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第35号

として再び徳永直を'日本へ世界へ送り出そう｡

徳永直を読もう｡徳永直を熊本に呼び戻そう｡そして熊本の誇り

母が'やさしく彼を導‑ためであろうか｡

熊本がなつかしみをこめて措かれているのである｡徳永直の内なる

本は彼の手から生活の場を奪い上げた｡しかし彼の作品には'郷里

ろイバラのむしろを用意した｡彼は熊本から追われたのである｡熊

彼の郷里熊本は'その彼に対して必ずしも暖か‑なかった｡むし

ければならなかったのである｡

人は教育も受けられなかったし､幼い頃から肉体労働にも従事しな

ばならない分野ではめずらしいのである｡とくに昔は'お金がない

世界では､そんな人も耳にするが'文学という言語を駆使しなけれ

徳永直ほど貧苦の中から身を立てた人は稀である｡政治や経済の

年を記念してであったから'それからまた二十年が経った｡

没後四十年である｡徳永直文学碑の建立が一九七七年で'没後二十

うことになる｡亡‑なったのが‑九五八年二月十五日だから今年は

ソメの長男として生まれた徳永直は'だから二年後は生誕百年とい

l八九九年1月二十日'熊本市の花園というところで'父磯吉母

中

第二十回孟宗忌に際し訴える
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﹃徳永直﹄精神誌小考
四

郎

向精神薬物もな‑'権力に対する常間的医者が今よりも多かったか

ら､株な精神療法も施されていなかったろうし､左翼作家とて露骨

な差別的診察だっただろう(そうでなければ医者の方が投獄される

いずれにしても'徳永直のその時の心情'家族の困窮は察しても余

奏

t九七六年十一月徳永直研究会発刊の徳永直短編選集の扉写真は､

りあるものがあり､私とて心が痔‑｡しかし驚くべきことにはこの

上

恐ら‑亡‑なる少し前のものと思われるが'彼の作品の中の表現に

直後に｢冬枯れ｣｢費明期｣｢逆流に立つ男｣を書いている｡ここが

ような時代〃‖)｡東大あた‑ではカルテは残っていないだろうか?

もあるように'少し老け込んだ柔和で穏やかな風貌で､仏さまか羅

徳永直の傑出人たる所以であって見事である｡この創作活動がすぐ

熊本の西部の城山薬師町で生れ'朝市場で出会った春日の父のとこ

私事だが'昨年七回忌をすませた私の母が直と同年で'直と逆で

どと共にこのような強敵性や図太さもあったと思われる｡

徳永直には'熊本人によ‑認められる性格面の脆弱性'泥臭さな

は天才や傑出人にはしばしば認められる事象である｡

れた自己精神療法となって大事に至らなかったのだろう｡このこと

漢さんのようだ｡

この一枚の扉写真を観ながら彼の短編など読むと私なりに興が湧

‑｡徳永直の作品は現在入手し難いのだが'彼独特の直裁な文面か
ら'その精神構造(人柄)は判り易いようだ｡

次に述べることがらはあ‑まで私見であるから'間違っていれば

徳永直は一言で言えば情の人であったと思われる｡人が良くて嘘

ご教示願いたい｡

が言えず'他人の煽てに乗り易い人間的に暖かい人柄だったと思う｡

ろに一九一七年に嫁したo直ほどではなかったが大変貧乏で苦労し

た話は春日の古老の間で評判だった｡男ばかり六人の子供があり'

永直よりもっと情緒的だったから母は直の心情は人一倍親近性を感

た人のおんなはるなァ″と洩らした｡この母が同調性の性格で'徳

〟私より苦労しなはっ

私は文字通り四男'ポツダム医者でしかも精神科医だった私と十余

特に私が注目したのは'一九三五年(昭和一〇年)三六歳時に､

じてしまったようだLt当然のことながら私なんぞはママゴン裏に

年同居した｡｢最初の記憶｣などを読んで母は

作家同盟解散前後からあった神経衰弱(当時の流行語で'現在のノ

育てられたので'｢馬｣などを読むと泣けて仕方がないのは'あな

糖尿病や癌の

酒の方は好

身体的には血圧が高‑'動脈硬化が年令に比して進んでいたので
はなかろうか｡酒や煙草はどうだったのであろうか?
きでも余‑沢山は飲めなかったのではなかろうか‑

イローゼの至反応性うつ状態)がひど‑なり､青山脳病院'国府台

遺伝因子があったのであろうか‑

病院'東京帝大医学部付属病院など受診していることだ｡その二年

がち老化のためだけではなさそうだ｡

徳永直の実直さ'弱点の多きなどに私は特に魅せられる｡多喜二

前には小林多喜二が築地署で特高によって拷問虐殺されるような､
ファシズム横行の暗里∵閉塞の時代だ｡しかも当時は現今のような
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爪リ
や百合子'淑石や鴎外'藤村や龍之介も好きだが'徳永直だけはど
昨年の熊本での款石セレモニーは'多分にジャーナリスティック

うして全集が出ないのだろうか?

で馬鹿騒ぎ的'空騒ぎ的で私なんぞはいささか食傷気味だったが'
熊本が余‑好きでなかった款石もさぞかし苦笑いしていることであ

徳永直はもっと誇っていいLtどうにかして全集とか復刻など企

ろう｡

画されて良いのではといつも思う｡

立田山山麓にある徳永直文学碑建立に関わった一人として､徳永
直は人間として最高に幸せな人であろうと思うし､また彼は偉大な
人物だったo銅像でないところが一そう良い.

近‑に｢花鳥風月｣ の安永信一郎の歌碑があるのが'いかにも熊
本的で面白いLt場所が細川の所領地だったことも興あることだ｡
因に徳永直の命日二月十五日二九五八年) (孟宗忌) は熊本が

である｡

以上

生んだいま1人の革命家(私はそうみている)横井小橋の命日と寄
し‑も同日(一八六九年)

(追記)精神医学の1分野に｢病跡学(パトグラフィー)｣という
ものがある｡欧米では今世紀初頃から盛んになった学問分野で､日
本では勿論戦後からだ｡当初､異常な天才を対象とすることが多かっ
たために｢病｣という形容詞がついたのであって'実際は｢天才や
傑出人の精神誌｣ の意である｡この学会が今春､次の要領で熊本で
開催されるので追記してお‑｡文字通り学際的で'文学や心理学な
どの分野の会員も多く'会員でな‑とも参加できるので'興味のあ
る方はおいで下さい｡
記

第四四回日本病跡学会総会
二五(金)‑二六(土)

二日目の開会は午後一時'二日目の終了は午後三時)

一㌧会期‑一九九七'四㌧

千

二'会場‑熊本市国際交流会館ホール

敏

範

氏

克

敏

(熊本大学名誉教授･桜が丘病院理事長)

鹿子木

龍巻市花畑町四番八号 電話 〇九六‑三五九‑二〇二〇
FAX〇九六1三五九‑二一二一
三'特別講演‑石牟礼道子氏(作家) (題未定)
会長

〒八六〇

問い合わせ先

庭

(担当･･･鹿子木裕t

熊本市池田三‑四四1一桜が丘病院内
第四四回日本病跡学会総会事務局
電話 〇九六⊥二五二‑六二六四
FAX〇九六⊥二五二‑六七二

高光義明さんの想い出

木

熊本徳永直の会創立二十周年にあたって'今から十四年前に脳梗

塞で亡‑なられた高光義明さんの事を想い出さずにはいられない｡

というのも高光さんこそ徳永直文学碑建立の発起人であり'熊本徳

永直の会結成の原動力であったからである｡

高光さんは戦前からの活動家であり'徳永直の友人であった｡昭

和印刷という会社を経営されていたが'その人脈の広がりはおどろ

‑べきものがあり､緒方求也さんや阿部次郎さん等の実業家､井上

栄次さん'吉良敏雄さん等の政治家'緒州大の中村青史先生や猪飼隆

明先生等の学者に代表される様に､熊本の各界に友人知己を持って

おられた｡徳永直文学碑建立にあたっても'高光さんの人脈が動員

され､それに熊本の企業の協力もあり､短期間に成果をあげる事が
出来た｡

おそらく私が詩を書いている事を人づてに聞かれたのであろう'

