２０１４年５月１５日
（木）
～１８日
（日）
会場：ギャラリー悠玄（有楽町駅より徒歩５分）
１１：００～１９：００（但し初日は１４：００より）

雲ながれゆく Ｍ25

割れて輝く Ｆ15

作家は医家芸術クラブ美術部の副部長です。
新作の油彩画を主体に展示します。

ギャラリー悠玄
〒104-0061
東京都中央区銀座６－３－１７
悠玄ビル
ＴＥＬ：０３－３５７２－２５２６
ＦＡＸ：０３－３５７２－７０１７
http://www.gallery-yougen.com/

会期：2014 年 7 月 24 日（木）→30 日（水）
京王百貨店 新宿店６階 京王ギャラリー
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日本医家芸術クラブ邦楽部

宮西 芳緒

第五十八回 邦楽祭
邦楽評論家
平成二十五年、例年勤労感謝の日に開
かれていた日本医家芸術クラブ邦楽部の
《邦楽祭》が、今回は一週間ほど早く十
一月十七日の日曜日に、会場は例年通り
の日本橋三越劇場で開催された。
日本医家芸術クラブ委員長・太田怜先
生の「開会の辞」で、同クラブ邦楽部第
五十八回《邦楽祭》が開幕する。今回は
いつもの十一月二十三日勤労感謝の日に
プログラム三番目に予定されていた秋葉

会場が押さえられなかったことを詫び、
則子先生の長唄『多摩川』がご主人が病
気のため欠番となったことを告げる。ま
た、長年同じスタイルで通して来たプロ

「〝馬子にも衣裳〟で、中身が伴わなか

グラムのデザインが新しく立派になって、

る。〽もとより薬の酒なれば」菊水の霊

一音を丁寧に、深い声で泰然と謡い納め

ったらお許しを」と、客席を和ませた。
そして一曲欠番となったための「時間
稼ぎ」にと、邦楽の特徴と魅力、洋楽と
の違いなどを具体的な例を挙げて分かり
やすく語り、「出来るかどうか分かりませ
んが、〝日本の粋〟を極めたいと思って
以下、今回は、謡、端唄、小唄、長唄、

います」と締め括る。
清元、日本舞踊、全十番の舞台が続く。
一、謡（喜多流）
『枕慈童』
〽ありがたの妙文やな」……鈴木浩之
先生（外科、練馬区）の独吟による『枕
滋童』が開幕を飾る。帝の枕を跨いだ罪
で配流されて七百年を生きる慈童の物語
は、転じて、不老長寿を寿ぐ祝儀曲とし
〽菊水の流れ 泉はもとより酒なれば

て扱われる。
酌みては勧め 掬いては施し 我が身も
飲むなり 飲むなりや」鈴木先生は一音
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験によって〽七百歳」の長寿を保つ慈童

〽ハァどすこい

て明るく晴れやかに〽ハァ芝で神明」

」と『二上り角力甚

に準えて、医家芸術クラブの《邦楽祭》

句』を唄う。
「私が一番好きな曲を選びま

く

も六十回、七十回、さらには百回へと、

した」と高橋先生。

「学生時代から茶道・歌舞伎・相撲な

二、
端唄
『浜町河岸』『二上り角力甚句』

がら欠番となった。

三味線を披露する予定だったが、残念な

（内科、八千代市）が柏要二郎師ほかと

杵屋秀子師ほかの唄で、秋葉則子先生

予祝するような幕開きだ。

これからも末永く回を重ねて行くことを

ど日本の伝統文化に興味を持っていたこ

三、長唄『多摩川』

ともあり、数年前から新水千豊先生の許

〝江戸の粋〟を感じていただけるように

科、台東区）は、
「自分なりに少しでも

いう高橋杏子先生（新水豊伎こと。精神

（花柳和之城こと。外科、笛吹市）は山

五回目の出演になるという飯田文良先生

三越劇場での《邦楽祭》には今回が十

四、舞踊、長唄『老松』

で唄と三味線のお稽古を始めました」と

唄いたいと思います」と語る。三味線は

今回は素踊りのご祝儀曲で華を添えた。

の高い、
矍鑠とした舞台を見せてくれる。

梨県立中央病院の名誉院長で、毎回意気
〽ほんに思えば私ほど この世で不幸

前日、転んで額に傷を作ってしまい、

新水千豊師ほか。
な者はない」と嘆く『浜町河岸』は、新

「お見苦しい姿で踊ることをお許し下さ

い」と上演前のアナウンスで詫びるが、

箱屋峰吉殺し（
『明治一代女』では叶家お
梅の箱屋巳之吉殺し）の場を、高橋先生

立ち居もしゃっきりとしていつもと変わ

派『明治一代女』でも有名な花井お梅の

が艶やかな声でしっとりと唄い、一転し

5

久しき宿こそめでたけれ」の詞章をその

らぬ風格と気概で、〽富貴自在の繁栄も
ます」と語るが、中年より始めたという

弾くほど、私にとっては難しく感じられ

「一見やさしい曲のようですが、弾けば

を選んでみました」と云う。ただし、成

因んで、太田先生も「あえてその『助六』

装開場柿葺落し興行の呼び物『助六』に

三味線は清元延志佐師ほか。歌舞伎座新

お得意の清元を、
清元佐季太夫師と語る。

太田怜先生（循環器科、世田谷区）は

六、清元『助六』

穏やかな初春の世界に引き込んだ。

琴に祝すひとふし」と結んで、聞く者を

いいご祝儀曲の風格を守り、〽三つの緒

発揮する。真摯に、無心に弾く姿が品の

あとの合方もたっぷりと、稽古の成果を

て豊かな曲趣を聞かせ、〽喜三が春」の

初春の馥郁とした〽梅が風」を通わせ

ります」と語る。

して、大切に続けて行きたいと思ってお

「この三味線を老後の唯一の生き甲斐と

ままに、めでたく舞い納めた。

五、長唄『梅の栄』
髙橋妙子先生（杵屋正澄己こと。耳鼻
科、中央区）は、杵屋正園師ほかと三味
線を演奏する。
唄は稀音家康三朗師ほか。

6

由縁江戸桜』という

の『助六』は『助六

田屋
（市川團十郎家）

めて痛感させられた。

古典芸能は命脈を保っていることを、改

いて、そうした方々に支えられることで

田先生が選んだのは

七、長唄『二人椀久』

河東節の曲だが、太

克也師ほかの唄。三味線は杵屋栄敏郎師

毎回大曲を披露して会場を沸かせる前

ほか。囃子入り。
「細かい手の合の手など

音羽屋（尾上菊五郎

「この鉢巻のご不

は、弾けなくなってしまったのではない

村八重子先生
（杵屋和重二こと。
小児科、

審か」すっかり江戸

か」と、
「一抹の不安と淋しさを味わって

家）の上演に演奏さ

一番のいい男の気分

おりました」というものの、どうしてど

東村山市）は、今回は、これも難曲『二

で、〽この鉢巻は過

うして、アナウンスで紹介された「八十

れる清元の『助六曲

ぎしころ」〽松の刷

人椀久』の三味線を披露する。東音福田

毛先 透額」「君なら

七歳という若き心意気」を堪能させてく

輪菊』の方。

」等々、芝居気

く

れた。

前弾きからテンションが高く、滑らか

分いっぱいの機嫌の
いい語り。延志佐師

に拍手が集まる。福田師の唄は〽それが

で、ドラマチックに弾き込んで行く迫力

嵩じた物狂い」はじめ、さすがに味わい

の三味線がよく受け
生のような役者はだ

が深い。長唄らしくてきぱきと運び、追

止めている。太田先
しの愛好家が市井に
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のイキ

絶妙で、
思わず聞き惚れてしまった。
数々

み込んで行く福田師の唄とのバランスが

い込んで行く三味線と、一廻り大きく包

深川の芸者衆

方角にあたる

ら見て辰巳の

師。江戸城か

は千紫つる恵

息つく暇もなく終景へと運ぶ。華やかな

も良く、
また全体の構成力も素晴らしく、

じゃれの」の後の合など箇所

たが、足袋を

るのは許され

は、羽織を着

く

の手の混んだ合を弾きこなし、中で〽悪

役者の踊る舞台面が彷彿とするような演

履くのは認め

飯田文良先生、太田怜先生、髙橋妙子先

長年の《邦楽祭》への参加に対して、

表彰式

子を魅了した

して、江戸っ

を売りものに

と鉄火の気風

そうで、「意地

られなかった

奏だった。

生に、日本医家芸術クラブ副会長の初芝

ハスキーな唄

すがた」を、

辰巳芸者の艶

澄雄氏より功労賞が授与された。このあ
と休憩を挟んで後半戦へ。
八、小唄『辰巳ゃ良いとこ』
『辰巳の左

〽辰巳ゃよ

りにする。

い声で浮き彫

の辰巳芸者を描く二題を、山田新太郎先

いとこ 素足

日本画家・伊東深水氏の作詞で〽素足」

褄』

生（整形外科、練馬区）が唄う。三味線

8

が歩く」
、
〽競う素足の意地っ張り あっ
しゃ辰巳の左褄」の意気地を描きたいと
願う山田先生の熱意が伝わった一幕。
九、小唄『祭り』
『河水』
左手関節の腱鞘炎の痛みを抑えながら
の稽古で、「十一月になりなんとか正しく
三味線を構えられるように」なったそう
祈るばかりです」
と語る川口敟子先生
（咲

で、
「今日は、本来の音を出せるようにと
村鈴音こと。看護科、江東区）だが、い
つに変わらぬ深みのある、柔らかな音色
を聞かせてくれる。

とりとした風情を描く
『河水』
の二曲を、

と、川に流した燈籠に想いを寄せるしっ

うに可憐に踊って、下駄を履いて晒を振

習ったことをひとつひとつ噛み締めるよ

いって大味にならないように、
きちんと、

に、力自慢のお兼を踊る。大力だからと

横浜市）は、尾上菊方師の若い者を相手

一歩控えて、鈴木聰明氏の唄を暖かく受

見せた。

って曲に乗り、見た目にも明るい舞台を

台詞入りの軽妙で表情豊かな『祭り』

け止めながら、それでも目立たぬように

十、舞踊、長唄『近江のお兼』

も邦楽や踊りがあります」という大川先

人生何があるにせよ、私の傍らにはいつ

「楽しいとき、悲しいとき、辛いとき、

リードして行く川口先生の優しい糸。

大川尚美先生
（尾上菊尚こと。
小児科、
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の人生を歩んで行きたいと思います」と

生の、「これからも仕事と芸道の二本立て

師の三味線が舞台を引き締める。

い、全体の余裕や風格など、流石に勝国

屋勝くに子こと。皮膚科、台東区）は、

たいと思います」
という山﨑律子先生
（杵

「〝母の思い〟を、心を入れて演奏し

十一、長唄『賤機帯』

「再来年の六十回まではがんばる」とい

用して「いま邦楽はピンチです」と訴え、

五郎丈と山川静夫氏が語っていたのを引

鶴千代師の演奏会のトーク番組で市川染

日本橋三越劇場で開かれた新内・富士松

敟子先生は、
「閉会の辞」で、前日、ここ

いう決意が籠もる。

人買いに攫われた我が子を尋ねる母のこ

日本医家芸術クラブ邦楽部委員・川口

ころを唄う。日吉小間蔵師ほかの唄、杵

う出演者一同の声を伝えて、恙無くこの

〽名にし吾妻の隅田川」落ち着いた出

次回はどんな作品に挑まれるかがいまか

劇場で開催の予定という。常連の方々が

月三十日の日曜日に、同じく日本橋三越

次回第五十九回は、平成二十六年十一

日の公演を終えた。

屋勝国師ほかの三味線。囃子入り。
物語にゆかりの梅若塚のある木母寺は、
山﨑先生の自宅・浅草花川戸にほど近い
隅田川堤にあり、先生は過日、同寺に絵

から、たっぷりとよく響く声で、〽千里

ら楽しみではあり、またニューフェイス

馬を奉納して来られたそうだ。

も薫る梅若や」謡がかりできっちりと納

の登場にも期待したい。
氏。

進行・髙橋妙子先生、司会・高松真弓

めて、〽君が代を 久しかれとぞ祝う氏
人」と全体を山王祭の踊り屋台の演目と
して結ぶまで、張りと艶のある声を聞か
せる。〽ものに狂うは」の口説きの味わ
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邦楽部懇親会
太 田

怜

われらが伝統の医家芸術邦楽祭も、昨
年十一月十七日、例年会場となっている
三越劇場でにぎにぎしく公演を終えた。
その昔、公演後は反省や慰労をかねて終
演後会合をもったのであったが、いつし
かそれも途絶えて久しくなる。
長年この会のために尽力された大出篤
氏がお辞めになり、昨年の会は、二村典
子氏が新
しく万端
を整えて
くださっ
たので、
その慰労
もかねて、
邦楽部の
懇親会を
開くこと

