
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、お元気でお過ごしでしょうか？この頃各地の地震、大雨、水不足など様々なことが伝えら

れてきます。どれも他人事とは思えないことばかりで心が痛みます。でもこんな時こそ、知恵を出

し合い、寄り添って乗り切っていきたいですね。私達の語る昔話には、その知恵や労りのヒントが

たくさん詰まっています。誰の心にもある優しさと慈しみ、そして、時には厳しさを昔話で伝えて

いきたいものですね。それでは会報をお届けいたします。今回は特大号です！どうぞお楽しみ下さ

い。（千） 

 

 

 

 

 

 

☆活動報告と活動予定 

日程 内容 

Ｈ２８年１月３０日（土）～ 

          全７回 

長岡民話語り入門講座 

長岡さいわいプラザ 

４月２３日（土） 
第１３回長岡民話の会総会 

出席２９名（委任状８名、欠席７名） 

５月２９日（日）・３０日（月） 第９回県連総会 佐渡大会（参加：１２名） 

 

学校関係ボランティア 

６月 １日（水）：長岡市教育センター 

６月１３日（月）：青葉台小学校 ５．６年生 

６月１４日（火）：青葉台小学校 ３．４年生 

６月１５日（水）：青葉台小学校 １．２年生 

上記以外に高野さんがずっと続けていらっしゃる上川西小学校（学童保育）他、 

多地域からの要請があります。 

 

１０月２４日（月）・２５日（火） 

長岡民話百物語 

会場：アオーレ長岡 市民交流ホールＡ 

参加〆切：８月３１日（水）まで 

定例会 

月２回（第２水曜日、第４土曜日） 

時間：１３：３０～１５：３０ 

会場：さいわいプラザ ３階 

※都合で借用する部屋が違う場合があります。 

プラザの掲示板でご確認下さい。 

 

   

 

 

 

－長岡民話の会－会報第 25 号 平成 28 年 7 月発行－ 



昔話の森 （23） 

 

