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平成二十七年九
月四日（金）～
六日（日）
、ギャ
ラリー銀座『悠
玄』にて、第六
十三回医家美術
展が開催されま
した。
今年は十九名
による三十二作
品が出展され、
力作ぞろいのす
ばらしい美術展
となりました。
今年も画家の
藤島清平先生にお越しいただき、懇
親会では 作品の寸評をしていただ
きました。今年の美術展は初参加の
先生も数名おられ、懇親会にも御出
席いただき、常連の美術部の先生方
と有意義な時間を過ごされました。

第 63 回 医家美術展

2015 年 9 月 4 日（金）～ 6 日（日）

ギャラリー銀座『悠玄』にて

【6 日 美術展懇談会】

遠方からお越しの先生も多数おられ、
東京在住のご友人との再会も楽しん
でおられたようです。
これからも初参加大歓迎ですので、
少しでも美術にご興味のあるかたが
いらっしゃしましたら、どうぞ事務
局まで御遠慮なくご連絡ください。
次ページより今年の出展作品の紹
介と、藤島先生の寸評をひとことだ
け掲載させていただきますので、ご
覧ください。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
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◆飯田 収
『浅間山風景』
浅間山と手前の小川のバランスがと
てもいいです。小川のまわりの表現
も素晴らしいです。色づかいも飯田
先生独特で素敵です。

『半世紀前のロンドン橋』
昔を思い出して最近描かれた絵との
ことですが、情緒がでていて素敵で
す。空の色も独特で絵の雰囲気をま
とめて重厚な作品に仕上がっていま
す。
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『赤富士』
富士は描きたいと思う題材のひとつ
ですが、とても難しいです。自分の
個性をださないと平凡な絵になって
しましますので大変だと思いますが
何回も挑戦してがんばってみてくだ
さい。

『赤富士』
Ｆ10 油彩

◆海老原 隆郎
『人物』
自由さがあって素敵な作品です。な

『天地開闢―イグアス・アルゼンチン―』
Ｆ12 油彩

『半世紀前のロンドン橋』
Ｆ10 油彩

◆榎本 貴夫
『天地開闢 ―イグアス・アルゼンチン―』
独特な表現法で素敵な絵です。スケ
ールの大きな景色を一つの画面への
捉え方が素晴らしいです。画面うえ
の緑・赤・黄色も素敵です。
『浅間山風景』
Ｆ10 油彩

◆荻野 公嗣
『静物』
この油絵の感じもいいです。にんじ
んの感じもすごく素敵です。とても
上手です。配置もよく、全体的にま
とまった綺麗な絵です。

『建物』
うまい水彩画です。建物に写った木
の影もいい味をだしています。水彩
は難しいですがとても素敵な絵です。
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んとも言えない雰囲気がでていてき
れいです。細かいことは色々勉強し
ていけばいいと思うので、全体的に
きれいなのでとてもいい作品だと思
います。

『静物』
水彩はとても難しいですが、きれい
に描けています。りんごといえばセ
ザンヌですが、セザンヌの作品をみ
るとものの捉え方の勉強にもなりま
すので、ぜひご覧になってまた描い
てみてください。

『静物』
Ｆ6 油彩

『静物』
Ｆ8 水彩
『静物』
Ｆ8 油彩

『人物』
Ｆ8 水彩

『水面に映えるサンタマリア
「アルハンブラ宮殿」
』
Ｆ20 油彩

『私の裸婦』
Ｆ3 水彩

◆金古 進『赤城山』
山の感じも小川の感じもいいですね。
空もこの絵にはあっていていいです。
色づかいが統一されていてきれいで
◆落久保 万里子
す。
『私の裸婦』
鉛筆の繊細な線がでていて綺麗です。
水彩の細い筆もつかって綺麗です。
配置が素敵です。もうすこし太い線
もつかって強弱をつけて描いてみて
もいいかもしれません。
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◆奥田 哲章
ーロッパらしい感じになると思いま
『オレークラナダの舞姫』
す。素敵な絵なのでまた挑戦してみ
スペインの踊り子の感じがよく出て
てください。
います。洞窟の中の円を狭くみせる
感じにすると人が映えておもしろい
絵になるかもしれません。踊り子の
動きがよく出ていて素敵な作品です。

『水面に映えるサンタマリア
「アルハンブラ宮殿」
』
水面に映った感じがとても綺麗です。
ただ色彩が日本の風景のようです。
同じ青や緑でも色々あると思います
ので、色々工夫して描いてみるとヨ

『オレークラナダの舞姫』
Ｆ50 油彩

『赤城山』
Ｆ20 油彩

少し気になります。もう少しぼやか
したりして描くと前のドームが強調
されてよかったかもしれません。
『ライトアップされた原爆ドーム』
Ｆ20 油彩

『厳島神社の舞楽』
また作風の違う絵ですが、こちらも
後の山をもう少し工夫して描くと手
前の人物が映えてよかったとおもい
ます。衣装の感じがとてもよく描か
れていて素晴らしいです。

◆白幡 雄一『裸婦』
毎年「裸婦」を描かれている先生で
す。いつも独特なタッチで白幡先生
らしい絵です。背景もよく考えられ
ており、前の裸婦とのバランスも悪
くないです。
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『厳島神社の舞楽』
Ｆ20 油彩

『裸婦』
Ｆ50 油彩

◆木村 典子
『花屋』
花屋をこのように描いているという
のが素敵ですね。花よりも硝子のよ
うすや天井のようすが素晴らしいで
すね。花は一つ一つ描かなくてもよ
かったかもしれません。奥に人がい
るのもいいです。

◆坂下 昇
『ライトアップされた原爆ドーム』
十分素敵な絵ですが、左後のビルが

『花屋』
Ｆ10 油彩

◆白矢 勝一
『求愛』
自由であって描きたりないようであ
って、その独特なところが白矢先生
の絵のいいところです。色もいいし
おもしろい作品です。

◆鈴木 啓之『砂嵐の日（サハラ）
』
とてもよく描けています。風の強い
感じもでていて砂嵐の感じがでてい
ます。空の色はもう少し砂の感じを
混ぜて描いてみたらまた素敵な絵に
なったかもしれません。
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『スクリーンの前で』
Ｆ30 油彩

『砂嵐の日（サハラ）
』
Ｆ40 油彩

『語らい』
Ｆ10 油彩

◆鈴木 博
『スクリーンの前で』
素晴らしい作品です。毎年感心して
いますが、洋装の場合は難しいです
が女性らしさがでていて素敵です。
『語らい』
欲をいいますと胸の下のあたりがペ
まだ硬い作品ですが、もう少しやわ
タンとみえてしまうので工夫すると
らかい感じを出すともっといいです。 いいと思います。
女性のおしゃべりの感じが出ている
いい作品です。

『求愛』
Ｆ10 油彩

『おもちゃの飛行場』
古い織物のような感じの絵です。油
絵だそうですが独特な雰囲気がでて
います。色が素晴らしいです。まわ
りが浮いた感じに見えるのもおもし
ろいです。

『透かし菊』
青がすごく素敵にでています。油絵
ですが硝子のような感じもでていて
素敵です。オリジナリティがあり誰
でもかけるという作品でないところ
が素敵です。

◆新本 稔
『Ｈａｗａｉｉの宿』
この空はこの絵にあっていてとても
上手です。現代的な描き方で味があ
っていいと思います。
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『アーモンドの花の咲く頃』
よく感じが出てます。素晴らしいで
す。この汚した感じのところも素敵
です。とってもうまい表現で素敵で
す。昨年までの「寂」の絵もまたい
いですが、今年の作品も素晴らしい
です。

◆長沼 弘三郎
『水仙』
緑と青の色がとても素敵です。先生
独特の表現方法でとても魅了されま
す。先生の三作品は個性的でとても
素敵です。

『透かし菊』
Ｆ30 油彩

『水仙』
Ｆ20 油彩
『おもちゃの飛行場』
Ｆ20 油彩

『アーモンドの花の咲く頃』
Ｍ30 油彩

H
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◆野口 眞利
『
』
いい絵です。右手前の看板がすこし
貼り付けたみたいになってしまって
いるので、少し遊び心をいれて描く
といいと思います。左側は素晴らし
い表現ですごく素敵です。

『ムーラン ド ラ ギャレット』
モンマルトルの風景が素敵です。タ
ッチも先生独特で素晴らしいです。
ヨーロッパらしい空でいいです。木
の表現の仕方もうまくて素晴らしい
です。色づかいがとてもいいです。
影の色もいいです。

『ストラスブルグの街』
周りの建物や街灯が雰囲気をだして
とてもいいですが、手前の白い看板
がまともすぎて全体の雰囲気を少し
殺してしまっています。少し遊び心
をいれてかいてもよかったかもしれ
ません。

◆山崎 嘉弘
『パーティーと海』
今回の作品もとてもいいです。造形
的な感じも絵画的になって素晴らし
いです。上の黒い二本の線も真ん中
のグラスの線もとてもきれいです。
画面の構成が素晴らしいです。
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『ストラスブルグの街』
Ｆ8 油彩

『パーティーと海』
Ｓ50 アクリル水彩

『ムーラン ド ラ ギャレット』
Ｆ10 油彩

『Hawaii の宿』
Ｆ20 油彩
『Café Van GOGH』
Ｆ30 油彩

『隠れ家の夜』
線の描き方のくせか左が上がってし
まっているので、下げて描いた方が
いいと思います。建物の中の感じが
いいです。

表紙の言葉

『宍道湖落陽』

横浜市 斎藤 三朗

宍道湖の夕日はカメラを手にする

者にとってはあこがれの被写体だ。

僕も都合三回も挑戦したが失敗。平

成十九年秋にたまたま学会が島根で

あり、夕方タクシーを飛ばして湖畔に

向かった。すでに大勢のカメラマンが

場所を確保していたが、何とか嫁ヶ島

を取り入れた場所で撮影できた。四年

来の宝物となった。

（第四十四回 医家写真展出展作品）
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『出漁』
Ｆ20 油彩
『隠れ家の夜』
Ｆ10 油彩

◆山下 婦美子
『アンコールワット 神々の回廊』
色がきれいです。瓦のような色です
が、それがとても素敵です。空の色
ともあっていて素敵な感じの絵です。
古風な感じもするし新しい感じもす
るユニークな絵です。

◆山田 治『出漁』
船が出て行く音が聞こえてくるよう
です。素晴らしいです。空をもう少
し工夫して描くともっと素晴らしい
絵になるかと思います。海はすごく
素晴らしく描けています。

『アンコールワット 神々の回廊』
Ｐ20 油彩

白足袋を履いた猫
出来 尚史
これは一匹の猫とその飼い主夫婦
の物語である。
私の家の斜向かいに木立に囲まれ
た家があり、そこに老夫婦が住んで
いた。
ご主人のＳさんは白髪、
痩身。
長い鬚を生やしているので、里に下
りてきた仙人といった風情だ。ご主
人が仙人なら奥さんは弁天様。柔和
な笑みを絶やさない、ちょっと太め
の元弁天様――おっと、これは失言
だったか。温厚な人柄ゆえ町内の誰

からも慕われるお二人であった。
ある日のこと、ここに一匹の猫が
やってきた。一歳になったばかりの
雄猫だ。もとは野良だったという話
だが、たいそう人なつこい。Ｓさん
夫婦の喜びようは一通りではなかっ
た。娘さんが嫁いだ後、二人きりの
生活が長く続いていたからだ。猫は
「ドン」と名付けられた（由来は今
もって不明である）
。
Ｓさんは
「ドン」
と呼んだ。奥さんは「ドン君」と呼
ぶ。猫を見つめる二人の眼差しは吾
が子を慈しむかのような温かさに満
ちていた。ドン君は天から授かった
息子だったのだ。短い秋が終わろう

とする頃、二人と一匹、いや三人家
族の新しい生活が始まった。

さて、話を進める前にドン君の姿
形について触れておかねばならない。
顔立ちは目立って可愛いというほど
ではない。尻尾の長いごく普通の雉
猫である。色は濃い目のグレイ、縞
模様。特筆すべきは足部だ。四本と
も真っ白で、その白い部分の範囲が
等しい。つまり、白とグレイの境界
線が定規で測ったように同じ高さな
のだ。足が四本とも白い猫はたくさ
んいる。しかしここまでピッタリと
高さの揃った猫にはそれまで出会っ
たことがなかった。白い短靴を履い
た猫？ うーむ。ここは日本だから
「白足袋を履いた猫」
というべきか。
ドン君が塀の上を歩くと、この白
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足袋がよく映える。堂々とした姿は
項―肩の上に載せる。右手で前脚、
花道を進む千両役者そのものである。 左手で後脚を押えて完成。猫の顔は
惚れ惚れするような男っぷりだ。木
Ｓさんの右肩から覗く形になる。
「この子は甘えん坊でね」というの
が入り、彼が大見得を切った日には
が猫を背負ったＳさんの口癖であっ
思わず声をかけたくなってしまう。
「日本一！」
た。
ヨーロッパの長靴猫は飼い主に幸
奥さんとお出かけの時、ドン君は
せをもたらした。日本の白足袋猫は
いつも自転車のかごの中。
果たして何を運んでくるのだろうか。 「買い物ですか」
「ええ、連れて行けってきかないん
ですよ」
ドン君は頭だけかごから出してす
まし顔だ。奥さん、買った魚はかご
に入れちゃだめですよ。家に辿り着
くまでになくなってしまう。
いくら過保護に育てられたからと
いってもそこは雄猫、親の目を盗ん
でフラリと出かけることもある。そ
う、
若いうちは一杯冒険しなくては。
遊び疲れて戻って来ると、心配顔の
Ｓさんが戸口で待っている。抱き上

Ｓさんといる時、ドン君は大概お
んぶされているか、抱っこされてい
た。まるで貴重品扱い。下にも置か
ぬ、
といったところだ。
猫をおんぶ？
と訝る向きもあろう。私も見るまで
どうやるのか想像できなかった。人
間の子供のように両手を肩にかけさ
せるのではない。横向きにして肩―

げてさっそくお説教だ。
「どこに行ってたんだ、お前は。駄
目だよ、遠く行っちゃ」
下がった目尻を見ると本気で怒っ
ていないことがわかろうというもの。
Ｓさん、私の方を向いて
「好奇心が旺盛でねえ、すぐにいな
くなっちゃうんですよ」
ま、でも猫だし。いいんじゃない
ですか。
ドン君のホームグラウンドはＳさ
んの家と私の家との間の狭い道路だ。
クルマがほとんど通らないから彼に
とって格好のくつろぎの場となって
いる。寝そべったり、転がったり、
ペタンペタンと尻尾で地面を打って
いたかと思うと、突然跳び上がった
り……。変幻自在のパフォーマンス
は見るだけでも楽しい。うちの家族
にもよく馴れて、呼ぶと甘えた声を
出して寄ってくるようになった。娘
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たちは早々とファンクラブを結成し
た。猫じゃらしや毛糸玉を使って一
緒に遊ぶ様は小さい子供に戻ったか
のようだった。
「一緒にいるとホッとするというか、
私も猫を飼っていたことがある。
仕事の疲れが取れるのよね」ドン君
とはいってもずっと昔の話。実際に
ついにＯＬの「癒し猫大明神」とな
面倒を見ていたのは祖母だった。と
る。
んでもないガキだった私は猫のヒゲ
猫嫌いだった筈の家内までいつの
を引っ張ったり、尻尾を掴んでなげ
間にかファンクラブの一員だ。
たり、着地実験と称して高い所から
「ねえ、尻尾を立てて私の足に体を
落としたり、今から思えばひどいこ
こすり付けてくるのよ。あれって猫
とをやった。
逆襲にあって噛まれる、
の愛情表現ですってね」
引っ掻かれるは日常のことだった。
はいはい、そうでしょうとも。
猫が嫌いだったわけではない。むし
通りすがりの人も足を止めて声を
ろ好きだったと思う。ただ、愛玩動
かけてくる。
物として見ていたのではなかった。
「あら、かわいい。名前なんという
身近にいる不思議な存在に惹かれて
の」
いた、といえばよいのだろうか。抱
大勢の取り巻きにチヤホヤされて
いている時にも牙の生え具合の観察、
ドン君、至極ご満悦の体だ。
肉球の触感の確認など、いわゆる男
の子の好奇心を満たすのに忙しかっ

