忍頂寺務氏の著作を集める

本稿は︑本研究プロジェクトの公開研究会︵二〇〇九年三月七日︑於・大阪大学待兼山修
学館︶での肥田晧三 先 生 の御講演録音を一旦活字に起こし︑それをもとに先生が稿を改
められたものである︒右研究会では︑福田安典氏﹁忍頂寺務の評伝作成のために﹂
︑鷲原

肥

田

晧

三

江戸研究 延寿清話﹄
︑
﹁大江戸研究﹂という角書きをつけてあります︒忍頂寺さ

んが個人で神戸で出したもので︑私家版で

刊行して同好の有識者にお配りされたもの

う︑これは大江戸芸術社というところから

です︒この雑誌に続いて﹃清元研究﹄とい

出した雑誌なんですが︑大正十四年から昭

知良氏﹁幕末期京摂の漢詩人と忍頂寺聴松
︱ 忍頂寺務氏紹介の来簡をめぐって︱ ﹂の研
︵編集子︶

究発表に続いて肥田先生の御講演が行われた︒なお︑当日配布の資料二枚を末尾に掲げた︒

を福田さん鷲原さんがご紹介くださって︑もう忍頂寺さんのこと忍頂寺文庫のこ

たいへん光栄です︒とてもうれしゅうございます︒先ほどから忍頂寺さんのこと

しくださいましてありがとうございます︒この研究会で話をさせていただくのは︑

ただいまご紹介いただきました肥田晧三でございます︒本日はようこそお出ま

一冊の本にまとめ︑
﹃清元研究﹄が昭和五

ここに連載した清元詞章の研究は︑のちに

なことを︑毎号いい論文を載せていきます︒

研究︑清元延寿太夫代々の年譜考証のよう

おりません︑が出ました︒清元節の考証と

んが︑私は二十二号までしかよう確認して

和二年まで︑もっと出ているかもしれませ

とについて︑今さら付け加えて申上げることがないのですが︑題に掲げておりま

で全部で十一冊出しました︒実物︑これです︵雑誌を示す︶
︒そのうちの二冊だ

した﹃延寿清話﹄という雑誌︑大正十三年の三月に創刊号を出して大正十五年ま

その前に︑今︑福田さん鷲原さんのお話の中に出てきた︑忍頂寺さんが出しま

この立派な一冊になりました︒

と﹃清元研究﹄に発表した論文をまとめて

なっていた書物ですが︑雑誌﹃延寿研究﹄

もいい本です︒先ほどからいろいろ問題に

年に春陽堂書店から発行されました︒とて

すように﹁忍頂寺務氏の著作を集める﹂という話を聞いていただきます︒

けしか持ってきませんでしたが︑こんな薄い数ページ立てのものです︒ただ﹃大
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なりますけれども︑名著の誉れが高い︒今日はこれを提げてくるのが重たく負担

清元節に関する単行本はその後これに匹敵するものはなく︑出てから八十年に

しました︒すぐに南木さんは︑葉書ですけれども︑お返事をくださった︒そんな

﹃上方﹄の中の記事のことについてお聞きしたいことがあって︑質問の手紙を出

さんの日記が残ってまして︑それを現在大阪市史編纂所で大阪資料叢書として翻

ことが一︑二回あったと思います︒残念ながらそのお返事の手紙は昭和二十年の

それで︑私が忍頂寺さんという人を知って︑その著作に注意を向けるようにな

刻を出版すべく︑作業しておられる︒そうすると︑昭和十八年のところに︑私の

なので︑学校の方でご用意できますかとお願しましたら︑飯倉先生ご自身の蔵書

った経緯︑それを申し上げます︒が︑この話をさせていただくのは私の自分自身

名前が出てきたそうです︒肥田晧三から質問の葉書が来て返事を出したと記して

戦災で家が焼けましたときに全部なくしました︒ほんならつい近年ですが︑南木

のことを臆面もなく自己中心に申上げることで︑たいへん失礼なおこがましいこ

おられる︒南木さんは雑誌の編集で毎日追われていますから︑事務的なことはす

をお持ちくださいました︒箱入りのきれいな本です︒

とになります︒ご辛抱してお聞きいただきたいと思います︒

それと表紙のきれいな木版刷り︑幕末から明治の大阪風俗画が毎月毎月かわって︑

上方の意味は知らなかったけれども︑とにかく﹁上の方﹂という題名は読めるし︑

けれども︑父のとっている雑誌の中で﹃上方﹄というのが︑題名が読めるんです︒

贅沢なことでそうとう珍しかった︒私はそのころまだ小学校の小さいときでした

が木版画で表紙を飾っています︒雑誌の表紙が木版画であるのは︑当時としても

方﹄の表紙は︑大阪の浮世絵師の長谷川貞信さんが大阪の風俗画を描いて︑それ

ですけれども︑私の父が創刊以来購読してまして︑これが家にありました︒
﹃上

月刊で全部で百五十一冊出ました︒これは大阪の郷土史を考える上で最高の文献

主宰しておられた南木芳太郎さんが主宰して昭和六年に創刊して昭和十九年まで

戦前に大阪で﹃郷土研究上方﹄という雑誌が出ていました︒上方郷土研究会を

たらしい︒小寺さんの名前も私のと並んで日記に出てきます︒
﹃南木日記﹄には

生だったけれども古いことが好きで︑南木さんのところへしばしば行っておられ

うちが天下茶屋で南木さんのお近く︑そんなことから小寺純雄さん︑同志社の学

家で全部費用を持たれ︑上方郷土研究会協賛で供養がありました︒小寺さんのお

逼迫してしましたから薄い冊子であるけれども小さな伝記の本も出ました︒小寺

江昌喜翁﹄
︵昭和十九年︑入江昌喜事跡顕彰会︶という本︑当時もう紙が非常に

に入江昌喜の何回忌かというので︑法要がありました︒森繁夫さんの書かれた﹃入

小寺純雄さん︑大阪の町人学者入江昌喜の後裔の方です︒ちょうど昭和十八年頃

下さったんです︒話が全然別の方向に行きますけれど︑私より五つほど年上で

方でびっくりされ︑
﹁お前の名前が載っているぞ﹂といって︑校正刷りを見せて

記録しておられる︒日記に二回か三回くらい私の名前が出てきますので︑市史の

べて日記に書きつけておられた︒中学生の質問にしても一応返事を出したことを

子供心にとっても気になる雑誌︑何とはなしにこの雑誌が好きでした︒だんだん

いろいろ多数の方の名前が出るけれども︑いま生きているのは小寺さんと私の二

なんきよしたろう

大きくなるにつれて︑これが郷土研究の内容のものやということをわかってくる︒

人だけですなと言い合っていました︒こんなこというてたら︑話が全然横道にそ

父親が購読していた雑誌にもう一つ﹃書物展望﹄がございます︒これ斎藤昌三

いりえまさよし

父のとってますものは家の中のあちこちに散在して整頓していません︒小学校の

れてしまいましたが︑そんなことで﹃上方﹄という雑誌がとても好きでした︒

積上げたら八十センチくらいの高さになるんです︒そんなことをして喜んでたん

がやっていた書物に関する雑誌︒これも昭和六年から出ていて︑私の小さい時分

こてらすみお

高学年の時分に︑あちこちばらばらにあったものをとにかく探し出して一ケ所に
です︒子供心にも南木さんをとっても崇拝していました︒中学生になってから︑
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十年くらい前になります︒その後索引をどれだけ便利に使うたか︒これが著者別︑

