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ふるさと 霞 浦を中心とした周辺地域 の歴史・文化の再発見と創造を考える

白井 啓治 0299-24-2063

月

※入会に関するお問い合わせは下記会員まで。

号 ２０１３年

○会費は月額 2,000 円。
（会報印刷等の諸経費）

第

強会を行っております。

ふるさと〝風〟

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

白井啓治

をしたいと考える方々の入会をお待ちしております。

）

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

も確実な集客を得ることは難しい。毎日祈る気持
ちで奔走している。
そう言えば、祈るというと神仏に願うという意
味に多く使われるが、祈るとは本来他力本願する
事ではない。
「祈る」を辞書引くと神仏に願うの他
に、心から望む・希望することと出ている。神仏
に祈りを捧げると言ったようにつかわれるが、こ
の場合の神仏に祈るというのは、神仏に願いを叶
えてくれと頼む事ではなく、私はこういう望みを
持っているのでそれを達成するための努力をしま
す、という誓いを述べることが「祈る」という事
の本来なのだろう。

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

風に吹かれて（

17
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み返しているのであるが、その中である女流作家
の本の中に書かれてあった一節の、妙に頭に残っ
ていたためであった。
「…女の軀には、いろいろな記憶がつみ重なっ
ていく。その記憶のひとつひとつは決して消える
ことはなく、女の軀の奥の襞の中や女の顔の皺の
中に刻み込まれて遺っていく…」
これを読みながら、女に限らず人の軀にはいろ
いろな記憶が刻み込まれ、遺されていくものであ
るが、刻み込まれた記憶は、そのすべてが都合よ
く物語化されて、痛みも快楽化されて遺されてい
くんだろうな、と思ってしまった。しかし、こう
思ってしまうのは私だけなのかも知れない。
肉体と精神に刻み込まれた苦痛に近い記憶も、
時の移ろいと共に物語化が美化されてきて、その
中で懐かしさだけになってしまう。記憶が懐かし
さ化されると、それは何時しか忘却の棚に仕舞わ
れることになるようである。

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・

『恋花のもっと紅く咲いてランララン』

80

89

さて、このふるさと風の会の兄妹である劇団こ
とば座の東京公演がもう間近に迫ってきた。公演
の内容に関しては絶対的な自信をもって臨んでい
るのであるが、メジャーに無名の地方の小劇団が
東京で公演を持つというのは、集客に相当のエネ
ルギーを強いられる。しかもエネルギーを使って

ふるさと風の会会員募集中!!

67

年ぐらい前の事になるだろうか、♪花を召し
ませランララン…♪という歌が流行った。恋花よ
紅く咲け、何てことを思っていた時に急に思い出
された歌である。こんな歌を思い出しながら、そ
う言えば夜の銀座には花売り娘と呼ばれる人が随
分大勢いた事を思い出した。
今でも昔娘の花売りが何人かいるようなことを
紹介されたことがあった。 歳過ぎの花売り娘に
声を掛けられたら、どう返事をするのかなと思っ
てしまった。
戦後復興の目覚ましい銀座の夜には、それこそ
無数の花売り娘がいた事を覚えている。当時 、
歳の娘だった彼女らの何人かが今でも銀座の
街角に花を売っているのかと思うと妙な感じがす
る。
だが、かくいう小生も古稀を迎えたというのに
恋花の紅く咲け、などと呟いているのだから花売
り娘ならず「花咲けず爺さん」の世迷言とでも言
われそうである。
恋花のもっと紅く咲け、等との言葉が浮かんだ
のは、最近本棚から古い本を引っ張り出しては読

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

ふるさと風の会」
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希望や夢を実現させるためには、そのような結
果が望めるように自助努力をすることが必要であ
ることは言うまでもない。つまり、祈りというの
は、その夢や望みを達成するための努力を自分自
身に誓うという事なのだろう。

底的に除去して清潔に保つ必要があるが、一般的
には、人体に共生するバクテリアまで悉く殺すの
は本末転倒。共生菌を殺したら、人体は生存が不
可能となる。度を越した清潔願望は猿智慧に過ぎ
ない。
人体の細胞数はおよそ 兆個。人体に共生する
細菌数はおよそ６００兆個といわれる。人体はそ
れら細菌の遺伝子の活動を借り、健康な生活が営
まれている。細菌は何でも殺せば、身辺が清潔で
健康が確保されるというのは、全くの幻影。抗菌
加工で、何でも周辺を綺麗にすれば、健康が約束
されるどころか、かえって、抵抗力の弱い箱入り
娘が増えるだけで、真に危険である。商業主義に
惑わされてはいけない。
世界は勿論、
それに気付かないわけではないが、
経済盲従が、それを阻止できない。果てしなき快
楽追求が、人類滅亡へとつながる。
＊
＊
＊
資源獲得競争は、
『おれが今取らねば、誰かに先
に取られる。
』という深層心理が強く働き、侵略戦
争にまで発展する。今の今をどう乗り切るかにキ
ュウキュウとして、
未来の展望などありゃしない。
有限の資源は、未来永劫に、子子孫孫まで生存に
必要で、今生きている人類のみが使い果たしてよ
いものではない。
千年後の生活物資など、その時になれば、その
時代の人々が、何とかするさ。心配は不要。そう
思うかもしれないが、昔、がんなど 年もすれば
とっくに解決されているだろう。好きなタバコを
止めるなんてナンセンス…。とか言っていたが、
全くの当て外れ。いまだにがん死亡率を大きく押
し上げている。
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菅原茂美

ンの生態系が崩れ、食物連鎖が崩壊する。海藻や
小魚・ひいては、マグロまでその数が減少する。
そんな諸々が重複すると、人類の生命力は、自ず
と弱体化する。先を読まない欲望の暴走が、人類
滅亡の素因となる。
そして人類は、
資源が枯渇するまで略取を続け、
安楽を求めて健康管理を疎かにし、美食に溺れ、
肉体労働が減少し、機械に頼り過ぎる。これも人
類弱体化の静かな推進役である。
無節操な化学物質 （洗剤・医薬品・消毒薬品など）の大
量消費により、文明国ほど、男性の機能低下を招
き、生命力の先細り現象を招いている。女性ばか
りが強くなって哀れなるかな、オスども…。ま、
オスが弱体化すれば、
多少は戦争など少なくなり、
世界平和に貢献か？
そして、もしかすると人類滅亡の切り札となり
うるのが「多剤耐性菌」の出現。私も、牛の乳房
炎対策で、耐性菌に非常に苦しめられた。人類は
病原菌を殺そうとして、多くの抗生剤を使用して
きた。しかし敵もさる者、命が危なくなると、サ
ラリと遺伝子を変換して、抵抗力を増し身をかわ
す。人類だけが知能が優れていると考えるのは、
とんでもない早とちり。あんな、ちっぽけなバイ
キンも、人知を超える生存のための知能を持つ。
なめたら、いかんぜよ。
＊
＊
＊
今、私が最も心配していることは、商業主義が
いたずらに清潔を訴え、人類の抵抗力をそぎ落と
していることだ。
周りが少し汚れているくらいが、
継続的抗原刺激となり、
天然の抵抗力を増加する。
赤ちゃんは何でも舐めて、抵抗力を穫得する。た
だし、喘息持ちの人は、ダニなどアレルゲンを徹

３０

『麗好き』の落とし穴
もし、人類が滅亡するようなことがあれば、そ
の原因となるものは、何だろう？
色々考えられるが、巨大隕石衝突など、宇宙規
模の大事件を除き、最大の原因となるものは「生
命力の先細り」ではないかと私は考える。では、
その先細りの誘因は、一体何だろう？
結論からいえば、それは「文明の暴走」だ。人
類は思いあがって、自然の摂理を無視し、未踏の
地を荒らしまわる。抗生剤などを求めて、自然界
に潜んでいる微生物を揺り起こすと、突然牙をむ
・
いて逆襲してくる。エイズ （後天性免疫不全症候群）
サーズ （重症急性呼吸器症候群）など、放っとけば自然
界で、何ら悪さをしないものを、野生動物などを
捕獲し、実験動物や、ペット化などすると、その
体内に潜んでいた病原体が、突然変身して牙を剥
く。
更に焼畑農業や森林伐採など続け、化石燃料を
多用すると、地球温暖化を促す二酸化炭素の劇的
な増加を招く。その結果、気温上昇・海水面上昇
や、温帯でもマラリヤなど熱帯の伝染病が蔓延す
る。海水は酸性化と、酸欠状態を招く。自然林を
伐採し、針葉樹など植林すれば、海でプランクト