ある。邦楽部会員

場所は赤坂金龍で

本年三月八日、

である。したがって、わが邦楽部に新し

それなりにみられたが、今はそれも皆無

きかれたし、清元や常盤津の指南看板は

下町を歩けば三味線の音はところどころ

に、
邦楽をたしなむ若い人は少ない。
昔、

七名、その他美術

く入会される方々のいられないことが、

に相成った。

部部長の白矢勝一

目下わが部の最大のなやみである。

方はもちろんのこ

目を迎える。ついでのことながら、先生

来年は、わが邦楽部の公演も還暦の節

先生や、会員の知
人四名にも来て頂
お座敷のことと

いた。

たり、会員の実力を十分発揮した一夜で

者を踊らせたり、芸者の唄で会員が踊っ

勿論地元の芸者も呼んで、会員の唄で芸

らびにその御家族

のある医療関係な

まれて邦楽に興味

も、この記事を読

と、医師でなくと

あった。楽しさもさることながら、これ

がいられたら、御

て唄あり踊りあり、

も邦楽研鑚の一助となるという収穫もあ

入会を切に切に願

山﨑律子・山田新太郎 （敬称略）

太田怜・川口敟子・小島杏里・高橋杏子・

【懇親会出席者会員】白矢勝一・大川尚美・

る。

い上げる次第であ

った。
さらなる収穫は、この会で若い小島杏
楽部への新入会を披露して頂いたことで

里先生が、長唄「島の千歳」を踊って邦
ある。
歌舞伎座へ行けば若い人は結構多いの
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シー・ハイル

スキーと付き合い始めたのは大学に入
ってからだった。それから五十年、近し
い仲が今日まで続いている。南国生まれ
の私がここまでのめり込もうとは、正直
思ってもみなかった。スキーはもはや人

出来 尚史
北海道にやって来た。キロロというス

るのだ。傍らにいる妻と知り合ったのも

生の一部。大げさにいえばそんな気もす

今はのんびりタイム。お茶を飲みながら

北海道へのスキーツアーだった。縁の深

キー場だ。
到着してすでに何本か滑った。
窓の外を眺めている。

なステップを踏んだ。きっとあれは北国

がった雪の精が一瞬宙に留まり、軽やか

が吹いて木々の雪を吹き飛ばす。舞い上

りの白に変わりつつある。ヒューッと風

空が広がって来た。ゲレンデは眩いばか

スキーを履いての歩行、登高、八の字制

泊まって上級生から手ほどきを受けた。

初心者は私を含めて三名。大学の施設に

たしたのは妙高高原・池の平スキー場だ。

ほどその通り。私がスキーデビューを果

何事も最初が肝心、と人は言う。なる

さを感じるのも無理はない。

のワルツだ。ゆったりと至福の時が流れ

動など基礎の基礎を教わったのち、生ま

先ほどまで降っていた雪は止み、蒼い

ていく。

れて初めてリフトなるものに乗った。あ

の時のドキドキ感は今でも忘れない。

見上げれば妙高山の威容。真綿を被っ

たような森。谺する歓声。色とりどりの

スキーヤーをちりばめて緩やかにうねる

スロープ。私達はすっかり白銀世界の虜

になっていた。借りた用具はいかにもお

粗末な代物であったが一向に気にならな

かった。みんな雪の上にいるというだけ

で満足していたのだ。とにかく思いっき

り滑った。いや、やんちゃ坊主さながら

に転げ回った。指導者そっちのけ、なん

と楽しいスキーレッスンであったことか。

次の年、自前でスキーセットを購入し

た。それからは貪欲なスキー行脚が始ま

る。苗場、八方、栂池、蔵王、赤倉……

誘い、誘われて、いろいろなところに行

った。スキーを担いで上越線の各駅停車

ともある。そう、気楽な学生だからでき

に乗り、
〈はしごスキー〉と洒落こんだこ

たことだ。

一方、技術面では長い間低迷の時期が
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Ｉ君と知り合った時である。競技スキー

続いた。転機が訪れたのは北海道出身の
そんな単純なものではないのですよ。ス

だ？」
と聞かれることがある。
いやいや、

の繰り返し。いったいどこが面白いん

が隠れているのか覗いてみたくなる。熊

る。木の洞まで足跡が続いていると、何

ね。あっちは狐かな、とあれこれ想像す

も――。そう言えばいつだったか、カモ

上がりの彼は、一般ゲレンデでも実に優

シカに出くわしたことがある。リフトの

の足跡じゃないでしょう、いくらなんで

なんといっても、急斜面に突っ込んでい

真下にいたので驚いた。人間の騒がしさ

これ熊
が出てきたらどうする？ いやあ、

ウェーデンの天才レーサーである。しな

くときのあの高揚感。そしてターンの後

に閉口しているのか、非難めいた眼でこ

如何で組み合わせは無数になる。それに

やかな動きで雪面を舐めるように、前へ

半、
エッジが食い込んでいく時の緊張感。

ちらを見上げていた。すみません、うる

ロープは千変万化。滑り方やライン取り

前へと進んでいく。Ｉ君の滑りがまさに

その充足感。これらに勝る愉悦を私は知

雪面からの反発を体全体で受け止める、

美に力強く滑った。ステンマルクだ、と

それ。淀みない一条の流れを見ているよ

さくして。

私は思った。当時注目されつつあったス

うであった。

らない。
「スキー場に来たまえ」と私は言

私の第二の修行時代はそこから始まる。

もちろん楽しい思い出ばかりではない。

な世界にいると心が洗われるような気が

雪には精神の浄化作用がある。真っ白

方尾根スキー場で起きた。片流れの斜面

見舞われる。そのうち最大級のものは八

うだろう。
「とびっきり自由な空間を、君

くほどスキー操作が楽になったことに気

でエッジを引っかけて転倒、跳ね上がっ

彼を師と思い定め、機会あるごとに同行

が付いた。雪に嫌がられていない、そう

するのだ。雪が囁く、
「邪な考えを捨てな

たスキーでこめかみを強打したのだ。こ

長くスキーをやっているとトラブルにも

考えただけで勇気百倍である。大胆にも

さい、身に着いた汚れを落としなさい」
。

の時は外耳道からの出血がひどく四針縫

に紹介しよう」

苗場のキロメーターランセ・コースを降

リフトに揺られながら、手袋に降り積も

動食のみの生活を余儀なくされたのは辛

合。プラス、開口障害。一か月の間、流

した。二年ほどたった頃か、自分でも驚

り、各地の〈壁〉と呼ばれる急斜面に挑

雪の心そのものではないかと思う。

る雪を見る。正六角形の結晶は、純粋な

それでも、懲りない。
「いやあ、酷い目

かった。

戦した。
思えばあれが私の絶頂期だった。

を見るのも楽しみの一つだ。これは兎だ

動物当てクイズ。雪の上に残った足跡

下手は下手なりに、というべきか。すで
に三十歳を回っていた。
「リフトで昇って、滑って降りて、そ
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ていた。能天気というか、忘れっぽいと

翌シーズンにはしっかりゲレンデに戻っ

にあったよ」などと笑い話にしながら、
の北海道が三度目のツアー。まだまだ続

ー場に通っているのだ。今シーズンはこ

づくし〉である。それでもしぶとくスキ

と考えている。全国の同志に「スキー万

おき、この計画は是非とも実現させたい

スキースキ！」ん？ 悪質な洒落はさて

グラスを上げて一斉に叫ぼう。「ウイ
（・）

てみよう。
一人でも多く集めたいと思う。

うに思う。あれから雪は降らない。体も

窓の外は明るいままだ。日が伸びたよ

歳！」のエールが届けば最高だ。

けるつもりでいる。

スキーが縁で結婚した。冒頭に書いた

家族スキーもいいが、気の合った仲間と

温まったことだし、どれ、もうひと滑り

そうだ、手遅れにならないうちに誘っ

いうか、自分の事だからあまり貶したく

とおりだ。三人の子供に恵まれ、全員に

のドンチャンスキーは格別だ。なに、無

しますか。これが今日の締めくくり。

はないが。

スキーを教えた。今、長女の娘が来るべ

理のないコースでゆっくりと滑ればいい。

戦中・戦後を通して活躍した閨秀作家

渡辺 玲子

宝塚の出身者を中心に

戦中・戦後の女優たち――

――では、行ってきます。

後で温泉、さらに宴会が待っている。ほ
てった体にビールが旨い。日本酒もいい

ろである。両親ともスキーが大好き、特
に婿殿はモーグルの猛者だ。孫は将来オ

な。いやいや、洋酒だって捨てがたい。

きゲレンデ・デビューを待っているとこ

リンピック選手、とひそかに期待してい
る。
ところで最近気になることがある。昔
の仲間が次々とスキーから降り始めたこ
そうでもないらしい。「もうそんな歳じゃ

たちの動きを調べていると、文芸と交差

とだ。健康上の理由からかと思ったが、
ないよ」と口をそろえて言う。みんな十

あったが、かつて女優は、あまり高い評

むかしから作家は女性でも「先生」で

しながら女優の姿がちらつく。

がない、バランスが取れない、視力がよ

価を受ける存在ではなかったらしい。

よっぽどヨボヨボだ。体力がない、筋力

分元気なのに。それを言うなら私の方が

くない、おまけに根性がない。
〈ないない
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新劇の場合もそうだが、映画の場合は

立され、レビューやオペレッタ形式を研

通役が最初で、しばしば時代劇に出演し

映画は「宮本武蔵」
（一九三七年）のお

においては、デパート勤めのＯＬを好演

ており、
内田吐夢監督の
「限りなき前進」

鑽した結果、制服としての緑の袴は、少
一九二一年、大阪に興った松竹歌劇団

もっとひどかったので、人材は不足勝ち

も同じようなものだろう。二八年に東京

ているが、彼女の持ち味は現代劇に適し

戦争末期には、内閣情報局や軍部によ

し、一九三九年には久生十蘭原作「キャ

女たちの憧れの的となった。

る、思想面や資材の面からの締め付けが

松竹楽劇部を創設し、三八年には大阪と

ラコさん」の主演を務める。

だったのである。

強化されてゆく。

東京が合併し松竹歌劇部となったが、太

劇映画はフィルム不足から極度の圧迫

鎖性があり、外部との交流を好まなかっ

少女歌劇にはモンロー主義のような閉

ってキャラコ（白い綿布）しか着ない、

ところもあり、戦時下の節約ムードに沿

この原作には、いささか時局迎合的な

平洋戦争末期の昭和一九年以後は、『あの

質実剛健・明朗快活な現代娘が主人公だ

平洋戦争末期の四四年に解散した。

旗を撃て』
『加藤隼戦闘隊』
『日常の戦ひ』

たので、舞台で名を成すまえの新進者は

を受け、大政翼賛会的になってゆく。太

『陸軍』
『勝利の日まで』などのような、

から、まずは彼女の適役だろう。

つ

る

こ

一九四三年にはマキノ正博監督のもと

原作は尾崎一雄の芥川賞受賞作だった。

房役のほうが高い評価を得ている。この

における、売れない小説家の楽天的な女

評価はしているが、翌年の「陽気眼鏡」

映画関係の文献をみると、それなりの

ともかく、大物スターで映画界に入るの

とどろきゆきこ

したのである。

ター轟夕起子（本名・西山都留子、一九
一七～一九六七）が日活京都入りを宣言

ところが一九三七年、宝塚のトップス

松竹は江戸川蘭子くらいだろう。

は多くはなかった。
宝塚では霧立のぼる、

戦意高揚映画ばかりとなっていた。
ここで俳優の世界に目を転じると、日
本の伝統的演劇である歌舞伎が女形を使
っていたため、映画界が人材を欲した場
合、男性は歌舞伎界に求めることができ
ても、女性は不可能だ。

作は、杉浦幸雄の『主婦之友』連載漫画
轟は、宝塚音楽歌劇学校から宝塚少女

で、誰からも愛されるハナ子さんが、近

で「ハナ子さん」の主演をしている。原

い制限のあった日本の特異な社会だが、

歌劇団の娘役となり、男役の小夜福子と

所一同の祝福を受けて恋人と結婚し、子

その点、少女歌劇団は男女交際に厳し
良質な映画女優の供給源でもあった。

共演し、流行歌手としても活躍した。

一九一八年には宝塚音楽歌劇学校が設
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どもを産んだところで夫に召集令状がく
経過を、女剣劇出身で最後に死んだ仲み

丸山と薄田のダブルロールによる『無

法松』では吉岡夫人を演じ、一九三九年

に全国巡業をしている。一九四三年には

どりを中心に描いたものだった。
最も長く生きた仲でさえ、同月の二四

の一生』で阪東妻三郎の無法松の相手役

大映が目をつけ、稲垣浩監督の『無法松

るという大政翼賛会的な筋書である。し
かし夫が灰田勝彦で、東宝舞踊隊（のち

ともに桜隊を背負っていた園井恵子（本

日に死んでいる。宝塚の出身で、丸山と

隊原爆殉難碑」として建っている。占領

平和大通りの緑地帯に「移動演劇さくら

そして桜隊九名の碑は、被爆地に近い

岩手郡岩手町川口に建てられた。

園井恵子の銅像は、郷里近くの岩手県

さぞや立派な作品ができただろう。

いて原爆作家・大田洋子を演じたなら、

勝手な希望で恐縮だが、彼女が生きて

爆発した》と書いている。

憎む。時にはそれがヒステリーとなって

女優さん》と述べ、
《いいかげんなものを

女のことを、
《きまじめな、心掛けのよい

八田元夫は『ガンマ線の臨終』の中で彼

丸山と行動を共にし、広島で被爆した。

苦楽座の解散後も、彼女は移動演劇で

をご記憶の方は多いに違いない。

吉岡良子役に起用した。このときの園井

の日劇ダンシングチーム）も動員し、主
はかまだ

り、演技者として成長していた。

夫・徳川夢声・藤原釜足らの句楽座に入

場）に独り二役で客演したあと、丸山定

究会第四回公演の『ファウスト』
（帝国劇

一九四一年、宝塚を退団し東宝演劇研

宝塚では男役だった。

岩手県盛岡市に生まれた園井恵子は、

の経歴を瞥見しておこう。

井は二一日に死んだのだが、ここで園井

た。彼女の家で高山は八月二〇日に、園

中井のママは、宝塚で園井の先輩だっ

し、神戸の中井邸に辿り着く。

をしていた高山象三とともに広島を脱出

名・袴田トミ、一九一四～四五）は、被
爆後、俳優・薄田研二の長男で演出助手

題歌の「お使いは自転車に乗って」
（詞・
上山雅輔、曲・鈴木静一）は、戦局の暗
い時勢の中で、明るい歌であった。
轟のあとは、宮城千賀子や月丘夢路が
げた新劇女優に目を転じてみよう。

