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のんびりしたいは
みんなのきもち
のんびりできるは
ゆたかなあかし
のんびりまっすぐ
秋田のくらし

秋田にはうまい飯とうまい酒があります。
その豊かさが秋田の実直な
ものづくりを支えてきました。
そして同時に、秋田の人々のなかには
大らかで力強い「のんびり」精神が育まれました。
そんなのんびり秋田は
右肩上がりな経済成長という
ゴールなきゴールに向かい
懸命に走ってきたニッポンにとって
まるでビリを走るランナーのように
映っていたかもしれません。
けれど世の中は変わりました。

・・

順位など気にせずのんびり歩いてきたことが
まさに「ノンびり」となる時代がやってきました。
日本人の多くは今、
うまい飯が食べられてうまい酒が飲めるという
当たり前の豊かさについて考え直しています。
しかし秋田では昔も今も、ずっと
それが人々の暮らしの真ん中にありました。
ビリだ一番だ。上だ下だ。と
相対的な価値にまどわされることなく
自分のまちを誇りに思い、他所のまちも認め合う。
そんなニッポンのあたらしい“ふつう”を
秋田から提案してみようと思います。

編集部
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ちで頷

、県内
県外からやってくる僕のようなメンバーと
される
で暮らすメンバーとが一緒になって構成
、毎回
本誌『のんびり』チーム。その編集会議は
も楽し
いろんな発見と驚きに満ちていて、とて
特集は
いのです。そして今回も「さあ、次号の
ヤブちゃ
秋田編集チーフ、
どうします？」という、
んの投げかけから、話し合いはスタート。
ためて
そこで僕は開口一番、春からずっとあた
きた企画について提案しました。
うんだ
「いよいよ池田修三の特集をしたいと思
けど……」

つ。池

そういう僕に、めずらしく緊張した面持

くみんな。この緊張感の理由は、ただ一

特集を
ながわ

田修三を取りあげるということは、ただ

組むということだけで終わらないとみん
かっていたからです。

1 月」1984年

4
「ゆこうよ

5

んどだ
さて、池田修三って誰？ という方がほと
歳。秋
と思います。いけだしゅうぞう。享年
き さかた
。今回
田県にかほ市 象 潟 出身の版画家さんです
いう人
の特集は、どうして僕たちが池田修三と
日本中
に惚れ込んで、そしてその素晴らしさを
ことを
の人たちに届けたいと思うのか？ その
す。
まずはきっちり伝える号としたいと思いま

