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『 花 火』

毎年、横浜の臨港パークで

うち上げられる花火は見事

なものである。これは特等席

で見るからである。角度四十

五度、距離三〇〇メートルで

見なければならない。どこか

らでも花火は見られるが、た

だ見えるだけである。上記の

条件で見れば迫力がつく感

動する。

（第六十回

医家美術展出展作品）

ＰＲＯＧＲＡＭ
★開会ご挨拶
１．浅野

医家芸術クラブ洋楽部委員 松木 耀子

尚（テノール）

ピアノ 西島 麻子

１ 花のうた

作詞 佐藤 信 作曲 林 光

２ 告別

作詞 林 光

３ 哀れみたまえ 主よ！（教会のマリア）

作曲 林 光

作曲 A、ストラデッラ

２．武井 智昭（ピアノ独奏）
１ 即興曲変長調Ｏｐ９０－４

作曲：シューベルト

３．高野 征夫（フルートとピアノの合奏） ピアノ 竹内 綾
１ フルートソナタ５番

作詞 ヨハン・セバスチャン・バッハ

４．女声コーラス ソプラノ 松木 耀子 広瀬 珠恵
アルト 小川 昭子 都出 智美 ピアノ 刑部 美也子
１ 野ばら

作詞 ウェルナー

訳詞 近藤 朔風

２ 眠りの精

作詞 堀内 敬三

作曲 ブラームス

３ 待ちぼうけ

作詞 北原 白秋

作曲 山田 耕筰

５．みんなで歌おう サンタルチア
（会場の皆さんと一緒に、歌いましょう）
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リード：刑部美也子

６．中村 雄彦（バイオリン独奏）

ピアノ 豊島 玲子

１ バイオリンソナタ第８番ト長調

作曲

７．松木 耀子（ソプラノ）

ベートーベン

ピアノ 都出 智美

１ 君は花の如く

作詞 ハイネ

作曲 シュウマン

２ 君は花の如く

作詞 ハイネ

作曲 リスト

８．舞踊 木下 優奈

「喜び」

９．歌 白矢 勝一 玉澤 明人

伴奏：バンド「はぐどばん」

１ ＡＬ ＤＩ ＬＡ

作詞：HΛLNA 作曲：梅崎 俊春

２ さらば恋人よ（イタリアパルチザンの歌）東大音感訳詞

10．バンド「はぐどばん」
萩野 仁志（ピアノ演奏）多田 文信（ベース）有吉 拓（ドラムス）
１「バラード第一番から」

作曲 ショパン

11．ロベルト ディカンディド（テノール）伴奏 バンド「はぐどばん」
１ エストラダ ド ソウ

作曲 アントニオ カルロス

２「星は光ぬ」 オペラ トスカより

作曲 プッチーニ

３ 帰れソレントへ

作曲 クルティス

12.Emsemble 三人の輪（ Vn:村上和邦 Va:近藤淳子 Cl: 飯塚崇志）
１ [亡き王女のためのパヴァーヌ」
作曲：Ｍ・Ｒａｖｅｌ 編曲：内田 ゆう子

13．Igei Orchestra

指揮 近藤 淳子

１ ロッシーニ歌劇「セビリアの理髪師」序曲
２ ベートーベン交響曲第７番第１楽章
Vn:菅節士（コンサートマスター）菊池忠昭 鈴木俊 武井智昭 今井美登里
須田セツ子 遠藤邦子 荻野留美 山口恵三子 三田村忠芳 村上和邦（元 N 響）
Va:郷野恭弘 金原憲治 石川園子 半場良子
Vc:石川哲 佐々木賢二 斎藤英裕 Cb:平沼豊一 FI:浅海行雄 田中和子
Ob：山本貴子 CI:宮内美樹 広瀬晴菜 飯塚崇志
Hrn：野瀬有希 佐々木治 Tp：松浦彩住 原田夏子
Tb：河野志保 Timp：向愛佳

★閉会ご挨拶 医家芸術クラブ洋楽部委員 萩野 仁志
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第 回ドクターズ
ファミリーコンサート
平成 年６月９日（日）
新宿牛込箪笥区民ホール
開演： 時 分～
30

回ドクターズファミリーコンサ

玉澤：みなさん、こんにちは。これより

お願い致します。

浅野尚先生によりますテノール独唱です。

玉澤：はじめにお送りいたしますのは、

今回は、林光の曲を歌います。林光の父

回ドクターズファミリーコンサー

トを開演いたします。まず始めに開演の

親は耳鼻科医・林義雄先生で日本におけ

第

子先生、お願い致します。

松木：本日はコンサートにお集まりいた

っても充実してまいりまして感謝してお

務局が木下さんに代わりましてから、と

司会は玉澤明人さんにお願いし、楽しい
ここにコンサートの模様を少しだけご

ており

ります。皆々先生のご熱演を楽しみにし

紹介いたします。当クラブホームページ
にも掲載いたしますので、どうぞそちら
もご覧くださいませ。

ます。
皆々先
生、ど
うぞよ

アお聴きください。

世紀のアレ

スサンドロ・ストラデッラの教会のマリ

です。そんな想い出と共に

文や著書を読み、大いに啓発されたそう

変有名でした。以前、そのたくさんの論

る音声言語医学の草分け的存在として大

挨拶がございます。洋楽部部長、松木耀

52

だきまして、ありがとうございます。事

新宿にある牛込箪笥区民ホールを借りて、

ートが開催されました。前回に引き続き

で、第

今年もバラエティ豊かなラインナップ

13

コンサートになりました。

司会：玉澤明人さん

ろしく

4
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開会の挨拶
松木耀子先生

17

テノール独唱：浅野 尚
１．花のうた
２．告別
３．哀れみたまえ 主よ！
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玉澤：続きまして、武井智昭先生により

人です。今回も一生懸命歌います。それ

しまいましたが、歌がとても大好きな四

奏は都出智美さ

ではどうぞ。

て、みんなで歌

玉澤：続きまし

ます、ピアノ独奏をお聴きください。横
浜市医師会に入会され、このドクターズ
ファミリーコンサートのことを知り、出
演することとなりました。実は最後に演
奏されます医芸オーケストラでもバイオ

おうのコーナー

です。リードは

刑部美也子さん
玉澤：続きまして女声コーラスのみなさ

んです。
曲は
「サ

です。ピアノ伴
まです。今年はメンバーが少なくなって

ンタルチア」で

手元の歌詞をご

す。みなさまお

覧ください。

刑部：みなさま

よろしくお願い

します。
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フルート演奏：高野 征夫
１．フルートソナタ５番
女声コーラス
ソプラノ：松木耀子・広瀬珠恵
アルト：小川昭子・都出智美
１．野ばら
２．眠りの精
３ 待ちぼうけ

リンを演奏されます。それではお聴きく
ださい。

です。それではお聴きください。

つのフルートソナタの中で特に有名な曲

ますフルート演奏です。バッハ作曲の八

玉澤：続きまして、高野征夫先生により

ピアノ独奏：武井 智昭
１．即興曲変長調

年東京

玉澤：続きまして、中村雄彦先生により
ますバイオリン独奏です。昭和

掛け合いによく耳を傾けて聴いていただ

玉澤：続きまして、木下優奈さんにより

始め、バッハ、ベートーベン、ブラーム

奏をしております。曲はモーツアルトを

変わります。その違いを聞き比べながら

す。作曲者が違うと歌の雰囲気もだいぶ

ちらもハインリッヒハイネの同じ歌詞で

お楽しみくださいませ。

ます舞踊です。華麗なコリアンダンスを

ますソプラノ独唱です。今回の２曲はど

玉澤：続きまして、松木耀子先生により

けたらと思います。それではどうぞ。

イオリンソナタを聞いて以来、ドクター

文化会館の小ホールでモーツアルトのバ
ズファミリーコンサートでは、 回の演

スのソナタや協奏曲など本格的な曲ばか

先生お願い致します。

どうぞお楽しみください。それでは松木

でもあり

りです。ピアノ伴奏は中村先生のお嬢様

ます歌唱です。白矢先生どうぞお越しく

玉澤：続きまして、白矢勝一先生により
ださい。

今日はちゃんと袖から出てきましたね。

以前は客席から登場されたりしましたが

（笑）それに衣装も、こう言っては何で

すがちゃんとしてますね（笑）ウエスタ

ンですね。今日はこの衣装で何を歌うん

でしょうか？

白矢：今日は「ＡＬ ＤＩ ＬＡ」を歌
います。

玉澤：今日はどうしてこの曲を選んだん
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ます豊島

です。こ

れまでベ

ートーベ

ンは協奏

曲を始め、
十曲ある
ソナタの

曲から五番、
六番、
十番を弾きましたが、
今回は第八番を演奏されます。穏やかな
中に激しさのある名曲です。ピアノとの

ソプラノ独唱：松木 耀子
１．君は花の如く
２．君は花の如く

舞踊：木下 優奈
１．喜び

50
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玲子さん

バイオリン独奏：中村 雄彦
１．バイオリンソナタ第８番ト長調

白矢：実は想い出の曲でして、私が初め

ですか？

頭の部分を２曲目に演奏したいと思いま

も難しいので、途中の所を最初に、曲の

すが、ジャズなので全曲やるのはとって

「太陽への道」という意味です。

ロベルト：
「エストラダ ドゥ ソウ」で

う意味でしたっけ？

いただこうと思います。この曲はどうい

です。今日はバンドと一緒に曲を歌って

思います。ロベルト・ディ・カンディド

もうひとりのメンバーをご紹介したいと

萩野：ありがとうございました。ここで

す。どうぞお聴きください。

て東京に出てきました時に、見た映画の
主題曲なんです。
玉澤：その映画のタイトルは？
白矢：
『恋愛専科』という映画です。イタ
リアを舞台に繰り広げられる恋愛映画で
す。
先生とで歌うわけですね（笑）
。
玉澤：伴奏は「はぐどばん」のみなさん
でした。
萩野：どうも「はぐどばん」です。僕ら
はクラッシックをベースにジャズの要素
を取り入れて、クラッシックとジャズか
試みでバンド活動をしています。このメ

ら新しい音楽を作ってみようかなという
ンバーになってから、もうかれこれ三年
ぐらいになります。今日はショパンのバ
ラードの一番を演奏しようと思います。

萩野：ブラジルの曲です。よろしくお願
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バンド「はぐどばん」
ピアノ：萩野 仁志
ベース：多田 文信
ドラムス：有吉 拓

