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編著者の昭和初年以来六十年にわたる収集と研究の成果である︒本書は興味深い読み物であり︑かつて

など加えた﹁ムジナ事典﹂でもある︒

古典籍をはじめ︑﹁佐渡志﹂﹁佐渡風土記﹂︑ムジナに関する小説・詩歌の文芸作品民謡・方言・わらべ唄

本書は︑これらムジナの伝説約一○○篇に︑文献として︑﹁日本書紀﹂﹁倭名類聚紗﹂﹁倭漢三才図会﹂の

そして︑これらのムジナは﹁＋こさん﹂と呼ばれ︑民間信仰の対象として︑島民の篤い信仰をうけている︒

達の四天王がおり︑﹁佐渡名絡録﹂には︑一○○あまりのムジナの戸籍帳ができている︒

﹁さし絵﹂入りで︑ひろく天下に紹介されている︒その親分二つ岩団三郎に蛙佐武徒・才喜坊・源助・善

佐渡の島には︑古くからムジナについての伝説が多い︒すでに︑江戸時代滝沢馬琴の﹁燕石稚志﹂には︑

佐渡のムジナは︑阿波︵徳島県︶のタヌキとともに
日本の二大動物妖怪謙としてひろく知られている︒
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窄繩融曄悌に錘生家山本桂家墓所遷座祭／山本藤左衛門家墓所遷座

口絵説明山本修巳

士屋忠右衛門家に嫁いでいる︒四女ユフは河原田の伊藤藤蔵家に

あったことは語り草として聞いたことがある︒三女キヨは沢根の

三女フミが相川岩佐嘉右術門家に嫁ぐが︑その花嫁衣裳の豪蛾で

村の有〃者と婚姻関係を結ぶのがそのころの佐渡の社会現象で

ンス人のギョーム氏︵成郁大学留学生︶は︑こうした明治期の他

に嫁している︒三家とも当時地域の有力者であった︒数年前フラ

嫁ぐ︒打塚から人婿した勉論︵火正ころの川制佐渡中学校名教弧︶

祭／土田麥僖筆﹁滝図﹂短冊について上田文

大臣の生家墓所跡別れ霜修巳
から分家︑︽一代桂が納斎と号し︑恢帥として祇躍するだけでな

けを幼少に亡くしているので十Ⅱ十六Ⅱの新町祭に︑側級唯の淵

あったと述べている︒亡父修之助は小学生のころ︑藤八郎の娘の

山本椛家は︑私の家の右隣にあった家で︑近くの山本膿九郎家

る︒篭叫悌二郎は衆議院磯貝から農林火臣二期︑また七男八郎は
六年三月二Ｉ九日︑遷座式︒

で︑取材中︑勉治氏宅を訪ねると﹁枕頭に税戚の人たちが集まっ

また︑伊藤勉治氏について︑修之助は﹁佐渡の百年﹂の﹁あとがき﹂

ずれにしても藤左衛門家は羽振りはよかったと思われる︒

衛門家︵現尾畑酒造地︶に来るので楽しかったと言っていた．い

佐嘉夫︑土屋棚︑笹井敏雄︵叔母が半蔵の後妻︶が︑近所の藤左

く︑竹田の羽生︵のち鴇飼︶郁次郎等と自由民権家として知られ

成二

相川有田家の養子になったが戦前に四期外務大臣に就任した︒平

夏駕祝詞始まる遷座式修巳
の武家の時代から明治時代の天皇の時代の変革の時代に︑家葉の酒

ている死期近い状態であった﹂が︑翁︵勉治氏︶は︑私の遠縁に

六月四日遷座式︒山本藤左衛門家は︑四世藤左衛門が︑江戸時代
造業が藤末から維新のころ栄え︑また地域の行政にも深く関わる︒

の声はかすかであるがよく聯情が判った﹂と僻いている︒遠縁と

もあたっていたので︑家族は取材したらよいと言われ︑﹁病床の翁
なぱため

新町には︑水戸勝の逃亡勝士佐々木俊蔵︵本名生天Ｈ辰之助︶

盆前の台風の降雨で八月十三日朝六時妻との墓掃除になった︒

町と流転の人生であった家祖山師清九郎の四百年︒﹁墓洗ふ﹂は季語︒

表紙は慶長十九年︵一六一四︶福井城下で生まれ︑相川︑真野新

家祖生れて四百年や墓洗ふ修巳

お読みいただきたい︒

﹁土田麥倦筆﹁滝図﹂短冊について﹂は︑本誌の上田氏の文章を

は藤左衛門家からの夫人のことである︒

真野新町は順徳天皇︑忠臣Ｈ野資朝の遺跡が︑広く注目される︒

も住み︑旧佐渡奉行所の俊秀西村潰州︵善五郎︶も滞留して塾を
開き︑明治の初期から﹁陵下の民﹂という誇りを醸成する土壌が
作られ た ︒
じんせん

なお︑このころの山本桂家︑山本藤左衛門家のことは︑山本修
之助﹁佐渡の百年﹄︑倉田藤五郎﹁荏川の流れ﹄などにくわしい・

ここで藤左衛門家のことは本誌に番いたのでエピソードを述べ

たい︒明治三十年代初めころ︑藤八郎が死去し麓佐久が継承し︑

農相
外相

平成坊年３月調日真野新町旧光照寺墓地

蝿嬬#生家山本桂家墓所遷座祭

右から豊原久夫山本修巳山本雅子森道子の各氏

山本藤左衛門家墓所遷座祭
平成妬年６月４日真野新町旧光照寺墓地
左からから豊原久夫山本正義山本修巳山本雅子の各氏
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土田麥偲筆｢滝図｣短冊
明治43年(1910)
山本修巳氏蔵

包み紙付き

土田麥倦筆﹁滝図﹂短冊について

上田
てくれた人物である︵１︶

の技価を早くからみとめ︑将来画家にするように父親に話し

進学することも許さず︑結局︑麥倦は明治三十五年二九○二︶

麥倦の父は絵の道に進むことも

拝見する機会を得た︒

猫くことを許していたようである︒同難には麥倦が京都に

た︒正覚坊の住職︑志和舜雅は麥倦をかわいがり︑寺で絵を

行く前に描いたという大作の﹁樹下人物図﹂が残されてい

秋に小僧として金沢村︵現佐渡市千種︶の正覚坊に預けられ

みを現し︑落ち川のすぐ左ドにはにじみを効かせた薄い鰻で

図様は短冊の令紙を用いて左側上方から勢いよく流れ落ち

岩を描いている︒短冊の左下方にある落款は﹁麥憐﹂﹁白文

着いた麥倦は画家になる道をあきらめず︑智積院を出奔し︑

中学林に細入させるため︑麥催をつれて上洛する︒京都に

明治三十六年二九○三︶四月に志和舜雅は本山智積院の

る︵２︶

︵京都市立芸術大学蔵︶を描いた明治四十四年二九一○︶

落款の字体から︑麥倦が京都市立絵画卯門学校卒業制作﹁髪﹂

佛﹂の号をもらった︵３︶

明冶三十七年会九○四︶六Ｈには竹内栖鳳門に入り﹁麥

四十一年二九○八︶の第・一回文腱に学校の廊下に立たされ

新古美術品展で連続して入賞するなど頭角をあらわし︑明治

る小学生を描いた﹁罰﹂︵京都国立近代美術館蔵︶が三等賞

包み紙になっている川つ折り半紙の左端部分に表書きがあ
屋泰﹂と署名がある︒守屋泰は麥倦がまだ金二少年であった

り︑上部に行書で﹁包／麦佛／画短冊﹂︵／は改行︶︑下部に﹁守

翌年から京郁岡崎で開催された

小品は初見である

頃と知られる︒この時期の作例は少ないようで︑この落款の

たもので︑印文は不明瞭ながら﹁麥憐﹂であろう︒制作年は︑

方印﹂である︒よく兄ると︑この印は朱筆を川いて手猫きし

る穰布を描いたもので︑滝の落ち口の上にはやや濃い墨で茂

包み紙が付随している︒平成二十六年︵二○一四︶五月四Ⅱ︑

新穂高等小学校時代の校長で︑担任の藍原五三郎とともに絵

■■■■■■■■■■■■■■■

山本修巳氏所蔵の土旧麥倦﹁滝図﹂︵カラーｕ絵︶は︑紙

文

本墨画の短冊︵縦三五︑六×横六︑一四で半紙縦四つ折りの

■■■■■■■■■■■■

一︲ｊＨＤ

合致する︒落款の書体と手描きの印から︑﹁滝図﹂短冊が描

かれたのは︑この帰省中のことだろうと推測される︒薄鴫の

となり全国的にも注目されるようになる︒

明治四十二年︵一九○九︶川月には﹁今後の画は従来の日

ここでは︑少し長くなるが︑この帰省中の様子を描写した

きりした曲線は浩々しい感覚である︒

ものあるべくと存じ候﹂︵４︶と述べて︑新しく開校した京

落水部分は栖鳳の筆使いを思わせるが︑滝上部の白黒のはっ

都市立絵画専門学校の別科に入学した︒Ｈ本間の高等教育を

記述した唯一の資料として注意されるものである

竹内逸の追想を引用しておきたい︒﹁滝図﹂短冊が描かれた
明治四十三年二九一○︶当時の新穂村︑麥倦の家族などを

本画の如く盲目なる賞玩者のみにあらざるべき候ヘバ︑益々

目指した京都市立絵画専門学校には︑東洋文学︑美術史︑美

発展現代二接触したるＨ本画を作るにハ︑学科の必要大なる

学︑解剖︑遠近透視法︑英語などの学科が設置されていたの

夏︑麥倦は七月十一日から八月十一日まで帰省して佐渡で過

て秋の文展出品を返上して従事することになった︒この年の

が東本願寺の大門天井画の制作を依頼され︑麥倦は助手とし

本船との︑極く僅かな乗船に於て︑すっかり氣分を悪くし

かなら︑そのＨは猛烈な荒天で︑舟に弱い麥倦淵は岸壁と

草のやうに葺く︑その眼は平素と違って曇ってゐた︒なぜ

と麥倦君は艀で本船まで出迎へに来てくれたが︑その顔は

︵前略︶新潟から船に乗って佐渡の夷港へ渡った↑︒する

である︒在学中の明治四十三年︵一九一○︶には︑竹内栖鳳

の息子竹内逸が来島し︑ともに京祁へ帰るまで一緒に過ごし

ごし︑卜岡日京都に帰っている︒七月二十五︑六Ⅱ頃︑栖鳳

う︒作品を描いて画会を開くというような考えは当時の麥倦

の大事業に従事するため画の勉強に余念がなかったのであろ

を兄にまかせ︑自分は毎Ⅱ懸命に伽を拙いたり︑草花のス
ケッチをしたりしていたという︒麥曜は助手として東本願寺

竹内逸の追想︵６︶によれば︑このとき麥倦は島内の案内

た︒農家としては簡素ながらに整った家で︑當時麥倦君の

めて︑然な生析で︑玄關のすぐ傍に御不浄がⅢ放されてゐ

野と畠とで園まれて孤立してゐた︒門もなく塀もなく︑極

新穂村は農家散在の淋しい村で︑然も麥催満の唯家は︑

てゐた︒そして二人は夷港から二恥か三恥の道を︑肺か仲

等室で︑樽や菰包と一緒に︑左右に揺られ通して弱り切っ

て了ったからである︒筆荷もまた︑乾魚や漬物と雑居の三

に全くなかったと巷えられる︒﹁滝図﹂卿冊の印が手描きあ

たことを手紙に背いている︵５︶

ることは︑すでに確認したが︑これは麥倦が郷里に帰って作

お父さんは村腱だったと忠ふ︒その顔その怜陥は︑麥倦荊

で︑新穂村へ到着したと記憶してゐる︒

肪を制作するつもりはなく︑印を持参していなかったことと

8

った︒麥倦杏村兄弟は多分あのお父さんの血を享けてゐた

った︑い︑禮質のお母さんがお茶を運んで來られたが︑筆

だま︑本を讃んだ︒そんな時︑小作りではあるが︑よく太

か︑餘程苦勢であるらしかった︒

者が都會育ちの青年なので︑どんな風に世話を焼いてい︑

によく似てゐて︑ドコとなく神經質な︑そして智的な人だ

の中央へ乗り出す藝術家と文明批評家が生れ出たことは︑

のだらうと恩ふ︒それにしても︑こんな孤島孤村からⅡ本

たず相川の金鑛には︑その頃既にエレヴエターがあって︑

露天風呂で︑玄關前の大樹の下の︑雑草の中へ湯桶が運び

た叡この家のお風呂は︑夏であったからでもあらうが︑

マイト孔の蓮の音や爆破の物凄さは今もなほよく覺えてゐ

遠く海底の坑道まで見学した︒その地坑に於けるダイナ

を提げて︑地下五百尺六百尺の坑道をトロッコに乗り︑

シと股引の上に工夫の止着を惜り︑頭に手拭を巻き︑龍燈

麥倦君の奮友が事務所に勤務してゐた關係で︑筆者はシャ

出してあった︒だから雨の日は素裸で傘をさして入浴する︒

てゐたことだけは確實であらう︒

寧ろ不思議な位だが︑麥倦兄弟が幼にして青雲の志を抱い

まことに風流な入浴で筆者は現在もなほこれを入浴爽快の

である︒今になって考へると︑麥倦荊は筆者の佐渡見物に

案内役は麥倦君の兄さんだった︒つまり麥倦君は兄弟三人

分麥倦君がその案内に同行してくれるものと思ってゐると︑

心に阿業に励んでいた︒この時期に守屋校長の手に渡ったと

きない印象深い旅であったに違いない︒麥倦は︑このとき熱

の郷里の様子である︒竹内逸にとっては生涯忘れることので

京都に育った竹内逸から見た︑今から百年あまり前の麥倦

る︵７︶︒

同行する時間を惜んで︑せっせとその生家で壷の勉強をし

すれば︑前途洋々として画業に励む若々しい麥倦の姿が目に

虚で筆者は佐渡見物の旅に出發することになったが︑多

第一に数へてゐる︒

てゐたのだらう︒事實麥倦君はその暑中の歸省に於ても︑

なく︑夜は大てい筆者と二人で暮してゐた︒それに麥倦君

に半紙で包み︑懐かしく蛸しい気持ちで表諜きを書いている

るという︒この﹁滝図﹂からは︑傷まないように短冊を丁寧

氏から山本修巳氏の父である山本修之助氏に渡ったものであ

守屋校長旧蔵の上田麥倦筆﹁滝図﹂短冊は︑息子の守屋実

映ったことであろう︒

の御両親も兄さんも極めて純朴な人達だったから︑夜なん

守屋校長の姿が思い浮かんでくる︒

雨親なんかとも︑ゆっくり雑談を交してゐるやうなことも

毎日懸命に書を描いたり︑草花のスケッチしたりしてゐた︒

ランプだったが︑二人はそのランプを中に挾んで︑寝韓ん

か地の底まで森閑と静まり返ってゐた︒むろん電燈はなく︑
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恥沮

︵１︶金井徳ｆ﹁ｋ川麥倦の滞欧雌柄とその後﹂﹃比鮫文化一
第五抄︑九爪八年ｌ：Ⅱ︑血川風
︵２︶正覚坊の一︐樹ド人物図﹂︵参簿図版１︶は現在︑本堂の
槻四枚に仕屯てられている︒もとは聯紙川枚で低わっ
ていたが︑醐巣大師八両五１年遠忌︽九九二年︶に際
して襖にされたという︽︾図様は︑中央に大きな松樹︑そ
のドを歩む§・人の尚卜と巻物を拙ぐ人の砿ｆが柵かれ
る︒この構図は寺崎職業が明論二十↓年一八九八︸の
第五ＭＨ本絵画協会鰯↑川Ⅱ本淀術院連合絵画共進会に
川航した﹁後亦唯﹂一参琴側版２︶をド敷きにしているが

こんだものと魁われる︲なお︑﹁樹ド人物例﹂には落款﹁麥

寺崎職業の作仙に松樹はない︒阿而中央に描かれた松樹
は麥倦がかつて齢にあった峨派な松の水を肥念に描き

七

（日本美術創刊号､明治31年10月より）

一 一 一

仙 六歳筆﹂﹁麥仙︵朱文方印こがあるが︑これは後に
柚家によって沸き加えられたものであるという︵仰職の
仙雌肛見氏のご数小による︶

一

︵３︶﹁麥倦︲と改めるのは厳密には人止Ｉ己年弓九：二︶
ヨーロッパ巡遊綾である
︵４︶計良勝範・上田文一王出麥倦藍原五三郎宛筈翰﹄鳰
村研究会︑○○Ⅱ年ｌ・川︑きじ〜・・八典

︵５︶峯芳吉宛苫簡明治川Ｉ：年二九頁．ご九月

三年三月︑芸艸堂︶露

Ⅱ︵横川秀樹﹁ｔ旧麦催の初期作品と青年期について・一
Ⅷ斯潟雌笑術博物館紀喫﹄雛・げき九八七年１四頁︸
︵６︶竹内逸﹁麥耀追想﹂︵土川家一蓋麥催スケッチ集﹄昭和

︵７︶川前職引川文は脱文のままとした
が研究センター特征助教︶

︵うえだあや京都在住︑﹄泓都旺芸繊維入学文化遺巌教

参考図版1土田金二(麥信)｢樹下人物図」明治36年(1903)頃
紙本彩色襖絵4面(各)縦1780×横1035cm正覚坊蔵

／

参考図版2

寺崎廣業｢後赤壁｣明治31年(1898）

農柑山本悌二郎

外相有田八郎

生家山本桂家墓所遷座祭・山本藤左衛門家墓所遷 座祭

山本

大神宮の神道祭に改宗した︒武家の時代から犬皇の時代に
なって︑順徳天皇陵と忠臣ｕ野資朝の遺跡が旧真野町地区に

明治時代になって︑山本家も親族も浄ｔ宗光照寺から新町

あることで脚光を浴びる︒その時に川本藤左術門家叫肚山本

山本桂家

年二六一四︶に生まれる︒今年ちょうど四百年である︒寛

山本半右衛門家はその本家にあたる︒山本五郎右衛門の右隣

永八年二﹄ハミこ相川金銀山を稼ぎに庄右術門町︵現在

りが山本藤九郎家︑藤九郎家は川本桂家という分家を出す︒

は山本五郎右術門家の帷ぴの分家で︑道路をこえて向かいの

そこから農杣山本悌二郎・外州布川八郎の重人の人版が雌ま

藤八郎の活動がある︒なお︑山本藤九郎家︑山本喋左衛門家

二六七○︶︑四十年稼いだ相川から真野新町の現在地に転住

豪商山田吉左衛門との文章などを残しているが︑寛文十年

れる︒山本桂家は山本半右衛門の右隣である︒これら山本家

﹁ゴールデン佐渡株式会社﹂第三駐車場の右手少し上がった

し︑近くの滝脇鉱山を手がけるが１世半右術川からは椚造業︑

あたり︶に住み︑山師大坂庄右衛門の下で働いたと思われる︒

廻船業︑代を下がって金融業︑薬種業など手広く商業を営む︒

また︑近くで後のアサヒビール創業に関わった医師生川三

形成していた︒

親族は︑近所でどこかの家とは接していて︑町通りの川を

折ｆ息生川秀の妾は︑川阯山本藤九郎の娘であり︑川肚縢九

一一世

から山本半右衛門を名乗るが︑半右衛門家の五世は分家五郎

砂いず

右術門の長男が人婿︑家運の隆盛期をもたらし︑七仙には弥

郎は︑佐渡能楽の家元潟上本間能太夫家より入婚している︒

衞門家︑五仙の時半五郎家︑弥次兵衛家を分家させる

大坂などの商家の例にならったか分家三軒︑二世の時五郎右

山本家は先机清九郎が越前福井藩の武家の家系に慶長十九

巳

次兵衛家の長男
男が
が入
入婿
婿し
し︑
︑衰
衰退
退期
期を
を支
支︑
え︑江戸期を乗り切り︑
親族の協力の絆は強かったと思われる︒

ll

修

二世半右衛門

三世

〃早今今日Ｌ〃Ⅸ︑限

弥次兵衛

市酎艸＃七脳

五世

二世

三世

九世半右衛門長女嫁セズシテ一家ヲ創ス

四職悶団日剛伽＃︲Ⅲ腋１脚

＃醇１ｔ回国
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山本家親
山本氏直系々統

始祖山本清九郎

四世Ｉ

宝永年中分家

◆Ｌ卜谷

藤左衛門

藤九郎Ｈ腓ｕ一雌回帥附岫仙謝側鋤ｌｉ純遮

リト︽

ノｌー
１日剰勵Ｉ六
︲ｌ世
じ伽
ｉ 九仙閻回ｌ千鶴子

五郎右衛門ｌ宣枇

三世

五世半右衛門長女勢喜子相川町川島茂左衛門二男半五郎ヲ婿二トリ分家

族

山本桂家Ｉ医家︵佐渡市地名は合併前︶

桂呈肚

のよ︵來戚池川氏︶

凧癖撫迩夢一

宿所︶

︵明治中期渡米︑作家永井荷風滞米時の

Ｔ回︽潔椴叩靴鮮蠅灘釧繩餅跳糾
女−し繁盛する︑︶

ヨ︑ン

佐野氏女︶

︵両津市夷の

寅蔵︵人購︶

農林大臣︶

Ｔ

和寿ｆ
表次耐野町石塚氏︶
一荊州州州岨︵王子製紙重役︑内寓市原氏を同す︶

女

四郎︵早世︶
五郎︵相川町多治見氏を︑す︶
女

︲六郎︵早世︶

一

︲燗ｆ

佐野喜平次︵向派市夷呉服商︶

工肺臘誰

千枝

一昨恥

且コヨ

ｍＪ
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初

山本桂家墓所

山本桂家墓所遷座祭祭詞

遙かに大佐渡の秀峰を望み︑南に小佐渡の山帷みを美晴る

おおまみたま

真野新町の山本桂家は︑農相山本悌二郎︑外机有田八郎の

かすこの観音堂の丘に大座します山本桂家の御霊の大前に︑

しずま

政流家として拓澁不朽なりし粁等の御霊鎮座りぬ︒

おちこち

二世訓齋と妻ミンと三世に当たりぬる九名の子女等︑医師︑

いわいぬし

風を一年間寄宿させたアメリカのタコマの寄宿先としても知

生家である︒長兄一郎は︑文化勲章を受章した小説家永井付

斎主豊原久夫恐み恐みも申さく
みおやみこと
この山本の家の墓所はしも︑先つ御机山本桂命をはじめ︑

られている︒

なお︑山本桂家の初代桂︵医師︶は︑山本藤九郎家︵酒造
上の本間能太夫家とも婚姻関係を結んでいる□

業︶から分家した︒藤九郎家は能楽の家としても知られ︑潟
なお初代株は︑濁水と号し俳諦をたしなんだ︒二代は納斎

笑て喜び合う赤ヒゲ名医なりしことは︑﹃真野読本﹂はじめ︑

えみ

人等を分け隔て雌く︑懇ろに︑献身的に診察して投薬に当た
れり・患いし昔等健やかになれりしそのＨには︑互いに微

二代桂は医師にして︑遠地近地より慕い来る者多く︑病し

わづ・鋤ほほ

多くの書物に記されて在り︒

と号し︑幕末京都の中山家︵祖は河原田中山玄亨家︶に医を

学び︑医師として開業した︒また︑伊藤仁斎に漢学を学び︑

のこと忘れることなく︑折にふれ︑はるばる広島から雅参り

医師九郎の長男純太郎は会社貝にして在りしが︑先祖神等

おやかみたち

されば後に継ぐ者等も︑名門校に学び︑名医として活躍せ

自由民権を推進した縁で八郎を相川の有田家に養子に出した︒
長男一郎︑二男伽二郎︑三男鉄二郎︵王子製紙重役︶には︑

ことわり

桂家は︑初代桂︑二代桂︵訓斎︶︑三代一郎まで︑この墓

に来たりてありしが︑幽世に出でまししより︑佐渡まで来た

しことも蝿なり↓・

地にあって︑四代は一郎の弟九郎︵京都大学医学部卒︶が継

りて参拝に訪れる人も無くなりぬ︒こたび後を継ぐ荷等諮り

幼少から自宅で教育をした℃

いだ︒九郎の子は五代純太郎で︑旧制佐渡中学校︵現在の佐

先机神聯には︑佐渡を離れることはうれたき︑さびしきこと

かくりよ

渡高等学校︶を卒業したが︑仕事の関係で広島巾に永住し︑

て墓所を遷して拝み奉ることとなれり︒
おやかみたち

三人の子供を得たが︑三人とも女性のため他家に嫁ぎ︑島か

には候へども︑時到るまでしばし別るることとなりぬれば︑今

ら三人の大原を出した名家も佐渡を離れることになった︒な
お︑九郎︑純太郎夫妻の墓は東京の小平霊岡にある︒

おだい

まで墓所を識りし大地主大神等に感謝して別れ︑海山遠く隅

つる上地に御霊遷して︑先祖神達御心平穏に静かに安らけく休

おおところぬし

◎山本半布術門家ｌ山本五郎右術門家ｌ山本藤九郎家ｌ
山本桂家
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典山本一郎墓

I
I

み給へと折ぎ申さんとして︑今日の佳きⅡの俵き時を選び定め

没

て︑尚岡純子︑沖村峰子︑丸崎久美子︑森道子︑山本修ｕ︑川

川
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て味気津物御餓御酒種々捧げ奉りて称辞寛奉らくと申す︒

永井荷風最初の米国の宿主

本雅ｆ︑Ｋ事情負稀参来たり集い︑基所遷座祭憐み奉らんとし
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に左隣りに松川片郎γからマツを婆り山水藤方術門家の祁と

山本藤九郎家生まれの舷後藤スミさん︵新穂舟下に嫁す︶

なった．

●︒︑

は︑私の家︵崎脱修之肋︸を一おもや﹂とよび八郎心術門家︵咄

張成之助︶を一︲おうや﹂と区別して呼びならわしていたゞ晩

を﹁二段とび﹂と墨：以ていた︒

年の叔父成之肋氏は︑止其のほかに・一人の女を妾としたこと

藤九郎は︑泓戸中期から洲造業で栄え︑分家桂家を出し︑

潟ｔの本間能人災につき能楽に余念がなく︑俳諦もよくした

この酒造業は︑私の家の輿懐四年︵Ｌハハヒ︸から飴めた油

造業を五郎桁衛門家は︑わからないが︑小川をはさんで藤九

郎家︑鵬左術門家へと移り現在は藤左術門から引きついだ雌
畑酒造となっているゞ

この雌方術門家が・っの脚光をあびるのは︑川Ⅲ川本藤八

郎︵Ⅲ姓占Ⅲ姓新町古川忠布衛門家の出身・現在の遠滕枠

川治維新後尺県の時代になって︑川猯じ年凹川順偲尺哩御

彦氏宅︶の時である

霊遷幸と明治卜七年一一月一十受Ｈ後隈糊犬皇の忠匝日野資朝

卿に従ｉ位御州位のことである〆故衡川職五郎氏が﹁佐渡郷
が中心的に行動している︒

ｉ文化﹂向二号に排しく述べられているいずれも︑膝八郎

鵬八郎について︑Ⅱ野家水族公公及柳膜前光︵柳原白蓮の

父︶の執事からの書簡約一白通が残っている︺その中に︑Ｒ
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１年代︑山本悌

