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東日本大震災に思う
（千葉県香取市） 浅野

年（１８９０）建築の土蔵と明治

９００）建築の店舗を持つ酒と奈良漬製

造店（当地には珍しい大規模な総二階建

て）
、 等多くの歴史的価値を有する建物
た。

が、屋根を中心に大きな被害を蒙りまし

その復元にどれ程の費用と時間がかか

るか予想もつかない程ひどい状況ですが、

幸い震災直後に途絶えていた観光客も少

明治

年（１９００）建築の店舗、また明治

しずつ訪れるようになりました。

り、家屋や電柱の傾斜や破損、道路の亀

至る地区では、道路や敷地の液状化によ

た。国道３５６号から北の利根川土手に

市・旭市等と共に被災地に指定されまし

は、当香取市も大きな被害を受け、浦安

４）創業で、明治

佃煮製造販売店店舗、文化元年（１８０

で、天保３年（１８３２）建築の醤油・

の）
、更に、寛政

巌谷修の書、明治

年（１８９５）建築

年（１８００）創業

年（１８９６）のも

堂」の文字は明治三筆の一人と称される

龍、降り龍を配した看板で、店名「正文

ガスであり、水道ではなく井戸水であっ

転車であり、都市ガスではなくプロパン

クや懐中電灯であり、自動車ではなく自

え命を救ったのは、電気ではなくローソ

災について、「被災された方達の生活を支

作家の阿川佐和子氏は、この度の大震

とが出来ました。

やめ祭り」も例年のように６月に開くこ

そして、その開催が危ぶまれていた「あ

年（１８８０）建築の書店の店舗と、

裂、断水と停電に見舞われ、第二次世界

の呉服店店舗、安政２年（１８５５）建

その屋根に乗った「梲（うだつ）
」
（昇り

大戦当時を思い出してしまいました。

た」と言い、古いものを大切にする心を

日の大地震で

また当地区が観光の要所として誇示して

年（１８９２）
建築の乾物店店舗（当時最高の技術を駆
10

年
（１

年

いた国指定の重要文化建造物も、その多

（１７９８）
建築の袖蔵と、
明治

使したといわれる防火構造）
、寛政

天明２年
（１７８２）
創業の蕎麦屋で、

33

無形の影響を与えているのであり、我々

確かに、古いものは現在の我々に有形

訴えておられます。

築の荒物・雑貨商、明治

本年（２０１１）３月

23

くが破壊されてしまいました。

25
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12 29

25

11

は古いものの恩恵を受けていることは間
違いないと思います。
脚本象の内舘牧子氏も（御自身東北大
災地を訪れて、
「復興に際しては、何を残

学相撲部監督としておられる）
、
何度も被
(

)

年 ２０１１年 ３月

日午後

豊泉 清渡 著

福無双至、禍不単行

平成

分に日本の観測史上最大と言わ

日本は千年以上も前から何度も地震や津

波に見舞われている。日本列島に住む人

の民族的宿命である。繰り返し無情な天

生まれたのも領ける。

災に見舞われて「無常」という人生観が

ツナミは国際語化している。例えばド

れる巨大地震が起こり、大津波により万

２時

てを変えてしまって、どこもサンフラン

単位の犠牲者が出た。地図上の直線距離

eine Springflut durch Erdbeben verursacht
地震で誘発された巨大な潮 と説明して

の見出し語は
TSUNAMI

シスコやロスアンゼルスのようにしてし

で震源地から約三百㎞離れている高崎市

イツ語辞典の

のはきちんと残しておくべきである。
」
と

まうのは絶対に反対である。残すべきも

(

ていることを忘れてはならないと思いま

遺産を後世に伝えるべき責任を負わされ

ている。
「山は崩れて河を埋め、海は傾き

った元暦の大地震の模様を克明に記録し

平安時代の鴨長明が１１８５年に起こ

語源説もある。韓国語では津波を「海溢」

だから、船着き場に押し寄せる波という

ったという語源説もあり、津は港の古語

因みに津波には強波（つよなみ）が訛

)

す。我々の先人達の意志と強い思い入れ

て陸地をひたせり。家に居ればたちまち

と表記する。文字通り「海が溢れる」と

)

を決して軽んずることなく、
謙虚に学び、

ひしげ、走り出づれば地割れ裂く。恐れ

(

後世に引き継いで行かなければならない

解釈できる。また中国語では「海嘯」と

表記する。嘯は動物が低い声で長く吠え

の中に恐るべかりけるはただ地震なりけ
り」

と痛感します。

とを思うにつけ、我々は、多くの歴史的

最近、平泉が世界遺産に登録されたこ

強調しておられます。

でも震度５強という揺れを感じた。過去
いる。またスペイン語辞典も TSUNAMI
に経験のない激しい揺れに「並みではな
を ola gigantesca causada por un maremoto
海底地震によって惹起された巨大な潮
い」と感じて直ちに庭に飛び出した。夕
刻までテレビ画面に釘付けになっていた。 と説明している。

し、何を変えるかを真剣に考えよ。すべ

11

るような動作を表すから、吠える海と解
今回の災害に匹敵するような地震や津
波の模様が簡潔な文面から伝わってくる。 釈できる。大音響と共に押し寄せる波の
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23
46

描写であろう。
中国語に「福無双至、禍不単行」とい
う格言がある。福は二つ続けて来ない、
悪いことは得てして重なり易いものであ

禍は単独では来ないという意味である。
る。
nulla calamitas sola.ラテン語

(

)
(

Un malheur ne vient pas seul.フランス語
Ein Unglück kommt selten allein.ドイツ

いつ来るかは分からないのが常である。

たのが最初だったようです。

ひどい地震の情景は、これまでテレビ
La mort vient, mais on ne sait pas l'heure
（死は必ず来るが、いつ来るかは誰も知
などで見たことはありますが、これほど

年

)

(

的な思考で描いたものが求められていた、

うに古くからありましたが、これを科学

末論というものは、宗教の発生と同じよ

ったのです。この世の終わりを告げる終

たが、そこには起こりうる日本の姿があ

（１９７３）で、すぐ映画にもなりまし

がベストセラーになったのが昭和

じっさい、あの小松左京の『日本沈没』

のでした。

らない）というフランス語や、 Der Tod hat 凄い津波の映像を見たことはありません。
それで初めは、映画かなんぞの、この世
（死に神は暦を持ってい
keinen Kalender.
ない）というドイツ語の格言がある。長
の終わりを観ているような感じさえした
寿が謳歌できる平穏な日常生活を送って
いると、常に死を覚悟しておけと説教さ
れても、ぴんと来ないのが凡人の悲しき
性（さが）かも知れない。

遠くて近い水の世界に
渡辺 玲子 著
なりになった方々のご冥福を祈り、被災

１面で惨状を報じましたし、週刊誌も競

今回の大震災に際し、各新聞は連日第

ということではないでしょうか。
された日本医家芸術クラブ会員諸兄姉の

って特集を編みました。放射能汚染のこ

ともあって、科学用語もいろいろ出てき

日）の「東北・

さて、この震災の模様を私が目にした

ては、
『週刊女性』
（３月

ました。当時のかなり纏まったものとし

ご健勝を祈念したいと存じます。

まず、この度の東日本大震災でお亡く

48
日午後３時ごろ、テレビ番

のは、３月

組の途中で、異変を告げるテロップを見
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語
西欧諸国語にも「禍は単独では来ない」
という全く同じ表現の格言が見られる。
今回の東日本大震災でも地震、津波、原
災害が重複して起こった。洋の東西を問

発の崩壊による放射能禍など、幾つもの
わず、どの民族も繰り返す天災で辛酸を
舐めてきた歴史を持っている。
災害の最悪の結果は人の死である。今
回の大震災でも万を超す生命が瞬時に奪
われた。人は死と隣り合わせで生きてい
る。死は誰にでも一生に一度は必ず訪れ
て来て絶対に避けられないが、前もって

29

11

)

の底》と記しております。また渡辺啓助

日）
の全記録
「東北関東大震災」
、 使った戦前の短篇の中で、《龍宮さまは海

べておりますと、太宰治は歌留多形式を

が集められ、水棲人に改造されてゆくの

での生活に備え、妊娠３週間以内の胎児

ンピューターは告げ、やがて来る水面下

が暮している地球の終局の始まりだとコ

ます。これが第四間氷期、つまり私たち

関東大震災」
、緊急復刊『アサヒグラフ』
『フライデー』の総力取材「東日本大震

において、戦後の一時期流行った大人の

は、二話から成る中篇の『海底散歩者』

（３月
日）

の「一〇〇人の証言」などで、震災の呼

災」
（４月１日）
、
『ＡＥＲＡ』
（４月

したし、オンリーなど戦後の風俗を取り

「海底から見た地上文化史」を提示しま

の記憶と混じる部分があって、戸惑い、

しましたが、いまの私にはヒロシマ被爆

放射能汚染が直接・間接、被害を大きく

今回の東日本大震災では、原発による

です……。

震災に対する態度も、各誌で異なって

入れた長篇の『海底結婚式』でもダイヴ

玩具などを出しながら、潜水夫を使って

おり、たとえば『週刊ポスト』は、どち

ァーを登場させていますが、こんなに哀

称も順次変わってまいりました。

かけるほうで、
『週刊現代』は被害を大き

まともに判断しかねる状態のため、コメ

です。その「序曲」において大津波が、

った安部公房の『第四間氷期』は不気味

の４月まで連載され、のちに単行本とな

ます。

安全を願わずにはいられないのでござい

性物質に想いを馳せると、地球規模での

ことはもとより、海水中へ流出した放射

被曝された方々のご健勝をお祈りする

れます。

は予想以上に大きいのではないかと思わ

しい海底が生じるとは思っていなかった
古いところでは平家の最後、祖母・二

ントは控えさせて頂きますが、内部被曝

位尼に抱かれて幼い安徳天皇が入水され

ようです。

らかというと煽動的な記事にブレーキを
く報じるほうだったようです。
日号の十数頁

にわたる水中特撮「海の中に沈んでいた

るのは人災でしょうが、未来にはどんな

その『週刊現代』４月

墟の情景を載せたものですが、 日号で
は「三陸の海は生きていた」の題で、生

年７月から翌年

大津波に流された人々が生存しておら

雑誌『世界』に昭和

れる可能性は、いまとなってはもうゼロ

信じがたいほどの波長と時速七二〇キロ

き延びた海洋生物たちのたくましさを写

に近いでしょうが、「生き延びていて頂き

の速度で、陸地に向かって走り続けてい

したのでした。

状況が想定されるでしょうか。

家族の歴史」は、ひたすら寒々とした廃

23

たい」という願いから浦島説話などを調

33

30
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10

30

小平医師会旅行
明石への旅 ―震災地を訪ねて―
白矢 勝一 著
東北大震災をテレビで見て驚きまた日
本人としてなんとか手助けできたらと思

震が関西を襲ったのである。
３年ほど前、医師会旅行で会員の故郷

ごたえもよく、また味わってみたい一品

である。Ｋ先生がハーモニカを吹き、そ

い、ついに相撲までとることになった。

Ｙ先生とどちらが腹がでているか競いあ

れにあわせて大合唱、あげくにＫ先生は

小平市医師会は毎年医師会旅行を恒例

を訪ねる企画があった。
としている。明石を訪ね、淡路島の震災

明石屋の店主もさぞ驚いたことであろう。

ここでも我が医師会の偉大さを後世に語

あとに行った時のことを書いてみる。
新幹線に乗った時からこの旅はすでに

討されている。その際医師会はボランテ

ていただくということが先の理事会で検

多く集まった。今後毎年支援金送らさせ

円を送ることを決定した。また支援金も

論じ合った。新大阪で新快速に乗り換え

顔で政治経済医療などこの国の諸問題を

ち。次々と空の酒瓶を築きながら平気な

わし学識或る会話が飛び交わせる豪傑た

車外の風景を愛でながら、酒を酌み交

をたててもらいを庭を楽しんだ。次に天

の保養をし、宮本武蔵いわれの湯でお茶

の線はとても美しく見えた。菊花展で目

線が美しいと声をあげる。木々の緑にそ

ながら下に下りていく。Ｗ先生が城の稜

内や淡路島、明石大橋を展望、石垣を見

翌朝は明石城見学。明石城の上から市

り継ぐ伝説を残すこととなった。

ア団体への支援を行う予定である。

たときはさすがに豪傑たちもやや疲れ、

始まっていた。すぐに宴会が始まる。

わたしは兵庫県明石生まれである。関

他の乗客の関西弁を聞きながらの旅とな

う。小平医師会は今期トータル４００万

西の震災の時故郷を思い心配したのを思

文科学館に隣接している人丸神社、東経

１３５度線を訪問。人丸神社には「盲杖

った
明石に到着、ホテルチェックイン後、

い出す。今は震災を思い出させるものは
なく神戸も明石も平穏さを取り戻してい
私は子供の頃から関西では大きな地震

を堪能、中でも蛸シャブは珍しくこの店

で貸しきり状態であった。新鮮な海の幸

しの神ならば、我にも見せよ人丸の塚」

人が人丸の塚に詣で、「ほのぼのと誠あか

昔、筑紫（福岡県）からきた１人の盲

桜」という桜の木が残っている。

はないものと信じていた。東京に住むよ

独自のものである。蛸の切り身をしゃぶ

と詠むと、たちまち目があき、大いに喜

明石屋という料亭で食事。客は我々のみ

うになると、いつ地震がくるかわからな

しゃぶすると花が咲くようにみえる。歯

る。

いといつも不安であった。ところが大地
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この人丸山から午後渡ることになってい

な地点に立ったような気をおこさせる。

に引いてあり、ここに乗ると地球の重要

手でふれた。東経１３５度線、線が地面

たちは幸運よ我にとこの桜や塚を愛で、

が成長したという伝説の桜がある。会員

んで、不要となった杖を地に挿したもの

と汁まで飲んでくれたのは地元出身の我

グルメを標榜する先生方がうまいうまい

だ。ここで明石焼きを注文した。日ごろ

こざっぱりしたしゃれた店の軒先を選ん

石焼きの店はいくつかあったが、我々は

しは貢献できたことを誇らしく思う。明

意欲に驚くばかりであった。魚の棚に少

それぞれ買い物をしている。その購買

ビで関西に地震発生、死者２人と知る。

画面を見続けた。その日の朝７時頃テレ

その日のことを私は思い出ししばらく

レンの音。

く上る。走り回る消防車、救急車。サイ

助け出される人々、何本もの黒煙が空高

れ落ちるビルや高速道路、家屋の下から

当時の様子をビデオで見せている。倒

淡路島に渡り北淡震災記念公園を訪れ

る明石大橋が展望できる。私が幼少時か

明石焼きについて述べてみよう。

輩にとって大きな喜びであった。ここで

る。

石市民に愛されるだけでなく、東京から

とかいう話。心配になって明石に電話す

母が医師会員と話をしていたが、私は

よいと思われる。大漁の買い物の後、バ

のでふうふうとさましながら食べるのが

平成７年（１９９５年）１月

北淡震災記念公園について述べてみる。

たか、今は記憶にない。

分、淡路島の北、明石海峡下の地

は漁港からの新鮮な魚を扱う店が軒を並

からだ。次は「魚の棚」で１時間、ここ

球は青かった」と感動したそうだが、我

て見る本土の美しさ。ガガーリンは「地

る噴煙、壊れたビル、高速道路、火事、

直下型地震が発生した。ビデオで立ち上

下を震源とするマグニチュード７．２の
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ら独り占めにしてきたこの風景は今や明

