一字 に魂 を込め ︑奔 放な 筆の修 練に 励む 七兵衛
メール 全盛時 代です︒ 手紙な ど書く人 は︑ほ とんど いなくな りまし た︒まし て筆で 文字
を書く 習慣は 化石に なってし まい︑ せいぜい 小・中 学校の宿 題だっ たぐら いしか想 い出は
ない でしょう ︒
たま に現代 書道展に 行きま すと︑絵 か文字 かさっぱ り区別 がつか ぬ︒なか には墨 の壷を
紙の 上でひ っくり返 したの か︑猫 の足に墨 をつけ て走り回 らせた のか・・ ・と思 われる変
て こな書が ︑金賞 になって います ︒解説の パンフ には屁理 屈が並 べてあ りますが ︑あほ ら
し くなって きます ︒
昔の方はお上手です︒日本の文化の根源は ︑﹁書﹂にあると言っていいほどです︒それ
とうふう

で 今号か らしばら く大坂 で活躍 した書道 の名人 たちを紹 介しま す︒
し

ず ま
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名人とい えば︑ 誰もが小 野道風 や弘法大 師を思 い浮か べますね ︒とこ ろがそれ 以上だ と
評判にな ったの が︑佐 々木志頭 磨です ︒風変わ りな名 人気質の 持ち主 だった ため︑エ ピソ
ードも 多い人物 です︒
彼は元和５年︵１６１９︶︑京都の書家佐々木専念の長男に生まれました︒通称七兵衛︒
歳のとき父専念が病死︑しっかり者の姉しづが育て ︑﹁佐々木流書道を継ぐのはお前し

ゆうひつ

ちに ︑蛙の 子は蛙︑ いつし かほうき で白砂 に字を 書いては 消し︑ 消しては 書くい たずらを

にし て︑力づ くで竹 ぼうき を持たせ ます︒ やけくそ になっ て竹ぼう きを振 り回し ているう

あほ らしくな ってサ ボってい ると︑ 力持ちの 園丁︵ 庭の手 入れをす る職人 ︶がはが いじめ

えんてい

広い神 苑です ︒玉砂利 を清め るだけ でも重労 働︑何 度掃いて もすぐ 落葉がた まりま す︒

の庭園 ︶を清 掃するよ う命じ ました︒

好きな ように書 け﹂と いったき りそっ ぽを向 き︑大き な竹ぼ うきを与 えて毎 日神苑︵ 神社

しんえん

気の毒になって七兵衛をひきとってくれましたが ︑﹁字は教わるものではない︒自分で

敦直に泣 きつき ました︒ 彼は朝 廷の祐 筆︵公用 の文書 を書く役 職︶も 勤めた名 人です ︒

あつなお

す っかり 手を焼 いた姉し づは︑ 亡父の知 り合い の賀茂神 社神職 で﹁賀 茂流﹂の 書家藤 木

読めたらええ︒わざと分かりにくい字を書いているやつには︑腹がたつ﹂とひねくれます︒

大きくなると七兵衛はますます姉に反抗し︑怠けるどころか遊興にふけり︑﹁字なんか

心 の中では 姉に感 謝してい たのか も知れま せん︒

ら彼は︑雅号を志頭磨︵私の書は姉しづによって磨かれたとの意味︶とつけていますから ︑

七兵 衛は︑ 姉の顔を まっ黒 に墨で塗 りつぶ すほどの 不仲と なりま す︒しか し偉く なってか

その せいか姉 弟げん かばかり ︒とう とう無 理に筆を 持たせ ようとす る姉を 押さえつ けた

かお らぬ︒が んばり なさい﹂ と︑毎 日お尻を ひっぱ たいて勉 強させ ます︒
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楽し むよう になりま す︒志 頭磨の 書が太く て大き いのは︑ 出発が 七兵衛時 代のこ のいた ず
ら にあった からで す︒
あ る日︑敦 直は竹 ぼうき をとりあ げ︑紙 と筆を持 たせ︑ 本格的な 賀茂流 書道の 教授を始
め ました ︒そのき びしい こと︑き びしい こと︒ 午前３時 にたた きおこし ︑漢字 １字を百 回
書けと命じます︒そのなかに敦直の気に入った字がひとつもないときは︑﹁七兵衛︑お前

みん

手を抜い たな︒ どれにも 魂がこ もって おらぬ﹂ と叱り つけ︑夕 食まで 食事を与 えませ んで

げんしようるいて き

字 ほど合格 するよ うになる と敦直 は︑明︵

だ し初めは はやら なかった らしく ︑各地 に彼に関 するエ ピソード がかな り残って います か
ら ︑放浪 の旅を重 ねたよ うです︒ そのひ とつを紹 介しま す︒
江 戸に滞 在してい たころ ︑幕府の 重役が ﹁将軍 さまは書 がお好 みじゃ︒ わしが とりつい
で やる︒ 軸を献 上しろ﹂ と命じ ました︒ ところ が志頭磨 はなか なか筆 をとりま せん︒ やい

思わず 感嘆の 声をあげ ました ︒

か﹂と︑刀に手をかけようとしますが︑側にいた幕府の祐筆たちはその見事なできばえに︑

なん と軸 には ︑﹁平﹂ の１ 字だ け書 かれ てい たの です ︒﹁おの れ︑将 軍さま を愚 弄する 気

の︑やいのと催促した重役は ︑やっと持ってきた軸を開いて ︑まっ赤になって怒りました︒
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した︒ 反抗する とあの 園丁がや ってき て︑縛り あげま す︒
汗と涙 を流しな がら︑ やっと百 字のう ち
世 紀ごろ の中国の 王朝︶ 時代にで きた﹃ 玄 抄 類 摘 ﹄
︵当時 の書法を 研究し たもっと も

歳近 くなっ た七兵 衛は︑佐 々木志 頭磨と名 乗り︑ 大坂に来 て書道 の塾を 開きます ︒た

かも さっぱ りわかり ません ︒

それ からは本 当に独 学です ︒学んだ 師匠は ひとりも いない し︑どこ でどう 暮らし ていた

おる ︒出て行 け！﹂ と︑賀茂 神社か ら追い出 しまし た︒

権威のある書物︶を渡し ︑﹁これからはこれを手本に独学だ︒さあ︑なにをぐずぐずして

〜
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掲 載 の 記事 ・ 写 真 ・ イ ラ スト 等 の 全 て の コン テ ン ツ 無 断 複 写 ︑転 載 を 禁 じ ま す︒
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