人形が永遠に伝え続ける、
いのちの姿かたち

虎軍は家臣七一名を始め、二〇〇名の

綱が井戸から現れたり、逃げたりする

うだ。
『鎌倉三代記』では、佐々木高

繋がっているという言い伝えがあるそ

吉田 玉男

文楽の人形遣いでも、私は立役（男

兵士が戦死を遂げたという。劇場への

場面が見どころで、墓参に訪れ井戸を

たちやく

役）中心で、時代物の芝居となれば、

行き帰り、門前で手を合わせるのが日

見るたび、淀殿や秀頼公が、幸村の先

ぶん らく

が多い。
『絵本太功記』の武智光秀は、 課だが、いつも、この激戦が思い浮か

源平時代、戦国時代の武将を遣う機会

ぶ。寺には、高虎が首実検をしたため

導で逃れ出てくるような妄想が膨らん

き りん

今年の大河ドラマ『麒麟がくる』の明

血に染まった廊下の板を、天井に上げ

で胸躍ってしまう。

この した とう

智光秀、
『祇園祭礼信仰記』の此下東

た「血天井」も残っている。

まつながだいぜん

はちじんしゅごのほんじょう

きち

吉は豊臣秀吉、松永大膳は松永久秀、

『鎌倉三代記』と『近江源氏先陣館』

り り

太閤贔屓。源平ならば平家贔屓だ。敗

たいこうびいき

上方生まれの人形浄瑠璃の時代物は、

『八陣守護本城』の加藤正清は加藤清

は、この大坂の陣を鎌倉時代に置きか

たかつな

正がモデルだ。

えた時代物だ。真田幸村は佐々木高綱、 れた武将たちは、雄々しく、凛々しい

永遠に伝え続け、観客を魅了する。世

人形の姿で、舞台で懸命な生きざまを

勉強が嫌いで受験をしなくても済む

兄の信幸は佐々木盛綱、西軍の若き武

話物の心中物しかり、人形浄瑠璃は、

もりつな

からと、文楽の道に入った私だが、日

将、木村重成は三浦之助の役名で登場

十一月は、疫病禍を経た九か月ぶり

あしづか

すけ

本史だけは大好きだった。ましてや、

の大阪公演。私は、第一部『源平布引

く、私の師匠、初代吉田玉男は、高綱、 敗者や弱き者に情け深く、優しい。

する。この二つの名作は上演回数も多

滝』の斎藤実盛を遣わせていただく。

うらの

歴史上の人物を舞台で遣っていると、

盛綱、三浦之助いずれも得意としてい

歴史への造詣深い皆さんにも、さまざ
関西には芝居の舞台となった史跡がそ

らに思いを寄せるようになった。

にした場所が、生家近くだと知り、さ

わかえ

み

なおさら身近に感じられて関心も高ま

たが、若いころ、師匠の足遣い、左遣

まな視点からお楽しみいただきたい。
お

しげなり

る。大河ドラマは、 ・総合・翌週の

介の若武者ぶりに心惹かれた。後年、

必ず録画。旧跡を訪ねることも多いが、 いで修業するなか、颯爽とした三浦之

再放送と三回観る。歴史番組があれば

重成が「八尾・若江の戦い」で討ち死
や

私 の 出 身 は 大 阪 府 八 尾 市。今 住 ん

ば近くにある。
じょう こう じ

また、初代玉男の墓は、国立文楽劇

かわち おんど

でいるマンションの隣にある常光寺

場に近い生玉寺町の「銀山寺」にある。

ぎんざんじ

は、河内音頭発祥の地として知られて

豊臣秀吉と縁の深い寺で、境内に大き

いくたまてらまち

いるが、大坂夏の陣では、藤堂高虎の

な井戸が二つあり、大坂城と地下道で

ちょうそ か べ もりちか

陣所だった。この寺の門前で、高虎軍

1

は、長宗我部盛親軍と激戦となり、高

●よしだ・たまお
人形浄瑠璃文楽
人形遣い
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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

