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胃ガンの手術を受けたのだ。けさ江さん、72歳

書道家と結婚。
書道とは厳格なものだった

の時であった。

孫の宿題、夫の手術。
必要に迫られ字を覚える

「母は、山形県東田川郡黒川村というところ
で生まれました。山に囲まれ、雪が深くて道が
閉ざされることもしばしばだったようです。

1985年、
貞太郎さんの手術が終わると、
医者

田や畑にならないような土地でしたから、

に伝えるべきこと
（通じなど）
をメモしておかなけ

ずいぶん厳しい生活を強いられたと思います。

ればならなかった。
「それまでも孫に教わりながら少しずつ

小さい頃のことを自分から話そうとはしません

覚えていったようです。ただ手術のあとは

でした」と息子の五十二さんは語る。

細かいメモできちんと経過を伝えなければ
飢饉で、やがてけさ江さんの姉は山形の

なりませんから、大変です。母もたくさんメモ

親類へ、けさ江さんは東京・品川の親類へと養女

を取るようになっていました」

に出されたという。わずか６歳の頃であった。
「おじいさんは、
もうお粥食べなくてもよい
「小学校には少し行ったようですが、関東

と永峰先生が言いました おかずも何食べても

大震災があったりして、なかなか勉強をする
機会にも恵まれなかったのだと思います。
最初の結婚をしたものの、夫が戦死。子供が
いた貞太郎と再婚をして生まれたのが私で、
父が五十二歳のときに生まれたものだから、

よいと言いました」
大きなすいかに感動し、そのまま絵に。
「すいかななきろ」の書もある。

「七月七日 通じが出ました

十日に浣腸

します」

とは近寄りがたく厳格なものだったんです。
先妻との間の子と、僕と。それから気難しい

はじめはほんの数行のメモだったものが、

父の世話。そして田んぼと畑、山の手入れを

やがて二人の孫にあてて手紙のようなメモを

母一人でやらねばならず、忙しい毎日でしたよ。

残すようになったという。そして、けさ江さんは日記

五十二さんは明るい口調で次のように語る。

僕は放ったらかされていましたから、それこそ

を書き始めたのである。

「書道家であった父は明治生まれでしたから、

山や川で遊んで気楽なもの。けれども、何か

名前も五十二（いそじ）
とね」

鉛筆やボールペンで紙に１枚。いつも書く

しつけに厳しいのはもちろんのこと、
一度書を

あれば父が怒り、
ひたすら詫びる母を見ていて、

ことは決まっていて、読んでくれるとも限らない

書き始めたら、母でさえ２階の書斎に近づく

父と結婚してはたして幸せだったのだろうか

のに、毎日、五十二さんの二人の息子にしたため

ことはありませんでした。たぶんぴりぴりと

と思っていました」

ていた。それは、書かずにはいられない、孫を思う

していたのでしょう。だから、母にとって、書道

齊藤けさ江

そんな状況に変化が起きた。貞太郎さんが

さ い とうけ さえ
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年、山形県東田川郡黒川村にて四人
姉妹の三女として生まれる。1920年東京品川の叔父
の養女となる。1923年関東大震災により叔父とともに
生家に疎開。
しばらくして山形県鶴岡市の姉宅へ転居、
のちに再度上京。
小茶自動車会社に勤務。
同社の小茶
喜太郎氏と結婚。喜太郎氏戦死、喜太郎氏の親戚の
ある千葉県君津郡へ転居。1951年齊藤貞太郎氏と
（いそじ）
と命名。1987年
再婚。1953年出産。五十二
夫・貞太郎氏死去。
1991年東京大崎で初めての個展。
1992年個展。
1995年3度目の個展。
NHK
「現役くらぶ
に出演。2003年個展。2004年脳溢血
人生これから」
で倒れる。2005年個展。2006年1月14日永眠、享年
92歳。同年、
書画展『田んぼと畑に生きて』開催。

「今日は画」と決めてから始めた
「今日は書」
という。道具が全く違うので、両方を広げること
はしなかった。紙の用意は五十二さんの役目。
大きな和紙を切ってけさ江さんのところに用意
する。
「東北を回って集めた和紙も、気がつけば
と笑う。
和紙に限らず、
みんな母が使ってましたね」
画用紙なども使い、さまざまな紙に描いていた。
愛用していた顔彩。箱から出さなくても色がわかるように
「きいろ」の文字が見える。けさ江さんが書いたもの。
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初期の作品。
「たんぼ」
「はたけ」
「たの
しい」のうちのひとつ。
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祖母の気持ちが溢れる行為だった。