とが割に多い︒私は隣の部屋で多治比さんと一緒に別の仕事をさしてもろてたん

に毎月届けられていました︒表紙がなにかしゃれた感じ︑蔵書票と蔵書印を白い

戦後は私の家の状況も変わり︑大変な世の中になってそうしたこととは縁がな

ですけれども︑横からせっせと出てって﹃上方﹄の何号にそれは載ってます︑そ

執筆者別の索引です︵ノートを示す︶
︒執筆者の総数が多く︑一冊に収まりきれ

くなったままずーっと過ぎていましたところ︑昭和三十三年に私は病気︵肺結核︶

の質問の答は﹃上方﹄の何号をご覧なさったらと︑そらほんまに便利に﹃上方﹄

表紙の真ん中に載せ︑
﹃書物展望﹄と美しい書体で書名が書いてある︒
﹃書物展望﹄

になりまして︑療養所に二年ほど入ってて︑昭和三十五年に家へ帰ってきました︒

を利用させてもらいました︒執筆者索引は執筆回数の多い人から︑このノートに

ませんので︑一篇か二篇だけ寄稿の人は︑書きさしの便箋を半分に切って︑こん

家で療養を続けるうちに︑しきりに︑それまで勉強のことなんかうち捨てて過ぎ

記入しているのですが︑ここで忍頂寺務さんの名前に初めて出会うたんです︒忍

という題にも惹かれるものがあって︑ええ雑誌やなと思うていました︒この方も

てきたのが︑急に殊勝に︑まじめにちゃんと勉強できたらなという気がして﹃上

頂寺氏の名前をはじめて認識するわけです︒忍頂寺さんの書いておられる内容の

な反古の紙︵カードを示す︶に記入する︒項目別索引は別に帳面を作り︑とても

方﹄をいっぺん全部読んでみたいなと︑いったい何が書いてあったんかなと思う

専門的なことは何もわからないけれど︑珍しい本︑珍しい資料を紹介して︑それ

﹃上方﹄と同じように一ケ所にまとめて積み上げたら上方と同じ高さになり︑そ

のですが︑
﹃上方﹄の全揃いは古書価も高く︑病中の貧書生にとても手の出るも

を非常にわかりやすい言葉で書いてある︒この珍しい資料の紹介︑珍しい本の紹

便利に使うてきました︒
﹃上方﹄のことなら何でもわかる︒一時︑中之島図書館

のでありません︒幸いに︑父の弟︑叔父が﹃上方﹄を全部揃えて持っていたのと︑

介ということが本当に好きで︑早くから森銑三さんの書きはるものが本当に好き

んなことをしてましたが︑昭和二十年三月の戦災でいっさい焼けてしまいました︒

﹃浪速叢書﹄も持ってまして︑私が病気で寝ているので貸してやろうと言うて貸

でした︒森さんのお書きのものはとにかく珍しい本から︑珍しい資料を取出して

で嘱託で行ってます時に︑閲覧者の方からいろんな難かしい質問があって︑大阪

してくれたんです︒これは本当にありがたかった︒それから病中何もすることが

きてわかりやすく教えてくださる︒それが大好きでしたから︑忍頂寺さんのやり

﹃上方﹄にしろ﹃書物展望﹄にしろ中身に何が書いてあるということは知らんま

ありませんので︑本を読むことだけ︒できることはそれだけですので︑
﹃上方﹄

方がそれと同じ︑ええことこの人書きはるな︑近世の歌謡のこと︑近世の音曲の

室の司書の方が応対されるけれども︑種々さまざまの質問に係の方が困りはるこ

を全巻読みました︒そこで︑いやたいしたことやな︑こんなええ内容のものを︑

ことは自分には縁遠いけれど︑いつか自分がそうした世界の疑問につきあたった

まに︑終ってしまった︒

これを全部自分のものにしないと︑という気になったんでしょうね︒自分なりの

ときに忍頂寺さんの書きなさったものを見たら全部教えてもらえるなということ

そんなことをしていますうちに︑昭和三十六年のことですが︑大阪の古本屋の

索引を作って﹃上方﹄の内容を利用できるようにせなあかんと思い立って︑執筆
住吉ののことなど地域別の分類︑西鶴︑近松︑義太夫︑上田秋成などの人名別︑

老舗・桜橋の高尾書店から古書販売目録をもろうてたんですが︑
﹃書物展望﹄の

を︑ぼんやり意識するようになりました︒

歌舞伎︑音曲︑落語などの項目別︒毎日毎日︑家に一日いてほかにすることがな

全揃いが載りました︒当時としてはたいへんな値段で︑あの﹃上方﹄の揃いにし

者別の索引︑項目別の索引を作りました︒項目別は船場のこと︑島之内のこと︑

にもありませんから︑すぐにできました︒昭和三十五年ごろでしたから︑もう六
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て忍頂寺さんが何回か書いておられます︒それと﹃書物展望﹄でいちばん教えら

