
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

師走の慌ただしさと共に雪の便りが届く頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も長岡民話の会は百

物語、新潟県民話語りグループ協議会の発足、高橋先生の「越後山襞の語りと方言」の出版等いろいろな

ことがありましたが、皆様それぞれに達成感を持つことが出来た素晴らしい１年であったことと思いま

す。もう既に来年の百物語に備えて準備を始めている方もいらっしゃるようですが、来年も更により良い

年となりますように願いながら会報をお届け致します。（千） 

 

 

 

活動報告と活動予定： 

日程 内容 

8／25（土），26（日），27（月） 

第 2 回長岡民話百物語 

会場：ながおか市民センター（地下広場） 

・入場者数 392 名 （昨年 260 名） 

9／23（日），24（月） 越後丘陵公園里山古民家オープン記念 

9／29（土），30（日） 

会津民話の会との交流会 

会場：蓬平温泉よもやま館 参加者１８名 

  （来年は会津へ♪） 

9／29（土），10／15（月） 
昔ばなしが伝えるもの 

9/29（中央図書館 講堂）・10/15（NC ホール） 

主催：長岡商工会議所女性会未来を語るビーナスネット 

10／27（土） 

新潟県民話語りグループ連絡協議会設立総会 

会場：長岡高齢者センターけさじろ 

・参加者 101 名（当会より 22 名） 

11／25（日） 

“きいてくらっしゃい”語り尽くし越後の昔話 

会場：アトリウム長岡 

伝承語り部さん 5 名の語り 

※（DVD 希望の方は１／９(水)までに事務局へ）  

11／25（日） 

高橋 実先生「越後山襞の語りと方言」出版を 

お祝いする会 

会場：アトリウム長岡（出席者 23 名） 

H20／1／26（土） 

☆例会＆新年会 

会場：アトリウム長岡  

時間：13:30～14:30 例会 

   14:30～17:00 新年会♪ 

会費：4，000 円（申込は 1／9（水）までに事務局へ） 

4／26（土） 
第 5 回長岡民話の会 総会（予定） 

会場：阪之上コミュニティセンター 

 

－長岡民話の会－会報第８号 平成 19 年 12 月発行 



昔話の森（七） 

 