さあ、あたらしい旅の
はじまりです。

82

今年の３月、秋田の友だちの家に泊
まらせてもらったときのこと。無理矢
理敷いてくれた布団が、ふわふわの雲

てくれました。そして「確か、秋田の

く僕に、友だちは「池田修三」と答え

し た。
「 これって誰の作品？」 そ う 聞

僕はなぜか秋田の風景を見た気がしま

ファンを増やしていった池田修三さん

の主要都市でも個展を開催し、全国に

を通して、秋田県内だけでなく、全国

の版画作品を生み続けます。画商さん

に専念。子どもの情景を中心に、数々

組んできた油絵を捨て、以降、木版画

かしです。まさに僕は池田さんが死し

う事実が残念でなりませんでした。し

が、既にお亡くなりになっているとい

略歴のとおり、池田修三さんという人

しかったからです。そして、先ほどの

それらの作品たちが、あまりに素晴ら

第１ 章

象潟出身だったはず……」とも。

てもなお、生き続ける作品にまっすぐ
胸を打たれました。そして僕は、秋田

でしたが、惜しくも平成 年 月 日
に死去。 歳でした。

の人々の暮らしのなかにある池田修三

年秋田県象潟町

（現・にかほ市）生まれ。旧東京高等師

池田さんの作品に出会ったあの日以

池 田 修 三。 大 正

僕は一枚の版画に出会いました。片手

範学校（現・筑波大学）芸能科卒業後、

修三との出会いが、どこかの美術館で

に真っ赤な林檎を抱え、ほおづえをつ

年、教師を務めますが、昭和 年、
30

33

6

歳のときに退職し上京。それまで取り

田のみんなの言葉をまとめてみます。

みたときのことでした。そのときの秋

バーに、池田修三さんについて聞いて

ったのは、『のんびり』編集部秋田メン

予感が、どんどん確信へと変わってい

かに根付いていることの稀有さ。その

となく、こんな風に秋田の暮らしのな

作家の作品が押し入れにしまわれるこ

ないか？ と僕は思いました。一人の

ませんが、これはすごいことなんじゃ

何気ないことのように思うかもしれ

だちの家の壁だったからです。

も、何かのコマーシャルでもなく、友

ては、ため息をつく日々が続きました。

という存在について知りたいと思い始

のように床を埋め尽くしたその部屋で、

「りす」1980 年

めます。それはシンプルに、僕と池田

10
来、僕はことあるごとに、インターネ

11

ット上にある池田さんの作品画像を見

16

秋田県の由利高校で 年、聖霊学園で

82

11

きながら、くりくりお目目で佇む少女
の絵。どこか物悲しげなその少女が、
ぼんやり宙空を眺めるその瞳の奥に、

3

られているかも。

●実家には何枚かあって、いまだに飾
て僕は、たった一枚のその版画を買い

に重なってしまいました（笑）
。そ し
なる娘のためにも一枚購入。そこで池

さらにその後、別のお店で、７歳に

が、最初のお店に限ったことじゃない

田さんの作品の安さ（というより適度

ということを知ります。このときに僕

さと言った方がいいかもしれません）

もないような言い方をあえてしますが、
は、池田さんの作品を贈り合うという

求めたことから、あらためて池田さん
そして僕はいよいよ、池田修三さん
その秘密とは、値段がとても安い、と

の作品の秘密に触れました。身もふた

の作品をプレゼントするべく、買い求
いうことでした。

●自分たちの親の世代は、何かのお祝
ことが多かった。
めることになります。 月某日、本誌

と思っていた。

んのような、全国的に知られた作家だ

●池田修三さんは、いわさきちひろさ

わかるという秋田の人は多いと思う。

●名前は知らないけれど、絵を見たら

の作品をあげることも。

思っていた僕ですが、最初に出会った

一番気に入ったものを選ぼう。なんて

いました。幾つか実物を見たうえで、

池田修三作品に僕は一目惚れしてしま

の画廊で、たった一枚だけ残っていた

たんぼう」の取材で訪れた、秋田市内

１号目の福田利之さん連載「下戸式秋

いで、池田修三さんの作品をいただく
●逆にプレゼントとして池田修三さん

● 年代に秋田相互銀行（現・北都銀

5

行）のカレンダーや通帳に、池田修三
たとしか思えなかったのです。という

その作品は、僕が買うために残ってい

こと。それは、池田修三さんの作品が

の作品。そして僕がもっとも惹かれた

たり前のようにあった、池田修三さん

でした。秋田の人たちにとっては、当

なるほど〜！ 僕はもう感心しきり

そんなときに出会ったこの作品。

修三さんの絵を贈りたかったのです。

さんへ、感謝の気持ちを込めて、池田

僕に、文句一つ言わずにいてくれる奥

ていた僕は、いつも旅をしてばかりの

んでした。数日後に結婚記念日を控え

て需要があるということは、必然的に

商品でなく作品である限り、そうやっ

えたのだと。とはいえです。一般的な

う金額だからこそ肩肘張らずに贈り合

円から、高いものでも 万円ほどとい

にかく手頃なのです。具体的には数千

ことのリアルを見た気がしました。と

う、
不思議な気持ちになりました
（笑）
。

田修三さんの作品をあげたい！ とい

修三の作品が欲しい！ ではなく、池

っと素敵すぎます。そして僕も、池田

り合うという文化。それはもう、ちょ

でした。

のに、たいして時間は必要ありません

る想像ではない、ということがわかる

は思いました。そしてそれが僕の単な

家の意思がそこにあったはずだと、僕

はなく、間違いなく池田修三という作

に作品の価値が低いということなどで

格が上がらずにあるというのは、単純

を見通した表情で微笑む奥さんと見事

かってる、どうぞ、どうぞ」と、全て

女性の姿が、
「 はいはい、わかってる、わ

らめにも似た表情で、うっすら微笑む

虹がかかる空を背景に、どこかあき

飾られた池田修三さんの版画を眺めな

修三熱に拍車をかけました。我が家に

品を購入したことが、僕のなかの池田

そうやって、はじめて池田修三の作

在り方はないものだろうか？

付いていくような作品、及び、作家の

その狭間で、人々の暮らしのなかに根

いう意味ではありません）
、
言うなれば

界でもなく（もちろんそれらが悪いと

しまいやすいイラストレーションの世

美術の世界でなく、また、消費されて

そういった絵画投資に繫がるような

3

りません。しかしそれが今もなお、価

なかにあることの幸福について、考え

がら、僕はあらためて作品が暮らしの

ジが確かな実感をもって「成功した」

てみた当時の僕ですが、そのチャレン

死に模索し、様々なアイデアを実践し

誌で「日本一、搬入出の多い編集者」

実は僕は、 年ほど前に、とある雑
10

した。

もしれません。しかしそのせいで、作

に作家の価値を示す一つのものさしか

作品の値段が上がるというのは、確か

んでいるのか疑問に思っていました。

上がっていくということを、本当に望

くれて、
作品の価値（すなわち値段）が

い人たちが、有名な画廊さんがついて

ます。当時の僕は、絵描きを目指す若

会をプロデュースしていた時期があり

三さんの故郷である、象潟の町に行く

にその思いを伝えます。そして池田修

いと思いました。僕は編集部のみんな

いうこと。そしてそれを僕は確かめた

町にかつて存在したのかもしれないと

するような幸福な関係が、この秋田の

品とそれを買う人々の、誰もが理想と

とにドキドキしていました。作家と作

けていたのかもしれない。僕はそのこ

秋田という土地で、ふつうにやっての

しかし、それを池田修三という人は、

品を買うことが投資となり、せっかく

ことを決めたのでした。

ていたからです。

いうことに、作品としての不幸も感じ

ことなく、大事にしまわれてしまうと

の作品が、ともすれば人の目に触れる

と書かれたくらい、頻繁に絵画の展覧

と思えることは、ついぞありませんで

ていました。

と、必

値段が上がっていってもおかしくはあ

いうことでした。池田さんの作品を贈

プレゼントとして多く使われていたと

トしようと思っていたのは、僕の奥さ

のも、そのとき僕がこの絵をプレゼン

さんの版画が使われていた。

80
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一つは、池田修三さんの版画が飾ら

曽良の顔ハメ看板でした。

き見つけたのが、松尾芭蕉とその弟子、

前に、道の駅をしばし探索。そんなと

第

れているお家にお邪魔して、暮らしの

そ ら

なかにある池田作品をこの目で実際に
僕（藤本智士）と、アシスタントのは

訪ね、池田修三という作家の人となり

め、池田さんと繫がりのあった方々を

もう一つは、池田さんの生家をはじ

るので、何のことかと聞いてみたら、

と「笹尾さんだ〜！」なんて騒いでい

しいその看板を前に、みんながやたら

としても有名なのです。なんだか愛ら

象潟は、松尾芭蕉が訪れた最北の地

っち（山口はるか）
。東 京 か ら や っ て

を知るということでした。

見てみるということ。

きた写真家の浅田くんと広川くん。さ

海に流れ込んでできた「潟」でした。

年 の 鳥 海 山 噴 火 に よ り、 岩 や 土 砂 が

丘」
に到着。ここ象潟は、
紀元前４６６

１時間ほどで「 道の駅 象潟ねむの

品を手に入れたときのエピソード

の作品を見せていただき、その作

僕は、雪ん子が描かれた池田さん

前「くにまつ」さんで福田さんと

じゃないか？

あらためてお話を伺うのがいいん

駅前の民芸屋さん「くにまつ」にて、

さん連載取材の際に一度伺った、象潟

そのためにまずは、先述の福田利之

記念撮影。

芭蕉ヤブちゃん＆小坊主笹尾コンビで

で小坊主のようだということで、早速、

アニメの一休さんのごとし、つるりと

景は、江戸時代、１８０４年の大地震

九十九島と呼ばれる島々を浮かべた風

を聞かせてもらったり、象潟の資

吹）
、笹尾さん、田宮さん。そして秋

全員が取材に集中できるのは、実は今

で海底が隆起して潟が陸地になるまで、

料館（にかほ市象潟郷土資料館）

かわいい笑顔の笹尾さんは、最近みん

日と明日のたった２日のみ。うまくチ

どの景勝地でした。けれど、田んぼの

「東の松島 西の象潟」と称されるほ

にいる齋藤さんというキーマンを

なから小坊主と呼ばれているとのこと

ーム分けをしながら取材をすすめてい

中にぽこぽこと丘が並ぶ姿はとてもか

紹介してもらったり、さらには池

田カメラマンの竜ちゃん（鈴木竜典）

かないと、池田修三さんの魅力を伝え

わいらしく、他にはない独特な風景を

田修三さんの生家の情報まで教え

という、総勢８人の取材チームが、秋

るどころか、中途半端な結果にもなり

作っています。道の駅の展望室からそ

ていただくなど、とてもお世話に

（笑）
。
そこに描かれた曽良の絵がまる

かねません。いつも以上に緊張感ただ

んな九十九島を眺めつつ、僕は今一度

かの大所帯ですが、今回このメンバー

