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と決め、 歳になったら一切の仕事を止めて何も
しない人生を送ろうと決めた。社会とのしがらみ
で、 歳で即現役引退はならなかったが、５年遅
れ位でほぼ何もしない人生を手にした。
しかし、何もしない暮らしというのは、通常の
欲も捨てることだから、なかなかの体力と精神力
が必要となる。何よりも、何もしないという才能
が必要で、普通の精神状態では一ヶ月と続くこと
は難しいと言える。
だが不思議なもので、何もしない日々の暮らし
であっても、
何とやる事が山のようにあるものだ。
自分からは積極的に社会とのつながりを持つこと
はないのだが、立ち止まって振り向くと、ガラガ
ラと紐に括り付けて厄介を引きずって歩いている。
それが呆れるほど多いのである。それを見てつく
づくに思った。何もやりたくないのならば、やる
事が定められている勤めをすることが一番だと。
それこそ自分の仕事を増やさなくても済ませられ
る地方の市役所などの職員が一番だろう。
こんなことを言うと、猛反発するだろう人達が
いるだろうが、市などの職員には、普通の企業な
どに比べると仕事をしなくても済まされる正当な
言い訳がごまんとあるのだ。ただし、キャリア組
の国家公務員には決してなるべきではない。何も
しないとは程遠い生活になるから。

さてさて、我が癌の話しから飛んだ横道にそれ
てしまったが、我が進行性の極悪歯肉癌は、歯肉
から鼻腔、更には眼球、耳、咽頭へと疼きを連鎖
させる。これが実に厄介である。我慢の出来ない
疼きではあるが、何かに集中して志向することを
大きく妨げる。これが辛い。
何もやらない筈であったのに、無駄にやる事を
増やしてしまったような日常をつくってしまった
ものだから、入院するまでに人に渡せるように処
理しておかねばならない。改めてやれやれよくも
こんなにやる事を作ってしまったのかと呆れるば
かりである。

「生なく滅びなし。敗闕もまさに風流。
」とは己
の重大な覚悟としてきたのであるが、進行性の癌
の発見で、我が覚悟をどの程度愉しむことが出来
るのだろうかと、他人事的に興味津々にいる。実
際の所、敗闕も風流と思えなければ、我が人生も
淋しいものだなと思う。
まだ検査の途中なので、進行性の極悪癌がどの
程度の進み具合なのか、悪さ具合なのかは分から
ないが、この紙面にも、これから先どの程度悪態
をついていられるかは不問にして、我が敗闕を
精々愉しむことにしたいと思っている。
神頭は鬼神と共にありとは先人たちは、よくぞ
断言したものであると感心しきり。
年明けから、我がＳＮＳに無責任なインチキ占
いのような話があれこれ飛び込んで来たが、大運
だという者や最凶だという者、さて吾が今年の運
勢は如何にあらんや。運も愉快、凶も愉快なりで
ある。
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・一滴の雨もなく躰も乾涸びて
もうどれぐらい雨もなく乾燥した日が続いてい
るのだろうか。
吾が躰も乾涸びてカラカラである。
年末から歯のない上顎に歯肉炎が出来、口腔外科
にかかったところ、炎症部の細胞を病理検査に出
したあと切除手術することになったのであったが、
検査の結果、かなり悪性の進行癌とわかった。こ
れからＰＥＴ検査などの結果を見て早急手術とな
ってしまった。頸部のリンパ節の近くなので転移
してなければいいがと思うが、さてどうなるかで
ある。
菅原兄も癌治療で大変な思いをされているが、
小生も仲良く仲間入りと言うことのようだ。身内
の心配をよそに、小生自身は、何処か他人事のよ
うな感覚で、己の身に起きていることを、ある種
生きていることの愉快として眺めている。
かりにリンパに転移していて、余命判断のよう
なことがあっても、容易に受け入れて愉快に転嫁
できるだけの覚悟は、今更ながらに出来ているの
かなと自分を眺めているのが妙に笑えてしまう。
父親が、肝臓癌で亡くなったのは 歳。それで
小生、親孝行のため 歳まで元気に働いてやろう
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不完全な人類の進化
菅原茂美

中世から議論されたがＣ・ダーウインによる
「進
化論」は、見事な取りまとめで、世界観に大きな
変革をもたらした。しかし、宗教が絡んでは、ダ
ーウインも、きっぱり断言しきれない部分もあっ
たに違いない。人類学の大御所たちは、キリスト
教原理主義を簡単には捨て去らない。それゆえ特
に「人類の進化」については、さすがのダーウイ
ン先生も、たった１行だけ、お茶を濁しただけで
あった。
ダーウインは学会の席上で「ところであなたの
先祖がサルだとすれば、それは父方ですかそれと
も母方ですか」となじられたという。
イギリスの王立考古学学会は、話にならない粗
野で超古臭いものであったらしい。若い考古学者
が、アフリカで人骨化石を発見し、学会に報告す
ると、高等な人類の化石が、あの野蛮なアフリカ
で発見されるなど、ありえない。もし人類の化石
が発見されるなら、当然このイギリスあたりで見
つかるに違いない。これがイギリス王立考古学学
会の有様であったらしい。老練のガンコ会員。超
護身的態度が目に見えるようだ。寄ってたかって
若い学者をつぶしにかかる世界。
考えただけでも、
ぞっとするようだ。
他の動植物と同様、人類についても、その進化
については、複雑な経過をたどり、突如７００万
年前、直立二足歩行を始めた。足の親指は開いた
まま。足の親指は他の４指と対向し、足での木の
枝を掴みやすいようになっており、樹上生活を残
したままだ。本来人類の祖先は、熱帯の森林に棲
んでいたが、気候変動により、森林が減少し、樹
林の少ないサヴァンナへと進出した。それ以来直

立二足歩行をもって「人類誕生」とみなす。以来
不安定な二足歩行で、天敵の猫科猛獣の襲撃をか
わすのは、大変だったろう。
＊
とにかく、サヴァンナにおいては、猛獣とい
かに対峙するかにかかっている。考えられるのは
まずもって、
脚を伸ばすこと。
背を高くすること。
恐らく二足歩行を始めた頃の身長は８５㎝くらい
と考えられる。これでは草むらから頭が出ず、敵
に臭いなどですぐ嗅ぎつけられ、
生きていけない。
背を伸ばして素早く敵を発見し、
素早く逃げる事。
逃げ切った者のみが子孫を残す。しかし背を伸ば
せば、敵からも発見されやすくなるので、大きな
矛盾を孕んでいる。
この頃の足を延ばしたいとする願望がいまだに
我々の心理の深いところに内在しており、美女の
世界コンクールの基準になっている。人類は７０
０万年かけて身長が１㍍伸びた。
足が長くウエストが細ければ雄から見れば、こ
の雌はまだ妊娠していない。俺の子を宿しうる可
能性が高い。憧れの的となる。これが深層心理と
して働き、今日においても、ウエストの細さが美
女の重要な要件となる。事実昔、パリやロンドン
の社交界においては、ご婦人方はウエストを細く
見せる為、季肋骨 一番下の肋骨・第１３肋骨 を
外科手術で除去するのが流行っていた時代があっ
たといわれる。
人類化石の証拠は、大後頭孔の位置でわかる。
四つ足歩行なら頭部は体幹の前にぶら下がるわけ
だが、直立二足歩行なら頭部は体幹の真上に移動
する。それゆえ大後頭孔は頭蓋骨底の中央に移動
する。これをもって人類と認識できる。人類誕生
直後１２０万年ぐらいは、チンパンジーとの交配

が行われていたようである。それゆえ人類誕生を
７００万年前ではなく、６００万年前とする学術
書も多い。
なおチンパンジーとの交流は、染色体数が人類
は２３対（つい）４６本になるが、チンパンジー
は、２４対４８本のままなので、子供はできなく
なる

●人類の進化史
◎共通祖先 類人猿 → チンパンジー
↓ ７００万年前
↓
アウストラル・ピテックス
ボノボ
↓ ４２０万年
ホモ・ハビリス
↓ ８０万年
（原人 ）→ ネアンデルタール 旧人
ホモ・エレクトウス
↓ ２００万年
ホモ・サピエンス新人 ２０万年前
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さて最初の人類の祖先はアウストラル・ピテッ
クスと呼ばれ、４２０万年も続いた。この間の人
類進化は、微々たるもの。石斧は、１００万年も
全く変わらず。大脳の発達も微々たるもの。大脳
容積の発達は、生存した年数に比例するものでは
ない。人類の大脳は、７００万年かけて、１００
０㏄増えたが、その大多分は最後の、２００万年
ぐらいで増えたもので、それまでは真にスローテ
ンポ。
さてアウストラル・ピテックスの後は、８０万
年間ホモ・ハビリスの時代である。ここで初めて
ホモという言葉が出てくるが、これは、
「ヒト科」
を意味する。８０万年間のホモ・ハビリスの時代
の後は、いよいよもって我々現生人類の親に当た
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るホモ・エレクトウス原人が、今から、２００万
年前に登場する。
北京原人や、
ジャワ原人である。
人類の進化は、このエレクトウスの時代に急速に
進化した。
まず言葉を用い、道具を使い，火を使うように
なる。火を用いるようになると、急速に大脳容量
および身長が拡大する。肉を大量に摂取できたか
らといわれる。
このような柔らかなものを食べるようになると、
咬筋がそれほど強力でなくともよいようになる。
即ち咬筋が付着する頭頂部の頑丈な「矢状稜 しじ
ょうりょう 」が、だんだん縮小してくる。すると
頭頂から重い蓋が取れると中身即ち大脳が思いっ
きり羽を伸ばして拡大でき、言語や道具の発明に
大いに貢献できた。アウストラル・ピテックスに
は、この矢状稜が厳然として存在する。
はっきり人為的に火の使用が証拠立てられるの
は４０万年前からであるが、およそ２００万年前
ごろから炭化した骨が見られ、火が使われた形跡
は残っている。但しこの炭化は、山火事などによ
るものか、人為的なものなのかの明確な証拠がな
い。
はっきり言って、この骨 矢状稜 がなくなったこ
とが人類を飛躍的に躍進させた原動力と言える。
ゴリラの雄には今でも、矢状稜は残っている。人
は何かが 例：体毛 なくなると、それ以上に何か
が発達する 例：汗腺 。
＊
さて、いよいよ我らホモ・サピエンス新人の
登場は、今からほぼ２０万年前、エレクトウスか
らの分岐である。その前、１０万年ほど前に兄貴
分の、ホモ・ネアンデルタール旧人が誕生し、サ
ピエンスと数万年間、主にヨーロッパで同時代を
共有する。その間に両者は交流があり、ネアンデ
ルタールから、青い目、金髪などを受け継いだ。
そして現在、アフリカを除いた全人類にネアンデ
ルタールの血が一様に２％ぐらい残っているよう
である。
さてこのようにして生き残った人類だが、核兵
器などという愚かで危険なオモチャを発明し、窮
屈な生活を余儀なくされている。現在核兵器はほ
ぼ１５０００発存在するが、前米国大統領オバマ
氏らの呼びかけで世界がその数を減らしているが、
中国だけは逆に増やしている。
何とも困った国だ。
核兵器は競争の連続で、自分で自分を苦しめてい
る。なんでこんな偽文明が発展するのか、さっぱ
りわからない。人類なんて何が万物の霊長か。神
様の課長補佐ぐらいのつもりなど、
よほど甘いし、
チャンチャラおかしい品種に発展したものだ。極
端な考えであるが、
こんなに好戦的な人類ならば、
いっそのこと、すべて新規巻き直しは、いかがな
ものであろうか。
遺伝子組み換え技術を応用して、
闘争的な遺伝子を取り払い、柔和な遺伝子に置き
換えれば、間違いなく平和で穏やかな世界がやっ
てくるに違いない。なにしろ闘争心は決して個人
の問題ではなく遺伝子の問題なのであるから…。
遺伝子組み換え技術は野菜や穀物だけじゃなく、
人類そのものに応用しなくちゃ…。
国連で、非常に温和な人種のみを残す。もう頭
脳はそれほど良くなくとも構わない。
文明の進化はもっともっと緩やかでよい。焦っ
たが故の今日みられるような偽の文明がはびこる
ことになった。同じ仲間のゴリラ・チンパンジー・
オランウータンが、ゆっくりと進化を続けるがゆ
えに、急激なポピュレーション 人口 増加も見ら
れず、
争いも少なく、
穏やかな進化を続けている。

