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佐渡俳人
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佐山大業

ｌ朱鷺百句と文献Ｉ
古今東西の文献集成.〃
美しく悲しき宿命のトキに
愛情をよせる百句／

昭和弱年刊

定価一︑八○○円

一Ｔ二００円

﹁朝日新聞﹂時評

福田渭人

絶滅の危機にある国際保護鳥トキの
烏に在りし日を

初術朱鷺曼陀羅を拙きつっ
と仰ぎ︑存は

朱鷺の椎む山をかなたに夕桜
と眺めたが︑今

作光の空に朱蒋群ふⅢはいっそ

と慨き︑この烏を泳んだ浪没州に術む

︵昭和八六征︲・一・｜・・｜党Ⅱ︸

両句に︑文献を添えて異彩かある︒
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相川歌会詠草︵十二月・一月・二月・三月︶⁝・⁝：．⁝．：⁝⁝・⁝⁝⁝．

●
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佐渡の狢

俳句鑑
カットのこと
編集後

記ぱ賞神

各地の俳句・短歌会
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る︒台湾の人たちが日本の人たちに親しみをもってくれる一面に

深見弘喜・山本修巳・雅子・小島千絵子の各氏／高砂族記念碑・

祠／旧台湾製糖株式会社本社／真野新町出身農林大臣山本悌二
郎宅／真野新町出身台湾総督中川健蔵旧在任・現在総統府中庭

三千人の戦死者も︑故郷に帰っているように感じた︒生存者の心がこ

のがなかった︒百年前の台湾製糖株式会社本社や山本悌二郎邸も残っ

なお︑本誌にもこの旅について書いた︒

は︑こうしたところの積み重ねにもあるのではないかと思った︒

旧畑野町宮川出身本間将軍和歌右側面／置かれている本間雅晴将
軍句碑を見る佐渡人・惣弔先人石碑本間雅晴宗族來台台南新聞

思い及ばなかった︒五日間の旅は晴天で︑看板などに旧漢字体が目に

もっている︒新聞の取材は予想外だった︒外国の新聞に載ることなど

︿台湾﹀台北・台南・高雄・佐渡縁の人の痕跡を訪ねる旅忠烈

口絵説明山本修巳

︽台湾︾台北・台南・高雄・佐渡縁の人の痕跡を訪ねる旅は三月

日に来訪された︒父修之助の記述によると﹁新潟日報﹂に﹁越佐の生ん

表紙は作家阿部知二氏の色紙を用いた︒知二氏が昭和四十一年七月六

ふれて︑日本の昭和にいるような心がなどむ旅であった︒

ていた︒総督府は総統府となっていた︒高砂記念碑は立派なもので︑

口絵の集合写真は︑十数人がゴルフで︑別行動のものしか適当なも

二十三日から三月二十七日までの旅で︑真野新町出身山本悌二郎︑真
野新町出身中川健蔵︵旧畑野町三宮生まれ︶︑旧畑野町宮川出身本間
せん

雅晴中将の足跡を訪ねるものであった︒案内の新潟スカイツーリスト
相川町出身小林芳樹氏︑ガイドの倉博文氏も初めての所もあった︒

ものがあった︒明治三十三年︑三十歳で台湾製糖株式会社創設に
係わり︑昭和二年農林大臣就任を機に社長を退職はしたが︑昭和
五年金木善三郎工場長が死去すると︑その翌年に悌二郎が建てた

して親しみ︑没年がともに昭和十二年という縁を思い︑感慨深い

な作家︒戦後は社会的関心を新たにし︑從来の自由主義的立場か

この世にないことをになる︒

三十六年二月一日生まれで同年である︒父が知二と同じ年齢で死

貼られている︒昭和四十八年四月二十五日︑六十九歳とある︒他

この色紙の裏面には︑阿部知二の死亡記事の新聞の切り抜きが

顕彰碑を見た︒悌二郎は会社に一生関わっていたと思った︒また︑

ら一歩進んで︑次第に革新陣営の側に荷担するようになる︒この

だ日本的人物﹂の﹁有田八郎﹂を連載するための取材であったという︒

中川健蔵は台湾総督として昭和七年から十二年まで最後の勤めを
立派に遂げたことを知った︒世界萬博の開催︑海岸難路の開通︑

私にとっては︑隣家に生まれ育ち︑祖父半蔵と年齢も少しちが

昭和十年の震度六の地震に対する対応など台湾のために尽くした

て都知事に出馬し︑革新候補で二度落選した有田八郎に心を寄せ︑

ような生き方が︑若き日の盟友吉田茂の首相への後継要請を断っ

うだけで︑生涯にわたって漢詩︵悌二郎には漢詩集五冊︶の友と

ことを実感した︒本間雅晴中将は︑昭和十五年十二月に赴任し︑

執筆となったのかもしれない︒

知二は︑岡山県生まれ︒小説﹁冬の宿﹂などで戦時下の代表的

去すると︑この﹁佐渡郷土文化﹂はもとよりその著書のほとんどが︑

で調べると生年は明治三十六年六月二十六日とあった︒父は明治

昭和十六年十二月八日の第二次大戦開戦まで︑おそらく最も困難
な準備に向きあったのではないか︒日本軍と台湾軍混成部隊であ

<台湾〉台北･台南･高雄･佐渡縁の人の痕跡を訪ねる旅

忠烈祠3月25日

塵麺
真野新町出身農林大臣山本悌二郎宅
台南市3月24日

真野新町出身台湾総督中川健蔵旧在任

〜

3月26日
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}月26日

︵旧総督府︶小島千絵子の各氏
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現在総統府中庭左から深見弘喜・山本修巳・雅子
高砂族記念碑献花されている

旧畑野町宮川出身本間将軍和歌右側面

報

愚弔先人石碑本間雅晴宗族來台

順道参観橋頭糖廠並到烏山頭水庫探訪八田與一潰跡

記者林相如／官田報導
刻有日捜時期台漕寵司令官
陸軍中將本間雅晴詩句的石碑
︐目前暫存放在官田園台大考
古隊的工作室︐本間雅晴故郷
的宗親昨前來懸弔先人遺物︒
本間惟晴題詩的石碑・五年
前在台南市東旺東興公園發現
後︑文化局予以保存︲今年的
百花祭在台南公園展出・本間
雅晴出生日本新潟縣佐渡島︒

人遺物・

其後代宗族與當地的地方人土
痩悉後︐組團前來台南観看先

八田與一︒

承辮的旅行杜表示︑佐渡島
在日篠時期除了本間雅晴外︐
運有山本悌二郎在高雄橋頭糖
廠槽任廠長・這次的参襯團︲
有本間雅晴和山水悌二郎的宗
親閲當地人士︑此次台湾行除
了到台南鬮看本間雅晴題詩的
石碑︐還將到橋頭精廠琴観曳
並到烏山頭水庫囑弔

昨天上午参訪團
抵達台湾︐第一姑
就到位齢陸田火車
岾秀的台大考古隊
隆田工作室・観看
本間雅晴題詩的石

碑大家撫模石碑

的外表騨字欄的刻
痕︑並舶ド照片︲

ｊ

謹佐渡島的榔親也報
能看到本間雅晴在日

鷺︽鐸沖

台湾留下的足跡・︺ゞ華

令︲︲日本將軍本間〃

雅晴宗親到宮田屋

観看遺留的題詩石聞

︵記者林相如攝︶︒・菫舗

碑．︑︑新

3月25日付

葱弔先人石碑本間雅晴宗族來台

置かれている本間雅晴将軍句碑を見る佐渡人

﹁鍋かむり日親﹂の名で知られるＨ蓮宗の傑僧Ⅱ親上人︵以下上

されて来た︒しかし︑それに関することは︑殆んど京都や鎌倉をは

特に重い罪人を配流する遠流の島で︑そのことでは多くの流人が流

も極めて重要であった︒また︑佐渡の歴史で亜要だったことは流人︑

児玉信雄
人号略す︶が︑佐渡に渡来していたことはあまり知られていない︒﹃佐

じめ中央の史苦や公家・武家のＨ記・記録類に記されており︑改め

渡年代記﹄﹁佐渡凶略記﹂﹃佐渡猪勝志﹄をはじめ江戸期のすぐれた

史普はもとより︑江戸期以前古代中枇以降の佐渡の通史を叙述した

て佐渡でそれを調べる力も必要もそれほどなかったからである︒佐

ひるむ

川中從太郎︵葵剛︶の﹁佐渡志﹂や岩木擴の﹁佐渡国誌﹂︑橘正降︵法

あったと言えよう︒

渡の歴史はある意味で古代からの流人と︑近枇以後の金銀山に特色

より

られてはいないようだ︒そればかりか﹃越佐史料﹄や﹃新潟県史﹂︵中

が来島したのは言うまでもなく︑流人日蓮の霊跡を巡拝して宗祖日

く︑やはり流人と深いかかわりがあったのである︒と言うのは日親

見直接流人とも金銀山とも関係ないように思えるが︑実はそうでな

そういう観点から言うと︑ここで述べる日親の佐渡来島の話は一

老︶の﹁河崎村史料編年志﹂などの通史にも日親のことはとりあげ
世編︶を見てもⅡ蓮聖人︵以下聖人号略す︶のことは多く記述され
佐渡で最初に日親について記述した本は︑故本間寅雄︵磯部欣三︶

雌のありしⅡに思いを馳せて︑その悪を慰めるためであったからで

ているが︑Ｈ親のことは記されていないようだ︒

で︑この事典に本間氏ｎ身が﹁瑞仙寺﹂の項Ⅱの中で詳細に記述し

氏が中心になって編集した﹃佐渡相川郷土史事典﹂︵平成十四年刊︶

一族の埴谷重継︵一説には重継の養子とも︶︑一川歳のとき中山

日親の出生地は上総国︵千葉雌︶武射郡埴谷村で︑父は干葉

かずさたけいはにや

佐渡で書かれた佐渡史書が古代・中世を極めて簡単にしか記述し

法華経寺の日英の門に入り出家して日親と称した︒応永三十二年

ある︒

なかったのは︑江戸時代佐渡が世界有数の金銀の産地として一挙に

︵一四二五︶一九歳の時︑肥前︵佐賀県︶の小城郡松尾山光勝寺に

ている︒ただⅡ親の佐渡来島についてはまだ触れられていない︒

重要度が高まり︑一国天領となって幕府勘定奉行支配の佐渡奉行が

住して︑日蓮宗中山門流の鎮西総導師という職に任ぜられたが︑厳

しゃくぶくかんじゅ

しげつぐ

置かれると︑奉行所の役人や優れた町人・百姓の佐渡の歴史研究が

格な折伏で布教したためと︑中山法華経寺の貫首日有を批判した

再

おぎ

産業や文化の発達のうえで佐渡金銀山の果たした役割はその意味で

行なわれ︑多くの史書が作られることになったからである佐渡の

／

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ことによって破門された︒その後日親は永享九年︵一四三七︶上洛

待された酒宴の席で謀殺された︒同席した他の守護大名たちは皆逃

月二十川日︑将軍義教は播磨国︵兵庫県︶の守護大名赤松満祐に招

ところがこの予言が的中して九九日後の嘉吉元年︵一四岡二六

はりまみつすけ

して最初の本法寺を京都に建て︑何十一年将軍足利義教に法華経信

走して︑将軍を助けようとする者は一人としていなかった︵嘉吉の

よしのり

仰の受持と他宗信仰の棄捨を勧めて︑冊蓮の﹃立正安国論﹂に擬し

変︶︒後崇光院宮貞成親王の日記﹃看聞御記﹂は︑﹁将軍かくの如

かきつ

て﹁立正治国論﹄を著して義教に進呈した︒将軍義教を折伏しよう

き犬死︑占来この例を聞かざるなり﹂と諄き残している︒この事件

ごすこういんのみやかんも人

あった将軍である︒Ⅱ親の諌言・折伏に従う筈はあり得なかった︒

としたのである︒しかし義教はもと犬台宗の僧侶で天台座主でも

が起きたため︑Ｈ親は出牢を許され︑以前の京都本法寺の貰首に返

守護大名赤松満祐が義教を謀殺した原因は義教の恐怖政治にあっ

り咲いたｃ

激怒した義教はすぐさまＨ親を逮捕投獄した︒
かんぎよう

その後義教の母の死去による大赦によって出牢を赦されたが︑日

た︒表教の政治は幕府内における将唯権力の強化をねらって︑守護

親は再度﹁立正治国論﹄を諄いて義教を諫暁しようとして執筆清
併を始めたところ︑義教の知る所となり︑執兼の途中に再度の言上

た︒室町幕府は鎌倉時代と違って幕府は足利将軍家と有力守護大名

との連合政権的な性格があり︑将軍と守護大名とのバランスが︑南

大名の統制を厳しくし︑将軍に服従しない者を力で抑えようとし

北朝動乱期の経過の中で守護の勢いが塒大していたのである︒鎌倉

かれ︑かずかずの苛酷な拷問にかけられた︒熱湯浴びせ︑足の爪は

がし︑焼いた鋤を両脇に当てる︑真赤に焼いた鍋を頭にかぶせる︑

禁止に背いたとして再び逮捕投獄された︒折角建立した本法寺は焼

陰壌の串刺し︑舌抜きはさすがに獄卒も憐れんで舌の先端を少し

もと壱つじ

公方は初代将軍足利尊氏が後醍醐天皇の南朝方の京都奪還を懸念し

くぽう

切って済ませたという︒一鍋冠り日親﹂の異名はこの拷問の﹁鍋冠り﹂

て︑幕府を鎌倉に開かず京都の室町に開き︑二男基氏を初代の鎌

ある時将軍義教がＨ親に﹁法華経の経文に︑﹁法華行者を悩ます

鎌倉府の勢力の増大を恐れて︑鎌倉公方川代足利持氏を攻め滅ぼし

京都の幕府同様で︑あたかも小幕府の観を呈した︒七代将軍義教は

は関東一○か凶︵関八州と伊豆・甲斐︶を支配し︑鎌倉府の組織も

くぼう

の刑罰から生れたものであった︒この苛酷極まる拷問に対してⅡ親

倉府の踵宙鎌倉公方につけたのであった︒その結果鎌倉公方の勢力

者は必ず現し身にその報いを受ける﹂とあるが︑自分はお前を悩ま

た︵永享の乱一岡三九︶︒幕府内部の有力守護であってもその勢

﹃Ｈ親全集﹂第一巻に﹁義教現報﹂と題する次のような逸話がある︒

は法華経の賜る試練と受けとめ耐え凌いだのであった︒

すこと−年以上にもなるが何の報いも受けていない︒経文は間違っ

力を殺ぐために領国を没収するなどし︑服従しなければ滅ぼすとい

毒つつ

ているのではないか﹄と言った︒するとＨ親が答えて言うには︑﹁経

る︒永享の乱と言い嘉吉の変と言い︑それはこれより以前の日親の

う恐怖政治で︑赤松満祐は危険を恐れて将軍謀殺の挙に出たのであ

そ

遅いと言うなら︑罰は一○○日満たぬうちに現われる﹂と言った︒

文にどうして間違いがあろう︒私に罰は与えられない︒もし三年が
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｜ゞｖ︾︽止桁川倫﹂で処洲

した川の叶岫な拷川を
肌した柵件は︑災救の

ので︑︑小学・昨肺庁のＷ

政倫婆勢を象徴するも
件の前兆・伏線の感が
する︒室川雅府典退の
Ⅱ川のことはⅡ世と

兆雌であった

ともに椚川だけ秘哩で
あるが尚校の数冊汁に
川てくる：Ⅲ並水の僻
ているのはこの２人だ

州で戦利岬にのせられ
けであろうと思われる
が︑ある数科時では一
人とも硴で川るのでな
チック︵太い椚宇︶で

く︑本文巾にしかもゴ
川てくる︽︾この時代の

Ⅱ血氷の勢″が雌も強
かったのは︑叫岬川本
雌人の商莱部巾だった

取部であった川越水

日親上人作曼茶羅本尊︵妙宣寺蔵︶

勘埜薄創銅跨人零→

日蓮上人の忠実な後継者と自認し﹁立正治国論﹂︑﹁折伏正義抄﹂を著し︑不受不施派の先駆者とされる

）
(

れは比叡山との衝突をもたらし︑日蓮宗の信徒は一樅をむすび延暦

は京都の町衆に容れられて飛躍的に宗勢を発腱させた︒しかし︑そ

てそれだけで確信を持てず︑それ以上あまり関心を抱かなかった︒

館の調査でお梅堂を訪れた時である︒しかし︑その時は小品であっ

のご厚意で宝蔵を拝観した際壁に掛けられていた日親の真蹟と思わ

その後平成十九年妙宣寺の調査の機会に恵まれ︑同寺貫首関道雄師

ある︒曼茶雑本尊の中央に大きく太い字体で﹁南無妙法蓮華経﹂の

今私の手元にその時許しを得て撮影した日親染筆の一枚の写真が

装に感嘆したのであった︒

れる曼茶雑を見付け︑その大きさといい素晴らしい筆勢︑見事な表

寺僧兵と戦う︵法華一摸︶︒そのため京都は焼かれ一時京都を追わ
椅見では︑日親の佐渡島内にある真蹟は︑畑野小倉のお梅堂と阿

れたのである︒

仏房妙宣寺だけである︒小倉のお梅堂は古くは藤梅堂と呼ばれ︑日
伝説がある︒これは一概に荒唐無稽と笑って済まされることでなく︑

されている︵前ページ写真︶︒本尊の紙間の川隅に川天正Ⅱ持国天・

お題目が書かれ︑その下に﹁日親﹂とそれに重なるように花押が記

蓮が持って来た藤と梅の枝を指したら根付いて大木になったという
先人が日蓮がここに立ち寄って︵一説には一宿したと言う︶休泊し

噌長天・広目天・多聞天を配し︑残る空白の部分に諸仏諸神三十四

たことを後世に伝えるためにつくった逸話で︑村人の知恵の産物と
考えられるからである︒日蓮は刑罰で遠流に処せられて来たし︑日

の年川Ｈ﹁寛正六年太歳乙酉卯月Ⅱ六日﹂を読みとることが出来る︒

を記して本尊の題目を守護している︒よく見ると左側の脇書に製作

寛正六年は西暦一川六五年である︒その時気付いたことは︑この曼

Ｐつ

親は宗祖の苦難の跡を尋ねて来島した︒日親は師日蓮の最も忠実な
した人である︒佐渡に渡れば配処塚原を訪れない筈はない︒配処は

茶羅を授与された人の名前が記されていない︒箇人宛ての場合一般

な

後継苫を以て自任し︑宗祖の嘗めた苦難を日から体験しようと修行
今の阿仏房妙宣寺の場所ではなく︑また﹁塚原﹂の山号をもつ根本

の曼茶雑にはそれがない︒何か特別な事情があると思うままになっ

には必ず﹁誰々に授与す﹂と漢文で書かれているのに︑妙宣寺のこ

ているが︑種々考えている内に︑これは日親が授けたのではなく妙

この竹川川の右岸台地上に妙宣寺が竹田村地内に持つ中世からの寺

宣寺に奉納したものに相違ないという考えが浮かんだ︒奉納者日親

寺でもない︒竹田の合沢の地内﹁やせが平﹂であったと考えられる︒

の故地である新保の阿仏房元屋敷にはさらに﹁やせが平﹂より広大

領︵三ヶ一除︶の全てがここに集中してあったからである︒阿仏房

の名前と花押は題目の下に記されている︒日親は寺に祀られている

お梅堂は小佐渡山脈の山ふところに包まれた小倉集落にある︒堂

ために染筆したのであると考える︒ちなみに曼茶羅本尊の左下の広

たのではなかろうか︒すなわちこの愛茶羅は日親が妙宣寺に上げる

日蓮と日得︵阿仏房︶に偉かって︑故意に脇書に宛先を書かなかっ

はば

な三ヶ一除地があったのである︒

には本堂の外に祖師堂・宝蔵があり︑宝蔵には彪大な什物・史資料

目天の脇に記されている制作年月日﹁寛正六太歳乙酉卯月廿六日﹂

が櫃・箪笥・木箱などに収蔵されている︒

私が日親の佐渡来訪を初めて知ったのは︑平成八年七月に県文書
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に新保から竹田︵国府︶地内の合沢のヤセガ平に移転していると考

他方阿仏房︵妙宣寺︶はどうかというと︑妙宣寺︵阿仏一腸︶はすで

・え︑と

﹁Ｈ親全集﹂第一巻収録の﹁埴谷抄﹂で︑日親の佐渡来島は確認

の干支﹁乙西﹂を調べたら間違いなく寛正六年は﹁乙西﹂であった︒

仏房日得が開山である妙宜寺を訪れない筈はない︒従ってこの一年

の年代の違いは︑Ⅱ親が佐渡に寛正五年から翌年の同大年にまた

えられることから︑日親は参詣可能であった筈で︑Ｈ運の直弟子阿

がって在島したからと考えられる︒

されたのであるが︑その年代は寛正五年︵一四六四︶になっており︑

﹁埴谷抄﹂は日親が義父埴谷左近将監︵重継︶に自分のこれまでの

妙宣寺の日親愛茶羅の寛正六年と一年違うのである︒先述のように
布教活動のあらましを書き送った手記で︑本人自作の手記であるか

以上述べたお梅堂と妙宣寺の二か所以外にＨ親に関するものに︑

ぼんぽう

相川中寺町の瑞仙寺がある︒しかし︑瑞仙寺の創建は江亦の初め寛

ら間違いはない筈である︒

また︑その後判明したのは京都の本山本法寺に日親が佐渡で作成

明であるが︑日親を崇拝する信昔がいて堂を寄進したのであろう︒

に日親を祀る﹁日親堂﹂があることだ︒この法華堂の成立年代は不

ずいせん

︵四月︶十五日に俗名三郎四郎戒名妙久に授けたことが記されてい

した大製茶雑本輸があり︑その脇諜によると︑Ⅱ税は寛正近年卯〃

永元年︵一六二四︶であるから日親との関係は来訪ではなく︑境内

寺には﹁Ｈ親上人略伝記﹂の画幅一二幅や祖師像︵寛永六年作︶が

その裏書に元禄十二年︵一六九九︶本法寺貰首日近が﹁佐渡鴫

二於テ之ヲ誉ス︑権大僧都Ｈ親聖人之真蹟最モ殊勝ノ本尊︑更二比

る

類無キ背也﹂とある︵寺尾英智・北村行遠﹃日親．Ⅱ奥乞ことで︑﹁地

あるのは︑日親堂の寄進者の寄進によるものであろう＠

瑞仙寺は慶長・元和の佐渡金銀山の黄金時代の大山師初代味方

みかた

谷抄﹂と同じく妙宜寺の愛茶羅の年と一年違っている︒これをどう

と考えてよいか︒愚考では当時の慣洲として何宗によらず僧侶が巡

ているから考えられないが︑かと言って二年にまたがって在島した

寺であるが︑古くは京都妙覚寺の末寺であった含佐渡祁川郷士史

柵うために相川に建てた寺で︑現在は新穂大野の塚原山根本寺の末

家重︵但馬︶の菩提所として二代家次が京都で没した父の菩提を

いえしげ

錫する場合長逗留することはよくあることで︑殊に佐渡はⅡ蓮の遺

事典﹂﹁端泉寺﹂︶︒佐渡奉行所編蟇の﹁佐渡国寺社境内案内帳一二宝

考えればよいか︒記録の誤りということは双方いずれも原本に依っ

跡が重要なものが多くあり︑長期間逗留したため二年にまたがった

暦寺社帳﹂︶も京都妙覚寺末とする︒日蓮宗の信昔には商人が多い︒

ある︒瑞仙寺境内にＨ親常があることと本法寺の開山Ⅱ親が不受不

そして当時日本爺大の鉱山都市相川には︑有力商人が多くいたので

のではなかろうか︒

なかったのは︑配処塚原が京都の妙覚寺日典によって現在の新穂大

未だったとする説が良い︒京都妙覚寺も不受派の祖日奥の出た寺で

施派の先駆的存在であることを重ね合わせて考えると︑以前妙覚寺

佐渡の史書や﹁越佐史料﹄などに日親の佐渡来島のことが記され

ことであるから︑日親が塚原根本寺を参詣することはあり得ない︒

野根本寺と定められた天正十五年︵一五八七︶より一二○年も前の
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一七○三︶

こることはなかったのである︒従って不受不施派というⅡ蓮宗の中

七二︶から元禄︵一六八八

ところが室町時代に入るとより厳格に不受不施を守るべきだとす

ある︒寛文︵一六六一

る考えが宗内から起こった︒王侯貴族であっても例外扱いにするの

の一派もありえなかったのであった︒

山久遠寺の系列に転じた︒本法寺・妙覚寺も同じ道を歩んだのであ

は間違っているというのである︒Ｈ逮宗の純粋性を守るべきだとい

にかけての幕府の弾圧で不受不不施派寺院は受派の中心である身延
る︒天正十五年︵一五八七︶京都妙覚寺Ⅱ典が来島して塚原根本寺

うふうに変わってきた︒それがやがて戦国時代を経て豊臣秀吉が全

あらため

記︑元禄十年︵一七○四︶本山妙覚寺から永聖免許の本尊が下され︑

を妙覚寺末に編入し︑寛文四年︵一六六四︶に幕府の寺社改帳に登

Ⅱ蓮示が分裂してＨ奥は対馬に配流され︑以後江戸期を通して不受

会にⅡ蓮宗は参加すべきでないという京都妙覚寺Ⅱ奥の強硬論から

もえ

国統一を成し遂げると︑京都方広寺大仏開眼供養に際して千僧供養

ふれがしら

瑞仙寺は根本寺末寺の触頭に指定された︒

瑞仙寺に寛永頃日親堂が建てられたけれども︑雑府Ⅱ佐渡奉行所

不施は御法度となった︒これによって日奥は不受不施派の祖とされ

にちお人

はそれを答めなかった︒寛永七年には身池対論︵受派の身延日遠と
不受派の池上本門寺日樹の江戸城での対決︶で不受派が敗れ︑寛文

た︒不受不施派に属する多くの人たちが処刑・配流に処せられた︒

Ｈ親は室町中期の代表的なⅡ蓮宗の傑僧であったが︑当時不受不

には不受派の日講が日向国︵宮崎県︶佐土原に配流される︒その時

施派という宗派があった訳でなく︑Ｈ蓮の思想の徹底を考えてⅢ己

期に日親堂が建立されたのは︑瑞仙寺が佐渡金銀山の大山師味方但
賜守家重の菩提寺で︑家康からの胴衣・茶碗・刷子など拝価の舳々

﹃埴谷抄﹂の中で法華経弘通の生涯を次のように記している︒

の思想を貫徹し︑他との妥協を許さず行動したのであった︒かれは

受不施﹂という不文律の言葉があった︒日蓮は農い修行過程の中で

り鎮西︵九州︶へ下向仕事六ヶ度︑北国ハ佐渡マデ罷リ下り建

卜柳営︵鎌倉︶ノ間ヲ上下候事往復十五ヶ度︑帝都︵京部︶ョ

︵先略︶在々遊行スル事川十四年ノ内三１余年ハ莱洛︵京都︶

余隠つう

な関係によるものである︒

や但馬の肖像画などを有する家康恩顧の味方氏と徳川幕府との密接

法華経は仏教の教えの根本であると悟り︑法華経を本尊として信仰

寺興法仕候︒︵中略︶生前立ル所ノ寺三十有余︑公卿・幕府二

最後に﹁不受不施﹂について少し補足すると︑日蓮宗にはむかし﹁不

することを説いた□それを徹底するために︑﹁不受﹂すなわち諸法

諫争スル事八Ｍ他宗トノ対論六十六Ｍ︵下略︶﹁埴谷抄乞

来島の確信を得たのである︒︵元佐渡高校教諭佐渡市吉井︶

私はこの文の中の﹁北国ハ佐渡マデ﹂を見付けて日親上人の佐渡

つかまつる︒．よか

しないし︑してはならないという意味である︒

苦の布施は受けないし受けてはならない︑また︑誘法者には施しを

ていた︒しかし︑鎌倉時代にはこの思想は権力者Ⅱ王侯・貴族は例

Ⅱ蓮宗では日蓮の時代からその思想はあり︑不文律として守られ
外として適用されなかった︒そのため不受不施儀のことで問題が起
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今凹紹介する﹃佐渡土産﹂は︑荏川文庫︵佐渡市真野新町山本

を彫付あり︑弘法大師の作といふ︒奥の詰りに凡ｆ尺廻り計の穴有︑

某︑故有て外海府岩谷口村と言所へ行しか︑此村も岩谷の観音順礼

人数を出し尋るといへとも行方しれす︒甚惜しけるか︒其頃隣家の

︵三冊︶・旧浅野︵一冊ととあり︑﹁佐渡美耶気﹄という題名で内閣

の札所也︒帰る日の朝疾行て見るに︑巾も二間余奥へ五間計り︑差

深さしるものなし︒塵安三年の春三川︑此村の某︑秘蔵の犬を失ひ

文庫などにも所蔵されていることが分かる︒著者の楼海散人につい

て︑黒くまた能々見れは隣家の犬に似たり︒宿根木より凡三十里を

も又奥の詰りに五尺計りの穴有︒指覗き見れハ︑其中より犬走り出

修ｕ氏︶所蔵になるものである︒﹁佐渡ｔ産﹄について︑﹃脚諜総Ⅱ

ては︑序文に﹁東武深川﹂とあるので︑江戸深川に住んでいたこと

録﹄には︑﹁佐渡美耶気⑳佐渡土産⑳地誌③楼海散人③内閣

が知られる︒また︑かって佐渡に渡海し一年ほど過ごしていたこと

隔てたれハ︑よもやと思ひ追放セハ又慕ひ来る︒三四度も斯の如く︑

も慕ひ来る︒休む時は犬も又傍に休む︑せん方なく食物をわかちあ

如何にも不審はれす︒帰るこの道すから︑山に殻り谷に下り凡三里

たへ︑Ⅱもはや内に傾きて︑内海府内瀬村に宿を乞ふて泊るに︑犬

が序文に記されており︑佐渡奉行に随行して佐渡に赴任した人物か
内容は︑佐渡の地誌のほか︑歴史・伝承など多岐にわたっている︒

又庭に人︑宿の者追へとも出す︒某今朝よりの様子を語れハ︑皆々

とも思えるが︑推測の域を出ない︒

これから数Ｍにわたって全編を紹介していきたい︒なお︑句読点は

ふ︒此犬六日以前行方しれす︑今Ｈの今迄尋求るといえ共其甲斐な

て犬と共我家に帰るに︑近所の老若奇つとひ︑犬を兇てたんしてい

穂村てふ処に行︑Ⅱ弊止宿するに︑犬もきのふの如く︒漸三Ⅱを経

奇異の思ひをなし︑食をあたへ其夜ハ庭の中に置︒翌朝宿を立︑新

適宜筆者が加えたものである︒

佐渡国七不思議の事

岩谷の観音ハ宿根木村山伏山の梺に有て︑佐渡百番順礼の札所也︒

かりしに︑今差に至る事不思議なりとて︑追々彼家へ伝へける︒犬

其一岩谷の穴の事
岩穴の入口高サ五問計︑巾も同じ︒奥へも廻り頂に至ル迄悉く仏体
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の穴の岩谷へ抜たらん事を知る︒凡凡
里里
程程
三三
十十
︿余里︑穴の内ハ近から

