ふるさとの歴史・
文化の再発見と創造を考える

流れる水にも景があります

流れる景には声があります
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「ふるさと風の会」
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○会費は月額 2,000 円。
（会報印刷等の諸経費）
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

ふるさと〝風〟

っております。

白井啓治

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

）

声高くふるさと自慢をしたいと考える方々の入会をお待ちしております。

風の呼ぶ声がきこえます
水の呼ぶ声もきこえます
そして
あなたを呼ぶ
私の声が流れています

を募集しております。自分達の住む国の暮らしと文化について真面目に考え、

風に吹かれて（

を持てなかった奴らなのだ、と思っている。少な
くとも自分の知恵を使って何かを創造した者達は、
その創造が何の役にも立たなかったとしても、決
して昔の方が良かったとは言わない筈である。
昔が良かったというのは、先人の知恵をしゃぶ
ることしかできなかった者達である。いかな優れ
た先人の知恵たりとも、ただただしゃぶっていた
ら唯のカスになってしまう。味のないカスとなっ
た先人の知恵を見て、昔は甘かった、と言うので
ある。そんな奴らに涙の出るほどの感動を覚える
事など出来ないのだ。
昔とは、過ぎた時とは、言わば禄でもないもの
なのだ。だから過ぎた昔は怒りを持って振り返っ
てやらなければ、希望の光は見えてこないのだ。
本気になって、大きな怒りをもって振り返らなけ
れば、感動する夢を紡ぐことは出来ない。
一年の計は元日にありと言うので、今年も本気
に怒りを持って振り返りながら、涙する感激を得
たい、と念ずる次第である。
『初茜の風に』
風には流れがあります
水にも流れがあります

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」
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流れる風には景があります

ふるさと風の会会員募集中

「初茜に風が唄った 感動と怒りは表裏一体と」
本気に怒りを持って振り返らなければ、涙する
感動は生まれないし、得ることも出来ない。若い
頃からそんな思いを強く持って歩いて来たのだっ
たが、今年の初茜の天を眺めながら改めてその思
いを強く心に畳み込んだ。
オズボーンの怒りを込めて振り返れ、とは関係
ない。しかし、あの戯曲の最後のくだりなどは、
ある意味小生の思う怒りを持って振り返らなけれ
ば涙する感動は生まれない、に通ずるものがある
ように思う。
私は、感動とは未来だとか夢に通ずるものだと
認識している。涙する感動と言うのは未来への希
望が見えなければ、予感できなければ感じること
が出来ないものだろうと思う。そして、希望と言
うのはある意味で現状の破壊、型破りがないと見
えてくるものではないと思う。今を、現在をまる
まる受け入れ、振り返る事がなければ明日への希
望は望めないといえる。
これまでも何回か書いてきたが、私は昔は良か
ったという言葉が大嫌いである。そして、その言
葉を口にする奴らは自分が現在に何も創造する物
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菅原茂美
関わる。人類は万物の霊長などと、自惚れるが、
醜い勝者など、讃える気にはならない。
＊
＊
＊
＊
＊
さて、今から７００万年前、アフリカ東部のサ
バンナで、大型類人猿の一種が、直立二足歩行を
開始した。これぞ、正に我々人類の発祥である。
樹から下りて、あまり敏捷でもない人類の祖先
は、肉食獣の格好の餌食であったに違いない。し
ばらくは逃げ回るだけで、
対抗手段もなく、
勿論、
攻撃の道具も、身を守る智慧もなかなか発達はし
なかった筈。猛獣と飢餓との両攻めで、戦々恐々
の毎日であったと思われる。
それから長い年月をかけ、狩猟の道具を進化さ
せ、言葉を使うようになり、それなりの工夫を重
ねながら、効率的な狩猟採集の遊走生活が続く。
猛獣から逃れる手段も徐々に工夫され、獲物は仲
間同士平等に分け合って、極めて平穏な集団生活
が営まれた事であろう。原人は旧人へと進化し、
万年前ついに我々の直接祖先となる新人（ホ
モ・サピエンス）へと進化していった。
そして新人は今から７万年前、住みなれたアフ
リカを後にし、数百人の黒人の集団（これが現在
の全人類の祖先）が、アラビア半島へと進出。そ
れから後は、
「遙かなる旅路」を重ね、緯度の高い
地域に進出した者は、メラニン色素が減少し、世
界の隅々まで人類は拡散していった。肌の色の違
いで差別するなど狭量も甚だしい。元を糺せば、
全人類は、みな親戚のようなもの。
ところが、今から一万年前、長かった狩猟採集
の遊走生活に区切りをつけ、メソポタミヤあたり
で、日々の塒（ねぐら）を一か所に定め、原始的
な農耕生活が始まった。
栽培しやすい植物を育て、

おとなしい動物を飼い馴らして家畜とした。
衣食住が確保されたそれ以降は、人類は人口を
増やし、大きな集落を作り、農村 都
→市へと発展
していった。すると人類は自然を支配し、強大な
構築物を建設し、偉大な芸術や哲学・そして宇宙
の神秘にまで迫る科学の塔を打ち立て、自惚れ過
ぎだが、万物の霊長として君臨する。
都市など人口が密集してくると、当然、それを
纏め、取り仕切り、我こそは「王」なりとして覇
を唱える者が現れる。すると平等で穏やかだった
集団に、財力や権力に「格差」を生じ、搾取する
側と、される側が生じてくる。ここに人類の「争
い」の原点が生じ、その規模は拡大していく。そ
れゆえ、今、道徳や倫理観に貫かれた品格の高い
社会を構築しようとしても、それまでの社会習慣
など身についた習わしが頭をもたげ、高潔な社会
規範が乱れていく。いつの世も、自然発生的に生
じた「格差」が、争いの源となる。
【樹から降りたサルは、サバンナを移動する時、
地球の引力に逆らって直立二足歩行を始めた。す
ると因果応報というか、多くの肉体的異変が生じ
てきた。まず４本足に体重が平等にかかっていた
ものが２本になったので、負担は倍となる。従っ
て膝関節炎など、苦痛を招く結果となった。
次は腰。上半身の全体重を負担しなければなら
ない。細い腰回りにそれほど強力な筋肉はない。
おそらく殆どの人が腰痛に悩まされるハメとなっ
た。同じことは首周囲についても言える。重い頭
を、あの細い首で支えるのは負担が大きい。人類
の７個の頸椎は、重い頭部を支えるために、軟骨
はすり減り、ギシギシ言う。頸椎症だ。肩こり、
首痛のない人は殆どおるまい。
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深層心理（２）
人は、意識する・しないにかかわらず、昔の経
験が、いつまでも後を引く。良きにつけ、悪しき
につけ、後の心に関わりを持つ。深層心理は、し
ぶとく、まとわりつく。
それが嬉しいことなら、思い出しても心がふっ
くら温もるが、逆に、命の危険にまで及ぶ恐怖の
体験なら、トラウマ（精神的外傷）として、心の
大きな傷となる。何万年も後まで、個体を超え、
世代を超え、種族の深層心理として付きまとう。
「いじめ」現象など、人間だけではなく、他の
動物にも日常見られる。豚など観ていると、近年
の飼い方は、不断給餌と言い、いつでも無制限・
食べ放題システム。
すると、
群れの中の強い者は、
序列の低い者がエサを食べようとすると、自分は
動けないほど満腹なのに、下のものの採食を邪魔
する。習慣的に意地悪をする。乳牛などもスタン
チョン（＝頸枷・くびかせ）で一列横隊に繋がれ
ており、餌槽（しそう）へ一斉にエサをやると、
強い者は、首や舌を伸ばせるだけ伸ばして、まず
両隣のエサを先に食べる。そして自分の分け前は
ゆっくり後で食べる。悲しいかな、これが生き物
の本性なのかもしれない。
人間社会も、これと似たりよったり。自由競
争とか言うが、要領良く、他を押しのけて、先に
「利」を得た者のみが、生き残る。正に弱肉強食
で、野生動物となんら変わらない。
「利発」と言え
ばカッコイイが、策略をめぐらし、裏技を使い、
先んずれば人を制す。利己主義こそ生き物の本性
なのか？ 野生時代から培われた競争原理。これ
が歴然として現代にも生き、深層心理として強く
２０

