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・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

会をお待ちしております。

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：勉強会を行

っております。

○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

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

「ふるさと風の会」
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ふるさと〝風〟

未来に希望を繋ぎたいと考えるのであれば、プロ
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
としての絶対要件としての力を身につけた市民の
存在が大きなカギを握ることになる。その意味を
第 号【
７周年記念号】 （
２０１３年６月）
もって「市民プロ」という概念をルネサンス講座
には持たせ、それに続く「ふるさと風の会」の活
動にも市民プロとしての気概を持って当たってい
るのである。
白井啓治
の会および会報の根底にあるものは「我がふるさ
こういうと実に大袈裟ではあるが、活動継続の
風に吹かれて（ ）
とをヨイショするための市民プロ活動を継続させ
実際にはこの大袈裟がぶれない軸を造るうえで非
る」と言うことである。
常に重大なことなのである。
『祝いの餅も三つまでと七福神のいふ』
「ふる里おこし」と言うスローガンを持って始
まった「ふるさとルネサンス講座」であったが、
その講座の目指すものは「市民プロの育成」であ
った。
市民プロ…？ 何だそれは、
と思われるだろう。
しかし、この市民プロという概念の認識のできな
い所には、活性化というものはなく、沈滞そして
沈没しかないと言える。
一般にプロと言うとお金を貰って何かをする人、
職業人と認識されている。そのことについて異議
をさしはさむつもりはない。だが、プロとしてあ
るためには金銭の授受とは全く無関係のところに
あるプロフェッショナルとして絶対不可欠の要件
がある。
それは、プロあるいは職業人としてのスキルの
本質を支えている力、即ち「既成を打ち破る力。
型破りを創造する力」を有していることである。
既成を打ち破る、型破りをする、という表現の嫌
いな人は「仮説設定と考察能力」と置き換えても
良いだろう。いずれにせよこの力はジャンルを超
えてプロにとっては必要不可欠な力である。
此の地に住む市民として、
ふる里を大切に思い、
この会報も、先月 号を発行し、まる七年を終
えることが出来た。今月からは八年目を歩むこと
となるが、今月号は七周年達成の記念号として、
これまでの七年を振り返っての感想等を先月号に
続いて少し述べてみたいと思う。
一つの活動において十年一区切りの目標を立て
それをクリアしていくためには、三、五、七、九
そして十、と言うように小刻みのステップでの継
続計画を持つ事が必要である。小生これを七五三
の法則だとか原理なんて言い方をして、その節目
を大切に考えている。
中でも七は、
十年継続への重大な節目といえる。
七年のクリアをみんなで喜び、その後の二年を頑
張って九重の祝いを行い、その勢いで後の一年を
駆け抜ける。まあ、こんな風に十年が続けられれ
ばいいと思っている。そして次の十年にも気持ち
を新たにして同じように三、五、七、九、十のス
テップで継続させていけば良いだろうと思ってい
るのだが…。
ふるさと風の会および会報「ふるさと風」の始
まりの経緯は先月号に書いたとおりであるが、風

ふるさと風の会会員募集中!!
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打田昇三

自分の住む里をふる里として次代の人達に残し
伝えていくためには、古びた因習であっては次代
の人には受け取る魅力は何もない。ましてや現体
制に媚び、烏合の衆に阿るようなものに対しては
新しい世代の者達には何の魅力も感じない。
ふるさと風の会は、打たれる杭であれ、と個人
的には思っている。そして、とてつもなく長い杭
を立て「どうだ打ってみろ！」と断言することの
出来る会であって貰いたいと願っている。
まだ十分な覚悟の出来ていない風の会なので、
「祝いの餅も三つまで…」と風の呟きに託したの
ではあるが、自分の人生に覚悟を確りと持つのは
煩悩が多すぎてなかなか難しいものである。

七年の小史
「ふるさと風の会」も七周年を迎える…と、胸
を張って言いたいところだが、人生の貯金が乏し
い高齢者は、正直なところ過ぎ去った歳月よりも
明日が心配な面もある。それでも七年間に亘って
あれこれと「ふるさと風」に勝手なことを書き続
けてきた罪は重いと思うので先ず、此の場をお借
りしてお詫びすると共に、呆れながらも面倒を見
て下さる主宰の白井啓治さんにお礼を申し上げた
い。
反省をして余計なことを書かなければ良いのだ
が「ふるさと風の会」の目指すところは「ふるさ
との歴史・文化の再発見と創造…」であるから、
昔のことで何か疑問があるのに黙っていては「嘘
つき爺さん！」で終わってしまうし、会員の義務

と神武天皇では時代が合わないし、薬も無いのに心肺停止の危篤

にも反することになるので八年目に突入しても懲
りることなく、自分自身でも怪しいと思うような
愚説を展開させて頂くことにする。御容赦を賜り
たい。
準備に先立ち白井啓治さんは「七周年を重視し
ている」と言われた。確かに「七」という数字は
意味が深いと言うか、良いことに使われると言う
か、私が知る範囲でも「七福神」を筆頭に、子供
の出生を祝う
「お七夜」
、
成長に付随した
「七五三」
、
一週間が「七日 （日月と火水木金土の星）
」であり、
「七
」も主要行事である。宝物として「金・
夕 （たなばた）
（きんぎんるりは
銀・
硨瑠
磲璃
・・
赤玻
珠璃
・・
碼碯
りしゃこせきしゅめのう）
」の七つが挙げられ、今の日
本では無理だが古代ギリシャには「七賢人」が居
たし、魔性 （悪）が入り込まないように張り巡らす
障壁を「七里桔界」と言った。そして強引だが、
目出度いことが続くようにと「五八〇年七回り＝
五八〇年に、干支の一回りである六〇年 七
× （四二
〇）を足すと千年」などという祝言葉もある。
神話の世界を引き合いに出すと、有史以前の古
代日本を知る石上 （いそのかみ）神宮の御神体は七十
五センチ程の古い太刀であるが、これが
「七支刀」
と言って左右に三本ずつの枝が出ている。この太
刀は、荒唐無稽な神話の世界では日本に未だ国家
が存在しなかった（世界でもエジプト王国ぐらいしか無かっ
た）時代に、鹿島神宮の祭神である武甕槌命が天
照大神に頼まれ、全員が意識不明で全滅の危機に
瀕した神武天皇の軍隊を助けた太刀ということに
なるのだが、是は嘘にしてもヒド過ぎる （天照大神
患者を何百人も救える訳が無い）話である。
神話は神話として放っておくことにして、実際

には七支刀が日本に伝わったのは西暦二、三百年
代で朝鮮半島から九州王国に伝わったらしい。そ
れが七世紀以後に九州王朝の衰退で天皇家に献上
され、天皇の神庫であった石上神宮に収蔵された
と「失われた九州王朝＝天皇家以前の古代史」（古
田史学会・古田武彦先生の著書）に書いてある。
ご専門の先生方には叱られるかも知れないが、
私が勝手に書き始めた「平家物語」でも冒頭の「祇
園精舎」の中で、平家の始まりは平国香から正盛
までの六代が「…諸国の受領 （ずりょう＝公務員で言え
ば地方役人）たりしかども、殿上の仙籍をば未だゆ
」とあり、天下を取る
るされず （天皇に近侍できない）
ようになった平家は七代目の忠盛 （清盛の父親）から
目が出てくることを示唆している。
その平家は一族が余りにも高い地位に登り過ぎ
たため、世間の反感と言うより後白河法皇と公家
たちの怒りを買い、辛うじて生き残っていた源氏
と地方に埋もれていた平家系武士団に引き摺り降
ろされることになる。その教訓で私は「人間は高
い所に登るべきでは無い」と思っているから東京
スカイツリーにも興味が無いし登る気も無い。何
よりも塔の高さは武蔵を洒落て六三四メートルら
しいのだが、これは四捨五入しても七百メートル
にはならないことが気に入らない。
養和元年 （一一八一）一月の末に平清盛は病気に
罹った。平家の地盤であった西国で「反平家」の
軍勢が旗揚げをしたため是を討つべく総大将の宗
盛が出かける矢先である。出陣の予定は二十七日
であったが、めでたい「七」の数字も裏目に出る
と恐い。清盛の病気は理由の分からない高熱であ
る。熱も三十七度ぐらいならば安静にして長くて
も七日ぐらいで全快するが、清盛の場合は体温計
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が壊れるほどの高熱である。それが七日程も続い
て二月四日に絶命した。死亡したのが満年齢で七
九
×の六十三歳である。遺体は七日に荼毘に付さ
れ、神戸近辺の経が島に埋葬された、と伝えられ
る。
此の時に鎌倉に居た源頼朝は平頼盛（頼朝少年を助
けてくれた池禅尼の子・清盛の異母弟）に手紙を出し、ま
た後白河法皇に書を呈して「…臣（頼朝）敢えて
乱を成すに非ず。すなわち乱を安んずるのみ。陛
下 （後白河法皇が）なお、平氏を棄てざれば （平氏討伐
をお望みで無いならば）すなわち請う。両 （ふたつながら＝
源平両者）和を講じ、二姓並び仕うること往昔の如
くせん。其の忠、其の否、簡ぶ （えらぶ）こと陛下
にあり」と申し入れた。和平交渉を提示したので
ある。
是を受けて後白河法皇は平家側に此の話をした
のだが、平家の頭領は清盛の後を継いだ宗盛であ
る。此の人物は壇ノ浦でも見苦しい態度を取った
ようで、実は清盛の子では無かった （嫡流の男子が欲
しい清盛が時子夫人に男児を産め、と命じたが、人間は養鶏場の
鶏と違って生み分けが出来ないから生まれたのが女児だったので、
同じ頃に生まれた職人の子と交換した）とする説があり、
清盛の後継者としては、不適格な人物であったか
ら、後白河法皇から示された和平交渉の案を検討
することもせず、一門に相談することもせず蹴っ
てしまったのである。その言い分は「父・清盛の
遺言で頼朝と戦え！と言われたから…」と、七歳
の子のような純情な思考で和睦を拒否した。
此の時の後白河法皇の考えは、
朝廷が都を抑え、
平家を西に定着させた上で、源氏には鎌倉を拠点
として東国を支配させ、東北地方は奥州藤原氏を
置いて相互牽制により戦乱の時代を終わらせる…

と言うもので、いち早く都に突入した木曾義仲は
世間知らずで既に自滅していたから、此の案はと
かく評判の悪い後白河法皇にしては良い考えであ
ったのだが平宗盛に拒否されて折角の和平交渉も
挫折してしまった。然も其のことに依り平家が滅
亡するのであるから、組織のリーダーは調子が良
すぎても無能でも困るという教訓である。現代で
も政治家と称する連中は「調子が良い」か「何も
出来ない」か、の二種類しか居ないようなので余
計な心配をしている。
平安時代の末期、その気になった源頼朝が平家
を滅ぼして日本国中を支配することになるのだが、
この男は三〇年近くも伊豆の辺鄙な場所で囚人と
して生活していたのであるから、自分の家臣など
居ない。平家打倒に立ち上がったのは、平家に服
従していた武士たちの中で落ちこぼれた連中であ
る。世の中は何事も公平とはいかないので陽の当
る場所にいる者と、
そうでない者との差は大きい。
地方の武士団は何年かの交替制度で都の警備をさ
せられる。その負担が大きいのに何の恩恵も無く
て平家一門だけが良い思いをしているから不満が
つのる。
囚人の源頼朝を監視していた伊豆の武士団で、
藤原系の伊東氏は不満が有っても仕方が無いと諦
めたが、同じく監視役の北条氏は嘘か本当かは別
にして「桓武平氏系」を称していたから伊東氏と
は同じ感情では無い。北条氏の申告によると平貞
盛の子・維将 （これまさ）を祖先としている。平清
盛の系統は貞盛の子・維衡 （これひら）で維将の弟
になると思われるから、北条氏の方が正系だと思
っている。
さらに頼朝夫人となった政子の父親・時政は八

