ふるさと 霞 浦を中心とした周辺地域 の歴史・文化の再発見と創造を考える
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ふるさと〝風〟

○会費は月額 2,000 円。
（会報印刷等の諸経費）

白井啓治

強会を行っております。

）

会の集まりは、月初めに会報作りを兼ねた懇親会と月末に雑談：勉

風に吹かれて（

り、考える方々の入会をお待ちしております。

元気が復活。若いお猫の元気に閉口しながらも活
き活きとしてきた。矢張り家族は賑やかがいいよ
うである。

住む国の暮らしと文化について真面目に考え、声高くふるさとを語

『立ち待ちの月 （十七夜）
常よりも大きく 蟋蟀の声』

文化の再発見と創造を考える」仲間を募集しております。自分達の

した原稿を再度掲載させて頂いたところ、昨年は
編集室に直接の反応はなかったのでしたが、今年
は思わぬところで石岡市民の方から、石岡のお祭
りの歴史って、今まで思い込んでいたのと随分違
うのですね、というお話しを頂いた。
石岡といえば祭りだっぺ、と言う人からの反応
だったので大変うれしく思った。焼け石に水だと
思っても、一人声を出しても聴く者は居ないと思
っても、声を出して確り言うことがいかに大事で
あるか改めて考えさせられた。昨年の掲載時にも
編集室には届かなかったが、確実に太田氏の思い
をくんでくれた人がいただろうと思う。
ふるさと風の会では、
「ふるさと（霞ヶ浦を中心とした周辺地域）の歴史・
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多くの憲法学者から憲法違反だと判断されなが
ら、無能な政治家たちによって安保法制が国会を
通ってしまった。憲法９条の改訂を訴える憲法学
者にまで、違憲解釈と指摘されながらの国会通過
であってみれば、無能な政治家を嘆く以前に我々
選挙民の考えることを捨てたお任せ主義を嘆かね
ばならないだろう。
我が国の首相もそろそろ国民の直接選挙にする
時期が来ているのではないだろうか。そうしない
と選挙民の自責感覚が育ってこないのではないか
と思うが…。現に、いまだに自分はあの人、あの
政党に投票していないことを免罪符に思う感覚か
ら抜け出せないでいる人の実に多いことか。
次の国政選挙は 歳からの投票となる。いっそ
のこと選挙区割りを止め、議員定数を大幅に削減
して全国区のみにしてはどうかと思う。地方の自
治は地方に任せ、家元制度のような利権構造を先
ずはやめることが必要であろう。

ふるさと風の会会員募集中!!

113

９月号に、崙書房の故太田尚一氏が昨年当会報
に投稿下さった「総社宮祭礼と市民の矜持」と題
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９月 日の満月 （十六夜〈いざよい〉の月）は、数十
年ぶりのスーパームーンといわれ、各地に常より
は 倍ほど大きく見えるお月様が現われた。
小生もいざ宵の始まりを待かねて東の空を見に
庭に出てみた。地平に沈んだ夕陽のこぼれ光を受
けて金赤に輝く満月が昇って来た。天上にある月
を見るのも良いが宵の始まりの月をしみじみと眺
めるのも良いものである。これは隠居爺さんに与
えられた特権であろうか。
28

８月の末に長年一緒に暮らしてきたお猫の耳ち
ゃんが亡くなり、夜にそろそろ布団を敷けと言い
に来る者が居なく、寂しく思っていたが、９月の
日新しく保護した真っ白のお猫を家族に迎え
た。一歳半程度の雌猫であるが、お犬様との生活
にもすぐに慣れ、些か賑やかになって三人での陽
だまりでの寝ったりを楽しんでいる。
家族に迎える気持ちになったのは、お犬様が気
落ちして沈み込んでいたからであった。不思議な
もので、新しいお猫（ 雫と命名）が家族となるや、

http://www.furusato-kaze.com/

ふるさと風の会
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菅原茂美

マヤの信仰では、太陽は昼間地上を照らし、民
に恵を与え、夕には西の果てに沈む。夜は西から
東に向かって地中を掘り進み、翌朝再び東の空に
昇り、我らに恵を与え賜う。夜、地中を掘り進む
労苦に対し、生贄の血を捧げ、人は感謝の誠を捧
げなければならない。生贄は捕虜など、断頭台に
乗せられ、切られた首を丸い石の台に乗せ、流れ
落ちた血液が地中にしみ込み、太陽の神は、それ
を吸い元気を取り戻し、また地中を掘り進むとい
う。これらの儀式を行った遺跡が現存する。
】
＊

ろか、人類史において明々白々である。
こうしてみると、人の心はかなり身勝手なもの
で、少しは努力をしてみるが、大願成就は「神頼
み」に帰する感もある。頼まれた神様も、どこま
で聞いてやったらよいものやら、迷うだろう。
さて余分な事ではあるが「八幡様」と言われる
神社があまりにも多いので、ネットで調べてみた
ら、北海道から沖縄まで全国に４６３社も存在す
る。
そもそもは福岡県飯塚市にある
「大分八幡宮」
が起源とされ、そこから子社→孫社→……へと、
分社され、末広がりに増えていった。地元福岡県
に八幡様は 社、次いで東京に 社、そして、
茨城県には９社存在する。１０８３年、後三年の
役の源義家は、
京都岩清水八幡宮で元服したため、
八幡太郎と言われた。義家は鎌倉幕府の源頼朝、
足利幕府の足利尊氏などの祖先に当たる事から、
後世に英雄視された。

＊

私自身はかなり無神論者に近いと思うが、人並
みに初詣は欠かさないし、
神社仏閣を訪ねた時は、
ささやかでも賽銭をあげ、家内安全・孫の学業成
就祈願など、深々と首を垂れる習慣がある。
昨夏、私は膵臓癌の手術を受ける時、数％の不
成功率の話もあるので、家族が改めてセットし、
神社に参拝した後、大手術を受けた。幸い超早期
発見のため、胃底幽門部、十二指腸、胆嚢、膵頭
部など摘出手術で完治。
術後３か月で仕事に復帰。
更に現在、多趣味に全力で体当たりしている。
神仏に頼るのは、人は己の弱い心を奮い立たせ
るために、神仏に対し「精一杯頑張りますから、

３８

『神』とは何か（１）
まず広辞苑によると「神」とは
①人間を超越した威力を持つ隠れた存在
人知をもって、はかることのできない能力を
持ち、人類に禍福を降すと考えられる威霊
②日本の神話に登場する人格神
③最高の支配者
④神社などに奉祀される霊
とある。神様は祈願者を助けるためだけではな
く、
人の道に反する者に対しては、
戒めや制裁も、
神様の職務範囲らしい。

さて、
「戦勝祈願」などは、真に生臭い話。人を
殺しに行く者が、無事願いが適い我が方だけが生
き延びられれば良い…とする、エゴ丸出しの願望
である。それが平和な今日でも選挙やスポーツ、
更には受験戦争でも通常行われている。ジャイア
ンツも鹿島アントラーズも毎年戦勝祈願を行って
いる。最も対抗チームも同じ事をやっているのだ
から、所詮は、五分五分の話。神頼みとエゴは、
表裏一体の感がある。
一人を殺せば犯罪だが、敵を大量殺戮すれば、
英雄となり、
「軍神」として祀られる。
歴史書は大方、勝てば官軍負ければ族軍で、勝
った方が正義で、負けた方は邪悪なもの、世を乱
す悪者として成敗した…などと書かれている。常
に勝利者が己を正当化し、
敗者を罵る傾向が強い。
私に言わせれば、負けた方の者が、切歯扼腕、涙
ながらに書いた古文書が後年、土蔵の奥から出て
きた話などが、虚飾の勝者と違い、歴史の真実を
伝えるものではないかと思う。弱肉強食は獣どこ
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＊
そもそも人類は「神」というものを、いつ、ど
のようにして認識し始めたか？
「苦しい時の神頼み」などは、善良な庶民の切
なる願いとして、商売繁盛・学業成就祈願など、
よくみられる習慣。神社では各種お守りや、縁起
物など販売している。プロ野球では「神様・仏様・
稲尾様」などと言われた。
し か し 歌 の 文 句 に も あ る 『 ♪ 茶 断ち 塩 断ち
お百度参り』ときては、わが身の命にも代え、愛
する大切な人を助けたい…とする正に切羽詰まっ
た強烈な祈願である。また昔は、航海の途中、海
が荒れた時、誰かが犠牲となって海に飛び込み、
海神の怒りを鎮めた等の物語もある。神に生贄を
捧げるとか、
「人柱」など、残酷な話である。国王
等は、国 （自分）の安寧のため、庶民を「生贄」に
して、わが態勢の安全を図ったりした例もある。
【私がマヤ遺跡を訪ねた折、真に驚いた話。

４９

対象へと進化していったのであろう。
また、古代の人々は、家族単位か、あるいは、
いくつかの家族が寄り集まった小規模のグループ
で行動していたと考えられる。するとある時、そ
の中の経験豊かな知恵あるものが年老いて、帰ら
ぬ人となった。今までその長老の指図で、幾多の
困難を乗り越えてきたのに、
一群は途方にくれる。
『何とか生き返って、再び我々を導いてほしい
…。』知恵を授けたまえ！ 勇気を授けたまえ！
と長老が眠るお墓に、跪 （ひざまづ）いたに相違な
い。そしていつの日か再び蘇り、魂が戻る肉体を
ミイラにして保存し、エジプトなどではピラミッ
ドに厳重安置したと思われる。このようにして、
信仰の原点は、祖先霊を祀ることから始まったと
考えられる。そして戦 （いくさ）の好きな民族にお
いては「軍神」が守り本尊であり、更には庶民の
ささやかな願いとして、ここの神様は、目の病を
治してくれるとか、お産を軽くすましてくれると
か、色々に変化していったものと思われる。
人類は原人時代にすでに遺体を埋葬（ ）する
習慣が芽生え、新人（ ）になってからは、副葬
品の種類や数も増し、お墓も時代とともに拡大し
ていった。石岡には巨大な前方後円墳（ ）があ
る。後の世では、特に智恵の有った者、軍功の有
った者は、特別の社に祀られる事となった。
【 ・ 万年前の原人が、人を埋葬した跡が発
掘されている。 ・新人は今から 万年前、ホ
モ・エレクトス原人から分派した我々ホモ・サピ
エンスを言う。 ・舟塚山古墳・国史跡。石岡市
北根本に存在する。全長１８６㍍、５世紀後半に
建造】
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＊３

