インタビュー

イ ン

清水弘志さん
（中

回）

叡山延暦寺法橋大仏師などの称号を
にもできあがっているな」と、ただ

とつのものに通じられた方は人格的

どもお話しくださり、
「さすがにひ

紹介されたことも。

洋経済』の「ビジネスエリートの週末」に

味として仏像を作る姿が経済誌『週刊 東

転勤を機に仏像彫刻を学ぶ。仕事の傍ら趣

昭和５年飯田市生まれ。慶應義塾大学を卒

まつひさほうりん

年）
。四天王寺大仏師、比

持ち、当時日本一と言われていた大
感心するばかりでした。

先生は「すべての人の心の内には、
仏さまがいらっしゃる」と考え、「一

も手元にありますが、このお地蔵さ
んには台座がありません。まだそこ
までは手が回らなかったのです。
年 間、 こ れ ま で に

学ノートに記録しています。木を
「こ

目か、というようなことを１冊の大

に使いました。今は次の仏さんを彫

は薬師如来の坐像で、今年の年賀状

１４７体を作りました。１４７体目

それから

りこりして」木くずを取り除き、仏

り始めたところです。

も付いていないお地蔵さん、次にイ

ます。頭にも順番があって、まず何

に手足だけ、その次に頭だけを彫り

板に地模様を彫ることから始め、次

て、刃物の使い方から学びました。

像彫刻のすすめ』松久朋琳著）に従っ

わけではありません。教則本（
『仏

入門して、いきなり仏像を彫った

枚しかありません。そこで、側面や

いたいは前方向から撮ったものが１

めから撮った写真が必要ですが、だ

のです。そのためには前後左右、斜

ので、その寸法でとっていけばいい

長さは１・５。割合が決まっている

の丈で、それを十等分して、お顔の

す。額の生え際から足先までが仏像

を見ながら木に線を入れていきま

作るものが決まると、まずは写真

ボイボ（螺髪）が付いている阿弥陀

後ろ姿は想像して描いて彫るわけで

材料は檜を使うことが多く、木曽

さん、それが終わると、頭に飾りが

１体目の仏像を彫ったのは、４か

から取り寄せています。木の目が細

す。

月後の 月。お地蔵さんでした。今

付いている観音さんへと進みます。

を「こりこりの記」としました。

さまをお迎えするところから、題名

を作って、どうしたか、通算で何体

その時から、いつ、どんな仏さん

「こりこりの記」

とだけでなく、生い立ちや苦労話な

大変気さくな方で、仏教や仏像のこ

先生でした。実際にお目にかかると、

～昭和

先生のお名前は松久朋琳（明治

お目にかかることができました。

先生の工房に連れていってくれて、

業後、養命酒製造（株）へ。京都支店への

47

をしたところ、
「私、その先生とは

料亭に行った折に、おかみにその話

と思っていました。祇園の馴染みの

直接お話をうかがってみたいものだ

住んでいた私は、いつか機会を得て

にあることが分かり、当時、京都に

たまたまその方のアトリエが京都

38

心安い」と言うわけです。おかみが

●しみず・ひろし

年―
タ こりこりと
木の中の「仏さん」と向き合って

ビ ュ ー

「ずーっと毎年、自作の仏像の写真

回生の平田達

入り年賀状を送ってくれる同期がお
るんだに」―― 中
さん、牧内雪彦さんのご紹介で、清
水弘志さんのお宅を訪問し、お話を
伺いました。

偶然の出会いから繋がったご縁
私と仏像彫刻の出会いは、昭和
年に遡ります。きっかけは、大阪・
四天王寺の丈六（約 ４・８５ｍ）の
阿弥陀如来像ができあがるまでを取
材した、ＮＨＫのドキュメンタリー
番組でした。そこに登場した仏師が、
お弟子さんたちにお話をしたり、指
導をしたりする態度が大層立派で、
心を打たれたのです。

人一仏」という運動をしていると
おっしゃいました。
「心の中の仏さ
まを自らの手で彫り、形としてお迎
えしましょう」
「一人一体、仏さん
を持ちましょう」と呼びかけ、その
一環として、仏像彫刻の教室も開い
ているというのです。
そのお話が心に残りました。もと
もと仏像が好きで、休みの日にはお
寺さんやお宮さんを見て歩いていま
したし、せっかく京都に居るんだか
ら、 そ れ ら し い 趣 味 を 持 ち た い と
思っていた時でもありました。そこ
で、何冊か本を読んで研究し、先生
に電話をすると、
「一遍見においで」
と。実際に作業所や教室を見せてい
ただき、
「私にもできますか？」と
聞くと、
「できるよ。教えてやるよ」
と言われ、週に１度、日曜日に宗教
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した。昭和 年６月、私が 歳の時
でした。
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小さな仏像でも仕上げるまでに３

