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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下記会員まで。
白井 啓治 0299-24-2063
打田 昇三 0299-22-4400
兼平ちえこ 0299-26-7178
伊東 弓子 0299-26-1659

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

「ふるさと風の会」
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ふるさとの歴史・
文化の再発見と創造を考える

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

ふるさと〝風〟

える方々の入会をお待ちしております。

白井啓治

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をしたいと考

）

の再発見と創造を考える仲間」を募集しております。自分達の住む国の

風に吹かれて（

の分布に変化が起こってきている。しかし、それ
も地球という惑星の進化としての運動なのだろう。
進化というのは、人間にとって都合の良いことを
第 号 （
２０１３年３月）
言うわけではないので人類滅亡という進化があっ
ても不思議ではないのだ。しかし、だからと言っ
て人間の勝手、刹那な思いを通しても良いという
ことではない。
ような気がする。こんな考えはひねくれ過ぎてい
一つ言えることは、確かな後始末の方法のない
るだろうか。
ことに、また解決策のみえぬままに刹那的な今の
利を求めないことが大切であろう。
もう三〇年ほど前になるだろうか。鳥取県の大
山の麓の村に、ある記録映画の撮影で暫く行って
いたことがあった。暖冬が何年か続いてたような
記憶があるが、そこの農家の老人が「冬は寒くな
って大雪が降らないと困るんだ」という話しをし
ていた。暖冬だと春に害虫が増えると言うのであ
った。厳冬によって自然のバランスがとられてい
るというのだ。老人はこう言った。
「今年の春は農
薬の使用がまた増える」と。
これは冬は春を迎えるための準備の季節なのか、
夏秋の後始末をしている期間なのか、結論するの
が迷う所である。気分的には春を迎えるための準
備期間と言った方が希望的に思えるが、後始末だ
って次の希望を願っての後始末なのだから決して
後ろ向きではない。
冬が本当に冬であるためには、厳しい寒さや十
分な積雪が必要なのである。豪雪は現代生活に脅
威をもたらすが、米どころに必要十分な水を供給
してくれるのだから、刹那的に今の楽だけを考え
ての異常気象だとは言わない方が良いだろう。
人為的な地球温暖化とは別に自然の大きなサイ
クルでの寒暖は拙い人知で逆らう事を考えない方
が良いのだろう。北極、南極の氷が解けだし生物
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・文化

『霜の上に雑草の生きて 紫の花可憐』
今年の日本列島にやって来た冬は、実に冬らし
い冬ではなかったろうか。日本の四季は、其々が
次の季節を迎える為になくてはならない重要な意
味を持っている。しかし、四季はそれぞれ独立し
て自分のためにある。冬は春を迎えるために不可
欠な季節ではあるが、冬は冬のために存在する季
節なのである。
何だか理屈を捏ねる為にややこしく書いている
ように思われるかもしれないが、これは実に重大
な事なのである。
こんなことを考えた事があるだろうか。季節は
次の季節を迎えるために必要、と考えることが自
然な考えのように思われるが、実は前季の後始末
をするための時間なのではないだろうか。季節の
移ろいはどうも人生に似ているような気がする。
現実の今を見て、多くの人が「自分は何をやっ
ているのだろうか。毎日毎日何かの後始末や尻拭
いに追われて、何一つ自分自身の満足のために使
えていないのではないか」と思っているのではな
いだろうか。それで負け惜しみのために「これは
明日のためにやっている事なんだ」と慰めている

ふるさと風の会会員募集中!!
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が邪魔をする。この際、特区を設け臨時に規制を
解いて住民の速やかな帰還に全力を挙げる。なぜ
それが迅速にできないのか。高齢者など、帰卿を
見ず、
避難先の他地で望郷の思いを募らせながら、
孤独死などしている。シベリアに抑留された旧日
本兵が、一日千秋の思いで厳寒の地に命を落とし
ていった事と、結果は同じである。それほど罪深
い事件なのに、責任のなすり合いなどをしている
場合ではない。本腰を入れて復興にあたれ。
さらには農産物・海産物など、これから何年間
生産できなくなることやら…。その苦痛は筆舌に
尽くしがたい。人生設計の根幹を覆されたこの大
事件は、一体、誰がどう補償してくれるのか？
原子炉を廃炉にするにしても、何十年先とか言
っているが、なにはともあれ、暫定的に、巨大な
コンクリートで固め、放射能を遮蔽し、危険物を
閉鎖しろ。チェルノブィリ（ 万人で石棺封鎖）
と状況が違う。もっと効率的に、暴れ獅子を檻に
閉じ込めろ。時代も技術も進化した今の日本で、
それが出来ない事はないだろう…。
地震・津波や噴火・巨大隕石落下など、全くの
自然災害なら、大自然の前で、人間の小ささを納
得し、諦めも付く。しかし原発は、危険なものと
承知しながら、その安全対策費を節減し、目先の
利益を追求するなど、しかも国がバックのお墨付
きの事業で、住民を苦しめる構図など、断じて許
せない。危険地から強制移住させるのなら、補償
の評価にあたり、現住家屋が未相続だとか、抵当
権や住宅二重ローンなど、何とかならないのか。
本当に避難民を思う心があるのならば、そんなシ
バリは、叡智を働かし、サッサと解除できないの
か。移住にあたり『一個人に補助金交付はまかり
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菅原茂美

ばれている感さえ受ける。元々日本人とは、大陸
で戦いに敗れ、逃れていった難民〈弥生人〉の子
孫だ。いつでも、ひねりつぶしてやれる！くらい
の深層心理が働いているのかもしれない。一党独
裁の国から見たら、民主主義など、国内世論が纏
まらず、
小規模政党が乱立し、
毎年総理が変わり、
半年に４回も所属政党名を変えた大物政治家もい
る。日本は、自壊寸前で、必死の悪足掻きの状態
と見えるのかもしれない。
中国の軍師から見たら、
今が攻め時…と見えるのか。本当は、からかいな
がら、日本の疲弊を待っているのかも…？
それゆえ、私は後期高齢者ながら大口を叩いて
恐縮だが、国家の行く末に関し、ここはじっくり
深呼吸をして「間」を置き、熟慮すべきだ。遠い
将来を深く読み切り、間違いを起こさないよう、
霞が関や永田町は、真剣に考えてもらいたい。
＊
＊
＊
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、
放出されたセシュウム は広島原爆の１６８個
分に相当するという。人は住みなれた故郷を理不
尽な理由で強制退去させられるなど、こんな苦痛
はない。
（２０１１年６月現在、指定区域からの強
。
制避難人口 万３千人。現在その他計 万人）
家族を引き裂かれ、人権も郷土愛も根底から奪わ
れた。
東電や原子力を推進してきた政府に、
一体、
どれだけの「償いの心」があるのか。深い心の傷
を、どうやって癒してくれるのか？
復興対策の一部には、表面的な上滑りの感がぬ
ぐえない。除染をやれば、手抜き工事。暴力団も
関与しているとか。受注者は除染労働者の危険手
当など賃金の上前をはねる。臨機応変に緊急対策
を…と思えば、既存のガンジガラメの規制の法律

８０

深呼吸の「間」を置け！
『深い川は静かに流れる』と言うが、浅瀬で精
一杯、音を立てて流れるのも、アンチエージング
の一方であろう。国家の行く末を左右する重大事
項については、沈黙居士を決め込まず、それぞれ
の機会をとらえて、積極的に発言していくのも、
年長者の勤めとも言える。
私がいつも思うことは、地球環境の保全や、人
類だけではなく、全ての生物が安全に暮らせるよ
う、広視野で物事を見ていきたい。その為には、
人類は今、何をやらなければならないか、何をや
ってはいけないかに重点を置き、今日まで、浅学
非才・独断と偏見を顧みず、私見を述べてきた。
しかし、暮れの総選挙や、差し迫った原発問題
など、あまりにも近視眼的な、その場しのぎの議
論が沸騰している現状に、我慢がならない。
近隣諸国のむき出しのナショナリズムや、国内
の扇情的な大衆迎合主義で、国論を誘導する偏狭
な動きは、あまりにも騒々しい。
元総理が、デモの真っ先に立って国会議事堂前
を、脱原発のシュプレヒコールするなど、あれは
何事だ？ 官僚排除・沖縄の基地問題・日米同盟
の絆を、ゴチャゴチャにするなど、まるで害鳥の
「野鳩」ではないか。
政府は尖閣諸島に『領土問題は存在しない』と
言っているのに、野鳩は中国を訪問し、尖閣は、
『双方係争の地』と発言し、ますます混乱を巻き
起こした。トラブルメーカーもいいところ。
一方、遅いプロペラ機で領空侵犯すれば、日本
はジェット戦闘機がスクランブル。中国からすれ
ば、日本側の様子を見る、言わばゲーム感覚で遊
１１

１３７

３２

ならぬ…』これは官僚の決まり文句。それではあ
まりにも頭が堅過ぎる。省庁の縦割りのシバリを
はずせ！ 臨機応変に…これほどの特異事件なの
だから、
もっと柔軟に、
応用を利かすべきである。
＊
＊
＊
日本も政権が代わり『経済再建を最重点に…』
と新総理が発言したら、まだ何もしていないうち
から、泥沼のような長年の「円高」
「株安」が、わ
ずか一カ月で一気に好転した。あまりにも長かっ
た暗黒時代に市場も敏感に反応したのであろう。
ヨーロッパのＥＵ加盟国は、あっちでもこっち
でも、お尻に火が付き、イギリスなど早速、ＥＵ
脱退騒ぎまで引き起こしている。アメリカも政府
債務の上限（１４５９兆円）が迫り、崖っぷちか
ら転がり落ちそうな始末。それゆえ日本は、これ
まで円高に苦しみ、輸出が伸びないので輸出産業
等、株安の連鎖。日本は、リーマンショック後の
米国の不況や、ヨーロッパではギリシャが沈没寸
前などにより、よくよく円高に苦しめられた。お
まけに、中国の反日運動や、韓国に、お家芸の家
電製品シェアーを奪われるなど、地獄のドン底で
あった。加えて今月で満２年を迎えた３・１１の
災害。地震・津波・原発事故のトリプルパンチ。
これらの悪夢から、いかにして立ち上がるか。
＊
＊
＊
そこで問題は、原発の再稼働は、是か非か。
日本は地震列島である。どこに原発を作ろうと
しても、 ％安全な場所などありはしない。考え
てみたら、本来、高層ビル一つ建ちそうもない。
地震学者は、
今、
自分が甘い判断を下したため、
後日、
火の粉をかぶるのがいやだから、
とにかく、
厳しい判定を下しておけば、間違いはない…、と
１００

いう風に見える。（イタリアで 年、地震学会は、
巨大地震はすぐには来ないという安全宣言を出し
たら、すぐ大きな地震があり、科学者７人が「過
失致死罪」で禁固６年の実刑判決を受けた）
。そん
な事があったせいか知らないが、原子力規制委員
会は、実に厳しい物言いを続けている。当初 万
年以内に地殻が動いたものを「活断層」と言って
いたが、この頃は、 万年に一度動いた断層も、
活断層と決めつけている。
【地球環境がこれだけ汚染しては、そもそも人類
は、あと 万年生き残れるかは甚だ疑問である。
なぜならば、今から 万年前に、ホモ・エレクト
ス原人から「旧人」ネアンデルタール人が生まれ
たが、今から３万年前に、彼等はわずか 万年と
いう「種の寿命」で滅亡した。同じく我々ホモ・
サピエンスは、同じ原人から 万年前に「新人」
として誕生した。兄貴分のネアンデルタール人と
種の寿命が同じと仮定したら、我々現生人類の残
りの種の寿命は、あとわずか７万年しかないこと
になる。地球温暖化ガスが増え、水や土壌が汚染
し、人口増加に歯止めがかからない現況では、人
類はあと１万年生きられればいいところ。
】
感情的に、全原発即廃止は、日本の実情に合わ
ない。以降に述べる多くの理由により、日本は、
時間をかけ、一呼吸置いて、再生可能な発電方法
を改良研究し、それが十分機能したら徐々に原発
廃止に向け、努力していくべきである。
３，１１の後、原発が一斉に稼働中止 火
→力発
電強化のためＬＮＧ （液化天然ガス）輸入が増え、た
ちまち貿易収支が史上最大の赤字 （ 年末６兆９２７
３億円）になった。年間
兆円も、火力発電用のガ
ス輸入に余計な金がかかる。当然、電力料金値上
４０

