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疫鬼と共生する世界
とは、平安時代末期に制作された絵巻

「辟邪絵」（奈良国立博物館蔵、
国宝）

るはずの天形星がおそろしくもある。

る鬼の姿が弱々しく哀れで、善神であ

してむさぼり食っている。じたばたす

みつけ、つぎつぎに手に取って酢に浸

て一方的に退治されるだけの存在では

鑑賞者にとって、牛頭天王は、けっし

いる。祇園信仰が興隆した平安時代の

る善神でもあるという両義性を備えて

山本 聡美

である。稀代の絵巻コレクターであっ

なかった。反対に、天形星も、全面的

へきじやえ

た後白河上皇
（一一二七～九二）
が、「地

そもそも天形星とは、唐代太宗の命

「辟邪絵」には、善悪の単純な二元

ろく

獄草紙」や「餓鬼草紙」とともに、六

に頼ることのできる生やさしい神では

論でとらえきれない、世界の複雑さが

しんじよ

で編纂された『晋書』天文志に木星に

この星が出現すると、水害、旱魃、

へんさん

道絵巻のひとつとして収蔵したものと

付随する七星のひとつとして登場する。 なかった。

挙兵、死者、飢饉、内乱が生じるとさ

どうえ まき

見られている。辟邪とは、邪悪なもの
を退けることを意味する。この絵巻に

表されている。疫病をもたらす牛頭天

かんばつ

は、疫病をもたらし、世の秩序を脅か

れる妖星で、凶事の兆しを告げる邪

王も、退治する天形星も、その特性が
おん みよ うじ

き きん

し、仏法を妨げる邪鬼を退散させる善

神として恐れられた。ところが、平安

おびや

神が描かれている。登場する善神の名
しん

しき

容易に反転する可能性を秘めている。

せんだんけんだつば

時代の日本では陰陽師が使役する式

てんけいせい

「栴檀乾闥婆」
「神
をとって「天形星」

ともに人知を超えた「鬼」としてお

しやもんてん

し き

神（式鬼とも）に加えられ、さらに密

び

がみ

教の修法「天刑星行法」の主尊として、 それられ、適切に祀ることによっての

しょうき

虫」
「鍾馗」
「毘沙門天」と呼ばれる五

ちゆう

つの場面が現存する。

その部類ならびにもろもろの疫鬼を取

名づくる星まします。牛頭天王および

を読んでみよう。
「かみに、天形星と

る存在でもある。また、平安時代の日

は、祇園精舎の守護神として仏法を守

退治されそうになっている牛頭天王と

中では天形星に足をつかまれいまにも

いっぽう、詞書に疫鬼と記され、画

た叡智であった。

る疫禍や災害に向き合うなかで獲得し

れこそが、平安時代の日本人が度重な

じて保たれる。鬼との共生の思想。こ

辟邪の力が期待される善神へ変容した。 み、人間が営む世界との調和がかろう

りて、酢にさしてこれを食とす」とあ

そのうち、天形星（天刑星）の詞書

る。つまり天形星とは、疫病を運ぶ牛

本で祇園信仰と習合し、疫病を払う善

ご ず てんのう

頭天王などの鬼を退治する善神なので

神として祀られた一面を持つ。

ぎおんしようじや

ある。ただし、画面中央に大きく描か
む

すなわち、この場面に登場する天形
ひ

れた天形星は、牙を剥いた憤怒形、逆
し

星と牛頭天王の両者とも、恐るべき悪

ど はつ

鬼であると同時に、人間を守ってくれ

えきき

い異形の姿で表され、多くの疫鬼を踏
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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

