追 憶
花 と鳥 と 歌 と

補遺
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弟﹁ 譲 ﹂ の思 い 出 にと 作 った ア ルバ ム
に 添え た姉 妹宛の 手紙
譲ちゃん が逝ってしまって今年で半世紀︑
五十 年もの歳月が流れてしまいました︒
毎年秋になる度にそして十月を迎 えるたび
にゆうちゃんの事を思い出し ます︒
去年︑父上のアルバムを 作りました折︑ゆ
うちゃんのもと思い つきましたが︑何分にも
資料不足︑とて も一冊になるとは思えません
でした︒
然し ︑一枚でも二枚でもまた新しく焼い て
彼の思い出のよすがにと思い作って みました︒
そして父上が決めてくださった 竜寶寺の奥の
山ふところに抱かれた静か な墓地も写してみ
たらと思いつき︑こ の秋のお彼岸のお参りか
たがたカメラを 提げて出かけました︒
風もない静 かな午下がり︑お線香の煙がま
っすぐ に立ち上がってゆきます︒
赤 と白のお花を手向け︑手を合わせて 静か
に祈りを捧げます︒腕白盛りの 附属小学校の

晩秋

横浜の片隅で
有坂言子

た り︑また︑父上の挽歌︵資料３参照 ︶を一
字一字書いてこのアルバムに花を 添えて下さ
った英雄さんに感謝を捧げま す︒それから又
お忙しい中から父上の挽 歌をコピーをとって
送って下さったあき おばさんに心からなる御
礼を申し上げ ます︒
五十 九年

晩 春の鎌倉
鎌倉駅から 大通りに出る︒大臣山を背に八
幡宮の 緑色の屋根が朱塗りの社殿と共に見 え
る ︒二の鳥居から段葛に入る︒葉桜が 美しく
下のツツジが燃える様︒左右の 町並みを眺め
て今日はゆっくりと八幡宮 へと歩を進める︒
付属小の生徒達が三々 五々とかけぬけ後から
晩春の風が追いか ける︒源平池の橋を渡ると
柳の新芽が揺 れている︒大銀杏も若葉に被わ

頃の事︑そ して逗子開成時代のこと︑このこ
ろは あの腕白はすっかり無くなり︑あま り口
もきかない少年になっていったよう な気がし
ます︒多分淋しい時だったので しょう︒時折
ソルベイジュソングを口ず さんでいた事︑芝
浦工大機械科に入学し た前後のこと等々︑か
すかにまたはっ きりと心の中に去来致します︒
さきほど迄 風もなく寂々とした墓地に山か
ら吹き 下ろす秋の風が桜のわくらばをハラ ハ
ラ と墓前に散らし︑短くなったお線香 の煙が
ゆらゆらと動いております︒
﹁去る者は日々にうとし﹂ とは反対に私は
歳を取るほどに彼の思 い出は日々に新しくな
って参ります︒人 の世の﹁これから﹂という
時に忽然とし て亡くなり︑姉として何一つし
てあげら れなかった事をお詫びしながら今一
度 静かに墓前にぬかずきました︒
今は両親と兄︑姉達と彼の地で私 共姉妹を
見守っていてくれることでし ょう︒
終わりにこのアルバ ムを作るに当たり︑ア
メリカ出張後 すぐに寸暇を割いて焼き増しし

れ ︑右手にく樟が赤みを帯びた新芽を つけ聳
え立つ︒社前より振り向き︑由比 ヶ浜まで続
くメインストリートと広がる 町の中心地を見
渡す︒段葛は八幡前で分 かれ︑東は幕府の大
蔵屋敷跡︑浄明寺︑ 朝比奈の切り通しを通っ
て金沢へ︒鎌 倉時代は日本の中心地︑この道
が日本全 国につながっていた︒
さて ︑尚絅会々員の皆様が生徒でいらし た
頃楽しい夢を描いて何度となく通ら れた段葛
を時には思い出し︑心楽しい時 ︑悲しい時に
この桜並木を歩かれた思 い出の糸をたぐって
見て下さい︒楽しさ は更に楽しく悲しみや寂
しさはこの並木 の彼方に消え去ることでしょ
う︒晩春の 波が打ち寄せる由比ヶ浜に近い思
い出の 校舎が皆様を待っています︒お健や か
に︒
︵尚絅会だより ﹁恩師のこえ 声﹂より︶
昭和六二年以降
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︵ 同窓会 の集ま りの後 に書か れたと 思われる ︶

奈 良女 高師 同窓生 宛の 手紙 から

新 井美奈子

やわらかい穏やかな 春の光の注ぐ第二の故
郷奈良で皆々様 にお目にかかることが出来ま
した事は此 の上なくうれしうございました︒
若い日 の日々を過ごしたあの寮の辺り︑テ
ニ スを眺めたスロープの長椅子のあた り︑昔
の校舎はなくなってしまっても ︑どこを眺め
ても思い出はあふれて居り ました︒
浜さんが心をこめて御 待ち下さった佐保会
館︑そして﹁共済 会館やまと﹂︑色々とお世
話様でした 厚く御礼申し上げます︒
佐藤先生 にお連れいただいた飛鳥の地もす
っ かり変わってしまいましたが︑自然 の面影
は昔と少しも変わりなく︑耳成も 畝傍も︑そ
して天香具山も昔のままの姿 で私共を迎えて
くれました︒
この三日間︑老いの 身も忘れ︑身も心も軽
やかに昔と変 わらない足取りで歩くことが出
来ました ことは真に感謝の至りでございまし

三十回卒業生

松沢言子先 生の思い出
鎌倉高女
鎌女で松沢言子先生 の講義を受けましてか
ら早六十年経ち ますので︑お教室内の毎日は
いろいろ と懐かしい思い出があった筈ですの
に︑ 記憶からは大部薄れてしまいました ︒
他の先生方は大抵お着物でしたが︑ 既に中
々にセンスのよいスーツをお召 しになり︑ス
タスタと足もお速く︑登校 中の私どもはいつ
も追い越されて慌て て後ろからお早うござい
ますと申し上げ る始末でした︒
教えていた だいた地理歴史は私も大好きで
したが ︑その後の生活の中に何かと役に立 っ
て いることを少なからず感じることで ござい
ます︒
外国映画がお好きで︑時折 授業中にご覧に
なったストーリーを話 して下さいましたが︑
そのときは一段と お目を細めて︑うっとりと
ガラス越しの 空を眺められるロマンチックな

た︒
たっ た一枚ではございますが︑写真お送 り
申し上げます︒何卒お受け取り下さ いませ︒

有坂こと 子

さて︑来年はこの奈良盆地 と同じ地質時代
に生まれた上野盆地の 中心︑上野の町でお目
にかかりましょ う︒奈良とは又︑すっかり違
った歴史の 面影が皆様方をお迎え申し上げる
ことで ございましょう︒そして愛川さんの お
骨 折りできっとどんなにか皆様方にご 満足い
ただけることかと存じます︒どう かそれ迄く
れぐれも御健康に御気を付 け下さいますよう
に︒
かしこ
四月十日

一 面をお見せ下さいますので︑一同静 まり返
って勉強の時より熱心に耳を傾け てしまいま
した︒
ご逝去の少し前にお見舞 いに伺いました折︑
鎌女のことにお話を 向けましたら途端に驚く
程生き生きと なさって︑それはそれは嬉しそ
うに︑﹁ 本当に懐かしい﹂と昔と同じお笑い
声を お立てになり︑ニコニコとなさいま した
ので︑先生と鎌女の繋がりの大きさ をしみじ
みと感じたことでございました ︒

松沢先生を偲ん で
明石利子
テ レジアのホームにいらっしゃると伺 い︑
楽しみにしておりましたのに果 たせず︑先生
は静かに逝かれてしまわれ ました︒清らかな
お花にかこまれて︑か つての先生の面影その
ままの御遺影がに こやかにかたりかけていら
っしゃるよう な︑心あたたかなお別れができ
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ました︒
鎌女 の二年から三年一学期は戦中で休校 の
後︑秋になって学校が再開された朝 ︑松沢先
生が校門に出られて﹁さあ︑皆 いらっしゃい︑
いらっしゃい︒﹂とにこに こ手を振って生徒
達を迎えてくださった のが何よりも印象深く
のこっていると お友達の伊東さんはおっしゃ
っていまし た︒
私は地 理の授業が忘れられません︒チグリ
ス ︑ユーフラテスから始まって︑スイ スでも
フランスでもオランダでもまるで そこへ行っ
て見てきたかのような先生 のお話に私までそ
こにいるような思いに させられ︑いつのまに
か時間が経ってし まう︑そんな楽しい授業で
した︒
生徒時代 はことさら考えずに過ごした日々
が ︑卒業して年を経るごとに先生の暖 かさや
さしさがなつかしく思われるよう になりまし
た︒卒業二十五年の同窓会の 折のおみやげに
夾纈染のスカーフを差し 上げたそのお礼状に
﹁胸もとにつけては なやいだ若々しい気分で
授業をしてお ります︒﹂とそれはそれはうれ

