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子供のための佐渡昔話集

る人に育ってもらいたいものである︒
︵民話研究家︑元畑野小学校長︶

昔話はわたしたちの祖先か︑長い間︑口から口へと語り伝え
てきた語りの文芸である︒
そのため︑その底にはわたしたち祖先の心︑つまり夢と祈り
と願望か影を落としている︒
この昔話集は︑磧学山本修之助翁が︑自らの足で集めた貴重
な昔話を︑長年小学校で読書指導に携わってきた舟崎正枝先生
が︑子供のための読み物として︑再話を試みたものである︒話
者の語り口とリズム︑そして巧みな方言︵佐渡ことば︶の挿入
など︑じつにみごとな佐渡の昔話の再話集である︒
多くの子供たちがこの本を読み︑こころ豊かな思いやりのあ
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口絵説明山本修巳
山本半右衛門家が所蔵する陶器三題相羽重徳／
佐渡と蹴鞠Ｉ山本家所蔵・蹴鞠鴨沓の免状を読むＩ秋岡啓子

ほかに松ヶ崎の菊地喜兵衛も︑やはり元和期を中心に活動した

衛門は父の代から佐渡と近畿を結ぶ海運業に従事した︒

海船業者で豪商として知られる︒山本家三代半右衛門︵宝暦七

ため︑自ら船に乗り松ヶ崎から新町に運んだという︒

松がある﹁八方正面の松﹂を購入し︑宿泊の奉行の庭園に植える

年Ⅱ一七五一没︶は︑この菊地家から︑現在松ヶ崎本行寺に兄弟
ついては︑廻船との関わりを考えたい︒寛永七年︵一六三○︶︑先

千三百両にのぼったという︒あるいは︑この両者からの山本家所

相羽氏が書いている陶器三題の入手について古い年代の二題に

祖清九郎︵家名山本半右衛門︶は十七歳の時佐渡に渡り︑相川
の山之内庄右衛門町に住む︒福井藩士であった家から多少の家産

蔵の珠洲焼叩大壷と備前焼大甕の入手の可能性を考えている︒

に羽茂郡大立村の卜八歳の女性と結婚する︒西三川砂金山の大立

から﹁棚下し﹂の記蔽が天明元年︵一七八二の六十二年間であるが︑

しかし家蔵の廻船の資料は﹁棚下し﹂の残る享保四年︵一六一九︶

庭と．おろ

山田吉左衛門の遺産は︑家屋敷︑手船二艘などのほか︑金

をもらって︑山師になったのであろう︽︾寛永十八年︵一六四二
鉱山をも稼ぐ立場のためかと思われる︒また︑慶長紐年正月の御

田中圭一編﹁佐渡海運史﹂︵昭和五十年刊︶を参考にした︒

﹁佐渡と蹴鞠ｌ山本家所蔵・蹴鞠鴨沓の免状を読むｌ﹂について

礼衆の覚に︑山本半右衛門は︑佐渡奉行所へ引出物として三十疋

は︑特に書き加えることはなく︑本誌をご覧いただきたい︒

なお︑表紙に作家海音寺潮五郎氏の色紙を用いた︒海音寺氏は

しかし︑寛文十年二六七○︶︑相川の洪水により︑間歩の被害

の礼物を出している︒中小の山師であったのであろう︒

を受けて新町へ転住した︒西廻り航路の寄港地となった小木港が

三十三Ｈ︑来訪されたｃ父修之助は︑来訪録に﹁作家海音寺潮況

郎氏夫妻︑知切光歳氏︑大庭さち子氏が︑三条市の緑川玄三氏︑

﹁天と地と﹂など︑多くの歴史小説を書いた︒昭和四十六年五月

庵原健氏ら越後文学会の人たちと来訪︒知切氏は先年来訪旧知で

発展し︑その小木港と府中相川を結ぶ街道が脚光をあびる時であ
るが︑船の水主にしたのであろう︒おそらく︑農村を背後にもつ

ある︒真野御陵へも案内した︒海音寺氏は︑その後もご交誼をい

る︒延宝六年二六七八︶に近くの平兵衛から子供をもらってい

町の喜兵衛から酒株を買い︑酒造業を営むことになるｃ

新町から小木を結ぶ活動であろうｃ貞享四年二六八七︶には新

られた︒逝去されてからも御遺族と今も交際している﹂とある・

ただき︑翌年出版の拙著﹃佐渡の百年﹂には懇篤なる序文を寄せ

父にとって﹁佐渡の百年﹂の長文の序文はありがたく︑著書の販

山本家には︑佐渡の廻船の先駆者となった豪商山田吉左衛門の

売を考えると生涯の恩人とも言えると思う︒

二通の古文書があり︑その親密ぶり︵佐藤利夫﹁佐渡の旧家と文
一六二三︶のはじめころ︑京都より相川下京町に移住した︒吉左

化性﹂平成十八年刊︶がうかがえるｃ吉左衛門は元和期二六一五

山本半右衛門家が所蔵する陶器三題相羽重徳

凶

珠洲焼叩大壷
(鎌倉時代後期〜室町時代前半）

越前焼瓢形壺
（江戸後期）

備前焼大壺
(安土桃山時代〜江戸時代初頭）

謹

鑿蕃荊斬恥戸貯が洲蔚へ入尽一ｓ熱湘

甫雨佇篝鍔ｌＥ掛渕到副・篝鍔謂喋ｓ詠尭即割嘩ｌ雪国唄荊

篝蕃暴嘩Ｓ識斧

居針熟弓副﹁飛訶剰震﹂

佐渡と

蹴鞠為門弟鴨
沓之事懇望候
條々雛有子細之儀
別而執心之間免
之候尤以規模珍重
候也謹言

本間兵衛門殿

閏八月十一日雅敦

候也謹言

み︑また趣味人でもあった生出専庵という人物か所有してい

うに︑という意味になる↓６

本文部分を要約すると︑蹴鞠道の門弟として鴨沓を履いて

推測される︒雅敦は短命なうえ︑父親よりも早く没している

と記述されていることから︑１５６６︵︑水禄９︶年のものと

⑫代目当主の雅敦︵１５４７〜７８︶である︒文中に﹁閏八月﹂

番状の送り主は︑戦国時代︑蹴鞠の師範を務めた飛鳥井家

蹴鞠を行うことを認める︑ただし規範に添って大切にするよ

である︒

さて︑蹴鞠鴨杏の免状だが︑翻刻と書き下しは次のとおり

興味深いものがいくつも発見される︒

のほか︑浮世絵などが貼付されており︑じっくり見ていくと

別して執沁の間之を免じ
候尤も規模を以て珍重に

鴨沓の事懇望し候條々
子細の儀有りといえども

蹴鞠門弟として

本間兵衛門殿

閏八月十一日雅敦

１山本家所蔵・蹴鞠鴨沓の免状を読む１

蹴鞠Ｊ
１秋岡

２０１３︵平成妬︶年︑新潟市が京都市と観光・文化交流
官言を結んだことを記念し︑にいがた文化の記憶館︵新潟巾
しゆ雷つきく

中央区万代３︶で﹁Ⅱ本サッカーの源流蹴鞠の装束展﹂を
開催した︒会場では︑京都市の蹴鞠保存会から︑今も実際
に使われている蹴鞠の装束一式や鞠︑鞠扇などをお借りして
また︑新潟と蹴鞠の関係を示す重要な資料として︑

戦国時代︑佐渡・本間家に送られた蹴鞠鴨沓の免状を公開した︒

展示した

この免状︵カラー口絵参照︶は︑山本修己氏が所蔵する六
曲半双の茶席川屏風に貼られた形で保管されていた︒山本家

一 一

たとのことである・・屏風には︑写経や暦など様々な古文書

に伝わる以前は︑江戸時代末期に佐和川町五十里で医者を街

啓

戸Ｊａ０

〜

ている︒一方︑残念ながら︑免状の宛名である﹁本間兵衛門﹂

ため︑この人の発行した免状は数が少ないであろうといわれ

足が拾って差し出し︑そこから２人が近づきになって︑翌年

ける蹴鞠の会で︑巾大兄皇ｆが鞠を蹴って脱げた沓を中服鎌

ソードが残されている︒６４４年︑奈良・唯烏の法興作にお

蹴鞠は春秋戦国時代の中国で生まれ︑Ｈ本には飛鳥時代︑

なる人物の特定はできなかった四・

室町時代中ごろまでは飛鳥井流の他に御子左流︑難波流︑賀

蹴鞠は︑飛鳥時代の伝来以降︑時代とともに変化してきた︒

の大化改新が成就したという故張である︒

代には宮廷や貴族たちの間で愛好されたが︑鎌倉時代以降︑

茂の社家流等があったが︑江戸時代には飛鳥井流と難波流の

仏教などとともに伝来したと言われている︒その後︑平安時

ちにとって︑武家のたしなみとなっていた︒たとえば︑和歌

武士階級にも広まり︑戦国時代には各地の戦国大名や豪族た

みが継承されているｃ

二派になり︑現在は京都市の蹴鞠保存会によって飛鳥井流の

大変な鞠の達人であったことが知られている

在島釧年間の

なお︑承久３︵１２２１︶年︑佐渡に配流された順徳天皇は︑

など文化に優れていた今川義元の嫡男・氏真が︑特に蹴鞠を
熱愛し︑織川信長の前でも技を披露したという逸話かある︒
かもぐつ

当時︑装束の清川には宗家の許しが必要とされ︑山本家所
職の免状は︑﹁鴨杏﹂と呼ばれる腫物の使用を許可するもの

され︑佐渡にはその頃から蹴鞠の伝統がひそかに息づいてい

暮らしの中でも鞠を蹴られたことがあるのではないかと類推

それぞれ色や形で階級が決まっている︒現存する免状の内容

ると︑より一瞬︑佐渡と蹴鞠の関係が明らかになるはずである︒

たかもしれない︒もしそれを姿付けるような資料が発見され

である︒蹴鞠の装束には︑肋帆子︑鞠水干︑鞠袴などがあり︑

の変遷からは︑蹴鞠が裟道として家元制を進める過程がうか
がえ︑本状もそのうちの︽点として貴屯な資料といえる︒

学会︑１９６８年︑柵貞ａ

竃山本修之肋﹁代川文叩佐波関係古文神﹂︑﹁佐波史学第六集﹂︑佐渡史

電︑規模とは︑規範︑模範︑Ｆ本の瞳露

牛埴で作ら

ちなみに鴨沓とは︑先端が鴨のくちばしのように偏平な形
状をしていることから名付けられたものである

三︑免状の解読には︑大阪背山腰山文学博物館・惟任学災ｕの小愈淵夫氏

にご協〃いただきました︑厚く御礼申し上げます︒

れた足の部分に︑鹿革の足首を覆う靴下のようなものが縫い

１９５９︵昭和洲︶年︶に︑この免状と同一のものとみられる文併につ

四︑両津巾河崎公民館発行の﹁河崎付史料編年志上を﹂︵橘服降緬︑

付けられており︑鞠を蹴っても脱げないよう正夫されている︒

このような工夫は︑蹴鞠という球技が進化・発展する中で生

いての記述がある︵３０９１３１１頁︶︒それによれば︑免状の宛て

まれてきた口飛鳥時代︑鴨沓が発明される以前には︑沓をひ
もで直接足にくくりつけていたことから起こった有名なエビ

8

されているしかし送り椹が飛蝿井朏散であることが硴定している

先は一本間泰省︲｜という人物で．その年号は１３０８︵延塵旭︶年と

についてご存知の〃にご数小いただきたい

の堺愉もあり︲系閃をたどることは州銚かもしれないが弓本間典術門﹂

の蹴鞠鴨併の免状か１５６６年のものであ為と碓定される戦Ⅲ乱仙

︵にいがた文化の記憶館学災員︶

I

ｰ ･ l i

時代に送った他の免状と比城しても︑形式が非常に噸似しており︑こ

以上︑その唯没年からしてこの脱は誤りであるまた飛恥坤家がⅢ

手ｌ山本半右衛門家が所蔵する陶器︑

羽重徳

／

ることで︑擶蟹の御叱服を乞うとともに︑御当 胚の学恩に少

しでも服いるこ

J
−
ニ
ー
コ

兼稀はよる平成二川年七Ⅱ一川に︑山本家墓所より川ｋし

△

ととしたい︒︑︑︑ｊ〃
L

た什蔵器︵本紙二：︾りに排しい︶を御側宅にて洲在させて

叩大壺である

図１は珠洲焼

制在の折︑﹁折角来たのだから﹂と御当︑王の修巳氏口らの

タキ成形の蝿釉

灰色を呈したタ

府川県珠洲市を

焼き締め陶器で

先に存悩されている火難一点を拝兇することができたことは
水稲では︑それら︑間お陶器について資料化し︑拶占学的

一 君 一

頂く僥倖に恵まれた︒その綱杏結果については雑碓一新潟善
占一︽｜川号︵新潟県考占学会編︑平成二万年二月刊行︶に発

一△

手により︑わざわざ蔵から出して頂いた陶製需二点と︑玄関

表したので参照頂きたい︒

̲ 杢

相
中心とした地域
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軍ね顔ねの幸運と呼ぶほかはない︒
観察から得ることのできた知見と︑借Ｆの思うところを述べ

図1珠洲焼叩大壺(S=1/10)

頚
一 一 一 一 一

i

期頃に比定しうると考えられることから︑一四世紀頃の所産

され︑頚部はほぼ直立する︒吉岡編年﹇吉岡一九八九﹈のⅣ

はやや焼き歪んでいるものの︑端部はシャープに外に引き出

部下位は叩き日が見られず︑横位のナデが施される︒口縁部

の産である︒胴部外面に見られる斜行の叩き目が美しい︒胴

に始まるとされる﹁塗り土﹂技法﹇間壁一九九二が見られ

甕﹇間壁一九九一﹈と器形が類似する︒また︑一六一○年代

銘は慶長三二五九八︶年銘の入る大喪︵﹁備前焼紀年銘土
型調査報告書﹂︶に兄られ︑元亀二二丘七二年銘のある

ｆ﹂︵ひねりつち︶との刻号が入れられている︒同じ﹁捻惟﹂

であろう︒口径一八・五センチメートル︑底径一二・五センチ

世紀後半〜一七世紀初頭︶頃の所産と推定される︒なお︑佐

ないことから︑本品は安土桃山時代から江戸時代初頭二六

図２は備前焼大発である︒岡山県伊部地方を中心とする地

えられる同類蕊が出土しているが︑鉄泥による雄り土が見ら

六○・○センチメートル︑

れることから段階的に
本品より新しい︒口径

渡奉行所からも正保四二六四七︶年の火災で被災したと考

に発色している︒頚部はⅡ縁部にかけてやや内湾し︑外面に
はへうによる幅広の横位沈線が見られる︒肩部には﹁古﹂﹁捻

底径四三・○センチメー

トル︑器商一○五・○
図３は越前焼︵福井

センチメートルを測るｃ

(S=1/6)

壺甕類の器面に﹁ロクロ目﹂が顕著に目立つようになるのは

ようになる﹇田中二○○六﹈という観点︑及び︑小・中型の

後半〜元和年間︵一七世紀初頭︶以降︑器面に捻り土を施す

底面は粗いナデが施される程度である︒越前では︑慶長年間

帯びた褐色を呈する︒器面はロクロナデによるⅢ凸が苦しい︒

である︒器而全体に鉄釉︵泥︶が施されており︑やや亦味を

県越前町を中心とする地域の産︶であろうか︒瓢形の陶器壷

図3越前焼瓢形壺

域の産である︒無釉の焼き締め陶器で︑器面は明るい赤榿色

メートル︑器高五○センチメートルを測る︒

図2備前焼大甕(S=1/16)
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まとめ

トル︑器高一二・○センチメートルを測る︒

れる︒口径一○・○センチメートル︑底径一二・○センチメー

しており︑﹁お州黒壺﹂として使用されていたものと想定さ

の所産と推定される︒なお︑本肪の内面には厚く鉄漿が付着

村二○○四﹈という二つの研究成果から︑本州は江戸後期頃

﹁ねじたてロクロ﹂技法へと転換する一八世紀末頃以降﹇木

町入植以前に遡る可能性も高い︒運搬の労力を考えると佐渡
入植にあたり︑わざわざ持参したとも考えにくい︒従って︑

は山本家が真野新町に住む以前であり︑初代の相川庄右衛門

は一六世紀後半〜一七世紀初頭頃と考えられるが︑その年代

ながら︑所有に至った時期についての言及はない︒生産年代

にはすでに所持され︑埋設されていたことが分かる︒しかし

違いない︒記事に拠れば︑少なくても明治二二八六九︶年

ない︒従って︑この記事は図２の甕を指していると考えて間

本船は江戸期の何時かに当時すでに年代物であった本品を入

手し︑実用に遇していたと想像できようか︒現在は︑当家の

山本家が佐渡︵相川庄右術

門町︶に住み始めたのは寛永七二六三○︶年のことで︑真

ずまいは︑現当主の修巳氏により﹁秋立つや大銭甕の旧本陣﹂

玄関先に置かれ︑住時をひっそりと物語っている︒そのたた

１の来歴は不明であるという

﹇山本修之助編一九七五︑山本修巳二○一○ａ﹈から︑本品

︵鮎味噌︶︑﹁玄関の大甕にさす秋日かな﹂︵源氏蛍︶と詠われ

野新町に越してきたのは寛文十︵一六七○︶年のことである
が生み出された一四世紀から連綿と所持し続けていたとは考

うか︒越後︵佐渡を除く新潟県のほとんどの地域︶では今の

族のどなたかが実際にお歯黒をする際に使用したものであろ

３の来歴は不明であるが︑江戸後期の産であるから︑御一

ている﹇山本修巳二○一○ｂ﹈︒

の節︑縁の下土中より︑大発壱ッ掘州し候・此艶口径弍尺壱寸︑

２の来歴は佐渡叢書に詳しい︒明治二年二Ⅱ﹁土蔵建替へ

えにくい︒後世に入手したものであろう︒

高サ三尺五寸備前焼二て﹁吉捻土人﹂の字を刻す︒川来土蔵

れており︑実際に県内の近世遺跡を発掘洲在しても川土する

例は数少ない︒しかしながら︑佐渡の旧家では葉茶壷として

ところ︑近世期の越前焼はほとんど流通していないと考えら

使用された越前焼の大壺を﹁良く見ることができる﹂﹇佐縢

にて鈎出し候山︒此蕊只今ハ︑節季搗の粘米を弐石余り入れ︑
認の大きさは口径弐

翌年晩秋の頃迄貯蔵致置候も︑少しも︑米虫付ふけ等之事匙

縁の下二埋めあり︑貰銭を入れ置候物也︒銭出し入の時ハ鉤

無候

の注意を払うべきで︑その結果︑具体的な様相が明瞭になる

二○一三﹈という︒今後︑島内の伝世胎や出土品などに一層

﹂﹇山本修之助一九七五﹈とある

センチメートルであるから︑先に示した実寸と大きな違いは

尺壱寸Ⅱ六三・六センチメートル︑高さ三尺五寸Ⅱ一○五・九

ll

得るかもしれない︒

山本修之助糊一九七八﹁佐渡川本半布衛門家年代記川本

間雌忠彦一九九一一一備前焼﹄ニュー・サイエンス社

一佐渡准誹・一輔じ巻︑依渡畿誹刊行会

︵佐渡市世界遺産推進課学芸風︶
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とすれば︑越後と佐渡との流迦の速いを知る下がかりとなり
半微細﹂

山本修巳・一○一○ａ﹁山本半右衛門家墓所改築﹂一俵渡郷

備前焼の佐渡への流辿に関しては興味深い洲從結果がある
雌内の各地域ごとに尚級仙とされる備前焼描鉢の出土雌を比

ｔ文化﹄三三号︑佐渡郷土文化の会
山本修巳二○一○ｂ﹃句集花騨香﹄角川コミュニヶー

のであるゞ先に触れた越前焼流迪の特典性と合わせて︑備前

徹史叢評Ｉ︑六典川版

吉岡康腸↑九八九一日本海域の土器︑陶磁﹇中世緬二人

︑ンヨンズ

核すると︑佐渡地域が突出している﹇州羽・竹部二○で↓﹈

これらの陶器は所亦村川本家の・水きにわたる家絡を小すのみ

焼の流通舷において蝶内の他地域との絡施が指摘されており︑

こＩ刊却ｕｈｒⅣｕ卜可﹄︒︑ノュ

．ｌⅢ１Ｖ川リⅢユゼＪも〆

ならず︑佐渡の地域性や批枅を如実に誰る朧史世厳としても
︻参考文献﹈

州羽承徳・竹部佑介き○で﹁新潟雌における近阯拙鉢の
流迎Ⅲ︵佐渡・皀烏邸・占忠郡糊こ国：川川流域の考古学岨
第一○ザ︑奥：一川を勝える会
ト﹂一︲細井城Ⅳ｜−細井巾文化財保識センター

木村孝一郎迂○○四﹁近世越前焼における糊年的研究ノー

の船路︵そのｌこ﹃季Ⅲしま一期二三四︑公祐財団法人Ⅱ

佐縢利夫↑ ○でゞ﹁﹁しま﹂の原飲第二Ｉｉ蛾佐渡船
本離鵬センター

一財団法人瀬川巾文化財振興財団

川叩照久一○○レハ﹁近仙の越前﹂一江耐時代のやきものＩ
生産と流迦

術前焼紀年銘ｋ刷訓介委貝会・術前市教育委員会一九九八
﹃術前焼紀年銘士型洲介報告聿皇

山本家伝来の銭甕と山本修司氏

新潟日報歴史フォーラム

保幕府﹂
主徳川恒麦

して

本修巳

詩人たち﹂で︑佐渡奉行所の俊秀廣間役田中葵園と碩学円山

次の講演は漢字文化振興協会会長︑石川忠久氏﹁佐渡の漢

位はＲ本の﹁幸せ﹂でないかと結んだ︒

浜北の漢詩を取りあげた︒葵園の﹁鹿伏夜雨﹂と浜北の﹁黒

昨年六月二十二Ⅱ︑会場アミューズメント佐渡︑﹁雁史の
に江戸時代数百年佐渡を統治した徳川家の宗家十八代当主徳

烏佐渡と江戸幕府﹂︑聴衆約六百人という盛況であった︒特

坂﹂は︑私が拙箸﹁佐波のうた﹂で取りあげているので︑葵

つれなり

川恒孝氏が来島するということもあったと思うｃ恒孝氏は︑

ＬＬ人

幕末の会津藩主松平容保が曾祉父であり︑徳川宗家に入婿し

おも

田中葵園

圃の﹁拝順徳帝古陵﹂︑﹁銀山暮雪﹂をあげたい︒

佃孝氏は﹁江而時代に築かれた日本の基礎﹂と題して英国
ししん

拝順徳帝古陵

た︒講油でも幼少会沸弁のなかで育ったことを話していた︒

の学校にも通い︑長じて外国勤務が長いこともあって︑全般

六龍遥幸北澳演

︑；︑りゆう

只兇る年々春草の新しきを

憶ふ昔君王紫震を出で
みゆき
六龍遥かに幸す北洪の演
古陵千紋人の到る無し
憶昔君王出紫哀

凶兄年年春草新

古陵千載無人到

的に清新な感じがした§

にバブルの崩壊の時の質素倹約の文化へ︑徹底したリサイク
幕末に来日した外国人は︑清潔・質素・正直・安全など驚

江戸時代初期の社会の安定から元禄文化の華やかさ︑さら
ル社会を 実 現 し た ＆

半天雪を懸く府楼の束

いた記録が多い︒また︑江戸時代に三人の女性︵五十歳位︶

半天懸雪府楼束

十里の来光関象空し

銀山暮雪

が二十日も旅をした記録がある

十里寒光幽象空

限界玲朧源一色

西欧では女性だけの旅は

二十枇紀になってから︒家康公没後凹面年︑質素倹約の中で

限界玲瀧繩一色

すべて

家業の誇り︑平等︑教育︑砿︑学問など︑また商い女性の地
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山

銀山併在王山中

あわ

併せて

・つち

玉山の中に在り

休憩をはさんで﹁歴史の島佐渡と江戸幕府﹂の彫談会︒コー

の過程§そして佐渡を訪れた多くの人々の遺鵯を著潴な史家

精微を極めた測妓技術による縦横の坑道や︑排水技術︒精錬

︵前略︶その旅行の中でも佐渡の金山の見学は圧巻でした︒

を支えた佐渡金山のスケールと︑今に残された佐渡の文化は

先祖をお持ちの方が何人も居られると思いますが︑幕府財政

14

能楽の﹁高砂﹂︑芸能では︑相川甚句・相川音頭・佐渡お

けさ︵立浪会︶・仕舞・つぶるさしと一夕を楽しんだ︒時に

な人柄が感じられるようであった︒

海岸近くの場所のため︑海の夕風が心地よく︑徳川氏の清新

徳川氏は︑来島時の感想を﹁柳営﹂︵二十六号平成

ディネーターは︑漢字文化振興協会事務局白石宗靖氏︑講師

である山本修巳氏の御自宅で拝見し︑佐渡の持っていた高い

二十五年十一月二十日︶刊に次のように書いている︒

は徳川恒孝氏︑石川忠久氏︑余湖明彦氏︵新潟県文化行政課

組頭中山修輔の局外中立をつらぬき佐渡に戦乱がなかったこ

柳営会の併様の中にも佐渡奉行︑佐渡勤番を務められた御

文化水準にも驚嘆しました︒

と．私は︑初代佐渡奉行大久保長安が石見からの人材を豊川

を拝見しました︒

本当にＨ本の大切な雫物だと感じ︑滞在を一日延ばして能楽

私の生涯にとって思い出に残る一Ｈであった︒

ますと︑なにか心の温まる思いでした︒︵後略︶

能楽に見入っている姿を気持ちのよい夜風に吹かれて兇てい

火されて能楽と郷上芸能か始まります︒小さな子供達までが

り︑莫薩を敷いて楽しげにガャガャとしていると焚き火が点

夕日が沈む頃︑三々五々村の人々が広い神社の境内に集ま

や金銀の輸送などで江戸との交流が深くなって︑机川が文化

になった︒

内されて︑正面の椅子にかけ︑私はたまたま徳川氏のとなり

日神社能舞台の薪能公演を見学された︒知友の市川求氏に案

その後︑余湖氏は所用で離れたが一行は︑夕食後相川・春

うになったことなどを話した︒

の高まりを意識し︑﹁相川の隣は江戸﹂という誇りをもつよ

し佐渡金山の社会的安定化を計ったこと︒また︑奉行の交代

奉行所の政策や改革をおこなったこと︑幕末の戊辰戦争の時

余湖氏は︑佐渡奉行の荻原重秀・而谷清昌について︑佐渡

世界遺産登録推進室副参事︶と私であった︒

詩の解釈が中心であった︒

崎︵春日崎︶落雁﹂﹁横島帰帆﹂﹁富崎晴嵐﹂である︒講演は

﹁銀山︵才神︶暮雪﹂﹁弾誓晩鐘﹂﹁Ｆ戸夕照﹂﹁鹿伏夜雨﹂﹁幽

﹁銀山暮雪﹂は︑﹁相川八景﹂のうちである︒八景は﹁道遊秋川﹂

銀
I
l
I

然るに吉田の神号と当国国民祉巫の申伝ふる

持の神の社ハ幽かなれとも

同郡

椿尼村

飯持神社を拝し歌に︑万民のミたまの声をうけ河内村

神跡しれす︑橘三喜参詣の側小キホコラ同郡

八郎肋といふ百姓の屋敷内に有後山村

御食神社従古勧請の地誹かならす︑今は山崎同郡

不動を勧論ともいふ中小倉村

物部神社住吉明神とも申伝へ︑又一説に別当同郡

猿田彦の神号を納む金丸本郷

引田部大明神当社の縁起無之延埴年中橘言喜雑太郡

大目神社往古ハ川内村に勧請共いふ

大己貴命の号也別当神宮寺

一ノ官渡津神社丘十孟神の旧跡羽茂郡飯岡村

とハ違ひあれ共︑笈にハ我国の事なれハ︑側説を誼として左に記す

九社鎮坐と定るとそ

史料紹介﹃佐渡土産﹄︵二︶

一佐渡郷土文化﹂第一三二号で︑﹁史料紹介﹂として︑荏川文庫︵佐

渡市真野新町山本修巳氏︶所蔵の﹁佐渡土産﹂︵上・下二巻︶の上
内容は︑佐渡の九式内社や越湖︵加茂湖︶の紹介をはじめ︑烏内

巻の前半部分を掲載したが︑今岡紹介するのはその後半部分である
各地の旧跡や伝承が記されている︒子細に見ると︑﹁八幡村八幡宮の

兼の詠んだとされる和歌が︑ここでは順徳上皇の御製としているこ

事﹂のほととぎすの伝承について︑枇阿弥の﹁金島書一では京極為
とや︑﹁池の中に浮嶋の事﹂で﹁おとわ池﹂を﹁おとが池﹂としてい
ること︑﹁潟ｔ家代々名釛﹂において︑三社の銘を記した名刀を﹁絹
を要する箇所も見られる︒また︑﹁安女塚﹂は﹁安寿塚﹂の︑﹁う葉