昔話の地獄・極楽                  高 橋  実 

昔話の中に地獄・極楽が登場する。その地獄の裁判官が閻魔様である。両脇には青鬼・赤

鬼を従えている。水沢謙一著「とんとむかしがあったげど 第２集」には「うそこきさざな

み」の話が載っている。地獄の閻魔様は娑婆でうそこきしているさざなみの話を聞いて、地

獄へ連れてくるように命じる。閻魔様はさざなみに向かって、娑婆でうそこきしている奴の

舌を抜くと命じる。さざなみはうそのこきおさめにうそをこかしてほしいと願う。閻魔様は

お前のうそがほんとうなら、娑婆に帰してもよいと許す。さざなみはそうしたらうそが本当

なら、あべこべに閻魔様の舌を抜くよいかという。閻魔様は「さざなみ大きいウソを言うた

な」と舌を出して笑う。するとさざなみは、閻魔様の舌をぬいて娑婆へ戻ってしまうという

話である。さざなみの最後のうそというのが、本当のことだった。それを信じない閻魔様が

さざなみにやられてしまう。 

山崎正治さんの「地獄荒らし」という話は、医者と山伏と軽業師が地獄へやられそうにな

るが、それぞれの特技を用いて地獄から抜け出してゆくという話である。そういえば、粕川

クラさんの「鬼の笑い」も閻魔様と鬼が出てくる。鬼を笑わせれば地獄から極楽へ帰してや

るという閻魔のことばに来年の話を鬼に仕掛けて鬼を笑わせる。そして主人公は地獄行きを

まぬかれる。 

ネットでは、「人参と欲張り婆さん」という話も紹介している。 

地獄へ落ちた欲張り婆さんに閻魔様がなにかよいことしたことはないかと聞く。婆さんは

娑婆にいたとき、腐れ人参を乞食にやったという。閻魔様は心を入れ替えたら極楽に戻して

やると、人参を極楽から下げる.婆さんはそれにすがると極楽に向かって上がってゆく。下を

見ると婆さんの足に大勢に人間がつながって上がってこようとする。婆さんは「大変だ。離

せ離せ」と叫ぶと、腐れ人参がブツッと切れて婆さんもろとも下に落ちてゆく。閻魔さまは、

やっぱり悪人は立ち直れないなあと嘆く。芥川龍之介の小説「蜘蛛の糸」の話は、この話が

ヒントになっていないのだろうか。 

落語の「地獄八景亡者戯れ」の昔話の「地獄荒らし」に似ている。三途の川渡り、賽の河

原、六道の辻、閻魔の庁などおなじみの地獄の風景が、登場人物が入れ替わりつつ描写され

る。閻魔大王の裁定により、一同の中から 4人の男が地獄行きとなり、後半はその 4人と地

獄の鬼や閻魔の話である。4人が 4人とも曲者揃いで、あれやこれやの手を使って鬼たちを

困らせる。針の山や血の池のある地獄とは、すぐ極楽のそばに存在しているのではないだろ

うか。 

「日本人にとっての死後の世界は、地獄と極楽といった相反する二元的世界ではなく、地

獄の苦と極楽の楽と同居する世界といえるのかもしれない」（五来重「鬼むかしー昔話の世界

―」）と五来は言っている。



 

 

 

 

