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2014 年 9 月 5 日（金）～ 7 日（日）
ギャラリー銀座『悠玄』にて
平成二十六年九
月五日（金）～七

【7 日 美術展懇談会】

ただき、懇親会では 作品の寸評をして

今年も画家の藤島清平先生にお越しい

となりました。

展され、力作ぞろいのすばらしい美術展

今年は二十三名による三十六作品が出

第六十二回医家美術展が開催されました。

日（日）
、ギャラリー銀座『悠玄』にて、

第 62 回 医家美術展

され、作品にかけた想い

には十二名の先生が参加

いただきました。懇親会

り上げてくださいました。

なマジックを披露して下さり、会場を盛

懇親会の締めでは、安彦先生がすてき

有意義な時間を過ごされ

や近況などをお話され、
ました。

3

飯田 収『籾の若木』
Ｆ
油彩
10

江川 政昭『机の上の静物』
Ｆ
油彩

安彦 洋一郎『ひまわり』
Ｆ30 油彩
10

石田 比奈子『楽園』
Ｆ30 アクリルガッシュ

榎本 貴夫『兵馬俑―西安―』
Ｆ
油彩
12

◆安彦 洋一郎『ひまわり』

ひまわりのたねの部分を表すために小

豆を貼り付けて色付けしたそのコラージ

ュが独特な味を持っています。富士との

組み合わせもおもしろいです。

◆飯田 収『籾の若木』

籾の木は見ると描きたくなる木のひと

つです。大胆に描かれていて素敵です。

空に広がっている枝ぶりを素敵に表現し

ています。

◆石田 比奈子『楽園』

なかなか素晴らしい作品です。誰にで

も描けるものではないです。絵本や動画

的なところもある作品です。やわらかく

ていいです。

画面一杯に良く描けています。構図が

◆江川 政昭『机の上の静物』

うまくいっています。

4

海老原 隆郎
『隅田川―勝どき橋―』
Ｆ８ 水彩

荻野 公嗣『静物』
Ｆ
油彩

榎本 貴夫『鳴子温泉峡』
Ｆ10 油彩
12

荻野 公嗣『農場の春』
Ｆ６ 水彩

海老原 隆郎『蓮の花』
Ｆ８ 水彩

◆榎本 貴夫『兵馬俑―西安―』

『鳴子温泉峡』

『兵馬俑』は写実ではなくてすごくい

年とてもよい作品を出展されて印象に残

いです。風景も素晴らしい作品です。毎

っています。

◆海老原 隆郎『隅田川―勝どき橋―』

『蓮の花』

水彩は難しいですがきれいに描けてい

ます。水彩は色を重ねられないので難し

いです。紙の白さを残して描かなければ

ならないです。白の違いも空間を生かし

いにでています。水彩画は本当に難しい

てうまく描かれています。花の色もきれ

ですが、
これからもぜひ続けてください。

◆荻野 公嗣『静物』

『農場の春』

素晴らしい静物画です。モチーフの組

み合わせもおもしろいです。切られたス

イカの面もいいです。紙袋やビンもよく

5

金古 進『榛名山』
Ｆ25 油彩

木内 徴子『あぢさゐ』
Ｆ10 油彩

木内 徴子『 花 』
Ｆ10 油彩
木村 典子『奇岩の荒野』
Ｆ10 油彩

描けてます。風景画も素敵です。桜の色

が全体に反映して暖かさを感じる作品で
す。

◆金古 進『榛名山』

丁寧に描かれています。山肌の複雑な

ニュアンスも素晴らしいです。建物の白

もきれいです。じっくり取り組んだ作品

だとわかります。

◆木内 徴子『あぢさゐ』

『 花 』

あじさいの塊の表現がおもしろいです。

あじさいを描くのは難しいのですが、う

まい形にしました。二作品とも柔らかさ

や優しさがでている作品です。

◆木村 典子『奇岩の荒野』

広大な自然の風景です。前景の岩に目

をひかれます。遠景と近景の対象がおも

しろいです。

6

坂下 昇『正門の記憶』
Ｆ
油彩
10

坂下 昇
『秋の伯耆大山南壁』
Ｆ
油彩
30

坂下 昇『自画像』
Ｆ10 油彩

清水 妙子『黒い森』
ガラスフュージング

清水 妙子『内存するもの』
ステンドグラス

◆坂下 昇『正門の記憶』

『秋の伯耆大山南壁』

『自画像』

学校の建物ということですが、記憶を

たどって描かれたのでしょうか。線も骨

太で、細部にわたって丁寧に描かれてい

ます。自画像は作者の人柄がでている作

品です。バックの荒いタッチの筆運びが

おもしろいです。

◆清水 妙子『内存するもの』

『黒い森』

ガラスの作品を主に作られているとい

うことで今回の作品も美しいです。鏡の

作品も独特で素敵です。

◆白幡 雄一『裸婦』

大変な力量だと思います。良く描けて

います。手を組んだあたりの指の表現を

もう少し美を追求してもよかったかもし

れません。でもとても良くできた作品で
す。

7

白矢 勝一『アポロンとダフネ』
Ｆ
油彩
20

20

白矢 勝一『眼差し』
Ｆ
油彩

白幡 雄一『裸婦』
Ｆ50 油彩

白矢 けんじ『欣救浄土』
Ｆ
アクリル
40

白矢 勝一『エドモンダンテス』
Ｆ30 油彩

◆白矢 勝一『エドモンダンテス』

『アポロンとダフネ』

『眼差し』

『エドモンダンテス』は白矢先生らし

い色彩の作品です。今後も続けて描いて

いってほしいです。

ユニークな絵を描かれる方です。ひと

◆白矢 けんじ『欣救浄土』

つの世界観を持ち独特な世界を表現され

ています。

今年も素敵な人物画です。バックを苦

◆鈴木 博『緋色の和服』

労されたとのことですが、うまい具合に

描かれています。努力がうかがえる素晴

らしい作品です。顔の輪郭とバックの堺

女性の良さを出しています。

がすこしぼやっと描かれているのがこの

8

鈴木 啓之
『モンゴル草原の昼下がり』
Ｆ
油彩
40

12

鈴木 啓之『雪夜の白樺林』
Ｐ
油彩

鈴木 博『緋色の和服』
Ｆ30 油彩

鈴木 啓之『赤い大壺』
Ｆ10 油彩

新本 稔『晩秋』
Ｆ
油彩
10

◆鈴木 啓之
『モンゴル草原の昼下がり』

『雪夜の白樺林』

『赤い大壺』

毎年色々な壺を描かれていて、今年の

も素敵です。赤の光の具合やバックの具

合が先生独特のもので素敵です。モンゴ

ルは現地を見た方でないと描けない広さ

や大きさが表現されています。

◆新本 稔『晩秋』

とても大胆な表現で素敵です。山の線

の表現が赤を活かしています。空にもそ

の赤がちりばめられていてバランスがい
いです。

◆野口 眞利『建物（オンフール）
』

『ＴＥＡ ＦＯＲ ＴＷＯ』

おもしろい作品で素敵です。窓の大小

の具合が絶妙です。線がもう少し強くて

もいい気がしますが、全体をみると良い

と思います。静物画は素敵ですが、ひと

つ言えばビンと後ろの果物のくっつきか

9

野口 眞利『建物（オンフール）
』
Ｆ30 油彩
野口 眞利『ＴＥＡ ＦＯＲ ＴＷＯ』
Ｆ15 油彩

安田 修一『見晴岳』
Ｆ30 油彩
山崎 嘉弘『海とカラー』
Ｓ50 アクリル水彩

たです。もう少しくっつき方を工夫する

とよかったと思います。全体の色はとて

もいいです。

◆安田 修一『見晴岳』

やわらかい緑の中にアザミが綺麗に描

かれていいます。
下のお花もきれいです。

色がいいです。きれいな風景です。

◆山崎 嘉弘『海とカラー』

見事です。今年の作品は赤の色が良い

です。同じ「カラー」ですが去年のはブ

ルーだったので違いがあっていいです。

モダンな作品です。

◆山下 婦美子『沐浴』

ナイフだと思うんですが、それで作っ

た縦の線が残っていて味があります。顔

影の部分と皮膚の部分とブルーがうまく

をとりまく周辺もうまくいっています。

いっています。

10

山田 治『瘢痕Ⅰ』
Ｆ20 油彩

山下 婦美子『沐浴』
Ｐ20 油彩

山田 治『瘢痕Ⅱ』
Ｆ10 油彩

◆山田 治『瘢痕Ⅰ』

『瘢痕Ⅱ』

スコットランドの修道院の廃墟を描か

れた作品ということ。カラッとした作品

でいいです。悲劇の痕をカラッと描くと

いうのはまたとてもいいと思います。無

駄な物がない大成功な作品だと思います。

11

インターンでのある困惑と、

浜名 新
年実地修練制度（いわゆ

タダ働きで当事者たちから不満が募って
いた。病院はインターン生に報酬を支払
うことなく、
医師不足を補う戦力として、
大変好都合であったようだ。
（１９５４）年東大医学部１号館で