艘﹂とする弓佐渡名勝志﹂では﹁絹潜︵キヌカッキこなど︑検討

たものである．

か池﹂は﹁大番池﹂の占稲である︒なお︑句読点は適従兼稀が加え

当国九社神の事

人王六十代醍醐帝の御宇︑日本人小の神祗三千一百余坐を
六十六ヶ凶へ分け︑側の弘狭により社の数を定め給ふ御時︑当同ハ
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ママ

神跡審かならす︑西見川村小布施大明神同郡
氏神の社也と

越敬神社共︑近代去ル上人悉く改やはり猿八村猿八村
天照す神の教を益人の血き心を受や

大幡大明神神泳たもたん天地のやしなひ立しかひも大倉村

村拾ヶ村に過す﹄されは︑此同第一の景地にして四季の余景あ

れをもれて里々の賑ひをしらせたり︒さくらは池の廻りに白ふ

り︒春は遠村の霞斜に横たわり︑朝夕の烟りハ竹の林森の木隠

咲けハ︑おのつから当の堤と兇へい︑谷々の花︑隈もなく高や

かに嘘りなるを︑嵐のさっと吹ちらすこと淡雪にひとしけれ︒
ねｃざら

越の高根を浴る雁かねは洲崎に羽を休め︑帰ることを忘れぬ

水に集る群烏も塒にいそぐことなし︒夏は遠樹の緑水にしつみ︑

なく神の教を守る世の人
加茂郡

色々の鱗浮ひ遊ヘハ︑魚樹に登る気色さらなり︒五川雨山は降

しと鳴渡る︒橘の中礎にか︑りたる杜︑炎湊といふ二里の境の

栄を見せたり︒典隠をたより︑木高く箱乗る郭鳥夏を速きにせ

りたる名もしる．一処の恵ミに唯そふる松杉は︑いつも常磐の

熱串彦神社一説水尾明神とも︑詳かならす長江村
越湖日本の名湖といふ事

川なり︒笈なん蛤もゆられ来にけると読る所なり虐此橘の束は

附タリ湖之の記の事

槍海にて︑町は湖なり︒孤東を臨めハ︑隈なき浪間より出る川

冬は遠山の炭竃の烟りみしかき程

の光り︑潮と水とに移ふ影清く︑高根の紅葉色増セハ︑礒辺の

雪械り︑外の色ミぬ明〃の雲ハ︑ミさほなる梺の松なりける︒

芦は寂しき色にそよきけり

佐渡ハ辺梛故︑兇ぬ人の撰ミしものなるへしと︑いえる人しからんや︒

いそぐ賎の男なと︑己かしる向ひの村へ波るも︑いやしき身と

池の辺りハ水広ふ閉て︑狐もはやわたりつるほとなれハ︑業を

此湖廻り流里十八Ｊ︑諏訪・紺根にも期るならんと第七へ出し候事︒

第一琵琶湖近江第三三方湖符挟第三諏訪湖備濃
第岡箱根湖伊豆第五日光湖ド野第六有施湖越中
第七越の湖佐渡第八松江湖出雲第九盤梯湖奥州会津

いふ村々の地名とす︒此潟の廻りに葭芦術悉化す︒近年浦筵といふ

紀伐之

蝋のほる趣の水海近けれハはまくりも又ゆられ米にける

俊成卿

恨ミても何にかわせん逢てのミ越の湖見るめなけれハ

てあやうきを知らぬこそ︑まして哀れにおかしけれⅣ

湖の一名潟ともい僅々此廻りに民家十一ヶ村有・潟上村︑潟端村杯
ものを織出し︑府中の在々まで座敷の用るもの多し︺依て農業余力
鮒をもって此潟の樋とせしと申伝り︒

とすⅧ又此湖に火成鮒有て︑其味ひ鯉に等しとなん﹂往昔琵琶湖の

湖の記

越の湖の廻りは︑洲崎山の崎所々にさし出︑その隈々に龍る氏
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又連歌俳諮のほ句

年を経て積りし越の湖はさミたれ山の表の雫か道兼卿
此越の湖の詠歌︑藻塩草︑名所集にも多し
かぞう

算るにいとまあらつ︑愛に略すｃ

真野村真輪寺の事
此寺国分村岡分寺の末蚊也︒人王六十二代村上尺皇の御宇︑天暦
也︒往古は真輪芋当阿熈本寺にて︑此十ヶ寺も各真輪寺の門未成之

年巾の草創なりゞ外に岡村の中坊舎拾ヶ難有︑足も同伺分与の末寺

手先キといふ也︒其後も悪龍将監へ怨をなさんと度々怪敷ことあれと

も︑彼名釛の徳により少しも災ひなし︒然れとも将監溢りを与られ

しかハ︑夫より悪馳納受して︑潟上村の内に小キ池のある所へ形ちを

移して住り︒かくて将監は誌毛の馬に乗り︑家老左京壱人を召連れ夜

妊彼池へ通ひ︑将監ハ水中へ人︑龍と物語す︒其事聞くものは左京計

世人誤り︑今ゼうが池といふ所是なり︒依て潟上家に芦毛の馬引事代々

りにして︑外へ洩らさす︒その由緒をもって此池を将監池と申伝し処︑

忌と云・又潟と申は︑当国越の湖の一名とす也

二尺七寸太刀営振

潟上家代々伝来名釛の事

無銘なり︒水中出るといふ︒号て波ノ平と申とかや︒此太刀往昔

湖より網にか︑り揚りしとなり︒今ハ白鞘となして有

境内山林広く︑尤此村に寺百姓といふもありて︑昔の面影残るなら

由︑いつの頃より国分寺の末寺と成るや︑その訳審かならす口今も
んか︒年歴て仁治三年寅九月順徳院崩御の時︑此寺の辺りに尊骸を

香花蹄明を照らし祈れハ︑雨一七︑のうちに降らぬ親なしといへり︒

祈る時ハ︑潟の中に小屋をかけ壇を飾り︑此太″を少し眺かけて届︑

旱魎腱剛を

又新院の御製︑其外種々の宝物多し︒池ノ蔵人か書く物も多しと也・

銘に菫祉を記︑中心迄神々の御名見

善光寺村善光寺の本尊は︑信州河中嶋無光寺の本尊一躰分身なりと︒

善光寺本尊秘仏の事

ゆると也﹄孤此潟上家に種々の由緒多く︑筆及ハす愛に略す︒

是は絹艘といふ梧刀なり

きいかつき

二尺五寸刀壱腰

おひて百ヶＨ祈祷有て打たる名″也といふ︒

平ノ永守往占暇後国より当同へ来り︑潟上家菩提寺同村湖鏡庵に

メニ尺七寸太″壱振

納め︑則御廟の別当となりて︑門前に下馬札ありて寺格もよろし◎

附たり潟上家代々名釧の事

本間将監官女を妻に賜る事
楊梅の″︑雌ハ枇に類ひなき名釧たり︒其由緒ハ︑潟ｋ喜本斎か
監か婦妾に被下たりゞ其時両女勅許を蒙り︑所持の太刀を将監に渡す︵︾

祖父本間将監といふもの︑如何成故有てや︑勅によって官女を一人将
将監帰国に趣くの時︑官女を捨置︑彼太刀を取て忍ひ出けり︒女甚恨
共︑名釧を帯しける故︑難なく古郷潟上に至而︑恕龍も又愛に来り潟

去ル寛政年中︑江戸表両側の川向院におゐて開帳有︑世の知る所也︒塵

ミて︑一念忽ち悪龍と成て︑将監を追かけ近より恨ミを報わんとすれ
へ入 水中より姑て龍手を出しけるを兇しもの多し．今其所を名付て
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地中震動し︑大風大雨暗夜に等しく︑人々足に胆をけし︑只をそる

んとす″災池より上中を潜り︑海へ行かんとせしにや︑或時俄かに

たる光明顕れ︑見る人奇異の思ひをなしぬ直住僧行て見れハ︑光明の内

しノーと計り也︒其隣村に長谷村長谷寺と言真言宗の槽林に盤験あ

ばみ山に千年のかうをつみ︑又海に千年とやらの諺のことく海へ出

に如来の尊像あり／︑と立せ給ふを︑衣の袖に包ミ小屋掛に戻り︑夜

へ行かんと此辺りへ出るなり︒当山の梺に一千余巻の経文を理ミ道

らたなる観世音︑或夜住僧の暮にしらせ給ふハ︑山奥に住し蝮蛇海

長年中の比︑此善光寺悉く炎焼︑本堂︑庫裏︑門︑諸堂︑詣仏︑諸牒薩

中大工を呼寄せ㈲少しき箱のやう成厨子をさ葛せ︑其内に納め︑程経て

及一時の烟と成﹂其明るＨの夜︑門前の畑地の中成一本の松の上に耀々

結構を極めたる厨子出来︑其奥に納め︑尤秘仏也︒開帳仏も納め︑開帳

り蛇付といふもの掘川すこと似あり．中にも蛇の牙といふは︑長サ

此事同巾に隠れなく︑諸人観世断信仰いふ計りなし︒年経てち中よ

せ︑経文を理ミけれハ震動大荒も鎮りて︑人々安堵の思ひをなしぬ︒

し蝋なれハ︑我開き拝まんと︑或夜寺へ忍ひ入︑秘かに勝子をひらき奥

六寸余り幅壱寸余りのもの長符寺にあり

を支切らハ︑其功徳忽ちに彼五変を遁れ成仏疑ひなしと夢の告に任

なる厨子を附かんとすれ共︑川されハ鑿をもって刎明けんとせしに︑の

水に湛へ呑む時ハ︑忽ち論する蛎疑ひなし︒尤小命山に蛇什有こと

の側扉を開くといえとも︑開帳仏計拝ませ給ふ事也︒又或比近在の大工

っけにそり血を吐て死す︽翌朝住僧行て兇驚き︑人を呼ひ集め死骸を取

いふ︑秘仏とハ申せとも︑過し炎焼の比︑我々共同職の粁箱を栫へ入置

納め︑其日より一千枚の護摩を執しけるとそ︒又此寺の噸中に善光寺村

凶中に隠れなく︑今も折々掘出し得るもの侭多しと也・

此牙を削りて搬病むもの

おこり

八右衛門と申もの︑如来信心世に類ひなく︑毎朝明六ッの参詣一Ｈも怠

此長安寺往古は当国無本寺にて︑城の腰村本間加賀守泰亮祈願所

長安寺の鐘乱取の事

起︑手水終り本堂へ行かんと見けるに︑光明の余光あり越急き行見る

地広く寺領乏しからす︑名にあふ霊場成とかや﹄比ハ天正年中︑越後

成しか︑禅宗にて大堂伽藍門末拾二ヶ院︑寺家十字有て︑田畑山林除

に︑光明溌々として御来迎に預りしや︑其侭にて往生しける︒住僧は疾

りなく︑寛永年中或朝の参詣に三礼してうつ向に成︑偏心をこらしける

に︑ぎしノーと扉のしまる音聞へ︑光りも失て八右衛門うつ向たる侭あ

烟りとなれハ︑開基群かならす︒今ハ大野村の真言宗清水寺といふ檀

勢直江山城守かために加賀守亡ひし時︑火をはなち寺中残らす一時の

り︒様子聞かんと近寄兇れハ︑息絶て有へ是全く如来の来迎に預り正敷

八右術門と申群︑此寺の檀家なり︒件の趣意稗光寺の川記にくわし

御丈九尺計り︑手足の節々又は御衣の縫月共児ゆる所迄ミな其木の杢︑

し薬師堂の前の二Ｅ門有︒此噸像杉の曲木にて希代の説像仏作成と言︑

残らす此村の百鮴と成︑依各雛仏の地方を所持す︒此一乱の時焼残り

林の末寺と成︑門末袷二ヶ院は宮油村腿宮寺の末寺と成・寺家十字ハ

往生ならんと︑住僧を始め聞く人々錠ぬはなかりしとなん︒今も其子孫

う葉か池蝮蛇の事
此うわ

小倉山にう葉か池といふ有・占き蝮蛇住て︑大蛇の如く成と︒稀
に其ものを見し人はおそろしの余り家に戻り病むもの多し
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の筋有所に不足なく︑中にも指先にうづの舞たるも指に三シの節々迄︑

玉眼にハ正敷玉の如く︑眉毛ハ細く毛のことし︒両手の筋々人間の手

聞く人も今はなき世そ郭公たれを忍ひて過る真の里︑と泳しさせ給ヘ

りしとなり︑程経て中納喬賢朝公此辺り御通りの比︑彼蝋御聞及ハれ︑

此里過よ山ほと︑きすと御ｕすさみ給ひけれハ︑此肌にて時烏蝿かさ

真更川村光明仏の事

ハ︑いにしへのことく八幡村にても時烏鳴くなり︒

皆杉の杢の自然にて人力の業にあらす︒此杉を伐出せし処を二王沢と
言て︑今も此寺の持山也︒其外樋々の飛物多く︑筆に及はす．又往杵
︵た︶

より伝へし瀧宮出顕といふ異形の鈍有しを︑如仙成訳打てや︑或時余

比叡山より出︑弾誓上人は天台宗にて念仏の行苦也︒尤念仏に揮

北山別当典光寺へ乱取にとられ︑件の鋪に繩綱を付て大勢の人部大道
を引行に︑此爺の境内を離る︑処に登り坂打ｃ其梺に至り︑鐘俄に砿

成不恩議か有けん︑此山ハ疑ひなき霊山なりと甚帰依し︑其山の梺

誓流とて一流あり︒当同へ渡海し金北山へ始て登山しける時︑如何

に外海府真吏川村の面姓某か元に仮りの舎りを求め︑Ⅱ毎参詣怠り

く成て一寸もさらす︑定めて仏菩薩のおしミならんと入部を増︑引と
果たる計り也﹂時に貞光寺の住僧梺の川にいり︑垢離をとり︑金北山

かえりかけに金北山のＨ参︑しはらく勤行に時移り︑暮に及ひたと

なく︑或日檀山へも詣んと山続き六里御堂の辺りに行暮通夜し翌Ｈ

も動かす︽︺毎Ⅱ入部を増せハ増程鐘の重りも増︑其中に怪我人多く叩

の方に向ひ信心を凝しいのりけれハ︑大権現の加護に依てや︑鐘元の

に阿弥陀の尊像ありノーと立せ給ふ︒上人悦ひの余りに衣の袖をし

るノ︑下る向ふの道の傍らに何となく光明輝き︑行て兇れハ︑典巾

如くなり易々と真光寺へ引取しか︑鐘に有し病のやう成もの彼坂にて
悉く摺れ落一ッもなし︒其落たるもの小サき両頭の蛇となりて︑今も

ほり︑彼舎りに帰りしかｊ〜の訳を謂れハ︑村の皆共いふ︑其光明

鮒は貞光寺の允仏厳に深く秘して有とい

え共︑当時ハ窺かに見しものも多しと也・

其坂に有て世の知る所なり

ハ往古より今に至る迄此蝋の昔及ひ隣村の者もおりノー拝まぬハな

けれと︑其中に仏の御婆有とハしらす︑いつ辿も只光りを拝むもの

はかり成といふｃ弾誓折おかす鯛かなる一宇を建立し︑阿弥陀の尊

八幡村八幡宮の事
此悔は開壊康治元年正戌年と縁起に有て︑日本六卜余州其国々の広

り§此上人其比所持せられし足なしの伏せ鉦今も有を石の上に居へ︑

撞ヶ共音替らす︑世俗不思議也と云﹄年腔て上人相川へ川︑弾誓寺

像を安置し︑則ち其所を光明仏と号け今も当国の貴賎よく知る所な

世の知る所なりゞ承久年中︑順徳院当国へ御遷幸在之︑真野か里にし

七尺の蝋仏也・毎年〃ⅡⅢ向辿︑法養執行貴賎群衆賑ひいふ斗りなしｃ

といふ一宇を建立し︑阿弥陀仏︑左右観斉︑薬師の三尊各座像丈ヶ

狭にか︑わらす八幡村の地名を定めたまひて︑壱ヶ因に一社宛御建立

はらく仮りの御舎りをまふけ給ひしか︑程なく此所より二里隔りし八

有之．その一社にして此村の鎮守也︾累年八月十五日祭礼今も賑々敷︑

幡村へ皇居を移し給ひける催︑折々此宮へも御遷幸在しけるとそ︒或
夏の比︑其社の森に郭公の鴫けれハ︑鴫けハ聞くきけは都の恋しきに
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ー

北百間斗り成へし§其中に浮島あり︑岸を離る︑峯川方共二間斗り

おとが池といふて︑山田村の山の半伏にあり︑東西五十間斗︑南

諸国の人々能しる所也︒又辺りハ辰荒レ余所よりしけし︺雲ひとつなき

ひ参詣の族常に多し︒又廻船の乗人此浦へ人澱の胸︑第一観音へ礼拝し︑

と咄ふ︒我を念する叢ハー吃水雛を除け給んとの御磐願也と︑小舟を雁

たつの満の間皇間斗り鵬︑一ッの粁の脱に槻世背有て︑世併二股の観苛

宛あり︑東より風吹けハ西の方へ奇︑岸を離る︑事緩か三尺斗︑東

晴天にも俄に風発って荒る︑︑其形ち画ける龍の如く成もの尻尾にて湖

池の中に浮嶋の事

の岸二間斗隔︑西より風の吹時ハ東の岸に寄︑西を離る︑こと三冊

なし州暫くにして晴れハ元の如く晴天と成事多し︒其形ち繕か二三丁を

離れて見る者侭多し︒ほと経て其磯辺へ︑辰のおろし子といふもの浪に

を巻あくれは︑忽ち雨車軸を流し海中低く波雲珠巻︑其恐敷事いふ斗り

ある人縄を下し兇るに︑而尋にして典余をしらす＠百Ｈの￥魁にも

守りとす︒此則る稀は難派なしと也・辰のおろし子一希海馬共︑

打脊る也・長サ繊二寸に︑かたち恰画髄に等し・ｆ物として人々安産の

て形ち恰菱のことく︑四方共五間斗り宛也・其池の深き事をしらす︒

水減る事なし︒洪水にも蛸す班なく︑又濁るＷなし︒笈に洞川村典

半斗︑南北も風次第︒斯の如く︑其鴫に乗て見れは︑真ン中に池有

汽宗の檀林にも縦義所坊といふ有て︑勝といふ下女あり向或弥生の

ふやう︑我は彼池の主也︑願くハ池へ伴んと︽罫轡音も又二世かけて

契りをむすひ︑ひと夜二夜と床重り思わす三ヶ月に余るに︑彼男い

崩すものあり︑何ものといふ鶚をしらす

夜毎深更に及ひ︑子供の大勢泣声遠く型に聞く骨多く︑積たる石を

すぅ其地蔵の前毎にちゐさき石ミつ四つ︑或は六つ七つ積ｋけあり

外海府鷲崎村の浜辺に小キ岩谷あり︒その内ハ行の地械数をしら

さゐの河原の事

契りし中なれハ︑いなミなく行に帷子の片袖を解︑書置を添て残し

る石山ことノーく崩れてあり︒又昼に過行てミれハ︑残らす積上け

快きことに
比翼
其夜苫き男来て︑おとが寝間へ忍ひ︑ひよくの

殻︒龍神に契りを結ひ︑今宵此世の限りなり︒此片袖を持て池に来

あり︑是眼前の不思儀也

おもひて寺に戻る

末っかた︑彼池へ行て洗物せしに︑何とやら常ならす

り︑雨を祈り給へ︑立所に降せんと也・今も其池に行て雨を祈れハ︑

ミな人いふ︑早世の子供の心魂石を積と

朝疾行て見れハ︑つんた

忽ち車軸を流すとなん︒池の辺りに宙有︑神に祭り音大明神と号す︒

いえり︒又仏説にも見へたり︒疑ふことなかれとなん︒
文覚上人始終の事

毎年六月十八Ｈ祭礼有︑談義所坊より池に行て法邪をなす︒此寺に
も大明神の小社あり︒此寺の縁起にくわし︒

に恐れ娘に残らす語るに︑此妾貞女孝心深く︑磯遠を謀り相図をとり

母を噸ミ無躰の恋慕を言掛︑燐シ叶わぬ時ハ紙を殺さんと也画此峨大

遠鵬武荷鴨遠ハ︑源のわたるといふ上の妾に深くあこかれ︑妾の

二見の浦ハ廻船此湊にか︑る沢根御帯所支配なりｃ此磯辺より沖の

二股の観世音の事
方へ七八丁離れて嶮岨に聲立たる岩ニッ︑何れも高サ六七間斗り︑其ふ
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臥たる首を討落し︑取揚見れハ︑わたるにハあらて我あこかれし女の

て夫を討たせんと︑其身渡る寝間に臥す︐盛遠ハ相図の如く忍ひ入て︑

るに︑三ヶ村へ引受壱人宛遣ひ見るに︑上々力の生立なれハ百姓の業

人を丹後国由良の湊山椒太夫といふ人買に忽引かされ︑当国へ来りけ

首なれハ︑個果其首を埋め塚を薬・京師の鳥羽の恋塚是也︒夫より高

物の番︑又秋は粟黍の鳥追ハセ︑冬ハ竃に藁の火を焚せしとなん︒年

情もかけすけんと也心無慈悲に厭なく︑春ハ苗代の鳥追ハセ︑夏は干

ハ恩ひもよらす︑何にても用た︑いものと家内の者共唖果責て言葉の

あきれ

の砕け流る︑をも厭わさりしを︑仏菩薩の加護にや︑犬童子天降り鵠

雄山に登り︑雪りを切り︑文覚と名を改︑瀧に臨て荒行をなし︑其身

畑野村某か届屋敷の内に往古より・言伝へに安女塚といふ打Ⅷ寛政年

経て三人共追々此国の土に成しとや︑哀れともいふ斗りなり︒今も

中︑地主某塚の辺りを掘穿ちしに︑丸鏡一剛︑細き群しやう成ものあ

を綴り元の文覚と蘇生せしと也α其後四行か歌を世に持︑雛を聞て火
ミし物哉と却而入魂に致せし杯︑枇の知る所なり

り︒是正しく安女の所持の物に疑ひ右へからすと秘め散︑其塚の上に

其後諸国を歴廻り．

何地にて命終るといふ事知る人少なし︒当国大久保村に小比叡山末頭

比︑俄に海荒すること侭あり︒其時は所の役人船々の往来を改め︑砦

小社を建︑彼某か地尊と崇む︒又奥州鞠城緬の湊へ諦脚の廻船人津の

に憎ミしか︑程経て西行に始て対顔せし時︑扱々殊勝也︑我誤りて憎

せしや定かならねと︑少しも疑ふことなかれとなむ︒

もって村送りにすること所の徒なりと諸岡に隠れなし︒

丹後船あれハ早々湊を追川し︑又は乗合に叶後料ある時ハ付役人鞭を

真禅寺といふ有︑その境内に正敷文覚上人の石碑あり︒いつの比渡海

武蔵坊か笈所持の事

源義経奥州下向の時︑難風に吹流され当国菅の浦といふ所へ打
此法印深く預かり養ひ奉りけるに︑川を経て順風出船の時︑法印へ

登郎絡也︒穴の中に篭るもの何裡といふ数をしらす︑夜に紛れ人に

ふたつ淵と言は︑相川の山続きに大成岩ニッ︑其奥に穴あり︑肌

ふたつ岩の団三郎か事

御謝礼として弁慶か笈井に弁慶か書二字ものを御残し被下厚く御余

化て折々府中へ出︑人を化し︑連行事侭多し．穴に入れハ︑人家の

寄せられ給ひて︑修験正蔵院方にしはらく日和まち逗留在りけるに︑

汲を惜ませ給ひつきノーの義士も長く船路の疲れを袖ひ満足せしと

Ⅱくらせは︑紙の三とせなりとそ．三日過て我家に戻る時︑丁銭同

如く辨詰結構︑家内大勢花やかにして今にいふ斗なし・典うちに三
おこり

九文収︑壱文残し置けハ又百文成︑其打一代い

に懸悩しを︑稚経て此法印か末孫︑この墨は鵬の呪ひによしと難を

恐る↑

︵佐渡市出身新潟市在住新潟県世界遺産登録推進室︶

稀に謡るものハ︑立所に命を落すと也・

つ辿も斯のことくして篇賢成といふゞ﹄穴の内へ行し事他に語る事を

文を与ふ︒其銭九

皆々出船を悦ひしとそ︒彼弁慶か手跡の二字を横物となし︑常に床
削り興加銭に替へ︑今は何といふ字かわからすと也・おしむへしＩ〜︒

畑野村安女塚の事
奥州淵城の城主亡藩の時︑御台所︑燐荊シシ王丸︑安女の姫︑此三
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やき
異い焼

名
；

無名異焼の壷に

燕①

佐渡の気候と風土を焼き物にこめ生きてきたのだ

彼は陶工の家系を継いで黙々と

窯一という名前をめずらしいと思っていたが

Ⅲじ教室で授業を受けていた無口な高校生

眼を閉じる

一目で人間国宝伊藤赤水の作とわかった

お互いの色彩を活かしていた

朱と灰色のコントラストがみごとに

床の間に置かれた品格のある壺

佐渡で訪ねた郷土史家の

佃｡

倉田史子

■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■
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越佐海峡の黒い波のうねりが見える
はねる飛び魚の魚の群れが見える
さやさやと島に吹く風が聞こえてくる

杢嘩身●︑ご︾

人間国宝の重責を拠う三年ほど前だったろうか
外国からの客人と一緒に佐渡で会う機会があった
島のやわらかな空気に素朴な人柄が溶けて
四十年ぶりだったが

生き方の商さが伝わってきた

かたくりや飛島かんぞうの花咲く島で
わたしは赤水氏の焼いた無名異焼の湯呑みを
東京へのみやげに求めた

※①無名異焼⁝佐渡に産す赤色の粘土で硫化鉄の酸化したものの焼物

※ｚ漱石の孫娘松岡陽子マックレイン女史

︵詩誌﹁東京四季﹂二○一三年十月発行東京都在住佐渡市河原田川身旧姓本間︶
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タコタ﹂の弔走睡脆
ｌグゲーフスフ

ター・アン︶Ｉ

大寺

フィルムコミッション佐渡事務局の﹁佐渡に至る軌跡﹂には次の

上海を発ったダコタは︑長崎・広島を見るためにⅡ本海側に進む︒

ように杏いてある︒

ｙ冒鼻γ一二層

昭和二十一年一Ⅱ十四Ｈ︑国民学校同等科二年生︵当時十川歳︶
の私は︑授業の関係で学校からの締りが避かつた

悪天候のため︑分厚い雲に行く手を剛まれ︑機体を乱間下させなが

人川橋のｔまで来ると︑海上八メートル位の低空飛行で町に飛ん

でいく唯行機に出会った︒血にそこから了兀キロメートルの尚下

ら進むものの陸地は現れず︑無恥な航行に無線機の故障等に兄舞わ

料が足りないために︑一行は海岸への不時着を決断する︒

慌てて引き返した先に佐渡があった︒夕刻となり︑立川までの燃

れ︑ようやく見えてきた陸地は青森︒

名郷の自然休養村の建物がある道路上で︵当時この建物はなかった︶

家に唐い

てしばらくしてから婆ちゃんが︑立島の浜に潅行機が浩ちたことを

再び低空飛行で西に向かっている同じ飛行機に出会った

教えてくれた︵不時着︶□

現在東京練馬区に住んでいる︑服部仁吉さん︑当時小学校三年生

は︑高千村北立烏海岸に不時着する状況を︑東京相川会創立五十周

私は学校へ入る前に寄り道をして︑人川

次の朝︑登校する時間粥には︑不時着した飛行機を見物して帰る

年記念誌に次のように書いている︒

大勢の人びとに出会った

の服部旅館の前を通ると︑二階で乗務員の二人の男性が︵英国の人︶

学校の授業が始まる前に不時蒜した飛行機を兄るために北立烏海

昨年帰柑した時︒﹄岫

干小・中学校ドに﹁英阿機不時満記念塔﹂が雌てられていた︒誰も

毎年お徹には先柧の蕊参りに州郷している

工キサイディング

手に口いほう帯で傷の手当をしている姿が見えた

岸へいった︒そこには︑機首を突込んで略塊を上にした飛行機が

が見過ごしそうなその小さな記念塔を兇て半肚紀以上も杵の似い川

あった︽￥典同の瀧行機であるということを知らされた口飛行機は収
京に行く途中で悪尺候のために北﹄〃一島海岸に不時肯したということ

が甦った︒

であった ︒
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伐述は何時もの通り夕方までｎ投げに典じていた

