリガタ
ハンショウヅルのように四枚のもの
から八重咲きのものまで︑形もいろ
いろなら︑色も白や赤︑青紫と多種

蕊るるや熱き湯を張り子を待てり生田和代

兄になる二才の孫や桃の花佐々木キョ子

地震津波堪へし一年辛夷咲く嶋田寿美子

鴨白鳥ひしめき合ひし瓢湖かな生田和代

品種で︑百を超える品種があるという︒
︵長嶋陽二︶

センなどの種間交雑で生まれた園芸

多様のものが並んでいる︒
クレマチスが大好きな家内が︑﹁園

如月の厚き上着を重ねたり佐々木キョ子

︹佳作︺

A

裏山の日だまり早く蕗の薑谷川郁子
隣垣の椿の百花こちを向く羽根洋子
岩谷口の公会堂は雛の宿野口美代子
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A

伊藤ひで子

伊藤ひで子

かど

西側は門より奥の藪椿

徳泉とき
徳泉とき
生田和代

垣根越す赤い椿の花盛り

空見上ぐ頬に粉雪さらさらと金子美江子

霜降りて雪とみまごふ朝の庭

侘び住まい松一本のお正月山村マサ

雪の道長蛇のライトに深呼吸

待鶴荘俳句会十一月句会

団栗を拾ふ笑顔や朱鷺の森

新雪を踏む足下の軽やかに杉崎ョウ子

初雪に子は悦びて飛び出しぬ坂下千佳子

ランドセル小さな背なに春を待つ

玉蔽窓うつ夜に逝きし友

雪明り頼る夜道の道しるべ山嵜容子

八十路こえ炬燵に話す三姉妹本間愛子

妹は菩薩となりし秋彼岸

鬼太鼓の音勇み立つ秋祭本間トシ

雪の下見え隠れして蕗のとう

一笛の身の引き締まる能始

選者吟佐山香代子

めずらしき人と出会へし秋の夢高木アキ子

新春の新作能の指定席

通院の窓の寂しさ刈田道

バスハィクコスモス揺れる峠道

き花を咲かせり林京子

年老いて枯木に似たる山茶花はほつほつ白

早春に芽生ゆる若布茎も葉も暗礁を巡る渦

に洗はる井坂照

よ佐渡にも冬の到来小宮山安子

めぱいくり

山々に雪積むテレビのニュース見るいよい

於﹁太平海の家﹂

平成二十三年十二月十六日

相川歌会十一一月詠草

秋時雨被災の人を案じをり菊池裕子
選者吟佐山香代子
金北の頂白し大根引
可も不可もなく働いて年つまる

一句詠む吾の正月青い鳥粕谷誠司
正月の御神酒度が過ぎ山うるむ

黙念と露座六地蔵辻の春

窓の灯に夜の氷柱を透かしみる和泉政次

うすらかに雪を被ける里山は朝の陽に映ゆ
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震災の追悼の日や春の海
銀色の芽をのぞかせる猫柳
振り出しにもどる話や春炬燵
止みて降り降りては消えし春の雪