ははや主人の家に行︑尾を振て鱒踞踞
るる
︒︒
此此
事事
冒国中の評判と成︑岩谷
えり︒

葉一枚具足せしハなし︒或は半枚又ハ七八分計のもの多かりしとい

ん共又遠からんともまちノーの沙汰今に絶す︒

其四山上の風穴の事

れと︑新院も当国御在枇の比おりノー御幸有しと也︒其沖の方へ

り真四角にして︑恰も碁盤のⅡの如く︒倭囚に疑ひなき波の溶りな

より沖の方へ凡七八間計り︑礒通り拾間計り︑其間に打寄る浪の溶

渋手村に塩屋か崎といふ所あり︒其礒辺に碁盤の波といふは︑礒際

又御堂参詣の者︑若銭壱文宛穴へ落し開けば︑岩角に当りリンリン

り︒外に風の有るｎは四方の風に吹散され︑紙高く上ることなし︒

一枚を広け︑穴の口へ押当て下を放せば︑それを虚空へ吹上げるな

終日︑夜もすがら絶ることなく︑仙に風のなき時は風等の如し︒紙

岩石あり︒其頂に小き穴あり︑風穴と号く︒其穴より風を吹出す事

金北山の御蛍は山の絶頂にあり︑典より壱町計り申内の方に大なる

七八間︑礒通り卜間計り︑それを離たれハ余所打浪に替る事なく︑

心なく世の通宝を谷底へ理む︒禁むへき事ながら︑其族今も絶す︒

と蛮音遥か谷の底迄も間ゆ︒其音も風の吹上け聞ゆならんか︑諸人

其二碁盤の波の事

又此礒近き海中の岩に程々の名所数多く有といえとも︑筆に及はす
し人々︑能々知る所なり︒案内の者語らされハ名所ともしらす︑無

世音菩薩仏作成と申伝り︑当凶順礼の札所にて︑価に隠れなし︒世

束浜にⅡ布施村といふ所に︑真丙宗観帝寺といふ打︒則ち本噸正観

其五子産石の事

差に略す︒小木湊より相川への往来筋なれハ︑旅人案内の物語に間
下に過るも多からんや︒

其三木の葉石の事

又其門前の礒際へ風和能日和の頃︑舎利石といふもの彼に打寄る也︒

俗難産除子安の観音と唱ふ︒依て産婦は信心深く︑参詣常に絶す︒

俗にぶんじ石と言︑子産ミ汀ともい︑て︑安産の守りとす︒村々の

徳利村に続きて山田村といふに︑ケイタイ山迦小高き山有︒此登り
て練かためし如く︑紫の葉の形ち成もの兇ゆる︒其石を打割兄れハ︑

寺の助力と成︒去なから石一ッにてハ子産むことなく︑ふたつミつ

老若折々拾ひ得て秘め置︑信心の族望む時ハ綬かの冥加銭に替︑此

下りの道筋に木の葉石といふ︑色黒く略き石なるか︑誠に木の葉に
中迄透間なく木の葉の形は割たる数毎に有て︑希代の名石也︒又外

もある時は極めて数を増こと疑ふ事なかれとなん︒此事近年諸岡へ

海府片辺村にあるハ︑石口くされたるやうにて︑石の形ちハ丸きも
角成も程々あるを︑ふたつにすれハふたつなから木の葉々を二枚に

聞へ︑渡海の旅人子産之石所望の人々侭多し︒

し◎今も折々拾ひ得る者侭有共︑夫ハ自然と破れたる石にて︑水の

批たる如く︑双方共少しも逢ハす︑落葉時の木の葉枯たるものに等
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佐渡国人の始り井稲作りの事

いふ農人︑本妻を離別して後妻を要る

人王三十九代天智天皇の御宇︑土佐の山方といふ所の永楽又兵衛と

其六梵字水の事
壇特山四十八瀬の中に︑不動か滝といふ名滝あり︒参詣の老若︑器
ノ︑と浮ミ兄ゆる︒此滝の流れの末は是より凡壱型余り︑外海府石

より一人の女子を流す︒当国棹崎といふ所に居たりしか︑幾程なく

送るに︑程なく当凶松ヶ崎へ咄く

継趾の瀧言にて当倒へ流す︒実趾此事を聞て︑籾三升に鉄鎌を添て

本妻に三助といふ男あり︑

に水を汲ミて見れハ︑其水の中に白く梵字のかたちなるものあり
名村に壇特山別当清水寺庭前の泉水へ流れ来るなり︒山は女人禁制

ひの余り随喜の洲を催し︑尚はた信心を凝し︑心中を慨悔して称名

泉水に臨ミてんてに水呑杯え汲︑梵字水を戴き︑女人はとりわけ悦

杣たる土佐早生とい︑又三助共い︑て︑今に俗此稲の別謡とせり︒

事故なく稲生し実のる︒是より女の柿たるを加侭早生とい︑︑男の

辿り逢ひ夫婦の約をなし︑州共に鰹作をするに︑犬地の忠ミにや︑

又いかなる子細にや︑能發の国

なから︑此寺ハ佐渡百番順礼の札所なれハ︑男女隔てなく参詣し︑

を昭へ︑助け給へノーと計り也︒

当国配地と定る事

め給ハんと勅定有て︑国々を撰ませ給ひ︑伊豆・安房・常陸・佐渡・

人王四十五代聖武犬皇の御宇︑神地兀甲子年言Ⅱ︑諸国に配所を定

其七海中に温泉の事
し処あり︒其礒際より凡壱丁計り離れ︑海中に温泉涌出︑其辺り常

外海府戸地・戸中村といふ二ヶ浦の境に︑山の尾崎礒深迄押し出セ

し︑越前・安芸を近流の地と定め給ふ︒

隠岐・士佐此六ヶ国を遠流の地となし給ひ︑又諏訪・伊予を中流と

典言宗真光寺村

に潮ぬるし︒其潮を岡へ汲取︑隅風呂焚き湯治すれハ︑甚功能深く

佐渡国惣鎮守の事

万病を治し︑世にたくひなき名湯なりと︒往古ハ五廻り或ハセ廻り
十廻りに満れは治せすといふ事なかりしとなん︒程経て人々機根う
すく︑長く三ヶ月越しの入湯は廻り遠き杯と云ふらし︑当時ハその

人皇川十二代文武犬皇元丁西年︑御班跡御堂は当図第一の向山に有

て女人禁制なり︒五〃迄雪あり︑八月より雪降り︑山の形ち小き不

金北山大権現本地将軍地織伴隣別当真光寺

二山に似たり︒往古は僅かなる小社なりしを︑年経て雑太の城主本

初出ることＭ川の産にもしらぬもの多し︒今も潮のぬるき蛎其里の
人々能知る所也︒惜しむへしノ︑︒又此山の梺に岩の洞穴有て︑石

間信濃守是を造営︑同苗十郎承り事故なく成就し︑愈霊験脚内に冠

名のミはかり︒彼二ヶ油は外海府迎此脚の辺鄙なれハ︑海中に柵泉

り得ることあたわす︒折々奉行所より出役来り︑悉く御取上︑公の

鍾乳生す︒洞の入口に厳重に柵を固め︑木戸に錠をおろし︑狼に取

たり︒程経て当国御奉行大久保洞見守殿御修覆︑夫より代々公の御

普請なりへ︺参詣の老若精進けつさい︑三度の食事前日三日の問火を

秘蔵とな る ︒
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消し︑扱は谷へ蹴落されしならんと噂とり／︑登る道の傍に︑是迄

り︑追々山を登りて見れは︑彼巫女形を隠し行方知れず︒人々胆を

鳴雨篠を貫き真暗に成︑一足も洩れざりしが︑程なく元の晴天とな

れば︑御堂より拾丁斗り下ならんか︑晴天俄かに掻き曇り︑雷光雷

女ながら詣で神をすすめんと山に登るを︑人々怪しみ後より行て兇

清め︑日々垢離を取りて登山するに︑或時壱人の巫女︑我は神職也︑

極上品なりと︒年々束武及大坂へも運送して諸国に隠れなし︒

著明となん︒又此三ッ山に種々の薬草多シ中にも︑黄蓮・細辛当時

所なり︒二心なく此山を祈るものは︑息災延命ならしめんとの霊験

高山の三シ山と云ふ︒年々諸国より参詣とて︑渡海する事世の知る

檀特山より壱里東に登り︑嶮敷からん山也︒金北山・檀特山に並び

金剛山大権現本地釈迦牟尼仏石名村別当清水寺

金剛山の事以上此三ヶ所を高山の三シ山と云ふ

中空海開基也と申伝ふる︒尤本尊は仙人が滝に両部の大日︑拝滝の

堂の別当石名村清水寺は︑先年炎焼の頃悉く焼亡︑開基不審大同年

の澗外の澗︑廻船五百余艘掛る︑川方風よし北国第一の湊也︑越前

小木湊御番所あり︑相川へ九里八丁︑名所記に昨日の浦といふ︑内

四十五里︑越後今町へ三十三里︑側出雲崎へ廿里

沢根湊御番所あり︑相川へ一里十丁中山越有り︑能登輪島へ海上

旅人出入六ヶ所の湊に限る事

なりとぞ︒

宿王及び妻子を流し玉ふ︒其科知れず︒髪に出せしは皆日本紀の説

初なり︒夫より後︑人王四十六代孝謙天皇の御宇︑宝治丁酉七Ｍ安

ママ

天平十四年壬午十月︑阿部朝臣束か女を当国へ流罪なさしめ玉ふ最

左遷流人来る最初の事

見も馴れぬ大成岩一ッ生へ出︑其頭に女の髪結ふたる如し︑今も有

りて其の名を巫女岩と申伝ふる也︒此別当真光寺は弘仁二年建立︑
寺領五十石一円除地又半納地三ヶ一除も有て︑此寺の住寺代々於江
戸御城に七ヶ年に三度宛独礼を勤む︒

橿特山四十八瀬の事

石名村檀特山御堂は金北山より山統に六里東に当り︑此道筋に大木
のされ木数を知らず︒各四抱へ五抱へもあらんか︒高さ八九尺斗り︑

不動カンマンホロザンアハムウの梵字と大同二丁亥空海と各石に穿

白くされて何の木と云事を知らず︑何れ年経る古木成と覚ゆ︒此御

付て︑右の方は明星ヶ嶽梵字ヶ平には釈迦弘法大師の像あり︒則弘

崎へ十八里︑同寺泊へ十六里︑同新潟へ廿二里︑出羽秋田へ

十六里︑同寺泊へ十四里︑同新潟へ廿里︑出羽秋田へ

赤泊湊御番所あり︑相川へ七里︑越後今町へ三十四里︑同出雲崎へ

敦賀へ百四十里︑能登輪島へ四十五里︑越後今町へ三十里︑同出雲

八滝中にも不動か滝の水七不思議

ママ

法大師穿付給ひしとなん︑何れも人力の及ぶ業にあらず︒其外しら

るに暹あらず︒尚此流れに四

滝・蓮花滝・躰内潜り・腰掛石・護摩檀石・鳥井岩種々の名石数ふ

の一ツなｈ／・

松ヶ崎港御番所あり︑相川へ越後今町へ
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て︑諸人群集し泄に知る所なり︒

く持帰る者も多し︒諸国の廻船小木湊へ入津の節は︑高野参りと云

く︒此山参詣の老若︑眼を洗ふ者絶ず︒又此水をさ︑ゐに人て︑遠

右六ヶ所旅人出入の湊也︑此外迦船の掛り澗︑算ふるに逵あらず

水津湊御番所あり︑相川へ越後新潟へ
夷湊両津御番所あり︑相川へ越後新潟へ出羽秋田へ

四分寺村真一言宗国分寺は︑天平九丁阯年聖武天皇勅願にて諸国に国

山に続き︑往占より神の惜み給へる辿︑木を伐る事略く禁めとす︒

羽黒と云ふ︒御殿は小高き山にありて︑此宮の森は社の左右後ろの

此本郷に羽螺権現の宮有︒此村の氏神と云︑開基詳ならす︒世に元

吉井本郷に羽黒ある事

分寺を御建立の時の其一寺也︒鎌倉左衛門佐殿・同左兵衛尉殿覚昔

名も知れぬ古木の朽木︑白くされたる大木幾多あれども︑其外の諸

国分寺村国分寺の事

五十四ヶ寺︑寺領合六十四石三斗八升︒七堂伽藍替請結構成しを︑

共有り︒住持代々於江戸御城七ヶ年に一度宛独礼を勤むる也︒門末

に田原藤左衛門と云面姓︑田原千春が守り本尊辿︑八幡の絵像を掛

木茂り︑殊に年経る旧跡ならんか︒参詣の老若常に絶えず︑又其辺

に疑ひなしと也・

藤太秀郷の守り本尊也と云ふも誤り也︒秀郷が次男千春が守り本尊

物となし︑今も年々正月十五日内拝として諸人群集す︒其中に田原

昔年此所延焼有て諸堂残らず焼亡︑其後追々再建︑今も七堂伽藍普
成して重宝とす︒

請結構世の知る所也︒境内の畑の中より折々古き瓦を掘出し︑硯と

小比叡山蓮花峯寺の事

此山一名新高野とも云ふ︒御朱印有り︑下馬札有り︑当国第一の大

年村上天皇崩御に依て︑冷泉院践詐たり︒此帝或頃邪気の御悩まし

千春は藤原秀郷の次男也︒人王六十三代冷泉院の御宇︑安和二Ｕ巳

田原千春流罪の事千晴と書しは春の字よるし

らず︒大Ｍ元年空海独鈷を投させ給ふに︑此山に滞る︒大師来り御

伽藍諸堂多し︒先年一乱の時︑什物縁記等迄悉く澗失︑開基詳かな
覧有るに︑山浅く土地狭くして御心に叶はず︒御名残の余りに責て

御二方の内何れをか東宮に定め給はんと︑太政公実加は守平を束寓

に叶はせ給はざりけり︒御弟の宮に為平︑典次を守平と叩ける︑此

に立へしと被叩ける︒左府公高明は為平を東宮に立へしと被叩ける︒

Ｉ︑︑貴僧高僧の修法諸社の奉幣怠らず︑典薬の術を尽すと雌も終

師の尊骸を納め︑愛の奥の院には血作の尊像を納め︑何事も商野同

列座各尤と同じければ︑実頼一人先帝御遣勅なとと得心なく︑是は

我姿を残し置かんと︑弘法大師直作の尊像則奥の院に安置し︑前な

様女人禁制也︒二度目に五鈷を投させ給へは︑紀伊国高野山に落る︒

実頼と高明と日頃不和成故か︑向臣龍虎の競ひとなれり︒此節実頼

る流れにむミやうの橘︑其傍らに蛆柳とやら︑商野の奥の院には大

野を五鈷の山とも云・彼独鈷の落し所に今も霊水湧出︑独鈷水と号

此所能霊場なりと愛に定め給ふとなん︒依て小比えを独鈷の山︑高
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て佐渡国の守護と成︒其次同忠綱播州に住して佐州の守護を兼︑其

往昔此国地頭根元は︑後朱雀院の御宇本間能久と云武士︑勅命に依

当国地頭由緒の事

甚逆鱗まし／︑︑高明を太宰の権の帥に流し給ふ︒其後又髪を剃筑

の舎弟右府師尹は高明逆心の由承り及び候と讃奏致されければ︑君
紫へ流し給ひける︒其頃藤原千春も高明と一味成と︑従者を生捕禁

年数を考ふれば︑人王六十九代後朱雀院の御宇より七十川代烏羽院

へ来り︑河原田に住所を定め政務を執行ひける︒能久より頼綱迄此

当人を討殺し︑やすノーと千春を伴ひ小比叡山に楯篭る︒庄司早速

の御宇保安二年迄八十六年と兄えたり︒猶頼綱より代々淵脚守護職

次八郎左衛門尉頼綱︑是も播州に住して後当凶の守護と成︒則此国

人数を催シ数Ⅱ戦ひけれ共︑千春勝利を得す終に討負唯捕られ︑噸

により受領致しけり︒然れば本間か一族国に広こり︑繁昌に栄えし

を承りて︑本間子孫継来れり︒其頃は上京して禁裏の役をも勤ける

獄せしめ︑千春は佐渡へ流罪シ︑羽照の庄司承りたり︒日時に︑千

て首を刎ね巣首すと也︒羽蝶の庄司が階所今の羽黒村にあらず︑吉

春か郎等心を合せ︑能登の国の海賊を口関イ庄司か舘へ不意を討ち︑

井本郷と云所あり︑麦に住すとなん︒

飽貝を食せず︒此神出羽より当国へ移り給ふ時︑鞄船の中へ飛入け

此羽黒権現は︑出羽国羽黒権現と一躰分身なりと云︒此神の氏子は

土屋此三人へ当国の支配を領るに依り︑本間並ひて一国の政調を執

執権北条家の手に入しと也○其頃北条の計ひとして︑渋谷・藍原・

の守護も左の如し︑其後頼朝も父子二代にして終りしかば︑白から

家の計ひと也︑諸国の武士鎌倉へのみ勤むる事に成けるとぞ︒当国

二年に至り︑源頼朝卿日本惣追捕使と成給ひ︑是より犬下の政務武

也︒が時保安三年より九十四年Ⅱ竪代八十二代後鳥羽院の御宇文治

れば︑見苫シ迎放ち玉ふと云へり︒杵時旺光寺炎焼ノ頃︑書物等悉

羽黒山大権現の事羽黒村天台宗別当正光寺

く焼亡︑開基知れず︒中興平陸奥丁寄附の鐘の銘に︑水仁三丁未年と

けり︒北条高時人道亡ひて後︑足利家へ犬下渡り諸国兵乱の側なれ

行ひけり︒然るに是又交代にして京都大番をも務め︑鎌倉へも務め

ば︑遠境より不参の答めもなく︑向然と四家の分国とは成ける故︑

有り︒扱鐘楼門は梺より石の陪發り三拾間斗り︑参詣の男女上下共
橋右︒川の深さ計り難し︒橋を渡れば石の階登り︑五丁計左右杉の

第一の由緒とす︒

子孫繁凸して上杉追討の頃迄猫安楽に暮しける︒依て当脚本間家を

其門を通行する︒門を行抜け又三十間斗り階を下る︑其処に欄干の
大木各巡り壱丈に余ると也・棺を登り終れば︑本社舞堂御霊屋公よ

或詳に云︑頼朝の代より王番に准へて西国より上り︑京中の辻々に

附タリ禁裏北面の事

京都大番役根元の事

り御普請結構也︒境内山広く︑杉の大木麻の如く︑中に一本秀たり
廻り九抱へに余るといふ︒是当国第一の大杉也と人々能く知る処な
り︒是より夷町へ僅か一里を隔つ湖水Ⅱの下に見ゆる︒又此山の一
名五月雨山といふ︒
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家とすと也

莫太の新田を起す︒是より上杉家におゐて潟上を忠節の

本間左京亮豊季遠江守ともいふ和泉住居

川十八ヶ所篝を焼︒簿の役人数五百人︑此公役の国三十七ヶ脚︒其

高四千弐百七石九升八合領分五ヶ所

外近江・伊勢・若狭・越前也︒上の国を限りて︑関束井北国は務めず︑

凡て遠国より勤る事不絶︒仙王の字今は大の字に耆替る也・月又北

保落合

外二越後領分宮川新

高九千七百三十閥石三斗二升五勺領分二十九ヶ村

本間佐渡守高滋家老齪剛鯏太群竹田

尚七千八百四十川石七斗壱升伽分十六ヶ所

睦原大和守泰理家老州押棚川舳居城古井

高千四百十四石五斗八升九合二方潟徹

土膝下総守照邦二方潟住居

右の国々より登る人数合二万四千四人と也こ右の例を以て︑其後も
川の武上は禁裏に五位の人々北の方を警衛せらる︒尤滕原氏の人也︒
佐渡・安芸・遠江・加賀・伊豆なとより上りて御番を勤むる也︒故に夫々

の脚の字を添て佐藤・安藤・遠滕・加滕・伊藤杯と召さる︑なり︒

村々地頭領分の事

本間佐渡守高統山城人道細剛鯏賊柵刑州剛共
内宝羽茂本間対馬守高貞娘

高六千九百八十壱石九斗弐升五合五勺領分十三ヶ村

是ハ佐渡方為景勝か亡し時︑降参して一度越後へ渡り︑景勝

か了簡をもって帰国し︑旧里雑太に住し差にて卒す︒乱舞

本問摂津守永州胴咄毛柵州同Ⅷ柵咋鯲
此永州上杉蹟勝へ一味して佐渡方を貢ぐ人也子孫ハ今

也

に上手の間へ今に絶す︒又中納言資朝卿を領りしも此本間

本間六郎満繁北方住居

雑太旗本

高二千六百七十二石九斗弐升五合領分吉岡領外に三宮

本間遠江守正方家老側馴捌川吉岡住居

雑太旗本

もｔ杉の侍臣也

居城潟ｔ

商五千九百七卜七石九斗弍升九合領分十四ヶ所

本間喜本斎秀高州舳左京

商五千百九十三石五斗三合領分八ヶ所
ママ

此喜本斎嫡子本間弥太郎秀康上杉幕下と成て米沢へ

引越︑干時録千石賜当国退去の時︑本間の城跡山林竹
木田地数ヶ所家老の左京に与ふ︒秀康米沢に馴住て
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高三千三百弐十五石八斗壱升五勺領分四ヶ所

本間十郎高納谷塚住居

歌代住喘

高三千九百拾弐石五斗弍升八合五勺領分谷塚領

渋谷十郎左衛門尉真情加茂住居
高領 分 三 ヶ 所
渋谷四郎左衛門尉真正家鯏藤五左衛門

高九百四十九石弐升弐合領分六ヶ所
渋谷半 右 衛 門 尉 真 茂 梅 津 住 居
後に在名を以梅津と改︑大坂御陣の節会津佐竹の手に附○

高千八百拾九石五斗八升弐合五勺領分六ヶ所

渡辺

外二越後二微分栗田借元

此高貞景勝遺恨に依て軍起り︑佐渡負高貞亡︒

本間三河守高頼舸捌洲鮴剛七赤泊り住居

高七千五百六拾壱石弍斗三升二合領分廿三ヶ所

高九千三百五拾石壱斗五升八合領分弐拾ヶ所

本間加賀守泰亮家老計良弾正階城城ノ腰

此泰亮ハ潟上地頭か手引して︑直江山城守か手にうち負

百姓七左衛門方に忍ひ届九十余歳にして卒︒今此百姓七

切腹に及ふ所に︑一女子を家老の計良に預け落し︑椎泊村

彼冬御陣十一月廿六Ｈ未明佐竹浦生今福へ押寄

本間と名乗

左衛門方に︑加賀守先祖よりの系図書有︒則七郎左衛門

阿部兵庫義任又安達共渋手住居

せせり合有︒此時半右衛門莫大の手柄に依て︑御大将秀忠
公より御褒美として貞宗の御腰の物井に御感状時服頂戴

高千弐百弐拾七石八升領分三ヶ所

石花将監石花住居

す︒子孫今に佐竹家大老を勤︒

渋谷三郎左衛門尉真住羽黒住居

名古屋源四郎瓜生屋住居

︵佐渡市出身新潟市在住新潟県世界遺産登録推進室︶

名古屋壱人

石花家壱人藍原家壱人

地頭合弐拾弐人阿達家壱人士屋家壱人

本間家十三人渋谷家四人

高三千九百弐拾石九斗壱升弐合五勺領分三ヶ所

高壱万四百六拾石六斗三升三合領分弐拾弐ヶ所

高弐千弐百壱石六斗壱升五合領分九ヶ所
本間和泉守父ハ備前守とも云新穂住居
高三千弐百八十四石八斗四升五合領分五ヶ所

本間源三郎季家老本州剛棚剛住古住居
高三千九百弐石九斗壱升弐合九勺領分拾五ヶ所中に

本間対馬守高頁家老四人居城羽茂
高壱万八百三拾四石三斗四合領分弐十三ヶ所
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昭和維新の指導者 ｌ北 一輝と大川周

純正社会主義﹂︶ｌ日本人は何を考えてきたのか︒日本はどこへゆ

﹁維新革命の本義は実に民主主義にあり﹂︵北一輝著﹁国体論及び

維新とはなんだったのか・戦争の時代の思想に迫ってみたい︒ジャー

論的指導者がいた︒北一輝と大川周明である︒２人が目指した昭和

の打開を求めていた︒このとき昭和維新を目指し︑変革を唱えた珊

てきた︒満州事変から太平洋戦争へ向かう時代に多くの人は閉塞感

ナリストの田原総一朗氏が２人の生まれ故郷の佐渡や山形・酒田な

﹁日本人は何を考えてきたのか﹂の特集番組第ｍｎに﹁昭和維新の
指導者たちｌ北一輝と大川周明﹂を取り上げ平成妬年１月に放映し

北一輝は日本改造を主張し︑軍部の力に期待をかけた︒﹁日本改

ど各地に思索の軌跡を訪ねた︒

造法案大綱﹂にある﹁超法規的運動﹂とはクーデターのことである︒

北一輝の行動と思想は２・恥事件を主導した青年将校らに影響を与

大川周明は陸軍の上層部へ働きかけた︒山形の自宅には小磯国昭︑

えた︒

造を目指した大川周明は欧米の杣乢地となったアジアを解放するア

ジア主義を掲げていた︒北海道大学の中島岳志准教授は﹁日本は本

板垣征四郎︑石原莞爾らからの蒋簡が多数保存されている︒Ｈ本改

自の世界史像を提示できた︒それは日本の伝統であった︒ＮＨＫの

当にアジアの国々とつながり︑そこを助けるような︑それだけの国

且を認め尊敬し合っていた︒思想的描成や人間的性格は異なってい

優れた番組の内容をできるだけ忠実に再現しながらこの特番を手が

不況だった︒それから政党政治︒あのころの政党政治も国民に不信

た時代は現在ただ今とそっくりなんです︒まず不況︒あのころも大

２人は昭和維新の指導者である︒田原総一朗氏は﹁２人が活躍し

になっていたのかと自分たちに問い返すわけだ﹂と話す︒

たが︑日本の個別歴史の中から将遍性を兇いだし︑自己完結した独

の権力者には異端視されたが︑同時代を生きた２人は人間としてお

ある︒知的巨人２人は北が銃殺刑︑大川がＡ級戦犯指定に遭い︑時

北一輝と大川周明は別世紀Ｈ本競大の傑出した国家主義思想家で

佐渡の風景や北一輝ゆかりの地が数多く紹介されていた︒

ＨＫらしい力の入った特集であった︒北一輝の生涯が詳しく描かれ︑

た︒専門家らとのインタビュー︑映像資料のほか現地取材を加えＮ

くのか︒知の歩みに未来を読み解くかぎがある︒ＮＨＫはシリーズ

明

かりに同時代を共有した２人の即論的指導巷の現代につながる歩み
を検証したい︒昭和維新の思想的指導者２人を比較検討する視点は
昭和の初め︑長引く不況のなかで政党政治は混迷し軍部が台頭し

現代世界を理解するうえでも緊要であろう︒
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家の欄干や柱や張りもそのままだ