ようなか、藤本チームとヤブちゃんチ

今回の取材の目的をみんなと共有しま

なったのです。しかし、せっかく

ということに。以

ーム、２台の車に分乗して、さっそく

す。今回、僕たちが果たしたいことは

なので「くにまつ」さんに向かう

くじゅうくしま

象潟へと向かいます。

大きく二つありました。

田市民市場前に集合しました。なかな

らに秋田編集チームの、
ヤブちゃん
（矢

取材当日の朝、神戸からやってきた

2

「アノネ」1984年

はわからないのでした。

だったとは、当然このときの僕たちに

後に待ち受けているミラクルの前兆

けどこの、ちょっとしたお遊びが、最

いやあ、確かにはまってる（笑）
。だ

られた方がいて。

ね、そういうのないですか？ って来

するグッズっていうか、絵はがきとか

だと思いますけど、何か池田さんに関

國松 これ（『のんびり』）を見たん

藤本 そうですか。
國松 そう言われれば、そういうの全
然考えたこともなかったけど、他所に
行くと、その町から出た人の記念館な

きお話した、資料館の（齋藤）一樹さ

てあるんだなと思ってね。で、あのと

りなんなりね、その町の文化遺産とし

潟駅前にある「くにまつ」へ。お店の

午前 時を過ぎ、最初の目的地、象
奥さん、國松滝子さんに、前回の取材
んに早速電話したの。「今日こういう

國松 あらっ。

世話になりました。

藤本 以前、池田修三さんのことでお

一同 こんにちは〜。

藤本 実は僕たちも今日齋藤さんにお

って」って言ったんです（笑）。

なたが市役所にいる間になんとか頑張

う？ って。だから、「一樹さん、あ

ない。この町の人たち何してたんだろ

ね、わざわざ来られたのに、なんにも

國松 そう。この作品が１９８４年。

てきてくれたんでしたよね？

藤本 この絵は確かおじいちゃんが買っ
ありますけどねぇ。

國松 うちの子たちの？ いや、まぁ、

小さい頃の写真とか、ないですか？

た。
人一緒に写って

たときにね、うちの双子のようだって、

ものですから、公民館で展示会をやっ
藤本 ええ。でも今すぐ出てくるよう

國松 このぐらいのときの？

るような。

藤本 あります

國松 そうですか。ぜひよろしくお願

なものではないか……。

１９８２年にうちの双子が生まれてた

いします。
おじいちゃんが買ってきてくれたんで
國松 いや、ありますけど。

会いする約束をしているんです。

藤本 あの、もしよければ、今回も雪
す。

はご覧になってないですか？

國松

藤本 そっか。会いたかったなあ〜。

藤本 まだ見てないです。

藤本 ほんとですかっ。ぜひお願いし

一同 （笑）

國松 そうですか。今川洋先生って言

ます。

藤本 すみません。

藤本 でも、ここから盛り上げていき

ゃるんですか？

う風に、池田さんの作品ひとつひとつ

たいですね。あっ、これ、象潟の観光

國松 東京と山形にいます。

に、それぞれのエピソードがあるんで

っと出してきますね。

藤本 あっ、いい写真だぁ！
すねぇ。

一同 かわいい〜！

ガイドですか？

保育園の園長先生だったんです。その

って、もうリタイアされてますけど、

で、喜ぶと思いますよ。良かったら、

國松 まさかね、こんなことになるな

こちらに電話して聞いてから行ってみ

國松 こっちは 歳のとき。
5

藤本 おぉ〜っ！ いいなぁ。こうい

矢吹 そういうこともされるんですか？

先生ね、お話がとっても好きな方なの

國松 今、駅が工事中でしょう？ 中

てください。

國松 そうです、どうぞどうぞ。夏の

に観光案内所があるんだけど、閉鎖し

藤本 ありがとうございます。

てたのね。その詩を書いた詩人の方が

表紙で池田さんの絵の下に、詩がつい

いて、僕は、池田修三さんの作品の価

い、買ってくれたという作品の話を聞

國松さんのおじいちゃんが、孫を思

ときの広報の資料をまとめて、また発

よ。あの先生もまだ元気だしね、あの

國松 それで私、一樹さんに言ったの

生きる池田修三作品に出会いたいと、

らにもっと、暮らしのなかで今もなお

風に思いました。そして僕たちは、さ

にあるのかもしれない。ふと、そんな

値は、そこに付随するエピソードと共

行することはできないのか？ って。
出したみたいですけどね。そういうの

近くを歩いてみることにしました。

!?
一応、その先生が自分で本にされて、

藤本 ほんとですか

まだ元気なの。

しれないですけどね。で、その広報の

いう人がいるんだなってなってたかも

町の広報の表紙になったときは、こう

てしまえば知らないと思うし。ただ、

たちは知ってても、ちょっと隣に離れ

國松 だから、ほんとにこの辺りの人

さんのことが載ってないですね。

藤本 このガイドにも、全く池田修三

の責任としてね。

てるから。その間は、駅前にいるもの

間中、私、観光案内してました。

1

んてね。

よう

國松 これが、やっと 歳のときです。

はないので、しまってあるから、ちょ

はい、いいですよ。今は時期で

藤本 お子さんは今どちらにいらっし

2

ん子の作品を見せてもらえませんか？

!?

藤本 その節はありがとうございまし

人が来たんだよ」って。で、せっかく

のお礼を伝えつつご挨拶します。

10

おじさん 今の資料館の
電話を切って

平日の朝、決して人通りが多いわけ
しいかもしれないですよ。

めてた横山正義さんも詳

いいけど、もっと前に勤
いのことわかると思う。

でも、ま、資料館行けば、だいた

おじさん ちょっと山さ行ったど。

学芸員の齋藤一樹さんも

ではない、象潟の町で、たまたま自転
私と同じ 歳ですけども。

｜

車を押していたおじさんに声をかけて

｜

みます。
おじさん 電話番号が。

わからないですかねぇ？

藤本 横山さんの連絡先

市議会議員さん。

藤本 竹内賢さん。……あら？

名刺交換を

藤本 池田修三さんの作品を飾られて
待ってな。よしっ。
竹内 私は、あの、全く毛並みの
違うあれですから。

んですか？ 観光案内とか見ても

池田修三さんってどんな感じな

藤本 この町の人たちにとって、
おじさん 横山さんです
ぶどうじま

か？ 私、武道島の竹内

ちょっと。なんていうか、離れて

う ー ん。 若 い 人 た ち は、

おじさん そうですか。

山 行 っ た？

ど

載ってないし。

か？

藤本 お父さんは絵はお持ちじゃない

今の若い人はどうかなぁ。

るでしょ。私たちは、象潟町の中

すっていうことで『のんびり』ってい
ですか？

央で活躍してたっていうことで、

う雑誌を作ってる若い学生の人たちが

竹内 私は持ってないです。芸術とか

こ？ ほんと。せばよ、

のことで、象潟に取材に来てるんです
……。

そういうものには縁遠いんで 。
（はに

何時頃帰ってくる？ て

よ。で、そんたのに詳しいのは正義さ
一同 （笑）
かむ）

親しみっていうか、尊敬っていう

んだなっていうことで、資料館さも行
藤本 学生みたいな大人です。

いうのは、今、若い人た

ぐんだども、資料館の一樹さんだけで
おじさん そうか、まず資料館だな。

か。そういうのがありますけども。

なく、正義さんからも聞けたらいいん
一同 （笑）

ちが版画の池田修三さん

でないかと思ってよ。 時か。わがっ
わがった。ありがとう。はいはい。

藤本 僕らは県外の人間ですけども、
な旅館が気になったので入ってみる

孝子 私が好きなのは、やっぱり鳥海

一番お気に入りですか？

藤本 たくさんありますけど、どれが

山のね。

と、やっぱりありました！ 旅館の壁

竹内 そうですか。
にお話を伺います。

、
孝子さん
（ 歳）
村上正勝さん
（ 歳）

こにこ陽気なご夫婦。素敵でした。

入りの絵を持っていただいて撮影。に

と孝子さんご夫婦に、それぞれお気に

なのだとさらに実感。最後、正勝さん

池田さんの作品は、とても大切なもの

やっぱりこの町の人たちにとって、

藤本 そうですよねぇ。

いですよね。

きにいただいたんです。もらって嬉し

じゃないかな？ あとは全部新築のと

孝子 買ったのは、この鳥海山のだけ

るんですか？

藤本 作品って、いつも自分で買われ

のは刷れないって。

わせてもらったとき、これ以上大きい

くなったでしょ。だから鳥海山のを買

正勝 晩年になったら大きいの刷れな

藤本 それでこの町にやって来ても、

り沿いにある、山形屋旅館という小さ

だか幸先がよい空気。さらに駅前の通

が、市議会議員の竹内さんとは、なん

聞き込みを始めた途端に出会ったの

竹内 どうぞ気をつけて。

ございました。

めんなさい、引き止めて。ありがとう

藤本 ぜひよろしくお願いします。ご

なかったですね。

売り出すっていうことは考えたことが

けども、池田修三さんをメインにして

いうことで、いろいろやってるんです

あれだもんな。観光とか町づくりって

竹内 ありがとうございます。いや、

きれば嬉しいなと思います。

せてもらったり、お力お借りしたりで

にって思っているので。またご提案さ

町を盛り上げることもできるはずなの

さんの町なんだっていうことで、この

見られなくて。もうちょっと池田修三

ポストカード一つないから、結局何も

にいくつかの池田作品が。旅館を営む

てるんです。

賢です。こんにちは。お

電話をかける

いるお家にお邪魔して、そのエピソー

っちなんですけどね。

おじさん 池田さんの生まれた家はあ

｜

池田修三さんの作品がすごく好きで。

た。 ん だ。 い ず れ、 秋 田 県 を 売 り 出

15

に伺うことになっていて。

｜

藤本 資料館にも夕方行くことになっ

｜

ドなんかを聞いてまわってるんです。

74

竹内

｜

父さんいらっしゃいます

藤本 池田医院には、実は今日の 時
13

67

61

いるのですが、それでも、仏壇の横に
仏版画が飾られていたり、衝立の真ん

そこで、秋田編集チーフのヤブちゃん

とまずお昼ご飯を食べながら一休み。

気づけばもうお昼ということで、ひ

の甥っ子さん（修三さんのお兄さんの

は、池田医院の院長先生で、修三さん

ました。奥で待っていてくださったの

ていて、僕たちは興奮を隠せないでい

ていたりと、そこここに作品が飾られ

中に修三さんのモノクロ作品が貼られ

があらかじめ段取りしてくれた、今日

第３章

奥さん 横山さんはどうかしら？

左千雄 いえいえ。

でした。

てしまってすみません

藤本 先日は突然伺っ

藤本 すぐお近くですか？

三さんの版画を好きで。

奥さん 横山さんの奥さんがまた、修

てくださったんです。

議員の竹内さんという方がさっき教え

矢吹 横山正義さんですか？ 市議会

藤本 左千雄さんと修

一同 こんにちは。お邪魔します。

息子）
にあたる、
池田左千雄さんでした。

の流れを確認します。

修三さんの生家である、池田

【 本日の予定 】
:

にかほ市 象 潟 郷 土 資 料 館 の 齋

医院にお邪魔させていただく。
:

藤一樹さんにお会いする。
以上！ ということで、その合間に、

奥さん

、 軒隣に。
三さんが一緒にここに

やってきました。

うこうするうちに、午後１時はすぐに

動きを進めていこうということに。そ

ったんです。由利高校

一緒には住んでいなか

左千雄 実はほとんど

いつ頃になりますか？

住まわれていた時期は

藤本 きっと、この町には池田さんの

いただいてるようで。

奥さん ええ、なんか玄関にも飾って

とご連絡してみよう。

藤本 ほんとですか〜。じゃあちょっ

院の奥にあるお住まいへと上がらせて

池田さんのことをよく

藤本 そうなんですね。

のかな。

藤本 それこそ、画商さんからすると

ことでね、みなさん。

いうか、適当な値段で買えるっていう

奥さん そうですねぇ。わりと安いと

れますよね。

もらうのんびりチーム。生家にあった

ご存知な方はどういう

もっと価格を上げたらっていう話はき

年くらいここにいた

２５０点もの作品は、すべて、にかほ

人になるんだろう。

奥さんが出迎えてくださり、池田医

作品を家に飾ってる方がたくさんおら

5

市象潟郷土資料館のほうに寄贈されて

1

で教えていたときに、

いろいろ聞き込みをしたり、あらたな

「カナリヤ」1994年

4

13
00
16
00

左千雄 うん。

が上げなかったっていうことですよね。

っとあったと思うんですけど、ご自身

ーと、 年 月 日……。

藤本 絵が入ってる！ え

奥さん （笑）

藤本 うわっ！ すごい！
一同 美味しい！

藤本 うわ〜、美味しい〜！

そこへ福田利之さん＆のんびりデザ

奥さん 「広く持っていただきたい」

藤本 えっ！

左千雄 手紙があるかな？

か？

家に残されたものってあったりします

藤本 作品以外で、修三さんがこのお

左千雄 欲のない人で（笑）。

た。

っていうことは言ってらっしゃいまし

千雄さんにとってはお父さ

ゃん！ これはつまり、左

藤本 そうか！ まだ赤ち

ね。

左千雄 生まれて半年です

年だから……。

ん、このときは？ 昭和

藤本

字ですね。

奥さん 全部、修三さんの

左千雄 ええ。蚶満寺ですけども。

藤本 ということは、象潟に？

左千雄 うちのお墓に入ってます。

どちらにあるんですか？

（笑）。あの……修三さんのお墓って

藤本 すごいタイミングで来ましたね

左千雄 いえいえ。

—

奥さん 主人の父（ 修三さんのお兄さ
ん、修三さんにとってはお

ございました。

左千雄 ええ。

ご住職に聞けば分かりますか

かんまん じ

福田 すみません。先日はありがとう

イナーの澁谷くんが登場

ん）が戦争に行ったとき、手紙を書く
矢吹 蚶満寺なんですか！

左千雄さ

って、巻紙みたいなものにいろいろと
兄さん、に向けての手紙。
笹尾（小坊主）有名なお寺。

うけど。
まっすぐ行って
藤本
行ってきます！

藤本 なるほど。

一番奥ですね。
の甘露煮だ。奥さんが作られたんです

年 生 ま れ だ か ら ……
か？

ったんでしょう？ 昭和
くらいかなあ。それにしても、いい字
奥さん ええ。

年で、大正
だし、絵も素敵だし。なんだか温かい
矢吹 いま一番旬の時期ですよね。

というか、ユーモアがあって、ほんと
奥さん

｜

んの展覧会ができないものかと、一人

ということもあり、僕はここで修三さ

がなんとも素敵でした。生家の目の前

改装中ながら、近代洋風建築の雰囲気

年に建てられた木造２階建ての建物で、

返事があるわけじゃないけれど、確か

ないか聞いてみました。もちろん何か

修三さんに、見当違いな歩みをしてい

で、僕は手を合わせながら心のなかで

という、そのお墓はとても素敵な場所

まれています。春には菜の花が広がる

ただけのような、福田さん澁谷くんコ

さて、なんだかイチジクを食べに来

心に決めました。

た。とにかくやりきってみよう。僕は

に何か温かいものがこみ上げてきまし

みんなで攻めたのち（笑）
、こ れ か ら
また連載取材のために別行動すること
になる福田さんたちも一緒に、池田修

に、池田家のお墓はありました。そし

す る 立 派 な お 寺。 広 い 境 内 の 一 番 奥

で、松尾芭蕉の『奥の細道』にも登場

蚶満寺は、象潟にある曹洞宗の寺院

が待っていてくれました。

まかせろ！」な学芸員の齋藤一樹さん

さん連載でのイラストのとおり「俺に

と向かいます。そこには、創刊号福田

お別れし、にかほ市象潟郷土資料館へ

三さんのお墓参りをすることにします。

てそこには確かに修三さんの名前が刻

福田さん澁谷くんコンビとはここで

ンビのタイミングの悪さをひとしきり

に静かな風が頬を抜けて、僕の胸の内

考えていました。

の建物は、象潟公会堂という、昭和９

気づきました。後々知るのですが、こ

ど目の前に改装中の建物があることに

した。そんなとき、池田医院のちょう

三さんのお人柄を知れた気がするので

でお話を聞いたことで、ほんの少し修

池田医院を後にした僕たちは、生家

ろですね。

そうですね。出始めたとこ

いいなあ。
ます？

奥さん あの……イチジク召し上がり

11

20

藤本 修三さんはいくつだ

20

へ〜！

書いて。
藤本

イチジク

左千雄 ええ。こうして残

すごい！

ってるところをみると、結

え〜！

｜

藤本 それはちょっと、ぜひ！

24

奥さん 探してきましょう。

15

ね？

1

局、出せなかったんだと思

20

なく見せていただけなかった収蔵庫の

前回福田さんと伺った際は、時間が
してねぇ！ こぉ〜れはいいなぁって。

来たそうで。私もこれを見てびっくり

齋藤 そう。東京の親族から送られて

藤本 これ池田さんからですか？

広川 ですね。全部複写したいですね。

写せなあかんのちゃう？

藤本 うわ〜……。これ、きっちり複

うにしたいんですよ。

の象潟に人がいっぱい来るよ

修三さんの町ってことで、こ

まとめたくて。それで、池田

というか、池田さんの仕事を

僕らほんとにきちんと作品集

来たときはなかったですよね。

私たちの持ってる版画はね、

齋藤 あぁ、いいですねぇ！

らえるとのこと。各家庭やお店でいく
寄贈いただいたものですか

藤本 うわ〜これはすごい。これ前回

つかの作品を見せてもらった僕たちで
ら。そういうものを載せて図

作品たちを、今回はたっぷり見せても

すが、２ ０点以上もある修三作品を

れ、丁寧に箱に詰められた作品たちが、

いた収蔵庫の扉の向こうには、額装さ

ワクワクが止まりません。いよいよ開

一気に見ることができるということに、

齋藤 私ね、昔たまたま象潟

藤本 ねぇ！

よね。

夫ならば私いいと思うんです