山村マサ

山嵜容子ときわ荘俳句クラブ一月句会

金子美江子

佐藤スギ

和泉政次

粕谷誠司

ときわ荘俳句クラブ十一月句会
秋気澄む元気に荘の朝体操
晩秋の夕暮れ寺の鐘の音

八幡館松の緑に夕日映ゆ

木漏れ日に映えて美し蔦紅葉

刈田あと見渡すかぎり草紅葉

荘庭に枯葉一面敷きつめて

二階窓開けて眺むや雪椿

柿の木に小鳥鈴生り花の如
秋の虹五色の橋を描きけり
野も山も一雨ごとに秋深む
八十路まで病知らずや敬老日
行く年を感謝で送るときわ荘

選者吟佐山香代子

良く晴れて佐渡全島の雪景色佐藤スギ

A

灯を消して対月心満ちゆけり
秋時雨駆込む五百羅漢堂

A

佐藤香代子おのもおのも白く泡立つ海府路の師走の磯て屠蘇酌む北見亀男

いくり

荻野豊受くる元日佐藤香代子

おやこ

一天を占めて鳶舞ふ日永かな岩海苔をひと掴みほど島土産猪股凡生

一青空に触れてをりしか花大樹山口タカ．ままごとの様に種物商へり

立ち並ぶ五基のクレーン春霞春駒の祝ぎ唄よけれ雪間草神蔵ひさし

目薬の一滴沁みる雪の果上西美智子おぼろ月龍にまつはる民話かな

めかぶ汁逝きし友の句口ずさむ啓蟄の水ゆったりと越の湖中川紀元

新雪俳句会
幸せの初めは梅の蕾ほど山田垂竿
一老いてなお声はばからず猫の恋畠山美緒春耕や濯ぎ池もつ岡の邑

鶯やあちこち渡り春を告ぐ

づ高まる田中次英被災地は仮設で拝む初日の出ダイヤモンド穏やかなれよ田中次英

寒螂の大漁に沸く魚市場競り師の声はおのはらもたつく政治井坂照大震災地に思ひ馳せつつ初詣せめて吹く風

や
改めて知る山本軍次放射能に自が家しに
帰れぬ被災者の思ひうらを告げをり山本軍次

秋潮に白波立てば其処此処に暗礁のあるを寂しからむか小宮山安子初詣帰りの道辺はこべらの青き芽のぞき春

いくり

﹁又
太平
の良
家﹂
容赦なく飛沫が上がる暗礁を知らす灯台於の
一海年
きも悪しきも過ぎ行きて苦なけれ
光の中に木村秋子新年は母子で過ごし楽しかり夫はあの世でと三日月に祈る木村秋子

平成二十四年一月二十日

相川歌会一月詠草

に咲く西王母奉行所の茶席の床を飾る見渡せば裸木に花咲かすごと中山峠初雪の
と庭先切
り
ぬ
濱
辺
ム
ッ
子
降
る
濱
辺
ム
ッ
子

たに励ます節目

寝正月は飽きた止めたと言ふなかれ思ひ新の暗礁あまたに酒井友二薄紅の蕾持ちたる金のなる木日差し眩しく

を婆は乗せ置く

師走入り今日
北見亀男雪道を駆けゆく犬の残したる跡は幼子の足ダストに励まされゐむ林京子
磯に寄る枯木を焚木にするべしと目印の石跡に似る山本利雄子も孫も新しき年惹なく迎ふとふ電話受け

魚

ｒＯＩＩＩＩｌＯＯＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＯＩＩＩＯＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＩＩＩＩＩＯ

一あやされて女孫笑まへり初節句宇佐見酔興鳴くことに倦みし唐丸日の永し
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A

とし

くおんいのちうしも

朝明けに生まれしと聞くわが命亡き母偲ぶ

りつ田中次英

福嶋徹夫

寒山寺彼方なりとふ西空の日輪おぼろ黄砂

あした

古稀の朝に山本利雄

にかすむ福嶋徹夫

於﹁太平海の家﹂

平成二十四年三月十六日

相川歌会三月詠草

︸︺

息子と共に夫の命日墓参り雪が凍りて供花

井坂照
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時空越え久遠の生命授かりし大人とし思へ
ど尽きぬ寂しさ