時ごろになると死者何千人

るが通じない。診療もままならず、故郷

ところが

で見た目はたこ焼に似ている。
材料は卵、

の地がどうなっているのかやきもきして

やわらかく、直径５センチ程度の球形

た。そこからすぐの私の実家に。母親、

小麦粉具は基本的にタコのみ。小さな生

いた。家族の安否を知ったのはいつだっ

の遠来の客からも絶賛されるようになっ
弟たち、
お手伝いさんが出迎えてくれた。

される出汁に浸して食する。意外と熱い

板の木製の皿に盛り付けられ、添えてだ

はらはらはらどきどきであった。しっか

スでいよいよ明石大橋に。大橋は世界一

日午前

りしているように見えても、歳は隠せな

長いつり橋だそうだ。ここから振り返っ

17
が故郷はほんとに美しい。

５時

い、かなり思考能力の衰えを感じさせる

も耐え百年以上持ちこたえている。

この家は空襲にも耐え、明石大震災に

10

べている。

46

逃げまどうひとびと、サイレンの音を流
い自由時間がある。またまた買い物に走

ャッターをきった。

一大パラノマで同志の多くはカメラノシ

を２箱買ったとうれしそうに話していた。

る医師会員。レンコン、鳴門金時、わか

まだ時間があるので皆で酒と特産のつま

している。当時の恐ろしい記憶が戻って

白いように次から次へと釣っている。海

み、讃岐うどんを席を囲んで楽しんだ。

船からバスで一路徳島空港へ。ここで

の中をのぞくと魚、イカなどが泳いでい

いよいよこの旅行最後の飛行機。夜間

めなどが特産物である。鳴門船乗り場の

断層崖や断層による生垣や畑のあぜ道の

る。人住まずして海清し、群れをなして

飛行、夜間飛行といえばラジオ「日本航

きた。

食い違いなど様々な断層変位地形が現れ

きらきら光りながら帯状に泳ぐ魚たち。

空があなたにお送りする音楽の定期便

もみやげもの屋がある。Ｓ先生がスダチ

た。破壊された家屋や断層を、そのまま

楽しく過ごすうちにワンダーナルトなる

野島断層の南端部に近い小倉地区では、 近くで４人ばかり魚釣りをしている。面

保存・展示したのが『野島断層保存館』

船が到着、我々は期待を胸によりよいと

ジェットストリーム。皆様の夜間飛行の

に１度おこることがわかった。今後２０

思われる場所に走った。船は大橋へと向
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である。この断層から地震は２０００年
００年は関西では大地震はないことにな

お供をするパイロットは私、城達也で

,

わずか１日半の短い時間であったが、

の夜景はゆっくりと流れていく。

す。
」を思い出す。窓から眼下に見る日本

かう。

この渦潮は 大きなものになると直径

んぐん船はすすみ渦潮の中へ。

名高い鳴門の渦潮を眼にするためだぐ

る。ここでは地震体験コーナーもあり震
度７の揺れを経験できる。
このすさまじい記憶を体験した後、バ
スガイドの大塚製薬の発祥の由来（塩田

ずれにしても学ぶところの多い旅行であ

とても多くの経験をしたように思う。い
時間は、数秒から数十秒。渦が出来ては

った。

メートルにも達する。渦が巻いている

うけしたそうである）
、
玉ねぎやラッキョ

消え、消えては新たな渦が発生し、そし

を生業として、その後大戦で輸液で大も
などの話を聞きながら淡路島を通過。吉

太陽や月の引力などによって発生する。
渦潮を堪能したあと船は岸に向かうの

て消え、
また発生する。
潮の満ち引きは、

見ることができた。大塚美術館、大塚御

だが、
夕日が小島の向こうに沈んでいく。

の鳴門へ。鳴門大橋を渡るとき、渦潮を
殿を経て船乗り場へ、ここで１時間くら

川英治の小説鳴門秘帳でも知られる四国

20

蓮華寺池の周りに何ヵ所か藤棚の続い

以降失職した川越人足や武士が金谷側の

旧東海道が通っていた橋ではない。明治

た。
大井川にかかる世界一長い木造橋だ。

街道風景が偲ばれる。入手した地図には

た場所があり、当日は奥の方が見ごろで

やっている、藤枝の名のいわれの藤だ、

あった。近寄ると香りがする。約一米の

丘陵地帯で茶栽培を始めた。それが軌道

のっていない蓬莱橋をようやく探し当て

御前崎近辺を訪ねたく東海道線の島田

高さの藤が鉢に植わったものは枝振りは

に乗り島田への通行が増えたため明治

との事。

でレンタカーを借りようと電話した。当

よいが倒れないように細いロープで枝を

ムンクの叫びと蓬莱橋

日は軽自動車しかない、普通乗用車はと

固定してありやや興を削ぐ。以前、同じ

(

)

めに寸又峡温泉を訪ねた際、東海道線の

違わないだろうと思い予約する。４月初

藤枝宿から島田宿への旧東海道はとこ

は、
山桜のようで強く印象に残っている。

季節に越後の松之山温泉で見た山中の藤

空が近くに感じられる。橋はまっすぐ長

と低くやや不安を感じるがすぐに慣れる。

がいる。幅が二米強、また欄干は一米弱

現在は歩行者専用で１００円の通行料

１８７９ 年に作られたとの由。

金谷で降り、初めて旧東海道宿場町の雰

ろどころ松の木が残っており江戸時代の

津谷 喜一郎 著

聞くと、藤枝ならあるという。それほど

囲気を知り興味深く感じた。藤枝も宿場

に聞いている。観光案内所においてある

華寺へはどう行くのか、と案内所の係員

していると、後から来た人が何人も、蓮

藤枝駅の観光案内所で付近の地図を探

に向かって歩いている気がする。５月の

の靴底は柔く音がしない。異次元の世界

とんど無音だ。歩行者の数は少なく彼ら

金谷側の森が見え人工物が何もない。ほ

た絵を見ているようだ。正面には遠くに

く続きだんだん狭くなり遠近法で描かれ

地図はイラスト付きだが却って分かりづ

ある。昨日降った雨のせいで毎秒五屯以

川風が心地よい。下を流れる水量は結構

の１つだ。

どこか、と聞いても要領を得た回答がな

なぜ５屯か。１ヵ月前に寸又峡温泉を

上あると推量した。

らいものが多い。広重の浮世絵の場所は
い。ところで皆が聞いている蓮華寺で今
日なにかあるのか、と聞くと、藤祭りを
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12

ある川が大きく何度も蛇行し、川辺や山

ばらしい川沿いの風景があった。水量の

訪れた際、大井川鉄道の車窓から見たす

ものだ。

下駄もしくは草履を履いて渡ってみたい

果はあった。
つぎに蓬莱橋に来るときは、

もなるという音のしない靴に変えた。効

る。大井川の水量は日本のエネルギー事

大井川の水は東京電力も一部使ってい

のところどころに桜が咲いていた。とこ
ダムが作られ１９６０年代以降は下流に

情を反映したものだ。福島第一原発の事

ろが大井川は寸又峡を含む上流に多くの
全く水が流れなくなり 賽の河原 状態に

故で東京電力の電気生産量が少なくなる

｢

｣

履かという悩みと、水量か電気かという

なった歴史を持つ、私が楽しんだ川沿い

のショッピング・コンプレックスなどの

悩みが頭の中をまわり、わたしも叫びた

の水量も減る可能性もあろう。下駄か草
近代的な建物が遠くに小さく見える。い

くなる。以前、岡山の秋津温泉と人形峠

と、この豊かな情景を作っている大井川

電力、一部は東京電力との水利権に関す

くらか現世に引き戻された気がする。多

たと、後に知った。ダムを管理する中部
る長い交渉の末、１９８０年代末に毎秒

くの人は歩いても音がしないが、たまに

の風景は「水返せ運動」により達成され

５屯の水量が本来の大井川に戻された。

島田側にもどり河川敷へ降りると橋脚

を訪ねたときと同じだ。
コツコツと音が聞こえる。女性が底が硬

つまり大井川の水量は自然なものではな
く人間が管理したものなのだ。

が近くに見える。嶋田側から７つ目まで

の橋脚は河川敷の上に立っており木造だ。

い皮や金属の靴を履いているのだ。
ムンクの「叫び」を思い出した。あの

江戸時代に橋を架けなかった理由は、江

蓬莱橋は長さが１キロ米弱あり渡るの
に時間がかかる。渡りきると山中に蓬莱

場所は波止場のようだ。耳を押さえた男

造の橋脚は技術的に困難だったという説

山を模したような祠がいくつかある。そ

わたしは昨年からひざの痛みを感ずる

の方が強いという。現在でもすべて木造

戸防衛というより増水時に耐えられる木
ようになり、それまで履いていた歩くと

を期待するのは無理だと分かる。

は何の音を聞いていたのだろう。

は白い鉄筋コンクリートで少し興が冷め

コツコツと音のする靴から、膝痛予防に

こから橋を振り返ると遠くに見ると橋脚
る。
復路は往路と違い、橋の上から島田側
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花だったなら、衣の袖に染め付けて持っ

地面に挿してあり「恋しいあなたが紅の

歩き、ふと見ると木製の小さい案内板が

れ具合がいやしになるようだ。細い道を

ささかくたびれている。だがそのくたび

ばってその間に細い道がある。花壇はい

や四角の一辺数米の花壇が、数十壇散ら

翌日、濱松宿、舞阪宿と回り、浜名湖と

をしているものがいる。浜岡原子力館、

しまった。原発のすぐそばでサーフィン

時間をとられてすでに夕刻近くになって

われる浜岡原発の周辺を見た。蓬莱橋で

御前崎を見物した後、一番危ないとい

本語で読み下していたが、文語体の中国

浜岡砂丘、すべてお金がかかっている。
ていけば何を言わんとしているか凡その
近隣地域に交付金を落としているらしい。 見当は付く。高校時代に習った漢文は日

国道１５０号線、浜松御前崎自転車道、

語だから本来は外国語である。春眠不覚

系統的に学ばなくても、宇面を目で追っ

ある。
中国語は漢字だけで表記するから、

私は独学で中国語を少々齧ったことが

働かざる者は食うべからず

案内板のそばには草花はないが季節が来

てゆけるのに」と縦書きしてある。その

遠州灘は昔は別れていたのが、一四九八

暁や春宵一刻値千金や国破在山河などの

れた。

れば生えるのであろう。どんな花が咲く

（明応７ 年の地震津波でつながり「今

漢詩の暗記に熱中した想い出もあるから、

河川敷に「いやしの園」がある。三角

のかな。さらに歩くと草花が存在してそ

切」という地名が生じたと知る。浜名湖

漢宇の羅列には違和感を抱かない。

)

翌５月６日の夜、管直人首相が中部電

を言う。愚者でも千回に１回くらいは気

智者でも千回に１回くらいは誤ったこと

智者千慮必有一失、愚者千慮必有一得

と「紅の花にしあらば衣手に染めつけ持

力に浜岡原発の停止を要請した、とのニ

の利いたことを言う…… という意味だ

なったとのこと。やはり危険だ。

豊泉 清 著

の前に挿された案内板もある。そして和

はそれまでの淡水湖がその後、汽水湖に

ちて行くべく思ほゆ」とある。周りの草

ュースを知った。しかし叫びは完全には

もしや先ほどの案内板はと戻ってみる

歌が難しい文語で書いてある。

花がなかったために、わたしは裏側の現

なと即座に理解できる。智と愚が対にな

少年不努力、老大徒傷悲

る。

っており、失と得もやはり対になってい

止まらないだろう。

気がつくと、このような案内板があち

代語訳をはじめに読んでしまったのだ。
こちにある。全部読んで行くとつかれて
しまう。先の一枚でわたしは充分いやさ
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時に大いに勉強をしておけという教訓だ

（いたずら）に悲しむだけである。若い

若い時に努力をしないと、老いてから徒

く登場し、また英単語と同じ語源の言葉

学用語と同じ様な単語が日常基本語によ

語だから、私どもが慣れ親しんでいる医

とがある。スペイン語はラテン語系の言

私は独学でスペイン語を少々齧ったこ

る。日本では「必要は発明の母」と言っ

良い智恵も浮かび、生活用具も作り出せ

トロ）は英語の master
（マスター）やド
（マイスター）に相当す
イン語の Meister
る。
生きていくために必要に迫られれば、

も多いから意外に親しみ易い外国語であ

ている。

銭財有尽日、双親有終年

なと即座に理解できる。
金銭はいつか尽きる日も有る。両親はい
る。

La paciencia es la madre de la ciencia.
「忍耐は学問の母である」と直訳できる

て」という直訳である。学問を習得する

dolor.
「学問は血を流して、仕事は苦痛を伴っ

ル）は英語の

パシエンシア、ネセシダド、マエスト

（サング
意味も同じである。血の sangre
（ドロール）は医学用
レ）や疼痛の dolor
語でお馴染みである。

ロ、レトラ、ラボール、サングレ、ドロ
（ネセシダド）は英語の
necesidad
necessity
ールなど、ちょっと勘を働かせればお馴
（ネセシティ）
、巨匠の maestro
（マエス

La necesidad hace maestros.
「必要は巨匠を作る」と訳せる。必要の

る」という格言もある。

vicios.
似たような構文で「怠惰は諸悪の母であ

には血の滲むような努力をして、仕事も
（ペイシャンス）
、
シア）
は英語の
patience
苦痛を伴う努力をしてこそ初めて身に付
（シエンシア）は
（サ
学問の
ciencia
science
イエンス）に相当する。勉強は忍耐強く
（レトラ）は
くという教訓である。 Letra
続けなければならないという教訓である。 英語の letter
（レター）と同源だが、文字
（ラボー
La ociosidad es la rnadre de todos los の他に文芸や学問も指す。 Labor
（レイバー）と綴りも
labor

格言である。忍耐の

（パシエン
paciencia

La letra con sangre entra y la labor con

つか亡くなる年も有る。「いつまでも有る
と思うな親と金」と瓜二つの表現だなと
即座に理解できる。
牛吃稲草鴨吃穀
日本では馴染のない格言もある。吃は食
べる、鴨はアヒルを指している。同じ稲
でも牛は藁を食べ、アヒルは米粒を食べ
つき決まっているという意味で使われる

ると訳せる。人の生涯の運不運は生まれ
そうである。
鶏也飛了蛋也打了
蛋は卵を、打は踏み潰す行為を指す。鶏
鶏には逃げられ、卵は踏み潰してしまっ

小屋に入って鶏と卵を取ろうと思ったら、
た。日本の「虻峰取らず」に相当する比
喩である。

- 12 -

がある。 文字から成るロシア語のアル

私は独学でロシア語を少々齧ったこと

語は学び易い外国語と言える。

できるから、医師会員にとってスペイン

染みの英単語や医学用語から容易に類推

が食物に恵まれる。

額に汗して辛い農作業に従事した者だけ

年分の食糧を確保しなければならない。

しか農作業ができないから、数ヵ月で一

気象条件の過酷なロシアでは夏の数ヵ月

実は古くから伝わる農民の格言である。

用している。

に、暗唱用の短文として格言を大いに活

も表現されている。私は外国語を学ぶ際

人生の智恵が疑縮しており、民族の特徴

神文化の遺産であり、簡潔な表現の中に

みた。格言は異質な文化圏それぞれの精

独学で齧った外国語の格言を列挙して

ファベットは、 字のローマ字と同じ文

前述の格言とほぼ同じ趣旨である。

高校時代の漢文の知識だけでも容易に

２．労働は辛いがパンは旨い。

る混成部隊だから、先ず文字を覚えるの

見当が付けられる中国語と、英語や医学

むが、中途半端に似ていると却って混乱

働の正当な報酬として食物が得られる。

やはり額に汗して働く者だけが、その労

国語を題材として選んでみた。

ア語という、手応えの異なる三種類の外

ペイン語と、全く異質でお手上げのロシ

用語の知識からある程度は類推できるス

し易く、最初のうちはよく勘違いをして

４．早起きをした者に神が与える。

る。

３．深く耕すほど大きいパンが食べられ

慣れるまで大いに苦労した。文字の他に

〔ロシア語の格言〕

早朝から日暮れまで農作業に精出した者
文の得」に相当する。

１． Кто не рабтает, тот не ест.

