自然の中に生きている
女性

いっぱい降り注ぐのでようやく芽を出す

んです︒
それが大きく育って樹木となり︑

やがて松の木の森林をなしていく︒種の

｣

松の木の樹齢は百五十年から百七十年

保存には山火事が必要なんですね

しまうような﹁雪崩﹂さえも時には必要

態が変わってしまい︑モミの木の森林に

くらいの間隔で山火事がないと︑森の形

だそうだ︒したがって︑遅くても百十年
なのだ︑と彼女は︑やさしい口調で言っ

また︑樹木が大きく育ち過ぎると︑地

変わってしまう︑という話だった︒

純白の冠雪を頂くカナディアンロッキ

たのである︒

面に近いところの小さな木には太陽が届

穂 苅 正 臣

ーの山々に囲まれた道路を自動車は走っ

時には﹁雪崩﹂が発生して古い大きな樹

八年ほど前にカナダ横断旅行をしたと

かさ﹂とは違う︑硬そうで小さな﹁松ぼ

当たるようになるのが望ましいのだ︑
と︒

木を押し倒し︑地表の小さな木にも陽が

かなくなり生育を害する︒したがって︑

ドさんが﹁自然を大切にしなければなら

っくい﹂をポケットから取り出してさら

ていた︒すると彼女は日本の﹁開いた松

ない﹂と︑われわれ夫婦に語りかけてき

に続けた︒

きのことである︒案内人の若い女性ガイ

た︒
いけない︒自然界には自然界の営みがあ

﹁人間は自然界の営みをあまり乱しては

ンチのところに埋まっています︒この硬

脂が詰まっていて︑普通地下二︑三十セ

この松ぼっくいの実には︑
たくさん松

の総括だった︒

決してしてはならない︑というのが彼女

は人間の都合で森をいじるようなことは

事や雪崩もいわば森の摂理であり︑人間

すなわち︑自然のいとなみである山火

｢

してはいけないのです﹂

るので︑人間がそれを乱すようなことを

い松脂は四十五度以上の温度にならない
﹁
﹁山火事﹂で地面が焼けると︑それが

約八年前にカナダのモントリオールで

とゆるまないんですよ︒

森の中で突然起きる﹁山火事﹂も時に

解け︑焼野原になったがために太陽光が

と諭すように言うのだった︒
は必要であり︑多くの樹木をなぎ倒して
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われわれ夫婦は︑帰路︑カナダを横断旅

開催された国際航空宇宙学会に出席した
いということであった︒

な地方都市の空港でも規模が非常に大き

今でも記憶に残るのは︑カルガリのよう

け︑黒い土が現れていたことであった︒

か三キロメートル以上にもわたり雪が解

そこから自動車でカナディアンロッキー

動車が通れるようになった五月初旬であ

今回は道路の雪も解けて︑どうにか自

れを見ると一目瞭然︑雪氷が次第に解け

や雪壁の様子の写真が飾られていた︒そ

あるお土産屋さんに︑付近の昔の風景

行しようと︑飛行機でカルガリに飛び︑
の入り口︑バンフまで行って宿泊した︒

る︒真っ青な春の空に純白の雪山が輝い

この後︑エドモントン空港までのロッ

とは違い︑すぐ近くからはるか彼方まで

ていた︒カナダの山々の景観は︑スイス

道がなされているが︑そのころはまだそ

とか﹁環境破壊﹂について︑いろんな報

今でこそ新聞やテレビで
﹁地球温暖化﹂

てゆく経過がうかがえた︒

百四十キロメートルの道程だった︒
キー山脈沿いの八百キロの区間をガイド

以前にこの地に来たとき幻想的な美し

雄大な景色が切れ目なく続くのである︒

時間の経過によって世の中が変わった
ということにも︑季節の違いということ
にもよるが︑同じ区間を通ってみて︑自
分自身の感じ方が違うのに驚いた︒それ
と し
は決して自分が年齢をとったことだけに
よるものではないようだった︒

んな話題に乏しかった時代である︒

になった︒言わば東京から札幌までの距

付きで二泊三日の観光ドライブすること

すなわち︑この旅は︑人間と自然環境

その昔︑この旅行と同じルートをバス

べて家内が計画したのである︒

驚かされたのは︑前回来たときアイス

っていた︒

顔を出すので︑ガイドは運転に細心を払

に撒かれた塩に惹かれて山羊が道路上に

さを覚えたレイク・ルイーズは︑湖面が

三回来ないとこの地の本当の良さはわ

とのかかわりを私に考えさせてくれるも

離である︒ものぐさな私がこんなに煩多

で観光旅行したことがあった︒今から約

からないと︑ガイドが言った︒雪の残る

のでもあったのだった︒

まだ雪に覆われていた︒雪を溶かすため

四十年前︑大学の医局に在籍していたこ

季節︑雪の解けた季節︑紅葉の季節であ

な旅の計画︵？︶をするはずもなく︑す

ろである︒やはりモントリオールで学会

る︒

にカナダ横断の旅をしたのであった︒時

フイルドセンターの店の前まで雪壁で覆

遅く︑九時過ぎである︒バンフから三〇

ジアスパーのホテルに泊まる︒日没は

があり︑その帰路︑このときと同じよう
は九月中旬で秋の真っ最中︒雄大なカナ

ダの山々の美しさを堪能したのであった︒ われていたのに﹁地球温暖化﹂によって
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リリン・ モンローのポートレートを買

マリン湖のレストランの売店で家内がマ

〇キロ︒メヂチ湖︑マリン湖を過ぎる︒
た︒さらにカナダに住んで結婚したいと

観光案内の仕事をしているのだ︑と話し

カナダに魅せられ留学し︑アルバイトで

と説明した︒でも︑日本人にとっては︑

マイオス朝の女王︶の３人が正解です﹄

と︑さらに︑クレオパトラ７世︵プトレ

ンホテプ４世の王妃のネフェルティティ

聞けなかったことが残念に思われてなら

自然の営みを考えるようになったのか︑

いない︒
さらに︑﹃アラ古稀﹄
の我々なら︑

﹄を挙げるに違
野小町︵オノノ コマチ︶

クーバーの冬季オリンピックで美人の噂

ところで︑現在開催中のカナダのバン

ない︒

国人なら﹃楊貴妃﹄をと主張するに違い

とため息をつくところである︒勿論︑中

という形容詞がつくと︑やっぱり駄目か

美人﹄と答えるだろう︒けれど︑
﹃世界の﹄

山本富士子︑吉永小百合を加えて﹃三大

美人の話

ない︒

いつから彼女があのように自然を愛し︑ 大いに不服である︒日本人なら︑まず﹃小

も言っていた︒

れたときに有名な写真家が写したものだ

った︒モンローがこの地に映画撮影で訪
そうで︑五十ドルであった︒
人家はほとんどなく︑人や車に滅多に
も会わない︒左右の景色は変化もない雑
木が茂っている︒信号機もなくどこまで

池 田 壽 雄
と︑エジプト旅行の現地案内人のアハメ
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も真っ直ぐなカナダの道を 若いガイド
さんは案内してくれた︒
イエローハイウエー︵黄色街道︶と呼