の好きな記事ではありませんでしたけれども︑穎原退蔵先生︑森銑三さん︑そし

から私らの好きな江戸時代の本だけというわけではありませんので︑全冊が私ら

理して買うたんです︒それで全冊を読みました︒
﹃書物展望﹄は書物全体を扱う

きだからこれはやっぱり読んでみたい︑どうしても読んでみたいと︑とにかく無

の時に積み上げたあれやな︑けど一体なにが書いてあったのか︑書物のことが好

ました︒とても買える値段でないけれども︑
﹃書物展望﹄揃いで出たな︑子ども

ても﹃書物展望﹄の揃いにしても︑昭和三十年代は︑古書価は大へん高うござい

いただけますのに︑私の手書きの蕪雑なのをお配りして大変失礼なこと︑そして

ことなしに︑だから︑それをコピーしてお配りしたらより正確な著作目録を見て

しても見つけることができない︒どうか読み返そうと思いながらついに読み返す

て︑今回︑忍頂寺の話をとお仰せくださった以後も︑掲載誌を探すのですがどう

ているのですが︑家の中が物置同然の手の付けられぬ乱雑なことになっていまし

忍頂寺特集に載せておられます︒これを発表されました時に私も雑誌をいただい

は︑忍頂寺務著作目録は既に近衞典子さんが﹃語文﹄第七十集︵平成十五年︶の

今日の話の都合で掲載雑誌別になっています︒それとお詫びせねばなりませんの

﹃書物往来﹄は中途で﹃東京新誌﹄と改題して︑大正十三年五月から昭和三年

既にご発表なさった近衛さんに本当に失礼なことになりました︒私のプリントは

購入したから︑とても持ちこたえられず間もなく手放しましたが︑そのときにど

五月まで全部で二十八冊出ました︒そこに忍頂寺さんが十一︑二篇︑いろいろお

れたのは三村竹清です︒ここで初めて三村竹清と出会いました︒
﹃書物展望﹄百

うしても竹清の文章だけは手元に置きたいので全部写しました︒コピーなんかな

書きなさっている︒
﹃書物往来﹄はもう私の手元にないのですが︑
﹃東京新誌﹄一

話の都合上︑掲載雑誌の順にまとめて書いています︒

かった時代でしたんで︑全部手写しました︒これぐらいの︵分厚さを示す︶写本

冊︵雑誌を示す︶
︑こんな体裁の雑誌です︒忍頂寺氏は大正十三年三月に﹃延寿

五十数冊あるなかで︑最も惹かれたのは三村竹清の文章でした︒雑誌は無理して

になってます︒そんなことで︑忍頂寺さんが︑四篇か五篇︑
﹃書物展望﹄に載せ

清話﹄を発行して論文を発表していくんですが︑
﹃書物往来﹄の同じ年の六月号

家来信抄﹂の題で毎号にあるのですが︑同誌の第二号︑三号五号六号七号九号と

ておられる︒ああ忍頂寺さんここにも書いておられる︒早速︑
﹃上方﹄の執筆者
高尾書店で﹃書物展望﹄を買いました時︑主人の座っておられる横の書棚に﹃書

連続して︑常連のように忍頂寺さんはしきりに通信しています︒大正十四年七月

の読者投稿欄に﹁忍頂寺生﹂の署名で短い文章の投書が載ります︒この欄は﹁諸

物往来﹄という雑誌の合本がありました︒これくらいの厚さ︵厚さを示す︶の二

の第十号に初めて投書でない論文一篇︑
﹁吉原細見記﹂が載りました︒以後︑こ

索引の忍頂寺さんの項に﹃書物展望﹄の寄稿文を書き加えました︒

分冊になっていて︑たいした量じゃないです︒
﹁書物﹂のタイトルにひかれて︑

話がまた横道に入るのですが︑この石川巌という方について申し上げさせてく

こにちゃんとした文章を発表していくことになった︒
﹃書物往来﹄の編集発行人

なとこに書いてはるわ︒それで﹃上方﹄索引の忍頂寺のとこにさらに書き入れま

ださい︒石川巌さんというのはとっても変わった人でした︒報われぬお方だった

これもいただきますと言って︑買って帰ったんです︒そしたら︑この﹃書物往来﹄

した︒
﹃上方﹄が全部で九篇︑
﹃書物展望﹄が四つ︑
﹃書物往来﹄が十一︑二篇と

と思います︒江戸時代文学にとっても詳しかった︒そして︑明治文学についても

の石川巌との交渉が大へん密接になるのです︒

いうところですか︑全部合わせたら二十数篇︒お配りしてますプリントの二枚目

詳しいお方でした︒自分の好きが高じて﹃書物往来﹄を出されたのですが︑これ

に忍頂寺さんのものが多量にでてきます︒もうびっくり︒へええ忍頂寺さんこん

の﹁忍頂寺著作目録﹂の上段の冒頭に入れています︒この目録は発表順やなしに︑
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る複製です︒
﹃好色訓蒙図彙﹄と山東京伝﹃客衆肝膽鏡﹄の二つだけ持ってきま

けて奇書保存会の名で古書複製の叢書を刊行します︒これが全部謄写版印刷によ

にとにかく珍しい作品を力を入れて翻刻してくれました︒大正六年から八年にか

字で大抵のものが読めますが︑大正時代

はもう浮世草子の翻刻も多くなって︑活

﹃浮世草紙﹄全五巻を出してます︒いま

巌の担当です︒その次に大正五年六年に

戸時代文芸資料﹄の第四巻第五巻が石川

作品翻刻の︑当時としては宝庫です︒
﹃江

叢書﹄
︑
﹃徳川文芸類聚﹄と並ぶ近世文学

を国書刊行会から出しました︒
﹃近世文芸

示す︶
︒大正五年に﹃江戸時代文芸資料﹄

下さい︵ポスターの裏白に墨書した表を

を尽した方なのです︒この一覧表をご覧

ろいろ近世文学作品の翻刻に大変ちから

さい︒石川巌はこれらの雑誌のほかにい

第一枚目の左の囲いの中の下段をご覧下

を出します︒お配りしているプリントの

次ぎ昭和四年に﹃文献志林﹄という雑誌

示す︶
︒次いで﹃書物往来﹄を出し︑その

しい内容の本︑奇書珍籍を紹介する雑誌です︒一冊だけ持ってきました︵雑誌を

を出す前に﹃奇書珍籍﹄という雑誌を大正八年に三冊出しました︒近世文学の珍

げさせていただきました︒

はやはり忘れてはならぬ人だと思っています︒この機会に石川巌のことを申し上

新書版のかたちで本になっています︒石川巌は私ら近世文学をやっています者に

唯一の石川巌の伝記らしい伝記というていいと思います︒
﹃書国畸人伝﹄は当時

石川巌の四人を取上げました︒石川巌は詩仙洞主人の題になっています︒これが

六年十二月号から﹁書国畸人伝﹂の連載をして宮武外骨︑湯浅竹山人︑神代種亮︑

んどないのですが︑明治文学研究家の岡野他家夫が﹃日本古書通信﹄の昭和三十

巌は詩仙洞あるいは石川耽奇郎と号しました︒この人のことを書いたものはほと

﹃文献志林﹄にも発表したものを合わせたら︑二十五︑六篇を載せました︒石川

しだった︑というとおかしいですが︑非常に関係が良かった︒石川巌の雑誌に︑

雑誌﹃書物往来﹄
︑
﹃文献志林﹄の発行になります︒忍頂寺さんと石川巌とは仲良

所好社の名前で仕事をしました︒それで叢書名が﹃新從吾所好﹄です︒このあと

で︑活字翻刻はこの本でしか見られない︒石川巌は自分の個人出版はすべて從吾

方俳諧﹄
︑
﹃古今馬鹿集﹄
︑
﹃長唄馬鹿集﹄は﹃洒落本大成﹄に入りませんでしたの

京都は西村定雅の作品を六つ︑西村定雅洒落本全集になっている︒このうちの﹃仕

したから︑それを利用して経済的に上手な仕事している︒大阪は﹃浪華色八卦﹄
︑

都洒落本﹄は江戸は京伝の﹃客衆肝膽鏡﹄
︑先回の珍書保存会本で挿画は凸版で

という叢書を出版します︒柳里恭﹃独寝﹄
︑
﹃三都洒落本﹄の活字翻刻です︒
﹃三

見てもびっくりするくらい面白いものです︒その後大正十一年に﹃新從吾所好﹄

終りましたけれど︑その三冊目の吉原号︵雑誌を示す︶の内容のすごいこと︑今

会の仕事より出発が一年早かった︒次ぎに雑誌﹃奇書珍籍﹄
︑たった三冊だけで

十四君﹄
︑
﹃吉原小唄惣まくり﹄など珍しい本を四十種ほど出しました︒稀書複製

稀書複製会の﹃客衆肝照子﹄
︵木版︶よりこっちのほうがよくできています︒大

・二けん茶屋﹂
﹁東山絵巻その二・河東の女﹂です︒南木芳太郎さんが﹃上方﹄

﹃上方﹄の創刊号と第二号に忍頂寺さんの文章が載ります︒
﹁東山絵巻その一

した︵本を示す︶
︒
﹃客衆肝膽鏡﹄は謄写版であるけれども︑すばらしい複製です︒
正時代の謄写版技術の高さにびっくりします︒そのほか﹃吉原鑑﹄
︑
﹃吉原源氏五
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て下さい︒ああ︑その前に﹃延寿清話﹄刊行の辞を読むのを忘れていました︒プ

