おもしろいことに日本での講演では

し若いころから、とくに眉をひそめた

世絵版画のカテゴリーのひとつと認識

られている。育った環境から春画は浮

高橋 由貴子

わが国の印刷のルーツといえる木版

つねにある戸惑いに直面する。
「この

り、色メガネでみることはなかった。

世界を視野に江戸文化を
つなぐ、浮世絵木版画
画は世界に誇る浮世絵版画としてその

技はすでに江戸時代に途絶えたものと

もともと春画は大名家や豪商の娘の

いままで思っていた」と言う受講者が

江戸時代、版元によってつねに旬な

嫁入り道具のひとつとして生まれたも

技を発展させ、市民の情報誌として隆

題材が一枚の絵となって市場をにぎわ

ので、版画ではなく、美しい肉筆で描

盛を極めたが、明治期の印刷機の導入
ここ十年、日本の伝統工芸品のひと

せた。そして現在はアニメーションが

必ず数名いること。笑える話ではない。 かと言って、そう頻繁に目にする機会

つとして、国の要請を受け、海外での

全盛で数少ない彫師、摺師たちは日々

で衰退を余儀なくされた。

講演・木版技術の実演を行うことが多

かれたものだった。

その後版画で制作されるようになっ

があったわけではない。

くなった。

制作に追われている。

昨今の美術館での浮世絵展の頻度の

たこの種の絵は作風や目的が変わり表

欧米のみならず、アジア圏でも浮世
絵に対する熱心さと深い理解は相当な

高さ、内容の豊富さには目を見張るも
がくさんじゅうろくけい か

かつしかほくさい

もので、摺り実演では葛飾北斎の代名

のがある。あの手、この手の切り口で、 立って鑑賞するものではなかったが、

ふ

世界でいま旬なものを巧みに取り上げ、 広く江戸庶民の好むところとなった。

な がわおきなみうら

奈川沖浪裏』を一色目から完成までお

鑑賞者を若い世代へと導いている。

が織りなす物語のような美しい絵を彫

誕生から二三〇余年を経た今、男女

詞として知られる『冨嶽三十 六景 神

見せするが、食い入るように見入る一

私どもの業界にも若い入門者が増え

師、摺師のみならず板や紙を提供して

人ひとりの表情や歓声、拍手に嬉しさ

てきた。あとに続く若者のためにも一

痛切に感じている。

が先を歩いてきた者の役目のひとつと

と驚きを覚えるほどである。

くれる職方ともども、一年後の完成を
教科書にレオナルド・ダ・ヴィンチ『モ

京伝統木版画工芸協同組合で、春画プ

めざし制作に励んでいる。

訪れた国の学生たちにきいてみると、 日も早く〝笑えない話〟をなくすこと
ナ・リザ』とともにこの絵が載ってい

ロジェクトを立ち上げた。鳥居清長の

二〇一八年に私が理事長を務める東
そして口々に、長い年月この技を現

筆になる「袖の巻」一二図でたいへん

るとの返事。
代に継承しているわれわれ職人を高く

美しく、三大春画のひとつに取り上げ

とりい きよなが

評価し、尊敬するとのこと。誇りと感

1

銘を受けることしばし。

●高橋 由貴子 （たかは
し・ ゆきこ）
（株）
高橋工房 代表
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歴史を知る楽しさ、そして歴史が
教えてくれる意義を広めていきたい