『朝焼けをリュックにつめて

石丸
謙二郎

蕎麦は食ってみなければわからない。

〜山は登ってみなけりゃわからない〜
』
ふで

『朝焼けを
リュックにつめて
』

〜山は登ってみなけりゃわからない
石丸謙二郎
（俳優、声優、ナレーター）

白い虹／一尺八寸山／アブザイレン ほか

の

［第５章］へぇ〜

の会社・モンベルが売り出している

黒百合ヒュッテでピアノ！／山小屋の音問題／山小屋の恐竜 ほか

「野筆」のチカラを借りた。野筆とは

［第４章］山小屋で

われながら、けだし名言だが、山と

で終わります。
。つまり、できれば続

スワッ 熊だ！／三光鳥が鳴いた／山の中のクリスマス ほか

すずり

ざっと５００～６００ほどの山に登っ

山は驚きに満ちている。そして、先

編をぜひとも書かせていただきたいと

［第３章］山の自然と楽しみ

本来、野に出て書をしたためる道具と
す

たのではないだろうか。いや、それ以

ひねりながら、ふと、これまでどのく

すみ

してつくられたものである。硯があり、 どういう関係があるのだろう？ 首を

これまで常日頃から絵を描いていた
上か！

墨を磨って俳句などの文字を書く。と

わけではない。今年の自粛期間に、突
この本は山の指南書ではない。技術

らい山に登ったのか暗算をしてみた。

かった。筆がどんどん進んだ。アッと
然目覚めたのである。目覚めると、あ
書でもない。あえて言えば「発見本」

ころがボクは何を思ったか、絵を描き

いう間に、一冊の本ができあがりかけ
とは早かった。またたく間にスケッチ
である。山の中で見つけたこと、知っ

いやペンではない。パ
ほどの「蕎麦は食って～」と肩を組む

の途中で、作品解説や師匠の思い出の

放送六年目）のサブタイトルでもあり、 の素晴らしいお人柄を感じさせられる

クラシック初心者には、演奏会に行

図々しくも考えているのであります。

山の日／ラスト ゴーリキ／尾瀬のボッカ ほか

山は、登ってみなけ
れば分からない
石丸 謙二郎
山の本を書いてみよう。登山の本で

た。あまりにも速すぎたので、本のタ
ブックが埋められた。すぐに二冊目に
たこと、驚いたことを、好奇心という

山を楽しむようになって５０年以上。

イトルを考える時間がなかった。まも
手を出した。山の中で起こったこと、
パワーに押され、書かされた本と言っ

はじめたのである。それも墨絵。

なく出版というのに、まだ、タイトル
アッチの山、ソッチの山、想い出しな

ある。
書きだすと早かった。
いや、「速」

が決まっていないなどという本末転倒
がら、筆を走らせる。筆のまにまに、

ソコンのキーを叩きつづ
ように、ボクの中で自然と湧きあがっ

ていい。

ける。

山は登ってみなければ分からない。

たこの言葉が、すべてを物語っている。

ともキーを叩いているか
の時間が過ぎてゆく。
長時間の執筆にうつら
うつらしながら、目をこ
すり、パソコンの画面を
見てみると、こんなこと
が書いてあるではないか。

●いしまる・けんじろう／俳優。
山の日アンバサダー。NHKラジ
オ「石丸謙二郎の山カフェ」毎週
土曜日あさ 時から。

すぎると考え、その高い敷居を低くし

話などを織り交ぜ、少しでもクラシッ

素敵な想い出、僕の修行時代の失敗の

く服装や、拍手のタイミングから、名

［第２章］お世話になります

関西フィルハーモニー管弦楽団の
首席指揮者を務める著者が、
名曲に隠された秘密やエピソード、
指揮者の立場からの作品に対する
解釈などを紹介。
また、恩師や先輩との交流にまつわ
る微笑ましい話や失敗談も満載。

藤岡 幸夫（指揮者）

『音楽は
お好きですか？』

絵を描いているか、それ

肝心の文章もペンを走らせた。

的な事態がおきている。
それでも、本の中に挿入するイラス
トは描いた。自分で描いた。山の道具

藤岡 幸夫 著

て多くの方々にクラシックの素晴らし

い、渡邉暁雄先生や小林研一郎先生と

名曲の裏に隠された作曲家たちの思

になっております。

クを身近に楽しく感じていただく内容

か？」は、僕が指揮と司会を務めます

タ イ ト ル の「 音 楽 は お 好 き で す

さを知ってほしいと願っております。

『音楽はお好きですか？』
すべての方に音楽を
藤岡 幸夫
僕がプロ指揮者として英国でデビュ
ーしたのが一九九三年。以来二七年間、 音楽番組「エンター・ザ・ミュージッ

ク」
（ テレ東、毎週土曜 朝八時半～、 いった日本を代表する名指揮者の方々

様が僕を指揮者にしてくれた天命のひ

また『朝日新聞』関西版夕刊に毎月一

話や彼女の話、クラシック以外の音楽

クラシックの裾野を拡げることを、神
とつとして活動してまいりました。と

の話しなどなど……思いのままにいろ
いろな文章を書かせていただきました。

でもあります。僕が名刺代わりに使う
このセリフには、
「音楽が好きならク

くに日本ではクラシックの敷居が高く、 度僕が書いているエッセイのタイトル

ラシックも聴いてみませんか？」とい

で簡単に
ま た、 現 代 は You Tube
音楽を楽しむことができます。本書で
で気軽に
紹 介 し た 作 品 を You Tube
聴いてみていただけたら、それもとっ