の 中で︑お洒落で素敵なスーツ姿の先 生は︑
グリーンの君と憧れの的でした︒ 戦争が激化
し︑モンペ時代となり︑体操 の女の先生と共
に防災班長となり活躍さ れました︒右手に四
角い革鞄を振る様に ︑右肩を少し落とし足早
に浄明寺から 四キロ程を︑徒歩で通勤された
のはお嬢 様だった頃のこと︒お若かったのだ ︒
公平 で生徒を対等に扱って下さった本当 に心
のお優しい立派な精神力の持ち主の 尊敬に値
する先生でありました︒

邦彦さんと有坂 先生
中野ノブ子
有 坂先生とお別れして早三月︑鎌倉も 桜の
季節を迎えました︒
遠くへ行かれたはずの先生 が︑日を追って
益々身近に感じられる 不思議に戸惑っており
ます︒
ご縁あって︑ 先生のエッセー集﹁追憶﹂を

しさあふれ るお葉書をいただき︑先生のなつ
かし いお姿を思い浮かべたのでした︒
沢山のおやさしいお子様方やご家族 の皆様
に囲まれてなんてお幸せな先生 でしょう︒
平成十六年一月

昭和十四年 から十九年の頃
三 矢香織
綽名はなく常に微笑を浮か べ︑静かな先生
でした︒昭和十四年の 夏休みに熊本を訪ね︑
序に台湾に嫁いだ 生徒を見舞いに旅され︑当
時は船旅です から吃驚しました︒内台結婚の
生徒を思 うご心情に感動しました︒また︑西
洋史 の試験にも出たチグリス・ユーフ ラテス
の事︑現在の彼の国情と思い合わ せてまさに
歴史を感じてしまいます︒地 歴の授業は脱線
して映画の話となり︑ベ ルが鳴っても終わら
ず︑皆楽しんだもの です︒袴姿の先生ばかり

拝 読させていただきました︒そこには 私達が
存じ上げる有坂先生を大きく超え る有坂先生
がおいでになりました︒
地質学の専門的な知識︑ 茶道の心得の会得︑
そして紀行文のすば らしさ等︑感動の連続で
ございました ︒
又︑お子 様方への限りない慈しみのお心に
は︑ 子を持つ親としての共感以上のもの を感
じました︒
先生は︑お若くして五人のお子 様がいられ
る有坂様の許に嫁がれ︑ 同時にお母様となら
れました︒その中の お一人︑邦彦さんについ
て︑ご紹介させ て下さいませ︒
邦彦さんは 小学校一︑二年生の折︑私の妹
と同じ クラスでございました︒妹の話によ り
ま すと︑邦彦さんは稀に見る秀才で いられた
ということでございます︒
有坂先生は邦彦さんの授業 参観日に出席さ
れていらっしゃいまし た︒生まれたばかりの
かわいい赤ちゃん を抱っこされ︑和服をお召
しになって出 席されたこともございました︒
当時︑ 私も第一小学校の教師をしておりま

-9 - 10 -

して︑お幸 せそうなお美しい先生にお目にか
かる ことが出来ました︒
先生は鎌倉女学院の先生から︑輝く ような
若々しいお母様に変身されてい られました︒
邦彦さんは二年生のいつ頃 からか入院され
まして学校は欠席が続 きました︒当時︑クラ
ス一同で邦彦さ んにお見舞い文をお届けした
こともあっ たようでございます︒私の妹は︑
その時 の下書きの絵と文を︑実に五十有余 年
小 さなボール箱に入れて手元に置きま した︒
﹃あり さかさ ん︑お びょう きはい かがで すか︒
わた したち は︑あ りさか さんが いつくる かい
つくるかまっております︒
一 人でも おやす みがい るとさ びしくて ︑さ
びしくてたまりません︒
は やく︑ おびよ きをな おして 学校に きてく
ださい︒おからだをたいせつに︒
さよう なら﹄

というものです︒
当時の担任で いられた依田いとこ先生や︑

て ︑とて も大人 びた絵 でした ︒私は 家に帰 っ
て︑そ っくり の絵を まねし て描き ました︒ ご
家族の 方が栄 養のた めに牛 乳をと ってあ げて
いた のかも 知れま せんね ︒当時 は大変な こと
だったと思います︒
告別 式の時 はクラ スか ら何名か が︑お 焼香
に 伺いま した︒ 遺族の 方々が とても 悲しそう
だったことを覚えています︒
その中で ︑﹁ま ま母﹂ と思って いたお 母様
が眼を 真っ赤 に泣き はらし て︑一 番悲し そう
にし ていらし たこと が︑ 私の思 惑違いで あっ
たことを知り︑印象に残っています︒﹄

邦彦さんの 牛乳の絵については︑私も初め
て伺い ましたが︑有坂先生と邦彦さんの当 時
の ご様子を知る大切なキーポイント であった
ことに気がつきました︒
バックのグリーンは先生の 色︑そして貴重
な牛乳は︑邦彦さんが お元気になるために大
切な心と体の支え であったと思います︒邦彦
さんはグリー ンというお母様の愛情に包まれ︑
貴重な 牛乳を頼りにして︑どんなにかお元 気

平田恵子先 生から︑邦彦さんがどんなにいい
子で ︑優秀であったか︑お見舞いに伺っ た時
のご挨拶がどんなにしっかりされて いたか︑
承っておりました︒
しかし︑最近になって当時 の二年生のクラ
スのお友達から思い出 を伺うことが出来まし
た︒次はお友達 Ｋさんからの手記でございま
す︒
﹃ 還暦の 頃︑鎌 倉でクラ ス会が ありまし た︒
その折 ︑何と 有坂さ んのこ とが話 題に出 まし
た︒そ れほど 有坂さ んは存 在感の ある方 でし
た︒ 健康に なられ ︑長生 きされ たら︑す ばら
しい お仕事 をされ るすて きな男 性にな られた
のではないでしょうか︒残念です︒
私 の記憶 では眼 がくり っとし ていて ︑知性
を 感じさ せる方 だった こと︒ 多分︑ お身体 の
弱い分 ︑本を よく読 まれて いたの ではない で
しょう か︒絵 がとて もお上 手で︑ 私はと ても
尊敬していました︒
緑色 のバッ クに白 い牛乳 びんの 絵を憶 えて
いま す︒び んのま わりに 赤い色 を置い たりし

に なりたいと願われていたことでしょ う︒
大勢のお子様のお世話にお忙しい お母様に
一番可愛がって欲しいと心を 寄せられていた
のかもしれません︒
幼い邦彦さんがたっ た一人で見知らぬ遠い
世界に旅立た れる日︑先生は邦彦さんのこと
が不びん で︑不安で︑しのびなくて︑一緒に
つい て行ってあげたい程悲しかったのだ と思
います︒
七人のお子様方お一人お 一人のドラマをし
っかり支えられなが ら︑先生の子育ては立派
に終了されまし た︒
先生のエッ セーにもございました一期一会
のお茶 会︒そしてお茶会が終えた後の余韻 ︑
そ れが残心でしょうか︒残心は宴の あと︑常
に訪れる境地かも知れません︒
先生は︑ご生涯の晩年を人 生の残心のとき
として︑邦彦さんと心 おきなくゆっくり向き
合い︑安らかにお 過ごしになられたのではな
いかと存じま す︒小学二年生の邦彦さんの眼
線で︑ お若く美しいお母様がほほえまれる ご
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様子を思い つつ︑拙いペンを置きます︒

言子先 生の思い出
望月倫子
昭和十四年秋か ら二年間︑松沢先生のお宅
にお世話に なった姉と私は︑先生の隣のお部
屋を拝 借致しました︒毎朝キチンと行動さ れ
る 先生とは別行動で︑私達はよく走り 出して
いました︒
日曜日になると先生は︑一 週間分の絹のス
トッキングをお洗濯な さってそれがヒラヒラ
とお隣の縁側にひ るがえるのが常でした︒当
時まだナイロ ンはなくて︑絹ですから︑とて
も大事に していらして︑仕立てのよいキッカ
リし たスーツと共に︑先生らしいおし ゃれの
基本を私は見せていただきました ︒外国映画
がお好きだった先生がとって いらした大版の
映画雑誌﹁スタア﹂を見 せていただくのがと
ても楽しみで︑俳優 は勿論︑監督や批評家な