史会﹂というグループを結成しました︒お配りしているプリント一枚目上段を見

も向学心の強い商売熱心な人たち︑すなわち古書について造詣の深い連中で﹁書

係について申し上げます︒大正の末年に大阪の若手の蒐書家と︑古本屋のなかで

換会ということをします︒このことは水谷不倒の﹃明治大正古書価の研究﹄に﹁古

が競いおうて本を集めることがありました︒鹿田松雲堂が世話人になって古書交

治三十年代に船場安土町の鹿田松雲堂を中心にして大阪の蔵書家や学者の先生方

うした大阪の愛書家グループといいますか蔵書家のグループといいますのは︑明

業者は名前の上に▼印をつけました︒大阪を代表する古書店の主人たちです︒こ

全員二十名︒蔵書家は忍頂寺務︑南木芳太郎︑佐古慶三︑三宅吉之助らの人たち︑

リントの冒頭に入れています︒忍頂寺の初めての著作︑大正十三年三月に第一冊

書交換会の思い出﹂として詳しく書いております︒神田喜一郎先生も﹃敦煌学五

創刊号にどうして忍頂寺さんの執筆を依頼したのか︑南木さんと忍頂寺さんの関

を出した﹃延寿清話﹄の序文です︒読んでみます︒

するか︑又は郵税先拂ひで︑私方へ送り返して下され度いと存じます︒大正

な譯で少ないのですから︑もし不必要になりましたら︑手近の圖書館に寄附

十數回續けたく思って居ますが︑何時止めるかしれませぬ︒出版部數は左様

い仕合せと存じて︑印刷する事にしました︒今の處では毎回二十頁程として︑

寧ろ廣く御教示を仰ぐ機會を得て︑後に訂正することが出來れば︑却て有難

多々あるかもしれませぬ︒もと一個人の秘記として置きたかったのですが︑

ります︒元来私は貿易商で︑文學方面は素人の事ですから︑相違った言論が

本書は︑私の研究と日記の一部を収録した︑甚つまらぬお粗末なもので有

序文の代わりに申上げます︒

るけれども︑若手の書物愛好グループの実力というものがこれから十分わかりま

んと出ている︒この時点での大阪の若手書物蒐集家の実力︑業者の方の出品もあ

巻物の一点しかない珍しいものもいくつかあり︑一枚刷りのもの︑錦絵などもう

て驚きますのは︑大阪に関する本を完全に網羅していることです︒写本および絵

阪に関する書籍展目録﹄で︑和綴じ和紙刷りの風雅なものです︒今この目録を見

する書籍展覧会﹂を堀江にあった書林倶楽部で開催しました︒その時の目録が﹃大

を盛んに回顧することになりましたけれども︑この大大阪を記念して﹁大阪に関

が日本一になったそうです︒大大阪時代が始まるということで︑近年大大阪時代

十四年は大阪が東成郡西成郡を合併して大大阪になりました︒市域の広さと人口

代を第一期としましたら︑次の世代の人たちがこの書史会のメンバーです︒大正

十年﹄の中でそれにふれておられます︒この蔵書家同士が仲良く交歓し合った時

十三年三月

すが︑遅い文筆活動でした︒四十才から五十五才までのあいだに著述を集中して

このとき忍頂寺さん三十九才です︒今で言うたら商社マンということかと思いま

はそれまでサラリーマンとしてこつこつ自分の好きな本を︑大阪に関するもの︑

んはこの時点で大阪の郷土史家としてみんなに認識されたと思います︒南木さん

そのうち百五十点が﹃上方﹄の主宰であった南木芳太郎さんの出品です︒南木さ

す︒この﹁大阪に関する書籍展﹂は全部で約四百五十点の出品がありましたが︑

残しました︒その出発が﹃延寿清話﹄のこの文章で三十九才の時です︒最初から

芝居に関するものを一人で黙って集めておられた︒このときに初めて南木さんの

のものを集めてと︑ここで南木芳太郎が大阪の郷土史家として第一人者であると

蔵書をみなの前に見せた︒そこでまわりのみんなも南木さんはすごい︑こんだけ

円熟した形で発足しています︒
﹁書史会﹂の話に戻ります︒プリントの上段に書史会同人の連名を入れました︒
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の芝居の押さえどころはちゃんと持っておられることであります︒この書史会は

﹃翫雀追善 はなし鳥﹄
︑流光斎の﹃にはたづみ﹄そして﹃耳塵集﹄など︑大阪

れらが忍頂寺さんの蔵書の中心をなすのですが︑それでも歌右衛門の﹃梅玉余響﹄
︑

寺さんは音曲の書物︑芝居も特に市川団十郎が大好きですから団十郎の書物︑そ

さんにぜひ加わってもらおうという意見がおのづから出てきたと思います︒忍頂

つきあっておられた︒それで書史会を大阪の連中で結成したときに神戸の忍頂寺

たのだと思う︒だから大阪のちょうど自分と同年代の古本屋さんとみんな仲良く

ますけれども︑しかし︑本がお好きだから大阪の古本屋での買い物が実に多かっ

んとこの本を持っておられたことがわかります︒忍頂寺さんは神戸のお方であり

載っているので珍重されます︒現存するものが少ないのですが忍頂寺さんはちゃ

に珍しい書物はないと思います︒ただ﹃狂歌戎の鯛﹄は貞峨︵紀海音︶の狂歌が

頂寺さんの出品したのは全部で九点です︒プリントに書名を書き抜きました︒特

一郎が出してます︒あと百点を同人みなで分担して出品しています︒この時に忍

吉之助百五十︑これで三百．あとの百五十のうち五十は鹿田松雲堂の主人鹿田文

すが︑この人も大蔵書家です︒やはり百五十点出しています︒南木百五十︑三宅

みんなが認識したと思います︒それと三宅吉之助さん︑靭の干鰯問屋の若主人で

献を出品しています︒大正十四年の﹁大阪に関する書籍展﹂の時には﹃庵のうめ

十回忌追悼集︑ずっと後年のものでありますが大阪の者が案外気がつかぬ契沖文

論文の材料になっています︒次の書物談話会では﹃庵のうめ集﹄契沖阿闍梨百五

た︒忍頂寺出品のうち﹃月花余情﹄
︑
﹃原柳巷花語﹄
︑
﹃女鬼産﹄などは忍頂寺氏の

か︑浮世絵文献十種であるとか︑限定本十種であるとか︑そういう陳列が多かっ

ど全員が﹁なになに十種﹂というかたちの出品が多かった︒往来物十種であると

ます︒忍頂寺さんは﹁洒落本十種﹂を出品しました︒このときは出品者のほとん

年の古書趣味の会の展観目録はやはり風雅な和紙刷りの横本のかたちで残してい

年の古書趣味の会︑昭和四年に書物談話会など︑本の陳列会をしました︒昭和三

史会の流れに連なる大阪の本持ちの本の見せ合い会というのは︑その後︑昭和三

終りましたけれども︑残念ながら﹃書史﹄に忍頂寺さんの寄稿はありません︒書

れます︒書史会グループは﹃書史﹄という機関誌を二冊出しました︒二冊だけで

寺さんの蔵書の中の大きな蒐集部分ですので︑珍しいものが並んだことと推測さ

本の出品目録は残っていません︒作らなかったみたいです︒しかし洒落本は忍頂

た︒同人みんなの一枚刷りの出品目録ありますが︑残念ながら忍頂寺さんの洒落

南木さんの目録を出発点にしてそこに漏れたものを補って行かれるかたちでし

忍頂寺さんは大正十三年に﹃延寿清話﹄を発行して神戸で一人気を吐いておら

集﹄は誰も出品していません︒大阪にとっては大切な本なので忍頂寺氏はこの一

ような本を見せたかは残念ながらわかりません︒それから続いて大正十五年八月

れ︑
﹃延寿清話﹄は大阪のこうした同好者にも配っておられたのでしょう︑神戸

仲間たちが毎回の例会でそれぞれ自分の得意の分野の資料を発表することが続い

に﹁書史会虫干会﹂ということで同人が得意のものを持ち寄って並べています︒

に忍頂寺有りということはグループでは熟知のことでした︒そういうことがあっ

冊を選んだのだと思います︒今この本は中之島図書館が持っています︒契沖文献

そのとき﹁洒落本 忍頂寺﹂です︒この虫干会のときはみんながそれぞれ一枚物

て南木さんが﹃上方﹄を発行するときに創刊号で誰に寄稿を依頼するか︑まず藤

ていました︒その一覧表﹁書史会攬要﹂を見ますと︑大正十五年五月の第十六回

の自分の出品目録を作っているんです︒特に南木さんは狂詩の本を出されて︑そ

井紫影先生︑潁原退蔵先生にお願いするということはあるけれども︑それ以外に

として後年のものですけれどなかなかいい内容です︒

の出品目録はそのまま江戸時代の狂詩目録になっているぐらいのたいしたコレク

忍頂寺さんにはやはり書いてもらいたい︑それが﹃上方﹄への執筆の機縁であっ

例会が﹁市川団十郎に関するもの 忍頂寺務﹂の記録があります︒具体的にどの

ションです︒浅川征一郎さんが﹁書誌学大系﹂で﹃狂詩目録﹄を出されましたが︑
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阪経済の景気が良くなったことを背景に︑大阪の古本屋の何人かが書物雑誌を発