幡太郎義家の母親となる女性の兄か弟の子孫、つ
まり鎌倉一帯を領有していた平直方の曾孫らしい
ので平貞盛からは七代目になる。田舎侍であって
も「俺が何とかしなければ！」という気概を持っ
ていたと思われる。幸か不幸か囚人として預かっ
ていた源頼朝が、時政の娘で良く言えば男勝り一
般にはハネッカエリと言われる政子と一緒になっ
てくれた。先は見え無いがチャンス到来…治承四
年 （一一八〇）八月十七日に源頼朝を立てて北条時
政が平家に背くのである。
そういう経緯があるから、鎌倉幕府の基礎が出
来上がった時点で頼朝は暗殺され （落馬が原因とされ
て、暗殺の責任が馬に転嫁された）北条氏が後を継ぐ。そ
の理屈から言っても、人間は余り高い地位には登
らない方が良いので、既に述べたように私は東京
スカイツリーに興味が無くて、高い所は筑波山に
でも行けば良いと思っている。
筑波山は容姿端麗なだけで無く、雪も積もらな
いし展望も開けていて女性でも安心して登れる山
である。
ただ登山道に一か所だけ
「弁慶の七戻り」
という難所？が有る。登山道に巨岩が覆い被さっ
ていて今にも落ちそうであるから、さすが剛胆な
弁慶も七回戻って、ようやく通過したという。頭
から嘘だ！と言ってしまえば実も蓋も無いが…。
弁慶の主人である源義経は余りにも手柄を立て
過ぎて、それを後白河法皇が頼朝を牽制する目的
で上手く煽てて官位を与えた。義経は頼朝配下の
武将として平家と戦っていたのであるが、本人は
兄弟という意識がある。頼朝の方は家臣としか見
ていない。これは仕方が無いことなので、一人の
家臣も居ない立場で平家を倒すというドンキホー
テにも劣る立場の頼朝にとっては、味方になって
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くれる武将たちの手前、兄弟だの親類だのと特権
を与えては居られないのである。
源氏一族の或る武将が戦場から頼朝に手紙を出
して「自分は指揮官として出陣して来たのに、武
士たちが言うことを聞かないので、何とかして欲
しい」と言って来た。頼朝は返事を出して「お前
さんを指揮官などにした覚えはない。他の武士団
は何の見返りも無く協力をしてくれているのに勝
手なことを言うな！サッサと戦死してしまえ！」
と励ましている。そう言う例からしても頼朝は身
内を庇う感覚がない。
其の点では平家の一族重視が際立っており、それ
で団結していたのだが北条氏のように一門に入れ
て貰えなかった武士団には面白くない。
其れとは違って源義経は頼朝に対して兄弟の意
識を捨て切れずにいたから次々と手柄を立てなが
ら次第に疎外されてしまうことになる。後白河法
皇はそういう状況を察知して頼朝の勢威を削ぐた
めに義経を利用することにしたのである。宴会の
ビールでは無いが、取り敢えず「従五位の下、検
」と言う、
非違使左衛門の尉（けびいしさえもんのじょう）
武士としては誰でもが成りたい花形の職を与えら
れて、義経は有頂天になってしまった。此の地位
は特例で「仙籍を許される」つまり平家が七代も
掛かった昇殿が許されるのである。
兄で有り主君でもある頼朝は少年時代に貰って
既に期限の切れている右兵衛佐 （うひょうえのすけ）
の侭であるから無冠に等しい。従う者たちは敬意
を表して「前兵衛佐＝武衛」などと呼んでくれる
が総大将である自分が無冠なのに、命令で動いて
いる弟の勝手な叙位叙勲が許せない。それに加え
て平家が滅亡した壇ノ浦の戦いでは海に飛び込ん
だ安徳天皇生母 （清盛の娘・建礼門院・徳子）を義経が
救助して必要以上に介抱した （介抱の仕方もいろいろ有
る）らしい。さらに清盛夫人・平時子の姪を妻に
した。父親の平時忠が秘密文書を持っていて義経
に押収されたのだが、それを返して貰う条件とし
て娘を差し出したらしい。多分、裏金の帳簿でも
あったのか…義経は兄で有り主君である頼朝の許
しを得ずに指揮官の役得を十分に享受したのであ
る。
平家の最後となった壇ノ浦の合戦では平家方が
大型の船五百隻に分乗していたのに対し、源義経
は自由の利く小船七百艘で戦った。最初は弓矢の
戦いであるから大きい船に居たほうが被害は少な
い。不利と見た義経は、どういう手段を用いたか
は不明だが謀略で平家側に裏切りをさせたらしい。
義経は優先的に女性を救助し、平家の軍勢は皆殺
しにした。合戦の状況は刻々と鎌倉に報告される
から、頼朝は「兵士の略奪を禁じ、全ては朝廷の
指示に従うよう」命令を出したのだが、手遅れで
あったらしい。義経軍の監視役は梶原景時なのだ
が義経は是を軽んじていて二人は仲が悪いから、
戦場から鎌倉に来る情報は義経にとってプラスに
なるものが全く無い。
文治元年 （一一八五）五月七日、源頼朝は義経に
対して、捕虜となった平宗盛らを連行して鎌倉へ
来るように命じた。
「七の日」は良いことが有る筈
であったけれど、縦横無尽に活躍し過ぎた義経の
行動は、監視役の梶原景時により逐一報告されて
いたから前評判が良くない。
鎌倉を前に、凱旋将軍としてパレードでもした
い源義経を待ち受けていたのは北条時政であり、
捕虜を受け取ると領収書も出さす冷たい態度で

２０１３ ＣＯＮＣＥＲＴ ＳＥＲＩＥＳ

６月 ９日
６月２３日
７月 ７日
９月 １日
９月 ８日

國松龍次ギターリサイタル
高橋竹童津軽三味線コンサート
井上銘・金澤英明ジャズライヴ
ロス・トレス・アミーゴス
里山と風の声コンサート

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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「はい、御苦労さん！」と言ったきり、消えてし
まった。
実質的な平家追討の功労者である源義経は、凱
旋して来てもご褒美が貰えないどころか鎌倉にも
入れなかったのである。現代ならば繁華街を歩い
ているだけでテッシュペーパーが貰えるのに気の
毒な話ではあるが、頼朝の周りにいる重臣たちも
夫婦喧嘩と間違えてとりなしをしない。結局、義
経は京都に戻るしかなかったのだが、後白河法皇
に頼んで九州の地頭にして貰ったけれども、それ
が仇となって鎌倉からの追っ手が続々と来るので
九州にも行けず、途中から身を隠して逃亡生活を
送ることになる。

ギター文化館

多分、逃亡生活の途中で源義経主従が筑波山にも
兼平智惠子
七周年を迎えて
来たであろう…という推測から「弁慶七戻り」が
名所になったのである。日本国中を逃げ回った義
ふるさと〝風〟を愛して下さっている皆様に感
経は衣川館に辿り着き藤原秀衡に匿って貰った。
謝申し上げます。
苦労して奥州から出てきて七年目である。
文章力の向上。
原稿の〆切を守ろう。
今月こそ、
文治五年 （一一八九）七月十九日、頼朝は大軍を
今月こそと七年が過ぎてしまいました。
率いて奥州攻めを行い、義経と藤原氏を滅ぼして
知恵もない私にこの名は似合わない、やさしく
「金」を奪う。人間の征服欲はキリが無いが、や
「ちえこ」にしよう。
がて頼朝も北条氏に暗殺されるから「因果応報」
ところが最近、古代漢字を研究する先生曰く
である。
「あなたは物事を瞬時に考えて行動を起こせる、
それに先立ち、寿永四年 （一一八五）十二月、何と
人に恵みを与えることの出来る人なんですよ」
と。
本名の智惠子にもどります。
しても義経を捉えたい源頼朝は諸国に「守護・地
頭」を設置した。是に依り従来の国司制度は有名
これからもどうぞ宜しくご指導の程お願いいた
無実化して律令制度が崩壊した。常陸国では平将
します。
門の事件以来、筑波山麓を中心として日本一と言
われる程の広大な領地を保有しながら常陸国府の
大掾職を世襲していた桓武平氏系の大掾氏が没落
八年目へのスタート
菅原茂美
することになるのである。（大掾という国府の地位が消滅
してしまったため）替わって頼朝の信任が厚い小田氏
この街に花開いた「ふるさと〝風〟」は、先月
が常陸国の守護職を手に入れ急速に伸びて来る。
号で、第 号・満７年の中間点を通過した。マラ
曾我兄弟による富士の裾野の仇討事件（実は北条氏ら
による頼朝暗殺未遂事件）の後である。
ソンは限定された距離であるが、我々のコースは
無限の道のりである。それが途切れないよう我々
中国の諺らしいが「天下意の如くならざるもの
は毎月、会員の誰一人、一度も欠かすことなく、
恒に十にして七、八に居る」というのがある。十
中八九は思い道理にならない…と言うことらしい。 投稿を続けた。多くの読者に励まされ、我々は、
明日に向かって、より力強く走り続けたいと願っ
「ふるさと風 」
が曲りなりにも七周年を迎えられ
ている。
たことは有難いことであり、素晴らしいことなの
かも知れない。
私自身は２００７年 月加入で、 年１月、
「ふるさと風 」をお読み頂く皆様にお礼を申し
回分の投稿を纏め、
『遥かなる旅路』として、
上げます。
刊行した。いささか独断と偏見にとらわれている
かもしれないが、精一杯の私の魂の叫びである。
投稿の永続こそ、我が「さだめ」と信じ、淀んだ
５０

８４

１２

１２

空気を払いのけ、明るい未来を切り開くための提
言を、
今後一層、
継続していきたいと思っている。
この星に生を受けた我ら人類。むやみやたら大
脳を膨らまし、
「文明」らしきものを築きあげてき
た。しかしその全てが理にかない、万物の霊長と
して、称賛に値するかといえば、ちょいと疑問。
緻密そうで実はかなり〝ずぼら〟。自分勝手で、
近年は棲みかである地球環境を、メッチャ破壊し
過ぎ、子孫の安住の星とは言えなくなってきた。
人類も自然の一部。地球上のすべてを我が物顔
は厚顔過ぎる。地球は子孫からの預かりもの…と
認識し、資源を枯渇するまで略取することは、未
来の子孫が享受できるはずの「命の糧」を奪い取
ることになり、それは種の滅亡へと繋がる。
世界は、経済競争に、いい加減この辺で歯止め
をかけ、スローライフを重んじ、子孫から喜ばれ
る環境を、しっかり築きあげていきたいものであ
る。
年６月「ふるさとルネサンスの会会報」とし
てスタートした本会報は、第 号から「ふるさ
と・風」と名を変え、前月第 号を迎えた。全員
が毎月一度も欠けることなく、営営と続けたその
情熱に敬意を表する。
「継続は力なり」とよく言わ
れるが、先輩達の努力のお陰で、新たな次の一歩
が踏み出せる。
私は第 号から参加したが、過去の投稿を振り
返ってみると、よくもまあこれほどまでに、独善
と偏見を顧みず吠えまくったもの。現役時代、公
務員として、言いたいことも言えず、脳味噌が腐
るほど長い年月、雌伏の時を過ごしたその反動
か？ 古希を過ぎ、何に臆することもなく、歯に
衣着せず、高唱を続けたい。今や青春満開。
２００６

１９

１１

６０
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木村 進

今回の原発事故は、自然の脅威を「想定外」で
は済まされない。想定外とは、当事者の知識が不
足か、又は自然を見くびったかのいずれかだ。今
回は傲慢な後者だ。聡明な次世代は、謙虚な反省
からのみ生まれる。今後、人類の奢り高ぶった物
質文明偏重の傾向に、歯止めの重要性を主張し続
けて行きたい。
人間も、ＤＮＡという利己的な遺伝子に、生存
の根幹を支配され、弱肉強食の野生の本能から逃
れられない。
どんな高尚な理念を掲げても所詮は、
「己の利」
に貫かれ、
生存競争を生き抜いて行く。
長い人類の歴史がそれを証明している。その最た
るものが○○大王とか、△△皇帝である。己の欲
望を満たす為、強力な武力で周りを虐げ、王国を
築きあげる。権力の象徴として巨大な構築物を建
造する。一般庶民や兵卒は王のための消耗品とな
る。これが「知恵あるもの＝ホモ・サピエンス」
の辿ってきた歴史だ。
産業革命以来、近代国家に民主主義が芽生え、
市民に自由や平等がもたらされたとはいえ、十分
とは言えない。歪な社会は厳然として存在する。
今後人類は何に重点を置き、
明るい未来のために、
今、何をなすべきか…浅学ながら提言を続けてい
きたい。