ドさんが︑我々観光客に質問した︒

ばれる道がうねったように上下している︒ ﹃世界の三大美人を知っていますか？﹄
﹁エドモントン空港まであと百キロ﹂の

日

が高いのが︑カーリングの﹃目黒 萌絵

﹄
選手である︒
２月
︵メグロ モエ︶

現在は︑
日本チームは２勝２敗であるが︑

ど﹄

﹃残念ながら︑全部エジプト人ですけ

看板が出ると︑草の緑が濃くなり︑牧場
が多くなり︑アルバータ牛の姿が見えは
じめた︒町が近づき電柱が︑そして電線

さあ︑クレオパトラはその一人に違い

％という高い得点率を誇っ

その司令塔として活躍している女性であ

実際︑試合中のモエ選手の表情を眺め

ている︒

る︒成功率
王朝の大王︶の

案していると︑

22
ないが︑あとの二人は誰なのだろうと思
﹃ラムセス２世︵第

第一王妃であったネフェルタリと︑アメ

85

が目に付くようになる︒石油採掘の機械
が動いている︒
ガイドの彼女は千葉県生まれで︑スキ
ーが大好きだと言う︒それゆえ雪の多い

19

ていると︑集中している顔がとても美し
い︒テレビでアップされた︑真剣そのも
のの︑目の輝きは何物にもかえがたい︒
女性は︑ただ美しいだけではダメで︑

に︑和歌の能力をもっていた︒
花のいろはうつりにけりないたづらに

伝説化された美人の地位を得たに違いな
い︒

整形美人が最近は増えてきた︒
単に
﹃一

美容皮膚科では︑ボトックスの注射で︑

高くしただけの美人ではなくて︑最新の

重瞼﹄が﹃二重﹄になったり︑低い鼻を

言うまでもなく︑
﹃花﹄は桜が第一義で

皺を消したり︑ヒアルロン酸液の注射で

我身よにふるながめせしまに

と︑
﹃美人﹄とは言われないものらしい︒

あるが︑
それから転じて︑﹃女性の美しさ﹄

皺を伸ばしたり︑レーザーで﹃あざ﹄や

もう一つの特別な能力が備わっていない
﹃小野小町﹄の場合︑その美貌のほか

を意味する︒
﹃よにふる﹄は︑
﹃世に経る﹄

たり︑自由自在である︒化粧液を塗って

﹃ほくろ﹄や﹃しみ﹄や﹃瘢痕﹄を消し

消す作業が不要になるから︑毎朝化粧に

ある︒
﹃ながめ﹄は︑
﹃長雨﹄や﹃眺め﹄
に通じる︒

使う時間を大幅に節約できるのも魅力ら

しい︒
﹃整形美人﹄の定義も相当変わった

歌の表の意味は︑
﹁桜の花の美しさはとうに移り変わって

映画の﹃ローマの休日﹄で主演した︑

化したに違いない︒

のではなかろうか︒スッピンの定義も変
隠された意味は︑

しまいました︒
長い雨が降っている間に﹂
﹁私の美貌も失われてしまいました︒世
の中の苦労に揉まれている間に︒もはや

唇など十分に魅力的である︒でも︑ 歳

った︒今見ても︑大きな魅力的な目︑鼻︑

オードリー・ヘップバーンも実に美しか
掛詞︵カケコトバ︶や縁語︵エンゴ︶

昔の面影はありません﹂
を駆使した︑技巧的な力作であるのが容
︵オグラ︶百人一首の歌によってこそ︑

易にうかがわれる︒小野小町もこの小倉

カリしたファンが多かったのではなかろ

になって︑来日した彼女の姿を見てガッ

55

- 11 -

とか︑
﹃古﹄とか︑
﹃降る﹄などの縁語が

チーム青森の目黒萌絵選手

だ皺が多い老婆の姿そのものであった︒

さんを連想させたし︑痩せた表情は︑た

うか︒高い鼻は︑意地悪な悪魔のおばあ

の博学振りは正に脱帽です︒

跡も大変なもので︑よく読まれておりそ

図鑑を見せて貰いましたが︑書き込みの

於いてもまたしかり︒所持してきた蝶の

以前︑蝶を育てたこともあり︑私は喜ん

ごらんなさいと持ってこられたのです︒

虫がついているカラタケの枝を︑育てて

六日︶
︑蝶の幼虫︵クロアゲハ︶とその幼

そのオバサンがある日︵詳しくは十月

﹃花の色はうつりにけりな﹄は︑実に残

第三話

念ながら︑そのまま当てはまっていた︒

蝶と私の物語
チョウ大好きオバサン

表紙の言葉

︵茅ヶ崎市︶

大武 秋笙

﹁新緑の奥多摩﹂

昨年六月初旬︑奥多摩で撮った写

真の一枚です︒東京都医師歯科医師

協同組合写真同好会の日帰り撮影会

梅雨のはしり連日小雨模様が続く

に参加した時のものです︒

中︑幸いに降られず日中どんよりと

した一日でした︒撮影には不向きな

天候です︒バスで寺や花園︑渓谷を

光が欲しいと思いました︒

廻りましたが︑ものになりません︒

夕方最後のポイント奥多摩湖に行

く車窓の両側は濃い緑︑時々湖面が

樹間から見える︒東京にもこんな所

があるのかと感嘆するのは小生のみ

ではなかった︒山も湖も緑の中に真

赤な橋がかかっていた︒三脚を立て

回医家写真展出展作品︶

うんと絞って撮りました︒
︵第
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でお受けしたのです︒
幼虫は一週間もしないうちに蛹に変わっ