直接私に徳永直の文学碑建立の仕事を手伝って‑れないかと電話を
してこられた｡私は高光さんへの罪はろばしの意味もあり'よろこ

んで引き受ける事にした｡というのはその何年か前'革新陣営の内

徳永直についての回想

栄

次

｢徳永直がこれから東京に帰るので見送りに行‑が'よかったら

上

君も一緒に行かないか｡｣と高光義明さんからの電話｡突然のこと

井

い容認されるものではないとの裁定が下されたのであるが｡高光さ

に集団デモを仕掛けた事があるからである｡後にこのデモはとうて

で事情はよく分からないが'別に用事もなかったし'徳永直に引き

部でひきおこされた重大な問題に私もまきこまれ'高光さんの自宅

んに初めてお会いした時'事件について話したが､全く気にもとめ

合わせてやろうという彼の好意が直感されたので'1も二もなく承

九月｣(高光｢徳永直文学碑登場経過報告私記｣)

のことであった｡

それは'｢徳永直が最後に郷里に帰った三十1年 (l九五六年)

諾した｡

ていられない様子であった｡

高光さんは投獄も経験した活動家あがりらし‑'何事にもクヨク

ヨせず'常に前方に向かって進むというタイプの人間であった｡高
光さんの積極果敢に困難に立ち向かう資質が'徳永直文学碑建立と

上君‑｣と肩書付で紹介された｡初めてみる徳永直の印象は､整っ

熊本駅のプラツーホームで落ち合い､そこで｢熊本市会議員の井

熊本徳永直の会創立二十周年をむかえ'高光さんの大恩にむ‑い

ように見える静かな人だった｡

た穏やかな表情の中に､人間的なぬ‑もりと淋しさが同居している

いう事業を成功にみちびいたのではないのか｡

るためには'この会をいつまでも存続させると共に'高光さんの遺

なかった｡是山さんは､徳永直の言葉の終わるのを待ちかねたよう

世話になったことのお礼を言っていたようだが私にはよ‑聞き取れ

す｡｣と挨拶し､ついで､昔九州日日新聞社に文選工でいた頃'お

徳永直は深ぶかと頭を下げて､丁寧な口調で｢徳永直でございま

せた｡

てきて'徳永直の手を引かんばかりに急いで､是山さんに引き合わ

山さんだ｣と言って'かけよって行ったと思ったらすぐ引きかえし

到着してなん人かの客が降りてきた｡高光さんが突然｢あっ後藤是

てたか覚えていないが'丁度その時'反対側のホームに下り列車が

列車が入ってくるまでにしばら‑間があった｡二人が何を話しあっ

稿集を出してあげなければならないと思うのである｡

第19回孟宗忌取材の
テレビカメラマン

1997. 1
熊本･徳永直の会会報第35号

熊本･徳永直の会会報第35号1997. 1.

にかなり大きな声で｢ああ､あなたがあの有名な徳永直さん｡どう

い切っておねがいした'九州日日新聞社時代の､先生から見た徳永

染めて'｢そうでしたか｡どうも‑｣と素直に喜んでいられた｡思

千

も､どうも‑‑｣と感にたえた顔で何度もうなずいていた｡私には

談的なものでよかったら｣ということで'快‑引き受けていただい

直についての講演は'｢講演というような大げさなものでな‑､座

九十

是山さんの方がかえって恐縮しているように見えた｡間もな‑上り

るのかね｣とたずねた｡哨瞳のことで'何も言えず黙っていると'

きなり私に｢井上君､熊本市は後藤是山さんにどんな処遇をしてい

れるままに'私も列車の中に入った｡座席にすわると'徳永直はい

碑建立のために文字通‑心血を注いだ高光義明さんも一九八四年五

十五日に亡くなった｡私を徳永直に引き合わせて‑れ'徳永直文学

あの日'駅頭で別れてから､徳永直は一年半後の一九五八年二月

あれから四十年｡

た.ニュースカイホテルでそれはあった.

｢ああいう人を大事にしないようでは駄目だよ｡市としておおやけ

月八日に亡‑なった｡徳永直の言葉通り'後に熊本市が名誉市民と

東京行の列車はなぜかすぐには出なかった｡高光さんにうながさ

列車が入ってきたので徳永直はもう一度丁寧なおじぎをして別れた｡

にちゃんとした待遇をするようでなければ1｣となかば私に言い聞

した後藤是山さんは､一九八六年六月四日九十九歳の天寿を全うさ

年の記念の年である｡私は､初めて会った徳永直を回想して'その

今年は'徳永直の文学碑が建立されてから二十年｡孟宗忌二十周

れた｡告別式には､千五百人の市民が参列した｡

かすように繰り返すのであった｡

私の頭の中には'どんないきさつがあるにせよ'｢右翼陣営に属す

もこれだけだった｡実はあの時'ろ‑に返事もせずただ聞いていた

エピソードの一こまである｡彼の郷土熊本にはきっと'彼の全体像

日のことを語ったが､これはあくまで彼の1つの側面にすぎない｡

徳永直に話かけられ､直接彼の言葉を聞いたのは'あとにも先に

るとみられる人物を'なんで党員作家ともあろう者が'これ程熱心

言うまでもな‑徳永直は作家であり'文学者である｡作家として

を知りたいと思う人が大勢いるに違いない｡いてほしいと思う｡

に評価し'推奨するのだろうか｣という疑問と驚きが渦巻いていた｡

しかし､今にして思うと'このショックは､私の無知'偏見'倣

徳永直の言葉は'私にとって少なからぬショックでさえあった｡

の作品を読み直し'まだ読んでいない多‑の作品を'一つでも多‑

も'人間としても優れた徳永直を探‑知るためにこれを期に私は彼

(一九九七二･八)

慢なひとりよがりを思い知らせる警策の役目を果たして‑れたので

読みたいと心から願っている｡

あった｡徳永直には何も言わなかったが'この言わなかったことを

いまさらことわるまでもなく'後藤是山さんに対する徳永直の評

含めて'あの時の自分の心境を思い出すたびに冷汗がでる｡

価と提言は正しかったし何よりも事実がそれを証明している｡

その後､しばらくたってから私は'是山先生を自宅に訪ねた｡徳
永直が語った言葉のあらましをそのまま伝えた｡先生は'幾分頬を
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﹃八年制﹄を読んで
島

教育問題を考える
田

道

孝

徳永直の﹃八年制﹄は'昭和十二年｢日本評論｣六月号に発表さ
れている｡義務教育の年限が六年から八年になることに対して疑問

に書いているのである｡

｢試験地獄｣という事柄が'社会的なものであるかぎり'それ

は決して個々の保護者や'一教育者のせいではないであろう｡し

かしその社会的運命に追いたてられねばならぬ児童こそ'何と不

幸な過渡期に生れ合わせたものであろう｡

ことも当然考えられる｡徳永直もそのことは十分に承知していて､

レベルが上がるのだからいいじゃないか｡｣という意見が出てくる

われる｡しかし､それに対して'｢いろいろ問題はあるが'国民の

とって教育費の負担が増えることに反対するのは当然のことだと思

昭和十二年という時代を考えれば'子だ‑さんの貧しい労働者に

徳永直が批判した当時の状況と本質的には何も変わっていないこと

だとしたら'この作品が書かれた時代から六十年以上経った現在も'

