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口絵説明山本修巳

宅の土蔵﹁荏川文庫﹂で保管されてきたためきわめて良好の状態
に保たれていました

よって読売新聞東京本社は深い敬意を込めて感謝の意をここに表

ただいた山本家の皆様の深い理解のたまものです

土蔵の木箱に他の資料とともに百数十年保管されてきました︒

寄贈書

泳表取締霊白石興二郎

読売新聞東京本社

平成二十四年八月二十七日

します

これは創刊号が持つ文化財としての価値を認めて大切に扱ってい

家蔵の﹁読売新聞﹂創刊号を読売新聞東京本社に寄贈する機会
は突然であった︒去る六月三十日に︑本誌に渡辺湖畔のことで長

﹁読売新聞﹂創刊号を寄贈／﹁読売新聞﹂より山本修巳へ感謝状

く連載された渡辺和一郎氏が夫人と子息亮氏を伴って訪ねられ︑

亮氏へは本誌を和一郎氏の意向でいつも送っている︒来訪時︑亮
氏は︑読売新聞人事部次長の名刺を出され︑私は﹁読売新聞﹂創
刊号を家蔵していることを話した︒その後データベース部次長の
中塚雅幸氏と七月十七日に来訪され︑寄贈をきめた︒八月七日に
は︑中塚氏と写真の松田賢一氏︑佐渡通信員渡辺星太氏が来訪され︑

門を襲名し︑創刊号のころは︑八代半右衛門が当主でありました︒

このたび︑読売新聞東京本社のご希望によって︑寄贈すること

修之助︑十二代修巳と︑大切に保管してきました︒

山本家は︑江戸時代佐渡奉行の本陣を勤めた家で︑代々半右衛

明治七年刊の読売新聞創刊号は︑新潟県佐渡市の山本修巳家の

春原昭彦上智大学名誉教授の﹁大衆紙の始まりを告げる象徴的な
存在﹂という言葉とともに寄贈が紹介された︒その後二十二日に︑
創刊号の保存修復手当てが完了し︑二十七日に私と妻が上京しそ

以後︑包み紙に﹁珍蔵﹂と書かれた創刊号は︑十代半蔵︑十一代

創刊号を渡した︒翌八日の読売新聞全国版に元日本新聞学会会長

いだき︑寄贈書をお渡しした︒

の創刊号を見せてもらい︑読売新聞東京本社で感謝状と記念品を

感謝状

願い申し上げます︒

にいたしました︒末長くご愛蔵︑ご活用いただけますように︑お

山本修巳殿

新聞創刊号を本社に寄贈されました

読売新聞東京本社様

雅子

山本修巳

新潟県佐渡市真野新町三五四

平成二十四年八月二十七日

貴殿はこの度明治七年十一月二日に当時の日就社が発行した読売
紙齢百三十八年を数える読売新聞の創刊号は震災や戦災で失われ
東京大学所蔵の一部以外に見当たらない﹁幻の存在﹂となってお
りましたこの貴重な創刊号を寄贈していだくことになり本社関
係者一同喜びにたえません

紙面は先々代の半蔵氏先代の修之助氏から引き継がれて長年ご自

平成
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一︑中世農村の二重構造︵名と在家︶

山本

中世後半期における在地土豪層の成立と変質

はじ め に

みよう

古代︑大化の改新︵六四五︶︑律令政治の中で行われた公

㈹﹁名﹂︵垣内︶

て︑県下全域に亘る中世城館趾の分布状況の調査を実施した︒

地・公民の制度︵土地は国家が管理し︑農民には口分田と

は中央や各地の有力者︵貴族や社寺など︶は荒地となった公

くぶんでん

その報告書︵昭和六十年刊︶によると︑県下の中世城館祉総

ろには土地私有制が認められるようになった︒十世紀ころに

して貸し与え︑年貢をとる制︶もやがて崩れ︑八世紀後半こ

する人がいたことは当然である︒

地を買い入れたり︑自ら空地を開墾したり︑地方の豪族たち
しょうえん

の開発した土地の寄進を受けたりしながら私領を広げていっ

では鎌倉時代の記録に近江国日枝荘園Ⅱ比叡神社私領Ⅱ新穂

こうして広大な荘園をもつ地主が荘園領主である︒︵佐渡

た︒これを荘園という︒

いずれも室町時代︵足利将軍時代︶のもので村々︵各大字︶

いう役人と︑荘園の水田耕作にたずさわる荘民といわれる農

荘園領主のもとには︑荘園管理にたずさわる現地の荘官と

の小領主が支配したものが圧倒的に多い︒佐渡ではこれら村

以下︑これら村殿なる在地小領主や︑その家臣たる殿原

とのばら

荘の記録がみられる︒︶

佐渡の場合の﹁城﹂地名をもつ一七○か所ばかりの遺構は︑

などと呼ばれていた︒

こうした人たちは領民たちから﹁お殿様﹂とか﹁お館様﹂

やかた

る︒これらの数の城館には︑階層の差こそあれ︑それを経営

■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■

数は約一○○○か所︒この内︑佐渡は一七○か所を占めてい

新潟県教育委員会では昭和五十八年度から六十年度にかけ

仁

落領主︵在地土豪︶を﹁村殿﹂と呼んでいる︒

層の成立やその発展︑変化の過程を概観してみようと思う︒

7

1■■■■■■■■■■■■

歩程度のわずかな水田を生活のもととし︑数名の一族でまと

民層がいた︒多数の荘民︵農民︶層は自ら開発した一〜三町

側室町時代の記録にみられる佐渡の﹁名﹂

として与えた土地・給料米など︶をまとめた帳面で︑ここに

頭が家臣︵三十九名の武士たち︶に与えた給分︵勤務の恩賞

室町初期︵応永十二年︑一四○五︶の年号がある︒久知地

①﹁久知給分帳﹂にみられる﹁名﹂︵椎泊本間家蔵︶

まった小集落︵共同体︶を作り上げていった︒
この小集落を﹁名﹂︵垣内︶という︒﹁名﹂を作り上げた親

かいと

方を﹁名主﹂という︒︵佐渡では﹁垣の内﹂といい一堂一社

幾つかの﹁名﹂があらわれる︒いずれも所当︵畠年貢Ⅱ地子︶

みようしゅ

と七屋敷ほどからなり︑水田を共同で耕作し︑収穫時の年貢

・小高四郎名蔵人四郎左衛門

・藤馬名伊藤次郎右衛門

・島田名朝川入道
・弥藤次郎名〃

と次のようである︒

であったものだろう︒それらの名と給分者を抜き出してみる

﹁麦﹂とあるから︑これらの名には水田は少なく畑地が主

名主の前身は律令時代の田堵︵田頭︶という口分田の耕作

たとう

は名主が集めて貢納したものという︒︶

者︑土地︵垣の内︶の開発者など︑在地性の強い百姓であっ
たのではなかったかという説がある︒

時代を下るにつれ︑各名内では一族や下人たちの人口も増
の分化である︒ここに﹁本名﹂と﹁脇名﹂という﹁名﹂の二

・椎泊源次郎名恩田四郎左衛門

・中田名蔵人大蔵

え周辺の土地の開発も進み︑新しく﹁名﹂が生み出された︒﹁名﹂

重構造が生まれる︒

・後藤名山城次郎右衛門

◆註
○﹁名﹂は元来﹁名田﹂の義といわれ︑開発主︵名主︶の姓・名前

・蔵人太夫名糟屋三郎左衛門
◆註

をとって﹁○○名﹂というふうに呼んだものであった︒
例えば伊勢国大国荘︵東寺領︶では﹁安富名﹂﹁為常名﹂﹁安平名﹂

○このころはまだ村︵郷村︶は成立していなく村名は出てこないが︑

これら﹁名﹂の呼び方は﹁名主﹂が替っても︑はじめのままの呼

﹁住吉﹂﹁城ノ下﹂︵城腰︶︑﹁八幡宮下﹂︵下久知︶︑﹁久知川内﹂﹁河

後の村名のもとになる水田地名はみられる︒

などがみられる︒

び方で変らなかったという︒

崎﹂﹁真木﹂﹁椎泊﹂﹁両尾﹂﹁羽生﹂﹁片野尾﹂など︑久知地頭領︵久
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知郷︶内の殿原たちのもつ名である︒

②﹁畑熊野権現社頭役注文﹂にみられる﹁名﹂︵井内計良家蔵︶

おとな

の合議機関の主催者︶︒中老はおおむね壮年男子層であ

時代が下ると大老・中老・若衆などの階層が生まれる︵村

ブ︵やＯ

﹁殿原﹂室町時代に入ったころ︵十五世紀ころ︶から各地の農

みよう

雑太・畑両郷を知行︵領地︶していた雑太地頭が︑畑野熊

村で殿原と呼ばれる上層農民があらわれた︒身分は名

的立場に立つようになる者も出てきた︒

となり︑大きな農地をもつため中には次第に村の領主

︲しゆ

野神社の祭礼の行い方を示した巻物である︒室町時代末期︵天

主であるが武士的性格をもっていた︒在地領主の家臣

この文章の中に畑両村︵畑本郷・畑方村︶と共に﹁名﹂も

文元年︑一五三二︶の年号がある︒
あらわれる︒

ことは前述した︒既にみたように︑荘園には荘民としての﹁名﹂

中世の農村には﹁名﹂と﹁在家﹂という二重構造があった

側﹁在家﹂︵屋敷︶

・九月十五日の本祭礼には︑流鏑馬の的板六枚を﹁小倉

という小農村があった︒ところがそれとは性格の異なる﹁在

宮の門松二むかい︑杉杭共に︒

・正月の宮役として﹁小倉名﹂与後午左衛門の役としてお

﹁小名﹂の者たちが三年替りに納める︒

家﹂という農民も存在した︒その成立についてみよう︒

名﹂の杉本社彦三郎︑中村平内左衛門︑烏越弥四郎らの
というもの︒こうしてみると﹁小倉名﹂は水田よりも山によっ

なり︑やがて武士化し地頭︵国人︶となるような者もあらわ

名主たちの中には時代が経るに従って大名主︵大地主︶と

◆註

れてきた︒荘園領主が荘民︵名主・作人・下人など︶の労働

て生活している事の多い名であったことがうかがえる︒
○宮の神事は畑両村の中老殿原︵宮長︶と呼ばれる村の代表者︵世

働力が必要であった︒

力をもったように︑新しく成立した地頭たちも領地の中に労

みやおさ

十三名︶︒この両村は国中平野のどまん中で︵古代の条里水田地

内に﹁屋敷﹂をもたせ隷属させて働かせた︒﹁屋敷﹂Ⅱ宅地

属し︑課役の対象とされなかったような下人たちを集め︑領

そこで彼らが把握した労働力が︑かつて律令時代に下層に

襲︶たちによって行われる︵畑本郷中老殿原十名︑畑方中老殿原

帯︶︑当時はすでに﹁名﹂は消滅し︑寄合いによって成立した村︵郷

村︶になっていたことがわかる︒

．﹁中老﹂室町時代︑惣村︵寄合Ⅱ名連合︶の執行に当った職制で︑
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・室町初期︵応永二十九年︑一四一三︶の安堵状

同義とみられる﹁屋敷﹂の語が使われている︒

やく

と薗︵畠︶︑山林などで︑それを下人的農民たちに貸し与え︑

このように地頭に直接隷属した農民が﹁在家﹂と呼ばれた

その地頭に任命された本間末長が領地化した中に田一町と屋

和泉保︵泉村︶は惣領分︵雑太地頭の分家領地︶とみられ︑

末長任す︵雑太本間氏子孫本間家文書︶

町・屋敷一所の事︒当知行︵領地︶を本間四郎左衛門

佐渡国和泉保四分一︵惣領分と号す︶︑同保の内田地壱

薗からの産物を﹁在家役﹂として収納させた︒在家が領主に
納めた﹁在家役﹂は︑律令時代の課役の一つ﹁調﹂に当たる
ようなもので︑その土地の主な生産物であった︒具体的には︑

薗地で採取できる︑桑や麻や綿とか栗︑木材などというよう

ようである︒だから﹁名﹂とは︑支配者体制が異なり生産・

敷一所が含まれている︒これが地頭支配の在家といわれるも

なものである︒

収貢形態が異なったが小名主的立場の者でもあったよう

のであろう︒

れ︑泉に移されたころであり︑世阿弥を預った地頭がこの和

末長︑頼長は親子であろう︒ちょうど世阿弥が佐渡に流さ

︵ヨ佐渡古実略記﹄所載︶

屋敷一所の事︒当知行を本間四郎左衛門頼長に任す

佐渡国和泉保四分一︵惣領方と号す︶︑同保内田弐町・

・前安堵状より十三年後︵永享七年︑一四三五︶の安堵状

である︒

時代が進むと在家の中にも大きな水田を持つようになる者も
現われ︑武士化し︑一族を分家させさらに屋敷を増加させてい
くという状況もおこった︒﹁本在家﹂・﹁脇在家﹂の二重構造である︒

◆註

受領が国領を私有化し荘園化した地︶でも﹁名﹂が多いといわれ

泉地頭であったとみられる︒

○一般に開発が進んだ地方には﹁名﹂が多く︑また国衙領︵国司Ⅱ

がむずかしく遅くまで﹁在家﹂が残ったという︒

は︑田と在家の譲渡・売買の方法が異なったものか︒

てくる︒田と屋敷の課役の方法が異なったためだろうか︑あるい

○中世の文書の中にはよく﹁田○町﹂﹁在家○宇﹂という記録が出

◆註

る︒在家役を納めるような地域は︑辺地に隔散しており一円支配

側室町時代の記録にみられる佐渡の﹁在家﹂︵屋敷︶
①﹁泉地頭安堵状﹂︵足利将軍←泉本間氏へ︶

佐渡には中世記録の中に﹁在家﹂という語はみられない︒
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ときわ荘俳句クラブ三月句会

紫陽花の上にちんまり雨蛙

向日葵に元気をもらひ庭手入れ

梅雨しとど色も鮮やか野菜畑金子美江子

雨ごとに色鮮やかに七変化佐藤スギ

歩み寄り藤の花房やわらかし

残雪や片栗の花ひそと咲き

生きて居る証感謝の温め酒

満開の花のトンネル通りけり佐藤スギ

緑蔭に施願観音文字やわら

祖父植ゑて百年みごと八重桜和泉政次

池の端の木に藤の花からみ咲く

粕谷誠司

野も山も恵みの雨の木の芽かな

牡丹咲き花のままごと幼き日金子美江子

金北山白装束も春近し

鴨の群れ 泳 ぐ 湖 水 の 春 満 月 和 泉 政 次

朝顔の初の一輪鮮やかに小田良子

緑蔭の雨に黄の傘並びゆく山嵜容子

立ち止まり又振り返る牡丹寺山村マサ

小田フミ子

雛壇のひひなの一人妻に似る
母の日や大福餅に皆笑顔

待ちわびし島は歓喜に朱鷺巣立つ

あじさゐの花の終りの庭淋し

鴬の二の声友と待ちにけり

白鷺の仲睦まじく飛びゆけり小田良子

山村マサ

窓をあけ初音聞きしも束の間よ

雪消えて田を見廻りの農夫かな佐藤スギ

愛犬と外を眺める雪の果金子美江子

薪能火の粉に莫蓮をずらしけり

選者吟佐山香代子

春近し数々の花蕾もつ

やませ吹き腹ふくらます鯉幟山嵜容子

植ゑ終へて蛙の声の遠ざかる

荘の庭烏の鱒り忙し昼

鴬の一際高し薮の声山村マサ

祭足袋一竿干さる社家の軒
選者吟佐山香代子

朧夜や稽古太鼓の乱れ打ち
連認に目覚め明るき母の声

和泉政次

粕谷誠司

ときわ荘俳句クラブ七月句会
リズミカル夏を元気に朝体操
真野湾の大夕焼の佐渡ヶ島
紫陽花の毬の彩る蓮華峰寺
雨を待つ紫陽花日向首たれて

軒雀つがひ飛びたつ日日草本間トシ

勤め終へ冷えたビールに癒される

百日紅今満開に咲き乱れ羽生責和子

盆踊り媚の手ほどき佐渡おけさ

色槌せて輪の小さき夏の薔蔽菊池裕子

朱鷺巣立ち佐渡の大空舞上る

向日葵の迷路に親子かくれんぼ本間愛子

待鶴荘俳句会七月句会

五月晴れ心も弾み徒歩弾む

島どこも赤い椿の花盛り
坂下千佳子

雪解けと共に開くや紅椿山嵜容子
掌の紋白蝶の羽ひらく

春昼の孫の目覚めの笑顔かな小田良子
選者吟佐山香代子

春光や海猫旋回の閉校舎
母恋し雪割草の瑠璃の色

粕谷誠司

ときわ荘俳句クラブ五月句会
五月晴れ金北山は雪の壁
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梅雨晴れや夫の忌修し帰る子等伊藤ひで子

土曜日やとろとろ煮たる毎ジャム生田和代

足下の肌掛け手繰る夜の秋生田和代

祖母よりの少し甘めの盆煮しめ佐々木キョ子

ねじ花や乗合バスの日に三度佐々木キヨ子

︹秀逸︺

夏つば め 又 も 納 屋 中 占 領 す 羽 根 洋 子

交配の初生り南瓜佛膳に羽根洋子

つばくらめ赤信号をすいと切り長嶋滋美

家中に声の弾ける夏休み羽根洋子

久しぶりちゃん付け呼ばれ花火かな伊藤ひで子

大花火果てたる広場闇深し

白桃の薄き皮むく夜の卓本間公

野口美代子

もう一枚麻の服縫ふ旅仕度嶋田寿美子
よ

子蟷螂避けて草花防除せり

傘傾げゆづれば触るる花菖蒲生田和代

汗止めに手拭きりり夫に締め生田和代

揺り椅子に母の思ひ出夏蕨嶋田寿美子

夏の暁畑をめぐりてぬれし靴伊藤ひで子

子の好きな亡夫好みし冷し酒嶋田寿美子

︹佳作︺

竜胆の一輪部屋を明るうす嶋田寿美子
あかときの強き雨音夏薊佐々木キョ子

炎天下鍬振るたびの照り返し野口美代子
は

徳泉とき

用終へぬ苗箱を積む合歓の下佐々木キヨ子

ござの縁食む初孫の夏座敷野口美代子

︹佳作︺

鶏汁を食べさせたくて若牛葵野口美代子

いつの間に声の主役は法師蝉徳泉とき

ひっそりとレモンの葉陰蜻蛉かな本間公

昼寝覚 め な ほ 点 滴 の 続 き を り 本 間 公

薬局のくすり待つなり夏の草伊藤ひで子

︐体調くずす︐

梅雨最中読書の日々を過しけり徳泉とき

節電で昔懐かしうちわ風長嶋滋美

点と線闇をいろどる花火かな長嶋滋美

雲の峰輝き生るる初男孫生田和代

郭公や自然の造る杉林谷川郁子

泡吹きて規炉に大き夏栄螺羽根洋子

こんろ

万緑や森の入口大鳥居徳泉とき

突風に豪雨盆花倒しゆく羽根洋子

山本修巳選

畑野俳句会八月例会
︹特選︺

子蟷螂 猫 に む か ひ て 鎌 振 り ぬ 本 間 公

ミズオオバコ︵目次カット︶

︐ものとい毒っ︒

水田や溝に沈水して生える一年草
で︑全形がオオバコに似ていること
からミズオオバコの名がつけられた

言えぬ雰囲気がある︒

水中の葉の間から長い花茎を出し
て︑水面に淡紅紫色をおびた三弁の
白い花を開く︒青い空を水面に映し︑
花だけが一面に咲いている様子は︑
はかなげで造花の妙というか何とも

青き空うつしまどろむ水大葉子蕗子

大空に水大葉子の水鏡羊々

写真を目にした花好きの義兄は︑
是非自生しているところを見たいも
のだといって出掛けた︒いつものこ
とながら﹁佐渡は花の宝庫﹂であり

羨ましいという︒

目次カットにミズオオバコをと思
い描きだしてみたが︑全形はなんと
か原寸の枠におさめることができた
が︑なんとも水上の花と水中の葉の
違いの様子が伝わらない︒言葉の上
で想像をふくらませ︑雰囲気を感じ

てください︒︵長嶋陽二︶
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長嶋滋美

海上にどっしりうかぶ初夏の佐渡長嶋滋美
〃くっつ

花見客うさぎもゐたりぼたん寺

山本修巳選
盆栽に蜂の巣あると張り紙す永田健治

︹特選︺

畑野俳句会七月例会

白と言ふ色のやさしさ花菖蒲徳泉とき
はつなつ
初夏の山路の匂ひ濃かりけり生田和代

捨てきれぬ本を読みつぐ梅雨ごもり徳泉とき

ひいきめに吾が田一番青田かな嶋田寿美子

やうやくに草刈り終へて友迎へ嶋田寿美子

奥佐渡の萱草の花潮の風谷川郁子

山法師咲くや秘湯の旅の宿谷川郁子

くづれたる巧薬の紅空に消え伊藤ひで子

白木蓮千羽の鳩の立つごとし

夏霧湧きて萱草の花隠しけり羽根洋子
昼顔や畑の一隅占めて咲く野口美代子

嶋田寿美子

生田和代
生田和代
生田和代

花馬酔木両手にあまる房となり
若楓狭められたり今朝の空
暦には太字で記す田植かな

山本修巳選

畑野俳句会六月例会
︹特選︺

手造りのへっつい蕗の茄で上がる羽根洋子

片言の姪 に 遊 ば れ 柿 若 葉 野 口 美 代 子

羽抜鶏たまさかに産む大卵本間公
︹秀逸︺

千枚田植ゑて昼餉の蕗煮しめ佐々木キョ子

ばら園に 愛 犬 づ れ の 家 族 客 長 嶋 滋 美
さくらんぼの鈴生りの木に高梯子羽根洋子

ｌやわらぎの里でｌ

七夕や亡き夫へ書く短冊に長嶋滋美
七夕の竹の香匂ふ駅に降り生田和代

羅に着替へ外出スキップで嶋田寿美子
ぐみ
夏茱萸の甘酸っぱさや午後の庭本間公
紫陽花を手向けて友と語り合ふ徳泉とき

敷くやうに実梅散らして雨止みぬ本間公

ついｈ／

空も佐渡も海に溶けゐる梅雨入かな生田和代

釣りたての夏烏賊光る魚籠の中羽根洋子

︹秀逸︺

青田風小さな苗が背伸びする永田健治

夕焼や幼に伝ふ童歌谷川郁子

︹佳作︺

長谷寺のえんじ牡丹の艶やかに長嶋滋美

タムラソウ︵扉カット︶

家からほんの二︑三十分の散歩コー

タマボウキ︵玉箒︶という︒

スの道端で︑家内が目ざとく見つけ
たのがキク科のタムラソウ︒別名を

かる︒

雲流る我立ち止るたむらそう羊々
タムラソウは︑山地の草叢や道端
などで見られ︑よく枝分れした枝先
に︑アザミに似た紅紫色の美しい花
をつけ︑つぼみや咲きかけの頭花は︑
丸い玉のような形をしている︒ただ
葉に刺がないので︑すぐに違いが分

タムラソウについては︑﹁広辞苑﹂
や﹁大辞泉﹂などには〃田村草〃︑タ

いない︒﹁牧野新日本植物図鑑﹂では

マボウキとあるが︑語源には触れて

つくからである︒〃とある︒中村浩著

″タムラソウの語源は不明︑玉箒は枝
が箒状になり︑その先に丸い頭花が

の﹁植物名の由来﹂では〃タムラソ
ウは︑タマラソウ︵玉華草︶の転誰

昔からの自生植物は︑何時どのよ

した名ではないかと思う〃と︒

うに名がついたのだろうか︒
︵長嶋陽二︶
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端居して戦ばなしのもはらなり藤井青咲

梅を椀ぐ一家総出と云ふ二人

丑三つに宮入りの子や春祭

初桜ままごと道具荷の中に

いも植うや頬過ぐ風のさやかなり

伊藤ひで子

薫風や幼鳥の羽根朱鷺色に佐々木キョ子

谷川郁子

新緑の池に移すや鯉百尾本間公

︹佳作︺

田植終ふ音の軽やかミシン踏む嶋田寿美子

初咲きの都忘れは亡き母に生田和代

峡の田に早乙女の声賑はひし

生田和代
生田和代

カーネーション一輪そへて菓子届く佐々木キョ子

︹秀逸︺

藍瓶を何度ものぞき浴衣染む嶋田寿美子

︹特選︺

伊藤ひで子

谷川郁子
生田和代

羽根洋子

羽根洋子

オルガンのふんがふんがと花の昼

嶋田寿美子

新若布袋のままを供へけり

春風や夢の続きを見せたもれ

蕨沢斜面一気に摘みにけり

省エネで風鈴出番風に鳴る
春嵐野鳥避難の納屋の中

︹秀逸︺

ちよこなんと端居の中に猫のゐる

端居して朱鷺に急かるる晩仕度駒形敏美

葬列に三月の雪降りにけり

夕端居ちやつかり猫に先越され渡辺幸枝

蓋取って煮蕗つまめり句座帰り

鍵盤を弾くがに歩む春の鴨

ジーパンの破れもお酒落夏来たる羽根洋子

本間公

夕端居話上手と聞き巧者

思ひ出 し 笑 ひ の ひ と つ 心 太 白 井 正 江

野口美代子
︹佳作︺

花冷えやハウス吹き飛ぶ低気圧

徳泉とき

徳泉とき

絢燗と舞うて毛虫のなれの果て

端居して浮世の端にゐるらしき西平千春

和らかな陽に誘はれて青き踏む

花吹雪白寿の夫に降りそそぐ

嶋田寿美子

羽根洋子

茗荷竹犬の掘りる穴ひとつ

菜種梅雨信号渡る傘の波

鈴蘭のつんつん芽吹く木陰かな本間公

母の日に嫁から貰ふ花の鉢徳泉とき

迷ひ道右も左も柿若葉外山かをる

春嵐吹きちぎられしハウスかな

谷川郁子

本間公

どん尻にひかへし田植始まりぬ野口美代子

村はずれ菜の花土手を埋めつくす野口美代子

徳泉とき
牡丹の咲いて富貴の名を残し
陽のあたる方より採りて蕨山徳泉とき

遠国の 大 雨 ニ ユ ー ス タ 端 居 中 川 紀 元

山茱萸や転勤の娘等見送りぬ

そばだ

台風に耳歌てる巌観音

子等発ちて今日より二人木の芽風

野口美代子

谷川郁子

伊藤ひで子

蒼弩の天の道よりつばくらめ羽根洋子

一本の椿紅咲き白が咲き

留学の子の便り来し花は葉に谷川郁子
主なき荒るる屋敷や著莪の花谷川郁子

春耕やいそしむ夫の昨日今日

伊藤ひで子

山本修巳選

畑野俳句会五月例会

春祭鬼の衣装の新らしき

逝きし友はや五十年黄水仙

さんしゆゆ

かな文字の暖簾小揺れし涼しさよ

逆しまに傘を吊して梅雨晴間西村コマ子

山本修巳選

畑野俳句会四月例会
︹特選︺

逃げもせで庭に巣ごもる錐子かな本間公

きぎす

亡き友 の 文 読 み 返 す 春 の 宵 徳 泉 と き
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いもせ俳話会五月例会
夏立ちぬ稲荷ずしには紅生姜
念仏の静かな小道ばらの花