のなので、なかなか手に入りません。

りがしますが、海外から輸入するも

も使います。重みがあるし、良い香

さんをお迎えしたいという祈りの心

ている作者がひと彫りひと彫り、仏

松久先生もなさらなかった。
「彫っ

聞きますが、私はやっていません。

んで「魂を入れる」という話もよく

で、
「そいじゃ、薬師如来を彫って

肺がんになってしまったと言うの

仲の良かった飯田中学の同級生が、

薬師如来も何体か作っています。

十一面観音像などを作りました。

聖観音像、白衣観音像、明星観音像、

んな形があっておもしろいのです。

～４か月ぐらいかかります。大きな
を込めて彫っているのだから、それ
あげるか」と、彫ったこともありま

仏像が完成した後、お坊さんを呼

ものでは１年３か月かかったものも
で魂は入っている」とおっしゃって
した。

かいほどいいんです。それから白檀

あります。やはり集中力が要ります
いました。
興福寺の阿修羅像、広隆寺の弥勒

から、１日にできるのはせいぜい２
～３時間というところです。

いちばん多く彫ったのはお地蔵さ
象に残ったものも彫ってみました

ど、これまで見た仏像の中で特に印

菩薩半跏像、中宮寺の菩薩半跏像な

なれます。私は宗教的なことはよく
ん で す。 と い う の は、 仕 事 の 関 係

いろんな仏さんたちとの出会い

分からないのですが、座禅を組んで
で、会社の部下などの仲人を 回ぐ

彫っている最中はお蔭様で無心に

いる心境に近いのではないかな、と

われているような気がしています。

仏さんに「あまり欲を出すな」と言

じゃないですが、傷だらけですね。

切れちゃう。だから「切られ与三」

で、ちょっと触れただけでダーッと

病院で４回縫いました。刃が鋭いの

手を切ったりする。実はこの手は、

思っています。そこに雑念が入ると

かみに乞われて作り、カウンターに

を救うと言われていますから、いろ

音や三十三観音にお姿を変えて衆生

観音（観音菩薩）が基本形で、六観

す。次に多いのは観音さんです。聖

ということをずっと続けてきたので

つよう、お地蔵さんを彫ってあげる

に赤ちゃんが生まれると、無事に育

らいしたのですが、仲人子のところ

しまいますから。

い。目の入れ方でどうにでもなって

普通はとてもこんなふうには彫れま

の１枚１枚まで細かくできていて、

てくれ」と。歯の１本１本、足の爪

がないから、清水さんもらってやっ

おかみが亡くなった後、
「行き場所

つ、仏さんと向き合っています。

境地に到達できればいいなと思いつ

か（笑）……。最終的にはそういう

だ玄関先までたどり着けたかどう

なのでしょう。その点では、私はま

て自分の心を見つめ直すということ

出会いこそ宝
中学の頃、工作も絵も下手だった

せん。それに、笑い声が聞こえてく

からいらっしゃ
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下平紀代子、小澤純子、加納由美、インタ

私がここまで続けてこられたのは、

れませんが、やはり松久朋琳という

す。師としてはもちろんですが、気

る。のみを入れ

先生は、
「仏さまは木の中に初め

が合ったのです。だからよく一緒に

ると仏さまがお

人物に出会い、惚れたことに尽きま

飲みに行きました。そういう交流を

迎えに来られる

て、周りの余分

通して、人と上っ面だけで付き合う

な木を取り除い

から、そのお迎

後年、祇園の馴染みのおでん屋さ

ていけばいい」

なとか、大切なことをたくさん教え

んから、先生がお作りになった恵比

とおっしゃっ

えにしたがっ

寿様がわが家にやってくるという奇

ていただきました。

遇がありました。先生がその店のお

取材に同行した平田氏（中央）、牧内氏（右）と。
中学在学中に飯田の大火（昭和 22 年４月 20
日）を経験した。市内にあった清水氏の生家
はこの時焼失し、学校には戦時中に疎開して
いた鼎から通った。
「当時は年頃の女性の近くに行くことなど思
いもよらぬ時代だったのに、清水君の家に
行ったらセーラー服のかわいらしい女学生が
いて驚いた」と牧内氏。後にその女性と結婚
したと聞き、二度びっくりしたという。
「どうして仏像を作り始めたんだろうと思っ
ていたけれど、人間に惚れたと聞いて納得が
いった。先生の番組を見た感動から始まって、
実際に会った時の感動があり、そういう感動
の連続から清水仏師が生まれた」と平田氏。

柔らかくなります。

（ 聞 き 手： 平 田 達、 牧 内 雪 彦、 栗 下 修 一、

の中にあるお姿が映る、仏像を通し

ていました。要するに、彫る人の心

馬頭観音像（檜）

るようないい笑顔。見ていると心が

年以上も置かれていたものです。

◀︎「いちばん難しかっ
たのは光背です。48
本ありますが、同じ
間隔・同じ角度にさ
していくのがなかな
薬師如来像（白檀） か大変でした」

「ズクがあった」こともあるかもし

まくいかないのです。特に目が難し

が、やはり「らしくない」
。顔がう
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