突然頭の上で窄

切りショットに歓声を上げていた︒小学校三年生の頃だったと思う

顔や浜茄子の花が咲き誇り︑子供達は海に向かって訂の逆投げや水

ｆ供の頃の一人川の浜は豊かだった〃広く美しい砂浜には所々に昼

茂は英雄だった︾︑何しろポケットにお髄を忍ばせているんだから．︑

する噂そのⅡから杵︑茂の後をぞろぞろついて歩くようになった

打ったことはあるが典剣に祈ったのはあの岬が初めてのような菰が

うかあの人きな欠片が僕に刈りますように﹂それまでも＃や神社に

ンカチンと板チョコの端を砕くエキサイティングな時間だ！︑﹁ど

力〃くらい繰った頃︑村人総出で浜に灯を帷くることになった

父を切り裂くような纈什とともに脈火な銀色の物体が辿り過ぎた

僕達もＦ陵った︒数Ｈ後には人川川から学校まで長さ七面から八日

れて来て︑その卜に撒き詰められ臨時滑走路がた成した飛行機の

︑ｎメートル位走ったところで雌弾を尚く持ちｔげた嬢ゞ川帷する

出発のⅡ︑村の人達は全員浜に川て見守った︒﹁こんな淵走路で雌

臘行機だ川機は﹃ｎメートル獅光の砂浜にワンバンドし︑そのまま

後で聞いた諦ではイギリスの龍川輸送機でエンジントラブルで不

躯に飛び立てるんだろか？﹂皆心配した︒飛行機が動き出した＃ぐ

メートル︑鵬−ニトメートルの石の通りが出来上がった載金網が運ば

雌涛したとの嘱だった乗務員は上人から八人いたように思う入

かと思ったが︑ドンドンドンとて川バウンドして雌蛎椅地した︽

大変だったと思語？

川の服部旅館に油まることになった︾今思えば言柴や食零でお瓦い

何川かのトライで遂にその部舶の取り川

人ってもらうということになり︑我々の仲間で︑煙せて将が刑くＴ

クルーの大男達の体では謎の中に人って行けず︑誠か適当なｒ供に

ｆ供心にも雌臘離陸した
安堵感と心の中にぽっか

〃向の窄に洲えていった

を１Ⅲ・川と雌川し柑川

機はＩ窄

しに成功した↑乗細典迷は火弊ぴし︑ご災災にチョコレートをくれ

りと穴の空いたような何

柚下が起こった

んぐんスピードをｔげ滑疋蹄小間でふわっと浮いた村人の巾から

たトセンチ町の分聰い大きなチョコー︒次のⅡも杵で道端で遊ん

とも言えない寂蓼感で涙
を堪えるのに苫労した思

翌Ⅱ︐飛行機の中に大事な部品が蕗ちていることが分かったが︑

でいると唯細貝がやってきて﹁シゲルＣ×△□．：︒：﹂と・毒・口いながら

そんなことが何冊も続いた︒多分︑連中は﹁シ

の提い一・没︲が選ばれた

ゲル︑袴で分けて食べなきい﹂とでも・言ったに違いないと今では思っ

チョコレートを渡す

その後の茂はごく普通
の友達に一映った︒

ほんの小さな記念壌で︑す
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い出がある密

ているが︑当時は英謂の﹁エ﹂の字も知らなかったから︑ただ茂を
なＩ﹂と言いながら適叫な所を兄つけて︑カチ

羨ましく思うばかりだった﹁茂﹂︑俺達にも分けてくれよ！とねだ
ると一しょうがね

英国機が不時着した当時の高千村北立島海岸

が︑皆様も入川方曲にドライブする機会があったら立ち寄って見ては如

のために︑機内と近くの尚千村役場の会議室で宿泊した︒

両津に急行した．パイロットと英脚順兵士は︑航空機朧視と幣術

士の指示で誘導コースや航空機の位置設定をする︒

三︑石浜の高低を整地しながら︑所要箇所に厚板を置き︑英国軍兵

なるｃ

打ち際のため︑江１メートル先の高台の役場前に移動させることに

二︑不時着から三Ⅱ後︑海府の冬は海が荒れるのと︑不時暦地点が波

何でしょうか︒

た高千村北立島出身の渡辺浅次さんの記録

英国機佐渡不時着から帰還まで村川新十郎さんと通訳を担当し
渡辺洩次さんは︑現在川崎市幸区に住んでいて健在である︒昭和

四︑運動会で使用する綱引き用の太縄を脚にＶ字に二本づつ二脚に

二十年十二〃には災岡商専工業尚校機械科の学生でした︒戦時中︑
学徒動貝で群馬県小泉巾脇飛行機製作所において試作機の整伽作業

人が付き添い恢或に移動させた︒

連結し︑警防団長の循小で警防団貝五十人くらい︑両翼の端には

五︑作業は五時間か六時間を要したが︑極めて順調で無事終了し

に従塀していた︒このことが偶然とはいえ非術に役立つこととなる︒
なった︽︾時期は昭和二十一年一月から二月までであった﹄

職後簸初の二学期の冬休みで帰街中にこの鴨件に関係することと

が︑機長のその様子で椎もが総てを理解した︒私が解愈できたの

た↓機艮は尚台に立って︑拳を振って英語で感謝の↓高菜を述べた

航空機の整備と改装

イダービンを持って集まった︽︺

バコ用のライターに使用するガソリンを貰いに大勢の人びとがサ

六︑翌日はドラム缶を集め機内のガソリンを抜く作業をしたが︑タ

は︑﹁親切にもてなす﹂ことの一語のみであった﹄

渡辺さんとともに英国機乗務員との連絡や役場・旅館との主要な
批子さん︵現在梶井姓︶が業務に関係した︑王な人であったゞ

業務連絡は従兄弟で新潟大学教員村川新十郎さんと︑服部旅館の干

英国機の佐渡不時着から帰還まで
一︑英国機は︑米・英・巾・ソのＷヵ回からＧＨＱの諮問機関で︑太

平洋戦争後の対Ⅱ理事会設微に関する初会合に︑英脚代表として州
席する人を乗せて来Ⅱしたのであった︑飛行機は︑ダグラスＤＣＩ

一︑不時満時の航空機の批傷はほとんどなかったと考えられたが︑祁

を峰くするために機内乗席や台とかテーブルや棚類は撤去された︒

飛行のための点検と新規部仙の交換や一部改装をした︒また︑飛越

３﹁ダコタ﹂と呼ばれた双発機︑搭乗将は香港領邪何とほか一括で︑
それにパイロット英阿飛兵ｔが川名から八名搭乗していた．

補給し︑主体は自炊する：

二︑村の旅館に宿泊を定めるが︑張要食料の材料を米瓶駐留地から

飛行ルートは香港−上海−新潟の予定であったが︑冬期の悪尺候
であった︸領事官とほか一名の方は︑不時着後直ちに迎えの車で

と通信連絡が悪くなり︑高千村北立島の海岸に夕刻不時着したの
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最初は二名ずつ警護のために高千村役場で宿直した︒

三︑現場作業は航空機上が主で︑業務の打合せは高千村役場におい
て行われた

四︑整備用の特殊用具や材料の一部調達︑材料の曲げ︑切断︑改造︑
高干村の援助であったⅧ

修理は商千村役場の近くの鍛冶屋に依軸したが︑これらの費用は
五︑鍛冶雁仕事の連絡や立会改造作業と〃仕邪と消防川の黄任稀と

四︑次の着陸地新潟までは所要機材のみとして軽量化を図ると同時

に︑搭乗者は機長と整備貝一名のみとする

航空機誘導路と離陸滑走路の整地

一︑約一・八キロメートル間の海浜の幣地を竜グループに分かれて

六︑終備・改装は逐次進行し︑緊急を要する大きな仕謂はなかった

三︑滑走路部は幅広く水平とし︑所要の長さを整地する︒滑走面の

二︑安川川は大きな平石を飛び石に敷き水流を止めないようにする

ｋ下・左府の大きなうねり・曲がりは余り問わない画

行なうことと︑路幅は四メートルか丘メートルの水平に注意し︑

が︑物的補給と旅館や衞干村役場との川務連絡のために︑米軍連

トル先の高千村役場の下に移動させた時の整地の実績があるので

條件は金網によるⅧこれらの仕事は︑先に不時着地点から五十メー

の連絡通訳は私が通訳した︒

間ほど経ってから一名立川基地から来る︒

送別の宴会

不安は全くなく順調に進行した︒

絡員が通訳用件でときどき来村した︒また︑米空軍整備員が二週
七︑機長の話では︑最初は沖合いに軍艦が来てそこまで海上樽筏で
航空機を軍艦まで運ぶ計画のようであった︒

旅館において行なうということになった︒一週間程前であったがそ

終わりが近づいたことは感じ取れてきた︒村の役員で送別の宴会を

誘導路や滑疋路の出来上がり具合で集溶の中でも︑この大蛎件も

当然のことながら不時粁陸時︑海浜の條件は十分上空より観察し︑

航空機の自力離陸飛行に決まる
洲在してあったはずで機長は計画の大綱について次のように説明した︾

れを私が相手側へ連絡した︒

が質問すると︑私の連絡が宴会のことを︑ｍｅｅｔｉｎｇ︵会・集会．

た︒ところが皆集まって軽い食事を取っていたので私は驚いた︒私

当日の夜︑宴会場の準備が出来たので︑彼らの部屋へ案内に行っ

一︑離陸滑走川発点は︑不時蒜地点から北へ約了バキロメートル
の地点︵現在の近藤製材所のド︶とし︑滑走路は砂浜を平らに整
二︑航空機の現在地︑高干村役場の下から出発点までは縄により人力

いと教えられた︲︵私の英辞典かなにかの私の引き誤り︶︑大失敗し

大会︶と伝えたことが誤りで〃ｍｅｅｔｉｎｇ〃には食事が伴わな

地して軍川品の鉄網を敷いて設定する

で引いて移動する画そのために滑走路と移動誘導路は人力で整備する︒

たのであるが︑村役員の揃った盛大な宴会に出席してもらい︑大い

三︑航空機のエンジンは万全の整備によってプロペラ回転の運転も
して確認した︒
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に驍り上がった・陣

渡辺浅次さんの英国航空士官の駐在・交流の総括と感想

牌時の祷地地点の投定や操縦技術は抜鮮であったと思う

一︑航窄機の連岻・祷即には強い尚任感を排っていたし︑また小川

二︑埼陸後の保全嵯備と運転と処潰はたぺきで︑任務を進成するた

や唯祇態度で表し成果を得たのである一﹀

めに︑村民の信用を得て・協力の万全を得るには一苛集でなく勤務

三︑渡辺浅次さんの剴萌な作業の流れの概要は以上で終ります
村の人達の大きな協力

言英脚機の４時聯は︑飛行機を兇たことのない村の人述には突然

の出来ごとでテンャワンャの入城ざとなった
や磐防剛や村の枠部が喋って

商
みい巾で服部雌太郎付腿を中心に弊察
厨ｒ村では側や県の脂小のな

指揮をとったのは︑高下付役

対策が練られた現場の陣砿
場の本間派次庶務係と宮越警
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肢後の締めくくりで女性僻も加わって〃蛍の光″を歌ったところ
英阿の兵ｔはビックリするやら喜ぶやで広間で共に肩を組んで人合

咄となった︲ｍＥｃｔｉｎｇの粘果は泣き笑いの人寓びとなった
後Ｈ︑これに対する英脚側の返礼の火宴会︵洋式︶が排たれた︲

＊︲蛍の光﹂

スコットランドの乢編で︑災舗川乢のあいだで︲もっとも愛咄さ

科堺典︸

れる別離の歌︒送別・川帆・閉公式・除夜のさいにも擬せられる︑︵︑

自力離陸飛行帰還
航零機の幣備や誘導路と滑走路の幣地もすべて順湖であり︑私も
また英阿空軍側も心配はない様ｆであった︽︑

郷ず残念であったが離腔飛行を兇ることができなかった後日予

防洲長であった

私は学校の輔一一学期姉業のⅡ稀で迪訳や連絡業務から離れざるを

想どおり雌邪蹄還したことも聞いた

粁機の離峠滑疋路づくりに汁

二︑尚丁村の人述は総川で小時

え︑人川川原から逆んだ心を

を流した︒砂浜の砂利を盤

機長との別れ

私が機長に別れの挨拶をするために旅館を肋れた時︑仏は災川

帷べ︑その心が波にさらわれ

の朧史ある技術について雑ばなければならないと︑御一ゞ耐を願っ
た罰〃ＳｔｅｐｂｙＳＩｅｐ〃令歩歩碓箕に︶と簡明に曇問われた

てはまた終えた﹄人川川脱の
行を箙べただけでは離睦は雌

この別れの際には機長側の通訳が同席されていた・湾

英国機が離陸した入川海岸

理で︑整備士は最後の手段として非常時に使う金網を五白メート

今川の来京訪問は︑雌初こそ災難に始まりましたが︑人変うまく

ラムさん︵ＭｙｄｅａｒＬａｍｂ︶

この蛎

差し出たり︑私達が議論した︑王要な点についてお話したいと思いま

行き︑行締なものになりました︒おって正式に報佇いたしますが︑

ルに渡って浜に敷いた︒

なかった︒征日毎Ⅱを生きることが精一杯であったゞしかし︑英

三︑英国機が不時耕した当時のⅡ本の脚内も満干村の唯活も楽では

一︑Ｈ本からの賠償金の可能性について等動︵省略︶

す︒ポイントは以下の通りです働

作業が終ると中食は家へ

脚の人達に怒りをぶつつけなかった

二︑円レートについて︒ｎ本の統治についてⅧ︵衙略︶

帰って喰くる手弁当で︑また午後から滑應路づくりに精を出した◆
四︑祖父母から︑﹁情は人のためならず︑必ず自分に帰る﹂という

三︑私達の飛行機小故についてはお聞き及びかと思います

幸運にも一人の犠牲荷も出すことなく︑多少不都合はありました

故は適切なブリーフィングが行なわれていなかったためですが︑

報恩の考えを教えてもらった︒高千村の人たちは︑戦争の勝ち負
け︑敵・味方ではなく︑英岡機の不時符は﹁人が肘ったら助ける﹂

Ｈ本の多くの場所を見ることができました︒

しかしながら︑そのお陰で︑私は全く戦争の影響を受けていない

が︑無事脱出することができました︒

という古い時代からの精神にもとづいて︑それを川十Ⅱ間︑英脚
の人達に誠意を持って接し続けたのであった一

の児童や生徒や村の人たちが大勢見守る中を滑走を始め︑五面

いなのでしょうが︑私進を暖かく受け入れてくれました︒食べ物

私達が不時蒜した佐波烏は︑燦撃の経験もなく︑おそらくそのせ

五︑英国機離陸の日は寒かったが︑風はおだやかであった：高千村
メートル敷いた滑走路の約二目メートルで一Ｍバウンドしてその

ド
ｲ

ﾉ
j

‐
￨
−

Ⅱ

いません︒

後東京へ行きましたゞ︶は︑Ⅱ本の大きな都市で︑爆撃を受けて

新潟︵本州にある港で︑私達は佐渡島からまずそこへ行き︑その

は幽富で︑生活の状況は概ね平穏に見えました︒

まま上空へ飛んだ︒

六︑淡行機は上空を二Ｍ旗Ｍし︑機腱は窓から手を振って尚干村の
人たちに感謝を表わし火佐渡の山を越えていった︒
昭和二十一年ころの佐渡食料事情︵国立公文書館の史料から︶

九

しなければ偏じられないほどでした︒原爆ですら︑これほど徹底的

東京︑そして束戚と械浜の間の地域の荒廃は︑これをＨの当たりに

な破壊をもたらすことはないだろうと思うほどの凄まじさでした﹄

Ａ︐Ｇ︑Ｎ︐ＯＧＤＥＮのサイン

親友へ︵ＹＯｕｒＳｅＶｅｒ︶
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Ａ・Ｇ．Ｎ︐オグデン・イギリス総領事︵上海︶より︑Ｌ︑Ｈ
ラム氏︵重慶イギリス大使節︶への手紙︒
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ヘンリー・ブライアントさんとの出会い
一川に私は高

サンデイーニさんは︑﹁ダコ

タ﹂の佐渡での出来事を知って

Ⅱ水の・ゞ・・凹蛸に︲緑があればＴ収をへだてていても会うことができ

るが︑縁が薄ければ︑近くに他んでいても︑顔をあわせることもで

きないという一㎡篤があります︒今日は本噌に大切な出会いのｎであ

：つのことを叩しⅨげます

ると思っております

︽つⅡは今Ⅱ︑八Ｎ・︾Ｉ九Ⅱは︑叫峠ここ間Ｔ村にｆ川雅地か

ら不時満したシスター・アンの修雌に求られた︲クリスさんのお
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英剛機不時群から三年ｌ力〃陵の昭和二十・一年

そのⅡ︑ク

リス・ブライアントさんは遠く

訪問したのである

カナダから父ヘンリーさんの迩

Ｔ村役珊に就職したが︑先誰の職典の″から﹁ダコタ﹂の柵は一︑耐

八年頃︑相川本庁に勤務してい

てくれた蜜その遺影は︑ダコタ

影を捗ってこられて私に予渡し

また︑昭側の人合併後の昭和身・

も附くことはなかった
た私は︑高下支所から普類倉庫の終理を依噸させた．その時にも不

の撤影に使用した大道典と一締

時蒜擬に関係する諜類は一冊も剛てこなかった備おそらく警防団と
の辿絡や符災然に野菜を供給してほしいなどの依頼も︑小使のおじ

に人川公趾館に掲げてある

車輸送機﹁ダコタ﹂．迪称シスター・アン不岬清の緑で︑イギリス出

このたび六十四年前の英川喪

ごあいきつを巾しｔげます

迎のあいさつを巾しあげた

私は感激して次のような歓

さんのⅡ蚊による連絡によったものではないだろうか終戦仇後の
に不足の時代であったはずである︒︑

昭測ニー年頃は︑ガリ版川典も︑ガリ版陳紙も︑印刷川紙も械端
さて私は︑不時精機が離陸出発地と定めた人川の川尻に移動して
機の機内を案内してくれた

る叫時の飛行機を所心しているドン・サルデイーニさんのお二人をｎ

身でカナダ在住のクリス・ブライアントさん

きてから︑学校帰りにびくびくして近寄った私を快く二同も不時梼

教えてもらったし︑一ＭⅡは機械の拭巡戦中でプロペラの瓜川が

ｸﾘｽ･ブライアントさんは私に父の遺影を手渡してくれた

本の佐渡が脇にお迎えすることができました心から歓迎いたします︲

アメリカからは現存す

強い巾を幣術ｌの人がドアを附けて機内を策内してくれたその人
一年である︾

ドン・サルディーニさんとその恩ｆさんの︑人である⑳

さんの息ｆ︑クリス・ブラィアントさんと︑ダコタを所灯している

派遮され︑壊れた﹁ダコタ﹂を修理した故ヘンリー・ブヲイアント

依渡を訪れたのは︑野時東京の眺留英脚獺の幣備十として佐渡に

英国機不時着から六十四年後の訪問者

ハト四年後の平成弓

が盤術ｌのヘンリー・ブラィアントさんであったことを知るのは

一ＭＨは操縦かんの操作を下に収って

1
1

8

あります︒佐渡の人たちは︑このような出会いを﹁それは神様や仏

父さん︑ヘンリー・ブライアントさんの誕生ｎであるということで

れることのない川来邪であります．

た︒大変嬉しくて感謝しております︒このことは私にとって一生忘

プロペラの風圧が強い中を撚乗の扉を開けて私を案内してくれまし

n厘−一心土ﾊ己久=4̲蛍へ!̲−−−
− − 1 ＝ − − − − − − → ③ −
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クリス･ブライアントさんの手紙

LIUELoAICANbffoSPEK

以上で私の歓迎のあいさつを終ります

ちに永く大切にされていくことでありましょう︒

高千小学校の前に建つ英国機不時蒜記念塔はその意味で︑子供た

平和と国際交流の基本であるのだよ﹂と言って聞かせております︒

ｔである稀︾お互いがお互いを知ろうとし︑理解しようとすることが︑

と言って聞かせています︒﹁岡は違っても︑同じ人間同士と人間同

行機の不時藩という出来嘱を通じて︑国際交流をしていたんだよⅢ﹂

んな話をしています蟻﹁今から六十四年前に︑商千村の人たちは飛

三つⅡは︑今︑私はこの記念塔がある尚千小学校の子供たちにこ

様のお引き会わせによるものだよ﹂と言って︑そのご縁を大変喜び
合うことにしています．

一榊神

9nl

判…

次のＨクリス・ブラィアントさんは︑宿泊先で知り会った三名の

外側の人とⅣび商干へまいりました︒この日私は︑クリス・ブライ

ァントさんを︑父のヘンリー・ブライアントさんが︑日本で整備の

の時のクリス・ブライアントさんの大きな驚きの声と感激した姿は︑

仕事をしていた叫時の宿泊先であった服部旅館へ案内しました︒そ

私の頭にしっかり刻みこまれて忘れることのできない一瞬でした

クリス・ブライアントさんの手紙
大寺さんへ

しています↓

私たちに優しく話してくれた大寺さんや尚干の侍さんにとても感謝
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二つⅡは︑唯行機のエンジン試逆職で︑クリスさんのお父さんは︑

炉秒呼醒

三競量1
団圭
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しました一︲陸ハ年生の皆さんは

交流について次のような椚を
今制際交流について学科をし

清水さんや︑あのとても良い写真を竹ってくれた女性にも感謝して
ｔ○一：年にⅨろうと思っていますが︑実際には何が起こるのかわ

ているでしょう
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尚Ｆ小学校の前に鯉てられている記念塔を見ながら登校するこれ

からの子供たちは︑Ⅲ界の仲間たちとともに︑仲よくすることを砦

︵佐波巾人川沁州川川数行長︶

え︑仙界の平和に努″し成擬していくことでしょう
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おります Ⅶ

からないのではっきりしたことは・・耐えません

るということ︲お互いがお耐いを知ろうとし理解しようとすること

側際交流をするのは︲脚は違っていてｊｕⅢじ人間と人間何ｔであ

を照淵帰通させたり︑大きな阿際交流をしてきたのです

り︑滑疋路をつくり小時杵機

川の人たちに野菜を供給した

交流を行なってきました災

の小さな村の人たちは︑脚際

時蒲したそのⅡからすでにこ

し︑災何機が北〃一島海岸に不

・耐蛎を知らな力っ

たちはその

今から人１年前︑咄時の人

それではまた曾ＣｈｒｉＳＢｒｙａｎｌより

た︑腿も知らなかったしか

Ｆだでは・一○｜年にイギリス腱行くつもりではいます
艮矛と益々の繁栄を祈っており・宝す

英国機の不時着記念塔の除幕

出念琳は︑ｆ成ＩＦ年ＩⅡ冒川Ⅱ︑叶時の州川町人龍人川の
この記念堺は︑戦後間もない昭棚一卜印川に災川機が小時紺

尚ｒ小学校川の海齢に唯てられた
したとき︑滑走路も雌かつた海雌に︑その順行機が唯びⅨてるよう
に︑地域の人たちが協″して︑幅〃１メートル︑災さ五白メートル

来賓として災脚人使から大使代瑚のクリス・トロット一淳諜記悦

のない仙界が必らずあると勝えています一とこのような砧をしました

が阿際交流の堆本であるし貢泓は思いますそこには戦争やにくしみ

の臨時の洲走路を作ったことの記念堺ですこのⅡの除郡式には

鴨臨海宅奨験所臆︑脚ｔ交通竹析謁遮怖吋企川部臆︑防術庁航窄︑

ﾉ
L
f
i
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おわりに

総務竹からⅢ論緬政肘過疎対策壗催文部科学竹新測火学珊学部附
衛隊佐渡分とん騰地第四六警戒隊剛隊瞳︑斬潟県港溝空港Ｍ依波港
考︑併せて汽卜余調の出恥者によって除幕が行われた

時
川
￨

湾空港事務所長＄州川町民︑州川町儀会議長︑地疋総代ほか間係

仏
は国
､F際
成交
卜流

クリス･ブライアントさんと筆者英国機不時着記念塔

ｌ佐渡一国義民殿再建模様

前Ⅱまでは洲まじりの肌寒いⅡが縦いていたが︑どうにか州だけ

齋藤英夫

六緒の榔雄実行愛輿会が

義氏に思いを馳せねば︑必ずやし１年後に雌物は朽ち果てる﹂と

圧川卜六Ⅱには︑乍鵬を網羅した几

の叱澁には索悩に蝋をさげた

町長の渡邉庚一一氏を選出︑

発肥︑会挺には︑肥畑野
Ｈ標額を六向刀円と設定

六端を札る凝阯蝋が完成してからヒト七年が過ぎて

の竣ｌ式が茶行された介しくも川棚Ｉ一年−・川︐峨勝の地﹁城ヶ

は排ちこたえそうであったｆ成乏Ｉ人年ｌ三川Ⅱ︑我災殿岬廸
γ﹂に筏民皇

この年の一Ｎ新潟日報紙Ｉに﹁荒廃激しく無残な婆に︲一との佐

いた鯵

渡一国義民殿の記事が掲載されるまでは何とかせねばとの忠いは
．﹂

申請の堆備︐六川二Ⅱに

埋蔵文化財調査︑建築確偲

帷行し一︑に偲汁川ま︑

を誰ることとした︒

し 一Ⅱ叩の尤成を兇
込み︑六ⅡⅡから存付

の肥猟をきっかけとして﹁各〃伽から叫雌の紙があるがどうか

あっても誰もが一・の妃を踏んでいる状態であった︒−ⅡゞⅡ︑こ

との呼びかけがあったときも俄かには怖じがたいものの︑まずは
二月｜一十人Ⅱ︑再建実行委員会結成の準備会合が﹁仏統文化と環

ぬき︶︑解体肛荊︑・１１

は現我民蛍の撰過式︵塊

しっかりと雌疋を見つめ疵そうとの思いがあった

の支披や寄付があったとしても再述に典する絲甜はどの位か﹈一︲Ⅲ

には地鯉式と進むことに

境柵祉の専門学校﹂で開かれ︑集まった十一人の右心は﹁郡門学校
処のための組織はどうするか・瓢﹂﹁仰雌しても維排はどうするか﹂

じ月一日︑堆礎ｒ事に

なった↓︐

いる〃から﹁お金があればⅣ雌はできる客しかし︑縛政を招来せん

祷乎︑二帥から専門学校

群の雌伽飾ばかりに雌巾していたそのとき︑柵脇から避雌されて
がために︑般愛の妻ｆをも顧みず一身を総てて仁義の人道を歩んだ

;
3

しかし︑この頃委員の間では︑﹁予算の見込みもないのに発注し

の学生たちの再建が開始された．

て大丈夫か風﹂との声が鳴れ︑事実︑目標額六百万円と綴道されて

はいたものの︑取付け道路︑解体Ⅲ事等の経費が掛かり︑想定は
千二百刀円と倍以上︑この時点の募金額は三百六十万円︑各方面に

呼びかけを募るものの最後は誰が二十七人月の義民になるか等冗談

でまぎらわしていたが．応の覚悟はせねば﹂等︑空威振りするし

平成二十六年川川一Ⅱ

椎油村七左術門︵本間氏︶川茂村

辰巳付太郎右術門︵本間氏︶椎汕村

久兵術︵久保氏︶

作右衛門︵本間氏︶

彌糾府衛門︵風間氏︶

彌次右衛門︵緒方氏︶

豊四郎

して知忠を授けていただいた多くの皆様に心から感謝をいたします︒

祀られている義民

慶長の義民︵慶長八年．一六○三年︶

新穂村半次郎北方村

羽茂村勘兵衛︵白井氏︶

爽行委興会では活動の一環として︑越訴の恥に出でた義民の時代

吉岡付七郎左術門︵永井氏︶新保村

寛延の義民︵寛延二年・一七四九年︶

将最浮を学ぶ学洲会を計画︑第一ⅢⅡは︑川本修巳先唯から﹁佐

ド村庄右術門︵服部氏︶測泉村

かない有り様でしたⅧ

渡の騒動ｌ飢僅と一撲ｌ﹂と題し︑江戸時代全般に↓ｕり解説され︑

文左術門︵熊谷氏︶

四郎左術門︵後職氏︶

助左衛門︵大倉氏︶

血郎右衛門︵後藤氏︶

上川川村稗兵術︵中川氏︶上山川村

半左術門︵後藤氏︶

︵佐渡市栗野江佐渡一図表民殿再雌災行委貝会副会長︶

畑町村季左術門︵後藤氏︶加茂村

村山村蝋後︵宵間氏︶畑野村

天保の義民︵天保九年．一八三八年︶

瓜生屋村仲右衛門︵本間氏︶

後山村助左衛門︵羽二生氏︶舟代付

畑野村朧右衛門︵本間氏︶畑野村 六郎右衛門
小倉村重左衛門︵中村氏︶小倉村 重 次 郎 ︵ 中 村 氏 ︶

長谷村騨専︵遍照坊︶畑野村

明和の義民︷明和四年・一七六七年︶

受講化は六卜名を数えた︒その後︑各年代別の一摸について︑児世
物事は計画どおりでないことは承知しつつも︑七月十九Ｈに予定

信雄先生から四阿の学習会講師を引き受けていただいた︒
した建前も長雨により数度の延期を経て八月八日に実行できたこと
は年内完成に向けてギリギリの工程であった︒

竣工式に先立ち︑落慶法要が営まれ︑義民の御遺族はじめ︑専門
学校の校良先生や学生︑甘都圏郷士会等関係各位の参列のなか︑義
腿の魂は新装なったお厨子に無那納まったがドタバタの九ヵ川で悲