沖の化家跡を刈れてみた画Ⅲ論時代の処物そのままに残っている

生家はこのあたりでは裕梢な作

感を持たれていた︒それから烙錐

かぶ佐渡は古くから流人の砧とし

元の顔役であった口明冷Ｂ

は両津川正を務めるなど地

｡､｡､

が大きい︒当時はもっと大きい

の災側には毛雅で﹁北抑次﹂と＃いた文宇か雌っていた︒卸次は一

り洲雁であった口北一脚が子供のころ仙った机が残されている口机

輝の幼名である︒生家の案内役の中川昌可氏は﹁おばあさんから聞

ある意味で現在の状況と非常に似
れではどうしようもない︑この日

くところでは︑｜肺はものすごく虹がよかったと荷っていました﹂

ている︒北一肺と人川川川は︑こ
本を変えよう︑改造しようと呼び

と脱川していた︒

田脈総一朗氏︑ＮＨＫの浜州裕造氏ら取材スタヅフは平成型年Ⅱ

かけた︒彼らは一体何をしようと

Ⅱ︑佐波に残る北一肺ゆかりの各地を功ねた

したのか︒どのように何をしたの
か

存された﹁錐告日記﹂を取り

公雌の斉滕叩ｆ郎ら散人と懇縦︑川祁博物伽ではガラス紺の巾に保

川沖の牝家では北公

てみたい﹂と附す￥絲済小況と政

この辺をもっときちんと淵べ

治家へのⅢ氏の不信感は３．Ⅱ東

交えて細し合った︽︺佐波尚校

の図書室では川制佐渡小学

川して学践其︑岼川倣樹氏を

２人はなぜⅢ本を改造しようと

刺微期の館１期生の北を舐

Ⅱ本人衷災後のⅡ本では一岬間

考えるようになったのだろう毎︾恐

の雌んだ北の集合写真が紹

り介い︑帯紺の巾ではｌ川收

まった唇

北一脚の変革

北一輝は明論略

北一卸の父税︑北哩太郎

介されていた勲

辿的祥欺を探るために唯い立ちを
見ることにしよう

の思想はその唯い﹄Ⅸちとどうかか

て知られてきた

哀卿書がⅢ梢天血出に捉川き

年︑佐渡から艸会をⅢ没する

わっているのだろう画斯渦沖に浮

年︿１８８３年︶︑肋の玄間川・

れた︒暖太郎はじめ３００人

川津で生まれた口川腺氏は地沁の
郷士史家︑山本修ｕ氏の案内で向

ムム

大川周明は北一輝より３年後れて明治四年︵１８８６年︶︑山形

▽▽▽

県の農村に生まれた︒大川周明の子孫︑大川家ｒ代の大川賢明氏を

以上が署名した︒山本修巳氏は﹁自由民権の風潮︑空気は一輝が生
自由民権運動はそれほど盛んであった︽︾一輝の周りは父親のほうも

まれた明治肥年以後もずっと続いていたようです﹂と解説︒佐渡の

家の石垣は当時のままだ︒大川家は代々︑庄内藩に仕えた医者であっ

た︒しかし︑長男の周明は父とは違う道を目指した︒﹁将来︑教育

酒田市の生家に訪ねた︒賢明さんは大川周明の大叔父にあたる︒生

明治別年︑腔歳で佐渡中学校へ進学した︒飛び級になるほど成績

それからⅡ本の社会を変えていきたいと医巷を継ぐことではなく︑

け親のほうも自由民権派であった︒自由民権の気風の中で北一輝は

は優秀であった︒しかし︑Ⅱを想い学業不振に陥り︑さらに父の家

だそうである︒

父親に教育の方へ進むことを許すと言ってもらった﹂︵賢明氏︶の

育った︒

業が傾いたこともあり︑Ⅳ歳で佐渡小学を中退した︒その後︑北一

と西郷の遺訓﹁南洲翁遺訓﹂をまとめた︒大川はこの本を何度も読

され︑没落を免れた︒それに恩を感じた庄内の人々は西南戦争のあ

戊辰戦争で賊軍となった庄内藩は︑その後︑薩摩の西郷隆盛に許

輝は地元の新聞﹁佐渡新聞﹂で活躍した︒田原氏は佐渡新聞の創刊
者・森知幾の孫︑森幾氏を相川の自宅に訪ねた︒明治加年︑佐渡新
自由民権運動の影響を受けた森知幾は新聞を通じて社会の変革を

聞は森知幾によって佐渡で初めて創刊された︒

学校当局の不正が発覚し︑大川は学生たちに﹁五校健児の絶叫︒諸

師年︑熊本の第流高等学校へ進学した︒在学中︑入学試験をめぐる

君︑立ち上がろうではありませんか﹂︵﹁武侠世界﹂明治妬年５月号︶

んだ︒明治政府を批判した西郷の精神を学んだ︒大川はその後明治

森の関心は社会主義へ向かっていた︒初期の新聞には社会主義の紹

と呼びかけた︒ストライキの先頭に立った大川は社会︑王義に関心を

訴えた︒森は北を社友として招き︑記事を書かせた﹄創刊間もない

介が多い︒明治佃年︑東京では幸徳秋水が中心となってＨ本初の社

持つようになった︒﹁吾人は直ちに走りて社会主義に赴かざるべか

古い新聞を見ると︑幸徳秋水らに混じって北一輝の記事が見られる︒

た︒これに衝撃を受けた北一輝は佐渡新聞で﹁人道の大義﹂につい

会主義政党﹁社会民主党﹂が結成され︑賠級制度の撤廃が訴えられ

らず﹂︵﹁龍南会雑誌﹂第百十六同互という大川の文書が見られる︒

明治師年︵１９０４年︶Ｈ露戦争が勃発した︒社会︑王義に傾倒し

て論じ﹁階級制度の廃止﹂や﹁労働組合の組織﹂を訴えた︒北一輝

北はこれに

ていた北一輝は国家の存在を強く意識するようになった︒このとき

幸徳秋水ら社会主義者は平民新聞で非戦論を主張した

﹁北一輝自身も幸徳秋水たちには最大の尊敬を払っていると自分

は社会主義に目覚めた︒

で言っています︒両者の交流︑関わりは深い︒一輝が新聞で階級制

北は明治邪年蛆月別日の佐渡新聞に﹁社会主義の実現は団結的権

異論を唱えた︒

うと思います﹂︵森幾氏︶

度の廃止を訴えたのは新聞の創業者の森知幾の影響もあったのだろ
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帝国主義に否定的だった幸徳たちと一線を画し︑国家を前提とした

力を侍む︒故に社会主義は必ず国家の存在を認む﹂と書き︑国家や

である﹂と書いた︒

めに行動する﹁公民国家﹂を理想に掲げた︒﹁天皇は国民の総代表

に民主主義にあり﹂と主張した口北は天皇と国民がともに国家のた

スベカラズ﹂と天皇の大権が規定されていた︒これに対して北は﹁国

明治憲法では犬皇は陸海車を統帥するなど﹁天皇ハ神聖ニシテ侵

の国家機関となれるはずだ︒ところが︑現実を見たら資本家とか地

なわち天皇そのものが国民と等しく民主主義の一国民として理想国

というものは︑社会民︑王主義いわば純正社会主義といっしょで︑す

北一輝の研究者︑萩原稔・大東文化大学講師は話す︒﹁公民国家

社会主義を構想した︒国家における国民と天皇の関係に注目するよ

民対皇室の歴史的観察︵所謂国体論の打破︶などで国民と皇室の関

るｃまさしく私しているではないか︒新しい貴族たちが私している

主とか︑あるいはそれとつながる一部の政治家が国家を牛耳ってい

うになった︒

反論した︒森幾氏は北一輝の天皇観には佐渡の風土が影響している

かで社会主義に疑問を持つようになった︒大川はその後︑キリスト

大川周明は明治柵年︑東京帝国大学に進学した︒宗教学を学ぶな

５Ｈ後︑発禁処分となった︒北の思想は危険思想とみなされた︒

淵時としては飛び抜けて斬新な発想であった︒本は出版してから

革命をやるべきだと考えた﹂

ことになる︒もとの維新埴命の理想に返る︒返るために経済的維新

係を歴史的に考察し︑﹁天皇は国民に近い家族のような存在﹂だと
と話す︒

﹁もともと佐渡には順徳天皇が流された歴史があり︑訓年余り佐
渡でお住みになり佐渡で亡くなられた︒悲惨な最期を遂げるわけで
すが︑そういう犬皇に対する同情と身近さ︑親近感が根底にあって
﹁佐渡には民権思想と並んで尊王思想がある︒幕末からこの思想

北一輝の天皇論が出てきているのだと思います﹂︵森幾氏︶

した︒大川は﹁社会主義の唯物論的並びに功利的思想に不満を抱く

とともに宗教の研究に日も惟れ足りなかった﹂と石田馨宛の誉簡に

教を根底に儒教や神道の思想を受け入れた宗教団体﹁道会﹂へ加入

記した︒大正２年︑大川は道会の創立者に依頼され︑天皇の列伝を

が強くなり︑明治に至ってますます甚だしくなった︒その先端を切っ

慎蔵︑益田孝︑山本悌二郎らが出ている︒数百名の門弟を有し佐渡

書き上げた︒﹁列聖伝﹂である︒初代の神武天皇から明治天皇に至

たのは佐渡の儒家︑円山澳北であった︒その門下に萩野由之︑高田

御陵の復興を実現した﹂︵一輝の弟・北玲古︶

るまで歴代の天皇の業績をまとめた︒﹁列聖伝﹂は出版されずに原

第一の人物と称された︒円山澳北は勤皇の志が厚く︑順徳院の真野
その後︑北一輝は佐渡を離れ︑早稲田大学で聴講しながら︑古今

稿だけが残されていた︒大川周明の研究者︑神戸大学大学院の昆野

﹁大川は天皇の下で革命が行われてきたことをみました︒天皇を

伸幸准教授は話す︒

東西の書籍を読みあさった︒明治鋤年︵１９０５年︶羽歳のとき
千ページにも及ぶ﹁国体論及び純正社会主義﹂を自費出版した︒
この本の中で明治維新を革命と位置づけた︒﹁維新革命の本義は実
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国民の共同生活の中心にみてきた︒大川は国民の天皇と位置づけた

でなく維新革命という言葉だ﹂︵松本健一氏︶

に維新革命︐大川周明にも維新革命という言葉が出てきます︒維新

明治国家はなってしまう︒この脈絡を追っていくと北一輝のところ

民主主義︑維新革命で大川周明も北一輝も社会主義を主張するよ

のです︒自分たち国民にとって対自分たちの形で天皇をみてきた︒
いた︒あくまでも借りものの考え方なので︑Ｈ本の歴史に即して考

染で言われますが︑当時で言えば階級差別とか貧富の差︒これが大

うになる︒どうして社会主義なのだろう︒﹁今は経済格兼という言

クロポトキンとかマルクスの刺激を受けて社会主義に共感を持って

立とか︑それに明治維新とかⅡ本は疏命の雌史を持っていると考え

きくなってしまう︒ｎ曲に経済活動をしてよいということになると︑

えようとした︒過去の歴史をみると︑人化の改新とか鎌倉幕府の創
た︒過去の実例を現代に︑第二維新を完成させようとする意識だっ

や豊かさはどんどん忘れ去られていく︒明治別年社会民主党ができ

資本を持っているほうが勝つ形になる︒財閥ができると脚虻の向由

ます︒社会民主党の理想は図氏が平等に豊かさを手に入れることが

大川周明と北一輝の思想がどのようにできていくのか︒生い立ち

たと思います﹂︵昆野伸幸氏︶

からはどのようなことがいえるのだろう︒田原総一朗氏は日本近代

権力の中心にありました︒そこで押し付けられたりゆがめられたり︑

いう考え方を出す︒ところが明治国家はそれを認めていない︒むし

ことを言います︒天皇の同氏︑天皇の脚家ではなく︑脚民の天皇と

しょう︒﹁北一輝のほうが早いのだが︑２人とも国民の天皇という

天皇と国民のとらえ方で２人はとてもユニークだ︒これはどうで

できることだった﹂︿松本健一氏︶

あるいは追い詰められたりした人は大川周明のいた庄内藩のように

﹁東北で日本海側であること︒明治時代は薩長土肥が政治の中心︑

思想研究者の松本健一氏と対談した︒

東北列藩同盟で最期まで幕府側に立ちました︒維新のほうと戦う側

のをいっぱい淡くわけだ︒天眼と卿氏の間が離れていることが一番

ろ国民と犬皇の間に︑色々な元老とか重版とか華族とかそういうも

の問題だと考えた︒明治脚家は犬皇を使って脚民支配をしている︒

だ︒北一輝のいた佐渡は徳川幕府の直轄ですから天領です︒学問も
しきを憂えず︑等しからざるを憂う−これは儒教の言染だ︒そこか

堆本的には徳川幕府が儒教を教えていたところだったわけです︒貧

剛氏の向山を認めないようになっている︒この形になると︑今こそ

これは民主主義だ︒あるいは脚民主権なわけです︒そうであるにも

て中国の革命家を支援していた︒日本に亡命していた孫文の﹁宮崎

に宮崎渦天の子孫の住む家がある︒宮崎涌天は明治から大正にかけ

２人の維新革命をアジアとの関わりからみてゆこう︒東京・池袋

この考え方になる﹂︵松本健一氏︶

自分たちが維新革命をやって第二の革命をやろうということになる︒

らするとそのまま社会主義にゆく可能性がある﹂︵松本健一氏︶
維新革命からどうして２人は第二の維新を目指したのだろう︒﹁広

かかわらず︑段々と︑天皇ハ神聖二︑ンテ侵スベヵラズーで︑国民の

ク会議ヲ起コシ万機公論二決スベシーという五箇条の誓文ができた︒

精神の自立とか思想の自由とか︑宗教の自由とかを認めない体制に
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光化椛心Ⅲ服係文﹂の杵が掲げられている﹄桝峅淌人は係文ら

しかし︑ここに立ちはだかったのか軍閥の表枇凱であった曾孫文は

１９１２年中唯氏川か処刑され︑係文が州時人総統に枕柾した＊

てゆくのではないかと号えた﹂︵級脈稔氏︶

北一脚が﹁川殺と暗批﹂の文苦を寄せていた一︑﹁思剛界における叛

Ⅲ時人総統の雌を爽肚肌に縦り波した□これに吋して水孜には縦公

と中川川Ⅲ会を紬成し﹁岫命椰肺﹂という新川を苑川した︒ここに
徒は内︑心の岫命戦争に杵Ⅲして敗化しっっあり﹂︵川論洲年Ⅲ川あ

によって虫Ⅲ肌の樅〃を抑えようと戒みた︒Ⅱ雌党を紬成し選挙で

二△︒︑

苫許を発禁処かにされ付き

ⅡＮ︶

氷救ｆはｔ抑駅で府維された︽〆︲不戦化の牝は戒公を皿じた岐巾に災

弟一虻の雌を椎得した＆この動きを哀川凱は警戒した︒１９１３１

つまり啼枇とい︑勺行動に出た？淡公を皿じた動きを肘したこれを

﹁成公を皿じて変えていこうとすると︑典Ⅲ肌が武力によって︑

界があることを北一抑に火感させたⅧ

納まっていた北一脈は杵川椚
人のもとに︐腓を術せ巾川ⅢⅢ

脚が出会ったのがⅢ脱会の

についても︑成金でなく武力を迪じて岫命をする必唆があるとどえ

兇たときに︑公氏川家を爽聞的なものにするためには︑弟Ｚの帖命

公に加わったαここで北一
中心人物だった︲不戦化であ

Ⅲじころ︑火爪帝人を卒堆した人川川川はインドの仙咋Ｍ派一助・家と

た﹂赤秋脈稔氏︶

ｊｆ仙
１１ｊ
Ｊ の巾川は肱
る叫叶︑ｈ附
卜

米列強やⅡ本に分割されてい
淌州の打倒をⅡ折す岫命

交流していた火爪・川術に刺朧ｎ年を超える小村腺がある大川

た

派は武川を小心に蛛旭した

川川が間わったインド人かここにかくまわれていた￥インドの独立

イギリス政府から追われて

１９１１年のｆ亥雌命である

だったインドの独〃に獣を投じていた

迎勁家ラース・ビハーリー・ボースである︒叫岬イギリスの杣氏地
北一

不敬にとともにＩ刺

へ波り岐命にⅢわった

北一脈は

川本へ亡命したボースは川本政府からも川外辿よを命じられ

いた
ｒ亥岫命に排を投じ

肺はなぜ﹂

たⅨこのとき中村屋の創柴者にかくまわれ︑やがて長女の州馬俊子
と帖峪した

たのだろう画

﹁先械のⅡ標は金川界が社会眼炎川家としてⅢ界辿川を術成する

ホースの仏えたカレーライスがレストラン小村峠の疋瀞となって

ボースとその仲川た

いた画カレーは﹁恋と並命の味﹂と呼ばれた

ことである︐巾川舳命にはじめはどこまで深入りするつもりがあっ

ちが一緒に写った記念写汽︿が中村歴に低わっている口巾央にボース

少なくともこれを手がかりに社会︑正義赦命に

つながるものを発見することによって蜜Ⅱ本や他川に影禅を及ぼし

たかはわかりません
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がおり︑後列左端に洲肱代の人川川川がいる口火川川川︑桝岾淌人

ジア人の愈倣と咽なるところはＩ分にあるとどえた﹂︵Ⅲ水陽氏︶

﹁我等の

大川は人帷Ⅱ年︑代表作﹁復叫叩細Ⅷの開間鼬﹂を苦した︒この

中で欧米からのアジアの解放とともにⅡ本改造を訴えた

内田良平︑犬養毅らボースを文えた文援者たちとの記念撤影である

ｒにある剣は双刃の剣である

だった小川の占肪を攻略した

叩側の哀枇肌政椛に対しⅡ本は大止

１９１４年︑第１次Ⅲ界大戦が勃発した︒ｎ本はドイツの和借地

造の枇ｔでなければならぬ﹂と杵いた

叩細收復伽の枇卜は押応なくⅡ水改

アシアとの連帯を訴えるアジア主義者たちの中に人川刷則の姿も

インドの独立連動の現

人脈５年︑人川はボースたちから御た帖州を雌に﹁印度に於ける

あった︹︾

国民的連動の現状及び其の巾来﹂を特した

４年︵１９１５年︶山東竹の椛硴など訓力灸の典求を突きつけ︑人

﹁付人は什川が英川に対して忠勤を励むの余り︑遂に

状を発表した︒Ⅱ本がＨ典Ⅲ側を屯視してイキリスの側にずづこと
を批判した

部分を脳めさせた心この要求を北一肺は
たた ﹁﹁
太太陽
・批
は判
批し
判し
陽に
に川
川か
かつ
っ

えども犬の昨ささるところな

て矢を添う昔はⅡ本其者とい

︑殺的境遇に〃↑到らんことを愛噛せざるを脚ぬ﹂と杵いた

がっていかねばならない︒欧米の列強のほうに〃づてはいけないｌ

いた□１９１９年小川では川

り﹂二ｋ川岐命外山﹂︶と片

﹁インドの独立運動をⅡ本は支援しないといけない︒こことつな
と＃いていますが．ではⅡ本は水崎にアジアの川々とつながり︑そ

氏衆のⅨⅡ巡動をⅡ雌しⅢ水

巡助が胆きた︒北一卸は小川

束唯島の返還を求める八・四

こを助ける脚になっているのか−をｎ分たちに問い返した﹂︵叩砧
舟志氏︶

ものか﹂について前文を沸いた︒イスラム教の数我から弧荷脅の両

の掛作を疵み北を尚く排川し

改造の必要性を涌感した︽︾北

川じころ︑人川はイスラム教にも側心を存せ﹁川教とは如側なる
巣に至るまで多岐にわたっている︽︾なぜ人川はイスラム数に関心を

の瓜盗を此えていたが︑私

﹁北糾は︐︑哲端麗︑骨︿公子

卜海にいた北一肺を訪ねた︒

ていた人川川川は人肌８年

抱いたのだろう︒川脈氏は中東川越を冊先しているⅡ水女下火学の
︑水陽教授を仙先案に刷れた︒

﹁恐らく人川にとってイスラム教は７仙紀以降︑破竹の勢いで広

と対縦する段になると︑ｋ

ツF7

がっていった歴史の中にその脱動″は何なのだろうという疑問を
持っていたとⅢう曙イスラムのあり〃がムスリムとして川を分けた

首を脱いで猿Ｘつになっ

こんなことからイスラムの
アジアは一つである遍同胞としてのア

肉親よりも強い川胞としての絆かある
教えに興味を持つたと思う

白 ｲ

大旺囮年北一姉は上海で執轆した脈脇を雌に﹁Ⅱ本改造法案大綱﹂

し︑改造運動は本格的に始まった︒

北一師はクーテターによって

を川版した働北は改造の叫休的下段を﹁人児に脂抑された令Ⅱ水川

﹁川論鋤

Ⅱ本の改造をＨ指した︒礒会を通じた改造に限界を感じた北は亜弔

氏による超法律的迎動﹂と捉咄した

北一脚は係文の巾Ⅲ峨命になぜ閏心を持ったのだろう

雌命へと帷じていった︒

年に国体浦及び純正社会︑正義を出版して発禁になり︑何をしたらよ

いかわからないという状況になって︑桝岫洞人というアジア︑臺化災什

とⅢ会い︑この岫命汲人から芯いが来て祉皮として迎え入れられた

宮崎掴天の革命評論も中岡革命の別動隊であり︑小国岐命の日本人

グループのようなものだ﹃﹈Ⅱ本のなかでは行助できなくなっている

では倒民運動は自由民権運動の時期に一度は途絶えてしまう︽北一

むしろ巾川の峨命を応擬する川乢逆動を応援することになる：Ⅱ本
外れ棺がでてくるゞ雌近は研いでいないので″があるかどうかはわ

て改造しようと忠っても朏川だとどえるようになる・以前は杵汕選

脈は辛亥岫命を応援した

われたそうだ⑯北一肺のほうが危ない立場にありながら人川にそれ

だろう︒これをあげるから君も護身用に持ち歩いたらどうだ﹂と言

挙によって災現できると巷えていた︒非附に枇側な俄会︑雲上炎に徹し

められるから武力龍命はいらないと答えていた︾維新碓命は脾通選

挙をやっていれば︑国民の政論的椎利も認められ︑国氏の自由も認

末教化の腋殺によって縦会に胴噸を樅い

からないほどだ︒肝川氏によると︑人叔父は北に﹁洲も＃辺危うい

命を賭

いと考えるようになった︑｜革命的なエネルギーを巾隊という形で吸

ていた︐啼殺後は岡民の百姓一樅に近いことをやらないと変わらな

をリえたのは﹁命を弧けるということだったのではないか
ろであろう

くまうことになる曇大川はここに関わっている↑︑これはどういう

大川川明は亡命してきたインド独立派のビハーリー・ボースをか

い化けることになる﹂︵松本他一氏︶

ける心意式があったのではないでしょうか﹂︵受明氏︶というとこ
このころⅡ水では脾辿進挙を求める巡勁が座かっていた︒しかし
上海から帰脚した北一輝がここに合流

政府は時期早尚だとしていた︒こうした中で人川はⅡ水改造の突践
団体﹁猶存祉﹂を結成した
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はしばしば衝突し︑やがて快を分かったｃ

２・恥事件で捕らえられ処刑直前︑獄中の北一輝は大川に巻紙に

気性が激しく向こう見ずな大川を﹁須佐之男﹂と呼んだ︒後に２人

﹁大魔王観音﹂と大害して贈ったことを当時︑北の近くに住んでい

ことだろう︒﹁このときまで大川周明はインドに行ったことがない︒

どういう状態にあるか︒どういう抵抗運動を起こしているか︒イン

た高見順は昭和銘年９月に書き記した︒大川は戦後︑戦犯からの難

基本的な情報は軍や政府のほうからだけ得ていた︒インドの国民が

てもらうことになった︒お互いに別の領域だが︑現実を知り始める

ド国乢がどのように目覚め始めているか︒これらをボースから教え

られたこの５文字について﹁既に銃殺刑と決まって処刑を待つばか

りとなったときに︑ひとつ大川をからかってやれと︑戯れに答き残

を逃れ体調を回復してから書いた随想﹁安楽の門﹂の中で北から贈

対華別力条の要求のような対中国侵略に対し︑中岡の革命を応援し

したのがこの一枚である︒生死巌頭でのかような遊戯三昧は生死を

ことになった︒日本も帝国主義化して欧米列強と肩を並べ対華別力

大英帝国が世

条の要求を突きつけるようになった︒哀世凱政権はこれを認めた︒
てきた人にとっては絶対に認められないことになる

佐之男は心の底では通じ合っていた︒

超越した人でなければできぬ芸当である﹂と書いている︒魔王と須

昭和に入って普通選挙が実施されると︑政友会と氏政党の２大政

は動き始めていた︒その力も生かさねばならない︒ところが日本政
府はボースを追放してしまう︒そういう国家は変えなければならな

株価が暴落し世界恐慌は日本に深刻な打撃を与えた︒失業者が溢れ︑

党は選挙目当ての政争を繰り返した︒１９２９年︑ニューョークで

界を侵略して覇権国家になってくる︒アジアの解放からみれば︑力

い︒自分たちの意見を言う力を発揮するためには兵器を持ってクー

て政財界に人脈を築き軍のｋ層部へ接近していった︒大川周明の研

を抱いたのが軍人であった︒大川は満鉄調査局に仕事を得るなどし

無策な政党と財閥への国民の不満が高まっていった︒これに危機感

デターを起こさないと現実的な力になり得ないということになる﹂
︵松本健一氏︶

昭和を迎えて２人の思想は時代を動かしてゆく︒昭和維新である︒

北はクーデターによってⅡ本の改造を目指した︒私有財産や土地の

陸軍の高官たちに食い込もうとする大川の動きを読み取った︒板垣

究者︑姫路猫協大学の大塚健洋教授は大川に寄せられた手紙の中に

征四郎︑土肥原賢二︑小磯凶昭︑石原莞爾︑荒木貞夫らからの手紙

私有に一定の制限を設け︑資本の集中を防ごうとした︒さらに華族
その撤去を主張した︒大正ｎ年︑要人の暗殺が相次いだ︒北の思想

制度の廃止を訴えた︒特権階級が天皇と国民を隔てる藩弊だとし︑

に教育総監部において同僚に対し御講説これあり﹂とあり︑陸軍の

が残されており︑渡辺錠太郎からの手紙には﹁先般︑参謀本部並び

高官たちに食い込もうとする大川の運動のやり方が感じ取れよう︒

に影響を受けた青年が安田財閥の創始者︑安田善次郎を刺殺した︒
の始まりと呼んだ︒怪文書をばら撒き政財界を混乱させるなど暗躍

大川は陸軍の上層部に招かれ︑講演を行っていた︒﹁多くの軍人が

さらに略歳の少年が原敬首相を刺殺した︒北一輝はこれを暗殺時代
していった︒大川は北を﹁魔王﹂と呼んで畏怖の念を抱いた︒北は
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財界や国会議員たちは堕落している︒君たちが中心になっていかね

落していない︒だから日本精神を把握して国家の中枢を担うべきだ︒

共鳴した﹂と書き残した︒どういう話をしたのだろう︒﹁軍人は堕

飯糧百姓とは売るほどのない︑自分たちで食べるだけのものを耕す

んは﹁飯糧百姓といって食料だけ確保する小作農家だ﹂と説明した︒

た︒礒部は貧しい農家の３男として育った︒田んぼを見ながら守さ

磯部の実家は農家だった︒わずか２反の水田を代々耕す貧農だっ

を見送った︒昭和の初め磯部の部下の多くは農村の出身であった︒

守氏は礒部浅一が軍隊へ出征するとき踏切を渡って歩いてゆく姿

農家のことだ︒

ばならないのだ﹂︵大塚健洋氏︶

昭和６年３月︑大川は陸軍の高官とクーデターを準備した︒計画
権を樹立しようというものだった︒大川は宇垣一成・陸軍大臣に軍

耳にしていた︒礒部浅一は﹁獄中手記﹂で﹁兵の家庭の情況は全く

娘を身売りしたり︑欠食児童をかかえたりする農家の悲惨な実態を

によれば︑民間人１万人を動員し︑国会を包囲︑陸軍が出動し新政

と呼びかけた︒しかし︑計画は未遂に終わった︒

労働者の疲弊は︑これを何とかしなければならない︑そして自分自

ぬ﹂と書いた︒礒部浅一記念館の中島智館長は話す︒﹁当時の農民︑

目も当てられない惨惜たるものがあったのです︒何とかせねばなら

主導の内閣を要請した︒﹁昭和維新の大業を遂げんことを切願す﹂
翌昭和７年５月賜日︑海軍の青年将校たちが首相官邸を襲撃し犬
を与え現金を渡したとされた大川は反乱罪請助の罪で禁固５年の判

養首相を暗殺した℃５・喝事件である︒青年将校たちに拳銃と実弾

身が貧農の出ですから︑そういうものが自分の中にたぎっているか

北の改造法案では︑クーデターによって憲法を停止し︑天皇大権

ら︑改造法案がすっと入ったのでしょう﹂

決を受け投獄された︒

北一輝の思想は陸軍の青年将校たちに影響を与えた︒その一人︑
西田税が北の改造法案大綱を広く紹介していった︒青年将校たちは

の発動によって戒厳令下で日本改造を行うとしていた︒礒部浅一は

青年将校たちはクーデターへの一定の理解を得たと

北の改造法案をどう受け取ったのだろう︒国会図書館に青年将校が

それに応じた

クーデターの資金援助を真崎甚三郎・陸軍大将に働きかけ︑真崎は

青年将校のリーダーの一人である陸軍一等主計︑磯部浅一の﹁北︑

残した手記が資料として残っていた︒

た︒北は青年将校たちの思いをどう受け止めたのだろう︒両津の郷

受けとめ動き出した︒北は西田を介して青年将校たちの計画を知っ

土博物館には北が日記の形で残した霊告日記が保存されている︒こ

西田両氏の思想について﹂では﹁重ねて申します︒北︑西田両氏の
思想に共鳴したのはなぜだろう︒背景に何があったのか︒磯部浅一

の中に北の思いがある︒昭和Ⅱ年２月別日には﹁兵馬大権干犯如何﹂

思想は断じて正しいものであります﹂と書かれている︒磯部が北の
の生まれ故郷の日本海に面した山口県長門市油谷を訪ねてみること

いかを自問し︑﹁大義名分自ずと明らかなるは疑無し﹂と記した︒

とあり︑クーデターを起こすことが天皇の大権を侵すことにならな

磯部浅一の甥にあたる磯部守氏︵別歳︶が案内してくれた︒

にした︒海辺の町であった︒
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乱の主導者﹂とみなされ︑死刑判決を下された︒軍法会議の資料と