節︵尚絅会会 長︶

し た︒︶と一緒にテレジア病院に伺っ た時︑
はじめのうちは唯にこにこしてい らした先生
が︑新井さんとの会話でだん だん 先生 に
なられ︑校舎の話にもな り︑鎌女の先生と生
徒のムードでお別れ しました︒私達は外のベ
ンチで︑しば らく七里ヶ浜の海を眺めてから
帰りまし たが︑それから間もなく本当のお別
れに なってしまいました︒

有坂 先生を惜む
土橋

鎌倉の町も 桜が散り︑ゴールデンウィーク
を前に ︑束の間の静けさを取り戻しました ︒
私 のまわりも落ち着いた時間が流れる ように
なり︑前からおたのまれしてい た︑有坂先生
への惜別の文をやっと書く ことが出来ました︒
今年の一月の初め︑小 学校時代から︑仲の
よい堺まり子さん から︑有坂先生のご訃報が
もたらされま した︒私は悲しみと同時に︑確

どもそれで 覚えました︒
﹁追 憶﹂︵花と鳥と歌と︶お送りいただ き
拝読しましたが︑浄明寺の地形を書 いていら
っしゃるのをとても興味深く読 ませていただ
きました︒昭和六十二年頃 ︑万里子さんの提
案で︑折々横浜駅西口 で昼食をご一緒しまし
た︒言子先生︑ 敬小母様︑万里子さん︑私︑
そして或る 時は小百合さん︑又私の弟正光が
同席さ せていただくこともありました︒そ ん
な 折︑当時私どもの妹が住んでいたチ リが話
題になり︑︵多分サンチャゴは標 高千米くら
いあるのに︑海岸線まで案 外近い等︶ガヤガ
ヤ話していましたら︑ 先生が一言︑﹁あそこ
は﹁褶曲山脈だか ら﹂とおっしゃいました︒
﹁流石は地理 の先生﹂と弟が感服︑私もその
時の先生 の静かなニコニコなさったお顔と共
に ︑忘れられない思い出になっていま す︒
御殿場で散歩のお供をしましたが ︑あそこ
でもきっと富士火山系のこと を考えていらし
たことでしょう︒
鎌女の級友新井さん ︵宝戒寺隣の新井医院
には松沢家の 皆さんかかっていらっしゃいま

実 に私の中で一時代が終わってしまっ たとい
ふ思いにとらわれて︑深く瞑目し たのでした︒
この世に恩師と呼ぶ方が︑す べて鬼籍に入ら
れた寂しさは︑たとえよ うのないものです︒
一月四日︑有坂先生 の﹁お別れ会﹂に出席
させて頂きま した︒今まで私を暖かくお導き
下さった ことに︑心からの感謝を申し上げる
こと が出来ました︒
淡い色彩の花に囲まれて︑ほほえん でいら
っしゃる先生の御遺影を拝しな がら︑司祭様
の心にしみるお話をお聞 きし︑この﹁お別れ
会﹂が有坂先生らし い︑洗練された︑静かで︑
美しい格調の中 で執り行われ︑家族の方の細
やかなお心 遣いを深く感じました︒
思えば ︑有坂先生と私は︑先生と生徒とい
う 関係よりも姪御さんにあたるまり 子さんの
﹁言︵こと︶おばチャマ﹂とし ての部分が︑
より多かったと思います︒
小学校の頃︑まり子さ んの広い浄妙寺にほ
ど近いお家に遊び に伺い︑カクレンボをして
いる中に︑奥 のお部屋にまぎれ込んでしまい
ました ︒そこには︑お目にかかったことも な
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い ︑立 派な おひ げの おぢ い様 が 静かに ︑石
臼を ひいていらっしゃいました︒
突然あらわれた︑小さな女の子に驚 かれた
ようでしたが︑静かに﹁誰﹂と おっしゃいま
した︒私は﹁まり子チャン のお友達です︒何
をしていらっしゃるの ？﹂と云いました︒
﹁お茶席で使ふ お茶を引いているのですョ︒
やってみま すか﹂とおっしゃって下さいまし
た︒私 は﹁ハイ﹂と云いながら︑おそばに 寄
っ て︑手をとってお教え下さった通り ︑石臼
を動かしながらお手伝いをさせて 頂いたもの
でした︒その時いただいた ︑引き立ての香り
高い一服のお茶の味は ︑今でも覚えているよ
うに思います︒そ の方こそ有坂先生のお父上
様で︑大変に お偉い方だと︑私は後年になっ
て知りま した︒
そ れから幾年か後︑鎌倉女学院に入学 して
からは﹁言オバチャマ﹂ではなく ︑先生とし
て私の前にお立ちになりまし た︒
ハイカラで︑お話がお上 手で︑殊に外国に
関することもよくご 研究で︑ふんだんにエピ
ソードを織り 込んだ御授業は︑本当に楽しか

ったのを覚 えています︒
グリ ーンのマフラーにツィードのスーツ 姿
で︑さっそうと歩かれるお姿はとて も魅力的
でした︒
先生は地理と歴史︑そして 時々英語のお授
業を受け持っていらっ しゃいました︒そして
私の出自をよく ご存じで︑横浜が私の祖霊の
地であるこ とや︑曾祖父の建てたＹ校の事︑
正金銀 行を創立した時のこともよく話して 下
さ り︑先生の異国に対する憧れが実は 横浜の
エキゾチックな雰囲気にふれたこ とがその原
点にあるのよ︑と話された ことが今もなつか
しく思い出されます︒
卒業後はしばらく お目にかかることもなく︑
先生の御結婚 生活のことも︑風の便りにお聞
きしなが ら又︑十年以上の月日が流れました ︒
そ の間︑先生の御動静はまり子さんか ら伺う
だけで又長い歳月が経ってしまい ました︒
ある年のクラス会で久しぶり に先生にお目
にかかる機会を得て︑前 と少しもお変わりに
ならない温顔に接し ︑時間が一時停止したよ
うな感覚をお ぼえました︒生意気な言い方を

合掌

の だと思います︒そのすばらしいご生 涯の中
のほんの一部分ではありますが︑ 私も参加さ
せていただけた光栄を心より 感謝申し上げま
す︒
又私のような者に思 い出を書かせて下さっ
た堺万里子様 にも心より厚く御礼を申し上げ
ます︒謹 んでご冥福を心よりお祈り致してお
りま す︒

こと

堺万里子
叔 母は私の母の妹であったが︑私は両 親の
協議離婚によって父を失い︑病 気で母を失い
かけていたので︑祖父が﹁ 此の子も親が無く
ては困るだろうから︑ お父さんの子として育
てよう﹂と云って くれて養女にしてもらった
のである︒そ の為母親やその兄弟とも兄弟と

言叔母ちゃんの ことども

平成十六年四月二十五日

許 していただけるならば︑御結婚なさ りお子
様をお育てになって︑今まで持っ ていらっし
ゃった魅力に︑深みと慈味が 加わったお姿が
忘れられません︒
その後︑私が女学院 の同窓会に関係させて
いただくよう になると︑恩師でいらっしゃる
のに私を たてて下さり︑色々お心遣いをいた
だき ました︒尚絅会︵同窓会の名称︶の 事も
陰になり日なたになり︑助けて下さ ったこと
は大変ありがたく忘れられませ ん︒
だんだんとお年を重ねら れても︑いつもシ
ャッキリとしていら っしゃいました︒
その後御殿場の 病院に入られ︑鎌倉七里ヶ
浜の病院に 御転院になったことを伺いながら︑
昔のお 元気だった先生の面影が離れず︑お 目
に かからないままに︑とうとう先生 は彼岸に
旅立ってしまわれました︒
まり子さんに伺うと︑ご子 息様方をはじめ
御縁者の方々のお手厚 いご看病を受けられ︑
とくにご三男文雄 様はそれはそれはご孝養を
尽くされたと 伺っております︒
きっと 先生は︑お幸せなご一生を送られた