二十六年一Ｎでの募金額は︑烏内外から千二面八十八箔︑

願の再建模様を義民はどのように兇ていただろうか︒
千四百二十七万六千八百円でした︒

我々の思いは︑妻子をも顧みず一身を佐渡に捧げた義民たちの心
を後世に語り継ぎ︑烏の安らかを願うところにあります︺募金をそ
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顕彰碑

なと多くの関係渦にご

佐渡余

臨恥Ⅸき成功繩に終群

田中志津Ｉ

今年・一卜一世紀を迎えた佐渡金山は︑開坑以来凹白年を迎えた

私に心からのお祝
いのお・●耐蟠をお掛け剛

た

して式典にご臨席限い

磯祁欣二氏は病を押

した︲．

いまは嵯川になってしまった金山だが︲かつてこの金山に勤めた
人々のあの椚筑に湖ちた荷作の怖念が︑そして金山を愛した町の
人々の熱い想いが︑かつての帷やかな佐渡金山の鉱脈の牌にその撒
残をとどめ︑息づいていて欲しいと切に願うのである

﹁佐渡金山を彩った人々﹂よりⅡぃとｆ

き恐縮した︒俵離氏に

八Ⅱ佐波金山搬

彩仰として︑金川から採掘された一トンの金鉱術とその川来の肥さ

﹁速い海鳴りの町︲｜﹁冬

は私の署作﹁信濃川﹂

この碑文は私の仰糀である鰯・ＯＯ川年川〃

れた碑と帷んで仏の文学碑が佐渡金山第二駐申場に鯉﹄ｖきれたも

吠え﹂﹁佐波金川を彩っ

のである命︾言菱マテリアル︵株︶のご厚意とゴールデン佐渡︵株︶

の朧代社腿様〃の椰身的な恐い入れによるものである

寄贈させて頂いていた

た人々﹂を以胸より
磯部氏は佐渡金山の仙

現在侭渡金山は︑肚界文化遺娠の仰定職録となっている佐渡金
上の慶びである

山淑彰碑が少しでも肚界文化世瀧殻録に寄与出来るとすれば︑奄

い入れの深さは︑火変

界迩雌蔽録に寄せる思

人きなものがあるそ

佐渡金山淑彰碑建立記念式典には︑︷株︶ゴールデン佐渡の朧代
授川中腱一氏︑佐渡の郷ｋ史研究家・磯部欣︑皇氏一佐漉博物館腿︶
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山

社捜︑︑水松武彦氏︑巾村洋氏︑ミ碓谷朴刈氏をはじめ筑波火学教

佐渡金山顕彰碑(田中志津文学碑）

〆、

L̲ノ

おっしゃっていたのがとても印象的であった︒その磯部欣二氏も翌

は生きておらんばならんのです﹂とご自分に言い聞かせるように

の時︑彼は私に﹁佐渡金山が世界文化遺産に奄録されるまでは︑私

が佐渡相川であった︒官吏の父親が︑新潟県庁から佐渡支庁へ首席

私の波乱万丈な長い人生の回廊の中で︑最も輝きを増していた上地

私にとつての佐渡とは︑↑体どんなｔ地であったのであろうか︑

腿で栄幅した．それは昭和八年から十五年まで︑家族で新潟市内か

佐渡鉱山に女性噌勝員第一号として勤務した．そこでの人との避遁

ら佐渡州川に移り住んだ︒相川笑科女学校を卒業後︑三菱鉱業︵株︶

年の二○○六年一Ⅱ︑七十九歳で他界された︒
ホールに於ける︑新潟大学旭町学術資料展示館︑ｆ催の﹁第川Ⅲ世界

ことはない一℃多感な青緑の輝きの中で過ごした佐渡相川であったつ

は︑生涯忘れがたき思い出として今でも鮮明に私の脳裏から離れる

私も微〃ではあるが︑三○○九年三月二卜八Ｈ〃代市民会館人
遺産フォーラム﹂で﹁佐渡金山世界文化遺産登録に託して﹂︵佐渡

だが︑青春時代の溌大の悲劇は︑突然二十歳の時に訪れた︒尊敬す

また同フォー

学怖本博文教授からの熱い要望があり︑実現された

る父墹川兵八が五十六歳という砦さで官職に就いたまま︑一晩で脳

世界遺産登録運動へのエール︶と題しメッセージを寄せた︒新潟大
ラムでは当時州川小学校校長逸兄修氏の﹁佐波における仙界世産を

また戦争と言うおぞましい陪黒の時代にも遡遇した︾職場でも近

溢血により他界したことだった︒

れだけ多くの国民の悲哀が︑戦争という二文字に怨念として刻みこ

隣の贋者たちの貴い命が戦場で失われていった屡不条即な戦死にど

の生徒たちを対象に佐渡金銀山の雁史及び佐渡の伝統芸能や文化を

めざしての教育的取り組み﹂が講演された︒逸兇氏は小学校六年生
教え︑体験させ社会に発信されている︒また佐渡余銀山に係るＤＶ

まれている事であろう︒国民や家族の断腸の思いは計り知れない︒

Ｄ﹁輝け！世界の宝佐渡金銀山﹂・﹁伝統芸能﹁やわらぎ﹂を守る﹂・﹁相

川金銀山繁栄の秘密に迫る﹂なども生徒と共に制作されている︒立

再び戦火に巻き込まれる暗黒の歴史を繰り返してはなるまい︒戦争

昨今の近隣禰岡との槻士問題︵尖閣・竹烏︶を巡る動向に一触触

を総験した年代も年々縦々減少してゆく︒風化はさせられない︒

派な教育稀である鰹

また柑川小学校では︑私の﹁佐渡金山を彩った人々﹂を教材とし

発しそうな状況︑危機感を感じるが︑戦争だけは絶対避けて通らな

て授業で使用して頂いた︒生徒たちが︑娘の詩人州中佐知︵保子︶
が私の小説を朗読したＣＤを聴いた後︑当時の佐渡金山の﹁光と影﹂

佐渡の自然な美しい風景は︑今でも体に謬みこんでいる︺日本海

せることは断じて州来るものではないご

の荒波が押し寄せる四季折々の佐渡の風景︒また佐渡の鉱山祭り︒

ければならない§戦争を経験した昔には︑その二の舞を阿民に踏ま

年︵平成二十年︶十Ⅱ十六Ⅱ私は同校を訪問した．雌徒・教職貝た

佐渡おけさを流した汁Ⅱの忠い州が懐かしく鰊るⅧエリート職貝の

を学び︑みんなで話し合って認識を深めたと開く︒その感想を堆徒

未来あ

さん達から送られて︑私もメッセージを送らせて頂いた︺二○○八

る生徒たちとの交流は大変意炎深く︑元気を化従たちから頂いた︒

ちと交流公を体育館で附惟して煩き︑メッセージを送った
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巾で現場の厳しさや楽しさロマンスも経験した︒また佐渡の歴史・
碑文は側縦である

景勝地に建立されている

﹁佑濃川﹂よりＨ１僅稚

ここの碑にも娘佐知がＦＭ放送で私の小鋭を朗読したことが刻ま

ある轡

幾千年もの僻から段脈のｉに連綿と唯きつづけてきた蒙坤の町で

備挫川のほとりに恩づく機織りの町小ｒ谷

文化・風士に触れて過ごした青奔時代は︑まきに珠正の宝行輔のよ
こうした土塊の中で行った私は㈹絲幡後数１年を経て小説家とな

うでもあったⅧ

り佐渡金川に係る小説を何冊もⅢ行した︒そうして︑予想だにしな
かった﹁佐渡金山搬彰碑﹂︵文学抑雌﹄Ｍ︸の砧が僻ち込まれた︑．賊

に光栄の極みである︒父輔川兵八が唯きていれば︑どんなに慶び

も︑籾より牌くして亡

年という歳吋が過ぎて

が六卜歳憤前に病で倒れ帰らぬ人になってしまった佐渡金山顕彰

くなった娘が︑小棚でな

れている永眠してＩ

碑建＃．を見ずに他界してしまった︒あと一年でも存命してくれた

渡企銀山が﹁Ⅲ界文化通

らないしかし︑仏は佐

娘に質慌の・一口蛙を残してくれたことであろう︒本当に悔やまれる

ならば︑この碑を共有して喜んでくれたことであろうだが私の

悔やまれると・一占えば︑最愛の娘である詩人のⅢ中佐知︵本名保子︶

文学碑に娘の存在を共有できたことがある文学帥には︑平成ｌ・

ことを締念して︑明るい

順一に必ずや薙録される

この本は臆女の川中佐知︵緋人︶

佐渡余銀山に係ってきた

それは開間以来連綿と

い一

筑侍ちでそのⅡを待ちた

年﹁佐波金川を彩った人々﹂出版

ろう：

により埼服のＦＭ放送で余細が朗紘されたと刻まれたことであ
私は娘佐知︵保ｆ︶に次のような鯉欺を詠んだ︒

亡き娘︵こ︶に杵げむ海鳴りの町

金川に史学碑雌つよろこびを

多くの人たちの希望でも

︵ｆ成

八年忠川ⅡⅡ本文蕊家協会会典作家︶

金銀川よ︑水久にあれ１

燦然と菰余色に輝く佐波

ああ遠い海鳴りの町に

川巾忠沖平成ニト九年七月六︑
また︑生まれ放郷新潟県小千谷巾の船岡公圃にも私の一︲川中心沖

は︑眼下に蛇行する僻渋川が悠揚と流れ︑速″には越綾ゞ川を蝋む

叩礎の碑﹂が ︵三○年六〃三川に建立されている肺の上から

37

山

本

修

巳︲ＩＩＴ

時代から昭和のはじめまで︑長期にわたるもので特に父は

史﹂は︑﹁佐渡郷土文化﹂に十九回も連戦されました︒汀〆

の提供をし澗在の方法などを論しました︒その﹁佐渡の欣埴

史﹂の執飛のために︑たびたびわが家を肋Ⅲされ︑父は盗料

その一つは︑先岫のライフワークとしていた﹁佐渡の欣噸

の長いお付きあいになりました嶋

員として同僚となりましてから︑親密さが深まり︑山本家と

の会幽で︑とりわけ︑光喰の五十版ころ︑私は佐渡高校の職

酒井先生は︑父の剣Ⅲした﹁佐渡郷ｌ文化﹂の剣Ⅲ剛ゲから

修と肋とともに川席しました

その歌集の川版記念会は︑一川の坪附れの美しいⅡで︑父

かと思いますⅧ

かった少年時代を思い先生の生涯の思い出の一首ではない

以前に出された先牝の欺集の題名にもなっていて︑腓労の多

歌碑鯉﹄ｖ﹈おめでとうございます︾この欣にある﹁阿修羅﹂は︑

阿修羅観ずる悲しみは︑に

少年のごとき面わにひたと視て

一Ｔ酒井友二先生歌碑除幕式祝辞

酒井友二先生歌碑と山本修巳平成26年3月21日

粥

ていて︑酒井先生とお話をすることを喜んでいました︒その

大正・昭和の初期に詩を作っていたので︑そのころをよく知っ

○

力していただき︑短歌会の﹁会報﹂の掲載時には︑直接先生

父が亡くなってからも﹁佐渡郷土文化﹂の校正や販売に協

氏の文字で彫られた碑があり︑ここに酒井先生の歌碑が仲間

と郷土の評論家青野季古氏の俳句を子息の芥川賞作家青野聡

のがあった．正法寺前庭には︑すでに作家松本清張氏の俳句

彼岸の中日であったが寒い雨の日であって︑心にしみるも

平成二十六年三月三十一Ｈ午前十時
佐渡市泉瑞泉山正法寺前庭

のお宅にうかがい最後の校正をお願いしていました︒その節︑

このたび︑酒井先生の歌碑が︑先生のお墓のある正法寺さ

について考察されているｃ

宝牛流の﹁謡曲私訳﹂壹十篇︑ほかに世阿弥作の﹁金烏普﹂など

また︑坂口氏は︑この﹁佐渡郷士文化﹂にも多く執筆されている︒

えもある．

いが︑代々連歌を楽しんだ河原田中山家ではないかという言い伝

昭和初期佐渡から持ち出されたと言われている︑出所はわからな

なお︑現在の多くの源氏物語の底本になっている﹁大島本﹂も

佐渡の文化の奥深さは︑後世に︑実を結ぶことになると思う︒

になって約百人の寄付で建立された︒

澗井友二氏と親しかった伊藤節子︑佐々木伸彦両氏が中心

お墓をお作りになったことや︑田中圭一氏らと隠岐旅行のこ

I
]

入りすることになった︒

る文章をも多く掲救されています︒

後︑﹁佐
佐渡
渡郷
郷土
土文
文化
化﹂
﹂に
に先
先生生
のの
和和
醗歌はもちろん︑和歌に関す

所時

となど楽しい思い出をたくさん語り合ったものです︒
んに建立されましたことは︑この後も︑長くお付き合い下さっ

た先生にお会いできる思いがして︑なつかしさでいつぱいに
なることと思います︒本日は大変おめでとうございました︒

坂口昭一著

﹁翻刻堀家本源氏物語﹂出版山本修巳
このたび︑坂口昭↓氏が﹁翻刻堀家本源氏物語﹂を出版された︒

翻刻は七年におよび千二百九十四頁の大冊の本を完成させた動心
から祝意を申し上げたい︒こうした佐渡の文化が末長く残ること
まつぱえ

坂︑氏は︑先年︑相川の﹁松栄本源氏物語﹂の翻刻もされた□

は大変ありがたいことである︒
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場除
幕
式

︵二○一三年四月十Ｈ発行︶をいただいた︒その表紙には︑良寛の

山本修巳先生より佐渡良寛会会報﹁さどの良寛﹂第十一号

とあり︑また︑立松利平著﹁良寛行に生き行に死す﹂︵二○一○

を歩く司一︵二○○八年︶には︑﹁母おのぶ︵秀子︶生誕の地佐渡市﹂

ている︒たとえば︑新潟日報事業社発行の﹁新潟大人の遠足良寛

このため︑最近の出版物には︑おおむね秀子とおのぶが併記され

﹃明賠一の︑王人公は津田山雄といい︑その妻は﹁お延︵延匡である﹂

のぶ

の最後の小説﹁明暗﹂を思い出さざるを得なかった︺

お延とお秀はともに

正嘆な人物として作仙に綴場している﹂もちろん良寛の母の潴前とは

そして川雄の妹は﹁お秀︵秀子こなのである
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漱石と良寛

雌が生まれた相川橘膝の鮮提寺︑人乗寺が写真で細介されてあっ

ｌ良寛の母の名前から﹃明暗﹄を想うＩ

斎藤明雄

た．私はこの会祁によって︑良寛の雌が﹁おのぶ﹂という括前であ

ている︒このような流れの巾で︑﹁さどの良寛﹂ではおのぶ説を採

年存秋社︶では︑﹁雌・秀ｆ︵﹁おのぶ﹂ともこのように記され
られたものと思われた︑

山本先生は明快にこういわれた︒

おのぶと秀子︑どちらが正しいのだろう﹄肝心の良寛は何も語っ

うか︒杵は簡単に潴前を変えられたのです︒のぶといい︑秀ともいう︑

﹁小さいときはのぶで︑お秀さんは通称だったのではないでしょ

ていない

のは寺の記帳のみで︑大乗寺の過去帳と︑嫁ぎ先である出雲崎の円

はないでしょうか﹂

あるいは︑秀といい︑のぶともいう︑といったところが妥当なので

み︑↑うい人

明院過去帳のいずれにも︑法名が﹁樹林院法音蓮秀人姉﹂とある︒
子であろうというのが定説になっていた︒一九八六年発行の水上勉
著﹁良寛を歩く﹂︵日本放送出版協会︶にも︑﹁母は秀子﹂﹁秀子は
佐渡からきた﹂と明記されている︒

ところが同年︑磯部欣三氏によって︑趾の稲は秀子ではなくおの
ぶであるとの有力な説が発表された二良寛のほおのぶ﹂価文祉︶︒

おのぶとお秀︑この二つの名前を並べてみたとき︑私は夏目漱府

そのなかの﹁秀﹂の字が俗名からとったものと解釈され︑名前は秀

えん

良寛の雌については︑生年ⅡⅡも希前も一切の記録がない︒ある

とであった︒

と書かれている︒不思議に思って調べてみると︑それはこういうこ

跡﹂二九七四年新潟日報事業社︶では︑﹁母は︑名を秀子といい﹂

ることを畑ったしかし︑これを機に二︑三の文献に当たってみると︑

■■■■■■■■■■■■■■■

社の名は﹁秀ｆ﹂とあった︒山本先生もご瞥誉﹁かくれた佐渡の史

1■■■■■■■■■■■■

漱石は明論末年頃︑まず良蒐の僻に魅せられたといわれている︒

兼当時良寛にあこがれていたことでもあり︑気にかかったわけである︒

無関係で︑全くの偶然であることは間違いないが︑漱価は﹃明啼﹂執

三年一月︶

む純粋でナイーヴな素人の品格から出ている﹂︵﹁素人と黒人﹂大正

﹁詩人の詩︑禅家の僻といえば本職という怠味から見て︑是程戒
くろうとにく
派なものはない筈であるそれを嫌う上人の見地は︑黒人の臭を悪

れに共感して次のようにいっている．

素人の眼は黒人︵玄人︶に優っていると結論づけている︑その理由は︑

漱石のいう素人とは︑﹁裟術的傾向を帯びた普通の人間﹂のことで︑

しろうと

寛詩集﹂を読み︑良寛の人間性にも打たれた︒﹁まことに高きもの

次に大正三年一月に糸魚川在住の教え子︑山崎良平から送られた﹁良

にて古来の詩人中その匹少なきもの﹂と良寛を絶賛した漱石は︑次

玄人は観察や研究が吋部に移り︑輪郭を離れてしまうのに対し︑素

たぐい

ている︒さらに何年十一Ⅱと熱年十一川には︑尚川︵現上越巾︶在

は何としても書を手に入れたいと思うようになり︑山崎にも依噸し

住の森成麟造医師あてに︑﹁良寛はしきり︵に︶欲しいのですと

ある以上︑素人でなければならない︑と漱石はいう︒漱石も良寛も︑

把握できるからとする⑳昔から大差術家は創業音であり︑創業音で

人は部分的な伽究や観察には欠けるものの︑大きな輪郭を鮮やかに

もり還 り り ん ぞ う

ついに大正丘年三Ｈ︑実物を二幅入手した︒それは﹃明暗﹂を朝日

ていくのであるが︑残念なことに大正五年十二川九Ⅱ︑楜潰傷の阿

このように︑漱和は大正三年から几年にかけて良寛に強く葱かれ

ともに玄人を嫌うのである＠

ても手に入りませんか﹂などと手紙を書く︒探し求めること約二年︑
新聞に連載する二か月前のことであった︒

寛にまりをつかせんＨ永哉﹂︵大正三年作︶という句を作ったりし

についての記述はみられないが︑もし漱石がもう少しながらえてい

発により岡卜九歳で没してしまう︒未完となった一明暗﹂には良寛

その間にも︑湫石は良寛をまねたような字を書いてみたり︑﹁良
ている︒大正五年十一川には︑﹁大愚雛到志雛成﹂︵大愚到り難く︑

たら︑小説や評論︑講演などにおいて︑良寛に関するさらなるコメ

また︑良寛は詩人の詩や専門の書家の書を嫌い︑

大愚と号していた

ントが残されていたのではないかと思う

たいぐ

志成り難し︶で始まる七・一門律詩を作っているが︑良寛もまたＨらを

自らも詩人や書家とみられることを嫌ったといわれるが︑漱石はそ

山本修巳

行氏が︑山本悌二郎から讓られた約千点の中国古書画を郷里四日

台湾の本に佐渡出身山本悌二郎紹介
二○一一年三川︑台湾で出版された﹁典蔵﹂二二二号に︑佐渡

ている経緯を説明している︒猯熊氏は四ｎ市市駅前に山本悌二郎

市に避難させ︑第二次大戦の戦火をまぬがれ︑広く後世に役立っ

収集中国古書画﹁澄懐堂美術館﹂を設立した⑳

出身山本悌二郎収集の中国書画美術館︵三重県四日市市︶の学芸
伊藤みのり氏は山本悌二郎の秘書を勤めた三重県出身の猪熊信

員伊藤みのり氏が﹁﹁非常宗炳﹂的山本悌二郎﹂と題して紹介した︒
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第七章秘恋

一総﹃里︿闇
弔一和叩哩哩︽

梅雨明けのいい年で︑七〃に入るともう︑ぎらぎらとした真夏に
なったｃ

芳

郎
﹁進化？﹂

﹁知らんだろ？進んで化けると沸いて︑進化ｃまあ︑化けて進む

﹁難しい話だけも︑たとえば︑なんでもよく食うやつがおるだろう

のかな︒﹂

に出てゆくほど泳げるわけではなく︑岩場のあちこちを潜ったり泳

胎吉のよんやつだぃすると︑どうなる？体がでかくなる︒でかく

なると︑よけい食うよんなる︒よけい食えば︑ますますでかくなる．

﹁馬鹿↓おれがそのん弱えもんか︒例え話だ噌つまりだなあ︑進化

﹁吟ちゃん︑輝ちゃんのも︑取って食うのん？﹂

また︑でかいから︑小せえやつの食い物まで機取りする︒﹂

﹁いやだちゅうのに︑母ちゃん買うてくるんだもん︒﹂

﹁その︑ゆうしよう何とか︑てきしや何とかちゅうのん︑なに？﹂

い出していたⅢ

と言いながら︑輝次は先日︑ヨウの子を玲吉に奪われたことを思

というのは︑弱肉強食︑優勝劣敗︑適者牛存なんだ：﹂

﹁そのもん︑おらん筐

﹁ほんとだ︒人食い蛸だとおそんげい︵怖じがな︒﹂

﹁また︑そのんこと颪うてⅧ﹂

﹁赤はいいぞ﹂と︑輝次は笑みを浮かべて言った︒﹁蛸が捕れる︒﹂

森蔵は鎮め面をして︑金北山の山並みの方へ眼を反らしたゞ

﹁赤ふんか﹂と︑輝次は冷やかすように言った﹄

赤い繩だった︒

その日︑輝次はいつもの向い神だったが︑森職はいつもと述って

ぎ渡るのである︒

一緒に毎日のように蔵の裏の海で泳いだ︒泳ぐといっても遠泳で沖

﹁しんか？﹂

﹁蛸でも何でも︑唯き物は進化するんだ︒﹂

誹そうに顔を銀め︑しばらく黙ったα

輝次は眼の前で腕をしならせ︑人食い蛸の真似をしたｃ森蔵は怪

﹁ところがおるんだ︒このあいだ読んだ本に出てきた︒﹂

川

いなかったので︑漢学の勉強もなくなって暇をもてあまし︑森厳と

輝次は学校が終わると︑蛉肯が遡っている鈴木漢学塾には通って

回

中
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輝次は︑この間兄弟三人で行った︑家から川キロほどはあろうか︑

同じ両津湾に面した椎泊での釣りのことを思い出していた︒怜吉は

﹁強い臂

が弱い荷を食べてしまい︑優れた強え巻が勝ち︑劣った弱え者が負

嘘は言っていなかった︒たしかにあのｎの釣果は︑玲吉が五匹で晶

﹁つまり﹂と︑輝次はまんざらでもない顔つきで言った
ける︑という意味だ︒また︑周りの状況にうまく合って動きまわれ

の一匹は︑その火きな針に︑針とどっこいどっこいの小さなやつが

輝次は︑玲吉や晶作のものより倍も大きい針を使っていた︒最初

掛かったのだった︲

ないのも無理はないが︑二人が帰ってからが凄かったのだ︒人物が

作が一匹︑自分が一匹だったⅧしかし︑二人は先に帰ったので知ら

﹁それが 進 化 ？ ﹂

る者が生き延びる︑ということさ＠﹂

﹁そのんして︑今度そのもんのｆが産まれると︑その子は岐初から
て︑子を産んで︑百年も千年もたつと︑二十メートルもある蛸にな

掛かってみんなを笑わせたのだが︑みんなが帰ってからの独物がふ

体がでかい︒それでまた︑どんどん食って︑どんどん大きゅうなっ

るというわけだ︒﹂

た

てきた︒これは面白い光餓だ︒じつに愉快この上なかった︒

を飲んでしまった︒針がしっかり食い込んでいるらしく︑次の引き

いきなり︑がくんときたので︑輝次は岩場から海に引きずり込

論するだけの素養はないけれども︑府から左にすぐに信じられる話

んとか踏みとどまったが︑海藻で滑って尻餅をついたときに海の水

まれて︑危うく溺れそうになった︒幸い海面下に岩があったのでな

つうではなかった︒まず︑妓初の淵りからしてただごとではなかっ

ではなかった︒どうにも合点がいかないという半信半疑の顔付き

森蔵はｕを半開きにして︑呆然と剛いていた︒あえて行定的にⅨ

だった︒それを横目で眺めていると︑輝次の胸に快感が湧きあがっ

も凄い引きだった︽・輝次は︑弓なりに僥んだ篠竹の竿を見ながら︑

後戻りしたり︑右に左に引っ張られていたが︑それ以上は無理だっ

に引っ張られて泳ぐわけにもいかない↑．﹁︑三歩岩場を前に出たり

れてゆくのだ︒糸の切れる心配もあった︒竿を離さず︑このまま魚

ではどうにも引き戻せないｃ引き戻すどころか︑沖の″へ引っ張ら

折れてしまうかもしれないと心配しながら耐えていたが︑自分の力

﹁吟ちゃんは﹂と︑森蔵は思い出したように小声で訊いた︒﹁釣り
﹁誰だ︑そのんこと言うたやつは？誰だ？﹂

が上手いんだって？﹂

と︑いきなり憤然として輝次は訊いた︒その剣幕に森蔵は一瞬怯

﹁怜古か？怜吉だな？あいつめ︑ｎ分の方が下手なもんで︑悔

んだ︒

んとか捕まえたい︒捕まえて吟吉や品作にこれ兄よがしに見せてｎ

た︒小一時間ほどその場で格闘していた︒このままではまずい轡な

世したい︒輝次は腰を蒲とし︑竿の端を滑場に問定して︑沌身の力

しくて蔭でそのんこと言うとるんだな勲そら嘘だぞ︒おれの方が上
﹁自分が五匹釣ったのに︑兄賢はたった一匹だったって魔﹂

をこめて背後にぐいと引いた︒その瞬間︑糸が切れた嘩竿も折れて

手い︒断然︑おれだ︒﹂

﹁ああ︑そのこと⁝⁝画﹂
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いた︒魚はまったく姿も見せずに逃げてしまった︒白い腹さえ見え
﹁涛えよ︒﹂