バラードの一番はとっても長い曲なんで

テノール独唱：ロベルト・
ディ・カンディド
１．
エストラダ ドゥ ソウ
他

玉澤：その曲を今日は男二人で私と白矢
それではお聴きください。

歌唱：白矢 勝一・玉澤 明人
１．ＡＬ ＤＩ ＬＡ

いします。
それではよろしくお願いします。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」です。

それでは最後に閉会の挨拶を、医家芸術

玉澤：医芸オーケストラの皆様でした。

いやってきました。色々なジャンルの曲
奏となります。

玉澤：このあとは医芸オーケストラの演

作って最後まで聴いてくださって、あり

萩野：皆様今日は大切な休日にお時間を

お願いたします。

クラブ洋楽部副部長、萩野仁志先生から

をやるので、ロベルトは切り替えが大変

それではプログラム最後となります。月

がとうございました。また白矢先生と来

曲くら

だと思うのですが、今日もがんばっても

に一回という少ない練習の中、ひとりひ

年の計画を練って、楽しめるような会を

萩野：ロベルトと一緒に今まで

う何曲か歌ってもらおうと思います。で

とりが今日のために一生懸命練習してき

は聞いてください。

本当にありがとうございました。

作っていきたいと思っています。今日は

医芸オーケストラ
１．ロッシーニ歌劇「セビリアの理髪師」序曲
２．ベートーベン交響曲第７番第１楽章

ました。
それではどうぞお聴きください。
玉澤：続きまして、アンサンブル三人の

回ドクターズファミ

閉会の挨拶
萩野 仁志先生

さま、ありがとうございました。

リーコンサートを終了いたします。みな

玉澤：これで、第

52

輪の演奏をお聴きください。医家芸術ク
を作り
ました。
今日は
この三
人のた
めに編
曲され
ました
ラベル
作曲の

8
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ラブをきっかけに三人の演奏家たちが輪

アンサンブル：三人の輪
１．亡き王女のためのパヴァーヌ

カラスに油揚げ、
トンビに帽子パン

ってしまう。賢いカラス君は電柱の上ま

でひとっ飛び、悠然とこちらを見ていた

そうだ。この時取られたのは油揚げであ

る。買い物袋の一番上に入れてあったの

を抜き取られた。
「失礼しちゃうわ」妻は

憤懣やるかたない。

聞くところによると、カラスはいつも

下界の様子を窺っているという。油断を

のが本人の弁。
さて雑誌を買って出口に向かった。外

妻はカラスに出くわす。
口に何かを咥え、

なんというカラスだろう。油揚げときた

見済ましては降りてきて、人のものを失

最近「えっ？」と思わず聞き返すよう

今しも自転車から飛び去ろうとするとこ

で誰かが叫んでいる。いったい何事だろ

な話が立て続けにあった。いずれも私の

ろだった。
「こらっ！」と言ったのか、あ

はないか。カラスが油揚げならトンビは

らトンビだ。そう相場が決まっているで

敬する。軽ければ袋ごと咥えて行くこと

家族の身の回りに起きたことだ。いや別

るいは「待てっ！」と言ったのか、彼女

何を取ればいいのか――そこで次の話に

う。この時点ではまだ自分に関係したこ

に深刻な話ではない。たわいもない出来

は憶えていない。いずれにしても敵には

なる。カラス騒動からわずか三週間後、

もあるらしい。全く呆れた話である。

事と言ってしまえばそれまでなのだが。

羽があるのだ。待てと言って待つもので

私の娘とその友達に椿事が起きた。

とだとは思わなかったようだ。店の前で

一つ目は妻から聞いた話。スーパーマ

はない。あっという間に空の上、悔しが

出来 尚史

ーケットからの帰り道、彼女は本屋に立

っても後の祭りである。

自転車のかごに残したままである。少し

自転車を止めて中に入った。買い物袋は

ままで啼いたら、イソップ寓話の犬にな

か――しかしそれは嘘だ。獲物を咥えた

カラスは逃げる時「アホー」と啼くと

れる仁淀川であった。

ばした。最終日に赴いたのは清流で知ら

桂浜や市内を観光し、足摺岬まで足を延

彼女たちは高知県を旅行中であった。

それにしても油揚げを盗んでいくとは、

ち寄った。
午後も遅い時刻だったという。

の時間だから大丈夫だと思った、という

9

春たけなわ、桜は咲きそろい、土手は

り態勢だ。うららかな昼下がり、岸を洗

飛び、流れていくパンを掴もうとする。

いない。二度挑戦したが二度とも失敗。

水に浸ったパンはもはや原形をとどめて

鳥は諦めてどこへともなく飛び去って行

う波の音だけが聞こえてくる。
突然、あたりが翳った。慌てて目を開

った。やれやれ助かった。楽しい旅行気

若々しい緑で覆われていた。二人は水辺
に腰を下ろした。柔らかい陽光が川面を

ャッ！」と二人は思わずのけぞった。鳥

分もどこへやら、彼女たちはほうほうの

けると大きな鳥が二人の眼前にいる。「キ
がパンをむしり取る。そして飛び去る。

体で土手を離れたのであった。

歌っている。
「ああ、眠くなっちゃった」と娘。

この間わずか〇・一秒！ 彼女らは凍りつ

照らし、さざ波の一つ一つが小さな歌を

「私はおなかがすいたわ」と友達。彼

いたように動けない。もう少しで翼が顔

後日、娘からこの話を聞いた。大きさ

女は駅で買った帽子パンを取り出した。

の被る帽子の形をしている。あるいはＵ

「ほら、あそこ」と友達が指差す方を

互いに顔を見合わせる。

「怖かった！」

が、見かけに騙されてはいけない。これ

の超然ともいえる姿に憧れたものだ。だ

し、ゆったりと輪を描きながら飛ぶ。そ

の鳴き声をよく聞いた。大空に羽を伸ば

っては馴染みの鳥だ。子供の頃、トンビ

泥棒はトンビだったと思われる。私にと

ＦＯの形。昨今は他県でも類似品が見ら

見れば、
水にパンのかけらが浮いていた。

や羽の色、行動様式から判断して、パン

れるようになったが、もともとは高知県

鳥も慌てていたのだろう。折角の獲物を

「なに、あれ？」

のオリジナル商品だ。私が物心つくころ

は偵察飛行なのだから。トンビはその鋭

に当たるところだった。

にはすでに売られていたから、少なくて

落としている。今どこに？と二人で空を

い目で地上の獲物を捕らえると、猛スピ

ここで説明をしておこう。帽子パンと

も半世紀の歴史を持つ。高知県の帽子パ

見上げた。と、何かが急降下してくる。

ードで降りてくる。最後は一直線、羽音

いうのはミルクパンの一種である。園児

ンは縁が圧倒的に広く、そして甘い。こ

さっきの鳥だ！

遅い。娘たちが襲われたのもきっとこの

は聞こえないという。気付いた時はもう

の点において未だ他所の追随を許してい

「また来た！」

猛禽類の急降下というと、歌川広重の

ような状況だったのだろう。

二人は両手で顔を覆い逃げようと立ち
上がった。しかし今回は人間を目がけた

ないのである。いや郷土自慢が過ぎた。
彼女は取り出したパンをちぎって食べ

攻撃ではなかった。鳥は水面すれすれに

話を元に戻そう。
始めた。うちの娘はうつらうつらと居眠
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に浮かぶ。この画に描かれているのは、

