もなく北陸訛りの聴音、

月 日まで

10

22

アイデンティティ

ふるさとを

出でしかなしみ

停車場の 人ごみの中に そを聴

並び、
しかも満員車両で夜行列車の一夜であった。
その

頃駅は田舎故郷を彩る世界が生まれた。
なに臆すること

もなく北陸訛独特の長音撥音などのイントネーション

が乱れ飛ぶ舞台であった。
上野駅こそあの集団就職の終

着・発足地でもあった。
戦後日本を築いた若者の第一歩

言ふことなし

となった起点でありふるさとに通ずる有形無形の太い

山に向ひて

心のパイプ・ステーションであった。

啄木は、「ふるさとの

ふるさとの山は ありがたきかな」
と誠に心から共有し

てやまぬ歌い上げをしている。
彼の名歌集
『一握の砂』
で

何がなしに 足軽くなり

心

その一首
「ふるさ
ふるさとの歌が数 編掲載されている。

との 土をわが踏めば

重れり」
、
この歌心に私は何故か惹かれるのである。

（押上武文
〈府中市 宝立町出身〉
）

「東京奥能登応援団のホームページ」アドレスはhttp://okunoto.net です。

こらむ

「ふるさと」とは ･･･ 〈その３〉
石川啄木『一握の砂』と北の玄関口上野駅
―

訛なつかし

こそ上野駅だといわれる。

今日では金沢へ２時間

分でホームに立てるが、
かつ

心耳に接し求めた有り様に共鳴・共感する。
この停車場

きにゆく」
と。
生地渋民村を想い、
生まれ語源の東北弁を

との

消える時なし」
と詠う。
されど、
想いはいや増し
「ふるさ

追はるることく

たことだろう。東北が誇る歌人石川啄木は「石をもて

きっかけで旅立ったか、
それは人さまざまの事情があっ

「ふるさと」
を出た人・去った者は旅人である。
どんな

：

36

て盆・正月の帰省となると、
上野駅に列をなして長時間

30

奥能登国際芸術祭 開催中
芸術・祭り・ヨバレ大好評

「奥能登国祭芸術祭」関連記事３面

10

東京奥能登応援団事務局
〒102-0093 千代田区平河町2-6-3
都道府県会館14階 石川県人会内
TEL:090-8876-4901
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書家 船本芳雲 さん
故郷 への郷愁 を書す （その３）

「書と絵」は、楽しいコラボです。毛筆の書だ
けの手 紙はなかなか読 んでもらえないことか
ら私は絵をつけ出しました。ただ絵を習ったわ
けではありません。上手、下手は関係なくどん
な絵 が入っても、あの人 らしい、との評 価で す
から楽しんでいます。
「横浜そごう美術館」で
の個 展に四 十 数 点 出 品した作 品の一部 を 紹 介
しました。

芳

「おいしくって参ってしまう
ことから鰺ってほんとうかしら」
塩焼・煮付・さんが焼・南蛮漬・なめろう
マリネ・梅煮 どれもこれも鰺わい深い
芳

森の小鳥は水車の音に
はじめは遠くで聞いてはいたが
軋む音色のやるせなさ
自分の鳴く音と寄り添った
小鳥と水車

2

あなたがいるから
あなたがいるから生きられる
あなたがいるから 芳

鮎の塩焼き
頭からすべて味わい尽くせと。
鮎は身の香りと内臓の
ほろ苦い旨さが真価と。
俳句の季語として春は
「若鮎」秋は
「落ち鮎」冬は
「氷魚」。
鮎は夏の季語である

芳

優しい色に包まれている
天女の羽衣を透した
やさしい光線に包まれて
いるようだ
そして春夏秋冬を聞いている

芳

にがみがうまみ
おとなの味だ
真っ白な
大根おろしを添えて

やさしい光線の中に 芳

（いずれも34×34.8センチ）

私は自 作 詩で書 表 現 を心 がけて
います 。それは漢 字 作 家であ れ、仮
名作家であれ、何をどう書く（表現
する）かの過程は同じであるが文芸
人の素 材 に頼 る か自 作 す る かとい
う違いであるが、まるごと自分であ
りふるさと能登の素材、幼少の体験
が多くをしめることになります。

