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今回例会   第１４１３回 

平成１９年１月２４日（水） 

外部卓話 

『継体大王 

即位１５００年祭によせて』 

越の大王祭保存会 

会長 清水次雄様 

  次回例会   第１４１４回 

 平成１９年１月３１日 

『 カナダの 

野生のオルカと私 』 

野性オルカ研究所 

三屋智子様 

 

 

 

 

 

今日のロータリーソング                        
    

『 我等の生業 』 

 
藤本会長 挨拶 
                              （１／１７） 

本日のお客様は「しんふくい出版」代表 稲木信夫様です。 

後ほど卓話をしていただきます。 

丸岡高校のサッカーが全国大会で８強に入る活躍をされました。 

小谷校長先生がお礼の言葉を述べにいらしています。 

今日は（1月17日）阪神・淡路大震災が起きて１２年目の日に当

たります。６４３４名の方が亡くなられ、大きな追悼式が行わ

れます。私たちも心よりお悔やみ申し上げたいと思います。 

 

水上幹事 報告          
※ 2007～2008 年度「会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ」 

（ＰＥＴＳ） 

  ３／３（土） 宝ヶ池ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙにて開催 

※ ロータリー財団 2005-2006 年度  

年次報告 

 

※ ＲＯＴＡＹ ＷＯＲＬＤ 

※ 日本ロータリー親善ゴルフ全国大会 

３月１２日琉球ゴルフ倶楽部にて 

開催されます。２月７日申込締切 

 

 

 

米山記念奨学会              

 

 

下田重道会員に             

第１０回米山記念功労者メジャ

ードナーの表彰がありました 

 

丸岡高等学校校長 小谷正典様 

が４

 

１４１２回例会 委員会報告 （１月１７日現在）

体育文化後援会会長 東角操様 

 

昨年末丸岡高校サッカー部

０８０校の中から勝ち上がり８

強入りを果たしました。物心両

面で応援を頂き誠にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 
 

 

第  

1/26 三国RC 三国観光ﾎﾃﾙ 12:00～12:30 

ータリー財団特別寄付（個人寄付）・・・（ABC順・敬称略）  

0円 本年度累計483,000円）  
 

米山記念奨学会（個人寄付） 

   （本日4,000円 本年度累計389,000円） 

ニコニコ箱･･･ BC順・敬称略） 
ます。 

とうございました。誕生日を自祝 

ざいます。 

います。 

年度末にて欠席が多くな

竹澤――

がとうございます。 

します。 

す。 

 

 地区大会のご案内

出席委員会 
ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付のみ 

 

ロ
 藤本・林田（数）・林田（恒）・東角・中田・野尻・下田・竹澤 

 年次袋完了‐林田（恒）＝計 22名   
（本日16,00

藤本・中田・野尻・下田 

 年次袋完了・18名   
 

（A
藤本――稲木様、本日卓話有難うござい

橋本――早退させて頂きます。 

東角――丸校サッカー応援ありが

野尻――ニコニコ箱に協力します。 

下田――稲木信夫様卓話ありがとうご

高尾――少し遅れてすみません。 

髙嶋――稲木様卓話ありがとうござ

竹内――皆さん今年もよろしくお願いします。

るかなと思いますがメーキャップも頑張りますのでよろしく

お願いします。 誕生日を自祝。 

会議の為中座します。 

釣部――ニコニコ箱にいつもあり

山田――本日の卓話 稲木様ご苦労様です。お先に失礼

山岸――新年おめでとうございます。前回欠席しました。本日早退しま

 

 

 

006-07年度2  

 2007 年 3 月 31 日（土）～4月 1日（日） 国立京都国際会館 

奉仕の感動を分かち合おう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％

35 29 5 1 1 82.85 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度との比較

22,220円 1,003,221円 1,160,000円 



 

 

詩人中野鈴子の原点を探る 
 しんふくい出版 代表 稲木信夫様 

 

あ

りがとうございます。 

校を

業しています。先ほどのサッ

。 

る

39 1958
年（昭和 33 年）に 52 歳の若さ

没後 50 年となります。 
彼女の人生で転機となったものが

田の家に帰ってきた事です。父が亡く

０年間というのは鈴子にとって生涯のあり

は恋愛と結婚で、当

府に

の

環境にて成長していきました。 
書家でした。母は語りが上手

話をしてくれました。２人の

。ますます金沢時代に強めた文学への思い

 