昔話の題名            高橋  実  
 

昔話の題は、どのようにしてつけるのであろう。さまざまな題が付けられている。「サル

カニ合戦」「サル婿」「古屋の漏り」「笠地蔵」「三枚の札」「浦島太郎」「舌切りスズメ」「か

ちかち山」「瘤取り爺」などは、有名で、題を聞いただけですぐ筋が理解できるが、同じ話

でも、語る人によって題がちがっている。植物の方言と標準名称とおなじように、昔話に

も方言名が付いている。「小国の昔話」にでてくる「人年貢取るムジナ」は、「サル神退治」

(『日本昔話事典』)と呼ばれている昔話だった。人身御供として神様に娘を差し出さなけ

ればならない村があり、その年も村人たちが嘆いている。一人の旅人が、通りかかってそ

の話を聞き、夜に様子をうかがうと、現れたサルの化け物たちが「しっぺい太郎に知らせ

るな」と唄い踊る。旅人「しっぺい太郎」と呼ばれた犬を連れてきて、退治する話である。

笠原政雄さんの「人間の一生」（『雪の夜に語り継ぐ』所収）の話は、「寿命定め」として『日

本昔話ハンドブック』に載っている。高橋ハナさんの昔話集にある「ムジナととっつぁ」

は、『山古志村史 民俗』（昭和 58 山古志村役場）では「葬式の使い」と題されている。

一般的には、どう呼んだらよいのだろう。 

 昔話の型の後に「ＩＴ」という文字を目にしたこともあるだろう。これは欧米の昔話タ

イプインデックスを代表するＡ・アールネ、Ｓ・トンプソン分類順序を示している。Ａ・

アールネ（1867～1925）は、フィンランドの民俗学者で、いままで異なる言語で編まれて

きた昔話集の国際的な分類基準を作成した。これが『昔話の型目録』（1910、英語訳 1928）

である。Ｓ・トンプソン(1886～1976)は、アメリカの偉大な民間説話学者。アールネの『昔

話の型目録』の改訂の仕事を引き受ける。例えば下条登美さんの語る「聞耳頭巾」は IT111

に分類される。 

 日本の昔話のタイプは、『日本昔話名彙』（1948 柳田国男監修 日本放送協会）「日本昔

話集成」（全 6 巻 関敬吾著 角川書店 1950～1958）をあげることができる。柳田は昔話

を神話から引き継いだ完形昔話、神話のモチーフの一部を持つ派生昔話、その他の三分類

して、約 340の昔話の種類を掲げた。関敬吾は、Ａ・アールネの分類を継承し、「動物昔話」

「本格昔話」「笑い話」「形式譚」の 4 分類し、約 650 のタイプに分類した。関敬吾は、こ

れを増補して『日本昔話大成』と改称した。そして極め付きは『日本昔話通観』稲田浩二

著 1988 同朋出版）である。「むかし語り」「動物昔話」「笑い話」「形式譚」の 4 分類し

て、1211のタイプを収めている。この『通観』は私も全巻見る機会がない。長岡中央図書

館にも置いてなかった。 

 高橋ハナさんの「ボタとカエル」は「日本昔話名彙」では「人が見たら蛙になれ」とな

り、「日本昔話大成」では「162Ｂ牡丹餅は蛙」と題されている。最近出た「新潟県上越の

昔話」(和泉書院 2007)には、巻末に話型対照表が載っていて、ありがたい。水沢謙一氏

の膨大な昔話集にこの話型対象表が付けられたら、どんなに便利であろう。 
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「未来を語るビーナスネット」の昔話を語るセミナーに協力して 

(「長岡民話の会」並びに「未来を語るビーナスネット」会員) 青 柳 保 子 

 

 長岡の商工会議所に「未来を語るビーナスネット」なんていう物好きの女の会があった

てんがな。今年の９月２９日と１０月１５日に「昔話が伝えるもの・人間っていーな 心

を育てる知恵探し」なんてゆうて、昔話がどんげにいいもんだか、忘れてる人らにちっと

思い出してもらおと考えたてんがの。まあ聞いてくらっしゃいと長岡民話の会の人らに語

りに来てもろたと。その後から長岡大学の定方先生、有名な小澤俊夫先生なんて呼んでち

っと勉強したけど、ばかおもしかったて。民話の会の人にも大勢聞きに来てもらって、セ

ミナーが成功したのは長岡民話の会の協力を頂いたおかげだなんていうてたてんがの。本

当にその通りで、いろいろお世話になりましてありがとうございました。 

 徐々に日程が煮詰まってきた頃、第１回の日と、わが長岡民話の会が「会津みつ輪かた

んべの会」御一行をお迎えして親しく昔話の語り合いをしよう、という日と重なってしま

いました。これは長岡にとっても会津にとっても素晴らしいチャンスではないか、セミナ

ーで会津の昔話も語って頂けば、民話の会会員のみならず一般市民の方にも聞いていただ

けるし、会津の方もそのほうがお喜びではないか、ということで高橋先生に打合せ等お願

いし、とうとう語りとセミナー参加までごいっしょいただきました。 

 その日は長岡側が熊倉幸子さんの「博労とキツネ」高橋実先生の「どうもこうも」安部

昌江さんの「人間の一生」、そして最後に「会津こと葉の会」の五十嵐七重さんが「猿婿」

を語ってくださいました。定方先生の味のあるお話を聞き、散会後、会津、長岡うち連れ

て、蓬平よもやま館へ。その後のことは皆さんよくご存知の通り。 

 第２回は１０月１５日、ＮＣホールにて開催されました。高野フミさんが「ワラスベ長

者」番場仙司さんが「ノメシあに」倉地祐子さんが「猫寺」「それはうそだろう」を語って、

語りの指導者でもある小澤先生からこういう語りはすばらしいというお墨付きをいただき

ました。実は第２回は何を語るか指定されていたので、ご出演の方々にはご苦労をおかけ

しました。小澤先生から「商工会議所主催と聞いていたので義理で来る様な人ばかりだろ

うと思って行ったら、全然違って、気持ちよく話せた」と伺い、民話の会の皆さんが誘い

合わせてきてくださり、客席のムードメーカーになって下さったのだとありがたく思いま

す。終了後の慰労会に高野さん、倉地さんにご参加いただけて、いろいろお話もでき、小

澤先生もご機嫌でした。女性ばっかりで・・と帰っちゃった番場さん、ご一緒したかった

です。 

 これからもいろいろなご依頼に応えて、いろいろなところへ出て行きましょうね。長岡

民話の会、すごい。そして、ありがとうございました。 

 

 

いきいき☆活動報告・その一 



 

 