が食料に恵まれる。日本の「早起きは三

は類推も応用もほとんど利かない。

５．天からの雨ではなく、額からの汗。

全く異質な言語なので、既存の知識から
では中国語やスペイン語と同じ様にロ

лица.

４． Кто рано встает, тому бог подает.
５． Не столъко роса с неба, сколъко пот с

２． Горъка работа да хлеб сладок.
３． Глубже пахатъ, болъше хлеба жеватъ.

雨のお陰で作物が育つが、豊かな収穫を
汗も欠かせない。いずれも厳しい環境で

得るには雨だけでなく額から滴り落ちる
暮らすロシア農民の生活から生まれた格

（図１）
戦後間もない頃によく耳にした言葉であ

言である。

１．働かざる者は食うべからず。

シア語の格言もいくつか挙げてみたい。

語彙や文法事項も英語やスペイン語とは

なっていれば、それなりの覚悟で取り組

が一苦労である。ローマ字と徹底的に異

字と、 宇のロシア語固有の文字から成

11

る。
ソ連共産党のスローガンのようだが、
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33

22

第４回サイパン
った後も、このタポーチョ山の山麓で残

日本守備隊が玉砕し、組織的戦闘が終わ

メリカ陣営からも、敵ながらあっぱれ！

戦の巧みなこと、誇りある軍人魂は、ア

物である。

と畏れられ、賞賛されるようになった人

月まで抵

存日本兵を率い、民間人を保護して１９
日の終戦後の

抗戦をつづけた。その沈着な統率力と交

４５年８月

12

戦跡めぐり ③
美濃部 欣平 著
２０１１年６月４日から５日間、私た
めぐりにいった。

ち夫婦は、今回で４度目のサイパン戦跡
サイパンの空は、以前とかわらずぬけ
るような青空、
珊瑚礁の真っ白な砂浜に、
トルコブルーの海が広がっている。緑の
椰子の木が豊かに茂り潮風にそよいでい
る。
日本から着いて、この景色が目に入る
たびに「こんなに美しい島で戦争をして
いたのか」と眩かずにいられない。
今回の目的は、日本軍とアメリカ軍の
攻防戦があったサイパンの最高峰４７３
Ｍのタポーチョ山の頂上に、立ってみた
いことと、大場栄隊の足跡をたどること
だった。
大場栄大尉は、１９４４年７月７日に