反論し︑その後︑青年将校を見殺しにできないと述べた︒北は﹁叛

記録を発掘し事件の全貌を研究する大阪経済法科大学の北博昭客員

昭和Ⅱ年２月茄日︑青年将校が１４００人の兵を率いて首相官邸
維新の断行を迫った︒２．別事件である︒北の日記には﹁寝室ニハ

や警視庁を襲撃した．大蔵大臣や内大臣など重臣たちを殺害し昭和
イリ眠ラントスル前二革命軍正義車ノ文字並ビ現ワレー革命軍ノ上

﹁２．恥事件というものを︑北も西田も首魁になるようなことは

教授は話す︒

一切していない︒軍の体面ということがあったでしょう︒陸軍をこ

二二本棒ヲ引キ消シ正義軍ト示サル﹂とある︒﹁北のこの体験を電

したとみられる者を根こそぎにしてしまう︒ここに北が出てくる︒

れ以上内部からも外部からも騒がせない︒そのためには影響を及ぼ

関係のない北までも首魁に持っていって処罰してしまう︒そういう

ふ信念が強くなった﹂と記している︒

しかし︑怒りをあらわにしたのが昭和天皇であった︒﹁朕が股肱

話で聞いた礒部浅一は自信を深めた︒﹁吾人は国家の義軍なりと云

の老臣を殺裁す︒此の如き凶暴の将校等其の精神に於いても何の怒

状況が起きたということだ﹂

西田税は北一輝とともに２・茄覗件の筒魁とされ︑死刑となった︒

すべきものありや﹂︵﹁本庄Ｈ記﹂︶事件のさなか戒厳司令部は電話

い︒西田は陸軍に国家革新の種をまいた人物であった︒陸軍当局は

決起将校の国家革新運動に与えた影響では北より西田のほうが大き

を傍受していた︒キタを名乗る人物と青年将校らとの電話が盗聴さ
れていた︒﹁どなたですか﹂﹁キタキタだ﹂﹁カネカネマルマルカネ

でやるものか︒天皇陛下︑なんというご叱正でありますか﹂と課い

めた獄中Ⅱ記が残されている︒﹁死んでたまるか︒殺されても死ん

北一輝とともに磯部浅一も死刑判決を受けた︒その直後にしたた

師匠格の北一輝とともに事件の主動者とみて処罰してしまった︒

はいらんかね﹂﹁マルですかマルは大丈夫です﹂Ｉといった録音
版の生々しいやり取りがＮＨＫに残っていた︒

当たらん﹂︵﹁本庄日記﹂︶ラジオで﹁勅令が発せられたのである︒

た︒天皇と凶乢が直接︑この国のことを改革できる︑革命できるｌ

日︑天皇は決意した︒﹁朕自ら近衛師団を率い此が鎮定に

すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである︒お前たちは原隊へ

そのためやったのにという怒りがにじみ出ている︒磯部浅一の天皇

２月

の意思を知った青年将校たちは兵を所属部隊へ帰した︒クーデター

戻れ﹂と放送された︒２月別日︑原隊への復帰が命じられた︒天皇

への呪訓は作家・三島由紀夫に強い影響を与えた︒昭和妬年Ⅱ月妬

で岨人が処刑された︺昭和皿年８月岨日北一輝は銃殺刑に処せられ

東京・渋谷のＮＨＫ報道センター脇の陸軍の刑務所があった場所

決の背景には礒部の呪詔があったともいえるだろう︒

日の東京・市ヶ谷の自衛隊東部方面総監部における三島由紀夫の︑

は失敗に終わった︒

青年将校に理解を示していた真崎甚三郎はその後︑クーデターと
表現で終わっている︒北一輝は逮捕され︑青年将校とともに陸軍軍

の関与を否定した︒北の日記は２月邪Ｈの﹁大海ノ波打シ如シ﹂の
法会議で裁かれた︒北は改造法案が国体を破壊するものではないと
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の処刑跡には２．恥事件の慰霊碑が建っている︒

あった︒須佐之男こと大川は︑北の処刑は思想を裁く必要があった

２．別事件が起きたとき確かに北一輝は高天原に鎮座した魔王で

人川は昭和羽年に﹁北一輝釉を憶う﹂の論考を背いた︒この中で

呪誼せず︑免罪による処刑を運命として受け入れた︒

ので生け贄にされたとの認識を示した︒北は犬皇を椰楡しただけで

た︒享年別歳︒北の辞世の句﹁若殿に兜とられて負け戦﹂道路わき
当時の青年将校たちは北一輝のどのような思想に引かれていった
のだろう︒礒部浅一によれば︑自分たちが２．恥事件でやろうとし

北一姉が処刑直前に大川への形兄の品として巻紙に大菩した﹁大魔

たことは︑明治維新以来Ⅱ本は天皇を小心とした民主脚家であり︑
これを実現しようとしたことなのだ︒これはまさに北の日本改造法

が魔王といって北芯と水魚のように濃く交わっていたころのことを

王観吾﹂の５文字を寄贈したと明らかにした︒大川はここでは﹁私

思いめぐらしたのだろう︒大川には大魔壬観腎の意味が本州に判る

いうことだったｃ

はずだと微笑したことであろう︒処刑を明日に控え︑このような遊

案大綱の思想にかなっていた︒﹁後はわれわれがやりましょう﹂と
﹁青年将校たちが革命をやろうとしていた︒貧しい国此を救うの

戯三昧は驚き入った心境と言わねばならぬ﹂と記した︒

北一輝の革命思想は天皇の軍隊を国氏の軍隊︑国民を救う国民軍

であったり財閥であったりするはずなのに︑これらの人々が救って
くれないから︑国家体制としての天皇の軍隊である皇軍が立ち上が

た︒この部分が理論的にはキーポイントとなる︒それは許せないと

とすることだった︒天皇の軍隊ではない︒国民の塩隊にしようとし

は誰か︑といえば︑本来的には天皇であったり重臣であったり議会

でありたい︒明確にここまで巻えたのは北一輝だけだった︒それを

いうのが昭和天阜の立場だったからだ︒賑隊は犬皇のものであり︑

るというのが青年将校らの考えだった︒われわれは国民を救う軍隊
救わなければ国民の箙隊とはいえない︒この考え方は青年将校たち

と呼び続けた︒２．恥事件の天皇の年令はまだ刈代前半なので北一

制度的には天皇に統帥権がある︒天皇は決起した青年将校を反乱噸

輝の辞世の句にある浩殿とは天皇のことであり︑兜は武具︑軍隊の

北一輝と２．茄小件の関わりはどうだろう︒北は肯年将校たちの

に共有されていた﹂︵松本健一氏︶

信頼を集めていたが︑決起するときには﹁商犬原﹂といわれていた︒

あった︒

ことだ︒句は犬皇に敗北したことを自ら認めた自虐的ユーモアでも

２．恥事件は︐真ん中に軍隊があって青年将校が率いた軍隊を天

いた︒だが︑青年将校らは軍猟革命政椛を作るとき法華経の宗教活
動に深く専心していた北一輝に相談を持ちかけたことはない︒具体

になり︑天皇の側にいけば国家統治ｌ皇軍に民る︒ここの力関係︑

皇と北一輝が取り合いをしていた事件だ︒軍隊が北側にいけば革命

北一輝は雌命思想家であり︑行年将校らは北の革命思想は体得して

れのことを見ていてくださいというのが決起した青年将校らの立場

綱引き関係は昭和史においては非常に微妙かつ重大・危険な部分で

的な相談はほとんどなされなかった︒天井桟敷に上げられ︑われわ
であった︒北一輝は２階へ上げられ︑はしごをはずされていたのだ︒
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大川は塾でどんなことを教えたのだろう︒かつての塾生︑大川塾

し︑その事情を調査するのが目的であった︒

の５期生︑山田勲氏︵師歳︶を訪ねてみた︒山田氏は塾で学んだと

あろう︒昭和史の真の面向さはこの部分にある︒

５．旧事件︑２．％事件が起きた︒教科書的にはここから日本の

ペルシャ語の意味である︒塾でペルシャ語を学んだ︒大川熟ではタ

きのノートを大切に保管していた︒ノートには﹁波斯語﹂とあった︒

イ語やマレー語から中東のアラビア語に至るまでアジアの言語の習

かうものをこれらの事件を理由に﹁暗殺するぞ﹂と脅迫することに
なる︒脅迫されたほうはひるむことになる︒当時の政治家だけでな

得に力を注いだ︒山川氏が熟の寮歌を歌ってくれた︒歌詞ははっき

軍国主義が始まったようにいわれる︒軍当局から見れば︑車に歯向

いたのが軍部なので︑以後はⅡ米開戦まで突き進むことになった︒

双河のほとりバビロンも

ｊ深遠なりしバラモンも

り覚えていた︒

く天皇もこの畏怖の念を杵口しているのだ︒このとき権力を握って

▽▽▽
大川周明は日中戦争の拡大に反対した︒そこには﹁東西対抗史観﹂

ああ今いずこ大蛆細唖少

今いずこ

昭和ｕ年７Ⅱ北京郊外でⅡ中川叩が衝突︑Ⅱ中戦争が飴まった︒
という独自の考え方があった︒大川はアジアの指導者である日本は

大川からは﹁１人でいいから本当の親友を作れと言われました﹂

いずれ西欧を代表するアメリカと対決する運命にあると考えていた︒
﹁日本よ◎岨年の後か︑または訓年の後か︑いつ何時︑天は汝を呼んで︑

そうである

派遣されたアジアの国々で﹁正直と親切で皆に接して

戦いを命じるかも知れぬ︑寸時の油断なく用意せよ！﹂と著書﹁亜

敵はヨーロッパを代表するアメリカであった︒アジアの中で戦って

のとき大川は﹁其ｔの旅の一肌塚Ⅱ出度くもなし月出度くもな

にマレー半島に上陸しアメリカとイギリスとの戦いが飴まった︒こ

に通じる︒昭和肥年真珠湾攻撃によって太平洋戦争が飴まり︑何時

ら柑手にされない︒塾唯が信用されることは日本が信川されること

最低１人の親友を作れ﹂が塾のモットーであった︒信用がなかった

いるのは自己矛届になってしまう︒条件が２つ欠如している︒弟１

大川周明の思想の基本的枠組みは東西対抗史観である︒最終的な

細叩・欧羅巴・日本﹂で書いた︒

にⅡ本の国力がまだ弱い︑第２に中岡との戦争が続いている︒中国

し﹂の１句を詠んだ︒開戦間もない昭和陥年胆月人川はラジオ放送

後に本にまとめられ英語版も出版された︒外務省勤務経験のある作

を通じ﹁米英東亜侵略史﹂を講演した︒囮回にわたったこの講演は

との戦争が終わらなければ︑アジアを代表して戦うことにはならな
昭和旧年︑大川はアジアとの連帯を願う人材の育成に乗り出した︒

亜侵略史﹂を読み解く﹂を出版し︑この中にＮＨＫで放送された侵

家︑佐藤優氏は平成略年︑﹁日米開戦の真実ｌ大川周明の﹁米英東

い︒

Ⅳ歳以下の若者を集め︑全寮制で２年間学んだ後アジア各地へ派遣

東亜経済調査局付属研究所︑通称﹁大川塾﹂である︒全国各地から
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Ⅱ本は勇躍してアングロ・サクソン世界幕府打倒のため起った︒最

に記憶せらるべき吉Ｈである︒英米両国に対する宣戦が詔勅された︒

米英東亜侵略史の序に﹁昭和陥年旭月８日は世界史において永遠

れているか︑それなのに日本はベトナムを兵姑基地にしてもらう条

組織の連中がフランスから逮捕されたりどれだけひどい目に遭わさ

志士がベトナムの独立のために身命を賭して働いているのに︑独立

﹁現地の日本人を見ると︑日本はダメだなと思いました︒憂国の

矛盾した姿を目のあたりにした︒

初の１日でほとんどアメリカ太平洋艦隊を撃滅し同時にフィリピン

いるが︑本当は全然そんなことはなかった︒独立をちらつかせて︑

件のために口出しできないでいた︒Ⅱ本はアジアの脱主だといって

略史全文を収録した︒

を襲い杏港を攻めマレー半島を討ち無限の規模において皇軍の威武

それを利用しただけですよ︒大川先生の考えたことと違うことを

を発揚した﹂と書いた︒人川は大東亜共栄圏を理論づける書を次々
と発表した︒日本は東南アジアで米英に抵抗する民族の独立運動を

昭和加年日本は敗戦した︒大川は８Ｎ賂日の日記に﹁わが仙年の

やっていたんじゃないか﹂ｌ加藤氏の証言は重い︒

バース・チャンドラ・ボースを新たに招き︑インド脚民砿を結成し

支持する一方︑占領地には軍政を敷いた︒インドの独立運動家ス

興亜の努力も水泡に帰す﹂と書いた︒昭和別年極東国際軍事裁判が

時のニュース・フィルムには書類を左脇に抱えシャシ姿で入廷する

開廷した︒大川は民間人でただ１人Ａ級戦犯として起訴された︒当

昭和岨年インドのインパール攻略作戦を行い︑インド国民軍も参

大川の映像が残っている︒裁判が始まると︑東条英機の後ろに座っ

た︒山田勲氏は昭和四年︑塾を卒業後直ちに現地召集されビルマへ

加した︒しかし︑前線で孤立し多くのインド兵が犠牲となった︒ボー

んでみたり叫んでみたり︑東条英機の頭を右手でボンとなでたりし

た大川は常軌を逸した行動をとるようになった︒川下を合わせて拝

向かった︒山田氏の任務はチャンドラ・ボースの護衛であった︒

スは台湾で飛行機事故で亡くなった︒山田氏は敗走するボースの姿

た︒大川はこの後米軍病院に入院し進行性麻輝症と診断され審理は

を忘れられない︒﹁ダスターコート満てね︑大きいし︑１人で入る
ところは悲劇のヒーローという感じだった︒気の毒だった︒残念だ

大川はなぜ起訴されたのか︒国際検覗吋の尋問調番によると︑大

延期された︒

川は１９２０年代からアジア解放について多くの本を書いた︒尋問

もう１人大川塾２期生の加藤健四郎氏︵肌歳︶を訪ねた︒加藤氏

ろうなと思う﹂と話す︒

は大川塾を卒業し当時フランスの柿民地だったベトナムへ向かった︒

か﹂と尋問官が問い詰めると︑大川は︑これを否定した︒調耆では﹁大

川は扇動的な書物を出版し超国家主義的右翼団体を結成した︒東条

官が着目したのは著作が多かったことだ︒﹁国策の宣伝者ではない

とその国際的無法者の一団が舞台に現れるはるか以前から邪悪な決

日本軍は現地のフランス軍を攻撃しないことを条件に進駐を果たし
圧していた︒日本軍は食料など戦時物資を得る代わりに弾圧を黙認

た︒ベトナムのフランス政府はフランスに抵抗する独立運動家を弾
していた︒加藤氏はベトナムの独立運動家を支援していた︒日本の
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意を抱き︑クーデターにⅡ夜奔走した﹂とされた︒

これに対し︑東京裁判の研究者︑立教大学の粟屋憲太郎・名誉教

わった﹂と言った︒もう終わったと一両われても塾生には理解できな

神奈川県の丹沢のふもと愛川町に大川が晩年を過ごした家が今も

い︒興亜の努力杣年は水泡に帰したのだろうか︒

残っている︒広い庭を持つ大きな古い民家である︒山川勲氏は大川

授は﹁大川が全部やっているわけではないのに︑大川には多くの著
作もあるのでいちばん立証しやすかったのだと思います︒侵略の共

で貿易に携わっていた︒そのとき大川は﹁よく帰ってきたな﹂と言っ

塾を卒業して５年後ここを訪ねた︒戦後商社マンとなり東南アジア

た︒こみ上げるものがあった︒今でもそのときのことを思い出すと

同謀議の構想をつくった人間であることにした︒裁判ではどうして
ばれたのだろう﹂と話す︒

もこういう人間が被告に１人ほしかったのだろう︒それで大川が選

写真が掲げられている︒戦後︑アジアの脚々が独立していくことを

息が詰まってくる︒いろんな思いが商まってくる︒大川の書斎には

大川は気にかけていた︒簡単に形だけ独立して国の形ができても内

泗川市立光旺文庫に大川が巣鴨収容所に収監中に持っていた本が
﹁トウジョウよべ﹂﹁バカ﹂﹁大川の名を口にするもの皆殺せ﹂など

容を充実させないと︑国らしく作ることは非常に難しいと言ってい

残されている︒本の余白に大川が走り件きをした文字が残っていた︒

意味不明の文字が並ぶ︒明らかに通常人の書いたものではない︒大

たそうである︒

もなし目出度くもなし﹂と詠み︑﹁目出度くない﹂を２度も繰り

太平洋戦争が始まったとき大川は﹁冥土の旅の一里塚Ⅱ出度く

年︑ｎ歳で世を去った︒

大川は晩年イスラム教の経典コーランの研究に没頭した︒昭和加

川は丹精な字を書いた︒これだけ崩れた殴り書きはあり得ない︒大
川はどういう気持ちだったのだろう︒朋人の被告の中で自分１人民
間人であることに驚いた︒日本の行動すべてが大川の思想に基づい
いた︒﹁東京裁判に対する怒り︒あるいはまた東条英機に対する怒り︒

返した︒他方︑ラジオの放送では﹁Ｈ本は勇躍してアングロ・サク

たものにされたことに驚いた︒第一人者に祭り上げられたことに驚

事ここに至った無念さがあるのではないか﹂ｌと大塚健洋教授は

力に対して弱いところがあった︒昭和４年に耆いた﹁日本二千六百

北一輝は革命思想家だが︑人川周明は基本的に学者であった︒権

ソン肚界幕府打倒のため起った﹂と語った・どちらが真意なのだろう︒

判は免訴となった︒大川塾生だった加藤氏は昭和別年に復員し︑真っ

国土であった﹂といった表現があり︑内務省の検閲官から﹁天皇制

年史﹂は論文としては精綴なものだ︒﹁日本は恐らくアイヌ民族の

２年半の入院の後昭和朗年︑大川塾の塾生に迎えられて退院し裁

話す︒

先に大川塾のあった東京・目黒に行った︒一面の焼け野原でたった︒

にはアジア民族が住んでいた﹂と改変した︒蒙古撃退の﹁決して伊

との関係で矛盾してくる﹂と言われると︑大川はこの部分を﹁日本

瓦礫の中にあった瓦を持ち帰った︒一番大きい瓦を拾って記念に持

にして生きたらよいのでしょうか﹂と尋ねると︑大川は﹁もう終

ち帰った︒戦後︑大川に再会し﹁大川塾の塾生はこれからどのよう
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理論的に説明する役割を持つことになる︒大東亜戦争の唯一のイデ

権力に弱い一面がある︒権力が戦争を始めたことになれば︑それを

時の国民の勤王心﹂に変えた︒権力の中枢を動かそうとする人々は

因の﹁国民の勤王心に帰すならばそは甚だしき即断である﹂は﹁当

勢の神風だけではない﹂は﹁正に伊勢の神風﹂に︑北条氏滅亡の原

う嘆きでもあったろう︒

のか︒これが難しい︒これが大川の﹁もう終わってしまった﹂とい

アの展望︒かつてのアジア主義が持っていた限界をどう乗り超える

共通の文明をどうつくっていくのか︒ナショナリズムを越えたアジ

四家には落とし穴がある︒ナショナリズムによるのではないアジア

まで特高警察が同行した︒北が朋歳のときに杏いた﹁国体論及び純

北一輝の故郷・佐渡の向津へ遺骨が運ばれたとき︑遺骨の埋葬に

正社会主義﹂は発禁されたままうずもれていた︒戦後︑北の弟・吟

オローグは大川周明であった︒大川周明のアジア主義は﹁アジアの
日本１国の運命が世界全体の文明史と大きく関わっている︒大川は

盟主﹂Ｈ本が中心になっている︒これはアジアを復興する面も持つ︒

吉が再び出版を試み︑連合国軍総刺令部︵ＧＨＱ︶によってその一

戸に閉じこめられた︒手刀王の命は米国であった︒真の民主主義は

部が認められた︒北玲吉の序にこうある︒﹁この耆は久しく天の岩

この部分を徹底的に追求した思想家であった︒

大川がイスラムに興味を持ったのは︑キリスト教を中心とする西

真剣に川本朧史を反省し批判することに出発しなければならぬ﹂︵刊

欧文明と全く違う点をみたからであろう︒イスラム圏がアジアなの
かもしれないと考えた︒この部分に蒲側したのは大川周明が鹸初で

行の序︶

語の原書を基にさまざまな言語に訳されたコーランを参考に２年の

戦後︑大川が取り組んだのはコーランの翻訳であった︒アラビア

あった︒明治時代から気がついていた︒イスラム国家は覇権国家を
や通貨も全部認められている︒非常に寛容な考え方である︒東西文

し続けていた人たちに継承されていった︒これは大川が育て上げた

歳月を費やして成し遂げた︒臼木陽教授は﹁戦後もイスラムを研究

作らない︒国民国家ではなく︑地方分権がゆきわたり︑地方の言語

たせるのがイスラムであるかも知れないと大川は考えた︒

︵佐渡市川金井町出身元共同通信論説委貝︶

︵本文中の写真はＮＨＫの脚像より︶

いる︒

役割を考え統けた︒その思想は今私たちに多くの課題を投げかけて

北一輝と大川周明は日本改造を目指しアジアで果たすべき日本の

彼の研究経営者としての側面は評価すべきだと思う﹂と話す︒

明は必ず対抗しなければならない︒この対抗の中で融合の役割を果
戦前の大川周明を中心とするアジア主義は著書﹁復興亜細覗の諸
問題﹂のようにエジプト︑トルコなどアジアのナショナリズムを考
察していた︒アジア共通の理想はあるのか︒文化的一体性はあるの
か︒その先にアジアの世界が開けるのかどうか︒こういう部分は追
求されることなく終わってしまった︒日本のアジア︑中国のアジア

を考えた大川にとって日中戦争は﹁曰く不可解﹂となってしまう︒
ここにアジア主義者としての大川の思想的な問題点があった︒国民
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司馬遼太郎先生と山本修之助の詩魂

ＮＨＫの取材が入った︒一月十三日には︑Ｅテレ午後十時か

今年の元日一には︑﹁新潟日報﹂の取材が入り︑六日には︑

れた時︑﹁暖流囲山河於佐州山本家﹂と色紙に書かれた︒

り雪が少ないです﹂などと説明すると︑翌日︑拙宅を訪ねら

したこともあって︑暖流が流れていて竹林が多くて︑新潟よ

く竹林を見つけると︑父は早速﹁佐渡は奉行が竹細工を奨励

山本修巳
件﹂に︑私が一輝の生家を案内するところ︑一月十八日の﹁Ｎ

ら﹁昭和維新の指導者たちＩ北一輝・大川周明と二・二六事

司馬先生は︑その後︑﹁朝日新聞﹂に佐渡出身の司馬凌海

ハガキ︑電話などの交流があって︑ハガキなどには︑いつも

を一つの柱に小説﹁胡蝶の夢﹂の連載をされたせいか︑父と

ＨＫ﹂ＢＳ午後九時﹁新日本風土記﹂︵佐渡︶では︑私と妻が︑
ころ︑同日午後七時三十分の﹁ＮＨＫ新潟﹂の﹁きらっと新潟﹂

﹁庭の石蕗の花は咲きましたか﹂とか﹁椿の花は咲きましたか﹂

屋敷絡神源助大明神を新町大神宮本殿横の石祠に参拝すると

などという言葉があった︒

また︑修之助への弔文は︑﹁波の上の佐渡のことを︑本土

では︑私が自宅で﹁棚田﹂や﹁石地蔵﹂の話をするところが
三 六日﹁生涯研究﹂︑二十七日﹁家風﹂︑二十八日﹁文芸振

の岬に立って想うとき︑だれもが詩人になります︒﹂の書き

放映された︒また︑﹁新潟日報﹂では一月二十五日﹁国津魂﹂︑

興﹂︑二十九日﹁郷士の同人﹂︑三十一日﹁後継﹂と修之助を

出しで︑﹁修之助翁は︑終生︑佐渡にあって︑はるかな古代

う見出しをつけられている︒司馬遼太郎先生は︑昭和五十一

そして︑﹁国津魂﹂では﹁司馬遼太郎と感性重なる﹂とい

椿の花の盛りに風情を感ずるなど︑その詩情はたえずさざめ

の流れにおどろき︑さらには暖流に洗われる佐渡の崖の上の

士の争乱を悲しみ︑近世︑蝦夷地と上方をむすぶ経済と文化

を想い︑中世の佐渡の雅びを想い︑御陵の松籟をきいては本

みささぎ

中心にして︑特集を組まれた︒

社を訪ねる途中に畦道を通っている時︑刈り終えた田につづ

年十月の暖かい午後︑佐渡空港に下りたが︑最初の熱串彦神
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でもない︒こうした姿に︑司馬先生は︑雪亭さんに良順や凌

﹁琴棋害﹂の芸風を磨いて︑一家の財産を傾けたのはいうま

司馬先生の弔辞もまた詩のようである︒司馬先生は︑佐渡
あろう︒

海と通ずる混沌としたものを見つめている詩魂を感じたので

いて倦むことはありませんでした︒﹂とある︒

においでの時︑私にもよく言葉をかけられた︒﹁胡蝶の夢﹂

一方︑修之助は︑小学一年生の十月に生母を腸チフスで

とすでに題名は決められていて︑﹃荘子﹄からとって︑荘子

自身︑自分は人間だと思っていたが︑実体が胡蝶であって︑

翌年にも三ヶ月病臥︒翌々年に父の希望もあって退学︒退学

亡くし︑孤独な中に育ち︑旧制佐渡中学校︵現在の佐渡高校︶

ぶ良順︑凌海を封建社会の終焉にひらひら舞いとぶ妖しい蝶︑

後︑室生犀星︑北原白秋などの詩集を愛読し︑仲間と詩歌を

入学後︑肺結核で東京神田駿河台杏雲堂病院に三ヶ月入院︑

単に昔だったからではないだろう︒社会の知的な祖であって

中心にして文芸雑誌﹁純芸術﹂を創刊した︒二ヶ年で五号

になっているのかわからない︒夢中になってオランダ語を学

も︑かれらの営為の意味は混沌としている︒司馬先生はこう

載する︒のち︑このころの詩を詩集﹁海濱秘唱﹄として出版

まで発刊し︑雑誌の事務局もして︑もっぱら自らは詩を掲

胡蝶が夢を見て荘子になっているのか︑荘子が夢を見て胡蝶

ていた︒こうした作品のモチーフにおいても司馬先生の詩魂

した︒

したところに︑﹁胡蝶の夢﹂で照明をあてたいとおっしゃっ
が感じられる︒

砂丘の

砂白ければ

また︑司馬凌海の伊之助がオランダ語へのこころざしを本
陣である私の家の当主雪亭さん︵八世半右衛門︶のもとで︑﹁世

わが恋も

修之助の︑この詩の碑は︑近くの新町海岸に建っている︒

界地図﹂を作った佐渡の蘭学者柴田収蔵と会い︑世界地図を
ので︑私は︑江戸で二人が会われた方が自然ではないかと申

修之助は︑青春の詩のあとは︑俳句の世界に入った︒俳句は

また清Ｌ

しあげたが︑そのようにならなかった︒それは︑雪亭さんの

らしいかもしれない︒加藤鍬邨先生の﹁朝日俳壇﹂に入選し

平明な実景の句が多いが︑象徴的︑心象的な詩的句が修之助

通して︑オランダ語に興味をもつ筋書きにしたいと言われた

生き方をもお書きになりたかったと思われる︒京都の公卿の

た句がある︒

夫人に琴を習い︑琴を京都から佐渡に持ち帰ったり︑大阪で
棋所の井上因碩に学び︑二段の免許を受けるなど︑文字通り
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雪原に朱鷺光塵となりにけり修之助
司馬先生と修之助の感性が重なるという記事も納得できる
ように思う︒

最後に︑司馬先生の小説﹁胡蝶の夢﹂の﹁伊之助﹂すなわ

むかろう

ていじ

えんけんみ

の夢に智ふこと無きにしも非ず凧は似る原子の貧に

期する有るを底事の英雄堰毒多きか看来たる富
かんかいたずらじ人
貴亦風塵たるを鮒歌一曲重ねて三酒柾に付く人
かんひ人
間幾笑蜜

が解読されたものを読み︑﹁三Ⅱ耆懐﹂として﹁荘生の夢﹂︑

詩草﹂という自筆詩稿がある︒このたび︑畑野の本間昭雄氏

ゆくまで酒を飲み快い気分で歌うこと・蜜Ⅱひそみ︒

疑問の意・仮毒Ⅱおごりたかぶること・酎歌Ⅱ心

・腋Ⅱこころ知識がせまいこと・底事Ⅱなにごとか◎

Ⅱ茄子の胡蝶の夢Ⅱ現実と夢の区別がつかないこと

︵注︶年光Ⅱ光陰・獺疎身Ⅱ怠け者の疎い身・荘生の夢

すなわち荘子の胡蝶の夢を読みこんだ詩があることを発見し

顔をしかめる

ち司馬凌海の資料として︑父の生前から所蔵していた﹁五洋

に︑偶然に︑小説の題橘が﹁胡蝶の夢﹂になったことは司馬

た︒司馬遼太郎先生には︑父も生前にお伝えできなかったの

なお︑この詩は︑長崎のポンペ先生のもとを除籍になり︑

は獺惰の疎い身となった︒我が魂は︑荘子の胡蝶の夢

︵意︶桃の花が流れ行くように春も暮れ︑光陰矢のごとく私

先生の詩魂を証明することにもなるのではないか︒

九州漫遊をした時︑平戸藩医岡口等伝宅に寄宿していた凌海

のように現実と夢の区別がつかなくなった︒このせせ

にごとか英雄のおごり高ぶることの多いことか︒これ

こましさは︑もともとの貧しさゆえからだと思う︒な

二十二︑三歳のころの作品である︒

︵原詩︶三日耆懐司馬凌海

歌おうではないか︒一曲また一曲言杯重ねた︒むりを

︵本間昭雄氏解読︶

してこの世の中は︑人の顔色を気にするものだ︒

まったことか︒心ゆくまで酒を飲み︑快い気分で歌を

まで富貴もまた風の前の塵のようにはかなくなってし

流水桃花送暮春年光加我獺疎身魂非無縛荘生夢
晒似有期原子貧底事英雄多値養看来富貴亦風塵
附歌一曲重三酒柾付人間幾笑蜜
らん

︵釈︶流水の桃花暮春を送り年光加ふ我が獺疎身魂荘生
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本先生のご自宅も同じ真野新町で︑歩いて行ける近さである︒金子

