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第 51 回ドクターズ・ファミリーコンサート
2012 年 5 月 20 日（日）
新宿牛込箪笥区民ホール

昨年に引き続き、今年も東京都新宿区の牛込箪笥ホールにて、第 51 回ドク
ターズファミリーコンサートが開催されました。司会は昨年もお願いした、
玉澤明人さん。軽快で楽しい話術でコンサートを盛り上げてくださいました。
今年は、例年の歌や演奏に加えて、ダンス、手品、抽選会を行うなど、バラ
エティにとんだ楽しいコンサートとなりました。
前回同様、コンサートの様子を録音したものを文字におこしてみましたの
で、少しでも会場の雰囲気が伝わればと思います。会員の方ならどなたでも
参加できる楽しいコンサートですので、ご興味のある方は是非、来年のドク
ターズファミリーコンサートに出演してみてはいかがでしょうか。もちろん
観覧のみも大歓迎です。お待ちしております。

【プログラム】
◇開会ご挨拶

洋楽部委員

松木 耀子

１．マンドリンアンサンブル

指揮：中山 真理

第一マンドリン：亀岡 智子
マンドラ：笹 美智子

第二マンドリン：木内 徴子

ギター：高橋 妙子

①追憶
②ニューシネマパラダイスより「愛のテーマ」
２．浅野 尚（テノール）

ピアノ：西島 麻子

①盲導犬Ｓ
②いでそよ人を
③マティナータ（朝の歌）
３．松木 耀子（ソプラノ）

ピアノ：都出 智美

①君を知るや南の国 ～「ミニヨン」より
②万霊節
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４．菊地 鐐二（バリトン）

ソプラノ：辻村 倫子

ピアノ：野田まさこ

①歌劇「椿姫」より『プロバンスの海と太陽』
②オペレッタ「メリー・ウィドウ」より
５．ダンス（４人）

木下 優奈、金 京子、崔 香子、李 英

①祭の夜
６．高野 征夫（フルート演奏）

ピアノ：竹内 綾

①ソナチネ第１楽章
７．女声コーラス

小川 昭子、広瀬 珠恵、宮崎 洋子、矢部 泰子、佐藤

ゆきこ、松木 耀子
ピアノ：刑部 美也子
①モルダウの流れ
②花の街
８．みんなで歌おう

リード：刑部 美也子

①おぼろ月夜
９．安彦 洋一郎（マジック）
10. ダンス（２人）

木下 優奈、李 英

11. 白矢 勝一（歌）

伴奏：バンド「はぐどばん」

①エーデルワイス
②あなたのすべてを
12. バンド「はぐどばん」 ピアノ：萩野 仁志
ベース：多田 文信

クラリネット：飯塚 崇志
ドラムス：有吉 拓

①優しく歌って
②ソナチネ（ラベル９）
13. ロベルト ディ カンディド（テノール）
①回転木馬
②Be My Love
③Crassic 一曲（お楽しみ）
14. プレゼント抽選会
15. 医家芸術オーケストラ

指揮：近藤 淳子

①シューベルト交響曲第７番
◇ 閉会ご挨拶

萩野 仁志
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伴奏：バンド「はぐどばん」

いますので、みなさまどうぞ楽しみにし

ご支援のほどよろしくお願いいたします。

ます。素敵な景品を多数ご用意しており

司会：お待たせしました。まもなく第

司会：それでは早速演奏の方に入らせて

てくださいませ。そして診療の合間にお

それでは、
まずはじめに、
洋楽部部長、

ますので、ぜひ皆様最後まで楽しんでい

松木耀子先生からご挨拶がございます。

いただきます。まず始めにお送りいたし

回ドクターズファミリーコンサートを開
めさせていただきます、玉澤明人と申し
松木先生どうぞ。

ますのは、マンドリンアンサンブルによ

勉強してらっしゃる先生方です。どうぞ

ます。
どうぞよろしくお願いいたします。

松木：みなさんこんにちは。本日は私た

ります演奏です。前回はディズニーアニ

ただけたらと思います。

リーコンサートもついに半世紀を超えま

ちのコンサートのためにたくさんの方に

たが、
今回は映画音楽を中心に行います。

メーションから演奏をしていただきまし

催したいと思います。私、本日司会を務

回目になります。

上げます。今年は、手品があったり、踊

おいでいただきまして、心から御礼申し

した。今年でなんと

マンドリンアンサンブル

さあ、この歴史あるドクターズファミ

い歌をお聞きいただきたいと思います。

司会：玉澤明人

１曲目は『追憶』
。２曲目はニューシネマ

今年も素晴らしい演奏、そして素晴らし

りがあったり、内容がとても豊富でござ

パラダイスより『愛の

テーマ』です。２曲続

けてお聞きください。

◇マンドリンの心地

よい音色と安定感のあ

る熟練した演奏に心奪

われたひとときでした。

司会：マンドリンアン

サンブルのみなさま、
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51

最後にはおたのしみ抽選会もご用意して

開会挨拶：松木耀子

51

度大きな拍手をお願いします。このマン

どうもありがとうございました。もう一
は西島麻子さんです。お送りいたします

よりますテノール独唱です。ピアノ伴奏

待たせしました。続いては浅野尚先生に

もやさしくて暖かい歌声でしたね。

司会：はい、浅野尚先生でした。とって

しますのは、松木耀子先生によりますソ

さあ、それでは続きましてお送りいた

歌に癒されました。

ドリンアンサンブルのメンバーは学生時

曲は、
『盲導犬Ｓ』
『いでそよ人を』
『マテ
はどうぞよろしくお願いいたします。

ィナータ』以上３曲になります。それで

年がた

年目です。ちょっと計算して

を知るや南の国』２曲目は『万霊節』
。ピ

プラノ独唱です。
曲目はミニヨンより
『君
◇安心感とやさしさのある素敵な歌声で

てお聞きいただきたいと思います。それ

もないころでございますけれども。
（笑）

ソプラノ独唱：松木耀子

アノ伴奏は都出智美さんです。２曲続け

テノール独唱：浅野尚

す。浅野先生の毎年お変わりない素敵な

しまいますね。
（笑）私などはまだ影も形

て今年で

って結成されたそうです。そして結成し

代の同級生だそうです。卒業後
30

さあ、それでは次の演目ですが…、お

ではどうぞ、松木先生よろしくお願いい

たします。

◇昨年は体調を崩されて御欠席でした

が、
今年は元気なお姿を見せてくださり、

透明感のある美しい歌声を聴かせてくだ

さいました。おかわりない声量に感動し
ました。

司会：さて続きまして、本日の最年長で

もあります、菊地鐐二先生にバリトン独

唱を歌っていただきたいと思います。菊
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35

司会：菊地先生どうもありがとうござい

敵な歌でした。

先生のやさしさと温かさがにじみ出た素

歳まで

菊地： （歳）でも生きてられるという

また、来年もよろしくお願いします。

がんばろうという気持ちになりました。

生の）歌を聞きまして、自分も

地先生は今年、 歳になられたそうです。 ◇お年を感じさせない素敵な歌声でした。 やってるんですけれども、今日（菊地先
ピアノ伴奏は野田まさこさんです。曲は
歌劇「椿姫」より『プロバンスの海と太
陽』
、そして２曲目はオペレッタ「メリ
ました。どうぞこちらへいらしてくださ

ー・ウィドウ」より。オペレッタではダ
ニロのパートと、ハンナの一部を交えて

歳おめでとうございます。

い。

（会場から大拍手）
がらないように注意してるん

菊地：なかなか難しいですね。本番は上
ですが、やっぱり上がって
（笑）申し訳ございません。
司会：いえいえ、素敵でした
よ、本当に。あの、何歳くら
いのころから歌を始められた
んですか？
菊地：始めはバイオリンをや
ってたんですが、
だんだん
（指
が）
動かなくなって、
それで、
鎌倉に合唱団ができて、その
時から始めたわけなんですね。

90

のを証明するのが、唯一の…（笑）

司会：おつかれさまでした。どうもあり

がとうございました。

それでは

ここで、少

し雰囲気を

変えまして、

スをお送り

ベリーダン

したいと思

います。踊

っていただ

木下優奈、

きますのは、

金京子、崔

香子、李英
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90

司会：そうですか。私も歌を

ベリーダンス

お送りいたします。それでは菊地先生ど
うぞよろしくお願いいたします。

バリトン独唱：菊地鐐二

90

90

です。それではベリーダンス『祭りの夜』
司会：続きまして、女声コーラスのみな

のみなさまどうぞよろしくお願いいたし

◇あざやかな衣装とセクシーな踊りで

さん、矢部泰子さん、佐藤ゆきこさん、

小川昭子さん、広瀬珠恵さん、宮崎洋子

ではのやさしさと強さを秘めた歌声に引

ーを聴かせてくださいました。女性なら

◇澄んだ美しい歌声で素敵なハーモニ

ます。

会場を釘づけにしていました。とても激

松木耀子さん、そしてピアノ伴奏は刑部

き込まれてしまったひとときでした。

お楽しみください。

しいダンスのようなのに笑顔を絶やさず

美也子さんです。曲は『モルダウの流れ』

さまです。
メンバーをご紹介いたします。

息をみださず、すばらしい踊りでした。

そして『花の街』
。それでは女声コーラス
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ますフルート演奏です。ドボルザーク作

女声コーラス

司会：続きまして、高野征夫先生により
曲『ソナチネ第１楽章』です。ピアノ伴
奏は竹内綾さんです。この曲は子供用に
かかれた曲で、ピアノとの掛け合いがと
れでは聴いていただきたいと思います。

ても楽しい雰囲気を作っております。そ
高野先生よろしくお願いいたします。
◇フルートの心地よい音色が会場をつ
た。ピアノと会話しているようで、聴い

つみ、別世界へと連れて行ってくれまし
ているこちらもなんだかわくわくしまし
た。

フルート演奏：高野征夫

最後の曲は、

ます。第１部

後の曲となり

は、第１部最

司会：それで

ここで終了となります。

司会：それでは、第１部は

がとうございました。

きれいに歌えました。あり

刑部：みなさん、とっても

会場のみなさ
まもご一緒に
歌っていただ
ます。お手元

けたらと思い
のプログラム
を開いていた

分間の休憩をとりたいと思

います。第２部まで今しば

分休憩―――

らくお待ちくださいませ。

―――

司会：第２部は、マジック

やダンス、そしてバンド演

ださい。曲は『おぼろ月夜』です。ピア

歌詞をご覧く

（会場みんなで『おぼろ月夜』を歌う）

では１番２番通して歌ってみましょう。

ラの生演奏もございますので、最後まで

ざいます。最後には医家芸術オーケスト

曲は、みなさんご存じの曲でしょうけれ

の演目。今回もなじみのある選曲で会場

◇毎年、
会場が一体になって歌を歌うこ

きたいと思います。安彦洋一郎さんによ

それでは、第２部を始めさせていただ

ぜひ楽しんでいっていただけたらと思い

ども、最初１番だけ歌ってみましょう。

りますマジックです。今回、コンサート

には初参加、ということで、横浜からい

ます。

ではお願いします。

晴らしさを分かち合いました。

刑部：よろしくお願いいたします。この

お願いします。

だきまして、

10

にいるみんながひとつになり、音楽の素

（会場のみなさんと１番を歌う）
刑部：そうですね、大丈夫ですね。それ
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10

奏、プレゼント抽選会などもご

会場の様子

ノ伴奏は都出智美さんです。

みんなで歌おう

郎先生よろしくお願いいたします。

らっしゃいました。それでは、安彦洋一
やかではございますけれども、

けで非常に光栄に思っております。ささ

で久々に洋楽部に「でてくれ」というわ

のは、木下優奈、李英。それではどうぞ

お送りいたします。踊っていただきます

続きまして、韓国舞踊『よろこび』を

◇先ほどのベリーダンスとは一味違い、

（コリアンダンス）

お楽しみください。

お付き合い願いたいと思います。
（安彦先生のマジックが始ま

ファミリーコンサートの恒例になりつつ

まず最初はロープから始めます。
る）

あるコリアンダンスを見せてくれました。

コリアンダンス

◇ファミリーコンサートには初
めての「マジック」を披露して
下った安彦先生。多彩なマジッ
クを次々見せてくださって、時

ございました。またぜひ来年もよろしく

時間を忘れてしまいました。ありがとう

どうもありがとうございます。楽しくて

司会：安彦先生、すばらしいマジックを

れました。

た。マジックの不思議な魅力に引き込ま

間を忘れ、会場が一挙一動を見ていまし

マジック：安彦洋一郎

お願いいたします。
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ここでマジックを、少々の時間

安彦：ご紹介にあずかりました安彦でご
ざいます。音楽コンサートに出演するこ
とができまして、非常に光栄に思ってお
ります。医家芸術クラブには（以前）奇
術部があったんです。 年くらい前まで