録作ってもね。聞いて、大丈

おいくつのときです

の広報を担当したんですよ。
藤本
家も近所でしたからね。
これこれ！ この詩集の今川洋さんに

3

「広報きさかた」の昭和60年4 月〜昭和 62 年 3 月までの表紙に池田修三さんの作品が使われた。

藤本 それは絶対に会わないと。あと、
もお会いしなきゃ。これは、今川さん

代、まだ役場のアイドルと言

われたころで（笑）。
ご自身が自費出版で作られたっていう

か？

一同 （笑）

齋藤

笹尾 かわいい〜！
齋藤 私は途中から担当になったんだ

もう！

齋藤 それで、これ。最近見つかった
ことですよね？

矢吹 わ〜、初期のだ！

んです。ぜーんぶの作品のリスト。自
けどね、池田修三さんの版画を使わせ

用のカレンダーを作ったんです。全戸

筆です。

配布したんですよ。

齋藤 そうですね。ちなみに細矢さん

さんの版画とのコラボを始めた人なの

は、池田さんの作品を使って象潟町民

ごいっ！
で、細矢さんに話を聞かれるといいで

てもらおうと言った人が、いま、福祉

浅田 これやばいなぁ。
藤本 へ〜！

部長の細矢。細矢さんはね、池田修三

藤本 その都度つけてたのかな？
すよ。池田さんに何回か会ってるし、

の作品をいただきました。池田さんの

私も新築のときに友だちから池田さん

れたので、夕ご飯を食べて帰ろうと、

たのか、いつのまにかすっかり日も暮

あまりの興奮に時間を忘れてしまっ

を教えていただきました。なんだか高

齋藤さんに「八千代寿し」というお店
よね。

級な店構えで、少々ひるんだものの、

版画って、そういうプレゼントとして

藤本 そうですね。このまま値段を上

たった 日にして、実り多い取材がで

ました。

藤本 ありますね。今、耐震工事して

堂ありますでしょ。

齋藤 池田修三さんの生家の前に公会

です。

へ。実は齋藤さん、何をいくつ頼むと

どもう一度勇気を振り絞って奥の個室

から、今一度ひるむみんな（笑）
。けれ

毯がまっすぐ奥へと延びているもんだ

勇ましく店内へ。すると今度は、赤絨

んですよ。だから、そういう機会があ

ね、今のところ展示をやる予定はない

齋藤 あそこいいと思いますよ。我々

いいなぁと思ってたんです！

藤本 ですよね！ あそこでできれば

から。

ぁ〜いい町だなあ、象潟。

済みました。すごい！ いや

と一人あたり１０００円で

てドキドキのお会計は、なん

美味しいし、大満足！ そし

結果かなりのボリュームだし、最高に

と唐揚げとサラダを人数× で注文。

あの中が木造でけっこうおしゃれです

9

るならばぜひ。

くれていたので、そのとおり、お寿司

いいと、注文の仕方まで細かに教えて

きたことに気が大きくなっていたのか

1
齋藤 昭和 年くらいにできた建物で。

三さんの展覧会をしたいと思ってるん

げたくないな。あの、僕たち、池田修

やりとりしてね。そんな高くないです

に一枚くらいはあるんじゃないかな？

たちには馴染みがありますよね。一家

齋藤 だから、けっこう象潟の町の人

藤本 なるほどなぁ。

れたりしてね。

修三さんのところを切り取って額に入

齋藤 みなさんね、カレンダーの池田

齋藤 そうだね。これ 冊あってね。

藤本 えぇーーーーーーっ！ す、す

20

藤本 ひゃ〜！ うわっ これなんか

大量に積み重ねられていました。

5

½
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げることが（笑）
。
藤本 そうですよね！ まさにそうい
うお話はよく聞いてたんですけど。現
こんなのいただいたら嬉しいよな〜

物をこういう風に見るのは初めてで。

再び「 道の駅 象潟ねむの丘 」に集合

笹尾 絶対嬉しい！

作品を大捜索するべく、昨日同様２チ
ー ム に 別 れ ま す。 ま ず 藤 本 チ ー ム は、

たのです。一方のヤブちゃんチームも、

でさらなる情報を教えてくださってい

院の奥さんが、あの後、何度もお電話

だくことに。実は、昨日伺った池田医

んという方のお家へお邪魔させていた

修三さんの遠い親戚にあたる柴田尭さ

評価以上に、作家と作品を取り巻くそ

る作家です。それは、作品そのものの

違いなく秋田を、いや、日本を代表す

れました。池田修三という作家は、間

柴田さんの家で思いっきり見せつけら

にあったという決定的な証拠を、僕は

品を贈るという文化が、確かにこの町

たかし

同 じ く 奥 さ ん 情 報 を 元 に、 池 田 医 院

の環境の素晴らしさに価値があるのか

奥さんが家に上がらせてくださって、

人の尭さんはおられなかったものの、

と別れた藤本チームは柴田家へ。ご主

ました。その余ったやつですね。

柴田 いろんな絵を２００枚ほど配り

れた状態で残ってるんですね。

藤本 うわぁ〜すごい。綺麗に包装さ

柴田 配ったんです。

藤本 みなさんにこれを。

なさまに贈り物に。

柴田 これは、主人の退職のときにみ

作品？

にお会いするべく、にかほ市役所仁賀

修三さんの幸福な関係を作った張本人

はのちほど……）し、象潟の町と池田

素敵な出会いがあったようです。それ

びヤブちゃんチームと合流（こちらも

していたのです。そして僕たちは、再

は、その一つの答えをここ象潟で体現

しつづけるなかで、池田修三という人

ていく術を、世界中の作家たちが模索

きていく。そのシンプルな行為を続け

もしれません。真摯に作品を作って生

そこで僕は決定的なものに出会います。

藤本 えぇー！

保庁舎へと向かいました。

ということで一旦ヤブちゃんチーム

それはこの箱でした。

柴田 でもほら、いつかまた誰かにあ

ところへ行ってみることに。

の４、５軒隣にあるという横山さんの

いやあ、感激でした。修三さんの作

したのんびりチームは、引き続き、秋

取材 日目にして最終日。朝９時に

「あかいとり」1986 年

藤本 ぜひ大切にしてください！

これは……修三さんの
!?

田の人たちの暮らしのなかにある修三

藤本 えっ

!?

2

時、にかほ市役所で待っていてくださったのは、にかほ市の市民
生の甥っ子、池田医院の左千雄さんの

は亡くなっちゃったんだけど、修三先

福祉部長をされている細矢宗良さん。

約束の午前

りました。で、一人で ページの誌面

かなり近しくやりとりできるようにな

弟が同級生で。そういうこともあって、

と 思 っ た そ の 人 こ そ が 細 矢 さ ん で し た。 今 か ら お 届 け す る 細 矢 さ ん の イ ン タ
ビューで、僕たちはようやく、池田修三さんの人となりにハッキリと触れるこ
をやるって大変なものじゃないですか。
藤本 そうですよね。
細矢 なので、できるだけシリーズ化
細矢 私が当時の象潟町役場に職員と
三先生に「今後も表紙に版画を提供し