相川歌会二月詠草
平成二十四年二月十七日

於﹁太平海の家﹂
告別の師のやさしかりき面影よ受け入れが

たき思ひのつのる井坂照

朝の間の除雪にわれは倒れ込む豪雪地帯の

の出来ざる小宮山安子

る鯉等も泳ぐ

雪消えて久びさに出づる春の陽に底に潜め

ほほ笑みゐたり濱辺ムッ子

陽の差せば雛の面差し和らぎて弥生の風に

て買物ねだる荻野豊

店中は雛節句の歌響かひて子等ははしゃぎ

菜摘み来佐藤香代子

雪の消え遠近歩めば春を呼ぶ越年草の芥子

われを離さず北見亀男

代りぱえなきわが歌を諾へど三十一文字が

みそひと

十年余日の目見ぎりし雛人形五段に飾り馳

走を供ふ林京子

節分の馳走太巻きの寿司作り恵方に向かひ

願ひを託す佐藤香代子

太字のファックス北見亀男

沙汰とほき孫から届く毛筆のわが喜寿祝ふ

労苦を偲ぶ林京子

おお

元旦に心を込めて賀状書く佳き年いのりわ

が初仕事山本利雄
必然にして偶然の天理なり沁みみに想ふ大

年の明け︵元朝即吟︶福嶋徹夫
酒井友二先生追悼歌
平成二十四年一月相川歌会
とも
うた
突然の歌友よりの電話に言葉なし短歌ご指

導の恩師の計報小宮山安子
ふか

学達き師のご指導に甲斐なきわれひたに祈

うぶすな

るも安らかなるを林京子
師が詠める﹁産土話﹂の新春吟色紙にした

たむ遺作なりしを北見亀男
師の君が一首一首に赤ペンで直し下され御

恩忘れず佐藤香代子

かへり声上ぐ山本軍次

﹁鬼は外﹂の声聞こえざる雪の宵われ少年に

ハンドル握る木村秋子

猛吹雪ワイパ−はげしく右左目をば見開き

ひて食ぶる濱辺ムッ子

煩悩の邪気を払ひし黒豆をうましと孫は競

如月半ば大雪止みて日顔見せ中休みかや立

春なれば荻野豊

厳しくもやさしき酒井師の急逝に﹁歌と評

千の風にのりて師の声歌会の三十一文字の

みそひと

論﹂の行く末愁ふ濱辺ムッ子

あまりにもはかなに師の計報なり生きた証

添削思ふ木村秋子

おだやかに短歌詠む心常語りし酒井師偲び

うた

を吾に残して山本軍次

大寒波積りに積り尺五寸雪掻く我の顔強張

A

この道 励 ま む 田 中 次 英

A

眞向かいの遠くて近き柏崎原発の灯よ穏し

て新春を祝ぐ

羽茂歌会二月詠草

藤井ョ︑ン

川原マサエ

中川幸枝

腰道長人

佐々木伸彦

ひそかにも春の気配の偵察か苛薬の芽は地

庭に水仙の萌ゆ藤井美好

昨夜ひと夜雨は音なく降りけらし雪解けの

於羽茂地区公民館

平成二十四年三月十四日

羽茂歌会三月詠草

たる雪のかまくら

小四のあばれん坊の手のあとのとけはじめ

ままに春の雪降る藤井美好

通学路くりくりくりと明るかりし思い出の

歌はそを感ぜしむ藤川滋

小説より茂吉の一首優れりとの今朝読める

てみい雪下甘藍金子宏

ほんのりと蕩ける甘みチョー旨いまあ食う

父さんが来る

屋根雪の築きし峰を乗り越えて新聞配る小

影黒き線引く金子ユキ

今朝降りし真新の雪に陽は照りて梅が枝の

まさ・ら

へ見えず中川澄子

魚

墨の香をなつかしみつつ筆を持つ指先ふる

中川幸枝

正月から二か月続きの寒波止み弥生共に鴬

来にけり

鴬の初鳴き聞きぬ豪雪の今年も違はず春は

庭の臘梅川原まさえ 上 を 覗 く 金 子 ユ キ

立春を過ぎても厳しき寒さなり一輪づつの

持たざり

絵のやうな景色も人呑む豪雪も己の意図を

於羽茂地区公民館

平成二十四年二月十四日

中川澄子

玄関に咲く一鉢のシクラメンくれない萌え

を待ちいる金子ユキ

苔まだ硬きながらも未来見せ梅は確かな春

を耐えおり

山池の水澄む底に動くなく真鯉は生きて冬

もりつたう

