
皆さま、新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。                          
    

「濱口梧陵生誕２００年」記念植樹式 

 「濱口梧陵生誕２００年」記念事業がコロナウ

イルス感染拡大のため、ほとんど中止・延期とな

りましたが、昨年１１月８日(日)に、稲むらの火

の館庭園におきまして、記念植樹式が挙行されま

した。 

 濱口道雄ヤマサ醤油会長、仁坂和歌山県知事、

二階衆議院議員・自民党幹事長、浮島衆議院議員

等を来賓にお迎えしました。モチノキ、アオギリ、

サザンカの３本を植樹していただきました。 

 

 今回、記念植樹していただきました木を紹介し

ます。「モチノキ」は中濱口家や東濱口家にも植

えられている樹木です。濱口梧陵翁が安政津波の

際には、中濱口家にあるモチノキによじ登り、半

鐘を叩いて村人に危険を知らせた言い伝えがあ

ります。「アオギリ(梧桐)」は梧陵翁に大きな影

響を与えたといわれる祖父の灌圃(かんぽ)がア

オギリを植えた庭の亭を碧梧亭(へきごてい)と

名付け風雅を愛していたことから、梧陵翁も親し

んでいました。「サザンカ」はヤマサ醤油の本社

のある千葉県銚子市の木に指定されています。こ

のように、濱口梧陵翁にちなんだ樹木を生誕２０

０年の記念に植樹していただきました。 

 記念植樹に先立ち、西岡町長は開会の挨拶で、

コロナウイルスの影響で、昨年６月に予定してい

た記念式典が中止になったことを説明しました。 

   記念植樹式アトラクション 

      「浪曲稲むらの火」公演 

「濱口梧陵生誕２００年記念植樹式」が滞りな

く終了した後、「館」３階のガイダンスルームで

浪曲師菊地まどかさんが「浪曲稲むらの火」を演

じられました。菊地さんは、防災浪曲という新し

いジャンルを

創り、文化庁の

巡回公演に指

定され、全国の

学校をまわら

れています。３

年前には「世界

津波の日」に合わせて、「浪曲稲むらの火」の初

お披露目を当館で演じていただきました。今回は、

梧陵翁の生誕記念植樹式があるという情報を得

て、お越しいただいたものです。 

……………………………………………………… 

  「世界津波の日」協賛『竹あかり』 

 １１月５日の「世界津波の日」に協賛して、(株)

竹千代さんと和歌山県竹あかり実行委員会が、稲

むらの火の館庭園で「竹あかり」を披露してくれ

ました。竹に穴を開け、LED 電気を通したもの 

で、きれいな光のショウでした。       

この日、夕方５時頃から「テレビ大阪」がニュー 

ス番組でライブ中継、館長が大阪のスタジオと繋 

いで、「稲むらの火」と「竹あかり」の灯りの意 

義を話しました。その後宮城県東松島市の体験施 

設「キボッチャ」(旧野蒜小学校・東日本大震災 

避難所が被災した。)とオンラインで、「世界津波 

の日」に関し、津波防災の情報交換をしました。 
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【濱口梧陵学】 

 
コロナ禍で考えること 

～小泉八雲と濱口梧陵から～ 

 

            小 泉  凡 

             (プロフィール) 

1961 年東京生まれ。

成城大学・大学院で

民俗学を専攻。1987

年に松江へ赴任。島

根県立大学で教鞭

をとりつつ、妖怪、

怪談を切り口に、文

化資源を発掘し観光・文化創造に活かす実践研究や、

小泉八雲の「オープン・マインド」を社会に活かすプ

ロジェクトを世界のゆかりの地で展開する。2017 年

7 月、日本・アイルランドの文化交流貢献で外務大臣

表彰。小泉八雲曾孫。現在、小泉八雲記念館館長・焼

津小泉八雲記念館名誉館長・島根県立大学短期大学部

名誉教授。主著に『民俗学者・小泉八雲―日本時代の

活動から』（恒文社）、『怪談四代記―八雲のいたずら』

（講談社）ほか。 

 

広川町のみなさま、明けましておめでとうござ

います。旧年は、思い

がけず世界中が新型

コロナに遭遇・震撼

し、従来の価値観や

ライフスタイルに大

きな変化がもたらさ

れました。でも、人類

の歴史を１メートル

とすればウィルスの

歴史は 10 キロの長  

来日直前の小泉八雲   さ。人間の都合によ 

ⓒ小泉家所蔵        る自然開発や温暖化 

で未知のウィルスとの遭遇機会も増加している

ことを思えば、受け入れざるを得ない出来事だっ

たのだと感じます。 

また昨年は、濱口梧陵の生誕 200 年、「稲むら 
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の火」の原作者で「生き神(A Living God)」の作