白狐の怪                       高野 フミ 
 

あったてんがの。長岡の東方、森立峠の頂上に近いところに たった一軒ポツンと置き忘

れられたように家が建てられていたでんがの。 

この家はの、峠を越して行く人を休息させる茶店での、主人は猟師を稼業とし、妻が店を

守っていたんだと。 

ある烈しい吹雪の夜のことでした。冬ともなれば、往来する人も稀になり、まして訪れる

人もない、山頂の一軒家だ。おかみさんは、うす暗い行灯の下でお歯黒を染めていた。 

ビュービュー、ゴウゴウと外はもの凄い風で、時々メリッ、ポキーンと木の枝が折れる音

がする。破れ障子の髪がブルーッビューッと震えてミシミシと音がする。ズシーン、ドウド

ウと茅葺き屋根からづれ落ちる雪の地響きも身体に感じられて物凄い。この恐ろしい吹雪の

夜の一軒家も、もう何年もここに住み馴れてみればそれ程にも感じない。おかみさんは、や

っとお歯黒を染め終えて「まあ何て今夜は寒じるんだろう」とひとりつぶやきながら、囲炉

裏に薪をくべ足した。 

夫は、軽井沢村まで「よい博打が立ってるから一儲けして来る」と言って今朝方出かけて

行って留守である。いくら馴れていても一人ではさすがに何となく寂しい。物凄い木枯らし

を聞かせながら寒い冬の夜は次第に更けていった。しかし、夫も帰宅するかもしれない。何

年も雪の中に住み馴れた猟師稼業だ。こんな吹雪で帰れぬような人ではない。しかし、大し

て当てにもならぬけれども心待ちに夫の帰りを待ちながら、おかみさんは所在ないまま囲炉

裏の火を火箸でつつきながら温まっていた。 

すると、今の時刻にして、十時を過ぎると思われる頃。ガラガラと外の風の音に交じって

誰やら戸を開ける音がして、頬かむりした一人の男が黙ったまま、ぬぅーっと入ってきた、 

おかみさんは戸の開く音を聞いて、夫が帰ってきたなと思って顔を上げた。囲炉裏のたき

火の明かりに照らし出されたのは、しょんぼりと不機嫌そうに下を向いた夫だった。 

夫は無言のまま、おかみさんの向かい側の炉端にあぐらを組んだが、頬かむりした手拭い

は取ろうともせず、懐手のまんまだったので、おかみさんは、少し変な気がしたけれども服

装は、全く夫と同じ着物の縞柄までそっくりそうだった。 

夫はこれまでよく勢い込んで「どれ一儲け」と期待して行っても志と違って、帰った時は

大概こういう不機嫌な様子で来たから、これは大して珍しいことではなかった。 

おかみさんは、「やっぱり時化だったんだな」と思ったが、それにしても普段は軽口の夫が 

「おかんなさい」と言っても「うむ」とさへも返事しないのはどうも少し様子がいつもと違

うと思った。 

そこでおかみさんは、囲炉裏の火を行灯の芯に移そうと思って、付け木に火を付けようと

すると、夫は初めて慌てた様で、「いや、つけなくていい」と妙にしわがれた声で言った。 

けれどもおかみさんは構わずに行灯に火を灯してよく夫の様子を見ようとしたが、どうし 

たことか、いつものように行灯が明るくない。灯芯を掻き立てても油はまだ充分にあるの

に少しも明るくならないのだ。おかみさんは、あきらめて「首尾はどうだったんだねぇ、お

長岡の伝説 （第 6 回） 

） 



前さん」と話しかけてみた。すると怪しげな夫は、「ふぅ～ん」とけものが呻くような声を出

した。おかみさんは重ねて聞いた。「えー、今夜はどうだったのさ」。しかし、夫は依然とし

て変な声を出して、「むむむー」というばかりだ。いろいろ変に思ったおかみさんが囲炉裏の

火を掻きたてて、その光で頬かむりの中を覗き込もうとすると、ついと顔をそむけてしまう。

「一体、どうしたってのさ。ねぇ、おまえさん。」と言って、おかみさんはしんしんと降る雪

のせいばかりでなしに何かしらブルブルとおののいた。 

とうとう、おかみさんは決心をした。火箸で囲炉裏の火をほじくる振りをしながら、いき

なり火箸を振り上げて頬かむりの手拭いを振り落とそうとした。しかし、一瞬早く男が素早

く頭をかわし、火箸の先は手拭いの結び目を解いた。その瞬間、手拭いで隠されていた顔が

明らかに夫でないことを見抜いたおかみさんは、思わず「あっ」と叫んだ。 

この叫び声を聞くと、ひとしく怪しい男は、「おのれ。見たな。それ程見たくば見せてやる。」

と不気味に濁った不明瞭な叫びを発すると同時にパッと手拭いを払いのけると立ち上がった。 

脱ぎ捨てられた手拭いの下から現われたのは夫とは似ても似つかぬ男で、顔をおかみさん

の方に向けるとクワッと目の玉が飛び出るかと思うほど大きく目を開いて睨み付けた。 

この時、囲炉裏の火が勢い良く燃えだした。見えた男の顔は見るも恐ろしく、形は人間で

あったが、耳まで裂けた真っ紅な口、三角の目は蛇のようにぬらぬらと青く光っていた。 

あまりの恐ろしさにわなわなとして腰を抜かしかけたおかみさんの目に怪しい男の耳が、

急に伸びたかと思うと、見る見る頭よりも高く、にゅーっと上に出た。額まで振り乱した髪。