う思いが込められています。
わしくない方にも、またコアなクラシ

てもうれしいです。

本書では、まったくクラシックにく
ックファンにも楽しんでいただける内

曲の紹介、またクラシックファンの

まずはこのエッセイ集が多くの方々に

本書は、英国でデビューするところ

方々には、あまり知られていない名曲

楽しんでいただけますように！

四六判 並製 256ページ（予定）
予価：本体1、
500円＋税
（税込1,650円）
四六判 並製 256ページ（予定）
予価：本体1、
500円＋税
（税込1,650円）

容をめざしました。

に隠された秘密やエピソード、指揮者
の立場からの作品に対する解釈などを
また、僕がどうやって指揮者になっ

紹介しています。
たのか、幼少からのエピソードを順を

●ふじおか・さちお／関西フィル
首席指揮者、東京シティフィル首
席客演指揮者。 テレ東 音楽番
組「エンターザミュージック」で
指揮と司会でお馴染み。

阿寒富士にはコマクサが／讃岐富士 毎日登山／日本一低い山 ほか

2
3

子ヤギのう〜えで／マッターホルン挑戦／マンハッタンやるんだって？ ほか

[第６章] とにかく山はおもしろい
ほか 全32話
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［第１章］やっぱり富士山
オーケストラを聴いてみませんか？
「楽譜の裏側」
の話
英国でプロデビュー！
悲愴交響曲の秘密
年末の第９の話
渡邉暁雄先生の告白
プラハの春国際音楽祭
英国からの突然の手紙
僕の英国の父、
サー・チャールズ
ルーマニアデビュー
岩城宏之先生

天命

ほかの音楽よりも高尚なイメージが強

情熱的な指揮で人気を集める。海外でも活躍。

◉〈本書の内容〉
◉〈本書の内容〉

「大キレット 長谷川ピークを登る」
（石丸謙二郎：画）

BS

追って紹介しながら、そのエピソード

BS

新刊 単行本
新刊 単行本

大
物館
島阪
根府
県堺
出市
雲市堺
斐市
川博
町『
荒神谷博物館』

土偶

ほど前、百舌鳥古墳群には一〇〇基以

墳群」があります。今から一六〇〇年

月に世界遺産に登録された「百舌鳥古

かっており、それらを各古墳の解説と

武具や武器、勾玉などの装飾品が見つ

は、古墳に立てられた埴輪や、鉄製の

展示されています。百舌鳥古墳群から

飾です。動物や草花、人物などさまざ

のが、銃身や木部に施された華麗な装

後期の土偶である。
下の土偶には
「みみずく土偶」

二つあげたが、上が縄文時代中期の土偶で、下が

たが、うっかりと図示しなかったので掲げておく。

よもやま話

上（現在残っているのは四四基）の古
ともに見ることができます。また、百
まな模様がありますので、じっくり観
の名前もあるので、少々ややこしい。そもそも、

との生活を示す土器などの生活道具が

仁
銅徳
剣天
、皇
銅陵
鐸古
の集
墳中
と繁
出土
栄の
が堺の歴史、
古
弥代
生か
時ら
代近
の代
青ま
銅で
器の
文歩
化み
研を
究知
にる
衝撃を
堺市には、令和元年（二〇一九）七