中川紀元
山田みさを

海光に朱鷺の巣立ちし空蒼し

行き行きて花うどばかり外海府

荒梅雨や花弁は白き羽根のごと駒形敏美

島離れ学びの孫やさつき波

小雨ではものたりないぞ雨蛙

金環日食国中さわぎ五月尽渡辺幸枝

すえ

麦秋や乳くさき子を受け渡す藤井青咲
飛行機雲のダブルＸ麦の秋

墨の香に心静もる夏書の座
エックス

夏書きして土民の商でありしかな

梅雨の日々古りし合羽も我に添ふ

麦秋や初夏を彩る風物詩

一字づつ心澄みゆく夏書かな西平千春

畑の傍蕨を取るや卒寿婆

落椿足踏む場所もなかりけり井上よしえ

ごうごうと飛行機音や山ぼうし

畑仕事見よう見まねや月見草外山かをる

夢の端たぐりて夜半のほととぎす

ゆっくりと古時計打ち梅雨入かな西平千春

雑草もざわざわさわぎ梅雨に入る

短夜つじつま合はい友の夢渡辺一子

いもせ俳話会六月例会

雨よりも合羽の内の汗に濡れ金子節子

気が付けば日日おはるる遠蛙外山かをる
犬と行くいつもの小道桐の花

野菜苗一日植ゑて二日ねる井上よしえ

宵星の北へと移る夏隣桃井三郎

向き定め鉄砲百合の咲き初むる西村コマ子

ついｈ〃

いもせ俳話会七月例会

はし

水無月の静寂をむえの音

藤の棚背中あはせに爺と婆

五月雨やぬるま湯からぬけ難し渡辺康治

麦の秋手品のさまに鳩飛ばす渡辺一子

昼寝覚め開きしままの句帳かな

外山ダム満水の中鴨が二羽

蒼天を大河となして鯉のぼり

梅雨寒の朱鷺の餌欲る羽茂沖

若葉寒句の先輩の逝かれけり山田みさを

借り申す受粉の雄花花南瓜

よき縁ねがひ爺婆星まつる桃井三郎

いろど

畦を塗るときどき鍬を杖として

筒鳥や水番起こす月始め金子節子

寂しさも悔しさも秘めサングラス

遅昼餉塩と湯気吐く新じやがと白井正江

松手入れ終へし狭庭の梅雨の月

夕端居諸手に温し初曾孫山田みさを

カーネーション野球着の子の自転車に

おおらかにつぶるが踊る神の庭

街灯も心淋しい梅雨小路中川紀元

遅き梅早咲きさくらつくしんぼ駒形敏美

靴を捨て波と戯る夏はじめ

八院の主の留守や胡瓜もぐ

音も無く晩年迫る花菖蒲井上よしえ

端居して梢の揺らぎ見入るのみ渡辺一子

﹁飛ベダコタ﹂浜昼顔の咲くなべに

さみだれの袋小路に人のゐる藤井青咲

退院は知らず見舞ひに走り梅雨桃井三郎

麦秋や遠いあの日のかくれんぼ白井正江

一花より群集の美桜かな

呼ぶ声も薫風となる山田かな渡辺幸枝
朝の窓大きく開けてみどりの日西村コマ子
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夏陽背に恋ヶ浦辺をぶらぶらと

あじさゐ寺一廻りして帰りけり金子テル

草を取る小さき腰掛け持ちて来し

アマリリス稜線に副ふ雲一条若林うた子

風来るかトマトに添木しっかりと

新緑や 訪 ひ 来 し 復 興 屋 台 村 中 野 晴 代

従兄の死海辺の村の黄水仙

今度こそその手は食はい四月馬鹿

待てども来ぬ友のあり万愚節白井正江

春疾風闇が残しし被害あと

四月馬鹿残して孫は学舎へ中川紀元

エイプリルフールの似合ふ三鬼の忌

春愁を片ポケットに入れて置く西平千春

空の端海の端より日出づる打越純子

妻よりは先に冥土へ四月馬鹿

死神の顔みせに来る万愚節桃井三郎

廩してまじなひごとのふたみこと

減反田割り当てられて四月馬鹿藤井青咲

紅きもの雪の彼岸の島椿

風呂敷を解けば草餅老紳士駒形敏美

朱鷺ほう卵無事にかへれと風薫る

千両の実のひと粒のある大地

ふくらめる花の蕾に声かけぬ

老幹にいのち流れてさくら咲く西村コマ子

好天気逃るが如く芋植うる渡辺康治

若づくり替へても老女四月馬鹿
三種の花のまはりの静けさや

春の荒し電線の吃り獣の声

何故かしら顔伏せて行く春の闇外山かをる

鴬のモーニングコール晴きざす渡辺幸枝

火を焚きし夜の山なみの朧なる金子節子

山田みさを

渡辺一子

いもせ俳話会四月例会
萬愚節箱にあふるる貼薬
春荒らし睨みきかせて鬼瓦
孫三人同時婚礼万愚節

山笑ふ一人の食事味気なく井上よしえ

合歓咲いてたちまち村の童話めく加藤比呂一

１．１１１１１１１１１１１１・日ＩＩＩＩＩＩＩｌｌｏ０１１１１１１１１１１１１１ｌＩＩＩ０８１１１１１１■■０１１１．■・１．０１１１１１１１１１△■１１１■ＵＩＩＩＩＩＩ・日１１１１︾１１１０■Ｉｌｌ

海外旅行話広げし四月馬鹿
勺１．５１．８１１１１．０色■Ｄ８１︒■

沢根すがも俳句会一句抄手花火の余韻漂う路地の闇加藤ミヨシ｜

籠背負い飛魚売り女豊田から金子秋三一
どんが

一幼な児のふたり遊びや青田風青木田鶴子ネクタイを緩めるだけの衣替え佐々木半七一
一大吟醸かみ締て飲む夏の宵安藤卓也穀雨来て徽芽の出ずを待ちをりし野崎東一
一箱ひとつ飛魚を呉れると言はれても伊藤正一夏盛青葉のベレー沢根崖野田実一
一モンゴルへ旅立つ友や夏来る稲場小夜子老いてなお白玉好きは母に似て本間博一

ＦｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩＩＩＩ

１１１１１

一菫咲く励風館や海光る宇佐美万作大風や励風館に春の陣三井松五郎一
一学生の白の映ゆるや更衣梶田ちづ夜濯の音止み妻の大欠伸渡辺岩夫一
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真野俳句会
四阿に足ぶらぶらと桜かな

花冷や舌戦すんで島しづか小田昭郎

駆けぬけるマラソンランナー春の風

藤の花あふるるほどに峡の宿

夏霧に汽笛とどろく朝かな尾畑サカエ

ひとり居に菖蒲弁当届きけり

尾頭のしかとありたる白魚かな

大朝寝二食で済ます日なりけり小田昭郎

平成二十四年三月十九日

燕来る農一筋のひろき納屋

白鷺のゆったり歩む春田かな尾畑サカエ

真野体育館
風光る明日竣工の競技場

山門に佳き言の葉や蕗薑尾畑サカエ
春告鳥木の間がくれの寺領かな中野晴代

いま巣立つ新樹の森や朱鷺の雛

梵鐘をふらり揺らせし若葉風若林うた子

丘陵に藤の花咲く鎮守かな松田康子

青葉潮やさしく包む入日かな

鴬や石工の村の六地蔵

石抱の梅へ誘はる御陵道松田康子

島走る観光バスや夏来る

春北風や裂織まとふ地蔵尊鶴間美和子

謹呈の句集深読む春炬燵松田康子

抱卵の朱鴬棲む寺の長閑なり

支へ合ふ心を学び卒業す
春風や裏返し干す旅鞄

誘はれてぼたん寺へと詣でけり

ため息の吾に微笑むアマリリス

松葉杖の夫にさしかく梅雨の傘鶴間美和子

真野体育館

平成二十四年六月二十三日

金子テル

老二人いづれが先か蜆汁小田昭郎

真野湾にむれるかもめや春うらら

蕗の薑取る楽しさのありにけり金子テル
梅散りて淡き日差しの屋根瓦若林うた子
一色を残して大き春の虹

庭の木のあの枝鴉の恋の枝滝口たづ

真野俳句会

海に沿ふ砂垣古りぬ青葉潮滝口たづ

再会を期して夏帽振りにけり

薫風や組体操にわく拍手尾畑サカエ
釣船を遠目に初夏の露天風呂鶴間美和子

御詠歌の節は佐渡調つつじ寺

平成二十四年五月二十六日

新樹光左官手なれし饅さばき

三姉妹色とりどりの日傘かな小田昭郎

下闇の梨の木地蔵みな風化

朱鷺の子の名を考へる日永かな

下校児のみちくさ楽し五月きて滝口たづ

薫風やつひにはばたく朱鷺の雛中野晴代

真野体育館

真野俳句会

食パンのこんがり焼けし立子の忌

外壁を塗り替へ春待つ心かな若林うた子
香煙の我を包めり入彼岸

絵手紙の椿の映える机上かな鶴間美和子
チエンソー春の山より動き出す若林千江子

脱ぎおける軍手撰びし春疾風

みづみづし芥の下に犬ふぐり

おぼろ夜の隣の納屋に仕事の灯滝口たづ

真野俳句会
平成二十四年四月十九日

真野体育館

射手っとむ子等に喝采春まつり中野晴代
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ついて︑踏みこんで考察されている︒次代の研究者に益するところ

土蔵で探したがついに見つからなかったのは残念であったこと︒

しさがこみあげてくる︒深く感謝の意を表しますとともに︑ご冥福

ために︑何度も拙宅においでいただいたお姿が思い出され︑なつか

倉田藤五郎氏は︑柴田勝氏の運転の車で家蔵の資料をご覧になる

思い出を二つ︒﹁円山漠北の遺文集﹂執筆中︑私が偶然に原田廣

多いと思う︒

作編﹁漠北文稿補遺﹂を土蔵から発見し︑すぐ連絡した時︑大変な

をお祈りします︒

蕊騨琴舜琴鍔蓉辱審餐議暉奄奄卓詔魂語

朝封喜一雲●郡・・・・ご︲

︲雪辱辞

・・・・・・．譲〆・傘・奮獄蕊窪簿蕊蕊溌嬢灘

お喜びようであったこと︒また︑澳北は最後まで写真をきらい︑最
晩年の門弟石塚照がスケッチしたものがあるとお知りになり︑私も

平成二十二年四月

Ｉ山本半蔵翁を偲ぶＩ
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荏川の流れ

倉田藤五郎

…

：

荏川文庫︶とよぶのは︑かつて家の横に﹁江川﹂が流れていたので︑

倉田藤五郎氏を悼む

﹁佐渡郷土文化﹂に︑数多くの論考をお寄せくださった佐渡市羽吉︑

十代半蔵︵雅号静古︶が︑江川を荏川︵えがわ︶と風流に書きかえ︑

山本修巳
前金井中学校校長倉田藤五郎氏︑平成二十四年八月二十四日逝去さ

﹃荏川の流れ︐山本半蔵翁を偲ぶ︐﹂は︑倉田氏が順徳天皇

音読みにして﹁じんせん﹂としたものである︒

へと順徳天皇の真野御陵︑真野宮への崇敬の念に格別のものがある

七百五十年祭にあたり︑山本修之助を知り︑その父半蔵から修之助

で挙行された︒通夜の弔辞は︑佐渡の小学校︑中学校における学校

れた︒八十七歳であった︒二十五日に通夜︑二十六日に葬儀が神式
教育に関わるものが多く︑約一時間を要し︑故人の謹厳実直な教育
倉田藤五郎氏との縁は︑平成三年三月二十一日︑倉田氏が宮廷の

者として実績をたたえた︒

旧佐渡奉行所良吏西村槍洲と青年になって教えを受けた佐渡の碩学︑

目次によれば︑︵二﹁二人の恩師﹂としては半蔵の幼少期の師︑

ことを思い︑付けられた書名である︒

テレビで解説された所功京都産業大学教授を案内し来宅された時で

法制史の研究家で︑昭和天皇の御大葬︑平成天皇の即位の礼などを

して半蔵七十二年の生涯にわたって収集︑記録︑保存した古書︑文

教育者円山漠北︑また友人萩野由之など︒︵二︶﹁荏川文庫創設﹂と

承﹂として半蔵の子息修之助の生き方を記す︒︵四︶﹁明治回想﹂と

書︑書簡︑日記などをまとめた資料から半蔵の姿を写す︒︵三︶﹁継

あった︒その時︑平成四年十月十四日の順徳天皇の七百五十年祭の
れ︑十八日には所教授の講演もあった︒

挙行について父にお話があった︒翌年︑七百五十年祭は無事挙行さ

その後修之助は体調をくずし︑翌平成五年一月二十五日死去し︑

くお書きいただいた︒また︑佐渡の教育者として著名な円山漠北に

だいた︒とりわけ︑知られることの少なかった祖父半蔵についてよ

倉田氏には︑長く﹁佐渡郷土文化﹂に︑多くのことをお書きいた

して︑日野資朝卿︑会津藩士南摩羽峯︑佐渡中学教師石塚照など︒

︐﹂を刊行された︒十数年にわたって﹃佐渡郷士文化﹄に寄稿され

倉田氏は平成二十二年四月に﹁荏川の流れ︐山本半蔵翁を偲ぶ

じんせん

その後﹁佐渡郷士文化﹂と私との関係が始まる︒

たものを一冊にまとめられたものである︒山本家を荏川︵荏川草堂．
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雲

北一輝・玲吉先生慰霊祭
昭和十二年八月十九日は︑二・二六事件に連座して両津湊の北
一輝が処刑されて︑七十五回目の忌日である︒忌日にあわせて
両津湊八幡若宮神社﹁北一輝・玲吉の顕彰碑﹂の前で︑毎年慰
霊祭があり︑数年前松本健一氏が来島され︑参列し︑講演をさ
れたこともあり︑私も参列し︑講演を聴いたこともあった︒
この日の数日前︑慰霊祭会長両津夷の齋藤甲子郎氏から電話
があり︑出席した︒電話は︑ＮＨＫテレビＥテレ特集﹃日本人
は何を考えてきたのか﹂の番組で︑東京のＮＨＫから︑来年一
月十三日﹁昭和維新の指導者たち北一輝・大川周明と二・二六
事件﹂の取材に来られるので︑その対応を依頼された︒その日︑
佐渡高校の同窓会の総会︑懇親会を途中で切りあげ︑出席した︒
潟上の牛尾神社の佐山三憲氏の祝詞奏上のあと玉串がささげら
れ︑終了したが︑両津湊の﹁みなと昭和館﹂で懇親会があった︒

表紙説明︵山本五十六養柤父義和︶
長岡藩で山本家は代々勘右衛門︑または帯刀を名のり︑戊辰
戦争で若くして亡くなったのは十二代当主﹁義路﹂︑その養父が
﹁義和﹂︒代々長岡藩家老職を務めた︒

山本修巳

はじめ︑すべてが生誕地の両津湊の人たちであるのは現在珍ら

そこにもＮＨＫの記者が出席し︑取材を受けた︒
いずれにしても︑北一輝︑玲吉の生誕地で毎年︑両津湊八幡
若宮神社に二十数名が集まり︑慰霊祭が継続され︑会長の齋藤
甲子郎氏は︑となりの夷集落であるが︑事務局長の中川昌司氏

の地では︑そうした慰霊祭は行われていない︒

しいと思う︒佐渡の三兄弟といわれる他の農林大臣山本悌二郎︑
外務大臣有田八郎︑また︑日本画家土田麦倦︑哲学者土田杏村

八月二十七日に上京して読売新聞東京本社の人たちと懇談し
ていると︑時代の流れが︑明治からの近代のことを改めて︑考

本誌に連載の﹁悪霊北一輝異聞﹂の著者中川芳郎氏の十月

えようとする流れになるようにも思った︒

二十日︵土︶︑真野新町におけるご講演に期待したい︒
いにしえ

の胸中を思い︑古のようにしようと力を尽くした︒戦を闘って︑

戦衣はすっかり敞れて︵戦にも敗れて︶しまった︒髪は白髪ま

先祖を敬い︑その功績を思い︑先祖の魂を受けつぎ生きてきた︒

じりになり︑年をとってしまったことである︑という意である︒

山本義和は山本五十六の養祖父にあたる︒この文章には長岡

晩年になって︑歩んできた道をふりかえった漢詩である︒

市立中央図書館小熊よしみ氏︑また前任の長岡郷士史研究会会

義和は第二次長州征伐の際︑藩内の調整が出来ず責任を
とって自害におよぶが失敗し︑その傷がもとで慶応三年一月︑

長今井雄介氏のご教示によるもので深く感謝します︒

︵山本修巳︶

この書は山本修巳が所蔵しているが︑所蔵の経緯はわからない︒

五十四歳で死去する︒

漢詩の内容は﹁かって先祖は優れ耽榔隊を引きいて国境の関
所を護り︑その祖先の名声は多くの蛮族を圧した︒雄大な計画
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ふるまち良寛てまり庵と二つの碑

山本修巳

昨年秋︑新潟良寛会の有志によって﹁ふるまち良寛てまり庵﹂が

になっている︒

をあげる女の子と遊んでいる像で︑後方には木立があってよい景観

碑が建立された︒良寛さんが手毬をつき︑手毬を持つ女の子と両手

てまり

ら歩いて五分ほど︑誰でも通りがかりに気楽に入れ︑休憩もできる︒

の歌碑がある︒﹁柳散る秋の西堀東堀さぴしきこるよ恋のみなとも﹂

名山田穀城ｌ山本修之助著﹃佐渡の百年三明治の歌壇﹂にくわしい︶

よしき

この碑の近くに︑相川出身の﹁新潟新聞﹂記者で︑歌人山田花作︵本

氏の作品があり︑自由につける︒ほかに南魚沼良寛会制作の﹁良寛

生まれ︑十四歳の時から歌を作りはじめた︒明治二十九年二十歳の

花作は明治九年相川町二丁目山田悼︵茶狂︑歌人︶の長男として

で︑新潟の情緒を詠んでいる︒

﹁月の兎﹂の話を︑瀬戸内寂聴氏が書いた﹁寂聴おはなし絵本﹂

いたが︑同三十二年短歌の結社﹁深雪会﹂を結成︑佐渡に支部を置

時﹁新潟新聞﹂の記者となって新潟市に移住した︒佐渡を離れては

いた︒また新聞人として︑同三十三年には言文一致を唱え︑翌年に

をもとに︑了解を得て紙芝居にしたものがある︒この話は︑古くイ
いにして︑ひもじい人のためにささげ︑天の神さまによって︑月に

編集局長となり︑主筆を兼任し活躍した︒歌集﹃野調﹂のほか﹃新

もうこりた

けれ二人なき越のうた人惜しまざらめや﹂と詠んでいる︒なお︑相

田花作歌集﹂︵昭和十四年刊︶に与謝野晶子の序﹁亡き後の集悲し

潟県会波欄史﹂は著名である︒昭和八年没︑享年五十七︒没後﹃山

﹁良寛さん遊ぽ﹂碑と相川出身山田花作歌碑

き﹂が知られている︒

川を詠んだ﹁ふるさとの下京町の春風に凧あげし日は愁ひなかり

まれる慈悲の心を描いたものである︒

むかってなげあげられる﹂という犠牲奉仕︑忘己利他の精神から生

ンドに伝わる仏陀の前世話といわれ︑﹁うさぎが︑自分の体をぎせ

また︑これとは別に辻氏には良寛さんの肉筆の一文が残っている

さま﹂の紙芝居が見学できる︒

寛の使った手毬を研究して制作した旧両津市羽二生出身の辻美佐夫

良寛関係の資料︑遺墨︑書画があり︑図書の閲覧もできる︒また良

開設された︒新潟市の中心上古町商店街で︑白山神社正面の鳥居か

Ⅱ■■■■■■■■■■■■

新潟の西大畑公園︵新潟市美術館前︶に︑昨年︑平成二十三年良
寛没後百八十年記念に﹁新潟良寛会﹂によって﹁良寛さん遊ぼ﹂の
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再発見の旅﹂の帰途︑会長清水六穂︑山本養一︑根岸竹禅︑

十月十日従兄山本養一氏の﹁甲戌印会﹂が﹁佐渡ふるさと

五十嵐駿介氏が金子正義氏︑渡邉剛忠氏の案内で来訪される︒

六月二十八日佐渡出身楽天銀行社長永田俊一氏が︑家蔵の

岩尾伎三江︑品田政宏︑泊正純︑小林孝の各氏が比田井天来

八月十五日大津市浜大津の大西利穂氏︑南魚沼市塩津の

円山浜北の資料調査のため来訪︒その後ペンネーム﹁永畑俊三﹂

の書などを調査のため来訪︒山本半右衛門家墓所の天来の祖

有田和代氏が継いでいる︒このたび︑有田家墓所の相川総源

の名で相川も舞台になる﹁遺志ありて﹂の著書が出版された︒

父山本半蔵墓の文字なども見学する︒

寺で︑ご挨拶をされていた︒

七月十六日全国良寛会会長長谷川義明氏が︑随行の高校同

十月二十八日佐渡真野新町出身アサヒビール創業時の技師

生田秀曾孫高橋龍太郎︵秀の三女の夫︶の外孫佐々木四郎︑

相川で佐渡良寛会で講演のため来島し︑その途次来訪︒

八月二日成城学園中学校社会科教諭渡辺共成︑中川理江子︑

帳のある畑野目黒町妙満寺などを案内︒

同じく塩野泰子︑塩野太郎の各氏来訪︒生田秀の墓所︑過去

級生佐渡市羽二生出身辻美佐夫氏と来訪︒長谷川氏は翌日︑

戸部実︑千葉ひかる︑皆川一弘︑萩原真美の各氏︑佐渡市出

そのことによって︑愛の一字︒

うが︑そんな家族関係がうれしい︒

ようやく昨年まで掲載できました︒

父修之助から継承している﹁軒過録﹂︵来訪者人名録︶も

身同校教諭本間正幸氏の紹介で来訪される︒

八月五日県立文書館矢田尚子氏︑佐渡地区調査員八木千恵
調査される︒

子氏︑齋藤寿一朗氏が家蔵の文書整理のため来訪︒七日まで

小笠原和男

みんなの顔が明るくなるのも和合の秘訣︒

俳句鑑賞

苗運ぶ長子が顔を出しにけり中原雅司

中原家の弥栄さかこそ︒

︵俳句誌﹁初蝶﹂八月号︶

秋の稲刈りにも長子の顔があるとすれば万歳︒

滅多に百姓の手伝などしたことのない長子が︑苗運びとは︒
勿論︑この場に作者の顔があってのこと︒

たまたまの日曜日に︑親孝行の真似でもと思っての奉仕と思
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田健一の両氏と来訪︒佐渡の人形芝居の映像を︑佐渡市背合