- 14 -

15

大場栄大尉の移動経路
美濃部 欣平 著

軍に爆撃を受け、大場の部下の半数以上

撃してくる敵陣に向かって戦い突進して

てしまっていたのだ。生き残ってついて

いくうちに、気が付くと敵陣の背後に出

日

が戦死してしまった。
１９４４年６月

人になってしまった。午前

３時すぎ海側から激しい銃声や火炎が上

きた部下は

に備えよ”との情報を聞きまたマタンサ

がっているので、主力部隊の総攻撃が行

“日本軍はマタンサに集結し、総攻撃
の近くの野営地へもどる。

大場大尉は、満州で戦っていたが、南
方への移動を命じられ１９４４年３月に

ン鉱採掘跡に居た）から大場隊は内陸部

急ぐべきか。連合艦隊が島を奪還に来る

陸してから、戦いらしい戦いもせず死を

しかしわずか３ヶ月前にサイパンに上

きかと戦場の銃声の中で思った。

の山間で野営し、そこから７月７日未明

大場大尉は、上官の松下少佐（マンガ

た。

大場大尉もここで名誉ある死を選ぶべ

われているな、とわかった。

日まで

ク海岸での玉砕が有名だが、資料を見る

世に言うバンザイ突撃は海側のタナバ

書（タポーチョ）の刊行に寄せてかいて

思いが常にあった」ドン・ジョーンズ著

果たして正しかったのだろうか、という

きところを、生き残ったことについて、

場氏は「私の心の中には、玉砕で死ぬべ

の総攻撃の先陣をきるように命じられた。 時のために今は生き残るべきだ。後年大
“ガラパンを望む丘でお会いしましょ

と日本軍は海側から山側にかけて三方向

う”が別れの挨拶だった。

ドンニイ（島の東側で、弾薬、糧秣、

生と死に対する厳しく重い姿勢に圧倒さ

居られる。戦中の軍人教育を受けた方の

１９４４年６月

資材の集積場があり、さらにサイパン最

アメリカ軍に突進している。
７月６日から７日未明にかけて激しく攻

ても常にこの問いを背負って生きて行か

大場隊は山側からの突撃だったようだ。 れる。生還し、日本帰国後の人生に於い

に分かれてガラパン方向から攻めてきた

た。

日本軍の玉砕、大場栄大尉は生き残っ

１９４４年７月３日～７日

時間冷たい海を漂い救助された

１９４４年６月

将兵のうち２２００名が戦死した。

のだ。この時、乗っていた３９００名の

され

乗っていて、台湾沖で米軍によって撃沈

（現在）韓国の釜山を出港した崎戸丸に

12

29

大の水源地があった）の守備と確保の命
しかし、ドンニイに到着しない前に米

令がでたので南下していった。

日

ら南へ２キロ地獄谷との間の野営地にい

の衛生部隊として配属され、マタンサか

サイパン上陸後の大場隊は北区警備隊

25
26
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18

せまってくる。

れたことは、あまりにも切なく私の胸に
墟となっていた。眼下に築港の港や、ト

台は落書きだらけになり、荒れ果てた廃

本統治時代に造られた、洒落た白亜の灯

ったが、大場大尉の冷静かつ巧みな采配

ヒー山でアメリカ軍１５０人と交戦にな

い野営地を見つけるために移動中、コー

名の死体を残して退去してい

で、敵は

は、軍艦島と呼ばれたマニャガハ島など

いった武器を集めさせていち早くタポー

った。報復隊が来ない前に、敵が置いて

南へ移動 築港の沢

ルコブルーの美しい海に浮かぶ、かつて

大場大尉は、生き残った部下をつれて

が見渡せた。この裏手の山が、大場隊が

２０１１年６月７日

チョ山麓へ移動した。

南のタポーチョへ向かったが、築港の沢
教わった。

大場隊の移動地を追って私達もコーヒ

ー山を通ってタポーチョ山へ向かった。
築港の沢での攻撃を逃れ

ーヒー農園を持っていて、マリアナコー

れていたそうだ。今でもアメリカ人がコ

栽培されていたので、コーヒー山と呼ば

年）７月

でアメリカ軍の掃討作戦にあってしまい、 アメリカ軍の攻撃を受けた築港の沢だと
満州から一緒に戦ってきた兵は５人にな
１９４４年（昭和

今回私たちは、ヨネコさんの案内でタ

た後、大場大尉は生き残っ

ヒーと言う名で売られているそうだ。平

戦前日本統治時代にこの山でコーヒーが

た満州からの部下５人と指

コーヒー山

ってしまった。
ポーチョ山裾野西側の灯台に登った。日

揮官を失って合流してきた

和になったサイパンのマリアナコーヒー

の味を次回行った時にはじっくり味わっ

砲兵連隊を加えて

なった兵士たちに山中に散

って、民間人を保護しながら終戦後も降

タポーチョ山と、その山麓のタコ山に籠

次は、日米両軍の激しい戦闘のあった

てこよう。

そして築港の沢から新し

べき戦いにそなえた。

部は洞窟の中に隠し、来る

器を出来るだけ集めさせ一

らばっている銃、弾薬、武

20
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17
名に

19

つづきます。

伏することなく戦った大場隊について。
いアイドリングサウンドを響かせながら

ームにはキハ１８３系の編成が、懐かし

「各停」を利用した。対側の札幌方面ホ

この日は片側２座席のデラックスな車両

り、積丹神威岬まで行く「積丹線」で、

る。長橋バイパスを経由し余市駅前を通

分間の車窓

が使われ、余市駅前までの

展望を満喫できた。

で、私の学生時
後尾の八号車は slant nose
代を思い起こさせてくれるものだった。

先は各停留所に停車する。小樽～余市間

橋５丁目」に停車。この後「塩谷」から

て建設されたトンネルを２つ通過し、「長

小樽駅を出ると国道の切り替えによっ

乗車した列車は苫小牧始発であるが、

は、他の路線バスもあり、大概

分間隔

日曜日の早朝ということもあり、車内は
分ほどの

で運行されている。途中、塩谷から先は

小樽に到着後７分ほどすると然別発の

た。天候も持ち直し、遠くシリパ岬がく

ト・ブルーの日本海の色が印象的であっ

過するが、その狭間から見えるコバル

海沿いを走り、いくつかのトンネルを通

下り普通列車が「山線」の急勾配を駆け
キハ１５０の２両編成。小樽到着と札幌

「塩谷文庫歌」
「桃内」
「忍路」
「フゴッ

下りてくるシーンに出会えた。この日は

時間はあっという間だった。

ちにするあまり、小樽までの

閑散としている。小樽以西の風景を心待

行先表示は「臨時」となっており、最

運転停車していた。

タポーチョ 太平洋の奇跡 ドン・ジョーンズ

参考文献

／ 祥伝社黄金文庫
サイパンの戦い「大葉栄大尉」を読み解く
／ 山川出版社
太平洋戦跡紀行 西村 誠 ／ 光人社

余市まで
御園生 潤 著
日、２年半ぶりに余

市町まで足を延ばす機会に恵まれた。北

方面への乗り換え案内のアナウンスも、

余市駅からの帰路は

時

分発の列

うち、目的の余市駅前に到着した。

線を利用した頃のことを思い出している

っきり浮かび上がっていた。

海道の初夏の天候は身体にも優しいもの

分発の中央バスに乗

ペ洞窟前」
「大川十字街」などの停留所名

ここから９時

いつもながら情緒がある。ＩＣカード乗

年６月

20

どの旅程ではあったが、６月のすがすが

平成

30

がある。この日も好転に恵まれ、半日ほ

03
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36

32

しい空気を胸一杯に吸い、美しい風景を
分の小樽行

10

目に焼き付けることができた。
往路は手稲発午前８時

00

を聞き、はるか昔に海水浴などでこの路

19

）で手際よく改札を出る。
車券（ Kitaca
もかなり普及してきたように感じ
Kitaca
た。

23

車を利用。蘭越始発の気動車（列車）で、
この日はキハ４０の２両編成
（の気動車）
。
乗車した１両目は余市からの乗客でシー

終末期医療と延命病床
浜名 新 著

裁量で人工呼吸器を外したそうだ。外科

月、富山地検は嫌疑不

医は殺人容疑で書類送検された。平成

年（２００９）

の行為は、延命治療とその中止行為に過

工呼吸器の装着から取り外しまでの一連

十分で、不起訴とした。その理由を「人

終末期医療、延命処置、ＤＮＲ（心肺蘇

年代から平成の初め頃までは、

帯びた警笛を鳴らし、力強く加速して難

ぎず、殺人罪と認定するのは困難」と説

であろう。

して明確に認定したことは画期的なこと

生せず）など世間的には騒がしくなかっ
臓器移植法が公布・施行された平成９

所のオタモイ峠へさしかかる。あえぎな

年（１９９７）頃から、終末期医療に際

明した。人工呼吸器の使用を延命処置と

谷に至るが、その間からちらりと見える

にわかに高まった。
平成

日本海のブルーと新緑が目にまぶしかっ

さえも、生命維持装置の象徴である人工

５月厚生労働省は「終末期医療の決定プ

この事件を契機に終末期医療の論議が

塩谷を出て短いトンネルを２つくぐる

呼吸器を外すことは法的に認められてい

末期医療の指針を策定・公表した。その

ロセスに関するガイドライン」
、
つまり終

して、生命末期あるいは疾病末期状態で

と、小樽の街並みが見え始める。下りの

告発されるようになった。法的脳死の診

ないため、死期を早められたとして刑事

年
（２００７）

下りてゆくころ、車内には「まもなく小

断・確定に対して世間の目は非常に厳し

要旨は以下の３項である。「延命治療の開

始・中止・変更などについては患者の自

れた。外科医は患者の病態を診察し、説

病院で人工呼吸器取り外し事件が報道さ

者本人の意思確認ができないときは家族

で医学的妥当性・適正を判断する」
、
「患

けるため複数の医療従事者によるチーム

己決定を原則とする」
、
「医師の独断を避

明と同意を経て人工呼吸器を装着し、病

年（２００６）３月、射水市民

樽到着」のアナウンスが流れる。ほどな

（日本医家芸術クラブ会員）

19

と相談する」
。だが、延命治療の内容には

平成

い。

る。

じてこのラスト・シーンが私は好きであ

く小樽駅４番ホームに定刻着。四季を通

急勾配を制動を効かせながら一気に駆け

た。

たと記憶している。

昭和

21

がら上りの４つの短いトンネルを越え塩

山側に回り、上り急勾配となる。哀愁を

トはほぼ埋まっている。蘭島から線路は

12

状の流れから説明と同意を経て、自らの
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50
18

触れていない。
例え生命末期といえども延命処置を絶つ

によると日本の平均寿命は男

・３歳、

・０歳となった。在宅にせよ、施設

事故で急変すると救急車で急性期型病院

にせよ高齢者は何かのきっかけで病気や

女

なければならないだろう。また状況によ

に入院・治療する。改善しても治療・処

場合、家族との説明と同意を経て実施し

肺、カフ付き気管内チューブ、ペースメ

院の倫理委員会に諮らなければならない

置が必要な患者は次の病院・施設へ転出

っては終末期の医療の指針を参照し、病
かもしれない。その場合家族の揺れ動く

される構図である。

人工透析、輸液、栄養補給、水分補給、
あらゆる複数の治療手段などが考えられ

精神的しこりが残ることも考えられる。

月医療法の

私は還暦を過ぎ都立病院を退職し療養

能する療養型病院へ転院される患者は、

改正で、急性期型病院の受け皿として機

妥当な判断による事柄です》云々」とし

から補液・水分栄養を注入し経過観察し

期状態で、静脈（皮下注射）あるいは管

す医療区分３・２の患者群で、日常生活

多くの基礎疾患を有した治療と処置を要

年（２００６）

終末期医療の指針の解説では「事例を

病院においても生命末期あるいは疾病末

型病院へ再就職して数年になる。療養型

ている。

動作（ＡＤＬ）は経年的に低下し、管栄

従って、
療養型病院に入院中の患者は、

ている場合、寿命を迎え心肺停止（ＣＰ

厳ある人の死に際しての配慮をあらかじ

日々新たに発熱、嘔Ｌ、吐血、血尿、喘

日本尊厳死協会に入会し本人が自己決

め書面にして互いに了解しておくからで

息様発作、呼吸困難、咽喉頭喘鳴、表皮

群は入院患者の五割以上となった。

しかし大多数の人はそのような書面を持

ある。家族は臨終に間に合わないことを

師は情報を把握し医師に連絡し医師の指

剥離、打撲。骨折などが出現する。看護

養あるいは、経静脈栄養されている患者

ち合わせていない。そこで事前に終末期

容認する場合が多くなった。逆に何日間

Ａ）になっても心肺蘇生術をしない傾向

の意思確認を患者・家族と相談し書面に

も患者の脇に待機して家族全員で看取る

示を待つ。医師は診察・採血・採尿・胸

欧米の追従ではあるが大変な進歩に違い

が顕著になった。先に述べたように、尊

平成

者の状態を医療。ケアチームの適切かつ

挙げて、最後に《
「終末期」とは、当該患

る。

ーカー、大動脈バルーン、輸血、薬剤、

延命処置として、人工呼吸器、人工心

79

の書面を終末期に提示する家族がいる。

10

定された「リビングウイル（生前意思）

18

部単純ＸＰ（ＣＴ撮影）を吟味し、処置
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86

することが最近行われるようになった。

年（２０１０）５月、新聞報道

場合も多くなった。
平成

ない。患者が自己決定された生前意思の
書面を担当医は最大限尊重するにしても、

22

患者の基礎体力として、米養状態の維

連絡、必要なら封面して病状説明する。

待つ。同時に、患者家族に病状の変化を

を指示し対症的治療を行い病勢の衰えを

療養型病院での日々の体験から導き出さ

要するに延命治療そのものではないか！

ることの必要を学んだ。終末期医療は、

人の死に対し施設なりの医療対応で応え

ればならない現実に直面した。尊厳ある

だから・・・・・。

をえない。尊厳ある人の終焉を看取るの

夢の中での反撃

いじめっ子に

持は大変重要で、最近栄養サポートチー

ると思っている。家族は終の棲家として

白と血清アルブミン値の推移が重要であ

け入れに問題がある。私は体重と血清蛋

の向上が図られているが、患者本人の受

く終末期を迎えた患者に対する医療の処

向け懸命に対応している。しかし、運悪

や治療、がん治療、救急医療で、快癒に

難しい病気が多く、医療側は高度な手術

療に腐心する。急性期型の一般病院では

いかなる場面においても医師は延命治

「社会人になったら見返してやる」と考

恐くて反撃できず、せいぜい心の中で、

Ａ君は数年前に亡くなった。弱気な私は

サジストの傾向があったと思う。また、

ていた。このグループの中心人物Ａ君は

で、数人の同級生のいじめの標的になっ

中学生時代の私は運動神経が鈍い弱虫

小川 再治 著

療養型病院で治療・ケアされることを望

置の内容は、最新の医療機器を用い、中

れた結論である。

んでいる。繰り返す誤聴性肺炎、急性循

身の濃い内容で療養型病院の比ではない

にいじめられている夢を見た。遂に怒り
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ムが活躍し患者の栄養・体力維持・延命

環不全、急性呼吸不全（嘔吐物・痰によ

だろう。担当医は最後まで精力的治療を

えるだけだった。

不全、その他、腎不全、老衰、難病末期、

る窒息）
、呼吸困鋒・換気不全を呈する心

心頭に達した私はＡ君に投げ倒された時

数日前私は中学時代に返って、Ａ君達
入院中の生命末期の患者に対して、十

彼の足に噛みついたが、その瞬間目が覚

続けざるを得ないに違いない。

人弱を看取っている。まさに終末期医療

分な医療対応をして患者の尊厳を敬う気

ガン末期で、私は年間受け持ち患者の

を担っている病院と評価されるだろう。

めた。

その時私はＡ君に負けることは計算に

自然な流れであろう。終末期医療におい
ては家族並びに医療側に膨大なエネルギ

入れて、Ａ君にこの夢の中のような全力

持ちで自然の経過で看取ることは医療の

けれどもっと生きて欲しいとの思い入れ

ーが費やされ、医療費がかさむのはやむ

だが言葉も言えず、寝たきりの患者で

と愛情から、私は延命治療に腐心しなけ

さえも、家族は苦しそうで耐えられない

30

的反撃を一回だけで良いから、実行した
ら良かったと気付いた。多少彼に怪我を
させても良いから。勿論Ａ君は私に勝っ
ただろう。しかし多少は痛い目に遇い、
「小川をいじめると後が少し面倒なこと
になる」と気付き、多少はいじめを控え
る様になったと思う。しかし若し、なお
Ａ君のいじめが続いたなら、例えば担任
良かったのだ。

に相談するなどの、別の作戦を考えれば
著名人のＢ氏は、私と同様中学でいじ
めの標的だった。ある日遂にこらえ切れ
なくなり、いじめっ子の顔を殴りつけた
しかし校長はよく出来た人でいじめっ子

所、
いじめっ子は片目を失明したという。
をたしなめただけで、Ｂ氏にはおとがめ
が無く、
いじめはピタリと止んだという。
今は亡きＡ君は、時々開かれる同窓会
いちも走り寄り握手を求めるのだった。

に毎回参加していたが、私と目が会うと
これは彼のやすっぽい謝罪だったのだろ
うか。
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安 彦 洋 一 郎

絵画人生四十八年

絵画人生四十八年

はじめに
私は小学生の頃から絵を描くことが好きであった。保土ヶ谷

年学校を卒業し内

医専に入ってからは学校の勉強に追われ絵を描く余裕はなか

った。再び絵を描くようになったのは昭和

科の医局に入ってからのことである。

最初に出品したのが神奈川アンデパンダン展であった。その

後、日本橋本店で開催されていた日本医科美術展に出品した。

更に横浜市民ギャラリーでの日本医科総合美術展県民ギャラリ

ーでの神奈美展などにも出品するようになった。又、その後湘

風会を発足させ横浜三越のギャラリーで毎年小品展を開いてい

そのほか、神奈川区医師会の仲間のグループ展を開催、現在

る。
に至っている。
神奈川アンデパンダン展

私が再び絵を描き始めてから初めて出品したのが全神奈川ア

に入学後に一水会会員となり有名な画家になった。その後戦争

後学校の裏山に写生に行ったものである。この友人は途中美校

描くようになった。この美術部に熱心な人がいて、一緒に放課

るようになった。中学校に入ってからは、美術部に入り油絵を

室の壁に張り出されたことがあった。それ以来、時々写生をす

生は独立芙術協会の会友として中央画壇で活躍されていた。私

任者に南区で婦人科を開業している永井先生がなっていた。先

デパートなどを利用していた。この会を運営していた役員の責

を無審査で会場に展示するものである。会場は県の中小会館や

足したものである。誰でもが自由な発想のもとに創作した作品

この展覧会は神奈川県下に住む若手画家の発表の場として発

ンデパンダン展であった。

が激しくなるとともに油絵具は手に入らなくなり、絵からも遠

が永井先生と親交深めていったのはこの神奈川アンパンに出品

じの木」を描いたことがある。これが先生に大変ほめられ、教

小学校２年生の図面の時間に学校の裏山の写生に行って、「もみ

28

ざかってしまった。
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美術評論

年

するようになりこの会の運営にあたった。
出品作品は具象抽象、

するようになってからのことである。私も役員となり手伝いを

うちは遠方からの出品も移数あったが、年数がたつにつれ次第

家芸術クラブの会員に呼びかけ全国から作品を集めた。初期の

発足したのである。会場は横浜市民ギャラリーと決定した。医

の先生方のみになってしまった。しかし本年で

に地方からの出品者が減少してゆき、呪在は横浜を中心に県下

洋画、日本画を問わす自由な作品を発表できる。この会も
続いたが、読売アンデパンダン展の画家達を受け入れるように

回展を迎える

なってから、
運営があまりうまく行かず閉会することになった。

回神奈美協会の公募

年に島崎増雄氏を中心として絵画創作の美術団体「神

ことができた。
神奈美展

日本医家美術展
この展覧会は式場精神病院の院長でゴッホの研究家としても

昭和

奈川美術協会」が結成された。この春第

展が県民ギャラリーで開催された。結成当時は県下の同志募っ

年を迎える。

有名な式場隆三郎先生が主催されて発足した医家芸術クラブの
会場は日本橋三越本店で毎年７月に全国から出品者を集め７

継続しております。本年で４回展を迎えることができました。
日本医家総合美術展
年後、永井先生がこの展覧
号以下の小さな作品しか出品できないの

日本医家美術展が発足してから

提案され、横浜出身の数名の会員が創立会員となり昭和

年に

として神奈美展画集を発刊した。

は県下でも大きな展覧会の１つである。本年は創立

周年記念

える。県民ギャラリー全館を貸し切りで開催されるこの展覧会

会員数は２２０名で毎年の公募展の出品総数は３００点を越

人形、木彫、染色、織物等内容は彩である。

去、切り絵、タイルアート、デザイン、イラスト、銅版工芸、

をとっている。即ち、洋画、日本画、水彩、水墨画部門の他陶

この会は一般の美術団体と構成を異にし、総合美術展の型式

いる。

てのスタートであったが、その後県外にもその輪を拡げていっ

回展が終了してから三越から

階の展示場で開催している。出品者の中には宮田重雄のような

メイン事業として始められたもので本年で

35

た。私も初期の頃から島崎氏に推められて入会し何年出品して

11

53

プロ作家もすう数名おられた。
私も初期の頃から出品しており、

45

お断りの通知を受け現在はアートミュージアム銀座で展覧会を

現在に至っております。しかし
40

で、大きな作品を出品できるような展覧会を考えてはどうかと

会は会場の都合で

10
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10
42

25

10

太陽美術展
年世界視野に立って独創的な芸術形

湘風会展
昭和

年太陽美術協会の会員であった平工氏が退会された

後、新しい美術団体を作りたいのだがと相談を受けた。そして

太陽美術協会は昭和
成の場をめざし、二重作龍夫氏を中心に画壇で活躍する松村隆

達の団体として名を「湘風会」とした。そして展覧会場は平工

氏の力で横浜の三越のギャラリーと決定した。それ以来毎年４

数名の創立会員を集め発足した。そして県下の美術を愛する人

アル会長、アンドレ・シュオー副会長をはじめ十数名を太陽美

月に展覧会を開催し、本年で

衛、青木次郎、水谷淳、都竹伸政、龍一之介、横山申生等創立

術協会の名誉会員として創立した公募美術団体である。毎年上

も発足当初は少人数であったが、現在は

月に開催される公募展にはパリ、ル・サロン会員の作

会場は４００点近い作品が都美術館の壁を埋めつくす。又フラ
ンス芸術家協会と姉妹提携してしいるのでパリの
「グランパレ」
で開催されるル・サロン展にも出品してしいる。私も以前にこ

名を数える程になっ

ヶ国から集められた、三千点の作品が陳列されて１日ではとて

役立てたいと考え昭和

分だけで楽しんでいるのではなく、社会の福祉の為に少しでも

年に発足した美術団体です。そして毎

もみることはできず、２日かかったことを記憶している。この

33

又２１０名の会員の中には一水会を始めその他の公募団体の

おります。

のチャリティー展覧会には常陸宮妃殿下も賛助出品して頂いて

れていると聞く。

線が直接入つってくる。現在は地墜沈下の為、修復工事が行わ

年日本橋の三越本店に於いて慈彩会展を開催しております。こ

絵画、書道、工芸などに親しんでおります。これらの作品を自

慈彩会は自然を愛し美を愛する人びとの集りであり、日ごろ

慈彩会展

プラーザ百貨店で開催することになった。

なり、本年からそごうデパートのギャラリー「ダダ」と、たま

しかし残念ながら横浜三越ギャラリーは昨年まで本年は閉鎖と

40

27

に建てられたもので天井は総ガラス張りで晴れた日には太陽光

のサロン展に参加したことがあったが、広大な会場には世界

回を数えることになった。会員

野の都美術館で公募展を、又、横浜市民ギャラリーで会員展を

た。
会員もプロ作家から公募展の会員又入選者など多彩である。

毎年

小品展を開いてしい。

開催している。又池袋の芸術劇場ギャラリーでは毎年太陽美術

会員として、又フランス芸術家協会よりジョルジュ・シェイシ

62

会場は百年前、パリ万国博覧会の記念としてエッフェル塔と共

30
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50

品と、北は北海道から南は九州まで全国から出品があり、展覧

11

プロの作家や芸能界の方々や、大会社の役員の方々又医師会員
などが参加しております。又希望される方々には展示した品を
頒布して、福祉活動資金として活用して頂いております。又そ
私も毎年出品し、本年で

年目になります

の他の作品は福祉施設贈呈しております。

神奈川区医師会絵画展
年目

神奈川区医師会々員で美術を愛する先生方の集りを作り、絵
画部を発足させ、毎年横浜廊で絵画展を開催し、本年で

二つの絵画展

白 矢 勝 一

飯田 収 絵画展

聖蹟桜ヶ丘店

日

において４月

京王ギャラリー

日から

まで飯田収絵画

展が開かれた。

画展で先生にお

日曜日に私は絵

会いした。先生

(

舞、まさにフォーブの世界。しかし明暗、白と黒の使い方など

と黒の世界に。マチスは単純化へと。飯田先生の絵は色彩の乱

自分たちの世界を切り開いていった。ブラマンクは古典的な白

マチスはフォービストたるが故に、野獣のようにそれぞれ別れ

の絵はフォーブ好きの私を夢中にさせた。
ブラマンクやドラン、

美術評論

独自の境地を開かれている。浅間山麓の素晴らしい秋が眼に飛

- 25 -

を迎えることができました。これは偏に部員の先生方医師会員
の方々のお陰と深く感謝申し上げます。
しかし故人となられた先生方もおられ残念でなりません。心
からご冥福をお祈り中しあげます。

27

16

現在の会員は、天羽栄作、平柳富美子、田辺和男、冨田和彦

21

12

の各先生と私の五名です。これからもより良い作品を発表した
・８・
15

しいと思っておりますので宜しくご指導の程お願い申し上げま
す。
14

)