- 15 - 16 -

が 出てきたりするの︒﹂そんなことも 云って
いた︒
だんだん戦時色も強くなり︑ 祖父は毎日ラ
ジオで戦況を聞き︑警防 団副団長とか云うも
のになり︑祖母は愛 国婦人会︑国防婦人会と
二つの婦人会 に入らねばならず︑きつかった
らしい︒ 心臓病にかかり︑寝込むようになっ
た︒
私はもうすぐ女学校だと云うので︑ 英語を
教えてもらったが︑ "Yes it isが
" なかなか覚
えられなかった︒
女学校に入った頃は 食べるもの︑着るもの
に不自由を覚え るようになり︑私共も畠作り
を女学校で 習ったりした︒我が家も大変だっ
た︒明 日食べようと思って居た南瓜をとら れ
た り︑よその人もよく見ているもの だ︒
祖母が亡くなった時は悲しかっ た︒胸にぽ
っかり穴のあく思いが分か った︒自分の事ば
かり考えて居たが︑今 思うと言叔母ちゃんも
親孝行︑殊に母親 思いであったから悲しかっ
たであろう︒ 女高師に行ったのも全く苦労の
多い母 親を助けたいという思いからだった の

なったので ある︒そこで祖父のことはお父さ
ま︑ 祖母のことはお母さまと呼び︑姉と 呼ぶ
べき人たちのことは自然の関係のま まおばち
ゃんと呼ぶという変な育ち方を した︒子供の
時のまま有坂の姉をことお ばちゃんと呼んで
思い出を記してみたい ︒
私が小学校に入 る頃︑写真機を買った︒言
お ば ち ゃ ん は 仲 よ く 遊 ん で い た ち こ ちゃ ん
︵望月 倫子さんの妹さん︶と私とを撮って く
れ た︒ポーズを撮る私に自然のままが いいと
教えてくれた︒名越のトンネルの 前でも撮っ
てくれたが︑三脚の上に写 真機を固定して︑
更に上からのぞき込む のだった様に覚えてい
る︒撮る人が覗く と︑撮られる人達がさかさ
まに見えるの がおもしろいと云って︑その時
は成川の 従兄弟達と一緒だったかも知れない
が ︑一人々々抱き上げて見せてくれて ︑他の
人達にはそのように見えたらしい のだが︑私
は中のガラス板に自分の顔の 写ったのが見え
たばかりであった︒
駅のプラットホーム で﹁電車が来ますから
○線の後ろに お下がり下さい﹂と云うのは客

だ から︒恐らくその後やっと自分の結 婚の事
も考えたと思う︒ただ時代がそれ どころでは
なく︑学校のこと︑家のこと で走り廻って居
た︒当時の新聞小説﹁海 軍﹂や﹁宮本武蔵﹂
が大好きだった︒横 光利一も勧めてくれた︒
そのうち見せ てくれた一冊の本は︑主人公が
お子さん のある所に後妻として行き︑苦労し
なが らそのお子さん達を育てる話だった ︒読
後 感を 聞 か れ ︑ ﹁ 大 変 だ ﹂ と 云 う と ︑ で も
﹁その人はえらいと思う﹂遠く を見るめつき
だった︒日ならずして同 じような境遇を選ん
だのには驚かされた が︑皆個性的で魅力のあ
るお子さん達だ ったのでうなづけるものがあ
った︒その 後︑文ちゃん︑信ちゃんも生まれ
て︑に ぎやかになり︑邦ちゃんを除いて皆 成
人 して︑それぞれ立派になったのは 何よりで
あった︒
とにかくまじめ︑努力︑実 行の人であり︑
身近の人達によく尽く した︒疲れたと思う︒
最後の何年かは全 部の子供達に出来るだけの
ことをしても らい幸せだったと信じている︒
文雄さ ん︑信雄さんは当たり前であるが︑ 英

線でなく白 線だと教えてくれたし︑附属とい
うの は名前でなく︑くっついているとい う意
味だとも教えてくれた︒では何でも 知ってい
るのかと﹁人は何のために生き て居るのか﹂
尋ねてみれば﹁それを勉強 するのが哲学よ﹂
と返事され︑ぢぁあ︑ わけが分からなくても
生きてていいの だと安心もした︒
熱いお茶が 好きで夏でも熱いのを飲んでい
た︒好 きな果物はりんご︑色はグリーン︑ 集
め て居たのはスイス製のハンカチ︑た いてい
刺繍がしてあった︒
ある時叔母達が集まって何 やら興奮の面持︑
耳をすましてみると﹁ 松本たかしさんが﹃い
ま一つ椿落ちなば 立ち去らん﹄という句をつ
くっていらっ しゃるのよ︒うちの椿だと思う
ワ︒﹂ なるほど︑滑川沿いの長い竹藪に椿
が 二︑三本あり︑犬懸橋近くは事に見 事な一
本だった︒家の中より外を歩く方 達の方が楽
しまれた事だろう︒今は護岸 工事がなされ︑
昔の面影はない︒
あき
おさら ぎ
﹁ 大佛 さ んの 小 説の モ デル は 蘭 ちゃ ん だ
と思うわ︒わ らぶき屋根の家からモダンな娘
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雄様︑明子 様︑芳雄様︑殊に恭子様には感謝
して いる︒先に逝らした明子様はきっと 迎え
に来て下さったであろう︒お父ちゃ まと共に︒
亡き方達に平安を︒育てて頂い た感謝と共に︒

有坂言子様の思 い出
石井 敏子
春 未だ浅い早春︑お雛祭りでもありま す三
月三日︑私共の分会の修養会に北 鎌倉分会の
磯崎弘子様が見えられ体験 談をなされました︒
其の時︑有坂様が暮れ も押し迫った十二月三
十一日にお亡くな りになられたことをお話下
さいました︒ 私が有坂様と初めてお會い致し
ましたの は報恩会という修養会の場でござい
まし た︒報恩会という会は静岡県教育 委員会
の正式な認可を得ている修養団体 でありまし
て︑全国に四つの地区があり ︑その一つに湘
南地区というのがありま す︒更に八つの分会
に別れ︑有坂様は北 鎌倉分会に所属しておら

ご 無沙汰を重ねておりましたところ︑ このた
びの訃報に接し︑残念に思います ︒
有坂様長い間大変お世話にな り︑そして多
くのことを教えて頂きま した︒有難うござい
ました︒心から御礼 申し上げます︒
貴女様の残さ れました足跡には大輪の綺麗
な花が幾 つも咲くことでございましょう︒お
疲れ 様でございました︒何卒安らかにご 永眠
下さいませ︒

有坂言子先生 と文雄様
勝見 恭 子
﹁追憶﹂を拝見させて頂きまし た︒慈愛に
満ちたお顔が目の前に浮か んで懐かしさでい
っぱいになりました︒
平成十六年三月二 十一日午後九時過ぎ︑文
雄様からお電 話があり︑有坂言子先生が平成

れました︒ 私は茅ヶ崎分会の所属であります ︒
人間 というものは時に人の気持ちなど考 えず︑
自分の気持ちのみ優先し︑我が儘な 気持ちを
持ちやすく︑人を傷つけたり迷 惑をかけたり
致します︒常に自分の行い を見つめ︑反省を
し︑正しい人間として 感謝の気持ちで毎日を
送りましょう︒ そこに幸福が訪れてくるので
す・・・と その人その時持っている悩み苦し
みにつ いて具体的に教えて下さっておりま す︒
心 の持ち方︑もののとらえ方の大切さ を教え
られております︒
明治生まれの有坂様はご自 分をよく律し︑
人に優しく︑慈愛溢れ る方であられたと思い
ます︒私の家が修 養会場でありました時︑よ
くお見え下さ り︑豊富な人生経験をお話下さ
いました ︒お話は大変分かり易く︑時には机
を 軽く叩かれるお話の仕方は特徴があ り︑今
も眼前に彷彿として浮かんで参り ます︒
時はいつしか静かに流れ︑気 がつきました
時は有坂様のお姿が会場 であまり見かけられ
なくなっておりまし た︒体調優れず︑外出を
控えられてい ることを聞きました︒その後︑

