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第17回孟宗忌は､ 2月13日(日)､好天気に恵まれなっかしい顔ぶ

れも混えて約35名の参加のもと行われた｡宮城から佐藤三千夫顕彰会

事務局長の金野文彦さんも駆けつけてくれて花を添えた｡

第31号

メッセージ

徳永文学の特長を1つ挙げよと言われたならば､時代の激流を括

﹃太陽のない街﹄が高揚する繁明期の労働運動を描いたように'

写したことにあるといえます｡

﹃妻よねむれ﹄﹃静かなる山々﹄も戦後の民主主義運動の嵐のような

前進を題材としています｡徳永の情熱と作家としての力が'これら

の作品を生み出しました｡そして､これらを根底から支えた人々が

いましたo｢日本人サトウ｣は'伊藤政雄､首藤直1郎､佐藤三千

夫の妹タミヨ･ハルといった人たちによって創られたものです｡

激変する世界の真っ只中にいる今こそ'われわれは徳永文学を読

第十七回孟宗忌万歳/

佐藤三千夫

記念会

み直し再評価する必要があります｡地道に運動を進め､徳永文学を
広めましょう｡

一九九四年二月十三日

作家徳永直の貧苦｣を中村青史が執筆し'新人物往来社の﹃熊本

▼葦書房の﹃トピックスで読む熊本の歴史﹄(平･6･1 0刊)に｢労働者

県の不思議事典﹄(平7･3刊予定)に｢海軍大将をめざしていた

プロレタ‑ア作家とは?｣を岩本税が執筆している｡

▼第32号は来年一月末発行予定､原稿をお寄せ下さい｡

第十八回孟宗忌予告
場所

熊本大学教育学部四階

徳永直文学碑前

午後三時〜五時

立田山登山口

日時一九九五年二月十二日(日)午後二時〜二時三十分
偲ぶ会
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なった｡若者に対しての'空洞にせずに学問に努め古典を詰めこん

でおけ'とでも叫びかける蘇拭の心には､｢書笥｣の意味が継がれ

返しである｡普代の王丞相と周伯二との会話であったとか｡漢代の

｢空っぽだよ｡けどね､君ら数百人は収容するぞ｡｣とみごとな切り

｢君のでかい腹には何が詰まっているのか｡｣気にさわる問いだが'

膝枕を借りながら仰向けに寝たら､突き出た腹が迫っていた｡

ない｣と言い放った｡療腹は蕃寛を盛る轟であるとして､貧困を主

虚で膨れた腹は｢無物｣であるとの下地に'｢この療腹は愁を貯え

沸自身が｢療腹｣への意味づけに力を投入していったのである｡空

称したからには､誤解を防ぐための自己アピールが緊急となり'陸

だったのである｡自分自身を｢痴人｣だと名乗った｡｢痴人｣と自

は｢痴人｣としての生き方に傾いたようである｡初志を貫く処世法

ちふくびんびん

辺籍は'昼のうたたねをしていて､弟子たちから笑われた.もちろ

張した｡口が小さくて腹の大きな､酒などを入れる瓦器が益である｡

癖腹便便
ていたのである｡

ん大きな腹を指してのことであった｡｢この腹は古典の書籍だから

陸塀は｢郵軌｣であるが故に｢愁を理解しない｣｢憂患に勝つ｣｢患

義

ね｡｣と切り返したとか｡これらの伝記までは'腹の周りが大きい

憂を洗う｣ことができると説き'だからこそ｢療腹には愁を貯えな

幸

のを､｢腹便便｣｢便腹｣｢便便｣とかの言葉であらわし'その太い

い｣と進めるのである｡療腹は全くの無物かというとそうではなく'