『愛鷹山麓の旧石器文化』

池谷 信之
編
佐藤 宏之
航海の目的は、ホモサピエンスの列
島到達のルートと方法の検証にあった。

かな天の川が横たわっていた。星々は

空には今まで見たこともないほど鮮や

沖に浮かぶクルーザーの甲板にいた。

昨年七月七日の深夜、私は台湾東方

道を除く列島のほぼ全域に進出した。

ホモサピエンスは、またたく間に北海

こうして海を渡り、列島に到達した

いるかのように頼もしく感じられた。

近くまで続く天の川が、我々を導いて

いった広範囲の黒曜石が集められてい

『愛鷹山麓の
旧石器文化』
池谷 信之（明治大学特任教授）
編
佐藤 宏之（東京大学教授）

［第6章］石刃技法の出現

与那国島到着までは四五時間を要し、

強くまたたき、まさに降ってくるかの
彼らが残した遺跡の密度は、世界の旧
たことが明らかにされている。石質の

［第4章］愛鷹第2期の石器編年

ホモサピエンス、
黒曜石と出会う

ように感じられた。
石器時代とくらべてもきわめて高い。
異なる石が用途に応じて使い分けられ

かいふ ようすけ

山にも海にもアクセスが容易な環境と、

［第3章］愛鷹第１期の石器編年

夜間は「スターナビゲーション」によ

夜空から視線を落とした先には、台
その理由は、列島の豊富で多様性の
ていたならば理解はしやすい。しかし

って針路を決めたが、天上から水平線

湾を出発して与那国島をめざす丸木舟
ある食料資源に求められるが、狩猟具
ほぼ同じ石質の黒曜石がなぜこれだけ

旧石器人の到達ルートとして有力な

近刊『愛鷹山麓の旧石器文化』は、

当時の狩猟集団の行動様式にあると考

良質な石材はきわめて少ない。天然の
黒曜石の産地分析などの最新の研究成

台湾︱琉球ルート、朝鮮半島︱北部九

火山ガラス、黒曜石に出会った彼らの
果に基づきながら、彼らの石器づくり

えている。

驚きと喜びはいかほどであったろう。
と狩猟行動に迫ろうとする試みである。

州ルートのどちらにも、切れ味のいい

近年の分析科学の進展によって、黒
歴史に興味のある方ならば理解しや

［第１章］旧石器時代の年代と愛鷹山麓の古環境

さて、昨年暮れに「二〇二〇年の幕

「豊富な図版」
「索引」などによって

し、
「原典による引用」
「典拠の明記」

江戸に学ぶ「人間教育」の知恵

小泉 吉永（往来物研究家）

江戸時代の育児書など一〇〇余点が
伝える子育て、人づくりの知恵！
忘れられた日本人の英知を
読み解く三六講。

─

『心教を以て
尚と為す

●いけや・のぶゆき／明治大学黒
耀石研究センター 特任教授

一読を勧めたい。

すいよう平易な記述を心がけたので、

曜石は非破壊かつ大量の原産地分析が
可能になった。
あ した かさ んろ く

たとえば筆者がフィールドとしてい
こうづ しま

る愛鷹山麓には、中部高地の黒曜石に

な

加えて、天城・箱根、さらに神津島と

しよう

開けは激動。物事が根底から崩れ、再

学術研究に十分資するようにくふうし、

ため、新たな史料に基づく記述を増や

すなわち、建国以来の二〇〇年間に

構築される」と予見した占い師のオフ

編集者の的確な助言によってさらに磨

行」は時代とともに変化していくもの

』

［第9章］東アジア旧石器社会の歴史的変遷と愛鷹旧石器文化の意義

［第8章］東海地方西部における遺跡群出現期の行動論

池谷 信之

（国
が浮かんでいる。
私たちは海部陽介
である「ヤリ」の材料となる黒曜石や
広い範囲から集められたのか？

か んぱ ん

立科学博物館）をリーダーとする『３
サヌカイトなどの良質な石材に恵まれ

よ な ぐにじま

万年前の航海徹底再現プロジェクト』
ていたことも重要である。

もつ

それを解く鍵は、愛鷹山麓という、

の実験航海の只中にあったのである。

きよう

小泉 吉永 著
しん

』

江戸に学ぶ「人間教育」の知恵

江戸に学ぶ「人間教育」

尚と為す

─

のに対し、最近の五〇年間は「成功す

ので、江戸時代の育児書など一〇〇余

の知恵』は、三〇年蒐集してきた教育

そして著者は、人格主義から個性主

点が伝える子育て・人づくりの知恵を

るためのイメージのつくり方、テクニ

義に変貌した二〇世紀中葉以後の成功

一冊に凝縮してある。

史料を駆使した月刊『武道』の連載記

つの習慣』
（一九八九年）は、全世界
論は「その場しのぎの表面的」なもの

事（三六回）に大幅な補訂を加えたも