『地方人・夷屋藤吉
』
富士山噴火と飢饉

無、体系的史料が望めない以上、おの

史料なども火災で焼失するなどして皆

諧史料と日記一点があるだけで、経営

町・裾野市の一部を包摂する非行政広

静岡県北東部の内陸、御殿場市・小山

大沼鮎沢御厨の遺名に発する、現在の

地域は駿河国御厨、伊勢神宮の荘園

みくりや

ずと藤方家単独の歴史は諦め、牛翁こ
域地名の御厨である。

ころが藤方家の家蔵史料は、牛翁の俳

いう商人であったことが判明する。と

災害から復興した駿河御厨の近世

地方人を発掘する

と夷屋藤吉に絞らざる得なくなった。
富士火山と箱根火山に挟まれた高地

高橋 敏
本書の表題をみて、
「何これ？」と
すぐさま周辺の関連史料をどん欲に
に展開し、宝永の富士山大爆発でもっ

新刊のご案内

御
• 厨八景集
二• 岡神社俳能額

巻末付録
夷
• 屋藤吉日記

』

高橋 敏・編著

御
• 厨の教育力―筆子塚と民衆教育
夷
• 屋藤吉と御厨の俳諧―俳人芙山・牛翁

報
• 徳仕法の廃絶から陰徳へ
御
• 厨の教育・文化と夷屋藤吉

御
• 厨の復興と夷屋藤吉
御
• 厨の心学導入と夷屋藤吉
二• 宮尊徳の御殿場報徳仕法と夷屋藤吉

内
• 陸交通・経済の発展と富士山参詣導者
御
• 厨村落社会の流動と名君大久保忠真

天
• 明飢饉と筆子塚の誕生
内
• 陸御厨の復旧と村落社会の流動

宝
• 永富士山大爆発を記録し書き継いだ一族
伊
• 奈半左衛門の神格化を推進した御厨の人びと

序 大災害が文化を生んだ御厨

本書の内容

災害から復興した駿河御厨の近世

『地方人・夷屋藤吉

た。気候は冷涼、稲作に適

えびすやとうきち

奇異に感じる向きが多いと思われる。
漁り、積極的に収集しなければならな
とも被害をこうむり、救済・復旧・復

さず、内陸の中継流通と富

ほうえい

表題の「地方人夷屋藤吉」とはいった
い。そして広く地域の歴史のなかで当
興の苦難の歴史を背負った地域であっ

子さんにぜひ会ってほしいと頼まれ、

あさ

発端は、畏友・福田アジオさんから
該人物を描出するしか方途はない。

軽いノリでかつてのフィールドワーク
士山参詣導者に活路を開き、
辛抱づよく復興の歩みを絶
宝永の砂降り、天明・天

やさなかった。
保の飢饉と災害で痛めつけ

きん

出して散逸させてしまい、先祖に対し

景集』を編み、俳諧を集大成していく。

研究 』
（ 未 来 社 ）で す で に

〇年前、
『 日本民衆教育史

あったがそのあらすじは四

徳が形成される。不十分で

支える強靭な倫理、通俗道

きようじん

復興へ向けた運動、それを

独自の文字文化が生まれ、

き

申し訳がないという涙ながらの訴えで
られた御厨の地に不思議に

「義を見てせざるは勇なきなり」
、悪い
癖で引き受けてしまったのが運の尽き、
かつてのフィールドなんとかなるさと
難行苦行が待ち構えているのを間も

いう甘さがあったことも確かであった。
がくぜん

なく知って愕然とする。牛翁の正体は
御殿場中町で米穀商を営む夷屋藤吉と

富士山大爆発の大災害を被災者の目

!
好
評発売中！

明らかにしていた。人生あとわずか、
ここに、牛翁を名乗る地方俳人が災害

明治伝世の文物
な はんざ え もん

線から記録、書きつないだ室伏一族、
い

やり残した仕事を充足するために夷屋

から復興への宿命的歴史を負わされた

夷屋藤吉のジグゾーパズルがつぎつ

ある。藤吉をはじめ御厨の人びとが災

災害の脅威から逃れることは不可能で

安村敏信

広重
内藤正人

芳年
日野原健司

設楽博己

邪馬台国への道

弥生時代

佐藤宏之

日本文化のはじまり

旧石器時代

シリーズ 』刊行開始

『ヒスカルセレクション

オールカラーで日本の歴史がグーンと身近に

国芳

北斎

若冲

くらべてみれば何かがわかる

