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第 50 回ドクターズファミリーコンサート
2011 年 8 月 28 日（日） 新宿牛込箪笥区民ホール
開演：15 時 30 分～

今年のドクターズファミリーコンサートは今までと少し思考を変えて、今まで
の伝統を残しながら、新しい試みにも挑戦してみました。
まず、司会に玉澤明人（たまざわあきひと）さんを起用しました。玉澤さんと
は、玉澤さんのコンサートで知り合い、今は週に１度ボイストレーナーとしてお
世話になっています。
今回この第 50 回ドクターズファミリーコンサートにおいては、舞台の企画・
構成・司会に至るまですべてお手伝いいただき、大変お世話になりました。
そして、プロのテノール歌手である、ロベルト・ディ・カンディドさんにも御
出演いただきました。ロベルトさんは、今年の４月３日に行った日本医家芸術ク
ラブの『東日本大震災チャリティーイベント』に友情出演していただき、素晴ら
しい歌声と魅力的な人柄で多くの人を魅了しました。今回のコンサートでもその
歌声を多くの方に聴いていただきたく、依頼し、快く御出演いただきました。
今後もこのドクターズファミリーコンサートを盛り上げるべく、伝統と変革を
バランスよく取り入れ、より多くの方が楽しめる様なコンサートにしていきたい
と思っています。
みなさまのご協力よろしくお願いいたします。 （白矢勝一・関係者一同）

回ドクターズファミリーコン

司会：お待たせいたしました。ただいま

より第

サートを始めさせていただきたいと思い

ます。私、本日司会を務めさせていただ

きます、玉澤明人と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

まず始めに開会の挨拶がございます。

洋楽部委員、萩野仁志先生から開会のご

挨拶をお願いいたします。

-2-

50

回

コンサートを見に来ていただき、ありが

です。今日は貴重なお休みにわれわれの

萩野：みなさまこんにちは。委員の萩野

まで楽しんでください。

いただきました。それではみなさま最後

た先生の代わりに私がごあいさつさせて

思います。本日は急きょ体調を崩され

お力をお借りしながら続けていければと

しょうか。ではみなさんで夏の思い出を

でしょうか。歌詞のご用意はよろしいで

元の歌詞のプリンを開いていただけます

さまと一緒に歌いたいと思います。お手

部美也子さんです。さて、この曲はみな

とうございます。このコンサートも

司会：それではまずはじめに『みんなで

だけ発声練習を兼ねて歌ってみたいと思

歌っていきたいとおもいます。まず１番

を迎え節目の回です。諸先輩方の築き上
げた歴史を受け継ぎ、よりみなさまがた

歌おう』曲は『夏の思い出』
。リードは刑

１．みんなで歌おう
夏の思い出
リード 刑部 美也子

に楽しんでいただけるようにみなさまの

います。そのあとに１番から最後まで歌

いたいと思います。よろしくお願いしま
す。

では『夏の思い出』です。

毎年ファミリーコンサートの始まりは

会場全員での合唱。今回もなつかしく素

敵な歌を選曲していただき、会場一帯と

なって歌声を響かせました。
（ｓ）

司会：続きましてお送りいたしますのは、

マンドリンアンサンブルによります演奏

です。まずはメンバーの紹介をさせてい

ただきます。第１マンドリン、亀岡智子

先生。第２マンドリン、木内徴子先生。
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のマンドリンアンサンブルのメンバーは

先生。キーボード中山真理さんです。こ

バンドが笹美智子先生。ギター高橋妙子

り「ビビディバビディブー」ピーターパ

ます。ピノキオより「星に願いを」眠れ

アニメーションより５曲おおくりいたし

の曲目は懐かしいメロディ、ディズニー

た。
（ｓ）

より一層ディズニーの世界が広がりまし

でしょうか。先生方の息の合った演奏で

が浮かんできた方も多かったのではない

は耳にしたことのある音楽。そして映像

月にはク

ンより「右から二番目の星」白雪姫より

る森の美女「いつか夢で」シンデレラよ

周年を迎え、

お聞きいただきまして、中山さんに少し

「ハイホー」
。
メロディがきれいで楽しい
曲ばかりです。ディズニ

います。どうですか？今日は上手にでき

演奏が終わった感想をお聞きしたいと思

司会：マンドリンアンサンブルの演奏を

学生時代の同級生で、卒業後、 年がた
回。昨年は

ち結成されたメンバーです。練習は月１

30

12

リスマスコンサートを開きました。本日

ーの映像を思い浮かべな

ましたか？

れる音色がディズニーの

中山さん：毎年、同期会というかクラス

ですか？
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がらお聞きください。そ
れでは準備が整いますま

したが、本番はなかなかよくひけたんじ

中山さん：始まるまではとても緊張しま
―それでは準備が整いま

ます。

ゃないかと思います。ありがとうござい

司会：とってもすてきでしたよ。あの、

したので、マンドリンア
す。よろしくお願いしま

年あいてまたやろう

年たたれてから結成されたと

卒業後

いうことで、その

美しいメロディを奏で会

会をやっているのですが、そのときにた

と思ったきっかけというのは何かあるの

30

30
場を魅了しました。一度

マンドリンの情緒あふ

す。

ンサンブルのみなさんで

で少々お待ちください。

２．マンドリンアンサンブル
編曲：中山 真理
亀岡 智子・木内 徴子・笹 美智子・高橋 妙子
①ピノキオより「星に願いを」
②眠れる森の美女より「いつか夢で」
③シンデレラより「ビビディ・バビディ・ブー」
④ピーターパンより「右から二番目の星」
⑤白雪姫より「ハイ・ホー」

33

年

またま楽器を持ってあつまりましょうか、
という話があって、それから始まり
目になります。
年やっているという

年

34
30

年前に卒業されたということ

後に結成されて

司会：といいますと、数えますと、
ことは

グループでございます。どうもおつかれ

ますテノール独唱です。お送りします曲

司会：つづきまして、浅野尚先生により

マリーが浮かんでくるようです。
（ｓ）

りがとうございました。

は、
「さびしいカシの木」
「ラ・パルメラ」

さまでした。みなさますてきな演奏をあ

ソプラノ独唱です。歌っていただきます

司会：続きまして、青木明子さんによる

の木」は、作詞やなせたかし、作曲木下

に聞いていただきます曲「さびしいカシ

「月の光は」以上３曲になります。ピア

「踊れ喜べ幸いなる魂よ」以

牧子によりますしっとりした名曲です。

曲は、作曲ジョルダーニによる「恋しき

上３曲をおおくりいたします。

ノ伴奏は西島麻子さんです。まずはじめ

ピアノ伴奏は只野なつきさん

歳をとり、さびしいことになれてしまっ

…と、いったそんな深い詩の世界と、抑

歌う歌で、
調子の良い曲です。

が大好きなマリーという娘が

は』も歌詞にもあるように「ああ 月の

よくでていましたし、３曲目の『月の光

しいカシの木』はカシの木の物悲しさが
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君」
。オペラ連隊の娘より「連隊の歌」
。

です。それではどうぞ。
透明感のある素敵な歌声で

たります。それでは浅野先生、どうぞよ

制のきいた自然なメロディが心にしみわ

たカシの木がほほえみながら立っている

た。ゆったりした曲、テンポ

浅野先生のやさしい歌声が心にしみわ

ろしくお願いたします。

３曲を披露していただきまし
の良い曲と私たちを飽きさせ
隊の歌』は、フランス軍隊第

たる素敵な独唱でした。１曲目の『さび

ない選曲でした。
３曲目の
『連
連隊に育てられてきた、歌

連隊の中で可愛がられていた

21

34

になるんですが（笑）とても歴史のある

３．青木 明子（ソプラノ） ピアノ 只野 なつき
①恋しき君
作曲ジョルダーニ
②アレルヤ モテットKV165「踊れ、喜べ、幸いなる魂よ」より
作曲モーツアルト
③連隊の歌 オペラ「連隊の娘」より 作曲ドニゼッディ

64

光は輝きて あまねく草の葉にふりそそ
げども 泣き濡れし涙の泉 うるほすに
よしなし」と情緒ある素敵な世界に引き
込まれました。
（ｓ）
司会：つづきましては、岩崎哲先生によ
りますギター独奏です。このドクターズ
ファミリーコンサートも今回でちょうど

で伴奏ができる…ということに魅力を感

岩崎先生：自分でメロディをひいて自分

うのはなにかあるのですか？

数えますと、なんと半世紀

じました。

回目です。第１回目から

になります。次に参加させ

司会：あの…失礼ですが、お歳はおいく

つでいらっしゃるのでしょうか？

１回目から１回も休まずご

参加されております。これ

岩崎先生：

歳になります。

まで数々の名曲をご披露い

ただきましたが、今回

の２曲を演奏していた

５．岩崎 哲（ギター独奏）
①ボレロ
作曲Sidney platen
②ロマンス
作曲Paganini

は
「ボレロ」「ロマンス」

だきたいと思います。
準備が整いましたら少
しお話をうかがいたい
と思います。

司会：岩崎先生、 年です。いっ

ギターを始められたきっかけとい

司会：すばらしいです。ちなみに

んですが…

岩崎先生：一〇〇曲はあると思う

らいあるんですか？

すか？練習した曲も含めてどのく

たい持ち曲は何曲くらいあるんで

50
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ていただく岩崎先生は、第

４．浅野 尚（テノール） ピアノ 西島 麻子
①さびしいカシの木
作詞 やなせたかし
作曲 木下 牧子
②ラ・パメルラ（子鳩） ボローニャ地方民謡
編曲 Ｖ、デ・メリオ
③月の光は
作詞 鈴木 松子
作曲 平井 康三郎

94

よりますソプラノ独唱です。 歳を過ぎ

も変わらない見事な指使いで見事な演奏

界へいざなってくれました。歳を重ねて

の歴史を感じさせる深みのある独特な世

ら」
、オペラ「トゥーランドット」より「氷

曲、オペラ「ボエーム」より「さような

すてきな歌声です。曲はプッチーニの作

てから声楽を始めたとは思えないほどの

岩崎先生のギター演奏は、先生ご自身

司会：本日はボレロ・ロマンスと２曲ひ
をしてくださいました。
（ｓ）

――会場から大拍手が送られた――

願いいたします。

します。
ピアノ伴奏は山田恵里さんです。

のような姫君の心」２曲をおおくりいた

いてくださるということで、よろしくお

司会：つづきましては、大坪公子先生に

それでは大坪先生、よろしくお願

いいたします。

迫力のある声量

観で２曲を歌い上

げました。女性な

らではのやさしさ

や強さが表現され

たすばらしい独唱

でした。
（ｓ）

司会：続きまして、

女性コーラスのみ

なさまです。元コ
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とすばらしい世界

７．女性コーラス
ピアノ 刑部 美也子
①浜辺の歌
作曲 成田爲三
②春へのあこがれ
作曲 モーツアルト
③谷間のともしび
作曲 リョンズハートとヴァンガボンズ

それでは岩崎尚先生で「ボレロ」
、よろし
くお願いいたします。

６．大坪 公子（ソプラノ） ピアノ 山田 恵里
①さようなら（ミミの別れ）オペラ「ボエーム」より
Donde Lieta 作曲プッチーニ
②氷のような姫君の心も オペラ「トゥーランドット」
Turandot
作曲プッチーニ

さん、アルト・小川昭子さん、矢部泰子

す。ソプラノ・広瀬珠恵さん、宮崎洋子

ーロキアのメンバーで構成されておりま

了承くださいませ。

とても残念でございますが、みなさまご

急きょご都合により欠席となりました。

司会：バイオリン独奏の中村雄彦先生が

ラノの二重唱です。歌っていただきます

司会：つづきましては、バリトン・ソプ

辺の歌」
、モーツアルト作曲の「春へのあ

すソプラノ独唱です。女子医大の学生時

つづきまして、加茂和子先生によりま

曲「フィガロの結婚より」
、そして「ホフ

ノ、中山倫子さんです。モーツアルト作

のは、バリトン、菊地鐐二先生。ソプラ

き込まれた１曲であった。
（ｓ）

さん、砂井馨さん、そしてピアノ伴奏は

こがれ」
、そして３曲目は「谷間のともし

代に習っていた声楽を３年前に

刑部美也子さん。
曲は成田爲三作曲の
「浜

び」です。それでは女性コーラスのみな

再開されました。今月の８月７
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日には声楽のお師匠様でもあり
ます井田康子先生の門下生で行

ではおききください。どうぞ。
水の精ルサルカの美しく、そ
して悲しくも残酷な世界を歌っ
た『白銀の月よ』を見事に歌い
上げ、情緒あふれる世界へと引

９．加茂 和子（ソプラノ） ピアノ 笠松 大潤
①白銀の月よ オペラ「ルサルカ」より チェコ語版使用
作曲アントン・ドヴォルサーク

さま、よろしくお願いいたします。
いつも素敵なハーモニーを聞かせてく

出演されました。本日はオペラ

われたオペラ「あすか」にも御
「ルサルカ」より「白銀の月よ」

れる女性コーラスのみなさん。今回も息
の合ったすばらしい歌声で会場を魅了し

を歌っていただきます。ピアノ

分 ―――

伴奏は笠松大潤さんです。それ

せてもらいました。
（ｓ）
分間ほど休憩に

ました。
『浜辺の歌』などなつかしく聴か

司会：さあではここで

い。
――― 休憩

すので、それまで休憩をとられてくださ

はいりますので、次は５時から始まりま

15
15

マン物語」より「バルカローレ」です。
ピアノ伴奏は長谷川由希さんです。それ
ではどうぞこちらへ。
話を聞きたいと思いますけれども、今日

司会：曲につきまして少し菊地先生にお
歌っていただきます曲というのは…
菊地：モーツアルトはいくつかオペラの
曲をかいておりますが、いちばん有名で
楽会などで演奏されるのが「フィガロの

ここでは紹介しきれませんでしたが、曲
の情景を細かく説明してくださった菊地
先生のおかげで、この曲のもっている世
界へ入り込めた素晴らしい時間でした。
（ｓ）
司会：それではつづきましては、高野征

の千草」
。
高野先生は先日アイ

ルランドに行かれたというこ

とで、少しお話をおうかがい

したいなと思うんですが、よ

ろしいでしょうか？

高野：つい１週間前に帰って

きたんですが、アイルランド

というのはすごく風が重いで

すね。

司会：風が重い？

高野：ずーっと吹きっぱなし

なんですよね。

司会：そうですか

高野：そこである銅像にあっ

たんですよ。その銅像がトーマスムーア

といいまして、それは日本の「庭の千草」

の作詞家なんです。僕が選曲したのと偶

然合いまして、
「庭の千草」日本の歌詞と

曲のイメージが少し違うんです。『真の心

が枯れて愛する者なくして誰が一人生き

られようか』このような詩に対して曲を

作ったんです。
「庭の千草」っていうのと
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結婚」でございまして、込み入った内容
ではありますが、フィガロとスザンナが
結婚する予定なんですが、あてがわれた
部屋が、スザンナは両親と部屋が近いこ
とを非常に心配していますが、フィガロ
はそのあたりをよくわからないので、こ
んなにいい部屋はないじゃないかと喜ん
でいる…最後にでてきます『ピアンピア
ーン』という言葉は諸説ありまして、私
もよくわからないところです。
司会：ありがとうございました。それで
はどうぞお聞きください。

夫先生によるフルート演奏です。
曲は
「庭

10．菊地 鐐二（バリトン）
ソプラノ：中山 倫子 ピアノ：長谷川 由希
① フィガロの結婚より 第1 幕二重唱
作詞ボーマルシェ 作曲モーツアルト
②ホフマン物語より「バルカローレ」
作詞ジュール・パルビエー 作曲ジャック・オッフェンバック

司会：ちょっと意味合いが違いますよね。

ちょっと違いますよね。
想像しながらお聞きいただきたいと思い

司会：みなさんもそういったイメージを

なんとも運命めいたエピソードを聞いた

の曲の作詞家の銅像と出会われるという

まれた時間でした。出かけた先で偶然こ

ただきました。
（ｓ）

がら素敵なフルートの音色を聞かせてい

あとだけに、自分なりの情景を浮かべな

ます。
それではよろしくお願いいたします。

高野：そういうところの風土で最後に庭
に１本だけさびしげに咲いていると…そ
ういう状況と詩の文句がぴったりかなと。

フルートの音色がとても心地よく響き、
これまでとはまた違った世界へと引き込

――― 休憩５分 ―――

つづきましては、木下優奈さん

によりますコリアンダンスです。

曲目は「アリラン」
。ピアノ伴奏

どうぞお楽しみください。

は萩野仁志先生です。それでは

いくつか舞台を踏んでいるだ

けあって、とても美しいダンス

ンサートというだけでなく、目

でした。今までの耳で楽しむコ

で楽しむこともできて、世界を

ひろげてくれました。
（ｓ）
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司会：はい、
お待たせしました。
12．木下 優奈（コリアンダンス） ピアノ 萩野 仁志
アリラン

そうすると曲の意味がわかってくるかな、
と。

11．高野 征夫（フルート演奏）
ピアノ 竹内 綾
「庭の千草」
変奏曲The last rose summer
作曲 Kasper Kummer

司会：それではつづきまして、白矢勝一
先生によります歌唱です。曲目は「あな
た の す べ て を 」「 love is many
」２曲歌っていただき
splendored thing
たいと思います。それでは白矢先生どう
ぞお越しください。…白矢先生？白矢先
生？
――会場がざわめく――
あ！あそこにいらっしゃるのは！（客

ます。

白矢先生：あなたのすべてを

きに拍手はもらえたので、なんとかなっ

覚えていませんが（笑）歌い終わったと

好で出演したいと思います。
（笑）

（ｓ）

勝一先生でした。

司会：おつかれさまでした。白矢

司会：続きまして、はぐどばんに

よりますバンド演奏です。今回は

しての演奏となります。あらため

クラリネットの飯塚先生を迎えま

ましてメンバーを紹介したいと思

います。まずピアノ演奏、萩野仁

志先生です。つづきまして、ベー

ス、
多田文信さんです。
ドラムス、

有吉拓さんです。それではお呼びいたし

ます、
クラリネットの飯塚崇志先生です。

どうぞお越しください。

今日、演奏してくださいます曲は、
「シ

ャレード」
「マスカレード」２曲続けてお

楽しみください。

バンド音楽という、クラッシックとは
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席をさして）なんと客席から登場でござ
います。すてきですね（笑）どうぞこち
らへ
白矢先生：私、初めての参加でございま
な格好ででてまいりました。

す。だから目立たない様になるべく地味
――会場大爆笑――
司会：ではこの地味な格好で歌っていた

司会：曲にぴったりの衣装だと思います

たのかと思います。来年は、たくさん練

初めての出演でとても緊張してなにも

けれども…（笑）それでは私も一緒に歌

習して、今年よりももっとより地味な格

だきます曲は…

わせていただきます。よろしくお願いし

13．白矢 勝一（歌唱）
①love is many splendored thing（映画『慕情』より）
②あなたのすべてを

でも片手に持って聞きたくなりま

素敵な演奏ですね。なんかワイン

うございました。いや～ほんとに

て素敵だな、その場の空気をガラッと変

くことができまして、あらためて音楽っ

私も今日、いろんなジャンルの音楽を聴

ました。

える不思議な力があるとあらためて感じ

それではすこし萩野先生にお話

したけれども。

きます曲はですね、ロベルトディカンデ

さあ、では続きまして、お聞きいただ

萩野先生：みなさま本日はありが

ィドさんによるテノール独唱です。演奏

を伺いたいと思います。
周

たんですけれども、こういうのも

っとクラッシックばかりやってき

年を迎えたので、まあちょっとず

です「ベサメムーチョ」
「想いの届く日」

は「イパネマの娘」これ私は大好きな曲

ていただきます。歌っていただきますの

はこのままはぐどばんのみなさまにやっ

とうございます。医家芸術も

いいかなと思って。僕らのバンド

ル歌手としてご活躍されています。９月

す。ロベルトさんは藤原歌劇団でテノー

この３曲を歌っていただきたいと思いま
普段やってることも、え～、今ク

は
「はぐどばん」
というんですが、
ラシック離れが進んでいるので、古典の

日土曜日みなとみらい小ホールにて
ただけたらなと思って、今日は参加させ

のあるかたは足を運んでいただけたらと

コンサートを行うそうです。ぜひお時間

曲をジャズにしていろんな方に聞いてい
ていただきました。素人のかたもプロの

さすがプロの歌手だけあって、声量も

ぞ。

思います。それでは、ロベルトさんどう
ものになりますよね。
司会：やはりバンドがありますとサウン
ドというものに世界観がありますよね。
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50

かたに手伝っていただくととても楽しい

24

また違う、魅力的な世界へと連れて行っ
てくれた演奏でした。このあとの司会者
の言葉にもあるように、お酒が似合うよ
うな大人の粋な空間へ、一瞬にして会場
が変わった。音楽のもつすばらしさに改
めて感動したひとときでした。
（ｓ）
司会：はい、素晴らしい演奏をありがと

14．バンド「はぐどばん」
萩野 仁志（ピアノ演奏） 飯塚 崇志（クラリネット）
多田 文信（ベース） 有吉 拓（ドラムス）
①シャレード
②マスカレード

歌声もすばらしかったです。会場の誰も
が魅了され、歌声に釘付けでした。選曲
もなじみのもので、とても楽しいひとと
きでした。ロベルトさんが出演してくれ
たおかげでこのコンサートもより一層引
き締まったような気がします。
（ｓ）
司会 ：ロベルトさんおつかれさまでした。

いですか？

話を少しお聞きになりたいんじゃな

でした。みなさまロベルトさんのお

そしてバンドのみなさんお疲れさま

さい。

ロベルトさん：ぜひみなさまお越しくだ

もがんばってくださいね。

司会：そうですか。では次のコンサート

んと私はほとんど年齢が一緒なんで

さっき裏でお話したらロベルトさ

バンドのみなさんもどうもありがとうご

司会：どうもありがとうございました。

分間の休憩に

分 ―――

司会：それではどうぞよろしくお願いい

――― 休憩

なります。

はい、それではここで

ざいました。

すけれども（笑）どうやったらこん

な貫禄がでるのでしょうか。
（笑）ロ

ベルトさんは７ヶ国語をしゃべれる

ロベルトさん：子供のころからいろ

うになっていたことに気がつきました。

なにたくさんの国の言葉をしゃべれるよ

かったのですが、大人になってからこん

のことだと思っていたので特に考えてな

な演奏を聴かせてくれました。
（ｓ）

であろうなかで、とても息の合った素敵

ばらしい。合同の練習時間が少なかった

オーケストラの迫力というのはやはりす

となり、
すてきな曲を奏でてくれました。

みなさんそれぞれの音がひとつの音楽

司会：医家芸術オーケストラのみなさま、

手ですし。日本に来られてどのくらいに

せるようになりました。それが自然

たします。

そうですね？

10

んな言葉を聞いていましたから、話

10

司会：そうですか。日本語もとてもお上
なるんですか？
ロベルトさん：８年ちょっとです。
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すよね。びっくりしてしまったんで