『名所江戸百景「深川洲崎十万坪」
』が目
けではない。油揚げにこだわる必要はな

てトンビと油揚げの関係を謳っているわ

らわれる」の方にありそうだ。取り立て

行楽客の弁当を狙う。

は集団で街に移住し害をなす。トンビは

景に見え隠れしている「自然と人との大

チと思える「トンビと帽子パン」
。その背

かなわぬ夢なのだろうか。一見ミスマッ

同じ地球に住む仲間同士、平和共存は

身を翻して今にもダイヴしようとする鷲
い、となれば少し気が楽になる。

帽子パンをさらわれる」多少語呂は悪い

いなるミスマッチ」
。
私たちはそこに目を

思い切って入れ換えてみました。「鳶に

の姿だ。鷲のもつ破壊力が画面に凝縮さ
鷲より小型とはいえ、
鳶の力も侮れまい。

けれど、これが現代版。少なくても高知

れ、
見るものを圧する作品になっている。
娘たちはパンを取られただけで済んだ。

凝らすべきかもしれません。

んてミスマッチも甚だしい」と騒ぎ立て

わびしい話

藤倉 一郎

ある老人の手記より

チェーホフをよむ（１）

県版はこれですね。「トンビと帽子パンな

さて、無事を喜ぶ一方で疑問が湧く。

るほどのことでもなかった。勇み足、勇

怪我がなくて本当に良かったと思う。
「なぜ帽子パンなのか？」油揚げならわ

トンビの餌はネズミ、カエル、ヘビ、

み足。

はしっくりこない。高知県のトンビだか

魚など小動物である。人が集落を構える

チェーホフは１８６０年南ロシヤのタガン

を第三者に横取りされ呆然とするさま」

揚げをさらわれたよう」は「大切なもの

う思って考え直してみると――「鳶に油

がら、一方通行では終わらない。カラス

及ぼしてきた。その影響は当然のことな

え、動植物の生態系に少なからぬ影響を

範囲を広げることによって自然環境を変

去し、１８８４年にはチェーホフが敬愛して

１年ロシヤ文学の巨匠ドストェフスキーが死

続けて、５８０編ほどの作品がある。１８８

その後開業した。この間もずっと小説を書き

11

かりやすいのだが、トンビと帽子パンで
ら名産の宣伝に一役買っている？「トン

人の食べ物を掠めるようになった。ずい

ようになってからメニューの幅を広げ、

待てよ。そもそも「トンビ」と「油揚

ビも大好き帽子パン」――まさかね。

歳でモスクワ大学医学部

に入学、在学中からユーモア小説をかいてい

ローグに生まれ、

たのだろう。いや、人が彼らの生活圏に

た。 歳で医学部を卒業し、郡医病院に勤務、

ぶん古くから人の生活圏に入り込んでい

なのか。油揚げがトンビの大好物という

侵入していったのか。人は居住域や行動

げ」の結びつきは、それほど強固なもの
のは私の思い込みにすぎないのでは。そ

19

を表す言葉だ。
どうもここでの力点は
「さ

24

書くまでのチェーホフはユーモァ雑誌に投稿

りトルストイだけが健在だった。この作品を

いたツルゲーネフがパリでなくなった。ひと

間ぶっとうしで、昔と同じに学生の注意

顔中ゆがんでしまう。しかし講義は２時

ある。
そのため講義をすると口が曲がり，

総入れ歯であり、その上顔面神経麻痺が

は恋をして、子供を出産したが、彼と別

そしてある劇団に身を投じた。カーチャ

大きくなると俳優になることを目指した。

人を頼まれた。この子はカーチャといい

になる女の子を残し、彼にその子の後見

しかし現在最も悩んでいるのは不眠症

そして４年ほどして帰ってきたのであ

をひきつける。
である。かつて美しかった妻は太って醜

る。そして一日一回わたしのところをた

する作家だったが、ロシヤでは文学は精神性
められた。それで彼は自分の主義主張を持た

い女になり、朝から金のことと愚痴をこ

ずね、ぼんやりとわたしの傍にすわって

が求められ社会の変革のテコとなることが求
ない非社会的な作家と思われていた。１８８

ぼすだけである。ワルシャワにいる息子

歳ほどの太っ

た中背の男で素性がよく分からない。音

ネッケルが加わる。彼は

したち３人と娘を口説こうとしているグ

を嫌っていた。我が家の食事にはわたく

妻のワーリャと娘のリーザはカーチャ

いる。

れ、子供にも死なれた。

歳の時この作品をかいたのだが、この

には月々金を送り、娘のリーザは

９年
後プーシキン賞を受賞し、この頃から「絶望

歳で

の作家」といわれるように、大きく転換して

音楽学校へ通っている。

んでおり、殻にこもっている。医学以外

12

いる。人間存在の無意味を暴きたてながら、

大学へ行くと守衛のニコライが迎える。
わたしと同い年で軍人あがりである。解

医学を学び、開業までしている彼は無神論者
であり、その救いを宗教に求めることはなか

剖学助手のピョートルは

歳で老け込

った。また革命という社会変革に没頭する情
熱はなかった。従来｛退屈な話｝として紹介

わたしは本当の家族と一緒ではなく、

楽関係の仕事をしているらしい。
わたしはニコライとピョートルをつれ

本物でない妻の家に食事に来ているよう

なきがする。それで、カーチャをたずね

れている以上に二人を憎んでいる。カー

りをする。カーチャは妻やリーザに嫌わ

る、彼女の居心地のいい部屋でおしゃべ
年前に同僚の眼科医が死んで７歳

なんとか時間をつぶしている。

時間がくたびれて立っているのが大変で、

40

はわたしの楽しみだ。しかし最近はこの

て学生の講義をするが、この１時間

分

は何も見えない。

35

されていたが、暗い、わびしい話である。こ

歳になる有名な大学の名

の小説は出版当時から大きな反響をよんだ。

主人公は

誉教授で、ロシヤではおよそ知らない人
はいないだけでなく、外国でも名の売れ
た高潔な人物である。頭ははげて，歯は

18

62

30

22

29

すごすごと帰っていった。

はいない。彼のこころにはカーチャしか

いないのだ。カーチャもかれ以外には誰

チャの家をミハエル・フョードルヴィッ
グネッケルの身元調査のために妻の依

も愛することも信頼することもできない。

歳ほどのわ
頼でわたしはハリコフに来ている。ホテ

しかし二人が幸せになることはできない。

チがたずねてくる。かれは
たしの同僚の文献学者であるが、かれの

みんな不幸に向かって進んでいるのだ。

名誉も栄光もなんだというのだ。すべて

たずねたが何の手がかりもない。
夜中に電報がきてリーザが結婚式を挙

は空しい過去のできごとでしかなかった

ルの部屋でボーイにグネッケルについて

もなく家庭を取り戻そうという気もない

げたからすぐ帰れと妻が打電してきた。

のである。かれは自分の名声にいっぱい

まう。それで帰宅するが、自分には家庭
ことに気づく。
つまり一切は醜悪であり、

わたしは敗軍の将である。これ以上考え

おしゃべりは聞いているとくたびれてし

歳のこれまでの人

食わされたような気がする。

カーチャは毎日夕方、馬車でたずねて

と、言われるとカッとなって失神してし

くのは変な噂がでるからいかないように

は泣く。
わたしは答えることができない。

か？叔父様、教えてください。
」カーチャ

んわ。わたしはどうすればいいんです

た。「こんな風にわたしは生きていけませ

てきた。どうして？わたしはびっくりし

な絶望が待っているだけなのだ。

きごとでしかない。そして前途には不吉

うと、それはすべて幻であり、過去ので

れない。いかに名誉と栄光につつまれよ

にとっては誰でも同じような心境かもし

生きる目的もなく

突然ドアをノックしてカーチャが入っ

ることもない、
これ以上語ることもない。

きてわたしたちは会話を楽しみながら散

カーチャはわたしを見捨てるように振り

まった。

策する。そこへミハエル・フョードルヴ

要である。主人公はカーチャを心から愛

話が長くなってしまったが、これが概

暁斎画 九尾の狐（屏風）

向きもしないで去っていく。わたしはど

不眠症で眠れないでいるとカーチャが

尖閣諸島、竹島、北方領土問題と最近

好意を持っているのだ。
夜中にたずねてきた。わたしが病気だか

している。子供以上に、恋人以上にいと

世の中が騒がしくなってきたが、百二十

河鍋 楠美

ら静養するためにお金を渡したいという

おしいのだ。妻も娘ももう彼の心の中に

うすればよいというのだろう。

ィッチが現れる。ミハエルはカーチャに

確かにわびしい話である。しかし老人

ある時妻から、カーチャのところへ行

生も徒労に過ぎなかったと思えてくる。

50

のである。それは受け取れないというと

13

62

がいる。明治３年（１８７０）の書画会

れば、山岡鉄舟、東京府知事の渡辺洪基

人等多岐にわたるが、政治家で例を挙げ

工芸家は勿論、政治家、僧侶、医者、職

に反対する作家の挿絵も描いた。画家、

る。物を得るために一生懸命努力したも

びであり、失敗すると自分の手が縛られ

まる前に目的物を取って我が物とする遊

いて、他の二人が紐で輪を作り、輪が閉

ていた。蜜柑や菓子を輪の向こう側にお

図では、中国系の人と印度系の人が富

のだった。

った筆禍事件があるが、単にその場を喜

士山（日本の象徴）の前で輪を作り、富

で貴顕を馬鹿にした風刺画を描いて捕ま
ばそうとしただけで、暁斎に政治を批判

を富士山を餌に捕えようとする戯画で、

士山を狙う九尾の狐
（おそらく西欧諸国）

さて、本図をロンドンで見た時、絵の

まさに現在を彷彿させるような光景であ

する気はなかった。
意味が判らず、しかも焦げ跡もあり、気

る。百年前も同じと言うことか。

夏の天敵

松坂 桃子

が進まなかったが、買う羽目になった。
最近になって見直した時、現在のような

本図は、
「王」印の冠を被った地獄の十

れた。

世界情勢が当時もあっただろうと察せら

王の一人らしき人物と印度風の装いの神、

年ほど前の幕末、明治にも同じ問題が起
きていたようだ。絵師ながら暁斎の人脈

そして九尾の狐による「狐釣り」で、餌

私は昔からとにかく蚊にさされやすい

作家などとの交友関係が多いので、本図

です。隣に半袖・半ズボンなんて人がい

は広く、
当時の政治家、
ジャーナリスト、

ても、私のほんの少ししかでていない足

首をさされたり、数人と同じ場所にいて

にする菓子の前に細い紐で輪を作り、狐
宴での遊びである。今は殆ど行われない

も私だけ十数か所さされたり、ほんの数

を捕まえる江戸から明治時代の子供や酒

暁斎は、如何なる人とも分け隔てなく

が、私の子供の頃までは、盛んに行われ

のような絵を描けたのであろう。
付き合い、文明開化を促進する作家、逆

14

血を吸われるということよりも、かゆく

それは多くの人がそうだと思いますが、

です。蚊にさされて何が嫌だといえば、

れたりと、とにかく蚊にさされやすいの

分しか外にいなかったのに何か所もささ

なので、パチン！とたたいて血を吸って

迎えるメスだけ血を吸うのだそうです。

は、メスだけと聞きます。それも産卵を

それが憎らしいです。また、血を吸うの

これにかゆい成分が入っているのか…。

せでおきます。私が実際試したわけでは

る方法が紹介されていたのでいくつか載

刺されてからのかゆみを少しでも抑え

のか疑問です。

っと吸い終わるのを待つ、なんてできる

ありますが、何より身近に感じる不快さ

でてきました。本当に効果があるのか疑

調べてみると、色々な人の色々な方法が

かゆみを少しでもおさえられないかと

以内だと効果があるそうです。

をつけて水で流します。刺されて５分

・石鹸の泡をつける→刺された箇所に泡

ないので本当に効果があるかどうかはわ

といえば「かゆい」ことです。血はあげ

・保冷剤を当てる→冷却によって腫れが

いた蚊は、実は妊婦さんなのですね…な

るからかゆい成分を残していかないで！

いたくなるようなものもありましたが、

抑えられ、また感覚を鈍らせることで

なるということの方が数倍不快です。病

と多くの人が思っていることと思います。

まず、一番多かったのは、血を吸われて

かゆみも抑えられるそうです。

かりません。

かゆさの原因は蚊の唾液に含まれている

いる途中で（たたいたりして）やめさせ

触れる割合を減らすことでかゆみを和

・絆創膏を貼る→刺された箇所が空気に

んだか複雑です。

成分だそうです。麻酔のような効果があ

ゆみがやわらぐらしい、
ということです。

るよりも、最後まで血を吸わせた方がか

原菌を運んでくるとか、実質的な怖さも

させないようにするためだと聞いたこと

るようで、皮膚に刺した時の痛みを感じ

を感じたら、血を吸う前にパチン！とた

があります。たしかに刺した瞬間に痛み

唾液も一緒に吸っていくので、最後まで

最初に注入し、血を吸い終わると最後に

これは、蚊の唾液であるかゆみの成分を

だそうです。

和されてかゆみが治まるという仕組み

で、弱アルカリ性の物質であれば、中

・塩を塗る→刺された箇所は弱酸性なの

らげるそうです。

たかれてしまいそうです。なので、蚊に

れは、和らぐのかもしれませんが、かゆ

内の酸素は熱に弱いたんぱく質なので、

・すぐに蒸しタオルで温める→蚊の唾液

吸わせた方が、となるようです。でもこ
いものはかゆいです。それに蚊に刺され

してみれば麻酔で痛みを感じさせず、気
する…しかし、なぜこれがかゆいのでし

ているのを気づいたにもかかわらず、じ

付かれないように吸血するために麻酔を
ょう！麻酔はしょうがないとしてもなぜ
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医家芸術の読者の方は医師の方が多い

いかゆくならないそうです。

れていますが、実際の蚊の羽音は高周波

不快な羽音を意味してモスキート音とさ

がそれましたが、モスキート＝蚊。蚊の

たようでなんとも複雑な思いでした。話

ばもうおじさん・おばさんだと差別され

由がない。銀座、東京駅までタクシーで

り、便利。文京区だけに孫の通学も不自

環境は非常に良い。傍にはスーパーもあ

大通りから、入ったところ。日当たり

一階は娘夫妻、
２階は我々夫婦の住居。

す。これもかゆみと同じでかゆくなけれ

公道に面し、極めて静か。現在の東京で

ションが立ち並ぶが日照は南向きで満点。

℃でサッと温めると効果を失

と思うので、医学的にみて「これは効果

『かゆみどめ』を塗った方がお手軽で簡

ばほっとくのに…聞こえなければ安眠で

～

ない」というのもあるかもしれません。

ではないので、年齢に関係なく聞こえま

分。病院、診療所も豊富。周りはマン

こんなことをするよりも素直に市販の
単にも思えます。でもあの刺された時の

もかかって通勤するようなところは、東

率直にいえば、電車で乗り継ぎ１時間

はほぼ満足すべきと考える。

にとっては天敵です。今年ももうすぐ夏

区を中心とした一

父は東京麻布の地主の長男で、東大経

部の場所を言う。

た。東京とは現在の

昔は世田谷はキツネが出ると言ってい

京とは言わない。

新築 ― 文京区小石川

がやってきます。

夏の風物詩と化している蚊の存在。私

きるのに…となるのです。

てしまうのです。
最後にもうひとつ、蚊の嫌な所は、あ
の羽音です。寝ているときに耳の側にあ
の蚊の羽音が聞こえてくるとなんとも不
快に感じる方も多いと思います。「モスキ
ート音」という若年層にだけ聞こえ、年

何もせずに家賃だけで暮らしていた。そ

済学部を出たが麻布に多くの借家を持ち、
２０１３年４月文京区小石川に一戸建

して麻布以外に、新宿など東京の各所に

中村 雄彦

の不快な音があります。若い人には聞こ

てを新築した。 坪の土地に庭付き鉄筋

たものです。モスキート音は不快な音だ

知った時には少なからずショックを受け

戸建ては珍しい。

独立家屋。付近はマンションだらけ、一

２階建て、マンションではない。完全な

一人なので相続はすんなり。それゆえ首

新築の家の土地もその一つ。兄弟は兄

土地を持っていた。

えるのに私には聞こえないという事実を

齢とともに聞こえなくなるという高周波

23

んとか解放されたいと、ついついあがい

いつまでもいつまでも続くかゆみからな

50

けど聞こえれば若い証拠、聞こえなけれ

80

16

15

40

都圏には自宅の近くの文京区音羽の鳩山
キロほど離れた

今のところ現在の上越市と東京の半分

と解放されたのか、あるいは、あまりに

だが最近になってそんな束縛からやっ

うやくモロッコに行く気になったのであ

も熱心に誘う家内に根負けしたのか、よ

暮らし。同じ皮膚科で
同じ市で開業している息子の自宅は道路

る。

会館の隣にビル。
石神井に木造アパート、
浦安にアパートと数か所の不動産がある。

一つ隔てた２００坪ほどの土地付き。私

みたい、というかすかな期待があったた

し、あのホテルのピアノ・バーに行って

た「カサブランカ」という映画を想い出

グマンとハンフリー ボガードが出演し

あったころに観た、イングリット バー

ロッコについては、以前、洋画ファンで

モロッコは初めて行く国であった。モ

はいずれ娘のいる小石川に住むようにな

父は嫁（私の母）が新潟県の最大企業
ると思っている。

健康長寿の長野県

約一年前の春のこと、われわれ夫婦は

穂苅 正臣

管理に手がかかる。
第四銀行の副頭取の娘で旧制新潟高校を
出たのが縁で、第四銀行に入れられる。
筆頭常務取締役まで行ったが頭取にはな
銀行の東京支店に長い間勤務していたが

らなかった。父は東京の人間なので第四
その後常務取締となり新潟市に家を持つ。
私も幼稚園は麻布の安藤幼稚園。麻布

そのまま県立新潟高校から新潟大医学部

学童強制疎開で母の実家の新潟市に転居、

いた。したがって、飛行機で海外へ出か

外地の学会へも何回か出かけたりもして

の頃は海外へ年に三、
四回は出張したし、

かつて航空会社に勤務していたが、そ

で眠るためには睡眠薬を服用するような

ったが、今では齢をとったせいか、機内

内では眠っていくというような生活であ

ャンなどして遊び、翌朝早く出かけて機

昔は旅行の前日には夜遅くまでマージ

めかもしれない。

同大学院に進んだ。その後ドイツ、ミュ

けるのに旅費を払ったことなどなかった。

が海外旅行によく使っているところで、

ことになった。パック旅行の会社は家内

パック旅行でモロッコを訪れた。

ンヘン大学ブラウン・ファルコ教授の元

航空会社を離れて十数年になるが、しば

の南山小学校へ入るが第二次世界大戦の

に留学したが、大体は新潟に暮らすこと

らくの間は、お金を払って海外に行くの

くて面倒見もよかった。

料金は少々高めだが、泊まるホテルもよ

分。毎日歩いて通っていた。

が何か勿体ないような気がしてならなか
った。

17

10

になる。大學は新潟市の両親の家から徒
歩
になる。

したがって私は東京生まれ、新潟育ち

15

れから約四時間でモロッコの空港に着い

あった。飛行機は先ずパリに向かい、そ

成田に集まった旅行参加者は十六人で

となったそうですが、
どうしてですか？」

「長野県は沖縄を超えて日本一の長寿県

問してみた。

あるとき最近疑問に思っていたことを質

そのご主人が長野県出身だと聞いたので、

のバランスの取れた食品が郷土食と

豆腐、納豆、漬物など、色とりどり

１，米、野菜、果物、みそ、しょうゆ、

なものであった。

と、その院長先生が挙げたのは次のよう

旅行者は二人づれが多く、そのうちの
さを増すのは一緒に行動する友達による

時代からの友人がいるので、彼に聞いて

「長野県の飯山で病院長をしている高校

．７％

１，高齢者の就業率が高い（全国平均

１，山間地が多く運動量が多いこと

り組み
（保険指導員の積極的な活動）

１，自治体の積極的な健康づくりへの取

こと。

して多くあり、それを好む人が多い

た。

ところが多い。ラバト、フエズ市街、サ
と。

みます」

彼は返答に困ったのか、

ハラ砂漠の日の出、マラケシュ旧市街の

三組の夫婦と仲良しになった。旅の楽し

ジャマ エル フナ広場など、どれも想

それから二週間ぐらいたったころ、分

．２％ 長野県

)