畷一故山本義次之壌

昭和：

郎分骨墓を川時の政界の
人物河野一郎氏が悌兎郎
氏が政界へ手引きしてく
れたと︾壷耐って新町大神宮

桝刈佐々木炎栄仰︑ｆをよ
に参排した︒

んで山本修之助らととも

山本藤左衛門家

山本藤左術Ⅲ家につい
ては︑山本ｆ汽術門家の分
家である︾

山本悌二郎分骨墓

農相山本悌二郎･外相
有田八郎生家墓地跡
｢大臣の生累墓鯉#別れ雷」平成26年3月29日
山本修巳遷座祭
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家山本流郎心衛門家の分
山本五郎右衛門家の｜乙

肚が︑本家血肚半垳術川
女いよを妾にしたが︑左隣
りにさらに︑山川与三平家
◆●

から其マキを姿り川本喋
九郎家の祖となり︑さら

籍
鶴謬
壁錘漣

ことが話されるとあった︒また︑真野宵の資朝の碑や︑資朝

野家宗族公においては﹁事につけ︑何にまれ﹂貴下の人柄の

二Ⅱ養父藤左衛門君没シ家跡ヲ綱キ通称ヲ襲ス明治七年四月廿日

元治元甲子年八月中町内ノ協議二因リ重立ノ列二入明治四年七月廿

て甥を成したのは藤八郎である︒しかし彼の名はどこにも出

の遺蹟の標柱には︑施主は宗族となっているが︑これに代っ

三位橋本實梁公来島止宿アリ同丘月五Ⅱ尊像真野宮御發慧當家御駐

順徳天皇御還幸之節御駐篭所ノ命ヲ相川縣磨ヨリ受ク因テ奉迎使從

同年

章ヲ賜ル明治九年地租改服下綱拝命同年四月名主拝命同年七月辞職

ヨリ金面疋橋本公ヨリ金壱圓外二諸對トシテ余威側五拾践井和歌一

篭一夜其際供張ノ労ヲ賞セラレ縣聴ヨリ余威百疋権参事磯部最信君

五十六歳の生漉を終えた︒内村槍州の書簡があった︒﹁鴫呼

標柱の完成を見届けて︑藤八郎はその翌々年明治三十一年

杣公︵資朝︶ハ義臣ナリ其事峨二尽〃周旋セル足下亦蕊人

Ⅲ寄附ノ賞トシテ本命壱簡拝戯同年十三月廿一Ⅱ四日町長石新町戸

九

年川〃什一Ｈ仰学務委貝拝命何年九〃卜六日町會議興明治十八年二

門卜称シ弁次郎蒋ノ祀ヲ黍セシム筒甫君ノ遺命ヲ遂ルナリ明治十七

十血日川原散家宅造営ｔ蔵ヲ併七二男次郎ヲ以テ別川ト為シ藤右衛

随館十四小学腿学務委員拝命同年十二月廿二日辞職明治十六年十月

十八日同校へ金両側寄附ノ街トシテ銀盃壱箇邦賊同年卜月廿Ⅲ中学

Ⅱ六Ⅱ新町校へ倣地六拾六坪寄附ノ衝トシテ木盃壱簡舜蛾同年卜月

川町會議員常磯議長同吋廿丘Ⅱ三祁聯合會議貝常簸明治卜四年五Ⅱ

数會派州ノ胸撚カノ賞詞ヲ賜フ同年九月卜八日戸長職ヲ辞ス十月三

一月新町校肚話掛拝命同十二年十月什Ｈ新町校学資金威拾

卜言ハザル叩ケンャ﹂とあった︒ここに山本藤八郎︑筆の資

長拝命同年十三月汁六日新町校新築燕〃ノ賞詞ヲ賜フ明治十三年大
コン

三枇山本藤左術門長女

年五十六

明治三十一年十一月五日没

右衛門五世ノ凹男

ス名顯字敬之賃當町吉田忠

幼名今造壮年新太郎ト稲

料をあげる︒

四世山本藤八郎
室

山本婦志

八

昭和七年正月十九Ｈ没

明論十七年二Ⅱ廿七Ⅱ付東京麻布脳櫻川町彗十八番地賞勲局總放

志口承久帝及Ⅱ野街棚卿碑府建立ノ有志總代及右隙余傾︑張二当疲

川叫Ⅲ川Ⅱ町外一町弍ヶ村聯會縦貝常磯明治十三年中噺言祁有

勲就等従三位柳原前光卿ヨリ奥野符内ノⅢ野神瀧前へ御贈位ヲ炎

天保十四癸卯年川月四︑誕生安政二乙卯年司馬紬之二就キ皇淡學ヲ

養ハレ婚礼式ハ萬延元庚申年四川四日吉祥アリ中灘評城巻披山菱榔

︑セシ為メ

受ク名字ハ司馬氏の撰スル所ナリ安政六己未年トー月十︵Ｈ常家二

三先生ノ書法ヲ学フ

l7

ていない

年

隊長として︑九州上空で敵機を撃破したことから遺肋が残り

譜﹄︑山本修之助著﹃佐渡の百年﹄︵﹁雲染めし特攻隊長﹂︶に

た私も記憶にある︒このことについては︑七枇醇著﹁白蓮の

盛大な慰霊祭が真野小学校で催されたのが小学一年生であっ
右淌碑建設力御依願ニョ

正慶元年六〃二Ｈ死節ヲ佐渡
剛従二位前椛中納言日野公祠
リ明治十八年四Ⅱ十七日

正應三年誕生

明流十七年こけ二十二Ⅱ囎従二位

宗族枠蛎Ⅱ野資秀閣下へ上巾因テ御賞諭アルァリ尚亦余族勘解曲小

展開し︑また県議会議員にも当選し︑菊園と号して文人でも

に出した︒藤右衛門は﹁煙草元売捌所﹂など商売を積極的に

藤八郎は次男次郎を藤右衛門として分家を道をはさんだ前

詳しい︒

路資生閣ドョリモ敷迦ノ謝併アルァリ明治十八年八州什Ⅱ新町小学

数ヶ月で腸チフスの伝染病で全員が死去α借金をして商業を

あった︒しかし︑大正三年十Ⅱ八日四十九歳の時一家八人︑

竣功二付日野家

校へ開化川文章而什六部瀞附二付倣制ヲ賜フ明治卜八年九〃十一Ⅱ

宗族迷立

九年六Ⅱ十川Ⅱ靴太郡新町外給七

ケ村惣代甥簸明論十九年輌八ⅡⅢⅡ柳原伯卿殿下御降臨三油ス真野

拡大しようという時のこと︑藤右衛門家はもとより本家藤左

聯合斯町 外 川 簡 村 會 識 側 当 撰 郡

衛門家も破産させ佐渡を離れることになった︒

位牌へ御法向事務被仰付幽邪注懲行脳候二付親ク御尚詞トシ金貝及

真野役場に勤めたが子供に恵まれず︑弟邦介の次男正義が千

六仙八郎一家は樺太に転住し︑七世醇は第二次世界大戦後

からふと

禰内Ⅲ野神雅へ祭典式竹川村阿佛防妙宣寺境内二Ⅱ野卿御噛墓及御
樋々御下賜モノアル明沽Ⅱ年七Ⅱ十一Ⅱ付ヲ以柳服仙耐閣下ョリ新

山本親族のなかで経済的に優位で︑藤八郎は娘トヨを本家

葉県で継承した︒

借金をしていたと言われる︒

半右衛門家十世半蔵に嫁がせたが︑本家では藤左衛門家より

中右蝋幹郵送依御答止巾企八〃廿七日而謁ヲ乞親ク昨年ノ御賞訶ア

潟迄州頭依弧諜到来二然ルー間分北越地方裡遊淵舩郡尚瀬温泉入浴
リ然ルー伯側クＨ野公御鱗餓へ木標及御墳墓へ木柵建立方依托被為

なる︒藤左衛門家も例外ではなかった︒

山本家親族は︑こうして世のさまざまな荒波を渡ることに

も大きかった︒

たがいに助けあっていた山本家一族にとって各家への影響

遊謹巾御受就夫仙爵Ｈク将来蝋二位公御幽峨事件二付燕カァラン郭
ヲ乞モニ因テⅡ野家定紋附珍シャ御羽織壱傾御下賜其他帰剛ノ土産

トセョトテ御菓子数多御染筆モノ御ド賜日野卿事繍二付テハ特別Ⅱ
誌アルアリ場ルー不遜

なお︑六世八郎の子息山本二男三郎は昭和二十年四月特攻
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山本藤左衛門家墓所
右山本三男三郎墓中央山本藤左衛門家総墓先祖の蟇

山本藤左衛門墓所遷座祭祭詞
鵬伽ｔ

患与ｆ

遙かに人佐渡の秀峰を望み︑南に小佐渡の山帷みを淀晴る

み講や

かす︑この観青蛍の丘に大座します山本藤左衞門家の神溌の

大前に︑斎乖蝋服久火恐み恐みも巾さく

この川本の家の堪所にはしも︑先つ御柵川本雌左術門
みこ︑串↓ こＬ み幸︐黒
命・″浄子刀自命をはじめとして皇代山本鉄戯・世喜︑
２代山本卯助・發美︑叫代山本藤八郎・婦志︑血代川

→﹄つ・二

本膝方久・恵幾王キ︶︑六代山本八郎・弧以︵スイ︶︑し

りぬゞ﹄

代山本僻・ンズの神轆しぺ柘澁不朽なりし荷呼の神樅鎮座

凹代藤左衞門︵藤八郎︶命は忠紫の念篤く︑忠原Ⅱ野強刺

卿の然典を奥野樹にて茶げ︑〃︑祉災を妙術．がにて常めり

くして各世代も︑それぞれ枇のため人のために尽くせしこと

また︑関連・する激堆のⅡ蝿盗棚卿打碑の進準ｖに瀞ゲせり︒か

七代の山水岬命は兄弟峠まじくあり一も弟４脚：・郎が

多かりき心
いくきりにわい脾一

︲﹃坤人Ｌ・Ｆく

戦の腸に挑みて︑川尺特攻隊腿として倣擬に体吋たりして嶬

落させ︑我が身も殉職せしことを︑今もⅢに締り継がれて

いることを大切に思いて︑弟恐を労わり︑二︑蓮の識﹄川本

：一兜三郎過柚雄﹂を獅纂して︑弟紺のため︑川に残せしこと

さるにても︑新町において山本家の墓を兇守る人も探しに

も︑勝り多き家なるが故なり轡

くく︑今は跡継ぎたるＴ葉の野川に肺まいする川本祓疑のル

19

おやがみたち

先祖神等には︑懐かしき佐渡を離れることはうれたき︑寂

山本雅子等︑参来たり集い︑墓所遷座祭営み奉らんとして味

気津物︑御餓御澗種々捧げ奉りて称辞寛奉らくと申す︒

平成二十六年六月四日

諏訪神社宮司豐原久夫謙書

名前よりも︑この大着の署者としての名番の方が長く伐るであろう御

なお共著の何庭虎一は︑中国美術史の権威である．

距畔鋤緋悌降呵唾共蕃

函伽關榊伽聡艸帥如加恥如能加軸鋤叩榊叩開認知認如器腿卯叩舘諾鰡叩麓叩認帥︑聡碑認帥詫艸別榊路岬舛圏認別軸開開閉釦神路叩例罷開吋朋柚唖

諾

需鮒開銘別冊胡岫別別跨將舘記鼎詔鮒認紬盤︾

８

帥閉

認

一筋騨銘酩詑肘訪馳吋師叩珊艸叩叩舳叫肘銘別鮒削別館鵠尻帥帥別

：宋元
瀬
清書蓋名賢詳傳︾

東京剛小猫川脇胤町大冊的

丙午出版杜

︵昭和二年九月十日發行﹀内容見本

段僻幽

■館小石川西八０ｓ

後■皮京二一八０

Ⅸ京巾本邸甚台町五十三裾■

屯躯小石川一二八Ｇ

餐磐東京一五六八六昏

文求堂

2
(
）

へとと神霊を遷さんとす︒

りぬれば︑今まで墓所を護りてありし大地主大神等に感謝し

おおところぬし

しきことには候へども︑時到るまで︑しばし別るることとな
て別れを杵げ︑海山遠く隔つる土地に神霊遷して︑先祖神等

の御心平穏に静に安らけく休らえ給へと祈ぎ申さんとして︑
今日の佳き日の佳き時を選び定めて︑山本正義︑山本修巳︑

中国古書画の名著ｌ復刻Ｉ
山本修巳
ｌ山本悌二郎共著Ｉ

真野新町出身二峯山本悌二郎︑何庭虎一共著﹁宋元明清書面名賢
詐傅﹂の昭馴二年九Ｈ十Ⅱ発行の内容見本がみつかった︒発行所は
内午出版社︑文求堂である︒

奥付に総頁数二千八百余頁用紙土佐生漉特製玻璃版挿謹百五拾

枚和装全四峡拾六冊定価金六拾側術造送料金壱側八拾銭東
京築地活版製造所印刷とある︒

昭和二年の六十円は現在の金額でいくらになるか︑そのころの単
価として は 痛 い と 思 う 碗 ︾

昭和四十八年七月一一十日復刻定価余四巻二八︑○○○円京郁
され︑海外の図諜館などから注文も多かったと聞いた︒鰹林大阪の

市下京区中堂寺西寺町四思文閣発行．二万八千円で著書として復刻
W

符ら︑穴ぐらしの過

○未来を圧せられ︑澁

﹁Ｃずかな時間で滅んだ

に腐し︑須田剋太が州いた絵の風景を訪ねて旅してホーム

■︑士■士■■巳■

年ともたなかった︑

︵もと旧制熊谷中学校︶に遡った︑はるか後輩にあたる︒須

過酷な杵龍のために蝿

悲替公定霧這；

覆爆恥

縦めないところがあるのだが︑そこに詩らしい一節があった

墓の脇に案内板が〃うている一部の文字が欠落していて

い年月で死を迎えた︒

ちが働かされ︑水枠雌術といわれた

渡辺

須田剋太をめぐって︑船戸安之の水替無宿の詩について

川賜遼太郎の↓街道をゆく﹄シリーズでは︑﹁佐渡のみち﹂

Ｍ打して挿絵を描いた川家・額田剋太︵１９０６１

の取材で１９７６年に佐渡を訪れている︾
１９９０︶は︑埼Ｋ貼鴻巣巾の出身であり︑川制熊谷中学校

9

職

L割

ー

園

を卒業している︒僕は須山剋太の生家近くに住み︑熊谷高校

伸

蕊

川剋太の卵紙を低えるために結成された﹁弧川剋太研究会﹂
ペーシに整理するということもしている﹄そんな旅をすると︑

僕は熊芥尚校在学中︑

ている︒

ていて︑あとの行も脱藩し

○のところは文字が欠け

時の変化や︑領川剋太の絵の特蘭や︑いろんなことが兄えて
くるが︑佐渡では想定外の腱開があった﹈
２０１３年９Ｍに﹃街遊をゆくＬ｜の﹁佐波のみち﹂をたどっ

金の採掘場からすこし離れた山中に水替無宿の墓がある︒

わった︒

脚鍜を船一川安之先唯に教
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て佐渡命山に行った︵︾

深い坑内での休業のために柳き水をたえず汲み卜げなくて
はならないので︑柾川などから強制的につれてこられた人た

水替無宿の墓の案内板2013年9月

恭

乳

鋼

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

船戸先生が佐渡の水枠艇術の蕊に行き︑そこで竹った川什
その詩を

一宇一句正確に覚えているのではないが︑詩のリズム感とか︑

それを聞いて起きた感怖︶を覚えていたことにも驚いた︒

鋤年も痕跡を残してしまう一汽葉の力というものにも感嘆する

船戸先生の緋であることは確かめられたけれど︑詩の金文

僕は船脚先生には脚語の時間に教わったというだけで︑卒

を知りたくなる﹁︾

柴してからはまったく交渉がなかった︒尚校時代の友人に堪

穴●童ら

同級唯の姉と紬州したということを教えてくれた友人がい

た鱒僕らが高校に在学中のことで︑生徒たちがひやかすと先

生が顔を赤くしていたという︒

その川級唯を介して︑船川夫人︵Ⅲ級雌の姉︶にお会いす

ることができた︽︾３年生のときに船川先唯が担任で︑進路に

ついて州談し︑卒業後も亡くなるまで年賀状のやりとりをし

２階が書斎で︑自作が掲載された本・雑誌やその原稿が残

ていたという皮人も何行してくれて︑家を肋れた・翌

されている雪たくさんの将作があって︑こんなにも許かれて

船亦先生は︑執筆時間を確保するために︑僕らが在学した

いたのかと驚いた

間書き︑夜働く︒そのあと帰ってから浦を飲むということが

熊谷高校のあと︑︑七に近い本庄商校の定時制に鯵った州
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の詩を授業のときにきかせてくれたことがある
やい化を惜しむ哀悼の気分とかが印象に残っていて︑その案
佐渡から州ってから佐渡巾の文化財仙咄︵佐渡巾肚界遺産

話したり︑インターネットや図書館で調べてみると︑船戸先

内板の一節が︑如年前にきいた先生の詩のように思えた︒
推進課文化財室︶にメールで問い合わせると︑案内板を作っ

唯がいくつかの符伸を川版し︑１９９０年にまだ勝い弱歳で

わ琴か斡壁

塞涯なか

亡くなっていることがわかった︒

たのは佐渡観光協会相川支部とのことで︑そちらに照会して

同､制作当時の写真

えられたという案内板の制作叫時の写典が送られてきた︒

望■１

−︾︾︾一

︾雫塞︾雷

ロ士二号・

渥錨︑︲
三釣鐘が相川廼死施超

︒■ウ押喰

塁黛準︒宍聯蕊雲畳濯漁獅
轌爵零麺舅澄襄 塞琴潅雲．垂︾毒遥﹃

津琴海 ︾零戸︑︽賑・樗蒋部
畷篭三證騨
篭
垂の塞漣池から罪八百
零 爵暮菖
薬

溌雲言韓溌露本
火蕊鎚 饗 毒 澪 ︽ 霞

墨堀︑壷

一軍一唖一
季齢琴麹和琴壷肇口
︽の筆画︾萩書︑書師再奉

率垂六琴の連立垣麹内作拳
畢津睦死知塗・平︐

吟治助飽

水
水雷
琴人
八塁霧這︾ の 墓

﹁わずかな時間で滅んだ荊ら穴ぐらしの過
九年ともたなかった︑

去︑未来を圧せられ︑

︵詩人︑船戸安之氏︶

命の散雌か・・・﹂

水

議雲
霊
一

̲瞳．隼

と︑はっきり船爪先生の
名が記されていた︒

扣年前にきいた恩師の

詩に出会ったことに感動
したり

また︑服碓な・言蟠でな

くても︑詩︵の調子や︑

辱 ＝

ざ

あり︑健康を害したようだ︒たくさん書いたが︑書くことに

江戸︒／の縦文字︒

それでも／江戸っ子／なんだ︒／と誇示した︒

していたのだが︑探しはじめて数分で︑同行していた友人が

乃らは／この雪を／水の音と／聞くか︒

雪よ・

削ろうと試るな︒

﹁あった﹂と見つけだしてくれた︒自作が掲載された雑誌に

一月二日というに／祝ってくれる人／とてない

汲んでも／汲みつくせなかった／水の音と．

目的の詩を探しだすには時間がかかるかもしれないと予想

殉じたという印象がある

すかった︒

廃道の墓︒

佐渡相川にて

の口調で︑目をしばたかせながらこの詩について語る姿が︑

船戸先生が︑滑らかとはいえない︑ブッブッと途切れがち

きた︒

間に聞いたのは﹁そうだ︑この詩だ！﹂という思いがわいて

薄い雑誌に印刷された文字を追いながら︑高校の国語の時

︵原文では／も改行︶

死してなお︒／怨念にひしがれて／ふるえ／立つ︒

これからも／あるまい︒

は︑表紙に作砧のタイトルを鉛筆書きしてあるので見つけや
１９６６年刊の﹁武蔵文芸﹂第２号に水替無宿の詩が掲載
されていた︒

水替無宿の墓

雪よ・

笹の葉／にも／石／にも
風ある向きにだけ／積もっては／消える︒
松太二十一歳
仙之肋二十九歳
金八二十二歳

今読んでも︑いい詩だと思う︒国語の時間に自作をいくつ

リアルによみがえってくるようだ︒

い︑また思い入れが深い詩だったのだろう︒

も披露したという記憶はないから︑先生にとっても評価が高

わずかな時間で／滅んだ／許ら／穴ぐらしの過去︒
積もること知らぬ／雪よ・

未来を圧せられ／五年と持たなかった／命の散華か︒

23

に迎えられ︑佐波を案内された︒

た高台にあるホテルからの般色のようなのだが︑ホテルは解

21

僕が佐渡で船凧先唯の簡に︑いわば川会したのは︑

２０１３年９川のことだった︒

そのとき須川剋太が描いた地点をめぐっていて︑どこかわ

からない絵がいくつかあった︒帰ってから山本修巳さんにお

尋ねするｒ紙を離しｌげたところ︑純身な返聯をいただき︑

脚度現地を確かめるために２０１４作の５川にお伺いした︲

山本邸で︑剛馬遼太郎や須田剋上が肥帳した芳名録などを押

見したあと︑案内していただいて真野を歩いた︾

恋が洲の一部が埋め立てられ︑鉱田剋太の絵にある桟橋が
なくなっている

佐渡市の図涛館には船↓脾先唯の涛誉を検索すると２冊所蔵

という看板だけ残っていた︵・

体され︑高台からおりたところの道に﹁佐渡一三ｌホテル﹂

典岬湾を商い地点から兄おろして附いた絵があり︑油まっ

ンネームの船川鏡蛎︵ふなどあきまさ︶耕寅ホー・ピュッ．乞

副馬遼太郎も﹃街逆をゆく腱の文章に︑恋が減の美しさや︑

ホテルのことなど沸いているが︑瓜餓が柵かれたビシュアル

前︑︑山本修ｕさんには船川先唯のことについてもお紺しし

が沸いた小説がのった本をたまたま兄つけた﹂とのこと翻

あり︑﹃きのう別のことで資料を探しているとき︑船戸さん

その夜︑真野の橘に泊まった轍翌朝︑山本さんから電話が

から︑佐渡の図井館に２冊所戯されているのも小胆縦といえ

將作が多いとはいえ︑余脚に広く知られた作家とはいえない

されている︒︵﹁１冊は船戸安之普﹃勝海舟﹄︐もう１冊はペ

の観光協会の案内板につかわれたのか︑小思熊な城がする鶏

﹁水枠雌桁の蝿﹂が掲赦された﹁武蔵文裟﹂は︑埼服雌北
部の川人が寄柚するローカルな文典誌で︑その腓がなぜ佐波

船戸安之i･水替無宿の蟇￨掲載の
｢武蔵文芸｣第2号1966年刊

な絵は︑もっと直接に時間の経過をうったえてくる︒

、／

る︒佐渡の文芸家と何かしら交流があったのかもしれない︒

／
､
、

１９７６年の一街道をゆく卜の取材のとき︑川賜遼太郎一
行を膝史家の山本修之肋さんと山本修ｕさん親ｆが佐渡窄港

◇

たのだが︑とくに承知されていることはないとのことだった︒

ところがその日︑そのあと︑たまたま﹁船戸安之﹂の名にい
きあたったのだった︒

佐渡で先輩の画家が描き︑恩師の作家が書いたものにふれ

てしまった層

て︑懐かしい思い州と新鮮な発見が同時にあった︒

﹇参考﹈

再度山本邸に伺うと︑その本は︑﹁歴史読本﹂の１９７５

年８月号で︑船戸安之耕﹁佐渡小比叡騒動︵さどこびえいそ

︵埼玉県鴻巣市在住弧剛剋太研究会珊半︶

﹃領田剋太の旅﹂三ｓを君君君．言盲愚・８日︑

﹃武蔵文芸﹂第２号神田書店１９６６

山本修巳編佐渡郷土文化の会２００２

﹃佐渡山本家来訪人名録﹂

川馬遼太郎／″文須旧剋太／画棚日新聞社１９７８

﹃街道をゆくい﹂

この本じたいがちょっとした発兇だったが︑さらに驚かさ

うどう︶﹄が掲載されている︒

﹁佐渡小比叡騒動船戸安之﹂とメモしてある︒

れたのは︑山本修之助氏の付茎が入っていたこと§

歴史家である修之助氏が︑佐渡の歴史に関わる小説という
ことでチェックされていたようだ︒

山本邸を訪れたことと︑船戸先生の詩に佐渡で出会ったこ
ととは別のことだったのだが︑ささやかながら線がつながっ

﹄６■０■■︲８Ⅱ１０

あって司馬凌海旧居跡の色紙をいただき︑︑王宰の﹁佐渡
郷士文化
化﹂
﹂表
表紙
紙へ
への
の了
了承を得た︒また︑昭和丘十四年九
月四Ｈ︵火︶〜九︵Ｈ︶

の﹁須田剋太油絵展﹂
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までの日本橋三越六
階美術特選画廊会場

だいた︒

のカラーカタログを
送ってもらった︒生
前親しくさせていた

宇自宝の凡小牛車吟瓜田面領■，頃脾里ル

須田剋太氏について山本修巳
可馬遼太郎氏は﹁街道をゆく﹂と朝Ｈ新聞連戦小説
﹁胡蝶の夢﹂︵副Ｅ人公佐渡出身司馬凌海−作品では島倉
伊之助︶執筆のため︑昭和五十一年十月十七日に来島し
卜八日に拙宅に来訪︑十九日に離島した︒一行は司馬氏
の夫人みどり︑秘書の神木淑子︑﹁街道をゆく﹂の挿絵
担当の緬川剋太︑記者橋本申一︑﹁胡蝶の夢﹂の記者柴
山哲也︑挿絵担当芝田米三の各氏であった︒十八日は一
行は拙宅に来訪︑署名された︒私は須田剋太氏とは気が

側郷士

佐渡残雪
へ登らむと来て︒

︿おけさ丸﹀

両津港に近づけば鴎群れ飛び山は残雪

佐渡に来て︿いさり火﹀食堂の焼魚定食を食ふものも言はずに
をねばけいこく
斑雪青あ粘
渓谷登り行くに白根葵やかたくりの花

金北山縦走せむと友と来て雨にたたられ朱鷺を見に行く

余坑は掘り尽くしたるも奥深く燈つらね客を誘ふ
じ人せん

三十二︑午後︑真野新町の佐渡郷士史家にして俳人の山本修巳氏﹁椎川草懲﹂を訪ふｃ

街道に面して褐ぐる木額は﹁荏川草堂﹂漏落の書

邦彦
村

平成廿六年五月十九日︑山河紡總会の仲間とともに夜行バスにて京都を出発︑佐渡の山

杉
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玄関に一足入れば天井より奉行の古駕籠吊るされてをり
せいこあう

計らずも秋艸道人揮毫せし﹁静古瘻﹂なる扁額に逢ふ
寄せ書きの畔風の書画をたどりつつ佐渡に集ひし雅客を偲ぶ
山本悌二郎と有田八郎の産湯を浴びし井戸が︑山本氏の隣家︑一色氏邸の後苑にあり﹂

杉村邦彦氏は︑昭和十四年のお生まれ︒京邪大学大学院文
学研究科東洋史学専攻博士課程修了︒現在は︑京都教育大学
名誉教授︑澄懐堂美術館学術顧問︒﹁書論﹂誌主幹口書学書