大 塚 博 太
その人は︑我が家のすぐ近くに住む患

ていきました︒何もしないで様子をみて

早速︑虫篭に入れて様子をみていると︑

者さんなのです︒そして私が蝶が好きだ

十月十九日︑オバサンよりジュランダ

いて大丈夫ですよと言われた言葉を忠実

を一鉢頂戴する︒蝶の好む木でどんどん

と知ると︑図鑑を携えてこまめに診療所

そのオバサンの家には︑犬が４匹飼わ

大きくなるとのこと︒大きくなったこの

に守って︑じっと黙って蛹を見ているの

れています︒そして毎日朝 ︑,夕２回２匹
ずつを連れて上野の山︑不忍池に散歩に

木に蝶が群がり舞う姿を想像し︑夢の世

と噺は進んで行くのです︒

出かけているのですが︑そこに生えてい

界に没頭しているのが︑この所の私の毎

を訪ね︑診療はそこそこにして蝶談義に

る木や草の名前は︑聞けばすぐに教えて

日の姿なのです︒

ですが︑不安も伴う毎日です︒

くれる程の植物通なのです︒そして蝶に

39

に開業して以来︑暇さえあれば手に入る

年前

清

鳩と鴿︑トビには鳶と鵄という二つの漢

字もある︒カラスには烏と鴉︑ハトには

鷺︑鷽︑鸞などのように︑下に鳥を書く

り︶に鳥を書くが︑鴛︑鴦︑鴬︑鵞︑鷲︑

鶴︑鶸︑鶺︑鴒など︑大部分は旁︵つく

鴫︑鵙︑鵜︑鶏︑鵲︑鶉︑鶇︑鵯︑鵬︑

鳥の名称の漢字は鳩︑鳰︑鴇︑鴎︑鴨︑

石の名称に変身する︒

セミ︶を﹁ひすい﹂と音読みにすれば宝

読宛字の横綱級と思われる︒翡翠︵カワ

という神社が鎮座している︒善知鳥は難

演目にもなっている︒青森市内に善知鳥

と読む︒海に棲む水鳥の名称で︑能楽の

の宛字表記がある︒善知鳥を﹁うとう﹂

子規︑時鳥︑蜀魂︑沓手鳥など何通りも

ある︒
ホトトギスには不如帰の他に杜鵑︑

雑木を片端から植えまくっておいたため

字がある︒源頼政が紫宸殿で退治したと

う語源説がある︒

に︑今では足の踏み場もないジャングル

いう﹁ヌエ﹂という伝説上の怪獣には︑

無精卵

のような様相を呈しており︑市街地のど

会社の商標に描かれている麒麟
︵キリン︶

豊 泉

真ん中にも拘わらず様々な野鳥が飛来す

夜に鳥と書く﹁鵺﹂と︑空に鳥と書く﹁鵼﹂

は︑麒が牡で︑麟が牝を意味すると︑漢

我が家の猫の額ほどの庭は︑
約

るようになった︒餌台に撒いておいたパ

という二つの漢字がある︒
﹁ヌエ﹂はクロ

古代中国の想像上の怪獣で︑某ビール

ン屑や残飯を︑入れ替わり立ち替わり啄

横に並べた﹁鵝﹂と縦に重ねた﹁鵞﹂と

ガチョウを意味する漢字には︑我と鳥を

で凰が雌を意味し︑鴛鴦︵オシドリ︶も

聖鳥である鳳凰︵ホウオウ︶は︑鳳が雄

ツグミという鳥の異称とも言われている︒ 和辞典は説明している︒やはり想像上の

数年前にジョービタキという鳥が初め

鴛が雄で︑鴦が雌を指す︒

ばむ姿が部屋に居ながら眺められる︒
て我が家の庭に姿を見せた︒ジョービタ

いう字体がある︒

タキの鳴き声は火打石で火を起こす音に

齢になって初めて覚えた漢字である︒ヒ

と読む︒鶲を﹁ヒタキ﹂と読む︒この年

能楽に登場する老翁を指す尉は
﹁じょう﹂

など軍隊の階級の尉は﹁い﹂と読むが︑

︵モズ︶には鵙という一字の漢字表記も

には鴇︑家鴨︵アヒル︶には鶩︑百舌鳥

字読みの鳥も名称も多い︒朱鷺︵トキ︶

舌鳥︑啄木鳥︑信天翁︑善知鳥など︑宛

木菟︑鴛鴦︑翡翠︑金糸雀︑不如帰︑百

朱鷺︑家鴨︑雲雀︑軍鶏︑矮鶏︑水鶏︑

字通り﹁古い鳥﹂という意味で︑昔はこ

とり︶という部首に属している︒隹は文

らない︒雀︑雉︑隼︑雁などは隹︵ふる

部首に載っており︑鳥の部首では見つか

灬︵れっか︶という部首に︑梟は木偏の

燕と烏と梟も鳥の名称だが︑燕と烏は

キを漢字で﹁慰鶲﹂と書く︒大尉や中尉

似ているので﹁火焚き﹂に由来するとい
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30

上に大袈裟な手段を用いる譬えである︒

論語の泰伯篇に﹁鳥之将死其鳴也哀︑

に備わった特性があり︑他からむやみに

人之将死其言也善﹂という文が載ってい

﹁鳩有三枝之礼︑烏有反哺之孝﹂とい

の字体が鳥を意味していた︒また雄︵お

獣のオスとメスは牡と牝で表わす︒ゆえ

る︒鳥のまさに死なんとするや︑その鳴

う漢文を教わったことがある︒子鳩は親

また史記に載っている
﹁為鶏口吻為牛後﹂

に鶏のオスとメスは雄鶏︑雌鶏と書き︑

くや哀︵かな︶し︑人のまさに死せんと

鳩より三本下の枝に止まる礼儀を心得て

手を加えるべきではないという譬えであ

牛のオスとメスは牡牛︑牝牛と書き分け

するやその言や善しと読み下す︒死にか

為である︒烏の子供は年老いた親烏に口

いる︒反哺は口移しで餌を食べさせる行

す︶と雌︵めす︶も隹の部首に属してい

る︒

かっている鳥の鳴き声は悲しみに満ちて

という文にも鶏と牛が同時に登場する︒

史記という中国古典に﹁燕雀安知鴻鵠

いる︒死に臨んでいる人の言葉は真情か

る︒

之志佳哉﹂という漢文が載っている︒
﹁燕

る︒
本来は鳥のオスとメスを指しており︑

雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや﹂と読

ら発するから善言が多い︒

をいくつか紹介してみたい︒

では次に鳥が登場するドイツ語の格言

から人間も⁝⁝という教訓である︒

や烏でさえ礼儀や孝養を心得ている︒だ

移しで餌を食べさせて孝養を尽くす︒鳩

略して鶏口牛後とも言う︒

鶏口となるも牛後となる勿れと読み下す︒

み下す︒燕と雀は小型の鳥であり︑鴻と

という文章が載っている︒狗は犬を︑烟

史記という古典に
﹁鳴鶏吠狗烟火万里﹂

の遠大な志が理解できない譬えである︒

民家から立ち昇る竈︵かまど︶の煙が万

は煙を意味する︒鶏が鳴き︑犬が吠え︑

鵠は大型の鳥である︒小人物には大人物
短い文の中に鳥の名前が四種類も登場す

里の遠くまで続く︒太平の世の中の形容

る︒
荘氏という古典に
﹁鶴脛雖長断之則悲︑

l
h
o
w
h
c
u
a
t
e
d
n
i
f
e
n
n
e
H
e
d
n
i
l
b
e
n
i
E

.
n
r
o
K
n
i
e

﹁盲目の鶏でも穀物の粒を見つける﹂

である︒
論語の陽貨篇に﹁割鶏焉用牛刀﹂とい

れば︑時には穀物の粒が口に入る︒積極

盲目の鶏でも片端から地面をつついてい

鳧脛雖短続之則憂﹂という文章が載って
いる︒鳧はカモの仲間の水鳥である︒鶴

ずくんぞ牛刀を用いんと読み下す︒鶏を

的行動は善なりという譬えである︒

う文が載っている︒鶏を割︵さ︶くにい
さばくのに牛を解体する大型の刃物が必

の足が長いからといって切り取ってしま
いって継ぎ足してやればカモは迷惑がる

要だろうか︒簡単な事をするのに必要以

えば鶴は悲しむ︒カモの足が短いからと
という大意である︒物にはそれぞれ自然
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n
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h
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b
l
a
w
h
c
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n
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E

い﹂

﹁があがあ喧しく鳴く雌鶏は卵を産まな

恵まれないと﹁泣かず飛ばず﹂と形容す

えている︒実力はあるが発揮する機会に

を離れて空が飛べるようになる行為に譬

窓を﹁巣立つ﹂と形容する︒鳥の雛が巣

.
r
e
i
E

﹁一羽の燕では夏にならない﹂
口だけ達者で行動力のない者の譬えであ

.
r
e
m
m
o
S
一羽の燕を見ただけで即座に夏が来たと

る︒法螺吹きに限って能無しである︒

る︒大学を卒業して社会人になると︑学

る︒

は断定できない︒性急な判断の戒めであ
n
e
g
e
i
l
f
n
r
e
d
e
F
i
e
l
r
e
n
i
e
n
o
v
l
e
g
o
V

個ずつ金の卵を産むガチョウを飼ってい

語を読んだことがある︒ある男が毎日一

ジョービタキを観察したのが契機となっ

えた慣用句や成句が多い︒我が家の庭で

ず飛ばずなど︑人間の成長過程を鳥に譬

卵︑ひよこ︑巣立つ︑はばたく︑鳴か

.
n
e
m
m
a
s
i
e
b
n
r
e
g

た︒ある日︑その男はガチョウの腹の中

る︒鳴くも飛ぶも鳥の習性である︒

﹁同じ羽の鳥は好んで群れて飛びたが

に金塊があると思い︑ガチョウを殺して

幼い頃に﹁金の卵﹂というイソップ物

る﹂

て︑鳥が登場する漢文やドイツ語の格言

ドイツ語版の﹁類は友を呼ぶ﹂である︒

腹を裂いてみたら︑普通の内臓だけだっ

や日本語の比喩的表現を列挙してみた︒

,
n
h
a
H
n
i
e
e
i
w
n
e
h
a
r
k
e
i
d
,
n
e
n
n
e
H

.
k
c
u
l
g
n
U
e
s
u
a
H
m
e
d
n
e
g
n
i
r
B

余談だが︑受精していないために孵化

た︒目先の利益だけに捉われて︑将来を
見据えた長期展望を欠くという寓話であ

家の卵です﹂と発言すると﹁無精卵だよ﹂

﹁雄鶏のように鳴く雌鶏は家庭に不幸を

日本語では金の卵を︑将来が大いに嘱

と貶︵けな︶されるに違いない︒蛇足だ

しない卵を無精卵と呼ぶ︒﹁私は素人随筆
望される有能な若者の比喩として使って

が︑億劫がって何もしない怠け者を同じ

る︒

ココ﹂と鳴くのが普通である︒雌鶏が雄

いる︒医学生の頃に﹁医者の卵﹂と言わ

漢字を書いて無精者と呼ぶ︒私は文筆の

齎す﹂

鶏のように鳴く家には災いが来るという

れたことがある︒孵化し︑雛となり︑や

格的には根っからの無精︵ぶしょう︶者

才能に関しては無精︵むせい︶卵で︑性

雄鶏は大声で時を告げ︑
雌鶏は小声で
﹁コ

迷信が西欧各国にある︒妻が夫を差し置

る若者を卵に譬えている︒資格を取得し

がて一人前の成鳥になると期待されてい

だと思っている︒

いて権勢を振るう家庭は不幸という意味

たばかりで︑まだ実地の経験が乏しい駆

である︒ヨーロッパでは女性上位が通用
しないようである︒

け出しの専門家は﹁ひよこ﹂に譬えられ
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ジェノヴァ懐古旅行 ︵２︶
美濃部 欣 平
ジェノヴァから︑一番有名で近い観光
地はポルトフィーノであった︒ポルトフ
ィーノへは︑船で行った︒船からの港を
望む眺望が美しい︒ここには世界中の大

学医学部出身の日系カルフォルニア大学

教授ジョウ・山本を日本で友達から紹介

訪問した︒私はロス滞在中は︑ペッツ君

をうけ︑自宅へミネソタの情報を求めて

の下宿に泊まらせていただいた︒

ペッツ君は︑職を求めていたので︑私

が教授と会うのを知り︑一緒に同道を求

めた︒ところが︑お見えになった
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金持ちが集まるという︒しかし︑その実

バスで仕事のない日曜日には遊びに行
この技師のペッツ君と︑ロサ

った︒
ンジェルスで再会することに
なるとは︑このときはわからな
かった︒私はミネソタ大学の薬
理学教室へ留学するため︑未だ
行ったことのないロスを通過し
て︑ミネアポリス迄行くつもり
だった︒ロスには︑ミネソタ大

