年であるから昭和の年代

れ︒大正十五年は昭和元

私は大正十四年の生ま

そこから二階堂の第二小

目立つ豪邸だった︒私は

の初頭︶西御門辺りでは

きな家で︑その頃︵昭和

出る︒そこを更に真っす

東御門の荏柄天神の前へ

まい道が真っすぐのびて

っとすれ違えるようなせ

が両側にある人ひとりや

の炊事場の前を左へ生垣

くから賑やかだった︒そ

きな炊事場があって朝早

側には鎌倉師範学校の大

の中心の近くにあり︑何

と御成小は場所的に鎌倉

って行った︒第一小学校

れて御成小学校の方に移

一小と二小から生徒が別

今の御成小学校である︒

番目の小学校が出来た︒

い︒三年の時︑鎌倉に三

西御門は鎌倉特有の谷

すと第二小学校に出る︒

ぐ鎌倉宮の参道を通り越
ような気がして何だか阻

鎌倉のはずれの方にある

となくわが第二小学校は

われら昭和世代

と私の生年月日は全く同
学校へ通った︒

害されているようなわび

写真で見る限りこの場合

で寝転んだという︒昔の

で︑翁と媼はムシロの上

長野県新野の雪祭り

それが各地で老婆とされ

女でなければならない︒

けるものであるから若い

神を興奮させ神の種を受

それを迎える女性の方は

持つのは当然であるが︑

の家があった︒社会人に
も終わり︑新しい年号の

来年になると平成の世

のかなたへ行ってしまう

次第に私の昭和が歴史

たことがあったが︑その

生垣の小道がひどくなつ

ている︒

れていたヘンサイボウに

りでも田楽の
﹁翁﹂の中に

先にあげた新野の雪祭

早春の春山入りの後︑い

さて︑正月の田遊びや

が降りてくる場所の決ま

サビラキ当日︑田の神

いる︒田の中でどろんこ

あったことをよく示して

るから︑田植えが祭りで

が田植え歌を歌うのであ

月から２年間︑南米の

構︶の青年海外協力隊で

ＪＩＣＡ︵国際協力機

と迫ってくる︱︒

は若い女が現れる︒ここ

次のような文句がある︒

よいよ田植えになるので

っている地方では︑それ

になって苗を投げ合い

ＪＩＣＡ 海外派遣の

の田遊びにはオカメの面

あつきほり川のはたの

あるが︑田植えの場︑少

をサンバイ田と呼び︑三

︵泥田打︶︑真っ黒にな

しく着飾った早乙女たち

を被り腹をふくらませた

あたりを見てやれば︑上

なくとも田植えの最初の

角形の小さな田などが選

あるという︒

女が二人︑頭に飯台をの

がらば十七八︑さがらば

ばれるが︑三角形は女性

鎌倉市長を訪問

金田さん︑深水さん

せて出てきて︑野良着を

日であるサビラキの場は

った男女が田の中で交わ

る金田青さん︵

︶と︑

ペルー共和国に派遣され

深水さんは４月に大学

大会での優勝を目指す︒

わ

﹁神招ぎのマルチの斎場

の性器を表わしていると

ることもあったという︒

を卒業︒マラウイに行く

に

十五六の女性が白ひしゃ

であって︑山から神を勧

言われている︒その田の

の は ３ 回 目 で︑ 大 学 の

実さん︵ ︶が︑９月

あおい

請した早乙女は衣装を改

国に派遣される深水布由

中で神の一夜妻として美 ︵神奈川歯科大名誉教授︶ アフリカのマラウイ共和

ーや郵便局職員らも協力

金田さんは高校時代か

写真︒

倉市長を表敬訪問した＝

日鎌倉市役所の松尾崇鎌

を花で彩り観光客をあた

高柳さんは﹁街の中心

して植え付けた︒

鎌倉駅から若宮大路の

たかく迎えたい﹂と話し

市民団体が花植え
おり︑白手拭いに田植え

鎌倉郵便局周辺の花壇に

ら大学まで野球をしてい

秋田県のある地方では

季節毎に行っている取り

同会が１９７４年から

植えが行われた＝写真︒

野球連盟で野球の普及