﹁やっぱり︑いい﹂と︑森蔵は附いたまま篇曙いがちに一言った︽﹄

﹁なんでもない︒﹂

﹁なんだ︑気色悪い﹂と︑輝次は凄みのある声で怒鳴った︒﹁男な

かもしれない↑・

なかったのが悔しかったが︑それが兇えていたらもっと悔しかった
輝次の頭の中は真っ白だった︺腕も脚もぶるぶると震え︑いつま

ら言いかけたら最後まで言うもんだ︽︾まったく︑腐った女みていだ

せんち

輝次はいかにも剛笑するように大声で討った︒しかし︑輝次も︑

﹁おめの親︑べべやつとるか！﹂

森蔵は附いたまま頷いた﹂そして︑小声で﹁親が．⁝：﹂と舷いた︒

﹁誰だ︑やつとったのは？﹂

佐渡弁で性交のことである︒

森職は恥ずかしげに顔を銀め︑下を向いてしまった︒ベベとは︑

﹁べく？﹂と︑輝次は思わず大きな声で聞き返したｃ﹁べく！﹂

﹁くくって︑やってもいいこと？﹂

に訊いた︷︺

森職はそれでも騰踏っていたが︑しばらくすると怠を決したよう

ぞ︒﹂

でも止まらなかった︒汗が噴きだしていたが︑冷や汗なのか脂汗な
が︑

のかも分からず峨きだすままに任せていた︒拭う気力さえ棚かな
かった：震えが止まるまでに一︑二時間かかったような気がした

﹁あのＲ逃げられたのは﹂と︑輝次は肩を落として残念そうに言っ

震えが収まっても呆然と立ちつくしていた﹂

た︑﹁二尺もあったんだ．﹂

﹁二尺？そのん火きいのん︑おるもんか︑﹂
﹁おるんだ﹂と力強く言ったが︑相手の友情から︑それを信じてい
ないことはすぐ分かった︒﹁嘘だと思うんだな？﹂

すると︑悔しい思いが込

そう言いながらも︑輝次はほんとはどのくらいあったのだろうと︑
いくどもそのときの海面を忠い浮かべた
み上げてきて︑声が震えそうだった︒

あった︒森蔵は周りに聞こえないかと気にしながら︑首を疎めて小

慶太郎とリクが絡んでいるのを︑夜中の雪隠の帰りに見たことが

﹁悪いことだれえのん？﹂と︑顔を上げて森蔵は訊いた︒﹁悪いこ

良いも悪いも︑好き好きだと輝次は思っていた︒

﹁やりやあいいんだ︒やってどこが悪い？﹂

﹁やえつ？︒﹂

﹁やりたきや︑やれよ︒﹂

さくなった

森蔵にしては珍しい表情で︑輝次はなんだろうと思った〃

ずいぶん騰踏っていた⑤それから︑やっ

﹁輝ちゃん﹂と︑森蔵は悩ましげな表情の顔を伏せて訊いた︒

﹁輝ちゃんは⁝⁝州﹂
﹁なに？﹂

森蔵は一瞬息を呑んだ

ぱり言わずにおこうという顔になった︒

﹁なんだよ︒﹂

﹁いい︑いい︒﹂
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﹁つべこべ言わず︑やりやあいいんだ︒ベベやらんかったら︑どう

来客の声があった︒その川は一人で淵守番をしていたので︑輝次は

おりの人物かなと思ったとき︑下からガラス応を開ける舟がして︑

をきりりと締めている盗が︑強烈な西日のなかでスポットライトを

した正面のガラス戸の前に立っていた︽萌葱色の浴衣に濃い紫の帯

照いⅡ傘を差した培い女が一人︑横の玄関先ではなく︑通りに面

什方なく応対のために階下に降りた

とだぢえ轡﹂

なる？子が生まれん 子が樅まれんかったら︑どうなる？人緬
﹁人類︑の︑滅亡？﹂と︑呆気にとられて森蔵はゆっくりと反潟した︾

の滅亡だ何﹂

﹁悪いことでも︑いいことでも︑こっそりやりやあ分からせん︒﹂

浴びたように映えていた︒輝次が階下に降りたのを確認すると︑女

輝次の位潰からはちょうど逆

輝次はかるく頭を下げたまま︑柱に片方の手を侭いて佇立してい

た︒松永酒造の三女︑松永テルだった︒

よく見え︑すらりとした涼しげな浴衣姿は︑思ったよりも背が高かっ

光になっていたが︑細い眉に鼻筋のよく通った女の清楚な白い顔が

てきて︑後ろ手でガラス戸を閉めた

輝次の側へ駆けよりたいとでもいうように︑足早に二︑言歩家に入っ

はゆっくりとⅢ傘を折り擬み︑Ⅱの光から逃げるよう雁︑あるいは︑

森蔵は大人を見るような目つきで輝次を窺ったが︑やがて︑なる
ほどという表情を浮かべ︑すがりつくような視線を輝次に向けたⅧ

輝次はいつか兄た犬の交尾の愉披を思い州していた︒なぜか分か

が蘇っていた﹄

らなかったが︑その時の吐きたいような︑胸のむかむかする不快感

夏休みに入っていた︒

た︒声をかけようにも︑川が動かなかった︵︾と言うより耐顎が強ばっ

輝次は二階の部屋で︑浴衣姿で本を読んでいた︒斎藤恵古に敏ん
でやっと手に入れた竹越典三郎という人の課いた本だった︒この人

ことを忘れたように︑思い詰めた視線でまじまじと輝次を見つめて

てしまって声が出ないのだったゞが︑女も立ったまま黙って︑問う

いる篠二人とも︑見つめていることが目的であるかのように︑沈黙

﹃新ｎ本史﹂上巻と巾巻である︒下巻も一締に頼んだのだが︑まだ

刊行されていないとのことだった︺ほんとうは︑神武天皇から始ま

は刺をさしたように赤く︑なにかを待っているようにいつまでも乗

をつづけていた︒その瞳は︑深い海のような色をしていた︒細い唇

は︑徳衞蘇峰や山路愛山らと帷ぶ民友社の有力な史論家らしいが︑

り天武天皇とか順徳尺皇らの出てくるｎ本の歴史を知りたかったの

らかくしっかりと閉じられていた︒脇から持ち上げた照髪は後ろで

だが︑いざ買ってみるとペルリ来朝から始まり︑大政返上︑明治政
府の現拙︑ｎｍ民権の大迎動︑悲法発布に至る現代史だった

た︒女は瞬きひとつしなかった︒切れ長の目尻に︑優しく澄んだ深

結わえられていたが︑西Ⅱの当たった襟足の産毛は金色に光ってい

初め

はがっかりして頁をめくっていたのだが︑読み進むうちに内容に引

い色の瞳が潤んでいた

きつけられ︑俄然面︑くなってｒ放せなくなったゞ

西郷隆盛のことが書かれているが︑さて︑これまで考えていたと
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ないと思って声をかけようとしたとき︑通りから下駄の音をたてて

塵太郎は手で応接間を指した︒

﹁ほおぉ︑どなたか来られる煙じゃあ︑ここでいいんさ︺﹂

てしまいまして⁝⁝・﹂

﹁いえ︑そうじゃないんです︒⁝⁝旅の方が︑来られることになっ

塵太郎が慌ただしく帰ってきた︒片手でガラス戸を開け︑背負っ

﹁ほんとに宜しいんでしょうか？﹂

どのくらいの時間が過ぎたのだろうか︑輝次がこのままではいけ

ていた肥料の入っているらしい亜そうなカマスを︑通りに剛した

﹁もちろん︑ほんとに宜しいんざんすよ

おえ

応接間に投げ川した︺北家の肥料問屋の商いも︑小規模ながらまだ
﹁なんだ︑テルちゃんか﹂と︑塵太郎は言った︒﹁今日は︑えれえ

たように足を止めて振り返り︑いちどだけ卸次を潤んだ視線でまじ

テルは深々と礼をすると慌てて歩きかけ︑それから急に思い出し

から︑酒がだいぶ入っていることはすぐ分かった︒

からかうように言って慶太郎は豪快な笑い声をあげた画声の調子

﹂

続いていた．

別嫡さんになっとるねか︒﹂

テルは手を叩いて挨を払っている慶太郎を振りかえり︑川元に手
をやって微笑もうとしたが︑頬がみるみる紅潮していったこ

輝次は︑別れ際に兇せたテルの視線をいくども思い川した働脳典

まじと兇つめてから足早に駆け去った︒

でその瞳が輝くと︑輝次の胸がしだいに熱くなっていった︒これは

涼やかな声がこころもち震えていた画

﹁ご連絡がありましたので．⁝．．﹂と︑テルは両った︒

﹁酒屋会議の日にちか？﹂

なんだろう︑と輝次は恩った︑

﹂

当時︑時代の厳先端を行く者を︑新たに導入された民法をもじっ

判だった︒そこでは︑紅茶が出︑パンというご飯代わりの食べ物や︑

呼んで︑川に一川ほどサロン風のパーティーを開いているという評

テルの趾親は︑小学校の教師や新聞記考や相川金山の技師たちを

テッガクの話をしとるんだろう︒女だてらにのお

﹁ハイカラさんだな︑ハイカラさん鰯紅茶飲んで︑西洋菓子食って︑

﹁いえ︑場所です︒⁝⁝家の都合が悪くなってしまったものですか
ら︒﹂

﹁また︑民法さんたちが米るって？﹂

て﹁民法さん﹂と椰楡して呼んでいたのである︒明治ニトＬハ年に施

かった︒

船で出かけて新潟から買ってきた洋菓子が振るまわれているらし

﹁︑えつり．﹂

行された民法を改正する動きが出て︑帝国大学法科大学教授の穂積

輝次には︑テルの母規を皮肉っているらしい慶太郎の気持ちがま

八束が﹁民法出デテ忠孝亡ブ﹂と叫んで反臓を翻して論争が繰りひ

の体だけが︑岬いオブラートのようなものですっぽりと包まれ︑周

るで分からなかった︒卸次の心は︑まったく別の所にあった︒自分

ろげられたが︑この年二十九年の十二川に施行されようとしていた﹄
やっとテルに意味が通じたらしかった︒

﹁いや︑ハイカラさんたちが来るって？﹂
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ランプ

その夜︑輝次は夕食の後で風糾に入り︑二階の洋燈を点けて竹越

りから隔離されているような気分だった︒

いもく見当がつかなかった︒どうしたのかと想い︑別の﹁凶民之友﹂

まったく別のところにあるらしかったが︑それがどこにあるのかか

を手にしてみたが︑三国干渉の記事にもまったく反応しなかった︒

が︑なんとかいつのまにか渡入っていた﹄

次のⅡ︑輝次が手持ち無沙汰に漢文を蒔く練習をしていると︑下

苛立っていた

それから︑あれこれと脈絡なく本を開き︑どれにも集中できなくて

のあの激しい憤りは︑深い海の底にでも沈んでしまったようだった︒

卿三郎の﹃新日本史﹂の続きを読もうとしたが︑なぜか集中できな
どこか変だった︒

三国干渉が起こったとき燃え上がった︑ロシアやフランスへの昨年

が︑なんどごろごろしても眠気が来ない

かった︾きっと疲れているのだろうと思い︑布団に横になってみた︒
しかたなく︑輝次は部屋の隅に乱雑に獄まれていた﹃国民之友﹂
を取り出して︑ぱらぱらと頁をめくってみた︒一昨年︑明治二十七
年の号で︑とうに読んでしまっている記覗だから︑なんだかずいぶ

からロクの声がした．

西瓜と聞いて輝次はほいほいと階下に降りていった︒リクとクラ

﹁輝︑西瓜もろうたけも︑井戸に下げてくりい︽︾﹂

ん古いものに思えた︒内村鑑茎が﹁Ⅱ清戦争の義﹂という文章を
二十七年の金玉均の暗殺とその後の暴挙を憤って︑支那を指弾して

紋せていた︒内村は︑明治十五年の壬午の変︑十七年の甲申の変︑

らお絵かきをしていた︒慶太郎は煉智で煙峨を吸いながら︑烏賊の

は︑吟吉の勉強を手伝っていた︒晶作もイチに指示してもらいなが

塩辛を摘みに柄を飲んでいた︒卓湫台に本を広げ︑気むずかしい表

いた︒﹁支那は社交律の破壊者なり︑人情の害敵なり︑野蛮主義の
うとするのは︑﹁州家の︑王人が其施計の中にある扶助なき可憐の少

保護者なり︒﹂そして︑朝鮮を﹁清韓宗属の関係﹂に置きつづけよ

情で視線を落としている︒

つめたぽんぽんという鈍い音が響いた︒ロクがやめろと言う︒輝次

つくったのか実に大きくよく実っている︒軽く叩いてみると︑張り

ロクから黒い縞模様の入った濃い緑の西瓜を受け取ったが︑誰が

女に対して︑常に執行する政略﹂であるから︑これを放悩している
る進歩主義の戦ｔ﹂として︑﹁亜細亜の救主﹂として︑朝鮮の政治

はそれを持って井戸まで来て︑井戸の巾を覗きながら手にした刈瓜

欧米諸回は非難されてしかるべきである︒Ⅱ本人は︑﹁東洋におけ
に干渉せざるをえないし︑また︑干渉する権利があるのだ︑と︒輝

をなにげなく落とした

しばらくして︑どぼ−んという宵が冊いて

に感化されて自分は開眼したのだ︑と碓信していた︒日本は文明と

きたｒ

次は︑初めてこの文章を読んだときの興奮を思い州していた内村
しての一等凶︑帝国主義国家になったのだ︑その盗格によって清脚

ロクがすごい剣幕で叫ぶ声がした薗

﹁輝︑おめ︑なにぃした？﹂

きの興奮も確信も︑いまは本の紙面の思い出の中に︑押し花のよう

輝次は﹁なに？﹂と振り返ったが︑その瞬間︑自分のしでかした

の野蛮をただしてやらなければならないのだ︑とっしかし︑そのと

な影になってしょんぼりとただ横たわっているだけだった︒心は
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の長い縄に横に短い縄を縛り付けて梯子状にし︑その段の一つに胸

いて降りてもらって西瓜をたぐり寄せ︑そこで引き上げる？二本

瓜をすっぽり嵌めこんで引き上げる？錘を付けた竹篭を縄で降ろ

失策に気づいた︒
﹁落した︒﹂

輝次は蔵の方に行って竹篭を探し歩いた︒九川になるまでは蔵人

して井戸に沈ませ︑西瓜を竹篭で掬って引き上げる？

輝次は舌を出したが︑後の祭りだったｃなぜこんなことが起きた
のか︑輝次には合点がいかなかった︒ほんとうは︑純で細んだ網に
西瓜を入れ︑それを釣瓶に結わえて排戸の水川まで降ろしておくの

たちの椎もいない釜場の辺りを一周し︑伏せられた大きな椚樽のそ

いたもののようだが︑あいにく小さすぎた︒しかたなく︑輝次は森

ばを通り抜けたとき︑篭がころがっていた︒餅か干し柿でも入って

だった国

事態は切迫しているという

どういう方法で西瓜を引き上げるか︑輝次に妙案は浮かばなかっ
のに︑輝次は上の空だった︒西瓜が冷えるまでに方法が見つかれば

に水を入れることにした︒森蔵も器川に西瓜を篭に捕らえ︑ぶじ井

手頃なのがすぐ兄つかった︒二人して帰ってきて︑鍬として一升瓶

蔵の家まで駆けて行った︒事情を話して探してもらうと︑ちょうど

たが︑引き上げないわけにはいかない

いいと思った︒

てご機嫌だった︒

わつと伸びてきて︑あっというまに無くなった這森蔵は二切れもらっ

やがて︑卓俄台いつぱいに︑切られた西瓜が並べられたが︑手が

い？﹂と︑リクが笑いながら言った︒

﹁昨戸に溶としたせいかのぉ？まさか︑昨亦の水がしょっぱ

再ったつ

﹁今年のⅦ瓜は︑格別甘いのお﹂と︑ロクが口元を掌で拭いながら

﹁これでいい﹂と︑塵太郎は西瓜にかぶりつきながら機嫌よく言った︒

で言った︒

﹁もうちょっと冷やしとけばよかった？﹂と︑輝次はなに食わぬ飯

一部始終を見ていた暖太郎は︑にこにこしながら森厳を褒めたⅢ

戸から引き上げることに成功した︒

﹁なにぃ馬鹿やつとるんだ！﹂

背後の声に驚いて振り返ると︑慶太郎が顔を典っ赤にしてけ↓って

﹁この馬鹿ったれが！﹂

いた二

慶太郎はだいぶ酔っていたが︑それ以上はなにも言わなかった︹︾
微笑みさえ浮かべている︲

楊枝で歯に挟まった烏賊をほじくりながら︑Ⅶ白がっているような
﹁引き上げればいいんどぉ﹂と︑輝次は自分に一荷い聞かせるように

﹁そう︑そう︑引き上げれぱな画﹂

眩いたつ

問題はどのようにして引き上げるかだった

輝次はあれこれ考えた︒細めの長い竹竿を差し入れて︑西瓜を串

刺しにする？ポンプが取付られていたが︑準い釣瓶もそのままに
なっており︑大人に釣瓶を押さえてもらい︑仙作に釣瓶にしがみつ
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内村鑑三が佐渡と関係を持つようになったのは︑佐渡雑太郡相川
町の下戸炭屋浜町に生まれた森知幾が︑明治二十一年九月︑二十四

﹃佐渡新聞﹂の創刊は明治三十年九川であるが︑明治三十三年正

三から深い薫陶を受けて二十三年に卒業し︑内村を生涯の帥と仰い

在りて余が嘗て肘と共に語りし主義の為めに尽力せられつつあ

む︒余は能く佐渡断聞の主筆森知幾科を知る︑筒が今は故郷に

忠ふて︑諸ｔは新年と共に新知識の附発に勉められんことを望

狭縊なる我倒の文部街教育が如何に側氏を汽Ⅱ漢に為せしかを

Ⅱ号に内村は次のような激励の一文を寄せている㈱

でからである︒弐十四年に帰脇した森知幾が︑明治二十九年三川サ

歳で上京してＨ本橘箱崎の大Ⅱ本水産会水産伝習所に人学︑内村鍬

で蛾終号となる﹁北狐雑誌﹂の編集に関わっているときも︑この雑

るを聞きて腱だ悦ぶものなり

島内各町村の詳細な出来事を報じる情報誌であったが︑政治的記事

﹁北漠雑誌﹂は政府や政党︑財界を含む全国的な情報をはじめ︑

誌に代わる惰撒紙として﹁佐渡新聞﹂を創刊したときも︑内村鑑三
森は︑明治二十一二年に学餐捻出の目論見もあって﹁貧民教育策﹂

には思想性や党派性がなく︑政党間の揚げ足取りに終始し︑文芸部

からさまざまな助言をもらっているゞ

を出版したが︑この中で生涯変わることのなかった思想が披瀝され

の思想性の欠如が長年不満でならなかったのである︒

門をも含むどちらかと言えば街学的なサロン誌で︑森にとってはこ

鳴呼余をして政治世界に身を委ね︑一派の政党を組織せしめ

ている︒

その後︑輝次は︑竹越與三郎の﹃新Ⅱ本史﹂をだいぶ読み進んでいた︒

んか︑其の政党は人同団結にあらず︑改進党にあらず︑唯

征西の役︵西南戦争︶は︑海綿が水中に人って水分を吸集したように︑

竹越は明治維新を﹁大革命﹂と呼んでいた︒その火革命の血脈に

武断的不平家を網羅して刑場の露と消えさせたので︑その後は政論

貧民党を組織せんのみ︑鴫呼余をして国会議場に出でしめんか︑

森が内村から受けた旗陶は︑燗の独吹と自川のもとに形成される

をもって内閣に抵抗するしかなくなり︑上にあっては大久保利通の

第二のパーネル︵註・アイルランド同氏党折導行︶に為て︑

自分の思想が︑いかに貴重であるかということであった︾内村じし

世︑下にあっては板坂退助の世となったとある︒なるほど︑それで

その家を継がせてはならない︑とまで言い切っている︒伽郷隆盛の

んは︑向由な個の独立に依拠しながら︑個を守る国家と国家を庇護

自由民椎の大連動が始まったのか︑と輝次は深く頷いた︒勤王も拠

背くものは︑日本正統の継嗣ではない︑正統な継嗣でないものに︑

する皇室の重要性をも認識していたが︑森は︑階級打破と平民主義

夷も建前にすぎず︑実態は政椛争祇の陰謀によって脈隆淵閥による

其拠出する所の議題ハ︑条約改派にあらず︑政費節約にあらず︑

に走り︑地方自治と被差別部落の解放を訴えて︑言論面では﹁佐渡

有司専制となってしまった明論維新は︑いまいちど﹁公縦輿論﹂の

唯貧氏の惨状を叙へて︑之を尺ｒの輿論に質せんのみ

立で活躍した︒

新聞﹂の発行により︑行動面では新平民のための﹁明治学校﹂の設
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二の維新﹂を断行しなければならない動

噂亜と﹁立憲民政﹂の実現を期した明治維新の原点に立ち返る﹁第
輝次は︑竹越の明解さと思想性の貫徹に身震いするほどの快感を

なるほど︑相川暴動の折りの塵太郎は︑戸踵として下々の稀を守っ

た：あの進しさには輝次は惚れ惚れしていた．

百姓の喜びったらなかった﹂と︑忠吉は

﹁それで︑実際の年貢は？﹂

その現場を見ていたとでもいいたげにしみじみと語った︒﹁それに︑

﹁年貢は軽減されたんだ

叔父の斎藤恵吉に会ったとき︑輝次は自分のほうから言った：

味わった〃

竹越は越後の人なんだ︒家は酒造業だぞ向﹂

父と違って︑酒ばかり飲んでいる人ではないな︑と思った︒その博

輝次はますます竹越に親近感を覚えた︒それにしても︑この人は

﹁竹越の本︑すごく面白かった︒﹂

斎縢は満足げな表悩でいくども頷いた︒

﹁読んだか︒﹂

覧強記ぶり︑その筆の冴えは︑箙みのものではない︒

﹁鋪二革命か⁝⁝﹂と言いよどんで︑恵吉は腕を組んだ︒

﹁第二革命が必要だって﹂と︑郷次は弾んだ声で言った︒

﹁徳川の時代に地方向治制がすでに生まれていたことも齊いてあっ
に年貢徴収の方法を変虹したときも︑⁝⁝﹂

たろう︒佐渡だけではないが︑享保年間に雑府が検兇制から定免制

﹁峨命は︑ほんとに要るなあ﹂と︑卸次は誘った︒

けみじょうめん

﹁検見制とか︑定免制って？﹂

﹁おめもそう思うか？また︑人柱が要るな︒﹂

﹁肚の中が良くなるためには︑これまでも︑これからも︑戦争を起

﹁大塩平八郎に︑佐倉惣丘郎？﹂

﹁検見制というのは︑秋の稲の収穫の直前に江戸から役人が佐渡に

こして︑立派な人が幾人も死ななきゃならないんだ︒それが︑人の

派遣されてきて︑村々を回って稲田の坪刈りというのをやって︑そ
の村のその年の想定収穫高というのを算定して年貢高を決める方法

表情に浮かんだ悲

世なんだよ︒分かるか？﹂

輝次は︑大きく深く息を吐く恵吉を見上げた

だ︒それから定免制というのは︑例えば︑享保元年から享保二年ま
ところが︑この話が幕府からあったとき︑

での年貢の平均額を毎年の年貢とするというもので︑これが五年ご

れなかった︒

哀の色は︑佐渡からも出た日清戦争の犠牲荷を思っているのかもし

とに切り替えられたんだ

脇の端飛がそれに反対し︑享保三年は特別に豊作の年だったから︑

の膨張怠識を背景に二十″トン以上の軍艦の必要性や陸瓶の蛎強な

の三脚干渉の黄任を追及するなかで形成された対外砿派は︑大陸へ

立憲改進党の尼崎行雄や小国進歩党の犬養毅を中心に︑伊藤内閣

計算から外してくれと噸み︑雅府もそれを認めたのだが︑このよう
に︑名主が同姓のために代表となって孫府と交渉したんだ︒この橘
﹁牝鳥の翼もて雛鳥を掩うがごとく﹂と竹越の言雌を暗唱しながら︑

おお

主というのが︑輝次の父さんが︑まさにその役なんだから心﹂
輝次は相川暴動の折りの塵太郎のことを思い出していた︒
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繰りひろげた新聞四十一紙に発刊停止を命じた︒本間一松は﹁やっ

どを主張していたが︑伊藤内閣は︑明治二十八年五″に寅任追及を

ろそろ度津丸が入港してくる時間だった．

輝次の家のある湊町の海岸線が港の向こうに値んで兄晴らせた

そ

最近佐渡でも手にはいるようになった﹁天狗煙草﹂

を取り出した

その延縄漁の舟影で立ち止まり︑輝次は筒袖の胸元から煙草の箱

大隈・改進党が辞任した松方蔵相と連携して翌年進歩党を結成する

だった嘩昔は煙草と言えば刻み純草でどうしても煙管だったが︑妓

ぱり﹂と思った．︒門倫の︑由など︑ほんとは雌いんだ︒﹂そして︑
が︑伊藤博文は自由党を対外硬派から切り離すことを画策︑伊磯内

り出し︑輝次は一本煙箪をくわえて火を付けた︒紫の煙が立ちのぼ

近はこんな便利な紙巻き煙草が出川るようになっていた︒寸燐も取

マッチ

閣との連携に消極的だった自由党の河野広中を口説いて板垣の入閣

んの意識や思考にまったく影響がないのがよかった︒蔵人に勧めら

がゆっくりと広がってゆくのが快かった口蝉れるといっても︑じぶ

るのと同時にｎ分の胸のなかにも煙は吸い込まれた︒体全体に蝉れ

しかし︑これは九川の第二次松方内閣の成立︑人隈外相の誕生で

一松は︑﹁いよいよ︑その時が近づいているな﹂と思った

を条件に提携を進捗させ︑明治二十九年四月に板垣内机が実現した︒

それでも進歩党の要求で︑司法権を除く行政権によ

る新聞発行の禁止処分が廃止されることになったが︑この動きに反

れて初めて吸ったときは︑煙たいだけで美味しくもなんともなかっ

終わりとなる

たが︑一Ｈほど続けているうちに美味しさが出てきた︒

輝次は大人になった気分で︑細く煙を吐いてみせた︒これは元服

情で訳いたゞ

﹁この味が分かるか？﹂と︑橘さんが仲間が増えて嬉しいという表

九月から蔵人たちが酒造りに来ていた︒

発を強めた薩派の官僚たちは山県にいっそうの信頼を寄せ︑派閥を
この間︑朝鮮では︑山県監軍に﹁政策はいずれ決定するから速や

強化してゆく︑

かに渡ってくれ﹂と言われて赴任した三浦椛楼朝鮮公使が︑じぶん

おれは大人になったんだ︒そう思うと︑愉快というだけ

の儀式だ

の独断による間妃暗殺事件を起こし︑そのどさくさの過程で朝鮮に
親露政権が樹立されていた︒また︑山県はロシアのロバノフとの間

でなく︑自分がひとまわり大きくなり︑大人になった気がした︒
﹁砿さんは︑いつからで？﹂

で︑朝鮮における日露の政治的対等を趣旨とする協定を結んできた︒

⁝⁝ところで︑イチ姉ちゃんは︑いま

﹁おれは︑親っさんに弟ｆ入りしたときだから︑十六だな︒輝ちゃ

いくつ？﹂

んは︑おれよりずっと早い︒

忠吉の家からの締り道︑夕刻が迫りつつあったが︑輝次はいつも
の天主堂の〃には凶らず︑海岸の力へ出てみた︒少しずつ海の匂い

﹁おれと四つ違いだから︑十八かな＠なんで？﹂

いきなりイチの話になったので︑輝次はちょっと息を呑んだ︒

が濃くなったゞ十月の終わりの海は︑台風もいくつか去って︑鏡の
ようなくた凪ぎだった﹂そこは夷港からだいぶ離れていて︑木造の

延縄漁の舟が浜辺に引き上げられていたが︑波打ち際まで出れば︑
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﹁いや︑なんでもねえ︒だすけ︑初めて来たときに比べ︑火きゅう

た︽︾煙草がいけなかったのだろうか︒輝次は胸に手をやったまま棒

いどうなってしまうのかと不安になるほど︑それは激しく大きかっ

掻永テルだった

近づいてくると︑淡い香水のようないい匂いも

﹁火丈夫⁝⁝ですか？﹂

た︒動悸は治まるどころか︑もっとひどくなってゆくようだった︒

少女はかるく会釈してから︑輝次の方へつかっかと歩み寄ってき

立ちになって欄干に寄りかかり︑動悸が治まるのを待った︑

なったと思うて州﹂

さほ

そんな話をしていると︑慶太郎が蔵の前を通りかかった︒おっと
いう顔で立ち止まり︑煉草を手にした二人をじろりと睨んだ
ど鯖いている様子でもなかった︒輝次は緊張した︒腿太郎の怒りに
いちど火が付くと︑激しく燃え上がらずにいないことをｈも承知し
ていたからだ︒さあ︑どうなるか︑輝次は問唾を呑んで身構えてい

