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口絵説明山本修巳
﹁佐渡郷土文化﹂創刊三十六周年・百三十号記念前主宰山本修

渡の土人形と玩具展﹂として行った︒父が収集した佐渡の人形と

玩具は数十点におよぶ︒本誌にも︑その時の講話資料を掲載したが︑

山本修之助著﹁佐渡の郷土玩具﹄の序文で︑日本郷土玩具界の泰

十月二十日︵士︶に﹁佐渡郷土文化﹂が昭和五十一年創刊以来

之助二十年忌﹂の会／佐渡の土人形と玩具展

るという厳粛な事実について書いたことがある︒たかがおもちゃ

斗武井武雄氏は﹁私はかつて玩具を持たない民族が概ね滅びてい

になるのを機に︑本誌連載中の﹁悪霊北一輝異聞﹂の作者畑野

てはならぬ﹂という文で始まる︒

というような浅薄な考え方をしていた者は︑この事実を槐じなく

三十六年になり︑また︑創刊者山本修之助が没後数えで二十年忌
出身の芥川賞候補作家中川芳郎氏から﹃北一輝の﹁新しい日本﹂﹂

目でもあり︑展示を行ってみて︑二日間で︑二百人におよぶ見学

点数が多く︑今まで展示に檮跨してきたが︑父没後二十年の節

遠来の講師は秋のふるさとに

の演題でご講演をいただいた︒

本誌に概要も掲載いただいたが︑大変好評であった︒講演後の

ついて考えも変わったと言って帰られる方もいたが︑九時半から

に直接に二︑三人の方が長く︑熱心に質問されていた︒北一輝に

戸風の﹁奴凧﹂から足の八本ある﹁蛸凧﹂など面白い︒また︑獅

作者は広がっていたこと︒また︑凧が全島で六種類もあって︑江

るが︑土人形は八幡のほか︑夷︑長木︑相川︑羽茂大石などと製

八幡の土人形と河原田佐々木佐与吉の首人形は全国的に知られ

者に︑佐渡の文化は滅びないと思った︒

始まった会は二時半ごろ散会した︒その後︑東京のＮＨＫディレ

子頭は︑大小さまざま︑小さなものは︑親が子供に自ら作って与

数人の方のご質問と︑また飲み物もお出しした昼食会で︑中川氏

クターの浜田裕造氏が︑一月十三日︵日︶のＥテレ午後十時から

えたものであろう︒その他︑口絵の写真には載せられなかったが︑

こびき

たこいか

十一時半までの番組で︑北一輝を取りあげられるということで︑

んぶり︵竹とんぼ︶﹂などと多く︑それと一緒に唄った子供の唄ｌ

子供のおもちゃとして佐渡の木製﹁木挽人形﹂︑竹製﹁へび﹂﹁だ

ちなんで︑西川春洞の書を用いた︒

表紙は︑本誌の清水六穗氏の﹁西川春洞四言二句書の周辺﹂に

がよみがえる︒

﹁わらべ唄﹂が多い︒かつての佐渡の﹁豊かでのどかな日常生活﹂

やつこたこ

中川氏と拙宅で︑三時ころから五時ごろまで︑議論された︒私は
いずれにしても︑﹁佐渡郷士文化﹂三十六周年・百三十号記念・

聞いていることが多かったが︑お二人の二時間の議論は深かった︒

山本修之助二十年忌が盛大に︑しかも無事終了したことに︑何か
肩の荷が下りたようでうれしかった︒またこの日は晴天であった︒
十月七日︑八日の真野商工会主催のお茶会には︑今年は拙宅で﹁佐
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佐渡の土人形と玩具展
平成24年10月7日･8日山本修巳宅

やつ二たこ

お帰り提灯︵相川︶

左から六角凧・奴凧と

右上からカルタ凧・カルタ凧・

六角凧・六角凧・六角凧
たこいか

右下から蛸凧･小型朝鮮凧･奴凧
朝鮮凧・蛸凧

I

八幡土人形「鯛」抱え童子

佐々木佐与吉作
河原田首人形
（つまみ人形）

佐渡の土人形
(小林弘樹氏撮影）

﹁佐渡郷士文化﹂ 創刊三十六周年・前主宰山本修之助二十年忌

記念講演概要

﹂

芳郎

載せていただきました︒そこで書きましたのは鬼太鼓のこと

上
刃

一輝の﹁新しい日本

Ｉ中

﹃佐渡郷士文化﹄がこの十月で︑創刊三十六周年を迎えま

でした︒ある夜︑雨だれの音が鬼太鼓のように聞こえたとい

この﹃佐渡郷士文化﹂の創刊号には︑私のお祝いの言葉も

した︒この驚くべき佐渡島の情熱は︑日本の出版の歴史のな

生のご熱意と献身的なご尽力が︑三十六年もの長きにわたっ

ることは大事です︒この修之助先生と後を引き継いだ修巳先

佐渡は地理的に恵まれていないだけに︑声高に情報を発信す

刊の意見を打診されました︒私は二つ返事で大賛成しました︒

一九七六年の前の年でした︒山本修之助先生から新雑誌創

にして佐渡人にもどります︒島で暮らしたのは佐渡高校を

線の嚇子が始まりますと︑先祖帰りという言葉どおり︑一瞬

心を揺さぶります︒首都圏佐渡連合会などの集まりで︑三味

を抑えられません︒それと︑佐渡おけさ︑相川音頭なども︑

鼓の音が響きますと︑鼓動は高鳴り︑血が湧きたってくるの

したが︑いまでも鬼太鼓のリズムは郷愁をそそります︒鬼太

東京に出てから︑あっというまに五十年が過ぎてしまいま

う内容です︒

てこの雑誌を存続させたのでございます︒二十年忌を迎えら

士で暮らしてきたのに︑Ⅲの中には佐渡が脈々と生きており

卒業するまでのたったの十八年間です︒後の五十年余りを本

ます︒

北一輝が東京へ出たのも︑十八歳の時です︒一︑二度佐渡

２

れた泉下の修之助先生には︑深甚なる敬意と深い感謝の心を

ざいます︒

かに燦然と輝く偉業でございます︒ほんとうにおめでとうご

ｌ

L一一

捧げたく存じます︒そして修巳先生︑それと編集のサポーター

の方々︑雑誌の発行に伴う煩雑な事務作業を︑よくぞここま
ざいます︒

で継続して下さったと︑心から厚く御礼申し上げる次第でご

7

川

に帰りますが︑二十歳以降は一度も帰らず︑遺骨になって帰っ

３

では︑この北一輝は︑佐渡のことをどう思っていたのか︒

ありません︒それによれば︑この革命は北一輝が見つけた発

大正八年に上海で書かれた﹁日本改造法案大綱﹂を読むしか

三十九年に発禁になった著耆﹃国体論及び純正社会主義﹄と

では︑北一輝の革命とはなんだったのか︒それには︑明治

是非とも知りたいのですが︑北一輝は佐渡について何も書き

見だったのです︒北一輝の発見した革命とは︑一言ですみま

てきました︒

した︒が︑やっと分かりました︒それは北一輝が革命家だっ

す︒﹁天皇は国民の総代表である﹂という一言です︒万枇一

残しておりません︒これはなぜか︒長い間考え続けておりま
たからなんです︒寝ても覚めても︑北一輝の頭には︽革命︾

す︒すなわち︑天皇が国民になるということです︒これは︑

たその玉座から降り︑国民と同じ地平に立つことを意味しま

系の天皇が︑神武天皇の日本開關以来︑連綿と継承されてき

んとする努力なり﹂と︒過去を捨てなければ革命家にはなれ

日本建設に関する詔書﹂︑いわゆる﹁人間宣一言﹂の内容にき

昭和二十一年一月一日︑昭和天皇が国民に向けて発表した﹁新

北一輝は言います︒﹁革命とは︑数百年の自己を︑放棄せ

しかなかったのです︒

けです︒

ません︒革命家に過去はなく︑あるのは孤独と自由と未来だ

北一輝は︑ある日︑右翼や浪人たちに話します︒﹁クラゲ

わめて近いものです︒

の研究者の責任ですよ︒科学巷が悪いんですよ︒満らの言う

ほんものの芸術家にとっても︑現状の繰り返しは許されま
て︑独力で前進するしかないのです︒だから︑革命家は芸術

ですよ﹂︒クラゲの研究者︑科学者というのは︑昭和天皇の

せん︒過去や現在の自分を否定し︑新しい未来の創造に向かっ

ことです︒﹁なにもかも天皇の権利だ︑大御宝だ︑それもこ

国防の不安も︑政治家の民主主義も︑皆そこに原因があるん

北一輝の奥さんの鈴子が︑北一輝が死んでから︑﹁うちの

家ときわめて似ております︒

主人は︑革命家でもなければ︑政治家でもない︑学者ではも

帰一の結果は︑天皇がデクノボーだということが判然とする︒

れもみな天皇帰一だってところへもって行く︒そうすると︑

それからさ︑がらがらっと崩れるのは﹂と︒﹁統帥権干犯﹂

ちろんない︑自分自身の生涯を一枚の絵のように綺麗に描き
りますが︑さすが奥さん︑ほんとうの姿はずばり見抜いてい

と騒いだのも︑天皇帰一を意図していたのです︒

上げようとした芸術家ではなかったでしょうか﹂と言ってお
たと言えるのではないでしょうか︒

8

じき交渉するわけにはまいりません︒天皇が関東軍を指揮し

しているためです︒戦艦の数を決める国際会議で天皇がじき

議会がまったく機能しないのは︑天皇が国家統治権を総攪

革命的なことです︒

家になります︒明治の国家は天皇のものでしたから︑これは

的に国家を統治する︑国家に主権がある︑すなわち︑主権国

するのは国家だ︑ということになります︒国家の意思で一元

ます︒天皇が国家の統治権を総攪できなくなり︑国家を統治

そして︑国家の意思である︑王権を運用するのは︑国民の総

て満州事変を阻止することもできません︒結局︑天皇はなに
る︒そうしたら︑現人神という虚構の建前はがらがらと崩れ

れた代表から構成される︑国家最高機関としての議会です︒

代表になった天皇と︑天皇と平等な国民の︑普通選挙で選ば

もできない︑そこらのデクノボーと変わらないことが判明す

だと思います︒

明治憲法では︑個人の思想・信条の自由は保証すると規定

家主権を持った天皇を父母として︑自分たち国民はその赤子︑

えた国家主義はといえば︑万枇一系の天皇は現人神です︒国

戦前の多くの右翼の人たち︑二・二六の青年将校たちの考

義です︒

す︒これが︑北一輝の考えた国家のあり方︑北一輝の国家主

すなわち︑国家の主権を運用するのは︑国民だということで

てしまうだろう︒そう考えていたことを裏付けるエピソード

４

それでは︑天皇が国民になるということが︑それほど革命

しながら︑一方︑教育勅語によって︑国民はみんな天皇の臣

的なことなのでしょうか︒

民だとされていました︒臣民は﹁天壌無窮の皇運を扶翼すべ

民は天皇の国家のために全身全霊わが身を捧げます︒天皇の

臣民です︒国民は天皇の臣民として天皇と一体化します︒国

国家に害を為す人たち︑これは排除します︒天皇と国民との

し﹂です︒結局︑主体的な個人という存在︑個人︑王義︑個人

民になると︑国民は天皇の臣民ではなくなります︒個人とい

ですね︑これは排除です︒経済力で国民を支配する大工業の

間に介在し︑自分たちの権益を主張する官僚たち︑君側の好

の自由主義は認められていませんでした︒しかし︑天皇が岡

う存在が認められ︑思想信条の自由︑その表現の自由が保障

資本家・大富豪たち︑これは個人主義なので排除します︒主

され︑個人の自由︑個人主義︑自由主義が認められます︒国
民は個人の幸せも追究していいんだよ︑ということになりま

ます︒なぜ農業かといいますと︑天皇は田の司祭だからです︒

要な経済は︑農村のお米を中心にした農業ということになり

次に天皇が国民になると︑国家は天皇の所有物でなくなり

す︒これは革命的な出来事です︒
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発展させます︒外国との戦争は国家が決めます︒その国家主

解体し︑官僚や経済を動かします︒資本主義的大工業は一層

皇に︑王権はありません︒国家の主権によって大地主や財閥は

一方︑北一輝の国家主義では︑国家が主権をもちます︒天

ことになるわけです︒この国家最高機関は︑特権を持った国

国家主権を運用するという国家主義の形で︑両者は共存する

いう民主主義によって︑議会という国家最高機関をつくり︑

義をもった国民が︑自由な自分の意思にもとづく普通選挙と

さらに北一輝は︑社会の土地・生産機関・資本などの財産

といいますと︑明治憲法に規定された憲法改正を議会に発議

国民とで構成されます︒国民である天皇になぜ特権があるか

民の総代表である天皇と︑天皇と平等な普通選挙で選ばれた

は︑もともと社会全員のものだから︑社会の全員で共有しよ

できる特権で︑この特権の発動で憲法を改正しないと︑天皇

権を運用するのは︑国民です︒

うという社会主義を主張します︒この社会主義では︑個人の

は国民になれないのです︒

状態では︑弱体化した国家の武器が強奪され︑いろんな武装

を主張したら︑国家は不要で︑無政府状態になります︒この

国家主義を否認し︑個人主義による個人の絶対的自由だけ

思想の自由・信仰の自由を認め︑資本が国有化されて資本家
で平等になります︒一方︑個人の内面生活以外のことは自由

集団ができて生産物の掠奪が始まります︒世界は無法状態に

も労働者もなくなり︑すなわち階級がなくなり︑国民が自由

でもあると言います︒ですから︑北一輝の社会主義は︑国家

陥ります︒一方︑個人主義を認めず国家主義だけになると︑

に決められる主権を国家に認める社会主義だから︑国家主義
主義でもあります︒

国家に奉仕する個人だけが存在価値を認められ︑全体主義国

家になります︒さらに経済が行きづまると侵略経済しかなく

ここで︑マルクスの社会主義とは違うことが分かります︒
マルクスの社会主義は︑国家主義ではありません︒マルクス

の利益のための道具です︒道具に個人の自由などありません︒

なり︑ファシズムになります︒ファシズムでは︑個人は国家

ファシストではなかったことは︑火を見るより明らかとなり

ここまで来ると︑個人の自由︑自由主義を認める北一輝が

は絶対認めませんでした︒

ドイツのヒトラーは民主主義は認めましたが︑自由主義だけ

は︑国家を無くさなければ人間は自由になれないと主張しま
いますｃ

した︒北一輝は︑国家なしには人間は自由になれない︑と言
北一輝は︑国家主義と個人主義を共存させるのです︒社会
主義的国家主義と個人主義の共存した国家体制︑これこそが
北一輝の本のタイトルの︽純正社会主義︾なのです︒個人主
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を不幸にし︑その行き着く先が地獄であることを︑深く見抜

ます︒北一輝は︑無政府主義もファシズムも︑いずれも民衆

を重ね合わせて考える国民の一人になれ︑自分の中に国家意

独立す﹂と言いましたが︑これは︑国家の運命と自分の運命

識を確立せよ︑という意味です︒福沢は民主主義による新し

いう個人主義を前面に出しながら︑個人主義というものと国

いう講演がございます︒この講演で夏目漱石は︑自己本位と

夏目漱石が大正三年に学習院で行った﹁私の個人主義﹂と

には個人主義があるのです︒また︑福沢は神話の天皇は奔走

いでいると捉えると︑間違いを犯すことになります︒北一輝

しております︒ですから︑福沢の民主主義を北一輝が引き継

人主義は輸入しませんでした︒彼の思想には個人主義は欠落

いていたのです︒

家主義というものは︑互いに相手を打ち壊すかに考える人が

しましたが︑近代的な皇室は大事にし︑天皇と国民とは一線

い国家観念の育成︑国民意識の育成に力を入れましたが︑個

いるが︑それは大間違いだと語っております︒各個人のもっ

５

ている自由とそれによる幸福は︑国家が泰平であって初めて

えていました︒封建遺制としての天皇制の打倒なしにブル

わゆる左翼の人たちは︑天皇は打倒しなければならないと考

一方︑戦前の無政府主義者や社会主義者︑共産党など︑い

を画していました︒

になれば︑個人の自由は制限されて当然だ︒だから︑国家主

実現するのであって︑国家が外国との戦争といった非常事態
義と個人主義は︑両方なければならないものだと強調します︒

ジョア社会は実現せず︑次の社会主義革命も実現しないと考

北一輝が天皇を﹁打倒﹂しなかった意味を吟味してみます

の全否定です︒

えたのです︒これはあくまで天皇の﹁打倒﹂であって︑天皇

これは基本的に︑北一輝の考えと一致しております︒

北一輝は︑個人の思想・信仰などの内面的生活にまで国
家が介入する国家主義のことを︑﹁脚家万能主義﹂と語付け︑

厳しく排斥します︒明治政府の押し進めた国家主義は︑北一

していつもいじめられていた福沢は︑幕府権力が支配の道具

義も個人主義も否定されます︒

独裁国家が生まれます︒この独裁国家では︑北一輝の国家主

にします︒すると︑国家主権もその絶対権力者の手に握られ︑

の天皇を打倒すると︑打倒した勢力が︑その絶対権力を手中

と︑きわめて重要なことが分かってきます︒絶対権力として

にしていた儒学を憎みました︒これに福沢は︑西欧の民主主

福沢諭吉は︑欧米の民主主義を輸入しました︒下級武士と

輝のこの﹁国家万能主義﹂に近かったと思います︒

義を武器にして反撃したのです︒福沢は﹁一身独立して一国
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たちの決起によって戒厳令の発令状況ができないと︑北一輝

の革命は実現しなかったのです︒戒厳令のなかで皇居を占拠

６

北一輝は︑借金をして踏み倒すのが上手で﹁借金の天才﹂

を組織し︑国家を改造します︒それにより︑天皇は国民となり︑

土地・資本の国有という北一輝の社会主義が実現する︒これ

し︑天皇の同意を得て︑憲法を三年間停止し︑国家改造内閣

が北一輝の革命シナリオです︒実際には︑皇居占拠は青年将

したが︑これは全て︑革命と自分の生活のためのお布施でし
た︒北一輝は︑法華経の信者でした︒大正にはいると全身全

校に反対され︑出口王仁三郎にも断られ︑北一輝の革命は流

と呼ばれました︒大財閥や大銀行を強迫して大金をせしめま

目標を散りばめた聖典だと分かったのです︒ですから︑お金

産してしまっていました︒

霊︑法華経の世界に生きます︒法華経こそ︑革命の方法論と
をもらうためにお経を上げたのではなく︑信心からお経を上

二・二六事件の三年前の昭和八年に﹃日本改造法案大綱﹂

北一輝の伊香保の別荘の金庫には︑札束がぎっしり詰まっ

輝の革命が成功したかどうかは︑まったく予断を許さない状

ですから︑万が一に皇居占拠が実現していたとしても︑北一

しかし︑﹁これは危険思想だ﹂として却下されていたのです︒

は昭和天皇とその側近によって︑内容が吟味されていました︒

ていたそうです︒北一輝の金庫番だと自称していた︑河原田

革命資金がほしいだけです︒

げていたのです︒お金そのものに未練はまったくありません︒

出身で北一輝の従兄弟の浦本貫一という弁護士の証言です︒

況だったと思います︒
７

もちろん︑それはいざというときの資金でしょう︒二・二六

同じ革命家でも︑北一輝も一臂の手助けをした中国革命の

満州をそっくり差し上げます︒自分たち漢人は︑万里の長城

す︒しかし︑青年将校たちに反対されます︒そこで大本教の

事件の少し前に︑青年将校たちに皇居占拠の話をもちかけま

から以南があればいい︒それより以北の満州は差し上げます﹂

強力な奥の手がありました︒﹁この革命を支援してくれれば︑

は︑戦闘訓練を受けております︒皇居を占拠するための要員

と言います︒これを聞いた日本の大陸浪人やアジア主義者た

孫文とは比較できません︒革命の資金集めでは︑孫文には

です︒この三百人を動かすには︑その金庫の資金が必要だっ

ほど貸してくれないかと頼みに行きます︒この若い隊員たち

たでしょう︒北一輝の﹃日本改造法案大綱﹄を実現するには︑

ちが眼の色を変えます︒

教主の出口王仁三郎という人のところへ︑若い隊員を三百人

なにがなんでも︑戒厳令の出た状況が必要でした︒青年将校

12

ない方がいい︑﹁婦人は家庭の光にして人生の花なり﹂と言っ

として美しく淑やかでいてほしいのです︒だから選挙権など
ております︒

孫文は︑清国で国外追放になり︑日本に亡命しました︒日
の内田良平︑革命評論社の宮崎酒天︑写真屋の梅屋庄吉︑後

平等主義です︒または公平︑王義です︒北一輝の平等主義︑公

天皇を国民にする︑天皇を国民の総代表にするというのは︑

８

本には支援者がいっぱいいました︒玄洋社の頭山満︑黒龍会
に首相になる犬養毅ほか︑政界の大物も沢山いました︒

酒宴となりました︒芸子も呼ばれ︑三味線で拍子を取りなが

います︒与謝野夫妻の短歌についての北一輝の批評に与謝野

平主義については︑﹃明星﹄の歌人与謝野鉄幹が指摘して

ある日︑犬養毅や頭山満らによる孫文支援の集まりがあり︑

ら︑孫文に問いかけます︒﹁この価でいちばん何が好き？﹂

鉄幹が書いた礼状で﹁これほど私情を離れた︑公平な批評を

孫文は顔を上げません︒床柱に背をもたせて本に目を落とし

たまま答えます︒ｌレヴォリュウション︒﹁次にこの世で

ます︒

北一輝は︑天皇というのは︑現人神ではなく︑国民である

する人を日本広しと言えども他に知らない﹂と驚嘆しており

が︑その皇位というのは国家の利益のために国家が作った制

に目を落としたまま︑ｌブック︒つまり読書ですね︒そ
う答えます︒次に︑﹁好きで好きでたまらないものは？﹂と

度だとして大事にします︒また︑成果を残した天皇は高く評

好きなのは？﹂と︑次の質問がきます︒孫文は相変わらず本

こでどっとその場が湧いて︑おおいに盤り上がります︒

した東洋の大皇帝だと称えております︒北一輝の平等主義は︑

皇への賛辞は絶大で︑アジアで初めて民主的国民国家を実現

皇と︑民主主義の脚民国家をつくった明治天皇です︒明治天

価します︒ｕ分田を国民に与えて公民国家を目指した天秤天

来たから︑ウーマン︒つまり︑女ですね︒そう答えます︒こ
北一輝だったらどうでしょう︒このどの問いにも︑革命と

私は︑北一輝は︑生涯いちども女を抱いたことがない︑不

リアリズムの精神と能力主義に支えられており︑天皇も実績

いう答えしかないでしょう︒女は出てこない︒

犯だったと考えております︒妻の鈴子でさえ抱いていない︒

天皇を国民にしようと考えたのは︑明治から大正・昭和に

で評価されたのです︒

かけて︑日本広しと言えども︑北一輝ただ一人でした︒天皇

の宮沢賢治︑﹃大菩薩峠﹄の中里介山らも不犯だったと言わ
れております︒しかし︑北一輝が︑女が嫌いだったわけでは

生涯不犯という人は結構おりまして︑例えば︑﹁雨にも負けず﹂

ないのです︒北一輝にとって女性という存在は︑母として妻
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と言いましたが︑これは憲法の解釈学の話で︑天皇は畏れ多

機関説で有名な美濃部達吉は﹁天皇は広い意味での国民だ﹂

佐渡の平等主義の遺伝子は︑江戸時代に三つの大きな百姓

す︒平等主義とは︑真実に真っ直ぐに向き合うということです︒

の革命は︑佐渡人の平等主義の遺伝子から生まれていたので

のです︒正当性のない権威には︑絶対屈しない精神︒北一輝

一摸を起こします︒一七五○年の寛延一撲︒一七六七年の明

い存在でした︒大正デモクラシーを領導した民本主義の吉野

か︑進歩派の誰一人︑この﹁天皇を国民にする﹂という平等

死罪になりました︒しかし︑その言い分の正当性は認められ︑

和一摸︒一八三八年の天保一侯︒一摸の頭取は︑獄門とか︑

作造とか︑歴史学者の津田左右吉とか︑哲学者の和辻哲郎と
主義の発想はありませんでした︒戦後憲法の﹁国民統合の象

き続けております︒

その後︑義民として称えられ︑佐渡人の心のなかに今でも生

役人や奉行も一緒に処分されます︒これらの一摸の頭取は︑

徴﹂という位置付けも︑この大正デモクラシーの人たちの発
想です︒誰にとっても天皇は別格だったんです︒

では︑北一輝のこの平等主義はどこから生まれたのでしょ

うか︒それこそ︑佐渡で生まれ︑佐渡で育った︑すなわち

９

この平等主義の遺伝子の系譜は︑歴史学者の田中圭一先生

に押し進めようとした︑と捉えております︒死刑という判決

輝は急進的な国家主義者で︑Ⅱ本の近代化をどこまでも強力

ルソンは﹃北一輝と日本の近代﹄という著書のなかで︑北一

アメリカのハーバード大学の日本研究家︑ジョージ・ウィ

によれば︑佐渡に領主がいなかったことがいちばん深く関

です︒

佐渡人が連綿と受け継いできた佐渡オリジナルの遺伝子なの

わっているのです︒領主がいないために︑江戸時代の佐渡の

がおりて一週間後の昭和十二年八月十九日の銃殺の朝︑北一

や佐倉宗吾のように︑立ってやるのはいけませんね﹂と言い

百姓に助け合いと自治の意識が強くなっていった︒しまいに

ます︒このような場面で﹁佐倉宗吾﹂が出てくるところを捉

この時︑北一輝は﹁坐るのですか︒これは結構ですね︒ヤソ

い︑と返事をする︒まるで年貢の話が幕府との契約のように

えてウィルソンは︑北一輝はいつも民衆の幸せのことを考え

輝は︑立ったままではなく柱の前に坐るように指示されます︒

なっていると先生は指摘されます︒正当性のない権威には︑

は幕府は︑今度の年貢はこれ位にしたいがそれでいいか︑と

絶対屈しない精神が芽生えている︒これが佐渡人の平等主義

ていたから︑佐倉宗吾の話がでてくるのだと指摘しますが︑

百姓に意見を聞くようになる︒よければ百姓は︑それならい

の遺伝子です︒まさに︑ここに︑北一輝の革命の原点がある
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私もまったくそのとおりだと思います︒北一卸はどこまでも
民衆の幸せのことを考えていた︒だから︑百姓一摸は狭い島
埖位の論で︑国家の革命の前とは次兀が違うんですが︑北一

