春から初夏に
花振る舞いの一献を
お届けします︒
日本酒を鑑賞する場合、味よりも香
きちょうこう

気が先行するといわれるほど香りは大切
です。日本酒らしい香りの「基調香」や
うわだちか

、
鼻を近づけた時のふわっと香る「上立香」
ふく

か

口に入れた時に口中に広がる落ち着いた
香りの「含み香」等々。
ほかにも生まれつきや育ちによって固
やまはい

もと

なだか

有な香気があり、山廃仕込みには「山廃
香」が、灘流の枯らし酛では「灘香」が
き が

派

左

党

に

も

色

菊駒

大吟醸

受け継がれる技と時が薫る
極上の一滴に仕上がりました。
＊一八〇〇㎖ 六〇〇〇円 ＊七二〇㎖ 三〇〇〇円

純米吟醸

姿

が

あ

っ

て

い

い 。
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菊駒

純米酒

ゆっくりと丹念に熟成させた
奥深く優しい味わいの酒です。
＊七二〇㎖ 二五〇〇円

菊駒

純米酒「駒酔桜」 季節限定酒

まろやかなコクと旨み、
そして優しい吟醸香が漂う純米酒に仕上がりました。
＊一八〇〇㎖ 二六二五円 ＊七二〇㎖ 一三一三円
＊三〇〇㎖ 四八〇円

菊駒
青森県産華吹雪の純米酒。しぼりたての新酒を
生貯蔵で出荷いたします。春から初夏向けの、
すっきりした味わいをお楽しみ下さい。
＊一八〇〇㎖ 二六二五円 ＊七二〇㎖ 一三一三円

菊駒 いななき

上撰

ふくよかな味わいの中に
菊駒本来のほのかな香りが特徴です。
＊一八〇〇㎖ 二二〇〇円 ＊七二〇㎖ 一一〇〇円

菊駒

小菊

優しくまろやかな、落ち着いた味わいに仕上がりました。
＊一八〇〇㎖ 一九九五円 ＊七二〇㎖ 九二〇円
＊一八〇㎖ 二四〇円

菊駒

原酒 三
｢久」

常温、冷や、お燗いずれも美味しく味わえます。
＊一八〇〇㎖ 一七九二円 ＊七二〇㎖ 八七〇円
＊三〇〇㎖ 三五〇円 ＊一八〇㎖カップ 二二〇円

菊駒
菊駒本来の美しい味わい、
原酒の持つ重厚な旨みをお楽しみ下さい。
＊七二〇㎖ 一一〇〇円

な

農の哲人と
花降る町︒
々

百 年 の 蔵 元
北 の 風 土 を 醸 す

あるといわれるようです。さらには通人
に喜ばれる酒樽の「木香」や、無上の香
りといわれる「吟醸香」も。
うち

では季節と香りではどうでしょうか。
さえかえ

小正月からの「花の内」を過ぎ、二月の
「光の春」や三寒四温の「冴返り」を経て、
くんぷう

。こ
桜とともにやってくる「薫風の季節」
の季節に合わせて造られたのが、甘い香
こまよいざくら

りがほのかに感じられる純米酒生貯 蔵
「駒酔桜」です。
薫風の渡る春の宵から青葉の初夏に、

愁
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花振る舞いの一献をお楽しみ下さい。

弧

表示価格は消費税込です。

【弧愁派】左党にも色々な姿があっていい。

［江渡家住宅］天明年間の普請といわれる。
（国重要文化財）

弧愁の人・江渡狄嶺

え と

「酒をやめるのは革命を起こすより難
てきれい

しい」
。五戸の生んだ“農の哲人”江渡
狄嶺の酒好きは有名な話である。二〇代
からすでに立派な酒徒だったらしく、著
じょぜかん

作『場の研究』の序文で、評論家の長谷
川如是閑は「狄嶺とは、いが栗あたまで、
無精髭を生やして（しまいにはそれは胡
麻塩の頬髭になった）
、百姓のふだん着の
ような装いをして、腰にタオルをぶら下
げて、百姓の仕事で生活して、ひまがあ
れば酒を呑んで、呑まない時は本を読ん
で…」と、その姿を活写している。
また、知友・淡谷悠蔵の回顧談に「私
のところではコップに生卵を割り、砂糖
を入れてかきまぜたものへ、熱燗の酒を
つぎ込んで、つまり卵酒にしてのんだ。
それも一升ものむのだ。のめばのむ程、
寂しい辛そうな顔になった」とあり、そ
の酒が酒仙李白の「我酔フテ眠ラント欲
ス卿シバラク去レ／明朝意有ラバ琴ヲ抱
イテ来レ」という風雅とは無縁の酒だっ
たことが分かる。狄嶺は弧愁の人だった。