全国の医学生を束ねる試みとして、昭
和

全日本医学生連合結成大会が開催され、

医師国家試験受験資格を得るための義務

づく規定となった。大学医学部卒業後、

東日本（西日本）体育大会が開催され、

医学連主催で年１回の、
サマーキャンプ、

本医学生連合（医学連）
」が結成された。

全国の医学部をブロック毎にわけ、イン

ターン制度廃止に向けて、定期的な会合

（１９６

を各大学の持ちまわりで行い、熱い議論

が取り交わされていた。昭和

の

年卒生

年卒生は選択

年

人くらいと、４月から東

年に東京医大を卒業した僕は、他大学

の受け入れ可能の人数を仕切っていた。

卒の委員が、自校のみならず他校の卒生

する。大学付属病院ではその大学の

付属病院・市中病院を、

国が実地修練病院として指定した大学

たような記憶がある。

人とオルグ（連携）と称して関西に行っ

確か、卒業年次の秋頃、青医連の委員２

案され、各ブロック会議で徹底された。

自主的インターンの実施を行うことが提

本部から、インターン制度廃止に向け、

６）年卒業組に対して、青年医師連合の

41

入った。９か月間（内科・脳外科・産婦

人科の各科３か月間お世話になった）を

終了し、年末に母校へ戻ることにした。

12

医師国試ボイコットの頃

戦後、昭和
る、
インターン制度）
が創設され、
昭和

校が出席して「全日

として、卒業後１年以上の診療及び公衆

体育大会は現在も行われていると思う。

大学医学部中

衛生に関する実地修練を行う事とされた。

僕はサマーキャンプに２回、軟式野球で

41

41

大付属病院で実地研修（インターン）に

10

41

年に現在の医師法が制定され、同法に基

しかし、このインターン制度は、医学部

１回体育大会に参加したと思う。
（１９６５）年頃、東大卒生を
中心に青年医師連合の組織を立ち上げ、

昭和

を卒業したのに医師の資格がなく、不安
定な身分で、指導医の下に第１線の医療
を行っていた。
身分や生活の保障が無く、

40

41

39

23

29

46

21

年明けて、
公衆衛生の単位をクリアした。
験場に入った

人が一斉に退場したそ

僕は学友と脳外科の試験を受けた。試験

んな半年が過ぎ、多くの大学とともに、

は医学英文を和訳する内容で、宙ぶらり

秋の医師国家試験を受験。ペーパーとム

うだ。
高を括っていた厚生省の役人は、実際

ント（試験官が画像写真を見せて診断治

余裕の時間を見つけ、監察医務院に頼
み込み、１週間死体検案の車に同乗し、

に試験がボイコットされてあわてたはず

療などを質門しインター生が返答する）

だ。大きな社会問題化して世間が注目し
た。青医連主導の国試のボイコットの流

であった。クリアしてようやく医師免許

察医務院から中古のアメ車で現場に向か
い、監察医が死体検案し、解剖が必要な

れは加速していった。東大ではインター

監察医が行う死体検案の現場を見学。監

場合ご遺体を搬送したのを記憶している。

を手にした。

（１９６７）年初春に母校

年に

医師法を改正し、
実地修練
（インターン）

以上の経緯から、厚生省は昭和

年卒業試験がボイコットされた。全国

制度を廃止し、
臨床研修制度を創設した。

闘争が大変激しかった。東大医学部では

ン制度廃止、医師国試のボイコットへの

最終的に
の大学からインターン修了済みの証明を
得て医師国試受験資格を得た。だが、昭

年卒組は春の医師国試をボイコ

大学医学部を卒業直後に医師国家試験を

的に

ットしたようだ。この医学部卒生主体の

受験し、医師免許取得後も２年以上の臨

年の春の医師国家試験のボイコッ

青医連の行動闘争が東大紛争の引き金と

力規定）
。しかし、生活保障が不十分でア

床研修を行うよう努めるものとする（努

和

なる。東大での医局員軟禁事件を契機に

年卒インターン生を呑み込んだ。

大学は学生を処分し、東大共闘連絡会議

試験当日、 年卒組は自主的に実地研

に
修した受験生３１５０人中４０５人が受

が立ち上がった。闘争の過程で安田講堂

インターン制度廃止に向けた、医師国

医連幹部たちの戦術が功を奏したのか、

師国試ボイコットという分かりやすい青

のか？ 医師不足の時代を見越して、医

ネルギーが、どこから湧いて、持続した

ルバイトが問題になったようだ。

験している。受験者は、ボイコットを不

占拠事件
（１回目・２回目＝本格的籠城）

トの流れが、燎原の火のように、全国的

43

参加した複数の大学の卒者、ボイコット

日大学構内に機動隊が導入さ

母校では大学院への入学を認めたため、

れた。

れ、その攻防（市街戦）がテレビ放映さ

日・

44

13

56

試ボイコットという前代未聞の戦いのエ

試験当日、受験阻止行動・デモ行進・

人たちである。
シュプレヒコールが高らかに叫ばれたよ

19

41

うだ。僕は参加しなかった。某大では試

18

へ移行していく。 （１９６９）年１月

42

42

42

に突入した大学で家庭の事情で受験した

42
41

動が取れたのか。当時、春・秋の年２回

爆発したのか、何故に、全国的な統一行

あるいは全国医学部卒生の積年の怒りが

安くても来てくれるインターン生を重宝

出来ない事情から、当直のコストが多少

いと考え、また当直医がなかなか手当て

院長の指導の下に仕事をさせれば問題な

長はインターン生を雇うリスクを承知し、

る。

ることはまず無かったように記憶してい

から医師免許の写しの提示を、要求され

当直業務で、当時、アルバイト先の院長

了解していただいた。昭和

年頃の大昔

に着くと院長に連絡して身分を明かして

明かさねばならないときであった。病院

僕が当直で一番困ったことは、身分を

医師国試が行われていた。
〝大義のため、

（１

感に満ちていた。だが、まだ社会は成熟

お客様の様子がおかしいので、往診を要

立病院で当直の夜、
近くの床屋の主から、

繁華街に隣接した住宅地に営業中の私

の話である。

に医師国試を終えると、診療に従事しよ

しておらず、厳しい倫理感に満ち満ちて

済的に右肩上がりの世相で、民意は高揚

９６４）年、成功裏に終わり、日本は経

なった東京オリンピックは、昭和

戦後の復興を世界に示す絶好の機会と

したにちがいない。

春の試験１回ぐらいボイコットしても止
むを得ない〟と、インターンを終了した
卒生の大多数が自ら納得したのかも
（２００４）年、新医

しれない、と僕は思っている。
その後、平成

うとする医師は、２年以上臨床研修を受

資格も、生活の保障もないので、インタ

れなくなる。金銭は無いより有ったほう

金銭を手にすると、金銭の魔力に抗しき

の至りというほか無い。だが、バイトで

遠方まで巡回した。今振りかえると汗顔

巡回健康診断の医師として巡回車に乗り

僕は生活バイトと称して、病院当直、

切迫していた。重症患者を目の当たりに

けた状態で、青息吐息の状態で、事態は

中年の患者さんは散髪用の椅子に腰掛

うな記憶がある。

長に電話連絡し、白衣を着て出動したよ

先方の要請に抗し切れず、とりあえず院

の年輩ナースに相談し、
断ろうとしたが、

請されたときがあった。夜勤のベテラン
いなかったように思える。

ーン生を束ねる同学年の委員が、バイト

が、生活する上でより自由になれるから

昭和

年卒のインターン生は、医師の

れるように改善された。

先などを斡旋していたように記憶してい

チェッくし終わると、即座に電話で消防

してすごく当惑した。バイタルサインを

る。委員はバイト先の院長、あるいは、

医師免許を得た以降、トランジットの

である。

けられ、同時に、研修医に報酬が支給さ

けなければならないとの必修化が義務付

師臨床研修制度が公布され、卒業と同時

41

巡回の健康診断の責任者と事前に打ち合
せして了解を取っていたに違いない。院

41

14

16

39

41

庁の救急相談センターに救急隊出動を要
医学生 卒後国試で 医師（研修医）

インターン タダ働きで 国試待つ

すでに冥界の人だ。

雄先生は、
緒方洪庵のご子孫にあたるが、

この図が描かれた経緯は、明治三十年

＊厚生労働省の「医師臨床研修制度の変遷」
、