我々はそれを見習うべきである。私に言わせるな
ら、人類はゴリラ殿に教えを請いに修行に出たら
よいと思っている。なんなら、ゴリラの遺伝子を
譲り受けるために、人類は、染色体を２個増やし
て、ゴリラと同じ４８にして、雑種を作らして貰
い、人類の品種改良を遂げたらよいとさえ思って
る。雑種の名前は当然「ゴリエンス」
。ゴリラ×
サピエンス 私の造語 が根拠。それくらいの事を
やらないと人類の偽文明進化は止まらない。人類
は決して万物の霊長でも何でもない。私に言わせ
れば、霊長類からはみ出した落ちこぼれだ。
＊
いかにして世界は、平和革命を成し遂げるか。
課題は大きすぎて到底近寄れない状態だ。
国連事務総長は、越後の歌人良寛さまのような
人に限る。私は本気になってそう考えている。ト
ランプもプーチンもすべて落第。金や権力などに
拘る人材は、掃き溜めのゴミよりもっと無価値。
それにシッポを振って後をついていく人は、なお
さら無価値。２１世紀だ。人類はもうそろそろ、
その辺に気が付いても、よさそうなものだ。
国家予算は、教育や社会保障費にどれだけあっ
ても足りぬほど必要なのに、アホらしい軍事費に
大量もっていかれてはたまったもんではない。そ
こで国連決議に従い、どの国も軍事費はゼロ。そ
の代り、国連が何かあれば真っ先に駆け付け、紛
争を解決する。国連の軍事費は各国ＧＤＰの例え
ば１％。
国連の主な業務は、貧困の解決。医療・福祉・
教育の平等化。貿易・移民の自由化監視。そして、
紛争の絶対的権力での解決。巨大な独裁政権は小
さいうちに必ず根絶させる。
極端なことを言えば、
結婚は必ず異人種間でのみ許可される。そうすれ

3

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

(

)

ば戦争はなくなる。
こんな甘い事を並べて、頭、どうにかしてるん
じゃないかと叱られるかもしれないが、これぐら
いの事は、必ずやってほしい項目である 。私は現
在悪性リンパ腫という血液がんにやられているた
め、眼の神経が侵され片目を喪失している。両目
を失わないため、脳内に放射線を浴びた。という
事は認知症を早める事にも関係している。次々超
甘いことを述べたのも一部認知症の始まりかも知
れない。
人間いかに完璧を期そうとも、限度があること
だし、老化もあることだし勘弁願いたい。
私は今、抗がん剤のため、白血球が極度に減少
し、免疫不全の状態である。従って、私の寝室兼
書斎は「隔離病棟」さながら。同居する長男が出
張から帰った時など携帯で話しをする始末。外部
との接触はドクターストップ。早く解放されたい
もの。
今年は「亥年」の年男。７周目を終えたところ。
干支には何の関心もないが、日本の男性の平均寿
命８１歳はとうに過ぎた。
これだけ馬齢を重ねて、
俺は何の役にも立たないのが悔しいところ。せめ
て書き物で、何か社会に暗示を与え得れば幸甚と
考え、何やら書き続けている。参考にはならない
かもしれないが「へーそんな考えもあるのか！」
ぐらいは感じ取っていただければ嬉しい話。
＊
人類の進化は、現在進行中。決して、すでに頂
点に達した訳ではない。ならばこれから先どんな
方向に進むのか。兄貴分のネアンデルタール旧人
が約２７万年で、種の寿命を終えた。サピエンス
も同じ２７万年と仮定したら、残りはわずかあと
７万年である。科学者は現状の環境汚染を続ける
場合、あと１万年がいいところ。７万年を逆算し
てみると、丁度、アフリカ北部からアラビア半島
へ数百人で移住してきた、現在全人類の祖先に当
たる冒険の第一歩の頃と同じ時点である。人類拡
散のスタート時点である。いわば華々しい瞬間と
言える。ネアンデルタールは、サピエンスに滅ぼ
されたのか、自然消滅したのか不明である。恐ら
く数の上で圧倒され、自然吸収されたものと思わ
れる。これからの人類に何が起こるかわからない
が、もしかして、ボノボかチンパンジーが勢力を
伸ばして、彼らは我々サピエンスを滅ぼしにかか
るかもしれない。
＊
さてこれから７万年、いかなる７万年となる事
やら…
しかし、決してすんなりと穏やかな世界平和が
訪れるとは思わない。人類の猜疑心とはただなら
ぬ強烈なものだ。ならばどうなるか。第３次、第
４次世界大戦が考えられる。人類はそれほど馬鹿
ではないと考えられるが、
２度あったことは３度、
４度と繰り返すに相違ない。日本・韓国など、中
国、ロシアとアメリカとの中間にあって戦場と化
し、踏みにじられるに違いない。ヨーロッパとロ
シアも激しい戦場と化するに違いない。人類の未
来はそんなに平穏なものではなかろう・考えたく
はないがそんな所に発展しそうな気がする。
奢れるもの久しからず。いずれチンパンジーか
ボノボにとって代わる気がして仕様がない。人類
の歴史を見れば人類はそれほど利口な動物ではな
さそうだ。ゴリラは超温厚派だから、世界制覇な
どの野望は持つまい。
すでにＡＩ 人工頭脳 迄、考え出されたのだか
ら後は運用次第。これまでのような争い事い世界

）

木村 進

から、もっと穏やかな世界に落ち着けるよう期待
するのみ。人類に幸あれ‼

地域に眠る埋もれた歴史（

【総社宮の文化財 】
常陸国総社宮が所有している文化財を少し紹
介しましょう。

○ 漆皮軍配 （伝 太田道灌奉納）県指定文化財

4

47

大田道灌が使用していた軍配だという。
、最大幅
、柄幅
の鞣革製
総長
黒漆の軍配、表には朱漆で種子を大書している。
。寛文 年 （１６６８）太田資宗、資
総社宮の より）
次寄進銘のある箱に収められている。この太田道
灌の軍扇を奉納したのは江戸時代初期に家康に仕
えた譜代大名の「太田資宗 （すけむね）で、彼は太

19.1
cm

8

48.9
cm

HP

2.6
cm

.
(

)

(

5

、柄幅

の
2.2
cm

隋神門（総社宮で残っている建造物では一番古い）

【青屋神社と青屋祭】
旧国府である石岡小学校のすぐ近く（北側）に
建てられている。市民会館前を若宮神社側に少
し進んだ通り沿いにある。 この通りは市民会館
へのバスの乗り入れができないというので拡張
された。この神社もその時に建て直されたもの
かもしれない。比較的新しく感じた。
明治中期、旧石岡市役所の西の隣接地に小祠が

5

総社宮にはこれらの三武将の軍配が保存されて
いる。

○ 隋身像 （左大臣・右大臣）市指定文化財

86.0

江戸時代初期の
年の作とされ、作者名も判
明している。大きさは左大臣 ㎝、右大臣
の寄木作りである。

0
8
6
1

代

代当主義昭の次男・義尚 （よしひさ）

安土桃山時代の作と推定され、府中城が落城
し、佐竹家

が府中城主となったが、佐竹義宣は佐竹家

く、佐竹義尚が府中城主であった期間に奉納さ
、最大幅

れた軍配だと思われます。県教育委員会の説明
には、総長

18.0
cm

鞣革製金漆の軍配、表には種子を中心に十二支

左衛門尉（ さえもんのじょう）は六位相当の官職で、
鎌倉以降は武士たちに好んで使用されたという。

田道灌の曾孫と言われている （確証はない）太田重正
を表し、裏は朱漆し、佐竹氏の家紋の日輪を大
の子供である。もう一人の太田資次は資宗の次男
書するとある。
である。ただ太田資宗の正妻は京都所司代を務め
た板倉重宗の娘で、こちらは徳川家光などにも近
い関係であったと思われる。水戸の徳川家などと
も近かったようだ。
神社の説明では、永享 年 （１４４０） 月に、太
田道灌が奥州へ向かうにあたって武運を祈るため
参拝し、戦に勝って戻った折に軍配団扇一握と短
冊二葉を寄進し、次のような短歌、
「曙の露は置くかも 神垣や 榊葉白き夏の夜の月」
を詠んだとされ、道灌の子孫である太田資宗が道
灌の寄進した軍配に感激し、軍配を納める金の梨
地の筥 （はこ）を作り、その蓋に由緒を書いて寛文
ここには「日輪」と書かれているが、正式には「月
年 （１６６８） 月に神社へ奉納したとされてい
丸」のはずである。日の丸を正式に名乗ることは
ます。
当時できず、佐竹氏の家紋も月丸扇である。
そのため、これが、太田道灌がこの総社宮を訪れ
たとの証拠のようにも言われているが、実際にこ
○ 軍扇 入野左衛門尉平就景 （無指定）
の地に来たかどうかは判明していません。江戸時
天文十八年奉納
代に軍配とともに短冊も寄進されたのではないか
とも考えられます。
12

○ 漆皮軍配 （伝 佐竹義宣奉納）県指定文化財

4

当主で戦国時代の常陸国を統一した人物。恐ら

19

17
45.1
cm

84.5
cm

8

建てられ、
「青屋神社」としたのがはじまりだと
いう。

常陸国司は、都から着任すると鹿島神社に参
拝するのがならわしであった。 国司が鹿島神
社に参拝するには、高浜から船で行くのが順路
であったが、荒天で出航不能のときは、高浜の
なぎさにススキ、マコモ、ヨシなどで青屋 （仮屋）
をつくり、そこから鹿島神社を遥拝し参拝にか
えたという。遥拝式の直会 （なおらい）にススキを
箸にしてウドンを会食した。
青屋祭は民俗行事「青屋さま」のお祭 （七月中旬
頃）で、ススキの箸でウドンを食べる習俗として
受け継がれている。

高浜本宮青屋祭、府中総社宮青屋祭、大荒 （大洗）
磯崎青屋行事」の記録によれば、府中総社の宮
祭の一つとして 月 日に高浜神社、大洗磯崎
神社、鹿島神社などの津で、霞ヶ浦と鹿島灘の
航海の安全と水産物の豊穣を神に祈願するため
行われた。
また、
「税所氏神事口伝 （税所文書）によれば、青
屋祭のとき、舟塚山古墳を青野喪山 （あおののもや
ま）と呼び幣帛を供している。この鎮魂神事によ
って霞ヶ浦の航海の安全を祈ったのであろう。
近世の青屋祭神事は、
「常府古跡案内しるべ」に
よれば、青屋の馬場と呼ばれるこのあたりで行
われた。 月 日の深夜、 人の者が青スス
キ、細竹で青屋 （仮屋）をつくる。神拝は 月
日の午後 時から始まり、公家装束の税所氏と
小仁所氏が侍姿の大勢の供をつれて参拝する。
この間、馬場では神馬を走らせた。神拝が終わ
ると税所氏と小仁所氏は高浜に移り高
浜神社に参拝した。 （現地説明板）
2