脇から助けて下さい」という願いごとを、儀式化
して、色々な宗教行事など行うのであろう。
【私が現役時代、
あるイスラム教国の獣医師を、
国際協力事業として、一年間、国から頼まれ、家
畜伝染病診断学の技術指導した事があった。その
際、彼が私に言った言葉が忘れられない。
『日本には神社仏閣は沢山あるようだが、国民
の宗教心はそれほど厚いようには見えない。強い
宗教で拘束せずに、
国家が一つに纏められるのが、
不思議でならない』
言われてみれば確かにそのとおり。イスラム一
神教の団結は非常に強い。
世界の多くの国は、何か強い宗教で国民がしっ
かり纏められ、イスラム教、キリスト教、ユダヤ
教など、ゆるぎない団結で確固たる国家を形成し
ている。勿論異端者などは、まずその国で生存は
困難であろう。確かに日本では多くの宗教行事は
行われるが、国民の信心深さは？…。
】
すると群れの中の長老などが、『この間のあの行
動は、まずかったな。今後、二度とあんな事はし
ないと、約束をし、怒りを鎮めてもらうよう、み
んなでお祈りをしようではないか』…と、自然発
生的に、抗いがたい『神』のようなものを、みん
なが心の中に感じ取り、強く認識するようになっ
たと思われる。最初漠然としたものが、山には山
の、海には海のそれぞれ、侵し難い神聖な領域が
あり、それを崇 （あが）め奉ることにより、安全祈
願をするようになったものと思われる。
【聖書には、神が、泥からアダム （男）を創り、
アダムの肋骨から、イヴ （女）を創って、人類が誕
生した事になっている。しかし科学的には、神が
人を創ったのではなく、逆に人間が、
『神の概念』
を創りあげたと言える。キリスト教原理主義者の
中には今日でも、地動説や進化論は、単なる一説
にすぎなく、聖書に書いてある事のみがすべてで
あると信じている。それゆえ現在、米国では学校
で進化論を教えた教師は、神を冒涜した者として
襲撃されたりしている。
】
このようにして、原始的な宗教が芽生え、誓い
を述べ・反省をし、願い事をする対象として『神』
をはっきり認識し、人々は心の拠り所として絶対
的なものの存在を権威づけるために、鎮座ましま
』を建立し、信仰の対象として、発
す『社 （やしろ）
展していったものと考えられる。
そして原始宗教は、過酷な自然環境の中で、な
んとか一族が、食糧・病気・天敵など問題なく、
一日一日が無事に過ごせるようにとの祈りから、
自然に発展していったものと思われる。そして、
ついに『神の概念』をはっきりと認識し、信仰の
中心とし、神は究極の実在となり、礼拝や祈りの

＊２

＊３

＊
さて本論。そもそも人類に「神」の概念が、い
かにして発生したか、
その経緯を考察してみたい。
私が思うに、人類の長い歴史を遡ってみると、
原人時代に、少数の行動グループが遊走生活中、
台風・地震・山火事・火山噴火などの天変地異に
遭遇すると、恐怖に慄き、肩寄せ合って一歩も動
けなくなったに違いない。
そのような時、知能発展途上の我々の祖先は、
なんとはなしに、自分達の行いに、なにか過ちが
あり、天とか大地の超自然的な『何か』が、自分
達の行いを怒っていると感じたに相違ない。

＊１

３５

＊２

２０
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脳の一部を電気刺激で活動させると、その部位
に対応した特別の「意識」が生じてくる。ただし
その刺激が弱くて、脳活動が弱いと、意識は出て
こない。つまり、ある程度以上の纏まった脳活動
がないと、
「意識」は生まれない。従って霊魂等が
脳を刺激して
「自由意志」
が生まれるのではなく、
純粋に物理的な電気的刺激により、脳が活動して
「意志」が生まれるのである。
脳の中でも、心の働きに最も密接に関係するの
は「大脳新皮質」である。これは哺乳類、中でも
「霊長類」で特に発達している。特にヒトでは脳
の ％は「大脳新皮質」である。この「領域」が、
知覚や認識、記憶、言語，創造などを司る。これ
らの領域は、サルで 個、ヒトで 個以上存在
し、例えば「側頭連合野」という領域は、形を知
覚・認識する機能として働き、
「前頭連合野」は「思
考」の機能単位である。その証拠は、脳の特定部
位を破壊すると、それに対応した機能が働かなく
なる。
大脳の大方を占め、新皮質が理性を司り、人類
は大変高等な動物に進化したかに見えるが、どっ
こいそうは問屋が卸さない。
大脳の基底部にあり、
旧来の野生の基本を支配している「旧脳」が、時々
強烈に威張り出し、
「本能」を発揮し、新参者の活
動を抑え人間を獣に戻す。食欲・性欲・闘争本能
などが、むき出しの活動をする。本能と、理性を
司る新皮質が、バランスよく働けば、市井の善良
な庶民と言えるが、
巷には、
強欲の塊みたいだが、
建前上、猫の皮をかぶった紳士が、貪欲に幅を利
かす。
大脳新皮質が急激に発展したのは、高々 万年
前からである。決して時間と正比例で大脳容積が

増えていったものではない。人類の祖先が、大型
類人猿と枝分れし、直立二足歩行を始めた７００
万年前は、大脳容積は４５０ 足らずであった。
そ れ か ら ５ ２ ０ 万年 か け て 我 ら 新 人 の 親 で あ る
「ホモ・エレクトス」原人が生まれた時の大脳容
積は９００ である。そして今からおよそ 万
年前、ホモ・エレクトスは意図（ ）して「火」
を用いるようになり、植物や肉に火を通して食べ
るようになると、大脳容積は急速に拡大していっ
た。偉大なるバージョンアップである。最初は５
２０万年かけて４５０ 増えるペースだったの
に、最後はわずか 万年で、５５０ 増えたの
である。正に驚異的な大脳容積の肥大である。確
たる証拠があるわけではないが、この急速な大脳
肥大が、現在人類が抱えている諸々の不具合 （戦争
や略奪）の源になっているような気がしてならない。
【 ・２００万年前の炭化した獣骨は発見され
ているが、これは自然火災による物と思われ、そ
の頃、人類が火を起していたという証拠は見つか
っていない。
】
しかし余談だが、大脳の大小で「知能」が決ま
るわけではない。現代人の大脳容量は１４５０ 。
１８００㏄の知的障害者もいたし、１９２１年度
ノーベル文学賞のアナトール・フランスの大脳は
１０００㏄ （原人並み）であったという。意図した
火の使用→栄養改善→大脳容積拡大の一連の変化
が、更に手や道具などを使う事により益々大脳は
発達し、事もあろうに、欲望の拡大へとつながっ
た。腕力・謀略でその目的を果たし、ついには好
戦的な、凶暴な人類へと進んでいった。アウシュ
ビッツの大量虐殺はその典型的な例と言えよう。
私はこのように、凶暴性に進化した人類の大脳を
＊４

ｃｃ

４０

ｃｃ

ｃｃ

＊４

ｃｃ

４０

ｃｃ
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さてそれでは、物事を認識する「心」は、一体
どこにあるのか？ 「心」の座は、６０００年前
のエジプトでは、心臓にあると考えられていた。
同じく４０００年前のバビロニアでは肝臓にある
、医学
とした。しかしギリシャ時代 （ＢＣ４００年頃）
の祖と言われたヒポクラテスは、心は「脳のいと
なみ」と考えた。
そして近世哲学の祖、 世紀のデカルトは、精
神と物質の「二元論」哲学体系を樹立。
『我思う、
故に我あり』の『我』つまり、心や意志の源を、
脳の中の「松果体」に有りとし、脳室に魂が宿る
とした。今日では、松果体は脳の基底にあり、メ
ラトニン （睡眠促進ホルモン）という物質を分泌し、
概日リズムを造り出している事が分かっている。
以降、心は、脳と深い関係にあるという事は、誰
でも認めるところである。
「一元論」は、心は脳の
活動の結果であるとし、
「二元論」は心と脳は全く
別のものとして、心は脳から独立していると考え
ている。しばらく両者は対立を続けていたが、二
元論は、キリスト教など宗教と親和性が強く、優
勢であった。
しかし、現代では脳科学の進歩により、心脳一
元論の考えが優勢になった。心が一個一個の神経
細胞の活動に還元できないが、システム全体とし
てニューロン群の一連の特殊な活動によるプロセ
スとして「心」が生まれるという「創発的一元論」
に落ち着いている。しかし、熱いヤカンに手をひ
っこめる「反射」や、睡眠中の「夢」は、間違い
なく脳の活動の結果であるが、それを「心」とは
言わない。脳の活動は、即「心」ではない。
１７

９０

７０

１００

４０

木村進

「毒饅頭」と名づけている。人類は、毒饅頭を脳
天に頂いた「怪獣」である。
脳の暴走をどうやって止めるか？…進化は逆戻
りしない。無策でこのまま暴走を続けたら、必ず
取り返しのつかない破滅が待っている。老人の単
なる杞憂ではない。温暖化や資源枯渇などを防げ
ないのならば、こんな動物に地球のリーダーは任
せられない…と神様が怒り、破滅の鉄槌を下され
るに相違ない。人類に、もし智慧というものがあ
」を飼い馴ら
るのなら、早々にこの「怪獣 （毒饅頭）
（続く）
す工作が必要である。

地域に眠る埋もれた歴史（７）
真壁地区（１）
石岡から峠を一つ越えたところに真壁の街
はあります。少し前までは茨城県真壁郡真壁町
でしたが、合併で桜川市真壁町と名称は変わり
ました。ここは３月のひな祭りと石の産地とし
て知られ、江戸時代の建物なども残っており興
味深い地域です。
しかし、なかなかこの地に足を踏み入れるのが
ためらわれていました。理由は、単に峠を越え
て くるの が面倒 だ からと い うこともあり ます
が、歴史的にも単純でなく書き出すと調べるこ
とが多くなってなかなかまとまらないのです。
歴史オタクでもないつもりだが、ここを知るに
は平将門、平良兼（国香の弟）、菅原道真、真
壁氏、赤穂浪士の浅野家などを思い浮かべる。

こ の 一 つ 一 つ の 記 事 から 結 果 的 に 何 か が 見 え
てくればそれで良いと思う。
○ 真壁氏累代の墓
まずは、町の名前と同じ真壁氏の累代のお墓
にお参りしていきましょう。
石 岡 から は 県 道 ７ 号 線 を 柿 岡 か ら 上 曽峠 を
越えて真壁の街に下る坂の途中にあります。
古代の真壁と 石 岡を結ぶ 街道はこの上 曽峠 よ
り 一 つ 筑 波山 よ り の 湯 袋 峠 を 通 る 道 が 使 わ れ
ていたようです。そちらの湯袋峠道は常陸府中
と小栗を結ぶ道であったため最近「小栗街道」
などとも呼ばれています。
しかし今回は、少し新しい上曽峠の道沿いから
スタートします。
この場所は少し高い場所にあり、街が見下ろす
ことができる良い場所です。真壁氏の墓のある
のは「遍照院正得寺」という寺の裏の墓所です。
寺 の 境 内 に 隣 接 し た 木々 で 覆 わ れ た 場 所 が こ
の真壁氏のお墓群です。
この五輪塔は全部で 40
基ほどあるそうです。
これだけあるとやはり圧巻です。
真壁氏は石岡の大掾（だいじょう）氏と兄弟分
です。大掾氏もつくば市北条の多気（たけ）城
に い た 多 気大 掾 直 幹 の 四 男 長 幹 が真 壁 に 築 城
し て 真 壁 氏 を 名 乗 っ たの が 始 ま り と さ れ て い
ます。この多気直幹の長男が多気太郎こと多気
義幹（たけのよしもと）で、八田氏らの換言で
源頼朝によって、建久 年
年）失脚さ
4 （ 1193
せられ、所領も大掾職も没収された人物です。
大掾職はその後、この多気氏の系列であった水

戸の吉田氏（馬場氏）に引き継がれ、石岡の大
掾氏として継続します。

こ の 五 輪 塔 も 東 日 本 大 震 災 の 地 震で か な り 大
きな被害にあいました。これを「真壁石燈籠伝
統工芸士会」という石の町真壁の石組合が修復
したようです。この真壁氏は鎌倉幕府の始まる
少し前の室町時代から戦国時代末期まで約 450
年間栄えました。しかし戦国時代末期は佐竹氏
についています。
この五輪塔から真壁の街が見下ろせます。