兼ねているようなユニークな箸詳でもある︒佐渡は文化の烏と言わ

により平成４︵１９９２︶年に日本数学史学会から桑原賞という賞

﹁諸勘分物﹂︵１６２２︶および﹁百川治兵衛和算香稿本について﹂

月︑﹁振矩術に関する調査研究﹂報告書︑新潟県佐渡市教育委員会
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追悼金子勉先生との出会いと和算の共同研究

先堆のご自宅の前には佐渡博物館踵︑佐渡史学会会長の山本仁氏も

堀口俊二

私は地元の大学で数学教育︑数学研究に携っている︒私は高校

早速長岡中央図書館で金子先生掲載のすべての論文をコピーした︒

住んで居られ︑この辺は研究者が集中している︒話を戻そう︒私は

ところが

その研究は︑古文書を解読し︑佐渡の和算を解き明かすというもの

論文の初めの４〜５行を読んで︑その内容に直ぐに引き込まれた︒

９９３年５月に平山諦著﹃和算の誕生﹄恒星社厚生閣︑

２００４年７月に鈴木武雄箸﹃和算の成立﹂恒星社厚生閣が出版さ

のである︒新潟大学時代からの金子先生の親友で元筑波大学教授の

で︑興味を引くように書かれた大変優れたものであることが判った

田中圭一氏は︑金子先生の古文書の読解力を高く評価している︒私

しい考察で書かれていて興味が持てた︒平山氏の著には大坂・京都
川治兵衛︵１５８０１１６３８︶︑鈴木氏の著には佐渡出身の和算

れるが︑和算の宝庫であることも判り︑労せず地元で良質な研究対

し地元に根を下ろし︑﹁佐渡郷士文化﹄に佐渡の和算関係の論文を

を授与されている︒先生は︑佐渡より中央で知名度があった︒しか

金子先生が百川研究の権威であることも判った︒先生は︑百川箸

はこのような研究者が佐渡にいることに大変驚いた︒

人材が佐渡に集まったことによる︒

に問合わせたところ︑金子先生は佐渡の人で︑﹃佐渡郷士文化﹄に

社会教育課佐渡学センター︑２０１０などの重要な研究がある︒こ

川治兵衛和算書稿本﹂新潟県佐渡郡金井町教育委員会︑平成４年３

投稿し続けたのである︒この他︑金井町文化財調査報告第９集﹁百

先生の研究が多く掲載されているとお知らせ頂いた︒金子先生と山

佐渡高校時代の恩師山本修巳先生︵昭和佃年１年生のときの担任︶

これら２冊の著書には金子勉という人の研究が引用されている︒

象が見つかったのである︒これは佐渡金銀山のために多くの優秀な

のことが紙数を多く割いて記述されている︒これらは佐渡の宣伝も

家村瀬義益︵算聖関孝和︵１６４２１１７０８︶とほぼ何世代︶

で活躍し︑１６３０年に佐渡に来て晩年まで活躍した和算の大家百

れた︒これら２冊にはこれまでの和算書に見られない視野の広い新

しようと思っていたが︑何処にⅡ標を定めるか皆Ｈ判らなかった︒

■■■■■■■■■■■■■■■■■

生の時から和算に興味を持っていた︒そろそろ和算の研究に着手

I■■■■■■■■■■■■

このようなことで私は金子先生にお会いしたいと思った︒それ

れは佐渡が和算において︑研究材料が抱負であることを示している︒

２０１１年の日本数学会年会︑数学基礎論および歴史分科会講演ア

縁の３次方程式の第３法とホーナー法の関連﹂という論文を書き︑

を計血したが未完成である︒次に金子先生と共著で﹁村瀬義益の炉

ブストラクトに発表した︒さらにこれを発展した﹁代数方程式に関

が実現したのは２００５︵平成Ⅳ︶年８月９日である︒この日に金
子先生のお宅で先生の研究︑佐渡の和算の話を伺った︒先生は測歳

︵京都大学で開催︶で発表した︵土倉は︑東北大学名誉教授の土倉

ホーナー法の関連﹂という論文を２０１３年３月〃日の日本数学会

保氏︶・日本は明治維新で西洋文明を大域に輸入した︒数学も同様で︑

する土倉・堀川︵村瀬義益・ニュートン型︶の一般漸化式の拡張と

金子先生は人格も優れ︑気さくな研究者であり︑話が弾んだ︒お昼

西洋数学一辺倒である︒しかし村瀬の研究から発展したこれらの研

であった︒先生の多くの論文は研究の宝庫であることを話した︒先

に出前で海鮮丼をご馳走してくれた︒先生は新潟大学理学部数学科

堆は喜んでくれた︺私の百川の研究も聞いて頂き︑励まして頂いた︒

を卒業され︑出身の佐渡の高校で数学教諭をしながら︑引き続き退

究は︑日本の和算の独創性を示すものであり︑世界に誇れるもので

沖方丁︵うぶかたとう︑１９７７１︶著﹁天地明察﹂角川文庫

職後も和算研究をされた︒金子先生と山本先生は同じ時期に佐渡高

２００９︑という小説は︑２０１０年の本屋大賞１位に輝いたベス

た和算家がいるのである︒

の高い地域で︑日本の縮図と言われる︒研究材料も豐富である︒佐

トセラー小説である︒２０１２年９月に映画化もされた︒ご存知

ある︒算聖と言われる関孝和と同世代に佐渡出身でこのように優れ

渡の活性も兼ねて佐渡市立大学の創設も考えられよう︒金子先生が

る︒しかも佐渡高校は多くの大学教授を輩出している︒佐渡は文化

新潟大学の学生の時に東北大学から平山諦先生が非常勤として来ら

１７１５︶であり︑江戸時代の囲碁師・暦学者・和算家である︒春

の方も多くいるであろう︒主人公は著名な渋川春海︵１６３９１

校に勤務していた︒佐渡高校には大学教授級の教員がいたのであ

れ︑先生はその講義を聴いていた︒その後︑和算の研究で平山先生

海の妻えんの兄が村瀬義益として多く登場する︒すでに佐渡出身の

と交流があり︑平山先生は金子先生の研究を多く引用された︒金子
先生は長年奥様の看病をしながら研究をされた︒先生の奥様に対す

村瀬義益は世間で有名人なのである︒

このように金子先生とは研究で繋がりもでき︑軌道に乗ってき

る看病は並大抵のものではなかった︒これは手紙で十分伝わってき

その後︑私は佐渡金山の南沢疎水坑の測量をした振矩師︵ふり

月別日に突然亡くなられた︒腿歳であった︒このように追悼文を書

展するはずであった︒私はこのことを大変楽しみにしていたが︑８

で近況︑激励を頂き安心した︒今後も先生と共同研究でますます進

た︒２０１２年８月肥日には佐渡病院からハガキ一面に細かい文字

がねしⅡ鉱山の測量師︶静野与右衛門の研究を行い︑アドバイスを

て反省している︒

た︒私は条件の良い環境で研究できるが︑随分時間の浪費をしてい

頂いた︒また金子先生と共著で﹁百川治兵衛について﹂という論文
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くことになってしまった︒金子先生が亡くなったことは︑佐渡およ

び日本の和算研究にとって大きな損失である︒ご冥福をお祈りし

ます︒

︵佐渡市出身柏崎巾在住新潟産業大学教授︶

造業をしていた︒ある日の昼さがり杜氏が酒倉に酒を取りに

言うので︑問うたところ︑﹁自分はこの屋敷に住む源助とい

むじな

う狢であるが︑今日相川の二つ岩団三郎方より西三川鵜掛の

行った時︑突然ものに懸かれたようにとりとめもないことを

今年に入って︑テレビ・新聞などに︑佐渡の報道が目に

山本修巳

ついた︒とりわけ︑一月十八日のＮＨＫＢＳの午後九時か

長老方に嫁入りにつき︑当家が本陣宿の家柄であるので︑昼

佐渡の路神

らの﹁新日本風ｔ記﹂は全国に放映され︑反響も大きかっ

で掻いたものである︒﹂と語った︒すると︑王人は﹁そんない

飯宿を頼まれ︑酒倉にて酒盛りの最中︑杜氏が入りこんだの

たずらをする狢の巣窟は取り払う﹂と怒ったところ︑源助は

た︒ほぼ一年間にわたって撮影していたが︑寒鋤漁︑集落

絡神は︑名付けられた狢が約百匹もいて︑相川の団三郎は

介した︒地域に根ざした佐渡の多様性がよかったと思う︒

屋敷に住まわせてほしい︒その上報恩として末代まで御当家

あやまり︑﹁杜氏は早速以前の姿に立ち帰らせるから︑この

との関わり強い鬼太鼓︑能舞台︑また棚田︑絡神などを紹

有名で︑江戸時代の本にも載っている︒人間に化けたり︑金

助であった︒江戸時代から住みついていた源助を祖父が新町

した東光寺の和尚さんと禅達絡︑真野新町の私と屋敷絡神源

り︑人の咳ばらいが聞こえたりして︑なにも取れなかった﹂

られた時︑﹁前夜山本家に侵入したが︑一晩中人影が見えた

その後︑佐渡の鼠小僧といわれた吾吉という盗賊が捕え

を守護し︑夜番をして盗賊を入れない﹂と誓ったという︒

大神宮本殿の横に石の灯篭を作り祭っている︒十月十六日の

と述べたという︒山本家では︑こうした伝承が残っているが︑

を貸したりした︒今回のテレビでは︑赤油の和尚と禅問答を

新町祭の日に︑私と妻が︑源助大明神に赤飯・煮〆などをお

今も祭や旅行に出かける時には参拝し心の平安を得ている︒

渡の風土に根付いた信仰である︒

前の付けられた約百の狢にも︑それぞれの伝承がある︒佐

全国では︑狐の稲荷信仰は多いが︑狢信仰は少ない︒名

供えし︑お参りするところが放映された︒

私の家の源助絡の伝承について︑テレビでは説明が充分で
なかったせいか︑問い合わせがあったので記したい︒

私の家は︑江戸時代安永︵一七七一〜一七八○︶のころ酒
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害解読

十

写真をお送りした︒暫くして平成十年十Ⅱ二十九日︑そして同年十一

光唯から︑そのが典を送るように云われ︑掛物二つと肺隠し︵炎と災︶の

ます︒

ここに謹んで先生の苦簡と併せて渓北の苦の写真をご紹介させて敷き

いが強くなった︒

北の＃の怠味がようやくつかめた鰯しかし︑柚隠しの一祁に碗めない所が

あるとあった轡その後かなり時が経過し︑平成十二年七月十二日に読め
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いに改めて敬愈と感甜を申し上げ︑我が家の値として仰存していた︒作

鱗衿韓魚売

趣､

1
q）

1
メ

以下に概略を記します︒
︵二題︑掛物には﹁雪湖夜帰﹂とありますが︑﹁文槁﹂では﹁湖上夜
帰﹂となってゐます︒

︵二︶詩は七言絶句です︒先ず惜書します︒返り点は﹁文稿﹂に従
ひ︑送り仮名は倉皿が施します︒

雪後湖ノ山乱掘評ナリ掲吟テ蓬不レ覚ェ粟生塚肌二

浜北漁史書

棹歌一唱シテ水禽散ジ憶上得タリ唐師襲腕察ヲ時

以上を知りません︒

ユ

田収藏ノ江戸二之クヲ送ル﹂詩の次に載って居ります︒その頃の

︵六︶﹁浜北文稿﹂巻三では︑この詩は弘化川年︵浜北三十歳︶︑﹁柴

作とすれば︑それは漠北が佐渡永住を決意した七年後︑生活

の最も苦しく︑しかしその中で経史の勉学に専念してゐた時で

でありませう︒

す︒雪後月明の加茂湖に舟をやれば︑自然思ひは歴史に及ぶの

れは全くの私見ですが筆跡に年輪を重ねたものが感じられる

︵七︶しかし尊家の一幅が揮毫されたのは後年ではないでせうか︑こ

様に存じます︒山本修之助翁は自分の雄も好むのは浜北の神

とうし善いおそ

あわはだ
ますますきとさ
雪後の湖山川益す奇なり︑塗を掲げて覚えず粟肌に生ず

︵三︶念の為書き下ろします︒
すいさんさんおも

で吸ひこまれてゆく様だと言って居られますが冴えた詩情と

たうか

下さい︒

ともに心が洗はれる様に拝見しました︒どうぞ大事になさって

棹歌一唱して水禽散じ憶ひ得たり唐師察を襲ふの時
雪の晴れた湖と山々にきらきらと輝いて︑蓬を巻きあげれば恩

︵四︶口訳
はず鳥肌が立つやうである船頭の舟歌に驚いて水鳥が飛び

お枇話になっただけでした︒初めての教頭経験でしたので︑明け募れ

○羽茂には昭和四十二年四月から四十四年三月まで二年︑中学校に

日曜午後︑宿︵仮屋マルサ屋︶に行くようにしてゐましたので縣議ま

ただ学校運営の事ばかり頭に在り︑それと土曜午後に自宅に帰り

立つ︑この有様に自分は遠く周の時代︑唐の軍勢が蕊を襲った
時をおもふのである

︵五︶補註﹁唐師察を襲う﹂

で務められた御先祖の事も︑美濃部︑葛西等漠北門の方々の事も知

茂本郷︶葛西周徳︑葛西仲淳︑葛西周禎︵名は質︑字は子直︑号は利

らぬま魁に去りました︒今にして悔やまれます︒

この唐は︑階唐の牌ではありません︑周の時代のことです︒

先日話の中で出した﹁円山漠北門人禄﹂に載る現羽茂町の人は︵羽

則︶︑風間与八郎︑海老名義明︑海原朗︑︵村山︶伊賀幹藏それに美

文王
﹇Ⅱい剛唾函到ヨＨＩＵ獅函︵唐︶

武王の子︑成王の弟で唐に封ぜられてゐた叔虞が︑武王の弟︑叔度

濃部禎の八名です︒

○これも話で申上げた﹁佐渡碑文集﹂に載る羽茂町関係の碑文は六

の封ぜられてゐた察を攻めたことを言うのです︒

詳細は﹁史記﹂の伝える所でせうが手許に﹁史記﹂が無く︑これ
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篇ですが︑浜北の撰文は左記山篇です

犬洛本川小三郎之碑川泊十一年︵〃沌平火器

新建羽茂水天宮碑文久二年二月菅原神社境内

汁水拡翁柵の﹁狐北川川先唯年柵﹂の咋蹄︑水沁年︵含卜正成︶の峰に

菅祖公祠電記明治十六年十月菅原神社境内
氏江翁蘇耐明治Ｉじ年一｜Ⅱ大石︵洪水で埋没︶
左の肥蜥があります︒

拝復︑お便りと写真とを拝見しました画後に記します様に︵三に於いて不

平成ト年十一月Ｉ三日の吉献

定余ですがこれを止すにはＭ餅航などで洲べなければなりませんので︑そ

れは後Ⅱのこととし取敢えず今わかる所を左記します︒

皿の﹁喋公雌腸﹂は﹁膝脈膝腸公﹂といふな味です︒この吋は﹁狐化

レーロつ二口勺・︽Ｐ︶・か﹀ぜ

二︶掛り物の詩

にも﹁川袖辿﹂にも﹁浜北漁咄﹂︵金川Ｍ件航洲水文叩枇︶に

忠ひます︶しかし洛炊の印に﹁Ⅲ川偲﹂とあって浜北翁の作であるこ

も依っておりません︵佐尚・舟岫文叩の﹁狐北漁咄﹂には依ってゐると

とまぎれもありません︒

２｜本文を記し︑川点を施します︵城本を兇ることができませんので倉

まIち

来て︑土地の無頼漢儀右工門が︑孝経の輪溝を傍聴し真人間となっ
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る所ありましたが聴かれないので﹁版の道︑我れに於て尽く一と耐

ひ︑桝巾をのがれて北川のＷ術に隠れて伽となりました 火収は
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＃眼︵後隈醐︽人血些は︵膝腸の︶はかりごとを﹄汁ばずにしりぞけ︑

３一Ｉ計Ⅷ訓皿

んでした↓その後雌腸がどうなったかは知られて陥りません︵雄

齢き縢服を州かうと耐腸を世されましたが雌脈はもう腓ませ

武巾叫に於て俊帆楜尺剛峠におごりがあり︑枇政があったなどとい

︵膝腸はこたび疎而してそれが恥かれないと︑その後は何も耐
はず州延をよってしまったが︑何と迎い辿隠であらうかｕそれから

→肥の仏へる朧腸に間する肥蜥を肥しました：浜北はこれによっ

ふことは桜りであるといふ椛威ある川先があるのですが︑今は人

川悠な足利の勢〃が川ごとに鴨んになることを州いてしまった︒

とになってし三つた§
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てこの海を作ったのです︶

後︑咄統は所州附北棚時代に入り︑麻の様に乱れる時代を兄るこ

ｌ｜袖肥この州は﹁人ｆ肥﹂を卜菖・に川てゐます：膿腺膝腸は市︽脇

のｒ︑後醗醐尺︑に側近の公卿でした可処武の中興が災現して新政

の附難は︑耐功行賞でした直藤腸はこれを震って苫︑心してゐまし

︒﹁川み火︵耐火︶も雌い︑ゐろりに雌めた洛雌を焼き︑汕え幾つたあ
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かり︵残燈︶をたよりに窓際に本を讃む﹂といふ意味でせう︒

あさ

けい

・この句も手許の浜北の詩集には見当らず︑倉田の讃みですが大過
ぎょし

ないと存じますｃ

・署名の﹁漁史﹂は﹁歴史を漁る﹂といふ意味です︒漢学では﹁経﹂
︵哲学︑四書など︶と﹁史﹂︵史記︑漢書など︶を兼ねて学ぶべきも

セツノウ

のとされてゐましたので︑漢学者は自分の詩文によく漁史と署名
しました︒
︵三︶が問題です︒

末に﹁録罫群能ガ老圃堂望斗﹂・・・﹁酵能ガ老圃堂ノ詩ヲ録ス﹂
とあります︒

つ雨︶自分も畑を耕すのである︒

﹁唐詩選﹂に入ってゐるかと存じますが︑金井図書館に行かない

○次の二句が讃めません︒作者は唐の詩人ですので︑この詩は多分

の推量讃みです︒︵○の字が讃めないのです︶

とちょっと調べられません︒従って次の二句は極めて不確かな倉田

ヨロコ

⑳日春風二③茉支戯︵床⑮ツテ落シ讃︑
残リノ書

畑のうねに立てば春風があり︑自分のまた老いぬことが嬉しい︑し

・畉日ノ春風二不老ヲ歓ビ︑床二就ケバ順ツテ落シ讃ミ残リノ書

こんな風にこぢつけてみました︒特にこの二句は大いに怪しいもの

︲し斗ま齢炉○

かし床に就けば疲れにただ眠って︑讃もうとした本もすぐ落して

朧能は唐の人で︑役人であったがその行政は厳しくてこっそり頼

けします︒

で︑後日赤面すること必定ですが一応間に合わせに記してお届

﹁朧能の老圃堂といふ詩を書いた﹂といふ意味︒

むことなどはできなかったといひます︒またかなり傲慢な人で︑

＊写真下さいます由︑有難うございます︒それでは図に乗って甚だ

後便をお待ち下さい︒

後︑岳乱に逢って殺されたともいひますｃ詩に巧みだったさうで

色々有った様で︑群能も自分の家を老圃堂と呼んだのでせうか︒

す︶それに先日の﹁湖上夜帰﹂の写真いただけないでせうか︒漠北

厚かましうございますが三︶の全体像︵︵一︶︵三は写されてゐま

す︒老圃は老農夫の意味︒老後農耕して自ら老圃と言った人は
漠北は維新の際︑官職を離れて自分を﹁飲水百姓﹂と言ひました

一昨年秋︑御秘蔵の漠北翁墨蹟写真を拝見致しました時︑聯の一枚

拝啓暑くなりましたがお変わりないことと存じます︒

平成十二年七月十二円の書簡

十一月十三日︵午前︶倉田藤五郎

以上︑取敢えず御返事まで︒敬具

の資料として一括保管したく存じます︒

ので共感する所あったのでせう︒

○この詩は七言絶句ですが︑前の二句はどうやら讃めます︒
カチ

砺平カニシテ瓜地接蓋ロ直一穀雨乾ク時偶マ自ラ鋤ス

タマタタガヤス

部︵昔の背の地︑河南省の村︶は平らな土地で︑瓜の畑が我が家ま

シ︑穀雨乾ク時偶マ日ラ鋤ス︵﹁鋤ク﹂かも知れません︶︒

コクウ

・部平カニシテ︵部平といふ地名︑見当たりません︶瓜地吾ガ濾二接

で続いてゐるｃ四月春雨の晴れ間には︵穀雨︑四月廿日頃百穀の育

47

︵五︶参考

に︑諸橋大漢和にこの句が引用されて︑﹁穀雨乾時﹂とあり︑お宅

郷土博物館の軸は第二句が﹁穀雨晴明﹂となってゐました・幸ひ

が讃めませんでしたこと︑その後ずっと気がかりでした・近か頃︑相川

町郷土博物館で澳北翁の軸を見せてもらひましたが︑何幅かの中の

の聯が原詩の文字であることを知りました︒

倉田藤五郎

その父学古についてのお話であったと記憶しています︒その後︑今ご紹介

佐渡地区市町村教育委員研修会でのことでした︒その時は︑円山浜北と

倉田藤五郎先生に初めてお目にかかったのは︑平成十年十月十五日︑

七月十二日

困難な時勢の中の教育行政︑本当に大変でございませう︒どうぞ御自愛

したりしたのですが︑すっかり手間取りましたことお詫び致します︒

下さい︒敬具

ごしたのですから情ない次第です︒それでも自分なりにあれこれ本を捜

かうして讃めてみれば何のこともないのですが一年半余り空しく時を過

一幅が同じ詩を書いたもので︑それを手がかりにお宅の聯︑どうやら

タマ

讃めた様に存じますので御報告申上げたく存じます︒
︵ご先づ︑文字をそのまま写します︒

浜北漁人葆

録醇能老圃堂詩

部平瓜地接吾盧穀雨乾時偶自鋤
昨日春風欺不在就床吹落読残書

︵二 ︶ 読 み 下 し

コクウ
ショウヘィカチロ
部平ノ瓜地吾が盧二接シ穀雨乾ク時偶々自ラ鋤ク

セシ書

昨日ノ春風ハ欺キテ在ラズ床二就ケバ吹キ落セリ読ミ残
セッノウロウホドウ

させていただいたお手紙のやり取りで一部不明の所があることも分かり

ましたｃ凡そ一年半余後に︑思いがけず︑その不明部分の答えをお手紙

薩能ガ老圃堂ノ詩ヲ録ス

小高い瓜畑が家に続いて居り春雨が晴れれば自分も耕すの

︵三︶口記

で戴いたことに驚きと共に心からの敬意と︑深い感銘を受けました︒そ

や

聴させていただき浜北のことについてより深く教えて戴きました︒その

して平成十七年八月六日︑第二十一回全国天領ゼミナールのご講演を拝

だ昨日の春風もうその様に息んだ昨夜は床に就いても読
み残しの本が吹き落されたのに
フン

から先生の計報を伺い︑遅ればせながら謹んで心から先生の御冥福をお

頃のお元気な倉田先生のお姿が今でも思い出されます︒昨年末に知人

︵四︶作者

詳能は唐時代︑扮州の人︑字は大拙︑会昌の進士で官は工部尚

祈り申し上げます︒︵元羽茂町教育長︶

書だった︒

政は厳格で︑私的な面会は断ったといひます︒詩がうまく江山
集︑許昌集などがある︒︵諸橋漢和大辞典︶

家を老圃堂と言ってこの詩の様に菜園なども作ったのでせうか︒
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郎

家の斎藤家に嫁いで生まれた子だった︒慶太郎の母で輝次には祖母

斎藤惠吉は︑輝次の曾祖母クラの第三子リカが︑加茂歌代の酒造

思っていた︒まだ小学生だ︑たしかに︑ちょっと難しすぎるか︑と

取つつきにくく︑数行眼を通しただけで厭気がさしたのだろうと

あるとき︑あまりに返却が速いので︑斎藤に意地悪な気持ちが湧

﹁Ⅱ本にあるのは政府だけで︑国民はまだ無えって︒﹂

﹁福沢は︑脚民についてどう言うとった？﹂

いて︑福沢諭吉についてあれこれ尋ねてみることにした︒

た︒白分とは九歳も違っていたが︑知識の豊富さといい推論の視野

斎藤は輝次の表情を見逃すまいとしていた︒輝次はなにくわぬ顔

﹁ほんとに︑そのとおりか？﹂

輝次はさらりと言ってのけたＧ斎藤の眼が光り︑口元が固くなった

きい戦争やつとらん︒﹂

﹁国氏ちゅうのは︑外国と戦争やればすぐ生まれる︒日本はまだ大

をしていた︒

争心は湧かなかった︒それどころか︑身内として密かに心からそれ

といい︑歳の差をほとんど感じさせなかった︒しかし︑ふしぎと競

斎藤は教壇に立ってみて︑輝次の抜群の明蜥な頭脳に驚嘆してい

さま﹂と呼び︑この呼び方を生涯変えることはなかった︒

斎喋は頭を掻いた︒

輝次は持って帰ったかと思うと︑ｎを空けずにすぐ返しに来た︒

化要論﹂︑﹃政治哲学﹂︑﹁社会平権諭﹂などが輝次の手に渡った︒

思想家の本となると︑次々と刊行された翻訳書のなかから﹃万物進

問答﹂などで︑社会有機体説で有名な英脚のスペンサーという人気

椎新説﹄︑中江兆民のものであれば﹃民約訳解﹄とか﹃三酔人経総

芳

畔里︵菩
弟一郭

第六章支那︵｜︶
輝次が高等小学校の高学年になったとき︑これまで教壇に立って

輝次らにも教鞭を執っていた斎藤恵吉という先生が校長に就いた︒

川

となるロクはクラの長女であったから︑輝次は恵吉のことを﹁おじ

明治二十七年四月のことである︒

回

を喜び︑誇らしくさえ思っていた︒自宅で本屋もやっていたから︑
自分の所蔵している書籍︑あるいは書棚に並んでいる売り本でこれ
はというものは︑内容をあまり吟味せずに手当たりしだいに輝次に
とか﹁学問のす︑め﹂︑加藤弘之のものであれば﹁国体新論﹄とか﹁人

貸してやった︒たとえば福沢諭吉のものであれば﹁文明論之概略﹄
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中

﹁としたら︑福沢は日本に戦争をやれと？﹂
輝次はしばらく考えこんだ︒

斎藤は頷きながら︑さらに訊いた︒

﹁いや︑そうは言うとらん︒戦争やっても負けんよんなれ︑かな？﹂

﹁いや︑馬鹿にしとる︒﹂

﹁福沢は︑儒学を大事にしとるだろ？﹂

﹁馬鹿に？支那の儒学だよ？﹂
斎滕は思わず︑そんなはずはないんだがと自問して訊きかえした︒

ある時は︑別の本を読んでこうも言った︒

つは︑ただものではない﹂と思った︒

﹁福沢という人は︑英語の本を読まなくなったら︑いつのまにかⅡ

斎藤は震えを覚えた︒なんと鋭く心をえぐる比嶮だ︒子どもの言

本人になってしもうたんだれえか︒﹂

葉遣いではない︒いちど︑とっちめてやりたい︑とさえ思った︒

﹁加藤弘之の考えはどうだ？﹂

﹁脅されたら︑ころりと考えを変えるようじゃあ︑小者︑小者︒小

明治七年に﹃国体新論﹄を著し︑犬賦人権論の立場から立憲政体

者の日本人だ︒﹂

﹁儒学は古い昔に帰りたがっとる学問だと︒だから︑支那には文明

の必要性を説いた加縢が︑守旧派から命ちょうだい的な過激な攻撃

輝次は続けた︒

は無うて︑支那はまだ半開だって︒Ⅱ本も半開だけも︑西洋以外に︑

みに英語の２．冒嘩目の訳として︑進歩と開化を合成して﹁進化﹂

ら︑天賦人権論を妄想と決めつけ︑前著を絶版にしたのだった︒因

を受けて転向し︑明治十五年に﹁人権新説﹂で社会進化論の立場か

という言葉を造ったのは加藤であった︒

輝次の気迫に呑まれそうになり︑斎縢は大きく溜め息をついた︒

文明のある国は無えってｃ﹂

儒学の教えだ︒たしかに︑昔に帰りたがるか︒

徳富蘇峰の創立した民友社が明治二十年二月に創刊した総合雑誌

堯舜の時代を理想化して︑その古い時代の倫理へ戻ろうというのが
﹁福沢は︑天は人の上に人を造らず︑人の下に人を造らず︑と言う

の雑誌を通じて︑尾崎行雄︑内村鑑三︑北村透谷︑新渡戸稲造︑福

﹁国民之友﹄を︑斎藤を介して読み始めたのもこのころである︒こ

﹁それは．．⁝・そのままぢゃねえけも︑同じことが︑アメリカ合衆国

地桜痴︑山路愛山︑森鴎外といった論壇︑文壇の大家や少壮の名を

とる︒どうだ︑偉いこと言うぢゃないか？﹂

の独立宣言に書いてあった︒福沢って人は︑どこの藩の生まれか知

知り︑言論によるその活躍ぶりをただただ眩しく眺めていた︒

いたが︑斎藤は輝次にそれを兇せ︑輝次が読みたがった本はよく注

斎藤のところには︑東京の出版社から新刊本の刊行予告がよく届

らんけも︑日本人の仮面付けた白人だれえかなぁ・﹂

言など︑いつどこで読んだのだろう︒輝次は怯むことなく斎縢を見

あった︒上巻は明治二十四年七月に︑中巻は二十五年八月に刊行さ

文した︒その中に︑民友社から出た竹越與三郎の﹃新日本史﹂が

斎藤は舌を巻き︑顔を強ばらせて輝次を睨んだ︒合衆国の独立宣

ていて︑斎藤は思わず気弱になって眼をそらしてしまった︒﹁こい

返した︒輝次の射るように鋭い瞳は︑ひたむきな深い色の光を帯び
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れていたが︑輝次がそれを見つけたのはもっと後だった︒斎藤に頼