も運んでくるなあ、
と。

る 。母 か らの手 紙 は、庭 の香 り

り、野 菜や魚の干 物が吊してあ

餅つき があ り、味 噌づく り があ

あ あ 自 分 の 育った 家 の 土 間 で

ふるさといっぱい 芳雲

ふるさとの便りは
文章が少なくともよろし
封書の切り口から
そこここあたりをふるさとで
いっぱいにするのだ
囲炉裏の
藁縄の
味噌甕の
干魚の
土間の
潮騒の
封書の切口からふるさと
がこぼれる そこここあたりを
ふるさとでいっぱいにするのだ
ぜんぶふるさと
ああ声もして

（240×810センチ）
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奥能登国祭芸術祭9月3日から開催 ～里帰り報告～
石川県人会は、奥能登芸術祭2017の開幕に賑わいを添えようと
「郷土訪
問旅行
（能登）
」開催した。
9月9日〜11日大谷、寺家、蛸島のキリコ祭りに合わせた旅行には、首都圏
から東京珠洲会会員など15人が参加した。
初日は寺家大キリコの見学と大谷キリコ祭りのヨバレに集い、
赤御膳のごっ
つぉと地酒を堪能しながら地元の方々との交流を楽しんだ。大谷町の下平宅
には、石川県観光スペシャルガイドの藤平朝雄夫妻、前飯田高校同窓会会
長南方治氏、元珠洲商工会議所今井欽次氏、
乙谷衛一氏らの縁者の他、

下平家のヨバレ

七尾市から椿れいさんらが一堂に会し懐かしく懇談した。
キリコ太鼓の披露
をはじめ、藤平氏が相撲甚句・能登平家の郷を唱い、
ゲストの椿さんが郷土
歌謡「能登はやさしや」
を熱唱しそれぞれ大喝采を浴びた。
2日目は、蛸島キリコ祭りと奥能登国祭芸術祭を鑑賞し、3日目は笠原東京
珠洲会会長らはラポルトすずにおいて関西珠洲会一行（坂本成昭会長以下
30人）
に合流して泉谷満寿裕珠洲市長と歓談、相互にエールを交歓して奥
能登国祭芸術祭の成功とふるさと珠洲の更なる発展を応援する決意を新た
にした。

関西珠洲会の皆さんと泉谷市長を囲んで

石川県人会の「散歩の会」
石川県人会では、首都圏の石川ゆかりの地を訪ねる
「散歩
の会」
を行っています。去る9月16日旧前田公爵家別邸であっ
た鎌倉文学館を訪れました。由比ヶ浜駅から程近い丘陵の中
ほどにあるこの建物は、昭和
11年第16代ご当主前田利
為氏が建築したもので、昭
和58年鎌倉市が譲り受け
て文学館となったものです。
相 模 湾を臨む豪 奢な邸 宅
は鎌倉市民のいこいの場と
なっています。

次回の「散歩の会」は、関ヶ原の戦いで敗れた西軍の戦国大
名・宇喜多秀家が流刑となった八丈島への一泊旅行です。さて石
川とのゆかりは？ と思われる方もおられるかと思いますが、前田
利家の四女・豪姫の嫁ぎ先です。豪姫は秀家と共に八丈島に流さ
れることを希望しましたが適わず、秀家は八丈島で生涯を閉じ、
豪姫は金沢に帰還して没しました。前田藩は、八丈島の宇喜多家
に明治維新まで米などの支援物資を送り続けました。
八丈島では秀家を顕彰する久福会が秀
家・豪姫の像を建立し、悲哀の
“戦国セレブ”
に哀悼を捧げています。秀家の命日の11月
20日に慰霊の鎮魂祭が行われています。
11月19日(日)〜20日(月)八丈島を温ねる旅
お申し込みは 石川県人会03-3556-1414

ふるさと行事
10月7日(土)～15日(日)

アンテナショップオープン3周年フェア

10月21日(土)
10月21日(土)
10月28日(土)・29日(日)