杉村邦彦氏簡介山本修巳

誹伝﹂は輔鮮動洛群として誉まれが高く︑つとに中同の著
名な画家傅抱石によって中国語に抄訳され︑昭和四十八年

﹁佐渡残雪﹂十首である︒

悌二郎・八郎兄弟も浴びしといふ産湯の井戸に映る白雲

法史の権威で︑﹁書学叢考﹂︑﹁中国書法史を学ぶ人のために﹂

れている例は︑極めて少ない︒名古屋方面へ御出向きの方は︑

佐渡出身者で︑自ら蒐集した中国古書画専門の美術館を
持ち︑しかもその著書が国内外の研究者からも高く評価さ

ぜひ参観して頂きたい︒

※連絡先︾〒Ⅷｌ岬一↑竜県四日市市鵜の森一

一九

澄懐堂美術館ＴＥＬ ○五九−三五四−四七五五
ＦＡＸ四○五九−三五三−六○九○

一

近鉄特急で四日市まで足を伸ばし︑駅前の澄懐堂美術館を

には京都の思文閣から復刻出版されたという︒

杉村氏によると︑山本悌二郎・紀成虎一著凧減書画名賢

人の人と書について﹂︑﹁内藤湖南と山本二峯﹂︵﹁鶚林談叢乞

等著書多数︒新潟大学へも出講されたことがあり︑﹁秋艸道
など新潟に関わる論著もある︒特に後者は︑二峯山本悌二郎
が蒐集し︑三重県四日市市の澄懐堂美術館の収蔵する中国古
書画の由来や性格などについて詳しく論及されている︒

今年︵平成二十六年︶五月二十二日拙宅へ来訪され︑家
伝の遺墨資料を御月にかけた時に詠まれたのが︑右の短歌
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■■．﹂Ｉ部

中氏の持論であったが︑その寺額がないことは決定的に阿仏房妙宣

寺の存在した場所でないということになる︵詳細後述︶︒また︑阿

まえがき

Ⅱ黒町がⅡ蓮の配所だった証拠はあるだろうか︒Ⅱ媒町がⅡ雌配

原﹂はＨ黒町からで︑また︑追放先は新保であるという説明である︒

に﹁塚の腰﹂の地名があることなどから︑追放された場所の﹁塚

しかし︑﹁塚﹂の付く地格は佐渡では枚挙にいとまがないほどあり︑

仏房の追放された時のことに閲していうと︑阿仏房の在家は︑照町

て碁え出された説であるが︑波多に勝たのは本間打綱の一時期だけ

舩拠にはなり得ない︒また︑新保に守領があるのは日蓮が赦された

そのうえ国府︵府中︶の所在地でもあったということが前提になっ
で︑父の泰定も曾祖父の宗忠も系図﹁中興阿蓮寺系図﹂﹁本間左右

所だと考える根底になっているのは︑波多︵ド畑︶に守護所があり︑

治家系図﹂などにはっきり﹁住雑太﹂と記してある︵雑太Ⅱ竹田Ⅱ

に蹄ってかあるいはｒ係たちによって阿仏坊元雁敷の場所に寺伽が

時︑阿仏房もＨ蓮と一緒に赦されてｎ曲の身になり︑出身地の新保

開発されて成立したというが︑阿仏房の帰新については全く根拠が

同府︶︒佐渡の本間系図が混乱していることは定評のあるところだ
が﹁下国府坊﹂で︑その所有する田地の所在地名に﹁下国府﹂と記

が︒波多が凶府︵府中︶であったという説についても肚嘩がの別名

なく︑従来の通説の逆を述べているに過ぎない

私は阿仏房が追放されたことは︑Ⅱ蓮向身が消息に昔いているこ

され︑寺伝でも昔下畑︵波多︶に世尊寺があったと伝えることから

とであるから否定州来ないことと号える︒そこで思い出されるのは︑

下畑︵波多︶凶府説が生まれた︒しかし︑ド倒府坊は地椚でなく所
有荷の別名がド国府坊︵世隙寺︶という名称の誤解によって唯じた

妙宣寺の縁起﹁阿仏山房縁起﹂の説である□

かれたたいへん優文の縁起︵約言七○○字︶で︑末尾に﹁Ⅱ打諏誌

この縁起は宝永八年二七二︶妙宣寺二三世Ⅱ宥によって書

にちゅう

説である︒この二つの前提に立って下畑に近い目黒町に阿仏坊の在

れるしかし︑何よりも理解に牌しむのは︑江而期のⅡ黒町には妙

家があったり︑ｎ通の塚原配所があったという説が出来たと考えら

で調べて記述している︒過去帳についても開山の阿仏房と二枇日満

印﹂とあるが︑よく寺の記録類・縁起・過去帳や宗門関係の記録ま

をのぞき三川〜一弐世までと一派世日典︵根本寺開基の日典とは別

宣寺の三ヶ一の除地︵寺領の種で免税地︶が皆無であることであ
の寺の寺航︵三ヶ一除地︶があった場所を探せばよいというのが川

る︒寺が移転した場合その寺の元あった場所︵寺地︶を探すにはそ

1
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究﹂︶・史家の中には縁起を軽視する傾向が自分を含めてあるのだが︑

正降はその正確さを褒めているほどである︵﹁日蓮聖人佐渡霊蹟研

人︶は法名と命Ⅱだけでそれ以外に記繋は全く記されていない︒橘

と思われる

申﹂す場所が正しい方角に当たっており︑合沢がよいのではないか

一二八二二に出る﹁六郎左衛門尉が後見の家より﹁北﹂に塚原と

る疑問が払拭できず︑一日蓮消息﹂︵﹁波木丼殿御書﹂︵弘安五年

︵八瀬が平︶の地名は広大な合沢台地全域の別称で︑雑太︵竹川城︶

で佐渡博物館の前学芸員羽堆令吉氏の説明腱よると﹁やせのはか﹂

なお合沢台地は台地全体が竹田地内に属し合沢の出身

骨子となる重要なことが含まれている場合が性々にあることも事実
だ︒﹁寺社境内案内帳﹄や﹁佐渡名勝志﹂﹃佐渡志﹂など妙宣寺につ

妙宣寺に伝わる歴史の中でこの寺がどういう動きをしてきたかを

︵住一

殊に羽生甚五右衛門家から北西の方角に下った県道南線に近い辺

合沢の塚原所在地説

押力が感じられるｃ

文献だけでなく考古学との両面からの追跡による決め方により脱

城の東方に位間する

いての歴史書の骨子は必ずこの冊宥の縁起を骨子として使っている︒
述べている部分を記すと次の通りである︒
︵上略︶︵三仙Ⅱ満の代についてのところ︶迩雌王山妙両寺は阿

仏房Ⅱ得聖人すみ給ふ所をあらためずして寺となし給へ
こおりかりやく

ば︑もとは維火の郡断保村のうちにありしを濡暦年

りに︑現在は戦後の基盤整備事業で耕地整理され︑合沢台地全域が

二九︶に本間山城の人道ことの便により

て同じき維太の郡竹円村にひきうつしぬゞ竹田村は本間

中二三二六

整理田になっている︒バス道路南線から合沢へ入る入ｎの角にあ

一三心

人道その比の居城たり︵ド略︶

メートルくらい入った水川地帝の地字名に﹁寺の越﹂﹁やせの墓﹂︑

る志和材木店から南へ約三○○メートルの地点から西へ約五○○

やすのぶ

これによると日野資朝が佐渡配流になった正中の変︵正中元年

昭和八十Ｗ

竹田字合沢三八庇川−二と隣接の水川三流流派僻地の地中から伝世

年二九七九︶前記基雛幣術鞭災の岬︑速膝モン氏所有の水川人字

﹁公方川﹂︑﹁手なしぼとけ﹂等の地字の場所がある

くぼうでん

一三二四︸の頃雑太城主︵本間惣領家泰宣︶の命によって雑太︵竹

ごうざわひら

カハカとも言う︶で︑妙宣寺の三ヶ一寺瓠のある合沢地内の北両部

田︶に移転した︺この場所は竹田の内合沢台地のヤセガ平︵ヤセ
である︒更にのち︑そこから雑太城ニノ城に移り︑その後さらに天

︵米銭一二〜一三世紀︶一八八枚︵真野公民館に保存︶︑墓などの

石造物が多数出ｔした︒出上品は真野公民館に保存されている︽︾︵羽

仙と見られる須恵器隆頚瓶など平安後期から鎌倉期の上器・占銭

生令占氏談︶なお︑この﹁寺の越一等の地名のある場所は﹁真野村

七︵十八︶年現在地の雑太本間の脈城跡に入ったとされる︒

腸在家の近く︑現在の妙満寺の付近に﹁願内﹂という地名がある

誌﹂や﹁畑野村誌﹂で足利尊氏が暦応二年二三三九︶各国に命じ

正

が︑そこは唇古学の発掘調侮で適当と見なされず︑安囚寺の移転

Ⅱ雌は川巾氏の若禅﹁Ⅱ蓮と佐渡﹂によればⅡ蝋町にある阿仏

説含真野村志﹂大正十一年︑﹁畑野村志﹂大正十五年など︶によ
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﹁日蓮遺文﹂には配所塚原に関する重要な記述が多く記されてい

﹇二﹁うしろみ﹂︵﹁後見﹂︶について

る︒最初に入った塚原の住居である三味堂の様子やそこでの日蓮の

て建立された安国寺が所在したと伝えられている竹田地内合沢の羽

氏︵日本考古学会々員千種遺跡その他島内多くの遺跡の発掘調査を

烏内外の弟子たちとの交流の様子などである︒しかし︑文永八年

生甚五衛門の屋敷からは数百メートル北へ下った場所で︑本間嘉晴

︵一二七二十一Ⅱ一Ⅱに入った三昧堂のある塚原の場所について

生活や布教活動︑佐渡での最初の檀越である阿仏房千日尼夫妻や

︑水仁六年︵一三九八︶佐渡配流に処せられた戚極爲兼が在島五年

の記述は殆んどないといえる︒あったとしても具体性に乏しく︑現

国府人道や日蓮を領った守護代本間重連︑その他日蓮に帰依した

中の某年﹁九月十三Ⅱ夜畑︵誰波多Ⅱ現在の下畑︶といふ所へ人々

在の人に分かるような記述でない︒当時﹁塚原﹂といえばⅡ蓮の配

東﹂二Ⅱ蓮と京極馬兼﹂︶の場所とほぼ一致する︒

忍びてまかり侍るによめる﹂と前昔きして二首の歌を詠んでいる︒

行なう︶の言う﹁二の城︵前記竹田城︶の東北やせがひら丘陵の北

当時鎌倉末期の波多が波多郷の中心で人家が集まり︑文化の中心で

所として知らなかった人はいなかっただろう︒当のⅡ蓮も﹁塚原﹂

いくつかあるけれども整理すると大別して三つの記録で︑次にあげ

﹁日蓮遺文﹂にのこる具体性のない塚原の場所のわずかな記録は

の場所がどこかなど詳細を書く必要などなかっただろう︒

︒︒

あったことを思わせる︒

なお波多︵下畑︶から目黒町を眺望した時の景観が︑︑蓮消息の

るものであるｃ

景観と一致するという説明は︑同様なことは竹田台地・合沢台地上
から国中平野を傭撤すれば多くの場所で眺望することが出来る︒も
た感じがする︒二︑三遺文を示すと次の通りで︑目黙町が人家が集っ
はるか

︵て︶

十一月一日に六郎左衛門

︵キ︶ＯＣＣ︒︒

より北に塚原と申て︑洛陽の蓮台野の様に死人を送る三

︒０．︒︒Ｏ︵・ン︶

︵上略︶十月十日︵註文永八年︶相模同依智︵神奈川県︶を立て
︵キ︶ｏＯＣＯＤｏｏｏｏＣＯ◎Ｏ
同二十八日佐渡国へ著ぬ︒本間六郎左衛門尉が後兄の家

口波木井殿御書︵弘安五年一二八二於身延︶

えち︵子︶

の悪知識のⅢ蓮房この側にながされたり

台野のやうに︵中略︶間ふる阿弥陀仏の大怨敵一切衆生

が家のうしろ塚原と申す山野の中に洛陽︵註京都︶の蓮

︵上略︶十月二十八Ⅱに佐渡岡に着ぬ
︒︒○○○◎ロＯ

Ｈ種々御振舞御書︵建治元年一二七五於身延︶

し塚原がＨ黒町だとすると︑Ⅱ蓮消息に書かれた景観と随分異なっ
た村・眼であるのと対照的である︒
かのところ

の中間につかはらと申す御三味所あり︑彼処に一間川方の堂あ

①︵上略︶佐渡の岡にありし時は皿より遥にへだたれる野と山と

宇凡シつ

り︒︵下略︶二妙法比丘尼御返事ご

②︵下略︶十月卜日に相模の依智を立ちて︑同じき二十八Ⅱ佐渡
︵き︶うしろみ

へ著ぬ︑本間六郎左衛門が後見の家より北に塚原と申して蓮

︵狐︶︵き︶

台野︵註京都北区の地名︑墓地として有名︶の様に死人を捨送

る三味原ののべにかきもなき草堂に著ぬ︒二法蓮妙こ
すみか
③栖にはおばなかるかやおいしげる野中︵﹁法蓮紗﹂︶
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昧堂ののべに︵下略︶

︑の塚原宗論のとき︑重連の家族の者が参会していることも記して

ときすけ

いる噂そしてⅡ蓮が宗諭が終って帰途につく亜連を呼びとめて︑い

つ鎌倉へのぼるのか﹁只今いぐさ︵北条時輔の乱︑時宗の義弟六

波羅探題︶があるというのに急いで行って手柄を立て恩賞をいただ

ｏ

︵上略︶佐渡因にありし時は里より遥にへだたれる野と山との
◎︒︒ロ︒００○◎⑥○︒◎○
中間につかはらと申す御三昧所あり︵下略︶

いぐさに相模の同で尚名なあなたがいぐさにはずれては恥であろう

と答えた︒するとⅡ蓮は﹁冊舎で川を作っておおやけの大蛎である

ｏｏｏはるか︒◎Ｃｏｏ◎︒︒︒︒︒

日妙法尼御前御返事︵弘安元年一二七八於身延︶

日は㈲︑口とちがって﹁塚脈﹂の場所は﹁蝋より遠く離れている野
これに対して㈲と口は﹁塚原﹂の場所についての貴重な記述であ

に﹂と言っている︽﹄これによって守護代の重連は春や秋の農繁期や

かないのか﹂と尋ねたところ敢連は﹁下人共に農せさせて七川ころ﹂

と山の中間にあると述べているだけで意味は文章通りである︵︾

のこともあったわけで︑それについての対応策として一族の汁か家

年貢収納時期にだけ来島していることが知られる︒つまり重連不在

以上のように﹁後見﹂﹁うしろみ﹂は諸書によって二通りに解釈

胴を﹁後身﹂として常駐させていたと推察される︒

るがそれについて二通りの解釈があって︑﹁後見﹂︵﹁うしろみ﹂と

れども訓みは同じく﹁うしろみ﹂で︑懲味については﹁後方に兇え

よ

する﹁日蓮遺文一の刊本もある︒︶は漢字と仮名のちがいはあるけ
る﹂と﹁後見人﹂という意味の二通りに意味が分かれて︑それによっ

幸いなことに︑Ｈ蓮寂後一○○

日の恐み明けの後に大老僧︵Ⅱ通が寂する前に後班をしたＨ昭以下

の身延大火で焼失して現存しない

がわかれる︒残念なことに﹁種々御振舞御言﹂は明治八年二八七五︶

六人の高弟︑Ｈ昭．Ⅱ期・日興．ｎ向・日頂．Ⅲ持︶が連署して広

﹁日蓮と佐渡﹂の著若田中氏は﹁後方に見える﹂と解釈して︑﹁六

て﹁塚原配所﹂の場所︵位置︶が異なることになる︒

郎左衛門の家のうしろ﹂とする︒ところがどの古語辞典あるいは国

く弟子・檀越に呼びかけて宗祖の遺蹟の提出を求めた︒それが契機

になって今日数百におよぶ彪大な﹁Ⅱ蓮遺文﹂が伝存している

ない︒簡単すぎて載せる必要がないためであろうゞそこで例えば﹁広

辞苑﹂で﹁うしろみ﹂を引くと︑﹁かげにいて︑人の世話をし︑助

た遺臓を﹁録内灘﹂︑一周瞳以後漸次集まった二丘九篇の遺蹟を﹁録

周忌咄Ⅱ︵弘安五年一二八二︶染まった一川汎繍を︽巻に仕立て

語辞典・漢祁辞典も﹁後に見える﹂という意味にとる辞書は一つも

けること笹また︑そうする人︒うしろだて︑こうけん﹂とある︒日

一

蓮関係の著評のなかには﹁Ⅱ蓮と佐渡﹂と同じ解釈の人もいるけれ

で総本山久遠寺に存在したが大火で焼失し︑鎌倉未から明治までの

外誉﹂と呼んでいる轡﹁種々御振舞御書﹂は録内書で︑明治八年ま

間に写本されたその中にＨ﹁六郎左衛門が家のうしろ塚原﹂とされ

ども︑この文ではどちらがよいかというと︑単に後の方というより
しかも自分は本領の相模同依智郷の地頭で佐渡に常駐しているので

た﹁椰々御振辨御抑﹂が身延山久遠寺に納められたのであろう︒他

守護代の本間重連は守護北条宣時の代官としての職責をもっており︑
はないことをＨ蓮は汕恩の中で書いており︑また文永九年一月十六
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︵ノ﹀じょ・ワ

こともある轡本諜で﹁守護所﹂﹁屯述の鮪﹂﹁塚原配所﹂などの

には立ち入らない︒どちらにしても︑矛屑を生じないという

︵もン︶

に塚原と申て﹂とＨと異なる記述がある□

からだ︒

場所を検討していく上で︑決定的な婆素としては採用しない

方﹁波水井殿御召﹂に口の﹁本間六郎左術門尉が後兄の家より北
いと口のどちらを用いるかは編著者︵出版社︶によって区々であ

と言っていることは︑この問題は﹁塚原配所﹂を考えるうえで考慮

る︒㈲を採る方は日蓮宗総本山所蔵である点を重視したと思われる
が︑それに対して︑口を採川した方は㈲よりも口の方が詳細に記し

する必要はないというのである︒

しかし︑﹁塚原配所﹂を調べる場合﹁Ⅱ蓮遺文﹂にはこの二つの

ている点を重視したのであると考える︒㈲は久遠寺で発行したもの

記述以外には適当する記述がないのである︒﹁うしろみ︵後見︶の

であり口はＨ蓮が重要な檀越である波木井常長に宛てた消息である

常長は日蓮が身延に隠棲したとき十間四方の堂を建てて寄進し︑或

の家より北の〃に﹂のいずれの意味を選ぶかで恵味がちがい︑どち

らに解釈するかでその位憧は変わってくる︒いの﹁家より﹂の﹁よ

家﹂は︑﹁家のうしろ﹂と﹁後見人︵重連の代理の守護業務の担当者︶

一日蓮遺文﹂の刊本にはＨ蓮配所について喧喫な記述である﹁樋々

り﹂の解釈のちがいが誤っている︒なぜなら口には﹁後見の家より

は六老僧を手厚く外護し︑身延の近郷波水井の人で広大な寺地を寄

御振舞御書﹂の記述について編集者︵出版社︶によって大別して前

から○○へ﹀の﹁から﹂ではない︒

北に﹂とあって移動を意味する﹁から﹂ではないのである

進した宗祖の大職人である

記Ｈ・口があって︑創価学会版などは身延山久遠寺に伝わる写本を

ずい分早い頃のことだが昭和五十年であったと恩う㈹勤務校の佐

︿○○

採り︑他〃立正大学Ⅱ雌教学研究所刊行本言昭和定本Ⅱ蓮聖人遺
文乞は︑前記口の波木昨殿御替の記蛎を採用したのである︒その

に建てられた控所と呼ばれ︑第二体育館として使われていた

渡高校はその頃校舎改築で本館・一階の図苦館は明治二十九年創立時

図

方がＨよりも事実にちかくｆしいと考えたのであろう病︾㈲は電連の

設けてそこに入れられていた︺創立八十周年記念塀業で図沸館邪務

校長が集めた彪大な貰菰書籍﹁八Ⅲ文庫﹂も事務室の中に中二階を

書館は生徒玄関が付設されていたその建物に移され︑二代・八田三喜

ひかえじょ

家の後方で近所の印象を受けるし︑口は軍連の家から距離が遠い印
象を読者に与える︒

﹁新版Ⅱ蓮と佐渡﹂で苫荷は次のように述べるⅧＨ・口の各傍

川町年寄伊磯二右衛門日記﹂の翻刻︑私は﹁佐渡高校八十年史﹂の

室の片隅に設けられた場所で田中氏は同窓会の舟崎文庫所蔵の﹁相

点︵○印︶について︑

前者㈲が︑﹁六郎左衛門の家﹂を﹁塚原﹂との位置関係を表

あるとき川中さんは私に﹁うしろみ︵後兇ことは何かと尋ねら

執筆で︑そこが仕事場になっていた︒

すだけの文であるのに対し︑後者口は単にⅡ蓮の移動の始点と
終点を表すだけの文である︒

どちらが正しいかという議論はあろうが︑本件ではこの問題
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れた︒私は﹁後見人のことだ﹂と鱒えたが︑そのときなぜ聞かれ

この長文の消息は阿仏房・千Ⅱ尼夫妻の住所についてたいへん重

助けていることを褒めたたえているのである︒

要な内容を含んでいる︒それはこの消息がこの時期の阿仏房夫妻の

たかは言われず︑あとで﹁Ｈ運配所﹂関係のことであると分かっ
た︒その頃田中さんは囚十八年初版﹁日蓮と佐渡﹂を刊行し︑昭和

阿仏房尼御前﹂とあることによって︑佐渡の国府であったことが

住所が椚息末尾の宛名抑きに﹁七川廿八ⅡⅡ蓮︿花押﹀佐渡脚府

ある︒Ⅱ蓮が甲州︵山梨県︶波水井の身延山に隠棲して五年日の弘

見ないほどの賞識の言葉を沓き送っている二阿仏房御当﹂︶

時塚原に届化していたＨ蓮は阿仏房に︑法維絲信粁として他に例を

ところが日蓮が﹁塚原﹂に入った翌文永九年の三月十三Ｈに︑当

れる人だと考えたからであった噂

亜連は阿仏房にⅡ辿の阯話とⅡ付役を行なわせるのに安心して征さ

みようしゅあるじ
依者︶で雑太郷の内の新保在住の有″な円姓名︑王︵在家の主︶で︑

話役を委任されたのは︑そのころ阿仏房はまだ念仏者︵浄土宗帰

阿仏腸が守護代本間屯連によって配所﹁塚原﹂に入ったＨ蓮の世

現在の真野町竹川である︒

明らかだからである︒﹁佐渡国府﹂は言うまでもなく雑太郷の竹田︑

︒○口◎

﹁Ⅱ蓮と阿仏房﹂の一節を苔いて︑すでに配所塚原Ⅱ黙町税を述べ

而卜四年に﹁金井町史﹂を職修していたが︑その上巻の中世の所で
ている︒私にきかれたのはきっと﹁後見﹂がＨかいかに迷っていた
長いあいだ批めていた

ことだったのだろう︒私は立正入学Ⅱ雌教学研究所が採った後兇人

からでそのことはあとで知ったのであった
魂が雌しいと考えている噂

﹇二﹈阿仏房の追放について

真野阿仏房妙宣寺に伝わるＨ蓮真蹟の数点の消息の中に︑前記阿

安元年二二七八︶七Ⅱ二十八Ｈに書いたもので︑阿仏房が千Ⅱ尼

の深さの賞讃と帥Ⅱ蓮への手厚い庇護に対する深甚の謝意が述べら

はＨ蓮の阿仏房に対する心情を吐露したもので︑阿仏房夫妻の信仰

仏房が追放されたことを記した千日尼宛てのたいへん長文の消息が

から託されて届けられた書状への返書であるゞ全文二四紙からなり︑

それ

内容は千日尼が母の阿弥陀信仰を案じて︑その悩みについての質問

れており︑多宝如来の宝燃︵挫紫羅本蝋︶を授けるから︑他兇せず

日蓮は懇切に念仏ではなく法莱経慌仰によってのみ成仏で

である

に夫妾ひそかにおがむようにと記されている︒

日蓮は前漢の初代皇帝尚祖が即位する前姉公といった時期に︑桑

ろう﹄ついでながら一言付言すると︑阿仏房妙宣寺の開山は阿仏房日得︑

卜六Ｈの塚原法諭におけるⅡ蓮を兄聞して不動のものになったのであ

の帰依が始まったのはおそらく文永八年十二〃末以前で︑覗九年正〃

阿仏房夫妻が念仏肴︵浄土宗信仰︶をやめて法華経信仰の日蓮へ

きることを教えている︒その手紙の一節に︑阿仏一腸が追放され家を

没収されたうえ科料︵罰金︶までも課せられたことが記されている
の始皇帝に命を猟われて山中に身を隠したことがあった︒そのとき

はいこう

妾の呂公が山中を探しⅢって苦難の末ついに夫の浦公を見つけて助

同じ真野町竹田の枇尊寺の開山は日蓮の高岫六老僻の一人日興である︒

みこ﹄つ

けたという中国の故事を引いて︑それに託して千日尼が夫阿仏房を
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法華経および︑蓮に対する阿仏房夫妻のつよい信仰心と供養はい
ゆいあみだぶつしょうゆぽういんしようぽう

つしか世間に知れわたり︑浄土宗信考らの憤怒は迫害となり︑念仏

がＨ蓮消息にみえ︑これらの人たちはⅡ蓮の布教活動を鎌倉へｋり

集剛の折導的立場にある唯阿弥陀仏・生愉房・印性房などの名
守護北条宣時に日蓮の佐渡からの追放を訴えている︒日蓮の布教活
動を放置できないと考えた守護北条宣時は︑数度にわたって︑﹁私
の御教時﹂︵執権の発する御教諜の許式を使って部下が発する文井︶

た／︑管︲っ

を出して︑重連に法堆経信者の取締まり強化を厳命している︒一例
をあげると次の通りである︒

法華行者値難︵の︶事
その聞あり︒所業の企て甚だ以て奇怪なり︒今より以後

﹂ざこ旬凡

︵上略︶佐渡国の流人の僻Ｈ蓮︑弟子等を引率し悪梁を企むの曲︑

かへいかい

彼の僧に随はんの輩に於いては︑炳誠︵重い罰︶を川へ

きょうみよう

よ

しむくし︒猫以て述犯せしめば︑交荊︵多人数の墹郷︶

を注進せらるべきの山候なり︒冊って執達件の如し
かんえ

沙門観恵上

︵上略︶漢土に油公︵註のちの前漢の初代皇帝高祖Ⅱ浦公は即位

はいこ丹︲

該当部分を抜粋すると次の通りである︒

前の名前︶と申せし人︑王相︵註王になる相貌︶あり
いわく︵ち︶
とて秦始皇の勅宜ドして云︑汕公打てまゐらせん荷に

彼は妻なれば︑なさけすてかたし︒此ハ後世ををぼせず

ロ︒○︒︒︒︒口

○

︒

呂公と申せし人こそ︑山中を報ねて時時命をたすけしが︑

ろこう

り︒此の時命すでにをわりぬくかりしに︑汕公の妻

して︑山に入りて七日二七日二川︑︶なんど有しな

︵り︶

は不次の賞を行うべし︒油公は里中にハ隠れがたく

かこ

Ｏロ︒︒ロ︒ＣＯＣＯ︒︵い︶︒

︵おわ︶ｃ・・・・︒︒︒︒︵遡︶
ハ︑なにしにかくハをハすべき 又其の故に或ハ所をを
︒︒○◎︒Ｏ○○︒○○○口◎︒︒︒︒︒︒○Ｏ○○○
い或ハくわれう︵科料︶をひき︑或ハ宅をとられなんど

