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自分達の住む国の暮らしと文化について真面目に考え、声高くふるさと自慢をしたいと考える方々の

入会に関する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
兼平ちえこ 0299-26-7178
伊東 弓子 0299-26-1659

える、とする当風の会も改めて褌を締め直すこと
の必要性を問われた思いであった。

ふるさと風の会では、
「ふるさとの歴史・文化の再発見と創造を考える仲間」を募集しております。

号 （
２０１２年７月）

○会費は月額 2,000 円。
（会報印刷等の諸経費）
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ふるさと風の会会員募集中!!

ふるさとの歴史・
文化の再発見と創造を考える

）

性があるので食べてはいけないと出ていた。舐め
ないで良かったわけである。私にもまだ野生の危
険予知能力が残っていたのかと、安心と同時に自
慢げな笑みがこぼれてきた。
ジャガイモの実は７～８年に一度ぐらいの割に
生るのだそうだが、気象条件などが影響するよう
である。もしかしたら竹の実のような意味合いで
もあるのだろうか。しかし、食べられないのなら
実は生らなくてもいい。

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：勉強会を行っております。
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さて、ことば座の６月公演に合わせて、当ふる
さと風の６周年記念を行ったのであったが、無事
終了することが出来た。６周年記念として、こと
ば座の公演の中で、この会報に投稿いただいた市
川紀行さんの「ついに太陽をとらえた」という詩
の朗読をさせて頂いたのであったが、公演後この
詩の掲載した会報のバックナンバーがないだろう
かというお話を何人かの人から頂き、記念行事と
して朗読を行った意義が認められ、嬉しい思いに
させられた。詩を投稿いただき、朗読の承諾を頂
いた市川さんには大いに感謝である。
いま改めて市川さんの
「ついに太陽をとらえた」
を読み返し、自分の思う、考える問題意識はハッ
キリと大声で言うことが重要であることを知らさ
れた。ふるさとの歴史・文化の再発見と創造を考

入会をお待ちしております。

ふるさと〝風〟
風に吹かれて（
『ジャガイモの花にトマトの実が生った』
庭の二坪程度の畑に春先にジャガイモを十個ほ
ど植えたのであったが、今年は畑の栄養が良かっ
たのかすくすくと葉が伸び小生の腰のあたりまで
育ち、綺麗な花を咲かせた。ジャガイモの花もよ
く見ると実に綺麗な花で、摘んで一輪挿しに投げ
入れ楽しませてもらった。
花が咲き終わったころから、トマトの様な実が
あちこちたわわに実り始めた。ジャガイモの花に
実が生るなどとは思ってもいなかった。早速、植
物辞典をめくってみると、ジャガイモの花にも実
をつけることがあるのだという。ジャガイモはナ
ス科の植物で、
トマトもナス科の植物と出ていた。
成る程それでトマトと同じような実をつけるのか
と納得した。実を摘んできてナイフで切ってみる
とまさしくミニミニトマトであった。
トマトと同じ仲間なら、ジャガイモの実も食べ
られるのかなと思って臭いを嗅いでみたら、何と
なく食欲をそがれるような青臭さがあった。下痢
でも起こしたら困ると、舐めてみる事を止めたの
であったが、翌日の新聞にジャガイモにも稀に実
をつける事があると出ていた。ただしその実は毒
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「ふるさと風の会」
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当会の６周年記念展とことば座の定期公演が終
わり少し時間が出来、何気なく本棚から引っ張り
出してきた立原正秋氏の小説にこんな一文が出て
いた。―『京都のまちにいると、ときたま潮騒の
ような音を耳にすることがあった。永遠に未完の
ままの奈良は、素朴で重いまちだったが、京都は
完成されたまちで、完成の背後にみえるのは、平
安から室町末期にかけての夥しい文化である。殊
に足利幕府のはじまりから崩壊までの中世がのこ
してくれた光芒があった。潮騒のような音はそれ
ら歴史の音だった』―と。
若いころに何度か京都に出かけたが、京都の持
つ美とは歴史の中の乱世がうんだ美ということが
出来る。この石岡は歴史の里と称してはいるが、
歴史の中に潜む美のない所である。
そんなことをいうと、
昔から焼打ちにあったり、
大火に襲われたりで焼けてしまったから、との言
い訳を聞く。しかし美を内包した潮騒の音という
のは物があるとか無いの問題ではない。人の心に
遺伝子のような感じにある文化としての美意識の
事である。そして美意識を持っての日々のくらし
の希望の音である。
先日の定例会の事であった。６月公演が美浦村
の伝説話を取り上げての物語であった事から、石
岡の伝説話にもスポットを当てて舞台にかけて欲
しいと言われた。
その時、
こんな風にお答えした。
石岡にある伝説話は、もう伝承の力を失った話ば
かりなので脚本にするのは難しい、と。
石岡に伝わるという伝説をモチーフにした物語
を何本かは書いたのであるが、実際に書き上がっ
た物語は、伝承をモチーフではなく、こちらの想
像の中の物語をモチーフに、石岡の伝説を当ては

めただけのものになってしまった。だから、石岡
に旗を立て、将来、海底資源開発の権利を主張す
の伝説として語る物語にならなかったのであった。 る。近隣の島々など、みんな自分のものだと言い
それで、以後は霞ヶ浦を中心とした常陸国の風景
張る。そして、他国の山林などを買いあさり、あ
ろうことか、月の表面さえ、将来自分達が発掘す
などをモチーフにしてそこに歴史的な事実を加味
した物語を書くようにしたのである。
る「場所取り」をしようとしている。先哲の孔孟
伝承力を失った伝説というのは、単なる昔話に
思想など、一体どうなっているの？ 国家の品格
なってしまい、文化力としての暮らしの力を持た
など、どうでもよいのか。
ない記録文になってしまうのである。
＊
＊
＊
＊
＊
このふるさと石岡を歴史の里と称するのであれ
地球に突如発生した人類という新参者の寄生虫
ば、比較にならない比較での優位や自慢にならな
は、国境線などという他愛もない「線」を引いて、
いものを自慢する歴史を捨てて、文化力を持った
この範囲内の物は、全て俺のものだと主張する。
美の創造を考えていける風土を築き上げて行くこ
【動植物を外国から輸入するには「検疫」とい
とが必要なのだろうと思う。
う網をくぐらなければならないが、渡り鳥は人間
の浅智慧をせせら笑うように平然と越境してくる。
国境線など幻影に過ぎない。熱帯病患者を吸血し
た昆虫も台風などに乗って飛んでくる。黄砂にも
どんな病原体が含まれているか知れない。
未来人からの預かり物
菅原茂美
日本は世界でも珍しい狂犬病清浄国だが、狂犬
病は殆どの哺乳類に感染する最悪の人畜共通感染
症だ。近年北海道にロシア漁船が寄港し、人と一
緒に犬まで上陸し、帰りに犬は行方不明。もし、
この犬が狂犬病潜伏中だったら、犬をはじめ狐・
狸・鼬 （いたち）
・貂（ てん）
・蝙蝠など野生動物に感
染したなら、日本はお手上げだ。犬は法律で狂犬
病予防注射が義務付けられているが、日本では接
種率 ％を割っている。蔓延を防止するなら接種
率 ％は最低必要だ。法律やモラルを守れないの
なら、犬を飼う資格はない。
】
強情で強欲な体毛を失った奇異な動物。単なる
自然の一部にすぎない一種の動物であるはずの人
類。これが、万能の神様の課長補佐ぐらいの、う
ぬぼれ様で、傍若無人極まりない。やることなす
『現在の地球は、未来人からの預かりもの』…
とも言われる。この考え方からすれば、人様から
物を借りたり預かったりして利用したなら、傷や
汚れのまま返すわけにはいかない。きちんと掃除
をし、傷ついた部分は修理をして、心からお礼を
述べて、お返しするのが社会礼儀というもの。
それを今、地球上に住んでいる人類は、資源な
どすべて我がもの顔。子孫の利用権利など、知っ
たことじゃない。早い者勝ち…とばかりに争奪戦
を繰り返す。目先の利益追求に翻弄されている。
化石燃料など埋蔵資源・鉱物資源・生物資源な
ど、オレが先に使わなければ、ライバルが先に利
を得る。
一刻も猶予ならない。
阿修羅の先陣争い。
中国など、沿岸国でもないのに、北極海の海底

５０

８０
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を駆除したため今、知床のエゾシカが過剰繁殖。森林や農作物被

こと悉く乱暴で、自然の秩序を乱す。それに気づ
かないのなら、或いは途中で軌道修正できないの
なら、何でそんなに大脳を膨らましたの？
水や大気を汚染し、地下は穴ボコだらけ。あち
こちの海でサンゴが死に、魚が住めなく、海藻は
繁茂しなくなる。そして巨大なビルという蟻塚を
造り、道は悉くコンクリートで固め、生態系を破
壊する。山を切り崩し、川をせき止め、魚が移動
できなくする。地下水を汲み上げ過ぎ、地盤沈下
を起したり、砂上の楼閣みたいに新興住宅地は、
地震の度に液状化現象とかで大騒ぎ。すべて人間
の浅智慧の結果だ。
＊
＊
＊
＊
＊
一方、動物の乱獲や駆除により、自然界の食物
連鎖のルールを破壊する。狼・虎・豹など絶滅寸
前だ。（そのよい例として明治政府が懸賞金付きでエゾオオカミ

モチ病にかかりやすいが、この原種の抵抗遺伝子を導入したら、

害が甚大。交通事故多発で苦悩している。
）更に農薬や除草
剤により昆虫や植物など絶滅のピンチはどこでも
見られる。
アフリカのマリで見つかったイネの原種は、イ
モチ病の抵抗遺伝子を持っていることが発見され
たが、絶滅寸前であったという。（稲の改良品種は、イ

改良品種でも、ほとんどイモチ病にかからないことが実験で立証
された。原種を失うことは、改良の基礎をなくすことである。
）

人類の活動による自然破壊は、地球表面だけで
はない。成層圏以高でも、植物が何十億年もかけ
て造り出した酸素の層 （オゾン層）が、有害紫外線
を吸着。植物や動物が陸上に進出してもＤＮＡを
破壊しない恩恵をもたらしている。ところが人間
活動によるフロンガスなど化学物質により、オゾ

内障被害も大きい。
）

ン層を破壊 （オゾンホール）し、地上の生物に重大な
障害を与えている。人間自身も加齢性白内障やシ
ミ・ソバカスなどで障害を受けている。（馬や犬の白
そして、更に人間活動は宇宙にまで及び、危険
なオモチャが、とんでもないスピードで駆け回っ
ている。気象・電波中継衛星など、恩恵が大きい
ように思うが、それは人工衛星のほんの一部にす
ぎない。圧倒的に多いのは偵察目的等の軍事衛星
だ。それらが、寿命を終え、地上に落下してくる。
大方は落下途中で燃え尽きるが、大きな塊が地上
まで届く場合もかなりある。いつどんな災害にあ
うかも知れず、人間行動の愚かさにあきれる。
水の惑星地球で、生物達は長い年月をかけ、穏
やかに進化を遂げてきた。生きた化石と言われる
シーラカンスなど、４億年もほとんど姿を変える
ことなく、コモロ諸島近海で、現在もひそかに生
き続けている。悠久の時の流れの中で、生命の継
続を謳歌している。それなのに人類という後発部
隊のモンスターがこの世に現れ、そのずうずうし
い活動のために環境が一変され、
多数の生物種が、
この世から消え去っていった。他の種の生命与奪
の権利など、誰にもありはしないはず。それを平
気で行う人類とは、一体なにものなのか？
我々の子孫が、将来利用する権利のある限られ
た天然資源などを、
現代人が今、
後先を考えずに、
利用し尽したら、どうやって子孫達は、将来生き
ていけばよいのか？…。
子孫のことなど知るもんか。今の今、どうやっ
て生き延びるか。伸るか反るかの瀬戸際に、遠い
未来のことなど、構っちゃいられない……。これ
では、万物の霊長などと威張る資格は全くない。