１，多世代同居率高く家庭の介護力が高

ノ・バーは新しく作り直されてしまった

というのが実態のようである。医療に携

というはっきりした答えはわからない、

たが、それはＮＨＫの長野放送局から放

さらにもう一つの資料が同封されてい

．

歳、女性は

．

歳であ

18

18

い出となったところである。

厚い封筒が届いた。発信者は彼で、中味
は私が質問して困らせた
「長野県の長寿」

ただ、がっかりしたのは、映画「カサ
ブランカ」に登場するピアノ・バーであ

い

ものだそうで、映画で見たようなゆった

わる人たちでも判らないので、長野県と

１，公民館数が全国一

りした雰囲気はどこにも感じられなかっ

送された「長寿の秘訣」という番組のコ

命は

それによると、長野県の男性の平均寿

ピーであった。
とは言え、「恐らくこのようなことでは」

87

ている、とあった。

議会を作って分析しようという動きが出
なり、帰国後も付き合いが続いている。

88

この旅行中に一組の夫婦と特に仲良く

しても「なぜ日本一の長寿県なのか」
、審

結論として、
その院長先生も、「これだ」

についてであった。

43

た。

のは仕方がないとしても、現在のピア

る。映画がセットでの撮影が主体だった

32

80

り、全国平均と比較すると男性一年三ヶ

話す
に

代の男性も

代の女性や、スキーをシーズン中

日ぐらいやるという

いて高齢者に運動が根づいていることが

月、女性十ヶ月ほど長生きである。かく
のごとく寿命が伸びた秘訣は「食生活の
うかがえた。

標にしているという。

以上が彼からの手紙の概要であった。

医者として今までは、沖縄の長生きの

年代から取

秘けつその一：食生活の改善―長野県は

だ結果だともいわれており、その原動力

いように、という考えが県民にしみ込ん

長野県の長寿は、医療に世話にならな

らなくなった。

いて学び、その方に切り替えなければな

生き生きと暮らす健康長寿の長野県につ

秘訣を人様に話してきたが、これからは

り組んでいる。従来から山間の土地では

になったのが「保険指導員等活動のしお

食事の減塩について昭和
塩で食品を保存する習慣があり、塩分の

り」だという。これは保険指導員のため

卑弥呼と邪馬台国

強い食事を好む、と言われていたが、昭

豊泉 清

に書かれた長寿の教科書のようなもので

和

県内のほぼすべての市町村に保険指導

有名人とはどんな人だろうか。無名戦

年には、一人が一日に摂取する塩

士の墓という言葉がある。人には全て名

昭和

健康の意識を維持するために活動する。

員がいる。
彼女らは予防医療に取り組み、

．
１Ｇであったものが、平成

前があるのに、名前が有る、無いという

．５Ｇと減少している。

そして彼女らは人の集まる機会を利用し

表現は論理的に矛盾している。戦死した

分量は
秘けつその二：寝たっきりの防止―介護

て、みずから学んだ健康に関する知識や

年では

を受ける状態にならないように体を動か

大勢の兵卒に名前が無いと表現するのは

いる。そのためには、従来の取り組みに

、無名戦士の墓には tomb of
wellknown
という訳語が載
the unknown soldiers

和 英辞 典の「 有 名 な 」 の 項目 には

戦死者に対して失礼である。

情報を地域に伝えていくのである。
長野県は五か年計画の目標を掲げ、さ

運動することが長生きの秘訣であり、

加えて「生きがいを持った暮らし」を目

らなる長寿の取り組みを進めようとして

じっとしていたら寝たっきりになる、と

開かれている。

嚼）を維持するための講座などが方々で

22

あるらしい。

年に、塩分の一日当たりの概取量の

ると。つまり、

改善」と「寝たきりの防止」の二つにあ

80

80
20

す力（運動）や、食ベ物を食べる力（咀

11 15

19

50

数値目標をかかげて減塩に取り組んだ。

56
61

理的で現実に即している。そこでそもそ

「知られていない」という表現の方が論

っている。英語の「よく知られている」
坊扇歌という芸人がいた。三味線の弾き

ようになった。やはり江戸時代に都々逸

のものを撰者の名前に因んで川柳と呼ぶ

ギリスのサンドイッチ伯爵は大の賭け事

し、肖像画は黒一色にせよと命じた。イ

大臣は、財政難のため様々な倹約令を出

料理を考案した。アイルランドの農場主

好きで、食事の時間も中断せずに勝負を

のボイコットは不手際な経営のため小作

続けるために、片手で持って食べられる

と呼ばれるようになった。江戸時代に成

人が労働を拒否した。そこからボイコッ

語りで歌う七七七五調の唄が人気を博し、

隠元、雪隠、沢庵、川柳、都々逸、土

瀬川土左衛門という力士がいた。色白の

トの名前が排斥運動や不買同盟などとい

やがて七七七五調の唄そのものが都々逸

左衛門の共通点は何だろうか。隠元は日

肥満体で、あたかも溺死者の水膨れの死

う意味で使われるようになった。フラン

ることにした。

本に黄檗宗を伝えた中国明朝の僧侶であ

左衛門と呼ぶようになった。前掲の言葉

体のようだったので、戯れに水死体を土

も名前とは何ぞやという考察を試みてみ

マメだそうである。雪隠も中国の僧侶の

スの曲芸師のレオタードは身体に密着す

る。隠元が中国から伝えた豆がインゲン

は全て人名に由来する。

る衣装を考案して空中サーカスを演じ、
)

余談だが、後藤又兵衛や堀部安兵衛な

大いに人気を博した。後にその衣装がレ

(

という逸話がある。そこからトイレのこ

ど兵衛 べえ で終わる名前がある。それ

名前で、トイレで排便中に悟りを開いた
とを雪隠と呼ぶようになったという語源

ワット、ボルト、アンペア、オーム、

オタードの名で呼ばれるようになった。

ヘルツ、マッハ、オングストロームも研

好色な人を指す「好き兵衛」が訛って「す
けべえ」になったという語源説がある。

究者の名前に由来し、ベゴニア、フリー

に倣って大酒飲みを
「飲ん兵衛」
と呼ぶ。

る。沢庵は大根の漬物を創案した江戸時

一般的には元の意味とは関係ない
「助平」

ジア、ブーゲンビリア、ポインセチア、

説がある。私が幼い頃はトイレを雪隠と

代の僧侶の名前に由来すると言われてい

という字を当てている。

言う大人もいたが、現在は死語同然であ

る。

セントポーリアなどの花の名前も、植物
ト、レオタードの共通点は何だろうか。

食中毒の原因になるサルモネラ菌がよ

学者の名前に由来する。

風刺や滑稽を主眼とする五七五調の句が

シルエットは黒く塗り潰した顔の輪郭で

く話題になる。最初の発見者であるアメ

シルエット、サンドイッチ、ボイコッ

巧みで、大勢の詠み手から寄せられる作

ある。フランスのシルエットという大蔵

江戸時代に柄井川柳という人物がおり、

品の撰者として活躍した。やがて作品そ

20

リカの
卑は卑劣、卑怯、卑猥などマイナスイメ

い漢字を選んで名前を決める。卑弥呼の

奈良県に存在した大和（やまと）と同じ

けば「やまと」のように聞こえ、現在の

る。ゆえに邪馬台は古代語の発音に基づ

という医学者に
Daniel Salmon
ージを伴い、人名には使いたくない漢字

地域を指していたはずと、素人の古代史

によれば、邪馬台国の所在地には北九州

愛好家の立場から推測してみた。古代史

である。
民族であり、周辺の異民族は文化果つる

説と近畿説があり、現在も決着がついて

漢民族は世界の中心に位置する優秀な

という名前
因んで命名された。 Salmon
（サーモン）と同じ綴り
は鮭の salmon
だが、日本ではサルモ……のようにＬも
ネタ集めをしながら、これも人名に由

辺境の劣等民族と蔑視されていた。当時

発音している。
来するのかと驚かされる言葉が次々に見

に違いない。
それで異国の女王の名前を、

「密林の医師」とその周辺

いないようである。

中国に豹死留皮、人死留名という成句

卑という悪いイメージの漢字を選んで表

の日本も辺境の野蛮国と見なされていた

がある。
日本では、
虎は死んで皮を残し、

記したと私は推理してみた。また国名の

つかった。

人は死んで名を残すと表現している。中

平成二十二
（二〇一〇）
年の晩秋から、

渡辺 玲子

尖閣諸島や北方領土で、思いもよらぬ外

邪馬台にも邪という字が使われている。
千年前から周辺諸国民に尊大な態度で臨

国の豹が日本に渡って来たら虎に化けて

む漢民族の骨の髄まで染み込んでいるＤ

意図的に卑や邪という字を使うのは、数

高校の歴史の授業で、卑弥呼や邪馬台

しまった。これが本当の豹変である。
国を習った。古代中国の魏の国で書かれ

中戦後における日本人の生きざまを、主

国の不当な行為が見られたのを機に、戦
主題から少々逸脱するが、卑弥呼が死

として文芸面から振り返って眺めている

ＮＡのなせる業と解釈できる。

「ヒミコ」という発音を聞き、漢字を発

んでから親族の台与（とよ）という女性

うちに、渡辺啓助の「密林の医師」とい

た書物に登場する。魏の使者が日本語の
音記号として利用しながら、卑弥呼と表

う短篇に行きあたった。

初出は昭和十七年の『新青年』六月号

が後を継いだという記述がある。邪馬台

子供が授かった親は、我が子の幸福を

「と」と読ませている。古代中国語や韓

で、
第十五回直木賞
（昭和十七年上半期）

国の台は「たい」と読ませ、台与の台は

願って、美智子、寿美子、幸子、麗子な

国語の台は「と」や「て」の様に聞こえ

記したと想像できる。

ど、美、智、寿、幸、麗など、縁起の良

21

の侯補作品である。まず粗筋から述べて
と彼女は思った。癩癇性の精神錯乱だ。

ドリューを殺したのである。「アモックだ」

血だらけで立っていた。彼は短剣でアン

んだ生きざまが判るような気がするのだ

名医になるよりも、密林の医師の道を選

烈子には、風間が東京へ帰って開業し

=

船頭は奥地の偉い医者の所へ連れて行く

には銃で撃たれた妊婦がいて、その女を

表現もあるが、昭和十七年と言う発表時

最後の部分には軍部に迎合したような

った。彼女もまた、その本来の職業を発

アンドルーがシンガポールから来た大友

と言う。彼らがジャラン・カキ・ドクト

るまい。

期を考慮に入れるとある程度は仕方があ

彼女は逃げ出し、船に逃れたが、そこ

もその一つであった。

おこう。
（アモック 註釈付記）

英領北ボルネオ（当時）のサンダカン

烈子を迎える。彼女はアンドルーを尋ね

ル（歩く医者）と呼んでいるその医師は

から五十マイルの奥地で、奥地駐在官の

て来たのだが、じつは風間という医師を
風間らしい。

アンドルーの話では、風間はもう日本

が、そこに風間が現れる。その時、火災

容疑で英人官憲に捕えられ収容された。

ところが烈子は、アンドリュー殺しの

在でも意味のある作品と言えよう。

川周明の再評価機運などを考えると、現

医師不足という現況、更には、近年の大

それよりも医師の大都市集中・地方の

揮していた。

の看護婦（現・看護師）であり、同じゴ

探してのことである。彼女は風間と同郷

に帰っているはずだと言うのだが、彼女

人看守長は、戦争が始まり日本軍がサン

が起こり、二人が逃げ出そうとするが英

ム園の医務局で働いていたのだ。

ので、確かめて欲しいという依頼を受け

ちなみにこの作品は、第十五回（昭和

は風間の実家から、彼の音信が途絶えた

ダカンに上陸したことを告げ、二人を射

ていた。

田博、関川周などもいた。出席選考委員

夫、山手樹一郎、久生十蘭、大林清、棟

十七年上期）直木賞候補となった。候補
密林彷徨五年間、風間医師は時局の変

殺しようとする。土着人はそれを阻み、

遷はなにも知らなかったが、毒蛇に咬ま

烈子は一度、風間からの求婚を断った
に残っていた。そして眠られぬ夜と不吉

は、大仏次郎、菊池寛、久米正雄、小島

者は他に、神崎武雄、山田克郎、田岡典

な夢が続いていたある夜、人の気配で起

れた日本兵の治療もする。彼はいくつか

政二郎、佐々木茂策であったが、結局「受

さらに日本軍が現われて救出される。

きてみると、昼間ずっと大団扇で二人を

の研究を完成したが、抗蛇毒血清の研究

こともあるのだが、彼のことは意識の中

あおいでくれたジョンゴスという若者が、
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賞者なし」になった。

った
「スタートレック３」
ＳＴＡＲ Ｔ

お お と も べ の は か

ま

大伴部博麻のこと

筑紫の国、上陽咩 郡 の大伴部博麻は兵

か み つ や め ごおり

二日のところに左記のような記述がある。

六―六九七）の四年（六九〇）十月二十

『日本書紀、巻三十』
「持統天皇（六八

代の隠れた英雄なのである。

は何者か御承知ないとおもうが、実は古

大伴部博麻
（呂）
といっても多くの方々

吉元 昭治

流入があったかもしれない。

壇きっての読書家啓助は濟からの知識

年、岡山医大に入学した。探偵小説文

④啓助の末弟 濟 は、昭和十四年に京都帝
大文学部（独文科）を卒業し、翌十五

わたる

〇五～一一八頁）

ＩＭＥの項で出てくる。（英文原著で一

に立ち竦んだまゝ、咄嗟の間にも、さ
昼間、あれほど従順に、いや従順と

ＲＥＫ３の原書中にも、ＡＭＯＫ Ｔ

いふよりは、むしろ無気力にしか見え

う考へたのである。

崎武雄が受賞し、渡辺啓助（
「オルドスの

なかった下男が、このやうに大それた

第十六回（同年下期）は田岡典夫と神
鷹」蒙古が舞台）
、久生十蘭や大庭さち子

考へやうはなかった。
（後略）

ことをしでかすのは、アモックとしか

らは借しくも落選した。
第十七回は啓助（
「西北撮影隊」
）のほ
か、大林清、岩下俊作、久生十蘭、立川

神発作であり、以前アイヌ族にも同様

②癲癇性朦朧状態で起こる精神異常、精
な精神発作があるとの記述を見たこと

賢、辻勝三郎らが侯補として残ったが、
山本周五郎が受賞辞退をして、「受賞者な

アメリカ・テレビで日本でも人気のあ

③この「アモック」ＡＭＯＫは、往年の

のではあるまいか。

があるが、人類に広く潜在しているも

し」となった。
渡辺啓助は、
「密林の医師」を始め三回
連続直木賞候補者になるが、受賞に至ら
なかった。探偵小説が市民権を得ていな
かったと思うのは、
考えすぎであろうか。
【註】アモックＡＭＯＫについて
①この部分は原文のままを記載した。
淋漓と汗を噴きだしたムルット男の
褐色の美しい肌は、石油ランプの朧な
灯ざしの中で、羅漢のやうに光ってい
た。
（アモックだ）――烈子は扉の敷居際
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士として出征した。斉明天皇七年（六六
を嬉しくおもう。
そこで従七位下に任じ、