復興に冷酷な為政者に伊奈半左衛門を

御厨を受けて立った典型的地方人夷屋

藤吉に取り組めばよいのだと覚悟を固
まつ

神に祀ることによって仁政を要求した

これを、貧農を搾取する大地主の豪

もの

めたところで、他所者のひとりの研究
御厨の人びと…。
災害と御上の無策に耐えた人びとは

農、文雅の趣味に満喫する地方文人と

よ そ

で終わっていいのか、せめて研究の痕
自力更生の道を模索する。まず夷屋藤

いった背反する範疇に押し込めるわけ

跡をつなげてくれる方策ないかと模索
吉が主導した江戸からの心学の導入で

にはいかない。

ぎと埋まっていく。極度に危機が高ま

害に立ち向かい復興への困難な道のり

した。
そこで、共同研究形式で積み上げて
ある。石川謙の畢生の大作『石門心学

オ氏を顧問に沼津市の牧島光晴、小山
った天保飢饉には復興のスペシャリス

を模索した事例がなんらかの参考とな

しんがく

いったらどうかと、夷屋藤吉研究会を
史の研究』の助力もあって地味にして

町の榑林一美、御殿場市の厚地淳司・

ト二宮尊徳が登場、藤吉は共鳴、御厨

れば、この上ない喜びである。

してない。日本列島に生きる私たちは

高橋みどりの各氏を会員に研究会は翌

の救済から御殿場復興仕法に全身全霊

ひつせい

立ち上げた。私的な組織であったため
活発な活動が明らかになった。

災害と復興は御厨だけの命題では決

公との協業は難しかったが、福田アジ

二〇一七年四月発足する。

邁進する。尊徳が斥けられ、仕法が突

にのみやそんとく

それから翌年八月まで一年四か月一

いんとく

し ほう

〇回にわたり月一回のペースで文書・

如廃絶と決まったとき、藤吉は心学と

しりぞ

石造物調査のフィールドワークと藤方

報徳を止揚する陰徳の境地に達する。

『御 厨 八 景』 近 江 八 景
になぞらえたもの。

応挙

藤吉であったことが明らかになった。 『くらべてわかる
シリーズ 』 全３冊

けいしゆう

あった。無下に断れない雰囲気になり、

料を、調べてやるからといわれて貸し

藤方家の先祖・俳人牛翁の貴重な史

ぎゆうおう

の地を訪れたことにはじまる。

い何者なのか。
御殿場市在住の教え子と称する藤方慶

●たかはし・さとし／
1940年、静岡県生まれ。
近世史家。

邸での研究発表会に全力投球した。

これら心学・報徳を己のものにして
た基底には、災害にもっとも痛めつけ

復興への強靭な使命と倫理を形成でき

前置きが長くなってしまったが、か

られた村々に濃密に分布する筆子塚の

災害からの復興を描く

くして執筆に入り、難行苦行の末、序・

文字文化の普及があった。
隠士の牛翁となった藤吉は『御厨八

みくりやはつ

ふでこ づか

三部一〇章に巻末関連史料を収載する
本書がようやくにして誕生した。

『小林平兵衛肖像』

2
3

vs

vs

vs

A５判 上製 460ページ （予価）
本体9,500円＋税
B５変型判 並製 112ページ
（平均） 定価：1980円
A５判 並製 128ページ 定価：2200円

『宝永４年砂降り絵図』
。
御殿場市 滝口文夫氏蔵

新刊 単行本
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台
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館谷博物館』 ※令和
町
『博
荒

年

月

日まで、設備改修工事のため休館中
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3

くの自筆書状が残っている。その内容
は外交や内政のための公的なものから、
家族や家臣に宛てた愛情深いもの、仲
の良い大名へ冗談めかして書いたよう
な手紙などと多岐にわたる。