者、小泉八雲の生

誕 170 年・来日

130年の節目の年

でもありました。

ふたりに関わる

記念事業の大半

は中止となりま

したが、両者とも

人間と自然のあ

るべき関係をよ

く理解していた

ことを考えれば、

その成り行きも

自然なことだと

思えます。        

昨年春、「人類  「生き神」では梧陵翁の偉業が語   

と感染症の歴史は られる（『仏の畑の落穂』所収） 

見る角度を変えると、人々の不安や恐怖の歴史」

であり、人々がそれに恐怖の感じるのは「ウィル

スが肉眼では見えないものだから」（加藤重孝「人

類は感染症といかに戦ってきたか。」）という一文

に出会い、妙に腑に落ちました。ならば、八雲が

愛した妖怪の世界も「恐怖と不安の歴史」だと直

感したのです。 

東大寺に廬舎那仏（大仏）がつくられたのは、

737 年に平城京に蔓延した感染症による混乱を

鎮めるためだったと言われますし、「妖怪」とい

う言葉が日本で初めて現れるのが、やはり 8世紀

の『続日本紀』で、777 年に「宮中にしきりと妖

怪が現れるので大祓をした」というものです。わ

れわれの祖先が、人間の制御が難しい目に見えな

い相手を怖れてきたことの証でしょう。でも、そ

んな不安や恐怖の歴史から学んだことも少なく

なかったはずです。 

小泉八雲は、生涯関心を持ち続けた怪談や妖怪

の存在が、自然を畏怖することを人々に教え、人

間中心主義の反省をうながすと考えていました。

そしてアニミズムや闊達な神々を抱
いだ

く古代ギリ

シャや古代日本には「幸福感とやさしさ」があっ

たが、今の人間の思考は人生を暗くする方向ばか 
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りに働いていると、批判します。（「虫とギリシャ

の詩」”Insects and Greek Poetry”）また、日

本の未来にもっとも大切なことは、人々が自然と

共生し、シンプルライフで生きることだと説きま

す。（講演「極東の将来」）「生き神」で多くの紙

幅を割いて、濱口梧陵が生き神様として祠に祀ら

れる神道的文化背景を説明しますが、ここには広

村の人々の謙虚でや

さしさに富む心を、古

来日本のかけがえの

ない精神文化のシン

ボルとして描こうと

した作者の心中がう

かがわれるのです。 

八雲は、感染症に関

する記事や作品もの

「天然痘」（『仏領西印度   こしています。シンシ 

の２年間』所収）    ナティでは「流行病の

兆し」（”Epidemic in Embryo”）を、ニューオ

ーリンズでは「目に見えない毒」（”Invisible 

Poisons”）、カリブ海のマルティニークでは「天

然痘」（”La Vérette”）、神戸では「コレラ流行

期」（”In Cholera-Time”）を執筆します。 

自らも 1885 年 4 月中旬のこと、フロリダを旅 

行中にマラリアに罹患。ニューオーリンズに戻っ

てから 2週間、高熱にうなされ病臥します。その

際、マーガレット・コートニーというアイルラン

ド系女性の献身的な看病により危機を脱してい

ます。 

八雲はその後、マルティニーク島で天然痘の流

行に遭遇します。1888 年 4 月 10 日時点のサン・

ピエールでは 1 日 25 人の死者が埋葬され、死者

を弔う鐘が一日中鳴り響きます。食糧船は 8 週間

も寄港を拒んでいる。村々では一晩中タールを焚

いて空気の浄化につとめます。（「天然痘」『仏領

西インドの 2 年間』）そんな非常事態に、八雲は

いずれこの町全体が病院と化すことを予測しな

がらも、家族が寝ずの看病をしたり、親の疫病死

で残された子どもたちを引き取って育てる底な

しの勇気とやさしさをもった人間の行動を見出 

します。その後、八雲自身は島で腸チフスに感染 
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し、６週間、生死を彷徨う壮絶な体験をしますが、