６０

一方、資源浪費競争は、人類の先細りに直結す
る。苛烈な浪費競争の果ては環境の汚染・資源枯
渇の自殺行為であり、くたびれ儲けと共倒れを招
き、
緑の惑星が、
荒涼たる砂漠へと変わり果てる。
交通機関の発達や、生活物資の工夫改善は、体
を動かすことなく、難なく移動ができ、苦痛を伴
わずに、
安楽な生活ができる。
筋肉だけではなく、
体の全ての機能が、退化する。そして腑抜け人口
が大爆発。
『歩無し将棋は負け将棋』
。
＊
＊
＊
さて、なぜそんな話になるかを、生命誕生にま
で遡ると、生命の本質がそうであるから、後々ま
で後を引いていると考える事ができる。
楽して得する根本原理は、生命誕生の時から、
ず～っと今日まで続いてきたＤＮＡの戦略だ。他
から栄養源を奪って己のみが生きる。これぞ生き
物の本性。いかに高等動物に進化して、民主主義
だ！平和主義だと高唱しようが、その基本は変わ
らない。それゆえ人類から戦争は、永久になくな
らない。
「性善説」は妄想にすぎない。
悲しいかな「性悪説」を信じる他ない。日本は
軍隊を持たない平和憲法の下、自由だ！民主主義
だと平和ボケ。少数政党乱立。６年間に総理大臣
が６人も変わる。
国家のセキュリティも穴だらけ。
「隣に倉建ちゃ、こっちは腹が立つ」とも言われ
る。戦後、日本が世界第２位の経済大国に成長す
ると、近隣諸国は虎視眈々。領土や知的財産を奪
うなら『今でしょ』…とくる。
話を戻し、生命誕生以来、要するに弱肉強食の
生存競争がすべて。まず己が生き延び、己のＤＮ
Ａのコピーを増やす。これが全ての生物の本性で
ある。聖人君子がどんな高説を唱えようと、所詮
１個の「生命を帯びた物質の塊」即ち全生物は、
１個の単細胞の子孫なのである。以来何億年経と
うが、当然、みなその血を引いているので、植物
も動物も、バイキンも高等動物も、基本はみな同
じ。過酷な生存競争で生き延びようとするＤＮＡ
の子孫なのである。
本論に入る前に、私のゴンボ掘り性から、まず
生命が誕生した現場に遡ってみたい。
生命はその誕生以来、ほぼ 億年かけて、幾多
の試行錯誤を経、今日の生存システムを開発して
きた。現在生存している全ての生命が、多難の試
練をくぐり抜け、
生き抜いてきたという事である。
自然界にふんだんに存在する放射能など障害物件
に、簡単にＤＮＡが破壊されないように進化した
者のみが、現在生き残っているということ。要す
るにその試練に打ち勝つ事のできなかった生命は、
残念ながら既にこの世から消滅していったという
事である。
ではその試練とは、何か？
それは、一個体なり「種」なりが、周りから十
分に栄養を継続的に摂取できない状態に陥ること
であろう。個体なり集団が、天敵に対抗できなく
なったり、弱肉強食の生存競争に耐えきれなくな
ると、自ずとその数を減らし、滅びて行く。その
他、感染症や気候変動で生活環境が激変し、通常
の採食ができなくなったりすることが滅亡の主原
因となったことであろう。その他、有毒ガス・酸
欠状態など異常事態が継続的に連発すれば、生理
機能が対応できなくなる。更に、種内の繁殖相手
獲得競争・擬態や保護色等の遺伝子変換を、機敏
に獲得できなかった…などが考えられる。
【カンブリア紀以降、今日までの５億年間に、海
４０

水の酸欠などで、全生物の ％前後が絶滅した事
件は、５回も存在する。
】
さて、
生命誕生の原初に遡れば、
有機化合物は、
複雑な反応を繰り返し、化合促進→崩壊を繰り返
し、安定的に同じ「成長・分裂」を繰り返せる塊
のみが、生命 （代謝と生殖が持続可能）を帯びた物質の
塊として生き残った。既にこの段階から、他の塊
を横取りして、
生存のための戦いが始まっている。
億年前、生命誕生の現場に踏み込んでみたい。
浅い海底が生命誕生の「故郷」といわれる。そ
の故郷には、空気中にあった簡単な一次有機物で
ある炭素化合物 （雷放電などで、炭素と水素は化合し「炭化
水素」ができる）が、雨とともに海水中に溶け込み、
沈澱し、原始水圏の中で化学反応を繰り返し、複
雑な有機物に成長して行くことは、実験的にも、
証明されている。その有機物の塊 （コロイド）が、
粘土層に吸着され、濃縮されて、一つの塊 （コアセ
ルベート）となり、膜状の「皮」が被さり、原初の
「細胞の如きもの」が誕生した。膜の中で、複雑
な反応を繰り返す中に、何億年という長大な時間
を経て、タンパク質・核酸など高分子化合物も、
物質そのものの発展法則に基づき、安定的に、代
謝・増殖を繰り返す「コアセルベート」が、原初
の生命誕生へと発展していく。
（これがオパーリンの「生

９０

原初の海で最初に誕生した生物は、そのエネル
ギーを、酸素ではなく、硫化水素などを利用する
「嫌気性菌」であった。現在の空気にはおよそ
％の酸素が含まれているが、これはその後の植
物が光エネルギーを元に、水と炭酸ガスから炭水
化物を作った「カス」である。酸素は原初の生物
にとって猛毒であった。

命の起源」説である）

４０

２１
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原始生物が増殖し、浅海で光合成を活発化する
する「霊長類」が食虫目から分離し、およそ７０
と、大量の酸素が産生される。その酸素原子は３
０万年前、ついに直立２足歩行する「人類」が誕
個結びついて、地上 ㎞付近で「オゾン層」を形
生する。人類は今、大きな顔をしているが、動物
成し、太陽からの有害な紫外線を吸収し、動植物
界では、末席に座るべき新参者である。
】
＊
＊
＊
のＤＮＡ破壊を防いでいる。
【動植物は太古の昔から陸上に生息しているよ
さて、脱線が長過ぎたが、エアコンなどから漏
うに思うかもしれないが、現在、地球誕生から
れ出たフロンなどにより、オゾン層は破壊され、
億年、生命誕生から約 億年経つが、海中の植物
大きな問題を醸している。南極上空にはオゾンホ
が生産した酸素がオゾン層となり、太陽光の有害
ールが作られ、地上生物のＤＮＡが破壊される。
な紫外線が地上に届くのを防いでくれなかったら、 これも文明暴走の一場面である。放っておけば、
動植物は陸上に進出することはできなかった。（海
全生物の絶滅につながる由々しき問題である。
人類は、脳味噌を膨らまし、全ての生物が生存
中なら有害紫外線は海水で遮られるので、ＤＮＡは破壊されない。
）
しにくい環境造りをセッセセッセと繰り返してき
た。それゆえ私に言わせると、人類は種を絶やさ
ず永続したかったら、脳味噌の働きを、しばらく
制限しろ…と言いたい。経済優先の過酷な競争社
会など下の下である。それゆえ今急がねばならな
い重大事項は、木にぶら下がり、鼻提灯で居眠り
ばかりしている南米の「ナマケモノ」を少しは見
習うべきである。人類が長生きしたかったら、ナ
マケモノの弟子になる事だ。
【後藤新平の言葉に、人はその死に際し、
『財を残すものは下、名を残すものは中、
人を残すものを上とする』…とある。
】
英才教育とか、効率主義とか、一見優れたよう
に見える頭脳が、
人類滅亡への拍車をかけている。
私の主張を偏見だ！と嗤う人がいるかもしれない
が、日本の英知を集めた霞が関や永田町が、食糧
自給率 ％のこんな惨憺たる日本を作り上げた
ではないか。食糧の安全保障こそ、民族存続の基
本である。借金１０００兆円の国家を作ったのは
誰だ？ 後は野となれ山となれ！死んだ後のこと

２０１３ ＣＯＮＣＥＲＴ ＳＥＲＩＥＳ

１０月２７日
１１月 ３日
１１月 ４日
１１月１０日

マリア・エステル・グスマン ギターリサイタル
La Corde Vibrante
新進気鋭若手ギタリスト４人の会
啼鵬《バンドネオン》おがわゆみこ《オカリナ》
伴奏:高野行進《ギター》
１１月２４日 北口 功 ギターリサイタル

ギター文化館 〒３１５-０１２４ 茨城県石岡市柴間４３１－３５
℡０２９９-４６-２４５７ Fax０２９９-４６-２６２８
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は、俺は知らない。今の今、我が省庁が潤えばそ
れでよい。代議士の俺だけが高禄を食めればそれ
でよい。何が秀才だ？
秀才は不要。常識が通用する平凡こそ重要だ。
それゆえ、能天気や極楽トンボこそ、人類が永
続するために必要不可欠の「役者」であろう。文
明はスピードダウンしなければ、人類はそのうち
息切れする。凡庸が人類を救う。

ター文化館

３０

４０

３４

４６

それゆえ、海中植物が産生したオゾン層のおかげ
で、やっと生物は陸上進出ができた。まず植物が
陸上へ進出するのは、生命誕生から 億年後、即
ち、今から約６億年前。そして、脊椎動物として
は、魚類が川を遡って、内陸まで進出し、鰓 （えら）
を肺に、鰭 （ひれ）を足に変化させ、
「両生類」に
進化して、やっと上陸できたのは、今から約４億
年前である。そして両生類は完全に水から脱出し
て「爬虫類」へと進化し、恐竜が全盛時代を迎え、
陸上を闊歩するのは、ほぼ２億年前のジュラ紀で
ある。その頃、哺乳類の元祖は、爬虫類から分離
し、温血と胎生を獲得し、合わせて皮脂腺が変化
した乳腺により子育てをする術を獲得した。しか
し、新生の哺乳類の元祖は、恐竜に怯えながら、
ネズミくらいの大きさでウロチョロしていた。今
から６５００万年前、中米ユカタン半島に、直径
㎞の巨大隕石が落下し、恐竜が滅亡した。空い
た空間に今までの弱者が、のさばり出す。哺乳類
全盛時代の幕開けである。
そして丁度その頃、哺乳類の中から、我々の属
１０