発表会は一度も行っておりません。ここ

部は自然消滅というかたちで
（それ以降）

ども、大森先生が亡くなられてから奇術

は、毎年発表会をやっておりましたけれ

10

司会：続きまして、白矢勝一先生、そし

いで会場が魅了されていました。

りも、手の動き、頭の先までとてもきれ

こちらの衣装も毎年とてもきれいで、踊

司会：いいですね～

を廻るというものなんです。

いう、音楽を聴きながら映画のスポット

「サウンドオブミュージックツアー」と

そこへ行きますとツアーがあるんです。

白矢：
（笑）まあ、そんなふうに作ってあ

司会：かなり遠くなんですね？

いんです。

も、数百キロ行かないとスイスにつかな

こはモーツアルトの生家があるところで、 白矢：ところがですね、あの山を登って

時にはツアーに参加されるとお

るんです。ぜひザルツブルグに行かれた

て私、玉澤明人によりますデュエットを
聞いていただけたらと思います。では、

もしろいと思います。

ます。

楽しいコンサートにしていきたいと思い

ました。これからも練習してみなさんと

の出演で、前回より少し舞台度胸がつき

◇ファミリーコンサート２回目

ろしくお願いいたします。

ん」のみなさまです。どうぞよ

ご紹介いたします。
「はぐどば

い。あ！すみません。バンドを

さあ、それでは聴いてくださ

みたいと思います。

司会：いいですね、私も行って

白矢勝一先生どうぞいらしてください。
（白矢先生登場）

作ってあるんです。最後の場面にありま

白矢：おもしろいんです。映画のために
すが、
「この山を登れば自由の国スイス
だ！」と言いますよね。
司会：最後のシーンですね。
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あれ？今日は普通に来られましたね
（笑）しかも、格好まで今日はまじめじ
ゃないですか（笑）どうされちゃったん
でしょうか（笑）
さあ、それでは２曲歌いましょう。
『エ
ーデルワイス』そして『あなたのすべて
を』ですが、
『エーデルワイス』といいま
すと「サウンドオブミュージック」です
が、
（白矢先生は）
「サウンドオブミュー
ジック」のツアーに行かれたことがある
とか。
白矢：そうなんです。オーストリアのザ
ルツブルグというところなんですが、そ

デュエット：白矢勝一・玉澤明人

いました。

司会：白矢先生、どうもありがとうござ
ネ』
。２曲続けてお聴きください。

さしく歌って』そして２曲目は『ソナチ

い。それでは、はぐどばんのみなさまも

それではロベルトさん、いらしてくださ

ぐどばん」のみなさまによる演奏です。

でもあります、萩野仁志先生率いる「は

つい片手にお酒を持って聴きたくなるよ

れて行ってくれる
「はぐどばん」
の演奏。

◇演奏が始まると一瞬にして別世界へ連

の歌声にしびれました。

ルトさん。今回もロベルトさんの、プロ

◇毎回快く出演を快諾してくださるロベ

よろしくお願いいたします。

ピアノ、萩野仁志先生、そしてクラリネ

うな、くつろぎと安心感をあたえてくれ

それではつづきまして、洋楽部副部長

ット、飯塚崇志先生、ベース、多田文信

と、もう一曲聴きたくないですか？みな

司会：すばらしい歌声でしたね。ちょっ

ます。
「はぐどばん」のみなさんには、こ
のファミリーコンサートでは大変お世話

さん。

テノール独唱：
ロベルト・ディ・カンディド

になっており、色々な場面で活躍してい
ただいています。
司会：はぐどばんのみなさ
ま、どうもありがとうござ
いました。
さあ、ここで藤原歌劇団
のロベルト・ディ・カンデ
ィドさんをお迎えして、一
と思います。まず一曲目は

緒に演奏していただきたい
『回転木馬』そして２曲目
』です。
は『 Be My Love
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さん、ドラムス、有吉拓さん。曲は『や

バンド・はぐどばん

る）

（会場から大拍手とアンコールがかか
じを引いてくださったのは、松木先生、

れた方に景品をプレゼントしました。く

司会：それでは、医家芸術オーケストラ

ートを盛り上げ、
まとめて下さいました。

を担当していただき、ファミリーコンサ

れました。昨年同様、コンサートの締め

◇迫力あるオーケストラの演奏に心奪わ

のみなさま、
よろしくお願いいたします。

分休憩―――

そして、ご来場のみなさま全員に粗品

重計・体脂肪計・万歩計などでした。

小川先生、白矢先生でした。景品は、体
いいですか？では、お願いします。
も配られました。
―――

10

（もう一曲歌声を披露してくださるロベ
ルトさん。そして、はぐどばんのみなさ
んも一曲演奏してくださいました）

司会：これで、すべての演目が終

了となりました。閉会のご挨拶を

萩野仁志先生にお願いいたします。

萩野：みなさま、今日は最後まで

お聴きくださいまして、ありがと

うございました。今のオーケスト

ラの演奏をお聴きになってお気づ

きだと思いますが、僕が数年前に

聴いたときよりも格段に腕が上が

少しずつ努力して上げております

っていますし、部全体のレベルも

ので、また来年もやりますので、

ぜひまたお越しください。今日は

- 12 -

司会：どうもあ
りがとうざいま
した！
それでは、こ
れから抽選会を
行いたいと思い
ます。
（おたのしみ抽
選会）
◇受付のときに
番号札を配布し、
その番号を呼ば

医家オーケストラ（上・下）

本当にありがとうございました。

回ドクタ

ーズファミリーコンサートを終了いたし

司会：これをもちまして、第

ます。
お気をつけてお帰りくださいませ。

本日はご来場いただきまして誠にありが

とうございました。

51

閉会の言葉：萩野仁志

５月の中旬になりますと 本州では 桜の話題も少なく
なりますが 北の国では この頃から桜の季節が始まり
ます。
「浦河」は 冬も雪はほとんど積もらないため競走馬の
育成牧場があります。この牧場に通ずる老桜の並木は
見事で 観光客も少なく ゆっくりと桜を楽しめます。
周辺の牧場では 生まれたばかりの仔馬たちが、
満開の桜の中を 母馬と駆け回ります。
これも又、素晴らしい北海道の春景色です。
（第 41 回医家写真展出展）
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※注：コンサートの様子を録音し、後日文字

北海道への移住３年目、桜旅を楽しみました。

におこしたため、聞き取り間違い、ニュアン

『春 駒』
大森 佐一郎（北海道石狩郡）

スの違いなどあるかと思いますが、ご容赦く

ださいませ。

表紙の言葉

平成二十四年五月二十二日（火）～二十七日（日）
会場：銀座 大黒屋ビル・六階ギャラリー

平成二十四年度第
五十一回医家書道展
は、平成二十四年五
月二十二日（火）か
ら二十七日（日）ま
での六日間、
本年は、
会場を変えて、銀座

会場受付も務めるなどしていただき、深

語響。返景入深林、復照青苔上。
）

池田壽雄『王維詩（空山不見人、但聞人

書道部 小口 英世

く御礼申し上げます。

【看板】

梅澤信子『露堂々』

飯島初江『般若心経』

五丁目の大黒屋ビル
六階ギャラリーで行

秋葉琢磨
『老梅に瓦飛び来る大地震』

【作品紹介】

秋葉琢磨『春の海空を写して鳥一羽』
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われました。
ご高齢にもかかわ
らず、
加瀬幸雄先生、
御手洗玄洋先生が二
点、竹内栄樹先生も
秀作をご出品してい
ただきました。毎回

い子さん、原田喜美さんなど、皆様で、

毎回応援参加していただいた、安川あ

を盛り上げてくださいました。

て三点のご出品をしていただき、書道展

いている大西正一先生には、無理を言っ

魅力溢れる仮名の作品を出品していただ

第五十一回 医家書道展

『この道やゆく人なしに秋のくれ』

梅澤信子
のさやけさ）
』

なびく雲の絶え間より漏れ出ずる月の影

大西正一『新古今和歌集より（秋風にた

こほるなるべし）（神無月しぐるる時ぞみ

ず君につけてし我が袖の今朝しもとけず

大西正一『後撰和歌集より二首（人知れ

- 15 -

吉野の山のみ雪も降りはじめける）
』

のしらなみ）
』

大西正一『立子の句（緋目高の小さなる
ほどせはしなや）
にたとへむあさぼらけ漕ぎゆく舟の跡

梅澤信子
『白露をこぼさぬ萩のうねりかな』

大原政子『和漢朗詠集より（世の中を何

ばなをぬらし行く）
』

小口明子『蕪村のうた（春の水すみれつ
』
還看花 春風江上路 不覚到君家）

小口英世『高啓の詩（渡水復渡水 看花

加瀬幸雄『瑞香』
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小口英世『患難見真情』

小口英世『雲悠悠水潺潺』

加瀬幸雄『一味真』

佐藤 守『良寛禅師』

佐藤 守『竹渓六逸』

高嶋純子『春かすみ小鳥もなくや不二の

新関寛二『堅忍不抜』

二宮文乃『柳は緑花は紅』

原田喜美『萬巻の図書一草堂』

御手洗玄洋『裴太亮句（清渓鑑の如く行

人を照し谷鳥山花景漸く新たなり）
』

御手洗玄洋『飯田龍太句（白梅のあと紅

梅の深空あり）
』

- 17 -

野に無明をさりてとわに眠りそ』

の小舟たゆとう冬の海原』

高嶋純子『研讃にいのちつくせしわが夫

竹内栄樹『菜根譚』
」

新関寛二『快』

安川あい子『芭蕉のうた（ほろほろと山
吹ちるか瀧の音）
』

安川あい子『牀前明月光疑是地上霜 拳
頭山月望低頭思故郷』

【会場の様子】
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木村典子先生の

白矢 勝一
日（木）

17

日（火）

年５月

絵画・写真作品展を鑑賞

開催日：平成

平成

画廊にて
年５月

日から

日まで、銀

22

場 所：松坂屋銀座店 別館４階 美術

～５月

24

先生の個展が開かれました。
会場には多くのお知り合いの方々や、
医家芸術の方、及び医師会の方で溢れて
の方が来場されていました。

いました。木村先生のお人柄により多く
作品は、油絵と写真。それに先生の作
品がとりあげられた本が展示してありま
した。
油絵は色彩、ゆたかで、目をみはるも

をひきました。わたしがもっとも好きな

神経を使われたあとがみられる風景が目

のがありました。また一面、こまやかな

みにしております。

れている木村先生の今後のご活躍を楽し

絵画に写真と、多くの作品を手がけら

になりました。

作品はフラミンゴの作品で、とても勉強
個展にお伺いして、
素敵な作品に触れ、
大変有意義な時間を過ごさせていただき
ました。
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22
17

座・松坂屋別館美術画廊にて、木村典子

24

社祭７００回記念、③、神明恵和合取組

劇しようと思い立ち松竹に問い合わせる
入ください」との指摘である。
浅草の平成中村座は大川（隅田川）に

近接した台東区浅草・花川戸にまたがる

隅田公園に仮設として建てられているこ

とを知った。大川の向かい側の墨田区に

分。総武線の浅草

している。アクセスとして都営浅草線浅

はスカイツリーがオープンし話題を独占

草駅の５番出口から
私は

日夜の部を観劇するため総武線

橋駅から逆算すると１時間くらい要する。

12

と隅田公園が続く。新緑の緑が広がり、

表示された看板があった。ここから延々

た。公衆トイレの脇に隅田公園入り口と

に吾妻橋があり、大川の匂いが漂ってき

都営浅草線浅草駅出口に着く。目の前

歩く場所に興味あり。

キングではないか。幸い晴れて、初めて

ぎても自称元気な老人には適度なウォー

解釈。都会の街歩きの感覚で、古希を過

けば席を確保できるだろうと自分勝手な

花川戸である。４時入場なので３時頃着

柳橋２丁目・蔵前２丁目・駒形・浅草・

にある隅田公園へブラブラ歩き出した。

浅草橋駅から駅前の広い道路を左側方向

17

河竹黙阿弥作、梅雨小袖昔八丈―髪結新
三。
夜の部の髪結新三にオヤッと思った。
年

五郎）
。この機会に、病気から復帰した中

平成中村座

今までに確か３回見ているぞ（平成

年の尾上菊

通勤で利用する中央線Ｎ駅ホームに張

村勘三郎の新三を是非見てみたい。ポス

年・

り出された平成中村座の５月大歌舞伎公

ターには隅田公園内の中村座の仮設劇場

中村勘九郎、平成

演のポスターを何気なく見ていた。５月

で、観覧料金として松席（１階平場）
・竹

新

日（日）千秋楽。平

階）１００００円、桜席（２階）９００

年

公演いよいよファイナル！ お見逃し無

０円、お大尽席（２階中央４席）３５０
日（木）勤務は休み。観

く！ 肝心の演目は昼の部、①、本朝廿

成中村座、

３日（木）初日～

席（１・２階）１４５００円、梅席（２

浜 名

12

月からのロングラン

15

と「当日券しかありません。現地でご購

17
番

―め組の喧嘩 夜の部 ①、歌舞伎

番叟（清元連中・長唄ばやし連中 ③、

の内―毛抜き ②、上演口上、志賀山三

18
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11

００円。５月

11 27

四孝―十種香、②、弥生の花浅草祭―三

23

東区浅草・花川戸にまたがる隅田公園は

体での評価は未来永劫続くでしょう。台

と公園の桜並木と浅草の街並み、三位一

右側に大川がゆったり流れている。大川

当や土産を買っている。靴を脱いでビニ

いる。劇場の外の売店に客が群がって弁

る。ブルーシートの小屋は少なくなって

き来する船・散策する人、いい眺めであ

出る。隅田川・スカイツリーの雄姿・行

踊りでした。

想的な雰囲気で五穀豊穣を祝う勘九郎の

番叟では、ろうそくの明かりのような幻

者は中村家三代にお世話になったと。三

は隅田川の大花火大会が行なわれる。桜

吉宗の計らいで植えられたという。夏に

近くを占め、その他は椅子席。天井には

居小屋のように平場の席が舞台の前半分

ール袋にしまい椅子席に着く。田舎の芝

する。お熊は手代の忠七といい仲になっ

えるという。お熊は嫌がるが最後は得心

金持ちからの縁談で巨額の結納金がもら

盛りしているが落ち目。一人娘のお熊に

子屋は旦那が死んで妻のお常が店を切り

期待の演目が髪結新三。材木問屋の白

江戸の昔から桜の名所で、八大将軍徳川

並木の緑の下を人々が行き交い、ベンチ

の境目辺りに小ぶりな提灯が並び、芝居

平成中村座の巨大な提灯が、１階、２階

ている。廻り（出張）髪結いの新三が玄

で本を読み、老若男女がのんびり談笑し

小屋の雰囲気を醸しだしている。
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ている。癒される場所として、ゆったり
時が流れている。