が花を添える。その場の風や匂いまで感じさせる、すばらしい

る。鮮やかな黄色橙色が緑と絶妙に配置され、それを木々の線

び込んでくる。雲場深秋 湖畔秋景はゴーギャンを彷彿とさせ

医家芸術

代さんが

植村鷹千

評論家の

展に来て

秋の浅間山に来たようである。

中学の頃油絵

れたこと

ていてく

論を書い

くれて評

を友人が描い

だ。

先生のお話から、安井曽太郎、梅原隆三郎の全盛期のころ、

ているのを見
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て絵を描きた

絵は鮮やかで線もすばらしい、これはよく油が乾いてから描く

先生の

お父様から贅

ことが大切だそうだ。

いと思ったが
沢と言われ、

医師をやめたが絵を描くことで助かっている。絵を描くこと

は生きがいである。それは日々を追って強くなっている。今少

年頃

勤務医のころ

しわかりかけたような気がする。色の混ぜかた、自分の色がど

昭和
絵を描き始め

先生の絵を一堂に見てその素晴らしさに圧倒された。

うにか出せるようになった。

象に残るのは

れていた。印

海の絵を描か

いて尼さんや

勝山先生につ

た。示現会の

30

中で背景はその人の個性が
でるものだ。

銀座の交通会館の一階でとても雰囲気のいいところだった。

会場：東京交通会館（ギャラリー・パールルーム）

期日：８月２１日―８月２７日

う黒い神秘。この黒色はな

は対象を包み込み画面を覆

いる。そこから広がる世界

象の下部にその陰が映って

鈴木 啓之 絵画作品展

鈴木先生がいらして笑顔で迎えていただいた。初めての個展だ

にを使われたのか、不思議

先生の描かれた背景、対

そうだ。絵は子供のころから好きで、５０代後半になってから

いそうな細部まで描か

に向かい見逃してしま

である。対象と真正面

この神秘的な黒色は生まれるそうである。先生はすでにご自分

何度か繰り返す。そうして

ルーを置いていく、それを

を待ってまたプルシャンブ

ブルーを置きそれが乾くの

たのか。それはプルシャン

な暗色をどうやって出され

れている。人物画も静

先生の絵は静物が主

油絵を描き始めたとのこと。

物画く対象をいかに描

先生の人柄か会場に来られる方々は、気さくに先生に話しか

の絵を探しだされていると思う。

が、これと同等に重要

けられる。なごやかな会場で写真をご一緒させていただいた。

くのがまず問題になる
なものが背景である。
似ている。探し求めて

絵とは自分探しの旅に
もなかなか見つけるこ
とができない。そんな
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｣

ていた。
文中 あなたの学校 とあるから、

｢

た手紙から、またアメリカへ旅立つ前に

同音楽院に深い関わりのある人だろう。

た仕事を休職してアメリカへ行っている

二人で話し合ったことから、何故、また

から、帰国後の再就職が可能かどうか心

ドヴォールジャークは今回のアメリカ行

筈です。あなたにもう一度この件につい

配して、その確認のための手紙である。

はどんな理由でわたしが彼の地での滞在

て話をするのは余計なことになるでしょ

後日談になるが、アメリカに縁をきって

紙で作曲家はブラーハ音楽院教授であっ

う。それでも私は先生に、もう一度以下

帰国した彼はブラーハ音楽院の院長にな

きについて彼に相談をしていた。この手

のことを確かめることが必要だと思って

たにははっきりと分かっていらっしゃる

います。則ち、出来れば私がアメリカか

った〕

と音楽院の仕事を長引かせたのか、あな

ら帰った後、再びあなたの学校での仕事
が出来たら良いのだがと、そして差し当

ジャークとクロチルダ・シェルマーコ

アントニーン、アロイジエ、ドヴォル

たり一年間だけ更なる休暇をお願いして、 ◎オティリエ、アンナ・マクダレーナ、
います。
（原注・次の年の休暇願いは一八

一八九四年

月二十五日（原注・この

《ビスマルク号》上で

ヴァ 宛て

私の提案を受け入れられることを祈って
九四年十一月十日に受け入れられた。
）
深甚なる敬意を以て あなたのＡ・ド
ヴォルジャーク
――――――――――――――

母のところで、又借りをして住んでいた

息子オタカルと、ドヴォルジャークの義

アメリカ滞在でドヴォルジャークは妻と
コメント〔弁護士でオルガニストであ

カレル・クリエルの妹バルボラ・シュク

乱筆をお許し下さい。
』

るトラギーはブラーハの音楽界に君臨し

28

その

半 場 久 也

（カットも筆者）

◎ヨゼフ・トラギー
宛て
ハンブルグ、一八九四年
十月十七日
『尊敬する博士様！
私がニューヨークからあなたに送っ

十

○
28

から二百マイル離れたところです。こ

す。天気は曇り、未だアメリカの沿岸

今は十月二十五日木曜日の朝九時頃で

『大事な子供たちとおばあちゃま！

婦として働いていた。
）

ラはここでドヴォルジャーク家の家政

デローヴァーと一緒だった。バルヴォ

木曜日は再び曇っているが、静かだ。人

お昼と晩の食時でサロンに現れた。今日

った。お母さんとバルシュカはやっと、

った。水曜日は再び天気が良くて静かだ

てきて、そのため再び皮のコートを羽織

づき、そこでカナダから冷たい風が吹い

模様、火曜日にはノイフントラントに近

日曜日は晴天で暑かった。月曜日は荒れ

心配になってしまうからね！ オティカ

変わったことを聞かされると悲しくなり、

ナ他全員が分かっている通り、私は何か

だから。だって、君達、オティカやアン

れが私等、特に私に対して大変安心なの

ちゃんの言うことを良く聞きなさい。そ

んだ？おとなしくしていなさい。おばあ

にしています。君達みんな何をしている

よ、お前はお姉さんだよ、分かっ

ているだろうが、私はお前を頼り

にしているんだ。アンナもだ。み

んなおとなしくしていなさい。そ
はこの天候に満足すべきだと言っている。 れからお前、アンナよ、体を大事にな、

夏休みを終え、再びアメリカへ

こで直ちに水先案内４号が我々の船を
ヨークの港へ我々を運ぶ。そして

引き受けて、うまく行けばニュー
今晩十時にはそこへ入ることにな

分かっているだろうが、
病気になるなよ。

る。私は今取り合えず何も書かな
い。向こうへ到着する時になって初め

一般的に十月は雷雨と強い風が吹くと言

よ。オティカ、お前は私の言ったことを

みんなに言っておくが、教会に行くんだ
感謝する。私が常に君達のことを考えて

覚えているね。兎も角日曜日には教会へ

っている。しかしその様子はない。神に

六日金曜日にこの電報を君らは受け取

いるなどということは君達に言う必要は

行って熱心に祈りなさい。このことがお

今日電報を打つ。そうすれば明日二十
るだろうだから君らに今日までの旅行

ない。君達が確かに一通の手紙を《ラー

前達と私等に慰めを与えてくれる唯一の

て手紙を書き終えるだろう。君等には

について書くことにする。この旅は全

ン号》で送ったということはお母さんに

ものなのだ。他のマグダレーナとトニー

もお祈りするように言いなさい。シチュ

直接伝えた。それは今途中にある。二十
三日にブレーメンを出ている。これが二

カについては何も考えていません彼女は

分よく快適だった。先ず初めから話そ
う。金曜日は上天気だったが、皆船

週間経って我々の手元に着くのを楽しみ

体的に当時の《アラー号》の時より気

酔いになった。土曜日には嵐が来た。
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[

みんなに感謝しているよ。おとうさん

近いうちにまた。
君達やおばあちゃん、

ある。今度は前回同行した輙助のオティ

けて旅行している船の中で書いたもので

郷ボヘミアで過ごし、再びアメリカへ向

言って、ドヴォルジャークが夏休みを故

供達のことが心配で、暇さえあれば頭

しかし、子煩悩な彼は、残してきた子

をして毎回食時を摂っているし、

しかしこの作曲家はまったく平気な顏

化ていて、
皆が船酔いに悩まされている。

と、おかあさんはこれで失礼するよ。

リエ（またの名は知縮めてオティカ）と

の中はそこのことでいっぱいである

コメント この文章の情景は、
日付から

スメェリー氏とクリエル氏や、他の皆

アントニン 通称トニーク を残して、九

未だ小さすぎるもの！

さんに宜しく。ベルシュクさんにも宜

歳の男子オタカル、そして家政婦役の、

(

)

回まであり、順次掲載します。

◇お断わり 半場久也先生の遺稿は、

前回よりも快適だった、
と言っている。

しく。彼には手紙を出します。
』

季節の変わり目のせいか、大西洋は時

30

知人バルボラが同行している。
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]

※

私の好きな 一句 一首

※

もう四十数年も前になるが、その頃の
好きで身近な句
私は京都・奈良で越年するのを常として
籾 木
秀 穂
いた。ある年の暮、河原町通りを歩いて
いて、小さな美術骨董店のショウウィン
本誌に「私の好きな一句」を書く様に
ドウに何か書いてある皿の飾ってあるの
と依頼があった。安請合いしたもののこ
が目についた。近寄って見ると、二十セ
れは仲々の難事である。大学時代から六
ンチ四方位の縁付きの陶器皿で、遠山に
十数年俳句に親しんで来た私には、有名
日の当たりたる枯野或の五七五を三行で
俳人・無名俳人・友人等の作品に好きな
書き虚子と署名してあり、左上の余白に
句は数多くある。
その中の一句を選ぶのは大変難しいが、 小さな田舎家の屋根が線書きしてある。
その中でも何か思い出のある句となれば、 色は深味のある落着いたグレイである。
この字は俳句雑誌等で見慣れた虚子の字
私は次の句を選ぶことになろう。
に間違いなく、独特の格調のある伸びや
かな書体である。
遠山に日の当たりたる枯野かな
早速店に入り女店主に聞くと、虚子先
生の書かれた物で、松野青々さんの箱書
きもありますという。手にとって良く見
ると、裏には右上に線彫りで一宋作とあ
り、
中央に春蘭らしきものが彫ってある。
幸い、値段も手頃であったので、これ

虚子の作品の中でも著名な句であるが、
私も昔から好きな句の一つである。星野
立子の「虚子の一日一句」によれば、虚
子本人もこの句は好きな自信作だったら
しい。

を買い求めたのは言う迄もない。
この皿は其の後、私の部屋の一隅に飾
ることになり、毎日めにするので、この
虚子の句は文字通り私にとって身近な句
になった。

この青き惑星を掘り葱囲ふ

高久清美

『青花』（二〇一〇年六月 本阿弥書店）

福 冨 清 子

（一）

「医家芸術」からの依頼「名句一句鑑賞」

に等しい難事。締切りまでの時間が私に

は、無窮の宇宙の無数の星から一つ選ぶ

は短すぎ、パスしようと思った。その時

脳裏をよぎったのが、私が医家芸術入会

当時の事務局長鈴木喬氏の一言である。

「人間いくつになっても誘われること

は何でもお受けする方が面白いですよ。

思わぬ世界が広がるものです」
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のは意外に難しい。窮余の策として、ま

しかし医家芸術ご注文の長さに変える

句鑑賞」させて頂くことにした。

る高久さんに事情をお話しし、再度「一

六百字書いている。
『秋』の編集長でもあ

久清美『青花』の一句評」に、私は既に

る「秋」の結社誌『秋』一・二月号「高

選んだのが掲句である。実は、私が属す

かくして難題に挑戦することとなった。

の中、背戸や畑の片隅に泥まみれになっ

き、慎ましい幸福を念ずる人々が、寒風

囲う主語は問題ではない。日々営々と働

天地をひっ繰り返すのも御茶の子。葱を

〈月白や山顚すなはち天の底〉の如く、

いに壮大な想像力が働いているのだ。

の文化を自家薬籠中のものにした、桁違

久さんの句作の仕掛け、即ち、古今東西

るう格好など想像外だ。しかしここに高

観る〉こそ高久さんのイメージ。鍬を振

お庭の隅に冬野菜をしっかり囲われると

聞きした話。市川市のお宅では毎年冬、

と決めてしまっている。ところが後、お

私は「虚」と断定し、一句を想像の創造

（二）で「青き惑星を掘る」高久さんを、

する有難い魔女の位に既に達している。

人を楽しませるべく魔法の想像力を発揮

魔女になりたし落葉掃き〉
と詠まれるが、

かな一こまの幻のようである。〈次の世は

感慨などを補足することにしたい。心か

その後に、
この句についての新たな発見、

た一角の土地が、
「青き惑星」に変貌する

の手にかかると、汗・涙・溜息等の浸み

て数株の葱を囲う。この現実が高久さん

を「実」のようではなく、
「実」を「虚」

自解」の押しつけは無く、
「詩」とは「虚」

高久さんの口振りには、いわゆる「自句

るそうだ。私の一方的な思い込みを正す

のこと。鍬・シャベル農具一式揃ってい

（三）

ず
『秋』
掲載の原文をそのままお見せし、

らお許しを乞う次第である。

飛行士ガガーリンの発した「地球は青か

のだ。この措辞は半世紀前人類初の宇宙
った」を下敷きにしているが、無限大の

者石原八束師の主張に添えたことに満足

のように創ること、という「秋」の創立

清美

（二）
生活スタイル等の変化で冬場に野菜を

宇宙を飛びかう地球以外の星々をも幻出

している気配があった。

この青き惑星を掘り葱囲ふ

囲う人は少数派と思われる今、
『青花』で

する働きは、こちらが大きい。青い惑星

自負・省慮・ユーモアで味つけして繰返

の一句は、換言すれば、
「埴生の宿」に生

やかに瑞々しい風姿は凛としている。こ

（第一句集『一顆の星』
）

ふらふこや一顆の星にふるるまで

き惑星を掘る」と言い、

それにしても、「庭の一遇を掘る」
を
「青

掲句に逢って仰天した。この句集には、

し出て来る。しかし〈逢瀬めき少し目深

きる悦びに気づかせる気宇壮大・色鮮や

主婦の鑑とも言える高久さんの自画像が、 を掘って囲われる葱は芳香を放ち、色鮮

に夏帽子〉〈春ショール闇に色浮きオペラ
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（
『青花』
）
の非才を棚に上げて高久さんを羨むのは