墳が造られましたが、そのなかでも有
舌鳥古墳群が造られたのとほぼ同時期
察すると、その精巧さに目を奪われる

も ず

名なのが日本で最大の古墳・仁徳天皇
に、窯やロクロといった、現在の陶器

じめとする堺の歴史や文化を豊富な資

堺市博物館では、百舌鳥古墳群をは
一大生産地だったのが堺市周辺を含む

き物が焼かれます。当時この須恵器の

一大きな火縄銃もあり、必見です。

ル、重さ一九五キログラムもある日本

物館には長さが約三〇〇センチメート

メートル前後が多いのですが、堺市博

前回、頬にダブルハの字文のある土偶の話をし

陵古墳です。この仁徳天皇陵古墳のす
土偶の名前はなにをあらわしているのだろうか。

料から学ぶこと
陶邑窯跡群です。陶邑窯跡群から出土
ほかにも展示場内には、包丁や緞通

き

ができます。
した須恵器などの資料のうち二五八五

え

展示場に入る
点が国の重要文化財に指定されており、
（手織りの敷物）といった堺の伝統産

すえむらかまあとぐん

と、 ま ず 初 め
博物館でその一部を見ることができま
業、ふとん太鼓などの祭りの紹介をは

せ んこ く

し とつ

げいめん

しやこうき

なお、堺市博物館は展示の一部リニ

みな
「式」がついている。明治から昭和にかけて、

だんつう

に、百舌鳥古墳
す。一六〇〇年以上も前の人びとが、
じめ、堺出身の僧である行基に関する
前回までに登場した黥面土偶や有髯土偶はいず

ダブルハの字文のある土偶
上：長野県俎原遺跡
下：埼玉県真福寺貝塚

群からの出土品
どのようなものを古墳に副葬し、どの
資料、堺市域を中心とした寺社の資料
れも顔の線刻や刺突に注目してつけられた名前で

ューアルを予定しており、令和二年一

考古学の進展にともない、縄文土器に同じ文様の

ぎょうき

や、古墳が造ら
ような生活をしていたのか、想像して
や仏像などが並び、堺の歴史をさまざ

ゆ うぜ ん

れたころの人び
みるのも楽しいですね。

一月末から常設展示部分を閉鎖します。

地域的な広がりがあることや、同じ遺跡でも出土

繁栄の近世社会へ
展示場をさらに進むと見えてくるの

リニューアル後のオープンは令和三年

する地層の上下で文様が違っていること、つまり

り

は、堺特産の火縄銃を販売していた江

三月半ばを予定していますので、皆様

タイプの共通性や違いが認識されるようになった。

そ

戸時代ころの復元された商家です。種

のご来館をお待ちしております。

土器につけられた「式」とはタイプ＝型式の「式」

か

前は顔の表現の共通性と差による場合が多い。

子島に鉄砲が伝来したのち、堺では火

査で得られた遺物を展示し、復元模型や

であった。考古学でいう「型式」は、年代的、地

縄文土器の名前には、
「加曽利 式土器」など、

縄銃の生産が盛んになります。堺の火

想像図などで当時の生活のようすを紹介

域的な最小の単位をさし、この学問的な体系性を

ひ なわじゅう

縄銃の特徴のひとつとしてあげられる

しています。とくに縄文時代晩期に花開

備えた分類は、土器が編年の目盛りとしてシビア

じゃかいがん

り、これを象徴するような精緻な文様が

祀が発達した社会であったと考えられてお

円に分布する縄文時代後期後半から晩期前半まで

い。なぜだろうか。みみずく土偶は、関東地方一

それに対して、土偶にはふつう「式」はつかな

あんぎよう

ほどこされた土器や、漆を用いた装飾性に

そ一致する。したがって、みみずく土偶は「安行
式土偶」といってもよく、実際その名で書かれた

青森市中心街のやや東寄りに位置し、青

のレリーフがはめ込まれ、かつて第五十九

には、５と９の数字をデザイン化した円形

写真などを展示し、波乱にみちた郷土の

れ以降の時代は古文書や生活道具、絵図、

とおり時空を超えた表現であり、型式指標になら

はない。なぜならば、
「ダブルハの字文」は図の

ところが「ダブルハの字文式土偶」という名前

論文もある。

森湾が近いことから潮の香りが風にのって

すがたを、歴史の流れにそって紹介してい

漂ってくることもあります。

当館建物の一部は、
平成一六年（二〇〇四）

るように建てられた三階建ての新館に、考

常設展示室は、旧銀行建物に融合させ

す。また、先人展示室では、国内外で活

る資料、使われた道具類を紹介していま

について、栽培の歴史と栽培技術に関す

は、青森県の特産品のひとつであるりんご

このほかに、りんごと青森県展示室で

なじような単位をなしている場合の二者が混然と

からの愛称のような場合と、それが土器型式とお

土偶の命名はこのように、顔の表情や姿かたち

ので、
「型式」というには少し広すぎる。