フェラリー広場からヴュンティ・セッテンブレ大通りへ

態は︑貧しい土地の漁師が底網漁業をし
て日夜の糧をしのいでいる︒私の電気生
理助手が︑ネルヴィーに住んでいて︑よ
くそこまで︑電車か

コロンブスの生家の記念館

ジェノヴァの旧港の近く、アーケード通り

いなっかた私に︑合唱団へ入会するよう

の夫妻だった︒妻の精神科医は︑友達も

くれたのは︑ジェノヴァ大学の精神科医

私をポルトフィーノまで連れて行って

合格して︑資格がいることが分かった︶
︒

︵後に脳波技師にも︑免許をとる試験に

語も十分通じない彼の依頼は無理だった

として働けるよう依頼した︒結局は︑英

ペッツ君はアメリカの何処かへ脳波技師

のは︑
医者ではない教授の奥様だったが︑

フェラリー広場の噴水の前で筆者

テノールは︑一人で先導するところもあ

をいきなり受け持たされたが︑未だイタ

声合唱団で︑私は第一テノールのパート

世話をしてくれた︒この合唱団は男女混

山々へのハイキングに誘われて参加し︑

の娘がいて︑よくジェノヴァを取り囲む

に働くものや同じ学生寮に住む牧師さん

の仲間が出来た︒仲間には︑町の図書館

このグループへ参加することで︑沢山

娘さんを通して多くの知人を紹介された︒

リア語も十分出来ないのに︑目立つ第一
るので︑残されて指揮者の個人教授を受

このグループは︑ジェノヴァの郊外︑近

隣の町へ出かけて公演し︑遂にはミラノ

その時のテープは︑未だに私の机の引き

ラジオ放送局で放送することになった︒

出しにねむっている︒その中には︑日本

人もいて逆に通訳することもあった︒

ジェノヴァへの日本からのダイレクト

航空便はない︒留学のときは︑イタリア

船と間違って︑オランダ貨客船を予約し

た︒帰国のときは︑政府留学生には︑船

便に限り︑割引があることを知り︑ジェ

ノヴァ発の豪華客船の特別二人部屋を予

港に初めて立ち寄り一週間あまり滞在す

約した︒船便は香港までしか行かず︑香

ることになった︒
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けた︒

港に展示してある海賊船（乗船はできない）

開業ＡＢＣ︵ ︶

父は２︐３年で転勤していたが︑支店

していた︒

支店は小さいながら鉄筋２階建てで同じ

長は今のように頻繁に変わらず︑長い人

行は鉄筋造りだった︒たとえば会津若松
敷地に支店長宅があった︒若い行員が昼

年も同じ支店にいた︒当然馴染みも

残念だったのは︑東京支店長は重責と

出来︑固定客も生まれる︒

自宅に呼んで昼食をご馳走する︒当直の

いうことで代々重役が勤めていて︑支店

中 村 雄 彦

は

私の父は地方銀行︵新潟市に本店のあ

は取引先の客達が酒を提げて遊びに来る︒ 長の社宅は渋谷の松涛の女優の山本富士

男子行員が夕方お風呂を貰いに来る︒夜

子さんの家の隣にあった︒私は既に大学

の私と遊んでくれる︒母が女子行員達を

休みにピンポンやキャッチボールで子供

る第四銀行︶の常務取締を長く務めてい

生だったが︑夏休みに東京に帰省して回

銀行の支店長

た︒母方の祖父もこの銀行の副頭取だっ

の私も相伴︒父はこうして色々な人達か

スキ焼きをご馳走されて父と雑談︒子供
ら街の情報を得ていたのであろう︒私も

覧板を持って山本さんに会いに行こうと

父はもともと東京麻布の地主の長男で︑

たので私が銀行に入れば三代目になる︒
経済的に困らなく︑東大経済学部を出て

今はどうなっているか知らないが︑

このように昔の銀行は親身になって客

思っていたが︑どうした訳か父は東京支

時々現送といって支店に入金した現金を

の面倒をみていた︒今のように直ぐに担

小さいながら自然に銀行業務について分

潟高校を出たのが縁で新潟の銀行に就職

新潟市の本店に運ぶ作業がある︒朝早く

当が替わり︑ドライな対応はなかった︒

も定職につかず自宅で小説などを書いて

することになる︒そして東京に家がある

若い行員と用務員の二人で大きいリュッ

昔の銀行はよかった︑顧客を大事にし︑

店長にならなかった︒今でも惜しいこと

ので銀行入行後も麻布の自宅から日本橋

ク・サックに金を入れて汽車で出ていく︒

親身になって経営のアドバイスをした︒

かっていたようだ︒

の東京支店に通っていた︒私も東京に生

夜遅く無事帰ってくるまで父は心配して

ぶらぶらしていた︒しかしその後旧制新

まれ︑戦時中の学童強制疎開で新潟市の

起きていた︒
コンピューターの無い時代︑
計算はすべて算盤︒一円でも収支が合わ

いたずらに古いものがよいわけではな

大切な預金者のお金を有難く預かった︒

と思っている︒

年間東京

父は重役になる前の若い時は色々な支

ないと行員全員が遅くまで残って仕事を

の麻布に育った︒

母の実家に寄留するまでの

店の支店長を歴任していた︒戦前でも銀

10
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10

14

いが︑今の銀行は悪い︒まずコンピュー
平気な顔をしている︒

カのサブプライム問題で世界経済は揺れ

当然である︒政府の保護の下ぬくぬくと

平静心が大切だ︒

ではない︒
世論に左右される必要はない︒

てるが︑普通に暮らしていれば大した事

潰れる銀行も僅かながらあるようだが︑ ている︒マスコミはここを先途と囃し立
生き延びている銀行はもっと潰すべきで

ターを駆使して全てを機械化するため︑
血の通わない業務となる︒客の顔も知ら

ある︒悪事の塊の銀行はまず相手にしな
いこと︒預金はゼロは無理だが︑出来る

回されている︒もっと血の通った仕事を

銀行に限らず︑全ての企業が金に振り

年に銀行の悪口を

当地の医師会報に書いて好評だった文の

だけやめる︒そして借りない︒借りても

ここで私の平成

ない︒

年代のバブル

しろといいたい︒不況︑不況といたずら

一部を引用する︒
﹁昭和
の責任の一端は過剰貸付けを行なった銀

に騒ぎ立てることはない︒

は分かる︒とにかく医師は勿論︑全てに

て皆さん懸命に仕事に取り組んでいるの

どのような職業でも楽ではない︒そし

覚して欲しい︒

を指導する立場にあるトップは十分に自

立場を考えて仕事をやるべきだ︒若い人

立てるなら︑企業も親身になって相手の

﹁医者は患者の痛みを知れ﹂とまくし

行にある︒ゼロに等しい金利の預金者の
金を︑借り手に高利で貸す︒銀行員は金
を扱うのだから安月給だと悪いことをし
年代なかば地方銀行常務取締役の

ては困るといって昔から高給だった︒昭
和
万円︑父と同年配の私の恩

万円︑大学教授の薄給は今も同じだが︑
それにしても銀行員は高給である︒

利時代︑
デフレ基調では借金は損である︒

額は僅少に留め︑直ぐに返す︒この低金

間と︑絶えざる勉強︑深い教養が必要で

野で世界を見渡す︑それには長い修養期

いえることは︑目先にとらわれず広い視

いにある︒優良とされる取引先の地方銀

機械化の現在誤りはないかというと大
行で一度ならず通帳に預かりと支払いを

いのである︒

ある︒生半可の勉強︑教養では通用しな

⁝⁝﹂
︒
それから７年たったが︑今回又アメリ

逆に記帳した︒致命的なミスである︒支

家族と（昭和４７年６月）

60

店長が謝罪するどころか間違った本人も
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14

師新潟大学皮膚科主任教授の給料は月６

父の月給は
24

30

石北本線
御園生

潤

年代

常紋峠と２つの急峻な峠を越えるのに必

の運用車両はキハ１８３系で︑北見峠︑

り取りが終わった水田や畑の土と雪の白

たりからは次第に積雪量が多くなる︒刈

り普通列車が待つ桜岡を通過︑当麻のあ

要なパワーを有しているが︑
昭和

時ちょうど着︒次の中越︵な

札幌では雪はなかったが︑岩見沢を過

分停車︵運転停車︶
︒札幌から網走まで通

かこし︶信号場では上りの特急待避で７

上川に

がコントラストをなし︑美しかった︒

と無理ですね﹂
と若手出張医のＮ先生に︑

ぎてからと旭川の手前から︑散布したよ

し常務の車掌Ｆさんの全て肉声で味のあ

させる古参車両である︒

製のものも含まれ︑いささか歴史を感じ

ずしりと釘を刺されたため︑初冬の石北

うな積雪の名残が所々に認められた︒嵐

長いローカル線であるため︑ダイヤを工

る丁寧なアナウンスが入る︒駅間距離の

﹁網走ですか？ ＪＲでなら１泊しない

路を１泊２日で旅することになった︒若

の前に広がり︑家々の屋根には夜間降っ

山トンネルを過ぎると旭川の街並みが目

夫してもこういったことが少なからず生

手の同僚Ｏ先生は﹁初冬の網走とは味の

たと思われる残雪が見られた︒

ある旅だ﹂と羨ましそうである︒
旅程は︑ようやくとれた﹁秋休み﹂の

じる︒上越信号場を過ぎ︑分水嶺の長い

日︒乗車したのは往路

旭川駅は１︑２番線をスーパーカムイ

〜

トンネルを抜けると︑下り勾配にさしか

月

優先に使用しており︑石北︑宗谷本線の

昨年
がオホーツク３号︑帰路がオホーツク４

かり︑制動をきかせながら︑心地よいジ

ールから通常のレールに変わり︑まもな

新旭川駅へ向かう︒駅の手前でロングレ

川四条駅を通過して宗谷本線と分かれる

する普通列車が見えている︒
方向転換
︵ス

コンテナ満載の貨物列車を待たせて白滝

機関車がついている︶で急勾配に供えた

プッシュプル運転︵前後にディーゼル

イッチバック︶するため︑運転士は最前

を通過︒丸瀬布の次は遠軽に停車︒接続
いジョイント音を刻む列車は︑まさにロ

部から最後部へ移動︑乗客も座席の向き

北本線に入る︒力強く加速し︑規則正し

な感じだが︑運用車両の最高速度の違い

ーカル線をゆく特急列車の感がある︒上

く制動がかかって︑ポイントをわたり石

ョイント音を楽しむ︒

旭川からはしばしの間高架となり︑旭

下り特急列車は３番線に入る︒
５分停車︒

分発車︑
約１

の日も多いが︑今回は往復とも何とか窓
札幌駅７番線から９時

電車特急スーパーカムイなら１時間

で︑このような差が生じる︒オホーツク

分で走り抜ける区間なので︑ややスロー

20