十 五年十二月三十一日午後十時四十一 分にお
亡くなりになったと伺い︑本当に びっくり致
しました︒昨年︵十五年︶九 月頃七里ヶ浜ホ
ームへお訪ねした時はと てもお元気で︑談話
室でにこにこされ︑ 小倉先生のお話や鎌女の
お話を楽しく して参り︑いつ迄もいつまでも
手を振っ て見送って下さったお姿︑目に焼き
付い て居ります︒きれいなホームで色々 な絵
やお花が飾ってあり︑何てすてきな 所で︑先
生はお幸せでしょうと︑又お伺 いしたいとお
訪ねした三人で帰って参 りましたのに・・・
もうお伺いしてお目 にかかる事ができないと
は︑残念でたま りません︒
三月二十七 日には︑文雄様が︑母が残した
報恩会 の資料があるのでお渡ししたいと仰 り︑
大 船駅で待ちあわせをする事になり ︑磯崎さ
んと二人︑どんな方かしらと胸 躍らせて伺い
ました︒茶色のコートを着 ︑黒いカバンを持
っていきますとの事で したので︑そういう方
を探すつもりで参 りましたらすぐに我々を見
つけて寄って いらして下さいました︒
さすが ︑東大出の今は東京工業大学の先生
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でいらっし ゃる文雄氏︑すらりとした長身に
ベー ジュのダスターコートがよくお似合 いの
素敵な感じのよい紳士でいらっしゃ いました︒
お笑いになると先生によく似て いらっしゃり︑
お話の仕方も本当にお優し く︑あのお母様に
立派にお育てになられ たご子息様に親しくお
目にかかれ︑お 話しさせて頂ける機会を与え
て戴け︑有 り難く本当に嬉しうございました︒
丁寧に 御保存頂いた報恩会の貴重な資料は 報
恩 会の歴史として大切に使わせて頂き ます︒
お墓は瑞泉寺の近くのカトリック 墓地の上
の方とお伺い致しました︒ 近くお盆のお墓参
りに行かせて頂き︑こ れまでのご恩に感謝申
し上げてきたいと 思っております︒

綾子

御殿場高原 病院での有坂さ ん
桐谷
御殿場高原病院で三年程 ご一緒だった池
田さんから お電話 を戴いて 有坂さんがお

い 微笑みとはっきりした口調でお話を して下
さり︑とても印象深いお方でした ︒そして︑
この度︑中野様︑村田様の伝 文を拝読してあ
あやっぱりわたしの想像 していた通りの方で
いらしたんだと ま た感懐を深く致しました︒
ご主人様を深 く愛し︑尊敬され︑お子様方
を慈しん でやまないお心︑ご自分を厳しく律
する お心︑読んでいて自然に涙があふれ ︑五
十七頁を一気に読ませていただきま した︒
有難うございました︒
お子様方を始め︑沢山の 方々に惜しまれて
この世を去られたア リサカ言子様のご冥福を
心よりお祈り申 し上げます︒
︵ 平成 十六年 九月 二日︶

池田

加代

また 鎌倉でお会いしま しょう
﹁アリサカさ ん！﹂

亡くなりに なられたことを知りましたのは
つい 一ヶ月ほど前のことでございます︒
そして︑お子様方がお母様の思い出 として
ご本を作られたということをお 聞きして 私
も是非読ませていただきた いと 池田さんに
お願いし 数日後に手 元に頂だい致しました︒
﹁追憶﹂を手に し 冒頭のお写真を拝見して
私がお目に かかった頃よりははるかにお若い
頃のお 写真ですが︑少しもお変わりになっ て
い らっしゃらないことに驚き︑そして 慈愛あ
ふれる微笑みと 遙かかなたを見 つめていら
っしゃるような お優しい 眼差しに ああ
このお顔だわと 思わ ず見入ってしまいまし
た︒私が初めてお 会いした時に引きつけられ
た 眼差しで した︒
御殿場病 院に母が入院してこの十二月の初
め で早くも十二年を数えます︒九十七 歳にな
ります︒この間︑病院で大勢の方 々にお目に
かかりましたが︑何人かの方 とは母の見舞い
毎に母そっちのけでお話 に興じたり︑お花を
お届けしたりと 楽 しい交流がありました︒
そんな中でも 有坂さんは絶やしたことのな

﹁ あっ︑いらっしゃい︒よくいらした わね
え︒﹂両手をパンと合わされての 歓迎︒
姑の見舞いに行き︑ほんの少 し花のお裾分け
に伺う︒高原病院で有坂 さんにお会いした頃︑
八十歳半ばでいらっ しゃったのでしょうか︒
小柄で︑物静 か︑迎えてくださるときには福
笑いの眼 をされて﹁あーそう︑あーそう︑良
かっ たわねえ︒﹂と私のたわいのないお しゃ
べりに付き合ってくださる︒
﹁ 有 坂 さん の お 名 前 な ん と お 読 み す る
の？﹂
・・・
﹁コトコ﹂
それを伺ったと きの私の驚き︑いえジェラシ
ー︒なんと 可愛らしい︑なんと現代的な︑そ
してな んと個性的︒おまけにコトちゃんと お
呼 びしたら古風ですらありもする︒ まさに有
坂さんにぴったりではありませ んか︒人は名
付けられたとき︑その名の 人生を歩むのです
ね︒
病院の催し物の際 には一目瞭然︑ああ教師
でいらっしゃ ったのだなと分かるご挨拶︒本
当に暖 かく立派な態度で臨まれました︒
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運悪く骨折 をされてもいつの間にか在るがま
ま︑ いつもの自然な有坂さんに戻ってい らっ
しゃるのです︒
しん
心 が 強いと いう 事はき っとこ ういう
事なのでしょう︒病院から の帰り際︑﹁アリ
ガトウ！﹂と語尾強く まるで男性の口調のよ
うに言って下さ る︒私は応援をされている気
分で﹁又来 ますネ︒﹂新たに勇気を頂いてバ
タバタ と帰途につくのでした︒
あ あ懐かしい︒有坂さん︑お会いした い︒
鎌倉にお茶の稽古に通う義 姉がおりますの
で 追憶 を送らせて 頂きました︒すると偶
然 に も 先 生 の お 住 居 が 浄 明 寺 らし く 義 姉 は
﹁今でも古い お店や昔のままの所も残ってい
るのよ︒ お子さん達にこんなに素敵な本を作
っ てもらわれてお幸せな方ね︒﹂
嬉しそうに電話をくれました︒
有坂さん︑私も紅葉の秋に︑ 桜花の春に 追
憶 を片手に鎌倉巡りを させて戴きますね︒
﹁ あ っ い ら っ し ゃ い ︒ よく い ら し た わ ね
え︒﹂

歴 史の試験の時︵今のように選択法で はな
くて文で綴るテストでした︶︑私 の解答に不
通は 正解 なら 一重 丸で すの に二 重丸 が あ る
問題についていたのです ︒その嬉しさは今も
忘れません︒古典と 同様に今も歴史に興味を
持ち︑歴史の 本など買いたがる私です︒本当
によき師 を得たことを私の誇りと致してをり
ます ︒
先生がダークグリーンのかちっとし たスー
ツを着られきりっと教壇に立た れたことが今
もはっきりとまな裏に焼 き付いてをります︒
髪は後ろに束ねてい らっしゃいました︒昔の
ママの私を教え て下さった時の先生のままで
私の中に刻 みつけておきたいと思います︒
当時北 海道旅行は今でいふ外国旅行にもひ
っ てきするものでした︒旅のお好き な先生は
よく旅をなさいました︒特に感 動的なのは︑
美しい﹁マリモ﹂を見せて 下さったことでし
た︒先生のお好きなビ ロードのようなグリー
ンを忘れません︒ マリモという詞をきく処に
先生が重なっ て参ります︒
浅くは ございますが歴史に興味を持てる現

私はほんの 少しのお花を持って伺いますから
ね︒

︵以 下 のお 手 紙そ の 他は お寄 せ 頂い た 方々 のご 了
承を頂きました ので掲載させて頂きます︒︶

加藤 タミ 様か らの お手 紙
︵言子の返信のメモ によれば昭和六十二年︶
松沢先生 と呼ばせて下さい︒
おす こやかに喜寿をお迎えになりました こ
とを心より御祝い申し上げます︒卒 業致しま
してはや五十余年が過ぎました ︒私が先生と
お呼びできる方がいらっし ゃることをとても
嬉しく思います︒毎 年のクラス会にも欠席致
し失礼ばかり致 して居り申し訳ございません︒
存在感の薄 い私でしたが私の松沢先生の印象
は斉藤 先生と同じ強烈なものがあります︒ 鎌
女 時代即お二人の先生です︵数理系が 弱かっ
たせいで歴史古典が好きでした ︶︒

在 の自分のあることは先生のお陰です ︒良き
師に恵まれましたことを改めてお 礼申し上げ
ます︒
思い出すままに乱筆で記 しました︒お読み
にくいところはご容 赦下さいませ︒どうぞお
すこやかにお 過ごし下さることを愛知の田舎
よりおい のり致して居ります︒
十一月六日