関からこの話を聞いて悪事を思いつく。

手代の忠七の髪を流れるような手さばき

いよいよ開演。毛抜きである。小野家
の姫の錦の前は、頭髪が逆立ちする奇病

隅田公園の最北端にある平成中村座は、
大きな体育館みたい。だが色彩豊かな平

の長屋に来ればいい」とそそのかす。駕

であてながら、「駆け落ちをして深川の俺

籠でお熊を先に新三の家に勝奴が送り出

にかかり、婚姻が遅れる心配が生じてい
の髭を毛抜きで抜いていると、あら不思

してしまう。新三と忠七は連れ立って雨

る。そこに粂寺壇正が偵察にきた。自分

てくれる。東側の天空に大川をはさんで

議、鉄製の毛抜きが空中で踊りだす。キ

の中を合い合い傘で新三の家に向かう。

たるなどが積まれ、芝居小屋を連想させ
スカイツリーが雄姿を見せ、写真好きに

セルは吊りあがらない。弾正はハタと磁

永代橋に差し掛かると、新三は悪人に豹

成中村座の文字が躍る幟、薦かぶりの酒

は格好のスポットである。チケット売り

石のからくり、トリックを気づく。小野

やったのさ」とかまし、忠七を打ち負か

家の家老が悪巧みを計略したと判明した。 変し、
「お熊は俺の情人だ。連れて逃げて
次が中村勘三郎と小山三が並び、勘三郎

して、悪人面に豹変した新三は右手に番

椅子席の竹を１４５００円で購入。４時
入場には少し間がある。東側へ１００メ

が公演の口上をする。 歳の老歌舞伎役

場で交渉すると当日券３枚あり、１階の

ートル行くと大川沿いの一段高い道路に

93

れたと気がつき、いまさら白子屋に戻れ

者の伊達姿にしびれます。忠七はだまさ

傘、胸をそらして、気張って魅せる。役

してすごすごと帰る源七の表情がすさま

りをいつか必ず返すぞ、と苦虫を噛み潰

味良い啖呵で追い返してしまう。この借

と帰ってくれ」と博打打ちの親分に小気

上乗せする。鰹の半身となかおち、

２か月ぶんがあると伝え、家主は２両を

の見どころである。おカクが家賃の滞納

る腹がみえみえ。このやり取りがひとつ

両

ず、石を拾って袖に入れ、橋の傍からじ

を聞いてもらう。

た任侠親分の源七に助けられ、いきさつ

っと川面をみて沈んでいる。通りかかっ

ポンと膝を打つ。家主は車力の善八から

主の長兵衛の妻のおカクがにんまりして

じい。この様子を玄関越しに見ていた家

盗まれたとの知らせに腰を抜かした長兵

こへ家主の家に泥棒が入り金目のものは

しかし、いいことばかりは続かない。そ

をせしめた家主は荒稼ぎしていい気分。

オ！ 流しの魚屋から初鰹を１尾丸ごと

がほころぶ。
杯とカツオの刺身を振舞う。

い稼ぎの話だ」
「オー、オー」と新三の顔

三であった。

衛。
「ざまをみゃがれ」と溜飲が下がる新

数年過ぎたある夜の富岡橋の閻魔堂で

三。タイミングよく来た、カツオ、カツ

両で了見してお熊を返せ」と迫る。

ある。ニハチ蕎麦屋が屋台で商売してい

「

両で話がまとまり、お熊

気前よく買う。魚屋は３枚におろす。大

翌朝。朝風呂から帰った意気軒昂の新

両を懐に新三宅に乗り込む。
「美味し

17

。
に 小判１枚 初鰹」

。鰹の値段は「まな板
ホトトギス 初鰹」

ご利益のある初鰹である。
「眼に青葉、山

初鰹。
江戸庶民が今か今かと待っていた、

に青葉をいれた鉢、
ホトトギスの鳴き声、

剃の勝奴に酒の支度をさせる。新三の家

きな稼ぎを胸算用ににんまりの新三。下

の下にヒーからイツまで並べると、また

ナ、ヤー、クー、トー」１列に並べ、そ

ー、フー、ミツ、ヨー、イツ、ムー、ナ

たよ」
「いいよ」と新三。家主は小判を「ヒ

いました？ 家主は「鰹の半身をもらっ

たくなったら来いよ」と新三が気障に言

は駕籠で白子屋へ。駕籠の後ろへ「会い

ヤリトリから

リが始まる。しまいに、斬り合いのチャ

止める。因縁の果てしない口上のヤリト

人になっている。源七が出て新三を呼び

の賭場の帰りである。新三は立派な渡世

奴と一緒に現れる。池月というばくろう

り過ぎる。蕎麦屋が立ち去る。新三が勝

摩が蕎麦屋と二言三言言葉を交わして通

る。源七が意趣返しに現れ身を隠す。按

両を懐に「お熊を返し

もや、鰹を半分もらったよ」と叫ぶ長兵

そこへ源七が

てくれないか」と持ちかける。
「親分風が

ンバラとなる。
流れから新三に分が悪い。
両を誘拐の解決の手間賃としせしめ

丁度時間になり、スパッと二人仲良くお

衛の表情が真剣で笑わせる。 両のうち

30

気にくわねぇー。馬鹿にしちゃいけませ
んぜ。はした金で帰してくれろと、とっ

30
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30
30
15

10

業後１年インターン実習が義務ずけられ

免許を貰えた。敗戦後、米軍の命令で卒

てもすぐ医師免許を呉れず無給で働かせ

「インターン制度には反対です。卒業し

見下した態度が不愉快になった。それで

開きの挨拶、チョン。
この生世話物が廃れないのは、江戸の
た。期間中、生活の保障もないし、医学

ありませんか」彼は大いに気分を害した

人情・生活の中身が小悪人新三を中心に

らしく、顔色を変えて

るのは搾取です。医学部を卒業しても生

が、大学医局は医局員の数が多いしイン

「君はニッキョウか！」と叫んだ。

活身分の保証がない。医学士ゼロ年では

ターンは医局員の背中についてぞろぞろ

「いいえ、あそこは技術が高度でなけれ

士ゼロ年である。インターン病院は自由

歩いて何もすることがない。中小病院で

ば、入れません。私は小さなオーケスト

に選べる。クラスの多くが母校を選んだ

起こすのであろう。役者の洗練された口

給料を呉れる所もあるが、注射や採血な

その人間模様が現代人の心に共感を呼び
上と立ち居振る舞いに魅了されたひと時

ど雑用が多くて指導者がいないから、勉

誘拐という事件を中心に繰り広げられ、

でした。
日松竹と所属事務所が

中村勘三郎が初期の食道がんのため入

- 23 -

院したと６月

ラでヴィオラを引いています」かれは答

月公演は休演する。

強にはならない。

発表した。９月・

「君は一体何の話をしてるのかね？」

えが理解できず、キョトンとして

一病院はよく指導して呉れるし忙しいけ

悩んでいると、友人の山守から国立東

立ち向かい復帰に向けて治療に専念しま

違いを悟って、彼はカバみたいな大口を

「音楽の話でしょう。日本交響楽団」勘

インターン生活が始まった。国立病院

あけて、笑い出した。日本共産党と間違

は旧陸軍第一病院である。陸軍の流れを

試験を受けねばならない。試験は午前筆

ーン制度をどう思うね？」と来た。彼に

学者の森谷教授。開口一番「君はインタ

汲んで厳しい階級制度が存在する。その

えたらしい。こうしてオーデイション無

迎合して優等生模範返答でおべっかを使

序列は厳しい。
俗に言う。「婦長、
看護婦、

記試験、午後は口頭試問。筆記試験は何

ど勉強になると、誘われた。一緒に願書

いたします。

インターン今昔物語
国立東京第一病院・陶 易王

ってもいいが、
この男の人をバカにした、

事終了。

を出して見ると、来週試験と言われた。

年６月
18

治療に専念され復帰されることを祈念

すと」
（東京新聞夕刊
24

昔は大学を卒業すれば、自動的に医師

とかクリアして午後の面接は、病院管理

日付）
。

勘三郎さんは「新たに与えられた試練に

10

18

医者、小使い。ウサギ、モルモット、イ
便、寄生虫卵。皮膚科では静脈注射ばか

どうすればいいのか、分からずにイルリ

早く洗浄して！」
とナースにどやされた。

ガートルの洗浄液を下腹部にジャジャー

りやらされた。
泌尿器科ではその頃淋病が多くて尿道

ンターン生」実験動物は食住保証される
が、
インターンは全くのただ働きである。

た。
「膣洗浄をするのですよ。どこだか分

かけると、まわりのナースがどっと笑っ

からないのですか？」「はい私まだ独身で

がうまく入らず液がパッと飛び散って日
に入る。
「大変、眼が淋病になるわ」とプ

す」
「それでよく医学部を卒業できたね」

洗浄をやらされた。狭窄があると洗浄液

は自前である。婦長に話する時には婦長

レに冷やかされ、慌てて眼科に飛んでゆ

病院では最も下層階級でウサギ、やモル

殿！」と大声で叫び、靴の踵をカチッと

又々笑われた。実際女性のカントを直視

モットは衣食住保証されるがインターン

ならして直立不動で挨拶せねばならない。 く。

お産の当直は週２回ある。
「毎晩、お産

した事がなかった。

の医者を気取ってて外耳道を覗いてやっ

があるから眠らないで呼ばれたらすぐ来

耳鼻咽喉科では額帯鏡をつけ、一人前

「お富さん」の節で歌うと実感が出る。

と鼓膜が見える様になった時、耳に豆を

歌がある。
♪粋なネクタイ、素敵な背広、白衣姿の

なさい」分娩室の隣の部屋のソファで横

になってうとうとしていると「早く来

いれた子供が来て、四苦八苦して除去し
た。異物除去は耳鼻科の仕事の様だ。眼

の隣に泊まる。
呼ばれて分娩室に入ると、

て！」と起こされた。産直は毎日分娩室

インターン生。身振りよろしく聴診器。
当てる手つきも、医者でないとは、知ら

眼底は日をこらしたがよく分からない。

科では眼瞼を裏返すのが上手になった。

んだ球状の物が見える。

ちの間に入って見る。股の間に白く膨ら

分娩台に足を広げてうんうん唸る産婦た

ぬ仏の患者さん。エーサ・オー、インタ

見はなかなかつかめない。毎日静脈注射

皮膚科は見れば分かるのだが、診断所

教科書を首っぴきで勉強した。

ーン生
インターンは内科外科を始め、各科ク
ラインファッハまでローテイトする。
実習が始まった。見るもの聞くもの、

「もっと顔を近づけて！」「何ですか？
足を広げた患者の前で何となく恥ずかし

が顔に飛び散った。
「破水したわ。すぐ生

次ぎの瞬間、破れてジャーと暖かい液体

ナースがペアンでそれをつまむと、
次にゆく産婦人科は恥かきの連続である。 あれ」

ばかりやって注射だけはうまくなった。

する。
教科書を見ながら顕微鏡で白血球、

く、もじもじしていると「何してるの、

まず中央検査室。毎日、静脈から採血

すべて新鮮で楽しく恐ろしい。

赤血球の数を数え、分類する。検尿、検

- 24 -

まれるよ、顔を拭いて」間もなく胎児が
つるりと出て赤ちゃんが、おぎゃ―と高
く産声を上げた。お産は実に劇的だと感
心していると産婦人科の実習は終わった。
次は整形外科である。

第６回サイパン戦跡めぐり

日～

日

美濃部

幸恵

（太平洋戦争玉砕の島）

２０１２年４月

その上１９４４年６月

日ごろからア

メリカ軍の空爆や、ラウラウ湾からの艦

日 米軍、サイパン

砲射撃でさらに死者、重症者が増えてい

１９４４年６月

った。

西海岸に上陸。

１．地獄谷 最後の司令部跡

に進展し、水源地、野戦病院、糧秣倉庫

日には、野戦病院にも米兵が姿

軍中佐 第

る。

６月

日猛烈な艦砲射撃と戦闘機か

ドンニー野戦病院は閉鎖宣言がだされる。

６月

日最後の総攻撃に参加すべく、

を現し、負傷兵も銃を取り、近接戦とな

６月

師団参謀平櫛 孝）

日東部戦線の米軍攻撃は急速

２．海軍司令部跡

この野戦病院は、島の東海岸から入っ
た密林の中の、巨大な岩場の谷底にあっ
た。
サイパン戦史で忘れてはならない悲惨
な結末を迎えた野戦病院である。

た日本軍が多くの傷病兵をかかえて籠っ

部やガラパン、タポーチョ山から敗退し

日没前、重傷者には青酸カリ、歩行で

らの機銃掃射で死者続出する。

この様に一年間インターンを終わって

された。

きない傷病兵には自決用の手榴弾がわた

撃に参加すべく）月光の中をマタンシャ

なんとか歩行できる者は、（最後の総攻

たが、
満足な医薬品も、
医療器具もなく、
水を求めて死んでいった。

実に沢山の事を実習した。すべて医師に

（了）

なってから実地に役に立つ事ばかりであ
た。

患者はつぎつぎと苦痛と渇きに苦しみ、

ドンニー野戦病院には、サイパン島南

６月

巻き、包帯巻をする。オペ室では下肢の

３．ドンニー野戦病院跡

らなかった。
麻酔科は気管内麻酔、腰椎麻酔、を始
めオペ中の全身管理をする。
夜は急患室の当直。ピーポーと救急車
がくると当直医について診察する。軽い
ものから重症まで次々と運ばれて、診察
し処置する。これは体力を要する重労働