15．ロベルトディ カンディド（テノール）
伴奏 バンド「はぐどばん」
①イパネマの娘 ②ベサメ ムーチョ ③想いの届く日

どうもありがとうございました。
以上を持ちましてすべての演目が終了い
たしました。最後に閉会の挨拶を小川昭
子先生にお願いしたいと思います。小川
先生どうぞ。
小川先生：みなさま今日はせっかくの日
曜日に大勢いらしていただいて、本当に

楽の勉強もなさってすばらしい

方は日常の医業をされながら音

ありがとうございました。先生

あるかと思いますが、ご容赦くださいませ。

したため、聞き取り間違い、ニュアンスの違いなど

※注：コンサートの様子を録音し、後日文字におこ

か、歌とか、コリアンダンスと

かいろいろ楽しいことがあった

と思いますが、みなさんも楽し

んでいただけたらとてもうれし

協力のもと会を開くことができ

く思います。いろいろなかたの

ました。ありがとうございまし
た。みなさまお帰りもお気をつ
けて、そしてぜひ来年もいらし
ていただけたらと思います。あ

りがとうございました。
司会：それでは以上を持ちまして、第

回ドクターズファミリーコンサートを終

50
了いたします。どうもありがとうござい
ました。

- 14 -

ですね。またプロの方の演奏と

16．医家芸術オーケストラ
指揮 近藤 淳子
①ディベルティメントより 第二楽章（管楽合奏）
②モテット、アベベルムコルプス（合唱つき）
作曲モーツアルト
③メンデルスゾーンの序曲 「真夏の夜の夢」

せていただきます。日

それでは僭越ですけれ

になるかと思います。

た。もう五十年くらい

すけれど細々とね。孫相手に。

てます。
（笑）あとスキーはまだやってま

は『たこあげ』です。たこあげ毎日やっ

です。その次はマジック。その次は、今

で大いに遊んでます。一番の遊びは『絵』

白矢先生より挨拶

ど、乾杯の音頭をとら
本医家美術展の益々の
発展とご出席の先生方
の健康を願って、乾

てありがとうございます。今日はざっく

白矢先生：今日はお集まりいただきまし

ばらんにかたくない会にしたいと思いま

す。あと今日は先生をお呼びしましてそ

れぞれの絵の評を述べていただこうかと

安彦先生の音頭に

歳の頃、２年カットして

塞をおこすかもしれない。平均寿命が

藤島先生：藤島です。絵を描き始めて五

思っています。

より乾杯。懇親会が始まる。

行こうという人生プランをたてたんです。

歳であの世へ

まったんですが、それもとっておりまし

その前には広島の綜芸という雑誌から始

あとはいつ逝ってもいいかなという感じ

になりまして、６年間生き延びたので、

てくれないかと頼まれたものですから…。

日は白矢先生から何かひとことしゃべっ
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杯！
―― 乾杯 ――

年。だか

安彦先生：私、重い病
気になって

安彦先生：横浜の安彦でございます。こ

十年…いやもっとなるかと思いますが。

78
82

76

画家・藤島先生より挨拶

の展覧会はもう五十何回か出品しており

なにが話しできるかわかりませんが、今

らいつ心筋梗塞か脳梗

32

歳

【16 日 美術展懇談会】

して死ぬと。
（笑）ところが本年で

ギャラリー銀座『悠玄』にて

（笑）普通の健康な方より２年だけ若く

2011 年 10 月 14 日（金）～ 16 日（日）

まして、
式場先生健在のころからですね。

第 59 回 医科芸術展

か言えませんが…。いつも感心するのは

たんですが、まあ２、３気付いたことし

とで何かしゃべってくれないかと言われ

先生方の作品も見ています。そういうこ

ほうの展覧会などがあれば見ています。

付き合いするようになりまして、絵画の

てはいるんですが、最近は白矢先生とお

この医家美術展はすいぶん若いころも見

なんかもお話しいただけたらと思います。

ご自分の描かれた絵について、あと近況

白矢先生：それでは自己紹介を兼ねて、

とみております。

また新たな発展があるんじゃないかな、

とつなにか一歩切り込みがあるとですね、

すね。ただその中にもうひとつ、もうひ

親しみやすさにおいてはあると思うんで

いう点ではむしろみなさんたちのほうが

いるのではないかと思っています。そう

かせていただいております。天瀬裕康と

まして、もっぱら小説、ときどき絵を書

岡山です。医者のほうは息子に丸投げし

申します。昭和６年生まれです。大学は

ますが、広島からまいりました、渡辺と

渡辺先生：最初に挨拶とは僭越でござい

な本も書かれています。
渡辺先生どうぞ。

いてすごく尊敬しているんです。いろん

師の務めということでずっと活躍されて

すね、原爆がおとされまして、広島の医

いうペンネームで書かせていただいてお

んですね。よく描けてる先生が多いと思

あと、今日はわざわざ広島から渡辺晋先

我々よりうまいのではないかと思ってる
います。ただ少し物足りないというのは

ります。医家芸術のほうにも天瀬裕康で

投稿しております。今回の絵もサインは

生にお越しいただきまして、渡辺先生は
医家芸術の本のほうでもたいへんたくさ

で描いておりまして、本名の
H.Amase
ほうがでていないので紛らわしいかもし

ですね、もう少しアクションがあってい
いんじゃないかと。もう少し切り込みで

さわりの一部だけ先生の絵の意味が書か

れませんが。

ん文章を書いていただきまして、今日は
れていますので、よろしかったらみてく

のか、そういうのが出てくるんじゃない
かと思うんですが。これは僕たちのわが

ださい。

すね。そういうものが意外な魅力という

ままかもしれません。僕たちは変わった

を見ながら――

――出展作品『移動劇団さくら隊壊滅』
――印刷物を配る――

渡辺先生：この絵のもとになっているの

ことばっかりやってるものですから。な

白矢先生：私の知っている限りの渡辺先

は、戦争中に軍の要請で演劇が全部移動

んか現代絵画というのは大衆よりちょっ
かりにくくなっていて、あまり絵画のも

生をご紹介したいと思います。広島はで

と離れたところがありましてですね、わ
ってる力というのが示せなくなってきて
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入ったような黒もよかったな、そうすべ

きだったかなと思いました。油絵のいい

日に

死亡いたしました。そのような物語を舞

ところはまた修正ができるところですか

の総力をかけて診ましたが、８月

れておりました丸山貞夫がさくら隊とい
台化をイメージして描いた作品でござい

ます。家内はいつもパステル画でござい

ら。
（笑）私の家内も一緒に出品しており

劇団になりまして、新劇の団十郎と言わ
年くら

そのようなことで、今回この作品を出さ

ます。絵としてはつたないものですが、

うのを作りまして、それが昭和
いから広島にきまして、各地を回って慰

ますが。こういう会に出品するのはみな

白幡先生も今日は来られています

らでございます。私は家内と喧々諤々や

を糧に向上したいという気持ちがあるか

点を指摘していただいて、そして、それ

さまの前にさらけ出して自分の絵の問題

死。それから団長の丸山貞夫は助けられ

ラブの会員になりまして、まだ４、５年

白幡先生：白幡と申します。医家芸術ク

だった太田怜。現在の医家芸術クラブの

ころに会ったのが、当時医学部の２年生

よくわらなくてうろうろしていましたと

東京に逃げていきました。東京の様子が

仲みどりといいまして、汽車でなんとか

たばた死にます。最後に残りましたのは

日と続けてば

逃げていきます。そこで宝塚の先輩の家

した。それからその中の２人が神戸まで

て（笑）僕もそれを聞いたときに「なる

は黒がいいんじゃないか」とおっしゃっ

きに、白矢先生がぱっとみて「この背景

を白矢先生のギャラリーに持ち込んだと

のまま出品してしまいました。その作品

まともでないんですが、時間がなくてそ

なかいい絵が描けなくて、今回もあまり

人物一辺倒で作品を出しています。なか

この会に出品したのも４、５年。いつも

というところでございます。したがって

せんが、これからもどうぞよろしくお願

っています。たいしたキャリアはありま

信吾先生という先生にいつも教えてもら

という絵を出しました。私は独立の今井

います。
（笑）私は今回『三美神と裸婦』

ていつも笑ってごまかしてる次第でござ

持たないんですよね。まあその差だよっ

教室に通ってる。僕は月に１回しか筆を

てるんですが。家内は非常に熱心に絵画

腕が良くて、デッサン力があって、優れ

るんですが、どうも家内は僕よりずっと

日

委員長の太田先生でございます。その太

ほど」と思ったんです。黒もいいな、と。

で死ぬんですが、

田先生が鈴木外科へ行こうと連れて行き

いいたします。

しまして、終戦の次の日の

日に死にま

せていただきました。

問ということでやっておりましたが、９

24

て舟で宮島に行きますが、原爆症を発症

黒く描いたのは全部女性なんですが、即

名の団員の中５名が即死。この真ん中に

19

まあ黒じゃなくても紫がかったブルーが

21
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16

入院することになりました。日本の医学

20

つづいて安彦先生のご挨拶
そのとき「安彦さんマジックやってんだ

は大森先生は抽象画を描かれていたので、

てます。２、

んですが、毎朝ラジオ体操をそこでやっ

うパークへ行きます。今日も行ってきた

人でやってます。で、そ

ったら奇術部に入れよ」って。それで医

かる――

――綜芸は岡山から出てます。と声がか

じゃないかと思ってるんです。

ら日本医家芸術クラブの発祥が僕は広島

芸時代から加わっておりまして、ですか

す。そんなところでもっぱら遊んでます

とマジックとたこあげを趣味でやってま

はいろいろ遊びがありますが、やはり絵

消滅。だから今は奇術部はないです。私

森先生が亡くなられてから、それが自然

ャンクラブってやつを作って。だけど大

会をやってたんですよ。ドクターマジシ

家芸術クラブに奇術部を作って毎年発表

とか金の紙を刻んで張り付けたりしまし

してそれを張り付けたり、それから銀紙

では面白くないので、手芸品から色々探

て数年前から描き始めました。絵具だけ

う見てるので、花火を描こうかなと思っ

火大会があるんです。それでしょっちゅ

ってます。そこで毎年年に３回くらい花

のあと風のあるときはそこでたこあげや

安彦先生：横浜の安彦です。僕は広島綜

安彦先生：あ、岡山ですか？僕は今まで

ひとつは砂漠を描きまして、もうひとつ

３つ並べた絵です。
あと２点出しまして、

話になっています。私の１枚はこの壺を

住んでいます。僕も４、５年前からお世

鈴木啓之先生：鈴木と申します。川口に

白矢先生より鈴木先生のご紹介

ます。以上です。

色々あるのを使ってみようかと思ってい

た。今度は日本画の画材で金粉だとか、
今回の作品は花火で、毎年毎年りんこ

が、よろしくお願いします。

あ、それからどういう話があったのかは
知りませんが、式場先生が芸術クラブを
作ろうじゃないかと。それで雑誌を『医
家芸術』という名前にして全国に。だか
らやはり医家芸術クラブの発祥は美術部
から発祥したと思うんです。それで、途
そのあと奇術部っていうのもできたんで

中洋楽邦楽それから写真部、
できまして、
すよ。大森先生が東京アマチュアマジシ
ャンクラブの会員で、医家芸術クラブで
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30

広島だと思ってました。そうですか。ま

安彦 洋一郎 「花火みなとみらい」

も外国の写生からおこした絵です。実は

は月が出ている絵を描きました。いずれ
絵はもう晴れてきて雪は溶けてしまって

上に雪が積もってという時でした。この

た。雪が降った後だったんですが、桜の

違いますが、東北の仙台から出てまいり

まして、隅坂先生のような有名な方とは

櫻井先生：実は私も整形外科医でござい

櫻井先生のご挨拶

今年の春、日本医学会総会が開かれて、

谷の紅葉です。まあそんなとこで、ちょ

ました。この度の震災の時には皆様に宮

いますが。もうひとつは千葉県の養老渓
っとした時間を利用して旅行をして景色

城県の医師会に義援金を頂戴いたしまし

定で、白矢先生と場所の下見まで行った
んですが、３月１１日の震災で医学会総

などを描かせていただきました。よろし

てお礼を申し上げます。 万円という大

東京フォーラムで美術部は展示をする予

会が中止になりまして、その代わりにシ
くお願いします。

日でご

ざいました。 日にはさっそく白矢先生

枚でございました。震災は３月

榎本先生：榎本と申します。茨城から来

食事中に描きます。ハガキだとポケット

人物を描くのが好きなもので、旅行でも

（笑）数を一番たくさん出品しました。

さん、下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるで

隅坂です。絵はハガキ大の大きさにたく

隅坂先生：山陰の鳥取県から来ました、

東北大学の医学部で学生たちが編集して

にもたくさんお見舞いをいただきました。

と何度も放送してくださって私のところ

この席で東北へお見舞いを差し上げたい

形で展覧会が開かれたということで、そ

会で絵の展示が流れたということで別の

て、恐縮しておりますけれども。医学総

隅坂先生のご挨拶

ラヤアートスペースで小平で絵を展示し
暗いものですから、今年は少し色調を変

ました。ところがひときわ私の絵だけが

ました。忙しくて色々外にもなかなか出

にも入りますし、絵具も小さいのがあり

東北大学出身が６名死亡しております。

いる新聞がございまして、今回の震災で

からお見舞いのお電話を頂戴いたしまし

られないんですが、春と秋くらいはちょ

程度に描いています。その場で描くとサ

ますので、食事しながら失礼にならない

えて２枚は明るくしてあります。そんな

っと旅行をしてみようかなと思って、春
はその２枚を出させていただきました。

描いています。

インしてもらったりします。そんな風に

命はたすかりましたが、建物が崩壊する

宮城県内の整形外科医は数名いますが、

榎本先生のご挨拶

はやはり桜、秋は紅葉ということで今回

ことで、
またよろしくお願いいたします。

11

15

弘前の桜がいいというので行ってきまし
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16

りましたが、この震災で心身体をこわし

と思いました。絵が好きで私も描いてお

などの被害にあいまして、どうしようか

光会で

号からでもいいっていうこと

私の絵はこちらなんですが、去年から東

一緒に絵を習っています鈴木と申します。

鈴木博先生：板橋で、先輩の須賀先生と

この表情、女性の性格がわかりますもん

ですよ。やはりこのなんといいますか、

藤島先生：いや、僕は感心して見てたん

ない絵ですよね。

しました。私の好きな風景画です。独創

は何か出品しないとと思い昔の作品を出

なってしまったんですが、今回の展覧会

通ったんですが、どうして通ったのかや

して、そしたらお情けで東光会に一応は

１枚くらいなんとか通るだろうと思いま

になりまして、去年東光会に２枚出せば

ざいます。今までもなんか私どもは外へ

鈴木博先生：そうですか、ありがとうご

す。立派だと思いますよ。

常にしっかり行きとどいていると思いま

口元も目もしっかり、足先まで神経が非

ね。神経が隅々まで、指先からですね、

まして、絵を描くような気持ちではなく

的な絵が描けませんので、自然を愛して

めずらしいってことで通ったんだろうと

出て絵を描くのが恥ずかしいものですか

っぱりお情けで女性の体がこういう形が
思って。見た感じもなんかこれはお尻が

管を感じさせる絵が。まあこれは欲張っ

うですね、それを感じる、生きてる、血

むのにですね、血管が下に流れてるとい

やはりこれからですね、もう一歩踏み込

藤島先生：いいんじゃないでしょうか。

て普通の人物でもっとこう…

し、なんていうか、変ったものではなく

物画ばっかりなんですよ。だけどもう少

ことばっかりやってるものですから、人

ら、部屋の中でモデルさんをよんで描く

絵じゃないし。やっぱり切り込みが足ら

しずみこんじゃってるんであんまりいい

それをアピールするところを絵にして出

鈴木 博 「春愁」

展しました。これからもどうぞよろしく
お願いいたします。
海老原先生のご挨拶
海老原先生：海老原と申します。東京の
江戸川区から出勤しております。今日は
絵の専門家がいらっしゃるので自分の絵
を批評していただけたらと思うんですが、
よろしくお願いたします。
鈴木博先生のご挨拶

て言ってるんですが、リアルな絵という
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30

この人物も呼吸はしてますよ。だから私

呼吸っていうのもあると思うんですよね。

のは奥が深いんですよね。あと、呼吸。

みてそのままを描いたわけではなくて、

に急いで描きました。実際にその現場を

ろを思い出して、その水彩画の絵を参考

もう一度水彩画を描いて、今回はそのこ

は「イスラムでは今」という

宅ではあまり描いていないです。今回の

先生のところに行って描いています。自

せていただいています。週に１回静岡の

号なんで

は立派だと思いますよ。これは植物でも

した。この作品の前身は、土浦から霞ヶ

須賀先生：須賀と申します。去年は人物

須賀先生ご挨拶

す。どうぞよろしくお願いします。

鈴木博先生：はい、精進しようと思いま

そういう欲張り方ですね。

髄から水を上げてるというところも描く、

言えることですけど、植物を描く時にも

須賀先生：この歳になるとなおさら昔の

ね。

いころの強烈な思い出があるんでしょう

これを出されたということは、やはり若

すよね。
今、
色んな描くものがあるのに、

よほど思いがあったのだろうと思うんで

白矢先生：今回、この作品を出されて、

（笑）そんな具合です。

ます。
描き方もちょっと荒っぽいですね。

たので。でもまあ昔の思い出が残ってい

昔水彩画を描いてそれをもとにして描い

の真似をして練習しています。雰囲気や

去年はシャルゼンを描いて、世界の巨匠

練習しろということで描いたものです。

ゴーギャンの模写をした作品で、先生が

…ちょっと恥ずかしいんですが。あとは

てるんですが、ちょっとそれを拝借して

ルも同じ構図でノートルダム寺院を描い

にしたという感じです。マチスもボナー

外の風景にして、外はイスラム風の風景

寺院をちょっとお借りして、それを窓の

すが、あれは、ボナールのノートルダム

山崎先生：静岡で内科を開業しています

はうちの静岡の田舎のほうの小道を、ま

もうひとつの「田舎の小道」というやつ

かと思って出させていただいています。

ですが、うまくいかなくても練習になる

ひとつひとつの色を、とっても難しいん

を描いたんですが、今年は廃屋を描きま

ことを思いますね。

、８年後に私はそ

山崎先生のご挨拶

浦沿いに下がっていくと、昔、鹿島海空
航空隊っていう建物があったんです。そ
れは大きい建物で、結核が流行った頃、
れていました。その

わりは農家だったんですが、その家をフ

ランス風にして、そうすると絵になるか
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50
回くら

山崎です。この美術展にはもう

いになるのかな、 年くらい前から出さ

10

結核病棟で一時は２００人くらい収容さ
こに努めていまして、そのころその建物
を水彩画を描いていて、
廃屋になった頃、

10

27

より前だったんです。ただ、題に困って

山崎先生：そうですが、描いたのはそれ

意識してるんですか？

の今の、王宮に民衆が…という出来事を

ラムでは今」というのは、イスラム世界

白矢先生：ひとつ質問なんですが、
「イス

くお願いします。

しいのに挑戦したいと思います。よろし

くて申し訳なかったです。来年はまた新

前の絵なので、今年は新しい絵が描けな

なと思って描いてみました。８年くらい

のがですね、
見てると、
アフリカの問題、

けれども、すばらしいんです。そういう

よね。私それ、５、６点ＣＤであります

てやってるんですが、すばらしいんです

ね。そういう人たちが音楽の組織を作っ

分の国がない民族になっちゃったんです

ですが、フランスに国を分断されて、自

リア人、砂漠の商人とかそういう人たち

楽がまたすばらしいんです。もとはアー

くらい前にぬけだしたんですね。その音

るのかどうか知りませんけれども、２年

ます。この絵は家族で、家内と左側が娘

って写実から切り込みたいなと思ってい

（笑）私もやはた先生からいろいろ教わ

なすことはなくて、ほめてばかりです。

ないときもあるんですが、
（笑）けしてけ

しゃることがわかるときもあればわから

先生は抽象画なので、やはた先生のおっ

先生に寸評をいただいています。やはた

じ先生に習っていまして、いつもやはた

族の絵です。私は自由美術のやはたけん

業しています眼科の荻野です。今回は家

荻野先生：荻野です。東京都練馬区で開

で、右が息子です。それで難しかったの

イスラムの問題とかですね、すばらしく
教えてくれるような気がします。僕は描

しまって、今たまたまそういうことがあ
ったので、ちょうど左側に壊れたところ

す。なるべくきれいな明るい色にしたい

の上に目とか細かい部分は油で描いてま

なと思って、マチスとかゴーギャンとか

は、これはアクリルで下地を描いて、そ
なってですね、サハラの沙漠でコンサー

そういう明るい色使いにしたいなと思っ

いてる作品に通じる音楽を探し出すんで

トもやってますので、機会があったらお

て描いてみました。そんなところです。

すよね。もしよろしければぜひお聞きに

藤島先生：今、音楽のロックでですね、

聞きになると、とてもすばらしい音楽で

白矢先生：黒を使ってるのがすごいなと

ってそういう題名をつけました。
アフリカのサハラ砂漠の歌手ティナリウ

すので。

などもあったのでちょうどいいかなと思

ェンがですね、今のリビアに傭兵として

山崎先生：ありがとうございます。

が入ってるのはホントは難しいなと思っ

思って。やわらかいピンクとかの中に黒

入団したんです。お金のために。カダフ

荻野先生より、ご挨拶

イ氏は彼たちを利用して革命をうまく力
を広めていこうというようなのに利用し
たんですね。しかし、彼たちは気づいて
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ところまで、画面ってレンジがあると思

荻野先生：一番黒いところから一番白い

たんだけどどうですか？

るようにがんばりますので、仲間に入れ

い、でもがんばって１、２年後には入れ

で５年後くらいに入ろうかなと。
（笑）は

すが、今日拝見しましてレベルが高いの

が部長を務めてる絵画の会の会員なんで

くなってるんですよね。大正から昭和に

おもいますが、佐伯は３１歳くらいで亡

そうと思います。で、実はご存じだとは

佐伯祐三の本を今年の終わりか来年に出

私は、今回、佐伯祐三が大好きでして、

かけて２回パリに家族３人で行ってるん

っ黒で、一番明るいところは白なので、

ていただきたいと思います。よろしくお

ですね。たいへんなお金持ちだったと思

うんですよね。一番くらいところって真
フルレンジで使うっていう、そういうの
願いいたします。

うんですよね。結核にもなり、親も亡く

して、非常に死を恐れた人だったと思い

入って、それから死んで行くんですが、

ます。結核になって、その後精神病院に
白矢先生：小平で眼科を開業しています

なんでパリに２回も行ったのかという理

白矢先生より、ご挨拶

が強い絵になるらしいんです。パステル
みたいにおんなじ明るさでせまい明るさ
の中で描くとぼんやりする、というか、
っ黒から真っ白まで使って、その間で

白矢です。今日は、写真展と絵画展と両

ちょっとぼやっとするんですが、一番真
色々明るさを分けていくっていうのが、

由。それから、死んだ理由。フランスで

てない。その注射は何を打たれたのか、

方同時に開かれているんです。昨日は写

昭和大正のその時代に何の注射を打った

いいかなと思って、あえて黒を、ほんと

た。絵画展も私３日間いましたが、けっ

のか。そういうのを調べたりしました。

注射を打たれてるんです。その注射はい

こう人が入られましたよね。名前を書い

なぜ精神病になったのだろうか、そうい

ったいなんだったんだろうか、誰も書い

てくれない人もたくさんいたんですが、

うのも調べたりしました。フランスは精

真展の懇親会で写真展のほうはものすご

できるだけ話しかけられる人は話しかけ

くたくさん人が入られまして、盛況でし

て、なかなかいい評をいただきました。

神病のすごい歴史があるんです。囚人か

ました。

って紹介されたので、練馬区の大泉学園

高先生：荻野先生から今日この会がある

一緒に回って「この絵はこうですよ」と

らなにから全部精神病にして牢屋にほお

は茶色いソファーなんですが、黒で描き

で眼科を開業してます高と申します。よ

か説明をさせていただいたりもしました。

高先生より、ご挨拶

ろしくお願いします。練馬区の荻野先生
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してエブラール病院で亡くなったか、そ