版画がすごく好評だったから早速、修

していきたかった。それで、正月号で
して採用になったのが昭和 年。で、

とができたような気がします。ぜひぜひ読んでください。

16

なったのが、
「広報きさかた」の表紙。この表紙に修三さんの作品を使いたい

象潟の町でこんなにも、池田修三さんの作品が愛されたその大きなきっかけと

11

すぐ広報担当を任命されて。最初は広
ら「いいですよ」って。しかもすぐに

ていただけないですか？」って言った

して全部私一人で編集から取材までや

送ってきてくれたんですよ。実は、当

たら「いいよ」ってすぐに版画を一枚

が修三さんにお願いしてくれて。そし

えないだろうかと。それで広報委員長

うことで、池田修三さんの版画など使

正月号だけはカラーで作りたいってい

細矢 そんななか、どうしても毎年お

藤本 へ〜！

細矢 先生は版画を 枚並べて「うー

藤本 なるほど。

ただいていた関係があって。

には、前に随筆を 、 回寄稿してい

版画を持っていったんです。今川先生

に詩をつけてくれませんか？」って、

た象潟の今川洋さんのところに「これ

いうことで、秋田県の芸術選奨を受け

2

3

藤本 なるほど。

細矢 それで、毎月締切を決めて、版

藤本 お〜！

たんですよ。

なんですよ。
「 謝 礼 を 渡 し た い 」っ て

評でした。しかも修三先生、全部無償

た。そのコラボがよくて、読者にも好

川先生も感性をそのままぶつけてくれ

から「 年分を詩

たときに今川先生

料で。で、終わっ

いんです。一切無

全然代償を求めな

みに最初に細矢さんが

聞かなきゃです。ちな

生にもお会いできたら

気になるなぁ。今川先

藤本 うわぁ、それは

川先生しか。

した。

あえず手元にあった手紙を持ってきま

細矢 まだまだあるんですけど、とり

藤本 ああ、すごい……。

て、人には一生懸命尽くしてくれる。

求めない、招待も受けない。それでい

修三先生に習ってるんです。あと、今

言っても、
「一切いらない」って。

画に合った今川先生の詩を載せた。今

細矢 池田さんの生家と同じ町内会で、

そして一言、
「 湧 い て く る 」っ て 言 っ

12

私の母親は高等学校時代に 年くらい

じ町内だったんです。

ん……」ってしばらく黙って見ててね。

版画だけではなんか物足りないなって

1

時の広報委員長も修三さんも私も、同

るようになったんです。

年分を送ってくれたんですよ。ただ、

報係長がいたんですけど、 年くらい

56

2

1

細矢 で、 年やった後、せっかくな

藤本 へ〜！
けて。それは修三

い」って相談を受

集として出版した

修三さんはすでに東京

お会いされたときは、

細矢 手紙と一緒に新聞の切り抜きを

藤本 あら〜！

2

りしてるとこがあったんですよ。修三

その版画だけを切り抜いて額に入れた

細矢 よくね、お店なんかに行っても

藤本 うわ〜、いいなぁ！

ったんですよ。象潟の 年の行事を載

のでその版画で広報のカレンダーを作

細矢 それは誰もわからないです。今

かはわからないです。

たんですけど。でもそれが、どの作品

藤本 はい。齋藤さんに見せてもらっ

細矢 詩集見ましたか？

藤本 へ〜。なんとも、
のんびりだ（笑）
。

ってるんですよ。

細矢 だから、詩集だけは裏焼きが入

一同 （笑）

くら加工してもらっても」って（笑）
。

したら、修三先生は「いいですよ。い

でも、今川先生が修三先生に直接電話

ったときには、さすがに断ったんです。

焼きして反転できれば」という話があ

「どうしても中央に向かせたいので裏

版社の方から、人物が右向きの版画を、

会社とやりとりをしました。でも、出

が間に入って印刷

とだったので、私

うぞ」っていうこ

先生も「どうぞど

て。そういう人なんです。一切お金を

「私はこういうのに出ませんから」っ

い し、 記 念 式 典 の 案 内 状 を 渡 し て も

たみたいで。修三先生はお酒も飲まな

その風景を晩年は作品に取り込んでい

スケッチして帰られたみたいですね。

田に来たら思い出の場所とか、風景を

はよくわからなかったんですけど、秋

細矢 ええ、そうなんですよ。その頃

藤本 交通費すら自費だったんですね。

来てくれました。それも自費で。

行って版画講習会もやりますよって、

く引き受けてくれたばかりか、自分も

の個展の開催をお願いしたときは、快

念事業の文化祭に合わせて、公民館で

ですね。ちなみに、町村合併 周年記

い限りはこっちに来ることはなかった

展とか特別なことがな

細矢 そうですね。個

ですよね。

にいらっしゃったわけ

藤本 宝物だ。

に小作品を送ってくれて。

で、そのお礼っていうのでこういう風

写真など送って欲しいっていう依頼で。

来て、秋田県の広報課の方にいろいろ

は、先生からお願いがあるって手紙が

がいい、とかですね。あと、このとき

細矢 象潟の町づくりはこうしたほう

藤本 うわぁ〜！

くれるんですよ。

同封して、いろいろ象潟の提案をして

1

せて、版画と同じサイズの 枚綴り。
したね。

それを全世帯に配布したこともありま

12

先 生 は、 カ レ ン ダ ー を 出 し た と き も

30

1

約販売会を企画したんですよ。そのと
きはもう、ものすごい売れ行きで、一
つの作品に何枚も申込みがあって、先
生が後から後から刷って送ってくれて。
で、そのときに風景画をかなり展示さ
れたんです。それが地元象潟の今はな
してる」って言うんですよ。それが、