○ 五所駒滝神社
真壁氏累代の墓（４０基の五輪塔群）の北側
に五所駒滝神社があります。ここに来るまでこ
ん な 立 派 な 神 社 が あ るこ と を 知 り ま せ ん で し
た。
神 社の 地 図を 見ると 県 道 ７号線 から 神社に
入る道があって、真壁の伝承館などで地図をも
らった人達は、こちらから訪れるのかもしれま
せんが、真壁氏の五輪塔に行った時に、その裏
の空き地の向こうにこの神社が見えました。
そして、この寺の方から上る参道があり、この
参道から神社にお参りに行きました。昔はこち
らから神社にお参りしたのだと思います。途中
小さな川が参道沿いに流れています。
一の鳥居をくぐります。周りを木々が覆ってい
て静かなひんやりした雰囲気です。
「千年の森」と書かれた看板が置かれていまし
た。創建（ 1014
年頃）されてから 1000
年が経
つというので「千年の森の会」という組織がで
き活動されているようです
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この神社は、武甕槌大神（たけみかつち）大
山咋神（おおやまくひ）猿田彦神（さるたひこ）
木花開耶姫（このはなさくやひめ）菅原道真公
（すがわらみちざね）を祀っています。
奥に二の鳥居が見えてきました。この川沿い
の 道 が 昔 の 山 道 の メ イン だ っ た と 考 え て 良 い
でしょう。神社の名前に滝がつくのですからこ
の 川 の 滝 が 近 く に あ っ た 場 所 な ので は な い か
と思われます。
この神社にはもう一つ三の鳥居があります。
その奥に神社の拝殿が見えます。
神 社 拝 殿 の 手 前 に 川 が横 切 っ て お り 神 社 の 脇
に清流が流れます。
この三の鳥居をくぐったところに「さざれ石」
が置かれていました。
そして「百度石」と書かれたそろばん玉のよ
うな石の輪が１０個ほどあります。数を数える
ためなのでしょう。
拝殿には川を渡って行きますが、橋には「長寿
橋」と名が付けられていました。
川はこ の上流の上 曽峠の 方 から 流れて くるの
ですが、少し上流に「分水嶺」の碑が建ってい
ました。川をはさんで神社の休憩所のような建
物が有り、緑の中で観光地に来たような感覚が
します。
千年の森は森林浴の森でもあります。
五所神社とか、六所神社、十二所神社などは
いずれも多くの神社をまとめて つ
1 にしたため
についた名前だと思っています。昔の国府の多
くのところには「総社」が置かれた。
さて、この五所駒滝（ごしょこまがたき）神社
は平安時代の長和３年 (1014)
の創建といわれ、

当 時 こ の 山 に 小 さ な 祠が 置 か れ て い た と い い
ます。
それが、常陸平大掾であった多気直幹の４男の
平長幹がこの真壁に城を築いて真壁氏となり、
承安年間 (1171
～ 1174)
に 鹿 島 神宮 か ら 武 甕 槌
命の分霊を祀り、真壁氏の氏神としてまつった
という。五所駒滝神社という名前になったのが
いつなのか。真壁氏の時代になってから「駒瀧
神社」と呼ばれていたらしい。明治６年に駒瀧
大明神（駒瀧神社）に村内の４社を合祀したと
いうので、名前はこの時から頭に「五所」を付
けるようになったのかもしれません。
こ の 神 社 の 祭 神を 見 て み ると 、 武 甕 槌 大 神
（たけみかつち）大山咋神（おおやまくひ）猿
田彦神（さるたひこ）木花開耶姫（このはなさ
くやひめ）菅原道真公（すがわらみちざね）と
五神です。
７月に行われる「真壁の祇園祭」がこの神社の
お祭りで 400
年の歴史があるという。
年の歴史の真偽はともかくとして、なぜこ
400
の神社が祇園祭なのかという疑問がわく。
これも石岡の総社の祭りといわれる「石岡のお
まつり」と状況は似ているようだ。
石岡のおまつりも形の上では「祇園祭＝天王祭」
だと思う。江戸時代までは石岡市内の中心であ
る中町に「天王社」があり、牛頭天王を祭って
いて、そこで行われてきた祇園祭（天王祭）が
形を変えたものだろう。
明治になった時にこの日本全国にあったイン
ドの仏教の牛頭天王を祀る天王社は「寺」とい
う こ と で 存 続 が で き ずに 多 く が 同 じ 祇 園祭 を
行っていた京都八坂神社の祭神「素戔嗚尊（す

さのお）」を祀るようになった。しかしここに
は祀られていない。
神社の本殿の彫刻も立派です。本殿は入母屋
造銅板葺、三間社流波風造で、宝永元年 (1704)
古城村の大工増渕清兵衛により再建されたも
のだそうです。
（市有形文化財）
神社の拝殿横には地元の酒「花の井」の酒樽が
奉納されていました。この神社でもひな祭り時
には花人形が飾られるようです。
緑が多くマイナスイオンがいっぱいでした。

○ 真壁城址
中世の真壁氏の城跡が広大な敷地（約 12.5ha
）
として残っています。
これだけ広大な敷地がそのまま残されて いる
のは全国的にも珍しいのではないかと思う。
平 成 ６ 年 に 国 指 定史 跡に 登 録 さ れ た そう だ
が、この中心であった古城の場所には立派な体
育館が建っているが、残りはほとんど手つかず
のままで現在公園としての整備が進められて
いる。この体育館のある台地に稲荷神社が建て
られています。
体育館わきの石碑の隣にある木柱には「神道霞
流剣術発祥の聖地」と書かれています。
この剣術は調べてみると、「真壁城の第十八代
城主真壁久幹によって創始され，その家臣の桜
井大隅守吉勝が夢想権之助勝吉に伝授し、現在
で は 神 道 夢 想 流 杖 道 の 併 伝 武 術 の 一 つ と して
伝えられている。
」と説明がありました。
そしてその脇を少し下りると、堀跡らしき低
地とその外側に広大な土塁跡が見られます。
この土塁でぐるりと囲われていますが、後から
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復元したものが多いようです。
ここは台地にはなっていますが、山城ではあり
ません。東側一体は筑波山から加波山に続く山
並みが続いており、城も後ろに山を背負って建
てられたようです。
土塁は二重に張り巡らされていたようで、堀跡
などもよくわかります。このようにないも手を
つけられずに残るものだろうか？・・・どうや
ら土塁は復元されたもののようです。
この城は承安２年 (1172)
に常陸大掾であった
多気直幹（なおもと）（つくば市北条の多気山
に居城）の四男の長幹（ながもと）がこの場所
に築城して、真壁氏を名乗ったのに始まるとさ
れます。
ここの真壁氏は上杉禅秀の乱（ 1416
年）に鎌
倉公方（足利持氏）に当初は味方していたが、
途中から小栗満重に味方し、足利持氏派の宍戸
満里により滅ぼされてしまいました。
この後真壁氏も復権が許されたが、戦国時代に
は（石岡）片野城の太田三楽斎（佐竹氏の客将）
と と も に 小 田 氏 を 手 這 坂で 破 る こ と に な り ま
す。そして、石岡市柿岡の「柿岡城」に真壁房
幹が入り、家督をそちらに譲ったため、こちら
は柿岡の支城のようになりました。
しかし、戦国時代が終わると佐竹氏が秋田に
移ったため、ここにいた真壁氏も家臣を連れ、
秋田の角館に移りました。
（ 1602
年）
秋 田 角 館 は 芦 名 氏 が 江 戸 崎 か ら 移り 町 並 み を
整えましたが、ここの真壁氏もこの武家屋敷に
住んだことになります。
こ の 後 徳 川 時 代 に な って か ら こ の 真 壁 は 尾 張
の浅野長政が家督を子供に譲って、隠居の地と
伊東弓子

して こ こ 真 壁 藩 ５ 万 石 を も ら っ て 入 る こ と に
なりました。これが笠間に移り、その後赤穂に
移って赤穂浪士の事件となります。
しかし、笠間に移ったあと、笠間藩の陣屋が
ここにもできますが、この場所はこの城の場所
ではなく、今も江戸の屋敷並木が残る真壁の伝
承館のあるあたりになるようです。
（続く）

空 白

中学校の運動会を見ている私。中学生も客席に
いる人も、遠く離れて見ている私も同じ空間の中
にいる筈なのに、私だけが浮いている様な、別世
界に存在しているかのような気持ちでここにいる。
何故こんな気持ちで離れた所にいるのだろう。こ
の夏の長く辛かった日々、身を置くところも心を
休めるところもなかった哀れな自分を思い出す。
今迄、あの子は自分の傍にいる子だと思いきっ
ていた。離れていても頭にあり心も繋がっていた
筈だったが、
これは独り善がりだったのだろうか。
「わーッ」という歓声があがった。皆と一緒に
喜びの声を出していることだろう。
六年前の夏は、あの子が一人で海を渡って来る
というので、確りした孫だという自負があった。
迎える為の一日一日が喜びだった。朝顔の種を蒔
いてその成長していく姿の楽しみと、待つ楽しみ
を重ねていた。青い花を毎朝あの子と数え、ラジ
オ体操も元気にやった朝が続いた夏だった。その
種は次の年も蒔いて思い出に耽けた。そして毎年
続いた。あの年のあの朝顔はあの子への思いに繋

がっている。
又、
「わーツ」という歓声が上がった。皆と一緒
に笑い、話していることだろう。
今年のように淋しい夏はなかった。食事もその
儘残っている。自棄喰いという言葉があるが、私
はそれらをお腹に押し込んでいった。台所に来る
のも水を取りに来る時だけだった。
「ガシャ、ガシ
ャ」と冷たい音がする。
又、
「わーッ」という歓声があがった。きっと、
皆と一緒に係の仕事や準備の作業もしていること
だろう。
トマトも梨も栗にも手を出さなかった。
紫陽花、
どくだみ、秋桜にも目をおかない。ごきぶり、な
めくじ、蠅にも悲鳴もあげず、淡々とした表情だ
った。玉虫の美しい羽にも、ひぐらしの透き通る
羽根にも興味はなかった。あんなに好きだった虫
類の存在をも無視しているかのようだ。
照り続く道を、雨の登り坂を黙々と部活動に出
かけて行った。自分の道を行く、目標に向かって
行くのだろう。その道は一緒に行けないのだとつ
くづく思う。
自転車で登って行くあの子の横顔に、
あの頃の表情がある。私は私が暗くならないよう
に、努力しなくちゃと思いなおしたのだった。
「青団！ソレッ！ソレッ！」の応援団の声が響
きわたる。同じ体操着だからよくわからないが走
っている中にいるのだろう。
言葉の遣り取りがなくなっていった。「おはよう」
が「お…」の音に変り、とうとう音も聞えなくな
った。私からは当り前に声をかけ、あの子からの
言葉は求めないと心に決めても話はしたかった。
会話のない空しさは辛かった。家にいるのは、金
魚と瓶、そして犬のいづみだ。特にいづみにはご
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飯時、散歩時、私のうっぷんを聞かせた。分かっ
ているのかどうか涼しげな眼差しで話しを聞いて
いる。夫の表情に似ているのも可笑しくなる。ペ
ットを可愛がる老人の気持ちを分からないでもな
いとこの時は思った。
「黄団！フレー！フレー！」の応援団の声が鳴
りわたる。団体競技だ。あの子もみんなと力を合
わせているのだろう。
あんなに明るく利発だった子が、こんなにも頑
なになったのは何故だろうと、一年位前からのこ
となどふりかえってみた。家庭の手伝いのことで
揉めた。家庭内の挨拶の事で言い合いになった。
韓国と日本の生活の違いのこともあった。現代の
自由勝手な考え方、生き方の基本のことなどでも
あった。家庭って親と子だけ、爺婆は入れないの
かなども話の中味だった。最初は当り前の会話だ
ったと思う。だんだん声が荒々しくなっていった
のだ。売り言葉に買い言葉に拍車がかかり、強き
のあの子と負けまいとする私。大分長いこと続い
た。その中押し合いへし合いになり、余りに残酷
な言葉が浴びせられたので、手を出してしまった
私だった。
よく分かっているがどうしようもない。
「お婆ちゃんは小さい子との遊びは出来ても、
小学生の気持ちは分かんないよね」の言葉が勝負
を決めることになって、落着いたかと思ったがそ
の後冷戦が続くことを想像もしなかった。お互い
に深い傷を負ったのだ。
「鷲塚・鰻塚」の鷲と鰻の
ようにならないように、生長していく道を求めて
いこう。繰り返さない道を捜していこう。
「赤団！バンザーイ！バンザーイ！」と場内に
響き渡っている。しばらく眺めていた。
この暗から抜け出すのにどうしたらよいか考え
もした。
「ああしよう。こうしよう」と考えたが干
渉になると不味いのでやめることにした。それで
も何故か詰まらない。遣りっ放しのことを口には
せず、手紙をそえることにした。
「あの上から落ちたのか。一人で飛び上がって
みな」
「自分の尻はふくんでしょ。ドアーも戻して
よ」「あんたがいなきゃ一人前じゃないんだから並
べてよ」物語り風に考えたり、ユーモアっぽくと
いうつもりでも、これも干渉の一つかとやめるこ
とにした。
「バンザーイ。バンザーイ」と声があがる。
終ってもじっとしていた。余韻の残る会場にい
たかった。若い中学生のパワーを貰いたかった。
鼻歌をうたいながら帰りの道は涼涼しくペタル
を踏んでいた。暑かった日々が続いたが、五時前
後から起きて、夜十時頃までよく動き続けた。ゆ
っくりする場所もなく横になれなかったが、座っ
たまま居眠りをしていた自分を老いたとも思う。
人生の中でも今年は、婆さんとしての勉強をした
年だった。婆さんとして自然体の積りでも相手に
通用しないこともあるのだろう。
庭を眺めていたら、朝顔が目に入った。今年
は蒔くことも、草をとることもなかった。手を立
ててやることもなかった。雑草の上を這いながら
伸びていったようだ。手をかける心のない人の庭
を飾る朝顔は幾つか咲いて凋んでいた。
「ご免ね。ご免ね」と何度か言っていた。人の
心によって六年前と全く違う扱い方でこんなに姿
が変わるものなのだろうか。それでも貧弱な花は
毎日二つ、三つと変わらず青く咲いている。なん
ていとおしいことだろう。あの子への心づかいも
焦らずいこう。そうすれば私の大きくなってしま