上

腹も'｢空洞｣｢無物｣｢書笥｣｢容数百人｣などの性質を持たせてい

痴腹を放関すると｢夢でないものはない｣とし､その儀いを綴ると

森

るにすぎなかった｡この際も忘れてならないのは､膨れた中年腹は､

南末代の陸帝は､若い頃は｢狂人｣として生きるのを志し'後に

常に人の噸笑の対象であったことである｡これは'後の世に続‑の

すべてが詩なのだと明言した｡陸源は療頑にたどりつく事情があっ

中国のことだが'貧乏な人は'高価な肉を避けて､野菜に頼るこ

している.｢身は柚子に似て'腹は敬壷なり｣といい'｢万巻の書を

そう彼は言う｡彼は腹の形を益で表わしたが､他に｢敬壷｣で表わ

その結果が療頑であり､その療頑さで長寿を保っているのである｡

し ょ し

である｡

とになった｡唐代の韓愈も｢腸牡は慈覚に習って｣といい'北末代

著すには足らないけど､数百人を収容してもまだ余地がある｣とい

た｡｢落塊を休験し憂愁を忘れ｣ると'神経が鈍‑すぶとくなり'

の蘇拭は｢蚤歳(若い頃)は費寛の腹｣と､それぞれ詩中に言って

う｡敬壷は､外側が密な立派な殻であるのに対して'内側は粗い繊

こ 一 J

いる｡さらに蘇輪は若い者に対して'｢療腹を指されて空洞だと笑

維の組織であるらしい｡苛の張商は敬壷にも似た愚かな人物だと評

れいげん

われるではないぞ｣と詩中で叫んでいる｡ここで新たに出会うのは､

そAノさい

｢療腹｣である｡｢痴人の腹｣のことだし'｢痴人｣は｢遅鈍な人｣

されて放免された伝えがある.陸薪は思慮に欠けた愚人であること

ち▲うえい

である｡ここへ来て､｢空洞｣と｢痴人の腹｣とが結びつ‑ことに
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殉W
への関連により自覚していた｡｢狂｣と

徳永直の文学は民衆の生活や､民衆の心そのものを措いた作品で

を'｢狂人｣から｢痴人｣

を元来自覚していたという｡任官しても援助を得られず'学んでも

ある｡例えばへ｢最初の記憶｣の中で､市場で竹箸を売るシーンや

ようにしている｡勿論｢影武者家康｣も出て‑る｡

時勢にさからい孤立するばかりだと'自分の拙のせいにする｡だが'