た。
Ｓさん夫婦とドン君の交らいはこ
れとは明らかに違う。私と猫との間
に存在していた緊張感はなく、いつ
見ても和やかな、打ち解けた雰囲気
に満ちていた。なんといっても、ド
ン君は二人にとって最愛の息子。彼
自身も自分を人間だと勘違いしてい
るように思えた。互いに頼り、そし
て頼られる。そうか、これが猫を飼
うということか。ワルガキ時代から
六十年を経た私は心から感心するの
だった。

ストリートキャットのドン君、車
は平気だが、自転車は苦手だ。男の
子も大嫌い。野良猫時代に怖い思い
をしたのだろうか。男の子が自転車
に乗って近づこうものなら脱兎（脱
猫）のごとく逃げ去る。跳ね起きて
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姿を消すまでゼロコンマ何秒の素早
さだ。ビーチフラッグの大会に出れ
ば優勝はまず間違いない。
もともと猫は狩りをする動物だっ
た。敏捷に動かなければ餌は取れな
い。そういえばＳさんの奥さんが言
っていた。
「家の中にスズメやトカゲを運んで
きて困るんですよ」
トカゲはともかく、スズメを捕ま
えるのは無理だろう、と思う人がい
るかも知れない。いやいやとんでも
ない。私はこの目で猫がスズメを獲
るのを見たことがあるのだ。
あれは以前勤めていた病院でのこ
と。窓際で昼食を摂りながら何気な
く中庭を見ると、茂みの中に猫がう
ずくまっている。三メートルほど先
で二羽のスズメが地面の餌をつつい
ては飛び立ち、また地面に降りると
いったことを繰り返していた。猫は
これを狙っていたのだ。相手には羽
がある。これは失敗に終わるな、と
私は予想していた。
「動」のスズメに
対する「静」の猫。その「静」が突
然動いた。一羽のスズメが降りてき
て地面に触れようとする、まさにそ
の瞬間だった。猫とスズメの影が一
つに重なる――次に私が見たのはス
ズメを咥えた猫が急ぎ足で去ってい
く姿だった。
なるほどうまいことを考えたもの
だ。飛んでいる鳥を捕まえるのはい
かな猫でも難しかろう。しかし地面
に降りようとした鳥が、急遽それを
取りやめて跳び上がるには、時間が
かかる。運動べクトルが全く逆方向
なのだ。その一瞬を猫は突いた。見
事というほかはない。
こうした狩りの能力は生得のもの
と聞く。親から教わる機会のなかっ
た子猫でもその勘所を押さえている

らしい。ドン君の体にも先祖の血が
流れているのだ。たかが飼い猫と侮
るなかれ。
そういえば側溝に身を潜めるドン
君を見かけたことがあった。あれは
ドブネズミの様子を窺うためだった
のか。実際この界隈にはネズミの目
撃談がある。それを狙って青大将ま
で出没しているというから大変だ。
蛇もドン君の得意の分野。彼の活躍
の場がつきることはない。

Ｓさん夫妻の愛情を一身に受けな
がらドン君のぬくぬくと楽しい日々
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は続いた。春は花壇でひと暴れ、夏
は木陰で銷夏に専念、秋は木に登っ
てＳさんの柿もぎを手伝い、冬は陽
だまりでうとうとと――またたく間
に月日は立って行った。
Ｓさんも奥さんもなんだか以前よ
り若返ったようだった。二人共よく
笑い、よく動いた。毎日の生活はす
っかりドン君中心に回っていた。西
洋の長靴猫と同様、日本の白足袋猫
も飼い主に幸せをもたらしたのだ。
生きがいという人生最大の幸せを。

二年目を過ぎたころからドン君は
太り始めた。特に腹回りが著しかっ
た。雄猫でなかったら妊娠か？と勘
違いするところだ。過食と運動不足
が原因だろうか。若いのにすっかり
メタボ体型。こうなると曾てのしな
やかさは失われ、動作にも切れが見

られなくなる。塀に跳び上がるのも
大儀そうだった。Ｓさんは格別案ず
る風でもなかったが、私たち家族の
意見は一致していた。「痩せなきゃね。
あれじゃ犬に襲われても逃げられな
いよ」
心配は現実のものとなった。異変
に気が付いたのはうちの娘である。
「ドン君が怪我してる」
急いで外に出てみると彼がＳさん
に抱かれていた。腰部の毛が五百円
玉大にむしり取られ、露出した皮膚
の真ん中に二センチ程の傷がある。
既に血は固まっていたがなんとも
痛々しい姿だ。Ｓさんが言う。
「他の猫にやられてね。この子は喧
嘩が弱くて」
現場に居合わせなくても状況がわ
かるらしかった。喧嘩に自信がある
と、面と向かって戦うから顔や前脚
の傷が多い。弱い猫は逃げようとし

て後ろから攻撃され、下半身に受傷
するとのことであった。
「やられたのはこれで三回目なんで
すよ」
Ｓさんの悲しそうな顔を見るとこ
ちらまで気持ちが沈んでくる。
明くる日ドン君を見て私は絶句し
た。
いつもの首輪に紐がついている。
紐の先にはＳさんが。
「どうしたんですか」
「いやね、こうやって一緒にいれば
襲われることもないだろうと思って」
確かにそうだろうが、猫に紐とは
――。ドン君が進もうとすると紐が
ピンと伸びる。Ｓさんが引っ張られ
る。なんのことはない、猫が人を連
れて歩いているのだ。前代未聞の光
景であった。
ただでさえ気ままな猫のこと。ス
トレスが溜まって毛が抜け落ちるの
ではないか、運動不足でこれ以上太
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ったらどうしよう、と気がもめるこ
とこの上ない。わが家の女性陣にも
紐はすこぶる不評である。
「ねえ、
なんとかならないかしらね。
あれじゃあドン君が可哀そうよ」
結局のところＳさんには全権大使
として私が申し入れることになった。
「どうでしょう、紐。一度はずして
みては。怪我も治ったことだし、
」
とんでもない、と睨まれた。
「この子は私がいるから安全なんで
す」
始末の悪いことに奥さんまでが紐
賛成派だった。飼い主でもない私と
してはそれ以上懇請することはでき
ない。
不思議なことに何日かすると、紐
付き猫もさほど奇異には感じられな
くなってきた。慣れとは恐ろしいも
のだ。あれはあれで自然なのだとさ
え思うようになっていたのだ――あ
の夢を見るまでは。
夢というのはこうである。ドン君
がいる。立っているのでいつもより
大きく見える。両足の白足袋も両手
（もはや足ではない）の白手袋も鮮
やかだ。右手に握っているのは赤い
紐。紐の先にはなんと、Ｓさんが繋
がれていた、しゃがんだ姿勢で。立
場は逆転した。胸を張ったドン君の
誇らしげな顔。一方Ｓさんはと見れ
ばこれまた目を細め、頬をゆるめて
至福の表情を浮かべているではない
か。はて面妖な。なんという夢だろ
う。いくらＳさんが幸せそうだとは
いっても尋常の構図ではない。私は
目覚めると同時に打ち消すように手
を振った。

それから半年ばかりは何事もなく
過ぎた。年も改まり、寒さが一段と

厳しくなった頃、Ｓさんの姿をぱっ
たりと見かけなくなった。同時にド
ン君も――。いったい何が起きたの
か。私たちは噂した。
「もしかしたら
具合でも悪いのかね」
娘さんが来たときに思い切って聞
いてみた。やはりＳさんは入院して
いた。病状はあまり思わしくないと
いう。二か月ほど前から体調がすぐ
れなかったらしい。
「父は病院嫌いで」娘さんが残念そ
うに話していた。ドン君は彼女の家
に連れて行って世話しているとのこ
とであった。
「家に帰りたい」たっての希望でＳ
さんは退院した。
ドン君も家に戻り、
Ｓさんがあの世に旅立つまでの十日
間を一緒に過ごした。二人の間でど
んな会話が交わされたか、今となっ
ては知るすべもない。Ｓさんが亡く
なった後、奥さんとドン君は娘さん
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の所に引っ越していった。家は空き
家のまま残された。

そろそろ一年になる。あれ以来ド
ン君とは一度も会っていない。山吹
の木の下からひょっこり出て来るの
ではないか、電柱の向こうであの立
派な尻尾を覗かせているのではない
か。いないとわかっていても私の眼
は彼の姿を探している。
Ｓさんは遠い空の上からドン君の
ことを見守っていることだろう。も
ちろん奥さんのことも、娘さんのこ
とも。相変わらず声をかけているか
もしれない。
「外出の時は紐を付けなきゃダメだ
よ」
そんな時ドン君は空を見上げる。
白い手を伸ばし、あの可愛い声で
「ミャー、ミャー」と応えるのだ。

それは人間の言葉に直すときっとこ
のような意味だ。
「お父さん、僕強くなったよ。もう
喧嘩にも負けない。お母さんのこと
は僕に任せておいて」

「早く楽にしてください」
浜名 新
年々、ガン患者の終末期を療養型
病院で全うさせようとする家族が、
以前に比べ多くなってきた印象が強
い。ガンはどの臓器にも発生する。
現在、長寿社会であるが故に、２人
に１人がガンに侵されるという。臓

器により、ガンの組織型により、そ
の悪性度、進行度はマチマチであろ
う。悪性の進行ガンの場合、転移は
存在すると考えなければならず、ガ
ン性疼痛を併発することが多い。ま
れに痛みを感じない人もいるが・
・。
疼痛がひどければ麻薬を使用せざる
を得ない。病期、病状によるが、転
移ガンでは療養型病院に転院して１
か月以内に亡くなる人が多い。
水分栄養補給に関して、まだ口か
ら食べられる人、体内に留置された
栄養管から注入を受ける人、中心静
脈カテーテルから高カロリー輸液を
受ける人、手足の静脈から細々と受
ける人、手足の静脈系からの投与が
困難な場合には皮下注射で水分を補
わざるをえない。
意識清明の患者では、
ガン治療後、
ガンの再発あるいは飛び火（転移）
に怯え、不安はつきまとう。きつい
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闘病生活から逃れたい願望が昂じれ
ば、やけくそになり死にたい願望が
芽生え、命を絶とうとするかもしれ
ない。大多数の人は理性が働き、実
行は抑制されているが・・。
担当したガン患者、
家永
（仮名、
歳前半、男性）さんとの一期一会が
偲ばれる。
病気の始まりは、喉（のど）の違
和感・呑み込み困難で近医を受診し、
築地のがんセンターを平成＊年暮れ
紹介されて受診し、内視鏡検査など
で食道ガンと診断され、加療のため
同センターへ入院している。食道切
除・頚部食道ろうを造設。＊＊年は
じめ胃管再建術を受けている。
術後、
後療法として化学療法を２クール受
けた。入院中９月心停止が数秒続く
ため、担当医の紹介で千葉の専門病
院に短期間入院し人工心臓ペースメ
ーカーを植えこむ手術を受けた。
60

＊＊＊年２月故郷、某市にある某
病院へ入院し、抗凝固療法を試みた
が、副作用で中止。術後経過良好と
思われたが、＊＊＊年４月頭頸部の
皮膚の多発腫瘤を認め、バイオプシ
ー（生検）で食道ガンの転移と診断
された。そこで、医師の勧めで、＊
＊＊年盛夏サイバーナイフ照射を受
ける目的で神奈川県の某病院放射線
科を紹介されて受診した。放射線科
医師から照射の内容の説明を受けた。
自分で見て触れた皮膚転移腫瘤が、
その照射で跡形もなく消失すること
を本気で祈念して、照射療法を受諾
した。だが、通院していくうちにサ
イバー照射のダメージ、ガン病巣の
進展、当時まだ知らされていなかっ
た併発症に、じわじわ攻められて体
力を消耗して、通院に支障を来たし
入院した。
家永さんは真面目で、
ワンマンで、

自分の意思を貫く強靭な精神面を有
していたそうだ。だから、妻や息子
は、夫の決めたことに対しては、本
人の意思を尊重するしかなかった。
病気についての治療法の選択・決定
は最終的に本人の意思が優先される。
妻は家計を助けるため、一念発起し
て介護の勉強を始め介護士になり、
それ以来介護関係の仕事を続けられ
ているそうだ。
サイバー照射で体力が弱り、口か
ら食べて・呑み込む動作に時間がか
かり、食べられる量が極端に減り、
経口摂食で体力・栄養を賄いきれな
くなった。そこで、医師は水分栄養
保持の方法として、胃腸系の管留置
を避け、中心静脈にカテーテルを挿
入して、中心静脈栄養を勧めた。応
諾し＊＊＊＊年２月右鎖骨下静脈か
ら中心静脈へカテーテルを挿入し、
（中心静脈）ポートの植え込み術
ＣＶ
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を行った。それ以来、 ポートから
高カロリー輸液、１日８００Ｋカロ
リーを受け、同時に、お楽しみの食
事を適時してきたそうだ。
療養型病院に転院してきた際、家
永さんは意識清明で、手足の麻痺は
無く、右の上肢の付けね（腋窩）の
リンパ節の転移で、リンパ液の流れ
が悪く、上肢のむくみと痛みのため
運動制限があった。彼は物事の理
解・判断ができ、自分の意思を相手
に言葉で伝えられた。
入院時検査として採血、尿検査、
心電図、胸の 撮影、胸と腹部の単
純撮影などを行った。病状を考慮し
て、ＢＮＰ、ＣＥＡ，ＨｂＡ１Ｃ、
血液型検査を外注した。身長１７０
㎝弱のわりに体重 ㎏弱と、体重減
少がひどくなっていた。
血色素量 ｇ／ 、血清鉄
／ 、赤血球数１４４（×万／
μｇ

dl

43

ＣＶ

dl

ＣТ

4.1

26

）で、鉄欠乏性低色素性貧血が推
定され鉄剤を処方した。ガンマーカ
ーであるＣＥＡ（癌胎児性抗原）は
．９（正常値５ ／ 以下）で
ガンの増勢を示唆した。心臓ホルモ
ンであるＢＮＰ（脳ナトリウム利尿
ペプチド）は５９７（正常値 ．４
／ 以下）と異常高値で、心不
全の併発・増悪を示したため利尿剤
を処方した。心電図検査では、頻脈
性の心房細動を示し、脈は１２０／
分以上で抗頻脈剤を処方した。胸の
所見として、心肥大、左右に胸水
貯留があり、肺容積量の減少が認め
られ、肺内の転移巣はなかった。
食事の配膳の有無を尋ねると、「配
膳してください」と食べる意欲を示
した。そこで、全粥・ミジン（副食）
各１／３量と、リンゴ・野菜ジュー
スをつけて食事箋を処方した。中心
静脈栄養で満腹感があり、ベッドサ

イドに配られた配膳内容を目視する
と、食欲はとたんに霧散し、手をつ
けなかった。たまに気分がよいと、
リンゴジュースと野菜ジュースなど
１口くらいの飲み込んだようだ。「配
膳、とめますか」と尋ねると、
「とめ
ないでくれ、配膳されなければ食べ
たいときに食べられないではないか」
とえらい剣幕であった。病気に負け
ない気の強さを示した。ガンと戦う
には精神の強靭さが求められるよう
だ。
前院での入院生活期間が長引いた
ためか、四肢・体幹の筋力は廃用性
に衰え、
体重が減り、
右液窩から胸、
上肢にかけての疼痛で日常生活動作
は制限されていた。それでも、歩け
るからとベッドから降り、立位で点
滴台を持ち、常設したトイレの場所
まで歩いていけた。だが往復で息苦
しく、どきどきして、青息吐息とな
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μｌ

13

ｐｇ

ＣＴ

ｍｌ

ｎｇ

ml

18

り、自ら体力の低下と病気の進行を
自覚させられ、トイレに行く回数が
次第に減った。
仰向きに臥床するのが大変苦しく、
半座（起座）位で、頭をオーバーテ
ーブルにつける奇異な姿勢を維持し
ていた。「半座位の姿勢が一番楽にな
ります」と真顔で言う。もちろん着
替えとか、尿器や便器をあてがうと
き、ナースや介護士の指示で姿勢を
代えなければならなかった。トイレ
で排尿・排便をしたい意欲があるも
のの、息切れするため部屋に簡易ト
イレを用意した。入眠するときベッ
ドを平らにして休んだようだ。
極度の貧血、心不全、胸水貯留、
肺容量の減少などから起座呼吸姿勢
が１番楽な姿勢のようで、亡くなる
まで変えなかった。つまり、座位で
腰を曲げ、頭をオーバーテーブルに
つけている姿勢を最期まで貫いた。