2.5

小林幸枝

った心の穴も少しづつうめられることだろう。
始めから一緒に住んでいる子も、途中から一緒
に住み始まった子も、遠く離れている子も、子た
ちへの思いはかわらないものです。
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現在は、住宅が建てられ、道路となっていて滑
走路の跡とは思えなくなっていますが、直線の道
路を見ると、飛行場跡と言われれば、そうかと頷

8

石岡海軍航空基地

1.5

戦時中、石岡に飛行滑走路があったと父から聞
いたことがり、詳しく聞こうと思っていて忘れて
いた。
思い出して、
茨城県の戦争遺跡の本を見て、
ようやくその事実を知りました。
石岡海軍航空基地は新治郡石岡町（現在の石岡
市東ノ辻）にありました。石岡駅の東１キロのと
ころに、かつての滑走路跡を利用した直線道路が
あります。
周辺の林には、Ｕ字型に高く土が盛られた無蓋
掩体壕がのこされているそうです。
《東府中掩蔽壕群》
一号掩蔽壕は林の中にあり、長辺 メートル、
短辺 メートル、高さ メートル。
二号掩体壕は民家の庭の一部になっており、長
辺 メートル、短辺は欠失し実測不可。高さは
メートル。
《八軒台掩蔽壕》
レジャー施設脇の茂みの中にあり長辺 メー
トル、短辺 メートル、高さ メートル。
19
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1.5

兼平智惠子

けます。
歴史というと千年前とか何百年前のこととかば
かりを思ってしまいますが、 年前のこうした事
も大事な歴史です。大きな意味を持つものではな
いと思いますが、こうした歴史を知らす案内標識
柱などを市のあちこちに設置することも、歴史の
町というならば必要ではないかと思いました。
こうした案内柱が何処の街角にも立っていたら
流石歴史の町と実感してもらえるのではないでし
ょうか。

県指定文化財（７）
去る九月十九、二〇、二十一日石岡のおまつり
は天候に恵まれ石岡市内中心市街地は四十五万一
千人 （石岡市観光課より）のお客様をお迎えしまし
た。
華やかさを誇る人形の乗った十一台の山車では
おかめさんの やさしくやさしく家内安全
ひょっとこの
笑って笑って無病息災
きつねさん
こぶしふりあげ五穀豊穣
石岡ばやしにのって踊りました、演じました。
三十一台の幌獅子、悪霊退散願って雄々しく勇
ましく舞いました、舞ました。
今年も祭神様と喜びを共にしました。
常陸國總社宮に隣接する石岡市ふるさと歴史館
には三日間で二百人余りの皆さんが石岡の歴史を
尋ねて下さいました。元の静けさの中で市民の皆
さんは来年のおまつりを心待ちして過ごして行き
ます。

今回の県指定文化財は地下の正倉院といわれた
鹿の子Ｃ遺跡から出土しました漆紙文書について
ご紹介します。
○鹿の子遺跡出土
有形（歴史資料）
漆紙文書一括
平成十四・一・二十五
石岡市教育委員会発行「石岡市の文化財」によ
りますと…鹿の子Ｃ遺跡から出土した漆紙文書は、
全国でも最多の二八九点もの数にのぼる。漆紙文
書は、漆桶やパレット用の土器をいれた漆液の状
態を良好に保つ為に「ふた紙」として用いられた
紙に、漆がしみ込んで地中に残ったもの。当時、
紙は非常に貴重であったため、役所で使用済みに
なった公文書を再利用したのである。
漆紙文書の内容により、田籍関係文書・計帳文
書・習書・具注暦の４種に分けられる。これらの
文書から判読できる文字の量やそこから歴史像が
明らかににされる点において、一級の資料である
…。
地下の正倉院といわれた鹿の子Ｃ遺跡は日本道
路公団による常磐自動車道建設に伴う記録保存の
ため、昭和五十四年十一月から五十七年二月まで
の間に発掘調査されました。その結果、奈良時代
の終わりから平安時代初めにかけての特殊な性格
を持つ遺跡であることが判明しました。特に鉄、
銅製品を制作する工房跡が極めて注目に値するも
ので、
農耕用具や武器、
武具が出土したことから、
当時の社会的背景として蝦夷侵略のための前線基
地であると考えられたり、国衙に供給する製品を
作るための付属工房であるとも考えられました。
一方、この遺跡の名を世に広めたものが、漆紙
文書でした。出土した漆紙文書は半月状の形で赤

智惠子

外線カメラによる判読で初めて当時の行政文書で
あることが判明しました。この文書は漆を所蔵し
た容器の蓋紙として使用されたもので、そのため
円形、半月形として残存し、今に伝わりました。
この文書には当時の戸籍や稲を貸し付けた時の
帳簿などが克明に書かれていました。この戸籍な
どから当時の常陸国には二十二万から二十四万人
の人口があったと推定されています。
現在、鹿の子Ｃ遺跡の主要部分は常磐自動車道
となって消え果ててしまいましたが、主要部分と
なっているあたりに石岡市教育委員会の案内板が
たてられてあります。
尚、常陸風土記の丘の資料館と石岡小学校敷地
内にある石岡市ふるさと歴史館には鹿の子Ｃ遺跡
から出土した鉄、銅製品、土器等の遺物、そして、
貴重な漆紙文書はレプリカとして展示されてあり
ます。
また風土記の丘の有料エリアには、発掘された
建物の跡である住居ブロック、工房ブロック （鉄品
、官衙ブロック （役所的機能を持
や銅製品を作った作業場）
つ所）等の一部分が復元されてあります。
常陸風土記の丘の資料館と復元家屋（有料大人三百
、石岡市ふるさと歴史館 （無料）
、ど
十円小人百五十円）
ちらも月曜日は休館となります。
どうぞ平安びとの偉業に思いをはせてみません
か。

・野を染めてコスモス
秋色香るキンモクセイ
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【風の談話室】
陸平をヨイシ する会の田島早苗さんの投稿がま
だ叶わないのは些か淋しい思いでいるが 今月も
京都の今井直さんより投稿が届いた
地方の小さすぎる会報ではあるが 風が流れ込ん
でくれることは編集室としては 大変ありがたく
嬉しいことである

今井 直

風が流れればそこに景が生れ 呼吸することの喜
びが生れる

《読者投稿》
京都府精華町

今日降る雪の いやしけ吉事 （よごと）
当時、家持は因幡の国司であり、因幡国庁跡 （鳥
取市国府町）にその歌碑がある。万葉仮名で刻まれ
た３㍍もある太い柱状の自然石だ。
新年之始乃波都波流能
家布敷流由伎能伊夜之家餘其謄
歌碑は、大正時代に当時の鳥取県知事の努力に
より建てられ、
当地は万葉集終焉の地といわれる。
「記紀万葉のふるさと」と銘打ち、観光に力を
入れている桜井市は、昭和 年代から多くの歌碑
を建ててきた。記紀や万葉の歌ごえは単なる文字
ではなく、風土に根づいた文化であるとして、市
民は歌碑を誇りにしている。柿本人麻呂や額田王
などスーパースターたちの歌を、現代の著名な文
化人がそれぞれ染筆した。建碑場所が大和青垣国
定公園や風致地区内という制約があり、木陰や草
むらにさりげなく野仏のようにひっそりと…を心
がけたという。
山の辺の道は、青垣の山裾をたどり、緩やかな
起伏の多い小径である。海柘榴市と石上 （いそのか
㎞に、歌碑が 基も
み）神宮 （天理市）を結ぶ約
設置されている。沿道には古社寺や巨大古墳・旧
跡が多く点在し、四季の草花が彩りを添える。葛
の景色が広がり、
城の山なみや大和国中（くんなか）
なにか懐かしい気分に…。柿やみかんの無人スタ
ンドで道草を楽しみながら、ゆったりと休日を過
ごす姿が多くみられる。
山の辺の道は見どころいっぱいだが、とりわけ
檜原 （ひばら）神社は三輪山をご神体とし、玉垣内
には本殿も拝殿もなく三ツ鳥居だけ。西側の正面
に二上山が一望できる。駱駝のこぶのような形を
した山で、右側の雄岳山頂には悲劇のヒーロー・

10

私の国府巡り・歌碑

楽譜が考案されたのはずっと後の世だから、やが
てメロディはわからなくなり、和歌集に歌詞だけ
が残った。
雄略天皇の朝倉の宮は、古代信仰の聖なる三輪
山 （奈良県桜井市）の麓にあったという。青垣の山裾
をさす「山本」の圧縮形が「やまと」原義だとい
う説がある。この辺りは四方からの陸路が交差す
る重要なターミナルだった。北にわが国最古の山
の辺の道が、南は飛鳥から巨勢 （こせ）を通り紀ノ
川沿いの南海道へ続いていた。東は伊勢へ向かう
初瀬 （はつせ）街道、西は横大路が葛城山麓まで直
線で伸びており、竹内峠越えで難波に入る最短の
道だった。また、初瀬の山間から大和川が奈良盆
地に流れ出る所だから水運が発達し、下流の竜田
を経由すれば、峠を越えずに難波津と物資の運送
が可能だった。さらに瀬戸内を通って大陸との外
交ルートにつながり、遣隋使節団もここから出発
し、中国の優れた技術や文化が日本に上陸した地
でもある。
そのため人や物産が多く集まり、海柘榴市 （つば
いち）と呼ばれる交易の場が発達した。市がたつ日
は賑わいを見せ、若い男女が出会って互いに恋歌
をかけあい婚活をする歌垣も行われた。筑波山と
同様に古代の合コンが繰り広げられたことが『万
葉集』に見られる。
宮跡と推定される白山神社の境内に、「籠もよみ
籠持ち」の歌碑が、
「萬葉集發燿讃仰 （はつようさん
碑」と並び建っている。桜井出身の評論家・
ぎょう）
保田與重郎（やすだよじゅうろう）は揮毫した。
なお、
万葉集
首の掉尾を飾るのは大伴家持
の歌。
新 （あたら）しき 年の初めの 初春の