庭生活や個人個人の生きがいが奪われているように思われる｡そう

目的を見失い､残業や職場関係のつきあいのために'落ち着いた家

る状況に変わ‑はない｡また保護者や教師たちも自分たちの生活の

なった現在の日本であるが'形は変わっても子供たちが苦しんでい

第二次世界大戦を経て時代は変わり'経済大国と呼ばれるように

｢子供に学問させるのがイヤだという親は'何処の世界にだってあ

になる｡

を呈している作品である｡

るまい｡もし経済が許すなら､日本じゅうの保護者達はみんな自分
徳永直が述べたように'戦後の経済発展を経た日本の保護者たち

庭学習や塾がよいを強いる大人たち｡そんな子供たちの不満やいら

はな‑苦痛に感ぜられる子供たち｡子供のためという形で過重な家

小学校'中学校時代から受験競争に慣らされ'学ぶことが喜びで

はみんな自分の子供を大学へ進学させたいと思っている｡少子化が

なっている高校教育は奇妙な歪みを見せ'管理教育と多‑の中退者

だちがいろいろな形で問題を生み出している｡ほとんど全入の形に

の子弟を大学まであげるだろう｡｣と書いている｡

験戦争は終わ‑そうもない｡これはなぜなのだろうか｡いろいろな

を生み出している｡日本の社会そのものが消費をあお‑'極端に物

進むにつれて'大学進学熱はあがり'経済が多少冷え込んでも'受
理由が考えられるが'｢自分の子供を安定した職業につけたい｣と

質的豊かさを追求するために'ファッションやゲームに夢中になり'

つ内容は'現在語られている多‑の恋愛よりも'インテリゲンチャ

｢私たちはもっと労働について語らなければならない｡労働のも

いう保護者の思いはいつの時代も同じである｡また､子供たちもそ

や

のことを十分に知っていて大学への進学を望むのである｡
｢宿患｣

生活を崩して行‑人が出て‑るのも当然のことかもしれない｡

驚‑べきことに'あの時代においても徳永直は既にへ

｢受験競争｣に苦しむ子供たちや教師の姿を捉えていて'次のよう
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です｡家内はそのままとがめだてるようなことはせず'その親にも

千

のある種の悩みよりも'ないしは消費生活の絢欄さよりも'はるか

なんにもいいませんでした｡ボクちゃんは保育所に通い始めてまも

千

に豊富で人類を益するものである｡｣という徳永直の言葉は､経済

なく交通事故で死にました｡成長すれば親の手助けになったろうに

もへ貧乏からプロレタリア作家までは一足とびというわけにはまい

く貧乏に縁が深いとみえます｡ただし貧乏即プロレタリアであって

徳永直の家も貧乏だったそうですから'椋天神という所はよ‑よ

と人間生活の本質について現代社会に生きる私たちにむかって深い

明

と話し合ったことです｡

勝

問いを投げかけているような気がしてならない｡

椋天神町内会
村

に'この男うまい酒を飲んだことがあるのか(酒をうまいと思った

りません｡研究者の腕の見せどころでしょう｡直の写真を見るたび

植

会報三十四号を読んでいてなつかし‑なりました｡作家と直接に

七曲がりの竹の生垣は味のあるものでした｡なんでも一帯が下級

ことがあるのか)気になることです｡

は関係あ‑ませんが'椋天神あた‑の雰囲気を伝える一助にでもな

ればと思います｡もちろん直の時代とは違いますし､町内会の名称
は何々自治会だったように覚えています｡

いると聞きましたが'ほんとうかどうか知りません｡それにしても

武士の住まいだったから用心のために曲がり‑ねった造りになって

あの道惜しいことをしたものです｡この道と椋天神と直の旧居とを

いまから三十年ないし三十五年前のはなしです｡不動産屋の案内

ありそうな竹垣の小道を歩いて行き'その終わるところに貸家はあ

結ぶと'ちょっとした観光スポットになったかもわかりません｡か

で浄行寺から通称七曲が‑という'実際には八曲がりも九曲が‑も

りました｡廃屋寸前という感じでしたが'一応庭付二戸建ての平屋

いもありますがへ彼の書いたものに七曲がりや椋天神が出‑るので

れの家は天神から南東の方へ'つまり三軒町へ出る道筋にあったせ

しょうか｡もしいつもうつむいていてそれらさえ満足に目に入らな

です｡ふっと目をあげると東側三十メートルあたりに巨木が見えま

代さんのご親戚でしょうか)'ここにはたいへんお世話になりまし

かったとすれば可哀そうな気がします｡

した｡椋天神でした｡この椋天神の東脇に永村米屋があり(永村敬

た｡米代の払いは盆暮れの二回､その間請求がましいことは一切な
く'ひどく貧乏だった小生一家はどれほど助かったかわかりません｡

さて長女が生まれ'牛乳配達が毎朝門の上に牛乳ビンを置いてい
くことになりました｡ところが置いてないことがときお‑あります｡

近所のボクちゃんが失敬していたのでした｡かれの家はわが家より

更に貧乏'極貧といいますか､幼児が未明そういう行動をするのは
よくせきのことです｡ボクちゃんは台を持ってきてやっていたよう
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名

前
三

沢

幹

子

やはりサマにならず'おかしかった｡

名前と人との出合いは偶然のはずだけど､年月がたつと'何とな

姉の聖子は'鼻すじの通った美人で､頭も良‑'学校ではいつも

‑名前と人は近寄って‑る｡

優等生だった｡しかしちょっと冷た‑'ちょっといじ悪るで､夕方

し上､つこ

わたしには聖子という姉と'梅子という妹がいる｡

家事の手伝いをさせられそうな時間になると机に向かって勉強をは

のため､ペーソスがあ‑すぎた｡いつも他の人を笑わせる役割だっ

妹の梅子は頭は悪‑はないのだが'ひょうきんで'少し肥満ぎみ

たことがある｡満洲には逃げたのかも知れない｡

だ一人という一級建築士の兄と'何かと比較されいやだったと話し

変色した端正な顔の写真が残っている｡しかしその頃'都城市でた

父は若いころ'今でいう地域の｢ミスター○○｣で'セピア色に

じめる｡

姉はどういう字かと聞かれると'聖徳太子の聖です'と自慢げに

答えていた｡姉は昭和十四年中国の天津で生まれた｡そのころ父は
｢婿どん｣だろうかと'心細かったという｡

満洲鉄道に勤めていた｡母は写真見合で天津の駅に降り'どの人が
父と母が'聖徳太子の何に感動して付けたのか知らないが'妹の
梅子という安易な名前から察して､熟慮の末とは思えない｡

くなり､内地で出産した方がいいだろうということで'母は大きな

た｡まず自分自身を自分が笑えるため､学校でも就職してからも

妹は昭和十九年宮崎県の北諸県郡山田町で生まれた｡戦争が激し

お腹を抱え'五歳と三歳の幼児を連れ船で下関に着いた｡また満洲

で通っている｡

る今でもt

｢梅ちゃん｣｢梅ちゃん｣と呼ばれた｡福岡の病院で総婦長をしてい
l貫して｢梅ちゃん｣

へ帰るつもりだったから'身のまわり品だけ持って帰ったという｡

忘年会ではかならず扮装して｢どじょうす‑い｣を踊る｡

ク‑ニャン

満洲での生活は姑娘が家事を手伝って‑れる良い生活だったと母は

懐かしがる｡しかし良‑考えれば'十九年ごろは日本はもはや勝て

母が芸事が好きで､踊りを踊った‑三味線をひいたりする｡母の

ことではなかったように思う｡

名前の由来を聞いたような気もするが､すんな‑と納得するような

会ったことはない｡映画や小説の中で出合ったこともない｡親から

わたしは幹子｡字も音も堅い響きがある｡身近に同じ名前の人と

‑を習い'｢奴さんだよ｣を踊っていた｡

わたしや姉はピアノの方が好きだったが'妹は母に‑つついて踊

子どもの頃は三味線を習うのがはやったそうだ｡

る見込みはなかったはずで'再び満洲へ帰れるはずもない｡
生まれた子どもの名前は梅子と'父方の祖母が付けたそうだ｡

昭和二十年代の｢サザエさん｣に代表されるマンガには'かなら
ず｢お竹さん｣｢お梅さん｣という女中さんがいた｡｢オタケサン'