日々に感謝の気持ちを

このふるさと
「風」
の会が７年を迎えたという。
会報も一度も休むことなく毎月発行され、８５回
目となった。よくまとまって続けてこられたもの

だと驚きの念を禁じえない。
私はその中では、昨年 月から会報に記事を書
き出したまったくの新人です。
しかし、半年しか経たないのに、もう音を上げ
かけている。続けて記事を書くのがどれだけ大変
であるかがやっと感じ始めてきた愚か者である。
それなのに会員の皆さんは７年も休まずに継続し
てこられたのである。驚くべきことだ。
私がこの会のことを知ったのはもう４～５年く
らい前のことだと思う。そのいきさつを少し述べ
ておきたい。
この会が始まった時には、まだ隣町 （かすみがうら
市）に仕事の関係で住んでおり、定年も近づいて
きたのを機会にここ石岡市内に越してきたが、こ
の町も９月のお祭り以外に特に目立ったこともな
く、引越してきたばかりは、駅前の西友はビルだ
けが残り、中町の「高喜」は既になく、石岡信金
も破綻して、街は鹿島鉄道の廃止予定が発表され
て、存続運動の張り紙が目につく程度の寂しい街
並みであった。
駅前といえどもあまり人が歩いていないのを不
思議にも思ったが、これも次第に慣れ、半年もす
るとごく当たり前の風景が広がっているに過ぎな
くなってきていた。
その頃、数年先に定年が迫ってきていたため、
学生時代の友人や同じ団塊世代と言われた職場の
同僚たちとも徐々に定年後の第二の人生の話題が
上がるようになっていた。
私も会社人間で仕事に明け暮れた日々を過ごし
てきたが、一度病気で一ヶ月程度入院したり、職
場での先が見えてくるにつれ、自分のための何か
を見つけなければとの思いが強くなっていた。
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そんな中、歴史の里と言われる石岡の情報を得
ようとネット検索をしておりました。しかし、驚
くことにほとんど肝心な情報はヒットしません。
行政を含め、この情報化社会に全くお粗末な記事
ばかりが目立つのにあきれ果ててしまったのです。
独自のドメインも取らずにぷららなどのプロバイ
ダの下のホームページを行政機関でも平気で使っ
ていたり、呆れるばかり。
そしてご多分に漏れず、行政の情報発信力の弱
さを時々あちこちで愚痴って批判などもしていま
した。しかし、これもしばらくするとあほらしく
なってすぐに限界に達してしまったのです。
「おまえは偉そうにしているが、自分で何かが
できるのか？」
「地元のことを悪く言って、それで
いいのか？」「所詮よそ者だろう？ よそ者に何が
わかるのか？」などと言われているように感じて
しまったのです。
普通ならこれで頭を引っ込めて亀のようにじっ
としていればいいのでしょう。しかしこんな第二
の人生ほどつまらないものはないでしょう。
その数年前から、個人や会社内部などでもホー
ムページ作成を手がけ始めていたこともあり、地
元の情報発信力が弱いなら、少しでも自分から情
報を発信して、ここ石岡のことを日本全国の人に
知ってもらいたい。石岡のおまつりが関東三大祭
りというなら、他の場所から発信される情報量を
上回るくらい勢いがなければ、なんでこの地が三
大祭りなどと言えるのか？ そんな気持ちで石岡
の歴史案内のようなホームページ『１３００年の
歴史の里
「石岡ロマン紀行」
』
を立ち上げたのです。
それも「行政でやらないなら変わってやり始め
てあげるよ。後から雨後の筍のように湧いてくる
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までの先達をやってあげるから後から付いておい
で」などと今から思えば、鼻高天狗のような高慢
な気持ちがあったのです。
そして名所旧跡と言われるところをくまなく訪
れ、そしてその歴史を調べホームページに写真と
ともに掲載して行きました。それも他所の場所の
人が、この地を訪れることを意識して「ロマン紀
行」などというタイトルにしたのです。
私は他所の土地を渡り歩いてここに来たことも
あり、また、仕事で海外も何回か訪れました。行
政区分の「石岡」には何のこだわりも持っていな
かったことで、
かえって周りとの壁が取り払われ、
大昔にこの地で過ごした人々の流れが見えるよう
になってきました。
これは思わぬ発見でもありますが、地元の歴史
文献などにかなりの嘘や誇張が見られるように感
じて気になるようになってきたのです。また街中
にどっぷりと浸かっていると「井の中の蛙大海を
知らず」であることも見えてきたのです。
これは石岡に限ったことではなく、どこにでも
見られるものですが、行政区分で境界線を超える
と、
もう１ｍ先は興味の範囲外に置かれてしまい、
継続した流れが見えなくなってくるのです。狭い
行政区分でしか物が見えないとどうしても偏った
見方になります。まして生まれ育った場所は愛着
もありますので贔屓目に見てしまい、地元を自慢
したいという表現に偏ってしまうのでしょう。
しかし歴史を見るときに古くからの歴史がある
からといっても何の「自慢」にもなりません。歴
史は事実であり、事実を明らかにして、それに対
して後の人がさらに発展させて歴史が継続する。
そしてそこに自慢すべき文化が花開く。
ヨーロッパなどをみてもその通りなのです。文
化が花開かない場所は、歴史などはたんなるガラ
クタの塊に過ぎないでしょう。
そんな中、石岡から文化の創造をして情報を発
信していこうというこの会の存在を知ったのです。
そして、会には時々誘われてもいたのですが、
持ち前の消極的な性格もあり、足を踏み出せない
でおりました。しばらくして会報の印刷をする手
伝いをはじめるようになりました。
そしてしばらくしてから、「今までの会報をホー
ムページで公開したらどうでしょう」という提案
をさせていただき、私の方でホームページを作成
させていただきました。そして、これはもう３年
以上続いています。
しかし、どうも会員の皆さんの記事の格調が高
く、とても私が記事を書くのは自信もなく、手伝
い専門で皆様の集まりの席に呼んでいただいてお
りました。最初は気楽に、皆さんの話も興味深く
「面白い・面白い」とズルズルと会費も払わずに、
「手伝っているからいいだろう」と厚かましく構
えていたのですが、やはりどうにも居心地が悪く
なってしまいました。会員の皆さんは良い方ばか
りで気楽に接していただくのですが、３年も会員
でもないものが会の集まりに行くのが申し訳なく
なり、仕事も暇になりそうな気がして、会に入れ
させていただきました。会員の平均年齢が少し若
くなったと喜んでいただきましたが、現実は、仕
事もまだ結構忙しく、新たな仕事も挑戦したりし
ていますので、結構暇がない状態が続いておりま
す。
これは忙しいのを言い訳に使って、自分の役割
を軽減しておきたいというずる賢い考えがあるの

ですが、前に書いたようにこの記事を継続する難
しさをつくづく感じて、半分は後悔の気持ちを何
とか堪えております。まあ、今回も原稿締め切り
間際に駆け込み記事を書いている次第です。

紡ぎ出してみませんか。

あなたの家の庭の土で…、また大好きな

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

ナ演奏に興味をお持ちの方、連絡をお待

ちしています。

野口喜広 行方市浜２４６５

℡ 0299‐55‐4411
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７年の継続とは本当に皆さんはすごい！

母なる大地の音を自分の手で

さて、私が石岡の歴史に少し興味を覚えたきっ
かけを少しここで紹介させていただきたいと思い
ます。
大和朝廷が、律令制を全国に始めたころ、ここ
は常陸国でした。そしてその常陸国の国府がこの
石岡に置かれていました。そして奈良を中心とし
た畿内から全国に７つの街道がそれぞれの国を結
ぶために連絡網として整備されました。常陸国は
東海道 （畿内からは東側の海沿いの道）の国に属しており、
ここが終点になったのです。そう古東海道の終点
都市だったというわけです。当時は東山道が仙台
の先、多賀城まで伸びておりましたが、まだ東北
は大和朝廷の権威が及んでいなかったのです。

工房オカリナアートＪＯＹ

その古東海道が東京湾を海で渡り、上総の国府
（市原）から下総国の国府 （市川）を経由してどうや
ってこの常陸国国府に来ていたのかが皆目わから
ないのです。時代によって様々に変化したようで
すが、広大な内海であった流れ海 （霞ヶ浦）を船で
わたっていた時代もあったはずですが、その痕跡
がその地にのこる伝説であったり、地名であった
りすることに気がつき、いつの間にか古代の声無
き声を聞き、風の音や日差しを感じて古いものを
訪ねて歩くうちにすっかりこの地の魅力にはまっ
てしまったのです。このことはこれからもまた書
く機会があると思いますので、詳しくはまた別な
機会に譲りましょう。
この風の会は、会員といっても７人ほどしかい
ない小さな会ですが、皆さんが自分というものを
しっかり持って発信している誇り高い人で成り立
っています。それが７年も変わらずに続けて来ら
れたのですから、これは石岡の誇りです。
映画監督でもあり脚本家であった白井先生のご
指導がなくして継続はできなかったことでもあり
ます。私はまだ自分を磨かないと、しっかりとし
た自己主張ができませんが、少しづつ諸先輩をみ
て盗みながら成長できるのをこれからも楽しみに
続けていきたいと思います。
最後に、私のホームページの別バージョンであ
るブログ「まほらに吹く風に乗って」も今年の８
月で３年を迎えます。毎日ブログを休まずに更新
しておりますので、機会があったらそちらも覗い
て見てください。今、こちら （ブログ）は１０００
日を越え、三年の目標に向かっております。休ま
ずに書き続けることは至難の業であることを実感
しています。自分の意思のみでやめたりもできる
状態ですから、
これって結構孤独な戦いなのです。
しかし、これも継続することで、自分の意識も
高まるし、仲間も増えてくるのを感じています。
生きがいでもあり、嬉しいことでもあります。
調べたり、写真を整理したり、時間が足りませ
ん。
おかげで第二の人生は、
文句を言う暇もなく、
忙しく過ごせており、
今では、
会員の方々を始め、
様々な人に感謝する日々です。

菅原茂美

ボの共通祖先と枝分かれして、直立二足歩行する
真に特異な生物種「ヒト」が誕生した。
【モグラ叩きは、ご先祖様の頭を叩く不謹慎な
行為。出る釘を叩くのは無能な権力者が自分の地
位を奪われまいとする姑息な手段。大学入試で、
センター試験成績の「足切り」は、未来の才能の
芽を無惨にも摘み取る愚かな行為。
】
さて今から６５００万年前、中米ユカタン半島
に、直径 ㎞の小惑星が衝突した。えぐられたク
レーターの直径は２００㎞もあり、舞い上がった
大量の塵灰は、成層圏にまで達し、長期間にわた
り地上に太陽光は十分に届かなかった。
そのため、
地上の植物は壊滅的打撃を受け、草食恐竜がまず
死滅し、肉食恐竜も当然生きていけない。
このように地球上の全生物種のおよそ、九割が
死滅した大事件は、地球の歴史上、５回も存在す
る。ところがその頃、恐竜に怯えながら、チョロ
チョロ這いまわっていたネズミ大の哺乳類の元祖
は、運よく生き延び、開いた空間で一気に勢力を
伸ばす。強者の衰退は、弱者の繁栄を引き起こす。
『奢れるもの久しからず…』は、人間世界だけの
話ではなく、全ての生物に共通した現象である。
さて直立二足歩行を始めた人類の黎明期は、最
初から脚が長く、知能が発達していたわけではな
い。森林の後退で、やむを得ず樹上生活から、地
上に降りた人類の祖先は、最初は、四足歩行であ
った。身長は、１㍍位。大脳容積は５００㏄そこ
そこ。そのうち、前足の片方で食べ物など何か手
に持ち、
或いは子持ちのメスは子供を片手で抱え、
もう片方の手は、
握りこぶしの指の脊側で接地
（ナ
ックルウオーク）し、いわば３本足の形でしばら
くは歩行していた。勿論、木上りは上手で、その
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文明の暴走（１）