加藤タミ︵旧姓田中 ＝
鎌女二十五回生︶

春日 屋延 子様 から のお 便り
花冷えよりも寒の 戻りのようなこの二︑三
日でございま す︒
有坂言子 先生ご他界の御由︑心よりお悔や
み申 し上げ︑深くご冥福をお祈り申し上 げま
す︒下って私︑全くプライベートの ことで忙
殺しておりまして︑若しかし たらご連絡いた
だいたかも知れませんの に︑認識が足らず本
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会 の折にお話し頂き全員で大笑いした ことが
ございました︒
決していい教え子でなく︑む しろ先生をい
つも困らせたことばかり していた私ですのに︑
お見捨てなくお声を かけて頂き︑身に余るご
恩を頂きまし たことを今改めて御礼申し上げ
ます︒本 当にほんとうに有難うございました ︒
同封 のものほんの心ばかりで恐縮でござ い
ますが︑先生のお写真の前にお花で も飾って
頂ければ幸甚に存じ上げます︒
御遺族の皆々様のご自愛 をお祈り申し上げ
ます︒
かしこ

当に失禮に 過ぎまして申し訳ございません︒
何卒 お許し頂けますよう幾重にもお詫び 申し
上げます︒追憶 ︱花と鳥と歌と︱ お送り頂
きまして恐縮でございます︒重 ね重ねのお心
遣いに感動いたしておりま す︒
先生ご他界の日もまだ 浅いのに︑よくこれ
だけお纏めにな ったものとつくづく心を打た
れました︒ 先生の御文章を拝読いたしまして
六〇年 近くの過ぎた日を思い出しておりま す︒
さ すがに地理・歴史を専門にお究めに なりま
して︑私共では気のつかないこと を詳しくお
書きになられて改めてお教 え頂いたことに気
がつきました︒有難う ございました︒
亡き夫のことをあ のようにお書き頂いたこ
となど全く存 じ上げませんで︑改めて何度涙
を流した ことでしょう︒夫︑急逝の折︑まだ
葬 儀屋が来てごった返しておりました 時︑先
生が駆けつけて来てくださいまし た︒私は前
の晩一睡もしておりませんで 何が何やら分か
らずボーッと部屋隅に坐 っておりました︒先
生は遺体に向かって 合掌され︑私の肩を抱い
て︑﹁これで よかったのですよ︒﹂と言われ

ました︒何 で夫の急逝がよかったのか︑その
本当 の意味が分かるまで満三年かかりま した︒
追悼集を作っておりました時︑ハッ としまし
た︒先生のお言葉は 後の始末 をキチンとな
さい という意味だったの です︒﹁夫を残し
て先立ってはいけない ﹂とは先生が日頃から
ク ラ ス 会 の 度 に 仰 っ て 下 さ っ て い ま し た︒
﹁これでよ かったのですよ﹂というお言葉は
．っ
．か
．け
．となりました︒本当 に
私が立 ち直るき
有 り難く今でも熱いものがこみ上げて 参りま
す︒
先生は本当に充実した人生 をお送りになっ
たお幸せな希有のお方 でしたね︒花作り︑鳥
たちへの愛情︑そ して家庭音楽会の団欒等々
リーダーシッ プをおとりになった御夫君との
巡り会い ︑いつか手作りの楽器の音楽会の放
映 がＮ・Ｈ・Ｋからあったことを記憶 してお
ります︒先生は確か打楽器のよう な記憶です
が違っておりますかしら︒
文雄様はお小さい頃︑野 球に夢中で好きな
チームの選手の名を テストの紙の裏にズラー
ッと並べてお 書きになったことなど︑クラス

春日屋 延子

毎日厳しいお暑さでござ います︒

磯崎 弘子 様か らのお 便り

有 坂文雄 様

三月二十五 日

有 坂様には益々ご健勝のことと拝察申 し上
げます︒三月末にはお忙しい時間 を割いて大
船でお目にかかって下さり︑ 色々お話しでき︑
有坂先生の﹁追憶﹂を頂 戴致し︑誠に有難う
ございました︒その 折お話し申し上げました
有坂先生の報 恩会でのご活躍のことや長年に
わたって のお骨折りなど︑少し先輩の方々に
思い 出を書いて頂きたいと思いましたが ︑報
恩会で有坂先生とお親しかった方々 が皆さん
高齢になられ︑引退されたり亡 くなられたり
ご病気の方が多く︑代替 わりとなってしまい
ました︒このような わけでお願いできません
で︑どうぞお許 し下さい︒
有坂先生は 小倉遊亀先生を敬愛していらっ
しゃいまして︑小倉先生が北鎌倉女学院で
﹁ 卒業される皆さんへ﹂という講演 をされた
全文が︑いただいた資料の中に ございました
が︑読ませて頂いて︑これ は是非報恩会の皆
さんに読んで頂きたい と思い︑早速印刷して
お配り致しました ︒これも有坂先生がよく資
料を保存しお いて下さったお陰と感謝致して
おりま す︒何事にも熱心でメモ等もよくし て

- 25 - 26 -

いらっしゃ った有坂先生のお人柄には私も色
々お 教え頂くことがございました︒あら ため
てなつかしく思い出しております︒
お暑さの折り柄︑どうぞお体ご 自愛下さい
ませ︒
かしこ
有坂文雄様
︵平成十六 年八月︶

朽 木正 子様 から のお 言葉
有坂先生と︑会が終わってから楽し くお話
しした事等︑なつかしく思い出 されます︒
ある時︑いちぢくに梅酒を かけて冷やして
食べるととてもおい しいのよ︑と教へて頂い
たので︑家に梅 酒がたくさんありますので︑
と差し上げ ましたら︑お嫁さんのお里が伊賀
上野と かで︑行って来ましたので・・・と お
土 産にさんしょの実の入った可愛らし い壺の
お土産を頂きました︒

今でも︑記 念に大切に取ってあります︒
朽木 正子

河内 幸子様 から のお 言葉
昭和五十七年頃でしょうか︒ 先生の附属小
学校の時のお友達に植木 の竜宝寺というお寺
の御住職がおられ︑ お願いして︑お部屋をお
借りして頂き︑ 北鎌倉分会の例会をさせて頂
いたこと も思い出されます︒
以下は鈴木寿子さん︵ご入院中︶からの
﹁有坂さんの思い出﹂の伝言です︒
先生のお姉様が浄明寺にお住ま いでしたの
で︑よくお買い物をなさっ ていらっしゃった
ようです︒お帰りに 疲れてしまわれて︑鈴木
さんのお家に寄 られるので肩をもんで上げた
りしてあげ ました︒笠間の近くにお住まいの
時にお 電話で︑転んで動けないのよとおっ し
ゃ ったので︑茅木やのうなぎの蒲焼き をお届
けしたこともあるとのことです ︒
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参考資料１
夫磐雄の母敏子︵ 注１︶より言子への手紙
︵昭和二十八年九月十二日付︶

母より

先日は御用多ことに御 遠路の處をわざわざ
御出で下さいま してまことに有難う存じまし
た︑ふみお ちゃんにも初めてあいますことが
出来ま してうれしうございました︑おかげ さ
ま で終日にぎやかにくらしました︑又 何より
のお 祝い をい ただ きま して 恐入り まし た︑
私事毎朝六時頃におき出で まして□□七時に
ねますから一日の内半 分ハふとんのなかでく
らしますからおふ とんの御祝いは大へんに嬉
し う御 座い まし た 厚く 御礼申 上ま す︑ また
御丹精の めづらしいお花いろいろいただきま
し てこれ又あり難う御座います︑遠方 のこと
故途中のお心づかいも大へんでご ざいました
でしょう︑おかげさまで西洋 の朝かおといふ
ものを初めて見ました︑ 昨朝はむらさきが五
つ見事に咲きました ︑くもりのお天気でござ
いましたので 午後三時まで咲ておりました︑

九 月十二日
磐雄様
こと子様

敏子＝海軍造兵総監前田亨の 次女

︵東京都世田 谷区三軒茶屋町八六
有坂とし 子︶
注１

注２ ﹁父上﹂は夫の 蔵︒有坂蔵 ＝
東京帝国大学工科大 学造兵学科一期生︒
卒業後海軍に入 り︑直ちにフランス・ル
アーブルに 留学して大砲の設計を学んだ︒
呉の海 軍工廠長と東京帝大教授を併任︒
海 軍造兵中将︒昭和十五年著書﹁兵 器沿
革図説﹂に対して学士院賞受賞 ︒︵十歳
の頃︑義兄の石川千代松に 連れられて︑
当時東京帝大本郷キャ ンパスに滞在して
いたモースをしば しば訪れ︑考古学に興
味を持った︒ 十五歳の時︑現在の文京区
向ヶ丘 で弥生式土器を発見︒︶