野球で志願した︒現地の

り︑自分の一番の強みの

したいという思いがあ

就職したが海外で仕事を

て︑大学卒業後︑企業に

真っ黒な頭巾で顔を全て

組みで︑今回は秋の花と

と︑ナショナルチームの

時︑初めて訪れ日本と違

め化粧をして﹂田の神に

が化粧をするのも神に仕
える巫女だからで︑神霊

笠などで顔をおおうのも

ていた︒

の憑いたことを表わして

若宮大路に彩りを

仕えるのである︒早乙女

お

着て顔に炭を塗って代か

植えの模擬をした︒

早乙女が二人出て田

いかける︒その後︑

まわしてオカメを追

れをみて男根を振り

きする︒爺さまはそ

ウという︶を手まね

︵これをヘンサイボ

のまねをする爺さま

き
︵田を平らにする作業︶ くにて白きももをいだし

小学校の記憶は殆どな

ような寂しさがヒタヒタ

かしく感じたことを覚え

世になる︒

なってから一度お伺いし

しさがあった︒

因みにその狭い生垣の

の媼面は明らかに老女で

ているのはいかにも不自

に対する嫉妬か︑若い男

道の途中に村松梢風さん

戸で︑谷戸の入り口の左

山 内 静 夫

じである︒昭和の年代は
従がって非常にわかりや
すかった︒
一歳の
時に父が
初めて自
分の家を
鎌倉西御
門に建て
た︒洋風

あるが︑この時︑君と呼

建築の大

翁 と 乙 女︵ 八 ︶

ばれる若女面のものが鼓
然で私はそこに時代の作

が力を持つようになった

９月５日︑かまくら桜の

おおい︑目のところだけ

してオレンジ色や黄色の

指導を行い︑来年の野球

会︵高柳英麿会長︶の花

神に仕えることを示す仮

開けた不気味な姿をして

マリーゴールド１３００

面︵面縛︶であった︒

と歌い︑それに対して

いるが︑これも稲が十分

株を鎌倉生涯学習センタ

て水をくむ︒その時翁が

このように田の神を

見物人は﹁そりゃおじい

に熟すること︑つまり黒

興奮させて稲孕みを促進

さま年をとっても昔の事

むことを願う共感呪術で

心がへらへらしゃくとな

いのである︒翁のかたわ

を忘れんなあ﹂などとは

させるためには︑やはり

らに居る女性はやはり若

やす︒

ックな仕草の方が相応し

い女でなければならない

る︒

25

赤 羽 根 龍 夫

を持って跳んで出て︑二

年を取った女の若い女

為というものを感じる︒

も不自然であり︑もとは

時代に︑乙女たちを翁か

展覧会情報

のである︒

意欲を沸かせていた︒

教える自信がついた﹂と

で不安だったが︑英語で

さんは﹁訓練が始まるま

どの使命感で臨み︑深水

後︑夏に下見に訪れたほ

金田さんは派遣決定

学校で算数を指導する︒

を決めた︒カスリング小

もそこで仕事をすること

の隊員と知り合い︑自分

目のとき現地でＪＩＣＡ

う様子に感動した︒２回

14

藤本宿
木版画
老女より若い女のエロチ

23

おうな

振袖を着た老女はいかに

人の廻りを一周りする︒

やはり翁とこの若い女と

ら取り返したためなの

制約が加わったためなの

のからみであったと想像

か︑そこにも考えなけれ

するのも無理はないであ

翁は祖先神であり︑田

か︑それとも後に儒教的

の神として彼方から来臨

ばならない多くの問題が

ろう︒

する者であるから︑穂を

茨城県新治郡にある鹿

あるように思われる︒

島神社で５月５日に行わ

孕ませる力を持ち︑また
子孫の繁栄を守る祖先神

10

62
として女を孕ませる力を

新野雪祭りの君と呼ばれる ｢ 腰抱き」
（中央）
（中央）
＝『翁そのほか』本田安次著（明善堂書店）
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香山