で三〇〇〇万部を超すビジネス書とい

で、根本的な問題解決につながらない

ック、あるいは、応急処置的な手法」

う。私は、この種の書籍をほとんど読
と述べた。

もともと一般読者向けの記事だった

まないが、つぎの指摘には、深く共鳴

に終始していた。

『心教を以て尚と為す ─
今こそ原点回帰を

［第7章］愛鷹山麓で選ばれた狩猟具づくり

［第４章］修己治人のくふう
─しつけと志の教育

小泉 吉永

［第2章］愛鷹第１期における狩猟採集集団の技術と行動

［第２章］学んで親となれ
─父母の育児心得と実践

スティーブン・Ｒ・コヴィー著『七

［第5章］愛鷹山麓における石材の変遷と社会的背景

［第３章］人を育てる極意
─厳格教育と徳教

した。
米国で出版された「成功」関連文献数

ェリア・麗さんは、新型コロナウイル

れい

百冊を調べると、最初の一五〇年間は

きをかけた。
えき

スの世界的大流行、すなわちパンデミ

松 尾 芭 蕉 は 俳 諧 の 本 質 を「 不 易 流

ふ

「誠意、謙虚、誠実、勇気、正義、忍

）
。
「不易」
行」と表現した（
『去来抄』

きよらいしよう

ックを「必要な試練」と受け止め、原

ばし よう

点に立ち戻って、個人も社会もより良

まつ お

耐、勤勉、節制、黄金律など」を説く

だが、
両者は表裏一体であり、
真の「不

「流
い方向に転換すべきだと助言している。 は時代を超えて変わらないもの、
たしかに、私たちは前に進むしかな

易」は「流行」し、
真の「流行」は「不
本書で紹介した先人の知恵に、読者

い。だが、
密室・無縁化する家庭、
孤立・

が、子育て・人づくりの不易を見出し、

易」となると説いた。
かりで混迷する教育改革など、子育て

これを流行させる一助となれば、望外

弱体化する地域社会、人材不足と活力

や人づくりをめぐる課題は多く、
「戦

の喜びである。

喪失に悩む企業、美辞麗句の掛け声ば

後最大の危機」がこれらをますます顕
き ろ

このような難局や人生の岐路に立っ
●こいずみ・よしなが／学術博士
（金沢大学）
、往来物研究家。

在化させるのではないだろうか。
たとき、大きな指針となるのが先人の
教えである。このたびの『心教を以て

A5判 上製 416ページ（予定）
予価：本体9,800円＋税
（税込10,780円）
A5判 並製 368ページ
予価：本体4,500円＋税
（税込4,950円）

黒曜石の露頭。中央の黒色部分が黒曜石。
神津島砂糠崎。
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［序 章］愛鷹旧石器文化とは何か

［第１章］早く、
正しく育てよ
─先入主と年代別教育論

７月７日、手漕ぎで台湾から与那国島をめざす。
父母に挨拶する子供。中沢道二『道二翁童蒙訓』より。

◉〈本書の内容〉
◉〈本書の内容〉

新刊 単行本
新刊 単行本

島
歴史
島根
根県
県松
出江
雲市
市斐松
川江
町『
荒館
神谷博物館』

国
銅宝
剣松
、江
銅城
鐸天
の守
集の
中傍
出ら
土に
が建ち、
水
江青
の歴
弥の
生都
時松
代の
銅史
器や
文文
化化
研を
究堪
に能
衝す
撃る
を

土偶
よもやま話

江をこよなく愛した文豪小泉八雲など

高山純さんは、土偶の顔の文様のなかに入墨の

くも

松江城は、慶長一二年（一六〇七）
近代までの時代を扱います。喫茶や茶

文様を認定するのはむずかしいとしながらも、認

こい ずみ や

から同一六年にかけて築城された平山
室があり、庭にある松江市指定文化財
の食事の再現や生活を切り絵化した映

なったといわれる大名茶人松 平 治 郷

また、松江のお茶文化隆盛の発端と
はないことである。そしておなじ文様が各地に見

ヒゲと見間違えることなく、たんなる装飾文様で

まず、その文様が写実的とみなしうることと、

定のための必要条件をつぎのように考えた。

松江城天守国宝指定のきっかけのひ
菓子文化を展示しています。

（不昧）を取り上げ、松江のお茶や和

生活の一部も垣間見ることができます。

い れず み

城で、日本に現存する一二天守のひと
像展示、商人たちが住んだ町絵図など、

き とうふだ

とつとなった祈祷札二枚や天守内にあ

記す祈祷札二枚の再発見もあり、平成
松江歴史館は、松江城の堀端（家老
った鎮宅祈祷札四枚、天守台から出土
さらに、館内の喫茶では職人がその
その結果、候補にあげたのが、両頬に二重の線