ドンニー野戦病院

切断第二助手。
「重いからしっかりもっ

軽いものは脱臼から骨折まで、ギプス

20

のあるドンニーも危なくなっていた。（陸

15

て！」切断した足がこんなに重いとは知

18

る。ただ無給、無免許だけ心残りであっ

である。

43

22

26

27

30
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14

に向かって、砲爆撃をくぐりながら、山
をのぼり、ジャングルに踏み入りながら
連隊）平櫛 孝著「サイパン肉弾戦」

移動していった。伊藤 勝氏回想（歩兵
第

日 私たち夫婦は、

16

“戦場の野戦病院とは。
” どんな所であ

ドンニー野戦病院へ参りました。

医師関係者として、特別な思いを込めて

２０１２年４月

ドンニー野戦病院への道

より。

18

体験した「戦場の病院」

き父たちが、軍医として

ったろうか？………。若

一帯は、陰気な灰色のごつごつした岩の

でいる。空も狭く、昼でも薄暗い。谷底

岩が、円形状にぐるっと谷底を取り囲ん

密林の中に、天を衝くように屹立した

ヨネコ バルシナスさん

私は、
胸が押しつぶされ呆然となった。

世界であった。

が
「足腰に自信がないが、

こんな陰惨な場所が病院だったとは ….。
ごろごろした岩の足元に苦労しつつ谷底

ベテラン戦跡ガイドの

を知りたかった。

どうしても行きたい」と

大きな岩山の裂け目をくぐると、おお

の正面にたどり着く。

らいなの
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くださる。

よそ

ほどの洞

そこは「あっ」と腰がぬけるほどの光

で内部は

海軍司令部跡

いう私たちを引き受けて
当日は、逞しく優しい

窟になっ

畳

（山刀）で、ジャングルに絡まる蔦や枝

ている。
天井の
岩の隙間
から光が

景が展開した。病院をイメージさせるも

薄暗かっ

はいるく

のは皆無。

野戦病院

谷底へとおりていった。

こうして足元の悪い山道を無我夢中で

引っ張りあげたり、
支えてくれたりした。

～

40

を切り払いつつ進む。岩場や段差では、

チャモロ青年のエデイ君が、マチュウテ

50

軽傷者は樹林の中の、（谷底を出た周囲

森中尉、野田軍医は、極楽谷野戦病院で

治療を照らす役で手伝う。
（その後隊長、

いた。隊長と森中尉が一晩中懐中電灯で

の樹林に３人の軍医と幾人かの衛生兵が

の場所と思う。
）地べたに寝ていた。
「病

自決。
）

で汚れた軍服のまま。

ドンニー奥地まで、お参りに来る人は

人の数はおおよそ２０００人ほどいた。
」

た。
少ないそうで、古い幾つかの塔婆と、汚

と奉仕看護婦だった島民の菅野静子さん

ドンニー野戦病院の最後

したと思われる。

戦病院には少なくとも６人の軍医がいら

菅野さんの記録によると、ドンニー野

れた造花が寂しく残されていた。

軍医も医薬品も欠乏した前線の野戦病

は書いている。

重傷者はやがて洞窟内に入りきれなく

院では、助かる見込みのない者は、やむ

軍医と傷病兵
なり、外の「スリバチの底」に（菅野静

68 年前のアンプル（注射液の容器）

なんとか戦線に復帰できる者から治療

したアメリカ軍は、圧倒的な兵力と武力

いかばかりで

て、機銃を撃ち込む。艦砲射撃の弾も落

『敵機が野戦病院の樹林すれすれに来

ともできない。死者や重症者が増えてい

動けない重症患者ばかりで、逃げるこ

てくるようになる。
の底」に３人

る「スリバチ

弱っている人は、明け方の寒さと、一

く。
の衛生兵、外

の軍医と７人

重傷者のい

あったろう。

20
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を得ず放置状態に置かれた。

日に、サイパン上陸

で島の南部、西海岸を制圧し、６月

１９４４年６月
医者にとって

ごろには、ドンニーのある東海岸のラウ

するという。
は究極の選択

ラウ湾にも、軍艦が迫ってきた。

日
ず、心痛は、

をせねばなら

15

子著より。
）
重なるようにびっしり寝かさ
れていた。テントも毛布もない。血と泥

ドンニー野戦病院跡の遺留品

番暑い午後の一時、二時によく死ぬ。
患者の傷口には全部うじが湧いた。穴

大きな穴は、死体が重なり山のように

病院の閉鎖と「最後の総攻撃」のためマ

午後２時ごろ軍医、
衛生兵も集められ、

日 夜が明けると猛烈な艦砲射

る。

撃と、敵機からの機銃掃射で死者続出す

６月

た兵達の無残な姿があつた。

風が起こった後には五体バラバラになっ

になっていく。岩が砕け散り、猛烈な爆

赤十字の旗も無視されて、爆撃は熾烈

タンシャヘの移動が告げられた。

なり、穴を掘る間もなく、捨てられた死

日 病院末期には、敵機の襲撃

ばかりでなく、艦砲射撃の弾も落ちてく

６月

病院の閉鎖

（戦火と死の島に生きるより。
抜粋引用）

を掘って木を二本渡しただけの便所には、 体から、燐が青白く光り燃え上がった』
じと共に傷口を真っ黒におおった。異臭

うじが山のように盛り上がる。ハエもう
もひどい。この頃になると破傷風で亡く
なる兵も多くなった。
ドンニーの水源地でも水を汲みにいっ

野戦病院があった巨大な岩場

30

27

るようになる。

洞窟内部

た兵士が、至近距離で銃撃されるように

「今に

友軍が助

けにく

る」
。
いち

るの望み

で励まし

あってき

た患者達

局が絶望

にも、戦

であるこ

とはわか
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なった。
水の
補給は
深刻で、
明けて
も暮れ
ても、
病人た
ちの水
る声が

を求め
絶えな
い。

ドンニー谷底への道

っていた。
夕刻、野戦病院全員に隊長はつげる。
将校、軍医も並ぶなか、
「最高指揮官の命
かったという。

用の手榴弾が配られても動揺は起こらな

ちにもわかり、敵機がせまっても、自決

てきて、皆、力がぬけて地べたに座り込

ん、さようなら、……と叫ぶ声が聞こえ

同時に、わが子の名を呼ぶ声、おかあさ

本野戦病院は、今からマタンシャに移動

傷口にはうじがわき、渇きと苦痛にさい

死は覚悟せねばならなかった。

見にいった。そこは、進攻した米軍によ

糧秣庫に行った兵が、野戦病院の様子を

その数日後、極楽谷から、 ドンニーの

んでしまった。

する。

なまれ、血と泥に汚れた軍服のまま、岩

って火炎放射器ですべて焼き払われてい

進も死、とどまるも死。どちらにせよ

歩行できるかぎりの将兵はわたしとと

の上で死んでいかねばならない。兵隊さ

たという。

令により、最後の総攻撃に参加すべく、

もに行く。しかし……まことに気の毒で

可愛いわが子のこと、美しい故郷、祖国
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んたちは、戦友を思い、父や母のこと、

（ガイドのヨネコ・バルシナスさん・エディ青年）

はあるが、歩行できない諸子はここにの

のことを思い、話し死んでいった。
想像を絶する状況にあっても、人間の
魂というものは、美しいものだ、死なな
ー野戦病院跡に立って私が深く感じたの

いものなのだなあ………。灰色のドンニ
はそのことだった。
「オレたち、靖国（神社）に行くんだな

が聞かれた。みんな泣いていた。

あ ….……」
「そうだ。みんなで靖国へ行
こうよ」兵隊さんの間から、そんな言葉
マタンシャヘ、月光の中を歩みゆく隊
列に、いくつもの手榴弾の破裂する音と

地獄谷 最後の司令部壕下にて

こす。日本軍人としてはじない最期を…
…りっぱな最期を遂げてくれ ….」

結末―靖国で会おう。
もはや戦局が絶望的なことは、患者た

ドンニー野戦病院洞窟内部

あった。
（戦火と死の島に生きる）より一

生存者は一人も居ず、黒焦げの状態で
と後退していきました。最後は、アメリ

容、治療しつつ、日本軍と共に島の北へ

この方々は、敵弾降る中、傷病兵を収

いました。

カ軍に包囲され、自決または、戦死なさ

部抜粋、引用。
こうして、ドンニー野戦病院は悲惨な
結末を迎え幕を閉じた。

一酸化炭素中毒とアイゼン

出来 尚史

世の中に「理不尽な死」のリストがあ

さんがいらしたと思います。

素は無色、無臭。気付かれることなく人

そのトップテンに入るだろう。一酸化炭

るとすれば、一酸化炭素中毒はさしずめ

＊私は、まだ生還されたサイパン戦の軍

犠牲者はその最後まで、わが身に何が起

を襲い、
すみやかで確実な死をもたらす。

サイパン戦時下には、まだ多くの軍医

医さんを、聞いたことが御座いません。

後 記
私たちは今年、これまでの５回の「サ

資料を探して見たいと思います。

実は私には苦い想い出がある。この死

付きの剣呑な死神だ。

きたか知ることはないという。すこぶる

イパン戦跡巡り」の記録を小さな冊子に

何かご存じの方がございましたら、是
非お教えください。

は掴まれたが、その手を振り払って逃げ
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まとめました。主に、友人、知人の医師
の方々にお配りし、お読みいただきまし
た。
父も、慶応大学医学部を卒業し、開業

お詫び、２０１２年冬号第４回戦跡めぐり

てきた、と言うべきか。これからその話

神に掴まりかけたのだ。いや、いったん

へ陸軍軍医として、出征しました。父の

訂正。タポーチョ山は、４７３メートルです。

していましたが、中支（中国）漢口方面
友人の医師達も、中国や南方へと戦争の

をしようと思う。まことにもって情けな

い、しかし考えようによっては幸運だっ

渦に巻き込まれて行きました。
“戦場の病院とは”どんな所であった

た、とも言える若い頃の体験談である。

和四十六年二月。場所は八ヶ岳の中腹、

時計の針を戻さなくてはならない。昭

ろうか？…………。若き父親たちの面影
名の軍医さんのお

を求めて冊子に書いた「サイパン島の軍
医達への鎮魂歌」に

名前をあげさせていただきました。

12

赤岳鉱泉。登場人物はＮ君と私だ。Ｎ
君は職場の同僚だった。登山歴は浅かっ

「すごいね」
「あゝ」

か、見当もつかなかった。

死がわが身を掠めていったばかりなのに、

ことしか考えない傲岸な青二才だった。

だった。そのうちあきらめて炬燵に足を

部屋の中でビバークしているような気分

玄関わきの寒暖計は零下十八度を指して

朝食もそこそこに山小屋を出発した。

あとは無言で凍ったお茶を眺めていた。 心はもう山頂に飛んでいたのである。

りも人物が素晴らしかった。今回パート

いた。雪は降りやまず、見える範囲はど

たが、六尺豊かな偉丈夫で頑健。なによ
ナーに選んだのも彼の人柄に惚れていた
入れて寝ることにした。

山小屋には遅く着いた。あたりはすっ

変を感じて目が覚めた。いつの間にか炬

どのくらい時間がたったのだろう。異

はずの大同心、小同心の岩峰も今は濃い

こも白一色だった。正面に屹立している

からだ。
かり昏い。少し前から雪が降り始めてい

めながら歩いた。樹林帯を通る緩やかな

ふかふかの雪の絨毯を一歩一歩踏みし

ヴェールに包まれていた。

に痛い。おまけに吐き気がする。

た。慌てて顔を出したが、頭が割れそう

燵の中に頭まで入っている。息苦しかっ

あくる日は主峰の赤岳に登るつもりだ

た。無性に寒かった。
った。天気が悪くなるのはわかっていた

っている。ゴゴゴッ、ゴゴゴオッ。上空

上りだった。梢が不気味な音を立てて鳴

屋の外に出た。寒さなどにはかまってい

は強風が吹き荒れているのだ。

Ｎ君を揺り起こし、這うようにして小

想できなかった。
「出たとこ勝負だな」こ

うと深呼吸を繰り返した。傍らではＮ君

られなかった。少しでも酸素を取り込も

が、低気圧がどのように動くかまでは予
れが二人の出した結論である。なんとも

が苦しそうに吐いている。その顔面は蒼

からずっと頭のぼんやりする感じが続い

正直言って体調はよくなかった。あれ

暢気なものだった。
部屋の真ん中に炬燵が置いてあった。

じような冴えない返事がかえってきた。

復していないようだ。Ｎ君に尋ねると同

ていた。加えて足のふらつきがある。一
頭痛と吐き気が軽くなったのは空がぼ

白だ。自分の顔は見えないが、私も幽鬼

んやりと白み始めた頃だった。「あゝあり

のぞいてみると火のついた豆炭が数個入
かくならない。それどころか、さっきま

二十分くらい歩いたろうか。後ろから

酸化炭素のダメージからまだ十分には回

で湯気を立てていたコップのお茶が目の

がたい。助かった」と、天に感謝すべき

近づいてきた登山者に声をかけられた。

のようなありさまだったに違いない。

前で凍っていく。これにはさすがに驚い

ところだ。しかし当時の私は、前に進む

っていた。しばらく待ったがなかなか暖

た。室内でこれだ。外はどれほど寒いの
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「アイゼン落としませんでしたか」
えっ、アイゼン？アイゼンなんかどう