津の本行寺に建立された母親の墓碑に詣

八八八）
、暁斎は伊豆へ行き、数年前に沼

から知ることができる。
明治二十一年
（一

代に記された飯島虚心著
『河鍋暁斎翁伝』

て、
「異常死」と判断し、所轄の警察署に

フリー百科事典：１「インターン制度」
・２「研

でたが、途中で具合が悪くなり、同地の

ネットでアクセスした参照文献です。

となり

請した。救急隊員の差し出した書面に病
名を記し、診断医師の名前に自分の名前
と院長の名前を連記したような記憶があ

連絡して、吏員の到着を待ったのかもし

修医」
・３「東大安田講堂事件」
、平成医新の

る。病人は急変し、すでに亡くなってい

れない。

「三聖図」を描き贈ったという。

医師の治療を受けた。その礼としてこの

（２０１４、７）

「医師国家試験ボイコット（昭和

年）

大昔の貴重な体験の記憶が、近頃とみ
に茫々として、怪しくなってきたことに

しかし残念なことに、現在、この作品

は所在不明である。ご子孫のお宅にもな

く、かつて編著者だった故緒方先生に伺

この暁斎筆「三聖図」は、古代ギリシ

病でお世話になった医師に「三聖図」

暁斎の三聖図

資格の無いインターン生のアルバイト

アの医師・ヒポクラテス、古代中国で医

を贈るとは、誠に当を得た画題の選択と

社（医事新報社）に尋ねても解らず写真

った時も、ご存じなかった。そして出版

は、身分・生活保障を伴わないインター

薬を司る神と崇められた神農、そして日

斎（一八三八～一九〇二）は、肥前大村

言えるだろう。なお、賛を記した長与専

河鍋 楠美

ン制度のアダ花に違いない。インターン

た作品で、昭和四十三年（一九六八）に

本の大已貴命（大国主命）の三聖を描い

わがままな、自分勝手な解釈で、渡った

賛美』に掲載されている。著者の緒方富

出版された緒方富雄編著『ヒポクラテス

五八）に大阪へ出て、緒方洪庵の門に入

藩の侍医長与俊達の子で安政五年（一八

15

ガクゼンとする。公的立場の人との応対
で、僕は冷や汗をたっぷりかき、のどが
カラカラに渇いた。運が無かったことを
悔やみ、もぐりで当直などするものでな

生のなかには、パンのために、多少危な

人が相当いたような噂を耳にした。

もないとのことであった。

い橋でも〝みんなで渡れば怖くない〟と、

いと後悔し、
なかなか寝付かれなかった。

42

ンぺに学び、明治維新後は岩倉遣欧使節

り、万延元年（一八六〇）には長崎でポ

誠に残念である。

わかる。
しかし、
作品が行方不明なのは、

八八六）には貴族院議員に勅選された。

衛生制度の基礎を築き、明治一九年（一

内務省衛生局の初代所長となり、日本の

驚鬼神 高天仁不極

西方美人 鶴髪皎如銀 雙眼睨寰宇 片言

誠軒坪井先生依ト加得賛

【長与専斎の賛 文字起こし
（川島恂二）
】

団に同行して西欧の医学教育を研究し、

本図の賛は、その年に書かれたもので、

蒼海智無限 赫々吾医祖
光輝輝万春

坪井信道の
「ヒポクラテス賛詩」
である。
本図を別の角度から考えると、
暁斎が、

歳の

藤倉 一郎

チェーホフをよむ（５）

文学教師

この作品は１９８９年チェーホフ

ないので、５年後後半部分を追加したとい

時の作品であるが、小説が何となく物足り

う．そのため前半はのどかでヘルマン・ヘ

ッセを思わせるような青春讃歌になってい

るのに、後半追加部分は労働によらず得た
ある。

安逸な生活に疑問を抱き悩みはじめたので

歳のニキーチンは中学の文学教師

をしているが、つい２年前までは金も身

寄りもなく、安下宿に暮らしていたので

歳のマーシャに恋し結

未来などなかった。特に野心も情熱もな

かったが、若い

る音も、まばゆい光も、きらびやかな服

16

29

婚した。教会での婚礼はローソクの燃え

18

旅先でも紙と筆さえあれば、これだけの
画題を苦も無く描くことができたことを
示す好例だ。その事実からも、暁斎が如
何なる画題をも描くことができたことが

26

暁斎筆「三聖図」

いていた。生活のすべてが幸せだった。

階家までもらって豊かな幸せな生活が続

気分にさせてくれた。沢山の持参金と二

なども涙にじむほど俺を感動させ荘厳な

装も、全体の雰囲気や結婚の祈祷の言葉

うか。

後半部分を付け足した意味があるのだろ

その抒情性を楽しむことができるので、

福な家庭生活だけでも小説としては十分

ってつけたような感じもする。前半の幸

「あわや」の一引き

出来 尚史

この話にはキーワードが二つある。ハ

イドロプレーニングとハンドブレーキタ

(

とは、タイヤと路面との
hydroplaning)
間に水が入り込み、ハンドルやブレーキ

幸福なマーシャとの愛らしい日々を書

宝くじが当たったように幸福な人々の

そんなとき同僚のイボリットが突然丹

ーン。自動車用語である。

生活があったからといって否定的に考え

くほうが楽しい小説になったのではない

自分は一切の幸福が労せずやすやすと

が利かなくなる現象をいう。雨で濡れた

毒で死んでしまった。結婚することもな

ハ イ ド ロ プ レ ー ニ ン グ

入手したものであることが腹立たしくな

ることもない。これで新しい発展がある

道を高速で走る時に起きやすい。水が押

だろうか。

ってきた。なんと俺は凡俗なのだろう。

とも思えない。マーシャまで不幸の道連

し寄せる、タイヤの排水能力を超える、

く、不幸でみじめな男だった。

凡俗以上に恐ろしい、腹立たしい、こん

れにしてしまうではないか。

なると当然ハンドルは利かない。もちろ

車輪が水に浮く、といった具合だ。こう

な悲しいものはない。ここから逃げ出そ

ニキーチンが自分の凡俗さに嫌気がさ

んブレーキを踏んでも止まらない。車は

してきたことは、ありそうなことだが、
小説全体としては違和感がある。後半部

制御不能のまま、ひたすら滑っていく。

う、さもないと俺は気が狂ってしまうに

分はもっと違った展開をするほうが面白

ドライバーの背筋が凍りつく瞬間である。

(

ハンドブレーキターン handbrake
。俗にスピンターンともいう。ハ
turn
ンドルとハンドブレーキを合わせて操作

)

展開したほうが、もっと真実味のある結

し、急激な方向転換を行う運転技術だ。

もっと社会的な問題をとりあげて、話を
末になったかもしれない。

めまぐるしいロシヤの世相を反映する、

いと思う。

ちがいないと思い悩んでいるのである。
ニキーチンのマーシャに対する恋は純
粋だし、素敵な恋であり、幸せなのに、
自分の幸福が凡俗なものにみえて、この
結婚を破綻に導くような予感がする。
前半の青春小説では物足りなくて、後
で後半部分を追加したのだそうだが、と

17

ハンドルを回した直後にハンドブレーキ

規の実験走行ではなかったので届けは出

回ったよ」

どんどん脱線していきそうなのでここ

いや回ったのはあなたのほうでしょう、

いつもは係長の指示のもと、無人実験

らで話を戻そう。とにかくその日は実験

さない。
車を走らせるのが私たちの仕事だった。

を引く。後輪がロックして車はスピン、
あっという間に方向が変わる。クラッチ

ラジコンで無人車を操縦しながら種々の

世の中じゃなくて。

の後、即座に逆方向に発進することも可

とアクセルを上手に使えば百八十度転換

の中休み。係長も出張で不在だし、この

ことだったのだ。

さて、二つのキーワードが出揃ったと

ているらしい。

ーラリーに挑戦する者の必修技法となっ

横転するだろう。人が運転していたら命

百八十度切らせる。まず間違いなく車は

ば、時速八〇キロで走行中にハンドルを

苛酷な操作が含まれているからだ。例え

由は簡単。人が運転するにはあまりにも

にも私たちの車以外見当たらなかった。

にした。長くて広いコースだ。前にも後

空模様が怪しかったがそのまま進むこと

コースに入った。運転席には私が座る。

Ｓ君と二人でＮ社の車を選んでテスト

機会に他社の車を調べておこう、という

実験を行ってデータを記録する。車の性
能である。外国のアクション映画で〈
do
能の限界を見極め、安全設計に役立てよ
〉というそのものずばりの表
one-eighty
現が使われているのを見た。日本でもカ
うという試みである。
なぜ無人車か？ 理