せしに︑ついにとをらせ給ぬ︵ド略︶．

難解な部分があるので﹁此ハ後世﹂以下の訳文︵存秋社﹁Ｈ辿聖

︵註前漢の高祖の妻呂公の故事を引いて阿仏房の妻千日尼の夫

人全集﹂館四巻信仰の原文対照訳文︶を引川すると次の通りである

阿仏房への献身的な援助について述べている︶

のように尽くしてくれることができようかｃまたそのためにあ

文永十年十二月七Ｈ

観恵は守護北条宣時の法名で︑日蓮が弟子を率いて布教活動をし

るいは住む所を追われ︑あるいは科料に処せられ︑あるいは住

今あなたの場合は後阯のことを忠わなかったならば︑なんでこ
ている者を厳罰に処するというので︑以前同じ念仏者であった阿仏

がえさなかった画

居をとり上げられたりしたが︑ついにわが愈を通して心をひる

︑蓮は佐渡在励当時のことを川想して︑もとは念仏者だった夫阿

０００○○○○

房の妻千日尼が︑夜中に人Ⅱを忍んで肱たび食事を入れた柵を夫に

︒︒□ＣＯ００

背負わせて塚原の日蓮に届ける．遠路である新保からとするか側黒
町とするか意見の分かれるところであるが︑阿仏房の在家が後稀に
あったとする証拠はない︒全文二叫紙にわたる極めて長文の消息の
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時輔が時宗を除こうとして京・鎌倉で挙兵したのである︒事件はす

佐渡を発った︒八代執権北条時宗の義弟で京都六波羅探題の北条

ときむね

仏房が法唯行荷になりＨ蓮に帰依したために念仏者や他宗派の迫害

ぐに鎮圧され︑時輔は誹せられた︒Ｈ蓮が﹁立正安国論﹂で予言し

を受け︑妻の千日尼も困苦がたえなかったけれども志をまげずに夫
を助け︑阿仏房は初心を貫くことが出来たと︑千日尼の献身的な夫

た法華経の信仰以外の諸宗を禁止しないと︑外回の侵攻を受け︵他

の入る厳寒の季節で︑天井は板間合わず︑壁はあばらで雪が吹き込

阿仏房が塚原で過ごしたうちの約五か月は旧暦の十一︑十二︑一川

中と布教活動に神経をとがらせていたゞ軍勢を率いて鎌倉へのぼっ

蓮の予言の的中であると世上に受けとられ︑聯府はＨ蓮の予言の的

前脅は文永八年の蒙古使節の来朝の降伏要求︑後将の時輔の乱はⅡ

則優退難︶︑岡内では内乱が起こる︵間界叛逆雌︶と予言したが︑

しんぴつ

への援助を褒めたたえているのである

み︑床には一枚の畳・むしろもなく︑夜は蓑を満て寒さをしのぎ︑
ぐことが出来た︒三昧堂に仏はなく排仏を祀って法娠経を翻し︑魑

た本間砿連に佐渡国守護北条宣時は面談したことが推測され︑先述

みの

食料は乏しく阿仏房がたびたび柵を負って連ぶ食輔によって命を繋

の宣時の﹁私の御教書﹂が発せられたのもこれが一因であったと考

阿仏房の追放は以上のような島内外の状況から︑守護・守護代の

えられる

Ⅱを咄えておつとめをする盧

阿仏房夫葵は翌年正月十六Ⅱの塚原宗論で念仏者と闘わせた日蓮
の気晩と確信に満ちた法華経の教理の説明︑︑水年の研讃で積まれた

あった︒﹁日蓮と佐波﹂の﹁追放﹂という言葉は﹁Ⅱ蓮遺文﹂の﹁所

を追われ﹂という表現と同じ意味で使われているが︑Ｈ迩流の言い

日蓮の布教活動抑制策の一環として重連によって実行されたので

であったｃ千日尼が塚原の草庵に念仏者らの厳しい監視の目をかい

まわしのせいか間さを感じさせない︒しかし咄所からの追放・科料．

該博な知識と驚くべき記憶力︑そして平生の布教活動における積極

その日蓮への供養の

的な行動力︑こうした日蓮の姿をみ︑教説を聞いて共感を覚えたの
くぐって阿仏房に食事の棚を負わせて届ける

﹁所を追う﹂ということは︑阿仏房は流人ではなく流人の扱いを

在家︵住届︶の没収をみれば明かに厳罰を課した処個であったⅨ

すらむ︒只悲母の佐波の国に唯まれかわりて布るか﹂︵﹁千Ⅱ尼御前

誠についてⅡ蓮は﹁夜中に度々御わたりありし事︑いつの枇にかわ

内で行った処置であった︒阿仏房の在家がある行政区域︵郷・保な

されたわけではない︾﹄この追放はいわば守護代本間直連の判断で島

﹁阿仏房御諜﹂と言い︑﹁ｒＨ尼御前御返事﹂と言い︑底なしに透

ど︶から他の郷保に移す措置であったｃＨ蓮が最初に入った配所塚

御返事ごと澗息に沸いている︒
徹した阿仏房夫愛のⅡ蓮への供髭と帰依は念仏音らの怨恨をつのら

原から僅か五か川で一谷に移されたのとはわけが違うのである︒

文永九年正月十六日の塚原法論から一か月後の二月十八日鎌倉か

の郷保へ移転しなければならない︒考えぬいた末に阿仏房は二つの

﹁所を追われ﹂た阿仏房は新保阿仏房元屋敷が属する郷を出て他

いちのぎわ

せずにはおかなかった︒

ら軍勢催促の報せが入り︑本間重連は迎えの早船で一族郎党を率て
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条件を満たす郷へ転居することを選んだのである︒その一つは帥︑

連の館は守護所に近接していた筈でその場所は現在の地名は﹁下

の家があり︑熊野神社の近くに﹁塚の腰﹂の地名の川地があるゞ砿

大道﹂と呼ばれる一直線の大道が現存する︒大体以上が目黒町配所

中
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しも

蓮の配所になるべく近いこと︑他の一つは親しい人物がいる所︵郷︶

畑﹂であるが中世には佐渡国府の所在地でＨ黒町と下畑の間に﹁横

ぱた

であることであったｃこの二つの条件を満たす所が竹田︵雑太郷︶

皮多︶郷

真野・畑野史跡概念図心

斌店

国府

合沢(八瀬ケ平)台地上の｢やせのはか｣と雑太郷(竹田･国府)と波多郷の中心
下畑(波多)の周辺を示している。

だったのである州︾移転先を決めるのは阿仏房自身であった︒

先述したことであるが謎を解くために改めて読み直してみよう︒

敷印窪の

﹁Ｈ蓮と佐渡﹂﹁第三章阿仏房﹂﹁佐渡倒阿仏房の謎﹂で川中氏はこ
う記している︒

﹁日蓮は弘安元年二二七八︶七Ⅱ二十八Ⅱの消息の中で︑脚

︒︒︒ＯＣ◎

府の入道だけでなく︑阿仏房のことも﹁側府阿仏房﹂︵﹁ＦＨ尼
口□○ロ︒○口ＣＯ○○ロ︒Ｏ
御前御返事﹂︶と呼んでいる︒畑野町目黒町の在家を追われ新

保にいるはずの阿仏房が︑どうしてここで﹁倒府阿仏房﹂と呼
は︑日蓮の遺文に裏づけられているから︑謎はなおさら深まる旬．

ｅ〆

、

ばれているのであろうかαここまで述べてきた阿仏房の追放劇
よく考えると︑謎が深まる理由は阿仏房は目黒町の在家にい
ると琴えられたからである︽﹂

﹇三﹈妙宣寺の寺領について

﹁Ｈ蓮と佐渡﹂は畑野町の大字Ⅱ照町の妙満寺がある付近がⅡ蓮

の配所で︑阿仏房の在家も配所に近い場所であったと述べている︒
その主たる理由はいくつかあげられているが︑阿仏房干︑尼犬変が
いる阿仏房の在家から日蓮のいる塚原の三味堂へ食事を運ぶことは

人目を避けて厳寒の最なかに新保にある阿仏房元屋倣と伝欺されて

困難である§守護代本間重連の館から七○○メートル程度で近く︑
阿仏房の子藤九郎守綱の墓や付近に広大な共同墓地︑千日尼の生家

國塩

霞
〆

れについてはⅡ本考古学協会員で新潟県特に佐渡において多くの遺

は推論・仮説の段階で決定的な納得できる段階ではないと思う︒こ

阿仏房が食事の櫃を背負って冬の夜道を新保からⅡ黒町まで約六

跡調査発掘に桃った本間斑晴氏が﹁︑雌と京極為服﹂で反倫してい

説の理由にあげられていること
キロメートル︑真野町竹川の合沢の﹁やせのはか﹂︵やせの平︶ま

る．安岡寺についても暦応二年合三三九︶足利尊氏．直義父子

りやくおう

では更に遠くなり八キロはあるだろう︒たしかに厳寒期にたとえＨ

じたものであるが︑﹁典野村志﹄﹁畑野村志﹂にある伝承や諸岡のな

が南北朝動乱の戦没群の其冊と側の安全を祈願して各阿に建立を命

かには既設寺院を流川したりしたものもあったという説もあるなど︑

ひら

しかし︑当時五○歳の高齢とはいえ寂年の前年である弘安

元年二二七八︶までに三度も身延山へ師を訪ねて上がった体力の

たから守護所・国府が間かれた下畑に姓てたと叩純に決められない︒

刷家的事業だから脚の小心の同府だとか︑室町将巾家の特命によっ

いない

蓮が書くように毎Ｈではなく﹁度たび﹂だとしてもたいへんには違

原へ通うことは不可能ではない︒むしろ信仰に生きる阿仏房にとっ

保持者であることを思えば︑たとえ冬の夜道であっても新保から塚

下畑が国衙所在地であったことを派す記録・迩物があればよいが現

本題の三ヶ一寺領に話を戻す︒

て︑師のために困苦にたえて冬の夜道を食事の櫃を背負って通うこ

私が目黒町説︵Ｈ蓮配所︶に疑問を抱いたのは﹁Ⅱ蓮と佐渡﹂の

波多郷守護﹂とあるのを根拠としているのだろうか︒

したが︑真冬でも真野・畑野・金井方面の生徒は徒歩通学していた

著者は﹁畑野町目黒町の在家を迫われ新保にいる筈の阿仏房がどう

状では無理である︑これは中興伽蓮寺の本間系図有綱の註に﹁佐州

ことを考えれば︑可能だったと考えられる︒阿仏房と日蓮が手紙で

して﹁国府阿仏房﹂と呼ばれているのであろうか﹂であったが︑こ

は︑昭和二十一年終戦の翌年の冬のことである︒大雪でバスは運休

教義についての質疑応答している様子が﹁日蓮遺文﹂で知ることが

れは第三章で述べたのでここでは止めて寺領のことからⅡ黒町説が

とは法悦の気持が得られたかも知れない︒それで思い当たること

出来るゞ食親を運んで個謁の機会があるのだから手紙によらなくて

﹁寺領﹂は二種類あって一つは﹁三ヶ一寺領﹂︑もう一つは﹁公納

誤りであることを簡単に述べることにする︒

地寺領﹂である︒三ヶ一寺領は早く中世にそこの領主が寺社が所有

配所と阿仏房の在家が遠距離だったことを示しているゞ文永九年
二二七一↓︶宝Ⅱ十三Ｈの﹁阿仏房御書﹂はその一例といえよ↓２

する田地のうち三分の一をその寺の法会・祭祀・灯明料・建物修理

もよいのに︑蓮と阿仏房は下紙で交信している︒このことは塚原

な共同墓地・熊野神社の存在︑横大道︑﹁塚の腰﹂・﹁垣の内﹂の地

﹁御公納地﹂は一般の百姓の所有する年貢上納義務のある田地で︑

などの饗用にあてるために非課税地として認めたものである︒一方

藤九郎盛綱の墓︑千日尼の堆家︑Ⅱ黒町・寺川・畑野三ヶ字の広大
名など信懸性の点で不安が残る︲脚府についても六・七世紀頃には

普通の百姓並みに課税される寺領である︒

凶Ⅱ町大願寺に近い悠宵伺府︑八世紀の雑太脚府︑中世の下畑圃府
と三度移転したことを述べられるが︑浩寓岡府と下畑国府について
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院が移転している場合︑旧寺地の所在地を知るには三ヶ一寺領の所

在地を探せばよい︒寺の建造物の所在地が変わっても寺領所在地が

である︒阿仏房の死後新保元屋敷の在家を寺にしたとされている寺

移転することはないというのが持論で︑一般に認められていたこと

伝が認められているのであるから阿仏房の在家が目黒町にあるとい

う説はなりたたないのである︒まして目黒町にいる筈の阿仏房が新

その一方で阿仏房は新保の有力な阿姓の出であ

保に追放されて︑のち本人か子孫が新保に入って阿仏房元尾敬にあ

それではお前はどう考えるかと問われると︑私は阿仏一腸廿三枇Ⅱ

とすることは否定されると考えなければならない動

る田地を取得した

阿仏房村ニァリ

るとするなど不穫合がある︒要するにⅡ黒町に阿仏房在家があった

二佐渡名勝志乞

新保村ニアリ

三ヶ一除

阿仏房妙宣寺の三ヶ一寺棚は﹁佐渡同寺社境内案内帳﹂などによ
ると次の通りである︒

此反歩八反八畝三歩

米商二石七斗二升四合六勺

此反歩四反八畝八歩

ｔｔ
１
副
六斗六升五合三勺

二石五升九合三勺
此反歩三反九畝廿五歩

領にはちがいないけれども一般の農民が所持する公納地と同じ田畑

ｌ一年春まで柤師に帰依し夫婦典々仕えた様子︑Ｈ通身延隠棲の時

隠上皇との零はさておき︑文︑水八年十↓川一Ⅱ塚原草蛍人鵬から

がよいと答えたい一﹄実七○○字を超す縁起としては腱いもので︑順

有が宝永八年︵一七二︶撰述した妙宣寺縁起二阿仏山陽縁起﹂︶

がある︒﹃巡村日記﹂﹃見聞録﹂に﹁高二十石三斗六升﹂︵﹁︑蓮聖人

仏房の遺骨を納めたことなど一通りの事をのべる中に︑祖師の﹁千

参詣した事︑中老僧佐渡阿間梨Ⅱ満の邪︑藤九郎盛綱の身延に父阿

これは三ヶ一除地とそこから妙宣寺へ納める除米で︑この他に寺

佐渡霊跡研究﹂︶とあるのは公納地まで含めた寺領であろう︒妙宣
の米高で寺に納まる分︶の比率をみると新保から納まる分が全除米

伝わる古過去帳・古記録・縁起等も調べて許かれていることが分かる

禄寺社帳﹂を使っていることなどが読みとることが出来︑妙宣寺に

冊尼御前御返咽﹂等真餓の澗恩を読んでいることや当時あった﹁元

一↓︑↓可︶

寺の三ヶ一寺領は阿仏房村と新保村にあり︑両脅の除米︵三ヶ一除
の七血・六％︑阿仏房村から納まる分が残り二四・四％で︑新保村の

かりや〃︑

りて同じき雑太の郡竹川村にひきうつしい︑竹田村は本間入巡その

二九︶に本間山城入道︵註本間尚滋︶ことの便によ

文中﹁もとは雑太の郡新保村のうちにありしを瓢暦年中
たかＬげたより
二三二六

阿仏房元屋敷の比率が極めて大きいことが分かる︒

さて問題は何かというと﹁日蓮と佐波﹂ではⅡ鵬町に阿仏房の在
家があるとの断説を述べ強綱するのであるが︑前記三ヶ一寺領の米
高をみても分かるように阿仏房の在家があるというⅡ照町には妙宣
寺の三ヶ一寺領は皆無なのである︒前記と亜複になるが川中氏は寺
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ころ

比の居城たり云々﹂とある寺歴は無論日宥の創作ではなく︑以前か

二四七二

寺で所蔵する記録に依拠しているものである︒

○ＣＯ︵二・○八︶

住雑太徳治三年畑野村熊野権
現宮御正躰建立

宗忠

左衛門十郎保安入道法名忍連

︵一一凸一一望一一一︶

﹁︲ｌ北条相模守高時ノ御教書事也

○印⁝砦者註

木仏︑正月八日寂聖徳太子本尊奉安持仏堂

︵ママ︶

正慶二癸酉年所持本尊恵信御作弥陀

︵一■一至一一一一一一︶

可Ｉも▼ ● 左 馬 助 平 朝 臣 御 教 書 元 亨 三 年 申 請
○○○○○○○
佐州波多郷守護為王番在京︑其節
本願寺覚如上人一宗法流更得戴刺刀改
俗名法名号西祐
祖師上人御真筆六字名号並三菩薩御
影付属帰国佐州浄土真宗法義弘通
L−−−．−−−−

ら寺に伝わってきた伝承を記した︑代々の住職に受け継がれてきた
中興西蓮寺所蔵佐渡本間系図二佐渡名勝志﹄所収︶

建長四五川廿五日卒弘安七八〃八日卒

定光

日

左衛門十郎

＝p

忠重

ＱＯＣＯＣ︵菫藍・○︶

泰

源内兵衛尉佐州雑太住元応二年
九月二日卒

泰

｜

久知祖

宗定

︵波多︶

有綱

旦

蓮如上人越前吉崎御建立時・節々御見舞御奉公相勤依上人御喜悦名号

︵ママ︶

西蓮

一

被遊御硯共五條袈裟指添西蓮寺与御赦免文明言甲午年五月廿五日寂
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I
(
)

だ代々の人ということであると考えるけれども︑重連のあと南北朝から

これは佐渡本間氏の惣領家は雑太本間氏の初代本間砿連の家督を継い

弘の変︶で足利尊氏が幕府に謀反して元弘三年二三一三二ついに

る︒旺中の変︵一三二川︶の後二度目の後醍醐天皇の討幕の挙兵︵元

ていた︒いずれにせよ︑愈迎は暫くすると佐渡に定住するようにな

不在でも﹁重連︵六郎左衛門︶の家︵館どもあり︑守護所も置かれ

室町時代に入ると庶子家である波多本間氏が守護代となって惣領家の地

がてこの後醍醐犬皇の﹁建武の中興﹂も尊氏の謀叛で瓦解して室町

鎌倉幕府が滅亡︑尺以親政が実現して騨氏は将砿に任ぜられた︒や

﹇四﹈佐渡本間氏の惣領家について

の問題はたいへん重要なことであり︑簡単に決定的な解答を出すことは

蕪府が成立した︒鎌倉聯府の滅亡で北条迩時の佐渡支配も巽散霧湘

位に就いたと考えられていることについてである︒結論を先に荷うとこ

州来ないのではないか︒ある時期に佐渡の凶の施政樅が雑太本間氏から

して︑佐渡支配は殆んど守護代本間氏の手中に帰したのであった︒

本間氏の相模国の本領は南北朝の動乱の混乱によって失なわれ︑軸

波多本間氏に移ったとしても︑果たしてそれは惣領の座が竹旧から波多

Ⅱ蓮が配流された時の佐渡国の守護は北条宣時で︑宣時は鎌倉幕

へ移転したと言ってよいか︒それは間違いだということである︒

によって領有され佐渡が本間氏の本領になった畑︿相模脚依智郷地頭

足は佐渡に移り︑佐渡の公領︵国衙領︶の大半は本間電連とその・ｆ孫

た藤府の要人で︑佐渡の他に遠江︵肺間県西部︶の脚の守謹職も雑

本間氏の城亡と佐渡本間氏の成立︶その結果佐渡は本間氏とほぼ同じ

とうとうみ

府の引付衆全塑・評定衆・連署︵執権貞時の︶などの要職を歴任し
ねていた︒そのため日蓮配流のとき︑遠流の流刑地佐渡国の守護で

の地頭職を得た渋谷氏︑新穂北に地蚊職を得て入った士膣氏︑これら

本間・藍原・渋谷・土屋の四氏が佐渡を分割支配したのである

頃相模国から佐渡に入った吉井郷地頭の藍原氏︑加茂郡の公領の一部

れられず︑被官︵家臣︶の相模国依智の郷地頭の本間重連に佐渡配

亨えふつ

ある関係でｕ蓮を領かつたのであろう︒しかし︑職掌から鎌倉を離

こぐか

鎌倉時代末期︑守護代の本間重述は幕府権力を背餓に同の政務全

が国府︵雑太郷︶に置かれていた

股をとったが︑他面律令時代からの政治機関としての国衙︵囚庁︶

流になったＨ蓮の世話と驍察を委ねたのであった︒重連にすれば依
柳郷が本領であり坑要であったから岫足は州模阿依秤に侭いて︑佐
であった︒しかし︑それまでは佐渡に常駐はおろか赤や秋の農繁期

系列に属する脚司︵守︶が執務する役所であったが︑律令制度の崩

本来︑国衙は京都の公家政権の

渡は宣時から日蓮世話と監察等の大役を任された守護代に就いたの

遺して︑脚からは在京のまま税物だけを取る﹁受領﹂になっていた

壊からすでに平安時代から阿司は任国に赴任せず代官︿目代︶を派

考えられる〆この人が﹁Ｈ雌遺文﹂に出る﹁後見﹂である︒﹃Ｈ蓮遺文﹂

庁常人︶の職務の内でも重要だった欝である︒しかし︑守繼代は次

であったから流人の保護と監察の両面の職務は重く︑国衙の役人︵在

律令制下の佐渡は流刑地で︑中でも隠岐と並んで鎧も重い遠流の地

ずりよう

や年貞収納の時期に来烏する程度で︑普段は本領の依智郷に居住し

には守護所があったことが記されているが︑重連の館と守護所は不

う！︺ろみ

て佐渡には代理人︵閉守崎︶として一族の者か家来を在留させたと

離一体で接近して慨かれ︑守謹代亜連の管轆であった︒守護宜時は
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た︒それは塚原宗論のまえ多勢の念仏音らが守護所で協議したとき︑

第に阿吋の岡務に介入するようになり︑流刑に関することも符掌し

の本間寅定廻久兄弟の所領争論があった時も︑守護北条汽時の裁定

惣領の地位は変わらないと考えるべきではないだろうか﹄政権瓦解

守謹職︵守護代職︶も波多本間とする説が主流になっている︒しかし︑

で解決している︒たとえ諸般の事情から惣領の一族が守護の職務を

や対立抗争の結果ならばありえても︑例えば弘安八年二二八五︶

代行する︑蚊は統率する椛限が本家︵宗家Ⅱ総餓家︶から離れるこ

Ⅱ蓮殺害を主張する肴がいたが︑重連はそれは自分の落度になるか

設置年代は不明であるが︑全国を視野に入れてみた場合守護所の設

とがあっても︑実質の惣領の地位自体︵身分︶は変わらない︒

らと言って止めさせて宗諭に変えさせたことで分かる︒佐渡の守護

た亘守護所が国衙所在地内に置かれた例は少なく︑豊前︵大分県︶・

佐渡本間家が成立したのは鎌倉氷期つまり初代は日蓮を預った守護代

禰投負担が命ぜられれば従わなければならない︒鎌倉時代の封述制度は

分家︿庶子家︸を要所に置いて領域を支配したｃ鎌倉の幕府から軍役や

の垣連で︑広大な佐渡の公領︵国衙領︶を支配するために代々の惣領は

佐渡の国府は真野町川Ｈ町若宮遺跡の発掘調査で港湾施設と推定さ

惣領制で︑惣領が庶子︵分家︶を統轄して将軍家に琴行する仕組であるゞ

﹁畑野町

侭場所は阿衙︵岡府内︶と別の場所に没悩されたのが一般的であっ

磯後︵同上︶の二岡だけで︑他の脚は別の珊所であった

れる遺跡に相違ないが︑脚衙跡を立証するものは出ｋせず︑国府跡を

代を束ねるごとに庶子家はさらに庶子家を生む︒察町・樅同期噸になる

史総編波多﹂﹁宮浦郷一についての研究が注目される︒

立証できるのは時宗八世渡船上人の一遊行八世巡国之記﹂に時宗道場︵現
二・つ

大願寺︶を﹁府小橋本の道場﹂と記した史料だけで︑脚府の存在は判

倣向が強まり︑一族内の抗争が頻発する現象が各所に生じた︒

と鎌倉期の封建制度の基本であった惣領制は庶子家の総領家からの独立

○Ｏ

然としない︺﹁府中﹂は国府の異名でよいが︑竹川︵雑太︶を国府と称

たて

重連の数代後に︵系図が混乱して何代か不明︶波多本間の子孫に有

する時代の呼称で︑地理的にも四日町は竹田に近接していることで脚
府川の橋のたもとにあることから生まれた当時の呼称であった可能性

これさだ

綱という人物が出る︒この有綱は波多︵下畑︶に館を所有していたが︑

郷の支配を強めた︵波多郷宝か所安堵﹁河崎村史料編年志﹂﹁中興両

守護北条宣時の孫惟貞から波多郷の内望か所の所領を安堵され波多

があり︑他に文献史料などが全然ないため決定は困難なのである︒

下畑凹府説についても﹁世螺寺﹂の別潴で六老僧の一人Ⅱ輿上人を

蓮寺系図﹂︶︒打綱は西蓮寺系側によるとその傍註に﹁佐州波多郷守護﹂

開山とする古刹であり︑下畑に世尊寺が所持する田地の領り証文に
︵軸︾︲︲立屯入︺

しもこうぼ う

の警備を幕府の御家人が勤める︶で上洛したとき︑本願寺三役覚如に

帰依し︑刈祐の法名を擁し功労を被んだことによって州郷に際して宗

と記され︑執権北条尚時の御教曾を頂戯している︒京郁大悉役︵御所

祖親鴬の真蹟六字名号︵南無阿弥陀仏︶の本尊と聖徳太子像・弥陀来

﹁下国坊の田地﹂とある﹁下倒坊﹂が国府か世尊寺の別潴の寺号か地橘か

次に本題にもどって佐渡本間の惣領家は雑太本間か波多本間かに

の解釈の相違について異論があったため下畑国府説に疑問が生じている＠

ついて考えてみよう国近年鎌倉後期における惣領家は波多本間で︑

42

迎閃を授けられ︑帰脚後Ｆ畑に阿弥陀堂を建ててこれらを祀り︑のち
︵前記西通寺本間系図行綱傍註﹃佐渡名勝志ご
○

中興西蓮寺を開創してこれらをおさめ︑現在も同洋に宝蔵されている

ところが同じく西蓮寺本間系図で有綱の父泰定の傍註に﹁佐州雑
己○

佐渡守繧北条宣時

コラム

本文にも触れたが︑佐渡守護大仏北条宣時は鎌倉幕府の御家人の

なかでも出色の人であった︒幕府の最高訴訟機関である引付衆の

を補佐する連署︵九代執権北条貞時︶と北条氏一門の中では傍系の

長である引付頭︑幕府の政治・裁判の最高機関である評定衆︑執権

大仏の北条氏の出身でありながら︑最重要の職にのぼりつめた人で

ＣＯ○

にも﹁住雑太徳治三年二垂○八︶畑野村熊野権現宮御正躰建立﹂

太住元応二年︵三三○︶九〃二日卒﹂とあり︑曾祖父宗忠の傍註
とあって︑祖父には注がなく不明であるが惣領であったこの二人が

佐渡国の守護北条宣時と執権北条時頼の間柄について吉田兼好の

あるゞ

あるとき時頼からの使者が宣時の家に来て︑時頼がすぐに来宅し

て欲しいということを伝えた︒宣時はこの宵の頃になって何事だろ

﹁徒然草﹂に面白い話がのっている︒

あったことを示している︒このことと有綱が下畑に館を持ち阿弥陀

雑太城に住んでいたことは︑雑太本間氏が総領家であり︑守護代で

︐｜

堂や熊野社を建立﹂し︑そのうえ﹁佐州波多郷守護﹂︵中興西蓮矛
私見であるが本間有綱が﹁波多郷守護﹂といわれているのは﹁佐

０００

系図︶と明記してあることはどう解釈すればよいのか︽︾

波多本間の勢力が強かったことが﹁佐州波多郷守護﹂となって書か

ていた時頼は酒の相手に独りではうまくないから宣時を呼んで一緒

とで致し方なく普段着の粗末な直垂を着て参上した︒すると︑待っ

ひたたれ

渡国守護﹂ではないことに留意して記していると考えるべきではな

さわしい直垂がない︒使いの者が﹁早く﹂と催促するので︑急のこ

うと思いながら出かけたのだが︑執椛の家に行くのに着て行くにふ

ＣＯ

かろうか︒惣領の雑太︵竹田︶本間家を除外した表現である︒当時
れた実態があったからであろう︒系図の作者が守護は国ごとに漬か

すがなにもなく︑捗って来たのはなんとかわらけ︵土器の川︶に少

に酌み交わそうというのであった︒時較は台所に行って洲の行を探

しかし︑惣領家と庶子家の地位関係はよほど大きな政治的・社会

れることを理解していなかったものらしいのである︒

古川兼好は人から聞いたそのことを随兼に＃いて︑幕府の雌間位

であった︒

数の味噌をいれてきて︑それを称に二人で酌み交わし談り合ったの
﹃佐渡名勝志﹄に載る﹁本間系諮﹂は

的転換か後継者不在などがあればとも角︑そうでない限り一般的に
移動はない筈と考えられる

ろう︒

の執権の簡素でつましい生活ぶりを世に伝えのこしたかったのであ

細著者の伊藤隆敬が︑惣領家の子孫で佐渡奉行所の地役人の本間左
右治に同家の系譜を懇望して写本した系図であることを系譜の同孤
ことを自認している人物であるからであった︒