土偶

戦国武将といえば、という問いに対
藩関連の展示が厚いのが特徴である。

時代を扱うが、とくに江戸時代の仙台

常設展では旧石器時代～近代までの

いになった政宗はその日の来客対応が

前日に飲みすぎたのだろう、二日酔

に宛てた書状がある。

日酔いに苦しむなかで重臣の茂庭綱元

とつ紹介すると、酒が好きな政宗が二

な装飾、意表をついた造形などから人気者で、昨

縄文時代の土偶は、そのユーモラスな姿、緻密

よもやま話

し、信長・秀吉・家康の天下人に続い
展示のほとんどを実物資料とし、季

当館所蔵の文書からエピソードをひ

て「伊達政宗」があげられることが増
節ごとにテーマを変えて入れ替え「常
今の土偶熱は小さな社会現象になっている。研究

仙台市博物館は、仙台藩伊達家の居
遣欧使節関係資料」をはじめ、文書な

倉常長像」など三点を含む国宝「慶長
ような、あるいは身につまされるよう

酒好きの方なら思わず笑ってしまう
浮かびあがる土偶とはなにかという疑問に対する

ではないが、興味をもって接してきた。そのつど

なのだろう。私は土偶を専門に研究しているわけ

にわつなもと

えたように思う。ＴＶから小説、数々
辛い。しかし二日酔いとは言いにくか

城・仙台城の一部であった三の丸（東
どの歴史資料、絵画美術工芸資料など
な事態が政宗にも起こっていたと思う
私なりの答え、その過程で生まれた研究者との出

も

のメディアに登場し、全国的な知名度
に変化のある常設展」を心がけている。

丸）跡に建つ。仙台伊達家から寄贈さ

と、人間味にあふれた姿が感じられ、
会いをまじえながら、土偶への想いをとりとめも

だ て まさむね

をもつ人物といっていいだろう。
者がよってたかってもその用途がよくわからずに

れた文化財の展示・保存・研究のため
約九万七千点にのぼる。そのなかで人
より親しみも湧くのではないだろうか。

くらつねなが

に昭和三十六年に開館し、仙台・宮城
気を誇るのは、やはり伊達政宗に関す
ただし、これらの興味深い内容も古
ろな名前がつけられてきたが、その多くは今日ま

土偶は明治時代から研究の対象にされ、いろい

が読めず伝わりにくい。政宗関連に限
で引き継がれている。

まえたて

もんじょ

の歴史文化を学べる総合博物館である。
る資料である。
「黒漆五枚胴具足」
（重
文書をそのまま展示しただけでは文章

いえる。また、昨年当館に寄贈された
らず、博物館の展示は常にその課題を
そのひとつが “有髯土偶 ”。髯は頬のひげのこ

めの工夫に日々頭を悩ま

明治時代は、日本の石器時代人がアイヌ民族な

はばきくにゆき

政宗の愛刀・太刀「鎺国行」も、最近
抱えている。展示を担当する学芸員た
とである。明治三七年（一九〇四）の論文にはじ

具足や刀が一級の資料
せ奔走し、誰もが楽しく

のか、あるいは伝承に出てくるコロボックルなの

ほお

の刀剣ブームと相まって公開当初から
ちは説明文や補助的な解
めて登場するが、同じ年に名付けられたのが “黥

で あ る の は 間 違 い な い が、
学べる博物館を目指して

かという論争が学界を風靡していた。土偶にそれ

ゆ うぜ ん

注目を集め、当館の代表的
説パネルなど、資料の持
面土偶 ”。黥は顔の入墨のことである。

政宗を知るために同じく
にはそれらの工夫にも目

いる。 当館を訪れた際

げい

な資料の一端を担ってい
つ魅力を最大限伝えるた

らいお薦めしたいのが、手

偶を設定し、いずれもアイヌ民族の特徴であると

人びとを魅了する土偶の謎

紙などの文書の数々であ

を解き明かすカギがあるとして有髯土偶・黥面土

る。実は政宗は「筆まめ武
将」とも評されており、多

吉に敗れたその直後に焼失してしまい

智光秀に討たれ、光秀が山崎で羽柴秀

常設展示室では大中の湖南遺跡出土の

長と安土城跡を紹介しています。第一

県下の考古遺跡と中世城郭、そして信

展示室ではこれらの史跡を中心に、

い本を書かれた高山純さんがおもに用いたのは、

ものだろうか。
『縄文人と入墨』という素晴らし

入墨の習慣があったことを土偶から証明できない

たのだが、民族との関係はともかく、縄文時代に

に指呼の間に見おろせます。

ました。天主の姿は文字にあらわした

木製農耕具を中心に湖底と湖畔の弥生

非文明社会の習慣を縄文文化の参照枠とする “ 民

当時は論証抜きに自説に都合よくあてはめてい

記録しか残らず、城跡に残った壮大な

遺跡を展覧しています。明治一四年に