て見直す︑江戸時代のものを大切にしなければならない自覚が生まれました︒大

界は活況でした︒それと震災で江戸時代の古いものが滅び︑江戸時代をあらため

いますと買うていかれたという言い伝えがあります︒だから震災後の大阪古書業

堂主人は罹災後すぐ浴衣姿で大阪に来て大阪の本屋の棚のここからここまでもら

さんが大阪へ仕入れに来るんですね︒なんとしても本を補充せねばならぬ︒一誠

大正十二年に関東大震災が起こり東京が全滅する︒そうしますと東京の古本屋

お詣りしたときの紀行です︒文化年代刊行でそんなに古い本ではないが︑原本は

た︒第一回に北川真顔の﹃住吉紀行﹄を刊行しました︒真顔が大阪の住吉大社に

て︑稀書複製会の仕事のような︑大阪の郷土文献の稀覯本の複製出版をやりまし

のだとおもいます︒玉樹香文房はまた別に﹁むかしの浪花﹂という叢書を企画し

の翻刻はみなその影印でやっています︒原本は国会の亀田次郎文庫に納っている

玉樹安造が見つけたものです︒
﹃翁の文﹄はその後本が出ないので︑おそらく今

本どおりの影印を大正の末に刊行しました︒今︑我々が接する﹃翁の文﹄はこの

けたのです︒それが亀田次郎さんの手に移り︑ただちに内藤湖南の跋をつけて原

た︒香文房の玉樹芦城が︑本を見る目が高かったから︑京都で﹃翁の文﹄を見つ

行することが起こります︒玉樹香文房が﹃典籍之研究﹄という雑誌を大正十四年

住吉御文庫に一冊残っているだけで︑たやすく見ることが出来なかった︒それを

たと思います︒

に発行します︒大正十四年七月から昭和二年八月まで︑たった六冊ですけれど発

大阪の古本屋の出した雑誌は続いて荒木伊兵衛から﹃古本屋﹄が出ます︒荒木

原本どおりの複製を作りました︒しかし︑なかなかこういう地味なものは採算に

籍之研究﹄に原稿を寄せました︒しかもその顔ぶれがすごい︒藤井乙男︑内藤虎

伊兵衛書店は大阪でも老舗中の老舗といわれた古本屋です︒大阪の一番古い古本

行しました︒この雑誌です︵示す︶
︒袋綴じになっていまして本の造りがよろし

次郎︑新村出のお三方が二篇も三篇も原稿を寄せておられる︒この雑誌を出した

屋は鹿田松雲堂ですけれども︑それと並んで荒木伊兵衛は大へん古い本屋︑そし

合わないんですね︒誰も買うてくれなかったんやと思います︒結局﹃住吉紀行﹄

玉樹芦城はもともと船場の富田屋という白粉屋の若旦那でした︒桜の白粉屋と言

て在庫量もものすごい多かった︒心斎橋八幡筋にお店がありました︒書史会メン

い︒そして内容がとにかくすごいんです︒書物雑誌あまたある中でもっとも充実

って江戸時代から有名なおうちやったそうです︒本好きが昂じて若い頃から道楽

バーの荒木幸太郎︑これが後の荒木伊兵衛です︒先代歿後に伊兵衛を襲名したの

一冊出したきりでこの事業は頓挫しました︒香文房は大阪文化のためにそういう

者でとうとう家をつぶしてしもうて大正時代になって古本屋になったのです︒も

です︒この荒木伊兵衛が﹃典籍之研究﹄に続いて﹃古本屋﹄を出版しました︒全

したすぐれた内容を持っています︒表紙の裏に﹁執筆を御快諾いただおいた先生

ともと学識のある人でした︒玉樹香文房という店を開き︑お客さんもこの連名に

部で十一冊出しただけでこれも止まってしまうけれどもこの本も内容のすごいこ

いい仕事を残した人です︒
﹃典籍之研究﹄に忍頂寺さんは一回だけですが﹁芝居

並んでいる一流の人の後援がある︒富永仲基の﹃出定後語﹄は内藤湖南が明治時

とは﹃典籍之研究﹄と一緒です︒執筆者はほとんど重複する感じです︒特に十一

方﹂と連名を載せています︒プリント一枚目下段にいれました︒六十人ほど並ん

代にその仕事のすぐれていることを指摘してから︑仲基に注目が集まり︑富永仲

号は内田魯庵の追悼号でとても有名です︒今でも古本屋の目録を見ていましたら

晴小袖﹂を寄稿しています︒

基の思想というものが注目されます︒富永に﹃翁の文﹄の著述のあることは湖南

﹃古本屋﹄十一号内田魯庵追悼号というのがよく出てきます︒次いで神戸でぐろ

でいます︒全部の方が執筆されたわけではありませんが︑半数の三十人以上が﹃典

先生も言うておられるけれども︑その本はどこにも無くて見ることが出来なかっ
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こういう書物雑誌というのはとっても重要です︒内容から言うても︑執筆者か