映画界に入るが、ここで、悲惨な死を遂

大戦末期、演劇は最もひどい制限と圧
迫を受けた分野である。
内閣情報局の手によって、日本移動演
劇聯盟が発足したのは一九四一年六月の
こと。丸山定夫らの移動劇団「桜隊」が
結成されたのは、終戦間近い一九四五年
一月であった。
本誌の通巻五九七号（二〇〇九年文芸
特集号）に載った天瀬裕康のレーゼドラ
マ『壊滅の譜』は、八月六日に広島で被
爆し、全滅した「桜隊」九名の死に至る
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下では「桜」という漢字を使うことが、
できなかったのである。
さて、横道に逸れだしたようだ。先へ

ある日記の
ウォッチング異聞

く。野鳥だけでなく、虫や植物を記録し

てもかまわない。

こんなことが脳裡から離れなくなった

のは、ある作家の卓上日記を読み始めて

ドウィーク（愛鳥週間）である。アメリ

毎年五月一〇日からの一週間は、バー

北米のシアトルで生まれた。日本流に言

その作家の名前は 乾 信一郎――本名
は上塚貞雄で、一九〇六年五月一五日、

からであった。

戦争末期に解散した松竹歌劇という系

カでは四月一〇日をバードデイとしてい

えばバードウィークに生れたわけだ。

天瀬 裕康

譜は、戦後の四七年に松竹歌劇団（ＳＫ

たが、それを日本的に変更・展開したも

急ごう。

Ｄ）として、浅草の国際劇場を根城に再
のだろう。

轟の芸風に似た淡島千景や越路吹雪、

た言葉もよく目にする、あるいは耳にす

この頃にはバードウォッチングといっ

も自然に寄って来る。

動物好きだった。以心伝心、ハトなんか

そのせいかどうか、貞雄坊やは無類の

いぬい

松竹の出身である。

発足した。ターキーこと水の江滝子は、

可愛らしい娘役の乙羽信子が映画界入り

るようになる。これは探鳥とか野鳥観察

ところが、その行く手には、不幸な運

可愛くて、一緒に寝るのである。

家には白い子ネコがいた。これがまた

を果たしていた。彼女は『原爆の子』で

むことだ。愛鳥週間はそのままでよく分

と訳されているが、野鳥を観察して楽し

轟夕起子は『肉体の門』で関東小政を

かるが、こちらはカタカナ書きのほうが

女教師を演じている。
演じたが、徐々に肥えて主役ができなく

ずかしくない男となるには、日本で教育

命が待っていた。上塚家の長男として恥
見つけた野鳥の名前などをメモしてお

入るまえに、
両親の郷里である熊本県へ、

を受けねばならない……そこで小学校に

ピンとくる。
くものを、フィールドノートという。メ

なり、黄疸で病没した。
映画監督たちとの結婚・離婚・再婚を

モの基本的な記入項目として、まず年月

父親と別れることは、苦痛ではなかっ

母親と一緒に帰ることになったのだ。

ったのではあるまいか。

前とともに数や行動記録を書き留めてお

日、時間、地名、天候を記入し、鳥の名

繰り返した生涯は、あまり幸福ではなか
その頃、映画館は斜陽化し、すでにテ
レビの時代に入っていた。
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を憎む心があるのが普通だ。姉さんと別

て、まともな男子なら母親を好み、父親

コンプレックスというものが備わってい

星のヒトという種族には、エディプス・

た。いや、嬉しいくらいのものだ。この

なりきれない。下駄の履き方が下手だ。

かもしれぬ、と思ったりした。熊本弁に

ら、貞雄は自分が普通の人間ではないの

員イジメられっ子になるわけではないか

育させる家庭は珍しくないが、彼らが全

ると、すぐ実行してみないと気がすま

くなったことがある。やってみたくな

て、自分でも天体望遠鏡を作ってみた

遠鏡で月や星を見せてもらい、感動し

という会に行ってみて、初めて天体望

ない、いうなれば向うみずの軽はずみ

な性格であるらしい。科学雑誌に出て

ジャンケンが出来ない……。
友だちのいない彼は、アリを見て暮ら

いた手引きをもとに、それを書いた京

導とで、毎日かかさず丸六か月かかっ

し、あることに気付く。
「アリと話して遊
ところが貞雄少年の知らない背後で何

て、直径六インチ（訳十五センチ）の

都天文台の中村要さんという先生の指

かが起こって、両親は離婚した。彼は父

反射鏡を磨きあげた。
》

旧制中学はルーテル教会系の九州学院だ

司叔父は責任上、彼を厳しく育てた。

たのかもしれない」という想いもあった

心のどこかで、「自分は遠くの星から来

弟で代議士の上塚司だった。

方の郷里で育てられる。後見人は父親の

ぶことだって出来るんだ！」

れるのはちょっと辛いけれど、まあ我慢
できないものでもない。
ただ一つ耐え難いのは、あの子ネコを
残して行くことだった。日本行きの船に
は、ネコもハトも乗せられない、という
ことなのである。
彼は泣く泣く別れた。この世における
大痛恨事である。大きなトラウマ（心理
的外傷）が生じた。

青山学院を卒業すると、すぐ大雑誌社

が、誰にも言わなかった。言う必要はな
ここを卒業して青山学院の商科に入学

の博文館へ入り、雑誌『新青年』の編集

った。この頃は、イジメはない。

の郡部だったが、奇妙なことにその地方

した頃、貞雄は「星の会」に入り天体望

をするとともに、乾信一郎のペンネーム

貞雄たち母子の転居先は、熊本市郊外
きっての旧家である父親の実家ではなく

の中で、次のように書いている。

遠鏡に凝ったことがあった。彼はある本

り、結婚して束の間の幸せを掴む。

で英米文学の翻訳や創作をするようにな

い。思春期にみられる幻想なのだ。

あった。

《その前の年だったか「星を見る会」

て、少し離れた場所にある母親の実家で
環境は激変し、彼はイジメにあう。熊
本県は移民県であり、子どもを日本で教
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肉弾突撃で死ぬ訓練をやらされたのだ。

ジメに遭う。特別水兵として召集され、

ものだが、戦争末期には、国家によるイ

先に触れた本はこの頃のことを書いた

るといった具合。
》

天王星や海王星の写真をとりに行って

いのに、宇宙探査機は何年もかかって

う。普通の風邪をぴしゃり治す薬はな

ことは学の中でも最も遅れているとい

一郎は、鳥語も動物語も分かる異星人の

ていたが、もしかしたら上塚貞雄＝乾信

のウォッチング』と少し短かい題になっ

ウォッチングの記録が登場する。昭和の

お礼申し上げます。
）

イタリア大好き人間

ランが数多く見られるようになった。ち

さな地方都市でもイタリア料理のレスト

の人気が高まってきた。高崎のような小

理が頭に浮かぶが、最近はイタリア料理

西洋料理と言えば反射的にフランス料

豊泉 清

からお貸し頂きました。
この場を借りて、

継承者である東京女子医大のＵ・Ｙ教授

（文中の卓上日記は、実質上の著作権

てくれるのであった。

裔 かもしれない。
この日記は、そんなことまで想像させ

ちすじ

年齢は三十九歳、特攻隊よりもっと惨め
な戦死の強要である。幸い終戦となり命

よく見れば日記にも、木星など星の話
とかソ連の宇宙ステーション「サリュー

拾いをして、東京へ帰った。
東京の食糧事情は非常に悪く、熊本に

くる。じっさい人間ごときが「万物の霊

ト」を見たとか、宇宙ウォッチングも出

翻訳業務とともにユーモア小説や動物

長だ」と威張るのは、おこがましい限り

帰ることも考えたが、横溝正史が反対し

小説を書いた。子どもがいなかったせい

だ。広い宇宙には、人間の知能を越える

没するし、ハレー彗星の会のことも出て

か、ネコやイヌへの溺愛が続き、バード

高等生物がいるだろう。

たので、踏みとどまって頑張る。

ウォッチングもやりだす。ただし野外で
昭和六〇年代、バードウォッチングを

終り頃に出版された『小さな庭の小さな

もちろん日記には、ほぼ毎日、バード

していた頃の本に、乾信一郎はこう述べ

ウォッチング』
（早川書房）は、よく売れ

はなく、自宅の庭でのことであった。

ている。

たそうだ。その他、ネコやイヌの本も、
平成になってから、ハヤカワ文庫とし

評判が高かった。

ひかれるのだそうだ。天文学は何千年

て出版された前記トリの本は、『小さな庭

《ヒトは身近なものより遠いものに心
も前に発達していたのに、自分の体の
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に入る。そこで日本人がイタリア料理を

や中華と並んでイタリア料理店も選択肢

ょっと気楽に外食を……と思うと、和食

特にヴェルディのナブッコというオペラ

イタリア民謡に熱中した一時期があった。

ィの器楽曲やテノール歌手が朗々と歌う

に親しんだ。パガニーニやヴィヴァルデ

語である。また一字一音の原則が貫かれ

るから日本人には極めて発音し易い外国

、 SPAGETTI
、 NAPOLI
など、
FORTE
イタリア語の単語はほとんど母音で終わ

多い。
例えば

に登場する Va pensiero sull agii dorate ており、書いてある通りに読めばよい。
という合唱曲を初めて耳にした時は、人
英語には綴りと発音の一致しない単語が

第一にイタリア人はパスタと称する麺

好む理由を考えてみた。
類をよく食べる。うどんやそばと同じ仲

間の声がこんなにも美しいものかと妙に

の歌詞カードが添えてあり、意味が知り

イタリア民謡のレコードにイタリア語

リア語は発音と綴りに関しては世界でい

以上の観察から、日本人にとってイタ

はゴーのよ
GH

間である。第二に植物性の油であるオリ

感動した記憶があり、今でも大好きな曲

の
はフのよう
うに読み、
ENOUGH
GH
や LIGHT
の GH
は書
に読み、 RIGHT
いてあるが発音しない。

同じヨーロッパでもパンとバターと獣肉

たくて入門書や辞書を買ってきて独学で

ちばん易しい外国語と思われる。しかし

の
GHOST

ーブ油をよく使う。日本の大豆油や胡麻
の筆頭である。

が主流の地域とイタリアとでは食材が根

イタリア語を齧り始めた。イタリア語に

天は二物を与えずの格言通り、動詞の活

んで食べる。
これも和食と共通性がある。

油と同じ仲間である。第三に魚介類を好

本的に異なる。つまりイタリア料理は、

点を比較しながら興味深く学習を続けて

は英語と異なる点がいくつもあり、相違

られ、飲みたいものも飲めた。
「俺の国の

か相手に伝えられ、食べたいものも食べ

ったイタリア語でも、必要なことは何と

だことがある。診療の片手間に独学で齧

独りでぶらりとイタリア旅行を楽しん

用語尾変化は超複雑で学習意欲が殺がれ
る。

そ

囲気が味わえ、日本人も違和感を抱かな

イタリア語の母音は日本語と同じくＡ、

きた。

うどん屋で天ぷらを食べているような雰
い。和食との類似性が、イタリア料理が
急速に広まった理由だと、私なりに分析

ように発音すれば何とかイタリア人に通

Ｉ、Ｕ、Ｅ、Ｏの五つだけで、日本語の

しさから食べてみたくなる心理もあり、

してみた。和食と全く異質の料理を物珍
似ているから抵抗なく親しめるという心
理も働いている。

、 ARIA
、 PIANO
、
じ る 。 OPERA
、
、
、
PICCOLO
MODERATO
ALTO
、 ANDANTE
、 VIVACE
、
SOPRANO

私は学生時代にラジオでイタリア音楽
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言葉を習って来たな」と知ったイタリア
均衡や釣り合いを意味する

均衡が保たれた

ジと結び付ける傾向があり、どうも横文

知識、教養など、どうしても硬いイメー

字は…‥と言って敬遠する人も多いよう

賞したり、美味しいワインを賞味したり

だが、私は旅行を楽しんだり、音楽を鑑

するために欠かせない手段として、つま

り潤いがあって中身の濃い人生を過ごす

ための手段として、イタリア語に習熟し

くために「必要」だから外国語を学ばな

たいと思っている。世の中には食ってい

本来は貴族階級を意味する形容詞で

ければならない人もいると思われるが、

私は「楽しいから」学ぶ、
「面白いから」

味として独学で細々と齧っている。

学ぶという立場に徹してイタリア語を趣
英語の generous
（ジェネラス）には
寛大なとか気前のよいという訳語を

o

が、雄大な広がりがあり、生の流転を鮮

チェーホフ後期の代表作といわれている

谷 間

チェーホフをよむ（４）
濃いワインをジェネローソと形容し
ている。
イタリア語には、英語の知識で簡単に
楽しめる理由の一つだと私は感じている。

見当が付けられる単語が多いのも独学が
外国語の学習というと、学問、研究、

藤倉 一郎

当てているが、イタリア語は何故か

（ジェネローソ）
generoso
濃くてこくのある

ある。

（アリストクラティコ）
aristocratico
優雅で洗練された

英語の noble
（ノーブル）から容易
に見当が付く。

と同根の語である。
equilibrium
（ノビレ）
nobile
上品な

人は私に好意的で愛想よく接してくれた。
ガイドが主導する団体旅行より、気儘な
独り旅のほうが私の性格に合っているよ
うである。
イタリアワインを輸入している商社が
出版した小冊子を読んだことがある。イ
タリア人はワインの香りや味をどう表現
例を挙げてみよう。