四時頃にし ぼみ始めました︑今朝は赤が一つ
と むら さき が五 つ咲 きま した 只 今午 後二 時
でご ざい ます が一 つも志 ぼみ ませ ん 朝顔 は
たしかに三つ咲きますから楽し みにして居り
ま す ︑ ダ リ ア も 三 つ なが ら き れ い で 父 上 様
︵ 注 ２︶と 秀︵ 注 ３︶ の霊 前 に供 えて ご 座い
ます︑
言子様の御 父上様にも頂戴をいたしまして恐
入 まし た まこ とに 御達 筆に て御 高齢 の御 方
と も 思は れま せん 大切 に大 切に いた しま す
どうぞよろしく御礼御申上下され 御自愛遊し
ますように御傅ゑねがい上 ます︑磐雄さんの
おできいかがでご座い ますかと案じておりま
す︑だいぶ鎌倉へ のお帰りがおそくなりまし
た こと と思 いま す お留 守は大 丈夫 でご 座い
ましたか ︑文雄ちゃん途中からねむくなりま
し た事と存じます︑今川母上様どんな 御様子
でいらっしゃいましたか︑おつい での時一寸
お志らせ下さいませ
それでは皆々様御機嫌よ ろしくおすごし下
さいませ︑御礼まで かしこ

注３ 有坂秀世＝国語学者︒音韻 論におけ
る業績により︑昭和二十七年 学士院賞受
賞︒同年結核のため死去 ︒享年四十三歳︒
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参考資料２
従妹の三浦節様︵注４︶から言子へ の手紙
︵昭和 五十九 年七 月三日 付︶
いつもご無沙汰のみ申 し上げてをりました
が︑久しぶりお 手紙と共にとも子へのお見舞
いをお届け 頂き誠に有難う御座いました 冬
のきび しさも格別でございましたが その 後
の 気候の移り変わりの不順なことあき れるほ
どでござましたが お元気でお誕 生日もお迎
えのよしおよろこび申上ま す︑ 先日謹一郎
札幌で文雄さんに色々 お世話様になりました
ことと存じ御礼申 しげます その折とも子の
事お話申し上 げたそうでご心配おかけしてし
まいまし た
︵ 中 略︶
いただいたお人形大変よろこびい つも自分の
すわるところにおいて楽しま せていただいて
をります くれぐれもよ ろしく御礼申上げる
よう申してをります
︵中 略︶

七月三日
節

が 出来る事と思ってをります 次男の 嫁は横
須賀時代の清泉を小学校から大学 まで通学し
た人ですからやはりカトリッ クのぎせい的精
神で実によくやってくれ ますので感謝してお
ります
末 筆な がら 成川 様に も の ぶ子 さん ︑敬 子
さん 蘭 子さんもお元気でいらっしゃいます
か おついでの節よろしく 梅雨明けま した
ら急にお暑くなることと思いますが どうぞ呉
々も御体御大切に 延引ながら 御礼まで か
しこ

言子様

四年ほど前 に孫息子三人が次々高校︑中学と
学期の都合のよい時ボツボツと東京に移り
︵はじめ一年間次男高校入学の時私 があづか
りました︶長男は高校まで三島 で通しました
のでその卒業と三男が中学 に入る時母親も一
緒に東京に移り私も一 人で住んでいた家を謹
一郎の家を貸し てあったオーストラリア人夫
婦にゆづっ て︵一人住居のせまい家なので二
階を建 てました︶入れ代わり隣の謹一郎の 家
に 私の部屋をたてましして一緒に住む ように
なり謹一郎一人三島に単身赴任の 形となりま
したが 週末には東京に帰 りまして私も一家
団欒もよいものだと思 ってをりますうちに昨
年四月謹一郎が東 大工学部工業化学科の教授
となり同時に 三男の大学入学 やっと一家が
そろって めでたしめでたしと思ってよろこん
だ とたん嫁の大病で やはり神様はよ いこと
ばかり下さらず試練も下さるもの とつくづく
心に思い知らされました
︵中 略︶
夏休みになりました らお友だちとのつき合
いで旅行に行 きますけれどなかなか何かと手

注４

三浦 節＝言子の従妹︒父は 言子の
伯父にあたる竹下勇︵海軍大 将︶︒
母によれば幼い頃によく 鎌倉の浄明
寺に遊びに来られた との事︒
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日色黯如窺寢帷

裏葵零露萬珠冷

路邊既看發秋葵

帰來一路斷腸思

児齢應同凾谷老

一片精神猶依然

照盡心身清光好

朝陽漸出房総山

輿疾乗暁踏青稲

長松如眼偃海道

東海道中新賦を留め

日

裏葵零露萬 珠冷やかなり

路邊既に看る秋 葵の 發 するを

帰來一路斷腸の思い

児齢 應 に同く して凾 谷老ゆ

一片の精神 猶 依然たり

照し盡して心身清光好 し

朝陽漸く出ず房総の山

輿 は 疾 く暁に乗じて青稲を踏む

長

じれ いまさ

ろ へん

うかが

はっ

かん こく

し ゅうき

しんい

り き れいろ まんじ ゅ

にっし ょくくら
しん ぷ

い えど

なげ

じゅ

おこ た

寶の路

りゅ うほう

はんぽ

こ

色 黯 く寢帷を 窺 う如し

こう りまた

かり

たた

よ

こう こん

たれ

いず れ

さい し

旬に代えん

るい じゅん

誄︵ しのびごと︑死ん
だ人の生前の功徳を
述べること︶

反哺︵口中 の食を返
す︑口移しに食べさ紅
せる︒鳥が生まれて
六十日間哺育さ れ︑
長じて母が老いる時
反哺して母を養うと
いう︶

痼︵長く治らぬ病気
持病︶

九原︵墓場 黄泉
冥土 九泉︶
黄昏︵たそがれ︶

蒿里︵泰山の南にある
という山の名︶

参考資料３︵昭和八年十月︑言子の弟 譲 の死去に際して父敬譲が読んだ 漢詩︶

東海道中留新賦
蒿里 還 驚く烏雀の悲むを

歌

蒿里還驚烏雀悲
人生 假 に朝露の如しと 雖 も

輓

人生假雖如朝露

老少迷い易し九原の霧

よこ たわ

老少易迷九原霧
黄 昏忍び見る燈火の青

ごと

黄昏忍見燈火青
夏雨秋風十旬の痼

松 眼 の 如 く海道に 偃 る

夏雨秋風十旬痼

門に倚って再び子の 歎 きを望む 莫 れ

ちょ うしょ うまな こ

倚門再莫望子歎
誰 か 截 ん 烏林反哺の 樹

はや

誰截 烏林反哺 樹
紅顔荒涼陽谷の丘

こし

紅顔荒涼 陽谷丘
孤墳 何 の處か龍

よ

孤墳何處龍寶路

黄菊の時節裁詩を 懶 る

なお

黄菊時節懶裁詩

壇前に花を供えて誄

なか

供花壇前代 誄旬

︵ ＊︶書き下 し文は山本 治夫氏に よる︒
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児

参考資料４
︵言子の父敬譲が八十歳の時に子 供達に残した回顧録︶

示

丁 丑の 乱 篠 原 國 幹此 峠 に

予は明治二年己巳夏東肥菊池川のほとり高瀬永徳寺の仮居に
生る︒幼名を得二といふ︒家はもと常府にて江戸にて鳶細川と云ふ小藩の
臣二百五十石の用人格なりしが王政維新に際し藩を挙って下縣し
三年の秋岩崎原に移りたりしが母磯子刀自痢病 に罹りて身没
す冷き乳 房に縋れる稚児また感染して危うかりたるが父敬簡居士
の鞠に食効あり四隣の同情は蜂蜜と葛湯となりてこの世の者となる幼
にして朱子の教を受けたれ共疎枝大葉章句を修めず腕白放縦お
て 戦 死す 当 時 彼 我 叢射 の 銃 丸 昨今 猶 堀 □ し余 亦 三 弾 を 有す