族考古学 ” という方法である。

いうのが名付け親の結論であった。

石垣だけが当時のようすをしのばせて

十四点、昭和三七年に十点と、二度に

それもよいが、どうしても現代あるいは近過去

くれます。
滋賀県立安土城考古博物館は、この

わたって大量発見された大岩山出土銅

の事象との比較類推にならざるを得ない。なんと

どう

安土城跡のそばに開設された歴史博物

鐸は国の重要文化財。古い銅鐸の島根

第二常設展示室では中世近江に君臨

おおいわやま

館です。当館の周辺には特別史跡安土

か実体的な遺物や遺跡におけるありかたといった、

か も

たく

織田信長といえばもっとも関心が集

縄文時代あるいはそれから遠くない過去の物証か

いわくら

県加茂岩倉銅鐸群に対して、新しい銅

琵琶湖に付属した内湖の湖底から発見

した佐々木六角氏と観音寺城跡の姿と、

あ

鐸が大量出土した代表的な銅鐸群です。

された弥生時代中期の遺跡。昭和四〇

戦国の世を急激に一新した織田信長の

私はあることをヒントにして、黥面土偶の線刻

かんのんじ じょうあと

年の発掘調査で弥生時代の水田跡が確

事績を史料と安土城跡の発掘調査の成

づちひょうたんやまこ ふん

認されました。安土瓢簞山古墳は昭和

果で紹介しています。また、当館には

しんがい

十一年に発掘調査された古墳時代前期

が入墨である可能性が高いことに考えがいたった。

かもい なりやま

の前方後円墳。全長百三十四メートル

発掘調査の出土品を整理する部署が併

それを話す前に、有髯土偶と黥面土偶の名称の問

せき

城跡のほかに、大中の湖南 遺跡、安

みなみ い

土瓢 簞山古墳、観音寺城 跡と三つの

らせまりたい。

こ

まる歴史上の人物のひとり。その信長

古墳時代のコーナーでは、前期の安土

だい なか

が天下統一の根拠地にえらんだのが、
国指定史跡が所在します。当館はこれ

瓢簞山古墳・雪野山古墳、中期の新開

およそ三年をかけて完成したこの城

は県下最大です。観音寺城跡は、中世

設されており、そのようすを窓外から

題を整理しておこう。

あ づち

滋賀県近江八幡市にある安土の地です。

ら四つの史跡で構成される「近江風土

古墳、後期の鴨稲荷山古墳と各時代の

やま

信長が築造した安土城の名は、城郭

記の丘歴史公園」の中核の施設です。

ゆきの

ファンならずともご存じの方が多いで

は、壮麗な天主と全山総石垣という空

に近江守護職を独占してきた佐々木六

ご覧いただくこと

しています。

前の規模と内容をもって築造されまし

角氏が戦国時代に築いた居城。石垣を

は紹介をつくせま

の地、当館だけで

歴史豊かな近江

と呼ばれていた顔に複雑な線刻をくわえた縄文時

は縄文土偶にはふさわしくない。かつて有髯土偶

偶はほとんどない。したがって、有髯という用語

が不明な土偶も多いが、明確に男性を表現した土

土偶はその多くが成熟した女性像である。性別
ました。観音寺城のある繖 山山頂か

せん。ぜひ、史跡

代晩期後半の土偶を、永峯光一さんは黥面土偶と

きぬがさやま

らは、尾根の先端にある安土城がまさ

や社寺への訪問に

言えるのかお話ししよう。

次回はこれが黥、つまり顔の入墨だとどうして

あわせてご来館く

滋賀県近江八幡市 滋賀県立 安土城考古博物館

『近江風土記の丘」公園の中心
に位置する。

遺跡・古墳・城跡を中心に
「城郭と考古」の二大テーマを堪能

ださい。

呼んだ。私もそれに従っている。
館内／
第２常設展示室

ができます。

黥面土偶（上）と有髯土
偶（下）と称された土偶
（イラスト：設楽博己）

多用した中世山城として注目されてき

しょう。

近江の王墓から出土した副葬品を展覧

た。それからわずか三年後、信長が明

館内観（しろ・まち広場） いである。

を向けていただければ幸

めん

くであろう。

くろうるしぬり

なくつづってみることにした。

と黒漆塗の甲冑で、政宗の代名詞とも

はせ

ったのか、綱元に対し来客には腹痛と

設楽博己（東京大学教授）

収蔵資料は、ユネスコ記憶遺産「支

第１回
いるミステリアスな面も、人びとを魅了する要因

黥面土偶と有髯土偶

いって断るよう指示をしている。

緑
銅豊
剣か
、な
銅杜
鐸に
の位
集置
中す
出る
土、
が仙台藩・
伊
史
の
殿堂
弥達
生政
時宗
代ゆ
のか
青り
銅の
器資
文料
化と
研歴
究
に文
衝化
撃
を