6

21

我が労音史（４）

木下明男

参加した労音運動からいろいろ学んだのでしたが、１９７

０年からは実際に労音運動の活動家として参加してきま

した。この我が労音史では、自分が実践の中から学んだこ

とを振り返り記述していきます。
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これによれば、旧暦 月 日に神事が高浜で行
われるようになり、 これが高浜神社に発展し
ます。また大掾氏が滅亡して、この祭りも途絶
えたが、江戸時代になり府中の税所 （さいしょ）家
により復活したという。この祭りは青屋の馬場
にて行なわれ、神馬に跨った総社神主を先頭に
数名で高浜神社との間を往復したようです。

１９７３年の社会情勢と音楽状況
国際世論とアメリカ国内の反戦運動の昂揚、ベ
トナム人民の不屈の闘いの結果、ベトナム戦争終
結の和平協定が調印された。南米チリでは、
の後押しによる軍事クーデターが起き民主連合政
府が崩壊しアジェンデ大統領が戦死した。アメリ
カのニクソン大統領がウォターゲート事件により
失脚。韓国元大統領金大中が日本の都内で
により拉致され韓国に連行された。ソ連ではサハ
ロフがＫＧＢに喚問され、ソルジェニツインがパ
リで「収容所列島」を発表しソ連への攻撃キャン
ペーンが拡大、
反体制への締め付けが強化された。
第４次中東戦争で、ＯＰＥＣは原油価格を ％引
き上げにより第一次石油ショックが起き、政府は
石油緊急対策要綱を決定し、市場では紙不足等に
よりトイレットペーパーの買い占めが大きなニュ
ースになった。
春闘史上初の交通ゼネスト決まり 単産が参
加し、 ％ （平均１５０００円）の賃上げを獲得。地
価公示価格が前年比 ％増と高騰し、国際通貨危
機が再燃し為替市場が閉鎖される。また、熊本地
裁は水俣裁判で患者の主張を全面的に認め、札幌
地裁は「永沼ナイキ訴訟」で自衛隊違憲の判決を
下す。
来日した海外演奏家は、イタリア歌劇・ベルリ
ンフィル （カラヤン指揮）
・レニングラードオーケス

6

6

20

現在は 月にこの神社で青屋祭が行われて
おり、総社宮により神事が執り行われています。

21
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中世の青屋祭は、
「常陸遺文」の「鹿島大宮祭、

21

6

6

4

7

20.1

30.9

68

21

そして入会金（ 円）は変わらないが、例会規模
による会費 （リサイタルが８００～１０００円、オペラ・バレ
50

TV

7

ェは１４００～１８００円）制度です。（当時、封切り映画が

20

７００～８００円、喫茶店での珈琲が２５０～２８０円、もりソ

オペラ界に反響を呼び起こし、初めてオペラに接
する会員にも好評だった。
クラシック例会のバレェ例会では、「バフチサラ
イの泉」小林恭バレェ 「ジゼル」谷桃子バレェ。
オーケストラ例会では、日フィル （渡辺暁雄、福村芳
東フィル （ビンカース指揮）東響 （秋
一指揮・岡村喬生独唱）
からの一方
山和慶指揮）を取り組む、とくにフジ
的専属打ち切りに対する支援が広がった。年末恒
例の「第九」では２５０人の合唱団で都響渡邉暁
雄指揮、４０００人 （２例会）で成功させた。リサ
イタル関係では、バイオリン （江藤俊哉、藤川真弓、紅
林こずえ）チェロ （井上頼豊、岩崎洸）ピアノ （館野泉、小
林道夫）声楽 （伊藤京子、中沢桂と栗林義信）室内楽 （巖本真
。海外演奏家は、プラハ少年少女合
理弦楽四重奏団）
、ファ
唱団、ハラシェビッチ・ラローチャ （ピアノ）
ルー （ギター）を取り上げた。
ポピュラー音楽は、ザピーナツ・尾崎紀世彦・
菅原洋一・ダークダックス・デュークエイセス・
トワエモア・五木ひろし・布施明。雪村いずみ・
加藤登紀子・和田あき子・森山良子・岸洋子他、
井上陽水・モップス・ サクセション・海援隊・
泉谷しげる・シャデラックス・赤い鳥・チェリッ
シュ等オーク系の例会が若年層に広がる。特筆す
る企画としては、
シャデラックスの
「緑の地球よ、
どこへ行く」（いずみたく作曲）は、公害問題を警告し
労音らしい企画。英とロザンナは炎の画家ゴッホ
の素顔を描いた「炎のバラード」（作曲；出門英）の
創作初演は注目を集めた。ビッグバンドの「原信
夫とシャープ＆フラッツ」「見砂直照と東京キュー
バンボーイズ」の共演は話題を呼ぶ。アメリカの
レンチャンドラーは、ピートシガー以来の感動を
呼ぶ例会。劇団四季の買い取り公演には「アプロ
ーズ」
「越路吹雪リサイタル」
「イエスキリスト・

RC

バが１５０～２００円）

150
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組織運営の改善では、地域をブロックごとに再
編し大ブロック委員会の設置 （都心・東・西・南・北）
専門部の復活で組織の整備改善を図った。これら
は組織の肥大化に伴う運営のマンネリ化を改め、
労音運動の初心に返り、サークルや地域活動のエ
ネルギーで活性化する事を目的に実施。大ブロッ
クごとに作られた委員会を中心に地域例会が組織
され、会員による手作りの例会が始められた。こ
れにより新しい会員の掘り起こしは進んだが、一
方組織活動が地域に分散し全体での集中する力が
弱体した。人口の増加が著しい三多摩地域強化の
ため、立川駅近くに出張所を開設。
創立 周年の年頭に労音会館で「新年の集い」
を開催し、早乙女勝元の記念講演、いずみたく・
・新谷のり子他の参加して、模擬
小林恭 （バレェ）
店・バザー・合唱交流など４００名の参加で交流
を深めた。秋には清瀬保二・山根銀二・岩淵竜太
郎・松浦豊明・外山雄三・五十嵐喜芳・加藤盟・
すぎやまこういち他の参加で「創立 周年祝賀会」
を開催、委員と会員 名が交歓した。専門家から
は苦言も含めた激励が寄せられる。
全国統一企画として、ミュージカル死神 （藤田敏
雄；作・演出 いずみたく；作曲・西村晃 今陽子；主演）ミュ
ージカル青春の歯車、オペラ「かくも長き不在」
、
オペラ「トスカ」（外山雄三；指揮・中村俊一；演出・成田
絵智子 丹羽勝海 田島好一；出演）公演が進められる。死
神は落語を素材として、人間の生と死をテーマに
風刺で描き、マスコミでも話題になり音楽・演劇
界 に 波 紋 を 投げ か け た 。 ト ス カ は 理 解 し 易 い 歌
唱・筋立てに力点を置き、迫力のある内容となり

/
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トラ （ムラビンスキー指揮）
・ワルシャワフィル・ドレ
スデン歌劇場管弦楽団等。ソリストは、ミケラン
ジェロ・Ｍアンドレ・ラドゥルプー・ロドリーゴ
（作曲家）等。音楽出版社協会が発足して、レコー
ド会社の専属歌手による独占体制が打破される。
日本演奏家協会がＮＨＫに演奏量の改訂を申し入
れ拗れ、紅白歌合戦ボイコットを決め危うく中止
になる所だった。芸団協による芸能人年金制度が
発足、日フィル協会の結成等音楽家の生活と権利
擁護の要求が高まった。美空ひばりの暴力団癒着
と揉め紅白歌合戦に不出場とな
が問題化され
った。
かぐや姫の「神田川」が安保闘争の挫折感を反
映し、反体制フォーク等の民衆音楽運動から個人
主義的生活に埋没していく社会情勢と生活様式の
様変わりを象徴した曲と言われている。
この年
「う
たごえ運動」の創始者関鑑子や古今亭志ん生 （落語
・菊田一夫 （劇作家）
・サトウハチロウ、海外で
家）
はパブロカザルス・カレルアンチェルの各氏が逝
去。
１９７３年の労音の動き
この年の第 回総会では「サークル活動を基礎
に、
会員の音楽要求に応える三ヶ年計画第二年度、
二万名の労音建設を目標」を決定した。５～６、
～ 月を拡大月間として設定し、 月には目標
の２万名を達成し、前年より千名の会員増で、長
年の会員減少に歯止めをかけ更なる前進への道に
踏み出した。総会では、この時期の情勢に対応し
て運営制度の改善を規約に盛り込んだ （休会制度＝
21

《例会に行かなくても退会にならない》と希望の例会に複数参加）

11

20

/

/

スーパースター」実施され要求を満たした。
伝統芸能例会では、
金春流の企画で
「娘道成寺」
の演目で深い感動を得た。近松門左衛門没後
年と民族楽団「ふきの会」主催者平井澄子の音楽
「とりべ山」
「心中
生活 周年の記念例会として、
天の網島」と「唐人お吉」（タカクラテル作）が演ぜら
れ、平井の至芸の力に圧倒された。文楽では、新
作「女の平和」（ギリシャ劇；内村直也台本）は伝統芸能
の継承と発展にとり有益な例会でした。労音寄席
では、正蔵・馬生・志ん朝・春蝶等が得意の演目
で登場。
第 回全国会議 （京都で開催）には１５４労音７
００名の参加で開催、３ヶ年計画の第２年度の総
括と「労音運動の基本任務」の全文改訂が行われ
た。既に議案書が制作され （７月）各地労音では討
議が開始されていた。全国会議の２週間前突然幹
事会議 （東京・大阪・全国）が開かれ「新基本任務」
が上程され、
全国大会で討議されることになった。
東京労音は 週間前の臨時運営委員会で、新基本
任務を全国に提案する事を決議した。改編内容の
大きな点、元の基本任務には「労音は…音楽文化
を創造することを目的としている」と規定してお
り、この規定は「労音運動が広範な人々の多様な
音楽要求を実現する大衆的で民主的な鑑賞運動で
あると言う本来の目的を曖昧にしたもので、運動
上の誤りや目的からの逸脱の根源になっていた…」
東京労音は創立以来の三つのスローガンから、「国
民音楽を育成創造しよう」
が削除されることに…。
この件を巡り、労音の内部から不満が続出し運営
機関に混乱が生じた。
新基本任務は
「私たち労音運動は、
「良い音楽を安く、多くの人
びとに！」のスローガンのもとに、音楽を愛好す
る広範な人びとの要求を組織し、良い音楽を普及
することを目的とした大衆的で、民主的な鑑賞運
動です。労音は、音楽を愛好する人なら、誰でも
が個人として参加できます。私たちは、広く市民
のあいだにサークルを基礎とした組織をつくり、
運営は民主的におこなわれます。会員は、情操と
教養をゆたかにするような過去と現在にわたる内
外の音楽の鑑賞を通じて、相互に人間的な成長を
めざします。私たちは目的を達成するために、多
くの音楽専門家等と協力していきます。
」
東京労音では、この問題がタブー化され、その
後もキチンとした総括放されなかった。近県労音
（東京・東海・関東）と合同研究集会が労音会館で開
催、三木稔や佐々木光氏他数人の専門家の助言を
得て、新しい情勢にどう立ち向かうか討論を深め
た。
例会外の活動は、入場税訴訟は最高裁の係争中
であったが、労音運動の現在の力量と裁判の見通
しから見て、訴訟を取り下げ撤廃運動 （３２０００名
の署名）に集中して取り組むことにし、労演と共同
して国会請願にむかった。また、東京都芸術文化
会館 （池袋駅前）設立の促進署名９５００人分を都
議会に提出。第 回世界青年学生平和友好祭（ ベ
ルリン開催）に全国の労音から７名（ 東京から２名）を
派遣した。
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１９７３年の私
この年は今までの労音運動が様々な点から見直
された時期で、東京労音の各地域でも討議が深め
られた。東京労音では、東京経済大学のＩ教授が
委員長として就任、そして私もその一画副委員長
に就任する。この頃の労音の内部は、いくつかの
潮流に分かれて、この時期の運営委員会も深夜ま