かという題材はおろか、筆の持ち方や描き方の

喜寿を迎えて書の道へ。
78歳で初の個展

指示などは一切しなかった。
（中略）
うまくなること
が目的でもないけさ江さんにとっては、
そんな瑣末な
ことは大きなお世話なのである」
と書いている。

1986年、五十二さんは
『生活記録に見る文字
「たんぼ」
「たのしい」
「だいこん」
「なす」
「ぴい

父と母と そして人と』
という冊子をまとめた。

まん」
「かぶとむし」
。

「それを見た書家・岡本光平さんが鉛筆で

畑の感動がそのまま作品になっていた。それは

書いた母の文字に感動をして、のちに筆で書く
ことを勧めてくださったんですね。ところが、

書でも画でも同じだ。溢れるような気持ちで次々

母にとって書道は夫の厳格なイメージと重なり、

に書いていった。

とても小学校中退の自分が筆を持つなんてと

「滲んでいるのは嫌いで、
途中で止めてしまう

思いも寄らなかったようです」

んですが。最後まで書かないことがほとんど。
母の性格なのでしょう。滲んでもいいんだよ

墨をすり、和紙を広げて準備万端整え、あとは

と言っても、これは受け入れてもらえません

筆を持つばかりにして、岡本さんが喜寿を迎えた

でした。それから、顔彩はグレイなど、暗く

けさ江さんに
「書いてみたら」
とさりげなく勧めて

重い色を使った記憶がないですね。買っては

みたところ、あとはもう生き生きと書き始めたという。

ありましたが、手つかずです」

「何を書こうかねえと迷っているようでしたが、
田んぼと畑でずっと生きてきた人だから、畑の
こと、そこに来る虫や、天気のことなど気の
向くままに。たぶんそれがよかったんだと
思う。気負わず、飾らず、です。気がつけば、
あれほど厳格だった父の遺品の筆が、母の

いつじくは、いちじくのこと。

けさ江さんの世界である。

であったのだ。

教わらないからこそ、
のびのびと

「教わらなかったから迷わずにもいられた
のでしょう。いえ、一度だけ迷ったことがあり
ましたが、次の日にはまたいつもの調子で

一番のお気に入りになっていました。不思議な
書を始めてほどなく、
絵も描くようになったけさ江

ものですね」

なるほど、
グレイもそうだが、濁っている色という
のは皆無である。大胆な構図も色づかいも、

書いていました。それでよかったと思っています。

作品もたまったところで、91年には初めての

さん。書家である五十二さん、そして岡本光平

母には母のスタイルがあり、うまいとか下手

個展を開いた。けさ江さん、78歳のときのこと

さんも、けさ江さんの書画に対してアドバイスは

とか、
そういうことはどうでもいいのです。そう

だった。会場に足を運んでくれる人へのお土産

しなかった。

いう次元など気にしなくていいのです」

にと、
寸暇を惜しんでお手玉や毛糸のポンポンを

『齊藤けさ江書画集』の中で岡本光平さんは

作っていたという。それもまた、
けさ江さんの楽しみ

「ただ好きな字や言葉を、というだけで何を書く
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けさ江さんの編んだポンポン。展覧会が近づくと
たくさん作って来場者にプレゼントしていた。

かなり滲んだが最後まで書いた数少ない
作品のひとつ。滲む紙はいやがって使いたが
らなかった。

お話をうかがった齊藤五十二さん。
自身も書家である。

よき理解者に囲まれて、けさ江さんは衰える
ことなくますます創作活動に励んでいった。

晩年の母は本当に幸せだったと思います」

若い友達。そして、
生まれて初めて輪の中心に

91歳で脳溢血で倒れる前日まで、けさ江さん
は創作活動に励んだ。入院し、退院後も各地で
開かれる個展の案内を見ては楽しみにしていた
という。

個展を開くと自分より30〜40歳も若い人と
友達になり、家に訪ねてきてくれるのを楽しみに
していたという。

「母が私に言った言葉が今でも忘れられ
ません。小学校の時でした。テレビを見ていた

「少し間が開くと、次はいつだろうって。待ち
遠しかったんでしょうね。こっそり私から友達に

私に、お使いを頼んだので、
しぶしぶ行くことに

電話したこともありますよ。だって、母があまり

しました。母は、そんな私に、どうせやらなく

にも友達が来るのを切望するものだから」と

ちゃいけないのだったら、ニコニコやった

五十二さん。

ほうが楽しいよと言ったのです。つらいことの

「畑を耕し、
編み物をし、
書画を楽しみ、
マイ

多かった人生を、何ひとつつらいと言わずに

ペースでしたね。あんまり畑を頑張りすぎると

送った母の生き方から生まれた言葉だったの

疲れるからと言っても、聞かなかったですよ。

かも知れません」

はいって、返事はするんですがね（笑）
。畑は
母の芯のようなものなので、楽しかったに違い
ありません」

けさ江さんの野菜や果物には、根が描かれている。
「だって生きているだもの」生前のけさ江さんの言葉だ。

けさ江さんの晩年に生まれた唯一無比の
書画は、これからも多くの人を和ませてくれるに
違いない。

小さな頃に養女に出され、結婚、死別、再婚。

ありませんでしたが、書画を発表してから輪の

さぞかし苦労と我慢の連続だったことであろう。

中心にいることができました。若い友達が、

「書画を始めて母は変わったと思います。これ

けさ江ばあちゃんって言って訪ねてきてくれる。

までの長い人生の中で自分が中心になることは

思えば人生で初めてのことだったんですね。

Text by：中川綾菊

「きいろ」
「ももいろ」など
五十二さんに顔彩を買って
きてもらうためのメモ。

顔を上げると緑が見える。けさ江さんの特等席。いつも
ここに大きなフェルトを広げて書画に没頭していた。
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■ ■『齊藤けさ江書画集』■ ■
4000円

書の道具。一番左の筆は、夫・貞太郎
さんの遺品。けさ江さんのお気に入りで、
これを使うことが多かった。

けさ江さんの90歳を記念した個展を
企画した際に編集発行された。
監修／齊藤五十二、企画編集／岡本光平
http://www.kenbunsha.co.jp/html/kesae.html

■ ■ 展覧会情報 ■ ■
L.C.N.L

2007年6月4〜15日 朝日新聞大阪本社
1階アサコムホールにて、齊藤けさ江さん
の展覧会が行われる予定です。
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お問い合わせ
アサコムホール TEL06-6201-8034

