
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏だ！祭りだ！昔話だ！いよいよ暑い夏がやってきました。長生橋の上に上がる三尺玉。今年は新作花

火も打ち上げられるとのこと。見事な花火を見ながら、枝豆をつまみに冷たいビールをぐいーっと！これ

ぞ日本の・・いいえ長岡の夏ですね。私たちの語る昔話も長岡の花火のように、聞いてくださる皆様の心

に残る大輪の花でありたいものですね。さて、お待ちかねの会報をお届けいたします。この夏以降も胸の

高鳴るようなイベントが盛りだくさん！夏バテしないようにお気をつけ下さいね（千） 

 

 

 

☆活動報告と活動予定： 

日程 内容 

◎4／26（土） 

第 5 回総会 

会場：阪之上コミュニティセンター 

・出席者 21 名 委任状 10 名 欠席 9 名 

◎6／15（土） 
第 3 回聞いてくらっしゃい越後の昔話 

会場：アトリウム長岡 

・伝承語り部さん 5 名の語り 

○8／28（木），29（金），30（土） 

第 3 回長岡民話百物語 

会場：長岡市民センター（地下広場） 

・長岡市・長岡市教育委員会後援決定！ 

○9／13（土），14（日） 
新潟県民話語りグループ連絡協議会総会 

（於：佐渡中央文化会館「アミューズメント佐渡」 

参加申込７/31（木）迄 担当：高橋・安部 

○11／9（日），10（月） 
会津民話の会との交流会 

※前回のお知らせと日程が変更になりましたので参加希

望者は要確認のこと！担当：高野・姉崎 

 

☆新企画： 

平成 20年度 長岡市地域子ども元気塾助成事業の決定により「子ども語り部養成講座」 

が開催されますので会員の皆様のご協力をお願い致します。詳細は後日お知らせする予 

定です。 

 