輝の場合も︑国家という枠でみた我民だった︑あるいは︑国
ないでしょうか︒

家レベルの話ですから︑志士であった︑と言ってよいのでは

しかし︑肚淵桃のない椛威には絶対

現在でも﹁脚賊﹂という評判が︑みなさんの心の片隅に残っ

ているかもしれません

川しない佐渡人の平等︑服我のリアリズムで典実をじっくり兄

械めますと︑川氏に人鼠絶対を強制しながら︑その蔭で好き
勝手をやるという肱川の耶部ファッショ政椎が︑ｎ分たちの
欺朧を隠蔽するために急いで処刑したことが分かります︒北

1民

一姉は︑佐渡の平群︑正義の辿伝子をもち︑天堪がＮ此の総代

1J

表になる﹁新しい日本﹂を建国しようとして倒れた志士だっ

たのです︒︵終︶一○一二年十Ⅱ二十Ⅱ

講師の中川芳郎氏写真は前主宰山本修之助

甲辰秋日淡泊會席上酔後栽買誤置春洞居士元譲

買花招蝶栽石得雲

おもや山本修巳家所蔵の六曲屏風の第１扇の書︵表紙参
照︶︒害者は西川春洞︒その第３扇第４扇には日下部鳴鶴の
行書五言絶句がある︒いずれも数人の書画の寄せ書きの屏風
りまで見せる逸品である︒

仕立であるが︑近代日本書道開明期の２大巨匠の書と人とな

水六穂

六朝期の碑法帖などを携え漢魏六朝の斬新な書法を伝え︑鳴

楊守敬は一万点余りの

氏の﹁ふるさと再発見の旅﹂︵首都圏佐渡連合会︑佐渡市共

西川春洞は６歳時藩主の命で偕書千字文を書き神童と称せ

られ︑幕末尊王穰夷を唱え奔走もした後︑文墨研錯を専らと

そこにはⅢ年前に看過した私の﹁忘れ物﹂︵本誌的号︶比田

築刻で一世を風廃した徐三庚注②の門に数年にわたり学んだ秋

折しも明治朗年︑清国で築隷金石の学に精しく豐麗な書・

し風流な文人的生活を楽しんだ︒

井天来書﹁靜古山本翁墓﹂の原本軸装があり午後養一氏に案

再訪して︑午過ぎまで︑折から公開の文物を再度拝見した︒

３日めは朝早くから私ら一行７名のみで︑おもや山本邸を

グ︑大崎そばのご馳走そして真野新町まつりを満喫︒

鶴︑一六はその交遊により大いに啓発された︒

守敬注⑥の来日を機に大変革を見た

日本の近代書道は明治Ｂ年︵１８８０︶︑清国公使随員楊

洞の四言二句書である︒

その中でひときわ興味を覚えたのが先の六曲屏風︑殊に春

の書画など多く︑訪ねる者は至福の一刻をいただく︒

どの書作品︑戚族の元外務大臣有田八郎︑Ⅱ世對主修之助翁

洞注勘︑比田井天来注細￥︑会津八一注⑤はじめ山本家軒過客な

山本邸の列品には日下部鳴鶴注α︑巌谷一六注２︑西川春

内され山本家新装の中の墓碑にも拝礼することができた︒

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

同企画︶に便乗︑天然杉トレッキング︑小木海岸クルージン

平成朗年皿月︑私は佐渡再訪の機会を得た︒雅友山本養一

清

l6

︵碧城の別号︶の如きは得易からず﹂と評した碧城の帰国に当

山碧城注⑧が帰国した︒徐は﹁与が門勘きにあらず︑蓋し倹翁

る美事さ︒その書の心技とも酔後のものとは思われない︒本

思わせて楽しい︒しかも文一言の誤書を落款で署して作品にす

出典は未詳ながら良寛の詩﹁花無心招蝶蝶無心尋花﹂を

の花・蝶はその字の歴史から華・蛙と︒さらに華は蒙書に︑

文８字は漢代の隷耆体を基に新しく徐法も見えて美麗︒用字

スイシ

たり︑蒙害﹁出師表﹂︑隷書﹁郭林宗碑﹂の臨書帖を与えた︒

かねてより徐三庚の新鮮な書風に心酔していた春洞はその
ものにした︒時に春洞仏歳︒同様に徐の蒙刻を学び刻風を一

は徐の出師表の蒙耆の筆法を隷書の体に移入して体・意とも

そしてその筆法には傾倒した徐三庚の新鮮な動き︒殊に栽字

得の秀は明清以後に見られる体に︑嘘は蒙耆の体を隷耆に︒

ソウコウテンボク

書を碧城から借り双鉤填墨注⑨して学び徐法を自家薬籠中の

初枇中村蘭台注⑩がいた︒

遊び心がすばらしいｃ

広く残る２行め下の余白の処理︑醇後の誤りを作品化する

に快いリズムを伝えてくる︒

変させ近代日本の蒙刻の礎を築いた春洞の親友であり開歳の
ある人は︑鳴鶴の努力︑一六の才︑春洞の技と評したとい

は勅選貴族院議員でいわば官僚書家︑来日した楊守敬とは官

うがむしろその姿勢に注目する︒鳴鶴は内閣大書記官︑一六

７分組印︒姓名印﹁西川元譲﹂︑雅号印﹁春洞居士﹂︑引首印

そこに捺された落款印は初世中村蘭台の刻・明治別年頃の

２者は山の手派と下町派ともいわれる︒

は春洞生年弘化四年の干支入り﹁生干丁未﹂︵﹁参考資料﹂参照︶︒

的交流︒一方春洞は私的交流︑文人的︒

六曲屏風の第１扇︑右上ほぼ４分の１︑縦約帥皿横別︑に

春洞は現代書壇の重鎮西川寧注皿の父君︒寧陞歳時の没︒

顯他に引首印がある︒

﹁初世中村蘭台印譜上下﹂︵二玄社︶には春洞の名号印が別

春洞の書︒

岡言二句２行書︑築隷相交わる２行め下に行草体の落款２行︒

第３扇・第４扇上部に格調尚い鳴鶴の行書五言絶句︒共に

昭和妬年長野県松本に師歳の碧城を尋ね一宿も得て例の双鉤

父春洞と徐三庚︑碧城︒刈年余も心に懸っていた西川寧は

に徐三庚そっくりの隷書２字の横披を発見︑落款は﹁碧城﹂と︒

寧は父から書の指導は受けていないという︒没後の遺品の中

害は微苦笑さえ誘う︒一見して落款の﹁酔後栽買誤置﹂が本

填墨の冊尾に徐流の端正な執筆法で﹁白巌居士観︒干時年

２者の書は対照的だ︒鳴鶴は謹厳そのもの︒対して春洞の

自詠旧作︒

句だと︒

文２句中の誤りを知らせる︒﹁栽花招蝶買石得雲﹂とすべき
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趣泳

蝉Ｉ遥愈忽鳶

藁譲塞揮

下詐の﹁佐波山本家来肋人椚鰍﹂︵山本修Ｕ柵︶を綿く

山本家の屏風から輪が広がる翻

てしまった﹂と悲しまれたものなど伺った

その帥も平成肪

白巌翁のこと︑春洞︑寧父子との間わりを知ったのは﹁耆

年挺期擦養の後亡くなられた︒

品﹂︵東洋耆道協会︶の復刻誌をＦにしてからのことである

18

八卜打七︒﹂と敢押２打の側炊を得て川行の閑台共々人歓点
したというｃ
ママ

日長似小年甲辰夏日一六老人題︵脈句は﹁如少年﹂︶

碧城は名は純︑号は倹為︑徐門に入り徐の号袖海の渕を探

脚艇の対句ながら蝿冊もⅢ一とはいえず︑曲折は縦沸に打

共に印はあるが︒

るの愈から探渕ともサし︑州川後辨城︑史に人脈５年に︐川峨

件の藩救︑後荷は一人ばりの桁杵である

と改めた︒中川遊雁鴫容との﹄父遊も多くⅡ本川内でも各地で
＃道杵及につとめたがその斜を知る荷は少ない︒

叩雌川論師年の祀録がない↑︑川沿訓年には一六は上人川作で激

↓Ｌハは﹁叩灰奥Ⅱ﹂︑存棡は﹁川脹秋Ⅱ｜・

川窟は秋川家で一六の＃いた小我紙を兄ているが﹁紘下に印

Ｈ滞在︑四年には鴫鶴︑聖年良三洲︑お年高橘泥舟︑鎚年尾崎

その糾城のりは洩学淡詩の師収野成粛注脳が命椚した︒山

がつい何はなかったゞ紀年がないのも惜しいことだ︽↓︲三﹁害叩凹

がない所を兄ると︑かの淡汕命川の席上の神であらうとおもふ

紅葉︑粥年高村光雲そして蛯年公稚八朔郎来訪の記録がある曇

私は在学時教職の単位収榔の関わりで仲辿を腱押した︺折

わからない︒

れである︒前記山川章によると﹁かの淡油會﹂といい屯野成

導教Ｗ荒川糾噛光唯が秋山Ⅲ樅Ⅲトであることを知ったのは

か︑淡汕会は⁝

鴫雌と一六がこの時一紺だったか︑が川の秋は初秋だった

８号﹁〃川巌先唯﹂︶という︒︵傍点筆持︶

さて︑その﹁淡油合川﹂が岬瓜にある：

漸︑巌谷一六の緒を兄ると叫叶の文人堪容の﹄父流の人概が樅

﹁甲辰秋日淡泊會席上酔後栽買誤苣春洞居士元讓﹂がそ

測でき︑存川の俳風のこの淵の抑僅はここ佐渡での淡汕金肥

後のことで帥から多くを附けず︑川の号は烈城の一宇をいた

今世海蜜計ゞ織識識

だいたこと︑︐川巌の号はそのおｒが亡くなり﹁巌が白くなっ

上であろう⁝：．と︒

︑︾︑︽津や副

沙劣岬詫吋客卓罪録ツ

そして山本家の宝の中に二梁の短冊がある︒

山靜 似 太 古 山 本 靜 古 君 属 鳴 崔 書

7

半川紀を経て佐渡のⅢ家の文物を介して塒側︑一六︑春洞︑

私が＃に側味をもったのが昭測鋤年︑ｎ朧はその年２〃逝去︒

隅

年害

生干丁未

西川元讓

⑱屏風作品用印・初世中村藺台刻

園

間台︑向巌という近代Ⅱ水の杵のⅢ川期の肛人に会える︒孫
弟子に当たる︑と勝手に言わせてもらう私が西川存洞の四言
望句の岬風蒋から秋山糾城に会えた︒

卿春洞鞘歳・明治

⑧秋山碧城用印
徐三庚刻

秋山純印

（
4
ノ

恥絲は欠に介口鵬絲は尽きぬものである︒以止

汪必川下祁鳴鵺︵１８３８１１９２２︑師歳︶
２巖谷一六︵１８３４１１９０５︑氾歳︶
伽川川存川︵１８４７１１９１５︑的成・軍の父︶
↑釧比川雌入来︵１８７２１１９３９︑粥哩
獅公沖八一︵１８８１１１９５６︑祁戯・
秋草道人・八朔郎︶

︽磁徐ご贋︵１８２６１１８９０︑砺歳︶

心協守敬︵１８３９１１９１５︑方城︶
幟秋山糾城︵１８６４１１９５４︑例歳・険為・川雄︶
献双鉤填嶋Ⅱ典賊の鵯が襖製の一〃法︒脱水に紙をのせて
宇川の輪郭をとり︑その叩に泄鶚を坂める

文挙博士・農術院会興・拝洞の〃よ

ノ

＝￨厩
倹爲

諾雄

春洞居士

領評

酌瀕舞畔球鼬

満堂和気生嘉福

﹁参号擬料
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川初川中村剛台︵１８５６１１９１５︑帥岐︶
︽皿西川章︵１９０２１１９８９︑翫歳・

⑫重野成斎︵１８２７１１９１０︑別歳・
学ｔ院公典・血族院淡典︶

墨

山本修巳家所蔵六曲屏風
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家守る狢神にも初詣修巳
毎年︑元日一は冬の荒海を越えて帰島した子供や孫たちと一

家そろって︑まず産士神の新町大神宮を参詣︒そして本殿の

横に鎮座する﹁源助大明神﹂にもお参りする︒この屋敷絡神
は一・五メートル位の石組で︑もともとは私の屋敷内に祀っ

てあったものを祖父半蔵が新町大神宮に移したものである︒
そこには亡父修之助の俳句の石柱も建っている︒

山本修巳

佐渡は天領で奉行が赴任し︑また︑北国街道を毎年金銀が

江戸へ運ばれた︒北国街道の信州柏原には小林一茶の発句が
ある︒

さっきばれ

おかね

入梅晴や佐渡の御金が通るとて一茶

北国街道を通る御金は︑私の住む真野新町も通る︒天領佐

渡の唯一の宿場町で︑江戸から赴任する奉行は︑出雲崎から

佐渡小木港に上陸し︑首府の相川へ向かうが︑その途中の町

ある日︑本陣に住む狢源助は︑相川の絡団三郎の娘の嫁入

で︑賑わった︒私の家は奉行の泊る本陣である︒

私の家は︑江戸時代初期に福井市から佐渡相川の金銀山に

りの道中に︑昼食の場所として酒蔵を提供した︒その時︑突

凧やわが家守りし諮神修之助
来て︑約四十年ほど働いて︑真野新町に転住した︒以来︑数

然踏みこんだ杜氏に狢が想いて︑意識をなくさせてしまった︒

ようになったという伝承がある︒その伝承の事象として︑あ

そのことで私の家の主人にひどく叱責されて︑わが家を守る

る日私の家に侵入しようとした盗賊が︑咳払いや人の気配が

ている︒その間に屋敷狢を祀るようになった︒佐渡は︑全国
でも少ない稲荷信仰でなく︑狢信仰の地域で︑相川の﹁団三

してどうしても侵入できなかったと奉行所の白州で白状した

十年間︑酒造業︑廻船業などで産を成し︑十二代目の私に至っ

格化された絡神は多い︒

郎大明神﹂などは︑今も参詣の人が絶えず︑人名をもって神
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と言われている︒江戸時代中ごろのことと思う︒

その次に︑佐渡に配流された第八十四代順徳天皇を祀る真

順徳院

野宮を参拝する︒鳥居をくぐると石碑が建っている︒

ももしきやふるき軒ばのしのぶにも
なほあまりある昔なりけり

平成十二年に和歌山県在住の近藤清一氏が百人一首の歌碑

私は十時ころ︑家族とここに参拝する︒いつかは︑北朝鮮

から帰国した曽我ひとみさんとその家族に会ったことがある︒

また順徳天皇を詠んだ与謝野鉄幹︑晶子の歌碑も真野宮近く

いままで︑真野宙は天皇陛下︑皇后陛下をはじめ︑皇族各

の公園の一隅に建っている︒

氏の参拝も多い︒平成二十二年には︑正中の変によって配流

の遠い御縁にかかわる奈良中宮寺日野西光尊ご門跡も参拝な

され︑佐渡で処刑になった日野資朝も祀られているので︑そ

れた十月十四日︑日野資朝が明治十七年復権されて︑ご贈位

私は真野宮の崇敬者になっているので︑順徳天皇の崩御さ

された︒

とになった︒台石の高さを加えて二メートルの立派なもので︑

を毎年数基ずつ建てていて︑この年は順徳天皇御製が建つこ

碑石は長野県木曽郡御嶽産︑揮毫は京都在住の著名な日比野

いる︒

をいただいた日の二月二十二日には︑毎年祭礼に参列して

天井の木組みの隙の雪明り

ていると︑木組の天井から美しい雪明りが見えることがある︒

かけてご造営になった現在の真野宮に二月二十二Ｈに参列し

佐渡には宮大工の名工の歴史がある︒大正六年から九年に

修巳

光鳳氏である︒

順徳院の歌碑ある宮へ初詣修巳
真野宮は︑順徳天皇と日野資朝︑菅原道真を祀る神社であ
う寺であった︒この木像は︑明治七年︑明治天皇の御下命で︑

しかし天井から雪が入りこむことはない︒

る︒江戸時代は順徳天皇御木像が安置されていた真輪寺とい

られている大阪の水無瀬神宮に還幸された︒

︵俳句誌﹁鶴﹂平成二十四年一月号︶

承久の変に関わった後烏羽天皇︑士御門天皇︑順徳天皇が祀
その後︑真野宮は大正時代に三年間かけて社殿︑幣殿︑拝
は初詣の参拝者が大変多い神社である︒

殿︑御門︑
︑瑞
瑞垣
垣な
など
どを
を造
造営
営し
し︑
︑立
立派
派なな
帯神社になって︑佐渡で
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書いており︑宇野七十二歳での作ということになる︒﹁中央公論罠大

ある︒掲載誌の﹁雑記帳﹂に編集者野村喬は︑﹁老大家の近作﹂と

︵総合演劇雑誌﹁テアト旦通巻四○百万︑昭和五十一年七月︶が

劇作家・演出家の宇野信夫に五幕十二場から成る﹁安寿と厨子王﹂

﹁親は東へ︑子は西へ・・・・あ︑︑それにしてもよい凪じゃ︒ど

親の供養のこともあると言って︑念仏をしばしば唱え︑幕切れでも

夫の手で二人の男の舟に売り分けられる︒この間大夫は︑自身の熾

夜を山岡大夫の世話になる場面である︒その︵二︶では︑一行が大

が︑杜に連れられて満代を発ち︑越後の今津︵現在の直江津︶で一

ているが︑筑紫に配流の身となった父を尋ねて安寿・厨子王の姉弟

雪Ｃよう搾﹄い

正四年一月︶に掲載の鴎外の小説をもとにした戯曲で︑副題には﹁森

れ︑鳩と酒が待っている︒南無阿弥陀仏々々︒﹂と言う

鴎外﹁山椒大夫﹂より﹂とあって︑舞台での上演を考えて執筆した
ものらしい︒しかし︑脚本を独立した文芸作品として考える作家で

は︑﹁短い時間椅子に掛けて︑ほんとうの人間︑ほんとうの世の中

その偽善性と非情とがあらわになる格好である︒演劇について宇野

こんな高尚な娯楽は︑ほかにない﹂会心に残る言葉﹄平凡社︑昭和

を見て︑登場人物に同情し︑憎んだり悲しんだりよろこんだりＩ

かえって

ては︑筋が明らかになれば興味を失うような作品には︑演劇的観点

あったことも押さえておく必要はあろう︒台詞を重視する宇野とし
から否定的であった︒新たな創造による独自の世界の構築こそが関

五十八年︶と断言する︒山岡大夫は︑そうした戯曲の一つにおける

心事だったからである︒ジャンルも異なり︑両作当然違うところは
多いのであるが︑これらには必要に応じて触れる程度にし︑特に宇

最初の憎まれ役ということになろう︒

一○八一年から一○八四年までで︑平安中期に入り︑鴎外の﹁歴史

が︑時を白河天皇の永保年間︑秋の初めとしている︒永保は西暦

いｃ成程︑おりや鬼になって富を積んだ︒そりゃ何が為︑みんなわ

ごい仕打ちで富み栄え︑鬼じゃＩ〜と人は言う︒世間の口に嘘はな

買い主によれば︑﹁由良の港の山椒大夫は︑人を貢うて働かせ︑む

それぞれ日に三荷の汐汲みと︑三荷の柴刈りとが課せられる︒当の

前幕の三月後の第二幕は丹後の国が舞台︒姉弟はここで買われ︑

野らしい特色を表す点に着意して考察を進めることとしたい︒

其儘と歴史離れ﹂二心の花﹄大正四年一月︶を参考にした設定である︒

﹁安寿と厨子王﹂の第一幕は︑原作とほぼ類似の筋をたどる

幕の第一場を︵ごと表記しており︑以下の幕でも同じ示し方をし
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いらが為と知らぬか︒﹂云々とあって︑仲が悪く識いをする二郎・

都へ行っておくれ︒︵中略︶神仏のお導きで︑善い人にさえ

とも限らぬ︒厨子王︑そなた思い切って︑ここから逃げて︑

逢うたけれど︑人の運が開けるものなら︑善い人に出逢わぬ

鴎外の小説に比べ︑宇野の場合時間的経過を速くして︑第三幕

ですることを︑わたしと一緒にする積でしておくれ︒父さま

逢うて︑け様のお行方を捜しておくれ︒︵中略︶そなた一人

出逢うたら︑筑紫の父様のお身の上も知れましょう︒父様に

かみほとけ

いうが︑大夫には︑十年前の太郎の失跨が残念に思われるのであった︒

三郎の喧嘩を収める︒母親の乳を知らないで育った二人であったと

︵二は前幕から九年を経た年の瀬で雪夜の人夫の屋敷の小屋︒灯
がた

お地蔵様をわたしだと魁うて︑大蜘にしておくれ︒︵中略︶

杜さまに逢うて︑わたしを助けにきておくれ︒︵中略︶この

かか

火の傍に父の姿を兇︵Ⅱ幻視し︶た安寿︵一十川歳︶が︑十年前筑
紫の父様を尋ねる途中越後で人買いの手にかかり︑母様は行き方知

そなたが逃げたことがわかれば︑屹度討手がかかります︒こ

れず︑自分たちはここへ連れられて来たと言うと︑厨ｆ正︵二十二

歳︶も︑つらい幕らしの中にも父様母様のことを忘れた日はない︑

るお寺に入って︑隠しておもらい︒

れから急いであの向河岸を越して中山へ出て︑あの塔の見え

厨子王お寺の坊さんが︑隠してくれるでしょうか︒

と話す︒伊勢の小萩︵二十歳︶が︑夢うつつの二人に気を確かにと
山椒大夫の前に引き出し︑矢じりで額に十文字を書く︒気を失った

促す折から︑二郎・三郎が︑逃げ出す談合をしていたと決めつけて

安寿そこが運だめし︑開ける運なら︑坊さんが隠して下さ

厨子王︵決然と︶姉さま︑私は姉さまの仰る通りにします︒

る・・・・

姉弟は夢から覚め︑守本尊が身代わりになってくれたと悟る︒この
から︑二人は父の導きを感じて大夫の屋敷を出ることを決意するの

運命開拓への会話の後︑安寿は門出と言って弟と別れの水杯を交

後︑原作とは少し異なり︑本尊の力により夢の中で父に会えたこと
であった︒ただし安寿に対し︑自分の女房になれと言う二郎の声を

大夫﹂に比し写実的ではない︒﹁父さま恋しや︑ほうやれほ／父さ

とと

わす︒続く場面は︑密かに行うべき逃亡のことを考えれば︑﹁山椒

同じ幕の︵二︶は︑安寿がひそかに噸んでいたとおり︑年が明け

がもと・・・・﹂と弟は歌い︑安寿は愉を吹きながら見送るからで

ま恋しや︑ほうやれほ／鳥も生あるものなれば／とものうてたく父

二郎が聞き︑喧嘩になる場面もある︒

ると姉弟は共に芝刈りに行けるようになる︒しかし︑三郎に髪を切

り︑二人は別れの際でも両親を思い浮かべていたわけである︒この

ある︒第一幕で母が歌い︑これに合わせて安寿が笛を吹いた曲であ

り︶よ口う

られ︑安寿は男の扱いを受けるという条件であった︒︵言︶の山に
登る場面で﹁厨子王御覧︑菫ですよ︒春になったのだね︒﹂以下の

歌と笛とは舞台上の効果も考えたらしく特に叙情的で︑肉親の情愛

を重んじる︑いわば人情劇的特色を示すことにあずかっている一場

姉の言葉を引こう︒原作の跡が濃いが︑︵中略︶とある箇所には弟

安寿︵前略︶十年前︑岩代を州てから恐ろしい人にばかり出

の台詞︵以下宇野に従い︑セリフと表記する︶が入っている︒
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き旨を光行は答え︑相手の胸ぐらを突く︒尻餅をついた義元が︑﹁無

