麻雀談義

仲間みたいな人間関係が

はそういう気のおけない
られない︒

だった︒どうしても忘れ
負け方は別ものだ︒勝っ

る︑然しそれと勝ち方︑
い機会だったと思う︒魚

子どもたちも網を引く良
在住の田山莉々也さん

初めて参加した極楽寺

︶
茉莉也さん︵５︶姉妹

は﹁網がめっちゃくちゃ

の勉強会もできてよかっ ︵
た﹂と実行委員長の鎌倉

ても負けても︑その人の
うしろ姿は︑すっきりと

勝負事をすると人柄が
出るとはよく言われる︒

重かったけど︑いろんな

好きだった︒反対に周り
からはその懐の深さみた
漁連・木村和俊さん︒

魚が見られてよかった﹂

などが振る舞われ︑参加

産がなかったのが残念︑

予定していた魚のお土

と楽しげだった︒

者たちは海岸で昼食をと

と関係者は話していた︒

つみれ汁やポップコーン

老連会員らが用意した

美くしくありたいもの

麻雀グループも次第に

った︒

外壁材について

⑤サイディングを貼る︱な

ンガを貼る④金属板を貼る

仕上げる③石・タイル・レ

ます︒①木を貼る②左官で

合でも幾つもの方法があり

ます︒木造住宅で考えた場

かで家のイメージが変わり

建物の外壁を何にする

われていますが︑材質の薄

す︒サイディングも広く使

金物で固定する事もできま

可能性があるので︑特殊な

地震等で揺れると剥がれる

できます︒しかし︑建物が

し︑石やタイルを貼る事も

や屋号を入れたりもできる

上げたり︑なまこ形や家紋

終の棲み家を考える

どが考えられます︒

わせた大型作品﹁ウミイ

い物やカラフルな色の物も

ウルメイワシ︑ヒガンフ

多く︑軽々しいイメージは

ひ さ お じゅう ら ん

鎌倉の坂ノ下海岸で晴

防火地区でも木材を使う

老人会や漁連が協力

地引き網で三世代交流

生れつき勝負ごとの強い

ん︑三人仲もよく皆さん

人がふえて四回に一回ぐ

いな処が愛されたのだと

私 よ り 年 上 だ っ た が︑

らい﹁ポンクラブ﹂と称

山 内 静 夫
扇ヶ谷の谷戸の一つ︑

私を含めて三人は姓に

して十五︑六人集って大

だ︒

淨光明寺のある谷戸︑寺

﹁山﹂がつくので﹁さん

会をやったりした︒

人︑弱い人はたしかにあ

の手前︑隣り合っていた

ざん﹂して一人は﹁竹﹂

思う︒

里見弴の家︑即ち私の父

で﹁三山一竹﹂と名づけ

方法があり︑木の温かみの

払拭できません︒何より問

さんざんいっちく

分そ

の住んでいた所である︒

グアナ﹂︒同会の母親ら

ある外壁を造ることができ

私の家から歩いて

来場者の投票で人気を

は﹁綿密な打ち合わせを

ツ

グ︑ゴンズイ︑スミイカ

集めた作品が表彰され︑

メン

日︑地引網が
などが入っていた︒いけ

題は材料の繋ぎ目をコーキ

天の 月
行われ︑一般の参加者３

るようになりました︒

もうひとり忘れられな
い 人 が い た︒ 久 生 十 蘭

してよくがんばったと思

られていた︒
家の中の片付けや整理

特別賞の町長賞は︑優雅

こそこの距離だった︒麻
雀の面子に呼び出され
すで獲れた魚の説明があ

砂の芸術に
パワー結集

５０人に︑主催の鎌倉市

う﹂と優勝を喜び︑子ど

のだ︒

後塗装の吹き付け仕上げか

山あり︑モルタルを塗った

左官で仕上げる方法は沢

官等本物で仕上げる事で生

に は︑木 や 石・ タ イ ル・ 左

ん︒味 わ い の あ る 家 に す る

心できるものではありませ

ングで処理する事です︒コ

さんだ︒里見弴のかくれ

に泳ぐイルカの群れと波

もたちは﹁松ぼっくりや

ら︑特殊な仕上げまで幅広

和風の家だけでなく︑洋

仕事などにもかり出され
った︒

を表現した﹁一色中央こ

枝で背ビレを工夫して飾

葉山で砂工作大会