げとなって跳ね返る。円安が進み、化石燃料輸入
が増えれば、電力料金は、ますます値上がりが続
く。国内の製造業は海外に転出、産業の空洞化が
進む。
製造業就労人口は、
１９９２年のピーク時、
１６０３万人から、２０１２年末には１千万人を
割った。
（しかし円安傾向は、まもなく世界中から
逆襲の狼煙が上がってくるだろう。
）
＊
＊
＊
新政権は、経済復興を支えるエネルギーのバッ
クアップをどうするつもりか。阿部新総理の施政
方針演説では、何も触れていなかった。経済・財
政立て直しを高らかに掲げているが、その原動力
となる「電力」をどうするかが重大問題だ。
再生可能エネルギー開発は、環境にも優しく、
極めて有望な手段だが、太陽光や風力発電は、天
候に支配され、設備費もかなり高額である。
日本は火山列島なるが故、アメリカ・インドネ
シアと同様、地熱発電は極めて有望である。しか
し、その候補地は、
『温泉が涸れる』
『景観が損な
われる…』などと、猛反対をしている。
ドイツでは、原発廃止方針 （現在 基中９基稼働中。
年に全廃予定）で、太陽光発電を大幅に伸ばしてい
るが、太陽光発電パネルは中国産の安いパネルに
圧倒され、国産はギブアップ寸前だという。（ドイ

１７

年までは原発推進主義であった。しかし福島の事故以降、急激

に輸入している。欧州の女王と呼ばれるドイツのメルケル首相は、

ツは原発廃止しても、お隣のフランスで原発発電した電力を大量

２２

更に我が国では、太陽光発電等で生産した電力
は電力会社が高額で買い取らなければならない。
当然電力会社は、その分を電力料金値上げとして
消費者に跳ね返ってくる。家庭用の電力料金は、

に脱原発主義に変身した。
）

１０
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４０

３０

３，１

０９

２０

１２

２７

１３

政府の認可が必要だが、工場など大型利用料金は
政府の認可は不要である。 ～ ％ぐらいの値
上げはたちまちであろう。ということは、物造り
日本の工業生産は、とても国内では、やっていけ
なくなり、産業の空洞化に拍車がかかる。結果は
当然、雇用事情は最悪化。失業者はウナギ登り。
低賃金労働者 （月平均１５９，２００円）よりも多額の
生活保護費 （月平均１８５，５００円）を受けている受
給者は増えるばかり。
（現在、生活保護人口２１３
万人。その費用は年３，７兆円）
。この矛盾だらけ
の悪循環を、どう断ち切るか？
＊
＊
＊
そこで考えられるのが、安い料金での電力供給
の問題だが、その一つとして原子力発電を無視す
るわけにはいかない。原発は、火力発電に比べる
と、地球温暖化ガスも出さず、発電コストも、安
価である。
再生可能エネルギーによる発電料金を、
コストダウンできるまでの間、できるだけ短期間
に限り、安全と確認された既存の原発を、順次、
再稼働するほかあるまい。くれぐれも、安全第一
での話である。新政府は 年度予算で、再生可能
発電の切り札として、北海道・青森・秋田県海岸
に、風力発電を増強することを決めた。
【発電コスト比較（１㌔・㍗時あたり）
：
太陽光 （メガソーラー） ～ 円、太陽光 （家庭用）
～ 円、バイオマス ～ 円、風力 ～
円、地熱 円、水力 円、石炭火力 円、液化
天然ガス火力 円、原子力 円】
今、発展途上国は、一斉に原発に飛びついてき
ている。日本も多数発注を受けている。それらの
注文に対応し、危険と判定された既存の原発を、
廃炉・解体するための技術者確保のためにも、科
３３，４

３８，３

１１，６
１０

３０

４５，８

３２，２

８，９

１３

１７，４

３０，１

１０，６

５０

９，５

９，９

１７，３

学教育は、しっかり確保しなければならない。
常時被曝を受けている。更に医療関係でも、ＣＴ
＊
＊
＊
やＸ線など診断用や、私の場合、がん治療として
さて、放射線の危険性についてだが、自然界に
大量の放射線を浴びたため、直腸粘膜の一部など
はかなり大量の放射性物質が存在している。そし
酷いケロイドになっているが、ほとんど元気その
て我々の体を構成する元素にも放射線を出す元素
もの。人間には少々の事には、へこたれない抵抗
は常に存在している。誰でも継続的に毎日被曝し
力がある。むやみやたら怖がって、変な基準を設
ている。例えば地球の大気の約 ％は窒素である。 け、多くの人々を恐怖の底に突き落とす害の方が
その窒素原子に太陽からくる宇宙線が衝突すると、 ずっと大きい。おそらく原発反対の大衆運動を引
き起こしている人達は、
「タバコの害」の方が、ず
炭素 という放射性元素に変換する。生き物は毎
日その炭素 を吸入している。生物にとって、炭
っと大きいことを見過ごしているのではないか。
原発停止は、日本の足元を見て、化石燃料価格
素は有機化合物などとして体を構成する最も重要
を吊り上げられると、電気料金は高騰し、企業は
な元素である。炭素 は生物に吸収されると、半
減期５７３０年なので、その含まれている量を計
日本脱出・雇用不安は増すばかり。借金大国の日
測すれば化石年代など測定できる。このように自
本は、ここは冷静に判断し、長期展望で、国家の
然界には放射性物質は、満遍なく存在している。
進む方針を見定める必要がある。大事故の後だけ
に、大衆のヒステリックな拒否反応と、扇動的に
人間が自然から受ける放射線の被曝は、外部被
大騒ぎする人々もいるが、物の理屈をわきまえた
曝と内部被曝とに分けられる。外部被曝量は、宇
、 うえで、冷静に判断し、国家百年の計を誤らない
宙線から年間３９０マイクロシーベルト （μＳｖ）
地殻・建材から年間４８０μＳｖ。内部被曝とし
よう、
政治家は、
しっかり未来を見つめてほしい。
て、体内に存在している放射性核種 （カリューム と
＊
＊
＊
炭素 ）から年間２９０μＳｖ。更に空気中のラド
さて、今回、福島原発事故で、放射能汚染した
ン から年間１２６０μＳｖ。合わせて自然界か
シイタケやシラスなど出荷停止となった。放射線
は、細胞のＤＮＡや、組織を破壊するから危険な
ら一人当たり年間平均２４２０μＳｖの被曝を受
ので、食用にしてはいけないとしている。ならば
けている。その他、場所にもよるが、地殻中の放
シイタケやシラスの赤ちゃん （幼いほど放射能被害は大
射性物質から、一人年間４８０μＳｖの放射線を
きい）は、自ら育つ時に、それほど危険な放射線を
など放
浴びている。また、太陽からのＸ線
射線は空気で一部遮断されているので、地上では
浴びたというなら、なぜ無事に成長できたのか。
シイタケも人間も、細胞のＤＮＡは全く同じ分子
からできている。それほど危険な量の放射線を浴
びたのなら、幼い命が育つわけはなかろう。放射
線に関するある講習会で、私が講師先生にこの点
について質問したら、先生は明快な回答ができな
１４

１４

１４

１４

７８

４０

少ないが、航空機など上空では高くなる。成田 →
ニューヨーク往復２００μＳｖなので年間９００
時間フライトする航空機乗務員は３０００μＳｖ
被曝していることになる。
このように人体は、不可抗力的に、自然界から

２２０
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かった。いや、講師先生は物事の本質はたぶん分
け日本は安全性を重視した先進国だと言いたいの
かっている。しかし行政の定めた基準に、文句は
であろう。
（先の牛肉のＢＳＥ問題でも、世界基準
言えなかったのであろう。
よりはるかに厳しい基準を設け、関係者から自殺
者が出たりしたが、政府は、 年１月、あっさり
食品の放射線は、ゼロでなければ納得できない
というのであれば、そのような方は、この地球か
と世界標準に緩めた）
。
厳しければそれでよいとい
ら、どこぞへ脱出したらよい。放射線ゼロの食品
うものではない。消費者の騒ぎ過ぎに政府も引き
などあろうはずもない。空気も太陽光も水も土壌
ずられ、必要以上の厳しい基準を作る。これでは
も全く必要としない食品があったら教えてほしい。 生産者が浮かばれない。学者は科学に忠実に従え
自然界に存在する、ある程度の放射線量には、し
ばよろしい。消費者や、政治家の顔色を見て、余
っかり抵抗できたからこそ、自然淘汰を免れ、現
計な配慮は不要である。そして政治家は、厳正な
存の生物は生き延びられた。
科学の判断に従って施策を決めればよい。集票目
国民は、
一人一人が総理大臣になったつもりで、 的で、大衆受けをする変な基準など設けるべきで
いかにしたら国家が安全運営できるかに重点を置
はない。
いて物事を決め、行動するべきである。ある決定
＊
＊
＊
は一部の集団には「正」かもしれないが、他の大
政府は、災害復興財源に充てるため、国家公務
多分には、
「迷惑」であるかも知れない。より多く
員給料を 年４月から２年間、７，８％下げてい
の国民が喜ぶ選択をするのが民主主義であろう。
る。
（これを新政権は地方公務員にも適用要請。多
原発関連で物事を見れば、中途半端の知識で大
分 年７月から実施見込み。実現すれば、 兆
騒ぎするから、風評被害など、多くの人々を苦し
円確保）
。まず公務員を、イジめるのが常套手段。
めることになる。被災地の復興は、まずもって、
義憤のあまり何度でもいう。政治家は、まず自
日常の生産活動が軌道に乗ることであろう。マス
分達の歳費を大幅に下げ、その数を減らして、襟
コミは、偏狭の見識に振り回され、誇大妄想的に
を正してから、物を言え。
喧伝する。物事の真髄から外れた報道があまりに
以上のような事から、日本は長年のデフレ・円
も目につく。
高・株安などで、さんざん辛酸を舐めてきた。今
やっと長い暗いトンネルから抜け出そうとしてい
る。これから列島が活力を取り戻すためには、そ
の原動力となる
「電力」
の安定供給が第一である。
そのためには、現在保有する原発を、その安全性
において徹底的に検討し、安全を保証されたもの
から順次再稼働すべきである。
活断層の真上とか、
旧式で故障ばかりしている原発は、即廃止すべき
である。そして、再生可能な発電システムが確立
（先の iPS
細胞から作った心筋細胞を患者に移
植したとする森口尚史氏 〈 〉の発表を、虚偽・
ねつ造と見抜けず、トップ記事として報道した大
新聞の編集責任者とは、一体、どの程度の見識を
持っているのか…と、がっかりした）
。
政府の定める危険な放射線量の限界値について
は、少ないに越したことはないが、日本では国際
基準値の更に 倍の厳しい基準を設定し、これだ
１０

４８

１３

１２

１３

１，２

木村 進

したなら、全ての原発は、速やかに撤退すべきで
ある。３，１１の恐怖から、感情的に、全原発即
廃止は、大きな混乱を招く。今、日本は、長期展
望で、どの道を選ぶべきか。ソフトランディング
への道を見極めるために、じっくり腰をすえ、深
呼吸の間をおいて、深慮すべきである。拙速を避
け、冷静な判断を待つ。