えば東京・金沢の往復ぐらいの私が自分

雪国の金沢で半世紀以上暮らし、旅と言

ルニエ・メルクールで福岡から大阪まで

日新聞の依頼で、恩地孝四郎と旅客機ド

とがある。一九二八年七月、彼は大阪朝

の年譜に目を通していて少し合点したこ

想像力に溜息をついた。ところが、白秋

雛飾る地球ときどき揺れにけり
（〃）

クの
「一粒の砂に宇宙を観る」
、
荘子の
「井

みっともない事だが、また、Ｗ・ブレイ

「秋」の佐怒賀主宰によれば、高久さん

だろう。

話が横道にそれるが、高久さんの「こ

自己満足していては新発見は望めない。

大空の深さを知る」
で無理に自分を宥め、

の中の蛙大海を知らず」
に続く
「されど、

に住む私、少し真似して、猫の額ほどの

る。高久さんと同じはずの「青き惑星」

土壌深くに「実」の根があればこそであ

詩という
「虚」
の世界に花が咲くのは、

水眼鏡冥府入口探しをり
的規模の句が出来上がる。その秘密は何

など、極く身近な句材でも宇宙的・地球

は「教養とエスプリの作家」である。一

の青き惑星」の土台となったガガーリン
の「地球は青かった」よりも更に三十二

みようか――。

庭の隅をほじくり、朝顔の種など蒔いて

飛んでいるのだ！

れ、家庭に入っては主婦として、学究の

九七〇年に学習院大学政経学部を卒業さ
片腕として、

年前、詩人北原白秋は詠んでいる。
紫の光であった、

月から見た地球は、円かな、

時あたかも花の季節、最後にあの芭蕉

朝がほや一輪深き淵の色

この時、
古人の名句が脳裏をよぎった。

観音のおん手借りたし年詰まる

深いにほひの。

（
『青花』
）
雨蛙主婦に保護色ありにけり （ 〃 ）

さま〴〵のこと思ひ出す桜かな 芭蕉

の人々に捧げたいと思う。

の一句を、日本全国の、東北の、三春町

蕪村

ホメロスの遺跡の猫と春惜しむ
（〃）

…………

これを初めて読んだ時の感激。詩人の

（詩集『海豹と雲』１９２９年）

…………

わが東に

紫のその光を、

わたしは夢見てゐたのか、

ガリレイを裁きし回廊春の雪 （ 〃 ）
（〃）

銃持てるアラブ兵士と海市見る
（〃）
国境てふ創ある大地鳥帰る

等々、地球を大胆に巡りつつ、知性、感
性全開の歳月を重ねられた結果であろう。
（
『青花』のあとがきに「おろそかに生き
てきたつもりはないけれど」
と記される）
。
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大戦最中 青春の句
有 泉 七 種

句会を立ち上げて、ともどもに、月ごと

リーダー的存在で、
「春蝉会」と名づけた

んでいた。
なかでも籾木君と福島君とは、

貴兄からの賀状嬉しく拝見した次第です。

が舞う日に退院して来ました。帰宅し、

届いた。それには、
「
（前略）東京に初雪

いまは、
「医芸俳壇」の常連のひとりであ

というのがある。作者は籾木秀穂先生。

惜春のランプかかげし一夜かな

脳裡に浮かんでくる俳句の一つに、

大戦最中のころのこと。私は深い感銘に

まさに、
青春そのものの俳句だ。
しかも、

げし一夜かな 秀穂」の一句であった。

となって残ったのが、「惜春のランプかか

たかと思う。当時の私の目に、強い印象

句を楽しんでゆきたい。そんな想いの昨

齢がない。これからも、ともどもに、俳

にした高齢である。しかし、俳句には年

れていた。秀穂君も私も、卒寿を目の前

楽しみにしています（後略）
」
。としるさ

医家芸術で毎回貴兄の句を拝見するのを

した。
貴兄はお元気の御様子何よりです。

当方からは入院中のため欠礼し失礼しま

るが、彼の青春時代の作品のひとつであ

うたれた。
こんな時代の、
この青春性は、

今である。

昭和十八年の夏ごろの句会ではなかっ

の句会を楽しんでいた。

り、私は、いまでも、彼の代表作のひと

忘れ去ることは出来ない。

その季節になれば、きまったように、

つとして、
こころのなかにとどめている。

て、私たちの俳句仲間は、それぞれの医

やがて、戦況は負け戦の様相となり、

学の道に進んでいった。それから、幾星

昭和十七年ごろ。秀穂君も私も、東京

のころであったから、医学のかたわら、

霜。
私が、
俳人籾木秀穂と再会したのは、

うちに、私たちの「春蝉会」の姿も消え

俳句にも興味を抱いて、当時の俳句結社

ほかならぬ、この「医芸俳壇」の誌上で

終に敗戦。戦後の医学教育改革の混乱の

に所属して、作句にはげんでいた。秀穂

あった。
なつかしかった。
うれしかった。

た。戦時中ではあったが、緒戦の勝ち戦

君は加藤楸邨の「寒雷」であったかと思

は愛宕のキャンパスで、医学を学んでい

う。私は飯田蛇笏の「雲母」であった。

そして、楽しかった。
さきごろ、籾木秀穂君から、ハガキが

そのほか、
「若葉」の福島君、鷺谷君、土
屋君、
「寒雷」の谷沢君なども俳句を楽し
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世紀は戦争と、災害の時代であった。

陶 易 王

「災害と難民時代」

私の生きた

世紀

こそ平和が訪れると期待していたのに、大震災と津波の来襲で
その上、放射線災害がこれに加わる。テレビの映像を見ると、
無残な瓦礫の山。ノアが方舟に乗って避難したのは、この様な

周囲の車夫たちは、一斉に罵声を浴びせた。

結局その車に乗った。私は父の両足の間に座り、車は走り出

した。大通りは車や人がいっぱいで混雑していると、車がわき

道に逸れた。
「何処へ行く？ 道が違うぞ」
「こっちが近道だ。

馬路は混雑渋滞している。
それに東洋鬼の憲兵が検問している。
こっちに行こう。
」

車は砲撃で破壊された街を走る、崩れた瓦礫の間を避けなが
らガタガタと走った。

車夫は途中で何度も立ち止まって汗を拭き、わざとらしくた

め息をつき、ぶつぶつ文句を言い始めた。
「酷い路だ。たった

人々がどっと吐き出されると、駅前に集まった沢山の黄包車ワ

りを繰り返してやっと北停車場に到着した。列車が止まって、

機の爆撃を警戒して、汽車は何度も止まっては動き、また止ま

いに行った帰りである。車内は難民でごった返していた。飛行

無錫から汽車に乗って帰ってきた。脳出血で倒れた祖父の見舞

１９３４年第一次上海事変で砲撃を受けた上海に、父と２人

ライオンに追われて逃げるシマウマの如く、瓦礫をよけながら

半壊だった建物が次々に崩れ始めた。
車夫は驚いて走り出した。

レンガ塀が崩れた。
それから崩壊のドミノが始まったのである。

と怒鳴った。その時、その怒声が引き金になったかの様に横の

殴り、蹴込みをドンと蹴飛ばすと「走れ！ 工部局監獄へ！」

ずっと我慢して来たが、遂にキレた。ステッキで梶棒をガンと

の祥子“みたいにふて腐れ、梶棒をガタガタ揺すぶった。父は

元でこんなと路を走るのは酷すぎる」車夫は老舎の小説”駱駝

ンポウツオー（人力車）夫達がわっと駆け寄って、
「来、来、先

時間位走ってやっと廃墟を脱出すると、前方が明るくなった。

けてきた。車は右へ左へ滅茶苦茶に揺れて、時々飛び上がり２

飛ぶ様に走った。轟音と共に砂埃を上げながらドミノは追いか
30

元でいいよ。来、来」と言

生何処まで？」
「到虹口、ホンキュウ幾銭チーデイ？」
「
「高い！」と横から割り込んで「
って梶棒を下ろした男がいた。

20
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21
元！」

洪水災害を予知したのであろうか。

20

20

北四川路である。内山書店の前まで来ると、車夫は腰が抜けて
歩道の石畳にぺたりと座り込んだ。
「好、到了。辛苦、辛苦（ご苦労さん）約束の倍の賃金だ」
彼は腰が抜けて、座ったまま無言で頭をぺこぺこ下げ、金を
受け取った。内山書店には老板（旦那）がまだ起きていて吃驚、
「一体どうしたの？」と聞いた。父は手短に説明し「近道して
街中を走ったら、瓦礫が崩れるドミノに追われた」
老板はすぐ了解した。奥から夫人が起きてきてお盆に熱いお
茶とお菓子を出して下さった。お茶を頂いてその夜はぐっすり
眠った。
翌朝父に「何故僕たちが走り出すと崩れたの？」とたずねる
と、
「あの町は砲撃で建物が崩れた。人も死んだ。内にこもった
その怨念が私の怒声で爆発したのだろう」と答えた。
（了）
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東京

籾 木 秀 穂

遠目にも老いの意地なる田植笠

福 富 清 子

駒返る草にこの世の風吹けり

東京

薔薇垣の色をあまさず暮れにけり

白山の比売神の息青田風
すよひ癖の我に先立てかたつぶり

有 泉 七 種

一樹にはいのと芽吹きたり

頬杖や稿の進まぬ梅雨最中

長野

五月きように縦の木の樹齢かな

日限に猶予二日や草むしる

三陸の早春譜いま鎮魂歌

ひ め がみ

藻の色に澄みて野川の明易し
東京
小 南 丁 字
願いこめジャンパーの陛下籾撒けり
学部のみ東大卒業十二人
孫住まる伯父も嬉しや雛祭り
原発の瓦礫の山の鯉幟り
仰ぎ観る鉄骨ツリー迫る春

さざ波に紫踊る花しょうぶ

地震津波あれて山野に冴返る

渡 辺 晋 山
冷やし酒日頃のうっぷん流し込む

大津波松島を避け春の闇

広島

緑陰に光と陰の乱れかな

天災に会津士魂の辛夷咲く

福 七 盛 大

流星や何三人の瞳かな

ヒロシマの傷役立てむ鯉幟

青森

風鈴の風を秋に寝り初む
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門口にてっせん咲かせひそと住む
紫に遅れ咲く白てっせん花
てっせんの由来の茎に觸れてみし
てっせんを愛でて話に入りにけり

楢 本 勝 彦

てっせん花咲けば心に贈り主
長野
牙を剥く文明の神春尽きぬ
死亡記事ぐっと減りきて夏たちぬ
ほめられて白寿こおどり若葉風
肩たたき歌かろやかに看護の日
つんつんとして物別れ走り梅雨

東京 福冨 清子

静岡
南ゴビにて

岩 本 漂 人

サケイ飛ぶ先は砂漠の蜃気楼
砂漠にも少々草ありオオチドリ
ゲルの塔ヒメチョウゲンボウの塒入り
クロハゲワシ含めて四種鷲の谷
雪解川線の谷にアカマシコ
篠 田 静 珈

為すべきか為さざるべきか更衣
摘んでくれ言わんばかりの蕗の薹
それぞれの屋根それぞれに雪積もる

東京

小南 丁字

留めけり（Ｍ９・０）

樋口出し野口を財布初の寄席

童らの脳３・

魁皇の不滅の記録 あと一勝

つばくろに自宅を託し放射村

豊泉 清

「ハヤブサ」がギネス認証ただ涙

群馬

肉は焼きビールは生で夏過ごし

難民にさせてはならぬ避難民

節電のビルで鍛える足と腰

雷や火事より怖い大津波

義損金想定外のゼロの数
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東京
悼 矢野信夫翁
那珂川の流れ久遠や蕗の薹
こぶし

浄土旅白道に咲く辛夷かな
帰郷三句
紫陽花や座敷牢ありし友の家
枇杷熟れて座敷牢の主友の父
座敷牢跡にたんぽぽ群れ咲く
新潟
中村 雄彦
二人来て辞儀交し合う夏の朝
氷菓子嘗めつつ胸に稚児抱く

11

原発事故

東京

横 田 英 夫

おしろい花

東京

小 松 安 彦

東のスカイツリーを仰ぎつつあぢさゐの坂ゆるりと登る

塀を越えのうぜんかづら溢れ咲き並びて香る梔子の花

ライダーが風でつかない子供らの花火をせむと集ふ公園

公園に白粉花の咲きそめてゑのころ草の風にそよぎぬ

紅白の來竹桃は並び咲き今年も夏が来たなと思ふ

鬼 灯市
茨城
羽 生 藤 伍
１．浅草の鬼灯市のお土産げに東京育ちの老婆雀踊り

ほおずきいち

聞き馴れぬ用語用いて原発の危機を伝うるおぞましきかな

２．鉢植えの鬼灯買うに赤き実のも少し多いのをとて選ぶ

の橋潜り暑き日射しと涼し海風

４．都育ちの老婆は語る西の市朝顔市と羽子板市を
５．隅田川クルーズ

締め切り
月８日（金）
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揺るるたび原発の安否気にかかる放射能こそ恐ろしと思う
老いてまた節電停電の暗き日々燈火管制の思い出過ぎる

３．浅草寺と五重の塔の左右にはスカイツリーとビューホテル

羽 生 藤 伍

あり

アサガオの合間にゴーヤ植え足しぬ南国の緑の効果や如何に

茨城

冷房を控え自然に親しめと原発事故の思わぬ余得
灯台

秋季号の原稿募集要項

20

大震災と医師について多くの原稿をいただきま
した。ありがとうございました。
次号（秋季号）では、特に特集は設けませんが、
多くの会員のご投稿をお待ちしています。

11

快晴の南房総野島崎白亜の灯台青き海原
灯台の階段登り見下ろせば白き海岸広き海原
水無月の富浦浜の枇杷畑に食べ放題の客ら溢れる
袖ヶ浦公園池に花菖蒲馨り飼い犬猫等も居り
鮫のごと黒き船腹のぞかせてモーターボート湖上を巡る
夕暮の河沿の道大蛙の合奏起る脅す如くに

原稿をお寄せ下さい

ネーネーズの
やま

道

みち

人

ひと

「山河、今は遠く」
み

海 山
往復書簡

ような文章を書くので、きっと嫌なおじさんだと思っておら

れると思います。にもかかわらず、行くたびに温かく接して

くださり、本当に感謝しています。ただ、僕にはこれら一連

の文章を書くだけの理由があったということをお知りいただ

きたく、この手紙を書くことにします。

僕は、 年前にあることがきっかけでネーネーズの存在を

知りました。詳しく知りたいと思い、１枚のＣＤ（『コザ

ただ、ネーネーズそのものは、その名称からして（何しろ

に出ようと決心したのでした。

がありました。この歌を聴いたとき、
「ネーネーズを探す旅」

』
）を購入したのです。その中に『黄金の花』という歌

a
s
a
b
a
d

月に新しいＣＤ『贈

２０１０年１月、ネーネーズは本来の４
りもの』がリリースされた。僕は、そのＣ

ネーネーズなので）すでに解散したと思っていましたから、

その旅は、ＣＤを購入して聴くということで終始しました。

日のことでした。

原渚さんでした。第１曲目に歌われた「明けもどろ」が非常

客席に５～６人しか残らず、さみしい感じだったのですが、

くて、ついに最後まで聴いてしまいました。第３ステージは

に美しく心に滲み（本当に涙が出そうでした）
、帰るのが惜し
「ライブハウス島唄」に行くたびにこの

りもの』です。

お送りした文章（
『医家芸術』２０１１年

メンバーは比嘉綾乃さん、金城泉さん、与那覇歩さん、上

て行ってみたのです。２００８年７月

日演奏しているということを聞き、沖縄に行く機会を利用し

も後続のメンバーが「ライブハウス島唄」というところで毎

す旅」がようやく終わりを迎えたことを悟

海山道人からネーネーズへ

考え、次のような手紙を送った。

それが、あるとき、初代ネーネーズは解散したが、その後

Ｄを聴き、

年に及んだ「ネーネーズを探

人に戻り、その年の

10

冬季号）は、僕からあなた方への最後の『贈

ネーネーズの皆様へ

27
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11

った。そしてお別れを言うべき時がきたと

10

した。

歌うほうは一切手抜きをせず、最後まで誠実に歌ってくれま

も昇竜の時代のあなた方と時代を共有できたことを嬉しく思

感動を与えることになるでしょう。僕は、あなた方と、それ

ズ号に乗って大海に乗り出しました。僕は、その姿が水平線

文中に書きましたように、あなた方は新装なったネーネー

います。

たのです。それまでに『医家芸術』にいくつかの音楽エッセ

そのときに、この人たちのことを文章にして書こうと思っ
イを書いていましたので、そのシリーズの１つというつもり

のかなたに消えるまで見送りましょう。そして、

年に及ん

で書き始め、３回聴いたところで終わりにするつもりだった

の人たちが４人に戻るまで書き続けようと決めたのです。

した。しかし、厳しい状況下にもかかわらず、懸命に歌う姿

のに、３回目に行ったらあなた方は３人になっていて困りま

さようなら、
「僕の天使たち」
。

２年半はとても楽しい旅でした。

思えば長い時間でしたが、あなた方と出会ってからの最後の

だ「ネーネーズを探す旅」を終え、家路につくことにします。

でありますように。

２０１１年１月

日

あなた方とネーネーズ号のこれからの航海が実り多いもの

に感動し、ともかくも文章を書き上げました。その時に、こ
今、あなた方は本来の４人にもどり、おまけに新しいＣＤ
もリリースされました。僕の「ネーネーズを探す旅」は、あ
なた方４人に出会い、
『贈りもの』をいただくことが最終目標