からできるだけ当時の｢巷談｣とよばれているものも'取り上げる

俗世を非難しているのである｡﹃国家の為に憂患を抱‑者こそ狂者

たものが生き生きと描かれている｡特に私は'｢赤｣が立往生して､

馬の｢赤｣を連れて植木まで行‑シーンにはそういった民衆といっ

｢疫｣の共通点は｢愚｣である｡だからこそ'敏壷に似ていること

である｡狂者は受容れて‑れる寛地を求めた｡便便たる腹は元来寛

目から涙を流し､それに､直と弟が抱きつくというシーンが､大好

政治からイデオロギー論争が消えた今こそ'直の作品がもっと歴

い｡﹄こう言い放つ療者は､狂者を抱きこむ寛容の人である｡｢数百

史に評価されて良いはずだ｡直の作品は最も'民衆の姿を描いてき

きである｡

の禁で多‑の学者が処罰された時期に近いので､意味深長である｡

人を収容してもまだ余地がある｣の言も合わせて'これらが'偽学

太っ腹の人､細事に通じない人であり'度量の人である｡それが

石浦

邦男様方

創城友の会

〒8‑2 熊本市楠4丁目2‑3‑4‑4号

り､一年間千円で購読できる｡あて先は､

たものであるLtプロレタリア運動も日本の歴史の一部なのである｡

行

｢療腹｣の人であると断言Ltその人こそ自分だと確言するのが陸

博

ちなみに私の歴史エッセイは｢創城｣という会報に連載されてお

田

｢他人の中｣ を読んで

子

思えば､私の学生時代は'今の様に｢受験｣に悩む事もな‑､の

精

クロア的手法を用いながら､｢ミステリーエッセイ｣というタイト

んびりと本も存分に読めた｡日本文学に世界文学と'全‑の乱読で

九

ル(私がつけた題ではない)で､戦国時代を中心に歴史物の連載を

あったが､友情を学び､愛に心ときめかせ､私を大人へと導いてく

谷

溝である｡そして､彼は無用の長物だと言ってのけた｡｢長物｣の
語に力を入れて｡

民衆と歴史
沢

日本の歴史の研究は民衆の生活や､民衆の心といったものを無視

して来た｡しかし､天皇にしろ'権力者にしろそれのみが独立して

行なっている｡いわゆる｢裏面史｣というものだが､民衆にまで目

れた｡

歴史を形成してきたわけではない｡そう言った意味で'現在私はフォI

を向けると､必然的に｢歴史｣とはくい達わざるをえないのだ｡だ

4
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その中で､余り馴染めなかったものに｢プロレタリア文学｣があ
る｡生活感の希薄な〟夢みる夢子さん″の様な少女には,全く興味
のわかない世界であった｡
このたび｢熊本ゆかりの作家と文学｣セ､､､ナ‑を受講し'初回か