ころで本題に入るとしよう。時は昭和四

こんなことはめったにない。

方も少なく、速度も六〇キロ程度。それ

実験に挑んだ。この時はハンドルの切り

されている普通のセダンである。この車

車はスポーツ車でもなんでもない。市販

では時速二〇〇キロを軽く超えた。その

を確かめながら数周回った。直線コース

ハンドルの手ごたえやアクセルの応答

はない。

操縦性能、安全性に関する実験を行って

でも車はゴロンゴロンと転がった。ヘル

に限らず当時の車はよく走った。今は法

いつだったか本社から来た先輩が有人

十六年。九月か十月だったと思う。当時

いた。富士の裾野の一角にその研究所は

メットと車体補強のロールバーのおかげ

私は某自動車会社の研究員として、車の

あった。広大な敷地に設けられた一周４

で無傷だったが。

が設定されると聞く。

的な規制があり、製造段階で速度の上限

台である。

「まいった、まいった。世の中ぐるぐる

クルマから這い出した先輩の一声。

㎞の高速テストコース。そこが今回の舞
「ちょっと回ってみようか」
チームの同僚のＳ君に声をかけた。正

18

簡単なスラローム走行を試みることにし
力が回復するまで待つ、というのが鉄則

ンドルを真っ直ぐに保ち、タイヤの接地

場合、ブレーキを踏んではいけない。ハ

った。ハイドロプレーニングに捕まった

の角度をなして後ろ向きに停まっていた。

て外に出た。車はガードレールと三十度

痺れたようになった体を無理に動かし

助かった。

れまで走ってきたコースだ。やれやれ、

他の車が入ってこないことを確認して、
た。スピードを落とす。そしてハンドル

だ。しかし、そんな悠長なことはしてい

私たちは百八十度のターンをしたことに

コース上にパイロンが置かれていると想

られなかった。コースの直線部は残りわ

なる。車体の左後隅には小さな窪みがで

を左右一定の角度、
一定のリズムで回す。
定しての操作である。

ずか。このまま行けば、コーナーのガー

きていた。さっき聞いた「コツン」はこ

このころすでに雨が降り始めていた。

ドレールに正面衝突する。

この時点で中止すべきだったかもしれな

「うまくいきましたね」とＳ君。

れだった。

手席のＳ君が叫んだ。

「絶妙のタイミングだった。
ありがとう」

ハンドブレーキに右手をかけながら助

不安はなかった。少なくともあと一、二

「出来さん、合図するからハンドルを切

い。しかし、タイヤのグリップは良好で
周は走らせたいと思ったのだ。

彼が何をやろうとしているか、即座に

高速トラックのコーナー最上部に停まっ

たであろう。が、その気配はなかった。

目撃者がいれば、様子を見に近づいてき

あたりを見回したが他車の影はない。

度は十分に落ちていなかった。毎時百キ

の前に迫った。

分かった。身構える。ガードレールが目

って！」

ロというのはいくら小幅でもスラローム

二度目に直線コースに進入した時、速

をやるには速すぎる。私は路面の濡れを

ている車と、二人の男。誰が見ても相当

落ち着いて考えることができたのは、

くりと実験棟の車庫に引き返した。

小降りになった雨の中、私たちはゆっ

不自然な光景であったはずだ。

「一、二、三！」

過小評価していた。ワイパーが雨滴をぬ

合図とともに私はハンドルを左に切っ
た。わずかの遅れでＳ君がハンドブレー

ぐう。タイヤが水を押しのける。
直線コースを四分の三ほど過ぎたとこ

押された。周りの景色が千切れ飛ぶ。

ずいぶん後になってからである。絶体絶

キを引く。瞬間、恐ろしい力で体が横に
コツン、と音がして車は止まった。

命の窮地からどのようにして抜け出せた

マはゆっくりと左に振れてから戻り、次
に右斜め前方に猛烈な勢いで滑り始めた。

フロントガラス越しに見えるのは、こ

ろで突然ハンドルから力が抜けた。クル

あっ、ハイドロプレーニングだ、と思

19

ロックさせてターンするのだ。前後輪と

る。前輪の接地力を保ったままで後輪を

いうのは乾いた路面で通用する技術であ

のか。そもそもハンドブレーキターンと

ちたことも有利に働いたのだろう。

る。片斜面を登ったことにより速度が落

スピンを起こした。これが私の解釈であ

左回りのモーメントを生成、結果として

れまで通りに前進しようとする慣性力が

して今日に至るまでのことを・・・。

が降りだすとあの出来事を思い出す。そ

四十五年の歳月が流れた。秋の日、雨

由は一つしか考えられない。ハンドブレ

と、私たちの車が都合よくスピンした理

イミングだったことがわかる。わずかで

たことを考えると、あれがぎりぎりのタ

スピンの最後でガードレールに当たっ

いは組織に、
「道路」を主体が存立する社

ここで「車」を主体、すなわち個人ある

もともとの主役は車と道路と水である。

売特許ではない、
と最近では考えている。

ハイドロプレーニングは高速道路の専

も水に浮いた状態では使えない。となる

ーキを引いた時点で前輪の接地力が多少

会や世間に、
「水」を情勢の変化に置き換

えてみてはどうだろう。社会と密接な連

も遅れていれば激突は避けられなかった。

オーバルトラックの曲線部にはバンク

と笑ったが、助手席にいながらサイドブ

携を保ちながら機能していた主体が、情

Ｓ君は「ラリーでの経験が活きました」

と呼ばれる傾斜がついている。内側から

レーキを的確に引くとは神業としか言い

なりとも回復していたということだ。

外側に向かって高くなる片勾配である。

て行く――ありうる構図ではないか。名

勢の急激な変化によってその繋がりを絶

元はといえば私の判断ミス、操作ミス

付けて
「社会でのハイドロプレーニング」
。

ようがない。私一人では到底生還しえな

が招いた事態だ。いくら操縦性を検討す

私は医業に転進して後、一度ならずこ

高速で曲がるときの遠心力に対抗するた

つまりバンクを駆け上ったことになる。

るのが仕事だからといって、自分はとも

場になってその頻度は増えたように思う。

ういう事態に直面した。組織を束ねる立

たれ、存立基盤を失う。そしてあれよあ

バンクの上方は水の溜りが少ない。水は

かく同僚を危難に巻き込むことは許され

れよという間に制御不能の状態で流され

下方に流れるからだ。このため、まず前

ない。あの日の走行は無人実験車に任せ

かった、と思う。彼にはどれほど感謝し

輪と路面との間に摩擦が生まれた。次い

車の場合ほどの緊迫感はないが、それで

ても足りないような気がした。

で後輪も路面を掴まえようとしたであろ

るべき内容のものだった。慚愧に堪えな

もかなり厳しい状況だった。そんな時、

めの設計だ。あの時私たちの車は曲がる

うが、ハンドブレーキが利いてこちらは

いとはこのことである。

ことなく、
真っ直ぐコーナーに進入した。

ロックする。前輪に生じた制動力と、こ

20

助手席でサイドブレーキを引き、
私を
「あ
わや」から救ってくれた、第二、第三の
Ｓ君がいる。それは職場の先輩であり、
同僚であり、
友人、
そして家族であった。