シルクロードと金色姫伝説

常陸国には養蚕の始まりを伝える三つの古い神
社 （常陸国の三蚕神社）がある。つくば市神郡の蚕影
山 （こかげやま）神社、日立市川尻の蚕養 （こがい）神
社、神栖市日川の蚕霊 （さんれい）神社がそれで、
日本一社、日本最初、日本養蚕事始とそれぞれが
呼ばれている。そして、この三ヶ所に全てに金色
姫伝説が伝わっている。少しずつ内容は異なるが
つくば市の蚕影山神社の入口に掲げられた説明板
の内容を抜粋して紹介しよう。
「昔、雄略天皇の時代 （四七八年頃）に、天竺 （イ
ンド）に旧仲国という国があり、そこのリンエ大王
には金色姫という娘がいた。皇后が亡くなり、後
添えの皇后はこの金色姫を憎み、
大王の留守中に、
姫を獣のいる山や、鷲や鷹のいる山へ捨てたり、
島へ流したりしましたがすべて失敗し、４度目は
庭に生き埋めにしました。（これは蚕が四度脱皮を繰り返
すことを暗示しています）しかしこれも失敗し、やつれ
た姫の行く末を嘆いた大王は、泣く泣く桑の木で
造った舟に乗せ海に流したのです。そして常陸国
の豊浦という地に漂着し、そこで漁師夫婦に助け
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られ、育っていったのですが、病にかかり、亡く
なってしまいました。夫婦は姫の亡骸を清らかな
唐びつに納めたところ、ある夜に、夢の中に姫が
現れ、
「私に食べ物を下さい。後で恩返しをいたし
ます。
」と告げました。唐びつを開けると、姫の亡
骸は無く、沢山の小さな虫になっていました。姫
がやってきた時に乗っていた舟が桑の木であった
ので、桑の葉を採って虫に与えたところ虫たちは
喜んで食べ、成長しました。ある時、虫は桑の葉
を食べずに頭をもたげていました。心配して数日
経つとマユを造りました。マユが出来ると、筑波
の仙人が現れ、マユから糸を取ることを教えてく
れました。これから、日本で養蚕が始まったと言
われています。
」となっています。
さて、この蚕影山神社は筑波山の六所神社に近
い古の筑波山登山道 （七八二年に徳一法師が筑波山に知足
院中禅寺を建立した時に切り開いたとされる）の入口に近い
場所です。神社のあるところは少し小高い山中に
あり、
樹木が茂る中を下から階段が続いています。
麓に湧水は有りますが、大きな川は近くにはあり
ません。しかし、昔の地形では霞ヶ浦 （流れ海）に
注ぐ川が近くに流れていたかもしれません。小貝
川というのも元は「蚕養川、蚕飼川」から来たも
のに相違はないはずです。豊浦というのもこの神
社の入り口付近では今でもそのようにも呼ばれて
います。
次に訪れたのは日立市川尻の蚕養神社です。こ
こは旧十王町と旧日立市の堺で、すぐ北側に有名
な鵜の岬があります。６号国道からすぐ脇に社務
所があり川尻海岸、小貝浜を見下ろせる高台 （小貝
浜緑地）の一角に神社が建っています。興味深いこ
とに、常陸国風土記の多珂郡に出てくる律令制時
「藻嶋」の近くです。風土記には
代の駅屋 （うまや）
ヤマトタケルがこの浜辺で、常陸国でもっとも美
しい玉のような碁石が採れ、沖にはいろいろな海
藻が多いのでこの駅屋の名前になったと書かれて
いる場所です。大変風光明媚なところでここが金
色姫の流れ着いた常陸国豊浦湊というのもわかる
気がします。豊浦という地名はこの付近に広く使
われており、
小貝浜という名前も近くにあります。
この神社の創建は不明とされていますが、今の
神社の名前になったのは明治時代になってからで
す。それまでは「於岐都説 （おきつせ）明神」と呼
ばれていました。そして、この於岐都説は鹿島神
宮・香取神宮と並ぶ東国三社の一つ息栖神社から
分社されたと伝えられています。一般には、三大
実録に出てくる於岐部説神が東国三社の息栖神社
のことだとされており、於岐部説＝おきつせ＝沖
洲で、この沖洲 （おきす）が息栖 （いきす）になった
と考えられています。
この東国三社の一つとされる立派な息栖神社の
歴史を調べると興味深いことがわかってきました。
一般には息栖神社と鹿島神宮、香取神宮を結ぶと
ほぼ二等辺直角三角形を形成するため、レイライ
ンなどのパワースポットとしてよく知られていま
す。しかし、この息栖神社は大同二年 （八０六）に
現在の神栖市日川の地から息栖の地に移転された
ものなのです。強引に鹿島神宮の真南、香取神宮
の真東になるように移動したのです。この息栖神
社が元あったとされる日川地区にもう一つの常陸
の三蚕神社である「蚕霊 （さんれい）神社」があり
ます。
先日やっと三番目の蚕霊神社に行ってきました。
利根川沿いの川原から少し離れた平地にこんもり

とした木々の茂る場所があり、ここに本殿が朱色
に塗られた特異な神社が鎮座していました。ここ
の入口にも同じような金色姫の話が掲げられてい
ました。
三神社とも少しずつ話は違っていますが、
ほぼ同じような内容です。この日川の地も豊浦浜
と呼ばれていたといいます。そして、この神社の
近くに「蚕霊山千手院星福寺」という真言宗の寺
には蚕霊尊と呼ばれる像が保管されていて、南総
里見八犬伝を書いた滝沢馬琴がこの像や寺のこと
を調べていたという記録が残されています。
この神社が息栖神社の本宮であったかどうかは
不明ですが、日立市の蚕養神社が息栖神社の分社
であり、それがまだ神栖市日川にあった時代なら
こちらも於岐部説明神と呼ばれていたのかもしれ
ません。この蚕霊神社が息栖神社の本宮であるこ
とも十分に考えられそうです。またもう一つ、行
方市沖洲地区に於岐部説神社という小さな社があ
ることも申し添えておきます。
さて、話を少し変えて、蚕から作る絹の歴史を
みてみましょう。絹は紀元前三千年頃に中国です
でに作られていたと記録されています。そしてこ
の絹の製法は中国では門外不出とされ、長い間外
国には伝えられなかったのです。そのためにこの
絹織物を求めてシルクロードができました。これ
は一方で仏教の伝達にもなりました。そして陸路
以外にも海路でも交易があったとされており、日
本も陸路・海路とも、その東端にありました。反
対側の西端は地中海沿岸国でした。シルクロード
といえば一般には三蔵法師が旅した西域地帯を思
い浮かべますが、日本も含めた交易圏と考える方
が仏教伝来や養蚕の技法の伝来などの事象を考え
るのには理解しやすいようです。この中国の絹織
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物は大変高価で金と同じような価値があったので
す。ヨーロッパでは古代ローマ帝国などにも伝わ
ったのですが、製法はわからず、十二世紀に入っ
てから初めてシチリアやイタリアで生産ができる
ようになったと言われています。一方日本での絹
の生産は意外に古く、今から二千年以上前の弥生
時代に絹の製法が伝えられ、九州北部の出土され
た中から絹が確認されています。また卑弥呼も二
三九年に中国 （魏）に絹織物を献上したと記録残さ
れています。しかし、技術的にはまだ未発達で、
少し高度な絹織物は古墳時代になってからのよう
です。奈良時代の律令制にはこの絹織物が税とし
て集められたのです。常陸国でも国府 （石岡）を平
将門が攻めて国府が焼かれた九三九年には、一万
五千の絹糸が灰になったと将門記には記されてい
ます。
このようにかなり古くから養蚕の技術も伝わっ
ていたようですが、常陸国の養蚕神社が注目され
るのは、江戸時代に入り、絹の需要が高まり、そ
れまで高級な絹織物を中国からの輸入に頼ってい
たのが国産の絹織物を全国各地でも作るようにな
ったのです。そしてこの養蚕の産地では、盛んに
蚕神社が建てられました。そしてこの神社の多く
が、
常陸国の三蚕神社から分社されていきました。
全国の蚕影神社はつくばの蚕影山神社から、また
蚕養神社は日立市の神社から、また蚕霊 （こだま）
神社や絹笠神社は神栖市の蚕霊 （さんれい）神社な
どから分社されたものと考えられています。
さて、この金色姫伝説では養蚕技術はインドか
ら船に乗って伝えられたとなっています。陸路の
シルクロードを通っての交易であれば仏教の伝来
と同じく朝鮮半島経由でやってきことでしょう。
しかし海路のシルクロードも存在したはずで、こ
のルートから外れて日本に漂流した船もあったで
しょう。そのため、奈良時代より前に海路のシル
クロードから養蚕が伝わったのかもしれません。
土浦市坂田の武者塚古墳とかすみがうら市安食の
風返稲荷山古墳 （ともに七世紀築造といわれる）の出土品
の中から経錦 （たてにしき）
」と呼ばれる絹織物が発
見されています。武者塚古墳の出土品は一年前に
土浦市立博物館の茂木館長が発見したものです。
いまのところ県内ではこの二点だけしか見つかっ
ていません。二つの古墳はつくば市神郡の蚕影山
神社は比較的近くにあります。この他常陸国とし
ては常陸国二の宮である「静神社」は常陸国風土
記に静織の里と書かれている倭文 （しどり）を初め
て織った場所とされ、また近くの常陸太田にある
「長幡部神社 （ながはたべじんじゃ）
」は美濃から秦氏
が伝えたとされる全服 う(つはた と)いわれる紬の始
まりとされる神社があります。この紬の技術が結
城紬などに発展していったと考えられています。
金色姫の話の出処は享和二年 （一八０二）の「養
」のなかに書かれている話が元にな
蚕秘録 （全三巻）
っているのかもしれません。この書物は今の兵庫
県 （但馬の国）養父郡の上垣守国 （うえがきもりくに）が
十八歳の時に、
奥州で蚕種を買い求めて、
研究し、
蚕の起源から種類、伝説、飼育法等を絵入りで解
説したものです。その書物にこの伝説も載ってい
るといいます。それまでは養蚕技術について書か
れたものがほとんど知られていません。それまで
伝承として語り継がれてきたものが初めて書かれ
たものとなったのでしょう。奥州 （現福島県）に伝
わっていた金色姫の伝承はどこの地が発生場所か
わかりません。しかし、当時常陸国や奥州では優

兼平ちえこ

れた養蚕技術があり、これが但馬国 （兵庫県）に伝
わっていったのですから、当時はこの関西には優
れた技術がなかったことになります。この書物は
ヨーロッパにも伝わり、絹産業の発展に寄与した
のです。そして上垣守国の偉業を記念して兵庫県
養父郡大屋町に「上垣守国 養蚕記念館」が建て
られています。
また石岡市八郷地区には十三塚という果樹園の
盛んな地区がありますが、この名前に伝わる一匹
の大ネズミとそれを退治して果てた十二匹の猫の
塚との伝承も、この養蚕をネズミから守ってくれ
る猫を大切する信仰から作られていったものでし
ょう。他県ですが、いなくなった猫を探してくれ
る養蚕神社もあるそうですので、なかなか侮れな
い養蚕と常陸国なのです。