そして忌まわしきは痔疾。４足なら肛門部に鬱
血する事はあまりない。心臓と肛門部は地面に対
し平行だからだ。しかし直立すれば、肛門部の血
液を心臓まで引き上げるのは負担が重い。心臓の
ポンプ機能が低下すれば鬱血し痔疾となる。更に
立ちくらみや脳貧血・胃下垂など、地球の引力に
逆らった罰は、かなり大きい。
】
＊
＊
＊
＊
＊
なぜ人類から争いがなくならないか。「進化の系
統樹」の同じ枝に、つい最近まで人類と一緒にい
たゴリラは、実に平穏な動物である。我々サル族
をよくよく観察すると、樹上生活するサルは、
「縄
張り」を強く主張すると言われる。越境者は血み
どろの制裁を受ける。しかし、平原に降りたサル
は、比較的縄張り主張が少ないという。見通しが
効くので、遠目にも相手を早期に確認でき、衝突
を避けることができる。又、樹上生活ならイチジ
クなど果実で水分補給が確保されるが、平原では
熱射が強く、水分補給は水飲み場へ行かなければ
ならない。しかし水飲み場は、ライオンなど猛獣
が常に待ち伏せる所。ここの水溜りは、オレの縄
張り…などとは言っていられない。ゲラダヒヒな
ど、群れが違っても、水飲みを交代で、争うこと
なく済ますという。共通の強敵がいれば、仲間同
士で争うことは少ない。ヌウとシマウマは同じ場
所で同じ草を食べるが、決して争わない。シマウ
マは耳が良く、ヌウは目が良いので、互いに早め
に敵を発見でき、共存関係にあるのだという。
＊
＊
＊
＊
＊
さて、同じ類人猿のゴリラアが、あんなにも優
しく、平和な生活をしているのに、チンパンジー
と人類は、何故こんなにも好戦的で、争いが絶え
ないのか？
先ずチンパンジーは、樹上生活が主体なので、
果物などが実る樹木は、
縄張りの中に、
どの木は、
いつ実が熟すか…など、しっかり脳裏に刷り込ま
れている。それを他の群れに侵略されれば、生存
にかかわる重大問題である。命をかけて闘うほか
ない。しかし、チンパンジーから更に進化した「ボ
ノボ」
（＝ピグミーチンパンジー）は、人類が最後
に枝分かれした、
高度に頭脳進化した類人猿だが、
実に平和的で、縄張りはあるが、群れが突然出合
っても、決して争いにはならないという。互いに
群れの中からメスを出し合って、相手のボスを慰
め合い、何事もなかったかのように、別れていく
という。見事な「猿智慧」である。
これに対し、最も知能の発達した人類は、あま
りにも縄張り意識が強く、排他的で、容易に他と
和合することなく、争いが絶えない。
（宗教対立な
ど度量が狭すぎる。
）しかも、トコトン相手を打ち
のめすまで、攻撃の手を緩めない。一体なぜこの
ように進化したのであろうか？
人類の祖先は、アフリカのサバンナで進化をと
げ、常に天敵や飢餓との戦いであり、樹から下り
たサルなど、肉食獣にとって、格好の餌食。そん
な環境では、仲間同士が縄張り争いや、個体間の
闘争にうつつをぬかす暇など到底なかった。共同
で狩りをし、メスや子供が待っている巣に持ち帰
り、平等に分け合って仲間意識を強固なものに発
展していった。そのような狩猟採集の遊走生活を
しているうちは、温和な平和的な動物であった。
ところが、
「定住生活」が始まり、原始的な農業
が始まると、気候変動等で、食糧が不足する事態
がしばしば起き、
人類はそれに備え食糧の
「備蓄」

を始めた。備蓄があれば、少々の不作や人口増加
にも対応ができ、当初は非常にうまく機能した。
ところが、その備蓄は、集落により差異が生じた
り、
或いは強欲なものが、
不平等に抱え込んだり、
争いの元となった。それまでの、分け合って平和
に暮らしていた人類は、備蓄がもとで貧富の差が
生じ、背に腹は代えられず、略奪など、好戦的な
状態へと進展していった。
【昔、私は実に不愉快な後味の悪い本を読んだ
事がある。そこに書かれていたことは、
『援助する
と、後で憎まれる…』。これはどういうことか？
人は自分が苦しい時に恵んでもらったその時は、
大変ありがたく感謝感激であるが、日が経ち、自
分もある程度余力が付いてくると、昔の恩はサラ
リと忘れ、
『あいつ、金持ちのくせに、オレにたっ
たこれだけしか呉れなかった。ケチクソ！』と悪
口を叩く。特に遺産相続など肉親関係では、醜い
関係に発展する。
兄弟は他人の始まりともいうが、
人類は道徳面など高度に進化した気高い生物…な
どと考える方が、そもそもの間違いらしい。
日本は戦争賠償の意味もあったと思うが、かつ
て韓国や中国に「円借款」など、どれほど莫大な
援助をしたことか。今、両国の反日活動は目を覆
いたくなる始末である。
実力が付いてくると、
昔、
羨望の目で見ていた対象を「ライバル視」し、徹
底的にコキ落とす。先哲の孔孟思想はどこへ行っ
たのか？ 国家としての「品格」はどうでもよい
のか？ 人間の浅ましさよ！】
さて、高等な類人猿で、樹上生活をするチンパ
ンジーは縄張り主張が激しく、好戦的な動物とな
ったが、樹上から降りたゴリラと人類は、平和な
動物となった。ゴリラ（完全草食性）は、あの顔
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に似合わず、極めて柔和な動物だと言われる。人
類も直立二足歩行を始めた頃は、
環境の厳しさに、
仲間同士助け合う、温和な動物であったらしい。
しかし人類は道具の発明などで知能が進むと、塒
に定着し効率的に食糧が確保され、その「備蓄」
を始めた。人類を救うための備蓄がかえって、そ
れが基で奪い合いが始まる。地区単位の集落ごと
の縄張り意識が高まると、
今日に見られるような、
好戦的な見苦しい生き物へと変化していった。
集落 部
→族 国
→家 国
→連…と組織は成長・拡大
して行っても、基本はエゴイストの個人が集団の
基礎。
高次の機関が争いを食い止めようとしても、
決して纏まりはつかない。国家間の争いなど、高
次の機関が機能し、有無を言わせず、きっぱりと
裁定できないものか。
イスラエルとパレスチナとの睨み合いは、互い
にロケット砲などぶち込み、民間人まで死傷者が
多数出る。すると、国連などが仲裁に入り、一時
的に和平が成立するが、数年たつと、また元に戻
り戦闘をぶり返す。人間の「業病」とでもいうの
か、譲れないものに固着する。
闘争・略奪・戦争など人類が背負わされた「負」
の遺産は、真に重く、人類は知恵を絞って、哲学
や宗教など、いかほど道を説いても、一向に改善
の兆しは見られない。社会構造が生んだ「格差」
こそ、
争いの元。
欲の深い者は隙あらば奪い盗る。
深層心理として、根強く根幹に染み着いている。
＊
＊
＊
＊
＊
一方、宇宙飛行士など、天空からこの惑星を眺
めたら、国境線を挟んで罵り合う人類を見ると、
よくよく情けなくなると思う。
彼等は利口だから、
そんなことは口にしないが、人類は宇宙に飛び立
つほど文明が進化しても、人間の本性というか、
永遠に争いが絶えない現実をみると、よくよく情
けなくなることであろう。
【ある夜、私は夢をみた。人類がいかほど知恵
を絞っても、これまで地上から争いが絶えること
はない。そこで世界中から、ノーベル生理学医学
賞受賞の科学者 人ほど集め、全生物に共通して
存在する「利己的な遺伝子」を、起動しないよう
に抑え込むタンパク質を生産する遺伝子を、人工
的に創り、何らかのウイルスに組み込んで、地球
上全域に空からバラ撒く。ウイルスは全ての生物
の細胞に潜り込み、強欲な生存機能を徹底的に抑
え込む。そうすると、生物の生存の基本は、競争
原理ではなく、協調原理が支配するようになる。
動物も植物も、栄養を分け合って平和的に生きて
いく。人類も、ゴリラのような高レベルの道徳社
会を見習い、シルバーバック（ゴリラの親分）の
指揮下に入る。すると、強欲な人間活動による自
然破壊や資源の枯渇はなくなり、他の種を絶滅に
追い遣る犯罪行為もなくなる。地球の未来に光が
さして来る…。そこまで見たら、目が覚めた。
】
＊
＊
＊
＊
＊
深層心理が強く作用する典型は、「故郷を恋うる
心」であろう。なぜ生まれ故郷にこんなにも心が
引かれるのか？ それはおそらく、自分を安全に
育ててくれた所、即ち、母の慈愛に満ちた最も安
全な所…と、知らず知らずのうちに強く認識する
からであろう。（幼馴染や初恋の人などが健在なら
なおさら）
。鮭が、自分が安全に育った故郷の川に
回帰するのも同じ原理。それゆえ有袋類の育児嚢
と同様、母の子袋の中ほど、安全な所はないはず
で、子袋の延長線が故郷なのであろう。
１０

「渡る世間は鬼ばかり…」とか、
「男子敷居を跨
げば七人の敵あり…」とか言われるが、親離れし
た子供にとって、世間の荒波は真にきつい。それ
ゆえに安全な母の懐に飛び込みたくなるのは当然
の心理。望郷の深層心理は、母の子袋に戻りたい
…そこに本能的起源があると思う。
野生の動物など、親離れの後、生き残れるのは
半分にも満たない。逆にいえば全てが生き残った
ら、数が増え過ぎ、食べ物が不足し、種の保存が
できなくなる。人類は生存の智慧が進化し、子供
の生存率が向上したため、
現在世界人口は爆発し、
その人口を養うには、地球が 個必要と言われる。
人類が万物の霊長などと言われたいのなら、種の
永続保存システムを開発した後でなければ、大口
を叩いてはいけない。それも出来ないで、人口増
加が続くのは、無能な生物の暴走と同じ事。
日本の縄文時代の人口は 万人と言われる。縄
文人の遺骨は４千体も発掘されているが、戦闘な
どによる骨の傷は一体も見つからない。逆にすぐ
その後の弥生人（＝大陸からの難民等）は、首を
はねられたり、手足を折られた骨は無数に発見さ
れている。それゆえ、人類が平和に暮らす為の理
想人口は、
現状の千分の一ぐらいが最適と考える。
それゆえ、世界人口は 万人。日本 万人。そ
してこの石岡市は 人。 人ぐらいの家族単位
なら、４家族のみ。正に平和の楽園だ。これなら
衝突も、ケンカのしようもあるまい。人口過剰こ
そ、人類の争いの根源と考える。
【私のパソコンは、すごい高性能。
「衆議院」と
キーを打つと、
「衆愚院」とすぐ変換する。
】