て︑暗い夜道を通ったも
老人クラブ連合会︵通称

子どもたちが砂浜で大

ども会﹂︑教育長賞は真

ながら作った﹂と笑顔を

まれてくると思います︒

鎌倉朝日
発刊協力グループ
朝日新聞
サービスアンカー

ＡＳＡ鎌倉小町

☎

︱３２３６

材木座一︱一◯︱三七︱一◯三

ＡＳＡ鎌倉中央

☎

︱１００４

長谷一︱一︱九

ＡＳＡ北鎌倉

☎

︱７３２２

大船二︱二二︱一六松栄ビル３Ｆ

ＡＳＡ鎌倉深沢

☎

︱１４４４

常盤二四七︱二

ＡＳＡ大船西部

☎

︱６０６８

玉繩一︱一四︱一

ＡＳＡ大船南部

☎

︱７３２２

大船二︱二二︱一六松栄ビル３Ｆ

ＡＳＡ大船中央

☎

︱７３２２

大船二︱二二︱一六松栄ビル３Ｆ

︱８７１６

︱８７１６

︱７４０９

︱６９２４

︱６９２４

☎０４５︱８９１︱０９８６

横浜市栄区笠間四︱一一︱九

ＡＳＡ大船北部

☎０４５︱７８２︱２８５９

横浜市金沢区六浦一︱二一︱一三

ＡＳＡ金沢八景

☎０４６︱８７５︱０５１５

三浦郡葉山町堀内一八◯八

ＡＳＡ葉山

☎０４６︱８７１︱６８４５

逗子市沼間一︱四︱四

ＡＳＡ東逗子

☎０４６︱８７１︱２３６８

逗子市久木一︱一︱一一

ＡＳＡ逗子

☎０４６６︱

藤沢市鵠沼海岸二︱一︱一一

ＡＳＡ鵠沼西部

☎０４６６︱

藤沢市鵠沼海岸二︱一︱一一

ＡＳＡ鵠沼東部

☎０４６６︱

藤沢市弥勒寺三︱一二︱一一

ＡＳＡ藤沢東部

☎０４６６︱

藤沢市鵠沼藤が谷二︱一︱二二

ＡＳＡ藤沢南部

☎０４６６︱

Ａ腰越
http://www.hyuuga.co.jp ＡＳ
藤沢市鵠沼藤が谷二︱一︱二二

鎌倉市大船１︱ ︱３

☎０４６７・ ・５４５４

■日向建設

くあります︒また漆喰で仕

ーキングは防水的に考える

ファンのようで︑いつ親
みらいふる鎌倉︶と鎌倉

型のアート作品の制作に

った︒葉山にもウミイグ

築 い た﹁ 真 名 瀬 子 ど も

見せた︒

風の家にも合うようにデザ

るような親しい父の子分
しくなったのか︑いつの
漁業組合の会員ら約１

名瀬海岸から見える名島

アナが来てほしいと思い
月６

会﹂︑準優勝は﹁みどり

た︒

寝られまいやれ⁝

と あ く ま で も 補 助 的 で︑安

たちでもあった︒言わず
まにか麻雀メンバーの有

挑む葉山町主催の﹁サン

の鳥居や富士山を高々と

﹁地域の元気づく

日︑一色海岸で開かれた

ヶ丘子ども会﹂が大きな

に昨年から企画を進めて

では︑サビラキの時に初

が終わると娘を山の中に

洗い川

インする事も簡単です︒

毎日新聞の山口さん︑
もがな︑皆さん麻雀好き
００人が加わり︑にぎ

﹁漁は少なかったが︑

読売新聞の山村さん︑そ
力な一人となって︑里見

ドアートフェス〜しおさ

までやったりした事もあ
り﹂活動の一環として

＝ 写 真︒ 初 め て の 開 催

２匹のタコを迫力いっぱ

めて田植えに出る早乙女

思う殿御と
寝たるその夜はな

渡辺昭五によると︑広

ある小屋に連れ込んだ︒

上り歌

22

22

38

31

55

は人並み以上だった︒父
わった＝写真︒

った︒おだやかなやわら
行われている﹁三世代

で︑各子供会から９チー

でき上った作品の数々

かい人柄だった︒麻雀は
交流事業﹂で︑今年で

きた生涯学習課は﹁想像

残念ながら無類に弱く︑

いに仕上げた﹁海をなが

７回目︒

めるタコ友﹂
が選ばれた︒ 以上にレベルの高い作品

る共感呪術であり︑村の

があると︑田に真っ赤な

四方に区切られた砂浜に

男女が性の交わりをする

漆の木を立てたという︒

子どもからお年寄り

のも︑もともとは田の神

さらに牛尾三千夫の報

が多かった﹂と話してい

とそれに仕える巫女とし