固守の館を建てるというのである︒主人に一言挨拶があって然るべ

礼者とほざいたな︒普請奉行に手むかったな︒﹂となじると︑﹁その

面と言えよう︒

︵四︶では︑二郎ら追手が国分寺へ逃げ込んだ厨子王の引き渡し

ざまで︑普請奉行が勤まるか︒﹂と光行は反抗︒立ち上がった義元は︑

佐渡ヶ島への国替えは︑落ちも落ちたり島流しも同然︑そうした主

彼らを追い払い︑鐘楼守も︑わつばは南へ急いで行ったと急かせる︒
律師は︑﹁守本尊を大事にせい・父母の消息は必ず知れよう︒﹂と︑

下知する︒右のごとく言われて光行が松の幹にすがって泣くところ

人に何の挨拶かと言い放ち︑番匠どもに︑早う取り壊しにかかれと

を要求する︒しかし寺院の宗教的︑政治的権威によって曇猛律師は

る︒鐘楼守は小説とは違い︑大夫の長男で︑親の所業を嫌い寺を

姉同様の言葉で励まし︑都の清水寺の篭堂に泊まるがよいと指示す

へ正道︒松も今日が見おさめと口にする主人︒

不相応な出世をした︒それもこれも関白お一人のおはからい︑

正道︵捨石にかける︶なア光行︑わしは出世が過ぎた︒身分

頼ったことが僧の言葉に暗示されている︒太郎の失腺については鴎
外も記すが︑宇野の構想はより大胆である︒︵五︶は原作をほぼ踏

その関白にわかの御逝去で︑忽ちこうなるは知れてある︒

襲し︑娘の病平癒祈願に参籠した関白師実に夢のお告げがあり︑籠
堂の厨子王が捧持する守本尊を借りたいと請う︒一家の来し方を厨

に︑母を探して春の都大路を廻る︒姿かたちはそっくりでも母では

第四幕︵二では︑平正道となった厨子王は︑家来の光行をお供

句は宇野の戯曲の方向づけをするものである︒右の場面にすぐ続い

文でも触れる宇野の﹁高瀬舟﹂にも兇える︒﹁枇の中﹂﹁浮世﹂の語

﹁これが廿の中というもの﹂云々という言葉に類似する表現は︑下

影も見せぬ︒これが世の中というものでござりましようか︒

光行関白御在世の時は︑毎日顔を見せた者共︑今日この頃は

なかったり︑関白の引き立てで出批した自分を都の人たちが羨んで

て︑正道は︑栄達は自分にはそぐわぬ︑波の上の佐渡ケ烏で暮らす

ない︑館へ参れと言われるのであった︒

子王が話すと︑国守の失政に連座して左遷された平正氏の子に相違

いることを知ったりする︒父の死を聞いた正道は︑諸国に人を遣わ

いた正道は︑佐渡へ渡れば︑もはや母は尋ねられぬ︑そればかりが

のがふさわしい︑共に島へ渡ってくれぬかと頼む︒諾いの返事を聞

がた

して母を探すものの︑行き方は沓としてわからない︒お供の光行は︑

佐渡に赴任するにつけ︑小萩のことも心にかかったのであったが︑

け入れることができたであろうか︒

すだけのことは遊ばしたと慰めるけれども︑それを正道は容易に受

近い心境であったことは想像に難くない︒光行は︑探索に殿は尽く

﹁心残り﹂と打ち明ける︒しかし︑姉の悲願でもあり︑自身絶望に

武蔵の国への使いもやがて戻ると申し述べ︑主人を励ますのであっ
た︒︵二︶における正道は家来と共に浜辺の道をたどって趾を尋ね
︵三︶は︑むなしく帰京した後の正道の屋敷︒時は初秋の昼下が

るけれども︑また人違いをして︑美濃の国へ入る︒

いる︒上よりの命で︑今日から館の打ち壊しにかかり︑跡へ大和の

かみ

り︒その奥庭で光行と同年輩の普請奉行・義元とが言い争いをして
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尼寺建立のこと︑丹後一国での人買いの禁止のことを話し︑情け深

これは家来の弓彦が再会をかなえてくれた︒その小萩︒安寿の死と

ずべきことを正道が経験したことは︑前掲セリフのとおりである︒

まれたが︑遠島になる喜助を連想させるものである︒分相応に安ん

い同の守が︑住む家もない自分を迎えてくれるということを知り︑

波の音が手にとるように聞こえる︒小萩が少し悪酔いして一人でい

雑太の長者茂平次邸の広場に新たな脚守旺道を招いた場︒浜が近く

第五幕︵二は︑前幕の二Ⅱ後の晩秋のⅡ暮れ近く︒佐渡ケ島︑

○と◇う

かり

正道つくづく思えば人の身は︑波にゆらるる捨小舟じゃ︒

も殿さまにも︑おめにかかることができました︒

小萩小萩にとってはそれが倖せ︑みなしどの私が︑姉さまに

はなればなれ︑姉とわしは人買の手で︑丹後へ売られた︒

を見た︒思えばあれが︑倖せのさいどの日よ・あくるＨけと

正道幼いＨの旅の途中︑越後の今津で趾と姉︑言人揃うて雁

人はその行方を見る︒

たと思う悲しみに酒をあおっていたのに相違ない︒雁の声がし︑二

る正道を見つける︒おそらく彼は︑母を探し出せない境涯に置かれ

さわだ

それが出世した厨子王こと正道さまであるとの驚きを話す︒正道は︑

かみ

それもわずか三年のことであったと言い︑向後の運命を語ると︑小
こうして進む脚本全体として注Ｈされる一つは︑鴎外の作品同様

萩は︑お供いたしますと答えるのであった︒

安寿の犠牲的精神である︒これは︑先の第三幕の︵三︶で︑別れは
嫌だと言う厨子王を説得する場向に受け継がれていた︒
あかり

安寿そなたがここを逃げ出さぬかぎり︑何年たっても父様母
ゆ︒つく

様に逢うことは出来ませぬ︒昨夜わたしは︑燈火のそばで考
しん

え事をしていました︒見ると︑まわりを明るくする為に︑燈
する為には︑ほそってゆく人がいなければいけない．・・・

心はだんだんに細ってゆく︒人間もその通り︑誰かを倖せに

人の身のはかなさ︑たよりなさを口にする正道の人間観・運命観

つら

一月の自分こそ烏のことが聞きたいと答える︒

つく︒そこへ長者が参り︑都の話なと承りたいと一言上すると︑来島

耳をすまして︑かぶりをふる小萩に︑我に返った正道は溜め息を

正道その笛が聞える．・・・

やれほ・・・・

旺道ソレそなたもよう聞いた姉のあの笛︑父様恋しや︑ほう

が聞こえると言う︒けれども︑彼女には波の商以外聞こえない︒

まい︒小萩が︑みなが待つ広間へと促すと︑正道は誘いを遮り︑縮

は︑越し方を顧みての︑一種の諦観を反映した言葉でなくてはなる

弟の為に︑姉のわたしが幸いめにおうのは︑当り前のこと︒
わかりましたか︒

同じことを昭和四十七年二九七二︶十一Ⅱ国立劇場で上減の宇
野の﹁尚瀬舟﹂において喜助にも肯わせている︒すなわち弟に﹁熔
心というものは︑まわりを明るくするために︑自分はだんだんに燃
えて︑だんだんに細くなってゆく︒それと同じことで︑一人の人を
倖せにするためには︑誰かしら︑細くなっていかなけりゃね︒﹂と
またこの﹁高瀬舟﹂でも強調される︑足ることを知る心のことも

いうものである︒宇野には好みのセリフだったらしい︒

見逃せない︒光行は義元に主人のことを﹁島流しも同然﹂とさげす
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いと︑百歳にあまる者も︑二︑四人控えて居りまする︒この

茂平お安い御用でござります︒蔭ながらでも殿さまを拝した

展開を見せる︒すなわち関白の急逝は栄枯盛衰の世のならいを示し︑

て︑舞台上のことを考えたものでもあろうか︑独ｎの構想にかかる

第四幕の内容は原作にはなく︑偶然性の濃い出来事の観を呈してい

正道の命運もここに尽きた観がある︒このあたり脚本の字数からす

者共の昔話︑面白うございます︒

小萩それは一段と面白いことでござりましような︒

れば︑総じて舞台の展開も漸次速くなり︑各場の時間も短い運びに

厨子王恋しや︑ほうやれほ︑

﹁安寿恋しや︑ほうやれほ︑

い間︒／筵の蔭で︑小声でうたう声︒

花道に去る︒／舞台は空虚︒遠く波の音︒雀のさえずり︒長

から

鵬の声︒／茂平次︑先に立ち︑筵の前を通る︒︵中略︶この人数︑

もず

広場を隠す為に︑正面に筵を張る︒櫟の木立に夕Ⅱがあたり︑

終幕の第五幕︵二︶をまずト書きから示そう︒

が多く︑それが劇的効果をあげることになっているのである︒

なっている︒こうした組み立ては宇野の他の戯曲に共通するところ

光行島へ渡る迄は実はわれら︑味気ない所ときめていたが左
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
にあらず︑人の気はよし気候よし︑女はなくてきりようよし︑
︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑

︵傍点引用者︶

弓彦雑太の長者は気前よし︑申し分のないところでござり
ます︒

みやこびと

茂平イヤ︑都のお人は︑お口化手じゃ︒
卜一Ｍ︑笑う︒

小萩は︑﹁そのお二人は︑都人には珍らしい正直者﹂と言い︑正
先導するのであった︒右の場面には置かれた状況︑島での生活に︑

烏も生あるものなれば︑

道に同意を請うと︑肯うので︑茂平次も安心して一同を宴の席へと
足しようとするお供たちの様子が描かれている︒島には百歳を越え

疾う疾う逃げよ︑逐わずとも﹂

ごとく﹁き﹂﹁よし﹂が韻を揃えた面白さを示している︒﹁わしは鐘

をなして唱和的なところがあり︑しかも﹁人の気はよし﹂その他の

う﹂﹁きこえる﹂と平仮名表記を採っているのは宇野の工夫で︑小さく︑

の主を探すものの︑かなわず哨然と花道を去る︒この場面で﹁うた

続く場面について簡略に説明すると︑唄は繰り返され︑正道は唄

お

る人もいるというが︑彼らの人と人生を暗示するものがあろう︒光

をつくが嘘はつかぬ︒﹂と︑追手を欺いた鐘楼守同様ユーモアをま

は花道からまつしぐらに駆けて来て︑筵の内をのぞこうとする︒が︑

かすかにという指示であろう︒また︑あの唄がうたわれると︑正道

と

行・弓彦のセリフは七と五のリズム︵拍︶で︑読点をはさみ一続き

らではの︑なごやかな︑たのしめる一駒と言えよう︒

じえた︑﹁山椒大夫﹂にはない類の表現である︒このあたり演劇な

はずみに筵が落ち︑広場があらわれる︒一面に敷いた筵には粟の穂

を逐いながら小声でうたい︑さらにつぶやくようにうたい続ける︒

殴り

このようにして戯曲は第五幕の︵二︶へと進み幕は降りるのであ

が干してあり︑そぼろな装の女が︑夕Ｈを浴びて座り︑長い竿で雀

︵承︶︑第四幕︵転︶・第五幕︵結︶と捉えることができるであろう︒

るが︑その前に全体の構成を見ると第一幕︵起︶︑第二幕・第三幕
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﹁安寿恋しや︑ほうやれほ︑

年﹂大正二年二月︶︑そこに示唆されたのかもしれない︒もっとも︑

もあったと鴎外の分身らしい人物に打ち明けさせており︵単行本﹃青

︵一八七七年︶の﹁聖ジュリャン伝﹂を粉本にしようと考えたこと

︐しよ・つ

厨子王恋しや︑ほうやれほ︑
と

烏も生あるものなれば︑

もとの小説は説経節﹁さんせう太夫﹄をベースにしたものであった

可能性もある︒残虐な場面の描写を回避し︑夢の中の出来事とした

から︑安寿が金焼き地蔵の化身であったことを︑鴎外は反映させた

疾う疾う逃げよ︑逐わずとも﹂

ト長い間︒

ま

正道︵じっと女を見つめる︒女は盲目︶

こともあずかったという観点に立つならば︑ふと子供を読者として

かか

旺道︵吠えるように叫ぶ︶趾さま︒

ともあれ終幕第五幕の︵二︶は︑セリフはないと言ってもよく︑

鴎外の小説とは別趣の深い感動を呼ぶものになっているのである︒

和三十五年︶も同様であって︑リアルな表現と言えるが︑向作とも

ある︒田中澄江による動画のシナリオ﹁安寿と厨子王﹄︵東映︑昭

そうした﹁山椒大夫﹂に対し︑宇野の場合母親は失明したままで

ない︒そこにはフローベールの語りの方法も作用したであろうか︒

考えたかもしれず︑その方面への配慮をしたと想像できないことも

卜長い間︒

ま

女︵見えぬ眼を声の方へむける︶

／Ｉ幕ｌ

正道︵再び叫ぶ︶厨子王でござります︒
トー人は抱きあう︒

女おお︑厨子王︒
姉との約束もあり︑力を尽くして母を探した厨子王・正道であっ

親子はただ呼び合うだけである︒そして︑その前には烏追いの唄が

たが︑心残りのまま離れ島に赴任したのであった︒それが﹁転﹂の
構成により︑劇的展開を見せたわけで︑この戯曲における︑最も大

不幸の問題︑禍福はあざなえる縄の如しといった運命観が︑人生の

繰り返されている︒作舳全体としては︑犠牲的精神︑知足の心や幸

姿として浮かび上がってくる悲劇であろう︒しかし︑作品を統くる

きな創意でなくてはなるまい︒難難辛苦の果てに相会うことのでき
れる長いセリフのことが想起される︒しかし︑宇野によれば︑感極

窮屈にしてしまうということを述べた作家であったから︑固定的に

主題といったものを考えると︑書く方にも読む方にも︑その世界を

た親子を想像するとき︑閥洋の戯曲で感動的な場面でしばしば見ら
まったり︑切羽詰まったりする時の人の言葉は少ないものだとある︒

解釈しない方がよいのかもしれない︒が︑この戯曲中肉親の情とい

それは自身の経験によるところもあろうが︑近松門左衛門や六代Ｈ

菊五郎︑フランッ・モルナールから学んだ戯曲の方法でもあった︒

夫﹂には︑その冒頭を﹁それおやこ兄弟のわりなき事は︒さうか

表現様式が︑特にこの間の事情を暗示している︒上記﹁さんせう太

うものが終始意識されていたことは争われない︒唄の反復︑終幕の
めしい

原作もあるにせよ︑右はこの観点が活かされた場面にちがいない︒

原拠﹁山椒大夫﹂においては︑盲の母親は地蔵尊の霊験により目

が開く︒一種の奇蹟と言えるが︑フローベール著﹃三つの物語﹂
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ひよりもふかし︒﹂と語り出す一本︵寛文七年板︶もあるのである︒

統芸術とは︑何かを生み出す所に価値がある︒﹂という哲学は︑

何やら︑ウィーンのオペラにも当て嵌まることであり︑又︑﹁伝

次のように述べている︒

ことが﹁安寿と厨子王﹂には窺われるであろう︒戯曲の題もこれに

夫が独自の様式と世界との創出を試みた作品の一つであったと言え

その点で﹁山椒大夫﹂に拠った戯曲﹁安寿と厨子王﹂は︑宇野信

境から山手に向かって参道がのび︑神社は五郎左衛門町にある︒金

郎左衛門町という町名は山師の樋口五郎左衛門が開いた町で︑三丁

刀比羅神社は寛永一七年二六川○︶金井吉井から勧進された︒五

30

鴎外の一歴史小説から︑人情の新たな芸術的再生を願って創作した

フェルゼンシュタインが︑ウィーンにあきたらず︑故郷を捨て

て︑東独のコーミッシェ・オペラ劇場でクムジークテアター〃

関係があるものと思われる︒

この作品が掲載された﹃テアトロ﹂の少し前のページには︑寺崎

るこの演出家を訪ねて︑その稽古ぶりの写真をも織り込んだ評論で

典理というものは︑東西︑洋を問わない︒

を創り出したのと︑同じ哲学である︒

あるが︑宇野信夫の名を挙げて︑その歌舞伎批判を引き︑さらに宇

よう︒本稿Ｗ頭にⅦいた編集荷の﹁老大家の近作﹂という紹介も︑

ｌ﹂という論が載せられている︒淵時ウィーンのオペラ界で活躍す

嘉浩の﹁フェルゼンシュタインの芸術︵三︶ｌ伝統芸術の在り方

野の持論を︑﹁伝統芸術を護る︑ということは︑ただ先人の残した

︵新潟市在住︑旧水津村片野尾出身︶

こうしたことを彦ませた評言であったかと思われるのである︒

いのだろうか︒﹂と紹介する︒そして︑寺崎は筆を転じて二人に関し︑

子

相川の金刀比羅神社は︑松栄家の後方にある︒三丁Ｕと四丁Ⅱの

金刀比羅神社︵相川︶

柳平

芸をなぞっていればよいと思い込んでいる向きもあるが︑それでよ

松栄家奉納の船絵馬

本誌第一二七号の﹁相川の松栄家について﹂︵佐藤利夫著︶に関
連して︑松栄家が奉納した船絵馬と松栄家所蔵の船に関する資料を
紹介する︒︵敬称は略した︶

則

川と一一ｊⅡと１打して

山側を北に川かつての
Ⅱ兀郎方衛門が金川が

びている川である︒伽
おとろえたときに︑鉱
石がたくさん掘れたら

松栄家の椚川のあるの

現存する船絵賜の本納荷は︑松栄家のほか︑沢択の背野雌︑︐川川

八八郎︑川山弥代占などの川船Ⅲ雌である
であった

︵衣↑こ本納した年は川桁七年から一八年まで︑本納汁

は昭和ｈ︽九年にはし点あったが︑平成一：年︵二○○九︶には八点
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帆をドげないと通して
もらえなかったが︑五郎左衛門が南向きにしたら治まったという伝
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ないと判断した域

るが︑帆印が州川の松栄丸のものと迷うので︑松栄沽作家の船では

〕1

納した幟が参詣肴を迎えてくれる曇社の中に入ると碓面にたくさん
に洲介した塒は二十八枚あった．雌物を修川した時に慨んだものは
それより以前にも川桁叶代以曲の年川ゲのある絵賜

を片付けけた形跡がある鰯

片付けたという

〕1

ル

写真1 松尾丸・松栄丸明治7年金刀比羅神社

馬が本納されている︒

この堂に松尾丸の絵

一︶から川治七

瓜兄釉は︑タテ川ｌ九叩ヨコミー六ｍ︑﹄的さミー一ｍの水釉
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！↑

松栄丸の二艘が描かれている︒そのほかは松栄丸だけである︽︾帆印

文化元年二八○川︶
九Ⅱ︑仏州州川松屋佐

は右から三番目の布の上方に黒の長い線と少し問を置いて短い線を
砧が前後するが︑松栄家は江戸時代は仏膝眺であった︒羽州︵山

﹁枩﹂の字︑船尼に﹁松

次右術川︑みよしに

捕いたものである︒いずれも絵馬職の作である︒︵写真ｌ︶

松栄丸は眺

岐後の佐波奉行鈴木服械のすすめで松栄と桃を変えた

形卯︶岐上丸川の出身で︑雌けは﹁松雄﹂︑家印は⑩であったが︑
を変えた後に川〃していた船であることはあきらかであるが︑松尼

る︒川川の左化に人端︑

尼凡﹂の肱が立ってい

隣

採色されているが
にもう一枚︑河原Ⅲ佐

仲荷は不川である︽

る

府止に灯台が州いてあ

丸は︑それより以川から所心していた船であろう︒

金北山神社︵真光寺︶
金北山は佐漉で一帯高い川で︑占代から倫仰の対象であり︑航海

野松右衛門の奉納した

の目印となっていたので凹船に携わる人々からも信仰されてきた︒
真光寺にある全北山神社に松尾丸の絵馬が本納されている︒横長の

妙見さんは︑水・海

絵馬があるゞ︵写真２︶

月吉日︑松屋佐泊右衛門が奉納したもので︑小舟に﹁会︵松の異体

の神さま︑また商売の

板に船の側面を立体的に張り付けた形で︑享和二年二八○一二三
字︶﹂の字と⑩の焼き印が押してある︑ほかに︑同船問屋の沢根青

神さまとして偏仰されてきた

蹄間＃醤

野屋︑宿根水の浜田犀の絵馬も奉納されている︒

年二八Ｌ川︶まで存庇していたことがわかった︒

で︑上川に﹁瓜兄桁松栄蔵﹂と書いてある︒Ⅲ川に﹁松栄丸．⑩﹂

風見箱

この艮点の絵賜から︑松尼丸は享机二年二八Ｑ

実相寺妙見堂︵市野沢︶
災州呼はⅡ迩求の好で︑川述が近くの阿弥陀蝋︵現妙雌呼︶に間
雌てられている︒本噛の布に杣帥噛︑その灯に妙兇喰があり︑妙兄

ふたの農に﹁明愉十歳三月新調松栄丸松栄治作船﹂︑底の異に﹁仇

附していたときに︑伽帆︑帆Ⅱを排んで胆川を州えたという場所に

化した苦雌である︒

杵薩が安置されている︒妙兄菩隣は北械雌あるいは北斗七足を神格

写真2松尾丸文化元年実相寺妙見堂

渡国相川三丁目住松栄丸松栄治作手船﹂とある︒中には︑船名
幟三本︑吹き流し二本︑鈴の尾三本が入っている︒船名幟は

まで行ったことが請求書や領収書からわかる︒

らったようで︑仕入れに治作や要之助が船や汽車を乗り継いで大阪

船を手放して商売をやめたのではなく︑商品は他の船に運んでも

ことが記されている︒

書いてある︒幟の文字から松宝丸という船もあったことがわかった

厚地の木綿布で作ってあり︑鵠で松栄丸・松尾丸・松宝丸の文字が

足袋・蝋燭・むしろ・エゴ・縄・荏灯油などについて︑買人方と売

渡島函館﹂は諸品売買勘定帳で︑米・酒・砂糖・煙草・木綿布・

うひとつは白のメリンス製である︒鈴の尾は︑枕に鈴をつけたよう

立方に分けて北海道から仕入れたもの︑大阪から仕入れて北海道へ

○﹁萬勘定帳明治七甲戌年︵一八七四︶松屋治作店佐渡相川

な形をしており︑海上の危険を察知すると︑この鈴が鳴ると言われ

仕入れ値︑手数料︑保祷料︑純利益などが細かく記されている︒

売ったもの︑佐渡から北海道へ送った商舳の︑仕入れ先︑売り先︑

が︑いつ頃所有していたかは不明である︒吹き流しは︑厚地の白木

ている︒船玉さんの下に樹いたものであろう︒ひとつは黒のビロー

綿布の上部に黙の縞︵帆印と同じ︶と御所車の紋が入っている︒も

ドで金の糸で⑭と刺繍をしてある︒ふたつめは赤のメリンス製で金

また︑松尾丸積み出し︑松尾丸越後買い分︑松栄丸厚岸積み下し

海道の往復のほか︑北海道の各地を回って販売や集荷をしていたこ

などのメモ書きがあり︑松栄丸と松尾丸の二艘が︑佐渡と大阪︑北

糸で﹁松栄丸﹂と刺繍をしてある︒もうひとつは何じく赤のメリン
松栄家の回船業について︑﹁相川の松栄家について﹂︵佐藤利夫著︶

る柱に桁や梁が見える︒

大黒柱にそって目を上げると天井が張ってないので︑屋根まで伸び

技術の高さを示している︒玄関を入ると樫の大黒柱にＨを見張る︒

松栄家の建物は︑明治末年の建築と伝えられ︑当時の相川の建築

とがわかった︒

ス製で銀糸で⑭と刺繍をしてある︒赤のほうには鈴が付いていない︒

によると︑相川に来たころは︑金山に近い庄右衛門町に住み小判師
を勤めていた︒本家が江戸へ行ってからは︵一八世紀中頃︶︑米蔵
銀掛り︑下戸番所付間臆となり︑住まいも三丁Ｕに移し︑回船業に
も携わるようになったとある︒

松栄家所蔵の文書・資料から

オエと呼ばれる部屋の上部に神棚があり︑中央に十二神︵山の神︶︑

天照大神札︑善知烏神社札︑向かって右に出雲大社︑左に法久寺祈

○﹁貸金井諸証書明治十九内戌年︵一八八六︶第六Ⅱョリ﹂に松
栄丸の船舶売買願が綴ってある︒それによると︑松栄丸は︑積石

札︑正月の祈祷札・お守り札などが並んでいる︒

黒像もある︒隣のチャノマの棚には法久寺の祈祷札︑金比羅宮の水

祷札︑金比羅宮木札が奉ってある︒また︑松栄丸の帆柱で造った大

二一年︵一八八八︶三月に︑摂津国中野仙吉へ九○○円で売却した

三八九石日本形船︑長さ三丈五尺︑幅一丈七尺一寸︑深さ
五尺︑端船一艘︑帆柱一本︑帆桁一本︑揖一羽︑で︑明治
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また︑家のあるじが航海に出ているときは︑必ずカゲゼンを供え

船絵馬があるというので訪ねたが︑神社の関係者もみたことがない

畑野栗野江の加茂神社に︑文化元年︵一八○四︶奉納の松尾丸の

竹平吉五郎奉納の松栄丸絵馬についてふれた︒︶

なお︑松栄丸という名前の船は︑相川の松栄家所蔵の船のほかに

のではないかと推測したが︑資料が見つからなくて確認ができな

との返事であった︒年号と船名から︑松栄︵佐藤︶家の奉納したも

きなくなってしまった︒そして︑翌明治二十六年川月に︑輝次が高

34

て航海の安全を祈ってきた︒

佐渡に何艘かあったようである︒﹃萬都佐木畑野町史松ヶ崎編﹂︵昭

だいた︒紙面を借りてお礼を申し上げる︒

松栄家のご厚意により松栄家所蔵の文書や資料を閲覧させていた

かったｃ

和五七年一九八二︶によると︑松ヶ崎村大西渡辺太平松栄丸明
治五年︑多田菊池忠吉松栄丸明治一五年︑の記述がある︒また︑
の船絵馬は︑帆印が相川松栄家のものと違うのと榎谷与次兵衛と

