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春には出す予定｡いろんな知恵をお寄せ下さい｡

第1 8回孟宗忌に集まった人々

やりましょう｡次の会報34号はその準備号として､

劇にしたり'作品の朗読会をやったり､いろいろ

映画｢太陽のない街｣の上映や､徳永直の作品を

来年は孟宗忌が始まってから二十回を迎える｡
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沖且も'1旦ぐれげ凍液と潤すち叫

J声迫&'鼻舟を

J角b迫btTけ鼻iゝ凍みて
第十九回孟宗忌案内

日時一九九六年二月十二日(月)午後二時〜二時三十分

五百円

T/l'

熊本大学教育学部四階中村研究室

徳永直文学碑前

午後三時〜五時

立田山登山口

偲ぶ会

場所

千五百円

偲ぶ会費

年会費
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一枚の写真
水

野

公

寿

私が｢太陽のない街｣の舞台となった共同印刷工場がある久竪町
や氷川下町を訪れたのはちょうど二〇歳のころであった｡そのころ

には､がけの湧水を利用した庭園･占春園があり､そこから裏門を

ぬけるとすぐ氷川下町に続いていた｡

小説のなかで'徳永は

太陽は'山から山へかくれんぼした｡

｢谷底の街｣は事実｢太陽のない街｣であった｡

と､最初の章｢街｣の｢2､上と下｣のなかに書いている｡この

二〇名の男女学生が写った一枚の古い写真がある｡学生時代の数

ない｡太陽がのぼる山は本郷の丘陵であり､陽が沈む山は小石川の

紹介している｡引用したこの部分は'一般的な自然現象の描写では

章で､徳永は小説の主題となる共同印刷の労働者が住んでいた街を

す‑ない写真の1枚である.幸い裏にメモ書きがある｡それによる

小説｢太陽のない街｣を読んだように思う｡

と'一九五三年の東大五月祭において東大社研が｢太陽のない街｣

の谷間には川が流れていた｡この川は小説では｢千川どぶ｣として

になると豊裕な人びとが住んでいた｡江戸時代にはこの二つの丘陵

子大学の学生が手伝って'展示を完成させ､それを祝っての写真の

丘陵であった｡これらの丘陵上には江戸時代大名屋敷があり､近代

ようである｡写真の背後には｢中小企業の実態｣と題した模造紙の

川と化していた｡そのため｢千川改修問題が'市会議員や区会議員

登場している｡その川は'大正末期には生活汚水が流れこみ'どぶ

の展示をおこなった際'東京教育大学'お茶の水女子大学'東京女

中央に共同印刷工場が書かれ､下請けの図解が写っている｡この時

調査しての展示であっただろう｡その街は空襲には会わなかったの

のない街｣についての展示ではな‑､その舞台となった街の現状を

前期､下水溝に改修されたのであろう｡｢千川どぶ｣のそった｢谷

氷川下町は道路に沿って細長い街であった｡おそら‑｢昭和｣の戦

つ改修されたのか知らないが､五〇年代には舗装道路となっており､

の立候補の演説材料｣になるほど環境は悪化していた｡これが､い

ではなかろうか｡戦前の'バラック建てのような粗末な家が立ち並

底の街｣は｢下｣であり'貧民街であった｡ここに共同印刷工場の

どんな調査･展示をしたか思い出せないが'察するに'小説｢太陽

んでいたように思う｡うす暗い'狭い部屋には､広い用紙に印刷し

経済的貧富の差は居住地にあらわれていた｡太陽に近い丘陵地

八つ折りにした用紙が積み重ねられていた｡それは製本される前の

ね合わせる作業がおこなわれていた｡製本過程の最底辺の下請け作

(上･うえ)に住む富裕者と｢谷底の街｣(下･した)に住む底辺の

身の父と二1歳の高枝と1八歳の加代)が描かれることになる.