３９

最後に、人類滅亡につながるかも知れない男性
の「性」を決定する「Ｙ染色体」の行方が現在赤
信号。女性の性染色体「Ｘ」は２個あるので、も
し何かの事情でどちらかが傷つけば、正常な方の
Ｘ染色体が直ちに修復にかかる。両方同時に傷つ
くことはめったにないので、Ｘ染色体は安定であ
る。ところが男性の性染色体はＸとＹとの２個な
ので、もしＹ染色体が傷を負えば修復してくれる
相手がいない。こうして生物にオスというものが
できて何億年か経ち、Ｙ染色体はボロボロに崩れ
落ち、現在人類のＹ染色体はＸ染色体の 分の１
まで短縮した。理論上、あと４６０万年経てばＹ
染色体は消失してしまうという。現に「アマミト
ゲネズミ」のオスにはＹ染色体は消失したが、種
は存続している。霞が浦のゲンゴロウブナは、雄
がいない。環境が厳しくなると、メスのうちの誰
かが雄に早変わりして子孫を残していくのだとい
う。結構生物は、雄がいなくても「雌性生殖」で
種は絶える事はないらしい。しかし、これは人類
にも当てはまるかどうかは、不明である。

木村 進

今年は「常陸国風土記」が書かれて丁度一三〇
〇年という節目の年で県内各地で記念行事が行わ
れている。
この風土記の茨城郡に関する記述の中に「水泳
（みづくぐ）る茨城の国」という記述がある。
茨城の言葉の起こりを説明した後に書かれてい
るのだが、単に枕詞や修飾語のように思われ、あ

水泳る茨城の国
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まり注目されていないようだ。
「昔、山の佐伯、野の佐伯といふ国巣がゐた。
普段は穴を掘ってそこに住み、人が来れば穴に
隠れ、去った後でまた野に出て遊んでゐた。
まるで狼か梟ででもあるかのやうに、あちこち
に潜んでゐては、物を盗み、祭に招かれても様子
がをかしく、風習がまったく異なってゐた。
あるとき、大の臣の一族の黒坂命が、野に狩り
に出て、
あらかじめ彼らの住む穴に茨の刺を施し、
突然、騎兵を放って彼らを追ひ立てた。佐伯たち
は、あわてて穴に逃げ帰ったが、仕掛けられた茨
の刺がからだ中に突き刺さり、あへなく皆死んで
しまった。
このときの茨から、
茨城の名となった。
諺に「水泳 （みづくぐる）茨城の国」といふ。
」
（口訳・常陸国風土記より）

この茨城の名前の起こりの後になぜこんな言葉
を書いたのだろうか？
このまま解釈すれば茨城の国が一般にこのよう
に呼ばれていたということなのだろう。
「みづくぐる」というのは単なる茨城にかかる
枕詞であろうか。
またこの後に高浜の隣の「玉里」（玉里村、今は小美
玉市）について書かれている。
昔、倭武の天皇（ヤマトタケル）
が来て井戸を掘り、
きれいな水が湧きだした。
「そして、
「よくたまれる水かな」とおっしゃっ
たので、この里の名を、田餘 （たまり）といふやう
になった。
」
もともと玉里 （たまり）は田餘 （たあまる）と書いて
いたし、たあまりむらと呼ばれていた。
百人一首に在原業平が詠んだ歌が載っている。

ちはやぶるかみよもきかず竜田川
からくれないにみづくぐるとは
かなり有名な歌なのだが、解釈がどうもピンと
こない。一般に解釈されている説明は
「紅葉の美しい竜田川 （現奈良県生駒郡）は、唐紅
の鮮やかな赤い色が川面に写しだされ、（生地が赤く
染まった）くくり染のような美しさだ。こんな美し
さは神代から聞いたこともない。
」
といわれています。でもこれは古今集の業平の
歌を後に、
藤原定家によって 「みづくくるとは」
と「くぐる」を「くくる」に改竄されて百人一首
に載せてしまったからで、
「みづくぐる茨城の国」
という言葉を藤原定家は知らないので、水をくく
り染にしていると勝手に解釈してしまったのでは
ないかと思う。
奈良の都から古東海道を、遠い北の最終国「常
陸国」に来る道のりを想像してみて下さい。
横須賀の走水から千葉の君津に東京湾を舟で渡
、市川 （下総国）から柏や我孫子近
り、市原 （上総国）
くでまた舟にのり対岸に渡って、布佐から更に利
根川を渡り利根町に入ります、そしてまた舟で信
太郡に着くと、また大きな内海が待っています。
これが現在の霞ヶ浦です。ここも波が凪いでい
る日はそのまま舟で高浜までやってきて、波が荒
れている時はかすみがうら市に上陸して高浜で恋
瀬川を渡って茨城郡の郡衙 （石岡）に到着したので
しょう。常陸国風土記の書かれた頃にはまだ土浦
などの陸地側はあまり交通不便で利用されていな
かったと思っています。
石岡の浜＝国府浜＝高浜 では男女で走り回っ
たり、舟遊びなども行われていました。
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「水泳る」（みづくぐる）には川や湧き水など水が
豊かであるというメッセージを感じることができ
ます。
ですから、業平には、紅葉の美しさが川面に映
え、清らかな川の流れの中を紅葉の葉がきらきら
輝きながら流れたり、映し出された葉の色が川面
の水の流れで揺らめいて美しさが何倍にもまして
見えたのでしょう。
伊勢物語を書いたとされる業平は、その記述に
よれば下総国から隅田川を渡って武蔵国に入った
ように思います。隅田川では今の東京スカイツリ
ーの近くに「業平橋駅」があります。
でもこれが「東京スカイツリー駅」となってし
まうと何かさみしいですね。業平の名前を残して
ほしいという運動もあって今は二つの駅名が併記
されています。
名にし負わば いざ言問はん都鳥
わが思ふ人はありやなしやと
「言問橋」「吾妻橋」
が隅田川には架かっています。
百人一首などに何も知識のない私がこんなこと
を書いても真偽のほどはわかりません。
さて、この業平の竜田川の歌を調べていたら落
語の話が出てきました。
面白いと思いましたので、
ウィキペディアより転載します。
落語の題名は
「千
早振る」です。
-

隠居も実はこの「ちはやふる神代もきかず竜田
川からくれなゐに水くくるとは」という歌の意味
を知らなかったが、知らぬというは沽券にかかわ
ると考え、即興で次のような解釈を披露する。
江戸時代、人気大関の「竜田川」が吉原へ遊び
に行った際、
「千早」という花魁に一目ぼれした。
ところが千早は力士が嫌いで、振られてしまう
。振られた竜田川は妹分の「神代」に
（
「千早振る」
）
言い寄るが、こちらも「姐さんが嫌なものは、わ
っちも嫌でありんす」ということをきかない （「神
。
代も聞かず竜田川」
）
このことから、成績不振となった竜田川は力士
を廃業、
実家に戻って家業である豆腐屋を継いだ。
それから数年後、竜田川の店に一人の女乞食が
訪れる。
「おからを分けてくれ」と言われ、喜んであげ
ようとした竜田川だったが、なんとその乞食は零
落した千早太夫の成れの果てだった。
激怒した竜田川はおからを放り出し、千早を思
い切り突き飛ばした。
千早は井戸のそばに倒れこみ、こうなったのも
自 分 が 悪 い と 井 戸 に 飛 び 込 み 入 水 自殺 を 遂 げ た
。
（
「から紅（くれない）に水くぐる」
）
八五郎は「大関ともあろう者が、失恋したくら
いで廃業しますか」
、
「いくらなんでも花魁が乞食
にまで落ちぶれますか」などと、隠居の解説に首
をひねり通しだが、隠居は何とか強引にハチ公を
納得させた。
やれ安心と思った所にハチ公が、
「千早振る、神
代も聞かず竜田川、からくれないに水くぐる、ま
ではわかりましたが、最後の『とは』は何です」
と突っ込んだ。とっさの機転でご隠居はこう答え

た。
「千早は源氏名で、彼女の本名が『とは （とわ）
』
だった」

-

この竜田川は実在の相撲取りで、女には目もく
れず真面目に稽古に励み、当時の最高位である大
関となった。しかし、昇進を果たして後に遊郭で
騒動を起こして関取を廃業して実家の豆腐屋にな
った。そして数年後に女を井戸に突き飛ばして殺
してしまった。まあこれも落語のように女が入水
自殺したのかもしれない。
まあ業平の歌がこんな落語に取り上げられるく
らいだから、この歌の解釈も難しいということな
のだろう。
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-

「
「先生」
の異名を持つ岩田の隠居が茶を飲んで
いると、なじみの八五郎が訪れてくる。
娘に小倉百人一首の在原業平の歌の意味を聞か
れて答えられなかったため、隠居のもとを訪ねて
きたという。