方は申し出てください。

兄と共に文学活動に参加し、そ

の作 見つめ直し、村にあった封建的

し 許さなければ結婚できなかっ

旧民法など社会の有り様を体験や取材を持って、詩や散文に

品化していきました。 

め切り離され無残な別れを迎えまし

人間的な生き方を貫く事の幸せを込め

。京都

就職しましたが病気により丸岡に戻り中野鈴子さんに出会

くなられる４日前の元旦に東京へいった機会に見舞

ども皆に知られなくて

のお礼の言葉

本日はお招きを頂きまして

私は昭和２９年に丸岡高

卒

カーで健闘をしているのを聞

くと嬉しく思っています

資料をお渡ししていますので

何かの参考にしていただけれ

ば嬉しく思います。 

丸岡の作家であり詩人であ

中野重治さんの妹の中野鈴子

さんです。昨年生誕１００年を

年）に一本田に生まれ、迎えました。1906 年（明治

で亡くなりました。来年 1 月が

二つあります。年譜に二つの

線で示しました。 
一つは 1929 年に文学を志して上京。一つは 1941 年太平洋戦争

が勃発の頃、捨てた一本

なり母と田んぼに出るようになります。 
初めの転機までの２

ようを決定付けるものがありました。 
１つ目は一本田に生まれて育っていく。２つ目は４歳年上の兄

重治の影響で文学に目覚めていく。３つ目

時は十代の結婚は珍しいものではなく、まして妹が２人おりま

して結婚を急がれたわけです。 
今日は鈴子の人と文学を決定つけるものだと思いますので少し

立ち入ってここの所をお話いたいと思います。 
鈴子の生まれた家は（ご存知の方もいらっしゃるかも知れませ

んが）立派な家です。地主であ

り、江戸時代から庄屋でした。

父親は国家公務員です。 
専売局員で最後は朝鮮で総督

府に在職するという見識も広

く持っていました。祖父も農民

と氏族がぶつかった時、政

農村の実情を二度も請願する

という気骨を持っていました。

祖父は開けた心を持って、子供

た人でした。鈴子はこういう家庭

２つ目の文学への目覚めは父が読

で幼い子供達に囲炉裏端で色々な

兄が高等教育の場に出て行きまして、鈴子も郡立女子実業学校

（現三国高校）に入り短歌を作り始め文学への思いを強めてい

生き方を率直に認めようとし

きました。全寮制で良妻賢母を目標にしていましたので、文学

をやりたい鈴子は寮母さんの目を盗んで文学にのめりこんでい

ったみたいです。 
第３にこの女学生時代に初恋と思えるものが日記にあります。 
金沢での兄重治の世話をする頃、重治と同じ四高（現金沢大学）

の窪川鶴次郎と恋に落ちる。父により二度の結婚を強いられる

が家に戻ってしまう

を胸に人間らしく生きる事、文学する事を一生続けたいという

志を持ちます。重治も帝国大学（現東京大学）へ入り上京する

と日本プロレタリア作家同盟に加盟し、中心となって活躍する

ようになります。生まれ育った実家の環境。文学への目覚め。

恋愛と強制された結婚。この３つが詩人中野鈴子の成り立ちと

生涯、作品の特徴を決定付けたというものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 稲木様より右の２冊頂きまし

た。事務局にありますのでご

希望の  

 
 
第２期の東京時代（８年間）は

品で自分の生まれた実家を

きたり、女性を抑えた父親がな

た

作

小林多喜二・宮本百合子・平塚らいてう・与謝野晶子・林芙美

子・深尾須磨子といった人達の接触もあると思われます。「一田

アキ」のﾍﾟﾝﾈｰﾑで書かれた作品が広く注目され作曲されて歌わ

れた詩もあります。作家同盟で知り合った金龍済と恋に落ちま

すが彼が朝鮮人であったた

た。太平洋戦争の影響もあり鈴子を一本田の人として生きさせ

ることになりました。 
そして第３期、父の死、終戦、福井震災、母の死により実家に

鈴子一人残され家を守っていくことになった。なれない農民の

暮らしで、過労と死へと導かれていきました。彼女はおしひし

がれたのではありません。屋敷は地震で壊滅、小さな平屋での

生活ながら、真に自由な

て多くの詩を歌い上げました。生涯、詩は一冊の詩集を含めて

１００編、さらに小説、評論など多数を残してくれました。 
私は中野鈴子を丸岡町のみならず福井県が誇るべき詩人、日本

の詩人として丸岡の中野重治や内田忠さんらと共に知られて

愛される理解されるようにと心から願っております。 
 
私は福井で生まれて空襲に遭い、母の実家が丸岡にあり住むよ

うになりました。長畝小学校、平章小学校、丸岡中学、丸岡高

校を出ました。中林隆信さんという方が恩師です。この先生の

影響で私も文学に引きずられまして今日に至っています

に

いました。 
話をしたり詩をみてもらったりしていましたが、私が福井に出

てしばらくは疎遠になっていました。 
鈴子さんが病気になり福井の日赤に入院していると聞き、時間

を見てはお見舞いに行っていました。病気が進み東京へ転院し

ました。亡

いに行くと、会う瞬間に「私は断末魔じゃ」と大きな声で叫び

ました。これまで文学をやってきたけれ

認められなかった悲しさを匂わせたように思い、非常に驚きま

した。 
その４日後亡くなられた訃報に接しました。 
これが中野鈴子さんと私の出会いと別れです。 
 
 
藤本会長  

したが妹の中野

回稲木様の卓話を聞いて中野鈴子さんが非常に身近に思いま

た。どうもありがとうございました。 

中野重治さんのことは多少なりとも知っていま

鈴子さんのことはとても勉強になりました。 
今

し

 

中野鈴子を知っていますか？ 
岡出身の中野重治の妹で、詩人で

あります。皆さんに是非知ってい

く稲木様にお願いしまし

。先生は右のような本も出されて

卓話 丸

も

ただきた

た

います。 