☆例会日程（変更） 

・８月１３日（水）→ ８月６日（水） に変更になりました。 

－長岡民話の会－会報第９号 平成 20 年 7 月発行 



昔話の森（八） 

『波多野ヨスミ女昔話集』を読む          高橋  実  
 

ずっとわが書斎に置かれていた『波多野ヨスミ女昔話集』をこのたび、じっくり読んでみた。この本

は編集者の新発田の故佐久間惇一さんから手に入れたものだった。昭和 63 年 2 月発行とあるから、今

からもう 20 年も前のことである。その頃、日本民俗学会に参加したとき、会場で渡されたことを覚え

ている。 

その時以来、この本は書棚におかれたまま、じっくり最後まで読む機会がなかった。なにより、本の

中の新発田弁に辟易してしまって、途中で投げ出してしまったのである。 

「とんとんむがしがあったでん、のう」という語り出しも、「むかし」を「むがし」と濁音化する。「そ

の人
ふと

は、なんぼが戦に強うで、そうして、一生懸命になって、勝ってばがいたども、父の頼朝ににぐま

ってのう」。「ひと」が「ふと」に、「強くて」が「強うで」、「勝ってばっかりいたろも」が「勝ってば

がいだども」、「憎まれる」が「にぐまって」と発音する文字化にかなり抵抗があって、読みにくかった

ためもある。次のように初めて聞く方言もあった。 

１、それ、じょうしき長虫だかも知れねさがね  ２０５頁 

２、爺さの軒下ね、キツネよすぼうて（たたずんで）だでがのう ２１４頁 

３、ある山の村ね、ひんどう、馬そだでるに上手な家の衆があったでがの。 ２４６頁 

しかし、そうした読みにくさが読み進むうちに次第に消えて、この本は昔話の宝箱という感じがする。

Ｂ5版、805頁、８ポ活字三段組み、その収録昔話数は、619話、400字詰原稿用紙にして実に 3400枚

の膨大なものである。読み終わるまで膨大な時間がいる。 

それにしても、この話を頭に入れていた語り手波多野ヨスミさんの記憶はどうなっているのだろうと

思う。そして、この本を自費で出版しようとした編集者佐久間惇一氏の努力には敬服するばかりである。

個人の昔話集でこれだけの量を集めた本を見たことがない。 

波多野ヨスミ女は、明治４３年 8月 27日、北蒲原郡松浦村八幡[現新発田市]に生れる。伊花幸三郎・

ミスの次女。20歳で豊浦村切梅波多野家へ嫁す。水沢謙一氏が昔話の話者を探していることを知り、手

紙を出す。昭和 40年 12月、水沢謙一氏の訪問を受ける。昭和 47年、佐久間淳一氏の訪問を受ける。

51 年水沢氏の波多野女の語る『ばばさのトントンムガシ』野島出版。昭和 51 年から録音開始、54 年

11月まで 624話採録。昭和 55年 5月 12日死去。69歳だった。 

波多野ヨスミは、小さい頃から昔話を聞くのが大好きだった。特に父幸三郎からたくさんの話を聞い

て育った。幸三郎は台所や炉端でムシロや俵を編んでいて、そこが昔話の聞く場所となった。そして、

小学校を卒業して裁縫の師匠からも聞いた。こうしてみると、ヨスミは小さい頃からシャワーを浴びる

ように様々な人から昔話を聞いて育った。そして「昔話は聞くだけでは覚えられない。自分で語らなけ

れば」という信念で、いろいろな人に語ってきた。特に小学校のころ、友達同士でカタリゴチョといっ

て、昔話を語りっこした。ヨスミ女は、こうした機会を通して昔話を自家薬籠中のものに変えていった

のである。 

この本の巻末に昔話話型表がのっていて、水沢謙一氏の本にはない、関敬吾の『日本昔話大成』の話

型番号が載っていて、ありがたい。 

この原稿を書いている時でもまだこの本は 360話くらいしか読み進んでいない。すこしずつ大事にし

まったいた水飴を舐めるようにしてこの本を楽しみつつ読んでいる。 

 



 

伝説を楽しむ                         田 辺 昭 成 

 

先日の例会で「越後梨の由来」を語らせてもらいました。何十年か前に読んだ話を思い

出すままに昔話し風に話したのですが、早速、高橋先生からその話は「残雪伝説」で「雪

の伝説」という本にあるとの解説がありました。家に帰ってから本を探して読んでみると、

記憶のいい加減さに呆れかえるばかりでした。全くの我流で、伝説につき合っているとこ

んなものかと思うのですが、私流の楽しみ方を紹介します。 

「越後梨の由来」で私が思い出してイメージ（これは、その時の雰囲気で少しずつ変わ

るのですが）したのは、母の慈愛が中心で舞台は長岡市内です。そして、山の雪形が出来

るのは金倉山と云うことで設定しました。拘ったのは人名です。牛太郎の略称を「しろう」

にしたこと、成功してからは「牛ぞう」と村人が呼んだことです。長

岡では聞かれない話を作り上げてしまったわけです。 

「しろう」については何か意味がるあるのではないかと常々考えて

おります。「ナントカ四郎」は一見、愚者に見えながら不思議な力を

発揮するのです。有名なのは｢仙台四郎｣がありますが、長岡の中沢郷土史には「萬四郎」

が出て来て村の難儀を救います。「栄花物語」の中で四郎は大臣になるのですが、「牛ぞう」

について理由は解りません。一人前になると、名前の一字を取ってその下に「ぞう」をつ

ける風習があります。栄作は栄ぞう、茂は茂ぞう、純一郎は純ぞうですね。最初から、｢ぞ

う｣のある者は、晋三、「ぞう」を抜いて小僧時代は「シン」と呼び捨てです。「ぞう」には

敬語の意味もあるのでしょうか。 

駒形先生の定義に依れば、伝説は①信ずるものとして語られる。②具体的事物、事象と

結びついて語られる。③絶えず話の合理化、歴史が加えられる。④語り形式に定形はない。

でした。ここから①と②をはずしてしまえば伝説として成立なのでしょうが、固いことは

云わないで、辻褄の合わないのが伝説や昔話の良いところじゃないか、そこで話をどんど

ん膨らませたり、縮めたりと古代のロマンを想像の世界で楽しむのが近頃の私流です。 

例えば「夕鶴」の原話は、佐渡の民話からと作者は語っております。今では、山形の「夕

鶴の里」が本家のようになってしまったけれども「鶴の恩返し」の話は、国中どこにもあ

って御伽草子には「鶴女房」として記録されているのはご承知の通り。南陽市には、鶴布

山・珍蔵寺があってつるの羽根の織物が寺宝と聞けば、山形の話は伝説で佐渡の方は昔話

かと妙なところで感心したり、雁風呂（ガンブロ）に結びつけたり。 

さて、我儘な楽しみ方を押しつけるばかりでは申し訳ないので伝説の入門書を紹介して

置きます。柳田国男の｢伝説｣と｢木思石語｣が良いと思います。いずれも昭和初期の出版で

すが、定本の五巻に現代かなづかいで収録されています。 

雪の伝説については、正続と拾遺が二冊に分けて復刻され図書館にあるので一読下さい。 

 