工房オカリナアートＪＯＹ

母なる大地の音を自分の手で
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

祭
伊東弓子

斯う涼しい風が吹き始めると、あの暑さが思い
出される。その中で繰り広げられた祭、縁日が恋
しくなってくる。其処には佛がいらっしゃるから
だろうか。神が御出だからかな。夜店の灯りに釣
られて行くのだろうか。あの音が胸を騒がせ足を
動かすのかな。一年を通して縁日、祭がやってく
る。何かに引かれるように出かけて行く。人は何
を求めて縁日、祭に集まるのだろう。
立春が過ぎると待ちに待った春、三月は玉里五
千石を守る雷電宮の祭、四月は岡地区の観音様、
金塚地区の観音様のご縁日、五月は小川の赤身の
地蔵尊のご縁日、高崎の館山神社の祭があった。
子供の頃から六十年以上も経つと大分様変りした
けれど行かずにはいられない。
六月末から七月に入ると各部落の入口に、竹二
本を建てしめなわを張る。神を迎える準備だろう
が、その情景に安心する。此処に人がいる。みん
なで纏まっていく力がある。という思いからだ。
飾りが済んで一休みしていた平山地区の人が話し
てくれた。「霞ヶ浦の川上の方から御神輿が流れて
きたそうだ。大分昔の事だという。漁で忙しいこ
の部落の人達は岡地区に頼んで祭って貰ったとい
う。それが素鵞神社だそうで、これから祝い金と
酒を持って行くところだという。頭が上がんない
んだよ」
と話していた。
高崎の八坂神社の祭も細々
と続いている。松山、部屋地区の薬師様の祭は「う
どん祇園」と父が言っていた。菜種を油屋に持っ
て行くと今年初めての現金が入る。麦も出来る。
麦藁で御輿を作って部落中を練り歩く若衆の声が
響いてくる様だ。今年は喪中なのに能くも出歩い

たものだと思いながらも、鳥居を潜らないで賑わ
いの中にいるだけよと言い訳している私がいた。
夏の間に四つもの大きな祭に出かけて行った。
最初は嫁いだ先の荒川沖の祭に行った。子供を連
れて行く私達を待っていてくれた姑 （はは）がいた
頃は行く喜びが大きかった。
駅の西口は水戸街道、
松並木、陣屋などがあって古くからの町だ。御輿
や山車があった。
元気のいい人の群が続いていた。
東側は新興住宅地帯で祭はないので、西口の町へ
みんなで連れ立って行った。姑も義理の兄妹も亡
くなって今は淋しくなった。その頃東口が開かれ
大型の店や道路が出来て、祭も始まったと聞いて
はいても躊躇して出かける気持ちにはなれなかっ
たが十数年が過ぎた。今年は主人と一緒のつもり
で出かけた。山車も御輿も狭い町内には入らず駅
前通り百米位の所を行ったり来たりしていた。囃
子手は女ばかり、笛、太鼓、鉦をならしている。
おかめ、ひょっとこ等踊り手は中に隠れて影が薄
かった。前の両角に鉦叩きが粋な姿で柱に凭れ掛
り、
内股を開いた格好は、
何か嫌らしさを感じた。
こういう囃子方もあるのだろうかと目を逸らした。
あまり日をおかないで小川の祇園まつりに行っ
た。小川三町という頃より河岸と商店で栄えた名
残りを感じる祭だった。古い大町通りから新しい
小川バイパスの所迄、商店が店を出し、露店商が
並んで賑わいを作っている。その前を行き来して
店に並ぶ物を買って食べる。ゲームを楽しむとい
う姿が大半だ。子供を連れて来た三十五～六年前
とは一寸違う感じがした。食べ物の味が濃くなっ
たし量も多くなった。工夫する玩具が姿を消して
いる。女達が山車や御輿の回りで華やかに声を出
す。今の時代そのものなのだろうか。そんな中で

人の波に流されているようだった。突然「財布が
ないよ」と孫が言い出した。婆さん二人は大慌て
だった。
捜そうにもこの人込みの中でどうするか。
子供八人、婆さん二人が四方に分かれ、お巡りさ
ん話す事、人の足元を見て行く事を確認して捜し
出した。子供達は真剣其の物で分かれて行ったの
に、
私は内心見つかる筈がないんじゃないかとか、
拾ってくれる人がいても届け出てなんかくれない
んじゃないかとか否定的な事ばかり思っていて、
捜す事に身が入っていなかった。少し経つと「わ
あい、あったよ」と戻ってきた。本当か…と一瞬
疑った。休憩所のお巡りさんの所へ女の人が届け
てくれたという。
「なくさないようにね」との託け
があって、名前は言わなかったとの事だった。本
当によかった。
何よりも子供達にとってよかった。
これから注意するだろうし、人を信じる事も出来
たろう。一瞬心が凋んだが今年の夏の素晴らしい
出来事だった。
子供達が一番楽しいと膚で感じたのは高浜の祭
だった。親戚があって知り合いがいる。いとこ、
はとこと一緒に参加出来た事は楽しさに喜びが加
わってあと迄、余韻が残って今でも話題になって
いる。規模が大きいから出来るのか、子供の参加
を大切にしてくれていた。他からの子供の参加も
気持ちよく受入れていた事は大きい。車に乗って
叩き手を身近に見、笛の音を聞き、かけ声を一緒
に交し合う。
「ここは高浜、良い所」
「元気を出し
ていきましょう」
「もっともっと声出して」など中
年の女のリーダーと高校生、中学生、小学生の女
の子達の一日の祭は、休憩時間でも隣り同志に座
ったり、
菓子を貰ったり、
お喋りがはずんでいた。
心の中で孫達は太鼓を打ち、笛を吹き、鉦を鳴ら
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していた事だろう。帰り時は菓子の袋を土産に貰
って家路についた。満足気な表情だった。露店商
が二つしかなかった。近隣の大きな町の祭で皆客
の多い方へ店を出すようだ。もう五～六年こうい
う状況だがそれが子供達を祭の中に充分に力を出
してくれているのではないだろうか。あれから二
ヶ月も過ぎたのに未だに、あの日の様子を姉弟で
再現し合っている。自分達でお祭をした満足感が
尾を引いている。大人はこういう場を子供達に与
えたいし、伝えていきたいと改めて思った。
石岡の祭には楽しい思い出がない。昭和十九年
父の戦友が亡くなった。
九月九日（石岡の祭の三日目）
小笠原の母島近辺でアメリカの魚雷に船をこわさ
れ、沈んでいく数分の中で石岡出身の友は父と同
じ名字の人で「助けて助けて」と叫びながら海の
藻屑と消えて行った日だった。終戦後父は命日の
九日にお参りに行ったが助かった自分の身が辛く
当家へは三年だけでお参りを止めたといっていた。
敬老の日が祝日となった十五日を三日目として十
三、十四、十五日と祭の日が変わった頃、子供を
つれて祭の中で雨に打たれ、帰るに帰れなかった
アーケードの下の雨宿り、目に入った情景も言い
ようのないものだった。酔った男を殴る蹴る三昧
の酷いものだった。そして又又変って土、日、第
三月曜の敬老の日となった。祭三日目に身近な若
い人が事故で亡くなった。そんな辛い祭にも幼い
子達の誘いがあるからやってきた。今年は露店商
が町の両横に広がって、商店も店を出し一寸工夫
された様子を感じた祭だった。町の人も、近隣の
人も「石岡はだめだ」
「だめになった」と言ってい
ないで一工夫してください。私達の若い頃は石岡
は文化の中心地だったのです。
小林幸枝

その他にもあちこちで盆おどりが行われた。地
域おこしといって補助金を貰った催しもあった。
この頃は人を集める方法なのか食べ物のコーナー
が多い。
そしてサービス過剰の度合いが多すぎる。
卑しい姿、浅間敷姿を見る事も多い。それでもや
り続けて行く事が必要なのかな。力を合わせない
と今は簡単に壊れてしまうのだから、目を瞑って
も皆に合わせて行くのがいいのだろうか。
あちこちの祭の中で喧嘩はつきものだったにも
拘わらず次の年も人は集まってくる。日中仕事を
し疲れきった体で集まってくる。そこにはどんな
魅力があったのだろう。これから「私達が育て上
げていく祭をさがしていきましょう」と呼びかけ
る一人です。

平将門を訪ねて

十月二十三、二十四、二十五日の三日間、両国
のシアターⅩ（カイ）で、常世の国の恋物語とし
て、美浦村に伝わる平将門伝説「苅萱姫 （さくらひ
め）物語」を上演します。
私は平将門を演じますが、その役作りの為に、
将門ゆかりの地を訪ねてみました。
・将門公苑
平将門は、延期三年（９０３）に、石岡ではお
なじみの平の国香の弟良将の子として常総市（旧石
下町）向石下の豊田館に生まれたとされています。
平将門が本拠地としていた豊田館跡地が小さな公
園として整備さています。常総市には、将門ゆか

りの町として「石下将門まつり」が行われていま
す。
・六所塚古墳
平将門もしくは将門の父良将が埋葬されている
と言われていますが定かな事は解かりません。全
長 ｍの古墳で、古墳群の中では最大の大きさで
す。
誰かの古墳跡に埋めたのかなと思いましたが、
まさかそんなことある筈もないでしょう。将門の
頃にはもう古墳などは作らなかったので単なる言
い伝えなのでしょう。

・平将門公赦免供養之碑
第五代執時頼が民政安定のためにこの地の先霊
を慰めんと豊田四郎の供養碑を建てた際、執奏勅
免を得て碑の建立を命じて建長五年 （１２５３）に
造られたもの。鬼怒河畔の神子女台地引手山にあ
りましたが、堤防改修でこの地に移されました。

・平将門公赦免供養碑（西福寺）
平将門公赦免供養碑は、もともと鬼怒川沿岸の
引手山に蔵特の板碑３基とともにあったものが、
後に新石下の妙見寺に移され、明治四年に妙見寺
が廃寺となった際、
現在の西福寺に移されました。