８０

１２

4

１，４

１０

２０

７００

側高神社
木村 進

利根川に沿って千葉県側を走る国道３５６号線
（利根水郷ライン）を佐原 （香取市）から銚子に向かっ
て５ｋｍほど進んだところに「側高神社」の大き
な看板がある。成田線の線路際に一際目立つ大き
な看板である。場所は東関東自動車道の佐原パー
キングエリアに近い。
仕事で銚子に用事があり、この看板の前を車で
何度か通過した。
側高神社？いったいなんと読むのだろうと気に
なって調べた。「そばたかじんじゃ」
というそうだ。
そして、先日やっとこの神社を訪問することがで
きた。
神社の入口に「神武天皇十八年御創建 國土浄
化の祖神 （みおやがみ）
」と書かれた大きな看板が置
かれていた。神武天皇十八年は紀元前となってい
るがこれはそのまま解釈はできない。しかしこれ
は、近くの香取神宮の創建と同じである。この神
社について調べてみると実に興味深い神社である
ことがわかった。
興味深いのは名前もさることながらその祭神が
長い間秘匿とされており、不明ともいわれていた
ということだ。
今では祭神は、
「側高大神」
「産土神」などとい
われ、
この神社は香取神宮の第一摂社だとされる。
この「ソバタカ」と読む神社には他には「側
鷹」
「脇鷹」
「蘇羽鷹」
「素羽鷹」
「隣高」
「相馬高」
「祖波鷹」
「蕎高」という名の神社が調べただけで
十九箇所見つかった。
都道府県別では千葉県十四ヶ所、
茨城県三ヶ所、
埼玉県二ヶ所と千葉県に集中している。その他の

県には見つからない。また千葉県も昔の下総国の
領域であり、茨城や千葉もすべて下総と近い場所
にある。
説明と資料として残しておくために、その一覧
をここに掲載しておきたい。
（千葉県）
・側高神社：千葉県香取市大倉 ５
・側高神社：千葉県成田市取香 ２７６
・側高神社：千葉県香取郡多古町本三倉
・側高神社：千葉県香取市丁子 ５６７
・蘇羽鷹神社：千葉県松戸市二ツ木宮前
・蘇羽鷹神社：千葉県印西市笠神 ６９７
・脇鷹神社：千葉県成田市小泉 １０１５
・脇鷹神社：千葉県旭市清和甲 ９０４
・脇鷹神社：千葉県香取市伊地山 ５６８
・稲荷側鷹合神社：千葉県香取市西部田 ８５７
・素羽鷹神社：千葉県印旛郡栄町酒直 ５８５
・隣高神社：千葉県山武郡芝山町下吹入 ４２１
・相馬高神社：千葉県山武郡芝山町上吹入 ３５３
・祖波鷹神社：千葉県香取市岩部 １０６４
（茨城県）
・側鷹神社：茨城県行方市小高 （旧麻生町）
・側高神社：茨城県稲敷郡河内町金江津 ４２７２
・脇鷹神社：茨城県稲敷市飯出 （広畑貝塚の隣）
（埼玉県）
・蕎高神社：埼玉県吉川市高富 （たかどみ）
・蕎高神社：埼玉県吉川市高久 （たかひさ）
この一つ一つを足で歩いて調べてみたい衝動に
駆られたが、
実際に見に行ったのは数ヶ所のみだ。
ここでは、調べた内容をいくつかを紹介するのみ
に留めておきたい。そして、時間がある時にまた

のんびりと訪れてみるのも良さそうである。

一、香取市大倉の側高神社。
香取神宮の東北（丑寅）方向にあり、香取
郡と海上郡との境界に建つ。香取神宮の鬼門
（東北）に置かれた神社と思われる。創建は
香取神宮と同じ神武天皇十八年とされ、その
他の「そばたか神社」の総本社と思われる。
九州肥後の多氏が上総に上陸し、開拓した氏
族、または前からこの地に住む氏族かは不明
である。この神社には次のような話が残され
ている。
「側高神が香取神の命で陸奥の馬二千疋を
捕らえて霞ヶ浦の浮島まで帰ってきたところ、
陸奥の神が追跡してきたため側高神は浦を干
潮にして馬を下総に渡らせ、次いで満潮にし
て陸奥神が渡れぬようにした。
」
また鎌倉時代から始まったとする五穀豊穣
を願って当番の引継ぎの際、酒を飲み合う時
に、カイゼル髭を撫でる「ひげなで祭」が今
も行われている。

二、成田市取香 （とっこう）の側高神社。
成田空港の敷地に隣接し、高速道路脇に建
つ。江戸時代から続く県の無形民俗文化財に
指定された能楽「三番叟」が四月の花見時期
に行われていることで知られる。これも稲作
文化の五穀豊穣を願う祭りである。このトッ
コウ（取香）という変わった名前については、
香取を逆さまにしたもので、古来から住んで
いた部族が、後からやってきた香取神 （物部・

経津主（ふつぬし）
）に侵略されたことに対する抵
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抗の表れという説がある。成田空港建設時に
神社が移転し、祭りも一時途絶えたが復活さ
れたという。
三、茨城県行方市小高の側鷹神社。
常陸風土記の行方郡に「行方郡男高里に栗
家池があって、
その北に香取神子の社がある」
と書かれているが、この香取神子の社がこの
小高側鷹神社のとされている。
社伝によると、経津主大神がこの小高に東
征したときに、大祖高皇産霊尊 （国産の神）を
祀り、石槌の剣を捧げて戦勝を祈ったのがこ
の社の始まりだと伝えられる。
この石槌の剣はこの側鷹神社の御神宝とな
っている。香取神宮からみると霞ヶ浦を渡っ
た北北西であり、
浮島の対岸に位置している。
この社が北東 （丑寅）の鬼門に建てられた神社
と考えると、近くの皇徳寺の裏山に皇徳寺古
墳群が見つかっており、ここに下総の部族の
一部が住んでいたと考えることも出来るであ
ろう。
四、印旛郡栄町酒直 （安食）の素羽鷹神社。
この神社の近くにある「龍角寺」（創建：和銅
二年（七０九）
）に伝わる話では「昔、印旛沼の
龍が天に昇って雨を降らせ、その後、龍の体
が三つに分かれて天から降った。その頭の部
分が落ちたところに龍角寺を建て、この龍の
頭を祀った。
」といわれている。また腹と尾が
落ちたところにそれぞれ「龍腹寺」
「龍尾寺」
がある。この酒直の素羽鷹神社については詳
しいことが分からないが、創られた年代も、

この龍角寺とほぼ同じ頃でつながりも深いと
考えられる。
五、 松戸市二ツ木宮前の蘇羽鷹神社。
この神社の建っていたところには千葉孝胤が
治めた三ヶ月馬橋城が建っていた。千葉氏は居
城である亥鼻城 （いのはなじょう）、（現千葉市役所近く）
の鬼門 （東北方向）に曽場鷹神を祀っていたとい
う。そして、その後佐倉に移る際に、この馬橋
城が廃城となり、そこに蘇羽鷹神社が建てられ
たと伝えられている。または太田道灌との争い
に敗れ、落城したが、その後千葉宗家によりこ
の神社が建てられたともいう。
六、 埼玉県吉川市の二つの蕎高神社。
埼玉県にあるが、この吉川市は昔、武蔵国二
郷半領吉川村と呼ばれ戸張氏が領有していた
時期があった。戸張氏は千葉氏の系列である相
馬一族で、相馬師常の八男 （行常）が葛飾郡戸張
郷 （柏市戸張）を領して戸張氏となった。居館 （戸
張城）は柏トンネル付近にあったとされるが、こ
の吉川に「そばたか神」を祀ったものと考えら
れる。この二つの神社ではそれぞれ一月にあら
れをぶつけ合う「オビシャ」という五穀豊穣を
願う祭りが残されている。
「そばたか」と呼ばれる神社を六つほど見てき
たが、これらの神社に共通して見えてきた点を述
べると次のようなことが挙げられる。
（１）祭神としては、そばたか大神を祀るが、
この神は下総に経津主がやってくる前にすでに

土着していた部族が崇拝していた神と思われる。

（２） 経津主 （香取大神）と協力して日本の国創
りをした。これは高皇産霊尊（国産神）と重なる。

（３） 千葉氏およびその氏族である相馬氏が
密かにこの神を祀って、鬼門 （丑寅）を守る神と
した。千葉氏は桓武平氏良文流とされるが、こ
の祭神を密かに奉っているのは多氏や蘇我氏の
系列や天日鷲命を祀るところもあるので阿波忌
部氏などとの関係も考えられる。
古代においては鬼門は忌み嫌う方向ではなく、
神のくる方向であり、最も運気の強い神を祀っ
たものと考えられる。

（４） 五穀豊穣を奉る神であり、稲作、雨乞い
の神となった。

（５） 神話における日本の国創りにおいて、表
に出せずに隠す事情があった。

これらのどこに真実があるかは筆者には解き明
かす力は無い。しかし、いつか事実が明らかにな
る日は来ると思う。

最後に常陸風土記の信太郡のところに書かれて
いる一節を載せておきたいと思います。

「諺に、〝葦原の鹿の味は、腐ってゐるやうだ
〟といふ。 山の鹿の肉とは味が違ふ。だから下
総との国境の狩人たちにも、獲り尽くされること
はあるまい。
」
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ここでいう葦原というのは常陸国の信太郡あた
りを指していると解釈されます。また、日本神話
では「葦原中国 （あしはらのなかつくに）とは、高天原
と黄泉の国の間にある日本の国土のこととされて
います。
さあ、今も下総の国と、利根川を挟んだ対岸に
ある信太郡 （稲敷市、美浦村など）では常世の国の穏や
かな風が吹いています。
今年は災害もない良い年であることを願ってい
ます。

巳の年の初めに
『福 住みついて 巳の年に』
二〇一三年 明けましておめでとうございます。
皆様にはお健やかに幸多き新春をお迎えになられ
た事とお喜び申しあげます。
昨年中は当「ふるさと風」をご愛読頂き、ご指
導ご支援下さいまして誠に有難うございました。
今年もどうぞ宜しくご愛顧のほどお願い致します。
今年の干支のヘビは余り人々に好まれておりま
せんがその中の白ヘビに関しては古くから神様の
使いとされ、その皮を身に着けていると福が舞い
込むと言われて、
「巳年はお金に困らない」と言わ
れてきました。今年こそ巳年にちなんで新内閣の
もと経済再生と震災復興の道へと導いてもらい、
スムーズに事が運ばれることを切望してやみませ
ん。それには国民皆さんの公にお任せでなく、何