以前、化学療法ならびに放射線療
法で高度貧血になり輸血暦があった。
今回も強い貧血状態で、「輸血すれば
元気になり、生きる意欲がわくかも
しれない。このままではだめになっ
てしまう。輸血を受けますか」と尋
ねると、
「お願いします」と応えた。
つらかったのであろう。入院間も
ないころで意識は清明で、日に日に
病状は厳しくなり、貧血を指摘され
輸血で元気になり生きようと思った
にちがいない。
「輸血を２単位、２日
間で４単位おこなう予定です」と計
画を伝え、輸血承諾書に彼自身で署
名してもらった。週明けに輸血を２
日間で終了。血色素量が７ｇ／ に
増加し、ひと息ついた。
家永さんは４人部屋を選択した。
部屋には見ず知らずの３人の寝たき
りの、経管栄養を受けていた患者た
ちがいた。この光景に耐えられなか
ｄｌ

ったのかもしれない。輸血がすむと
個室希望を願い出た。新病棟の２階
の個室に転出した。
転移ガンによるガン性疼痛が病人
に試練を与え、精神状態を微妙に変
化させていく。
ガン性疼痛に対して、
トラ ムセ ット 配合錠が１日２回
（朝・入眠時）処方されていた。３
月末から４月になると 度前後の
発熱が時折見られた。 カテーテル
による感染というより、腫瘍熱と推
定し、抗生剤の投与をあえてしなか
った。なぜか入浴を嫌がり、拒否さ
れた。内服の鉄剤を当初我慢して服
用していたが、気分不快で吐くので
中止。注射剤に変更し、点滴で静脈
投与し 日間使用した。
入院２週間ごろ、心境の変化なの
か、
「麻薬を使用したい。先生に伝え
てください」とナースに頼んだ。担
当のナースは、
「了解です。でも意識

14
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38

ＣＶ

レベルが低下するかもしれないわよ」
と軽い気持ちで言うと、
「承知しているさ。
痛みも和らぎ、
早く逝（ゆ）くには、それしかない
だろう」と真顔で応えたという。そ
の頃、自分の終末期が近づいている
のを、闘病生活、現在の体調の変化
から感じとっていたのかもしれない。
その日午後、たまたまお見舞いに
こられた妻が部屋にいた。そこで僕
は夫妻に伝えた。
「ご主人は麻薬使用を希望されて
おります。
はじめて麻薬を使うので、
薬剤師から本人に麻薬の段階的使用
方法の説明をしてもらうことにしま
した。奥様も同席してお聞きくださ
い」
薬剤科の主任は説明した。
「麻薬使用で呼吸不全、意識障害
など、想定外のことが起きることが
報告されております。初めて使用す
る場合、段階的に使用されるのがい
いでしょう。作用の軽めの坐剤から
始め、効果が薄ければ、舌下錠剤を
追加します。いきなり強い貼付剤を
使わないほうがいいでしょう。ご了
解ください」
家永さんはしばらくして、
「坐剤は嫌だけど、やむを得ない
か」と小声で呟いた。
アンペック
坐剤、朝・夕か
ら開始した。本人はアナルへの挿入
を嫌がったが、最終的に承知してく
れた。効かない場合、アブストラル
舌下錠１００ を適時追加した。
次第に尿器をあてがわれ排尿する
行為をわずらわしく、嫌がるように
なった。
「毎回、ナースコールでナースを
呼び、尿器で小水をとるのがきつく
なってきた。管を入れて下さい」と
ナースに伝えた。
10
ｍｇ

μｇ

担当ナースから報告を受けた僕は、
その日の午前、留置バルーンを挿入
した。
苦痛や出血もなく留置できた。
しかし、その後、尿漏れで、オムツ
やシーツを汚してしまい、結果的に
病人に迷惑が及んだときもあったよ
うだ。
その頃から、ガン性疼痛で、精神
の変調を来たしたのか、ナースや僕
に愚痴るようになった。
「〝早く楽にしてください！〟
本当はここに入院するのではなく、
自宅に戻り、家族とともに過ごした
かったんだ。入院してから毎日行う
プロジェクトの実施はもうごめんだ、
こりごりさ。自由がないし、時間が
来ると検温ですか脈や血圧、酸素飽
和度の測定で、ああしろ、こうしろ
といわれてね。やらなきゃと頑張っ
ても、だんだん体が弱ってくるし、
対応がのろくなってね。ナースは仕
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事の感覚で言われる。〝馬鹿やろう〟
と大きな声が出てしまう。じぶんで
分かっているんだ。もう治る見込み
なんかないさ。プロジェクトが行わ
れるのを見ていると、自分がみじめ
になるだけだしな・・・。こうなり
ゃ、強い麻薬で、永遠に醒めなくし
て欲しいね。深い眠りに入り、早く
楽になりたいんだよ・・」
４月中旬、ガン性疼痛のため、頓
服の麻薬舌下錠を服用する回数が増
えてきた。
あるとき、ナースが部屋に行くと
「口が渇いてね、水をください。
今、体が暗い穴に落ちてしまうよう
に感じ、すごく不安です。ここにし
ばらくいてくれませんか」と懇願す
るときもあったそうだ。ゆっくり水
を飲み、口の渇きを癒し、ナースに
そばにいてもらうことにより、揺れ
動く精神が、落ちついたのかもしれ
ない。
「お迎え現象」とも違うが、死
期の臭いを感じ、死の不安から逃れ
たかったのかもしれない。
本人は強い麻薬を希望したので、
僕は麻薬の変更を伝えた。
「デュロテップ パッチ ｍｇ
の貼付剤に変更します。 時間おき
に更新します。 日・ 日・ 日
使用し、 日からデュロテップ
パッチ
へアップしていきます。
効果薄ければ舌下錠を併用してもら
います」
「ここに来るんじゃなかった。先
の病院から直接自宅に戻り、家族と
最期を過ごしたかった。もう、全て
のプロジェクトをやめてください。
お願いです。実験はもういいです。
〝早く楽にしてください！〟」と家
永さんは真剣に心情を吐露した。
「〝ハイ、承知しました。強い麻
薬を使います〟ともいえないでしょ
４．２
ｍｇ ２２

１３

ＭＴ

１６ ７２

う。奥様にお伝えしましょうか」と
僕はとっさに応えた。
以前、某大学病院でおきた「安楽
死事件」を思い出したからだ。
その後何日か経て、ナースが麻薬
の貼付剤デュロテップ パッチ
を張り替えに、ベッドサイドに伺
い、
「麻薬の貼付剤を張替えに来まし
た。よろしいですか」と了解を求め
ると、
「貼付剤、もう要りません。定期
的に飲む薬も要りません」と強い口
調で言い返した。強い拒薬に、ナー
スは途方にくれ〝彼の心境に何かが
起きたに違いない〟と思った。
翌日、夜勤のナースが夜中に見回
りに伺うと、
「お金あるかな。銀行でおろさな
いと・
・。
そこにいるのは誰ですか・
・」
「家永さん、
とっくに夜中ですよ。
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２．１

ＭＴ

１９

ｍｇ

ＭＴ

４．２

体がすごく傾いて、倒れちゃいます
よ」と彼の体位を正した。
観察すると、家永さんはため息す
るような呼吸で、手足の爪の色はチ
アノーゼ色に変化し、手足が冷たく
なっていた。ナースは、病状の増悪
を診て、〝どうしてなの、やばいな〟

と呟き、言葉をかけた。
「辛かったでしょう。直ぐ酸素吸
入して、モニターをつけます」
酸素の管を鼻の穴に差し込まれ、
モニターの端子を胸に装着されると
き、彼は無言で、目を閉じていた。
意識が薄らいでいたのかもしれない。
「家永さん、家永さん、しっかり
して！」とナースは必死で呼びかけ
た。少し経つと、気がついたのか、
「水下さい。部屋少し寒いね」と
ボソッと言った。
ナースは空調の温度を上げて、コ
ップに水を入れて、差し出した。

彼はコップを手に、ゆっくり、味
わうようにすこしずつ飲みこんだ。
「眠くなりました。
少し眠ります。
このままの姿勢でいいさ」と小声で
ひとりごちた。
夜勤のナースは第６感が働き〝も
うあぶないのかしら〟と悪い予感が
した。だから仕事の合間に、病室に
入り家永さんを観察するようにした。
病棟の朝は忙しい。
夜勤はぎりぎりの人数（看護師と
介護士）で担当している。
６時の検温（脈、血圧、酸素飽和
度を測る、ときに吸引などする）が
始まる。患者数が多いので時間がか
かる。それがすむと朝食の準備をし
なければならない。経管栄養の準備
と注入の開始である。今度は口から
食べられる人を食堂の定位置に車椅
子で待機させねばならない。配膳車
が到着すると、各人のトレイを配膳

しなければならない。そして摂食の
介助は仕事のうちである。
朝食を食べさせたのち、夜勤のナ
ースが家永さんの部屋に伺った。
家永さんは、あごを上下に動かし
て、不規則な息をしていた。大きな
声で呼びかけても反応はなく、こん
睡状態へ陥っていた。次第に自力呼
吸は消失し、脈も触れなくなった。
だが、人工心臓ペースメーカーの作
動で、モニター画面に心電波形と心
拍数の数値は、消失することはなか
った。―苦しまないでよかったわ。
ペースメーカーは電池切れしなけ
れば、作動し続ける構造になってい
るそうだ。
その日早番勤務で７時半に出勤し
た僕は、８時過ぎナースから家永さ
んの急変を告げられ、診察のため部
屋に入った。
仰向けに臥床していた家永さんは、
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「深こん睡状態で、すでに瞳孔は開
き、光の反応はなく、眼球は正中位
置に固定し、眼頭反射は無かった。
自力の呼吸は無かった。念のため、
テッシュの紙片を鼻腔にあてがい、
呼吸による動きを観察した。吸気・
呼気とも、紙の動きも、胸の動きも
無かった」
だが、モニター画面に心電波形と
脈拍の数値は消えることはなかった。
臨床的な「死亡」と確認した。２
年間強、ガンと真摯に戦った家永さ
んに〝がんばりました、安らかにし
てください〟と深々と合掌した。
ナースから緊急連絡を受けた妻は、
午前 時過ぎ部屋に入り、夫と対面
し、見取った。同席した僕は、その
時刻を死亡時刻として、死亡診断書
を作成した。
（Ｈ ．７）
１０

２７

チェーホフを読む（８）

歳の時の作品で、晩年の小

藤倉 一郎

イオーヌィッチ

チェーホフ

説である。医師が主人公で郡医病院で働
き、開業して、患者が増え、忙しくなる
と、飲食と金にしか興味がなくなり、若

のが趣味だった。娘のエカテリーナ
はピアノが堪能でピアニストを夢み
ていた。明るい気のおけない人々だ
った。郡会医になったばかりのスタ
ールツェフ・ドミトリー・イオヌィ
ッチはイワン・ペテロヴィッチに招
待されたのでトゥールキン家を訪ね
た。エカテリーナは 歳で母似のほ
っそりした愛くるしい女性だった。
沢山の来客が集まってきて、ヴェー
ラが自作の小説の朗読をした。次い
で娘がピアノに向って、はげしくた
たきつけるような音楽をつづけた。
夜食になるとイワンが一口噺や洒落
や滑稽な謎々を出して一同を楽しま
せた。２里あまりの道を歩いてイオ
ーヌィッチは自宅へ帰った。まだ自
分の馬車がなかったのだ。
１年程して忙しい毎日を過ごして
いるときヴェーラが片頭痛に悩まさ
れていたが、娘が音楽学校へ行くと
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い頃あこがれていた人に会っても、まっ
たく人間的な魅力を感じなくなり、孤独
にひたすら働いて、食べて飲むだけであ
る。若き日の理想を失った医師の姿がみ
える。

県庁所在地Ｓ市におけるトゥール
キン家は知事公舎のすぐ隣の立派な
屋敷で、主人はイワン・ペテロヴィ
ッチと言い浅黒い美丈夫で、冗談や
洒落が好きだった。妻のヴェーラは
小説を書いて、客の前で朗読をする

18

38

いうので、発作がひどくなり郡会医
に往診を依頼してきた。それで一度
往診して以来、ヴェーラがイオーヌ
ィッチを名医だと皆に吹聴するので、
彼はしばしばトゥールキン家を訪ね
るようになった。ある時エカテリー
ナのピアノを聴き会食をした後、彼
女を誘って庭に出て、「あなたに１週
間もお目にかからなかったら、私は
あなたにお会いしたくてたまりませ
んでした」といった。彼女が彼を魅
了したのは、その新鮮さ、目や頬の
あどけない表情、服の着こなし、無
邪気で、非常に聡明にみえたことだ
った。彼女はまた読書家で沢山の本
を読んでいた。エカテリーナは突然
立ち上がると彼の言葉を聞かず、彼
の手に紙きれを渡して家の中へ駆け
込んでしまった。紙きれには「今晩
時に会いましょう。墓地の記念碑
のそばにおいで下さい」と書いてあ
11

った。墓地は遠い郊外にあるので、
エカテリーナがからかっているのか
と思いながらも、時間が来るとソワ
ソワして、馬車を出して郊外へ出か
けた。このときはもう２頭立ての馬
車を持っていた。月夜だった。馬車
を横町において歩いて墓地へ行った。
人影はなかった。だれがこんな真夜
中に、こんなところにやってくるだ
ろうか、２時間も待っていたが、突
然月が雲にかくれて、あたりが暗く
なったのでスゴスゴと、馬車に帰っ
た。
翌日結婚申し込みにいったが、エ
カテリーナは舞踏会に出かける用意
をしていた。舞踏会へ行くのを馬車
で送りながら、
イオーヌィッチは
「夕
べ墓地へ行きましたよ」というと
エカテリーナは「冗談がわからない
人ね」というのであった。イオーヌ
ィッチはいったん自宅へ帰ったが燕

尾服を着て舞踏会に出かけた。エカ
テリーナを見つけて、彼女にプロポ
ーズしたが「あなたを尊敬していま
すが、わたしはあなたの奥さんには
なれないのです。わたしは音楽を愛
し、それに一生を捧げるつもりなん
です」と言って姿を消した。その後
彼は何も手につかず、食事もしない
し眠りもしないで、悶もんとしてい
たが、エカテリーナが音楽学校に入
ってモスクワに行ったという噂を聞
いてやっと落ち着いてきた。
４年後イオーヌィッチは患者も増
え、毎日宅診をしてから往診に出か
けた。馬車もトロイカになり、かな
り肥満になっていた。カルタ以外は
金をためるしか楽しみもなかった。
ある日病院へヴェーラから１通の手
紙が来た。
「ぜひお越しください。わ
たしの悩みを和らげてください」そ
して追伸に「ママのお願いにわたし
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も加勢します。エカテリーナ」
それでイオーヌィッチはトゥール
キン家を訪問した。ヴェーラはめっ
きり年をとって白髪になっていたが、
エカテリーナは一層きれいになって
いた。しかしかれはエカテリーナの
微笑も声も衣裳も肘掛椅子までも気
に食わなくなり、この人と結婚しな
くてよかったと思った。二人は４年
前と同じように、庭に出て語り合っ
た。「あなたは私が会った人の中で一
番立派な方です。お仕事も生活も高
尚な目的があります。私はピアニス
トなんかじゃありません」
イオーヌィッチは食事もしないで、
別れの挨拶をした。
３日後エカテリーナから手紙が届
いた。「ぜひお話したいことがありま
すので、
おいで下さいませ」
しかし、
忙しいからと言い訳して、二度とト
ゥールキン家を訪ねなかった。

に恋したころの面影は全くない。理
想に燃えていた青年医師がこんなに
変わってしまったのが悲しい。多か
れ少なかれ開業医の姿が見えるので、
むずがゆい思いである。

松崎 茂

16

- 26 -

日本軍による

食糧の現地調達

12

はじめに
日中戦争は昭和 年７月に始ま
り、太平洋戦争は昭和 年 月に
起こり、昭和 年８月の終戦まで続
きました。昭和６年９月に始まった
満州事変を含めると、昭和の 年戦
争と言われています。この間に多く
の戦場で、武器弾薬の輸送だけでな
く、糧秣の確保にも大変な苦労をし