す。そして亡くなっていくんです。そう

けど、そこに佐伯祐三は入っていたんで

そういう病院がエブラール病院なんです

を人間として扱うようになったんですね。

す。そして大きな病棟を作って精神病者

の精神病者も人間として扱えとしたんで

１８３８年法というのができてそしてそ

りこんでしまうようなことしたりですね。

きたいと思います。

せん。なんとかこれからもがんばってい

んです。でもなかなか技術が追いつきま

かと思います。そんなつもりで描いてる

絵に投影するということが絵画じゃない

うことですね。自分の持ってるすべてを

自己を描けということで、自己啓発とい

が見えてくる、というか、絵というのは

は絵の本質、彼を研究してると絵の本質

あります。とにかく佐伯祐三っていうの

すよ。それはねスケッチですよね。片方

がいまして、俳諧というものをやるんで

るさくなっちゃう。
（笑）私の友人に俳人

いまとまりますね。５分描いちゃうとう

でやめちゃう。だけど３分以内にたいが

前をいれると。それで描けなければそれ

ですね。それで必ず、日にちと時間と名

もスケッチのほうが非常に印象に残るん

方はあまりいない。だけど僕は写真より

んだいたい写真ですよね。スケッチやる

は文学スケッチ。片方は本当の絵画スケ

いう過程、どうして精神病になってどう
ういったことを書いて、最近ようやく完

ッチです。だからスケッチと俳句は同じ

かなと感じますね。直感ですよね。うま

安彦先生：実は私も佐伯祐三に惚れまし
て、佐伯祐三の模写をやりました。あの

く描こうなんて思っちゃいけないと自分

成しました。その本の表紙を今回出品し
たその作品にしようと思ってるんです。

に言い聞かせて、メモでいいと。そうい

うことで３分以上は描かない。それ以上

迫力はなかなか出せないです。彼は非常
上げて現場描きの迫力を出す。それに傾

描いちゃうと、丁寧に余計なことまで描

に短時間で仕上げるんです。短時間に仕

れば私はもう自分の人生終わった…とは

倒しまして、僕は専ら旅行するとスケッ

いちゃうんです。だけど３分間だと要点

ます。それが今は楽しみで、それが終わ
いいませんが（笑）もう本当にやりたい

チブックを持って３分間で描く。時間は

ったときに、佐伯祐三がこんなとこに来

だけを描くのでいいんです。五島列島行

もうひとつは裏表紙にしようと思ってい

ことが終わるんですよ。それまでずいぶ

間も屋久島だとか五島へ４、５日前に行

たのかと僕は思ったんですよ。佐伯祐三

変えない。３分間のスケッチです。この
って来まして、３分間で写真よりもスケ

のゆかりの地というのがあるんですよ。

んかかりました。それで、この作品は私
ていて、そこに郵便配達員がいて、人形

ッチで。写真を撮るのは早いからみなさ

が大好きな佐伯祐三が描いた人物が入っ
がいて、酒屋のおやじがいて、自画像が
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半分くらいは死亡。佐伯祐三は助かった

舟であそこで遭難しちゃったんですよね。
年齢ですし、とても想いがこもってる作

広島はたくさんいるんですが、私も同じ

る絵だなと思います。私たちの仲間にも

今これ色面ですよね。色面だからこそ色

もう少し線で表現できるところがないか、

で肉感が描けていると思います。これを

ろが非常に厳しさがないとひびいてこな

んですが、それの合掌の銅像があるんで

いんですよね。この色とこの色と響き合

面の関係が難しいんですよね。色面であ

ちょっと違って、他のものが入ってしま

う。響き合っていく、そういうのを探し

る場合は、色と色との展開していくとこ

いますよね。論理的に考えたりすると。

た結果の色になっていかないといけない

と思います。普通の絵画の様式だとまた

白矢先生：それではここで寸評をしてい

ですから先生の想いというのはこの様式

ですね。このブルーの厳密さ、その人が

品だと思います。こういう描き方でいい

きたいと思います。最初は渡辺先生の絵

ば、
どうしたらもっと厳しくなるかとか、

でいいんだと思います。その中でも例え

た。

です。

たどり着いていくそういう過程をみて感

いします。題名は「三美神と裸婦」です。

白矢先生：では次に白幡先生の絵をお願

るんです。そういうのをこれから探され

成功してる人というのは、線で表現して

現できるかもしれません。多くの裸婦を
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す。それを３分間でスケッチしてきまし

藤島先生：では、今日見まして、やはり

そういったことを考えるだけでいいと思

先ほどおしゃったようによほど想いがあ

ない色彩になっていくんです。それは油

動するんですよね。その人だけしかでき

います。線の美しさ、日本人ですから日

いう感覚じゃなくて、その人の思想なり

言いたいことなんです。その時にどうし

絵の具の色彩じゃないんですよ。油絵と
ーズアップしたりするのもいいと思いま

ても色面だけでは足りないとなってくる

本人の線があると思います。あとこの黒

すね。この作品は本当に褒められる絵だ

んです。線が１本で足りなきゃもう１本

藤島先生：これは裸婦の常識的な描き方

脇にいれてみるとか。陰を含めて線で表

と僕は思います。

いところはいいと思います。ここをクロ

います。人物表現も僕はこれでいいと思
渡辺 晋 「移動劇団さくら隊壊滅」

でもそれらの関係がないんですよね。関

いますよ。
部分部分では良く描けてます。

たらどうでしょうか。良く描けてると思

色面の問題ですよね。いやでも本当によ

佐伯にしても即興性の画家ですからね。

のままじゃいけないですけれども。でも

誰でもはできませんよ。油絵になるとこ

ばらしいものがあるかと思います。そう

ね、そのときに出てきた色というのもす

く描けてますよ。
すばらしいと思います。

油絵になると色彩に持っていくときには

方、それが自分が編み出す道です。それ

白矢先生：続いては榎本先生の絵です。

係で成り立っていますからね。平面で勝

をがまんしてがまんしてある時は削った

藤島先生：桜と滝の絵ですよね。桜は難

白矢先生：では次は隅坂先生の作品です

桜は苦手だなぁ。
（笑）でもこれですね、

ないんですが。どうしようかなぁ、僕も

榎本 貴夫
「まぼろしの滝―養老渓谷―」
「桜―弘前城址―」

負ですから。その人その人の成り立たせ

り、ダメなときは描きなおしたりしてや

しいと思います。日本人は油であまり桜

藤島先生：これは僕はもう言うことあり

もう一度ナイフで削って、
生の筆の跡と、

を描かないんですよね。難しいからやら

ませんよ。僕なんかよりずっとうまいで

あるところはナイフで削ったりしてです
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ってみてください。

すから。
この即興性がすばらしいですね。

隅坂 修身
「旅で出会った人たち（１）
」
「旅で出会った人たち（２）
」

筆のちょんちょんが、ちょんちょんでな

いう偶然の中に発見された、もう少し、
とをやってみてください。

われてるんですよね。そういう色々なこ

ていますので、水彩より透明度は高いで

のはどんなものでも最高の透明度をもっ

をみつけると思います。油絵の具という

しくりかえしやってるうちにハーモニー

れないですね。そういうことをくりかえ

は自分の絵から音楽を感じながらですね、

のが音楽となってますよね。創作するに

ですとか、この茂みとか、いろいろなも

ーモニーになってますよね。この草むら

ですよね。病院ですよね？その想いがハ

藤島先生：先ほどの想いのつまった作品

白矢先生：続いては須賀先生の作品です

見していくんです。自分を発見す

るんですよね。追求ですからね。

てますね。

系ですよね。焼いた色の甘い感じをもっ

るかもしれないですよね。グリーンは銅

してゆがめてみたり、もっといい味がで

の良さがでてますよね。壺の形が、意識

藤島先生：ブルーがきれいですね。陶器

白矢先生：次は鈴木啓之先生の作品です。

荻野 公嗣 「家族」

くなるようなハーモニーができるかもし

だから追求するのに油絵が適してると言

そうするといろいろなハーモニーが聞こ
えると思うんですよ。この作品からもわ
かりますよ。先生の想いがね。
白矢先生：次は、荻野先生の作品です。
藤島先生：家族ですね。先ほどの裸婦と
同じで、色の関係ですね。色と色との関
係。自分の気に食わないところを気に食
うまでいろいろやってみる、それが創作
なんですよね。そういうのに油が一番適
してる。何度ペーパーで削っても描きな
おしてもかまいませんので、その中で発
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す。
そこに油が加わって変わるんですね。

須賀 功 「廃屋」

よね。歪めたり

が少し平凡です

んね。まあ、形

るかもしれませ

し渋いなにかで

てみるともう少

少しなにかかけ

これを上にもう

もいいと思いますよ。

なくして大地と空だけで表現してみるの

膨れてしまうのは難しいんですね。雲を

たりしてますよね。でも絵で描く時には

っかが膨れたり、自然の中では雲が膨れ

の一番難しいことでもあるんですが、ど

も下も横も一緒に入ってくる。それが絵

れないというのが鉄則なんですよね。上

歌いたいことをより単純化して。絵は膨

たり、段差にし

白矢先生：次は安彦先生の花火です。

一体となるかというね。まあこの作品は

いくというね。どうやったら大地と空を

ね。単純なもので、その厳しさを出して

ヨーロッパの人はロマンを感じるんです。

つありましたよね。窓を描くというのは

藤島先生：僕はこれ見たときに風景、２

白矢先生：次は山崎先生です
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割れを作ってみ
てみたり。絵は

藤島先生：先生もう少し大胆にしてみて

もいいんじゃないですか？人がびっくり

自由ですから、色んな事をやられてみて
はいかがでしょうか。味がでていいかも

先生の絵は大胆になればなるほどいいと

するような大胆ほどいいと思いますよ。

思いますよ。今までの絵画を無視して思

もうひとつはまったく違う感じの作品

しれませんね。
ですね。サハラの雲の動きですね。雲は

い切ってやられてもいいと思います。

もう十分描けてますよね。だから自分の

やられてもおもしろいかもしれないです

なくてもこの大地と空だけをばちーんと

鈴木 啓之 「静謐―信楽の壺」
「昼下がりの沙漠（サハラ）
」
「朝の月」

近の建築というのは外が見えない様にし

なにか感じるんでしょうね。日本でも最

窓がある、窓から見える風景というのが

もう少し色々研究されるといいと思いま

てる姿を感じるというね。ゴーギャンも

と思うんです。人が生活している、生き

いう空間が、これが窓の持つ意味がある

時代性なども見抜いて模写しないと、作

ともっといいと思います。バックにある

けるでしょう？色の出し方を研究される

藤島先生：アクリル画でもその上から描

…

家がどういう生まれで、とかですね。表

す。単純なようにみえて、バックの緑の
奥行きなどありますよね。肌の色

現だけ模写しないということですね。

てるのもありますが、あれは僕は間違っ

も黒い感じがよく出ていると思い

がかかる――

――白矢先生の絵もお願いします。と声

ます。構図などはそのままだから
い方ですかね、そのへんをもう一

すが、白矢先生の絵は個性が強すぎて僕

藤島先生：白矢先生の絵はいつもみてま

もちろんいいと思います、油の使
度よく見て模倣されたらいかがで
しょうか。
山崎先生：アクリル画なんですが

れ、見てくれ、言うんですが、佐伯に惚

が振り回されてるんですよ。
（笑）見てく

れこんで、みんな並べてるんですよね。

佐伯の絵のちっちゃな部分からとって、

人物なんかを並べてるんですね。先生の

似できないです。敬服してます。今度佐

佐伯に対する天才佐伯に対する想いは真

伯の本がでるそうですが、お医者さんか

ら見た佐伯がどんなふうなのか楽しみで
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てると思いますね。町の生活が見えると
山崎 嘉弘
「田舎の小道」
「イスラムは今」
「ゴーギャン『乳房と赤い花、マンゴーの花を持つ二人のタヒチの女』模写」

白矢 勝一 「佐伯祐三・夢の世界」
「命の画家・佐伯祐三」
「ラパンアジル」

いるので流儀があるんですよ。

けるんですね。

白矢先生：日本画ってこんなに細かく描

は同じなんですよね。

本画なんですが。日本画も洋画も考え方

藤島先生：日本画ですか。私の息子が日

か？

櫻井先生：日本画もよろしいでしょう

す。どちらの作品もそうですね。

りますね。距離感と奥行きをだすわけで

離をだしていきますよね。その意識です

いうことですね。水墨画でも線一つで距

と中層と色彩を変化させて展開させると

の芝もそれを意識して作っていく。前層

の空間を意識して作っていく。そして下

１本に距離があるわけですよね。その層

す。

藤島先生：筆１本で描けるんですよね。

櫻井先生：どうもありがとうございまし
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藤島先生：そうですね、林のこの木１本

櫻井先生：線を入れるか入れないかって

櫻井 實 「緑陰」
「小春日和」

た。
白矢先生：海老原先生の作品です。
句なしです。
水彩ですね。『旧岩崎邸庭園』

藤島先生：どちらもスケッチとしては文
の作品は、この木と建物が、木に比べて
建物がちょっと弱いですね。建物の窓枠
とか色、関係がちょっと弱い感じがしま

のが大事じゃないんでようか、水彩って

いうのは。重ねられないから。下が薄け

れば多少は重なりますが、その場合も白

紙の白がでなくなってしまうんですよね。

を消してしまうと、紙の白ですね、この

海老原先生：そうですね。唯一木洩れ日

で白を残したんですが（笑）

藤島先生：ええ、そうですね。それにも

うひとつ色を重ねられますよね。濃い色

を。もう一つの作品（
『静物画』
）はバッ

クの白が綺麗ですね。だからこちらのほ

うにもうひとつ色を塗ってもよかったで

すね。この瓶と緑ですね。

藤島先生：そうですね。グリーンの上か

ですけれど、窓って難しいんですよね。

白矢先生：そうですよね。だから窓はと

らブルーを塗ったり。上から塗ればブル

窓を油で描こうと思うと大変なんです。

ても一生懸命描かれてると思うんです。

ーじゃないですからね。グリーンの少し

すか？

藤島先生：水彩っていうのは紙の白さを

白矢先生：たとえばどんな色を塗るんで

つぶしたら色がでませんのでね、透明水

違う感じにもなりますしね。何色でも塗

れますが、もう一色ほしいところです。

濃い色になりますからね。黄色を塗れば
んから、生地の色をつぶさないうちに計

白矢先生：構図としてはいいと思うんで

彩ですと、白を使っても効果がありませ

藤島先生：我慢ですね、我慢比べ（笑）

海老原 隆郎 「静物画」

算して何色から描いていくか、っていう
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すね。水彩も奥が深いですからね。
白矢先生：窓の描き方を僕は感心したん

海老原 隆郎 「旧岩崎邸庭園」

います。
重なってるところもいいですね。

藤島先生：そうですね。すばらしいと思

すけど、どうでしょうか。
かと思いますが、ご容赦くださいませ。

ため、聞き取り間違い、ニュアンスの違いなどある

※注：懇親会の様子を録音し、後日文字におこした

――ご出席いただいた先生方の作品の寸
評が終わる――
白矢先生：藤島先生、どうもありがとう
ございました。
――藤島先生に拍手が送られる――
白矢先生：まだ時間はありますので、遠
方からこられた方もいらっしゃいますし、
ぜひ懇親を深めていただけたらと思いま
す。
しばらく歓談がつづき、有意義な懇親会
になりました。
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第60回『医家芸術クラブ美術展』出品作品一覧表
氏

名

浅谷 浩正

作 品 名

サイズ

信濃の石仏

10号

銀座松屋前

10号

法隆寺金剛力士像

30号

安彦 洋一郎 花火みなとみらい
飯田 収
榎本 貴夫
海老原 隆郎

前山寺三重の塔

種別

専門科目

油彩

眼科

30号

アクリル

内科

10号

油彩

耳鼻科

油彩

脳神経外科

油彩

内科

まぼろしの滝―養老渓谷―

20号

桜―弘前城址―

10号

静物画

8号

旧岩崎邸庭園

6号

江川 政昭

吉和の森

30号

油彩

皮膚科

荻野 公嗣

家族

60号

油彩

眼科

バラとザクロ

20号

花とフルーツ

20号

油彩

内科
外科

海野 泉
金古 進

妙義山

40号

油彩

唐沢 信安

雪の朝

8号

油彩

内科

木村 典子

桜花によせて

10号

油洋画

内科

日本画

整形外科

油彩

耳鼻科

パステル

耳鼻科

油彩

眼科

油彩

家族

櫻井 實
白幡 雄一
白幡 裕子

白矢 勝一

白矢 けんじ

小春日和

6号

緑陰

6号

三美神と裸婦

50号

ロシア娘Ⅰ

10号

ロシア娘Ⅱ

10号

佐伯祐三・夢の世界

30号

命の画家・佐伯祐三

20号

ラパンアジル

30号

お菊の井戸

30号

夜の神様横丁

30号

須賀 功

廃屋

10号

油彩

内科小児科

鈴木 博

春愁

30号

油彩

耳鼻科

朝の月

30号

昼下がりの沙漠（サハラ）

30号

油彩

皮膚科

静謐―信楽の壺

10号
水彩ｽｹｯﾁ

整形外科

油彩

外科

油彩

内科

鈴木 啓之

隅坂 修身
新本 稔

旅で出会った人たち（１）

45×60

旅で出会った人たち（２）

45×60

セーヌに想いをはせて

15号

坂道（モンマルトル）

20号

ラパンアジル

10号

日高 歐子

アネモネ

6号

日本画

内科

村山 正則

くつろぎ

6号

素描

外科

イスラムでは今

50号
油彩

内科

油彩

内科

野口 眞利

山崎 嘉弘

渡辺 晋

ゴーギャン『乳房と赤い花、マンゴーの
花を持つ二人のタヒチの女』模写

20号

田舎の小道

6号

移動劇団さくら隊壊滅

10号
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第

回医家美術展

出展作品寸評
白矢勝一
浅谷浩正『銀座松屋前』他

色彩・構図ともに言うことのない素晴ら

黄色が夜のブルーに浮かび上がっている。

いショーウィンドウと雨にぬれた歩道の

さしい先生の心が反映されている。

じように観る人の心も穏やかになる。や

に人びとの目は注がれる。登場人物と同

き立たせている。歩いている２人の人物

海野先生は、林武先生自ら教えていた

海野泉『バラとザクロ』他

懇親会参照

荻野公嗣『家族』

しい作品である。
安彦洋一郎『花火みなとみらい』
懇親会参照

力強い塔である。下から見上げている

飯田収『前山寺三重の塔』
のでやや傾いているように見える。先生
の絵に対する情熱が伝わってくるようだ。

懇親会参照

榎本貴夫『桜―弘前城址―』他

海老原隆郎『旧岩崎邸庭園』他
懇親会参照

森の中の一軒家に続く道。緑が家を囲

江川政昭『吉和の森』

『銀座松屋前』がとても素敵だ。夜の雨

っている。家に続く道と空がこの家を引

今回は３点を出品された。その中でも
の銀座をみごとに描ききっている。黄色
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59

なかなか描けるものではない。背景のブ

をよく描いている。対照を囲む黒い線。

だいたそうである。林武先生は花と花瓶

く出している。子供たちの服が雪の白の

うか。三段に分かれた草木が遠近感を良

それだからこそ雪景色が映えるのだろ

懇親会参照

櫻井實『緑陰』他

明るく素直な気持ちが感じられる。

タッチの中にもピンクが美しい。作者の

しこの絵の桜は明るく優しい。荒々しい

桜の木を描くのはとても難しい。しか

木村典子『桜花によせて』

せいかとても美しく見える。

唐沢信安『雪の朝』

ている少年。

年。それとはまったく無関係に横を向い

構図がおもしろい。雪だるまを触る少

ルーは花を引き立たせ、また全体を落ち
着かせている。

金古進『妙義山』
山の峰がとても美しい。山には色とり
どりの木々が見える。近景と山及び空が
大きな空間を感じさせる。すがすがしい
絵である。山を描くのは難しいが見事な
妙義山である。
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白幡雄一『三美神と裸婦』
懇親会参照

新本稔『セーヌに想いをはせて』

題名の通り、自由の女神とエッフェル

白矢けんじ『お菊の井戸』他
播州皿屋敷のお話しの中で、お菊は皿

ルーと緑を使用している。物語性のある

絵となっている。エッフェル塔は右にあ

塔が並んで見える。穏やかなピンクとブ

びして飛び出してきたようだ。真正面に

るが、これを左にすると絵としては成り

るが、皿が見つかったのかとお菊は大喜

のほうをとりたい。娘の顔は真横を向い

主体がくるが、
絵として成り立っている。

立たない。よく考えられた構図だ。

を割ってしまったために井戸に身を投げ

て何かをじっと正視している。気迫が伝

こういう書き方もあるのかと不思議な絵

ロシア娘はⅠとⅡとあったが、私はⅠ

白幡裕子『ロシア娘Ⅰ』他

わってくる。金髪と赤い服は背景の紫と
である。

懇親会参照

隅坂修身『旅で出会った人たち（１）
』他

懇親会参照

―信楽の壺』他

鈴木啓之『静謐

懇親会参照

鈴木博『春愁』

懇親会参照

須賀功『廃屋』

とてもよくマッチしている。

白矢勝一『佐伯祐三・夢の世界』他
懇親会参照
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野口眞利『ラパンアジル』他
油絵の特色がよくでている。ラパンア

ジルはユトリロもよく描いた。ユトリロ
とは一味違った風情がある。窓や街灯の
描き方が素敵だ。特に窓は、窓らしく描
くと絵にならないが、先生の絵の中では
建物の中の窓としてとても美しくみえる。
日高歐子『アネモネ』
やわらかい色彩で描かれたアネモネ。