人類はもっと穏やかにスローに進化を遂げるべき
だった。人類の祖先が石器を作り始めた頃、石斧
は、１００万年も全く同じ形であったという。
【西洋の
「個人主義」
主体の考え方からすれば、
子孫といえども、何代か過ぎれば、所詮は他人。
ファミリーとして家族の「絆」が太いのは、子供
が小さい時だけのこと。成長すれば、子供といえ
ども、独立・独歩を促す。いつまでも親が子ども
の面倒などみていられない。
私は、オーストラリア・ニュージーランドを旅

（売り物）
した時、農村や街中の家の前に For sale
というオークションの大きな看板が非常に目立っ
ていた。
理由を聞くと、
街では子供の教育のため、
有名学校などのある街に家族ごと引っ越してきて、
一定の教育期間を過ぎると、家ごと売りに出し、
また田舎へ戻る例などが多いためだという。
農村では、農園や牧場などを、経営者が年老い
て手放し、
老後の生活資金とする為、
売りに出す。
決して日本みたいに、親が子供に、全財産をただ
で譲り渡すのではないという。従って、子供が親
の財産を購入する能力がなければ、他人に通常の
値段で売り渡す。
「家」を中心とした封建的な昔の
日本と違い、西洋の個人主義的思考なら当然、
「児
孫のために美田を買わず」…となり、自分達の財
産は自分達で使い果たす。子供は成長したら、自
力で生きてゆけ…ということになるのであろう。
現在の地球資源を枯渇するまで浪費する深層心
理は、西洋の個人主義的思想が根本にあるのであ
ろうか。日本の先住民アイヌには、自然資源は、
最低限度必要なだけを神様から分けてもらうとい
う、謙虚な思想が貫かれていたという。
】
西洋的な個人主義が良いのか、日本的な家系を
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重んじる習慣が良いのか、それは各人により考え
が異なるであろう。
しかし、
どちらの考えにしろ、
人類も一種の生物として「種の寿命」という観点
から見たら、即ち人類という動物のＤＮＡを永劫
に継続することが本来の使命と考えたら、子孫が
より安全に生存できる環境を残すということは、
何より大事なことではないのか。一代限りで使い
果たすという思考回路は、私にはない。
それゆえ、直立二足歩行を始めた事をもって人
類の誕生とするなら、７００万年も延々と続いた
ＤＮＡの鎖を、「文明の発展」
などという空手形で、
易々と断ち切ってはいけないと、私は強く言いた
い。急速な文明発展が、人類の寿命を縮める。
今の時代の人類に、
先を見通す力が不足すれば、
破滅が近寄っていることを見抜けない。大気汚染
のビッグ２の中国は、産業拡大を遅らせる規制な
ど全く頭にない。アメリカは高度のエネルギー消
費を抑制する気など毛頭ない。この両大国に、発
展途上国のインドなどが、 CO削
2 減国際会議で異
を唱え、削減は先進国がやればよいと譲らない。
責任のなすり合いだ。
こんな状況で、地球は荒れ放題。人間の無節操
な欲の深さがもたらした悲劇だ。資源の枯渇や環
境破壊。それにいずれの国も莫大な借金を抱えて
いる。自分で支払い能力がないくせに、人気取り
政策で巨大な予算を組み、
借金を子孫に付け回す。
これでは後を引き受けた子孫は、たまったもんじ
ゃない。マイナスの遺産など受けたくもない。さ
りとて、相続拒否ともいかぬ。地球を脱出したく
とも、行くあてもない。
【この天の川銀河には、恒星がほぼ１０００億
個存在する。その中には、恒星と惑星との距離や

質量・構成元素など、計算上は太陽と地球の関係
に似て、生命が存在しうる惑星の数は、１００万
個ぐらいは存在するはずと言われている。
しかし、
生物が生存するのに適切な温度で、水が３態 （個
体・液体・気体）をなし、水に溶けるミネラルが適切
に存在し、大気の組成や気圧、引力の強さ、地盤
を構成する元素の割合、そして宇宙から飛来する
放射能など、地球環境によく似た生存環境を存分
に備えた惑星など、そうそうあるものではなかろ
う。例え有ったにしても、そこまで、どうして辿
りつく？ 種を保存しようとすれば、近親交配を
避けるため、最低でも合わせて男女５００人は必
要と言われる。他の恒星に随伴する最も近い惑星
までマッハ で飛んでも、何万年もかかる。仮に
辿り着くまで１万年と仮定したら、到着するのは
４００代目の子孫ということになる。その間の燃
料や生活物資を、どうやって運びますか？ 宇宙
戦艦ヤマト級の輸送船団を組んでも、運びきれな
い。全く気の遠くなる話であり、漫画やＳＦ小説
等は、子供だましの戯れにすぎない。それゆえ地
球などよりはるかに文明の進んだ宇宙人がいたと
しても、大した魅力のないこの地球に、わざわざ
侵略するため、来るわけなどありゃしない。彼等
がやってこない理由がそれで分かる。
】
＊
＊
＊
＊
＊
文明の発展とは何だ？ それは今我々が目にす
る過剰な物質文明など、環境を破壊するだけで、
決して永劫に求める真の文明とは言えない。水や
空気を汚し、海や空や、地下や陸上も危険物で、
一杯。危険なオモチャが猛スピードで動き回って
いる。阿修羅が跋扈する独壇場だ。
私に言わせれば真の文明とは、生命が安全に永
５０

続できる環境を維持することだと考える。勿論、
我慾の深い、ならず者の国々が、大量破壊兵器を
争って開発・備蓄するなど言語道断。今地球上に
は、ろくでもない大国が、合わせて、全人類 （＝全
生物）を何百回も皆殺しできるだけの核兵器・大量
破壊兵器を備蓄している。 個足らずの核兵器を
持って、先軍大国などとうそぶくならず者の小国
と、何万発もの核兵器を備蓄し、世界の警察など
とうそぶく大国とは、並び劣らぬ愚か者同士であ
る。
文明の進化とは、破壊に向かって突進すること
か？ 地球という宿主に対し、人類という寄生虫
が、暴れ過ぎると、宿主自体を殺してしまう。致
死率９０％以上の最強の病原体（ エボラ出血熱ウイル
スなど）は、宿主を簡単に殺してしまうので、自分
自身も子孫を残しにくくなる。
利口な病原体 （寄生虫）は、宿主を生かさず殺さ
ず、僅かの栄養を分けてもらって、子孫を絶やさ
ぬように寄生するものだ。寄生虫にも無鉄砲な愚
か者と、共存共栄をもくろむ利口者とがある。
もし人類に智慧というものがあるのならば、急
速に地球を破壊するような愚行は直ちに止して、
スローライフで、地球から恩恵を受けつつ、子孫
も安心して生存できる方法を選択するべきではあ
りませんか……と私は言いたいのである。
＊
＊
＊
＊
＊
以上のべたように、現在地球上に存在する化石
燃料・鉱物資源・生物資源などは、現在生きてい
る世代だけで、根絶やしに使い果たすなど、とん
でもない話である・未来の子孫達にもこれらを享
受する権利は平等に存在するはずである。
子孫達が使うべき資源は枯渇し、安全に生活す
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る環境は破壊され、危険な瓦礫のみが残された日
には、
どうやって子孫達は生きていけばよいのか。
人類は自らの手で、種の寿命を縮めるような愚か
な行為は、絶対に避けなければならない。人類は
折角大脳を膨らまし、時間軸の過去・現在・未来
に思いをはせることのできる唯一の動物と言われ
るのならば、生命を維持・持続することがＤＮＡ
の本性なので、これに反する行為は、正に自殺行
為である。
今地球は間氷期であるが、更に産業の発展によ
り、温暖化に拍車がかかっている。このまま温暖
化ガスを排出し続ければ、両極や高山の氷河が溶
け出し、海水面が上昇する。過去にも海水面は、
１００㍍近く何度も上下している。従って海抜の
低い地帯は浸水・埋没の危機が深刻に迫っている。
それだけではなく温暖化が進めば、マラリアなど
熱帯病が中緯度地帯にも蔓延することになり、数
えきれないほど病死者が続出することになる。
各国は経済発展至上主義の呪縛にとらわれ、緩
やかな安穏の生活は、無視されている。競争原理
で、過酷な労働が強いられ、精神を病む労働者が
溢れかえっている。鬼の経営者は人権を無視し、
国家の未来像とか、人類の将来あるべき姿など全
く見えないのではなかろうか。経済の発展も、冷
静なコントロールを伴わなければ、取り返しのつ
かない悲劇を招くことになる。人間の浅智慧が、
人類の種としての寿命を縮めることとなる。
それ故、化石燃料によるエネルギー依存を、再
生可能エネルギーに変換する必要がある。太陽
光・風力・水力・波力・地熱・バイオマス等いろ
いろあるが、今まで原発に頼り過ぎ、これらの自
然エネルギー開発の技術が少々遅れを取った傾向
伊東弓子

があるので、ここで本気になって、効率的な開発
を進め、地球環境汚染にストップをかけなければ
ならない。子孫達が安全に暮らす為には今、クリ
ーンエネルギー開発に多大の投資が必要である。
＊
＊
＊
＊
＊
このように人類は、産業革命以来わずか２００年
そこそこで、
資源の枯渇や、
生物の多様性を失い、
更に
環境破壊を招き、未来人類の安定的生存
を脅かす事態を引き起こしてしまった。借り物の
大事な地球を傷だらけにしてしまった。未来人か
らの預かり物という観念を再確認して、今こそ、
軌道修正のきく内に、はっきり方針を定め、地球
環境を正常に戻すよう、全力投球すべきである。

照子さんは逝った

「大佛照子さんを偲ぶ会」は六月九日（土曜日）
の午後だった。その日は午前中から風が強く昼頃
には大雨になった。会場は七～八人で囲むテーブ
ルが十四、
五あって百人位の人達が集まっていた。
季節の花に包まれて照子さんの遺影は優しさと聡
明さに溢れていて、一番後の私にも語りかけてく
れていた。頂いた栞には右向きで編物をしている
姿が描かれ、ページを開くと『波崎事件に纏わる
手記、尖がり帽子の赤い屋根』の手記が綴られ、
最後に『脱原発元年』土浦上映会の写真が載って
いた。十二時から三時半頃迄五十人の人が思い出
を語り、照子さんの生き方を賞賛し、生涯を紹介
してくれた。その雰囲気の中で照子さんと出合っ
た日からの事を思い出していた。