に記している︒本間左右猯は幕末・明治の人で惣領家の末尚である
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ｌ金太郎焼の新発見

磯野

的に判断した北で︑明治初年に柑川のｔ地鯉物︑綴り篭まで

郎との州川︑新穂への別離の恥山が雨妥なカギになる

川族

霊八ｒｆで岐期をと

売り払い消え去った金太郎が机川さ町Ⅱに︑雌近まで恩づい

川論初年に四代︑黙沢金太郎こと浦水坤丸郎と九代・金太

評没げたとされる汎代
歳Ⅱ︑黒沢金太郎が
誇祠二○一○年まで存

ていた︵八

明論初年に新穂

榔群統していた齋笑が

代Ⅱ・金太

も知れな唆

Ｉの由来か

総合

金太郎耳付水指(佐金作印）

とは﹁血筋だけではない﹂と︑専門家の答えを域いた

なのか子弟なのかが分らなかった︑しかし︲職人の代替わり

黒目それは州川弓川Ⅱ

罹鈍川らかになった

郎︶砿要な

瑞

したかった

聯笑を紹介

可の術水陶器応に残
ｌ︲一︒１．−１▽鵠今足
る肺ｐｑ抑
叩きとⅡ﹄

井川商井の脱川邸の仏恥の奥にあった陶器 ︵水撚︶の説川で

書付には︑清水家に残った紺に﹁川代・黒沢金太郎蝋︑清

噸なる陶

水増五郎を精乗る﹂と記されていること︑源旧邸の水嶋輔除

しかし︑仏
統Ｔ典は過

きにも︑四代黒沢金太郎︑清水を緒乗り改姓するとある︒

明らかになる

保
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を支えようとする男たちのプロジェクトチームの貴重なｕ伝

いることが史料に残っている︒これは︑その町の地域の床業

が︑陶工としての歴史的な人物三人が﹁協働﹂で作業をして

去という伝統のもとに現在が存在する︒現に今回発表しない

望十年に三八五人の職人とともに大量の生活雑器を生産して

がり﹂のテーマに対する一つの答えにはなる気がする︒明治

産︑文化遺産を護れるのかが︑行政の唱える﹁地域の盛り上

を分ち合った百年前がうらやましい︒それらの貴重な地域遺

いた最後の金太郎窯の資料を読むにつけ︑ため息と深い思い

産業を失ってきたのかを︑金太郎の資料が兇事に語っている

資料となる︒

どうして︑たかが数十年の間に．先生一芸術作品﹂の世

気がする︒二般社団法人﹁佐渡の文化を守る会﹂代表理事︶

に埋没する︒陶業だけではなく︑いつから人は本当の地域や
界に変わってしまったのだろうか︑素人の私達にはわからな
い︒地域の産業を豊かにし︑地域の人々の表情に生活の潤い

トルほどのシルト岩に着生する﹁もづく﹂を︑近所の方から

がある︒二○○六年六Ⅱ十一Ｈに︑﹁沢根崖﹂前の水深一メー

づく﹂の爽やかな潮の香が無い︒その上︑藻体もやや太くて

く見ようと鼻先に持ってくると︑わずかな異臭が漂い﹁石も

たが︑洗っても洗っても汚れが出る︒そこで﹁もづく﹂をよ

採ったままの﹁もづく﹂はさっそく旅に入れて裏の海で洗っ

によって美味しいのだと思っていた︒

体積にして三リットルほどを頂戴した︒近所の人がいつも

柔らかい︒そして驚いたことに汚れと思っていたのは︑私が

佐渡烏の真野湾最奥部付近の沢根村に︑いわゆる﹁沢根崖﹂

近所の方も私も︑石

く﹂で︑単に﹁もづく﹂と呼んでいる

興味を持って調べているワレカラの一種と珪藻類であった︒

採ってくるこの﹁もづく﹂は︑喉通りの佳い﹁美味しいもづ
に付着していたから﹁石もづく﹂と思い︑沢根村の海の環境
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双眼実体顕微鏡で﹁もづく﹂を覗くと︑藻体に細かい毛が

びっしりと生えており︑クロモに間違いない︒また︑付着す
るワレカラは︑全国的に比較的採集される機会も個体数も少
ないキタワレカラであった︒汚れと見誤るほどの︑数千もの
個体が︑ワレカラの付着の少ない﹁もづく﹂に見られたこと

であろう︒

う別種かもしれない︶︑クロモ︑イシモヅク︑モヅクのⅢ種

これら四極の佐渡島での方言は次のとおりである︒︵︶

ニセフトモズク根もづく︵真野・金泉などゞ本もづく︵金泉︶

内は漁協名︒

根もづく︵外海府中央・高千・金泉︶

クロモ本もづく︵真野・外海府中央・高千︶︑

イシモヅク石もづく︵全島内︶︑岩もづく︵全島内︶

この時の多数のキタワレカラの試料をもとに︑私はキタワ

は信じられなかった︒

レヵラの成長とそれに伴う背の鰊数と形の変化を︑統計的に

ニセフトモヅクは︑褐藻類のホンダワラ科のヤッマタモク

きるであろう︒

が分かれば︑標準和名と実際の﹁もづく﹂との関係が実感で

これらの﹁もづく﹂が︑主にどのような環境に生育するか

モヅク花もづく︵全島内︶

クロモはいずれ枯れて消失するから︑キタワレカラもクロ

調べることができた︒

モと命運を共にするのであろうか︒

﹁もづく﹂の漁期に続いてトビウオの刺し網漁が始まる．

を︑王に︑マメタワラ︑エンドウモクの藻体の基部付近に集中

その刺し網に希に数個体のキタワレカラの付着を観察するこ
とがある︒大繁殖したキタワレカラの一部は︑海流に乗って

めである︒採取し難く最も少ないが美味しいという︒

この生態からのものであろう︒﹁もづく﹂のなかではやや太

して付着する︒ニセフトモヅクを﹁根もづく﹂というのは︑

本文の表題とした﹁クロモ﹂とか﹁キタワレカラ﹂につい

移動し種の維持を図っていると思われる︒
て︑簡単に説明しておきたい︒

クロモは︑低潮線付近の比較的浅い器を︑王に海藻にも付く︒

主軸から枝分かれすることもあるが枝はさらに分枝すること

クロモは海藻の褐藻類の一種で︑分類学的には体の構造が

簡単なナガマッモ目に属している︒ナガマッモ目には︑食用

ある︒ニセフトモズクと混生することがある︒川水などの淡

密生する︒藻を嗅ぐとわずかな悪臭を伴い︑体はやや太めで

はない︒顕微鏡で観察すると体の表而に細かな黒褐色の毛が

佐渡島で食用にされる主な﹁もづく﹂は︑Ｈ本共通の呼称

になるいわゆる﹁もづく﹂類がすべて含まれる︒

である標準和名で記せば︑ニセフトモヅク︵フトモヅクとい
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水の影響を好むというが︑これを否足する漁業者もいる︒外
ロモはかっては自家消費が主であったが︑簸近はたくさん採

海府や真野湾に多く︑前浜にはあまり見られないという︒ク
れることや美味しいこと︑色が佳いこともあって評判が尚く︑

イシモヅクはクロモよりやや深めの転石や場︑そして他の

佐渡でも﹁本もづく﹂の地位を確立しつつある︒

海藻にも付着する︒主軸からの分枝はさらに分枝する︒ニセ

や性質が異なるのでことはややこしい︒

ワレカラは︑甲殻類の端脚目に属し︑佐渡では﹁ありから﹂

とか﹁あじから﹂と呼ばれ︑四○種類ほどが生息する︒

佐渡烏のワレカラでよく知られるのは︑ワカメに多数付着

するマルエラワレカラや︑大謀網の網Ⅱを塞ぐトゲワレカラ︑

トゲワレカラモドキ︑クビナガワレカラなどであろう︒

キタワレカラは今までに︑サハリン︑シベリア︑ウラジオス

海︑そして佐波烏などで採集されている︒これらの地域で採取

トック︑厚岸湾の他︑青森県の浅虫︑千葉県の館山湾︑瀬戸内

モヅクは︑ホンダワラ科のヤッマタモクを主に︑マメタワ

される個体は︑数個体から三十個体程度である︒二○○六年六

フトモヅクやクロモより細めである

月のように︑数千とも推測される個体の観察例は無い︒

二○○六年六月以降︑私はツルモに付くニセモヅクを含め

ラやエンドウモクの体の先端部に付着する︒全島で﹁花もづ
な﹁もづく﹂である︒佐渡島では﹁もづく﹂といえば﹁花も

している︒

た﹁もづく﹂類に付くワレカラに︑特に注意を払って観察を

く﹂と呼び︑イシモヅクとともに︑佐渡烏でもっとも著名
づく﹂を指すといえる︒しかし︑あまりにも柔らかくて︑例

思い出して頂きたい︵本誌六二号一九九○年刊﹁アリカラ食

がある︒そのときは﹁われから食わぬ上人なし﹂という諺を

﹁もづく﹂料理に︑ときおりワレカラが混入していること

えば願集落のように︑塩蔵しても長持ちがせず貯蔵が難しい
ので﹁花もづく﹂ならぬ﹁鼻水もづく﹂と称する地域もある︒

佐渡島で﹁本もづく﹂と呼称するものは︑島内の漁協や漁

また︑沢根町では﹁女もづく﹂ということもある

加えて佐渡から新潟の魚市場に出荷すると新潟魚市場の﹁本

ロモであったり︑時にはイシモヅクやモヅクであったりする︒

ては︑新潟県水産研究所佐渡水産技術センターの資料も参考

また﹁もづく﹂の島内の漁協における方言︵呼称︶につい

﹁もづく﹂表示と﹁もずく﹂表示については︑機を改めたい︒

わぬ坊さん無し﹂参照︶︒

もづく﹂の認識が佐渡と異なることもあるらしい︒ニセフト

にした︒

業肴︑魚市場で︑標準和潴のニセフトモヅクであったり︑ク

モヅクもクロモもイシモヅクも環境や時期︑年によって形態
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今年は皇一油綾子の﹁氷点﹂が出て疵十年Ⅱだ︒

◆はじめに

この作品は朝日新聞社一千万円懸賞小説の一位に入選して大きな
話題をさらった︒

苫前﹁佐渡衆﹂ｌ﹂

渡辺

した北海道の﹁祷前佐渡衆﹂の地についても記録に留めたいと思う︒

年には脊髄カリエス

彼女は人止ｎ年︑父鉄治︑母キサの次女︵第５子︶として北海道

◆三浦綾子について

昭和Ｍ年︑旭川尚女卒業後教側となる︒

旭川で生れる︒

同型年︑肺結核を発病︑療養所に入り︑同

驚くべき高額賞金で︑高校二年であった私もよく覚えている︒

その後大作家になった彼女の作舶に︑祖父母の波乱万丈の生涯を

平成Ⅱ年万歳︑多臓器不全で没︒

等がある〃

代表作に一氷点﹂一ひつじが丘﹂一積木の箱﹄﹁塩狩峠﹄﹃道ありき一

ざした話題作を次々と発表する︒

キンソン病等の病魔と闘いながら︑クリスチャンとしての信仰に根

以後︑結核︑脊樅カリエス︑心臓発作︑滞状抱疹︑磁腸州︑パー

同調年︑朝日新聞社一千万円懸賞小説に一位人選

小野村を終生の帥と仰ぐ

同年︑札幌北一条教会の小野村林蔵牧師より病床受洗．この後︑

も発症︒

加えて︑そのショッキングな内容にも鷲僻を禁じえなかった緬
柵いた﹁嵐吹く時も﹂がある︒

この小説は︑１９８４年１月号から１９８６年６月号まで﹁主
婦の友﹂に連載された︒

﹁主婦の友社﹂と言えば︑稀代の名編集長に真野出身の本郷保雄
氏が居たことも不思議な縁である︒

しかし︑曼浦綾子のルーツが佐渡であることを知ってる人は余り
いない↑︾

後に出る祖父母のルーツ真野金丸の年配昔達も誰一人知らなかった︒

そこで︑上記タイトルで書いておくのも怠味あることと思い調べ
てみた﹃︑

先ずは三浦綾子のルーツや川自等について︑そして祖父母が移住
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和

◆三浦綾子のルーツの地はいずこ？
﹁嵐吹く時を﹂に真野が頻繁に登場し︑同書の白身解説にも﹁私

側社の不備を詫びてＢ５大の戸繍簿コピーをお送り頂く︒

︵三浦綾子父の戸籍簿︶

父の阿総簿に三棚綾子本人の

誠に有り難く︑小学館の良心を感じたものだ︒

しかし︑ルーツが真野とは特定出来ない︒

の父方の祖父と祖母は︑佐渡の出身であった﹂とだけ普く

その一部を取得できたわけである

彼女が佐渡のことを多少知る父や親戚の人に聞きながら沸き加え

きがあった園

判読至難の文章や地名の横に︑読み易いように朱色のペンで説明特

書き込みがあるが︑房風吹く時も一の資料として使ったに違いない．

手掛かりを探し先ず連絡をとったのが旭川の三浦綾子記念文学館
学芸員の小泉女史が丁寧に応対下さり︑諸情柵を提供頂く︒

である︒

手元に三浦綾子の戸籍簿があると言って紹介されたが︑旧文字で

そこには間違いなく﹁杣父堀川秀古﹂﹁祖倣ワカ﹂の名前が叔り︑

たに違いない︽︺

ワカについては﹁新潟県雑？郡金丸村平民中野彦次郎三女﹂と書か

しかし︑三浦綾子の祖父の戸籍簿の地名欄に﹁雑﹂？とか﹁金丸﹂？

印刷も悪く地名等の不案内もあって喫舗を得なかった︒
とも読める文字があること︑祖父の伽字が堀川であることはわかった︒

尚︑父鉄治の本籍地︵川唯地︶は北海道排前郡牌前村人宇神前字

で明治師年に秀吉に嫁ぎ同仙年死亡したこと等がわかる．

にあたり︑明治別年生れであること︑柧雌のワヵは元流九年生まれ

同戸籍簿の他の情報としては︑祖父秀吉の二男が鉄治で綾子の父

れるが︑私には戸鱗簿の文字はⅢ逆いなく﹁雑太郡﹂と読めた︒

これは大変貴重な情報だった︒まさに三浦綾子のルーツを掘り下
げる命綱が出来たと再うことだろう︒

個人の戸籍簿である為コピーをお願いすることは出来なかったが︑
濱本さんに連絡すると︑喜んで協力したいと仰った

この件に詳しい前拷前町助役の演本価也さんを紺介噸いた︒

戸総簿については︑その後ひょんなところから人手できることと

ザルニ付其記載省略﹂ともある国因みにこの戸籍簿の戸主は堀田鉄

他には怠味不明ながら﹁原戸繍により父母の続柄の知ルコト能ハ

苫前二九番地とある雪

治︑前戸主が堀川秀吉となっている︒

岐近はやりの電子諜籍に﹁嵐吹く時も﹄があり︑チェックすると︑

なる︒

何と﹁付録三浦綾子祖父の戸籍﹂とあるではないか﹄

これは宮本美治さんが長年調査された遺稿を元に︑金丸婦人有志

︵﹁金丸各家系図﹂ｌ昭和姥年発行ｌ︶

加えて︑そこに三浦綾子が沓き加えた自筆情報があるとのことで
早速購入する．しかし︑宣伝文とは大違いで︑写真が小さく文字は

藁にもすがる思いで電子書籍配信元の小学館に問い合わせると︑

判読不能だった園
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八名が昭和棚年頃から記述を始めたものだ．

有志８名は次の〃々であるｃ蕪林フサ︵布歳善助︶︑宮本サク
︵氾歳お宮︶︑池ヨシ︵的歳長平︶︑中野タツ︵塊歳彦次郎︶︑若
林松枝︵弱歳庄占︶︑仲村コト︵久次郎弱歳︶︑川辺ハッイ︵鱒畿
なお︑宮本美治さんは明治昭年真野村大字金丸に生れ︑相川小学

膝九郎︶︑森川文枝︵幅歳戸地︶．

校校長︵兼相川実科女学校校長︑青年学校長を兼任︶等を務めた教
育荷で︑金丸引川部神社宵司でもあった佐渡の碩学である︒

堀田家のあった場所は現在︑安藤輝雄宅︵金丸２５０番地︶の

凡を訪れたそうである︒

前の道路の場所に脚府川︵こうのがわ︶が通り上手があったが︑

一部である︒

度々の氾濫の為に河川改修で流路は家の裏側に移った︒

中野家は天保年間︵１８３０〜１８４４年︶から続く旧家であるゞ

．祖母の実家は中野彦次郎家︒

は子供に恵まれなかったようで合沢より松流を礎子とし︑松治はカ

ワカの姉ミツが家を継ぎ︑畑野後山より酉蔵を婿に迎える︒二人

乏浦綾子の父堀田鉄治の戸籍簿に出る﹁祖母ワカ﹂の名が載る
享和年 間 ︵ １ ８ ０ １ 〜 １ ８ ０ ４ 年 ︶ か ら 続 い た 家 で あ る 州

．祖父の実家は堀田藤次郎家︒

ツ︵余凡才三郎家︶と結婿したがお産で死去︑金丸の石畑文次郎

曲之︑その兄に相川町長・佐渡汽船社長等を歴任した松栄俊三がいる︒

克彦の祖父は実業家・代議士で佐渡高校舟崎文庫に名を残す舟崎

彦︵よしひこ︶の柧父の実家である︒

偶然ながらこの近所の舟崎家が尚名な児敢文学作家である舟崎克

成９年に帰郷し家を継いでいる︒

二人の長男喜久治は来京在︑長女の美恵子︵安久津姓︶夫妻が平

川年没︒

まれで現在も健在︑聡明であり記憶力も衰えていない︒秘硫は平成

松治の長男は穂積で︑その妻コトは松ヶ崎から嫁ぎ︑昭和２年生

縦長を務めた︽﹄

タツの妹は鍛冶町名畑家に嫁ぎ︑大の名畑昭三氏は佐和川町議会

家のタツが後妻となった︒

﹁ふるさと金丸あれこれ﹂によると︑元禄検地帳の金丸本郷村︑
年代を考慮すると︑北海道移住とある﹁堀川郷次﹂が三油綾子の

金丸村それぞれに小字名で﹁堀旧﹂もある一﹄

卿籍簿に言う﹁父雌の続柄の知ルコト能ハザルニ付其記載街略﹂

祖父﹁堀田秀吉﹂と想われるが︑名前の変更等不明︒

に関連か ｃ

金丸の家は郷次の兄膝次︵長男︶が継ぎ︑その妻は金丸伝之丈の

三人の子供は﹁長女とう﹂だけで︑三宮の喜作を婿に迎え︑死

︑ンマＯ

別であろうか後に中興より久作を迎える︒

次の代は幸作で妻は新保よりのキヨ︑この後継ぎの昭男の代に堀
それでも近年︑昭男の叔母にあたる静岡在住の近子さんが時々金

川家は佐渡を離れた︑昭和側年前後のことだ：
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過日︑中野家を訪問し三浦綾子について尋ねる・

趾娘共に三浦綾子はよく知っていたが︑まさか佐渡に縁があるこ
と︑ましてや凹分の家がそのルーツであるとは思ってなかったと︒
私の話に鹸初は半信半疑であったが︑戸総簿を見せると大変驚き

身近に居た人によると︑彼は郵便吋長でありながら吋貝の組合連

小野村は１９１１年に畑野の渡辺ぜんと結蜥Ⅷ﹁ぜん﹂は畑野町

動に協力的で支援さえした傑物だったと言う．

寺田の漢方医漉祁道一の礎女で明治初年踵側女子師範卒の教貝で㈹

年に林蔵と結婚︑新潟教会で挙式する︒﹁佐渡相川郷土史

年７月に洗礼を受けているゞ

二百円位︑家計は楽ではない︒

姉と私が女学生︑一番下の弟は二歳︒新聞社勤務の父の収入が

Ｈの兄が鉄道の小荷物係薗

挺兄は二十一一・歳で牛乳歴︑次兄は前年十二川に蝋隊に人隊︑三番

弟三人︑妹一人︑自分を含めての十一人の大家族である︒

父の堀田鉄治が四十五歳︑母のキサは四十歳︑兄一｜・人︑姉一人︑

昭和卜年四月現在の家族構成﹂の部分を要約する︒

父趾や家族状況が興味深く描かれる﹁わたしが女学校に入学した

◆一石ころのうた﹂︵三浦綾子︶に描かれる三浦綾子の父母や家族

していたことも禰写されている︒

後の人間同宝佐々木象堂が青年時代︑熱心にキリスト者として活動

﹁豊平︵とよへい︶物語﹂には佐渡時代の布教活動が詳細に描かれ︑

を発行してキリスト教の驚述家としても活雌した︒

その後︑札幌北展女学校で理蝋と識師を務める一方︑Ⅱ刊誌﹃泉﹂

１９１８年から日本基督教会札幌北一条教会の牧師に就任ゞ

樹の末喬﹂とある︽︾

明治

感激された勘

瑚典﹂︵﹁州川キリスト教会﹂項︶に︑彼女は﹁棚川の地役人職川茂

年には脊髄カリエスも

◆三浦綾 子 終 生 の 師 小 野 村 林 蔵 と 佐 渡 の 奇 し き 縁
三浦綾子は昭和創年︑肺結核を発病︑同

発症し︑この後︑札幌北一条教会の小野村林蔵牧師より病床受洗する︒

その小野付林戯と佐渡について触れてみたい・

小野村は１８８３年生れで１９６１年没︑Ⅱ本を代炎する高名
なキリスト者である︒

三油綾子に洗礼を授けた牧師として知られ︑三柿の作舶に生派の

彼は小野村林兵衛の長男として大阪に生まれ︑１９０３年日本

帥として頻繁に礒場する︒

基督教会大阪西教会で求道をはじめ︑１９０５年に受洗Ｃ

ｌ９０６年．大阪伝道同志館神学校に入学し︑１９０７年に転
学して東京神学社で学び︑校長の植村正久に薫陶を受ける︒
１９１０年に卒業し︑佐渡に伝道に行く︒

この仏渡行きは︑佐利川出身でⅡ本初の女性牧師となった商橋久
野の斡旋によるものである︒

久野の兄は県議であった高橋元吉で︑その子に高橋進がいる﹂
高橋進は佐和田郵便吋長であり︑松井誠や本間林三と共に佐渡の
プロレタリア演劇の指導荷として知られる︒
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朝炊く米が二升五合から弓升で夜は一升瓦合︑一Ⅱに川升から四
升五合︑月に三俵の米を食べる轡

当時の一俵が︑三１円として︑九十円が米代に消える︒父の収入
は︑当時として高給で︑大きな小学校の校長が百円位の月給だった︑

父は新聞社の僻巣部長で広告取りが専門︒電迪のような広告業のな
父の収入は歩合制で︑多い川は三ｎ円に及ぶ︒父は昭和四十剛年

い頃で︑記者よりも第一線の仕事で新聞社を背負っていた︒
四月三十日に死んだ︒

その時︑市の名士達から父の人柄について聞かされ︑誰もが父が
非常に温和で優しい人であったと語る︒

国会議員の佐々木秀世氏夫人の話では︑その夫人の父上が旅行す
に﹂と留守番の者に預けた︒︺

る時︑必ず広告代をちゃんと包んで﹁堀田さんが来たら上げるよう
旭川巾内の斬聞社噛業マンで父が館一の成績で︑続く第二の人と

父

その後︑無尽会社に外交貝として働き三十一人の外交貝全部の成

の差はとても大きかった︒

績よりも︑父一人の成績のほうが大きかったという︒

外交伽では確かに︑優れた能力を持っていたのかも知れない

はわが家では温和な人ではなかった︒火の張のように激しく︑烈火
のごとく怒る短気な人だった⑤

私は父が人々に温和だといわれる外での生活は下げたくない頭も
下げねばならぬ︑大変な辛い生活ではなかったかと後になって思った

父は非常に子煩悩で︑子供達が発熱や怪我をすると︑顔色を変え
ておろおろとして心配の余り母を叱りつけた︒

子供達の鼻汁を紙で拭うのは揃くてかわいそうだと言い自分の川

ですすりとった︒私達は﹁いやねえ︑汚いわねえ﹂と眉根をよせな

父が死んだ時︑私達の思いは﹁父は優しい人であった﹂と言うこ

がら︑内心感じ入った︒

私が四十六︑七にもなっていた時点の︑人間という者への理解が

とだった︒

深まったがゆえの感慨でもあったろう︒

子供時代の私達には︑父は恐ろしい︑強い︑頑固な︑ワンマンな

父は︑中肉中背の美男で︑けもきれいだった︒

存在であり︑私は家出をしたいと思うことがあった﹄

子供も多く︑絶えず乳呑児を抱えて︑多忙な家事に追われたが︑

横ずわりにすわることもなく︑非常に忍耐強く激しい気性の父に

着物をきちんと着︑髪をきれいになでつけ︑身だしなみを整えた︒

やかましくなかったが︑子供達はみな︑父よりも母を畏れていた︒

逆らって︑Ⅲ論することなど全くなかった︒私達子供に対して︑Ⅲ

子供達は父にも母にもＵ返ししなかった︒兄弟同志で家の中で︑論

大家族が平和に悪らしたいという願いであり︑父の怒りを恐れた

することもなかった︒

ためか︑母を辛い立場に立たせないためかはわからない︒

わが家は決して︑明るくのびやかな憩いの場所ではなかった︒

ただ︑こんな家庭の中にあって︑私は父に叱られたことが全くと
いってよいほどなかった︒

なお︑﹁嵐吹く時も﹂の作者自身による解説に︑祖父母が佐渡の
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祖母は美女で︑気性がふじ乃のよ

