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1.農 村更生協会との出会 い

昭和10年 の秋頃か ら健康を害 して国分寺に家を借 り、東京高農の学生2～3人 と協同生活を

していた。11年 秋 も遅 く、 日頃からお世話になって いた獣医科の大沢先生か ら、農村更生協会

で人を求めている、やつて見る気が あるな ら近藤康男先生を訪ねるよ うに言われた。早速研究

室に先生を訪ね紹介状をいただいて、指定された 日に中金 ビルの農村更生協会を訪ねた。
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しば らくして杉野先生が面接 して くれた。更生協会は全国の数ある経済更生指定町村の中か

ら宮城県の大谷地村を選び特別指導村 として指定 し、我家の経営計画の樹て方や農家簿記記帳

の指導を して いる。又、大谷地村長は村に農民道場を作 り、青年を集めて教育 したいか ら指導

者を推せん して くれと要請 してきている。 「ついては君 は農業簿記 はで きるか」 と質問された。

「得意でない」 とはっきり答えると笑 っておられた。 「農村 は救われると思 うか」と問われた

ので、ため らわず 「や り方 によっては救われ ると信 じます」と上気 しなが ら明瞭に答えた。先

生の顔は柔 らぎ笑みを浮かべ られた。それに吸い込まれて、は じめて緊張か ら解放 されたこと

を覚えてい る。 「よろ しい、来て くれ るか」 と言われ た。 「簿記 は出来 ないというが、正月

早 々全国の経済更生指定町村の実務担当者のために、大槻先生 の指導によって、農家簿記の練

習が行われ る。それに出て勉強 して くれ、それが終った ら大谷地の責任者である西村主事と一

緒 に行 って くれ」と申 し渡 された。

これで面接試験に合格 となったわけである。 それは11年 の12月 半ば頃 と記憶 している。私は

簿記はできないと言った手前 もあ り、一生懸命 に勉強 した。 このことがあっ 後 日伝習農場で

農業簿記を教えるようにな つたことも、誠に奇縁 としか思えない。

2.大 谷地村はどんな村か

大谷地村 は旧北上川 と新北上川に挟 まれた1千 余町歩の水田を有する水田単作地帯で、その

7～8割 は他町村所有 になつていた。いわば小作人ばか りで構成されている村であ った。 これ

も過去 において水害や旱魅に見舞われ収穫皆無にな ること多 く、そのために飯米肥料代金の借

入が結果的には田を手離す要因となつていたのであ る。

従 ってこの村の恒久的対策は、第1に 他人の所有にな っている耕地を自分の所有地に取 り戻

すこと。第2に は2度 と水害や旱害を蒙 らない施設を施す ことにあ った。第1の 問題 は当時と

しては直 ぐに解決出来ることではなか ったが、第2の 問題 は国の力によって解決 された。即ち

北上川の氾濫による水害を無 くするために、すでに国の事業と して人工による新北上川が完成

していた し、残る旱魅防止 も耕地整理事業、灌排水施設の整備事業 として特別助成事業の柱と

して組み立て、国の助成を仰いで既に完成 して いた。特 に新北上川か らの灌混水の取入工事や

ポンプアップによる排水施設の大工事の完遂 は村の誇 りであり、工事前 とは比較にな らない程

美田と化 して しまった 。 この ことは当然天下の衆目を集め るところとなり、有名模範村になっ

ていたのである。

このような村にあって、更生協会は独自の立場で、産業組合長 ・農会長を兼務す る実力者武

山村長 と接触 し、適切な助言と提言を行うと同時に、他方旧北上川の沿岸 にある細長い55人 部

落の第1農 事実行組合を、農家簿記 の全戸記帳組合に指定 し、特別の指導を行 っていた。 これ
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を足台に して全村に普及 し、更生への意欲を燃え立たせ、側面から村の更生計画の実行を促進

させよ うとして活動 していたのである。

3.西 村主事に伴われて大谷地村に入村

簿記講習会には大谷地村か ら及川技師が参加 していたので紹介された。温厚な人だったので

不安 もな く、大谷地での仕事に胸を膨 らませていた。

講習会 も終 り、修了証を手に した12年 の1月 半ば過 ぎに、西村主事に伴われて上野発の寝台

車に乗 った。翌早朝仙台に着 き、宮城県庁の経済更生課を訪ね、打合せののち再び汽車に乗 り

石巻線鹿又駅に着いた時はとっぷり暮れて暗 く、道路に積 る雪は堅 く凍り肌をさす寒気であ っ

た。旧北上川の有料渡 り橋を渡 って事務所のある鶴家部落に辿 り着いた。ガラス窓1枚 の隙間

だらけの部屋で、小学校の旧い校舎の一部を移築 して建てたという粗末な建物で山内衛氏の所

有の ものであった。

この建物 には4月 上旬までお ったが、風の日にはサラサラーッという音 と共に粉雪が吹き込

み、布団の上まで真 白になっていることが よくあった。若 さというか、そんな中を平気で過 ご

していたのである。

4.大 谷地村職員としての私

翌日早速西村主事 と大谷地村役場に行 き、村長さんに紹介された。詳細は西村主事 と打合せ

の上の ことであったと思 うが、当分の間農会の仕事を手伝 って くれ ということであ った。私 は

日誌を書いていなか ったので、記憶を辿 って整理す る以外 にないが、次の辞令が よくその間の

事情を物語 っていると思 う。

昭和12年1月31日

大谷地村農会技手を命ず

但し月俸参拾円給与

昭和12年3月31日

依願本職を免ず

昭和12年4月23日

大谷地村主婦会並びに国防婦人会顧問を委嘱する

昭和12年5月31日

大谷地村青年学校指導員を委嘱する

月手当五拾円

昭和12年7月31日

願により嘱託を解 く

大谷地村農会

大谷地村農会

主婦会国防婦人会大谷地分会長

宮城県

宮城県
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この辞令が示すように、最初は農会 に身分をおき村内の事情に通 じさせ、やがて青年学校に