38

籠もよ み籠持ち 堀串もよ み堀串持ち
この丘に 菜摘ます児 家聞かな 名告らさね…

『万葉集』冒頭歌である。題詞に「泊瀬 （はつせ）
の朝倉の宮に天の下知らしめす天皇 （すめらみこと）
の御製歌」とある。５世紀後半の雄略天皇の作だ。
「こもよ・みこもち・ふくしもよ・みぶくしもち」
の歌い出しは、３・４・５・６音と一音ずつセリ
あがる韻律で、可憐な乙女に人目ぼれした心の高
まりが感じられる。七五調とは別のリズムである
この技法は、現代の歌謡曲にも「宮古 釜石 気
仙沼」（森進一・港町ブルース）や「津軽 八戸 大湊」
（北島三郎・風雪ながれ旅）などと受け継がれている。
万葉歌が宴席で披露され広く愛唱されたのは、メ
ロディがあったに違いない。「多摩川にさらす手づ
くりさらさらに」（巻
）や「つらつら椿につ
らつらに」（巻
）などの語呂はその証拠だろう。
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大津皇子が眠っている。彼岸のころ雄岳と雌岳の
間に夕日が沈む絶好の景勝地である。
柿本人麻呂はこの辺りに巻向娘子 （まきむくおとめ）
という愛人を秘かに住まわせていたという。足繁
く訪ねては、二人して恋を語りながら里山を散策
した…、こんな逸話をたとえ知らなくても、私た
ちの日常生活には何ら差し支えない。興味のない
人からは、知っているからといってそれがどうし
たと言われそうだ。しかし、万葉びとはどのよう
にこの風景を見ただろうと思いを馳せれば、山の
姿・川のせせらぎすら、新鮮でより豊かなものに
見えてくる。私たち現代人が失ってしまったもの
を、教わることが数多くあるのではなかろうか。
神社を西へ少し下って行くと井寺池。水面に映
った三輪山の神々しい姿は息をのむ美しさだ。池
の堤に小さな石碑がうずくまり、
『古事記』に記さ
れた日本武尊の望郷の歌が、川端康成の筆により
刻まれている。
大和は 國のまほろば たたなづく
青かき 山こもれる 大和し 美 （うるは）し
揮毫の依頼を受けて川端はこの地に立ち、三輪
山を眺めながら弁当をひらくのに児童が腰掛けら
れるようにと希望した。だが揮毫する前に亡くな
ったため、ノーベル賞授賞式での記念講演「美し
い日本の私」の自筆原稿から拾い集めたという。
だから、毛筆ではなくペン字である。
万葉歌碑といえば、阪大で長年『萬葉集』を講
義し、万葉旅行に学生たちを引率し、万葉故地の
保存にも尽力した犬養孝を忘れることができない。
万葉の歌枕は奈良を中心に近畿地方が多いが、阪
大の万葉旅行は全国津々浦々を巡っている。教授
が揮毫した歌碑は百三十一基におよび、すべて楷
書の万葉仮名で、すこぶる達筆である。
犬養教授の万葉旅行に一度だけ遭遇したことが
ある。もう 数年前、明日香の甘樫丘 （あまかしの
だった。最晩年の教授は車いすに座ったまま、
おか）
学生たちに抱えられ丘を登ってきた。そして一息
つく間もなく、独特の節回しで朗々と唄いだした
のである。
香具山は 畝傍を惜 （を）しと
耳成りと 相争 （あひあらそ）ひき…
テレビでよく見た声に艶のある犬養節だった。
続けざまにいくつか万葉歌の講義が始まった。「新
しき年の初めの初春の」は〝の〟がリズミカルに
連続し、雪が後から後から降り積もってくる感じ
がする、
というような内容だったと記憶している。
授業料も払わず傍聴できて、ちょっと得をした気
になった。
ちなみに「新しき年の初めの初春の」をパソコ
ンで文章校正のチックをすれば、「助詞〝の〟の連
続」とエラー表示され、修正候補として「新しき
年の初めに初春で」とおせっかいな添削例が……
これでは雪は降り積もらない。続いて、
「きょうふ
るゆきのいやしけよごと」と入力して変換キーを
押すと「恐怖ル由紀の卑しげ夜毎」
。何じゃこれ
は？あかん！新しいパソコンに買い換えよう！

堀江実穂
「あきらめない」
どんどんと落ちていく自分の姿を見た
色々なものを失っていく
悲しい自分がいる

養生日記（詩二編）
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10 月 ４日（日） 河野智美 ギターリサイタル

10 月 18 日（日） 村治奏一 ギターリサイタル

11 月 １日（日） 高野行進 ギターリサイタル

11 月 15 日（日） 朴葵姫 ギターリサイタル

ギター文化館 〒３１５-０１２４ 茨城県石岡市柴間４３１－３５
℡ ０２９９-４６-２４５７ Fax０２９９-４６-２６２８
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無くしたものが多ければ多いほど
得ているものが多いことに
気付けなくなっていく
後を振り返ると悲観的な気持ちしか生まれてこ
ない
前に進めなくアップアップしている自分が悲し
い
落とした夢を拾う事ばかり考えてしまい
夢を紡ぐことを忘れている
後を見るのはもう止めな、と言い聞かす
辛かったことを振り返っても夢は紡げない
目覚めた朝に一日の希望を想い前に進みたい

ギター文化館

「ごきぶり」
このアパートに越してきて、一人暮らしを始め
て３年が過ぎた。でも食事の調理は出来ない。
幻覚、幻聴のため火を使うことができない。
勿論、包丁を使うことも出来ない。
ここで自分が料理をしたことはない。
ヘルパーさんが買って来てくれるレトルト食品
を電子レンジで温めるだけ。
自分の台所の味を楽しむことは出来ない。
台所にゴキブリを見たことがない。
料理のクズがないのだから、ゴキブリが来ても
生きてはいけない。
ゴキブリも寄りつかない家。
最近、
このアパートに友人が越してきてくれた。
友人が、混ぜご飯やポテトサラダ、きんぴらゴ
ボウなどいろいろ料理したものを作って持ってき
てくれるようになった。
このアパートで初めての家庭料理を口にするこ
とができた。
矢張り温かさが違う。
料理する手の温かさがある。
食糧ではなく食べ物だ。
私の部屋に、生活の臭いがするようになった。
そうしたら最近凄い事が起った。
黒くて大きくてガッシリとしたゴキブリの一匹
が現われたのだ。
部屋の中をカサカサと走って行く。
出た。ゴキブリが出た。
思わず涙が出てきた。
この部屋に生活の臭いが生れてきた。
ゴキブリの走りをいとしいもののように見つめ
る私がいる。
堀江実穂さんからは 毎月４～５点の詩が送られて
くる その中から こちらの独断で選択し掲載させ
て頂いている 今月は 少し動きの変化が見られる
投稿が何点か寄せられ 選択に些か苦慮したが

打田昇三

あきらめないこと と ごきぶり を掲載させて
頂いた

《一寸一言・もう一言》
＝一寸一言＝
伊豆の踊り虎

平治の乱で敗れた源頼朝少年は死刑を免れた重
罪人として伊豆に流された。関東に居た武士団の
多くは、かつて源氏に従っていた者たちであるか
ら平家の目を盗んで経済的な援助も期待できる。
頼朝は源氏に心を寄せる武士や其の家族に庇護さ
れて、地元の温泉に浸かりながら囚人らしく無い
恵まれた暮らしをしていたのではないか？
源頼朝の監視役を命じられていたのは地元・伊
豆の藤原系伊東氏と、平家末流の北条氏である。
伊東氏の主は祐親と言い、本来は宗家相続の立場
に無い人物であったが相続人である甥が若かった
ので是を騙して都に行かせ、主家を乗っ取る形で
広大な領地を抑えた。祐親には何人かの娘が居り
是がいずれも親に似ない良い娘であった。祐親は
その一人を相続人と形だけの結婚をさせ、都へ追
い払ってから領地を自分の名義に書き換えた。
都へ出て来た青年は平家の嫡男・平重盛に仕え
ていたから主人に似て優雅な武士になっていた。
青年の名は伊東（工藤）祐経と言う。其の頃、郷
里伊豆に残して来た母親から祐経に便りが来て、

広大な領地が叔父の伊東祐親に横領されたことを
知ったのである。祐経は職を辞して帰郷し、財産
相続の訴えを起こしたのだが、狡賢い叔父には勝
てず妻も離縁された。是に義憤を感じた祐経の家
臣が伊東祐親暗殺を企み間違えて息子の祐泰を射
殺してしまった。祐泰の遺児が曾我兄弟である。
その頃、囚人ながら自由に暮していた源頼朝は
伊東祐親が平家の命令で京都勤務をしている間に
祐親の娘（工藤祐経の妻となった女性の姉妹）と
知り合い、男児をもうけた。一年ぶりに京都から
帰って来た祐親は孫を見て「世に無し源氏の子を
生かしては置けない！」と、無残にも幼子を伊豆
山中の谷川に捨てさせ、さらに頼朝を殺害しよう
とした。それを祐親の息子が知って頼朝を逃がし
頼朝は北条氏を頼ることになるのである。
谷川に捨てられた子（源頼朝の子）は通り掛か
りの人物に助けられたことになっており、其の子
孫と称する家系が有ったり助けた人物が平維盛の
家臣であったりと諸説が伝わる。徳川時代に秋田
からかすみがうら市に移って来た旗本（交代寄合
＝参勤交代をする旗本）の本堂氏がそうである。
血縁的に言えば源頼朝と工藤祐経は義兄弟であ
るから、頼朝が天下を取ってから工藤祐経が側近
として力を得ても不思議ではない。曾我兄弟は因
業じじい伊東祐親の孫である。北条氏の庇護を受
けていた。私怨で工藤祐経暗殺を狙い富士の裾野
の仇討を仕掛けたことになっているが、この事件
は実際には誰か？が企んだ
「源頼朝暗殺未遂事件」
だと思う。曾我兄弟は利用されたのであろう。
事件の時、富士の裾野は暴風雨で暗闇である。
頼朝の幕舎と工藤祐経の幕舎は並んで建てられて
いた。他の武将の幕舎も隣接して建てられていた
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のであるから、出入りを許されていない曾我兄弟
が案内も無しに仇の幕舎に近づくことなど出来る
訳が無い。工藤祐経は殺害されたが、本来の此の
事件は失敗し謎の犯人たちが源頼朝の暗殺に成功
するのは、それから六年後のことになる。
殺された工藤祐経以外で、この事件により損
をしたのが常陸国に膨大な領地を持っていた多気
大掾氏である。
「いざ鎌倉！」で駆けつけなければ
ならないところ小田氏に騙されて城に籠った。当
然、領地は没収され、伊豆に軟禁された。武士は
合戦以外にも見え無い敵が居たのである。