事も出来る事から、そして工夫しながらの気迫と
行動が大きな力となる事と思います。今年も拙い
文章で特に旧石岡地区を中心に歴史や伝統等など
お伝えして行きたいと思います。
当会報、昨年の十一月 （七十八号）より、石岡の
おまつりで華やかさを誇る山車の人形についてお
伝えしていますが来月号から引き続き、地区の皆
さんとの触れ合いを楽しみながらお伝えして参り
ます。
幕末の志士、天狗党員の宿舎であった紀州屋の
養女として女将を引き継いだ大久保たか様に六歳
頃まで子守りや面倒をみて頂いたと云う金丸町の
大高様、そして香丸町の年番について、文書を作
成しているかくしゃくとして九十二歳の中島様。
お三人 （中島様の奥様）の満面の笑みと優しくご丁寧
な説明を頂き心豊かになりました。その節は本当
に有難うございました。どうぞ市民の皆さん、今
年の石岡のおまつりにはその地区の人形のエピソ
ードを頭に思い浮かべながらご堪能頂ければ嬉し
く思います。
石岡在住二十三年目の私は街内の諸催事には機
会を逃がし参加、見学したことが少ないです。そ
んな中から、昨年経験してみて二件程感動があり
ました。
一件目は十一月四日 （日）午後一時より第四十五回
石岡市文化祭においての石岡囃子発表会でした。
まだ九月の石岡のおまつりの余韻が残されている
ままに石岡市民会館大ホールに着席。土橋獅子舞
、金丸
連、若松はやし連、常陸はやし連 （大小路町）
はやし連、国分はやし連、染谷はやし連、三村は
やし連、香丸はやし連、守横はやし連、青屋はや
し連 （高浜地区）と市内十地区で石岡囃子連合保存

会のみなさんでした。会場は三歳、五歳位のお子
様が多く、小学生も加わって、出演者のご家族で
しょうか、賑やかになりました。舞台のバックに
は大きな松の木が描かれた垂れ幕が下がり、格調
高い雰囲気です。
最初に土橋獅子舞連、昇殿の舞いから始まり、
太鼓、鉦、笛が奏され、おかめ、キツネ、ひょっ
とこの順におまつりの山車での踊りとは違う感覚
とばかりに上品に、勇壮に、滑稽に舞台狭しと舞
い踊る。
そして驚いたことに舞台真下の客席あたりで、三
歳、五歳位の子供さん達が一緒に踊り出す。その
中でも目を引く五歳位の男の子、おかめ、ひょっ
とこの踊りには集中して見つめキツネの踊りにな
ると途端に一緒に踊りだす。お見事です。確実に
次代に引き継がれていることに大感激でした。
二件目は十二月七日に行われた、三世代芸能発
表会・作品展でこちらは私も参加者の一人となり
ました。孫・子・祖父母三世代の日頃の歌や踊り
の練習成果の発表会でした。この催しは、一昨年
は震災で、その前の年はインフルエンザの猛威で
中止に至ってました。
久しぶりの可愛い元気な幼稚園生のお遊戯とお
遊戯終了後には一同正座して「おじいちゃん、お
ばあちゃん風邪にきおつけて元気でお過ごし下さ
い」のご挨拶に目を細め、コーラス、民謡、ダン
ス、カラオケなど色とりどりの衣装にも感嘆の声
をあげながら三時間余り過ぎ最後の舞踊、石岡市
民音頭に釘づけとなる。私にとって幻のメロディ
ーを聞く事が出来そして踊りを見る事が出来まし
た。感激でした。
それは今から四年前当会報第二十一号 （二〇〇八
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年二月）に「ご存知ですか」と題して石岡市民音頭
今の大井戸が大枝の津という港であった事からそ
の歌詞と石岡市民の歌が存在している事を知り、
こに流れる流れをそう呼んだとか。川の源流が八
それを紹介しました。その当時市役所で尋ねまし
郷、園部地区なのでそうだとも。小川園部城から
たがメロディーも踊りもとうとうわからず仕舞い
付いたなどの話しを耳にした。川は川中子の地に
でした。「当時はよく公民館へ習いに行ったもんだ」 あり、小川境は小川側堤防の下となっている。東
と客席近くの現在七十代半ば位の方が云ってまし
側堤防上と川中子新川岸に水神が祭られている。
たが市民の皆さん踊っておられた時期があったの
今でこそ堤防のお蔭で水嵩が増しても直線に近い
でしょうか。
流れは心配ないが、以前は九十九折と呼ばれ曲が
歴史の里いしおかを讃え、郷土を慈しんだ石岡
り曲がっていたそうだ。絵図・地図にも描かれて
市民音頭は息づいていました。今一度市民の皆さ
いる
魦。
内川
の中
東子
かい
ら北にかけてその名残
んに親しまれるよう、踊りの普及は街おこしの一
がある。何軒かのお宅の裏側が、あるお宅の一部
環になるにちがいありません。
「出かけなければ、 が、畑が、田が、子供達の遊び場などが、川の一
出会えない」参加する事、歴史を知る事を楽しみ
部だったようだ。これも旧流れの一部かと思われ
ながら心がけることも街おこしに一役買うことに
る辺りの水門をみて北へと向かう。廃線となった
なると思います。
鹿島鉄道鉾田線のガード辺りから小川町に入る。
国道３５５に架かる「園部新橋」の下を流れ北へ
と流れていく。旧園部川は小川、川中子境の水門
から岡地に入っていた。細い流れとなって篠藪に
伊東弓子
覆われてしまっている。カーブしながら蔦を拂い
うつりかわり
除ける事も出来ず、陽を見る事も叶わず、水音を
声にする事も出来ないのか、此処にあの大きな流
れがあったなどもう誰も忘れてしまったろう。ま
してやこれからの人が尋ねてくれる事もないだろ
う。消えていく運命だろう。橋向公民館、生活排
水濁水浄化水路、町営駐車場は旧園部川の上にコ
ンクリートの蓋をして出来た物だ。微かに水の声
が聞こえるが丸水の旗を掲げ意気揚々と出ていっ
たお船頭達の川岸はもう影も形もない。
小川地区図書館二階には川岸の賑わいの様子が
紹介されている。川岸も６～７軒あったが姿は消
えた。アパートに形を変えて存在感を残した所も
あるが、殆んどは分からない。最後残っていた菊

今年も十日足らずで暮れていく。
「早かったね」
「あっという間だったね」
「又年を取るね」等の話
しをし合うにつけ、何か侘しい思いがする。でも
時を止める事は出来ない。時の移りいく中にいる
私も老いへと変わっているのだと肯定しようとし
ている矢先、老いの中にも新たな発見のある事に
気がついた。
それは御留川での争いが絶えなかった事を〝風
〟 号に書いた後、あの争いの張本人、丸水の船
が出て来た園部川を遡るべき出かけた時だった。
小川川尻と川中子の間を河口として園部川は流
れて来ている。老田川と呼ばれていた時がある。
77

池川岸は震災で傾き、今年更地になった。橋向側
の山のように薪の積まれた所はあき地が多い。蔵
は農協が使用した後、野菜売り場となっている。
商店は日用品、衣類店、大衆食堂、蕎麦屋、スナ
ック、電気屋が頑張っている。この間まであった
「髪結屋」の看板は姿を消した。私が子供の頃「く
じゃく」という飲み屋があって華やかな服のお姉
さんが出入りしていた。小川三町に入る二つの橋
も埋されて地図にもない、形もない。
川岸から橋本旅館の前を通って旧県道（府中街
道、往還道）が始まる。旅館の前を園部川が流れ、
隣りの設計事務所の間を流れて行った。其処は小
川、中延、栗又四ケの境だ。
橋本旅館から橋向を見ると、
真直ぐな道がある。
それは鹿島鉄道の常陸小川駅が出来る時に造った
もので道の両側に家が出来ていった町であった。
昭和四十年の頃知り合いから聞いてより深く分か
った。
「川中子の地主宅へ地代を拂いに行くんだ」
という事だった。この辺一帯はその地主の土地で
皆なかなか買えないので、
借りているという訳で、
暮に地代を拂いに行く事になっていたそうだ。土
地代までは聞かなかった。
「大変なんだよ」と言っ
ていた。その人達も確り此の地に根づいて生活し
ている。町の外れに今の園部川の橋が見える。田
木谷、上玉里へと続く道だ。
この文の始めに「新たな発見をした」というの
は、設計事務所から石材店へと差し掛かった時だ
った。道沿いに家並みが続く所、一軒崩れかけて
いたのは記憶しているが、その両脇も取り壊され
ていた。結局目に入った空間は三軒の何倍もの広
さが感じられたのだ。とても不思議だった。その
奥が実に広く見えるのだった。その先にあったお
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かめ納豆霞ヶ浦工場やザ・マルヘイの大きな建物
がなくなった所為でもあるかと思ったが、いや違
う今の園部川の堤防も、右にある主要地方道玉
里・水戸線が走っていても、その奥に左右に走る
国道３５５線が横切っていても関係ない。一丁田
と呼ばれていたこの地域、娘の頃見たあの景色が
甦ってきた。今此処から見る広い田と取手山、そ
れに連なる峰に改めて感動し、
新たな発見をした。
取手山は帰りがけにゆっくり一回りするとして園
部川に別れを告げることにした。
園部川は設計事務所の脇から小川横町公民館と
横町公園の間を細い水路となって流れ百貨の店ド
ンと大竹住宅の間をいき、主要地方道小川鉾田線
を土の中で横切っていく。そしてスガイモーター
スの前から、今の園部川へ水門を通って合流する
のだ。丁度水門辺りに橋桁があって府中街道と合
流し香取神社の坂を上って行ったものだ。一〇八
曲がりと言われたという話しもあった。この先の
流れも直線が多いが昔は曲っていたのだろうと思
う。四ケ村の七十才の男の人は「子供の頃も真直
ぐだったよ」と言っていたが以前の事は知らない
様子だ。
昭和の始め、園部川の工事と百里飛行場の工事
は同じ頃だったと聞く。玉里地域の男達も日雇い
人夫として働いたそうだ。百里の工事の方が賃金
が高いので朝早く出かけても人気があったという。
二十年前になるが、大雨の後小井戸のカーブが氾
濫したことがある。大猟の水が勢いよく流れてき
たからだろう。自然の流れに逆らって造った結果
だろう。水は富田、中延の田を嘗めつくし、橋向
辺りは床上浸水だった。自然との共存は難しい事
なのだと思いながら、現在の園部川の園部橋を渡
った。袂から常陸小川駅が見える。此処も発見の
一つだ。駅一棟がなくなった先が広く見える。橋
向からずっと続いて広い広い水辺が目に浮び豊か
な水田が続く様が見えるようだ。玉里の八館の一
つ取手山を一周した。波寄せる中に浮かぶ小島、
実りの風の中にこの山が佇む姿は、高く聳える小
川城から眼下に見下ろせた。あの戦いは簡単には
勝敗のつくものでなかった。二百人が眠っている
ともいわれている。その他巻添いに合った犠牲者
は千人といわれ西の方に千人塚がある。静かに眠
っている人達を揺り起こすような事が起きた。こ
の山の一部を切り落とし人間のための道を造りだ
した。そんなに人間は何故勢ぐのだろう。待つの
ももどかしい、曲った道は面倒だ。と欲望は切が
ない。それが発展か。これが移り変わりなのか、
これもうつり、かわりなのだと喜びより虚しくな
る。
この山を削るにあたって発掘が行われ始まった。
もしかしたらと私の心も移り変ろうとしている。
何が出てくるのだろうか。戦いで倒れた二百人の
姿が現われるかなと、新たな思いが湧いてくるの
だった。馬の嘶き、走る蹄の音、逃惑う人々の声
が聞えてくるようだ。崩れた館も、天を染めた炎
も、水辺に流れた血の色もすべて時の流れの中に
消えていった。結局忘れられてしまう。今の自分
の見える範囲でしか物が見えなくなる。だから自
己中心になり主張するだけになる。
ちょっと以前の人達の姿や表情を知ってあげま
せんか。ちょっと向こう側にあった物を捜してみ
ませんか。ちょっと以前の昔に耳を傾けてみませ
んか。大きく呼吸して少し前の空気を吸ってみま
せんか。子供の時の、若い時故郷の事ぐらいは確