莱‑家族労働にたよった手作業による家内工業で生計を営む人びと

労働者は住んでいた.小説では'トンネル長屋に住む春木1家(柄

の家であった｡その街を幾度とな‑訪れるうち'共同印刷のストラ

この街に住む労働者を主人公としたので徳永は小説の題を｢太陽の

労働者である｡｢谷底の街｣は必然的に陽あたりの悪い街であった｡

雑誌の一部であった｡それらを取りそろえて一冊の雑誌の頁順に重

イキを体験した老いた労働者にも出合った｡守山藩邸跡にある学校
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汁
ない街｣としたのであろう｡そして最初の章｢街｣において､なぜ

｢太陽のない街｣が出現しているのか､自然地理的描写のなかに､
階級的理解を訴えたかったのではないかと思う｡

本郷の丘陵には東大があり'小石川の丘陵には東京教育大学･お
茶の水女子大学があるしそのためであろう戦後､本郷区と小石川区

は合併して文京区と名付けられた｡｢太陽のない街｣はこの文京区

れ'長男は行方不明､次男は仕事先で死亡'頼みの総領娘(長女)

は孫をのこして亡‑なる｡三番娘も工場で死亡する｡これらの死は

生活弱者ゆえの不幸である｡しかし自分の育てた孫娘に厄介になっ

ている東京という異郷の地で眼に浮かぶのは､故郷のことだけで'

それも一日中汗水たらして力仕事に精を出したことなど懐かしく思

い出すと不思議と不幸だったことなどは忘れられる｡誰かに｢お婆

‑

と

さんは不幸だすね｣といわれても､また年老いて気塵1つ言える養

い手もないという自分をそれほど悲しいとも考えなかった

にあり､氷川下町は現在町名改正でな‑なり､小石川三丁目から五
丁目になっている｡文京区の<太陽のある街>の堂生達のなかには'

いうふうに作者は弱者に救いを兄い出す｡

とかもしれないが､当時三十七歳の作者が六十幾つのお婆さんの心

二十代半ばから作品を発表つづけ'作家としては当然といえるこ

五〇年代､自分達の学ぶ街のすぐそばにある｢太陽のない街｣に目
をむけ､そこから現実と歴史を学んでいった青春があったことを､
この古い写真は物語っている｡
小説｢太陽のない街｣が発表されてから､あと三年後には七〇年

に表現できるのは何故なのかと素朴な疑問を持った｡よほどすぐれ

情や娘や孫娘といった女性たちの抑圧された心の揺れなど実に適確

伊保里

∧ 一 九 九 六 ･ 一 二 〇 ∨

木

い立場の人の心情が､自分と重ね合わせて理解できたのではないか

と思えて来た｡地主に対する小作'資本家に対する労働者'家父長

制下の女性たち｡お婆さんの周囲の人たちも社会的弱者であり'そ

れゆえの言動を赤らさまにぶつけてくるのである｡

●

●

｢帰る帰るッて､どこさ帰る?｣孫娘も躍起となって､眼に涙さえ
浮かべていた｡

｢ツネの家だって､貞助の家だってありす‑｣

｢ほ'ツネ叔母さんの家で養ってくれすかい｣

｢あに'娘の家だでば｣

●

乏ゆえに家族や仕事場で多‑の辛酸を実際体験して来ているので弱

いかなど｡しかしそれは幾つかの作品を読むうち､小さい頃から貧

た文学的感受性を持ち合わせていたとか､独学といえ文学修業のせ

日を迎える.1つの節目であろう｡映画｢太陽のない街｣(新星映

との出会い

画製作へ一九五四年封切､監督山本薩夫)の上映会はできないもの
だ ろ う か ｡

｢彼岸｣

荒

｢彼岸｣が発表されたのは昭和十1年､今から六十年前である｡
それ以前の東北の北上川近‑在のヨシ婆さんの'人手をかりねばな
らな‑なってからの三㌧四年のことがかかれた四十頁の短編で､短

編集の中では7番印象に残った作品である.
ヨシ婆さんは数えればきりがないという苦しみをたくさ乗り嘩見

て来た果てが､安住の家すらないのである｡早‑に夫が脳溢血で倒
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｢琴与Jと'その強さで田舎にいるとき1口でも言えばよかったに｣
(ハル=四女)｢1妾だって一卜月‑らいは婆ッさまを'家に伴

れてゆきたいとは思うんだけどね､何しろ姑があんなに頑固なんで

〜｢もうろ‑しちまって､‑おのれの尻から出るのに気がつか

ねえすか｣舎弟に拒蛙の中から引ッたてられながら'叱られるとヨ

シ婆さんは子供のようにビクビクふるえていた｡

い存在が作者と思われる東京で三年世話になった孫娘の夫である｡

ヨシ婆さんを不安がらせる冷酷な男性像のなかで唯1人､人の好

いてる身分だから､今更'田舎の親をどうこうするには､亭主との

しょぅ｡それに‑妾も小笠原さまに親がわりになって戴いて嫁づ

約束もちがうしするもんだから‑‑｣

作者は'ヨシ婆さんを昔からなじんだ北上川で足を流れにとられ

には救いに思える｡

ぅことが､ヨシ婆さんの苦難を乗り越えて来た人生にふさわしく私

てポロ布を川で洗おうとした二つの自分の意思を最後に持てたとい

めによ‑見えない目と利かない手足ながら川まで一人で歩いていっ

弟に叱られるのが怖‑てだったが汚したポロ布を自分で始末するた

にみえるが'田舎に帰りたいといって生れ故郷に帰りついたことと'