ゃがむ姿の土偶だが、これも近畿地方にまである

偶がある。東北地方の縄文時代後期から晩期のし

ないからである。
「屈折像土偶」という名前の土

に国の登録有形文化財（建造物）となっ

古・歴史・民俗・自然の四展示室と、り

躍した本県出身の人物や本県の発展に寄

ます。

た第五十 九 銀行青森支店（一九三一年建

んごと青森県展示室、先人展示室、わく

モダニズム建築を活用

造、一九四三年から青森銀行本店）の建物

わく体験ルーム、風韻堂コレクション展示

だい ご じゅ うく

で、銀行の営業フロアとして利用されてい

した、体系化されざる分類だといってよい。
しよ

与した人物に焦点を当てて紹介していま

明治時代には、仏具の独鈷杵に似た形の石器が

ています。

とつこ

た部分は、改装して特別展示室に利用し

室で構成されています。青森県の歴史に

す。両展示室もあわせてご覧いただくこと

独鈷石と名づけられて今にいたっている。これを

できないが、もう少しなんとかしたいものだ。

まさらみみずく土偶というよい名をやめることは

られないのが体系化を阻んでいるのであろう。い

のかわいらしさとあいまって愛称をなかなか捨て

途不明の添え物扱いされてきたことや、土偶はそ

土偶にしても独鈷石にしても、土器と違って用

とはいいがたい。

うとするむきもあるが、広く受け入れられている

「白河型石器」と分類しなおして体系化をはかろ

どつこ いし

で、青森県の歴史についてより理解が深ま
ることと思います。

古展示室と歴史展示室を観覧していただ

この建物は、古典主義建築の骨格を保

くのがよいと思います。

築の一例といわれており、内部の太い円柱

考古展示室では、青森県の旧石器時

持しつつ細部装飾を省略したモダニズム建
状の柱やその上部および天井に施された

代、縄文時代、弥生時代について発掘調

青森県青森市 青森県立郷土館

郷土の歴史と現在を知り、未来につなぐ
恰好の博物館

歴史展示室における藩政時代の資料
展示。

ついて通史的に理解を深めたい場合は、考

歴史の流れを知る

銀行だったことを偲ばせます。

展示室同様に遺物中心の展示ですが、そ

歴史展示室では、平安時代までは考古

ります。

の「安行式」という土器型式の時空範囲とおおよ

B

富む製品、土偶や土面など見ごたえがあ

かめが おか

いた亀ヶ岡 文化は、精神的な活動に関わ

に吟味されてきた結果だったのである。

（イラスト 設楽博己）

る道具が数多くつくられたことから、祭

います。

ある。ハート形土偶や遮光器土偶など、土偶の名

す

のではないでしょうか。また、これら

設楽博己（東京大学教授）

の一般的な火縄銃は長さ一三〇センチ

第４回

作りの源流になるような技術が日本に

縄文土偶の名前

伝わり、
「須恵器」とよばれる硬い焼

※新型コロナの影響など、開館日などの予定・詳
細は、堺市博物館まで直接お問い合わせください。

ぐそばに堺市博物館はあります。

石棺コーナー：石棺は仁徳天皇陵古墳の
石棺を描いた絵図を元に復元したもの。

まな角度から体感できる施設となって

堺市博物館、外観。

昭和四八年（一九七三）に開館した青森 美しい漆喰の装飾、大理石や蛇灰岩を使っ
県立郷土館は、青森県の考古・歴史・民 た重厚な階段などは当時のまま残されて
俗・自然を紹介している総合博物館です。 います。このうち人造石製の階段手摺壁

ここが見所、我が博物館
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特別展示室として利用している旧銀
行の営業フロア。

橘 泉

島口 天

堺市博物館
学芸課
青森県立郷土館
学芸課長

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
心にのこる日本の音
「大正琴」案内

一八七四〜一九五二）である。森田が
人生の前半を送った明治から大正初期
の日本は、維新を迎えて、欧米諸国に
追いつけ追い越せの精神で、国策とし
て急速に近代化・西欧化の道を模索し
た。しかし一方では、その反動として
日本的伝統と西洋的なものとの融合が
積極的に求められるようになる。それ
注目を集めることになった。昭和四

は音楽の分野においても同様であった。 ことがきっかけとなり、再び人びとの
明治半ばごろから本格化する楽器製

それに伴い、大正琴教室の開設、大
岡盆地へと続く渓谷は保津川下りの川舟を見下ろ

〇・五〇年代には、音域別大正琴、エ

ホールでの演奏会、大正琴流派の誕生
し、春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉、そして冬に