い。すでに救出して小屋に向かって搬送

重度の凍傷にかかり動けなくなったらし

しかった。大同心で遭難事故があったよ

中山の乗越近くまで来ると、降りてく

たことだ。変だ。どうもいつもと違う。

るパーティーに出会うようになった。ど

中とのことであった。

うだ。岩壁に取り付いていたＨ山岳会の

れもなく私のアイゼンである。そうだ、

の登山者も厳しい表情をしている。その

Ｈ山岳会といえば、先鋭的登山をもっ

Ｎ君は何も言わないけれど、私は心中穏

忘れていた。アイゼンを手に持ったまま

うちの一人に上の様子を聞いてみた。

て鳴る日本有数の山岳会だ。そのメンバ

パーティーだという。
滑落ではなかった。

歩いていたのだ。見ると私の左手には一

「いやあ、めちゃくちゃですよ。風は強

の気象状況ではない――私たちは改めて

ーでさえ窮地に追い込まれたのだ。尋常

やかでなかった。

個のアイゼンしかぶらさがっていない。

いし、視界は悪いし・・」と言う。稜線

して？と思ったが、差し出されたのは紛

「あそこに落ちていました」と、指で

には辿り着けなかったらしい。私が思っ

そう悟った。

しまうところだった。丁寧にお礼を言っ

ていたより状況はずっと悪そうだった。

教えられた。時間がたてば雪に埋もれて
たものの、恥ずかしくて相手の顔はまと

帰りは往路と同じ道をたどった。二人

ともほとんど言葉を交わさず、ただひた

Ｎ君と二人でその場にしばらく立って
いた。行ってみなければわからない、と

すら歩いた。何を考えていたのか全く憶

もに見られなかった。
いつもならアイゼンを手に持って運ぶ

えていない。ふらつきはなくなり、美濃

戸口に着いた時は頭重感も消えていた。

そう、という考えが頭の中で鬩ぎ合って
いた。
随分と時間がたったように思うが、

いう考えと、いや今日は無理だ、引き返

まった。最初の緩斜面ではスリップの危

せいぜい二、三分のことだったかもしれ

四十年たった今、私はあの日のことを

たが、思い直してそのまま歩き始めてし
険がないことを知っていたし、必要にな

ない。最終的には私のアイゼン事件を重

毒にかかろうとは思ってもいなかった。

反芻している。小屋の中で一酸化炭素中

ことはない。小屋を出るとき履こうとし

ったら何時でも着けられると考えたから

痛めつけられた体でこれ以上進むべきで

く見て戻ることに決めた。一酸化炭素に

たままあの世に連れて行かれても不思議

よくぞ途中で目が覚めたものだ。寝入っ

だ。当然のことながらザックにしまうべ

山小屋に帰ってくると、なにやら騒が

はなかった。

きだった。基本を無視したのはいけなか
った。だがそれ以上に問題なのは、アイ
ゼンが手にあることをすっかり忘れてい
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一酸化炭素の影響が抜けていないにも
くして彼らは頂を目指す。できるだけ多

う。雪と闘い、風と闘い、力の限りを尽

今年の冬も大勢の若者が山に入るだろ

まで馬齢を重ねることができた。

かかわらず私たちは行動した。そして起

くの若者に山の優しさと栄光の日が訪れ

はなかった。

定打となった。あの時アイゼンを落さな

るよう、私は祈って止まない。

きたアイゼン事件。これが退却を促す決
れば、おそらくそのまま進んでいただろ
う。そして風雪に苛まれ、進退窮まって
いたに違いない。
あとで聞いたことだが、
あの日八ヶ岳を襲ったのは二十年ぶりと
いう記録的な寒波だった。たとえ心身最
高の状態であったとしても遭難の可能性
は高かったといえる。
さすれば、
アイゼンを落としたことも、
その原因となった一酸化炭素中毒のこと
も――これらはすべて
「今日は荒れるぞ。
行くな！」という山からの警告ではなか
ったか。突飛な考えかもしれないが、そ
んな気がしてならない。
冬の山は冷たく厳しい。しかし山にも
優しい面があるのだ。その優しさに私た
ちは救われたように思う。手厳しい指導
ではあったが、おかげで命を拾い、ここ
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その

『大事な子供達とおばあちゃま！

十八日

ば、それが一番大事なんだ。お母さんは

というのだ。君等から一通の手紙が来れ

待った手紙を受け取りました。一度に三

ってしまったが、やっと君等から待ちに

今日、
土曜日の朝 すでに祝祭日は終わ

病気の子供がいることを知りました。し

っていたのだ。君等の手紙で今日初めて

何時も誰かが病気になっていないかと言

(

半 場 久 也

よ！ クリスマス・イヴから祝祭日中、

しかった！ 言葉に出せないくらいだ

通も、またヴォレシェクさんからも。嬉

んだら随分学校をさぼったことになりま

行けるのかな？ 六週間近くも病気で休

い回復をしてよかったです。もう学校へ

て少しも予想していなかったのにね。幸

かし、ジチュカちゃんが病気だったなん

すね。お母さんは台所にいてジチュカち

私等はどんなに我慢していたことか！
ア号》が（これは十五日にリヴァプール

いがある。彼女が体の具合が悪く、外も

ゃんに手紙を書くでしょう。君等にお願

ろうと、
けれども残念にも何もなかった。

しい。彼女を含めて君たちみんな出来る

寒い様であれば、学校へ行かせないで欲

を出港していた）何かを届けてくれるだ

私等はずっと考えていたんだよ、《ルカニ

)

（カットも筆者）

ジェスタティック号》が来るまで何の希

とで少し。君らが居なくてとても寂しい

それからクリスマス・プレゼントのこ

だけ体に気をつけてね。

だから十九日にリヴァプールを出る《マ

した。けれど生憎の悪天候でニューヨー

望もなかった。遂に昨日、金曜日に到着
◎オティリエ、アン

ク港へ入れなかった。

な祝日だったよ。しかし、それがどうだ

な喜びを与えてくれた。私等には全く嫌

それらは祝日の間心配していた後で大き

付いた船長さんの帽子を贈ってもらった。

彼は新しい洋服と、金モールと三ツ星の

けれどもオットーはとても喜んでいた。

私等は君達の手紙を一気に読み通した。 よ。
私はそのことについて喋りたくない。

ナ、マクダレーナ、
アントニオン、アロ
イジエ・ドヴォルジャークとクロチル
ダ・チェルマーコヴァ宛て
ニューヨーク、一八九四年十二月二
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○
31

げ入れる小箱だ。ロバと小男が小箱の

ものをもらった。つまり人がお金を投

更に彼は帽子を つと、とても愉快な

ェスティック号》をもらったのだと。

ザイドルが言うことには、彼は《マジ

書いた。
その批評を受け取って読んだ。

ら一通の手紙を受け取り、直ぐ返事を

んにも手紙を出した。先週ネブダルか

同じく学校の校長先生とスメェリーさ

以前、
私は学校の先生に手紙を書いた。

す。年が明けた水曜日には《エムス号》

紙を明日《ルカニア号》が持ってゆきま

書かなければ、きっと日曜日に。この手

り、私は彼に手紙を書きます。もし今日

伝えてください。とはいえ、今言った通

すと、ロバが逆立ちして若者を蹴飛ば

中に金を投げ入れるのだ。ボタンを押

お金のことで明らかに間違いがあるの

いたいのなら、私が書いて出します。

ボレシュクさんに私のことでお礼が言

たら良いのか分かりません。ロティから

ます。私はとても忙しくて、何を先にし

が出港します。そしたらまた手紙を出し

1

す、すると金がその中に入るという仕

も手紙が来ていますし、昨日はフヴァー

ません。それは間も無

ックにも書かねばなり

校正刷りを送るジムロ

私は《聖書の歌》の

ラ氏からも来ました。

なら、ニューヨーク銀行の方から、あな

トーは我慢が出来ない位

一八九四年のクリスマスはニューヨークで

掛けだ。これはとても面白くて、オッ
に喜んでいる。その他に
彼は馬の付いた車をもら
った。

たがそのお金を受け取ったかどうかとの

く出版されるでしょう。コヴァルジーク

私はコヴァルジークか

なりませんし、その後これを発送しなけ

ら角で出来た奇麗なシガレット・ケー

ノイロイター博士さんにも書きましょ

ればなりませんので、これで止めます。

とこの歌曲にこれから目を通さなくては

ラーをもらった。お母さんは何ももら

う。ジチュカに対する親切な処置につい

しょう。
では元気で、
神様はあなた達を、

お母さんは今日他の皆さんに報告するで

云っていいのか分かりません。

わない。おまえ達が皆健康でお行儀良

て、またあなた方皆が感謝していること

問い合わせがあるでしょう。他にはどう

く、おばあちゃんの言うことを聞いて

スをもらったし、オットーからはマフ

いるという手紙が来るのが一番なのだ

たちがどんなに先生に感謝しているかを

について。直ぐにでも彼の所へ行って私

ね！』

来る年も守ってくれるでしょう。元気で

よ。トニーが先生に着いているという
ことは良いことだ。私は認める。少し
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――――――――――――――
コメント〔子供達からの知らせを首を
長くして待っていたドヴォルジャークに
というのは多分彼の子供の中の誰かの俗

やっと手紙が舞い込んできた。ジチュカ
称であろう。その子が病気に罹ってい
たことを知って驚いたことだろう。し
かし幸い経過は良いらしい。ノイロイ
師と思われる。
《フヴァーラ》とか《ロ
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ター博士という人はその掛り付けの医
ティ》とか《ネブダル》
《スメェリー》
という人物については、注釈が付いて
いないので分からない。しかし、ドヴ
ホーム・シックがひどくなったらしく、

ォルジャークはアメリカへ戻ってから
この後続けて故郷へ手紙を書いてい
る〕
◇お断わり 半場久也先生の遺稿は、
回まであり、順次掲載します。

37

東京

籾 木 秀 穂

牡丹や芸道研鑚卆寿笑む

楢 本 勝 彦

白雲の峰なす夏となりにけり

虐待の調査を指令走り梅雨

長野

待たされてゐる冷房の音の中

すぐ白寿なれど生きたし花水木

有 泉 七 種

ゆるやかに日が暮れてゆく棕櫚の花

狂暴性凪ぎて泪や夏嵐

長野

虫払ふ父祖伝来の五ツ紋

教師立ちりんりん点呼新樹光

廣 辻 逸 郎

天も地もいさぎよきかな群青忌

兵庫

雑草という草はなし双つ蝶

小 南 丁 字

雪頻り家々かまくら灯しおり

つややかに大原筍到来す

東京

今見るは卆寿となりて見る桜

「嶺治」の試歩の余震や青き踏む

梅一枝その香まとひてもたらさる
花吹雪思はず声の出でしほど

いいことのありそう朝蜘蛛降りてくる

ひとときの休みもありて鯉のぼり

懸け橋の日米さくら百周年

口大きく子燕五つ待っている

春の潮瓦礫を洗い陽を散らし
健やかに公務の陛下赤坂の春

花見しが夢の如きの葉桜や
金環食終り際立つ若葉光
静岡 岩 本 漂 人

枝先にコサメビタキのシルエット

与那国の朝にぎにぎしシロガシラ

薫風や撫でるツリーの摩天楼

引き分けのドームの帰路や躑躅燃ゆ

花筏流れや渦を親しめり

小 南 丁 字

一本のデイゴに集うカラムクドリ

ドクダミの煙る暗がり十字星

東京

青空にサンショウクイの白と黒

被災地の鎮魂行脚袈沙の汗

与那国島にて

渡り来し三羽の仲はヤツガシラ
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東京

小 南 丁 字

水戸黄門世直しに幕冬至かな
ご懐妊喜怒哀楽の仲間入り
地球はね七十億の幼稚園
やや不安委ねる維新春船出

小 南 丁 字

イチローのメジャー開幕夢果たす
東京
花菖蒲ツリーも撮ってワンカット
プロ将棋挑むソフトもプロレベル
初優勝白鵬旗手の旭天鵬
贈りもの金環日食天体ショー
「団子」君口上片鱗頼もしい

東京

福 神 規 子

膝抱いて畦に一服ほととぎす
母われに妻われに朴咲きにけり
絵のやうな緋鯉が泳ぐ未草
桐咲くと遥かなものに目を凝らし
平明な俳句が好きで花胡瓜
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雪 柳
うじ

茨城

わが庭に年々殖える雪柳氏神様を優しく包む

羽 生 藤 伍

の友告げに来ぬ

雪柳数年前に苛めしが今美しく咲き誇り居る
クレアチニン８から人工透析と

ヒカリエは渋谷のランドマークなり忠犬ハチ公昔乍らに

東京

横 田 英 夫

統合の小学校の正門はディズニーランドの如く拡がり
沖縄再訪

紺碧の空と海とに憧れて来し沖縄は雨降りつづく

小 松 安 彦

子兎は跳ねてゐたつけフランスの絵画の並ぶ展覧会に

赤々と梢に高く散り残るデイゴの花も雨に濡れつつ

東京

駄菓子屋に「幸せですね」と言はれたり幸せなりし頃の思ひ出

泡盛のロックを飲めば口中に芳醇の気満つこれぞ沖縄

みんなみ

特急の車内は楽したちまちに大河の上を列車はよぎる

店に入りてシーサー選ぶ息子達吾は離れてぐい飲みを見る

宏 匡

たんぽぽの根を輪切りにし綿の上水に浸して観察したね

林

求め来しシーサー門前に飾りたり怒れる顔もいとしさの増す
東京

南の空にさそり座アンタレス哀しき色に燃え続けをり
医師像

中国の研修員皆避難させ社長は津波の犠牲となりぬ
避難所に笑顔を見せる童べらに期待を寄せてテレビみつむる
報道を日々気にしつつ震災の医療現場に想いを馳せる
若き日は僻地医療に捧げしが被災救援ならじか老いて
納得の行く医師像を想ひつつ今日も診てゐる七十七歳
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7.8