ら｢プロレタリア作家‑徳永直｣という事で'戸惑いながら｢最初

の記憶｣を読んだ｡吸い込まれる様に読んだ｡そして｢他人の中｣
を読んだ｡

彼が米屋の小僧になったのは十六の時'私が両親の懐でぬくぬく

と過ごしていた年頃だ｡勿論私の世代昭和三十年代は､中学を卒業
して'都会へ集団就職をして行‑同級生もいた｡都会生活の楽しさ

を書き連ねた手紙を読んでも､初めて経験する社会への不安や故郷
を離れた心細さが思われた｡彼は明治時代の貧しい小作農家の長男

として'幼い頃から'竹細工や荷車引きの手伝いや印刷工場等で働
いてきた少年である｡働‑事の辛さもへ又働‑事の誇りもすでに身

を持っセ知っている.それでも親元を離れて'〟他人の中〟に入る
となると､不安でいっぱいであったろう｡

奉公人の生活とは厳しいものだった様だ｡‑私の時間というもの
は一秒もなかった‑土間に腰かけボンヤリしたり､居眠りしたり

する時間はあっても｢私の時間｣は一秒もないという｡おかしな話
だが〟奉公″とはそんなものかもしれない｡その中で向学心に燃え

た少年は､時間を作り出し'懐の講義録を読む｡学ぶ機会に飢えた
少年の頭脳は吸取紙の様に知識を吸収した事だろう｡全てお膳立て

された中で､学ぶというより学ばされている現代の子供達と比べて
しまう｡

少年が懐に忍ばせていた物にもう一つ〟未来の夫人〟がある｡彼

が将来海軍大将になった時夫人になる予定の'雑誌の切り抜きの美

しい女性の写真だ｡ここの書き方が面白い｡彼の作品にもこういう

女中のツルはこの家の中で唯一自分と同等の身分であり'不満の

ユーモアがあるのかと意外だった｡ちょっと悲しいユーモアだ｡

はけ口を向けられる相手である｡しかし次第に同じ底辺に生きる者

への哀れみや､思春期の異性に対するほのかな思いが入り交じる｡

隣り町の祭りの日'二人してお使いからの帰り道の場面は'ロマン

チックだ｡そのツルが売られてしまう/そんな事があってもいいも

のか?回りの大人達は'芝居でも見物した様な顔をして平気だ｡底

辺に生きる者のあきらめとして'社会に対する矛盾にも従うしかな
いのか/直少年の叫びが聞こえる｡

今まで｢徳永直｣の名前だけは知っていても'その作品に触れる

事のなかった私だが､今'その入口に立ち'もっと先に進んでみた

いと思っている｡これもセ,､､ナ‑に参加した収穫である｡
む く

当時の米屋の建物の一部が今も熊本市の黒髪に残っているが'そ

の裏手に〟椋天評と呼ばれている神社があり'大きな樺の木があ
る｡

今年の夏は暑かった｡

や醤油等をつんだ手押車を'しゃにむに推して時間をすくねた直少

直少年が働いていた夏も､この様に暑い日があったに違いない｡米

年は'流れ出る汗の玉を拭きながら'この棒の木の根っ子に腰かけ

て'こっそりと講義録を開いたかもしれない｡向学心に燃えた少年

の頬を､樺の葉を揺がすさわやかな風がなでていったであろう｡

今も掠天神の樺は大きな枝を道向うの屋根に伸ばし'その下を塾
通いの子供等が通り過ぎる｡
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節