﹃国民之友﹄や東京の新聞に載った広告を見て注文した本も数限り

輝次の買う本の量はけた外れに多かった︒貸してやった本もあるが︑

なくあった︒読者として突出している︒しかし︑たとえ割引で売ろ

み︑まず上巻を手に入れて読んだ︒斎藤が心配するまでもなく︑輝
次は代金を持参していた︒子どもにとっては大金だったから︑母親

うとしても︑この島では輝次以外に買う人がいないのだ︒

内村鑑三は︑明治六年から東京外国語学校に通っていたが︑明治

かなかった︒

子ども三人にそこまでされると︑斎滕も話にのらないわけにはい

のとおりです︒こら︑おめたちも頭下げんか︒﹂

﹁おじさん︒ぼくの尊敬してやまないおじさん︒お願いします︒こ

斎藤が困惑していると︑輝次は深々と頭を下げた︒

か父親にでもおねだりしたのだろうが︑それにしてもよく説得した
それを買ってから︑学校で会う以外︑輝次はしばらく顔を見せな

ものだと感心した︒

かった︒血眼になって悪戦苦闘しながら﹃新日本史﹄を読んでいる
﹁ど
だだ
︑︑分かるか？﹂と︑粛滕はド駄樋き場で会ったとき︑輝次
﹁
どうう

にちがいなかった︒そう想像すると︑想わず笑いが噴きだしてきた︒

輝次は不本意そうな表情で小さく頷いた︒

に訊いた ︒

めに大志を抱け﹂という言葉を残してアメリカに帰国した︑プロテ

十年︑札幌農学校に二期生として転校入学した︒﹁少年よ︑神のた

スタントのクラーク博士とはちょうど入れ違いだったが︑キリスト

﹁面白いか？﹂と︑斎縢は続けた︒

﹁どの ん と こ ？ ﹂

されたりしながらキリスト教にⅡ覚めた内村は明治十一年に洗礼を

教に基づく教育の香気ある薫陶は色濃く残っており︑上級生に強制

すると︑輝次は嬉しそうに微笑んでこっくりした︒

﹁どのんとこ言うても︑いろいろあって︒⁝・・・﹂

受け︑十四年に首席で卒業して北海道開拓使御用掛となり︑北辺の

そんなあるⅡ︑輝次が玲吉や舶作まで連れて斎藤の家にやって来

にまで調査の脚を運んでいる︒

海域で水産の調査開発に従翻し︑十六年六月には佐渡を訪れ︑鷲崎

た︒輝次本人もだが︑弟たちも両手にいっぱい本を持っている︒
﹁おじさん︑これ︑頼みます︒﹂

その後︑農商務省へ移り︑浅川タケと結嬬するが破綻︑渡米して

そう一再いながら勝手に店に入ってきて︑板の間に次々と本を雌く

じめず退学して帰国︑新潟の北越学館に仮教頭として赴任した︒し

州立白痴院に勤務し︑後にアーモスト大学に入学したが︑神学にな

だした︒斎藤は訳が分からず︑訊いた︒
﹁こりゃ︑なんだい？﹂

と霊魂の救済方法を巡って衝突して帰京︑東洋英和学校︑東京水産

かし︑無報酬の外国人宣教師の発言権が強かった学校で︑運営当局

﹁この本︑みんな新しいままだから︑定価のままで売れる︒定価の
斎藤はたまげてしまった︒こんなお客は初めてだった︽﹄たしかに︑

半分でいいから︑貢うて欲しい︒﹂
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輝次に教えたのも斎藤だった・斎藤は﹁御真影に敬礼をしなかった﹂

ような気がした︒そんな偉い人もいたんだ︑と思うと︑力が湧いて

輝次は内村鑑三の話を聞き︑胸の塞ぎの虫がどこかに吹き飛んだ

わけぢゃねえ﹂とも付け加えた︒

と説明した︒﹁形だけでも敬礼しとけばよかったんだ︒心まで売る

そして翌二十四年一月九日に︑いわゆる﹁不敬事件﹂が起き︑解

となった︒二十九歳であった︒
雇されたのであるｃ

一月十四日付﹃官報﹂第千二百六十号は︑当日の式次第を次のよ
うに報じている︒

ているから︑輝次にはなにも注意できなかった︒いつか︑他の生徒

いたが︑この話を聞いてから悠然と拒否した︒斎藤も理由は分かっ

きた︒朝礼のとき︑輝次は以前から御真影に敬礼するのを篇跨って

に﹁山県公の命令なんぢゃ﹂と︑言い訳しているのを聞いたことが

第一高等中学校二於イテハ︑今般御辰署ノ勅語ヲ拝受セルヲ
陛下ノ御真影ヲ奉掲シ︑其前面ノ卓上二御展署の勅語ヲ奉置

以テ︑本月九日午前八時︑倫理講堂ノ中央二︑天皇皇后向

あった︒

嫌悪していた︒
よ

そ

輝次は︑授業が始まる前に読まされる教育勅語の文言を︑心から

シ︑其傍二忠芯愛脚ノ誠心ヲ表スル護国旗ヲ立テ︑教貝及生
徒一同奉拝シ︑而後校長代理校長補助久原窮弦勅語ヲ奉読シ︑

右畢テ教貝及生徒五人シ︑順次二御辰署ノ前二至り親シク之

これは忠孝を貴重なもののように美化しているが︑孔子の書いて

済せるは︑此れ我が国体の精華にして︑教育の淵源亦実に此に存す︒﹂

﹁我が臣民︑克く忠に克く孝に︑億兆心を一にして︑世世厭の美を

この︑教員および生徒が五人ずつ並んで順番に最敬礼したとき︑

ヲ奉拝シテ退場セリ︒

内村は最敬礼ではなく︑軽い敬礼で暖昧に終わらせたのだった︒内

あり︑父としての品性ある徳があり︑その徳を尊敬する気持ちが自

いるほんとうの忠孝主義ではない︑偽物だ︑と輝次は決めつけてい

﹁事件﹂は改進党系の新聞﹁民報﹂がいちはやく報道したが︑﹃読

然に湧いてきて初めて忠孝なのだ︒それなのに︑品性豊かな徳とは

た︒ほんとうの忠孝とは︑それに先立つ君主としての品性ある徳が

売新聞﹂︑﹁東洋新報﹂︑﹃東京日日新聞﹄︑﹃郵便報知新聞﹂など多く

みんなの心を縛り上げようという魂胆なのだ︒そうされたら︑だれ

無縁の忠孝だけが︑牢獄の鎖かなんぞのように構えていて︑これで

村には︑キリスト以外のものへの最敬礼は信仰を裏切ることになる

のジャーナリズムで取り上げられ︑社会に広く﹁不敬事件﹂として

との堅い信念があり︑辰署への拝礼を跨跨わせたのである︒

喧伝された︒

斎藤はクリスチャンで︑日曜日には天主堂に通っていた︒そのせ

れたのだから︑天皇を守って生涯を終えなさい︑そのことを学ぶこ

うか︑みんなを奴隷にしたいというわけだ︒犬皇の番兵として生ま

だって一生︑どこかに繋がれるしかないではないか︒なるほど︑そ
いか内村鑑三のことをよく知っており︑彼の起こした事件について
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とが教育である︑と言いたいわけだ︒よく分かった︒が︑しかし︑

ことしてみろ︑かならず︑ロシアが出てくるぞ︒

ｌ支那の分割？おいおい︑子どもの議論はやめろ︒そんな

の前じゃあ︑Ｈ本なんか︑赤子みてぇなもんだぞ︒

ｌおめ︑ロシアの怖さを知らんな？戦艦だけでも︑ロシア

んだ︒

ｌほお︑ロシアが怖いか？ロシアなんか︑叩きつぶせって

これは天皇じしんが言っていることか？いや︑そうではない︒天
もがいるのだ︒こちらにはちや−んとお見通しだ︑と輝次は思った︒

皇の背後に︑だれかがいるのだ︒虎の威を借りて隠れている賊臣ど
﹁進んで公益を広め世務を開き︑常に国憲を重んじ国法に遵い︑一

憲法と国法という全倒に張り巡らされた蜘蛛の糸で編んだ広大な

Ⅱ一緩急あれば義勇公に奉じ以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし．．⁝・﹂

ｌおいおい︑待ってくれ︒それぢやあ︑増税ぢゃねえか？

でかいやつ︒

Ｉ面白い︑受けて立つ︒戦艦をどんどん買う︒とてつもなく

いている蝉なんだぞ︑とでも諭したいのだろう︒どおりで﹁爾臣

増税はいやだ︒酒屋ばっかり狙われる︒

巣に張りつけられて︑身動きもできず︑食われるのを待って啼き喚
民﹂が四カ所も出てくる︒ナンジーシーミン︑ナンジーシーミンと

護国にしたらいいんだ︒

そうさ︑無理に決まつとる︒だから︑支那を日本だけの保

ｌだから言っとる︒支那の分割なんか︑とうてい無理さ︒

かん︒一千万でも送ってくる︒

モスコーから兵隊をどんどん送ってくる︒百万︑二百万ぢゃき

ｌじゃあ︑負けるぞ︒なにしろ︑シベリヤ鉄道ができてみろ︒

﹁臣民ばかり繰り返されると︑辛くなって︑しまいには辛民だ︒お

は︑たしかに蝉の啼き声だ︑と思うと︑輝次は噴き出した︒
れは辛民か？﹂

と︑学校帰りに輝次は思い︑土挨の道路に唾を吐き︑石ころを蹴っ

この︑おれの心の中にも︒なんで︑おれの心なのに︑天皇が暗座ろ

ｌなに言う︒支那は大きすぎる︒こんどのは︑朝鮮だけでいい︒

た︒天皇が︑絶対者としてみんなの心の中に忍び込もうとしている︒

うとしているんだ？いまのうちに追い出しておかないと︑とんで

鼠みていな小せえ国が二兎を追えるもんか︒そのん勝手ばっか

輝次が若林の漢学塾から帰宅すると︑慶太郎に尾潟七左衛門や星

だって好き勝手やらあ︒

うだる？政府は政府で勝手やつとる︒責任も取らん︒こっち

ｌ勝手言うさ︒どれだけ言うても︑こっちに責任はねえ◎そ

り言うな︒

もないことになりそうだ︒

いた︒酒がはいっているので︑だれの声もじつに大きい︒

の来訪があった︒おじさまとはいえ校長先生なので︑輝次は少し緊

そんな賑やかな論議を輝次が立ち聞きしていると︑斎藤恵吉校長

野和三次︑それに松永酒造の親父さんが加わり︑戦争談義をやって
１．．⁝・一等国になるには︑支那の分割しかねえ︒
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張する︒

﹁輝次か︒今Ｈ届いたばかりの雑誌を持ってきた︒しばらく︑いい
ぞ・﹂

軽く頭を下げて斎藤から真っさらな雑誌を受け取ると︑題を読ん
だ︒﹁風俗画報﹂とあった︒一ヶ月前に出たばかりの新しい号だった︒

んやって︑拍手喝采だちゅうぞ︒それを︑いまの皇太子も見に来て

﹁川上音二郎？﹂

拍手したちゅう︒いまは日本中︑戦争ばっかりさ・﹂

﹁役者さ︒おっぺけぺつぼ︑ぺぇぽっぽって︑間口れえちゅわぁ︒

﹁条約改正もできて︑Ｈ本は一等国になったんだ︒後は︑どんどん

﹁まさか⁝⁝﹂と︑イチの声が小さくなった︒

姉やんは︑日本が戦争に負ければいいと思っとるのん？﹂

ク雑誌だった︒臨時増刊﹁Ｈ清戦争図絵﹂となっている︒この年︑

るだけさ︒﹂

戦争やって︑外国の領地をいっぱい獲って︑どんどん大きい国にな

ぱらぱらめくってみたが︑原色を多用した綺麗で豪華なグラフィッ
明治二十七年の八月から朝鮮半島とその近海では日清戦争が始まり︑

﹁情が侵略国？﹂

よん野蛮な侵略国は︑文明による正義の鉄槌を浴びせんならん︒﹂

﹁日本の人口がどんどん増えとる︒ただ︑それだけぢゃのうて︑清

﹁どうして︑そのん大きゅうならんといかんちゃ？﹂

九月には日本軍が平壌を占領していた︒

もういちど軽く頭を下げて︑輝次は二階に上がった︒
﹁わぁ︑綺麗な本︑見せて見せて﹂とイチは言って︑目敏く見つけ
た本を奪うように取った︒

が︑拾い読みしただけで︑渋面をつくった︒

れた清兵たち︺︒どれもこれも戦争の絵ばっかり︒男は︑ほんとに

﹁いま戦争やつとる相手は︑支那人ぢゃのうて︑清の兵隊？﹂

﹁支那だけじゃねえ︒朝鮮まで植民地にしとる︒﹂

﹁じゃあ︑支那は占領されとるわけ？﹂

﹁清が支那を侵略しとる︒満州族が漢民族を支配しとる︒﹂

戦争が好きだのぉ︒玲吉だって︑晶作だって︑戦争の話ばっかり︒

﹁兵隊は支那人︒傭兵ちゅうて︑金払って傭った兵隊︒でも︑清の

﹁なに︑これ︒︹豊島沖海戦︺︑︹平壌の戦い︺︑︹威海衛の戦いに敗

遊びまで戦争ごっこ︒この間︑姑作が泣えとったぢぇ︒いつも負か
イチは輝次に本を返してよこした︒

このとき︑階段を小走りに上がってきた玲吉が︑部屋にずかずか

に頷いた︒

イチは眼をぱちくりさせて︑弟の大人っぽい議論に感心したよう

﹁違う違う︒Ｈ本は︑朝鮮の独立を助ける︒﹂

﹁それじゃぁ︑朝鮮で戦争やって︑こんどは日本が植此地にする？﹂

兵隊さ︒﹂

されてばっかりだちゅうて︒たまには︑日本兵もやりてえって︒﹂
﹁このん本︑吟古には見せんほうがいい︒本気でなりたがっとる︒﹂

玲吉は父の意向もあって︑軍人になりたがっていた︒だから︑ま
ず陸軍の幼年学校へ進学する予定を立てていたが︑筋肉質の体をもっ

﹁東京の浅草座で︑川上音二郎ちゅう人が︑日清戦争芝居ちゅうの

た吟吉なら願いはかなうはずだった︒輝次は軍人は大嫌いだった︒
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と入ってきた︒輝次は咄嵯に玲吉に口止めしようとしたが︑もう遅

﹁おーい︑輝︑ちょっと来い︒﹂

﹁輝次﹂と︑慶太郎が言った︒﹁おめ︑赤壁の賦を︑全部覚えとるっ

校長がいたのではまずいと思い︑輝次はすぐ階下に降りていった︒

てなあ？﹂

かったｃ

輝次は諦めてしぶしぶ下を差し出した︒玲吉に渡されたものを数

輝次はなんでいま︽赤壁の賦︾なんだろうと思い︑ばつが悪く︑

﹁兄い ︑ 今 日 は こ れ だ け ｃ ﹂

えてみると︑三十五銭もあった︒

﹁ここで︑全部︑暗咄してみい・﹂

軽く頷いただけだった︒

﹁いま？﹂

吟吉はさも嬉しそうに微笑みながら筒を疎めた︒輝次は十銭を啼

﹁このん？﹂と︑輝次は眼を丸くして訊いた︒

占の手にこっそり握らせた

輝次はまずいことになりそうだと思い︑跨跨いがちに校長先生の

﹁いま︑ここで︒みんなぁ待つとる︒﹂

と︑胎古はほくほく顔になり︑ほんと

がら階下に降りていった︒

息子との比較のためか︑信じられないと言う顔で輝次を見つめてい

顔を窺った︒斎藤はにっこりして首をたてに振った︒尾潟も自分の

にいいの？と黙ったまま目配せし︑踵を返して大きな足音をたてな
﹁なんだか︑怪しい︒なにいやつとるんだか﹂と︑イチは言った︒﹁ま

さか︒おめ︑絵を売っとる？﹂

風徐ろに来たり︒水波興らず︒酒を挙げて︑客に属し︑明月の詩を

﹁壬戌の秋︑七月既望︑蘇子客と舟を撞くて︑赤壁の下に遊ぶ︒清

じ人じゅつ

る︒これはやるしかないな︑と輝次は観念した︒

イチの察したとおり︑輝次たちは絵を売っていた︒押入の中から

﹁絵？そのもん︑知らん︒﹂

イチが絵を見つけたのだった︒絵というのは︑和紙に墨の濃淡で描

ほしいまま

調し︑窃窕の章を歌う︒少焉てけ東山の上に出で︑斗牛の間を排

しばらくあり

いたもので︑細い筆で描かれた人物の仕草の輪郭線が生き生きとし

個す︒白露江に横たわり︑水光天に接す︒一葦の如く所を縦にして︑

よ◇つ貴一よ・つ

ていた︒題材は日清戦争で︑清の弁髪姿の兵隊たちをⅡ本の兵士が

万頃の呆然たるを凌ぐ︒浩浩乎として虚に想り風に御して︑其の止

い︑篭乎として蒼蒼たり︒此孟徳の周郎に困しめられし者に非ずや︒

に非ずや︒西のかた夏口を望み︑東のかた武昌を望めば︑山川相樛

まと

﹁⁝⁝月明らかに星稀にして︑烏鵲南に飛ぶとは︑此背孟徳の詩

口ついしや／︑

えないのに︑慶太郎は真っ赤な顔をして機嫌よく頷きつづけた︒

輝次の暗唱は︑淀みなく続いた︒意味がよく分かっているとも思

よ

車″で斬り殺したり︑銃で撃ち殺している絵だった︒Ⅱ本の兵士は

まる所を知らざるが如く︑楓瓢乎として世を造れ独立し・：⁝﹂

わす

堂々としており︑清の傭兵は貧相に描いてあった︒そこが人気の理
しんでいるらしい︒絵は一枚五銭で売れた︒焼き餅が一箇一厘だっ

由だったのかもしれない︒人によっては︑屏風や襖に貼り付けて楽
たから︑一枚の絵で五十箇買えた︒

このとき︑階下からどっと大きな笑い声が届いてきた︒なんだろ
うと思って聞き耳を立てていると︑慶太郎の声がした︒
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﹁見たことも聞いたこともねけも︑洞箭ちゅう楽器があって︑舞楽

ン旨つ０しよゃつ

の笙のようなもんかなあ︑それは息を吹いて鳴らすみていで︑その

分かると︑すぐ意味は分かった︒

輝次は︑覚えた言葉を機械的に暗唱しているのではなかった︒言

洞籟に寂しい心を吹き込んで︑そこから響いてくる音色を秋風の中

其の荊州を破り︑江陵を下り︑・・：・・﹂

色が聞こえたり︑流れてゆく川や︑清らかな風の流れを感じるのだっ

葉とともに︑月が山の上に明るく輝いたり︑楽器の奏でる悲しい音

﹁赤醗ちゅうとこで︑なにが起きたんで？﹂と︑尾潟はさらに畳み

に漂わせた︑ちゅうよんことだれえかなぁ・﹂

おろした︒

いるのだろうか︒︵俳句誌﹁初蝶﹂平成二十五年一月号︶

の欄が確かに存在する︒この欄を思い返すたびに土用波のうね
りが胸の内に起こる︒この恋はあの時終わったはずであるが︑
あの人にもう一度会って応時の思いを︑今は過ぎたこととして
語り合いたい︒しかし今は連絡の方法は無い︒思い出だけが胸
中を繰り返すだけ︒あの人はいま︑どこで︑どんな生活をして

︹次回に続く︺

うと︑斎藤はなにも言わずに大きく頷いた︒輝次はほっと胸を撫で

尾潟という人は︑油断ならない人だと思った︒輝次が斎藤の顔を窺

ほんとにそれでよかったのかどうか︑確固とした自信はなかった︒

輝次は脂汗をかいていた︒誤魔化そうというつもりはなかったが︑

とねえし・﹂

﹁それは・・・・・・武昌の近くで︑湖北と湖南が．：⁝分からんｃ行ったこ

﹁どの辺りにあるんで？﹂

﹁魏の曹操が︑典の孫権と蜀の劉備の連合軍に惨敗した大会戦︒﹂

かけてきた︒

た︒客と盃を交わしている蘇献の笑い声もすれば︑酒の匂いまでが
︸

﹁．：⁝二賦を大害せんことを索む＠故に復た筆を走らす︒執︒﹂

多洵Ｌ

漂ってきた︒

終わると︑輝次は一礼した︒尾潟も星和も松永も慶太郎も大袈裟
に拍手した︒斎藤も軽く拍手しているのに気づくと︑輝次は照れた︒

二階から降りてくるイチが︑驚いた表情のまま階段の途中で脚を止
尾潟はもじもじしていたが︑意を決して訊いた︒

めていた︒

﹁ちょっと︑輝ちゃん︒訊きていことんあるんだけも⁝⁝・﹂
輝次は尾潟の方を見た︒

﹁さっきの赤壁の賦のなかで︑︹遺響を悲風に託す︺ちゅう言葉が
出てくるけも︑これは︑どのん意味で？﹂

輝次は呆気にとられて︑しばらく答えられなかった︒が︑場所が

俳句鑑賞禰宜田潤市

履歴書に恋の欄なし土用波伊藤正一
就職のための履歴書や句集の巻末に書かれる履歴は確かに恋
の欄は無い︒学歴︑職歴︑趣味くらいがせいぜい︒恋の欄があ
れば︑人柄がもっと良く分かるのに︒作者の自分史の中には恋
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﹁山椒大夫﹂

斎藤明雄

しかし︑鴎外はこれらの残酷な描写を一切切り捨て︑少年少女も読

せつ

﹁安寿と厨子王﹂で知られる山椒大夫の伝説は︑中世に成立した説

﹁はっと思って︑二人はＨを服ました﹂として︑二人が同時に見た夢の話に

める物語にした︒唯一︑安寿と厨子王が烙印を押される場面があるが︑

きようぶし

継節を原作として浄瑠璃などで減じられてきたものだという︒しかし︑

物語を知っているのは︑森鴎外がこれを素材にして﹃山椒大夫﹂という小

変えている︒

説経や浄瑠璃などを観賞する機会のほとんどない現代の私たちがこの

る︒しかし鴎外は後日談などを省き︑厨子王が佐渡の農家で母を発見

おり︑ほどなく罪を赦され全家は奥州へ戻って再び栄えたことになってい

結末も異なっている︒﹁さんせう太夫﹂では︑父は筑紫の国で生存して

鴎外はこの作品について︑﹁わたくしは伝説その物をも︑余り精しく探

したところで筆を置いた︒盲目になっていた母は︑﹁安寿恋しや︑ほうやれ

くわ

らずに︑夢のような物語を夢のように思い浮かべて見た﹂︵﹁歴史そのま

ほ︒厨子王恋しや︑ほうやれほ﹂とつぶやきながら烏を追っていたが︑厨子

説を書き︑今日でも読まれているからであろう︒

まと歴史離れ﹂︶といっている︒そこで私は︑伝説との相違点を知りたいと

王が垣を跳び越え︑守本尊をその額に押し当てると︑﹁干した貝が水に

まもりぼんぞん

みたこすると︑まず驚いたのは︑次のような︑﹃山椒大夫﹄にはみられない

思い︑﹃古浄瑠璃説経集寅岩波書店︶のなかの﹁さんせう太夫﹂を読んで

ほとびるように︑両方の目に潤いが出﹂てけがあき︑﹁厨子王﹂と叫んで二

州版するにあたって︑年老いてＨが衰えた趾も読めるようにと︑わざわざ

人一倍け親思いであった鴎外は︑かつてアンデルセンの﹃即興詩人﹄を翻訳．

鴎外がとりわけ力を注いだのは︑この妓終場面ではなかったかと思う︒

人はぴったり抱き合ったのである︒

残酷な描写が随所に苔いてあったことである︒
母は逃げられないようにと足の腱を切られ︑痛ましい姿になっていた︒

して拷問によって惨殺される︒また︑悪役の山椒大夫も厨子王の復讐に

活字を大きくしたことがある︒哀れな母を救い出す厨子王少年に自ら

安寿と厨子王は額に烙印を押され︑さらに安寿は︑厨子王を逃がしたと

山岡大夫もすのこで巻かれて水中に沈められる︑といった具合だ︒

よって︑生きながら竹のノコギリによる首の挽き落としの刑に処せられ︑

わりとなっていることで︑山椒大夫といえば佐渡︑というイメージが読み

を重ねてみたことであろう︒そして︑この涙を誘う佐渡の場面が書き終

手の心に強く印象づけられていよう︒

浄瑠璃の場合︑語り手が三味線に合わせ︑怖い場面を緩急をつけて語

への復讐劇などは︑残虐であればあるほど大衆に受けたに違いない︒

る挿話が聴かせどころということもあるのだろう︒残忍な山椒大夫父子
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は︑安寿は虐待に耐えて生き延び︑やがて厨子王とともに母を尋ねて佐渡へ

でも毎年慰霊祭が行われているそうだが︑なぜ佐渡にもあるのだろうか︒実

安寿塚もある︒安寿塚といえば︑安寿が死んだとされる丹後地方にあり︑今

さて︑その佐渡にも山椒大夫の伝説が伝えられており︑相川と畑野には

性が︑無抵抗の少女を死ぬまでぶち続けるものだろうか︒

うことである︒また︑たとえ相手が悪童であれ︑高貴な身分とされる女

に思うのは︑そのような娘の声を母親が聞き分けられなくなっているとい

子供ということであり︑離別からさほど時は経っていないわけだ冒不自然

ていて若い︒佐渡の伝説にしても︑娘を﹁いつもの悪童﹂とするならばまだ

という声を︑いつもの悪童のからかいと思い︑烏を追う竿でぶつのである︒そこ

出す︒しかし︑酷使されて盲目になっていた母は︑﹁母上︑安寿でございます﹂

社︶︑その存在を知る人も少ないのであろう︒また︑畑野の安寿塚は︑安寿

るくらいだから︵山本修巳先生箸﹁かくれた佐渡の史跡﹂新潟日報事業

では︑相川の鹿野浦にある安寿塚は︑かくれた史跡として紹介されてい

ともあれ︑佐渡の人は安寿を供養するための祠を建てた︒しかし今

ほこ・勺

渡ったというのである︒そして︑厨子王と手分けして探し︑ついに母を見つけ

まではわかるとしても︑ぶってぶって︑とうとうぶち殺してしまう︑というのは

よっている︒悲しい説話として後世に語り継ぐには︑安寿にはどうしても

が母を救出したのち︑衰弱のため当地で息を引き取ったという別の説に

かのうら

なんということか︒趾はあとで真相を知って狂わんばかりに泣くのだが︑な

山椒大夫の伝説は︑母子が引き裂かれてから再会を果たすまで︑相当

たのに対し︑佐渡の伝説は安寿が中心となっている︒

死んでもらう必要があったのであろうか︒鴎外が厨子王をヒーローとし

ぜこんな 悲 惨 な 話 に な っ て し ま う の か 理 解 に 苦 し ま ざ る を 得 な い ︒

の年月が経っているような印象を受けるが︑﹃山椒大夫﹄や﹁さんせう太

︵佐渡市出身東京都杉並区在住︶

夫﹂を読めばわかるように︑わずか一年ほどの出来事なのである︒老婆の
︾︶

ようにみえる母も︑鴎外の小説では﹁三十歳を瞼えたばかりの女﹂となっ

﹁鼓童﹂藤本容子さん京都を拠点に

が三月に佐渡から拠点を夫で鼓童メンバー吉利さんの実家の

和太鼓集団﹁鼓童﹂の創設時からのメンバー藤本容子さん

の佐渡での活躍であった︒

さんは︑鼓童の前身﹁佐渡国鬼太鼓座﹂に入座以来三十六年

の佐渡情話﹂というコンサートがあった︒東京都出身の藤本

山本修巳
ある京都府京丹波町で養父母と暮らすため︑島を離れるコン
サートが二月二十三日︑宿根木の﹁花の木﹂で﹁花のうてな
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このコンサートには︑父山本修之助の﹃佐渡のわらべ唄貢昭
た数編を唄ってくれた︒よい童謡になった︒