ギター文化館では今年も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。

２０１３ ＣＯＮＣＥＲＴ ＳＥＲＩＥＳ

１月２７日
２月 ３日
２月２４日
３月２４日
４月 ８日

新春コンサート クラリネットとハープの調べ
パブロ・マルケス ギターリサイタル
ティボー・コーヴァン ギターリサイタル
長野文憲 ギターリサイタル
里山と風の音コンサート
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り見ておくこと、聞いておくことが大切なんだと
この年になって思うようになった。時が移って形
が変わっても前の記憶が思い出される。そしてそ
れ以前のことまで見えてくるようになる。年令と
共に感じ方や見方も変わっていく中で自分そのも
のが楽しくなる。移り変っていくことは豊かにな
ることだと信じたい。
でも幼い日、若い日にスピードだけを追って、
目を置くものも耳を傾けるものも気づかずに毎日
を過ごしていたらどうなるだろう。

あけましておめでとうございます。

【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（４‐２）
小田原城を落とした秀吉の心は既に東北地方に
向いているから、どうでも良い関東地方などは尻
尾を振ってきた者に「すきなようにせよ」と言っ
たのであろう。常陸国は、それでなくても征服欲
の強い佐竹氏が命令を聞いたからたまらない。食
べ放題の店に入った大食いタレントのように手当
たり次第に喰い尽くした。大掾氏など世情に疎い
田舎の武士団は、無駄に将来を考えている間に政
府の命令で攻め滅ぼされたようなものである。
東北地方の場合も基本的には同じ構図であり、
津軽、南部、伊達、最上などの有力大名が情報源
となって中小武士団の「対：秀吉対応」が決めら
れたのだと思われる。ただし、お互いが競争相手
であるから、全幅の信頼を置くという訳にはいか
ない。最終的に決めるのは自分たちである。ここ
でも運不運が大きく作用するので、大雑把に言え
ば青森、秋田、山形地方の武士団は、独自の判断
か又は秀吉・家康共に信頼を受けている最上氏に
頼ったからか、いずれにしても不安を抱きながら
小田原参りをして領地を安堵されている。
これに反し岩手、宮城、福島に居た武将たちは
情報源を伊達政宗に頼った…と言うよりも、この
三県は伊達政宗を代表にしなければならないほど
政宗の活躍？が大きかったのである。情報源の政
宗さえも領地五十万石を罰金に取られるほどギリ
ギリで滑り込みをしたのであるから、金魚のウ○
○のように後に続く連中が、ホームベースを踏め

る訳が無い。アンパイヤの怖い顔は目の前にして
も宣告は「アウト」以外になかった。
その一でも触れたが、最上氏と伊達氏は親類中
の親類で同族に近い。情報を交換して対応すれば
東北地方が一本化されて無難に終わるところなの
だが戦国時代のこと、下等動物より激しい喰い合
い潰し合いをしていたために、日本海側と太平洋
側とでは強権 （狂犬）病にかかった秀吉への対応が
異なり、悲劇を生んだのである。
しかしながら犬に例えれば、訓練の行き届いた
犬でも理由も無く餌を取られれば牙をむく。事情
が呑み込めずにいる間に領地を没収された現地の
中小武士団が黙っている筈がないのである。伊達
政宗の意見に従って「慎重な態度」を取り、小田
原行きが出来なかった （其の為に領地を没収された）中
小武士団を改めて拾い出してみると九戸、稗貫、
大崎、和賀、葛西、石川、白河、岩瀬、安積、本
庄などなどの諸氏になるので、これらの武士団は
遠く平安時代、鎌倉時代から奥州に赴任し土着し
た豪族の子孫であり、秀吉のように「一発屋」で
成り上がり武士になった家系では無い。
豊臣秀吉が北条氏政を降伏させて小田原城に入
城したのは天正十八年 （一五九〇）年の七月十三日
である。同日付けで北条氏の領地であった名目だ
けの関八州が徳川家康に与えられた。父祖の地を
取られ見ず知らずの関東へ、それも大きな代償を
払っての転封であるから腹の中は煮えくりかえっ
ていたが、家康は何事も無かったように移動を済
ませ八月一日には江戸城（と言っても粗末な小城であった
が）の窓から東京湾の景色を眺めていた。その頃
には秀吉も奥州へ向かっており八月十日には伊達
政宗の先導で会津に到着していた。秀吉は会津城

の天守閣から周囲を見渡して
「ここは良い所だ…」
と褒めてから、政宗に米沢城へ移るように命じ、
会津には蒲生氏郷を置いて家康と米沢の伊達を監
視する役目を与えた。
天正十八年八月十日、この国土を自分のものだ
」
と錯覚した豊臣秀吉は「奥州仕置（おうしゅうしおき）
と称して「総検地」を命じた。それまで各地の大
小名や豪族たちが先祖伝来で保有して来た土地は
全て「蔵入地」として名目上は秀吉の掌握下に置
かれ検地の対象とされた。それを、秀吉が勝手に
決めた計画に基づいて「恩給」と言う形で再配分
したのである。検地は秀吉が任命した諸大名の手
で強制的に行われた。その際に総指揮官に任命さ
れた豊臣秀次が秀吉の命令として強引な政策を非
情なまでに遂行し、
多くの人々を虐殺していった。
昭和二十年の敗戦で日本に進駐したアメリカ軍で
さえも「皆殺し」の命令など出さず、子供たちに
はチョコレートやチューインガムを呉れていた。
戦国時代の末期に居た狂気の権力者によって日本
の歴史は拭い難い傷がついた。
関東・東北地方に悲劇を齎した「秀吉の遠征」
が一段落して侵略軍の主力が引き揚げた九月に入
ると、守備隊の手薄を狙った反乱が東北地方の各
地に起こった。一方的な侵略に対する防衛行動で
あるから、これを「反乱」とするには忍びないも
のがあり言い替えれば従来の支配権を侵されたこ
とへの抗議であろう。先ず十月の中旬に反乱の火
の手が上がったのは「葛西、大崎領の一揆」で、
そこには秀吉が任命した統治能力の無い新領主の
存在があったことは既に述べた。この事件で伊達
政宗は「関与」を疑われ自ら残酷な討伐をさせら
れた上に、領地を米沢から宮城県北部に移された
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のであるが、その場所が反乱の発生地である。
これは権力に屈した政宗の反乱者撫で斬りで解
決したが、続いて「和賀・稗貫の一揆」が起こり、
出羽国でも「仙北、庄内、由利」などでも騒動が
起こる。これらの一揆は葛西・大崎領の反乱と示
し合せた行動とされているが、いずれも小田原へ
行かなかったという理由だけで領地を没収された
中小武士団の領内で起きた事件である。その背後
に被害者の恨みがあることは当然であるが、侵略
者が権力に任せて過酷な年貢の取り立てや検地で
農民を苦境に追い込んだことが直接的な原因にな
っている。無道な圧政を行えば何処でも反発は起
きるのであり、東北地方全体が豊臣政権を拒否し
ていたことが推測される。
天正十八年の冬になると南部領内に「九戸政実
（くのへまさざね）の乱」が勃発する。これは南部支
族による分離独立運動のような要素もあるけれど
も、豊臣秀吉の理不尽な支配に対する東北の民の
怒りを象徴した抵抗運動であり、反骨精神の証し
とも言うべき出来事であるらしく、武士だけでな
く農民を巻き込んだ大騒動に発展した。九戸城に
籠る五千余の群衆に対して、秀吉は呆れるほどの
大軍を派遣した。総大将が豊臣秀次と徳川家康、
が浅野長政、
軍監（源頼朝時代の梶原景時のような目付け役）
従う軍勢が蒲生氏郷、伊達政宗、佐竹義宣、石田
光成、大谷吉継、上杉景勝らの諸将に、地元の中
小武士団、さらに豊臣・徳川の臣下である武将た
ちも動員されたと記録されているから大規模な合
戦並みの編成である。兵力からして当然と言えば
当然であるが九戸城は約一か月で落され、ほゞ全
員が殺害されたという。勿論、その一揆に加わっ
ていた農民、婦女子もである。
押さえ付ける側からすれば反発や抵抗の内容な
どはどうでも良いのであり、文句を言う者は許さ
れない。何しろ小田原まで行かなかっただけで賊
として追放された時代である。九戸氏は南部系だ
が支族なので小田原行きの義務は無かったと思わ
れるけれども秀吉の命令で多くの城が壊されたか
ら実質的な被害も受けていた。被害の内容云々で
はなく、無謀とも思える九戸政実の反乱は東北地
方の人々が抱く反骨精神の現れと見る論が多い。
けれども何の権限もなく侵略する奴が一番悪い。
なお南部氏は「その一」で述べたように源頼朝の
遺児と称する千鶴丸を同行して奥州へ赴任した甲
斐源氏の南部三郎光行を祖とする一族である。
あるテレビの「大坂夏の陣の再現ドラマ」で、
タレントと称する連中があれこれと批評する番組
があり、強引に攻める徳川家康を「悪」で、果敢
に応戦する豊臣方の淀君を被害者でけなげな女性
のように口を揃えて言っていたけれども、これは
権力争いであるから両方とも悪である。むしろ、
東北地方に攻め込んで殺戮を繰り返した秀吉の因
果が、共に栄耀栄華を極め人民を苦しめた淀君に
祟ったと思うべきであろう。そして淀君が護ろう
とした遺児の秀頼は、実は秀吉の子では無く側近
の大野治長か石田三成の子とする説が有力なよう
であるから、それが事実ならば淀君は秀吉という
悪の権化を手玉に取った凄い悪女になる。
解釈をサービスすれば淀君は父親 （浅井長政）と
母親 （お市の方）の仇である秀吉に変則的な復讐を
したのであろう…歴史が難しくなるけれども…個
人的な恨みもさることながら、権力を握った者は
多かれ少なかれ一般民衆を犠牲にしている。歴史
は飽く迄も勝者の栄光の記録であり、その陰にあ