ような微笑みのなかに︑心配げな表情を湛えていた︒それを眩しそ

漂ってきたその匂いが輝次を一気に蝉れさせた㈲テルは困惑した

一本吸い終わってから︑輝次は家路を急いだ︒境橋を渡りかけた

した足取りでゆっくりと去っていった︒輝次は背後からその姿を見

テルは片方の手で胸元を撫で︑ぺこりと頭をドげると︑後を気に

﹁ああ︑よかった︒﹂

裂しそうになっているみたいだ︑と

輝次はじぶんに眩いたいおれはこの少女のことを想って頭の中が破

かえした︒優しく包み込むように瞳は潤んで光っていた︒このとき︑

輝次は頷いた辰そして︑もういちど切れ長の涼しげな瞳を見つめ

﹁ほんと？﹂

﹁⁝⁝人丈夫﹂と︑掠れ声で輝次はやっと謝った︒

いた︒

うに一轡してから眼を反らした輝次は︑すっかり上気してしまって

た︒が︑慶太郎はなにも言わなかった︒すべてを承認するとでも言

﹁寸燐は気い付けろ︒いいな︒﹂

いたげな表情で︑

そう言って広い屑を上げ下げしながら畷太郎は去ろうとした︒輝

おめは知らん

次がほっとして蠅草をｕに持っていったとき︑暖太郎は脚を止め︑
振り返った︒輝次は身構えた︒

﹁輝︑おめん生まれたときに夷に大火があったんだ

んだぞ︒﹂

だろうが︑そのときの火元が︑煙草の火だった︒三百軒以上焼けた
いま思い出すと︑父は蝿草を許したんだなと碓偏できた︒いわば︑

とき︑向こうから一人の少女が歩んできた︒下に風呂敷に包まれた

送った︒結わえた髪の束が左右に揺れ︑輝次の熱くなった胸をやさ

元服に親として立ち会ったというわけだ・

一升瓶のようなものを重そうに下げ︑濃紺の飛向に真っ赤な帯をし

しく弄んでいるようだった︒

︹次回に続く︺

ていた︒就緑の鼻緒の女物の下駄を履いていて︑下駄の優しい音が

粋いてきた︒輝次はその切れ踵の脈と色白の顔に視線をやった︒す
るとどうしたわけか︑突然︑輝次は激しい動悸に襲われた︒いった
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十六︶

本

北海迫からの縢堂遠子︑新潟市の浅野牽子︑旧中愛子︑細

二月二十七日佐渡汽船のガイド課の松川さんからのお話で

私の家の近くの割烹でご馳走してもらった︒

組の構成に役立ったとよろこばれて︑放映が終了したあと︑

まざまなことを話す︒多田氏は︑私の話が︑とてもよくて番

記﹂の佐渡の撮影について︑佐渡の歴史・芸能・伝説などさ

家ということで突然訪ねられた︒

ほか数人で創業者の一人真野新町出身の山本悌二郎の由縁の

七月二日ＢＳｌＴＢＳカメラマン杉山貴久︑記若三浦彩

六月十二日関西地方に在住の元台湾製糖社員河野勇三氏と

内で︑大阪の秋↑肥美智子︑埼玉県の小峯晴美氏が来訪︒﹁佐

二八阿九︶に八世半右衛門が京都より持ち帰った琴を弾く︒

渡郷土文化﹂一二八号にヨ秋田氏伝記﹂に曾祖父・秋田藤

朱鷺を取りあげ︑特にキンちゃんと捕獲した宇治金太郎氏の

ことを︑宇治氏と父修之助とが同級恥であったため︑餌付か

美両氏︑﹁関口宏の昭和青春グラフティー昭和の動物﹂で︑

ら捕狸︑捕獲後のことを洲を飲みながら聴いたことがあった

十郎を偲ぶ﹂を執筆される︒明治時代の相川暴動時の相川町

め︑﹁佐渡叢書﹂十四巻の中に加えたことなどに感謝される︒

も出動した相川暴動について︑当時の新聞切り抜きなどを集

ので︑そのことの取材であった︒

脳のため︑読売新聞社の渡辺亮︑中塚雅幸両氏来訪︒渡辺光

七月十七日家蔵の﹁読売新聞﹂創刊号を︑読売新聞社に寄

氏は︑﹁佐渡郷土文化﹂に︑長く畑野の歌人渡辺湖畔につい

の﹁佐渡﹂特集号の取材に来られる︒佐渡在住の十数人をイ
ンタビューして写真を中心にした本にまとめられる︒私は﹁佐

五月一日新潟市の小林弘樹氏が﹁ライフ・マガジン﹂五号

長秋田藤十郎の曾孫︒私の父が明治二卜三年鎮圧のため軍隊

四月二十一日本誌によく投稿される埼張県の風間進氏の案

￥ごＬ︲一一︸

詔などをする︒藤強氏が床の間に立て掛けてある嘉︑水二年

五月二十三日ＮＨＫ新潟の多旧篤司氏来訪︒﹁断日本風土

山

井幸代各氏を迎える︒佐渡の歴史のことや私の家の歴代の

平成二十四年

1l
渡の歴史はうたう﹂と題して幾場した︒
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￨

和人氏︑所蔵の佐渡小判撮影のため来訪︒

七月二十五日ＢＳＮ新潟の南加乃子︑ＴＶカメラマン野瀬

七月二十二日映像演出家重森貝滞氏ほか四人来訪︒

満寺などを案内する︒

夫人の生家跡︑真野新町の墓所︑過去帳のある畑野Ⅱ黒町妙

泰子氏から私の住所を聞いたという︒近くの生田秀の生家跡︑

身生田秀の曾孫にあたり︑前年十月二卜八日に来訪した塩野

相馬次郎氏来訪︒アサヒビール創業時の技師長︑真野新町出

七月十八日松ヶ崎にある海洋深層水会社の社長に就任した

て連載された渡辺和一郎氏の子息である︒

氏とその医院一行紀伊馬哲夫︑大西雅子︑大西修︑紀伊馬律

氏の紹介で︑京都と滋賀から佐渡を愛好される医師大西利穂

八月十三日佐渡高校職員の時︑長く同僚であった金子正義

訪された︒

八月八日新潟日報社の馬場幸犬氏が︑民謡などの取材に来

下りた思いがした︒

テル﹂に泊まる︒翌日畠山記念館を兄て帰烏した︒府を荷が

い︑白石興次郎社長名の感謝状をいただき︑近くの﹁東武ホ

工された読売新聞創刊号を兄に妻と本社を訪ね︑見せてもら

るご縁にもなった︒また︑八川二十七日には︑永久保存に加

に大学の同窓の伊賀市の杉本光祥氏を訪ね︑二人で一泊す

掲赦され︑全脚から反響があり︑この縁で十一月七日〜九日

厚氏は︑祖母の縁で沢根故土屋棚家に寄寓し︑川制佐渡中学

史学専攻山本沙樹の各氏︒山本藤左衛門家の墓参のため来訪︒

テレビ放映のため︑資料など採集︒

日に北一輝の慰霊祭に来島され︑来年一月の北一輝に関わる

八月二十日東京のＮＨＫディレクター浜田裕造氏来訪︒前

子各氏来訪︒佐渡の歴史︑私の家の歴史などを話す︒

てるよし

八月五日父修之助の母の実家山本藤左衛門の後筒︑山本厚︑

校に通った縁で︑この三月に亡くなられた土屋龍太郎氏の墓

ぱいろん

山本寛子︑子息会計検査院官房審議官山本泉︑東京女子大学

参もされたのではないかと恩われる︒厚氏は︑父の出版した

れという︒

などをいただく︒

の意を表するため︑昨年読売新聞が関わった服倉院の﹁香木﹂

自筆印影句集﹁春雪﹂︵昭和二十九年刊︶のｕ絵写真を来宅

八月七日読売新聞創刊号を先月来宅した中塚雅幸氏に渡す︒

販売七部有沢英明の各氏来訪︒読売新聞創刊号の寄剛に感謝

撮影に松田賢一氏︑佐渡通信郁渡辺星太氏も来宅︑松田氏は

九月二十九日芝浦工業大学奥崎柳道氏来訪 祖父山本半蔵
が大正時代の真野寓御造営事務所踵を勤めたので︑その資料

九月二十五日読売新聞東京本社村越輝章︑新潟支局福島聡︑

創刊号が所蔵されていた蔵の中などを撮影︑渡辺氏は創刊号

など調査のため︒のち﹁近代佐渡における真野宮御造街と三

の折撮ってくれた︒なお︑夫人は沢根の彫刻家明石家の生ま

が贈呈された記事を書かれ︑読売新聞全国版︵八月八日︶に
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代目間島杢太郎について﹂他に﹁佐渡宮大工間島家とその建

訪︒両氏はたびたび訪ねて翌平成二十五年一〃二十五日から

十一月十五日新潟Ⅱ報報道部の榎本裕介︑中島陽平両氏来

て﹂などにまとめられた

に掲救したため︑取材は継続的に翌年一月までかかる︒

六川にわたって﹁知の宝庫山本家を訪ねて﹂を一向の記事

文﹁佐渡島︵新潟県佐渡市︶における社寺建築専業の工匠と

十一月二十四日長岡市中央図書館の小熊よしみ氏来訪︒本

なお平成二十六年三川には博士論

その変容について﹂を刊行した︑

築活動について﹂﹁佐渡宮大工明石家とその建築活動につい

十月十三日新潟火学橋本博文氏を佐渡学センター池田雄彦

だいた縁によるものである︒

誌百三十号の表紙山本五十六養祖父義和について教示をいた

なった︒翌年の十一月十六日新潟市民大学講座﹁佐渡学ｌ佐

氏が案内して来られる︒真野文学散歩道の文学碑をご覧に

め来訪︒

十一月二十九日佐渡の郷土玩具研究のため門井寅一氏来訪︒

十一月二十六日新潟大学学生毛久燕氏が人形芝肘調査のた

を講演する契機になった︒

十二月六日新潟日報の山本家の記事の写真撮影のため︑富

渡の魅力を語る﹂で﹁佐渡文字散歩Ｉ文人墨客の往来した佐渡﹂

訪︒この日﹁静海荘﹂で弓佐渡郷土文化﹂創刊三十六周年．

十月二十日東京の中川芳郎氏︑ＮＨＫの浜川裕造氏来

はよくおいでになっているが︑署名は今日初めてである︒

所真太郎氏を案内して︑佐渡支局長間狩隆充氏来訪︒間狩氏

一三○号記念・前主宰山本修之助二十年忌の会﹂があった︒
この日は中川芳郎氏の北一輝についての講演があり︑ＮＨＫ

かつて佐渡高等学校で担任をしたので突然でもわかった

十二月三十一日ＮＨＫ新潟の佐渡出身佐々木修次氏来訪︒

輝・大川周明と二・二六事件﹂の収録が始まり︑このⅡ︑評

私が預っている山本桂家の慕のお骨を引き取る件で来訪︒桂

五月二十日沖村武士・峰子︑商間忠広・純子︑間夫姉来訪︒

平成二十五年

の浜田裕造氏も参加した︒二人は︑午後早く会が終了した
のち私の家で私も加わり三人で北一輝の話を二時間ほどした︒

論家田原総一朗氏も来島し︑来訪された︒

十一月五日来年一月放映の﹁昭和維新の指導者たちｌ北一

十一月十三日両津夷の奥川京子︑尚橋恭子両氏の案内で︑

五家︶より分家︒二代桂家︵衲斎︶子息は農相山本悌二郎・
外相有田八郎の生家である︒

家は私の隣家二色芳隆家︶に山本藤九郎家︵跡地は臼杵誠

玩具の色紙を家蔵しているのでお見せしたが︑来訪の記録は

五月三十日新潟日報社の佐藤牧子︑石崎理子両氏来訪︒六

京都の人形などを描いた兀井金水川伯の孫西村寿雄氏来訪︺
なかった︒
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をご覧になった︒

形を好んでいたので見学のため︒

六月二十五日佐渡地域振興局健康福祉環境部長後藤一安氏︑

七月二日提岡市の良寛会の反町尚子氏が︑佐渡旅行の途中︑

の島佐渡と江戸幕府﹂に︑講師の一人として登場依頼のため︒

︑壬に流人と州川金山のことを話する︒

奈良県の宮崎史仁・治子夫婦︑三重県の桑原和代︑大阪府の

月二十二日︵土︶に︑新潟Ｈ報主催の歴史フォーラム﹁歴史

六月五日妾雅子と大学の友人三条市の丸川優子氏が夫丸山

吉井和子︑反町氏の夫和夫の﹄ハ氏来苅﹄

相川三町目の従兄亡松榮新氏の夫人和津氏来訪︒新氏が生前

正英氏と来訪︺佐渡の歴史の話をする︒

七月五日平手ふじえ︑加茂郁紀女︑増山静子︑小川恵子の

亡父修之助収集の佐渡の郷土玩具︑特に佐々木佐与吉の首人

六月十二日富山テレビの佐渡の撮影に出演する︒ジャーナ

バー顧問の安阿美津子氏ほか二十兀名が来訪︒佐渡の歴史を

リストの千秋健氏来訪

七月十二日新潟日報社橋本佳周氏が青野季吉の取材で来訪︒

各氏来訪︒雨の中国分寺を訪ね︑薬師如来を拝観ゞ

六月一日妻雅子の出身校昭和女子大学光葉同窓会のメン

六月二十二日新潟Ｈ報主催の歴史フォーラム﹁歴史の島佐
つれなり

渡と江戸幕府﹂︵会場アミューズメント佐渡︶に出席の徳川

長高橋道映氏︑秘書の鶴間尚氏︑新潟日鞭社の佐藤牧子氏︑

行政課肚界遺産發録推進室副参蛎余湖明彦氏︑新潟ｕ報社社

来訪され︑良寛関係の本︑掛軸などをご覧になる︒

化交流﹂と題して講演をされた全国良寛会副会長加藤僖一氏

七月二十八日前Ｈ相川で佐渡良寛会総会で﹁良寛とⅡ中文

唯の岩城由番の五人の各氏来訪︒

ション科学研究所の春朧蝋司︑竹内敏沖︑大石愛︑新潟博報

石崎理子氏︑佐渡支局長間狩隆充氏が来訪︒玄関を入ると佐

七月二十六日新潟県庁の小玉邦夫︑東京のコミュニケー

渡奉行の五十枚ほどの本陣の宿札などに興味深そうであった﹂

八月十三日三宮出身の弁護上松丼秀樹氏来訪︒私が佐渡高

宗家十八代当主徳川佃孝氏︑一般社団法人漢字文化振興協

掛軸は︑水戸藩主徳川斉昭公の．微好音百事成合﹂と恒孝
氏の曾祖父が幕末の会津藩主松平容保公であることにちなん

等学校教諭の時担任した縁のため

八月十九日慶応義塾大学教授粕谷祐子氏来訪︒私が佐渡高

会会長価川忠久氏︑Ｍ即事事務局長ｎ打宗蛸氏︑新潟県文化

で︑会津城落城の時の使蕃となり︑また藩公救解のため北越
棚には︑しばらく見入っていた︒私の梱父半蔵が︑直接に入

向石坦悟氏︑新潟県文化行政課文化係井上幸一郎氏佐渡の文

八月二十六日文化庁伝統文化課民俗文化財部門文化財調査

等学校教諭の時に担任した縁のため︒

に満行した秋川悌次郎の漢詩の軸を掛けた︒佃孝氏は︑この
手したものである︒ほかに︑佐渡小判︑一分金︑試金︑など
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化などの懇談のため来訪︒

の一環として﹁蹴鞠装束展﹂を開催するが︑その展示資料に︑

岡啓子の各氏来訪︒今度記憶節で京都市と新潟市の文化交流
けまり

九月十五日東京大学史料編纂所杉本史子教授︑史料編纂所

茶席屏風にあり︑それをお貸しするので︑受け取りに来られた︒

蹴鞠の家元飛鳥井家から佐渡の本間家宛の蹴鞠鴨沓の免状が

けまり

一︑伊能忠敬研究会代表理事鈴木純子︑Ｈ本水路協会技術ア

学術支援職員横地留奈子︑同吉岡誠也︑電気通信大学佐藤賢

十一月十七日朝Ⅱ新聞の司馬遼太郎担当の村井重俊氏案内

佐渡地区澗査貝の笠井義兄︑八木千恵子の各氏来訪︒

尾崎法子︑加納直恵︑山︑佐和子︑岡旧佐輝子︑斉縢厚一郎︑

料を中心に器機類を使って調査された︒

で︑浦宏樹︑川中啓介︑木村英昭︑大室一也の各氏来訪︒

十一月十一日新潟県立文書館で街料調査を二Ⅱ間された︒

九月十六日八幡の金子正義︑挺水の渡辺剛忠氏の案内で昨

十二月五日新潟Ⅱ報佐渡支局長鶴巻直史氏と撮影の富所真

ドバイザー今井健三︑葛飾区郷土と天文博物飢柵本直子の各

年も来られた滋闘県大津市の医師大胸利穂氏の一行で︑大西

七氏来訪︒主に佐渡の近世の人物和井夏海︑新発川収蔵の街

修︑閥川清︑水谷みどり︑中島雅美︑清水敏子︑冨岡加代子

本競初の﹃独和辞典﹂を刊行した蘭医司賜凌海の取材と写真
の撮影のため§

太郎氏来訪︒新潟日報の郷上の人物紹介に真野新町出身で日

十二月十三日小説﹁飛べ！ダコタ﹂を執筆した石坂智恵美

の各氏来訪︒

千恵子両氏来訪︒

九月二十五日新潟県文普館尾崎法子︑佐渡地区調査員八木
十月七日相川金山に勤められたことがある高齢の作家田中

氏を佐渡市観光振興課の小西淳氏が案内して来訪︒

只々感謝︒

い︒今が大切︒

寒肥は窯虫対策と詩われるが︑妾の心にそんな隙など必もな

を含めて・

︑に見えぬ春の誘い︑というよりは春を待つ心︒妻への感謝

志津氏が子息の田中行明氏と同行で来られる︒

小笠原和男

十月十七日にいがた文化の記憶館の武藤斌︑石垣雅美︑秋

俳句鑑賞

寒肥を撒きゐる妻を遠く見て中原雅司
寒肥を撒いているのは亥︒

沢山の公務を抱えている作荷にとって︑遠くに児える典の嵯
は心 強 い ︒
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一在津日記

一異本佐渡年代記一名御奉行交代誌

一撮要年代記巻之二

一國中浄土真宗五十箇寺参

一在郷相川町瞥師諸町人由緒

一佐渡國寺社境内案内帳巻之二

一同苫巻之十二

一佐渡年代記巻之七

一實業之新日本第六十八稀

一佐渡山水

一佐渡人名辞書

一千代乃松第

一南舩北馬集第九編

一薇松泉會揚模集第百廿七

一椛雑郷修身科参考書

一佐渡水難賃記

一相川縣史巻之

一大八洲勝記巻之四

一佐渡の紅葉山人

一相川町誌

一畑野村志

一石器時代の佐渡

一佐渡紀行

一皇國愛泉家番附

一納齋遺稿一名恋浦漁唱

一愉洲遺稿

一鴫流し

一雄稚績煙鯉療養一括紅葉迩聞

一佐渡巡り一名北狩過賊巡り

■■■■■■■I■■■■■
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︿資料﹀

諸耆にあらわれた山本家︵二

一佐渡乃日次巻之壹

一見學乃栞

山本半蔵

一園碁辰 附

一同書下巻

一佐渡讃史評論中巻

一天保圃燕名手番附壷枚摺り

一閲棊人名録

目次

■■■■■■■■■■■■

佐渡年代記巻之七唯輝紳仁

記録

山本半藏充抄録

町へ引越す依之Ｈ一那寺光照寺も此地へ遷す

之内に住居して銀山を稼ぐ寛文九門年出水に依て翌戌年新

在郷相川瞥師諸町人由緒雑雌州縢三右衛門編

一山本半右衛門寛永五辛辰○○朔ｕ道秋半右衛門生國越

同書二新町山本半右衛門

迪十ヶ年鍋座請買巾出願之通申渡房大坂表より職人雇入翌

享保四己夷年ノ條下二新町村半右術門今年より来る申年

にも引移し年季中鍋鋳立費買いたす

子年五月より下戸渡町に鍋座を取建其後ハ三丁目漬町邉

前初号彌兵衛卜云相川山之内二居住銀山ヲ稼則○○間歩

卜云其後新町へ引越元禄三午八月叶二Ⅱ死欣譽献心此

玉譽感詳側半右術門享保七寅八月廿八日卒ス心響願求

妻元禄六門七川十九Ⅱ教騨妙阿趾承懸二巳八Ⅱ廿二ｕ

同書巻 之 十 二
後新たに切開き又ハ古田畑切嚴ヶ等の地所有之ハー村限り

申附し房村々の者共心服せずして世話人共を相手取別て湾

のうらノー白岩と云ハ順徳院様御腰掛の石の由又蝦夷穴等

享保十九甲寅年五月二十四ｕノ條に︵上略︶夫より渋手

國中浄土真宗五十箇寺参堆匙Ⅷ辮僻卦誠椰識

年六十五此妻元禄十丑九月十・一日嘆譽妙讃

安永九庚子年ノ條下二佐州郷村の内先年追々検地ありし

●︑︒●■■●●●早●●ｅＤｐ●●●●●●●●

諜附可差出占を叩渡在々重立の符の内︑湊町傳兵術︑正明
寺村肛郎左衛門︑湾上村右内︑瓜生屋村仲右衛門︑羽茂本

上村石内ハ能を家業としふがら國中の難儀を不顧段うらめ

にて持佛千ユの餘とりし山二手先中に唐破風邦に通りシユ

あり新町へ出て山本五郎右衛門殿と申方に一術亭主は信肴

郷又行衛門︑新町村半右衛門︑杯いふものともへ取調方を

しき迩一國中神事能を差止へき積り言合せ夫よりして百姓

撮要年代記巻之一耀嘩蠅厩雛誰獅

ミ驚目候同苗半右衛門殿の書院兄物結構ふる造作

共甚騒ヶ敷なりしに付新田畑穿鑿の事を止る
佐渡剛寺社境内案内帳巻之一軽症凧編輯

澤崎ノ誤ナリ

享保二十一丙辰年ノ條二十月五日大浪打新町半右衛門舩
澤根へ打上乗人九人の内六人死す三人ハ無蓋註澤根ハ

浄土宗ノ部二新川村一立山光照寺
同十五戌五月十五日遷化第七世實譽享保九辰九月八日に新

常寺京郁智恩院未開蕊光譽慶長年中相川火坂町に建立光譽
町村へ遷す境内試畝袷歩旦頭同村山本半右衛門先祖相川山
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半ハ宿久宝寺崖半兵衛のこと︒山半ハ山本半右衛門のこと也

定︑二十四文髪結︑山半同道高津へ到る︵中略︶誰久

十五日江戸堀家定る賃壱月に付三十三匁宛

後國越前慣へ打上ヶ直舩頭半右衛門井に水主共無事但舩ハ

十六日江戸堀へ移る諸道具舩にて運ぶ佐平同道夕飯此日

同書元文六辛酉年ノ條二十月十日の夜新町半右衛門舩越

剛す

破損故此所にて金子十四匁に費挑同月十九Ｈ半右衛門帰

山半天王寺見物に行︵中略︶

寳暦六戊子年ノ條に一｜月頃より亥年取箇尚免にて閥中火

廿二Ⅱ曇り山半新穂伯吐様同道芝居へ到る予も後より到る

荘噸先生ハ春水のこと

十九Ⅱ晴天拾六文古筆二本山半頼先生へ入門︵中略︶

飢謹にふり貧窮人拶倣出来にて攻ハ道路行倒亦ハ横死其数

三と見へ併し喉にしは見へ候︵中略︶

狂言女節川中村冨十郎當年七十四歳にて女方勤る賃に廿二︑

異本佐渡年代記↑熟順癖諦極雑誌

二百四拾人餘新町半右衛門新穂町吉右衛門両人にて小倉猿

へ持参山半播州へ旅立

廿四日曇り頼先生へ入門銀四匁壱匁五分扇子箱右頼先生

しらず別て小倉猿八大痛ミにて六月造両村にて痛候人数
八両所飢渇人吟味被仰附其後又々小倉村田地七拾二町餘不

八月朔日山半春倫子同道高津︑生玉へ参る︵中略︶
ゆ●●●■●α●●●●ＤＣ
十月十六日晴天山半同道伏見町へ唐紙買に行︵中略︶

廿四日久半娘摘氣︑山半同道見灘に行︵中略︶

長良の十桁衛門と申名高き悪人ふり︵中略︶

七Ｎ充Ⅱ詩經素諭始る山半側道阿彌陀池へ行︵中略︶
●ｐ●︑●毎■Ｃ■●●■由自●■●印■■
十八冊成巾︑玄資︑山半の諦湫同道千冊へ獄門兄に参る是

六月六日晴天八ッ時地震セツ過山半帰宅

柚に付有之時に名主儀左衛門右の出地代宥所差上厳敷御吟
味之上又古右衛門半右衛門両人江掛り被仰付右Ⅲ地仕附方
吟味之上近郷村々江杣付人足分米而石に五人餘ッ︑掛り
漸出地三町計り植付残り荒し置先代にも無之躯に候
在津日記群雌柵睦郵仙嘩塒年

安永九年五月十一日朝五シ半京都出立山本︑土田︑森川︑

ッ時御帰り︵中略︶

十一月晦日晴天先生︑子琴︑成甫︑元厚︑詩會に御入夜九

︵巾略︶証子塞︐ハ葛子琴のこと

十二月十五Ｈ暗天寒く成山半先生の御供して子琴へ参る

予四人伏見より淀の小橋迫小舩に乗る拾六文舩賃茶代
百五拾文淀より大坂辿舩賃昼舩にて見物所多し九拾八
間雌町久寳寺臆半兵衛方へ着︵中略︶十三Ｈ哨天久半︑山

文中飯代七ッ時八軒屋へ着岸セツ半大坂鴫の内東堀凡橋
半︑同道にて亦江戸堀借屋を尋る煽借座敷在然れとも未
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廿三日雨天今日より先生門下皆休む︵中略︶

り外にハふし︵中略︶

廿一日晴天先生成甫子御入先生御圭産あられ酒飲南都よ

Ⅲ則餘りハ閥宝川より金山を紐て新町辿を云ふ

に認落候故寓し慨註六月ⅢⅡは御巡村の時ふり道法陸路

の間に堂上方手跡の掛物あり去月五Ｈも掛狗之候へ共Ⅱ記

新町村へ着本陣山本半か衛門宅一群止術畦抑岫叫報榊鯉脹

皇太后海太夫俊成

崇徳院にｎ首歌たてまつりける

廿七日晴天久半入来先生の奥方安産男子久太郎と名つく
稲生良障へ使に参る︵中略︶

らん

まはらふる棋の板屋に音ハしてもらぬ時雨ハ木の葉なる

廿九ｕ晴天先生へ三度参る夜椚宴あり猪子を喰夜九ッ時
山陽の幼名ふり廿九Ⅱハ・↓一シⅡの祝ひふらん

七段本岡坊跡目弟子秀和

六段父元美林柏榮

七段両國薬研堀安井等知

七段小石川富坂林元美
八段芝新銭坐井上因碩

六段上野車坂下本因坊丈策

註本因坊︑林︑井上︑安井︑四家ハ旧幕府ノ巷所賦リ也

園碁段附睦歴州焼秘十五甲辰三月版

︵以下省略︶

帰る先生より塊鯛三枚噸戴︵以下街略︶註久太郎ハ順

佐渡乃日次巻之壹雄維馴罐岬計権耐雌岬群行

天保十二年兀〃
今暁唖岬建幟綱榊舜叶軌唯倒榊確癩叶嬬捗州掃琉緬癖睦提灯

枢癩雌の途中へ住持出る一寸及會樺今日ハ御納戸茶締緬の

引早め出立五時︑川毛に至る正泉寺と云寺院にて小休
単物拝領の羽織篇川下

鱸崎媚紳咋痙唖擢叫夫より新吾谷江至野立小休坂路のミに
て難所なり新町本陣四シ半時頃着山本半右衛門宅にて昼食

名人本因坊隠居丈和

岼叫錘評幟地子家作食物も柵腰ふい光エリ河原田を過澤根

町に至本光寺江↑剛嶬○の小休︵下略︶註而月五Ｈハ御

七段本所亀澤町坂口仙得

１

佐州本間源吉註本間源吉ハ佐州何

初段佐州山本半右術門

井上門人之部

人部の時也道法八里ハ赤油より相川迫を云ふ赤泊の本陣ハ佐
藤勘十郎ふり川毛は川茂のこと新吾谷ハ新入高野のこと也

六月四日釧域泌後曇︑道法陸路計凹里半餘︵上略︶

夫より歩行壱里餘難所にも無之故乗興にて九ッ時雑太郡
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ラズ