和六十年刊佐渡郷士文化の会︶に容子さん自身が曲をつけ

ちゃんぽんぽん︵たんぽぽ︶

︵佐渡の各地に伝わるものを取り混ぜた︶

ちゃんぽんぽんちゃんぽんぼん
髪結うて嫁に行け

向こうの山にひらひらするもん月か星か

︵採集地不明／修之助父山本静古の採集手帳から︶

︷側こ︑りの山

豊年なれや−

ほらしょこらしょ

小田は田植えの真っ盛り小田は田植えの真っ最中

小田の里に嫁に行け︵相川の小田︶

ちゃんぽんぽんちゃんぽんぼん
髪結うて嫁に行け顔洗うて嫁に行け

田野沢に嫁に行け︵新穂の長畝あたり︶

小木の町に嫁に行け︵真野の西三川︑笹川あたり︶

松ヶ崎に嫁に行け︵小木の江積︑田野浦あたり︶

﹁とうてえさん﹄

一とうてえさん
二ちゃんぽんぼん

城ノ腰に嫁に行け︵両津の月布施あたり︶

ようこ

三向こうの山
四とんび
詩唖山本修之助箸﹃佐渡のわらべ唄一曲

とうてえさん︵お天とうさん︶
︵両津東立島︶
あばんばんばん︵意味不明︶
とうてえさん︵お天とうさん︶

あっちばっかなんだこっちもちつと照らんし
︵海水浴で甲羅干しのとき︑太陽が雲に遮られているのを︑
自分の方へも照って欲しいと呼びかける︶

月なら拝みましょ蛍ならお手にとろ
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とんび

とんびとんび
あんちべえべえ︵美しい着物︶見せいの
︵相川・北狄︶

とんびとんびとんびまわれ
︵相川・小川︑南片辺︶

古綿買うて投げ上げよ−

︵相川・姫津︶

とんびとんび能舞え扇一本投げ上げよ−

また︑アンコールに歌った﹁ひばりの佐渡情話﹂が︑思い

がこもっていてよかった︒この歌の作訶者西沢爽氏は︑本誌

百二十三号の表紙に︑昭和五十二年九月四日拙宅に来訪時︑

の中の﹁海濱秘唱﹂と﹁郷愁二篇﹂に曲をつけて唄ってくれ

きたのしま
病み臥せば

なみのおと
ひびくなり

ゆめにみる
ふるさとの真野の山

︵真野公園文学散歩道に詩碑︶

真野山

わがふるさとは
みやこにひとり
こころのおくに
けふもひねもす

なみのおと

郷愁二篇

た︒その清例感がすばらしかった︒

海濱秘唱
ひそかにきみを
おもふゆゑ

ひそかにけふも
はまにきて
ひそかにながす
なみだゆゑ
ひそかに埋めん
しろきすな

はるくれば
みどりの色の深からむ

藤本さんはいつか本誌に載った高野喜久雄作詞の﹁佐渡の

て唄っていただいた︒いろいろとお心づかいに感謝している︒

いた︒ほかにも父の﹁海濱秘唱﹄の詩に︑たくさん曲をつけ

この時は︑このコンサートの前に︑父の墓参をしていただ

むじな﹂に曲をつけて唱ってもらったこともあった︒また︑

とのこと︑期待している︒なお夫の吉利氏は大太鼓を打つが︑

京都を拠点に︑佐渡でも︑その他の地域でも広く活躍される

お書きになった﹁ひばりの佐渡情話﹂の色紙を用いた︒

の山口幹文さんと﹁篠笛と唄のコンサート﹂を催した︒その時︑

いつか色紙を書いていただき本誌九十七号表紙に用いた︒

平成二十年十月十七日には︑佐和田の﹁○四庁一葉﹂で鼓童
父の詩集﹃海濱秘唱﹄︵昭和五十一年刊佐渡郷土文化の会︶
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小川一灯の句碑（相川広永寺）

進

金子のぼるは俳句結社﹁鶴﹂

そんななかで金ｒは︑山本修と肋桝﹁佐渡のｎ年﹂の小川一灯に

との依頼になんとか応えようと手を尽くすが︑なかなか見付からない

﹁相川にあるはずの小川一灯の墓を探してくれ︒﹂

での兄弟ｒ︑共に獅川波郷の教えを術うた友︑峠川椛魚からの

き海より：﹂の紹介から姑まっている

郷土文化別号の連載で最初の書き出しは︑やはり岸用稚魚の﹁暗

をみつけた︒

人余ｆのぼるが︑小川一灯の俳句について寄稿・連載しているの

返すうちに︑昭和弱年１月の皿号から二年後の調ログまで︑佐渡の俳

今川︑﹁佐波郷上文化﹂を屯子化するためにバックナンバーを兄

とどく﹂が掲げられているのを見知っていた鱒

が自身が一灯をみいだした餓初の句﹁しどみ紅く滴りて服売りし全

川一灯没後の追伸句柴︒灯句集﹂を沈み︑その本の序で︽川川波郷

また︑特いうちから俳句に親しんでいた亡母の書架にあった︑小

の句があり︑記憶に残っていた︒

佐波の俳人小川一灯を恋うる﹁略き抑より寺とび来ては薙柵らす﹂

句集﹁佐渡行﹂で角川枇を受賞した俳人岸川椛魚の︑注句集に

間

ついての項から︑一灯が山本修之助に苦簡を寄せ︑病床から故郷佐

6
］

風

﹁佐渡郷士文化﹂の電子化を試み懐かしい人々に遭う

ゆきかへり覗く小店や初雀一灯

渡を思う晩年の気持ちを伝えていることが判り︑この手紙の心情を
知るにつけ︑﹁いつか一灯の墓を見つけるのは自分の義務﹂と考え

とりとめのない思い出記の発端は﹁佐渡郷土文化﹂電子化の試み

界でも︑書籍を紙に印刷せずに電子化し︑インターネット上の情報

が︑世はあげて電子出版・インターネットの時代である︒出版の世

である︒この雑誌の読者の方々からは少し縁遠いことかもしれない

以後︑金子は相川で教えていた元教師に一灯の消息を尋ねたり︑

るようになった︑と書いている︒

一灯の従兄弟に会ったりと︑金子自身も知らなかった﹁佐渡幻の俳

として販売することが一般的になっている︒

プライベートな雑誌への寄稿と云う環境ではあるが︑執筆された

れが荏川文庫の極み・﹂と快く賛同して下さった︒

山本先生は﹁少しでも多くの人が郷土文化を読んでくれれば︑そ

に手をつけたのが雑誌﹁佐渡郷士文化﹂である︒

ネット閲覧を試みようと考え︑山本修己先生に許可を唄いて︑最初

こんな時代に︑私は佐渡の歴史に関する図書の電子化とインター

トでの閲覧に供しようと作業を進めている︒

国会図書館は今︑館をあげて収蔵書籍を電子化し︑インターネッ

人小川一灯﹂の生い立ちと生涯︑そのひととなりを調べ︑知ること
になる︒

そして在京の一灯実兄が東京相川会を率いて鉱山祭に来島するこ

とを機会に︑実兄進との面会も果たした︒
稚魚からの委託を受けてから︑金子の﹁一灯さがし﹂は数年に及び︑

漸く相川広永寺に小川家の墓があることをつきとめ︑金子や佐渡俳
句界の尽力でこの寺に句碑が建ち︑東京に埋葬されていた一灯の遺
骨もこの寺に分骨された︒昭和弱年６月に一灯の実兄︑佐渡俳句界

方は多く︑電子化についてのおことわりは︑今後山本先生から創刊

の人々︑金子のぼるや小木の数馬あさじ︑岸田稚魚と彼の結社﹁現
汗﹂の人々︑山本修之助等が列席して句碑の序幕式が行われている︒

号に遡って執筆された方やその後喬の方々にご挨拶頂けるとのこと
である︒

私はこの古い連載をしみじみと読み進んだ︒金子のぼるは妻の遠
縁に当たる︒岸田稚魚は亡母が長く師事し︑私と妻の仲人でもある︒

私は佐渡近代史を勉強するために岨年ほど佐渡通いをした︒しか

母からは岸田に引率されて結社﹁狼牙﹂の俳人達と佐渡を訪問した
時の金子のぼるの歓待ぶりを︑旅の興奮のまま帰宅した母の土産話

る義父が居たからだろう︒私の様に恵まれていなければ︑佐渡に親

し︑それが出来たのは佐渡が妻の故郷であり︑何時でも迎えてくれ

私は佐渡の歴史に親しもうとする人への最初のきっかけを作るた

の人々がみな足繁く島通いが出来るものではない︒

しみ︑佐渡の歴史を知りたい︑ひいては佐渡の昔を研究したい島外

で良く聞いていた︒岸田の残した戯れ句﹁雪の夜の昇楽太夫あなと

母と連れだって訪れた佐渡小木で︑小さな竹細工屋の主人数馬

ちり﹂からも︑遠来の俳人達への金子の歓迎の様子が窺える︒

の部屋に掛かっている︒

あさじを訪問し︑その時母が買い求めた竹を束ねた色紙刺がまだ私
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である︒

東区の龍眼寺の萩の生い茂る墓地にある︒

り︑寺の門際には丸い句碑が建っている︒岸田稚魚の墓は東京都江

各位のご理解とご支援をお願いする︒

私の佐渡の歴史図書の電子化の試みに︑郷土文化の読者︑執筆者

めに﹁佐渡歴史書の電子化とインターネット閲覧﹂を試みるつもり
このことに少し手を付けただけで早速の収穫として︑金子のぼる
に触れ︑私の懐かしい彼らに遭遇した︒それも電子化された著者一

が随分前に書いた連載﹁小川一灯のことども﹂をみつけ︑岸田稚魚

Ｆ１．０．０１１︒−．８

ＩＩｐＩ︒８１．０口■凸ＨＩＤ８Ｉｏｃ■１１１．日︒１１■■１口１１．９︒■ＩＩＩＩＩＩ・■Ｑ０ｐⅡ﹄８１１

金子のぼる﹁小川一灯のことども﹂連載一覧

佐渡が生んだ日本的俳人小川一灯のことども︵１︶〜︵６︶

四号︵昭和弱年１月︶〜刀号

妬号︵昭和師年７月︶〜鏥号小川一灯の俳句︵１︶〜︵２︶

さより

気水湖へ上がる細魚の群れなして

春めける再入院の噂も来山田垂竿一

引く鴨を引かしめ五戸の入江かな神蔵ひさし一

０．８■・凸■１．８凸■１１．８．８・ＨＩＩａ８・Ｉ１１Ⅱ︒０１．日■■Ｉ・Ｉ・ＩＱＩＩ■・ローロ１．８．■ｏｌｏｌ

ものの芽の解れんとして静かなり宇佐見酔興恋遂げし猫のっそりと朝の月

一天を占めて鳶舞ふ日永かな思ひ出のごとくまたたき犬ふぐり猪股凡生一

一残雪のかたえに赤き消火栓山口タカ．野暮天をいやされて居り雛館

﹈くきやかに稜線浮かび暮遅し

一零したる米粒ひろう雪の果上西美智子手作りの雛孫とおなじ年

一玄関の飾り雛にも雛あられ春浅き軒に鰈を下げ干せり中川紀元一

一金北山の残零映ゆる犬ふぐり畠山美緒いつからか葉ごと味はふ桜餅

新雪俳句会

﹃ＩＯＩＩｌｌｌｌｌＯＩＩＯＯＯＩＯＯＩＩＩ１１１１１１１１ⅡＩＩＩＩＩＩＯＯＩＯＯＩＩＯＯＩＩＯＩＩＩＯＩＩ１１１１１１１１１１１１１１０１００１００１１１１００１１００１１１１１１１１１１１１１１１１１１０１１１１０１１０１０１０１１１１１１１０１

懐かしい人々︑金子のぼるは四日町の大願寺の金子家代々の墓に眼

佐渡の俳人小川一灯の墓の事から話しを始めたが︑因みに私の

机上のことであり︑実証することから始めなければならない︒

近子化された図普のここが良い．と一言葉で並べ立てても︑それは

覧からでなければ見つけることは出来なかっただろう︒

一一
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台湾ｖ台北・台南・高雄
佐渡縁の人の痕跡を訪ねる旅

︵三月二十三日〜二十七日︶

ｌ山本修巳

出身︶︑口第十六代台湾総粁中川健蔵︵真野新町出身︑旧畑

のち農林大臣︑中国古蕎画収集研究家山本悌二郎︵真野新町

にくかったが︑﹁薫風や千里の馬の噺きて雅晴﹂と読めた︒

晴将軍の俳句の石碑を見る︒句は少し石がけずられてわかり

台南では︑宮田侭火考古隊的正作室に置かれていた本間雅

小さき田の光の満ちて田植終ふ

野町二宮生まれ︑旧姓山本︶︑日台湾軍司令官中将本間雅晴︵旧

佐渡と台湾と縁の人は︑Ｈ台湾製糀株式会社創業者の一人︑

畑野町宮川出身︶である︒山本悌二郎は︑明治三十三年の創

に昭和八年﹁秋季演習所見﹂と題して和歌を寄せている戸﹄

本間将軍は︑詩歌は得意で︑Ⅱ本で知られた出版社﹁講談社﹂

私たちが来たことが﹁台南新聞﹂に取材され翌日﹁想端先

いなな

業時から昭和二年農林大臣就任まで︑退任時は社長︒中川健
の数少ない卒業生︒一高︑東京帝大卒業後︑東京府知事︑文

蔵は︑官僚出身で︑新穂にあった三郡公立佐渡高等科小学校

で掲載された︒この碑は台南公園にあったが︑謂精があって︑

人石碑本間雅晴宗族來台﹂として︑写真︵本誌口絵︶入り

この後﹁烏山頭ダム﹂見学︑日本人の八田與一が監督︑

しばらくここに置かれているが︑いずれまた建てられるという︒

部次官を経て︑昭和七年から昭和十二年まで台湾総督︒貴族
院議員︒本間雅晴は︑旧制佐渡中学校︵現佐渡高校︶卒業後︑

一九二○年着工︑一九三○年完成︑台湾初期のダムで八Ⅲの

陸軍士官学校を卒業し軍人の道を歩く︒昭和十五年十二月台
湾軍司令向に任命され︑第二次大戦開始の昭和十六年十二川

山本悌二郎が︑明治三十三年︑台湾製糖の設立に参画し︑支配人︑

その後︑高雄へ﹁台湾糖業博物館﹂を見学︒真野新町出身の

を食べる︒

墓もあった︒のち︑見晴らしのよい高台で﹁台南郷土料理﹂

碑があり︑碑の後には︑與一と夫人の一つの石に記名された

今川の旅行は三月二十三日︑新潟空港から佐渡の人ばかり

まで在任︒

三十数名で二時三十分のエバー航空で空路台北へ︒私は妻同
伴であった︒

二十四日︑平野の中を新幹線で台南へ︒
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湾製糖株式会社社長を辞任して︑昭和十二年に衆議院議員三十

に初当選以来当選十一回︑昭和二年︑農林大臣に就任の時︑台

常務︑社長を歴任し︑一方明治三十七年三十三歳で衆議院議員

として保存・公開した︒百年前に工場が設立した当時の壁は

株式会社も二○○六年五月一日に︑当工場を台湾糖業博物館

め︑一九九八年に工場敷地を県定古跡と指定した︒台湾糖業

迎えた︒高雄県政府は当工場特殊な歴史的地位を顕彰するた

現在は博物館として公開されているばかりでなく︑周囲は

一部保存され当時の面影がそのまま残されている︒﹂

年の表彰をうけたのち現職で十二月に六十七歳で死去した︒

現在︑台湾糖業博物館では︑﹁産業文化資産﹂︵二○一二
のパンフレットが配布されて︑日本語の案内もある︒その案
﹁台湾製糖業の始まりはオランダ統治時代まで遡ることが

案内された︒山本悌二郎が居住していた建て物もある︒山

ある橋仔頭本社や社宅事務所など古蹟建築物として数ヶ所

公園化されており︑賑わっていた︒また︑創立当時の銃眼の

できる︒当時︑台湾のサトウキビが国際易において高経済付

五十二歳で死去した時︑自ら漢詩も添え︑建てた顕彰碑が残っ

本が金木善三郎という橋仔頭本社工場所長が在職二十二年︑

内書には︑その来歴と終末が書かれていた︒

したため︑サトウキビ畑は濁水渓以南に広く分布していた︒

加価値商品となり︑台湾重要な商品作物としての地位を確立

ていた︒公園には背の高いサトウキビの一地域があった︒

かつて台湾製糖株式会社で働いていた案内人によって稼動

台湾が日本へ割譲後︑日本は台湾製糖業を発展させるため︑

していたいくつもの大きなタンクのある工場を見学した︒山

の中を︑佐渡の人たちと一緒に歩く楽しさを味わった︒悌二

一九○一年︑橋仔頭に最初の新型機械製糖工場を設立し︑製

郎より︑少し年長で隣家に住んだ祖父半蔵とは︑古稀を祝っ

糖産業の機械化においては画期的な出来事であり︑台湾経済
橋仔頭製糖工場は一九○二年一月一五日に本格的に操業し︑

本悌二郎の親族の私としては︑公園の中の暖かい春の入ごみ

サトウキビ絞り汁産量は一日二○○トンに達した︒これに

て自らの漢詩の書き出しに﹁同宗同里又同師﹂と述べるほど

の工業化の原動力でもある︒

よって︑台湾は初めての﹁産業革命﹂と共に︑製糖の﹁黄金

港を一望にして︑晴れやかな気持ちになった︒

また︑高台の壽山公園を散策し︑高雄市内や大きな美しい

佐渡びとの足跡訪ねあたたかし

生涯親しくしていたことを思い出した︒

湾製糖業における代表的な記録を残したが︑経済情勢の急変

時代﹂を迎えた︒橋仔頭製糖工場は長い年月を共にして︑台

のサトウキビ搾り作業を終え︑一世紀にわたる操業は終焉を

に対応が追いつけなかったため︑一九九九年二月八日に最後
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夕食は︑﹁広東料理﹂でイモムシのようなキノコ︵ピンタ

国々 の 真 白 き 船 や 春 港

わし楽しんだ︒料理も︑あっさりとしてうまかった︒

作ってくれた紹興酒のお湯割りに干し梅を入れた器から︑小

ルでは元衆議院議員近藤基彦団長の横になった︒近藤氏の

二十六日︑一七三八年建立の仏教と道教の寺廟龍山寺を参

さいグラスについで︑中国料理を嗜んだ︒近藤氏と言葉を交

詣︒朝から読経と線香の煙に満ちて︑混みあい︑賑わってい

イホウ︶を︑たくさん食べてうまかった︒夜は︑﹁六合二路
になつかしい気持ちになって︑五百メートルほど歩いた︒途

た︒また︑お供えものもテーブルに大変多くのⅢに並べられ

夜市﹂に出かけ︑新鮮な海鮮類を並べた屋台の市場の雰囲気

さがよかった︒百年前に山本悌二郎も︑サトウキビのさわや

中︑屋台でサトウキビのジュースを飲む︒あっさりとした甘

辨熱帯産業調査會｡建設台北機場。畢辮第一次臺湾

工。開辨始政四十年臺湾博覧覧會、腱期達50天。畢

ていた︒仏への敬虐な気持ちが強いからであろう︒試験に合

實行日臺共婚法。山地人移陪特定価。11月潭發迩廠完

かな甘い水を味わったのではないかと思った︒

れていた︒日本より信仰心の篤い人々が多

格した人の大きな花籠が︑いくつも並べら
いような感じがした︒

地方投票選畢議員。睾顯榮任H本貴族院赦選議員二

砂糖黍ジュースや春の夜の屋台
三月二十五日︑朝︑蓮の花で有名な淡水湖の蓮池潭を見学︒
蓮の花も少し咲いていた︒水が少なかった︒

テーブルに春の野菜のお礼かな

龍山寺

大きな七重塔が一対になっている﹁龍虎塔﹂があった︒大

真野新町出身中川健蔵が第十六代台湾総

小さき蓮の花咲き寺に人多し
きな龍の口から入って虎の口から出るとご利益があるといわ

中枢の施設︒警備が厳重で︑廊下には警護

督に在任した総督府を訪ねた︒現在も国の

の人が立っていた︒歴代の各総督の写真が

新幹線にて台北へ行く︒台北では中国宮殿様式の霊廟に︑

れているが時間がなく︑近くの寺を参詣した︒

各部屋にあり︑事績が書いてあった︒中川

総督については案内人の説明では︑台湾博

辛亥革命や戦争などで犠牲になった十数万の将兵が祀られて

衛兵の交代うらら靴の音

の完成など︑また地震などの被害が大き

覧会の開催︑難路の海岸道の開通︑発電所

いる︒衛兵の交代式を見て︑我ら旅行団一行の写真の撮影︒
さらに国立故宮博物館見学︒混雑で︑よく見られなかった︒

かった時︑多額の援助金を日本政府から出

記念に﹁翠玉白菜﹂のキー・ホルダーを買い︑十七年ぶりに
新たに購入した車につけた︒夕食は︑海鮮中華料理︑テープ

第16代總督中川健藏
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のような恰好であった︒説明を横で聞いていたせいか︑案内

させてもらったと言っていた︒軍人でないが︑写真は︑軍人

湾義勇隊隊歌﹂を唄った︒

ゆかば﹂の軍歌︑さらに本間中将作詞の﹁台湾軍の歌﹂︑﹁台

を台座に供え手をあわせた︒そして﹁君が代﹂から飴まり︑﹁海

台座の下の﹁建碑由来﹂によると︑一九四一から一九四五

山岳に棉咲き慰霊祭終る

慰霊祭の山に蛙のこゑ間近か

慰霊祭紋白蝶のいづこより

人からメモを渡された︒そのメモを載せた︒
現在の総統府近くに本間雅晴の痕跡を訪ねて︑周防本部︵台
ではあったが︑時間がなくバスからの案内であった︒本間中将

湾司令部︶︑台湾軍司令官官邸︵現在レストラン︶も見学の予定
の伝記︵角田房子詞っさい夢にござ候壱によれば︑昭和十六年︑

第二次大戦開戦の年本間雅晴中将は︑そこで夫人富士子をよび︑

年まで第二次世界大戦期間︑高砂族青年六千余名がＨ本軍に

日本正規軍を凌ぐほどで︑賞讃に値いするところがあったが︑

徴召され︑南太平洋群島の戦役に参加︒勇猛果敢なる戦績は

二人だけで至福の日々をすごしたことも記してあった︒

午後は台北から一時間ほど︑バスで急峻な山肌を見て︑時

いう意味で︑少し上ると﹁烏來爆布﹂といって落差八百メー

の村に着いた︒﹁ウーライ﹂とはダイヤル族の言葉で温泉と

らしたことは︑生存者一同︑最高なる哀働と感謝の意を捧げ

崇高なる犠牲の代価によって︑ここに世界平和と繁栄をもた

犠牲者三千余名に達し︑半世紀後の今日に至ったが︑彼等の

潭っＩらい

に滝の落ちるのを見ながら︑川添いを上ると烏來という山岳

トルの滝を見る温泉街があるという︒

えてくれた︒そこに四︑五メートルの立派な義勇兵姿の銅像

念碑﹂総幹事の馬偕・理牧︵邸克平︶氏ほか数名の人が出迎

て建立委員会を組織して︑二年後に碑が完成したとある︒﹁こ

落成大典を機に賛同を得て︑烏來山胞公司の土地提供があっ

台日南星会の台中宝覚寺に建立された﹁霊安故郷﹂の紀念碑

一度は碑の建立に挫折をしたが︑一九九○年︑台日海文会︑

るために︑この慰霊碑を建立したとある︒

の大きな碑があった︒正面には李登輝元台湾総督の字で﹁霊

れにより世界平和と台日友好親善を図り得て欣喜これに過ぎ

坂を上ると高砂義勇隊の慰霊塔があった︒地元の﹁高砂紀

安故郷﹂とある︒横面には﹁鎮魂﹂︑また︑本間雅晴台湾司

るものはない︒ここに英魂諸柱の速やかなる帰郷を祈る﹂と

と

令官の﹁かくありて許さるべきや密林のかなたに消えし戦

ある︒最後に建立委員会の周麗梅︵愛子︶の名があって︑そ

も

大きな花束を︑私たち一行三十数名は︑一人一人小さな花束

友を思えば﹂の和歌が刻まれている︒この前で︑近藤団長が
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の周さんと縁のつながる高砂紀念碑︵総幹事︶馬偕・理牧︵邸

克平︶氏が流暢な日本語の司会で会は終了した︒周辺も大変

ふるさとの慰霊の太鼓春の山

今川の旅行では︑佐渡出身の山本悌二郎︑中川健蔵︑本間

台湾の春や昔の日本かな

あった︒特に街々の看板は日本の旧字体で親しみを感じた︒

雅晴の三氏が︑深く台湾と関わっていることを実感した旅で

たちについて講演があって︑高砂族の若い男女による伝統的舞

この旅を企画した新潟県議会議員中野洸氏︑団長近藤基彦

坂を下りて︑みやげ物店の二階で︑黄智慧さんの原住民の人

こ一つ一つやえ

立派に整備され︑記念の石碑などもいくつかあった︒

踊を観賞した︒その後︑今回同行の﹁鼓竜﹂の小島千恵子さん

氏︑新潟スカイツーリストの相川出身小林芳樹氏︑日本のこ

無双の優と湛われし

弾雨の中を幾山河

せん

と佐渡で数年間も太鼓を学んだという台湾の若い女性とで︑本

皇国のため進むのだ

だんう

と︑日本語に堪能なガイドの蘆博文氏に感謝申し上げる︒

我淳我等高砂義男隊

まもる

精鋭名ある南の

ゆううた

腕に真鉄のひびきあり

台湾軍の歌

台湾軍

護は我等台湾軍
鴫呼厳として

神去りましし大宮の

島の鎮と畏くも

しずめかしこ

三︑歴史は香る五十年
荒波肌ゆる赤道を

台湾軍

誰りは我等台湾瓶
鴫呼厳として

勲を立てし南の

いさお

名残を受けて遼栄に

黒汐しぶく椰子の島

輝く南十字星

一︑太平洋の空遠く

本間雅晴作詞

我等我等高砂義勇隊

み

間雅晴将軍と高砂義勇軍の兵士慰霊の太鼓を競演をした︒

本間雅晴作詞

台湾高砂 義 勇 隊 隊 歌

誠の勇み励むくし

川︑脚のためなら人君は

命を君に潔く

束唖の鎮めと災れ多くも

はらから

涙で拝む同胞が

一︑米英撃てとの大詔を

そうだやるぞと立ち上りや

我等我等高砂義勇隊

熱い血潮が身にたぎる

我等我等高砂義勇隊

国に忠に気は男み

五︑義勇隊なる本分は

にらみて起てる南の

なんで命が惜しかろう

二︑男誉の舞台なら

義は山よりも尚重し

護りは我ら台湾軍
ああげん
鴫呼厳として

たみ人なみ

挺身奇襲お手のもの

御国の光輝かせ

海南烏に南寧に

かいなんとうなんねい

二︑泥寧の戦武漢戦

こねいいくさぶか人せ人

台湾車

まも

第一線の花と咲く

いぐさ

我等我等商砂義男隊
ひとまた

我等我等商砂義勇隊

友よ今こそ一団の

六︑勝たねばならぬこの戦

輸送任務に開発に

炎ともえてまつしぐら

三︑ジャングルなんぞ一跨ぎ
逵しいかな腐り上がる
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真野俳句会
平成二十四年十一月二十八日

真野体育館
山茶花散る芸一筋に唯きし人中野晴代
展げ見る金山絵巻秋深し
晩秋や諏訪湖を閉む街灯

草紅葉湖畔に富士を仰ぎけり鶴間美和子

年齢なんど訊いてくれるな敬老Ｈ

冬ざれの最きはまりし佐渡飛鳥小川昭郎

短日や決めかねつつも投票へ鶴間美和子
枯尾花ひともと折れて水面撫づ

真野俳句会

冴返る又名優の一人逝き中野晴代

二十五年二月一三日
真平成野
体育館

玉作遺跡とききし大枯野

参道の燈に沿ひたる大冬木中野晴代
年末の値引きを競ふチラシかな若林うた子

風に乗る町のチャイムや日脚仲ぶ

金子稔

復員で生きて卒寿や建国日

苔梅の古式ゆかしき火鉢かな

余技腱の机に積まる葱の束松田康子

竹の秋生きて雛ある余生かな

子の膳に食後のみかん一つ乗せ

真野俳句会
母の忌の二人ではらふ墓の雪尾畑サカエ

赤ちゃんもじっとどんどの火の粉浴ぶ

惜しまるる母校に春の雪あかり尾畑サカエ

氏神の視野に爆ぜたる大どんど

鶴間美和子

割烹着たたみて夫と年酒かな

金北山のかぶさる平野初景色小田昭郎

里山に朱鷺啼き渡る建国Ｈ

古稀を祝ぐ貼り替へにける障子の間
夫の句集読みかへしゐる夜長かな滝口たづ

たくわんの香をもて妹の来たけり

去年までせし雪かきを子に渡す若林うた子

二十五年一月十二日
真平成野
体育館

舞ひ終へて赤鬼柿を見上げをり

軒に薪万と積み上げ冬構尾畑サカエ

暖めて鞁の薬を押し出せり藩林うた子

年迎ふ村に二つの大草鮭松田康子

買った服又も黙色十二〃

炬燵火を強めて腰まで潜り込む

買物も仕事も急ぐ冬至かな西村コマ子

いもせ俳話会十一一月例会

金賞の孫の書初め枕許

雲間より薄きＨのさす火Ⅱ中野晴代

煎茶いれ二人でつまむ切山椒

つつがなく生きて傘寿の雑煮餅小田昭郎

子の作る食事はうまし冬の雷

真野俳句会

細やかに趾の作りし注連飾

冬至風呂柚子のぬくもり頬へ当て

寒空に鐘の青たかき葬りかな

空晴れて冬の星飛ぶ真夜なりし尾畑サカエ

相伝のおせちの味を嫁に継ぐ

野兎の跡と教はる小倉道鶴間美和子

二十四年十二Ⅱ二十日
真平成野
体育館
ウオーキングいつも行き交ふ冬川子

渡辺一子

着ぶくれて舗道を母の押し車松田康子

６

石蕗の花ひとり遅れて遍路バス金子節子９

岩山に鳥居千本狢神藤井青咲

猫の尾も路みて冬至の厨ごと

鋤食べて祝ってもらう誕生日滝口たづ

あたらしき甕を降ろして蕪漬け

何はとも日なた恋しき十二月小田昭郎
余生とは老いゆくことか秋の風

誘へども迷惑顔やかまど猫外山かをる

サザエさんの絵の貯金箱小春の街
左義長や焦げし干烏賊噛みしめる

裾少し捲かれて眩し初暦西村コマ子

コップ酒に煤の降りこむどんどかな

ひとりばみ三が日さえつましけれ

左義長の爆音にただ気の弾む渡辺康治

古烏居 幾 百 潜 り 佐 渡 む じ な 中 川 紀 元

たぶたぶと身は極楽や冬至風呂

人気な き 山 田 に 狢 の 大 閼 歩 渡 辺 幸 枝

此の年で自然薯を掘るねぢり腰

老ひるとは堪える事なり山眠る井上よしえ

年の酒田舎料理のⅢ並べ

改まりなかなか書けぬ初日記外山かをる

老いて春共に昭和を歩みし靴

東風吹けば海輝きて応へけり西平千春

入試校墨痕太く門に立つ

雪掻きの礼に辿りし靴の跡山田みさを

いもせ俳話会二月例会

直ぐ冷めるタイルの風呂の冬至かな

宵の口岬が踊る冬満月

楪や家の習ひを子に託す

新春や父の刻せし大黒天山田みさを

産み立ての卵が欲しや枯野ゆく

夕東風や人を侍たせし下船口藤井青咲

長生きの幸せ思ふ菊日和

楪や吾を限りの島暮らし

どんど焼き海峡暁のうす浅黄桃井三郎

よく喋る女の去りて吾亦紅井上よしえ

冬至南瓜一つがありぬ納屋の隅

体育館の床下に棲む佐渡狢西平千春

薄き髪指で整へ冬帽子渡辺一子

初午や乾ききったり太鼓の音白井正江

店頭の旗ばたばたと東風強し

口あけて雪靴眠る晴れの日々渡辺幸枝

夕暮れの海より生るる玉あられ白井正江

淡墨の山並となる時雨かな

辛辣なうわさの端や春ざしき

蟇の市下屋に馴染の苗木売山田みさを

拍手に擦り手を添へて初詣西平千春

路地を抜け山へと馳せし春一番

ほろ酔いの酒の机や窓の雪中川紀元

巳の色紙より取りに買う年の市

春泥の靴並びゐる薬師堂渡辺一子

初夢は昭和の時を駆け巡り

鮫鰊鍋今年はとほく沙汰もなし渡辺康治

どんど火の爆ぜし音皆闇が吸ふ

どんど焼き皆大とらの顔にさせ渡辺幸枝

少子化を潮る如く絡殖ゆ

吉書揚空へ宙へと祈り込め白井正江

強東風や帽子おさへて通学児

ぎこちなき手話の飛び交ふ小春かな

住人の数ほど島の狸かな駒形敏美

酔ひ醒めの頬をぬくめしどんどの火

外の澗のさざ波さはに朝の東風

船にのるまでの長靴春の雪桃井三郎

す

手器用な父の背負ひしむじな皮

石仏の見下す海や浪の花

美しき鰯す寒紅憎き色中川紀元
とうどうや竹でチャンバラせし仲間金子節子

夕強東風や夕餉仕度に早終ひ

のど飴の薄荷も透てぼたん雪金子節子

春泥に靴をとられて戸惑ひぬ西村コマ子

とけ

荒れる日々暗きに粘りし柿こう煎
スーパーでゆづり葉売らる島暮し

左義長や平成の子ら紙飾る駒形敏美

出稼へ

蒟蒻へ山葵を利かす冬至の餉

立ち止まる獣の眼佐渡むじな桃井三郎

いもせ俳話会一月例会
杖音を老婆のこゑと雪もよひ藤井青咲
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下萌えを哀しと覚ゆ福島忌