将門ゆかりの地を歩いてみましたが、特別具体
的なものがあったわけではありませんが、ゆかり
の地を歩いてみたというだけで気分は将門になっ
てくるように感じました。平将門に関する知識は
台本を読んだ方がはるかに色々な事を知ることが
出来ますが、時代は違っても将門が歩いたであろ
う地を実際に歩いてみる事で、今迄とは違った将
門の人物像を想像することが出来ました。
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兼平智惠子

何もなかったとしても、歴史の地を歩いてみる
と色々新しい思いも湧いてくるのではないでしょ
うか。そんな事を思った将門巡りでした。

幸町の武甕槌命さま
大きな被害をもたらした日本列島縦断の台風十
八号の最中、石岡のおまつりは多くの皆さんをお
迎えして無事終了することが出来ました。今回は
での出店の規制がなされ、
石岡駅前通り（御幸通り）
まるでその道路を舞台のようにして、華やかな人
形や山車が、そしてお囃子や踊り、獅子舞が皆さ
んを大いに楽しませてくれていました。
見学の皆さんがゆったりとカメラを向けたり、
集中して見入ってる姿が印象的でした。私にとり
ましては、すでにご紹介しました人形にそれぞれ
の思いを寄せながら、また各町内の皆さんの祭り
に対しての意気込みを感じながら楽しむ事が出来
ました。今回台風の影響で途中から会所で待機し
ていた人形もありました。
さてシリーズでご紹介しています山車の上に乗
る人形について、残すところ三体になりました。
その中の、今回は幸町の武甕槌命さまです。
幸町は旧六号国道の南玄関口として、土浦方面
より恋瀬橋を渡り二つ目の信号を左に入ります。
なだらかな坂道 （三五五線）が続きます。間もなく
。この二つの道
またＶ字路左に入ります （水戸街道）
路のある町並で、
現在の町名では国府六・七丁目、
総社二丁目となっており、戸数は百七十軒余りと
いうことです。

町内には、常陸国の国府が置かれた時代「日、
月、星」を祭った「府中三光の宮」が造られ、そ
の一つである日天宮が水戸街道通りを前にして鎮
座しています。府中時代にはこの日天宮前通りの
やや下ったところに幸町見附門があり、現在登録
文化財になっています（株）府中誉の長屋門はこ
の見附門を模したと伝えられています。
武甕槌命さまに関しては、まだ、おまつりの余
韻を抱きながら、当会報のふるさと風の会員、打
田さんの町内ですので語って頂こうと思いました
ら…幸町の区長さんを紹介頂きました。区長さん
からは、小貫建具屋様に聞いて見てくださいとの
事、そして小貫様からは、是非、坂の上の池田様
に聞いて見てください。池田様は生憎お留守でし
た。そこに息子さんがお帰りになり、町内の年配
の方に聞いて下さったりご協力頂きましたが、は
っきりした事が得られませんでした。
それではと、
まだ仕舞ったばかりの人形と山車を見せて頂くこ
とになりました。大変申し訳なく、おまつり最中
に伺って聞いておけばと、後悔しきりでした。
三日後の日曜日午前八時、おまつりの青年部長
さんである鈴木様と池田様と、まず人形のある倉
庫へと。そこには重さ二七キロもある大獅子をは
じめとして順に重さが軽くなっていく四台もの獅
子が睨みをきかせていました。
武甕槌命さまは和紙と木製の本体から外され、
仕舞われていました。昭和二七年山車完成に合わ
せ、東京で購入されたもので、木札には、人形師
東京 東雲斎三代目 大澤舟泉作 と墨書されて
ありました。昭和六三年の年番の時に修理されて
いるそうです。今回のおまつりには三日間勇姿を
見せていました。

智惠子

（参考資料・石岡の地名）

そして次は山車小屋に案内して頂き、三日前に
苦労しながら仕舞われた山車小屋入口の三本の横
支え棒をまた苦労しながらの開閉。なんと山車に
乗っての見学をさせて頂きました。初体験、見上
げていた山車から、見下ろしています。早速、山
車内に書かれている墨書文字を写す。
祝
講 和 記 念
紀 元 二六一一 年
昭 和 二十六年十月 起
昭 和 二十七年三月 竣了
発起人 三十名の列記（現在三十番目の池田茂様がご健
、
在）
大工 島田章五郎 他四名、
車大工 松田萬吉。
那珂湊から購入した欅材で造られたシンプルな
山車の右側、左側の二面に鶴の彫り物が、格調の
高さを誇っていました。この彫り物は以前あった
屋台に対で彫られていたものだそうです。そして
石岡型の山車の造りをとどめている一番古い山車
の一つとなっているそうです。
日本神話で経津主命と共に天照大神の命を受け
て出雲国に下り、大国主命を説いて国土を奉還さ
せた武甕槌命さまは石岡の南玄関口、幸町で天下
泰平、国家安穏を守って下さっています。
打田様、区長様、小貫様、そして人形や山車を
見学させて頂きました池田様、
鈴木様貴重な体験、
感激でございました。御礼申し上げます。

・庭灯り網ほおずきひとつ
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【特別企画】
虚構と真実の谷間
第六章 功績の値打ち（３）
打田昇三

その頃、源頼朝は鎌倉に居ただけで国民の為に
は何の役にも立っていなかったけれども、木曾義
仲が平氏を都から追い出したニュースを見て愕然
とした。誰が決めた訳でも無いが自分が源氏の頭
領で「功成る一将」は自分だと思い込んでいる。
同族だが万骨組の義仲が自分を越えて「時の人」
になったのが許せない。何よりも、先に平家が後
白河法皇に出させて命令によって頼朝は「逆賊」
にされているので、これを何とかしなくてはなら
ない。頼朝は法皇に手紙を出して、自分の忠誠心
を売り込み、木曾義仲を追討するように頼んだ。
法皇も商売上手であるから、自分に尻尾を振って
くる奴は最大限に利用する。
木曾義仲にとって不幸だったのは、木曾山中で
育った為にクダラナイ形式主義に拘る公家と宮廷
とに見下され、特に権威にしがみ付く公家の領地
を没収しようとする義仲への反発が強かった。全
国的な飢饉で兵士の食糧を確保する為に略奪行為
に近いことが行われて評判が落ち、撤退する平家
軍との合戦で都が戦火に焼けた恨みを向けられる
など、苦労が多いところに野心家の頼朝が裏工作
で後白河法皇と結んだ為、占領軍の立場が不安定
になったことである。その状況を察した義仲は、
神戸に集結した平氏に使者を送り協力して鎌倉の
頼朝を討とうと提案したのだが、平家が是を受け
る筈も無く、結局、
「都から平家を追い払う」とい
う大功を立てながら都に孤立してしまった。つま

り木曾義仲には「一将功成り万骨枯るる」の原理
が拡大して適用された結果、自分でも良く分から
ない運命に押し流されて「一将もこうなりゃ万骨
にされる」ことになったのである。
後白河法皇は源頼朝のゴマ摺りに屈して、自分
が平家に言われて出していた「頼朝追討の命令」
などコロリと忘れ、木曾義仲に平家追討を命じて
西国に出陣させていながら「木曾義仲を討て！」
と頼朝に命じた。頼朝は弟の範頼と義経を将とし
て木曾義仲追討の軍勢を西に向かわせた。後白河
法皇の不審な動きを察した義仲は平家を西に追い
詰めながら途中から引き返し、法皇の御所に火を
放ってから家無しになった法皇を親切に幽閉した
ので、これが小規模なクーデターになった。
その頃、頼朝が派遣した東国の軍勢は既に都に
迫っていて一隊は琵琶湖の南端・瀬田から進撃し
ており、一隊は平等院近くから宇治川を越えて攻
め寄せた。時に元暦元年 （一一八四）正月二十日で
ある。このうち宇治川を越えて攻め寄せる鎌倉軍
の中で佐々木高綱と梶原景季による騎馬の先陣争
いが行われた。木曾義仲の軍は、宇治川を義仲が
押さえ瀬田の陣は今井四郎兼平が守っていた。
押し寄せる鎌倉軍の軍勢は二万以上であったら
しいが、木曾義仲の兵力は平家攻めから引き返し
た後でクーデターの戦闘も経ているので数が少な
かったと思われる。日本外史の記録も一合戦した
後の残りが数百としか書いてない。サービスして
多めに見積もっても千数百しか居なかったのであ
ろう。二か所の守備陣も瞬く間に崩されて、僅か
な生き残りが京都と滋賀の境界辺りを琵琶湖に沿
って北陸方面へ逃れることにした。それを鎌倉の
軍勢が執拗に追跡してくる。矢を射ながら追って