る弱者の悲劇は後世に伝わり難い。本来は弱者の
涙を語り継ぐ歴史があるべきなのだが…話を単純
な形に戻すと、豊臣秀吉による強引で無慈悲な奥
州支配に対して、幾つかの抵抗運動が起こった結
果、その全てが世界大戦に匹敵するような馬鹿げ
た軍事力に依って鎮圧されてしまい、婦女子を含
む多数の人々が殺害されてしまった。そして東北
地方に起こったそれら一連の事件の背後にはなぜ
か鎮圧軍の一員である筈の伊達政宗先生の指導の
影がちらついていたのである。
織田信長やら重臣たちに「猿」と呼ばれながら
伸し上がり自分が天下人になったと思い込んでい
る秀吉は、平氏でも源氏でも歴史上の先覚者を商
売下手な同業者ぐらいにしか見ていない。奥州に
累代の清和源氏を称した和賀又次郎義忠も例外で
は無く同族と共に小田原へ行かず岩手県北上市近
辺の領地 （推定・数万石）を没収されてしまった。
この義忠は武将に似合わず名前に「陸奥守」と
か「常陸介」など、権威づけの官名を付けていな
いと思ったのだが、現地の有力大名で徳川家康の
代に関ヶ原の合戦に於ける対応で失敗した小野寺
氏の盛衰記には「和賀薩摩守」を称していたと書
いてある。どちらにしても飾りであるからどうで
も良いのだが、薩摩芋が育たないと言われる東北
地方に居て薩摩守は素直に考えて不似合いである。
敗者の情報であるから不確実ながら、その義忠
の居た北上市地方には、秀吉の命を受けた浅野長
吉が来て領地を没収し領内の城を壊したという。
義忠はこれに抗議して、妻子を秋田地方へ逃がし
てから居城の二子城 （北上城）に籠り抵抗の姿勢を
示した。話の都合で説明が後になるが、秋田の仙
北地方には和賀氏の分流が居たので、それを頼っ
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たのである。義忠主従らは、その一で紹介した下
岩崎城を含めて抵抗を続け、攻めてきた大敵を防
いで良く戦ったが抗しきれず、自分も城を捨てて
秋田へ行く途中で殺害された…と伝えられる。
是により自称「清和源氏の後裔」は消えたこと
になるのだが、小野寺氏の盛衰記は「疑わしい」
と記録している。つまり殺害されたのでは無く、
何処かに隠れていたらしい。何処に隠れていたの
か…隠れると言っても、秀吉が派遣した軍勢が占
領地である東北地方には田圃の蝗 （いなご）ほど居
たらしいから、深い山中に潜むぐらいしか行き場
はない。勿論、追う側の軍勢は入れる山には入り
込んで調べた。正確に言うと、入りたく無くても
命令で山中を捜索させられたから、顔や手足が傷
だらけになった。それでも見つからない。反乱首
謀者の首が無くては手柄にならないし、捜索責任
者の勤務評定にも影響し、悪くすれば処罰される
かも知れない。そこで適当な戦死者の首を拝借し
「首謀者・和賀義忠」と名札を付けて本部に送り
一件落着を図った。首謀者が退治されれば派遣軍
は引き揚げる。敵も味方も「万歳」を叫んだ。
落城の前に和賀義忠の妻子が落ち伸びていった
とされる仙北地方の分流は、当然だが捜索隊に真
っ先に疑われ「関係者を隠していないか！」文書
で厳しい追及を受けている。しかし和賀地方から
仙北へ抜けるには千メートル級の山々が連なる奥
羽山脈を越えねばならないから誰も現地調査はせ
ず「当地方に逃げ込んだ賊は居らず、また合戦で
疲れた身で山を越えることは不可能です」とする
回答文書を信用したのだと思われる。実際には此
の時に山越えをして仙北地方の和賀系武将に匿わ
れた武士がかなり居たものと推定される。この場

合は堂々とつかれた「嘘」が大勢の命を救った。
和賀の遺臣に頼られた武将は「本堂」を称し、源
氏三代から北条氏に天下が移った「承久の乱」の
前後に和賀本流から分かれて奥羽山脈を越え、出
羽国仙北地方に進出した一族である。源頼朝の遺
児・千鶴丸であると名乗った和賀忠頼の子は忠明
と言う。忠明の第三子が忠朝で、頼朝から名前を
貰ったかどうか知らないが、どうせ三男坊では本
流に頭が上がらない、此処は一つ異郷に新天地を
開こうと、兄から付けて貰った僅かの家臣を連れ
て奥羽山脈を越えた。着いた場所が現在は「真木
真昼県立自然公園」になっている秋田県東部中央
部にある山麓の田園地帯である。
地図を見ると一目瞭然なのだが、古代から秋田
地方に至る交通の障壁となっていた奥羽山脈を越
えると田沢湖近辺から湯沢近郊まで、いわゆる雄
物川流域の沖積平野が開ける。かつて坂上田村麻
呂らが奥羽地方侵略の拠点にした払田柵 （ほったの
さく）が置かれていた辺りの土地は、後三年の役以
降に奥州藤原氏が押さえ、其の後は鎌倉武士の和
田義盛が領有していたと推定されるけれども山向
こうに居た和賀忠朝が出しゃばって来た西暦一二
〇〇年代始め頃の領主は誰だか分からない。
多分、
その頃に鎌倉で起きた「和田合戦＝頼朝死後の北
条氏と有力武将との勢力争い」で義盛が潰された
後に正式な領主が決まっていなかった？
苦労をして山向こうから仙北平野に辿り着いた
和賀忠朝は、真昼山麓に開けた広大な土地に無断
で入り込んだけれども特に妨害もされず、其の地
に強引に居座ることにした。丁度、良い具合に、
かつては蝦夷の砦があったと伝えられる小山があ
ったので、其処を居城とすることにして勝手に山

城を造り、近辺の農民たちを集めて「領主宣言」
をした。その時期を西暦一二二〇年とする説と西
暦一三五〇年以降とする説がある。察するところ
最初に出てきたのが一二〇〇年代で、以後は周辺
武士団に攻められ、逃げ出したり戻ったりして、
ようやく城主として安定したのが足利尊氏の時代
ということになるのであろうか。この山城跡は史
跡として現在でも残されている。
山城と言っても東西が約六百メートル、南北に
は最も長広い部分で百六十メートル程の頂上が平
らな標高百七、八十メートルの台地である。山麓
高地にあるから、高さは手長猿なら届くような感
じの小山で本格的に攻められると長持ちはしない
と思うが和賀忠朝とその子孫は其処に三百十六年
間も頑張っていて勢力を伸ばし見掛けは悪くても
一国一城の領主として鎌倉時代、南北朝時代、室
町時代、戦国時代を生き抜いてきたようである。
謂れは不明だが、その山城が築かれた場所、つま
り蝦夷館の跡は「本堂」と呼ばれていたらしく、
和賀氏を改めて「本堂氏」を称した。
どうでも良いことだが、話に信憑性を持たせる
ために触れておくと和賀 （本堂）忠朝の後は安房
守・親景―伊勢守・親光―式部丞・忠義―少輔太
郎・義次―伊勢守・義胤 （室町幕府の内乱に際して勲功あ
り）―義章―義通―伊勢守・久通 （秋田氏と合戦）―
義安―伊勢守・義房 （近隣の大名と連合して合戦に参加）
―伊勢守・義親 （合戦で討死）―頼親（ 合戦で討死）―
能登守・朝親（ 合戦で討死）…多分、傍線を付した
城主の代に三百年以上を過ごした山城から平野部
の城に移ったものと推定される。
「伊勢守」を称し
た者が多いのは城の形が海老（蝦）に似ているこ
とと関係はない。