オタケサン｣と連呼するオームがいて'松子'竹子'梅子という名
は'安っぽい名前の代表だった｡

では

当然のことながら妹は嫌がった｡子ども心にも妹がかわいそうで､

ママごと遊びのときは'お姫さま役をやるのだが'｢梅子姫｣
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を植えるなど殖産興業に努め'仁政を行なった事になっている｡し

肥後細川藩の第六代藩主'細川重賢は宝暦の改革を行ない'はぜ

で

おまえは扱いにくい子どもだった｡聖子は叱れば泣きながらでも

かし'実体は農民を始めとする'領民を苦しめ'藩財政と支配階級

→

1生懸命'親の期待にそうようにしたLt梅子は叱る必要もないほ

とってはいるが'検地や検兄の仕方まで詳細に書かれている｡おか

や､首をくくる話が載っている｡しかも'﹃仁助哩﹄ は小説の形を

年貢やそれ以外の税が重‑'それらを収めるために借金して回る話

﹃仁助哩﹄を読むと'いかに重賢の治政がひどかったかがわかる｡

リア文学ではないだろうか｡

噛﹄という小説に綴った｡たぶん熊本初の小説'熊本初のプロレタ

領民はよほど圧政に腹がすえかねたらし‑'その困窮ぶりを﹃仁助

領民にすれば'おそら‑有史以来最悪の藩主だったろう｡当時の

の武士だけを豊かにしただけだった｡

ど親の顔色を見ながら何でもこなした｡

おまえはちょっと叱ると家出はするLt誉めればだらしな‑い‑
らでもつけあがって'手におえなかったと母が語る｡

行

父は明治四十五年生まれの八十五歳'母は大正十一年生まれの七
父の名前は松男'母の名前はキクという｡

十五歳である｡

プロレタリア文学の価値
博

げで我々が誤解しそうな年貢の比率について'正しい知識が得られ

田

能本県出身のナントカ賞受賞作家の講演を聞いていたら､｢社会

葉だけ聞けば､収穫の‑一2が農民の取り分だと勘違いしてしまう｡

る｡江戸時代の年貢の比率は｢五公五民｣というものだったが､言

沢

問題は作品にしないほうがいい｡社会問題というものは'時と共に

しかし､｢五公五民｣とは､本当はお上の取‑分の半分が､農民の

こういった事も﹃仁助晒﹄を読めば､はっき‑と書かれている｡

あんなに騒がれたのに'今は問題にする人さえいない｣という話が

忘れられてしまうものだ｡その良い例が'湾岸戦争だ｡戟争の時は

﹃仁助哨﹄を読む限り｢仁政｣などなかったことが解るのだ｡もし'

取り分であるから'実際は収穫量の‑一3が'農民の取り分である｡

私に言わせれば'なぜ'湾岸戦争があま‑問題にならなかったの

﹃仁助唯﹄がなければ'｢皆幸せに暮らしましたとき｡めでたしめで

あった｡果たしてそうだろうか｡

に無関心でいられるのか'という事だ｡今だに米国では湾岸戦争の

たし｣で終わってしまっていただろう｡それこそおめでたい野郎で

か'という事の方が問題なのだ｡つまり､なぜ'日本人は湾岸戦争

後遺症に悩む人々がいるのに｡第一私は'湾岸戦争という言い方自

がある｡このことについて熊本大学の松本寿三郎氏も'この｢哨｣

ある｡しかも記録ではなく､小説として残されているここにも意義

の特色は'困窮を訴え改善を嘆願するというありふれた願書ではな

体好きではない｡湾岸戦争という言い方をすれば'限定的な小さな
あれは実質的な第三次世界大戟ではなかったのか｡昭和天皇がフセ

く'｢哨｣という文芸的ジャンルを採用し'対話の中で農民の意見

戦争だったような気がしてしまうが'参加国の多きからいっても'

インに変わっただけである｡

を明確にLt問題点と解決策を提示することによって'はるかに説

得力に富む方法となっていることです｡単に不条理を不条理として
把え'その解決を求めるだけでも困難であったろうと思われるので
すが'｢哨｣形式を採用することによって効果的な解決が期待でき
たのかも知れません｡(﹃近世の熊本﹄)と高く評価されている｡

おとぎばなしの｢かぐや姫｣の原作となった﹃竹取物語﹄につい
て'作家の杉本苑子は'作者が自分達一族(紀氏)を'失脚させた'
るという｡また'私は紫式部が﹃源氏物語﹄を書いたのは'藤原道

藤原不比等をはじめとする､貴族一派に対する噸笑が込められてい
長のためだと思っている｡なぜなら'もともと出世できる立場では

なかったのだが'妻の父の源雅信の財産を受けついだおかげで出世

だが'﹃竹取物語﹄や﹃源氏物語﹄が'社会的な意図で書かれよ

したのだ｡しかも､紫式部は道長と恋愛関係にあったからだ｡

うと､どうだろうとそんな事は作品の質には関係がない｡

私達人間は､仙人ではない｡水を飲み'食物を食べなければ生き
ていけない｡すなわち､｢社会｣との縁は絶対に切る事ができない
はずだ｡それなのに'社会問題を取り上げるなというのは'ナンセ

ンスである｡その証拠に‑だんの熊本出身の作家も阿訣追従はよく
お書きになる｡

本当に作家なら'何を書いたかも大切だが'社会問題であるかど

語﹄にしても﹃源氏物語﹄にしても'社会的意図で書かれているか

うかは別にして'作品の内容で評価すべきではないのか｡﹃竹取物
らといって'その魅力は1切減じないはずだ｡

(引用及び参考文献) ﹃近世の能本﹄(熊本大学一九八九)
﹃NHK歴史発見4﹄(角川書店一九九三)

偲ぶ会

孟宗忌

第19回
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Zn覗

千
第十九回孟宗忌に参加して
永

村

保

孟宗忌は'プロレタリア作家の徳永直の命日の二月十五日にちな

み'その前後のよき日を選び､有志の者が直の文学碑の前に集る行
しをしゃぶりながら故人への思いを語る侭ぶ会を持つ｡

事であるoそれが終わると場所を移して'焼酎を酌み交わし'日刺

T

二人が文学碑の前に着‑と､もう人だかりがしている｡ここは立

田山の登りロで'おまけに市の公園が元首相の細川家の持ち家に隣

接していて'碑の前の道は車が絶えない｡その車を避けるように碑

側に細長‑人が並んでいる｡文学碑は自然石に黒御影石をはめ込ん

だもので'この種のものでは大きい｡孟宗忌の名に相応し‑孟宗の
薮に覆われている｡

あいに‑の曇り日で'普通ならこの碑は'薄暗い中に挨っぼく静

出した｡それから偲ぶ会の二人分の千円の会費を出した｡義父の知

受付に義父は立ち寄って遺族から預かってきた千五百円の会費を

まっているが'今日だけは華やいで明るい｡

で出席できそうもないと義父がいう｡出席したとしても'直とは年

レビ局から取材にきているらし‑'責任者は打ち合わせで忙しそう

り合いはいそうにない｡二人で隅の方にいることにした｡地元のテ

今年は十九回になるとかだが'熊本在住の遺族は高齢で病気など

まいという｡

式が始まった｡その頃に雲が切れて薄日がさしはじめた'司会はそ

予定の二時より少し遅れて'司会が碑の側の高いところに立って

である｡

齢の隔たった従兄弟などで故人の思い出はあまり持ち合わせはある

一番知っているのは'直と十才下でその隣家に住んでいた義父で
はなかろうか｡そんなことで'義父を唆して'今年の孟宗忌に出席
することにした｡

それに学生による作品の朗読がある｡それに向かって取材のカメラ

だ人達が拍手する｡それに勢いをえて主催者の挨拶'献花'献酒'