「文明」を生み出した人類とは、一体、何者だ？
…。
直立２足歩行する奇怪な動物。大脳を、ヤケに
膨らまし、神の概念まで生み出しながら、他者の
それは認めず破壊する。慈悲深さと残忍性を併せ
持つ。この惑星を支配するリーダーかと思えば、
単細胞の微生物に命を狙われ、常に戦々恐々。誰
かが抜きん出て繁栄すると、必ずその足を引っ張
り、天下をひっくり返す。そういう歴史の繰り返
し。それが人類という動物の通常の行動と見受け
られる。
まずその人類とやらの誕生の過程を振り返って
みたい。哺乳類は２億年前の三畳紀に爬虫類から
進化し、
恐竜が滅亡した後、
急に大繁栄を遂げた。
温血で胎生、皮膚腺の変化した乳腺からの乳汁で
仔を育て、大脳が発達して複雑な行動を取る。
その中でも、特に霊長類（サル目）は、２５０
０万年前モグラ目（食虫類）から分離し、知能を
高め、ついに７００万年前、チンパンジー・ボノ

１０

証拠は、直立した後も、足の親指は手と同様、他
の４本の指と大きく離れていた。
こうして長い年月をかけて、大腿骨と骨盤の構
造改善がなされ、
直立に成功したものと思われる。
そしてついに、両前足は体重を支える事から解放
され、体重は、全て後ろの２本足にかかることに
なった。
その後の人類の「手」を見ると、生存に必要な
道具を作り、楽器を奏で、しなやかに舞い踊り、
絵画・彫刻・建築など文明繁栄の基礎を築きあげ
た。が、無限に広がる「欲望の拡大」は、ついに
大量破壊兵器など悪意の道具の開発に、全力投球
し、その愚行に歯止めがかからない。万物の霊長
どころか、地獄道を突っ走る哀れな生き物へと進
化（退化）し続けている。
【過去にも触れたが、人類は地球の引力に逆ら
って、直立二足歩行を始めたために、多くの不具
合を生じた。体重負担は４本足であったのに２本
足になったので、膝関節にかかる負荷が大きく、
老化して軟骨が、すり減ってくると「膝関節痛」
を引き起こす。４つ足なら「後大静脈」は地面に
並行なので、肛門部に鬱血する事は少ないが、直
立したために、肛門部の静脈血を心臓まで引き上
げるのは容易ではない。それゆえに「痔疾」を引
き起こす。
「臍・鼠径・椎間板ヘルニア」も直立に
よる上部体重の圧力からと考えられる。更に細長
い胃袋も、地面に並行なら問題ないが、直立した
ために、
垂れ下がり、「胃下垂」
などを引き起こす。
４つ足なら、かなりの重量の頭部は、首の前にぶ
ら下がる状態だが、直立したために、頭部は７個
の頸椎の真上に乗っかっている。その重みで頸椎
軟骨は潰れがちで「頸椎症」となる。そのため、
多くの人は「肩こり」などに悩まされる。同じよ
うな事が上半身の重みを腰部の椎骨が一手に引き
受ける事になり、殆どの人が「腰痛症」に悩まさ
れるハメとなった。
そして直立したため、最大の不具合は、
「未熟児
出産」
。理由は直立により骨盤が狭くなったため、
大きな胎児の頭部が産道を通過するためには、胎
児全体が成熟しては真に不都合（今、米国では３
分の１が帝王切開出産）
。草食獣など、生まれてす
ぐ立ち上がり、走らなければ肉食獣の餌食となる
ため、かなり成熟してから生まれる。しかし人類
は、大脳が大きくなったために体全体は未熟で出
産し、長い保育期間を要する事になった。生殖年
齢に達するまで、親に依存する動物は他にはいな
い。その他、直立の反動として、「立ちくらみ」、
「脳貧血」など数え上げたらきりがない。
《要するに進化とは、適者生存のために、定向
進化するものではなく、何かに向かって走り出し
たら、生存に有利であろうが無かろうが、ムチャ
クチャに突進する傾向がある。フランスの分子生
物学者でノーベル賞受賞者のフランソワ・ジャコ
ブは『進化は、へたくそな細工師だ』と述べてい
る。ダーウインの進化論発表までは、生物、特に
人体は、創造神でなければ、これほど完璧には造
りえないとする考えであった。しかし、ダーウイ
ンは「種は極めて簡単な原始生物から進化してで
きたもの」
としたが、
進化は適者生存とは限らず、
不適格な方向に、やみくもに突っ走る傾向もみら
れる。
例えば滅亡したが大角鹿は、体長３・１㍍、角
の差し渡しは、３・６㍍、角の重さ５０㎏。これ
では生存にむしろ不利。木の枝に角が挟まり、身

動きできず餓死などする。現存するヘラ鹿なども
似たようなもの。絶滅危惧種は、生存に不利な多
くの悲運を背負っている。私に言わせれば、人類
の大脳肥大化も、絶滅への赤信号。
》
こんな現象を見ると、猛獣がうろつくサヴァン
ナで、人類はより早く敵を発見し、危険から逃れ
るために、目や耳を高い位置に据え付ける必要が
あった。そのため短足でも、伸び上って、より遠
くまで見渡せるよう、自然と直立するようになっ
たに違いない。長足は生存に有利に働くという深
層心理が、現代の脚線美称賛へと繋がった。直立
は多くの利点をもたらしたが、その支払った代償
も莫大なものである。
】
さて人類の大脳の容量は、進化の年月と正比例
で増大していったものではない。最初は今のチン
パンジー並で、５００㏄未満である。それから５
００万年かけてわずか１５０㏄増えた。初期人類
の石斧は１００万年も変化することなく同じ形で
あった。
＊
＊
＊
現在、人類発祥の地はアフリカ中部・チャドあ
たりと考えられている。２００２年、国際調査団
がチャドで人類最古の化石・
「サヘラントロプス・
チャデンシス」を発見した。化石人類は今まで９
段階のヴァージョンアップを重ねて今日に至った
と考えられている。７００万年に種として９代の
世代交代。１代当たり平均すると 万年というこ
とになる。初期のアウストラルピテクスは１７０
万年も永続したが、
最後のネアンデルタール人は、
わずか 万年で滅亡した。現存する人類「ホモ・
サピエンス」は今から 万年前「ホモ・エレクト
ス」原人から生まれたが、兄貴分のネアンデルタ
２７

２０

７８
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ール人の「種の寿命」は、わずか、 万年であっ
たので、弟もそれと同じと仮定すると、我々人類
の残された種の寿命は、あと７万年ということに
なる。現在世界人口は 億人。地球が１・４個必
要といわれる。毎年８５００万人も人口が増え続
け、このままエネルギー消費を続ければ、環境汚
染・資源枯渇などで、人類の種としての残りの寿
命は１万年とも言われる。それゆえ、日本の原子
力規制委員会は、活断層の概念を 万年前まで遡
るとするその心理が、私には理解できない。規制
は、何でもきつく設定すればそれでよいというも
のではあるまい。日本は消費者の声高の要求に応
じ、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の規制基準を、かつ
て世界の常識を外れて極端に高く設定した。その
ために自殺者も出た。世の中が静穏になると、本
年２月、サッサとその高基準を取り下げた。政府
は一部過激な消費者に追いまくられ、世界の基準
を無視した。国政を預かる者は、もっと冷静に、
広視野で物を考えろ！
＊
＊
＊
さて現在の人類の大脳容量は１４００㏄だが、
急に増えたのは今から 万年ほど前、人類は初め
て
「火」
を自由に操れるようになってからである。
２００万年ぐらい前の獣骨化石に炭化の跡がある
が、これは山林火災などによるものと思われ、は
っきり人類が火を起こし、食べ物を加熱して食べ
た証拠は、 万年前頃と言われる。その時点で大
脳容積は９００㏄である。加熱した食品は、消化
が良く、安全性も極端に増加した。粗繊維の多い
固いものを噛み砕くためには、下顎骨と頭頂部の
「矢状稜」とを結ぶ多くの咬筋が必要となる。と
ころが加熱により、
食べ物が柔らかくなったため、
４０

７０

４０

咬筋は減少し、頭蓋骨の矢状稜（ラミダス猿人ま
では存在する）は、不要となり、頭頂部の骨が薄
くなったことにより、内部の大脳容積は容易に増
大しやすくなった。火の使用により、わずか 万
年で５００㏄も増え、現代に至る。人類の最大の
革命は、
「火起こし技術の獲得」という人もいる。
なお、大脳は大きければ頭が良いというもので
はない。１８００㏄の知的障害者もいたし、１９
２１年ノーベル文学賞のアナトール・フランスは、
万年前の原人並みの１０００㏄であった。
こうして人類は何百万年もかけて大脳を膨らま
し、単なる生存のためだけの生活から、星空を眺
め、理想郷を夢見たり、大猟を祈って洞窟壁画を
描いたり、愛おしき相手を口説くための言葉を生
み出したりした。
大脳は発達すれば、
それだけ創意工夫がなされ、
日常の生活が高度化し、安全性も増えていく。特
にワクチンや抗生物質の発明は、感染症の世界的
大流行（パンデミック）を防止し、人類の滅亡を
未然に防いだとも言える。更に、芸術の発展やイ
ンフラの整備も生活の利便性を増加させた。
＊
＊
＊
こうして人類は生活が安定化すると、良からぬ
野望が頭をもたげ、
際限なく欲望は膨らみ続ける。
即ちオレの物は俺の物。人の物もオレの物。略奪
やら侵略など規模は拡大していく。コソドロまで
はまだ目をつぶるとしても、他国に侵入して先住
民を殺害し、或いは降伏させて奴隷化し、他国を
乗っ取る現象は歴史上多く見られた。南北米大陸
には、コロンブス以前に９０００万人の先住民が
いた。しかしヨーロッパの白人共は彼等の九割を
殺害し、残りは片隅に押し込め、丸ごと奪い去っ

た。
特にスペインの探検家ピサロは、わずか１８０
人の軍隊で、１５３２年インカ帝国を滅亡させた
が、その戦略は、相手を同士討ちさせ、ヨーロッ
パの感染症を蔓延させ、徹底的に制圧した。そし
て女を略奪し、その子孫としてメスティソ（白人
とインディオとの混血）が今日、ラテンアメリカ
人口の大多分を占める。私は中米滞在中、メステ
ィソに、インディオと白人のどちらの血を誇りに
思うのかと尋ねたら、いずれも『そりゃ当然白人
さ…』と、私の意に反する答えが返ってきた。勝
てば官軍。負けた方は歴史から消し去られる。
マヤ文明の遺跡を訪ねたら、白人共が破壊した
むごい傷跡が無数にあった。これは世界の至る所
で見られた侵略の現象である。先住民の宗教など
邪教として簡単に切り捨てられる。
一方我が国では、大和朝廷の蝦夷侵略もまった
く同じ。蝦夷に同士討ちさせ、坂上田村麻呂や源
義家など、軍神として祀られるが、負けた側から
見たら苦々しい限りである。平穏に、ささやかに
自分達の生活を守っていた未開の人たちを、文明
の進んだ民族は、虫ころを捻りつぶすように虐げ
ていく。これぞまさに「文明の暴走」だ。
人類は、このような歴史を繰り返してきたのだ
から、いい加減この辺で目を覚まし、侵略が大罪
であることに気付き、
欲望の暴走に歯止めをかけ、
平和を実現できないものか。国連という公的な機
関が何のために存在しているのか。横暴な国の暴
走は、国連がしっかり制圧する機能強化が、なぜ
できないのか。世界各地に見られる、特に領土問
題など、大乗的見解で、譲り合いの精神がなぜ発
展しないのか。
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２７

４０

４０

４０

兼平智惠子

ホモ・サピエンスとは「智慧ある人」という意
味である。 世紀にもなり、国際交流も盛んで、
「人類はみな兄弟」という概念に真っ向反対する
人はおるまい。平和で住みよい世界を実現するた
め、折角膨らました大脳をフル回転させるべきで
ある。次回は「暴走」の現場へ突入する。