 

いきいき☆活動報告 



ちょっと一息  

 

第三回 聞いてくらっしゃい  

語りつくし越後のむかしばなし 

柳 澤 か ず え  

６月１４日の朝、突然の大地の深呼吸。私は慣れっこになってしまったが、震源地の皆

さんは、さぞかしビックリしただろう。そんな思いで翌１５日に家を出ました。今日は五

人の語り部に恵まれ、とってもいい日だったなぁ。青木ノブさんの「ブツとガブとカメ」

は、日頃のうさを飛ばしてくれるような思いがありました。ノブさんの話術にひきこまれ、

つい、大声で笑ってしまいました。笠原甚蔵さんのキツネは「おそめさん」というんです

ネ。その名前にはちょっと新鮮なものを感じました。私の知っている動物たちは、ネコ、

犬、タヌキとそのままだからです。ちょっとうらやましくなりました。千喜良さんの語り

は力強さを感じます。強いはずのえんま様がちきらばあちゃんにはかなわない。そんな強

くやさしい語り部にあこがれてしまいます。山崎さん、いつもながらリズミカルな動物の

出没に「もう終わったの？」と聞き返したくなる程。そして、鈴木百合子さんの「松山鏡」

いいですネ。みんな「自分が一番」と思い込んでいる現代社会に釘を刺されたようでした。

私たちの語りのひだに包まれて育てば｢アキハバラ｣のような怪事件もなかったろうに…。

語りを絶やしてはいけないんだ。来年もまた、たくさん話を聞かせて下さい。 

 

 

 

第三回 聞いてくらっしゃい  

語りつくし越後のむかしばなし 

金 子  睦 

 この６月１５日にアトリウム長岡で「第三回聞いてくらっしゃい語

りつくし越後の昔話」の会がありました。山古志から青木ノブさん、

新潟から笠原甚蔵さん、南魚沼から千喜良キヨさん、小国から山崎正

治さん、鈴木百合子さんなど伝承語り部さんの豪華メンバーが遠くか

ら来て下さいました。どの話もとても面白かったのですが、「ツブとガ

ブとカメ」の話では失敗ばかりする息子たちに向かって「誰に似てみんなこうばかなのだ

ろう」という親に向かって｢そりゃ親に似たのだわさ｣と答えるところや「馬と茶釜と鯉」

の話できつねをだまして金を騙し取った男が文句を言いに来る金持ちに「貧乏は嫌だね、

狐にまでもばかにされる」と嘘をつくところなど、思わず笑いが出ていました。「閻魔様の

負け」や「松之山鏡」では、私たちが知っている「地獄見物」や「松之山鏡」と少し違っ

ていたけれど、それはそれで楽しく聞くことができ、やはり話は語り手のものだと感じさ

せていただきました。私たちが本で読んで覚えた話を語るのではなく、耳で聞いた話を語

るのはこのように生き生きと語ることが出来るのだなぁと改めて語りの楽しさに魅了され

ました。天候に恵まれたためもあり、多くの聞き手も集まり素晴らしい一日でした。 



第２回“新潟県民話語りグループ連絡協議会 佐渡大会“に是非 ご出席を！ 

１．期日：平成２０年９月１３日（土）午後１時～１４日（日）午後１２時４０分 

２．会場：佐渡中央文化会館 通称「アミューズメント佐渡」 

     所在地 佐渡市中原 234番地 1（旧佐和田町） 

３．宿泊：浦島（旅館） 

  佐渡市窪田 978-3（旧佐和田町） 

４．経費:会員参加費 1,000 円（会場費・ポスター・印刷・送料等） 

全日程（○大会語り○夕食と夜語り○宿泊と朝語り朝食○ミニ観光○湖畔語りと昼食） 

１）全日程参加コース（１泊３食 参加費共）     １４，０００円 

２）大会語り・夕食と夜語り・宿泊と朝食まで参加   １３，０００円 

３）大会語り・夕食と夜語りまで参加（参加費共）    ５，０００円 

４）大会語りのみ参加（参加費共） 

 