造業に目を向けると、明治・大正期に
はたぶ

なかで、大正琴は発明以来、一〇〇年
など、昭和・平成期には大正琴の大ブ
は雪景色の絶景を楽しめることで人気があった。

レキ・ギター流行の波に乗ったエレキ

以上にわたり演奏され続けている。大
ームが巻き起こった。近年でも、部活
しかし複線電化のため、平成元年三月に嵯峨嵐

は、六〇〇件を超える洋風楽器の特許
さ

京都駅を起点として山口県下関市の幡生駅まで

正琴は、当時人気のあった二弦琴をベ
や特別授業による学校教育現場への進
山～馬堀間がトンネル主体の新線に切り替えられ

大正琴の開発など、改造・改良が進み、

ースにし、森田が外遊先で見たタイプ
出、多人数演奏によるギネス記録への

申請が見られる。しかし、そのほとん

ライターのキイにヒントを得たボタン

ほ づ

装置を鍵盤に応用した、
西洋の音階
（十
た。これによって 線有数の景勝地であった旧線

きようあ い

「日本の楽器」と聞いてすぐに思い
挑戦、文化庁主催国民文化祭の一環と
は惜しまれながらも使用を停止した。

ま

ぼり

峨嵐山から狭隘な保津川の谷に入りこむ。この亀

浮かぶのは、箏、三味線、尺八、和太
二平均律）を簡単に演奏できる鍵盤付
しての全国子供大正琴コンクールなど、

があらしやま

を日本海側で結ぶ山陰本線は、京都盆地の縁の嵯

鼓などであろう。しかし、日本には、
き弦楽器である。それはまさに和洋融
西日本はこの旧線を観光路線として活用すべ

ることから、当初は

日は重陽の節句であ

二）九月九日。その

その人気は徐々に国中に広まっていっ

売れ行きは今ひとつであった。しかし、 ない。大正琴はひとりでも複数人でも

琴の出現に、最初、人びとは戸惑い、

今までに見たこともない楽器・大正
うとも、この大衆性は昔も今も変わら

三点であった。いかに楽器が進化しよ

年齢性別を問わず誰でも楽しめる、の

ことは、携帯の簡便性、手ごろな価格、

森田が大正琴考案の際に心に留めた

注いだ結果、平成二八年度には年間一二四万人も

観改良に務め、その他各種サービス向上にも力を

の後線路に沿って桜や楓などを植樹して車窓の景

メートルで観光トロッコ列車の運行を始めた。そ

四月にトロッコ嵯峨～トロッコ亀岡間七 三キロ

く、子会社の嵯峨野観光鉄道を設立し、平成三年

大 正 元 年（ 一 九 一

大正琴の発売は、

「菊琴」とも呼ばれ
た。太平洋戦争により一時衰退するが、 挑戦してみてはいかがだろう。

大正琴の世界

た。考案者は、名古
昭和三四年（一九五九）
、古賀政男作

解体を目前に企画した住宅見学会に図
書館のボランティア仲間とともに駆け
つけた。これが筆者と地域の出会いで
一月末には住宅主屋や蔵から各種の

ある。
資料を搬出する作業が行われた。作業

●かねこ あつこ
名古屋芸術大学 教授

楽しめる楽器である。気軽に大正琴に

屋市出身の森田吾郎
かわ ぐち に さぶ ろう

地域に学ぶ営み
─美木多地域歴史資料
調査会の紹介
には、地元有志を中心に、堺市文化財

使用する客車は、貨車の台車と台枠の上に新た

の乗客を集める人気の観光鉄道となった。
な車体を載せたもので、座席もただの木製ベンチ
となっている。機関車は常にトロッコ嵯峨側に連

結され、トロッコ嵯峨からトロッコ亀岡に向かう
下り列車は最前部となる客車の運転台から後部の
機関車を遠隔制御することによって、機関車を付
トロッコに乗ってみよう。トロッコ嵯峨を発車

け替えることなく往復の運転を行っている。
するとすぐに脇の山陰線の下り線に入り、しばら
く住宅地や竹林のなかを進む。やがて山陰線から
別れるとトロッコ嵐山の小さなホームに滑り込む。