所属 させる筋書であった ように思われ る。村立の農民道場建設の話 は、役場に勤務する間で も

一言 も聞 くことはなかった 。

3月 までの期間は農会に通 い、及川技師の下で事務の整理を手伝 っていた。特別責任のある

仕事を与え られ るまでには至っていなか つた。定時に出勤 し、定刻 に帰宅する毎日であった。

強 いてこの2ケ 月の間に得た ものと言えば、それは県下にも有名な経済更生の模範村 として、

又、教化村 として名声を轟かせた村 とは裏腹に、内部は何んと自尊心の強 い、排他的で沈滞 し

た空気に包まれていたとい うことであった。名声に溺れているだけで、その名に相応 しい行政

を推進 し、実績をあげ、名実 ともに兼ね備えた村に しようという意欲に欠けているように しか

思われなか った。 こんな事 もあったという。私が大谷地村に来 る前に、西村主事が単身村に来

て経済更生計画に参画 していた時、同 じ役場の屋根の下にある穀物検査員の一人が、酒勢を借

りて怒号 と共 に西村主事の宿舎目掛 けて投石するという力を もっての抵抗 を示 した り、又毎日

の仕事の会話の中で、公然と更生協会に対 して 「よそ者が何を言 う」とい う言葉を耳にす るの

であったが、 これ らはすべて役場内の、いや村指導層の雰囲気を示す に十分なものであった 。

か くして3月31日 限 りで、役場の仕事か らは解放 されたわけである。

5.鶴 家部落での活動

鶴家部落は旧北上川沿い にある50～60戸 を もつ集落で、真直 ぐな中央道路の両側 に整然 と

家々が建ち並んだ部落である。部落の中央部の北側、田んぼに面 した ところに墓地があ った。

協会の事務所は東の外れにあ って、よ く部落青年の集会所 に使用された。

ここの男女青年は熱心で、中央で決められた実践項目は忠実に守 っていた。特に朝起 き会は

熱心で、4時 に起床 して当番の人が拍子木を鳴 らして部落内を廻る。それを合図に起 き上が り

藁加工をは じめる。

私 もこの部落に住む青年の1人 として、当番に加えて貰って何回か廻った。後では何 日か続

けて引き受けた記憶 もある。出かけて帰 るまでは30分 位かか ったようであ る。拍子木を打 ち鳴

らしなが ら進むにつれて、 ガラガラ ッと作業場の戸をあける音がす る。 トン トンと藁を打つ音

が聞 こえ る。そのうちにガラガラガラ と滑かにすべ るような縄をなう機械の音が聞こえて くる

のである。実にすがすが しい朝の交響曲であった。 これ らの製品は産業組合に運ばれ換金 され

ていた。

私共は4月 半ばに吉野部落に移 り、本格 的に村の家運動を開始す ることになったが、鶴家部

落の青年たちの要望 もあって 、週に1度 来ることに した。今までの山内氏の家を当分借 りるこ

とに し、 ここに泊 り食事 は寮の小梁川氏宅でいただくことにしていた。午前中は都合のつ く者
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が集って語 った り歌 った りした。今後は輪読会を しようと語 り合 っていた矢先、又家主か ら使