出身であったと書いた後︑﹁祖父は順平のような性格で︑商人とし
てそれなりに成功した人である
従って︑この小説から真野金丸出身の祖父母の性格が読み取れる

うな人だった︒﹂と続ける︒

ことになる︒

◆三浦綾子自身は佐渡に来ていない

瓶弱の綾子に佐渡旅行はかなわなかったようで︑弟秀夫氏が佐渡
この時に弟より聞いた話を元にしたのであろうか︑真野金丸らし

を訪ねている︒

き川舎道での州来事が﹁嵐吹く時も﹂に拙かれている︒
︵三浦綾子﹃この病をも賜として﹂より︶平成３年頃か

短い文章なのでそのまま紹介したい︒二部省略︶

﹁私の手許に一本のテープがある︒三汕綾ｒの歌澁が録皆された︑

非常に珍しい私家版だ．ご︑正人・光世さんの弾くピアノに合わせて︑

﹁砂山﹂・・・海は荒海向こうは佐渡よ⁝︒

三浦綾子さんが童謡を歌っていた︒

三浦綾子の講演会では︑寒いですね︑コホンと咳をするだけで︑

それだけ︑人々の心と魂を捉えて離さぬ作家だった．

愛読肴たちは︑感動してしまうと︑ある獅災行に聞いたことがある︒

声は︑言葉以上に︑宇宙を顕すものだｃ言葉の意味よりも︑もっ

話し言葉の振動よりも︑更に︑深い共感を呼ぶのが歌声である︽︶

と深い共振を発揮するのが声である︒

歌声は︑正に︑三浦綾子その人だった︒

透明で︑どこまでも流れて︑声の底に芯があり︑やわらかく︑鋭

く︑たったひとつのものを求めて歌いあげる歌声だった§
私はそこに〃一生懸命″を見た

﹁弟秀夫︑祖父のふるさと佐渡を訪ね終えて︑今日帰宅︒佐渡は

○月○日

風雨強かりしという︒一度壹揃と共に訪ねたき地なれども︑行く暇

歌のプロでもなく︑上手下手とは無関係の地点で響きわたる︑中

三浦綾子の祖父母が佐渡から移住した北海道祢前︒

ｌ苫前町在住の﹁佐渡衆﹂子孫達との交信ｌ

◆苫前﹁佐渡衆﹂を探る

歌声の中にあった︒

人の心をうち︑人の魂を揺さぶった︑作家・三浦綾子の神髄が︑

空に放たれた声には〃一生懸命必という盗勢が直立していた︒

も体力もなし︒﹂

家中野彦次郎家を訪れた形跡もない︒

※秀夫氏の訪問時には祖父の実家堀旧家はすでになく︑また雌の実

何故であろうか：秀夫氏は昭和ｕ年生れの弟で七男で綾子より先
に亡くなった蝉

﹁三浦綾子の歌声﹂︵﹁亜田昇ワールド﹂︶に次の個所があるゞ

◆三浦綾 子 が 口 ず さ ん で い た 佐 渡 の 歌
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ここは長島泰職氏を筆弧に多くの佐渡人が析雌し︑﹁佐渡衆﹂と

堀田家は深刻な不漁期前︑先を見越したように旭川に移住画三浦
綾子は旭川で生まれている

・自分の知る堀川家の人達は皆優秀だった︒

慕われてもいた．

演本元苫前町助役から始まり︑次々と関係者を紹介されたゞ

．この地区には佐渡から来た人が多く︑皆さん一一シン漁やその周辺

孝太郎さんが引き継いだ︑

・長島家の丁場は焚く斎藤泰彦さんが守り︑その後計良︵けいら︶

浦綾子の父恥田鉄治が建てた﹁堀川家先祖代々の墓﹂がある︶

・堀田家の稗捉寺は苫前の大林寺︵浄土真宗︶︒︵※昭和調年に三

で︑現在はその関係と想われる本間家が酒販業である︺

．隣町の羽幌は畑野出身の本間藤右衛門が酒造等で財をなした土地

長島泰蔵さんは明論初期の生れか︒

管理会社の役員・

し︑現在は苫前や隣町の羽幌に膨大な土地を所有し︑子孫が士地

・佐渡出身の大成功者長嶋泰蔵家も同じく呉服店や立網漁で財を成

の名前を出して連絡を取ったらどうか︒

現当主は斎数範章氏︵のりあき帥歳代︶なので︑必要なら濱本

言い呉服店で財をなした︑

・知人に真野出身の斎数︵さいす︶さんが居り︑先祖は斎数六平と

しかし︑農地解放で多くの土地が収用された︒

地を通らないとどこにも行けなかった畷

私の子供の頃︑佐渡衆と呼ばれて大変羽振りが良く︑佐渡衆の土

嘱業で成功した︽．

占い話なので証言の食い違いもみられたが︑そのまま要旨を記し
たい・

お聞きした順に記す︒

︵濱本哲也さん︶

昭和６年生れで︑牌前町で助役をされた方︒

何凹となく質問電話をしたが︑その度に丁寧に心をこめて応対下
日分の先祖も越前からこの町に渡り︑三浦綾子の祖父母の人唯も

さった一

他人事とは恩えなかつたに違いない︒

順不同に箇条苔きしてみたい口本人の見聞の他に伝聞情鰕も含む︒
︑三浦綾子の父である堀田鉄治の戸籍を何度か閲覧したが︑祖父の
名前は﹁堀田秀吉﹂となっていた︒

︑三浦綾子の祖父は苫前の海岸沿いの染泊︵そめどまり︶に住み︑
雑貨店を経営し繁盛した．

・綾子の父鉄治は苫前生まれ︑妻は苫前の佐藤家から嫁いだ︒染泊
は昭和旧年から三豊︵みとよ︶に地名変更する型

他には︑本間竹治︑猜股宇一︵息子さんがが之︶さんの佐渡衆が

居り︑本間竹治さんの兄忠吉さんは洲屋だった︒

声 声

．この地区は鰊漁で大変栄え︑往時人口が胆︐０００人もあったが︑

なる皇

昭和訓年前後から不良続きで人ｕが流出︑現在は３０００人程と

0ひ

．小樽に佐渡衆らしい中︵仲︶町商店があり︑苫前の人と交流が
あったｃ

・神前神社祭礼には晦年前頃まで鬼太鼓が舞われた︒これは斎数範
章さん等佐渡衆の勝肴が復柵したものだ︒
仕覗をしていた︒

・堀川家は鉄泊さんの兄弟に林平さんが居て興業帥やポンプ関係の

濱本さんから紹介頂いた胃を論すと大変好意的に応じてくれ︑是

︵斎数範章さん＋戸籍簿︶

非途絶えている佐渡との縁を復活させたいと話す︒

子供の頃は佐渡真野町竹田の斎数家とは深い交流があり︑苫前か
ら魚介類を︑佐渡からは農産物などが送られてきた︒

自分が長く北海道を離れたその間に交流が途絶えてしまい後悔し
斎数さんからは︑以前真野町から取り寄せた斎数家戸辮簿を進呈

ている︒

眼く︒

︵職章さんの話と亦締簿から読み取れるものを次に紹介する︒︶

・佐渡郡真野村大字竹旧旧番地の斎数六兵衛の長兜歳数六平が明綺
加年頃︑北海道苫前祁苫前村字苫前に移住する︒

・六平は文久元年生れ︑苫前で雑貨店︑呉服店を開き成功︒その長
男が岩太郎で妻は畑野村大久保の田中嘉蔵の長女クマ︒
数家当主の斎数範章氏︒

・次の代は長男死亡の為二男の政巳が家を継ぎ︑政巳の長男が現斎

Ｈ蓮宗︶を建てた

・明治後期に︑佐渡衆が中心となって﹁妙宣寺﹂︵みようせんじ

この寺の名前であるが︑どうも佐渡と関係があるような気がする

斎数家は寺の檀家総代等長くこの寺と関わり︑現当主の範竜氏︵の

りあき５代Ｈ昭和創年唯︶が守役貝をしている︒

︵苫前妙宣寺住職高橋智英さん談十関係情報︶

寺が真卿竹川の名刹妙宜がと川名であることに興味をもった︒

※真野竹川出身の斎数﹄ハ平さん等佐渡衆が中心となって勧諸した

衆に支えられ︑彼等は時期になるとやって来て錬悉屋に百人位で

・説教所が噺地に明治十七年に出来た︾これは川本各地からのやん

生活した︒

説教所僧侶の初代は荒木霊湿︑二代は林間学で︑この時期から浄

財が集まり︑明治訓年頃に建物が完成︒

号公称を申請し︑許可が川た︒三代目住職は荻野海文である︒

・明治引年に妙宣寺が創建される︒建物完成後︑日蓮宗宗務院に寺

・現住職は尚橋柳英︵昭和溺年生︶で当寺の住職になって８年目ｏ

の支援によって創雌されたので︑肱渡市真野竹川の妙宜寺と何ら

・寺号の経緯については詳らかではないが︑この寺が多くの佐渡衆

かの関係があったのかも知れない︒

なお︑苫前妙宣寺の本山は京都本間寺︵ほんこくじ︶で︑元々は

・苫前は越後衆が多く︑佐渡衆はその中心的な存在で︑衣類関係を

東本願寺隣にあったが現在は山科︑
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中心とした商売人が多かった︒

そのネットワークを活川して越後衆や佐渡衆は財を成した層

・北海道全域に越後衆は商業や金融面で活雌︑各界で要職を務め︑
・当寺の檀家総代となった佐渡衆は︑前任者の名畑隆雄氏︵前苫前
町踵︶や初期の歳数六平さん群がおり︑現在も歳数範嗽さんが役

ではなかったと思う︑

長島為吉−泰蔵−武四郎︵養子小樽の榎家のⅢ男︶−三那子︵み
なこ︶−長烏純となる︒

※長島三那子は三姉妹の一人︑姉妹全員が苫前を離れた

財を成した言﹄

・踵烏泰戯は佐渡の学校を卒巣後︑陥歳で衿前に来て牌前で大きな

呉服群を扱う店や粘米所を経燃し︑そこで柵た資金を元にニシン
業にも手を広げた︒

漁の網↓旭︵建網たてあみ︶になり︑漁家や農家にお金を貸す金融

員であ る 動

※昭和岨年頃の生まれ︑元前前町教育長

等である︒

佐渡から親戚筋の人を多く雁った︒術股︑帥良︑本間︑粛喋さん

葬儀の時は沢山の地元民が参列してくれたそうだ︒

ことを悪く言う人は勝ない︒

米が不作の時は農家の立吻に立って親切に応じ︑今でも歴島家の

本人は大変質素で人格者でもあったと聞く︾

送っていた︒

シンは腐敗が遅く︑告は船と貨車を継いでそのまま京都辺りまで

ニシン全盛期にはそのまま貨車に積み込んで京都まで連んだ︒ニ

︵猪股寿之さん︶

・父宇一は苫前の長烏泰蔵の甥で︑十血歳で苫前に来て長島の店に
勤めた︒

がいる︒計良為蔵さんは長島家を出た後雑貨商となった

．同じく長島家に勤めた佐渡衆に計良︵けいら︶︑本間︑斎藤さん
・佐渡衆では斎数六平家とは別に斎数瞥二郎さんが居た︒

他に志和武平さん︵新聞販売小間物等雑貨商︶が活躍し︑辰五郎︑
堀田家には鉄治︵てつはる︶さんの兄に堀田林平さんがいた︒

前で販売︑その縁で︑自分に子供が居なかったので榎家から養子を

栄茂︵えいしげ教典で現在札幌移住︶さんと続く︒

︵長島純さん︶※別歳代

もらった︒

因みに︑腿脇家と縁の深い小樽榎家の稗提作は小榔龍徳が︵稗洞

等多くを寄贈した︒

鮮前の樅家寺は稗洞宗晃徳寺であり︑創建に際して土地建物仏具

泰蔵は小樽一の豪商と肴われた榎家と取引し︑仕入れた州仙を称
・私は九州で生れ︑苫前に来て賜年位なので長島家の詳しいことは
わからないが・・・

・長島家は江戸時代にすでに苫前に来ており︑その頃の土蔵が残る︒

・財を成した災島泰蔵は艮烏為吉の養子であり︑沁々の称字は長島
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・三浦綾子さんが祖父戯を描いた﹁嵐吹く時も﹂が州版された時に

・私は妻を亡くし一人幕らしなので︑冬場は息子の住む札幌に住む︒
本人にお会いしたｃ

︑北海通を代表する豪商で︑佐渡佐和田出身の期毛︵ましげ︶町丸

その時彼女は︑﹁あくまで小説なので︑関係者に迷惑がかかると

宗︶である︒

一本間家︵創業者は本間泰蔵︶とは親しくお付き合いしたようだ︒

で灘ったものだ︒

戦後︑昭和加年頃には﹁おけさ会﹂も出来て鬼太鼓を習って集会

佐渡衆が中心であり︑年にｌ哩訓人位が集まった︒

の三峰神社を勧請した︒

・昭和加年頃︑牌前で新潟県人会が州来︑同会を中心に佐渡にも縁

採って苫幌と言う架空の地名を作った﹂と語っていた︒

いけないので敢えて舞台を実名の蒋前とせず︑隣の羽幌の一文字も

現在︑本間家の娘さんが旭川の男山酒造に嫁ぎ︑お皿い便蹴を図
り商売されていると聞くｃ

︵名畑隆雄さん︶※前苫前町町長
・私は大正巧年生で︑札幌の学校を出て苫前町役場に入り︑教育長
加年︑町長３期を務めた︒

Ⅲ三宮の名畑家に養子に入る．

・父菊治は佐渡金井新保の菊池家出で明治詑年生れ︑過歳頃に佐和

・苫前には三重県︑青森県からも移住者が多かったが︑佐渡衆は誠

藤井藤太郎には子供がなく︑養子によって今日まで続き佐渡との

その後教員となり︑昭和︑年に旅館を営業︑昭和︑年叩月没．

留萌間の乗合自動車を経営︑大正叫年営業を譲渡︵社は今日も存在︶

北海道に来て﹁馬追い﹂をやり︑大正Ⅲ年に馬場と・言う人と羽幌−

町出身ゞ

佐渡から当地に来たのは︑藤仲藤太郎︿？〜昭和Ⅲ年没︶で羽茂

現地調恋された︒

※﹁佐渡広場﹂櫻井哲夫氏さんより聞くｃ櫻井さんは羽幌に行き

︵羽幌の﹁佐渡屋旅館﹂︶

災な商売をする人が多く信川を勝ち僻ていた︒

二宮名畑家の当主は名畑大市︵たいち︶で︑大正になって祖父大
ほど内地に入った所で名畑牧場を経営㈲

巾と父菊治は苫前に移住し︑妓初は海岸近くで雑貨商︑その後４ｍ
昭測５年頃に牧場をやめ父は魚躍になった︒

死去︒現在︑名畑家は二符では絶えたが︑親戚の本間家がある︒

︑祖父母は牧場を閉じてから佐渡二宮に帰り︑祖父大市は昭和鋸年
Ⅲ年程前︑祖父の別回忌で檀家の妙照寺に行った︒自分自身は加
・苫前に妙宣寺があるが︑創建に関して佐渡衆が大変尽力したと聞

回位佐渡を訪れている︒

いている︒

不思議な縁だが︑真野竹田の妙宣寺の住職が父の従兄弟だったこ
ともある︒

・苫前町は明治調年に羽幌を分村した？
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血筋はない 一 ︾

熱心だった

子供は全員でｕ人おり︑子供の人半は大学教育を受け︑札幌市小

学校校長公会長になった人も居る︒

藤井藤太郎氏について︑２００６年６月末佐渡犀旅館で油まっ
た時のブログに︑﹁義猷は鍋歳︒今年のゴールデンウイークの時︑

・義父本間忠古は畑野の出身で艮烏泰樋の親戚筋で鍵ｆみたいな形

の縁は今凹初めて聞き驚いている︒

・烹浦綾子さんと苫前の関係は３年前頃に初めて知ったが︑佐渡と

いており︑字一さんはよく家に立ち寄った︒

みさおさんは長島家の番頭だった猯股宇一さんと従兄弟川上と聞

住む息子宅に移住する

跡継ぎのひろしさんは教員で帥歳位で︑現在は高齢の為︑島外に

・忠存の菱みさおさんは畑野桐川家︵小倉岩根沢の資産家︶の冊で︑

聞くと本物だったらしく未だに残念に想っている︽︾

捗って行けと言われたが本物とも忠わず１個だけもらったが︑後で

私は新婚旅行で佐渡に行き義父の実家から珊嫡をもらった︒沢山

な人だった︒

本間弘さんは若い頃︑苫前の本間酒屋に手伝いに来ており︑達筆

内で局長をし︑弱歳位か︒

後継ぎは幼児に撞ｆに入った正史さんで︑郵便局勤務︑現在は島

名家で︑現戸主は本間弘さん︒

・本間忠汁の実家は佐渡畑野猿八︑本間腱三郎家・本間家は猟八の

忠古の弟本間竹治さんも佐渡からやって来て災鳥家に勤めた豆

町︵うえまち︶で本間酒店を開いた︒昭和仙年頃廃業﹄

長島家に勤め︑のれん分けの様な形で﹁ヤマタ﹂の暖簾を頂き上

で鮮前に来た︒結局礎子縁組はせず︒

自分の娘さん︵女将さんでない︶に連れられて︑佐渡へお蕊参りに

推測恥学校を牌めたのは別歳で退職金等で養子にも財を残したく

行った︒佐渡のお寺さんとの通偏は現在でもある﹂と書く︒

すぐに旅館を経営ゞとすれば︑生まれは明治肥年頃︑乗り合い自動
車経営開始は諏歳の時で年齢的には整合性あり

当時は陥歳で働きに行くのが普通で北海道へは明治訓年頃来たの
か︒明論訓年は佐渡大洪水被害︒従って︑我が家の農業絲常を補う
ため北海道鮒柵使の一貝になったのではないか︒

︵苫前町古丹別堀田家奥様談︶

聞いている話では︑賢治は美幌から古丹別にやって来て建築関係

夫は堀田豊で昭和旧年生まれ︑その父は賢治である︒

の仕事をした︒

そのルーツは江差と聞いており︑佐波との関係は聞いたことはな
いが︑江差に来る以前に佐渡と関係があったかも知れない︽．

史郎さんは長島泰蔵の親戚の本間忠吉さんの息子にあたる︒

︵本間史郎氏奥様談︶

佐渡に来たことあり︑今も佐渡との交流がある︒

・史郎は本間忠吉の川男で︑忠吉の菱くみさお旧眺石川︶が教育

59

・古丹別に堀川家が残っている︒また︑古丹別には長島家を支えた
斎藤家のｆ孫が住んでいる︒計良家は既に地元には脈ない︒

自転車に商品を入れる竹かごをのせて配達し︑また小樽から届く

冬場は大きな犬に荷物を獄ませて配迷しました︒犬は砿烈に野を

商品を駅までとりに行きました︒

かいて走り︑私は後を追いかけます︒
した

※若い頃︑苫前に住み︑往時の苫前﹁佐渡衆﹂をわずかに知る人

︵本間弘さん談︶

金が刷いたのも懐かしい思い出です︒

ともかく︑びっくりする稚みさおさんは教育熱心で︑仕事を終え

佐渡へ帰り︑忘れていた頃︑落とし．壬不明で祷前からそのお

い頃からつけていたⅡ記帷などを示しながら詳細な説明を猟く卿

記憶が確かで︑父が作成し︑自らが手を加えた本間家系図や︑若

ある時︑犬のかいた場所から１円札が出て来たので弊察に届けま

同席された昭和５年生の奥様も猿八生れで︑弘さんの話を補完

．﹁やまた﹂は本間忠吉︑みさお夫婦に子供哩人と小僧の私ですい

た私に学校の授業内容を聞き復習をさせました︒

ｆ供達の大半が大学や高女等を出ましたが︑操さんの教育熱心が

してくれた魚

・私は大正賜年生れで︑明和期から始まる家系図によると八代日です︒

・当時︑近所に勝た真野出身の三浦さんがよく酒を飲みに来ました︒

違いありません︒

根底にあったと思いますし︑また身を粉にして働きお金を貯めたに

店をやっていたのです︒

ですが︑神前ではいつの間にか﹁けいら﹂さんと呼ばれたので

・呰さんの話に出る計良︵けいら︶さんは元々は計良︵けら︶さん

父の筬一︵しんいち︶の弟︑本間忠吉が当地で﹁やまた﹂と言う

・叫歳の時︵昭和Ｍ年︶に苫前に行き約３年間そこで過ごしました︒

この店は洲と食料品を光っていました︒忠占の叔父？にあたる隆

しょうか︒

島泰蔵が当地で手広く商売をし︑崖号が﹁やまた﹂でしたのでその

小倉出身だったと思いますゞ

です︒

泰蔵さんの実家は小倉岩根澤の桶川喜左衛門︵屋号は﹁松ヶ根二

んについて話します

．また︑杵さんの証荷に瀕繁に出ます腓前で財を成した挺烏泰蔵さ

ら出た人だと想います︒

・長島家の番頭だった猪股字一さんは小倉中野の擶股徳三郎さんか

暖簾分けの店です︒

行くので代わりが必要だったのです︒

．この店には小倉出身の余湖喜久雄さんが勤めてましたが︑戦争に
・私は祢前小学校商群科に入り︑勉強しながら府の小仙さんをしま
した︒

朝６時頃起きて店の掃除です︒冬場は町巾が凍りつくので険が逆
学校に行き４時頃帰って︑それから御用聞き兼配達です︒

たず掃除が簡単でうれしかったものです
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この家から私の牌祖父芳蔵が来ています︒
ら多くの人が苫前に移住したのです︒

．この艮烏泰職︵沁は石川泰職︶さんを頼って小倉や猿八や畑野か
・その内に戦争が近づき︑商品が全て配給制となったので︑店は単
に切符と商仙の交換所になりました︒

もう小僧は不要になり︑また小倉の方も兄が海軍入隊となり︑ほ
その後︑昭和旧年に私も海兵団に入りました︒

ぼ苫前生活が３年経った頃に帰郷して農業に従事しました︒

・私の父の兄弟は忠奇叔父さんを含めて５人︵他に２人塒たが天
折︶で︑従兄弟は狐人も居ます︒
地元では畑野の駒形電気やサンアロー化成も従兄弟同世となります︒

忠吉さんの弟竹治さんにも８人子供がいました﹂

・私の父筬一は明治妬年生︑忠吉叔父は明治拠年生︑菱みさおさん
は明治如年生︑竹治叔父は明論總年生です︒
・みさおさんの実家は小倉の石川佐一郎家です︒

◆羽幌の本間篠右衛門
畑野から羽幌︵苫前から分村︶に移住し︑当地で酒造業その他で
地元の羽幌郷ｔ攪料館には﹁本間家コーナー﹂もある︒

大成功をおさめた人物である︒

この人物については北海道にまで出かけて詳しく足跡を追い︑資料
を収集してｒ孫の人からも詳しく聞き詩きをしてまとめた方が居る︒

櫻井価夫さんで︑現在﹁佐渡広場﹂なるブログで佐渡情報を発信
し︑それを纏めてすでに４冊の﹃佐渡広場﹄を刊行している﹂

京大卒後︑企業に勤め︑退職後に広く佐渡関係怖報を発信して肘ら

上記︑羽幌郷士資料館には﹁佐渡広場﹂初巻・Ⅱ巻・Ⅲ巻が備え

れる︒

また︑刈幌町の学隻貝である哨地臆さんが佐渡に渡って詳しく調

てある

侮した﹁本間艤右衛門について﹂と言う冊子もあるので参考にさせ

本間膝右術門に関しては︑その阿什に依る︒

て頂いたｃ

本間家は元々は本間藤内左衛門である︒代々雑太郡大字畑野の造

本家の本間藤内左衛門家は︑現在畑野西町に人きな蔵を持つ﹁と

り酒屋であった︒

五代目藤内左衛門の三男で︑延宝２年︵１６７４年︶生れの艤

うないさん﹂のことである

府衛門が分家して初代本間藤打術門を名乗った

初代からにハ代までは資産家として知られる総代名張で︑苗字特刀

三代から六代までは隆盛をきわめ︑京都に川向いて知識階脚の

を許された家柄である︒

大家の書画を蒐集保存したゞ

人々と交流を深め︑濡曲︑太鼓︑棚歌︑唯花︑茶道︑狂言等を学び︑

しかし︑明治犯年から認年にかけての米仙暴騰に端を発して︑柑

川〃伽の貧民が蜂起して豪家や洲造家を襲った州川暴動が勃発して
れ︑壊滅的な打撃を被った︒

全島に飛び火し︑本間家も襲撃をうけ︑家財︑酒造具等全て破壊さ
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その間︑七代は﹁羽幌市街地のⅨ画﹂﹁郵便肺誘致﹂﹁糸屋銀行誘致﹂

味噌・醤油の醸造は昭和劉年まで行なっていた這

２６０年続いた家業に終りを告げた︒

邪歳頃に一摸に遭い︑その数年後の明治妬年に北海道開拓共進会が

惇々を経て︑袴前よりの羽幌分村の総代人や村会議貝などを務める︒

文久元年に本間家の長男として生まれた七代藤右衛門︵村蔵︶は︑

札幌で開催されることと︑明治天皇の北海道開拓勅意に刺激され︑

いう家の隣りで素峨らしい広い畑が家の喪にあった

それが僕の⑫︑

家は藤之丞と云って僕の７歳前後は︑畑野の通称そばや︵旅館︶と

うだ﹂﹁畑野の西町は殆ど藤右衛門一族が住んでいたい僕の母の生

移住し︑その後は僕の伯父が藤布衛門の山や畑の管理をしていたそ

小川久戯に仕込み中の酒蔵をこわされたとかを機会に北海道羽幌へ

﹁僕の母は藤右衛門の一族﹂で﹁明治瀦年藤右衛門が相川の暴徒

謁年頃のこと︶として掲載されている︐

﹁東京便り中川杏果﹂とあり︑﹁帥年前の畑叫の恩い川﹂︵川沿

また︑道庁・文書館に佐渡関係の新聞があり︑次の記事もある︒

致等々にも雌力︒

人正時代の羽幌青年団腿を始め︑商に会頭の頃の北海道銀行の誘

り地域に貢献した︒

八代藤右衛門は商正金会頭他︑羽幌のため十指にあまる公職を承

姿り両家は帆戚となる

ある墹毛町丸一本間の初代泰蔵氏の仲人で泰蔵の従兄弟の娘トミを

また︑八代藤右衛門は︑北海道を代表する︑佐和田出身の豪商で

北海道の視察を兼ねて渡道︒比進会後︑増毛︑函館︑網走︑尺聴な
村蔵の﹁北遊Ⅱ記﹂には次のように出る︒﹁佐渡と比較するに土

どを廻った・

地広大にして人Ⅱ少なく︑至る所人跡未踏の未開地にして﹂﹁斯く
の如き未開の土地に来り開拓を為し又酒造を為さば﹂﹁伝来の酒造

を拡張し前記暴徒の大災害の撤失を恢復し得て滕右衛門家幸福の基
を礎かん聯﹂〃

明治妬年に再度渡道し︑実弟である三男藤一の養子先︑小樽渡辺
羽幌を移住の地と定めたのは︑﹁勝前長鵬氏大変成功しよき所と

呉服店の商品全部を引き受けて羽幌に移り常業を開始する︒
聞き伝えたるとｎ分の見聞に依る﹂令北遊Ⅱ記ご為である
年のこと︒

ここに言う長嶋氏は勿論長島泰蔵氏のことである︒

年愛子を佐渡から連れて来て︑浦造道典等を取り寄せ典服

尚︑羽幌が苫前から分村したのは翌年の明治

明治

しかし︑羽幌川の洪水で酒造蔵や道具が大損害をこうむり止むな

太物商のほか念願の酒造業を開始する︒

く一時休業︒大派５年に逸兄賢造とともに職兇合潴会社を設立ｃ

３歳頃貧乏のため売り払い︑僕の母の家は朧右衛門の元屋敷とか云

酒造のほか︑澱粉製造や醤油醸造も始める︒酒の銘柄は︑﹁正の輿﹂

﹁藤甘露﹂で水質に恵まれ上々の銘酒となった︾

う処へ移った﹂

中川杏果は新穂の人で明治羽年生︒小樽︑長岡︑東京で新聞記肴

澗造業はその後八代目︑九代Ⅱと引き継がれたが︑昭和陥年太平
洋戦争勃発により企業終備令が発布され酒造廃業の止むなきに至り︑
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や編集長として活躍した︒﹁杏果﹂は同年の友人土田﹁杏村﹂を意
識したと言う︒