若松町の八幡太郎さま

毎年九月に行われる石岡のおまつりに華やかさ
を添える山車の上に乗る人形についてご紹介して
います。初めに金丸町の弁財天さま、香丸町の聖
徳太子さま、国分町の仁徳天皇さまそして今回は
若松町の八幡太郎さまです。
若松町は石岡駅より御幸通りを進むと国道三五
五線との丁字路を右折、間もなく香丸町交差点柿
岡街道入口を左に折れると青木町になり、ほどな
くして若松町に入ります。やがて前方に鳥居が見
えてきます。間近になりますと八郷地区柿岡方面
へ向かうには急な右カーブになりますが、曲がら
ずそのまま進むと神社への参道につながります。
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鳥居とともに若宮八幡宮の石碑が目に着きます。
大木を背景に若宮八幡神社が鎮座しています。
神門は四脚門型式でありながら扉を設けず、後ろ
の間の左右を囲って随神門に似た造りとし、風
神・雷神を祀っている。また前後の柱の型式を変
えるといった珍しい手法も特徴となっているそう
です。また社殿は、外観は拝殿に見える型式であ
りながら内部には宮殿を造り付けており、一棟で
本殿と拝殿の機能を兼ね備えています。
祭神は息長足姫尊、誉田別尊、姫大神。神亀五
年 （七二八）九月に建立されたと伝えられる。永保
、八幡太郎源義家が奥州征伐の折、
二年 （一〇八二）
当社に朝敵退散を祈願したと伝えられている。ま
た応永二年 （一三九五）
、太田道灌が参拝し武運長久
を祈願した。
古くはここ界隈は長峰寺と呼ばれていたそうで
すが正徳四年 （一七一四）三月二〇日郡奉行井上源
蔵の時代に「若松町」と改称されたそうです。
若松町の名の由来は町内に鎮座する若宮八幡宮
境内の、八幡太郎義家、旗立ての松にちなんだと
いわれています。通称で呼ばれていた長峰寺は今
の若宮一丁目のあたりにあった大きな寺院で明治
三年二月十日夜、長峰寺付近からの出火で全焼し
てしまいました。
このような歴史のある若松町の八幡太郎さまに
ついては、八幡宮近くにお住まいの区長さんのご
紹介で若宮一丁目の小島様にお伺いする事できま
した。小島様は九十歳、伺いました時にはいつも
の散歩からお帰りの直後でした。年齢には到底見
えず若若しく、優しい口調で丁寧にお話をしてく
れました。
世帯数は八〇〇余戸、石岡では大町内に入るで
しょう。八幡宮に朝敵退散の祈願をした八幡太郎
義家に因み、昭和三七年の若松町年番の時に新調
する事になり、祭りも近くして、埼玉の本庄市に
向かいましたが希望の期日までに完成出来ないと
いうことになり、岩槻市の八幡太郎さまになった
そうです。現在の八幡太郎さまは平成一八年に新
しくしたそうです。
今から四、五年前には毎年十月十日に八幡宮境
内において大祭がおこなわれ、子供さんによる奉
納相撲や芸能大会、
夕方六時より、
若松町の山車、
八幡太郎さまと、おかめ、ひよっとこ、きつねの
踊り手と、
にぎやかだったそうですが、
現在では、
体育の日に子供さんの奉納相撲と獅子舞い、ひよ
っとこ踊りと以前よりは出し物が少なくなりまし
たがにぎやかに大祭が行われているそうです。
ここで若松町とは離れますが石岡市内には八幡
太郎義家にちなんだ地名や伝説が残されています。
・生板池
八幡太郎義家が奥州征伐へ行くため五万の兵を
引き連れて、この池を通った際、ここで食事を
し、マナイタをこの池で洗ったと伝えられてい
る。
・八幡太郎と鞍かけの松 三村字八幡
阿部頼時は奥州全土を手にいれながら、租税を
奉らないので、朝廷からの命により義家が東西
の兵を率いて奥州に向かう途中、三村、八幡に
差し掛かった。この時、軍馬が非常に疲れてい
る様子に気づいた義家は、馬の背から鞍をおろ
し、一本の松の枝に鞍を掛け馬を休めた。この
ことから土地の人は〝鞍かけの松〟とか〝八幡
鞍かけ〟の地名がつけられたと言う。
・八幡太郎と正月平 （三村字正月平）

前九年の役後、清原氏が奥州両国に勢力をふる
ったが、やがて一族間に争いがおこったのに乗
じて義家は藤原清衡を助けて奥州の地に戦いを
進める（後三年の役）
、途中三村正月平に差しか
かった。その日が暦の上で正月にあたるところ
から正月平と云う地名が付けられたという。
八幡太郎源義家は平安後期の武将で武勇人に勝
れ、和歌も巧みであった。東国に源氏勢力の根拠
をかためた。石岡には伝説なども伝えられ身近な
親しみのある武将に感じられます。
何回も問い合わせの電話をして下さいました区
長さま、ご丁寧にお話し頂きました小島様有難う
ございました。

参考資料 いしおか一〇〇物語

伊東弓子

ちえこ

石岡の歴史と文化

・梅つぼみ 雀に諭されなお固く

梅のように

一生を終えた人の為にこんなにも多くの人が心
を寄せてくれるものかとあらためて思った。息子
二人と嫁さんが主になって、娘も脇役で進めてい
ってくれた。孫も集まった。韓国からも次女、三
女夫婦が駆けつけて来た。涙を流す間もなく一日
一日を頑張れたのも、
「二、七日だね」
「三、七日
だね。元気かね」と七日、七日に寄って来てくれ
る人がいたからだ。かけてくれる言葉の一つ一つ
が優しく温かく私を包んでくれたからこそ、この
二ヶ月の冷たい、寒い、寂しいと感じずに過ごす

8

ことが出来た。私はこんな心配りをしてあげたろ
うか。ご主人や奥さんを亡くした友や知人のこと
を思い浮かべていた。
葬儀が済んで三週間経たない中に、三女家族が
やってくる状況になった。これも夫が寄せたもの
か…と考えてみたりもした。
四月からと思っていた学校も「明日からでもい
らっしゃい」という。対応の早さに戸惑いながら
も大喜びで忙しい準備に取り係った。反面不安は
大きかった。特に一年生の弟は学校生活を始めて
十ヶ月で環境が変わった事と、日本語がまだ不慣
れな状態だった。
名前も韓国語で呼んでいたので、
急に日本語で呼ぶことに大人の方が大慌てだった。
そんな大人の戸惑いをよそに子供二人は「汰練だ
から、れんこんちゃんでいいよ」との事。
「そうね
玉里の名物だしね」と大笑い。四年生の姉は日本
語は小さい時から出来たので言葉の心配はおいて、
小太りぎみな体型を話題になる事が婆さんとして
の心配の一つ。早く馴染めるよう学校へ行って遊
んだり、通学区の子供の家に挨拶に行った。一年
生の女の子一人、二年生女の子二人、四年生男の
子二人、女の子三人、五年生の男の子一人の通学
班の仲間入りした。これから九人の人間の繋がり
を紡いでいくことだろう。学校から一年生の子に
はひらがな一覧表、漢字のドリル、算数の計算等
いただいた。夕方は大声で「あいうえお」
「あかさ
たな…ん」
「がぎぐげご」と読んでいたが、今は暗
記してしまった。子供を育てていた頃の慌ただし
い様子が蘇ってくる。懐かしい夕方の賑わいが夫
にも聞こえるだろうか。四年生の姉には二、三、
四年の漢字のドリルを貸してくれた。黙々と書き
取りや文章作りをやっている。
彼此一ヶ月が経とうとしている。友達の名が出
てくる。
校内での出来事も楽しそうに話している。
弟の方も会話が上手になってきた。韓国の話しや
言葉を知りたがって話しかけてくれる友も多いよ
うだ。
こうして毎日楽しく出かけて行っているが、
いつの日か落ち込んだり、悩んだりする日がある
かも知れない。躓いても転んでも起き上がってい
って欲しいと願う。韓国の互洞、月枝洞、水原、
烏耳島の保育園や小学校の事を小さな胸の隅に仕
舞ってあるのだろう。
自分達の過ごしてきたその時々にも色々な人間
関係があってその中で育ってきた事を思う。私は
戦前の姿を色濃く残していた終戦直後が小学校時
代だ。
大宮神社と照光寺の森の一帯にあった校舎、
森を切り開き、参道を取り込んで運動場が出来た
ので牛車や馬車がよく通っていた。糞が落ちてい
たのも珍しくなかった。栗又四ヶは田余第二小学
校とよんで分校だった。子供心にも私達は本校、
向うは分校と少し下にみる気持ちがあった。でも
第二校には至って優秀な子が多かった。中学生も
同じ敷地内を移動しながら学習していた。校章は
「桑の葉」常陸風土記に出てくる桑原ヶ丘はここ
一帯という事から紋章になったという。今の子達
は知っているだろうか。時代にそぐわない為か壊
されていった物、切られていった木々は数多い。
活用されたり移動された物もある。大人も子供も
同じ様に人への偏見をしていた。大人の言葉の中
に疎開もん、引き揚げ者、朝鮮人、余所者や貧乏
人と平然と呼びつけ、罵り差別していた。子供の
苛めも当然あった。名前から「やすやまねこがん
どねこ」
「からすのかんたは寒かろう」名前と体を
結びつけ「ちびやす」
「からまさ」
「体でっかち小

便もらし」
「ちび」
「禿」と弱い者に浴びせかけた。
学校内でも先生と生徒の関りが良いに着け悪いに
つけあった。
二年生の時の独身の女の先生の家によく遊びに
行った。一里の道を歩いて一日遊んで、何度行っ
た事か。三年生の時の独身の男の先生は休み時間
に運動場で陣とり、馬のり、石けり一緒に遊んで
くれた。鐘が鳴ると皆で走って行くにの必ず教頭
先生が出て来て受け持ちの先生を怒鳴った。何で
だったのか分からないが、その教頭先生は差別す
る人だったという。
可愛い女の子はすける （ひいき）んだって、ある
男の子には「貧乏人の息子のくせに」と言ったと
聞く。高学年になった頃には男性と女性の叱られ
方は違った。篠の鞭で頭を叩かれたり、白墨が飛
んでくるのは男女変わりなかったが、男性が悪さ
した時は全体責任という事で回しビンタという罰
を与えていた。兵隊に行った先生だった所為か叩
くのはいやだ、皆で考えろ、知っていた人知らぬ
ふりをした人、止めなかった人、実行した者みん
なに責任がある、との事だった。私も人を苛めて
やろうという気があった事を確りと覚えている。
小学校の入学式、私の前にいる子が何か気にな
った。口のまわりに腫物があって「へんなの」と
思った瞬間、髪の毛をツンツン引っ張っていた。
後ろで見ていた父が「こら」と寄って来て拳骨を
もらった。高学年になった私は一寸正義感に溢れ
ていて弱い人を庇って、乱暴者に立ち向かったり
した。
その反動が妹、
弟に向いて苛められていた。
私と顔が合う度にエンピ、三本指、時には腐り手
と言われた。
前の二つは我慢が出来たが
「腐り手」
という言葉には悲しく、飛んで帰って母の胸で泣
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いた事があった。母は「ご免ね。ご免ね」という
ばかり「体の事で笑ったり、悪口言わないでね」
と抱いてくれた。これから絶対心配かけない、と
心に決め、
悲しんだりしないと決心した日だった。
中学校になると悲しむ事もなくのびのび出来た。
男性たちは授業を無視したり、先生に綽名を付け
たりしていたが、宿直の晩は遊びに行ったり男同
士の楽しい時間も作っていた。近隣の中学生とよ
く喧嘩をしていたようだ。今となっては楽しい一
つ一つなのだろう。集まると話が弾む。
子供達の時はどうだったろうか。忙しく動いて
いた私に子供達はどの位心を開いていただろうか。
思春期にどんな友や先生や大人達から人生への生
き方を学んだだろうか。女の子達は部活の時、先
生にひいきされているとか、お姉さんが出来るの
に、貴女は下手ね等大部酷かったようだ。男の子
の事では何度か呼び出されたが「あんな事して困
ったもんだ」と女の先生に笑われた。先生ってそ
ういうものかと思い足取りで帰った。担任が反対
しても聞かず教務主任の命令で、体育館に生徒を
集めて見せしめにしたという学校もあった。こう
いう事も教育の一つなのだろうか。息子のクラス
で便器を手で掃除したが生徒の告げ口から父兄が
怒り学校にやって来た。親の口出しが多すぎると
憤慨していた事があった。
チャボ先生とよばれ親しまれていた教頭がいた。
中学校二百人の生徒の保護者名、仕事、地域、妹
弟、地域の事が頭に入っていて常に声かけをし、
気配りをしてくれていた。私もあの先生には救っ
ていただいたと思っている。
高校の校長先生が広範囲から集まってくる父兄
に廊下で話しかけてくれていた。学校は社会に出

る訓練の場です。少し位の失敗は大丈夫、お母さ
ん見捨てないでね…と励ましてくれていた。
今〝風〟をお届けしている年配の女の方で、教
育生活の最後を産休の代替として玉里小学校へ通
われたそうだ。短い期間だったが、教員生活で一
番楽しかったとの事。自然も父兄も子供達も先生
方も良い印象で残っていて幸せだったと話してく
れる。こんな先生と何ヶ月か過ごせた娘も幸せだ
ったと思うし、教育の場所としても故郷はよい所
なのだと再確認した。
大きくなった孫、まだまだ幼い孫達、いろいろ
のハンデを抱えていても親と共にのり越えて行っ
て欲しい。お爺ちゃんも育ち盛りに住居が何度も
変わって小学生の時など十二人も先生が変わった
事など孫達に聞かせてやっていた。いやだった事
もあったけど、その時、その時頑張ってきたとい
う様な話しをしてやっていた。大きい子達には状
況を判断する力をつける様にという話しもしてい
た。
「お婆ちゃん、私達が日本に来て一ヶ月だよ」
と声をかけられた。早いものだと思っていると、
「梅の蕾がいっぱい出来て大きくなってきたよ。
もうすぐ咲くね」
という声に出て見たが、急に涙が出た。夫はこ
の花を見ることは出来なかった。でもこの子と一
緒に見ることが出来た今、偏見や差別、苛め、体
罰、悪口、ひいき、見せしめ等々沢山ある。それ
らにどう打ち勝つか、乗り越える方法を見つけ出
すのは自分だ。そういう自分を支えてくれる良い
仲間をつくって貰いたいし、私もそう生きていこ
う。冷たい、寒い、寂しい冬を越えて咲く梅のよ
うに生きていこうと。