文京石川県人会―東大カミングデー石川物産展
東大いちょう並木
板橋石川県人会―板橋区民祭りいしかわ物産展
東武東上線大山駅
大妻女子大学園祭 細谷ゼミ・能登の紹介、物産販売 大妻女子大千代田キャンパス

11月1日(水)～7日(火)
11月4日(土)～5日(日)
11月8日(水)～15日(水)
11月18日(土)～19日(日)
11月19日(日)～20日(月)

金沢・能登・加賀百万石店
OTAふれあいフェスタ
第3回金沢・能登うまいもの市
輪島の海女漁フェア
石川県人会―八丈島・宇喜多秀家鎮魂祭
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いしかわ百万石物語江戸本店

さいか屋藤沢店
平和島競艇場
港区・サントリー大ホール
サンシャインシティ文化会館
八丈島

東京奥能登応援団だより
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奥能登国祭芸術祭・珠洲里帰り旅行を成功させた

（宝立町出身・大阪在住）

北沢達成 さん

◆メッセージ・・・ ・ ・ ・ ・ ・

故郷愛し、故郷を敬い、共に栄える関西と故

郷いしかわの架け橋 に 頑 張 り ま す 。

平成21
(2009)年
ハワイで

【プロフィール】 ●昭和38年大阪府守口市に生まれる両親豆腐店・公衆浴場経営 ●昭和50年両
親の故郷珠洲市宝立町へ ●昭和57年飯田高校卒 ●昭和57年日本国有鉄道入社 ●昭和62
年近畿日本ツーリスト入社 大津支店支店長京都支店長経て 現在近畿日本ツーリストトラベルセ
ンター西日本所長 ●平成21年～25年世界が集う友好の祭典「祭インハワイ」に5年連続 珠洲
のキリコがパレードに参加2万人の沿道の観客から大喝采 ●関西珠洲会事務局いしかわ観光特使

東京珠洲会
総会・懇親会

日本遺産・キリコが能登観光の広告塔として登場
～今秋首都圏で能登キリコの担ぎ出し２舞台、
応援ください～

11月17日(金)12：00〜
浅草ビューホテル4階
飛翔の間
●
【会費】
男性8,000円
女性7,000円
●

町田市アレサふれあいまつり・能登町キリコ
◦10月13日
（金）
18:00〜20:00
◦10月14日
（土）
11:00〜13:00
町田市小山ヶ丘まちだテクノパーク
（京王相模原線多摩境駅徒歩10分）
担ぎ手募集：東京で能登の祭りをやろう会
（半山）090-8588-6963
わくわくつるみ! 90周年祭in總持寺・輪島市キリコ
◦9月30日
（土）
18:00-19:00
◦10月1日
（日）
11:00-11:30
横浜市鶴見区大本山總持寺三門ロータリー
（JR鶴見駅西口徒歩5分、
京急鶴見駅徒歩8分）
担ぎ体験 ロータリーの輪島のブースまで

【交通の便】
つくばエクスプレス浅草駅
徒歩1分
地下鉄銀座線田原町駅
徒歩7分
●
町田市アレサふれあいまつり・能登町キリコ

【お申込先】
㈱ロータリー
電話：03-3805-2492
FAX：03-3805-2493

事務局から
待望の奥能登国祭芸術祭・珠洲が始まりました。開催前は地元でも戸惑いが
あったようですが、多くの観客の来訪に賑わっています。先の郷土訪問旅行で
芸術に門外漢でありながらも作品を鑑賞して回るうちに驚きや笑いが湧き起
こりそれなりにアートに親しむことができました。作品制作中にも珠洲を訪れ
ていた美術教諭の娘は「2日間で回りきれなかった、残念」
と言いながら帰京し
ました。久方ぶりのキリコ祭りやヨバレの席でご無沙汰をお詫びしながら旧交
を温める機会ともなりました。まだ折り返しで閉会まで20日以上あります。こ
の機会に是非里帰りで芸術祭をお楽しみください。


（代表・光眞 章、副代表・下平 康次）

お申し込みは当応援団へ▶ FAX：044-988-4901
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