12

15

イオーヌィッチはますます肥って、
患者はますます増え，
領地があって、
町に持家を２軒も持っていた。気難
しくなり、患者を診る時もプリプリ
していて、感じの悪い声でどなりた
てるのであった。彼は孤独で退屈で
興味をひくものがなかった。クラブ
でカルタをやり一人で上等なワイン
を飲みながら食事をした。
トゥールキン家ではイワンが一口
噺や洒落をいい、ヴェーラは自作の
小説を朗読し、エカテリーナは毎日
４時間ピアノを弾いている。彼女も
年をとって、秋になると毎年クリミ
ヤへ母と一緒に静養に出かける。
イオーヌィッチはエカテリーナに
恋した後、恋することもなく、ひた
すら馬車馬のように稼ぎ、金を貯め
て守銭奴になり、脂ぎってふてぶて
しくなってしまった。エカテリーナ

20

ました。
「戦争とは輸送である」とま
食糧の確保方法
戦場での食べ物の確保のためには、
で言われていながら、日本軍のロジ
本国から輸送するのが原則です。太
スティックスの考え方に、連合軍と
平洋戦争の開戦直後は、船舶も潜水
は大きな隔たりがありました。
前線で闘う将兵よりも、武器弾薬
艦も充分にありましたので、将兵の
や食糧を運ぶ輜重兵は何倍も多くな
食べ物に困ることはありませんでし
ければ、作戦を円滑に遂行すること
た。ニューギニア戦線で闘った恩師
は不可能です。日本軍は輜重兵が絶
も、開戦当時は米が十分にあったと
対的に不足していましたが、その重
話していました。しかしながらしば
要性はあまり認識されませんでした。 らくすると、輸送が思うように行か
「輜重輸卒が兵隊ならば、チョウチ
なくなり食糧が不足するようになり
ョ・トンボも鳥のうち、輜重輸卒が
ました。特に大陸や島の奥地には、
兵隊ならば、電信柱に花が咲く」と
食糧が届き難くなり、食糧不足に悩
前線の戦闘員には揶揄されていまし
まされるようになりました。ガダル
た。前線で闘う将兵が偉いと考えら
カナルは餓島と呼ばれるほどに、食
れていて、補給に当たる兵士や軍属
糧不足による飢餓が問題となりまし
は軽視されていました。さらに、
「ボ
た。この島では日本兵は２万人も死
ロ士官の捨て所」と言われていた通
にましたが、戦死は５千人ほどで、
りに、輜重将校で大将になった者は
残りは餓死と戦病死でした。栄養が
いませんでした。
十分に摂れていれば、戦病死もこれ
ほど多くはなかったと推測できます。

食糧を確保するためには、現地調
達という手段がとられました。軍票
を使って食糧を購入する方法があり
ましたが、これは必ずしも現地の
人々からは喜ばれませんでした。そ
れは軍票が容易には換金できないか
らでした。汪兆銘の南京傀儡政府発
行の通貨もしぶしぶ受け取られまし
た。むしろ日本円の方が喜ばれたそ
うです。ただし、塩と交換した場合
は、現金以上に喜ばれました。塩は
現地人を雇って荷物を運ばせる時な
どにも、
賃金の代わりとなりました。
これは中国だけでなくフィリピンな
どでも同様でした。
戦場で住民が避難した後、米やイ
モ類などの食糧を隠してある所を見
つけると奪ってしまうことがしばし
ばありました。経験を積んで行くう
ちにニワトリやブタなども、その隠
し場所を容易に見つけられるように
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なりました。
これは戦利品と考えて、
奪っても罪悪感はありませんでした。
また、収穫直前の稲や麦は刈り取っ
て自分たちの食糧としました。南方
では稲穂だけを保存することが行わ
れていましたので、その脱穀と精米
には苦労しました。時には鉄兜に稲
穂を入れて、棒で根気よく突いて食
べられるまでに精米しました。
それ以上の悪事は、武器で脅して
食糧を強奪することでした。「米を取
り上げられると、私たちは生きてい
けません。
どうか取らないで下さい」
と現地の人が手を合わせて哀願する
こともありました。それでもそれを
無視して、食糧を奪った日本兵もい
ました。このような残虐なことをし
たために、民衆から憎まれたのは当
然だったと言えるでしょう。単身で
食糧を探しに行き、隠れていた住民
に殺されてしまった兵士もいました。
ベトナム戦争では、米軍はベトコン
に食糧が渡ることを嫌って、米を焼
き払う作戦を行いました。このよう
な行為は、ベトナム住民から米軍が
憎まれることとなりました。住民の
信頼を失ってしまえば、戦争に勝利
することはできないことがわかりま
す。
小さな島では、田畑の作物で現地
の住民を養うのがやっとでした。そ
こへ日本兵が何千人も上陸したら、
食糧が不足してしまうのは目に見え
ています。敵方の攻撃のために補給
する輸送船も近付けず、運よく潜水
艦による食糧の補給ができてもそれ
は微々たるものでした。そのためサ
ツマイモやカボチャを植えて、飢え
を凌いだ島もありました。米軍は上
陸せず、時々空爆するだけで終戦ま
で置き去りにした島もありました。
そこにいた日本兵は空爆で、手塩に

かけた作物が荒らされた時には本当
に米軍を恨んだそうです。その典型
的な例は、赤道直下の 平方㎞のナ
ウル島という小さな島に駐留してい
た軍医からその恨みと苦しみを聞い
たことがありました。このような南
方の小島では、農耕班と漁労班とを
結成し、それぞれの特長を活かして
食糧確保に精を出しました。沖縄出
身者は漁法を熟知していて、どの魚
が食用になるかもよく知っていまし
た。
日本軍は自然に存在するあらゆる
ものを、食糧にできるとなればば利
用しました。椰子やバナナの実は当
然のことながら、その葉まで食べま
した。その時に木を切り倒すと、現
地の人々からは恨まれました。
現地の住民から謙虚に学ぶことが
できたなら、食糧難もかなり解消さ
れたと考えられます。
熱帯地方では、

21
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種々の植物の球根から澱粉を抽出す
る方法を知っていたなら、餓死も随
分減っただろうと考えられています。
例えば、クワズイモはサトイモ科で
一見食べられそうですが、シュウ酸
カルシウムを含むので口に入れるこ
ともできない程の刺激性のものです。
しかし、よく晒せば食べられるそう
です。その他の球根の中にはアルカ
ロイドを含んでいるために、そのま
までは食べられないものが数多くあ
ります。サゴ椰子の幹に含まれる澱
粉を大切な食物としていますが、現
地の人々は、１週間も水に晒してあ
く抜きをするすべを知っています。
日本でもトチの実の毒抜きは知られ
ていますが、江戸時代までは飢饉の
時には有毒なヒガンバナの球根まで
食べました。この場合も時間をかけ
て水に晒しました。ソテツの実も同
様にして飢餓時には食べられました。

開戦前の日本では熱帯地方での食
糧確保の研究がほとんどなされてい
なかったので、植物からどのように
して澱粉を取ったらよいかは知られ
ていませんでした。もし、その方法
を熟知していたら、多くの将兵の命
が救われたであろうと考えられます。
ある軍医は、植物や魚を自ら試食し
て食用に適するかどうかを調べまし
た。その所属部隊はお陰で、駐留地
付近にあるもので食糧を確保するこ
とができました。それとは逆にある
所で、得体の知れない卵を食べた数
名の兵士が翌日には全員死んでしま
ったという例もあったそうです。
動物性タンパク質源としては、四
足の獣が一番好まれました。それだ
けでなく、ヘビ、トカゲ、ワニなど
の爬虫類も食糧にされました。ワニ
と大蛇が喧嘩しているのを見つけて、
両方とも捕まえて食べてしまったと

話した男性もいました。トカゲは１
ｍに近いような大型のものだけでな
く、日本でも見られる小型のものま
で食べてしまいました。カメや椰子
カニ、カタツムリより大きなマイマ
イも手に入れば食べました。海や川
の魚は爆薬を水中で爆発させて、浮
かんで来たのを集めました。現地で
は幾種類もの昆虫も食糧としていま
したが、日本軍はその食べ方を知ら
なかったようです。甲虫類のなかで
もカブトムシの幼虫は食用になりま
すが、米軍はこれが非常食として食
べられることを教育していました。
塩が手に入らない内陸にいた兵士
が塩を口にした時には、甘く感じた
そうです。ニューギニア奥地からや
っとのことで海に到達した時には、
海水をガブガブと飲んだ日本兵もい
たそうです。
戦場で獲得できる敵方の食糧も、
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現地調達の目標とされました。逃走
して置き去りにされた食糧は、格好
の戦利品でした。インパール作戦の
時には、落下傘で投下された食糧は
「チャーチルの贈り物」と呼ばれ喜
ばれました。滅多に食べたこともな
いようなハムやチョコレートは非常
に珍重されました。しかし、それを
手に入れるためには大変な危険も冒
さなければなりませんでした。
事実、
それを取りに行って銃撃されて兵士
もいました。
飲料水の確保
水はどこにでもありますが、戦地
で飲料水を手に入れるのは容易なこ
とではありませんでした。井戸や湧
水から清い水が得られることは稀で
した。
そこで、
給水班が煮沸したり、
さらし粉を使ったり、濾過して汚れ
た水でも飲めるように工夫しました。

熱帯地方ではサルモネラ菌が常在し
ているので、うっかりすると下痢を
起こしてしまいます。夕方の炊飯の
時に、クリークの水を使ったところ
ご飯が赤飯のように赤くなっていた
と語った人に出会いました。数多く
の戦死体がクリークに投げ込まれて
いたためだったそうです。このよう
に清潔な水を手に入れるのは、戦場
では至難の業でした。
おわりに
日本兵は戦争初期を除き食糧不足
に悩まされましたので、どんなこと
をしてでも食べ物を確保したいと思
ったのは無理もないことです。「各部
隊ハ極力現地自活ヲ達成セラレタシ」
という命令が大本営通達で伝えられ
ていました。このようなことから日
本軍は暴力的な現地調達も多くの場
合、良心の呵責もなく行ったようで

す。
慰安婦問題や南京虐殺は事実を歪
めて、現在は誇張され喧伝されてい
ますが、これらは必ずしも真実を伝
えていません。しかし、現地調達と
いう暴挙は、作戦の一環として行わ
れものですが、どれほど一般民衆を
苦しめたか計り知れません。極端な
場合は、直接殺さなくとも民衆の飢
え死につながったこともあったと考
えられます。この点の反省は日本で
は不十分と思います。連合軍は後方
支援の重要なことを知っていたので、
物資を運ぶために徴用された民間の
船も攻撃の対象としました。悔しく
ても、制空権も制海権も失った日本
軍はどうすることもできませんでし
た。
食糧だけでなく、衣類を初めとし
て武器以外の必需品も勿論不足しま
した。例えば、日本軍は足に合わな
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いで靴で一日 キロも行軍したの
で、どれほどか苦労したかわかりま
せん。自分の靴が擦り切れると、戦
死した友軍の靴を取って履いたそう
です。その上、武器も不足しただけ
でなく時代遅れなものを使って闘い
ました。
緒戦の勝利で戦線を拡大し、
物資の補給が追いつかなくなってし
まったのが原因でした。食糧の補給
にもっと意を用いていたら、餓死や
戦病死も減らすことができたでしょ
う。さらに早目に講和が結べなかっ
たために、兵士がどれだけ苦しんだ
か知れません。これからも戦争がい
つ起こるかわかりません。前の大戦
を教訓として、愚かな戦争は避ける
べきです。
30

老婆は一日にして成らず
豊泉 清
表題をご覧になって「ローマは一
日にして成らず」のパロディーだな
と瞬時に閃いたと思われる。高校の
英語の授業で、 Rome was not built
（ローマは一日にして成ら
in a day
（全
ず）と、 All roads lead to Rome
ての道はローマに通じる）と、 When
， do as the Romans（
doロ
in Rome
ーマへ行ったらローマ人のする通り
にしろ）という、ローマが登場する
三つの格言を教わった。ローマへ行
ったら……は「郷に入りては郷に従
え」に相当する。ローマはイタリア
の首都である。そこでイタリア語で
はこれらの格言をどう表現している
のかという疑問や興味を抱き、イタ
リア語辞典を播きながら英語や日本

語と比較してみた。

◆ Roma non fu fatta in un giorno.
［ローマは一日にして成らず］

◆ Tutte le strade conducono a
Roma.
「全ての道はローマに通じる」
英語と全く同じ表現である。

◆ Quando a Roma vai, fa come
vedrai.
「ローマへ行ったら、見た通りにし
ろ」
英語は「ローマ人がするように」と
表現しているが、イタリア語は「見
た通りに」と表現している。

◆ Non importa andare a Roma per
la penitenza.
イタリア語辞典のローマの項目には
「戯悔（ざんげ）するためならロー
マに行く必要はない」という格言も
載っており、「善行はどこでも出来る」
という解説が添えてある。
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◆ Una rondine non fa primavera.
「一羽の燕では春にならない」
一羽の燕が飛んでいるのを見て「も
う春だ」と決め付けると、翌日急に
冷え込むこともある。早とちりの戒
めである。
One
swallow does not
（一羽の燕では夏
make a summer
にならない）という同じ内容の英語
の格言を高校の授業で教わった。イ
タリア語は春、英語は夏と表現して
いる。

「二兎を追う者一兎をも得ず」と同
じだが、
イタリア語は
「捕らえない」
と「逃げられる」と、異なる動詞で
表現している。

「熊を殺す前に熊の皮を売るな」
日本の「捕らぬ狸の皮算用」と瓜二
つの内容である。イタリア語には熊
が、日本語には狸が登場する。

◆ L’ozio è il padre delvizi.
「怠惰は悪徳の父である」
漢文の「小人閑居して不善を為す」

◆ Il diavolo fa le pentone ma non i
coperti.
「悪魔は鍋を作るが蓋は作らない」
蓋の無い鍋で料理を作ると、匂いが
漂って、どんな料理を作っているか
隣近所に直ぐ知れ渡ってしまう。悪
事はどんなに隠しても必ず露見する
ことの聾えである。「悪事千里を走る」
のイタリア版である。

◆
◆ Le bugie hanno le gambe corte.
In
viaggio
si
desidera
compagnia,
「嘘は短い足を持っている」
nella vita la pieta.
「旅行には仲間が欲しい。人生には
「短い足」とは、走るのが遅くて直
同情が欲しい」
ぐ捕まるという比喩から、嘘は必ず
露見するという意味になる。
は訳し難い単語だが、他人に
pieta
対する思いやりという概念のようで
ある。日本の「旅は道連れ、世は情

け」に相当する内容と思われる。
◆ Pietra mossa non fa muschio.
「転がる石には苔が生えない」
◆ Chi ha denti non ha pane, chi ha
◆
La
goccia
scava
la
pietra.
pane non ha denti.
「点滴石を穿つ」
「歯がある者にはパンがない。パン
やはり同じ内容の英語の格言を教わ
がある者には歯がない」
丈夫な歯と美味しいパンが同時にあ
った。
れば百点満点である。「天は二物を与
◆
Chi
due
lepri
caccia,
l’una
non
えず」のイタリア版である。
．
piglia e l’altra lascia
「二兎を追う者は、
一羽は捕らえず、 ◆ Non vendere la pelle dell’ orso
もう一羽には逃げられる」
prima d’averlo ucciso.
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と瓜二つの表現である。
◆ Contro la forza la ragione non
vale.
「力に対して理性は価値がない」と
直訳できる表現である。
日本の「無理が通れば道理が引っ込
む」と瓜二つである。
◆ Fidarsi è bene, non fidarsi è
meglio.
「人を信用することは良いことであ
る。しかし信用しない方がもっと良
い」
「人を見たら泥棒と思え」という日
本語の方が遥かに簡潔で分かり易い。

Inutile

piangere

sul

versato.
「こぼした牛乳を嘆いても無意味で
ある」
英語の授業にも全く同じ表現の格言
が登場した。日本では漢文調の「覆
水盆に帰らず」が親しまれている。
◆ Acqua passata non macina più.
「水車小屋を通り過ぎた水はもう粉
を挽かない」
水車小屋を通り過ぎた水は、再び戻
って水車を回して粉を挽く機会は永
遠にない。
「好機逸すべからず」つま
りチャンスを逃すなという教訓であ
る。

◆
◆ Non c’e rosa senza spina.
La
sfortuna
non
viene
mai
da
「棘のないバラはない」
sola.
「不幸は決して単独では来ない」
美しいバラの花を摘もうと思うと、
不幸な出来事は得てして続けて起こ
鋭い嫌に刺されて痛い目に遭う。甘
りがちである。日本語は「弱り目に
い蜂蜜を手に入れようと思うと、蜂
崇り目」と表現している。
に刺されて痛い目に遭うという類似
「楽あれば苦あり」に
latte の格言もある。
◆