も﹃本道楽﹄が百何十冊か出てます︒ここにも忍頂寺さん寄稿しておられます︒

ことをさかんに言うてました︒みんな若いときに仲良うしてたのですね︒静岡で

昌三さんはなあ青山の﹃愛書趣味﹄にそら本当に世話になりましたで﹂と︑その

さん︑この人も書史会のメンバーです︒しきりに晩年に私に言いました︒
﹁斎藤

﹃愛書趣味﹄で勉強したことが大きな基礎になっている︒高尾書店の高尾彦四郎

続けられたのは斎藤さんの編集者としての優れた腕もあるけれども︑出発の前に

後の﹃書物展望﹄がある︒
﹃書物展望﹄が十五年以上にわたって百五十冊以上も

三です︒斎藤昌三は青山の資金で﹃愛書趣味﹄を編集してその仕事をもとにして

れをもとにして﹃愛書趣味﹄という雑誌がでました︒この編集をしたのが斎藤昌

書史会のメンバーです︒この人が道楽で明治文学の本を徹底的に集めました︒そ

ません︒大阪に青山進行堂といって有名な活字屋さん︑そこの息子の青山督太郎︑

いうのが出ます︒これは内容が明治大正文学専門なので忍頂寺さんは寄稿してい

﹃書物展望﹄になるわけです︒大阪で荒木の﹃古本屋﹄と同時に﹃愛書趣味﹄と

でも﹃書物春秋﹄をはじめいろんな雑誌が出て︑最後に統合した形で斎藤昌三の

篇忍頂寺さんは寄稿しています︒こうした書物雑誌の流れは東京に移って︑東京

派な雑誌ですけれども︑私はよう持っていません︒全部七冊出ました︒ここに二

りあ・そさえての伊藤長蔵が﹃書物の趣味﹄という雑誌を出します︒豪華版の立

ているのだけれども創刊号だけは欠けてました︒どちらか先に見つけたら互いに

出た謄写版の戦後第一回の書物雑誌があります︒私も中野さんも﹃典籍﹄は持っ

にかく熱心になさいました︒戦後に﹃典籍﹄という朝倉治彦さんが中心になって

欠号を書いておられる︑古本屋に行って自分の欠号に出逢うたら補うことを︑と

先生は内ポケットから紙をお出しなさって︑ご自分の持っておられる書物雑誌の

とき︑近世文学会で同じようなことをしておられたのが中野三敏先生です︒中野

勉強になります︒書物誌を多く見ることで言いますなら︑私が躍起になっている

総目次で見てああこういうことが載っている︑これはどうしても見んとならんと

なります︒私も自分の持っていない書物雑誌はいくらでもあります︒それをこの

ょう︒書物雑誌の実物は見なくてもせめて目次だけでも眺めるのはやはり勉強に

です︒今はインターネットでやるとなんぼでも出てくるということになるんでし

半分以上がでてくるというあほみたいな感じですが︑しかしまあそういう世の中

げてきたのに︑この索引を引いたらだだだだっといっぺんに忍頂寺さんの著作の

る︒私なんか忍頂寺著作目録を作るのに雑誌を手に入れるごとにぼちぼち積み上

これから申上げるいろんな雑誌の総目次が載っている︒しかも総索引がついてい

お持ち下さいました︒この﹃細目集覧﹄を見ましたら今まで話してきた書物雑誌︑

さいとお願いしましたら︑飯倉先生がご自分の蔵書を︑ちゃんとお揃えになって

続﹄の二冊が出ています︒今日持ってくるのが重たいので︑大学の本を御用意下

ぎ出てます︒大ていは長続きしなくて︑せいぜい五︑六冊︑四︑五冊程度のが多

百何十冊も続いた書物雑誌の王者ですが︑それ以外にもいろんな書物誌が次ぎ次

ので︑書物雑誌をゆるがせにできない︒
﹃書物往来﹄で味をしめ︑
﹃書物展望﹄は

る︒本についていろいろなことをおしえてもらえる︒そうした文章が大好きです

鑑﹄の原本そのままの複製を出版しました︒これはたいした仕事で一古本屋とし

誤りですので除去して下さい︒だるまやは﹃難波津﹄のほかに︑
﹃蘆分船﹄
﹃難波

している著作目録に﹃難波津﹄の﹁八代目団十郎の死﹂と載せましたが︑これは

う雑誌を近畿郷土研究会の名義で二十冊出します︒とてもええ雑誌です︒お配り

大正末年にだるまやという大阪の古本屋さんが︑大阪郷土研究﹃難波津﹄とい

コピーしようというて︑結局︑そのままになってしまいましたが︒

く︑古本屋に出ても値段が安くて買いやすいので︑つとめて見るようにしました︒

て傑出したことでした︒そのあと昭和四年に木谷蓬吟︑
﹃大近松全集﹄を編纂し

ら言うても︑その情報量がすごいことです︒書物についての情報が満載されてい

これは衆目の認めるところで︑日本古書通信社から﹃書物関係雑誌細目集覧 正
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覧表では二回だけ記していますが︑もっと回数が多いです︒そんなことを含めこ

さんさかんに注意を送り続ける︑それが﹃慧星﹄に何回か載ります︒私の著作一

めに十冊だけで中断しました︒この﹃大阪人﹄に忍頂寺さんは一回だけ寄稿され

の雑誌に忍頂寺さんは﹁酒のお江戸﹂と﹁吉野太夫の終﹂の二篇を発表していま

た木谷蓬吟さんが︑郷土研究﹃大阪人﹄を出します︒これは木谷さんの病気のた
ています︒ちょうどそのころ南木芳太郎さんの勤めておられた道修町の薬屋さん
す︒

この雑誌﹃慧星﹄の流れのことをちょっと申し上げます︒東京で明治二十代の

が経営がよくなく会社が破産しました︒そこで南木さんは発起して郷土研究﹃上
方﹄を主宰するあらたな出発をされ︑あんな大きな仕事を残されたのです︒
﹃難

終わりに集古会という集まりができます︒古いことに興味を持つ方々が寄って談

しか出さない雑誌︑
﹃上方﹄や﹃書物展望﹄は月刊で質量ともすごいことですが︑

波津﹄
﹃大阪人﹄
﹃上方﹄の三つは大阪の郷土研究雑誌の系列になっています︒こ

このあと書物雑誌の流れとして﹃あかほんや﹄があります︒東京の大曲駒村の

﹃集古会誌﹄
﹃集古﹄は年五回の発行で︑一冊は非常に薄い︑こういう軽い形で

話をし︑古い品物を見せ合いする︑東京帝国大学の坪井正五郎を中心に最初は人

編集です︒福田さんのお話の中に出てきました︒四冊でただけですけれども︑た

す︵本を示す︶けれども︑中身は濃く︑展観目録と会員みんなの寄稿があります︒

の系列とはちょっと流れが違うのですが︑石割松太郎さんが﹃演芸月刊﹄という

いへん内容が面白い︒
﹃あかほんや﹄の同人が表紙裏に掲載してあります︒一枚

本日は近世風俗文化学の催しですが︑
﹃集古﹄こそ風俗文化学の機関誌だと言う

類学の興味から始った会ですが︑徐々に︑江戸文学を中心とする江戸風俗の研究

目コピーの下段に入れました︒この連名に忍頂寺さんが入っておられます︒そし

ていいと思います︒おおざっぱなことで言いますと︑風俗文化学は山東京伝の﹃骨

雑誌を出しました︒石割さんは後に早稲田大学の講師になられます︒大阪毎日新

て﹃あかほんや﹄にも一回︑
﹁吉原よぶこ鳥﹂の紹介をしておられます︒大正の

董集﹄から始まって柳亭種彦の随筆諸作︑
﹃嬉遊笑覧﹄
﹃守貞漫稿﹄とが風俗文化

会になっていく︒毎回テーマをきめて各自それぞれ所蔵品を持ち寄り︑書物を持

末に東京から雑誌﹃慧星﹄が出ました︒
﹃江戸生活研究 慧星﹄これです︵雑誌

学の基礎です︒明治以後に集古会のこの機関誌がここにつながってきます︒
﹃集

聞社の演芸記者で︑当時全盛の中村鴈治郎をとにかく批評するんです︒鴈治郎の

を示す︶
︒毎号江戸文学の輪講がありました︒西鶴﹃好色一代男﹄をはじめとし

古﹄とは別に︑大正になってから集古会の主要メンバー林若樹︑三村竹清︑木村

ち寄って展観する︒その展観目録を雑誌にして残す︒明治二十九年十一月に第一

て西鶴の諸作品︑そのほか江戸時代初期の作品︑新しいところでは三馬のものな

仙秀︑この三人は﹃集古﹄の代々の編集者です︑これに三田村鳶魚が加わって︑

芝居を攻撃することで有名でした︒
﹃演芸月刊﹄は大阪の芝居をなで切りにする︒

どありました︒江戸の風俗生活研究を主体とした雑誌でした︒輪講は三田村鳶魚

﹃風俗﹄という雑誌を大正五年から六年はかけての一年間に十二冊だけ出しまし

回﹃集古会誌﹄を発行してから︑昭和十九年七月まで実に半世紀にわたって﹃集

が中心になって︑林若樹︑三村竹清︑木村仙秀などの顔ぶれですけれども︑その

た︒この﹃集古﹄
﹃風俗﹄の流れの上に﹃慧星﹄がある︒
﹁江戸生活研究﹂を謳っ

とってもおもろい雑誌ですけれども︑これが全部で二十四冊出ました︒ここにや

内容に対して上方のことについて説明が十分でなかったことを忍頂寺さんがさか

ているのはそういうわけです︒
﹃集古﹄は全冊揃えて見ることがたいへん難しか

古会誌﹄のち大正時代に﹃集古﹄と改題︑全部で百八十九冊でました︒年に五回

んに投稿するわけです︒御寮さんとはこういうことですよとか︑江戸東京の方に

ったが︑幸い思文閣が影印で合本九冊で出版しました︒思文閣の広告見ましたら

はり忍頂寺さんが寄稿されています︒

はちょっと通じにくい上方の風習について︑その説明が十分でない場合︑忍頂寺
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海外までたくさんの方がおられました︒忍頂寺務さんがここに加わっておかしく