でに至り、纏まった方針を出すことが難しかった
時期です。委員長の方針で、新基本任務について
の議論は回避し続け、当面の課題に議論に集中さ
せた。滞納入場税を根本的に解決するた
め、元の事務局跡地 （信濃町）を沖縄県に売却する
ことに決めた。返還された沖縄と土地売却契約の
ため沖縄に派遣される、沖縄はまだ返還間もない
ので、まだアメリカの施政権が…。また海洋博な
ども開催されていて日本への変換景気で活気があ
った。
サークル地域から体力のある労音を作り上げる
ために、地域活動が重要視され地域例会等がブロ
ックごとに企画された。ミュージカル「青春の歯
車」の再演や新谷のり子と「木枯らしの手紙」の
創作地域例会が取り組まれたのもこの頃でした、
また、地域からの民族音楽教室が出来たのもこの
頃、
山中湖での夏の友好祭の実行委員長等も務め、
地域活動の先頭に立って頑張っていました。
つづく
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お祝い 新庁舎オープン
兼平智恵子

東日本大震災で一部利用不能になり建て替えを
行っていた石岡市本庁舎が、新庁舎として一月四
日オープンしました。
またしても石岡駅の壁画に続いて庁舎外観が筑
波山のイメージという。
「歴史の里いしおか」に相応しい、かつて常陸
国の国府が置かれた時代、中心的な建物として現
在の石岡小学校敷地内に建てられていた国庁のイ
メージを描いていた私にとって残念でなりません。
果たしてどのような経緯で筑波山になったのか、
外観について市民への呼びかけがあったのでしょ
うか。
その時代、常陸国分僧寺、常陸国分尼寺、鉄製
品を扱う官営工房（鹿の子遺跡）の一部復元を、と。
ふるさと歴史館を訪れる皆様方の望む声が少なく
ない。そして石岡はこんな素晴らしい歴史があり
ながら歴史を大事にしていないとの声も多い。
その他、旧石岡市内に集中する重要な建物群の
跡の明記も不十分。
「どうして歴史館（石岡市ふるさと歴史館）が小学
校の敷地内にあるのか？入りずらい」などの声に
低姿勢で応対するのが精一杯の現状です。
全国的に自分達の住む歴史を大切に堀り起こし
街おこしをしている風潮が高まっているゆえに、
訪れる皆さんが感じるのかもしれません。
しかし、石岡市民俗資料館から、石岡市ふるさ
と歴史館となり四年余り、三か月ごと入れ替えの
企画展が行われ、石岡のお宝物が公開されるよう
になってから、特に石岡市民の皆さん、そして市
外、県外の皆さんの来館が確実に増えている事が
数字にあらわれ、嬉しい結果となっています。

市内中心街に点在する看板建築をはじめ登録文
化財を中心として、 現在も商売を続けておられ
る方々、 空家となっている地主の方、観光協会
の方々、市役所の方々、そして市民の皆さん一丸
となってレトロな町並を再現し、訪れる皆さんを
暖かくお迎えし、お迎えする自分達も一緒に楽し
める町並になってほしいと、切に思います。
特に元気なシニアの皆さんのご協力とご活躍が
望まれ、そして石岡のおまつりを愛する気迫のあ
る旧町内の皆さん、その気迫のご協力が、町の発
展に繋がる事と信じています。
いよいよ恒例の石岡雛巡りが二月一六日～三月
三日まで開催されます。
毎回楽しみのまちかど情報センターの歴史絵巻
情景飾り、石岡駅前西口の文化伝承館での十段飾
り、観光物産展の丁子屋の二階まで華やかな雛さ
またち、常陸総社宮神楽殿の雛さまたち、各商店
街の微笑みの雛さまのお出迎え、
ご期待ください。
ふるさと歴史館でも珍しい、掛け軸に描かれた
雛さまたちや大正後半頃の雛様が登場する予定に
なって居ります。二月五日からはじまります、方
言「茨城弁」の企画展と併せてのご来館お待ちし
ております。
石岡市ふるさと歴史館は月曜日休館（月、祭日
の場合、火、休館）
、他毎日十時～一六時半まで開
館しています。
◯今日の男女山
雲ざぶとんに お雛様気分
智惠子

小川川尻から紅葉へ

伊東弓子

今日は十一月廿五日、二日後の十一月廿七日
は旧暦十月廿日、御留川の大切な神事の行われた
日である。高崎、夷宮 （えびすのみや 現・西の宮神
社）前で大網おろしが行われた。神官、郡奉行所
役人、他集い水中の鳥居の両脇に分れ、御留川行
事の二張りの大網引きが行われた。左は大網の岡
引き子、右は車 （かぐらさん）により鯉の大漁を願
って網をひく、沖の二艘の網舟が網の引き具合を
整え、合図をおくるところの絵図と、大場伊衛門
の当日の日記を載せた。寒さに向かって漁を始め
る漁師たちの苦労を知って欲しいと思ったからだ。
今、鯉は一匹も捕れないそうだ。水中の鳥居は昭
和三十年代にはあったが、水辺は埋め立てられゲ
ートボール場や盆踊りを楽しむ地域の広場になっ
た。今は消防小屋、駐車場、ごみ置場となってい
る。
「夷宮より東には家はなかった」という話も漁
場の跡だったことを物語っているように思う。
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公民館に集合、小川小学校校舎の後側から入っ
た。来春には町の南側にある小川南中学校跡地に
移転し、橘小学校と一緒になり新しい小川南小学
校に生れ変わる。ここがこの跡も町の中心として
町民の集う所であってほしい。一昨年のサミット
で園部城の発足当時の歴史を知った。取手山との
戦いの時も町を守り、確り時を刻んできた。小宮
山楓軒の力を入れた稽医館、その後小川郷校が出
来、近郷近在から集まってきた若い力は、時代を
も動かす力となっていったことを思いながら、遠
くに目をやると玉里地域が西から南に連なり、遠
くに筑波山、目の前の水田は遠い昔は霞ヶ浦の一
部であり、その名残りの園部川は、湖に向かって
流れている。小川の町も商売が成り立たず、寂し
い姿・形が多くなったと嘆く声が多いが、愚痴る
だけではだめだ。
先ず町の歴史を知る処から始め、
崩れていく形や去っていく時間をいとおしんで欲
しい。壊れていく町は、そこに住む人々が見捨て
ているからだと思う。
小川城跡からの眺めに時間が掛かって、待って
いる学芸員さんの所へ走るように向かった。よく
出来た模型で小川町、特に活気ある小川河岸の様
子が目に入った。学芸員さんの説明はより深く、
社会情勢の影響を受けた地域の浮き沈みを理解出
来るものだった。水戸藩の運送手段を考えた時、
小川河岸、下吉影河岸、上吉影、勘十郎堀、涸沼、
巴川、北浦、そして霞ヶ浦へと関連している通路
を知る為に、絵図の幾つかを資料とした。紙の上
での説明では充分じゃない、このシリーズをまと
め、現地を歩くのもいいだろう等と、考えたが口
にせずにいる。稽医館の案内もよく出来ている。
道を開いた本間一族の姿を改めて知った。その草
分けをした小宮山楓軒の力は偉大なものだったこ
とも確認した。
紅葉 （もみじ）へ向かう途中、
（この地名への関
心をもち始めた頃の事を思い出していた）現在、
家の前を馳る「紅葉・石岡線」いつ頃から呼んで
いただろう。大人になってからだったろうか。
「何
で、こんなきれいな名前なんだろう」と不思議に
思っていた。小・中学校の頃は「新道」と、よん
でいて、車も滅多に通らない、偶にトラックが、
一日に数える程のバスが通るだけだった。昭和三
十年代中半、上高崎外れから高架入口の「あけぼ
の保育園」に、幼な児が二～三人で歩いていった
と聞く。同じ頃、高崎の子たちが小学生と一緒に
長道中を上玉里にある「玉里保育園」迄歩いて行
った時代だった。大人達は何の心配もせずいた。
そういう時代だったといえばそれ迄、私は二十代
に入ったばかり、その頃この道は昭和の初めにつ
くった道路、百里ッ原に飛行場が出来る為だった
と分った。結婚してバスで通うようになってから
「石岡から紅葉の方へ行く道だから、そうよぶそ
うだ」それで「紅葉・石岡線」と知り、その後「小
川の先に紅葉という所があり、水戸藩の南郡の郡
奉行所があった所だということが分った。その時
は知識として分ったにすぎず、そこを尋ねたのは
ずっと後、二十年位前、池上先生が連れてきてく
ださった時、今迄のぼおっとしていたものがすべ
て分った。その後、紅葉村、紅葉新田などの存在
を知った。知ることの意味が長い時間かかって得
られたことを改めて思う。
奉行所跡には公民館があり、ごみ集収場もあっ
てこの地域の人達の集る場所のようだ。上吉影が
西の方に見える。田の続く草紅葉の間を巴川が流
れている。すぐ近くに「河岸」と呼ぶ家があると
教えてくれた人がいた。代々の奉行が勤めた場所

として形はないが、小宮山楓軒を称える大きな碑
だけは残っている。それに地名に相応しい楓の木
が、可愛い葉を散らしていた。参加している二人
の子は拾いながら喜び合っている。御留川の知ら
せも此処から出、口情、訴えもここまで足を運ん
だのだろう。
鉾田町から茨城町へ長い距離を走った。車六台
の移動には心配っていたつもりだったが、曲り角
の説明不充分の為、一寸した行き違いがあった。
曲り角に一人立つとか、
携帯電話を利用するとか、
智慧を働かせるべきだった。現代生活に必要な看
板は大きく色彩も華やかだが、歴史・名所案内の
実に小さくお粗末なものだと、
今回は強く感じた。
畑の先に木々が連なっている。右は涸沼方面、左
は鉾田へと繋がる筈だった堀の一部が隠れている
かのように木々に覆われている。深い勘十郎堀は
落葉で水面が埋もれているが、時々舞い落ちる葉
に男たちの声が聞えるようだ。怪我をした者もい
たろう。死んだ人もいたろう。女達の嘆きも押し
潰しながら進められた工事、現代だって現場で働
く者は辛いことが多いようだ。
「越訴」という題名
で、上吉影出身の義理の兄が書いた本を紹介して
おいた。地元の文書 （もんじょ）から地元の声をも
とに書かれている。つい一週間前、鉾田の田山家
の子孫の人から、先祖がこの事業に四千両の寄附
をした話しを聞いた。こういう一つ一つが史実を
明らかにするのだと改めて思い、文書 （もんじょ）
を大切にしていきたいと願う。堀跡が何ヶ所かあ
るようだから、そのうちゆっくり尋ねて確かめて
おきたいものだ。
一周できた喜びを全員で会食するわけだったが、
場所がとれなかったこと、時間がおくれたことで
二手に分れての食事となった。とんかめ組・すし
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小林幸枝