中町の日本武尊さま
石岡のおまつりに華やかさを誇る山車の上に乗
る人形についてご紹介しています。
今回は中町の日本武尊さまです。 石岡駅から
真っすぐ西方に延びる八軒道路（御幸通りともいわれて
いる）を進みますと国道三五五線 （旧水戸街道）との
三叉路に交わります。右折をしますと先に （本会報
七九号）ご案内しました香丸町の聖徳太子さまの町
並に入り、左折をしますと今回ご紹介します中町
通りに入ります。ちょうど左折の角にまちかど情
報センターがあり石岡についての情報や色々な催
しが行われ多くの方が訪れています。
府中平村と呼ばれた江戸時代には水戸街道の宿
場町として明治、大正、昭和は酒、醤油の醸造工
場と製糸工場、桐材工場と商業都市として栄え、
中町、香丸町は、その中心的商店街として繁栄を
誇っていました。しかし昭和四十年代頃より官庁
街そして他の地方都市と同じように幾つもの商店
は郊外へと移り、人と物質の流れがかわり往時の
輝きは難しくなっていきました。
現在の中町は昭和四年三月に大火災に遭遇し、
翌年の復興で建てられた、しゃれた洋風の看板建

築の建物が登録文化財として中町通りを中心に保
存され、昭和のレトロな雰囲気を醸し出し訪れる
人の心をなごませてくれています。
このレトロな雰囲気が塗り替えられる三日間が
石岡のおまつりです。今回の日本武尊さまにつき
ましては、石岡ひな巡りで古いおひなさまをお持
ちで話題の中町のこまつや様を尋ねましたところ、
偶然にも日本武尊さまの修復が完成し、二日後の
五月一九日紫苑脇駐車場にてお披露目があるとの
ことでした。
幸運でした。こまつや様は「とにもかくにも、
幕末から明治時代に活躍した江戸を代表する人形
師 三代目 法橋 原舟月の素晴らしい人形であ
り、今回の修理依頼は、京都に在住する元京都国
立博物館職員であった田中保氏で、田中氏は同博
物館で国宝等の修理を手がけ、各専門技術に精通
しており、今回の修理をお願いし、原舟月作と同
一の材料で修復してもらい半年かかった」と熱く
語り、資料を下さいました。
二日後お披露めの日、少しの時間でしたけれど
拝見することが出来、カメラに納めました。その
後同町内の村山様からも町内で人形を管理なさっ
ている萩原様をご紹介頂き、作成中の資料の一部
を見せて頂いたり、お話も伺う事が出来ました。
明治二九年購入後一回目は昭和三六年、埼玉県
越谷市の人形師渡辺与市氏によって改修され、二
回目の今回は町内会皆さんの、原舟月制作当時の
ものに復元したいという強い願が叶ったそうです。
また、今を遡ること約九十年の昔、当時の中町
の若衆十数名が三階建総欅造りの商人街中町に相
応しい山車を造ることを計画、ほんの微々たる小
遣いを倹約して積立を始めた。そのことを知った

伊東弓子

智惠子

町内の旦那衆の協力があって製作にかかったと言
い伝えられているそうです。
今回の修理は石岡市文化財修理補助事業の一環
として石岡市からの助成があったそうですが、膨
大な修理費を六十八件の皆さんが積立てなさって
の人形に寄せる思いと気迫には驚くばかりでした。
明治の世に小遣いを倹約して積立てをした当時
の若衆と明治商人旦那衆の心意気が脈々と引き継
がれていると納得できました。中町の宝であり石
岡市の宝でもあると思いました。
九月のおまつりには、紋綸子に本金糸の縫い取
り刺繍・胴正面に出てくる龍紋の刺繍等日本武尊
さまの衣装に注目です。
古事記には
「倭建命」
、
日本書紀には
「日本武尊」
、
常陸国風土記には「倭武天皇」として登場してい
ます。古代伝説上の英雄。景行天皇の皇子。本名
は小碓命。常陸国総社宮内に日本武尊さまのお座
りになられたという岩が有ります。海神の怒りを
なだめるため、我が身に代わって海に投じた弟橘
媛を思い出していたのでしょうかー。それとも都
を懐かしんでいたのでしょうかー。
こまつや様、村山様、萩原様惜しみない資料の
ご提供とお話を有り難うございました。

・深緑に握手 青空覗いてる

母の日

里山も雑木林も小高い山々も、木々の新芽の輝
きが独特の美しさを醸し出す。その姿を写す水辺
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２１

にも耕作する人々の前にも大地の草々が何百、何
千という新緑の彩りを誇っている。そんな自然界
を余所に喜んだり、羨みがましく思ったり、がっ
かりしたり悲しんだりと心が揺れ動き、五月なら
ではの話題が聞えてくるのも人間界だからだろう
か。
テレビ、新聞あらゆる情報で派手な宣伝が始ま
る。
「母の日のプレゼントに…」
「お母さんにどう
ぞ」
「暖かい心をお届けしては…」と賑やかに巧み
な言葉に、年令の高くなった女達の心が揺れる。
勝手だろうが不安になったり、希望をもったりす
る中で「自分」
「母親」の存在をどう評価してもら
えるか期待する。口に出せない心の奥底で静かに
その日を待つ気持ちの辛さ。
そういう気持でいる時には、其処此処で女達の
声が耳に入ってくる。悲しい現実あり、ほほ笑ま
しい状況ありみんな受け止めていかなければなら
ないことだ。
鉢物の一つを手に取りながら（これでいいわ。
格好だけ作ってやればいいのよ）と水分不足のカ
ーネーションの花を買っていった人。
（商業ベースに乗っかて買う必要もないよね）
と二人で通り過ぎて行った。
（お婆ちゃんは孫達といつも一緒で、気持ちを
休める暇もないから、ゆっくりお茶して貰おう）
と和菓子を買って行った人もいた。
（いいのよ。年金貰って不自由していないんだ
から、特別上げる必要ないよ）
（何も考えていない
よ）
（いちいちそんな事してられないよ）と三～四
人のグループが通り過ぎた。
（私は実家の母に、お父さんは自分のお母さん
に上げればいいじゃない）と嫁さん同志が喋べり

ながら前を通っていった。
『嫁さん何て言ったら、
文句でも言いかねない二人』
自慢比べの様にお喋りする姑族もある。
（今風の服を買ってきてくれたわ）
（年をとったら靴は軽いのがいいと買ってくれ
た靴の履きやすいこと）
（在り来たりのカーネーションの鉢を、置いて
いったわ）
（いやいやでっかい箱に入った物くれたけど、
後の塵片付けが大変だった）
（貰えなかったのは一人前でないようで、悲し
くて悔しかったよ）
（欲しくないと言ったら嘘になるよね。みんな
がブームに乗ってるんだから私もそれにあやかり
たいわ）
（私って特別かな。
こんな事思うのは醜いよね）
こういう娘、嫁さん、母親、姑さんの話しを聞
きかじっただけで判断する事は出来ないが、お互
いに心の通い合いがない様に思える。私の嫁時代
はどうだったろうと思い出してみた。
姑を思うと悲しくなる。物を貰う事があまり好
きではないという。負担を掛けまいとする気持ち
からだったと分かったが、その頃の私は残念に思
えた。今の私には姑の気持ちも分かるような気が
するが、今の私は嫁さんから貰う物は嬉しいと受
けたい。姑は忙しい毎日だからこそ、ゆっくりお
喋りしようと要望していた。話しを聞く時間をも
つ事が何よりの贈物だった。幼い頃の想い出。父
親の銀行の支店が閉鎖になった時の苦労、教員時
代の情熱、子育ての楽しさ、転居が多かった事、
舅を亡くした後の苦労、塾を開いてからの生き甲
斐、その他尽きなかった。そういう姑をおいて別

の別に暮らし好きな仕事を続けた事を申し訳なく
思っている。勝手を通してしまった事は今でも辛
い気持ちを思い出させる。週二度が一度になり、
月に二度が一度になり、正月と盆、舅の冥日、春
秋の彼岸と年に十日余りの帰宅となった。どんな
にか待っていたろう。この年令になって姑への気
遣いや言葉かけがやっと分かってきた思いだ。
同年の集いでの話題の一つは若い人との係り方、
言葉かけ、気遣いについてだ。
「私らが死んで今の若い人が今の私らの年令に
なった頃、今の私らの思いを分かってくれるよう
になるよ。それまで待つ事にしよう」と話しを終
わらせるのが常だ。
母を思うと申し訳ない気持ちでいっぱいだ。そ
れは心配のかけどおしだったからだ。幼い日の事
故。
自分の力量に持ちきれない程の事を請け負い、
まとまらず人の助けを借りて仕上がるという腑甲
斐なさ。優しい母に常に反発して好き放題な事を
して来た私。亡くなった今も心配し続けているだ
ろう。そんな私は母にどんな心遣いをしてきたろ
う。妹と村内の藤を見に出歩いた事は喜んでくれ
た。贈物は素直に喜んで受けとってくれた事だっ
た。それが嬉しかった。母に対して罪多い私も母
の願いの一つを強い信念を通してやりとげた事は
胸を張って報告できる。母はきっと「ありがとう
ね」ということだろう。
保母という仕事を通して、一日の三分の一の時
間を母親代わり役目を担ってきた。母親と子供の
間にたつ保母は、子供を守る側でものを言い、話
しや歌をとおして母と子のつながりを大切に接し
てきた。
お母さん なあ～に
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お母さんって いいにおい
洗濯していた においでしょう
シャボンの 泡のにおいでしょう
母親の姿も少しづつ変っていった。野良着の侭
走って迎えに来ていた姿から勤め姿に変っていっ
た。やがて車時代に入り時間的に短縮出来た筈な
のに「早く早く」と急がされ、小言が多くなった。
母と子をつないでいる糸が一本一本切れていきそ
うで心配だった。こんな歌で訴えた事もあったが
批判されたことだろう。
お母さん なあ～に
お母さんって 何のにおい
お酒を飲んでた においでしょう
煙草を吸ってた においでしょう
聞く耳も持たず、時代の流れの中で母親達も自
己表現が言動に、化粧や衣服に力を入れ始めた。
子供を忘れていませんかと言いたかった。現代は
携帯電話が優先して子供との会話よりメールおこ
しに忙しく歩いている。料理の味もどうなのか台
所でもメールの発信に忙しい。子供達はどうなる
…と叫びたい。
あるお宅のお通夜の晩、八十歳を過ぎた老人が
六十歳の息子の死を乗り越えようとして話してく
れた。
「息子が先に行くなんてこれ程悲しいことはな
い。親となった以上この状況を何とか越えなけれ
ばならない。子供を産んだ親は親業を捨てる事は
出来ないんだ。貴女も苦労が多いようだが頑張っ
てな」
と励まされた。〝親業〟を教えてくれたあのお
爺さんを今も忘れない。
そういう親業真盛りの私はどうだったろう。保

育園に通う頃は、小さな手で作ったり、描いた贈
物がどれ程嬉しいかったか。私の為に用意してく
れた物、そこに私の存在が確実にあって疑わない
喜びだった。小学校時代の子供達はカレーや玉子
焼きを作ってくれた。少ない小遣いの中から菓子
を買ってくれたり、競って肩を揉んでくれた。
「母
の日の手伝」は普通以上に多くの仕事をした。ま
だまだ素直な子供達に包まれて幸せを味わってい
たが、子供達の抱えていた問題を分かろうとして
いたろうか。中、高生になると母と言う存在も影
が薄くなった。娘達からの贈物は当りまえの様に
なり、息子は形にも表さないし、声にも出ず、心
は見えなかった。これは自然なのだろうと考え、
貰っても貰わなくても特に感じる事もなかった。
こんな気持ちの移り変わりを文章にするのも恥ず
かしい限りだとつくづく思う。
私の「母の日」の原点は遠くなった終戦直後の
小学校時代にある。
「お母さんを称える」という行
事で人が沢山集まっていた。母親よりお婆さんの
方が多かったように覚えている。始めに「お母さ
んを称える歌」を全校生徒で歌った。
母こそは 命のいずみ 人の世に
あらん限り ほほえめり
天津光 大いなるかな 母の姿
今となっては歌詞がはっきりしないので（ ご存知
の方教えてください）ゆっくりとしたリズムで、優し
さが伝わってくる歌だった。言葉の意味も分から
なかったが、お母さんを思う気持ちが膨らんで得
意になって歌ったものだ。歌の後「お母さん」と
いう題で、何人かの生徒が作文を読んだ。何がそ
うさせたのか低学年の私も強い感動を受けたのだ
ろう、涙を流している自分がそこにあった事を確

