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草鞋 のののの話旅 のののの話話話話～～～～
『『『『 樹木とそ の葉葉葉葉』』』』 より 若山牧水

私私私私はははは草鞋をををを愛愛愛愛す る、、、、あ の、、、、枯枯枯枯 れた藁藁藁藁 でででで、、、、柔柔柔柔かにまた巧巧巧巧みに、、、、
作作作作られた草鞋をををを。。。。
あ の草鞋をををを程程程程 よく両足にににに穿穿穿穿 き しめ て大地 のののの上上上上 にににに立立立立 つつつつとととと、、、、急急急急
にににに五軆 のののの締締締締 まる のを感感感感ず る。。。。身軆 のののの重重重重 みを し っかりと地地地地 のののの上上上上
にににに感感感感 じじじじ、、、、 そ こから発発発発 した筋肉 のののの動動動動ききききがまた実実実実 にににに快快快快くくくく四肢 五軆
にににに伝伝伝伝わ ってゆく のを覚覚覚覚 ゆる。。。。
呼吸 はははは安安安安ら かに、、、、やが て手足はははは順序 よく動動動動きききき出出出出すすすす。。。。 そして
自分 のののの身軆 のために動動動動 かされた四辺 のののの空気がががが、、、、 いかにも心地
よく自分 のののの身軆 にににに触触触触れ て来来来来 るるるる。。。。

机上 のののの為事 にににに労労労労れた時時時時、、、、世間 のいざ こざ の煩煩煩煩わ しさ に耐耐耐耐ええええ
きれなくな った時時時時、、、、私私私私はよく用用用用もな いのに草鞋をををを穿穿穿穿 いて見見見見るるるる。。。。
二三度土をををを踏踏踏踏 みしめ て いると、、、、急急急急 にににに新新新新 し い血血血血がががが身軆 にににに湧湧湧湧 いいいい
てててて、、、、 そ のまま玄関をををを出出出出かけ てゆく。。。。実実実実 はははは、、、、 そうす るま ではよ
そに出懸け てゆくにも億劫な ほど、、、、疲疲疲疲 れれれれ果果果果 てて いた時時時時な ので
あ る。。。。
そして二里な り三里な り の道道道道 をせ っせと歩歩歩歩 いて来来来来 ると、、、、もももも
うううう玄関 口から子供 のののの名名名名をををを呼呼呼呼びびびび立立立立 てるほど元気 にな っている の

がががが常常常常だだだだ。。。。
身軆を こご め て、、、、 よく足足足足にににに合合合合うううう様様様様 にににに紐紐紐紐 のののの具合をををを考考考考えながら
結結結結ぶぶぶぶ時時時時 のののの新新新新 し い草鞋 のののの味味味味 もももも忘忘忘忘 れられな い。。。。 足袋をををを通通通通 してし っ
くりと足足足足 のののの甲甲甲甲をををを締締締締 め つけ るあ の心持、、、、立立立立ちちちち上上上上 った時時時時、、、、 じんな
りと土土土土から受取 るるるる時時時時 のあ の心持。。。。
とととと同時 にににに、、、、 よく自分 のののの足足足足にににに馴馴馴馴れ て来来来来 てててて、、、、穿穿穿穿 いて いる のだ か
いな いのだ か解解解解らぬ ほど にな った時時時時 のののの古古古古びた草鞋もももも難有 いいいい。。。。
実実実実を いうと、、、、 そうな った時時時時がががが最最最最 もももも足足足足をををを痛痛痛痛 めず、、、、身軆をををを労労労労れ し
めぬ時時時時な のであ る。。。。
と ころが、、、、私私私私 はそ の程度をををを越越越越す ことが しば しばあ る。。。。 いい
草鞋だだだだ、、、、捨捨捨捨 てる のが惜惜惜惜 し い、、、、とととと思思思思うと、、、、 二日もももも三日もももも、、、、時時時時とととと
す ると四五日にかけ て 一一一一 足足足足 のののの草鞋をををを穿穿穿穿 こうとす る。。。。 そして
間間間間 々々々々足足足足をををを痛痛痛痛 める。。。。もうそうな るとよほどよく できたも のでも、、、、
何処 にか破破破破 れが でき て いる のだ。。。。従従従従 って足足足足にににに無 理がゆく ので
あ る。。。。
そうな った草鞋をををを捨捨捨捨 てる時時時時がまたあ はれ であ る。。。。 いかにも
ここま で道道道道 づれにな って来来来来たたたた友 人にでも別別別別れる様様様様なうら淋淋淋淋 しししし
いいいい離別 のののの心心心心がががが湧湧湧湧くくくく。。。。
『『『『 では、、、、左様なら ！』
よくそう声声声声 にににに出出出出 して言言言言 いながら私私私私 はそ の古草鞋をををを道道道道ば た の