照子さんの住んでいたのは、閑居山中腹のお寺
であったがそこでお合したことは一度もない。閑
居山は中学の春の遠足で行ったのが最初だった。
その後あの山が気にかかった。高浜入江から西の
方に閑居山は見える。恋瀬川の流れを挟んで右に
龍神山が肩を並べている。その奥に四季毎に彩り
をかえて筑波の山が姿良く見える。高崎の水辺に
立つ時、高浜へ自転車を走らせる時、その山への
関心やその山に住む人への思いが繋がっていった。
冬になると志筑から竹屋さんが来た。私の実家
は北側から西にかけて竹藪があった。季節によっ
て天候によって竹の騒ぎが異なって気持がよかっ
た。今のように藪が荒れ、厄介者のように扱われ
ている竹とは違い、竹を必要とする仕事の人達が
沢山いたのだった。その竹屋さんも出入りしてい
た一人だった。一日の竹切りが終わると「まあ一
杯」とくみ交わし始める父と竹屋さん、話しも弾
んでいく。そんな中で山の寺の坊さんの話しが出
た。
「進歩的な考えの人で、どう仕様もない人らの
世話をするそうだ。（障害を持った人達のことだった）地
元は反対してますよ」
その話がずっと心に係っていた。思っているだ
けでは駄目だ、訪ねてみる事にした。施設の様な
ものはなかった。大柄で年配の住所さんと小柄な
奥さんがいらしたが、若い方達はおられないよう
だった。
帰る頃には薄暗くなってランプが点った。
里から遠く山の中腹の所為か電気をなかなか引け
ないそうだ。夜道を下りて帰る時、何度も何度も
振り返っていた私だった。黒い山は歴史を包んで
此処にありという姿。寺の小さな灯りはいつまで
も見えて私を守ってくれているようだった。あの
灯りは今でも私に何かを語り掛けてくれている様
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に思う。
随分月日が経ってからの話し、障害者と住職さ
んの事を耳にした。当時、福祉事業に対して「公
的」援助など無い時だった。個人の気持と財力な
ど高がしれている。どんなにかご苦労が多かった
事だろうと思う。事が起きれば批判しその揚句、
潰してしまう程世間は怖い、私達にもそんな日が
あった事を思い出し、一度もお合したことのない
方だけれど、その苦しみがひしひしと伝わってき
た日があった。
照子さんとの出合は高校を卒業した三月だった。
「友の会」があるからという母の誘いで、母の友
五人で出かけた。会場は母校だったので心弾んで
楽しさ一杯だった。女性達の工夫した衣、食に纏
わる展示、社会の出来事を勉強した発表など女性
達で賑わっていた。姿は質素な女性達、目は輝き
語り合いも明るかった。母が知っている人達が私
の世界を広げてくれた時だった。その時写真を撮
って頂いた。その中に照子さんの姿があった。そ
の後母のアルバムのその写真の傍に「この人達ば
かりの世の中であれば…」と記されていたのをは
っきり覚えている。農村地域で活動していた母の
心の奥の叫びが聞こえたようだった。
秋、私は農繁期託児所の手伝いを始めた。講習
を受けに行った先で、照子さんと一緒になった。
千代田村の農繁期託児所の手伝いをしていらした。
人との繋がりの不思議さを感じた。良縁を積み重
ねていこうという業を新めて思った。再開の喜び
だけで照子さんのことは何も知らなかった。その
後、無認可保育所の講習会でも何度かお合いし、
度重なる中にお互いの仕事の状況や個人的な話し
も進む中で、あの山の寺の奥さんであることを知
った。大きな山とあの灯のもとに、この方がおら
れることが更に嬉しさを増した。
その後は家と仕事の往復に精一杯で、ご無沙汰
をしてしまった。仕事での葛藤、子供の事、他諸々
の辛さから逃げたくて、あの山と灯と照子さんに
何かを求めて出かけた事があった。山を上る道沿
いに小さな家が五～六軒あったが、住む人もなく
蔦が絡んで草々が生い茂っていた。ご主人が苦労
して進めてきた施設の一つ一つだと思う。止めざ
るをえなかったのか、老住職は亡くなられたか、
照子さんご夫婦やお子さん達はと気になったが、
悲しみが強く本堂にも庫裏にも尋ねる事なく、磨
崖仏の座主道を登った。地を這うように竜胆が咲
いていた。私の苦労など問題ではない。もうひと
踏ん張りしなければと決心し、木の葉の笑い合う
声を背に受けて、
現実へと帰ってきた日があった。
どうしたかも確かめず逃げ去るように帰ってき
た事に心が咎めて、
日をおかず尋ねた事があった。
人の気配はなかったが本堂もきちんとしていたし、
庫裏からも生活している様子が分かった。良かっ
た。と胸が熱くなった。賽銭箱の傍に綴帳があっ
て詣った人のある事も分かる。頑張って欲しいと
願って名を入れた。
この頃、息子さんは寺再興の為努力していた頃
だったと後で分かった。照子さんに合えなかった
事がとても気になった。
一生懸命とは必ず通じるのか、新めて感じる出
来事があった。農協に努めている人にいつも納金
が遅れる事を詫びる話から、その人の実家が千代
田村で、お山の事、そして照子さんの話しを聞く
機会があった。実家のお宅は寺の相談役の方で私
の事を信用してくださって居場所を教えてくださ

6

す。

行方市浜２４６５
℡0299-55-4411

野口喜広

茨城県石岡市柴間４３１－３５
℡０２９９-４６-２４５７ Fax０２９９-４６-２６２８

〒３１５-０１２４

ギター文化館

な雑木林に一摘みの土を分けてもら

い、
自分の風の声を
「ふるさとの風景」

に唄ってみませんか。

オカリナの製作・オカリナ演奏に興味

ホルヘ・ルイス・サモラ
里山と風の音コンサート
高野行進 jazz live
谷島崇徳・谷島あかねギターとピアノデュオ

７月１５日
９月 9 日
９月３０日
１０月６日

母なる大地の音を自分の手で
紡ぎ出してみませんか。

ギター文化館は今年で２０周年を迎えます。
魅力あふれるコンサート企画で皆様をお待ちいたしております。
どうぞよろしくお願いいたします。

工房オカリナアートＪＯＹ

２０１２ ＣＯＮＣＥＲＴ ＳＥＲＩＥＳ

あなたの家の庭の土で…、また大好き

をお持ちの方、連絡をお待ちしていま

った事を本当に有難く思い感謝し忘れられない。
それは今から三十年前だった。あの山と環境の
違う住宅暮らしをしておられる事が分かったので、
薄芒や野菊をもって出かけた。（次の日はお月見だった
ので）お元気だったのに安心し再会を喜び合った。
知人はいなくても住宅の人やその子供達がいて楽
しい毎日だそうだ。ご苦労話しも沢山あったが、
今少しでも人のお役に立てる事があるのは生甲斐
との事だった。波崎事件の話しから人間の作り出
す恐ろしい仕掛け、そこから起きる悲惨な出来事
の数々新めて知り、身近かにも沢山ある話など尽
きなかった。土浦の市議会議員の選挙にも共通の
知り合いの人の為に応援に行ったりした。
嬉しいお知らせをする出来事があった。石岡に
近い所で托鉢をする若いお坊さんに合ったことが
ある。息子さんだと直感した。志を差し上げて尋
ねると、やはりそうだった。
「お母さんはお元気ですよ。頑張って欲しいと
願っておられますよ」
「ありがとうございます」
という後姿を見送った。この事をすぐお知らせ
したところ、涙ぐみながら、
「頑張っているんですね。これからも見守って
やってね」
と母親の気持ちを聞かせてくださった。又入院
中に娘が部屋をきれいにしてくれたのはいいが大
半捨てられちゃったと愚痴を言う人間らしさを耳
にした。悲しかったけど自分で思い切れないのだ
から、これも一つの方法よねと淋しい笑いをして
おられた。
この冬は一段と寒く、
お合する期を失っていた。
娘が照子さんの亡くなられた事を知らせてくれた。
小林幸枝

数少ない名字だから間違いないという。半信半疑
で確かめた日の辛さ、力が体から脱けていくよう
だった。お釈迦さまのお生まれになった一日前の
四月七日に旅立たれた。
母が「この人達ばかりの世の中であれば…」の
ひとこと。まさにその通りの人だったと母に墓前
に報告した。
私は照子さんから人を大切にする心を、形に表
すことを教えて頂いた。
ご主人と共に歩まれて、静かな中に反権力、反
障害、反差別の精神を貫かれた力を受け取らせて
いただこう。
梅雨の前の雨の町に出た。
雨は降り続いていた。

苅萱 （さくら）姫物語

六月公演が無事終了した。
今回の苅萱姫物語は、今までとは全く違う感覚
で演じることが出来たと思っている。苅萱姫物語
は、モダンバレーの柏木さんから、白井先生に伊
藤道郎のためにホルストが作曲した曲があるとい
うことから始まった。
私は、ホルストの曲と知らされても、その曲が
聞こえるわけではないので、曲から物語をイメー
ジすることが出来ません。台本が出来上がり、そ
の文書から自分のイメージを組み立てていきます。
ホルストの日本組曲をテーマに置いて、将門の伝
説を舞にしようと言われた時には何だかよくわか
りませんでしたが、美浦村に伝わる苅萱姫物語を
基本にして、将門の世の中に対する思いの心と苅

萱姫の将門に対する思いの心を舞に表現する台本
をもらった時、今までとは違ったイメージで舞う
ことが出来る予感がした。
今回は、いつも音楽を担当してくださっている
オカリナの野口さんが、ＣＤの作成で参加が難し
く、替わってピアノの山本光さんが担当して下さ
いました。私は将門をコンガのリズムで舞い、柏
木さんはホルストの日本組曲に用いられた江戸子
守唄、道成寺等を中心にピアノ演奏をバックに苅
萱姫を舞った。
私は能の動きをイメージした手話の舞を創造し、
ピアノ演奏で柏木さんが苅萱姫の心をモダンダン
スに創造してくださいました。友人や小学校時代
の寮母さん、また高校時代の先生からはすごい迫
力を感じましたとお褒めの言葉を頂きました。今
回の舞台は、私にも満足の出来る舞が創造できた
と思っています。ただ、白井先生はまだまだ満足
して頂けなく、厳しい評価をもらいました。しか
し、良い感じで進歩してきているよと言われ、少
し安心しました。そして、全体としてはとてもい
い感じに仕上がっていましたと言われました。
今回公演の舞の部分を中心としたショートバー
ジョンを、８月にマカオで公演することになって
いましたが、残念なことに会場の問題などで中止
になってしまいました。白井先生には、海外、特
に中国等との提携の公演は、なかなかうまく進め
る事が難しく開いてみなければわからないことが
多く、変な形で公演するよりは中止になった方が
良いと言われました。
本当に残念な気持ちですが、
何でも一歩一歩確実に進む事しかありません。
そのかわりというのも変ですが、一昨年より言
われていましたＮＨＫの放送取材が急遽決まり、
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兼平ちえこ

公演後すぐに朗読手話舞として紹介、放送して頂
きました。
今、白井先生は東京公演に向けての準備・企画
を始めておられるので、何処かできっと実現でき
るだろうと思っています。公演が終わる前に、白
井先生に十二月公演は何をしますかと聞いたら、
六月の公演も終わってないのに何を言ってる、と
言われた。しかし、公演が終わった今、気持ちは
もう十二月公演に向いています。
十二月公演でも柏木さんは、伊藤道郎作品を舞
われるそうですから、それも今から楽しみにして
います。柏木さんからはもっともっと吸収させて
いただき、早く朗読手話舞を完成させたいと思っ
ています。
応援よろしくお願いいたします。

古代復元広場

当会報先月号 （七十三月号）でお伝えしました常陸
風土記の丘内の、有料エリアには石岡市内で発掘
された埋蔵文化財の展示室の他、古代復元広場そ
して鹿の子史跡公園が整備されています。それで
は、ご一緒に古代復元広場から見学して行きまし
ょう。
資料室出口の扉が開くと、竜神山を背景に茅葺
きの古代家屋が立ち並ぶ。出口を出ると足元に市
内三村地区から運ばれた三村地蔵窪貝塚が広がる。
六千年 （縄文早期）前の貝とは思えない程に原形を
とどめている。昭和三十年の調査でハマグリ、ア
サリ等貝類は二十三種類出土している。シカ、イ

ノシシ、タヌキ等の哺乳類と爬虫類のカメの骨（魚
の骨は少なかった）も見つかっている。また竹で突き
刺した文様や沈線の文様の付けられた土器も出土
し、当時、この型式の土器が出土する遺跡は少な
かったので貴重な発見であったそうである。縄文
時代の季節ごとに得られる、山の幸、海の幸を利
用しての自然との心豊かな暮らしが目の前に広が
る。間もなく約一万年前の竪穴式縄文住居そして
四千年前の縄文住居が立ち並ぶ。約一万年前の日
本列島は少しずつ暖かくなり大地はシイなどの照
葉樹におおわれ、土器や石器などの道具が発明さ
れ、食料の確保や加工が楽になり、豊かな縄文時
代の生活が窺える。因みに四千年前の縄文住居は
当地、宮平遺跡から発見された住居跡をモデルに
復元されたものだそうである。
一万年前の復元縄文住居内にはその時代の男女
の人形が迎えてくれる。特に小学生 （四月、五月、六
月は県内の小学六年生の見学がとても多くなります）の皆さん
は「怖い！」の悲鳴やら、
「リアルで感動した！」
と賑やかな見学の場になるところである。
次は昨年の三・一一の地震で傾いてしまって改
修された真新しい茅葺きに包まれた約二千三百年
前の弥生時代の住居である。この時代には大陸や
朝鮮半島から稲作の伝来や鉄器、青銅器がもたら
された。
稲作の始まりは、貧富の差を誕生させ稲作を行
う為の土地や人々を獲得する為に激しい争いも生
じさせた。弥生時代は「米と金属の世紀」とも言
われている。当地宮平遺跡からの弥生時代の遺構
は住居跡が八件、北東隅から発見されたそうであ
る。この復元された弥生住居にも弥生人の男女の
モデルがいるが見学の六年生の皆さんが落ち着い