道

みち

人

ひと

「居酒屋こだま」のネーネーズ
やま

〈上原渚卒業ライブ〉
み

海 山
居酒屋こだま
２０１２年５月８日、僕は東京駅から山手線に乗って秋葉
原で乗り換え、ＪＲ総武線の小岩の駅で降りた。

りあえずビールで乾杯する。

ライブハウス島唄でのネーネーズは、飲んだり食べたりす

るお客さんを相手に毎日歌っている。なにしろ比嘉真優子さ

んなど、コンサートの途中で、怖い顏をして、突然「みなさ

ん」ときつい調子で呼びかけるものだから、何か悪いことを

したのかと思ったら、
「じっと聴いているばかりでなく、食べ

てください。飲んでください。私たちも一生懸命歌いますか
ら・・・」と言うのだ。

彼女たちにとっては、居酒屋でのライブは、むしろお手の
物なのである。

っていただくことになりました。

ざ来てもらって居酒屋こだまで歌

開演の前に、居酒屋こだまの店主の挨拶があった。
「沖縄で

のー」と言ったとたんに、
「そこのビルの２階」と言われた。

曜日も皆さんの来やすい火曜日に

地図で見ておいた場所の付近まで行ったが、そこから先が

そこが「居酒屋こだま」なのだった。あのおばさんはどうし

しか聞けないネーネーズにわざわ

て僕がネーネーズのコンサートに行くのを知っているのだろ

設定しました」などととぼけた口

良く分からない。八百屋の店先で座っていたおばさんに、
「あ

う。普通のおばさんに見えるが、ただ者ではない。きっと神

調で喋っているが、とっても喜ん

でいるのは、得意満面の顏が物語

通力の持ち主に違いない。
「居酒屋こだま」
は広くない。
座敷と少々のイス席だけの、

国頭さばくい

っている。

中に入ると友人のＹ君が待っていた。彼もまたネーネーズ

時間が来てネーネーズが登場する。

ステージがある。

要するに普通の居酒屋だ。入り口を入ってすぐ左手に小さな

の大ファンで今夜を心待ちにしていたのだ。再会を祝し、と
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最初の歌は、ステ
ー ジで 初 めて 聴 く
「国頭さばくい」（ク
ンジャンさばくい）
、
ソロは上原渚さんで
ある。
「国頭さばくい」
は、
琉球王朝時代に、
首里城改修のとき
に国頭地方の山々
から木を切り出し、
それを王府に献上
するために川を下
り、
海に浮かべて泊
の港まで運んで陸
あげされ、
そこから
首里まで村から村
へと運ぶ際に歌わ
れた「木遣り歌」だという。
歌詞は複数あるようであるが、共通しているのは、大勢
を歌う彼女の声を初

「片便り」で、三番

ネーネーズでは一人がソロを受け持ち、他の３人が囃子に

で掛け声をかけ合い、音頭を取りながら心をひとつにして木

めて聴いた。それは

ようやく、前回、

った。

ンスはほとんどなか

ていたが、そのチャ

をいつも心待ちにし

女が一人で歌うとき

くて聴きたくて、彼

彼女のソロが聴きた

ソロは少ない。僕は

の中でも上原さんの

ネーネーズは４人で歌い、ソロは数えるほどしかない。そ

絶好調となった。

る。しかし、徐々に調子を上げ、その後はギアチェンジして

られる。立ち上がりは、やはりやや声が出にくそうにしてい

話すときも歌うときも第一声にやや困難を覚えるように感じ

リズムの良い前奏に続いて上原さんが歌い始める。
彼女は、

おと思われる。

回る。ソロの責任は重いが、歌いきった時の充実感はひとし

を運ぶところであろうか。
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少しやせたようで、全体

し、飽きさせない。

全霊を傾けて歌うとこのようになるのか、
と深く感じ入った。

に引き締まって見える。ほ

想像を超える、鋭く厳しいものだった。その時、彼女が全身
これからの長い人生で、彼女も平旦ではない道を歩くかも

ままに、でも何か変わった

ように思える。眼だ。眼に

がらかで温かい感じはその

「国頭さばくい」での彼女はのびのびと楽しそうだ。顏が

厳しさが宿っている。以前

しれない。困難に出会うそのたびに、きっとこの歌を歌うと

ややふっくらとしたように見える。目元に笑みをたたえて歌

の彼女の眼は、性格そのま

きのように鋭く厳しい覚悟で乗り切っていくだろう。

う上原さんの顏ははじめてみるものだ。重責からようやく解

った。何かが彼女の眼を変

まにやさしく温かいものだ

この歌を彼女が歌うようになった経緯はなんだろう。上原

えたのだ。そのような環境に今はある、ということなのだろ

放されるという思いがあるのだろうか。
さんの卒業に際し、皆で彼女にソロの歌をプレゼントしよう

う。歌も三板の扱いも以前とは比べ物にならない。隙のない

のは変だが、なくてはならない人なのにそういう感じを抱か

い存在へと戻ってしまっている。
「目立たない存在感」という

仲本真紀さんは、と見れば、不思議なことにまた目立たな

身のこなしとともに流麗さがました。

としたのであろうか。
そうかもしれない、と思う。
上原渚卒業ライブコンサート
ネーネーズは上原渚卒業コンサートのツアーに出て、
東京、

せない。歌も太鼓も見事に自然体だ。

比嘉真優子さんは・・・、あれれ、この人ももとに戻って

名古屋、大阪と今日から四日間「お出かけライブ」を行う。
今日はその初日なのだ。すでにどこの会場も満席だという。

の時代を経て、再び原点に帰ってきた。もともとスケールの

しまったようだ。大口をあけて歌っていた天才少女は百面相

大きな歌唱だが、今回はそれに「凄み」が加わっている。一

んていう機会はまずないのだから。
司会進行は、最初から最後まで保良光美さんがつとめる。

輪の大きな花の輪郭がおぼろげながら見えてきた、という感

無理もない。これほどのボーカルユニットを本土で聴けるな

アナウンサーのような声を持ち、機転の聞いた会話をくりだ
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を深くした。
コンサートは「アメリカ通り」
「翼を休めに来ませんか」
「ウ
ムカジ」
「贈りもの」
「安里屋ユンタ」と続く。その後、お客
チャーシー（嘉手久～唐船どーいー）で第１ステージが締め

さんのハッピーバースデイのハプニングがあり、おなじみカ
くくられた。

い女の子なのだ。隙を見てうまいものを見つけるのは得意技
に違いない。

比嘉さんが袖の下に何かを隠し持っている。あれは何だ。

と思っているうちに休憩時間が終わった。
庭のガジュマル

第２ステージの最初は「二見情話」で始まり、ついで「テ
この日、
「居酒屋こだま」に来ていたお客さんは、全員が熱

おおよそという意味である。物事について徹底的に突き詰め

「テーゲー」とは「大概」の琉球語で、だいたい、適当、

ーゲー」が歌われた。

烈なネーネーズ・ファンである。隣の人は何年か前から三線

て考えず、程々に適当に生

インテルメッツォ

を習っているのだという。そのご主人はネーネーズが歌うと

きていこう、というときに

は、上原直彦作詞、知名定

ネーネーズの
「テーゲー」

内容もそのようである。

使われるらしい。この歌の

小さな声で一緒に歌っているときがある。みんなそんな人た
ちなので、お互いに話せば一晩で友達になるに違いない。
休憩時間にネーネーズが４人揃ってどこかに出かけてしま
いる濃い茶色の上着（ジャージー？）はなんだろう。沖縄で

男作曲で、すでに最初のア

った。しばらくして楽しそうに帰ってきた。外出の時に来て
は見たこともない。
「居酒屋こだま」における彼女たちは、やはり「ライブハ

ネーネーズの全てはこの

』に収録
ルバム『 IKAWU
されている。

アルバムから始まった。こ

ウス島唄」における彼女たちと何となく違う。どこかうきう
のがあるのか）を食べに行ったという。上原さんはあまり熱

の歌は、その後も伝統を受

きしている。後で聞けば、お好み焼きのたい焼き（そんなも
いのでひっくり返して落としたらしい。彼女たちもやはり若
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バーが歌っている。ネーネーズの生みの親・知名定男氏の偉

け継いだ後続のメンバーに歌い継がれ、今こうしてこのメン

幻がよみがえる・・・という意味の内容を、岡本おさみは美

まぶたを閉じれば、いとしい人の幻が、呼んでもこたえない

を出してよみがえる。いとしい人はもう戻らない。けれども

贈りものがあった。比嘉さん

マにネーネーズから母の日の

の演奏の一つだった。

ンサートにおける最高

いる。万感の想いが彼女たちの歌から聞こえてくる。このコ

当に素晴らしい。４人は真心こめて真摯にしみじみと歌って

前から良い歌だと思っていたが、今回こうして聴くと、本

しい日本語で詞に作り上げている。

が袖の下に隠し持っていたの

こんなに素晴らしい歌
なのに、僕は「ライブ

言われなければこのお店のマ
マとは分からない腰の低い人

聴いたことがない。こ

ハウス島唄」で１回も

人に握手と挨拶をし、恥ずか

こで聞くことが出来て
このあと、「ヨーアフ

素直に嬉しかった。

しそうに引っ込んだ。ご主人

で、受け取った後、丁寧に４

はそれだったのだ。彼女は、

のあと、
「居酒屋こだま」のマ

続いて歌われた
「黒島口説」

大さを思わずにはいられない。

とは大違いだ。
次の歌は「庭のガジュマル」である。
ってＶ」第３７４話の伊江村在住の島袋マツさんの思い出に

で分かれて歌い、最後は比嘉真優子さんのソロで締めくくら

新良幸人の詞に下地勇が曲をつけたものだ。右２人と左２人

のテーマ」が歌われた。アルバム『贈りもの』にある曲で、

ィ小」に続いて「先島

心動かされて書いた詞に、知名定男が曲をつけたものだとい

岡本おさみが、
『週間レキオ』に連載していた「おばぁが笑

う。曲は二代目ネーネーズの『美らうた』というアルバムに

れる。

新良と下地は、この曲を自分たちのアルバムにも収録して

収録されている。
ガジュマルの木は、枝が焼けても幹が焦げても根から新芽
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しさに変わりはない。

いつもどおり歌い進み、曲は佳境に入る。

いるので、ネーネーズのために作ったかどうか良くわからな
いが、嘉手苅聡の編曲のおかげか、この歌はこのメンバーに

僕は、来月になったらもうこのチームでは会うことが出来

「先島のテーマ」がおわり、トークを引き取った比嘉さん

ある。最初はお化粧のせいかと思った。そんなお化粧をして

ふと気がつくと、彼女の左の頬に何かきらりと光るものが

く見続けてきたこの人とももうお別れなのだ。

ないであろう上原さんをじっと見ながら聴いていた。４年近

ぴったり合っており、４人の声が非常に美しく響く。
僕は上原さんが卒業するまでにどうしても１回は聴きたい

が、
「この次の歌でとうとう最後の曲になってしまいました」

いたことがあったかしら、と考えていたら、今度は右の頬に

と思っていたので、とても嬉しかった。

というと客席から「エエー」という声があがる。無理もない、

そして、やがて、口をつぐ

っている。

微笑みながら泣きながら歌

泣いている。

彼女は歌いながら微笑み、

上原さんが泣いている！

涙だ。

光の粒が見える。

人たちばかりだから、もう終わってしまうのか、という落胆

皆、このコンサートが明日の朝まで続けば良いと思っている
の声が上がるのは当然なのだ。
しかしコンサートはいつかは終わる。
彼女たちは、最後の歌を「黄金の花」で締めくくろうとし
前奏が始まる。この瞬間はいつ見ても素晴らしい。彼女た

た。
ちはそれまでの騒ぎをどこかに追いやり、緊張感をみなぎら

んだまま歌わなくなった。

ただ微笑んで動作だけを他の３人と合わせている。

せる。それは客席も同じで、張り詰めた緊張感が「居酒屋こ
だま」に広がる。その一体感を共有できるのはコンサートの

るネーネーズでは、みんなが彼女をカバーしてくれること

彼女は知っているのだ。自分ひとり歌わないでも、４人い

４人が歌い始める。

醍醐味だ。

を・・・。

歌えば泣き声になる。アンサンブルが乱れる。顏はきっと

「黄金の花が咲くという・・・・」
何度この歌を聴いたろう。聴くたびに姿は変わるが素晴ら
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ひどいことになる。お客さんは誰一人彼女を非難しないこと
も知っている。でも泣きながら歌えばネーネーズがネーネー
ズでなくなる。
微笑みながら泣きながらしかも歌わないでという複雑な状
況をじっと耐えて激情が通り過ぎるのを待っている。
３人ネーネーズのとき、強固な意志を持ってステージを支
え続けた上原さんが、ここにいる。