組にわかれ疲れをいやし、腹を満たし、会話も弾
んだという報告に安心した。
食後、
とんかめ組は今日の奔命だった
「川尻川」
を見に行くことにした。湖水に面している小川地
区は狭い範囲だが、
「川尻川」は園部川河口東側一
帯と記されている所をみると広く芦やまこもがお
い茂り、よい漁場だったという。鯉やフナの産卵
場所としてもよい所だったようだ。八木蒔沖で鯉
が沢山とれたという文書もあり、又園部川から御
留川に出た小川船頭が起こしたいざこざもこの辺
が舞台となっている。コンクリートで固められた
土手の片隅に、小川八景の一つ「川尻の落雁」の
碑が建っている。目を閉じて水辺も水田も空の境
のない自由な雁の姿を想像していると、すごい警
笛が鳴った。車の置き方が悪いと言わんばかりの
女の車、通れない訳でもないのに・・・・と最後
に厭な思いをしたが、御留川の一周を成し遂げた
喜びを少人数で湛え合って別れた。
今回は多くの参加者に恵まれた。子供二人の参
加は特に嬉しい限りだった。一つ一つに興味を素
直に表わし、
メモをとる姿も真剣そのものだった。
御留川を歩く会もこんな状況が多くなることを願
いたい。この子達の心の中に残っていくものは何
だろう、と思うと私の気持ちも喜びに溢れた。今
回は積極的に意見をだしてくれた人が多く気持の
よい歩く会だった。
ああ ！ やってきてよかった。
さあ ！ これからどこへ向かっていこう。

西金砂山

常陸太田市の北西部に、西金砂山という標高
４１８ｍの山頂に西金砂神社があります。山頂の

境内にはサワラとイチョウの御神木を始め、大木
が茂り、豊かな山の自然に包まれています。
社殿は山岳信仰の古社らしく荘厳な佇まいを見
せています。この本殿が建つ山頂からの眺めは素
晴らしく、心が晴れ渡るような清浄なる常陸の霊
山です。
西金砂神社は、社伝によると、延暦二十五年（８
０６）三月に宝珠上人によって創建され、後に慈
覚大師により中興され、古くは金砂大権現と呼ば
れた天台宗の山岳寺院でした。平安から戦国時代
には、常陸太田を拠点とした佐竹氏から守護神と
して崇敬され、江戸時代には朱印地を受領し、水
戸藩主からも崇敬されました。
西金砂神社の境内は、茨城百景に選ばれた美し
い景観です。本殿の建つ山頂は、西側が約１００
ｍもの落差がある展望の断崖で、西金砂山は、か
つて佐竹氏の金砂城があり天然の要害となってい
ます。山頂からの景観は、久慈川の中流域を囲む
幾重にも重なる山並や、はるか遠くに霞む日光や
那須の高山、一帯の山林には落葉広葉樹が多く、
深緑や紅葉の色どりも見事です。
常陸の国の神秘と絶景の霊山と言われています
が、実際の景観はのどかな感じで美しさの際立っ
たところでした。

父のこと（６）

菊地孝夫

せっかく書く機会が与えられたのに、ここ半年
余りたってなぜか筆が進まない。
事実を書くというのはかなり苦しい作業で、ま
して家族のこととなればなおさらである。まさに
身を切るような思いで書かねばならないのは当然
だと分かっていてもやはり苦しい。自分を飾って
書きたくなるのは当然。けれどもそれではただの
作り話になってしまう。事実というのは時に醜い
ものだ。批判をすればそれが逆に自分にはね返っ
てくることもある。
バラ色の未来ばかり語っていたのでは何もよく
はならない。あえて汚れた過去をあらわにするほ
うがよい。この国は、それをきっちり検証してこ
なかったから今になってさまざまな問題が起きて
いる。
憲法改正だのオリンピックだの、はっきり言っ
て今の時代にどうでもいいことをやっているから
こんな事態になるのだ。
この原稿を改稿している途中で、痛ましいニュ
ースが流れてきた。
父親が小学生の娘を死なせたという。このての
事件はたびたび報道されるがそのたびに親の言い
訳として使われるのが「躾」なる言葉である。
私はもともと好き嫌いが激しかったので、この
「しつけ」という言葉が大嫌いである。スポーツ
界でも指導・しつけ、
と称して暴力が振るわれる。
「お前たちを教育してやる！」という‘
“上から
目線”の思い上がった心が透けて見えてしまう。
どちらに対しても教育行政の立場から強く介入す
るケースはまれである。いじめにしても同じであ
る。これらはすべて同根だと思う。
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親に対しては親権に対する民事不介入の原則が
あって、限界があるという。
暴力をふるうスポーツ指導員・教員に対しては
その実績に、ひれ伏してしまう。間違って、オリ
ンピックで金メダルでもとろうものなら、神様扱
いで、引退後も評論家として、タレントとしてテ
レビにでてくる。
高校野球で優勝すれば地元の名士である。ばか
りでなく、全くジャンル違いの時事問題に、わか
ったような怪説を加えている。
しまいには国会議員にまでなってしまう。
教育委員会などが腰が引けるのも無理はない。
モンスターペアレントが存在し、また行政に圧力
をかける文句たれの存在も大きい。
さ て ど う し た ら い い か ？ 答え は 黒 澤 明 の 名 作
「生きる」にある。公務員の採用試験で、この映
画の感想文を書かせるというのはどうか？
またニュースでは生活保護世帯が増えたとか減
ったという話題がときどき流れる。生活保護世帯
の水準にある貧しい世帯の実数はその数倍有る。
困窮しているその人たちがなぜ保護の申請をし
ないのかというと、
ひとつには審査が厳しいのと、
生活保護を受けることへの抵抗感があることであ
る。法律の条文にうたわれている当然の権利であ
るのに受給することがさも悪いこと、不名誉なこ
とという宣伝があからさまになされている。
「セーフティネット」
という考えがあって、
様々
な理由でやむなく困窮している人々を助ける最後
の手段がある。そのひとつが生活保護（生保）で
ある。
これは行政がしなければならない大事な仕事で
あるのに、それをきちんと果たしていない。
通り一遍の、言い訳のような不十分な施策をお
こなってよしとしている。不正受給者の存在を不
必要に大きく取り上げている。審査基準も国の指
導の下、どんどん厳しくなっている。支給額も引
き下げられ続けている。
茨城県の現在の最低賃金は時給１千円にも満た
ない。低い県では八百円を切る。一か月働いても
１２万円ほど。そこから交通費や保険・税金など
が引かれると、十万円に満たない。ときには生活
保護費よりさらに低い所得水準となってしまう。
茨城県の場合、生活保護費の支給額は個人の場
合、７万円を切る。医療費・家賃そのほかで支援
がなされる。
国民年金の支給額は、ほぼ同じくらい。老齢に
なって年金を受給すると、当然のように生活保護
費は打ち切られる。
営々として働き続けた結果、様々な理由で収入
が途絶え、最後に行政に頼って何が悪いのか？さ
んざっぱら税金を取っておいて、いざ払う段にな
ったらこれを渋ること甚だしい。
該当する人は、勇気をもって申請することだ。
間違っても「サラ金」や「闇金」に頼ってはいけ
ない。ましてや自殺・一家心中などをしてはいけ
ない。
所管官庁の厚労省で、統計データの出鱈目が発
覚した。この官庁は、バブル期に不必要な大型施
設を全国に建設し、維持費に困って二束三文でた
たき売った曰くつき官庁である。
予算がないというのが全く根拠のない、言い訳
であるというのがこのことでも証明される。
立て続けに起こる災害で、増え続ける被災者。
数か月たっても依然として避難所暮らしの人が大
勢いる。それはなぜか。金に余裕のある人はさっ

さと家を建てるかして避難所を出ていく。
自治体の用意する少しばかりの被災者向け住宅
は「抽選」で、すべての人が入れるわけではない。
有効な策として、例えば数百戸に及ぶ国会議員
宿舎をすべて被災者に解放し、自分たちはかわり
にプレハブに住むようにしてはどうか。議員は選
挙区に帰れば別に自宅があるのだから、多少の不
便はこのさい甘受すべきである。
こんな簡単なことがなぜできないかと言えば、
貧困層は票にはなるが、それよりも巨額の政治献
金をくれる富裕層のほうがより大事だというのが
本音だからだ。
今年十月には、
消費税の増税が予定されている。
その前に、参議院選挙がある。
大東亜戦争の開戦前、税金の不足を補うため、
大蔵省の担当者はサラリーマンから天引きすると
いう手を思いついた。この制度の導入により莫大
な税収増が簡単になった。
それ以来８０年余りたったが、サラリーマンは
必要経費も認められず、不当に高い税金を払い続
けることになる。
他国に比べ税率は低いというが、
消費税の導入によって今後も税率は天井知らずに
どんどん上がってゆくことだろう。
増税分は福祉・社会保障の拡充にあてるといっ
ているが、このような約束は空手形で守られたた
めしがない。
かつてはこれらの税金は、ことごとく軍備に振
り向けられたという事実を忘れっぽい国民はすっ
かり忘れてしまっている。軍事費は多い時は国家
予算の半分ほどに達した。今の価値に直すと、ざ
っと１００兆円ほど。このうち５０兆円が軍事費
に振り向けられた。
現在でも「防衛費」は５兆円を超える巨額であ
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る。どんな産業でも、規模が１兆円を超えると、
一人歩きする。そうなると、どんどん自己増殖し
てゆく。その産業に人口が集中する。当然、政治
の世界に対する発言力も増してゆく。
防衛費が１兆円を超えたのはいつのことだろう。
「ＧＤＰ１パーセント枠」がなくなってしまった
のは、昭和の時代のことか？

）

さと女

古代中国では、武人が政治に介入するのを避け
るため、常に文人の下の身分とした。
科挙の制度でも、文官のほうが武官より身分が
上であった。今でいう文民統制である。
古代中国の人ですら、軍人が政治に介入するこ
との弊害を、長い間の経験として知っていたので
ある。

【風の談話室】
《読者投稿》
やさと暮らし（

年あけましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いいたします・・・

ている。昨夜は皆でフラワーパークのイルミネー
ションを見に行き、
万球の光の世界の中
を散策した。帰り際、売店で買った花の福袋、鉢
円、飴
植えの花の他買い物券
円
+
玉 袋、入場券 枚入って
円だった。
ほくほくの気分で帰って来た。皆、無事着きまし
たの電話でホッとした・・・。
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●バードウオッチングや・・・
穏やかな暖かな正月、予定の事を済ませなが
らランチはオリーブさんへ。この時期の楽しみは
小鳥さん達に会えること。今日は沢山の小鳥たち
が柿の御馳走を見つけ飛び交っていた。メジロ、
ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ジョウビタ
キ、小枝を飛び交いながら次々と降りて来る。ガ
ラス越しに何時まで見ていても飽きない。何とも
可愛いものです。自宅から少し歩き、豊後荘玄関
前のポストに、手紙を出しついでにヤギさんにご
挨拶、黒ヤギさんは不在だった。

た。 .