相当する。

◆
Cane affamato non teme
bastone.
「飢えた犬は棒を恐れない」
腹ペコの犬の目の前に美味しい餌が
あり、餌の傍らに棒を持っている人
が立っていると、犬は棒で殴られる
のを承知で餌に飛びつく。棒で殴ら
れる痛さよりも空腹の方が辛い。イ
タリア語辞典には「背に腹は代えら
れず」という解説が載っている。

◆ In bocca chiusa non entrano
mosche.
「閉じた口には蝿が入らない」
口を開けると蝿が飛び込んで来て不
愉快な思いをするから、閉じている
方が無難である。口を開けて喋りす
ぎると他人の心を傷付ける恐れもあ
る。辞書には「口は禍の元」という
解説が載っている。

◆ A parole tutti sono eroi.
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「言葉だけなら誰でも英雄」
俺が、俺が……という自慢話を聴い
ていると、天下の英雄のような印象
を受けるが、実際は実力ゼロの無能
人間の場合も多い。イタリア人は自
慢話が好きな民族なのだろうか。
◆ Ci vogliono fatti, non parole.
「必要なのは事実であり、言葉では
ない」
日本には「不言実行」という簡潔な
四字熟語がある。
◆ Il buon vino non vuole frasca.
「良いブドウ酒に看板は要らない」

手を洗うには必ずもう一方の手が必
要であり、両手が協力すれば顔まで
洗える。相互扶助の重要性を説く格
言である。

生還！バンザイ突撃に参戦

した軍医中尉（６）

美濃部 幸恵

協力 美濃部 欣平
◆ Finché c’e vita, c’e speranza.
「命ある限り希望がある」
バンザイ突撃 前夜
私の最もお気に入りの言葉である。
★バナデル洞窟の突撃前夜
私は人生の最後まで希望を抱き続け
１９４４年７月５日 マッピ山の
たいと願っている。因みに dum,
海軍部隊戦闘指揮所の上田猛虎司令
， spero
というラテン語の格言
spiro
から
「最後の総攻撃敢行の用意をし、
がある。「呼吸をしている間は希望が
待機せよ」との命令をうけ深夜に洞
ある」と訳せる。イタリア語の命あ
窟に帰った井出軍医は、その後の洞
る限り……と同じ発想である。呼吸
窟の動きを以下のように簡潔に書き
記す。
翌７月６日 午前一〇時ごろ早く
も総攻撃の命令が下った。
『攻撃日時……明七月七日午前三時
攻撃地区……タナパク水上基地付
近の米軍。
合言葉……星に七夕

美味しいという評判が広まれば宣伝
（スピロ）と、希望の spero
の spiro
（スペロ）が一字違いで快い韻を踏
しなくても遠くから大勢の人が買い
んでいる。これからも呼吸をしてい
に来る。漢文の「桃李不言、下自成
る限りイタリア語の勉強を続けたい
蹊」と同じ発想である。
◆ Una mano lava l’altra e tutte e という夢を描いている。
due lavano il viso.
「片手がもう一方の手を洗う。両手
が顔を洗う」
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陸、海軍、その他で、約五〇人を
一分隊とし、午前二時半にバナデ
ル第二飛行場の北部に集結のこと』
７月６日 洞窟において、終日、総
攻撃準備のため全員きわめて多忙だ
った。
工作隊は、鉄棒をするどく研磨し
てヤリを制作してくばる。機銃、歩
兵銃などの兵器弾薬の整備、手榴弾
の使用法の確認などであった。
主計隊からは各人二日分の携帯食
糧（乾パン）と、水の配給をうけた。
★地獄谷の突撃前夜
７月４日 米軍地獄谷の南、東側に
侵攻。砲撃にさらされる。合同司令
部にも砲弾が飛び込み高級将校にも
死傷者がでる。
７月５日 米軍戦車隊谷にあらわる。
７月６日 日本軍は一門一梃の重火
器もなく、地雷（戦車の重みで改造

した信管が爆発する。
）
を設置し火炎
びんを持って肉弾攻撃をくり返し、
米軍を一時退去させた。しかし「再
度の米軍攻撃に日本兵は抵抗せず谷
に退去し、草ぶきの小屋の中で約
人が手榴弾自決していた。
」
（米公刊
戦史）
最後まで果敢に抵抗する日本兵に
米軍は驚愕したそうです。
★７月６日 三将軍自決「サイパン
島守備兵に与える訓示」
「サイパン守備隊に与える命令」が
出された。
残された最後の幕僚会議では陸海
軍の間で、二つの作戦が論争になっ
た。
☆海軍 残存日本軍は島北端バナデ
ル地区に後退し、日本艦隊を待っ
て持久戦で戦おう。

☆陸軍 解体した残存兵力を結集し、
最後の総攻撃決行をする。

一般邦人の犠牲者をこれ以上出さないため

に、彼等を北へ避難させるべく陸軍の作戦が

決定されたともいう。

☆軍旗奉焼 夜になって、将兵は燃
える軍旗に別れをつげ、つぎつぎ
最後の突撃のため出発していった。

玉砕突撃 その時……

★井手次郎軍医の回想
７月７日 午前１時……主計より、
最後の盃として日本酒がくばられた。
飯盒のふたにそそいで、全員で乾
杯した。

歩行不能の重傷者には枕元に手榴
弾と水がおかれた。われら行く者は
岡本軍医長のもと全員で敬礼し、無
言のわかれをつげる。
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60

戦時には日本兵、在留邦人総出で完成を急いだ滑
走路は、繁茂する植物の中に白く輝きその名を留
めています。

午前１時 分……入り口に近い者
より順に洞窟をでた。

残るも死、進も死。胸中だれもが
手をあわせ祈りをささげた。

バナデル飛行場滑走路跡（右下）

暗闇の中を４，５人ずつ静かに集
合地点に進んでいく。ときおり近く
に砲弾が落下しては炸裂した。

岩山に猛烈に撃ち込まれた艦砲の傷跡は、まるで
裂けた悪魔の口のようにまがまがしい。
マッピ山の先端まで追い詰められた兵隊や邦人は
約 200 メートルの崖下へと投身自殺した。スーサイ
ドクリフと呼ばれています。

暗闇のなか数日来の戦闘で倒れた
わが陸軍部隊の屍が累々。死臭漂う
中ひたすらおし進む。

午前３時 分ごろ……バナデル水
上基地約２キロ手前の敵陣地付近で、
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午前３時……総攻撃
部隊全員が、指定さ
れたバナデル第２飛
行場の滑走路に集合
した。

かくして……突撃行進がはじまっ
た。

海軍の総攻撃指揮
官は上田猛虎中佐だ
ったと記述されてい
ます。
短い命令と、将兵た
ちへの感謝の言葉が終わると、第一
分隊より分隊順に出発しました。

バナデル飛行場後方はマッピ山

医務隊は第 分隊。攻撃部隊の後
部ちかくで進撃に加わった。
32

30

30

突如としてワァーという喚声があが
った。
先鋒の第一分隊の突入がはじまっ
たのだ。

撃は海側、中央、山側の三方向から
敵陣地へ突撃していったのです。

生き残りの兵隊約三〇〇〇名（こ
の中には在留邦人も参戦していた。
）
「小銃をもつものは少なく、竹やり
や鉄棒、帯剣などを木の枝の先につ
けて槍にしたものなどが武器で、素
手のものは腰に手榴弾を吊っている
のみ」

大佐を陸軍総司令官とし、それに続
く将校たち、待機していた兵たちが
黙々と動きだし従った。命令も号令
もなかった。
谷間には歩けない負傷兵も沢山い
た。玉砕攻撃と知って「俺たちも
連れて行ってくれ」「だめならこの場
で殺してくれ」との声が上がった。
：：：：：

★平櫛 孝第 師団参謀の回想
「午前三時三〇分を期し、ワァーっ
と喚声をあげて米軍に向かって突進
した」「狂気のようにみえる本心から
の行動である」
「己をコントロールし誰からも強い
られたものではない」
猛烈な敵艦砲弾、銃砲弾のなかを折
り重なる戦友の屍を乗り越えて突撃
した。
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玉砕突撃 その時・・・・・
★南洋憲兵隊 加賀学伍長の回想
７月７日未明 地獄谷では鈴木卓彌

海岸と山側か
らワァーワァー
と喚声が起こっ
た。
ワァーワァー
という声は次第
に遠ざかってい
ったが絶え間な
くつづいた。
※バンザイ突

43

前方にガラパンの岬と現在のアメリカ軍の集積船が望
まれます。
「日本軍の悲壮な攻撃はどんな攻撃より激烈だった。
米軍の照明弾、集中砲火にもひるまなかった。戦友の
屍を乗り越え、のり越え突撃した。米軍の受けた損害
も少なくはなかった。しかし……圧倒的な戦力の前に
日本軍の攻撃は 1944 年７月７日午後３時についにや
んだ」米公刊戦史

タナパク海岸（玉砕の海岸地）
サイパン守備隊最後の総攻撃が決行され、
およそ 3000 名が玉砕した。死屍累々であった
海岸地帯です。後方の岩山がマッピ山とバンザイク
リフ。

タナパク海岸での慰霊
最後の玉砕総攻撃 タナパク海岸

築港の港
築港 戦前、戦中は日本からの船や軍艦が
出入港していた。
かつての米軍ＬＶＴは荷物運搬船として利用
されています。
日本委任統治時代から戦時中まで、本国か
らの船舶や軍艦が出入りしていた築港は現
在もサイパンの主要な港です。
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：：：：：：：：：：：：
★米軍側指揮官のホーランドスミス
中将の回想
サイパン戦のこの日を、次のよう
に記している。
「三〇〇〇名以上の日本兵がどっと
なだれ込んできた。
日本軍最後の突撃であった。
ある者は竹の先に銃剣を結び付け
て武器とし、なかには何も手にして
いない者もいた。
口々に
「バンザイ」
をさけび「七生報国」を唱和してい
た。
日本兵の装備はあわれなものであ
ったが、敵を一人でも倒して玉砕し
ようとする激しい気魄と戦意に燃え
ていた。
バンザイの叫びは、米軍陣地を突
破し前進してきた。このとき異様な
群れが突進する日本兵の後につづい

てきた。痛々しい包帯姿で杖にすが
井手次郎軍医の生還
った傷病兵も参戦していたのである。
生と死の運命
米軍陣地を１４００メートル突破し、
『攻撃部隊は、かなりの速度で進
連隊本部の位置まで殺到してきた。
撃しつつあったがやがて隊列が急に
だがわが軍の集中砲火を浴びつい
止まったと思うと先に進んだ兵士が
に日本軍は終焉をむかえた。
もどってくる。前方から退いてくる
この日本軍の烈々たる気魄はどの
者、後方から進むものとで混乱が生
ような国の軍隊にも例をみないもの
じたのである。やがて東の空がうす
であった。
」
明るくなってきた。そして、どこか
らとなく伝わってきた命令は「本日
当時の敵将スミス中将の軍人魂は
の総攻撃はこれにておわり、明朝を
「敵ながらあっぱれ」と日本軍との
期し再突入する。
各自ジャングルや、
戦いを回想されているようです。
岩陰にて連絡をまて」というものだ
わたくしは、スミス中将の回想で
「杖にすがった包帯姿の傷病兵まで、 った。総攻撃部隊の半数以上が突入
したらしいが、突入に間に合わなか
バンザイ突撃に参戦していた」とい
った部隊は海岸の岩かげにひそん
う事実をはじめて知りまして、本当
だ。
』
に胸が痛み、言葉を失うばかりでし
井出軍医、予備学生出身のＩ少尉
た。
と他隊の主計兵曹は生き残っていま
した。「この時点まで生き残っていた
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電信山

1944 年７月１日 河村部隊の田中隊長は、残存部下と電信山トー
チカまで後退してきます。しかしそこも戦闘で艦砲と火炎放射で攻
撃を受け、こっぱ微塵に粉砕されていました。
約50 体の兵士の無残な屍を目にするのです。（田中徳祐著 我等
降伏せず）

写真は蔓性熱帯植物に蔽われて行く旧日本軍通信所の廃墟で

す。

しかし夜になっ
ても再突入の連絡
はなく、やむなく
敵の占領地域に潜
入し、東海岸方向
へ進み活路を開く

は洞窟にもどる」といった。北の洞
窟で重傷患者と運命を共にする覚悟
と思われた。
若い井出軍医は２６１空のＩ少尉
と話合い
「もう一度前進することにいたしま
す。これまでいろいろありがとうご
ざいました。これ
にてお別れいたし
ます」
軍医長に最後の
敬礼をし、別々の
運命の道を歩むこ
とになりました。

破壊された内部の壁に整頓された工具類の跡がくっきりと残され
ていました。
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指揮系統はなくなった。井出中尉は
これからどうするか。敵陣地に再突
入するか、またもとの洞窟にもどる
か考えよ」
岡本軍医長はジャングルのなかで
偶然一緒になった３０１空の軍医長
宮沢軍医少佐と決心したのか「オレ

バンザイ突撃後、井手軍医は電信山をめざし東海岸側に出て活路
を開こうと考えましたが………

ことは奇跡としかいいようない」と
当時をふりかえり書いておられます。
岡本軍医長は、 メートルほど離
れた岩かげに２名の兵と無事であっ
たが他の衛生兵の行方はわからなか
った。
軍医長は「今となっては信ずべき
50

ことになりましたがやがて水筒の水
もつき、のどの渇きに苦しめられま
す。
３人共疲労困憊し体力の消耗はは
げしく、軍刀を杖に歩いていても、
精神状態も朦朧となり、ジャングル

精強２６１空虎部隊サイパン戦記

文庫

井手次郎 光人社

サイパン肉弾戦 平櫛 孝 光人社

米公判戦史

NF

【参考引用文献】

書かれたこの結びの一言に、私は驚
に倒れ込んだ。夢うつつに英
語の会話を聞いたと思った時、 きました。
「生きて虜囚の辱めを受けず」の戦
軽機を腰だめにした米兵に捕
陣訓が軍隊に行かれた方にとって生
われた。
井手軍医達には、軍刀以外
涯消し去ることの出来ないものであ
武器もなく、反撃する余裕も
ったのかと。
死を覚悟しバンザイ突撃に参戦し、
気力もなく当然その場で射殺
さらにもう一度射殺されることを覚
されるものと観念したのでし
悟した。
た。
しかし運命により、玉砕の島から
＊……＊……＊……＊
奇しくも生き残ったことの複雑な心
境と重荷は、戦争に従軍した当時者
でなければうかがい知れないことな
のだと。
次回エピローグに続きます。
その後
日本軍捕虜収容所将校士官
区域に入れられた後、米国本
土の数か所の収容所で一年数か月を
過ごされたのです。この間
「私たちのもっともおそれていた虜
囚としての屈辱の日々を送らねばな
らなかった」
戦後三十五年を過ぎて井出先生が

寝室であったと思われる一部屋は、鉄骨だけになったベットと椅子が。
―――最後まで任務を果たさんと通信所で戦った日本兵たちの姿が 70
年のかなたから浮かびあがって参りました。
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新潟

中 村 雄 彦

梅雨の蝶文目ぞ命宿貸さむ

福 冨 清 子

朝まだき手摺冷たき散歩道

茅の輪くぐる八十路見守る大鴉

東京

春の宵ビデオ聴きつつ眠気待つ

母へお土産夜店より兄息切らし

恋猫の声何処までも響きあり

初場所や背中で分かる力士の名

生温き身過ぎ世すぎに残暑かな

兵庫

青柿の小家老老籠るらし

秋さやか老いも若きも唯走る
シャッターに半眼重きヨタカかな

七十年この日まっ赤な夾竹桃

岩 本 漂 人

蟬しぐれオオヨシキリの声混じり

子走りな塾のカバンや蝉しぐれ

静岡

田水張ればハシボソガラスが水を飲む

炎天下故郷の球児逆転打

廣 辻 逸 郎

濁流をかすめ一羽のアマツバメ

花火終え子らの騒ぎも散ってゆく

大花火新マンションに影映す

小 南 丁 字

天高しハシブトガラスの澄んだ声
東京

福 神 規 子
神さびし磴が十段法師蟬

東京

両陛下慰霊の春やペリリュー島

寸胴におはす仁王や鵙日和

春の海岩礁砕く磯の花
新樹光夫婦教授の麗しく

姫塚も彦塚も秋風の中
丑寅に東雲神社城の秋

しののめ

金沢城風光翠つつじ燃ゆ
噴煙の箱根山野の梅雨煙る

風や秋買うてもみたきとんぼ玉
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青森

秋 元 光 博

東京

清

小 南 丁 字

おにぎらずおにぎり風でおもてなし

次号（冬季号）締め切り
平成 年 月 日（木）

次々号 冬季号 締め切り
平成 年 月 日（木）

)