ような音を出し、懐かしさにあふれる。

上原さんへの別れの曲として彼女たちはこの曲を選んだ。

「ジントーヨー」とは、
「全くそうだね」とか「本当だね」と
ーヨー」であるに違いない。

いう意味であるという。互いの胸に去来する想いは、
「ジント

エピローグ

２年半前に出発した現在のチームは、
『贈りもの』をリリー

と思う。その後も進歩を続けているのはもちろんであるが、

スして１年を経過した昨年十一月の時点で完成の域に達した

「黄金の花」が終わって彼女たちが退いても拍手は鳴り止

一応の完成形を作り上げたのはこの時点であったと感じる。

アンコール
まない。これは「ライブハウス島唄」では見られない、
「お出

このチームの最も充実した時期ではなかったろうか。その時

そして、
上原さんが卒業するこの５月末までの約半年間が、

ステージに戻ってきた彼女たちがまず歌ったのは「コザ」

ない。

期の彼女たちを聞くことが出来たのは幸せ以外の何ものでも

かけライブ」ならではの光景である。

ンロールの軽快でパンチの効いたリズムが心地よい。彼女た

である。これも『贈りもの』に収録されている曲で、ロック

ているのは後半の４年間である。当時の小生意気なねーちゃ

上原さんは７年間ネーネーズにいたのだという。僕の知っ

スティバルに出演したのだそうだ。暑かっただろうな。

んはどんどん成長して今の上原さんになった。その変化は驚

ちは、昨年だったか真夏にこのいでたちで沖縄のロックフェ
最後の最後の曲「ジントーヨーワルツ」でお別れだ。

くべきもので、いまや堂々たる風格がただよう。

いチーム作りに入る。上原さんにも、新しいネーネーズにも

上原さんはこれから新しい人生を歩み、ネーネーズは新し

ふるさとを出て、新しい人生に出発するために那覇から船
定男のお父上の知名定繁の作詞、照屋林賢のお父上の照屋林

素晴らしい未来が待ち受けている。そう思って上原さんに別

に乗って沖縄を離れるわが子に対する別れの歌である。知名
助の作曲になる。バックではキーボードが足踏みオルガンの
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れを告げよう。

(

)

日（水）

次号 秋季号 締め切り

月

10

どうぞよろしくお願いいたします。

いただけますので、みなさまのご協力を

ず、会員の方でしたらどなたでもご投稿

いただければと思います。文芸部に限ら

特集は設けませんので、お気軽にご投稿

なさまのご投稿をお待ちしております。

次号（秋季号）もたくさんの会員のみ

ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

編集関係者一同、精進してまいりますので、

次号（秋季号）も送れることのないよう、

期に近付けて発行することができました。

げで、
『春夏合併号』をなんとか目標の時

会員のみなさまのご理解ご協力のおか

なさまに、厚く御礼申し上げます。

今号もご投稿いただきました会員のみ

10

さようなら上原さん。

〔居酒屋こだまにて〕
卒業した。
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さようならナーギ。

におさまるネーネーズ。このコンサートの約３週間後、上原さんは

いくつもの、
本当にいくつもの素晴らしい歌をありがとう。
コンサートが終わったあと、お客さんの求めに応じ４人揃って写真

秋季号 原稿募集のお知らせ

18

浅田宗伯、フランス公使の座骨神経痛を治す
《名医のカルテより》

安井 廣迪
１８６３年６月７日、レオン・ロッシュ（ Michel Jules Marie
１８０９～１９００）は駐日フランス公使に任
Léon Roches
ぜられ、翌年４月 日に着任した。着任後しばらくは英国な
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寄りの姿勢を強くし、積極的に幕府に関わっていくことにな

ェリアへのフランス遠征軍に参加するなど、その多くを北ア
フリカで過ごした。軍事行動も多かったようで、陸軍の大将
であった 年の間に、戦闘中、銃丸が馬の首に当たって落馬
し、以後、腰下肢痛に悩まされ、症状は、来日してからます
ますひどくなった。
１８６５年、横須賀製鉄所建設に始まる幕府との積極的な関
わりの中で、彼は自らの身体の不調を幕府の誰かに伝えたら
しい。幕府では、これに応えるべく、浅田宗伯を紹介した。
その年の８月 日、彼は鍼医・和田氏を伴い、横浜のフラ
ンス領事館に赴き、ロッシュ（当時 歳）を診察した。
宗伯は次のように記している。
この患者は生来強健ではあるが、数年にわたって困難の中
で戦闘などを経験しているため、筋骨は弛緩して気血が働き
を失い、
脉には遅緩の候があらわれ、
皮膚は潤沢ではあるが、
年齢よりは枯槁している。
かつ腰間のあたりに打撲の痕があり、左側の臀部の筋肉は
右の方より痩せている。腰は一身の要関であり、特に運動す
るところであるので、気血の働きが鈍くなって苦痛が生じる
のである。
もしこの病が治らなければ、だんだん腰以下の働きが失
われ、歩行も難渋するであろう。
これに対しては、 内より気血を扶助し、腰間あたりの強

57

ど他の国の公使たちと共同歩調を取っていたが、やがて幕府
る。
その間、
横須賀製鉄所を建設し、
横浜仏語伝習所を設立し、
パリ万国博覧会への参加を推薦し、フランスより経済使節団
問団を招聘する

を来日させて借款・武器契約を推進し、フランスより軍事顧

来る前にアルジ

彼は、日本に

を呈した。

個人外交の様相

支援し、それは

な局面で幕府を

など、さまざま

レオン・ロッシュ（1809-1900）

20

27

壮になる薬を服し、外より経絡を活動させる鍼治療を施せ
ば、完治することはなくても、十のうち五六は挽回して天
寿を保つことができるであろう。そして、薬方を書いて一
つ一つの薬物について解説を加えた。
桂枝：気を運らし、筋脈を強壮にするものなり
芍薬：血を和して痛みをゆるめるものなり
蒼朮：身体の濁湿を去りて関節を分利するものなり
茯苓：小便を通利して気血を順にするものなり
附子：身内の陽気を扶けて腰脊の痛みを去るものなり
甘草：腹を和して諸薬を導くものなり
大棗・生姜：この二品は、以上の六品の薬性を混和して胃
中の受容よろしからしめ、薬力を身体に分布せしむるものな
り
（この処方は桂枝加苓朮附湯という。医療用漢方製剤に
も採用されている処方で、現在でも良く使われている）
以上の薬を調和して煎
じて服用すれば、先に述
べたような病症はだんだ
んと治っていくであろう。
宗伯はこれを書いて同
行の栗本瀬兵衛に渡し、
通訳官のメルメ・カショ
浅田宗伯（1815—1894）

ン（ Eugène-Emmanuel Mermet-Cachon
）にフランス語に訳さ
せて公使に示し、そのあとで本国の皇帝（ナポレオン三世）
に贈るということになった。
日には、公使の別館に食事の招待を受けた（その費
用は、一人につき、
当時の日本の金で十五圓もしたという）
。
この日は風雨が激しく、カションは馬車で彼を送迎した。
日になると、ロッシュの病状は非常に回復したので、
宗伯が江戸に帰るべく別れを告げると、ロッシュは宗伯の
手を握り、病の大半が癒えて喜びに耐えない。この謝礼は
本国の皇帝より送ってもらうべきである。自分は、この恩
の感謝のためにこの治験を本国の新聞に載せ、日本に名医
がいることを五大洲に知らしめようと言った。
それで、また前方を作り、和田氏に託して帰った。
彼の言葉のごとく、フランスからは鐘の鳴る置時計と哆
囉呢三巻が送られてきた。しかし、官吏がこれを騙し取り、
宗伯には銀十錠しか寄越
さなかった。
この頃の政権は押して
知るべしである、と宗伯
は『橘窓書影』に記して
いる。

『橘窓書影』の記事
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22

24

白矢勝一・吉留邦治 共著

「佐伯祐三 哀愁の巴里」出版記念イベント
平成 24 年６月 24 日（日）～ 30 日（土） シラヤアートスペースにて
６月 24 日（日）出版記念パーティー
６月 30 日（土）クロージングパーティー

矢勝一先生の

再生委員の白

術部部長及び

術クラブ・美

日本医家芸

ど、多くの貴重なものが展示されまし

していた時のカルテや文書のコピーな

贋作事件の新聞記事、晩年パリで入院

佐伯祐三の画集限定本から、佐伯祐三

する資料がたくさん展示されており、

を盛り上げるべく、様々な催し物が開

方々の演奏や歌など、イベントの最後

ュエットや、白矢先生のお知り合いの

玉澤明人さんと白矢勝一先生によるデ

コンサートではお馴染みになりました、

かれました。また、白矢先生の医院の

関係者の方々による、軽食や飲み物の

た。
また、
共著者・吉留邦治さんによる、

提供などもあり、たいへんにぎやかな

著書出版を記

佐伯祐三が当時、独自に作成していた

パーティーとなりました。

念して、平成

手製キャンパスの再現や、著者お二人

年６月

の油彩作品の展示など、シラヤアート
スペースの１階と２階をつかってたく

ました。会場では、本の販売もあり、

も及び、多くの方々にご来場いただき

期間中の来場者数はのべ６００名に

日（土）ま

日（日）から
で、小平市に

さんの資料および作品が展示されまし

にて出版イベ

瀬敏郎氏を招き『シャンソンの夕べ』

ィー」を開催し、シャンソン歌手の広

イベント初日には、「出版記念パーテ

かたは是非、ご購入してみてはいかが

入できるようですので、ご興味のある

現在は大手書店、ネット販売などで購

インをお願いする姿が印象的でした。

購入した方のほとんどが白矢先生にサ

ントが開催さ

と題し、シャンソンの素敵なメロディ

でしょうか。白矢勝一・吉留邦治共著

た。

期間中は、

と歌声が、イベントを彩りました。
白矢先生が長

にあたって、

ベリーダンスやコリアンダンスを披露

局の木下優奈さんがお友達と一緒に、

クロージングパーティーでは、事務

本誌の『ほん』のコーナーでも紹介し

による『佐伯祐三 哀愁の巴里』は、

ています。併せてご覧ください。
年集めてきた、

してくださり、ドクターズファミリー

れました。
本を出版する

ートスペース

あるシラヤア

24

佐伯祐三に関
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24
30

展示品①

展示品②

展示品③

パーティー様子①

パーティー様子②

パーティー様子③
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パーティー様子④

イベントチラシ
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○ ほ

ん

『司令長官の孤独』
レ ク イ エ ム

―山本五十六への鎮魂歌
山田 遼 著
常在戦場 常に戦場に在り

昭和十六年十二月八日、山本五十六
は戦艦長門の長官室で、ゆっくりと
書きあげた。
その胸に去来する痛恨の想い……

を秘めていたのか……。そのあたりを、

究してみた。

山田先生が、平成二十年～平成二十二

【あとがき より】

昭和十六年十二月八日の真珠湾攻撃は、 これまでとは少し違った視座に立って追
史上空前の奇襲作戦だったが、米国政府
への最終通告の遅れもあって、卑劣な騙
ぎた現在においても、戦術的には成功で

年にわたり『医家芸術 文芸特集号』に

し討ちという汚名を着せられ、七十年過
も戦略的には失敗だったとする評価が定

投稿していただいていた
『司令官の孤独』
た。

が、ついに完結し、一冊の本になりまし

着したままである。
では、この作成を着想し実現させた山

平成二十四年七月に発行しました『医

本五十六連合艦隊長官が、当日の戦果を
どのように受けとめていたかといえば、

「山本五十六と日本海軍」をご投稿いた

家芸術 文芸特集号』にも、山田先生の

届き、司令部一同が歓喜に包まれるなか

せて読んでみてはいかがでしょうか。

だいていますので、ぜひ、この本とあわ

戦艦長門の作戦室に奇襲成功の第一報が

ず、深く沈みこんでいたと伝えられてい

（朝日新聞出版・一、六〇〇円）

で、山本だけはまったく喜びの色を見せ
る。
奇襲は成功、的戦艦軍潰滅、我が方の
損害は軽微という大戦果が、山本にとっ
それでは彼が期待し求めていたのは何だ

ては極めて不満足なものであったらしい。
ったのか、あるいはこの奇想天外という
べき攻撃計画は、一体どのような可能性
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『佐伯祐三 哀愁の巴里』
白矢 勝一・吉留 邦治 共著
いま解き明かされる衝撃の真実

若くしてフランスで客死した天才画
家・佐伯祐三。
佐伯は生涯をかけ、真摯に純粋な自
らの造形世界を追求した。
その人生に長く影を落とした病、そ
の心身の軌跡と芸術との関係を多岐
にわたり分析し、考察する。

筆者はなぜ佐伯祐三に惹かれるのだろ
う？
（中略）絵は個性である。下手でもい
い、その人が真剣に取り組めば、それで
いいんだと。
とにかく筆者は、佐伯祐三の「人形」

たる面を分析し、その芸術に迫りたいと
思う。

【一、佐伯祐三との出会い

―序に代えて より】

白矢先生が長年、追いかけていた「佐

伯祐三」の生涯。多くの書物から真実と

画家としてだけでなく、ひとりの人間

各視点から切り込んだ渾身の一冊。

を見て再び絵を描く気になったのである。 矛盾を見抜き、
医師として、
画家として、
佐伯の魅力は線と黒にある。それに筆者

として魅力的な人物であったとわかる

は敏感に反応した。
その後、実作と平行して佐伯関係の書

「佐伯祐三」
。絵画に縁のない人でも「佐

伯祐三」の世界に引き込まれてしまいま

物を読み漁った。佐伯の絵に自分にその
ような絵画への姿勢を教えているものが

※表示価格は税抜きです。

（早稲田出版・一、八〇〇円）

にふれてみてはいかがでしょうか。

この本を通して、新たな「佐伯祐三」

す。
生を送り、どのような思想の持ち主であ

あるとすれば、その画家はどのような人
ったかを知りたくなったのである。
（中略）佐伯祐三関係の評伝は多い。
おそらく一人の画家をめぐるものとして
画家はいないだろう。その秘密と魅力を

は佐伯ほど多くの評伝で語られる本邦の
考察しつつ、従来の評伝では語られてい
なかった側面を含め、佐伯像の多岐にわ
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参考紹介