観る人の心が和むであろう。紫と赤とオ
レンジ、そして黄緑、ただそれだけの組
み合わせであるが、背景の白の中で素敵
に調和している。
村山正則『くつろぎ』
ソファに後ろ向きに座った女性をうま
くとらえている。
首や肩の表現が素敵だ。
少女の、こちらを意識しているような顔
つきが想像できる。また腕と椅子の関係
をうまく描き分けている。

懇親会参照

山崎嘉弘『イスラムでは今』他

渡辺晋『移動劇団さくら隊壊滅』

懇親会参照

※全作品をホームページに掲載していま

す。ぜひ、ご覧ください。
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JCⅡフォトサロンにて

今回はシマダカメラさんのご紹介によ

はある意味大変難しい。だけどやさしい

あのように親しい関係になるっていうの

ね。僕もベトナムにずっと長い間通って

後ろのぼけは紅葉なんですけれど、この

石井先生：秋の平林寺で撮ったんですが、

では、次に石井先生の作品です。

思います。

もう少しあったらとても楽しいなと

り、写真の高岩先生に寸評をしていただ

子どもたちなので、それを受け止めてぽ

ちですね。子供たちとの心の通いがあっ

高岩先生：新井先生のベトナムの子供た

ございますが、これは牛と少年の動きが

同じ新井先生の『早朝と牛と少年』で

に行った方がそのあと１年後に亡くなっ

応三脚も構えて撮りました。これは一緒

まずは新井先生の作品です。

きました。

顔が本当にやさしくていい顔をしてるな

新井 隆彦「早朝の牛と少年（ベトナムにて）
」

っと撮られたのが素敵だと思って、入選

ています

新井 隆彦「笑顔の子供たち（ベトナムにて）
」

と思ってつい、２００ミリのレンズで一

日・医家写真展懇親会】

平成 23 年 10 月 12 日（水）～16 日（日）

にいたしました。

【

第 41 回 医家写真展
15
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か撮られると、
どっちかなと思うんです。

るのか、こういう仏像だとかお人形だと

れを作った人のやさしさが一番表にでて

と思います。でも、どちらかというとあ

さしさをしゅっと捉えられてすばらしい

高岩先生：とっても仏像の内面にあるや

深い作品です。

たという思い出もあって、非常に思い出

高岩先生：とってもきれいで美しいです。

０ミリです。

になりながら撮りました。これも２０

かなと思いながらも、一生懸命汗だく

は虫かなんかがいたら一番よかったの

たんです。逆光撮りなんですが。これ

のお寺に、近くの友人に誘われて行っ

石井先生：もうひとつは、武蔵小金井

ころですね。とてもすてきです。

岩瀬先生：これは京都の太田神社

ですね。これは家でいうと２軒分くらい

の池なんですけど、この上にはもう家が

あります。家をいれないで２

て、上につつじも入

れて、という感じで

撮りました。もう一

枚は八甲田山の秋で

ドがありまして、ブ

す。これはエピソー

ナの林に友人と一緒

に行きまして、撮り

始めたら友人が電池
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岩瀬 光
「アヤメとツツジ（京、太田神社）
」

００ミリ望遠で密集感を出し

岩瀬 光
「ブナのシルエット（八甲月山）
」

撮った人の心があらわれるのか、作った

次に岩瀬先生の作品です。

石井 光子 「夏の朝に」

人の心がでるのか、写真の場合はすごく
迷うと

石井 光子 「祈り」

の森で、そこらをふらつきながら撮った

す。で、しょうがないから、２時間くら

青森まで電池を買いに行っちゃったんで

がないと言いだしまして、八甲田山から

それを中心に据えて紅葉と緑と森の感じ

やはりこの幹の黒いダイナミックな力、

高岩先生：金賞にさせていただいのは、

ね。

たし、青空もでたし、ということですか

高岩先生：とてもきれいだと思います。

次は大武省三先生の作品

した。

ら出れないということでご連絡がありま

もきれいですね。

ととてもきれいですね。撮り方がとって

私のパソコンで見たのより、ここで見る

白矢先生：次の作品は大武先生なんです

がとても素敵なんで金賞にしました。

いかかったかな、私ひたすらひとりでこ
んです。その一枚なんで、当時、今は私

が、お兄さんの大武秋笙先生はろっ骨を

デジタルに変わったんですが、当時フィ
ルムですからどんなふうに写ってるかも

怪我されて、今日は這ってでもでるとお

次に大森先生の作品です。

にまっ黒けになって非常によかったなと

っておられる方が多いですよ

て、開放感を求めて写真をや

のお仕事で人びとに接しられ

特にお医者さんたちは日ごろ

とする写真だなと思います。

ますが、これはとってもほっ

大森 佐一郎 「春駒」
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わからないで、撮ったんです。幹が非常

高岩先生：これが、大賞、グランプリと

きれいな写真はいっぱいあり

やさしい写真ですね。他にも

を感じるすごくやさしい、心

なぜかというとこの親子の愛

いうことになったんですが、

っしゃっていたんですが（笑）残念なが

大武 省三 「ダブデイライト」

思ってるんです。それから紅葉の色も出

大武 省三 「プリンセスドウモナコ」

斉藤 三朗 「妙な流れの中で」

斉藤 三朗 「清純―やまぼうし」

高岩先生：これ

はハイライトが

きいている渓流

の写真ですが、

きれいに撮れて

ると思います。

次は佐々木先生

の作品です。

佐々木先生：こ

の写真を出した

のは全紙だから

出したという、

全紙じゃないと

写真の価値がで

ないというか、

古代エジプト三

大建築のひとつ

スケールの大き

なんですけど、

さと近づくとこ
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ね。その中で、やさしさを中心にもって
こられたというこの写真が一番素敵だと
いうことで、大賞にさせていただきまし
た。心のやさしさを写真の中に感じまし
て、選びました。
次は木村先生の作品です。
高岩先生：ニューカレドニアの写真です
ね。
これも入賞にさせていただきました。
鳥と海と木の組み合わせが構図上でもと
っても素敵だと思います。
次は斉藤先生の作品です。

大森 佐一郎 「緑陰」

木村 典子 「小鳥（ニューカレドニア）
」

木村 典子 「無人（ニューカレドニア）
」

の大きさを全紙のために出した写真とい

てきますし、人間の大きさとのスケール

それで全紙にすると上の像の顔まで見え

あるんですよ。僕らは最後にどの大きさ

後からどうにでもなるという感覚で、そ

大きさを決めて描かれますよね。写真は

すが、絵を描かれるかたは最初から額の

で人に見せるかというのを意識して写真

ういう結果としての表現になるところが

射事件で観光客が数十人殺害されたので

を撮らなければならないなと考えてると

の２週間前でございます。十数年前に残
有名な場所でございます。古代エジプト

ころで、先生のお言葉いただいて納得い

うことで、これはエジプトの今年の革命

のなかでＢＣ１５００年くらいでござい

たしました。ありがとうございました。

次は白矢勝一先生の作品です。

れから自分とその辺を含めての葬祭殿と
うことで作ったんだそうです。非常にこ

白矢先生：これは偶然とったわけで、パ

なんですが、朝の日の出が当たった時に

スには海がないから海を作ろうというこ

ラージュというのはパリの市長がフラン
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ましょうか、初めての女王が父や息子そ

のスケールの大きさを出したかったとい

この色になるんです。やはり大きいもの

とで、セーヌ河のところにずっと砂をひ

リプラージュっていうのがありまして、

は大きくとれということでこれも全紙で

とか滝とか、そういうのを作りまして、

きまして、砂を運んできてそこにプール

う作品です。もう一枚は有名なラムセス

あるために出しました。全紙のよさ、と

僕はフランスが好きでいつもフランスに

れ１階建

いうものを意識した２点でございます。

船乗りの方が水着をきていたり、子供た

行ってですね、歩いてるんです。パリプ

てになっちゃうんですよね。２階半の写

高岩先生：さきほど、白矢先生とも絵と

ちが遊んだりしているんです。これは上

の出の直後の色なんです。白いような岩

真が多くなっちゃうんですけどここの距

写真のサイズの大きさのお話をしたんで

２世でございまして、これは色が朝の日

離からだけ３階がきれいに出るんです。

佐々木 正
「ハトシェプスト女王葬祭殿」
「ラムセス２世像」

んなが洋服を着ている人でも入ってきた

から水を流しているんですよ。そこへみ

けばよかったなとおもってるんですけど。

撮ってるんで、もっとちゃんと撮ってお

てるんですよ。ちょこちょこっとぱっと

を得ないで撮っているんで、隠れて撮っ

りして、楽しんでるんです。これは承諾

続いて白矢智靖先生の作品です。

が、日本ではないですね。

胸』ですね。場所はよくわからないです

は出られませんでしたが、題名は『鉄の

石で歯医者をしています。ちょっと今日

白矢勝一先生：これは弟の作品です。明

上手に撮ろうとか思って撮ったわけでは
ない作品です。ただ、絵にしたいな、と。
僕は絵を描きますので絵にしたらいいだ
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ろうな、という気持ちはあったんですよ
ね。もうひとつのものも、同じです。子
供たちが次から次へと遊びに来て楽しそ
うに、そして、横で親たちが面白そうに
見ている、そういう光景なんです。
高岩先生：先ほどここに来てみて、賞の
数が足りないなと思ったんです。たとえ
ば白矢先生のこの作品を賞に入れたい。
入れたいんだけど賞の数が足りないんで
入れられなかった。入れられなかったん
ですが、とてもすてきだと思っておりま
す。
次は白矢泰三先生の作品です。

白矢 泰三 「鉄の胸」
「陽陰のテラス」

そのうちの偶然撮れたものです。けして
白矢 勝一
「メルヘンごっこ」
「青に追われて」

たんですが、今は医局のほうでかなりハ

今日は当直で残念ながら参加できなかっ

白矢勝一先生：これはうちの息子です。

次は白矢輝靖先生の作品です。

チしてとても素敵な作品だと思います。

行き、この二人がいいですね。両方マッ

とてもすてきですよね。全体の構図、奥

高岩先生：これは特選にしております。

昼の争い』というやつですね。

ードな仕事をしております。これは『お

はこの写真展に７回くらい出てると思い

関口先生：これは『台風一過』です。私

次は関口先生の作品です。

います。

っていうのは難しいなということでござ

しくみせようと思って作ったものを写す

た人間の感覚なのか、こういう、人が美

どっちなのか。人形の才覚なのか、写し

高岩先生：先ほども申し上げましたが、

ます。
これは台風が多かったんですよね。

す。同じ歯医者です。これは『人形の肌』
です。

これの反対側にゆりの花のす

ごくきれいなうちがあって、

独特な形をしています。これ

ごくおしべが長くて、非常に

ヨウヤナギという植物で、す

枚は『花火』です。これはビ

まして、撮りました。もう一

またまこういう風景に出合い

そしてふと振り返ったら、た

台風で全滅しておりました。

それを撮りに行きましたら、

白矢 輝靖 「人形の肌」
「人形の奢り」
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白矢勝一先生：これはうちの弟の子供で

白矢 智靖「お昼の争い」
「無口な顔」

少し小雨が降っているときに撮りました。

いかなと思って、つぼみなどをまぜて、

は一つの花だけにするとさびし

関口 直男 「花火」

ビヨウヤナギとい

てます。

次は高橋先生の作品です。

は銅賞になっております。槍ですよね。

高岩先生：山をお撮りになってる。これ

たぶん山を撮られるかたは人と一緒に登

ったら足手まといになるし、私の友人も

一人でテントに籠って一週間くらい山の

中にいて、ちょうどいい時間を待って撮

るという、すごい忍耐のいる作業ですよ

ね。そういう努力の中で、晴れて光がさ

した瞬間を狙ったという努力がすごいと

思います。そういこともあり銅賞を差し

上げました。

次は竹腰先生の作品です。

竹腰先生：アンテロープキャニオンとい

うアメリカの国立公園なんですけれども、
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うのを私はよく知
らなかったんです
けれども、非常に
不思議な花だと思
います。
高岩先生：台風一
過の写真は非常に
美しいですね。こ
ういう極端な光源

住民が管理してまして、彼らの案内でな

ユタ州ですね。ここはナバホ族という原
うに写るかわからない中で、台風一過の

いとここへ入れないんです。今日実は私

を入れてどんなふ
澄んだ空でぎらぎらする太陽をぱっとと

高橋 俊一「盛夏」

の友人たちが見に来て「あそこはなにか

高橋 俊一「曙光」

らえられたというのは、すてきだと思っ

関口 直男 「台風一過」

ころでございます。もう一枚はみなさん

中に模様を作っている、というようなと

です。
自然光だけで、
光がただ屈折して、

たんですが、実はこれは自然光だけなん

ライティングしてるんですか」と聞かれ

ております。

が、これもとっても素敵な作品だと思っ

が少なくて差し上げられなかったんです

く感動しまして、やっぱりこれも賞の数

高岩先生：最初のほうの写真は僕はすご

竹腰先生：そうです。

わけですね？

白矢先生：その道からこの写真が撮れる

道を通って回っていくんです。

原田先生：これは山中湖から撮った写真

次は原田先生の作品です。
竹腰先生に「これは何でできているので

ですけれども、これの前にですね、だい

よく知っているモニュメントバレーでご
ざいます。ここもナバホ族の管理地なん

すか？」と質問がでる。

石ですね。

竹腰先生：石灰

して、ふとみたらすごい雲がでていたの

撮影が終わった、となって朝食をとりま

ら夜明けを撮るんです。これはちょうど

たい富士山の写真というのは暗いうちか

白矢先生：

竹腰先生：

撮るというのはたいへん難しくてですね、

雲じゃないんです。頂上をいれて笠雲を

次の一枚は『笠雲』なんですが通常の笠

であわてて出ていって撮った写真です。

これの下が

めずらしいんです。普通は笠雲で頂上が

中はどうな

人がひとり

みえなくなっちゃうんです。非常に貴重

たときにはもう消えてしまったんです。

かふたり通

食事をとっていた友人があとから出てき

れるような

な写真です。

ってるんで

道があるん

高岩先生：本当に貴重なめずらしい写真

すか？

です。その
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です。ちょうど夕焼けに映えたものです
から、そこを狙ったという作品です。

竹腰 昌明 「ひかり（アンテロープキャニオン）
」

竹腰 昌明 「夕映えのモニュメントバレー」

ですよね。
先生は富士山を主にとっていらしゃるん

年くらい撮ってま

ですか？と質問が出る。
原田先生：富士山は

番白いところから下の水面の暗いところ

したが、最初の写真ですが、富士山の一

高岩先生：さっき見ながら話題になりま

瀬も多いです。

すね。そのほかには尾瀬も撮ります。尾

20

原田 茂雄 「天高く」

まで露出があってるんですが、どうやっ
て撮られたのかなと、話題になってたん
です。なにかひとことあれば。
どのへんに露出をあわせたんですか？と
質問がでる。
原田先生：富士山の白いところの堺です
空に合わせると暗めになってしまいます

ね。白と黒の堺に露出をあわせてます。
し、暗い所に合わせると白がとんで、雲

原田 茂雄 「笠雲」

もとんでしまいますし。境界線をねらわ

ないと出ないですよね。

高岩先生：すごいと思います。ありがと

うございました。

次は逸見先生の作品です。
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高岩先生：
『ざぜんそう』と『梅林』です

ね。
ちゃんと撮られて素敵だと思います。

逸見 和雄 「ざぜんそう」

ンスの旅行へ開業して以来初めて女房連

本村先生：これはおととしの９月、フラ

ってる場所なんですが。もう一つは、去

写真に撮りました。よく絵ハガキにもな

水に写ってるところがいいなとおもって

次は本村先生の作品です。

れて行きまして、フランスのノルマンデ

寄せて作られてるんです。これはあっち

遺産に登録されている建物郡で、みんな

いところなんです。向こうの景色は世界

ーバーになってまして、波が全然たたな

されて住宅が、断崖絶壁に集落があるん

うところがあるんです。山の中腹に開墾

日本のチロルといわれてる下栗の里とい

の写真同好会で撮影旅行に行ったときの

月ですね、医師歯科医師協同組合

年の

（フランス・ノルマンデ地方）

ィー地方の港町ですね。ここはヨットハ

木村 美雄 「オンフルールの港」

です。こんなところがあると思わなかっ

10

のほうの独特な建築で、これがちょうど

たです。これを見る展

望台があって、ちゃん

と撮影のポイントで作

ってあるんですね。そ

こへ行って撮ったもの

です。非常に珍しい風

景だと思って撮りまし

た。

次は三上先生の作品で

す。
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（長野県飯田市）

たんぼアート、青森県

ですね。

次は村上

作品です。

なってる

は銀賞に

生：これ

高岩先

品です。

先生の作

三上 忠英
「田んぼアートかぐや姫」

逸見 和雄 「梅林」

木村 美雄 「日本のチロル・下栗の里」

泰 「常夏の浜辺」
村上

たちですね。楽

フランスの子供

しっと決まっていていいですね。

る作品ですね。もう一つのほうも大変ぴ

しく日なたぼっ

写真です。

すね。すてきな

こしてる風景で

かしいです。田舎に行くとわりと蝶々が

高岩先生：これは蝶々を撮るのってむず

次は山中さんの作品です。

動かないんで撮れるんですが、このへん
作品です。

が、すてきにぴしっと撮れてますね。ピ

れはどこで撮られたのかはわかりません

の蝶々はすぐに逃げてしまいますね。こ
高岩先生：これ

ントが合わなければいけない目、触角、

次は矢崎先生の

はコミカルな場

足にしっかりあってますね。構図的にも

きまってます。

を深めら

さま親睦

も、みな

このあと

す。

全作品で

以上で、

面をうまくと
らえられてい

矢崎 定造 「島田帯祭」
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（マウイ島カアナパリにて）

矢崎 定造 「田植え」

三上 忠英 「ネブタ笛」
泰 「日なたぼっこ」
村上

（フランスの田舎町にて）

れ、有意義なひとときを過ごさ
れました。

かと思いますが、ご容赦くださいませ

ため、聞き取り間違い、ニュアンスの違いなどある

※注：懇親会の様子を録音し、後日文字におこした

山中 浩司 「ほっと一息」
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ロータリークラブへ
入会を勧誘申し上げます
上 田 正 明
（一）新クラブを設立した経験
（付・東日本大震災）
いきなり冒頭から私事になって恐縮で
すが、二〇一〇／十一年度私の所属する
『東京山の手ロータリークラブ（ＲＣ）
』
は創立二十五周年の節目の年を迎え、記
念事業、その第一目標に会員増強、増員
を掲げている。
図らずも日本はバブル経済崩壊後、デ
ノミ期に入り、景気低迷、ようやく今年
に入り上昇に転ずると思われた矢先、マ

美がバナーは特にクラブ拡大に強く執心

されていて、多摩地区に３クラブ、世田

谷地区にも新設立を要請され、世田谷菊

ＲＣ大山利雄会長は創立十五周年記念事

業として受け、会員の意思決定のため奔

走し、遂にアディショナル・クラブ結成

三月、ようやく新クラブ結成準備委員

臨時総会での議決へと向われた。

一年三月十一日の事、
津波が家、
自動車、

された。

会発足。いきなり準備委員長に私が指名

グネチュード９「東日本大震災」
。二〇一

上といわれ、更に福島第一原発が破壊さ

新クラブ設立？ 何をどうするのか、

船を押し流し、死者・行方不明三万名以
れ、放射能漏れによる被害、環境汚染の

の末の結論は『会員募集』しかないと。

はてロータリーとは何んぞや。暗中模索
どの様に復旧、復興されるか、今後の

など提供され、知人・友人の伝を辿って

日本支局の支援、配布するパンフレット

懸念、世界の目が注がれている。
日本の史書に記述されるだろうし、私達

の如く変更すると知らされていて、山の

ＢＣといった分区呼称を
「京浜」「山の手」

実は渡辺がバナーから、次年度よりＡ

意思が相違し確執を生じた。

ブのネーミング問題でスポンサーＲＣと

結成予備会議に新会員を交える。クラ

勧誘に走り廻った。

も語り部として未曾有の天災、人災の経
緯を伝えなければと痛感している。
（二）新ＲＣ結成準備委員会
世の中、望むからとて叶えられもしな
いが、思いもしなかった事態が展開する
こともある。
一九八五年当時、二七五地区故渡辺和

- 51 -

十一月、於新高輪プリンスホテル・飛

Ｐ・ハリス、そんな世相を慨嘆。改善に

カゴで、血気盛んな青年弁護士、ポール・

一九五〇年二月のことイリノイ州・シ

う。

天でチャーター・ナイト開催。事前のキ

向けて立ち上がった。

バナー完成、披露される。

ャラバン隊が奏功し、前代未聞の参加一

手のクラブネーミングを早い順と指示さ
何故か渡辺がバナーは東京都心部がア

一七五名、 クラブを数え、厳粛のうち

れていた。
ジアのウォール街になると信じられてい

にも楽しいディナーパーティーとなる。

ール、
鉱山技師のガスターバス・ローア、

そこで友達石炭商のシルベスター・シ

て、来る時代に対応できるＲＣを目指す
と。しかし残念ながらご自身はガバナー
大成功。

洋服仕立業のハイラム・ショーレイと語

格調の高い奉仕団体とのイメージだが、

業奉仕の原点といえるルールを定めた。

関して、適切な価格で商うとし、後の職

ションを組み、会員間では各自の職業に

らい、集会は各事務所間交替のローティ

近頃よく話題に出るＮＧＯなどと、どう

世間で一般的にロータリーというと、

（三）ロータリーとは、そのルーツ

隠退後間もなく急逝された。
五月、
仮クラブがスタート。
例会旺日、
時刻。会場を東急文化会館（現在再建中）
とす。チャーター・メンバー五十五名、
名簿をＲＣ事務局へＦＡＸする。
一九八六年五月二十二日、東京山の手