2

要文化財）は、弦月を象った金の前立

（展示期間は要問合わせ）

髙橋 泰

伊庭 功
大中の湖南遺跡は、大中の湖という

ここが見所、我が博物館

4
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黒漆五枚胴具足
伊達政宗所用（重要文化財）

仙台市博物館
館長
安土城考古博物館
学芸員

テーマが好評です
地元密着型の

ご推薦！
学芸員

地域研究
レポート
戦（いくさ）
と塩
高梨 浩樹

とに製塩法を教えたとされる。神話ゆ
こうにん

え、この東北平定の戦は時期不詳だが、
社名の初見は弘仁一一年（八二〇）で
あり、その時期に塩の確保を意識させ
る戦があったことをうかがわせる。
え みしせいとう

この地方では、七世紀から大和政権
による蝦夷征討が行われ、最前線の多

増した。考古学調査でも、八世紀から

置かれて、兵や派遣官などで人口が急

賀城には神亀元年（七二四）に国府も

にあり米塩にあらず）
」とあるように、

「所争在弓箭不在米塩（争う所は弓箭

である。例えば頼山陽『日本外史』に

と断じて信玄に塩を送ったという逸話

じんき

九世紀前半にかけて松島湾の土器製塩
ばません

江戸期に美談として脚色された面もあ
当初、敦鶴線と呼ばれた小浜線は、明治二八年

お

遺跡が急増したことがわかっており、
り、同時代史料に謙信は登場しないが、
つるが

まいづる

に塩が届き開かれた市が現在の飴市の

松本では、塩止め翌年の一月一一日
原発が立地する地域としても知られている。我が

して機能し、急行列車も運行されていた。沿線は

一一年に全通した。北陸と山陰を結ぶバイパスと

より福井県下小浜を経て敦賀に至る鉄道で、大正

とんかくせん

多賀城との関係も示唆されている。こ
に鉄道敷設法の予定線に追加された京都府下舞鶴

起源としてこの義塩伝説を語り継いで
賀から舞鶴に向かった。

輩は三方五湖とリアス式海岸の景色を期待して敦

削させて行徳塩の確保に腐心したし、

駿河の今川義元、相模の北条 氏康は、 から二年足らずで小名木川や新川を開
ながらカーブを描いて西敦賀、粟野と進んでいく。

である。敦賀を発車すると右手に街並を見下ろし

右手に広がる三方五湖を眺めるには都合の悪い席

左側後ろ向きの席しか空いていなかった。やがて

戦国武将と塩

互いの娘を嫡男に嫁がせ合う「甲相駿
日本政府も、資源や気候に恵まれて安

その先は山間に入り、トンネルで関峠を越える。

いくさ

えよう。
おり、塩止めによる困窮と再供給への

こ

感謝の大きさがうかがえる。やはり塩

るがゆえ、戦においても、集めた兵馬

三国同盟」により停戦していたが、桶
価な海外塩との競争による国内塩業消

線路際まで生い茂げる木々は、しょぼふる雨に打

敦賀駅のホームで待っていた電車はほぼ満席で、

かたご

戦国武将にとっての塩を語る有名な
止めは効力の大きい策だったのだろう。

神は、神武東征や山幸彦
狭間で義元が織田信長に討たれると、
滅への危惧から、明治三八年（一九〇

たれていた。東美浜の先で山陰にちらりと水面が

かみ

じんむ

とうせい

やまさちひこ

しおつち

さんごくどうめい

はざま

よしのぶ

こうそうすん

おけ

うじ

せきとうげ

がて前方の山並みが途切れて広く開けてくる。ほ

おじの

老翁神である。
わかさ わん

おう み

若狭と近江を隔てる山々がそびえる谷間に入り

どなく街のなかに入り、小浜駅に滑り込むと乗客

ざね

ほう じょう うじ やす

などの「先導役」として
信玄は息子・義信を廃嫡し嫁を今川へ
五）に塩専売制を導入している。いざ
見えた。若狭湾である。

いま がわ よし もと

日本神話に登場する鹽土
返して同盟を崩す。今川家を継いだ氏
戦となった際に “ 武田側 ” になって困

しおがまじんじゃ

社伝によれば、東北地
真は、永禄一〇年（一五六七）
、武田
らぬよう塩の自給体制を守ることは、

宮城県・鹽竈神社の祭

方の平定のため塩竈を訪
領への駿河塩禁輸で対抗し、氏康のほ

●たかなし・ひろき／たばこ
と塩の博物館 主任学芸員

のおよそ半数が入れ替わる。新たに乗り込んでき

か とり

氏康は応じて相模塩を止めたが、謙

話や時代劇などをつうじて少なからぬ

たのはほぼ全員が下校中の高校生であった。

しま

信は、塩で領民を困窮させる策は卑怯

接点がそこかしこに存在するので、な

小浜を出てトンネルを抜けると静かな入江が車

かみなか

集落と田畑が続くなかを進むと、琵琶湖畔の近江

ルの品揃えが半端ないから、などなど
んとなく知っているという流れがあり

窓いっぱいに広がってきた。車窓から間近に望む

か

あわの

れた鹿島の神と香取の神
か越後の上杉謙信に協力を呼びかけた。 為政者に共通した重要事項といえよう。

ひがしみ はま

の先導役も鹽土老翁神で、
役目を終えて二神が帰っ

いろいろあると思います。そこからい

ます。一方世界史は、受験で選択しな

初めての海で、小さな漁港の防波堤をやり過ごす。

今津に抜ける九里半街道の宿場、上中である。や

たあとも留まって、人び

くつかの理由が重なって常連さんにな

い限り中途半端に終わってしまってい

おもしろいのは、 男性のお客様は

っていくのではないでしょうか。

るケースが多いのではないかと。

ことが多いということですね。社会人

ってますし。だからこそ、社会人にな

私も、世界史はフランス革命で終わ

山間に入った列車が再び海のそばに戻ると雨に