このお婆さんは老後を回りの人たちの都合にふり回されているか

場勤めであったが組合活動のせいか戦首になってしまう｡

すすんでもてなすわけではないが'黙ってうけ入れている｡印刷工

‑ユキ(孫娘)は亭主が怖いのは'何もあんたばかりではある
まいLtと怒鳴ってやりたいくらいであった｡

娘も孫娘もできることなら自分が引きとってやりたいと思う心情

はあるのだがへ嫁にいけば亭主に仕える身でまた生活も楽でなけれ
ば自分の親には目をつぶるしかなかった当時の女性の地位の低さが
ある｡

そしてその仕える亭主は小商人のエゴむき出しの人情のなさ｡
(二番娘ツネの亭主)｢この人､どこの婆ッあまだね‑ナこ､俺ら

おまえをかかあにァ貰ったが'婆ッあまを貰ったおぼえはねえぞ｡

息をひきとらせる.それが彼岸の中日だったということで万に1の

幸せな往生だったと人をして言わせ'皆が念仏をはじめる｡その念

婆ッあま伴れて出て失せろ/｣

ヨシ婆さんはしっかと杖につかまりながら震えている｡もうどの

仏が涙を伴い'娘'孫娘のお婆さんに対するいままでの心の痛みを

おまえも一緒に出てゆけ/

子供の厄介にもなりた‑なかった｡出来るものなら働きとおしてポッ

健康に生きている庶民を同じ眼の高さで暖かく描写している徳永

消してしまうという大きな救いを与えている｡

り来たりさせられながら'やっと念願の故郷に帰るが､厄介になっ

直の作品は､心打たれる読後感と共に､何1つ声高に社会に対して

クリ死にたかった｡五体さえ利‑ならと思う｡汽車の長旅を行った
たのは実弟(貞助)の家であり､姉弟といえど家長風をふかせ親密

プロテストするわけでもないが'その背後の社会機構がイヤでも浮

五十年も百年も腐らない作品というのは大変であろう｡腐らない

｢八年制｣の序の中で'

かびあがってくる｡

の情やいたわりなはい｡

｢姉さ'おまえあまりガッつ‑だから､腹こわしちまうんでがす

ぞ｣囲炉裏のつるした鍋をはさんで､姉弟は食意地が張って､しゃ
もじを奪い合うような喧嘩をした｡
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作品を書くということは､大変むずかしいことであろう｡正直にな
ることはそれほど困難なことだと思う｡‑略‑主観に強‑なければ'
客観にもつよ‑ならない｡‑と書いている｡

六十年を経てプロレタリア文学の生彩が確かに脈うっているのを
｢彼岸｣の中に強‑感じられた出会いをよろこびたい｡

一偲ぶ会の一場面‑

∩

｢社会派｣ と ｢花鳥風月派｣

沢

田

博

行

日本ではどういうわけか､｢社会派｣の文学は一段と低‑且られ

がちだ｡特に保守反動の激しい熊本ではなおさらのことである｡ま

るで､日本の文学は花鳥風月がその本流のように考えられがちだが､

だったのだ｡

それは明らかに間違いである｡日本の文学は本来｢社会派｣が中心

例えば古代の天皇の歌には､一見恋歌のようでありながら､次期

天皇に妻を寝取られた､悔しさを読んだものもある｡また､万葉集

た歌の多‑は'無実の罪により殺されている｡

はもともと政治的意図で編纂されたものである｡万葉集に収められ

岩代の浜松が枝を引き結び
ま幸‑あらばまたかへり見む

は､有間皇子の歌で無実の罪により自殺に追い込まれている｡すな

わち､万葉集は無実の罪により殺された者達の鎮魂の為に編纂され

たのだ｡そして､その人々が殺された事を悲しむ歌も載せられてい

一方｢花鳥風月｣を作品にしているからといって'その人の生活

る｡すなわち､これは｢社会派｣に他ならない｡

が｢花鳥風月｣だったとは限らない｡日本の排句を大成させた松尾

芭蕉は諸国を流浪しているが､それは芭蕉が忍者であり'幕府の犬

だったからだ｡茶道において｢わび･さび｣を追求した千利休は､

金の亡者で'｢金が欲しい'金が欲しい｣と書いた手紙がた‑さん

残っている｡千利休はもともと､時の権力者に鉄砲などを売る､

｢死の商人｣だったのである｡

現代においてもそうだ｡熊本にも｢花鳥風月｣をもっぱらとする
歌人がいるが､その実態は特定の政治勢力と結託し､教育委員長な
どをやっている｡｢社会派｣の作品をつ‑らないのは､ただ単に政
治勢力と結びつきたいのと'自分の正休を認めたくないからだ｡こ