ニョキニョキと鈎のように鋭く尖った三角の爪。これは人間ではない。怪物だ。 

気が遠くなりそうなおかみさんに怪物は、突然呻くとも笑うともない奇妙で異様な「うふ

っ、っ、う。」という叫びを発しながら、ぢりぢりとおかみさんに迫ってきた。おかみさんは

金切り声をあげて助けを求めたが、その声は寒風に流されて消えてしまった。怪物は、三角

爪の生えた右手をサッと挙げたかと思うと一寸刻みに迫ってくる。 

おかみさんの命は今や風前のともしび。この時、おかみさんの脳裏をかすめたのは、妻の

身が危機に瀕していることを帰宅途中に知った夫が雪の中をまっしぐらに駆けてくる姿だっ

た。がらりっと戸を蹴散らすように開けて怪物の背後から一撃する光景だった。「逃げろっ！

早く逃げろ！あぁ、危ない。」 

目の前の怪物は、更に飛びかかろうとして左手まで挙げた。敵に後ろを見せては危険と思

い、おかみさんも必死にぢりぢりと後ずさりをした。しかし、ふぅ、ふぅと息をする度に、

怪物の顔は、次第次第におかみさんに近づいてくる。怪物が一歩ずいっと前に出た。はっと

して息つく暇もなく、おかみさんも後ろへ退く。そして、「た、助けて！」、「ふっ、ふっ、ふ

っ」だんだん追い詰められて二人の間隔は僅か四尺ばかりになった。 

山の中に住んで、常に猛獣や毒蛇の襲撃を体験しているおかみさんには、「四尺の間隔さえ

あれば、攻撃をかわしてかわせぬことはない。」という自信があった。だから、怪物との距離

も絶対に四尺を一分でも縮めないようにしようと思っていた。 

「あと、一尺しかない。早く夫が帰ってこないか」と儚い空頼みを唯一の力にして、とも

すれば折れてしまいそうな勇気を辛くも持ち続けていた。ぢりっ。怪物がまた一歩前に出た。

そして、続いて更にもう一歩。猫がねずみを弄ぶような態度を棄てて、いよいよ飛びかかる

つもりになったらしい。 

震えおののく足を踏みしめておかみさんは一歩、続けてもう一歩後ろへ下がろうとした。 

途端に、体が後ろの壁に突き当たった。万事休す。  



もう一歩も下がることはできない。怪物との間隔は、もう三尺に縮められてしまった。 

怪物の鋭い爪が光っている。囲炉裏の火も細くなり、あたりは暗さを増した。戸の隙間か

ら吹き入る風に怪物の乱れた髪がバサバサと動く。 

「ここで相果ててしまうのか。夫はついに帰らなかった。あぁっ。」とおかみさんは入口の

土間にちらっと目を走らせた。 

その時、目に入ったのが何時の頃から置かれてあったのやら忘れてしまったが、茶店の土

間の片隅に鎮座していらっしゃる石の地蔵様だった。 

この地蔵様は、人の話によると大層ご利益があらたかなのだそうで、雨のない時分には、

随分方々遠くから地蔵様を拝みにくる者が多く、そのためにこの茶店もそのご利益を被って

いるのだが、紺屋の白袴で肝腎の茶店夫婦は大して信心深くもなかったのでおかみさんは平

素人々が話す「どんな困った時でも『お地蔵様お願いいたします。何とぞお助け下さい』と

三遍言って頼んだら。ご利益は立ちどころだ」ということも上の空で聞き流し、さほど信用

もしていなかったが、この急場に地蔵様が目に入ると“溺れるものは藁をも掴む”、“苦し

い時の神頼み”ということもある。 

粗筵を蹴って牙をむいて怪物が躍りかかった、その瞬間。 

「お地蔵様お願いします。」とおかみさんの口をついて出た悲鳴に近い言葉が三度繰り返し

て唱えられた。 

壁を背に、横倒しにドッと尻もちついて、怪物の爪を避けながらおかみさんの目に映った

のは、慈悲忍辱の御手に錫杖を振り上げられている地蔵菩薩のお姿であった。「ギャッ」と谷

間にこだまする悲鳴にも似た叫びと共に、人がたの怪物はたちまち本性を現して八尾の大白

狐となり、さーっと天井近くの採光窓を蹴破って吹雪の戸外へ跳んだ。 

「ほっ」と安堵の嘆息をはくと呼吸も荒々しく、しばしの間おかみさんは、全身の震えと

激しい胸の鼓動が止まらなかった。助かったという喜びも寒さを感ぜず、動くことさえもで

きないでいた。寿命が十年も縮まったような気がした。 

そのまま夜を明かしたおかみさんは、朝の光と共にやっと生きた心地がしたのであった。

留守中の我が家の出来事を神ならぬ身に知る由もない夫は、一夜を軽井沢村で明かして、翌

朝昼近くになってやっと我が家の敷居をまたいだ。家の中では、まだ宙を凝視したまま、話

しかけても碌に返事出来ず、寒さに震えながら虚ろな瞳をしている妻を発見して驚いた。 

ようやく、人心地のついた妻が語る昨夜の恐怖を知った夫は、さすが肝っ玉の太い猟師渡

世ではあったが、肌に粟を生じ、同時に夫婦共々改めて土間の片隅に鎮座在す地蔵尊に対し

て端座瞑目、合掌して感謝の祈念を捧げたのであった。 

今も夕陽に赤々と白雪を染めてそびえ立つ、あの平和そのものの様な森立峠に今は昔、そ

うした怖ろしい雪の夜語りがあったのである。 

越後の国 雪の伝説  鈴木 直  著 

 