粉雪まう窓外見る吾が膝に猫ねむりいて温

朝を蒲団より出づ中川幸枝

被ひ居る冷気気合ひではねのけて凍てつく

ぐれむれ腰道長人

の紅渡邉博

﹁公家・享保﹂各家に豊かなひな祭り色は腿

せれど気品漂ふ木村秋子
離れ住む高校受験の孫偲び妻は静かに手を

組み合はす山本軍次
悪夢から早一年の東北に瓦礫の山は残され

しまま田中次英
朝五時に鴬の声で眼が覚める耳を澄まして

す

眼を閉じて聞く山本利雄
生きの身の空き腹鳴れるはかなきも秘めて

バス待つ風花の宵福嶋徹夫
羽茂 新 春 歌 会 詠 草
平成二十四年一月十九日

於羽茂改善センター
初日の出ミクロの差なく巡り来し地球の回

歸と拍手をうつ藤井美好

藤川滋

二つ三つと病を持ちて死ぬるのはこれぞと
今年ハートの本買う

ひとり居の春の自宅の真夜に逝く人のいの

ちのはかなだつ刻佐々木伸彦
地につかんばかりに僥む南天に容赦なく降

この冬は何の異変か南天の朱実に鴨の陰さ

る朝のぼた雪金子宏 えもう限界か藤井ョシ
一ヶ月早く咲きたる藪椿見どころ夛き庭隅

83

A

俳句鑑賞

う素朴な愛の世界を幻想的に描いた一幕

の思い入れがそこにある︒その舞台装置

掲句の作者は佐渡のひと︒なればこそ

である︒

夕鶴の舞台に似たる障子張り

のひとつとしての障子がいま作者の身辺

阿戸敏明
中原雅司

佐渡島の昔話﹁鶴の恩返し﹂に基づく民

﹁夕鶴﹂は木下順二作の戯曲である︒

障子の存在は揺るがない︒読む側の人間

く自分を発見したのかも知れない︒この

の民話の世界の一人物の如く融和してゆ

に淡い光線を湛えて存在する︒そしてそ

話劇とされる︒与ひょうに命を救われ︑

をも引きこんでゆくのである︒

︵平成二十四年﹁初蝶﹂五月号︶

美しい女房に変身した鶴の﹁つう﹂は︑

のため︑再び鶴となって飛び去る︒とい

恩返しに織った千羽鶴にからむ夫の物慾

小六月烏賊の刺身に白ワイン

注連縄張りて長男の役終へにけり中原雅司一
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の鳴く藤川滋
雪深く寒さきびしき冬長く日射しを待ちて

二ヶ月余炬燵にテレビで過ごしたり至福と

三月となる藤井ョ︑ン
ふ程の思ひも淡く中川澄子
除雪車のかためたる雪それぞれの形たもち

て春の雨受く佐々木伸彦
雪道を恐る恐るの運転すればガードレール

の鴉は笑ふ金子宏
たわやすく﹁がんばれ﹂などと告げるまじ

震災二年目の春を迎うる腰道長人
雪解せる野菜畑を見廻れば春の匂ひが吾に

慰みに植えたる椿のまばらいり春雨に葉の

まとへる川原まさえ
濡れて 揺 れ お り 渡 邉 博

﹃・日︒■■０．０１．０．８．０■■■Ｕａ０ａ０■０．８１．日︒Ｏｐ０ｐ１巴８．０．８口０１口−．０．１１．８．日・日ｐ０ｐ８ｐ０・■・■ロ８．１１ロー・１．１．８口０．８．Ｉｐ０ｐ−．１．０口０口８．１１．１口−．０１口−．１・ＩＤ０．８．０１．８．

柿の里俳句会

一冬至湯を上がるや九十四の母伊藤正一桟を良く磨けと父は障子張る

初鴨の群れて流人の島明けぬ山本修巳一
一鮭跳ねて鮭打ち棒を食らひけり
一鈴の音に淑気満ちたる社かな金子末雄両頬に柚子あてて児の柚子湯かな
膝たたき知らせてくれし初笑ひ藤井青咲一
一前にしか行くほかはなし雪しまく

A

ＰＯＯＩＯＯＯＩ１１１１１１１１１１１１０１０１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０１１０１１０１１１０００１１１００００００１０１１０１１１１１１１１１１１１１０１１１００１０００００１０１００１１１１１１