小木木崎神社に奉納されている︑明治一一年︵一八七八︶の松栄丸
いう名前も松栄家の文書からまだ見つけられないので︑この松栄丸

北一輝異聞蓮載小説第士一

た︒明治二十五年十月二十五日︑この日を忘れることは絶対ないだ

られ︑七号度津丸と改名されていた︒

等小学校に上がったときには︑両津丸は船体の色も黒々と塗り替え

される牛が最後に残した啼き声のようだった︒その両津丸の姿も︑

ろう︑と輝次は思った︒桟橋にはもう誰もいなかった︒輝次の耳の

んだだろうか︒四︑五Ｍにしかならないが︑これからは︑それはで

竜王ヶ岩のそばを︑自分を乗せた両津丸で航海したのは︑何度に及

だいぶ小さくなってしまった︒水津を越えただろうか︒その水津の

郎

は相川松栄家のものではないであろう︒︵金刀比羅神社の表の注で︑

亜心壺亜

第一部逆光の凪ぎ

第五章蒸汽船︵三︶

芳

回

奥に︑さきほど鳴らされた両津丸の最後の汽笛が響いていた︒屠殺

輝次は夷港の桟橋で涙を拭った︒拭っても拭っても涙は湧いてき

川

一

中

輝次が通うことになった高等小学校は︑湊の輝次の家から歩いて

人は自然に尊大な態度をとるようになるものです︒また︑倹約ばか

リハ寧ロ固シカレ︒孔子は言われました︒賛沢な生活をしていると︑

むし

三十分ほどの︑加茂湖から両津湾までを広々と見晴らせる高台にあ

す︒だが︑尊大な態度に比べれば卑屈な態度のほうがまだましです︒﹂

﹁よろしい︒では︑ここ・﹂

りの質素な生活をしていると︑人は自然に卑堀な態度になるもので

﹁尭ノ曰ク︑杏︑爾舜︑天ノ牌数︑耐ノ躬二在り︒允二典ノ中ヲ執

十間に五間の平屋の校舎と︑間口十六・五間に丘間の二階建ての二
棟であり︑島のなかでも鮫も設備の整った学校だった︒生徒数は約

し・四海困窮︒天禄永ク終エン︒舜モ亦タ以テ禺二命ズ︒堯が言わ

り︑加茂歌代といった︒校舎は学校として新築されたもので︑間口

三百人で︑祁川町の学校より三倍も多かった︒この小学校は準義務

が永遠に続きますように︒舜もまた禺に同じ言葉を告げました︒﹂

ている︒誠にほどよき中庸を守れ︒四海は苦しんでいる︒天の恵み

み

教育として︑月謝は不要であった︒初代校長は市橘長次という人で︑

れた︒ああ︑汝︑舜よ◎めぐる天の運命の定めは︑汝の身に定まっ

ああ

ごく平凡だが愛嬬のある先生だった︒

輝次が︑自由民権運動の闘士若林玄益に付いて︑本格的な漢学を
習い始めたのもこの頃である︒

﹁天の定めに従って︑あなたが帝位に就くべき時だ︑と言っている

﹁天ノ暦数︑鯛ノ躬二在りとは︑どのようなことだね？﹂

と思います︒﹂

若林は慶太郎に似た髭を生やしていたが︑慶太郎とどこか違うの
は︑威厳が備わった風貌をしているせいだった︒めったなことでは

を習いながら他の凹苦五経にも触れることになった︒

この考査により︑﹁論語﹂はとりあえず卒業したことにし︑﹁孟子﹂

﹁宜しい︒﹂と︑若林は納得したげに穏やかに言った︒

笑いそうになかった︒輝次は初めずいぶん緊張して浩林を訪れたが︑
眼の具合はその後どうかと訊かれ︑それで一瞬にして緊張が解けた︒
﹁どうにか︑大丈夫です︒﹂と︑輝次は毬栗頭を掻きながら小声で言っ
た︒

若林の教え方は︑それまでの復唱と暗唱を中心としたものとは

ことだった︒向津丸を失った深い喪失感から立ち直るために︑漢学

まったく違っていた︒しかし︑輝次にとって︑それは願ってもない

﹁完全には治っておらんのか？﹂

若林の顔に憐燗の色が浮かんだが︑そのままなにも言わなかった︒

の奥義を究めてやるのだと︑並々ならぬ意気込みだったからだ︒で

若林は明治二十年頃から中風を患っており︑手足ばかりでなく︑言
葉も少し不自由だった︒でも︑待っていれば︑支障はまったくない

学校が終わると︑みんなと遊びには行かず︑帰り路にある夷町の

きればｎ分の思いの丈を︑漢文で書き著したいとさえ思っていた︒

まず︑何を習うかを決めようと言うことになり︑先生は﹁論語﹂

と言ってよかった︒

いとさえ魁った︒孟子は︑孔子とはまた性格が違うようで︑そのこ

若林の家に寄った︒はやく学校を切り上げて若林に教えてもらいた
いや

﹁子日ク︑箸レバ則チ不遜︑倹ナレバ則チ間シ︑ソノ不遜ナランョ

のある頁を開き︑読んで解釈するように言った︒
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−

とも興味津々だった︒慎ましい孔子に比べ︑孟子はどうも気性が激

るという意味のほかに︑損なうという意味がある︒残のつく熟語で︑

賊民興り︑喪ること日無けん︒義を賊なった者は残と言う︒残は残

孟子が別のところでこう書いておる︒上に礼無く︑下に学無ければ︑
ほろぶ

﹁梁恵王章句﹂の下では︑若林はこのように説明してくれた︒股王

しいような気がした︒

﹁残殺︑残暴︑残裁︑残骸︑こんなところでいいかな︒仁と義を無

﹁残虐︑残酷⁝⁝﹂

損なうという意味のものを︑挙げてみなさい︒﹂

義に惇る暴君だったからである︒仁を賊なった者は賊と呼ばれるが︑

くした者は残賊と言い︑これを一夫というのである︒つまり︑桀王

だったからであり︑周王朝の武王が段王朝の村王を討ったのも︑仁

朝の湯王が夏王朝の桀王を追放したのは︑桀王が仁義に悴る暴君

賊とは︑無法なことをすること︑また︑強盗などのように臨むこと︑

や武王がかれらを試したとしても︑君主を試したことにはならない

しい

や封王は︑一夫に成り下がっていたのであり︑一夫であれば︑湯王

﹁賊を使った熟語を︑知っているだけ︑挙げてみなさい︒﹂

また︑国家に反逆することと言った意味がある︒

ん︒徳というのが君主の価値なんぢゃ︒逆に言えば︑価値があれば︑

わけぢゃ︒つまり︑君主になるには︑それだけの徳がなければなら

それから︑中国の易姓革命の話になった︒堯舜時代と言うが︑堯

誰でも君主になれるんぢゃ・﹂

そこで輝次は思いつくまま列挙した︒
輝次はしばらく言いよどんだ︒

﹁山賊︑海賊︑盗賊︑馬賊⁝．：﹂

﹁まだまだ︑あろう︒︑王君に背くものは？﹂

識ったのである︒舜もまたその位を聖人の禺に譲ったが︑禺も賢者

が君主のとき︑その位をわが子の丹朱ではなく︑聖人である舜に

の益に位を譲ろうとしたところ︑諸侯は益に参集せず︑禺の子の啓

﹁逆賊です︒﹂

に集まってしまい︑夏王朝となった︒ここから︑王位を子孫が継ぐ

﹁国家に背くものは？﹂
﹁困賊です︒﹂

の妓後に王位を継いだのが桀王という暴消で︑結局この人が一夫に

という風習が始まり︑賢者でない消主も現れることになる︒皇張朝

すぎなかったため︑聖人の湯が桀を武力で放逐してしまう︒つまり︑

﹁民賊です︒﹂

﹁よかろう︒﹁孟子﹂侍子章句下にこうある︒いまの所謂良匝は︑

股王朝の始まりである︒その段王朝の末にも約王という一夫が現れ

﹁人民を害するものは？﹂

富まそうとするだけで︑正しい道に向かわせようとしないからぢゃ︒

古の所謂民賊なり︑と︒今諸侯に仕えているものは︑不善の君主を

たため︑武が封を討って周王朝が建てられたのである︒堯舜のよう

湯へ︑約から武へのように武力で討つ形で譲られるのを放伐という︒

に聖人から聖人に平和裏に王位が譲られるのを禅譲と言い︑桀から

では︑賊から始まる熟語にどんなものがあるか？﹂
﹁賊子︑ 賊 臣 ︑ 賊 民 ︑ 賊 徒 ︑ 賊 将 ・ ・ ・ ⁝ ﹂

﹁賊兵︑賊姦︑賊首︑賊魁︑賊誹︒まだまだあろうが︑ここらで︒
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﹁邪悪なものは︑天が成敗する・だから︑邪悪な人民は成敗される︒﹂

若林は︑眼を大きく瞠った︒嬉しそうな光が浮かんでいた︒

しようか？﹂

天命があるかないかは︑人民がその君主を信服しているか否かで決

﹁誰が成敗するのでしょうか？﹂

君主が君主であるのはその人に天命があるかないかによっているが︑

に背く︒すなわち︑天命がないということだ︒君主の家には︑それ

まるのである︒仁をそこない︑義をそこなっていれば︑人心はこれ

﹁それは︑犬命を知っている君主か︑天命を知っている邪悪でない

かわ

捲っていたが︑そうそうここだ︑と言いながら︑その頁を示し︑一

若林はこのとき︑何かを思いついたらしく﹁孟子﹄をぱらぱらと

ようにさっと晴れるのを感じた︒

輝次は︑自分の心のなかにあるもやもやしたものが︑霧が晴れる

人民ぢゃ・﹂

ぞれ姓があり︑子孫が継承しないで君主が易れば鯉も易わることに
輝次には︑眼から鱗が落ちるような明解な話だったが︑細大聞き

なる︒従って︑これが易姓革命なのだ︒

漏らすまいと集中して聞き耳を立てていた︒そして︑人民という存

﹁あのお ⁝ ⁝ ・ ﹂

在が︑中国では重要な位置づけになっていることに驚いていた︒

緒に読唱するように指示した︒

ザルナリ︒辞讓ノ心無キハ︑人二非ザルナリ︒是非ノ心無キハ︑人

﹁：⁝・側隠ノ心無キハ︑人二非ザルナリ︒蓋悪ノ心無キハ︑人二非

﹁なんだね？﹂

若林は︑首を深く振って頷いた︒

二非ザルナリ︒側隠ノ心ハ︑仁ノ端ナリ︒蓋悪ノ心ハ︑義ノ端ナリ︒

﹁ちょっと︑お尋ねしても宜しいでしょうか？﹂

﹁いいかね︑訊きたいことが出てきたときは︑瞬時も逵巡してはい

﹁側隠の心というのは︑なにか？﹂

ここまで読むと︑若林は輝次に問うた︒

辞讓ノ心ハ︑礼ノ端ナリ︒是非ノ心ハ︑智ノ端ナリ・﹂

われましたが︑これはどういうことでしょうか？天命というの

﹁蓋悪の心とは？﹂

﹁それは︑人を哀れみ可哀想と思う心です︒﹂

﹁頭がごちゃごちゃしてるんです︒犬命が人氏によって決まると言

けないｃ分かったね？﹂

のでしょうか？﹂

﹁辞讓の心とは？﹂

﹁自分の不善を恥じ︑人の不善を憎む心です︒﹂

は︑天の命令であって︑人民とは関係ない︑超越したものではない
﹁おお︑大事なことに気づいたのぉ︒そこぢゃ︒天は人民をいつも

﹁譲り合う気持ちです︒﹂

見下ろし︑人民とともにあるのだ︒犬は人民の不幸を望まないから︑

人民が不幸なときは︑為政者︑つまり君主の行いが︑人民を不幸に

﹁悪いことは悪い︐善いことは善いと見分ける心です︒﹂

﹁是非の心とは？﹂

﹁人民が邪悪な考えを持っていても︑天は人民の味方をするので

させているということなのだ︒﹂
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分を生かすことのできない荷︑すなわち向分を殺す肴である︒ｎ分

端緒を持ちながら︑自分で仁義礼符を実行できないというのは︑自

ヲ能ワズト調ウ者ハ︑ソノ君ヲ賊ウ者ナリ︒すなわち︑この四つの

端アリテ︑巾シテ自ラ能ワズト調ウ者ハ︑白ラ賊ウ者ナリ︒ソノ君

﹁そうだ︑この四つの端緒が︑仁義礼智の端緒なのだ︒．：⁝是ノ四

だが︑人氏はそこまでは咄ぐまい・﹂

ある意味で︑おまえの訊いたことは正しい︒ただし︑犬は広大雌辺

含まれているのぢゃ︒人氏の一人一人のなかに天が存在しとるんだ︒

造ったものだ︒だから︑人民のなかに天そのままではないが︑天が

全てのものを造りだしたのが︑すなわち︑犬なのぢゃ︒人氏も尺が

ことのできない者︑すなわち君主の殺害者である︒つまり︑人氏の

て歩いていた︒言葉が︑頭蓋のなかに広がる学術のⅦこうまで郷い

その日の帰り道︑輝次はよろけて倒れそうになるのを︑必死で庇っ

の対●王が仁義礼智を実行できないという人は︑ｎ分の淵主を生かす

ければならない︑心のなかにあるだけではだめだ︑と葹子は一司って

心のなかにも︑紺︑王とＭじ仁義礼智があり︑また︑それを実行しな

水底に吸い込まれそうな気持ちになっていた︒

でいる︒海藻も︑手招きするように揺れている︒輝次はいつしか︑

さな雑魚ばかりだが︑水流に身をまかせて︑じつに幸せそうに泳い

から加茂湖に流れ込んでくる水や魚の群を眺めて放心していた︒小

やっとのことで︑境橋まで辿りつき︑その欄干に梵れたまま︑海

てゆき︑わんわんという反禅で蚊捲竹がいまにも破裂しそうだった︒

若林は分かったかどうか確認するように︑輝次の眼を食い入るよ

おるのぢゃ・﹂

うに覗き込んだ︒

﹁つまり︑心のなかで抱いているだけでは︑仁義礼智があることに
ならない︑と言うことでしょうか？﹂

すると︑女の声がかかった︒

振り向くと︑イチが恐い顔をして立っていた︒友禅のメリンスの

﹁飛び込むんぢゃねえぞ・﹂

﹁さようぢゃ︒考えてもみなさい︒そこらの家に押し入って︑包Ｊ

るんだ︑文句言うな︑と居直っているのを︑たしかに仁義礼智がご

晴れ着に締めた黄色い帯がすっかり伸びた背に映えて︑どこかの年

を突き出して食べ物を盗んでいる人が︑わしの心には化義礼智があ

ぜえますと︑黙っているかね？心と行いは不即不離のものぢゃ︒

輝次は︑やっと平静に戻って微笑んだ︒

﹁そのん顔して︑いってい︑どうしたんだ？﹂

頃の女に見えた︒

﹁と言いますと︑⁝⁝天と人乢は同じということでしょうか？天

行いが心からはずれていれば︑心はないも側然ぢゃ・﹂

は人民であり︑人氏は天なのでしょうか？﹂

くまわか実る

﹁開進座から帰るとこ・文弥人形さ︒阿新丸︑格好よかったこ﹂

﹁姉やん︑なんでここに？﹂

こんなに笑った先生を見たのは初めてだった︒

佐渡に流され無念のうちに殺された父日野資朝の無念を晴らすた

若林は大口を開けて笑った︒呆気にとられて輝次は先生を眺めた︒
﹁つまりぢゃ︒犬というのは︑万物︑分かるかな︑この世界にある
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め︑その息子十三歳の阿新丸が京都からはるばる佐渡に渡ってきて︑

ま聞いとる︒おめ︑人形みたけりゃぁ︑明日もやるぢぇ・﹂

輝次はそう言って︑下駄の音をわざと大きくして境橋を渡った︒

﹁そのんもん︑見とうれえ︒﹂

︹次川に続く︺

嬉しき瀬にも相川の里季伴

うき事もかはる習の世にしあれば

ならひ

十一年後︑｜兀禄八年︵一六八九︶Ⅱ月赦免になった︒

鹿伏村観粁寺に葬られている︒在烏三年︒二男季伴は︑それから

突起は貞享元年二六八川︶言川に︑公述は九川に亡くなり︑

渡った︒

橋が乾いていたのか︑橋全体にかたかたかたと気持ちよく響き

本間山城入道は逃したものの︑一族の本間三郎を討ってぶじ京に戻
の作岾﹁檀風﹄が︑この仇討ちに材を取っている︒

る話だった︒因みに︑佐渡に流された世阿弥が島で書いた晩年唯一

﹁趾ち ゃ ん は ？ ﹂

﹁婆ちゃんたちと一緒︒浪花節︒人形の次にやっとるんで︑そのま

山本修巳

配流の文人小倉人納言親子

小倉大納言実起と長男公連︑二男季伴が佐渡に配流になったの

は天和元年︵一六八二十二月︒

嫌なこともいつまでも続かないのが枇の習いで︑この相川でう

れしい時に逢ったよ︑というので﹁相川﹂の﹁あい﹂と﹁逢う﹂

小倉大納言は︑漢詩︑儒学などにすぐれ︑公連は和歌をよくし︑

親子の在島は佐渡の文芸の興隆に寄与したといわれる︒実起親子

の﹁あい﹂とが掛け詞になっている︒

会ったことは希有のことと思う︒

二十一年小倉家三十代勝季氏が来島し︑岩佐家十六代正二郎氏と

してもらった岩佐家と︑また︑その後商とも交流を続けた︒平成

季伴は京都に帰った後も︑鹿伏村の別宅で︑いろいろと支援を

授けられた︒

倉家を復興した︒小倉家の後筒は明治十七年二八八四︶子爵を

季伴は帰京し︑四年後に跡Ⅱを許され︑竹淵家から復帰し︑小

の流罪は︑突起の娘が天皇の第一皇子をもうけながら︑皇位継承
させないことにさからったためである︒

突起は相川の商人岩佐嘉右衛門の別宅鹿伏村に住み︑寂しい流
人の思いを漢詩に詠む︒しかしＨ常生活は︑山で︑公連は︑州川
の役人や山師と歌の会を催したり︑河原川の中山家に三十Ｈ問も
滞在し︑時に長谷寺まで出かけ和歌を詠んでいる︒

山のしげみをここに見むとは公連

思ひきや都に近きはつせ寺
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月にをどる碑叩川久保田フミ工
ｌ鶯崎文学碑林Ｉ

いしぶみの石のいくつを六輪のトラックに運ぶクレーンも乗せて

クレーンのなければ成らぬ碑林なりほんのすこしの向きかふるにも

えにしありてはるばる佐渡の鶯崎に建ちましき碑や遠き潮鳴り

順徳院世阿弥日蓮為兼の歌碑おはしますただならぬ丘

年たがへ加ふる碑なれど碑の主のおのづからなる位置のあるなり

照り走る海のあけぼの碑の庭のおくのおくなる碑に反射して
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碑林をかかぐるごとし菜の花はめぐるなだりを明るく埋めて

サルビアの赤は残ると今朝の電話碑を守る人のよき花だより

月の夜は碑林のいしぶみ手をつなぎをどるとみゆる影こぐ浮きて

づ

ゆめにきて頭をなでくるる碑のありき碑は父なりやちちのぬくもり

めをと碑のいまはかなしもお二人の二首はすがしく並びてあれば

受賞せるは文学碑林の百八基のいしぶみなりき告げてつつしむ

︵﹁歌壇﹂平成二十四年十月号︶平成二十四年十月第五歌集﹁天翔ける天女﹄出版
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佐渡の士人形と玩具

山本修巳

◆土製の人形は︑八幡人形︑河原田首人形︵佐々木佐与吉︶︑

材料別佐渡郷土玩具

はその歴史からも風土の点からもわが国でも特色の濃い土

根人形︑大石人形︵羽茂人形︶

夷人形︑窪田人形︑長木人形︑相川人形︑畑野人形︑沢

日本の郷土玩具振興の祖の一人である武井武雄は︑﹁佐渡

ている︒特に︑土人形︑首人形︑凧をあげている︒

地柄であるから名玩の生まれる条件が揃っている﹂と述べ

◆紙で作ったものは︑凧があり︑佐渡ではイカとも呼んでい

る︒小木の凧︑相川の凧︑河原田の凧︑沢根の凧︑八幡の凧︑

全国的には︑その地域の特色のある玩具があって︑東北の

畑野の凧などがある︒このほか︑河原田の﹁鯛提灯﹂・﹁つ

ばくら﹂・﹁豆太鼓﹂︑相川祭の﹁お帰り提灯﹂などがある︒

コヶシ︑九州の雄子車︑江戸の羽子板︑凧などで︑佐渡の凧
昭和のはじめころから︑父修之助は祖父半蔵の収集した﹁民

子で作った﹁春駒面﹂もある︒

佐渡では﹁紙雛﹂と呼んでいる﹁あれさま人形﹂や︑張

は︑天領であったため︑江戸の影響が強い︒

に興味を持ち︑佐渡を中心にして全国のものにも広げていっ

◆麦細工では﹁馬﹂︑﹁ホタルかご﹂など︒

鉄砲﹂︑﹁両刀使い﹂︑﹁榎の実鉄砲﹂などがある︒

◆竹製品では﹁唐ズングリ﹂︑﹁竹の蛇﹂︑﹁軽業人形﹂︑﹁弾き

﹁木挽人形﹂がある︒

◆木製では︑沢根五十里の﹁獅子頭﹂︑﹁独楽﹂や﹁ズングリ﹂︑

謡﹂︑﹁わらべ唄﹂を整理し︑また自らも収集するうちに玩具

た︒昭和五年二十七歳の時︑東京の地平社書房から﹃佐渡の
民謡﹄を出版したが︑同じころ同書房から武井武雄氏が﹃日
本郷土玩具﹄を出版したため︑その武井氏と直接会ったこと

を契機に屋敷内に郷土玩具陳列館﹁野呂松庵﹂を作った︒
した︒

しかし戦後取り壊し︑佐渡のものと好みの玩具のほかは手放
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土人形の代表﹁八幡人形﹂

八幡人形の製作は︑春早くから田植ごろまでの間︑原型か

土人形は前と後の二個の原型に入れておこしたものを張り合

も終わった十一月から冬の副業に︑窯に入れて焼き彩色する︒

わせる︒古いものには和紙を使い︑人形を振るとガラガラと

ら人形をこしらえるが︑農繁期には納屋に保管し︑秋の収穫

仏像の修理など趣味が広く︑瓦なども焼いていた︒多平は京

音がするようにするものもある︒これは小石を入れるのであ

江戸時代︑八幡人形の元祖村岡多平は︑寛政十一年

都に上がった時︑伏見人形の美しさに魅せられ瓦の土を用い︑

︵一七九九︶に生まれ︑本業の染物屋のかたわら︑絵を習い︑

持ち帰った伏見人形の型によって八幡人形を作ったのが︑佐

石を和紙で包んで焼くという︒

るが︑石だけでは焼く時人形の土にくっつくので︑一つずつ

この人形の材料の土は︑沢根の通称﹁野坂﹂のものは白色

んかなあ﹂と言って買ったという︒

二女の生まれた時も︑﹁二番目だケモ︑チッタァ買わんなら

などの信仰で売れた︒雛人形は︑長女が生まれると必ず買い︑

見地方によく出かけたという︒忠比須︑大黒の人形は︑漁師

や河原田巾などで売られた︒また︑売り子を頼んで︑特に二

この八幡人形は︑三月の雛の節句の前になると︑大願寺市

えて色紙に描いた︒似ているかもしれない︒

この赤坂人形を見て︑並んで間いてあった佐渡の人形と間違

余談であるが︑昭和五十一年来訪の作家司馬遼太郎氏は︑

類例が少ない︒

ている︒こうした人形は福岡県赤坂人形とともに︑全国でも

を空洞にせず︑土を全部に押し込むものを﹁ウチコミ﹂といっ

八幡人形には︑こうしたもののほか︑片方の原型だけで中

渡の土人形の始めで︑現在︑約百個︑九十種類の型が残って︑

にある︒明治十五年︑八十二歳で死去した︒以来︑その系統

市の文化財になっている︒墓は︑河原田小学校の横の常念寺
は六代まで続き︑昭和七年に廃絶したという︒
寛政十一年二月二十六日生

◆八幡人形製作者系図︵元祖︶村岡多平

栄吉

サキ︵北海道旭川巾へ移住す︶

明治十五年四月一日没︵八十二歳︶

明治二十二年九月六日没︵六十三歳︶

︵三代︶多七︲
弘化
︵三代 ︶ 松 次
明治一

明治二十五年一Ｈ二Ｕ堆
嘉永二年一け二十二日唯
︵四代︶本間清蔵︵通称源七︶Ｉ︵五代︶ 竜
昭和三十九年三月一Ｕ没
大正十四年七月一日没
︵六代︶辰次郎︵昭和七年廃絶す︶
︵本間静麿・村岡鷹次の調査による︶
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ー

十一月になって百姓仕事が暇になると︑納屋から取り出して

で﹁つるみ﹂があって適していたという︒
窯に入れる人形は約三百個で︑一年に三回窯入れしたというか
ら︑約九百個の人形を作ったことになる︒当時の農閑期の副業
としてよかったので永続きすることになったと思われる︒