「お友だち」と一緒に書店巡りをする
だったら週末に一階で待ち合わせして

ってからの「学びなおし」が必要と考

この先しばらく海辺を進む。越前クラゲに似た坊

お目当ての階に行ったり、学生だった

けぶる静かな入り江が車窓一杯に広がっていた。
対岸にそびえる山々はかなり険しく、弓なりにな

主頭の小島が沖に浮かんでいた。

告、とさせていただきます。

える人びとがふえているのではないで
しょうか。

がら、
「そういえば、あの本読んだ？」

ほとんどの人が卒業したら教科書は

車窓には若狭富士と呼ばれる整った美しい姿の

あまりにもきれいで大感激した思い出の残る街。

若狭高浜はかつて広い砂浜に穏やかに海の水が

基本的には、店内をゆっくり巡りな

ら四～五人で来店して…。

「あそこの古本屋で見つけた本なんだ

潔く処分し、いざ勉強しようと思って

青葉山が見えてくる。気がつくと車内の乗客は七

ている。大島半島でその先端に大飯原発がある。

おおい

書店といっても、最近流行の大型書
けど…」「まだ翻訳がでるのは先らしい

も書店では本が多すぎて選ぶのに迷っ

った尾根の端から端まで鉄塔が並び送電線も見え

店から、個人経営のこだわりの小型書

んだけど知っている？」と、あちこち

意外なところでは、テキストとして

店までいろいろありますよね。しかも、

の棚の前でじっくりと情報交換が始ま

てしまう→二〇〇〇円払って使えない

人になっていた。母親と中高生の女の子二人と男

教科書が人気です。

Amazonは一般に浸透しつくした
ります。

本だったらムカツク→教科書って意外

子小学生の四人連れは敦賀からで、もっぱら居眠
つかのっている。鉄道好きの親子であろう。どこ

りをしている。網棚には大きな旅行バッグがいく

とコンパクトにまとまってなかったっ
教科書って一〇〇〇円未満でお買い

け、みたいな思考で。

し長めで、福井県と京都府の境界となっている。

ロッジ風の駅舎の青郷の先の吉坂トンネルは少

きっさか

安心、しかも読み物としてもおもしろ

京都府最初の駅、松尾寺は山間の里の駅で、御

あおのごう

まで行くのか少しだけ気になった。
今の流行といえるのは通史で、とくに

い資料集まであるし、といった具合で

殿風の立派な日本家屋が建ち並んでいる。舞鶴の

まつのおでら

世界史を中心としたものです。

す。歴史系の教科書を複数冊買ったお

思うに、日本史は幼少のころから昔

私も、東南アジアと中東がビミョウ

家の間に田圃が少しだけ混じると平地に入り、そ

続く細長い谷の出口まで切れ目なく続いていた民

街は、まず左側の浅い谷間から始まる。しばらく
なので資料集を眺めつつ勉強中です。

ると東舞鶴に到着する。

川を二つ越え、道路の下をくぐり抜けて高架に上

校らしき建物が線路の両側に並ぶようになり、小

こで街並みが右側に移る。やがてマンションや学

●しらい・じゅんこ
／三省堂神保町本店

と日々実感しています。

大人になっても学ぶ意欲は衰えない、

えてくれました。

客様に尋ねたら、このようなことを教

歴史といえば世界史と日本史ですが、 得ですし昔使った出版社の教科書なら

意外な人気商品は？

が不思議です。

でも、女性の場合は、学生限定なの

感があるし、最近ではスマホで電子書

貴重な存在です。

書店に足を運んでくださるお客様は

こんな時代だからこそ、わざわざ

男性は友人と来店が多い

でも読書できる社会になりました。

籍をダウンロードして、いつでもどこ

ら入手しますか？ 書店ですか？

『舎人倶楽部』の皆様は、本をどこか

あるあるですが、書店現場からの報

白井 潤子

書店から見えてくる
本好きなお客様

御釜神社：鹽竈神社
の境外末社で、毎年
７月には古代の塩作
りを模した藻塩焼神
事が行われる。

み

を養うため、食料に加え塩の確保が必
逸 話 が、慣 用 句「 敵 に 塩 を 送 る 」と
さらにのち、徳川家康は関八州移封

塩は生命維持に不可欠な必需品であ

須条件になる。それを物語る事象は、
していまに伝わる。甲斐の武田信玄、

う塩も必要になるという相関がうかが

た が じょう

れらを結んで断言するのは無理として
塩止めに穴が空き、越後からの塩販売

高橋 治雄

が続いたのは事実だろう。

鉄道浪漫

も、戦で兵や馬が増えれば、それを養

武田信玄公像：
「敵に塩を
送る」逸話も謙信との関係
があればこそ（甲府駅前）

古くは神話にも現れる。

神話の戦・古代の戦

青葉山

第9話
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本にかけてくれるカバーがすき、店
内にカフェがあるから、好きなジャン

三省堂神保町本店４階の
歴史コーナー

すったもんだの話題が尽きない東
京オリンピックも、開催まであと半
年あまり。それにしても近ごろ東京

「めっけ本」

反対側にはその場にちなんだワンポ
イントのエッチングが描かれていま
す。余白を広く取りメモやスケッチ
が描けるようになっているんです。
エッチングを描いているのは、柔
らかな描線と独特の構図で魅了する
大人気の銅版画家・山本容子。
銀座、築地市場、神田、浅草、両
国、表参道…、町の表情をたっぷり
銅版画で楽しめ、そのうえ、自分で
もスケッチ。山本容子と同じページ
描けるなんて、なんと幸せ。さらに、
小さな鉛筆やポストカードもついて
至れり尽くせり、さすがルイ・ヴィ
トンならではの贅沢です。
しかし、残念なことにこのトラベ
ルノートはひとつ難点がありました、