い景色、昔の漁港の風景だとか、そう
いうところを思い出して描かれてたり。
今となっては一番残念なことで。

枚も注文して。
「みんな欲しい」とか

手に入れられなかった人がいたんだな

欲しかったけどね」とか、欲しくても

ろ聞 いてても、
「 象潟の風景のやつが

藤本

じゃないかな。

先生もたぶんそれを一番後悔してたん

んですよ。でも、結局実現しなくて。

私引き受けましょうか？」って話した

館の方で収蔵庫があるから、
「先生、

細矢 「もったいない！」って。資料

って。その展覧会をされたときの作品

細矢 私の友だちにも大学時代に修三

できないかなと。

時間をかけながら、力をお借りしつつ

それはすぐにできる事ではないので。

は目指したいなって思ってます。ただ、

設の場所があるっていうことを、僕ら

町に来ると池田さんの作品を見れる常

藤本 展覧会と作品集と、そしてこの

細矢 そうですよね。

って。

状は毎年カラーの版画のもので。

も送ってくれましたしね。あと、年賀

んですよ。テレホンカード作ったとき

みんな「あげます」って送ってくれる

細矢 雑誌や本の挿絵にした小作品も

ョンには出ない、とかいろんなことに

この象潟の町にこだわって。レセプシ

値段をちゃんと自分で抑えて、ずっと

三さんなんじゃないかなと思うんです。

家で唯一その答えを出せた人が池田修

と思うんですけど、僕は、日本人の作

重要で。だからその狭間で苦悩がある

ためには自分の絵が高く売れることも

絵を広く届けたい一方で、食べていく

ふうに絵を描く人って、自分の描いた

ルに感じることができました。こんな

す。修三さんの人となりをとてもリア

の３周年記念として、先生の個展と予

細矢

版画。すごいよかったです。

た。
「 初 春 」っ て 書 い た

藤本
色くらいの

資料館にも年賀状がありまし

んですか？」って聞いたら「ゴミに出

場所がなくって」って。
「 どうしてる

らったりしていたときに、
「版木の置く

であるんですよ。で、それを見せても

材料がびっしり。昔からの版木が積ん

も四畳半ぐらいしかない。そこにもう

ね。ちいさなお家で、作業するところ

しでお邪魔したことがあったんです

その企画のときに先生のお宅にアポな

しかゲットできなかったんです
（笑）
。

集を作ったほうがいいんじゃないかな

つ、ちゃんとした図録っていうか作品

て思うんです。そして、町と共有しつ

今ちゃんと複写して撮っとかないとっ

藤本 あれがもう傷みがすごくって、

てね。

細矢 大学ノートがもう、分厚くなっ

思って！

記されていて。あれが、すごいなって

です。池田さんがもう全作品について

いう、作品リストを見せてもらったん

池田さんの親族から送られてきたって

藤本 そうですよね。さっき資料館で

か？

先生のところに遊びにいってたやつも

関してシンプルにスマートに、自分で

私は販売する方ですから、 点

いてね。そいつとも「やっぱり保存し

きちんと決めてたんだなって。

号目が出る段階で、僕たちとしては展

会はこの町での開催にこだわりたいな

藤本 あらためてお話を伺って、展覧

細矢 うん。

それこそ東京とかで、とも思っていた

く知ってもらいたいなって思ったので、

って思いました。池田さんのことを広

藤本 たまたま生家の方に伺ったとき

んですけど、やっぱりまずはこの町だ
なと。
きっとできますね。

細矢 寄贈を受けた作品があるから、
藤本 細矢さんと修三さんが作ってく

細矢 公会堂ですね。
なって。

いきたいです。

ださった大切なもの、きちんと継いで

ほんとに細矢さんに会えて良かったで

藤本 ああ、そうですか！ いやあ、

会をやったことがあるんですよ。

細矢 あそこで修三先生が版画の講習

藤本 ああいうとこでできたら素敵だ

工事されていて……。

に、すぐ向かいにある市の施設が耐震

て。

覧会の告知ができたらって思ってまし

細矢 飾らない人だし、
質素だしねぇ。

私ね、「道の駅 象潟ねむの丘 」

ていかなきゃだめだよ」って話をして

1

藤本 今取材している『のんびり』

るんですよ。

細矢

な る ほ ど 〜。 今、 町 で い ろ い

藤本 うわっ……！

マニアがたくさんいて、一人で 枚も
10

は細矢さんのお家に飾られてるんです

言ってね（笑）
。

20

2

3

さあ、いよいよ僕たちの出番です。
のんびりチームの意思もこれで確かな

れた作家が、ほかにいるだろうか？

これほどまでに丁寧なものづくりをさ

の身の丈の内にあることを大切に守り、

らのスケールをハッキリと認識し、そ

ではなかったことがわかりました。自

っきりとした意思が、僕の単なる想像

感じていた池田修三さんの優しくもは

初に作品を購入したあの日からずっと

細矢さんのお話を聞けたことで、最

館に行き、本誌に使うための作品を複

浅田くん＆田宮さんは、再び郷土資料

詩人の今川洋先生のところへ。そして

転した作品はどれか？ も気になる、

＆はっち＆竜ちゃんは、裏焼きされ反

にかほ市役所の財政課へ。ヤブちゃん

向けて公会堂を借りる交渉をすべく、

笹尾さん＆広川くんは、展覧会開催に

か、３チームに別れることに。藤本＆

とわずか。ここからは２チームどころ

館へ。複写を終えた浅田くん＆田宮さ

らもその手応えを感じつつ、郷土資料

大胆にも提案してみます。わずかなが

修三さんの作品にしてはどうか？ と

誌の担当者さんに、今一度表紙を池田

そのまま広報課に向かい、現在の広報

整えた僕たち
（藤本＆笹尾＆広川）
は、

説明を聞き、公会堂を借りる手はずを

でいきますよ。財政課で担当者さんの

ました（笑）
。こ こ か ら は 少 し 駆 け 足

いよいよページ数も少なくなってき

ものとなりました。残された時間はあ

そう思うほどに、僕は細矢さんの口か

写撮影します。

んと合流します。詩人の今川先生のと

ら語られる修三さんの姿に、たくさん
の学びと感動をいただきました。

先生を紹介してくださいました。

ちらで美術を教えておられる高久恵美

材をしている旨をお話すると、現在こ

り訪れた僕たちですが、修三さんの取

わけがない！ と信じて中へ。いきな

した。しかし、修三さんの作品がない

そのことが僕たちを少し不安にさせま

られたばかりなのか、とても綺麗で、

由利高校の校舎は、新しく建て替え

した。

されていた、秋田県立由利高等学校で

所とは、池田修三さんがかつて教師を

と向かってみることにします。その場

を象潟に残し、気になっていた場所へ

ころで取材を続けるヤブちゃんチーム

第 ５章

「アンサンブル」1987年

議室とか図書室とかそういうところに

とかにバーンとありましたね。あと会

うごく当たり前みたいな感じで、廊下

ったことがあるんです。そのときはも

その前の講師時代に、古い校舎にも入

う新校舎ができた後だったんですけど、

高久 私、ここに勤務して５年目で、も

よ奥にしまわれつつあるということも、

たが、その一方で、修三作品がいよい

そこに息づく修三作品に触れてきまし

今回の取材で、様々なお家にお邪魔し、

たることはなかったかもしれない……。

なければ、もう池田修三さんに光があ

ていました。つまり、今回の取材旅が

ギリのタイミングのようなものを感じ

べき使命について、ずっと

も。

ずっと語り合いつづけまし

僕たちはうっすら感じていたのです。

すね。
た。

それが由利高校の状況を見たことでハ

藤本 そうですね。癒されます。

藤本 すごい。池田修三記念館みたい

しれないですね。
高久 新校舎はガラスがちょっと多く

な学校だったんですね（笑）
。

藤本 それが逆によかったというか。
て、壁が少ないんですよ。展示にすご

ッキリしたのだと思います。

高久 そうですね。自然に観てたって
い困る。でもこれを機にちょっと飾っ

僕たちは、これから果たす

いう。
てみたいです。

高久 そうですね。でも地元の人はそ

藤本 なんかやっぱりそういうあり様

こまで価値をもって観てなかったかも

みたいなのを見たくて。なので、由利
藤本 ぜひ！
とはいえ、ひとまず今回

高校でもそうあるといいなと思って来
たんですけど。

へと戻る車内で、あらためて今回の取

由利高校を出た僕たちは、秋田市内

僕が以前、娘のために修三

後に僕たちが向かったのは、

ちゃんチームを置いて、最

だ合流できていないヤブ

の特集としては、終わりを

材の意味について話し合っていました。
作品を買い求めた、古美術

そしてもう一つは、広報きさかたの

高久 そうなんですね。今はこの部屋

かつて修三さんが教鞭をとった由利高
屋さん「温故堂」でした。

表紙になっていた作品で、タイトルは

迎えなければいけません。

校ですら、絵が飾られなくなっている

者へのプレゼントを決めるのはかなり

ズバリ「十月」
。

象潟での取材が長引き、未

高久 箱に入ってるのもたくさんある

という現実を前に、僕たちは何かギリ

大変な作業でした。しかしなんとか２

に飾られてるだけで。

と思います（笑）
。こ こ は 基 本 的 に お

車内で色々と話をするなかで、どうせ

点にまで絞ります。一つは、いかにも

藤本 でもこれはこれで、少なくとも

客さんが来て話をしたりとか、困った

なら 『のんびり』読者にプレゼントす

箱に入ってなくてよかった（笑）
。

生徒が来て面談したりとかっていうと

る池田修三作品を買いに行こう、と盛

池田修三さんらしい少女の姿が愛らし

した。

る、のんびりチーム笹尾さんにありま

りました。その理由とは、目の前にい

ないのか？ それには確かな理由があ

してこの絵がそんなに気になって仕方

き、僕は閃いたんです。そもそもどう

うかと考え始めました。しかしそのと

トにしないなら、自分で買ってしまお

うしても気になる僕は、読者プレゼン

どもう一つの候補だった「十月」がど

がいいのでは？ ということに。だけ

ントとしてはやっぱり「さくらんぼ〜」

しかし、悩みに悩んだ末、読者プレゼ

日にふさわしいような気がしたのです。

10

おんこどう

ころなので、雰囲気としてはなごみま

り上がったのです。僕が知る限り、一

今日は 月４日。まさに今日という

番多くの修三作品をお持ちの温故堂さ

い「 さくらんぼの実る頃 」という作品。

ん。数十枚はある作品のなかから、読

「さくらんぼの実る頃」1996年

ヤ
ブ
ち ゃん
ノー ト

『のんびり』秋田編集チーフ・矢吹史子の、
池田修三・取材旅ノートから
２日目の動きを少し紹介！
いろんな方のお話から、
修三さんのお人柄に、ふんわり、迫ります。

日 （取材２日目）

るやいなや、風景作品を発見！

「こんにちはー」
。ご自宅の扉を開け

うだけでなく、修三さんが

修三さんとは、ご近所とい

人が展覧会の企画をされた

教員時代、横山さんのお姉

ハガキなどがずらり勢揃い。

りしていたそう。

さんの担任だったり、ご主

「おー 」と盛り上がる一同。

内してもらうと、額に入った作品や

品をお持ちという横山さん。

これ以外に 枚くらいの作
30

「どうぞ、奥にもありますよ」と案

の美容室。

くことに。場所は池田医院の数件隣

り、半ば強引にお邪魔させていただ

作品に出会えそう！ と、アポを取

てきた「横山さん」
。これは素敵な

ならあの方がいい」と口々にあがっ

ん宅。修三作品を探すなかで「それ

４人が向かったのは、横山八重子さ

浅田さん、はっち、竜ちゃん、私の

AM10:00〜

月
4

横山八重子さんに会いに、
「 ヤ エ 美 容 室 」へ 。

10

!!