勿論底流に友情、親睦の支えがあって成
先ずロータリーがターゲットに掲げる

相違するのか。
『サービス』
、
日本語の奉仕の語を当てて

いるのがロータリアンの胸に輝くロータ

ＲＣ創立総会。
第二回例会日入会式挙行。
タリー・バッチを授け、
入会を祝福した。

新会員から新ロータリアンへ名札、ロー

いるが、概念は古代ギリシャからといわ

リー・バッチで『車輪』を模し、現在で

枚の歯車を刻み、団結力を誇

この様なロータリーの語を今に伝えて

立している。

感慨無量。

れ、アメリカでモーニング・サービスと

日本で一、七一一番目のＲＣとし、Ｒ

は周囲に

て、社会倫理、道徳を荒廃していたとい

のアメリカ社会は経済恐慌の最中にあっ

今から凡そ一〇〇年ちょっと前に当時

ニュアンスも含まれているよう。

いうと朝の礼拝を指すそうで、宗教的な

Ｉ加盟が認証された。
六月、
前記の渡辺がバナーの夢に添い、
急遽例会場をキャピトル東急ホテルへ移
転。
八月、故小島良平会員デザインによる

も当時の名残といえる。

ング、酒を酌み、激論を交わすスタイル

示した図で、フアヤーサイド・ミーティ

24
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97

ラブを拡大、設立したことであり、想像

ゲットに、同調者を集い次々と新たなク

で、エゴイストを嫌い、サービスをター

するのは罪悪にも匹敵すると考えたこと

誰しも口にしない職業観、銭儲けに執心

ポール・ハリスの偉大さは、それまで

認し、以後真剣にロータリー活動に専念

リアンがロータリー精神に目覚め、再確

が寄せられ、驚嘆した東京ＲＣのロータ

すると世界各地のＲＣより莫大な義援金

発生。東京は火災で壊滅状態に陥った。

一九二八年（大正十二年）関東大震災

ビス精神が植え付けられることになった。

Ｉ加盟が承認され、ようやく彼等のサー

して、世界で八五五番目のＲＣとしてＲ

ガンを提唱した嚆矢で、

ク・シェルトンこそ、ロータリースロー

共に活躍していたアーサー・フレデリッ

ロータリー設立時ポール、ペリー等と

テゴリーにロータリーのサービスも含ま

術など比較対照外の判断をし、そんなカ

脳は認識・言語を司り、右脳は宗教・芸

一般的に脳といえば、皮質の働き、左

（四）会員増強、クラブ拡大

以上にエネルギーを消耗したに違いなく、
されたという。

「最もよく奉仕する者は、最も多く報

れる。

自己犠牲に基づく信念の人だったろう。

いられる」

ガンが後のロータリーの指針となり、伝

間違いなく、最初に提示されたスロー

務総長を務められ、ロータリーの発展に

に対する見返り、報酬は期待するもので

統として継承されている。当然サービス

なくロータリー組織に報酬規定の条項は

ちなみにシカゴＲＣの最初の社会奉仕

多大な寄与された。

年に渡り、国際ロータリー（ＲＩ）の事

前述のペリーは会長を引いた後は、長

だから信頼・尊敬され、カリスマ性もあ
ったようだ。
（五）国際ロータリーへの展開
不思議なことに事業創設期には有能・

事業は、公衆トイレの設置だったとのこ

存在しない。

多才な人物が蝟集するもので、ＲＣ第一
号のシカゴＲＣの創立会長、弁護士のチ

と。

ちなみに日本史上スローガンをクロー

『南無阿弥陀仏』と墨書した筵旗を掲げ

後まで為政者に楯突いていた門徒衆で

ズ・アップさせた組織は、戦国時代、最
前に、人類の脳、大脳皮質の機能に触れ

勝利した事実がある。

ちょっと「スローガン」の意義を探る

（六）ロータリーのスローガン・標語

ェスりーＲ・ペリーは、逸早く海外・国
境を越え、先ずイギリスでのクラブ拡大
に成功され、何とも彼はアメリカに居た
掛け、遂に一九二〇年（大正九年）ロー

てみましょう。

日本人、米山梅吉、福島喜三郎らに働き
タリーが日本へ上陸。東京クラブが設立
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Ⅱ みんなに 公平か

Ⅰ 真実か どうか

門職務に携わる人の世界的親交

Ⅲ 好意と友情を深めるか

第四 奉仕の理想に結ばれた事業と専

或る意味、ロータリーはスローガンの
によって国際間の理解と親善と

Ⅳ みんなの ためになるか どうか

（ａ）
『ロータリーの網領』
世界といえ、毎年度ＲＩ会長から各ＲＣ
平和を推進すること

場にと掲げられているが、どうも最近は

れなりの意味がある。解説してみよう。

道徳的要素が強調されている語句、そ

網領の原文は〔 The object of Rotary
〕
〕
また奉仕の理想〔 The idea of Service
で、日本の一部で平易な和訳を求める声

もともとシカゴＲＣのハーバートＪ・

テーラー（通称ハーブ）の創案。実は彼

株主配当も払ったという話が伝わった。

倒産寸前の会社の再建を委ねられていた

一九四二年、この話を耳にした当時Ｒ

一級のスローガンとされた経緯に触れ

スト・スキール、そしてロイ・デニーが

Ｉ理事、リチャード・ベナー、早速ＲＩ

折り、上記語句を社訓として掲げ、自ら

次大会に「ロータリーの要網案」として

三名連記でポートランドで開催された年

に提案すると、職業奉仕プログラムの不

てみると一九一一年、シアトルＲＣのメ

はず。

もあるが、基本的には言葉の問題でない

会長まで一年間各自の目標を発表、例会
形式化し、ロータリー精神が希薄になっ
ているような感じ。
会員名簿の冒頭、例会場の壁面にも掲
げられている「ロータリーの網領」を読
んでみよう。
第一 奉仕の機会として知り合いを広
第二 事業及び専門職務の道徳的水準

提出し、審査の結果、ロータリー・スロ

可欠な構成要素と賞賛され、重要な標語

も戒め働いた処、
信頼回復、
負債を返済、

を高めること あ;らゆる有用な業
務は尊重されるべきであるとい

ーガンとして承認採択された。それから

とし採用される。

ンバーのジェームス・ピンカム、アーネ

う認識を深めること そ;してロー
タリアン各自が業務を通じて社

第四項が追加され現在に至っている。

めること

会に奉仕するためにその業務を

（ｂ）
『四つのテスト』

任。
「４つのテスト」の著作権をＲＩへ移

周年の折り、一九五四年度ＲＩ会長に就

後日談、ハーブはロータリー創立五〇
当ＲＣ名簿で、網領に次いで記載されて

譲されたとの事。

品位あらしめること
生活・事業生活及び社会生活に常

いる。

第三 ロータリアンすべてがその個人
に奉仕の理想を適用すること
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いかにも几帳面な日本人らしく、水谷

諸行無常

諸法無我

【ロータリー財団プログラム】

財団プログラムの代表がマッチング・

人道的プログラム

ブランドと呼ばれる。要するに同額補助

涅槃寂靜

簡単に説明を加えますと、
「無情」は古

金を財団に請求するもので、当ＲＣで利

性空因縁

た哲学で、変化するということ、だから

f
l
e
S
e
v
o
b
A
e
c
i
v
r
e
S

用している。

代ギリシャ人以前の人類が最初に発見し

暢宏が曲を付け、ロータリー・ソングと
して当ＲＣでも頻繁に斉唱している。
〕

固定した我という存在はなく、すると実

（ｃ）
『超我の奉仕』〔
一九一一年の国際大会に於いて、ミネ

体は空であり、それを悟る境地に達すれ

教育的プログラム

アポリスＲＣ会長、フランク・コリンズ

いかにも私事で恐縮ですが、私はロー

るために基金をつくろう」

他社会奉仕の分野で、よりよきことをす

「全世界的な規模で慈善・教育、その

は声高らかに「無我の奉仕」（ Service Not ば安心が得られると教えている。
）と読み上げた。
Self
（七）ロータリー財団とは
その後「超我の奉仕」
〔
Service
Above
一九一七年、財団の父と称される六代
〕に変更され、遂に第一標語が誕生
Self
した。
ＲＩ会長、アーチＣ・フランクは、

け、つまり同額の資金調達を条件の寄付

ら一億ドルの「補助金チャレンジ」を受

ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団か

さすがにアメリカ、二〇〇七年ＲＩは

ポリオ・プラス・プログラム

タリーに入会以前から縁あって在家禅会
心痩老師の白山道場
「直心会」
に落付き、

を設立し、
一九二八年に財団に改称され、

そして趣旨に添って、ロータリー基金

れ、壮大なポリオ撲滅のプロジェクトが

金であり、ロータリアンの努力で達成さ

しょうが、
実はマジック同様種があった。

が下った。将にウィー・サーブの典型で

世界からポリオを撲滅させる、大号令

へ通っていて、臨済宗・龍雲院、故小池
幸いにも禅問答、
公案禅の修行も許され、

スタートを切れた次第。
月は財団月間、千ドル寄付でポ

現在世界のＲＣは二百以上の国と地域

担金は年間四三ドル。

ちなみに名ロータリアンの財団人頭分

一九三一年、信託組織になり、一九八三
毎年

年非営利財団法人に認証され現在へ。
ールハリス・フェローとして表彰されて

で、三三，九七六ＲＣ、ロータリアン一
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1)
3) 2)

人生で貴重な体験を頂けた。
いかなる宗教も窮極の真髄は同じでし
れ、端的に『四方印』の語句で示されて

いる。

ょうが、仏教の特徴は悟りの宗教と呼ば
いる。

11

三〇一、九〇，五二七名（二〇一〇年）
。

二二八，三〇三名。尚日本のＲＣは二，
孤峰朔飃銭春酷 孤峰朔飃春酷を銭けす

六六連巒秋彩褥 六六連巒秋彩の褥

懺悔七情熄蜃灰 懺悔七情蜃灰に熄ゆ

されている。

少なく、思い思いの衣装を着た人々が記

「お山参詣図襖」にも、なぜか白装束は

い。明治初期の参詣を描いた工藤仙来の

恐らく今回の「東日本大震災」でのロ

岩木衆斉愞納杯 岩木衆斉しく愞納杯

金剛比叡初田饗 金剛比叡に初田饗

「奥民図彙」に記された人々は「紅染め」

お山参詣のシンボル。しかし寛政年間の

といえば、
“泥鰌”という短絡的連想ゲー

えた。安来といえば、
“安来節”
、安来節

ら、島根県の東端の安来市に勤務先を変

この春に島根県の西端に近い益田市か

水 田 正 能

泥鰌の効用

「山かけ」をするようになった。

謝し、翌年の豊作を祈って精進潔斎して

領内の安寧を祈願した。農民は収穫に感

軽藩士の名代僧が登山し、御幣をささげ

ったと思惟される。旧暦八月朔日には津

た修験道の行者たちが修行する聖地とな

薄れ、津軽の土着の自然崇拝と結びつい

岩木山は密教天台宗系との結びつきが

心からお見舞い、
お悔やみ申し上げます。

護神として地主大山咋神を山王神として

くい

唐の天台山国清寺にならい、延暦寺の守

め最澄が比叡山に天台宗を開いたとき、

拝ではないかと、山王信仰は九世紀の初

に懐いを馳せたい。愞納杯は山王（権現）

年団が、御来光をめざす御山参詣に、漫

旧暦八月一日、精進潔斎した村々の青

ータリーの被害も相当なものでしょう。
二〇一二年度、久方振りに日本人三人
目の八潮ＲＣの田中作次氏がＲＩ会長に
選出され、活躍が期待されている折りで
もあり、この様な苦悩の時代こそロータ
リー活動が必要であって、どうか各地、
身近にあるＲＣに入会されることを心か
らお願い申し上げます。
（東京山の手ＲＣ創立会長）

え

比叡山には山王日吉神社があった。「御山

ひ

御山参詣征都大路

八大 金剛道者」は古語の「参内する」

まつったことに始まるという。たしかに

おやま参詣大路を征く

はつない

同行祭儀陳幣幡 同行祭儀幣幡を陳ね

の衣装だったようだ。弘前藩士・平尾魯

ムとなるのは仕方あるまい。ところが安

に由来する初内でないか。…白装束は、

御山参詣洛京囬 御山参詣は洛京囬り

仙の絵にも、白装束の参詣者はみられな

秋 元 光 博

六根清浄白装束 六根清浄白き装束
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日本の各地では安来と違い、秋田県平

を取り扱うようになった。

理店で唐揚げ、柳川鍋やどじょう汁など

まち振興協議会が設置され、何軒かの料

ある。しかし、一九九九年にドジョウの

材としては評価されていなかったそうで

く、生臭さや骨が固いことなどから、食

来では、近年には泥鰌を食する習慣がな

たが、今までは玉子とぢの、油炒りのと

までは、汁に極まったものでござりやし

なる本に「鰻も寛政の末、文化の始め頃

六年（一八三五年）の『浪速雑誌街能噂』

専門店はほとんどない。ところが、天保

の泥鰌は有名だが、大阪で調べてみると

分だったのである、と書いている。東京

か一人前の大人になったようで、いい気

鰌には抗炎症作用があるかもしれない。

菌性尿毒炎のことなので、もしかして泥

のなり」とあるそうである。消渇とは淋

中調べて痔を治め、消渇・醉を解するも

年の『食品国家』という本に、
「泥鰌よく

庫県）などの民間療法があった。天明四

た時は一匹を指に巻き、
一匹は食べる
（兵

と丹毒に効く（埼玉県）
。指が瘭疸になっ

の皮を貼る（愛知県）
。裂いて患部に貼る

薬効もなかなかで、指の切り傷に泥鰌

、Ｄ、鉄分が

あるそうだ。かつては好んで食べていた

泥鰌は鰻よりビタミン

いろいろの製しやうが出て来やした」と
泥鰌を、今の大阪人が食さないのは、東

多く、カルシウムは鰻の

引き返しても御馳走になれ」というよう
に、昔から人気があった。有名な“駒形

京へのライバル心がそうさせるのだろう

倍もあり、抗

数の“どぜう”という語を造り使い始め

は縁起が悪いと、芝居の外題を真似て奇

れの下女今日も居る”と、妾が旦那の精

精効果は値段同様で、川柳に“鰻屋に囲

泥鰌の対抗馬といえば鰻だが、その強

少しよくなるのではと思っております。

安来においでいただくと安来市の財政も

ただきたい。そして泥鰌料理を食しに、

婦さん方に泥鰌を食することをお勧めい
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鹿郡（現在の横手市）で、
「どじょう汁は

どぜう”は、享和元年（一八〇一年）開

た。作家池波正太郎の贔屓は深川高橋の

力維持のために毎日買いに行かせたくら

（島根県・安来市）

炎症作用による早産予防も期待して、妊

“伊せ喜”で、働き始めた若い頃、初め

いである。泥鰌は鰻に比べて江戸時代は

か。

は、どぜうなど、うまいともおもわなか

安価な栄養源であり人気もあった。 ”ど
期に、泥鰌の骨を抜くようになって婦女

じょう汁内儀喰ったら忘らへず“。天保

かあがらないというときに、引き上げて

も食べるようになったらしい。

薬味の葱を泥鰌の上へ盛り、煮えあがる
食べる。そういうことをしていると、何

ったけれども、
底の浅い鉄鍋を前にして、

業で、初代助七が“どぢゃう”の四文字

10 B2

年７月

日高路

平成

日の旅程で、ほ

御園生 潤
〜

札幌行Ｌ特急すずらん１号（７８５系電

ント音を響かせて列車は進む。少し開け

緑まぶしい牧場の中を、独特のジョイ

苫小牧から１時間半ほどで静内に定刻

車）
などが次々と到着、
発車していった。

着。 分間の小休上で、上り普通列車の

た窓から吹きこむ潮風も格別である。

景色の変化が大きく、鉄道ファンにも

◇
人気の日高本線、この日もそれと思しき
若者が数名乗車し、思い思いの席で出発

出発を見送る。

静内を出ると、景観がまたがらりと変

◇

列車は到着した３両編成のうち、様似

つの短いトンネル（第１〜４春立トンネ

わる。東静内から線路は山側に回り、４

ぼ１年ぶりに母方の実家のある浦河町に
ており連続になってしまうが、今回の様

の単行ということもあり、ファンたち

の折り返しで、通勤・通学時間帯とも重

この列車は静内を朝一番で発車した列車

の日高本線様似行普通列車に乗り換える。

分発

旅程は昨年と同様、札幌発７時のスー

状況だったので、久しぶりの宿泊旅行と

り、泊まりがけで出かけることが難しい

や、自分自身、また家族のことなどによ

れている馬の姿を車内からも見られたり

サラブレッドの産地として有名で、放た

ぶきが立っている。富川あたりから先は

台風６号からのうねりが入り結構な波し

する。汐見の手前で太平洋岸に出るが、

勇払原野を走行、鵡川で上り列車と交換

鵡川までは、曇り空の中、広漠とした

線の景観によくマッチしていると思う。

地にブルーとピンクのストライプで、沿

は目を輝かせている。車両の外塗装は白

パークゴルフ場では、年配の方々が試合

姿も見受けられ、心なごむ。また沿線の

は、仔馬を含んだ多数のサラブレッドの

天候も持ち直し、車窓に広がる牧場に

ていた。

で、感慨にふけって駅舎や駅名標を眺め

「もうすぐ『浦河』と胸が高なったもの

く。昔、急行「えりも」で帰省した折、

荻伏、絵笛（えふえ）と列車は進んでい

車。日高三石、蓬栄（ほうえい）
、本桐、

ル）をくぐり、春立（はるたち）駅に停

この２年間は、町内会の輪番制の仕事

なるため、到着するやホームは慌ただし

するが、この付近では目にすることはで

パー北斗２号で苫小牧下車、８時

なった。

くなる。接続する糸井行普通列車（キハ

中の様子だった。

40

子を記載してみたい。

16

方１両のみ切り離され運用される。キハ

を待っている。

20

帰省した。浦河行の話題は以前にも書い

19

きなかった。

03
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23

）
、東室蘭行普通列車（７１１系電車）
、

40

絵笛を発車して向別（むこうべつ）ト
ンネルを抜けると下り勾配となり、浦河
町堺町地区の街並みが望めるようになる。

バスで浦河へと戻る。
分

親子岩、始まったばかりの昆布千しの
様子をしっかりと目に焼き付け、約

た。親戚と語り合い、浦河の街をゆっく

で「浦河五丁目」停留所に到着、下車し
り散策し、走行する日高本線列車を撮影

列車は哀愁を帯びた警笛を何度か鳴ら
『浦河』
」
と一種の安堵感を持ったことを

し、昔に帰った気分でのんびりと１泊さ

しながら向別川橋梁を渡る。
「もうすぐ
思い出しつつ、定刻浦河に着いた。

いのある中で、ささやかな私の人格形成

に多大な影響を戴いた三人の偉大な師に

ついて、述べさせて戴く。

［星一先生］

日青山墓地

いささか旧聞になるが、星一先生の六

十年忌墓前祭が本年１月

薬業人としての現在がある最初の接点で

として、思い出を語る機会を得た。私の

で挙行された。先生の警咳に触れた一人

ほどよい気温ときれいな空気と心地よ

せていただいた。
い潮の香り。現在の私の体況には至適な

◇
この日はここで下車せず、
さらに先へ。

日ご遺体

年。当時星薬学専門学校三年

年２月

歳であった。

ンストア・システムを築き上げた巨大企

星一先生は全国で、初めて薬品チェー

享年

挙行された。

が本学大講堂に搬送され、盛大に葬儀が

の卒業間近、昭和

死されて

になる。創立者星一先生がアメリカで客

私の母校、星薬科大学は創基一〇〇年

借りしてお伝えしたい。

動をこめて語れたので、貴重な誌面をお

あり、この齢になってもその偉大さを感

東町（ひがしちょう）
、日高幌別、鵜苫（う

【北海道医療新聞・夏の特集号より転載】

（石狩市）

のかもしれない。

年代後

とま）
、西様似と進む。様似まで列車で足
を伸ばすのは、国鉄時代の昭和
半以来で、西様似の貯木場、アポイ岳の
姿や、急勾配を登って越える途中のトン
ネルの様子など久しぶりだ。

寸考
人生八十年 三師を顧う
佐 藤 玄 祥（博）
（昭和六年一月生）

24

60
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19

20

人生八十年を振り返って、幾多の出合

26

そして終点様似着。
記念の写真を撮り、
やや長めの（細長い）硬券の普通入場券
を、記念に２種購入する。モチーフはア

分発（始発は

のバスに何人かが乗り込み発車するのを
時

分）の上野深行ＪＲ

05

77

50

ポイ岳と襟裳岬であった。岬小学校前行

時

12

02

見送り、様似駅前
様似営業所

12

ークなアイデアと発想で、我が国の製薬

業星製薬の創業者で、その突出したユニ
思いである。

エキスを取り扱い、少しでも報恩したい

胃腸薬の赤い缶が飾ってあり、クマザサ

に協力できた。

療室で蝕診し、１階の薬局で家内の漢方

マスコミでの浪越先生のご活躍は、一

業界に躍り出、一代で大会社に育て上げ
浪越徳治郎先生

[

]

ンロウ、モハメッド・アリ、ハヤカワ雪

世を風靡した名スローガン 指[圧の心母
心・押せぱ命の泉湧く と]ともに、世界の
指圧としてその名を馳せ、マリリン・モ

が相談薬局に徹し、順調に漢方ファンを

州氏等多くの著名人との話題を、巧みな

漢方薬局を標榜して開局

後参議院議員として政界へ進出、不死鳥

増やして来たが、ご存じの様に漢方薬を

為にお力をお借りしたが、 歳までお側

話術で人を魅了された。後年私の選挙の

余年、亡妻

た。後年官僚組織との闘いは 人[民は弱
し・官吏は強し ご
](子息星新一氏著 に)詳
しく、でっち上げの麻薬事件で失脚。戦
の様に蘇ったが、会社再建のための、南

年代多くの薬剤師が鍼灸師の資格を

選薬する匹診法の一つに、触診がある。

会社経営が苦しい中、私たち薬学生に

を実施し、的確な証を取り、選薬を裏付

取り、店頭で触診（腹診・向背診・脈診）

らしい財産であった。酒の飲めぬ私が酒

でご指導戴けたことは、私にとって素晴

身、体調維持のための指圧が大好きだっ

得られた日本指圧学校に入学した。私自

現在も 母[心 で]指圧治療を続け、先生の
築かれた日本指圧協会の為に恩返しをし

を趣味とした私の特技が役に立っていた。

が広げられたのも、邦楽を嗜みカラオケ

豪の浪越先生とお付き合いができ、人脈

理事長として訓話をされた数々の教訓が、

年一念発起、当時２年で資格が

たが、あの著名な浪越徳治郎先生の弟子

昭和

例えば、星薬科大学資料室にある 親[切第
一 の]揮毫額の署名は、星一左書とあり、
右利きの先生が左手でも鍛錬された証左

[

]