するのか、詳しく書いてある。いくつか
（アルモニコ）
armonico
調和の保たれた
英語のハーモニーと同じだが、イタ
リア語は語頭のＨを書かない。
（デリカート）
delicato
上品で調和のとれた
英語の

と同じ語源である。
delicate

（マチュア）に相当
mature

matur （マトウーロ）
十分に熟した
英語の
する。

（エクイリブラート）
equilibrato
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かれているが、人間の生きる価値が何処

る。小さな谷間の村の生活が生々しく書

い、人の生活が生き生きと描写されてい

やかに描いている。哲学でも思想でもな

リもの大金をかけて派手な結婚式を挙げ

のリーパをみつけだして２０００ルーブ

を採ろうと隣村から、よく働く器量よし

って、一日中教会の門の近くのベンチに

老人になったツィブーキンはすっかり弱

の陣頭指揮をとって近頃はぶりがいい。

で取り仕切っている。リーパもその母も

事には口を出さず、アクシーニャが一人

腰掛けてぼんやりしている。いっさい仕

後、
「僕はサモドーロフのために、ある仕

いまでは煉瓦工場で働いている。

結婚式の後アニーシムは母親と話した

た。

杯生きるだけである。それにしても人生

事に巻き込まれてしまった。金持ちにな

にあるかという問題ではなく、ただ精一
模様は暗く悲しいものだ。

は何もなく、しっかりした建物は村役場

この村には３軒の更紗染工場があるほか

ロシアの暗い谷間の村の物語である。

っていった。

ツィブーキンの無蓋馬車に乗って街へ帰

じを慰めてやってください」そう言って

起こったら、その時はおっかさん、おや

悲しい人間模様である。だれひとり幸福

生き方があるのだが、心貧しく、暗い。

生きている。しかしそれぞれそれなりの

善人も悪人もこの村の中で同じように

るか破滅するかのどちらかだ。もし何か

とツィブーキンが経営する食料品店だけ

て、めったに家へは帰ってこない。次男

長男のアニーシムは町の警察官をしてい

売もしているようだ。子供が二人いて、

切り盛りしていたが、すこし怪しげな商

ツィブーキンは妻に死なれて、一人で

まれて大事に育てていたが、ツィブーキ

りとなってしまった。リーパに子供が生

警察に逮捕され六年の刑でシベリヤおく

長男は贋金つくりに関係していたらしく、

アニーシムは軽く頬に唇をあてて別れた。

リーパはじっと立ったままだったので、

つらい。その点、アクシーニャは元気で

ちょっとしたことで崩れ落ちていくのは、

しい。
あんなに羽ぶりの良かった生活が、

できないのだ。ツィブーキンの末路も悲

ぶさっている。ここから脱出することは

になれないのだ。不幸が村全体に覆いか

である。

はステパンというが、耳が遠く、精神障

している。女がてらにたいしたものであ

活動的であり、みんなを引きずって生活

る。人々の生活が見えて興味ある作品で

ので、次男の妻のアクシーニャが激亢し
て赤子に熱湯をかけて殺してしまう。ア

ある。

ンがこの子に遺産相続をさせようとした

しかし彼の妻アクシーニャが手際よく仕

クシーニャは隣村に煉瓦工場を作り、そ

害もあるのであまり商売は手伝えない。
事を手伝い店は繁盛している。長男に嫁
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七 福 神
取る猿がいるので、申（猿）年のための

に乗って飛んでいる。また、帆先や舵を

ノ河原のお地蔵様は布袋、閻魔大王は寿

や唐子といった地獄の風景だが、実は賽

錦絵であることがわかる。
ランド美術館蔵の暁斎筆「地獄太夫図」

東京国立博物館で展示されたクリーブ

正月ともなれば七福神めぐりが各地で

の着物の文様を見てみると・・・。閻魔

河鍋 楠美
大賑わいだ。そもそも七福神とは、恵比
寿・大黒天・毘沙門天・弁財天・福禄寿・

図2 暁翠筆「七福神丙申宝船之図」

寿老人・布袋の七柱の福神を言うことは、
一世代前の方なら知っているが、現在の
若者の多くはご存じないらしい。
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幕末明治に活躍した日本画家・暁斎や
その娘で祖母の暁翠も七福神を沢山描い
ている。特に年末は、翌年の正月用に需
神宝船図」
（図１）のような七福神図を枕

要が多かった。江戸時代、暁斎筆「七福
の下にして寝ると良い初夢を見る、とさ
れ人気が高かった。
暁斎や暁翠が描いた多くの七福神図を
見ると、誰かが隠されていて、良く見る
とみつかるだまし絵のような絵もある。
暁翠の「七福神丙申宝船之図」
（図２）は
寿老人が船上に居ないが、良く見ると鶴

図1 暁斎筆「七福神宝船図」

に見立てたと読める。この絵は、七福神

天は見当たらないが、地獄太夫を弁財天

老人など、六福神が描かれている。弁財

である。

スギスした現代から見ると羨ましい限り

おおらかなご時世であったのだろう。ギ

の人々が喜んで注文したところを見ると、

南房総にて偶感を記す

を捜すのも面白い。暁斎が外国人に好ま
れる理由は、デッサンの正確さや、こう
したユーモアにある。

秋元 光博
回診の合間の徒然に偶感を記す。ルー

汝は常に重荷を背負い、時々鞭打たれ、

年にして

年は

年の命を与える。

休憩はつかの間であり、粗食に甘んじ苦

労せねばならない。

長過ぎるので、

年はヒト

ロバは驚き、そんな辛い目をして

年になった。

にあげて下さいと言った。
神様は了解し、

その結果ヒトの寿命は

次にイヌが呼ばれ、汝は主人に文句も
な肉で

年頑張れと告げた。イヌは、ジ

言わず仕え、逆らう事もなく、硬い粗末

ット長い間耐えて骨ばかり食らうのは情

年を

けない。 年に縮めて下さいとお願いし

たら、ヒトが進み出てきて、その

年とした。

年にすると

年を私に下さい

年にして欲しいと懇願した。

そこでヒトが又その

を半分の

のたまう。サルは、おおいに弱り、年限

れる事多し。従って寿命は

多く背が曲がり、小児めきて児女に笑わ

の姿はヒトに似ているが、顔は赤く皺が

最後に神様はサルをお呼びになり、汝

可を与え、ヒトの命を

私に回して下さいと請うたので、神は許

20

熱田神宮で今年の正月に展示されて好
評だった福禄寿をお目に掛けよう
（図３）
。
ユーモアたっぷりである。大津絵の画題

神様がこの世界を創った時、一切の生

マニアのある伝説の物語です。

「外法の毛剃り」は、大黒様が福禄寿の
長い頭に梯子を掛けて毛を剃るが、本図

き物を招集し、それぞれの寿命と暮らし

げ ほ う

のように手長、足長が剃れば梯子が要ら

方を決めたそうです。
年であ

ないということだ。なお本図は、書画会

まず、ヒトを呼び、汝の命は

るとのたもうた。ヒトは、短すぎると言

や酒宴の席で、望まれてその場で即興で
描いた席画である。美術史の偉い先生方

って喜ばなかった。次にロバが呼ばれ、

20

60

図3
暁斎筆「人物三長図」

は不真面目とおっしゃるが、当時の市井
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年

年に
悟空の話のように、東洋ではサルは知恵

して虐待しないと言う事である。又、孫

しれない。しかし、その国の首相が替わ

ので、そんな憲法は必要ないと云うかも

とお願いした結果、ヒトの寿命は
なったそうです。かくして、ヒトは

ればわからない。

年前は、遊牧民のモンゴー

年前には５回も

年前、南北戦争をや

年かかってもよいから、この
それはこれらの国は軍隊がないのである。

地球上から争をやめなければならないと

年

力にする事が必要である。

トロールする組織を作り、国連の力を強

っているが、人間の悪い権力欲望をコン

現在も中東などで局地的な戦争が起こ

っている。

又、アメリカも

川中島で戦争をしたのである。

えられない。しかし、

今、山梨県と新潟県が戦争するとは考

日本の内戦は戊辰戦争で終結した。

した。

ルが中国を始め欧州までその勢力を伸ば

いた。更に

争を起こし、ローマ帝国を欧州全土に築

れる。今を去る二〇〇〇年前は幾度の戦

それから二〇〇〇年の歴史が教えてく

も勇気もあり、人間に役立つものと考え

―世界平和のために―

憲法９条を
世界 ヶ国に輸出せよ

られているようです。

の命を確保し、この地上では万物の長と
年は

歳までは、もともとロ

そんなに苦労もなく面白可笑しく暮らす。

なった。そしてヒトはまず最初の
過ぎてから

バから貰った命であるので、昼夜寝る暇
も無くただただ働き続け、
肉体を酷使し、
先輩に従順となり、精神的肉体的苦労の

安彦 洋一郎
私は日頃、どうしたら地球上に平和な
世の中が出来るだろうかと考える毎日で

740

ハヌマンはラーマ王を助け大活躍をした

25

多い時期であり、まさに自分の過去を振

から

400

り返ってみるに、ロバの人生と一緒であ
った。
そしてイヌから譲り受けた

ある。
ヶ国に輸出すれば可

現在日本には、憲法９条というものが
ある。これを世界

実際に中米のコスタリカとアフリカの

能ではないかと思った。
ガーナが輸入しているのである。更に世

歳以

上生き延びれば、腰の曲がった老人とし

界には

ヶ国が輸入する可能性がある。

しかし、インドの伝説では、サルの王様

てのサルの人生を生きなければならない。

日々となるのだろうか。もし今後

医療費抑制政策に戦々恐々としている

顔色を覗いながらまさに首輪で繋がれ、

歳は、主人（国）に対し、文句も言えず、

70

思う。そうすれば厖大な軍事予算を福祉
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150
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200