「十月」1982年

青空の下、赤とんぼと戯れる、女の
子にも男の子にも見て取れるこの子の

笹尾さんも大喜びだし、僕たちも気に
なる修三作品がきちんと落ちつくとこ
ろに落ちついてくれた気がして、どこ
かほっとしたような気持ちになりまし

本、浅田、広川、田宮の男性陣４人が

た（笑）
。そして、その場にいた、藤

主）にしか見えなくなってしまいまし

もう、この絵の子が、笹尾さん（小坊

笹尾さんが、僕たちがプレゼントした

レゼントしたことを話します。そして

買ってきたことや、笹尾さんに絵をプ

合流。温故堂さんで読者プレゼントを

市内に戻って来たヤブちゃんチームと

そうこうするうちに、ようやく秋田

た。

突如意気投合。この作品を笹尾さんに

姿 …… まさに、小坊主。僕たちには

プレゼントしよう！ ということに。
例の小坊主の版画「十月」をヤブちゃ
んたちに見せたときでした。ヤブちゃ
ん、はっち、竜ちゃんの 人が、
「えぇ〜

から見た鳥海山。描かれているほと

「この『えこのま』というのは、海

山さんに、修三さんは、

最上川と鳥海山の作品に惹かれた横

山形県酒田市で個展があったとき、

とが描かれていることが、横山流・
池田作品選びの大切なポイント。

「 穏やかな方でしたよ。
誰にでも同じ目線で。
だからみんな吸い込まれてい
くんですよ」

そういう先生でした」

って、
絶対に値段を上げないんです。

『高いと皆さんのお手
に入らない。
私は全部の人に喜ん
でもらいたい 』

いんですって。

「池田先生の版画は日本中で一番安

とお願いされたそう。

「八重子さん、
これは地元の人に
買わせてあげて 」

んどが、地元の風景ですね」ふるさ

い。

ブちゃんノートで確認してみてくださ

ブちゃんチームの動向をまとめた、ヤ

何をそんなに驚いたのか？ ぜひ、ヤ

（笑）
。これまた、ほんとにミラクル。

これにはさすがに僕もぞっとしました

の理由について聞いてみたんですが、

鳴ではない様子。そして僕はその悲鳴

ようと思いきや、どうやらそういう悲

ういう流れだったから……と、説明し

ましいだろうけど、そこは、ほら、そ

ーッ！」と大騒ぎ。いやいや確かに羨

〜〜っ！」
「ほんとにー？」
「ウソーー

3

〜
PM2:00

今川さんに会いに、
保育園へ。
昭和 年４月からの２年間、池田さ

細矢さんから聞いて気になっていた、

「 あ、これだ！

えー！ 知りたいよー！ 私は「ど

って先生に電話した……」

『 このトンボの作品の向きを変えても良いですか ？』

れでしょうねえ？」と平然と見守る

人だと思う。でもやっぱり商売っ気

います。

た。

にこりと笑って答えてくださいまし

「やっぱり、やさしさだべな！」

田さんは、

は？」 と 聞 く 私 に、 柴

「修三さんの作品の魅力

あらためて

うつくしい……。

案内してくれました。

小高い丘へと私たちを

九十九島が見わたせる

麗な夕陽が見られると、

さらに柴田さんは、綺

すると、なんだかキュンとしてしま

故郷に思いを馳せていたのかと想像

いる修三さん。
遠く離れた土地から、

など、象潟の風景をたくさん描いて

たしかに晩年は、鳥海山や九十九島

これかー！
はぁー。スッキリ！
それにしても、
絵の向きを変えてもいいなんて！
どこまで寛容なんでしょう、
修三さん……。

裏焼きして絵が逆向きになった作品。
いったいどれなんだろう？
「どれだったかなあ……。忘れてし

いたという、今川洋さんのところへ。

まったなあ……」

現在、小砂川保育園で理事長を務め
フリをしていましたが「思い出して

ている今川さん。
を送りまくりまし

「象潟に対しての思いはすごく

か、勝手に修三さんと同じ男性だと

「俺がこの人をすごいと思うのは、

た。すると……。

で、びっくり！
「詩のイメージが作品の風景に合う
ように……。考えていて、はっと気
づいたら朝になっていたこと
もある。でも、
楽しかったなあ」
この２年間の版画と詩を、一
冊 に ま と め た の が『 無 心 に 』
という本。３００冊を自費制
作されました。
ら譲ってほしいと言われて大

「池田さんの教え子さんたちか
変だった（笑）
」
今では今川さんの手元にも２
冊を残すのみ。

〜
PM4:00

弟子を置かないんだ。思った色が出
ねぇばいげねってことでよ。だから

なくてな。今風の絵描きみたいにや

再び池田医院へ。
そこで出会った
柴田尭さんと……。
全部自分で刷ってるんだって。
俺は、

池田医院の奥さんから、修三さんの

この人はもっと有名になってもいい
インタビューが載った雑誌が見つ
れば、もっともっと広まったんだろ

って自分で言うんだ。そんなこと言

『 版画なんて、
いいとこ５年。
色があせるから。
だから安いんだよ 』

うけど。

かったとの連絡があり、
再び生家へ。
そこで「うちの親戚で、ちょうど今
来ていたんです」
と紹介されたのが、
なんと柴田さんのご主人！ 藤本
チームが午前中に伺ったときは尭さ
んはいらっしゃらなかったけれど、
ここで会えるなんて！
今、役所に飾ってある作品は、新庁
舎を作る際「庁舎内に象潟出身の芸
術家の作品を」と、柴田さんが提案
して、わざわざ東京のお宅まで行っ
て預かってきたものだといいます。

「俺のような若造にも話し相手
になってくれた」
と、熱く語ってくれる柴田さん。

う人いねーべ（笑）
」

と奥さん。

あったみたいで、まだ元気な
ころはこっちに住みたいって
おっしゃっていて。でも、おば
さんがこっちに住んだことが
ないので反対されるかな 、と
かって言いながらね」

思い込んでいた私たちは、まずそこ

!!

90

い、おしゃれなご婦人。お名前から

〜！ 今川さん 」と心の中で念力

歳とは思えな

になった際、毎回それに詩を寄せて

んの作品が「広報きさかた」の表紙

60

１ 池田修三さんの作品は、自分で買うのではな
く、贈られることに意味があります。

２ すなわち、修三作品の価値は、作品そのもの
だけではなく、そこに生まれるエピソードととも
にあります。

３ 修三さんは作品の金額が無闇に上がってしま
わないように気を遣ってこられました。だからこ
そ、例えば５万円以上もしてしまうような修三作
品がもし現れても、それはもはや修三さんの意思
ではないので、買わない方がいいと思います。

さて、取材中にも言っていたとおり、僕たちは
池田修三さんの展覧会を開催したいと思っていま
す。しかしそれは、あたらしい〝ふつう〟の展覧
会です。単に池田修三さんの作品が飾られると

ある作品のなかから、あの子が浮上してきたのは、

は（笑）
。本当に驚きました。そもそも数十点も

プレゼントすることになったあの小坊主だったと

が、僕たちが最後の最後に出会い、笹尾さんに

エピソード。まさか印刷で裏焼きされたその作品

んの穏やかな人柄を象徴するような、作品の反転

日本が誇る作家さんだと心から思います。修三さ

は素晴らしい作家さんでした。秋田が誇る、いや、

あらためて言いたいと思います。池田修三さん

おくことがとても大切だと思うので、以下に記し

んあくまでも提案です。でも、それを活字にして

りのルールを、ふんわり考えてみました。もちろ

僕は修三さんの思いを守るための『のんびり』な

絶対に避けたいのです。だからみなさん、ここで

まうことにも繫がってしまいます。けれどそれは

ら、それは池田修三さんの作品の価格を上げてし

てる場所（媒体）があるという幸福。しかしなが

ます。こうやって池田修三さんに、今一度光をあ

僕は今、編集者という自分の仕事に感謝してい

優しく微笑んでくれると思うのです。

を集めることができたら、修三さんはきっとまた

す。そうやって、象潟の町にたくさんの方の思い

池田修三さんの展覧会を開催したいと思っていま

頃には、まず象潟の町で、もちろんあの公会堂で、

せください（ 詳細は巻末にて）。あたたかくなる

品とともにあるエピソードを書いてお手紙をお寄

三さんの作品をお持ちだという方、ぜひ、その作

す。この特集を読んでくださった方のなかで、修

ドとともにある展覧会。そこでお願いがありま

いうことではなく、それをお持ちの方のエピソー

きっと修三さんが僕たちにくれたちょっとしたプ
てみます。
藤 本 智 士（ の ん び り 編 集 長 ）

レゼントだったんだと思います。修三さん、どこ
まで優しい人なんでしょう（笑）
。
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