小林幸枝

りと覚えている。
今祖母となって「母」という字がつきまとって
いる。母親よりで過ぎず、親業は忘れずに若い人
や孫達と生活していこう。朝机の上に置かれてい
た原稿用紙に今月の原稿を書いている。原稿用紙
に手紙と一輪の花が添えてあった。手紙には「弓
子さんも頑張ってネ！」と書かれてあった。夕方
は嫁さんからのクッキーが届いて、次の日紫がか
った花の鉢を届けてくれた娘とお茶を飲んだ。欲
深い婆さんに幸せが届いた日だった。
生涯の中で今でも胸を熱くする一輪の赤い花、
心を病んだ後仕事について初めての母の日に「ほ
ら」とくれた息子の明るい表情と気持ちは忘れら
れない。

茨城の妖怪

日本の妖怪に興味があって本を買った。そうし
たらそこに悪路王が載っていた。悪路王が何で妖
怪なんだと、少し納得がいかない。
茨城の妖怪は「イクチ」と「累」でした。
イクチとは、海の妖怪で、江戸時代の随筆、津
村淙庵の「譚海」や根岸鎮衛の「耳袋」にその記
述があります。
淙庵の「譚海」によれば、常陸国の沖にいた怪
魚とされており、船を見つけると接近してきて、
船をまたぐように通過していくという。体長は数
キロメートルにも及び、通過するのに十二刻もか
かるという。体の表面からは粘着質の油が染み出
てていて、船をまたぐときにこの油が大量に船に
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落としていく。船乗りたちはこの油を汲み取らな
いと船は沈没してしまうのだと書かれています。
「耳袋」ではイクジの名で書かれており、西海
から南海にかけて時々現れて、船の舳先などにか
かるものとされている。ウナギのような形をして
非常に長く、船を通過するのに二、三日もかかる
とあり、
「いくじなき」という俗諺はこれが揺らい
だとも言われています。
またこの耳袋では、ある人が「豆州八丈（現在
の八丈島）の海に、イクジの小さいものと思われ
るものがいる。
それは輪になるウナギ状のもので、
目や口がなく動いているものなので、船の舳先へ
かかるものも、長く伸びて動くのではなく、丸く
なって回るものだ」と語ったと書かれています。
最近、伊豆などで不思議な深海魚が網にかかっ
たりしているニュースをみますが、深海に棲む十
メートルを超す大水イカなどを始めてみたらヌル
ヌルと油が出ている様に思うのかも知れません。
平べったくて長い深海魚などもいるので、そうい
う深海魚を始めてみた昔の人達は、妖怪のように
思ったのかもしれません。
来月は、
「累」のことを調べてお知らせしましょ
う。
ふるさと風が先月号でまる７年となり、今月号
からは８年目に入ります。ということは、
「ことば
座」は１０月で７年になる訳です。
ことば座の７周年記念の公演は、東京のシアタ
ーＸでと言うことになります。６月の定期公演が
終わったら、東京公演の稽古が始まります。今か
らわくわくしています。

【特別企画】
虚構と真実の谷間
打田昇三
第五章 怪しげな対決（３）
石岡で知名度の高い平国香は源護の後任者とし
て源護と縁組を深めつつ常陸国内に領地を増やし
ていったのであるから「国香が常陸国府で勢力を
誇っていた」とか「長官として活躍した」などと
いうことは無いのである。大掾職は国府の判官職
（正七位下）に過ぎないのであり、軍人に例えれ
ば下級将校と同程度の地位でしかない。地元の歴
史にも伝えられた「嘘」が有ったようなので正し
て置かなければならないことである。
嵯峨源氏のほか仁明、文徳、光孝、清和、宇多、
陽成、冷泉、村上などの源氏があるが武士として
延びてきたのは清和源氏である。ただし宇多源氏
の子孫は源頼朝の忠臣となった佐々木一族など地
方の武士として定着しているし、源頼光の部下で
鬼退治に活躍した渡辺綱は仁明源氏と言われる。
平氏のほうは皇族から臣籍に降下する者に与え
られる姓（かばね）の一つとされ桓武、仁明、文
徳、光孝の四流しか無い。このうち、武士として
伸びて来るのは桓武平氏であるが、これは桓武皇
子の葛原親王から出た高望王の子孫であり「地下
（じげ）平氏」と呼ばれる。是に対して高望王の
兄で、先に皇族から離れた高見王の系統は「堂上
平氏」と呼ばれて藤原一族の風下に立ちながらも
公家として活躍している。後に平清盛の父親・忠
盛などが立身出世を目指して努力するのも「地下
からの脱却」が念頭にあったからと推測される。
さて平安時代の後期、藤原氏の摂関政治も終り

に近い頃に栄華の象徴として完成したのが宇治の
平等院・鳳凰堂である。天喜元年（一〇五三）三
月のことであるが、その年の六月十一日には藤原
道長の正室・源倫子が九十歳の長寿を全うしてあ
の世に旅立った。この女性は宇多天皇の孫か曾孫
にあたり、紫式部を宮中に出仕させたのもこの人
だったと思う。本来ならば天皇・皇族のお妃に充
てられる筈で、冷や飯食いの藤原道長が結婚を申
し込める相手では無かったのだが、丁度、適齢期
に相応しい婿さんの出物（失礼）となる皇族が居
なかった。それを狙った藤原道長が図々しく結婚
の申し込みをして「身分違いをするな！」と怒ら
れながらも辛うじて「宇多源氏」の婿になること
が出来たから道長が出世したのであり、単に悪運
が強かっただけなのである。
倫子さんと違って、悪運だけで世の中を掻き回
した道長は、多くの人々を苦しめたため晩年には
怨霊界から指名手配されて、人間らしく大往生を
遂げるには自分で建てた法成寺という寺院に籠ら
なければならなかった。多分、この寺の造営のた
めに公務が後回しにされたらしいから罪は余計に
重くなる。怨霊に裁いて貰う迄もなく、とても極
楽に行ける筈は無かったのであるが「宇治拾遺物
語」には法成寺を建立した功徳で救われた「嘘」
が載せられている。近年の妖怪シリーズで有名に
なった阿倍晴明が占って道長が難を避けたのだが
替わりにインチキ占いのお蔭で、道長の従兄弟で
左大臣の藤原顕光が悪人にされてしまった…
法成寺は治安二年（一〇二二）に建てられたの
だが、藤原道長は如何にも殊勝な人物を装って毎
日のように寺参りをしていた。本当は自分が建て
た寺が自慢で、政治を放り出しては来て居たので
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ある。その頃、道長は一頭の白犬を飼っていて何
時も外出にはその犬を連れていた。或る日のこと
輿車から降りて何時ものように山門をくぐろうと
した時に白犬が急に吠え出した。それも道長の行
く手を遮るようにして吠え立てている。不審に思
った道長は、供の者を走らせ陰陽師の阿倍晴明を
呼び付けて占いをさせた。これも公務員として公
私混同であるが目を瞑るとして、呼び付けられた
安倍晴明は、怨霊が鳴りをひそめ仕事が減って来
た頃であるから「ここぞ！」とばかり厳粛に訳の
分からない呪文を唱えてから言った。
「…畏れながら、これは一の上（道長）を呪詛
（じゅそ）せんと、何者かが呪物を埋めて居るも
のと存じます。此処に近寄られることは悪しきこ
とにござります…」―脛（すね）に傷持つ道長は
呪詛される覚えが山ほどあるから慌てて聞いた。
「それは何処か？早く探し出せ！」…いよいよ本
領発揮のチャンスを与えられた晴明は、本堂の回
りを探すうちに「此処にござります…」と言って
場所を示したので、道長が掘らせてみると、黄色
いこよりで十文字に括った土器が出てきた。
開けてみると何も入っておらず、土器の底には
朱色の文字で怪しげな文字が一字だけ書かれてい
たが読めない。
「これは何の意味ぞ！」道長の問い
に対して晴明は「この文字は呪詛の文字であり、
私以外に知る者は居ない筈ですが、或いは蘆屋道
満（あしやどうまん＝伝説的な陰陽師、帰化人系・
秦氏と言われ、西国に伝承が残る）ならば書ける
かも知れません…試してみましょう」と答える。
晴明は懐中から紙を取り出して折り紙よりも本
物に似せて鳥の形を作り、空中に投げると白鷺に
変じた。鷺では無く詐欺の様な気もするが、その

鳥が南を差して飛び出したので晴明は家臣たちに
命じて鷺を追わせたところ六条の萬里小路（まで
のこうぢ）にある古家の枝折戸に当って落ちた。
その家の中から法師が出てきたので捕らえられ、
道長の前に引き据えられた。現代ならば何の証拠
にもならないのだが「なぜ呪詛など致したか？」
道長の尋問に対して法師（この人物が蘆屋道満で
ある）はスラスラと答えた―出来過ぎ…それに依
ると「左大臣に頼まれた」ことになる。 左大臣
とは、道長の従兄弟・藤原顕光なのである。
顕光
媓は
子円
（融
こ天
う皇
しの
）皇后となった
の兄か弟なのだが、職務上のミスばかりが伝えら
れる人物で字も読めなかったと言われる。それで
も家柄だけで大臣になったのだが、ライバルの道
長には常に馬鹿にされていたようで、恨んでいた
と思われるから道長を呪詛する理由は有る。この
事件で失脚したのであろう。それでも果敢に怨霊
となって道長を苦しめたらしい。根性は有った。
その頃は怨霊になる学科試験が無かったから能天
気な人物でも資格が取れたのである…やがて藤原
道長が体調を崩し死に至る原因は此の人の怨霊の
所為らしいから呪詛は失敗したが、死後の祟りは
上手に出来た。この事件で呪詛を下請けした蘆屋
道満は軽い処分で済んだというのは関係者全員が
怪しい。
「嘘話」とも思えるが…紹介しておく。
話を少し逆戻りさせて申し分けなかったけれど
も、藤原道長夫人・源倫子さんの死から一週間後
に生まれたのが曾孫に当る白河天皇である。父親
の後三条天皇は紫式部らが活躍した時代の一条天
皇の孫になる。また一条天皇と道長・倫子夫妻の
娘・彰子中宮との間に生まれたのが白河天皇の祖
父・後朱雀天皇であるから源倫子の曾孫にもなる

のである。延久四年（一〇七二）の暮に、後三条
天皇の第一皇子・貞仁親王は、成人式が済んで父
帝の譲りを受け、第七十二代の白河天皇として即
位した。やがて、この天皇はあらゆる面で中途半
端な怨霊以上の活躍をすることになる。
まず、この時代には有力寺院に寄生していた僧
兵が武力を頼んで威張り出し、東北地方では「後
三年の役」が起こる。
「前九年の役」で安倍頼時の
制圧に源義家を助けた功績で大豪族となった清原
氏の内紛であるが、この事件では源氏が積極的に
介入する。景気の良い源氏とは対称的に、合戦屋
としての平氏は未だ無名ながらも平忠常の乱から
始まり東北地方の戦役に出陣した源頼信、頼義、
そして八幡太郎義家と続く源氏の将軍に従って出
陣したのが常陸、上総、下総から下野、武蔵、相
模など関東一円に広がった高望王こと平高望の子
孫たちであった。この為に、東国に居た桓武平氏
系の武士団と源氏との間には主従関係のような繋
がりが出来ていた。特に相模国に居た平直方（平
貞盛の子・維時の系統）が娘婿の源頼義に鎌倉を
譲り、源氏が鎌倉を本拠とした関係から東国は源
氏の拠点となったのである。そして常陸国に土着
した平氏の嫡流ではあるが、都を目指した貞盛の
子孫たちは、既に述べたように伊勢国に少しずつ
地盤を形成しつつ西国に力を伸ばしていった。
白河天皇は実質的に日本初の四十数年に亘る本
格的な院政を布いたことで知られる。院政を布い
た最初の天皇（上皇）は宇多天皇と言われるが、
それは萌芽的なものとされ、本格的に院政を展開
したのが白河法皇なのである。先帝の後三条天皇
は皇太子の期間が二十年以上もあったのに、在位
僅か四年にして退位された。退位の翌年に四十歳
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そこそこで亡くなっているから、健康を損ねてい
たのかも知れない。跡を継いだ白河天皇は丁度二
十歳である。即位の直前に伊勢神宮の森に白狐が
出現した。それを斎宮（神に奉仕する皇女）付き
の藤原某が射殺してしまった。神のお使いかも知
れないので、この馬鹿公家は島流しにされた。
その所為かどうか、白河天皇（上皇・法皇）は
霊力の有る白孤のように十数年間の在位期間と四
十数年に及ぶ院政の期間に強力な支配体制を構築
し天下人として君臨した。
「天下三不如意」として
「賀茂川の治水、双六の賽の目、比叡山の山法師
（僧兵）だけは思うように成らない…」と言った
と伝えられる。双六の賽の目はともかく、治水は
工事を行えば何とかなるであろうし、僧兵がのさ
ばり出したのは藤原政権が仏教界を甘やかした結
果である。多分、僧兵を牽制するための策かとも
思われるが白河天皇は治世十数年で應徳三年（一
〇八六）十一月二十六日、八歳の息子（堀河天皇）
に譲位し、自分は先皇として統治したのであり、
実質的に院政を開始したことになる。
奈良時代から平安時代の官職は文武天皇の大寶
元年に（七〇一）制定された「大寶律令（たいほ
うりつりょう）
」を基本にしていた。途中で、孝謙
天皇から淳仁天皇の時代に藤原仲麿こと恵美押勝
が勝手に組織を改正して專横を極めたけれども、
弓削の道鏡が称徳天皇に見出されてから旧来の制
度に復したのである。平安時代には平城天皇や宇
多天皇が一部を改正したり、嵯峨天皇が側近とし
て「蔵人所（くらうどところ）
」を置いたりしたが
大筋では変わっていない。
少し長くなるが、これは「嘘」では無いので、
武士階層に関わる概略を述べて置くと国防関係で