水戸城

小林幸枝

梅の花のたよりを聞くようになると、茨城県人
としては水戸偕楽園の梅を思ってしまいます。偕
楽園は、水戸徳川家九代の藩主斉昭が、天保十三
年 （１８４２）に領民と楽しむために梅を植えて造
らせた庭園です。私はてっきり黄門様の趣味かと
思ったのでしたがそうではなかった。
偕楽園の事を思い出したのでついでに水戸城の
事を見てみたら、水戸城は日本１００名城の一つ
に挙げられていた。
水戸城は、那珂川と千波湖にはさまれた台地の
先端に築城された連郭式平山城です。本丸の西側
に二の丸が配されて、さらに西に三の丸が配され
ており、それぞれが空堀で仕切られていました。
また、城郭にも石垣がなく、すべて土塁と空堀と
で構成されていました。徳川御三家の居城であり
ながら、尾張の名古屋城、紀州の和歌山城に比べ
るとかなり質素で、戦に備えた城と言うよりは政
庁としての性格が強かったと思われます。
水戸城の築城は古く、平安時代末期までさかの
ぼります。常陸国の大掾であった平国香の子孫で
ある馬場資幹によって建久年間に築城されたと言
われ、佐竹義宣が入場するまでは馬場城と呼ばれ
ていたといいます。
佐竹義宣は徳川家康によって水戸を追放され出
羽国秋田に転移させられた。その後徳川頼宜、そ
して徳川頼房が入城し、明治まで水戸徳川として
御三家の一角を担ってきました。
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【特別企画】
打田昇三
虚構と真実の谷間
第四章 霧の中の栄光（４‐４）
言い訳が少し長くなったが、出羽の小豪族・本
堂茂親が憧れた土地には、その様な因縁が含まれ
ていたのである。茂親も欲を言えば国府が置かれ
ていた府中が欲しかったけれども、既に六郷氏が
貰って登記を済ませている。止むを得ず、恋瀬川
を挟んで隣接する地域を狙った。どういう理由か
その地域は旧佐竹領でも未だに新領主が決まらず
そこそこの代官が管理していた場所である。一万
石に満たない端数領地の為かもしれない。
キリタンポだったかハタハタだったか確かめよ
う無いが、秋田名物の手土産を持ってお代官様を
訪問した本堂茂親は「どうしてもこの土地が欲し
いので、必ず貰うから…」と手付金代わりの賄賂
を渡し、大急ぎで江戸城へ向かった。既に大親分
の徳川家康から「岩城国菊多郡内で二万石」の領
地を与えられる内示を受けているから、それを断
って憧れの「景勝三点セットの地」を貰うように
徳川秀忠に懇願する為である。秀忠は二代将軍に
なる人物であるが、本堂茂親がお願いに行ったの
は家康が征夷大将軍に任命される慶長八年 （一六〇
三）二月二十二日以前であるから家康は未だ内大
臣であり、秀忠は「将軍になる予定の人物」に過
ぎなかったが固いことは言っていられない。
秋田弁で訥々 （とつとつ）と領地を取り換えてほ
しいと懇願する少年に秀忠は好感を持ち、願いの
筋が「二万石を八千五百石に変えて欲しい…」と
いうので驚いた。八千五百石を二万石に替えてや

っても良いと思ったくらいである。出来ることな
ら即決で許してやりたいが、大御所と呼ばれる家
康が決めたことを変えるのは無駄な議員の定数を
減らすよりも難しい。取り敢えず「良かろう」と
返事をしておいて、爺さんが死ぬのを待って許可
証を出すことにした。
こうして出羽国仙北平野の一隅に和賀の分流と
して生き抜いてきた本堂氏が、茂親の代に常陸国
新治郡内の志筑（上・中・下）
、佐谷（上・中・下）
、
稲吉（上・下）
、土田、東野寺、雪入、高倉、粟田、
大峯、横堀などの村々を仮にではあるが頂くこと
になった。関ヶ原合戦の翌年か翌々年に父祖伝来
の地である仙北平野を離れた一行は雪の降らない
筑波山麓へやって来た。士分の者だけでも四〇余
名が従い、合計では数百名になったと推定されて
いる。来てはみたものの親戚や知人が居た訳では
無いから暖かくは迎えて貰えない。辛うじて下佐
谷の名主である福田与惣右衛門を頼り其処に茂親
を居候させ、家臣団は付近の農家に分散して御厄
介になったのであろうか。
この福田与惣右衛門の祖先は、佐谷近辺を領し
ていた大掾一族に縁の繋がる武将であったと言わ
れている。多分、その頃から周辺諸村の惣名主を
務めていたのであろう。東北地方から転がり込ん
で来た本堂茂親主従及びその家族たちは志筑領に
定着する際に此の人物に助けられている…にも関
らず後の世に、この藩は確実に「恩を仇で報いる
所業」をする。ただし、その時代には本堂氏の血
筋は断絶して、全く関係の無い人物が名跡を継い
でいたから父祖と称する源頼朝に傷はつかない。
其の辺の因果関係は後で触れることにして、程
なく与惣右衛門の斡旋で威徳院という寺院を借り

ることが出来た。新領主の本堂茂親は其処を城替
わりにして新領地での藩政を開始することになる。
余計な心配だが檀家に葬式が出来たら本堂氏が本
堂を空ける約束であったかどうかは知らない。
殿様の間借り暮らしが何時まで続いたか記録は
無いが、藩としての陣屋を旧・大掾系の佐谷氏が
居館を構えていた笠松古城跡に置いたのが寛永三
年 （一六二六）とされている。しかし、その数年前
に領民に依って陣屋門が引き倒されるという封建
制度下では珍しい事件が起きており、それが威徳
院の山門らしいから、罰当たりな所業ではあるが
「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」＝「領主憎けりゃ
山門まで憎い」…村人の気持ちも分かる。良く考
えると、領主の権威の象徴である門が領民に倒さ
れると言うのはギネスブックに登録したいくらい
の珍事件であるけれども、特に領民は罰せられな
かったようで、事件の根源には領地八千五百石の
お墨付きが無かったことが起因している。
藩の機密事項であるから漏れる筈は無いのだが
現代でも隠せば隠すほど秘密は漏れる。最初から
堂々と公表して置けば漏れる秘密は無くなると思
うけれども…この地域は戦国時代に小田・大掾・
佐竹の各豪族が取ったり取られたりしていた地域
であるから、領民が疑い深くなっていた。本堂茂
親の志筑領八千五百石支配について徳川秀忠の許
可は得られていても、正式な書類は家康に配慮し
て発給が遅れていた。領民がそれを知って「偽領
主」と決めつけたのである。家康は元和二年 （一六
一六）に死亡しているから問題は無いのだが、本堂
茂親は笠間城番 （尾張藩主・徳川忠吉の守役であった小笠原
吉次の失脚によるもの）
、大阪冬の陣への出兵、大阪夏
の陣に際しての二条城守備、家康の死去に伴う伏
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見城の守備、二代将軍・秀忠と継嗣・家光の上洛
に伴う供奉など忙しくご奉公していたから勲功に
よる他所への加増・領地替えなども検討されてい
たのであろう。
結局、徳川家光が三代将軍になり、水戸藩が徳
川御三家に格付けされた序でのように志筑領が本
堂茂親に与えられた。寛永二年のこととされる。
寛永十二年 （一六三五）六月二十一日、徳川家光は
「武家諸法度」を定めて、
「参勤交代の制度」を水
戸藩 （支藩とも）以外の諸大名に押し付けた。
八千五百石の本堂氏は大名になれずに「旗本」
の地位に置かれたけれども、参勤交代の適用を受
けることになった。旗本ながら参勤交代を行う立
場の領主は「交代寄合（こうたいよりあい）
」と呼
ばれたが、本堂氏は後に五万石以下の外様大名で
上位の者と同じく
「江戸城柳之間詰め」
となった。
吉良上野介で知られた「高家 （こうけ）
」は主に足
利系を主とした名門甲冑の末裔であり、幕府から
朝廷への使い、日光東照宮への代参、公家などの
接待、江戸城内の典礼などを職務とした宮中の式
部官のような職務らしく格式は高いが禄高は極め
て少ない。従って仕事の内容を接待役などに任じ
られた大名に教えて「付け届け」を貰い収入に当
てる。高家にとっては「賄賂」も収入の一部なの
である。吉良上野介は高家のトップであるから贈
り物も高額でなければ釣り合いが取れないので
「忠臣蔵」は浅野内匠頭が、其の辺りのことを良
く理解していなかったか、或いは贈り物をケチん
だことが原因で起こった。現代感覚で賄賂を否定
すると一方的に吉良が悪者になってしまう。
高家に次ぐ職務が交代寄合で、由緒のある家系
の武士が選ばれた。一般に時代劇などに登場して

就職活動のようなことをするのは「寄合席 （よりあ
いせき）
」の旗本であるが、これは仕事に就けない
予備役組であるから全く別である。交代寄合は幾
つかの組に分かれており、その中で高家のように
江戸城内の典礼を担当する旗本たちは「表御禮衆
（おもておんれいしゅう）
」と呼ばれた。職務内容は詳
しく伝えられていないが、例えば江戸城内で祝い
事が有った場合に、将軍に御酌をしたりするらし
いから、常に将軍の身近に居る。本堂茂親は、交
代寄合表御禮衆に属していた。時代劇では「旗本
八万騎」などと言われるが実数は三千家ほどらし
く、八千五百石の本堂氏は禄高でも常に五番以内
に入る旗本の大身であったらしい。徳川幕府は半
信半疑ながらも本堂氏が清和源氏の末裔であるこ
とを認めたことになる。
正保二年 （一六四五）
、本堂氏は陣屋を佐谷地区か
ら志筑城跡に移した。龍神山麓を回った恋瀬川が
府中 （石岡）領の染屋地区に接する辺りの南方髙台
に在る場所で、鎌倉時代から南北朝時代を経て室
町時代に及ぶ戦乱の世に在地豪族による攻防が繰
り返された古城であり、さらに城の下は、かの藤
原宇合が常陸国司在任中に「筑波山に登る歌一首
…」として―
「草枕 旅の憂いを 慰もる 事もありやと 筑
波嶺に 登りて見れば 尾花散る 師付の田井に
雁がねも 寒く来鳴きぬ 新治の 鳥羽の淡海も
秋風に 白波立ちぬ 筑波嶺の よけくを見れば
長きけ（日）に 念ひ積み来し 憂は息みぬ 」
反歌
「筑波嶺の裾廻 （すそみ）の田井に秋田刈る
妹がり遣らむ黄葉 （もみじ）手折らな」
と詠んだ万葉集ゆかりの場所である。