歳に選挙権
１８

世界的傾向もあり、日本でも 歳に選挙権を与
える事になった。それが良いかどうかは私には、
よくわからない。しかし、高校生のほぼ半数が進
学する時代となり、懸命に受験勉強に励んでいる
のに、どんな政党・人物を選んで良いか、検討の
時間など殆どないのが現状であろう。
私の孫娘は、高校生になってからは、あれほど
好きなお祭りにも出ず、何と誕生日の祝いを家族
がセットしても、自分で決めた今日のノルマが捗
らず、誕生翌日の午前２時頃、皆で祝い、
（はかど）
励ました事があった。こんな状態なのに、どんな
選挙権を行使する事やら…。
それはさておき、今度は自民党内で、選挙権が
歳に引き下げられたのだから、飲酒・喫煙も「大
人の象徴として引き下げるべきだ」という意見が
。 諸外国で
出されたという （財務省の増税狙いか？）
歳から許している国は多数ある。しかし、ノル

＝もう一言＝
毒蛇の居る空港

打田昇三

ウェーは、ビールとワインは 歳からＯＫ。だが、
蒸留酒は 歳から…という国もある。
日本では、大学のサークル活動の新人歓迎会な
どで「一気飲み」を強要され、嘔吐や死亡例さえ
も発生している。
未成年者飲酒・喫煙禁止令など、
守られず 歳で許可しても今度は、それ以下での
禁止が守られない悪循環を繰り返す心配がある。
高校生に飲酒や喫煙が自由化されれば、勉学に集
中などできるであろうか。
問題は、酒やタバコには、強い依存性があり、
若い人ほど影響を受けやすい事だ。酒やタバコが
血管壁を硬化させ、脳梗塞・心筋梗塞の元凶であ
る事をしっかり教育するべきである。飲酒・喫煙
の若齢化に、私は反対である。
２０

１８

１８

有名なのはアフリカ大陸に在っても何となくヨ
ーロッパ的な都市カサブランカ（モロッコ）の広
場であるが大道芸で猛毒の蛇を使う芸人がいる。
蛇が逃げ出したならば、周りを囲んでいる観客の
誰かが犠牲になると思うけれども特に問題は無い
らしく、芸人も蛇も真面目である。蛇使いも心得
ていて、日本の毒蛇のように有毒かどか見分けが
つかない蛇は使わず、
コブラの様に
「俺は毒蛇だ！」
と言う顔をした蛇が働かされている。蛇も必死だ
と思うが、扱う芸人も一歩間違えば喰われるであ
ろうから真剣である。
然しながら、大道芸の展開される広場ならまだ
しも、大空港の施設で堂々と演技している毒蛇が

菅原茂美

居たのには驚いた。許可証は持っているらしいの
だが、空港施設の内部というのは毒蛇の勤務場所
としてはふさわしく無い。心なしか蛇のほうも落
ち着かない様子で逃げることばかりを考えている
ように見えた。観客にはより危険である。
どうして、そういうことがまかり通っているの
か考えてみると此の空港は熱帯地方に在って中近
東からヨーロッパまで行く空路の乗り継ぎ中継点
になっている。つまり待ち時間が長いのである。
場合に依っては一〇時間以上も待つ乗継客が居る
から退屈しのぎに毒蛇が協力しているのである。
恐る恐る「御苦労さん」と言う他は無い。

大英帝国の幻想

歴史や芸術など、私はトンと音痴であるが、科
学論文など読むと、英国王立学会は、かなり傲慢
な感じがする。例えばダーウインの進化論はある
程度理解はしたが、オメオメと引き下がるわけに
はいかぬ。新進気鋭の考古学者がアフリカで化石
人骨を発掘し学会報告すると、あんな野蛮なアフ
リカで、この高尚な人類が進化するわけがない。
もし、
人類が下等な動物から進化したとするなら、
ヨーロッパ、少なくとも、この大英帝国において
進化したに違いない…。そういう事でボツにされ
た論文は多数あったという。後にその論文がミッ
シングリンクを埋める重大な発見であったという
のに…。
ヨーロッパを統一市場で…ということで欧州連
合 （ＥＵ）は設立されたが、英国内にはＥＵ加盟反
対派が多数いる。ＥＵの基本原則は「域内の人の
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１８
１８

１８

移動は自由」のため、ＥＵ加盟の東ヨーロッパか
らの移民が年々増え続けるのが気にくわない。２
０１４年には 万８千人で、全移民の４割を占め
る。これらの人々に英国人同様に社会保障制度を
適用しなければならない。ならばＥＵを離脱した
方が増しだとの理屈である。
英国は第二次大戦の戦勝国であるが、実質はソ
連と米国に負う所が大きいのに、英国の独力で勝
利したと幻想する人が多数いるとの事。かつての
大英帝国時代にアジア・オセアニアや米大陸を植
民地化した面影が、今でも残っている。
「太陽の没
する所がない」などとうそぶいていた時代の幻想
に今でも酔っている感じとの事。国民投票の結果
は「ＥＵ離脱・継続」は半々である。自信過剰と
非難する評論家多数とか…。

【特別企画】

だしも、わざわざ中国の寺に寄付する余裕があるな

の田を育王山に寄進してくれた。その為に、日本の

皇帝は大いに感動されて五百町歩 （約五百ヘクタール）

おいて未だに （平家物語が書かれた頃まで）絶えないとい

らば庶民の救済にでも充てるべきではなかろうか？

うことである。ただし宋の国はマルコポーロの時代

大臣である平朝臣重盛公 （たいらのあそんしげもりこう）

平家一門では無いから余計なことを考えるのは止

頃に滅亡して、中国はジンギスカン系の王朝に変る

仏心も自分だけの極楽往生を望んでいては空念仏に

めて本文に戻ると、以前から極楽往生を願っていた

が来世は極楽浄土に生まれるという祈願は、現地に

灯籠大臣こと平重盛は思った。
「この狭い日本で来世

から平家物語原文の「…今に絶えず…」は読まない

なりかねない。

に果報を齎 （もたら）す大きな善根 （善行）を施してい

ことにした方が良い。

ったので「法華妙典」と呼ばれたらしい。どちらも

居るらしく、その者が法華経などを持って中国へ渡

典」とされているが、船頭以外に使者となった者が

一人の船頭を呼び寄せた。原本では船頭の名が「妙

て平家物語本来の？武力行使が中心になるのであろ

い。逆に見れば是からは問答などしている暇は無く

てみたが、此の後に「問答」の付く表題は出て来な

であるから平家物語の作者は問答好きなのかと疑っ

既に「医師問答」があり此の章段が「法印問答」

法印問答 （ほういんもんどう）のこと

ても、それが長い未来に亘って子孫に反映されるこ
とが有るだろうか？それならばどの様にしても他国
（ と、言っても中国しか知らないが）の地に善根を施し後
世を弔って貰おう…」

使者に違いないので原本に従うと、平重盛は人払い

坊さんたちの世界である仏教的な因果話より動きの

う。平和主義には反するが、読む立場からすれば、

っこうしょう＝上海の南方）辺りに在った禅宗 （臨済禅）の

育王山は「いおうさん」と読み、中国の浙江省 （せ

から法皇のプレーンに留まっていた。

て腰を抜かしたけれども、見捨てる訳にもいかない

では後白河法皇から「平家打倒」の密議を聞かされ
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そこで安元年間 （治承年間の前、二年間）に、九州から