海山道人

すると、しばらくしてネーネーズから次のような文面の手

心残りは、あなた方の「片便り」を聴けなかったことです。

だったのでしょう。
ようやく旅を終える日が来たと感じます。
保良さんが入られた時、リクエストしたのですが、まだ十分

紙が届いた。「勝手にさようならをするな」
という内容だった。

遅くなってしまいましたが、
『医家芸術』の文書、どうもあ

はいたい。海山さん。

海山道人様

ネーネーズから海山道人へ

準備ができておらず、願いはかなえられませんでした。その
次（５回目）のときは、客席に降りてきてくれなくてリクエ
たのですが・・・。

ストできず、ついに聴き逃しました。
・・・本当に聴きたかっ
あなた方は、これから多くのすばらしい歌を歌い、多くの
人々の注目を集めるでしょう。また、多くの人のために歌い
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10

27

五度にわたり、ネーネーズについて文書にしていただいた

ジでどう歌われているかを見るために。そしてもう一つは、

一つは、新しく出た『贈りもの』の中の歌が実際のステー

まだ成し遂げていない目的をはたすために・・・。

にも関わらず、お礼の返事が、今に至ってしまい、申し訳あ
うために。

リクエストし損ねた「片便り」を、今度こそは、歌ってもら

りがとうございました。

りません。皆、毎回『医家芸術』を読むことを楽しみにして

日・ライブハウス島唄にて

おりました。ネーネーズ一同、感謝致しております。
海山さん、“さようなら”
なんて言わないでください。
私達、

２０１１年７月

今のメンバーはオープニングに何を歌

ネーネーズは「これからだ」と思っております。なので、海
山さんにも、これからの私達の成長を、見守って頂きたいと

いると思われる。今回は前奏の「トゥネ

ー」のあと、
「真夜中のタクシードライバ

うかを、ある程度の範囲をもって決めて

そして次回お越し頂いた際には是非「片便り」を歌わせて

ー」
、次いで「チャッチャー」さらに「コ

思っております。文書を書く為でなくとも、またお会いでき

ください。私達も、未だ海山さんに「片便り」をお届けでき

ザ

る日を、楽しみにしております。

ていない事が、とても心残りです。

るものがある。最初に来たときからいた

年の間の彼女たちの成長ぶりは眼を見張

唄に来てすでに３年が経過した。この３

思い起こせば、初めてライブハウス島

ていることがはっきりと分かる。

なによりも自主的に歌い、喋り、行動し

一人ひとりの表情には余裕が感じられ、

を示す素敵な選曲である。

なく、このチームが完成に近づいたこと

」と続いた。違和感はまったく

a
s
a
b
a
d

こんなにも私達ネーネーズの事を、想って頂いている海山
さんには、
“感謝”と、そんな海山さんのようなお客様を“大
切にしたい”という気持ちでいっぱいです。
長々となりましたが、最後まで読んでいただき、有難うご
ざいました。
ネーネーズ一同

またのお越しを、心からお待ちしています。

僕は、また行くことにした。
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16

上原渚さん。比嘉綾乃さん・金城泉さんと入れ替わりで入っ

っきりと客席に届いている。ようやく４人の中の一人として

４人で歌っていても、やや高めのつやのある彼女の声は、は

アナウンサーのようなトークもこなれて、内容もなかなか

た仲本真紀さんと比嘉真優子さん。いずれも来るたびに前回

味がある。驚くべきは歌っているときの身のこなしである。

定着した彼女の自信のなせる業であろう。

そして２０１０年１月、保良光美さんの加入で３人体制に

よりさらに上を行く歌唱で楽しませてくれた。
終止符を打ったネーネーズは、磐石のチームを作るべく努力

これは天性のものなのであろう。ネーネーズはもちろん歌手

性があって興味を引く。

そう思って他のメンバーの動きを見てみると、それぞれ個

う。彼女の動きはダイナミックで優雅できれいだ。

なので身のこなしは重要ではない。それでもやはり見てしま

に努力を重ねたに違いない。
僕は昨年は４月と９月、今年は今回と、１年に２回ずつや
ってきて彼女たちの歌を聴いている。最初に見た保良さんは
まだ硬さが目立ち、皆についていくのが精一杯という感じだ

金の花」のソロも担当し、と大忙しであるが、今回の表情
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った。二度目に見たときには三板の扱いも板につき、すっか

が、今回は

仲本真紀さんは、ずっと引っ込み思案の人だと思っていた

ックな動きで僕を驚かせた。しかし、過去２回、僕はどうし

そんな雰囲

りチームの一員として溶け込んでいたのみならず、ダイナミ
ても彼女の声を聞きとることができなかった。それは自分の

気はかけら

もない。彼

女は歌いな

がら太鼓を

打ち、「贈り
なかった

はこれまでになかったものである。太鼓はさらに円熟味を増

もの」
や
「黄
らしい。

し、流れるような撥さばきは見事だ。ときおり見せるにやり

仲本 真紀さん

今回、

だけでは

うもそれ

たが、ど

思ってい

るからと

耳が未熟であ

保良 光美さん

手が独特の動きをする。太鼓を打つ関係だろうか。

きはディスコ風で、保良さんに負けず劣らずよく動く。特に

かん坊のおねえ」の顏が垣間見えるようだ。この人の体の動

とした笑いは彼女の得意満面の表情に思われる。
そこには
「き

の彼女は、黙って正面を向いたときに、決意に満ちた眼をし

じっとみていると以前とは何となく違うのに気づいた。以前

ネでやっているのではなく、動かないのが習慣なのだろう。

ゃべっているとは思えない。彼女も動きは少ない。別に省エ

は、さらに迫力が

比嘉真優子さん

今は柔和になった。でも何だかそれだけではないような気も

ていたような気がする。
一歩も引かないぞという決意に・
・
・。

彼女はネーネーズの苦悩（そんなものがあるのかどうか知ら

しは、今の上原さんの正面を向いた時の眼によく似ている。

の阿修羅像だ。やや苦悩しているかに見えるあの像のまなざ

する。何かに似ている。長いこと考えて思いだした。興福寺

ージで歌われた
「平和の琉歌」は
今回のコンサート

ないが）を一身に背負っているのだろうか？

第２ステー

ジの最後の歌

同じ「黄金の

は、いつもと

花」だ。この

店でこの歌を

何度聞いたろ

真正面を向き、

う。
間奏の間、

厳しい表情で

次の歌唱に備える彼女たちをみて、僕は胸が熱くなった。３

上原 渚さん

における屈指の名
演だったが、彼女
のソロがひときわ
歌の素晴らしさを

光る名唱で、この
さらに印象付けた。体はあまり動かさない。動かすにはやや
重いのかもかもしれない（ごめん）
。歌うときの表情の豊かさ
は変わることなく、でも百面相は卒業し、でも口の大きさは
そのままで、でもその大きく開く口があってこそ、あのよう
な素晴らしい歌が生まれるのであろう。
上原渚さんはいつもと変わらないように見える。ハスキー
な声はどすがきいていて声だけ聞くとこんなかわいい人がし
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増した。第二ステ
比嘉 真優子さん

年間彼女たちを見続けてきた。一人ひとりが自分の力を出し

の近くや河口付近にいる人は、できるだけ早く高いところに

分、予想される津

非難してください。津波の到達まであと

メートル・・・」
。

東日本大震災の始まりだった。

僕は息を呑んだ。

波の高さは

切り、なし得る限りの努力を重ねて、よくぞここまでやって
きたと思う。
今回、僕は「片便り」をリクエストした。第３ステージで

新幹線の車内で９時間を過ごした僕は、帰ってからテレビ

それは歌われた。しかし各メンバー一人ひとりのソロではな
く、４人のコーラスで歌われた。本当は一人ひとりの歌を聞

をつけた。想像を絶する映像が流れていた。翌日も、その翌

一週間、十日と見続けているうち、僕は自分の心が壊れて

いくのが分かった。海外にいる知人から、毎日ネットに流れ

る画像や映像を見て泣いている、とメールが入った。
-

してＮＨＫ ＦＭでワールドミュージックタイムのディスク

◇

きたかったのだが、もうそんなことは関係がない。４人が一

◇

日も、そのまた翌日も・・・・。

◇

についた。
エピローグ・・・２０１１年３月

いたたまれない気持ちで過ごした何日か後、僕は、意を決

ジョッキーを担当しておられる北中正和氏に次のような手紙

僕は新幹線に乗って移動中だった。
突然、列車が急に減速し、トンネルの中で停止した。非常

を書いた。
-

ＮＨＫ ＦＭワールドミュージックタイム
北中正和様

北中さんのあらゆる分野に及ぶ広範な知識に基く解説、朴

いつもこの番組を楽しみに聴かせていただいています。

です。２つの歌をリクエストします。

訥とした真摯な語り口に心引かれるファンの一人からお願い

Ｋ放送と思われるラジオの放送が流れてきた。アナウンサー

かつ沈着で、混乱は全くなかった。しばらくして車内にＮＨ

これに続く乗務員の対応、そして乗客の対応は極めて冷静

入るまでしばらくお待ちください」
。

灯のみが点灯し、車内は暗くなった。車掌の声が流れる。
「た

日

緒に歌う「片便り」はとても美しかった。僕は満足して帰路

10

が緊迫した声で叫ぶように呼びかけている。
「ただいま東北地方に大地震がありました。震源地は三陸
沖、マグニチュードは８・８。津波の危険があります。海岸
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10

だいま、地震のために緊急停車いたしました。詳しい情報が

11

L
A
R
E
N
E
G
O
T
N
A
C

（解放者たち）
」をリ

まず、震災に遭われた全ての人々のために、
『
（大いなる歌）
』の「

ラスブール・パーカッション・グループの熱演に加え、若き

s
e
r
o
d
a
t
r
e
b
i
L
s
o
L
祈っています。

の心の原風景が、これからの再建の心の拠り所になることを

う。本当に悲しいことですが、故郷の風景が失われた今、そ

震災に会われた人たちもまた、心の原風景をお持ちでしょ

いる内容を懐かしいと感じ、共感を覚えるでしょう。

景と実際には全く違う環境に育った人であっても、歌われて

原風景を描いています。この歌を聞いた人は、ここにある風

もある具体的な風景を取り扱いながら、実は、日本人の心の

るでしょう。しかし、岡本おさみは、この様な日常どこにで

詞は具体的な内容で、これに該当する人も随分いらっしゃ

描いています。

訪ね、また遠くにあって郷愁に浸るというごく普通の日常を

この歌は、平凡な暮らしをしている定年近くの男が故郷を

をつけています。

ら「山河、今は遠く」です。岡本おさみの詞に知名定男が曲

もう一つは、最近発売されたネーネーズの『贈りもの』か

そう強く願い、
この歌を被災された全ての人々に贈ります。

鼓舞するでしょう。

く雄雄しく力強い歌唱は、
きっと被災された人々の心を慰め、

戦場におけるアテネ神のごと
日のマリア ファラントーリの、

･

クエストします。
この未曾有の大災害で亡くなられた方々の鎮魂を願い、こ
の災害と正面から向き合い復興に力を尽くしている人々に、
この歌を捧げます。
この歌は、自然災害を克服するために作られた歌ではあり
ません。
けれども、人として生きることの困難な状況に置かれた
人々が、沢山の人の犠牲の上に立って新しい世界を作り上げ
ていくという点で、共通したものがあります。
詩を作ったパブロ・ネルーダはチリのノーベル賞作家（詩
人）です。
作曲に当たったミキス・テオドラキスはギリシャの偉大な
作曲家です。
二人とも時の政府から厳しい弾圧を受け、同じように弾圧
された人々と共に戦いました。
不屈の魂の持ち主であったこの二人の作り上げた詩と音楽
状況は違いますが、
このたびの大災害に遭われた人々にも、

は、これまでも多くの人に生きる勇気を与えてきました。
この歌は生きる勇気を与えてくれると信じます。
民族楽器によるオーケストラ、フランス国立合唱団、スト
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この歌の最後の歌詞は、次のようです。
「口になど出さないが がんばれよ がんばれよ」
。

ださった。

上原渚、仲本真紀、比嘉真優子、保良光美の４人が心を一

-

つにし、真心をこめて歌ったこの歌は、ＮＨＫ ＦＭの電波に

日のことであった。
（完）

この言葉は、誰が誰に向かって言っているのでしょうか。

２０１０年

囲気が変わった。

でとはかなり雰

が 入 り 、こ れ ま

ジャズや ロック

伝わ っ て く る 。

そ の 意気込み が

初の ア ル バ ム で 、

ンバーとしては

月に発売されたネーネーズの最新アルバム。このメ

△『
贈りもの』

注

２０１１年６月

乗って、日本全国に届けられた。

それとも、自分自身に向かっていっているのでしょうか。

主人公が、
故郷の友達に向かって言っているのでしょうか。
僕は、その両方であり、同時に自分の周囲にいる全ての人
に対して言っていると感じます。
震災に遭われた人たちは、本当に本当に、がんばっている
その人たちに向かって「がんばれよ」と言うのはおこがま

に違いないのです。
しいことです。
でも、
「口に出さないで」
、心の中で「がんばれよ」と言う
のは、誰にも迷惑をかけないでしょうし、そのような気持ち
この歌を聴いた人たちが、その中にあるメッセージ「口に

を持つことは大事なことと思います。
出さない声」を励ましの声として受け止め、なお困難の多い
これからの生活に立ち向かって行って下さることを強く願っ

こ の 日の コ ン サ

りもの』
、そしてロックバンドをバックに歌う「
コザ」
の３曲が歌わ

オーケストラの輝かしく麗しい響きをバックにした『
願い』
と『
贈

北中氏は僕の願いを容れ、後半の文章を読み上げたあと、

ています。

ディグレコーズ DCA-0009

ー ト で は 仲本 政國 ジ ャ ズ

ネーネーズ『贈りもの』

れた。このメンバーはジャズもロックも全く自分たちのものとし
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27