カルタ凧は︑カルタの形からの名であろう︒﹁ブンブン﹂

い図柄もある︒

とも呼び︑高く上がった時の音である︒

六角凧のことを﹁亀の子イカ﹂ともいい︑小木の中川長次
が作っていた︒

八幡の福助人形は︑全国では達磨の果たしている民俗信仰

椿の図柄がある︒また﹁朝鮮凧﹂は︑空にあげるものではな

類とも筆描きのものがある︒﹁奴凧﹂の両袖の中央三ヶ所に

﹁奴凧﹂︑﹁カルタ凧﹂︑﹁六角凧﹂︑﹁朝鮮凧﹂があるが︑四種

土製首人形の製作者で全国的に有名な佐々木佐与吉にも

玩具である︒八幡の福助は元祖村岡多平から子の多七へ︑さ

く︑丸箸の先につけて子守の背に負われている幼児に持たせ

佐渡の信仰玩具

百年余り続いた︒もちろん八幡以外にも多く作られた︒

ふんばれ︑ばんげいは麦飯だ﹂などがある︒

佐渡のわらべ唄に﹁風の神さん︑ひと風たのむ﹂︑また﹁奴

邦蔵︑宮川の野田紋作などが六角凧を作った︒

そのほかの凧の製作者には︑八幡の後藤松蔵︑新穂の山田

山市平で︑越後白根市の生まれの人で提灯屋であった︒

カとなる︒この凧は︑沢根炭屋町の通称加藤嘉左衛門こと内

凧と書いて佐渡では凧を方言でイカともいっていたから凧イ

沢根で作られた凧は︑ほとんど蛸の形をした凧である︒蛸

るものである︒

らに松次︑本間清蔵︑竜蔵︑辰二郎と昭和七年の六代まで約

ほかに︑長木の﹁招き福助﹂中島テイ︑相川の﹁はぐち
ゃ﹂清水幸吉︑畑野の通称﹁福寿院﹂︑潟上の渡辺芳右衛門︑
五十里の杉本政吉︑夷の根塚徳右衛門なども福助を作った︒

佐渡は江戸時代後期に︑天神信仰があって︑﹁天神溝﹂な

やつこたこ

佐渡の各地の生産地で天神のほか︑恵比須︑大黒なども信

どがあり︑毎月二十五日にお堂に集まっていた︒
仰玩具といえる︒

佐渡の凧
江戸時代から︑佐渡には相川を中心に奴凧が作られ︑正月

に︑人形の頭が自由に抜き差しできるものはないが︑こ

◆内裏雛一対ｌ八幡人形の元組村岡多平作︒佐渡の土人形

雛まつりとと土人形

あった︒奴とは武士の行列の供先を務めるもので︑袖を広げ

十日の金比羅まいりのおみやげには奴凧を買って帰る風習が
た形のものである︒瑞雲に羽根を広げた鶴を描いた︑めでた
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の人形に限ってサシ首である︒

◆鯛抱え童子ｌ雛まつりに飾る土人形︒子供が大きな鯛を
抱えている︒八幡人形の元祖村岡多平作︒

でいる︒八幡と夷のものにある︒

◆旗持ち兵隊ｌ佐渡でも︑夷土人形にはこどもの兵隊さん

をはいている︒左手に日の丸の国旗を持っている︒

がある︒褐色の帽子と上衣︑ズボンは赤色︑黒色の長靴

◆熊抱え金太郎︵八幡人形︶ｌ左手に熊を抱え︑右手にマ

サを持っている︒もう一つは娘姿で︑リボンを頭の上に

右手にノートか書物をかかえている︒左手にコウモリガ

の姿のものがある︒髪はオサゲ︑振袖も長く︑袴をはき︑

◆明治の女学生ｌ夷士人形のなかに︑明治風俗の女学生

サカリを持っている︒元祖村岡多平作︒金太郎は怪童伝

元祖村岡多平作︒

◆猿まわし童子ｌ子供が一匹のサルを左肩に乗せている︒

説の一つで︑源頼光の川天王の一人︑坂田金時の子供の

結んでいる︒コウモリガサを持っている︒

黒い靴を履いている︒

◆唐子ｌ八幡人形︒中国風の服装をした子供のことである︒

い羽織︑青い袴︑女は紫の着物︒

◆アンチャン・アネサンー長木人形の中島テイ作︒男は黒

名前︒

夷に移住した根塚徳右衛門作︒

◆熊抱え金太郎︵夷人形︶ｌ明治二十年代富山市から両津
◆相撲取ｌ八幡の土人形︒大柄な格子模様のドテラを着て
おいらん

いる人形とハダカのものの二種︒

八幡人形には犬と猫がある︒これは京都の伏見人形の型

◆犬と猫ｌ佐渡の土人形に動物を題材にしたものも多い︒

人形芝居が盛んであったため︑大正︑昭和になっても作られた︒

全国では︑首人形︵つまみ人形︶は早く廃絶したが︑佐渡は

佐渡の首人形

◆掛軸持ちｌ掛軸を広げて持っている子供の姿︒

着て座り︑両手をきちんと膝の上に置いている︒

◆庄屋ｌ八幡人形のなかに︑チョンマゲ姿の男が︑羽織を

をとったものである︒

◆傘持ち男と花魁ｌ元祖村岡多平作︒傘持ち男は着物姿︒
ている︒作者の説明はないが︑修之助は︑芝居の﹁仮名

花魁は︑右手で着物の棲をとって︑頭にかんざしをつけ
手本忠臣蔵﹂の﹁由良之助﹂と﹁おかる﹂の姿かとして
さむらいさむらい

いる︒

◆座り侍・馬乗り侍ｌサムラィといってもカミシモとハ
カマをつけているだけで︑子供の顔である︒﹁馬乗り侍﹂
は元祖村岡多平作︒

◆立娘ｌ娘らしい姿の女の立っているのを﹁立娘﹂とよん
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の時相川へ行く途中︑河原田の佐々木佐与吉老人の家の前で

大正十三年八月︑歌人与謝野寛︑晶子夫妻が来島した︒こ

したものなどを︑麦藁船に乗せて﹁もとの国に行かんせ﹂と

沢根五十里の山田与八︑間烏杢太郎は︑島内の神社の祭礼

祭礼と獅子頭

いって流す風習がある︒蛍籠は︑子供たちが蛍を入れて遊ぶ︒

の獅子頭を多く製作している︒そうしたことから子供のおも

車を止め︑首人形のいくつかを買った︒晶子が︑﹁さど人の
詠んだ︒のろま人形は首人形のことである︒首人形は︑つま

朝焼のごとかがやける子よりあがなふのろま人形﹂と

ちゃの小型のものも作った︒私は︑父修之助と明石近陽宅を

られていた︒

なお︑相川祭の﹁お帰り提灯﹂が︑相川の館野玩具店で売

訪ね︑獅子頭を買った記憶がある︒

み人形ともいった︒

佐渡の首人形は︑子供たちが堂などで見た人形芝居を翌日
に士で首をまるめて︑目鼻をつけ︑竹串にさして︑着物は新
聞紙を切って二つ折りにして︑その折り目に小さい穴をあけ︑

郷土玩具のうちで︑店頭に出して売るというものでなく︑

手作り玩具

こうした子供たちが作るのを︑佐々木佐与吉は作り︑一個

家庭で親たちが手近にある材料で作って与えるものを手作り

首をさした︒

一銭で売った︒彼は生涯妻もなく︑全くの孤独で︑酒と人形

玩具といっている︒

かるわざ

作り三昧に世を終えた埋もれた町の芸術家である︒天真燗漫

◆カリワザ人形ｌカリワザは︑軽業の佐渡なまり︒細い竹

を強く曲げて弦を張り︑そこに木製の人形をつけて︑弓

つる

な人形は︑童心の表れである︒

河原田首人形の種類は多い︒大型と小型に分けられるが︑
稚拙味あふれるのは小型のものである︒烏帽子をかむってい

るように人形が動くもの︒

を強く︑あるいは軽く押すことによって︑軽業をしてい

◆竹の蛇ｌ竹を針金でつなぎ合わせ︑頭と尾は木である︒

こもちやまんば

るのは︑﹁媚山姥﹂の源頼光︒赤い顔の坂田金時︑変わった

◆豆太鼓ｌ﹁わらべ唄﹂に﹁里の土産になにもろたでん

こくせんや

帽子をかむったダッタン人は︑文弥人形の﹁国性爺合戦﹂に

でん太鼓に犬張子﹂というものがある︒﹁でんでん太鼓﹂

出るものであろう︒赤鬼︑狐︑猿︑馬︑猫︒大型には人形芝
居に口上をのべる白太夫がある︒

は﹁張り鼓﹂ともいうが︑また︑太鼓の両側に糸でつな

いだ豆によって︑鳴るので︑﹁豆太鼓﹂とも言う︒佐渡の

麦藁細工・麦藁船・蛍籠
小川集落では︑三月三日に飾った雛人形の首や手足が破損
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太鼓には︑音の鳴るのをよくするために︑蝋をとかしてう

ものは︑本間万平がつくっていた︒

を刊行した︒父没後十九年目で︑私はその収集品をあらため

写真集として︑連載記事に解説を加えて﹁佐漉の郷上玩具﹂

四十七年︑新潟Ｈ報佐渡版に百十一Ｍ連載し︑尋四十八年に

︵十Ⅱ七Ⅱ︑八Ｈ︑山本修ｕ宅腱示礎科只野商工会︑張催︶

て見直す機会となったことを嬉しく思う︒

すくぬってある︒

赤いフンドシをしめ︑人ノコギリを持っている︒

＃

◆木挽人形Ｉ木製のやや偏平の人形が裸で︑黒い腹掛けに
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◆ガラガラー同じく竹の笛の先に八角
ガラガラ荷が鳴るようになっている︒

形の紙を張った太鼓のようなものに
◆はじき鉄砲Ｉ丸竹の中へ︑ひらたい
はじくもの・

竹を入れ︑弥力性によって石などを
佐渡のこのような坑叫は︑﹁州提灯﹂

土
録

を作った河瓜川諏訪町︑迪称カクマンこ
と︑本間万平が︑多く制作した︒本職は
提灯屋であるが︑木挽人形︑竹の蛇︑カ

終わりに

リワザ人形などがあるｃ

17

父修之肋は︑庶虻の堆活を知る盗料と
して︑また︑氏衆些術仙として︑佐渡の
ｔ人形などを昭利初期から収雌し︑川利

！

昨年の春︑石瀬佳弘先

が経つ︒長三著﹁佐渡政党史稿﹂の復刻川版から既に六年が過ぎた

私が佐渡の未成線﹁佐渡鉄道︲｜の調査を始め︑二宮の齋膿長三旧

山本修ｕ先碓と仇渡政党史楠の復刻を企画した頃に︑ｎ噸先唯の

受

ろい︑典様に光碓の収雛箇
罐お願いして承小航唄いた□

ゆきそうである鱒ｎ分でも熱抓が過ぎると恩うほどの依波を恥けめ

政党山脇を出発点とした私の佐渡近代研究も︑なにか﹄ｖ｜ち杣れて

Ｊ

函以後︑初奥の岨から川

ぐる川々も︑十年を経て蹄みⅢすと泥坤に足を取られる嫌になったゞ

ネ

揃川ほど伺い︑先岫の収雄

＃

佐波近代を州り起こすことができるのかを試した卜年でもあった

佐渡では遮米の人を﹁旅の折﹂とムうが︑旅の計の私に少しでも
岬物館に巡んだ岨には仏

旅の荷だから出来たことも沢山あったが︑やはり粘川︑佐渡からひ

にさえ︑ｎ分をさらけ出すことはせず︑すべてを川かつたことにし

佐渡はすべてをみせているようで︑旅の荷には勿紺︑虹に品の荷

とり汽船に采って撤退する現在のｎ分もハッキリ︑地川来る□

ており︑分敵されたフ↓！イルの背表紙に苫かれた班Ⅱから一覧表を

しかしこの卜年︑この旅の者を助けて下さった烏の方々は算えき

ていく心地がする︒

先生の広範な佐渡史研究を見渡し︑先生を偲んでいた︒

作れば良いだけのことであった︒文庫を閲覧しⅡ録を件りながら

Ⅱ録作りとはいっても︑先生の資料は驚くほどキチンと終即され

肌るようになっていた

波にも奥の終わりが感肛

鋤一党炎と収雌磯料をⅢ沖

川内の辿椴が速いものになって来た︒

榊驚料の幣川と舟り付けを
繩行い︑ＥＸＣＥＬによる

であった︽ゞ

知己を得て以後︑何が判らなくても何を探すにも︑鮒りはね洲先耽

宅から私の佐渡研究の発端となった長三文書を讓り受けてから卜年

石瀬佳弘先生の思い出

I

￨

頃に上横川の先牛宅に伺

進

生の三川忌を少し過ぎた

間

町科﹁心測文叩﹂の閲覧を

姿

風
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れず︑その方々に感謝しなければならない︒それら私の研究に﹁協
た石瀬先生との日々を思い出してみたい︒

力﹂して下さった方々のなかでも︑何に付け拠り所となって下さっ

佐渡政党史稿の校正

いつか先生に﹁なぜ近代史を専門にされたのか？﹂と尋ねたこと
があるが︑答えは

﹁う−ん︑中世も近世も金山も︑佐渡には名だたる史家の先生方が

肘られ︑それぞれに調べておられる︒手薄なのは近代史だったん

政党史稿復刻の作業が佳境の頃︑先生から﹁フランス人のギョー

仏人学生︑ギョーム・ラドミラル

ムから連絡があったら︑面倒をみてやってくれｃ﹂との電話があり︑

が家を訪れて夜中まで居続け帰っていったが︑それから先生が亡く

ある日︑京都大学大学院の国費留学生︑ギョーム・ラドミラルが我

彼の研究テーマは﹁近代佐渡における親族︑不ツトワークと政治心

なる少し前まで五年余り彼との交流が続いた︒

怖との関係﹂で︑佐渡各地域のⅢ家の家系図と他家との相関を調介

諾んじ︑その家族構成まで把握している仏人は私の近代佐渡研究に

なにしろ︑政党史稿に名を連ねる佐渡近代の地方政治家達の名を

することに五年余りを費やしている︒

はもってこいの相棒であった︒彼は佐渡滞在時期の後半︑真野吉間

だ︒﹂と︑例の少しへの字のくちを開けて笑う︒その顧みられるこ
バイブルであり︑師事しないではいられない︒

私を含め周囲のだれもが心配し︑予測し︑当人に忠街したとおり︑

時の彼の選択は慧眼だが︑先生にすれば悲運なことだったろう︒

一番初めに名がある先生を島での拠り所として選んだと云う︒その

書館で﹁佐渡｜島社会の形成と文化﹂の著者紹介欄の頁を開き︑

ギョームは最初に佐渡島内でのフィールドワークを志した時︑図

らも可愛がり︑世話を焼いていた︒

先生は佐渡に滞在し何かと迷惑を掛けるギョームを持て余しなが

の私の義父の家に居候し︑独居の義父の話し相手となっていた︒

との少なかった佐渡近代史を専門に調べている先生は︑私にすれば
大部の政党史稿の原稿をワープロで入力し終わった時︑私の頭は
長三の生涯で飽和しており︑自分では校正出来そうもない︒そこで
人使いの荒い私は︑当時教育長で多忙な先生と山本修巳先生︑本間
恂一先生に校正をお願いし︑先生に序文を︑山本︑本間両先生に賛
先生はそれ以前に新潟図書館と橘文庫にある政党史槁の稿本断片

助の論考を言いて頂いた︒

から復刻を試み断念されたことがあった︒私の場合︑二宮の長三旧

州来なかった︒官費の支給も途絶え︑それでも佐渡を離れがたい数

彼は収集した占い戸籍謄本の山を手にしても︑論文を書くことが

宅所蔵の稿本を手にしたことが幸運であったが︑先生は自分が手掛

けたことのある復刻を私が曲がりなりにも完成したことを非常に

行った︒

年間をＲ本で過ごし︑彼は折れた弓矢だけを持って仏國に帰って

評価して下さり︑以後なにくれとないサポートを頂けたのだと思わ
れる︒
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以後︑私への連絡も途絶え︑３︐Ⅱの地震の直後に私と家族の無
事を確認するメールが来ただけである︒

上横山の応接間で

私は佐渡訪問の度に上横山の先生宅に伺い︑近況について報告す
ると︑先生は﹁島外から兄て︑これからの佐渡はどうすれば良いと
思うか︒﹂と始終質問された︒

のために赤泊︑徳和︑松ヶ崎などの家々から収集した近肚・近代の

資料コピーが︑目録整理がされた状態で保管されていたが︑これら

に電話で頼んでみても﹁申し訳ないが︑閲覧のあいだ付き合う人を

資料の閲覧は管理者の手不足で許されていなかった︒何度か担巧者

そこでやむなく先生に側行をお願いし︑教育長の先唯を﹁付き合

用意出来ないんだよ︒﹂と断られてしまう︒

おきなく閲覧されていたが・・・この様なコンビネーションで閲覧

う人﹂として︑何時間もの閲覧が可能となった︒もっとも先生も心

町二宮公民館文吉︑松ヶ崎支所港湾文辞などである︒

が果たせた資料は︑平泉公民館文書︑畑野教育委員会文書︑河原田

教育長として多忙を極めながらも︑ｎ分の島の巾からの視点が近
視眼的になってはいないか︑との憂いから質問されていたのだと思

させた時の︑出資者名簿︑目論見耆が見つからないものかと︑廻船

明治十三年に小木と出雲崎の有志が会社組織で﹁占魁丸﹂を就航

宿根木の蔵

う︒一方で︑私の穿った間道を行く様な﹁佐渡の将来論﹂などは訊
く耳を持たず︑正攻法で向かうことを好む先生でもあった︒

私は佐渡の歴史資料を島内で保存管理し︑研究閲覧に供するのは

業有田久四郎旧宅の蔵を探させてくれと宿根木の後商の方に頼み︑

現実的ではない︒この業務を県立文書館に委託し︑島内は資料の電
いのでは．などと僧越の極みの持論を披瀝するが︑先生の資料現場

子化︑インターネットによる公開に︑限られた予算を使った方が良

凍える真冬の頃に先生と出掛けていった︒

﹁ガラクタばかりで何もないよ︒﹂と留めるのを無理に開けて匿い︑

も顔が広い︒その蔵は宿根木村落の公開民家の辺りにあり︑刈主が

沢崎の学校に赴任していたことがある先生は︑この辺りの人々に

保存の考えは揺るがなかった︒

応接間に︑揺るがない先生の様な︑お不動様の石仏の写真が飾っ
てある︒いつか由緒を訊くと︑先生が石工に彫らせ︑金北山中腹に

電灯が点かないものだから︑先生とふたり懐中電灯片手に暗闇のな

安置したものとのこと︒﹁それほど大きなモノではないんだよ︒﹂と

謙遜されながらも誇らしげであった︒一度山麓を辿り︑拝見してみ

かを腹ばいになり︑有田家の古い書簡や公職辞令などを収集した︒

結局もう一度蔵の鍵を開け︑扉の裏に置いてあった鞄を見つけた︒

蔵を閉じ︑海岸縁の駐車場まで戻ると先生の鞄がない︒探索の前

たいものと思うが果たせそうもない︒

に立ち寄った公開民家の囲炉裏周りを探しに戻ったが見付からず︑

赤泊の港近く︑奇抜なデザインの郷土資料館には︑赤泊町史刊行

赤泊郷土資料館
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資料探索に我を忘れてしまう先生の一面である︒

後で考えると︑私に付き合ったこの蔵開けで︑先生は厳寒期の宿
ないかと気掛かりであった︒

根木の凍える床の上を這い回り︑以後の腰痛の発端になったのでは

れた人物に︑著名な島内の政治家︑実業家と共に︑一般には無名の

平岡栄太郎︑石田芳太郎が名を連ね︑その項の執筆担当は先生となっ

磯部先生がこれらの人の名を事典に残すと決め︑先生が箸述する︒

ている︒

この連携が﹁近代を恥けた人々﹂を︑その功を分かたずに佐渡が記

石瀬文庫には︑歴史資料とＭじぐらいの教育行政に関する蔵諜︑

憶するための一筋の糸なのではないかと私には思える︒

整理収蔵に委ねられている︒

資料が含まれていたが︑私に手の付くものではなく︑川津博物館の

先生は教育長の任期を終えたあと︑佐渡近代を駆けた人々の﹁人

石瀬文庫について

名辞書﹂を作ろうと資料収集をされていた︒これらはファイル分類
先生の収集資料のなかで特徴的なのは︑稀少冊子のコピーによる

その頃︑私は後藤憶衛︑本間林三︑平岡栄太郎など佐渡社会︑王義運

帳を渡された︒

に二冊の﹁鉱山闘争︑佐渡日報﹂とタイトルのついた新聞切り抜き

れたが︑出来そうにない︒﹂と︑少し苦しそうに云われながら︑私

いつ頃だったか︑先生が﹁磯部先生からこの事は君がやれと云わ

磯部欣三の切り抜き帳

されて残っている︒

収集である︒先生は原本の所有に執着せず︑コピーを製本し背表紙
た付菱を付けてある︒

を付けて保存している︒沢山の箇所を黄色いマーカで印し︑細く切っ

先生の近代の人物研究は︑逝去時に新潟日報佐渡版に連載してい
た﹁島を築いた人々﹂に結実しているが︑先生は更に著名でない島
内の市井の人々︑例を挙げると徳和の万川芳太郎の調査などを公職

動やセツルメント運動に係わる人々に関心を持っていたので︑自身は

しかし︑私は後藤億術に関する調杏をしたに過ぎず︑それでなくとも

果たせそうもない磯部先生からの依頼を私に手渡ししたようである︒

に追われる日々の時間を割いて行っている︒

石田は大正皿年代に佐渡小作人連合会や佐渡実農倶楽部などの急

その分析の切り口と︑論証の細やかさに驚かされた︒歴史研究と共

ふと眼にした古い佐渡の研究雑誌に先生の論考が掲載されており︑

先生壮年期の論考

近代に行われた反体制的な活動について調べる縁も既にない︒

進的な結社を創り︑選挙運動に明け媒れた人物だが︑農民向けの雑
誌
農村
村娯
娯楽
楽﹂﹂
誌﹁農
全を刊行して農民稗蒙運動を行っていたことはあまり
先生は徳利山腹の桑畑が広がる斜曲にある石川の川宅を訪れ︑後

知られていない︒

少し逸れるが︑平成Ⅲ年刊行の﹁佐渡相川郷ｆ史事典﹂に挙げら

喬から石田のひととなりを聞き取りしていた︒
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平成二十四年十月二十日︵土︶

の高村光太郎︑画家の石井柏亭らと親交のありました渡辺湖畔の研

て頂きます中川芳郎様を山本修巳先生がらご紹介いただき︑中川芳

あと︑池田雄彦さんによる写真撮影︑そして︑本日の記念講演をし

れた瑞穂句会の代表である佐山香代子様のご挨拶を頂きます︒その

究家で湖畔の甥にあられる渡辺和一郎様︑山本修之助先生が指導さ

私は﹁佐渡郷土文化の会﹄の会員であり︑主宰・山本修巳先生か

午前九時半より真野新町・静海荘

◆司会挨拶伊藤正一
ら俳句のご指導をお受けしていることもあって︑今回の会の司会を

郎さん・・・︑本日の講師である中川芳郎氏と私は佐渡高校時代の

なお︑講演終了後︑本日の参加者全員のお弁当をご用意致してお

第で進行させて頂きます︒

んと呼ばせて頂きますが︑中川芳郎さんのご講演を頂くという式次

同級生ですので︑中川芳郎様というのは照れますので︑中川芳郎さ

仰せつかりました伊藤正一です︒よろしくお願いいたします︒

ただ今より﹁佐渡郷土文化﹂の会創刊三十六周年︑ならびに︑
百三十号発行記念︑および︑前主宰山本修之助先生の二十年忌の会
を開会致します︒

りますので御会食をお願いいたします︒また︑所要の御座います方は︑

それではただ今より︑﹃佐渡郷土文化﹄の発刊にご尽力された方々︑

執筆の労をとられた方々︑そして︑亡き山本修之助先生とご親交あ

弁当をお持ち帰り頂きたいと思います︒会食後︑懇親の会も予定い

まず︑﹃佐渡郷土文化﹂主宰︑山本修巳先生のご挨拶︑佐渡市片

げます︒

続けられましたことは︑購読されている皆様のおかげと感謝申し上

のに︑多数お集まりいただきありがとうございます︒百三十号まで

今日は秋晴れのよい犬気で︑島内にもさまざまな行事があります

たしておりますので︑ご都合の付く限り︑参加方お願いいたします︒

◆挨拶山本修巳

るいはご指導を頂いた方々のなかには物故された方もおられます︒
ここでその方々を偲び︑一分間の黙祷を致したいと思います︒
﹁黙祷！﹂﹁ありがとうございました﹂

野尾出身で︑新潟大学名誉教授であられる清田文武先生︑そして︑

この後の式次第を申し上げます︒

実業家で歌人︑俳人であり︑歌人の与謝野鉄幹・雌子夫妻︑彫刻家
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集まりいただいた半数以上の方は鬼籍に入られています︒飛躍した