︹佳作︺

初詣の神社前で

三家族に犬も加はり初写真羽根洋子

二夜目の柚子風呂の柚子割れにけり生田和代

下萌や涙でかすむ野辺送り

春の空鴉の声も艶めきぬ金子節子

束の間の山河を染めて寒夕焼羽根洋子
後厄も終へし夫婦の初まゐり野山美代子

甘酒を吹き窪めてはすする夜
真新し白き障子に日は寄りし

剪定の小枝きれいに積まれたり外山かをる

享保雛ゆったりと立つ日ざしかな

雛流しゆっくり沖へ艀舟中川紀一兀

元朝や悴律儀に四方拝井上よしえ

下萌や足取り重き盲猫白井正江

初暦めくればとんでくる月日
春寒し耳のさとしき盲猫

初夢や広き畑に何植ゑむ伊藤ひで子

婆抜き を し て 淵 等 の 初 笑 ひ 駒 形 敏 美

夕鴉霞める宮の森に鳴く山田みさを

手の届くところに本を冬籠り嶋田寿美子
初雪のいち夜に白し狭庭かな谷川郁子

渡辺康治

己もゆく老々介助春寒し

早発ちの子等や朝の雪催谷川郁子

雪に農に生きて長靴似合ひけり

子等の声飛び交う広場下萌ゆる

老いしひとの計の相次ぎし霜夜かな生田和代

もよい

東風いまだ狭庭の梅のまだ覚めぬ

けたたまし声を放ちて猫の恋

明けきらぬ窓辺に近き黄水仙井上よしえ

いもせ俳話会三月例会

忘年会友の特技に笑ひけり長嶋滋美
元旦や名前うかばめ友の顔長嶋滋美

眠むさうに納屋の入口初蛙

伊藤ひで子

クレーン車の伸び縮みして冬うらら羽根洋子

大鱈を捌く厨の外は闇本間公

︹特選︺

畑野俳句会一一月例会
山本修巳選

冬空や電線点検ゆるみなく伊藤ひで子

突然に光り停電冬の雷

欠礼の葉書の増えし年の暮佐々木キョ子

肩寄せて守るが如くどんどの火佐々木キヨ子

竹林の奥にひっそり薮柑子本間公
貼る懐炉肩腰足の初詣野口美代子

ふつふつと反省ばかり雛の夜外山かをる

下萌や船を屋敷に蟻長者

冴返る百の鴉の照ずくめ桃井三郎

春ふかし三本の矢は折れぬなり藤井青咲
仔犬の背仔犬がとんで草萌ゆる

鶏汁に煮〆あん餅年迎ふ嶋田寿美子

山本修巳選

焦げ掻きてどんどの餅を小さき手に生川和代

︹特選︺

畑野俳句会一月例会

満開の古木の梅や母の里渡辺一子
群れからす春が遅しとなげき合ふ

潮の香も詰めていただく新若布西村コマ子
ほたる烏賊Ⅱ玉の残るⅢ小鉢
杉の花マスクの人の多かりし

掛け替へて日の進み出す新暦羽根洋子

放棄田の畦にけなげや草萌えて渡辺康治
跳びはねる犬の足より下萌ゆる渡辺幸枝

朝摘みの緑の冴ゆる七草粥本間公

おおかた

鳴き交はす鴉も恋の春うらら
ああ

針刺しの針を数へて初仕事嶋田寿美子

︹秀逸︺

大方を昭和に生きて草萌ゆる西平千春
阿阿と春鴉鳴く日も鴫かぬ日も

春寒や 鴉 に ま ぎ れ 朱 鶯 の 声 駒 形 敏 美
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いねがての寒満月に一人言
野口美代子

本間公

黒土の出ぬ間腎伸び春着縫ふ嶋田寿美子
︹秀逸︺

〃くら

日溜りにねむる狸や春浅し

畑野俳句会三月例会︵最終稿︶
山本修巳選
︹特選︺

薄氷を踏みて受くるや人間ドック生田和代

ときわ荘俳句クラブ一月句会

金北山晴れてⅡのさす雪景色粕谷誠司

にこにこと皆んな元気な初句会

富山の薬売り来

春袷母の遺せし鯨尺羽根洋子
薬売り紙風船の瞬き土産谷川郁子

七草を数へながらに粥すする

波の花沖風白く舞ひ上り和泉政次

稟編み て 掛 餅 紬 す 土 蔵 の 中 羽 根 洋 子
かおかおと朱鷺の声きく春浅し野︑美代子

蛤の椀ととのひて宴盛り佐々木キョ子

冬龍り昨日も今Ⅱも喪のはがき小川ふみ子

早々と雪間を覗く蕗の薑

地吹雰に通院の道先兇えず佐職スギ

磨きたる蛇口に映る春の色生田和代
︹秀逸︺

絵手紙に一言添えて寒見舞野口美代子
冠雪の山脈のひだ陽にはえて長雌滋美
やうやくに炬燵より出てミシン踏む鵬川寿美子

新若布隣へ少しお福分け鴫川寿美子

実南天粉雪かぶり赤々と

下萌の土手酒稻と国府川羽根洋子
趾と旅卒寿の湛顔雛に似て野川美代子

旱朝の庭木はすべて雪の花

雪を掻く声かけられて一休み金子美江子

︹佳作︺

また一つ更地の塒へて枇杷の花佐々木キョ子

桃の日に︑王役登場よちよちと佐々木キョ子

竜の張投げれば深き闇の中佐々木キヨ子
野良着縫ふ午後のひと時寒明けぬ本間公

雪歩道上はほんわか中氷り長嶋滋美

忘年会肯春時代否が十八番山村マサ

麦降る池に白鷺羽休め

餅搗きの音の響くや年の蝉小川良子
畑打ちにほど良き昨夜の湿りかな羽根洋子

雪だるま道行く人の笑み貰ふ山嵜容子
選者吟佐山香代子

︹佳作︺

春一番いづこのトタン鳴り通し生田和代

吾が染めしストールを巻き春の旅嶋田寿美子

東てる夜の竹のひび割る音商し谷川郁子

轟くや一家をゆらし寒の雷谷川郁子

春の夜の握り鋏に祖母想ふ嶋田寿美子

雪の上にどんどの櫓組みにけり

初Ｈさす湖畔に朱鷺の舞婆

前山の雪解の風や飛ぶ小鳥粕谷誠司

ときわ荘俳句クラブ三月句会

おはこ

冬野菜揃へ夕餉は鍋料理谷川郁子
焙烙の年の豆爆ぜ間迫る羽根洋子

雨音のしとしとしととひひなの夜谷川郁子

奥深く座敷に在りて雛の灯佐々木キョ子

ひひな

蕗味噌の匂ひ漂ふ夕餉かな本間公

春の雪鴎も舞ふや船の上本間公
桜餅久方振りの友と食ぶ本間公

よく

冬の朝夢多き友逝きにけり伊藤ひで子
春の雪くろき轍の模様なす伊藤ひで子

当舞ふや校歌流るる閉校式野口美代子

ほうらノ︑

やがて咲く木に寒肥を撒きにけり伊藤ひで子

着ぶくれて達磨の如くふとりけり長嶋滋美
しくしくと握れば垂るる春の雪生田和代
着ぶくれて立朏をしぶる電話かな生田和代
電子辞詳友となりしや春待てり嶋田寿美子
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和泉政次亡き友の作りくれたる布地戯やさしき笑顔

め

晴れしＨの芽吹きの園のデートかな朱鷺の眸の煤煙として巣籠れりて横切り山本軍次
初釜に神妙な顔そろひけり

雪解田に烏の群れる陽相差
し
か
な
川歌会
十二
月詠
草 が君に重なる木村秋子
病癒えて蕗の篭摘む幸せよ

於相川開発センター

空に映えたり

浜辺ムッ子

通院も楽しくなりて春うらら佐藤ス平ギ
真
黄
杏
成二
十四
年色
十二の
月三銀
十一
日 の絨毯ふかふかと晩秋の肯き

初釜の野点はなやぐ緋もうせん小川ふみ子﹁金川せば船は負へるが﹂と震災に妾失ひし歩度ゅるく山津大橋わたる間に湾の朝焼け

相川歌会一月詠草

ヘルパーに躰あずけて冬至風呂漁師のつぶやき北見亀男紅ふかめたり福鵬徹夫

重き戸を開ければそこは春の風金子美江子告示から五日たてども佐渡静かテレビが今

澄みわたり残雪光る小佐渡山Ｈもののしる衆選山本利雄

於ホテル刀長

懐しき母の︑影人彼岸小川良子震災を兇舞へば明るき声せしに年賀欠礼柵平成二十八年一Ⅱ三十Ⅱ

枯木かと思ひし枝の芽吹き初む山村マサ婆訪へば炬燵より﹁この雪によう来てくれ早朝に玄関出れば紅葉の木枯葉落ちつぐ枯

若き日の派手な蒜物や雛祭くはかなさ林京子

退職の夫に花束春の花山嵜容子た﹂と満血の笑み佐藤香代子木となりて小宮山安子

選者吟佐山香代子の香漂ふ田中次英見ゆ林京子

梅の香を散らして舞ふや鬼太鼓井上たける反呉れし初の岩のり味噌汁に放せば夕餉磯大小の綿帽子洲むわが池に何年ぶりか初氷

二■●ＢＩｌ・ｇ８ｐＩＩ・■今日Ｉ色■色■ＩＩｐＵＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｏ８ｏ８ｐ８色

中原雅刺

藤井青咲

金子水雄炳床より手を握らるる十二月山本修巳

従兄松榮新氏二句

伊藤正一効きますと言ふ農協の風邪薬

初景色はるかなる母思ひをり

勺０１００１１００１１１１１１００１０１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０１１１１１１１００１１１１１１００１００００１００１１１１１１１００１０１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０１００１００１０１０１０１０１０１１１１１０１１１１１１１１０

残雪の北山拝し農仕度沢蟹の集団移動を見違へぬ枯葉が道を這い音させず断りもなく降る謂は百戸の村をた

柿の里俳句会

吸盤に吸はれ冬烏賊捌きをり
大北風へ向かふ汽船に深眠り
巳の年の雪の参道明けにけり

米寿なる人にあやかり初祈祷空晴れて睦月八日の葬りかな

ＨＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ１１１１１１１・■ｏ■

丸薬のまた一つ増え十二月白石英夫沼晴れて寒禽のこゑ紛れなし
寒卵因数分解とけぬまま
枯野の旅北を目指せば北へ雲
ｒ・Ｈｐ８Ｉ色■凸■１１．８１１日︑１１１．８﹄５１．■ＩｐＵ・Ｕｌｌｌｐ０・ＵＩＩＩＩＩｌｌｌｏＨＩＩ
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ちまち覆ふ北見亀男
白い雲朝日を受けてニコニコと空の青さよ

年あらたまる山本利雄
原発に追はれ仮設の一人居に二度目の冬の

雪は降り積む田中次英
小寒といふに早やくも紫陽花の角芽のぞか

大晦日夜の静寂が闇に溶け来し方行く末思

しじま

せ春を告げをり山本軍次

三寸の雪掻きながら思ひ馳す豪雪地方の老

らの苦労山本軍次

わが佐渡を揺するがに寄せる大怒涛防波堤

小宮山安子

朝早く息子らの為にと朝食を出勤前に励む

︸︸

噛む音の轟く北見亀男
ひととき

槍烏賊が幾年ぶりに釣れるとふ互ひに釣り

場漁夫話し合ふ佐藤香代子

朝冷を遠く聞ゆる暁けの鐘起きるをためら

福嶋徹夫

中学時代の想ひ出聞かす浜辺ムッ子

亡き夫に教はりしとふタクシードライバー

於相川開発センター

平成二十五年三月二十二Ⅱ

相川歌会三月詠草

山の残雪なほ磑磑﹂と

がいがい

わが〃加茂湖〃詩に賦し松蔭凛乎たり﹁四

ふ日和となりぬ木村秋子

雪の朝赤き椿が一つだけ蕾の中に凛凛と

咲く山本利雄

風神の怒れるがごと佐渡の島海山荒れて息

ひ深まる木村秋子
とめ暮らす浜辺ムッ子
新春を集ひ皆して布地蔵ひと針ひと針手を

万葉歌碑訪ね見返る神集島黒瀬の瀬戸の水

合せ縫
ふ佐藤香代子
たずかしはじまくろせみ
ておだ

照り穏しも︵九州詠︶福嶋徹夫

平成二十五年二月十五日

相川歌会二月詠草

於相川開発センター

雪消えの庭に訪ひ来るふくれひよ山茶花啄
む姿いとほし

白年を経たる実家の京町家京職人の建てし

林京子
家とふ林京子

控へいる高校受験の孫ふたり桜咲く春ひた

すら願ふ浜辺ムッ子 多忙にて短歌作るを忘れゐて短歌新聞読み
冬晴れの青く澄みたる大空を飛行機雲は北 て気がつく小宮山安子
へ 伸 び ゆ く 田 中 次 英 朝明けをうぐいす鳴けり外見ればピンクの

ササバギンラン扉カット︶

野の花が大好きな知人は︑春のシュ
ンランを始め︑エビネ︑クモキリソウ︑

行ってくる﹂と云っているとか︒

オオバノトンボソウ︑キンラン︑ギ
ンラン︑ササバギンラン︑カキラン
などから夏のモジズリまで︑ラン科
の花がちらちらと顔を見せる林道が
あり︑ランラン通りと称して︑時折
り家人に﹁息抜きにランラン通りへ

るのが目に止まった︒

控え目で優しい花のササバギンラ
ンをあまり意識しなかったが︑キン
ランの花と同じ頃に咲くので︑キン
ランの花の写真を撮っているすぐ近
くに︑たまたまササバギンランがあ

ササバギンランは︑林の中や道際の
木陰に生えるラン科の多年性草本であ

る︒キンランの花が満開時でも半開きで
平開しないのと同じように︑ササバギン
ランの花もおちょぼ口の状態である︒

ギンランの傭く野辺に小半日羊々
名前の由来は︑笹の葉のような銀
藺で︑黄色の金藺に対し︑花が白い

ので笹葉銀藺と名付けられたという︒
︵長嶋陽二︶
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薔薇が狭庭に笑むも山本利雄

年賀状にトキは羽茂が好きらしいとトキ会
水溜りの青空流れゆく雲を見てをり車に給

さくゆるる川原マサエ

碓畑の柾は朱の実をほぐし冬のＨ差しに小

あけ

朝な夕なに渡邊博

せまき庭一面咲ける山茶花と山鳥にぎわう

油する間を中川幸枝

藤川滋

長のことばが嬉し

北見亀男

吾が村の六年生までの九人が朝毎肩寄せ寒
空往くも

三色の花の咲き継ぐ放春花手折りて手向く

姉の墓前に佐藤香代子
東北の空は晴るるも追悼に集ふ人らの心晴

れざり田中次英
雛祭り姪のくれたる雛カード老いの心にボ

さち

タニウッギ︵目次カット︶

谷や沢の道際の新緑の緑を︑ピンク

峠道競り迫り出す谷空木羊々

に染めるタニウッギ︵谷空木︶︑スイカ
ズラ科の落葉低木で︑髄は白色である︒

山間や山裾に田畑の多い佐渡では︑
里から切り開かれた山道まで︑地域
によって一斉に咲くタニウッギの時
季が多少ずれるので︑農事花であり︑

かったようである︒

生活花として身近なため方言も多

本間健一郎氏の﹃佐渡植物方言と
その現状三閏呂︑ｇご﹄には︑﹁か
じばな︑かぶしばな︑さおとめばな︑
しよ−からばな︑そ−とめぱな︑た
にうつぎ︑はなうつぎ﹂の七つが記

また︑伊藤邦夫氏の﹃佐渡の花

載されている︒

豆花この六つが載っている︒
これらの方言︑今の生活の中でど

春﹄では︑﹁アネサンバナ︵娘さん花︶︑
アラキバナ︵荒起花︶︑キリタバナ︵切
田花︶︑タコナシバナ︵田こなし花︶︑
タウエバナ︵田植花︶︑アズキバナ︵小

の灰々として中川澄子

れだけ残っているのだろうか︒
︵長嶋陽二︶
こんな晴れ裏Ｈ本にもあるのかよ一月遅れ

ひとつき

人の世は豆撒くわざも忘れしに二極は咲け

り春立つ今朝を藤井美好

黄に透きて臘梅の苔ひらき初む寄れば香り

唐梅の枝佐々木伸彦

雪のふる朝訪ひくる客のもつ浦に咲き初む

春を匂わす川原マサエ

雪かずき庭に咲きつぐ臘悔の香りほのかに

於羽茂改善センター

平成二十五年二月二十一日

羽茂歌会一一月詠草

ン ボ リ 灯 す 木 村 秋 子 咲ききれぬ花の情念こもれるや散りて鮮し
吾が手握り﹁沙羅﹂頑張れと声あげつ十六 山 茶 花 の 紅 中 川 澄 子
冬ざれの椿垣根の山茶花の雪の庭辺に散り
しくれなゐ藤井美好
師を訪ひて君叩きけむ木の門扉閉ざされ寂か

Ｉ︶零つ

歳が大空を飛ぶ山本軍次

﹁佐太郎邸﹂は︵歌友Ｙ氏へ︶福嶋徹夫

羽茂 歌 会 新 春 詠 草
平成二十五年一月二十一日

於羽茂改諄センター

みどり濃き壬串あげてかしわ手を打てば響

かふ拝殿たかく佐々木伸彦

母よりも二十年を踵く生き八十半ばで初詣

でする藤井ョシ

昨日が今日になりたるだけの新年に平凡の

幸しみじみ思ふ金子ユキ

わが愛せし昭和の歌も歌い手も消えし﹁紅

白﹂見ずとい寝たり腰道長人
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天上の停電復旧したるごと日差しまぶしく

羽茂歌会三月詠草

平成二十五年三川十八日

於羽茂改善センター

耳痒きは善きことを聞く前触れと一言ひし母

腰伸ばし老いが鈎定して活たる柿畑今年は

裏庭の霜置く朝の南天の残り実にくるひよ

繁りたるまま中川幸枝

どりの群佐々木伸彦

ひとみかがやかせ階き

川︑順の﹁老いらくの恋﹂語るとき老師は

たかなしのなぎ

じゅうにつきさんに人につきわたぬきのひめたやくそく

いきごみ動く渡遙博
十二月三人日記四月一日乃秘女多約束
小鳥遊野凪本間浩樹

柿の里は枝やく煙に空くもりようやく春の

れば急に春めく藤井ョシ

砿きほどかさねし布川取りのけて弥生とな

腰道長人

おもふ耳掻きながら

藤井美好

白妙に咲く日の夢を包み込み木蓮の答みな

天を向く金子ユキ

寒気団の親分十Ｒ余居据りてやっと去りた

越冬の島を揺すれる春一瀞八十路を生き

遠住める孫詐に恩ひを馳せながら飾る雛に

可１１１１１１１１１０ＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌⅡＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩＩｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｉｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

て英気うながす藤井ョシ 心いやさる川原マサエ

立春となりても寒さきびしき日炬燵に入り

祝う正月の午渡邊博 て吾も花見む中川澄子

子よりうけし紅︑二鉢のヒヤシンス並べて

事に春を迎える金子宏 りもう来んでや−藤川滋

節分の豆を踏みつけオーイテテそれでも無

障子を 照 ら す 中 川 幸 枝

わず悲鳴あげたり腰道長人

フィギュアのおみなの堆麗な尻餅に吾も思

の元日の朝藤川滋
氷上を軽やかに自信取りもどし真央揮身の
白鳥の舞金子ユキ

−一

沢根すがも俳句会一句抄北嶺に流周生を見て初手水加藤比呂一

一散歩路みは
施設の廊下春隣青木田鶴子砂時計落ちる早さや年暮るる加藤ミョシ一
ち
一歴史過程鶴子の山も冬ごもり安藤卓也春を待つ水辺の隣人サドヵエル金子秋三一

一法螺吹きてそのあと曉ふたつかな伊藤正一突然の寿命の宣告鎌鼬計良非児一

一逝く人を止める術なし虎落笛稲場小夜子寒卿は佐渡の海ごと競られけり佐々木半七一

ふねはる
一鉱山の日あたるところ返り花宇佐美万作繭玉の紅白飾りて
船内の迎春野崎東一
一薔薇の芽のほぐれうながす雨の来る梶田ちづ逝く年や母の齢に近づきて本間博一

一元朝や光ひとすじ蔵眠る加藤けん春寒やため息多き手酌酒渡辺岩夫一

ｒｌｌｌｌｌｌｌｌＯＩｌＩＩＩＩｌＯＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩｌＩＩＩＩＩ１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

76

一年時担任の生徒であったが︑私の家に遊

レクターの佐々木修次氏が来訪︒私が高校

岡市立中央図耆館の小熊よしみさんから﹁資

た諸々の家系を守る素晴しさ﹂と︑また長

から﹁代々続いて来た探究を誇りに来られ

山本修巳

びに来ていたので︑三十年ぶりでもすぐわ

のも︑帷大抵のことではありません︒今川︑

料という佐渡の財産を大切に伝えるという

編集後記
昨年から今年にかけてテレビ・新聞の取材

潟﹂︑一月十八Ⅱ午後七時半からの出演依頼

かった︒ＮＨＫ新潟放送局の﹁きらっと新

県内の人達に知ってもらえて良かったです﹂

ＨＫ新潟﹂の﹁新日本風土記﹂のプロデュー

六日多田氏などスタッフで一日を要した︒

をかねたものであった︒その撮影は︑一け

が多かった︒昨年の十月十六日新町祭に︑﹁Ｎ

サー多田篤司氏の取材で︑わが家の屋敷絡神

ス﹂で﹁佐渡の文化を守る会﹂が︑蝋型鋳

二Ⅱ九冊から一週間ほど佐渡市泉﹁夢ハウ

も多くのお便りに感謝している︒

などと︑心打たれる言葉があった︒ほかに

りを撮り︑その後は富所氏と一緒のことも

寓所真太郎氏を何件して︑一月一Ⅱの墓参

金作家人間国宝佐々木象堂の作品を集め﹁創

﹁新潟日報﹂の中島氏の取材は︑写真部の

で︑新町大神宮本殿横の石祠に祀る源助大明

の取材で評論家田原総一朗氏と私が﹁昭和

Ⅱ四・五日は︑﹁ＮＨＫ東京﹂の浜川裕造氏

あって一月四日︑十九日︑二十二Ⅲと来ら

風邪気味であったが︑翌朝は九度をこえる

作のせかい展﹂を催し︑その日講演をした︒

神に妾とお供えをし参拝する映像を︑十一

維新の指導者たちｌ北一輝・大川周明﹂の

の特集として︑一面に父修之助の命日の一

高熱で︑佐渡病院の緊急外来に行き︑高熱

れた︒新聞には﹁知の宝庫山本家を訪ねて﹂

月二十五日から写真入りで﹁国津魂﹂︵司馬

の講演は鋳金作家沢根本間琢斎氏に交代し

は下がったが︑しばらく体調が悪く︑十一Ｈ

の北一輝﹃霊告日記﹂︑北一輝少年の通った

佐渡高校図書館などの映像を撮った︒十一

﹁家風﹂︑二十八日﹁文芸振興﹂︑二十九日﹁郷

遼太郎︶︑二十六日﹁生群研究﹂︑二十七Ⅱ

取材で︑北一輝の生家の案内︑両津博物館

Ⅱ十五日には︑﹁新潟日報﹂の佐渡の特集で︑

てもらった︒佐々木象堂を知らない人もあっ

競初は︑私の家の﹁訪問録﹂ということで︑

二十五日には︑江戸時代の文化七年亀田鵬
斎から平成二十四年の評論家田原総一朗氏

に引き継いで以来続いていた︒本誌の俳句・

故島倉みつる氏から︑この会を平成十二年

士の何人﹂︑三トーⅡ﹁後継﹂と連載︒なお

まで﹁山本家を訪れた主な文化人・研究者﹂

記者の中島陽平︑榎本祐介川氏が来訪︒浜田

レ午後十時から十一時半に︑多田氏の取材

と題して︑ひらきページで写真入りで紹介

﹁畑野俳句会﹂が今号で最終槁となった︒

は︑一月十八日︑午後九時からＮＨＫＢＳの

短歌会欄も︑俳句では︑﹁きんぽうげ句会﹂﹁木

て聴衆も多かった︒

﹁新日本風士記﹂に放映された︒また︑十二

された︒北方文化博物館館長の伊藤文古氏

氏の取材は︑平成二十五年一〃十三ＨＥテ

月三十一日夕︑新潟放送局放送部制作デイ
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短歌会﹂が︑﹁金井短歌会﹂に吸収合併して

毎句会﹂が先年終了した︒短歌では﹁真野

を見た︒

平﹂のあった渡里町︵小熊さんの家のある︶

の途中に宿泊した﹁長岡本陣宿升屋三郎

した︒途中︑九世半右衛門が旅︵明治三年︶

氏の始めていた俳句を作り︑三十年つづい

亡くなった︒小学校教諭を退職後︑夫恵倫

載る四Ｈ町の滝口たづさんが三月二十五日

俳句誌﹁鶴﹂四月号に主宰選でこの句が

ていた真野お花見俳句大会の事務局なども

続けていたが︑酒井友二氏が亡くなって﹁金

二十一日︵日︶は︑関東在京の真野人会

活躍していた︒九十歳であった︒お二人と

手伝い︑大会の入選の句も多く句集も残し

井短歌会﹂も終わった︒その後︑﹁羽茂短歌
会﹂が詠草を載せている︒﹁畑野俳句会﹂は︑

と地元真野商工会との交流会︒﹁寺院めぐり﹂

も本誌会員で大変お世話になった︒心から

と﹁囲碁・将棋﹂のコースの﹁囲碁﹂の部
に二段で出場︑二勝三敗であったが︑二年

ご冥福をお祈りします︒

く︑楽しい歳月で︑会員に感謝している︒

ぶりに碁石を持ったせいか︑二敗は石の﹁あ

かえって指導者の私が教えられることが多

本誌百三十号記念の会に出席された松井

たり﹂に気づかなかった︒ただ関東に住む

金の国々ｌ甲斐の金山と越後・佐渡の金銀

十九日は長岡の新潟県立歴史博物館の﹁黄

十九年から参加していて︑つい二︑三週間前

今は拙宅で開いている︒そこに白石氏は平成

員のころから続いている﹁柿の里俳句会﹂は︑

亡くなった︒二十年ほど前私が羽茂高校職
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十四日︵日︶佐渡総合病院新館講堂で﹁ち

六段の隣家の山本順一氏に置き碁であるが

敏郎氏が指導する﹁コーラス真野﹂が川月
いさな音楽会﹂に参加した︒妻も会員なの

勝てた︒

山﹂の開場式に来賓として出席した︒立派

句が載る羽茂の白石英夫氏が︑三月五日に

俳句誌﹁鶴﹂岡川号に︑主宰の選でこの

一一人居て冬至南瓜を食べきれず白石英夫

で出かけた︒病状の軽い患者さんと一般の
人三十人ほどで一時間ほどの音楽会であっ
たが︑聴衆と一緒に唱う場面も多く︑最後

な展示であった︒さきに長岡市立中央図書

には来宅して句会で楽しんだばかりであっ

の﹁ふるさと﹂をみんなで唱った︒

館に立ち寄って︑本誌を創刊号以来二冊も

た︒六十九歳︒

部屋隅の空のベッドの寒さかな滝口たづ

購入されているお礼を述べる︒その後職員
の小熊よしみさんの車で歴史博物館を往復
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