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12

50

号だった︒オホーツクは人気列車で満席

26

側の席を確保できた︒

25

時間半かけて旭川へ到着する︒最新鋭の

41

11

常紋峠のトンネルを越えると︑右手に
たが︑低地に降りるに連れ積雪がなく︑

はまさに冬本番をうかがわせるものだっ

差異が見事で︑上越信号場あたりの風景

来を見すえていた時に︑自分の体況に大

強にひかれて行った︒病理医としての将

アム﹂であったが︑次第に臨床病理の勉

タートを切ったのは︑一種の﹁モラトリ

病理学講座の大学院生として卒後のス

を変えるのに忙しい︒
スイッチバック形式の常紋信号場がちら

同線の起伏︑勾配のきつさ︑厳しさを目

生まれ育ったわが家から逃げるように

悪条件が重なった︒

に加えて︑私自身が一人っ子であるなど

れた︒指導教官が教授選で惜敗したこと

きな欠陥があることが判明し︑途方に暮

の当たりにした感がある︒
◇
年６月

号

りと見えた︒
留辺蘂を過ぎると国道
線と並走︑相内︵あいのない︶
︑東相内
と通過し︑北見到着のアナウンス︒踏切
解消を主目的に設けられた北見トンネル

石北本線と私の関りは昭和

雪︵たいせつ︶
﹂で美幌駅に降り立ったの

に始まる︒旧型客車時代の夜行急行﹁大

の親戚縁者との財産にまつわるトラブル

ているが︑その身内には不慮の事故死︑

る︒件の親戚とは完全な絶縁状態に至っ

あったが︑何とか勝ち︑今日に至ってい

去り︑現在地に新居を構えたのが平成３

に巻きこまれ︑
四面楚歌の状態にあった︒

は︑家族で向かった大学祭の休みの道東

若くして我が家を有したものの様々な形

若年での病死などが続き︑過去を知る人

年７月︒大きな︑無謀とも言える賭けで

で圧力・屈辱を向けられた今は亡き父も︑

は﹁因果応報﹂と︑わが家びいきの評価

旅行の時だった︒当時︑わが家は︑父方

自分の判断力の甘さが原因とは言え︑大

をしてくれるが︑わが家の心はすっきり

ーツク６号を交換︒

を抜け︑定刻に北見着︒ここで上りオホ

いに悔いたことであろう︒私自身も︑医

年７月に非常に難航した交渉の末︑立ち

退き︑取り壊しとなったが︑その際︑約

とは晴れない︒生まれ育った家も平成９
自分の足下が定まらず︑将来について熟

６年間他人に賃貸していたとはいえ︑幼

と専攻科目︑研修先を決めてゆく中で︑
慮する状況におかれず︑
もだえ苦しんだ︒

学部の年次が上がってゆき︑同期が次々

現れた初冬の網走湖を眺め︑
５時間
の旅が終わった︒

今回の旅行では︑標高による冬景色の

28
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56

39
流氷、ニポポ）

分

（モチーフは斜里岳、

この後は美幌︑女満別と停車︑やがて

網走駅前郵便局の風景日付印

伐採された時の悔しさは家族皆が生涯忘

い入れの深い樹木がともに瞬時に破壊︑

少期からの様々な思い出と︑何本もの思
得なかった︒最近になり︑当時から現在

自宅でも講堂でも安堵感を持って生活し

た世界は私にとって異次元の世界に映り︑

心理的動揺︑障害を生じせしめた因果関

に至る私を含めた親戚問題による精神・

一方︑現在の勤務先病院の入院患者の

係が少しずつ洞察できるように冷静にな

れないものであろう︒
家族・親類の中にも︑評価の手厳しい看

田 村 豊 幸

孝謙天皇と奈良西大寺

１

平成十二年 孝謙天皇遠忌千二百三十年

記念して西大寺に万葉歌碑建立︒

ってきた︒
﹁認定病理医資格まで取って︵転科し

平成十三年 脳卒中でバッタリ︵馬鹿働

護師たちをうならせるほどの結束力を発
揮して︑老親・兄弟等の世話に励む家系

わが家の歴史を知らぬが故に︑こうした

て︶
もったいない﹂
と知人の医師からは︑

平成十四年 左半身回復して現在に至り

きで過労のため︶

もあるから︑恥ずかしながら︑わが家系

言葉をいただくが返答に窮しているとい

本年二月﹁桜門春秋﹂に自由題で執

近な友人をもっと開拓し︑良き﹁メンタ

下していることに心を痛められ︑いまし

歴代の天皇のなかで︑医師の技術が低

･

続する普通列車に乗り換えた晩冬のうら

ー﹂として︑これからの生涯の財産とし

天皇はご自身の難病を︑唐から渡来し

り知られていない︒

皇７６４〜７７０︶がおられることは余

天皇︵７４９〜７５８︑重祚して称徳天

46

- 22 -

は︑こうした点では未熟であったと言わ
れても致し方はなかろう︒

今回の道東︵オホーツク︶訪問は３年

文を書きはじめる︒

筆依頼され︑
﹁孝謙天皇﹂の題で次の

老衰は停止せざるも︑日本大学より

癒そうと︑私が現実逃避にふと飛び乗っ

が近似︑お互いに了解し合えるような身

９ヶ月ぶりであったが︑今後は︑価値観

うのが本音である︒

たのが︑
﹁オホーツク﹂
﹁おおとり﹂
﹁大雪﹂

こうした青春期の苦悩・困惑・矛盾を

接
といった石北本線の特急 急行であり︑
らかな﹁各停﹂の旅は︑登場間もなかっ

︵本文の前半部分を︑北海道医療新聞社

代孝謙

めの詔を発せられたかたに︑
第

型気動車の走行音と共に生涯

てゆこうと考えている︒

たキハ

に育った同級生は︑入学直後から︑自家

の許諾を得て転載させて頂きました︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

用車を有し︑恋愛に励んでいた︒こうし

当時︑開業医の二世などの裕福な家庭

の思い出である︒

40

かげでよくなって以来︑医療に深い関心

た薬石と心の手当ての巧みな看病僧のお
ぐりはＡコース

個

番に入っていることがわかった︒歌碑め

され︑西大寺の孝謙天皇歌碑がその第一

ないのではないかと思っていた︒
しかし︑

なるため︑文化庁の許可がなかなか下り

だけに︑それを建てることは現状変更に

年十二回︑犬養万葉記念館に協力する会

所である︒ 平城京遷都一三〇〇年祭で︑

で︑建立の許可をいただけた︒翌年倒れ

あるいは私の知らないどなたかのおかげ

あの世から天皇がお力をくださったのか︑

個所︑Ｂコース

をお持ちになられ︑以前からあった大宝
誤診誤薬をいましめられた︵天平宝字元

律令典薬寮︵くすりのつかさ︶を通じて

の講師が案内してくれるそうだから︑一

最近︑長身の女性が今年も両親と一緒

３

る前のことだった︒

年・７５７年十一月九日︶ようである︵以
おりもおり︑万葉歌碑でお世話になっ
た故犬養孝先生第一の高弟︑甲陽学院高

に行って来ましたといって︑写真を送っ

てくれた︒

改めて調べてみると︑孝謙天皇は藤原

東出身の説もある︒側近に仕えた采女の

一族のご出身で︑藤原は元をただせば関

中には貴族たちにひそかな恋を抱くもの

もあったことが︑
万葉集からうかがえる︒

宮廷生活で垢抜けした采女が︑郷里へ

さがったとき︑都からの官人を迎えて国

して︑席をとりもつこともあった︒永く

司が催す宴席には︑父兄の郡司らと出席
当時︑孝謙天皇歌碑を寄進することを

西大寺境内に寄進できた歌碑

都にいて教養を身につけ︑女官に昇進す

２

回五〇人に入れた人は幸運である︒

10

下略︶
︒

10

考えたが︑西大寺境内という場所が場所
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等学校山内英正教諭から四月一日より︑
万葉歌碑めぐり講座が始まることを知ら

番に入っていることがわかった︒歌碑め

奈良の歌碑（ ）は歌人
①西大寺（孝謙天皇）
②歌姫神社（長屋王）
③磐之媛陸前（中臣女郎）
④大仏殿西回廊外側北西（光明皇后）
⑤東大寺真言院（大伴家持）
⑥春日野荘（大伴坂上郎女）
⑦佐保川北岸（大伴坂上郎女）
⑧佐保川南岸（大伴家持）
⑨佐保川南岸（大伴坂上郎女）
⑩油阪・西方寺（山上憶良）

ることもあった︒
﹁続日本紀・神護景雲二
のは︑采女から国造に駆けのぼった︑常

姉妹や娘たちの中でも︑特に姿の美しい

は地方の郡の少領以上の伝統ある豪族の

女嬬・采女の階級があった︒諸国から年

陸国筑波山の近くに生まれた“采女の恩

に百余人の女が貢進されると︑中務省の

年六月戌寅条には﹁掌膳常陸国筑波采女
孝謙天皇は︑当時その身のまわりをお

女で︑広義の女官には上から尚・典・掌・

世話する采女という︑地方豪族から宮廷

采女司の点検を受けた︒

返し”と私は信じたい︒

簡に︑小豆・醤・酢・未醤など四種のも

て︑この女官は平城宮址から出土した木

に捧げられる美女がいた︒男の天皇が住

従五位下勲五等壬生宿禰小家主﹂とあっ

のを筑波命婦あてに支給すべしとある︑

点検は凶相と吉相に区別し︑前者には

白目がちで黒目の小さい女︑真直ぐに歩

その筑波命婦同一人であるという︒
法華寺から宮内省大膳職あてに出した

東の大河を経て舟で都へ送られていたら

いような女が︑珍しくも発見されて︑関

その頃は今の北関東に余り考えられな

４

記録にある︒

のきれいな心の優しい者がえらばれたと

肉づきよく︑正直で心と口が和やかで声

該当し︑後者は︑ヒフは滑らかに潤い︑

けぬ女︑舌が大きく頭の大きい女などが

って法華寺に入った孝謙天皇につきした
がい︑その御膳を担当し︑のちに帰国し
て国造に任ぜられている︒国立文化財研
究所・平城宮発掘調査報告Ⅱに︑そのこ
これは︑物凄い出世である︒このよう

とが明記されている︒
な筑波国造が︑おつかえしていた孝謙天
皇や︑天皇に忠義をつくしていた弓削道
鏡を︑常陸国へ帰ってきて︑悪くいうは

む所を内裏といい︑皇后らの住む所を後

孝謙天皇は天平宝字三年三月
︵七五三︶

しい︒海路は季節によれば陸より安全だ

後世にいたるまで︑いまの東茨城郡あ

宮といい︑後宮には有位の女官と︑各種

に︑
詔を下して庶民の酒飲みをいましめ︑

った︒

たりの常陸国が孝謙天皇とその協力者の

雑役にしたがう女嬬・采女がいた︒采女

ずはない︒

道鏡をあたたかい心で見る風土になった
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請求伝票で︑この人は近江保良宮から帰
明治天皇が侍従に代拝させた記念碑