◆﹁苫前町史﹂︵昭和印年刊︶よりの﹁佐渡衆﹂情報

年︑鎚年〜謁年︶

︵苫前漁業協同組合︶昭和鯉年発足︑初期組合員は４９７人︒長

島武四郎が初代︑川代組合長︵昭和型年１

斎数悩次郎が二代Ⅱ参躯︵妬年〜錫年︶︒

︵商業︶斎数六平が明治羽年に︑行商から苫前に落ち着いて呉

川時期に次の佐渡人が行商にやって来て定住して開府した︒志

祢前商業荷の鮫初の一人が斎数六平である︒

服店開業〆明治加年代に入ると苫前に生活物資の需要が増えた

和武平︵雑貨︶︑堀冊某︵三浦綾子祖父︶︑計良為蔵︵雑貨︶︒

は雑然としている︒

※特別にまとめずページを追って必要分を載せたため︑年代的に
また確爽に佐渡人と断定出来る人を収せたが︑﹁苫前町史﹂に

明治妬年︑行商に来た長島泰蔵が呉服人物店を開く︒︵※紺織

洗・

載る佐渡人はもっと多いと想う︒なお︑この大著は佐渡衆二肚

物が呉服で︑綿や麻織物が太物︶
明治犯年潴畑商店開業︒

二最近の天塩国便覧﹂︵大正３年刊苫前分︶より︶

﹁海陸物産米穀荒物商﹂・志和商店︵志和武平創立明治

名畑商店︵名畑多市創立明治詑年︶

年︶・

である名畑隆雄氏が苫前町長時代に完成出版した環

︵株前・栄浜地区部長︶志和武平 ︵明沽 年６Ⅱ〜人脈元年８〃︑
一人置いて３代目が斎数大平︶

︵苫前村村会議員︶志和武平︵明治犯年〜虹年︑明治製〜妬年︶︑
２年︶︑志和辰亙郎︵昭和９年〜Ｂ年︶︑長烏武川郎︵昭和Ⅳ年

長島泰蔵︵火派４年〜昭馴５年︶︑斎激六平︵大正４年〜昭和
〜犯年︶︑名畑菊治︵昭和魂年〜加年︶

店︵明治妬年腿脇泰蔵︶

年︶※三浦

一︲呉服人物店﹂・斎数呉服店︵斎数六平創立明治認年︶・長島商

﹁酒造業﹂・牌前澗造合資会社︵長島泰蔵明治弱年︶

期務める︒

︵苫前町町長︶名畑隆雄︵昭和別年５月〜︶※教育長加年︑町長３
︵大正・昭測にかけて長烏恭磯は﹁仕込み﹂を行う︶

綾子の父︒

﹁人馬継立所﹂・堀川人馬継立所︵堀田鉄次明治

﹁補臆梁﹂・本間補臆︵本間又吉佐渡人？︶

て親方が受け取って販売し︑販売代金から販売手数料その他を

※仕込み叩漁業に必要な物資一切を漁業者に貸与し︑漁獲物は全

差し 引 く ︒

※昭和調年当時の商業経営者より・長島商店︵米麦︶・斎数
商店︵果実・菓子・調味料︶

昭和初期の合同漁業株式会社持ち株上位者に︑艮島泰蔵︑踵島
武四郎が載る︒大正三年の主な建て網漁業昔に斎数豐吉が載る︒
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︵苫前村商工会︶昭和５年創峨︑斎数人平会良

膿︶︑志和展五郎の佐渡人が中心となる．

︵︾
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︵祷前商業組合︶昭和昭和Ｍ年創立斎数大平公蕊︑本間忠古︵澗

恥唯一

昭和他年︑語畑菊治が協同で運送会社である﹁人衆ハイヤー﹂を
明治虹年︑長島泰蔵が教育行政を保管する学務委員に選出される
昭和訓年〜別年まで名畑隆雄が教育長を務める︒︵昭和剥年〜犯
年は公民館長も兼任︶
昭和３年︑斎数友古が鰊漁紫に発動汽船導入︒

︵その他︶

頭さんであった本間竹治さんの兄本間忠治さんである︒

・現在︑羽幌にある酒店﹁カクイ本間商店﹂の創業者は捜島家の番
﹁苫前町史﹂︵年表︶には大正十四年﹁本間忠吉初めて羽幌町川ド

現在︑羽幌にある﹁佐渡屋旅館﹂の創業荷膝井さんは羽茂出身で

自転車店よりリヤカー購入︵一一：：円匡とある．

あり︑檀家寺は羽茂大蓮渉である︒
﹁苫前町史﹂︵年表︶には大正十一年に﹁羽幌の藤井︑賜場経営の
乗合自動車︑留萌︒羽幌問営業始動﹂とある︒

﹃佐渡名艦一︵高屋次郎昭和十兵年刊︶向津町の項にでる﹁樋
﹁明治十二年卜月西蒲原郡内畷村に出生：明諦一一１年水害にて

Ⅱ吉次郎﹂︵後の樋口新聞店︶の佃所に次のようにある︒

大飢鯉に遭遇するや地方民救済の為め渡道して苫前初山別原野の

三浦綾子祖母の実家(中野彦次郎家）佐渡市金丸

功者を出したり・・﹂

村制︑苫前郡苫前村︑１９１５年４月１日一級町村制︑苫前郡苫

１９０２年４ＨｌＨに苫前郡力昼村︵りきびる︶を編入︑二級町

風車群は行名である蛾

風力発電が磯んであり︑阿道から見える北海道最大級の風力発電

前村︑１９４８年如月１日町制施行︑苫前町︒

払下げを受け移住民三十二戸を迎へ一戸五町歩を開拓せしめ火成

北海道糾萌符内中部に位慨する町で︑町名の川来はアイヌ語の﹁ト

◆苫前町の概略

８５４４人︵１９７０年︸︑７ １７４人︵１９７５年︶︑

人口は次のような推移で急激に減少している︒

６５２８人︵１９８０年︶︑５︐７４８人︵１９８５年︶︑

マオマイ﹂︵エゾエンゴサク．ある．もの︵場所二から来ている︑

産する︒

これは大正４年の吃月に︑苫前町三毛別︵さんけくつ︑現在の地

なお特筆すべき事件に三毛別熊害事件がある︒

３６５７人︵２０１０年︶〃

４６４５人︵２０００年︶︑４︐２０２人︵２００５年︶︑

５２５１人︵１９９０年︶︑４︐８６８人︵１９９５年︶︑

主要産業は沿岸漁業︑農業︑酪農︑林業などで︑農業は米などを生

尺売烏・焼尻烏もこの町に属する︒

隣町の羽幌町は携前から分村して出来た町で︑道内有数の炭鉱の
街であった

三浦綾子が祖父母の人生を描いた﹁嵐吹く時も﹂にも遠くに望む
焼尻島等が活写されている︒

名は三渓︶でヒグマが民家を襲撃した事件で︑死者７名負傷者３

町の歴史は次のようである︒

１８８０年に３村︵牌前村・白志油村・〃昼村︶の戸長役場を

を元にした小説に﹁熊風︵くまかぜ連︵加川幸夫著︶︑﹁熊嵐︵くま

名の被害が発生して︑当時は世界岐恕の獣害と言われた︒この事件

︵俳句誌﹁初蝶﹂平成二十六年八月号︶

夏の日差しに身じろぎもせぬ蛇︒

言っておこう︑

これは何としても先犬的なもので嫌われて不思瀧な存在と

方も気の毒︒

誰が見ても余り気持ちの良いものではないが︑嫌われる蛇の

あらし︶﹂︵吉村昭箸︶がある︒︵両津夷︶

苫前村に設悩︑１８８８年８月に苫前郡苫前村が白志泊村を編

小笠原和男

１８９７年７月晦日に苫前村の戸長役場が羽幌村戸長役場を分離︑

入︑１８９４年２月３日に杵前郡羽幌村︵現羽幌町︶を分村︑

俳句鑑賞

良く見れば青大将の顔なりき中原雅司
長虫の出現におどろきの目︒

良く見ればとあるからには︑月をⅢのようにして眺めたこと
だろう
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｜

在独川本人とのパイプ作りも怠らなかったであろう︒まずはⅡ本公

使館︵全椛公使は西剛が公望︶を訪れ︑挨拶と情報収集を行ったの

陸軍省の官僚として︑鴎外は最初に大山巌陸軍卿に挨拶し︑それ

ではないか︒鴎外の場合はこうであった︒

から公使館を訪ねた︒すると元長州勝士で大男の背水間蔵特命全権
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生田秀と森鴎外

ｌ同時期ドイツに留学︑ミュンヘンで
心ビ
ビー
ール
ル体
体験
験Ｉ
Ｉ

斎藤明雄

んだとき︑そこに鴎外がいた︒東大医学部を十九歳という若さで卒

ひいず

﹁ビール醸造界の父﹂といわれる生田秀は一八五七︵安政四︸年︑

である︒

業し︑陸軍軍医になった鴎外は︑このときドイツに留学していたの

いわみのくに

現在の佐渡市真野新町に漢方医の長男として生まれた︒その八年後︑

男として森脇外が唯まれている︒生川も鴎外も家紫を継ぐべく医学

ホ教授に学んでいた動ただ︑四年間の留学期間も終わろうとしてい

は︑のちにノーベル生理学・医学賞を受賞するベルリン大学のコッ

大学を移りながら研究生活を送っていた︒生田がドイツに来たとき

医学部︶の教授であった司馬凌海に師事する一方︑ドイツ語を習得

ツを離れる七Ⅱ虻Ⅱまでの一ヶ川ほどでしかなかった︒生川の馴学

た時期で︑唯川と鴎外が接触する可能性があったのは︑鴎外がドイ

地はミュンヘンであったが︑しばらくはベルリンに滞在していたよ

するため束京外阿語学校︵現東京外国船大学︶に入学する︒このと

森家は明治維新の変革で禄を失ったため︑鴎外が十歳のとき︑家

ドバイスを受けている

うで︑たとえば六月十七日にはベルリン大学のホフマン教授からア

あまれ

していたのである﹁とびぬけた秀才であった鴎外は︑家運を託そう
とする家族の期待に応え︑一八七四︵明治七︶年︑十二歳になった
一方生川は︑結局︑医学校へは進学せず︑内務竹衛生局の技師と

ばかりという異例の年齢で隆学校への人学を果たしてしまう︒
なった︽︾しかし得意のドイツ語を橘かすべく︑ドイツ留学を前提に︑

設立直後の大阪麦酒会社︵現アサヒビール︶に転職するのである︒

そして一八八八︵明治一十二年五月二十八Ⅱ︑ベルリンの地を踏

留学唯とはいえ︑ビジネスの世界に唯び込んだ生山にとっては︑

を引き払い︑やはり津和野出身で親戚でもある西周を頼って上京

き十一歳であった鴎外も︑火京の進文学社でドイツ柵を学んでいた︒

生田は十六歳で上京し︑同じ真野新町出身で医学校︵現東京大学

を志した︒

鴎外はラィプッィヒ入学︑ミュンヘン大学︑ベルリン大学の順に

洞見脚︵島根県︶津馴野町に︑代々津和野藩主に仕える典脹の長

■■■■■■■■■■■■

公使から﹁君は何しに来た﹂と聞かれた︒身長百六十一センチで︑

間︶には宮廷ビールの醸造所として有名なビアホール︑ホーフブロィ

されたに違いない︒鴎外の﹁独逸Ⅱ記﹂には︑半リットルのジョッキ

そして鴎外がそうであったように︑ドイツ人の飲むビールの賊に圧倒

ル祭︶にも出かけている︒必然唯川もそれらを訪ねたことであろう命

ハウスでも飲み︑また十月には価例のオクトーバーフェスト︵大ビー

足の脱脂と貢

当時は体血脈十二キロとスリムだった鴎外はドキドキして︑
﹁術堆学を修めて来いということでございます﹂

﹁なに衛生学だ︒馬鹿な聯をいい付けたものだ

生川はまた︑地ビールの研究のため︑鴎外も行ったミュンヘン郊

で二十五杯も飲む人がいると聞いて篤いたことが沸いてある鰯

外のアンデックス修道院を訪ねたかもしれない︒鴎外がそこで驚い

る凶民に衛生も何もあるものか︒まあ︑学問は大概にして︑ちつ

番Ⅱの指の間に縄を挟んで歩いていて︑人の前で鼻炎をほじ
と欧雑巴人がどんな生活をしているか︑兇て行くが宜しい﹂

いたことであった

たのは︑黒い僧衣の修道僧たちがせっせとビール造りにいそしんで

ヨーロッパでは伝統的に修道院でビールが造ら

僕は一汗かいて引き下った︒二大発見﹂︶

﹁はい ﹂

ちなみに︑その﹁アンデックスビール﹂は現在も南ドイツの伝統あ

滑稽にもみえたようだ︒生由も同じような経験をしたかもしれない画

れていたが︑鴎外には︑まじめそうな僧侶とビールという組合せが
鴎外や生田が留学した当時のドイツは統一同家であったが︑その

の出会いがなかったとしても︑同時期にドイツに留学し︑本場のビー

二人はドイツで知り合うことはなかったのであろう︒しかし︑直接

結局︑生田と鴎外の留学にはわずかながら重なる期間はあったが︑

るビールとして知られている

形態は︑プロイセン︑バイエルン︑ザクセンという三つの王国と︑
ハンブルク︑リューベックなどのハンザ同盟︑それに大小の君主国
生川は七〃四日にバイエルン王国︵首都はミュンヘン︶の官立ヴァ

ルを楽しむという共通の体験があったことは興味深い愈州阿後の生

と自由都市など︑計三十八の地域からなる領邦国家であった︒
イエンシュテファン中央農学校︵現ミュンヘンエ科大学︶に入学し

川が造ったビールは好評を陣し︑製造が追いつかないほどだったと

ている緒門校だ

いうから︑鴎外も飲んだ可能性はある︒鵬外なら飲みながらこう感

生爪はそこで約一年︑ビール雌造に関するあらゆ

る知識や技術を学び︑Ⅱ本人として初めてプラィムマイスター︵ビー

うまい﹂と

じたのではなかろうか︒﹁ミュンヘンのビールと変わらないくらい

ている﹂この学校は現在までにノーベル賞受賞将を十七斜も樅出し

ル職人︶の称号を僻るのである︒柵学期間は虹く︑遊んでいる余硲

生田秀は︑一九○六︵明治三十九︶年︑四十八歳の芳さで化去した︒

ｎ本のビール業界の近代化に貢献した人物として称えられている

はなかったであろう︒しかしビールの楽しみは火いに味わったので
鴎外はビールを好み︑ミュンヘン時代︵明治十九年三川から約一年

はないか︒仕事の一環としても必要なことだ︒
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生 田 秀 と 山本藤九郎家と本間能太夫家

佐渡総元締の販売店であったことは知られている

九郎家の篭女リンと結嬬し上京した．能楽の趣味は︑ビール醸造技

の中頃に福寿草が咲きだしたとの便りが有ったり積雪が多く庭の

例年にも増して寒暖の差が厳しく草花も戸惑いが有るのか一月

生川秀昭氏の平

術を学んでいたドイツでも発揮され︑その手紙には︑ドイツでも謡

は如何でしょうか

花壇の管理が大変との便り等が有り些か戸惑いが有りますが佐渡

早速で御座いますが先日お手紙でご連絡戴いておりました句集

た時の様子が好く判るとともに奥様の事を詠まれた句が心に残り

旅先で詠まれた句が多く見受けられ︑海外も含め各地に旅行され

﹁花霧香﹂が届きました大変有難うございました

史民俗博物館に一括収蔵されることになったと先年書簡をいただい

厳しておりました皷を始め能楽楽器のコレクションがこのたび干蝿

佐渡で皷の展祁︑溝減会でお世話になって鼎数年がたちますが所

ました

太夫家から入蛸した人である︒界府瓦解で︑州窮した本間能太犬家

機関に収蔵してもらう事を最人の目標としておりました

持ち続けた貴重なコレクションを何とか散逸させること雛く公的な

曾祖父の秀枇父耕一が二代に渡り収集・研究し更に父緋戯が

の国立歴史民俗陣物館に一括して収蔵される聯になりました

あったかもしれない〃妻の実家藤九郎家が︑明治期アサヒビールの

〃び職人したという話も聞く︒そんな噂があれば縢九郎家の援助が

いたこともある〆また︑風聞では本間家は明治初期衣裳を売却し︑

当主が一時期火阪のアサヒビールに堆川秀の縁で勤めていたとも聞

なお︑秀の其の実家真野新町山本膝九郎家叫代は︑潟上の本間能

たので紹介したい＃

た曾孫生山秀昭氏は楽器などの研究家であるが︑今度千業の国立歴

で︑多くの名舳が世に出ていたものを購入した得︾その名品を継承し

帰国してから秀は能楽楽器・資料の収集に力を入れた︒幕府瓦解

能楽がどれほど理解されたかは別であるが︾

謡や能楽を近所の山本藤九郎家に習いに通っていた︒そして山本藤

ひいず

斎藤明雄氏の一文に関わり生田秀の一面を記したい︒

巳

を披露し喝采を浴びたとある︒明治二十年代のドイツで一般の人に

○○

修

成二十二年の私あての書簡を紹介する．

本

後年アサヒビール創業のころ社踵になった生田秀は︑浩いころ

山
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今年こそは家内共々佐渡に墓参りを兼ねて草花を訪ねたいと思っ

ておりますのでその節はなにとぞよろしくお願い申し上げます

又能楽関係の資料︑文献類や鎌倉時代の和歌朗詠集もご存知の通り
関西大学総合図書館に新蔵生田文庫として収蔵されたこともあり私が

まだ暫くは厳しい季節が続きますがくれぐれもご自愛ください

見亀男

︵能Ⅲ秀昭氏大阪府吹田市在住︶

引き継いだ皷類のコレクションや資料文献の全てが有効に利用して戴
ける所に収蔵され私自身の役目が果たせ肩の荷が下りた思いです

赤泊散策

良寛のお加護のありてこの年も明るく晴れり良寛塾は
赤泊の街並み見むと水洩れ日の揺るる峠のカーブ道ゆく

峠道下れば視界広がりて声あげ見つむ光る港を
古民家の梁重重し天窓の明り差し込み樫目なほ浮く
妻入りの古民家並ぶ道の辺の古井戸今に水を湛ふる
山せまる街並み端の古井戸は伏流水溜め村を守りき
古井戸の石の井桁は丸まりて幾百年継ぐ大火逃れて

街並みのところどころの藤の房気高き香り降らせて立てり

南向く赤泊港は天然の避難港とふ漁船ひしめく
本土との最短距離の赤泊島の夜明けのド地作りき

︵佐渡巾北狄﹁佐渡良寛会良寛塾﹂平成二十六年五月二十七日︶
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北

真野俳句会

真野俳句会

真野俳句会

咲き満ちて杜鵤花あかりや石灯籠尼畑サカエ

平成三十六年六月十四日

真野体育館

木洩日の深き竹林磐莪の花

平成二十六年五月十Ｈ

真野体育館
もてなしはいま搗き立てのよもぎ餅

春愁や鴨居にかかる般若面小田昭郎

平成二十六年四月十二日

おさげ髪ゆらして漕げり半仙戯尾畑サカエ

風薫る米寿の母の杖の音

夏帯の誰やさしき仲居かな松田康子

真野体育館
嫁ぎし子 の 文 読 み か へ す 朧 の 夜
花冷や炉端に食す流平餅

山荘に古きオルガン昭和の日中野晴代

茶柱を点てて故山の新茶の香

風の中風来坊の毛虫かな中川登志広

二親を従へてゆく入学児

初燕客なき店を覗きけり

賑やかに烏語とび交ふ柿若葉鶴間美和子

聴りや大きく晴れて烏の空鶴間美和子

ふらここに座して本読む女の子

走りゆくパン崖の車明易し

夕薄暑友の受賞に乾杯す中野晴代

ひたすらに番の朱鷺の巣組みかな小田昭郎

五月間行年若き無宿墓

少年へ祖父の直球風光る尾畑サカエ

時のⅡや時を刻まぬ掛時計

大風呂敷広ぐ夜釣の男かな鶴間美和子

青空の広 が り し 午 後 ダ リ ア 植 う

児が吹けば児の空となりシャボン玉

落人の暮らせし里の山ざくら中川登志広

就航の新造船や山笑ふ中野晴代

間隔を指で測りし菊根分

まのびせし声のなつかし余魚売

人虎と千鳥足ゐる花むしろ小田昭郎

菫咲くひなわし地蔵の足元に松冊康子

草餅でもてなす山の男かな

水色の夏ブラウスの若々し松田康子

勺ＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩｌｌｌＯＩＩｌｌｌＯⅡ１０１１Ⅱ００００Ⅱ０Ⅱ０Ⅱ０１０１００１１１０ⅡｌⅡＩｌｌＩＩ０ＩＩＩ１１１１１１１１１０１１１１８１０１１１１１３１９１８１１１１１１１１１ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｊｌｌＯⅡ１１１０Ⅱ０１ⅡⅡ０

沢根すがも俳句会一句抄裏切ったのはどっちなのソーダ水加膿比呂︾
一春愁や真夜に刻める不整脈青水田鶴子地獄谷いま郭公の声ひとつ金子秋三一
一春田踏む鷺の右足左足安藤卓也花ちるや化石の貝にちさき穴佐々木半七一
一夏霧を牛の尻尾が払ひをり伊縢正一煙めきや花火満月コラボ哉野田実一
一蔵元の麗水を汲む薄暑かな稲葉小夜子静けさや茂りの先の遭難碑本間博一

一兵士の像青葉若葉をぬきんでて梶田ちづ閉校の校舎まぶしき薄暑かな渡辺岩夫一

Ｆ１日︽←一■１■・Ｉ︾０１︽１１０︽１１１︒■︽ＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ０．Ⅱ︑１１０．Ⅱ００．１８口００００Ⅱ０１０Ⅱ０００１０ⅡｌⅡ１１Ⅱ１１︽Ｉ０ｌｌｌｌｌ・Ｉ０１１０．０１■ロー・９８１１１︽１１１１１■︒︒■︽ＩＩＩＩＩＩＩｌｌ・
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真野俳句会
早稲の香や今出漁の船の音

松旧康子米壽来て春あけぼののこゑひとつ

真野川にじゃぶじゃぶ洗ふ汗のシャシ

いもせ俳話会五月例会

小綬鶏の姿はしらずちょっと米い桃井三郎
しなやかに円いシャシ満た女の子

白シャシのＵ立つ此の頃夏近丼上よしえ

菜子鉢に巣ごもるごとき桜餅

春暁や鼓動にもにて船の音金子節子

赤々と咲き揃ひたる皇椿
動くのは我と影のみ田を植うる外山かをる

小綬鶏の声も聞きたや夕茜

合格して子は長がながと猫を抱く

余化の道二三五五に奈校児西村コマ子

春暁や煎木の目覚む通り雨向井ｆ江

五〃雨に着祷へしシャツの心地よさ山川みさを

向シャシの襟の先より風光る

春暁や闇を溶して煤めけり漉辺幸枝

占池に縄張りもなく蝸叫の群

泥の中蝋叫上げられて道普請

鍬を杖に菊苗植ゑて息をつく井上よしえ

初夏や米寿に集ふシャシ白し

花魁のうなじに存の愁ひあり金子節子

鴬の声澄みにけり野に山に

春暁の辛夷の白さより明くる西平千春

ハンガーのワイシャツ踊る八月風渡辺幸枝

恐ひ川は桜並木と螺旋階段

着る勇気なく虫干のアロハシャツ
Ｈ借り時眠れぬ一夜ありしこと

小綬鶏や声置き走る雑木山

竹蔽に小綬鶏の声よく透る西平千春

兄がいたら取ってくれたや蝸糾の紐

菜の花やゆっくり電動三輪車駒形敏捷

髪結ひしゴムの色変へ春きざす外山かをる

せせらぎを舐めんばかりに夏つばめ

小綬鶏に呼ばれて出づる庭の花

袈藪や小綬鶏の声来い来いと白井正江

春光や我身支度の恥ずかしく

夏草の長けて捨て舟隠しけり鶴間美和子

水張って週ｕ蝿糾の孵るまつ

春暁のいのち瞬たくあけの星桃井三郎
存暁や眠気を覚ます始発バス四村コマｆ

二人には広すぎる家大瀞かな小川昭郎

単田の植ゑ跡均す青田風
奥佐渡に文豪の碑や合歓咲けり

金釘のやうに散らばり池の蛸叫藤井青咲

今日も雨蝸叫のへし合ふ水溜り

湯浴みせし嬰の熟睡や蝉しぐれ

白桃やふはりと抱きぬ赤ん坊尾畑サカエ

軒並みのビラも満開衣替え
喬子喰める音ここちよきわらび汁駒形敏美

風背し干し物竿で師るシャシ渡辺一子１７

帰省子に あ っ け な く 背 を 越 さ れ け り 中 野 晴 代

真野体育館

春暁に小枝くわえて急ぐ朱鷺渡辺一子

晴代いもせ俳話会四月例会

平成三卜六年七Ｈ十二日

真野
野体
体育館
咲き初めし千鳥が淵の古代蓮

松田康子

鶴間美和子

尾畑サカエ

昭
郎

短冊に
に世
測測
や星
りつり中野
世界界平平
やま
星つま
満々と梅雨の出水や国府川
水蕊にまくは瓜浮く昭和かな
満目のみどりに染まる兼六削
初蝉にふと手を休め針持つ手
〃緑や窪地に憩ふ仔連れ牛
山滴る眼下に凪の湾二つ
竹簾くぐりて今朝も母を訪ふ
若き日の和装小物を虫干す

l
Ⅱ

平成二十六年八月九日

真野俳句会

小

シャシ脱ぐやはや吹きそめし南風

小綬鶏の呼べる山田の静かさや
豆絞りの手拭併りし祭かな

青葉木菟ほいほいほいと貼り薬薩井青咲

青葉木菟遠流の島を忘れしか

いもせ俳話会七月例会

早春の人 呼 ぶ 如 し 小 綬 鶏 は 藤 井 青 咲

いもせ俳話会六月例会
素麺に赤き紐ありそっと引く

価埋に雨後の夕Ｈや蝸唯金ｆ節子

刻まれし梵字に深くかたつむり駒形敏美

天狗塚肖ひとつ無し雲の峰外山かをる

葭白く乾きて物を忘れゆく

梅雨雲を支へ立ちたる古樺内村コマ子

裏山の奥の奥より青葉木菟

想ひ冊に片恋もあり青葉木菟

見渡せば紫匂ふ桐の花丼上よしえ

御霊祭冷麦二把を賜りし

作物にほど良い雨や蝸牛渡辺幸枝

灯り点く家は疎らや蝸牛

あれこれと薬味も楽し夏料理外山かをる

夜の水番淋しき恩ひ背葉木莵
無造作に手拭で汗拭く男

鋏手に取るか汗かと初茄子

でで虫もそろり貌出す雨上がり白井正江

青葉木菟夜の一人はめざとくて渡辺幸枝

泣きっ而に斜に掛けしやサングラス

夜な夜なに病む手抱きい青葉木菟白井正江

手拭のあれさん被り飛魚を焼く桃井三郎

連峰の賄れて快音草刈機内村コマ子

雨音のようやく止みて遠蛙

かたつむり急がぬ性を洲いたし渡辺一子

でで虫や相川街道金の道

青葉木菟けさ身罷りし姉と寝る

ひとすじの流れ索麺沈む川桃井三郎

夏草の間に雨宵待ちあぐね駒形敏美

まだ高値店頭よこ目さぐらんぼ

青葉木菟うつるに聞いて床の巾渡辺一子

てぬぐひを首にてきぱき登山口

流れ来るさうめん嬉しすすむ箸西平千春

山越えて祭りけいこの笛太鼓

峡の旧の日懲は早し青葉ずく金子節子

でんでん虫歌懐しゃ口遊む

ずさ

のど渇き雨の木いちご水っぽい

手拭の鉢 巻 き の 跡 日 焼 け 蜑 西 平 千 春

オオシラヒゲソウ︵扉カット︶
沢風や白鬚草を見つけたり

かけた︒

戸隠の旅思い起こせり羊々
二○○三年秋に︑花の好きな義兄
の案内で︑妙高・戸隠の花の旅に出

オオシラヒゲソウ︑アケボノシュス
ラン︑アケボノソウ︑キッリフネ︑フ
クオウソウ︑レイジンソウなど多くの
花を観察した楽しい花旅であった そ
の折に見たオオシラヒゲソウの印象が
強かったので︑旅から帰ってからずっ
と気にしていたが出合うことはなかっ
た︷︺ところが昨秋︑栗拾いに出掛けた
折︑沢の湿地に咲き終わったオオシラ
ヒゲソウの花弁の一枚が落ちているの
が兇つかったのである︒
オオシラヒゲソウは︑ウメバチソウ
と同じユキノシタ科の多年草である︒
花茎の先端に大きな一個の花をつけ︑
茎葉は二から四枚で柄がなく茎を抱き︑
根生葉は稜のある長い柄をもつ︒