れを捉えて話のつまに持ってきた｡碑より一段低い道の辺りに並ん

所で落ち合うことにして'先に行‑｡三軒町の通りの道を横断した

がまわる｡｢太陽のない街｣

道筋にある直の遺族の家に義父が立ち寄ったので自転車を置く場

道の奥の真っ正面に高校の正門がある'かつて勤務した済々葉であ

ぎる車の音で聞こえに‑い｡

孟宗の薮の上から薄日が碑の側の梅の小木にさしてきた｡その梅

即を朗読する声も'時々､通り過

る｡その正門前を左折してカラタチの土手沿いにさらに墓地沿いの
まだ菅の梅も枝を伸ばしている｡その枝先によ‑見ると'白いもの

の小木は式が始まってやっと気付いた‑らいの存在感のなさだった

の

小道に逸れて歩‑｡二月中旬のその辺りは垣根越しに植木混じって､

が二､三輪だが開いているのもある｡そういえば'立春の候で､そ

が､薄日の中で急に菅が目だった｡｢太陽のある･⁝⁚｣

その後､記念撮影が碑の前で行われた｡三十名足らずの出席者が

としきりに

こここに春の気配が伺え'道端は青ばみはじめていて'そのなかに

思った｡俳句が旨く纏まらないままに式は終わった｡

管‑待った｡

花ともいえぬ葬の花があった｡義父が管理しているアパートの前で
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並ぶ｡車の通‑を避けるように何回か､シャッターが切られる｡義

拶して'｢大きなよい仕事をしている｣とその文学業績を是山が称

着した列車から後藤是山が降りてきた｡同じホームにいた琴水に挨

傍らにいた当時市の議員だった井上に'この是山を'｢市はどう処

父は高齢なので石段に座った｡そこはほとんど中心に近い位置に当
侭ぶ会は三時から'熊大の校舎に移った｡会場は'責任者で事務

遇している｣と問い掛けた｡是山を右翼のボスとしか見ていなかっ

えた｡それはほんの短い出会いだったが'是山を見送った琴水は'

局長の肩書きの中村青史教授の研究室のロビーで､テーブルにソファI

た井上は徳永直の三口に驚いた'というのである｡そんな'義父と

たった｡

･椅子などを置き､テーブルの上には持ち込みのものが並べられた｡

司会からその持ち込みの品は'寄付によるむねが紹介される｡お

に挨拶をしてその場を辞去した｡向こうの席にいた中村教授が立ち

よいところで'義父をうながして退座した｡岩本氏や井上氏'皆

井上の話に'周りのものも耳を傾けていた｡

せられる｡食べながら紙コップに注がれた焼酎を義父も一口なめる｡

りへ義父にもおはぎが差し出される｡紙皿が足‑ないので､紙にの

て頭を何べんも下げた｡｢来年の二十回には爺ちゃん出なければね｣

上がってエレベーターのところまで見送ってくれた｡義父も恐縮し

はぎやつまみ'それに飲み物としてお酒もあった｡会は何時か始ま

そんな雰囲気で自然へそれぞれの周辺で話が進む｡近‑にいる司会

いう｡話が弾んで'さらに岩本氏の奥さんも郵便局時代の仕事仲間

きた｡岩本と名乗る｡義父は'彼の家のあるところを知っていると

一瞬だったが'義父が映っていた｡二日後の地元新聞の熊日に'義

その日の夕方､テレビにその孟宗忌の模様が紹介された｡ほんの

とそんなことを義父と言い合って会場をあとにした｡

の一人だったことがわかった｡責任者の中村教授にも義父を紹介す

の新聞を四部買って来て義父に渡した｡

父の名が思い出を語ったとして掲載された｡近‑のコンビニで'そ

に義父が徳永直の隣人だったことを伝えると'相手は名刺を出して

る｡中村氏はすぐ岩本氏に義父に徳永直の取材をするように指示し
会は賑やいでいた｡皆から｢先生'先生｣と呼ばれた白髪の男も

た｡

すり寄ってきた｡もと県議員の井上という｡差し出した名刺には原
水禁理事長とある｡義父はこの井上氏の名前を知っていて'ここで

父がいうと'相手は恐縮する｡徳永の話が出る｡義父が名前を思い

も遠慮のない懇談となった｡｢あんたは何でも反対だったな｣と義

出せない印刷所を｢高光｣と井上氏はいう｡その井上氏が徳永直の
話をした｡

帰京する徳永を熊本駅に見送った時のこと'向かいのホームに到
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土に生きた法衣の男
田辺義道小伝‑

→

日本大衆党その他の無産党から十数名の応援者出動し､又小作

人組合長の非常招集に応じた小作人百余名は手に手に利鎌を提げ

て押しかけ来り｢麦の内に作って居る大豆は仮差押えは受けて居

て殺気満々､八代署員三十余名の外に'松橋'宮ノ原､佐敷各署

=郡築小作争議リーダー

らぬ'大豆に一歩でも触って見よ'そのままには置かぬぞ｣と覚

昭和五年の八代地方は異様な緊張と殺気がみなぎっていた｡八代

応援の三十名'それに県警察部の青柳特高課長外数名出動して物々

悟の程を見せ'その間大道演説を始めて気勢を添ゆる者などあり

海に臨む郡築村でまたもや小作争議がおこったからである｡五月下

しき警戒を加え､極度に緊張した空気の中に地主側は小作人側相

税

ちから

旬にいたって'地主公益組合は小作人たちの徳米不納に対抗して麦

対峠して居る｡執達吏に於ては刈取命令を控えて之を傍観中であ

本

の｢立毛差押え｣という手段をとった｡両者共に一歩も引‑気配な

岩

どはない｡そして､ついに五月二十五日に｢差押え｣は断行された｡

‑

のは他ならぬ小作組合長の田辺義道だった｡

民をリードしたのは隆法寺住持田辺義道だった｡田辺義道は'旧人

ていったのである｡この昭和の小作争議で終始争議団長として小作

ー｣の三段抜

﹃小作争議で久し‑地主と小作人と対時して刻々険悪の度を加え

千把村古閑字立原三三七番地にあった隆法寺の件で'田辺福恵､仝

市俄かに殺気立つ

｢大豆には一歩も触れさせぬぞ｣と鎌を振りあげて気勢をあげた

るので午後三時頃まではまだ一鎌も入れて居らぬ｡‑‑﹄と｡

‑鎌を提げて小作人

その時の模様は五月二十六日付福岡日日新聞が｢問題の都築麦刈取
り

て居た熊本県八代郡郡築村の沢田(甚蔵)･田辺 (義道) 両小作

エジユの独り子として明治二十六年五月十五日に生まれた｡成長し

こういうことで昭和五年の郡築小作争議は泥沼の紛争へと発展し

人所有の二町人段歩の麦立毛を愈々昨二十五日午前九時より'八

て旧制八代中学(現八高) に進んだが'四年生の時ストライキの音

き見出しで､次の様に報じた｡

代･熊本両区裁判所所属執達吏指揮の下に刈取るので､同郡各町

頭をとったということで退学処分になるほどで'生来血気旺んな少

年だった｡大正二年三月に県立玉名中学校を卒業した｡のち大学に

務所に勢揃いをなし､

上村組合長の挨拶'河上署長の訓示等あって'荷車数台を曳い

進んだが'早稲EE大･仏教大を転々とし明治大に転じたがここでも

村から出動の人夫百七十余名は'同日午前七時八代町公益組合事

て威勢よ‑郡築村に乗り込み'総勢を甲乙二班に分ち'甲班八十

築小学校の代用教員'大阪府警巡査などの経歴もあるがその間の詳

大学教授をなぐつたとかで放校されてしまった｡その後南部校や郡

細はよ‑わからない｡大正六年には二三連隊に一年志願兵として入

を刈取る事となり'甲班は直に刈取りに着手し午前十時半頃無事

終了して一番割倉庫に収納したが､午前九時頃乙班の一隊が六番

隊し陸軍軍曹まで昇進している｡

余名は1番割1町六段歩を'又乙班八十余名は六番割1町二段歩

割に乗り込むと'
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法寺の説教所を移し公益組合から土地を借りて小作農を営んでいた｡