誤解の原因

見なせる。
「靴の紐を結び直している」

と説明しても、瓜畑の持ち主は「瓜を

盗むつもりだな」と言い張る。

病気は直ぐ治る」と、患者を励ますつ

薬を指示通り正しく飲めば、あなたの

◆医師が患者に薬を投与する際に「この

複数の人が言葉を交わして暮らす社会

もりで「ちゃんと飲まないと治らない

豊泉 清
では誤解という現象が日常茶飯事である。

よ」と言った。患者は「治らない」と

私が衝突を免れたのは、一重に彼らのお
組織というものから縁遠くなった今で

しかし誤解だ、誤解だと騒いだり、悩ん

かげである。
は「あわや」の可能性も減った。とはい

の病気は治らないと医者に言われた」

と家人に告げて落胆してしまった。医

いう言葉だけが頭に入り、
帰宅して
「私

り聞かれない。そこでなぜ誤解という現

師は「必ず治る」と励ましたつもりだ

だりする割には、誤解が生じる原因の追

たからだ。このままいけば、これまでと

象が生じるのか、自己流の考察を試みて

が、患者は「絶対に治らない」と思い

究や、誤解の予防対策などの議論はあま

は全く異なるタイプのハイドロプレーニ

みた。

込んだ。

断力のなさにますます磨きがかかってき

ングに出くわす可能性もある。

習ったことがある。李（すもも）の木

◆李下不正冠、瓜田不納履という漢文を

っても油断は禁物。持ち前の軽率さ、判

さてそうなったら、今度は誰に助手席

あっ、Ｓ君の声だ。

い自分でやりなさいよ」

「なに言ってんだ、出来さん。最後ぐら

はいったい誰がする？

には見放されがちだ。
「あわや」の一引き

この歳になれば友達も少なくなる。家族

れば誤解の本質を衝いている逸話とも

るなという戒めだが、少々視点を変え

本来は他人に疑われるような行為はす

うとすると、
瓜を盗むのかと疑われる。

瓜の畑で屈み込んで靴の紐を結び直そ

挙げると、李を盗むのかと疑われる。

の下で傾いた冠を正そうと思って手を

いよ」という医師の最後の言葉だけが

い」かが最大の関心事だから、
「治らな

者は自分の病気が「治る」か「治らな

だけが強く印象に残る場合がある。患

後の文脈に関係なく、ある特定の言葉

き手は自分の興味や関心によって、前

に全て正しく伝わるとは限らない。聞

他人の話は最初から最後まで聞き手

を頼めばよいか。
仕事仲間はもういない。

ううむ――。ごもっとも、です。
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可能性が高くなる。

伝えるにも否定表現だと誤解が生じる

ないと」は素通りである。同じ内容を

頭に入り、前半の「薬をちゃんと飲ま

招き易い。どちらの例も国語の表現力

釈ができて曖昧な表現になり、誤解を

の形容詞を持って来ると、二通りの解

合もあり得る。二つの名詞の前に一つ

を褒めていた」と、解釈が食い違う場

が字を間違えたという笑い話がある。

るつもりだったが、粗忽者の事務職員

はある教授の講義が「休講」と知らせ

示が張り出されて大騒ぎになった。実

ある大学で「明日は休校」という掲

◆「彼は真面目で几帳面だが仕事がのろ

誤解の原因となる。

異義語の書き間違いなども往々にして

紛らわしい発音の聴き間違いや、同音

◆母親の友人が掛けてきた電話に、留守

の問題と思われる。

几帳面だ」は同じ人物の評価だが、言

番をしている幼い娘が出た。「お母さん

い」と「彼は仕事がのろいが真面目で
葉の順序で、けなしているとも、褒め

長い棹で川底を突いて、舟を流れに従

◆「流れに樟さす」という成句がある。

って川下に向けて進める行為である。

ます」
母は「美容院」に行っているという

周囲の状況や成り行きに合わせて物事

いますか」「いまビヨウインに行ってい

部下の仕事ぶりに不満を抱いていても、

娘の答えを、友人の女性は「病院」と

を円滑に進める譬えとして使われる。

の印象を与える場合もある。話し手が
聞き手は「彼の真面目さを高く評価し

聞き間違えた。知人に喋ると噂が広ま

ところが本来の意味とは反対に、流れ

ているとも解釈でき、聞き手に正反対

ているな」と、話し手の真意や意図と

に逆らって舟を川上に向かって進める

と解釈する若い世代が増えてきている

状態だそうだ」などと、三人も四人も
経由すると、次から次へと話が大袈裟

そうである。棹で舟を操る場面など見

り、
「入院した」
「手術を受けた」
「危篤

「優秀な社長の息子」とはどんな人

になって伝わっていくことがよくある。

たこともない若者は、成句の本来の意

る。
だろうか。ある人は「優秀な社長」の

「馬の肉を食ったか」という質問に

ないと思われる。もし古い世代がこの

味も、比喩的な用法も正しく理解でき

は逆の受け止め方をする場合も有り得

息子と区切って、父親が立派だと解釈

「うまくわなかった」と答えた人がい

成句を講演の中で「川下に向かって進

る。
「旨くはなかった」なら、食ったけ
れど美味しくはなかったと解釈できる

める」
という本来の意味で引用しても、

子」と区切って、息子が立派だと解釈
する。話し手が「俺は父親を褒めたつ

し、「馬食わなかった」
とも解釈できる。

し、また別の人は、優秀な「社長の息

もりだ」と言っても、聞き手は「息子

22

「川上に向かって進める」と思い込ん

正しいものと信じ込めば結果として翻

イタリア語に trduttore é traditore
という私のお気に入りの成句がある。

訳者に裏切られたという理屈になる。

でいる若い世代の聞き手が多ければ、

◆異質文化の交流は誤解が生じ易い。中

翻訳者のトラドットーレと裏切り者の

「翻訳者は裏切り者」と訳せる。翻訳

国語は表意文字の漢字で表記する。日

トラディトーレが韻を踏んでいて快い

解釈のずれが生じるのは当然である。

本人は中国語を組織的に学ばなくても、

音声のリズムを醸し出している。外国

には誤訳が必ず付き物という意味であ

いくつかの漢字を辿って行けば、何と

生還！バンザイ突撃に参戦

した軍医中尉 （２）

美濃部 幸恵

協力 美濃部 欣平
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世代間の誤解という現象もあると思わ

なく大意だけは掴めるという文章も多

語の翻訳文も誤解を生じる原因になり

真紅のサイパン桜が盛りと咲く季節でありました。

る。
誤った翻訳文を読まされた読者が、

いが、日本語の知識だけで適当に解釈

易い。

1944 年６月15 日 アメリカ軍上陸

れる。

すると大違いという単語も無数にある。

る状況を思いつくままに列挙してみた。

個人的な体験も含めて、誤解が生じ

誤解がまだまだいくらでも存在すると

例えば告訴は硬いイメージの法律用語
だが、中国語では英語の

思われる。更にネタを集めて続編を綴

調べてみれば異なるパターンで起こる

する意味しかない。請告訴我は please
（どうぞ私に言って下さい）程
tell me.
度の日常語であり、
日本語の
「こくそ」

ってみたいと思っている。

に相当
TELL

とはニュアンスも用法も全く異なる。
また日本人は手紙をレターと解釈する
が、中国語は手に持って尻を拭く紙、
つまり手紙がトイレットペーパーを意
味する。

その日は「晴れたいつものように美しい日」

日 「晴れたいつも

☆アメリカ軍上陸す。
１９４４年６月
師団（師団長

はやっと業務の途に就いたばかり。第二
次輸送船団は全船撃沈され、重軽傷を負
い武器も失った約１０００名の兵が救助

日の出とともにアメリカ軍の艦砲一斉

射撃がはじまる。

西側海上には米艦艇が来襲。（総数５３

万７０００名）それは、

海面も見えぬほどびっしり艦隊に埋め尽

５隻 人員約

海岸陣地の第１３６連隊の塹壕は、まだ

され入港したのは６月７日でありました。

米軍は、艦砲、戦闘機による機

り返しつつ、上陸態勢を整え、主

にオレアイ、チャランカノア地区

方面に上陸して来た。

これに対し今まで沈黙していた

日本守備隊は死を賭した水際作戦、

夜襲攻撃に撃ってでる。アメリカ

軍に相当の被害をあたえたのです

が、敵は艦砲射撃による援護によ

って上陸を続行し、占領線を逐次

横に拡張し一個師団を超える米兵

が上陸してきたのです。

アスリート飛行場では戦時治療

所の井出軍医は敵上陸の夜もいつものよ
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12

銃射撃と爆撃、再び艦砲射撃を繰

日本軍が水際撃滅作戦で白兵戦を繰り広げた激戦の海岸にあ
る。 ススペ岬カノアホテル裏手海岸。

くされた驚くべき光景だったのです。
今も海水に洗われ続けながら残る破壊された無言の要塞です。

腰までの深さしか掘れていなかったので

水際作戦

のように美しい日」と第

43

斉藤義次陸軍中将）平櫛 孝参謀の記述
師団

す。

没し擱座したまゝ、70 年前の戦闘を今に伝えています。

43

15

日にサイパンに着いた

米軍上陸海岸

です。
５月
14

米軍のＭ４中戦車シャーマンはチャランカノア海中に半身を

６月

日

北川歯科医中尉は、井出先生と同日に

サイパンに着任して以来、
宿舎も同室で、

友でした。年齢も近く二十六，七歳頃だ

行動も共にしてきた最も身近で親しい戦

ったのでしょうか。

昭和一七年卒の現役海軍士官でした。

小柄ながら活発な方でお一人で他の隊の
した。

診療も引き受け、忙しく働いて居られま

その上「歯科医といえども負傷者の救

急医療は心得ておくべき」と応急処置の

本も読み勉強をして居られたそうです。
訣別の日
「軍医前へ！」当時二十代の井出先生

兵隊と同じく時に実弾飛び交う戦場現場

した。

名を連れてアスリート飛行場へ向かいま

容するために井出軍医と北川中尉は兵六

この日の午前もふたたび、負傷兵を収

前線の野戦病院配属の若い軍医さんは、

うに負傷者の治療に従事しております。

ですが、砲弾と機銃掃射が飛び交う戦場

☆北川徹明歯科医中尉の死

と遂行しておられます。

翌日「敵軍アスリート飛行場に南下し
つつあり」の報告。
艦砲は防空壕のそばにも落下するよう
になるが、井出軍医は軍医長の命令によ
り北川歯科医中尉と共に、部下を率いて
飛行場付近の負傷者を収容に行くのです。
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17

にも出て行かねばなりません。

海軍病院施設跡と思われる戦跡

現場にも軍医として為すべき任務を淡々

北川歯科医中尉が戦死された所もこのあたりでしょうか。
（旧アスリート飛行場）

行場近くの宿舎に来たとき、突然艦砲の

艦載機が低空で飛来する隙をぬって飛
線は上をむいていき、ついに壮烈な戦死

はうなずいておりましたが、そのうち視

ないぞ！」と声をかけました。北川先生

アスリート飛行場跡は、サイパンに行

＊：：：＊：：：：＊：：：＊：：：＊

れます。

遺族のもとにお帰りになられたでしょう

北川先生のご遺骨は、無事に故国のご

くたびに訪れている戦跡です。

一斉射撃です。北川中尉は宿舎のコンク

一瞬のうち爆風と火災のなかで戦死した。

宿舎の土台に身をよせた十数名の兵は

をとげたのです。

に十数メートル離れた深さ一メートルほ

北川歯科医中尉の遺体は戦時治療所の

「井出中尉こちらへ！」下士官の叫び

リートの土台に身を寄せました。

どの一人用のタコツボに飛び込みました。

井出先生は「この悲しい訣別を回想す

近くに埋葬されました。
ると今でも胸がふさがる」と書いておら

凄まじい連続射撃が三〇分あまり続き、
方に駆けつけてみると、北川中尉は先ほ

26

終わった後、先生は一部焼失した宿舎の

４Ｂ 医療倉庫と除菌室の建物
（図は旧アスリート飛行場歴史資料館文献より）

どの場所に倒れておりまし
た。炸裂した砲弾の鋭い破
片で下顎部と背部を大きく
います。

えぐられ、激しく出血して
止血などの応急処置と鎮
静剤の注射をし、その日の
夕刻近く戦時治療所に担架
岡本軍医長も悲痛な面持

で収容しました。
ちで
「北川中尉、
北川中尉、
がんばれ、たいした傷では

４Ａ 兵舎 図のような兵舎が敷地内に４棟あります。
２棟には各々 便所 水槽 浴室があります。
その１棟には殺菌室があります。
他の２棟の兵舎は外に水槽と便所と推測される建物の印があ
ります。
大きな食堂は１か所別棟にあります。
さらに兵舎敷地のはずれにシェルターが造られています。
＊井出次郎軍医は「宿舎は４棟あった」と書いて居られるので
このような所と思われます。

か。
せめてそうあって欲しいと祈ります。

☆夜襲攻撃隊に加わる。
日 敵のアスリート飛行場へ

闇に乗じて脱出したのであった。
』

『そのトーチカは、耐砲弾、耐爆弾の鉄

筋コンクリー製のカマボコ型のもので壁

『６月

の進撃は戦車の轟音と共に迫り、医務隊

の厚さは

夜の旧日本軍アスリート飛行場の廃墟
には、深い深いテニアン水道を渡る風が

は戦時治療所から防空トーチカに移動す

名を収容できた。
』

センチ超あり、鉄扉をそなえ

ひゅうーひゅうー哭くばかり。荒涼たる

ることになる。夜間、２６１空の重傷者

30
はトラック、軽傷者は徒歩で、医務隊は

トーチカは、今もサイパン国際空港付近

このように井出先生が記述されている

50
全員で医療品を出来るだけ運び、夜の暗

ていた。約

寂しさです。

17

防空トーチカ
40 センチ近くの厚みがある鉄筋コンクリー製のかまぼこ型
トーチカ。高さ２メートル、幅約３メートル、長さ 38 メー
トル。
井出先生が書いておられる鉄の扉も残っていました。
内部は２ツに区切られ『50 名が入れた』と記述にあります。
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メートル、幅約３．

メ

に残っています。大きいトーチカは一棟
の長さは約
ートル、高さは２メートルある。
現在アスリート飛行場跡には、いくつ
かのトーチカが残っていて、そのうちの
２棟はなんとサイパン国際空港の敷地内

の窓からも見えます。

合艦隊が救援にきてくれるのだ〟と井出

次郎青年軍医も信じておられました。

その夜、陸軍部隊が主力となり、海軍

旧飛行場東端にある弾薬庫から井出軍
医たちが夜襲に出陣した鉄の二重扉をも

襲を仕掛けることになりました。

ート飛行場に迫るアメリカ軍戦車隊に夜

航空隊は陸戦隊を編成し加わり、アスリ

日 〝あと一日頑張ればマリア

つ巨大な弾薬格納庫も残っております。
６月

ナ沖海戦（あ号作戦）で勝利したわが連

弾薬庫
井出軍医が1944 年6 月18 日陸海軍編成の夜襲攻撃に出陣した
巨大な弾薬庫。
分厚い鉄の二重トビラは上部にレールがあって開閉するよう
に出来ています。
南海の小島に当時の技術でこれだけの建造物を造り上げた工
兵たちの苦労は想像するに胸にこみあげるものがあります。
＊戦時中様々な弾薬類が積まれていた弾薬庫は、いまは何もあ
りません。正面のコンクリー壁に観音像のようなしみがありま
して、ツダアキオガイドがろうそくを灯し、焼香し慰霊されて
おられます。