お前の由来は︑白い五弁の花の縁
が細く糸状に裂け︑鬚のように見え

ることによるものであるという︒
︵長嶋陽一二
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ときわ荘俳句クラブ五月句会
緑濃し小佐渡の山に句を求め粕谷誠司
五月晴れ小鳥飛び交ふ散歩かな

樅綜一つ 残 さ ず 故 郷 ｔ 産 加 藤 フ ミ 子
にじり寄る鬼は見知りの村祭
春耕や機械の後を子鷺追ふ

田水張り逆さ金北映りけり佐藤スギ

斎藤明美

夕焼けの光さし込む厨窓本間トシ
鶯の声を聞きつつ朝化粧
暹しく育てと願ふ鯉のぼり
すくすくと筍伸びる早さかな
朧月出船入船ときわ丸

俎に茄でし蓬の緑かな小田良子
夜に響く太鼓や祭近づきぬ山村マサ
選者吟佐山香代子
慰安 訪 問

風光る朱鷺の飛翔に出会ひけり
臥す姉の手に濃きすみれ握らせて

ときわ荘俳句クラブ七月句会

真野湾の上に雷光走りけり佐藤スギ
騨雨きて賑はふ池に波立ちぬ
枕辺の手作り人形にほ−たる来い

青田風踵返して朱鷺の舞加藤フミ子

洞楠花の開花の沙汰やドンデン山

白粉の踊り姿や花菖蒲小田良子
甲子園離島球児ら夏に燃ゆ

雨上がり二重の虹のかかりけり斎藤明美

高砂の像に小雀遊びをり

本間トシ

鴬の声に誘はれ杖を引く山村マサ
選者吟佐山香代子

紙魚に逢ふ涙の跡の看病記

後戻りできぬ晩年水中花

平成二十六年三月二十一Ｈ

相川歌会三月詠草

於相川開発センター

空を飛ぶ朱鷺みることの一度とてなきは︑
自生なる浅葱摘みて和へ物に春の香りと共

惜し佐渡難誰も吾濱辺ムッ子

にいただく佐藤香代子

留守ですと南京錠が掛けてあり野中の村に

建つ一軒家山本軍次
ふくよかな緑連なる小佐渡山粕谷誠司
結果良しの一声待ちて医師の前一ケ月後の
再検査約す木村秋子
蜘蛛の糸まとひ夕べの硝子窓

ツリフネソウ︵目次カット︶

小径には釣舟草の迫出して

揺らぐ思も無いかのように羊々
秋の晴れた日︑拡幅された道路が
出来たため︑農道としてのみ使われ
るようになった旧道や小径などを歩
くと︑豊かな自然が戻り新たな発見

に出合ったりする︒
小径に大きく迫出したツリフネソウ
の大群落は圧巻である︒ツリフネソウ
は︑ツリフネソウ科の一年草である

茎の先に長い花茎が伸び︑数個の
紅紫色の花を吊り下げる︒距が大き
く膨らんで後方につきでて︑先端が
下向きにくるつと巻いている︒この
ユニークな形が︑帆かけ船を吊り下
げているように見えるので︑ツリフ

ネソウと名付けられたという︒
花の色には変化があって︑紅紫色に
斑点︑真白なもの︑白に斑点︑淡いピ
ンクに斑点のあるものなどが見られる︒

花壇などに植えられているホウセ
ンカと同じ仲間なので︑同じように
花の後の熟した実に触れると︑果皮

が避けて丸まり種子をはじき飛ばす︒
︵長嶋陽二︶
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一

ひとたにかわ

しづ

相川歌会五月詠草

帥を訪ひて糊叩きけむ水の門扉閉ざされ徹ついばむや佐藤喬代子

74

砂浜を駈ける子犬の後ろから静かに春の一渓谷に枝さし延べし山桜せせらぐ水を掬う

日が過ぎる山本利雄かに見ゆ山本軍次平成・一十六年五月二十二冊

畑隅の落葉敷きたるひとところⅨかにとも残したい昭和の歌の第一位﹁上を向いて﹂のみて兄ゆ山本軍次

於相川開発センター
雪消えしプランターにはチューリップ緑の海凪ぎし朝餉の菜はもらいたるメカブのお
新芽はやも伽え出づ林京子汁に顔もトロリと木村秋子存緋の川剛の水に影写し走る聯トラ賦気込

大震災あれから三年黙祷の遺族の背に祥の肺椚競の検査するごと畦に立ちあたりの大気伽ひて咲けり木村秋子

る柵が 草 の 株 林 京
金
山
のは染
批現子
亀男
九ち
ゃん
亡く井吉野のトンネルは肚界遺雌にと

寒の賭れ明ｎは崩れむ山越えて佐渡海峡の村人の持ち寄り飾るひなまつり妾の吊しびて淋しむ林京子

雪降る田中次英気一気に吸ひ込む北見亀男塀越しの浜茄子の花眺めしが主も花も逝き

人院の準備調ひやうやくに心落ちつく前夜の順繰る北見亀男
となりて澗辺ムッＩ火佐渡の海辺を走る路線バス来る人もなく

海鳴りしるし福嶋徹夫な一隅を占む山中次英四ｕ間の寒の戻りが去りし夜妻は畑の仕事

於相川開発センター

相川歌会四月詠草夕焼の入江の景色を見て思うテトラポット空なほ青し川中次英
はこ山
こか
ら利
消え雄
よ 田植機の動きに合はせ移動する白鷺六羽何
平成二十六年阿月十八Ⅱ
本

お人で二

が泊

鬼太鼓の六時の合図祭晴れ

潮来れば目ばかり上げて鰊五郎藤井青咲

ＰＩ１００１１Ｉ１１１１１１１１ＩＩＩＩ０Ｉ０Ｉ００ｌｌＩ００００１０Ⅱ０００Ⅱ０００１００１０００Ⅱ０１０１００Ⅱ０００ⅡＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ０ＩＩＯＩＩｊＯｌＯｌｌＩＩＩＩＩＩＩＩＯ０ＩＩＩＩＩＩＩＩＩ１１００００Ⅱ００１１１１０１１０１０１１

てき

一薪能笛一郷に開演す中原雅司水打てば地熱は鉄の匂ひかな

一万緑の生家に老いの顔ひとり

一螢の闇に洲ゆるや能の笛金子末雄なかながと佐渡の岬や大夕映

一刺し網に初陣の飛魚掛かりたり 伊藤正一振売や点々青き桜鯛山本修巳
一夏きたる目張三尾の骨湯かな出雲崎より

柿の里俳句会

■１１１１１１１１１９１１１０１１１１０１１１１０１１１１１１１１１１１１１１ⅡｌⅡＩＩＯＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＯ１１１１０１１１１１１１１０１１１０１１１１１１１１１１１１１１１１１０１１０１１０１０１１００００１０１１０１０００００

種蒔きを済ませし婆のひとり言苗箱持てるか﹁佐太郎邸﹂は福嶋徹夫空青く色鮮やかな鯉のぼり五つ並んで水平

か田植の時に佐藤香代子に飛ぶ山本利雄

｜

ならはし

﹁おてつしよ﹂と呼ぶ習慣の古くして語源あ日宵節句佐藤香代子自家製のすり身汁など作るためワラビ竹の

晩春の北アルプスの残雪は枇俗の芥閉じてひのめぐる川原まさえ

れこれ考ふる楽し福嶋徹夫朝顔が青空めざし伸び伸びて粁尚越えても子採ってくる父澤野突
花まだ術川本利雄急逝の友を偲びてｆつ窓辺片掛けの川に忠

相川歌会六月詠草輝やく山本軍次今迄を派手と思いて着ぬ服を八十路を過ぎ

退院後側なき吾の山畑に畑友かぼちゃ三本て気にかけず着る膝井ヨシ
平成一・十六年六月二十日
於相川開発センター
柚ゑ典る演辺ムッ
子大川の朔とふに夕〃のトップニュースは各
さま
小さき庭に動く毛虫に立ちすくみ華麗な変沖つ辺に波が波生む様子兄をり父が延縄繰地猛暑︑中川幸枝

身心より待つ木村秋子る合間を福嶋徹夫魁けて花菖蒲一つ咲きいでぬ誇らしかろか

の咲くが待たるる林﹄帆ｆが腓の吾を迎えてかたわらの休耕川の腸雲

幕詣りの小径の紫陽花すがすがし挿木の蕾いや寂しかろ金子ユキ

る苗を踏みつつ北見亀男平成二十六年六月十九日屈まれば大小同時に落ちてゆくスッキリ爽

海に棲む鴎の群れが田に
入
り
て
川の面を漁維嶋く腰道長人
羽茂
歌会
六月
詠草

幸せとせむ川巾次英初夏の棚木陰で読替草そよぐ烏は聯く明Ⅱカンゾウの花はいつまで兇頃かと問いに群

羽茂
改あ
善セり
ンタ
ー をやか大安の朝金子宏
病む妻の介護のＨ々もはや一於年
命
し

１１０．１１１Ⅱ１．．１１０．０︽Ｉ■・ｏｉＩｌｌ・

１１８１■・１０︽１．ＪｊｌＩＯＩ一日Ｉ．︽１１０．１０・Ｉ０−ｌＩｌＤｖｌｌｌｌｌＩＯｌＯ・００１．１・

草弧いくつか付けて猫戻る
業の糸解き放ちてや桜桃忌宇佐美酔興

巨杉の由緒しかじか著莪の花神戯ひさし

１．１１１１１０１．１１１ⅡＩⅡ

二８１００．Ⅱ０１０Ⅱ００００１Ⅱ．Ｉ

折り鶴の翼をぴんと原爆忌山口タカ．大夕日沈みて我にかへりけり

わが足に似てつんのめる茄子の馬風鈴の誘ふ潮風山の風猫股凡生

蜘蛛の糸花挟みにて切ってみし上西美智子干し怖の済けき香り母顕ち来

雨止みし間の忙しなき魂送り

老いの身に秋の気配をそこはかとうなずきて聞き流す妻梅雨龍り山川垂竿
筑波山のぞむ茶店や心太畠山美緒皇后さま眼差し優し合歓の花

夫逝きてはやも二庇川の迎火を三脚輝子占民家の軒先にして額の花

新雪俳句会

も０１０１８１ＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩＩＩＩｌｌＩｌＯｌＯⅡ１１１１１０ＩＩＩＩＩ１１１１ＩＩＩＩ１１９１ｌⅡ１ⅡＩＩｌｌｌＩ８１０１１１１１Ｉ１ｌＯｌＯ１９１Ｉ８１１１０１０１ＩＯＩ９０１ＩＩＩＯ１ＩＩＩＩ０ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ１Ｉ１０ＩＩⅡ８８Ⅱ０１Ⅱ

綜結ひ蒸し上げし後友達に味見をしてよ今は仕事本間弘樹ふる六冊の佐渡佐々木伸彦

ＦＩＩ
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』

食うて唯刈にゆく金子宏く庭に明るさかもす川原まさえ

町袈の墓場を覆ふ椎の森色即是空の若葉萌ゐたやうに金子ユキしゃんと立ちたる涼しき姿金子ユキ
え立つ藤井美好目が覚めた生きている歩く夢じゃない朝飯八重に一重むくげの花の咲きつぎて暮れゆ

行こうとバスひた走る腰道長人解きい佐々木伸彦

羽茂歌会七月詠草啄木を吾は思えど﹁ぁまちゃん﹂に会いに冷したる甘酒届く猛暑Ⅱの涼風の下荷物を

平成二十六年七月十七ｎ
於羽茂改稗センター
復
旧
を
た
だ
た
だ
願
う
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
プ
レ
ー
畑
隅
の
木
蔭
に
休
み
そ
よ
風
を
受
け
て
こよなき
さやさやと樅の葉の鳴る帆の町幼なき子らヤー洗樅水梢に入れてしまった澤野実心地あじわう
膝腓ヨシ

の声もきこえ来滕井美好生まれすぐ老化はじまり病院で死神ニッコ火を突く徒長枝様がいくらでも青ってし

新熟語﹁病老介護︲｜と便り来る心ゆるせるリいってらっしやい本間弘樹まった梅雨の終りに澤野実

歌友はつよし佐々木伸彦﹁分け合ふ﹂は鴉の辞書にあらいらし成りし
滴らむ雫のやうにふくらみて莱萸は貞紅に内瓜を残らずつつく中川索枝

熟れ極まれり中川幸枝夏祭
り歌西
食
羽茂
会八瓜
月詠
草 べ兇る雲ピンク餓死のⅢ″し
山池に放てし緋鮒は睡蓮の葉
か
げ
に
し
ば
平成
二十
六年
八月
十八
日 しばし忘れる本間弘樹

Ⅱの前の屋根で烏が突如なくびっくりした懲法の閣議変更うけがたし千絵女の歌碑を紀忠の名前が言えぬ腰道長人

於さ
羽茂
善セ
ター
身をやすめおり川原まさえばあ
ん改も
俺ンも
のどまで出て居るが仲間由

百人の百様の暮しえぐり出す藤沢周平見て吾が座にて寝ころべば兇ゆる綜枡の木の異変ありしか金子宏

と吾も叫びぬ磯＃ヨシたずね伽しむ縢丼美好粋きⅡの続くに帥の市ほそしこの枇界にも

編集後記の湖鏡庵︑東光寺︵徳和︶の神達︑おもであろうか︒岐後の搬影は今年一月二十九

・■■■の︒■■■■・■■■︾■■■・■﹄■■■■・■■■■■■■■・■■■■一■■■■・■■■■一■■■■口■■■■■■■・■・■■■●一■■■ロ・■■■一一■■■■・■■■■画■■■■﹄■■■ロロ■■■己﹄■■■匂■■■・■■■■口邑■■■車■■■

川本修巳や︵奥野新町︶の派助をそれぞれⅡ一度︑Ⅱ︑ことのほか寒いⅡで︑私の家は海辺で︑
ゆふく
秋風のさはぐ夕となりにけり良寛五ヶ月で今年三〃で終わる予定であったが私の家の撮影を終えて︑家に人って体を暖
八月二十瓦Ｈ︑佐渡テレビの﹁山本先生好評のため︑さらに再度四月から八月まめて︑新町大神宮の撮影に向かったのを恩

と行く佐波ムジナ物語﹂を見た︒佐波テで︑八Ⅱ・一十血Ⅱは︑私の家の雌倣神﹁源い出す︒山本修之助鵜﹁佐渡の絡の話一を
レビが昨年十一月からムジナ信仰の親分剛助大明神﹂であった 現実離れのムジナのもとにアナウンサー尺坂真理さんが三十分
三郎︵相川︶と四天王関のさぶと︑潟上話が現代の世を楽しくするものであったの番組の構成を書き︑私が構成に添って話を

、
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一

信仰が︑深く人々と結びついていることを

三人の意気があって楽しかった︒佐渡の籍

してカメラの時Ⅲ圭輔氏が総編集をしたが︑

はもとよりＨ本の半ばに関わる﹄多くの人

りわかりよい映像ばかりで︑放射能は佐渡

らしかった︒﹁生き物の不思議﹂から始ま

子炉実験所の小出裕章氏の講演は大変すば

歩くと桐の花が美しかった

府の朝の海が久しぶりであった﹁｜浜辺まで

海府の海を眺めた

翌朝︑海府糀の高台から一人風呂に入って

︵山師︶清九郎が越前福井城下で慶長十九

と題材もなくなったので︑今年先祖金山師

﹁講話﹂を依頼されたが︑十一ＭⅡとなる

た︒浜Ⅲ氏のほかに安藤寿彦︑出中次英︑

数年かけて︑まとめようということになっ

が七割程度集めた資料をもって出かけた．

大倉の集落集会所で会議があった︒私は父

浜旧派敏氏と縁が出来て江川十九Ⅱ︑夕〃

率で訪れた答寺の印象は︑しっとりとして

苔寺と瀧山歴史館を見学︒

日︵Ｈ︶にあるので︑途中京都に妻と一泊︒

﹁オフィス星野﹂のダンス発表会が二十二

六Ｈ二十日︑岡山市の息子の妻の家の

胡蝶蘭匂ふダンスの発表会

岡山市

龍馬の墓見ずして帰る薄暑かな

霊山歴史館

りょうぜん

空梅雨の苔寺鯉の泥にもがく修巳
一生に一度か写経梅雨晴間

静かで何度か訪れた海

実感した︒岐後に源助大明神で︑﹁家守る
に兇てもらいたいと思った︒

亡父修之助が︑外海府村史の調査に通っ

花桐の小さき磯田に影映す修巳

絡神にも初明り﹂の私の俳句を披露した︒

同じ八川二十五日に真野商工会から︑今

たのは昭和三十年代前半五・六年であった・

年の十月四日︵土︶・五日︵日︶は十一回
目となる秋の茶会を中川精内︑松井源内宅
八十年にもなる

年二六一四︶に誕生して︑ちょうど四百

浜野治の各氏が中心になって数年かけて定

緑が美しい庭の印象であったが︑今Ｈは空

佐渡市会議貝で関集蕗の

で︑源内宅に近い私の家でも﹁腱示﹂と

テーマにして︑先祖の供養にしたいと思う︒

年になる

成したいという方針が決まつた︒うれしい

梅雨のせいで趣がない︾ほかに一時間ほど

のが経があった︒写経の妓後に謀く願いご

川十年ほど前︑佐渡尚校の修学旅行の引

今年五月十一Ｈ︑大津市民会館を会場に

ので︑ひとりで遠距離の調査は年末年始の

ことであったこそのころ父に勤務があった

休Ⅱであった︒小川から願集蒲までの九集

とに災は﹁仙服﹂︑﹁山本家の継承﹂︑私

私の家の現代までの歴史でも

二十三︑・一十四︑二十近年と数人で来宅さ

友人の金子正義氏の紹介で私の家に平成
れ︑佐渡のことを資料などにまとめられて

た

滞︑凡十数歳の父にとっても容易でなかっ

られてきた︒ギターやピアノのチャリティ

は関係の人たちとささやかな宴席を開いた轡

資料として残すのが供養のように思う︒夜

は大変で︑亡くなった方も多いと思うが︑

維新の志士二十数通の書簡を集めているが︑

まれの祖父半蔵は維新に寄せる思いが強く︑

その後︑﹁霊山歴史館一を見学画幕末生

は﹁家内安全﹂と記したⅦ

いる大津巾の人阿クリニックの咲帥大内利

コンサートもあったが︑﹁忘れない！福島

それ以上に宿所となった各集溶の人々

穂氏から開業三十周年記念のＣＤなどが送

第一原子力発電所事故﹂の題で京都入学原
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ダンス発表会は︑息子の典千鶴さんも術導
荷の一人であるが︑まとまりがあってよ

息十二日の岡山市の﹁オフィス星野﹂の

蓮は昭和二十九年七月二十五日に来島

役の蓮子こと歌人柳原白蓮が登場する︒白

卒も尚いとか︒花ｆの親友として刑．正人公

﹁花ｆとアン﹂を見るようになった︒視聴

七・八月になってＮＨＫ朝の連続ドラマ

ありがたかった︒

私の家に来られたり親しくしていただいて

れた︒八十歳であった．お宅を訪ねたり︑

席してくれた羽吉の高井輝芳氏が亡くなら

六月︑長く本誌会員で︑会合にもよく出

ミヨさんの娘婿菊池和巳氏が亡くなった

昭和戦後まで艇く出入りしてくれた菊池

中︑五歳の孫の修大と八歳のゆりを中心に

池田克ｕ氏が急逝した︒六十四歳︒亡父修

六月二日︑真野新町の池田屋書店の主人

りました↑﹄

次号原稿締切卜月末日

佐渡郷土文化第一三六号

撚両赫枕削一甜鮒御年一一回歪Ｕ

本修巳

頒価一二○○円送料一八○円
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新潟市中央区和合町二丁月四

四
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その目録を学芸員の方に渡した︒

かったと思う︽︺翌日︑事務所に行くと昨日

動貝の子恩を亡くしたことで﹁悲峨の会﹂

し︑佐渡の各地を七泊した︒終戦前︑学徒
を結成し︑各地の婦人会を中心に講演や座

なった︒御二人のご冥福をお祈りします︒

八十三歳︒親しみやすく近所でお世話に

また︑八Ⅱ卜丘日に︑私の家に大正・

そこに︑発表

発表会で︑会場に飾られていた胡蝶蘭など
会で挨拶をした逢沢一郎氏が入って来られ

Ⅱ野資期が刑死していて︑明治期白蓮の父

談会で反戦を訴えた煙また佐渡には︑遠祖

豪蛎な花々の競演であった

ただいた︒千鶴さんの父上と友人とのことｃ

裏浜の海水浴を楽しみ佐和田の大花火を見

之助の出版の本を全祁店蚊に並べてもらっ

なお︑中川芳郎氏の連俄小説は休戦にな

た︒﹁衆議院議員運営委員長﹂の名刺をい

る︒遺跡を父修之助が案内し︑向蓮は拙宅

柳原前光が︑その迩跡の多くを作ってい

さきみつ

五歳児のダンスや海の大花火

で︑巻紙に八首の歌を残している︒すでに

家祖生れ四百年や墓洗ふ修巳
夏のお盆に︑一家がお墓参りに集まる習

の一前﹁Ⅱ本海の佐渡の夕日になみだあり

本誌九十一号のｕ絵に紹介しているが︑そ
六百二十三年の夢﹂の歌が印象に残る︒こ

慣は亡父修之助以来︒今年は禍排城下で唯
修司十三代︑修人十四代で継承されること

誌﹁ことたま﹂九〃号には十八行の﹁佐渡

まれた先柵清九郎の川面年︒私は十翼代︑
を願っている︑孫の勇輝が野球の練腎のた
め三Ⅱから九Ⅱまでと早かったが︑十三

泳﹂が戯る︒

た．修火は花火と流れる背楽にあわせダン

野商正会の会長でもあった︒

ている唯一の書店で︑遠縁にもあたる︒真

の年刑死して六百二十三年であった︒主宰

日からの盆中はからっと踊れない天候の

よかった︒

スをしたとか︒今年もお盆を無事に終えて

、
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ぬ冷淡ﾉ､形「水ご篭助 '二地厳」
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送料八○円

I

山本修之助編

佐渡の人形芝居台本

｡

渡の人形芝居台本
きんぴら

Ｉｈ

予瀬鍵奉裂

○金平人形﹁四犬王太田合戦﹂

元禄以前江戸で流行した金平節によって
武勇物を使っている︒

○のろま人形﹁木之助堆地蔵﹂人形の間
︵あい︶︑狂言︒本来台本がなく︑使い手の
セリフだけ︒珍しいもの︒

，零＝‑＝差品雀皇君

琴伊．

○文弥人形﹁山椒大夫﹂森鴎外の﹁安寿と

文!n；人形IIlI桝火だ』

人

厨子王﹂の小説の原本の説話︒

111′￨塁修之助鵜

佐

解説
佐渡叢書全十六巻 山Ｉ本︲修呈之・助内編家集昌・
冗本山
第八佐
巻川
渡山
本半右衛門家史料集

寛︑水八年︵一交二越前国福井藩士山本摘九郎は︑浪人となりのち佐渡へ渡り余銀山の山師となった︒
新町に移住し︑商人として︑町年寄として活躍した︒この山本家の三百年にわたる危大な古文書を分
類整理した約六百頁の一大集成で﹁山本家年代記﹂の続編︒内容は慶長・寛永期の金山文書︑享保・
宝暦期の廻船文書︑著しい土地集積にかかわる質地証文︑御用商人文書︑嘉永期の干烏賊売買関係史
料などを収載︒なお︑享保期から明治初期までの年間の決算を示す﹁勘定帳﹂︑金融関係資料としての
﹁大福帳﹂の帳簿類は︑近世経済史料として貴重である︒定価六︑八○○円〒三○○円

一国仲造酒元石増石留帳︵明和元年︶勘定帳について小田季吉

解題山本修之助一助合銭御預通︵安永七年︶一勘定帳㈲享保五年ｌ享保十六年

御状箱送留覚︵宝暦二年︶

猿八小倉村飢隆関係史料︵宝暦六年︶一

味方家文書

一勘定覚帳㈹享和四年ｌ明論十七年

七年

山本家草創期文書について山本修巳勘定帳艸安永人年ｊ享和二年

村方文書−私文書一勘定帳臼寛保二年ｌ安永五年

公文書一浪除普請文書︵弘化四年︶一勘定帳口享保十七年ｌ元文亙年

晃
￨

根切切手川ｔ家文書一勘定帷㈹文化元年ｌ明端

猿八村飢渇百姓田畑附上帳︾鉱山・廻船・商業文書大福帳目享保元年Ｉ

猿八村飢渇百姓人別改帳山田吉左衛門文書一大福帳について山本修巳

小倉村出方当植附井反別人足割賦帳一薬種直段御減高書上帳一大福帳側文化

一年ｉ

小倉村不植付田地栫反別出来方小前帳一質地貸借文書一大福帳口安永八年ｌ
毎日人足触出井不参村留帳﹄印銀引替指引覚︵宝暦十年︶大福帳⑤文化卜年ｌ

四年Ｉ

附Ｈ々栫反別人足遣方劉一銅小銭引替方︵安政六年︶一大福帳⑰文政二年ｌ

小倉村飢饒百姓別附上ヶ帳一干烏賊買帳薑永三年︶について佐藤利夫一大福帳㈱文政

小倉村飢饅百姓別改帳御貿仕切文書一山本半右衛門家史料について田中圭一
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人数書留帳㈲千烏賊売買勘定帳一新町村と山本家山本修巳
成