名勝地・師付 （志筑）の田井を眼下にした志筑城
跡に陣屋を移したのであるから本堂氏は源氏末裔
に相応しく優雅に格調高く居れば良いのだが、世
間の荒波は名門も水門も一気に打ち砕いて押し流
す。陣屋移転の年に、領主の本堂茂親は「甲府城
番」という職務を命じられた。旗本でもポストが
少ない公職に就くことは難しい時代であるから、
この人事は大抜擢なのである。しかし…。
徳川家康は織田信長と違って滅亡した武田氏と
その領土・甲斐の国を重視していた。武田の遺臣
も徳川家臣団に組み入れられており、特に新設さ
れた水戸藩には多かった。甲府城は武田勝頼が織
田信長に滅ぼされた後に支配者が徳川家康、羽柴
秀勝から浅野長政らに替わり、家康が江戸幕府を
創設してからは将軍の子が名目上の甲府城主にな
っている。三代将軍・家光の弟・大納言忠長は元
和二年から寛永九年まで甲府城主であったが、幼
少の頃から将軍の座を巡って家光と確執があり
「横暴な振る舞いが有った」として徐封された。
父親の秀忠と母親のお江の方は、幼時から家光よ
りも目立つ忠長を将軍にしたかった…という話は
良く知られている。
寛永九年 （一六三二）から寛文元年 （一六六一）まで
甲府城は城主不在であるから、その間の正保二年
に本堂茂親が事実上の甲府城主として抜擢された
ことになる。この職を無事に勤め終えれば、名目
上は旗本でも実際には外様の小豪族である本堂茂
親も文字通り「徳川一門」に入れる。茂親は喜び
勇んで新任地に向かったのだが、その途中で落馬
し、打ちどころが悪くて死亡した。何処で落ちた
のかなど、詳しいことは馬の名誉のために秘密に
されたようで分からないが、埋葬されたのが陣屋
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下の寺であるから、近くであったろう。
甲府城は再び将軍の親族らが城主となった後に
江戸時代中期からは「甲府勤番」として中・下級
旗本が二百名ほど常駐することになり、高級旗本
が、その監督者「甲府勤番支配」に任命された。
これらの勤務は遠隔地なので「島流し」のように
嫌われたらしい。本道茂親が任命された頃が華で
あったと思われる。そういう意味でも本堂氏のた
めに茂親の挫折は惜しむべきことであった。
茂親の後は源七郎栄親―源七郎玄親
（はるちか）
―源七郎伊親（これちか）と続いたが、伊親には
嗣子が無く、甥に当たる戸川氏 （交代寄合）から小
太郎と言う養子を迎え主計高親 （かずえたかちか）と
して跡目を相続させた。戸川氏は備中国吉備郡庭
瀬の旧領主で、関ヶ原合戦で敗れた宇喜多秀家の
重臣であったのだが、お家騒動で離藩し徳川家康
を頼って関ヶ原合戦には東軍に加わった。戦功に
より旧領地で大名として存続していたけれども、
本流に継嗣が絶えて断絶し、辛うじて分流が交代
寄合として認められた家系である。そのために、
大名並みに本丸だけだが城を持っていた。ところ
が、この高親にも嗣子が無く、清和源氏和賀の支
流を称していた本堂氏はこれで断絶することにな
った。和賀氏そのものが源氏としては少し怪しい
ところがあったから、断絶しても誰も困らなかっ
たのだが、当時の幕閣で「源氏の名跡」を有効に
使った人物がいる。
足利尊氏は八幡太郎源義家の子・義国から足利
義康―義兼―義氏―泰氏…と伝わった家系と言わ
れる。その泰氏の次男である渋川二郎義顕が姓を
「板倉」と変えて板倉五郎義顕と名乗り、子孫は
三河国辺りに住んで徳川氏の祖とされる松平氏に

仕えていたが、戦国時代に主流は討ち死にした。
幼時に僧籍に入っていた子があり、それを知った
徳川家康が還俗をさせて家臣にした。
板倉一族は幾つかの系統に分かれて二万石から
五万石ぐらいの譜代大名として広がり、重要な職
務を成し遂げたり幕政に関わるものも多かった。
大坂冬の陣で豊臣方が降伏した際に軍使として乗
り込んだ板倉重昌、関ヶ原合戦後の京都所司代に
補された板倉勝重、徳川斉昭と親交が有り国防に
ついて論じていたという板倉勝明、水戸出身の徳
川慶喜が十五代将軍として「大政奉還」などの難
局に対処した際に側近として補佐した板倉勝静
（かつきよ）などが知られている。板倉勝静は備中
松山藩主であった。余計なことではあるが映画で
お馴染みの「寅さん」が放浪先の町でお寺に転が
り込み、坊さんのお供をしている時に、その寺で
法要があった。それが妹の旦那の実家の法事で大
騒ぎになる―その場所は備中高渠 （びっちゅうたかは
し）とされていたが其処が松山藩である。
その他に板倉一族は関宿、
伊勢亀山、
遠江相良、
安中、鳥羽、陸奥泉、三河中島、深溝、岩槻、福
島などの諸領地を移っていたのだが、後半には備
中松山と安中の、共に城持ちの藩に落ち着いた。
徳川斉昭と親交があり、マラソン競技を真似たよ
うな「遠足 （とおあし）
」という行事を始めた板倉勝
明は幕末の安中藩主であったが、その何代か前に
安中藩に定着した藩主は板倉勝清という人物であ
る。丁度、名奉行としてお馴染みの大岡越前守が
登場した享保二年 （一七一七）夏頃に江戸城に行っ
て、
替わったばかりの将軍・吉宗に御挨拶をした。
祖父が将軍・綱吉に仕え、父が将軍・家継に仕え
ていて若死にしたから、その縁故もあって気安く

将軍に会えたのであろう。父親は板倉家の生まれ
では無く、祖母が板倉の血を引いている。
勝清は三年後には伊豫守に任官し、やがて大番
頭 （おおばんがしら＝代表的武官、戦時には先鋒を務め、平時に
は江戸城・大坂城・二条城の警備責任者）から奏者番 （そうし
ゃばん＝江戸城で武家の典礼を扱う役）に任じられた。こ
のコースは近代で言えば旧制一高から東大に進ん
で高級官僚になるようなもので、奏者番から寺社
奉行、次に大阪城代か京都所司代、そこから若年
寄―老中…というパターンが江戸時代のエリート
コースであり、勝清は正にその通りの道を進んだ
のである。宝暦十年 （一七六〇）には九代将軍・徳
川家治の御側御用人（将軍の秘書官）を命じられ
ているから、経歴には一層の箔が付く。
志筑領を支配する交代寄合で、清和源氏の血を
引くと称した本堂氏に継嗣が無く断絶する―とい
う報告が幕閣に上げられた時、板倉勝清は若年寄
の職にあった。この職務は旗本を統括するから、
事務的に処理すれば本堂氏は御家断絶、志筑領を
天領 （幕府領）にして置けば済む。
「公明正大」を家
康に見込まれて京都所司代を任された先祖の板倉
勝重ならば、そうしたであろうけれども野心家の
勝清は「功迷勢大」を目論んだ。正論としては「清
和源氏の本堂氏を断絶させることは惜しい」と考
え、内心では自分の意図を体する者に継がせてお
けば役に立つと思ったのである。
板倉勝清には五人の男児があった。嫡男はとも
かく、残り四人の子が居て末子は嫡男の養子にな
るのだが次男・三男は養子先が決まり、四男が残
っていた。そこで勝清は、四男の大蔵親房を本堂
源之助栄親の養子に据えて大和守親房としたので
ある。板倉氏も清和源氏、本堂氏も清和源氏を称
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していたから単純には合っている。しかし両氏と
も家系が揺るぎ無く存続して来た訳ではなく特に
本堂氏は和賀の支流であるから無理をすることも
ない。源氏を称した武家は他に何人も居た。ただ
大勢の家臣を抱えている武家が断絶することは、
それだけの失業者を世に出すことになり、理屈を
つけても残せば救済策にはなる。当時の社会とし
ては良かったことかも知れないが、この本堂氏に
限って言えば強引で変則的、個人的意図による人
事が藩と領民に苦痛を与えることになった。
寛延二年 （一七四九）
、志筑領八千五百石は本堂親
房の支配するところとなった。領主の身分は変わ
らなかったが、江戸城で政務を執る現職閣僚の実
弟であるから、領民にとっては「朱印状の無い偽
領主」と軽視していた本堂氏とは違った接し方が
要求されるようになる。板倉勝清が任命されてい
た「若年寄」という職務は旗本・御家人 （将軍の直
臣ではあるが、将軍に拝謁が出来ない下級の者）の監察が主
任務である。
将軍を頂点とする徳川幕閣の責任者は、
「老中
（特別な場合には「大老」が置かれた）
」で、この職は大政
に参与し庶務を総理する執政の役ではあるけれど
も、管轄するのは側衆、高家、三卿家老、大目付、
、交代寄合、地方の
大番頭、奉行職 （寺社奉行を除く）
奉行、甲府勤番など、主に大名が任命される役職
であった。
これに対して「若年寄」は大政に参与するけれ
ども、管轄は旗本の行う職務であり「旗本支配」
とも呼ばれた。したがって所掌する範囲は江戸城
番役、小姓組、普請方、納戸方、弓・鉄砲の組、
消火・火事場支配、河川船舶取締、右筆 （書記）学
者や儒者、医師、天文方、食事の膳番、馬係、薬
回すこと）
」をする。現代でもそうであるから江戸時

草園、書物、絵師、数寄屋坊主 （殿中に奉仕する坊主頭
の給仕係）
、テレビでお馴染みの火付盗賊改から寄合
席 （交代寄合より少禄の集団）など、かなり広範囲、多
種多様であった。
志筑領主になった板倉親房こと本堂大和守親房
は「交代寄合」であるから老中の支配下にあって
本来の職務 （閑職ではあるが）を果たせば良いのであ
るが、親房を本堂家に押し込んでくれた兄貴が幕
閣での勢力拡充を目指して親房を次々と要職に付
けた。さらにこの兄貴は若年寄の上席にいた大名
の娘を親房の妻に貰い受けたらしい。その大名が
誰なのか？勝手に推測してみると、当時の若年寄
で、板倉勝清の上役になりそうな大名は春日局の
家系である堀田出羽守正陳 （まさのぶ）だと思われ
る。過去に堀田氏は板倉氏と養子縁組をしている
し正陳には許婚に死なれた娘が居る。この女性を
親房の奥方にして置けば都合が良い。
その効果があって、旧千代田村誌によれば本堂
親房は大番頭、大阪城定番、二条城定番、将軍の
側用人などを命じられたという。言わば名門の家
系を保存するのが目的のような交代寄合の主人が
幕府の要職に就くこと自体がおかしい。この場合
も本堂家に入ったのが若年寄の実弟でなかったな
らば、暇を持て余しても要職には就けなかった筈
である。領主の出世は名誉と考えれば良いのであ
ろうが志筑領はこのボスの所為で酷い目に遭う。
官庁でも企業でもトップが変われば仕事の方針
などガラリと変えられることは珍しくない。国家
事業でも同じである。本来は一貫しなければいけ
ないことでも、親分が自分の功績を残す目的で、
やたらと改革では無く「怪攪 （かいかく＝無意味にかき