●年賀状・・・
年末何かと気忙しく年賀状を書くどころか、
はがきを買うのも忘れてしまった。 日にたくさ
んのはがきが届いた。返事は ヶ日が過ぎてから
にするしかない？というわけで今朝 時になる
と同時にはがきを買い求めた。裏は印刷にして刷
り上がったものから住所は手書きにして、こんな
時に茶飲み友達が来訪、 時間程世間話をする。
どうやら、夕方には郵便局のポストに入れること
が出来た、それでやっとホッとすることが出来
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友人のＳさんの直売所へ・・・。朝早くから
一粒ずつ丹念にイチゴを摘み、パックに詰めその
パックを箱に並べ、シールを貼りお客さんに届け
る。寄る年波には勝てず、今年は大分ハウスの数
を減らした様だ。無理をすると後にひびく、だか
ら無理はしない事にしたんだ。話をしている間に
もイチゴを求め、次々お客さんが訪れる。お客さ
んと話しをするのも楽しみの つだよ。と、今日
はふるさと納税の箱詰めを終わらせた所だった。
昨年に続きいばらキッスの人気が凄いらしい・・・

●エコクラフト①・・・
暮れにおつまみ入れを創ろうと始めたエコク
ラフト、出来上がらずに年を越していた。今日は
その仕上げのためカフェオリーブに集まった。皆
真剣に取り組み綺麗に出来上がり後はニスを塗る
だけ。自分で作った物は嬉しい・・・ 個目も作
りたいという方も。

●苦手な季節？・・・
北風が冷たい一日だった、朝早くに外の用事
を済ませ、朝食の用意をしていると、くしゃみが
連発し、鼻水がどっと流れた。その状態がずっと
続いている。早くも杉花粉が飛んでいるのかな？
あたりを見回すと杉林の色が大分変っている、嫌
な季節が来てしまった。コロちゃんにも花粉症が
あるのかな、そんなコロちゃんと、ゆっくりゆっ
くり散歩。猫も見守ってくれている。お正月を迎
えてから元気です。心臓の薬が効いているのか
な？

1

●エコクラフト②・・・
わいわいエコクラフトで何を作るか？みんなで
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●辻イチゴ団地・・・

2

24

●お正月・・・
夕べの新年会に続き今夜も新年会、日中はそ
れぞれ阿見のアウトレットに出かけたり、八郷散
策やら初詣やら出かけ、帰る家族、来る家族入れ
替わり、少々飲みすぎの模様、正月明けからはみ
んな再び忙しい日常、
まあ、
少々オオメニ見るか、
と云うところです。そして、午前中には 泊した
家族が帰って行き、その後遅い昼食を済ませた長
男夫妻が帰って行った。後はいつもの時間が流れ
2

2
0
1
9

考えた。半日くらいで簡単に出来るもの・・・ま
ぁ～るい可愛い小物入れはどうだろう？底を作る
のが少し難しいがみんなで教え合って、最高齢
歳の元気なチヨちゃんに負けない様に・・・。
●エコクラフト③・・・
朝から冷たい北風が吹き荒れ、その上カラカラ
天気。雨が待たれます。今日は最近定例になって
来たエコクラフト、陽だまりのカフェでみんな熱
心に手が動きました。苦労した最初の作品はニス
が塗られ出来上がり、今回は小さな可愛い籠。次
回が楽しみです・・・。

●イオン土浦へ・・・
久し振りに寒さが和らぎ、池の氷も 割溶け
ていた。予定が変更になり急遽土浦イオンへ行く
ことに、
目的は二人共メガネを作る、
映画を観る、
そして本を買う事。朝早いのにメガネ屋（
）
は混んでいた、それでも 時過ぎには終り、ホッ
トドックとコーヒーを手に 時半からの映画に
間に合った。映画はボヘミアンラップソティ、伝
説のロックバンド「クィーン」のドラマ、とにか
く凄かった、クライマックスには思わず涙が。映
画の後は本屋さんで文庫本のまとめ買い・・・店
の中は振袖姿の方が大勢歩いていた。そうか、成
人式なのだ・・・。
8
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●東筑波ユートピア①・・・
今日は新年の挨拶がてら東筑波ユートピアへ、
小川社長は不在だったが、新しく入った責任者？
になる方とお話が出来た。東武動物園にいたらし
い。 月にはクラウドファンディングにより集ま
った資金（
万円？）で作るイノシシ牧場
の散歩道も開設となる様です。ユートピアを出よ
うとしたとき楽市さんから夕食のお誘いがあり、
ログハウスへ、こちらも新年の挨拶を。暫くぶり
に近況報告などを・・・。

J
I
N

社長の許可を得て工事現場近くまで歩いて行った。
そこは急こう配の坂道。此処から見た筑波山や八
郷盆地が気に要り 年前動物園を作ったと話し
ていた。イノシシ牧場の散歩道が完成する頃この
山は桜で満開ではないでしょうか？

ボーカル（パーカッション に)より、昭和の懐かし
い曲をギターの伴奏で歌ってくれた。ギターでソ
ロも数曲、後半はプロジェクターに歌詞が映し出
され歌声喫茶になった。今度いつ来てくれるのか
なという声も聞こえた。演奏の後はママ手作りの
ランチを頂きながらのお喋り、楽しい時間はあっ
という間に過ぎて・・・。

●ランチコンサート・・・
今日は楽しみなライブの日、今回はギターと

●竹細工・・・
今年はじめての竹細工の日、休憩時間のお茶
菓子にサツマイモを蒸して持って行く。
Ｙさんは、
おしゃれにリンゴパイなどを焼いて持ってきた。
今日はずっと鉈を使ってひたすら竹と格闘、竹ひ
ごは一本も使える物は出来なかった。やっていれ
ば必ず出来るようになるからとの慰めで、沢山の
竹を持って帰っては来たが、果たしてどうなるこ
とやら・・・。

45

●夕焼け・・・
今日も陽が沈んだ。何があっても夜が来て朝
が来る、新年の挨拶がてら数ヶ月ぶりに友人を尋
ねようと電話をするとご主人の沈んだ声、女房長
期入院している・・・と、其の後一言二言話をし
て電話を切ったが、何ともその後気分がすぐれな
い。元気になるのを願うばかり・・・。
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●東筑波ユートピア②・・・
先週ユートピアを訪ねた時、社長不在だった
ため再度訪ねた。テレビ番組の志村動物園で日本
一お客の来ない動物園として継続して放映されて
いるため、来園者も増えている様子。今日も若い
方達が次々訪れていた。イノシシ牧場も工事中、
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●池の氷・・・
連日の寒さ，ここ数日マイナス 度
4 とか 度
5
とか。我が家の近くにある池も全面結氷、鳥さん
達が氷のうえを歩いています。私の子供の頃田ん
ぼは冬でも水が張ってあり，氷が張ったのを見つ
けると、みんなで滑って遊んだのを思い出しまし
た。此の池でも厚氷が張った時滑った記憶があり
ます。今思うと恐ろしい事です。アオサギや白鷺
が年中飛んでいます・・・。

1
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●栗・・・
昨年秋から冷凍庫の中で出番を待っていた栗、
お正月栗きんとんを作ろうと大事にしていたのだ
ったが、出番がなかった。今日はその栗を蒸して
みた、さすが栗農家さんの栗、 粒 粒が大き
く、ほくほくとして甘い、ついつい手が出てしま
う・・・。外では、葉を落とした銀杏の木が子猫
たちの遊び場、
時にてっぺん迄昇ってしまい、
中々
降りてこられず親猫が迎えに来たりしている。白
とぶちとグレーの子猫が遊んでいる。
1

から彼らは暦と数字などを用いていたことが推定
●新年会・・・
されている。
カラカラ天気の青空、今宵はライオンズの家
オルメカ文化は徐々に発展し、神聖文字や数字
族新年会、ゆりの郷のマイクロバスが迎えに来て
を用いて太陽暦を記録し其れを石碑に残すなど紀
くれ、温泉でリラックスしてから宴会。３つのお
元前四百年頃から紀元前後にかけてメキシコ湾岸
めでとうで花束を谷島さんに贈呈。（県会議員当選， のユカタン半島に起こった古典期の「マヤ文明」
誕生日、春の選抜高校野球 世紀枠甲子園初出場） に大きな影響を与えた…と言われておりメキシコ
賑やかに交流出来ました・・・。
のコバー、ウシュマル、バレンケや、グアテマラ
のティカル、セイバル、キリグアなどに当時の遺
●雪雲・・・
跡が残されている。
今朝は大分冷え込んだ。空がどんより重たい
そのうちに宗教的感覚か、或いは天文学的な発
なと思ったら霙となり一瞬真っ白になった。こん
想かは知らないが、ジャングルを切り開いて壮大
なに寒いのにお隣の牛さん、 日続けて子牛が誕
なピラミッドを築くことが行われるようになり、
生。保温対策大変だよと言っていた。親牛たちは
西暦七百年頃を最盛期に現存するチチェンイッツ
背中に毛布を被って、池の水は全面氷って、こん
ア、トゥルムなど、いわゆる後古典期のマヤ文明
な中でもコロの散歩は欠かせない、家の中で排泄
と呼ばれる建造物が造られたようである。ところ
は絶対しないので、そのおかげで今日は蠟梅の畑
が、其の頃にメキシコ中央高原部に居た種族トル
を見つけた・・・。
テカ族がユカタン半島に侵入して、折角の建造物
なども破壊されたと思われる。その所為でマヤ文
明の遺跡はジャングルに埋もれた上に、西暦一五
〇二年・頼まれもしないのにコロンブスがスペイ
《風の呟き》
打田昇三
ンから来てホンジュラスに上陸したから、ユカタ
南米遺跡半島
ン半島は欧州諸国の支配地と化してしまった。
其の後、一五一一年には、コロンブスの真似を
したのか？パナマから現在はドミニカ共和国の首
都になっているサントドミンゴへ向かった帆船が、
途中で座礁して動けなくなった。乗組員のうち十
数人は餓死したり現地住民に捕らえられて生贄に
されたけれども二名だけが助かり現地住民に転身
したという。現地住民による野蛮な風習は根強く
残ってはいたが一方では侵入して来たヨーロッパ
人による奴隷狩りも行われていたことになる。
一五一七年にはキューバの探険家フランシス
古過ぎる話なので証明は困難だと思うが、今か
ら二万一千年ほど前に、アジア大陸からベーリン
グ海峡を越えてアメリカ大陸へ移住した勇敢な人
類が居たという。その方々は現地で狩猟生活をし
ていたが、地球の温暖化で獲物が少なくなったの
で、玉蜀黍などの栽培で定住し各地に村落を形成
していった。紀元前千二百年頃にはメキシコ湾岸
の温暖な地域に「オルメカ文化」と呼ばれる原初
のものが起こり、集約農耕で生活し神殿建築や土
偶、巨石像などの遺跡を残したと言う。その考察

コ・エルナンデス・コルドバが奴隷狩りの目的で
やって来た。其処で高度な文明を目撃したから此
の話が基で一五一八年にキューバの総督ドン・デ
ィエゴ・ベラスケスが遠征隊を組織してユカタン
半島に向かい、
古典期マヤ文明の
「トゥルムの塔」
などを発見したのである。
一五一九年には生贄から逃れ、土着していた
一人が探検支援業を営業しており、やって来た征
服者フェルナンド・コルテス（スペイン貴族）の
ガイドを務めている。その所為で全般的に「メソ・
アメリカ文明」
と呼ばれるメキシコ、
グアテマラ、
ベリーズなどに展開していた遺跡群が観光地化し
てしまったが、本来は密林地帯であるから見学に
気軽な旅は望めず、成田からだとロスアンゼルス
＝メキシコシティ＝グアテマラシティ＝フローレ
ス（ジャングル都市）…さらにジープで奥地へ。
つまり、観光とは言えない厳しい旅が続くことに
なる。

15

21

2

いが、偶に出血など内臓障害で、死亡する事もあ
る。媒介者はネッタイシマカ。他の哺乳類にも感
染するが、人類が主。
●「黄熱病」アフリカと中南米の風土病。別名「黒
吐病」
。病原体・フラビウイルス。ネッタイシマカ
が媒介。症状は嘔吐・腎障害・下血・黄疸。死亡
率 ％。野口英世は、本病研究中に感染死亡。ア
フリカ出身のタイラーは、本病ワクチンを開発、
ノーベル賞受賞。
＊
３次大戦が起こる前に、温暖化により熱帯病
が地球全土に広がる可能性がある。ならばその対
抗策を国連への寄付金等により、緊急に事前策を
講じるべきだ。何はさておき大企業の決算を見る
と、各社とも巨大な留保金を保持している。想定
外の出費もあり得るので、ある程度の留保金は必
須だろうが社員給料を上げるのが先だろう。しか
し環境汚染などの為、人類生残も危うい今日、そ
の対策として各国のＧＤＰに応じた「寄付の義務
化」を強行すべきである。智慧ある人類ならば、
今の今を乗り切ればそれでよい…とするのは甘す
ぎる。子孫が安定した生活ができるよう、 世紀
の我々は、真剣に考えるべきである。