は「兵部省（ひょうぶしょう）
」が諸国の兵士や軍
事のことを所管していたが軍馬、兵器、音楽隊、
軍用犬のことなどが外されたから先に述べたよう
に役人の肩書だけの官職になってしまった。国防
の組織は九州の太宰府と奥羽地方の鎮守府に任せ
切りのような形に変わり、何か有れば源氏・平家
に下請けをさせるようになったのである。
その代り、と言うのも変だが大将・中将・少将
から大尉・少尉など、旧軍制度下の階級で組織さ
れていたのが宮殿の守備に任ずる「府」である。
天皇の御座所に近い場所から「近衛」
「兵衛」
「衛
門」の各府があり、それが左右に分かれていた。
近衛府は最も天皇に近く奉仕し、
行幸の供
（警護）
を兼ねるので駕籠を担ぐ者まで選りすぐった官僚
で固めていた。兵衛府は御所内特定の門の警護を
担当し、行幸啓の供をして雑役を兼ねた。衛門府
は宮城の警衛と行幸の供奉が任務ではあるが、近
衛のように形だけではなく、有事に備えて弓矢を
持っていた。
常に矢を収納する靱
（ゆき＝うつぼ）
を背負って供をするので靱負（ゆげい）と呼ばれ
ていた。近衛・兵衛両府が文官的なのに対して衛
門府は武装しているが、軍人ではない。
一般行政に関しては太政官以下各省、各職のほ
か寮や司、
坊などがあった。
地方にあっては国司、
介、掾（じょう）
、目（もく）の四官が長官、次官、
判官、属官として充てられ、下には史生（ししょ
う＝書記）が付けられていた。
さて白河天皇が退位し八歳の幼帝が即位したと
なると国政の後見役・補佐役が必要になる。藤原
氏の全盛時代には、それを良いことに一族が入れ
替わり立ち替わり天皇を退位させては政治を独占
していた。白河天皇の父親である後三条天皇は、

母親が三条天皇皇女で皇后であったから藤原一族
と距離があり（…実は其の為に皇位継承が遅れた
のだが…）政治を「天皇親栽」に戻す意図があり
ながら早死にした。白河天皇は白河上皇として堀
河天皇の政務に関わる必要が生じ、先帝の意図を
体して院政を開始したのである。
少年天皇と雖も、御所に居て周りは文武百官に
取り巻かれているから、後見人であっても上皇が
天皇と同居と言う訳にはいかない。一通りの設備
を持つ政庁が別に必要になる。これが「院庁」で
あり「院司」と呼ばれる公家や官僚らが奉仕する
ことになる。院庁の長官は「別当」と呼ばれ大臣
に相当する者を頭に数人が居たようで平家物語な
どに登場する「執事」
「執権」などは別当のことら
しい。別当の下には「年預（ねんよ）
」とか「判官
代（ほうがんだい）
」などの職があった。官位は高
いが判官代が国府の大掾に当る職であろう。
良く考えると国家統治の機能が二つ存在するこ
とになり、あれこれと不都合が生じる…ハッキリ
言わせて貰えば無駄が増えることになりそうであ
るが口にだせない。当然であるが、宮殿の守護と
は別に、院を警護する為の専門の職業が必要とな
り、御所とは別に武士の就職先が開け官僚独占の
場に武士の活躍する機会が増えることになったの
である。院に仕える武士は院の御所で北に面した
場所が詰め所になっていたので「北面」と呼ばれ
たのであるが、主人の上皇又は法皇が天皇を後見
しているような意識が在ったため、
北面の武士は、
ともすれば態度がデカかったようで、天皇に仕え
る公卿・殿上人に対しても無礼な振舞いが有った
と記録されている。一つの弊害である。それでな
くても「天皇」と「上皇」という権力機構の二重
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構造は相互に疑心暗鬼を呼び、怨霊が居なくても
伏魔殿と同じ状態になるから、これがやがて「保
元の乱」
「平治の乱」を誘発し、この合戦に打ち勝
った「平氏」の時代が花開いて藤原一族も終末期
を迎えるのである。
白河上皇が院政を始めた翌年の寛治元年（一〇
八七）には陸奥守であった八幡太郎義家から奥州
の豪族・清原氏の内紛に始まった「後三年の役」
を平定した旨の報告が来た。義家は朝廷に対して
従軍した部下に恩賞を与えるように要請をしたの
だが、朝廷は是を「嘘」とは言わないまでも「私
闘」とみなして却下した。一説では義家が自腹を
切って部下に賞を与えたと言われるが、切腹させ
られる武将もいるので自腹は安いものであろう。
義家は都に戻って来たが恩賞を貰うことも出来な
いくらいであるから、武士としての就職も出来ず
失業手当で暮らす日々が続いていた。親分がそう
いう状態であるから、多くの武士が仕事を求めて
いたと思われる。
白河上皇の院政が開始されたのは應徳三年（一
〇八六）の年末近くらしいが、北面の武士が置か
れるようになったのは十年ほど経ってからのこと
である。その間は御所を護る近衛など三衛府が出
張警備していたと思われる。北面の武士が置かれ
るようになったのは、失業武士救済の策も有った
かとは思うが、一つの切っ掛けは堀河天皇の病気
である。嘉保二年（一〇九五）夏頃、堀河天皇が
病気になった。頼り無いながら医者も居たとは思
うが、大概の病気は祈祷や読経で直す時代である
から一向に良くならない。なお、少し後の時代の
話になるが当時の日本で医者らしい医者が居たの
は京都と常陸国府（石岡）だけであったとする説

もあるらしい。それはともかく、陰陽師に診断さ
せたところ、何やら物の怪（もののけ＝怨霊）の
仕業のようだと診断した。緊急対策として御所周
辺の警備が強化されることとなり院の警備まで手
が回らなくなったのだと思う。
天皇の病気を案じた白河法皇は、東北の戦場か
ら帰ってきブラブラしている源義家のことを思い
出した。武力をもって怨霊も退治できるのでは…
急遽、呼び出された義家は用件を聞いて戸惑った
が仕事に有りつくチャンスであるから大弓を抱え
てやって来た。天皇の病室は宮殿内にあるのだが
宮殿に昇るにも天皇の近くに寄るのも、一定の身
分が無いと出来ない。当時の義家は正五位程度の
官位しかないから辛うじて上には昇れるが天皇の
傍には寄れない…前太平記には弓を鳴らして怨霊
を追い払った功績で正四位となり、内の昇殿が許
されたことになっているが逆だったと思う。お祓
いの為でも天皇の傍に寄るには官位が必要だった
のである。戦場帰りの武将が恐ろしい顔で大弓を
引き絞っているのを見て、怨霊も逃げ出した？
日本外史では、怪しい病気になったのが白河上
皇自身であるとしている。
「怖いもの無し」のよう
な白河上皇も、正体は分からないが夢に出て来る
怨霊に悩まされた時期があったらしい。夢である
から睡眠薬でも飲めば良いのだが、上皇は武門の
頭領ということで源義家に「怨霊を鎮めるため武
器を持って来るように…」命じた。義家は一張の
弓を献上し、上皇は弓を枕許に置いて寝たら怨霊
が出なくなったと言う。弓が苦手なところから推
測すると、白河天皇即位の前に射られた伊勢神宮
の森の白狐が挨拶に来たような気もする。しかし
嫌いな弓を献上された白狐の恨みからか八幡太郎

義家は武士としての功績と名声の割には官位が低
く院への昇殿が許された程度に終わった。
石岡近辺でも八幡太郎義家は神様ぐらいに崇拝
されているので言い難いが、此の人は武士として
大活躍をしたわりには晩年が不運だったようで、
約二十年後には義家の嫡男である源義親が対馬の
国司として在任中に反乱を起こした。辺境に行か
された不満かも知れず、九州から山陰地方で大暴
れをして反逆者として討伐された。この事件を制
圧する仕事に有りついたのが、平清盛の祖父・正
盛なのである。源氏の蔭で目が出なかった平氏が
ようやく活躍の場を得られるようになった。四流
のうちの桓武平氏（伊勢平氏）である。
日本外史には、六十八歳で死んだ源義家には六
人の男子が居たと記されている。息子が六人も居
たのであるから、清和源氏の嫡流が堂々と伝えら
れる筈なのだが何の因果か栄光は途切れた。大手
の合戦屋として多数の人命を犠牲にして来た祟り
と言えないことも無い。後に頼朝は義経を初めと
して身内の者など多くを消しているが、曾祖父に
当る義家の頃から清和源氏は同族内の争いが頻繁
に起きている。桓武平氏も将門・維衡・忠常らの
ことがあるから胸を張っては言えないが、同族の
喰い合いは源氏よりも少ない。
義家の長男は義宗であるが、朝廷に仕えていて
若死にした。次男が謀反人となった義親である。
三男の義国は新田・足利両氏の祖である。源氏の
嫡流を継ぐ立場になったのだが荒武者として知ら
れ家臣も荒武者が揃っていて、行列のトラブルか
ら威張って恥をかかせた藤原某の屋敷を綺麗に焼
き払ったから都に居られなくなった。四男の義忠
が源氏総領となるのだが、出世の途中で暗殺され
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てしまう。犯人は鹿島某という家臣になっている
が実は黒幕が居て、何と佐竹・武田の祖先である
新羅三郎義光（義家の弟）の仕業であるとする説
が有力であるから茨城県民としては微妙である。
五男、六男の系統は保元の乱で消えたり、平氏の
台頭により地方に埋没したらしい。
息子に背かれた義家は謀反人となった義親の遺
児・為義を養子として清和源氏嫡流を相続させた
のだが、その為義が保元の乱で敗者に回り、二十
三人も居た為義の子供の中で長男の義朝も平治の
乱に平清盛に負けて斬られる。
木曾義仲の父親
（義
賢）とか鎮西八郎為朝とか、後に「平家打倒の令
旨」を配達する行家とかは二十三人の中である。
ここで源氏は消滅する予定のところ、義朝の嫡男
（頼朝）が未成年であったため、既に述べたよう
に池禅尼の嘆願に負けて平清盛が死刑判決を無期
懲役に変更し、日本の歴史が変わることになる。
やがて頼朝が再興はするのだが、華々しかった八
幡太郎義家の行動に比べると何とも情けない清和
源氏の末路である。特に義家の次男・義親が西国
で起こした反乱は目的も意図も良く分からず怨霊
にでも取りつかれた所業としか思えない。
堀河天皇は八歳で即位し、二十数年の治世で嘉
承二年（一一〇七）に亡くなった。堀河天皇の第
一皇子である鳥羽天皇が後を継いだけれども未だ
五歳であるから引き続いて白河上皇（法皇）が院
政を続けていた。鳥羽天皇の即位二年目早々に、
平正盛が反乱者の源義親を退治し、その首をぶら
下げて都に凱旋してきた。反乱から七、八年が経
っている。都中の人々が見物に繰り出し、熱狂的
に行列を出迎えたと言われるが、それを見た当時
の人々は「武士」の存在を目の当たりにしたので