年７月地元薬剤師会から、東京

都議会議員に立候補した。ご縁で、当時

昭和

和田耕作先生

ている。
中年過ぎてからの針路に迷いはなかった。

な話術更には多くの多彩な人脈に接し、
東洋医学の中で、指圧による 診[断即治
療 の]即効性は素晴らしかった。２階の治

星製薬はその後大谷米太郎・米一・幸
跡地 で)星薬科大学と産学協同で製品を
開発、営業されている。幣薬局にもホシ

56

吉氏と引き継がれ、
五反田ＴＯＣビル
〔旧

になることが出来、直接のご指導と巧み

間形成に、
大いなる影響と感銘を戴いた。

けて治療効果を挙げていた。

95

２年８ヶ月の短い期間だったが、私の人

を求めて渡米、志半ぼで逝去された。

米ペルー・ツルマーヨの土地の接収返還

50

である。

50
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40

の民社党の和田耕作衆議院議員の応援を
得て、健康と福祉を訴えたが力足りず落
選した。和田先生は昭和早々、京都帝国
州で戦後までご苦労され、
不屈の精神で、

大学事件でアカのレッテルを貼られ、満
代で社会党後民社党から東京４区（中

宇佐は神仏習合発祥の地
津谷 喜一郎
あまり参拝客のいない小降りの雨の中、

た。土佐っぽの本領を発揮し、温厚の中

野・杉並・渋谷）から連続８回当選され

こういうのが町興しのスローガンになる

れた写真を載せたポスターが貼ってある。

合発祥の地」とある。神輿が東大寺を訪

商店街に沿って参拝道を歩くと「神仏習

に不退転の信念と是々非々の主義を貫い
からない。

のか。だが何を意味しているのかよく分

た。
［愛国心 を]情熱をもって語られ、
代で後進に譲られ、白寿の天寿を全うさ

二〇〇五年秋に京都・高尾の神護寺を
訪ねた折、和気清磨呂の墓と和気公霊廟

れた。
現在も、中野区の選挙管理委員会の仕

託を受けた・・・」との由。どうも全体

呂と足立山と」という評論がある。何か

編をまとめている。そこにも「和気清麻

北(九州森鴎外記念会、二〇〇二 は)鷗外
の小倉滞在に関係した小説と評論、全八

の姉が社務所の人にこの地のいわれを聞

なる建物があった。同行した十四歳年上

のストーリーが分からないが、宇佐神宮

くと「和気清麻呂が宇佐神宮にいって神

長い人生も八十年、 薬[学の師 指
][圧の
師 政
][治の師 三]人の人生の師を得られた
私は幸せ者。それぞれの先生方の齢を目

この神社はあまり神性を感じず世俗化

関係があるかもしれない。

した気分がある。本殿の前はすべて石畳

の名称が記憶に残った。そこで九州出張

感謝の毎日である。
（薬剤師・指圧師）

途中立ち寄った小倉の森鷗外旧居で買

の折に訪ねた。梅雨の頃だ。

お蔭と感謝している。

事に携われているのも、和田耕作先生の

70

標に、日夜健康で居られることに感謝、

神護寺にある和気清麻呂の墓

った『獨身 森鷗外著作集 豊前小倉版』
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40

いう独特の様式とのことだが、前に立つ

なく斜めに立てられているのも神社の荘

が一部、全体の敷地を構成する直角では

になっていて人工的である。また社務所

る。
なぜ十五年なのかはよく分からない。

であった。この神は十五年後に宇佐に帰

寺などと同じく国家安泰を目的とした寺

廃仏毀釈で壊されている。東大寺や興福

大きな寺院があったとのことだ。明治の

五七一年に応神天皇の神霊が現れ八幡

の登り口にしては不思議な構造物だ。雨

篭と、二セットが立っている。普通の山

後ろには下部が四角錐のやはり大きい灯

の両側には、巨大な自然石の灯篭、その

うが、折角だから訪ねよう。山の登り口

社」とある。なんだろう。雨で一瞬躊躇

案内板の矢印にはさらに奥に「大尾神

に適しませんとの表示がしてある。

水は清らかだが、三つ全体に対して飲水

の井戸風のものが三か所ある。一か所の

池の周りを巡る。御霊水として、蓋つき

雨がだんだん強くなる。一部工事中の

この長さは単なる旅行とは言えない。

厳さを欠いている。本殿は八幡づくりと
門とその両側の構造物の後ろに隠れて、
見えない。七六九年に清麻呂が神託を受
けた場所のはずだがどうもそういう雰囲
だがその門の脇の傾斜地に立つ祈祷所

神宮となった。七四九年に奈良東大寺礼

の中、急な階段とさらに坂を回ると古風

な神社に出る。これが大尾神社だ。

案内板に、奈良から戻った神が、七六

五年から十五年間ここに滞在したとある。
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気ではない。
の階下にある展示館は興味深い。遠近法
を意図的に崩したような稚拙な絵ととも
に神宮の歴史が書いてある。これは分か
神武天皇の一族が東へ向かった際、国

りやすい。

が宇佐の地だ。一昨年、宮崎県の高千穂

拝のために宇佐の神は輿に乗って行幸し

東半島を船で回ったところで上陸したの
峡を訪ねた折、モータ付き自転車で各所

た。神が海路はるばる仏教の寺院を訪れ
たのだ。なるほど「神仏習合」はこのこ

その近くの案内板に、神武天皇一族はそ
こから東に向かったとあったが、この話

とか。神宮境内には往時、弥勒寺という

を巡ったなかに高天原遥拝所があった。

と場所がつながった。

大尾神社参道入り口

皇神社がある。

ことも納得できる。近くには彼を祭る護

ここなら清麻呂が神託を受けた地である

と比べると地味だがここには神性が宿る。

た七六九年とも合致する。先の本殿周辺

なるほど分かった。仲麻呂が宇佐を訪れ

大尾神社

より日本の皇統が守られたとされ、
後年、

それが皇位に就こうとしていた野心家の

除すべし」という神託を受けたそうだ。

清麻呂は「無道のものはよろしく掃き

ようだ。

解けた。町興しのポスターも役に立った

長い距離を歩いたおかげで長年の疑問が

る。
日本史は苦手であったが、
梅雨の中、

ンもあるようだ。なかなかよく出来てい

はその途中、足を痛め、足立山のふもと

ようでございます。

の便りによると、想像以上のものがある

付いてきたようですが、親戚の歌人から

東日本大震災は、なんとか復興の緒に

渡 辺 玲 子

文学面からの話

原発をめぐる

仏僧である道鏡の野望を砕いた。それに
昭和初期に皇国史観が強いときに、彼を
崇拝する人々により山の登り口のあの大
きな灯篭が立てられたのだろう。
この間、道鏡を皇位に就けたがってい
たとされる女帝の称徳天皇は怒り、清麻
呂は別部穢麻呂（わけべのけがれまろ）

の霊泉で治癒したとのこと。一方の道鏡

と改名させられ大隈国へ配流される。彼

は七七〇年に下野国の薬師寺に流刑とな

特に福島の原発事故による人災は、被

爆体験を持つ人間からすれば、もう少し

る。清麻呂は復位する。

早急な対応がとれなかったものかと、口

広島・長崎被爆の際にも、情報が迅速

その他、宇佐の神は七五五年から七六

に処理され、適切な対応が取られていた

惜しい想いが致します。
むし）も「別部広虫売」
（わけべのひろむ

ら、例えば防空壕に入っていたなら人的

五年まで四国伊予国に移り住んだという

しめ）と改名させられた時期がある、な

説、仲麻呂の姉の和気広虫（わけのひろ

ど、いろいろストーリーのバリエーショ
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被害は少なかったに違いありません。
す。彼は経済的にも恵まれぬまま奉仕活

て出されました。

八年七月には宝文館出版より単行本とし

これには民喜の素顔がよく述べられて

動を続け、三十七歳で死亡しました。
精神科医の杉林稔は、賢治を緊張病親

おり、
「異説・原民喜」が書けそうな部分

当時の防空体制にも情報処理にも、大
きなミスがあったにも拘わらず、その責

もありますが、文学空間は賢治に近いも

マ

和者と診断し、賢治にとっての社会実践
マ

責任回避の体質は現在の国や東電にまで

任が追及されることがなかったためか、

は個人の幸福はあり得ない」
（
『農民芸術
概論綱要』
）
、という思想に貫かれた献身
だった、と指摘しています。
どうやら福島の原発事故から離れたよ
うですが、それでは広島から、詩人にし
て作家でもあった二名の被爆者に登場し
て頂き、話を続けてみましょう
その一人は原民喜（一九〇五～一九五
一）です。
「夏の花」
（原題「原子爆弾」
）
で第一回水上滝太郎賞を受賞した民喜は、
短編作家でもありました。
彼については、蒲山久夫先生が本誌の
平成三（一九九一）年十一月号に、
「
『ヒ
ロシマ』天使の歌―原民喜の残像―」と
いう優れた論説を書いておられ、一九九

では機関誌『探求』の編集発行人、五月

青年文化連盟などへ入会しており、後者

に児童文化研究会、広島音楽連盟、広島

例えば終戦の翌年、昭和二十一年二月

三）
の社会活動は、
賢治に近いようです。

これに対し峠三吉（一九一七～一九五

文体で事実を書くものと思われます。

で、福島原発に遭った場合でも、透明な

ではありませんが、文学的な密度は抜群

民喜は社会的活動をするようなタイプ

ノ命ナランカ〉

今後イキノビテコノ有様ヲツタヘヨト天

ます。
〈我ハ奇跡的ニ無傷ナリシモ、コハ

災時のノート」には次のように記してい

日に四十六歳で自殺しましたが、「原爆被

のがありました。昭和二十六年三月十三

は、「世界がぜんたい幸福にならないうち

続いているようです。そして他面、東北
人の忍耐強さが称賛され、宮沢賢治（一
八九六～一九三三）の評価が見られたの
でした。
たしかに賢治の詩には、胸を打たれる
ものがあります。彼は核文明の到来以前
に他界しましたが、あのデクノボーは被
爆しても挫けることなく、原発事故に遭
っても「想定外だ」と言い逃れすること
もなかったでしょう。
彼の「雨ニモマケズ」を、単なるスロ
ーガンと看做す人もいますが、童話「グ
スコーブドリの伝記」の中では、新しい
エネルギー像に触れています。彼は二十
五歳のとき花巻から東京へ行き、日蓮主
義の国柱会に入って社会奉仕に没頭しま
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れまで対立してきた原水協（共産党系）
おまけに八月六日、菅首相は広島の平

には宗教研究会部長を兼任しました。七

和記念式典で脱原発を公言されましたが、

も脱原発に方向転換したようです。

音楽会、研究会、レコードコンサートな

ヒロシマでの人気取り発言のようで、不

月には同連盟委員長に就任し、講演会、
どの開催、司会に当たり、十二月には広

愉快な想いをしたのでございます。

島市民生委員への推薦を受けております。
さらには社会革命も念頭へおくように

ヒロシマならぬ広島の市民はもとより、
核兵器に反対する被爆者の中にも、原発

なり、無理をして体を動かして喀血を繰
り返しますが、政治的に利用された面が

峠三吉の絵とピカソ画房

天 瀬 裕 康

不朽の『原爆詩集』で名を残し、昭和

二十八年三月十日、肺葉切除手術中に

歳で死亡した詩人・峠三吉は、丹念に日

その昭和二十二年一月二十五日の日記

記をつける人でもあった。

核科学や原発自体が悪いのではなく、

出し来り、三時より店を閉めて「ピカソ」

《
（前略）
アテニアムより編集会議の呼

には、次のような記載がある。

えせ ははをかえせ……〉に対しても、

充分な対策をたてずに経済の考えで推進

へ行き夕方まで協議。
（後略）
》

ょう。

を必要と考える人びとは少なくないでし

スローガンだとかアジテーションだとか、

した政治家や経済人が悪かったに違いあ

代表作『原爆詩集』の「序」
〈ちちをか

あるかもしれません。

あるいは抒情的に過ぎるとか、いろんな

りません。
国家百年の計を誤らせる可能性もありま

魔女狩りのような原発バッシングは、

た貸本屋「白楊書房」のことだ。次の「ピ

で、
「店」とは昭和二十一年八月に開店し

文化団体「広島アテニアム協会」のこと

この中の「アテニアム」は、総合的な

批判がありますが、多くの支持者がいる
福島原発の現状を見たら、人道的な立

すから、即断は避けるべきだと思われる

カソ」は、アテニアム協会の事務局があ

さて、今年夏の原水爆禁止運動の世界

る際にも代行をして頂いているから、少

は、日本医家美術展で広島から作品を送

ことも事実です。
場から三吉は、おそらく「原発反対」の

のです。

大会は、以前から脱原発を主張してきた

し古い話をしておきたい。

った「ピカソ画房」のことで、この画房

シュプレヒコールを書いたでしょう。

原水禁（旧社会党系）は主張を強め、こ
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36

この店は、戦前の昭和七（一九三二）

洋画家の山路商が身柄を拘置されたよう

を描いていた峠三吉が出入りしていたの

ず、文化事業を目指していた。自らも絵

松尾雅嗣・池田正彦編『峠三吉資料目

な時代である。ピカソのキューピズムも

録』
（二〇〇四年）によると、三吉が描い

は、久男社長の時代だった。

見れば「気にいらぬ」ものだったに違い

反ナチの大作「ゲルニカ」も、当局から
ない。ピカソ画房受難の時代である。そ

た数点を超えるデッサン・カット・油彩

などが残されており、逆に三吉も画家た

こへ原爆投下が襲う。
堀川町の店舗兼自宅は灰燼に帰した。
のうちにも、画材集めに奔走し、原子砂

的に描いた木谷徳三、多くの装幀や挿絵

すなわち、
「詩人の死」と題して抽象画

ちによって描かれている。

漠に芸術の灯をともそうとした。これが

を描いた四国五郎、広島・ルネッサンス

佐渡久男は戦後のバラック住まいの日々

廿日市町で広島の再建を想念していたア

美術協会の創立会員で三吉のデスマスク

を作った浜本武一たちである。夫の丸木

テニアム協会長・佐伯好郎の目にとまり、
文化運動に没頭していた峠三吉を巻き込

に建っていたが、ここは爆心地に近く、

四国五郎は峠三吉より七つ年下だが、

た丸木俊は、三吉の妻・和子や長男・治

位里とともに大作「原爆の図」を発表し

の老舗である。自らも画家を目指し、だ

丸山定夫を団長とする移動劇団さくら隊

昭和十九年に召集され関東軍に入隊とな

本店は戦前も堀川町四―七（現在地）

んでゆくのである。

れよりもピカソを敬愛していた佐渡は、

九名が全滅した推定上の跡もある。文化

年に佐渡久男が設立した美術・画材関係

それだけで特高警察からマークされ、店

り、終戦時にシベリアに連行される。昭
多くの困難を伴っていたと思われるが、

原爆で焼けたピカソ画房の再建には、

したのは三吉没後の昭和三十年だったが、

反核を決意した。広島平和美術展を創設

和二十三年に帰国して弟の被爆死を知り、

も描いている。

名変更を迫られたこともあった由だ。

的で悲劇的な場所だったのだ。

ズムも検挙の対象になり、太平洋戦争開

佐渡久男はその事業を単なる商売に留め

なにしろシュールレアリズムやダダイ
始の翌日（一九四一年十二月九日）には
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こうした時代を経て、佐渡久男が花沢

描くなど、三吉との繋がりは深い。

『原爆詩集』の装幀や三吉の辻詩の絵を
の大学の研究者を訪ね歩いていた。最初

大学から度々ひまを貰って、主に中西部

究生活を送った。勤務先のオハイオ州立

れた。先生の様に他人のほめ言葉を強く

ゃる」と申し上げた。所が先生は跳び上

私は、心から「本当にお上手でいらっし

ろう。偶然萩野先生と話す機会があった

否定することが、日本人の暗黙のルール

がる程恐縮され、
「とんでもない」と叫ば

名ですからお訪ねしました」と。所がそ

になっている。
若しアメリカ人の様に
「そ

しお世辞を加えてみた。「貴方は日本で有
の研究者が大仰に笑み崩れ、
「オー、イエ

の通りです」などと答えたら、
「あいつは

に会ったイリノイ大の研究者に、冒頭少

ブサイトでの通信販売など事業面での拡

ース」と答えたので、驚いてしまった。

云われ、寄ってたかって引きずり降ろさ

いい気な奴だ。どうかしている」などと

良章氏に社長を譲ったのは一九八三年で

張はあるが、創業者の精神は忘れられて

また、二度目に訪ねた研究者も、私の

あり、現在は三代目になっている。ウエ

はいない。本店の店舗を改装した一九九

お世辞に対する反応は同じだった。いか

たちが絵を描けるようにしたのだ。

つい顔をした謹厳そうな方が、たわいな

れてしまう。

三年以後、その壁面を開放し、若い画家
峠三吉が出入りしていた二階のアテニ

帰国して数年を経た頃、アメリカで友

人になったドクターＪが夫人とともに来

く笑み崩れてしまった。わが国でこの様
な反応をしたら、大変なことになるだろ

アム協会事務所跡は、現在は日本画材階
になっているが、三吉たちが目指した芸

Ｊ氏とよもやま話をしている内に、私が

日し、
拙宅に宿泊された。
寒い冬だった。

山中湖にセカンドハウスを持っているこ

っても、強く否定するのが常識になって
いる。実は日本に年一回の医師コンサー

とが話題になった。Ｊ氏はそのハウスに

う。仮に自分がお世辞に値する実力があ

トがあり、私の家内が医者なので、毎回

すぐ行きたいと熱望された。私は困り果

術の社会化は、形を変えて続いていると

聴きに出かける。一昨年、他界された萩

りの私にはまっぴらである。（私の異常な

寒がりは生まれつきで、旧高時代マント

てた。冬の山中湖の酷烈な寒さは、寒が
民謡独唱力は日本一と思っていた。恐ら

がオーバーより寒いのに閉口し、他人が

野昭三博士は、生前毎年自慢の東北民謡

く御本人もそう思っていらっしゃっただ

を朗々と独唱された。私は秘かに先生の

言えそうなのである。

お世辞に弱いアメリカ人
（萩野昭三先生の謙虚さ）
小 川 再 治
私は依然しばらくの間、アメリカで研
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の老境に達した今は、一年の半分は寒く

かぶっていた事を思い出した。八十五歳

見ていない所では、コッソリ頭からひっ
心人物であられた、故小林勝郎先生であ

それは萩野先生の少し前に医科芸術の中

大きな影響を与えた方がいらっしゃる。

を見て、考えさせられてしまった。

錦秋の裏磐梯―５色沼探勝

のＣＤを二枚持っていた。その内一枚は

路ハイキングと農業体験

防線を張った。
その直後のＪ氏の発言は、

ウィーンの超一流の楽団、他の一枚は英

杉並区と福島県北塩原村とのまるごと

モーツァルトＫ五八一のクラリネット曲

る。約二十年前、六十歳代だった私は、

私の想像を絶するものだった。
「ノー。心

国の二流楽団だったが、私には後者の方

成

保養地協定交流推進事業の行事として平

私は「今の山中湖は非常に寒い」と予

て外出出来ない）

配するな。私はセーターを持っている」

手紙でうかがった所、すぐお返事を頂い

が美しく聴こえた。そこで小林先生にお

月 ・ 日錦秋の裏磐梯バス

浜名 新

と。
（結局寒さに強く、英話も達者な義姉

と考えている。

真に受ける率直さにも結びついている、

ていると思った。また、これはお世辞を

読めない」という米人の特徴をよく示し

したのである。「真正直すぎて相手の心を

ただ彼のために親切な発言をしたと誤解

私が山中湖を恐れていることを読めず、

線を全く持っていない、音楽の美が全く

違うことにあるとのことだった。この琴

ば、それぞれの人間の心の琴線が微妙に

深謝している。先生のお答えを要約すれ

に辛抱強く返事を下さったことには今も

手紙を往復させて頂いた。毎回私の愚問

し上げたり、他の曲についても二十回位

たがまだ納得がいかず、またお手紙を差

の農業・漁業・地場産業・観光事業は大

の拡散による実害と風評被害から、福島

子力発電所のメルトダウンによる放射能

の地震と津波の実害、また、福島第一原

いることを初めて知った。東日本大震災

佐ヶ谷にある区役所の敷地内で行われて

した。私は北塩原村農産物の即売会が阿

旅行と農業収穫体験の企画に夫婦で参加

年

が、喜んでＪ氏を連れて行った。Ｊ氏は

萩野昭三先生、ドクターＪのお二人は

中学校の福島でのスキー合宿を今年度取

打撃を受け、毎年行われていた杉並区の

りやめになったそうだ。参加者

敬するある法学の大家がテレビですばら
しいクラシックが始まると、「待ってまし

名が体調の具合で取りやめたそうだ。中

名、５

（付記）日本のお医者様には、萩野昭三

た」とばかりスイッチを切ってしまうの

分からない立派な人も沢山いる。私の尊

27

り申し上げる。

26

既に亡い。改めてお二人の御冥福をお祈

10

先生の外に、もう一方私の音楽知識に、

17
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23

都観光バスで阿佐ヶ谷の区役所を出発。

高年の女性、夫婦連れが多い。朝７時東
ていることも一因かもしれない。

ラインは無料開放され、観光客が激減し

付きトレッキングコース、寒く風が強い

周コース。私は５色沼自然探勝路ガイド

道路が開かれ、山並みには緑色・黄色・

一変し、周囲の山並みを縫うようにして

郡山ＪＣＴから磐越自動車道へ。景色が

とつ高村光太郎・千恵子の物語を披露）
、

安達太良山が見えると福島３泣き話のひ

自動車道
（日光男体山・筑波山が見える、

の中津川レストハウスで産直品を物色し

ら中津川渓谷の散策の時間は無い。終点

しては観光客が少ないようだ。残念なが

ラダイスの地点でも紅葉の盛りの時期に

呼ばれているそうだ。眺望抜群な３湖パ

秋元湖が、湖に小島が浮かび磐梯松島と

車窓から木々の間に桧原湖・小野川湖・

の羽根を伸ばして繁茂していた。磐梯山

看板あり。一帯は湿地帯で“シダ”が緑

実も木にしがみついていた。
“熊出没”の

色の“ぐみ”の実、卵大の“アケビ”の

合い挨拶を交わすといざ出発。可憐な赤

で会津から来られた女性のガイドと落ち

原ホテルから歩いて五色沼探勝路入り口

の杖を。仲間の６人と村の職員１人と高

ので冬用のジャンバーに手袋とＬＥＫＩ

赤色・朱色・茶色・橙色の紅葉が美しく

た。結構寒い。レイクラインを引き返し

の２つの尖った山に連なった凹んだ部分

車は山道のレークラインの高度を上げ、

迫ってくる。五百川で磐梯熱海温泉の故

て裏磐梯高原ホテルの食堂で「山塩ラー

らはるか遠方に磐梯山
（本日初冠雪あり）

を使っているそうだ。ホテルのテラスか

た青沼、柳沼、毘沙門沼など大小の沼が

がごろごろあった。うすい青白色を呈し

起きたという。噴火で落下、運ばれた岩
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ガイドは若い元気な女性。外環から東北

事の解説あり。地震の影響による修復工

年（１８８８）水蒸気爆裂が

梯山（１８１６ｍ）が見えると、
“手なが・

て猪苗代磐梯高原ＩＣから一般道へ。磐

の雄姿、庭に隣接して弥六沼が広がって

点在。沼地の葭原が年毎に旺盛に侵食し

から明治

足なが”の怪物の故事の話に引き込まれ

いる。双眼鏡も置いてある。コーヒー一

沼は縮小・消失するのかもしれない。色

メン」を食す。温泉水から造った、
“山塩”