12

次の領主が本堂忠親であり、やはり伊勢守を称
した。奥羽地方のリーダーである最上氏から情報
を貰い、天正十八年三月に小田原まで出向いて豊
臣秀吉に領地を安堵された。最盛期には二万石と
も五万石とも言われていた本堂氏であるから仮払
いでも何でも万石単位を認定されても良いと思う
のだが
「地元の史料」
では九千石弱になっている。
石岡の大掾氏と同じで落ち目になった時点での禄
高で査定されたのか、或いは反逆した本流との関
係で減額されたのかは分からない。
既に秀吉が死んで徳川家康の時代になりつつあ
った慶長四年には、秀吉に潰された筈の和賀氏本
流で後継者問題が起こった。よく考えると滅亡し
た家であるから当主は存続しない筈であるのに、
そういう問題が起こるということは誰かが庇って
いたことになり、秀吉や家康の目を誤魔化して其
れだけのことが出来る人物となると伊達政宗ぐら
いしか居ないことになる。この場合、反乱を起こ
して隠れていた義忠か、或いはその子と思われる
秀親という人物が死亡したようで、一応は名門の
名跡を継ぐ当主であり領地は無くても自称・清和
源氏の家系として存続していたものらしく後継者
問題が浮上して来たらしい。
どうせ眉唾な源氏であるから捨てておいても良
さそうなものだが、
名門同好会が中心になって
「和
賀氏の家系が絶える」ことで対応を協議し後継者
を選ぶことになった。家系相続には二つの説があ
って先ず和賀分流の本堂氏に伝わるＡの説では
「奥羽山脈を越えて出羽の国に進出していた本堂
氏から後継者を迎えた」とされる。また和賀氏に
伝わるＢの説では「豊臣秀吉の厳しい追及を逃れ
た和賀義忠の弟が継いだ」ことになっている。追

及を逃れられた手段としては伊達政宗の庇護しか
考えられない。ややこしいことに、どちらの説で
も対象人物が「忠親」と言う名である。
Ａ説に依れば時の流れで豊臣秀吉や徳川家康に
仕えながら苦労をして本堂氏を守って来た忠親が
没落して名前だけの和賀氏を継ぐのは不自然さが
あり、Ｂ説のほうが妥当性はあるように思える。
ところが、Ｂ説だと伊達政宗の「裏の功績」がバ
レてしまうことになる。同時に、本堂氏が和賀の
残党を匿っていた事実も明らかになる。これを防
ぐために本堂氏がＡ説を残したものと思われる。
血液型ではないが、ＡでもＢでも良いのであるけ
れども、実はこの和賀氏を相続した人物が、時節
はずれで一騒動を起こすのである。
上杉景勝を牽制するため東国に来ていた徳川家
康が、伏見城の異変により関ヶ原合戦の開幕を予
想して江戸城を出発したのは慶長五年 （一六〇〇）
九月一日とされる。その七日程前に家康は家臣を
使わして伊達政宗を奥州に留めるように「百万石
の手形」をチラつかせたのである。政宗は二心の
無いことを誓った。伊達と最上が、石田三成に近
い上杉景勝の動きを封じていれば、家康は後顧の
憂い無く石田三成と対決できる。政宗は忠実にそ
の任務を果たした。上杉は動かず、徳川家康は関
ヶ原合戦で勝利することが出来た。
これで終われば平和の為には喜ばしいことなの
だが、怪しい行動を身上とする伊達政宗にしては
何か物足りなさが残る。そこで、ご要望に応える
ようにして或る事件が起こり、政宗の関与が疑わ
れることになる。しかし、この事件は風聞として
伝わるけれども記録が少ない。現代でも大物政治
家の臭い噂は権力構造に依って消臭剤が多量に撒

かれるけれども、伊達政宗が「芳香剤」を買い占
めた話は聞かないから遠慮勝ちに言うしかない。
徳川家康が伏見城 （鳥居元忠）からの知らせによ
って東北行きを中止し、江戸城に戻ってから関ヶ
原へ出発したのは慶長五年 （一六〇〇）九月一日と
されている。その一週間ほど前に、先に述べた「百
万石の夢」が伊達政宗に内示されたようである。
普通の人物ならば宝くじよりも遥かに確率の高い
夢に賭けるのだが、元々は百万石を持っていた政
宗であるから「もう一段上」を狙ったらしく、家
康から頼まれた仕事はキッチリとこなしながら、
万が一にも東軍敗北、家康の没落ということにな
った場合の保険にも入ることにした。
実際に「石田三成が集めた軍勢により徳川家康
が討たれた」という噂が広がって、上杉景勝を抑
えるために出陣中の南部藩の軍勢が逃げ帰る騒動
が東北地方で起こっている。伊達政宗の深読みも
見当外れではなかったのである。自分が殺された
ことになるとは予想しなかった家康は最上義光、
南部利直、伊達政宗らに上杉景勝を牽制させるこ
とにより、石田三成側の東国勢力を封じた上で安
心して関ヶ原へ向かっていった。
上杉景勝は豊臣秀吉に会津百二十万石を与えら
れていたから、その恩顧で西側に付く可能性が高
く、また徳川家康とは同格の大名であったため家
康の下に就くことを快しとしない。上杉の家老に
は切れ者の直江山城守が居て、これが三十万石を
貰って米沢に居る。この主従が秀吉の死後に領地
へ引き籠り冬眠中の熊のようにしているから家康
は気になって仕方が無かったのであろう。
南部、最上、伊達の三軍に監視されて動きの取
れない上杉勢は、無駄に軍備を増強しただけで大
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人しくしていた。ところが、監視団の南部領内で
予想外の人物が騒動を起こしたのである。南部領
内は豊臣秀吉の非情な制圧で多くの武士団が潰さ
れており、退治されたとは言っても、その残党が
かなり潜伏していた。南部勢の主力が上杉監視団
として出動し、国許が手薄になった機会を狙い二
千人ほどの反乱軍が決起した。多分、関ヶ原合戦
で東軍が勝利した頃と推定される。インターネッ
トも手渡しの時代であるから「家康死亡」のデマ
が時間遅れで伝わったのかも知れない。
デマに惑わされたのかどうか定かではないが、
潰された大名の家臣であった者たちが、先に家紋
のことで紹介した北上川沿岸の岩崎城に立て籠り
「和賀主馬亮忠親」を首領として気勢を上げた。
冷静に考えると、時代が変わって徳川家康の天下
になろうとしている時期であるから、豊臣秀吉に
潰された恨みを爆発させるにしても見当違いや的
外れになりかねない。ドサクサに紛れた挙兵だと
しても一揆が「誰に、何を、どうして貰いたい」
のか分からない。首領に担ぎ出された和賀忠親は
没落した和賀家の再興が望みであったことが推定
できるけれども、全員の希望では無い。それでも
起こったのが南部領内であるから取り合えず南部
藩の軍勢が「？」を兜に付けて鎮圧に向かった。
ところが、この勢力が意外に強くて半年ほど抵
抗してから慶長六年の春にようやく攻略されたの
である。南部藩兵が捕らえてみると、その中に伊
達領の者が大勢含まれていて、鉄砲隊で活躍した
り武器や食糧などを運び込んだりしていたことが
窺えた。そして首謀者と目された和賀主馬らの姿
が無い。この一揆がしぶとく頑張っていられたの
は伊達政宗の援助が有ったからではないか…その

様に睨んだ南部信濃守利直は公式文書を以て伊達
政宗に厳重な抗議をした。
これに対して政宗は、現代の政治家の模範にな
るように「知りません。存じません。覚えが有り
ません。記憶に有りません。関係有りません…」
とする文書を南部藩に送っている。それも現代人
には真似の出来ないような堂々たる文面で、どち
らが被疑者か分からないような強い口調である。
抜け目の無い政宗は自分の城である岩出山（古川
市西北）から援助したのではなく、水沢に居た配
下の土豪・白石宗直に支援をさせたようなので、
足がつかず、また万一、発覚した場合でも「秘書
が勝手にやったこと」にできる。四百年も前に伊
達政宗が採用した方法が現代の政界に活用されて
いることを思えば、国会議事堂の玄関前には伊達
政宗の銅像を建てるべきである。
ところが無責任な返事に怒った南部藩は徳川家
康に出す報告書に「伊達政宗の関与」を付記した
らしい。そのうちに南部領内で政宗が本当に知ら
ない一揆が発生した。そこで政宗は討伐の軍勢を
派遣して百五、六十人の敵を打ち果たし、それを
堂々と家康に報告したと言う。
さすがの家康も
「ス
リの親分から財布が届いた」ようなもので、これ
に取り合わなかったと藩史に記録されている。

【風の談話室】
時の移ろいとは、振り返ると実に早く過ぎるもの
かと驚かされます。
何もやっていない者には、もう一年が過ぎたのか
と思うし、何かを必死になってやっている者にと