くるから、まぐれでも当たれば減る。
此の時に木曾義仲に従って奮戦していた勇士に
板額御前のような女武者が居たのである。
「巴 （と
もえ）御前」と言い、板額御前と同じように…と書
きたいところであるが、どの本にも「色白で美人
…」とあるから本当に美人だったのであろう。
「板額さんとは違うわよ！」と怒られそうなので
明確に「美人」と書いて置く。巴御前は義仲の側
室でもあり、二人の間には「義高」という男児が
生まれている。義仲は同族の頼朝に睨まれていた
から摩擦を避けるため少年の義高を人質として頼
朝の許に差し出していた。頼朝は政子夫人との間
に生まれた長女・大姫の婿として義高を鎌倉の営
中に住まわせていた。この若夫婦は仲が良く幸せ
であったのだが、頼朝の野心と疑惑がこの若者を
不幸のドン底に落とす。この話は因果応報をテー
マとした第三章でも触れたが、源頼朝の冷酷さに
起因する生涯最大の失敗を強調するために改めて
再録しておく。義仲の死で義高も危なくなった。
状況を知った大姫は密かに義高を逃がすことを
決めた。木曾から付いて来た近従の海野幸氏とい
う武士が義高に化けて寝床に布団を被ったりして
空芝居をしている間に、大姫は義高に女装をさせ
それを侍女たちが囲んで屋敷から馬で脱走させた
のである。木曾義高が乗った馬は防音装置付きの
靴を履いていたから誰も夕方まで「大脱走」に気
付かなかったけれども、隠し通せるものでは無く
人質逃亡を知った頼朝は捜索隊を幾組も出して残
酷にも「見つけ次第に斬れ！」と命じた。五日ほ
ど経ってから追手の武士が戻ってきた。木曾義高
は既に入間川を越える手前で見つかり討ち取られ
ていたのだが、その事実は伏せられていた。
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しかし、この秘密が耳敏い侍女に嗅ぎつけられ
大姫に告げられたので悲しみの余り大姫は飲食を
絶ち、泣き暮らす日々であった。当然ながら大姫
は衰弱してゆく。予想外の展開に慌てたのは頼朝
と政子夫人である。特に政子夫人は旦那と自分の
失敗を棚に上げ、追手として義高を探し出して斬
った家来に因縁をつけ責任を転嫁させて恨んだ。
「…主君の命令でも （義高を見つけたら）内密に大姫
に知らせるのが筋であろうに、断りも無く斬って
手柄顔をするのが許せない！大姫の病気はアイツ
の所為です。アイツを罰として殺したく思います
…」と、頼朝に迫った。呆れた夫婦である。
何しろ後に旦那や息子まで消して天下に号令し
た怪女であるから白眼を剥かれると恐い。頼朝も
止むを得ず義高の暗殺を命じていた堀の藤次とい
う武士に質してから、実際に義高を斬った藤内光
澄なる者を捕らえて晒し首にした。勿論、首と胴
は綺麗に分別されている。正に典型的な万骨の例
であるが酷いものである。それでも大姫の鬱（うつ）
病は治らなかったけれども義高の後を追ったのは
十四年後だそうであるから、歴史書によっては早
く死ねばよかったように書いてある。他人事にな
ると世間は薄情である…
話を木曾義仲に戻すと京都郊外の山科から関所
が置かれた逢坂山を越えて、つまり現在の国道一
号線や東海道本線などが通る辺りの標高三百メー
トル程度の山道を逃れて琵琶湖の沿岸部・大津市
郊外に来た。其処で残り少なくなった…と言うよ
り何度、計算しても僻地のバスの乗客程度しか居
なくなった味方を見て、木曾義仲は巴御前に「戦
場離脱」を命じた。拒む巴御前に「最後の場に女
連れで居たと言われては心外である…」と心にも
無いことを言って去らせた。そして最後には木曾
義仲と側近の今井四郎兼平の二騎だけになった。
今井兼平は、源氏同族の領地争いから頼朝の父親
や兄から迫害を受ける幼い木曾義仲を匿った地元
の豪族・中原兼遠の息子であり、巴御前の兄でも
ある。長兄の樋口兼光らと義仲の乳兄弟になる。
木曾の軍勢が僅か二騎だけになっても敵は団体
で迫って来る。狙いは木曾義仲の首である。是を
戴ければ武士としての名が挙がるので「この二人
だけだよ」と言っても敵は減らない。今井兼平は
義仲に前方の松原台地を指さして「此処は私が防
ぎます。殿はあの場所にてご自害なされよ…」と
言って、背中の胡簶 （やなぐい＝矢筒）に残った七、
八本の矢を頼りに防戦することにした。どう計算
しても矢が足りない。義仲は「共に死のう」と言
うが「敵に討たれては恥辱です」と急がせた。
ところが、
「さらば…」と涸れ田の畔を伝って台
地を目指す義仲の馬は氷結した深田に脚を踏み入
れて動きが取れなくなってしまった。数に限りの
有る 今井兼平の矢を避け た追っ手の武士 たち が
次々と義仲に迫る。思わず今井兼平のほうを振り
かえった義仲は敵の矢に内兜 （うちかぶと＝兜の内側、
つまり顔面）を射られて馬上に伏した。兼平は追い
付けない。敵は大声で「日本国にて鬼人と恐れら
れた木曾義仲殿を討ち取ったり…」と自慢げに名
乗りを上げている。
「今は是まで！」今井四郎兼平
は「是から日本一の剛の者が主君のお供をして自
害するから、東国の方々よ、良く見ておけ！」と
叫んで太刀を口に含み、馬上から飛び降りて壮絶
な最期を遂げたのである。
一方、義仲に言われて戦場を脱した巴御前は、
途中で三十騎ほどの追っ手の武士団に遭遇した。

武士団の長は六十人力だと自慢していたのだが、
巴御前は百人力の女性だというデマが飛んでいて
家来が三十人と主が六十人並みで合計九十、これ
で何とか勝てる…と敵が計算を始めた。すると六
十人力の主が見栄を張って「俺一人で大丈夫だか
ら手を出すな…」と言って、マイナス四十で巴御
前に向かって来た。巴御前も受けて立つ。通常は
弓で射合うのだが敵が接近戦で来る。巴御前も是
に従った。野次馬の立場になった家来はボーッと
して見ているしかない。
武士の接近戦は太刀を振るって戦うのが普通だ
が女性を意識したのかどうか、相手が素手で向か
ってきたから巴御前も素手で組んだ。すると相手
は女性の黒髪を掴まえて腕に巻き、腰に差した短
刀で首を斬る戦法で来た。巴御前は「女に組討ち
を求めるほどの武士が、途中で太刀を抜く卑怯な
真似をするか、妾 （わらわ＝メカケではない…）を誰と
思う。
木曾山中で育った者ぞ。
合戦の手本に致せ！」
と叫んで拳骨を振るい相手の太刀を打ち落とし、
兜を剥ぎとり顔面を抑えて首を簡単に切り落とし
た。相手は急に首が無くなったので仕方なく「ド
ウだ」と馬から胴だけが落ちてきた。
この様子を見ていた三十人の家来たちは「だか
ら言わないことじゃない」と、巴御前が悠々と立
ち去るのを丁寧に見送るだけであった。日本外史
では、この出来事を木曾義仲に別離する前として
いるが順序はどうでも良い。また、マイナス四十
で負けた武士の名も伝えられているけれども平家
物語では人物の名が違う。どうせ万骨組に入るの
であるから本人の名誉の為に省いておく。
こうして戦場を脱した巴御前は、故郷の木曾山
中に戻り木曾義仲や兄たちの為に祈る日々を過ご
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していたようである。やがて平家が滅んで源氏の
世となった。鎌倉に居た源頼朝の耳に、誰が云い
付けたのか巴御前のことが伝わった。敵に回した
以上は、犬猫まで消さないと安心出来ない頼朝で
あるから「鎌倉へ出頭せよ」と言ってきた。臆す
ること無く出かけて行った巴御前は、森五郎とい
う武士に身柄を拘束された。頼朝は斬るつもりで
ある。この時に重臣の和田義盛が「…どうせ処分
するなら私に下さい…」と言ったかどうか知らな
いが、美人で戦さに強い女性を妻にして良い男児
を産ませたい…と申し出た。
この話が先に紹介した板額御前の場合と似てい
るから、どちらかにパクリの疑いもあるが両方と
も幾つかの史書にある。年代的には巴御前の方が
先である。義盛の要望に対して「義仲を討たれた
恨みを持っているから、何をするかも分からない
…」と許さない頼朝に対して、和田義盛は一族が
頼朝に尽くしてきた忠義の事績を並べ立ててよう
やく許可して貰った。正確には先に述べた平家（城
氏）の板額御前を妻にと願い出た阿佐利與一の場
合と少し状況が違う。巴御前は木曾義仲との関係
から頼朝を深く恨んでいるであろうし、美人であ
るから頼朝も狙いたいが政子夫人の手前、言い出
せない。頼朝の処置が微妙である。それらの条件
を克服して目的を達したのは、和田義盛の功もさ
ることながら、この有力な一族が桓武平氏良茂流
（平国香の末弟）の名門だったからである。
斬られるところを助かったのであるから当然か
も知れないが縁談が決まった後の巴御前は現役時
代の武勇伝が嘘と思えるほど淑やかな女性となり
和田義盛との間に立派な男児を生んだ。その名を
朝日奈三郎義秀と言い剛力の武士とされた。和田
義盛の勢力は強大化してゆく。これを憂慮したの
が北条一族である。既に源頼朝は冥土に送られ、
重臣の梶原景時も消され、源頼家とそれを取り巻
く比企一族も潰された。畠山重忠も既に此の世に
は無い。北条氏が天下を執るに当って差し当たり
邪魔なのが和田氏である。北条氏は三浦一族を取
り込んで離反させ和田義盛を討った。
鎌倉幕府三代将軍と言っても形だけで、実権は
、
「和田合
北条氏が握っていた建保元年 （一二一三）
戦」と呼ばれる鎌倉幕府内の争乱により和田一族
は滅ぼされた。北条九代記には「謀反」として記
録されているが、善悪は別にして権力者の関わる
対立では相手が全て謀反にされる。これも変則的
な「万骨の法則」であるから諦めるほかは無い。
巴御前が生んだ朝日奈三郎は父親に従って縦横の
活躍をしたけれども、父子共に滅ぼされた。
板額御前が甲斐国へ行ってからの記録は無いが
現地で平穏に暮らしたものと推定できる。巴御前
の場合は桓武平氏系の三浦一族である和田氏に嫁
して恵まれた環境に在った訳だが「和田合戦」と
いう思いも掛けぬ出来事で （実は北条氏の為に）不幸
のドン底に突き落とされた。源平盛衰記には
「巴御前は泣く泣く越中に越え…此にして出家し
て巴尼 （ともえのあま）とて、仏に花香を奉り、主、
親、朝日奈 （子）が後世弔ひけるが、九十一まで持
ちて、
臨終目出度くして終りにけるとぞ」
と有る。
女性ながら武士として死線を越えてきた身に波乱
万丈は当然だが、
最後は大往生だったことになる。
板額御前と言い、巴御前の場合と言い、負けた万
骨組ながらも史書に名を留めることが出来たこと
はやはり女性の強さかも知れない。
話の行き掛かり上、主題から遥かに離れてしま