て、楽しく見学している様子に胸をなでおろす。
次に奈良・平安時代の住居として、現存する最
も古い民家で、兵庫県の箱木家の間取りをモデル
にした住居が建築されてある。家屋内に入ると柱
の多いのに驚く。この兵庫県の箱木家に関して、
私は、平成十七年五月に箱木家に伺った。そこに
は十四世紀頃に建てられたと考えられている母屋
と江戸時代中期に改築された離れが迎えてくれた。
ところが母屋の茅葺きの屋根は私の身長 （一六一㎝）
ほどに下がっていた。まるで縄文住居の屋根を私
の身長程に持ち上げた感じである。
箱木家の古文書によれば平安初期の八〇六年
（大同元年）
に建てられたと記録にある為「千年家」
（どんと）ダム建設の際、昭
と呼
吞ば
吐れているが
和五二年から二年がかりの移築の際の解体調査で
十四世紀頃の我が国最古の民家である「母屋」と
江戸時代中期に改築した「離れ」を江戸時代末期
に一つの棟に収めたものであることが判明したそ
うである。
当風土記の丘に復元されている箱木家のモデル
は屋根が高い （私の身長の陪位）が、もしかすると、
私の身長ほどに下がっていたのかもしれない。そ
うだとすれば沢山の柱がある事に納得できるので
ある。
続いて鎌倉時代の復元家屋は頂までの高さが
八・九ｍ、軒下までの高さは三・一ｍの茅葺きの
民家である。屋内にはドジョウ樽 （ドジョウ筌とも言
う）や、ウナギ樽、鮒樽などの漁具や蓑や蓑笠、
懐かしい囲炉裏や竈も見える。
最後は江戸時代後期の建物を復元した直屋と曲
屋の二棟である。冬の寒さの厳しい地方、岩手県
南部や茨城県に多く見られる曲屋 （労働力に重要な
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牛・馬が突出した馬屋と呼ばれる部分に飼われていた）や比較
的暖かい県南地方に多い直屋（馬屋は屋内の土間
内にある）には機織り機や火鉢、行燈、ランプ、
長持、等等昭和の中頃まで使われいた、皆さんか
ら寄贈された沢山の民具が置かれてある。尚、二
棟のうち曲屋は蕎麦作りや愛染め等色々の催事に
現在利用されている。そして見学に疲れ果ててし
まった小学生の皆さん方はここの場所で俄然元気
が戻る。
それは火おこしの体験や竹馬遊びにある。
以上で古代復元広場の見学は終了となります。
次回は同じ敷地内にあります鹿の子史跡公園をご
案内します。
（参考資料「石岡の遺跡」 石岡市教育委員会）

ちえこ

（常陸風土記の丘にて 六月二八日）

・笑顔のスカシユリ 子らのえがおに似て

《特別企画》
打田昇三
虚構と真実の谷間
第四章 霧の中の栄光 （２‐４）
「前九年の役」とセットのように思われている
「後三年の役」は勿論、東北地方を舞台にして行
われた合戦である。大掾氏や桓武平氏が出る幕で
は無い！とお叱りを受けそうであるが、一般に伝
えられる「後三年の役」では源氏の本流を継いだ
八幡太郎義家の活躍にスポットが当たり、大掾氏
や桓武平氏のことがカットされている。その為に
何となく話が出来過ぎていて単純な清原一族の内

紛に見られ勝ちなのである。確かに相続争いの要
素はあっても、その根底には「桓武平氏」という
一つの権威を巡る当事者の思惑があり、それが争
いの原点になっている。真実を隠すことは「嘘」
を正当化することになるので、此処は逆転の発想
で桓武平氏を担ぎ出すことにする。
前九年の役から二十年が過ぎた奥羽地方では、
戦功により鎮守府将軍に任命された清原武則の系
統が氏族の長として役職を継承し、奥州一の豪族
に伸し上がっていた。他の豪族がそうであったよ
うに、一族の連合体で運用されていた内部統制が
惣領制に変わり、族長の権限が強化されて主君第
一とする源氏や平家のような武士団に似た体制に
変えられた。これは当然のことかも知れないが、
中央から圧迫され続けた東北地方の人々が一致団
結する必要から生じた連合制に慣れた支族諸流の
有力者たちにとっては納得し難いものがあった。
後三年の役が起こる頃、清原武則は既に高齢で
引退し、嫡男の武貞から、其の子の真衡（まさひ
ら）へと統領の座が移譲されていた。この真衡に
は子が無かった。従来であれば一族の若者が養子
に入って跡目を相続するのだが、清原一族でも主
筋の清原家は鎮守府将軍であるから、かつて浮囚
の長であった清原からは養子を取れない…つまり
宗家（そうけ）の敷居を無理に高くしたので殿様
蛙が赤蛙、青蛙、雨蛙を馬鹿にするような感覚で
養子選びをした。その結果、成衡（しげひら）と
言う若者が清原氏のトップに納まったのである。
この成衡は清原一族とは全く関係の無い人物であ
った。では、何処から迎えられたのか…。
常陸国に桓武平氏高望流（国香系）を伝えたの
は平繁盛であるが繁盛には何人かの男子が居り、

嫡男の維幹は父祖の官位である常陸国府の大掾
（判官職）を継ぎ、その子孫が職名を名字とした
ことは知られている。大掾系図などによれば次男
の維茂が信濃守に、三男の安忠が出羽守に、そし
て四男の兼忠は上総介に補されている。このうち
安忠は大掾系図にサービスで出羽守としてあるが、
実際には国司ではなく副知事格の権守（ごんのか
み）であり、福島県のいわき地方に土着して「海
道平氏」と呼ばれた。現在のいわき市は昭和四十
一年に「平、内郷、常磐、磐城、勿来」の五市と
「四倉、久之浜、小川、遠野」の五町及び近隣五
か村が合併したのだが、その領域が関ヶ原合戦で
失敗して徳川家康に没収された旧・岩城氏の領地
だとすれば、岩城氏は海道平氏を祖先と称してい
たから「平市（たいらし）
」が有ったことと併せて
出羽に赴任した平安忠の子孫が海道平氏であった
ことは「嘘」ではなくなる。つまり桓武平氏・国
香の子孫が「いわき地方」に居たのである。くど
い言い回しをしたが、清原真衡の養子として迎え
られた成衡は海道平氏であり「海道小太郎」とい
う名で呼ばれる若武者であった。
清原家を継ぐ養子が桓武平氏ならば言うことは
ない。真衡は満足したのだが、その分だけ一族の
者が不満を持ち始めたことは当然である。それで
なくても清原真衡には複雑な関係を持つ弟が二人
もいた。そのことは暫く措くとして養子の成衡は
独身であったから、取り敢えずは然るべき花嫁を
探さなくてはならない。これも従来の清原氏であ
れば一族の娘たちを篩（ふるい）にかけて選べば
良かったのだが、自ら格上げをした清原家に迎え
た桓武平氏の流れを汲む婿さんに合う花嫁の条件
と言えば最優先で家柄になる。近辺に土着してい
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る藤原氏か古くは坂上田村麻呂の末裔でも選ぶし
かない。あれこれ探しても候補者は居なかった。
そう言った折に隣国・常陸で格好の女性が見つ
かったように大方の史書が書いているが、この説
は「嘘」とは言えないまでも不自然である。多分、
清原氏のルートでは探せないので、桓武平氏の繋
がりを利用して成衡の実家・海道平氏が縁談を進
めたのだと思う。相手は多気大掾・平致幹の孫娘
で、父親は源頼義将軍ということになっている。
前太平記では二十二歳になったと書いてあるが、
それだと将軍の行動に少し合わない点があるけれ
ども、深く追及しないことにして、兎に角、永保
三年（一〇八三）の春から初夏にかけてと思われ
る頃に、清原、大掾（平）両家の婚義が行われる
ことになった。結婚式場が未だ無かったので婚礼
から披露宴まで全て清原邸が会場になる。
その頃、
清原真衡の館は平泉と胆沢城との中間地点である
豊田に置かれていたらしいが、
金沢柵
（陸奥横手）
にも別邸らしきものが在ったと思われる。結婚披
露宴が何処で行われたのか不明だが、ともかく、
清原一族には「準備万端怠りなくせよ」という当
主・真衡の指示が伝達された。近年は会費制の結
婚披露宴もあるようだが、この場合は当家からあ
れこれと作業を命じられた上に「沢山の御祝を持
って集まって来い」という命令である。長老組を
始めとして一族の心中は穏やかでは無いが、逆ら
えば反逆にされるので我慢をして集まって来た。
その中の一人に、前九年の役では第三陣の将と
して活躍した吉彦秀武が居た。此の人は真衡の叔
父でもあり、有力な身内でもあった。青森県史に
よると、
清原氏の本来は在地豪族で吉彦
（吉美古）
が本姓であり、秋田城介として赴任してきた清原

一族との婚姻を通じて清原姓を称したらしいから、
最も大切にされるべき家筋であり、また秀武は功
績のある長老でもあるから、其れなりの礼を以て
遇せられるべきところ、一般の家臣と同じ扱いを
受けており心中に怒りを覚えながらも我慢をして
出てきた。言われた通りに酒、肴など祝いの品々
を馬に積み、
お祝の札束に相当する金
（砂金か？）
を朱色の盤にうず高く積んで、
それを自分で持ち、
当主・真衡が居る部屋の庭に回った。
札束も勿論だが、金銀宝石類などは見たことも
無いから重さがどのくらいあるかは分かりようが
無いが、綿の五十㎏と鉄の五十㎏では、どちらが
重いか？などとクイズ紛いに聞かれれば、誰でも
「鉄」と答えるように盛られた金はかなり重い。
それを捧げ持って庭先に行ったのであるから座敷
に居て気がつかない訳は無いのだが、真衡は来客
の僧と囲碁を打っていた。或いは気付いても権威
をひけらかして無視したのか、声もかけず振り向
きもしない。砂金は献上品であるから、一応は目
よりも高く捧げていたので重い。暫くは辛抱して
いたが年金暮らしの年齢で力は弱っている。疲労
と同時に自分に対する真衡の無礼な仕打ちに腹が
立ってきた。人間には胃袋の他に堪忍袋があるら
しいが、この場合の吉彦秀武には「それの破りど
きが来た」と感じられた一瞬である。これが日本
の歴史に「後三年の役」という出来事を齎した発
端であり、バカバカしいが「嘘」ではない。偶々、
清原氏の直系に生まれただけで何の功績も無い成
り上がりの若造めが無礼な態度をとりおって！ブ
チ切れた秀武オジさんは、捧げていた砂金の山を
庭にブチ撒けた…勿体ない、そのまま家に持って
帰れば良いのに…と思うのは貧乏人の考えで、秀