名で︑主宰故山本修之助の一周忌の記念が六十四名です︒その時お

今日の出席者は六十五名で︑百号記念︑百十号記念の時は五十五

されました︒その折︑私は他の項日とともに﹁山本修之助﹂の項Ｈを

和五十二年に三条市の野島出版から︑﹃新潟県県民百科事典﹄が刊行

ますと︑第一に前主宰山本翁との思い出をお話したいと思います︒昭

﹁佐渡郷土文化の会﹂にかかわりまして︑三点から簡単に申し上げ

少し心配したわけでした︒ところが︑偶然にもお宅に参上する機会が

た条件に従い︑規定の字数の巾で苫いたのでした︒そうではあっても︑

担当いたしました︒苔くべきことは多かったはずですが︑与えられ

創刊三十六周年は︑修之助は﹁朱鷺を詠んだ句碑﹂の建立と﹃朱

ありましたとき︑私が話題にもしなかったのに︑翁が事典を広げ︑そ

ただいたことに感激しております︒

言い方ですが︑人の世は移ろっても︑移ろうことなく多くおいでい

の朱鷺誕生にちなんでいるつもりです︒

鷺曼陀羅﹂の句集を刊行しているので凹然界における三卜六年ぶり

の項目に触れて下さったのでした︒お喜びのご様子で︑お礼の言葉ま

で頂戴したことを覚えております︒恐れ多くまた黍く︑ご令息の修巳

また︑今年は﹁佐渡郷土文化﹂を多くご支援いただいた酒井友二︑

先生がお書きになればよろしかったわけですが︑思い出として残って

おります︒当時すでにかなり視力も衰えておいでだったらしく︑注い

つの節目の年と思ったこともあります︒

父修之助が佐渡のささやかな文化活動として﹁佐渡郷土文化﹂を

いものを感じました︒いま翻ってみますと︑実は私も似たような状況

でくださったお茶が︑はじめ湯飲み茶碗を外れたことに︑少し痛々し

本間眞球︑菊地初雄︑倉田藤五郎︑金子勉各氏などが亡くなられ−

ことに︑大変よろこんでいます︒

立して仙に送られることも少なくありません︒たとえば渡邉和一郎先

いる方々だけでもその研究成果や作舶が掲載され︑やがてそれらが独

れないことに思います︒﹃佐渡郷士文化﹄には︑私の直接存じ上げて

えて下さったご家族︑あるいは親戚・知友の方々のあることも忘れら

の長年にわたる蓄積に負うところも大きく︑今に至る︑この事業を支

をみたことです︒親子二代にわたる偉業ですが︑それはまた歴代当主

第二は﹃佐渡郷土文化﹄が創刊三十六周年を迎え︑百三十号の刊行

その畿蒼たる御業績が偲ばれることであります︒

にある折から︑文字資料へのお心の強いことを感じ︑改めて否を巻き︑

創刊したのは七十三歳︑現在私は七十四歳で︑ここまで続けられた
なお今冊はお昼に飲み物も用意していますので︑その恥で︑お互
の親睦︑講師に対する質問など楽しい時間をおすごしいただければ︑
うれしく思っております︒

◆挨拶・スピーチ
﹁佐渡郷ｔ文化﹂創刊二十六周年・白三十号記念

前主宰山本修之助二十年忌の会でのご挨拶

情田文武

借越ながら二門申し述べ︑はじめではありますが︑御礼に代えさせ

生の﹃佐渡びとへの手紙渡邊湖畔と文人たち﹂上・中・下や大野洲

本日の会の開催に当たり︑お枇話になっております一人として︑
ていただきたいと存じます︒
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ｒ先唯による諜誌的解題にかかわる一連のお仕事は︑本誌をいわば雌

した︒やがて向慢のタネの一つにしたいと考えております︒

郷Ⅲゆかりの方ですが︑芥川賞受賞作家・長嶋有のことを教えてくれま

寂しくないことか︑このごろはそのことをも考えます︒前主宰を偲び︑

それにしても︑﹃佐渡郷土文化﹂があるために︑私たちはどれほど

胎とするところがありましょう︒現主宰の修巳先生も右のおこ方のよ
の科研費による﹁初代収Ⅱ評万句介﹂の翻刻があります︒最近亡くな

会の記念のＨのお祝いを一言申しｋげました︒山本先堆ありがとう

うに︑古文詩の翻字ができる方であって︑大野先生には文部省︵当時︶

られた倉川縢五郎先堆のご著書も思い出されます︒私のように活字だ

﹃佐渡郷ｔ文化﹂創刊三卜六周年に思う

ございます︒

なる訳ですが︑創刊の御案内をいただいた記憶があります︒﹁佐渡

創刊三十六周年というのですから︑間違いなく三十六年より前に

渡辺和一郎

けが相手の人間では︑なんともいたしかたがなく︑それで羨ましく魁
うことですが︑時々ｔのような翻刻が﹃佐渡郷土文化﹂に見えること
は心強く︑さらに今後にご期待申し上げる次第です︒

本誌が︑継述と創造との機関誌としてますます発歴することを︑

戸惑ったように思います︒何よりも︑佐渡生まれ︑佐渡育ち︑とい

郷士文化﹂という言葉に︑一瞬なじめず︑どう考えていいのか︑に

この機会に改めて思い︑その前途を予祝するものでございます︒

第三点は︑水を汲まない泉はやがて枯れるとは︑よく言われるこ

うだけで︑佐渡のことは何も知らなかった︑ということだったのだ

とです︒﹁佐渡郷士文化﹄が︑福島徹夫さんはじめの方による歌会︑

佐山香代子さん・神蔵ひさしさんはじめの方による句会での収穫が

ただいたのは︑第八十四号からです︒山本修巳先生のおすすめで﹁渡

と思います︒そんなことで︑私が﹁佐渡郷土文化﹂に参加させてい

辺湖畔への手紙﹂を三十Ｍにわたって載せていただきました︒自由

紹介され︑文化活動として︑それらも貴重な協力になろうかと考え
いるとは︑時に耳にします︒このような雑誌は︑広くわが国を見渡

に︑書くにまかせて耆かせていただき︑ありがたいことでした︒そ

ます︒本誌が文化史学の雑誌として国際的にも発信の一翼を担って

れに年三回の刊行が︑私には丁度ピッタリした速度で︑重ねてあり

がたいことでした︒おかげで私の﹁佐渡びとへの手紙﹂上︑中︑下

しても︑あまり類のないことのように思われます︒そのような方面
私は新潟在住の身でありますが︑振り返ってみると︑教室やその他︑

三巻にまとめることができ︑そこから幾つかの機縁も生まれ︑不明

に佐渡の多くの方が直接︑間接にかかわっているわけです︒
人さまの前に立つ機会のあるときは︑ついつい佐渡日慢に話が行ってし

みました︒ご覧のように︑雑誌の姿︑形は初めの通りの姿︑形ですし︑

らためて一九七六年七月の創刊号をとりだし︑百三十号とならべて

﹁佐渡郷土文化﹂創刊三十六周年︑百三十号記念とお聞きし︑あ

なことがらも少しずつ︑明らかになってきたように思います︒

母親のことにまで話が及んでしまいます︒最近では﹁佐渡郷士文化﹂に

られていることです︒特に研究しているわけではないのに︑良寛さんの

まうことがあり︑退職してから︑とみに多くなったようで︑あきれはて

翻刻された﹁あらうみ集﹄のことがありました︒渡辺和弘さんは︑私の
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て︑奇をてらうことなく︑自由にして堅実です︒地方から出る雑誌

内容の編集方針も︑初代修之助先生以来︑修巳先生の二代にわたっ

されていますが︑ひろく到るところのことが︑﹁佐渡郷士文化﹂で

かれていないと嘆かれています︒佐渡の事ではないと遠慮気味に話

がないこと︑そして不思議にフランスでシャンポリオンの伝記も衿

ベールラシェーズ墓地のお墓の花も︑さぞかしと想像されます

読めるのが良いのではないかと恩います︒

としては︑ミスプリントも非常に少なかったのではないでしょうか︒

創刊号の顔ぶれは︑商尾亮一︑酒井仏六︑本間林三の三氏が巻頭
をかざり︑私の勝手な思いを述べさせていただきますと︑小︑中学

畔の残した蔵諜のなかに﹁佛山堂詩妙﹂を兄つけたとき︑村上佛山

稲岡の生地︑行橋巾で行われました︒と申しましても︑仙父渡辺湖

が︑一昨年はショパン唯誕二面年祭が賑やかに祝われました︒ショ

一方︑創刊号以来の筆者で︑簸近の両三十渉の執雫肴は︑本Ⅱ特

を知らず︑疎かに兇過ごしていました︒佛山の漢碓熟が︑多数の人

パンと同じ一八一○年生まれの漢学荷︑村上佛山の二面年祭が九州

別講演の講師︑中川芳郎さん︑また本誌毎号のカットを描いておら

材を育て︑その中に吉川学軒もいることは︑あとで知りました︒古

校でお枇話になった︑笹井敏雄︑伊藤政二向先生のお名前も兄られ

れる長嶋陽二さんがいらっしゃいます︒汀三１号記念の講師に︑ふ

田学軒は︑﹁昭和﹂の年号を選んだ漢学者と言ったらいいでしょうか︑

ます︒一時代の佐渡が連想されます︒

さわしい方をお迎えできたように思われます︒中川芳郎さんの創刊

渡辺湖畔の漢詩の恩師です︒九州への旅を機会に︑福岡の行橋巾に

になり︑佛山塾関係の蔵を開けて︑説明してくださいました︒古山

号のエッセイは﹁深夜の太鼓﹂でした︒埼玉の鳩ヶ谷のお宅の夜更

学軒の入塾の記録や︑私が佐渡で兇つけた﹁佛山堂詩妙﹂の版木が

佛山塾の跡を訪ねてみました︒木立に囲まれたお留守のお庭を勝手

澗井伝六さん︑と申しましても今は御存じない方が多くなってい

保存されているのに驚きました︒そんな縁で︑一昨年︑佛山流川の

け︑雨だれの音を空耳に︑遠く佐渡の鬼太鼓をきき︑それが山本修

るかも知れませんが︑朝Ⅱ新聞の海外記者をなさっていました︒エ

村上良春さんが︑佐渡を訪ねられました︒佛山熟の先輩格の広瀬淡

之助先生の﹁佐渡郷土文化﹂創刊への呼びかけの声と重なりあわさ

ジプトにも滞在され︑エジプトについての御著書もあります︒本誌

窓の威宜園の連想から︑淡窓の弟︑広瀬旭莊の軸を掛けて村止さん

に見せていただいていると︑現在の御当︑王の村上良存さんがお帰り

創刊号には﹁杏村︑シャンポリオンほか﹂をお誉きになっていますが︑

る︑という文章で印象に残りました︒

北一輝︑土田杏村から転じて︑フランスのエジプト学の草分けシャ

ただいたことですから︑山本家へ寄せていただきました︒山本家の

を迎えました︒﹁佐渡郷土文化﹂に佛山や学軒の事も紹介させてい

襖に広瀬旭荘の書があるのにお気づきになり︑佐渡と九州のあいだ

ンポリオンに触れ︑佐渡に直接関係ないことを述べることを恐縮さ
墓地に︑シャンポリオンの墓を訪ね︑同じ墓地にあるショパンの墓

に深い文化の繋がりがあることに驚かれていました︒村上佛山二百

れています︒またパリの著名人が多く眠る有名なベールラシェーズ
が︑いつも花が供えられているのにくらべ︑あまり人の訪ねる気配
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年祭の講演にそのことを伝えたいとのことでした︒

話は変わりますが︑旧制の相川中学校の創立の大正十二年に︑教

一昨年の十一月になりますが︑白楽天の研究家の西村富美子先生

の漢詩に応酬したものが非常に多いとおっしゃって︑そのことを堺

が︑与謝野寛の漢詩をお調べになっていて︑鐡幹の漢詩は渡辺湖畔

市の晶子研究会でお話になるとのことで︑私も参加させていただき

頭として江南文三が招かれています︒修之助先生の﹁佐渡の百年﹂
に文人教頭として紹介されています︒また柳平則子さんが最近の﹁佐

なり︑九

ました︒会場ヘリ謝野寛︑紬子夫妻の未娘の森藤子さんがお兇えに

二歳のお年とは思えぬお元気な姿にお目にかかりました︒

関係をお書きになっています︒江南文三は雑誌﹁明塁﹂や﹁スバル﹂

渡郷土文化﹂に﹁二人の文二﹂として抓南文三と村川文言の剃密な

が︑佐渡おけさや相川脅蝋を伽っていたと楽しく思い出を話されま

あとでの食事会の座談で︑江南さんの手ほどきで︑明星関係の人々

した︒その森滕子さまは︑今年の春お亡くなりになりましたことを

で知名の文士でした︒来島の翌年︑大正十三年の八月︑与謝野寛︑
寛︑仙子の驚いたのは︑江南がクレパス画に熱中していることでし

お知らせしなければなりません︒湖畔が与謝野家にお邪魔した様子

舳子夫妻が佐渡を訪れたとき︑江南は師の来訪を再んで迎えます︒
た︒東京で江南文三のクレパス画展をやろうということになったよ

﹁佐渡郷士文化﹂への勝手な回想でお祝いの言葉にかえさせてい

を明るくお話になったことが偲ばれます︒

ただきます︑山本修之助先生がお亡くなりになって二十年︑創刊弓

たとも︑知らせが載っています︒その問の事情を﹁佐渡郷土文化﹂

うで︑﹁明星﹂に予告されているのですが︑その後展示が中止になっ

や私の﹁佐渡びとへの手紙﹂に紹介したまま︑クレパス画の行方に

つしか高齢を重ね︑去ってゆかれてしまったことが嘆かれます︒山

以来︑強力な執筆陣を担ってこられた多くの先輩の先生たちも︑い

本修巳先生を中心に︑燐い執筆陣の活躍を願っています︒

ついては一向に思い及ばないでいました︒昨年の暮れ︑堺市の﹁与

山本修之助先堆と瑞穂句会

謝野晶子文芸館﹂の学芸員の森下明穂さんから︑与謝野家で仙子の
が五十枚︑大正十三年の六Ⅱ︑七月のＨ付人りのものが含まれてい

画帳として大切に保存されているなかに︑相川の風景のクレパス川

のようです︒その後︑五十枚の写真を送っていただき︑大正十三年

年あまり︑晶子の絵といっしょに大事に保管されていたということ

ずはないのです︒展示のために与謝野家に預けられたまま︑八十八

ました︒陥子の佐渡滞在は八Ⅱ中旬ですから︑舶子の作舳であるは

と︑お名前があがりました︒が︑高名な先生でいろいろとご執筆な

たい﹂と話が持ち上りました︒そして講師には是非︑修之助先生に

年︑行谷小学校ＰＴＡに︑文化クラブが出来まして﹁俳句を勉強し

なつかしい思い州を記します︒私達瑞穂句会の発端は︑昭和川十五

二十打余年︑俳句の指導を受けておりました瑞穂句会の一人として︑

山本修之助先唯︑昇天から早くも二卜年践を迎えました︒先唯に︑

佐山香代子

の相川の風物を想像するに足る絵ではないかと思いました︒﹁佐渡

るが︑江南文三の例のクレパス川ではないか︑と問い合わせが入り

郷土文化﹂の拙文が︑些かのお役にたったようです︒
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ＰＴＡも卒業しましたが︑会員の絆は堅く結ばれて入会貝も多くな

月一回の俳句の初歩からの勉強会が続いたのです︒会員は︑校長・

さんが︑お宅にお願いに行き︑引き受けてくださいました︒それから︑

されていて︑お忙しくご無理なのではと思いましたが︑校長と会長

の企画や打ち合せ会議など︑なつかしく思い出されます︒

内外の名士の方々が大勢参列されまして盛大な式典でした︒その時

弥の越えし峠道﹂の碑を建立しました︒それぞれの除幕式には︑島

米寿のお祝いに︑畑野の長谷寺の二本杉の傍らに﹁しぐるるや枇阿

の句を詠み神社に奉納しました︒二基目の句碑は︑十年後︑先生の

先生との楽しい旅行も随分いたしました︒信濃路一茶句碑めぐり︑

教員二名︑父兄三名の六人の出発で校長室での講義でした︒その後︑

り︑会場を変えての散策の句会が皆の楽しみで︑先生をお迎えして

で先生が詳しく説明をしてくださいまして︑生字引の先生に皆んな

芭蕉・良寛遺跡めぐり︑島崎藤村資料館・墓所参り︑など︑その場所々々

感動したものです︒又︑夜の句会は和やかで︑お酒を酌みながら文

瑞穂句会の歩みとして：：：昭和五卜年に合同句集﹁稲の花﹂を作

の月一回が︑二十年余り続いたのです︒

りました︒句会発足五年目でした︒第二集は五十二年に︑第三集は

員一人一人に即興の歌を詠んで大賑わいの宴になるのでした︒例えば︑

︑団長の須田の中夫はやさしくも我が手を引きて石段のぼる

学のお話が︑一晩中︑尽きることなく続くのでした︒そして同行会

︑波止場にて船酔の薬一粒をくれしは羽豆の英子なりけり

五十五年︑第四集は六十一年に︑第五集は平成四年に刊行しました︒
い思い出です︒又︑会員の方々の上達も早く︑先生に進められて︑次々

︑持参せし弁当ひらく中川の湖舟は堅気の人といふへし

全句集とも修之助先生の序文と冒頭句が載せてあります︒なつかし

さん﹇老鶯﹈︑山口高子さん﹇草もみぢ﹈︑佐山香代子﹇花ざくろ・

と句集を出版しました︒羽豆英子さん﹇花辛夷・白椿﹈︑中川湖舟

二十数年前の夜が蘇ります︒最後となりました旅行は︑平成四年十

月の四・五・六日でした︒瑞穂句会合同句集五集の出版記念に︑二油

などと全員の行動をユーモラスに詠み︑談笑の夜を過ごしました︒

記念事業として：．⁝先生の句碑を二基建立しました︒一つは︑昭

を計画し︑妻籠・馬籠・木曽路の旅でした︒和服姿のにこやかなお

母子草・昼の螢﹈など︑皆︑先生からの身に余る序文をいただいて

和五十六年に︑喜寿のお祝いと︑句会十周年を記念して︑新穂の牛

その旅が最後となったのです︒その月の下旬に︑床に臥す身となり︑

顔で︑先々と歩かれ︑時々冗談を言っては︑皆を笑わせていました︒

幸せでございました︒

た︒修之助先生ご白身は︑喜寿の記念にと︑朱鷺百句を詠んだ句集︑

先生の二十有余年の教えをふりかえり︑思い出すお言葉は︑﹁俳

病める師の手の温もりや実南天

てくださいました︒最後のお別れとなりました︒

信じられませんでした︒お見舞にあがりますと︑しっかりと手を握っ

尾神社の境内に﹁朱鷺の棲む山をかなたに夕桜﹂の句碑を建てまし
ときまんだら

﹁朱鷺曼陀羅﹂を出版され︑その上︑美しい朱鷺の句を染抜いた風

です︒句集のあとがきに﹁朱鷺よ︑ふたたび大空を飛翔する円の来

呂敷を句集に添えられました︒その頃︑五羽の朱鷺が捕獲されたの
ることを祈っている﹂と書いてあります︒又︑会員十一名も︑朱鷺
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句は多読多作︒もっと文学の本を読み勉強せよ︒﹂でした︒或る時
なよく付いて来たなあ：⁝・﹂でした︒心に染みるありがたいお言葉

先生は︑神妙なお顔をして︑﹁めったに褒めない私の指導に︑みん
は︑忘れられません︒私達︑瑞穂句会が二十有余年楽しく続きまし
たのは︑偏に︑先生のお陰でございます︒

偉大なる師に教えをいただきましたことを︑瑞穂句会の誇りと感
謝いたします︒

先生︑ありがとうございました︒合掌︒

中川さんは︑昭和十七年十一月十二日生まれ︒佐渡高校を経て昭

◆中川芳郎さんの紹介山本修巳
和四十一年東京大学仏文科卒業︑医学書院に勤務しながら小説を執

ここに﹁佐渡郷士文化﹂創刊号にご執筆の中川さんからご講演を

賜わりますのは︑泉ｆにおられる多くの方々とともに拝聴できる思

本日の講師であります中川芳郎さんと私は高校時代の同級生であ

いで︑大変うれしく思っております︒

◆司会伊藤正一

て︑中川さんから同級生ですかと問われましたが︑昔の面影を互いに

りますが︑じつに五十二年ぶりの再会であります︒お互いに見つめ合っ

かいものを感じ︑高校時代に戻っている自分を認めました︒それでは︑

発見することは出来ませんでした︒しかし︑私は︑何か懐かしい︑暖

中川さん︑よろしくお願いいたします︵懇親の会の終了の頃︑中川さ

記念講演の概要は中川芳郎氏が本誌巻頭にご執筆いただいたが︑

○

んより︑﹁あなたの動きから何となく昔を思い出した﹂との言葉あり︶︒

九月号︑十一月号に﹁埋葬﹂を発表して注目される︒昭和四十七年

筆︒﹁組織と個人の矛盾をえぐる﹂というテーマで︑昭和四十五年

からあった︒その後︑伊縢正一氏の司会で北顕彰会会長の斎藤甲子

郎氏によって︑スピーチと乾杯があり︑約一時間︑弁当と飲み物で

大変好評であった︒質問も︑斎藤正︑中川紀元︑伊藤正福の各氏等

懇親会があった︒恒例によって歌人福島徹夫氏の木遣り唄で中締め

四月号に朝鮮戦争下の佐渡を舞台とした﹁島の光﹂を発表し︑この
﹁佐渡郷土文化﹂には︑創刊号に﹁深夜の太鼓﹂︑連載小説も﹁い

をして︑その後散会となった︒︵山本修巳︶

年の下半期の芥川賞候補作品となった︒
づみの家﹂︑﹁逆光の凪ぎ﹂︑﹁ョシキリの騒がしい河口﹂などを書き︑

◆スピーチ・乾杯

北一輝・吟古先唯慰霊祭

Ｈに毎年慰霊祭を営んでいます︒

あった吟吉兄弟の彰徳を偲んで︑一輝が銃殺された八月十九日の命

両津の北会は両津が生んだ思想家北一輝と弟の哲学者で政治家で

斎藤甲子郎

現在︑﹁悪霊北一輝異聞﹂を連戦中です︒

なお︑この会に出席の高校の同級生には則会者の伊藤正一さん︑
臼杵克身さんがいます︒臼杵さんによりますと︑中川さんが芥川賞
の﹁松山﹂で祝賀会があったそうです︒

候補作家となった時︑佐渡高校の佐々木晴彦先生も出席して河原田
また︑創刊号には︑今日ご出席の長嶋陽二さんがカットと一文を
駿河︵赤塚︶守さんが川柳を発表しています︒
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私と北家の関係ですが︑一輝の父︑慶太郎が湊町長で︑私の曾祖
父の八郎兵衛が当時夷町長でした︒明治三十四年に合併して慶太郎
湊の八幡若宮神社の境内に兄弟のレリーフをはめ込んだ彰徳碑が

が初代両津町長となりました︒

建っていますが︑昭和阿十旧年に私の父︑喜八郎が発起人となり会
員からの寄附余で本間琢斎氏に依頼してつくったものです︒
一輝の七十凹忌には松本健一氏を招いて講演をして貰いました︒

現在北の生家が残って肘りますので︑その存続と地域の発展を
願っております︒

◆スピーチ

ＮⅡＫ浜田裕造

平成二十五年一月十三ＲＥテレ午後十時から十一時半﹁昭和維新
の指導者たちｌ北一輝・大川周明と二・三六事件﹂の取材のため来

◆概要︵敬称略・順不同︶

島しまし た ︒

◆木遣り唄福嶋徹夫
生花
山本修司・千鶴田中剛ｆ︵修川・園ｆは山本修之助孫︶

お祝
藍原清巳石塚芳之︵欠席︶巾川求︵欠席︶猪股一幸
佐山香代子・羽豆英子︵欠席︶本間道子︵欠席︶薩井肯咲

お酒

藤川滋

臼杵幸太郎飯山弘

出席者︵旧町村別︶

溝師中川芳郎︵東京︶
束京浜田裕造︵ＮＨＫ総局︶

新潟清川文武渡辺和一郎渡辺淑子早川レイ子

向津大野温子猪股英雄︵第一印刷所︶猪股一幸
宇佐美忠夫伊藤正禍小林寿一郎北沿之

神蔵久斎藤甲子郎斎藤治二坂野再太
鹿野弘之商井輝芳小川紀元中川吉右エ門

間狩降充︵新潟Ⅱ繩佐渡文肋挺︶萩原光之

桶嶋徹犬山川昭夫山川詩之武渡辺和弘

新穂飯田修佐山香代ｆ佐山三憲
渡辺威人

金井藍原清巳赤塚血行菊池ヒロ子神蔵勝雄

長野雅子︵﹁烏の新聞﹂︶

佐和田伊藤正一柴田直子長嶋陽二渡辺剛忠

州川飯山弘大寺勝斎藤正弾正佼一

本間文雄柳平則子

赤泊佐々木仲彦
三浦秀子

羽茂中川禰凸中原雅刈藤井肯咲藤川滋

典野臼杵克身臼杵幸太郎内川治一郎川野名孝雄
滝川隆司中塚宗一中野晴代羽生令吉
本間隆市松井敏郎山本ヒサ山本修巳

山本雅子︵計六十五名︶
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越中

伊賀

十月十一日・十二日１．

九Ｈ︐の旅

修

十一月七日

山本

巳

一 一 、

雲龍寺二句

廟の小動明王萩の花
涼し梅鉢文の冠水門

前田利長墓所

将の墓堀より秋の風かそか

の実や五箇山村は流刑地

伊賀

康の逃れたる尾根薄紅葉

蕗咲くや伊賀連衆の蓑虫庵

伊賀上野城

垣より覗くお堀の水澄めり

ｕの出楽豆腐小存かな

正倉院展

細琵琶の貝のひかりや秋灯
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秋石

草武
両家
一石

螺

テルプラザ﹂であったが︑食堂は満席で︑近くの大きな鰻専

艮・仰け樫只価

八月八日に﹁読売新聞﹂に創刊号を寄贈した記事が︑﹁読

重を食べ︑満足した︒

門店に入った︒私は鰻が好物で︑専門店としては高くない鰻

失念していたが︑かつて︑新潟で全国の高等学校国語研究会

の上野高校に二十六年お勤めであったという︒私は佐渡高校勤

杉本氏は︑私と何じ国学院大学出身で二年若いとのこと︑伊賀

翌朝九時︑杉本氏がホテルに車を運転して迎えに来てくれた︒

てるよし

て︑三重県伊賀市の杉本光祥氏から手紙をもらった︒私は

売新聞﹂の全国版に掲載されたが︑その記事を見られたと言っ

が開かれ︑そのうち十数人が佐渡観光に来られ︑私が案内し

で︑カメラマンや観光の人が多かった︒

最初にご案内いただいたのは奈良の浄瑠璃寺︑紅葉が盛り

務が長く︑夜の食事の時は︑高校在職時の話に花が咲いた︒

たとのこと︑その時の写真には妻もうつり︑父修之助や私の
受けた︒

著書も多く購入されている︒杉本氏から伊賀訪問のお誘いを
この人生の縁を大切にしたいと十一月七日から九日まで︑

七日︑新潟空港を朝早くに発って︑午後︑天理市の母の

安時代︑太陽の昇る東方に三重塔の浄土に薬師如来が︑西方

まれて藤原時代の三重塔が建ち︑薬師仏が祀られている︒平

その阿弥陀堂の前に池があって︑真向かいには︑紅葉にかこ

九体の大きな藤原時代の阿弥陀如来座像は壮観であった︒

分骨所︑空調設備の﹁豊田山舎﹂に参る︒昭和五十二年︑

浄士に阿弥陀仏と︑まんなかの大きな池は︑彼岸の薬師仏が

奈良・伊賀を訪ねた︒

に対面できたが︑白く美しかった︒

弥陀の来世へという庭園が中央にある︒

過去から人々を現世に送り︑釈迦の教えによって︑彼岸の阿

七十二歳で死去し︑父と納めた︒今回はお骨壷に入ったお骨

黄葉の山舎や母のお骨白
宿泊は奈良駅の近くであった︒駅前通りの﹁ワシントンホ
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業から廻船へと十二代の私まで続く活躍のもとになっている︒