老精神科医と主婦の歩いた
『玉砕の島 サイパン』
美濃部 欣平・美濃部 幸恵 著

に載った句で、

その他、『広

このリーフレットは私たち夫婦が玉砕

島俳句協会会

約半数を占め

ざっとでもお目を通していただき、七

の島サイパンの戦跡をめぐった小さな随

十年前の太平洋戦争（大東亜戦争）の従

報』や日本医

ています。

軍兵士、軍医、戦死者、戦没犠牲者の方々

家芸術クラブ

筆集です。

を思い起こし追悼して戴けましたら幸せ

の
『医家芸術』
、

竹市医師会会

それから『大

したい一心でリーフレットにいたしまし

報』
の
「俳壇」
、

た。

（発行：美濃部欣平・美濃部幸恵）

渡辺晋山 句集
『金婚式』

ます。さらに結社入会前および大会後の

の約千句を三分の一に削って三百句にし

ノートから拾ったものを加え、十数年間

会員の著作を紹介する欄です。近

たわけです。

【跋 より】

この句集の中心になっているのは太田

著を事務局まで送ってください。

（発行：竹戸俳句会）

川俳句会、季刊『創生』や月刊『天穹』

渡辺晋山（天瀬裕康）先生の三百
句を掲載した句集

大竹市立戸俳句会の『竹戸』などがあり

【ごあいさつ より】

当クラブ機関誌『医家芸術』にも連
でございます。
載いたしました『サイパン戦跡巡り』
大変拙い文章ですが、少しでも伝え残
がリーフレットになりました

美濃部先生ご夫妻がめぐるサイパン。
太平洋戦争跡を巡り、写真付きでわか
りやすくご紹介しているリールレットで
す。
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悼と讃
――碓井静照先生へ捧げる
渡辺 晋
永らく日本医家芸術クラブ副委員長を
務めてこられた広島県医師会会長の碓井
静照先生が、急に体調を崩され、二〇一
二年五月九日に逝去されました。
本誌『医家芸術』では「透視像」欄を
輪番で執筆されましたし、他方、カレン
ダーに入れたプロ級の写真などを、ご記
憶の方もいらっしゃるでしょう。
先生はじつに活動範囲の広い人で、日
本医師会理事、日本赤十字社理事、日本
学校保健会副会長，ＩＰＰＮＷ（核戦争
防止国際医師会議）日本支部長、広島ペ
ンクラブ会長などを歴任してこられまし
た。去る六月九日に市内のホテルで行わ
れた「お別れ会」に、私はＩＰＰＮＷ日

本支部理事・渡辺晋として、妻・玲子は

年の一九九五年八月に株式会社ガリバー

筆に長じておられた先生は、被爆五〇周

不老長寿考「徐福の謎」
』
（一二月）が刊

年には、
『語り継ぐ夏』の改訂版と、
『続

月）が出ます。二〇世紀最後の二〇〇〇

（一〇
び『癒しの医療 いたわりの介護』

年には『不老長寿考』とその英語版、及

と、その英語版が出版され、次いで九九

一九九八年には『語り継ぐ夏』
（八月）

弧）内に出版月を入れておきます。

どが同社からなので以後は省略し、
（括

ロダクツからの出版ですが、単行本の殆

を出版されました。いずれもガリバープ

の死』
（七月）と『毛利元就考』
（一二月）

一九九六年には『エドナ・ライル夫人

行本を並べてみましょう。

したが、以下、学術論文以外の、主な単

の論文・随筆・小説を発表してこられま

されました。その後も毎年、夥しい数量

プロダクツから『消えた十字架』を刊行

ロザリオ

広島ペンクラブ副会長として参列させて
頂きましたが、医学界はもとより、政財
界から文化団体まで、予想以上に幅広い
参列者に驚いた次第です。
碓井先生は一九三七年五月二九日、広
島市内で生まれられました。
幼年時代は、
どちらかといえばガキ大将でしたが、八
歳のとき広島で被爆されます。
これは精神的にも大きな事件であり、
長じては広島大学医学部に入られ、一九
六八年三月に大学院を卒業し医学博士と
なられたあと、ボストン大学に留学され
ました。
生来、強い意志と奉仕の精神に富み、
優しい藝術的感覚に恵まれておられた先
生は、学者への道は選ばず、一九八五年
八月、アフリカはザンビアの難民キャン
プを訪れます。日本人医師としては、初
めての医療訪問でした。
このような体験をもとに、もともと文
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二十一世紀に入った二〇〇一年には、
ＹＯＭＯＲＩ～平清盛～』
（五月）を、今

（九月）と続きます。一一年には『ＫＩ

る』
（二月）
、〇九年は『ピョンヤンの春』

（十月）
、〇八年には『古代史の謎にせま

済んでか

大会が

す。

んだので

し日を偲

行されました。
真面目な『ヒロシマ二〇〇一年』
（八月）

年（二〇一二年）の一月には『放射能と

らも、い

（一一月）が出ております。二〇〇二年

子ども達』を上梓されましたが、これが

ろんな記

と、ちょっとエッチな『中世恥丘みだら』
には
『ニューヨーク午後の日射し』（八月）
絶筆となりました。

憶が蘇っ

のほか、本書と前述の『ヒロシマ二〇〇
一年』を合わせたものが英語で出版され

宮島について相談を受けたこともありま

てきます。

ュラー医学書ですが、これは碓井先生の

した。二〇〇七年の『カレントひろしま』

単行本の約三割は、医学啓蒙書・ポピ

二〇〇三年には『宮本武蔵考』
（一月、

宿願であるＩＰＰＮＷの活動にも繋がる

ております。
のち英語版も刊行）や、
『続癒しの医療

誌には、私を「青年作家を彷彿」と紹介

して下さいましたが、昨年の『ＫＩＹＯ

もののようです。
その世界大会が今年の八月二四日から

ＭＯＲＩ～平清盛～』は、若者感覚の本

いたわりの介護』
（七月）が上梓されまし
た。〇四年は『みやじま物語』
（一二月、

ですね。先生こそ永遠の青年作家だった

年齢的には私のほうが少し多いのに、

のでしょう。

二六日まで、広島国際会議場で開催され
りだったろうと拝察したものですが、準

美しき韓国人女性の死～』
（一二月）が、 るまえの急逝でしたから、さぞや気がか
〇五年には
『おちょろ女と虚無僧』（八月）

備は予定通り粛々と進み、所期の成果を

翌年英語版刊行）や『哀しみの虹～ある

が出ました。

これは先生の、ＩＰＰＮＷ本部や諸国

で、ひと休みしながら、彼岸の世界でお

もう少ししたら私もそちらへ参りますの

先に他界されたのは残念です。しかし、
支部への優れた根回しにもよるものであ

上げることができました。

が出版されましたが、これについては私

二〇〇六年には『オレ、Ｕ。
』
（一〇月）
が、本誌の五八〇号（二〇〇七年二月）

待ち下さい。

― 合掌 ―

り、大会の開会式にさいしては、碓井先
生の生涯を示すスライドが流され、在り

に書評を書かせて頂きました。
二〇〇七年は『シアトルからの手紙』
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平成

年７月８日（日）に日

本医家芸術クラブ定期総会が開
会場は、銀座「Ｓｕｎ‐ｍｉ
名の先

（後列○
左から敬称略）木下優奈、安井廣迪、白矢勝一、榎本貴夫
（中列）萩野仁志、川口敟子、安彦洋一郎、高橋妙子
（前列）竹腰昌明、松木耀子、小川昭子、太田 怜、初芝澄雄

新年度がス
タートしまし
た。未納の会
員の方には再
度、振替用紙
を送付させて
いただきまし
た。お手元に
まだありまし
たら、できる
だけ早めに納
付をお願いし
ます。
話し合われました。

【会計報告】事務局・木下 優奈

昨年度の会計報告、各部の収支報告を

名。クラブの

会費の未納者に対しての再請求をする旨、

行いました。また、新年度が始まり、年

報告しました。

昨年度の新規会員は

とを報告しました。

人の会員による

年９月

日（金）

日（日）まで、美術展を開催する

『悠玄』にて、平成

今年も、昨年と同じ会場である、銀座

示し、美術展を開催しました。

昨年は

【美術部】白矢 勝一

作品を展

総額５５１，２３０円の寄付があったこ

また、再生委員・白矢勝一先生より、

願いいたします。

益々の発展のために、引き続き勧誘をお

20

予定です。開催期間中には懇親会も開く

から
予定。
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かれました。
高松」
。お忙しい中、
生にお集まりいただきました。
司会は再生委員の安井廣迪先
生。まず、太田怜委員長のご挨
拶、初芝澄雄副委員長の乾杯の
発声で始まりました。

42

14

昼食をとりながら、しばし歓談の後、
事務局・木下優奈からの会計報告、続い
各先生からの貴重なご意見やご感想な

て各部の活動報告などが行われました。

24

年会費の
未納会員に
お願い
12

どをいただき、これからの日本医家芸術

26

24

クラブを維持し、
盛り上げていけるよう、

16

クラブ定期総会 開催

来年は、今年同様、５月末か６月始め

たりと、
少し淋しい気持ちもありました。

昨年も半蔵門にある写真専門のカメラ
に会場を押さえ、より一層ファミリーコ

【写真部】竹腰 昌明
博物館（ＪＣＩＩフォトサロン）にて写

ンサートを盛り上げていきたいと思いま

作品が展示されました。
日（火）から

も開く予定です。
【邦楽部】高橋 妙子

日（日）まで、

昨年は、場が使えず、邦楽祭は開かれ
ませんでしたが、今年は、例年通り、
11

楽祭を開催します。

回ドクター

月３日（祝）に日本橋・三越劇場にて邦

日に、第

【洋楽部】松木 耀子
今年は５月

51

色々な新しい試みで楽しいコンサート
となりました。
ただ、今年は常連の方が数名欠席され

総会の終わりには、安彦洋一郎先生に

よる、マジックが披露されました。

安彦先生は、６月に開催されたドクタ

ーズファミリーコンサートにもご出演い

ただき、素敵な手品を披露してください
ました。

安彦先生は、創

ラブ」を各方面か

「日本医家芸術ク

立当時からこの

れてきてしまったことが反省点のひとつ。

ら支えてくださっ

ています。

所属部にとらわれず、これからの日本

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
ページの廃止。希望があれば著者負担に

医家芸術クラブが活性化するよう、会員
していこうと思います。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

願いいたします。

のみなさまのご協力をどうぞよろしくお

てカラーにする、という案があります。

予算の問題として、原則としてカラー

ただき、発行することができました。

『文芸特集号』にも多くのご投稿をい

併し、
『春夏合併号』として夏に発行。

対策として、
「春季号」と「夏季号」を合

編集作業の遅れにより、発行時期がず

機関誌『医家芸術』を制作。

今年も引き続き、「ＩＧＥＩ工房」
にて、

【文芸部】安井 廣迪

す。

真展を開催しました。 名の会員による

月

今年も、去年と会場を同じく、平成
年

24

23

21

医家写真展を開催予定。期間中に懇親会

16

ズファミリーコンサートが開かれました。 今後は広告料などで収入を少しでも増や

20
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45
10

そこを右折すると、左側にインドネシア
大使館邸があります。その道を進むと上

此処を左折して少し行くと、『ねむの木の

に池田山、島津山の名前のついたマンシ

五反田一丁目にあります。いづれも近所

有名詞となっているようです。

以上述べてきましたが、それぞれ名家

のご冥福をお祈り申し上げます。 Ｅ(Ｓ )

うございました。そして何より碓井先生

も拘らずお引き受けいただいてありがと

書いていただきました。突然のお願いに

辞を交友のあった渡辺先生にお願いし、

急遽、
「透視像」を初芝先生に、そして悼

なられたことを聞き、大変驚きました。

を依頼したところ、ご家族の方より亡く

た。今回の『春夏合併号』の「透視像」

委員長と共に担当していただいていまし

長年「透視像」を、太田委員長、初芝副

月に他界されました。
『医家芸術』では、

当クラブ副委員長の碓井静照先生が五

のすべてのようです。

大崎一丁目と交わる道に突き当たります。 の名前に山がついているのが、二つの山
此処を右折して坂道を下ると、池田山公
園、即ち旧池田家の屋敷があった所で池
一方島津山には桜田通りの右側（相田

二つの山
新聞で知ったのですが、ＪＲ五反田駅

坂）を上って行きました。その先少し行

田山に出ます。

の近くに二つの山があるとのことです。

正面が小高い丘になる住宅地の道が、数

った所で右折して、歩いて行くと右側に

初芝 澄雄

があるとの事です。山と云っても、旧大

本続いて出てきます。そこは入らずに清

桜田通りの左側に池田山、右側に島津山
名家である岡山の池田家と、鹿児島の島

やがて大学の門前が右手に見えますが、

泉女子大学の正門がある所まで進みます。

山、島津山と云っているんです。そこで

更に道を下って行きます。そうすると五

津家の屋敷のあった所を、それぞれ池田
散歩をかねて一度行って見る事にしまし

反田有楽街の大通りに出ます。此処を右

二つの山共に品川区で、池田山は東五

て、左側に五反田駅が見えます。

折して直進すると、先程の桜田通りに出

た。
先ず池田山ですが、五反田駅で降り桜
田通りを渡ると、崖下に東五反田公園が
あります。真中に桜の道があり、上って

庭』があります。此処は皇后美智子さま

ョンやハイツなどが沢山あり、土地の固

行くと天理教日本橋教会の門前に出ます。 反田五丁目、島津山（清泉女子大）は、

の実家である池田家があった所でした。
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