畷ノ人ナルヤ詳ナ

︵前後ノ人名ハ略ス旧シ本間氏ダヶハ同國同門ユエ
倣記ス︶

天保十五甲辰年三月坂口仙得誌

園碁段附便覧今般遂其家議以梓行之

剛棊人名録群琵鋤識識細年祥

園棊人名録序
棊局之技︒其人殊盛與ｃ不し論↓一朝野貴賎↓・筍有二小間一

天保園碁名手番附壱枚摺り

勧進元八段江戸本因坊秀和

行司五段濃州川瀬鷹之助

︵前後ノ人名ハ略ス︶

四段武州小川英策
二段佐州山本半右術門

前頭

司三段相州大塚亀太郎

ン・・↓ｍｕ４ｍ汁川

遊北陸道日記上測剛道明治卜五年トー月ノ記事中二十二

大八洲瀞記巻之四洲削割岬鐡槍著

拙一︒以↓一其授受所し謂初段者一・為二之首格一・蓋段猶し格︒

無し不レ下二手於此一・國家亦置二棊院本因坊一・課二程之巧

Ｈ揮毫己四日不二少間一午後訪二佐々木慎之一小酌偕出拝↓一

成一︒不し能皇專レ心致↓レ志肴︒速不レ及冨子此技人盛一・豈

吾徒講一習經史も欲し糖二通子治乱興職之道一・人皆安一小

行五六町即為壹山陵一維新後塁し緬作三外堀↓満山老松蒼翠

一而其幹抱レ石者已朽今所謂抱石梅者即其労蕊然大数抱又

町登レ坂有三抱石梅一云又係二帝手植一携牙欝律不し及二苔梅

↓一帝御劔一為し神云維新前僧徒奉し杷今棡官所し掌又行四五

順徳帝山陵遺趾一出し邑左折十餘町至二真野村一有し社祖

為

無し所し槐皇於中一成︒

↓一之極一云︒此書収下載常今登二段格一者上︒無︒一復遺漏一雲︒

自レ此而後︒漸進↓一二三一・或至二四五一・遂以二七八一

嘉永四澁春之吉琴蕊東條耕題

欝諺可レ掬中有二陵吐一周可二川丈一謎以レ石高三尺陵上有一一

古松一大数十剛今已枯倒純々存二朽株一是或當年物一拝即懐

井上閃碩門人

二段佐州山本半右術門

・一古松朽株数片一出取二故道一帰三新町一訪竜山本半藏一観二

其藏幅一半藏家翁雪亭年七十餘蕃レ群且妙二手談↑國中殆無

︵前後ノ人名ハ略ス︶

．−敵手一足日羽茂人葛西周禎聞式余在一遠来要し余時新穂人
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遣レ人招レ余余已諾し之即約三帰途至二羽茂一周禎喜而去周禎

一時頃に至り猛雨篠を衝くが如く降りしきり︑一時は往來

雨にて︑當地附近の河流は水量を増嵩せし折柄︑七Ⅱ午後

高立川等の諸川は俄然暴淡し︑為に濁流市中に汎濫し︑全

も杜絶せし有様なれば︑小川内川真野川及び十王堂︑荏川︑

諦二何則一家世業し馨好讃し書属し文嘗勝二學江戸一受三業萩
原裕一云

柑川縣史巻之全九冊

一棟半壊︑家屋︵金子朔太郎の家︶一棟半壊となれり︑此

倉庫︵松井六職の荒物倉︶一棟流出︑納屋︵松井嘉平の納屋︶

の︶十王堂︵下町と川町の間にあるもの︶二川共壊決して

町の家屋八分通り浸水し︑遂に真野川︵町の南端にあるも

二郷校ノ名称ヲ請願セシニョリ之ヲ許可シ区内及上近村ノ

政治部學事篇二十一月知先是雑太郡新町村山本半藏ヲ筒
トシ五人ノ者司馬盈之雷宅二於テ生徒ヲ教授セシカ至是更

新町村山本半藏始五人之昔共儀一昨庚午年以来村内司馬

藏︵十六年︶は︑田圃より帰途︑真野川の橋を渡る時︑俄

下町まで運ぴたり︑其惨状責に言ふくからず︑亦佐久間鶴

浸水し︑街上は腰を没するばかりにて袴老幼を脊負ひ︑字

惠川より催人せし為め︑字旧町五十戸は︑何れも床上まで

盈之祷宅二於テ素讃生取立方致居候処方今文化Ｈ新之昭

徒入校勉勵スヘキーヲ告示ス

代二感激學資ハ日強ヲ以テ相辨追々礁大為立到度趣ヲ以

り︑此時岸上の人々は百方救助に力を誌せども︑水勢猛烈

然橋梁堕落せしため當人は笠蓑のま︑流る事凡三四十間許

にて奈何ともすること能はず︑見すノー海邉に到りしが幸

今般更二郷學校之名称官許之儀願立候二付令免許候条其

に浅瀬に泳き付き辛ふじて一命を全ふするを得たり︑其他

反内ハ勿論近接村落之者共各日奮發速二人校皇漢學始筆
弾學二到ル造日夜勉勵可致候事

合へり云々︒

く床上まで浸水せし洪水は︑往古より未だ聞傳へずと申し

有志者より焚出等をなして救助に誰力せり︑實に這般の如

人畜の負傷等なく減水せしは同三時半頃にて︑當日は町内

右之趣其区内村々始近郷端々迪無遺漏可鯛示者也
澤根管下

明治五年十一月相川縣

佐渡水難實記稗睡珊寛唐

は町長山本半藏氏の郡役所へ上申せしもの︑能く其要を得

第八相川西槙及び國仲地方ノ條二新町當地被害の状況
たれば左に韓載す本月︵明治三十年八月︶四日以来の降
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佐渡郡小學校修身科参考書峠睡郷釧榊癖軒七年

同書仁慈ノ部二山本半府衛門名ハ由道字ハ子温其塒ヲ抽

榮堂ト云う新町ノ人幼ヨリ學ヲ好ミ安永中從弟本間黙斎

シ多年經験セシ樹木級培法ヲ識シテ子孫二遺ス明沽叩申ノ

地利ヲ興スハ剛家ノ為メナリトテ終二老刷私言一巻ヲ著ハ

年残ス年七十七箸ス虚雪亭棋諮霊亭小稿等アリテ家二職ス

蔽松泉會揚模集第百廿七鯏蹄剛細砕州維鋤發行
同書祝賀會其三十四ノ内二

ト同シク上國二遊學シ頼春水二師事シ留學数年葛子琴藤枝
孝庸ノ諸子卜相交ル篤學慎行ヲ以テ称セラル性又仁恕能ク

十數家アリ其宗家半右衛門卜榊ス世々風流文雅ノｔヲ出タ

山本静古君初老泉譜序佐渡菊園山本陶吾郷山本氏ノ族

ス當主半藏君亦詩壽画ヲ善シ労う築刻ヲナス常二古書高占

人ノ急ヲ救う文化中隣村渋手村火ヲ失シ全村殆ント焼謂ス

器物及法帖画譜印譜古泉占瓦苛石ヲ好ミ多ク之ヲ収藏ス故

半右衛門ハ官二先ツテ私粟ヲ發シ人夫ヲ給シ或ハ資金ヲ與
ヘテ之ヲ救ヘリ官其學ヲ嘉ミシ褒詞ヲ賜フ其仁慈ナリシコ

シテ辞ス會主高橋碧山屡詳ヲ寄セテ之ヲ促ス君遂二余二属

ト概子斯ノ如シ天保八年三月叶七Ｈ残年八十四

シテ之ヲ綴ラシム余君卜四十年来ノ落友ニシテ具サニ君ノ

二交遊頗ル博シ今蕊丙午君六七ノ賀年二丁ルャ偶薇松泉會

ヲ能クス既ニシテ机川二出テ田中葵園二就キテ學フ篤學弧

君ガ為メニ祝壽泉譜ヲ作ラントシ遠ク其傳記ヲ需ム君謙

記ノ称アリシモ天資多病適々肺恕二確り醤ノ為メニ勤學ヲ

行実ヲ知ル乃チ梗概ヲ披シ以テ傳ヲ爲ス荊名ハ充字ハ子輝

子温ノ孫ナリ幼ニシテ頴悟派歳ノ片棋ヲ園ミ八歳ニシテ書

禁セラレ殆ン卜畷學ス半右衛門技能多シ中二就キテ琴碁

静古卜號ス別二半窓學人︑荏川草堂︑江南村舎︑對直山椣︑

山本半右衛門名ハ佃字ハ士徳雪亭卜號ス新町ノ人ニシテ

因碩ノ門二入り遂二二段に上ル琴ハ近術家ノ版南條播磨守

書ヲ以テ暦ハル典菩ハ無幻二法トル無ハ幕府棋所慨リ井上

職ヲ襲クニ帆噸求翁三世專求翁四世和索翁九世方舩翁皆好

雪鴻等ノ數號アリ通称半藏佐渡國新町ノ人家世々町年寄ノ

ノ杜高子刀自二枕キ典奥秘ヲ極ム典他横笛詩俳諮茶事楊弓
等ノ衆技ヲ該ヌ其性硬直ニシテ私ナシ堀ヲ虚スル果断物二

ス火坂二遊ビ頼春水先生ノ門二入り篤學謹行ヲ以テ榊セラ

ルセ肚半二郎翁諒ハ晋字ハｔ裕雅楽二長ズ八世半右術門翁

テ俳句ヲナス六世半右術門翁諒ハ由道字ハ子狐抽榮堂卜號

ヲ開墾シ山林ヲ起シ歳七十二及フモ孜々ト︑ンテ倦マス或人

及牽藩茶儀ヲ善ス棋ハ則チ舛上閃碩二枕テ品二級二人ル又

緯ハ恒字ハ士徳雪亭卜號ス妓モ博覧多能ニシテ詩蕃俳句

接スル忠質敢テ時俗二媚ヒス平生公益ヲ謀ルノ志篤ク葹地

墾田ハ蕪セス吾死ストモ林樹ハ枯レス損益ハ一家ノ事ノミ

其収支ノ相償ハサルヲ笑う半右衛門日ク吾老ユト雌トモ
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古書喬古器物ヲ好ミ其遺愛今尚ホ庫二満シ遺著老圃私言一

穂揚セサルハナシ君又タ嘗テ順徳帝陵及上日野資朝ノ遺蹟

鴫諸老ノ如キハ静古櫻ノ題詩或ハ記文等ヲ留メテ其風雅ヲ

寓数日二及ビ又夕日下部鳴鶴︒岡鹿門︒南摩羽峯︒萩原西

二関スル古人ノ詩文歌俳ノ往々散侠スルヲ慨シ多年輯蒐繍

諒ハ嫌字ハ士亮渚鴻ト號ス亦タ耆喬ヲ善ス之レ實二君ノ

次シ名ツヶテ懐稽集卜云う上ドニ巻アリ未ダ世二公ニセズ

巻雪亭棋譜一巻雪亭小稿一巻アリ持家二蔵ス九世半次翁

リ練史を研鑛スルコト数年後チ郷二版リ家政二従事ス衆墜

テ壽序二代フ

鴫呼君ノ如キハ真二篤實文雅ノ士ト云フベシ肌ヵ記シテ以

考ナリ君夙二學二志シ州ノ碩學園山浜北先生ノ學古塾二人
益高ク宮テ新町町長二推撰セラル︑モ生来多病ナルヲ以テ

南舩北馬集第九編雌雌咋咋証川

満期ナラスシテ職ヲ辞ス又タ明沿十一年新町小學校創建二
際シ君首トシテ學校敷地及ビ金百圓を寄附スルヲ以テ官銀

野御陵に登拝し︑所感三首を得︑︵詩ハ署ス︶古来學者文

佐渡剛巡講日誌中二︵大正三年六月︶十九日晴︑午前真

盃ヲ賜テ之ヲ賞ス同二十年柳原前光卿本州へ下向シ遠祖日
野黄門公ノ遺跡ヲ捜索スルニ常リ君漕記二徴シ實地二就キ

山本半藏氏專ら収拾しっ︑あり︑先年は阿佛房國分寺等を

人の常地に来り︑吟詠せる懐古の詩文和歌頗る多ければ︑

百方蓋力セラルヲ以テＨ野家宗族ヨリ木杯ヲ贈り其誇ヲ謝
ス君幼ニシテ父ヲ喪上母二事ヘテ至孝ナリ歳二十五母ヲ泰

多福似瀦稀︒

墜棲五十共相依︒夫唱婦随言不違

況出一家三學士︒人生

賀古宇田翁余婚佐渡静古山本充

漢詩ノ部二

千代の松薩曄歴剛難皿宗榊計昨鋤雑諦集

巡観せしも︑今回は御陵だけに止める︑︵以下省略︶

シテ諸州ヲ歴遊シ其両京二在ルャ探勝ノ妾ラ諸名家ヲ訪問

ス皆贈ル所ノ詩アリ今其数首ヲ録ス大沼桃山ノ詩云ク奉
雌犬涯楽有餘︒慈顔征向勝腿好︒咲他晋代播安随︒只就家
園侍板輿︒○小野湖山ノ詩云ク淋程初發海之漬︒占断烟嵐
到麗春︒遠侍慈親肴花去︒山陽翁後有斯人︒○谷如意ノ詩
云舟車安穏到京畿︒一路春風暖満衣︒兒献母酬花下浦︒人
生遊幸似君稀︒○江馬天江ノ詩云数旬探蓋両都春︒海角天
到麗雌無行旅念︒承歓日夜侍慈親︒以テ荊力平

日定省ノ状ヲ知ルー足ラン君資性温雅ニシテ能ク客ヲ愛ス

邉如比隣

巌谷一六諸翁ノ如キハ皆ナ留

故二荷モ文藝ヲ以テ本州二遊ブ者ハ先シ荊ノ届ヲ訪ハザル
ハナシ既二堤静齋︒長三洲
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佐渡人名辞書桂咋柵鯉郡四年三川発行

を開きて︑田圃とし︑林樋とし︑七十歳に及ぶも︑孜々倦

ます︑人ありＨふ︑君己に老いたり︑猶幾何の壽を保たん

とするかと︑翁笑て冊く︑今吾れ之を杣ゑんか︑子或は孫︑

と︑翁又之に柊へて︑収支償はさるは︑一家の事のみ︑地

や之部二

利を蓋すは則ち國家の爲なりとて︑評識蝿馳昨恥附近村落

は︑出つる多く入る少し︑寧ろ既墾の良田を買ふに若かす

魯堂に學び後大坂に下り頼春水に師事し留學数年葛子琴藤

之に徴ふ者多かりし︑翁晩年老圃私言一巻を著はし︑松杉

或は曾孫︑之を利用する時あらんと︑又人あり日ふ︑開墾

枝孝庸等と交り篤學仁慈を以て榊せらる︑文化中隣邑渋手

檎棡及竹等の︑実験端養法を識して︑家に藏し︑諸ふ者あ

と云ふ︑新町の人︑幼より學を好み安永中京師に出て那波

︵今の豊川︶火災あり全村殆ど焼議す子温乃ち官に先ちて

山本子温名は由道︑通穂半右衛門其居を雪亭又抽榮堂

私庫を發き人夫を給し或は資を與へて之を救ふ宮原く其蝋

に布く︑而して殖産に議せる事は︑却て知るもの少し︑一

たひいくじ澤なる山林を見は︑段歩多からさるも︑其の心

れは︑手寓して之を與へたり︑翁園碁に長し︑其の名國中

を用ふるの︑深きを知るに足れり

を褒賞す︑天保八年三月残す享年八十四

均斎︑三楽︑焚哺軒等の號あり︑子淵の孫なり︑幼より頴

山本雪亭名は恒︑字は士徳︑雪亭は其號なり別に辰斎︑
悟碁を園み︑八歳書を能くす長じて田中葵園の門に入り篤

佐渡の篤學者山本半藏君鯛蕊榊締雌君は慶應元年の出生に

越海の孤嶋佐渡の人物ノ題下ニ

資業之新ｎ本第六十八號麸伽釧榊粋剖鰄肺本社

に就き棋は井上因碩の門に入り遂に二段に上る其他横笛詩

はる︑謀は無幻に法り琴は近術家の匝南條播摩守の母高子

學弧記の稗あり中途病を以て學を膳す尤も琴棋書を以て顕

俳茶儀楊弓の衆技を該い︑明治十七年残す享年七十七遺著

して圓山浜北先生の門に學ぴ性撒雅級密︑事大小とふく荷

もせず巾かも勤行精勵稚義の人であって現下の職業は分家

雪亭棋譜︑雪亭小稿︑老剛私言あり
佐渡山水諦鏥鯏叫錨誹峨癖鮒蝿罰鈍耕姉Ⅱ︑

出す︑去れば筍も杖を佐渡に曳き孤嶋の風月を賞しⅡつ悲

とする所は育英及び歴史の研究著述にして猫り俗塵巾に超

某と両名にて佐渡郡の煙草元寶捌を取扱ひて居る其又理想

の所有にして︑祖父半右衛門翁の︑培植せし所なり︑翁資

痛なる史蹟を探らんとするものは半藏君則ち静古先生の門

模範林真野字いくじ澤にあり︑新町の蒋家︑山本半藏氏
性廉直忠實︑俗に媚ひず︑平生公益を計るの念厚く︑荒地
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を叩かざるものはない︑多言を要せず君は當代稀れに見る

て勢ひ高からざるべからずして書喬は固より其首位に在っ

が嗜好せらる︑ものは云ふ迄もなく其の氣品の高きに連れ

て諸櫛の号古砧並に石類等であって交る所は人格崇商の文

ツ

篤學の士であって詩及び書画を能くし頗る蒙刻に巧である
が交遊又甚だ博く家は代々新川町年寄の職を継ぎ就中六恢

人騒客乃至は高風清月の類か︒

兄學の息鱸鮮鮮羅禰躯校校に街発行

半右術門氏︵高祖父︶は大阪に遊び當時の鴻儒頼春水の門
に學び篤學謹行を以て廣く世に解せられ︑八世半右衛門氏

佐渡ノ條下二︵上略︶御陵道を下って新町の考古家静

又跡覧多能を以て開ゆ︑尚君は不幸幼にして父君に別れ慈

母に事へて極めて至孝︑後長じて平安に遺跡を探り風流

と云ふ材料を布せらる︑蒋跡保存につき︑又閥民桁神の浦

古庵主人山本半藏氏を訪はず佐渡一圓その唐を蓋ざるなし

は又をしてるや浪速の津の出舩入舩商業の大勢など概観し

養につきて︑種々なる計劃をせられ或は出版に或は遺跡の

串ＢＧ●■●■巳■●■●︑●■臼告■■●●●●●

じ洛北言雌に紅葉を賞し︑澱江の水に沿ひ津の幽に至りて

文士と交り而かも東山の風光︑西には嵯峨や御室の花を詠

府縣至る所の名家と交りて得る所多くの詩材を積みて佐渡

ゆ●①白●●●甲︑由巳●●●︒●
を参酌したのであるが之れからは我が州山本静古翁の所説

松薩と鑛山ノ題ドニ︵上略︶以上の記事は多く東北遊記

佐渡請史評論中巻睡咋柵峠獅対一年三月出版

参考資料である

探究に古文書の蒐集に或は祭典に殆んど身を議して餘暇な
●ｇ●●Ｇや■●ＤｏＢｅ■■●●●●●●●合●●
きの有様である又静占庵に藏するもの数而黙︑何れも好

吟杖尋花野水邉︑満溪春色雨餘鮮︑華鯨一乢知何寺︑聲

に帰ったのであるが嵐山に遊び詩あり
度櫻雲暗禮天︑

又君が著述に親切懇到なる今Ⅱ迄著す所のもの五種八巻に
及ぶ

屋は下戸の出雲膣であった︑松陰は臼井秋澄︵江戸籏本歌

人︶の紹介にて藏田太中に遭ふた︵牧野伸の父牧野賤雄の

を加へて記載することにする五十九Ⅱ相川町に宿った宿

祖父︶夫れで城田の重男松原小藤太が鑛山に案内した

懐蘆集二巻佐渡詩史一巻佐渡名家碑文集二巻義禽
紀文一巻人物名數二巻
して我帝國に於ける一大悲痛史の編纂に從事す︑必らずや

現に溝は佐渡郡史の編算委負であるが渦が如き篤學の上に

のたらしむるであらうが吾人は一Ｈも速かに其の編纂を終

岩木主事を援け討究親切︑佐渡全嶋をして大に光輝あるも

日ナリ

註松薩ハ行田松薩ノコトナリニ十九日ハ嘉永五年二月ノⅡ九

り社會に公表せられん事を切望するのである︑而して又君
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附記

同書︑和舩投資時代ノ題下二新町の山本半藏氏の上代に

於ても和舩を賛業とし舩潴を観音丸︑久寳丸︑伊勢丸等と呼
んださうである

佐渡でも松薩の渡航は殆ど識らなかった丸岡南咳が薄々
氣附いたが圓山浜北が絶對に渡航を否認したので餘り調査す

︵編集者注原則として半蔵の筆記によった︶

かなかなや旅の終はりの高知城

鵜篝や潜らざる鵜の一羽ゐて

草焼きしあとに義民の墓ひとつ

畦塗りしあとを烏の歩みをり
鮎味噌のにがき五十の誕生日

中平泰作

る人もなか
かっ
った
た︑
︑而
而る
るに
に山
山本
本静
静古
古翁
翁が
が種種
﹂々調査し其の記録も
●●●●●●︒●●●●●●●●●●
溌兇せられた︑之れは日清戦弔前と承る﹂

山本修巳句集﹃花涛香﹄︵二
秋の雲流るる明治に何学びし
妻の母

いなぴかり趾の命の終りけり

Ｈ蓮の配所の寺の大氷柱
鯉幟海に向ひて泳ぎけり

郡衙への尾根道今日も雛子啼けり

清水平

山清水湧きゐるところ朱鷺飼へり

屑牡蛎の餌に白鳥の寄り来たる

︵土佐清水市俳句誌﹁鶴﹂同人︶

石蕗の花旧家支ふること難し
きのこ汁老父と杯を重ねけり
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真野俳句会
身ほとりの事を一言賀状かく中野晴代
鍵降る発光中の宝くじ

真野俳句会

人佐渡の山容かくす雪しまき

めでたさはみんな揃ひし初句会小田昭郎

平成二卜六年二川八Ⅱ
真
野体育館

掛け大根物干し竿を借り申す

州されて鰔鰊らしくなりにけり小川昭郎
ゆく年や酔ひに乱るる靴の音中川登志広

完 八年十｜Ⅱ望十Ⅲ
真平成野
体育館
媒ずみし流人の絵師の屏風かな

手を合はす紅葉且つ散る地蔵堂中野晴代

雪山にひとつ家兄え立つけぶり

初春に朱鷺の一声突き抜ける中川登志広

慶びの招きの文や春近し

徳利に水仙供ふ地蔵蝋尼畑サカエ

府ひとつ投げし波紋に秋逝けり

真野俳句会

残菊を持ち寄り村の慰蝋祭尼畑サカエ
Ⅲのｔの魚とⅡのあふ恵比寿識鶴間美和子

着ぶくれて犬に引かるるをみなかな
・以本の絵の鮮やかな秋館

ウオーキングの辻に出くはすどんど焼

嬰児の名人りのケーキ柵寿単

散策の路地ふくらみし姉辛夷中野晴代

東つる道足裏にかかる力かな鶴間美和子

恩吸うて吐きて合咄初稽古

患なく再嫁を迎ふる雑撒椀中野峪代

いと小さきうごめくものや春川の面

立春やがうがうと吹く海の風松田康子

二十六年一月十一日
真平成野
体育館

生きるくし三年Ｈ記買ひたれば
ふんばりの膝をかばひて大根引く松川康子
人化まずゆさゆさ熟れしざくろの実

老いたれば独語増えゆく去年今年

老刀自の艶めく白髪淑気満つ小田昭郎

能登瓦さっと濡らして時雨かな小川昭郎

つひに来し亡雌の年や敬老Ⅱ

真野俳句会
文字太く老いの母より賀状くる

鍬紗より祝ひたまはる春障ｆ

忌中札しづかに照らすおぼろ月尾畑サカエ

平成二十六年三川八Ⅱ
真
野体育航

やすらぎぬ師の墨痕や手鞠の句

初Ⅱ記まづ健康と苦きにけり尼畑サカエ

元Ⅱや社務所に座して異国人松田康子

櫟や授乳の嫁をいとほしむ

朱鷺仰ぐ畦道に摘む若菜かな鶴間美和子

寝た切りの祖母百歳の年明くる

カナダより子の澁太く初通話中川鞍志広

栗菓子の老舗賑はふ敬老日中川登志広

真野俳句会
三十九年トー川ミトⅡ
真平成野
体育館
凍て雲のわれて︑の射す義民殿

写メールの嬰のほっぺや桃の花

着岸の船をけぶらす春の野鶴Ⅲ美和子

冬鳥の声透きとほる朝の墓所鶴間英和子

冬籠こはごは乗りぬ体重計

子も老も村に春呼ぶ災話劇

彩りも香もほんのりと雛料理中野晴代

鶏鳴に日覚む真夜なり冬の〃尼畑サカエ

潮風にいだかれ烏の年送る

老い母の指すらすらと毛糸編む松田康子
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クモキリソウ扉カット︶

緑色の花を総状につける︒

山地の林内や山の田圃への道脇の
林下に生えるクモキリソウ︑ラン科
の多年草で︑卵形の偽球茎があり︑
地上部は毎年枯れる︒春に二枚の葉
が相対してつき︑その間から稜のあ
る花茎が伸び︑上部に十個内外の淡

70

神に飽きて歩きに冊たり風光る小川昭郎綿虫や兇知らぬ荷は打ち解けず

ぼあちゃんは真央ちゃんびいき山笑ふ散りつくし裸木となり大櫟井上よしえ
青空のビルの谷間や雪の果松田康子雪降りの津川温泉イィ湯だナ

革靴のままで部会の罫を掻く葉牡丹の渦の中へと日は寄りし外山かをる

やうかんで話はづむや夜は長し

初存に求愛の蔵ひびき合う中川綾志広窓拭きて冬のＨ差しを招き入れ
古きくンはさむ日記や隙間風西村コマ子

雪虫や古き柱のささくれて

いもせ俳話会十一一月例会胤山の疑深くして時雨虹金ｆ節子

ではい

佐渡では︑五月下旬から七月下旬
頃までの間︑運がよければ会えるの

ランが佐渡にも︑生していたのだが︒
︵長嶋陽二︶

クモキリソウ属の仲間には︑ジガ
バチソウ︵似我蜂草︶やスズムシソ
ウ︵鈴虫草︶など虫の名前の付いた

れるⅧ

ものは︑花の形が蜘蛛が足を広げた
姿に似ていることに由るものと思わ

ことに由来し︑﹁蜘蛛﹂の字が入った

や霧の流れるような商い山に生える

﹁蜘蛛散草﹂などと︑いろいろ考え恩
い巡らされているが定かではない︒
﹁雲﹂の字が入っているものは︑雲

切草﹂﹁雲散草﹂﹁雲霧草﹂﹁蜘蛛切草﹂

クモキリソウの名前の由来は︑﹁雲

新緑やくもきりそうも人恋し羊々

沖波に乗りて来たるや冬将瓶

いもせ俳話会一月例会

師の御霊 宿 し て 舞 ひ ぬ 雪 蛍 白 井 正 江
初冬の羊 葵 並 ぶ 老 舗 か な 山 川 み さ を
羊葵を懐 紙 に 受 く る 冬 麗

羊蕊に歯の跡しかと置炬燵川平千春負けし児へ褒美を追加かるたとり渡辺一子

泣き虫の頭に止まる需蛍もがり納粗垣抜ける海の声
綿虫や孫がもち来る紙袋中川紀元春駒舞ふ背かまどに物煮えて金子節子

赤鳥居深々と並びむじな道着ぶくれて重ね腹して男靴
羊蕊にぢやうぶな歯形鍵ふる駒形敏美封を来て叫春駒頬曲り桃艸三郎
雪蛍娘の掌より吾が肩にあひみての恋を恋して歌留多読む
綿虫やあふてわかれてそれっきり桃井三郎寒風や悲史を辿りて御陵坂渡辺幸枝

町中は匂ひいろいろ幕の市渡辺一子近況を一句に添へし賀状くる山村コマ子

羊奨のかんの字復料ふトーⅡ糺白の歌に眠りて初背
さみどりの抹茶羊葵冬夕焼藤井背咲ため息が沢山出る︑小雪降る外山かをる

初しぐれ熱き茶に添へ芋羊かん春駒の舞ふ本陣はテレビのみ

お歳暮の羊葵取りっこ兄妹渡辺幸枝冬風に芒一本タクト振る井上よしえ

綿虫の真昼の崖に道迷ふ大晦Ｈ白き大きな烏が飛ぶ

｜

歌留多取帰符の子等の賑やかさ
つややかや丹波黒里淑気満つ

競り負けし兄の泣き言歌かるた
すたすたと存駒風の雌わたる
小鳥くる昨日の烏と遠ふ烏
想ふ人に取手重ねし歌留多とり

存駒の祝儀を陽にぞ透かし見る
元旦の背伸びに拝す凧女の舞
かがり火に集ひ若き等賜焼く
歌制多取る声美しく公災鯆
春駒や鴎かはやす声一つ
窓暗くふつふつ渡る編沸
スーパーに揃ふ七草あをあをと