いる︒この半右衛門の斜は︑現在︑家橘になっているが︑商

次の岩船寺もいちめんの紅葉であった︒ここにも三重塔が

大寺の紅葉の池や鯉大き

よ︑うに忠え︑川先を偲んだ︒伊側は山川であるが爪部︑奈良︑

私には店から見える光蛾も二ｎ年前とあまり変わっていない

人災︑將占雌の間にあって交汕の災伽である

あり︑まんなかの庭間には池があった︒ここの三重塔の紅紫
は水が端の川側に昨Ｖ一つていた

階への道を進む動じない心を端ったのであろう︒

賀は山にかこまれているゞ松尾芭蕉は︑山々を見て育ち︑俳

占屋までこの伊賀の山中を逃げたのは︑打斜な甜である︒伊

仙川家脹が川評光秀の雌反を知ったのは人阪︒人阪から荊

家康の逃げたる尾根や薄紅葉

階の手摺に手を置いてⅢ〃の山々を兇渡した︒

ている階があって︑佐渡出身の土田麦倦の画があった＆最上

大上が近代の將名な汁家・川家の作岾が脈〃形の剛に彩られ

たものか︑鈴︑兜︑″︑洲度仙などは吠派なものであった

城内は︑近代に作られたものであっても︑Ⅲ桁︑正か滞鯏し

石垣より覗くお堀の水澄めり

で一番高いとか︒覗くと引き入れられそうである

からすぐ典ｒがｋＷ城で︑その堀までの小皿の尚さは︑Ⅲ本

て︑お鼎↓休みの叱従たちに親しく笑みをうかべられた︒そこ

午後は︑杉本氏が一一トレハ年勤められたｔ野間枝の小を辿っ

こうした瓜汕

は︑犬慶九年︵九川六︶︑行堆件と伝わる立派なものであった

しのよい文化の地にあって︑そして山国の沈済で落ちついた

爪喫文化財の阿弥陀如来碓像

特に如来堆像の四隅を︑鎌倉時代正応六年二二九三︶の四

風土の巾で︑俳聖芭焦が生まれたのは︑自然なことと感じた︒

る礎がよかった︒

日天・多聞天︶立像が守護してい
犬王︵持国天・増長天・広日
小食は腓側に人って︑広く
ない迫が︑いくつにも分かれ

ている 山 国 の 街 道 の 趣 の あ
るところでいただいた︒串
に小さな臥腐がいくつもさし
て︑食べやすく味のよい味叩
話がはずんだ︒

が雄ってある・奥様が米られ

｜口の田楽豆腐小春かな

智恩院で剃髪もした︽﹄記録の最後の一枚に﹁大和︑山城︑和

を旅した記録を恩い川した︒伊勢参りから寺社参詣を終え︑

こし一九︶川川から二か川ほど︑爪・奈良・人阪など側山

私は︑杣先で二代Ⅱのｆｈ術門が江川時代旺他八年

田楽を食べた食堂前

泉︑川内︑摂津︑伊賀︑伊勢⁝⁝﹂とあって︑伊賀も歩いて
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左から杉本氏､山本､杉本氏夫人

それから俳聖殿を見て︑芭蕉翁記念館をゆっくり見学して︑

古池や蛙飛びこむ水の音

一巴一焦

生家跡の玄関には︑美しい三鉢の黄色の菊が置かれていた︒

た名碑である︒この池の近く﹁あずまや﹂に杉本氏と並んで

があけられ︑蕉風の開眼をあらわし︑下に跳躍する蛙を彫っ

この著名な句の句碑があり池があった︒句碑の上部に円窓

生家の後庭にあった釣月軒で︑二十九歳の出発点となった芭

生家跡を訪ねる︒

蕉の﹃貝おほひ﹄が書かれた︒その自序の末には﹁当所あま

さわがしかった︒

休んでいると四十雀が群れて飛んできて木の上で︑しばらく

四十雀ひととき群れていづこへか

みつおん神の御やしろの手向ぐさとなしぬ︒寛文拾二年正月
している︒芭蕉が奉納した神社の前を車で通る︒鳥居が小春

廿五日伊賀上野松尾氏宗房釣月軒にてミつから序す﹂と署名

の高校に長かった勤めを話してつきることはなかった︒小春

天然温泉﹁芭蕉の湯﹂のあるホテルの夕食時は︑互に一つ

日和の伊賀の旅は楽しく︑杉本氏に心から感謝申し上げたい︒

石蕗咲くや伊賀連衆の蓑虫庵

次に生家から五分ほどの松尾家菩提寺愛染院を訪う︒芭蕉

の光を浴びて美しかった︒

の遺髪を納めた故郷塚に参る︒元禄七年︵一六九四︶夏︑大

翌朝︑駅まで見送られた︒

年も正倉院展を見る︒
ら
でんびわともし
螺細琵琶の貝のひかりや秋灯

伊賀から奈良までは電車で思いのほか早く︑奈良では︑今

津にいた芭蕉は兄の招きで帰郷︒

芭蕉

芭蕉は︑この三か月後︑五十一歳で世を去る︒昭和三十九

家はみな杖に白髪の墓参り
年に建てられた句碑があった︒

︵平成二十四年﹁初蝶﹂十二月号︶

一足先の鉄砲玉とはうれしき沙汰︒

だが︒

日のお祝い品を持って参上というところ

一般の例からすれば家族春族等︑敬老

鉄砲玉とは元気な父の象徴・

る
りのつきつ
瑠璃杯にワイン注ぎたし秋の夜

中原雅司

敬老日父は朝より鉄砲玉

俳句鑑賞
小笠原和男

最後に芭蕉の門弟服部士芳の史跡﹁蓑虫庵﹂に行く︒

みの虫の音をききにこよ草の庵
一巴一焦

士芳は︑芭蕉の門弟として︑芭蕉没後︑﹁蕉
門文集﹂︑﹁蕉門句集﹂︑﹁三冊子﹂などをあら

える中心となった︒

わし︑芭蕉文学を後世に残し︑伊賀蕉門を支
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杉本光祥

佐渡高校に奉職︑創立七十周年

白浜温泉にて

秋の雲流るる明治に何学びし

春の砂みやげにつつむ新妻よ

︵私は旅行で小石を拾ってきたりします︒︶

長女園子誕生

父︑文化人間賞受賞

冴ゆる夜にうぶ声高き女児なりし

秋灯下眼鏡しづかに光りけり

遺言により分骨埋葬

﹁佐渡のうた﹄上梓

母眠る大和の国の春の星

きさらぎの望月のころ生れし本
誓子先生佐渡に

銀河濃し芭蕉に代はり来しといふ

■■■■■■■■■■■■■

句集﹃花爵香﹄︵山本修巳︶鑑賞

句集﹁花鴎香﹄を鑑賞させていただきました︒

初め﹃花鴎香﹄について︑花爵香とはイブキジャコウソウの佐渡
での呼称とあり︑﹃広辞苑﹄では︑﹁シソ科の常緑草本状小低木︒茎

は地上を這って多く分枝︒日本では通常高山帯に生えるが︑ときに
低山の草地にも見られる︒葉は対生︑有柄︒全草に芳香がある︒夏
料瑚その他の香料︵タイム︶薬用︒ヒャクリコウ・﹂とあります︒

秋の候︑梢に紅淡色または白色の小花を開く︒葉は浴湯料︑カレー

この冒頭句が︑昭和二十二年九歳のときの御作品えあると読み︑

すいれ ん に 赤 ご ひ 白 ご ひ か く れ ん ぼ

それから古稀のお祝いのころまでの御作品には︑山本修巳様のご

驚き︑少年のころの純粋で多感なお心を思いうかべます︒

家族をはじめ︑多くの方々との出会い・交流のすばらしさを妨佛さ
せるものがあります︒海外のアジア︵中国ほか︶・ヨーロッパそし
て日本の各地へよくご旅行なさっていますね︒佐渡高校・羽茂高校
での出会いのすばらしさも思います︒

御作品を書き上げさせていただきたくなり︑まことに勝手ながら︑
そうさせていただくことをお許し下さい︒
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■■■■■■■■■■■■■

中国行二句

楊責妃の華清の池や合歓の花

蝉時雨孫文先生白亜廟
︵〃全国連〃の中国旅行で行ったことがあります︒︶

川国三句

漱石の伊豫の出湯や朝の蝉

大和二句

子規庵の残暑の部屋に辞世の句
かなかなや旅の終はりの高知城

長男修刺

冬夕焼薬師寺の塔木の間より
落葉降る大和の母の奥津城に

弥生尽合格の子の背広着て
伊賀二句

騨雨来て芭蕉生家にやどりけり
低き背の案山子や伊賀の忍者村
瀬波﹁鶴﹂全国鍛錬会特選

花霧香手にふれて手を嗅ぎにけり

佐渡高校

秋の浜人も烏も歩きをり
学び舎の百年祭や鳥渡る

長谷寺

俳人協会全国俳句大会特選

亡き父の句碑にも牡丹明りかな

宗鑑の油売りしも春の日か

妻と二人新じゃがを掘る四畝ほど
長谷寺
ちち

︵私の家内も同様です︒︶

亡父の句碑父の声ある牡丹かな
コスモスの伸びし畑に妻のゐて

妻の散歩からし菜摘んで帰りけり

南瓜咲く雄花のみなる妻の畑
枇阿弥配所正法寺

春光の鬼面に残る朱色かな

一鋤榊鋤岬恥舛祁蝿軒鋤諏拙蝿唯垂椎証腓一

長男の妻千鶴さんから贈られし

近江ちぢみの甚平を着て誕生日

鯏の田楽焼きて島に住む

ほととぎす咲く妻の畑妻の居て

︵三重県伊賀市在住すぎもとてるよし︶
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風の道知りたる猫の昼寝かな花カンナ赤子の太き瞳かな

再検査ひと日遅らせ草を引く尾畑サカエ漣の寄する入江や月明かり

真野俳句会出水後の濁りⅢあさるかもめどち供養して六逆を説く汗の僧
平成二十四年八月四日

真野体育館

松田康子

日盛りのガイドは小木の中学生松田康子湯上がりに椎の葉越しの月仰ぐ鶴間美和子

真野俳句会

人影のなき深浦や夏の果真月
を
野影
俳句
会揺らしつつ入る露犬風呂
蚊張吊りし占釘のこる納戸から小田昭郎平成二十剛年九月八日月仰ぎ夫をしみじみ偲びけり金子テル
野の
体流
育れ
館は旱し夏惜しむ
タ暮の汀に佇ちて夏惜しむ光真陰
夏座敷ぬけ極楽の余り風中野晴代黄ばみたる香典帳も士川干小田昭郎
羽衣の地謡に和す蝉しぐれ一房の重きがうれし黒葡萄
甘き香の皆ひび割れの甜瓜

若林うた子夜の部屋こほろぎ人の輪に入りぬ金子テル

真野体育館

廊下に差す日ざし動きて夏の行く蒋林うた子地引網引く帰省子の声さろふ中野晴代平成二十四年十月六日
今年竹雫落さず僥ひけり

ききょう供へ母の戒名桔梗院滝口たづ秋の雷恵の雨をつれて来し

０・■ロ０■・ｌｐｐｌ・日・■・０．８■︒

０．０．８．９﹄ＵａＵｐ０・

今Ｏ６ｐｐ０ｐ０日ロ０口

Ｕ﹄■白１．０．８．日今日︑■・日・Ｉ

８８︾■・一０．０・●色■・９．８口０．８口■

Ⅱ︒Ｉ﹄■凸Ｕ

Ｉ︒

小春日に命もらいし和紙人形加藤ミョシ

秋風や遊女供養の文字薄く加藤比呂

むらさきの極まる雨後の花桔梗鶴間美和子水かけて畑の機嫌をとりもどす滝口たづ作柄にご満悦なる案山子かな小田昭郎

丑の日のうなぎもどきと言ふを食べ今昇る二百十日の大きけ残照の秋の浜辺を歩きけり
勺・ｌｐⅡ﹄■・Ｉロー﹄■今０．１・■ＯＢ

沢根すがも俳句会一句抄

よき恋も得しや遊女の墓の秋青水田鶴子敬老Ｈ無料のお湯でじよんのびす金子秋三
青棗少女の触れて通ほりけり

伊藤正一簡単に今日冷素麺昼餉とす野崎束

我が主張引くにひかれず秋扇安藤卓也遊女とて父母います赤とんぼ佐々木半七

宇佐美万作菊の香や哀れ遊女の供養塔本間博

頼みごと聞こゑぬふりの秋日傘稲場小夜子処暑の日や飼猫土間にはらばひて野田みのる
炎天下行く手の見えてなほ遠く

秋麗ら足なげ出して写生の子梶田ちづ船止めに一夜の友とおでん酒渡辺岩夫
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鳴りづめの秋の風鈴はづしけり

いもせ俳話会八月例会潮風や一気にはらう草いきれ

稲束を父に放りし日のとほし尾畑サカエ心経の檀徒に和するに蝉時雨山田みさを

新米をどんと積み上げ単の納屋早起きは苦手なれども蝉時雨外山かをる朝の畑ひんやり蝉のひと滴

乗り廻す古自転車や天高し

しゅうう

夏雨や針糸通す半寿婆井上よしえ昼顔に語らふ波とおひさまと

松川康子腹見せて硝子戸登る雨蛙主待つコーヒーカップや夜の秋白井正江

枝豆や夫のこだはる塩加減鶴間美和子さわさわと静なる川夏夕べ佐渡の闇ゆさぶる響き大花火中川紀元
巡り来しけ命Ⅱの秋桜忘れまじ遠き記憶や終戦Ⅲ西村コマ子窓ごしに涼風テレビにオリンピア
一隻を引けば六個や薩摩いも

１１１０．口０１１１日亘

二８１１．９１０

■△６１１１︽■色■１．５口■ＩＩＩｐ０１・Ｉ

０□■ＩＩｐ０・■・８１・■１１

８．ＵＩａ８

冬の霊はつかに纒ふ富士の山

８１口０ＩＩＩｐ８１１１１１ＩＩＩＩＩｐＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ１１１１１１１１１１１１１ＩＩ１１ｌ・１１１１１

大夕顔ごろんと畑のあちこちに合歓咲いて花笠寄せし景なせり渡辺康治炎天に誘導貝の赤き旗

二次会やまづ枝豆の運ばれて中野晴代膝痂に和式トイレや額の花塀に寝る猟迫ひ立てる縣雨かな駒形敏美
碑に文政の文字秋の蝶雲降りの一と雨はげし原爆忌桃井三郎卿の殻畑草茎として咲ける
ひるがへる里芋の葉の円さかな蒋林うた子月淡し濡れて潤めり稲の花星一つ飛んで酷暑の紅き月西平千春
よわ
県道の遠き灯りや秋深む積読の本の影より夜の秋藤井青咲夜半寝覚め夜具引き寄せる夜の秋
ほや
裏庭にもつれて二羽のしじみ蝶滝口たづ花南瓜息ながながと夕汽笛夜の秋火屋を磨きし幼きⅡ渡辺一子
﹃

新雪俳句会

ばんぶう

天高し貯水タンクの水の色山田垂竿一
一擦り減りし父の砥石や鵬の声畠山美緒護摩木焚く般若の梵風秋深む

一直売の大きな梨の試食かな竹筒に灯を入れ島の夜長かな中川紀元一

一尼僧住む山門寂と秋の声上西美智子道を差す仏の指に初あられ

一毛糸帽青年すまして退院す風の神祀る断崖木の葉雨神蔵ひさし一

Ｐａ８色■ＩＩＩＯＩＩＯ■■１．８凸８１・□■・

１口■１１１１■申１６．８凸■ｏＨＩＩＩＩＩ・■凸■０口■垂■凸■０．・■１１１凸Ｕｌａ０ｐＵ凸■ＩＩＩＩＩａ■ＩＩＩＩＩＩ・■ＩＩｐ８ＩＩＩ

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ１１１１ｏ０ｐ０１１１１１

ｌｌｌｌ

一欠伸する猫の鼻先こぼれ萩山口タカ．初譲こたびは歯科の予約かな
一昼の虫稚児を抱きし観世音
勝ち牛の雄叫び一声天高し猪股凡生一
一山茶花や﹁愚陀仏庵﹂の文机宇佐見酔興紅葉の谷底ひそと四戸棲む
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坂上る盆花迎への電動車金子節子爽やけしや久方ぶりの雨の音白井正江畑の道肩に帽子に赤蜻蛉外山かをる

遠吠えの寝耳に届く夜の秋渡辺幸枝空の篭外れしような雷雨来し西村コマ子前山も遠山も秋深みゆく西村コマ子

菩提寺の藪そうじに入る夏帽子青天井海へと続く秋はじめ湯上がりの床冷やかに驚きし

早朝の生徒爽やかランニング山冊みさをついとまた下がる鬼の子顔前に駒形敏美

短命を一身に受け蝉しぐれ爽やかに着揃ふて出づ園児の輪笑み栗の弾けんとして弾けたる

走り来て用事忘れて芒の穂井上よしえ水飲んで影も水飲む暑い秋渡辺幸枝

いもせ俳話会九月例会おさげ髪木犀の香を縄ひ来る前掛けをはずせばむかご床を打つ

キャタピラの木犀の香を縦断す目覚しはチクリと痛き茄子の刺外山かをる野良猫にどんぐりを投げ反抗期金子節子

夜凉なり紡ひ船より猫が鳴き藤井青咲辣韮漬今年きりかな半寿婆捨猫に凝視されいる冷やかさ

金木犀世阿弥も憩ふ長谷寺桃井三郎行く先で何か忘れて盆仕度冷ややかや規格になれぬ柿ばかり

さはやかに運転免許あげられず団栗に打たれ荒神怒り顔渡辺一子

わき水も洞れてひともと男郎花金子節子初栗を落すに力足らざりし

藤井青咲歯科医師の長椅子ひとつ冷え冷えと

爽やかや美女の帽子は斜交ひに
渡せ辺
子十老
をはげます光今年米
いも
俳一
話会
月農
例会
炎昼やとびとびに座すバスの客どんぐりを手に転た寝す母の膝白井正江

爽やかに梅子の笑顔朝のドラマ西平千春突堤の先冷まじゃ真の間桃井三郎慈雨欲しや蛾叢にすむ虫の青も

明Ⅱ刈るⅢひろいては切る葛の蔓唯ざまを覗かれてをり野分後水不足圃栗一つ兄付からず渡辺康治

いもせ俳話会十一月例会

爽やかや乳歯二本の笑顔兇せ渡辺幸枝秋晴やお達者教室おけさの輪山川みさをコスモスや放鳥の鴇七つ飛ぶ

とき

花火果て遠きいくさを思ひをりどんぐりの弾んで澤へそれつきり御旅所を一人で眺む曼珠沙華中川紀元
挨拶の暑い暑いの残暑かな猫の墓標立ちたる寺領冷ややかに

さんさん

波の音間にはさみ遠花火駒形敏美冷ややかに降らず仕舞ひの風の音西平千春
葡萄つまむゆびのかたちの爽やかにどんぐりの一つが夜のポケットに

燦燦とかがやく島の夏みさき中川紀元団栗や我より先に坂下る井上よしえゆったりと猫横断す菊日和外山かをる
あの日より朱鷺見ぬ月日や稲香る稲架かけの稲こき勢子に疲れけり老二人刈り田の畦に語り合ひ
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秋日和スカイラインの山葡萄

老いてなほお達者教室秋桜井上よしえ

あばた少しありて愛しき葉付柚子

立冬の八日明るき雑木山西村コマ子

巌並ぶ磯のさざ波小六月

畑野俳句会九月例会
山本修巳選
秋日和小さき卒寿の母の畑野口美代子

︹特選︺

潮騒の露地に小春の椅子ふたつ

稲穂田へ庚申経の鐘渡る羽根洋子

風の日のさくら落葉や朝錦桃井三郎

予科練もつひに老いたり烏渡る

持ち古りし物に妙薬落葉降る藤井青咲

︹秀逸︺

虫の夜や幼とめくる童話集谷川郁子
ゆったりと小佐渡を覆ふ鰯雲本間公

電線の地を這ひ巡る林檎園山川みさを
ことづて

蔦紅葉歌声揃ふバスハイク

伝言のやうに落葉が舞ひ込みて金子節子

佐渡トライアスロン

十四人うから集ひて夏終る野口美代子

残暑なか近藤真彦力走す伊藤ひで子

小春日や鶏がことことしてゐたり

家中の 窓 開 け 放 つ 小 春 か な 渡 辺 一 子

山が好きと秋の窓みる回診医伊藤ひで子

野の風に音符のやうに吾亦紅羽根洋子
娘は語る祖母の思ひ出衣被嶋田寿美子
揚羽蝶構へし網の高みへと
生田和代

空コンテナ上に降り積む落葉かな

曲る腰 婆 が 遠 出 の 小 春 か な 渡 辺 幸 枝
ほこり

意気込みもみな失せ去りし霞柿

小春日 の 障 子 の 桟 の う す 挨 西 平 千 春

軽やかに落葉のダンス子等の声

枇杷の花戸惑ひ多き濁世かな白井正江

地味に咲く風に揺れをり吾亦紅徳泉とき

葛の蔓今にも越境して来さう

このあたり雲うすあかり無月かな伊藤ひで子

虫の音にひさに吾子への便り書く野口美代子

︹佳作︺

太閤も 届 か ぬ 雨 後 の 金 の 月 駒 形 敏 美

挨拶は異常気象の稲田評嶋田寿美子

早朝の息の白さで礼を云ふ

とびおりしごとくがたんと冬に入る

徳泉とき

想い出 の 一 輝 の 墓 や 小 春 凪 中 川 紀 元

ゼンマイ︵扉カット︶

子どもの頃︑﹁ぜんめいわらぴな
んでこしかごんだまだとしゃわけえ

ぞ﹂などといって︑ゼンマイの綿毛を丸
めて糸を巻いた玉で遊んだ記憶がある︒

と思われるｃ﹂とあるｃ

名前の由来は︑牧野新日本植物圖
鑑に﹁銭巻の意味であり︑胞子葉が
はじめはくるりと巻いて円いから昔
の貨幣︵当時鉄製の銭︶にたとえた
ものという︒時計のぜんまいは逆に
このシダの芳葉から連想されたもの

雪解けとともに崖の斜面や湿地︑
川端に︑のの字に巻いた多数の栄養
葉と少数の胞子葉が綿毛を被って株

山笑ふのの字のの字の家族かな羊々

立ちをする︒

なった︒やっぱりこんにゃく︑油揚げ︑

﹁男ぜんめえは喰えんぞ﹂といっ
て︑胞子葉を残して採る︒ゼンマイ
の風味は乾物にあり︑茄でて生乾き
の時に︑よく撰んで乾燥させ貯蔵す
る︒操まずに乾燥したところ︑ぬる
ま湯でもどしてもわらしくのように

打豆などとの煮物は︑お袋の味の最

たる物では︒︵長嶋陽二︶
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曼珠沙華くづれて誰も振り向かず