の友人で︑その会の一行の中で東京の北村皆雄︑新潟市の原

され︑小木に行かれる途次住職夫人中村智子氏︑竹田香穂氏

十一月十四日俳人中嶋秀子氏の句碑が河原田龍鳳寺に建立
の案内で来訪︒

して執筆のため来訪︒小説家・歌人故上田三四二氏が︑真野

の﹁潮津の里﹂で撮影された︒私が講話もする︒

の佐渡療養所勤務の医師として冬期二ヶ月勤務︒小説﹁冬暦﹂︑

聞﹂に︑翌平成二十三年一月八日付夕刊に﹁文学の周辺﹂と

社で能を舞う途次︑立ち寄られる︒

歌集﹁湧井﹄の逼空賞の﹁佐渡玄冬﹂をテーマにして執筆さ

十二月二十一日日本経済新聞編集委員木村彰氏が﹁産経新

八月二十九日東京大学名誉教授五味文彦氏が再訪︒今回は

﹁能を楽しむ会﹂に入っており友人たち四人と相川の春日神

夫人晶子氏と来訪︒従兄山本研氏︵東京在住︶の娘が五味氏

れるという︒﹁冬暦﹂はのち﹃夏行冬暦﹄として出版された︒

八月二十九日佐渡高校の同級生坂田正通氏は東京世田谷の

の子息に嫁したので︑ご夫妻の来訪となったと思われる︒な

生十七名︒

人の屏風を見学のため来訪︒教授宮脇真彦氏ほか院生︑学部

八月三十日早稲田大学教育学部ゼミ旅行に家蔵の近世の文

六月十五日新潟の俳人﹁雪﹂主宰蒲原ひろし氏が︑﹁雪﹂

五月十二日新潟日報本社東寛氏取材のため来訪︒

﹁ブリッジ社﹂の橋本啓子氏来訪︒

四月二十四日佐渡市から依頼されたといわれて︑新潟市の

一月二十八日新潟大学名誉教授木林巌雄氏調査のため来訪︒

平成二十三年

九月二日新潟県立歴史博物館渡辺浩二氏が家の資料調査の

会員のメンバー一行と立ち寄られる︒妹のレイ子も参加して

お五味氏は佐渡の﹁世界遺産﹂に関わっておられる︒

ため来訪︒県教育庁文化行政課余湖明彦氏も同行される︒

いた︒

九月十三日下関市立大学櫻木晋一氏︑福岡市教育委員会大
庭康時氏来訪︒

ほか三名来訪︒

六月十六日佐渡出身の外相有田八郎の子息故有田浩吉氏息

六月十五日宮城県名取市の郷土史研究会事務局鈴木次郎氏

本間雅晴中将の初恋をめぐって﹂について書かれたアメリ

女有田和代︑中野光子︑西脇明子︑塩津煕子の四氏来訪︒祖

十一月四日﹁佐渡郷士文化﹂百二十一号に﹁悲運の文学将軍
カ在住の谷口眞弓氏︑妹の真美氏と来訪︒故本間雅彦氏宅に

父有田八郎の遺跡・真野︑相川を案内︒八郎氏のあとは四女

十月二十八日奥田恵二氏︑万里氏ご夫妻来訪︒

寄られ︑亡くなった雅彦氏の霊前に参り︑その後立ち寄られた︒
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四月八日新潟市歴史博物館伊東祐之︑岩野邦康両氏が︑家

こうどすい

彫った台湾の彫刻家黄土水について調査のため来訪︒有田八

て︐佐渡と新潟﹂として展示をされる︒

五月三十一日長岡市の県立美術館に中宮寺の﹁菩薩半珈

蔵の来島の文学者の軸物など借用のため来訪︒﹁海峡を越え

像﹂展示にかかわり来県した日野資朝卿の後商︑中宮寺門跡

郎外相のゆかりのところも案内する︒

佳両氏が︑會津記念館で︑八一の祖父半蔵宛の年賀状︑父修

日野西光尊氏来訪︒山本家が資朝卿墓所に代参をしているた

九月三日佐渡の中央図書館の渡辺日出子氏の案内で︑慶応

之助へのはがきなどを展示のため借用に来訪︒

め︒﹁佐渡が島資朝卿の後訪ね処々にしのばる六ももとせの

五月二十四日画家大亦観風氏子息大亦博彦氏︑美保子氏

十月十六日新潟市歴史博物館伊東祐之氏︑佐渡学センター

秋﹄と署名録に記される︒明治時代に日野宗族会から山本藤

義塾大学文学部田村俊作︑国立国会図書館の鈴木宏栄︑小林

の石瀬佳弘氏の案内で︑佐渡を紹介するため︑来島の文学者

左衛門家︵藤八郎︶がいただいた品々をごらんに入れる︒ま

百二十五号に︑その時のことを書かれた︒

の掛軸などの借用依頼のため来訪︒

た︑昭和になって同じ宗族会の歌人柳原白蓮氏の﹁日本海の

ご夫妻が︑観風の足跡をたずねて来訪︒﹁佐渡郷土文化﹂

十一月九日早稲田大学會津八一記念博物館浅井京子︑三宮

佐渡の夕日になみだあり六百二十三年の夢﹂﹁そなたの血に

昌樹の各氏︑資料調査に来島︒

千佳両氏︑家蔵の八一賀状︑はがきなど︑展示品返却のため

九月八日早稲田大学會津八一記念博物館浅井京子︑三宮千

来訪︒その後﹁早稲田大学會津八一記念博物館研究紀要﹂に

資朝卿のましますといひてきかせていくさにやりし﹂︵吾子

む

三宮氏が解読し︑発表された︒

に︶などの歌の巻物には特に感慨深いご様子であった︒御門

六月七日宇都宮市俳人前田普羅研究家平手ふじえさんが相

恒道氏︑事務局長武藤斌氏の方々も来訪︒

とき

十一月二十七日妻雅子の従兄佐渡市吉井出身山崎輝緒氏︑

跡様随行の秋山妙蓮氏︑同行の新潟市會津八一記念館長神林

四月五日新潟県立歴史博物館宮尾亨︑大楽和正両氏︑家蔵

の各氏とともに来島し︑その機会に来訪︒

川﹁宵の舞﹂を見に︑同行加藤都紀女︑若村映子︑増山静子

平成二十一一年

友人森田省吾︑市川徹両氏と来訪︒

の資料借用のため来訪︒

七月十一日映像民俗学の会東京の宮本瑞夫氏はかねてから

四月五日福岡県行橋市村上良春︑富美子︑村上仏山︑各氏
来訪︒
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十一月七日新潟日報本社より三島亮氏来訪︒

室高岸一博氏来訪︒

十月二十一日生田秀資料調査に﹁アサヒビール﹂本社資料

取材のため再訪の村井重俊氏と太田覚氏来訪︒

十月十八日﹁週刊朝日﹂に司馬遼太郎小説﹃胡蝶の夢﹂の

に執筆される︒俳句を考えているしぐさが印象に残っている︒

五月二日真野新町山本半右衛門家分家山本半五郎家出身の

め来訪︒

五月一日新潟テレビ別宮内正一朗︑長利直昭両氏取材のた

ようだ︒

岩佐家と交流があったことは驚きであった︒今も続いている

たが︑許され帰京された次男の小倉家とは江戸時代を通して︑

に来訪︒

三月十五日新潟大学名誉教授島津光夫氏︑家蔵の石物調査

訪︒相川の﹁宵の舞﹂を見て﹁涼しさや渦潮のごとおけさの

六月五日俳人前田普羅研究家宇都宮市在住平手ふじえ氏来

息女有美氏と来訪︒

いわき市久之浜町村岡寛氏が︑姉の千葉市在住高島律子氏︑

三月三十一日真野新町出身︑画家本間正英氏来訪︒

輪﹂を署名録に書かれる︒

平成二十一年

三月三十一日佐渡の近代の社会研究のため︑各家の系図

明両氏来訪︒﹁金ＧＯＬＤ黄金の国ジパング展﹂に展示の﹁西

六月二十五日国立科学博物館佐野貴司︑毎日新聞社高橋宏

三川産砂金一ケース﹂︑﹁佐渡金山一分金﹂返却のため︒

の調査をしにフランス人で︑京都大学在学中のラドミラル・

四月八日元高校教諭で︑考古学者新発田市在住の関雅之氏

のことを調査のため来訪︒父修之助の﹁外海府村誌﹂稿本の

八月二十五日富山大学教授田上善夫氏が︑佐渡の﹁風の神﹂

ギョーム氏来訪︒

帳から﹂を書いていただく︒

必要な個所を筆写された︒

来訪︒﹁佐渡郷士文化﹂一二八号に﹁山本半蔵の蔵石目録扣

四月二十三日岩佐勝子氏来訪︒相川の岩佐家は︑近世初頭

八月二十九日外務省外交史料館鈴木恵可氏︑姉鈴木はるか

のため来訪︒

氏と来訪︒台湾にあった山本悌二郎の上半身像が真野宮の烏

八月二十六日東日本放送テレビ制作部の本田明子氏が取材

今回は先代故岩佐嘉夫氏の母が真野新町山本藤左衛門家から

居の外に建てられ︑また旧真野町役場にあるものの二つを

の流人小倉大納言父子の面倒を見た岩佐嘉右衛門家後商︒岩

嫁しているため︑調査に来訪︒なお小倉家三十代小倉勝季氏

佐家のことを調査して︑その調査のファイルをいただいた︒

来島を機に帰島したもの︒小倉大納言と長男は佐渡で死去し
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﹁写真家たちの日本紀行﹂撮影のため一行で来訪︒ディレク

七月八日佐渡の写真集もある写真家富山治夫氏がテレビ

八月二十日農相山本悌二郎実兄一郎氏子息池田温氏︑静江

ほか十三名来訪︒一時間ほど講話をする︒

九月十六日来島の作家司馬遼太郎の小説﹁胡蝶の夢﹂の写

さんご夫妻に息女小島園子氏来訪︒墓参のため︒

真取材のため﹁週刊朝日﹂小林修氏来訪︒

ター谷知明︑カメラ江藤恭真︑音声川島孝夫︑車輌岩瀬靖生

氏︵逗子市久木８の５の４︶来訪︒

九月十七日出雲崎町観光協会研修のため磯野猛氏ほか十二

め︑山本啓介︑嘉村雅江両氏を同伴し来訪︒

七月十二日全国良寛会理事︑両津羽二生出身新潟市在住辻

九月一日青山学院大学教授廣木一人氏︑近世資料閲覧のた

美佐夫氏が佐渡良寛会で﹁佐渡の石仏と良寛﹂の講演のため

名来訪︒

の各氏とともに︒

来訪︒

師生田秀家の資料について調査のため来訪︒

九月十九日関西大学教授関屋俊彦氏がアサヒビール創業技

七月十一日真野新町出身台湾総督中川健蔵氏後喬中川浩二

の両氏が英語版の佐渡の紹介本に﹃佐渡郷土玩具﹄の首人形

七月十二日世界文化社写真部成瀬友康︑ライター前島純子

七月十八日新潟県立新潟女子短期大学教授若月章︑黒田俊

沢文隆︑加茂高等学校佐野牧夫両氏来訪︑二十四名同行︒

十月十日新潟県立高等学校国語部会研究会︑十日町高校韮

都在住高尾政治氏来訪︒

九月三十日﹁佐渡郷士文化﹂会員地震学者細山謙之輔氏来

郎両氏来訪︒

十月十六日羽茂中学校で﹁中西進の万葉みらい塾﹂があっ

を撮影のため来訪︒

七月三十日新潟日報社三島亮氏︑朱鷺のこと取材に来訪︒

て万葉学者中西先生が帰り道に︑奈良県立万葉文化館井上さ

訪︒佐渡の地震についても本誌に書かれている︒

八月八日芝浦工業大学奥崎智道氏ほか四名︑沢根﹁間島杢

やか氏︑朝日新聞記者天野幸弘氏︑販売管理部田中新太郎氏

十月十日新発田収蔵二女西三川に嫁した板倉家縁者︑東京

太郎論文﹂執筆のため来訪︒

之助両氏ほか四名来訪︒

八月十四日神戸大学山口誓子記念館米田恵子氏︑庭園の誓

同伴で︑羽茂の藤川滋氏案内で︑中川哲昌氏︑三浦秀子さん

七月十八日俳人山口誓子ゆかりの俳人長田白日夢︑佐藤宏

子句碑撮影のため来訪︒

と来宅︒中西進氏が﹁秋霊の時移りつつ佐渡の海﹂と署名録

︽えい

八月十八日新潟県立新潟女子短期大学生徒丸山桜里恵さん
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軍︒

十五︶

コレート﹂原映子氏︑写真担当の﹁㈱ブエノ﹂武内慎司氏来訪︒

ジェイァール東日本企画根本世映子氏︑紙面担当の﹁㈱チョ

二月八日早稲田大学會津八一記念館浅井京子︑三宮千佳の

廣田康也︑赤澤邦欣の各氏来訪︒

五月十八日新潟県地名研究会の会長長谷川勲︑星名忠直︑

平成二十年
両氏来訪︒家蔵の八一書簡︑賀状︑はがきなどを借用し︑今

五月二十六日上山新二氏来訪︒現在千葉県在住で︑外海府

年九月︑十月に記念館で展示会をしたい旨申され了承する︒

三月二十日旧金井町にあった植田旅館に山本藤左衛門家か

海府村史刊行を希って﹂と署名されている︒父修之助収集の

﹁外海府村史資料﹂を全部コピーされた︒私も何とか世に出

真更川を拠点に佐渡を支援し︑毎年数回来島している︒﹁外

したいと思っている︒

清子夫人と来訪︒

四月五日俳人高浜虚子の高弟前田普羅研究家平手ふじえ氏

六月六日相川の宵の舞に︑俳人前田普羅研究家平手ふじえ

ら入婿した植田邦介氏︵山本醇氏弟︶の長男植田憲一郎氏︑

内いただきました﹂と署名録に記載︒

さんとお母様︑加藤都紀女︑若村映子各氏と来訪︒

来訪︒﹁前田普羅研究のために︑沢根︑二見︑城ヶ丘を御案

四月十五日私の弟敬二の友人横浜橋山雄司氏︑藤沢市の阪

貴史︑本多和宏︑角田勝久の各氏来訪︒

六月二十六日国立科学博物館佐野貴司氏︑毎日新聞社南田

六月十五日會津八一記念館喜嶋奈津代︑河村友香里︑小川

四月二十四日土田麦倦研究のため︑新潟県立美術館の横山

め来訪︒

奈穂氏両氏が︑﹁西三川砂金﹂︑﹁佐渡金山一分金﹂借用のた

京都など探訪しているという︒

秀樹氏来訪︒

本茂義氏が来訪︒近くを案内する︒歴史が好きで敬二たちと

五月五日上越新幹線内で配布の小冊子佐渡版作成のため
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本

巻﹁物産﹂では︑草木鳥獣の名前にはずいぶん苦労したのであります︒

なく歴史的かなづかいと当用漢字以外のものも多く︑ことに第十五

が︑附録図の写真印刷に日時を要し︑又古典のため濁音や句読点も

になります︒その間︑印刷所では造本に全力を傾注して参りました

原稿を印刷所へ渡しましたのが︑昨年の九月︑ちょうど一か年目

８１日・ロ日ロ日白日・日日ロ日ロロＨｐ８ｐ０ｐ８１﹄Ｈ・■・Ｉｐ８口日

０．８ロー日・ロ日ロ８．８．８口８口８．０今０■

Ｕｐ０●■畠０．８口８．８口Ｉ︒１０口０口ロＨｐ８１ｐ０ｐ０．０．Ⅱ︒Ｕ■・■

一

本書刊行については︑多くの方々の御指導と御協力にあづかりま

事務局より

序■■・ＨｐＨｐ０ｐⅡ含ＨｐＵ︒■ローローＩｐ０ｏ８ｐ０ｐⅡ画０．８口８口８ｐＨ■■

一上︑御払込み下さるよう願います︒︸

一第二回配本の﹁佐渡志﹂及び﹁同附録図﹂は写眞製一
一版に多額の費用が︑か︑りましたので︑前号にもお一
一ことわり申しましたように︑予約価の四百八十円の一
一外に百円︵実はそれ以上の犠牲を払っていますが︶一
一だけを加え五百八十円といたしましたから御了承の一

勺Ｏｐｐ８ｐ８ｐ０ｐ０ｐ０１１ｐＩ・■

一一
一写

しかし年二回という建前を次回からは是非実現させたいと思ってい
ます︒切に御寛容を乞う次第であります︒

回次回の第三回配本は︑前号でお知らせいたしました﹁皇国地誌﹂

した︒主任の山本修之助氏は勿論のことでありますが︑宮内庁の高

をと思いましたが︑其後杉野浦村︵赤泊村︶と橘村︵相川町︶の二
ように思いますので︑後にまわし︑こんどは﹁佐渡農民騒動﹂に関

か村のものが発見されましたので︑今後まだ見つかる可能性がある

の吉田春太郎氏・舟崎文庫の加藤義雄氏︑今井法二氏・山本成之助・

尾亮一氏・内閣文庫の佐野小門太氏・同畝目武二郎氏・新潟図書館

本間俊麿氏の諸氏︑それに附録図の写眞撮影については新潟交通の

するものを刊行することに決定いたしました︒すでに︑荏川文庫に
実記﹂は︑原稿を印刷所へ渡しました︒この他の収録の書目は︑頁

雨森所長の御厚意によって小田末吉民の犠牲的な御尽力をいたｆき

よる﹁佐渡一国騒動記﹂︵八巻︶﹁佐渡天保騒動記﹂﹁天保強訴事件

の都合でまだ決定いたしませんが︑なるべく多く入れたいと思って

ました︒こ︑に深甚なる謝意を表する次第であります︒

第二回配本も遅刊して︑何とも申訳ありません︒深くお詑び申し

います︒とにかく︑佐渡の農民騒動資料は︑今まであまり出版され

待下さるよう願います︒︵本間芳太郎︶

上げます︒次回よりは順調に刊行出来る目安もつきましたから御期

ていませんので︑この際弘く資料の蒐集をして集大成いたしたいと
ほどお願いいたします︒︵山本修之助︶

念願しています︒資料御所蔵者又お気附の方は是非御協力御援助の

前会長本間長三氏の逝去にともない後任として︑産青聯印刷所社長

逸見至氏が︑会長に就任いたしました︒

ｌ

ました︒深く哀悼の意を表します︒

近藤福雄氏︵本会委員︶は昭和三十二年十一月十五日︑急逝いたし
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鵜飼文庫

一佐渡騒動記同附録共三冊

二国一件諸入用帳
一天保義民の逸話

一一国百姓済口一件

一佐渡義民事略

佐渡教育事業財団文庫
一佐州村々訴状吟味松平帯刀

一蕊鋤勘佐渡義民始末

一佐渡義民略史

一越後佐渡農民騒動

一佐渡義民伝

一醒趣シ緬王助勢取扱方手続書

一延宝事変録

一東洋民権百家伝

一佐渡農民騒動の落首︑民謡

一啼瑚額誰弐鱸鼬一付二冊

一佐渡騒動記二冊

一中川善兵衛追遠碑拓本

一殉国碑記拓本

一天保事件出張役人取扱

一寛延訴訟始末

一佐渡騒乱志

蒼軒文庫︵新潟図書館︶

一義民七郎左衛門追遠碑拓本

︵一宝暦六年飢饅一件︶

一佐渡国墨崎豊右衛門訴状留

荏川文庫
一寛延中義民訴状写

註︑雑誌︑新聞は省略
たします︒

手許にある目録によって︑急いで書いたもので︑いづれ改稿い

一唖誕 一 國 強 訴 一 件
︵一韓極四日町兵右衛門訴状写︶

申訳ありません︒

おくることが出来るようになりました︒大変お待たせいたし何とも

囹ようやく第二回配本﹁佐渡志﹂及び﹁同附録図﹂を皆様の机上に

編集部より

︵一巻轤佐蕊脚住萱件︶

一宝暦義民伝岩木拡
一佐渡天保騒動記

一明和強訴御吟味御答書

一佐渡一国騒動記
一天保強訴事件実記
一糀剛 縮 蝿 晒 巍 涯 緬 告 触
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一惣百姓一同定連判

冊
二

国に詔しで広く遺書を求む翁の孫美暢一本を浄して以て朝廷に献ず︑

ていい︒しかし斎藤本の円山漠北の序文に︑明治維新の初め朝廷群

諸士がその復刻の事業に協力せられることを願ってやまない︒

佐渡志の定本成る日の一日も早からんことを望み︑かつ郷土の好学

佐渡志はその第一に加えらるべきものであろう︒上述の諸本による

佐渡農民騒動関係文献︵未定稿︶

山本修之助

Ｉ佐渡新報昭和三一・三・二一所載Ｉ

とあるのでこの美暢本を探すことが残された問題であった︒そこで
まず宮内省図書寮本中にこれを探すことにした︒同寮本中には︑川
路聖謨の﹁島根のすさみ﹂の原本のごとき佐渡ゆかりの名著もある
からである︒ところが佐渡志の美暢本は終にそこには見当らなかっ
た︒あとは内閣文庫を探すだけであると思い︑先日同文庫に旧知の
文庫長岩倉氏を訪ねた︒佐渡相川出身の畝目武二郎氏も同文庫に主

一天保度一国願一件

一雌馴藷誕弐繩迩一付︵原本︶二冊

舟崎文庫

の第一冊の表紙裏に田中美暢献と細字でしためてある︒これこそま

一寛延度強訴落着一件

一佐渡一国騒動記二冊

ら問題外として︑薄黄色の表紙の五冊本は太政官蔵書の印があるそ

任をして居られる︒出された佐渡志は三種︒一種は斎藤本であるか

さしく久しい念願の美暢が献上した浄書本であった︒他の一種は教

一天保九年善兵衛訴状融琴窄誌

岩木文庫

一天保雑誌︵同事件抄録︶

部省蔵書の印のある同じく五冊の筆写本であるが奥書もなく伝来も
明らかでない︒筆者は現在暇がないので︑この二種の本相互の関係

及びこれらと余録本との関係を調査することが出来ないでいるが︑
恐らくこの二種の本のうち一種が吹塵余録の底本に使われたもので

一明和事件に関する書類〃

一寛延難崎顛末︵上・下︶〃二冊

一義民に関する書類〃

一確酬闇詫粍彗麺雌蟻彗鐸軒墜圃鈩艤に松平帯刀

はないかと思う︒筆者が内閣文庫を訪ねたときは︑例の﹁附図﹂一

じて下さった︒附図も本文と同一体裁の一冊になっているそうであ

一寛永上使籠訴々状一札

巻は見あたらなかったけれども後刻畝目氏は附図も発見したと報
る︒これによって佐渡志は完全な定本を作り得る下地をほず完了し

一転孵輌鋤霊録及

一寛延事件等覚書

一金沢瀬兵衛留任籠訴々状一札

ある︒現在では斎藤本さえ手に入れ難い︒聞くところによると︑山

佐渡志は︑斎藤本が五百部出ただけであり︑それも六十年の昔で

た訳である ︒

本修之助氏らによって佐渡関係古典複刻の企てがあるそうである︒
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天保八年︵一八三七︶五十六歳

ながら佐渡志にはいまだ定本と称し得るものがないのである︒現在

汎な資料を体系だてている点では殆ど他の追従を許さない︒しかし

き基本書である事は︑今さら言うまでもない︒簡潔な行文で正確広

流布されているのは︑明治十八年から二十二年にかけて雑太郡二宮

十一月︑母病段︒年七十九︒

四月︑中川善兵衛︑巡見使に上訴する︒

に接したのもこれであった︒この斎藤本は緒言によると山本氏蔵西

村斎藤伝十郎及び同長三の刊行した本であって︑筆者が最初に本書

天保九年︵一八三八︶五十七歳

この年︑長女繁子生まれた︒

正の誤りなどがあり︑かつ巻尾に印刷者が﹁本書元は附図一巻あり

るから︑内容は概ね信ずべきであるが︑前後文脈不通なところや校

村槍洲筆写本を底本としたものである︒槍洲は著者葵園の直門であ

十二月︑地方掛頭取として同僚と共に幽囚の身となる︒

天保十年︵一八三九︶五十八歳
五月︑篠山奉行邸内に移し預けられた︒

三月︑江戸に送られ︑浅草の揚屋に幽せられた︒

印刷に附せんの心組なり﹂とある如く﹁附図﹂が欠けている︒かつ

しかども亡失して未だ余か手に入らず諸方を探索して得るがま︑に

印刷法の幼稚な時代だったのでさし絵なども極めて粗末である︒も

天保十一年︵一八四○︶︑五十九歳
七月十一日︑川路奉行に従って江戸を出発し︑廿四日相川町へ帰る︒

六月十九日︑評定所裁判が決定し︑押込︵五十日︶を申渡された︒

う少し良本を得たいと思っていたところ︑戦前であったが︑ゆくり

第八冊までに佐渡志の収録されてあることを知った︒早速これを右

なく明治二十三年九月二十日大蔵省刊行﹁吹塵余録﹂の第五冊から

八月廿四日︑押込を免せられて復職した︒

三月十四日︑学問所定役に転任︑特に十人扶持を給され広間役の

天保十三年︵一八四二︶六十一歳

の斎藤本と詳細に校合してみた︒吹塵余録本はさすがに良本である︒

この校合によって斎藤本にはかなりの脱落と誤りのあることが分っ

次席と な る ︒

た︒一例をあげると巻首凡例の一節を斎藤本に﹁仏像経巻ヨリ始テ

弘化二年︵一八四五︶六十四歳

古キ世ノ物或ハ世二稀ナリト見ユル類ヒハ是ヲ出セリ﹂としている

︑︑︑︑

月居士︒門人等は弘道先生とおくり名をおくった︒

﹁附図﹂の問題を除いて余録本はほぼ佐渡志の定本に近いと言つ

いる︒ただし﹁附図﹂一巻は余録本にも収めていない︒

出セリ﹂とあるごときである︒さし絵も斎藤本より格段にすぐれて

ラズサレド極テ古キ世ノ物或ハ世二稀ナリト見ユルタグヒハコレヲ

ものが︑余録本で﹁像像経巻ョリ始テ其数多ケレバ悉挙ゲルニ限ア

五月三日︑病残︒相川町下寺町法然寺に葬る︒戒名白蓮社遣誉水

佐渡志の定本について
高尾亮一

佐渡志五巻は葵園田中美清の著︑佐渡史を探る者の必ず一見すべ
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奉行所の御用向見習を命ぜられた︒