大正十二年の第一次郡築小作争議の時にはへ旧郡集村八番割に隆

するのが誠の宗教家でな‑てはならぬ｣と言って応じなかった｡檀

皮(救うこと)するものではない｡現世において苦しむ衆生を済度

信念は動揺しなかった｡田辺住持は｢僧侶たるの本分は'未来を済

小作人達は連署をとって'京都本山に田辺住持の辞職勧告を撤回す

家である郡築小作民たちも事態の悪化を心配した｡四八五名の檀家

た｡夕日が八代海の西に沈む頃ようやく腰をあげて夕闇せまる畔路

るように嘆願した｡そして'もしも要望が容れられなければ､郡築

えるかたわら'母を助けて自ら鍬を手にして汗と土にまみれて働い

を帰途につくことが多かった｡その頃郡築村では第一次小作争議が

小作人は宗旨を変えて東本願寺の宗門に入ることも辞さないといき

時に三十歳になっていた｡田辺は法衣を身にまとい済度の念仏を称

展開していた｡学生時代に培われた田辺の農民観と生来の熱血感､

まいた｡争議に新たな波紋を投げかけたのである｡

し策に挫折しかかった小作人も出てきたので'小作民たちに団結を

こうした中でも田辺の指導姿勢は微動もしなかった'地主の切崩

正義感が彼の胸の中でおどりだした｡その頃福岡からやってきてい
郡築支部長)などから農民組合のことや社会主義理論を聞かされた｡

固めさせようと､九月一日には｢争議ニュース｣第一号をガリ版刷

た農民運動指導者高崎正戸や花田重郎(花田は初代の日本農民組合
田辺の知識欲と正義感がそれらのことを海綿のように吸収していっ

(組合歌)

‑で発行するなど情報操作にも工夫をこらした｡また'自ら争議歌

歌

を作詩して小作人の士気を昂めることも忘れなかった｡

議

れこんではならないのだと自らに言いきかせ'昂ぶる心を押さえる

争

荒浜蛎原其のままも

闘ひっきぬ郡集は

二十有歳に美田化す

正義の旗ひるがえす

誰が手に帰せむ我が農地

培う民のうでなるぞ

成し就げえたる開拓地

ものともせにや戟衛は

膏血労苦たえしのぎ

土地返還の魔竜をも

四割増額けやぶらむ

水魚の愛着士と民

祖先の築財とうじんし

開墾権利の獲得に

団結必死のか‑ごあり

なんぞ誰が力なる

一名も知られたる不知火の

二

三

四

五

蒼海何時しか耕の地に

た｡しかし彼は僧籍を嗣がねばならぬ身である｡不用意に争議に紛

ことに苦悩した｡

昭和にはいってから僧籍をもらい､浄土真宗大谷派隆法寺の住持

となった｡やがて昭和の小作争議がはじまった｡昭和五年彼は三十
七歳になっていた｡郡築小作農民の苦しみと'地主公益組合の不合
理な課求を身をもって織っている田辺住職は自らの生きる道を又も

思い悩んだ｡だが遂に決断した｡自ら小作組合長をかって出た｡小
作争議団長として闘争の道を選んだのである‑‑｡そして'争議は
悪化の道をたどり'いつ果てるとも知れない様相となった｡浄土真
宗大谷派京都本山は､田辺義道が僧職の身にありながら'争議の渦
中に身を置いて､しかも第一線のリーダーにあることを好まなかっ

た｡試辺に対して隆法寺住持の辞職を勧告した､だが'もう田辺の
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六

恢々疏にしてもらすべき

とから農民組合(小作争議団)脱退を表明するにいたった｡このこ

¶
吾等の主張は正なるぞ

願

とは強硬派を憤激させることになった｡次の｢除名願｣がそれを物
語っている｡

除

名

稲穂の民をおびやかし

時代の前にはめざむべし

横暴さ‑しゆのブルジョアも

瑞穂の国もわすれはて

正義の前には降伏し

七一部の地主の圧迫も

今般沢田甚蔵氏に対する本組合の理由としては除名者沢田甚蔵

番割の組合支部員として闘争を続け郡築将来の発展幸福の為め全

田辺義道作

田辺の強固な信念と不動の指導姿勢の為に争議解決が裏目にでる

(昭･5･8･24)

こともあった｡暗礁に乗り上げていた争議解決和解の問題も'昭和

の調停たるや白紙無条件一任の内容を探知するに現在郡築村自警

力を傾注し闘争を続行し来れり｡然るに今回八代警察署長上山氏

氏事現在全国農民組合郡築支部の副組合長の席に座すo尚吾等1

五年十月になるとにわかに調停工作の動きが目立ちはじめた｡九月

団派の承認せる解決と同一視されたりしに依‑'本組合は飽迄其

然るに除名者沢田甚蔵氏は本組合創立の当時､組合員に対し飽

人事で八代警察署長に上山盛栄が着任したことが契機となった｡上
んだ｡田辺等小作側代表とも懇談して'争議解決には鋭意努力した

迄現在スローガンたる四割減額並に開墾権獲得の誓明をなし小作

れに対して絶対反対を計らんが為め闘争を続行せんとす｡

いから調停にあたっては｢白紙一任｣してほしいと懇願した｡しか

組合加入を勧誘なしたりしにも拘らず其の実言を忘却し自警団派

山署長は着任早々から白紙の立場で郡築争議の解決に積極的に取組

し田辺等は｢無条件白紙一任には異存がある｣として､回答を保留

の承知解決案と同等なる白紙無条件一任に

め'同志を募り､協調たる白紙t任を民政党の立場に依り託せん

組合規約をも破壊し単独行動を取り'秘密裡に組合内に連印を認

成なし､強硬に自己の意見を貫徹せんとし多数決を強いて曲げ'

(是は永久を含む)賛

した｡一方の地主側は白紙一任に応じたのである｡

小作側の内部事情は複雑であった｡特に青年･婦人層の意志は強
しっつあることをなじって争議本部に押しかけたこともあった｡十

とするに対し組合員再三の警告を発せしも拘らで'三㌧

固で､十月十一日には小作人婦人連五百余人が'争議団幹部が軟化
1月九日には青年部だけで集会をもち'白紙一任反対の決議文を提

して秩序を破り団結破壊陰謀の徴候明白なるを以て本組合貞は将

命の同志と語り虚言を弁じ運動を続行せるの態度は'支部組合を

来組合結束に亀裂の起こるを憂慮し､飽迄反対なし'此度一番割

四名の復

そこで'十1月三十日争議団幹部は｢白紙l任には応じ難い｣との

出して'調停役を買って出ていた上山署長を困らせたこともあった｡

回答を行わざるを得なかった｡この段階で､岩石のように結束して

農民組合支部員の席を除名す｡

昭和五年十二月一日

きた争議団にもヒビが入ったのである｡最高幹部だった梶原重次･
沢田甚蔵･南辰次郎他三名は｢白紙一任受容｣を主張して破れたこ

右の除名願は田辺体制下の争議団幹部会で採択されることとなっ
た｡沢田等は除名されたのである｡そして､この分裂はこの直後の

争議解決の時点で小作側を不利に陥れたことも事実であった｡(例
ぇば組合解散･組合旗は村長預り等)人間が或る集団に属し,そし
てその集団を唯︼の生きる拠としている場合'集団の決定を遵守出
来ない人の末路は右の様になることは誰でも予想出来る事である｡