っては「嘘だろう。もう一年だなんて」と思うも

のである。

だが同じ一年の長さなのなら、走り続ける一年方

が良い。折角生きているのだから。生きているこ

とを実感できる一年の方が良いに決まっている。

田島早苗

【ヨイショ広場】（陸平をヨイショする会）

心を映し出す鏡

辰年も押し詰まった大忙しの二十六日、縄文土
器部会の仲間四人は暢気そうに「北茨城の復興支
援ツアー」のバスに乗り込んでいた。
〝野口雨情生家／資料館・記念館・天心記念五
浦美術館などを見学して、最後は那珂湊お魚市場
でお買い物〟という魅力ある企画に負けて山積み
の年末家事を放りだし、後ろめたさを隠しながら
はしゃいでいる私だった。
修復中の雨情生家には入れなかったが、資料館
の中で、お孫さんが愛情と情熱を込めて語って下
さった祖父の思い出を聞くうちに、童謡の作詞家
として漠然と描いていた雨情像とは違う教育者と
しての信念を貫き通した姿が浮かんできた。「童謡
は児童の精神生活を指導し、彼等をして一個の人
格者にまで円満に生育せしむる力となるものでな
ければなりません」「子供が童謡によって培われる
心の園は、やがて大人になってから咲く、彼等の
花のためであります」等々その数多い著書に記さ
れた言葉の重みを現代の教育者に今一度噛み締め
直してもらいたいと思うことしきり。
太平洋戦争で敗色が濃くなってきた日本軍が、
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最後の賭けとして風船爆弾を飛ばした事は知って
いたが、その基地の一つが茨城県大津町に有った
ことは初耳だった。大槻地には十八個の放球台が
あり、昭和十九年十一月～二十年四月までの間に
約九千三百個を放流、約千個がアメリカ合衆国、
カナダ、アラスカ、メキシコなどに届いたが、戦
局を左右するさせるほどの効果は無かったという。
ただし、オレゴン州で、不発弾が爆発して、ピク
ニック中の市民六名 （大人一人、十～十四才の子供五人）
が犠牲になったとか。
復興成った那珂湊お魚市場は年末らしい賑わい
が戻っていたが、震災前の混みようには及ばない
ようだった。
「復興支援、復興支援」と呟きながら
財布の紐を緩めっぱなしの年の暮れだった。
さて大晦日の夜、何時も二人っきりで静かな我
が家に孫子が集い、総勢十二人と二匹の犬までが
仲間入りして賑やかな年越しになった。
私が幼い頃の年末は、大掃除から餅つき、おせ
ち料理、注連飾り迄それぞれ手順と分担が決まっ
ていて、わくわくしながらお手伝いしたのを覚え
ている。真っ白な割烹着に姉さんかぶりの母がや
けにまぶしく誇らしかった。普段は家事をしたこ
ともない父が八面六臂の大活躍をするのも嬉しく、
家族の絆が一段と深まる年末年始が大好きだった。
父が伸し餅を切り終え、おせち料理も準備万端
整った大晦日の夜、山のように鰹節を削るのは毎
年父の最後の役目だった。鰹節を削る一年の最後
の音が小気味よかった。
除夜の鐘が始まると母は子供三人の財布を縫い
始める。
百八の鐘が鳴っている間に縫い終わると、
一年間幸せに暮らせるのだという。除夜の鐘が鳴
り終わると、同時に父は若水を汲み、神棚と仏壇

「漁師の歌」と「桜の木の下で」の２曲を使用し
に供えて、灯明を灯し新年の祈りを捧げる。父の
打つ大きな柏手が夜の静寂を破り部屋一杯に響き、 て編曲してもらい踊りました。そして今年 月に
「日本組曲」完全版を両国・シアターＸカイにて
身の引き締まる思いがしたものだ。テレビもなか
上演することが決まりました。これは 月に共演
ったあの頃、良い夢を見ようと枕を叩いてすぐに
したクラリネット奏者の橋爪夫妻のご紹介で、
寝入ってしまった。元日の朝は家族全員がそろっ
月 日にシアターＸカイの芸術監督の上田美佐
て、新年の挨拶を交わし、父の削った削り鰹をた
子氏と面談して決まったことです。
っぷり掛けた小松菜のお雑煮と、おせちの祝い膳
を囲む。平和で心温まる新年の行事を、戦争が始
上田氏はレパートリー劇場を企画するなど「良
まるまで繰り返していた。
いものを残す」
「伝える」活動をしていらっしゃい
さて、
辰年から巳年へ十二人と二匹の年の瀬は、 ますので伊藤道郎は兄弟も含めてもっと取り上げ
られても良いと思うとおっしゃってくださいまし
年越し蕎麦を食べながら、去年今年の余韻に浸る
た。こうした言葉は私にとって力強い励ましのこ
間もない年越しだった。テレビや携帯が主流とな
とばです。
ってしまった日常、時代はめまぐるしく動いてい
踊りの世界だけでなく「古い」ということで捨
る。
珍しく穏やかに晴れた元旦、全員そろって土浦
てられ、忘れ去られることのなんと多いことか。
市の八坂神社へ初詣に出かけた。
長い行列に並び、 「伝えることの大切さ」を伝え続けたいという願
正月風景を楽しみながらのろのろと進む。福だる
いは増々強くなりました。
ま等の縁起物には人影もまばら、経済復興が果た
「新しい」ということで飛びついたものの、危
して成るのだろうか？
険さをまざまざと教えてくれた原発…これも東日
本大震災の津波の被害だけでない恐ろしい実情が
今年こそ脱皮した日本が見られますように。
あります。 月に飾ったタペストリーは私が教え
ている生徒の作品でしたが、自分のできることで
伝える活動ということで「ちくちく着物プロジェ
柏木久美子
クト」を継続応援します。
飛躍の年
美浦村の仲間と東海村村上村長を招いての講演
新春をお慶び申し上げます。昨年は舞台を見て
会を企画していますが、そこでも「ちくちく」の
いただきありがとうございました。
タペストリーを飾ります。志を同じくする仲間を
増やしながらの活動を今年も精一杯やりたいと思
本年もよろしくお願いいたします。
います。どうぞ皆さん見に来てくださいね。
ここ何年前から「日本組曲」をやりたいと騒い
でいたら、ヒロ爺が取り上げてくれて昨年６月に
ギター文化館で踊ることができました。この時は
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【ことば座だより】
小林幸枝
嬉しい年に
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

白井啓治

一年もあと三日で終り、と思った日、白井先生
から東京公演が決まりましたと連絡を頂いた。
今年の十月二十三日から二十五日の三日間、両
国のシアターＸカイという劇場での公演となりま
す。ホルストが伊藤道郎のために作曲したと言わ
れている「日本組曲」を主題とした将門伝説苅萱
姫物語を上演することになります。大先輩の方達
との共演もあるとのことなので今からわくわくし
ています。
最近、私の公演を見た友人たちから、万葉集な
どに興味を持って、いろいろ見ているという話し
をされました。また日本の歴史にも大きな興味を
持つようになったとかで、良くメールで話すよう
になりました。私の舞台を見て日本の短歌や歴史
などに興味を持っていただき大変うれしく思って
います。
今年も頑張って、ふるさと物語を演じていきま
すのでどうぞよろしくお願いいたします。

やっと第一歩を…

小林幸枝の手話に、舞台表現のスケール感を見
出し、手話による表現を軸にした朗読舞を創案し
ことば座を設立して今年で７年になる。ギター文
化館の協力を得て、当館発として「常世の国の恋

物語百」を発信してきたのであったが、漸く発信
基地からの第一歩を踏み出し、東京での公演が決
まった。
当初は、舞台公演など全く縁のなかった小林幸
枝を連れて二人だけの出発であったが、舞台の背
景画に兼平ちえこさんの参加を貰い、次いでオカ
リナ奏者の野口喜広さん夫妻との共演、ギター文
化館専任講師でギタリストの大島直さんとの共演、
そして現代舞踊の柏木久美子さんの参加をいただ
き、
漸く劇団としての形を成してきたのであった。
昨年、柏木さんよりホルストが伊藤道郎のため
に作曲した日本組曲の事を知り、早速その試演を
６月に行ってみた。そして、これならばオーケス
トラをバックにした本格的舞台にかけることが可
能と自信を深め、その実現に歩き始めたのであっ
た。
一つの確りとした題材が現われると、その題材
の有する潜在力が次々に人の繋がりを産み、話し
がとんとん拍子に運び、年末に両国のシアターＸ
カイでの公演が決まったのであった。
柏木さんとの共演で、伊藤道郎を身近におくこ
とが出来、そこから日本組曲の話が現われ、その
音楽を担当してくれる人を考える中で、かつての
弟子であった橋爪・塩見夫妻との再会が始まり、
さらに弟子の塩見君の繋がりで伊藤道郎とヨネヤ
マママコさんとの関係を知る事となり、ママコさ
んには東京公演での協力を頂けることにもなった。
この日本組曲を主題とする将門伝説苅萱姫物語
を企画することで、これまで忘れていた多くの人
の繋がりが新たに始まると共に、直接にはつなが
りのなかった人たちとの間に、へーそうだったの
ですか、という不思議な縁を発見したりと、一つ

の確かな題材の有している潜在力というものを、
今更の如く知らされた。
苦節７年といえば格好が良いが、そうではなく
好きなこと、やりたい事をやっての７年が正解で
ある。その７年で漸く最初に描いていたことへの
第一歩を踏み出すこととなった。
さてさて、今年は大層に忙しい一年になりそう
である。

当ふるさと風の会は、５月でまる７年となる。

振り返れば、そう遥々遠くまでやってきたものだ

と思う。だが、当風の会は振り返って懐かしんだ

り、感傷に耽ったりしてはいけない。

自らの来し方を振り返る時は矢張り「怒りを込め

て振り返れ」であるべきだろうと思う。

明日の希望を思うのであれば、過去は懐かしく振

り返るのではだめで、本気の怒りを持って振り返

る事が必要なのであろうと思う。

寂れ行く町には慣れ合いを捨てなければ希望は生

まれてこない。

希望は望むものではなく創るものなのだから、本

当の怒りを持って振り返り、既成を突き破る力を、

型破りをする力を身に着ける事だろう。

（白井啓治方）
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