100
100

30
70

その国に云わせれば、我々は軍隊がない

200

50

という事で、インドではサルを敬い、決

100

200

30

予算にまわせるのではないか。
アメリカ、北朝鮮で何拾万人の餓死者
を救えるのではないかと考える。

心肺停止と、ＢＮＰ（脳ナ
トリウム利尿ペプチド）値
との関わり
浜名 新

ターで心電図波形が平坦であることを示

肺蘇生をしない。でも証拠として、モニ

ＮＲ）書面が取り交わされているので心

脈瘤破裂とか解離による失血性ショック

が推測される。循環系では大動脈系の動

痰詰まりによる気道閉塞による呼吸不全

が、発生頻度は少ないのではないか。残

→心肺機能不全→心肺停止が考えられる

以下、ネットで検索した。心肺停止の

す記録紙を残そうと努力する。

し、直ちに処置しないと数分で致死的と

るのは、心室細動（心室が無秩序に興奮

なる。明らかな誘引が無くて生じる１次

種類は呼吸、循環、不整脈に大別されて

に異常が生じて、代償性ショック→低血

性のものと、ショックや心不全の増悪な

し、心電図ではＰ波、ＱＲＳ波、Ｔ波が

圧性ショック→心肺機能不全→心停止に

どから生じる２次性のものがある。処置

いる。呼吸系では溺水・異物などで呼吸

数々の基礎疾患を有し、年に何人か心肺

至る経路。不整脈では心臓自体に異常が

はＡＥＤ（自動体外式除細動器）による

認められず、心室細動波を呈する）とい

停止状態で発見される。心肺停止状態に

生じ心室細動→心停止に至る経路。まれ

器系に障害が及び、呼吸困難→呼吸不全

至る経過を、誰も観察していないので、

に、小児に多い胸部打撲による心臓震盪

除細動と、再発予防に尽きる。

う最も重症の心室性不整脈ということに

巡視に行って初めて事の重大性を知る。

（しんぞうしんとう）→心停止に至る経

それゆえに、療養型病院における心肺

なる。心室収縮がなく、血液駆出が停止

ベッド上で患者が息をしていないことに

路があるそうである。心肺停止の前触れ

停止状態で発見される場合、主たる原因

循環系では、なんらかの原因で血液循環

気づき、患者の名前を連呼しても、全く

として、息苦しさ・胸の痛み・意識障害

→心肺機能不全→心肺停止に至る経路。

返事が無く、急いで触診すると脈が全く

療養型病院の入院患者は高齢者が多く、

触れず、ようやく心肺停止状態と判断す

るいは痰詰まりから気道閉塞による呼吸

は、慢性心不全増悪による心室細動、あ

心不全の重症度の分類として、ニュー

不全が双璧と考えられる。

高齢の入院患者においては、よほどの
ことがない限り、前胸部打撲による外傷

の症候が重要であると記載されている。

し、当直医を呼ぶ。第１発見者は、看護

性の心臓震盪は除外される。呼吸系では

る。そして、急いで心肺モニターを装着
師、介護士が多い。心肺蘇生をしない（Ｄ

26

安静時あるいは身の回りのことをするの

軽労作によって自覚症状がある。４度：

坂道歩行など）で自覚症状がある。３度：

症状なし、２度：強い労作（階段を登る、

類を参照すると、１度：日常動作で自覚

ヨーク心臓協会の（ＮＹＨＡ）心機能分

ＮＴ―ｐｒｏＢＮＰがあり、これらの検

在、外注検査の中に、ＢＮＰ、あるいは

から分泌されるものにＡＮＰがある。現

血管ホルモンとして機能している。心房

人では心臓の心室で生合成・分泌される

たため脳性（Ｂ）という冠がついたが、

ので省略。

ているが、この検査値の臨床経験がない

血清でのＮＴ―ｐｒｏＢＮＰが測定され

外の原因でも上昇することがあるそうだ。

敗血症性ショック、肝硬変など心不全以

ないことがあり、反対に急性肺梗塞症、

３例の医事事例を紹介します。

月、

査値は心臓が健全であるか否か、スクリ
ーニング検査法として利用されている。

Ｋ
（

に自覚症状がある。
高齢でＡＤＬ（日常生活動作）もまま

ＢＮＰの作用は、ナトリウム利尿作用、

介助者に手押しされて移動し、食堂でセ

されて、自ら左右の手を使い、あるいは

てはめると、廊下を歩く、車椅子に移乗

保護するように働いているホルモンとい

制、心筋繊維化抑制作用を有し、心筋を

ルドステロン・レニンなど）
、心臓肥大抑

血管拡張作用、
ホルモン分泌抑制作用
（ア

気管切開術が行われ、嚥下困難のため経

管置換術を受け、術後の呼吸状況から、

部大動脈瘤破裂のため、瘤切除と人工血

入院先の某大学付属病院胸部外科で、腹

歳男性）
さんは、
ある年の

ならない入院患者に、前記述の労作を当

ッテングされたトレイ上の容器からスプ

座り用を足す動作などが、労作の内容と

５０以下、腎機能障害があれば４４９以

上なら１８４以下、心房細動があれば１

痕跡像を認めている。ＢＮＰ値は１６１

腔に胸水がかなり貯留し、同時に肺炎の

菌が陽性で、胸部ＣＴ所見で、左右の胸

入院時の喀痰培養で、２剤耐性の緑膿

型病院へ転院している。

いた。翌年の６月、長期療養のため療養

鼻胃管を留置し、水分栄養補給を受けて
ＢＮＰは年齢と共に高くなり、腎臓機

える。
能障害や心房細動でも高くなる。 歳以

なる。そこで息切れ、軽い喘鳴などの自

されている。また、発症１時間以内の急

下が、急性心不全否定の基準として提唱

（以下略）とびっくりするぐ

ml

らいの高値で、直ちに利尿剤と強心剤を

／

覚症状が出現すれば、心不全３度という

デによる心不全の場合、ＢＮＰが上昇し

ことになる。しかし、自覚症状を訴えら

るいは、トイレに連れて行かれ、便座に

嚼・呑み込み、料理を平らげる動作、あ

ーンなどで料理をすくい、口に運び、咀

11
０

れない人もいる。
さて、ＢＮＰはブタの脳から精製され

pg
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80

性心不全、僧帽弁狭窄症、心タンポナー

75

性肺炎を併発、ＰＩＰＣ（タイペラシリ

処方・内服させた。入院１０日後、誤嚥
をきたした。 年１月転院先の病院で４

月脳梗塞で右麻痺・言語障害・嚥下障害

年前から

関節リューマチがあり、平成

歳女性）さんは、

月に胃ろう管の設置、９月末、低血糖と

テント留置、ステント再挿入の手術を３

症の血管内治療で、冠動脈の拡張術、ス

Ｓ（

ン）３ｇ→ＣＴＲＸ（ロセフィン）２ｇ

善。
その後、
胃ろう菅から流動食を開始。

循環不全に陥り強心利尿剤を使用して改

うやく収束。７月中旬に肺炎が再燃し、

１度嘔吐を伴う炎症値の上昇を伴う肝障

回受けている。睡眠時無呼吸症候群があ

年５月に療養型病院へ転院。口

干、安心していたところ、８月中旬、朝

８月にＢＮＰ値は８０５に低下し、若

食・補液・抗生剤を投与して改善した。

を伴う肝機能障害を呈し、いずれも禁

月初旬のおのおの、嘔吐・炎症値の上昇

生じ、おのおの、補液と止血剤で対処。

あった。 年になり年２回多量の下血が

ていた。入院時のＢＮＰ値は１００台で

を足していた。入浴も通常の仕方で行っ

から食事可能、車椅子で移動し便座で用

平成

り夜間のみ酸素吸入を受けていた。

年の３月中旬療養型病院へ転院。入
・７値。８月初旬、９

食用の流動食を注入し、おむつ交換した

９月中旬ＢＮＰ値は９８１と急上昇した。

行為後に喘鳴、呼吸困難を自覚し訴える

この頃から車椅子での食事、トイレでの

院時ＢＮＰ値は

あと、看護師が巡回に行くと、朝８時過

た。臨床的には、換気不全を伴うので酸

胸部ＣＴで胸水は左側に相当貯留してい

日を要した。

20

ぎ心肺停止状態で発見された。関係者の

に約

24

情報から、ほんの短時間（分単位）の間

79

（チエペナム）１ｇへ変更し、症状改善

害を併発し治療を受けている。

年に狭心

ｇ・ＬＶＦ

14 20

Ｘ（クラビット）を併用し、２週間でよ

90

→ＣＡＺ（セフタジジム）

23

ＬＶＦＸ・ＡＭＫで効果乏しく、ＩＰＭ

1.5

細動から心肺停止をきたしたのではない

の出来事で、心不全由来の２次性の心室

と内服剤を併用して改善した。
ところが、

脈が出現し、坑頻脈剤・強心剤の注射剤

素吸入、不整脈のＡＦ（心房細動）性頻

支拡張作用の貼付剤を開始。時に、発熱

あった。利尿剤と強心剤の内服と、気管

ことも。因みにＢＮＰ値は３７７近辺で

か、と推測した。
（合掌）
歳女性）さんは、以前から糖尿

の増悪から心肺停止をきたした、と推測

上昇し、次第に自発呼吸悪化し、心不全

25

した。
（合掌）

ＮＰ値は４５６に増加した。ところが、

ドロン注・利尿剤注で対処。８月にはＢ

支炎・心不全併発として、抗生剤・デカ

を伴い、肺喘鳴を聴取すれば喘息様気管

24
年の１月初めＢＮＰ値１５８０と急

Ｍ（

年の

10

病、胆石があり、大腸がん（内視鏡的）
の手術の既往歴がある。平成

22

28

12
81

年９月初め、発熱・喘鳴で呼吸が苦し

いと訴えた際、ＢＮＰ値は６９３へ上昇
し、喘息様気管支炎・肺炎・心不全の悪
化と診断し、酸素吸入、抗生剤・利尿剤・
強心剤・デカドロン注などでようやく改
善した。９月下旬には摂食不良・脱水で
高血糖性意識障害となり。短期間インシ
ュリン対応、補液療法を併用した。この
ときのＢＮＰ値は１０６０へ跳ね上がっ
た。意識が戻り、パンを食べたいと意思
月

表示を示したので、生き延びるのではな
いかと希望を抱いた。寿命なのか、

てありふれた病態で、増悪すると対処に

いきたい。高齢者の肺炎、心不全は極め

止に至ることもあり、注意して観察して

不全による２次性の心室細動から心肺停

自験例から、ＢＮＰの異常高値は、心

停止の原因であった、
と判断した。（合掌）

の併発があったが、心不全の増悪が心肺

初め心肺停止で発見された。気管支肺炎

10

困難を伴い、死に至る。
（２０１４，２）

第十回サイパン戦跡めぐり
美濃部 欣平
幸恵
二〇一三年一一月二一日〜二五日

◇ドンニー野戦病院跡三度目の訪問
太平洋戦争（大東亜戦争）の時、少年
と幼女だった私共も、残された時間は少
ないと思う年齢になった。後何回サイパ
ンへ行けるだろう。ドンニー野戦病院跡
への谷底まで下りていけるのもこれが最
後だろうか、と思うと申し訳なくて胸が
今回も、私と妻は、ミセスヨネコバル

ふさがる。
シナス、チャモロとガラニーの血を引く
大天使ミカエルのような守護の戦士ベン
さんに助けられながら、ささやかながら
日の光の届かぬドンニー洞窟に眠る日

慰霊をさせていただいた。
本軍将兵、軍医の方々に心残しつつ帰国
の途についた。

野戦病院跡に下りる前の地主さんの奥さんと娘さん。
南洋美人です。

ドンニーとは野生の辛いトウガラシのこと。
戦時中山林だったこの辺にも、多くの負傷兵が横たわ
っていた。

29

25

ジャングルの山道を下りる前の土地は

ながら下りて行きます。

辛うじて歩ける細い獣道です。ごろごろ

ジャングルの底に下りる道は、人一人

やがて、空を塞ぐように岩がぐるっと円

が空を覆って薄暗くじっとりしてきます。

っています。周囲は、だんだん木々や岩

きたのです。

した岩やすべり易い坂、大きな倒木もあ

形状に吃立している谷底に着きます。ド

所々にまだ七〇年前の戦場の遺品が残

イパンは、原住民のアメリカ等への流出

（＊アメリカ合衆国の自治領となったサ

ります。ベテランのヨネコさんや、マチ

ンニー野戦病院跡です。

現在、現地人の私有地になっている平坦

を止める手段として、定住を条件に土地

ユウテを持ったベンさんに助けてもらい

地があります。

を無料で取得できる制度を作っている）
サイパン戦では、ドンニー野戦病院に
る）も居た傷病兵のうちの比較的軽傷者

谷底はそそり立つ岩に囲まれています。

は２千人〜３千人（資料により違いがあ

30

は山林になっていたこの辺りの地べたに
横になっていたようです。
地主さんが周囲の薮を刈ってある時は、
眼下にハグマン半島と青い海が望めます。
戦前はハグマン半島にもサトウキビ運搬
の軽便鉄道が来ており、日本人村があり
東村八幡神社、チャッチャ国民学校もあ
りました。
この東海岸にも一九四四年六月二六日
頃には敵軍艦が姿を現し、ドンニー野戦
病院の赤十字も無視され、艦砲が撃ち込
まれ横たわる傷病兵の上に無情に落ちて

だんだん大きな岩が迫ってきます。
供花を持ったヨネコさん

この「スリバチの底に洞窟に入り
きれない傷病兵がびっしり寝かされ
ていた」
（菅野静子著）と書いていま
すが、今の地面は大小の岩がごろご
ろと突き出ていて、到底人間が寝て
いられる状態ではありません。当時
の激しい爆撃で周囲の岩がくずれ降
って来たので、地形も変形したので
しょうか。

今では遺族、
関係者も亡くなられたり、

たまま置かれています。

小さな慰霊碑が枯れ葉とほこりに埋まっ

いた鉄のテーブルがあります。その上に

が、何時造られたのか、祭壇風のさびつ

大きな岩と岩の裂け目をくぐると、誰

な口を開けています。入り口です。

この陰惨な岩場の正面に洞窟が真っ黒

洞窟内部は天井の岩の裂け目から
わずかに光が入る程度です。

高齢になり訪れる人もまれになりました。

31

大小の洞穴があり不気味です。

黒い口を開けているのが洞窟の入口です。
大きな岩の間を奥に進みます。

洞窟内部は、天井の岩の裂け目からわず

しみをドンニー野戦病院跡はひっそりと

（一週間に一度江岸分院から本院へ会議や

あかあかと戦火が雲を染めています。

生活しています。

出されて、せまい部屋に支那人の様に

この街に住んでいる邦人も大部分焼け

に遭ったようです）

報告に行っていました。その帰りに空襲

訴えております。

呂武１６３９部隊

サイパン戦跡めぐり
中支派遣軍編

かに光が入る程度です。持参した懐中電
灯と電池式ろうそくを灯します。
洞窟の正面あたりに、いくつかの古い
御塔婆が並んでいます。前回私共がお供
えした塔婆と造花が砂ぼこりにまみれて
そのままです。本当に申し訳なく思いま

美濃部 幸恵

不自由はしのばねはなりません

でも皆元気ですよ。

自分にも何も送ってくれなくてよい。

金は無論不用。

写真だけは送って呉たまえ。子供たち

の古いものも頼む。

元気でいる。

漢口大空襲

いよいよ昭和二〇年に入ると敵機の漢

32

す。

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４
した。

昨日は街で内地人の防空壕にはいりま

は、カーチス・ルメ

イ少将率いる八四機、第十四空軍戦爆連

アメリカ軍のＢ

口爆撃が激しくなります。
ます。

合七〇機が来襲し日本軍飛行場、軍事施

こどもやおかあさんたちも這入ってい
けなげなものと思います。
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忘れられていく戦没日本兵の誇りと悲