縛りはなく、会員の個人研究の発表の
市内の寺院・神社に関する由緒や行事

関係各所や集落の長老方のお話を伺い、

それは
「もったいなくて使えない。
」

場ともなっています。研修旅行は年に

います。講演会は年二回で、外部から

現場を歩いてまわる実地研修を行って
んだ結果です。

継ぐ一助になればという思いで取り組

の貴重な文化や伝承を、次世代に引き

今後も、地元の歴史を後世につなぐ
いきたいと思います。

一里塚たりえるような活動を目指して

しています。近年では、平成二十五年
２３・０８９２ 近江八幡市出町５４

●近江八幡市郷土史会 事務局／〒５
小島千代子 ●電話０７４８・

に『近江八幡の仏教寺院』を、そして
１

令和元年三月に『近江八幡安土の神社

活動の集大成として、本も数冊発行

対する考察を深めています。

講師をお招きし、地域の歴史や文化に

旅行を企画しています。ほかにも適宜、 変容とともに喪失が危惧される、地域

などを網羅的に編纂しました。時代の

─拾九─

一回、県内外の史跡を巡る日帰りバス

路地裏の

～くらしと祈り～』を上梓しました。
３２・６２２６

ふるいち

ず

も

本当に日本を楽しんでもらってい

連載
それぞれ五年前後の歳月をかけて、

万円が必要との答申。仁德天皇陵（大山古墳）を含む「百舌鳥・古市古墳

だいせん

には外国人観光客があふれています。
るのか気になるところですが、こん
なノートを持っていたら、わくわく
すること請け合いのトラベルノート、
voyage

めっけちゃいました。
● Carnet
Tokyo『東京』
一九九七年にルイ・ヴィトンが、
世界の大都市の観光向けにつくった
トラベルノート五冊のうちのひとつ
このノートは、リング綴じの小型

「東京」編です。
スケッチブックになっていて、すで
に見開きの片側には東京の街並み、

私 たちの活動 を
紹介 します
伝承をつなぐ担い手として
「近江八幡市郷土史会」は昭和三五
年に発足、現在は約五〇名の会員が在
籍しています。
おもな活動内容は会報発行、研修旅
行、講演会の開催などです。
会報は隔月の発行で、今月で百十一
号を数えました。テーマに時代などの

http://k-bun.co.jp
敬文舎ホームページ
舎人倶楽部会報、講座などについて、ご意見・ご感想をお寄せください。
toneri.k@blue.ocn.ne.jp

●枻川 渉 かじかわ・わたる／
路地裏誠志堂主人。Web専用古本屋
「路地裏 誠志堂」
http://rojiura-s.o.oo7.jp（詳 し く は
ホームページをご覧ください。
）
● Carnet de voyage Tokyo
『東京』本文（上）
、表紙（下）

8
9

ジノ施設問題などなどが続く。この令和の 1 年間が歴史の史実として後世
に何が残るか、いまは知る由も無い。

単純ではない。ひとつの事件、史実も、だれにとっての、だれが書きとめ

時を経て「川を上る」作業で知る「歴史は事実」という言葉も思うほど

たか、その時代の背景やパラダイムで異なり、さらにはその事実の解釈を

もはらむわけである。歴史とは事実の集積ではなく、歴史家および歴史家
の解釈も介在するわけでもある。もっと言えば歴史とは事実と歴史家との

間の相互の不断の過程にあり、現在と過去の対話でもある。歴史を考える

ことは、自文化と異文化との対話とも言えよう。そこから導き出される史
実から学ぶことこそ未来への指針になるかも知れない。

■ 入会特典
◦講座・講演会の割引優待や無料受講券の進呈。
捺印５個で受講が１回無料になるスタンプカードの発行。
◦会報『Ｍｙ舎人倶楽部』を年４回送付。
■ 年会費
一般会員 3,000円／賛助会員30,000円
特別賛助会員100,000円
（会費のお支払い方法は、お申し込み時にお知らせいたします）
■ お申し込み方法
お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを明記の上、敬文舎
または舎人倶楽部までＥメール（toneri.k@blue.ocn.ne.jp）
にてお申し込みください。

セントを超えてとっくに「超高齢化」社会。そんななか 6 月老後資金 2000

光陰矢の如し。５月「平成」から「令和」への改元。60 歳以上が 21 パー

群」が世界文化遺産に認定。9 月に内角改選。10 月には消費税率が 8 から

10 パーセント。ほかにもラグビー W 杯日本開催、桜を見る会問題、IR カ

歴史好きの方、あるいはこれから歴史を学ぼうとする方々と
ともに、歴史を知る楽しみを目的として集い語らい行動する倶
楽部です。現在、講演・講座の開催などで研究者との交流も
行っております。
当倶楽部は、随時入会可能です。奮ってご参加ください。

編集後記「令和元年、歴史の史実とは」

好評
始動中！
あなたも
入会
しませんか

de