はく

併せて絹、綿、布、稲束、水田を与える。

ま

ゆ

ある。

なる。今次大戦の小野田少尉そのままで

報じ三十年間彼の地にふみ留まった事に

つまり、自己犠牲をおかしてまで国に

いたい」と申しわたした。

兄弟、子供等の課役を免じ、その切に報

その水田は三代のちまで使ってよい。
親、

一）百済を救援に向かった日本軍は白
すきのえ

村江で新羅、
唐の連合軍と戦い大敗する。
ひのむらじおゆ

その際彼は唐軍に捕えられ彼の地におく
は じ のむ らじほ ど

つくしのきみさつ や

られた。同じく土師連富杼、氷連老、弓
げむらじげんほう

削連元宝、筑紫君薩夜麻（三年後帰国）
はかりごと

も同じく捕われの身になった。彼等は唐

彼の名は余り知られてなく、「日本書紀」
のここを読んだ時、こんな話しがあった

か日本を侵略する 謀 のあることを聞
き、一刻も早く祖国に報せようと焦った

は いぬづかえき

で注意。翌日はＪＲ久留米駅から鹿児島

本線で三つ目の羽犬塚駅下車（八女駅は
ない）
。
駅前の広場に羽根がついた犬の像

がある。秀吉が愛した犬という。たむろ

しているタクシー乗務員に
「大伴部博麻」

の事蹟を訪ねたいと言うとよく分からな

いと初めいっていたが、事情を話してさ

らに、八女の奥の北川内という処にそれ

らしいものがあるというので乗せてもら

った。東にほぼ直線二十キロ弱、三十分

以上はかかるうちにその北川内についた。

前、岩戸山古墳、八女古墳群を取材した

出生地の事蹟はのっていない。（八女は以

女市と考えたが、地図を見ても全く彼の

った。彼の出生地は「筑紫国上陽咩 郡 」
とあるから、八女茶でも名高い福岡県八

尾山西側に彼の偉業をたたえて建立した

文久三年（一八六三）七月、北川内村虎

碑（写真①）があった。案内板を見ると

〇〇メートル位の処が開けそこに目指す

道を上り左に右に路は曲がるが、高さ一

こで聞くと、この山の上の北川内公園の

星野川をわたると右に駐車場があり、こ

事がある。
）東京からは日帰りは無理で、

か み つ や め ごおり

のかとおどろきぜひ紹介しなければと思

私のコースをいうと、福岡まで飛行機で

とある。碑石の字は金色だが全体では苔

麻は「自分も早く帰りたいがとても無理

が、衣類食糧旅費など皆無であった。博

そこから西鉄バスで久留米で一泊する。

むしている。入口右に「尊朝愛国」左に

て金をつくってくれ」といって自ら奴隷
になった。他の者はそれで無事帰国し天
朝に報告できた。その後博麻は三十年抑

おも

留、持統天皇四年にやっと百済使と共に
帰国できた。
みかど

中に大伴部博麻顕彰碑があるという。山

天皇は詔して「汝は 朝 を尊び、国を愛

久留米駅とはＪＲと西鉄の二つがあるの

だ。皆と行けない。そこでこの身を売っ

いて自分の身を売って忠義を全うした事
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「売身輸忠」とある石柱がある。

)

平成

年９月

日（木）

次号 秋季号 締め切り

(

遠い一
三〇〇年
の出来事

(

)

年

月

日（水）

20

だが、か

12

次々号 冬季号 締め切り
平成

11

くも立派
な日本人
がいた事
になる。
私がもし
小説家な

ら一稿の歴史小説にしたいほどである。
もっと賞讃されてしかるべきである。そ
れにしても今も昔も日中の問題はあるの
である。

25

25

毎号、会員のみなさまのご協力誠にあ
りがとうございます。
前号に続き、今回も二季号分の原稿を
募集させていただきます。次々号の冬季
号は来年の新年号となります。秋季号発
送時には恒例の年賀広告の募集もさせて
いただきますので、その節はご協力のほ
どよろしくお願いいたします。そして、
前号より募集しておりました文芸特集号
ですが、今現在、投稿者が少なく、発行
を見合わせております。期間を延長して
追加募集いたしますので、ぜひ皆様のご
投稿をおまちしております。詳しくは本
誌のクラブ通信欄をご覧ください。

25

写真① 大伴部博麻顕彰碑

秋季号・冬季号 原稿募集のお知らせ

サイパン戦跡めぐり
中支派遺軍編
美濃部 幸恵
いまも聴こえる調子っ
ぱずれの父の軍歌
戦地からの手紙
ユキエどの

キキワケ
キカンボデモ ワルサヲ シナイコハ
オリカウデス

み

オトウサンヨリ

ビョウキニ ナラナイヤウニ

とう

お父さんのおへやから 見える
よ う す こう

み お

揚子江の ながめです。
かわ

川がすぐ見下ろせます。
あか

じゅうばい

「オトウサン」ト ヨブコエガ キコエ

利根川のなん 十 倍 もひろく

＊郵便はがきは 切手（印刷のもの）の下に「軍事

＊家族は利根川のある北埼玉郡に疎開していました。

おとうさん

赤ちゃけた にごりみずが
とてもはやく ながれています
さむくなったから かぜをひかぬように
きをつけなさい

とねがわ

マス
オトウサンハ ゲンキデス
アシタハ オヒナマツリ ダケド
コチラニ オヒナサマハ アリマセン
ミンナデ ウツシタ
シヤシンヲ マッテイマス
ゲンキニ オトナシク アソビナサイ
オトウサン
（
ワンパク盛りの兄にだしたもの）
マイニチ オゲンキデ オリカウデス
オカアサンノ オッシャルコトヲ ヨク

鳩が、一つ星☆のある鉄かぶとに止まっております。

郵便」
「検閲済」の判があります。切手の絵は、白い

軍医召集制度

太平洋戦争（大東亜戦争）では、左記

の制度が戦争終了まで継続されました。

◇ 現役軍医 陸海軍委託学生制度

◇ 短期現役軍医制度

◇ 軍医予備員制度

今回は、開業医、勤務医が最も多く該

当した軍医予備員制度について書かせて

いただきます。

軍医予備員（一般召

集による軍医）

太平洋戦争（大東

亜戦争）では医師不

足に拍車がかかり、

軍医補充制度によって、医師は根こそぎ

動員されたといわれます。

では、その制度はどのようなも

のだったのでしようか。
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私の父も、医師根こそぎ動員での召集組

父は、この建物の宿舎の最上階に４人

眼下に広大な揚子江を眺めながら、日

まず召集後、
現役兵として入営します。
軍医教育では、戦地で必要とされる外

さんたちの身を案じつつ、戦地からの手

本に置いてきた妻子や、父の小さな患者

の軍医さんと一緒でした。

科手術などを学んでいます。こうして小

でした。

実務訓練をうけます。終了後軍曹になり

児科の先生も産婦人科の先生も軍医とし

→衛生部軍医予備役衛生上等兵として
ます。→陸軍病院で軍医教育を受け曹長

つづく

次回に書かせていただきたく存じます。

見たのでしようか？

では、小児科医の先生は戦地でなにを

紙を書きました。

になり、将校階級の軍医見習士官になり

ところがなんと戦地では、このオジサ

て出征いたしました。

見習士官任官後→戦地へと送られまし

ン軍医さん達は、兵隊さんに人気があっ

ます。
た。軍医として働き約一年後に軍医少尉

たと「軍医サンよもやま物語」の著者関
亮先生が書かれています。
軍医依託学生（医大卒）軍医依託生徒

陸軍衛生制度史｛昭和篇｝

軍医予備員を志願しない医師は懲罰召

に進級しました。
集をうけました。しかし結局全員右のよ

（医専卒）
が卒業とほぼ同時
（２ヶ月後）

軍医サンよもやま物語

参考資料

うなコースに組み入れられ軍医になりま

に軍医中尉、少尉に任官し、若くして戦

医制百年史（厚生省）

関 亮 光人社

した。

経験も長く腕も確か、社会経験も積んで

地に送られるのと違い、なにしろ臨床の
いるので兵隊さん達の信頼も厚く頼りが

軍医予備役の多くは、開業医や勤務医
十～四十歳位のオジサ

いがあったようです。

で、すでに社会で医療活動をしていた三
ン世代です。

漢口陸軍病院（カンコウ、ハンカウ）

していました。

ここは武漢大学を陸軍病院として使用

中支「呂武第１６３９部隊」

★陸軍軍医さんになっ
た「小児科医」
慶応大学医学部を卒
業し、開業医であった
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サイパン戦跡めぐり
番外編
美濃部欣平

護の任務で新選組は活躍する。

だが鳥羽伏見の戦いで、官軍に

敗れ江戸へもどった。

徳川慶喜は、大政奉還し江戸

城を新政府軍（薩長土佐連合）

に明け渡した。しかし土方は、

流山で新選組局長近藤勇を失っ

た後も甲州、宇都宮、会津と幕

津藩が敗れると、榎本武揚率い

府再興のため転戦していく。会

歳であった。
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る旧幕府軍に加わり、軍艦「開

陽丸」で函館へ渡る。

しかし五稜郭の陣まで官軍有

利に攻め込まれ、土方は新選組

のである。

れない男の気迫は、北の果てまで続いた

言おうと、土方の信念は揺るがない。ぶ

人が何と言おうと、後世の歴史が何と

ったという。

突撃の際「新選組 副長土方歳三」と名乗

弾を浴び戦死する。享年

手勢を引き連れ、一本木関門に突撃し銃

２）五稜郭
星型の城郭で起源は16 世紀のヨーロッパ。函館港の開港に
あたり幕府の北の防衛拠点としてつくられました。幕末に
は、旧幕府脱走軍と新政府官軍の函館戦争の舞台となりま
した。

「京都守護職会津藩御預かり新選組」

土方歳三と函館戦争

240×353-23.6kB-土方歳三資料館
4,Hijikata Tos

として、京の治安維持と幕府方要人警
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１）一本木関門
土方歳三最期の場所といわれます。
函館駅、函館港に近い若松町の公園の中にあります。
ファンの訪れは絶えないのか、沢山の花が供えられていまし
た。

３）称名寺
土方歳三と新選組隊士の供養碑がありま
す。
「およそ歴史に名をとどむる侍のなかで、
あれほど立派な死にようもあるまいて」 作
家浅田 次郎は著書「一刀斉夢録」の斉藤 一
に土方絶賛を語らせる。

また、
京都では鬼の副長といわれたが、
彼のただ者でないところは人としても成

函館戦争と高松凌雲先生

や兄のように慕われた」という。

の隊長へと人間性が深まるのである。「父

長していく点である。函館では部下思い

それに加えて凌雲に影響を与えたのは、

術など高い技術と知識を学んだのだが、

影響を受けた。

ここで凌雲は、医師として生涯にわたる

フランス留学 １８６７年
（慶応三年）
。

明治になって、医師会の会長であった

により運営されていたことだった。

院は、貴族、政治家、富裕層などの寄付

医学校は病院も兼ね、麻酔を使った手
高松凌雲（たかまつりょううん）

無料の貧民病院の存在であった。この病

４）碧血碑
立待岬から山道を入った奥深い山林の中にたた
ずむ。
旧幕府軍の戦死者 800 人余りの慰霊碑。土方歳
三の遺骨も埋葬されたとの説もあるそうです。
碧血の意味は「義に殉じた男の血は三年たつと
碧になる。
」
中世十字軍の青年騎士たちも「青い血」の流れ
る貴族たちと言われたことが思い出されまし
た。

１８３７年（天保）生
オランダ医学を学び、将軍徳川慶喜の
代に幕府奥詰め医師になる。
オランダ語、
英語も堪能だった。
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天文台場跡新選組隊士終焉の地
土方歳三と新選組戦士の供養碑