た。５色沼へ到着。国立公園内での景観

杯ワンコイン。
天皇家ご一家が訪問され、

事が行われていた。左手に猪苗代湖をみ

の調和から役所・郵便局・コンビニの建

める足裏の感覚は格別である。ガイドか

とりどりの紅葉に囲まれ落ち葉を踏みし

らネイチャーガイドされ分かったつもり

宿泊されたスナップ写真が掲示されてい
昼の行程は二手に分かれ、かみさんは

が、しばらくするとその内容が正確に思

る。

景観になっていた。震災の影響で今年は

レトロバス“森の熊さん”号で桧原湖一

色が無いのに驚いた。確かに落ち着いた
磐梯吾妻レークライン・磐梯山ゴールド

物の色に茶色が選択され、けばけばしい

21

で集合写真を撮り終わると、予約してい

クロモジ”の穂楊枝をいただいた。終点

スがかじった松ボックリの飾り、“オオバ

がひらひらと落ちてきた。ガイドからリ

い出せない。辺りをみると楓の実、枯葉

ンガ色に葺きかえられた天守閣は威風

の観光が“会津鶴ヶ城”見学。元の赤レ

ッパ飯”を美味しくいただいた。メイン

た卵豆腐としらすと青ジソを載せた“ワ

料理屋“田事”で、とうもろこしを使っ

クッ”
、ビールのおつまみに結構でした。

に取り立ての大根の薄切りを巻いて“サ

自宅に着くと早速、地元産のベーコン

人情とお世話になり感謝申し上げます。

悩が推測される。北塩原村職員の暖かい

３６０度の眺めがすばらしい。藩祖の遺

葛の葉

堂々とし、
敷石もでかく頑丈で頼もしい。

訓から江戸幕府を最後まで支えた第６代

豊泉 清

たそれぞれの宿に分かれた。私たちの泊
分くらいのやや遠方の桧原湖湖畔で、“美

松平容保藩主は、
“京都守護職”の拝命、

階段で５階へ、テラスには望遠鏡を備え

人の湯”がウリでアルカリ性の温泉で多

堤防や原発破れて山河あり

義捐金想定外のゼロの数
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まる裏磐梯湖畔ホテルは観光バスで

少ヌルヌルしていた。温泉に浸かり疲れ

永遠に語り継がれる未曽有の天災である。

日の東日本大震災は

新聞や雑誌の時事川柳欄に東日本大震災

年３月

安維持、尊王攘夷派浪士を取り締まらせ

を詠んだ句が連日のように掲載された。

平成

“生ビールとぬる燗”を食前酒に、美味

た。一連の事件を経て、錦の御旗を先頭

新撰組を会津藩お預かりとして京都の治

しい料理に舌鼓を打ちゆったりしたとき

私も所属する川柳結社の機関誌に駄句を

第２日目は晴天。磐梯山の初冠雪を遠

が流れていった。

の闘い・会津城内の激闘で藩主は降伏を

酪農家すがる藁まで汚染され

投じてみた。

職員さんから昨日の集合写真をいただい

決意し白旗を掲げた。幕末の変革を認識

望できたのは縁起がいい。朝一番、村の
た。民宿、
“湯流里”を経営している兼業

避難民させてはならぬ難民に

私も気付かぬうちに被曝者か

していても、藩祖の遺訓と京都守護職の
ったに違いない。結果的に多くの民を犠

要職の体験から官軍と戦わざるを得なか

き、皆さん大喜び、でも重かった！ ゴ

牲にしてしまった。リーダーの決断と苦

脆くも破壊した原子力発電所の設計に

ールドラインから会津若松市へ。市内の

た。各自大根２本・白菜１個のお土産つ

歳前後の有能な藩士白虎隊の飯盛山

にした官軍（薩摩藩と長州藩）と幕府連

を流した。待ちに待った宿のもてなし、

ll

農家の畑で大根を２本抜く農業体験をし

17

合軍との鳥羽伏見の戦いから、
日を経て、

23

10

関して、今回の地震の強度は「想定外」
ち入りは

日と言われている。吉

除をしたそうである。忠臣蔵の吉良邸討

要がある。貧しい家でなかなか嫁が貰え

縁遠い女性は莫大な持参金を用意する必

二句は「国破れて山河あり」の本歌取り

が大掃除という江戸時代の習慣を知らず、

の大掃除をしたに違いない。

日

良邸でも翌日が夜討ちとは露知らず恒例

る者もいる。河豚の世話をして縁談をま

ない男性の中には持参金目当てで結婚す

月

という無責任極まる発言が相次いだ。第
のつもりである。原子爆弾の爆撃を受け

に懐が温まったという場面である。

とめた仲人にたんまり礼金が入り、大い

る場合は「被爆」と書くが、放射線にさ

忠臣蔵の討ち入りと結び付けないと、こ

胡麻塩が増えて強飯近くなり

う。黒い胡麻と白い塩が混じっているか

月

らされる場合には「被曝」と書く。暴の
の句は理解できない。

ら、自髪混じりの頭髪に似ている。白髪

白髪混じりの頭髪を俗に胡麻塩頭とい

現在の東京の新宿は、江戸時代には甲

新宿の子供は背が早く伸び
州街道の宿場町だった。荷物を運ぶ馬の

があったそうである。白髪が増えてくれ

って解説書を何冊も繙いていた。最近に

が伸びるという迷信があった。新宿の子

っている。

ば葬式も近い。胡麻塩と強飯が縁語にな

なって知人に勧められて川柳結社の末席

供は馬糞を踏む機会が多いから、よその

が増えるのは年寄りである。江戸時代に

川柳は江戸時代から連綿と続いている

土地の子供より早く背が伸びるという理

中継基地としても賑わっていたから、道

庶民の短詩型文芸である。読んでも即座

を汚し、自己流の時事川柳をひねる楽し

に理解できない江戸川柳が無数にある。

屈である。

をいくつか挙げてみたい。

と初めて理解でき、納得できた江戸川柳

河豚（ふぐ）は冬の魚で身体が温まる

河豚の世話して仲人は温まり

家の浮沈にも関わる重大事だった。逃げ

武士が背後から切りつけられた刀疵は

疵を負った武士が密かに外科医を訪れて

「逃げ疵」といって最高の恥辱とされ、
あったと思われる。河豚は容貌の醜い女

から、江戸時代から河豚を食べる風習が
日が大掃除の日と決

と言われている。江戸川柳にも登場する

月

治療を受けるが、うっかり医者が喋って

煤を取るとは大掃除のことである。江

逃げ 疪の治療に医者の口を縫い

そこで解説を読んで、ははあ、成程……

は葬式に強飯（こわめし）を振舞う風習

13

路は馬糞だらけだった。馬糞を踏むと背

12

みも覚えた。

私は学生時代から江戸川柳に興味があ

偏が「火」と「日」の違いである。

14

性を指す隠語でもあった。容貌が醜くて

- 71 -

12

あくる日が夜討ちと知らず煤き取り
戸時代には

13

まっており、江戸中の民家が一斉に大掃

12

屋島の源平合戦の際に、平家方から源

美しい虫を出したと源氏方

ない句が多い。

や隠語や風俗習慣を知らないと理解でき

医者の口を縫っている。江戸時代の俗信

縫って治療し、患者の武士は口止め料で

を払わなければならない。医者は刀疵を

世間に知れ渡ると困るので「口止め料」

ない句である。

小町の伝説を知らないと正しく鑑賞でき

たくなってもできない。百人一首と小野

せることができず、また自分でナニをし

下の方に孔がないから、男性にナニをさ

ている。
要するに女性性器の奇形である。

がなかったと、まことしやかに伝えられ

小野小町もいる。小野小町は下の方に孔

るながめせし間に」という和歌を詠んだ

は移りにけりないたずらに我が身世にふ

ている。

物店では九尾の狐を描いた包装紙を使っ

と伝えられている。那須の観光地の土産

見して追われ、那須野の殺生石になった

目は細く描かれている。やがて本性が露

女に化けた金毛九尾の妖狐である。狐の

美女を寵愛していた。玉藻の前は人間の

政で権力を握っていた。玉藻の前という

平安時代後期の鳥羽天皇は退位後に院

鳥羽の院目の細いのに気が付かず

葛の景はもうこんこんと書き遺し

掲げた扇を矢で射てみよと、女官が身振

実のならぬ花で実のある返事なり
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氏の陣地に一般の小舟が近付きて舳先に
りで示した。源氏方の弓の名手、那須与

和泉国の信太の森に棲む白狐が女に化

けて葛の葉と名乗り、安倍保名と結婚し

太田道灌が狩りの最中に夕立に見舞わ
れ、雨具を借りに近くの農家に立ち寄っ

一が扇を射抜いた……という逸話がある。
その時の女官の名前が玉虫である。「玉虫

いう和歌を詠んで古巣に帰ったという逸

たが正体が露見し、「恋しくば尋ね来てみ

話がある。狐の鳴き声の「こんこん」と、

よ和泉なる信太の森のうらみ葛の葉」と
という逸話がある。「七重八重花は咲けど

もう帰って来ないという意味の「来ん来

た。その家の娘が盆に一枝の山吹の花を

虫に当たれば即死という場合もあり得る。

も山吹の実の一つだに無きぞ悲しき」と

ん」が掛詞になっている。葛の葉は幅が

載せて無言で大田道灌に差し出した……

平家方の女官の名前を知らないと理解で

いう古歌に託して、お貸しする雨具がな

広くて薄いので、風が吹くと葉の裏が見

ある。もし那須与一が射損ねて、矢が玉

きない句である。

の）が掛詞になっている。それを契機と

いと鄭重に断った。「実の」
と雨具の蓑
（み

は危ない役を言い付かり」という川柳も

小倉百人一首は百人の歌人の和歌を一

百人にさせね女が一人おり
人で

して太田道灌は歌道に精進して文武両道

首ずつ選んだ歌集である。男性が

79

人である。女性の中に「花の色

の武士になったと言われている。

える。裏見 恨み という駄洒落で、葛の
(
)
葉が「恨み」の序詞になっている。
「秋風

女性が

21

いる。玉藻の前や、葛の葉や、鶴の恩返

しきかな」という和歌が古今集に載って

の吹き裏返す葛の葉の恨みてもなお恨め

しい動悸、何処からか大衆の嘲笑の嵐を

ない。私は慌てる、私は動揺する、はげ

自動的にロックされたのだ。もう出口は

に閉まっていてびくともしない。出口は

ドアのノブに手をかけるが、すでに厳重

とルビが付けてあった。
EXIT ONLY
英語で EXIT
は DEATH
の意味でも使
用される。

せん』と書いてあったのを想い出す。

時、出口に『一度この門を出ると戻れま

らぬ男がドアを開けて紛れ込んで来た。

ガチャリとドアのノブの音がして見知

人生は一方通行―一度限りなのである。

しの鶴など、動物が人間の女に化けると

浴びる気配、
早鐘のような動悸、
冷や汗。

いう話がいくつもある。江戸川柳を鑑賞
するには、日本史に登場する人物の逸話

この胸苦しさは何なのか。動揺・悔恨・

嵐。遂にこのままこのホールに幽閉の一

いて来る不気味なムード、疲労と困惑の

混乱。高い天井、無人の筈の客席から湧

屈辱。一瞬走馬燈のように脳裡を駆ける

に関する知識も欠かせない。幅広い雑学
が必要と常々感じている。

EXIT ONLY

夜が訪れるのか、暗澹たる不安。

何気なくドアのノブに手を触れるとす

その時である。

ーっと扉が開いたので、私は中へ滑り込

私は咄嗟にドアに飛びついて廊下に脱

平 野 春 雄

んだ。背後でガチャリと厳董に扉が閉ま

私は一旦閑じ込められても、幸に脱出

出した。

天井、澤山の客席、然し無人の客席しか

ば、一夜鑵詰になったかも知れないと思

できたが、たまたま代りの者が来なけれ

る音。そこは大講堂の入口の様で、高い

凍えた嘲笑のようなムードが静かに漂っ

そう言えば何時か上野動物園に行った

うとぞっとする。

うかがわれない。無気味な沈黙・重圧に
ている。私は場違いのような感じで、急
いで引き返そうとして今入ったばかりの
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その

半 場 久 也

ニューヨーク、一八九四年十一月二日

な具合かと。
《ディミトリー》はもう演じ

を首を長くして待っているのです、どん

《ザーレ号》で、二番目の手紙は火曜日

す。私等の最初の手紙は十月二十七日に

カよ、十月十九日付のお前の手紙を十月

紙で知らせると約束しました。オティル

アンゲルは、それがどうだったを私に手

皆はその公演に期待しているにかな？

の日曜日にずっと考えていました。

られたのですか？ そのことを二十八日

奉教諸死者の記念日一八九四年
『大事な子供達とおばあちゃま！
十一月三日朝、
《エルベ号》と《ルカニ

に加《シュプレー号》で、だから君達が

号》で入手しました。しかしトニーが何

三十日、今週の火曜日に着いた《エルベ

ア号》がこの手紙を君等のもとへ届けま

初の知らせを間違いなく手に入れるでし

回には書かせてください。色々な所で皆

も書かなかったのはどういうことだ。次

この手紙を受け取る前に、当地からの最
ょう。
特に新しく書くことはありません。私

が彼の事を尋ねるのです。何故彼は来な

ドゥゴン嬢についているのです。ところ

等が健康であること以外には何もありま

でオットーは今日も手紙を書いています。

タカルのこと）は学校へ行っています。
到着しました。何か持ってくるのかと思

今、夕方の 時で私等皆セントラル・パ

かったのかと。オットー（原注・息子オ

いましたが何もありません。《コロンビア

ークに居るのです。
お天気は素晴らしく、

せん。これが主なことです。今日《ラー

号》がハンブルグ号から来て入港する筈

丸で夏の様です。午後はずっと良かった

ン号》
（十月二十三日ブレーメンから）が

◎ヤオティリエ、ア

私等はいつも君達のことばかり考えて

です。多分何かを運んでくるでしょう。

（カットも筆者）

ンナ、マグダレーナ、

います。そんなことを君達に書く必要は

るものが、惨めなコーヒーやチョコレー

です。公園では以前と比べると、あらゆ

6

ジエ・ドヴォルジャークそしてクロチ

ありませんね。だから私は君達の知らせ

アントニン、アロイ
ルダ、チェルマーコヴァ 宛て
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○
29

トでさえも良くなくなってしまいました。

神の御加護と、君達に沢山のキスを送

『大切なおばあちゃま！大切な子供達！

ルが下落したのです。オットーが奥の部

すが、今言った通り、まずくて高い。ド

ヴォルジャークが如何に子煩悩であった

コメント〔この書簡に目を通すと、ド

――――――――――――――

校宛になっていました。私が今朝学校の

から来た初めての手紙もです。これは学

の手紙を持ってきました。ペピ叔母さん

チュカとオティルカの十一月二十五日付

昨日《トラーヴェ号》がアンナとツィ

屋の私の側にいて、
手紙を書いています。

か良く分かる。この後子供達への手紙が

自分の部屋へ入った時、机の上にその手

ります。
』

手紙は彼のために私が書いてやるのでは

続く。文中、
「…ドルの下落で…」とある

私等は鳩がいるレストランへ入ったので

なくて、ひとりで書いています。オット

紙があったのです。私にとって懐かしい

1

した通り、この手紙の中でもか彼女はず

オティルカにペピさんの病気について話

その手紙の封を切って読みました。以前

が、これはその少し前ロシアを追われ、

チェロ協奏曲作曲へ意欲

ーは ドルで１隻の船を買いました。そ
れは蒸気で動かすことが出来ます。けれ
ども未だ試していません。私は奥の部屋
に立派なピアノを持っています。ドリュ
ャークが一時的に住んでいた家の女主

三年アメリカで大恐慌があったと、歴史

いう事実と無関係とは言えない。一八九

五十万以上がニューヨークへ上陸したと

とです。彼女がそんなに苦しまなくては

いのだと訴えています。これは悲しいこ

と、そしてもうウィーンには住んでいな

っと病んでいて、家から出られないのだ

人）奇麗な部屋で静かです。私は未だ聞

ならないなんてとても残念に思っていま

アメリカへ逃れてきたユダヤ人の避難民

いたことはありませんが、もしもお嬢さ

書は教える〕

ー婦人の持ち物です。
（原注・ドヴォルジ

んが私等のいるところで弾いたならば、

その他にもペピンカ（訳注・ペピ叔母

す。全てが好転する様神様にお願いしま
◎クロチルダ・チェルマーコヴァとオテ

さんの正式な名前？）
は、
おばあちゃま、

私は間違いなくがっかりしてしまうでし
ょう。今の所私は未だ働いていません。

ニン、
アロイシエ・ドヴォルジャーク 宛

ィルカ、アンナ、マクダレーナ、アント

持ちを圧迫するような心配事が沢山ある

あなたがするべきことが沢山あって、気
ニューヨーク、一八九四年十二月七日

て

しょう！

休息をとっているのです。ピアノかヴァ

けれども大変具合が良いのです。十分に
イオリンかチェロのための協奏曲を書き
たいと思っているのです。
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ら、大変申し訳ないと思います。私等は

のだと言っています。もしそうだとした
ですよ。

り、なかなか良い子で、可愛い

まっていたのに。しかしここではそうは

出来たなら、もうとっくの昔に済んでし

に委せてください。或いは一番いいこと

い。
』もしも料理が少し面倒ならば、他人

他の不必要なことは近づけないでくださ

て頂き、そのことに徹していただいて、

アンゲルからの手紙は今日まで到着して

を思ってやってください。ボレシェクと

なたに言いたかった全てです。私のため

せず休み休みやってください。これがあ

配をしなくて良いです。出来れば無理を

遠慮なく受け取ってください。お金の心

ン・ルス当てに書いた手紙を見ると（こ

この少し前の十二月十八日にアントニ

くなっているのだ。…」とある。そして、

そして仮に出来たとしても、やる気が無

つまり、自分の仕事に時間がとれない。

も残りの日々は多かれ少なかれ忙しい。

る仕事があるし、火曜日は自由だけれど

いかなかったのだ。月曜日には学校です

は料理女を雇ったら如何でしょう。あな

いません。どうしたのか？ わすれたの

料理女の給料は私等が喜んで払います。

たや子供達のために料理を作ってくれる

[

]

◇お断わり 半場久也先生の遺稿は、

回まであり、順次掲載します。
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唯あなたが専ら私等の子供達の面倒を見

人を。ジューフカは掃除も洗濯もしてく
か？』

れも当書簡集に載っていない。
）
「我々は

れます。オティルカや、アンナや、マク

お陰さまで元気です。しかし今回は前の

年の様にここでは快く思っていません。

――――――――――――――
コメント ドヴォルジャークは残して

ダレーナにはそんなに手がかからないで
す、トニーに関しては、とりわけスミェ

我々は子供達に馴染んでいたのですが、

…」とあり、彼は最早アメリカに魅力を

今は彼らが居なくて困るし、不安です。
は注釈がないので良く分からないが、彼

感じ無くなっている。要するにスランプ

ペピンカや、スミェリーや、シチュカ等
の身近にいた人々であろう。最後に出て

状態になっている様に見える。
とはいえ、

きた子供達のことが心配で仕方がない。

の元に置くのであれば、あなたが彼のこ

くるボレシェクへ作曲家が出した手紙が

た

あの立派なチェロ協奏曲が出来あがっ

あなたがトニーをスメェリーさんの監督
とで追い回されないようにするのに、そ

前出のメスマーの書に出ている。一八九

リーさんが面倒を見てくれます。もしも

れが一番でしょう。彼には先日手紙を書

五年一月十五日のものである。「すでにチ
ェロ協奏曲のフィナーレを書き終えまし

うかは分かりません。シチュカについて
言うと、彼女はあなた方のためにあまり

た。ヴィソカーでの様に心配なく仕事が

きましたが、その手紙を受け取ったかど

役に立っていません。が、ご承知のとお

37

兵庫

廣 辻 逸 郎

秋の暮おこりぐせつき百六歳

楢 本 勝 彦

長き夜の音の欲しくて物を煮る

アメシロや二百廿日の捨台詞

東京

嵯峨野時の大寺小寺秋時雨

杜呻く台風様だ頭が高い

秋 霧 朝 光

また同じ処に戻り年の市

福助に似せての化粧秋の眉

青森

音のなきこと恐ろしき雪の嵩

いけめんや歌声高く赤蜻蛉

有 泉 七 種

灯の消えて病棟夜長始まりし

長野

父の忌の魂ゆりさます萩の風

初 芝 澄 雄

古里のバス停前にホウキグサ

狛犬もききみみたてる秋の風

東京

冠雪の大雪山背に花の丘

道端に栗の実光かる田舎道

〈北海道旅行〉
餌をねだるポーズかなしや秋の空

木も草もあわれとどめず木枯るる

洋梨の香気親しく熟れにけり

夜も更けて中秋の月窓開けて
はっとする銀杏並木よ神宮は

稲たわわ屯田兵の住みし町
紅葉の谷をくぐりて水の噴く

神の山獣の山もよそほへり

銘板と東大安田巡る盛夏
留学の沈鵬博士秋誉れ

な つ

被災地の愛の絆のカーネーション

癒されて三四郎池新樹の香

皇族の震災愁い春寒し

小 南 丁 字

九段坂鳥居は高く銀杏映え

虫時雨癒えて我が家に戻りきし

東京

すしガラスにしん蔵跡秋暑し

炎昼の被爆電車や口伝劇

木犀の香も虫声も現世かな

籾 木 秀 穂

手術後の床で祈りし広島忌

足萎えし我に寄りくる赤蜻蛉

東京

福島へ非核のうねり草いきれ

誘はれ杖曳き見たり月今宵

渡 辺 晋 山

夕凪や平和美展の帰り道

あかはらに耳傾けし秋日和

広島

秋立てり被爆被曝に非原発
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雁渡―北の小島にクラス会

竹の春保育園は今お昼寝中

東京

をとこよりさらに紫苑の丈高し

へうたんのくびるるといふ造化かな

玉乃井はむかし色町白式部

東京

福 神 規 子

夕陽総身万万歳と黄落す

ゐずまひを正して吹かれ枯蟷螂

福 冨 清 子

青春老春神宮球場黄落す

祢宜の庭秋明菊に垣結はず

秋 葉 琢 磨
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姑てふものにはならず木の葉髪

千葉

青葉闇歴史聞きをる諏訪大社
草いきれ大社巡りで一日終ゆ
羽黒山五重塔見ゆ夏木立
出羽三山稲の匂ひの旅路かな
秋立つや階段登る杖借りて

東京 福富 清子

青森

秋 霧 朝 光

政策を選択できぬ義理人情

群馬

豊 泉

人気度は鰻登りのどぜう鍋

清

お品書き柳川もある鰻屋さん
てふてふもどぜうも知ってる老会員
天と円高さを競う秋になり
安全と念を押されて増す不安

表紙の言葉

（広島県大竹市）

天瀬裕 康

「移動劇団さくら隊壊滅」

回医家美術展出展）

昭和二十年八月六日、広島被爆時の、
移動劇団さくら隊全員死亡の経過を構成
したもので、九名中五名が黒子のように
即死しました。
丸山定夫隊長は舟で宮島に運ばれまし
たが、終戦の翌日、他界。左端の舟と背
景の鳥居を見て下さい。
左下方は園井恵子と高山象三で、神戸
の西六甲山麓、風見鶏の館近くに逃れま
すが、高山は八月二十日、園井は同月二
十一日に死にました。
右端の仲みどりは、東大病院で同月二
十三日に死亡しますが、臨床歴のある標
本として残ったのです。
陰惨な画面にならぬよう、気を使いな
がら描いてみました。