ある。これで平氏の株が少し上がり、源氏は家元
の息子が首だけで「謀叛人」とされていたからド
ウにもならない。
ところが奇妙なことに討たれた筈の「源義親」
が日本の各地に現れて騒ぎを起こし、義親として
捕らえられる事件が十数年も続いたと言われる。
常陸国にも義親が居た。西国で誅された者の怨霊
が各地に出張するのは不自然である。そのために
義親の追討は失敗したが、白河法皇が源氏から平
家に合戦の発注を切り替える目的のパフォーマン
スが有ったのでは…と疑われている。平家の時代
が到来しかけたのである。
しかし数か月後には比叡山の僧兵が日吉神社の
神輿を担いで京の都に乱入するという情報が伝わ
った。白河上皇が双六の賽と賀茂川の治水と三点
セットで手に負えないと嘆いた連中であるから何
が目的なのか分からないけれども朝廷も困って平
氏と源氏とに出動命令を出して防御させた。「合戦
屋」の二社が売り出したことになる。現代のセコ
い経営者とは違って彼らは談合も値引き競争も株
の買占めもせず、ひたすらに切磋琢磨して武力供
給に応じた。

《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）

当然ながら武力行使によって敗者は消え勝者は
残る。多くの犠牲者が出ることになるのだが、こ
れが一々恨みをもって怨霊化しても数が多すぎる
から収拾が付かなくなる。怪しいものの出番は自
然に消えて行くのである。 （続く）

【風の談話室】

ふるさと風も先月号で７周年となった。それで、
今

月号が７周年記念号と言うことになった。

ふるさと風の会が誕生するきっかけとなった「ふる

さとルネ サンス塾」がスタ ートしたのは、２００４

年であ るから、ふるさと ルネ サンス塾の第一期生

までの道のりはまだ長い。小生も
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であ った打田昇三兄、兼平智惠子聖女と の関係か

ら数えると、
もう９年になる。

此の編者であ る小生が、ルネ サンス塾の講師を務

めるきっかけを作ったのは打田昇三兄で、
打田兄と

は、
その前年からであったので、
打田兄とはもう

年のお付き合いという事になる。

年間が石岡での暮らしと 言うこと に

小生の一回りも大先達であるが、衰えぬ創作意欲

私翻に取り組んでおられる。

枚の長編を書き上げると、次にはもう平家物語の

な ものだと実感している。その打田兄は、１０００

縁は異なものとは言うが、男同士の縁も矢張り異

なる。

田兄と の

たが、３年程は東京の事務所に通っていたので、打

小生、石岡に越してきたのは１９９９年２月であっ

10

には頭が下がる。現在、
巻１の昇三訳が終わった所

であ るが、巻

10

看板娘 犬( 「)うらら」ちゃんが
皆さんをお迎えいたします。
電話０２９９‐
４３‐
６８８８

10

負けずと頑張らなければなるまい。
（
ひろぢ）

田島早苗

【ヨイショ広場】（陸平をヨイショする会）
生命のある限り
御歳八十才で、世界最高峰のエベレスト登頂に
成功された三浦雄一郎さんの快挙により、最近の
暗いニュースに沈みがちだった心に明かりが灯り、
「三浦さんより一才若い私だもの、まだまだ頑張
れる筈だ」と気分を奮い立たせている単純な私。
春先に引いた風邪が中々抜けきらず、お蔭で、
たっぷりと、来し方行く末に想いを馳せる時間に
恵まれた。
「この年まで生きたのだから、何時死ん
でも悔いはない」と言っている割には、この世に
さようならをする準備が全く出来ていない自分に
気が付き、少々うろたえている。そんな中、タイ
ミング良く「傘寿記念の二四会を開催します」と
いうハガキが故郷岐阜から届いた。
昭和二十一年の春、終戦の混乱の中で最後の女
学生として、名門校とは言え空襲で焼けた校庭の
雨漏りのするバラック校舎で、墨で塗りつぶした
箇所の目立つ教科書と、手探りで教える教師を相
手に、一生懸命学んでいた少女達。出征兵士の家
庭へ勤労奉仕に行き、鍬を担いで道ばたの開墾、
校庭の開墾等に時間が取られ、ほとんど勉強でき
なかった小学時代の遅れを取り戻そうと皆真剣だ
った。
二年生の時、新しい教育制度六・三・三制が発
足、父兄の寄付で建った新校舎で一度も学ぶこと
なく、男子校と合併のため思い出の学舎を去るこ
とになってしまった。空襲で丸焼けになった我が

家では、進学もおぼつかない状態だったが、担任
の先生の熱心な懇願に負けた両親から、「どんな惨
めなことににも耐えられるか」と釘を刺されての
神学だった。学費や寄付を工面する母の苦労をつ
ぶさに見ていた私にとって、
二倍の悔しさだった。
更に学区制なるものが敷かれ「併設中学」と命
名された中学課程を昭和二十四年に卒業した時点
で学区毎に振り分けられ、散り散りに成ってしま
ったのだ。この日を永遠に忘れないために立ち上
げた「二四会」で折に触れ友情を確かめ合ってき
たのだった。
ずいぶん説明が長くなってしまったが、二十年
前に一度参加しただけの「二四会」に参加しよう
と思い立ったのは、生きることを問い直したいた
めの、ほんの気まぐれだった。
駅前で会場になる観光ホテル差し回しのシャト
ルバスに乗り込んだ私は、派手な挨拶が飛び交う
車中で、浦島太郎の心境だった。誰とも連絡を取
らないで、その上茨城という遠方のため、前日か
ら駅前のホテルに泊まり込みで参加した間抜け者
は、
「来なければ良かったかな」と後悔し始めてい
た。
「八十という高齢の同窓会だもの、きっと参加
者は少ないだろう」という予想は見事に覆され、
会場のホテルはそれらしき人で溢れていた。ざっ
と見回しても何となく面影は残っているが名前ま
では思い出さない人ばかり、受付の幹事さんの中
から「久しぶりにお会いできるのを楽しみに待っ
てます」と添え書きを寄せてくれた友を見つけ、
地獄に仏とばかり「トコちゃん！」と叫んだ私の
声は一オクターブ高かった事だろう。
傘寿記念という通知を受け取った誰もが、是が

白井啓治

最後の二四会と考えたらしく、初めての参加者も
多く、九十五名と言う盛況だった。
どきっとするほど老けてしまった人、八十年の
生き様は外見を見事に形作っていた。同じテーブ
ルの両隣は、一度も同じクラスに成ったことがな
い人で、初対面の人と話すようだったが、人それ
ぞれの人生を聞くことが出来て楽しい一時を過ご
すことが出来た。
前向きに色々なことに挑戦して、
現在も活躍している人はやはり若々しく、すっか
り煽られてしまった。
見事に変貌を遂げた岐阜駅前には、金ぴかの織
田信長像が建ち、観光に一役買っていた。短い人
生の中で素晴らしい偉業を成し遂げた信長、長く
も短くも、命ある限り力一杯生きる。それが人間
なのだと、改めて想っている。

【ことば座だより】

人生は自由自在の道化の芝居

『人の世は、しばし旅居の仮枕。
そうさ、人の世なんて精々２泊３日の道化の旅
のようなもの。
長旅ならば、自分の枕も欲しくなるだろうが、
２泊３日じゃあ二日酔いにも似た道化の旅さ。
御大層に構えるようなものじゃない。
だが、２泊３日の道化の旅に、塵の様な欲を満
載させようなんざと考えられちゃあ困るのこと
よ。
』
とは、十月に行う東京公演の台本を書きなおす
にあたっての、テーマの覚書とでも言うべきもの
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である。
ことば座の東京公演は、ホルストが伊藤道郎の
ために作曲したという「日本組曲」を主題に伊藤
道郎に捧げると銘打っての、ふる里ヨイショの物
語である。しかし、そこに脚本家特権として三島
文学の精神性の喜劇ではないが、人生をしばし旅
居の仮枕、と斜に構える小生の道化心を抱かせて
みようと思っての覚書でもある。
そんな小生の思いがどのようにして届いたのか、
結果としてその必然性はあったにしろ、ダンスマ
イムのヨネヤマ・ママコさんとの面識が生れ、共
演にまで発展したのである。
ママコさんと話しをしていて、聖女曰く「私の
マイムの本質は道化。それも確りと体制を批判す
る道化」と断言された。それが、小生の裡の柱を
吊るしている琴線に触れて、体制批判の将門伝説
を道化としての舞劇にできるのは我らしかいない
だろう、と一人合点。
ママコ聖女は、伊藤道郎が没する直前まで指導
を受けたのだという。ママコ聖女がアメリカに渡
るに際しても、色々な指導を貰ったのだという。
偉大なる先達者は、後に色々な因縁を振りまい
てくれる。先達の振りまいた因縁の粉が、思わぬ
ところで結びをつくる。因縁果とはよくぞ言って
くれたものである。
小生、何もしない予行演習のつもりでやって来
た茨城は霞ヶ浦のほとりに、全く予期しなかった
因縁の芽が生え、あれよあれよといううちに一つ
の形を成そうとしている。意味不明の飛躍である
が、これはもう道化る他はないだろう。
突然に生まれた美浦村の劇団宙の会の市川兄と
の面識。ランボーの話を聞いて、市川兄には迷惑

であろうが皮膚感覚の類似したものを思ってしま
った。そして、市川兄より柏木久美子さん （久美ち
ゃん）との出合を創出して頂き、ことば座で共演し
て頂いている。
久美ちゃんが伊藤道郎の門下であり、現在ミチ
オ同門会の会長を務められている。記憶から失わ
れようとしていた伊藤道郎が突然姿を現し、その
孫弟子である久美ちゃんと一緒に舞台を作ること
となったのである。
そして伊藤道郎とグスタフ・ホルストに出会う
事となった。まだ演じた事のない「日本組曲」を
舞劇にするなら、ふるさとのヨイショを思うこの
地の物語でしょう。そこに降ってわいたのが、常
陸の国の恋物語として一度は書きたいと考えてい
た平将門に纏わる伝説、苅萱姫物語であった。
大先達の振りまいた因縁の粉は、まるで台本の
書き割りである。この因縁果にはただただ真面目
に道化てみる他ないだろう。
『人生なんて
人の世なんて所詮は道化の明け暮れ
道化の移ろいに呑まれて死暮れ
悲しむこたぁないさ
悲観するこたぁないさ
……（中略）……
人はひたすらに生き急ぎ
人を滅ぼしていく
これを道化と言わずして何んという
とかく浮世は色と酒
ささ飲んだり悪縁因縁
たけき者もつひには滅びぬ』
と、こんな舞詩を、ママコ聖女がダンスマイム

して物語の道を拓いていく。そして、最後の場に
は、
『
… … …
権力・財力がなんだって言うの
地獄にも極楽にも沙汰の銭などあるものか
… … …
人の世はしばし旅居の仮り枕
しばしの時を自由に揺れて自在に揺れて
移ろう時に心を預け命を預けて…』
と、幕引きのダンスマイム。
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この東京公演が終わると、ことば座も７周年と
なる。小林には、常世の国の恋物語百を約束して
いるのだが、東京公演でまだ三十三話である。百
話、大丈夫か…。

梅雨入り宣言は早すぎたのか、
雨の無い梅雨で、
聊

か面喰っている。水不足で、
野菜の高騰が心配され

ており、
これはもう自給自足を考えないといけな

％
20以上まかなえ

いかなと、
庭が畑に成るかと眺めています。

プランタ ー三本で年間の野菜の

るとか…。一考の余地ありです。

日が締切日です。ぜひご投稿いただけます

風の会では、
皆様の投稿文を募集しております。
毎月

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

（白井啓治方）

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

ことお願いいたします。
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