用を断 られ、止むを得ずこれ限 りで鶴家での活動 は出来な くな って しまった。それで も5月 頃

までは来た ような気がするのである。

鶴家部落の外には、案内を受ければどんな会合 にも出席 した。部落の青年常会は大体日曜日

に行われることが多か ったので、五十五人部落、沢田、後谷地等に出かけた。後谷地では青年

たちが小学生と協同 して、仲良 く神社の清掃を していたが、中々気持のよい集会だったように

心 に残 っている。

6.鶴 家か ら吉野に移る

鶴家を引揚げて吉野部落に移 った顛末は、西村主事に聞けば一番はっきりすることであるが、

思 うに第1の 理由は五十五人 ・鶴家は交通 も便利で、村内でも文化経済面で都市化 しているの

に反 し、吉野部落は文化にも恵 まれない開発の遅れた貧 しい部落であった こと。第2に は吉野

には佐藤慶志 という若い力ある指導者がお ったこと。第3に は鶴家の家主は我々の仕事に理解

を持って いなか った こと等々が、その理 由であったと思う。

佐藤 さんは村の将来を憂 うる志士であ った。実直な人柄の上に誠実 さ実行力あ り、1度 決意

すれば矢弾降る中で も敢えて猛進する人、人を信 じるに厚 く温情あ り、曲 ったことの大嫌いな

人、事を図 るに深遠熟慮 、10年20年 先に思いをいたす指導者であった。彼は五十数戸の中から

二十数名の同憂の青年を糾合 し、新 しい人による新 しい村造 りを目指 し、昭和6年 頃か ら農友

会を結成 して研究 ・技術の研鑛に取組んでいた。村が農家組合結成を奨励す るや、良友会は先

ん じて吉野第1農 事実行組合を組織 し法人化 した。7反 歩の共同収益田を設け自分たちの力で

収益をあげ、この収益金 によって発動機、動力脱穀機、籾摺機、精米機等を設備 し、組合員の

共同利用に供するのみでな く、広 く組合員以外の人々に もその利益をわけあった。

又共同作業場を建設 して は藁加工を実施 し、加工品の集積倉庫に集積 し、生産物に対 しては

一定の割合に換金 し、高値に販売 した後 に精算す るという、組合員のための組合経営に専念 し

ていた。

すべてガラス張 りの中で運営 し、役員のための役とく報酬は ビタ1文 もなかった。五十有戸

の吉野部落の中で残 った人々によって第2農 事実行組合が結成されたが、第1の 足下にも及ば

なかった。従 って部落の繁栄のためには第1第2の 両組合が合併することこそ必要なり、とさ

れ将来の問題 として残 されていた。私共 も常 にその方向で仕事をすすめていたが、当時はまだ

機が熟 していなかった。簡単 には両者の溝は埋め られないな-と 思 っていた。

このような指導者を見 出 した ことが、村の家運動を進めることができた最大の要因であった

と信 じて疑わない。
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「部落民を して部落を救わせる」という考えは間違 っていないことを体験 したのであ る。

了.更 生の家

佐藤組合長の御努力によって、山内善雄老夫婦の住んでいる家を借 り受けることにな った。

300年 もたった古い歴史的な建物であるにもかかわ らず、当時この一家は生活保護世帯であ つ

ただけに、天井の張板はな く蜘蛛の巣は黒 く煤 けて長 く垂れ下り、襖は古黄茶色に破れ雨戸は

簾模様であった。襖を張 り替え、雨戸や畳 も新調、屋外便所、風呂場を新設、台所の流 し元の

修理、下駄箱の新調という風に整備を施 した。10畳 の部屋は私共の事務室 に、隣りの18畳 は講

習会用に使用 した。幾つかの座机 と黒板を備え更生の家は発足 した。

8.赤 誠会結成

村では中堅青年養成の施策の一つ として部落か ら青年を推せん し宮城農学寮に派遣 していた

ので、その修了者は各部落毎に2～3名 ずつ おった。

私共は村 とは別 に眞に経済更生運動を推進す る実行力ある母体を作 るために、青年の力を結

集 しようと各部落か ら数名ずつ選定 し総勢数十名を集め研修会を開催 した。 この企画には西村

主事があたった。

当 日は西村主事の講演の後に、出席 した人 々の合意により赤誠会という会を結成す ることに

なり、私が会長に選ばれ ることにな って しまった。西村主事は常時村 にいないとい う理由に

よった ものである。

そ もそ も赤誠会は、村を思い国を愛する若者の集団であって、眞心を尽 し力を尽 くし思いを

尽 くして自分達のこの村の繁栄のために働 こうとす る者の会であって 、会員たちは皆力に満ち

た同志的な温かい交 りを もっていた。小学校で修養会を開いた時、その出席者の中には夫婦連

れの何組かがあった。白地の晒木綿の中央に赤い日の丸を染め抜 き、その下に黒字で赤誠会 と

書 いた手拭いを凛々 しく鉢巻 きして、体操す る姿 はまさに蒔絵を見る思いであった。出席する

ことが喜びであり、力であ り、励ま しで もあ ったのである。

修養会の外に会報を発行 し、小学校の生徒の手によって各部落の会員 に配達 して貰 った。あ

る時会報にこんなことを書いた。 「今 は20才 で も10年経てば30才 、20年 経てば40才 になる。そ

の時 こそ村の指導的役割をいやおうなしに果さねばな らない。今 日の眞剣 な取り組み方 による

体験が、やがて村政に反映させる時が必ず来 る。1歩1歩 踏み しめて明 日の大谷地を建設する

ために前進 しようではないか」とい う意味のことを。

この事があ っての ことか、村の職員は心を堅 く閉ざしてかたくなになり、 「赤誠会 は村を乗

取ろうとする赤い集団である」と宣伝す るようにな つたのである。
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9.農 林省新規採用者委託訓練