ふう）が昭和三十一年三月の読売新聞に書いた「日

代に領主が変わった…それも権力で押し掛けて来
た…本堂家では大騒ぎになった。
先ず新しい領主が、板倉から付けられた側近と
して家臣を連れてきた。その連中は「虎の威を借
る狐」の立場なので、秋田以来の本堂家家臣との
間に対立が生じ、結局は従来のことが否定される
ようになった。さらに領主・本堂家の職は交代寄
合なのに、輸入した領主は交代なしで江戸に居座
ったまま出世コースを歩き始めた。国許には殆ど
帰って来ない。板倉系の家臣が幅を利かすように
なって旧臣との間に対立が起こり、権威を振り回
す板倉系家臣に呆れて領地を離れる武士も増え領
内の統治に混乱を生じた。
さらに、領主が幕府の要職に就くことにより本
堂家の出費が嵩み、会計帳簿が消防署の書類のよ
うに次々と赤くなっていった。単純に考えても、
本来は諸候と呼ばれる大名が就く「大坂城番」な
どに八千五百石でチャレンジしても資金が足りる
訳が無いし、役を貰うとなれば「袖の下」も要る
であろう。出費がどんどん嵩んでも収入は領民か
ら徴発する年貢だけであるから中途半端な油工場
の職人のように「絞る」ことしか知らない役人が
年貢を増やすことを考える。現代でも無能な政府
が簡単に税を上げるような感覚で増税を決めた。
明治二十年代のこと、当時の「やまと新聞」に
採菊散人のペンネームで書かれた「義民助六伝」
が五十数回に亘り連載されたと言う。この採菊散
人と言う方は東京日々新聞の創刊者であり、日本
画壇の至宝と称された鏑木清方師の御尊父だそう
である。このことは、評伝ものに本領を発揮した
と言われる作家・随筆家の村松稍風 （むらまつしょう
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本金権史」の中で触れているらしい。一方で同じ
頃に、義民・助六の子孫の方から採菊散人の著を
見せられた土浦在住の方が、茨光出版部から「義
民助六伝」を発刊された。
本来は前文に続けて、本堂氏に入り込んだ板倉
某が、自分の出世の為に過酷な税を課して領民を
苦しめた―その結果、領民が「減税の嘆願」を幕
府高官に直訴をした。しかし願いは聞き入れられ
ず、助六という代表者が処刑された…そのことを
書けば良いのだが、義民助六のことは伝記の他に
「志筑の農民一揆」が昭和六十年代に出版され、
平成二十年には「常陽芸文」でも触れている。磨
崖仏でも知られた閑居山にも助六地蔵が建てられ
ていて地元の方は御存じであるから、当時の千代
田村長が「義民助六伝」に書かれた序文を引用さ
せて頂く。この序文で当時の悲劇 （悪領主により抑圧
された領民の苦難）は十分に推測できる。
「其の範囲こそ小なりと雖も其の精神、その行
為は、かの義民佐倉宗五郎に比するも遜色なきに
拘らず現代世人より忘れ去られ広く江湖 （こうこ＝
世間）
に知れざるを遺憾とし篤学の郷土史研究家土
浦の矢口豊司君私財を投じ、
東奔西走史実を集輯、
旧志筑藩 （領・立藩は幕末）下佐谷村の義民助六伝を
上梓 （じょうし）す。
義民助六は今を距 （へだた）る百八十年前、安永
時代、舊 （旧）志筑藩 （領）下佐谷村の名主なり。
当時凶作相続き、加うるに領主大和守、俗吏に禍
ひされ藩政乱れ奸吏の横暴其の極に達し八千農民
過酷の重税に泣く。
義心強き助六、
見るに忍びず、
同志と共に難民救済を謀り、自ら二十五ヶ村の名
主総代となり、時の老中 （この時の老中は板倉佐渡守勝清
＝つまり領主の兄）に直訴す。

当時、直訴は御法度にして重罪の故を以て打首
となり、その首級は城下 （領内）に曝さる。助六元
より覚悟の上とは言いながら、その無念如何ばか
りぞ。八千の農民悉く （ことごとく）慟哭 （どうこく＝
大声で泣き悲しむ）す。然るに間もなく首をはねし俗
吏、
助六の霊に悩まされ而も百ヶ日忌の日に至り、
志筑城 （陣屋）及び江戸屋敷同時に火を発し焼失せ
りという。
ここに於て領主其の非を悟り奸吏を斥け （しりぞ
け）霊をまつりて助六大明神と称 （とな）う。その
後、藩政日に日に改まり、農民日に日に氣色蘇 （よ
みがえ）り、志筑領又栄え連綿として今日の千代田
村に連る。義人以て冥すべし。
矢口君一巻の書を刊行してこの史実をあまねく
天下に廣め、わが郷土の生める義民助六を顕彰す
ると共に日毎にすたり行く政道刷新の資に供せん
とす。誠に尊い哉。百八十年前の当時を追憶し、
義民助六の霊に合掌し篤志家矢口君に満腔の敬意
（まんくうのけいい＝全身で表す敬意）と感謝を捧げて敢
えて請わるるままに一言を記して以て序とする次
第である。
昭和三十一年五月
千代田村長 川俣惣右衛門 」
余計な事を言わせて頂けば、村長さんが「…こ
こに於いて領主其の非を悟り奸吏を斥け霊をまつ
りて助六大明神と称う。その後、藩政日に日に改
まり…」と書かれたのは、大サービスで、現代の
村の繁栄に繋がる文言であろう。僅か八千五百石
で大名並みに恰好を付けていた本堂氏は常に財政
困難に陥っており、府中辺りの商人から借金を続
けていたようで、その担保に武門のシンボルであ
る出陣の纏 （まとい）まで出していた。また幕末に
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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。

３月２４日 長野文憲 ギターリサイタル
ギター文化館開設２０周年記念コンサート
３月３０日 Ａプログラム 鈴木大介 大萩康司
Ｂプログラム 荘村清志 福田進一
３月３１日 ビッグ４の饗宴
荘村清志 福田進一 鈴木大介 大萩康司
４月 ８日 里山と風の音コンサート
４月２８日 大崎芳 ギターリサイタル

工房オカリナアートＪＯＹ

ギター文化館 ２０１３ ＣＯＮＣＥＲＴ ＳＥＲＩＥＳ

母なる大地の音を自分の手で

新撰組から勤皇派に転じて近藤勇に暗殺された伊
東甲子太郎と弟の鈴木三樹三郎 （兄弟）の父親は志
筑の家臣であったが、家老と対立して脱藩したよ
うなので、不条理に領主不在の志筑領は統治がシ
ックリ行かず、混乱は続いたと思う。
かつて源頼朝の後胤と称した本堂茂親は、秋田
から来て威徳院を仮の陣屋とし憧れの関東平野を
領地とすることが出来た。その時に「余所者」と
して領民が怪しんだ一行を迎えてくれたのは地元
の有力者・福田与惣右衛門である。そして、その
子孫である人物こそが本堂親房に首を斬られた助
六その人である。血縁は無いけれども本堂氏は典
型的に「恩を仇で返した」ことになり、武士の風
上にも置けない所業として悪名を後世に伝えるべ
きだと思うのだが…先に「歴史は勝者の記録で、
蔭にある弱者の悲劇は後世に伝わり難い…」と書
いたけれども、志筑領内で起きた義民助六の伝記
などは貴重な歴史として伝わるべきであろう。
何よりも冒頭に述べたように合戦を職業とした
武士が「運不運」に左右されるのは致し方の無い
ところであるが、その家難に際して犠牲を領民に
押しつけることは許されない筈である。領民が居
なければ百万石も八千石も成り立たない。戦国時
代から徳川時代まで権謀術数 （けんぼうじゅつすう＝巧
妙なはかりごと）を用いて仙台藩を興した伊達政宗は
百万石を目指しながら打つ手を誤り六十二万石に
留まったけれども、その在世中に領民を苛めた記
録は見当たらない。
真実か虚構か疑問はあるが当事者の主張では源
頼朝の遺児・千鶴丸を祖とする和賀氏の生き残り
分流を自称した交代寄合・本堂氏は「義民助六の
処刑」という拭い難い汚点を残しながらも志筑領

主として幕末を迎えた。徳川慶喜が保身の為に捨
て身の構えで政権を放棄したとき、幕藩体制に組
み込まれていた諸大名三百諸候のうち薩摩、
長州、
土佐、肥前などを主体とする官軍に敵対した藩は
東北、北陸を中心に四十ほどあり、その他の藩は
不承不承ながら新体制に恭順を示した。かつて豊
臣秀吉が奥州全土を侵略した当時の再現である。
大政奉還の後に明治新政府は各藩・各領主に対
して諸家の身上書を提出して服従の意思を明らか
にするよう通達した。報告書の内容と官軍に対す
る協力・敵対の程度によって、勤務評定を行った
のである。関ヶ原合戦後に徳川家康が断行した勤
務評定で没落した長州藩と、言い訳で逃れた薩摩
藩が評定者である。各藩はサービスなど期待でき
ないから、徳川幕府との関係を曖昧にすることに
苦心した。この報告で最も気を使ったのは藩並み
の組織を持つ「交代寄合」であろう。
「旗本」と言
えば朝敵・徳川の家臣と看做されるし
「外様大名」
と言うには禄高が足りない。こうした領主は新田
開発や領地見直しを理由に禄高の訂正、
つまり
「高
直し」を申請して大名格を取得し「藩」としての
認知を受けた。八千五百石の志筑領・本堂氏も一
万百十石の高直しが認められて明治元年に念願の
「志筑藩」が成立した。
さらに官軍側の通達は、旗本など小さな領主に
は伝えられなかったようで、本堂氏は官軍が進駐
してきてから出頭が遅れた言い訳を付けて総督の
許に老臣を派遣したり、東海道に出張して焚き出
しをしたり、警備要員を出したり、あらゆる協力
をして辛うじて格付けを貰ったようである。官軍
に提出した嘆願書が茨城県立図書館の郷土資料室
に保存され、その文中に次のような記載がある。