寛政十年︵一七九八︶十七歳
享和二年︵一八○二︶廿一歳

改めた ︒

正月︑はじめて本官に就き書役となる︒父の称を襲いで元之進と
享和三年︵一八○三︶廿二歳
六日廿二日︑弟鳫之助病残︒年十八︒

文化二年︵一八○五︶廿四歳

した︒﹁教民略考﹂を著わす︒

文化十年︵一八一三︶肘二歳

この年︑金沢奉行に学問所建設を再願した︒

三月︑再び京都に遊ぶ︒

文化十二年︵一八一五︶針四歳

この年︑長男秋太郎生まれた︒

十月︑奉行所構内に素読所が新築され︑その監督となる︒

文政二年︵一八一九︶汁八歳

の門に入り︑佐藤一斎の塾に学んだ︒

六月︑一年間江戸詰の命によって東上した︒七月︑大学頭林述斎

この年︑﹁佐渡奇談﹂成る︒

この年︑三男小三郎生まる︒

天保六年︵一八三五︶五十四歳

八月八日︑学問所新築落成し始業する︒﹁修教館﹂と称す︒

文政八年︵一八二五︶四十四歳

この年︑次男茂次郎生まる︒

九月︑学問教諭所建設許可せられた︒

文政七年︵一八二四︶四十三歳

この年︑地方掛頭取となった︒

文政四年︵一八二一︶四十歳

られ︑後文政五年官営に移して広恵倉が建てられた︒

この年︑米価物価の平準法を考察して建策したところ採用実行せ

八月江戸より帰国︒

文政三年︵一八二○︶舟九歳

勘定役に転任した︒

ろとした︒

社友と謀って広業堂を七軒屋に建て掻文学・武芸を研磨するとこ

六月︑江戸の塙保已一に︑佐渡の史実の記載してある古文献の調

文化三年︵一八○六︶廿五歳

査を依願しその承諾を得た︒﹁佐渡志﹂中の故実は︑多くその指
示によるものである︒

文化七年︵一八一○︶廿九歳
五月︑江戸の亀田鵬斎来島︒﹁弗措堂記﹂を撰して贈らる︒

三月︑眼病で信州諏訪の温泉へ入浴︒後京都に遊んで﹁辛未紀行﹂

文化八年︵一八二︶三十歳
を著わした︒帰途江戸に出て︑太田南畝︑市川寛斎︑亀田綾瀬等
を歴訪 し た ︒

八月︑奉行金沢瀬兵衛に学問所の創設を請願したが許されなかった︒

三月六日︑父美矩病段︒年五十六︒家督を相続して従太郎と改名

文化九年︵一八一二︶舟一歳
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二氏︑本間俊麿氏からは校正につき︑本間朝之衛氏︑岩間徳太郎氏︑

本書刊行については︑主任の山本修之助氏は勿論のこと︑今井法

お礼とお詫び

ます︒

本会々長本間長三氏は三月九日逝去いたしました︒
本会創立以来の御努力を感謝し深く哀悼の意を表し

一

画

︵事務局本間芳太郎︶

ロ

﹃

二８日︒■．Ⅱ口８口一Ⅱ皇８国８雪Ｈ雪Ⅱ一日−８−８二日一日畠日日・凸

﹁読者の声﹂欄を設けたいと思いますので本書の読一
一後感︑又廣く佐渡の郷土史斜についての御投稿を募一

ＰＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｂ

一住所氏名明記の上︑本会編集部宛お送り下さい︒﹄

田中葵園略年譜山本修之助

佐渡志の定本について高尾亮一
佐渡農民騒動関係文献山本修之助

編集部より

弟蠕之助が生れた︒

天明六年︵一七八六︶五歳

奉行所銀山方定役田中元之進美矩︒母は辻氏︒

第二巻附録

昭和三十三年九月

第二号

一ります︒︒

勺白日一日二日色０国■・日ロ■Ｉ阜８８壱一８二日一日皇８■口今日二日一日二日二日二日白日卓Ⅱ

すよう努力いたしますから︑何卒よろしくお願いします︒

会員諸氏に深くお詫びいたします︒第二回配本より順調に刊行いた

ため︑大変遅延しましたことは︑何とも申訳の言葉もありません︑

にもか嵐わらず︑最初の刊行のためと古典活字の特別注文などの

ロロ
ロ
画

近藤福雄氏からは各方面との交渉斡旋につき︑佐渡産育聯印刷所の
とを厚く御礼申し上げます︒

だより

山本修之助

の門に入る︒

五月︑西川恒山︵名は邦実︑字は士亮︑通称藤兵衛︑奉行所地役人︶

寛政五年︵一七九三︶十二歳

佐渡叢書刊行会

諸君か
から
らは
は印
印刷
刷其
其他
他に
につつ
きき
︑︑多大なる御配慮と御協力を得ましたこ

︿資料﹀

﹁佐渡叢書﹂

田中葵園略年譜

天明二年︵一七八二︶一歳

六月八日︑佐渡国相川町下京町に生る︒安五郎と命名︒父は佐渡
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新潟県佐渡郡金井村千種

業○人物○物産○輸出貨物○輸入貨物等の部門に別け︵地図まで
当時︑戸長の内ではこの地誌を編輯出来る人は少なかったので︑相

附けたのもある︶頗る詳密に書いてある︒

川町の永井明遠︵西村槍州先生の実兄︶といふ人が︑受負をして作成
したといはれてゐる︒そのため甲の村の地誌と乙の村の地誌の文体は
同一に出来てゐる︒当時随分苦心し︑物産の慣格︑道路の長さ︑川の

深さ︑瀧の高さ︑社寺建物の坪数等一々実地で正直に調査してある︒

実に今から五十年も前のことだから︑大変参考になること多いの

附記大正十四年二月廿八日︑佐渡新聞所載

借に出かけますし︑郵送して下さらば郵税は差し上げます︒

第二回配本について

編集部

第二回配本は︑かねて高尾亮一氏からもす︑められているので︑

これは︑佐渡の史籍中の白眉ともいわれている貴重な基本図書で

田中葵園著﹁佐渡志﹂十五巻を計画中である︒

たものには︑誤植も見うけられ︑挿絵も掲載されていないものがあ

あるが︑明治十八年から二十二年にかけて佐渡史林社から出版され

で︑佐渡の分だけ全部謄写して置きたいと思ひ︑先年県庁内の入に頼

んで調べてもらったところ︑県庁には見当らないとのことであった︒

文庫所藏のものを写眞凸版として複製したいと思っている︒

今回勝海舟の﹁吹塵餘録﹂所載のものを底本として︑附図は内閣

り︑其上大切な附図一冊が欠けている︒

それで︑各地の区長のところには引継ぎ保存せらる︑ことと思って照
会したところ︑大切に保存してある区もあったが︑全く見たこともな

それでも︑やうやく蒐集したものは左の十九ヶ町村︵註︑其後廿

いという区や先年反古にして売ってしまったという区もあった︒

これには︑時日もかゞることであり︑又予約債では出来上らない

も附図︑図版など特別に多い場合は︑予約債の外に実費をいたずき

心配がある︒会員諸氏の御高見を承って着手したいと思う︒尚今後

八ヶ町村となった︒修之助記︶だけ謄写することが出来た︒

○徳和○羽茂本郷○飯岡○宿根木○三宮○河内○港町○五十里○

この﹁佐渡志﹂刊行に︑時日がか︑りあまりに遅延する場合は︑

たいと思うが︑これについても御高見を承りたい︒

○新町○真野○吉岡○名古屋○豊田○瀧脇○背合○静平○下川茂
同籠町○同炭屋町

町村分を一括刊行したいと思っている︒又﹁佐渡農民騒動﹂関係の

した皇国地誌編集の時に︑佐渡の各町村で書き上げた地誌二十八ヶ

予約募集の時の収載書目にはなかったが︑亡父静古が多年苦心蒐集

これらは︑明治十一︑十二︑十三︑十四年までの間に書き上げてをり︑

○琴浦○松ヶ崎○筵場以上九ヶ村︶

︵註︑其後発見のもの○二見○沢根○阿仏坊○金丸○沢崎○小木

又宛名は県令のものもあり︑郡長のものもある︒

ものも︑準備中である︒

の方はお貸し下さいませ︑すぐ写して返します︒御通知下さらば拝

尚︑私は︑出来る限り蒐集保存いたしたいと思ひますので︑御所藏
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三月十五日︑自邸で自刃する︒下谷池ノ瑞七軒町大正寺に葬る︒
誠格院殿嘉訓明弼大居士と誼す︒

○順徳上皇御扇面○順徳上皇御釣花瓶
○順徳上皇陵之図○順徳上皇御手植石抱梅

○蓮華峰寺○大願寺

○阿新榎○十郎瀧

○フタコナリ

○コヲナゴ

﹁佐渡志﹂附図について

○石鐘乳戸地と戸中の間

○龍宮鶏

山本生

○カタクリ

○ツタウルシ○フルシキッ︑ミ

﹁佐渡志﹂の附圖は︑萩野博士旧藏本の中にも見い出された︒こ

○ハターー

計四十七

○鯛聟源八郎○リャウボウ

﹁皇国地誌﹂害上げ扣

蒐集に就いて

輯につき其町村の地誌を書き上げさせたことがある︒

明治十一年頃︑永山新潟県令は管内の戸長に命じ﹁皇国地誌﹂編

山本静古

○箱蝮︵ハコフク︶○ハリセンボウ

○小判魚

れは明治二十七年五月吉田素せん氏が模嶌したもので︑原本のこと

︵ママ︸

○トコヒレ

○カネタ︑キ魚○佐渡魚︵スヶト︶

内容は︑半紙判に極彩色で描いてある︒

は書いてないが︑多分内閣文庫本と思われる︒

○金北山聴畔雌識韮癖峨榊雌筆

○湖水

○佐渡国全図○海路里程
○国中筋川々同川筋村々

○相川二図
○眞光寺古鐘皿唾販醒対玉軸讃諦拒想ハ寸︑厚一寸六分

○古金銀○沢根灯燈

○裂織○山田笠

○渡津神社○大目神社

○引田部神社○物部神社

○飯持神社○越敷神社

今その内容を見るに左の書式により

飛地○字地○墳墓地○貢租○戸数○人口○風俗○牛馬○舟車○山

○彊域○幅員○管轄沿革○里程○四隣距離○地勢○地味○税地○

○大幡神社○阿都久志比古神社

○忠子姫宮眞筆縮嶌菩提本非樹忠子十六歳書

礦山○燈台○陵墓○名勝○古跡○慶趾○古器○社○寺○学校○民

○川○橋○道路○堤塘○潮沼○港○出崎○暗礁○清泉○瀧○巖○

○古槻羽茂郡松ヶ岬本行寺什物

○日蓮上人真筆石碑輻徒訳栖耐横一尺五寸

○日蓮上人旧跡槻ノ図
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六月二十四日︑大阪町奉行に栄転した︒︵十月十八日大阪に着任︶

九月十日︑勘定奉行に任ぜられ︑海防掛を兼ねた︒虎の門外役宅

嘉永五年︵一八五三五十二歳
に移る ︒

嘉永六年︵一八五三︶五十三歳

安政三年︵一八五六︶五十六歳

六月︑通貨改鋳御用を命ぜられる︒

十月︑貿易取調御用を命ぜられる︒

安政四年︵一八五七︶五十七歳

上のため特使を京都に派遣することを建言する︒

行勝手方首座となり︑軍艦操繰所監督を兼ねる︒聖謨日米條約奏

七月︑ハリス登営準備委員並に其接伴員を命ぜられる︒又勘定奉

この年︑同心と共に将軍世子のことについて内議する︒

六月︑ペリー来朝︑幕府の大議に参し︑台場普請・大砲鋳造御用
を兼ねる︒水戸徳川齊昭と会して對外海防の議を論じた︒

安政五年︵一八五八︶五十八歳

瀬忠震等と共に随伴する︒四月末江戸に帰る︒

正月︑日米條約勅許秦請のため︑堀田備中守京都に上るにつき岩

権︵四品の格式を假附せられる︶として長崎に出張し︑翌年二月

十月八日︑筒井政憲と共に︑ロシヤの使節プチャーチンの應接全
二十二日江戸に帰る︒

五月六日︑西丸留守居となる︒

十一日︑小石川門外新見豊前守邸を賜わる︒

安政六年︵一八五九︶五十九歳
堂︶家督をつぐ︒

八月︑職を罷め退隠蟄居を命ぜられる︒敬齋と称す︒孫太郎︵寛

四月︑下田取締御用を︑七月︑軍制改革御用を命ぜられた︒

安政元年︵一八五四︶五十四歳
七月︑実母が亡くなった︒

五月︑外国奉行に用いられる︒

文久三年︵一八六三︶六十三歳

十一月︑表六番町に移る︒

十月︑ロシヤ使節應接全権として︑下田に出張した︒滞在中大海
浦があってロシヤの軍艦が大破した︒

九月︑職を辞して隠居する︒

安政二年︵一八五五︶五十五歳

正月︑下田表取締のため︑再赴任を命ぜられた︒在任中たびノ︑

慶應二年︵一八六六︶六十六歳

プチャーチンと應接︑取締法規を確立し︑四月末江戸に帰る︒

命ぜられ︑英国に渡る︒

二月十二日︑中風症発作半身不随となる︒十月︑孫太郎留学を

六月︑講武所建設御用︑内海台場修理御用︑又水野忠徳・岩瀬忠
震等と共に蕃書調所管理を兼ねた︒

明治元年︵一八六八︶六十八歳

十二月︑実弟井上信濃守清直残す︒

八月︑禁裡御所御普請御用拝命し︑九月京都に上り︑御造営事務
を総監した︒︵十一月三日新皇居竣工︶聖謨殊恩を蒙る︒

十月︑攝海沿岸を巡視︑防備万策について研究する︒
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天保二年︵一八三二三十一歳
論語・近思録・宋名臣言行録等を読む︒

九月︑勘定組頭格に抜擢せられる︒公務の余暇剣槍を学び︑通鑑．

天保四年︵一八三三︶三十三歳
公事訟訴取扱格別出精につき特に賞詞を賜わる︒

天保六年︵一八三五︶三十五歳
三左衛門と改称する︒

その証撮がなくて遂に沙汰止みとなった︒

憎んでいたので華山と親交あることから聖謨を捕えんとしたが︑

天保十一年︵一八四○︶四十歳

の流弊を論じ︑たびたび革正の建議をしたので︑この命があった

六月八日︑佐渡奉行に任ぜられた︒聖謨はこれまで佐渡鉱山管理

といわれる︒在島約一ヶ年間精励して︑積弊をあらためた︒

戸に帰る︒飯田町檎木︵とちの木︶坂上に居を定めた︒

五月︑佐渡奉行の任が満ち︑後任久須美六郎左衛門と交代して江

天保十二年︵一八四一︶四十一歳

十二月十六日︑従五位下に叙し︑左衛門尉に任ぜられた︒

八月︑出石藩主仙石道之助の家政についての事件があった︒聖謨
は励精糺断して名声を博した︒

天保十三年︵一八四二︶四十二歳

十一月二十八日︑勘定吟味役となる︒

の工事を監督した︒

小普請局の流弊をあらためた︒霊屋の修理︑濱殿の修繕其他大小

十二月十八日︑将軍は聖謨の仙石事件断獄の功を賞して賜品せら
れた︒当時の交友に藤田東湖・江川坦庵・岡本花亭・羽倉用九・

天保十四年︵一八四三︶四十三歳

渡辺華山・矢部駿河守・間宮林藏の名士が多かった︒

この頃︑佐藤一齋を招いて経義を聴き︑佐久間象山と交って易理

十月︑普請奉行となる︒

天保八年︵一八三七︶三十七歳

前守忠邦が代って首席老中となった︒然し聖謨は相変らず重用せ

の道を修めた︒

三月︑聖謨を最も信任した老中大久保加賀守忠眞が卒し︑水野越

られた ︒

母堂は長男と共に江戸に留まっていた︒

正月十一日︑奈良奉行に転じた︒養父母と妻子︵次男︶とを同伴︑

弘化三年︵一八四六︶四十六歳

伐木監督として濃美に出張し︑木曾山を巡視︑賄賂不正を厳制し

二十五︒孫太郎︵寛堂︶を嗣とした︒

九月︑長男彰常︵鍬五郎又弥吉といった︶が亡くなった︒享年

三月十日︑江戸城西丸が焼失した︒聖謨は再築御用掛となり用材

天保九年︵一八三八︶三十八歳

た︒七月十一日江戸に帰る︒

五月︑閣老の召命で一旦江戸に帰る︒

嘉永四年︵一八五二五十一歳

この年︑大越佐登子︵又高子という︶と結婚した︒

渡辺華山・高野長英の獄が起ると︑目附鳥居耀藏は元から聖謨を

天保十年︵一八三九︶三十九歳
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︿資料﹀

﹁佐渡叢耆﹂

川路聖謨略年譜

享和元年︵一八○二一歳

だより

所吏員内藤吉兵衛歳由︒母高槻氏︒

昭和三十二年五月

第一号

房に知らる︒

新潟県佐渡郡金井村千種

佐渡叢書

行会

山本修之助

行人

集兼

十月二十一日︑勘定留役に復する︒この頃小石川舟河原橋畔に居

僧侶・道者・淫祠等を厳制する︒

十二月十六日︑寺社奉行吟味物調役となる︒奉行脇坂安宅を助け︑

文政十年︵一八二七︶二十七歳

十六日江戸に帰る︒

正月︑江州に出張︒彦根領宮津領山境紛議収調を命ぜられ八月

文政八年︵一八二五︶二十五歳

次弟松吉が生まれた︒後与力井上新左衛門の養子となり︑信濃守

養父の願により小普請組に入る︒早くから同支配石川右近将監忠

元服︑萬福︵かずとみ︶と名付られ︑後聖謨︵としあきら︶と改める︒

文化十年︵一八二二︶十三歳

であった︒此頃友野霞舟の門に入る︒

四月︑小普請組川路三左衛門の養子となった︒川路氏は代々幕臣

文化九年︵一八一二︶十二歳

を定める︒

二月二十一日︑寺社奉行吟味物調役當分助を命ぜらる︒

正月十九日︑評定所留役に昇り︑初めて御目見以上となる︒

文政六年︵一八二三︶二十三歳

実父内藤吉兵衛残す︒末弟重吉家を嗣ぐ︒

文政五年︵一八二二︶二十二歳

六月九日︑支配勘定に進み︑評定所留役を兼ねる︒

文政四年︵一八二二二十一歳

三月︑支配勘定出役となる︒この年評定所書物方出役をも兼ねる︒

文政元年︵一八一八︶十八歳

第一巻附録

四月二十五日︑豊後國日田で生れた︑弥吉と命名︒父は日田代官
文化五年︵一八○八︶八歳
らる︒後牛込徒士組屋敷に移住した︒

父に伴われ︑江戸下谷に住す︒当時内藤氏は幕府の徒士組に用い

刊

清直といい︑外国奉行となった︒

文化六年︵一八○九︶九歳

発編
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山本修巳句集﹁花霧香﹄

中村奈津子
この度は句集﹃花霧香﹂をお送り頂きまして︑どうもありがとう

大寒の月下に動くものもなし

散るさくら句碑のかなたに海蒼し

春蘭の香を愛でて父老い給ふ

雪原に一本の川曲りをり

妻活けしかたぐりの花踊るごと

父病んで寒波の島の暮れにけり

海底の砂の波紋や終戦日

ございました︒

句集を拝読しながら︑先生に連れて行って頂いた佐渡の懐かしい

冬木照る父の枢のゆくところ

景色が次々に思い出されました︒又︑普通は拝見できない貴重な能
面や秘仏なども︑先生のお陰で見せて頂いた事などなど︑懐かしく︑

満天の銀河濃くなる流人島

源氏蛍群れゐて闇の深さかな

梅雨晴の光は山を洗ひけり

妻は旅へ涼しき日なり老子読む
薄ら日の射して雪降る父の忌よ

薔穣咲きて雛響粟咲きてパリは雨

梅雨最中妻いつしんに庖丁研ぐ

父も夫も〃転勤族″という事もあり〃故郷〃と言えるものをもた

有難く思い出しております︒

ない私にとり︑今でも私の俳句を作る時の原風景となっております︒

さて︑句集を拝読し一番の感想は︑先生の誠実な温かいお人柄そ

とても貴重な体験をさせて頂いた事︑今でも感謝しております︒

のままの句集だなァという思いです︒どの句からも温かさや優しさ
が感じられるのは︑やはりお人柄そのままなのではないでしょうか︒

母想ふ夜や白桃を食べをれば

冬薔薇妻に黄色を選びけり

冬鯖にもつとも海の色ありぬ

私はとても好きです︒又ご両親さまやご家族への深い愛情に溢れた

もっと〃あく″の強い句があっても良いのかもしれませんが︑でも
句の満ちた句集でもあるなァと思いました︒帥年分の句が入ってい
る句集は初めてですが︑修巳少年が青年になり家族をもち︑親にな
人生の一端を垣間見せて頂いたようで︑とても楽しかったです︒

られ︑そしてご両親を見送られ︑お孫さんを授かるという︑先生の
何回か拝読し︑印象に残った句を書かせて頂き拙い私の感想とさ
ほんとうにどうもありがとうございました︒

せて頂きます︒
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文芸評論家矢崎弾について

もとに執筆し︑矢崎弾の名前で池田書店から出版した本である︒矢

佐渡市長江出身

前々号﹁真野新町池田屋書店池田アイさん逝く﹂にｌ昭和十七年

崎弾が拘置されていた警察署に持参した身元引受人成之助が当該警

山本修巳
両津秋津出身日本的左翼文芸評論家矢崎弾著︵実際は山本成之助

なお︑矢崎弾については︑松田實氏が︑﹁矢崎弾とその時代ｌ戦

察署に寄贈した︑珍しい本である︒

筆している︒なお矢崎弾については山本修之助﹁佐渡の百年﹂にある︒

時下文学の周辺ｌ﹂として本誌認・拠・師・郡・鯉の各号などに執

たが︑弾の出生地が秋津となっていたが長江の間違いであった︒矢

著︶﹃順徳天皇真野山陵を尊崇し奉れる佐渡吏民の詩歌﹄ｌと書い

崎弾は本名神蔵芳太郎︑明治三十九年二月一日佐渡郡吉井村大字
代日本文学全集﹂第九十四巻︵現代文芸評論集︶に︑矢崎弾の論文﹁白

長江︵現在佐渡市長江︶に生まれた︒昭和三十三年刊の筑摩書房﹁現
鳥と秋声の抗争﹂︑﹁自我の発展における日本的性格﹂の二篇が収め

矢崎︵神蔵︶は︑大正十二年︑旧制佐渡中学から慶応義塾大学

られている︒

た︒第二次世界大戦前後のプロレタリア文学運動は︑権力側からの

英文科に進み︑﹁三田文学﹂や﹁日本学芸新聞﹂で︑健筆をふるっ
弾圧によって衰退しつつあった︒そして矢崎は︑治安維持法違反の

くなった︒

嫌疑で一年三ヶ月余り拘置され︑昭和二十一年肺結核で四十歳で亡
矢崎弾著﹁順徳天皇真野山陵を尊崇し奉れる佐渡吏民の詩歌﹂は
学部に進み︑東京銀座で医院を開業していた真野新町山本成之助が

矢崎が仮釈放の時︑旧制佐渡中学校からの同級生︑慶応義塾大学医
再び拘置されることがないように﹁懐旧集﹂︵実父山本半蔵著︶を

装頓表紙文字山本成之助

ケ

木
島
儀
治
田中仲
畑堀川
藤春直
八蔵治
郎 郎
土
屋
留
蔵

佐渡國佐渡郡金沢村堀弥五郎

佐渡沢根町中川政太郎

佐渡佐渡郡小木町四十四番戸佐々木儀作

明治舟二年一月改正大阪麦酒株式書社商務課

佐渡佐渡郡赤泊村外内幸吉

戸主十二代山本修巳家︶から真向かいの山本五郎右衛門家︵前戸

山本藤九郎家・山本藤左衛門家は︑真野新町山本半右衛門家︵現

造の技術を学び︑技師長になった生田秀である︑生田の妻の実家

サヒビール︵大阪麥酒會社︶の創業時ドイツに留学してビール醸

山本修巳

主︑相川保健所長を長く勤めた九世山本成之助︶が分家し︑さら

山本植蔵と生田秀の交わしたアサヒビール﹁販売契約書﹂︵山本修

藤九郎家がアサヒビール﹁元売所﹂となって明治二十年代の戸主

信工業株式会社︑藤左衛門家跡地は尾畑酒造になっているが︑血

その横に山本藤左衛門家が分家した︒藤九郎家跡地は現在双峰通

已家所蔵︶が残る︒ここに掲げた資料で︑佐渡でもアサヒビールが︑

夫家︵現戸主本間英孝氏︶とも江戸後期は相互に婚姻関係があり︑

本悌二郎︑有田八郎出生︶を分家し︑また佐渡市潟上の本間能太

藤九郎は︑江戸時代末期酒造業などで産を成し︑山本桂家︵山

業家でもあったが腸チフスで大正三年十月八日死去︑享年四十九︒

と号し文墨に親しみ︑新町町長︑新潟県議会議員にもなった︒実

で葡萄酒など販売していたことがわかる︒山本藤右衛門は︑菊薗

家し︑現在の尾畑酒造の真向かいに住居した︒﹁北漠雑誌﹂の広告

の記載にはない︒また︑山本藤右衛門は︑藤左衛門家の次男で分

ころ藤左衛門家では日本酒の醸造はしていたが︑ビールの販売所

三代は鶯渓の雅号で和歌を作り︑能謡を教えていた︒そこに能謡

縁はない︒

明治二︑三十年の昔︑多く飲まれていたことがわかる︒なお︑その

ひいず

に五郎右衛門から分家したのが︑その横に山本藤九郎家︑さらに

明治時代の真野新町山本藤九郎家・山本藤左衛門家・山本藤右衛門家

嵜

を習い︑そこの娘リンと結婚したのが︑近くに住む︑のちに﹁ァ
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佐佐佐佐佐
渡渡渡渡渡
國相佐金佐
佐川渡澤渡
渡海郡村郡
郡士小千松
三町木種ケ
宮 町 嵜
村 村
字 大
後 字
山 松