草草草草むら の中中中中 にににに捨捨捨捨 てる。。。。独独独独りりりり旅旅旅旅 のののの時時時時 はことにそう であ る。。。。
私私私私 はははは九文半 のののの足袋をををを穿穿穿穿 くくくく。。。。 そう したたたた足足足足にににに合合合合うううう様様様様 にににに小小小小さな草草草草
鞋鞋鞋鞋がががが 田舍 には極極極極 め て少少少少な いだけ に （（（（ 都会 には大 小殆んどな
くな っているし）））） 一一一一 層層層層そう して捨捨捨捨 てててて惜惜惜惜 しむ のかも知知知知れな い。。。。
でででで、、、、 これはよさ そうな草鞋だと見見見見ると 二三足 一一一一 度度度度 にににに買買買買 っっっっ
てててて、、、、あと の 一一一一 二足をば幾 日となく腰腰腰腰 にににに結結結結 び つけ て歩歩歩歩く ので
あ る。。。。 も っとも これは幾 日とな い野越ええええ山越え の旅旅旅旅 のののの時時時時 のののの話話話話
であ るが。。。。

そう した旅旅旅旅を ツイ この間私はや って来来来来たたたた。。。。
富士 のののの裾 野 のののの 一一一一 部部部部をををを通通通通 って、、、、 いわ ゆる五湖をををを溯溯溯溯りりりり、、、、 甲府
のののの盆地 にににに出出出出 でででで、、、、汽車 でででで富士見高原 にあ る小淵沢駅ま でゆき、、、、
そ こから念場がががが原原原原と いう広広広広 いいいい／＼ 原原原原 にかか った。。。。 八八八八 ヶヶヶヶ岳岳岳岳 のののの表表表表
のののの裾 野にににに当当当当 るも のでよく人人人人 のいう富士見高原なども謂謂謂謂はば こ
のののの 一一一一 部部部部をなすも のかも知知知知れぬ。。。。 八里四方 のののの広広広広さがあ ると土土土土
地地地地 のののの人人人人はははは言言言言 って いた。。。。 そ の原原原原をををを通通通通りりりり越越越越すと今度 はははは信州路 にな
って野辺山がががが原原原原と いう のに入入入入 った。。。。 これは、、、、同同同同じじじじ八八八八 ヶヶヶヶ岳岳岳岳 のののの裏裏裏裏
のののの裾 野をなすも ので、、、、同同同同じく広茫たる大原野 であ る。。。。富士 のののの
裾 野 のののの大 野原とととと呼呼呼呼ば るるあたりや浅間 のののの裏裏裏裏 のののの六里がががが原原原原あたり
のののの、、、、 一一一一 面面面面にににに萱萱萱萱やややや芒芒芒芒 のなび いて いる のと違違違違 って、、、、 八八八八 ヶヶヶヶ岳岳岳岳 のののの裾裾裾裾