その決定が必ずしも正でなくその集団からみて必要悪になる場合
もある｡田辺が下した｢断｣の是非はここで論ずべきでな‑､筆者
も論じた‑ない｡それは歴史の評価であり本稿の趣旨に反するから｡
この争議は昭和六年一月十五日に両者の和解が成立,三月十二日

の解決手打式で終止符がうたれた｡争議が延々八年も続いた郡集の
村にも平和がよみがえった｡争議解決後田辺はもとどおり隆法寺の
住職をしながら鍬を手にして二万では農民運動にかけ廻ることも

再合併して今日にいたっている｡田辺氏は分村当時の村長であった｡

代市に合併していたが､昭和二→五年にT度分村し昭和二十九年に

から同二十九年まで郡築村長を勤めた｡尚郡集村は昭和十八年に八

(昭和二十一年)したがその望みは果たせなかった｡昭和二十六年

党県連の基礎づ‑‑にも献身した'その間に衆議院選にも立候補

熊本県委貞長にありながら'社会党熊本県連副委員長に推されて同

中央農地委員会常任委員を任命された｡また同年には日本農民組合

た農民運動家としての姿勢が買われて､翌二十二年にはGHQから

戦後は昭和二十左に隣村昭和村の村長となったが,彼の表し

の官憲の監視もさびしく四十日も留置場にはうり込まれたという｡

同十九年まで初代理事長を勤めあげた｡これらのために戦時体制下

忘れなかった｡昭和十三年には熊本県花警芸工業組合を設立して
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ところが昭和二十九年'計らずも肝臓ガンという難病にとりつかれ

十数年の闘病生活の甲斐もな‑昭和四三年十方tl+五日往生し

た'年七十三歳'波乱の生涯だった｡死を予期しての静かな大往生
だったとのことである｡

筆者は昭和El十年夏'史料探訪の用件で自宅療養中のEB辺義道さ

んを訪ねたことがあった｡病気中にもかかわらず､七十二歳とは思

ゎれない姿で応待していただいた｡その時,かつて小作争議の多忙

中にもかかわらず自分で作成されたという｢郡築小作争議資料綴｣

は少し白くうす‑みえたがまだ血色もよく物静かな中にもかつて

と当時の新聞切抜帳とを見せていただいた｡その時の田辺さんは髪

の璽心の片鱗がうかがえた｡一つ一つの資料の解説に感慨深げに,

そして眼を輝かせ熱意をこめて説明していただいた｡その頃の田辺

さんは前川橋の少し上流の新江月(現東陽軒)の隣りの家で静かに

療養中だった｡筆者が訪ねた日は夏休みの暑い日だった｡田辺さん

は快‑応対され'帰りぎわに｢ここは夏でん涼しうございますけん,

どうぞ便いなはりまっせ｡又おいずっとば楽しうしと‑ます‑⊥

研究などにゃあ何時でん撞供しますけんで､遠慮はいりまっせん,

と､初対面の私に心を許していただいた｡その田辺さんと再び逢う
ことはなかった｡

田辺氏の資料級の中に次のような懐古文がある｡

郡築争議の頃

吾が郷土熊本県郡集村は'郡制当時八代郡の郡有財産造成の目

的を以て築造したる不知火海干拓地帯で'その些止総面積1千二

百町歩に及んでいる｡明治三十七年完成するや,各地より耕作移
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ら次へ募り､二転三転して今日まで頑張り抜いた者'その数僅か

もの､又は夜逃げ出奔するもの続出し､其間地主は移住者を次か

活の基礎まで根底から崩壊され'果は'職を他に求め'逃避する

や郡薬は熊本県下の米麦の宝庫として繁栄し'年収二億円余を生

い起こす｡憶えば其の間'検束投獄を幾度と苦衷をなめたが'今

らず'最後まで戦い頑張りとげた一つの因であったことを特に想

が､争議解決近‑に及び幹部内に相当の脱落者を出したにも係わ

回顧するに'其当時争議団員との誓いに｢若し徳米四割減を獲

に十数世帯に過ぎない現状である｡私の生家は従来寺院を営み'

産収得している｡現在全国でも希にみる富農の地となっている｡

民を募り農耕に当らしめたのである｡当初干拓地は､種苗育成に

隣村に居住していたのであるが'郡築干拓なるや選ばれて現在地

爾来私は今日まで約四十年農民と共に生きてきた｡つらつら往時

こと'中でも､強い同志と青年の力に侯つところ大であったこと

に寺領を受け'干拓地開放のため移住して来た真宗寺院であ‑〜

を回顧するに'只感慨無量である｡それについて忘れられない事

得し得ない場合には生きていない｡｣と固い約束を交わしていた

私は其の住職であった｡その私が小作組合農民組合を結成して組

は'大正､昭和に於ける郡築の小作争議に'日本農民運動の先駆

は未だ至らず'年月を経るにつれ'移住民は開墾事業と'地主の

合長となって小作争議を起こさねばならなかった｡それは郡築の

者'杉山元治郎･賀川豊彦･小岩井浄･細迫兼光･稲富貴人･水

搾取のため'手持ちの資金は使い果たし'移住の目的どころか生

小作農民が'人間にしてあらざる存在と'生活を強いられていた

は身を以て応援参画させられ御指導賜わりしことは'吾々郡築農

谷長三郎･浅原健蔵･高崎正戸･各先生方始めその他'諸先輩に

地主八代郡公益事務組合は'只彼等の目的である財産造成以外

る次第である｡

民の一大光栄であり'その御高配に対して深‑感謝申し上げてい

からである｡

選ばれ'徳米搾取の代表機関として地主擁護の手先を成していた

識

人生の過半を農民運動にかけた田辺氏のきびしさと感慨が偲ばれ

田辺義道

る｡今は亡き田辺義道氏の御冥福を祈るとともに､争議を経たこと

一九五七年正月十八日

何ものもなかった｡それは公益事務組合の議員が皆地方地主より
からであった｡徳米請求には郡官憲を駆使し､暴力団を操って'

狭智に対抗Lt小作農民は悪戦苦闘実に悲惨極まるものがあった｡

或いは政治的手管を弄して小作人団結の破壊工作を策した｡この
斯る圧政と搾取に耐えかねて小作農民は遂に結束し彼の有名な日

によって平和で豊かになった郡築の今後の発展を更に更に望んで止

尚本稿は近刊の｢郡築郷土誌｣に執筆した余録であり'本稿成立

本農民組合の旗下に郡築争議を起こしたのである｡ときに私が三

については'田辺義道民の御子息源勇氏(現隆法寺住職) より未知

まないrJ

る闘争に終始し大勝利を拍Lt目的を達成した｡郡築農民と共に

徳米四割減額の旗印に'小作争議団長となりて､二カ年有半に亘

の資料を提供いただいた事を付記するとともに'源勇氏に対して深

十二才のときであった｡それは郡築農民の救済と'人権擁護と､

限りない喜びの尽きないところである｡

(1g)
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本稿は﹃文芸八代﹄第十六号‑昭和四十九年十二

甚の謝意を表したい｡(昭49･1･1 1稿)

(あとがき)

5記)

田

道

代

の発掘に寄与するものと考えたので本誌に転載した

月十五日発行‑に掲載されたものであるが'本会誌の主旨である
郷土文化(人)
ものである｡(平9･‑･1

父･徳永直のこと
津

手遅れの胃癌で他界した父は､最後まで書きかけの作品が気がか

に暫‑眼を通し'｢ひどいもんだ!