05

にあります。空港内のビジネスラウンジ

『夜八時を期し決

フタン岬沖に停泊

行する。しかしナ

した数隻の米軍駆

逐艦は、日本軍夜

襲予想地に照明弾

げてくる。昼をあ

を間断なく打ち上

ざむく明るさで、

わずかに移動した

ところ間髪を入れ

砲弾がうちこまれ

ずに敵艦から速射

てくので夜襲隊は

一歩も動けなくな

28

18

20

「悄然として」の表現に

年前の日本

し、眠れぬ夜を過ごしたのである。
』

る。私たちは悄然として弾薬庫に引き返

込みは中止するという連絡が来たのであ

った。夜の十一時ついに敵陣地への殴り

よこすか海軍カレー

まいります。

兵たちの落胆と失望が痛いほど伝わって

70

いた。
』

をかけた「歩兵第一三

のオレアイ海岸に夜襲

同じく、米軍上陸地

る！』

やってきて、米陸海軍を完敗させてくれ

『六月十九日になれば、わが連合艦隊が

日

１９４４年６月

は起死回生の運命をかけた「あ号作戦」

サイパン西方の海上で日本の連合艦隊

ます。

米軍上陸後のサイパンでは、爆弾を抱

（マリアナ沖海戦）を開始しました。

敵をせん滅せんと、ヒ

の重傷兵も、山中へ逃避する民間人家族

も、〝連合艦隊が必ず救援にきてくれ

えて肉弾戦を展開する兵隊も、野戦病院
弾と砲弾、機関銃弾が

る″と勝利を信じ、希望をもってひたす

イをめざす。敵の照明
飛んでくる。ほふく前

ら耐えていました。

岐阜歩兵第一三五連隊

松岡宗一氏

薬鞄をしっかり腕に抱いたまま戦死して

『ア号作戦は終了し連合艦隊は内地にむ

玉砕への運命をたどっていくのです――

――サイパン島は、裏南洋の孤児となり

奏しております。

イパン島放棄やむ得ざることを天皇に上

六月二十二日東条、嶋田両総長は、サ

しかしマリアナ沖海戦で日本連合艦隊

進で深さ一メートルほ

ナシス山を下りオレア

『オレアイに上陸した

次のような回想があり

19

は壊滅的な打撃を受け、小笠原、沖縄線

材料、味付けともかなり素朴ですが、写真のレトルトパックは、

☆幻の連合艦隊
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五連隊の思い出」には

現代人好み。どれも美味しいですよ。
今でも海上自衛隊の金曜日の献立はカレーライスだそうです。

どの連隊地の壕にたど

を注文できます。

り着く。壕の中は、至る所戦死者が転が

九段の遊就館のレストランには、当時のレシピのカレーライス

に後退してしまったのです。

旧帝国海軍だそうです。

り、
負傷者もいた。
伊佐地衛生上等兵が、

日本人の好物カレーライスを本格的に取り入れたのは、横須賀

てこの方体験したことがないほどだっ

この報告を知った時の失望感は、生まれ

け引きかえしてしまった。司令部よりの

ゆきます。

高司令部も島北部の地獄谷へと後退して

爆発が起こっている。サイパン守備隊最

た弾薬庫からは、次つぎと地をゆるがす

ます。

ーチョ山を越え地獄谷へと移動をはじめ

第に乏しくなり節約する状況になってき

でいったのです。医薬品、衛生材料も次

ャングルに潜み、日没後暗闇の中を進ん

医務隊は負傷兵を伴い、昼は熱帯のジ

た。
』
と当時二十代の井出青年軍医は書い

六月一九日 ２６１空１５０名は夜の闇

て居られます。
すでにアスリート飛行場の日本軍航空

約二万人の一般邦人も巻き込んだ、小

さな島の戦場は、日を追って敗戦の色濃

つづく

く悲壮な様相をみせていくのです。

参考引用文献

平櫛 孝

井出次郎

光人社

潮書房光人社

精強２６１空〝虎部隊″サイパン戦記

大本営報道部

ミセスヨネコバルシナス

図説 玉砕の戦場 森山 康平 河出書房

資料他協力
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ました。

ぼくたちサイパン赤十字社に協力してます！
（グッツ売上一部は寄付金です。
）

に乗じて島東海岸ラウラウ湾へでてタボ

American Red Cross 北マリアナ諸島

機は、ほとんど爆破され、誘爆をおこし

サイパン赤十字は旧日本軍の発電所の建物です。

兵庫

廣 辻 逸 郎

手術せし人工レンズよ日盛りを
ひと鳴きの長さ競ふや油蝉
蝉時雨今日一日も急かさるる
朱のさして一気に咲くや百合の花

岩 本 漂 人

館を出る選外作品夏帽子
静岡
韓国外煙島にて
シマゴマの囀り満てり外煙島
崖の木にワシミミズクの半睡す
四亜種のツメナガセキレイ揃い踏み
ウミネコや漁港にひびく韓国語
囀りやチョウセンウグイス国なまり

秋 元 光 博

南風や虚無僧降りし定期船

青森

赤と青傘さし帰る春の暮

柴又の豆菓子買うて二月尽

中 村 雄 彦

夏帽子下には白髪清掃す

古里の独活うれしくて酒すすむ

新潟

「足湯あり」とりどり並ぶ夏の靴

妻が居て肌暖まる玉子酒

篠 田 那 珈

日傘さし朝から散歩今帰る

ゆ

なほざりの空家の庭も木の芽どき

つ

赤子持ち夏の日ざしを駆け抜ける

東京

大雨を尖兵として梅雨に入る

福 神 規 子

黄落や瓦斯灯点るをとこ坂

更衣して朝の散歩の脚輕し

東京

磴さらに登ればお堂秋の風

上京の倅と唄ふ夏は来ぬ

かる

どことなく仄めきそめし酔芙蓉

梅雨晴れて往復徒歩で受診する

小 南 丁 字

万緑や露地奥にまでピアノの音

ね

昃りて鶏頭忽とやつれけり
初潮や渡舟跡とは石ひとつ

東京

ハンカチの木白い葉ハンカチ風薫る

秋 元 光 博
占いに乗ってみたいな万愚節

日本橋栄華の誇り花筏

青森

茸狩りみなそれぞれの沢に散り

なでしこのアジア初Ｖホーチミンの夏

ち

秋惜しむ丘に草はむ高原牛

大正の夏の降雹世界最大（現熊谷）

い

廃校の門柱朽ちし花芒

故宮展〝白菜〟に群れ梅雨最中

いにしえ

朝霧に濡れて窓から猫帰る
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一枚の誓紙に枷を嵌められる

秋 元 光 博

白寿媼の秘密の園や苔の花

神様は心得ている枯れすすき

青森

強梅雨の磴雲水の草鞋踏む

首太くなって戻れと子を送る

福 冨 清 子

老老がどっこい身を寄す蟾の宿

わが視野にわが胸中に野火放つ

東京

子とろ子とろ子の影消えて花ざくろ
小 南 丁 字

秋 元 光 博

深々と頭を下げておく布石

広告へ未秘の故意も入れておく

掘り過ぎた穴這い出せぬ天狗たち

虚勢はる悲しい性を捨てきれず

草笛を吹き少年の日に還る

青森

奇を衒う帽子は風に狙われる
東京

清

二夫にまみえしひとの忌虹の二重かな

万助勢罪

飛び級の大学合格沙羅ジャンプ
イッキ飲み罰金

熱中症避ける一息むぎ茶飲む
アジサイはシーボルトの功梅雨の華

豊 泉

〝白菜〟の精緻にとりこ故宮展
群馬

外国で戦って勝てサッカーは
政治家の舌は筆よりよく滑り
日本人死因に戦死が復活し
傾いて沈没しそうな日本丸
細胞の研究する人単細胞

32

10

結婚披露宴

東京

横 田 英 夫

新郎も新婦も剣道五段にて客の多くもたくましき人
司会する小団次師匠常日頃鍛えし話術よく透る声
宴半ばマイク握りて司会者は発言促がし客席巡る
色直し紋付袴の立ち姿我が孫なれど偉躯堂々と

東京

林

宏 匡

大学の武道系仲間は立ち上り応援歌歌いて宴締めとなる
ブルーの涙

転倒といふ勝負手を放ち終へ大回転の日本男子
逞しく且つ淨らかにしなやかに日本男子ぞ羽生選手は

ガラスの森

茨城

羽 生 籐 伍

雨霽れて緑滴る箱根山踊り子号に妻と乗り行く

紫と青と白との紫陽花が芦ノ湖畔の箱根に多し

イタリアのベネチアグラス美術館箱根の森の最古の秘宝

雲くんが山に坐って隠してる世界遺産の美しい富士

東京

小 松 安 彦

宮ノ下富士屋ホテルの花御殿文化財なり宿泊したり
惑 星

桜花眺めてをれば思ひ出づ花どころではなかりし春を

満開の桜の花は風に散るたかが十年されど十年

桜見て時の経つのは速いなと思へる人は幸せならむ

満開の桜の枝は風に揺れわが目の前に迫りて去れり

秋 元 光 博

桜木のした出づるとき目に入りぬ西に木星東に火星

青森

牧草を積むトラックの過ぎゆきて陽を孕む草の暖かき風

そば降れる雨に濡れつつ藤棚に見る結実のなほ美しき

バレリーナの爪先立ちて踊るがに冬の窓辺にシクラメン燃ゆ

わが庭の一隅占めて寄せ来る波のごとくに夏萩咲けり

過ぎし日 １

)
(

ソチを吹く風をやはらにうけとめて テレマーク決めつ葛西選手は
全敗のアイスホッケー女子選手の決意の笑みに五輪終りぬ
ソチのキャラ熊ちゃんの頬に清らなる別れ惜しめるブルーの涙

春の陽のゆらめく朝ミルク飲む子牛の背丈伸びるがに見ゆ

33

)
(

過ぎし日 ２
青森

秋 元 光 博

窓洩るる隣家の灯りほんのりと安らぎており雪の降る夜
盆も過ぎ剪定鋏打つ妻は眺め透しつ庭師きどりに
葉の緑ひときは増して鉄線の花びら白く夏空に映ゆ

表紙の言葉
『カラー』

静岡県

15

山崎 嘉弘

（第六十一回医家美術展出展作品）

34

オホーツク海に流氷来ぬ日 がくるる告ふ温暖化すすむ五十年のちに

病にて臥しゐる人を訪なへば聞かせてくれたり炭坑節を

80

久松絵画教室というところに 年程通っており、
冬場は静岡
県の展覧会に向けて 号の大作を描いています。
その大作が描
き終わると 号で医家美術展に出展する作品を手がけると言
うパターンができ上がってしまいました。
その時期にはあじさいやカラーが時期となります。先生のお
宅には色々な草花が植えられておりカラーも例外ではありま
せん。カラーはダイナミックな形態が好きです。
レンピッカのカラーのようなダイナミックなカラーを描き
たいと思うのですが簡単にはいきません。この絵の目的はカラ
ーですが、背景には自然に教会の中のが頭にうかびました。全
部写実的に描くのではなく場の雰囲気に心がけました。
キャンバスに構図を描いて、まず赤で下塗りをしました。そ
の上から青色を重ねていきます。カラーや窓の間には下地の赤
が薄く見られます。白の花瓶は質感を出すためにナイフでこっ
てりと盛り込みました。中央の上の部分に小さな窓を配置して
遠近感を出しました。中央やや右側の青い柱のようなものは光
の塊にもとれるし、モニュメントのようでもあります。
ご覧になった方々に何か感じて頂ければいいと思っていま
す。
50