二七年に国宝に指定されました。
屋敷跡）に所在し、城下町の情景に映

場で作った和菓子と抹茶を楽しむこと
でハの字状に描いた線刻、
「ダブルハの字文」で

しずめ もの

ほお

覧して、日本周辺の諸民族の顔の入墨文様を豊富
に集めた。

ダブルハの字文は縄文時代中期の土偶にはじめ

まつだいらはるさと

える家老屋敷風建築物の博物館として
した鎮 物などの国宝附指定資料。全
できるほか、千利休が指図したと伝わ
ある。

ていることを体験していただけます。
てあらわれて、後期・晩期につづく。晩期の終末

ふ まい

平成二三年に開
国に五城八基しか残っていない江戸時
る茶室でお茶会が開かれるなど、松江

いだされることである。高山さんは縄文土偶を総

館しました。
代に製作された天守の内部構造を精巧
のお茶や和菓子の文化が人々に浸透し

ちん たく

基本展示室
の貴重資料もあります。

に再現した模型である松江城天守雛形
松江藩主が将軍の名代として上洛し
企画展示室では、八月一九日（水）
になると線刻が複雑になった黥面土偶が誕生する

げ いめ ん

た際の行列図、天皇から下賜された太
まで特別展「松江城大解剖─城郭そし
が、そこにもダブルハの字文を認めることができ

ひで やす

る。前回、わたしは古代からさかのぼることによ

ゆう き

て城下町」を開催します。松江城や城

かね ひら

刀「包平」や徳川家康の子結城秀康か
下町について、最新の研究成果で明ら

なが みつ

藩主に関係する刀剣。藩の財政危機を

ら受け継いだ小太刀「長光」といった
たね にん

り、黥面土偶の線刻は現実の入墨であった可能性

お

かになった事物を紹介して城郭・城下

ろう

救ったハゼの実（蝋の原料）や御種人

縄文時代中期のダブルハの字文は入墨であったと

を説いた。この遡上説と下降説を組み合わせれば、

町の魅力や謎に迫ります。

じん

隣接の「 松江ホーランエンヤ伝承

参など江戸時代の松江藩関係を中心に
展示されています。
館」は三七〇年の歴史を有し、五穀豊

土偶は縄文時代草創期からあるが、早期の土偶

いってよいことになる。

武士に関係する資料だけではなく、
穣を願い一〇年ごとの船神事「 松江

防寒着や手作りの食器、抑留時に書かれ

たシベリア抑留での過酷な生活を伝える

舞鶴引揚記念館では奇跡的に持ち帰っ

は、目が吊りあがって口が丸いのが多い。出産の

縄文時代中期の中部高地地方の土偶や顔面把手

らない。

るのは、それが重要だと認識されたからにほかな

と、中期の土偶に顔の表情がつけられるようにな

まつ え

城下町に住んだ人びとの生活にも取り

を含めていずれも顔がない。そのかわり強調され
さ はら まこ と

比較して、重要なものを大きく描く子どもの絵の

佐原真さんは、先史時代の絵画と子どもの絵を

でんぶ

城 山稲荷神社式年神幸祭（ホーラン

ているのが、大きな乳房とよくはった臀部である。

しきねんしんこうさい

上げています。江戸時代後期の商人の
エンヤ）
」では映像や衣装などを紹介

じょうざんいなり

日記「大保恵日記」では日々の生活や
しています。

お ぼ え

祭礼・行事がいきいきと綴られ、四季

下回る極寒のシベリアで、食糧不足や劣悪

た貴重な日誌、唯一の通信手段として家族

際の苦悶の表情だという説がある。それは別に論

特徴は、先史絵画に適応できるとした。そうなる

舞鶴は、シベリア抑留を体験した多く

へ送った葉書、帰国後に体験を描いた絵画、

証する必要があるが、それが認められれば、この

史実を未来へつなぐこと

人びとが帰国の一歩を踏み出した地でもあ

また戦後の混乱期に引揚者を温かく迎え

時期の土偶の大半が、妊娠から出産にかかわる成

な衛生環境のなか、森林伐採や鉄道敷設

ります。

入れた舞鶴の人びとの記録といった資料を

熟した女性の身体的な特性を表現していることに

などの重労働に従事し、飢えや病気によっ

昭和二〇年から昭和三三年までの一三年

展示しています。そこには、歴史のみなら

注目しないわけにはいかない。

て多くの人びとが命を落としました。