静子 選

直売ののぼり靡く朝市はカタクチイワシの大漁に湧く
片瀬 中村
喬
朝市の賑わいが目に見えるようである︒
この猛暑払いて欲しと願いつつ茅の輪くぐれば青く匂え
り
大船 小笹岐美子
結句の表現が新鮮で瑞瑞しい︒
するめいか買い来て刺身つくらんと厨に心はずませてお
り
逗子市 湊 美根子
主婦としてのよろこびが卆直な表現に滲み出ている︒
前世から現世・来世を繋ぐとふ草むす墓苑の鬼灯の朱
辻堂 柳
蒼柳
歯科医師が椅子傾ける時流れゐるモーツアルトに集中せ
んとす
今泉台 下田 和夫
誇らしく面上げ開く向日葵にうつむきゆれるキスゲ一輪
岡本 鳴海 紀政
秋曇り待ちに待ったるこの日和新たなエネルギー湧き出
づるかも
手広 高口 道宏
盂蘭盆会集いし顔の華やぎてどこかに同じ血脈見せる
津 石川 詔子
はにかんで小石をくれた女の子小二の夏の転校する日
扇ガ谷 鈴木 久子
力瘤をためて湧き立つ積乱雲友と仰ぎしあの峰渡る
葉山町 近藤美知子
飼い主の速度に合わせ歩く犬朝はゆっくり夕はスピード
材木座 有野裕美子

星野 高士 選

︿天﹀
人気なき道を歩めば月追い来 笹目町 出蔵かおる
雪月花と言われる中でも月は一句にするのは難しい
が︑作者と月の関係がうまく詠めていた︒
︿地﹀
腑に落ちぬ事も呑み込む稲びかり 植木 風見 玲子
いろんな会話があるが時にはこういったこともあるで
しょう︒稲びかりで少し救われたか︒
︿人﹀
夏帽子押さへて走る子の眩し
腰越 大川 昭子
若い子の清々しさが夏帽子を押さえたという表現で見
事に伝わってきた一句である︒
編み笠に思いを陰し風の盆
笛田 上田 満喜
風の盆は私も行ったことがあるが正にこういう風景︒
打水に一陣の風生れけり
逗子市 塩谷あい子
打水で気温は三︑四度下がる︒一陣の表現が涼しさを
呼んだ︒
コスモスや母と歩いた道ばかり
材木座 有野 冬花
コスモスの可憐な風情と母と歩いた道の回想︒思いが
詰まっている作品︒
遠く来て八十路の道や遠花火
腰越 小河 哲美
盆の入り塚はぬかるむ土砂の中
岡本 鳴海 紀政
いのちある者の特権月仰ぐ
城廻 小美野京子
ぽかぽかと炊く栗ごはん旨いなあ
岡本 森田
孝
棚経僧地図を片手の急ぎ足
腰越 松原
薫
繰返し鳴いていのちをつなぐ蝉
金沢区 岩澤 正春
はるばると来て掃苔や井戸の水
本鵠沼 森田 順子
さるすべり本屋の前に椅子二つ
川名 槇野あさ子
実家とふ枷の外れて良夜かな 鵠沼桜が岡 一色千穗子
さざれ石苔むす寺に秋の雨
葉山町 近藤
純
桃ふたつ匂ひを放つ夜の厨
逗子市 佐藤 信子
遠くより汽笛の響き豊の秋
大船 添田 洋子
秋曇り待ちに待ったるこの日和
手広 高口 道宏
海岸の架橋渡らで夏終わる
材木座 羽賀 一男