更生の家の最初の仕事は、農林省の新規採用者の訓練を引受けることであった。期間は5月

から6月 にかけての1ケ 月間で、目的 は村の生活を通 して村の実態を肌か ら学ばせ ようとす る

ものであった 。訓練計画は西村主事がたてた。最初は田植の勤労奉仕で、各農家に配属 され朝

8時 か ら日没まで手伝 って、夕食をいただいて帰 って来た。

訓練生 は6～7名 に過 ぎなか ったが、田植後は各自が夫々テーマを決め調査に出かけて行 っ

た。夜は佐藤組合長の 「実行組合の運営」についての講義 を聞 いたり、組合員との座談会を

行って有益な交歓が交わ された。彼等 にとって も、生涯忘れ得ぬ思い出となって いた ことと信

じて疑わない。

この期間中にたまたま部落内に火災があった。消火の手伝に出かけたが、その中の1人 は火

事だと聞 くや、起き上 った ものの足は前に進まない。腰を抜か して しま ったのである。 その時

は笑 うに笑えないことであったが、後 日その話で持ち切 りにな ったことも楽 しい思い出とな つ

ている。

10.農 繁託児所の開設

水田単作地帯であるか ら5月 ともなれば田んぼの作業で忙 しい。 この農繁期に備え農繁託児

所を開設す ることに した。西村主事の綿密な計画に従って準備をすすめた。入所申込者は40名

位お ったよ うに記憶 しているが、開設の都度平均30名 だったようだ。村や小学校又は石巻の 日

赤病院等各機関に連絡を取 り、その指導方を依頼 した。 これは西村主事が直接当 られた。

その結果次の2点 が約束 された。

① 期間中は小学校から女子職員を交代に応援す る。

② 日赤か らは看護婦長が来て衛生指導に当る。

入所申込書を謄写印刷 して部落内に配 った。その要項 は次の様な ものであった。

(場所)吉 野共同作業場(期 間)2週 間

(時間)毎 日8時 から5時 まで(経 費)無 料(年 令)3才 か ら

農繁託児所 を開いたのは、 この部落では初めてのことで部落の関心 も高かった。 ポータブル

の蓄音機 とレコー ド数枚、それに救急薬品、おやつ等の準備を整えた。

農村のこと、 こども1人 に必ずお じい さんかおばあさんが付添って来て くれる。それにお手

伝の出来ない低学年の小学生 も一緒 に来て くれ るので、大変な人数 になる。御蔭で 「お しっこ」

の心配は しな くて済んだ。小学校の先生が来て くれると、遊戯を教えて くれた。打合せが不充

分なためか毎 日は来て くれなかったので、私 も一生懸命覚えて先頭にな ってや らなければな ら

なかつた。長身の西村主事 もスマ-ト とは言われない姿で、一緒にやって くれたことも思い出

282



される。

何よりも子供たちが喜んだのは レコー ドであった。私 は今で も覚えているのは次の二つ。

1.お 山の間を行 く汽車は

小 さい小 さいマ ッチ箱

うね うね廻 って走 ります

シュツシュツ ポツポッポ ッポ

シュッポッポッポ ッ シュッポ ッポ

シュ ッシュク シュッシュク

シュ ッシュク シュッシュク

シュッシュ ッ ポ ッポ-ピ ーポッポー

2.お しゃれっばめよ しゃれつばめ

お空で くるりと 宙返 り

飛んで飛んで知 らぬ顔

お しゃれつばめは アメ リカ帰 り

ABCABCと 喋 ります

同 じレコ― ドを毎 日毎 日何回 も何回 もかけている中に、先ず小学校の児童が覚える。幼児が

覚え る。そ して 「ピーポッポかけてけらいん(く れ)」 とせがまれる。せがまれ ると又か ける。

そんなことを繰 り返 している中に、年寄たちも一緒に歌 うようにな つた。田んぼに往来す る両

親たちも、 いや誰 もがいつの間にか覚えて歩 きなが ら口ずさむ、そんな雰囲気になってしまっ

た。更生の家に集まる人までが託児所の歌を歌う。どこの家に行 って も、子供が歌えば大人 も

和する。そんな和やかな部落になったのである。

子供たちを仔細にみ ると、おできので きている者が多かった。日赤の看護婦長さん は仕事の

多忙な ことを理由に1回 しか来て くれなかったが、子供たちの身体を見て亜鉛華軟膏を塗 って

あげるようにと、その作 り方を教えて くれた。早速オ リ-ブ 油 と亜鉛華澱粉を買 って調合 して

塗 ってや った。直ってお礼を言われたが、婦長 さんに教わ った御蔭だ と感謝 した ことを覚えて

いる。その後 もよく 「薬をつけてけ らいん」と訪ねて来た子供 も多か った。 それ程の衛生事情

いや食糧事情にあったのである。

11.小 学校の勉強会

農林省の委託訓練 が終 ってからは、小学生に呼びかけて勉強会を開 くことにした。夕食後1

時間位勉強を見てやるということで、先ず近所の子供たち数名が集 まった。次々とその数を増

し大部屋一杯になった。 それで も足 りず私共の部屋を提供す る有様であった。
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小学校1年 生か ら高等科2年 までの生徒であ る。先ず静座 し黙祷す る。その間に静かな レ