結果、美木多地域歴史資料調査会を設

美木多和田家資料は、一九六〇―七

表れているように思われる。

ろに、現代における地域活動の特色が

のなかに埋もれるようにして旅館などのこぎれい

流れが現われる。川向こうの嵐山の中腹には木立

トンネルを抜けるといきなり左手下方に保津川の

天井灯の淡い白色光が車内を薄暗く照らしていた。

島田克彦
課および博物館の学芸員や筆者が専門

立し、継続的に調査に取り組んでいく

〇年代の『堺市史』続編に向けた調査

な建物が点在している。

トロッコ嵐山の先はすぐに亀山トンネルとなり、

二〇一四年二月、 一八世紀の建築
ことになり、以後六年半にわたって月

でも注目された。今回はそれ以来の本

美木多との出会い

であり、美木多地域（大阪府堺市南区）
一回の調査活動を継続してきた。二〇

格的調査となるが、資料全体を対象と

み き た

のランドマークであった和田家住宅が
二〇年度はコロナ禍で春から活動を休

する悉皆調査であることに加え、和泉

しもふさ

諸般の事情から解体された。和田家は

止しているが、七年目も半ばとなる調

市史編さん室の協力も得て、大鳥郡と

動が伝わり、トロッコに乗っているという実感を

らはゴツンゴツンというレールの継ぎ目を渡る振

列車は深い森のなかを進んでいく。お尻の下か

近世に代々庄屋をつとめたほか、下総

査会活動の意義をまとめておきたい。

せきやど

庄屋として、藩による村々の支配を支
えてきた家柄である。和田家において

谷底に続く白っぽい岩の間でせわしげに岩をはみ、

味わうことになるが、すぐに慣れて気にならなく

また調査では、整理と目録作成だけ

泉郡の村々を広く見渡す視野を持って

それは何よりも、美木多和田家資料

を急ぐのではなく、一点ごとの史料を

住宅の維持が困難と判断したことを受

の全体を、地域と先祖の長期にわたる

川下りの舟とすれ違う。車内の誰かが手を振った

線路の脇に並ぶ木立の間からのぞく保津川は、

け、地元有志が世話人となり、住宅の

歩みを知りうる地域の共有財産と位置

そしてときにはゆったりと流れ下っている。突然

なる。

現状記録や近世・近代古文書をはじめ

ともに読み解き、そこに書き記された

取り組んでいるところが新しい。

とする所蔵資料の保全活動を開始した。

付け、資料の調査や保存を地域の取り

組みと位置付けている点に求められる。 事実関係を明らかにしていくことを大
切にしている。調査は地域における学

のだろうか、舟の乗客も手を振っている。
ただし活動の担い手は、地域の人び

る。水際の白い岩が、ゴツゴツとした大きな石や

けていた。筆者は司書（当時）の竹田

を刻んでいるといえよう。調査活動に

小さめの岩が積み上がる、先端が尖った荒々しい

やがて頭上を横断する鉄橋の下をくぐるが、途

集うメンバーと、年一回の報告会に足

岸辺になったところで保津川を渡るが、鉄橋の上

中三回ほど交差する現在の山陰線の最初の橋であ
学院大学の社会人聴講生をはじめ、退

を運んでくださる方々に伴走しながら、

でトロッコは突然停車してしまう。

びの場なのであり、地域史の取り組み

職教員同士のつながりを持つ人びとな

歴史に根ざした地域作りと、地域にと

を通じて調査会は地域における学問史

ど、調査の経験を持たないシニア層で

って望ましい歴史資料保存のあり方を

とに限定されているわけではない。調

ある。また筆者のゼミ生も毎年恒例の

見守っていきたい。

●しまだ かつひこ
桃山学院大学 教授

-

だけるものと確信している。

ご自身で確かめていただきたい。きっと満足いた

ここで紙面がつきてしまった。続きは乗車して
ように地域を訪れ、調査やフィールド

人びとが外部からも集まってくるとこ

域が保有する文化的資源に関心を持つ

ワークに取り組む機会としている。地

査に地域の内外から集まるのは、桃山

いて堺市立中央図書館に相談を持ちか

小林孝三氏ら世話人は資料保存につ

地域調査に大切なこと

関宿の藩の泉州飛び地領三〇ケ村の大

家として加わった。関係者が協議した

.

こと

和楽器と洋楽器の両方の要素を持ち合
その活躍領域は拡大し続けている。

JR

曲《人生劇場》に大正琴が使用された

JR

（本名 川口仁三郎

たいしょうごと

合の楽器、和洋折衷楽器の典型と言え

大正琴の機能は著しく進化した。

第 12 話 嵯峨野のトロッコ列車

わせた、ちょっと〝不思議な〟楽器が

どは実用普及には至らなかった。その

高橋 治雄

るだろう。

金子敦子

鉄道浪漫

存在する。それは大正 琴である。

大正琴の誕生

2019年全国子供大正琴コンク
ール・長岡市（新潟県）
和田家住宅から採取した、貼壁下
張りの解体（2019 年 5 月）
。

芳則氏から情報提供を受け、世話人が

和 田 家 住 宅 の 景 観（2014 年 1
月撮影）
。
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昭和30年代の大正琴（ナルダ
ン楽器製）天板の「磯から臨む
富士山」は大正琴の象徴的図柄。