間に渡り、ソ連や中国方面から引揚船延

ず家族の絆や生きる知恵、希望など、わ

わびていた家族と感激の再会を果たす一方、 見受けられます。

がんめんとつて

べ三四六隻、約六六万人の引揚者を迎え

れわれ現代人が共感ができるものも多く
二〇一五年一〇月には、紙の代わりに白

舞鶴港では、船が着くたび帰還を待ち

治、大正、昭和は軍港として、第二次世

帰らぬ息子を待ち続ける母の姿もあり、

樺の皮を使用し、空き缶を加工したペンで

では、ダブルハの字文の入墨はどのような意味

つ

入れました。

界大戦終結後は、引揚港として、また現

悲喜こもごもの様子が見受けられました。

検閲を逃れ持ち帰った手作りのメモ帳、回

日々の思いを和歌にしたためた白樺日誌や

ひきあげ

在は海上自衛隊や海上保安庁もあり、日

昭和六三年に、体験者の熱い要望と多

想絵画など「舞鶴への生還」コレクション

くの支援で、引き揚げの海を見下ろす丘
に平和と引き揚げの記憶を後世へ継承す

活を知り体感できる抑留生活体験室など

をもっていたのだろうか。入墨は痛みをともなう
ばつし

を整備し、
「感じ」
「学び」
「考える」場と

二〇一八年四月にはシベリアでの抑留生

れました。

五七〇点がユネスコ世界記憶遺産に登録さ

舞鶴引揚記念館（外観）

港町です。

シベリア抑留と引き揚げ
第二次世界大戦が幕を閉じた昭和二〇
年八月一五日、国外には六六〇万人ともい
われる日本人がいました。
これらの人達が海を渡り、日本への帰還

身体棄損であり、おなじ時期に抜歯が定着するの

問題をお話しすることにしよう。

ことの意味をそう考えた。次回は土偶と耳飾りの

に達した印であり、顔面把手付土器に表現された

高山さんは、大きな耳飾りも女性が結婚適齢期

これら身体毀損の通過儀礼であった。

うべき役割や権利の自覚の意味でなされたのが、

めがきびしくなった。一定の年齢に達した者が負

集落のなかの人びとや近隣の集団どうしの取り決

縄文時代中期に人口が増えて集落が大きくなり、

も偶然ではないだろう。

して幅広い世代に継承する博物館として
グランドオープンしています。

抑留生活体験室（内観）

をめざした世界的に類を見ない民族の大
移動を「引き揚げ」と言います。
戦後、ソ連に捕らえられた軍人や民間
人、約六〇万人がシベリアをはじめ、ソ連
全土へ抑留されました。マイナス三〇度を

京都府舞鶴市 舞鶴引揚記念館

薄れゆく引き揚げの記憶を
後世へ引き継ぐ

る舞鶴引揚記念館が開館しました。

本の近現代史に大きな役割を担ってきた

明治三四年、海軍鎮守府が設置され、明

で美しいリアス式海岸を有する舞鶴市は、

京都府北部の日本海に面し自然豊か

松本 達也

松江歴史館
学芸員

ひな がた

は、松江城の築

新庄 正典

城に始まり、松

藩の歴史の貴重な資料群

の「松江藩家老朝日家長屋」も展示・

第3回

活用しています。

※令和２年度は、ホームページで
スケジュールをご確認ください。

つになります。松江城天守は、長らく

基礎展示室の内観

所在不明であった慶長一六年の年号を

設楽博己（東京大学教授）
（イラスト 設楽博己）

ここが見所、我が博物館
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ダブルハの字文の土偶
山梨県保坂町出土の吊りあがった目
の顔面把手（縄文時代中期）

堀川から望見
した松江歴史
館の外観。

舞鶴引揚記念館
学芸員

テーマが好評です
地元密着型の

ご推薦！
学芸員

今宮 茂則

開府五〇〇年から
信玄生誕五〇〇年へ

こう ふ

甲府市は、二〇一九年に開府五〇〇

なか信虎を駿河に追放しました。
甲斐の二一歳で国主となった若き信
玄は、分国法の制定など領国経営に力
を注ぎました。分国法は、軍事、司法、
こう しゆう はつ と

の

し

だい

行政について五七か条から構成されて
いる甲州 法度之次第です。そのなか
でもよく知られている法度に、喧嘩は
理由を問わず、両方とも罰する「喧嘩
両成敗」があります。
また、法度の最後には、
「晴信、行