コ― ドをかけてやる。そ して勉強にとりかかっ た。座机を ロの字型に並べて、 ぐるぐる廻 って

見てや った。提灯をつけて来る子供 もあって、皆楽 しそ うに集 って来た。日曜日を除 いて毎晩

行 った。勉強す る習慣がっけばと思っての ことであったが、両親たちは大変喜んで くれたよ う

である。

何か月か経 った後の こと、記憶は定かでないが子供たちが急に来な くな って しまったのであ

る。 どうしたことだろう、と心配でたま らなかっ た。山内の老夫婦も心配 していろいろ原因を

調べて くれた。その結果また意外な事実に驚いたわけである。それはこの山根地域か ら出てい

る村会議員Y氏 が、「更生の家 は赤い思想を植えつ けている。け しか らん。今後一切行 っては

な らぬ」 と、禁足命令を出 したためだ、 ということであった。

併 し更生の家 は、利用 しようとする人が利用すればよいのだ、と自分自身に言い聞かせ、気

に も留めずに近所の子供たち数名だけで勉強会をすすめていたのである。

12.女 子青年研修の実施

田植 も一段落 した6月 中、下旬だつたと思 う。当時は男子青年、女子青年と区別 して呼ばれ

ていたが 、最初は女子青年の研修を実施 した。飯野 ・鶴家及びその他の部落か らも参加 したよ

うに思 う。

講師には青年教育に情熱を傾け献身的に働 いていた岩渕女史を依頼 し、1泊2日 の 日程で実

施 した。母と子の二人の生活であったので二人 して来て貰 った。研修課 目は調理実習であ った

が、宿泊を伴 うため協同生活を通 して、日常茶飯事の保健衛生、作法の課目について指導 して

貰 ったわ けである。当日の午後に集まり、準備された材料を もとに実習にとりかかり、夕食時

に試食す る。

入浴時には湯の適温は何度か温度計で調べたり、身体の洗い方 まで、先生自身が生徒 と一緒

に入浴 して懇切に指導 して くれた。夕食後7時 頃か ら講義や レクリエーションも行 った。就寝

になって も初めての雑魚寝のためか、遅 くまで話 し込む有様であ った。起床 して更生の家の直

ぐ東側にある池の端で国旗掲揚を行い、体操を した後、分担を定め清掃す るもの、食事の準備

をす るもの夫 々にわかれた。食事の作法は青年が常に行 っている方法を取 った。午前 は9時 頃

か ら討議を し自由に意見を出 し合い、簡単な日常の作法について指導 していただいた。昼食の

準備 も分担に従い準備を したように思 う。昼食後に会場の整理を して解散、こんなスタイルの

ものであつた。

研修生が帰 ってから私 は用便のため便所に入 った。中には稲藁を折 って紙の代 りに使用 して

あるのを見て、何か寂 しい思 いが したのである。 これを見てか ら農村の生活の底辺を高めるた
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めにもこの種の研修 は必要なのだ、と深 く心 に期す るところがあった こと。更には研修生から

も再度 やつて くれ、と言われたこと、加うるに父兄の間からも喜んで礼を言 って くれた こと、

そんなことが重なって、何か しら腹の中か ら燃えあがるものを感 じたので、何回で も出来るだ

け実施 しよ うと決心 したのであった。

13.青 年学校指導員嘱託発令されて2ケ 月でやめる

更生の家で農繁託児所や青年研修を実施 している頃だったと思 う。5月31日 付で、青年学校

の指導員嘱託辞令が発令されたことを聞いた。仕事の関係上学校にも行けなか つた。農繁期で

青年学校の召集日もなかった し、同 じ村の青年のために働いているのだから学校に行かなくと

も許されるだろう、と甘 く考えていたのが悪か ったようである。それで も1日 登校 して校長先

生か ら使用す る机の指定を受 けた。その時に、青年研修をやっているので登校できない旨お話

を して帰 った。校長はすべて諒解 して くれた ものと思 って、引続き更生の家で働いていた。

7月 の初旬頃だったろうか、野ば らの香 りを嗅ぎなが ら、小学校に通ずる田んぼ道を学校に

向けて歩を進めていた。1歩 学校の構内に踏み入れ るや、私の姿を見つけた一人の女子職員が

駈けつけ、緊張 した顔で言 うのである。 「何 も聞かないで学校に入 らないで直 ぐ帰れ」 と、彼

女 も急 ぎ足で教室に入 って行 った。私の心は騒 いだ、何事か起 ったな 一 と淋 しく心を閉ざ

して引 き返 したのであった。

この事 というのは、出勤 もしないで吉野に籠 って いるのはけ しか らん。

赤誠会の如 き赤い思想を吹き込むような者 は指導員に相応 しくない。

こんな理由で役場職員が、校長 と協議を重ねて いたらしく、 この渦中に飛び込めば大変な事に

なる、と判断 しての ことであ ったと思 うのである。 この事があって何 日か経 った日に、校長先

生に呼び出されたので行 ってみると 「君は更生協会の仕事で忙 しいようだか ら、青年学校の方

は辞めて くれ」という退職勧奨であった。次 に呼び出された時は、依願免の辞令をいただいた。

校長先生は 「村には予算 もないことで もあ り、君の2ケ 月分の給料は寄付 して くれ」と申され

た。勿論出勤 もしないので当然です。 「よろ しう御座 います」と早 々に帰 った。こんな ことも

あつたのである。

14.男 子青年の研修会開催

女子青年の研修を何回かや っている時、男子青年の方か ら 「俺たちに もやってけ らいんちゃ

(や って くれ)何 にゃ姉 っ子たちばか りやあ」 とい う声が出て来たので、男子青年を対象 に1

泊2日 で何回か実施 した。

食事の準備だけは・2～3名 の女子青年に依頼 し、女子 と同 じ日課で行った。研修課目は経営
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改善で あった。西村主事不在の時は私が話を した。又、佐藤組合長 にもお願いを した。同 じ釜