凌雲は、医師の協力を呼びかけ、民間救
護団体の前身になる「同愛社」を設立し

歳

た。同愛社で診療をうけた貧民は、おお
１９１６年（大正五年）没

よそ１００万人。

函館戦争の赤十字精神
凌雲先生は、義に生きる熱きインテリ

安倍頼時一族に
熟々惟いを馳せる
秋元 光博
最近、藤崎の地を訪ねる機会を得た。
たかつね

中性の頃、その地に藤崎城を築いた安倍

やと筆が走り、駄文を草することとなり

ましたが御寛如願いたい。

小生の家内の実家は藤崎城や十三湊に

ある。代々長男以外にその系図をみせて

拘わりをもつ安倍頼時を祖とする家系で

はならないという言い伝えがあり、今日

まで目にする機会がなかった。世代もか

わったので、昨年家内の実家を訪ねた際

頼時（頼良）だっただけに、藤崎には、

貞任の父が、小生の家内の祖と同じ安倍

に天津兜屋根命

貞任の子高星、孫・兜恒が住んでいた。

先生が留学から帰国すると、徳川慶喜

津軽の風土の中で生まれ、
醸しだされた、

白太政大臣忠道五男、忠副二男と記して

といった歌を口遊んだ、そんな懐かしい

「夏は来ぬ」
、
「荒城の月」
、
「赤とんぼ」

３人おり、今まで子が並べて

元、僧良照である。その頼時には側室が

安太夫陸奥六箇之郡司衣川城主頼時、為

世、大織冠鎌足６世関

系譜は旧くて判読に苦労したが、最初

れてきた。

は大政奉還し幕府は崩壊しておりました

なにか仄々とした懐かしい雰囲気が感じ

ある。東夷酋長安倍黒鳥両家之祖也とあ

無心したところ、此度その系図が送付さ

が、幕府への恩義に忠節を尽くさんと決

られるのでした。
幼少の頃に思いを馳せ、

る忠頼には子が４人出生。
安倍主の忠良、

医師でもあります。

意します。蝦夷の地に幕臣による独立国

茜色に輝く夕焼け空を眺めては感動し、

函館病院の院長となり戦時下では、敵

想い出として蘇ってくるのである。藤崎

開の地へと渡るのです。

を作らんとした、榎本武揚等と最北の未

味方の差別なく傷病兵の治療をし、敵方

には、そのような素晴らしい仄々とした

入手したものでは９人と記されている。

或いは

高松凌雲により、日本で初めての赤十
字精神にもとづいた医療活動の幕が開き
ました。

人とも、
風土がまだ残っているような気がする。

即ち瑞乃との間に出生したといわれる盲

官軍を驚かせました。

人生はある意味では感動の集積だといわ

目の井殿、早世安東太郎こと良宗、僧官

21
れる所以でありましょうか。あれやこれ

11

人とも伝えられてきたが、今回

14

30

79

照はみあたらず、名の知らぬ女との間に
は異母兄弟の関係である。現当主は忠頼

なる。小生の家内の祖は則任で、貞人と

父・平貞盛と手を携えて、平将門を討ち

に嫁いでいる。経清の祖先は、平維持の

取った藤原秀郷である。一方頼遠の大叔

出生したと伝えられる行任、衣干の名も
代、則任より

より

代、頼時より

みられない。記載あるのは９人である。

之城主被貴落降参而八幡太郎義家ノ臣ト

「鳥海
壬寅年 討死和哥之達人」とある。

八幡太郎義家ニ被貴落 衣川ニ而康平五

伝えられている。７代目良元については

がおり、貞任の弟にも僧・官照がいると

をもつものがいた。頼時の弟に僧・良照

安倍一族には、古くから宗教に拘わり

経有は家衡（藤原清衡と異父弟）をもう

の子武貞
（藤原経清の敵）
と互に再婚し、

いは終わり、諸有は清原光頼の弟・武則

原経清・安倍貞任の死により前九年の戦

父藤原諸任は平維持に討たれている。藤

成而後筑紫ニ下り松浦ニ住ス和哥之聞有

次の如く記されている。「安倍忠頼守護十

代目に

リ」とある宗任（娘は出羽押領使御舘五

一面観世音～体頼時守護文珠大士一件國

代、良元より

郎基衝室） そして黒澤尻四郎こと正任

門守奉尊行基上人白筆不動尊空海師之減

あたる。

の３人。名の知らぬ女性との間に出生し

筆阿弥陀頼時愛刀小鍛冶宗近之作良元深

と結ばれ、一層複雑な様相を呈していっ

代、則良より

たのは２人。「磐井五郎兄ト一軒ニ衣川ニ

ス」
。
則任の妹には平家、
源氏の血が流れ、

ク信仰而諸佛之應護ヲ得而世人多尊敬

主貞任こと次郎太夫「奥州厨川之城主

而肘死」とある家任、此浦六郎こと重任

たのである。
そんなこともあって義家は、

源頼義（陸奥の守）の子（義家の妹）岐己

きみ

成衡は清和天皇（清和源氏）の血をひく

である。清原武貴（貴衡）の先妻の孫・

がおり、多彩な係累をもつこととなるの

ける。清衡の妻には平家女と貴梨の２人

きぬ

である。そして陸奥の金山を代々支配し

複雑な動きがみられ、身内のものにも気

安倍貞任と流嵐の子千世童丸の救命を嘆

きち じ

願して、父頼義に殺された藤原経清を日

た吉次の娘紗羅との４人。白鳥八郎苅田

を許せない緊迫する一時期があったこと

、結有（初代藤原清衡の父経清こと亘理
権太夫の妻。しかし一〇五一～六二年の

則任の妹・菜香は平永衡に嫁ぎ、結有

代基衡の頃に起こった後三年の合戦（一

頼朝に引き継がれていく。藤原清衡、２

かったと意われる。
源氏は義家から義朝、
は藤原頼遠の長男経清
（奥州藤原の氏祖）

あろうと推察されるのである。

頃尊敬していただけに、不憫の思いは強

瑞乃との間に生まれた羽州雄勝郡厨河城

31

を惟うと、供養の意味からも宗教に拘わ

26

32

りをもつようになったのは自然の流れで

前九年合戦後、敵将清原武貞の後妻とな
る）
、
菜香
（伊具の郡司十郎こと平永衡室）
と女芀力一ノ前の４人で、締めて９人と

31

29

33

代藤原秀衡の保護をうけ、秀衡は義経を

頼朝に追肘された九郎判官義経は奥州３

〇八三～八七年）を経て１００年後、兄
その後、則任妹結有と経清の子藤原清衡

金山を支配する物部一族である。しかし

たと解されている。乙那は吉次の子で、

る。しかし、青森県には古代・中世の記

ると、当時の風景が目の前に広がってく

らも思料される。こうして筆をとってい

安藤太郎または藤原太郎と称したことか

の孫兜恒が藤崎城を寛治６年に築いた後、

録や文書が乏しい。それだけに、かなり

の争いは私闘と内裏よりみなされ、義家
は陸奥の守を解任され、軍事を司る胆沢

自由に史上の有名人物に拘わりをもたせ

と、武貞の子・清衡の異父弟藤原家衡と

鎮守府将軍清原武則と主従が逆転した屈

た伝説・伝承が豊富である。

り草となって伝えられた。平家同様、源
義経と従兄弟の木曽義仲（義朝弟義賢

辱に怒り、前九年の没後１年半、頼義と

安東氏の系図にも諸種あり、一説では

大将軍として頼朝と戦ったのは有名な語

の子）の祖父義家の弟義光が南部家太祖

ともに都へ帰ったのである。貞任の娘が

氏にも家内騒動がおこったのである。

といわれる。貞任には千世童丸他２人の

び

日本神話の神武天皇東征の際に滅ぼされ

あ

八幡太郎義家三男義国の母であったこと

あず

た長髄彦の兄安日が、津軽安東浦に追放

ながすねひこ

子がおり、１人は八橋太郎義家三男義国

を抜きにしては、この件の歴史は語れな

はる

むねはる

されたのに始まるとする。安日の子孫安

鎮めて「日本将軍」と称し、その子孫が
貞任であるというのである。だが、貞任

ひのもと

東が安倍性をうけ、致東が蝦夷の反乱を

基衡の妻となっていること、一方紗羅の

ためゆき

は安倍頼時と瑞乃の間に次男として生ま

るのである。その為にも、先ず民話構造

話と歴史を混同してはならないと思量す

丸を儲けており、それらを考えると、民

こんの

娘結有の夫藤原経清の子清衡は奥州藤原

れ、 金 為行の娘流麗との間に千世童

ある。前九年の役で滅ぼされた安倍貞任

その先祖を奥州藤原氏に仮託した所以で

で滅ぼされた安倍氏に仮託し、津軽氏は

の豪族安東氏は、その先祖を前九年の役

初代である。このことは、中世津軽地方

崎城主となり、宗任の娘が奥州藤原２代

述の如く、貞任、流麗の子高星が津軽藤

青森県津軽と安倍頼時との関係は、前

いだろうと思料する。

の母、他の１人は高星で津軽藤崎に落ち
たかつね

延び、次の兜恒が藤崎城を築いて（一〇
九二年、寛治６年）以後、安藤太郎また
は藤崎太郎と称したという。結有（夫は
藤原経清、
清原武貞）
、
菜香
（夫は平永衡）
姉妹と貞任、
宗任兄弟は異母兄妹である。
一方、安倍異母兄弟正任、家任、則任は
源頼義により伊予へ島流しとなり、その
後公卿により筑後へ移動遠流となった。
おと な

また、源氏の棟梁源義家は安倍沙羅の弟
乙那の供金の力により、陸奥の守になっ
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実体を具体的に明らかにすることが必要

下流宗教者と一般にいわれている存在の

を分析し、
さらに伝承の担い手を解明し、
藤原城別名白鳥城が完成した寛治６年は、

のが寛治元年
（一〇八七年）
であるから、

柵を陥して清原の家衡、武衡を誅殺した

の十三湊に居城していたのは事実のよう

する以前に十三氏という豪雄が、奥津軽

は別として、藤崎安東氏が十三湊に進出

の後裔であるか、安倍氏の後裔であるか

あるとする説もある。十三秀栄が藤原氏

である。そして津軽を二分する豪族であ

平泉に奥州藤原氏の栄華が開花した時期
いた建久３年（一一九二年）に先立つこ

る両氏は、血縁のある同族でもあったこ

と符節が合う。源頼朝が鎌倉に幕府を開
津軽藤崎城は、その地理的状況を抜き

と１００年前である。安東氏が藤崎城を

とは注目すべきことです。小生の家内祖

であると思惟する。

にしては語れない。平川と浅瀬石川の合

築き、津軽内三郡（田舎館・平賀・鼻和）

（一一九五年）
、
蝦夷管領に任ぜられた安

鎌倉幕府の執権北条義時から建久６年

らないと思量する。

が、伝説は歴史でないので混同してはな

はまことに楽しいというのが実感である

は歴史的背景があって、それを知ること

ろう。たとえ伝説であっても、その底に

は歴史を超越した実在と信じたからであ

れることがある。それは崇敬者にとって

を馳せた。長い経過において諸説が生ま

任とは異母兄弟であることから漫に思い

流地点である藤崎は、十三湊に直結する

ま

した則任で、瑞乃の間に生まれた三男貞
う

は安倍頼時と沙羅の間に長男として出生
ま

河口、十三湊（市浦村十三）に住み、津
る

を勢力範囲として台頭した頃、岩木川の
え

繁栄を極めていた。平川は更に４㎞ほど

おきのり

倍宗任の女を娶って生まれた秀衡の弟で

秀郷の子孫である清衡の子・基衡が、安

る説。一方、十三左衛門尉秀栄は、藤原

の子・高星丸の次男である次郎秀栄とす

十三氏の起こりについては、安倍貞任

権政治が確立していった時期である。

は、北条氏が鎌倉幕府の実験をにぎり執

両氏が津軽の南北を二分して対峙したの

た豪族が十三氏である。この安東、十三

軽三郡（奥法・江流間・有間）を支配し

舟運の要衛として、多数の舟の出入りで
下流の藤崎白子と弘前三世寺で、津軽の
母・岩木川と合流し、三世寺は藩政時代
に弘前城下の外港として岩木川水運の要
の河港であった。中世の津軽に君臨した
豪族安東氏の居城、東西１９０間（約３
５０ｍ）
、南北４００間（約７３０ｍ）と
いう壮大な藤崎城は、このような地の利
を占める舟場を接して築かれていたので
ある。
後三年の合戦
（一〇八三～八七年）
で、
源義家が藤原清衡を支援し、出羽の金沢
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三氏と安東氏は津軽矢萩の台の戦いとな