産物の生産力は飛躍的に増大しました。
現代においても、一九五九年の伊勢湾
台風では、流域の住民を守っています。
当初、富岩鉄道が運行していた富山から岩瀬浜

がんてつどう

儀其の外の法度以下に於いて、旨趣相
信玄の名言とされるフレーズに「人

ふ

違の事あらば、貴賤を選ばず、目安を
に向かう富山港線は、戦時中の政策によって国鉄
地方にあって孤立した直流電化路線のためコスト

線となったが、交流電化が主流となっている北陸

さえ法度に従うべきとの規定を設けて、 民のことを思い、一生、堀一重の簡単
的に不利で赤字経営が続いていた。また、沿線の

すべきものなり」とあるように、自身
な屋形に住んで、金城鉄壁の竪固な城
工場の多くが射水市の富山新港地区に移転したこ

甲府市東部の川田から、国の政治、経
を注ぎました。そのなかでも、約二〇

また治山や治水、鉱山の開発にも力
民の要諦とを言い尽くしたものです。

にも匹敵する城であるという、治国安
なる富山駅に乗り入れることを断念し、路面電車

続部の高架化が計画されたが、富山港線を高架と

北陸新幹線建設の際に在来線の富山駅とその接

い みず

を造らなかったのだという言い伝えと
とも利用者減につながった。

済の中心地を現在の甲府市大手に移転
現在でも、山梨の人びとの心のなか

水に見舞われていました。御勅使川か

勅使川が合流する地点は、頻繁に大洪

甲府盆地の西部を流れる釜無川と御

二〇二一年は、信玄が誕生して五〇

しみを込めて呼んでいます。

となく、
「信玄公」
、
「信玄さん」と親

ものがあり、信玄と呼び捨てにするこ

には、信玄を敬い、仰ぐ気持ちに深い
て 西日本などと協議し、第三セクター鉄道に転

そして、富山市はコンパクトシティ戦略に基づい

化して富山駅北口広場に乗り入れることとした。

しん げん

年をかけて造成したといわれる信玄

らの流れを北側に変えて固定し、高岩
〇歳。この記念すべき年に、さまざま

さ きやかた

これ以降「甲斐の府中」すなわち「甲

に当て、水勢をそいだうえで、釜無川
な遺産を残してくれた戦国時代最強の

つつじ

し、躑躅が崎館を造ったのが、永正一

府」が誕生し、当時の記録に「甲府」

と合流させ、堤への直接的な影響を緩
武将と言われた武田信玄を偲びつつ、

じ ようがいじよう

み

という地名がみられ、二年後の大永元

和する方策が採られています。一般の
その歴史を感じる旅にお出かけになっ

か まな しが わ

年（一五二一）に信玄は誕

堤防が一直線であるのに対し、何本も
てはいかがでしょうか。

ふ ちゅう

生。幼名を勝千代、誕生地

の堤防を重ねて川を取り囲む「霞堤」
●いまみや しげのり
甲府市教育委員会文化財課

約二カ月の改造工事を経て四月二九日に富山ライ

か い

は築造されたばかりの積翠

など、独特の工法が駆使されており、

一年（一六〇六）六月一日に徳川家康

トレールとして新たに開業し、ポートラムの愛称

江戸涼み考

い がわ

寺要害城と言われています。

そのあとの、新田開発をうながし、農

が美濃伊吹山の氷を朝廷へ献上してい

が付けられた LRT が走り始めた。関連する鉄

だ

父信虎との間には、深刻

赤人歌と画賛の「雪」の語から、手
る。江戸時代後期には『東都歳時記』

道施設は富山市が管理し、運行は富山地方鉄道が

み の い ぶきやま

レガシー

な対立があり、父を追放し

前の女性が器に盛り付けているのは雪

に記されるように、加賀藩の将軍家へ

せきすい

なければ、立場がなくなる

（氷）であろう。その後ろから、振り

の氷献上が広く町人にも知られていた

換して LRT と呼ばれる次世代型路面電車を走
らせることになった。

平成一八年三月一日に運行をやめた富山港線は、

担当している。さらに令和二年三月に駅の反対側

「なんでも
が下賜される話があるが、

フリー切符を購入し、見通しの良い駅前広場の富

我が輩はポートラムに乗るため、案内所で一日

かすみてい

という切羽詰まった状況の

袖の娘が細工物を見せている。この細

─
『小倉擬百人一首』
「山邉赤人」
より

とうと さいじ き

工物は駒込の富士浅間社（駒込富士）
ようである。

その氷はお城から諸大名や旗本などへ

山駅北へと向かった。乗り場は路面電車の乗り場

を走る市内電車と結ばれ、現在は直通運転をおこ

富士詣でが流行した江戸中期、実際

下りたのでございまして、一般の人た

大内 瑞恵

明治期の回想録『名ごりの夢』に氷