一初夢に父母ゐて家族九人ゐて白石英夫生きてゐるあかしの差実千両

A

氏と源吾兄の六人で︑海辺に建つ長浜荘で

本修之助︑山本成之助氏に私が入り︑菊竹

宅を訪れ︑夕方源吾兄の父松井源内氏︑山

に参列されていて︑私と﹃佐渡びとの道中記﹂

二氏が急逝された︒享年八十一．その葬儀

き相談相手になっていただいていた酒井友

郷土文化﹂に執筆され︑販売路を広め︑よ

一月五日亡くなられた︒八十歳であった︒父

佐渡高校の校歌作曲者で著名な林光氏が

郎の長兄山本一郎の子息︶の計報に接した︒

て︑東京在住で︑池田温氏︵農相山本悌二

日急逝された︒享年八十一・三月下旬になっ

山本修巳

今年の冬は雪も多く︑寒さもきびしく︑長

日が美しかった︒五人は故人になられた︒

食事をした思い出がある︒秋の真野湾の夕

編集後記
かった︒二月半ばには︑強い風邪をひいた︒

雪が降った︒四月初旬に暴風が来て︑石花

林義雄氏は医師で東京で開業していた︒校歌

父が﹃佐渡の百年﹂を刊行した時︑長文の序

郎先生の息女末富明子さんの逝去を知った︒

昨年暮れの年賀欠礼で︑作家海音寺潮五

人悼みゐて早春の浜に佇つ

の担当で︑羽茂の藤川滋氏を通して︑林光氏

流があった︒私は佐渡高校百周年の記念新聞

の父修之助は旧制佐渡中学校の同級生で︑交

作曲を依頼したといわれる︒なお義雄氏と私

校歌を作詞をすると︑直接光氏を自宅に訪ね︑

作詞者の藤川忠治氏の妻と兄弟で︑忠治氏が

八十四︒

た長木の菊地初雄氏も亡くなられた︒享年

田町史﹂の編集担当もされてお世話になっ

享年九十二︒また三月三十一日長く﹁佐和

から原稿をもらった記憶がある︒林氏が少年

りて﹂︵文芸社刊︶の小説が上梓された︒明

一氏が︑永畑俊三のペンネームで﹁遺志あ

昨年︑円山漠北の調査で来訪された永田俊

りします︒

亡くなられた方々のご冥福を心からお祈

十四年四月二十八日に拙宅を訪ねられ︑真

の音と能楽の旋律が忘れられない思い出であ

時代︑父義雄氏につれられて佐渡に来て︑波

治時代の相川と硯学円山漠北とその考えが
昨年十一月十一日には︑﹁佐渡郷土文化﹂の

と活躍する人生の壮大なロマンに感動した︒

京へ︑さらにアメリカ︑ウクライナ︑パリ

しっかり書かれていて︑主人公が佐渡から東

ると書いてあったように思う︒

城会館﹂設計の時︑従兄の建築家︵構造︶松

創刊以来の支援者で考古学に励んでおられ

て書かれている︒

時代も明治︑大正︑昭和と長い時代にわたっ

佐渡でも身近で亡くなられた方があった︒

井源吾氏とともにお会いし︑完成を見ず亡

た上林章造氏享年八十一・十二月二十四日に

私は︑﹁人生﹂を考える時︑作家澤地久枝

は真野俳句会で長くご指導をいただいた滝
口恵倫氏享年八十九︒一月六日には﹁佐渡

た︒それより前に︑旧真野町舎竣工式が昭和

享年八十三︒佐渡高校百周年記念の﹁獅子ヶ

ン︶が昨年十二月二十六日に亡くなられた︒

建築家として著名な菊竹清訓氏︵デザイ

きよのり

した︒それ以来の交流であった︒

野公園散歩道にある先生の歌碑へもご案内

文をお寄せいただいてからのご縁で︑平成

ゆたか

ばには咲く庭の紅梅も四月半ばになった︒

地方などには高潮の被害があった︒三月半

の共著を刊行した本間眞珠氏も一月二十一

三月も三寒四温のくりかえしで︑彼岸にも

魚

くなった源吾兄の墓前に菊竹氏をご案内し
五十八年九月二十八日にあって︑その日拙
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へ