武は持参した酒、肴などを付いてきた家来に与え
「ゴミの持ち帰り」は未だ徹底していなかったか
ら、その容器類を真衡の屋敷の門前にばらまかせ
た。さらに自分も鎧・兜を身に付け、家臣にも武
装をさせてから、堂々と自分の館に帰ってしまっ
た。館は金沢柵からだと二十㎞ほど北の仙北六郷
付近に在ったと推定されている。なお六郷は佐竹
氏の後に最初に府中（石岡）藩主となった六郷氏
（藤原系二階堂氏）の故地でもある。
大量の砂金が目の前の庭に撒かれたのにも気づ
かずに囲碁に熱中していた清原真衡が「今日の太
陽は光り方が普通ではない…」と思ったのは、暫
く経ってからである。傲慢にも庭に平伏していた
叔父に言葉もかけず放置して、客の僧侶が御祝義
代わりに嘘負けしてくれた囲碁の勝負がついてか
ら姿が見えないことを咎めた。家臣を呼び「吉彦
はどうした！」と聞かれた家臣は「早くからお待
ちでしたが、殿がお言葉をかけられなかったので
大変に御立腹で…」と、金の雨を降らせ料理を食
い逃げした経緯を正確に報告した。普通ならば悪
いことをしてしまった…と反省し、急いで砂金を
拾わせるのであろうが、自分の地位に目が眩んで
いた真衡は反省どころか「
（来ているとは）我夢に
も知らず…」と、
「嘘」をついて（前太平記）吉彦
の怒りを主君への反逆と受け止め、直ちに追討の
軍勢を集めさせた。傲慢の成せる仕業である。
一方、この情報を掴んだ吉彦秀武の方でも防戦
の準備をしなければならないが、砂金は捨ててき
たし、兵力も足りない。相手は鎮守府将軍と押領
使の立場を利用して東北全土の軍勢を動員できる
立場にある。何とかしなければ…そこで思いつい
たのが真衡の弟二人を味方につけることである。
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弟と言っても家臣と同じように扱われているし、
この三兄弟は複雑な関係にある。
前九年の役に際して、阿倍頼時の娘を妻として
いた藤原経清は官軍として出陣したが、義兄の平
永衡が猜疑心の強い源頼義に斬られたことから義
父の陣営に走り、敗戦で頼義に虐殺された。未亡
人は子連れで清原武貞に嫁がされ家衡を生んだ。
幼なかった連れ子は清原氏の子として育てられ、
清原清衡と名乗った。清原氏の家督は嫡男の真衡
が相続して一族家長の権限を強化したから、親族
とは言っても二人の弟は吉彦秀武に似たような立
場に置かれていたので秀武の誘いに乗った。
真衡が吉彦館に攻め込んでくることを予想した
秀武は二人に対して真衡が出羽国に攻め込む留守
の間に本拠地を衝くよう申し入れた。これに従っ
た清衡・家衡兄弟は「殿様蛙が怖くては田圃（た
んぼ）に出られぬ」と勇み立ち、手持ちの軍勢を
率いて豊田に攻め込むことにした。
秀武の案は
「豊
田の真衡館を急襲して妻子を討ち取り、館を焼き
払う…」ということであったが、清衡らは攻め寄
せた先で自主性を発揮し、先ず白鳥村という四百
戸ほどの集落を焼いた。此処は清原真衡の台所の
ような村なので損失は大きかったが館と家族のほ
うは無事であった。異変を聞いた真衡が急遽、引
き返してくるというので二人の弟が館襲撃を見合
わせていたからである。こうして四匹の蛙が野心
含みで睨み合う形のまま初秋になると清原氏の同
族争いである「後三年の役」を豪華に脚色する人
物が陸奥守に任命されてやってきた。
前九年の役が終息した際に出羽守の内示を受け
た源義家は、それを不満として配置替えを望んだ
ことは既に述べた。それから二十一年、今度は陸
奥守に兼ねて鎮守府将軍に任命されての赴任であ
ると「日本外史」
「前太平記」及び古い「岩手県史」
などが伝えている。しかし、この説には疑問が生
じる。鎮守府将軍としての権威をバックに奥州に
君臨して一族を家臣並みに扱ってきた清原本流の
傲慢ぶりから「後三年の役」が生じたのであるか
ら義家は単に陸奥守として来たのであり、丁度、
良い具合に清原一族が戦っていたので、それを平
定するために「鎮守府将軍」の職を手にした…と
解するのが妥当ではないか…これは私が「嘘」を
ついているのではなく、近年に書かれた史書では
大部分が「源義家が陸奥守となって赴任してきた
…」と表記している。
国司は先ず多賀城の国府庁舎に入る。その時に
清原一族は睨み合いの状態にあったが、当主の真
衡は吉彦秀武を討つために出羽に出陣する予定を
変えて国司様を接待した。その場所が国府なのか
清原館なのか曖昧だが「三日厨（みっかぐりや）
」
と言って豪勢な接待を繰り広げた。御馳走は言う
うに及ばず、
日ごとに上等の馬五十頭、
海豹の皮、
絹織物、鷹の羽（矢に使う）などの珍しい贈り物
が並べられた。その後に真衡は吉彦秀武を攻める
ため出羽国へ向かったのであるから忙しい。それ
が原因かどうか、途中で病死してしまう。
館のほうは養子の成衡が留守を預かり、家衡・
清衡の軍勢を防ぐことになるのだが、合戦には慣
れていないから指揮も危なっかしい。丁度、其の
時に義家の家臣で兵藤正経、伴助兼の両名が近く
に来ていたので（郡内の検閲と言われるが、その
辺の事情が怪しい）真衡の夫人が使者を以て事情
を話し「…館に兵士もおりますが女の身にて将軍
の器にあらざれば敵を防ぐことも叶わず、ぜひ、

柵内にお入り頂いて合戦の様を（攻めてきた敵軍
が悪いということを）国司様に申し上げて下さい
…」と頼んだ。両名は形式的に「殿の御命令が無
いと…」と断ってから―と「前太平記」は教科書
的に記述しているが、どうも「嘘」のようで、源
氏は最初からこの争いに介入する意図があったよ
うに思われる。「日本外史」
は少し正直に
「…義家、
兵を従へて其の城に入り、拒ぎ（ふせぎ）て之を
卻（しりぞ）く…」と、直接的に書いてある。
清原真衡の養子となった平成衡の新妻は、源義
家の異母妹になる訳であるから妙な細工をしなく
ても素直に「援けに行くぞ！」と宣言すれば敵軍
は畏れて退いたと思われるのだが…事実、義家が
相手と知った家衡と清衡は逃げ出した。尤も最初
のうち義家が未だ来ない時の合戦では源氏の家来
二人が指揮しても城方は苦戦をしたらしい。
結局、
真衡が病死したことを知った家衡と清衡とは降伏
してきた。この場合、清衡に従っていた親族一人
が「源氏は信用出来ない」として戦いを挑み負け
てしまった。清衡は「彼が勝手に攻めた」ことに
して上手く言い逃れをした。嘘つき！
その後、清衡は陸奥国司である義家に逆らう理
由も無いことに気付いて恭順の意を表したので、
義家は清原氏の所領である奥六郡を二分して家衡
と清衡とに支配させた。清原の主であった真衡の
領地は認められなかったことになる。そうなると
養子の成衡は居場所が無くなる。義家の妹婿であ
りながら、この人は消息が分からなくなっている
のだが、辛うじて源義家が保護して、どういう関
係だか下野国の那須の與一の実家に近い辺りに住
まわせた…と岩手県史が伝えている。ただ暫くし
て殺されたらしいから、保護して貰わない方が良
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かったかも知れない。
源義家が将来を見越して
「桓
武平氏」を消したのかどうかは分からない。
そうなると常陸大掾（平）系から嫁いで来たばか
りの新妻も行方不明…合戦の巻き添えを喰ったか
もしれないが、筑波山麓に居れば無事だったのに
…合戦の口火を切ったような吉彦秀武は、喧嘩相
手の真衡が病死してしまったので、義家に服従し
各地で戦ったらしい。真衡の館の庭に撒き散らし
た砂金は回収できなかったようである。一件落着
のように見えた清原家の争いは、やがて複雑な人
間関係を背景にして、それぞれの欲望をむき出し
にして新たな段階を迎える。
源義家が陸奥守となって丸三年目の應徳三年、義
家の裁量で領地を配分して貰った清原家衡が次第
に不満をつのらせたのである。清衡が義家に近づ
くことに警戒心を抱いたのかもしれない。二人が
配分して貰った領地は、かつて安倍頼時が本拠地
としていた「奥六郡」と呼ばれる区域である。人
間の欲にはキリが無い。兄のワンマン真衡が生き
ていれば奥六郡どころか奥の六畳一間も貰えない
で家来にされていたのに…清原武貞を実父とする
家衡は次のように考えたのである。
「兄の清衡は、
再嫁させられた母
（阿倍頼時の娘）
の連れ子として清原一族になったのであるから清
原の財産を公平に貰う資格はない。それなのに陸
奥守（源義家）は奥六郡を二分して胆沢、和賀、
江刺三郡を清衡に与えた。此の地域は北上川の流
域が肥沃であるのに、自分は岩手、志和、稗抜の
三郡しか相続出来なかったから、
平野部が少ない。
これは石川啄木に聞いて貰っても分かる。この様
に清衡が優遇されるのは陸奥守にゴマを摺るから
で、その為に清原の嫡流になった自分が冷遇され

るのであり、これは不当である…」と。
周りの者が、岩手郡には将来は県都・盛岡が置
かれ、また東北新幹線も通るから…と説明しても
納得しない。第三者が観察すれば元来、奥六郡は
阿倍氏の領地であるから、その血を引く清衡にも
貰う資格が有る筈で弁護士に相談すれば良かった
のだが、面倒だと思ったか弁護士料金を惜しんだ
のか家衡は手っ取り早く清衡を消すことにした。
まず、時代劇では常連の忍者が清衡を襲ってみた
けれども、忍者も未だ未熟な時代であったから見
事に失敗をして役に立たない。そこで自分が手を
下すことにして、密かに予行演習を続けた。
ある日のこと、極めて危ない決心をした家衡は、
現在の岩手県奥州市に在った清原清衡の館を訪れ
珍しく泊まった。それとは知らず、何となくギク
シャクとしていた弟が訪ねてきたので清衡は心を
許し、家族総出で弟を歓待した。家衡は愛想笑い
と「嘘」とで兄の家族を油断させた。その夜に清
衡の館は各所から火が出て清衡が気付いた時には
周りが既に火の海であった。妻子の安否を確かめ
ることも出来ず何処をどう逃げたか、煤だらけに
なって草原に転げ込んだ清衡が見たのは、
松明
（た
いまつ）を翳した兵たちを指揮して、館から逃れ
出る清衡の家臣たちを殺害している家衡の鬼畜の
ような姿であった。このとき清衡の妻子は既に殺
害されていた。ようやく事態を察した清衡は、逃
れ行く当てもなく家衡に味方する同族の所在も確
認できないので背に腹は代えられず国司の義家に
訴えた。清衡と家衡とを抑えて、奥州に君臨しよ
うとした源義家の目論見は予期せぬ方向に逸れて
しまったが、折角、手にした鎮守府将軍の見せ場
が転げ込んできたので義家は清原清衡を保護し、

直ちに家衡を追討する数千騎の軍勢を揃えた。時
節は既に應徳三年の冬に近かった。清衡は役に立
たないとしても吉彦秀武も居ることだし源氏の兵
力を以てすれば、其れまでは冷や飯食いでいた家
衡の軍勢など簡単に敗れる…と誰もが思ったけれ
ども沼柵（ぬまのさく＝横手市西方十数㎞の旧・
雄物川町）に立て籠った家衡軍は以外に強く、押
し寄せた義家の軍勢は寒さに震えているだけで何
も出来ない。その上に食糧も不足していたから、
幾ら義家が張り切ってもどうにもならず、多くの
戦死者と共に凍死者が出て、一旦は兵を退くこと
にした。しかし「敗走した」と言われるのが嫌で
と言い換えたらしいが、
「涙を飲んで引き上げた」
何を飲もうと結果に変りはないのである。人間は
素直でなくてはいけない。この時に、家衡軍は柵
の中から逃げて行く源氏の軍勢（と、言うよりも
遭難した登山客の集団のような行列）を黙って見
ていた。
「直ちに追撃すべし」とする意見もあった
のだが「八幡太郎」と言う名前に騙されて「何か
作戦があるのでは…」と警戒して追っ手の軍勢を
出さず「蛍の光」の曲こそ流さなかったけれども
静かに見送った。これが清原氏滅亡につながる失
敗であった。
「八幡太郎」と言う名は父親の源頼義
が源氏の氏神である八幡宮にお参りして授かった
子に付けただけの名前であって、特にご利益も神
通力も無い。清原軍はその名前の「嘘」に遠慮し
た。尤も清原家衡も兄・清衡の家族を騙して虐殺
しているから、八幡様でもお稲荷さんでも悪人を
守ってはくれない。
その頃に家衡には叔父に当る清原武衡が多くの
軍勢を引き連れ沼柵にやってきて「よくぞ、八幡
太郎をやっつけた…我ら一門の誇りである…」と
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褒めてから味方についてくれた。この人は源氏の
野心を見抜いていたのかも知れない。そして少し
北に寄るが、沼柵よりは横手市近くに在ったと言
われ清原氏の本拠となっていた金沢の柵に移るよ
うに勧めた。ここは奥羽山脈真昼山地を背負う要
害の地である。攻める義家軍は兵員を補充するに
しても糧食を確保するにしても陸奥国府が基地で
あるから奥羽山脈を越えて行動することになる。
季節は良い塩梅に冬に入っていくので、どう考え
ても暖かくはならない。余所者は不利になる。
源義家は、一旦は陸奥国府まで引き上げて来た
けれども、金沢柵に立て籠った清原家衡、武衡た
ちを此の侭にして置けば陸奥守兼鎮守府将軍とし
ての名前に傷がつく。
何とかして潰さなければ…。
思い悩んでいたが手持ちの兵力には限りがある。
朝廷に対して討伐に必要な軍勢の派遣を要請した
のだが、別に「浮囚の反乱」でもなく、清原一族
の家督相続に関わる御家騒動であるから、陸奥国
司たる義家が出しゃばることさえ苦々しく思って
いるので、援軍どころか応援の野次馬さえ出して
はくれない。昔、何処かの国にあった「辞めない
総理大臣を抱えて悩む与党」のようなジレンマが
暫く続いていたのである。
その頃に、
都で左兵衛尉
（さひょうえのじょう）
と言う御所内内裏周辺警護の下級将校として勤務
していたのが、
義家の六歳下の弟・源義光である。
母親は義家と同じ平直方の娘であるから桓武平氏
の血も引いている。兄が八幡宮から名前を貰った
のに対し、この人は比叡山三井寺園城寺の鎮守神
である「新羅明神（しんらみょうじん＝祭神・素
戔鳴尊）
」
の社殿で元服し
「新羅三郎」
と名乗った。
常陸国の佐竹氏、甲斐国の武田氏らの祖である。