野ｕ美代子

野︑美代子

︹佳作︺

本間公
秋耕ややうやく朱鷺のをちこちに

松籟の音かすかなり萩の寺谷川郁子

秋蝶や媚の集ふ堂に舞ふ本間公

長嶋滋美

秋燕巣立ちて納屋は音も無し

ひしひしと季節の移り夜の秋長嶋滋美
四萬温泉にて

村祭り友の差し入れ栗御飯

生田和代

羽根洋子
羽根洋子
徳泉とき
徳泉とき

楽隊のやうな音立て雨台風

ずっしりと垂れる稲穂に陽は映えて長嶋滋美

秋祭りをちこち鬼の舞ってをり

伊藤ひで子

孫と見し北斗明かりて傾きぬ佐々木キョ子

葛の蔓引けば葉波の立ちにけり

谷川郁子

代祥り更地の増ゆる草の花

犬高し秋明菊の紅揺るる

循題のやり果せしや法師蝉佐々木キョ子

新米を炊きてかみしむ甘さかな

本間公

︹特選︺

山本修巳選

葉鶏頭色あざやかに映えてをり

訪れし甥にもてなす小一鼎飯

畑野俳句会十月例会

子は継がぬ田畑に未練秋の風

山本修巳選

畑野俳句会十一月例会

嶋田寿美子

雨上がり櫓田朱鷺の八羽群れ伊藤ひで子

火花火広き夜空をせまくして長嶋滋美
夕映の蜻蛉の空となりにけり羽根洋子

毬踏み て 拾 ふ 小 龍 の 栗 あ ま た 本 間 公
︹秀逸︺

二度二度止まり直して赤蜻蛉生田和代

竹箒小春の夜に音たてて羽根洋子

︹特選︺

コスモスの倒れしままに色深む谷川郁子

大根干す軒の明るき白さかな谷川郁子

秋の蚊 を 隣 も 払 ふ 通 夜 の 客 生 田 和 代
残る虫 闇 の 広 が る 狭 庭 か な 谷 川 郁 子

香草を摘む指先に初時雨本間公
手庇や紅葉をまとふ磨崖仏生川和代

達谷の窟にて

野紺菊夜汽車の過ぐる無人駅佐々木キョ子
石蕗の花デイサービスの母送る佐々木キヨ子

花蕎麦や赤き帽子の子等駆ける本間公

クサノオウ︵目次カット︶

ケシ科の越年草のクサノオウ︑黄色
で川弁の花をつける有澁植物である︒

には雲がない︒

日当りのよい林のふちや道端など
に見られ︑一見菊の葉に似ているが︑
両面に白い毛が生えている︒淡緑色
の蕾のときは︑二個の薯を持つが︑
開花の際に蒲ちるので︑開花した花

葉や茎をちぎると︑ぐじゆぐじゅ
と燈黄色の乳液がでる︒このことか
ら﹁草の黄﹂と呼ばれたとか︒また
瘡︵くさ・丹毒︶を治す効果がある
ことから﹁瘡の王﹂などという薬草
にもとづく﹁クサノオウ﹂説などが

ケシ科の花といえば︑中国やチベッ

ある︒

トでの赤︑白︑黄︑空色︑群青色︑紫色︑

ワィンカラーなど神秘の代表の青い
ケシ︑蔵王での高山植物の女王とい
われるコマクサ︑利尻島の可憐なリ
シリヒナゲシ︑島内のどこでも見る
ムラサキケマンやキケマン︑エンゴ
サクなどのかわいい野の花もある︒
また野にあるオサバグサは是非見た

いものである︒︵長嶋陽三
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霜月や鍬を洗ひて畑仕舞ひ谷川郁子

松茸の御飯いつもの倍炊けり羽根洋子

吾が着物解きて娘の春着縫ふ

鯛焼買ふ列の続きし師走市

嶋田寿美子

羽根洋子

枯芙蓉切り落されて風に舞ふ

長嶋

本間

辛寿くる引際きめて年の暮

生Ⅲ

徳泉

風呂吹きやとろとろとろの味噌かけて

野口美代子

野口美代子

︹佳作︺

兇送られ振り向けば消ゆ冬の虹

︹秀逸︺

腰曲る卒寿の母と紅葉狩野口美代子

雪やみて山は自然の水鶚画

谷川

山本修巳選

着ぶくれる夫に届きし古稀祝

一

画
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︹秀逸︺

黄しめじやそっと自慢の福分けて嶋田寿美子

葉牡丹や寄せ植ゑ終へて昼支度本間公

仏飯の湯気の白さや冬の朝

菊人形着付け終へるを見てをりぬ生田和代

一葉散り又散り細る冬木立

生田和代

引き残る畑の人参雨に伸び伊藤ひで子

実石榴 や 昭 和 の 景 の 残 る 塀 羽 根 洋 子

再読の﹁白寺巡礼﹂石蕗の花佐々木キヨ子

まだ生きるつもりを決めて日記買ふ 徳泉

一■Ｕ﹂Ｉ・■■一■■︽■■・■ロー■■

夕闇に逃げし猫追ふ時雨道本間公

︹特選︺

畑野俳句会十二月例会

二本松の菊人形

枯蔓や黒き実あまた揺れてをり本間公
片減りの掃き癖馴染む落葉掃生川和代

雑炊で終ふる夕餉や夫の留守佐々木キョ子

︹佳作︺

風呂吹きの味噌の秀れる厨口佐々木キヨ子

茸狩の声の爽やか下山路に嶋田寿美子
冬野菜どっさり呉るる友のゐて徳泉とき

わが庭 に 一 際 目 立 つ 柿 紅 葉 徳 泉 と き
朱鷺遊ぶ櫓田青き田に降りて徳泉とき

一■■↑１．１︽１１・

のど飴で寒さに勝てと送り来し伊藤ひで子

一

一

屯０・↑■■↑０口■口邑■■宮■■・Ｉ芸■■↑Ｉ・■口冒■ロー■■０■一■■︽■■︽■守一■■・■ワニ■■一■■︽■■↓Ｉ﹂■Ｕ・■■︽■■︽■■Ｉ｜■■・■■・■■二■■・■■己■ロー

天高し地酒一辺倒の父中原雅司一

一余生いま雲に欠けゆく月を見む金子末雄感謝状受くる銀座の残暑かな山本修巳一
一減反の札立ててあり蕎麦の花東京湾のブリッジの灯や冷酒の宴
一執刀医夏の休暇で留守といふ白石英夫爪先にはじく団栗ひとりの旅藤井青咲一
一消灯の以後の長夜を如何にせむ少年老い葡萄熟れつぐきのふけふ

一吾が厨ちちろ鳴きゐる安堵かな読書新聞創刊号寄贈

一九拾五の母に拝まれ雨月かな伊藤正一たれも見ぬテレビ夏場所やってをり

柿の里俳句会

和とと郁滋
代きき子美公

烏帰る空真青なる窓辺かな
あか

余便欠航雪の故里遠くあり
ひととせ

夕幕の柿の裸木実の朱し
枯菊焚き過ぎし一年惜しみけり
七浦海岸にて

伊藤ひで子

庭に咲くコスモスの中風通る

雨続き紅葉の色を深めけり山嵜

紅葉山緑の松の色添へて山村

容子

マサ

嶋田寿美子

古里の山に盛りの合歓の花山村マサ
満月に目覚め幼き日々のこと山嵜容子
選者吟佐山香代子

朱鷺の名の新米積まれ出航す
敬老日無料湯殿の込み合へり
ときわ荘俳句クラブ十一月句会

き様に小宮山安子

晴天Ⅱ捧誠会館で御祈りす家族一同事故な

その名を知らず浜辺ムッ子

校庭より種貰ひきて育てし花夕顔に似れど

クのテレビに見入る井坂照

灼熱の暑きにクーラー付け放しオリンピッ

し兄偲びつつ林京子

蝋ずみし仏器磨けば光り増す若くして逝き

於相川開発センター

平成二十四年八Ｎ十七日

相川歌会八月詠草

秋天を自由自在に朱鶯翔けよ
島に着く凪の月夜のおけさ丸

選者吟佐山香代子

運動会孫と競争シャシの汗小田良子

生川和代

庭に鳴く鈴虫の音の夜の更けぬ

伊藤ひで子

長嶋滋美
羽根洋子

鴫田寿美子

羽根洋子
谷川郁子
谷川郁子

それぞれの嬉しきことを話す冬

強風にゆるる庭木の冬囲ひ

子等からの包を解くや十二月

鳶の舞ふ冬波しまく岬鼻

あれこれと数へて仕事師走かな
不意の客葱二三本屋敷畑

茜空趣味の集ひの秋の朝粕谷誠司
紅葉茶会琴の音静か和やかに

道遊の坑道出れば秋桜

琴の音に誘はれ紅葉茶会かな和泉政次

刈り後の川に青々と櫓伸び佐滕スギ

ときわ荘俳句クラブ九月句会

秋雨の続き平野の水田かな

あと

敬老会楽しカラオケ鴨り上る

豊作の佐渡は目出度く平穏に粕谷誠司

秋雨一過もみじの山の鮮やかに小田ふみ子

やぶ

里帰り先ず薮探す茗荷かな

と家族の心情思ふ木村秋子

息を止めテレビに見入るオリンピック選手

のごとく空這ふ北見亀男

朝顔もゴーャも小屋根を伸び越えて尺取虫

症状は知らず有難し熱中症八十余才を吾生

かされて荻野豊

盆の入りおはぐろとんぼ器衣和泉政次

霞降り柿の収穫足止めに

もれ聞こゆ三味に引かれてＨの路

バスハイク色鮮やかな紅葉山小田良子

強風に折れてなほ咲く秋桜金子美江子

一人居を訪ねくれしか赤とんぼ小田ふみ子

小水名所幸福地蔵に曼珠沙華
経塚山尾根に遠雷おどろおどろ

金北山雲の切れ間に射す秋日

ベランダの手摺に並ぶ赤とんぼ佐藤スギ

秋時雨 朱 鷺 を 案 ず る 親 心 金 子 美 江 子
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今朝もまたうまい空気を腹一ぱい帰省の孫

らとラジオ体操田中次英
八月の花とふ向日葵休み田に村の若き見事

に咲かす佐藤香代子
涼風に窓辺の朝顔眺めつつ消しては書いて

また書 く 短 歌 山 本 利 雄

かな

烈しくも哀しく響く蝉の声短かき命小さき

命山本軍次
年どしの碑前祭こそ愛しけれ真夏Ⅱきびし

産士の宮稲嶋徹夫
相川歌会九月詠草
平成二十四年九月二十一日

於相川開発センター
田の上を撫でて吹きくる涼風の実り初めた

る匂ひを連れて山本軍次

待ちまちし慈雨のうれしも痛む足庇ひつつ

畳に揺るる北見亀男
孫の顔知らずに逝きしわが母よ盆のにぎは

畑にて使ひし鎌をはて何処か行きつ戻りつ

ひとひ

探しあぐぬる佐藤香代子

朝明けに咲いた朝顔濃き藍に一日の命紫と

水呑むが兄ゆ浜辺ムッ子

ぼけしづえ
木瓜の下枝揺るると見るに水運の鉢に雀の

散る山本利雄
木村秋子

待ちまちし今朝の涼風風鈴に音の優しく心

ひ曾孫も増へて田中次英
安らぐ

おけさ丸にて群れ飛ぶは朱鷺と教へられし

思ひ出語る米寿の姉は林京ｆ

北見亀男

福嶋徹夫

り咲けり浜辺ムッ子

開月の庭の淋しさそちこちに石蕗の花静も

於相川開発センター

平成二十四年十一月十六日

相川歌会十一月詠草

く夫をひた兇守りしと

まも

﹁待つ﹂といふ言葉さへもがはばかれ出で征

ゆ

陽の沈む雲間を洩るる茜色淋しさ漂ふ晩秋

の海木村秋子
小宮山安子

日々忙しく歌が頭に浮かび来ずとも歌友に
す

今見えずみえずなる人影″と詠み据えて青年一輝

は従きてゆくべし

帝都に発ちぬ︵明治三十四年︶福嶋徹夫

平成二十四年十月二十六日

相川歌会十月詠草

於相川開発センター
はざ架けの稲にコオロギ飛び跳ねて秋の稔

りを確かむるごと田中次英

友の庭のやさしきサフランに思ひ出す収穫

初秋より晩秋にかけ咲き誇る外来種とふセ

しさの増す山本車次

霜月の花に相応し石蕗の黄の色冴えて凛凛

声偲びつつ北見亀男

住所録に今年は赤線五本引く在りし日の顔

秋祭り片栄えし御神輿のお帰り寂し鯉略の

よ霞っらく

揺れ木村秋子

明日は大根播かむ浜辺ムッ子

終へしう・マンチャの畑林京子
俵投げゐし腰よ

びょう

米二斗持ちあぐねては座り込むあはれ四斗

しと

たおやかな草姿なる貴船菊株分けくれし亡

汗をふくトライアスロン了へし人疲れたと

き友偲ぶ佐藤香代子

耕すを休める山田の片隅に誇り忘れず吾亦

紅咲く山本軍次

窓覆ふゴーャの葉先を透きて来る緑の月影

言う笑顔がまぶし山本利雄
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寝たきりとなりて七年わが友の命は尽きぬ

イタカアワダチ佐藤香代子
朝朝に食事作り終へ出勤の子ら一Ⅱの無事

霜月の雨田中次英
をいのりつ小宮山安子

をつげおり

藤井ョシ

さらさらと精米を手に流しみて新米送る宛

中国警察金子宏

稲を刈る昼は残暑のきびしくて夜は鈴虫秋

かった贈りくれたり藤川滋

稔典さん﹁柿日和﹂なる新刊壽買はずによ

匝大なる鉄板の上で煎られゐるごとき残暑 先おもふ佐々木伸彦

よ長月に入る中川幸枝

海越えて小千谷片貝の上花火四尺玉か夢の

地上みな覆ひつくさむ野心もつ背高泡立草

於羽茂地区公民館

平成二十川年十一Ⅱ五Ｈ

羽茂歌会十一月詠草

き雲の被さる

金子宏

柿もぎに疲れて畑へ寝そべれば真綿のごと

き早し

佐々木伸彦

閉校に決る母校の庭にたつ桜もみじの色づ

猪も熊も住まわぬ佐渡の島狢ばかりが夜を

誕歌す腰道踵人
ありなしの風にほろほる揺らぎつつ咲きて

陽を返す川原マサエ

やさしき秋海業は中川澄子
六日の菖蒲十Ｈの菊か彼岸花墓地のあたり
あ

に十川に咲く金子ユキ

反日の激しいデモに見たかふり自国擁護の

の花をふるわす腰道長人

南浜に台風生れて居たりけりコスモス八弁

むら雨の過ぎて片なぐ夕空にかかりて淡し

片かけの虹中川澄子

ばす日和の続く川原マサエ

コスモスの残花ちらほら咲く庭べ蝶をあそ

日輪はむらがる羊の間より芋掘る吾を柔ら

に包む金子ユキ

幹き夏終りて秋めく卿の道辺曼珠沙蕪は夕

の秋が来中川幸枝

於羽茂地区公民館

平成二十剛年十月十八Ⅱ

羽茂歌会十月詠草

愛犬はじっと兇つめる吾の顔瞬きもせず 弾 け る 川 原 マ サ エ
彼の脚は中古空けを誇らかに我等は護る平
解った顔して山本利雄 藍の濃く朝顔の咲く今朝の庭少し秋めく風和憲法藤井美好
通りゆく金子ユキ

みそとせ

三十年を一期の若さ想ふくし吉田松陰はた

特攻隊員福嶋徹夫
羽茂歌会九月詠草
平成二十四年九月二十日

於羽茂地区公民館
とかげ

掌に取りし野草小鉢にいとけなき石竜子お

どろき吾も驚く藤井美好

原発にくみする者よ一年でも二年でもいい

そこに暮らせよ藤川滋

金子宏

柿畑に草刈りをれば暗みきて遠カミナリの
雨を誘う

一Ｈづつ老いゆくことのたのしみに新しき
五年間待てと言われて力なく仮設の老は﹁ダ

こと創 め む と す る 佐 々 木 伸 彦

メ﹂と眩く腰道長人
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ヘリコプター何度も旋回した昼前何かあっ

たかと人毎に聞く藤川滋
おけさ柿見る間にすぐすぐ太るかと輝く秋

の羽茂野を行く藤井美好

法﹂読むべき時と

藤川滋

新聞の兇出しにハツと気づきたる今こそ﹁憲

の山川のこと

佐々木伸彦

低き雲ながめてのぞむ高き空わがふるさと
山と山がおててつないだ朝の虹フロントガ
ミサイルを打ち上げ不安煽りおきとなりの

ラスにⅡ照り雨降る金子宏
国の異様な歓喜

羽茂歌会十二月詠草
平成二十凶年十二Ⅱ二十日

さざめきて波は小春の陽をはこぶ岸に佇む

吾が足許に中川幸枝

りて華やぐ

中川澄子

黄落の果てのさ庭に山茶花の紅と白とが散

薮果に収穫おちしおけさ柿津波おもえばｔ

地と家ある膝井ョシ

黒咲のわびが一輪咲き初むる庭のひとすみ

はや春のくる渡邉博

枯れ色にちぢれて残る楓の葉秋を惜しむか

初冬の庭に金子ユキ

︵平成二十四年﹁鶴﹂十一月号︶

画をし︑親族ばかり五十数人での楽しい会になった︒父は元気
でまだ介護保険のお世話にもなっていない︒その席で父は︑父
の叔母がそうであったように百六歳を目指すと言った︒私事に
なってしまったが︑兎に角元気で長生きは目出度いことだ︒お
互い親孝行しましょう︒

先日私の父の白寿のお祝いをした︒我々きょうだい四人で計

花薑蒲母は百まで生きるてふ伊藤正一

︵平成二十四年﹁鶴﹂十Ｈ号︶

昔も今も農家にとって田植は一大事であることに変わりない︒
農業をしているのは父であっても︑田植は家族の力を結集しな
ければならない︒宴会どころではないのである︒農家の家族の
心のありかたが上手く表現できている︒

打つ小春Ⅱの午後川原マサエ

工事場のクレーンの動き兇上げつつ野菜畑

腰道長人

於ウッドパレス妹背
をさな
てしようざらとも
幼時よりいぶかりをりし天堀Ⅲ筑紫の歌友

の歌にⅡ覚めぬ藤井美好

俳句鑑賞木原昭芳
春寒や二か月ぶりの髪刈りに金子末雄
床屋さんへ行くのもこかⅡぶりだったら︑無精の方だろう︒

︵平成二十四年﹁鶴﹂九月号︶

かく言う私も二言か月に一回しか行かないのだが︑床屋に行く
日の天気はたいてい自分にとってタイミングのいい日ではない︒
たとえば少し風邪気味の春寒の日だったりする︒無精者にとっ
て髪を刈りにゆくのは︑身なりをきれいにしなければならない
切羽詰まった状況になってからのことだからしかたないのであ
る︒失礼︑これは私のことである︒この俳句は︑そんなこんな
ことを思わせて私を楽しませてくれた︒

あす田植宴会辞して帰りけり中原雅司
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人の女性の裸体を描くところなども︑美し

の画家士田麦倦が︑パリで数日をかけて一

十月十一日︑十二日︑新潟県文化財保護

て︑収集した父も泉下で喜んでいると思う︒

山本修巳

た︒競初に高岡市の勝興寺に参る︒勝興寺は

連盟主催の研修旅行に富山県に妻と出かけ

編集後記
評価されている麦倦の一面も想像させた︒

ていた順徳犬皇勅願所﹁殊勝誓願興行寺﹂

永正二年︵一五一七︶佐渡にあって廃絶し

く適確な線を描くことで日本的画家として
昨年は︑本誌を長く支えてくださった酒

あけましておめでとうございます︒

井友二︑倉田藤五郎︑金子勉の各氏が逝去

昨年の十月から︑多忙な日々であった︒十
と講話︑﹁佐渡郷土文化﹂創刊三十六周年・

月の拙家における﹁佐渡の土人形と玩具﹂展

された年でもあり︑節目に︑このような会

を再興相続したものである︒

白三十号︑前主宰二十年忌の会が十月二十

七十一号まで編集・発行︒その後私に引き

川芳郎氏を招いての講演は好評で︑盛会で
うれしかった︒﹁佐渡郷士文化﹂は前主宰が

楽しむだけである︒なお︑修之助の収集は

父修之助収集の﹁おもちゃ﹂は︑家の中で

に相川郷土博物館の展示の時貸し出したが︑

私の家で真野商工会主催であった︒平成五年

十月七︑八日の﹁佐渡土人形と玩具﹂展が

総擢作りの大寺秋涼し

標作りですばらしかった︒

越中の国府で︑万葉集の大伴家持が在勤し

大きな立派なものであった︒ここはかつて

大修復巾の勝興寺のＬ事現場も見学した︒

順徳院の勅願所ある寺の秋

継がれたが︑中川氏の小説のご投稿は︑前

佐渡の玩具ばかりでなく︑多くはないが全

十月や亡父集めし玩具展

を無事終えられたことは喜びであった︒

主宰の時が多かったようにも思う︒また父

国にわたっている︒﹁賭山本修之助氏江

特に記念の会は︑東京から畑野出身の中

日に行われた︒

とも心の交流も深かった︒創刊号にも随想
が載る東京の中川氏においでいただき︑あ

昭和十年八月十九Ｈ︑於銀座きゅうぺる土

本誌に書いてもらった︒また︑お話は堅苦

た革命家北一輝についてであった︒概要を

改造法案大綱﹄を読解することから出発し

会主義﹂と大正八年にｔ海で課いた﹁Ｈ本

年に発売禁止になった﹁国体論及び純正社

中川氏の講演は北一輝の著書︑明治三十九

があり︑また二日間に二百人の来場者があっ

具会の泰斗武井武雄氏に影響を受けた︒今
回は佐渡の玩具だけであるが︑展示の機会

平社という出版社で知りあった日本郷土玩

京で﹁佐渡の民謡﹄を出版した時︑その地

集したものであろう︒父は︑昭和五年に東

るので︑そのころから数年間通信販売で収

俗玩具研究会﹂と書かれた﹁犬張子﹂があ

けたので︑残念に思った︒

私は若いころ︑直接田中先生にご指導を受

て︑講演をいただきたいと佐渡市に連絡し

に対する佐渡の田中圭一氏著書を持ってい

の朧史を聞いた︒ガイドさんは︑地方文化

ボランティアガイドさんの案内で︑五箇山

たが︑お病気とのことであったと言われた︒

翌日は世界遺産五箇山の合掌集落を見学︒

しいものではなかった︒例としてあげられ

田家の威光を思わせる︒

加賀藩の前田利長の墓所は広かった︒前

次に瑞龍寺に参拝︒仏殿︵国宝︶が︑総

たので歌碑があった︒

りがたかった︒

たことであるが︑新穂出身の﹁舞奴﹂芸術
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帰りは立山信仰の里︑雄山神社を参拝し

五箇 山 の 庄 川 に 鮎 群 れ て を り

楽天︑担当英語︶に焦点をあて︑特に父

師のうちから長谷川清︵相川生まれ︑雅号

した北輝次︵一輝︶が当時︑影響を受けた教

に来られ︑楽しまれた︒新氏は終戦前一︑二年

土玩具﹂展に︑体調をくずされていたが︑見学

昨年の十月八日︑父修之助収集の﹁佐渡の郷

助大明神に妻とお参りするところを取材し
た︒来年の一月の十八Ⅱ︵金︶ＢＳプレミ

レビ﹂は︑新町大神宮に︑私の家の絡神源

十月十六日は︑新町祭で︑﹁ＮＨＫ新潟テ

喜︑漢文の石塚照︵雅号卓堂︶︑国語の教

うにまかせなかった︒輝次は︑校長の八田三

ディレクターの浜田氏と私のつながりが思

解題をもとに話しあった︒しかし田原氏と

修之助編復刻﹃佐渡新聞﹄に︑私が書いた

新居士︑心からご冥福をお祈りしますｃ

地真野への最後であった︒戒名は一乗院智徳冊

い︒新氏は平成十七年帰島されて︑このＨが生

幼少のころの思い出を辿っていたのかも知れな

もらったことから心を寄せ︑かつて玩具を見た

いて︑小学校入学式には修之助に連れて行って

両親兄弟と離れ︑佐渡の祖母のもとで暮らして

て帰島︒

アム午後九時から一時間番組の一部という︒

師矢田求など︑また︑寮に入ってもいたので︑

の小熊よしみさんが来宅され︑山本五十六元

十一月二十四日には︑長岡市立中央図書館
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佐渡郷土文化第一三一号

次号原稿締切十月末日

御芳志深謝田中倫子氏

生徒間の交流も深かったと思われる︒

十月二十三日︑新穂青木の高砂会︵会長
十一月四︑五日には︑翌平成二十五年一月

帥の養祖父義和や亀田鵬斎の書などを見学

本間昭夫氏︶二十数名を相川に案内する︒

維新の指導者たちｌ北一輝・大川周明と二・

された︒なお私の家の九代嫌が明治三年に旅

十三日Ｅテレ午後十時から十一時半﹁昭和
二六事件﹂の撮影録画のため︑ＮＨＫ放送総

﹁升屋三郎兵衛﹂に宿泊したとあるが︑小熊

をした﹁道中記﹂を残しているが︑長岡で

奇縁と思う︒

さんのご住居と同じ﹁渡里町﹂の旅籠のよし︑

スタッフが来島︒四日は︑北一輝の生家にお
いて︑北会会長の斎藤甲子郎氏ら数人を交え

局の浜田裕造氏と評論家川原総一朗氏など

て懇談の場面︒五Ｈは︑両津博物館所蔵の北

本誌﹁百十号記念の会﹂︑﹃花野香﹂の出版

雪晴の日のさして来し骨拾ふ

一輝の﹃霊告日記﹂を手にして出原氏と学
芸員野口敏樹氏と私で対談をする場面の撮

︵旧姓山本︶新氏が一月二日に亡くなられた︒

七十五歳であった︒新氏は私より一歳年上

記念会に出席された相川に住む従兄の松榮

めに︑二・二六事件のような革命を志向して

でもらった︒

で︑向かいの家に住んでいたのでよく遊ん

影︒私は事前に﹃霊告日記﹄の後半を読んで︑

いるように思えた︒次に佐渡高校の図書室で

北一輝はあらためて自らの思想の実現のた

旧制佐渡中学創立時に第一期生として入学
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