のことからわかるように､作品が｢花鳥風月｣だから､作者の生活

木

庭

克

敏

本稿の執筆にあたっては'﹃逆説の日本史③﹄を参照さ

が｢花鳥風月｣だとは限らない｡

せていただきました｡

赤毛のエンジェル

赤毛のエンジェルは

デパートの大理石の階段を
はいはいしてよじのぼりながら

押さずにはいられない様に

展示された品物を買い占めるのなら

塵屑と

と も か く ‑ ‑ ‑ ‑

手垢と泥

潜をなすりつける事が許されるのか

資本主義に捧げられた神聖な供物に

予期したとうり

女店員達はかけ出して来た

赤毛の女の子めがけて
顔を前につき出し
掌を左右にうり振りながら

けれど店員達の身ぶりは

頬のあたりの筋肉はとろとろに溶けだし

と言うのも

決して拒絶をにおわすサインではなさそう

親の視線を背中に

彼女達の眼差しには損得ぬきの微笑が

玩具売場に登場した
重たく背負いながら

無数の指をくりだして

千手観音さながらに

女性達の職場を幾分なりともあたためる

阿談と追従が氷漬けにした

ともあれ赤毛のエンジェルの仕草は

宿っていたから

並べられた人形の類をさわりまくる

体温にも似たぬ‑もりを周既の者に伝えた

さて‑だんの女の子

すべての商品に所有者の刻印を

/?
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四方山元旦記

‑検証の真と愚‑
本

税

れている人たちの解放を求めた福田英二の人生記録である｡福田は

山間地開拓農民に転身する｡そこで､現今の環境破壊的功利的化学

精神を患った農民患者との接触から､重大な決意のもとに出水市の

農業に抵抗しながら､ひらすら自立自営の有機農業をめざしており'

しているが､その姿はすさまじ‑感動そのものである｡二人とも真

地域住民との連携を求めながら'そこに未来の農業のあり方を確信

岩

去年八月上通の長崎書店に､鹿児島市の南方新社刊﹃滅びゆく鹿

に生きることを実証している生証人といえよう｡

児島﹄という書が依託販売されていた｡戦国時代末までは肥後国天

草領だったが現在は鹿児島県に属している長島に生まれ育った筆者

さて､本稿の意図は､本来徳永直とのかかわりを記すことにあっ

は当然である｡しかし､ここではそのことでお笑い草になったこと

た｡筆者は歴史研究を仕事としているので事象の実証を重視するの

には､唯事ではないとの思いで買い求めた｡
この書の構成は､自然環境､医療福祉へ教育･人権､地方自治､

られていた避病院に隔離される場面がある｡筆者はこの数年余暇を

徳永の作品﹃冬枯れ﹄に､主人公が伝染病に雁かり立田山に設け

を告白しておこう｡

決定の構図｣と､第五章農業の｢自滅への民と未来への展望｣が強

みつけては週三〜四回立田山を散策している｡頂上への道は数コー

一気に読みあげたが､この中で第四章地方自治で｢石橋が暴く政策

農業､奄美の六章からなっており'執筆者は地元の十一名である｡

く心にのこった｡本書のサブタイトル｢地球の人々が自ら未来を切

このことを去る十二月三十日の編集会で中村青史氏にたずねてみた｡

スあって､毎回コースを変えて登ることにしている｡その際いつも

中村氏の答は｢立田山の避病院は虚構なんだよo自分もある時直の

り拓く｣とか'表紙帯巻紙に｢地域は自立する｣･｢民間版地域基

前者の問題は､鹿児島市甲突川に架かる五大石橋(いずれも肥後

本計画･鹿児島発｣などの表現からこの書の編集意図はおおよそ類

国種山石工岩永三五郎の手になる文化遺産)の撤去か現状保存かを

妹さんに聞きだしたことがあったが､あの避病舎とは虚構で､入院

避病舎の跡らしきか所を念頭にしているのだがどうも判然としない｡

めぐる県･市行政側と地域住民の争いである｡この結末について'