の会員は東京が中心ですけれども︑地方会員として大阪京都名古屋そのほか全国︑

総ペーシ五千三百とあります︒年五回の薄い雑誌とはいえすごい量です︒集古会

大阪の書史会と一緒で自慢の本を見せ合うて楽しむ会でした︒戦争中の昭和十九

数おられるわけですから︑その人たちで神戸陳書会が昭和六年に発足しました︒

わけでありません︒神戸には忍頂寺︑菅竹浦のほかに本の好きな方︑蔵書家は多

このペンネームはあとなんかの時にもう一回使うています︒そんなに使うている

のです︒この﹃陳書﹄の出てます期間に︑忍頂寺氏は東京へ引っ越しされたらし

ないのですが︑不思議なことに関係がないのです︒集古会は昭和十年に会員名簿

三田村鳶魚がこの流れで戦時中に﹃江戸読本﹄という雑誌を出します︒これは

い︒雑誌の彙報欄︑会員の消息欄でそのことがわかります︒昭和九年二月に東京

年まで継続します︒不定期ですが機関誌の﹃陳書﹄を年一回くらいの割合で︑昭

鳶魚色の濃い堅苦しい内容ですが︑ここに忍頂寺さんと三田村鳶魚の蜜月時代と

へ移ったらしい︒たぶん商用だったのでしょう︒牛込区市ヶ谷本村町としてあり

を発行します︒
﹃千里相識﹄の題名です︒千里を隔ててもみな友達だの意です︒
﹃書

いうのですか︑著作目録の下段後半を見てくださったら︑清元の注釈を連載で載

ます︒もともとの住所は神戸市葺合区上筒井通七ノ九〇．そして昭和十二年にま

和六年から昭和十九年まで全十五冊を発行しました︒忍頂寺さんの寄稿が毎号に

せ始める︒ただしこれらはむかし﹃清元研究﹄時代の論文の再掲が多いようです︒

た神戸に帰ってきます︒灘区篠町南町三ノ四七五ノ三一となっています︒晩年に︑

物雑誌細目集覧﹄の中に原本そのままの影印を収めています︒これを見ますとこ

﹃江戸読本﹄で鳶魚は西鶴作品の輪講を続けます︒
﹃慧星﹄のあと﹃日本及日本

昭和二十五年に生駒に移りました︒これは先ほども福田さんがふれておられます︒

あります︒二十一篇と多いのですが論文のかたちをとった長い文章は後半期執筆

人﹄で輪講をつづけここに至りました︒それが最近本になりました﹃懐硯﹄です

忍頂寺宝山人を名乗っています︒生駒の聖天さん宝山寺に由来するのでしょう︒

の時期に風俗文化学に関心のあった人の名前が全部出ていると言っても過言では

︵二〇〇五年︑クレス出版 三田村鳶魚主宰西鶴輪講﹃懐硯﹄
︶
︑こうした一連の

生駒に移った直後︑雑誌﹃金曜﹄の寄稿に﹁久恋の地に移ることが出来てうれし

の三分の一くらいで︑初期は出品した本の解題︑ほん数行の簡単な説明程度のも

輪講は昭和四十年代に青蛙房から何冊か本になりましたが︑それも古いことにな

い﹂と書いています︒なぜ久恋の地なのかちょっと突飛な感じはするのですけれ

ありません︒それだけに忍頂寺さんの名前の見えぬのが不思議なくらいです︒

りました︒

研究の題で忍頂寺さんが寄稿しておられる︒同じ神戸でありますので菅竹浦と忍

出しました︒全部で六冊︑大正十五年から昭和二年まで︒このうち四冊に洒落本

文をお寄せです︒この菅竹浦が大正時代に神戸で﹃襍考江戸時代﹄という雑誌を

おられました︒油煙斎貞柳のことをはじめとして上方の狂歌についてたくさん論

詳しくて﹃近世狂歌史﹄を書いた人です︒竹浦さんは﹃上方﹄へもよく寄稿して

忍頂寺さんの地元神戸に菅竹浦さんというお医者さんがおられました︒狂歌に

村貫一が﹃金曜﹄を発行します︒忍頂寺さんの執筆した最後の雑誌です︒こんな

ます︒神戸の雑誌は﹃襍考江戸時代﹄
﹃陳書﹄に続いて︑戦後にへちま文庫の西

ん︒神戸空襲の際に︑菅竹浦文庫が焼けたときに無くなったんだろうと思ってい

私も多治比さんも長年見たいと思っていますが︑いまだに出逢うことができませ

方﹄に紹介した白縁斎梅好編﹃風流狂歌画譜﹄は大阪の大へん珍しい狂歌本です︒

のでしょうか︒神戸の戦災では菅竹浦の蔵書が全部焼けたそうです︒竹浦が﹃上

しい困惑される事態が続いたのかと推測されます︒忍頂寺さんは戦災に遭われた

ど︑戦後あの方の身辺にいろんなことがおこったのでしょうね︒いろんなむつか

頂寺は仲良しです︒洒落本研究第一回の署名が﹁淡路の島守﹂になっています︒
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年まで︒内容は実に高度なものです︒神戸のあらゆる知識人が寄稿しています︒