佐渡國佐渡郡吉井村字吉井
本間伊八郎

葛原五平

佐々木多一郎

佐渡國相川町一丁目四十七番

佐渡國相川町字羽田町

佐渡國相川町字羽田町

佐渡佐渡郡川原田町

佐渡國佐渡郡新町一二五番

本間盛蔵

藤澤守三

曽我専吉

渡部八十八

村田七良

近藤九右衛門

山本藤九郎

山本弥次平

佐渡國佐渡郡千手村六○番
渡邉敬三

佐渡佐渡郡二見村大字二見百弐番戸

臼杵長十郎

佐渡國佐渡郡新町

佐渡國佐渡郡新穂村字新穂
坂野傳次

佐渡佐渡郡畑野村

吉田忠助

﹁佐渡国 販 責 店 姓 名 録 ﹂

佐渡國佐渡郡新穂村字新穂町
懲塚市十郎

佐渡新町

臼杵恒蔵

佐渡國佐渡郡松ヶ崎村
佐藤勘一郎

佐渡新町

中川精内

佐渡國佐渡郡小木町
吉村三郎

山田喜右ヱ門

本間源右エ門

佐渡國佐渡郡新町

佐渡國佐渡郡小木町四一五番
市橋勘吉

佐渡畑野

本間半平支店

佐渡國佐渡郡新町

佐渡國佐渡郡夷村

佐渡国佐渡郡河原田町

石川庄市

佐渡國佐渡郡夷町
河口福松

佐渡夷湊

山本藤右ヱ門

佐渡國佐渡郡松ヶ崎村字多田

三田村大蔵

鈴木芳太

佐渡國佐渡郡新町

佐渡國佐渡郡金澤村字中興村

佐渡國佐渡郡吾潟村

佐渡國佐渡郡澤根港

本間藤五郎

山本夘之助

伊藤勘五郎

本間福治

佐渡畑野町

斎藤八郎兵衛

佐渡夷町

佐渡加茂歌代村

池田專吉

佐渡畑野村
高野嘉一郎

佐渡夷港

本間徳蔵

深山佐太郎

佐渡國佐渡郡金澤村

本間仁吉

本間慶四郎

佐渡河原田町

本間半平

木村兼松

佐渡國佐渡郡畑野村字畑本

佐渡新穂町

佐渡國佐渡郡澤根町

佐渡佐渡郡三宮村大字宮浦

烏帽子若蔵

佐渡畑野村

佐渡佐渡郡相川町大字四丁目

佐渡國佐渡郡真野村字吉岡

士屋倉吉

士屋留蔵

名畑喜十郎

佐渡佐渡郡三宮村

佐渡國佐渡郡二宮村字石田

若林利八

佐渡國佐渡郡真野村字竹田
佐渡國佐渡郡新町
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翁特別廣拷
鯨波言郡禰遥溌難紐合憲準迩溌會︽於テ清酒品評ノ
上優等齢卜焚定シダ戸モノ左ノ如シ

雑太郡小倉村

松の弁雲八八代掻蕊

全郡畑野村

全那宮浦付

今郡相川町

金水全窪田叉率
官川全信田伊左衛門
千歳全本間竿卒
・全那全村

加茂川全土屋杢太郎

余郡小倉村

瀧川全菊池新太郎

全郡八幡村

玉泉全訂瓦億七

併渡三郡酒造餐業組合長

右慶告候也

中山小四郎

新町冷長チ辞シ在職中ノ厚誼チ謝武

山本蔭右衛門

踊舵柵艸郷眺繩搬同悪諸子︷一白式

表ル七月三十日新穂町一一於↑ァ開キ錘か第一回同窓曾
二於一ァ左ノ約束チ雛決セリ

新穂町一一於テ之チ開ク

第一木曾ヲ件波學校同窓會卜穂シ毎年一回︵八月︶

者チ以テ組織ヌ

第二本會へ奮中學佐油饗元漏幣小學佐渡枝ノ出身

ヌ侭任期︿一ヶ年トス

韻三本會二幹事四名チ置キ開曾熟池ノ庶務チ嘱托

加茂郡長猷村羽田請次

約束鶴三項呈擦り幹事チ窪まセ皇左ノ審営選承錆ス

全郡新穂村大字新穂本間仲
全郡全村大字下新穂土屋汎
全郡全村大字青水川上羊次

廿五年八月佐渡學校同窓會

右廣告族也

にば蕊も關係不致罷在嬢間這て何等の御通知申上る

辱知諸君より政黛に鯛Ｉたる御依頼の筋ゑぱノー之
多 侯へ共小生事ｎ所思ありてこ三年以来政蕪のと

明治廿五年八月・

迄ｎ政薫に關−ての御依親筋一切御薗り仕儀也

畑野満書師生田霜
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︵別紙１１点迫
明路．８ ． 筋 ﹁ ﹁ 北 漠 雑 誌 ﹂ 肥 号

③魔告

一金壹千圓也

蕊態鋼溌鰡騨卵溌鱸洲獺舗鮓一

移蒋廣皆

｜小生鰯業務艦張批都合に誤り今般雇瞥の豚へ事務廃

を鄭じ筒從前の如く醗橘鳫南鋤町二丁目五溌地法華
博士岡村輝湾方へ日々出張致Ｉ候

千圃全曾蔽ヨリ正一一受領致候亡父ノ深キ慈愛一一感ヌー東恵市京橘湿加蕊町十八番馳

江湖ノ未タ生命保険チ鴬サ︑妙諸君ハ早〃保駿ノ契
一瞳カシ〆ョ此段慶

洋酒食料品豊山本藤右衛門店

佐渡雑太郡新町

藷君ハ弊店へ御申込有之度本店同様ノ憤直チ以テ差
這可申候

今般騒董兀卜塒約チ結篁手阪質致侯間取次望ミノ

○養生葡萄酒
○日本葡萄瀬

改名願濟小田貰一

雑太郡興野村

ヲ以テ更︸一改名俵間此段慶告懐也

自分儀是迄小田熊藏卜主唱候慮同村伺姓名ァ必ノ故

ト同聡
二曾醇
牡ノ信
用確畷
鐵ナル
蔀域
謝ノ鰯
至り二
堪ス穐廷代言人瀬下清通
雛ル攪
這
鳴
聡
鰯
涛

告ス

約チ爲診一家ヲシテ泰山ノ安キ

加茂郡潅町

明蓉五年八月清田脩吉
一・金壹百圓也
右者亡父笠木論部卒儀豫テ日本生命保険橡式會肚へ
百瞳全會戯ヨリ正︸一受領致候亡父ノ深キ慈愛一一域ス

生命保険ノ契約致置鱗虚今回契約金高前記ノ通ｙ壹

羽蕊郡小木町

ルト全勝二會職ノ信用確麓ナル事戚侃ノ至り二堪ス
此駿侭告塞

明治廿五年八月笠木五一
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溌太雑

︿資料﹀︵別紙１１①︶

譲
:
星
趨
霊

明妬・８．筋﹁北漠雑誌﹂ 認号

g9..E

戸など関西地区の取り扱い販売店を中心に紹介しているが︑広告末
尾に﹁此他各府県下ノ分ハ該地方ノ新聞紙へ掲載広告可致候﹂と記

この姓名録掲載の販売店を多い地区順に並べてみると︑以下の通

九郎﹂も含まれている︒

載したことを注記している︒それから一ヶ月余を経た八月二十五日

④夷村︵町︶・夷港五店⑤小木町四店⑥河原田町三店

①新町八店②畑野村︵町︶六店③相川町五店

りである︒

には︑生田秀の妻リンの実家﹁販売所雑太郡新町山本藤九郎﹂

生田秀の出身地︑新町のほか隣接する畑野村︵町︶や相川町︑小

⑦新穂村三店③松ヶ崎村三店以下略

載し︑関西のみならず全国のアサヒビール販売店紹介告知広告を掲

でアサヒビールを販売する旨を地元誌﹁北漠雑誌﹂を通して告知し

木町︑夷町など当時︑町の賑わいのあった地区と思われる地区に販

ている︒これから分かるのは︑アサヒビールは五月に新発売され︑
その三〜四ヶ月後には生田の生誕地佐渡でも秀の妻リンの実家であ

売所も多く点在していたのではないかと推測される︒

の人達にアサヒビールは飲まれていたことが推測される︒

る﹁販売所山本藤九郎﹂を通してアサヒビールが発売され︑佐渡

掲載広告によると︑札幌麦酒㈱は特約販売所として﹁新町山本藤

﹁北漠雑誌﹂第一○二号．八九五︵明治二十八︶年六月十日発行﹂

われ︑販売されていたと思うと予想以上の早さで︑大阪麦酒社は販

一八九九︵明治三十二︶年一月現在では五十六店の販売所で取り扱

九郎で販売開始された﹁アサヒビール﹂はその後︑数年を経て︑

一八九二︵明治二十五︶年八月︑佐渡国雑太郡新町山本藤

ついて

４︶佐渡国﹁販売店姓名録﹂五十六店の販売所の意味するところに

右衛門﹂他六店と初めて取引を開始︑﹁札幌ビール﹂を発売する旨

２︶山本藤右衛門と札幌麦酒㈱との特約販売契約について

を告知した︒これから推測されるのはアサヒビールが発売された三

売店網を整備拡充し﹁アサヒビール﹂の拡販に努めていたかが推量

︵東京アサヒビール総務法務部資料室︶

平成二十二年八月三十一日

が発売されていたことも驚きである︒

される︒と同時に当時の佐渡の各地区でくまなく﹁アサヒビール﹂

年後に﹁札幌ビール﹂が佐渡で発売されてことが推測される︒

３︶佐渡国﹁販売店姓名録﹂記載の販売所について
大阪麦酒㈱商務課作成の﹁販売店姓名録﹂︵明治三十二年一月改
正︶の﹁東京〜北陸道販売店姓名録﹂のなかに﹁佐渡国﹂の項があり︑

当時︑大阪麦酒社が佐渡で取引していたと思われる販売店五十六店
が七ページに亘り名簿に掲載されていた︒この名簿には前述の﹁北
漠雑誌﹂の広告資料に登場した佐渡新町﹁山本藤右衛門﹂﹁山本藤
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和暦

明治
二十五

明治
二十五

二十五

明治

月日

八・二十五

九・二十五

一二・二十五

六・二十五

さわた

一八九三

一八九五

明治

二十八

明治

二︑考察

ノ、
ロー

八・五

十

﹁北漠雑誌﹂第六九号

渡国一手特約大販売所

＊特約販売広告Ｕ雑太郡新町佐

山藤商店

和洋酒類売薬煙草食料品取次

﹁北漠雑誌﹂第一○二号

漠雑誌﹂で広告︑告知した︒

＊札幌麦酒㈱は特約販売所として
﹁新町山本藤右衛門﹂他六販
売店と初めて取引を開始︑﹁札
幌ビール﹂を発売する旨を﹁北

介している︒アサヒビールが広告掲載店に行けば購入出来るので是

ル販売店︵特約店十四店︑大販売店十一店︑販売店百十七店︶を紹

月二日発行︶に販売広告を掲載し︑京阪神の取引先並びにアサヒビー

五月であり︑それから二ヶ月後︑七月には同社は大阪朝日新聞︵七

大阪麦酒社の﹁アサヒビール﹂発売は一八九二︵明治二十五︶年

１︶販売所山本藤九郎﹁北漠雑誌﹂への麦酒販売広告掲載について

﹁北漠雑誌﹂の広告から以下のことが考えられます︒

●

資料名など
︿資料﹀︵別紙１１①︶

﹁北漠雑誌﹂第五八号

①麦酒販売広告Ｕ販売所雑太郡
新町山本藤九郎
②葡萄酒特約販売告知広告Ｊ佐渡

雑太郡新町洋酒
食料品問屋山本藤右衛門店
︿資料﹀︵別紙１１②︶

﹁北漠雑誌﹂第五九号及び第六○
ロ言

＊麦酒販売広告Ｕ販売所雑太郡
新町山本藤九郎

﹁北漠雑誌﹂第六二号

＊麦酒販売広告Ｕ雑太郡新町販

売所山本藤九郎

﹁北漠雑誌﹂第六八号

＊麦酒販売広告Ｕ雑太郡新町特
約販売所山本植蔵

六

｜︑広告リスト︵出典芸北漠雑誌﹂︶

西暦

一八九 二

一八九 二

一八九 二

明治
一八九三
二十六

十

非買い上げ願いたいとの新聞広告である︒その広告は主に︑大阪神
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二

でいた︒それを見たとき︑一松はこの人を信じようと思った︒

測量予算を建議して測量まで終わっていたが︑翌年の議会議員改選

︹次回に続く︺

で自由党が多数派から脱落したたため︑沙汰止みとなってしまった︒

・風間進編﹁復刻・齋藤長三著﹁佐渡政党史稿﹂﹂を参照した︒

みましたほか︑佐渡の地図にこの取引があった五十六の販売店を地

域別に配置してみました︒これで分かりますことは︑一八九二︵明

治二十五︶年五月︑大阪麦酒社は﹁アサヒビール﹂を新発売︑逐次

︵八月二十五日発行︶で佐渡新町﹁山本藤九郎﹂店をビール販売所

全国展開を進め︑その年の八月末には佐渡で発刊された﹁北漠雑誌﹂

従いまして︑大阪麦酒社では一八九二︵明治二十五︶年五月以降︑

として紹介し︑アサヒビールの発売の告知を開始しております︒
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新潟で別れるとき︑板垣はしげしげと一松の毒を見回して言った︒
﹁お互い︑篝の手入れには︑気を遣うれえ︒﹂

軍港の話は︑後日︑自由党員の共通認識となり︑新潟県の利益に
なるばかりか国家に稗益すること甚大なりとして︑年末の県議会に

局岸一

佐渡における明治期の ﹁アサヒビール﹂ 販売

はじめに︵経緯・概要︶
弊社の吹田資料室で保存してありました大阪麦酒㈱商務課作成の
﹁販売店姓名録﹂︵明治三十二年一月改正︶を閲覧しておりました

ところ︑﹁東京〜北陸道販売店姓名録﹂のなかに﹁佐渡国﹂の項が

﹁アサヒビール﹂の全国発売を展開し︑その夏︑三ヶ月経過した八
ほくめいざつし

五十六店が七ページに亘り同名簿に掲載されておりました︒この名

れていたことが推測されます︒なお︑明治二十年代北漠雑誌に﹁山

月下旬には佐渡においても︑﹁アサヒビール﹂は発売され︑飲用さ

リストは以下の通りです︒

本藤九郎﹂︵当主山本植蔵︶と﹁山本藤右衛門﹂名で出された広告

だきました佐渡新町﹁山本藤右衛門﹂﹁山本藤九郎﹂も含まれてお
この佐渡における販売店姓名録を別添資料のとおり一覧表にして

ります︒

簿には以前山本修巳様より﹁北漠雑誌﹂の広告資料等でご紹介いた

あり︑当時︑大阪麦酒社が佐渡で取引していたと思われる販売店

些 全

あった︒今年の一月に植木枝盛が亡くなった原因について︑なにか

かっているね？﹂

﹁日本国が︑その開關以来初めて手にした憲法と議会だ︒それは分

いと考え直して黙った︒植木の話をすると︑反政府勢力の民党が多

た︒が︑いまさら︑死因が分かったからとて︑生き返るわけでもな

そう独り言のようにぽつりと言って︑板垣はふたたび黙った︒ま

﹁憲法停止とは︑どういう状態か？﹂

板垣はしばらく唇を噛んで黙った︒

﹁その憲法が︑民党の態度ひとつで停止してしまう状況だった︒．：﹂

一松は震えを押さえるために大きく頷いた︒

知っていたら教えてもらいたかった︒前年︑暴漢に襲われて入院し

数となってしまった帝国議会で︑政府側が予算を議会通過させるた

だ二十数年前の出来事にすぎない戊辰戦争︑とりわけ会津藩での戦

たとも聞き及んでいたから︑あるいは︑それがもとでとも考えてい

めに︑民党の一部に金をばらまいて意思を操作してしまったという

闘や︑征韓論以来の自分の行動を︑あれこれと思い起こしているの
かもしれなかった︒

とになるし︑植木が金で動いたという衝撃から︑一松はまだ立ち直っ

﹁憲法停止とは︑憲法がないに等しいことだ︒御維新のあの不安定

事件の中に︑板垣も植木も連座していたわけだから︑話が面倒なこ
ていなかった︒土佐派の仲間の党員と一蓮托生で同調したにしても︑

な国体にもどることだ︒それが︑残虐暴戻なる勢力に隙を見せてし

ぼうれい

してしまったのか︒理想は自分が心から望んでいたものではなかっ

気高き理想が︑実生活の活動が腐ってゆくのをどうしてそのままに

まうことになるんだよ︒﹂と︑板垣は沈着な声で言った︒

﹁この腕に︑血が通っていないかね？﹂

た︒一松もなぜか板垣の視線から眼を反らすことができなかった︒

水平線に眼をむけたままそこまで言うと︑板垣は一松を振り返っ

きく息を吐いた︒﹁それにしても︑金で憲法が買えるかね？﹂

﹁金が動いたという噂も聞いておろう︒．：：．﹂と言って︑板垣は大

たのか︒一松は沈んでゆく気持ちをなんとか奮い立たせようと︑意
﹁⁝⁝第一議会での話なんですが⁝⁝﹂

を決して板垣を見つめた︒

板垣は覚悟していたように一瞬身構えて一松を睨んだ︒このとき
つけた︒すると︑一松は体の芯から震えが登ってくるのに気づいた︒

初めて︑一松は板垣の細長い雷に白髪の混じりはじめているのを見

背広の裾から筋肉質の腕を差し出し︑一松に見せた︒声に怒りの

かった︒議会内で﹁土佐派の裏切り﹂と呼ばれた事態が起こったと

ような震えがあった︒これがなにを意味するか︑一松にはすぐ分

﹁それが︑どうしたかな？﹂
﹁政府が︑地租低減には応じなかったのに︑⁝：︒﹂

板垣の瞳には︑怒りというより︑深い悲しみに満ちた光が浮かん

が︑そのときに一派に投げつけた言葉が﹁無血虫﹂だった︒

き︑中江兆民はアルコール中毒を理由に議員職を放榔して辞職した

﹁それなのに︑なぜ︑予算の議会通過に賛成したのか︑だれ？﹂

一松は身震いを必死になって押さえようとした︒が︑かえってそ
に視線を向けた︒

れはひどくなった︒板垣はいちど天を仰ぎ︑それから遠くの水平線
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演説は随行の党員たちも行った︒が︑お決まりの時勢論で︑聴衆
の心を掴んだ話はなかった︒演説会が終わると︑そのまま本堂で引
き続き懇親会が催され︑その席で板垣は高橋に謝辞を述べた︒その
洗練された威厳ある立ち居振る舞いが︑人心を捉えて離さず︑自由

﹁つまり︑公の方が大事だと？﹂

﹁公がなければ︑私は生きてはいけない︒﹂と︑板垣は静かに言った︒

﹁まあ︑まあ︒待ち給え︒﹂と︑板垣は一息入れて風に揺れている

板垣の視線の先には︑波の穏やかな日本海が広がっていた︒

長い鬚をさすった︒

﹁公とは︑国家のことだが︑国家がなければ︑私という個人の生

党の名に輝かしい光を投げかけていた︒高橋が感心したのは︑板垣
を便所に案内したときだった︒用を済ませて出てきた板垣は︑手水

う︑卑近な話だが︑国家がなければ警察もいないことになってしま

き様も無惨なものになりかねない︑と言いたいんだよ︒どうだろ

う︒警察がいなければ︑悪いことをしでかす輩がどんどん排出して

鉢で手を洗うのだが︑十回も二十回もゆっくりと水を掛けて丹念に
にそれだけのものではなく︑偉大なる人の漂わせる深遠な精神性に

洗うのである︒これは用心深さと言ってしまえばそれまでだが︑単

んぢゃから︑弱肉強食はいけない︒﹂

は︑御維新によって憲法まで持った近代国家の仲間入りを果たした

な︒しかし︑これでは戦国乱世そのものじゃないか︒少なくも日本

肉強食︑いや結構︑それでこそ社会に進化をもたらす馬車なのだと

だ︒それこそ︑弱肉強食の世界だ︒社会進化論者は言うだろう︑弱

のも自由だし︑気に入らない奴を殺すのも自由なんだ︑と言うわけ

を楯にとってな︒とにかく︑なんでも自由なんだ︑人のものを盗む

しまうだろう︒わしの言っている︿自由﹀なるものを曲解し︑それ

板垣はその夜は当地の素封家佐々木小太郎宅で過ごし︑翌日の度

思われた︒偉い人は違う︑と高橋は吃った︒

津丸で離島した︒帰りは本間一松が新潟まで送っていった︒

船の中で板垣は一松に︑加茂湖は軍港に最適だと言った︒嵐でも
穏やかな︑じつにいい湖だ︒戦艦を係留するに最適だと︒

﹁そのことは︑さっそく県議会で取り組みさせます︒﹂と︑一松は
﹁それから⁝⁝﹂と︑一松はちょっと祷踏いながら声を掛けた︒﹁少

多数党の立場から自信を持って言った︒

松は頷きながら緊張して拝聴していた︒

話が核心を突いているかどうか自分で反潟している風情だった︒一

そこで板垣はしばらく言い淀んだ︒一松の反応を窺うと言うより︑

﹁なんだね？﹂と︑板垣は気さくな態度で振り返った︒

し︑お尋ねしたいことが．：⁝・﹂

﹁先生は︑公︵おおやけ︶と私︵わたくし︶と︑どちらが重要だと

しかし︑個人が自分の欲望ばかりを主張していたら︑社会が成りた

﹁もちろん︑私という個人が重要なのは︑改めて言うまでもない︒

板垣は︑悠然とした微笑みを浮かべたままやや頭を傾け︑労るよ

お考えでしょうか？﹂

話はそこで終わった︒しかし︑一松にはもう一つ訊きたいことが

たん︑国家が成りたたん︒公のために私を抑える︑痛し痒しじゃな︒﹂

懐の深い慈愛に満ちた瞳をしていた︒

うな視線を一松に向けた︒人を蔑むでもなく︑警戒するでもなく︑
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に﹁佐渡郡民は︑板垣先生のことを自由の神のごとく尊敬しており︑

を進めようとしている改進党幹部の島田三郎らと七月下旬から回っ

人もいたが︑演説会場まで人力車を追う人も多かった︒

立派な八の字鬚の顔を人影からちらりと見ただけで村に帰ってゆく

した︒町の道路という道路が黒山の群衆で埋め尽くされてしまった︒

演説会場は︑河原田の海岸に近い常念寺で︑高橋元吉が開会の挨

ている県下の別の訪問地への遊説予定を進めていた︒しかし︑高橋
せめて先生のご尊顔だけでも拝さないことには︑二万の聴衆が言う

り予定を変更しないでよかった︑と語り始めた︒それを島民の手で

板垣はまず両津丸のことに触れ︑乗り心地のいい船であり︑やは

拶をして板垣の演説が始まった︒

これは高橋のはったりであったが︑まんざら嘘とばかりは言えな

シンボルである﹁自由︑平等︑友愛﹂を現していることを絶賛した︒

運営していることに絶大なる敬意を表し︑船の色がフランス革命の

﹁二万？﹂と板垣は大きく金壺眼を見開いて聞き返した︒

ことを聞きません︒﹂と切々と懇願されて︑訪島を決意したのである︒

このことはその年の三月に両津にできたばかりの無線電信施設を通

かった︒一万の動員令が出されていたからだ︒板垣が許諾すると︑

八日という日は︑奇しくも東京では︑﹁元勲内閣﹂と呼ばれた第

体が実現したとは名ばかりで︑自主の精神はおろか知性も品性もな

権は授けられるべきなのである︒しかるに︑現実はどうか︒立憲政

このように自主の精神と自己の知識品性を高めた国民にこそ︑参政

二次伊藤博文内閣が成立したばかりだった︒外務大臣に陸奥宗光︑

い金持ちだけが有司専制の政治を行っている︒このような日本で良

じて︑直ちに島民に連絡されていた︒

内務大臣に井上馨︑陸軍大臣に大山巌︑司法大臣に山県有朋︑農商

いのか︒これは許すべからず︒

初めは畏まって本堂はおろか墓地を見下ろすような木立にまで鈴

務大臣に後藤象二郎︑逓信大臣に黒田清隆︑内閣書記官長に伊東巳

に打ち解け︑板垣の熱弁と右手を水平に差し出す仕草に声や拍手で

なりで聞いていた四五百人の島民だが︑自尊心をくすぐられて次第

代治と言った元勲を揃えた内閣だった︒

船が夷港に着くやいなや︑陸上からは煙火が打ち上げられてその

応えるまでになった︒星野和三次は傭いてばかりいたが︑次第に勇

ことを知らせた︒艀から上陸した板垣伯を取り囲んだのは︑小旗を
挿した人力車数十代に乗り込んだ自由・改進両党の有志たちだった︒

な政治家だ︑こんな人が総理大臣になったら︑日本はもっともっと

速く一等国になれるはずだ︒星和はそう考えながら一松の方を見や

気づけられ︑しまいには演説に拍手を送るほどになっていた︒立派

ると︑一松も慶太郎も眼を輝かせて星和に笑いかけていた︒このと

板垣の人力車には︑紅白の綱を付けて三人で曳くようになっていた︒

の長木八幡神社近くまで来たとき︑後年︑島で初めてとなる中学校

き星和は︑﹁なんのことはない︑金は借りればいい︑後で返せばい

そして︑いよいよ板垣の車を真ん中に出発した一行が︑河原田近く

つも打ち上げられた︒と︑それを合図に︑前夜一晩を無為に過ごし

い︒﹂とふと思うと︑急に元気が湧いてきた︒

が建てられることになる獅子ヶ城趾の小高い丘からも︑煙火がいく
た群衆たちが沿道に溢れ出してきて︑我勝ちに板垣の顔を見ようと
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が二百七十一人︑三月が五百五十九人であり︑越佐汽船会社が︑対