の富士山に詣でる代わりにこの駒込富

ちへ氷がゆきわたるようになりました

る麦藁細工の蛇である。
錦絵は当時の風俗と古典を組み合わ
士など（富士塚）に詣でることが盛ん

も、 旧年寒水を以て製したる餅を

室ありて今日氷献上あり。町屋にて

○氷室御祝儀 加州侯御藩邸に氷

であって、
『東都歳時記』に記される

込んだ趣向となっている。

に詠まれた「富士と雪」を巧みに取り

の氷を「暑中の雪」と見立て、赤人歌

『小倉擬百人一首』は、この六月朔日

のち信号が変わったところで道路の真ん中へ入っ

電車は満員の乗客を乗せて発車し、一旦停止の

四年半後の今、念願かなってようやく初乗りとな

ってみたいと思いつつ都合がつかずにいたのが、

到着する。新たに開業したと聞いたとき以来、乗

大勢の乗客を乗せたモダンな連接車がゆっくりと

やがて広い道路の先にヘッドライトの光が現れ、

なっている。

せた趣向を凝らしたものが多い。それ
に行われた（富士講）
。娘は祭礼の帰

やまべの

を読み解くのも醍醐味のひとつである。

そのものであった。

お ぐら なぞらえひやくにん いつ しゆ

この絵は『小倉 擬 百 人一首』「山邉

のは明治になってからではないでしょ

一 方、 手 前 の 女 性 の 盛 り 付 け る 雪

あかひと

八四四）～弘化二年（一八四五）ころ

（氷）は、
『東都歳時記』「六月 朔日」

。二〇二〇
月（皐月）
・六月（水無月）

食して、これに比らふ。

した。現代では氷が普及し、東京（江

ように、町人は氷に擬えた「餅」を食

つい たち

の錦絵であり、
〈六月朔日〉を描いて

年の暦では、七月二一日が旧暦六月一

加賀藩邸に氷室があり、将軍家に氷

ていく。乗り心地はすこぶるよろしい。

み な づき

旧暦における夏は四月（卯月）
・五

みや ゐ

とほ

こまごみ

ゆき

ふ じ

またえん

もんがわら うめばち

田子のうらにうち出て見れば白妙
ゆ しま

よし

しよちう

けず

ひ

の条によると

日である。

を献上したという。六月朔日の氷献上

戸）で餅を食べることは廃れたが、京

あたりはすでに暗くなっていたが、一キロメー

いる。

のふじのたか根に雪はふりつゝ

は、古代より朝廷の儀式で、氷室から

都の菓子「水無月」（ういろうに小豆を

トル先の奥田中学校前で道路から鉄道路線に乗り

いだ

けいちようにつけんろく

なぞら

●おおうち みずえ
東洋大学非常勤講師

はおよそ二五分であった。

運河を渡ると終点岩瀬浜に到着となる。所要時間

もあるという。競輪場前の先で小型船が係留する

車に合わせて低く改造され、新たに設けられた駅

線を走って行く。それぞれの駅のホームは路面電

その先、岩瀬浜までは鉄道路線であった富山港

ていた。

路は、住宅街のなかのありきたりの道路に変わっ

入れる。反対側の廃線となった富山駅にむかう線

発車を車内で待つ。

る。わくわくしながら折返しとなる岩瀬浜行きの

湯嶋の宮居に遠からで紋瓦の梅鉢

氷が運ばれたことに始まる。
『枕草子』

乗せた三角形の菓子）は、江戸時代の

その

りゅうかていたねかず

ただし夏の盛りの氷はやはり貴重品

も由あり。駒込の富士にいと近くて

の「削り氷に甘葛」の記述が有名であ

涼を今に伝えている。

『江戸名所図会』
［六月朔日 冨士
詣］
（部分）（国立国会図書館蔵）

あまづら

園に出せる暑中の雪も又縁ありとい

ろう。
『慶長 日件録』によると慶長一

うか」という。

りのようである。

か し

JR

赤人」
、
絵師は歌川国芳。
天保一五年
（一

にし きえ

ふ じ せんげんしゃ

の祭礼で、六月朔日（一日）に売られ

づつみ

堤は全国的にも有名です。

領国の安定を目指して

広く信頼をえることに努めています。
重なり、まさに民こそは山河の険しさ

仇は敵なり」があります。歌の意は、

は城 人は石垣 人は堀 情けは味方

高橋 治雄

以て申す可し。時宜に依って其の覚悟

鉄道浪漫

六年（一五一九）の一二月のことです。

年を迎えました。信玄の父武田信虎が

富山ライトレール

第１１話

画期的な工法により築かれた信
玄堤。
（甲斐市教育委員会提供）

ふべきのみ。 柳下亭種員筆記

歌川国芳・画『小倉擬百人一首
山辺赤人』
（国立国会図書館蔵）
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手前の緑が史跡武田
氏館跡で武田神社。