２１

堅固な城は「難攻不落」と称され、文字で見れ
ば絶対に落ちないことになるのだが「攻撃に勝る
防御なし」と言われるとふらくもふらつく。戦国
時代には攻め難い城の攻略に水攻めや兵糧攻め

巻第九‐（三‐１）

打田昇三の平家物語

【特別企画】

５０
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菅原茂美
廃する前に、温暖化に歯止めをかけ、早々に清浄
化する義務がある。温暖化の殆どは、人類がなし
た愚行の結果であり、罰として人類滅亡もやむを
得ないが、何の罪もない他の生物までも巻き込む
のは絶対に避けなければならない。即ち人類とは
知性があるどころか超愚劣で野蛮な動物という事
になる。
ニュージーランドは、人口よりも羊の数の方が
多い。羊のゲップやオナラのメタンガスは温暖化
の大きな要因とし、対策費を産む為、羊にかなり
高い税金をかけているという。
＊
地球温暖化による被害は、低い陸地の水没だけ
ではない。熱帯の凶悪な伝染病が、人口密度の高
い中緯度地帯でも大流行する事である。訳は、蚊
などの吸血昆虫が高緯度地帯でも棲息可能となる
からである。シベリアでマラリアが大流行！ そ
んな事が現実となる。
【恐怖の熱帯病】（５例列記したが他にも多数あり）
●「マラリア」高熱・血球破壊。全世界で現在、
年２億２千万人感染。死亡者数は、 万５千人。
日本でも１９４６年の２万８千人をピークに「土
着マラリア」が存在。現在は、水田地帯の環境変
化などで、媒介昆虫のハマダラカが棲息しなくな
った為、なくなった。
●「エボラ出血熱」主にアフリカで流行。全身出
血。死亡率は ％。多くの哺乳類に感染するが、
人類が最終宿主。節足動物が媒介。
●「ラッサ熱」げっ歯類が自然宿主。人類の致死
率５％。主に西アフリカ。呼吸困難・全身皮下出
血。毎年 万人感染、５千人が死亡。
●「デング熱」主に南北緯度 度以内の全熱帯地
方で流行。毎年 か国で１億人が感染。症状は軽
９０
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熱帯病の恐怖

４６４

アインシュタインは、第２次世界大戦後、
『３次
世界大戦があるとすれば、どんな兵器が使われる
でしょうか？』との質問に対し、
『それはわからな
いが、第４次大戦があれば、恐らく石と棍棒でし
ょう』と答えたという。
「奢れる者久しからず」と昔から言われるが、人
類は現在、環境を汚染・破壊してまでも、刹那の
繁栄に溺れている。しかし、このままいけば、必
ず衰亡の時がやってくるに違いない。恐らく３次
大戦では、核兵器や生物・化学兵器に、ＡＩ （人工
頭脳）を駆使した想像もつかない強力兵器により、
壊滅的な戦争が展開する事であろう。愚かな人類
の終末が見えてくる。そしてわずかに生き残った
人類は、性懲りもなく、再び闘いを起こし、第４
次大戦になれば、原始時代の石ころや棍棒で争う
に違いない…とアインシュタインは言ったのであ
ろう。正に人間の「業」というか、とても、万物
の霊長などと云うのは、おこまがしい。
そこで私が思うには、第３次世界大戦を起こさ
ないのが第一であるが、
もし起こるならその前に、
もっと凄まじい恐慌がやってくるに違いない。そ
れは人類の、今の今が良ければそれでよいとする
刹那主義の成れの果ての「地球温暖化」に歯止め
が利かず、トランプ大統領みたいに、温暖化は、
偽科学のデッチアゲだ！などと言ってると、金星
） ９
の様に、温暖化ガスの二酸化炭素 （ ）ＣＯ ２が
６．５％（地球は ％）
。地表温度が ℃（地球は ℃）
みたいになったら、生物は全滅。灼熱の砂漠と化
するに相違ない。
ホモ・サピエンスとは、
「知性を持った人間」と
いう意味である。知性があるのならば、地球が荒
0.4
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（補給路の遮断）などを用いたらしいが、豊臣秀吉
の示唆で佐竹に攻められた石岡の城のように「日
本三名古城」に入ると言われても城下町ごと焼か
れれば消防署が無かった時代であるから落城する
前に焼滅する。平家物語の時代にも武士道には反
すると思うが、火攻めは使ったようである。
寿永二年夏に城を捨てた訳では無いが、源氏勢
の脅威から一度は集団疎開で都を離れた平家は本
拠地の西国で勢力を挽回し、木曾義仲が京都で好
き勝手をしている隙に神戸に城砦を築いて徐々に
京都奪還を目指した。一方、都から遠く離れた閑
東では、伊豆で挙兵して見事に敗れ房総半島に逃
げた筈の源頼朝が、現地の平氏系豪族である上総
介 （かずさのすけ）広常や千葉常胤 （つねたね）らに
擁護されて次第に勢いを増し遂に鎌倉に腰を据え
てしまった。そうなると関東一円の有力武士団は
競って源氏に付き一大勢力に発展する。一ノ谷に
攻め込んできたのは其の関東勢なのである。
今回、書く部分は一の谷を戦場とした源平の合
戦であり、結果として源氏軍が勝つ訳であるから
敗れた平家方武将の最後などを描いた場面が多く
なる。平家が滅亡する壇ノ浦合戦は巻第十一に出
てくるが此の章段は平家滅亡の序章とも言える内
容になっている。此の時に平家が擁していた安徳
天皇は一の谷では無く沖の船上に居たらしいから
平家全員が船に乗って居れば、陸路を来た源氏は
手出しが出来ないから、無駄な合戦はしなくても
済んだことになるのだが…
実は、或る歴史書に依れば後白河法皇が平家に
使者を出して「（源氏と）和睦の仲介を進めている
から戦闘態勢を解いて待つように…」命じていた
と言う。平家側は其れを信じて防御を緩めていた
と思われる。それが史実ならば平家は騙されたこ

とになるが、騙したのが天皇を後見する法皇では
文句も言えなかった。平気で嘘をつく法皇が居た
となると大日本帝国も詐欺師並みになる。

坂落 （さかおとし）のこと
此の章段は裏手から攻めた源義経の「鵯越逆落
とし」に始まる激戦の話であるけれども、無理を
して危険な逆落としをしたことで源氏軍は勝てた
ようで、平家陣営に到達した源義経は得意の「放
火」でも平家軍を苦しめた。平家側から言わせれ
ば源氏軍は既に述べたように「騙し討ち」のよう
な攻撃を仕掛けたのであるから裏の崖など使わず
に正々堂々と来い！と言いたかったであろう。
義経軍が攻め込む前には源氏方の秩父 （桓武平
氏・平良文流）
、足利（平将門を討った秀郷流）
、三浦（坂
東平氏）
、鎌倉 （平氏系、梶原・大庭の祖）
、さらに小
武士団では武蔵七党の猪俣、児玉、野井与、横山、
西、都築、私 （きさいち）の兵たちが表門側に攻め
掛け源平両軍の乱戦となった。双方が入れ替え名
のり合い、喚き叫ぶ声が山々に響き、馬の駆け違
う音は雷の如く、飛び交う矢は雨が降るようであ
った。双方に負傷者を担いで退く者あり、軽傷で
戦い続ける者あり、深い傷で絶命する者あり、敵
に組んで馬から落ち敵と刺し違えて死する者もあ
り、敵の首を取り、敵に首を取られ、両軍の形勢
は互角と見えたが、此の侭の状態では攻撃を仕掛
けた源氏軍が不利と思われた。
其の頃には搦め手 （一の谷の背後）である鵯越え
に迂回をした源義経の軍勢が崖の淵に到達してい
たけれども予想以上に急勾配なので、義経は別に
して従う武士たちは躊躇 （ためら）っていた。

すると付近に住んでいた三頭の鹿が人馬に驚い
て崖を駆け下った。実際には転落したのかも知れ
ないが…当然、鹿は平家の陣中に落ちる。
城内の兵たちが「里近くに居る鹿は人間を見て
山中に逃げ込む筈なのに落ちて来るのは怪しい。
是は背後の山から源氏軍が攻めて来るのではない
か？」と騒いでいる所に伊予国の住人で橘氏系の
武知武者所清教が出てきて「何であれ、敵方の方
向から出て来たものを逃がす訳にはいかない！」
と二頭の雄鹿を射て雌鹿は逃がしてやった。是を
見て大将格の越中前司盛俊が「罪作りの上に無駄
な矢を使ったものよ！鹿を射た矢で十人の敵が防
げたものを…」とたしなめた。
一方、崖上の義経は谷底に展開する平家の陣を
見下ろしていたが「試しに馬を落としてみよう」
と数頭の馬を選んで鞍を着けたまま降下させた。
選ばれた馬は嫌な顔をしたが逃げる訳にもいか
ず骨折転落する馬と、何とか無事に着地が出来た
馬とに分かれた。一頭は敵将・越中前司の屋形に
落ちて大きく身ぶるいをしてから名乗りを上げた。
是を上から眺めていた義経は「馬どもは、乗り手
が注意して降ろせば怪我をする事も無いであろう。
此の義経が手本を示すからついて参れ！」と強
引に命じ三十騎程で降りて行った。残る訳にはい
かない武士たちも一斉に降りたのだが、後から行
く者の馬具の先端が先に行く者の鎧兜に当るほど
の坂道である。
崖であるから小石混じりの砂地で、
一同は坂を下りると言うよりも砂に流されるよう
にして百メートルほどを下り、傾斜地途中の平場
に到着した。その先に未だ急坂が待っている。
其処で躊躇してはみたが戻ることは不可能であ
り先にも行けず、誰もが「此処で立ち往生か！」
と諦めていた。すると三浦一族の佐原十郎義連が
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「我らは三浦半島で暮らしているから鳥一羽を追
っても朝夕にこういう崖を通ることがある。此処
は三浦の馬場同然である！」と言い放ち、真っ先
に駆け下って行った。是に励まされるように全員
が「えい！えい！」と掛け声をかけ馬に元気をつ
けて下りて行ったのだが、下を見れば恐ろしい。
殆どの者が目を瞑って（馬はどうか知らないが）下
りたのであるからとても人間技とは思えない。鬼
神の仕業のように見えたのである。
命懸けで崖を降って来た場所は敵の陣である。
一同は息をつく間もなく鬨 （とき）の声を上げた。
それが三千余騎のものであるが、山彦の音響効果
もあり十万の軍勢が押し寄せたように響き渡る。
それに加えて村上判官代康国の手の者が直ぐに
平家陣営に火を付けたので、平家軍は兵士の立場
で護るか消防隊員で防ぐか考える暇もない。折か
ら風が強くなり、平家基地の建造物には次々と火
が移っていった。是が平家陣の裏手のことであり
表口では既に本格的な戦闘が行われていたのであ
るから誰が考えても沖の船に逃れるしかない。
其の時に平家方は多くの船を浜辺に置いたので
あるが戦場からの離脱であるから乗船券は要らな
いとしても我先に乗ろうとする者が押しかける。
乗る者は鎧兜を身に着けているから重い。船の定
員は完全武装した武士を基準に決められている訳
では無い。浜辺から少し漕ぎ出したところで大型
の船が三艘も沈んでしまった。その為に「身分の
高い者は乗せるが下級の武士・兵士は乗せるな！」
という人道主義にそった？命令が出た。その命令
を実行する為に船に取り付く下級の者は味方に追
われた。それでも船に取り付く者は肩を斬られ、
腕を斬り落とされた。一の谷近くの海岸には合戦
の死者では無くて平家軍に斬られた平家軍の死傷
者が無数に転がることになった。
その様な状態であったから、其れまでに多くの
武功を立てていて敵に後を見せなかった能登守教
経が何を思ったか「薄墨」または「薄黒」と言う
自分の愛馬に乗って早々と西国へ落ちて行った。
讃岐の八島へ渡ったようである。なお、平教経は
やがて平家滅亡の際の合戦で活躍をするから「卑
怯者」などとは言えない。