思想の中核「只管百姓」
明治十三年（一八八〇）に五戸町の豪
商江渡家の十五代目として生まれた狄嶺
（本名・幸三郎）は、小学校高学年です
でに千頭清臣の小冊子『ソクラテス』を
愛読する早熟な俊英だった。その後、八
戸中学（現八戸高校）から東京の京北
中学、仙台の二高（現東北大学）
、東大

法学部に進み、
「末は博士か大臣か」と
前途を嘱望されていたにもかかわらず、
東大を中退し農の道へ入った。
なぜ“農”なのか。この疑問に狄嶺の
人生、思想が凝縮している。やがて「無
類の人間」
「超絶の人傑」
「俗人ならぬ真
正の奇人」
「真実の求道者」
「武蔵野の聖
者」などと呼ばれるようになるが、その
思想は先哲の安藤昌益に通ずるものが
あった。事実、狄嶺は地元で昌益に注目
した最初の人物ともいわれている。
昌益の『自然真営道』で説く、
「直耕」
（土を耕し自給しながら生きていくこと）
、
「すべて互性にして二別無く」
（自然や人
しかん

は共生しながら一体のもの）などは、狄
嶺の「只管百姓」にほぼ通底する。これ
は道元禅師の「只管打座」
（ただ一途に
座れ）を援用したものだが、黙々と畑で
百姓をすることで相対としての二別（迷
いと悟り）に陥らない生き方をいう。
とくとみろか

思えば狄嶺は、明治四十三年（一九一〇）
に徳冨蘆花の世話で武蔵野の奥地に一反
未満の畑付き借家を手に入れ、妻ミキ、
心弟英男の三人で「百性愛道場」を開き、
昭和十九年（一九四四）に修善寺の「黒
豆庵」を最 期の生活の場とするまでの
三五年間、まさに血涙の経験を遍歴する
ぼうおく

人生だった。
ふ

茅屋の前に佇む狄嶺を写真に見ると、
ふと「ひとり坐し、ひとり臥し、ひとり
歩み、なおざりになることなく、わが身
をととのえて、林のなかでひとり楽しめ」
という仏陀の言葉が思い浮かんでくる。

❷
❸

［百性愛道場を開いた頃］右から小平英
男（親友小平耕次郎の弟で、狄嶺の心
弟として生涯を共にした）
、狄嶺、ミキ
（秋田県花輪出身で、東京女高師付属高
女専攻科在学中に狄嶺と知り合い結婚
する）
、十蔵（長男。大正４年に６歳で
亡くなる）…『土と心を耕しつつ』より。
［江渡狄嶺詞碑］地蔵平公園。
昭和57年５月３日、狄嶺会五戸支部建立。
［江渡狄嶺の墓］専念寺。
墓標は平成22年３月24日、五戸町文化協会建立。

農の哲人と
花降る町︒

［江渡狄嶺の著作物］
『或る百姓の家』
（大正
11年／綜文館）
『土と心とを耕しつつ』
（大正
13年／叢文閣）
『地涌のすがた』
（大正14年／
青年書房）
『場の研究』
（江渡狄嶺著作集第１
巻／昭和33年／三蔦苑）…五戸町図書館所蔵。

［和の会の小村喜幸会長］
シダレザクラの傍にある蒼前社境内で
シダレザクラのほか、
地域活動のことなども説明をしてくれた。
［参考文献］
───『流れる五戸川』
（三浦榮一）
『畸人―大正期の求道者たち―』
（鳥谷部陽
之介）
『日本エコロジズムの系譜―安藤昌益
から江渡狄嶺まで―』
（西村俊一）デーリー
東北連載「光とらえて―安藤昌益に魅せられ
た人々―」
（近藤悦夫）
［撮影協力］
───五戸町図書館
［ソメイヨシノの巨木］
五戸小学校校庭に残る樹齢百年を超す桜。

【弧愁派】左党にも色々な姿があっていい。

［ヤング五戸クラブのメンバー］
平成22年６月に行われた
「高円宮賜杯第30回全日本学童軟式野球大会」
の県大会で優勝。全国大会に出場した。

由緒ある旧家のつながり
平成二十二年五月のとある日、五戸荒
町にある国 重要 文 化 財「 江 渡 家 住 宅」
を訪れた。ここは分家した七代目盈詳か
らのもので、寄棟造茅葺き屋根の母屋は
まつえい