実り多き日 ～「きいてくらっしゃい越後の昔話」開催報告もろもろ～ 

堀 井  實  

「ワオ－、こんなに大勢の方々が！」 

 当日、会場のアトリウム長岡は催し物が重なり、１１時半には駐車場は満車状況！ 

「駐車する場所が無いからお帰りになる方も多いのでは・・・・・」との心配をよそに、

番場前会長の手づくり職人芸「いろり」や「たわら」などで昔語りの雰囲気十分の「元禄

の間」は語り手や会員をのぞいても７０名ちかい参加でほぼ満席。 

これは、語り手としておいでいただいた、高橋ハナさん、山崎正治氏ら五人の方々の語

りに関心があるためなのは勿論のこと、今の世であるからこそ昔話のもつ良さを大切にし

ていきたいと思う方々が増えている証では？と思いました。 

手前味噌風に言えば、顧問の高橋先生らが播いてきた昔話を大切にする心が長岡民話の

会の活動を通して確実に育ちつつある、否、実りつつあると。 

そして、語りに笑いこける参会者の姿から、子どもたちに語り継ぎたいという前に、肩

肘張らずに私達大人が家庭を含めたいろいろな場でもっともっと昔話を楽しめばよいのだ。

そして、大人たちが心にゆとりを持ちながら昔話を楽しんでいる姿から子どもたちも学ん

でいくのでは？ そのためには、会員の輪がさらに広がることも大切だとも思いました。 

五人の語りは実に味がありました。温かい柔らかい語り口からは、語り手の皆さんの豊

かな人間性がにじみでていて、聞き手と共に楽しんでいる語りの様子からも、語り手と聞

き手の間にほのぼのとした心の交流がなされている感じを受けました。 

語りの終了後の、語り手の皆さんとの懇談会も話が弾みました。 

参会者から、昔話を語りはじめたきっかけや、語りを覚えるコツ、長く覚えているコツ、

擬態語や擬音語の表現方法等々質問も多くあり、高橋ハナさんからは、語りを依頼された

ら練習していると聞かされ、９０歳になられて努力なさっている姿に自分の省エネ練習ぶ

りを恥じ入ったり、山崎さんからは頭の中に紙芝居を描いているが細かい表現はその都度

変わっていると聞かされてホッとしたりしました。 

夕方からは、高橋先生の『越後山襞の語りと方言』出版祝いを出版元の小黒社長を交え

て開催し、高橋先生に続け？と盛り上がりました。 

それにしても、高橋先生はエネルギッシュだなあ。あの茫洋とした雰囲気（失礼）のど

こからあのすごい活動力が生み出されるのか、爪の垢をいただいても自分には真似できな

いことを再確認すると共に高橋先生にさらなる尊敬の念をいだくと共にますますの御活躍

を祈念しました。 

当日は、誠に実り多き日でありました。 

ただし、開会前に大貫さんや廣田さんに依頼されたこの原稿書きを、当日の美味しいお

酒でいとも簡単に忘れてしまった愚か者がいたことが唯一の汚点でありました。 

 

 

いきいき☆活動報告・その二 



民話百物語ＤＶＤの出来るまで             佐 々 木 東 一 

今年の百物語の模様を収めたＤＶＤをご覧になって如何でしたか。画面には語る事が楽

しくてしょうがないという、豊かな表現と笑顔に溢れた皆さんがいました。あらためてＤ

ＶＤとして記録に残せた意義を感じ良かったなぁと思いました。 

 昨年第一回の様子を記録しなかったことを残念に思っていました。事務局の尽力で長岡

市からの補助金を得て、ＤＶＤでの記録化を予算にもって戴きスタートしました。 

 私の友人で以前「語り尽くし越後の昔話」のビデオを撮り続けてくれたＮ君に頼むこと

にした。本業は酒屋さんだが“玄人はだし”の腕前の彼なら簡単に請けてくれると思って

いたが、延べ１０時間余、３日間長岡に通うのは無理といわれ慌てた。それに長丁場のビ

デオ撮影はカメラを回すより編集作業が大変で、自分たちの器材ではとても対応できない

との返事だった。なじょんしょばと思いつつ伝手を頼って「見附ビデオサークル」で活動

している方にお願いしたがおんなじ答えだった。 

 さぁ大変だぁ！今更断るわけにはいかない、プロの手を借りるしかない。予算内では無

理かもしんないヨとＮ君に言われて紹介してもらったのが見附の「もちづきスタジオ」で

本番一週間前のことだった。早速、伺ってお願いしたところ快諾してくださった。ホッと

した。社長さんは若い頃ＪＣのメンバーだったそうで、こうした市民活動を理解しての好

意だと思った。 

 色々すたばたしちゃったがいい経験になった、そして皆さんのいい表情をＤ

ＶＤに収めることで、私の役目を果たせたと思った。大船に乗った想いで当日

を迎えたが、私の語りはまったく自信がなかった。このＤＶＤがしっかり記録

してしまった。 

 