の飯を食べて宿泊を共にし自由に語 った。 この研修は矢張 り彼 らの心を捕え希望 と力を与え、

やる気を起 こさせるのに大いに役立 ったようだ。何年か経 って当時の思い出 として語る言葉に

は若干御世辞があ ったにして も、そ う思わせ るに足るものがあった 。更生の家その ものが持つ

雰囲気 というか、そのよ うな雲の柱が立 ち籠めていたに違いない。

15.経 営者研修会の開催

この研修 は吉野第一農事実行組合員を対象に して行 った。1日 の作業を終えた午後7時 を期

して集合 し、女子青年の奉仕によって準備された食卓に着き、夕食後勉強会になる。

毛布 に包 まって雑魚寝 に夢の花を咲かせ、翌朝5時 には起床 して家業につ く、という形式を

とり2泊3日 の期間で実施 した。酒 は一切用いない。窮屈に思 う人 もあ ったか も知れないが厳

重に守 られていた。

16.主 婦の集いの会

部落の生活を続けている中に気がついたことは、少 し余暇のあるおばあさんたちが2人 集ま

ると、隣りの誰がどうした、 こうしたという噂さ話が持ち上ることであ った。それ位 ならまだ

しも、悪口が伝わることがあった。隣家の悪口を言 う、聞いた話を次の人に喋る。か くして隣

人同志 の不和にまで発展 しているのである。お互に話 し合う機会を作れば、相互の理解 も深ま

り、親密 さも増 し言い合うことは無 くなるに違いない、と思って主婦の集いの会を開 くことに

したの であ る。更生の家の しげよおばさん も賛成 して くれて、近所を駈け廻 って くれた。お蔭

で愈々実施する運びとなつたわけである。

お茶 と菓子は更生の家が準備する。時間は集 まり易い午後の時間、週に1度 か2度 都合のよ

い人が都合のつ く人を誘 って集 まる。囲炉裏を囲んで話 し合 う、公開 された会だけに話は明る

い建設的な ものになる。話題を提供すれば、それに関連 して話の輪が拡げ られ各 自の考えを思

い思いに自由に語るようにな った。その中に足並みが揃 うようにな ったので、主婦のための研

修を計画す ることに したのである。

17.主 婦の研修会

主婦の研修は女子青年の調理実習を兼ねて同時に開いたので、この青年たちの作った手料理

をお母様たちに御馳走する会のよ うなものになった。食事の後に僅かの時間お話を した。何か

話題になれば、 という考えであったが、話よりは料理の方に興味が残 り、姉っ 子たちの料理の

ことが長 く持ち切りにな ったようである。
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このように主婦の会合を開 く必要を感 じた理由にはもう一 つあ る。私は岩崎の米屋に よく

行 った。たまたま部落の人 に出会 うのである。7月8月 であるというのに、佐藤組合長にお話

を した ら長々と説明 して くれた。早い人で夏頃か ら飯米を買うとい うが、買 うのではなく前借

りするのだ。出来秋に玄米で返済する形の売買なのだ、と説明は更に続 いて結論から言えば、

1俵 の米を借 りて1俵 半の米を返 さねばな らぬ高利の米を食べているのだとい うのである。そ

の高利の米 は食べ るだけでな く、魚に化けた り呉服に化けるのである。現金買いなら惜 しみも

するが現物買いにはその感覚がない。 そのために必要以上に費消するというのである。 こんな

ことを繰 り返 しておれば、 じり貧に陥 るばか りであると話 して くれた。

石巻の魚市場 に近いので自転車で行商に来る。私 も主婦がこの魚を行商か ら米と交換 してい

るのを見ている。 このよ うな消費生活を改善す るためにも啓蒙 しなければいけないな 一 と

深刻に考えて話題 も自然に生活改善の方向に向けたわけであり、主婦の集いの会 も研修もこの

ために役立つ ようにという願望があ ったわけである。

18.村 会議員 と直談判する

私共はな り振 り構わず夢中になって 部落の人々が仲良 く心を合わせて、生活が豊かになるよ

うにとあれ これ考えて実行に移 して来たわけであるが、反面 この活動を邪魔する勢力 もあ った

ことも事実であ り、特に村当局の指導層にその傾向が強か ったのである。この山根地域の選出

議員Y氏 は外吉野の人であ った。先ず第一に子供の勉強会に足止めを命 じたのはこの人であっ

た。

私共は仕事を進めて行 く中に、更生運動は一つの点から線に、一つの線か ら面に拡大されな

ければ うま く行かないように感 じた。従 って一つの組合対象か ら部落に、更に幾つかの部落を

含めた地域 ぐるみ運動に拡げて考えなければな らないところに辿 り着いただけに、反対す る人

達に私共の眞意を理解 して貰わねばな らぬと考えて、大晦 日の晩、単身Y議 員宅を訪ねた。彼

は一杯召 し上が った上気嫌な時であった。訪ねた目的を語 り 「巷間に伝え られる 「赤」の宣伝

をやっているのではない」と説明するや否や、彼は 「やあやあよく来て くれた。よ く分った。

いろいろな人が更生協会のことを言 っているので黙 って様子を見ていたが、噂のような心配は

ないし、それどころか部落のために大変役 に立つ仕事をやっている。私が悪かった。 これから

はどんな事で も全面的 に協力する。勘弁 して くれ。」と頭 を下げて、 「この通 り」というので

あった 。「有難 うございます。 よろ しくお願 い します。」 と言葉を残 して、提灯の明 るさも目

にとどまらず、踊 る心はお さえ きれず大声で歌を歌いなが ら帰 って来たのであった。

お じさん、おば さん も、我が事のように喜んで くれた。囲炉裏の火を見詰めなが ら夜半 まで、

柔かい薪の温かさを腹に受け止め語 り続けたあの光景は、今で も瞼の中に暖か く残 っているの
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であ る。 この ことがあって3学 期か らは、子供たちも以前のように沢山集 まって勉強会を続け