告によると︑夕暮れが近
思う殿御と
口を吸いようての
恋に恋ひと思われて

島県佐伯町では昔は正月

日が暮れると小屋はみな

︵Ｋ︶

思う事さんげして

ての資格においてであっ

づいて来ると若者達はそ

を示す歌を歌う︒

さらに寝られまいやれ⁝

た︒しかしやがて神事と

れぞれ自分の好きな早乙

めていた︒だから好かれ

昼歌四番 収穫
︵鳥 京上り↓ウナリ
迎え︶

晩歌一番 京下り
︵京下り＝ウナリの下
り↓弓・鳥︶

︵男女の恋︶？

口を吸いようての⁝
︵三人の聟↓男女の

の初めの会合で︑若い娘

共寝をする若い男女で満

恋︶

を持つ親は︑﹁今年から田

員となり︑若い者が誘っ

寝たるその夜はな

植えに出す﹂ということ

てくれないような娘は肩

ねや

もちろんこれは男女が

を村の若い衆を初め多く

身がせまかったという︒

晩歌四番 閨しのび唄

朝歌一番で田の神サン

交わることによって田の

の人に紹介したという︒

恋の道語りて

バイを降ろしたあと︑直

神がそれに共感して稲の

︵男女の恋︶？

ちに男女の忍び歌があ

雌雄も交わって孕むとす

また秋田県本郷山本町 ︵神奈川歯科大名誉教授︶

り︑露骨に男女の交わり

忍ぶ殿のなりあうて

晩歌三番 万十郎？

晩歌二番 ？

しての田植えの場は次第

優勝は﹁一色ときわ子

の歌題とその内

に若い男女の見合い戀愛

個性溢れる作品を１時間

扉脇には鶯鳥がな

容を次に記して

女の前に近寄って︑太鼓

まで大勢の人が網を引

わさ田を植えて育てて

の場の意味もあわせ持つ

る︒そんなレベルをはる

植えの指導者︶一人に小
稲鶴姫と

朝歌一番 忍び

を打ちならしながら今晩

ども会﹂の４人が力を合

太鼓一つ︑早乙女も多く

苗の初穂は

の歌

ようになっていったので

半ほどで完成させた︒

︵早乙女の衣装↓鳥↓

て三十人ぐらいであった

先ずサンバイに参り正

︵サンバイ降

扇・京上り

行くからと誘い︑田植え

き︑ 網 に は サ ワ ラ︑

の指導のもとに謡われな

狩猟↓ヒルマ︶
開花

がら︑その日のうちに田

昼歌一番

︵ウナリ送り↓花の礼

植えが予定通りに終わる
様になっているのであ

賛︶

という︒田植えには田植

︵ましょう︶

し↓忍歌︶

昼歌二番

傘︵笠︶

ある︒

かに突きぬけた立派な人

いつでも財布の紐をゆる

ム約 人が参加し︑５ｍ

いのメモリー﹂が

家から流れて久生家で朝

︵時鳥 風流傘︶

10

46

38

38

27

27

70

15

20

︵扇・京上り＝ウナリ
の上り︶
昼歌三番

47

10

る︒渡辺昭五﹃田植歌謡
と儀礼の研究﹄

え歌がつきものである

美しく着飾った早乙女

朝歌二番 朝日
︵日の出↓霧↓露︶
朝歌三番 化粧
︵花折り↓化粧︶
朝歌四番 狩猟

⇔

⇔

22

10

れと松竹の演劇の竹崎さ

うらやかに門の扉を

赤 羽 根 龍 夫

翁 と 乙 女︵ 九九 ︶︶

田植えはユイ組織とい

が︑これは単調な労働の

たちの清らかな歌声に︑

によりそれぞれ

反復を助けるためという

田の神も大いに共感して

開いてみたら

より︑元来は収穫を祈念

田の稲孕みが促されるの

おこう︒

するためのものである︒

である︒こうして朝昼晩

匹以下︑サゲ︵田

う共同作業で行い︑
普通︑

木版画 藤本宿
3

田植え歌は早乙女の朝の

牛は

167
番の田植え歌がサゲ

田植えを指揮するさんばいさん
＝『大田植と田植歌』牛尾三千
夫著（岩崎美術社刊）より

34

63
に

12

34

10

出立ち歌から始まる︒

12
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