 

 

 

 

 



 

「あったてんがの」にどっぷり（新潟県民話語り佐渡大会に出席して）  

藤田 利子 

 当会に入れていただいて２ヶ月。民話語りという新しい楽しみが出来ました。先輩方の背

中を見ながら学んでいきたいと思っています。よろしくお願いします。 

 快晴に恵まれた５月２９日、少し汗ばむ陽気の中、船はすべる様に一路佐渡へ…。県民話

語り佐渡大会へ参加してきました。全てが始めてづくしの私は、たくさんの語りが聞ける期

待感でいっぱいでした。 

大会スローガンの「やさしさ、生きる勇気、ゆたかな心を育てる民話語り」の文言が特に、

現代の豊かな生活で忘れているものを民話から…なのだと心に響きました。 

 大会は、オープニングの民話狂言「お神酒天狗」で笑いと和やかな雰囲気につつまれなが

ら、各団体代表の民話語りに入りました。語りはすぐに観客を惹きつけ、まるで一人芝居を

見ているようなアッという間の楽しい時間でした。方言もイントネーションの違いで表情が

変わる面白さも感じました。 

 その中で、何人かの語りの時に、語り始めるとすぐ「さーんすけ」（私にはそう聞えたので

す）と声が会場からかかるのにびっくり！！ 

（定例会でそれが合いの手だと教えて頂きましたが。）語り手と聞き手が一体となって、話が

進められるのでしょうが、初めて聞いた私は、何となく違和感を覚えました。 

 当会からは、倉地祐子さんが「山中雪夜の怪」を語られましたが、味のある声と語りで語

るほどに怖～い世界へ…。さすがでした。 

 夜の交流会は、鬼太鼓で幕が上がり、迫力ある舞に大拍手！！やはり佐渡へ来たら鬼太鼓

ですよね。鬼達が、会場を回ってサービスしてくれたり、記念撮影もＯＫで、楽しみました。 

山のようなご馳走でお腹を満たしながら、他の団体の方々とも交流。さすがに夜語りは３部

屋回れず残念でしたが、皆さん語りにぴったりの雰囲気をお持ちの方ばかりでした。 

３０日は半日佐渡観光で、ガイドの案内で歴史の重みを感じる妙宣寺、大仙神社、清水寺

と回りました。途中、案内されたのは樹齢千年余りという銀杏の巨木で、その下で大岩みど

りさんという方の語りがありました。銀杏の木の精が若者となり、夜ごと娘の元を訪れ、心

を通わせ幸せな時を過ごすが、最後は別れさせられるというお話でしたが、皆さんも窓を明

けておくとステキな若者が来るかも？と夢を投げかけて終わりました。百話の語りを目指し

ているというみどりさんの語りは、木の精そのものだと感じました。 

あの時、拾った銀杏の葉は、私にも夢を見せてくれるでしょうか？ 

 午後は赤泊民話の会が用意して下さったマイクロバスで各地を案内して頂き、バスの中で

もみどりさんの「蝶ねえ」という長い語りを聞かせてもらいました。 

蝶が美しい娘となって、若者と夫婦になる話ですが、こんなに長い語りをどうやって覚える

んだろうと新人の私は思ってしまいました。その後、ステキな昼食会場に席を移して、他の

３名の方からも語って頂き、本当に有り難いことばかりでした。 

見学先の赤泊では、赤泊民話の会の大天狗、小天狗のお二人にもすっかりお世話になりま

した。２日間で２８話程の語りを聞かせて頂き、どっぷりと「あったてんがの」に漬かった

楽しい時間でした。役員の皆様に感謝です、ありがとうございました。 

いきいき☆活動報告 



 