ドンニー野戦病院跡の悲惨さには、
胸がえぐられ言葉を失います。
当時、将兵たちが手にしたであろう現地の遺留品。

設への爆撃、焼夷弾による都市爆撃を行

「ルーズベルトも死にました。
大統領

＊フランクリン ルーズベルト第

代アメリカ

ものです。戦いが今少し彼等に不利にな

敵の琉球方面の艦艇人員の損耗も相当の

１９４５年４月
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日死去六十三歳

い漢口は炎上し人々は焼け出されたので
す。
「東京も艦載機が来るようだから大変だ
いよいよ

漢口の海岸通りと埠頭（1940 年代絵ハガキ）

と思う。戦局は 愈 苛烈です。
」
四月十九日とはじめて日付が入った手紙
です。年号はなし。
「この手紙がつく頃は、東京も空襲で大

れば、内乱が起きて米国は手を引くより

外なくなるでしょう。
」 家族？？？

「もう少しの辛抱です。屹度勝利の栄冠

をとり得ると信じます。元気を出して生

き抜いてください。
子供たちをよろしく。
」

終戦

昭和二〇年八月一五日終戦

日本は無条件降伏し、玉音放送が流

れました。

八月二〇日武装解除。

その後漢口第一陸軍病院は中国軍管

轄下に置かれたが病院業務は変わらず

に継続します（昭和二一年五月まで）
。

野戦病院や前線から引揚げてきた重傷

病兵であふれ、軍医は勿論、看護婦、

衛生兵も休む間もなく働きます。

衡陽攻略部隊も重傷兵は漢口陸軍病

院まで下がってきている。その上漢口

陸軍病院では終戦前から市内の一般人

患者も診ていたそうです。
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方灰になるでしょうか。内地の事情幾重
にもお察しします。
」
さらに戦局悪化が危惧される日本の妻
子をなんとか安心させたい一心の若き父
は必死です。今読むと笑えてしまう次の
ような戦地からの手紙です。
「あめりかの飛行機がたくさん東京へも
くるでせうが心配ない。お父さんが保証
します。
」 家族？？？

父が漢口第一陸軍江岸病院の宿舎窓から日本の家族の手紙が着く
〝大きなお船〟を待って眺めていた風景なのでしょうか。

12

留邦人数は９６７９名という記録があり

１９４１年４月の漢口の日本人町の在

る思いでありました。生き残った者たち

と悲しみ。戦争の痛ましい傷跡に暗澹た

水葬され、異国の地に果てた兵達の無念

漢口第一陸軍病院引揚げ経路

再建、復興を誓って荒廃した故国へ向か

ったのです。

中国での日本軍最終引き揚げ組で、浦

賀港に上陸したのは昭和二十一年八月以

後であったかと存じます。

小児科医

父は戦争中陸軍病院

の勤務であったので、

ても、前線に派遣され

軍刀や銃を持ってはい

た若い軍医さんのよう

ならぬ究極の状況はなかったようです。

に、それを使用せねば
傷病兵を直し、全員無事に家族の待つ

す。

山の命を救ったんだよ」と話したそうで

いません。ただ兄には「おとうさんは沢

ですから「武勇伝」を聞いたことはござ

ていく兵士も多かったのです。揚子江に

しかし、帰還船上でも力つきて死亡し

者たちの使命であり、祈りでした。

故国へ帰すことが、軍医はじめ医療従事

と患者の治療しつつ故国へ向かいました。

は、彼等の犠牲を無駄にするまいと祖国

ます。

歳。隊付き見習い士官として北

「軍医敗戦記」山崎義郎先生 東京都
当時
支の前線まで行軍し、敗戦、撤退とご苦
労されている。
「手当ての甲斐なく死んでいく兵をみて
ぼろぼろ涙がでました。部隊と共に前線
から引揚げ中、武昌墓地の野営地でコレ
ラ・天然痘（仮痘）が発生し、揚子江を
渡河し当時まだ日本軍が管理していた漢
口陸軍病院で痘苗薬品を分けてもらい助
かった。漢口の在留邦人も売り食いで飢
えをしのいで苦労していました」
と終戦時の様子を書いて居られる。

引揚げ
第一陣 第二陣、第三陣というように
順次傷病兵を連れ移動した。経路→漢口
陸軍病院→南京陸軍病院→上海陸軍病院
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27

父の任地漢口租界の日本人町には日本
人学校もありました。漢口第一陸軍病院
は一般邦人や支那人も診ていたとのこと
の患者さんも多かったのでしょうか。小

ですから、日本人の子供や支那のこども
児科を専門とする日本の医師は必要とさ
れたのでしょう。前線から送られてくる
悲惨な症状の傷病兵も、子供を治すよう
に丁寧に懸命に軍医として働いたのだと
思います。
戦地からの手紙や、友人の軍医さんの
手紙などで、父がなかなか忙しかった事
がわかります。やはり日本人租界であっ
た上海陸軍病院や南京陸軍病院などにも
行ったりしております。
昨日、本○（本＊院と思います）に行く
途中難民区を通りました。
子供の泣き声を聞きました。
した。

小さな泥の家で盛んに一人で泣いていま

わ ら べ

と

も

病馬寝て 小童寝て支那は冬日和
雪雲や 夕餉もとらず戦友は病む
柳散る 営庭病馬駆けている。
船や来ぬ 便り待つ身ぞ秋の河（揚子江）

生還
戦地での緊迫と惨状の中でも、幼児や
子供たち、小さな動物や植物にむける目
を失わない小児科医らしい気性が、生き
抜く力となったのでは、と娘としては思
っております。

エピローグ
戦後の日本は乳幼児の病気は多く、父
は土、日は勿論深夜も急患や往診に走り
まわっておりました。
日本が高度成長期に入りますと、母は
じめ周囲の者の海外旅行が盛んになりま
した。
ある日の会話
皆「お父さんだけね、海外旅行に行って

ないのは」

父「お父さんだって行ったよ」

皆「ええ！どこに？」

皆「‥‥‥‥‥‥」

父
「支那に行ったもん」

戦地からの手紙 おわります

漢口第一陸軍病院

堀 俊郎衛生兵の終戦

＊鹿児島県在住の掘氏現在九二歳に伺ったお
話をまとめました。

漢口第一陸軍病院はレンガ造りの立派

なものでした。建物は何棟もあり、だい

たい全科ありました。病院は兵隊だけで

はなく、市街地の一般邦人や支那人も受

け入れて診療していました。
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てきました。八月十五日敗戦後になると

前線から後送されてくる重傷病兵がふえ

昭和二十年になり敗戦の頃になると、
れ出た屍室を長グツでジャブジャブ入っ

出る腐った水で凄い臭気です。内臓も流

っぱいになりご遺体は腐敗し、死体から

あまりの凄惨さに、当時二〇代前半で

て仕事をするのです。

より、毎日四、五〇人ほどもトラックな

さらに、前線基地の野戦病院撤退などに

うになってしまいましたよ。しかしどの

した私は２、３日眠れなく気が狂ったよ

衛生伍長として、発着所（患者受け入

ご遺体も祖国の為戦死された兵隊さん達

どで運ばれてきます。
れどころ）での仕事をしました。
「独歩患

待っている遺族のもとに送り届けなくて

です。懐かしい故郷に帰してあげたい、
はならぬ。私は遺体の手首、親指を切り

者」
「担送患者」
「すでに死亡している患
隊が山積のトラックには、到着までに死

取り認識番号を付けて、おおきな網に乗

者」を区別し、各病棟に送るのです。兵
亡している人もいて

せマキで火葬いたしました。

した。あの戦友たちの悲惨な姿を忘れる

た。２メートルほどある立派な慰霊碑で

日本軍司令部が「忠魂の碑」をたてまし

病院裏の薬草園に埋葬しました。
そこに、

残った御遺骸は中国軍の許可を得て、

『それを一人一人確認した経験は九二歳
になってもなまなましくて忘れられんで
す』

死体係り
漢口第一陸軍病院は終戦後も病院とし

なっておるでしょうかね。残っておるで

〝今、旧漢口陸軍病院や忠魂の碑はどう

ことはありません。

日本軍の火葬場が使えなくなり、戦死者

しょうかね〟

私の仕事は、
「死体係」でした。敗戦で

て存続、機能していました。

は病院の屍室に入れました。どんどんい

毎日、夕日の沈む西方浄土に向かい、

手を合わせご冥福を祈っております。
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その

半 場 久 也

彼の青春時代の中央ヨーロッパの音楽

チェコ国民から喜んで迎えられる曲は、

ー等から認められていた。しかしながら

ムスや指揮者ハンス・フォン・ビューロ

ンに居た著明な作曲家ヨハネス・ブラー

界は、
ブラームスとワーグナーの時代で、

往往にしてウィーンでは嫌われる傾向が

ていたかを探ってみよう。

ルト、ベートーヴェンを通じてドイツ音

周知の通り、先輩のハイドン、モーツァ

同じくスメタナの出身地でもあるが、当

た。
）
音楽会の冒頭で必ず演奏される交響

ホテルでも無愛想で投げやりな風であっ

も、一様に笑いが無く、深刻な表情で、

あり、その狭間に立たされてドヴォルジ

時はオーストリア領域で、公用語はドイ

曲（
《わが祖国》を見ても、現地の人達は

楽が幅をきかせていた。また政治的にも

ツ語に限られていた。自国語は、そとで

ドヴォルジャークよりもスメタナを優先

ャークも悩んだと思われる。因に筆者が

喋れなかったという。そのような状況だ

しているなと感じたものである。
それと、

彼らを生んだオーストリアという当時の

から愛国心の強いチェコ民族は時々蜂起

ドヴォルジャークが會てアメリカで活躍

三十年近く前に（則ち東西冷戦時代）プ

した。スメタナも独立運動の闘士として

し、評判をとったことが災いしていたの

大国と、その北にはプロシャ王国（後の

働き、その結果要職に着き難くなり、一

かもしれない。一口に言うと、スメタナ

歩いている人々も音楽会に来ている人々

時スウェーデンへ逃れていたことがある。

は急進的で直情的であるのに比して、ド

ラーハ音楽祭を聴きに行ったとき、（町を

反プロシャの精神を持っていただろうが、

ドヴォルジャークも内心反オーストリア、

ヴォルジャークの故郷であるチェコは、

ここで先ず、当時ヨー

ヴォルジャークはより穏健的で、何事に

ドイツ帝国）が辺りを睥睨していた。ド

ロッパでの彼の置かれ

十七歳年長のスメタナ程には過激でなか

も思い悩むタイプらしい。一八九一年六

（カットも筆者）

た生活環境と音楽環境について言及し、

った。そのたもあるのだろうが、ウィー

◆◆ むすび ◆◆

彼がそれに対してどんな風に向き合っ
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○
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３ヶ月を要していることから察せられ