持たないで、
正々堂々と “ アッカル

対し、当地域の住民は歴史的課題をど

出版しました。近代化を目指す国家に

当会ですが、地域の民衆の視点からの

会員の確保など、多くの課題もある

論文を載せた「会報」も収録予定です。

をめざしています。もちろん、多くの

重苦しい不安感のままマスクと手洗いが続いている。

年齢差による身体的なダメージとは別に、世上の焦燥感もともないメ

なった。そのままずばりの〈コロナウイルス、
新型コロナ〉はともかく〈濃

厚接触、3 蜜、クラスター感染、オーバーシュート、ロックダウン、ソー

シャルディスタンス、スティホーム、東京アラート、８割おじさん、給付

金、10 万円、休業補償〉と続き〈リモートワーク、テレワーク、オンラ

イン飲み会〉などのオンライン〇〇が続出。忘れてはいけのないが〈不要

不急〉の議論につらなる〈アベノマスク〉の必笑新語。

のちにこれらのコトバが社会言語学上どう残るかわからないが、
〈新し

（山本）

ディアの騒擾は落ち着かず、思考をゆさぶるさまざまな新語を知ることと

イＳＭ ” を目指そうではないか」
ま
内容は、ビギナーのためのマナー

さに、目からウロコです。
集、恋 人 を 調 教 す る 方 法 か ら 拘 束
術・ プ レ イ の 数 々、 学 究 的 な「 縛
り」の歴史まで。さらに、圧巻なの
は、五人の有名調教師さんのお言葉
表情がＳＭなのです」
「相手の意識

「人間同士の心理状態、信頼関係の
に触れた時、体内に快感が走り抜け
たんです」
「ほんとうのサディスト
は周囲が酒を呑んでいても、ひとり
トマトジュースを飲んで、カラオケ
を唄う、そういう禁欲的な生活のお
くれる人です」などの名言の数々。
「明るく楽しい」でも、この道も半
端では務まらないようです。

題した書籍が進行中です。明治後半か
ら昭和初めの世界恐慌直前までの、近

うとらえ、どう対応したのか。明治前

研究活動を進めて行きたいと願ってい

日に至る。何が根拠の解除かもわからず。熱暑が列島を覆い、暦が進むも

■ 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。

題名を見ただけで、プッ！と吹い

発行しています。

半期を中心に、
『民衆史』の視点も加

ます。

代日本の「発展」が当地域にもたらし

えながら、八本の論文をもとに議論や

●平鹿地方史研究会 連絡先／〒〇一

平成二五年には『平鹿地方 近代へ

関連情報の交流を重ね、その共同研究

た光と影をテーマに、今年度末の刊行

の成果としての第一章と、
「会報」を

九―〇五二五横手市十文字町字曙町３

の出発』
（Ａ４判・二七四ページ）を

まとめた第二章からなる書籍です。

９ 土肥稔 電話〇八〇―二八一七―

外出自粛の要請にはじまり、さまざまに推移し全国の解除宣言は５月２５

７日に全小中高校に異例の臨時休校の要請、４月７日の緊急事態宣言での

てしまう本、めっけました。
●『明るく楽しいＳＭ入門』北原童
夢著 青弓社

●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。
）

や会の動きを掲載した「会報」を随時

─千穐楽─

現在は、この続編として『近代国家

二五八八

秋色の候を迎えても、感染症の事態は、終息とはほど遠い。本年２月２

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。

い生活様式〉で〈コロナ終息、コロナ終焉〉を待ちたい。

ＳＭって、どこか淫靡で暗く変態
ぽいものと思い込んでいましたから、
「明るく楽しい」という健康・幸せ
フレーバーに虚を衝かれてしまった
のです。そして、本文を読んでみる
と、己れの無知さが恥ずかしくなり、
穴があったら入りたい、ムチがあっ
たら叩かれたい！と。
少し長くなりますが、はしがきか
ら引用します。
「考えてみてほしい。
下等な動物のセックスには、ＳＭな
どという高尚なものはないのだ。こ

「めっけ本」

路地裏の

の確立過程における平鹿郡の動向』と

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

の地球上で、ＳＭできるのは人間し
かいないのである。ヘンな劣等感を

私 たちの活動 を
紹介 します
平鹿郡の歴史を知る・学ぶ・書く
ひら か

「平鹿地方史研究会」
は、
平鹿地方
（お
おむね現横手市域＝旧平鹿郡）の歴史
を調査・研究・発表し、市民文化の向
上に資することを目的に、平成一九年
（二〇〇七）に結成されました。
原則として年四回、講演会や現地探
訪会などを開催ほか、会員の研究発表

編集後記：コトバのエンデミックなのか

好評
始動中！
あなたも
入会
しませんか

連載
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