長岡民話かたりべ入門講座のまとめ（実行委員を終えて）    今井 淳子 

 

 講座を開こうと決めてから、助成金を受けるための手段、テキスト作成や講座内容の組み

立て等々、準備はなかなか大変でした。どのくらいの受講生が集まるかと不安でしたが、な

んと３８名もの応募がありました。 

 いよいよ当日。講義の内容はもちろん奥深いものでありながら民話の本質をやさしく、解

いており、講師の方々の知識の多さに敬服です。受講生も皆、熱心に聴き入り、笑いあり、

質問ありで、質の高い時間を共有できたように感じます。 

 追加で準備した４月２日の発表会では、１３名の発表があり、それぞれが個性豊かに表現

され、何よりも民話を心から愛し、それを伝えていこうとする気持ちが伝わりとても嬉しく

思いました。 

また、発表会の最後に受講生の西村有紀子さんから“南京玉すだれ”を披露して頂き、会場

は一層和やかで、心豊かな気持ちで修了となりました。 

「もう少し広い部屋が良かったぁ」とか「もっと、多くの会員の方達に語ってもらえば良か

った」など反省点もありますが、講座の行程が実りある内容であり、参加者に喜んでもらえ

たことは良かったと思います。 

それも、講座に携わった会員が何の不満も言わず、アイデアを出し合い、協力したお陰で

す。長岡民話の会の底力には、今さらながらびっくりしました。実行委員として、感謝の気

持ちでいっぱいです。 

６回の講座の中で、私が特に印象深かったのは、山東村伝さんのご講演（３月２６日）で

した。内容も素晴らしく、洒脱なその語り口に魅了されました。また、今後の私達の目指す

道について、とても参考になるものでした。 

 それから嬉しいことに、この講座から新たに１１名の方達が会員に加わる事となりました。

ますます長岡民話の会も活気溢れる会になっていくことと思います。 

 

 

講座内容： 

月  日 内  容 出席人数（会員出席数） 

１月３０日（土） 民話語り入門 ３１名 （１７名） 

２月 ６日（土） 民話の笑い ２７名 （１６名） 

２月２０日（土） 子どもに語る時 ２４名 （１４名） 

３月 ５日（土） 理不尽な昔話を語る ２２名 （１３名） 

３月１９日（土） 地元に伝わる伝説 ２２名 （１５名） 

３月２６日（土） 伝承の語り手と新しい語り手の語りの座 ２２名 （１６名） 

４月 ２日（土） 発表会 ２０名 （１３名） 

 

 

 

いきいき☆活動報告 



４月２日発表会演目： 

 演 者 演 目 

１ 柳  春夫さん かいもちとぶなや 

２ 今井 武弘さん 月の夜ざらし 

３ 芝 フサ子さん もくず長者 

４ 佐藤眞知子さん 草かった 

  仁王様の膝つき池 

５ 外山 種治さん エノキの秘密 

６ 渋谷 範子さん 便所の神様 

７ 八木 千代さん 離縁状 

８ 長谷川早苗さん ボタとカエル 

９ 大川美代子さん くわず女房 

10 西村有紀子さん 天福地福 

11 渡辺 昌子さん カニカニコソコソ 

12 藤田 利子さん しゅうとめとよめ 

13 藤田 春美さん てんぽこき 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者：長岡民話の会 

連絡先：０２５８（３４）５２４０（安部） 

 

新入会員の紹介： 

・今井 武宏さん（長岡市草生津）   ・佐藤眞知子さん（長岡市 浦） 

・渋谷 範子さん（長岡市高町）    ・武部 アヤさん（長岡市堤町） 

・長谷川早苗さん（柏崎市北条）    ・藤田 利子さん（長岡市寺泊） 

・藤田 春美さん（長岡市寺泊）    ・八木 千代さん（長岡市柿町） 

・柳  春夫さん（長岡市鳥越）    ・山崎日出子さん（長岡市与板町） 

・渡辺 昌子さん（長岡市深沢） 

新しい方も加わって賑や

かになりました。皆さん

大いに語りましょう。 