るようになったのである。

19.地 域 ぐるみ運動へ動 く

この山根地域は、岩崎 ・大吉野 ・外吉野の三つの部落があり、大吉野はその中心にあった 。

佐藤組合長 は持論と して、これらの部落にある各農事実行組合が相協力 して地域 ぐるみの計

画を樹てて、それに基いて共同歩調を取るべきであると主張 してお られたし、実際吉野第一農

事実行組合はその高い視野から運営されていた。併 し他の組合は必ず しもそれに同調 しようと

してはいなか った。私はY議 員から全面協力の言質を得てか ら、俄然勇気が盛 り上 り地域 ぐる

みの運動に動 き出す ことを決意す るにいたったのである。

20.小 牛田の農村工業研究所見学

松の内を過ぎた或 る日、私は岩崎 ・外吉野 ・大吉野の各農事実行組合長を訪ねて、地域 ぐる

み運動の趣 旨を説明 し大方の賛同を得た。農村の収入増大を図るために、地域 ぐるみの副業と

して何が一番有利か研究 しよ うということになった。大方の意見 もあっ て、小牛田の農村工業

研究所を見学することに した。

研究所では丁度兎肉の加工、兎皮の韓 し、韓 した皮をいろいろ加工 していたが、兎の有利な

話を聞いたり見たりして、心を動か されやつて見ようか という声が出て来た。帰って見学の結

果を話 し合 っている中に、兎を奨励するに して もその飼育法の研究か ら始めなければ成功は し

ないということにな り、各組合に一つがいずつ 配布することにして注文 した。各組合長は適当

な組合員を選び、その飼育を委託することに した。

兎を配布 してか らは、主婦たちの間には兎の話で持ち切りになって いた。 しか し飼 って見 る

と中々六ケ敷いことが判 ったよ うであっ た。

21.各 戸に柿苗を配布する

地域 ぐるみ運動 について話をすすめている中に、空地利用のことが話題になっ た。空地利用

による収入増大、水面はな し山と宅地に限 られる。柿がよいということになった。それは子供

たちに買 ってやる量 も相当額に上る。自給す ることは収入増大に結びつく。地域 ぐるみの生産

になれば、大量生産とな り収入 も増大す る。 この二つの理由で柿の生産地 にしようという夢が

生れたわけである。善は急げ、早速注文 して各戸に1本 ずつ 配布 した。

22.山 を開墾 してモデル柿園を作 る
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柿の栽培を普及す るに して も、モデル柿園を作 り栽培管理法を研究 して行かなければ奨める

わけにも行 くまい、 という意見が大勢を占め、佐藤組合長の山を借 り受け雑木を伐採 して開墾

を した。面積 は5畝 位 だった と思 う。合同研修会と緩 して青壮年を動員 して開墾に着手 した。

裏山に登 ること3～400米 位の地点にあり、何 日かかか って開墾 したわけであるが、たまた

ま一人で山に登 り開墾 していた時のこと、篠竹の切株 は容赦なく石の地下足袋の真中を通 して

ブツリと刺すのであ った。不注意 に対す る懲 らしめの印であ った。 ピコタンピコタンと一人で

下 るの も容易でなか ったが、山に登る時は一人では行 ってはならない。万が一 ということもあ

り得ると深 く反省させ られたことであった が、今日その傷跡を見 るたびに懐 しさに溢れること

がある。か くして柿の苗は植え られたのである。

23-吉 野よ、 さような ら

地域 ぐるみ運動を展開 し広域計画を樹てよ うという雰囲気にな って来たので、 これか ら各農

事実行組合長会議を開 きその方策を検討 しよ うと計画 していた矢先に、更生協会から上京せよ

という電報が届 いたのである。早速上京 し、23日 の朝農村更生協会に行 った。

「都合によ り大谷地村の仕事は止めて引揚げることにな った。福島県庁の経済更生課で人を

求めているが君 はどうか」というのである。「考えておきます」 と答えたら、 「今 日中に返答

して くれ」 といわれた。その後銀座を歩きなが ら午後3時 頃まで考えたが、引揚げることに決

定 しているな らどうに もならないことだ、と思 うようになり 「お任せいた します」と返事を し

た。 ところが 「福島県庁から辞令が届いている」と言 って渡 して くれた。よく見ればその日付

は5月18日 にな つていた。

急いで大谷地に帰 り、身辺 を整理 し佐藤組合長の御家族の御厚意 により支度を整え、大谷地

を後にしたのであったが、私の本心はもう1年 位はいたかつたのである。

24-日 蓮の剣難を信 じるか

西村主事 と仙台に出張 した時だったと思 う。時期 は忘れたが多分仙台駅前で電車を待 ってい

たときのような気がす る。西村さんは突然 「お前は日蓮の竜の口における剣難を信 じるか」 と

問いかけられた。私は何の躊躇もな しに即座に 「信 じますよ」と答えた。何となれば、 日本人

の代表的人物であるか ら日頃から尊敬 して いたので。彼の顔には安堵の色を浮べ られたように

感 じた。

何年か経 ってお会い した時、この 日の ことを話 したが彼の記憶の中にはひとかけらもなか つ

た。それで私は次のよ うに語 った。「大谷地での仕事には生命賭けの心境だ ったので はあ りま

せんか。投石の難に会 い、熱心な提言にもかかわ らず何の反応 もない。何を言 う、若僧 目が、
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という冷たい仕草、そんな中での西村 さんの心境 は日蓮にも等 しい ものがあったので しょう」

と。それに対 して返 って きた言葉は 「その通 り」であった。そ して彼の上衣のポケ ッ トから数

珠を取 り出 し、す一っ と私の目の前に出 して見せて くれたのである。更生協会の大谷地村での

責任者西村主事の胸中には、こんな心情が秘められていたのである。

私は金を使い西村 さんは整理する、何のブレーキもかけられない。 こんな自由な生活を許 し

ていただいたことはただただ感謝で、これ以外 に言 うべ き言葉はないのである。

最後に一筆加えたい。それは更生の家の山内善雄 さんとその要 しげよさんの老夫婦のことで

ある。

私共に家のすべてを解放 し、自分たちは北側の狭 くて暗い部屋で起 き伏 していたのである。

研修生が夜半まで騒 ぐことがあって も、 じつと辛抱 して呉れたのである。私共の仕事 に全身全

霊を もつて協力 して くれたか らに外ならない。私たちの喜びは二人の喜び、私の悲 しみは老夫

婦の悲 しみであ った。私共の不都合をみんな包んで許 して くれた。それだか らこそ更生の家の

働きが出来たのである。神の如き温かい心の持主であ った御二人に対 して謹んで御礼 を申 し上

げたいのである。
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あ と が き

西 村 甲 一

(現在 日本農業研究所)