弓術に優れ、また笛の名手とも伝えられている。
都に居て「兄が苦戦している」というマスコミの
報道が伝わる度に周りから興味本位で見られるの
でウンザリしていた。武士であるから「俺が傍に
居れば…」と言う思いが募ってくる。天皇のガー
ドマンという仕事が仕事だけに退職願いも中小企
業のように電話一本で済ます訳にもいかず、上司
に相談をしたところ、心情が理解されて願いの趣
きが当代の堀河天皇の耳に達した。
しかしながら、この天皇が八歳で即位して一年し
か経っておらず、先代の白河上皇が「院政」を始
めたばかりである。天皇が理解してくれても許可
権は上皇が握っていた。以後、白河上皇は四十年
以上に亘り院政を続け、中下級官僚や源平武士団
を登用して日本の中世を開いたようなものである
が、その反面で浄土信仰に深く帰依したと言われ
ている。それで無くても奥州に於ける源義家の紛
争介入は疑惑の目で見られていたから「源義光が
御所の警備を辞めて兄の応援に戦場へ行く」など
という退職願が許可される筈がない。史書には、
単純に「願いが許されず」と書かれているが別に
朝廷側は意地悪で退職を認めなかった訳ではなく
白河上皇の信仰心と、東北の紛争が正規の合戦と
は認められなかったことが理由になっている。
源義光は畏れ多いが白河上皇の許にお目通りを願
って事情と真情を以て嘆願をしたけれども許され
なかったのである。しかし放って置けば兄の立場
は益々悪くなる。そうした中で寛治元年（一〇八
七）二月下旬の有る夜、いわゆる天皇の御座所の
中衛を任務とする義光は宿直巡回をしながら陸奥
国方面の夜空に目を向けていた。自分が撒いた種
とは言え、あの星の下で兄貴が苦労をしていると

思うと我慢が出来なくなって急に職場放棄を思い
付いた―と前太平記などは書いているが「嘘」で
ある。宿所では既に数人の家来が旅の支度をして
待っていた。さらに二十人ばかりの郎党を連れて
都を逃れた一行は陸奥国へと下ってきた。
なお嘘ついでに触れておくと、この脱走事件が起
きた年を寛治五年としている史料が多い。五年の
年代差に何かインチキが隠されているように思う
のだが残念ながら見つけられなかった。その仇打
ちでは無いが、この新羅三郎義光という武士のこ
とを「極悪人」と決めつけている史書があるので
余計なことだが触れておく。頼山陽の日本外史で
も記録しているから「嘘」では無いと思われる。
源義家には六人の男子が居たようであるが長男は
早逝し、後継者となる次男・義親は對馬守在任中
に事件を起こして誅された。その遺児が為義であ
り、祖父の義家が子として育てて源氏の嫡流を継
がせた。これが頼朝の祖父である。三男の義国は
元気が良すぎて公卿と喧嘩し北関東に隠れて新田
氏・足利氏の祖となった。そこで四男の義忠が源
氏の正系を継ぐことになった。官位は従五位下で
上国の国司級であるが検非違使も務め、右兵衛府
の次官として天皇・上皇の身近に仕えていた。
これを妬んだのが叔父の新羅三郎義光である。自
分は宮中警護の責任者でありながら当直勤務をす
っぽかして東北の方へ兄貴の応援に行ったのであ
るから本来は出世街道どころか裏通りも威張って
は通れないのだが、それでも後三年の役から戻っ
て復職が叶い、常陸介として石岡にも勤務した。
義光はやがて常陸太田に来て佐竹氏の基礎を築く
のであるが、それは石岡で勤務した際に部下の大
掾氏と知り合い、その協力が得られたからであろ
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う。出来過ぎるほどの出世なのだが、甥の義忠が
中央の顕官を歴任して源氏の嫡流を継いだことを
妬んだ。そして卑劣にも全てを他の者に委ねて義
忠を殺害させ、さらに秘密を握る者たちを残虐な
手段で次々と消させた。挙句の果てには自分の兄
の義綱が犯人であるというデマを流して一家を滅
ぼさせたのである。この行為は単なる「嘘」では
済まされず、悪辣（あくらつ）で巧妙に仕掛けら
れた陰謀である。この事件の最終的な被害者とな
った源義綱の系統は美濃国に根を下ろし「美濃源
氏」を称していたらしいが全滅させられた。
殺し合いは源氏のお家芸であるが、義光の行動は
異常の上限を越える狂気の沙汰である。なぜ、其
処までしたのか…狙われた源義綱は、賀茂次郎と
称し義家らと同じく母親は平直方の娘である。か
なりの人物だったようで諸国の国司を歴任し、常
陸介として石岡にも居たので顔見知りが居るかも
知れない。無実の罪で消されたから有名では無い
が美濃源氏の祖であり、官位は兄を越えて従四位
上に至った。兄の義家とは不和ではなかったのだ
が後三年の役の後に、
お互いの家来が河内
（大阪）
で領地の争いを起こしたことで合戦騒ぎがマスコ
ミに流れた。驚いた政府が双方の動きを法で規制
したりした。その数年後に義綱は東北地方で起こ
った或る反乱事件の鎮圧を命じられ、陸奥守とし
て現地に行き見事に任務を果たして武名を高めた。
後三年の役の後始末のような事件であったから義
家も義光も同じ不満を持ったのであろう。
常陸国に根を張った佐竹氏の祖先であるから悪
党と決めつけるのも大声では言えないが源義光と
いう人物を「極悪非道」とした史書は多い。ただ、
既に述べたように、一流企業の就職をなげうって

戦場で苦労する兄・八幡太郎義家の救援に駆け付
けた―美談が広まって悪事が伝えられなかった節
がある。
「嘘」では無いが、平安時代末期の善悪の
捉え方が武士を前提とした御都合主義であったと
言うことであろうか。
横道に逸れて申し訳なかったけれども、出羽国
の金沢柵に籠って陸奥守源義家の軍勢を相手に果
敢に抵抗を続けている清原家衡と叔父の清原武衡
の許に画面を切り替えると、一旦は冬の寒さに負
けて囲みを解き陸奥国府へ逃げて行った（戦時中
の軍部用語では「撤退していった」
）源義家の軍勢
は春の陽気で元気を回復して再び総攻撃をかける
準備をしていた。そこに小人数だが弟の義光がや
って来たので指揮官の頭数だけは揃った。前回は
予期しない大雪で退却を余儀なくされたから、今
回は長期予報で大雪の無いことを確かめ、九月の
初めに金沢柵の包囲を完成した。日本外史は兵力
数万騎とし、前太平記は四万八千余騎と尤もらし
い数字を書いているが、最初に攻めて負けた戦さ
では数千騎らしいから、幾ら多くても一万以下で
あろうか、長期戦になると寄せ手は雪と寒さも敵
になり、籠城組は食糧・水が不足して来る。
寛治元年は、昨年と違い秋口からの雪が少なかっ
た。金沢柵内では食糧、水が乏しく敵の撤退も望
めず、次第に困窮して清原武衡が和平策を講じ義
光に交渉したのだが、義家は頑として聞かなかっ
た。そのうちに婦女子が柵の外に逃れ、義家は無
慈悲にもこれを捕らえて斬った。吉彦秀武の提言
とされる。この男が清原邸の庭に砂金などを撒か
なければ、この戦乱は起きず、源氏に付け入る隙
を与えなかったのである。嘘や冗談でも金などを
撒くものではない。十一月十四日、火を発した金

沢柵は落とされ清原家衡、武衡らは斬られた。多
分、助けられた者は居ないと思う。
源義家は鼻高々と「陸奥浮囚清原家衡、同武衡、
誅罰、奥羽平定」を公文書で都に報告した。御褒
美を下さい…と言う要求である。しかし朝廷はこ
れを「嘘」とは言わないまでも「大義に従った合
戦」とは認めず「源氏の私闘」と断定してトイレ
ットペーパー一巻さえも渡さなかった。証拠品と
して家衡らの首を都に運んでいた義家の一行は、
「褒章なし」と聞くや、その首を途中に投げ捨て
たと言われる。人の道に外れた行為である。そし
て義家は解任されて陸奥国を追われた。当時の朝
廷にしては良く判断したと褒めたい。こうして前
九年の役から後三年の役に至る一連の争乱で、奥
州の豪族は相次いで没落し系列で只一人残った人
物こそが、
藤原経清を父に、
阿倍頼良の娘を母に、
清原武則を継父とし、家衡、真衡らを異父兄弟と
して育てられた清原清衡であり、やがて平泉に王
国を建てて藤原清衡と名乗るのである。
それぞれに罪は有っても数え切れない犠牲者を出
し、血で血を洗う争いに只一人、勝ち残った清衡
が幾つの提灯をぶら下げ何人の霊を慰めたかは知
らないが、古代ペルシアの風習では「盂蘭盆」に
は死者が故郷へ帰り宴会を開くそうであるから、
中には酔ってくどくどと恨み事を言う霊（駄洒落
ではなく）が居たと思われる。坂上田村麻呂に代
表される征圧事業から、ようやく脱して蝦夷など
と蔑称（べっしょう）されていた民族の自治を確
立した阿倍氏や清原氏は、これを妬む東国武士団
の野望に潰された。しかし奥州の覇者となった藤
原氏も僅か三代の栄華で、源義経と組むことを恐
れた源頼朝に滅ぼされる。安倍頼時や清原武則と
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菅原茂美

同じ立場になった藤原清衡も息子の代になると、
やはり相続争いが起こり二代目は基衡が継ぐ。
これは思わず「嘘だ！」と叫びたくなる話である
が、岩手県史によれば清衡夫人は平氏系の女性だ
ったようで内輪もめに呆れて家を出た。都に上り
事情を鳥羽上皇に語って、或る武士と再婚したの
だが何と、その相手は源義光に殺された源氏の正
統・義忠の孫らしい。人間関係は何とも面白いも
のだが、奥州藤原氏が滅びたのは、その女性に見
捨てられた所為かどうかは知らない。
東北地方には「嘘」も含めて隠れた歴史が多いよ
うなので「後編」では源頼朝に戻り、その辺りを
掘り返してみるつもりである。

コーヒーブレイク
ダイエットメガネ
こんなもの世の中にあるのか…？ と思ったら、
まじめな話。ある種の眼鏡をかけて、小さな食べ物
を大きく見せると、普通は満足感を得ない量でも十
分満足感を得、ダイエットに役立つのだそうだ。
開発したのは東大の広瀬通孝教授。お菓子など手
に持つと、手の大きさは変わらず、持ったお菓子だ
倍から 1,5
倍に変動できる。メガネ
0,67
人にクッキーを満足するまで食べ
12