原

徳永直の ｢妻よねむれ｣ を読んで
上

直

子

惑いがあったと思う｡

作品の内容に少し入りこんでみよう｡

生まれながらにして卑屈を背負ったトシヲの生きざまとして､無

学な上に向上心を遂に示そうとしなかった｡徳永がどんなに思想面へ

あるいはプロレタリア文学についてへ勉強する機会を与えようと努

徳永直の妻トシヲは宮城県の片田舎にひっそりと生まれ､わずか

涯不満であったろう｡箕しく育った彼も無学でありながら努力に努

力を重ねて指導的人物にも成長し'又後世に名を残す作家となった

力しても全‑無駄であった｡妻のそうした姿は､徳永にとっては生

無知と貧乏とに苛まれながらついぞ楽しい世界を知らずにこの世を

のだから‑｡つまり噛み合わない夫婦が貧乏と戦いつつ世の中の裏

四十年という短い一生でありながら'時代的背景があったとはいえ､

吃‑懸命に生きたのだ｡彼との結婚もその一つであったかもしれな

去った｡しかも幸､不幸の比較を知らない彼女はそれを悔いること

しかし'私は思う'妻トシヲの徹底した無関心さのおかげで'つ

道を歩むわけだから夫婦喧嘩も絶えなかったらしい｡

い｡まるで悲劇の主人公のような妻であった｡徳永はそんな妻に対

彼が機関紙｢赤旗｣を拒んだ時の苦しみは実に深刻であった｡家庭

なに罪深く'卑劣なものであるかは想像を絶するものがあったはず｡

ど彼等は悩んだであろう｡思想家にとって仲間を裏切ることがどん

で作家生命において天と地の差があったのだ｡熱心であればあるほ

繋がれっぱなしの作家‑･プロレタリア運動に首をつっこむか否か

信念を貫いたが故に獄中で殺された作家｡中野重治らのように獄に

けて､どれ程の人がつぶされていったことか｡小林多喜二のように

ごみしてゆく過程｡当時'思想･言論の自由を束縛され'弾圧をう

た労働組合運動にも'プロレタリア作家同盟の運動にもだんだん尻

り知れないものがあったであろう｡彼が若い頃からあれ程熱心だっ

特高警察や患兵から悉‑付け狙われていた当時の恐怖はおよそ計

親やその朋友が貧乏のどん底で思想的な排斤をうけ､特高警察や憲

二人で大豆のだんごを作って祝ったというのだ｡蛙の子は蛙である｡

提示のニュースを知って､幸一(十九歳)と長女洋子(十七歳)の

間では終戦のことなど知ろうはずもない時に'日本政府の降伏条件

いたのは､昭和二十年八月八日付の差し出し便というから'まだ民

知っている｡あの非常時の中での決断と発言に感動し脱帽｡更に驚

時においてその発言は徒ならぬことであった事は､私も兄の行動で

四年といえばもう成人として自分の考えを持ってしかるべきで'当

戦時中の真っ只中に陸士･海兵への進学を拒んだというのだ｡中学

たいことは､彼等の子供の姿だ｡文中最後の方になるが長男幸一が

なりとも人間らしい生き方が出来たのではあるまいか｡更に注目し

びたろうし'当時にしては､彼等の仲間と比較したとき､いささか

まり夫婦の考えに甚だしいギャップがあったればこそ'彼は生きの

的な事情､又彼自身の保身の為とはいえ彼は悩んだ｡それ故に終戦

兵の尾行に悩み苦しみながらも必死に生きている姿を見逃してはい

して彼の俄梅のようなつもりで書き下ろしていると思った｡

後たちまちプロレタリア作家の群にとけこんでゆ‑勇気に1瞬の戸
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なかった｡むしろそんな環境の中でひしひしと侵略戦争を批判する
心が芽ばえていたのだ｡それはとりもなおさず心ある若者の考えで
あったろう｡新憲法のもとに自由な思想･自由な発言が出来る世代
に生きる幸せを痛感しながらこの最後の‑だりに共鳴した｡勿論徳
永が見せ場と思って計算して書いたであろうことは窺える｡終戦直

沢

徳永さんの思い出(つづき)

小

清

今一度ここで強調して書き止めたい事は日本を代表するプロレタ

がないわけではな‑)そこで書‑と'わたしは五年生のとき東京の

わなかった人もいるはずだから｡(それはまった‑徳永さんと関係

書いた｡そのことも少しふれておきたい｡それは日本人にはそう思

前号で｢わたしは朝鮮人に偏見をもっていなかった｣と抽象的に

リア作家の小林多喜二と徳永直を考えた時､ほぼ正反対の態度をとっ

新宿区角等第三小学校(そこはいまではでっかいプラザホテルの裏

後のあの時期を見逃さなかったことはさすがだ｡

たことである｡先にも述べたが前者が情勢の不利を知りつつ自己を

主催講座〟熊本ゆかりの作家と文学″受講者)

れた土地ではあったから､音楽､絵の先生もいたが､実情はそのよ

て'悪臭をはなっていたのである｡なるほど､新宿は東京のひらか

ム'これはいいほうで'耳だれ､足が壊症にかかっている子供もい

え そ

教育勅語のような話をした｡けれども'わたしの男組にはトラホー

毎週一回は修身で'ニコニコした校長が､なんといったらいいか'

ちの中の五､六人を仲間にしたがえて'弱い者をいじめた｡

いうふうで'わたしは男組で､当時､ボスがいた｡ボスはわたした

けた｡当時'学校では三組に分かれていて､男組､男女組'女組と

すところがあり'母はそのころから足が悪く､わたしが買いにでか

社があって'その妾が隣保館で'もうひとつの通りに､米を安‑渡

とちがい当時は微々たるもので'米など安‑買えたが､成子坂に神

生委員､当時の方面委員のやっかいになっていた｡けれども'現在

にあるが)わたしの母は貧しさのどん底にあえいでいて､いまの民

貫き通したのに反し後者は戦前､戦中'戦後と生き抜く為に諸々の

事情があったにせよ‑歩ずつ後退Lt転向文学へと進んだのである｡
そういう徳永が戦争をかい‑ぐって書いた最初の長編小説｢妻よね
むれ｣は亡妻の追憶にか‑れて過去の半生の自己形成の歴史をリア
ルに書き綴っていると思う｡それは作家として生きのびる見事な保
身の姿を浮き彫りにしているとも思えるが､文学的にもすぐれ'多
‑の読者をひきつけた点で立派だと思う｡意外な発見でありおもし
ろかった｡

いずれにしろ二十一年間連れ添った妻に彼は心から合掌している｡
そして何よりも救われることは'石のようにどっしりとして根強い
母であったればこそ一男三女等が立派に成功し華開かせているとい
う事実である｡

(サンライフ熊本

｢母は強し｣の実感を新たにして等を止めたい｡

したちの綴方を読んだ｡そのころから'わたしは先生の眼にとまり'

うなもので､体操の時間､雨ふりのとき､わたしたちの先生はわた

あるとき'わたしの書いた｢猪｣という綴方を読んだりした｡する
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と'そのボスの子供たちが､わたしを｢猫｣とよんでからかった｡