リクエストしたネーネーズの「山河、今は遠く」をかけてく

海山道人

11

て何の違和感もなく歌っている。若さの持つ可能性が無限大に発

ろう。筆者は、もっともっと多くの人にこの番組を聴いてもらいた

るのに、これを深夜に持ってくるＮＨＫの意図はどこにあるのであ

-

-

ノ ）と ペ ト ロ ス ・パ

トーリ（
メゾソプラ

たマリア・
ファラン

キ ス 歌手 と い わ れ

時最高の テ オ ド ラ

このレコードは当

ストラであるが、

声 合 唱団 と オ ー ケ

ンの２人のソロ、混

ラ ノ 、バ ス バ リ ト

構成は、メゾソプ

作曲家ミキス・
テオドラキスが曲をつけたオラトリオ。

チリの詩人・
パブロ・
ネルーダの詩集『
大いなる歌』
にギリシャの

△ミキス・
テオドラキス作曲『
大いなる歌』

いと思っている。

揮されていると感じる。ＣＤの内容は前々号（
２０１０冬号）
参照。
△ＮＨＫ ＦＭの「
ワールドミュージックタイム」
世界各国の民族音楽やポップス、最新のヒット曲を、ディスクジ
ョッキーの北中正和氏が、その曲の背景や使用されている楽器を
時から２５時（
月曜

含め、それらの音楽の魅力について解説するＮＨＫ‐
ＦＭの番組。現
在の放送時間は、初回放送が毎週日曜日深夜
時か

日〇時 １時）、再放送は
時である。

８月

日（
ピレウス）
と

日（
アテネ）
において行われたライブを収録している。第３

ル・
パーカッションズが加わり、１９７５年８月

ンディス（
バスバリトン）
に、フランス国立合唱団とストラスブー

ミキス・テオドラキス作曲『大いなる歌』

s
e
r
o
d
a
t
r
e
b
i
L
s
o
L

（
解放者たち）
」
は、この演奏の白眉である。
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毎週月曜日午前
ら

世界各地で歌われたり

い。

引き 込ま ず に は お か な

口調は、聞いている人を

し の ば せ る 朴訥 と し た

つもなく詳しく、人柄を

の 分野に 及ん で も と て

手ではないが、内容はど

北中氏は決して話し上

10

演奏されたりしている曲を通して、実は世界の実態を伝え、聞く人

曲「

13

24
11

に世界や人のあり方を考えさせる深い内容がこの番組の特徴であ

16

NHK-FM ワールドミュージックタイムのホームページ
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再生委員は６人体制に

各部報告では、
昨年度の催しが成功裡

に終わったこと、本年度の見通し、さら

に今後の課題が報告されました。次いで

木 萩野の６人体制になりました。事務

再生委員は白矢 安井、津谷、竹腰 鈴

局長年支えてこられた大出さんが退職さ

れ、木下優奈、鈴木悦子が事務を引き継

ぐことになりました。

「日本医学会総会・ソシアルイベント」

ての総合展は行われませんでした。しか

は東日本大震災のため中止となり銀座に
年度の日本医家芸術クラブ定

と挨拶、さっそく自己紹介を兼ねて各部

迪先生。まず太田怜委員長が乾杯の発声

行われました。司会は再生委員の安井廣

り千代田区銀座「Ｓｕｎ―ｍｉ高松」で

って決められました。医学会総会から委

委員長、各部の部長、副部長の投票によ

は再生委員、医家芸術クラブ委員長、副

ることができました。各部門における賞

祭と展示会が開かれ大勢の参加者を迎え
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新年度クラブ総会開く
平成

し小平のシラヤアートスペースにて音楽

の昨年度の活動と今年度の方針が報告さ

員が来て本来その授与の時ともにお祝い

日（日）午前

れました（別項参照）
。このほか、クラブ

お返しする、また同伴者の費用もお返し

１日メールが届きました。監査後残金は

なっています。医学会総会本部から７月

なりました。

ついては再生委員会で決められることに

する予定でしたが、震災の影響で中止と

11

全体の会計報告が元事務長の大出篤氏か

19

らなされ了承されました。今後の予算に

時総会は、６月

時よ

23

お知らせ

「日本医学会総会・ソシアルイベント」

宿区立牛込箪笥ホールにて開催します。
文特号維持に尽す。連載していた人た

催が見送られました。すでに医家芸術ク

ラブからは参加費が支払われていたので

6
2

2
1

すが、８月

月に返

県の「ＩＧＥＩ工房」で制作されること

金する旨の連絡をいただきました。この

日に総本部から

になった。また編集副部長として安井、

お金は、お支払いいただいたそれぞれの

返しいたします。

再生委員一同

しゃれば、事務局にご連絡くださればお

じます。もし返金をご希望の方がいらっ

させていただければ、大変ありがたく存

ブ運営のためにクラブの会計に組み入れ

し、ご同意いただけるのであれば、クラ

先生方にお返しするべきなのですが、も

白矢、
丸井先生の名が上がり承認された。

機関誌は春夏秋冬の各四季ごと、三重

は前記のように、東日本大震災のため開

するという趣旨でした。突然のことで大

日まで 懇親会は

日まで 懇親会は

残る。

【文芸部】山田 遼

日から

日から

テルで開きます。
【邦楽部】高橋 妙子
場が使えず邦楽際は開かれませんが、
月に懇親会を予定しています。

【洋楽部】松木 耀子
銀座ヤマハホールの改築が始まってか
ら、コンサート会場は日本医師会、津田
分開演、新

ホール、
音楽の友と会場が変わりました。
日午後３時

30

ちの文章がいくつか終わり、今後課題が

変なご苦労であったと思います。

伝統ある美術展は今年も行うべきだと

【美術部】白矢 勝一

月
16

日午後５時から半蔵門のダイヤモンドホ

15

館
（ＪＣＩＩフォトサロン）
で行います。

今年も半蔵門の写真専門のカメラ博物

【写真部】竹腰 昌明

16

いう声があり、去年と同じゆうげんにて
月
16

日日曜日午後２時より。

14
12

今年は８月

28
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10
10
11
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日本医師会 表敬訪問
白矢 勝一

かれている。
その後も記録によると日本医家芸術ク
ラブは日本医学会総会にも積極的に参加

年に創刊され昭和

年ま

し、日本医師会とともに歩んできた。機

関誌は昭和

でその発行所は神田駿河台の日本医師館

ので、後世まで残すべきものと考える。

内となっている。この機関誌は貴重なも

医療に携わる医師、歯科医師、薬剤師、

日本医家芸術クラブは日本医師会の庇

すべて事務局に保存されている。

熱であふれているからだ。この機関誌は

田委員長をはじめ６人が日本医師会原中

年９月、オランダのハーグで世

護のもと活動を続けてきた。しかしこの

年あまり医学会総会にも参加してい

ようにオランダ医師会より日本医師会に

再び日本医師会の活動の一端を担わせて

なかった。
今回日本医学会総会に参加し、

石山先生のご仲介により 日本医師会

いただいた。今後も日本医師会にできる

長原中先生にお会いすることができた。

勧誘があった。日本医師会はその主旨に

日本医事新報社であった。これが医家美

日本医家芸術クラブの太田怜委員長、初

賛同して、これを式場さんに依頼。まず

術展の第一回展となった。日本医家芸術

ことは協力させていただきたいと考える

クラブは日本医師会がつくったと言って

芝澄雄副委員長、美術部長白矢勝一、写

日本橋丸善において出品展示会が開かれ

も過言ではない。このあたりの事情は伊

真部長竹腰昌明、石山英一の諸先生が会

次第である。

美術展も併せ開くから、日本も参加する

界医師大会開催され、その際、国際医家

昭和

る。

まず日本医家芸術クラブの歴史を述べ

またその縁者等の医学や芸術に関する情

日 日本医家芸術クラブの太

57

会長の表敬訪問をさせていただいた。

７月

32

た。この展覧会は日本医師会主催、後援

10

藤行男先生の船医記（後記）に詳しく書
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21
28

長室を表敬訪問。
石山先生が我々のクラブの歴史、およ

た。竹腰先生は原中会長と同じ茨城の出

加者は、

回展ともなったのである。このときの参

名で東京と地方とで、約半数

身だそうで、お会いできたことがとても

点の作品が国

日本医師会の会員として、日本医家芸

出品された二百余点の中で、日本は総合

際美術展に出品されたが、世界各国より

ずつであった。この中、

術クラブの会員として今後もともに歩ん

うれしそうであった。

ブを代表して太田委員長が挨拶。和やか

び日本医師会との関係を話された。クラ
な雰囲気の中で会談は行われた。今後と

もやせられたそうである。私も小平医師

医家美術展も併せ開くから、日本も参加

世界医師大会が開催され、その際、国際

た。今でも、オランダの病院、役所等に

後、オランダ政府に寄贈することとなっ

だったので見舞いと親善をかねて、閉展

全作品は恰もオランダが水害を受けた後

野、木下等の名をあげている。これらの

に、古川、丸山、沖田、長瀬、歳田、佐

聞は、いずれも日本作品を賞讃し、とく

的に１位を獲得した。オランダの主な新

でいくことを確認できた一日であった。

うお願いし、また当クラブも日本医師会
の活動を精一杯支援させていただく旨お

年９月、オランダへのヘーグで

会理事、および北多摩医師会の美術部役

するようにオランダ医師会より日本医師

分散保存されているはずである。

昭和

員を務めさせていただいているのでどち

主旨に賛同して、出品準備にとりかかっ

会に勧誘があった。日本医師会は、その

お入りいただければと、ひそかに願って

されるとのこと、日本医家芸術クラブに

にありがたいことである。奥様も写真を

中で我々と面談していただいたのは非常

でも一番大変でお忙しいと思う。そんな

会主催、後援日本医事新報社であった。

った。従って、この展示会は、日本医師

橋丸善に於いて、出品展示会を開くに至

結成され、出品に先立って、６月に日本

り、オランダ出品のための実行委員会が

た。医師会長より、式場さんに依頼があ

り、
会場が借りられることとなり、
毎年、

昭和

る。本誌「医家芸術」が創刊されたのは、

クラブが、発展的に結成されることとな

年９月であるから、その間、約４

いる。

７月～８月の盛夏に開いて現在に至って

この医家美術展を基にして、医家芸術

く知っている。しかし日本医師会長は中

らの医師会長もたいへんであることはよ

原中先生は会長になられてから７キロ

伝えした。

回想医家芸術

も医家芸術クラブにご賛助いただけるよ

26

75

しかし、結局、現在の医家美術展の第１

楽しい会話の後、皆で記念写真を撮っ

第２回展より、日本橋三越の好意によ

年余を経過している。

32
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28

いる。
年、第

回日本医学総会が東

出発当初より、暖かい眼
でみまもって頂いた日本医
師会、日本医事新報社、諸

昭和
京で開催された時は、
その協賛記念展を、

際医家美術展を開催した。準備期間が短

美展の作品を４ページにわ

覧会直後に、グラビアで医

本医事新報社は、毎年、展

製薬会社に感謝したい。日

回展を記念して、国

くて参加国の数は少なかったが、
スイス、

たって掲載され、全国医家

年、第

オーストラリア、インド、スペイン、ト

に誌上展を提供されている。

今年は、第

出品の常連から年々物故

橋爪一男、式場隆三郎の諸
先生の作品は、二度と壁面

豊島豊、
藤田宗一、
岡部敢、

り、一方、会場の壁面には限りがあるの

をかざらない。

２０名～１４０名の間を前後している実
<

情から仕様のないことである。 ＢＲ

年・１月・伊藤行

で、次第に画面の大きさを制限しなけれ
号の力作を並

（昭和

始めの頃のように、３・

ばならぬことは、不本意なことである。

驚かされる。出品者の数は、年々多くな

い限りである。深味貞治、

回展を８月にすませたが、 者を出していることは淋し

誠に画期的なことであった。

色豊かな記念展を開くことができたのは、 誠に、
貴重な御援助である。

ルコ、中国、朝鮮、の参加を得て、国際

昭和

銀座松坂屋で開催し好評を得た。

15
10

回の記念展の企画も立てなければな

13

べられないのは、現在の出品者数が、１

40

雄・船医記より）

41
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34
37

らぬ時期にきており時の流れの速いのに

15

>

君恋し

太田 怜

いることも解ったし、入試に知恵袋を利用す

うかはあやしいが同じ疑問を持っている人が

いう。知恵袋のことだから必ずしも正解かど

とについては作詞者に聞いてみる術はないで

になる。作詞は時雨青羽という男性だが、こ

恋しのあまり身も細った自分の姿ということ

いた帶三重に巻いても余る秋と同じ傳で、君

あろう。

のレコードは昭和４年の発売だから、このこ

さらにこの唄の三番に臙脂の紅帶ゆるむも

る人のあることもまこと宜なるかなと納得し

で、その中に「君恋し」が出てきたので、改

さびしやという歌詞がある。これも臙脂の帶

た。

めてその歌詞を吟味してみた。衆知のの歌と

で十分で紅帶と重ねる必要があるのかと問う

高峯秀子の「私の渡世日記」を面白く讀ん

思うのでその全文は省略するが、一番の歌詞

た人がいた。早速辞書を引いてみたがその項

これまで編集の労をとってこられた大出さ

たところ、紅帶とは帶ではなくて長襦祥など

この年になっても初めて唇あせねどとはどう

目はなくインターネットでも柔道着の帯の一

んがご高齢を理由に引退されたので、編集を

をしめるしごきのことだと色っぽい答をくれ

いうことかと疑問に思った。その後涙はあふ

種などというかえって硬派な答が出てきた。

何分、編集が本業ではないのでいささか手に

「ＩＧＥＩ工房」で引き受けることになった。

小学校の頃から訳も解らず唄っていたが、

れてと讀くので悲しくなると唇の色も褪せる

いう強調の意味でしかなかったようである。

結局これは紅帶の中でも特に臙脂色であると

に「君恋し唇あせねど」という一節がある。

濡れ落ちるほどではないという意味なのかと

ことがあるのかはたまた涙は溢れるが口紅が

た誌面になった。

マートさがなくなり、余白の多いごつごつし

あまり、終わって見るとこれまでのようなス
歌声すぎゆき足音響けなどという歌詞から察

しかし、ご投稿いただいた原稿は力作ぞろ

最後にこの唄は男の唄なのか女の唄なのか。

唇褪せるではなく唇合わせることだと、殊

すると、これは紅燈の巻のようで、男の唄だ

いで、誌面の充実はそれによって保たれたと

思っていたが、人に聞くと諸説粉々であった。
に女性群ではその答が圧倒的多数であった。

とすればゆるび紅帶は男の目から眺めたその

考えている。第１回目としてはまあまあの出

巻の女性のあで姿であり、女の唄だとすれば
ゆるび紅帶はその女性自身のもので、
「みだれ

来と胸をなでおろしている（ＨＹ）
。

っていたが孫のヨメさんがインターネットで
調べてくれたところ、その知恵袋の答はやは

髪」で唄われている春は二重（ふたえ）に撒

ならば唇合わせねどとすべきではないかと思

り唇を合わせたことはないがという意味だと
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