ず ま

こ

しよう

震え る手 で︑筆 の動 くまま に書 く独 自の筆 致を 確立
し

風変り な天才 書家佐々 木志頭 磨は︑大 変な凝 り 性 でし た︒
君臣豊 楽﹂と の銘を入 れたた

京都の東山区茶屋町に ︑﹁方広寺﹂というお寺がありますね︒地震で倒れたこの寺の大
仏殿 を豊臣秀 頼が修 復したお り︑大 きな釣 鐘に﹁国 家安康
め︑ 徳川家 康から﹁ 家康の 名前を引 き裂く と︑豊臣 家が楽 になる とはなに ごとじ ゃ︒わし

げ

ば

を呪 い殺す つもりか ﹂とむ ちゃな いいがか りをつ けられ︑ 豊臣氏 が滅亡す るきっ かけにな
っ た事件で 有名な ︑あのお 寺です ︒
あ ると き志 頭磨 は方 広寺の 住職 から ︑﹁ 下馬 ﹂︵ 寺社 の境内 では神 仏を敬 うため 馬か ら
下 りろと の意味︒ ふつう は立札︶ の２文 字を書い てほし いと頼 まれます ︒とこ ろが一年 経
っ ても︑ 二年経っ ても︑ 書いて くれない ︒
とうとう しびれ をきらし た寺僧 たちが志 頭磨の 自宅に おしかけ ︑仰天 しました ︒大き な
くずかごが二つあって︑一つには ︑﹁下﹂の字ばかり︑もう一つには﹁馬﹂の字だけ書い
た木切 れが︑山 のよう に積まれ ていま す︒
﹁１字 ずつな らやっと 書けた が︑２字 つなぐ とまだ納 得がい かぬ﹂
とさえ ぎる志 頭磨を押 しのけ て︑寺 僧たちは いいか げんにく ずかご から﹁下 ﹂と﹁ 馬﹂の
木片 を１枚ず つ奪い とって寺 に持ち 帰り︑ひ っつけ て下馬札 を立て たとこ ろ︑その 見事な

こう

きごう

こと ︑たちま ち評判 になって 見物衆 がおし かけ︑京 や大坂 の書家た ちも鑑 賞に訪れ ︑誰も
がた め息を ついて動 かなか ったと伝 えます ︒
こんな話もあります︒加賀百万石の殿様前田侯が旗号︵旗じるし︶に用いる﹁左﹂
﹁右 ﹂
の ２文字を 注文し ました︒ 半年も かかって やっと 気に入 った字が 書け届 けますが ︑消費 し
た 紙が２千 枚だっ たと資 料に出て います ︒紙の価 格が今 よりはる かに高 い時代 です︒
あつなお

も ちろん これらは 誇張し た作り話 でしょ うが︑ 前回述べ たよう に修業時 代彼は ︑師匠の
藤 木敦直 から︑ 毎日漢字 一字を 百回も書 かせら れ︑敦直 が納得 する字 がひとつ もない とき
は︑絶食 させら れたほど の猛勉 強を課 せられて います ︒この努 力が志 頭磨流書 道の基 本に
なって いること は確か です︒
くすし

そんな 彼も︑あ るとき ひどいス ランプ になり ました︒ 手がふ るえて字 が書け なくなっ た
のです︒医師や薬師に診てもらっても ︑﹁なんでやろ︒わけがわからん﹂とさじを投げら
れます ︒神仏 に祈って もなん の霊験 もない︒ さすが の彼もす っかり 落ちこん で︑あ る日︑
淀川 の堤防に 寝込ん でいまし た︒
ふと見ると牛がよだれを垂らしながら︑むしゃむしゃ草を食べているのが目に入ります︒
だら だらと さがって くるよ だれ・・ ・はっ として 志頭磨は はね起 きました ︒
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﹁そ うや︒ 手がふる えるな ら︑ふ るえる文 字を書 けばええ んやな いか﹂

と うぜん

彼 は飛んで 帰り︑ ふるえる 文字を 書いてと びあが ります ︒今まで 見たこ ともない ︑自分
で もほれぼ れする ような 見事な字 が︑紙 の上にお どって いたので す︒
そ れから の彼はも っとふ るえるよ うに︑ 筆をと るときは かなら ず酒を飲 み︑陶 然︵酔い
が 廻って うっと りした気 分にな ること︶ となっ てから︑ 一気に 書きあ げたと伝 えます ︒本
当かどう かは知 りません が︑面 白い話 ですね︒
﹁字は 自然に筆 の動く ままに書 くもの だ︒巧く 書こう と企てる のが一 番いけ ない﹂
これは 師匠敦直 の口ぐ せでした ︒
晩年の 志頭磨 は入門者 たちに ︑
﹁よい か︒漢 字は絵文 字とい って世 界でも珍 しい意 味を持つ 字じゃ ︒雨が田 に降り だすと
雷が 鳴る︒そ の心を 形象︵観 念の具 体化︶す るのが 書じゃ ﹂

ばい けい

歳で 死亡︒ 墓は南 浜墓地︵ 北区豊 崎１丁目 ︶にあ り︑

と教 えていま す︒本 当にそ うですね ︒
元禄 ８年︵ １６９５ ︶８月 ︑
﹁佐 々木志 頭磨専 林先生墓 ﹂
と 刻まれて います ︒墓石の 周りに 弟子の 川鶴梅渓 が︑師 を惜しむ 長い漢 文の碑銘 を記し て
い ますが その中に ︑
とうえんめい

とうせん

﹁ 先生は 陶淵明の ような 人柄で︑ 多くの 人たち から慕わ れた﹂
と の意味 の一節 がありま す︒陶 淵明︵陶 潜︶は ︑夏目漱 石がも っとも 尊敬した 中国の 漢詩
人ですが ︑なか なかの愛 酒家で した︒
志頭磨の字がごらんになりたいのなら︑住吉大社︵住吉区住吉２丁目 ︶をお勧めします ︒
あそこ には俗に ﹁名筆 燈籠﹂ と呼ばれ る多く の石燈籠 があり ︑それぞ れの時 代を代 表する
敬上 永代常夜 燈

貞 享元甲子 年仲夏 吉辰﹂

書家や文人の文字が刻まれています︒その中で︑﹁志頭磨燈籠﹂は﹁西広場﹂にあり︑﹁住
吉太神 宮拝前

と刻 まれてい ます︒ 若いころ 賀茂神 社の神 苑で竹ぼ うきを ふり回し ︑砂の 上に字を 書いて
ちようと うさい

は消 し︑消 しては書 いてい たずらし ただけ あり︑肉 太の力 強い文字 です︒ 次回で 紹介する
中国 の書家 趙 陶 斎は︑ この燈 籠にび っくりし ︑
﹁日 本にも これほ どの能書 家がい たのか﹂
と 叫んだと の話が ︑
﹃ 浪華詩話 ﹄という 古書に 出てい ます︒

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 ︒
︵株 ︶ フ ァッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋新 聞
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