「…私家之濫觴 （らんしょう＝始まり）は右大将頼朝
の男、式部大輔忠頼奥州和賀に封ぜられ其孫忠政
出羽之仙北に分かれ豊太閤に至り和賀衰弱本堂一
家に罷り成候処 慶長六年六月 佐竹氏所替之節
常陸国新治郡志筑に移転仕り従 此時高僅に八千
石余 之に傾居候得共 於故 幕府も外様万石以
上の取扱にて代々柳席に列し 隔年江戸え参勤交
（中略）文には「…万石
代し 領民撫育罷り在候」
以上の軍役を務めるから…」とも書いてある。軍
役は余計な出費であり年貢も増える。
「領民撫育」
は全くの嘘になり、義民助六の事件を反省してい
ないのだが官軍はそれを知らない。
領民に苦しみを与えた領主が、自分たちの身分
の格付けだけの為に「名門」を主張する―この中
で源頼朝が先ず怪しいが、官軍の主力である薩摩
藩も祖先は源頼朝だと称していて明治維新までは
源氏の氏神とされる鎌倉の鶴岡八幡宮社殿の鍵を
本堂、島津両家が預かっており頼朝祭 （法事）が行
われる場合には先ず本堂家が、次いで島津家が焼
香する（始祖の出生順）
慣習であったと言われるから、
本堂氏格上げについては官軍に居た島津藩士の贔
屓があったかも知れない。
こうして志筑藩主は
「男
爵」になっている。馬鈴薯でも男爵になれるから
どうと言うことは無いのだが…。
地下の伊達政宗がこれを知ったら「一万石ぐら
いで騒ぐな！堂々とやれ！」
と言うであろうか…。
政宗の娘婿である松平忠輝は、家臣が徳川秀忠の
旗本を斬った事件で家康の死後に失脚し、やがて
謎の死を遂げる。事件とは無関係に忠輝が消され
たようで不可解であるが、その真相は、忠輝が政
宗の影響でキリスト教に傾いていたからと推測さ
れている。このことについて政宗は何の咎めも受
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りの後になってしまった。
大量の貝殻に守られた動物や魚の骨も見つかり、
けておらず、やがて政宗の命で、支倉常長ら一八
春の香の喜びを褒めるのが少し遅くなった今年で
意外にバランスの良い豊かな食生活を送っていた
〇余人がメキシコ経由イスパニア （スペイン）に向
あるが、間もなく東日本大震災からまる二年とな
かい国王フィリップ三世に謁見、キリスト教洗礼
縄文人の実態を垣間見ることが出来る様になって
る。災害の復興は、実質ほとんど進んでいないと
を受けてローマ法王にも正式に会っている。
きた。
言えるのではないだろうか。
しかし伊達政宗自身はキリスト教の信奉者では
また美浦村の法堂遺跡からは、製塩土器の破片
復興に向けての政治の在り様はお粗末極まりない
なかったと言われており、使節派遣の目的も海外
も大量に発掘されている。もしかして塩で貝の加
が、その政治家を当選させ政を任せたのは自分達
雄飛のための偵察とする説がある。政宗の意図に
工をして交易などに利用していたのでは？ 等と
なのだから、自分自身でそのことを考え、国民と
反して、時代は徳川家康―秀忠―家光…と閉塞的
素人の空想は果てしなく広がる。
しての責任を果たすことを改めて考えねばならな
確認調査三回五年間の成果を踏まえ、「陸平縄文
な武家支配の社会が日本に形成されてゆく。政宗
いだろう。
人の食生活を探る！」と銘打ったフォーラムが行
が築いた仙台藩は百万石の夢を失いながらも幕末
今、ふと「内省」と言う言葉が思い浮かんだので
まで大藩を保ち、明治維新では「奥羽列藩同盟の
われることになり、我が土器部会では製塩土器と
あるが、この内省はもう死語になってしまったの
盟主」として官軍に抵抗する。勤務評定の結果、
塩造りに挑戦することになった。寒波襲来の二月
だろうか。
表高十八万石に減らされたが家名は残った。十八
十一日、部員九名の汐汲み部隊は、二台に分乗し
反省は無責任に済ますことが出来るけれど、内省
万石が実高では二十八万石もあったというのは流
てひたすら鹿島へ。
は本人の心の深層に係る事なので、短絡的な現代
祝日の鹿島漁港は東京を始め県外ナンバーの車
石に伊達政宗がつくった藩である。
人にとって不都合ということで、もしかしたら捨
で混み合っていた。釣り船の管理事務所前に駐車
時代は明治となり、源頼朝も豊臣秀吉も徳川
てられてしまったのかも知れない。
して、最初は文句を言われないかと恐る恐る始め
家康も野望を振りかざした過去の人物でしかなく、
折角だから反省と内省の意味を紹介しておこう。
た汐汲みだったが、綱に下げたバケツが浮いてし
新たな野心家が次々と日本を食い荒らす…。
「反省」＝自分の過去の行為について考察し、評
（第四章 終り）
まい中々上手く行かず、皆派手な叫び声を上げて
価を与えること。
寒波も吹き飛ばしそうな勢いになってきた。漸く
「内省」＝深く自己をかえりみること。
こつを掴んで汲み上げられるようになってきたが、
少し前であったが「反省だけなら猿でもできる」
ポ容器の口に漏斗を差し込み注ぎ入れることのも
の言葉が流行ったが、なかなか意味深な流行語で
どかしさ、時間ばかりが過ぎて行く。
【風の談話室】
ある。
様子を窺っていた管理事務所の係員が話しを聞
桃の節句、ひな祭りが終わった途端に梅の花が一
き、大きなポリバケツで黙って海水を汲み上げ漏
斉に咲き始めた。しかし、これは梅の開花が遅い
斗を使わずにポリ容器へ直接注ぎ始めた。その早
のではなく旧暦の三月三日をそのまま新暦の三月
いこと、あっという間に満杯になる二リットルの
【ヨイショ広場】（陸平をヨイショする会）
三日にしているのでこんなことが起こるのである。
ポリ容器。ふんだんにある海水を零さないように
とはいえ、今年は例年になく寒さが厳しい冬であ
ちまちまと漏斗を使っていた私達こそお笑いぐさ
田島早苗
縄文人の食と祈り
った （本当は例年が暖冬だったのだろう）
。
だ
ったのだ。
昨年は、年が明けてしばらくして春の香である蕗
平成二十年から十カ年計画を立て、二年毎に行
親切な事務所の人に感謝を捧げながら車を回し
われている美浦村陸平貝塚の確認発掘調査に依り、 ているところへ、朝早くから出航していた釣り船
の薹を褒めることが出来たのだが、今年はひな祭
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が帰ってきた。大きいクーラーボックスの中には
今まで見たこともない〝座布団ヒラメ〟と呼ばれ
ている巨大ヒラメが一杯。
上気した顔で次々と戻って来る釣り人達のクー
ラーボックスの中は、どれも満杯の成果だった。
よだれが出そうな顔で覗きこんでいた仲間の一人
が
「持たせてもらって良いですか」
と声を掛けて、
見事カメラに収まり、ヒラメ景気に湧いている鹿
島漁港を後に一路鹿島神宮へ。
鹿島神宮の大鳥居は東日本大地震で倒壊したま
まきれいに取り払われていた。新年の行事も終わ
った境内には、思いの外参拝者が少なく、参道の
土産店も人影がまばらだった。御手洗池の辺りに
ある店からは団子を焼く匂いが食欲をそそる。で
もダイエットダイエットとお題目を繰り返しなが
らひたすら歩き続けたが、その境内の広さに圧倒
されるばかり。石器時代の遺跡も見つかっている
鹿島には、早くから信仰らしきものが芽生えてい
たのではないか等と、またまた素人の空想が始ま
る。
さて塩を作るために十四日に集まった面々は先
ず薪集めから始まった。里山交流館の二口竈で昔
のお釜を使ってある程度海水を煮詰め土器に移し
て塩を作る、という手順で始まったが、煮詰まっ
てきたら海水を足してしまったので、濃い塩水を
作ることが出来ず、土器に移して周りを燃やして
も、こびりつく程度、多くの塩を作るのは失敗に
終わった。
フォーラム当日、残った海水を家で煮詰めて弁
当箱くらいの容器一杯の塩を作ってきた仲間がい
て大感激。展示した土器部会のコーナーは三宝に
乗せたこの塩を中心に、失敗談も含めて評判が良
白井啓治

かったと自画自賛している。
三宝に乗せた塩は神聖な物で、清めに塩を使う
習慣は古代から延々と受け継がれてきたような気
がする。素人の妄言は許して欲しい…。

【ことば座だより】
もっと詩を書こう

もっと詩を書こう、と題したのであるが本当は
詩を書こうよ、言葉を詠おうよ、としたかったの
であった。
最近は、携帯メールなどで書いた文章を出版す
る事が流行っている様である。携帯メールで書い
た文章をよく募集している。
文字離れしたと言われて久しいが、携帯メール
やツイッター、フェイスブックなどの広がりで、
最近では結構文章で自分を表現する人が増えてい
るのではないだろうか。
小生、一応脚本家などと言う肩書をぶら下げて
いるので、新しいものというか、若い人達の書い
たものなどを、後れを取らないようにという訳で
はないが、時々読んでみてはいる。
携帯メールなどで書くことを覚えた所為なのか、
それが流行なのか、最近の文章を見ているとセン
テンスが非常に短い。センテンスの短いのはシナ
リオの書き方に似たところがある。また、一見し
て詩のように見えるものが沢山あるが詩の文章で
はない。詩には程遠い、いわゆる短い説明文とい
えよう。
脚本業などと言うものをやっていると、自分の

紡ぎ出した言葉の文章が説明になってはいないだ
ろうか、と非常に気を使うものである。言葉を説
明の道具にするな、というのが脚本家 （というか文筆
家）に課せられた絶対の条件である。それこそ説
明の台詞なんか書いたら一発でＮＧが出される。
ドラマと言うのは人間の葛藤と言う逡巡や洞察
を表現していくものであって、葛藤の中身を物理
的・科学的に説明するものではない。他人の葛藤
の中身を論理的に説明されたからと言って誰も興
味を示さないし、感動もしない。
言葉を説明の道具にしないで、心の葛藤表現に
するためには、詩を詠うという習作を積み上げる
ことが一番だと私は思っている。
当面する喜怒哀楽を心の響きとしての言葉の声
に紡ぎ出してみるのである。今感じている喜怒哀
楽を心の肉体表現としての声に発してみるのであ
る。発した声が言葉として流れた時に、表現とし
ての文章、詩文が生れるのである。
まあ、難しい話はさておいて、私達はもっと気
楽に自分の言葉を口遊んでみたらどうであろうか。
自分の喜怒哀楽を口遊んだ言葉を文字に書き起こ
せば、それはもう立派な詩になる。感情を説明す
るのではなく声の流れにして表現してみると、新
しい自分を発見することが出来るのではないかと
思う。
自分の心の流れを言葉にして文章にするのは人
間にだけ与えられた才能・特技なのだから、それ
を楽しまない手はないと思うのだが…。

４月７日、ギター文化館のコンサートシリーズ
として、第四回「里山と風の声」コンサートが行
われるが、ここにサプライズゲストとしてヨネヤ
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マ・ママコさんが友情出演して下さる。クラリネ
ットの橋爪恵一さんが、とってもお洒落で、良い
音のひびくホールです。ママコさんもご一緒しま
せんか、の誘いに応じてくださいました。
ママコさんには、ことば座の主催する東京公演
に、伊藤道郎の最後の関係者として出演いただく
事になっています。ママコさんのマイムをギター
文化館で観られるとは考えてもいなかった事なの
で、非常に楽しみにしています。
その里山と風の声コンサートで、朗読する風の
声としての呟き詩・７編が漸く出来上がったが、
そのうちから二つほど紹介したいと思う。
「呟きの四」

それぞれの家に辿り着き

それぞれの足は

汚れも

月を映して遠くから眺めると

濁った水でも

消えてなくなってしまいます。

悪臭も

家の中に入って行く。
マンションのドアが閉まる。
日本家屋の玄関の引戸が閉まる。

夜の月は

夜の星たちは

いつでも潔白なこたえしか持っていない。

さて、ふるさと風の会では、皆様の投稿をお待ち

「呟きの七」
私は間もなく七十歳になる。

しております。毎月

歩いてくる場所は全く違う場所。

沖に流されて行かないのだろうか。

どうして

湖の水面に映った月の姿は

日までに編集事務局の方に

恋に焦がれたただの老いぼれ。
老いぼれた男の感傷なんて醜いだけ。
老いぼれた男は思った…。

どうして

川の水面に映った月の姿は

フレームに切り取られた世界。
その奥に、

流されていかないのだろうか。

その裏側に
何を感じ、何を思うかは

そのことをただの当り前と考えて

恋の心はわからないのではないだろうか。

切なくて居たたまれない

不思議に思わない人には

観客の自由。
早朝。
男が歩いてくる。
女が歩いてくる。

右左、右左とただただ歩いてくる。

そんなこと当り前じゃないかと言うあなた

そんな事を考える私って馬鹿ですか。

歩いてくる。

いま恋をしていませんね。

ローアングルのフレームに切り取られた二人の足。

どんな男か

どんなに悪臭のたつ

どんな女なのかは分からない。
カメラはひたすらに二人の足の歩みだけを追う。

お送りいただければ、翌月号に掲載させていただ

きます。内容の制限は一切ありません。 400
字詰

め原稿用紙で５～６枚程度。

４月号は、４月６日が発効日となります。

《ふ ら の》

アレンジ蕎麦・蕎麦会席料理のお店です。

（
ギター文化館通り）

看板娘 犬( 「)うらら」ちゃんが
皆さんをお迎えいたします。

電話０２９９‐
４３‐
６８８８

（白井啓治方）

編集事務局 〒３１５‐０００１
石岡市石岡１３９７９‐２
℡０２９９‐２４‐２０６３

http://www.furusato-kaze.com/
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ギター文化館 2013 CONCERT SERIES

第四回『里山と風の声』コンサート
４月７日日曜日（14:30 開場 15:00 開演）

橋爪恵一のパフォーミング・アーツ２０１３春
クラリネットの奏でる風に乗って里山の木々が声をする
パントマイム界の巨星、ヨネヤマ・ママコさんがサプライズ・
ゲストとして友情出演!! 里山に風のマイムが舞い降りる。
第一部 朗読里山の詩
ことば座「常世の国の恋物語百」に紡がれた恋歌を里山の風の声として作者、白井啓治が朗読する。
第二部 橋爪恵一のパフォーミング・アーツ２０１３春
「クラリネットの魅力＆パントマイムの基本」
木管楽器であるクラリネットの魅力的な響きに加え、日本のパントマイム・アーティストの第一人者のヨネヤ
マ・ママコが伝えるマイムの基本。歩く・走る・浮かぶ・飛ぶ…。
軽やかな音楽とダンスマイムでお届けする、小粋でワクワクする時間をお楽しみください。
ピアノ伴奏は山本光。
※コンサート料金 3500 円（事前購入 3000 円）小・中学生 2000 円

ギター文化館

〒315‐0124

茨城県石岡市柴間 431‐35 ℡0299‐46‐2457

fax0299‐46‐2628

ことば座・朗読舞東京公演決定!!
１０月２３日～３５日 両国・シアター・Ｘ（カイ）
ギター文化館発：常世の国の恋物語第３３話

ホルスト作曲「日本組曲」を主題とする平将門伝説

朗読舞劇
・ヨネヤマ ママコのダンスマイム
・小林幸枝の手話舞
・柏木久美子のテンジェスチャー

苅萱姫物語

三つのジェスチャーが一つの舞台を創り上げる世界初の舞台!!

脚本･演出：白井啓治/音楽監督：橋爪恵一/編曲：山本 光/演奏：カメレオンオーケストラ/背景画：兼平ちえこ

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