節分や撒かず供ふる枡の豆
紅白の饅頭前に初句会

ばば

駒形敏美

九十四才岐後に柚えし八喰桜井上よしえ

凍る夜の投函の宵ひびきけり駒形敏美

婆集ふつまみの饅頭春炬燵

藤井汁咲

あつあつの甘き珈琲寒の朝外山かをる

厳存の荒れ川に鵠のＨ覚めかな
湯けむりの温泉饅頭春浅し
沖の瀬の凪ぐＨ荒るる日寒明ける

大玉小玉虹の七色しゃぼん玉山川みさを

春くれば遠近両用めがね欲し

大安古Ⅱふたりへとばす洞鹸泄桃琳覇郎

三代の並ぶ縁側しゃぼん玉

卒業の孫の写真や鼻眼鏡渡辺幸枝

尻叩き呉れしも趾や蒋粥

シャボン玉わが顔がとび塀を越す藤井青咲

いもせ俳話会三月例会

桃井三郎

饅頭や夕月おさめ梅の花中川紀元

初午やをんな藤りの念仏講

手作りの饅噸けし午祭白比ｆ江

生きざまは齢相応ぞ寒明ける

里撒の亡父の満する胸の奥

今Ｈも反省老の我まま黄水仙

質素なるまんぢゆうよるし初句会

西平千春

ﾉ
じ

等圧線寒の列烏縦に裁つ西村コマ子

手の雛は 傘 寿 の 証 寒 明 く る 渡 辺 一 子

蒸饅頭ぬくし両手に包み食ふ

寒明けて 金 網 の 餅 膨 れ 切 る 西 平 千 存
押しくら鰻頭男が負けてしまひけり藤井〃咲
餅花の影とどく辺に寝まりけり

一 一

山田みさを
中川
紀
正
江

斜交ひに直に降る雪面白や山川みさを

いもせ俳話会二月例会

I
(
1

品々と竹の葉揺れて寒明くる渡辺幸枝

アズマギク︵目次カット︶

眼に入いる︒

カンゾウやイワユリの咲く頃︑海
岸の日当りのよい岩場︑乾いた背の
低い草地の中に︑優しい淡紅紫色の
アズマギクが点々と咲いているのが

五月晴れはにかみ顔の東菊羊々
家の庭先や花壇の縁などで見る白
や紅色︑紅紫色などの可愛らしいヒ
ナギク︵雛菊・デージー︶に花姿が
よく似ている草丈皿センチ程のキク
科のアズマギク︒名前の由来は︑東
国すなわち関東地方で多く見られる

二の故郷としたものでしょう︒﹂とある︒

菊の意味から東菊という︒
﹁牧野篇太郎植物記６海辺の花﹂に
﹁アズマギクは︑本州北部から中部にか
けての山地のかわいた草原にはえるキク
科の多年草で︑もともとが山の植物です
が︑海岸に進川して︑かわいた砂地を第

佐渡でも︑海岸の岩場の草原だけ
でなく︑海岸から遠く離れた山の商
い崖の上で︑幾本ものアズマギクが
風に揺れているのをⅡにし︑こんな
処にもあるのかと深く印象に残って

いる︒︵長嶋陽二︶
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井

美しゅう老ゆるは難し梅二輪加藤フミ子

針仕事祖母の何時もの鼻眼鏡臘梅の月の光に香をはなつ渡辺一子年の夜の明けて華やぐときわ荘
啓蟄の過ぎても去らぬ雨と風丼上よしえシャボン玉天に極楽あるごとく

川の水の急に助きて初蛙外山かをる獅鹸ｆはじけて夢はゆめのまま熱燗でキュッと一杯幸祈る小川良子

足腰は老いて雌ます春日伸ぶまた眼鏡取りに立たねば春寒し駒形敏美古傷も持病も愛し春隣

片言の次の声待つ初音かな閲村コマ子窓極に椅子引き寄せて日向ぼこ祝トヨ子

ｆ供らは妙に向ひて黙の薬お茶の間にみかんを紋せし鏡餅
ゆが

やはらかき風にころがるシとャ
ン
存初の
お花笑顔で活け終る坂野寿子
きボ
わ荘
俳玉
句ク初
ラブ
句会
ｈ鹸玉大きく映る顔歪む西平千春白波の跳ねて重なり冬の海山嵜容子

しやぼん丘唯んで抑けて雛いくつ︑仲正江鮪の雛ふ火きな円や冬Ⅱ棚慰安肋間

価鹸Ｅ弾けて消えし夢一つ断年会われも我もと喉自慢粕谷誠司選荷吟佐山喬代子

ふはふはと掴めぬ夢やしゃ野ぼ
スギ春駒の爺嵯ほめて灘にけり
賊もん
る窓玉
の側佐
まで職
欺跡

声もなく子等おひかける・ンヤボン玉中川紀元通院の申蕊の中をゆく喜々として神木に結ぶ初みくじ
眼鏡拭く散歩の道やもう春か店水を汲みて祈るも一人きり山村マサ
ロ

沢根すがも俳句会一句抄住所録朱線の蝋える師走かな加縢ミョシー

も０１１１０１１１１Ⅱ１１ⅡＩＩＯＩＩＩＯＩＩＯＯＯⅡ１１０１１ⅡｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＯ１８００１０１１１１０００ＩＩＯｌｌｌｉＩＩ０ｌ０ＩⅡ０１０００Ⅱ０１１０１１１１００１０Ⅱ００ⅡｌｌｌｌｌＯｌｌＯＯｌＯｌＯ１１０１１０１

ニ

ロ

一姪ひとりふえたる賀状届きけり行木田鶴子蕗味噌の計にのりたる朝餉かな金子秋三一

一

一吉を呼ぶ無数の蕾沈丁花安藤卓也年酒に青春在りし君の指計良非児一
口

一飯蛸に卵充ちゐる怡楽かな伊藤正一頬を刺すとがった風やカキ場ぐる佐々木半七一

一忘年会少し減りしも同じ顔宇佐美万作孫娘たどたど話す初岻甜野川実一
一雛飾る昼でも暗き家に住み稲葉小夜ｒ行く年や趾の齢に近づきて本間博一
卓

二

ＩｌｌｌｌｌｌｌＢ＆Ｉ０００ＤＯｌｌｌｌ■■１１１０■■ＩＩＩＩＩ■

一亀鳴くや同じ名前の計報欄梶田ちづ煮凝に透けては溶ける父の影三井松五郎一
一息するもの無きが如くや雪の朝加滕比呂喜寿迎え二病息災弥生かな渡辺岩夫一
一
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ときわ荘俳句クラブ三月句会

早春の奥山いまだ名残り雪

雲間より春光まぶし山白く粕谷誠刈
手作りの雛も地蔵もよく淀ひ加曝フミ子
しなしなと生きる傘寿や桜路

陽春や心ときめき廻り道小旧良子
雪形の種蒔き猿の現はれて

雛祭り祝の勝の華やかに山村マサ
はや

部より友の便りの春めきて

早々と初青聞きしも一度きり佐藤スギ
今朝も窓開け鴬を待ちにけり

祥を待つときわの庭の草も木も祝トヨ子

鶯の声待 ち 侘 び し と き わ 荘 山 嵜 容 子
選粁吟佐山香代子

放鳥の朱鷺に試練の湿藥西風

存分や絶筆の軸三卜年

平成二十五年十一月十五Ｈ

相川歌会十一月詠草

於相川開発センター

日本リーグ・マー君神の子佛の子国巾湧き
おこいらや

し涙と笑顔木村秋子

知恩院に出されし御濃茶いただきぬあまほ

つこりと生涯の味林京子

はざ

揺れ動く農政尻目に峡の旧の案山子と稲架

が秋の日に立つ北見亀男

小鰯の大鮮苦が磯に打ち上り銀鱗きらめく

朝Ｈを浴びて田中次英

奉行所の茶会に懐かし友がらの出会い求め

て今年も出向く濱辺ムッ子

鮒川に入るも咲き継ぐ両日卓也滴かなる花

スルメイカに代はりはびこるジャンボクラ

に癒さる佐藤香代子
七輪を出して秋″魚を焼く典に時に抗う気
を垣間見ぬ山本軍次

ゲ今し日本の海を支配す福嶋徹夫

相川歌会十二月詠草
平成二十五年十二月二十日

於相川開発センター

丹が蔵書の﹁大地の了﹂亡き酒井師が読ま
詠む人の喜怒哀楽を受け止むる﹁歌と評論一

れしことも今ぞ懐かし林京子

叫ぶ場とせむ北見亀男

戦なき穏しきなるを次の世に繋いでゆかむ

十二月八︑田中次英

尚き拳掲げ通してアフリカに平和のマン
庭先に八政の栫の咲き初めい見せたき友は

ディラ氏輝きて逝く濱辺ムッ子

偉大なるマンディラさんの死を悼み吾くち

今は施設に佐縢香代子

重なりて冬眠の鯉日の差せば得たりとばか

ずさむ黒人湛歌山本寧次

ベットからながむる山は秋の色自然の中に

りせはしく動く木村秋子

﹁鰯起し﹂のその名まさしき寒雷の綴くなべ

一Ｈ隅たし山本利雄

に﹁大漁旅﹂ゆゆし柵鴫徹犬

平成二十六年一月三十側Ｈ

相川歌会一月詠草

於相川開発センター

山畑排訓やるトラックに茜差しフロントガ

原発に追はれ避難の冬三度除染果てなく帰

みたび

ラスが燈放つ北見亀男

戦争を知らぬ首相に御意見番おらずや世界

郷いつのⅡ旧巾次英

に参拝の波紋演辺ムッ子

種袋に花や野菜の育てかた記載されにて蒔

初詣社の明り輝きて照らさるる絵馬馳ける

く存思ふ佐藤秀代子

かに兇ゆ山本軍次

長和殿ベランダに立つ皇族の笑みし姿に心

の和む木村秋子
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命あり今この時をどう生きむ貰へた命どう

さ

平成二十六年二月二十一日

み

炊春に撚初嫁の雪掻けば﹁どうもどうも﹂と

一

一

・

亭

ロ

ロ

一

画

ー

ロ

ロ

一

一

■

己

主治医より検査結果の説明に﹁異状なしで

牡丹雪こんこんと降りて静かなり少年のⅡ

す﹂普段通りと佐藤香代子

朝明けの雪降る庭のバラの花花瓶に挿して

声掛け見入る山本利雄

障子戸を間くれば狭庭の明るさよぎの降り

積む立春の朝林京子

節分まで楽屋に在りて冬将軍立存の灘台に

見得切るを愛ず北見亀男

萌黄色の胴濡れひかる初卿のせり声高し雪

しまく中福嶋徹犬

平成二十五年十二月派Ⅱ

羽茂歌会十二月詠草

於羽茂改善センター

歌の師の高き知能と上品な言葉えらびに敬

はれ紅もうすれて中川澄子

紅葉なす山から海へと虹の橋昼のしじまを

いの増す縢井ヨシ

紅白の山茶花咲く頃のまわりきて西↑↓一川特

Ⅱ照り雨降る金子宏

雨止みて陽の差しくれば雫せる楓の黄粟光

養の庭いろどりぬ渡辺博

りて冴ゆる金子ユキ

佐美く
酔興﹄
梅呑る好文亭の史番を宇解
春光や栄華とどむる海鼠壁一

山笑う枝をくわえて飛ぶ鴉しんがりもよけれ人生浬藥像

すんなりと引く眉墨や春兆す上西美智子ややこしくなってゐるらし猫の恋神蔵ひさし・

野菜売り少しこぼせる春の土山川タカ．鴬やいづこか水の音のして猪股凡生一

解体の遊廓跡や春の雨甚六のそこそこ老いて春障子一

指染めて母と蓬を摘みたりき沈丁花そぞろ匂ひし夕べかな・

Ｆ１１１１１０１１１１１１１ＩＩＩＩ０Ｉ８１０ＩＩＩＯｌｌＯＩＩＩⅡＩＩＩｌＩＩ０ｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ０ＩＩＯⅡ０１１１１ＩＩＩｉＩＩｌｌＯＩｌｌｌｌｌｌＩＩＩＯＩｌＯＯＩＯＩＩ０１ＩＩＩＩＩｌＯＯＩＩＯ８Ｉ９１０１１１ＩＯＩ１１１ＩｌｌＯ

・

葉牡丹の茎立ちそめし花時計畠山美緒いつまでも夫婦続けむ鬼やらひ山田垂竿・

宅Ｇ■０Ｇ．Ｉｅ■■Ｏ４ＢＵ■■■８１■■■Ｕ■■■■■日■■■■■■■Ｕ■ｇＩＩＩ■■■８１■■Ｉ■ＵＢＵ■■■日■■■■■■■■■Ｕ■■■Ｕ■■■巳■■Ｉ■日■■Ｉ■■■Ｕ・■Ｉ■■■■■■ｌ■■■Ｕ■■■日阜■・唾■甲■■■Ｕ■■■Ｕ■■１１１０

微通ずるや濱辺ムッ子

文明の利器にて会話足る世なれ人の心の機

新雪俳句会一

窓から老夫婦出中次英

於相川開発センター

相川歌会二月詠草

州 き て 拝 が む 林 京 子 の夢を重ねて川本瓶次 ひと時雨過ぎたるあとの水溜りに背空深く
節分は春を呼び込む節季なり寒さのり越え 映 り て を り ぬ 中 川 幸 枝
﹁大玉イカ﹂網に揚がりて年新た正月七日神
酒 腹 に 沁 む 福 嶋 徹 夫 芽 吹 く 花 ば な 木 村 秋 子 幾たびを時雨過ぎゆき散りのこる山茶花あ

病室ゆ双子さながらの山見ゆる角田弥彦と

返さんか山本利雄

ロ亘
ロ
一
画
一
卓

一

弓

一
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ふるさとを識る観る聴けば柳きてくる新し

束の間の日差しをうけて柾垣朱の実はざし

雪雑ぜの風を味方にレジ袋吾の車を追ひか

三寒川温光あつめてようやくに梅が一輪花

つ時ながし藤井ヨシ

初詣でさすがは佐渡の一の宮列に加わり待

けてくる中川幸枝

き恥味
あ た ら し き 夢 佐 々 木 伸 彦 小さくゆるる川原まさえ
ゐ
地震津波宇宙天体摩訶不思議男女

オリオンと月が水面を照らすよにあなたと

の分かれたること藤井美好
東京へ行く柿土に還る柿さだめをわけて秋

話が出来たらいいな本間弘樹

降り止みてしばし陽のさす庭先の南天の実

の雨降る腰道長人 咲くが見ゆ渡辺博
八十ぢすぎやんちゃ将棋を指す老い居てか

の雪にしむ朱中川澄子

ガリレオやあまちゃん見ては過ごしてた齢

スマホす腰道長人

英霊になりそこなひて老い果てて繰り返し

五十路で飽きもしないで澤野実

読む平和憲法藤井美好

平成一↓十六年二月二十四日

羽茂歌会二月詠草

於羽茂改諜センター

ディサービス幾年振りの川合ひにか﹁おお﹂

夕刊の銀の笑顔の大写し五輪の夢が茶の間

とは言いて名前の出でず藤井美好

にあふる佐々木伸彦

雪化粧なしたる今朝の窓外は海底のごと無

重圧を力に変換するマシン誰か作って五輪

選手に中川幸枝

二羽の朱鷺朝の冬田に舞ひ下りて明るい兆
しに年新たなり

ぴと本鯛弘樹

文庫本歩き読みしは昭和人平成人は歩き

りあと桜咲くだる

餅食べて豆をまいたらチョコ食べるひな祭

金子宏

祝砲の如く雷鳴緯きて二Ｆ十四年の沁日明

ける金子ユキ

くありたしと私も希ふ灘野実
羽茂歌会一月詠草
平成二十六年一月二十四日

於羽茂改善センター
子供より初めて償ふお年玉変は受けをり老

いはじまりて佐々木伸彦

元Ⅱ一や天津の事父母のこと

父母共にこの世に亡くて去年今年中原雅司一

﹃Ⅱ００１Ⅱ０．００１０１００１．１Ⅱ０Ⅱ０．Ⅱ．１０Ⅱ．ＩⅡ﹂５Ⅱ０．Ⅱ０１︽０１１０００１１１１︽１１１００１１．１・ＩｌｌｌｌＯＩＩＩＩＯＩＩＩｌ︽ｌｌｌｌＯ１一日１１１０Ｉｊ−Ｂ︽１︽■・Ｉ︽０．００．・ＩＩＩＩＯＩＩＩ１ＩＩｌｌｌＯＩＩＩ０Ⅱ

柿の里俳句会

め
一打ちあがる海鼠横目ごに
海猫歩く伊縢正一火佐渡の連山に映ゆ初Ｈかな山本修巳一

一芹揺れて小川の水の盛り上がる帰りきて妻はひとりの琴始
八十に二つ加へて初笑ひ金子末雄すたすたと春駒風の畦渉る藤井青咲一

一新聞の来る川もありて寒深む門を入るより春駒の脚踊る

ＤＩＩＩＩＩＩＩＩｊｌＯＩ８１１１１ＩＩＯＩＩｌＯ９０１Ｉ８１ＩＩＯＩｌＩＯ０ＩＩＩＩＩＩＩ０００１１１１１０Ｉ０００Ⅱ０１００００８０Ⅱ０１０１０１１ⅡＩＩＩｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＯＯＩＩＯ１ｌｌ１１１ＩＩＩＩＩＩＩＯＩＩＩＩＩＯＩＩＩＩＩＩＯⅡ０１１
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音の世界金子ユキ寒明けたるに藤井ヨシ木もれ陽にうすき緑の福寿草花むらがりて

大佐渡の山脈白く連なりて自衛隊ドーム朝ひかりを返す佐々木伸彦

陽を反す川原まさえ凍てつける三川の朝切下しの大根やさしき
高崎の 海 岸 今 Ｈ も 波 高 し 遮
に
波の花飛味に煮上る中川幸枝
羽茂る
歌会程
三月
詠草

ぶ金子宏平成二十六年毒Ⅱ二卜川Ⅱ道の辺のはこべは萌えて三川の陽ざしまば

天に褐ぐる中川澄子紅梅も沈丁もつぼみ色見ゆる弥生半ばの久梅一輪寒気を割りて開きたり此の一輪が春

茂改
セを
ンタ
色腿せし山茶花の辺に木蓮はふ於
く羽ら
む博蕎
ゆーく雲間にひかる川原まさえ

チョコ味の白いプリンを食べて肘るバレンびさの陽に中川瀧子に誘ふ金子ユキ
悪い事良い事したら消せるかな天網恢恢︑る曇り空より

澤野実凄き食慾腰道挺人

タィンの二Ⅱ遅れに澤野実粉雪が夢のようにと落ちてくる薄Ⅱ射して三日三夜所在不明なりし雄猫の朝帰りして

塞翁が馬本間弘樹橘も知らぬ鳥の泣き尚かすかなる作間をぬはからずもの↓Ⅱ三十六ＨかＰＭ二・八の窄

年で果てぬ腰道長人朝霧の真野湾に浮かぶ鴨達も大家族あり独何乎も信用できなくなりにけりビックリう

細ぼそと続きし六・七同期会ふたり又減り今いて鴬の声藤井ヨシにをののく藤丼美好

年ゆえか姫燵布剛に寝る猟と過ごすⅡ多しり行あり本間弘樹んざり謝罪会兄令子宏

編集後記ん浮かぶ︒海底の小而を見ていると︑足もとのは十数年前真野新町出身早稲川大学理工学部

■・■■■■・■■■①︒■■■■■■■■ロー■■■・ニ■■■■■■■■凸■■■■己■■■ロ・■■■■・■■■■一■■■■・■■■︑■■■■■■■■■■一■■■■・■■■■・■■■■・■■■ロ・■■■ロ・■■■■﹄■■■■・■■ロロロ■■■ロー■■■口・

山本修ｕ砂に波が寄せる︒佐渡の野鳥の会のシンボル希瀞教授従兄松昨源仔氏︵亡父修之助の実姉

四″三日︑一ヶＨ遅れの雛祭のＨである︒雌バードになっている﹁イソヒョドリ﹂が紺色と松井ヒサの長男︶の墓参の時︑当時佐渡汽船

の存命巾は︑孫の園子がいたので雛を飾って︑明るい黄土色の美しい姿で近くに来る︒社員大谷公一氏とともに案内した縁で今凹は

お供えをしたが︑ここ長くは内裏雛のケースを今年の冬の寒さはきびしく︑三月になって招待された︒松沖源背兄の入学の妓終識義を

飾るだけになって︑菓子を供えて参る︒も来いⅡが多かった︒桜の花もやや遅かった︒終えた時︑司さんから源仔兄に花束の贈是が
つかさ

今日は朔海辺に出た︒行に腰をかけて︑真而月九日︵金︶︑りゅ−とぴあ新潟市民袋あったというゞ司さんの自宅の建築設計に源

野湾と残雪に輝やく大佐渡山脈を眺めた︒暖か術文化会館で︑司葉子出演の有吉佐和子没後吾兄が関わった縁と聞いた︒本誌九十七号の

くて春を実感した︒小鳥の声が絶えまなく聞こ三卜楜年記念企画︑有吉仇和子﹁紀ノ川〜口絵に載る︒

えてくる︒薦が空に舞い︑海には小鴨がたくさ花との阿会〜﹂の朗読劇を兇学した︒司さん司葉子朗読の声あたたかし
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職中︑新潟大地震で一週間休校︑また町は電

昭和三十九年︑二十代半ばころ与板高校在

春燗漫をんなの一世険はしかり

のではないかと魁ったと言っていた︒〃は神

中・戦後︑よい薬がない時︑私が何度か死ぬ

三歳のころから強い気管支喘息であった︒戦

十虐年に初めての子供として生まれた私は・一︑

かつて宝塚歌劇州の天希かおりさんのため︑す

た⑳なお愛音羽麓さんのことは長男修訓は嫁が

ターとして︑久しぶりによい佐波の祭番組を見

ひとよ

線の間を歩くなどの米竹有の大雪で休校の

仏に私の三十五歳までの存命を立願したとい

﹁鶴﹂俳句火会に出席した︒全圃の俳句細織

お茶の水駅近くのホテルで開かれた俳句誌

﹁俳人協会﹂が﹁鵺﹂所属の大石悦ｒ氏の句

蹄は私が三十八歳を

川月十九Ⅱ︵土︶・ニト日︵︑︶の東京・

でに情報は知っていたようだ︒

あ哀き

﹁細雪﹂などと﹁紀ノ川﹂を読んだが︑もっ

時など︑吉川英治﹁平家物語﹂︑谷崎潤一郎

う雇旧家を何とか次の世代につなげたいとい

集﹁有情﹂を全国一位に選んだ︒祝賀会も

う強い心からであろう

司さんは︑﹁紀ノ川﹂の映画でも主人公

母の誕生日一日前の真野の天理教の祭典の日

過ぎて世を去った︒このことを二月十二日の

とも印諦に残っている画

化の役であったが︑朗読劇は︑初めてと言わ

あったからでもある︒大打氏は︑第九Ｍのお

れる︒

に私は講話をした︒

の花模様の着物が上品で優雅な感じであった．

舞台が能舞台という背景もよく︑可さんの桐

に嫁いだ花という女性の唯き〃を描いている︒

人変感激した何﹁紀ノ川﹂は和歌山県の旧家

明神﹂と三川まで好評のうちに終えたが︑その

大明神﹂︑三月は真野新町の私の家の﹁源助大

﹁財喜坊大明神﹂︑二月は徳和の東光寺﹁禅遠

﹁寒戸大明神﹂に続いて今年一川は潟上の

ズは︑相川﹁団三郎大明神﹂から外海府関の

先年からの佐渡テレビの佐渡絡神シリー

﹁よき師︑よき友︑よき家庭に恵まれたこ

私は欠席したが俳人協会の授与式の挨拶では︑

だき︑私と同じ昭和十三年生まれでもある︒

また私の句集﹃花聯香﹂の跳文も書いていた

井青咲氏と三人で三泊四Ｈ︑佐渡を案内し︑

花見俳句大会の選肴として佐渡に来烏し︑喋

朗読劇を見学するのは初めてであったが︑

何度も紀の川の流れのように︑花人公花の世

ため四州から八月まで仰放送されるという︒

蛇があらわれる場伽は印象が深かった・なお

花の嫁した家の庭に赤いⅡをした大きな円い

は鶯の声や虫の音が朗読を引き立てていた

んの出減を排て柿野浦︑丸山︑沢根︑新保のＷ

を退団し鼓童のメンバーと結婚する愛音羽麓さ

天坂さんは四月十兀Ｈの佐渡の祭の取材で宝塚

クターによる台本がよかったのであろう︒なお

私の出演より佐渡テレビの天坂真理ディレ

た心中脚にいる趣であった︒

に江戸時代を支えたⅡ本の学問の府を散策し

会場の近くに湯烏聖堂があって︑久しぶり

らお呼びがあって談笑した︽︺

を終えてから主催者の少人数の会に大石氏か

宰誌をもたない人の授賞は珍らしい§懇親会

と﹂を受賞の理由にあげたという︒俳人で喉

の流れに逆らわない生き方が語られ︑背景に

花という川家の女性の唯き方に私の亡き〃

司葉子さんからは毎年賀状をいただいている︒

集落の鬼太鼓を中心にした祭の映像のディレク

あいねはれい

が重なる︒大正十五年に父と結婚し︑昭棚
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蒲公英のたくさん咲きし聖堂

大いなる孔子銅像若葉風
棋院創設九十周年︑対立していた三派の間を取

マにでも価する素材かもしれない︒今年は日本

楽師再多六平太︑ＮＨＫの朝の連続テレビドラ

渡に住む山本家の縁昔は私の家だけになった︒

この三月二十三日︑九十四歳で亡くなられ︑佐

藤左術門家の故山本醇氏夫人山本ヨシノさんが︑

三〃二十二Ⅲ︑本誌会員︑新潟大学雌教授

ぽの﹂︑﹁聖堂の﹂句が︑一点ずつ得点した︒

百十人ほどの俳句会であったが︑﹁たんぽ

年祭に来島し和歌の短冊を残しているが︑本誌

びたい︒なお︑昭棚三年︑文ｒは父凌海の八十

りするのを︑遠い両親のふるさと佐渡からも喜

り持って︑創設にこぎつけた喜多文子が殿倣入

七十九号の表紙は﹁緑さすことに修之助翁の

に属し︑親しくしていただいていた︒本誌の

原秋桜子の﹁馬酔木﹂から堀口星眼の﹁橡﹂

句大会の選脅にも来られ︑父修之助と同じ水

日亡くなられた︒八卜九歳︒全佐渡お花見俳

俳人古賀まりｆ氏が平成二十六年二月十二

ひじりどう

聖堂の天水桶の水温む

角田勝久氏の博士論文﹁孤高の書人會津

女流棋士﹂として山本修之助箸﹁佐渡の百年﹂

九十四号の表紙を飾っている︒なお︑﹁七段の
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平成二十六年四Ⅱ十三Ⅱの﹁朝Ⅱ新聞﹄全
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ことになった︒このⅡ神主豐原久夫氏によ

向により十二のお墓は解体され︑改装される

り遷座式があったゞこの悪の管理を約三十年

国版に﹁囲碁界の母︑殿堂へ﹂の見出しで喜

このたび女性で初めて﹁州無殿蛍﹂入りを果

にわたって︑亡父修之助の時から続けたので

多文子名誉八段︵１８７５〜１９６０︶が︑
たし︑江戸時代からの棋士と並んで歴史に名

寂しい︒神葬祭の大きくない墓石であったが︑

文字も彫りもよかった︒山本桂家は︑農相山

を刻むことになったと報じた︒

日本棋院提供の喜多文子名誉八段の写真を

ている︒山本悌二郎︑その養ｆ山本義次両氏

本悌二郎︑外相有田八郎の二人の大臣を出し

たこともあってか︑学校にあった川本初の独和

の分骨墓もある︒墓は東京の霊園か︑広島の

見た妻雅子は︑真野小学校に栄養士として勤め

辞典編昔司馬凌海の写真と同じと驚嘆した︒父

後継昔の寺にお竹が移されることになった︒

山本桂家の本家山本藤九郎とも縁の深い山本

大臣の生家墓地跡別れ霜

と娘であれば似ていても当然であるが︑父凌海

が幼時期に亡くなったため苦難の少女時代で

｜

あったと思う︒嫁したのは能楽の喜多流家元能

｣￨
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