の子分(そういう本を四冊もっているが'それと名がでている)し

血統の筋がちゃんとしているのに対して'わたしの父は仕立屋銀次

㍉
､

わたしは彼たちにバカにされたようでイヤだった｡ところが､その

かも'祖父は1流の芸人で金も入ったから'深川かどこかの､いま

た母は本所向島須崎町で､茶屋女をしていた｡日本には個人の自由

調べるところまで書かないが､美人の芸者にうませた子だった｡ま

じょうに貧しいという点では一致していたのだった｡だから､ボス

なんていうものはないが'そこへ父がかよって'くどいたというこ

わたしは無口の彼とはそんなに仲よくなかったが､わたしは彼と同

に｢小沢を猫と呼ぶな/｣と一喝した｡彼は孤立してはいたが一目

とである｡そうすると'このことは徳永さんには話をすることはで

朝鮮人の子供は'わたしと同じように成子坂に安い米を買っていて､

おかれるほど強かった｡それで'わたしと朝鮮人との関係はそのこ

バカにはしなかっただろう｡それは﹃最初の記憶﹄を読めばわかる

きなくなる｡もちろん'徳永さんはそういう話をしても､けっして

まだある｡わたしは﹃血﹄という短編集か'あるいは﹃巣立ちの

が'わたしとしては､まだ若かったし､前号で書いたとおり｢どう

ろからあったわけだった｡

冬﹄という本か'よくわからないが､(小説ではないから)朝鮮人

きたのである｡

これはどうしようもない｡けれども'徳永さんは｢君は文章がう

してだろう｣(わたしが書けない時期)と'そういうふうになって

いの高さがあるもので､ひどい油を使いハイスでナットの皮むきを

まくなったなあ｣といったことがある｡それはそうで､わたしは貧

(これは上下に動‑長さ)でじっさいには､わたしの現在の背ぐら
する仕事だが､あとからあとから菰というもので運んできた｡わた

乏の中をムダな原稿を書きに書いてきたからで､けっして'いまに

といっしょに見習工のとき'働いた｡彼は十二インチのポール盤

しと朝鮮人は早‑手に職をつける'技能工になりたかったのに､九

てしまった｡しかし'東京女子医大のドクトルがレントゲンを十五

なってムダ骨だったとは思っていない｡しかし､いま七十三になっ

た｡ということは､よ‑健康に注意していれば､それ以上にも生き

枚(断層写真)をとり'血液もとり'八十まで生きられるといわれ

[)▲も

て通っていたが'｢おい'おまえたち､その風呂敷の中をみせてみ

時までの残業で'大崎広小路の角にある交番で'二つの弁当箱をもっ
ろ｣といわれた｡朝鮮人のその見習工は､むっとして従おうとしな

られる'書ける可能性につながって‑るということと考えられるが､

かったので'わたしが彼とわたしの風呂敷をあけて､からっばの弁
当箱をみせた｡シャクだったLt恥ずかしかった｡そこに朝鮮人と

かった｡そこは堀コタツになっていて､夏は蚊取線香へ冬は炭をい

徳永さんと親し‑なってから､わたしは茶の間によばれることが多

徳永さんのただ一人の門下で'けっして大きな小説家ではないが'

だしただけで'それはいま考えると口惜しい限りである｡わたしは

徳永さんが生きていたとき'わたしは﹃町工場﹄という本を一冊

だろうが'党の五十年問題を書‑までは死ぬわけにはいかぬ｡

人間の寿命などわからないから'それより早‑死ぬこともありえる

れるわけで'徳永さんは話上手だった｡けれども徳永さんが腰かけ

まだ二､三､書きのこした仕事をもっている｡徳永さんには﹃太陽

以上でだいたい書いたが'そこで徳永さんとの関係がでて‑る｡

わたしとの境遇の状態が共通してあったのである｡

ている壁の上には､両親の写真が大きくかかげられていて､いわば

のない街﹄もあるし､﹃さいづち頭﹄というのもある｡しかし'女

性を描‑のは上手ではない｡それは晩年の﹃草いきれ﹄とそれにま
っゎる壷井栄とのヤリトリを読むとわかって‑る｡あるとき､壷井
栄の妹さんと思われる奥さんに､わたしが徳永さんを訪ねた帰りの
とき､その若い女性はわたしのあとを追いかけてきて'｢小沢さん､