とん

欽ちゃんのボケ策大学入学す
とんと知らず人工皮膚は豚だった
プロボクシングビック十秒一億円
高をくくり健診無視が要介護
豊 泉

(

素晴らしい辞世の言葉「ありがとう」

群馬

夏痩せをしない体質つらい秋

新聞はトップの謝罪がトップ記事

19

18

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。
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。
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27

28

11

２

500

世界一長寿の日本誇りましょう
肥満症飽食時代の泣き所

割烹着亭主もキチンで板に付き

問題は山積医療費高額化
恵比寿顔孫の自慢をひとくさり

沖縄の民意が解せぬヤマトンチュー

遺言状書いてはみたが遺産なし
青森

秋 元 光 博

死に際に親族急に倍に増え
見た目より心きれいが大事です
珍しい物に目利きのコレクション
夢言えば世界一周豪華船
近未来ロボットだらけの施設でき

冬季号・春季号 原稿募集のお知らせ

会津磐梯山

茨城

羽 生 藤 伍

夏の庭

東京

横 田 英 夫

北国に育ちし吾には懐かしきダリア伸び出づ深き緑に

庭前にゼフィランサスの咲き出でぬ俄かに伸びて薄き薔薇色
すだ れ

若き日の記憶の花と異なりてダリアの幹の太くたくまし

東京

小 松 安 彦

簾 越しに百日紅の花房の日々増え行きて立秋となる
炎暑酷暑猛暑続きて庭前のダリアの花の減り行くは寂し
映画

名を知らぬ九月の花よしろたへの白き花びら風に揺れをり

いや

がま

ふ

ほ わ た

羽 生 藤 伍

林

宏 匡

もみぢ葉を踏まないやうに晩秋の桜並木をゆつくり歩く

東京

こほろぎの声の聞こえぬ秋の夜は心を映す鏡に対ふ
スパゲティ

老いづきて涙怺ふる術もなし今亡き妻を一人し思へば

行きつけの店にて食ぶ スパゲティわが眞向かひに妻は居まさず

いつ来ても愛想のよき女店員はや定年になりて辞めゐし

スパゲティ食ぶる仕草をわが妻に注意されしは遠き日のこと

外出にはいつも着て行く在りし日の妻のブラウス憶ふ此の頃
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うつ

空青く白雲浮び樹々みどり裏磐梯の三湖に写る
磐梯山緑の斜面に真白なる観音像が鮮やかに立つ

しろ

なか

素兎の創を癒した特効薬蒲の穂絮を初めて見たり
庭央にスプリンクラー水噴けば金魚喜び犬逃げ廻る

この先はもう見られない秋の夜に完結糄をみつつ哀しむ

バイオリン協奏曲を聴きをればあの秋からの風の吹きくる

のうぜんかつら

十七人の少年自刃の飯盛山ご飯を盛った形に見ゆと
べに

茨城

水無月の緑の庭に薄紅の凌霄花ひねもす搖れる
百歳の伯母の住む家訪ねれば総理表彰でばば愛想よし
真夏日

年の日甲子園野球テレビに全國湧きいる
年間検診に通えり
50

真夏日に庭に降りたち水撒けば犬喜びて周りを駈ける

県央のメディカルセンターへ開業後

敗戦日より
70

15

13

）年

月

10

アンコール掲載

43

43

日 東京発
サンフランシスコ着
東京国際空港より大型ジェット
機にて出発、一路サンフランシ
スコへ
到着後、ホテルにて休息
午後：サンフランシスコ見学、
マーケット通り、官庁街、ツイ
ンピークス、
金門公園、
金門橋、
漁夫の波止場、チャイナタウン
日 サンフランシスコ発
サンアントニオ着
サンアントニオ発
メキシコシティ着
サンフランシスコよりメキシコ
シティへ、途中サンアントニオ
市見学
日 メキシコシティ
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『メキシコ・オリンピック

33

11

旅行記念』③

【旅行日程表】
リンピックだ。
当時の日本医家芸術クラブには
一九六八（昭和
『旅行部』が活動していたらしく、
その旅行部がメキシコへオリンピッ
クを見に行ったときの旅行記が発行
されている。 家庭 名の方がこ
のオリンピック旅行に参加されてい
る。２名の添乗員が付き添い 泊
日で、サンフランシスコ、サンア
トニオ、メキシコシティ、クエルナ
バカ、
アカプルコ、
ロスアンゼルス、
ホノルルと７都市を旅している。
旅行された方のうち、 名の方が
この旅行記にご投稿されているので、
その旅行記を順次ご紹介していきた
い。尚、本文は原文のまま、掲載写
真は印刷されたものをスキャンした
ものなので、画質の悪さはご容赦願
いたい。
25

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

10

11

12

日本医家芸術クラブ 編

一九六八
（昭和 ）
年十月十二日、
第十九回メキシコオリンピックが開
幕した。東京オリンピックが一九六
四（昭和 ）年十月に第十八回とし
て開催したので、東京の次の夏のオ
39

第 回メキシコオリンピック
開会式に出席
（午後一時～五時）
日 メキシコシティ
午前：メキシコ市見学、チャプ
ルテペック公園、ゾカロ広場、
中央政庁、大寺院、国立人類学
博物館等
午後：オリンピック陸上競技見
学
日 メキシコシティ
午前：ティティワカンの太陽の
神殿、ピラミッド見学
午後：オリンピック重量あげ見
学
日 メキシコシティ
午前：オリンピックバレーボー
ル見学
午後：オリンピック陸上競技見
学
日 メキシコシティ発
クエルナバカ着

メキシコシティより、クエルナ
バカ経由にてアカプルコへの３
日間のバス旅行
日 クエルナバカ
クエルナバカ見学、夜はメキシ
コ政府主催のオリンピックパー

ティに出席
日 クエルナバカ発
アカプルコ着
クエルナバカよりアカプルコへ
日 アカプルコ
ボートにてアカプルコ湾巡航、
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13
14
15
16

19

17

18

19

夜はラ・ケブラダの崖上からの
ダイビングショウ見学
日 アカプルコ発
ロスアンゼルス着
オリンピックヨットレースを見
学、午後の便にてロスアンゼル
スへ向かう
日 ロスアンゼルス
ロスアンゼルス見学、ハリウッ
ド、
ビーバリーヒルファマーズ、
マーケット、
チャイニーズ劇場、
オルベラ街等
日 ロスアンゼルス発
ホノルル着
ホノルル着後、オアフ島見学、
ワイキキビーチ、ダイヤモンド
ヘッド、ハワイ大学、パンチボ
ールの丘、真珠湾、ヌアヌパリ
等
日 ホノルル発
パンアメリカン大型ジェット機
にて一路東京へ
日 東京着
東京国際空港着後解散
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

メキシコ・オリンピック
旅行記
松本

喜子

松本 喜久二

四年前より計画立案されたメキシ
コオリンピック旅行会も、ついにそ
の日が来た。夏の説明会の時、飛行
機欠航の為、参加出来なかったその
轍を踏むまいとして、出発の前前日
に故郷を後にした。既に合服だけで
は寒くコートを着なければならない
北海道から、寒いのか暑いのか皆目

見当がつかないメキシコに行くので
ある。その点が一番心配であった。
十月十日午後零時半集合だったが、
早目に羽田に行った。まだ時間が早
いせいかそれらしい人影もない。二
階食堂に上って日本最後の昼食をす
ませ戻ってくると、日医芸クラブの
斎藤さんを始め十数人の人が集まっ
ていた。外はさんさんとした秋晴の
下、絶好の飛行日和である。
日向ぼこして集合を待つ羽田
菊 生
やがて一同二階の控室に勢揃いす
る。旅券その他の配付を受け注意事
項を聞き、
横尾副委員長の挨拶の下、
ジュース、コーラで乾杯、いよいよ
ＰＡ機に乗組む。機に乗込む前にＰ
Ａ機を背景に一同記念撮影。
見送りの家族及び関係者を後に一
四・四五分定刻出発、機はぐんぐん
と上昇し東京地方は忽ち眼下に見下
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24

21

20
22
23

され、みるみるうちに小さくなって
行く。間もなく全く雲の上に出る。
見えるものは下には雲の海、上には
飽くまで青き空と真夏の如き太陽あ
るのみである。
雲海に機影のうつり秋晴るる
菊 生
時計はまだ十六時半なのに日没開
始である。十六時五〇分には既に真
暗になってしまった。夕日が満州の
夕日を思わせるようで、とてもきれ
いで印象的だった。
日付線通りしといふ秋日落つ
菊 生
サンフランシスコ着は現地の朝七
時半頃の予定（東京の０時半）なの
で、お酒の力を借りて遮二無二睡眠
をとる。時には目が覚めながらも少
しは眠れたようだった。窓の外も既
に明るくなり、飛行機はぐんぐんと
高度を下げ始めやがて米大陸が視界
に入って来た。サンフランシスコも
間近いのであろう。

時差の都合で今日もまた十月十日
が始まる。やがて飛行場上空にさし
かかり、地上のハイウェーを蟻の如
く走る自動車の群が目に入ってくる。
ついに米大陸に第一歩を印した。霧
の町桑港、さむざむとした桑港、第
一印象はこんな感じでとても東京と
緯度が殆ど同じとは想像も出来なか
った。午前八時頃でも霧のかかって

いるせいか夜がまだ明けきらぬとい
う感じだった。型の如く税関の手続
きを済ませ、バスにてホテルに直行
する。ホテルは桑港にても由緒ある
シェラトン・パレスホテルである。
ブルーの大礼服のような服装をした
ドァーマンの出迎えを受ける。とた
んに赤毛布旅行だなあと感じた次第。
朝食をとり直に貸切りバスにて市内
見学に向う。
夜のまだ明けきらぬらし霧の街
シスコとは霧の濃き街坂の街
菊 生
桑港は山の都市、丘の都市で市中
には非常に坂の多いのが目立つ。
又、
ガイドの説明によると三方海の為に
非常に霧が発生し易く、私の感じで
は北海道の釧路に数倍すると思う位
である。然し一方、その為に冬は寒
くなく夏は暑くなく、合服一着で一
年中を過せるという。そして大抵の
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筆者・シェラトンホテルにて

ってみる。
米人が桑港に住みたいと念願してい
忽ちに霧襲ひ来し双子丘
るそうである。
九月、十月は最も暑いとパンフレ
霧厚し金関橋のまだ見えず
霧の中金門橋を通り過ぐ
ットに書かれてあったが、朝などは
霧の濃き金門橋とのみしるす
寒くてコートを必要とする位だった。
霧の中つつじ咲きをり一二輸
有名な双子丘にのぼってみる。霧の
菊 生
桑港は全く絵のように美しい。日本
バス見学旅行中、最もうらやまし
画そのものであると思った。それも
かったのはハイウェーであった。合
束の間忽ち霧の中にかくれてしまう
衆国ではフリーウェーというのだそ
状態である。
うだが、通行料もとられず四―六車
線の鋪装路が南はメキンコから北は
カナダまで何千キロもつづいている
という。この道路の維持費はガソリ
ン一立三〇円位であるが、そのうち
一〇円が税金でそれによって維持さ
れているのだという。日本のように
一立五〇円のガソリンの料金から二
八・七円も税金をとりたて、それで
道路はさっぱりというお国とは大分
異るようである。
金門橋を見学に行くも霧の為に全
く見えない。止むを得ずバスにて渡

岡野岳郎さんと岩本みち夫人
（シェラトン・パレス前で）

桑港の中に立派な日本公園があっ
た。嘗ての排日の巨頭が作ったもの
という。つつじが咲き、或る樹は紅
葉をし、ロビン其他見知らぬ小鳥が
遊び、リスが人見知りもせず芝生に
樹上にたわむれていたのは印象的だ
った。
水を打ち日本庭園桑港市
ロビン来ている秋の庭リス遊ぶ
水澄める池あり緋鯉よく泳ぎ
菊 生
霧の金門橋を通り、数多くの芸術
家や作家の故郷サウサリトに渡った。
小高い丘の上まですき間なく美しい
別荘が並び高級？ヒッピーがあちこ
ちにギターを持って屯ろし、平和そ
のもののような気がした。
ヒッピーの並びシスコの日向ぼこ
水澄める ヨットハーバーサウサリト
菊 生
夜はチャイナタウンの上海楼にて
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支那料理をとった。丁度その日は十
月十日中国の双十節で、市街地を中
国人による仮装行列やら、竜の踊り
のパレードに遇い、宛も中国に遊ぶ
錯覚をおこした位だった。
宿夜長原書の聖書めくりみる
菊 生

サウサリドの海に面した広場

翌十一日はテキサス州のサンアン
トニオを経由し、メキシコ領グアダ
ラハーラに立ち寄り入国査証を終え
再び出発、メキシコシテー着は午後
八時であった。
秋暑しテキサス州の飛行場
菊 生
飛行機の上からみたメキシコシテ
ーの夜景はすばらしかった。道路に
は水銀灯が並んでいる為、遥か高い
所からくっきりと道路の走向がわか
り、その中を車が走り、日本の夏空
の星をきれいに並べたようで全く素
晴らしかった。
地上の灯メキシコシテー星月夜
オパールの如き秋の灯メヒコの灯
菊 生
十月十二日からはいよいよオリン
ピック開始。
第一日は入場式である。
年前九時半ホテルジュネーブ出発、
途中メキシコの白バイが二台バスを

先導してくれる。沿道の市民が日の
丸の旗をみて多数手を振り声をあげ
て歓迎してくれる。途中の公園、広
場、家庭の庭に国花のダリヤが多数
咲き溢れている。

乾季てふメキシコシテーダリヤ咲く

ソムブレロ冠りメキシコ人裸
菊 生
十一時漸く会場につく。着くと間
もなく入場式開始となる。入場式の
時間が全く人によって一定しないの
には驚いた。
帰国後新聞で知ったが、
新聞記者にさえ正確な時間が発表さ
れていなかったというから二度びっ
くり。競技場で使用されたオメガー
の時計も泣こうというもの。入場式
の各国の服装が面白く、服装の展覧
会のようでもあった。各国の間では
チエッコの人気がすばらしかった。
政治的同情からよるものであろう。
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秋の日を浴び聖火今階を
聖火今着火メキシコ天高く
五輪旗のあふれ会場爽やかに
風船の五輪となりて飛び行きし
菊 生
メキシコシテーは海抜二二三〇米
もあるので、日中はかなり暑く半袖
のポロシャツで結構だが、夜はかな
り冷える。水道の水はぬるま湯の如
くぬるい。窮余の一策として夜コッ
プに水を入れ窓の外に出しておくと、
忽ち全くつめたい水となって毎朝乾
いたのどをうるおしてくれたものだ
った。
新涼のメキシコシテーの宵迫る
メキシコの乾季の空の寝待月
寝苦しきメヒコの一夜寝待月
菊 生
十月十三日は午前中市内見学に向
かう。ガイドの説明によるとメキシ
コの歴史は古く、
遠く紀元前に及び、
エジプト、ペルーと並ぶ世界でも屈
指の考古学の宝庫であるという。
最初にソカロ広場（憲法広場）を
訪れた。ここはアステカ王朝時代に
神殿のあった所で、この広場をとり
まいて十六世紀に建てられた大寺院、
旧スペイン植民地時代の副王の政庁
などがある。この政庁の壁画は有名
な画家ディエゴ・リベラの作である
という。
爽やかやソカロ広場に風ありぬ
数多菊咲き大いなる石の鉢
裸体像 騎士像とメキシコの秋
菊 生
メキシコシテーはチャペルテペッ
ク公園、アラメダ公園等大きな公園
が多い。又、コロンブスの像、独立
記念の像、アステカ族最後の王クア
ウテモックの像とか、実に銅像が多
く、又、公園には噴水の多いのが目
についた。