ここでも地域の人々の献身的看病で危機を脱し

ます。 

日本では、松江を離れ熊本へ向かう直前にコレ

ラが流行し、勤務先の島根県師範学校でクラスタ

ーが発生します。その時も八雲は、斎藤熊太郎校 

長のサムライ魂を絶賛。沈没船の船長のようにひ

とり学校に留まり、すべての教職員を自宅へ返し、

消毒の指示や感染した生徒の看病にあたりなが

ら、事務仕事もこなす。罹患者の汚物投棄で川が

汚染されているため、八雲は熊本出発に際して生

徒の埠頭への見送り自粛を促しますが、けっきょ

く 200 人の生徒に見送られ熊本へ旅立つことに。 

神戸在住時にもコレラの流行を目の当たりに

するのです。日清戦争の凱旋者の影響で 1895 年

の日本は、4万人を超えるコレラによる死者が出

ています。八雲が住む家の前の通りから次々とコ

レラ患者が慈悲もなく連れ出される際の家族の

悲しみを描きつつ、「衛生法は酷
むご

いものでなくて

はならない」とも述べています。（「コレラ流行期」

『心』）単に古き良き日本を礼賛する夢想家では

ありませんでした。 

八雲が松江赴任当初に滞在した富田旅館の女

将の口述筆記には、「八雲は外出から戻った時と 

ペンを握った後には必ず手洗いとうがいをする

ので、2階に手洗い場と甕を設置した」ことが記

されています。ウィズ・コロナ時代の衛生観の持

ち主でもあったようです。 

濱口梧陵も、1858（安政 5）年の江戸でのコレ

ラ流行時、関寛斎と協力し、銚子での防疫に多大

な尽力を行うとともに、同年、天然痘根絶の目的

で設立されたお玉ヶ池種痘所（東京大学医学部の

前身といわれる）の火災による焼失に際し、復興

に私財を投じて支援したことが知られています。 

梧陵も八雲もオープン・マインドでものの本質

を理解し、負の歴史から学び、未来を展望した先

人として、今年は 1年遅れで再評価する記念の年

になることを願っています。 

広川町のみなさまにとってよい１年となりま

すように。 

               (おわり) 
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こんにちは！ こども梧陵ガイド・プロジェク

トチームの関西大学近藤ゼミ、龍谷大学石原ゼ

ミです！ 今年度は新型コロナウイルスの影響に

より、広川町に足を運ぶことができずにおりま

したが、10 月 24 日にようやく広川町を訪問す

ることができました！  

今回の訪問では、まず稲むらの火の館をあらた

めて視察しました。３D シアターの鑑賞や、館長

さんに展示室の案内をしていただきました。 

 そのあとで広村堤

防に行き、館長さん

から、昭和南海地震

で広村堤防が津波被

害を防いだことなど

を教えていただきま

した。 

 次に耐久社を案内していただき、そこで「防災

CREDO」の撮影をおこいました。CREDO とは、約

束・信条という意味です。各メンバーが防災にお

いて大切にしたいことをスケッチブックに書き、

広小学校の児童へのメッセージビデオとして撮

影しました。 

さいごに、西広海岸でも撮影をおこないました。

夕陽が沈んでいく海がとてもきれいでした！ 

メンバーの個性あふれる動画となっていますの

で、楽しんで見ていただけたらと思います。 

今回初めて広川町を訪れるメンバーもおり、と

ても貴重な機会となりました。新型コロナウイル

スはまだ予断を許さない状況ですが、今後もでき

ることを少しずつ模索していければと思います。 
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  夏の夜かたり     (第４回) 

   広村郷土史（４２年） 

渋谷家文書 

宇田も同様なりき、しかして各村下五人組ありて

五家毎に組頭ありき荘家の給料は年米八石膽煎

は半額、あるき、は十俵にして村の万端を所(処)

理せり。年には荘家四人ありしかは之れに対する

給料負担、実に重かりき其上広橋の広村より毎年

修膳(繕)等をなし、十年位毎に架換へたり。江上

橋、川端橋、三昧橋等を皆受持ちたりしかば、広

村の人民は非常に苦めりしかれども此頃は広に

は旅商人多く、他国に井でて盛に商方を勉強せし

かばやうやく之れをしのぐを得たり。当時広も千

家湯浅も千家であつたのである。常陸国戸川(外

川)郷と云ふ広に漁業の出稼に生きたり。又日向

の●け内にも出稼せる人多かりき。肥前五島、等

にも行けり、異常は漁業ばかりなりき江戸には商

人多く店を出せり。橋本、古田、岩崎、浜口、五

忠(森)等をよそ二十家ばかりありき。しかれ共も

彼業は決して引き越さずして、宅を広に置きたり

しかば広村はやゝ以持(維持)したるなり然れど

も、以上の出稼所に出ずる者は漸次富めりし為め、

怠りて広に帰り行かざるに至りしかば遂に反動

として衰びに至り。衰へたるなりに更に出稼すべ

き途ふさかりて速に千家の広村は七百となり五

百となりき。広盛なる頃には呉服屋もあり中勘、

木の下角宇如きは大きなる小間物問屋なりき。其

他肥料商に産物商等多かりき、然れども出稼人少

なくなると共に交通衰へ係て、問屋の如きはすた

れしか七百、五百と少なくなり行けり。衰びに至

りし頃には田地を多く持つ者程不幸にして、田地

は貧神なりき。なんとなれば、田租の急と其他の

負担に田地多き程不幸なりき。故に田地をもろて

被下人には酒五升を振まわん等とて諸人にもら

人を尋ねしこと実に多かりき。 

今より八十年前は、実に此の苦境の極に当れる

頃にして天保初年なり。広村の人民は日に流離し

てて苦しめり。尚、旧幕制度を日是は実に切歯に

至りなれど之れにて止む。時に濱口翁出で、翁が

三十歳頃実に人民の塗炭を悲まして其の救済策

に付きて苦慮せり。      (つづく) 