越中前司最後 （えっちゅうのぜんじさいご）のこと
今迄の章段に何度か登場している平家の武将・
越中前司盛俊の最後を語る章段である。此の条文
の中でも本人が説明しているように平家歴代の武
将であるが血筋は平家に繋がる。平清盛の系統は
石岡に所縁のある平国香の曾孫（正度）から正衡―
正盛―忠盛…と続くのであるが越中前司盛俊は正
衡の兄弟（季衡）の家系から家臣となり代々、平家
の腹心として重きをなしていたのである。
前章段に続き一の谷の戦場では大手 （生田の森）
及び浜の手 （一の谷、須麿海岸方面）とも攻め寄せた
武蔵・相模の兵たちが （別に彼らだけでは無いと思う
が原文には其の様に書いてある）命を惜しまず攻撃を
繰り返していた。平家方大手の大将軍である新中
納言（平知盛）は東から来る源氏の大軍を相手に戦
っていた。そこに山の急斜面を伝って攻撃して来
る敵（源氏軍）の児玉党から使者が送られて来て（合
戦の最中に敵に使者を送るのも珍しいが）其の者が言う
ことには「…貴方様は昨年に武蔵国司をされてお
られました。私ども児玉党は武蔵国の住人ですか
ら、その御縁で申し上げます。どうか後ろを振り
返ってご覧ください…」

激戦の最中で振り返る余裕などは無いのだが、
かつての領民であった武士が言うことなので知盛
は戦う相手を突き放して後方を見た。其処に見え
たのは平家の本陣が燃え上がり黒煙が押し迫って
くる光景である。平知盛は驚き「ああ、何と言う
ことだ。西の陣は既に敗れたか…」と、児玉党に
感謝したかどうかは書いて無いが、部下に退却を
命じ平家軍は我れ先に戦場を離脱したのである。
そうした中で越中前司盛俊は平家の総大将・宗
盛の命により鵯越の麓に当る山手の侍大将として
能登守教経に付けられていた。（巻第九「老馬」）
平家軍が負ける中で退く機会を失い、今となっ
ては逃れられないと覚悟を決めて馬を止め、敵が
来るのを待っていた。其処に源氏軍の猪俣小平六
則綱が
「良い敵を見つけた」
と馬を走らせて来て、
いきなり組んで来たので二人は馬から落ちた。
猪俣は関東八か国で知られた剛力の武士であり
例えば鹿の角の枝別れ部分を簡単に引き裂くこと
が出来ると言われていた。越中前司盛俊のほうも
二、三十人力のように見えるけれども、実際には
六、七十人で扱う舟を一人で浜に押し上げるほど
の大力を備えていた。その為に猪俣は抑えられて
動くことが出来ず、下から刀を抜こうとしても指
が動かせない。何か言おうとしても声が出せずに
いた。既に首を斬られるところであったが剛胆な
人物なので暫く息を安め、さり気無く「そもそも
お互いに名乗りをしていなかった！敵を討つ場合
には自分も名乗り、敵も名乗ってこそ首を取って
も手柄になるのに此の侭、私の首を取っても誰だ
か分らなくては困るでしょう…」と言い出した。
盛俊も、言われて見れば其の通りであると気が
付き「…私は、もとは平家の一門で在ったが身の
不肖に依って今は身分が家臣になっている越中前
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司盛俊と言う者である。そなたは何者であるか。
名乗りを聞こう」と正直に答えた。中央政界に通
じた武士ならば越中前司が高官だと分かるのだが
一介の地方武士に過ぎ無い猪俣は知らないから、
見栄を張るつもりも有って胸を張り「武蔵国住
人・猪俣小平六則綱…」と名乗ってから「…良く
考えてみると （失礼ながら）源氏は強く、平家は敗
色が濃いように思われる…武士は主君が時めいて
いればこそ敵の首を取っても手柄になり、褒美に
も与 （あずか）れるのでしょうが、既に主君の居な
い此の場所で私の首を取っても仕方が無いでしょ
う。此処は理を曲げて私を助けてくれれば、貴方
の一門が何十人居ても、私の勲功に替えて助命出
来ます！」と、交換条件を切り出した。
是を聞いた越中前司は憤然として「此の盛俊、
身は不肖なれども平家の一門である。源氏に助け
を乞うような真似はしない。源氏の武士もまた、
平家の武士である私に命乞いをしようなどとは思
わないであろう。憎いことを言う奴」と、猪俣の
首を斬ろうとした。慌てた猪俣は「…何と不都合
なことをなさる。降伏した者の首を斬るのです
か！」と叫んだので、越中前司も「それならば助
けよう…」と、一旦は組み伏せた猪俣を助けた。
二人は合戦を止めて、少し水が残る水田の干上が
った畦に腰を下ろし休息をした。
暫くすると黒革の鎧を着て白色系で少し赤みの
毛色をした馬に乗った武士が只一騎で近寄って来
るのが見えた。越中前司は身構えたのだが、猪俣
は「あれは私の親しい武士で人見四郎と申す者で
す。私が居るので来ただけです （私が事情を話しま
すから）心配は有りません」と言いながら心中では
「人見と二人で組めば越中前司を討てる！」と計
算していた。人見が十メートル程の近くに寄り、
それを前司が見ている僅かの隙に猪俣は立ち上が
り、相手の鎧の隙間に太刀を刺し通した。
前司は刺された勢いで水田に倒れたが、起き上
がろうとする前に、猪俣が前司の鎧の垂れを上げ
相手の太刀を何度も刺し通してから首を取った。
人見はそれを見ていたのだが、猪俣は功名争いが
起きることを案じて太刀の先に前司の首を貫いて
高く掲げ「平家陣で日頃から鬼神と謳われている
武将の越中前司盛俊をば、猪俣小平六則綱が討ち
取ったぞ！」と大声で名乗りを上げた。
冷静に見れば卑劣な振る舞いであり、史書に依
っては卑怯者とされているが、是が其の日の高名
（殊勲）第一に記録された。ただし経緯が平家物語
に記録されているので、後世の人々は猪俣小平六
則綱を良くは思わなかった筈である。後白河法皇
が平家一門を騙した後なので地方武士の小業は許
されたのかも知れない。

忠教最後 （ただのりさいご）のこと
巻第七「忠教都落」に登場しているから顔馴染
みの人物である。繰り返すようだが平家一門では
官位が低く、此の章段で最後を迎えるのに薩摩守
の侭なのは気の毒のような気もするが平家物語に
最後が記録されただけでも良しとする他は無い。
「忠度」と書かれることが多い此の武将は一の
谷の合戦で西（搦め手）須磨付近の陣営を護る大将
軍に任命されていた。其の日の出で立ちは紺色錦
織りの直衣 （したたれ）に黒系統の鎧を着用して丈
夫そうな黒馬に乗っていたというから武士として
の最後を覚っていたのかも知れない。馬の鞍も漆
で金銀の粉を塗り重ねた豪華なものである。

合戦が続く中で優勢な源氏軍の為に百騎程の手
勢が囲まれてしまったが少しも慌てず、追いかけ
る敵と戦いながら退路を探しているところに源氏
軍の猪俣党武士である岡辺六弥太忠純が大将軍を
見つけたとばかり馬に無理をさせて走り寄った。
乱戦の中であるから念の為に「失礼ですが、どな
たですか？どうか名乗ってください…」と言った
ので、忠教は適当に「此の軍勢は味方である…」
と答えて顔を上げた。それを岡辺が見ると歯を黒
く染めているのが分かった。経済的に貧しい源氏
系の武士は白い歯をわざと黒くするなど無駄な事
はしない。これは公家化して贅沢な暮らしをする
平家一門の武士に違いない！と思った六弥太は、
いきなり忠教に組み付いてきた。平家軍の兵たち
は其れを見たのだが、諸国から駈り集められた者
たちであったから、誰一人として大将を救おうと
せずに我先にと逃げ出してしまった。
忠教は六弥太に「憎い奴だな…此方が味方だと
言ったのだから其れを信じれば良いではないか！」
と言いながら相手になった。忠教は平清盛の末弟
（異母弟）で紀州熊野出身とされる。他の平家一族
と違って柔弱ではない。熊野山中で鍛えて大力の
上に敏捷な武将である。太刀を抜いて馬上から六
弥太を二度刺して、さらに落下地点でサービスに
一刺しした。最初の二刺しは鎧を通らず三度目が
兜の内側を傷付けたけれども致命傷にはならなか
った。それを押さえ付け首と分別しようとしたと
ころに、六弥太の家来の少年兵が駆け付けて来て
太刀を振り下ろした。
不意を突かれた忠教は右腕を肘から斬り落とさ
れた為に「今は是まで」と覚悟を決め、抑えてい
た六弥太を片腕で二メートルほど放り投げてから
相手の少年に「其処をどけ！念仏を唱える…」と
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言って、その場で西 （西方浄土の方角）に向かい大
声で「光明遍照十方世界、念仏衆生摂取不捨―（こ
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うみょうへんじょうじっぽうせかい、ねんぶつしゅじょう
せっしゅふしゃ＝阿弥陀仏の功徳を称える廻向文）
」を唱
えた。
功を逸る岡辺六弥太は、その念仏が終わらない
うちに忠教の首を打ったけれども、相手が誰なの
か肝心な事が分からない。豪華な鎧を着ていたか
ら身分の有る武将らしいことは推測できるのだが
…其処で身に着けて居た箙 （えびら＝矢壷）を見る
と文が結んであり、
それを開いて見れば
「旅宿花」
と題して「…行き暮れて木の下影を宿とせば花や
」と書かれていた
今宵の主ならまし 忠度 （忠教）
ので薩摩守忠度と分かった…と平家物語には書い
てあるが、武骨者の関東武士が其れだけで分る筈
が無く「源平盛衰記」には忠度が身に着けていた
巻物（歌集）を源氏の陣中に持ち帰ってから物知り
な武士が居て分ったように書いてある。
いずれにしても六弥太は平忠度を討った訳であ
るから殊勲第一であり、少し遅れたけれども「…
日頃から平家の御方で勇名を誇られた薩摩守殿を
岡辺の小弥太が討ち取った！」と改めて名乗りを
上げた。通常ならば源氏の陣中は湧き返る筈なの
だが「…ああ！お気の毒なことである。武芸にも
歌道にも優れた大将軍が亡くなられたか！」と涙
を流して惜しむ声が多かったのである。
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ふるさと風の会会員募集中!

当会では、
「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」仲間達を
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、声高くふるさとを語り、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右記会員まで。
白井 啓治 0299-24-2063 打田 昇三 0299-22-4400
兼平智惠子 0299-26-7178 伊東 弓子 0299-26-1659

ふるさと風の文庫

会報「ふるさと風」に掲載してきたものを、文庫本に
編集し、石岡市まちかど情報センター他で販売して
おります。お問い合わせは編集事務局へ。