こんな天皇制教育を子供達に

判らなきや判らないでいい!｣と怒鳴られた｡｢そ

んな勉強するなら働け､労働した方がまだましな人間になる‑｣と

押しっけて!

始まるのだった｡

︹解説︺ 右の文は'一九八七年七月号﹃民商﹄ (全国商工団体

連合会発行)掲載の随想で､去日'津田道代さんから｢身辺整理し
(この雑誌にも

〟写真ルポ″的なものを'年に何回か掲載している

ていましたら､丁度十年前こんなものを無理やり書かされまして

都合上断りもできず)書いたものです｡｣と添え書きして送ってき

この短い文章からだけでも'記録にない徳永直の人と思想が見え

た｡

たものです｡その冒頭の部分です｡それを転載させていただきまし

口述筆記をさせた｡死の数日前からは'意識も混濁し､苦痛を訴え

てきます｡二月十五日の第二十回孟宗忌では'さらにいろいろな知

りらし‑､唾液も出な‑なった口元を湿らせては'鴨ぎ嘱ぎ家族に

る言葉も熊本弁に変わってしまった｡｢痛か!｣｢痛か‑⊥初めて聴

文

彦

(中村青史)

られざる徳永直が'道代さんによって語られるだろうと思われます｡

ハバロフスク紀行九六‑

金

である｡

この作品の読み方の真髄は､三千夫の生地登米の重鎮‑今は亡き首

も十六年が過ぎた｡研究の土台はむろん｢日本人サトウ｣

私が'歴史としての佐藤三千夫研究に携わるようになって'早‑

鮮戟争の時代の優れた短編小説であると私は思っている｡

｢日本人サトウ｣という作品は'徳永直がこれを生み出した'朝

野

厚い壁を破る｢日本人サトウ｣

‑父の熊本弁だった｡｢靴は国の手形｣というけれど'人間は生れ
育った土地の言葉を'終生忘れないもののようだ｡骨と皮になって
しまった'心臓の動いているだけの肉体を残し'父の魂は生れ故郷
に帰ってしまった｡

その熊本に'十年ほど前｢文学碑｣も建立されて､碑には｢最初
私たちはもっと労働について語らなければならない｡労働の

の記憶｣という作品の一節が刻まれている｡
‑

もつ内容は'現在語られている多‑の恋愛よりも'インテリゲンチャ

のある種の悩みよりも､乃至は消費生活の絢欄さよりも'はるかに
豊富で人類を益するものである｡‑
それで思い起こすのは'｢国民学校｣に通っていた私などが'教
科書のわからない所を'たまたま父に訊こうものなら'その教科書

ヽ■
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藤直1郎氏から教えられた.

しばら‑は'首藤･金野の二人三脚で研究･顕彰運動を前進させ

単に'こうした機会や偶然ではな‑'徳永と伊藤･首藤の執念に

よって'スターリン体制の残骸の中から､佐藤三千夫の反戟平和の

さらなる佐藤三千夫･｢日本人サーウ｣の追求を進めてきた｡徳永

巨大などジネスチャンスを創出し､他方では､生活弱者への生活苦

九一年のソ連解体からもう五年たつ｡市場経済への強行的移行は

原点が再び蘇って来たのである｡

作品の収集始め'歴史的史料の発見が少しずつ進んだ｡徳永が｢冷

や給料不払いを生じさせた｡私は'ハバロフスクのバザールの入口

て来た｡九二年に首藤氏がこの世を去ってからは'一本立ちをして

戟｣体制下｡地道にかつ精力的に進めて来た調査活動は'現在になっ

タルジーなのか'下院選挙･大統領選挙でのロシア共産党の善戦と

で物乞いをする老婦人を見て激しい衝撃を受けた｡旧体制へのノス

昨年八月に､佐藤三千夫終蔦の地･ハバロフスクを訪問した｡ソ

て一気に実を結びつつある｡

(銅像､広場､通‑)は依然として｢健在｣である｡

悠然と流れるアムール川は'激し‑揺れ動‑河岸のハバロフスク

共にレーニン

大激変にも見えた｡徳永が｢人民の国家｣と呼んだその実態は､ス

たのが､ハバロフスクである｡旧体制時代とは違って'カラフルな

と好対照である｡中国･ロシアを分けてきたこの大河沿いに拡大し

連解体は､｢日本人サトウ｣という作品の存在を揺るがせるような

る由もなかった｡

ターリン体制で抑圧と恐怖の国家となっていた｡むろん'徳永は知

看板が街並みを彩り'パンやアイスクリーム販売のスタンドが歩道
を｢占領｣している｡

へ

現在ロシアとはなっても､日本の干渉戦争(｢シベリア出兵｣)

の闘いの跡(コムンソモール広場の記念碑)はそのままである｡畏

の解体を徳永ならど

う受け止めたであろうか｡激しい衝撃を受けたに違いない｡だが'

このように変貌していった､｢人民の国家｣

在は'一般市民には知られていない｡スターリン体制下のすさまじ

バザールの老婆の姿を見たなら｢資本主義ロシア｣

友エブゲ‑ニー･ブガエンコ氏の努力にもかかわらず'三千夫の存

い ｢粛清｣は'人々の歴史的記憶から佐藤三千夫を消し去ったので

加えたであろう｡貧困は徳永にとって｢最大の敵｣であるからだ｡

に厳しい批判を

あろう｡

館に案内Lt佐藤三千夫葬儀時の新発見写真を閲覧させて‑れた｡

とする若者達に'私はこの国の未来を見ている｡｢共産主義｣

短期間に日本語を習得し'意欲満々で日本で活躍の場を兄いだそう

激し‑変貌し､かつ旧体制の頑固な｢重し｣が併存するロシアで

その時に写真複写ができなかったので'今回の訪問で複写をしてき

定されているが､平和と民主主義を措いた徳永文学は､必ずやこの

前回の九三年訪問で'ブガエンコ氏は私をハバロフスクの公文書

た｡あいに‑､周囲の電気工事のため館内は停電であった｡大部分

若人にも受け入れられると私は確信している｡

(一九九七年一月二二日稿)

(宮城県登米町'佐藤三千夫記念会)

が否

が露出不足であったが'この写真はうま‑撮影できた｡こうして'

佐藤三千夫に関する新しい史料を日本に紹介することができるよう
になったのである｡
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0回孟宗忌御案内

1997年2月15日(土)

1.碑前条

0場所

13:00‑13:30

立田山登山口

徳永直文学碑前(泰勝寺入口)

1.記念行事14:00‑17:30

0会場

熊本大学構内くすの木会館

(1)記念講話

津田道代氏(徳永直二女)

(2)作品朗読

熊本朗読の会(矢部絹子民ら)

(3)作品舞台等スライド

1.徳永直を偲ぶ会

印刷所㈱昭和印刷(｡一四四圭一五二二二四三･三八八六

｡会場

1.会費

同

岩本

税氏

18:00 ‑ 20:00

上

1,500円(参加費)

3,500円(偲ぶ会費)

※

寄附

大歓迎

連絡所･熊本市黒髪2‑40‑ 1

熊本大学教育学部中村研究室

TE L(096) 342‑2584

･熊本市北千反畑5‑13

FAX(096) 342‑2592

南風堂

TE L(096) 343‑9664

臣0)