なかったのではなかろうか。こうして十

ので、必然的に十三湊へ進出せざるを得

三郡を北条氏の得宗領にされてしまった

東堯季は、その地位とひきかえに津軽内

の２００年間の繁栄を誇るのである。

蝋崎慶広（後の志摩守）に追われるまで

安東氏の支配するところとなり、南部の

が定かでない。いずれにしても十三湊は

を安東の手から回復したとも伝えられる

いずれにしても大浦時代は勿論、為信時

り、後に大浦氏についだとされている。

和から津軽石川城の南部高信の家臣とな

津軽大浦氏養子為信）が、兄信義との不

信実の４代子孫治義の二男平蔵（十郎、

た御家人曽我忠広に援軍を求め、安東・

義時が地頭代として平賀町岩館に派遣し

折からの豪雨の間を縫って堯季は、北条

地藤崎城を包囲したといわれる。しかし

孫）は、一挙に小泊柴崎城を陥とし本拠

愛季を配置したが、十三秀直（秀栄の曽

間にある小泊岬（権現崎）に築いて子・

信憑性に乏しいという人が多いようだ。

祖を南部氏とせず藤原秀郷としたのは、

自を記録した『可足記』に、津軽氏の先

（一六八四～八七年）の頃の津軽氏の出

権僧正が天和（一六八一～八三年）
、貞亨

いようだ。津軽４代藩主信政公の弟可足

出自が南部久慈であることには異論がな

異説があり判然としないが、津軽為信の

大浦（後の津軽氏）の祖先については

れる。信義の長子４代藩主信政（一六四

「とさ」の音を惲ったことによるといわ

第３藩主津軽信義が土佐守になったので

が「じゅうさん」となったのは、弘前藩

いささか他県との拘わりが知れる。「とさ」

扠、その後の弘前藩を調べてみると、

代も初めは南部左京小亮であったので、

曽我連合軍は萩の台の十三秀直を逆包囲

ったのである。堯季は十三湊から指呼の

し、撃破したと伝えられる。堯季は福島

津軽氏側では十三氏の藤原秀栄の第

ている。

迎えたのであった。一方、十三秀直の子・

との二つの城を主城とし、一族の隆星を

に移住したという。その後盛信、政信、

右京亮の遺児が後の光信で、長じて種里

信としている。別説では南部守行の三男

代目が種里（西郡鰺ヶ沢町）へ入った光

道を学など、日本の古典・神道・兵法を

造詣が深く、山鹿流兵学の導入や吉川神

治水、貞享検地などの他に文化事業にも

越中守に叙任、新田開発の推進、岩木川

六～一七一〇）
は万治元年
（一六五八年）

頼秀は６歳であったが、乳母に迎えられ
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大浦氏は南部氏の一族であったと見られ

城を改築し、子息愛季を城主として藤崎

て姉の夫である新城領主橘次信次に匿わ

為則、為則の後を甥の為信が継いだとい

みたといわれる。

通じ弘前藩の藩体制は信政の代に確率を

れて成長したといわれる。後年、最明寺

代信時の弟

う。南部側では南部宗家第

11

入道北条時頼の恩遇により、十三福島城

20

ところで、十三氏の祖で系図上津軽氏
遠祖の藤原秀栄は左衛門尉秀久と記し、

倍頼時の長子良宗なる氏名を見出すこと

ことになる。小生の家内の系図からも安

容はお詫びして筆を擱く。

にまかせて筆をとったが、そぐわない内

これは津軽氏の系図の作為であろうと推

子孫が大浦氏、津軽氏ともいわれるが、

入り、
霊鷹山壇林寺に隠居したのである。

管掌し、寿永元年（一一八二年）仏門に

り津軽六郡と糠郡、外ヶ浜、松前三郡を

保元２年（一一五七年）基衡の遺命によ

間（一一四二～四三年）
、十三湊に居住。

となっては知る術は無い。秀栄は康治年

早世）の子孫とも伝えられているが、今

または安倍頼時の長子良宗（貞任の兄、

秀栄は藤崎の安東高星の二子
（堯恒の弟）
、

風土・民族・歴史・伝説等を知る手がか

でき、胸に迫るもの切々である。当時の

は深い縁のある歴史的背景を知ることが

安倍一族に思いを馳せると、青森津軽と

男以外みることを惲ってきたのであろう。

される。そうした状況から系図を代々長

ない緊迫する一時期があったことも推察

の系図の裏には、身内の者にも気を許せ

同してはならないと示唆される。安倍家

った。中世を惟うとき、歴史と民話を混

幻の中世都市、十三湊まで一気に駆け巡

此度、小生家内の家系図を繙き懐いは

が続く。この沃野が安東の里の繁栄を支

から中央にも知られた檜葉林の梵珠山系

整備された大牧場もあり、その奥に早く

の背景には廣大な原野が連なっている。

る雄大なものであったらしい。更に村落

海の交易は、私たちの想像を遙かに超え

端に触れた思いであった。その昔の日本

る広壮華麗なもの。安東水軍の底力の一

た。奥地の山王坊日吉神社は聴きしに勝

セドウ」の遺跡が一入感慨深く観察でき

が凝縮されていると信じ憧れていた「オ

から十三湊へと駆巡る。縄文の北方文化

前久しぶりに市浦を訪ねた。懐いは藤崎

はできなかった。

察される。なぜなら藤原秀衡に弟がいた

りになるものが残っているような気がし

えたのだ。
十三湊の殷脤が絶えて久しい。

最後に漢詩を添えたい。小生は、数年

ことは確認できないからである。秀栄は

てならない。世間で物議をかもしている
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後の陸奥権守にもなっている。
一説では、

永長元年（一〇九六年）に出生、建久４

それには色々な理山や根拠があったのだ

果も上がっている。改めて安東の里に思

ろう。今日、その跡の発掘が盛んで、成
「温故知新」にならい、昔懐かしい中世

課題のなかには、故事を繙いてみること
歳で没

いを馳せている。

により新しい事実もみつかることがある。
～

の時代へ惟いを馳せてみた。以上、思う

歳で没したことに

年（一一九三年）に

元２年（一一五七年）頃

60

しており、秀栄は父よりも先に生まれた
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なってる。荒井清明上によると基衡は保

93

船 影 疏 儚 十 参 沖

朧 眺 隠 緑 安 東 里

縄 文 朔 颸 逗 施 洞

都 雅 南 薫 還 嶃 王

懐 古 安 東 之 里

力を得る。

みずみずしくて洗われて、新たな創造の

かれて、私たちの心は夜の深みに下り、

は、先人のみたまの火。その火にみちび

夏はよる 八甲田の闇を飛びかうほたる

つらぬく格別のひびき「もののあわれ」

の音、虫の音は、みやこの文化と生業を

秋は夕暮れ 白神山に日が入るころの風

縄文の朔施洞に逗まる

都雅の南薫嶃王に還り

への、この感覚のするどさを生かしてこ

懐古す安東の里

朧眺すれば緑に隠る安東の里

そ、
津軽独特の文物は生まれ、
世界の人々

冬は早朝 白い霜のおく寒さのなかに、

の心に訴える。

船影疏らにして儚なし十参の沖
そして、我が郷里、陸奥に心からの懐

立ち働く。

いを詩に託し次の世代に繋ぎたい。
春はあけぼの 安倍頼時がながめた紫い

このすがすがしさ、この誘いとよろこび

かえって背筋をのばし、声をかけあって
ろの夜明けの雲は、いまも岩木領にたな

格なり。

こそが、縄文三内丸山誕生都市青森の風
陸奥創造の品々の品格を高めて、これを

びく。
とうとび、ここにたくわえられた知恵を

世界の先端に立たせるだろう。

私たちは津軽の風土と歴史のゆたかさを
今日にいかし、明日に伝える。

36

その

半 場 久 也

お婆ちゃん、学校にはシチュカをやら

し、嬉しく思う。

夕食後、７時頃

ないで下さい。気候のよくなる春まで家

ニューヨーク、一八九五年二月十五日
（原注・アロイジエ、一八八八～一九六

方の所と同様にアメリカ全土もすごい寒

さです。ニューヨークは二月八日と九日

でしっかり養生させてください。あなた

の子供あり）

に大変な吹雪に見舞われました。私はま

道技師ヨゼフ・フィアラと結婚し、三人
『大事なシチュカよ！ 大事なお婆ちゃ

る三日間、家から一歩も出ていません。

七、ドヴォルジャークの一番下の妹、鉄

ま！

人は外へ出られないのです。このニュー

ヨークでは沢山の人が死んだのです。更

街路は全く雪に覆われ、風が暴力的で、

よると、朝九時に腹が減ったとか喉が乾

にアメリカ全土に及びました。アイオワ

今日《ザーレ号》が入港して、お婆ち

いたとか騒いでいるが、これは病後だか

では零下三十五度まで、カナダでは零下

ゃんの手紙を届けてくれました。それに

らだと書いてきた、それであれば、我々

り過ぎたことを私等はどんなに嬉しく思

神様が君の健康を回復させ、病気が通

ひどい寒さに襲われているということを

ます。あなた方のヨーロッパでも全域で

して、今日午後は五度気温が上がってい

（カットも筆者）

◎アロイジエ・ドヴ

っていることか想像もつかないだろうね。

新聞で読みました。

恐ろしいことです！ けれど今は回復

六十度まで下がったのです！

ォルジャーコヴァ

のことを考えているのだ。気が安らぐこ

私はお前のお母さんと同じくいつもお前

訴えていても勿論驚かないよ。

はいくらお前がその時間に本気で飢えを

とクロチルダ・チェ

とが無いのだ。けれども今や神のお陰で

筆舌に尽くしがたく嬉しく思っているよ。

のことと思われる）の成績証明書に私は

トニーチェク（訳注・息子アントニン

ルマーコヴァ宛て

君が幸い病を乗り越えたことは良かった
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○
35

もし成績が良かったら、彼は一頭の馬
マン商会です。そして、お婆ちゃんが自

行ったのです。ラーデンブルクとタール

コメント〔この文面で察する事が出来

――――――――――――――

父より』

を貰うでしょう。しかも本物の馬を！
分宛てに送られた手形のコピーを我々は

ではごきげんよう

以前書いたことがあるけれど、君等が

く喜んで、落ち込んでいた気分が晴れ晴

たという朗報にドヴォルジャークがひど

れしている様子である。また、馬車を買

ることは、末娘シチュカの病気が回復し

られた手形が失われたなら、私のコピー

い、自分がその馭者になりたいなどとジ

のです。つまり、もしもお婆ちゃんに送
が有効になり、お金は私に支払われるの

ョークを飛ばしている。余程機嫌が良か

持っている

のです。笑わないでね。私は真剣なの

です。もっとも、その手形が途中で失わ

ったのであろう。
「
《旗》を私から買った

喜ぶ様に、一匹の馬と正式な馬車を買

だから。今日お母さんと私はブロッキ

れるという場合に限ってです。少なくと

い、私が馭者になることを夢見ている

ーさんの所へカルタ遊びに行きました。

もパトロンは私にそのように説明しまし

思われる。

沢山売れたせいで、大金が入ったものと

る。恐らく、作品の評判が良くて楽譜が

は、お金を方々に散蒔いている様子であ

受け取る筈の報酬が手に入らないにして

それにしても、ターバー夫人から正式に

関係なのか、
注釈もないので不明である。

いる。これがドヴォルザークとどういう

とタールマン商会となって

ではなく、ラーデンブルク

そのパトロンはジムロック

パトロン云々…」
を読むと、

日の《コロンビア号》でハンブルク

って、それは言わないよ。

ために何か編み物をしています。何をか

んとバルシュカは机の所に座って君等の

をシチュカや皆さんへ送ります。お母さ

の金額を払ってくれました。沢山のキス

て私等が到着すると、手形割引銀行はこ

年五千ドルのコピーをくれました。そし

た。ついでに、ヴォサツコさんが私に昨

シチュカの回復を喜ぶドヴォルジャーク

私等は四月二十三日の
《ラーン号》
か、
へ行きます。けれどもこ
のことは他の誰にも言っ
てはいけないよ！ その
ためにはまだ時間はたっ
ぷりある。水曜日（一昨日、十三日）
に《ニューヨーク号》が出港した。そ
れが君等に一通の手紙を届ける。その
手紙には君等に三千五百ドル、或いは
イツァーを送ったと書いてある。
《旗》

八千八百四十六フロレンスと八十クロ
を私から買ったパトロンに私はお金を
あげました。彼はそれを銀行へ持って
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25

きりに出てくるのが不思議だった。最

と今回の手紙に《旗》という言葉がし

ここで著者は、ふと思い出した。前回

カンタータ《アメリカの旗》のスケッチ

ったことから、
（中略）八月になって彼は

詩が、出帆の数週間前までに到着しなか

ン・ドレイクの《アメリカの旗》という

翌年の一月八日までその完成は延ばされ

に着手することが出来たものの、結局は

行かない。そうではなくて、これは一

た。さらにこの作品はドヴォルジャーク

いたが、手紙の続きを読むと、納得が
八九二年八月三日から九三年一月八日

がアメリカを永久に離れるまでずっと上

初は《新世界》交響曲の事かと思って

にかけて書かれた、作品一〇二番のカ

四日になってようやくニューヨークの初
演が実現する運びになったのである。
」
と

演の機会に恵まれず、一八九五年の五月

クとタールマン商会（多分楽譜出版し

なっている。これで、ドヴォルジャーク

づいた。その曲を前記のラーデンブル
ている会社）へ売ったのであろう。そ

が「…私が《旗》を売った後援者に…」

39

ンタータ《アメリカの旗》の事だと気

の経緯を、内藤久子の書から引用する

が分かる〕

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、

と、ドヴォルジャークが初めてアメリ
カへ渡る際に
「サーバー夫人は彼に
『第
四回アメリカ・コロンブス発見者百年
歳』を記念して、一八九二年十月十二
日に上演される予定の《新曲》を創作
ーバー夫人の望みは第二次米英戦争を