けが大きく見える。ビデオカメラ連動の眼鏡は、物
の大きさを
をかけた男女

させると、 倍に見える場合、眼鏡をかけていない
1,5
時より、 9,3
％も量が減り、逆に 0,67
倍に見えた場合
は、かけていない場合に比べ 1,5
倍も量が増えたと
いう。
（出典： 2012/4/4
読売新聞）

ないのである。仕事ではビデオテープでのオフラ

強くなってきた。他人様の事を勝ち誇ったように

くるようである。最近、小生もつとにその傾向が

ら飛び出して冒険してみる事がおっくうになって

どうも年を取ってくると、今自分の出来る範囲か

出す時には升目は印刷されない。

グリッド線を入れてはいるのだが、シートに打ち

生はそのやり方が分からない。原稿を打つ時には、

なっていて、設定が大層面倒くさそうである。小

てきた。しかし、その原稿は、原稿用紙の書式に

あるが、残念、シートに打ち出した原稿が送られ

こそデーターで頂けるかなと期待をしていたので

打ち出した原稿が送られてきたのであった。今月

を送ろうとしたけれど送れなかった、とシートに

先月、ヨイショの会の田島さんが、メールで原稿

があった。

ーの恨めしいことと言ったら言語に尽くせぬもの

に行わない中での故障だったので、失ったデータ

使いこなせるようになって、バックアップも十分

買い換えて半年ほど過ぎてからの故障で、やっと

データーを失い往生した。小生の場合は、新しく

昨年、小生も突然のパソコンの故障で、かなりの

下さいとの事であった。

こなせていないので７月号への投稿はパスさせて

はいいけれど、使い勝手が異なり思うように使い

オシャカとなり、新しいパソコンに入れ替えたの

からハガキが届いた。使い慣れていたパソコンが

６月の会報を印刷して数日過ぎたとき、鈴木健兄

は説明のための道具だけではないのになァ～、と
思うことがしばしばある。こんな風に思ったりす

最近の若い人達の文章を見ていて、言葉と言うの

にさせられるものである。

員以外の方の投稿文は打ち込んでいて楽しい気分

作者を良く知る楽しみも大きいのである。特に会

確かに、生原をＰＣに打つことは面倒ではあるが

ない、と言っていた。

はないし、その人を十分に表現しているともいえ

彼の曰く、読みやすい文章が必ずしもいい文章で

だと言うのであった。

の思いを知って読むためには清書することが一番

おした原稿で読む人がいた。脚本家 （或いは演出家）

どんなに長いものであっても必ず自分で清書しな

そう言えば、昔、ナレーターで自分の読む原稿は

清書による読書の楽しさと言うものもあるのだ。

の文章を何度も清書することだ、と言われるが、

昔から、文章の勉強には、自分の気に入った作家

けの場合とは違う楽しみがあるものだ。

の。へ～、こんな形容詞を使うのだ。等々読むだ

ええッ、こんな表現するの。まだ「。
」にならない

することが非常に楽な人とそうでない人がいる。

章の流れを楽しむと言う喜びがなくなる。タイプ

編集作業は非常に楽になるのであるが、他人の文

原稿をワードのデーターで送ってもらうことは、

際ではない。

られないのである。田島さんの事を口にできる分

での編集は思うようには進まない。なかなか覚え

イン編集を山ほどやって来たのに、このパソコン

言うことが出来ないのである。

るのは、小生も年を取った証拠なのかもしれない。

《風の談話室》

今、パソコンでのビデオ編集を覚えようとしてい
るのであるが、マニュアルの理解がなかなかでき
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柏木久美子

《ヨイショ広場》（陸平をヨイショする会）
六月ことば座定期公演に参加して

三日間のことば座公演が終わり、あっという間
に一週間が過ぎました。二十一日のテレビ放映に
は予約録画をしてのぞんだのですが、画面が乱れ
ほとんど見られませんでした。
ＮＨＫのプロジューサー生出さんから番組のコ
ピーを送っていただいて漸く見ることができまし
た。朗読手話舞が出来上がるまでがわかりやすく
作られていました。そして、小林さんの一生懸命
さもでていました。
私にとっても今回の公演は新しい試みでした。
一つ目はミチオ作品を踊ることができたことで
す。今までミチオ作品は何曲かまとめて発表して
きました。公演だけでなく生徒の発表会で踊った
こともありますが、
私自身はこの数年裏方をやり、
舞台で踊っていませんでした。しかし、自分自身
がミチオ作品を踊りたいと切望するようになりま
した。よくヒロ爺に「あと何年踊れるかわからな
いからね」と話しますが、機会を捉えて発表を続
けていくことは大切だと思います。
二つ目は日本組曲で作品をつくること。
ヒロ爺は「将門伝説・苅萱姫物語」をつくって
くれました。音楽と踊りとどんなふうにつくろう
かな…と不安でしたが、ピアノによる日本組曲が
流れると、だんだん苅萱姫の世界に入っていき、
イメージをふくらませることができました。ピア
ニストの山本さんとの稽古はイメージを深めるた
めのものとなりました。私は本番三日目の音楽が

田島早苗

一番好きです。三場面連続詩の踊り分けは難しか
ったです。本番を終えて、ここをこうしようああ
しようとまだ考えています。苅萱姫物語はこれか
ら構成を変えて更にバージョンアップして発表で
きればと考えています。観客の皆さんからのアド
バイスも受けながら舞台を語り合うのはとても楽
しく幸せなひと時です。
私にとってことば座で踊ることは「知らない人
に知ってもらう事」
ですが、
ことば座の白井さん、
ギター文化館館長さん、まほらにふく風に乗って
さん、会報やブログに書いていただき本当にあり
がとうございます。他者の視点で書くとこんなふ
うになるのね。と感心しながら見ています。そし
て、素敵な宣伝になり感謝します。
美浦村・陸平をヨイショする会会長の市川紀行
さんの作品、
「ついに太陽をつかんだ」もとりあげ
ていただき大変嬉しく思います。ヒロ爺は現代詩
も素敵に読みます。
残念ながらマカオ公演が延期となり、今後のス
ケジュールにより参加できなくなるかもしれず、
がっかりしているところです。皆さまにはご迷惑
をおかけしました。
十二月の公演の演目が今から楽しみです。

蛍の夜

国会では毎日のように、私利私欲に囚われたお
偉い人達の醜い茶番劇が演じられ、山積みする内
憂、外憂もなおざりにされている現実。我々は振
り上げた拳を何処へ下ろしたらいいのか、心穏や
かでない日々が続いている。

〝陸平をヨイショする会″の仲間も、顔を合わ
せれば日本の行く末を憂い、何時も「今の子育て
に問題がある」との結論に達するのだった。何し
ろ戦中戦後の耐乏生活をくぐり抜けてきた人たち
の採点は厳しい。
先細りしているヨイショの活動を何とか活性化
したいとの考えも、後に続く若手がいなくて頭打
ちの観がある。そんな中「蛍を見に行くのだった
ら案内しますよ」と言うＫ氏の一言にすっかり盛
り上がった定例会は、二十六日の夜を約束してお
開きになった。
猫の目のようにころころ変わる気温、まるで春
に逆戻りしたような二十六日の夜「こんな寒い日
に蛍が飛ぶとは思えないけど」と呟きながら上着
を着込んで集まった八名、長靴にカッパを着込ん
だ人もいて、段々期待感が膨らんでくる。
左右に水田の広がる農道に車を止めて、少し歩
いた先にその田んぼはあった。Ｋ氏が立ち止った
田んぼを覗き込むときらきら光る物が見えた。
「あっ蛍だ！」
大騒ぎしている私達に、
「それは月の光ですね」
とＫ氏のつれない声。見上げる空に下弦の月が
昇り、田の面にまるで蛍の様なきらめきを放って
いた。
除草剤を使わず、稲の苗が草の中に埋もれてい
るようなその田んぼは蛍にとっては最高の楽園だ
った。目を凝らせば草にしがみついて光を放って
いる蛍を一杯見つける事が出来た。思い掛けない
寒い夜に恋の乱舞もまま成らなず、蛍を集めてき
てその光で勉強して後に出世をしたという。持参
の小さな壺に蛍を捕らえた友が「こんな光ではと
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ても勉強など出来ないよね」という。
車胤の故郷福建省にはよほど強い光を出す蛍が
居たのかも知れない。事実台湾や中国南部はじめ
南方諸国には体長が２㎝をこえ強くゆっくり光る
マドボタルが普通にいるという。
蛍はいつ頃から居たのだろうか？ 古事記に豊
葦原中国 （とよあしはらのなかつくに）を道速振の神・
荒振の神などが行くと蛍が夜、身を輝かして飛ん
でいたという記述がある。文学の世界では早くか
ら蛍の光が胸の思いを焦がす象徴になっていて、
万葉集に始まる幾百千の歌に詠まれている。雄の
蛍には光を出す線が二本、雌の蛍には一本の線が
ある。この光で相手を誘い誘われ恋が成就するま
で乱舞は続く。正に恋に身を焼く蛍だ。
蛍の乱舞は風のない蒸し暑い夜に行われると言
う。一度だけ八郷の俳句仲間に誘われて、蛍を見
に出かけたことがある。その時は闇夜だった。足
場の悪い川縁を恐る恐る手探り状態で進んでいる
ときに始まった蛍の饗宴、彩なす光の乱舞、暗闇
の中交差しては消える光の残像が水の匂う空間一
杯に広がる。思わず息を細めて見入っていたのを
覚えている。
今年の蛍狩りは光の乱舞こそ見られなかったが
農薬の使用で一時は絶滅したかと思われた蛍が生
きているのを確認できただけで満足だった。捕ら
えた蛍を戻す友の手元を見ながら「きっと恋が実
りますように」と心の中で呟いていた。
蛍の光を集めて勉強した車胤、雪明かりで勉強
した孫康、中国晋の時代に苦学して成功を収めた
二人の故事から生まれた卒業唱歌、
「蛍の光」も最
近は余り歌われなくなっているらしいが、大した
努力もなしにのほほんと育った子供達、自分の殻