天明年間（一七八一～一七八八）の普請と
いわれている。幸い末裔の方がいて座敷
しょうしゃ

を見学させていただいたが、その書院造
様式の瀟洒な佇まいに格式が感じられた。
五戸は中世から開かれた古い土地柄で、
由緒ある旧家のつながりが今もなお残っ
ている。菊駒の三浦家と江渡家も縁戚関
係があり、二代目久次郎の五男政吉が江
渡文弥の二女ふくに婿入りしており、そ
の三男江渡達男の長女昌子が四代目久
次郎の六男大明に嫁いでいる。
とつおいつしながら狄嶺の眠る専念寺
め

の墓に詣で、狄嶺詞碑のある地蔵平公園
へ足を延ばした。時は春爛漫、桜を愛で
のうじょう

る花 見 客 をよそに、詞 碑 はひっそり と
建っていた。
「農乗は一株の菩提樹也」で
始まる自筆の家樹訓が彫られた詞碑は、
今の世に何を語りかけているのだろうか。
芭蕉の言葉に「松の事は松に習え、竹
の事は竹に習え」がある。それでいえば、
この風に舞い降る桜花は花に習えという
ことか。では、狄嶺の「只管百姓」はそ
のまま土に習えということなのだろうか。

花見所を訪ねて
はないけ

同じく芭蕉に「呑明けて花生にせん二
升樽」がある。狄嶺の大酒には業のよう

た む

な哀しみもあったようだが、せめて今日
はこの明るい酒境を手向けたい。そんな
思いもあって、五戸町の花見所をはしご
してみた。
ひばり野公園の桜はまさに満開で、
バーベキューを楽しむ家族連れやテント
を張る気の早い人々もいて、観桜の様子
うつぎざわ

も大分変わったことを実感した。それに
比べ、石沢 槍 沢 地区にある一本のシダレ
ザクラは、樹高約一五メートル、樹齢約
百年の古木で、地域のシンボルとして親
しまれてきたことが窺われた。地元の自
治会と「和の会」
（小村喜幸会長）が十
数年前から周辺の整備を進めてきたとの
ことで、道を隔てた一角には出店も開か
れ、山菜や焼き鳥、よもぎ餅、じゅうね
餅などが、のどかな山里の空気を伝えて
いた。
最後に出向いたのが五戸小学校の桜
だった。 校 庭 の ま わ り に は 昭 和 二 年
（一九二七）に、明治三十二年尋常科四年
卒業の北和喜寿、江渡鉄郎、松尾敏雄
らのグループがソメイヨシノの苗木を植
えており、それが巨木となって残ってい
た。ここは狄嶺も通った小学校である。
やがてにぎやかな喚声が聞こえてきた
と思ったら、集まってきたのは学童軟式
野球チーム「ヤング五戸クラブ」の子供
たち。新井山勝幸監督の指導の下、
「子
供らしいところをよく残したチームにし
たい」とのことだったが、後日、このチー
ムが県大会で優勝し、初めて全国大会に
出場したことが伝えられた。

❹
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農の哲人と花降る町︒

［和の会の皆さんによる出店］
山菜やじゅうね餅など、山里ならではの商品が並べられている。

［ひばり野公園の桜］
テントを張りながら花見をする人々もいた。
［ヤング五戸クラブの新井山勝幸監督］
「あきらめない」をモットーに、
子供らしい野球をめざしてきたという。