山の大将たりしが丁丑の歳自明堂の楼上より遙かに吉次峠を越へて

此 日 永 徳 寺砂 天 神 に て南 州 末 弟 西 郷小 兵 衛 戦 死

熊本城の焚煙を望む翌二十二日夜四更に至り十四歳の姉国子十一歳
の禮敬と予とを伴ふて西走し二十七日に至り更に里余の家ひの家に

田原 坂 ハ 攻 防 戦五 十 余 日 に渉 り 乃 木 聯隊 旗 敵 に

避く途に小倉砲兵隊 が高瀬に向ふに逢いたりしが薩軍に襲はれ
銃丸砲弾予ら三子の頭を掠めて飛べるを記す三月中旬岩崎原
奪 ハれ 植 木 駅 付 近に お い て 野津 鎮 雄 少 将之 を 奪 還 せ り童 謡 曰 く 東京 巡 査 と 赤隊 な け れ や

の故宅に帰りしが会々長姉婿たる六尺豊かの東京巡査大田原
華 の お江 戸 に 躍 り 込む

信雄が田原坂の戦に加はらんとして我家を過ぐ之を予が実践場裡

石 神 氏 は北 里 博 士 に 従い 香 港 に

の第一回なりとす 梢長して剣を学ぶも一人の敵を志する非ず即ち笈
を負ふ東上し築地海軍兵学校に入る
日清の役起るや黄海海戦に於て敵弾厳島艦機関室に入りて
炸裂し機関兵二名を倒し︑予は鼓膜破れて左耳聾となりたるが
肩胛骨を貫ける断片の為め佐世保海軍病院に後送せらる時に
明治二十七年九月二十一日なり十月に至り身体違を覚ふ十二日体温
明 治 二 十 五年 に 赴 き ペ スト を 研 究 せら れ 全 世 界そ の 恵 に 浴 せる が 氏 は その 病 毒 に 冒さ れ た り

四十一度五分となり丹毒の症状現はれ予備海軍軍医大尉 石神亨

金 弐百 三 十 円 を 平等 分 配 し 余ハ 金 弐 円 一八 銭 を 丹 毒 快気 起 後 拝 受せ り

専 任治療となれり而して断片は遂に体内に留ることとなれり十月二十二
日侍従武官斉藤孝至を差遣はされ
天皇陛下より金壱封 皇后陛下より御製三角巾︒包帯︒ガーセ
を賜はる次に柴山琴子相浦辰子大森長崎縣知事佐世保
村長等来り慰問品をおくりたる癒後再出征せしが二十九年秋英国
出張被仰付新城安社にて製造の戦艦八島を受領し三十年十
一月晦日帰朝せしが直ちに郷友たる国民 新聞社副社長阿部
充 家を帯同し八島大写真駝鳥卵をもたらして勝海舟先
生を訪ふ先生はさきに御下問の我海軍国策に対する奉答
文又最近李鴻章より清国戦後の政策諮問に答ふる案
を示され精進料理の午餐を共にし午前十時より后二時におよ
び清談尽きざりし
日露戦役を終始して予は瓜生戦隊に在り第一期は軍艦千早二第
二期は明石にて日本海海戦に際し濃霧中敵の首力体 に邂逅し
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形勢危うかりしが彼我速力の差により難を脱せり翌二十八日払暁第
三討伐線に於てネボカトフ戦隊に 迫りし時は天候昨日に異り晨
光清爽水平線の八方より旭日旗沓至して之を威圧し之を倒せり
真に一世の壮観なりし此日もまた終日敗残の敵を掃蕩せしが二十九日
さざ なみ
午前二時十五分月出で四時五十分に至り駆逐艦 漣 が敵の首将
ロ ゼ ス ト ウ ェ ン ス キ ー 提 督 を 其 幕 僚 と 共 に 駆 逐 艦 ベ ド ウ 井イ に 於 て 生 檎 せ
るを発見し無線電信にて之を東郷聯合艦隊司令長官に報告
し命により明石之を先導して佐世保に護送して捕獲審検所に引
渡せり正に明治三十八年五月三十日午后二時な りとす此海戦は日露戦
役の大 団円にしてロマノフ朝は遂に滅亡するに至りセオドールルーズベルトも我
戦果の偉大なるをさとりて終極を焦るに至れり
却説世は治りたれ共人の心は刈□の如く群小乱舞し党同呉我
を事とする傾きあり元来予は将校志望にて兵学校に入りたるが
日清の事急なるに当り当事者は機関官の不足を補ふが為めに
十九期生を半截して機関官に任用せしが機関官の先輩は
予等を異分子視す於是予は横須賀水雷戦隊機関長として
其戦闘運転に当り 十五分間の余祐を五十四秒に短縮して薄
書尊者の蒙を拓き胆を破りたるを最期として攀を出づ予は時に
四十五歳なり爾後悠々後半生を送らんとせしが釈宗演老漢は
予を観相して座禅を勧め工学博士小山吉郎造船少将は旦
座を説き比田井天頼翁は王義之を語り海軍少将福井無
門居士は杜甫に誘ふ三面六臂亦難しといふべし

昭和二十二年秋予 が正気歌成る蓋し戦破れて経済其
方を誤り物価徒らに昂騰して人心惟危く道心惟微
となり政体は変るも□□国体は千秋万古なるを覚らざる者
あり茲に時艱にして偉人を思ふなり

昭和二十三年戊子歳旦
八十叟冬青庵誌 敬譲印
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編集後記
母が御殿場の高原病院に入院する二 ヶ月程
前の日曜日の午後︑いつものよ うに母を訪ね︑
二人で昔のことなど話して おりました︒私は
何気なく﹁お母さん︑ 子供の名前みんな覚え
てる？﹂などと 聞いてしまいました︒﹁そう
ねえ︒﹂と 心細そうな母にヒントを与えなが
ら︑長 兄の英雄から弟の信雄までなんとか た
ど り着いたとき︑母は﹁みんな私の子 だった
かしら︒﹂と聞くのです︒私は︑ ﹁お母さん
が生んだのは僕と信雄︒恭 子姉さんから上は
前のお母さんの子供だ よ︒﹂と申しますと︑
母は﹁でも私は︑ あんたたちとほかの子と区
別なんかした ことなかったのよ︒﹂と言いま
すので︑ ﹁そうか︑だから兄さんも姉さんも
みん な今でもお母さんのことをとても 大切に
してくれるんだね︒﹂と申します と︑母は何
も言わずにちょっと恥ずかし げに嬉しそうな
笑みをたたえておりまし た︒
その 母が御 殿場病 院に入 院後 しばし ば

記︶

﹁ 追憶﹂は完成していないと思うよう になり︑
﹁追憶補遺﹂として再び小冊子に まとめるこ
とに致しました︒また︑何人 かの方にはこの
機会にお願いして書いて 頂きました︒唐突な
お願いに快く答えて 下さいました方々に心よ
り御礼申し上 げます︒
文をお寄 せいただいた方々以外にも多くの
方々 のご厚意を頂きました︒山本治夫氏 には
祖父松沢敬譲の﹁挽歌﹂の読み下し と解釈を︑
河島正光氏には﹁示児﹂の読み 方をご教示い
ただきました︒いずれも 従妹の堺万里子の紹
介によるもので︑こ の場をお借りして堺万里
子にも深くお礼 を申します︒
最後に︑晩 年の母を長きにわたって世話し
てくれ た弟の信雄に心から感謝します︒
︵文 雄

﹁鎌倉の家 にいる小さな子は元気かしら？﹂
と聞 き︑その子のことが気になっている よう
でした︒しかし︑母にそれが誰かを 聞いても
思いだせないようで︑私も気に なりながらそ
のままになってしまいまし た︒しかし︑今回︑
中野ノブ子様がお書き 下さいました︑﹁邦彦
さんと有坂先生 ﹂を読ませて頂きまして︑あ
れは邦彦の ことだったに違いない︑と思うよ
うにな りました︒私は邦彦についての記憶 は
あ りませんが︑母から﹁お利口だった 邦ちゃ
ん﹂について何度か聞かされたこ とがありま
す︒

憶 ︵花 と鳥と 歌と ︶補 遺

﹁追憶﹂をお読み 頂いた方から思いがけず
母の思い出を 綴ったお手紙などを頂き︑私ど
もが余り 知らなかった母の別の面を教えて頂
き ました︒近過ぎて見えなかったもの に気づ
かせていただきましたが︑それに もまして︑
母がなんと多くの方々に支え られて人生を歩
むことができたことか︑ ということに気づか
せて頂きました︒こ れらの文やお手紙を読ま
せていただく うちに︑これをまとめなければ

追

発行 代表 者

有坂 文雄

有坂 英雄

非売 品
集

編

二 〇〇 四年 十月一 日
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