 

長岡民話の会芸能部会を立ち上げよう！          田 島 明 美 

 そう決意したのは会津の方々との二次会を終えた時でした。それほど会津の方々の余興

は素晴らしく、民謡あり、フラダンスあり、そば口上あり、ハーモニカあり、ロシア民謡

ありで圧巻でした。でも次の日、佐々木さんから「いやそれより先ず民話に力を入れてく

ださい」とたしなめられ、「あっ、そうだった。民話の会だった」と我に帰ったしだいです。 

 昔話を通して、酒を愛し、歌を愛し、人を愛して人生を謳歌していらっしゃるような会

津の方々の姿が、あの時戴いたゴーヤの甘露煮の味と共に思い出されます。 

 個人的には、私と同郷（郡山）の方がいてしかも小・中・高と同じことが判り、大変嬉

しい出会いでした。 又、例会では必ず先生と一対一で語るそうです。新しく覚えたもの

でも前に覚えたものでも必ず一話語るそうです。自分で調べて語ることもあるようで、会

津の方から「山本帯刀」のことを聞かせて頂いたのも驚きでした。最後に、「お次の番だよ、

長岡さん」と催促されて私は続けられなかった替え歌佐渡おけさをひとつ。 

ハァー 長岡 名物数々あれどーよ お山の千本桜、米百俵 それより長岡民話の会よ 

ハァー 秋の 実りは数々あれどーよ 米が実る 柿も実る それよりおらどこの先生 

 高橋実よ          ハ アリャアリャアリャサ 

 「昔話」という共通のパスポートを持つといろんな人達と繋がってい

けるようで、嬉しい限りです。 

ちょっといっぷく 



ちょっと一息  

 

ヤッタァー『第二回、長岡民話百物語』           古 沢 英 世 

 今年も８月２５．２６．２７日に聴衆約４００人を前にして会員と地域の民話の会の

人達の４４名が語り、大好評を得たことは大変喜ばしいことでした。 

 この間、出来上がったＤＶＤを見ながら、つい、昨日の様に思いだされました。 

そして、皆様の上手な語りに感心し、はたまた自分の姿を見ながらタラリ、タラリと脂

汗を沢山流したのでありました。 

私は今年２年目でやっと少しは慣れてきましたが、照明に照らされ、大勢の前で語るこ

とには、まだまだ時間が必要である。 

来年の話をすると『鬼が笑う』と言うが、笑われても『継続は力なり』である。『石の上

にも３年』！次は３年目である。『今よりも一歩前へ』のキャッチフレーズではないが、今

から題目は何にするかを頭の隅に置き楽しみに頑張りたいと思っている。 

なお、当日の打ち上げ後の飲み会の場では、昼間の緊張も解け、程良いアルコールの酔

いも加わって、大人のための『裏民話百物語』の盛り上がりは、大変楽しく『民話』の奥

深さと広さを改めて感じた次第です。 

日頃、真面目な人のコケティッシュさと多面性を知り、またまたこの『長岡民話の会』

の魅力に惹かれました。 

『当会』と『地域の沢山の民話の会』の益々のご発展を楽しみにしております。 

いきが、ポーンとさけた。 

 

 

 

あったてんがな長岡民話百物語 「どきどき２番バッター」  岡 崎 玉 枝 

赤々と燃える囲炉裏の火。鍋の中は何だろうと思わず鍋の蓋を開けてみたくなる市民

センター地下広場。亜美さんが語り出した、亜美さんの話が頭の中を素通り。ローソクが

一本消された。月見草の嫁を語り出す、あれれれ？何か抜けてしまったー。汗をかきつつ

ローソクを消した。他の人の語りに心残しつつ会場を後に帰りの車の中は、今日の反省や

ら次に語る話をテープで聞くやら、反省しすぎで前の車に接近しすぎるやら。 

三日目、毎日一話ずつ語ることになったサルムコ、語り始めると声を出して頷いてく

れる、相槌を打ってくれる、笑ってくれると聞き上手に上手く乗せてもらい気持ちよく語

ることが出来た。お客様に感謝です。聞き上手としてもこのようになれたらな！ 

語り婆さんとしては見た目は十二分に備えていると思いますので内側（語り）が追い

ついていけるように時々は置いて行かれないように会の皆様の洋服の裾などつかんでしま

う場合もあるかもしれません。が、これからも仲間として宜しくお願いします。 

忘れてはいけません。素敵な会場作り、有り難う御座いました。 

 

 

発行者：長岡民話の会 

連絡先：０２５８（３４）５２４０（安部） 

 