ていたことだった︒

ても︑資本の威力には手が出ないという実感は︑とうの昔から持っ

ゆく様子を窺うことができる︒

﹁これやって︑いまに見とれ：．見とれ・・・見とれ︑だ・﹂

が︑星和は汲み出しを振り向きもしない︒

﹁まあ︑これでもやれ︒﹂と︑慶太郎は新酒を勧めた︒

抗心を激しく燃え上がらせながら︑次第に絶対的な優位を確立して
両津丸としては︑さらに運賃で対抗するしかなかった︒そして︑﹁運

賃無料﹂という事態に陥っていった︒

﹁あれが派出すぎたか・・・：・・﹂と︑星和の声がますます小さくなっ

慶太郎がそう元気づけても︑星和の顔は冴えないままだった︒

てゆく︒

ある日の午後︑慶太郎が酒を飲んで寝ていると星和が訪ねてきた︒

いつも精桿な顔をしている星和が︑顔色もよくなく︑まったく精気

﹁板垣って︑あの︑自由は死せずの？﹂

﹁八月に︑板垣先生が来るちゅわあ・﹂

で入ってきたのは一松だった︒野太い声が弾んでいる︒

この時︑﹁おーい︑おるけぇ？﹂と言って︑玄関口から大きな声

﹁そのんこたあねえ︒色は立派だ︒﹂

が感じられない︒いつもの捻り鉢巻きもしていない︒

﹁まさか︑両津丸が座礁したんぢゃねだるなぁ？﹂と言って︑慶太

を見た︒

郎はまだ酔いの醒めない眼で奥座敷に肩を落として座りこんだ星和
星和は手で否定してから︑後頭部で両手を組んだままひとしきり

一松の鬚に中二階からの光が当たって艶々と光っている︒

吃った︒

﹁座礁んほうが︑まだましかもしらんなぁ・﹂

がっくりと肩を落とした︒自分が大地主だからということもあるが︑

一松にも︑資本の力の恐ろしさは分かっていたから︑話を聞いて

慶太郎は戸棚からビラを手に取った︒それは︑慶太郎が最近手に

﹁とことん︑頑張るしかねわさ︒輝だって︑このん頑張っとる︒﹂

入れた謄写版という印刷機で印刷した︑私製の新聞のような宣伝物

かっていた︒船も政治に違いなかった︒

改進党派の秋田藤十郎をみていても︑政治は金だというのがよく分

いにくの時化で欠航となったため︑板垣は島に渡るのを諦め︑合同

七日に河原田の高橋元吉が新潟まで迎えに出ていたが︑八日があ

いた︒

随員に中野勇次郎︑龍野周一郎︑岩崎萬次郎︑齊藤珪次らを従えて

明治二十五年八月九日︑板垣退助は両津丸に乗って佐渡を訪れた︒

であった︒輝次が中心になって︑小学校の友達と執筆︑編集して出
していた︒﹃北漠通信﹂と題され︑越佐海峡を自分たちの力で渡る
ことの歴史的意義が強調されていた︒

星和はビラを受け取りながら︑また吃った︒

﹁一対五だもんなぁ︒それにやつらは︑大阪︑博多︑酒井︑函館ま
で手を広げとる︒資本ちゆうもんは︑こりやあ︑お化けだ︒﹂

これほど元気のない星和を見るのは珍しかった︒が︑慶太郎にし
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亜心雷皿

北一輝異聞蓮載小説第十一
第一部逆光の凪ぎ

両津丸の運航は︑機関手こそ島外の人だったが︑島民所有の船に

年からロシアが建設に取りかかったシベリア鉄道のウラジオストッ

を入れてほしいと要望もしている︒これは︑おそらく︑明治二十四

しかし同誌は︑度津丸と競争するようなことはせず︑日露貿易に力

津丸と違って︑朝飯を家で食べて乗船し︑新潟で昼食を食べられる

た︒港での客引きが始まった︒どちらかが乗船客に景品を用意する

上の熾烈さを増していった︒競争は運賃の値下げばかりではなかっ

翌二十五年が明けてからの越佐汽船会社との競争は︑昨年の秋以

クへの開通を想定しての話と思われる︒

ようになったのである︒それはスピードの違いであり︑一号度津丸

を競い合うようになった︒

と︑相手もそれを真似るようになった︒次には︑その景品の高価さ

まず︑一と月の運行数でみると︑両津丸が︑一月が七︑二月が

の平均経済速度が七〜八ノットだったのに対し︑両津丸は十ノット
両津丸と度津丸が同じ日に運航することはめったになかったが︑た

四号までの度津丸を投入しているからである︒これを運んだ往復の

十六︑三月が十九往復となっている︒これは越佐汽船会社が一号から

人員数で見てみると︑両津丸が︑一月が九十五人︑二月が百五十一

九︑三月が六往復だったのに対し︑度津丸は︑一月が十七︑二月が

ついに追い抜いたときには︑両津丸の船上はまるで祭りの騒ぎだっ

人︑三月が百八十七人に対し︑度津丸は︑一月が百七十六人︑二月

平行して走るころには甲板は乗客で満ちあふれた︒そして両津丸が

の乗客にあかんべえをした︒

まに海上で出会うことがあり︑度津丸を背後から追い上げてゆき︑

だった︒島から出てゆく人はそれほど多いわけではなかったから︑

を二食用意しなくて良くなったことも大きな魅力の一つだった︒度

島民がなにより有り難く感じたのは︑運賃の安さだったが︑弁当

かった︒

日本の将来への望みをいちばんにこの人に託したいとさえ書いた︒

︿冷眼子﹀は︑﹁星和の胆略﹂と題して星野和三次の快挙を褒め称え︑

明治二十五年一月二十五日の﹃北漠雑誌﹂五十一号掲載の漫評

郎

よる自分たちの独力航行という認識で︑島民を喜ばせずにはおかな

第五章蒸汽船︵二︶

芳

回

た︒ある者は近くの吐物用のバケツを叩き︑ある者は度津丸の船上
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川

…

中

イッに留学︒のちアサヒビール創業に技師として関わる︒

28

ても凌海は﹁雲井に登る道﹂を生涯忘れることはなかつ

五︑凌海はその間︑東京大学医学部の前身の医学所︑外
国人の教師の通訳︑医学書の翻訳をしたが︑明治九

凌海が医師として活躍したのは短かい期間であったが︑

の執刀をした︒愛知県立病院医︵通弁兼医学教師︶

の新薬すなわち沃顛︵ョ−ドカリ︶・硝酸銀︵ショウサ

名古屋大学医学部では︑その凌海の礎を高く評価し︑同

年︑オーストリア医師ローレンッ︑後藤新平らと名
古屋大学医学部を創設し︑日本人で最初の病理解剖

ンギン︶・吐酒石︵トシュセキ︶・規尼︵キニーネ︶・珊

大学医学部図書館ではその資料を多く保存している︒

しだら

る︒凌海を招いたのは蘭学医で︑村長山崎謙吾であった︒

郡在住の芦澤しま︵子宮外妊娠死︶の執刀解剖所見が残

六︑日本最初の凌海の病理解剖は明治九年四月︑愛知県設楽

芳樹が和文で書いてあるのも珍らしい︒近藤芳樹は日

号・﹁名古屋時代の司馬凌海﹂高橋昭など︒

参考文献吉村昭﹃梅の刺青﹄・﹁佐渡郷土文化﹂１２１

︵新潟県病院薬剤師会平成二十二年十月十六日︶

ではないかと言われる︒

大きい︒真野新町の近所の生田秀もこの塾で学び︑ド

を移入し︑ドイツ学を今日の隆盛にみちびいた功績は

訳独逸辞典﹄を出版した︒黎明期の日本にドイツ文化

塾﹁春風社﹂を開き︑日本で初の二万語におよぶ﹃和

四︑明治三年ころから︑東京下谷練塀町に︑ドイツ語の私

ねりくい

本語で最初の凌海の﹃和訳独逸辞典﹄にも協力したの

国学者・歌人として後に宮内省御用掛をつとめた近藤

の間ではたいへん好評を博したものであった︒序文は︑

の性状や効顕や用法などを書いてあり︑そのころ医者

多尼︵サンタニーネ︶・莫比︵モルヒネ︶・肝油︵カンユ︶

﹁七新薬﹂は上・中・下の三冊から成っていて︑七種類

○

三︑その語学力で︑ボンベの所蔵の書を解読し︑文久
二年︑二十四歳の時日本薬学史上に最初とも言
われる西洋の薬学解説書﹁七新薬﹂を刊行する︒

た

︿講演資料﹀

ｌ日本最初の﹃独和辞典﹂・西洋薬学解説書﹁七新薬菱
﹄刊行・日本最初の病理解剖

｜催譜助鱸典悪霊

を学ぶ︒祖父が幼時から集中力を身につけさせたこ
とがその人生に大きかった︒洋学への転身は︑私は
司馬遼太郎の﹁胡蝶の夢﹂とちがい︑江戸におけ
る宿根木の世界地図製作者柴田収蔵の影響と思う︒

山本修巳

材のため司馬遼太郎は来島している︒なお︑平成二十二

父の死去で帰島するが︑二十歳の時︑松本良順によば

松本良順︑関寛斎と共に島倉伊之助として登場する︒取

から約三年間﹁朝日新聞﹂に連載︶に︑三人の西洋医師︑

年に愛知県在住の司馬文学研究家合田盛文氏が﹃胡蝶

つき学び五年におよぶ︒長崎でオランダ語のほか︑英

れて長崎に行き︑長崎伝習所でオランダ医師ボンベに

一︑司馬凌海は︑司馬遼太郎の﹁胡蝶の夢﹄︵昭和五十一年

の夢﹄に凌海を中心に解説した﹃蘭医語学の天才
いる︒少年少女向けのよい本である︒

語︑ドイツ語︑フランス語︑中国語の五ヶ国語を身に

司馬凌海の生涯﹂︵佐渡市立中央図書館蔵︶を刊行して

二十五歳の自祝の短歌に﹁ひそまればたづもいもりにあ

ちの司馬亨太郎︶をもうけるが︑祖父の迎えで帰島︒

つけ︑辞書のない時代︑語学の天才とも言われた︒島

二︑司馬凌海は天保十年︵一八三九︶︑佐渡市真
野新町に生まれた︒誕生の屋敷跡は﹁真野農
協﹂の横の通りで︑四人兄弟の長男で︑幼名島
倉亥之助︒父母は両養子で祖父伊右衛門が江戸
に出て漢学︑囲碁などを学び凌海を薫陶した︒

などらる雲井に登る路なわすれそ﹂がある︒佐渡に帰っ

塾を除籍され︑長崎から近くの平戸へ︑そこで平戸藩
医岡口等伝方に身を寄せ等伝の娘と結婚し︑子︵の

ベの部屋でボンベの蔵書を無断で閲覧したことで松本

倉を司馬と変えたのも中国語の影響といわれる︒ボン

十二歳の時︑唐津藩の儒学者山田寛に学ぶが︑のち
松本良順︑佐藤泰然にオランダ語︑蘭学︑西洋医学
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存する菅江辞世碑の図に描き込まれた僧形の人物は鈴木重三氏の推
追善一たむけぐさ﹂に晋斎文邦なる絵師によって描かれた像は︑四

縦啄つ

咽のざ弓〜ノ

夢珍今〆

弓Ｊ九つや捗珍ぱめ﹄

ｆＩＩ

貢粋のｎ個

篭涯
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定のようにおそらく菅江の肖像だが︑後ろ姿︒十三回忌兼妻節松嫁々

角い顔に額やあごなどに丁寧に鞍が描き込まれてはいる︒しかし菊
丸の絵にしても晋斎文邦のそれにしても︑この北斎描く︑顔立ちの
には︑写実性の点で遠く及ばない︒その意味で︑狂歌史上貴重な一

特徴を捉え︑老いた後の柔らかいたるみのある表情を描き出した図

歌三の友︺﹄︵２２４１碑︶所収﹁さよしぐれ﹂は菅江二十三回忌に

図といえよう︒国立国会図書館所蔵の狂歌合の﹁摺本﹂の合綴言狂
寄せた人々の詠草らしいが︑これには北渓による菅江像が収められ
いだろうから︑北斎によるその像にならって描いたものではなかろ

る︒北渓の活躍期からすると生前の菅江を見知っていた可能性は低

掲載の許可をいただいた山本修巳様に感謝しつつ︑これにて不肖

うか︒

︵﹁浮世絵芸術五十年史﹂法政大学文学部日本文学科︶

の会員の責めを塞ぐ
山本修巳注

石井夏海貼交帳については﹁江戸と佐渡との文化交流資料相川石
井夏海貼交帳仮目録﹄︵﹁佐渡郷土文化﹂一○六号︶

学論叢﹄暉峻康隆編中央公論社︶

﹁石井夏海貼交帳からｌ馬琴・佳木・真醒﹂柴田光彦︵﹁近世文

辞世

執着のこ鱈ろや娑婆に残るらん

よし野のさくら更科の月菅江

裁函l!)翁蔦僚か工稽柴永

学会︵大会ではないが︶も︑近世文学会ではなく︑浮世絵学会だっ

たばかりの頃︒つまり私にとって最初に入会した学会も︑発表した

究会で発表することになった︒それが一九九九年︑博士課程に入っ

集や天明六年の豊国の若書きの話を浅野秀剛先生にしたところ︑研

うちにたまたま見つけた北斎が﹁俵屋宗理﹂号で入集している狂歌

しばらく足が遠のいていた時期もあったが︑狂歌の資料をあさる

込まれている︒

婆に残るらんよし野のさくら更科の月﹂を摺った一枚もともに貼り

されたものか︑この﹃貼交帖﹂には菅江の辞世﹁執着のこ透るや娑

や頬のたるみが描き込まれ︑晩年の姿を坊佛とさせる︒同時に板行

い線がふかく刻まれた菅江らしい顔に︑加齢による目の下や額の鞁

く﹁古今狂歌袋﹂︵天明七年刊︶などにも見える︑角張ってほうれ

とはいえ︑今に至るまで︑浮世絵に対して図像的なアプローチや

ずえのゆき﹂にも挿絵を寄せ︑七回忌に合わせて出された一画本狂

朱楽連の狂歌師赤松秀成を門下に擁し︑菅江の一周忌に出された﹃こ

菅江と北斎の個人的な交渉は具体的に知られないものの︑北斎は︑

出版史的なアプローチができない私は︑面白い資料があったら報告

て菅江の歌碑とともにその像を描くなど︑所縁が深い︒川面は︑菅

歌山︵やま︶満︵ま︶多山︵たやま︶﹂︵文化元年刊︶の絵を担当し

たのだ︒

する程度のことを地道にやるくらいの域を出られない︒それで今回

江門の諸連の中で︑隅田川東岸を拠点にした玉琴連の主要人物の一

あけ

も相変わらず︑何かないかと考えて思い出したのが︑北斎による朱

楽菅江の死絵︒北斎研究上は作例の一つというに過ぎない資料だが︑

やこどり﹂︵享和二年刊︶において賊文を草し︑同書の刊行におい

人︒春江亭梅麿が編んだ︑北斎描く隅田川周辺の名所狂歌絵本﹃み

らかんこう

江戸狂歌研究上では大物朱楽菅江の北斎による肖像画はそれなりの

て一定の役割を果たしたことが窺える︒この一枚摺が上木されたの

意義があるのでお許しいただきたい︒
○

がいつなのかは判らないが︑北斎の染筆は寛政十年とあるので︑菅

菅江の肖像を挙げれば︑生前には先に触れた﹁古今狂歌袋﹂の

江没後の肖像としてはもっとも早いものだろう︒

掲出の図は︑佐渡の狂歌師で︑﹁四方﹂側の名を継承した鹿都部
真顔に学んだ安潤堂平夏海の蔵書を引き継いだ当地の蔵書家山本家

前にやはり政演画﹃吾妻曲狂歌文庫﹂︵天明六年刊︶があるが︑こ

はりまぜちよう

マイクロフィルム︑ャ２１６１４︶︒朱楽菅江の特徴的な筆蹟であっ

の収蔵する﹁貼交帖﹂に収められた墨摺の一枚︵国文学研究資料館

で︑角張ったえらと突き出した額をとらえて鞁もない若々しい顔立

て板行された追善集﹁花のかたみ﹂に載せられた無款の肖像は横顔

ちを描いている︒一周忌追善集﹃こずえのゆき﹂には門人雛菊丸が

れはやや傭きかげんで顔立ちは窺いにくい︒没後三ヶ月の序を冠し

とある︒まさに菅江が亡くなった寛政十年十二月のうちに北斎が描

角張った顔立ちを描く︒前に触れた﹁山満多山﹂の関口龍隠庵に現

需独流北斎辰政敬写戊午臘月︹画狂人︺﹂﹁朱楽菅江肖像葛翁川面蔵﹂

いた肖像画を︑菅江門下の唯我堂宮戸川面が所持していて︑それを

た丸い﹁の﹂の字の中にその肖像を描いたもので︑﹁准南堂先生応

板行したものということになろうか︒生前の︑たとえば北尾政演描
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あけらかんこう

﹇６﹈

西尾蛙次郎卵佐渡金銀山南沢大疎水坑道について︑科学史
せいし

研究劉号︑１９５７年

阿部誠之当校正振矩術﹂︑１８１１年︵文化８︶

海野一隆書東洋地理学史研究日本編﹄︑精文堂︑２００５年

奥村正二薑火縄銃から黒船までｌ江戸時代技術史ｌ﹂︑岩

松崎利夫薑江戸時代の測量術﹂︑総合科学出版︑１９７９年

︵佐渡市出身柏崎市在住新潟産業大学教授︶

波書店︑１９７０年

の性格に気付いた次第だった︒当時聞いた記憶のある発表を学会の

としては発足初期の頃を見ているらしい︒

研究会記録でたどると︑第七回の一九九二年末︒意外にも︑研究会

会でお顔を存じ上げていた岩田秀行先生もいらしていて︑そこで会

た私にはこれが学術団体だという認識もなく︑浮世絵のことをもっ

国際浮世絵学会がかつて日本浮世絵協会だった頃︑たまたま美術

と知ってみたいというほどの軽い気持ちで行ってみたら︑別の研究
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館で目にした案内をたよりに私は入会した︒当時︑学部一年生だっ

ｌ化斎画未楽音正死陰

林ふみ子
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小
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門
戸
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けだ

と日ふ︒其行程数里︑当時
せいち

皆︑其不差を称ふ︒蓋し此
の道の精綴なるか﹂とある︒

土田は静野に追手流算術と
︵土田勘兵衛と追手流算術

いうものを教えたのである︒

に関してはこれ以上判らな
い︒︶したがって

金沢清左衛門←金沢刑
部左衛門←土田勘兵衛
←静野与右衛門︑

部左衛門←樋口あるい

金沢清左衛門←金沢刑

親子(1625‑1684)

幕府大
目付北条氏長」
(i6052.iml657江戸図作成を命ずる
（
?
‑
?
）
↓

は門弟たち←土田勘兵
衛←静野与右衛門

のルートで羅針盤が伝わっ
たと考えられる︒下図参照︒
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︵３︶北条氏長︵１６０９︲

絵図から日本全図である﹃正保日本図﹂︵１６５１︶を編纂し︑幕

府に献上した︒北条氏長の測量術は長い航海を無事乗り切るための

スペイン︑ポルトガル船が航海で使った海図であり︑海上部分にい

海図ポルトラーノ方式である︒これは脂世紀に日本に渡航していた

くつかの羅針盤が描かれ︑そこから伸びる塊の方位線が網の目のよ

うに交錯している︒航海者は羅針盤を頼りにこれらの方位線をた

日本ではこれを﹁加留多﹂とよんだ︒１６５７年︵明暦３︶１月の

どって必要な航路を選んだ︵海野﹇８︐ｐ・３３２﹈︶︒江戸時代の

江戸大火の後︑幕府は大目付の北条氏長に︑復興のために江戸実測

した金沢清左衛門を登用し事業にあたった︒その成果として﹃寛文

図の作成と区画整理を命じた︒その際氏長は︑西洋流測量術に熟達

江戸図﹂︵１６５７︶が出版された︒この江戸図はポルトラーノ方

式である︒氏長の末子北条氏如︵１６６６︲１７２７︶は佐渡奉行

人として松宮俊価︵ｌ６８６ｌｌ７８０︶が同行した︒松宮は測地

としつぐ

として１７１６年４月に相川へ入って３年勤務した︒このとき用

航海を述べた著名な﹁分度余術﹂︵１７２８︶を出版した︒幕府の

大目付氏長の子息氏如は佐渡奉行になったが︑それ以前に氏長は佐

渡奉行の曾根吉正や荻原重秀と関わりがあった可能性がある︒した

金沢清左衛門←北条氏長←曾根吉正←土田勘兵衛←静野与右衛門︑

がって

金沢清左衛門←北条氏長←荻原重秀←静野与右衛門

のルートで羅針盤が伝わったことが考えられる︒これは江戸幕府が

茄万両を投資して計画的にこれらの人材を使って南沢疎水坑の測量︑

掘削を行ったことを意味する︒
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１６７０︶は刑部左衛門
の門弟である︒正保元年
︵１６４４︶幕府は諸国に

命じて国絵図を作成し提出
させた︒この時︑氏長は国

佐渡奉行曾根吉正一→…→佐渡奉行萩原重秀一＞・・・→佐渡奉行北条氏如
(1670‑1680佐渡奉行)(1658‑1713)(1666‑1727)

土田勘兵衛一静野与右衛門

↓言讓舗の間）↓琵騨師

親子

海で用いられた︒これは明暦年間︵ｌ６５５ｌ１６５７︶に金沢清

箇所は西尾氏の誤りである︶

鉱山図は何れも現今東京帝国大学工学部の所蔵に帰せり︒﹂︵Ｉの

３．樋口権右衛門の孫弟子の金沢清左衛門と静野与右衛門

左衛門が発明したと伝えられている︒
日本のクリノメーター︵＆目冒２国︑地層の走行・傾斜を測る道具︶

は︑金沢清左衛門の逆羅針盤を振矩師︵鉱山の測量師︶が用いこれ

︵１︶樋口権右衛門︵１６０１１１６８３︶は小林謙貞︵義信︶

量術の航海測量術と紅毛︵オランダ︶流測量術を学んだ︒江戸初期

ともいわれる︒樋口は１６４０年前後に南蛮︵ポルトガル︶流測

が前身らしい﹇２﹈︒

与右衛門は１６９０年に佐渡奉行荻原重秀のもとで振矩師とし

︵２︶静野与右衛門の羅針盤

﹃世界万国地球図﹂︵１７０８︶を著した︒また天文家でもあり西

の測量術は樋口から始まったといわれ西洋式測量術の開祖である︒

洋天文学︑地球物理学を内容とした﹃二儀略説﹂︵１６６７︶を著

て雇われ︑１６９１年から１６９６年にかけて南沢疎水坑の掘削
な羅針盤を作った︒これを用いて与右衛門は彼の独創と思われる６

した︒樋口には建部賢弘︵ｌ６６４ｌｌ７３９︑世界的な数学者︶

の測量のために方位を４８０度に分けた東西の表示が逆の高精度
面掘りの測量を完壁に行った︒南沢疎水坑とは佐渡金銀山坑内の採

等多数の一流の門弟がいる︒金沢刑部左衛門は金沢清左衛門の父で

１１６９０︶︑土田勘兵衛︵？︲？︶︑西川如見︵ｌ６４８ｌｌ７２４︶

︲？︶︑向井元成︵？︲１７２７︶︑盾玄琢︵？︲？︶︑島谷市左衛門︵？

をはじめ︑村井昌弘︵１６９３︲１７５９︶︑金沢刑部左衛門︵？

せいし

掘のときに出る湧き水を日本海へ流すための排水坑道である︒
前項左下図は佐渡の測地学者阿部誠之﹁校正振矩術﹂︵１８１１︶

西尾蛙次郎﹇２﹈は静野の羅針盤を次のように解説している︒﹁此

ある︒この時期に樋口の西洋測量術が急速に多くの門弟達に広く伝

にある与右衛門の制作した羅針盤である︒

工事設計の為に尽力せし振矩師は其名を静野与右衛門と称す︒同人

わり︑日本の測量術の飛躍があったことが判る︒

孔ある平板は羅盤の附属物にして︑中央の細線は羅針に符合せしめ︑

する状方今の羅盤に於けると同一に東西を逆置せることなり︒円

化８︶︶は︑静野から後の鉱山に関する測量術を述べている︒この

渡相川志︶︒佐渡の測地学者阿部誠之﹃校正振矩術﹂︵１８１１︵文

月に佐渡相川に来た︒土田勘兵衛はその用人として同行してきた︵佐

︵２︶曾根吉正は小姓組番士から佐渡奉行になり︑１６７０年５

の使用したる羅盤を見るに︑全円を四百八十度に分ち︑尚一度を十

其の外方に於て羅盤の外輪の度数を詳読せんが為に設けたるものな

と日ふ︒土田勘兵衛と云ふ者より追手流の算術を学ぶ云々︑此道に

序文に﹁元禄年中︑静野氏なる者当時振矩師静野与右ェ門︑後一昌

分に区分せり︒且つ吾人が最も興味を感ずるは︑其の東及西を記載

り︒傾斜計は一尺角にして各辺を寸に大分し︑又之を分に小分せり︒

精しき故︑舗中の水引きに使ひ地中より海に送る︒俗に之を水道

せいし

当時測量の如何に進歩せるやは此大工事を完成せしにても察知すべ
く︑尚当時の鉱山図を見れば︑益々明瞭なりとす︒此羅盤傾斜計及
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ような観点から静野の羅針盤の研究は重要である︒