午後は沢木、鈴木選手の一万米決
勝及び飯島選手の百米準決勝をみた
が、敗退に終った。
ソムブレロ冠り物売りよく通る
大つばのメキシコ人の麦藁帽
菊 生
メキシコシテーというのはその昔
テスココ湖の中に浮ぶ島だったそう
である。十三世紀頃南下してきたア
ステカ族が、彼等の間にサボテンの
樹の上で鶴が蛇を捕えている所があ
れば、そこを根拠にすると繁栄疑い
なしという言い伝えがあった。それ
がこのメキシコシテーの地だったと
いう。それでサボテンと鷲と蛇がメ
キシコ王朝の紋章となり、国旗の中
央に書かれるようになったのだとい
う。扨、このメキシコの要害に拠っ
たアステカ族はコルテス族を征服し、
十六世紀には太平洋岸カルフォルニ
ア州からメキシコ湾岸に至るメキシ

- 51 -

コ高原全域を征覇しアステカ大帝国
となった。その後コロンブスが米大
陸を発見し、キューバからメキシコ
湾岸にメキシコに侵入して来た。
こうしてスペインとインディオの
文化が合流したのである。メキシコ
の独立は母国スペインがナポレオン
により侵入された為、植民支配政治
に混乱を来し、革命となった。一八
二一年に一応完成したが独立後、な
お侵略と混乱がつづき、テキサス、
カルフォルニアを失ったのだという。
十月十四日メキシコシテーの北郊
五十粁の所にあるテオティワカンの
太陽と月のピラミッドを見学に向う。
雲一つない秋晴れの日をサボテンの
林を通り抜け、インディオ部落を眺
めつつ太陽と月のピラミッドのある
丘につく。当時は太陽と月が宗教の
中心だったとの事で、このピラミッ
ドは紀元前のテオティワカン族の建
造したものと言われて居り、その周
囲には各種神殿、城砦、地下建築な
どの壮大な規模の石造建築の跡が残
っている。太陽のピラミッドは二二
四米四方の正方形で、高さ六五米も
あるという。階段を数えたら二四四
段もあった。そのスケールはエジプ
トのピラミッドに匹敵し、この建設
には一万人の労働者が二〇年間ぶっ
統けに働かねばならないという事で
ある。
午後は夕方より三宅兄弟の重量挙
げを見学に向う。金銅のメダルを獲
得し感激の一ときであった。
北斗まだ見えずメキシコ星月夜
菊 生
十月十五日午前は男子バレー、
対ポーランド戦を見学、強敵なるも
三対Ｏにて完勝、学生時代にかえっ
た気持で大いに声援する。午後沢木
出場の五千米見学の予定だったが、

俄に雷雨激しくなり自由時間となる。

雷きびしメキシコの空かきくもり

稲妻の光るネオンのメキシコ市
邦人と話の出来し爽やかに

ネオン冴 えきしメキシコの夜 寒 かな

菊 生
十六日いよいよメキシコシテー出
発、クエルナバカに向う。米大学生
二名とバス同行する事になる。二人
共十九歳とか。
クエルナバカはメキシコシテーよ
りバスにて一時間の行程、人口約三
万六千という。ここも海抜一五〇〇
米もあり、ハカランダ、ブーガンビ
リア等の花が咲き乱れる保養地であ
り、別荘地である。
我々のホテル、ビラインターコン
チネンタルに荷物を置き、コルテス
の宮殿を見学に向う。この宮殿から
はクエルナバカ市街地が一望に見渡
され、旧スペイン風の建物が立ち並
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び、往年の隆盛を物語っているよう
である。又宮殿の中にはディエゴ・
リベラ作のアステカ王朝がスペイン
によって亡ぼされた最後の場面が、
沢山壁画となって飾られている。
夜のメキシコ政府主催オリンピッ
クパーテーは出席取止めになったの
で、コンチネンタルホテルだけでパ
ーテーを行なう。メキシコ楽団が二
組も入り、テキーラを飲みなかなか
賑やかだった。
メキシコの海抜二千花野ゆく
バラつつじ咲きメキシコの冬休み
赤き花椿の花の如く落つ
バラの咲く庭のメヒコの落葉かな
わが背なにゴムの一葉の落ちて来し

パーテーの庭メキシコの夜の秋
テキーラを飲みメキシコの夜の秋
楽国の終りパーテー夜の秋
菊 生
十七日、相変らずの快晴に目が覚

める。今日はタスコ行の予定。庭の
プールの水が昨夜迄満々とたたえて
あったのが、今朝はすっかり水が落
され、中に落葉が数枚飛んでいた。
落葉踏みつつ日本人庭を行く
片陰にマンゴを売れるセニョリータ

菊 生
タスコは昔銀山として有名だった
町である。然し今は民芸品の生産地
として有名で、人口約一万五千の小
じんまりした町である。白壁に赤い
屋根のスペイン風の家が建ち並び、
街路は曲りくねり昔の面影そのまま
であるという。ここでは新建築は許
されないと、ガイドが説明してくれ
た。
道路には一面に黒い銀鉱石が敷き
つめられている。昔この銀にて巨万
の富を得たフランス人の寄付による
豪華な教会を見学する。サンタプリ
スカ寺院といい、坂の多いタスコの

町のどこからでも眺められ、町のシ
ンボルであるという。
牧柵のありて牛飼ふ花野かな
メキシコの野に漆黒の小鳥来し

刈る稲のあるも珍らしメヒコの野

教会の鑢鳴りメヒコ夕涼し
メキシコの冬休みてふ人泳ぐ

スコールもありメキシコの冬休み

落葉掃くメヒコ少年ホテル昼
菊 生
十八日クエルナバカ出発、待望の
夢のアカプルコヘ向う。メキシコシ
テーより四四六粁といい、又四〇一
粁という。然しクエルナバカよりは
三〇〇粁らしい。

布を干しインディオ部落秋日濃し

ラ

バ

メキシコの花野の中の滝を過ぐ
雲の湧くメキシコ峠末枯れて

サボテンも熔岩もつつみて霧走る

霧の湧くサボテンの渓熔岩の渓
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霧去れば再び元の花野かな
綿を摘む土人墨入列をなし
大いなる河原に秋の水少し
秋出水ありしあとある河原かな
メキシコの野に鬼灯の生るをみし
イグアナを下げ日焼してメヒコの子
シルパンシンコ湖といひメヒコ水澄める

アカプルコ近しスコール弥はげし
崖 の上 に土 人 の部 落 スコー ル来 し
椰子の実の熟れたるらしき林過ぐ

菊 生
澄みきった紺碧の太平洋と、深く
入りくんだ入江に沿って、丘一面に
蒙荘なホテルや別荘が建ちならぶア
カプルコは、メキシコのマイアミビ
ーチと呼ばれる位である。かつて伊
達政宗が遺ローマ使節支倉六右衛門
一行が寄港したという、由緒深い港
町の情緒は全く無きものの如くであ
る。ケブラダの断崖から海への勇壮
な飛込みは予約の席がとれずついに

見られなかったのは、闘牛の見れな
かったのと共に残念な事だった。
然し南の太陽の下に常緑の椰子が
あふれるように茂るのを眺めつつ、
波静かな海に海水浴の出来たのは最
大の保養だった。特に夜、ホテルの
周りにさかんに虫の音が聞こえてい
たのは意外だった。そぞろ日本が思
い出された次第である。又メキシコ
の夜の空は、日本と異り星が比較的
はっきりしなかった。天の川もはっ
きりせず稍々淋しかった。
椰子並木あるアカプルコ夏の海
アカプルコ湾に土用の浪らしく
メキシコの秋の蝶はた夏の蝶
南方の木の実夕日を受けて落つ
菊 生
この夜同勢三八名ホテルコステロ
に全員揃って会食、自己紹介もまじ
えて楽しい一夜を過した。
十九日ポートにてアカプルコ湾巡

航する。

ガイドはやメヒコ日焼とはやされて

快晴のポートメヒコの土用浪
遊船のメヒコ音楽土用浪
投げ銭を貰ふ子海に日焼けして

虫聞くと思はざりしよメヒコの夜

星いつか消え虫時雨のみ残り
漁船の灯ついて又消え虫時雨
アカプルコ夜の散策の虫時雨
アカプルコ既に十月虫時雨
スコールに全く止みし虫時雨
スコールの止み又元の虫時雨
虫時雨プールの庭の片隅に
虫時雨月まだ出でず午前二時

木の実落つ真夜のホテルのわが庭に

長き夜のメヒコの空に銀河見ず
長き夜の芝生の中に小さき灯

火蛾も居し蚊も居しメキシコのホテル

虫鳴くやあちこちになき室になき

菊 生
十月二十日アカプルコ発ロスアン
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ゼルスに向い出発、いよいよ帰国の
途につく。
米墨の空菊のわが誕生日
ハリウッドの市街地通り落葉とぶ

ハリウッドの楽しき一日バス小春
ブロードウェーに下車してみもし街小春

寄せ鍋をつき合い羅府の夜長人
羅府街のリトル東京街夜長
小春日の羅府日本街小買物
菊 生

メキシコ旅行の思い出
松本 喜子
メキシコの野にコスモスの花咲けり
メキシコの野にコスモスとサボテンと

椰子の木の真下に赤きチューリップ
紅葉のなきメキシコの今が秋
サボテンの赤き実をつけ炎天下
貝殻を拾ひ来 秋のアカプルコ

大輪の花咲く花野アカプルコ
南国の花にまじりて咲く黄菊
黄菊咲く宮殿前のメキシコ兵
ヒッピーの居る公園の秋のリス
オーム飼ふシルパンシンコの秋の街
ロス街のヒッピー族の日向ぼこ
花積みしカヌーの売り娘秋の浜
夫と飲む椰子の実の汁アカプルコ
ベランダに自鳩の来る秋日和
機の窓に朝やけ雲の見え初めて
シスコの街の早や真下なり
朝もやのシスコの街のしづけさを
犬を連れたるニグロの子行く
日の丸を手に持ちゆけばメキシコの
人みな拍手送りくれたる
スペインの古き建物今も尚
街に残りて美しく建つ
各国の人々交う今日の日を
祝ふ真上を風船のとぶ
どの国の子供も同じそれぞれに

かわいく思ひ孫のなつかし
メキシコの空に日の丸はためきて
身のひきしまる開会式の日
スペインの王宮といふさびれども
唯壁画のみ豪華に残る

カナダよりメキシコまでもつづくてふ

フリーウェーをバスひたすらに
スペインの昔のままのタスコ街
銀の細工の店並びをり
松林すぎればつづく麦畑
メキシコ原野どこまでも行く
原色の花あちこちに乱れ咲き
メキンコ娘のスカートゆれる
崖下をギター片手に青年の

バリトンひびくクエルナバカの朝

民芸の藁人形を売り歩く
インディオの子の瞳の真黒
インディオの少年トカゲぶらさげて
バスの異人に白い歯見せ笑む
メキシコの空一杯の歓声の
静もる一瞬聖火のともる
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メキシコ・オリンピック旅
行の思い出
三浦 みゆき
昭和四十三年十月十日、かねてよ
り計画してあれこれ準備用意して、
待ちに待ったメキシコ・オリンピッ
ク旅行の朝は上天気の中に夜は明け
ました。
前にも台湾五日、中国二週間、世
界一周へ二十二日間と何度か外国旅
行しておりますが、今回も主人と共
に出かけるので、子供や孫達に送ら
れていそいそと羽田へ車を走らせま
した。
何時行って見ても、羽田のロビー
やゲートは送る人迎える人等と人で
一杯、予定の出発する御一諸の方々
との待合室での送別会のカンパイあ

り。事故のない旅行の出来ます様に
と心に念じ乍ら、予定の飛行機の人
となりました。午後二時四十五分発
ＰＡ八四六便の大型機がこれからサ
ンフランシスコまでの太平洋上を共
にする飛行機かとつくづく眺め、
一同の出発前の記念写真に納まりま
した。前の旅行の時は、毎日毎日の
コースをガイドさんの説明とコンダ
クターの説明を細かく記入しており
ましたので、夜は其の日其の日の日
誌の整理にとても役立ちましたが、
今度はのんきに見て廻るつもり、ポ
カンとして皆ききのがした処多く
（思い出会）の文集発刊するお話も
伺っておりましたが、書く事のにが
手の主人も私も一切出さずに、皆様
のを見せて頂く事にして、全然出す
つもりなく、全然日誌の整理もしな
いまま、
のんきにしておりましたら、
斉藤様よりの旅行文集原稿の請求を

受けて、青くなっている始末です。
全くの下手でまずい文章で、どんな
風に進み纏るか自分でも自信ないの
で、何処かの或る一部までだけを書
くつもりですから、悪しからずお許
し下さい。
ＰＡ八四六便にて、十日午後二時
四十五分、無事に羽田を後に一路針
路を北上してベーリング海を径てサ
ンフランシスコヘ向う私共一行三十
八人の中、私共は大阪の和田先生の
おとなりの席へつきました。九時間
以上の長い時間で、夕ぐれの太平洋
上はさざなみがゆるやいでる様な気
がします。
自分達の時討ではもう夜中の十二
時近くなのに、サンフランシスコヘ
着いて、未だ十日の朝八時過ぎに驚
きました。時差が十七時間もあると
の由。すばらしい朝の飛行場で、そ
れよりバスでホテル入り、朝食後休
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息して午後から市内見物に出ました。
カリフォルニア州の太平洋岸中央部
にある半島上にあり、西は太平洋、
北はゴールデンゲイト湾、東はシス
コ湾に面しているすばらしく立派な
整った町です。
ファマーズマーケット、官庁街と
坂道の多い町並を通り、金門公園の
美しい立体的な花だんもすばらしく、
濃霧のため向い側の見えない米ぬり
の金門橋を渡り、バスを止めて一休
みしました。あちこち前後して、う
まく綴れないが、漁夫の波止場では
（舟が昔の古い）売店になって浮い
ており、買物をしたり、８ミリ写真
をパチパチしたり忙しい。此処は少
しはていの良いヒッピー族の若い男
女の二人づれが、髪を長くして手を
取り合って歩いて行きます。私共年
配者には、ナットクのいきかねる今
の若い世代の人々の考え、アメリカ
でも日本でも大流行で全く困った現
象の様に思えます。
昼は皆で日本人の経営する日本料
理の食堂にて、天丼を食べて一寸ほ
っとしました。
夕食後は皆で街へ出て、チャイナ
タウン街を通り、折り良く中国の双
十節とかで中国係の子供達、青年達
の双十節の祝賀パレードがあり、あ
ちら風に着かざった子供達の美しい
服で面白おかしく、長いかざり物を
持って、高くひくく上げたり下げた
り、竜の長い長い踊り等、仲々比の
行事は地元でも見られない人も多く、
私共はシスコの町で双十節行事を見
られたのは運が良かったとの事です。
昔強い大地震があった由にて、其の
後立派な坂道の多い道幅の広い、両
側の建物もどっしりした落ちついた
すばらしい街になったとの事です。
夕食後ホテルにかえり、アメリカの

第一夜を過しました。
十一日の朝は早く、六時起床、七
時十五分には荷をローカへ出して朝
食。八時、バスで一〇一号の四車線
にて空港へ。途中、ジャイアンツの
野球場が左手に良く見えました。シ
スコ空港も又すばらしく大きく立派、
それで飛行機の飛び立つ数のものす
ごく多いのに驚きました。次々と、
ほんとうにひっきりなしに出て行く
ので、前に出て行き次々と出て、私
共のアメリカン航空ののった待機の
機の前にも、ふり返れば後にも統く
のでこんなに連続で大丈夫かなあと
思いました。
サンアントニオ経由、メキシコヘ
向うので、時差は二時間との事。朝
約九時半一同出発、約三時間のりサ
ンアントニオ着でのり替えのため一
休み。ヒコーキは其のままのり次い
だのか別なヒコーキか忘れましたが、
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夕方待望のメキシコオリンピックの
地メキシコシティ着、無事着陸して
ほっとしました。空港にてがっちり
した、目の大きい、ラウエルさんが
五日間のガイドをしてくれる事をき
きました。
人口七百万の中南米で一番大きい
すばらしい町、ホテルも大きくどっ
しりして落ちつきの有るホテル、口
ビーで大久保氏より室割を渡され、
一日のつかれを各室で休み、食堂で
メキシコ第一日目の夕食が始まりま
した。明日のオリンピック入場券の
入手がおくれてくるとの事で、大久
保氏が心配して、其の方の係の処へ
出かけたり、あれこれ色々御苦労様
な事です。
ハムがとても大きく食べ切れず、
私は血圧が高いため旅行中は豚肉は
一切食べませんでしたが、とに角何
んでも大きく量の多いのに困りまし
た。デザートの果物類はおいしく、
とてもたのしかった。スープは油の
きらきらういたのが余り好きでない
が、仕方がないので頂きました。
明日はいよいよ待望の十九回メキ
ンコオリンピック入場式。夕食後売
店をのぞいて室に入り、荷物整理し
て風呂に入り休みましたが、室がム
ンムンあつくて、ねむりにくかった
事をおぼえています。
十二日の朝は、はれの上天気。十
一時からの入場式に間に合う様、各
国から集りこみ合うので、九時頃一
同バス停まで少し歩き、一同日の丸
の小旗をふり乍ら揃って出かけまし
た。外地で見る日の丸は神々しい感
じです。
仲々サービスが良く、競技場行の
ジェンカンバスあり、人ごみの中を
一同都合良く乗れました。
各国の人々の波、色とりどりのお