徳永さんてどういう人‑｣ときいたことがあった｡わたしは返事に
困った｡つまり､徳永さんは女性について､いま探しだせないが'

ある短編に一つだけ書いている｡けれども､中野重治もそうだが､
日本の生活をよ‑するために､そういう性について書くことができ
ないということも考えられるわけで'たいへんな世の中を生きぬい
てきたことにもなる｡そういうふうに考えるという考えかたを肯定

するほうが当時正統的だと理解することができる｡これは大切なこ
とではないだろうか｡

またへンな話になるが､小説家(昔は作家などとはいわなかった)
の徳永さんをよ‑知らない｡ひたすら､わたしに苦情をいったこと

でもわかる｡｢僕は速射砲の百合子さんと同じくらい書いているの
に'ちっとも生活がよ‑ならないよ｣またあるとき｢蔵原さんは書

もうひとつ徳永さんの悪いところをいえば'それは中野垂治との

と徳永さんがいったのをおぼえている｡

対談(といっても発表はしてないが)で語っているので書かないが,

簡単にいえば貧乏性だということである｡たとえば､秀れた作品が

たくさんあるのに'いまだに全集も選集さえもでていない｡そんな

ことは関係ないという人もいるだろう｡けれども'遺稿集﹃黒い輪﹄

という短編を見ても､他の作家がまねできるものではない｡徳永さ

んは熊本の小説家ではない｡日本の小説家であるとわたしは思って
いる｡

終りに徳永さんが志賀直哉に終戦の年のあとさきか､いまわから

ないが'そのへんのとき､直哉に会っている｡徳永さんはわた.しに

こういった｡｢志賀という人は'作家としての俺を奥にとおすと､

黄な粉をまぶした葛餅をだして‑れてね､おーいと奥に声をかけて,

砂糖壷をもってきて'スプウンのようなものを手にして､どうだ'

甘‑ないか､甘すぎるか､どうだね'どうだね､といったよ｣とわ

たしに話してきかせたことがある｡その話ぶりは'けっして好意的

には話さなかった｡けれども､わたしは､そのへんはちがっている｡

わたしは﹃志賀直哉選集﹄四巻をもっているだけだが'おもしろい

のは'九四年三月号の岩波の﹃図書﹄に阿川弘之が'｢生前の砂糖

画骨董のいいものを沢山もっているよ｡僕はなにもないんだ｣といっ
たこともある｡もうひとつ､これはわたしと中野童治との対談で話

入れに使っていた浜田庄司作の骨壷｣とでていた｡その骨壷が'徳

の角度から書けると思う｡

01九四〇‑二‑
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ないではないが､それはつぎの機会に書きたいと思う｡まだまだ別

ハッキリと｢砂糖壷｣といったのはおぼえている｡まだ書‑ことが

永さんの見た砂糖壷かどうかはわからない｡けれども'徳永さんは

さなかったものだからつけ‑わえるが'もう灯火管制の時代で'電

はないが'はじめて日本の地図を歩いて作った人だった｡｢うーん｣

となくなるまえに中野重治は笑っていった｡忠敬について書く必要

いったが､それは別の機会にしたい｡｢そんなこともあったかね｣

重治はそのとき｢君､伊能忠敬がいるよ｣といった｡そのはかにも

ぽうに中野童治､そして真ん中にわたしがいた｡夜のことで､中野

灯に黒い布をかぶせた'例の堀コタツのいっぽうに徳永さん､いっ
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