するように依頼してきた。すなわちサ
題材とした合唱曲の作曲であったが、
そのテキストとなるジョセフ・ロマ
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炎は
天をこがし
月も
星も

詩
侫 武 多

青森

秋 霧 朝 光

― 道に小鈴が三つ
四つ
転がっ
て―

火の海の中に静止する
（ヤッテマレ ヤッテマレ ヤッテマレ ヤッテマレ）
踊る跳ねる叫ぶひと人ひと

歓喜の渦のなかに
（ヤッテマレ ヤッテマレ ヤッテマレ ヤッテマレ）
五臓六腑にひびく
津軽太鼓の

ふしぎなリズム
突然

天の火の海よりぬっと躍りでた大赤鬼
ぐっと宙をにらみ
渾身の力をこめて
ふり上げる拳

（ヤッテマレ ヤッテマレ ヤッテマレ ヤッテマレ）
花笠の乱舞

大観衆のざわめき
鳴るなる小鈴の音おとおと

（ヤッテマレ ヤッテマレ ヤッテマレ ヤッテマレ）
やがて遠ざかるねぶた
津軽太鼓の音と共に
嫋嫋と笛のおと
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兵庫

廣 辻 逸 郎

ストローをブスッと少女若葉蔭
今年また馴れし囀り同じ屋根
病院の裏庭十薬群れて咲き
小さくとも粒を揃えて庭の枇杷

岩 本 漂 人

紫陽花の色それぞれに雨予報
静岡
舳倉島にて五句
横枝にヨタカ腹這いひもすがら

あいぞめ

東京

み

き

かた

篠 田 那 珈

藍染の暖簾くぐれば新茶の香
お

新茶にて乾杯も亦型破り
三社祭の御神酒加えて発送す
震災戰災浴びしは遠しどくだみの花

秋 霧 朝 光

横綱碑囲むどくだみ猫交る
青森
《夜を偲ぶ》
秋晴れて生きろ生きろと岩木山
達麿大使の後ろ姿も夜長かな
夜長し川音絶えぬランプ宿
目の覚めてつくづく長き夜を偲ぶ

東京

福 神 規 子

麦秋や男の子はむかし丸刈りで

夏萩や襷掛けせし祖母のこと

藺の花や身ほとり軽く暮らしたく

おことはりせねばと桐の花仰ぐ

中 村 雄 彦

ゆつくりと話が出来てえごの花

新潟

幾歳も月日重ねて入学す

寝る我に汗かき動く人のあり

一つして他忘れたる暑さかな

小 南 丁 字

新入生同じ背丈の母と来る

志あらぬ学舎に入学す

東京

隕石の閃光落下春を裂く

水底に魚影の速さ春温し

薬師寺の花の彩り紅枝垂れ

風花と黄砂マスクら立ち向かい

虹消えて赤い鳥ありシマノジコ

夕刊を配りおえたり星月夜

おにぎりや日陰小さくシマアオジ

甲羅干す三四郎池亀みどり

栄螺漁のマイク響けばマヒワ翔つ

ツツドリの鳴けば出船の汽笛かな
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福 冨 清 子

東京

小 南 丁 字

子規の声？子規球場春浅し

東京
たんぽぽの絮渡りゆく銀河系

金庫より信用された段ボール

鯉のぼりくじら幟と入れ代り

隕石の白煙地球砕く音

再壇の古雛犇めくピラミッド
清

氷室万頭くにの情けをお福分け
群馬

電脳戦プロ棋士大敗打つ手なし

富士塚の苔赤茶くる旱梅雨

この夏は鰻が高値の花となり

かぐや姫の小指の跡や梅雨半月
豊 泉

糊いつも強めの浴衣母の意地

丑の日に閑古鳥鳴く蒲焼屋
外圧で子孫に残す美田荒れ
小器だが晩成の夢抱き続け

秋 霧 朝 光

会議後に酒と一緒に出る本音
青森
《飛んでいく》
地すべりのテレビニュースで鳴く蛙

熱燗が父の昔を語らせる

グローバル化お前はそんなに偉いのか

老の日日庭は日に日に緑増す

残高が風にふかれて飛んでいく

籾 木 秀 穂

凌霄花咲くや夕焼け吸ひしごと

昇進も 左遷も告げる 蕗のとう

東京

亡き友の遺句の底紅咲き初めぬ
酒弱き主が庭の酔芙蓉
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カランと鳴らし

青森

秋 霧 朝 光

はつ夏に緑萌えたる風そよぐいのち輝きちからみなぎる

東京

林

宏 匡

焼芋を売る声長く透る夜は寒くなりつつ更けゆきにけり

補体結合反応序列解き明かし学の眞髄説き給ひし師よ

ふし

（恩師、故上野正吉先生に捧ぐ）

鬼は外福は内とて大声に豆撒きにける昔恋しき

爭ひて拾ひてくるる子らの居て鬼やらひの声に節つけにけり

東京

小 松 安 彦

たはむるる雀鴉の啼く声も春めきにけるこの朝ぼらけ
野 原

冠を編みてみようか土手に咲く白詰草と赤詰草で

うづ高く乾燥ロールは積まれゐて特舎の冬の備へ整ふ
原発の施設増えゆく下北に事故隠蔽のニュースは重し

梔子の花の香を嗅ぐ価値感の大きく違ふ人を思ひぬ

怪獣とウルトラマンの闘ひし夏の野原にばつたは跳ねる

あぢさゐの花の上には底紅の木槿の花のもう咲いてゐる

白鳥の訪ひくるる街に住み釜臥山を日日眺めをり

羽 生 藤 伍

紫陽花の裏側を見るかたつむり此処にもゐない今年も居ない

茨城

鈴の音カランと鳴らしドアを押す茶房に癒しの席がまちいる

城下川
まち

城下川雨後の小さな滝壺より大き青鷺飛び立ちにけり

我が市の最大の鳥青鷺はいつも独りで城下川辺に
治療効果ないから退院しなさいと病院より老健へ返されて来る
車椅子で兵隊さんよ有難うと老健内で男女コーラス
わが池に水出しやれば緋鯉らは漣立てて集まり泳ぐ
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○ ほ

ん

『ＳＦ・科学・ファンタジー
短編集』
天瀬 裕康 偏著

『未来の好きな人々へ
幻想の好きな人々へ
そして
伝統を超えることの好きな人々へ』

ＳＦ短歌は、存在しうるでしょう
か？
いえ、じつのところ、挑戦なのです！
和歌の歴史のかなたに見えるものは
……
表紙絵：天瀬裕康
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
日本人は「５・７」のリズムが好きな
ようです。
もしかしたら日本語が、五音と七音、
染みやすいのかもしれません。
（中略）

ないしは五字と七字の組み合わせに、馴
それでは、ごく簡単に短歌、あるいは
和歌の歴史を見ながら、ＳＦ短歌への道
程に想いを馳せ、次いで自作のＳＦ短歌
内の作品を加えさせて頂きましょう。

を百首ほど並べ、最後に僅かながら仲間
【はじめに より】

（文教総合印刷・一、五〇〇円）

一部朗読 ＣＤ付き

随想集『趣味の遣り残し』
中村 雄彦 著

日本医師会学術最高優功賞受賞
開業医が綴った肩のこらない随想集

折々の随想から音楽、医学と幅広い
分野のちょっと知的な随想集。
ためになる医学解説、わかりやすい
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医学講演、まだまだ遣り残した趣味
の世界を書き留めた一冊。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

のもある。先に残響の名で新潟日報社か

歌集『 同 行 』
林 宏匡 著

うたかた

「泡沫」に続く第九歌集。
書きためた文章がかなりの量になった。 平成十九年から平成二十三年まで、
日本医事新報、日本医家芸術、医師会雑
主として「湖笛」誌に発表した作品
誌、
大学関係、
その他学術雑誌などなど、
を中心に収録。発表した年ごとにま
とめた六〇〇句を超える歌集。
依頼されたものもあり、自ら投稿したも

ら随筆集を出したが、今回はそれ以後の
文で一〇年前のものから現在投稿中のも
のまである。内容に重複するものもある
【前書き より】

が、出来るだけ避けるようにした。

（一、二〇〇円）

（前略）
本歌集の題名は「四国巡礼者などが、

いつも弘法大師とともにあるという意味

どうぎやう に に ん

で、笠などに書きつける言葉。
」
（広辞苑
どうぎやう

第六版）の「 同 行 二人」から拝借して

「 同 行 」とさせていただきましたが、
この場合の「同行」は小生の人生が続く

限り、生前の妻が心の中に同行し続ける

【序に代えて より】

という意味と解釈して頂き度く存じます。
（後略）

（報光社・二、五〇〇円）

※表示価格は税抜きです。

会員の著作を紹介する欄です。近

著を事務局まで送ってください。
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【文芸特集号 執筆者急募！】
前号でも募集いたしましたが、執筆希
望の方が少ないため、まだ発行できない
状態です。ぜひ会員のみなさまのご協力
をよろしくお願い致します。
今号でも再度、募集いたします。ご投
ださい。お待ちしております。

稿いただける方は、事務局までご連絡く

（四）雑誌購読 予価五百円。
執筆者一人五部以上。（できるだ
け多くの部数の購読をお願いし
ています。
）
ご投稿お待ちしております！

【医家美術展・医家写真展
作品募集のお知らせ】
今年も、医家美術展と医家写真展をそ
只今の時期は作品募集をおこなってお

れぞれ左記の日程で開催いたします。

◎医家美術展

開催期間：平成

年９月６日（金）～

９月８日（日）

年８月

日（月）

東京都中央区銀座６―３―

会場：ギャラリー銀座「悠玄」

作品締切：平成

事務局必着

※詳細を記載した案内をお送りしますの

年

月

日（日）

日（水）～

でまずは事前にご連絡ください。

◎医家写真展

開催期間：平成

月

番地

日（土）

東京都千代田区一番町

会場：ＪＣＩＩフォトサロン

年８月

事務局必着
項を記載したご案内をお送りしますので、

ただし、詩や短歌は１頁千円。

ふるってご応募ください。

（一）内容は自由
行の２段組

※詳細を記載した案内をお送りしますの

字詰め×

事務局までご一報ください。会員の方で

作品締切：平成

25

（二）枚数に制限はありません。

24

でまずは事前にご連絡ください。

ります。ご興味のある方は詳しい募集要

16

20

10

10
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19

17

25

25

25

25
したら、どなたでも参加できますので、

一行

22

（三）頁負担金 １頁千五百円。

が１頁です。

27

初芝 澄雄

い神社で、大学に入学した頃を思い出し
ましたが、東京では古い神社であると聞
かされた事を思い出しました。そこでも
う一度尋ねてみることにしました。御茶
ノ水駅近くにある、湯島聖堂の先にある

近くの商店街では、各店先に風鈴をつる

ような気温になる東京ですが、私の家の

夏本番といった猛暑が連日続いていま

があり、店頭の説明書によりますと、こ

して、午前と午後に各店でいっせいに打

神社です。始め駅から向かって尋ねたの

の店は江戸時代から、家で糀を作ってい

いう素敵な企画がされています。近くの

ち水をするなど、少しでも涼をとろうと

すが、会員のみなさまご体調を崩された

当時私の村では、甘酒がよく飲まれて

るとの事でした。そして此の日は休みで

小学校ではゴーヤのグリーンカーテンが

ですが、私が行ったコースは裏通りでし

糀の話

いました。そして当時糀は糀屋さんから

したが、普段営業している時は、地下の

青々と茂っていて、夏の日差しから子ど

つつ、クーラーをつけないと過ごせない

買っていました。その頃は東金市に糀屋

糀の室を見学する事が出来ると書いてあ

もたちを守ってくれいます。この暑さも

りしていませんでしょうか。節電と思い

が多く、私の地方でも東金から買って来

りました。私は戦前の古い田舎での事を

きっとあっという間に秋に変わり冬とな

たので、参拝を終わってから、表手口へ

ていました。中学になり級友であるＳ君

思い出していました。最近の東金市の事

ることと思います。
『医家芸術』でもきち

私の実家は今は千葉市に入っています

の実家が、その糀屋である事を知りまし

は不明ですが、昔は友人の案内で、地下

んと四季を伝えられるよう編集関係者一

と思い、参道を逆に鳥居の方に、道を下

た。そこで私は彼に頼んで、東金市に行

の糀部屋を見学した時の思い出です。と

って行きました。すると鳥居の脇に糀屋

った事がありました。
東金は糀屋が多く、

にかく旧友はもういませんが、古い糀屋

ました。

糀は米を原料として糀部屋と云う、地下

同、頑張っております。今後ともどうぞ

が、子供の頃はその在で、そこで成長し

室で作っている事を知りました。

さんの事を思い出しながら、御茶ノ水駅

先日、御茶ノ水駅の近くを散歩してい

よろしくお願い致します。

（ＥＳ）
方向に帰って行きました。

て、神田明神に行きました。東京では古
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