夜語りラインナップ 

（それぞれのグループに分かれて夜語りを楽しみます） 

①艶笑譚（笑話と艶話グループ ②子供に語る昔話グループ 

③ふるさとの伝説グループ   ④怪談・世間話グループ 

⑤越佐の『弥三郎婆』グループ ⑥部屋で自由行動グループ 

 

１３日（土） 

9:20 佐渡汽船新潟港出発（カーフェリー） 

12:40 会場「アミューズメント佐渡」着 

13:30 佐渡大会 開会 

 内容・県語り連会長 児玉宗栄先生による講演 

   ・各会の代表による語りや佐渡民話劇 

   ・“民話夜語り”としてテーマ別にグループに分かれて“語り”研鑽 

１４日（日） テーマ“佐渡の各地を訪ねてその地にふさわしい語りを聞く” 

6:30 早朝散歩 「犬神長者」を聞く 

9:00 出発 

湖畔語り 

11:20 昼食 

12:40 両津港発（カーフェリー） 

15:10 新潟港着 

 

５．参加申込先：高橋 実 方 県語り連事務局  

       〒949-5332 長岡市小国町上岩田 524-1 

  電話 0258-95-2340  FAX 0258-95-5034 

６．申込〆切： 平成２０年７月３１日（木）まで 

☆会員以外の方でももちろん参加出来ます。大勢の皆様のご参加をお待ちしております♪ 

あたしもひとつ

語ろうかねぇ 



会津民話のふるさと探訪と“会津みつ輪かたんべの会”との 

 

 

旅行日:平成２０年１１月９日（日）・１０日（月）２日間 

（※日程が変更になりましたのでご確認下さい。） 

会津みつ輪かたんべの会の皆様との交流と親睦会です！ 

お互いの語りを発表しあい、語りに磨きをかけ、会津の“うんめぇ、ごっつぉ”を 

いっぺぇこといただきながら大いに盛り上がりましょう！ 

ちょうど紅葉も見ごろを迎える季節です。一緒に秋を見つけに出かけませんか？ 

 

旅行日程 

９日（日） 

長岡駅東口発（8:30）＝＝中之島 IC＝＝黒埼 SA（乗車）＝＝磐梯熱海 IC＝＝野口英世記

念館（昼食） 

会津／建福寺(見学)＝＝芦ノ牧温泉（15:20頃）  お泊りは：芦ノ牧グランドホテル 

10日（月） 

ホテル（9:00）＝＝塔のへつり（見学）＝＝大内宿（見学・昼食）＝＝会津市内（見学）

＝＝会津 IC＝磐越自動車道・北陸自動車道＝＝中之島 IC＝＝長岡駅東口（18:00頃） 

 

 

参 加 費：３０，０００円（バス・昼食・宿泊費を含む） 

申込〆切：平成２０年９月１０日（水）（担当：高橋 実、姉崎 功、高野フミ） 

     ２０名以上のお申込みをお待ちしております。 

 

 

□新潟テレビ（TENY）新潟一番！“むかーしむかし あったとさ”（毎週月曜日放送）に 

４月２８日より５週にわたって出演しました。 

１週目：「苧引き型兜城」 青栁保子 

２週目：「うぐいす浄土」  田辺昭成 

３週目：「田掻観音」   安部昌江 

４週目：「八百比丘尼」  倉地祐子 

５週目：「大阪屋の嫁」  熊倉幸子 

４月１９日越後丘陵公園ふる里の古民家で“むかーしむかし あったとさ 長岡に伝わる

伝説”の収録が行われました。五人の方々のすばらしい語りにすっかり引き込まれ、「あっ

たてんがの」で始まるあったことか、なかったことかはっきりしないお話と違い「あった

そうですよ」という伝説の不思議さにはまってしまいました。 

語られた方達は、伝説のおもしろみと同時に大変さも味あわれた様です。ご苦労様でした。 

                                  （大貫 記） 

 

発行者：長岡民話の会 

連絡先：０２５８（３４）５２４０（安部） 

 