掘り起こし歴史に学びたい﹂という言葉で

なかに沈んでいった人々の限りない哀切を

とがき﹂にも書いたが﹁無名のまま歴史の

さんを思い出す︒拙著﹃佐渡のうた﹂の﹁あ

京都において剣が切り結ぶなかで胆力が養

われたが一喝で退散させたという︒幕末の

は明治二十三年の﹁相川暴動﹂の暴徒に襲

市文化財の指定になっているとある︒桂家

く関わった︒塾の庭には大きな黒松が生え︑

石塚照を育てる一方︑自由民権運動にも深

で︑二十年間ご苦労も多かったと思う︒今

とりわけ︑菊池さんは直接紙面に関係したの

子さんが退かれた︒心から感謝申し上げる︒

ら紙面の作成にご協力いただいた菊池ヒロ

佐々木壽司氏が退職され︑また︑その時か

本誌を七十八号から担当していただいた

国から百数十人の会員が集まり盛会であっ

時︑放鳥朱鷺二世誕生︑自然界三十六年ぶ

も継続したいと思う︒この稿を書き終えた

変化が多かった数ヶ月︑しばらくは本誌

回﹁執筆者索引﹂をお載せいただいた︒

いても無名の人の生き方として感動的に描
われたのであろう︒

ある︒小説であるから人物は創造されては
かれている︒﹁歴史とその中に生きる人間﹂

たが︑成績はふるわなかった︒祝賀会で拙句

りのニュースが流れた︑祝したい︒

午後からの﹁鶴﹂八百号記念大会では︑全

集﹃花鴎香﹄の﹁序﹂と﹁賊﹂の星野麥丘人氏︑

たテーマとしてよく描かれている︒

四月十三日㈱京都で︑私の属する俳句誌

大石悦子さんと同じテーブルで談笑できた

が︑ｌ信託の本壊ｌという副題に付けられ

﹁鶴﹂の八百号記念大会に出席するため︑奈

五一三一七

二七○○

○三一八

電話︵○二五九︶五五

郵便番号九五二

振替新潟○○六八○

四

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四−一四

印刷所株式会社第一印刷所

怖礁潴山本多
ｉ巳

頒価一二○○円洪蒋一八○円

蕊一一砿篤胆一番淵唖年三回発行︶

佐渡郷土文化第一二九号

御芳志深謝田中倫子氏菊池ヒロ子氏

良︑京都︑大阪を旅した︒桜は満開であった︒

のは幸運であった︒

翌日︑中宮寺日野西光尊門跡から招待券を

奈良では萬葉文化館を訪ねる︒数年前︑来

いただいたので法隆寺展︵大阪高島屋︶に

訪された館長中西進氏も画家大亦観風研究

出かける︒聖徳太子像が多く感動した︒大
阪の電車に乗りかえ︑長く乗車したせいか︑

萬葉の雰囲気を楽しんだ︒

京都では︑二条城前の﹁全日空ホテル﹂に

この大阪に来たこと︑その縁もあってか︑私

江戸期に私の家の廻船が数十年にわたって︑

家福田道宏氏も転勤されて会えなかったが︑

宿泊︑二条城を見学︒近くに江戸期の伊藤仁

の家の六代半右衛門︵子温︶が︑頼春水塾で︑

A

斎塾跡が末商の住むのか残っていた︒祖は
伊藤仁斎であるが︑三百年続いた漢学塾で︑

安政九年︑天明元年の二年間︑二十六歳と
なった頼山陽の誕生の時︑産婆さんを迎え

仁斎の後商伊藤重光に真野新町の山本桂が

に走った逸話などを思い出した︒

二十七歳の時︑大阪で学び︑長じて著名に

相有田八郎の実父であるのみならず︑北一

数年学んでいる︒桂は農相山本悌二郎︑外
輝に影響を与えた旧制佐渡中学校教師新穂

八

86

戸

庶民生活の好資料P

送料三五○円

見返し佐渡地図入
定価六︑○○○円

Ａ５判五一○頁
布表紙箔押箱入
挿入写真六十枚

P

佐渡の各家庭に一本を備えられるようおすすめする次第である︒

村別二篇ごとに新市町村名入︶にし︑豊富な写真を挿入してある．

今回︑その成果を公表するもので︑﹁佐渡の民謡﹂に︑ならって旧町

民謡﹂出版以未五十余年︑この伝説の採集と研究につとめて来られた︒

県民俗学会名誉会員︑昭和五年二十六歳で東京地平社書房より﹁佐渡の

稀著者山本修之助先生は︑本年八卜三歳︑日本民俗学界の長老︑新潟

る﹁口承文芸﹂として︑後世への文化遺産として伝うべきものである︒

誰にでも読めるやさしく︑面白いものがたりであるとともに︑佐渡に残

大著﹁佐渡の民謡﹂の姉妹篇︑伝承のままの伝説九○○篇の一大集成︒

山本修之助編著・雫鰊大島建彦序

やさしく、面白い読み物
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信をもって返す

信託とは︑
や人を信じて託し︑
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その理念を︑

日本で築いた男がいた

い明治初期︑佐渡の木鐸と称された儒荷円山浜北︑悲迩の犬

城た三人の若者︒主人公の俊が米川で学んだ儒託︒物禰は︑

癖才少年英吉︑二人の教えと遺志を受け継ぎ島を飛び立つ

浄信託が民主主義の発展を支える社会的公器たることを解
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