れる数人の一族が︑
石橋に住んでおられ︑

ちなみに︑いまも采女の子孫かと思わ

した︒

するような作品を心がけるようになりま

﹁死﹂を身近に体験し︑
﹁死﹂をテーマに

期医療は延命治療﹂との考えを実践し︑

内科へ転向し︑長期療養型病院で﹁終末

そのうちのお一人は︑私の大学の後輩で

うのである︒

あるから︑不思議なご縁というよりほか

このごろ道理にそむくことが多いのも︑

孝謙天皇は歌心も豊かで万葉集を大伴

そのせいが目立つといっておられる︒立

家持に命じて編集させておられる︒大伴
は無い︒

派な詔である︒

氏が酒歌を万葉集に十三頁も加えている

新

の教室です﹂とあり︑小説・随筆・紀行・

作品を批評してもらえる場もない方たち

ちを持っていてもその機会が無く︑また

の感情や考え方を文章で表現したい気持

本講座は実作者のための講座で︑﹁自分

のも面白い︒

浜 名

作家 伊藤桂一氏から学ぶ

小説作法講座

このたびのなら万葉歌碑めぐり講座の
中の西大寺の所では︑以上の話も少し役
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立つかもしれない︒

枚でした︒

作品を提出すると次回の講座で︑伊藤

コント・詩等︑
提出枚数は約

センター荻窪で開催された﹁文芸・教養﹂

桂一先生が査読された１枚の講評を会員

﹁タイトル﹂は︑読売日本テレビ文化

皇神社という立派な神社の境内に﹁孝謙

講座のひとつです︒
私は還暦を過ぎる頃︑

なお︑栃木県下野市石橋には︑孝謙天
天皇﹂の碑がある︒明治天皇が東日本宣

説・講評するシステムでした︒先生は︑

作品にまつわる話題︑閑話休題の話など

は受けとり︑先生はその場で作品を解
で当講座を知り︑申し込みをすると満員

会員をひきつける最大の魅力でした︒温

専攻の脳神経外科診療の忘れ得ない治療

も孝謙天皇におつかえした采女がいて︑

でした︒諦めていると２年後︑講座担当

厚な人柄で敵を作らない︑運命に逆らわ

体験の文章を書きたくなりました︒新聞

帰国後︑孝謙天皇の豊かなお心に感謝し

のＮさんから﹁欠員がでましたが入会さ

たほどの史蹟もそこにある︒下野国から

てご供養のために建碑したものが︑誤り

入会当初︑会員諸氏のうまい文章を拝

おります︒

らない︑自然体の生き方が信条と承って
年間勤務した都立病院を退職

見し︑たじたじとなりました︒手馴れた

13

年４月から
﹁回心堂第２病院﹂

年の頃です︒

れますか？﹂と電話があり︑直ちに手続
私は

きをしました︒確か平成

で︑西田侍従を命じて代拝させたものと

し︑
平成

あろう︒明治天皇はそれを御存知のうえ

撫大旅行の途中︑かわりの者に参拝させ

20

伝えられて天皇御陵と称されているので

私は思い︑明治天皇のお心の豊かさを想

16 28

提出しなければ講評を受けられません︒

文章に圧倒され萎縮しました︒作品を
り順風満帆だった﹁新風舎﹂でしたが︑

ました︒非常に残念なことに︑時流に乗

選奨文部大臣賞及び第

河﹂で直木賞受賞︒昭和

年第３回芸術

回吉川英治文

年日本現代

詩人会会長︒平成９年詩集﹁連翅の帯﹂

学賞受賞︒紫綬褒章︒昭和

で地球賞受賞︒
平成

倒産に追い込まれてしまいました︒版権
誘われましたが︑パスしました︒

は﹁文芸社﹂に引き継がれ︑再度出版を

年詩集﹁あ

年四日市短詩型文学祭に

賞受賞︑日本芸術会員︒平成

年勲３等

年日本芸術院恩賜

していた関係で︑旅行とか山行の行動的

伊藤桂一氏はあまりにも有名な現役の︑

瑞宝章︒
平成

長年にわたって活躍されてきた作家です︒ ﹁伊藤桂一賞﹂制定︒平成

詩・短歌・連句・小説など幅広い分野で

治療における患者・家族と医療関係者︑

ションを交ぜ︑手術・術後の出来事につ

のまま記述するわけにもいかず︑フィク

ように心がけました︒治療体験では︑そ

た︒健康に留意されご活躍を祈念申し上

る﹂と熱き情熱を常に語っておられまし

記の仕事をしなければならない義務があ

これからも戦中世代の代弁者として︑﹁戦

後６時半から８時半︶は２０１０年３月

伊藤桂一氏主催の﹁小説作法講座﹂
︵午

年四日市市に
﹁文学碑﹂
が建立された︒

いての︑現場の医師の嘆き・呟きを拾う

年晋南作戦︵中国︶

年徴兵検査甲種合格︑翌年習志野騎兵第

天台宗高角山
﹁大日寺﹂
に生まれ︑
昭和

先生は大正６年三重県三重郡神前村︑

げます︒

る年の念頭の所感﹂で三好達治賞受賞︒

戦記作家としても有名で︑現在

歳で︑

14

13

主に医師などとの心理的葛藤を浮き出す

慣れてくると︑体験的脳神経外科の臨床

記録文の作品などから入りました︒少し

けだして︑その頃ハイキングの会に参加

恥も外聞もなく︑勇気を出し︑自分を晒

38 59

60

19

18

ように工夫してみました︒外科治療には
悩ましい合併症がありますので⁝⁝︒
アマチュア作家？ の手慰みに過ぎま
せんが︑
﹁新風舎﹂から﹁くも膜下出血と

連帯入隊︒昭和

年佐
年上
年﹁蛍の

年佐世保へ復員︒昭和

倉歩兵１５７連隊に召集・出征︵中国︶︒

のバトルー大谷明氏の場合﹂
︑
﹁銀色のク

12
に参加︑短歌２００首作る︒昭和
昭和

京︒詩・
小説作品発表﹂
昭和

23

落事故︱高次機能障害から復活できる

15

リップー水谷勝治氏の場合﹂
︑
﹁谷川岳滑
か﹂
︑
﹁老老介護と安息病棟︱医師と看護
師の苦悩と呟き﹂の小著を自費出版でき

37

21

日を以って終了︒同日︑講座に先立ち

21

長い間ありがとうございました︒

伊藤 桂一

椿の落花はとめどなく朱を吐く

碧潭の水に抱きこめられたまま

ました色紙の﹁詞﹂に珠玉の歌が︒

に﹁色紙﹂が手渡されました︒私が頂き

執り行われ︑伊藤先生から会員１人１人

５階にある京料理の店﹁錦﹂で和やかに

会員主催の﹁惜別の宴﹂は︑荻窪ルミネ

19
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92

18

15

旅の記憶 ︵１︶
有 泉 七 種

風光る陽春のころ︒人工建造の城なが

く︑見物の人々の雑踏であるが︑それに
もかかわらず︑城の周囲の堀は澄んだ水
をたたえ︑老松が常緑を映し︑緋鯉真鯉
いろど
の群が 彩 りをそえて︑折からの︑春の
そよ風にひかりかがやいていた︒

高齢となって︑解散してしまったが︑

にとけこんで︑平和︑そのものの眺めで

ら︑長い時代の流れの中に︑周辺の自然

小田原城
親しい仲間だけの集まりがあった︒同じ

松の風堀に光りて鯉を育て 七種

あった︒

教授のもとで研究をかさね︑その成果に
よって︑学位記を受領した門下生だけの

高遠城址の桜
春宵のひととき︒
ゆきつけの居酒屋は︑
常連でにぎわっていた︒折から︑桜の花
うたげ
の咲くころ︒その花の名所や花見の 宴
の様子など︑
さまざまな話題で談論風発︒
そんな時︑たまたま︑伊那の高遠城址の
桜が話題になった︒
確かに︑伊那の高遠城址は桜の名所で
ある︒
それだけに︑
桜のころともなれば︑
遠近からの観桜の人々で雑踏し︑花の下
は放歌乱舞の酒宴で喧騒︒心静かに︑花

の美しさに遊ぶことは無理なのが実情で
あった︒ところが︑居酒屋での常連の一
人は︑
﹁高遠の桜を見るなら︑早朝にかぎ
る﹂と主張して︑譲らなかった︒
ものは試しだ ！ 出かけてみるか ！
と思い立って︑朝︑四時起きして︑高遠
へ車を走らせた︒
まさに夜明けだ︒高遠城址公園には︑
三︑四人のカメラマンが三脚を立ててい
るだけで︑ほかには︑人っ子ひとりいな
い︒その静けさの中に︑満開のコヒガン
ザクラが︑明けゆく朝の︑澄みきった大
気に映えて︑深閑︑そのものの姿︒時折︑
きこえてくる三峰川の瀬音︒その音に誘
われるように︑
花片がちる︒
それだけが︑
静けさの中の動きであった︒はるかの西
空には︑中央アルプスの残雪が︑朝日に
かがやいていた︒
高遠のコヒガンザクラとは︑また︑な
んと美しいことか
心にしみる眺め
であった︒
老桜の咲きあふれたる夜明け空 七種
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集まりであるから︑全員が医学博士︒そ
れだけに︑昼の勉強会は活気にあふれた
討論で終始した︒そして︑夜の︑置酒歓
談の席は︑更けゆく夜の︑時を忘れるほ
どに︑親しく︑楽しい︑語らいの場であ
った︒
昭和四十四年の春の会合は︑箱根の湯
元のホテル︒帰路︑小田原市内を見物す
ることにした︒小田原提灯とか小田原評
定とかいうが︑小田原は﹁城﹂である︒
戦国時代から︑不落の城といわれている
ように︑権力と財力と支配力と︑そのま
まの威容である︒シーズンにかかわりな

!!