年９月まで１年

月ニューヨーク音楽院の依頼を受けて

る。そこへ寝耳に水の如く、大西洋を船

て充分満ち足りた生活をしていたのであ

別荘を構え、沢山の子供達と鳩に囲まれ

てプラーハの北東に位置する田園地帯に

楽院教授等の名誉を獲得していた。そし

った時、ドイツ人の音楽関係者達から嫌

見解である。彼が《フス教徒序曲》を作

のであろうか？ 以下は筆者の個人的な

うにドヴォルジャークに執念を燃やした

と思う。では何故サーバー夫人はこのよ

から、彼が赴任する
年４月に改めて契約を２

の１年前にサーバー夫人を振り切って

っている奥さんに唆されて、契約期間

が、家庭の事情と、恐らく帰国したが

サーバー夫人からチラつかされた条件は、

れと言われて、甚だ当惑したであろう。

で一週間もかかるアメリカ大陸へ来てく

ていると捉えられたのであろう。ところ

チェコの独立とか反ドイツ思想を反映し

がられたという事実がある。その内容が

これまでクラシック音楽界を牛耳ってい

そうだ。
と言うのは恐らくイギリス人が、

たドイツ人に反感を抱いていた、少なく

が一方、イギリスではこの曲を絶賛した

沼ユリコに言わせると、ドヴォルジャー

とも、羨ましく思っていただろうと想像

年棒一万五千ドルという莫大なもので、

クがアメリカ行きを承諾したのは、ただ

されるからだ。そのせいかドヴォルジャ

年休は四ヶ月という好条件であった。黒

人への決別の挨拶が四ヵ月後の八月に

好条件に釣られたのではなく、神から与

ークは７回もロンドンへ招かれてコンサ

呵責に悩んでいたらしい。サーバー夫

話をして、何れにしても、彼はブラ

たからだという。しかし筆者が察するこ

えられた自分の使命だとホンニンガ感じ

位だったとして、最早初老である）
、ケ

ったし（その当時、平均寿命は五十歳

へ赴任した時、彼は既に五十一歳であ

バー夫人から紹聘され、ニューヨーク

テルスブルクへも出かけている。サー

は七回も招待されたし、モスクワやペ

はやりがいのある仕事だと悟ったからだ

アメリカという国に好奇心を抱き、これ

身がやっと心機一転して、新しい世界、

続いた結果功を奏したことの他に、彼自

という趣旨の、粘り強い説得が１年半も

独自のクラッシク音楽を作って欲しい」

との第一は、サーバー夫人の「アメリカ

何がなんでも白羽の矢を立てたこととは

音楽の代表的な人物ドヴォルジャークに

るためには、
《ドイツ人》ではない、民俗

いう新しい国土に根差した音楽を実現す

バー夫人が自分の理想、則ちアメリカと

入れられていた。こうした事実と、サー

ートを行った程イギリスで熱狂的に受け

なっている。

全土に名を知られていた。イギリスへ

ームス等の後押しもあり、ヨーロッパ

帰国してしまった。けれど彼は良心の

年延長するべく同意し、サインをした

る。また、

92

ンブリッジ大学名誉教授、プラーハ音
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94

しい事が次々と開発され出現するのを

ッパには未だ存在しない新しい物や新

特に貧しい若者たちにとって、ヨーロ

大変明るい希望を与えていたのである。

世界であるヨーロッパの当時の人々に

ところでアメリカという新世界は旧

ゴスペル、スピリチュアルズ、デイシー

音楽に求めた。それは賛美歌を元にする

を受けていなかった彼等は精神の拠所を

た。
」
（前掲、奥田著）そしてろくな教育

会の荒波に丸腰で放逐されたようになっ

が工業国に変身すると、黒人たちは「社

よる奴隷解放宣言が行なわれ、アメリカ

南北戦争が終わり、リンカーン大統領に

短調、作品一〇四が存在する。これらの

五年三月にかけて出来たチェロ協奏曲ロ

三年完成）
、
更に一八九四年十一月から九

のためのソナチネ作品一〇〇番（一八九

作品九十七、及びヴァイオリンとピアノ

カ》作品九十六と引き続く弦楽五重奏曲

作られた弦楽四重奏曲第十二番《アメリ

な作品となった。そしてスピルヴィルで

これは彼の全交響曲中、最もポピュラー

無関係ではないと思うのである。

見て涎をたらしていた筈である。（現代

作品群は全て彼の数多い作品の中でも現

在もっとも頻繁に演奏される彼の代表作

イムであり、これらは後のジャズに発展
するのだが、ドヴォルジャーク滞在中は

であることに驚かされる。特に四重奏曲

ランドから始まって、ブルース、ラグタ

けでは飽き足らない人々はお金に物を

未だもやもやしていたらしい。ジャズが

《アメリカ》は（この曲は昔《ニガー》

りないと思うが）そうした物質文明だ
言わせて旧大陸から著名な芸術家を招

はっきりと全貌を見せるのは一九〇〇年

でも若者の憧れの国であることは変わ

いて精神的な満足を得ていた。しかし

しかしドヴォルジャークが渡米した

サーバー夫人ということになる。

じていただろう。その代表的な人物が

そうした面では旧大陸には引け目を感

結果様々な作品を生み出しているが、そ

ションをうけたことは間違いない。その

ューヨークの生活を通してインスピレー

黒人霊歌や原住民の歌に接して、又はニ

そこに生まれていたジャズの原型、則ち

出来上がったもので、
《アメリカ》に感じ

楽五重奏曲は、
《アメリカ》作曲の直後に

野では自眉と言って良いだろう。また弦

と思われるし、チェロ協奏曲は、この分

曲野中で、最も愛されているものの一つ

のであろう。
）
多々ある近代の弦楽四十奏

種差別と受け取られ、題名を変更された

則ち《黒人》と称されていた。恐らく人

頃、そこには既に述べた通り、その土

の頂点は間違いなく《新世界より》と題

が似ているが、あまり演奏される機会が

ドヴォルジャークはアメリカへ渡って、

に入ってからである。

地で生まれた（特に南部の黒人を中心

した交響曲第九番ホ短調である。そして

独創的な創造物が欲しかった。だから

反面、心あるアメリカ人達は自分等の

にした）音楽があった。一八六五年、
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可愛がっていたことが分かる。非常に

品番号が自分の娘と息子のために仕上

びヴァイオリンのためのソナチネは作

無い。少し地味なせいか？ ピアノ及

深く理解するのである。

のを感じたかを、それらの作品を通じて

リカという世界に入って如何に新鮮なも

しめたか疑問である。我々は、彼がアメ

かったなら、これ程我々は彼の作品に親

（おわり）

げたという。これを見ても彼が子供を
親しみ易いメロディーと軽快なリズム
にあふれている。
それらの他にカンタータ《アメリカ
の旗》
（作品一〇二、一八九二年）
、ピ
アノのための組曲《アメリカ組曲》
（作
品九十八、一八九四年）
、
《十の聖書の
歌》
（作品九十九、一八九四年）
、ピア
ノによる曲集《フモレスカ》
（作品一〇
の最後の第八番スケルツォは彼がナイ

一、一八九四年）
、が存在する。因にこ
アガラの滝を見て感動した時のスケッ
チが元になっていると言われている。
以上彼の作品群から見た、彼の旺盛
動の成果は、アメリカに滞在したこと

で、脂の乗りきったユニークな作曲活
によってのみ生まれたと考えるのが妥
当であろう。もしもアメリカへ行かな
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青森

秋 元 光 博

ふるさとの口に入らぬ大まぐろ
歯ブラシが減って子供の自立知る
天に唾したい時ある天の声
燃え尽きた男に嫌な雪が降る

岩 本 漂 人

博学にならって額が広くなり
静岡
ホオジロの雌のみ一羽古戦場
鳴きかわすアカショウビンと河鹿笛
箸措けばツツドリ近し滝近し
アマサギの渡りしあとに蚊喰鳥
枯枝に一点赤きオオマシコ

雪処理の労苦都会で身にしみる

東京

聴診器熱きお腹を撫で回す

新年の八十路に新たな光あり

新潟

中 村 雄 彦

孫に支へられ雪踏んで投票す

大根を小脇に抱えマーケット

篠 田 那 珈

大雪にめげず常連の顔朝詣り

東京

軒先に揃って下がる氷柱かな

東京

うぐひすにお顔潰へし道祖神

大声で独り言叫び寒に耐ゆ

ウィンフィル箱根駅伝初テレビ

囀やポテトサラダにパセリ振り

蛙の子君の命は何処までぞ

初乗りは駅伝通る幟道

くわんおんのまなぶた厚き花曇

この雪が白砂糖ならばと想ひし日

面影も朧となりし賀状かな

頰杖に考へごとや蝶の昼

福 神 規 子

ロビーには大松立ちて淑気かな

おとなしき神馬の瞳春深し

籾 木 秀 穂

成人となりしかその挙止その言葉

爽秋の御楽奉奏遷御の儀

老いの字も病も記さず年賀状

枇杷の花残しくれたる庭手入れ

廣 辻 逸 郎
島倉さんひつぎに合掌ちちろ啼く

リハビリの鬼軍曹や雛節句

兵庫

ビルディング谷間を癒やす秋の虹

巨火走る堂の響きを病床で

小 南 丁 字

ケネディの大使信任秋の馬車

胃切除の身軽や退院啓蟄に

東京

冬晴れの陛下の傘寿旗の波
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群馬
偽料理舌鼓打つ似非食通

豊 泉

宴会の後で欠かせぬ胃腸薬
おもてなし裏で舌出す偽料理
デパ地下で試食の梯子食事抜き

清

秋 元 光 博

肝機能無視すりゃ宴席盛り上がり
青森
恵比寿顔孫の自慢をひとくさり
肥満症飽食時代の泣き所
問題は山積医療高額化
世界一長寿の日本誇りましょう
素晴らしい辞世の言葉「ありがとう」

東京 小 南 丁 字
楽天は星野・田中で日本一
一億円茶釜が世間沸かしてる
和食こそ文化遺産の五味五感
都知事選吹雪の連呼選挙カー
真央ちゃんの記憶の滑りソチ五輪
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いきなり団子

東京

林

宏 匡

清正の猛き心も和みけむ「いきなり団子」の喉越しの良さ
たう

五月雨に「いきなり団子」を先づ食ぶいざ城内を見て廻らむか
老の身に口をすぼめて吹き吹きて 「いきなり団子」二個食べにけり
亡き父も祖父も曾祖父も食しけむ 「いきなり団子」初に吾は食ぶ

東京

小 松 安 彦

「いきなり団子」と名付けし人の心意気腹にぞひびくこの団子かも

小 犬 座

なかなかに赤とはならず褐色になりて散りゆく近所の楓
来年は午年なれば年末の志賀高原の記憶のよぎる
裸木に四方囲まれ公園の椿の光る葉を眺めをり
木星は東に昇り裸木の桜の枝に架かる三日月
木星とプロキオンをば随へて満月ゆるりと西へと渡る

歌 会 始

東京

横 田 英 夫

朗々と短歌朗詠の声聞こゆ「歌会始」の映像の中
こうべ

詠進歌御歌となりて皇后は静かに立ちて天皇に向く

頭 垂れて御歌朗詠を聞き給う立ちし姿を美しと見る

息継ぎて御製朗詠終りたり総員立ちて古式のままに

茨城

羽 生 藤 伍

水俣の苦海の海を詠み賜う奇病に悩む民を思いて
真 冬 日

柿映える北風の中紅き実が撓わに稔り青空高く

冬至の日霞ヶ浦辺の空晴れてグランドゴルフは北風の中

く

は

蒼く高く見え来る

高層のビル見え始め水平線を失いにけり霞ヶ浦は
こんじき

湖畔路を北に行く程筑波嶺はます

秋 元 光 博

ひむがしに金色の雲現れて真冬の空も次第に霽るる

青森

橋の上で野武士小六に拾はれしわらべ後の日太閤となる

大利根は水満々とみなぎりて縄文人は命よせたり

一杯の酒といへども有難し世のさびしさを少し癒せば

呆けたりと言へども命あるこの世投げ出すわけにはゆかず

死ぬ時は死ぬがよろしと申されし良寛さまの文字は美し
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《詩 》
飛びかうほたるは
先人のみたまの火
春はあけぼの

夜の深みに下り

私たちの心は

その火にみちびかれて

清少納言がながめた

みずみずしく洗われて

秋 元 光 博

紫色の

新たな

青森

夜明けの雲は

創造の力を得る

こころかも

いまも
米山にたなびく
私たちは

ゆたかさをとうとび

歴史の

あれはロシアの大地を睥睍した

おお、なんと威厳に満ちている雲だ

ああ、何て美しいのだ

青森

ここにたくわえられた

トルストイではないか

トルストイ

知恵を

行き合いの空にゆっくりと浮いている

日向の風土に

今日にいかし

秋 元 光 博

白髪もふさふさと揺れている

明日に伝える
夏はよる

『復活』のカチューシャ 『アンナ、カレーニナ』など

口髭がそり返っている
霧島の闇を
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大作はもちろん、民話も胸を打つ
耐えがたいぼく

他者と結ばれている

詠むほどに涙をさそう短編の数数

耐えがたい他者

貧しいひとに注ぐあたたかいまなざし
富めるものと貧しきものに腐心した

小さな眠りだけが

耐えがたい神

耐えがたい社会

秋 元 光 博

トルストイ
青空を刷毛で掃いた絹の糸
かすかにカールした雲のいのち
時間はゆっくり、ゆっくり流れ
象どる雲がわれに囁く

青森

ひとはひとしく幸せを分け合うものだと

在 処
ぼくがぼく自身である
場所は
どこ？
ぼくは他者を生きる
ぼくは触覚から出る粘液で
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しょうにん

青森

秋 元 光 博

関白殿の はからいに

親鸞聖人の御歌

六角堂の 観音へ

のん

往生浄土の 先達は

遂に流罪と 相定まり

よしざね

き

おそれおおくも いまここに

深夜の祈願 遂げたまい

と

破戒堕落の 僧として

両聖人は あわれにも

けんしん

見真大師が 真宗を

四句の御告と 吉水の

西に東に わかりけり

ま

おんほう

よしみず

受けし恥辱も 御冥加と

法然房を 示さるる

罪名藤井の 善信と

いちりゅう

お つ げ

聞きたまいし 御苦労を
信心為本に まもり在す

力を尽くし 御房は

仮名を立てて 聖人は

ごみょうが

のべて御恩を よろこばん

かの吉水の 一流は

本願他力を 説きたもう

西仏蓮位を 召し連れて

じき

越路を指して 旅立ちぬ

けつじょう

真心決定 ましませり
おんとし

流罪の身をば 方便と

神に散りし 法の花
ざね

師匠のすすめに 従われ

厳寒深雪の 越後路に

み の り

兼実公の 玉姫を
ざ い け

御法の春をぞ 迎ける

う

請けて在家の 身とぞなる

のり

三十一の 御歳に

ほう

祖師聖人は 九歳にて

時機相応の 法なれば

聖人たちまち 直入の

さんそう

第一死刑を おこなわる

住 蓮安楽 両人は

じゅう れ ん

評議は不利に 落いりて

南北僧の 讒奏に

い ほ ん

慈鎮和尚の 門にいり

そねみのあらし ふきおこり

く さ い

出家得度 ましまして

三十五歳の おん時に

ひ え い

おしょう

比叡の山の 二十年
ま ん ぎょう

大曼 行 の 難行は
たま

事なく成され 給いしも
ぼ ん ふ

吾等凡夫の さとりには
にち

叶わぬものと 百日の
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けんりゃく

ゆう

建暦二年 免されて
き の う き ょ う

配処の五年 夢の跡
おし

名残惜まれ 昨日今日
き ら く

還暦すぎて なつかしさ
京都にかえり 聖人は
著作の業を はげまれて
こころをくだく 三十年
しも

帰洛の旅の 身の軽さ
こ う ちょう

弘 長 二年 霜月の

いた

こく

無常の風は 惨ましく
げじゅん

しょう

下旬八日の 午の刻

たよ

恩師の死去は 聖人の
そで

老 聖 人は かなしくも

ころも

お く に

衣 の袖に 便り来て
いた

たいせい

うれい

如来の御国へ おもむかる

くら

くだ

こころを傷め きづつきぬ
ぐとくらん

妙花降りて 愁 いあり

ひ た ち

ばん

かおり

悲しきかなや 愚禿鸞

紫雲たなびき 風 薫

かりずまい

し

きびすを返し 常陸へと

万有闇し 大聖の

み

すすまぬ御足 運ばれて

別れを惜しむ しるしあり

く さ や

お

稲田の草庵 仮住居

ねん

こ

く

ねん

祖師は紙衣の 九十年

しきやま

板敷山の 弁円は

その徳音は 今日までも

お

ゆい

したし

き ょ う

如来大悲の 恩をしり

実語は胸に 伝わりて

きび

とくいん

御同朋と さとされて

慈悲の御教 いまぞ知る
わが

かん

じつ

今はかしづく 語り草

厳しく伝う 遺訓に

おん

我真宗の 組織は

宗義ますます 親 まる
きょうぎょうしんしょう

くみたて

この時ここが まことぞと

報謝のまこと 真影の

ちか

教 行 信証 六巻に

みまえに伏して 誓うなり

ひら

真意を開き 著わさる
おん

御同行は いや増して

さ

仏の御心 報ぜんと
み の り

廿四輩は 関東の
御法の華と さき副えり
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○ ほ

ん

『ある内科医の人生記録

表紙絵：安彦洋一郎
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

年のあるニュースがきっかけと

私がこの本を出版しようと思ったのは
平成

なっている。それは糖尿病の治療のため
インスリンを使用している患者さんが自
動車運転中に低血糖となり、意識不明の
まま交通事故を起こし、尊い３人の命が
失われてしまったという内容であった。
私はそのニュースを見て、私の強化イン
スリン療法から起こる低血糖発作の経験
を生かして、そのような事故を防がなけ