《 詩、 他 》
青森
離脱ごころかも

秋 元 光 博

蝶が誘うガンジスの川のほとり

火に包まれ地を這う

煩悩に汚された衣は

解脱の証か

ベナレスその乾いた裸体は

ガンジスの大河に抱かれた清らかな肢体

若者の夢と希望を叶えて

朝霧流れ 文武両道の学舎

魚が飛交う訪れを待つ

海水は コバルト色に染まり

鳥の群れは 餌を求め水辺に

世紀枠は歴然と輝く

誇らしげに羽ばたく

黒鳥は花のように羽根を広げ

川底の魚群はその影を追い仏膳を喰う

麻の衣は流れてゆく

ガンジスに沈む陽を背に

麻をまとった法悦の白い骨体

どこから流れ

私は煩悩の衣を身に付けたまま

春は花咲き、秋は実が稔る。

甲子園での一勝を目指して

ここにたどりついたのか

この地に立ち

花が咲く時は実の稔る時を思わず

◆松久保秀胤住職（薬師寺）

意味を問う者はだれもいない

透明な離脱を夢みている

実稔る時は花咲いた時を忘れる。

時を倶に花実を共にする。

魂がガンジスの大河に
春の序章かも

古来賢人は蓮を愛でる。

蓮は花咲く時に花芯にうてながある。
緑の山並燃え 鶯泣く森

愚人は果実の良否のみをえらび

離脱したのか
頭骨は蟻の巣

我一人原野に立ち 空を仰ぐ

その因である花を知らず

それは純粋透明な大自然の姿として
半分埋もれた肋骨に蜥蜴は涼み

雲は白く澄み渡り 夢を育む
若人の旅立ちが今や遅しと
白波砕け 青く広々とした海

ものごとは、やり始めから結果を熟

手首のブレスは蛇に変わっていた
信ずる透明な離脱を

35
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一．和顔施 明るい笑顔

◆安田暎胤副住職「無財の七施」

切だと。

慮し、結果得て初心を想う。これが大

応に知るべし竹管は牢愁を遠ざくを

三曲は好調にして無限の趣きあり

法雨は粛然として鳥鬆は優かなり

高朋雅客は岑楼に満ち

竹管の演奏に感ず

弧峰朔飃餞春酷

六六連巒秋彩褥

懺悔七情熄唇灰

大根清浄白装束

御山参詣洛京回

四．身施

ボランティア活動

三．愛顔施 愛情の籠った言葉

て客席を魅了、伴奏者としての琴と、

りとした音色、微妙な韻律を醸し出し

の心技は寂然不動・緩急自在、しっと

永年の手練に支えられた演奏、法雨山

六根清浄 白き装束

御山参詣は 洛京回り

同行祭儀 幣幡を陳ね

金剛比叡初田饗

五．床座施 座席や地位を譲る

三弦も適意よろしく、三位一体となっ

懺悔七情 唇灰に熄ゆ

二．慈顔施 優しいまなざし

六．房舎施 部屋や家屋を貸す

て幽玄の境地を会場に伝えてくれる。

六六連巒 春酷を餞けす

岩木衆斉愞納杯

七．心慮施 優しい心配り

これからも日本古来の雅の世界に浸り、

金剛比叡に 初田饗

一文なくても施しはできるのである。

心の優しさに素直に感動し、称賛した

岩木衆斉しく 愞納杯

― お山参詣都大路を征く

◆御山参詣征都大路

いと懐っている。

◆感竹管演奏
高朋雅客満岑楼
法雨肅然鳥鬆優
三曲好調無限趣
応知竹管遠牢愁

同行祭儀陳幣幡

36
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○ ほ

ん

『日本の神話・伝説を歩く』
吉元 昭治 著

日本人のルーツを探る旅に出よう！
四〇〇箇所にわたる伝承地を一〇〇
〇点以上のカラー写真で紹介！四五
〇ページを超える大作

日本各地には神話・伝説・伝承を伝
える史跡や異物が数多く残されてい
る。いまなお人々を集めてやまない

景勝地、すでに忘れ去られようとし
ている場所…
日本全国津々浦々を探訪した吉元先
生による日本文化の根源を知るため
のガイドブック。

ックスごとに紹介している。これらの伝

承地を訪ね、その他の風土に触れること

は、我々の祖先と対話することに他なら

必要性はここにある。

ない。伝承地を守り、伝えていくことの

この対話を未来に向けてつなげていく

こと、本書を紐解くことで、その愉しみ

【はじめに より】

を感じていただければ幸いである。

（勉誠出版・四、八〇〇円）

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
日本は麗しい国である。北から南に旅

著

すると、そこには我々の祖先が目にした
であろう昔と変わらぬ山や海、川の景色
短歌評論

がひろがっている。この自然と四季に富
んだ麗しくも美しい風土の中に暮らして

『花の雫』

林 宏匡

本誌に短歌を毎号ご投稿してくださ
っている林先生が会長を務める『湖
笛会』の会員の方々の作品をまとめ
た一冊。林先生の短評、感想を一首
ごとに掲載

いる我々は実に幸せという他はない。（中
略）
日本人はこの風土の優しさ、そして厳
しさを、さまざまな言葉に乗せて伝えて
きた。
それら神話や伝説は、
すなわち我々
のルーツであり、アイデンティティでも
ある。
（中略）
本書では、神話や伝説、昔話、そして
古代の人びとの営みを伝える史跡をトピ

38

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
本書は平成六年から二十四年までに湖

画集

回の祈念画集の編集に参加させていただ

「日本医家芸術クラブ」「佐伯祐三 哀愁

ここ

いた。
までの約

数年描いてきた０号から

号

点余りの中から掲載作品を

点の作品を人物・風

点の作品を選び撮影し

300

点となった。

【あとがき より】

著を事務局まで送ってください。

会員の著作を紹介する欄です。近

（白萌会・三、八○○円）

数より増え合計約

多々あり、掲載する作品が予定していた

点前後だったが、甲乙決め難い作品が

がら掲載作品を選んだ。当初の予定は

景・人形などにわけ作品の配列を考えな

てもらった。その

余りの中から

ラリーに作品を並べ選別を行った。 点

選ぶこととなった。白矢眼科併設のギャ

20

の巴里」などで編集の経験もあるため今

『ＳＨＩＲＡＹＡ２０１４』
白矢 勝一 発行

当クラブ美術部部長・白矢勝一先生
の画集

白矢勝一先生が書き溜めてきた作品
の中から厳選し、約二〇〇点の作品
を収録
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
京王百貨店で個展を開催するにあたり、
画集を作るということになった。機関誌

100

500

100

笛誌に発表した湖笛会員の草花に寄せる
作品を適宜抄出して夫々に短評乃至感想
を加えて平成十九年十一月から二十五年
二月までに「湖笛会員作品探訪」と題し
て湖笛誌に掲載した三十七種類の草花に
ついての鑑賞作品を纏めたものであるが、
此の度、出来るだけ多くの歌人及び作歌
を志す人々の今後の指針に役立てて頂け
れば望外の喜びと感じ、単行本といて出
版することにした。
（後略）
【序 より】
（湖笛会・二、五○○円）

300

200
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『橋爪一男没後

年回顧展』
を訪ねて
白矢 勝一

初夏のある日、日本医家芸術クラブの
事務局あてに１通のメールが届いた。内
容は、当クラブ設立当時からの会員で副
委員長をされていた橋爪一男氏のご令嬢
から、橋爪一男氏回顧展開催に伴うお誘
いだった。当クラブの歴史からすればま
お名前を存じ上げなかったので、事務局
《橋爪一男氏経歴》

考案医療器械 三件

主な講演 三十三回

主な座談会 二十六回

代々医師の家の長男として生まれ、医

学の道に進むのを義務づけられて育った。

一高在学中に帝展に入選、画家を志した

のがかなわず、東大医学部に学び、日大

医学部の教授となった。在任中、研究業

績に対し学長からの表彰や奨学金を贈ら

れ、文部省からも研究費を支給された。

戦時中は長野県岡谷市の市立病院を借り

上げた日大岡谷病院の院長として学生を

食料調達など、親身に面倒をみて、彼ら

率いて赴任。食糧難の時代、学生たちの

の親父のように慕われていた。

一方、芸術面は、石井柏亭、中村研一

に師事、一水会、光風会などに出展し、

高島屋での個展は完売であった。定年退

歳の若さで急逝。

職後、いよいよ絵描きになろうと思った
矢先、
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だまだ新参者である私は、橋爪一男氏の
に保存してある機関誌『医家芸術』を創

一九〇一年～一九六四年 東京都出身
東京母性保護医協会会長

刊号から開いてみた。そこには創刊号か

描いておられ、度々執筆もされていたよ

掲載されており、主に機関誌のカットを

日本産婦人科学会名誉会員

元 日本大学医学部教授

うだ。当クラブ現委員長の太田怜先生も

ら毎号のように「橋爪一男」氏の名前が

DM に使われたこの肖像画は石井柏亭作。
大学定
年退職時に教え子たちから贈られたものです
が、
『似ていないから描き直してください』と
天下の石井先生に言って母が肝をつぶしたも
のです。でも先生は快くかきなおしてくださっ
たので肖像画は２枚になりました。
天衣無縫で、それでも皆に愛されて、父は幸せ
なひとでした。
橋爪 康子