って申し訳ないが、兄貴の貞盛に美味しいところ
を持っていかれて常陸国に取り残されたと思われ
る平繁盛の行方を捜すのが目的である。既に述べ
たように常陸国では繁盛の子で平貞盛の養子とな
った維幹から六代目の義幹までが、国府の判官職
である大掾 （だいじょう）を世襲し廣大な領地を保有
して日本一の豪族と言われていた。しかし、肝心
の繁盛がどうなったかは何の記録も見当たらない。
せめて「子孫だけでも…」と探してみたら越後の
国で「城氏」が頑張っていて、平清盛が天下を取
った時代には「桓武平氏北陸出張所長」として女
性の板額御前まで化粧もせずに商売に励んでいた。
この系統は繁盛の子でもズバ抜けて武勇に優れて
いた平維茂の子孫である。
普通に考えれば、繁盛は常陸国に残って日本一
の土地持ち （当然、金持ちでもあった筈）の御隠居さん
として、後年の紀伊国屋文左衛門のように小判を
大盤振る舞いして暮らしていたのであろう…と貧
乏人は思う。しかし、それに類する話は四十年も
経ってから純金を溶かして書いた大般若経を比叡
山に奉納しようとして世間を騒がせた―それも黴
が生えたような事件の恩賞目的と言われた…こと
が記録されているだけである。
内容に荒唐無稽のような記事があるから余り引
用はしたくないのだが「前太平記」によれば平貞
盛が藤原秀郷と連合して将門と対決することにな
った際に、貞盛が繁盛に四千の兵を与えている。
先に述べた将門方の藤原玄明が坂上近高と二人で
農民に化けて山から脱出する偽芝居を演じた際に
そのインチキを見破ったのは繁盛の部下らしい。
其の他、繁盛は兄の軍の先鋒として縦横の働きを
している。恩賞が与えられて当然なのである。
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天慶三年 （九四〇）三月二十五日に、平将門の首
を高々と掲げて （余計な心配だが防腐剤は注入したのか…）
いかめしい東国武士たちが行列を組んで都にやっ
て来た。
その先頭には平貞盛が居て直ぐ後ろには、
平繁盛が居たことになっている。平氏一門三十余
騎が前衛となり軍勢の数は五万余 （これはかなり大嘘
、藤原秀郷の一門は後陣となり一族
の数字であろう）
五十余騎に軍勢も六万騎（これも実際には六百も居れば上
等だと思うが…）飾り立てて得意げに行進した。
三月二十九日に大袈裟な行事が行われて平貞盛
は、いきなり従五位下に叙され右馬助 （うまのすけ）
に特進した。これは運輸省の係長であった貞盛が
局長に昇任したようなものである。そして御褒美
に常陸国と下総国が与えられた―と言うが、親王
の給与を賄う常陸国が与えられる訳がない。
多分、
兼ねて常陸大掾か下総大掾に任じられたのであろ
う。両国には大掾職の下に権大掾（ごんのだいじょう）
が置かれるから、地方自治に支障はない。高官の
天下りと同じで給料だけ払い込みになるのである。
役所には振込先の金融機関名を届けておけば良い。
貞盛は都に居たと思う。
繁盛のほうは上総守になったとあるが、上総の
国主も親王であるから上総介になったと解する。
これは正六位相当の待遇である。当面の恩賞であ
りやがて繁盛は陸奥守になった記事が複数ある。
内容に不満が有ったかも知れないが、全く恩賞を
受けなかった訳では無いと思う。それでも「一将
組」の兄と「万骨組」の弟では差が大きい。貞盛
は始めのうち、地元に近い場所に就職した繁盛に
対して、自分が貰ったり、国香から相続したり、
或いは合戦で押領した土地を管理させていたので
あろう。其のうちに、繁盛も遠隔地勤務を命じら
れたから常陸国は息子に任せた…繁盛の子は常陸
国に土着し、都の有力者に膨大な賄賂を贈って国
府に就職し是を世襲化して大掾氏となった。

【風の談話室】
十月の声を聞く前に、突然に秋風が吹き初冠雪や
霜の便りが届いてきた。
本当にどうなっているのだこの陽気は、と大声を
出したくもなる。
が話をしていた。

猛暑の年は、大寒波が来るのだと先日気象予報士
本当かね、といいたくなるが、日光などの紅葉の
知らせを聞くと、もう冬かと思ってしまう。
そう言えば、つい先日までは虫達が高音を張って
いたのであったが、今はもうその声もか細く聞こ
える。冬間近ということなのだろう。

田島早苗

《ヨイショ広場》（陸平をヨイショする会）
何時か行く道

最近葬儀に関する考え方が様変わりして、生前
葬を体験したり、子孫の負担にならないようお墓
も要らないという人が多くなったとか。是は世界
的な流れのようで、土葬が主流だった中国では墓
地が不足して高騰、一般の人には手が届きにくく
なり、
遺骨をいずれは溶けてしまう容器に入れて、
花壇の花の下や芝生の下に埋め、文字通り何年か

先には土に還るという埋葬方法が広がりつつある
という。
散骨の希望を遺言する人も多くなり、いずれは
溶けてしまう容器に入れた遺骨と花束を海に投げ
入れ、船に乗った遺族が読経と涙で送るこ事業が
展開しているらしい。何処までも抜け目ない商売
人の目が光っている。
忙しかった九月も終わりの日、美浦村ボランテ
ィア連絡協議会の主催で、「美浦村の人口減少」「美
浦からの企業撤退」「美浦村の災害時における備え」
などについて村長のお話を聞く会が持たれた。
どの地方でも人口減少は避けられない問題だが、
美浦村でも去年八月一日現在で一七三二六人と減
少の一途を辿っている。美浦村の特徴として、男
八九〇二名に対して女が八四二四名と男性の方が
四七八名も多いが、これは、結婚できない男性が
増えているためだとか。
村では三年前から出会いの場を作ったりして、
婚活支援を行っているが中々実績が上がらず、カ
ップルは出来ても結婚まで漕ぎ着けたのは皆無だ
という。十万円のお祝い金も用意しているのに残
念！
子供の数も減り続け、陸平貝塚に関わりの深い
安中小学校では、生徒数九十九名になり存続の危
機に立たされている。村の人口の二十三、〇六％
は七五歳以上の老人だという。もちろん我が家で
も八十代の老夫婦がパーセント向上に寄与してい
る。
働く場所がない美浦村に優秀な若者が定住する
はずもなく、安中地区に誘致したパブリカ栽培企
業が作業員を募集しても、シルバー人材センター
の日当八百円より安い賃金で、美浦村からの応募
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は少なく、近隣の市町村から通ってくる作業員ば
かりだという。更に追い打ちを掛けるように、
「花
王研修所」が撤退するというニュースが囁かれ、
村民の不安は高まるばかり。
花王研修所は十六ヘクタールの広大な敷地に二
千名以上が泊まれるハウスや娯楽施設も完備され、
全国各地の花王関係の研修や、イベントに利用さ
れてきた。
ゴージャスなホテルの様な部屋からは、
霞ヶ浦や筑波山の眺望が素晴らしく、見学に訪れ
た時、仲間達は一様に羨望の溜め息をついたのだ
った。
この研修所の年間の維持費は五億円かかるとい
う。時代の流れと共に東京で研修したい若者が増
え、高額の維持費を掛けて美浦村の研修所を続け
る意味が薄れ、撤退を決めたという。十一月には
その後の施設をどう活用するのか、譲渡に関する
明細が渡されるらしいが、引き受け手のめどは立
っていない。介護施設という声が上がっているら
しいが、よほどの資産家が入る高額な施設でなけ
れば採算が合わないだろう。やはり我々には縁の
ない話になりそう。
近隣より地価も安くほとんど災害にも縁の薄い
美浦村に進出してくる企業がきっとあるはずだと、
熱気溢れる質疑応答が予定時間過ぎまで続けられ
た。
自分では老いた実感が乏しいけれど、何時死ん
でもおかしくない立派な高齢者。自分達の入る墓
を作ってしまった私達、子供達には迷惑かも知れ
ないが、たまにはお墓参りに来てねと頼んでおく
しか方法はなそう。
（でも私は散骨に憧れている）