輪島の夕市
日本整形外科学会の学術集会は陽春の
四月︒会場は大都市が多いが︑時には地
方都市のこともある︒そんな時は︑学会
での勉強もさることながら︑終了後の観
光も楽しみのひとつである︒
昭和四十七年の春︒この時の学術集会
は金沢大学︒学会終了後︑金沢の市街を
観光したが︑やはり︑金沢は︑加賀百万
石の城下町である︒兼六園をはじめとし
て︑古くからの伝統に培われた︒おちつ
きのある奥床しい眺めであった︒
翌日は能登半島の観光︒起点は輪島︒
ここは漆器の町であるが︑朝市と夕市の
にぎわいで知られている︒観光バスの都
合で︑朝市は無理であったが︑夕市だけ
見ることが出来た︒
土地の人の話では︑
朝市に比較すると︑
夕市は四〇パーセント程度の活況だそう
いち
であるが︑それにしても︑大きな市の盛
況である︒品物の大半は魚類と野菜類︒
折から︑夕餉の買物どき︒それに観光客

も加わっての雑踏である︒魚や野菜の放
つ臭いと︑人いきれの中に︑売買の声が
とびかい︑
活況そのものの眺めであった︒
そんな雑踏をはなれて︑夕市の出口の
ちかくに︑数種の切り花を並べて︑一人
の老婆が︑黙然と座っていた︒時に︑暮

を楽しむのが恒例であった︒峠の道はト

ンネルが開通してから︑廃道の状態では

あるが︑晩春初夏の季節だけに︑桐の花

が咲き︑山藤が咲き︑朴の花も栃の花も

咲いていて︑木立には︑松蝉の声がゆた

かであった︒峠の頂には︑昔からの︑そ

松蝉や古りゆくものに峠神 七種

春の遅日のころ︒
うすづく淡い光の中に︑ のままの姿で︑神様がまつられていた︒
黄水仙の彩りが鮮明に浮かんでいて︑北
ものの書物には︑
﹁トオゲ﹂は﹁タムケ﹂
国の暮春の静けさが偲ばれる眺めだった︒ に由来するもので︑旅人が供えものをし
しる
魚臭はなれて夕市の黄水仙 七種
て︑旅の安全を祈願したところ︒と︑誌
されているが︑風化した峠神の姿には︑
鳥居峠
昔
の
旅
人
た
ち
の素朴な心がしのばれて︑
村当局の事情で廃止されてしまったが︑ どことなく︑
心の洗われる眺めであった︒
﹁芭蕉を偲ぶ鳥居峠の俳句大会﹂は楽し
い俳句会であった︒スタートしたのは昭
ごとに参加者も増加して︑長野県でも屈

偲ぶ鳥居峠の俳句大会﹂の終了後︑権兵

ある年のこと︒木祖村主催の﹁芭蕉を

権兵衛峠
指の俳句大会までに発展したが︑多分︑

衛峠を越えてみることにした︒

和五十六年ごろではなかったろうか︒年

村当局の財政事情によるのであろう︑廃

ゆるやかな上り坂であった︒おそらく︑

木曽路から伊那路への峠越えの道は︑
鳥居峠の俳句大会は︑毎年︑青葉若葉

昔からの︑
﹁ヨサコイアバヨ﹂の峠道では

止になってしまったのは残念である︒
の季節︒村役場の案内で︑峠の道の吟行
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なかろう︒林道を拡幅したような︑谷川
にそって︑一部舗装された道路であった
から︑周辺の風景を十分に楽しむことが

自戒五ヶ条
古 賀 行 雄
今年の元旦に︑私は七回目の寅年を迎
えた︒

けたのが︑次のような五七五句︒

キザな言葉で﹁自戒五ヶ条﹂と名付け

たが﹁夢の五ヶ条﹂と名付けた方が適切

だったのかも知れない︒

剣の道 まだ半ばなる 八十路かな

ままならぬ 観見自在の 剣の業

春風の 一閃夢みし 剣愚生

波立たぬ 懸待一致の 剣の業

干支の当たり年だからと言って︑特に
いい年とは限らないことは百も承知︑だ

禅門の 心外無刀とは これいかに

剣愚生

のも人情︒

自戒五ヶ条

平成二十二年正月元旦

る剣道の哲学が︑上のような五七五に集
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がそれでも何となく縁起を担ぎたくなる
二︑三十年にもなるだろうか︑元旦の
時か

剣道の初稽古に参加するようになってか
ら⁝⁝年越しのお宮参りと︑
午前

私は︑小学校の二年生の頃から竹刀を

できた︒
峠の頂上に近づいたころ︑谷川にそっ
て︑美しい白い花が咲きみちているのが
ずみ
目にとまった︒桷の花である︒小梨の花
ともいうそうであるが︑大木である︒そ
の大木の枝いっぱいに︑白い小さな花が
咲きみちて︑折からの澄みきった青空に
映えているのだ︒明るく︑清らかな︑山
中の眺めであった︒そして︑その大木の
根元に︑
﹁岩魚止り﹂と書いた︑小さな木
札が立ててあった︒渓流魚では︑鮎の上

振るようになった︒
もう七十年以上経つ︒

らの高校での初稽古をすませないと︑御

終戦後マッカーサーの指令で︑剣道がで

ずに竹刀を振っている︒

現在教士七段︑これ以上は望むべくも
松の内の所在無さに︑日記に書きつけ

約されている気がする︒ただし将来にわ

ないが︑今まで私の心に刻み込まれてい
たものを清書して︑机の上の壁に貼り付

分が暗くなる︒

きなくなった約十三年間を除いて欠かさ

開通している︶

︵註 この権兵衛峠︑いまはトンネルが

桷咲いて岩魚止りというところ 七種

流が山女︑山女の上流が岩魚の生息地と
屠蘇を飲み干す気分になれなかった︒
かいう︒
とすれば︑
標高千メートル位か︒
今年も去年の歳末から気構えだけはし
桷の花といい︑岩魚止りといい︑折か
ていたのだが︑生憎のインフルエンザ騒
らの晴天のもと︑清らかな谷川の響きの
ぎで今年は中止︒当たり年の先行き不安
中に山気いよいよ身に迫る眺めであった︒ が︑早くも的中したかと︑ちょっぴり気

十

たって達成不可能な極意だけに︑私にと
が叱声を浴びる︒だから︑先輩も必死に

私は︑急いで面を外し防具を脱いだ︒

私は︑学校へ行きたくなかった︒翌日

﹁俺はやめる﹂と言い捨てて家路を走っ

手や足はアカギレや握りタコ︵胼胝︶

から休もうと思った︒しかし︑その夜か

なって私たちを特訓するのである︒

私は︑小学校の六年生の時に︑京都の

の折檻に子供たちは悲鳴を上げた︒掛け

で腫れあがり︑容赦なく飛んでくる竹刀

っては﹁夢の五ヶ条﹂なのである︒
武徳殿で行われた全国大会に出場し︑主

らぶうさんの日参が始まった︒ぶうさん

連続掛かり稽古で︑手足はへとへとに

い︒何とか息子を説得してくれ﹂と懇願

ったのだから︑全国大会は優勝間違いな

の母親説得である︒﹁折角ここまで強くな

た︒

将として団体優勝を遂げた︒

声が泣き声に変わっていくのである︒

り︑心底ほっとした︒何故なら︑その時

萎えて︑家路につくときは脚を引きずっ

するのである︒

その時︑優勝して嬉しかったと言うよ
負けていたら︑後で監督のどんな叱責が

と手足が伸びて足取りも軽くなるのが小

て帰った︒しかし翌日になれば︑しゃん

結局私は︑母親の説得に負けて再び竹

たのである︒それ程︑日頃怖い先生だっ

学生︒その辺の心身の状態を渋谷先生は

待っていたか︑その方が余っ程心配だっ
た︒今は亡き渋谷慶太郎先生︑終生忘れ

刀を握ることになった︒

ほんの一週間程は︑私に対する叱声は

十分に把握していた︒
稽古の時︑拳固で背中をグリグリこね

難い名前である︒
稽古は勿論厳しかった︒小学生四年生

し喉元過ぎれば何とやらーである︒

おだやかになったような気がする︒しか

試合稽古で小手を打たれたら小手を脱

回されると飛び上がるほど痛い︒試合で

も食事がすめば走って道場に駆け付けた︒ の鉄拳が容赦なく背中をえぐる︒ある日

げ︑胴を打たれたら胴を外して試合をせ

相手の打突を躱せなかったりすると︑此
私は︑ぶうさん︵私たちは渋谷先生の事

よと言う︒相手の後ろから薙刀で尻をつ

時︑始業時間までみっちり稽古︑昼休み
修業後は勿論︑少し遅れても容赦なく叱

をそう呼んでいた︶の気配を背中に感じ

になると︑朝の登校は夏冬午前六時か七

声と罵声が飛んでくる︒

っ突く︒構わず小手でも胴でも打ってい
つんと後ろでにぶい音がして︑
﹁痛ッ﹂と

あたりに座っている剣士たちが互いに自

ぶうさんの怒りが頂点に達してくると︑

けと命令するのである︒

た︒
怒声が鉄拳に変わるのは間違いない︒

基本稽古は集団的に仕込まれ︑技の稽
一人の先輩に一人か二人の後輩が割り当

ぶうさんが頭を押さえている︒

古は専ら高等科の上級生の指導であった︒ 私は︑とっさに竹刀を振りかぶった︒ご
てられ︑後輩が強くならないとその先輩
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分の竹刀を後ろに引っ込める︒ぶうさん
は手当たり次第手近の竹刀を掴むと︑容
赦なく子供たちの尻を殴りつける︒数回