野野野野はははは裏表とも多多多多 くくくく落落落落葉松 のののの林林林林やややや、、、、白樺 のののの森森森森やややや、、、、名名名名もももも知知知知らぬ潅潅潅潅
木林など で埋埋埋埋 っっっって いる ので見見見見たたたた所所所所 いかにも荒涼と している。。。。
ち ょうど樹木 のののの葉葉葉葉と いう葉葉葉葉 のののの落落落落ち つく した頃頃頃頃 であ った ので、、、、
一一一一 層物寂びた眺眺眺眺めを していた。。。。
野辺山がががが原原原原 のののの中中中中 にあ る松原湖と いう小小小小さな湖湖湖湖 のののの岸岸岸岸 のののの宿宿宿宿 にににに二二二二
日日日日ほど休休休休 んだが、、、、 一一一一 日日日日はははは物物物物すご い木枯 であ った。。。。ああ した
烈烈烈烈 し い木枯 はや はりああ した山山山山 のののの原原原原 でなく ては見見見見られぬと私私私私
はははは思思思思 った。。。。そ こから千曲川にににに沿沿沿沿う て下下下下りりりり、、、、御牧がががが原原原原にににに行行行行 った。。。。
この高原 はははは浅間 のののの裾 野とととと八八八八 ヶヶヶヶ岳岳岳岳 のののの裾 野と の中間 にににに位位位位す る様様様様なななな
位置 にににに在在在在 りりりり、、、、 四方 にににに窪 地をををを持持持持 って殆殆殆殆んど孤立 した様様様様なななな高原とととと
な って いる。。。。私私私私 はははは曽曽曽曽 つて小諸 町から この原原原原をををを横 切ろうと して
道道道道 にににに迷迷迷迷 いいいい、、、、まる 一一一一 日松 のののの林林林林やややや草草草草 むら の間間間間をうろ／＼ して い
たたたた事事事事があ った。。。。
そ こから引返して再再再再びびびび千曲川にににに沿沿沿沿う て溯溯溯溯りりりり、、、、終終終終 にそ の上流、、、、
と いう より水源地ま で入入入入りりりり込込込込んだ。。。。 ここの渓谷はははは案外 にににに平凡
であ ったが、、、、 そ の渓渓渓渓をををを囲囲囲囲むむむむ岩 山、、、、及及及及びびびび、、、、到到到到 るるるる所所所所 から振返 って
仰仰仰仰が るる八八八八 ヶヶヶヶ岳岳岳岳 のののの遠望がががが非常 によか った。。。。
そしてそ の水源林をををを為為為為すすすす十文字峠 と いうを越越越越え て武蔵 のののの秩秩秩秩
父父父父にににに入入入入 った。。。。この峠峠峠峠 はははは上下七里 のののの間間間間、、、、一一一一 軒軒軒軒 のののの人家をも見見見見ずずずず、、、、
ただだ間断なくうち続続続続 いた針葉樹林 のののの間間間間をををを歩歩歩歩 いてゆく のであ

るるるる。。。。常盤木をををを分分分分け てゆく のであ るがががが、、、、道道道道 がおほむね山山山山 のののの尾根
づた ひにな って いる ので、、、、意外 にも遠望がよくき いた。。。。 近近近近くくくく
甲州路 のののの国師岳 甲武信岳、、、、秩 父 のののの大洞山雲取山、、、、信州路 では
近近近近くくくく浅間がががが眺眺眺眺められ、、、、上州路 のののの碓氷妙義など はあたかも盆 石
をををを置置置置 いたがごとくに見下され、、、、ず っとそ の奥奥奥奥、、、、越後境 にににに当当当当 っっっっ
たたたた大大大大きな山脈はははは 一一一一 斎斎斎斎 にににに銀色 にににに輝輝輝輝くくくく雪雪雪雪をををを被被被被 いていた。。。。
こと にこの峠峠峠峠 でででで嬉嬉嬉嬉 しか った のは、、、、尾根 から見下すすすす 四方 のののの沢沢沢沢
のののの、、、、他他他他 にたぐ いのな いま でに深深深深くくくく且且且且 つつつつ大大大大きな こと であ った。。。。
しかもそ の大大大大きな沢沢沢沢がががが複雑 にににに入入入入り こん でいる のであ る。。。。あち
こち から聳聳聳聳ええええ立立立立 った山山山山が いず れも鋭鋭鋭鋭 くくくく切切切切れれれれ落落落落ち てそ の間間間間 にににに深深深深
いいいい沢沢沢沢ををををなす のであ るが、、、、 山山山山 のののの数数数数がががが多多多多 いだけそ の峡峡峡峡 もももも多多多多 くくくく、、、、 そそそそ
れら から作作作作 りなされた沢沢沢沢 のののの数数数数 はほんと に眼眼眼眼もまがうば かりに、、、、
脚下にににに入入入入りりりり交交交交 って展開 せられ て いる のであ った。。。。 そしてそれ
ら の沢沢沢沢 のうち特特特特 にににに深深深深くくくく切切切切れれれれ込込込込んだも のの底底底底 から底底底底 にかけ ては
ありとも見見見見えぬ淡淡淡淡 いいいい霞霞霞霞がたなび いている のであ った。。。。