今回の「めっけ本」
、めっけては
いるのですが、手元にありません。
そのわけを披露する前に、
今回の
「め
っけ本」をご覧ください（写真）
●『週刊平凡パンチ １９７８年３
月２０号（表紙・木之内みどり）
』
ご存知のように、すでに廃刊にな

この号は、なんと、あのリドリー・
スコット監督の映画「エイリアン」
に登場しているのです。主役のリプ
リーがアンドロイドに襲われ、気絶
した彼女の口に丸められた雑誌が押
し込まれそうになる。その雑誌が、
この表紙の「平凡パンチ」なのです。
そのことだけで、ただ手もとに置い
では、なぜ手もとにないかと言い

ときたい。困った病気です。
ますと、実は原稿を書いている今、
ネットオークションに出品されてい
るのです。それも、この原稿の締切
日の今日が、入札の締切日。出品物
の説明には、映画のことは記載され
ていません。入札に参加している人
は、今二人。まだ、安価です。あと

におけるイベント、日光街道活性化イ

講演会、市内大間野「旧中村家住宅」

努力により郷土の研究活動を続けてい

うまで五五年の間、たくさんの先人の

で知りたい活動」をモットーに、きょ

三時間、これからが勝負です…。

ベントへの協力（街歩きのガイド・解

様の募集を致しております

動いただけますように、新入会員の皆

今後も、われわれの仲間としてご活

ます。

谷市民文化祭」などへの郷土研究作品
などの展示などの諸活動。
市内の石仏に対する文化財パトロー

法人越谷市郷土研究会
事務所 〒３４３・０８１３埼玉県越

●
ーなどへの講師派遣、
「地誌研究倶楽

谷市越ヶ谷３の３の１６ 白鳥様方

ル、市内小学校や公民館・地区センタ
部」と「地方文書研究倶楽部」のクラ

ブ活動など多くの年間行事を通じて、 「八百喜参ノ蔵」●連絡先 〒３４３・
００４１埼玉県越谷市神明町１の７３
の１ 渡辺和照 電話ＦＡＸ０４８・

会員の皆様や多くの市民のかたがたに
愛されております。

９６３・６４３６

消されてしまう、庶民の小さな、しかし確かに生き

DVD：¥9000＋税

た歴史を後世に伝えることを目的に作成した。

っていますが、六〇年代中ごろから
七〇年代に「週刊プレイボーイ」と
人気を二分にした若者向け週刊誌で
す。
「平凡パンチ」の古書的価値は、
大橋歩が表紙を描いていた初期のも
のは、そこそこ高値で売買されてい
ます。しかし、この号は、年代も下
がって、記事にも特段価値のあるも
のはありません。木之内みどりのフ
ァンでもない僕ですけど、前々から

●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。
）

●『週刊平凡パンチ 1978 年
月 号（表紙・木之内みどり）

─廿一─

説など）
、越谷市主催イベントや「越
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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

『近代天皇制国家の青年団』

山形県及位村「塩根川向上会」の活動記録

DVD

「めっけ本」

路地裏の
3

「越谷をもっと知りたい！」
「楽しん

団であること、自然・社会・経済的に恵まれない環

境に生きる若者たちが工夫しながら理想を追求した

庶民の生きた記録であることが解明された。それら

は 2018 年小社刊『近代天皇制国家の青年団 山形

県及位村「塩根川向上会」の組織と活動』日置麗香

著で詳らかにされている。

本映像は、
「向上会」が遺した諸記録を抜粋、収

録し、ともすれば歴史の大きなうねりのなかに掻き

■ 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。

著者は 2004 年当時、塩根川地区を訪れ、建て替えのため保存資料類を焼却

処分していた公民館に偶然立ち寄った。それが史料類との出会いである。後日、

膨大な資料を整理・読解・電子データ化を開始し、解析をした。

やがて、
「向上会」が大正末期から戦後にかけて事業を展開した地域の青年

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。

探していたものなのです。

私 たちの活動 を
紹介 します
五五年にわたる活動
こし がや

ＮＰＯ法人越谷市郷土研究会は、昭
和四〇年三月に、埼玉県越谷市におい
現在では、会員数約三〇〇名余と、

て設立されました。
規模日本一の郷土研究団体と自負して
おります。
活動におきましては、史跡めぐり、

N
P
O

好評
始動中！
あなたも
入会
しませんか

連載
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