子供時代の剣道修業については︑この
辺りでとどめよう︒

や後では中学校に出掛け︑子供たちが高

校に進学するようになると高校の剣道場

に通った︒

内で職域剣道大会をやるから出場してく

間もなく昔の剣道仲間がやって来た︒﹁市

ない︒相手は子供であったり大人であっ

一週間に一回の稽古は現在でも欠かさ

以来︑今日までずっと稽古を続けてい

分の竹刀が崩れるのが剣士たちは嫌で竹

れ﹂と言うのである︒
﹁ちょっと待った︒

たり︒私の剣道の師匠は子供たちである

こ

る︒

刀を引っ込めるのだ︒

マッカーサー以来︑防具も捨てて剣道の

と言ってもいい︒

私が医師になり故郷に帰り開業したら︑

今の世の中では恐らく考えられない過

事は忘れているよ﹂と言ったら︑
﹁いや防

殴ると竹刀がグシャリと形が崩れる︒自

酷な訓練だった︒後で考えて︑きっと軍

具は準備する︒医者仲間で３人チームを

のり

つくるのに︑一人足りないから﹂と言う

回でパスしたのは︑かつてのぶうさんの

っかり身につけていたからだったと思う︒

指導の賜物だろう︒つまり基本動作をし
防具の付け方も忘れていたが︑何とか

かつての優勝チームの仲間だったＨ君

は︑小学校の教師になったが︑最後は東

たと言う︒そして︑六段になり七段に昇

京で校長を勤めた︒それまでは剣道防具

格した︒﹁ぶうさんに教えられた剣道の基

ところが︑図らずもその日︑我が医者

それ以後だ︑私の剣道意識が急に高ま

をつけることもなかったらしいが︑定年

ったのは︱︱︒新しく防具や稽古着︑竹

本動作が骨の髄から甦った﹂と彼も言っ

仲間が優勝してしまった︒瓢箪から独楽

刀を買い求め︑子供たちと稽古するよう

た︒

になってから急に思い立って竹刀を握っ

になった︒診療の合間をぬって︑小学校

である︒

しのぶっつけ本番だった︒

助けてもらって試合に臨む︒準備運動な

のである︒

その間︑何とか五段六段七段と夫々一

思ったほど︱︱︒

隊だってこんなに厳しくはないだろうと
全国大会で優勝しても︑嬉しさよりも
安心感が優先したのはそういう経緯から
である︒

の

こんにちは・ひとこと
きち

吉 野 則 子

若いころはピアノ︑フラメンコ︑
シャンソンなど洋ものばかり︒最近
は日舞︑長唄など邦楽にめざめまし
た︒老後の楽しみいっぱいです︒
︵小児科︶
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つの間にか子供たちの心の中に染み込ん

癖が判る︒指導者の立居振る舞いが︑い

業を見ていると︑その者たちの指導者の

そういえば︑子供たちの剣道の姿勢や

なと言うことらしい︒

後ノ初心﹂とは無理をして老醜をさらす

うぬぼれないように︑そして最後の﹁老

ノ初心﹂とは芸に慣れた中壮年になって

失敗を忘れるなと言う意味らしい︒﹁時々

きに応じて︑技を仕かけるのである︒

きになるらしい︒相手の僅かな剣先の動

と言う︒相手から見れば茫洋とした目付

相手の剣先と手元の拳に視線を合わせよ

供たちにも勝負に勝つことを強要した︒

私は︑昔自分が仕込まれたように︑子

若い頃から︑一陣の春風がさっと桜の

するようだ︒
大いに思い当たる節がある︒

どうも︑私の年代はこの三番目に該当

の二つの目を働かせて︑自分を相手より

れを﹁観の目﹂と言っているらしい︒こ

相手の呼吸や間合いや気合いを計る︒そ

覚︑味覚︑嗅覚︑つまり総合的な感覚で

するのは︑五感である︒視覚︑聴覚︑触

﹁観の目﹂とは何か︒相手の気配を察

でいるからだろう︒

全国大会でもある程度の成績を残さない

面を仕留めたい︒また﹁燕返し﹂のよう

花を散らすように︑剣の一振りで相手の

有利な立場に立たせなさいと言うのであ

と満足しなかった︒しかし今では︑負け

に返しの早業で相手の胴を奪いたいと夢

る︒言うは易く︑そう簡単にできるもの

惜しみかもしれないが︑勝つことよりも
基本に沿った剣道をと指導しているつも

見ていた︒それは今でも変わりはない︒

の目﹂だけではない筈だ︒
﹁観の目﹂が必

ところで﹁観の目﹂
﹁見の目﹂を持つこ

﹁観見自在﹂
︑これが難しい︒目には﹁観

要︒データを含めて︑視覚だけに頼った

とは︑医師としても大事なことではない

の目﹂と﹁見の目﹂の二つがあると︒相

﹁観の目﹂で患者さんの心の底まで見通

診察では正確な病状の把握はできない︒

しいと思う︒夢だけだったら老醜をさら

弥の﹁初心忘るべからず﹂の解説が載っ

手と対峙したとき︑相手の眼を見るなと

頭で夢みるくらいは世阿弥にも許してほ

この歳にとってはできもしない相談だが︑ ではない︒

り︒矢張り私の歳のせいか︒
さて話を年明けの﹁自戒五ヶ条﹂に戻
そう︒

ていた︒初心に三つの﹁初心﹂がある︒

は︑武道の心得で読んだことがある︒視

か︒病状を観察するのは︑必ずしも﹁見

﹁是非ノ初心忘ルベカラズ﹂
﹁それを

す必要がある︒
そこに︑
ケース バイ ケ

け出すこともないだろうから︒

時々ノ初心忘ルベカラズ﹂﹁老後ノ初心忘

点をどこに据えるか︑これは大きな問題

ースの難しさがある︒
ままならないのは︑

今日のある新聞のエッセイ欄に︑世阿

ルベカラズ﹂の三つ︒

だ︒相手の眼を見ないでどこを見るか︒

﹁是非ノ初心﹂とは若いころの成功と
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試合に臨んで
﹁先の気位﹂
に立つことは︑

次の﹁懸待一致﹂
︑これも問題である︒

を載断すれば︑
一剣天に倚りて寒し﹂
と︒

どんなものか﹂と尋ねた︒禅師は﹁両頭

広巌寺に極俊禅師を訪れ︑﹁生死の境とは

楠正成が湊川で討ち死にする前夜︑

超越したとき︑無刀流が達成されるとい

に達するということか︒それとも生死を

と謂う﹂と︒事理を極めれば無刀の境地

ずして心をもって心を打つ︑これを無刀

なきなり﹂
︑
﹁敵と相対する時︑刀に依ら

勝つための必須条件である︒いずれも負

正成はそれを聞いて翻然として悟るとこ

恐らく︑私は一生こういう境地には近

こんな話が載っている︒

けたくないから︑互いに先の気合いで臨

ろがあり︑利のない戦いと知りながら︑

寄れないだろう︒竹刀剣道では無理な話

剣の道だけではない︒医の道もまたしか

んでいる︒互いに相手より先に打ってい

勇躍戦場に赴いたという︒この禅語の意

である︒

りである︒

こうという気分である︒そこで﹁ここ一

理﹂
の二つを修行せねばならないと言う︒

味は私には到底理解しがたい︒
剣道は
﹁事

﹁自戒五ヶ条﹂も︑この辺りで﹁夢の

うことか︒

﹁機先を制する﹂こと︒相手が出ようと

五ヶ条﹂に切り替えて︑専ら老醜をさら

け出さぬよう精いっぱい努めねばなるま
い︒

会場は﹁ＪＣⅡフォトサロン﹂東京都
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番﹂の業は﹁先先の先﹂である︒つまり

前号の訂正

そして﹁無刀とは何ぞや︑心の外に刀

ところに妙所があると︒

する瞬間を狙って先に打つのが上手の技︑ 事は技︑理は心である︒事理が一致した
相手の出端を挫くことである︒
打って出ようとするその瞬間に︑隙間
勝つための手段である︒逸る気分を抑え

巻 春季号 通巻５９

て訂正します︒

ご迷惑をおかけしました︒お詫びし

８号 の春季号は冬季号の誤り︒

▽表紙 第

▽ 頁 石井光子氏の﹁こんにちは・ 千代田区一番町 番地 です︒
ひとこと﹂専門を歯科に訂正します︒ ▽同 最下段の発行所の住所で小平
氏とあるのは小平市の誤り︒
頁の飯田文良氏の

25

が生じる︒
その隙間を辛抱強く待つのも︑
ながら︑そして先の気分をゆるめないで
待つ︑それが﹁懸待一致﹂である︒

▽年賀広告中︑

アルプスの峰かがやきて初御空

俳句は

▽表３︵裏表紙の内側︶医家写真展の

初御堂は誤りでした︒

﹁波立たぬ﹂
というのはそういう事だと︑

逸る気分を剣先に悟られてはいけない︒

66

私は理解している︒血気に逸る人ほど︑
待つ事が苦手のようだ︒
次に移ろう︒山岡鉄舟の﹁剣禅話﹂に

54

37