歳の現在

ればならないと考えたからである。
（中略）
さらに、私が生まれてから
代の背景を書きたいと思う。
また、私の楽しみの項を設け、人生は
マラソンであるとして人生の終末につい

ての考え方を書いてみた。

【まえがき より】

（神奈川新聞社・一、五〇〇円）

『カラスはなぜ啼く、なぜ集う』
天瀬 裕康
渡辺 玲子 共著

「薔薇と悪魔の詩人」
「時間外移住者」
と呼ばれた男の生涯を克明にたどる。
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23

までの生活の体験を記し、それぞれの時

84

糖尿病を友として生きる』
安彦 洋一郎 著

歳で糖尿病に罹患、その後、長年
強化インスリン療法を実施して
糖尿病と戦いながら日常生活をエン
ジョイしている内科医の人生記録

糖尿病患者とその予備軍に送る
メッセージ
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日本探偵作家クラブ第４代会長にし
て、日本ＳＦ界の良き理解者、リー
ダー、
「科学小説」の発行者……
その業績、その心を余すところなく
描き切る！
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
本書は、日本探偵作家クラブ第四代会

生きておられるような気がすることもあ
ります。
そこでさらに付け加えますと、探偵小
説作家の中で渡辺啓助は、ＳＦに深い理
解を示した一人でした。未来を読みとる
才能があったに違いありません。
また、絵を描き書をよくし、しばしば
個展を開くなど、文人墨客という言葉を
した。
（後略）

一人で具現したような、幅広い文化人で
【まえがき より】
（文芸社・一、四〇〇円）

『宮城県医師会
東日本大震災記録誌
―震災を越えて明日へ―』
社団法人宮城県医師会 発行

発災から現在までの記録がこの一冊
に。医師会の活動内容や他県からの
支援についてもまとめた記録誌

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
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長・渡辺啓助とその周辺についての本で

）七月、五九歳の時です。

時には奇妙に思われる行動をとったこと
もありますし、ひょっとしたらどこかで

義援金一覧には『日本医家芸術クラブ』
も記載されている

す。
）六月で、初代会長は

この会が設立されたのは戦後間もない
一九四七年（昭

年（昭

渡辺啓助が会長になったのは一九六〇

した。

宇陀児、三代目は医学者の木々高太郎で

江戸川乱歩、二代目は工学部出身の大下

22

彼は奇人・変人の類ではありませんが、

（中略）

35

あの大震災から早くも２年半が過ぎよ
うとしています。しかしながら、沿岸被
災地は雑草が生い茂るばかりで、復興ど
多いのが現実です。
（中略）

ころか復旧の気配すら感じ難いところが
今回の震災は医療にとっても未曾有の
出来事でした。これだけ広範囲の大震災
に際し医師は、医療は、どのように対処
し乗り越えていったのか？それを記録し、
次の災害に備えることは医師会の重要な
役目です。そのためこの記録誌は震災直
後ではなく、ある程度時間をおいて振り
返ることができるようになってからの発
刊を目指しました。
（後略）
【あとがき より】

※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。

表紙の言葉

横浜市 安田 修一

『湯の丸高原の思い出』

上信越高原国立公園の湯の丸高原は、
日本

のほぼ中央にあり、長野県の高原である。

みはらし歩道という山道に入ると、
間もな

く、
路傍にノアザミやオヤマリンドウが咲い

ており、
カメラを構える。
少し登って行くと、

マツムシソウなどが咲くお花畑が現れる。
そ

して、美しい蝶が花から花へと舞う。その奥

立つと、
眼下に池の平湿原を見渡すことが出

に、カラマツの林が続いている。雲上の丘に

来た。見晴岳の斜面には、高山植物の女王、

コマクサの大群落があった。遊歩道を下り、
木道を歩く。

この変化に富んだ高原の風景を、
故郷への

追懐の念をもって、
一枚の油彩の中に描いて

みたいと思ったのである。

（第六十一回 医家美術展出展作品）
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安彦洋一郎先生著
『ある内科医の人生記録
糖尿病を友として生きる』

は思わなかったのである。
美術部の懇親会や総会の集まりで、大

てある。この本には、先生の体験、努力、

闘い、願い、希望が詰まっている。だか

場を和ませてくださる。先生の絵は元気

から始まり、医師会役員、美術関係者、

記念パーティでは、発起人代表の挨拶

ら読む人に感動を与えるのだろう。

があって色彩もすごい。そんな先生が糖

マジカルグループなどの多くの人々の祝

きな声で愉しいお話をされ、また手品で

尿病の本を出された。それで私は先生が

辞があった。

低血糖の患者さんを度々診ている。しか

アトラクションとして、 歳の安彦先

注射を打たれた時のことを思い出したの
歳の時、突然Ｉ型糖尿病にな

「Ｉ型糖尿病の人が長生きするには、

私が、安彦先生が糖尿病だと知ったの

し、この本を読むまでは、まったく低血

マイク無し、そのお歳とは思えない若い

んがソプラノを４曲歌われた。ピアノと

生のひとつ上のお姉さんの石川美和子さ

84

出版記念会
白 矢 勝 一
である。
先生は

低血糖とのたゆまざる闘いが必要」と巧

られたそうである。それからずっとイン

日本医家芸術クラブ創設以来活躍され

ティが、平成二十六年三月二十一日に横

妙なジョスリン先生が言われている。私

てきた、安彦洋一郎先生の「糖尿病を友

浜のベイシェラトン ホテル＆タワーズ

も糖尿病性網膜症を専門としているので、

シュリンを打ち続けていらっしゃる。

で行われた。 人を超す関係者が集まっ

は、昔、医家芸術の会合でお隣に座った

糖になった患者のことを理解していなか

51

として生きる」という本の出版記念パー

てお祝いをした。

時である。注射器を取り出し、
「これから

ったことを知った。この本は、先生が死
に打ち勝ち、
また糖尿病になったのちも、

に直面するような病気と度々闘い、それ

私は先生が糖尿病であることを忘れてい

どのように病気と対峙してきたかが書い

んと針を突き刺されたのである。
その後、
た。あまりにもお元気であるため病気と

石川美和子さんのソプラノ独唱

50

飲むからな。
」
と言ってズボンの上からぽ

100

みに行くか」と言われたとき、いつも一

往診から帰ってこられた先生が「さて飲

された時、お手伝いされていたそうだ。

た。「鳩どこに行っちゃった？探してくれ

飛んで、後の衝立の後ろに隠れてしまっ

先生の手と体は絶妙に動く。途中で鳩が

トランプと鳩を使い、音楽に合わせて

があれば機関誌『医家芸術』に、式場隆

昔話を聞かせていただいた。今度、機会

術クラブに席を置いたことがあるという。

術の話になったそうだ。昔、日本医家芸

さんがその方の隣に座っていて、医家芸

婦人科の先生がいらした。事務局の木下

緒だったと楽しい青春時代の思い出を話

よ。
」
先生の愛嬌のあるひとことに会場が

三郎先生や武見太郎先生のお話などを書

じまった。

してくださった美和子さんの顔は、時を

どっと笑った。ホテルの人に鳩が連れら

いてくださるそうだ。

歌声だった。若いころ、安彦先生が開業

超えて若い時代に帰っているように見え

れて戻ってきてマジックは続く。楽しい

パーティは、安彦先生のお人柄どおり、

『糖尿病を友として生きる』出版記念

た。

同席していた先生に清水先生という産

ひと時だった。
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安彦先生の話の中で特に印象に残った

安彦洋一郎先生のマジックショー

ことは、「インシュリンを打って低血糖に

和やかな楽しい会となった。

安彦洋一郎先生のご子息と
記念撮影

なった人が、交通事故を起こした。低血
糖では、重症、中等症、軽症に分類でき
グラムを持っ

る。中等症になると判断力がなくなる。
自分はポケットに砂糖

最後に安彦先生のマジックショーがは

というのだ。

もわからない。砂糖も口にできなくなる

当識がなくなり、自分がどこにいるのか

を知ってほしい。
」ということだった。見

糖の中等症と軽症の境目だと思う。これ

ところがこれが飲めない。これが、低血

ている。これを飲めば５分で回復する。

10

)

平成

年

月

日（木）
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(

)

平成

年７月
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次々号 秋季号 締め切り

５

次号 夏季号 締め切り

(

年度の日本医家芸術クラブ年

クラブ年会費
お振り込みのお願い
平成
会費のお振込用紙を同封いたしました。
例年通り年会費は、八千円となってお
りますので、ゆうちょ銀行にてお送りし
た振込用紙でご入金をお願いいたします。
年々会員数が減少し、クラブの存続が
厳しくなってきております。お知り合い
の方、ご家族など、会員のかたのご紹介
お誘いいただきますよう、お願いいたし

26

26

31

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。
今回も二季号分の原稿を募集させていただきま
す。掲載季号の指定がございましたら、その旨も原
稿送付時にお知らせください。何も記載がなければ
原稿到着時点での一番早い季号での掲載となりま
す。
秋季号発行時期には、
『文芸特集号』の発行も考
えています。次号に文芸特集号の原稿募集のお知ら
せを掲載する予定ですので、どうぞ会員の皆様のご
投稿お待ちしております。
引き続き、会員の皆様のご支援ご協力をどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
※一部 円にて機関誌の追加購読も承っていま
す。ご希望の方は事務局までお知らせください。
500

事務局は
4 月 26 日～
5 月 6 日まで
お休みさせて
いただきます

があれば、
どなたでも入会できますので、
ます。
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26

夏季号・秋季号 原稿募集のお知らせ

初芝 澄雄
今期の東京地方の降雪

に乗って通学していました。確か昭和二
十三年冬と思いましたが、雪のため学校
の近くの旅館に、数日泊まった記憶があ
の年が東京の近辺に雪が多かったと思っ

ました。例年より１日早い開花だそうで

東京は３月下旬に桜の開花が宣言され

ります。少し東京と違いますが、私はこ
ています。
とするとその後、
今年の雪は、

す。２月には

年ぶりの大雪警報が出さ

東京で一番の雪であったと思います。

センチの積雪が観測

いて思いますと、今年の冬が一番の降雪

たのですが、昭和期の戦後から平成につ

番多かったようです。気象ニュースの報

の降雪の状態を見ていますと、戦後で一

ます。しかし先にも書きましたが、今年

に北から南まで降雪の変化も多いと思い

「涼しい秋がこないかな」と待ち遠しく

が早くこないかな」と思い、暑い夏には

私は大好きです。寒い冬には「暖かい春

東京ですが、この『四季』がある日本が

が嘘のような季節の移り変わりをみせた

されました。数週間も雪が残っていたの

年ぶりに

量であったようです。実は私は昭和三十

道でも述べていましたが、東京近郊の降

なり、四季折々の風景だったり、食べ物

れ、

年頃より、東京の新宿近辺に住んでいま

雪の状態は、戦後では最大のもではなか

日本は年間の気候が変化していて、特

す。今住んでいる中野坂上では、さほど

ったかと思いました。

今年の東京近辺の降雪を見ていて思っ

スを見ていて、唯々驚くばかりの事でし

います。日本海の気流が日本の山脈に当

の深さが、世界で最もあるとも言われて

届けできるよう編集部一同精進してまい

なり数年がたちますが、季節の節目にお

この『医家芸術』も季節ごとの発行に

だったりと、１年の中で色々な楽しみが

報道でも述べていましたが、やはり最

たって、
雪となるためと言われています。

不思議なもので、日本の新潟県の降雪

近数十年、東京で一番の雪であったと思

考えてみますと、降雪について諸々な現

は千葉市に住んでいました。生家が乗物

東京ではありませんが、私は中学時代

象について、書くことの多い冬であった

願いいたします。

りますので、今後ともどうぞよろしくお

（ＥＳ）
ようです。

たくさんあります。

います。

た。

感じませんでしたが、毎日の気象ニュー

27

13

の便が悪い所に在りましたので、自転車
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