日本医家芸術クラブ副委員長
研究業績

も縁あって回顧展にお伺いし、主催者で

著書 二〇冊

論文 一二一編

この回顧展へ行かれたようだ。今回、私
ある橋爪康子氏に色々お話を伺ってきた。

63

50

恩師の作品とともにわずか手元に残った
されている。
（後頁参照）その式場氏が先

が、橋爪一男氏の急逝に伴い悼辞を執筆

設立当初の委員長である式場隆三郎氏

える追悼文の数々だ。

されている。橋爪一男氏の人望が垣間見

の後にはなんと百名からの追憶文が掲載

続いて、小伝、遺稿集と掲載され、そ

年という節目にあたり、

遺作をならべ、本当は画家として生きた

た。非売品の大変貴重な本だが、今回、

頭となって橋爪一男氏の追悼集を作成し

今年、没後

ため、回顧展を開催。

かったであろう橋爪一男氏の想いを偲ぶ

お聞きしたのだが、橋爪一男氏の著書の

回顧展に伺ったときに橋爪康子氏から

機関誌『医家芸術』の紐をとけば、機

ひとつである
「原色産婦人科顕微鏡図譜」

橋爪康子氏より一冊譲っていただいた。
関誌の挿絵から執筆まで、当時の委員長

という本の中の図譜は、橋爪一男氏が水

詳細を表現できる写真がない時代、これ

彩手書きで描かれたものだという。当時

男氏。医家美術展へも出展されており、

だけの数の標本を手書きで描いたという

術クラブを盛り上げてくださった橋爪一
今日まで医家美術展が続いているその基

橋爪氏の努力が偲ばれる一冊だ。康子氏

本当はこの作

いわく、「父は

盤を作ってくださったお一人であると深
謝の思いである。

最初の項目には橋爪氏の作品集と題し

の天性と研究

わず、絵描き

業を辛いと思
て、さまざまな絵画の写真が掲載されて

ったのだと私

者の情熱でや

は思っていま

ル、ペン画と多種多様な画材で描かれて
いること。そのどれもが日常の一コマを

す。
」
とのこと。

いる。驚いたのは、水彩、油彩、パステ

切り取って描かれている素敵な作品だ。

41

である式場隆三郎氏とともに日本医家芸

【医家美術展への出展作品】
（油彩）

50

著書の中にたくさん出てくる図譜すべて橋爪一男氏
による水彩手書きのもの

昭和 年作成。日大医学部板橋校舎の玄関に、橋爪
一男氏の絵『悩める者に光明を』がモザイクパネル
で作られ、玄関を彩っている。
14

この度、橋爪一男氏の回顧展にお誘い

いただきお話を伺ってみて、医学界の歴

史にも日本医家芸術クラブの歴史にも少

し触れさせていただけたこと、大変深謝

である。私も絵画を愛する医師として、

橋爪一男氏を尊敬し敬服の想いでいっぱ

42

いだ。お誘いいただいた橋爪康子氏に感

謝申し上げる。

モントリオール（ペン画に水彩）昭和33 年
橋爪 一男

『医家芸術』 昭和39 年12 月号 通巻第88 号より
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白矢 勝一 油絵展・祝賀会 開催
平成二十六年七月二十四日（木）～三

ました。五百点余りある作品の中から厳

会が開催されました。

個展会場

もちろん、学生時代のボート部のお仲間

白矢勝一先生も医師仲間や芸術仲間は

八十名を超える招待客のみなさまと、

には連日来

とも久し振りに再会され、とても楽しそ

選し、約二百点の作品を画集に掲載しま

場者が溢れ、

うでした。最近の趣味だとおっしゃるギ

歌あり、ダンスあり、手品ありと楽しい

ギャラリーにて、
『白矢勝一 油絵展』が

白矢先生も

した。その多くが今回の個展で飾られ、

開催されました。
会期中の二十六日
（土）

診療を終え

ターを演奏して歌も歌ってくださいまし

れ、おいしい食事や飲み物と共に、楽し

には、個展開催兼画集完成の祝賀会も開

て駆けつけ

た。
たくさんの方からの祝辞もいただき、

会となりました。途中には抽選会も行わ

かれ、多くの人が京王ギャラリーを訪れ

る毎日でし

約二時間の祝賀会は大変盛り上がりまし

白矢勝一先生の作品を愛する方々の手に

ました。会期中は毎日のように展示され

た。学生時

た。

渡っていきました。

ている絵が変わり、次々と完売していき

代のご友人

十日（水）京王百貨店新宿店六階の京王

今回、この

や医師仲間、

が今まで二十

白矢勝一先生

先生のお人柄が垣間見えるようでした。

眼科医院の患者さんも多く来場し、白矢

芸術仲間、当クラブの会員の方々や白矢

した。

矢先生の画集が配られ、お開きとなりま

者全員に素敵な絵柄のガーゼタオルと白

帰りには白矢先生のお心遣いで、来場

い会となりました。

ました。

るのを機に、

個展を開催す

数年の間に書
作品を、一冊

る京王百貨店新宿店の八階にある「太新

会期中の二十六日には、個展会場であ

勢の方の笑顔と讃辞に、今まで以上の作

少し寂しく感じられていた様ですが、大

た作品の数々が手を離れていったことを

今回の個展で白矢先生は、愛着のあっ
の画集に纏め

楼」という中華料理店を貸し切り、祝賀

き溜めてきた

ることになり

44

らっしゃいました。日々、診療をしなが

品をまた描くぞ！と意欲を燃やされてい
事務局の木下優奈さん

祝賀会進行は

らの、絵画やギター、歌など多趣味でし
かも勉強（練習）熱心な白矢勝一先生を
尊敬いたします。
ここに、個展や祝賀会の様子を一部で
はありますが写真にてご紹介いたします。

白矢勝一先生のご挨拶

初芝澄雄先生からの祝辞

太田怜先生から祝辞

天望画廊・笠井様より祝辞

画家・藤島先生より祝辞

45

山之内照雄先生から祝辞

司会をお手伝いいただいた
玉澤明人さん

お楽しみ抽選会

安彦洋一郎先生による手品

白矢勝一先生と
玉澤明人さんによる歌唱

ダンス

奥村秀先生からの祝辞

祝賀会会場
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年賀広告の募集

H27.1.7
となります

11

20

20

※パターンは色々ございます。例として

２

（通巻六一五
前回の『医家芸術 冬季号』

次号（冬季号）締め切り
平成 年 月 日（木）

26

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。
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。

次々号（春季号）締め切り
平成 年 月 日（金）

冬季号・春季号 原稿募集のお知らせ

号）をご覧ください。
年賀広告・一マスを一口とする。
◆一口：千円
◆応募方法：機関誌
『医家芸術 秋季号』
に同封されている別紙申込用紙にて、事

可。文字数に気をつけてください。

込みください。また、メールでの応募も

務局あてにＦＡＸまたは郵送にてお申し

賀広告なども従来通り掲載予定です。そ

たします。

多くの皆様のご協力、よろしくお願いい

の記載事項をご確認ください。

※詳しくは、秋季号同封の別紙申込用紙

込みをお願いいたします。

しますので、お近くの郵便局にてお振り

発送時、事務局より振込用紙を郵送いた

◆支払方法：新年号
『医家芸術 冬季号』

文字数のオーバー、または行数の追加

す。

お名前を少し大きな文字で記載いたしま

二十五文字まで。中央の行は所属部署と

す。左右の行は、お好きな言葉で文字数

例年通り一マスに三行が基本で一口で

告」を募集したいと思います。

こで、今年も賀詞交換を兼ねた「年賀広

恒例の医師会会長からの年頭所感や年

七年の新年号となります。

次号・冬季号は、早いもので平成二十

H26.12.28～

などは、二口扱いとし、二マス使用して
掲載いたします。
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事務局冬休み

館山港まで、南方から運んで来たのでし
た。当時バナナが手に入らない時でした
が、海軍の人がバナナをもって来て、私

今年は暑い夏でした。私は田舎が千葉

葉に行く時、そんなことを思い出して窓

と思っていたものです。何時だったか千

土地なので、今も住宅に出来ないのかも

たのを思い出しています。とにかく公の

ゆかないと、パイロットの方が話してい

油は少しガソリンと違って操縦がうまく

強になりました。創刊時は毎月発行され

ウトの仕方や企画など、様々なことが勉

家芸術』の過去の号を見ていて、レイア

調べるために、
事務局に保管してある
『医

お名前を知りました。橋爪先生のことを

委員長でいらっしゃった橋爪一男先生の

今号で日本医家芸術クラブ設立時の副

達によくくれたものでした。そしてこの

ですので、出かける事が多いのですが、

から眺めていたら、何棟かビルの工事が

ていたようですが、その一号一号は

っていました。昭和十八年と云うと第二

て、私は学徒動員で働いた所だったと思

所があります。此処は昔工場がありまし

街なのに、芝生が広がる空き地の広い場

ている私でしたが、ガソリンが別に入る

た。数十年昔の戦時中の事だと思い出し

ルが完成して住宅街となりつつありまし

に行く時、なんとなく眺めていた所、ビ

から当然だと思いましたが、最近千葉市

ジ式場先生へ寄せた悼辞文となっていて、

は「式場隆三郎追悼号」と題して全ペー

長の式場隆三郎先生が急逝され、 号で

ちょうど通巻

っと続いているものだとわかりました。

の美術展や邦楽祭なども設立当時からず

から

次号は新年号となります。次号もどう

ぞよろしくお願いいたします。
（ＥＳ）
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初芝 澄雄

千葉市に向かう時、稲毛駅の近くは人家

始まっているのが見えました。住宅地だ

頁

が多いのですが、車窓から見ていて住宅

次大戦中で、日本はガソリンが不足して

ので、国は工場を中止してしまったと思

式場先生の偉大さが伺えました。

号のところで当時委員

いました。始め工場に行った時驚いたも

戦後も長くて今は使いにくい油など必要
なくなり、止めてしまったものと思いな

いながら、電車にゆられていましたが、

からガソリンに似た物を作っている工場

がら、千葉に向かったのでした。

のでした。此処では食物の甘諸を輪切り

だったのです。粗糖は潜水艦で千葉県の

にして乾燥した物と、砂糖の原料の粗糖

頁近くあることに驚きました。今
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