何のて らい もなく、当時のありのままの姿を淡々と綴 られてい る釣巻さんの文章を拝見 し、

限 りない感慨を覚 えたと同時に、彼の心情のあたたかさに頭が下 ります。大谷地村 「更生の

家」の責任者 こそ私で したが、私 は器を整えたり、外との折衝や、村を基点 としまた県下に2

部落あった簿記指導のため出ることもあり、本当に 「更生の家」で村びとを相手に、相談相手

になり、時には激励 し、時には先頭に立ち開墾や樹園地造成をやるなど行動を通 じ導いて来た

のは彼であ った。彼の農家の幸福をお もう心がなければ 「更生の家」 は単なる形骸 と化 してい

たであろうし、私たちが村を引揚げてか ら約40年 た った今 日まで、あの頃のお互の心の触れ合

いが崩れることな く連綿 とつながってはいなか ったであろう。釣巻さんへの心か らの感謝 と、

私達への心のつなが りを今 もって大切に しまっていて くれ る吉野部落の農家の方々への御礼を

改めて申述べる次第である。

さて釣巻 さんの思い出の記を興味深 く拝見 したあと、一、二加筆させて頂きます。

1.私 が大谷地村五十五人部落に住みついたのは昭和ll年7月14日 、つ いで鶴家部落 に移 った

のが9月10日 で、釣巻 さんが来て くれたのは翌12年1月21日 であ った。

2.農 林省新規採用者委託訓練云々とある項についてはたまたま当時の記録があった ので紹介

する。

入村は昭和12年5月31日 、入村者は斉田、水野、守屋、杉木、原 田、近藤、植 田の7君 で

あったが、近藤、植田両君の名前がわか らない。 というのは他の5人 については滞村中の記録

ともいえる研究報告が残 されているか らである。次の ごとくである。

斉田桂三

水野一雄

守屋実郎

杉木延次郎

原田二郎

大谷地村吉野第一農事実行組合挿秩労働について

大谷地村に於ける耕地の利用について

大谷地村村情大観

大谷地村に於ける飯米の問題について

吉野 ・岩崎農事実行組合に就いて

尚 委託訓練の日課 は当時の記録によると次のようであった。

生活 日課

午前4時 半 起床、整頓、洗顔

5時 礼拝、 日本体操、建国及殖民の歌、駈足、朝食準備2名

6時 掃除
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7時 朝食

8時 ～11時 学課(但 、田植時には学課はない)

10時 昼食準備2名

11時半 昼食

12時～午後1時 自由

午後1時 半～5時 開墾(14日 より)

5時 ～6時 入浴、便所 ・庭先掃除

3時20分 夕食準備2名

7時 夕食

7時 半～9時 報徳要典

9時 就床

3.大 谷地村(現 在は桃生郡河北町)の そのころの資料と して手元に大谷地村経済更生5ケ 年

計画(昭 和8年 度)、 昭和11年 教化村、大谷地村施設一覧があ る。経済更生5ケ 年計画はどこ

で もみ られると思 うので後者につ いて興味のある点を一、二紹介する。

(1)当 事者と して村長 と学校長が並んでいる(教 化村の所以)

(2)主 なる産業と して農、林、水産、工業の価額が約29万 円に対 し負債総額 は42万 円である。

貯金は7.5万 円しかない。

(3)指 導 目標 として指導精神と村是が掲げられている。村是は更に分けて、村治是、教化是、

経済是、産業是 となって いるが産業是の4項 目は現在みて も参考になる。

1.一 家 ノ経営 ヲ合理的ナラシメ我が家 ノ更生計画ヲ樹立セ シム

2.土 地ノ利用、地力ノ増進 ヲ図 り経済的増収 ノ方途 ヲ講ゼ シム

3.余 剰労力 ノ完全燃焼 ヲ期 シ多角形農業経営タラシム

4.農 事実行組合ヲ中心 トシ産業 ノ発展二力ム

(4)こ の施設一覧の編輯は大谷地尋常高等小学校 となっている。

4.今 一つ興味の持たれる資料(ガ リ版)に 「特別助成村二於ケル経済更生計画樹立及其 ノ実

行費調査上留意スベキ事項」、宮城県経済部経済更生課がある。一つ一つ書 き出す ことはでき

ないが例えば次のような指示がみ られ る。

(1)村 ノ一時的救済 ヲ目的 トスルモ ノニ非ザル コ ト

(2)当 該更生計画が一部富裕ナル者 ノ援助二終ルが如キコ トハ絶対二選 クル コ ト

(3)特 別助成ヲ受 クル計画 ノ実行二当 リテハ経済更生 ノ本旨二鑑 ミ村民協カー致徹底的二自

力更生ノ精神 ヲ以テ終始スル コ ト。従テ労力 ノ如キモ出来得ル限 り村民ノ奉仕二依 リテ無償ニ

テ提供シ村民 ノ有償 ノ労力ノ場合二在 リテモ男六十銭程度 ヲ超エザルモノ トスルコ ト。

農 山 漁 村 経 済 更 生 運 動

正 史 資 料 第5号1976.8

292