地方振興も兼ね世界遺産登録のため資料作りが行われている︒この

堀口俊二

金沢清左衛門の羅針盤と静野与右 衛門の羅針盤

静野与右衛門︵？︲１７３９？︶は江戸前期の算術師︵林鶴一﹇４﹈︶

静野与右衛門︵？︲１７４４？︶の羅針盤の共通点

２．金沢清左衛門︵１６２５１１６８４︶の羅針盤と

︵１︶金沢清左衛門の羅針盤

水トンネルを掘るために精密な東西が逆の独特な航海用の羅針盤を

振矩師Ｔ測量帥︶である︒静野は佐渡金山の南沢疎水坑という排

愛媛県越智郡上島町にある八幡神社の拝殿の天井に羅針盤がある
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作り測量を行った︒この疎水坑は世界でも類を見ない６面掘りであ

この羅針盤は︑方位が十二支に従って︑子︵北︶︑卯︵東︶︑午︵南︶

に向けておけ

・つま

り︑静野の考案であるといわれている︒静野はこの測量を完壁に行

酉︵西︶と記されているが︑卯︵東︶と酉︵西︶が逆になっている

ば︑﹁針の示す

八幡神社の羅針盤

﹄つ

い後世に名を残し︑日本鉱山史に必ず登場する︒一方静野より先に

日本独特の逆針の航海用の羅針盤である︒この逆羅針盤の子︵北︶

か不明であった︵奥村﹇皿﹈︑１９７０︶︒ところが和算の測量方面

方向﹂が﹁船

篭

ね

金沢清左衛門︵１６２５︲１６８４︶が航海用の東西が逆の羅針盤

を船首と同じ

から調べると︑金沢と静野は共に西洋測量術の開祖樋口権右衛門の

の進路﹂とな

霧

上︲｜り

されたのである︒しかし今日までこれがどのようにして伝わったの

を発明していた︒金沢の羅針盤が岡に上がりトンネルの測量に応用

孫弟子であることが判り︑この繋がりに関連して伝わったことを考

るのでこれを
読み取ればよ

尚

I

察する︵§３︶︒§２は金沢清左衛門の羅針盤と静野与右衛門の羅
佐渡金銀山は江戸幕府の財政を支え︑多数のトップクラスの人材
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針盤を説明する︒
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○村にとっての検地・土地所有の思想

あとがき

室町時代︑佐渡において﹁村殿﹂﹁殿原﹂などと呼ばれた

︵帳箱の中の江戸時代史田中圭二

○波多熊野権現祭礼覚書︵地方史研究佐渡特集山本仁︶

○館と村と百姓︵新潟県史中世編山本仁︶

ていた︒こうした在地土豪層の成立ならびにその変質過程を

階層的には下級の農侍たちは︑各地の城館趾において活躍し

概観してきた︒これらの人たちは︑農民の中から生まれ︑や

○佐渡が島における中世城館地︵日本城郭史論叢山本仁︶
○佐渡の中世城館の概観︵新潟県中世城館地調査報告書山本仁︶

○佐渡における室町期の城郭系譜︵城郭史研究二山本仁︶

間に歩んできたことがわかる︒

がて武士化し︑終結的にはまた農民にもどるという道を長い

れたのは田中圭一さんであった︒

佐渡における室町時代の村殿・殿原の問題を最初に提起さ

○近世初頭における上層農民の系譜︵佐渡史学七山本仁︶
○東浜海岸の村の小山城をどうみるか

︵天領ゼミ報告書旧山本仁︶

その後︑田中さんはさらに問題の幅を広げ追求されるよう

︵参考論文佐渡史学第一集佐渡博物館報第二集参照︶

になり︑各村方文書によって近世農村構造について何冊かの

○佐渡における中世城館趾研究の現状

︵かみくいむし九山本仁︶

本にまとめられ︑殿原体制論を展開された︒

本稿では田中さんの説に従いながらも︑日本歴史の時空的

○村殿の城ｌ佐渡の中世城館趾の一つの性格︵頚城四山本仁︶

○戦国期の城郭と地侍層の成立︵歴史研究岨山本仁︶

出して佐渡の在地土豪の展開について述べようとしたもので

系列の中の論を元にし︑その中から佐渡の史料を若干取り

○中世城趾の研究︵地方史研究１３６山本仁︶
○近世佐渡国仲の祭礼と長百姓︵日本海文化史研究岨高牧実︶

今回の私の説明の不十分な点を補っていただくために終り

○武士団と村落豊田武著︵吉川弘文館刊︶

の方に﹁参考史料︵文献こを挙げたがこれらを参考にして

ある︒

○中世内乱期の社会と民衆永原慶二著︵吉川弘文館刊︶

○日本荘園史概説安田元久著︵吉川弘文館刊︶
○中世惣村史の構造黒田弘子著︵吉川弘文館刊︶

いただければ幸いである︒

︵佐渡博物館長佐渡史学会会長真野新町︶
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︒同年九月︑関ヶ原の合戦おこり上杉氏は徳川家康によって

小国米沢へ移封された︒︵この時河村も家康の怒りを買い︑

側村殿・殿原←中使・殿原←村方三役⁝変化の概観

米沢に移された︒しかし佐渡鉱山経営の関係もあってか︑

翌年許されて佐渡に帰り︑徳川氏の代官となっている︒︶

・天正十七年︵一五八九︶六月︑これまで全島の地域を分轄

支配してきた佐渡の地頭・村殿たちは︑上杉氏によって加

ころから敦賀の商人田中清六︵後河村と共に佐渡の初代四

・徳川家康は佐渡国を手に入れるため︑すでに慶長四︑五年

○地頭たちの運命

・上杉氏に味方して上杉家臣となったもの︵沢根・潟上︶

・慶長五年五月︑田中清六は家康の命で上杉氏から佐渡を受

奉行の一人︶に命じて佐渡を視察させている︒

地子得分︵領地の小作料︶を取り上げられすべて姿を消した︒

・戦場となり戦死・処刑されたもの︵河原田・羽茂・赤泊︶

けとる命をうけ︑佐渡に渡る︒当時︑佐渡を総支配してい

・戦いに参加せず降参し︑越後に渡ったもの︵雑太・吉岡・
久知︶︵雑太・吉岡は地元に娘が残り婿をとり︑江戸時代︑

たのは河原田城にいた上杉代官河村彦左衛門と椎野与一で

○殿原の変質

したという︒︵こうして佐渡は徳川氏領Ⅱ天領となるので

した︒こうして椎野は河村に攻められ子供たちと共に討死

後になり河村は応じることになり︑椎野はあくまでも反対

あった︒最初は二人と共田中の申し出を否定していたが︑

佐渡奉行所の役人となっている︒︶

・同年八月より佐渡は上杉領となり︑主要地に上杉代官が配

ある︒江戸時代寛文四年︵一六六四︶︑中使・殿原体制が

・初め越後へ渡るが︑後︑他国大名に従うもの︵梅津︶等︒

江山城の家臣︶であったという︒村方の直接支配は殿原衆

置され︑島内の支配に当たる︒代官頭は河村彦左衛門︵直

廃止され︑名主・組頭体制に変わる︒︶

○中世的土地所有の崩壊過程︵佐渡史学一

○垣ノ内村落︵佐渡の歴史地理

田中圭二

田中圭二

田中圭二

田中圭ご

○戦国期末期の村︵天領佐渡川

○室町時代における佐渡の農村構造︵佐渡博物館報２

﹁参考史料・文献﹂

が当たる︒

・慶長三年︵一五九八︶一月︑越後・佐渡などの大守上杉氏

は︑豊臣秀吉の命で会津へ国替えとなる︒この際︑佐渡代
のため佐渡に残る︒中使︑殿原体制は続けられる︒

官九人の内八人は会津へ移り︑代官頭河村だけが佐渡支配
・慶長五年︵一六○○︶︑河村彦左衛門は佐渡の水田検地を
行い︑年貢改めを実施した︒
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ここに中世的村支配体制︵中使・殿原体制︶から奉行所の
だい

らであった︒役給も支払われた︒

○百姓代

頭の仕事の監視などに当った︒平百姓でも大高持の人たちである︒

脇百姓ともいわれ︑平百姓の代表者として組の中から選ばれ︑組

支配しやすい体制としての近世的村が佐渡にもようやく成立
したことになったといえよう︒

あったが︑やがて一族の中から器量のある者が選ばれ︑惣

統轄する統領︶として任命された地頭は︑惣領家の嫡男で

○鎌倉時代の初期︑武士団の家父長制大家族の惣領︵一族を

川武士層の展開

終りに︵まとめとして︶

姓代は無給であった︒

組に一人ないし二・三人の場合があったようだ︒村役の中では百

◆註
○肝煎安土・桃山時代郷村の農民代表者として村政を差配した村
の長︒領主支配の代行者︒世話役の意という︒江戸時代に入ると
名主︵主として関東方面︶・庄屋︵主として関西方面︶と並んで
村の代表者として使われた︒一村一名︵大村では二名の場合もあっ

た︒︶給与は村民から集められた年貢の中から与えられたという︒

江戸時代の村方三役
ないし

○名主︵関西方面では庄屋︶

領とされた︒やがて鎌倉期末になると一族拡大のため知行

結成し領国拡大︵農村支配︶活動した︒

けにん

中世末期に成長してきた﹁名﹂は中世末からその体制を崩して︑

地を一族や家人に分轄し︵庶子家︶地頭とした︒

みよう

とめられた地域︵村︶は監督者として肝入という役を置いた︒こ

農民を村︵郷村︶ぐるみ支配する様式を作り出した︒こうしてま

分領知行を得た小地頭︵庶子分轄地頭︶たちは一族郎党を

の役職は江戸時代にも受けっがれ長百姓の代表者が︑いわゆる村

②地侍層の増加

ないし

方三役の最上位の名主職として村の直接経営に当たった︒お上

江戸時代にはそれぞれの村の中はいくつかの組に分けられ︑この

いった︒

頭など︶はそれぞれ一族︑家人︵地侍︶たちを増加させて

は弱まっていった︒独立した地頭たち︵三分一︑七分一地

を得て︑知行地を独占領有し︑惣領の一族統領という制度

○南北朝戦乱期を経て小地頭たちは惣領から独立し︑安堵状

くみがしら

からは名主給を与えられていた︒

組が地方組織の末端機構に位置づけられた︒組には組頭が置かれ︑

○組頭

組内の統轄に当たった︒組頭として組内で選ばれたのは長百姓か
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きもいり

つて村の寄合を指導した人たちでもある︒

たのが﹁肝入︵煎匡という農民代表者であった︒彼らはか
︵﹁肝煎﹂の語はすでに十六世紀末ころ︵豊臣時代Ⅱ文禄年

ないし

︵一六六四︶にようやく﹁中使﹂の名称は排され﹁名主﹂の名称

が用いられるようになっている︒

え閉鎖するに至ったといわれる︒佐渡全島が不景気に陥った︒

なり︑例えば寛文三年︵一六六三︶には主要だった割間歩さ

十七世紀半ばころになると佐渡鉱山の衰退が目立つように

側中使制廃止︵村方三役制へ︶

天正十七年︑佐渡から逃がれて能登に渡ったという羽茂殿

役人も相川町民も島内農村も生活の困窮を極めた︒奉行所は

も使われている所があったようだ︒︶

間︶には大坂河内国では使われており︑北陸や奥羽あたりで

つとめていることが系図にみられる︒

口を出さなかった奉行所であったが︑ここに中使制の不都合

これまで︑村の諸事の運営は中使︑殿原たちに任せられ︑

てきた中使殿原たちであった︒

この新開計画に反対したのは︑その村の支配的立場を保っ

新開により︑この困窮から脱しようと考える︒

の子供は奥能登北方村に移ると︵前田氏領︶代々村の肝煎を

越後・佐渡では︑上杉景勝の支配下に入ったころで︑肝入
の語は使わず﹁中使︵ちゅうじ︶﹂と呼ばれる村の世話役が

例えば佐渡では︑慶長五年︵一六○○︶︑上杉の佐渡代官

を感じその廃止を考えざるを得なくなった︒たまたま八幡︵国

置かれるようになった︒かつての殿原衆の代表者である︒

合いで行われており﹁中使検地﹂などとも呼ばれている︒︵検

河村氏によって行われた検地︵水田検地︶は村々の中使が立

の上杉氏以来の永代中使をつとめてきた人の特権をとり上げ

の堤︶を作った奉行所留守居役は︑これに反対する四日町村

府川沿いの地域︶に新田開発を計画し︑八幡堤︵佐渡高校裏

村々の行政は上杉氏代官のもとで︑中使を中心とした殿原

地の結果は帳面として各村に中使宛に交付されている︒︶

百姓たちの合議制によって江戸時代初期まで続けられたと

︵旧殿原たち︶たちが選んだ村の代表者を名主として認める

ないし

た︒そしてこれを機に奉行所は中使職を廃し︑新しく長百姓

という形を作り上げた︒寛文四年二六六四︶のことという︒

い言っ︒

○越後では慶長三年上杉氏会津移封によって﹁中使﹂は排され︑﹁肝

機関としての村方役人が成立する︒

これより︑村方三役︵名主・組頭・百姓代︶という上意下達

◆註
煎﹂という名称に替ったといわれる︒

○佐渡では江戸時代初期まで中使の制度は変わらず︑寛文四年
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乱がおきている︒

展するようにもなる︒佐渡でも天正五年︑越後上杉氏への反
こうした惣村指導層Ⅱ在地土豪︵地頭・村殿︶たちは︑神

前において村綻を定め︑年貢の貢納仕方や水利権の確保︑神
社の祭礼の行い方などはじめ︑徒に背いた村民の処罰までも
行うという立場をもつに至っている︒

このように形を変えて惣的結合という独立した村は︑江戸

三︑殿原層の変質︵近世的体制へ︶
川上杉氏の佐渡支配

天正十七年︵一五八九︶上杉景勝の佐渡攻めにより︑八月

より佐渡は上杉領となった︒

佐渡の地頭と呼ばれた武士たちは戦死したり︑国︵佐渡・

越後︶外に逃がれたりし︑城地は取り上げられた︒その下に

時代には﹁郷村﹂︵人字︶と呼ばれるようになる︒

れ︑支配地もなくなり︑百姓となった︒この時点で佐渡には

あった村殿は村に残ることは許されたが︑城地は取り上げら

○﹁天正十八年寅︑越後代官四人衆︑仰せ出され候は︑国中詰所に

﹁上矢馳土屋家文書﹂に︑

◆註

百姓たちが村を支配することになった︒

殿様と呼ばれた人たちはいなくなり︑村殿に仕えていた殿原

◆註
一枚︑久知郷城腰村の三国家に文禄六年三月十三日付のものがあ

○佐渡には中世の寄合に関する文書はほとんど残っていない︒ただ

る︒およその内容は︑次のようなもの︒

﹁この度︑なた銭一丁に定めました︒このように決めた以上︑こ

て城︑郭跡︑堀川を埋め︑城跡︑陣屋等を百姓に下され候に付き︑

れ以後少しも増米のないようにします︒このように決めました以
上誰もがこれを破ったり︑異論を唱えたりする者が出たら四十人

堀城跡百姓共分地致し開発︑田・畑・屋敷などに致し申候﹂とある︒

あいさつ中使︿押印﹀﹂

③上杉領下の村役人

の百姓衆はその者をうらむことにします︒

というようなものである︒村徒の一つである︒

豊臣秀吉の兵農分離策によって一般的には武士は城下に集

められ︑村には農民や多くの庶民しか残らなかった︒こうし

・なた銭一丁とはどれくらいの金額か︒

・文禄六年は実は慶長二年︵一五九七︶である︒

て﹁名﹂体制は崩れ︑新しく編成された村︵郷村︶が誕生し

た︒このような時︑領主の支配代行者として各農村を差配し

・四十人の百姓衆とあるが三十五人の百姓が四段に亘って署
名︵略印︶している︒︵ふしぎな文書でもある︒︶
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三番斉藤民郎斉藤藤右衛門

二番角屋新右衛門石川甚左衛門

で当たっているが︑いざ合戦となると鍬や鎌を棄て︑刀や槍

日常は農耕に励み︑番頭とも呼ばれ︑地頭佃の管理にも当番

彼らはそれぞれ名主として耕作地を経営し︵下人ももつ︶︑

みようしゅ

四番川上蔵人川上式部

ちの有力者を中心に︑領主からの独立をしようとする運きが

こうした動きの経過を経て室町時代に入ると︑荘内の集落

これを﹁惣荘﹂と呼んでいる︒

を自治的に行おうとする運動であった︒南北朝あたりには︑

初期のころは荘民全体が集まる︵寄合︶形で︑領内の経営

起きてきた︒

鎌倉時代も後半になったころから荘園内の荘民︵農民︶た

側寄合︵惣的結合︶

よりあい

武士層であった︒

を持って村殿の統率のもとに地頭の城に馳せ参じ戦う農兵的

五番河上五郎兵衛川上九郎左衛門
六番井上七郎左衛門曽我三郎左衛門
七番立野三郎左衛門法銭将下
八番野際九郎左衛門野際三郎左衛門
九番井上藤内左衛門池野左京
十番後藤四郎左衛門後藤将監
○牛込城の殿原︵高橋利右衛門家文書︶

村殿高橋利右衛門
殿原一番番頭矢部物右衛門︵左︶
二番〃曽我三郎左衛門︵右︶

三番〃中務︵左︶

まれてきた︒これを﹁惣村﹂と呼んだ︒

の総連合となり︑遂には戦国大名にさえ抗する一摸にまで発

農民たちの結合は﹁村﹂︵本名十脇名十本在家十脇在家︶

たのが有力名主たちであった︒

惣村の中には︑年寄・乙名︑宿老などと呼ぶ年齢別寄合や︑

おとな

はそれぞれ独立して集落ごとに寄合をもって自治する村が生

四番〃本間雅楽︵右︶
五番〃川崎兵庫︵左︶

地主・地下作人などの階層的寄合の形も行われるようになっ

うた

六番〃掃部︵右︶
七番〃式部︵右︶

たようだ︒いずれにしても︑それら寄合の指導的立場に立っ

斉藤︵左︶清左衛門︵右︶

他本間助左衛門︵左︶二郎左衛門︵右︶
藤内左衛門︵左︶宇治源右衛門︵右︶

藤右衛門︵左︶忠右衛門︵右︶
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たようである︒

①村殿

佐渡では﹁村殿﹂という語をよく使うが︑記録の中にこの
語がみられる例は少ない︒江戸時代のものであるが︑
○北方殿の家老の家柄という﹁大屋家文書﹂に︑

﹁北方村︑先年村殿様御意成され候は︑此の山に城仕立

申候間︵中略︶蛭河内に城御仕立成され候︒弘治二年五
月にて候︒︵後略と︵カタカナをひらがなで記した︶と
あるのがその一例である︒
﹁村殿﹂の語は佐渡で使われるだけではないようだ︒

○例えば︑越中国五箇山の﹁高桑家文書﹂の中にも︑

○﹁鮎川氏から色部氏に宛てた血判起証文﹂の中に上・下二段に分

けられ十五名の家臣が記されているが︑上段には前述の桃川・飯

れる︒この下段の﹁殿付﹂の家臣が﹁殿原﹂に当たる人たちであ

岡殿などが記され︑下段には田中殿︑布施殿︑小島殿などがみら

ろうか︒︵﹁新潟県史﹂︶

②﹁殿原﹂層

殿原という語は一般的には高貴な男子︑または男子の敬称

社寺などに属する郎徒を指すようになったという︒

として用いられた語といわれるが︑中世には武士︵豪族︶や

荘園における地位は︑荘園領主ｌ荘官ｌ荘民と大別される
位に位置したという︒

佐渡では先述の﹁久知給分帳﹂にみられる︒村殿﹁羽生雅

中で︑殿原は荘民の範蠕に属するといわれ︑その中では最上

楽﹂の下に久知郷内の村々に居住する三十九名の殿原の名が

﹁文正・応仁の乱まで︑此越中五箇山︑赤尾谷東西十三

氏は八か村を分領し新屋村に居住せり︒魚洲氏は四か村

載り︑また﹁畑熊野神社祭礼法式﹂の中にも雑太地頭のもと

か村の領主三人有り︒広瀬・魚洲・高桑と言えり︒平瀬

住せり︒故に諸入その徳を仰いで三村殿と言えり⁝・﹂︵カ

を領し西尾谷に住せり︒高桑氏は二か村を領して深谷に

に畑本郷・畑方両村の二十三名の殿原の名が載る︒

かみられるが︑次に二つの例だけ挙げておこう︒

小さな村殿の下にも殿原の名前の載る史料は佐渡にも何例

タカナをひらがなで記した︶とみえる︒
越後の例では村殿については次のようなものがみられる︒

◆註

殿原一番吉井弾正左馬帯刀

村殿本間青木守

○青木城の殿原︵本間市郎左エ門家文書︶

に﹁殿﹂の字のついた家臣の名が多くみられる︒このように﹁殿﹂

○﹁色部氏年中行事﹂の中には︑桃川殿とか飯岡殿など︑村名の下

付されて呼ばれている家臣は村の支配者︵村殿︶であろう︒
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を建て住まい︑また本家の屋敷の外でも小屋を建てて住まわせて

の被官︵家臣︶となる者も増えてくる︒

いに出る農兵的武士たちも出︑大きな城の城主︵地頭たち︶

農民の武士化Ⅱ在地豪族の発生である︒

家事・軍事の雑役や耕作の補助に使われた︒主家の屋敷内に小屋

もらっていた︒

て︑荘園領主や地頭たちによって台地上の沢地帯や台地末端

鎌倉時代後半ころから南北朝時代ころ︵十四世紀︶にかけ

一三五二佐渡の本間貞忠という人が得た地頭職は︑﹁泉保．

とまった地域ではなかった︒例えば︑南北朝︵観応二年︑

地頭職を安堵された者たちの知行地は最初は一か所にま

側農民の武士化︵村殿と殿原︶

の扇状地帯の水田開発が進められた︒﹁名﹂の農民の水田も

じく︵康暦二年︑一三六○︶本間直泰が与えられた安堵地は︑

新宮保・金丸郷・宇津尾保・青木郷﹂の地であり︑また︑同

③﹁名﹂﹁在家﹂の変化

辺に新しい﹁名﹂が分出された︒元になった名を﹁本名﹂と

地頭たちは︑このような各地域に散在する支配領の年貢収

と分散した地域であった︒

﹁宮浦保寺田半分・新保保三分の二・久知郷三分の二﹂など

増加し︑一族や下人らの家族の人口も多くなり︑﹁名﹂の周
いい︑分出した新名を﹁脇名﹂という︒
﹁在家﹂にしても同様な動きがおきる︒﹁本在家﹂﹁脇在家﹂

それぞれの二重構造が生じてくる︒前述したところである︒

配置しなければならなかった︒この領主支配の代行者が後に

集などのために︑それぞれの地に土地の有力者を代官として

武力をもち始め︑独立して一族を形成し︑幕府や領主に抵

族︵地侍︶たちである︒

村殿とかその家臣としての殿原と呼ばれるようになる在地豪

このように成長した﹁大名主﹂や﹁大在家主﹂の中には︑

悪党と呼んでいる︒例えば南北朝に活躍した楠木氏などで

抗するものさえ現われる︒︵幕府はこのような武士たちを

また︑幕府から安堵状︵土地領有権認可書︶をもらい地頭

水田のまだ余り開かれなかった海辺の村々︵畠と海稼ぎ︶

は一村に一人の村殿︵十人前後の殿原︶がいたようである︒

この時代には郷村が成立している時代であり︑国仲地域で

室町時代の村殿の例をみよう︒

と名乗り何か所の土地を所有する在地豪族︵個人︶化する者

では水田が少し開けた村を中心に数か村を受けもつ村殿がい

ある︒︶

に任せ専門武士化したり︑農に住持しながら武器を以って戦

も生まれる︒名主・在家主たちの中にも農地耕作を下人たち
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二︑武士階層の展開