国の姿で各地から集ってるので、と
てもにぎやかで、
すばらしい町並は、
ワシの羽根の広げた形がハトの様に
も見えるかざりつけ、競技場を示す
其の形、至れりつくせりの町かざり
は、東京でも見られなかったもので
ほんとうに美しい眺めです。
競技場は割と遠く時間かかり、だ
んだん会場に近づくにつれ時々車は
ストップ。自家用車、バス、人々で
おくれ勝ちとなり、ノロノロ運転で
す。入口に近く、動きがとれず一同
下車して歩きます。右左前後男女共
に、人、人、人、の波。十一時の入
場式近く皆急ぐ、人、人、人で、全
く歩きにくく、かんかんでりの暑さ
で汗は出るし、日の丸の旗を高く上
げて持ち歩きます。いよいよ会場近
く、各自の人場口番号により一同一
緒に入りました。すばらしく立派な
競技場です。メキシコの子供達が、
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あちこち一杯タムロしてるのが目に
つきます。時間ぎりぎりで各自の席
についてすぐ、
入場式が始まります。
上はかんかんでり、あついあつい。
人は一杯、赤黄みどりと、色とりど
りの外人の姿が目にしみる様です。
皆で、あついのでボーシを買ってか
ぶり、８ミリの用意、写真の用意を
して待っています。
いよいよ十一時、間もなく選手団
の入場式が始まりました。それぞれ
お国柄のスタイルの服装での入場式、
全く目をみはるばかり。私共の席は
一番下の前から二番目で、ずっとひ
くいので、もっと高い方が良かった
様です。電光板の真下、西日に向っ
ての席で暑い事メッポウなり。大き
い五輪のゴム輪が五コ、アドバルー
ンの様にうき上りました。
ボーイスカウト少年達の手で、ハ
トの大群のかごがあけられ、何千何
万のハトが一せいに飛び出して、大
きく輪をえがいてとび交う姿は正に
一幅の絵の様でした。其の前にあみ
の中から、何百万のゴム風せんも飛
び出し、色とりどりの美しさは何に
たとえ様もない位可愛らしく、赤黄
みどりとそれぞれ空へ向って舞い上
るゴム風せんは、ほんとうに美しい
眺めでした。
いよいよ入場行進が始まり、次か
ら次へと私共の目の前を若い選手達
がニコニコし乍ら手を上げて通り過
ぎます。８ミリをどんどん写し、写
真機を不なれな手つきで、主人と私
も他の人に負けじとシャッターを切
る。各国の応援の声、声、一だんと
かん高い声もきこえる。中頃に漸く
日本の白・赤のブレザー姿の日本選
手に一同どっと声を大きくして、日
の丸を高くふり上げます。各スタン
ドから遠く近く日の丸の旗が見えま

す。随分相当の日本人も来ているよ
うでバンザイ・バンザイの声がかき
消えます。
地元メキシコの選手に、拍手が高
くなります。
世界各国選手が一堂に集る比のオ
リンピック行事は、ほんとうにすば
らしい事です。良くこんなにすばら
しく設備を整えたと思います。会場
の外の雖画もメキシコらしく、立派
ですばらしい。食べ物売り、ボーシ
売りも多く、私共も買ってかぶりま
した。大型の高いソンブレロを買っ
た先生も居ます。真赤な服着て若い
少年のコカコーラ売りの、背中にタ
ンクを背負って、パイプからコップ
ヘ出して売ってる少年の姿が、とて
も珍らしく思えました。
整列後、式が始まり、ブランデイ
ジ会長の大会宣言、東京からメキシ
コヘの次期オリンピックのバトンタ
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ッチ、皆様テレビで見た様な次第の
式典はくり広げられ、いよいよクラ
イマックスになり、大変なもり上り
です。女子選手の聖火ランナーの到
着する頃は、並んでた選手達の列も
どっとみだれ、人のかげになって走
る彼女の姿もかき消されがちで、カ
イ段をかけ上り、聖火台に着いてタ
イマツの火のついた台を見て一同バ
ンザイ・バンザイとさけびます。さ
ーっと火がついてもえ出し、これか
ら二週間の開催中無事消える事なく
と念じ乍ら、美しい南国の空を見上
げました。中々うまい表現が出来ず
残念ですが、世界の人が一つの火を
見つめてそれぞれの感激にひたった
事でしょう。
式の前か後か忘れましたが、大砲
の礼砲もなり出し、白い煙をはいて
なり出す様も又何とも言い知れぬ荘
ゴンな感じでした。出席国の国旗が
ヘンポンとひるがえり、日の丸も西
の空のスタンドの私共の酉正面にひ
るがえり、何んとも感無量の思いで
した。
見渡す限り満席の式場風景、各自
がパチパチ、世界の人が一つに集う
同じ競技を見るたのしさ、
喜ばしき、
人種をこえてほんとうに喜ばしいき
わみです。
式後、選手団が真中より二つに分
れ、日本団は帰りは私共の席の前を
通らず酉側に廻り退場したので、日
本団を見る事出来ず残念でした。ア
ベベ選手と、チャスラフスカさん達
は拍手のマトでした。式終了後、三
三、五五退場する客達も仲々席を立
ちがたく、感激の入場式は終り、皆
名残りおしそうに後をふりかえり乍
ら退場して場外に出る。
外へ出れば、
外も人で一杯。皆集まって日の丸を
持って立ってると、旗を欲しがって

子供達が集まります。大人子供達が
色々の売物、
メダルを持って集まり、
少しガマ口でもあけ様ものなら、ワ
ーッとくるので困まりました。
尚帰りのバスを見つけてホテル迄
かえるのに一苦労、外は人々の波、
皆各自の宿へかえる人でゴッタかえ
し、車のうばい合い。夕ぐれのうす
ぐらさからとっぷり日はくれ、仲々
人ごみの中で大変一同心細くなるも
大久保氏の指図通りついて歩き、二
時間近くもたもたした後、漸く途中
迄の選手村行の車に一同うまくのり
ました。途中選手村で下され、又別
車にのりかえて漸くホテルにもどっ
たのが七、八時過ぎでした。やれや
れ目ざす入場式見学も無事終り、ホ
ットしました。

※（原文まま）
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○ ほ

ん

歌 集『旅 塵』
林 宏匡 著

林 宏匡先生の『医呟』に続く第十一
歌集

平成十四年から平成十九年までの主
に当クラブ機関誌『医家芸術』に掲
載した作品を中心に纏めた歌集

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

りょぢん

（前略）編集前の原稿に改めて目
を通してみると、五十年以上歌を続
けていながら未熟と思われる様な作
品が多く目についたが、あおれぞれ
の作品を成した時の感性を大切にす
る意味で出来る限りそのまま収載す
ることにした。
歳を重ねる程に幼少期の思い出が
鮮明化して来るのは人間として当然
のことであるが、成育地の樺太での
哀切な記憶は六十歳代半ばを過ぎて
益々強まり、作歌力とは裏腹に作歌
意欲の高まりを覚えて詠み溜めた作
品を本歌集の前半に収載した。（中略）
尚、本歌集名『旅塵』は本集には旅
行詠を多く収載したことに加えて、
人生は屢々旅に譬えられるが、小生
の人生の旅路に降り注ぐ世俗の塵の
様な歌心によって生まれた詠草を収

載した歌集という意味と湖笛会草創
者故林霞舟の歌文集「浮塵」の「塵」
をいただいて集名とすることにした。
（後略）
【序に替えて】より

（湖笛会・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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『九十五歳記念
飯田収絵画展』が開催
白矢 勝一
平成二十七年七月二十三日（木）
より七日間、京王百貨店新宿店六階
にある京王ギャラリーにて、当クラ
ブ美術部員の飯田 収先生が個展を
開催された。
毎年行われている医家芸術美術展
での出展作品をはじめ、飯田先生の
迫力ある絵画が入れ替わり数十点展
示され、訪れるものを魅了した。
当クラブからも数人が訪れ、その
素晴らしい絵を前に飯田先生の素敵
なお話を聞き、贅沢な時間を過ごさ
せていただいた。御歳九十五歳と伺
うが、なんともお元気で同じ絵画を
愛する者として敬仰する。

この個展を開催するにあたり、記
念の画集を発行された。その中で、
副委員
当クラブ委員長の太田 怜氏、
長の初芝澄雄氏と、僭越ながら私も
お祝いのお言葉を送らせていただい
たので、
ここに掲載させていただき、
改めて個展の成功と、飯田先生の
益々のご活躍を期待いたします。
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【画集表紙】

【画集掲載祝辞】

画のひとすじ
日本医家芸術クラブ委員長

太田 怜
飯田収先生がこの度九十五歳にな
られました。それだけでも十分にお
めでたいことですがその記念に新宿
の京王百貨店で個展を催されること
になりました。
重ね重ねおめでたで、

何とお慶び申し上げてよいのやら。
わが日本医家芸術クラブには各種
分科クラブがありますが、絵画部は
その中でも質量ともに出色のクラブ
です。先生はそのクラブの中心とし
て長年続けて作品を出品されますが、
それよりも当クラブ全体の誇りであ
り喜びでもあって、先生に対して厚
く御礼を申し上げたい所存です。
先生には今後もますます御壮健で
画業に専念され、いつまでも変わら
ずに若々しい作品群をわれわれに御
披露下さることを祈念するとともに、
今回の盛会を心から慶賀する次第で
す。

九十五歳を祝う
日本医家芸術クラブ副委員長

初芝 澄雄
このたび、飯田収先生の九十五歳

を祝う記念絵画展を、京王百貨店新
宿店で開催されますことにお慶び申
し上げます。
先生は、日本医家美術展に長年に
わたり作品を出品されていますが、
当クラブのベテランの先生が、飯田
先生の絵は「華麗なる画風」と評さ
れたことを思い出し、改めて「飯田
収画集」を繙いてみて、その批評に
納得したことを覚えています。
少し前になりますが、医家美術展
で先生の出品作「甲斐駒ケ岳」の作
品を鑑賞した折、日本で二番目に高
い山、北岳に並んで聳える甲斐駒ケ
岳の現風景の雄姿を想い、絵画の見
事なまでの描写力に感動した記憶が
あります。
今回の記念展で、会場のギャラリ
ーに飾られる先生の作品の数々を拝
見できるのが楽しみです。
長寿の祝いごとの卒寿から白寿ま
では少し間があって、その中間の九
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十五歳を祝賀とする記念行事の催し
は、実に素晴らしい。
先生にはますますご壮健にて絵画
作品を描きつづけて頂きたく思って
います。記念展誠におめでとうござ
います。

京王百貨店新宿店の個展開催を
お祝いして

がとても美しく、それに対する山や
木が生き生きと見えるのは、先生の
長年の絵画に対する真摯な姿勢が表
れていると思われる。特にブルーに
対して橙色や緑の使い方が見事であ
る。
美しい物、例えば花を描くという
のは、難しいというのが私の持論で
ある。ところが先生はいろんな花を
イキイキと描かれている。どの花も
室内を明るく楽しくするようだ。花
を花として描かれているが、実はそ
の背景が問題なのだ。主体としての
花をいかすための背景の描き方が誠
に素晴らしい。
絵はまず構図が大切であるが見事
なまでにバランスよく、いずれの作
品も心地よくまとまっていると思う。
今回、御自身の個展は三回目とい
うことであるが、京王百貨店新宿店
での個展は絵を描く者なら誰しも憧
れ一度は開催してみたい会場である。

九十五歳をという節目の年に開催さ
れるのはまことにおめでたいことで
あり、日本医家芸術クラブ美術部と
しても誇らしいことである。これか
らも数多く飯田先生独自の作品を描
いて頂けることを期待してお祝いの
言葉とさせていただきます。おめで
とうございます。
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日本医家芸術クラブ美術部部長

白矢 勝一
日本医家芸術クラブの美術部に
数年以上前から毎年出品されて
いる飯田先生は、銀座の美術展では
際立った存在である。
先生の作品は鮮やかな原色に近い
色も目に優しく美しく映える。そし
てまた躍動感やリズムがあり、とて
も楽しい絵だ。風景には、山や道・
林・湖等がある。空や湖面のブルー
30

年賀広告の募集

H27.12.26～
H28.1.6
となります

次号・冬季号は、早いもので平成
二十八年の新年号となります。
恒例の医師会会長からの年頭所感
や年賀広告なども従来通り掲載予定
です。そこで、今年も賀詞交換を兼
ねた「年賀広告」を募集したいと思
います。
例年通り一マスに三行が基本で一
口です。左右の行は、お好きな言葉
で文字数二十五文字まで。中央の行
は所属部署とお名前を少し大きな文
字で記載いたします。
文字数のオーバー、または行数の
追加などは、二口扱いとし、二マス
使用して掲載いたします。

※パターンは色々ございます。例と
（通
して前回の『医家芸術 冬季号』
巻六二一号）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、事務局あてにＦＡＸまたは
郵送にてお申し込みください。
また、
メールでの応募も可。文字数に気を
つけてください。
◆支払方法：新年号『医家芸術 冬
季号』発送時、事務局より振込用紙
を郵送いたしますので、お近くの郵
便局にてお振り込みをお願いいたし
ます。

※詳しくは、秋季号同封の別紙申込
用紙の記載事項をご確認ください。

多くの皆様のご協力、よろしくお願
いいたします。
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事務局冬休み

火 花

太田 怜

又吉某の火花、単行本で二百万以
上、全文掲載の文春九月号が百万以
上売れたのだから、書籍界では近来
の大ブームである。雑誌文春などこ
れまで本屋でいつまでも山積みにさ
れていたのだが、今回は店頭から忽
ち消失、雑誌なのに態々注文しなけ
れば手に入らない始末となった。思
うに人気お笑い芸人が小説を書いた
ということで、普段本を読まない
人々がこの本を買ったのであろうが、
実はその逆で、かくれた文学青年が
たまたま漫才を生業としていたこと
のあらわれである。私は彼の生業を
知らない。だがブームに乗せられて

単行本は購読した。しんどいだけで
面白くなかった。内容があまり観念
的だったからである。芥川賞にノミ
ネートされたとき、しかしさもあり
なんとは思った。現実に芥川賞を受
賞した後、その選評とともに原文を
再読してみた。今度は笑いの原点を
しつこく追及するその若々しい情熱
と、生硬ではあるが一種瑞々しい叙
述にある程度の好感も持った。しか
し観念的すぎるその内容にはついて
行けなかった。
そもそも芥川賞とは何なんだろう。
もともと直木賞は大衆小説、芥川賞
は文学小説の登龍門として作られた
ものである。しかし大衆小説なるも
のは今日消滅した。いわゆる劇画が
それにとって代わったからである。
したがって今日の直木賞受賞作品は
昔なら優に芥川賞の対象になったで
あろう。だから今日の芥川賞は直木
賞作品よりさらに文学的であらねば

ならない。それを純文学というなら
その内容に物語性がない。読んでい
てワクワクするところがないのであ
る。その結果、今日の芥川賞の作品
はどれも読むのに苦労する。火花と
て例外ではない。それでも毎回苦し
みながら芥川賞作品を読むような被
虐的な読者が他にも居るのであろう
か。

早いものであと２ヶ月と少しで今
年も終わりです。
『医家芸術』はこの
秋季号発行の後、年内に文芸特集号
を発行して、来年早々には新年号の
冬季号が発行する予定です。恒例の
年賀広告も掲載予定ですので、会員
の皆様のご応募お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
（ＥＳ）
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