《一寸一言、もう一言》
打田昇三

現生人類は混血で生き残った

菅原茂美

私が「風」に書き続けている「遥かなる旅路」
の祖先を讃える気持ちは、７万年前アフリカを飛
び出したホモサピエンスが、旧人と交わることな
く、世界に拡散して、はるばるユーラシアの極東
に辿り着き、我々日本人の祖先となった…その偉
大なる旅路を讃えたいからであった。それは、新
人類の解剖学や当時の遺伝子解析に裏付けられた
確たる証拠に基づくものであった。
ところがＤＮＡ解析の技術が長足の進歩を遂げ、
滅亡した旧人・原人の化石骨格からもＤＮＡ検出
が可能になり、５年前の定説は今や反転しつつあ
る。即ち、５年前までは、 万５千年前にホモエ
レクトス原人から枝分かれした我々ホモサピエン
スは、全世界唯一種の純粋種で、現生人類はみな
親戚のようなものであると言われてきた。
しかし、
現生人類と旧人の遺伝子解析を進めると、３万５
千年前に滅亡したネアンデルタール旧人の遺伝子
が、南部ヨーロッパや中東地域で現代人にかなり
濃厚に残存していることが分かった。アフリカで
も旧人と新人との混血はあったらしい。しかもそ
の遺伝子は免疫に関わるもので、新人類が広い分
野に拡散するのに役立ったと思われるとの事。な
らば強い免疫を持ったネアンデルタール人はなぜ
滅亡したのか…謎は深まるばかり。科学の進歩は
急速である。もはや５年前の定説は「確定」では
ない。常に情報収集に努めないと、時代遅れとな
る。
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縄文語に学ぶ

鈴木健先生から「日本語になった縄文語」とい
う大著を頂戴しているが浅学不才の身では「猫に
小判」になりかねない。この小判を二八蕎麦が食
べられるぐらいに両替してみようと、拝読した中
」の話に興味を持った。
で「蜾羸 （すがる）
古事記には無いが日本書紀に有る話で、残虐な
王とされる雄略天皇が近臣の少子部蜾羸 （ちいさこ
べのすがる）に「国内の蚕 （こ）を集めるよう」に命
じたところ、蜾羸が間違えて大勢の嬰児を集めた
という。鈴木先生は雄略天皇が集めたかったのは
蜾羸娘子 （すがるおとめ＝腰細の娘子）であろうと看破
された。短絡的に表現させて頂くと先生は雄略天
皇の話の中で「ス＝穴」
「カリ （カル）＝通う」と
いう、古来からの縄文語を見出されたのである。
ご研究に只々脱帽するのみ…。
日本草創期の「倭 （わ）の五王」に雄略天皇は入
っていないらしい。本籍地が中国だか朝鮮だかの
豪族が日本に来て王朝を開いたのが西暦三百年代、
推定される系統は王として崇神―垂仁、以下、実
在と仮空が入り混じって蘇我王朝へ、大化の改新
と壬申の乱を経て皇統は天智系から天武系に渡っ
た後に桓武天皇により天智系が復活している。
それ以前から日本に住んでいた人民は、時に雄
略天皇のような悪い支配者の圧政で「蜾羸」のよ
うに瘦せ細った暮らしをさせられたのであろう。
宮殿の美女は細くても良いが、働かされる民は細
腰では居られないのである。
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【ことば座だより】
小林幸枝

そんな己を冷ややかな目で見ている自分がいるの

その実地位や名声に必要以上に拘り、憧れる。

地位や成功や名声がなんだと言ってみるくせに、

てみたりする。

にならび、敗闕も当に風流なり」などとうそぶい

渠 （かれ）も儂 （われ）も自由なり、神頭は鬼面と共

そのくせ、したり顔で「出得するも出得せざるも

を肥大させて残りの数を数えてしまう。

かと言えばそうではなく、寧ろ欲を膨らませ未練

そして、古稀に気付いて、欲得の全てを捨てるの

とすれば、
「もう古稀か」という事になる。

自分自身を振り返って今○○の単語を当てはめる

○○にはいろいろな言葉が嵌められて使われる。

気が付けば○○という事が言われる。

歳を考えると「敗闕も当に風流」とは言っていら

うと、半分負け惜しみにほざいている。

うし、それでなければ生きている甲斐もないだろ

やれる時に、やれる事を精一杯やるしかないだろ

の丈に余ると後悔するものもないとは言えないが、

年甲斐もなく企画製作する事となったが、聊か身

小生も古希を迎え「ことば座」の東京公演などを、

いようがない。

っているのだから、後輩としてもう脱帽としか言

平家物語の内容の時代考証をしながらの私訳を行

先はまだまだ長い。

一大歴史物語である。現在巻二まで進んでいるが、

た事である。平家物語は全十二巻百二十句に及ぶ

関連を持つ「平家物語」の打田私訳に取り組まれ

（ひろぢ）

れないのであるが…。

)
(

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

電話０２９９ ４３ ６８８８

皆さんをお迎えいたします。

看板娘 犬 「うらら」ちゃんが

ギター文化館通り

アレンジ蕎麦・蕎麦会席料理のお店です。

《ふ ら の》

だが、それはまるで目くそが鼻くそを笑っている
様なものである。
身の丈にあったというよりも己の身の丈を図りな
がらこの先を過ごしていかなければならないと言
い聞かせている。
谷間」が、来月十一月号で終わる。二〇一一年二

打田兄の歴史の嘘をテーマとした「虚構と真実の
月号に始まり三十四回の連載となった。
打田兄には、一度千枚を超える長編に挑戦される
といいですよとお話して、千枚を必要とするテー
マ「歴史の嘘」を掘り当てて執筆されたのであっ
た。一口に千枚と言っても、少しでも文章を書い
た事がある方は良くお分かりであろうが、それは
それは大変なことである。
連載は、来月の号までであるが、脱稿したのは昨
年の末であった。
しかし、打田兄への敬意はそれだけではなく、歴
史の嘘が終わるや否や、次は石岡にとって大きな
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成功祈願「東京公演」
月 、 、 日、両国シアターカイでの東
京公演がもう目の前に迫ってきました。
昨年夏、マカオでの公演が中止となって非常に
残念に思っていましたところ、秋にはシアターカ
イでの東京公演が決まり、ヤッタと思って喜んで
いる中に一年があっという間に過ぎ、東京公演が
目の前に来てしまいました。
ことば座では、
常世の国の恋物語百を目指して、
ギター文化館を発信基地として七年間やってきま
した。その集大成が、今回のシアターカイでの公
演となります。
ことば座の公演では、最初の年からオカリナの
野口さん、パーカッションの矢野恵子さんに担当
して頂き、その後もクラシックギターの大島直さ
ん、ピアノの山本光さん、クラリネットの橋爪恵
一さん達のお世話になってきました。
そして、私としては現代舞踊家の柏木久美子さ
んとの共演によって、舞う事の楽しさ、難しさを
教えて頂きました。
今回の舞台では、もうそれは雲の上の人といえ
るヨネヤマママコさんとの共演を頂けることとな
って大興奮しています。
色々な人に支えられながらここまでやってきま
したが、これまでの集大成として、何んとか大成
功に終わらせられたらと思っています。
応援よろしくお願いいたします。
10

23

24

25

ことば座東京公演
10 月 23 日(水)・24 日(木)・25 日(金)
劇場シアターＸカイ
伊藤道郎に捧げる日本組曲と三つのジェスチャー
さ く

ら

朗読舞劇 平将門伝説:苅萱姫物語
三つのジェスチャー（伊藤道郎のテンジェスチャー/ヨネヤマママコのダンスマイム/小林幸枝の手話舞）
がホルスト作曲「日本組曲」を軸に集結し、平成日本の舞物語を創造!!
脚本：演出
音楽監督
編
曲
舞台監督
舞台美術
衣
装
照明＆音声
ヘアメイク
ＤＴＲ撮影
アナウンス

白井啓治
橋爪惠一
山本 光
久保田由香里
兼平智惠子
小林一男
熊谷敬子
シアターＸ
松橋亜紀
小松 進
平山恵美子

出演
（三つのジェスチャー）
・ダンスマイム ヨネヤマママコ
・テンジェスチャー 柏木久美子
・手話舞 小林幸枝
朗読 しらゐひろぢ
マイム語り 明神任土米
演奏
ピアノ 山本 光
クラリネット 橋爪惠一
ビオラ＆ヴァイオリン 中小路淳美

入場料：自由席 4,000 円（障害者及び小中高生 3,000 円）
お問い合わせ＆お申込みカーニバルカンパニー 090-2564-3198 fax042-522-6135
ことば座（白井）
080-3125-1307
10 月 24 日（木曜日）スペシャル講演会「伊藤道郎…継承されたメソードと音楽」
（１６時～１８時：入場無料）
（司会）小峯健治 平山恵美子
・
「日本組曲」と伊藤道郎 講師：東京音楽大学教授 武石みどり
・伊藤道郎の魅力 講師：井村恭子 佐藤桂子 伊藤弘子 伊藤胡桃
・今、ダンス・アーカイブが面白い！ 講師予定：正田千鶴 片岡康子 加藤みや子
・テンジェスチャーデモンストレーション

ことば座

〒315－0013 茨城県石岡市府中 5-1-35
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℡ 0299-24-2063 fax 0299-23-0150