分轄︑譲渡されたので︑半分地頭︑三分一地頭︑七分一地頭

三大権限

などとも呼ばれているという︒
しき

○地頭職︵権限︶

◆註

・下地︵領地︶管理権

荘園の一荘官に過ぎなかった地頭は鎌倉幕府の成立によっ

仙惣領地頭と庶子家地頭
てその地位を公認され︑荘園領主と並ぶ地位から︑さらにそ

・徴税権

・警察権

ていノ︑︒

れを抜きん出て独立した荘園領主をおびやかす地位に変化し

関東の荘園では本来︑開発領主としてこれに類似した権限をもっ

○本補地頭

家族を統轄する惣領︵本家︶の嫡男であったが︑やがて一族

ており︑本領安堵の地頭とされた︒本領課役の他に反別五升の兵

鎌倉幕府初期の地頭︵開発領主Ⅱ本補地頭︶は家父長制大
の器量人が惣領として任命されるようになる︒これを惣領地

糧米を与えられた︒

た︒すなわち︑幕府の没収地の地頭で得分には関係なく田畑十一

承久の乱後に設けられた新しい地頭で︑新補律法により任命され

○新補地頭

頭と呼んでいる︒

承久の乱︵一二二二によって没官領︵幕府が取り上げた
人たちが地頭︵新補地頭︶として任命され︑全国各地に地頭

町別一町の給田畑︑反別五升の加懲米をもらった︒

領︶が増えると︑それらの地に新たに開発領主でもない御家
が配され多くの地頭職︵地頭の権限をもつ者︶が増えていった︒

武士の従者で武士団の主従関係をあらわす︒小武士団の主人は上

○郎党︵郎徒︶

と各地に点在していた︒そこで︑それら分かれた地域の統轄

は郎徒の人数で決まる︒

級武士の郎党であると共に︑自らも郎徒をもつ︒武士団の大きさ

これら地頭の知行地は一か所にかたまった場所でなく点々

りこむ︒

のため各地頭は知行地に一族や郎党を地頭代官として送

一種の隷属者で︑平安時代から使われている︒鎌倉から室町時代

○下人

には雑人と呼ばれ︑荘園荘官や地頭などの財産とみられ︑主家の

地頭代官たちは自らの一族︑郎党を増やし︑惣領家から独
の前半のことである︒この新小地頭を庶子地頭︵惣領の地を

立した新しい地頭が増えていく︒鎌倉時代末期から南北朝期

12

室町時代初期︑雑太から分かれたと思われる本間一族の吉

②﹁吉住地頭譲状﹂︵利済庵文書︶
住地頭の讓状である︒

応永二十一年︵一四一四︶のもの︒

国初代本間山城道正から後家︵尼妙義︶へ

︵下人に耕作させている︶

○地頭直接経営田﹁吉住の椿の下の宮田﹂
○下人︵在家︶経営﹁椿の釜一具﹂
︵鉄釜で製塩に使われている︶

で食事の名を報ずる︑美少年僧︶

田後家︵禅宗利済庵創設︶から清雲喝色へ︵喝色Ⅱ禅宗寺院
永享十年︵一四三八︶のもの︒

︵佃田である︶

○後家直接経営田﹁城ノ下の早稲田﹂
﹁十二の下の苗代﹂

︵下人に耕作させている︶

・製塩は在家の薗の中で行われたものであろうこと︒

・地頭や寺院が多くの在家農民をかかえていたこと⁝などで
ある︒

○﹁竹田村慶長検地帳﹂︵水田しか載らない︒︶

◆註

慶長五年︵一六○○︶︑上杉氏代官河村彦左衛門によって佐渡一

国村々の水田検地が行われ︑その際の帳面が今島内に約三十冊が

残されている︒ここでは雑太地頭の本拠地であった竹田村の検地

・屋敷助右衛門︵中使︶

帳から﹁屋敷﹂地名︵水田︶をみよう︒

・屋敷の内甚九郎︑与市左衛門︑左衛門四郎︑兵衛五郎

・下屋敷源左衛門

︵他に﹁屋敷﹂に関連ある﹁堀内﹂﹁垣内﹂﹁稲場﹂﹁畑田﹂な
どがみられる︒︶

﹁屋敷﹂関係地名六筆︵水田︶

さらにこれより後︑江戸時代中ころに行われた荻原奉行による

元禄検地帳と比べてみると︑﹁竹田村元禄検地帳﹂︵元禄七年︑

﹁屋敷﹂地名︵九筆︶︑内

一六九四︶においては︑

○下人の経営﹁番田の屋敷﹂︵在家宅地︶
﹁田千束苅り地子︵小作料︶二貫文﹂

敷ノ頭﹂︵一筆︶いずれも水田となっている︒

﹁屋敷﹂︵四筆︶︑﹁屋敷ノ内﹂︵一筆︶︑﹁屋敷直し﹂︵三筆︶︑﹁屋

﹁椿の釜一具﹂

下人の持ち分︵年貢・夫役を寺に上げる︶
以上︑二通の譲状から推測されることは︑
・田千束苅を耕作する下人は数戸であっただろうこと︒
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たが

孫の引く箏の音響く春ちどりもかすれて井坂照里山に黄蓮の花咲き出でぬ雌花と雄花色を
夕涼み話はずみし親子かな杉崎ョウ子吾が生れし京町通りは新しく街並み保存の違へて山本軍次
どの家も灯のつきし盆休みチョコレート色林京子女孫来て種蒔き手伝ふ裏庭にうぐひすの声
とわ

きき

選者吟佐山香代子感動を初句に据ゑよと常に説き導きくれし嬉嬉と響けり田中次英

清流にオランダ芥子自生する若芽摘み採り会いは優しき人に山本利雄

梅干すや天に輪を描き鳶の笛酒井師永久に北見亀男朝明けの心地の良きに眼を閉じて今日の出
百年を 咲 き 継 ぐ 庭 の さ る す べ り

やき

付合せとす佐藤香代子寛政二年萩に名代の﹁忠小兵衛﹂の名をし

﹁いぬのふぐり﹂は荻野豊

相川歌会五月詠草

木村秋子凪ぎ渡る五月の海に若布刈る漁師の竿に朝

於﹁太平海の家﹂

濱辺ムッ子平成二十四年五月十八日

原爆の負を浴びせられ原発に再び怯ゆる日

相川歌会四月詠草春早く小花は紫紺に縁取られ可憐な花の名銘とす焼抜蒲鉾ぞ福島徹夫
平成二十四年四月二十日

於﹁太平海の家﹂

吾が佐渡に空前の大風相川町屋根の瓦が降本の民よ
はぱ

り落ちて来る小宮山安子早春に見知らぬ蝶は風を避け皐月の陰に羽

父の日のさざ波のごとはや過ぎぬ山田垂竿

ご来迎蝦夷縄文の遺跡群

勺ＩＩＩＩＩＯＩｌｌＩＩＩＯＩＩ１１１１１１０１１１１１００１１１１１１１１１１１１１０１１１ＩＩＩＩＩＩＩＩｉＩＩＩＩＩＩＩＯＯＩＯＩＯ１０１１１１１１１１１１１１０１０１０１００１０１００１１１１１１１１１１１１１１１ＩＩＩＩＯＩ１１１１１１１１１

花だより時に阻むか春一番選挙街宣車の声根を休むる

新雪俳句会

一忌を修す一族そるうて桃すする畠山美緒甚平の着慣れてとほし書の行方

一快音の打球伸びゆく原爆忌西国の出水おそるし夕端居中川紀元

心耳もて滴りとらふる地蔵群

川に灯の映ゆる座席や夏料理水撒くや百円ぼっちの鉢植に神蔵ひさし

一介護なす人も予後とて茄子の花上西美智子蓮咲けり踊り念仏見るやうに

一十薬の花のかたへにポンプ井戸山口タヵコ

一特攻の昔語りや雲の峰夜干梅燦々と星降りそそぐ猪股凡生

ＰＩｌｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ１１１１１１１１１１１１１１ＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌ０１１１１１００ＩＩＯＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩ８１１１Ｉ１１１１１１０１０１ＩＩｌＯＩＯＩＩＩＯＩＩＯＩＯ１１００１１１１１１１１１１１

一夏草や光陰しかと礎石跡宇佐美酔興ふるさとの川清らかや群れ螢
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陽が光る井坂照
野地蔵に水仙手向け赤頭巾を白に替へやる

やさし き 姥 は 北 見 亀 男
雨晴れてバスにて廻る金山道卯月の空に桜

木村秋子

雨の中金山の道車行く桜あちこち満開と
なり

福島徹夫

小宮山安子

平成二十四年六月十五日

相川歌会六月詠草
於相川開発センター

の歯に応えをり

蕉翁が歯に喰ひ当てし海苔の砂まさしく我

平成二十四年七月二十一日

相川歌会七月詠草

於相川開発センター

梅干しの黒焼体に良しと言ひ妻はコンロの

佐藤香代子

濱辺ムッ子

北見亀男

気むづかしき言葉を吐きて時折は妻手こづ

前に陣取る井坂照

さが

らすわが性淋し

戦時中父見せくれし入場券幻となりき東京

林京子

早起きし子らの朝食整へる出勤前のひとと

オリンピック
勇まし

山本軍次

旧暦の節句になびく鯉幟青田に映ゆる影の

われてゆきぬ山本利雄

白南風が吾を追越しゆったりと夕焼空に吸

しらはえ

今日更衣北見亀男

柿若葉揺らして村を海風はさはやかに過ぐ

に吾は守り継ぐ

軒に菖蒲下げちまき食べ菖蒲湯に入るを今

の馳走懐かし

梅雨に入り小烏賊貰へば煮付けにす運動会

いよいよ夏青葉若葉の照り映えて空には夏

満 開 小 宮 山 安 子 雲天地輝く荻野豊
むら

雑木樹の狭間に咲ける山桜過疎化の邑に誇

らしく咲く山本軍次
菖蒲湯に孫と入りしは何回か束ねたブラシ

の傷あと忘れず荻野豊
水平線空と海まで茜色田植を終えて妻と眺

めつ山本利雄
嬉し

鶯の初音聞かんと菩提寺に春一番のひと声
店先の魚見守る鯉のぼりわが家の幸せ共に

守らむ林京子

山本軍次

荻野豊

三日三晩山車に流しに町中練りておけさ流

小宮山安子

き忙し

さつき

布団干し五月の風の匂ひする今宵は楽しく

ふ声あり

しが名物なりき

夢路に入る木村秋子

病みてより十年余りの姉逝きてさつきの空

に葉桜の散る佐藤香代子

廃校となりて母校は二十五年跡地に今年も

幼烏の巣立ち喜ぶその陰に朱鷺の田荒し憂

放鳥の朱鷺に七羽の雛生れてわが佐渡の島

歓喜に満つる田中次英 カンゾウ咲けり田中次英

金環食二度と見られぬ現象ぞ宇宙の神秘心

に刻む井坂照

短冊に﹁健康第こ書きつるし妻となごむ

はは

砂浜に沈む夕日を拝がむに涙に霞む笑顔の

亡母が山本利雄
風薫る街の通りの店先の菖蒲の葉先かすか

に揺るる林京子

放鳥の三組目の朱鷺雛生れて孫のふえたる

喜びに重い濱辺ムッ子
うなも

釣り揚ぐる烏賊がたまゆら噴く汐よ夜目にも

白く海面打つなり︵往時回想︶福島徹夫
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はは

在りし日に吾の陰口遂に言はざりし姑としに会ふ川原マサエ猛り狂ふ春の一日大あらし原発日本を天が

も今宵七夕田中次英雛かざる街並賑はふ相川に古き雛の微笑み萌ゆ佐々木伸彦
朝顔に代るゴーャのエアカーテン緑の風が唆かと恐る

金子ユキ月遅れ雛の節句を舞う雪に浮かぶ桜田門外

ききて鑑となさん濱辺ムッ子台風にもまさる爆弾低気圧今年の気象の示激怒す藤川滋
いご草の口開け朝の五時よりぞ目当ての獲の命いただく中川幸枝

平成二十四年六月十三日

羽茂歌会六月詠草

葉裏をゆらす木村秋子捌くとき鰭突き立てし吾の血と引き換へ魚の惨藤井美好

藤井ョシ

り場に漁師ら競ふ佐藤香代子大風の静まれる朝外に立ち鶯の音に癒され
しもきた

ゅくりなく父の忌日に宿りたり下北半島のており

於羽茂改善センター
果て海辺の古湯福島徹夫一人乗り一人降ろせる過疎のバスおそき春
にて寒きバス停渡邉博カーテンにせむと植えたるゴーャ苗諸手を
平成二十四年四月十三日

直らぬ犬たしなめる腰道長人新潟岸壁ちかくのおちこちに車連なり夢は

羽茂歌会四月詠草ラブラドールの品格保てと拾い食いの癖の伸べて網を捕ふる中川幸枝

於羽茂改善センター
起き抜けに初鶯の声きこゆ爽快気分で一日こびゆく佐々木伸彦
はくれん
白木蓮の苔わずかに色見えて今日晴明の陽出発金子宏漸くに木々も若葉となりにけり晩鴬一声を

草むしり母の見つめる所より中原雅司

はりえんじゆの花のむかうに日本海

８．０口−．０．０口−０．０口９口０．０．１１１．８口８．１口８．０１．８１．８口８１日■Ｏｐｐ０１ｐＩ０．■・■■・■・０．０１．０１１口０．０．８１■０︐■０１．８．０１０軍ｐＩ

の温かさ中川澄子雪解水光りて流る道端の枯草の上蕗の薑鳴く金子宏
勺０．００．６︐８口８口０．５画０色■ｐ０ｐ−９Ｂ・０．０．０１．日

柿の里俳句会

一蜻蛉生る金環日蝕始まりぬ伊藤正一朱鷺巣立つ親につきたる雛三羽

一花菖蒲母は百まで生きるてふ貞心尼の庵の閻魔や風薫る山本修巳

一夏風や葺き直したる能舞台金子末雄大甕に軒菖蒲あり旧本陣

一地謡に誘はれてゐる夜の螢噸りやくぼみの深き子安石藤井青咲
Ｐ︒０１．８ａ８．０１．１．日・Ｉ

０ロー△ＯｐＩｐＩｐ０■■阜日・■血８．８．０ロー■８．１■０．８．８．０．８口８．日︒１．０．０．０●ＵＱ■

０．０００■︒Ｉ︒Ⅱ︒０．８．ⅡＩｐＩ︒１．８．■ロ−０．０■

０口Ⅱ︒

・ＩＢｕＱＵｐ−Ｉローローロ８

一父の日をたうに過ぎたる届き物白石英夫花散るやわが饒舌を我知らず
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はつ夏の泰山木は陽に照りて庭の王者の風

年毎に太りし桐が大木になりて根元のみょ

格を見す腰道長人
うが伸びおり藤井ヨシ
椎若葉萌えたつ五月の尾根の道わらびはほ

ほけ風にさゆらぐ川原マサエ
﹁ゆめ・きぼう﹂等々良き名付けられし朱鷺

は期待を背負いて巣立つ中川澄子

渡邊博

優勝へ単独トップの稀勢の里三敗となり望
みたたるる

汗流し苗箱五百洗ふそばホーラモスコシと

鴬は鳴く金子ユキ
羽茂病院松尾凡平医師

今日一つ善きことありぬ掛り付けの凡平医

原発はプルトニュームの出る限り絶対反対

師を笑はせにけり藤川滋

平成二十四年八月二十三日

羽茂歌会八月詠草

於羽茂改善センター

電柱の上の鴉に見られつつスイカ畑にネッ

中川幸枝

ト張りをり

ニュースにはいじめ自殺が国会では逆進

やや強き降り藤川滋

照り続き待ちし予報の雨来たる廟をしぶく

久し振り針を持ち居て糸通すもどかしさに

対えホックをつける藤井ョシ
他人とはつれないものよ相席す−時間余の

無言がつづく金子宏

藤川滋

性の消費税成る藤井美好

昼過ぎに食べた西瓜の切り口と同じ形の月

に満ちたりており渡邉博

味噌つけて胡瓜はみつつ飲む友の二合の酒

来いと呼んでる如く腰道長人

ひとところ鳥追いテープ光る田あり雀来い

のうかびぬ佐々木伸彦

山畑の小豆に土寄す鍬の音に五十回忌の母

鳴りつづく雷なんぞなんのその蛇口の上の

長閑な蛙金子宏

しゃくなげの木蔭にむえし黄えびねを株分

けてやる訪う友に渡邉博
くらし

脱原発数万人のデモ報ず国会前は安保以来
と

﹁国民の生活が第匡とふ言葉しらけて聞け

ばはや娑婆は夏腰道長人

地謡いの声しみわたる御社に薪能みるみな

づきめぐる佐々木伸彦

まど

アシしまったカメラ忘れた姥捨の棚

田写した車窓にそのまま藤井美好

川岸の桜並木の深みどり老鶯の声のびやか

に降る中川澄子

藤井ョシ

日続く川原マサエ

朝々をめぐる庭辺に朝顔は花数増して真夏

る涼しさ

遥かなる海よりの風木の間通りて網戸くぐ

長崎を想ひて藤井美好 道の辺の草々の花咲きつぎて命守らる自然 浮びゐる中川幸枝
のめぐみ川原マサエ 早朝に耕運機使ふ背を蟹す虻を一発で思は
ず仕留む金子ユキ
平成二十四年七月二十五日

羽茂歌会七月詠草

於羽茂改善センター
金子ユキ

丹精に応へて咲けるグロリオサ文月の雨に
炎をかかぐ
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盆終はり今年も終はりたるごとし修巳

本沙樹氏を伴って︑藤左衛門家墓参のため

官山本泉氏︑孫の東京女子大学史学専攻山

氏が夫人寛子氏︑長男会計検査院官房審議

八月五日には︑山本藤左衛門後商山本厚

万年筆の記念品をもらった記憶がある︒

氏は同じアメリカの大学にいて︑二人から

いう新聞報道があった︒私の還暦の時に両

日本銀行ワシントン事務所長に就任したと

クラスであった日本銀行勤務の林健司氏が

編集 後 記
昨年のお盆には父母の年忌を終えたが︑今

来訪︒藤左衛門家は父修之助の母の実家で︑

山本修巳

年は長男修司の子供修大が三歳︑ゆりが誕生

現在尾畑酒造のところにあった︒故山本醇

初めて入って楽しんだ︒着がえも家の中で︑

であった︒また裏の海に小さい子供たちは

たちが下の子供たちを遊ばせるので賑やか

私の弟敬二︑妹のセイ子も来て︑上の子供

﹁大庄﹂の平辰氏から乞われて就任し︑それ

多田の海洋深層水株式会社の専務取締役を

アサヒビール顧問相馬次郎氏来訪︒佐渡市

技師長生田秀氏の娘︵武井︶の孫娘の子息

七月十七日には︑アサヒビールの創業時の

氏の同級生関口紀子氏がいて︑その後︑俳

れ﹂であったという︒祝宴の席の横に︑赤塚

出席した︒赤塚氏は︑俳句雑誌を出すのが﹁憧

たこともあって︑佐渡俳句協会会長として

津の里﹂で開かれ︑かつて佐渡高校で縁あっ

名守︶が︑その雑誌の三周年記念の会が﹁潮

俳句誌﹁朱鷺﹂を発行している赤塚五行氏︵本

海で遊び終えると入浴し︑スイカ︑メロンな

を機にゆかりの佐渡の生田秀遺跡を訪ねて

句集﹁花霧香﹂をあげたところ︑﹁いろは歌﹂

よしひろ

日を迎えると六歳︑長女園子の子供勇輝が中
氏の家である︒

七月七日の七夕の日︑佐渡で年四回発行の

学二年︑里沙が高校二年︑それぞれ両親もと︑

どを食べる︒シャボン玉遊びに︑夜は手花火︒

みたいと来訪︒生田家跡︑墓所︑菩提寺目

今年の全国良寛会は六月二十四日︑五日と

本尊の愛染明王夕牡丹修巳

野積・西成寺

む輪︵和︶を繋げり紀子﹂とあった︒

わつな

いさ世へ溢れし潤ひ食み尾根越えん背温

よあふうるはおねこせぬく

やすそのたもちからゆめ

久しぶりに私も海に入り楽しかった︒

を贈られた︒﹁泰き苑まほろに保て力と夢

昨年は七月に弁護士の松井秀樹氏に佐渡

黒町妙満寺などを案内︒

訪れた滝平の藤井青咲氏が︑その時詠ん
だ俳句を短冊にして贈ってくれた︒

好評で︑石井校長より今年も紹介を頼まれ︑

高校で生徒に講演をしてもらったが︑大変
慶応義塾大学法学部教授の粕谷祐子氏にお

廊下よりどっと吹込むシャボン玉青咲
フィティ︑トキを愛した人たち﹂︵ＢＳＩＴ

願いした︒﹁出会いの大切さ﹂と題して︑積

八月七日︑夜の﹁関口宏の昭和青春グラ
ＢＳ︶で︑私は日本産で最後のトキのキンを

も豊かで︑高校の生徒には︑刺激を与えて

極的な生き方を話した︒外国における経験

岩室温泉であった︒二日目の見学では︑よ

が︑このテレビを見た山口市の田中倫子さん

良寛歌の佐渡を眺めている碑もよかった︒

く晴れた日で間瀬からの佐渡が美しかった︒

六月には佐渡高校三年時に粕谷氏と同じ

よい内容であったと思う︒

飼いならした宇治金太郎氏のことを話した
から﹁懐しくうれしく﹂と便りをいだいたが︑
ほかにも反響が多かった︒
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羽二生出身︑全国良寛会理事辻美佐夫氏の

七月十五日の佐渡良寛会は︑今年は両津

め︑悩むところもあった︒しかし︑紙の酸化

寄贈は︑包み紙に﹁珍蔵﹂と書かれているた

贈もよいのではないかと妻と相談して︑寄贈

の価値を知ってくれる人を通してならば寄

と小さな破れなどが増えるようで︑この新聞

て︑父修之助の仲介で︑半日金子氏の写真

治兵衞の巻物が河原田伊藤勉治氏宅にあっ

として江戸時代初期の算学者で著名な百川

ので驚いた︒専門は数学・和算研究︒思い出

七月にお会いした時は元気そうであった

日に亡くなられた︒八十二歳であった︒

の兎﹂︑黒崎義介作﹁良寛さま﹂であった︒

道︑慈悲心︵二︶紙芝居︑瀬戸内寂聴作﹁月

を決めた︒読売新聞社社員ならば︑すべて

︵一︶良寛さんの長歌﹁月の兎﹂に見る菩薩

七月十四日︑佐渡出身外相有田八郎の後喬

も前のことであろうか︒

を撮る手伝いをした思い出がある︒四十年

金子氏とは近所であるばかりでなく︑佐

たが︑今回担当の中塚雅幸氏は︑特に熱心で︑

寄贈を勧める切っ掛けをつくって下さった

渡高校では︑先輩教諭として勤めさせてい

その価値を知っているわけではないと思っ

来訪された八郎子息浩吉氏の息女中野光子さ

思う︒また渡辺氏の父和一郎氏とは長い﹁佐

渡辺亮氏とのつながりも強く︑よかったと

たちの集まりが︑東京目白の八郎旧宅︵有田

んのお誘いで︑出かけた︒戦後の苦しい時を

謙氏宅︶を建てかえたところであった︒昨年

子供たちでまとまりあった絆の強さを感じた︒

ご冥福をお祈りします︒

之助が︑平成二年十二月十四日の読売新聞

一四

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

印刷所株式会社第一印刷所

綿礁瀦山本修巳

頒価一二○○円送料一八○円

蕊一一疏蒲胆一番鯛唖年三回発行︶

佐渡郷土文化第一三○号

次号原稿締切十月末日

ただき︑心から感謝申し上げますとともに︑

夜に入るころスカイッリーを見た︒近くの屋

地方版︵社報は平成三年一月十五日号︶に︑

なお︑読売新聞創刊号については︑父修

た祖父や父もよろこんでくれていると思う︒

渡郷土文化﹂とのご縁もある︒保管してき

東京に三時間いて︑日帰りであった︒

六月十七日︑首都圏真野人会創立三十周年

形舟の炎の走るような明るさ︑大都会が刻々

父の創刊号を発見の記事が載っている︒父は

記念総会︑懇親会に出席し︑その後夕刻から

と暮れて︑きらきらと灯のともる広がりな

の医師で︑日本最初の独和辞典編集者司馬凌

所蔵のきっかけは︑近所の出身者で東京在住
海が︑あたらしもの好きの山本家当主に贈っ

今号に﹁佐渡叢書だより﹂を載せた︒生前

ど幻想的であった︒

の父が︑十六巻にもなった佐渡の史料︑文

たのではないかと言っている︒私は︑この
本紙の編集を終えたころに︑よくご投稿い

献集の発端にもなった時のもので︑本誌に

ただいた真野新町の金子勉氏が︑八月二十六

記事などについてはまったく記憶がない︒

口絵説明にも書いたが︑今回の明治七年の

掲載することを願っていたものである︒

﹁読売新聞﹂創刊号を読売新聞東京本社への
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平成二十四年十月二十日︵日︶午前九時半より開会

ました︒会員以外の方のご参加も歓迎し︑軽食を用意します︒

たか﹂の内容を﹁楽しめる話に﹂という思いから︑講演していただくことになり

野出身芥川賞候補作家中川芳郎氏の北一輝が﹁佐渡のどのような風士から生まれ

後数え一一十年忌になりました︒今回本誌連載中の﹁悪霊北一輝異聞﹂の作者畑

﹁佐渡郷士文化﹂が︑昭和五十一年創刊以来三十六年︑創刊者山本修之助没

﹁の会
日時

真野新町一五七﹁静海荘﹂︵○二五九

佐渡郷士文化

第一三○号

定価一二○○円一Ｔ

八○円

電話︵○二五九︶五五Ｉ二七○○番

佐渡郷土文化の会山本修巳

−Ｔ蛭ｌ岬新潟県佐渡市真野新町三五四

三千円ｌ資料代含むｌ田席の方は十月十五日までに電話・ハガキでお知らせ下さｃ

北一輝の﹁新しい日本﹂芥川賞候補作家中川芳郎

五五Ｉ三一五一︶

会場
講演
会費

半成一一卜四年九Ⅱ二卜五日印刷

ｆ友二ｌ呵年十月一日発行