に閉じこもってゲームに明け暮れている子供達の
未来がやけに気になる夜だった。

《ことば座だより》
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白井啓治

た。
しかし、
公演の中止は残念なことではあるが、
海外、特に中国での公演は幕が上がるまでは何が
起こっても不思議ではない。
公演の中止は残念なことではあるが、こうした
話が柏木さんを通してではあったが出てくること
が有難いのだ。
こうした話が幾つも出てくる中で、
本当に良い話がまとまっていくものだから、良い
ことの前触れと言う風に考えるべきであろう。
マカオの公演が流れたことで、少し時間の余裕
が出来たので、東京公演の企画を積極的に進める
ことが出来るようになった。ことば座としては災
い転じて福来たる、ではないがむしろ良かったの
かもしれない。
さて、今回の 回公演は、ふるさと風の会の会
報発行６周年記念への応援メニューとして、ふる
さと風にご投稿いただいた市川紀行さん作の「つ
いに太陽をとらえた」と題した詩を朗読させてい
ただいた。当初少し長いので、抜粋で朗読しよう
と考えていたのであったが、久美ちゃん（柏木さん）
から折角だから全部朗読して、と言われ丸々朗読
することとなったのであった。
ことば座の舞台では、朗読だけという機会がな
かったので、大変ではあったが朗読は楽しいもの
となった。問題意識を確りと主張された詩であっ
た事から演者の余計な感情移入の必要がなかった。
市川さんから詩のご投稿を頂いたときに、読ん
ですぐにペルーの現代詩人セサール・パジェッホ
の詩を思い浮かべたのであった。
― 生には打撃がある
こんなにも激しい…僕は知らない！
神の憎しみを下す打撃のような…
あたかもこの打撃をまえに
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ドナ・ドナ
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第 回定期公演も無事終わった。常世の国の恋
物語百、第三十話となる今回の将門伝説・苅萱姫
物語は、ホルストの日本組曲をモチーフとした新
日本組曲への前哨戦の位置づけで書き下ろしたも
のであるが予想以上に楽しい出来上がりとなった。
これで本格的な新日本組曲に向けて始動する弾み
になるだろう。
今回で三度目となる柏木久美子さんとの共演で、
小林の柏木さんから盗むものがますます大きくな
り、舞のスケール感が一層大きくなってきた。今
回の舞台は、小林が将門役を、柏木さんが苅萱姫
役を演じ、舞の質がぶつかり合うこともなかった
ことで、小林ものびのびと舞うことが出来たよう
である。
一昨年前より話のあったＮＨＫの取材がようや
く今回、実現した。６月 日の本放送、 日に
再放送があった。若い女性のディレクターであっ
たが小林の良い所を確り見てくれていた番組であ
った。
今回の公演に限って言えば非常に愉快な公演と
なったのであるが、残念なこともあった。８月に
マカオでの公演が予定されていたのであったが、
ギター文化館での公演終了直後に、突然中止とな
った。小林は大きなショックを受けたようであっ
23
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ありとあらゆる苦しみの
砕けちる波が￤￤
― （「黒い使者ども」より）
このパジェッホの詩が頭によぎったのは、市川
さんの詩のなかに「ドナ・ドナ」の歌詩が引用さ
れていたせいもあったのだろうと思う。
ドナ・ドナは、ジョーン・バエズがベトナム戦
争を反対する反戦歌として歌ったものであった。
「子牛が首にひもを掛けられるように、無理やり
ベトナム戦争に徴兵される」という意味を込めて
歌われ、 年代の若者、学生たちに大きく支持さ
れたものである。私もドナ・ドナを口遊んだ者の
一人であった。
市川さんも恐らく当時の事を思い起こしながら
原発反対の中に引用されたのだろうと思う。
この歌がはやった当時、ドナ・ドナの歌は、ユ
ダヤ人がナチスからの迫害をうける中から生まれ
た歌で、ガス室に送られていくユダヤ人たちを紐
にくくられて売りに出される子牛になぞらえて作
詩したものだと聞きかじりに覚えたのであった。
青春そのものの歌と言えるドナ・ドナを懐かし
く思っていた所、６月末の新聞にドナ・ドナの話
しが出ていた。偶然の不思議と言うか、思いが偶
然を生むと言うべきなのか分からないが、こうし
た事はままあるものである。
ドナ・ドナの作曲者はショローム・セクンダで
原詩はアーロン・ツアイトリンという作家だと言
う。しかも書かれたのは１９４０年以前の事で、
場所はニューヨークであったという。原詩は私が
知っている日本語訳とは全く異なるもので、かな
り衝撃的なものであった。
今回ドナ・ドナの原詩を知って、特に印象的だ
った言葉は、
60

『―いったい誰が子牛であれとお前に命じたのか
お前だって鳥であることができただろうに―』
であった。
これを読むと日本語に訳されてヒットした「か
わいそうな子牛さんの歌」などでは決してないこ
とがわかる。
『だれが子牛であれとお前に命じたのか』
この言葉をみるとき、声に読むとき、原発事故
を「想定外」とする安易すぎる言葉の選択には遣
る瀬無い思いがおしよせてくる。市川さんの詩の
中には「想定外」は心の言葉でも、説明をする言
葉でもないことを明確に糾弾している。
いま改めてドナ・ドナの原詩の言葉を知ってみ
たとき、
「想定外」とは「子牛に翼をつけないと誰
が決めた」とさも正論ぶって言うに等しい、貧し
い表現の言葉だなと思ってしまう。
〝誰が子牛であれとお前に命じたのか″
なんと心に突き刺さる言葉であろうか。
「何故、
誰が子牛に翼をつけなかったのだ」と想定外にほ
ざく言葉とはあまりにも違いすぎる。
今回、ふるさと風の会報に投稿いただいた詩を
ことば座に朗読することで、その詩の掲載されて
いるバックナンバーが欲しいと言う人が何人かい
らした。ふるさと風、ことば座にとってこれほど
嬉しく意義深いものはないだろうと思っている。
今突然にであるが、河東碧梧桐の「牛が四つ辻
でぐるっとみわたした秋空だ」（正確ではないかも…）
を思い出した。この俳句は、まさに屠殺場に引か
れていく牛を詠んだものであるが、この俳句も朗
読者の思いの持ち方で強烈な反戦歌にも、反原発
歌にもなりうるだろう。

さて、今回の「将門伝説・苅萱姫物語」では、
久美ちゃんに苅萱姫の舞いとして三連続に舞う詩
を書いたのであったが、久美ちゃんからは『ヒロ
爺の悪だくみ』だと言われた。そしてそのお返し
として『折角だから全部読みなさいよ』と言われ
てしまったのであった。ヒロ爺にも意地がある。
老骨に鞭打って 分の声を作って「ついに太陽を
とらえた」を朗読した。しかし、大層に楽しく愉
快な舞台となった。
今回の舞台は、演者のそれぞれが、それぞれの
意義ある挑戦がかなえられた内容になったと思っ
ている。特に小生に於いては、ピアノの演奏に乗
ってマイクも使わず朗読するなどという大冒険も
やってみた。将門の舞を鼓ならぬコンガを用いて
一調の舞を模して演じて貰った。既成を突き破っ
て自由で自在たれ、を奔放に愉快して楽しむこと
が出来たと思う。

ところで「縁は異なもの」とは男女の結ばれる
縁とは不思議なもの、
と言う意味なのではあるが、
最近ではどのような縁にも用いられている。そこ
で些かむさ苦しいが後期高齢者の男の縁について
話してみたいと思う。
今回奇しくも「ついに太陽をとらえた」の詩を
朗読させていただいたのであるが、作者の市川紀
行さんとは、
旧八郷町の富士山に
「スワラジ学園」
を主宰されている合田寅彦さんの紹介で知り合う
ことになったのであった。
市川さんは美浦村で四期村長をつとめられた方
で、市民劇団「宙の会」を主宰されている。合田
さんとは大学の先輩後輩の仲だそうで、最初の紹
介は実にそっけないものであった。
「白井さん、私
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の後輩でこんな戯曲を書いた者がいるのだがよか
ったら読んでみませんか」といわれ「ゴッホとゴ
ーギャン」という戯曲を預かったのであった。そ
の時、
近いうちにまたこれを公演するそうなので、
その時にはまた案内します、と言われたのであっ
た。その戯曲は、実に懐かしい臭いのする本であ
った。私が、演劇を始めた 年代に引き戻される
感じのする本であり、当時の学生演劇の臭いのぷ
んぷんするものであった。それは２００８年６月
のことであったと思う。読み終わった戯曲をお返
しに行くと、７月 日に美浦村の公民館で公演が
あるのでよかったら行ってあげてください、とチ
ケットを頂いたのであった。
公演当日は、風の会の兼平さんをお誘いして出
かけたのであったが、舞台を創る人たちよりも観
客の人達に驚かされた。演じる者と観る者が一体
となった舞台創りがなされていたのであった。市
民劇団の正に見本を見るようであった。そのこと
を早速風の会の会報に書いたのであった。
その会報は合田さんから市川さんの元に届けら
れ、市川さんからは早速お手紙を頂いたのであっ
た。以来お付き合いを頂くようになり、陸平で小
林の朗読手話舞を披露させていただくとともに、
柏木久美子さんとの共演がはじまり、今回で三度
目の共演になった。
市川さんとお会いした時に、学生演劇の事、詩
人ランボ―の事などを聞き、私も高校時代にラン
ボーの詩に傾倒したこともあって、当会報にはラ
ンボー世代などと書かせてもらっている。
５月の末であった。合田さんからまた一冊の本
を頂いた。１９６０年代の青春残像を描いた山本
茂著の「融雪期」である。市川君の事も出ている
13
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ので是非読んでみてください、といわれて早速読
ませてもらった。私よりも三、四年上の人達の青
春残像であったが、非常に懐かしい思いで一気に
読まされた。サロメを日本版に脚色した黒姫なる
演劇を上演するまでの話しを軸にした１９６０年
代の青春残像である。
この「融雪期」を読みながら、私自身の学生演
劇の時代に交わされたこんな話を思い出した。新
入生の歓迎コンパの席であった。ランボーの話し
が出たときであった。Ｔ子という四年生が、
「もう
ランボーなんて陳腐。今はね、ジュネよ。ジャン・
ジュネ」とベレー帽を斜にかぶって話しながら、
突然私に「ねえ、チェリーブランデー奢って」と
言った。こんなことを思い出しながら、私はまた
そんな時代をまねてもう一度歩こうとしているの
だろうか、と思ってしまった。
だが、久美ちゃんから言われて歩き出した「新
説・日本組曲」は青春残像の最後のページになる
だろうが入れたいと思っている。
男女間に係らず縁とは実に異なものである。
風の定例会では、いつも会員の増えないこと、若
返りが進まないことの話しがでる。今月の田島さ
んの文にも陸平をヨイショする会の先細りを心配
される話が書かれていた。
しかし、ヨイショの会は風の会とは天と地の違い
があり、当会は先細りどころか明日にも強がりを
言っていられなくなりそうな状態である。だが悲
観的な事ばかりを思っていても何も生まれない。
我が年齢は若返らないが悪態は日々に若返らせる
ことはできる。
老いてますますの斬新なる悪態を、既成を打ち破

る悪態を研鑽に磨きをかけて吐いていこうと思う。

金を溜め込んでも死んでしまえば自分にとっては

何の意味もない。生きているうちに使ってこそ、

意味や意義が生まれる。脳みそだって同じである。

人は、己の脳みその半分も使わないうちに命を閉

じるのだと言う。脳みその活用を半分残したって

誰も喜びもしない。使い切る事は出来ないだろう

が既成を打ち破る悪態をつくために存分に使って

命を終りにしたいものである。

悪態は、陰でつけば姑息な役立たずになるが、大

声で皆に分かるように吠えれば、それなりに意味

（ヒロ爺）

を持ってくるし、夢を創る力にもなると言うもの
である。

《ふ ら の》

アレンジ蕎麦・蕎麦会席料理のお店です。

（
ギター文化館通り）

〒３１５‐０００１

電話０２９９‐
４３‐
６８８８

看板娘 犬( 「)うらら」ちゃんが
皆さんをお迎えいたします。

編集事務局

石岡市石岡１３９７９‐２
℡０２９９‐２４‐２０６３

（白井啓治方）

http://www.furusato-kaze.com/
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ギター文化館 ２０１１ ＣＯＮＣＥＲＴ ＳＥＲＩＥＳ
オカリナ奏者野口喜広と脚本家白井啓治の

第３回 里山と風の声コンサート
９月９日（日曜日）開演 PM３：００（開場 PM２：３０）
常世の国へふらりと迷い込み、雑木林と風に語りかけるしか術を持たぬ痩男白井
啓治と常世の海と里山に魅せられ、大地に母の詩を土笛（オカリナ）に声する夫（つま）
野口喜広と妹（いも）矢野恵子が出会い一緒に風に声することになった。
い の ち

今回の野口喜広のオカリナ・コンサートは、ＣＤ「土笛～めぐる生命～」（オリジナル１０曲：税
込２５００円）のリリース記念として、ＣＤに収録した楽曲を中心にお届けします。

また白井啓治の朗読「風の声」は、ピアニストの山本光とのコラボレーションでお届
けします。
コンサート料金 ３５００円 事前購入の場合は３０００円 小・中学生券２０００円

ギター文化館

〒３１５-０１２４ 茨城県石岡市柴間４３１-３５

℡ ０２９９-４６-２４５７ fax ０２９９-４６-２６２８

第
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回ふるさと山百合まつり

矢野恵子

オカリナ・
コンサート
７月 日 （土曜日）
、 日 （日曜日）
午前 時～ 午後２時～
野口喜広
オカリナ

水上喜子

行方市井上「山百合の里」

キーボード・
パーカッション

ギター
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ふるさと風の文庫新刊案内
◎ふるさとの歴史物語に新しい扉を開いた打田昇三の作品が全集と
なります。今回は第１～６巻が発売されます。
（各巻１２００円）
（歴史の里石岡とは言われながら、多くの歴史・文化が忘れさられて
いく中、伝え残していかなければならない歴史・文化を独自の打田
史学をもっての視点で、改めて見つめなおした作品集）
◎兼平ちえこのふるさと散歩「歴史の里いしおかめぐり」
（１２００円）
（ふるさと石岡の絵散歩文庫。東日本大震災の被害に合う前の、貴重
な石岡史跡の絵が満載です）
※ギター文化館および街角情報センターにて発売しております。

「ふるさと風の会」
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