［石沢槍沢地区のシダレザクラ］
樹齢約百年で、地域住民に大切に守られてきた。

三浦久次郎による三泉酒造合名会社設

治四十三年（一九一〇）十月一日の四代目

五戸の風土に育まれた菊駒酒造は、明

って追悼文集『清流』がまとめられまし

に合わせて、三浦家一族や従業員も加わ

七八歳で亡くなりました。翌年の一周忌

五代目は平成十年七月三十一日、享年

百年の蔵元﹁菊駒﹂

立を創業とし、平成二十二年には百周年
た。その中には弟たちが奉った「説教居
あだな

を迎えました。

文 集 名『 清流』は、戒 名の「直心院

「酒造りの神様」
「酒
士」の綽名のほか、

清酒造りに邁進し、全国新酒鑑評会にお
章誉源水清流居士」に由るものですが、

代々、久次（治）郎を襲名してきたた

いて昭和五十二年から五十七年まで六年
当時高校三年生だった孫の三浦弘文（七

屋の先生」という言葉が散見されます。

連続を皮切りに通算二六回の金賞を受賞
代目現社長）が全国水のエッセイコンテ

め、屋号は「三久」と呼ばれてきました。

しています。
ストに応募し、最優秀賞を受賞した「祖

また酒が好きで、興が乗るとねじり鉢巻

「菊駒」が全国区の酒となったのは、平
父の思い出」に、菊駒の敷地内から湧く

五代目久次郎（幼名・章）は、広島高等

成六年（一九九四）九月一日付の『東奥日
水を「命はこの水なんだ」と、よく口に

姿で八戸小唄などを歌ったらしく、ユー

報』夕刊に掲載された日本銀行青森支
含んでいた後ろ姿が描写されています。

工業醸造科を卒業し、東京国税局で清

店の県内調査結果でも明らかです。それ
「心から水を愛し、酒を愛した人だっ

モアがあり豪放な「五戸最後の旦那様」

によると、青森県には日本一といえるも
た。祖父を心から誇りに思う」が結びの

酒の品質向上の指導を行う酒類鑑定官

のが五四項目あり、リンゴやねぶた祭、
言葉。まさに五代目から使われた企業理

といわれる一面もありました。

白神山地や三内丸山遺跡などと共に、清
念の「酒造一念」を貫く生涯でした。

をしていました。五戸に戻った五代目は

酒では「菊駒」があげられているのです。
この評価は、まさに五代目が口癖のよ
けんさん

けんそん

うに言っていた「酒は学問が造る」とい
う日々の研鑽の結果でした。自ら謙遜し
て「おみき酒屋」と称していた蔵を、日
本に冠たる地酒蔵に育てたのです。

裏方三〇年の三浦和子会長
一番身近な熱烈菊駒ファン
「
『三久は女で持っている』と言われる
ようですが、本当ですね。ジャジャがそ
ねえ

うでした。嫂さんがそうです。そして跡
ふさわ

取りの嫁和子さんも三久本家に相応しい
女性だと思います」
。
これは五代目久次郎（幼名・章）の追
悼文集『清流』にある弟・萬平氏の述懐
で、ジャジャとは四代目久次郎（幼名・
次郎八）の妻・あさ、嫂さんとは五代目
の妻・節子のことです。
あさは、やはり萬平氏の文によれば、
豚を飼育したりドンベ（酒を絞った後の
袋を洗った湯）を売ったりして子供たち
の学資の足しにしていたらしく、その温
容は多くの人に慕われました。
また、節子はかつて『あおもり草子』
の取材を受けており、その中で「杜氏さ
んは朝仕事をした後の朝食なので、朝か
ら支度が大変でした。それに主人は、ど
んな通いの人にでも、手作りでもてなす
ことにこだわりのある人で、午前中にい
る人数を数えて大鍋にご飯を炊いたり買
い出しに出かけたりしたものです」と答
えています。
蔵元の当主となれば、家族のみならず
従業員や通いで来る様々な職種の人々を
統率しなければならず、常居の横座にデ
ンと構えて威厳を保つのは宿命のことで

した。その分、必要になるのは内助の功で、
和子会長もまた同様に、おさんどんに明
け暮れる裏方の日々でした。
それでも『清流』にある和子会長の思
い出文に、
「おれが（五代目久次郎）
、ナ
ニナニをして下さいとたのんでおるのに、
オニのカガとヨメッコが、おとさんっ！
だめですっ！ とおごられだ…」とあり、
その微苦笑を誘う姿に「三久は女で持っ
ている」の感を強くします。
また和子会長は、新生「菊駒」誕生に
至るまでの表方三年間も経験しています
が、
「一番身近な熱烈菊駒ファン」を自認
するように、持ち前の明るさで前途を切
り拓いてきました。
最近は、町民有志による菊駒応援隊が
『菊駒音頭』を制作、ＣＤを寄贈される
など、和子会長はじめ菊駒ファミリー全
員が、ますます「地元に愛されてこそ銘
酒」の有難みを深めているようでした。

❻
❼

［５代目と孫の弘文］
５代目久次郎（右）と、名
コンビだった藤田宏杜氏
（左）に囲まれ、酒庫で風
呂に入る幼少時の７代目
弘文社長（昭和58年７月
19日）
。当時、杜氏以下蔵
人もこの桶で風呂に入っ
ていた。天井が高く広く、
開放感抜群だったという。
［銘柄萬年の「菊駒」を造る人々］
＊前列右から
野村明（工場長／工場のボス）
三浦和子（会長）
三浦弘文（社長）
川岸絵里佳（事務受付／花婿募集）
地代所りょう子（縁の下の力持ち）
＊後列右から
十日市明（営業／一生懸命な男す）
川村智嘉佐（営業／痩せの大食い）
下村尚志（営業／菊駒の生き字引）
一戸康子（工場なかよし美女Ａ）
下栃棚茂春（営業／味のある中年）
豊川一人（工場の若きエース）
山田信雄（総務部長）
十日市くみ子（工場なかよし美女Ｂ）
倉橋典子（工場なかよし美女Ｃ）