前は正直者なので五百両をあげるから、別に三千両

速い活劇の場のほうが面白い。

をして妙典に対面し、黄金三千五百両を並べて「お
を持って宋の国に行き、育王山に参って二千両を宋

寺である。妙典はこの命令を受けて艱難辛苦の果て

表題でも分かるように此の章段の主役は僧侶の最

馬鹿政治家、悪徳官僚、間抜けな高官などが中途

の皇帝に献上し、僧侶に千両を与えて、それらの資

半端な怪しい金を受け取って身を滅ぼす事例が多い

に宋の国に渡り、育王山の住職である高僧・仏照禅

人生に失望して若死にしてしまったから父親の清盛

高位にある法印さんであり、活躍するのは既に巻一

から現代にも通じる裏話かと思ったのだが、是は前

師徳光に面会した。先ず最初に三千両の黄金を見せ

は心細くなって福原の別邸に居て門を閉ざし引き籠

金で田地を買い求めさせ、その収穫の一部をもって

の章段に引き続き仏心が篤い平重盛が仏教の本場で

たから禅師も感嘆して「地獄の沙汰も金次第」とい

りの日々を送っていたのである。若者ならば兎も角、

「鹿が谷」で出て来た「淨憲法印」である。鹿が谷

ある中国の寺に多額の金を届けて死後の極楽往生を

う日本の諺を理解してくれたのである。使者・妙典

爺さんの引き籠りは痴呆症を早めるだけである。そ

我らの後世を弔うように依頼せよ」と命じた。

願う…という話である。冷静に考えれば是ほど自分

を通じて平重盛の願いは宋の皇帝に聞き届けられた。

平家の方では嫡男で優れた人物とされた平重盛が、

勝手なことは無い。其れだけの金を日本の寺ならま

金渡 （かねわたし）のこと
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巻第三‐（二）

２６

神祇官所属の、巻第二「座主流」に出て来た陰陽

た。

動いて久し」と言う子供でも言える政府発表があっ

ることは出来ずに「大地夥しく （おびただしく＝激しく）

大地震が起こった。気象庁が無かったから震度を測

いたところへ、親切な人？が解説をしてくれて「入

ったけれども、都中の人々が恐れ戦いて （おののいて）

が広まった。事の真偽や噂の出所はハッキリしなか

福原から数千騎の軍勢を率いて都へ入る―という噂

一月十四日には、相国禅門こと平清盛が突如として

その心配に応えるように大地震から一週間後の十

配も無いのだが、平家の様子は天下を鎮めるどころ

言う時期では有るが、平家が確りしていれば何の心

も不安がある。法皇も天皇も是を嘆いている。そう

「近頃は世間が何となく落ち着かず、人々の心に

行かせたのである。

て、強気で次のように言わせる予定で平家の屋敷に

し弱気を見せると負けであるから静憲さんを派遣し

のだが、清盛を恐れているから行きたくない。しか

頭・安陪泰親が久し振りの仕事に張り切って内裏に

道相国 （清盛）は朝廷を恨んでいるのであろう！」と

か、いたずらに軍備を拡張して武力を誇示し、それ

の大変革を予知したもの、と言いたいのであろうか…）

駆け込み、次のように科学的根拠の無い報告をした。
言い触らしたようである。

のうちに治承三年 （一一七九）旧暦十一月七日の夜に

「此の度の地震を占いましたところ、その慎み （因果
う）に当ります。是は〝年を得ては年を出ず、月を得

関係）は軽からず、陰陽道で言えば金匱経 （こんききょ

有るような気がします。どの様な目に遭うのでしょ

りをする目的は、どうも此の基房を討ちとるためで

が急に宮中にやって来て「此の度の相国禅門が都入

それを内々に聞いたのであろうか関白の藤原基房

長いセリフを覚えて来た静憲さんの努力も無駄にな

うともせずに朝から夕方まで待たせておいた。折角、

ところが清盛は法皇の使者である静憲法印に会お

ばかりか朝廷を恨むなどと公言しているようで誠に

ては月を出ず、日を得ては日を出ず〟というもので、

うか！」と高倉天皇に泣きついた。天皇も驚いたが

ところが公卿の中でも若い者たちは天変地異の被

も顔色を変え天皇も心中の驚きを隠せなかった。

ら報告したので、宮中の取次役である伝奏（でんそう）

「御涙を流させ給ふぞ忝（かたじけ）なき」とあるが、

ことであろう…」と涙を流すだけである。原文には

に遭う （清盛に狙われる）のも、私が狙われるのも同じ

為す術 （すべ）を知らないから「そなたが如何なる目

とにした。源大夫判官季貞は「巻二・少将乞請」の

である」と断ってから言うべきことを言って戻るこ

居た源大夫判官季貞に「勅定（天皇又は上皇・法皇の仰せ）

って「是はダメだ」と気が付いたので平家の屋敷に

遺憾である。是は何事であるか！」

内容は支離滅裂であるが、安陪泰親が涙を流しなが

ことのほか火急の大事でございます」…言っている

害というより庶民の苦労を余り知らないから、陰陽

すると静憲法印が玄関を出ようとする間際に其れ

場面でも嫌な取次をさせられている気の毒な係であ
道相国が口を出すのは）どういうことであろうか？天皇

まで様子を見ていた清盛が現れて来て「法印を呼べ」

る。

と勝手な事を言って笑い合った。しかし此の泰親と

家の氏神である天照大神、藤原氏の氏神である春日

と命じた。此の辺りが清盛の芝居がヘタなところで

天皇・摂政関白の判断によるものであるのに是は（入

いう陰陽師は、映画でお馴染みの阿倍晴明から五代

大明神のお心が知れない。（神慮が推測し難い）平家物語

底意地の悪い印象しか相手に与えない。呼び返され

感激している場合では無い。天下の政 （まつりごと）は

の子孫であって、天文学と言うより天体学 （から判断

は其の様に書いているが、政治の本来は「国民の為

た法印は「何を今さら」と思いながら戻ってきた。

師の恐れようを見て「安陪泰親は何を泣くほど恐れ

した易占）の奥義を極めていたから、その予見すると

にする」ことであるから、天皇や藤原一族が困って

ているのだ？此の程度の地震など何事があろうか…」

ころは筋道立てて明確で一事も違った事は無かった。

法印の顔を見た清盛は「お待たせ！」とも言わず先

われる。

を焼かれながら、その身は全く無事であったと言
着）

て清盛の許へ行かせた。此の人は、巻一の「鹿が谷」

が伝わってきた。法皇は慌てて静憲法印を使者とし

が朝廷を恨んでいることは間違いない！」という噂

を推し量るについても悲しいことであるが、此の入

（内大臣・重盛）が亡くなったことは当家 （平家）の運命

うことは間違っているのか？ （聞いてくれ）まず、内府

「なあ、法印御坊よ。此の淨海 （清盛）が是から言

制攻撃をかけるように口を開いた。

も神様が気にする必要は無かった。

其の様に昔から今 （平安時代末期）に至るまで誠に得

で後白河法皇のお供をしていて平家打倒の謀議を知

道は其れを堪えて過ごしてきたのである。それは御

翌日の十五日には後白河法皇の許にも「入道相国

人々は「神の子」と称していたのである。かつて此

難い陰陽師なのである。（平家物語の作者は、安倍泰親の恐

り驚いた人物である。法皇も本当は自分で行きたい

の泰親が落雷に遭遇したことがあり着衣の狩衣（普段

れが、この後に起こる平清盛のクーデターや平家滅亡を伴う世相
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ら反乱や謀反が続いて朝廷はお心が休まらない日々