寺さんは昭和十四︑五年頃から忍頂寺静村を名乗ります︒先刻鷲原さんが紹介下

先ほどから忍頂寺氏が静村を名乗ったことがたびたび話題になりました︒忍頂

にしかないということを︑長年本を買うてきてそのことを思います︒

忍頂寺さんは八篇のよい論文を書いておられる︒忍頂寺さんの縁で中村幸彦先生

さった遠山雲如︑頼三樹三郎︑梁川星巌と紅蘭︑柏木遊泉は忍頂寺氏の親戚です

小さい形︵雑誌を示す︶
︑全部で四十八冊出ています︒昭和二十四年から二十八

がここへお書きなさっておられます︒

したら︑ええそんなのがあるんですかと︑十五号の内容を急遽加えて下さいまし

な思っていたのですが︑私が十五号がありますと古書通信の樽見さんにお知らせ

ったようです︒
﹃書物関係雑誌細目集覧﹄を編纂するときに十四号までだとみん

れた︒この人は忍頂寺さんと同じく歌謡などの柔らかいものがお好きだったよう

ます︒山村太郎氏は早稲田大学を出て︑大阪府立中之島図書館の司書をしておら

新設された時に図書館に司書として来られた山村太郎さんの橋渡しだったと思い

大阪大学に忍頂寺文庫が入りましたのは︑山村太郎さん︑大阪大学に文学部が

が︑この人たちからの忍頂寺家への来翰を紹介する堅苦しい内容の文章︑これが

た︒
﹃集古﹄の場合も全部で百何十冊なんですが︑
﹃京都集古会誌﹄というのが別

です︒忍頂寺さんとは特に馬が合ったかして︑とても仲が良かった︒年は忍頂寺

この﹃陳書﹄ですが︑
﹃書物関係雑誌細目集覧﹄に総目次が出ていますけれど

に一冊あるのです︒たまたまそれも私が持っていましたので︑
﹃集古﹄にこんな

さんの方が上ですが︑山村さんはおそらく明治三十年前後のお生れやと思います︒

みな忍頂寺静村の署名になっている︒昭和十四︑五年ころから急に忍頂寺さんが

ものがありますとやはり﹃細目集覧﹄に載せてもらいました︒ですから雑誌を揃

大阪大学に文学部が出来た時に︑図書館の蔵書に特色あるまとまったものとして︑

も︑発行期間が長いので全冊揃いで手に入れることが案外難しいのです︒私は古

えるのは並大抵ではない︒
﹃陳書﹄の場合︑私が四回目に入手した分は﹁松井佳

自分の親しい忍頂寺蔵書を思いつかれて︑忍頂寺さんとの交渉がはじまったのだ

気むずかしくなった感じがします︒先刻福田さんがお話下さったようななかなか

一﹂の蔵書印が捺してありました︒松井佳一氏は神戸の人︑近畿大学の先生で金

と私は推定します︒そういうかたちで忍頂寺文庫がこちらに移ったことはとても

本屋から不揃いを四回ばかり買い︑やっと全十五冊を揃えました︒ですので手許

魚博士と言われた金魚研究の最高権威のお方です︒生物学の先生だけれども︑本

よかった︒良い蔵書が大阪大学に残り本当によろしございました︒この山村太郎

難しい問題であるらしい︒三田村鳶魚の﹃江戸読本﹄がちょうどそのころと発行

が好きで何でも買われた大蔵書家です︒歿後に蔵書が市場に出たのですね︒その

さんはやはり軟派文学︑柔らかい方面に大へん関心が強かった︒
﹃西鶴好色盛衰

に同じ号の重複したのが多い︒雑誌によっては簡単に全冊揃いを入手できるけれ

後に﹃金曜﹄の全揃いを買うたのですが︑松井氏の蔵書印が捺してある︒
﹃陳書﹄

記﹄という本がございます︒これは西鶴のたくさんの著書の中で今残っているの

時期が重なっているのでここに載った清元注釈が忍頂寺静村の署名になっていま

﹃金曜﹄どちらも神戸の出版で神戸の松井先生がお持ちだった︒本なんてそんな

は大阪府立図書館の五巻五冊︑これが一部だけです︒ほかどこにもない本です︒

ども︑このように手に入れるのが難しい場合もあります︒特に﹃陳書﹄の最終号︑

ものです︒あるべきところにしかないのです︒だから旧蔵者が亡くなったらそれ

西鶴の著作ではなかろうという説もあり︑西鶴の作品としては良いものではない

す︒

が市場へ出て︑それを欲しいと思っている者のところへ行くんです︒本の流通は

みたいですが︑一応今のところ西鶴作品として認められ︑大阪の中之島にしかな

昭和十九年に出た第十五号が︑ああいう時期の発行ですから極めて部数が少なか

絶対そうなっています︒あるべきところにしかない︒持っているべき人のところ
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ない︒山村さんはそのことを早稲田大学の窪田空穂先生が出しておられた雑誌﹃槻

とがわかった︒しかし山村さんの見つけたのは巻二︑一冊ですので刊年がわから

それで﹃好色盛衰記﹄は﹃好色栄花物語﹄
﹃好色栄花咄﹄と三遍名前が変ったこ

巻二という本を見付けるのです︒それを調べたら﹃好色盛衰記﹄巻二と同じです︒

てしまった︒ところが︑昭和八年頃のことですが山村太郎さんが﹃好色栄花物語﹄

初版は匡郭の余白がずいぶん贅沢にとってある︑それを枠いっぱいの半紙本にし

は大本五巻五冊ですが︑
﹃好色栄花咄﹄は半紙本五巻五冊で本が小さくなります︒

禄十四年に﹃好色栄花咄﹄五巻五冊と改題して再版しました︒もとの﹃盛衰記﹄

いということでとても有名な書物です︒これが貞享五年に出ています︒それが元

たとは全然知らなかったのです︒

さった論文の複写をくださった︒私はそれまで山村さんが巻二をお見つけなさっ

を申上げたら実は僕が巻二をむかし見つけたんやというて︑
﹃槻の木﹄に発表な

て︑ちょうど私が﹃好色栄花物語﹄の巻五を手に入れた時だったので︑そのこと

その後亡くなりました︒その時分に一度中之島にお見え下さったことがありまし

山村さんは阪大の司書を辞められた後︑大東市の女子短大で先生をしておられ︑

載されていません︒これらはおそらく山村さんが買うておいてくださったんです︒

時︑書庫の中でそういう本に出会うてびっくりしました︒みな国書総目録には登

白藤源太談﹄題簽完備の飛びきり美しい本︒中之島図書館で仕事をしていました

﹃山東京代一代記﹄の良い写本︒名古屋の芸妓評判記﹃雀尾交金﹄平出鏗二郎の

いい本を集めて下さっています︒洒落本四十種というて洒落本のええのが四十．

すが︑案外に珍しい本があります︒山村さんは柔らかい方に造詣が深かったから︑

ました︒中之島図書館は柔らかい方面の本はあまりないというのが一般の見方で

﹃好色栄花物語﹄巻五の出現を︑刊記のところの写真を入れて紹介してください

た︒
﹃西鶴図録﹄が出た直後でしたので︑
﹃ビブリア﹄ですぐに木村三四吾先生が

年があった︒
﹁元禄九年正月本屋又兵衛板﹂
︑今まで不明だった刊年が判明しまし

が爛れているというか︑本の周囲がくずれてしまっていたのですが︑最終丁に刊

私は京都で﹃好色栄花物語﹄の巻五を見つけました︒汚い汚いぼろぼろの本︑本

は巻二の一冊があるだけで刊年は不明のままでした︒昭和四十四年のことですが︑

を出したのは昭和四十年頃だったと思いますが︑その時点では︑
﹃好色栄花物語﹄

の間の刊行であると発表されました︒それから四十年︒天理図書館が﹃西鶴図録﹄

けた︒けれども刊年はわからない︒
﹃好色栄花咄﹄は元禄十四年に出たので︑そ

衰記﹄
︵貞享五︶には﹃好色栄花物語﹄と改題した本があった︒その巻二を見つ

ろの発行ではないかとおもいます︒野間光辰先生古稀のお祝いで﹃上方芸文叢刊﹄

た﹃文献志林﹄と似通うていますので︑
﹃文献志林﹄の出ていた昭和四年五年ご

ました︒
﹃潮来舟﹄は刊年はないのですが︑本の体裁と版式が石川巌のやってい

の﹁潮来節の文献と笑本板古猫﹂
︑昭和三年四年に潮来節についての発表があり

論文を発表されています︒
﹃演芸月刊﹄の﹁上方の潮来節に就て﹂
︑
﹃書物の趣味﹄

だしこの本︑刊記がないのです︒著作目録を見ましたら潮来節については何回か

残しておられます︒これです︵本を示す︶
︒潮来節の歌詞を集成しています︒た

う一冊︑本と言うほどのものではありませんが﹃潮来舟﹄という薄い冊子を一つ

ついに本になることがなかった︒たいへんお気の毒に思います︒忍頂寺著書がも

った︒先ほどから何遍も話題に上りました﹃近代歌謡考説﹄
︑これは稿本のまま

います︒ただ︑忍頂寺さんの著作ですが︑
﹃清元研究﹄が一冊だけしか残らなか

簡︑内田宗一さんが今お調べ下さっている︑これのご発表をとても楽しみにして

派な研究紀要を出され︑とてもありがたくうれしいことです︒特に忍頂寺宛の書

って︑忍頂寺・小野文庫として先年以来﹃忍頂寺・小野文庫の研究﹄で二冊も立

忍頂寺さんのお嬢さん小野家から忍頂寺家に残っていた遺品がまたこちらに移

の木﹄に﹁好色栄花物語巻二の発見﹂の題でいきさつを書かれました︒
﹃好色盛

稿本︑戦時中に杉本梁江堂の目録に出たものです︒それに山東京伝の合巻﹃敵討
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が出ました時に︑準備の段階で中村幸彦先生が天理に忍頂寺さんの稿本が一冊残
っているからそれを入れようとおっしゃって︑みんなも異議なく︑だいたいその
方向に行っていました︒だけど所収作品が全部江戸時代のものでしたので︑結局
実現しなかった︒
忍頂寺著作を探す雑誌の説明ばかりをしているようで︑かえって自分のことば
かり︑自分がこの雑誌を見つけました︑みたいなことを申し上げてほんとうにお
こがましいことでございました︒だいぶ時間が早いようですけれども︑これで終

『潮来舟』表紙

号︵二〇一〇年六月︶に掲載されたものです︒

わらせていただきます︒ありがとうございました︒
※本稿は ︑
﹃上方文藝研究 ﹄第
7
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