であった｡二十年もの間立田山中の避病院跡を探し求めて歩いてい

したのは実は当時三軒町にあった瀬口医院だったとのことだ｡‑‑｣

推はして読んだ｡

南日本文化研究所長でもある著筆者松原武実は'住民代表であるは

たことの愚を自噸した次第である｡そして史学と文学とのちがいも

ずの県･市議会も行政と癒着して批判能力が著し‑欠如しているこ

とを痛憤し｢行政あって議会なし'鹿児島は病んでいる‑‑‑｣と

改めて認識させられたおはなし｡

(一九九六年元旦記)

嘆いている｡

後者は､二十五年前福岡の県立学校普通科から､当時としては珍
しく男子ながら看護学校に進み'精神病院に勤め､社会から排除さ
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ころさえな‑はない｡しかしながらこの作品に描かれているもの､

作者が描こうとしている態度そのものは労働者にとって平凡すぎ

る程根本的なものだ｡そのことは文章のスタイルにも自らあらわ

事務局だより

ない｡偲ぶ会では大変有意義な話も出るし､その報告もしたいと

▽孟宗忌の報告会報をと､いつも思うのだがこれまたいつも実行し

うちにも暖味に陥ちこまぬところの生活に鍛えられた眼｡私は二

れている｡葡萄するような柔軟性'慶一つむだにしない細かさの

十年前の若い労働者作家として感慨をもって思い比べながら､現

いつも思うばかりである｡しかし'今年の孟宗忌と偲ぶ会の報告
は是非やる｡第二十回孟宗忌のこともあるのだから｡

宅のベッドで一人で死んでおられたということである｡奥さんは

られたので､ご記憶の方もおられるであろう｡昨年二月九日'自

私も国際シンポジウムの担当で大忙がしになりそうだ｡とは云え'

ので'今年は百年目だというので'熊本は大脹わいになるようだ｡

▽夏目淑石が熊本にやって来たのは一八九六年四月十三日であった

代の青年労働者作家を読者の前に紹介する｡(一九四六年三月)〟

その少し前'1月二〇日に亡‑なられたという｡数年前中野島の

▽小沢清さんが亡‑なられた｡本会報にも貴重な原稿を何回か寄せ

ご自宅を訪問した私には､その部屋とベッドの様子が目に浮かぶ｡

ドカーンと一発ぶっ放すのもまた愉快なことではないか｡文学碑

来年の第二十拭孟宗忌も気がかりだ｡淑石熟がさめかけた時に'

建立の際に熊本で出版した徳永直短編集の再版も考えていいので

去年の孟宗忌で報告すべきはずのところだが'実はその死が知ら
されたのは五月のころであった｡〟小沢清さんを偲ぶ会″ のご案

はなかろうか｡そうなれば'淑石博の金集めと合わせて直作品集

された｡請求記号はZ13‑B四五五である｡(中村)

▽会報を国立国会図書館に揃えて入れた｡｢日本全国書誌｣に掲載

の金策も始めねばなるまい｡

内を'彼の生前の知友の方からいただいたので知った｡
偲ぶ会は催された｡私は娘の結婚披露宴で行けなかった｡会費だ

▽一九九五年五月二〇日'アルカディア･市ヶ谷で､小沢清さんを
け参加したら'当日のパンフレットが送られて来た｡世話人代表
の鶴岡征雄氏からである｡それには小沢清年譜もあった｡津田孝

定価五､〇〇〇円｡

中村青史著﹃民友社の文学﹄三一書房刊､菊版三八〇‑ジ'

熊本大学教育学部中村研究室

熊本･徳永直の会

三四四･五二五二.三四三･111八八六

振替〇一九四〇‑ニー二四九八番

TEL(〇九六)三四二‑二五八四

熊本市黒髪ニー四〇⊥

推薦の言葉も﹃新日本文学﹄(通巻四号)から転載されていた｡

〒㈱

氏の追悼文(﹃赤旗﹄からの転載)もあった｡徳永直｢町工場｣
その他小沢清の文学へのコメントが数編あった｡徳永直の推薦文
をここに再再録しておこう｡

▽〟この作者はいま二五才の青年労働者である｡作は｢太平洋戦争｣
のさなか昭和十八年のものであるが私は自信をもって推薦した｡

｢町工場｣は勿論傑作という程のものではなく'たどたどしいと

印刷所㈱昭和月