（第
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風鈴は夏の暑さの子守歌
ボソボソと釈明会見裏がある
政争を厳しく怒る大地震

小 南 丁 字

政末か正座もできぬ子が育つ
東京
東京の世界遺産に村が沸く
秋空を裂く脱原の６万人
琴奨の忍の大関菊花火
秋しぐれあつめる蓮の銀の粒
台風を避け赤トンボ増える群れ

59

紅の扶蓉

青森

秋 霧 朝 光

こほろぎ

東京

小 松 安 彦

山吹の一輪のみが返り咲き七月八日憶ふ春の日

美術館出づれば思ふ美しき婦人の像のモデルのその後

黄昏に海猫は鳴く労働の終はり一日の暮るるを嘉し

こほろぎは今年も鳴けり八月の十一日の暑き夕べに

初 芝 澄 雄

こほろぎの声を聴きをり前線は南下し秋が来たなと思ふ

東京

栗落ちて道に散いる田舎道 バス停指して我は歩ゆめり

秋

丈高き紅の扶蓉が風に揺れ夕べの予報は台風告ぐる

道の端栗散らばってはっとする もう秋だなとバス停に立つ

父のあと追ふがに姉のみまかりてわが歳晩のかかる寂しさ
歌会に付けて行けよと子のくれし祝いのブローチまだ箱の中

楡の木を美しいなと森に立ち 今年の秋を実感したり

羽 生 藤 伍

公園の木々の紅葉の美しさ 秋の香吸いて静かに歩ゆむ

今朝見たるテレビの紅葉京の景 吉田の山を思い歩めり

「千の風になって」が流るる通夜の席私もやがて風になるのだ

茨城

定命を知るるるは神いまのこの小さき幸をあたため生きん
東北の秋

横 田 英 夫

軒先の網を伝いてゴーヤの蔓ののびゆく梅雨空のもと

東京

ケーブルカー乗り継ぎ上る山頂に赤き衣の蔵王地蔵尊

青々とゴーヤの実のなり出ずる共に凌がん暑き夏の日

緑のカーテン

柿・林檎・梨の実たわゝに枝になりバスの女子等に歓声あがる

色付けるゴーヤ弾けて思わざる紅き種出ず南国の色

鳴子峡錦秋の谷見下ろせば白き巨岩が列柱のごと

山知らぬ日本水郷より来れば空高き峰九仭の谷

苦瓜の密は甘きか小さき花に蜂の寄り来て激しく揺るる

にお い

震災の 匂 も知らぬ福島と宮城の山の錦繍に酔う

共に植えしゴーヤ拂われ軒高く 「ヘブンリーブルー」の花咲き乱れる
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原稿をお寄せ下さい

締め切り
３月８日（金）
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冬季号の原稿募集要項
今号は、ドクターズファミリーコンサート、医
家芸術展、医家美術展、医家写真展など、盛りだく
さんの催しものの報告があり、
にぎやかな誌面とな
りました。
また、医家随想も多くの方のご投稿をいただ
き、近年にない盛況になりましたこと、御礼申し
上げます。
医芸工房での本誌作成も２回目を迎え、編集・
制作も少し慣れてきた感じがします。前号では校
正が間に合わず、ご迷惑をおかけしました。今号
は紙ベースの校正を行い、少なくとも一回は著者
校正をしていただけるように配慮しました。ただ、
まだ本職のようにはまいりません。今後、少しで
もミスをなくすように努力しますので、なにとぞ
よろしくお願い申し上げます。
次号（冬季号）では、特に特集は設けませんが、
多くの会員のご投稿をお待ちしています。
※夏季号の訂正とお詫び
医芸俳壇 頁上段 篠田静珈→篠田那珈
お名前を間違えてしまい大変失礼いたしまし
た。訂正してお詫び申し上げます。
38

み

やま

海 山

みち

道

ひと

日「ライブハウス島唄」にて

人

ネーネーズの「片便り」

月

このとき、上原さんはまだ小生意気なねーちゃんだった。

この歌を改めてこうやって聴くと、とても美しい曲である

ことが分かる。家に帰ってからＣＤを引っ張り出して解説を

見る。作詞作曲編曲とも嘉手苅聡とある。アルバム『贈りも

のテーマ」の編曲を担当した人だ。こ
の』で「 SAKISHIMA
の人の手がける曲は、
派手ではないし、
単調な部分もあるが、

心の琴線にふれるしみじみとした叙情性が特徴のように思う。

島」の歌詞の返しのメンバーに比嘉真優子さんの名前がある

また「ライブハウス島唄」にやってきた。
「天使たち」は元

ではないか。良く聴くと、確かに大口を開けて歌っている比

クレジットを眺めていてびっくりした。「パラダイスうるま

開演の時間が来た。音楽が始まる。

日はどんな風に歌うだろうと話している。

嘉さんの声が聞こえる。

数多い歌の中から冒頭にこの歌を選ぶネーネーズのセンス

この歌は以前に聴いたような気がする・・・。最初に「ライ

今回は、
「トゥネー」に引き続き「遠くから」で幕をあけた。

４時間が充実した時間になることを、すでに予測できる１曲

良い雰囲気が漂っている。これから始まる（休憩を挟んでの）

４人とも楽しそうだ。客もステージも和気藹々として心地

が素晴らしい。

ブハウス島唄」に来た時にアルバム「彩」のメンバーが歌っ

目であった。

ろうか。
あの時のメンバーは、金城泉、比嘉綾乃、与那覇歩、そし
て上原渚の４人だった。
比嘉綾乃さんの見事な統率力、
与那覇歩さんの妖艶な魅力、

歳の女の子が自

分の心をもてあます様をコミカルに歌っている。

したことのない恋の心情に取り付かれた

２曲目はアルバム『贈りもの』から「初恋」である。経験

「初恋」の娯しみ

ていたような気がする。懐かしい感じがするのはそのせいだ

いろいろ工夫するのであろう。

始するか、その日のお客さんを見て考えるか、演奏する方は

オープニングは、かつてのように毎回「明けもどろ」で開

気でいるだろうか。開演前のひと時、僕はＯ君と２人で、今

２０１１年
25

金城泉さんの決意に満ちた
「眉間のしわ」
。
いずれも懐かしい。

18

- 82 -

11

本人はとても深刻で身も世もない様子なのに、傍から見れ
ばおかしくてたまらない。本当は「初恋の苦しみ」がテーマ
だが、この歌を歌う比嘉真優子さんの顏を見てほしい。これ
ょうがないという表情ではないか。

が「苦しみ」の顏だろうか。どう見ても楽しくて楽しくてし
恋心というものは、傍から見ればこれほど面白いものはな
いという例を、知名定男は「あんたがたどこさ」の手毬歌の
形式を借りて作曲している。
この歌の歌詞は「初恋の苦しみ」であるが、歌うほうは実

ど、２年前に戻ってもかえって迷惑だと言うであろう。他の

21

メンバーだってそう変わらない年齢だから、誰もが

歳に戻

19

してくれとは言わないに違いない。今の方がずっと輝いてい
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に楽しそうである。これを「初恋の娯しみ」という。
「十九の春」
第２ステージでも、
少し似たようなのがあった。「十九の春」
この歌は、ネーネーズの歌というよりは沖縄の民謡だが、

である。
あまりにポピュラーなので、ほとんどの人は沖縄の歌だと思
っていないだろう。
の時に戻してくれという内容で

いとしい人に長年寄り添ってきたのに、突然別れると言わ
れて、それなら知り合った
ある。
しかし、このネーネーズはとても若く、 歳の比嘉さんな

19

るし。
彼女たちがこの歌を歌うと、
だから遊びに聞こえてしまう。
の持ち味でもある。

深刻味は全くなく、無責任極まりないが、そこがこのチーム

すぐに３人組のおじさんがやってきた。「一番前のこんな席で

いいのかなあ」などと喋って、物珍しそうにまわりを見回し

ている。きっと始めてこの店に来たのであろう。
「片便り」

第３ステージは「沖縄ベイブルース」で軽快に幕を開け、

第２ステージでは沖縄民謡がいくつか歌われた。すごいと
思うのは、この分野で見事な歌唱を披露することだ。彼女た

歌い進んで「ヨーアフィ小」が終わって「片便り」の前奏が

そのとたん、それまで和やかだった客席の雰囲気がピリッ

ちの本領がここにあることを示している。この歌唱力あって

と張り詰めるのがわかる。彼女たちのもつ緊張感がそうさせ

流れはじめた。

いつもの通り「黄金の花」が歌われ、楽しい雰囲気のうち

こそ、他の歌が生きてくるのであろう。
に第２ステージが終わった。
前の席のお客さんが帰ったあと、
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作詞、知名定男作曲の切ない恋の歌で、逢いたくても逢いた

「片便り」は「かただゆい」と発音するらしい。上原直彦

昨年の１月、
「ネーネーズ」が本来の４人に戻ったとき、僕

くても会うことができない、いくら手紙を書いても返事がな

たのだ。
は４人でなければ歌えない歌として「糸綾」をリクエストし

今もしているらしい。専門の作詞者ではないようである。し

が、後に沖縄の郷土芸能にかかわり、さまざまな仕事をし、

綾」も彼の作詞である。報道関係の仕事をしていた人らしい

上原直彦という人はどういう人であろう。そういえば「糸

味の歌詞を沖縄の言葉で歌う。

ない、忍んでも忍びきれない私の片思い・・・・。という意

い、ちょっとこちらに出かけてくればあえるのに来てはくれ

もう一つ、４人そろわないと歌えない歌がある。
「片便り」

た。彼女たちは快く歌ってくれた。楽しいひと時だった。
である。この曲もリクエストしたが、タイミングが合わず、
前回コーラスで聞かせてくれたものの、一人ずつの「片便り」
を聴くことはできなかった。
年前にネーネーズという名前を知ったときから、こ

の４人組のヴォーカルユニットを探す旅に出た。８年目によ

かし、彼の詞は人の心の喜びや悲しみを良くとらえており、

僕は

うやく今のメンバーのネーネーズに出会い、昨年彼女たちの

この歌を、４人一緒にではなく、一人ひとり歌うように考

ただ者ではないことは良くわかる。

たことを悟ったのだった。そして、これまでの経緯を記し、

れ、あえてこのような形を考えたに違いない。

えたのは誰なのだろう。初代ネーネーズの歌唱力を念頭に入

『贈りもの』を手にしたとき、長い長い旅に終止符が打たれ

れの手紙を書いた。本当にお別れするつもりだった。彼女た

緊張を伴うであろう。それに極めて高度な技巧を要すると思

４人で歌うネーネーズが、一人ひとり歌うことは、やはり

確信していた。

僕は、このときすでに、素晴らしい「片便り」が聴けると

と良い演奏になるだろう。

日を追って信じられないスピードで向上を続けている。きっ

現ネーネーズの歌唱力はこの１年、いや数ヶ月、あるいは

「さようなら、僕の天使たち・・・」という言葉と共にお別
ちの邪魔になることは本意でなかったから・・・。
その「さようなら」を止めたのは、返事の手紙のなかにあ
った「片便りを聴きに来い」という一言だった。
僕は本当に「片便り」を聴けなかったことだけが心残りだ
った。４人のユニゾンが通常の形であるネーネーズの数多い
歌のなかにあって、一人ひとりがソロで歌う歌はこれしかな
い。ようやく聴ける日が来た。期待で胸が高鳴る。
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10

する。しかしそれゆえに、この４人のメンバーによるこの歌

われるこの曲は、そう簡単に歌えるものではないような気が

いなあと感じなくなった。空気のように自然に聞こえる。

える。力みが取れた。太鼓は名人技だが、以前のようにすご

数多くのソロを担当しているのは、やはり彼女でなければ
通りと思う。

ならない理由があるのであろう。
「黄金の花」など本当にその

をどうしても聞きたかった。
しっとりとした美しい前奏が始まった。

彼女たちは「満を持して」ステージに立っている。

な新橋芸者へと変容した後、百面相のお姉さんへと大きく変

続いて比嘉真優子さんが歌う。大口のアラレちゃんから粋

「逢ちゃいさぶてィん 逢ちゃららん・・・・」

わったこの人は、相変わらず表情豊かで、いつものことなが

仲本真紀さんが一歩進み出て歌い始める。
美しい歌が「ライブハウス島唄」に広がっていく。美しい

スケールの大きな歌が

気がわいてくる。

ら全力で歌うその姿勢は魅力に溢れ、見ているとなんだか勇

みならず中低音も良く響

声量を背景にした表現力

この人の特徴で、豊かな

まるで模範演技のようだ。

どんな深刻な歌でもあま

り深刻にならないのは、

はますます充実してきた。

様子が変わった。それま

彼女の陽気な人間性のな

この人は、前回（２０

では意気込みと同時に力

三番目は上原渚さんだ。第一声を発した瞬間、これまで聴

ているのが分かる。

ら写真を見ると、歌は全力を傾けて「本当にまじめに」歌っ

何となくコミカルかつ軽妙な会話でごまかされるが、後か

せるわざか。
でもこなすのにあまりそ

みが感じられ、器用で何

１１年７月）来た時から

き、
節度を持った歌唱で、

彼女の声は色彩豊かで陰影が濃い。小さな体なのに高音の

声が、客席の後ろまでぐーんと伸びていくのがわかる。

れが見えていなかった気がする。
前回のときから人間が一回り大きくなった感じで、全体を
見通した上でごく自然に自分の役割を果たしているように見
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初めて聴く彼女の声だ。その立ち上がりは研ぎ澄まされた日

いたことのない鋭く激しい声に僕は思わず後ろに身を引いた。

ヵ月たったときから見ているが、当初は客席に声が十分届か

えるかは未知数だった。僕は、彼女がネーネーズに入って４

歌がお客さんを満足させればよいのだ。

っていれば問題はない。その声が十分届かなくとも、４人の

ネーネーズは４人で歌うため、彼女は他の３人と一緒に歌

なかった感があった。

僕は、これまで彼女は

本刀の切れ味を思わせるものだった。緊張は緩むことなく、
そのまま最後まで歌いきった。
「和」の人と思って聴い

ころも良くないところ

しかし、
「片便り」は１人で歌わなければならない。良いと

と現ネーネーズを繋ぐ重

る。

もさらけ出すことにな

てきた。先代ネーネーズ
要な存在であるばかりか、

この歌はよほど自信

聞こえる。発声法がまだ十分身についていないのかも知れな

確かに、彼女の歌はほかの３人とわずかに異なった響きに

えると思う方がおかしいのだ。
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このチームのまとめ役と
してなくてはならぬ役割

がないと歌えないばか

りか、４人で順番に歌

を果たしている。それゆ
え、自らをあまり出さず、全体のバランスを考えて歌ってい

後で聞いて驚いたが、彼女が本格的に歌うことを練習し始

でもないように思う。

考えていれば良いわけ

うので自分のことだけ

ところが、この、鋭い日本刀を思わせる歌唱はどうであろ

るとばかり思ってきた。
う。コンサートが終わって出口でお客さんを見送っている彼
女は普通の人なのに、この歌のときはとても近くに寄れない
そうだった、３人ネーネーズの時、決死の表情で歌ってい

めたのは、ネーネーズに入った２年前であるという。

た彼女がこのように歌っても驚く必要はないのだ。僕は２年

い。 年以上琉歌の世界で生きてきた人たちと同じように歌

感じがした。

前の彼女を思いだし納得した。
最後は保良光美さんだ。正直言って、彼女がどのぐらい歌

10

える。練習に練習を重ねてこの場に臨んだに違いない。自信

しかし彼女の歌は先の３人に比しても決して遜色なく聞こ

この曲は完全なユニゾンで歌われる。初めて聴く人に、何

てくれた。
現ネーネーズの歌が初めて全国放送で流れたのだ。

くれるように頼んだ。北中さんは僕の意を汲み、要望に応え

れほどに、この歌は４人の心がぴったりと一致し、強い説得

人で歌っているかと尋ねても、４人と答える人は少ない。そ

と緊張がない交ぜになった表情は、この人の持つ温かさと一
そう、この人の歌には温もりがある。彼女の人柄と大いに

緒になって独特の雰囲気をかもし出している。

楽の表情を見せない上原さんが、この歌に限って感情を表に

ふだん、にっこり微笑むことはあっても、ほとんど喜怒哀

力を持って聴く人に迫る。

彼女が短期間の間にこれほどの歌唱力を身につけるように

出している。珍しいことだ。そう思ってほかの３人を見てみ

関係があると思う。
なるには、本人の努力もさることながら、教えるほうにも並

ると、いつもとなんだか様子が違う。全員が全力投球で歌っ

ている。もちろん、どんな時でも手を抜くことのない彼女た

に恵まれた彼女は幸せである。
「片便り」が終わると、間髪をいれず「たぼられ」が始っ

ちであることは知っている。しかし、ここには、これまでほ

大抵ではない苦労があったであろう。素晴らしい先生（達）

た。この歌は、１９００年に結成された初代ネーネーズの最

ってきた。
その彼女たちにしてこの全力投球の歌唱はどうだ。

彼女たちは、このステージで数え切れないほどの回数を歌

とんど見ることのなかったネーネーズの表情がある。

した曲想と伸びやかな伴奏が心地よく、聴いているこちらも

あまりの熱演のゆえに僕は写真を撮ることを忘れた。でも

』に収録されている歌で、
「たぼられ」
初のアルバム『 IKAW
とは「・・・ください」という意味である。軽快でうきうき
楽しくなる感じがする。ソロは仲本真紀さんだ。

それでよかったのだ。
この歌を聴けただけで幸せだったから。
曲が終わった。

最後の曲になった。
「山河、今は遠く」が始った。

ふと見ると、前の席のおじさんが、手の甲でそっと涙をふ

その涙の理由を、その涙の意味を、僕は知っている。

いていた。

か届けたいと思い、ＮＨＫ‐ＦＭ「ワールドミュージックタ

これが、音楽の力というものなのだ。

東日本大震災のあと、僕はこの曲を被災された人々に何と

感慨深いものがある。

イム」のディスクジョッキー北中正和さんにこの曲をかけて
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○ ほ

ん

『ＫＩＹＯＭＯＲＩ
～平 清盛～』

『空想の旅』
池田壽雄 著

『鍼灸雑記』

吉元昭治 著

仏を信じる人の殆どは天国や冥土に行く

死んだら人は何処へ行くのだろう。神

ら現在まで続いているし、さらに将来大

大きな柱であり、二〇〇〇年以上も前か

鍼灸医学は言うまでもなく中国医学の

中国伝統医学の思想を理解するために

と答えるだろうが、無神論者は否定する

しかし、
この間に長い時間があったので、

きな発展が期待されているものである。

もしも天国にいる貴方と話せたら

ためではなくて、残されて現在生きてい

に違いない。私は、天国や冥土は死者の

【はじめに より】

雑な面を見せているのも事実である。

る人のために存在するのだと信じている。 各時代の理論の枠組みが積み重なり、複
【あとがき より】
（悠飛社・一、六〇〇円）

（医道の日本社・五、八〇〇円）
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碓井静照 著
平家の棟梁・平清盛の〝実像〟に迫る！

『平家物語』が語る清盛像に歴史研究
家であり医師である著者が独自の視点で
肉薄する。そこから見えてきた真実の姿
とは

（ガリバープロダクツ・一、二〇〇円）

!?

歌集『龍翔嬰子』
林 宏匡 著
『烏兎』に続く林先生の第七歌集

『佐伯祐三の晩年
衝撃の真実』
白矢勝一 著

日、語法上の誤りに気づいて訂正した作

に発表した作品であるが、収載作品は後

（五十八歳から六十五歳）までに「湖笛」

のであったのかに関することについては、

う。
（略）その晩年が実際はどのようなも

記、評伝類が出版された画家は稀であろ

本邦において、佐伯祐三ほど多くの伝

知られざる佐伯祐三の晩年の真実に迫る

品や当時の心境を客観的に鑑みて修正し

平成四年一月から平成十一年十二月

た作品も含まれている。

今般、
その晩年の様子を整理しながら、

かったように思われる。

今一つ詳細に正確に語られたものが少な
【あとがき より】

（湖笛会・二、五〇〇円）

その造形性と生涯の関係がどのようなも

のであったか、それがどのような経緯を

たどったのかをあらためて考察してみた
い。

【プロローグ より】

（早稲田出版・八〇〇円）

今号は本のご紹介のみとなったことお

詫び申し上げます。

※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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日本医学会総会のホームページにてソシアルイベントの震災後の対応が一覧にな
っておりましたのでご紹介いたします。
http://www.isoukai2011.jp/socialevents/socialevents.php#top
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へ行ったのではなく、強制的に連れて行

者の方々と全く同じでした。望んで日本

います。

ました。本当に、近くて遠い国になって

が断たれているのは日本だけだと言われ

回を迎えたドクターズフ

現できるように努力するつもりです。

医家随想も力作ぞろい、俳壇、流壇、

ァミリーコンサートを最初に、医家美術

今号は、第

かれて家族全員が被爆してしまったと嘆

私たち広島県医師会は、「被爆者はどこ

達の涙を誘いました。

き悲しんでおられる様子は、同行の団員
朝鮮民主主義人民共和国を訪問して

同じ支援をしたい。
」
という人道的立場か

に住んでおられても被爆者。日本国内と

近くて遠い国、北朝鮮（朝鮮民主主義

ら医療支援を実現したいと思っています。

碓井 静照
人民共和国）
。私は、医師として４年前と

この度の訪朝では、前回に比べ平壌の

歌壇はベテランぞろい、と今号も充実し

昨年秋の２度に亘りかの地を訪ねました。 日本政府をはじめ各方面へ働きかけ、実
主な目的は、被爆者との面談、北朝鮮被

街に人や車が随分増えていたと感じまし

展、
医家写真展の内容をお届けしました。

（朝鮮反核平和医
爆者協会及び KANPP
師協会）との意見交換です。

原因は私が広島で原爆に会ったためでし

けたが、娘が胃がんになってしまった。

後北朝鮮に帰り、結婚して子どもをもう

要望などについて話を聞きました。「被爆

被爆状況や健康状態、そして医療支援の

に化粧をしていました。大学や図書館を

おしゃれな明るい色の服を着て、きれい

どを買って食べていました。若い女性は

が行列を作り、アイスクリームやパンな

の日本の駄菓子屋のようなところに人々

信号機も増えて、街のそこここにある昔

会だったと思います。誌上を借りて、篤

方が集まってくださいました。意義ある

大震災のチャリティーを兼ね、大勢の

ベントだけが予定通り開催されました。

止・延期となる中、医家芸術クラブのイ

東日本大震災の影響を受けて軒並み中

日本医学会総会のソシアルイベントは、

ょうか」など被爆体験を語り、体調不良

見学しましたが、パソコンはアメリカ製

く御礼申し上げます。
（ＨＹ）

た内容となりました。

を訴え、自分の子どもたちへの影響を心

が使われており、通訳の人に本当に国交

在朝被爆者の方々と面談をした際には、 た。
それもヨーロッパの新車が目につき、

配されていた様子は、北米、南米の被爆
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