坊にもお分かり頂けるであろう。思えば保元の乱か
如何なる仕打ちであろうか。たとい此の入道が個人

しが無く、僅か八歳の藤原師家を補任されたことは

ごもっともです。然し、その功績に対する官位と言

奉公は浅くありません。入道殿がお恨みになるのは

「確かに仰せられるように朝廷に対する平家の御

話は、恐らくは陰謀をたくらんだ者たちが苦し紛れ

的な要望をしたとしても、一応は意見を聞いて下さ

に流した中傷で有ると思います。噂を信じて自分の

であった。そう言う場合に、此の入道は大まかな事

われない―是が一つ。

見た事を疑うというのは良くある弊害です。取るに

い、俸禄と言い、全て満ち足りたものであることも

て日常の政務はもとより多くの大事を無事に果たし

さらに新大納言成親以下が鹿谷に集まって平家に謀

足らぬ人物が流す無責任な噂が朝廷の恩を深く受け

るのが道理では無いか。ましてや基通と師家とでは

てきた。是ほどの功臣は他に在るまいと思う。此の

反を企てた事件は、彼らだけの個人的な計略ではな

た家臣を反逆に導く例は、此の世の人間関係に少な

を指図するだけであったが、内府は自ら事態の収拾

事に照らして故事を思えば、唐の第二代皇帝である

かった。どう見ても法皇が黒幕であったことは明ら

くありません。天帝の御心は青空のように廣いもの

確かです。それは、平家の功績が莫大なものである

太宗は賢明な家臣の魏徴 （ぎちょう）に死なれて悲し

かである。今さら改めて言うことでも無いが、朝廷

と言われております。後白河法皇のお心も、きっと

（基通のほうが）家格と言い、位階と言い道理に叶い異

みのあまり『昔の殷宗 （いんそう＝殷はＢＣ一七〇〇～ＢＣ

のである― （巻第二、教訓状でも清盛は同じような事を言って

は七代まで此の平家を見捨てることは出来ない筈な

そうであると私は信じております。
（実際には希代の策士

に当り、身を砕き命を掛けて朝廷をお守りし御奉公

は夢に依り良い
一一〇〇頃の中国古代王国、宗は二十代皇帝）

法皇の無情を嘆いている）それなのに、この清盛が六十を

であるが…）家臣が天子に逆らうことは人臣の道に背

者が反逆を企て法皇が是をお許しになった、という

家臣を得たと言うが、今の朕 （私）は夢が醒めて後に

過ぎて寿命が残り少なくなった時期に平家を滅ぼす

くことになります。此処は冷静にお考え頂いて御判

ことを朝廷が御認めになったからです。法皇側近の

賢臣を失う』という碑の文を自ら書いて魏徴の墓に

ような企てをなさろうとする。子孫が相次いで朝廷

断を頂きますようにお願いを申しあげます。勿論、

たのは此の入道に対する個人的な嫌がらせとしか思

建てたと言う。同様の例は我が国にもあり、鳥羽上

に召し使われることは有難いけれども、老いて子を

げるつもりです…」

私がお聞きした入道殿のお気持ちは法皇にも申し上

議の無い状態で有ったのに、それを変えてしまわれ

皇は乳母の子であった藤原顕頼（勧修寺流、権中納言顕隆

失うのは枯れ木に枝が無いように悲しい。今は残り

皇子誕生の儀式などを始めとし
ゅだい＝宮中に入る儀式）

の子）の死に際して大いに嘆かれ、予定されていた石

少ない此の世に気を使ってもどうにもならないから、

をしてきた。戦の他にも即位の儀式、女御の入内 （じ

多くの例は臣下の死を主君が嘆かれ弔意を表すこと

清水八幡宮への行幸を延期され遊び事を控えられた。

静憲法印は、その様に言って平家屋敷を出た。付

に配慮が無くても亡き重盛の忠義に報いられて然る

する弔意などは全く見えない。たとい清盛の悲しみ

清水八幡か？）に行かれて遊びごとをされた。平家に対

のに （法皇は）我が子・重盛の四十九日の日に八幡 （石

黙っているしか無いけれども、法印は法皇の近臣で

を流していた。こういう場合には誰でも暫くの間は

恐ろしくもまた、哀れに思えて返事も出来ず冷や汗

怒りを表わし、そして涙を流したので、静憲法印は

受け取りように依っては自暴自棄のような言葉で

するのである。なぜ、其の様な暴挙に出たのか？清

印に言われても「予定は大事」と関白以下を流罪に

流罪」以下は怒りの収まらない清盛入道が、静憲法

ある。此の章段はこれで終わるのだが、次の「大臣

を「度胸の据わった凄い人だ！」と褒め称えたので

れることなく説教じみた立派な返事をした静憲法印

世の中がどの様になろうともかまわない、と思って

べきであろう。重盛の忠義を忘れたとしても、どう

あり謀反には参加しなかったが鹿谷には行っていた

盛の苦情の中に中納言人事があり関白家と平家との

が普通である。そうであるから君主と臣下との関係

して清盛の嘆きに配慮してくれなかったのか。その

から陰謀の仲間に見られて此処で監禁されるのでは

間に起こったトラブルが清盛の怒りに関連している

近にいた者たちは、怒りまくっていた清盛入道に恐

為に平家は父子共に朝廷に背くという評価になり面

ないか？と、龍の髭をなでたり、虎の尾を踏むよう

ので先に説明をして置く。

いる」

目を失うことになった―是が一つ（の恨みである）
。次

な不安な気持ちでいた。しかし元来が気丈な人であ

は親子の関係より深いと言われるのである。それな

に、中納言の職に欠員が生じた際に藤原基通が是を

るから、気持ちを落ち着かせてから口を開いた。

巻第一に「殿下乗合」があった。清盛の孫・資盛

所望し、この入道が随分と推挙したにも拘らずお許

16

れども盛子も若死にし、多分、後白河法皇の差し金

幼少であったため、膨大な遺産は盛子が相続したけ

いた。ところが基実が若くして死亡し嫡子・基道が

実が摂政関白家を継いで清盛の娘・盛子を妻として

トラブルを起こしたのだが、実は基房の兄である基

らの若者の騎馬と、摂政・藤原基房の行列が通行の

る言仁親王の祖父ではあるが、只の隠居爺さんに過

大事件なのである。当時の清盛は後に安徳天皇とな

いう、考えように依っては国家の危機にも相当する

当時の政府高官が平清盛の一存で揃って首になると

次の稿は「大臣流罪」つまり、清盛の逆襲であり

は、こうして無事に過ごすことが出来たのであろう。

依っては清盛に狙われて暗殺されかねない静憲法印

移した。関白の藤原基房から太政大臣・藤原師長以

日には、自分が前から思い立っていたことを実行に

其れだけでは収まらず、静憲法印が来た翌日の十六

ところが、あれだけ文句を並べた清盛であるが、

何も言わずに静憲さんの話を聞いているほかは無か

た。法皇にも少しうしろめたいところがあるから、

重の恨みがある。

基房に横取りされたようなものであるから、二重三

あった摂政関白職と膨大な領地が後白河法皇と藤原

ったのである。つまり、平家にすれば平家の系列に

たから、恐いジイサンの言うことを聞かない訳には

甥であり、かつ清盛の娘・徳子が中宮に上がってい

言えないことも無い。高倉天皇は清盛夫人・時子の

天皇の名で行われたらしいから「天皇が悪い！」と

限を行使した。尤も手続き上は清盛が天皇に奏請し、

ぎなかったのに関白以下の主要公卿を辞めさせる権

のように澄んだ心で…と書いてあるが遠方に流され

の古河 （現在は古川）という所で出家した。原本には鏡

かされるのは辛いので、船に乗せられる鳥羽の近く

九州の何処かに流されることになった。九州まで行

関白は九州・太宰府の次官に大左遷のうえ身柄は

十二名を勝手に免職し追放処分にした。

下の、いわゆる後白河上皇派と目される上級官僚四

ったのである。

で平家に行くべき遺領は没収され関白職は基房に渡

なお、この盛子と言う女性は琵琶の名手として知

いかなかったのであろうけれども、当時の日本は個

る者が出家すれば刑地が近く成る決まりらしいので、

」として、准三后 （皇后、皇太后、
しろ＝公式な母親代わり）

人の感情で政治が左右される実に素晴らしい国家で

それを利用したのであろう。結局、日向の国 （宮崎）

られ、また高倉天皇の即位に際しては「御母代 （はは
太皇太后に準ずる地位）を与えられ「白河殿」という敬

あった。

が備前の国 （岡山）になり国府近くの湯迫 （ゆばさま）

に置かれた。

現職の大臣が流罪にされた例は、先ず「壬申の乱」

えていたとおりに「実力行使」に踏み切ることにし

たことなどは、さっさと忘れてしまった。自分が考

験入所をする例もあるから「大臣流罪」という表題

国民の範たるべき人物が汚職事件などで刑務所に体

近代では総理大臣を始め政府高官や国会議員など

関わり流罪となった。そして右大臣の菅原道真公こ

継の乱 （天武天皇の曾孫で聖武天皇の孫になる川継の謀叛）に

件）に連座して流罪、更に左大臣・藤原魚名が氷上川

豊成が橘奈良麿の変 （孝謙女帝時代に起きた天皇廃立陰謀事

大友皇子に味方して流罪にされ、次に右大臣の藤原

で当時の左大臣・蘇我赤兄 （そがのあかえ）が負け組の

たから静憲法印が怖さを堪えて熱弁を振るったこと

も珍しくは無いが、平安時代には有り得ない出来事

と畏れ多くも北野天神様の例があり、醍醐天皇皇子

大臣流罪 （だいじんるざい）のこと

称を与えられたという。優れた女性だったのであろ
う。
静憲法印は平清盛と対等に交渉して引き揚げてき
たのだが、清盛にすれば此処で弱気になったのでは

は全くの無駄になったのである。

であったらしい。それも平清盛の一存で行われたか

である左大臣・源高明は安和の変 （藤原氏の謀略）で太

後白河法皇に屈することになるから、静憲に言われ

此の侭では静憲法印が気の毒なので、平家物語に

と言うより横暴も頂点に達した、と言うべきことで

宰府に左遷された。さらに紫式部時代の内大臣・藤

ら「前代未聞」と言われた。平家が全盛を極めた、
あろう。しかし猿でも樹木のテッペンに登れば、後

原伊周 （一条帝皇后の兄＝女性問題の誤解から花山法皇に矢を

おく。熊野に金剛兄弟といって二人とも五十人力の
若者がいた。池を掘っていた際に大石が出てきて始

は落ちるだけであるから此の章段は平家の没落を暗

は無いが、源平盛衰記にある話をサービスに書いて

末に困っていたのを、兄弟が訳も無く取り除いてし

政関白が流罪の刑を科せられた例はないのである。

射た）まで既に六人の大臣が流罪とされているが、摂

前章段で平清盛入道と互角に渡り合った静憲法印

一方で「中殿」と呼ばれた藤原基実の子・二位中

示している。

人を家臣にした。兄弟は大力の上に弓の名手であっ

は、後白河法皇の御所に戻って交渉の次第を報告し

まった。是を聞いた静憲法印が主人に乞い受けて二
たから、常に静憲の身を守り隙が無かった。場合に
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十一月一日に太政大臣であった一条摂政謙徳公（藤原

所の外である尾張国だという。もとより罪無くして

あろうか…保元の昔は南海の土佐に移され今回は関

お方が、如何なる罪の報いで重ねて流罪に遭うので

ら次第に昇進して太政大臣を極められた。そういう

藤原師長は管弦の道に達し、才芸に優れていたか

た塵 （ちり）が動いた、と言われるように、物事の上

魯 （ろ）国の名歌手・虞公が歌うと梁 （はり）に積もっ

演奏をしたところ池の魚が踊り、周の属国であった

秋戦国時代、楚国）の琴の名手と言われた瓠巴 （こは）が

く終われば良いと思っていた。ところが古代中国（春

たちが仕方なく首をうなだれ、耳をそばだてていた

伊尹＝ふじわらのこれただ）が亡くなられて、其の時に弟

手なときには人間の感情を刺激するので、藤原師長

右大臣）と後冷泉天皇時代に宇治大納言と呼ばれてい

の堀河関白・忠義公こと藤原兼道が未だ従二位中納

配所の月をみるとは風雅を愛する人の望むところで

の唄入り琵琶演奏を聴いた（聴かされた）者たちも緊張

将 （近衛中将は従四位の職であるが、大臣格の二位に昇っても中

言であった。ところが兼道の弟は法興院の大入道（兼

あるが師長は風雅を解する人物なので今回の流罪も

して思わず身体が強張るような思いをした。

けれども、彼らは音の強弱も旋律も知らないから早

家）と呼ばれて大納言の右大将になっていたから兼

其れ程に悲しんではいなかった。平家物語に逆らう

本人は気を良くして夜更けまで演奏を続け「風香

た源隆国の他には聞かない。

道は弟に先を越されていた訳である。しかし兼道は

訳ではないが歌舞音曲に優れていただけで大臣に任

調 （ふごうちょう）
」で演奏すれば花の香りがするよう

将の職にある者）は清盛の婿であるため、お手盛り人事

兄の死に依り内大臣正二位に上がり「内覧宣旨 （ない

命されたことが、任命した者を含めて国民に対して

な曲になり、流泉の曲にすれば月が清い光で照らし

で大臣・関白になった。

」を賜ったので、弟を越えたばかりで無く
らんせんじ）

罪があると思うのだが…。

い二位の中将から中納言・大納言を経験せずに大臣

上回るものであり、さらに （平家人事で）参議にならな

出世は人々を驚かせたが、今回の平家人事はそれを

職務で国家行政の鍵を握る立場になる。藤原兼道の

たことを苦にせず、ゆっくりした気分で月日を送っ

詩歌を吟じ琵琶を奏し、和歌を詠んで、流罪になっ

路を遠くに望んで、澄み渡った名月を仰ぎ、濱風に

の故事を思い出し、自分は名古屋近辺の鳴海潟の潮

江南岸）の畔 （ほとり）に安らいでいたであろうと中国

白楽天が左遷された際には潯陽江 （しんようのえ＝揚子

昔、唐の国で皇太子の補導役を務めていた詩人の

とが出来なかった」と感激の涙を流したのである。

の地に来なければ、此の瑞相 （目出度い奇跡）を拝むこ

れた。（地震でも起きたのか？）師長は「平家の悪業で此

弾じた。是に対して神明が感應して宝殿が大いに揺

を称賛する言葉を朗詠し、普段は余り弾かない曲を

綺語の誤をもって…」という言葉の罪を謝り、仏教

てくれた。師長は「願わくば今生世俗文字業、狂言

内覧宣旨は天皇に書類を見せる前にチェックする

関白になった普賢寺殿こと藤原基通の出世には政務

安和の変があった円融天皇時代の天禄三年 （九七二）

多くの人を驚かせた昇進と言われた。

に関わる公卿、上・中級公務員などが呆れ返ってい

た師長だけが鰹を食べて生き延びたようで九年後に

中将・隆長、範長禅師）は配所で死亡し、土佐に流され

が流されたのだが、兄（右大将・兼長）と弟二人 （左

保元の乱で負けた父親・藤原頼長の関係で兄弟四人

長は官職を罷免され東国に流罪となった。此の人は

再び話を被害者に戻して太政大臣であった藤原師

が、目一杯働かされている庶民は、能無し公家のよ

無智の境なれば、情を知れる者なし」と書いてある

楽を理解する者は居なかった。原本に「所もとより

もノンビリと演奏している余裕は無いから本当に音

し詩を朗詠したのだが、地元民は琵琶でも三味線で

目の神社）である熱田神宮に参詣して神前に琵琶を奏

或る時に尾張国の三の宮 （国司が着任時に巡拝する三番

中原範貞が追い出しを担当させられた。大納言の資

する主席役人の藤原実国と学者で検非違使を兼ねる

いずれも後白河法皇の近臣たちである。流罪を担当

子の少将資時、孫の少将雅賢は都から追い出された。

大進平基親も同じく官職停止、そして大納言資方と

卿右京大夫兼伊予守高階康経、蔵人左少弁兼中宮権

止、参議皇太后宮権大夫兼右兵衛督藤原光能、大蔵

大納言資方の子・右近衛少将兼讃岐守資賢が官職停

その他の処分者としては、宇多源氏の按察（あぜち）

赦された。二条天皇時代の長寛二年八月に召し返さ

うに遊び事をしている暇は無いのである。多分、当

方は「三千世界が廣いと言っても （平家の時代では）五

ていた。

れ、やがて中納言から大納言に登用された。大納言

日も土地の人々は大臣が下手な独演会を開く、と言

るようであった。

になった際に定数の五人を越えたので員外大納言に

尺の身の置き所が無い。一生は、それ程長く無い、

というが （今の私には）一日が暮らし難い」と夜中に都

うので強制的に集められたのではあるまいか。
土地の古老、農村漁村のおかみさん、漁師、農夫

なり、やがて大納言の定数は六人になったらしい。
そう言う特例は後山階大臣・藤原三守 （仁明天皇時代の
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ふるさと風の会作品展
１１月３日～８日：石岡市・街角情報センター
ふるさと風の会は、２００６年６月「ふるさと（霞ヶ浦を中心とした周辺地域）の歴史・文化の再発
見と創造を考える」を基軸として、仲間達が集まり、毎月会報「ふるさと風」を発行してきました。
今月号で通刊１１３号となりました。
ふるさと風の会では、会報に発表したものの中から、作品化出来るものを小冊子にまとめて文庫化
しています。今回は、打田昇三氏がふるさと石岡にとって因縁深い平家物語を「私本・平家物語」
として全訳を完成させたことを記念して、ふるさと風の会文庫展および兼平智惠子の風の言葉絵展
を開催いたします。

主な出展文庫
○打田昇三の私本・平家物語
○打田昇三全集全６巻
○虚構と真実の谷間（上下）
○朗読舞詩集「寒蝉」
○皇帝ペンギンの首飾り

○兼平智惠子の石岡散歩
○伊東弓子 一行詩「風の景」
○菅原茂美「遥かなる旅路」
○ふるさと物語「霞ヶ浦の紅い鯨」
○ふるさとの七十二侯に一行の呟いて七十二相…他

作品展のお問い合わせは下記会員まで。
白井 啓治 0299-24-2063 打田 昇三 0299-22-4400
兼平智惠子 0299-26-7178 伊東 弓子 0299-26-1659
ふるさと風の会
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http://www.furusato-kaze.com/

を脱出した。兵庫県の山岳部に潜んでいたが遂には

見つかって信濃国へ流されたらしい。

権力争いであるから仕方が無いとも思われるが

二年後に世を去る平清盛は全力を挙げて後白河法皇

に対抗し出した。先ず法皇の周りを掃除して遂には

しつこく書いていた平家物語は「食うか食われるか」

法皇のことも不用決定する。是までに神仏の功徳を

の世界に入った。清盛が公務員大量免職の快挙？を

行ったのは治承三年 （一一七九）
、そして翌年には源頼

朝の伊豆挙兵があるのだが法皇も頑張るので「合戦」

まではもう少し御猶予を！

（続く）

し これで全巻の打田私訳が完成しました これを

月３～８日の日程で 石岡市 街角情報

※打田昇三兄の私本・平家物語が先日潅頂巻が完成

記念して

センターでふるさと風の会の作品展を開くことと

なりました 下記に詳細を紹介いたします

《ふ ら の》

ギター文化館通り

アレンジ蕎麦・蕎麦会席料理のお店です。

看板娘 犬 「うらら」ちゃんが

電話０２９９ ４３ ６８８８

皆さんをお迎えいたします。

（白井啓治方）

http://www.furusato-kaze.com/

編集事務局 〒３１５‐０００１
石岡市石岡１３９７９‐２
℡０２９９‐２４‐２０６３

11

ことば座では、茨城県出身の二十五弦箏奏者：中川果林さんを応援し、ギター文化館での演奏会を共催い
たします。 多くの方々に中川果林さんの奏でる静と動の世界をお楽しみいただきたいと思います。
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