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2012 年 9 月 14 日（金）～ 16 日（日）
ギャラリー銀座『悠玄』にて
【16 日 美術展懇談会】

となりました。

展され、力作ぞろいのすばらしい美術展

今年は二十三名による三十八作品が出

第六十回医家美術展が開催されました。

日（日）
、ギャラリー銀座『悠玄』にて、

平成二十四年九月十四日（金）～十六

第 60 回 医家美術展

品の寸評をしていた

だき、懇親会では作

平先生にお越しいた

続き、画家の藤島清

今年も昨年に引き

います。その後は、オーロラにモチーフ

と一年くらいは花火で通したいと思って

をモチーフにして、描いております。あ

た感じです。絵の方は、この数年、花火

ので、子どもではなく、老人に入ってき

況などをお話され、

品にかけた想いや近

先生が参加され、作

懇親会には十名の

す白矢です。今年もこの会を開けてよか

白矢先生：小平で眼科を開業しておりま

すので、
次に挑戦したいと思っています。

が非常におもしろいというのもございま

ーロラの美しさに魅せられて、その動き

を変えて描いていきたいと思います。オ

有意義な時間を過ご

ったと思っております。今回は佐伯祐三

だきました。

されました。

について本も書きましたので、集大成と

ジャンルに挑戦していきたいと思ってい

続けるかと思いますが、これからは別の

なっております。影響はこれからも受け
【懇親会】

ます。

◇ ◇ ◇ ◇

安彦先生の音頭により乾杯

天瀬先生：広島からまいりました天瀬と

して、絵を書くときは天瀬を使っており

申します。天瀬はペンネームでございま

ますが、本名は渡辺と申します。昔は内

◆自己紹介
今迄昭和の子どものという感じでいまし

科医をしておりましたが、今は医者はや

安彦先生：本年で八十三歳になります。
たが、平成も、もう二十四年たちました

-2-

山崎先生：静岡で内科を開業しておりま

ろしくお願いいたします。

目の参加です。色々ご指導ください。よ

まして、白矢先生の後輩です。今年２回

ます荻野と申します。眼科をやっており

荻野先生：東京都練馬区で開業しており

しくお願いいたします。

めて、絵や小説を書いております。よろ

皮膚科です。今年は２枚出させていただ

します。

新人なので、どうぞよろしくお願いいた

ころから描いています。こちらの会では

山というのがあるんですが、毎年同じと

田の舟とか、あとは阿蘇の外輪山に三俣

思います。テーマは同じなんですが、浜

からこちらに出展させていただきたいと

ですが、その会もなくなりまして、今年

きらめまして、せいぜい旅行したときの

医者の仕事が忙しくて、絵を描くのをあ

いたんですが、みなさまご存じの通り、

りまして、卒業して二年くらいは描いて

を開業しております。大学の美術部にお

た山田と申します。東京の板橋で精神科

山田先生：昨年入会させていただきまし

願いいたします。

出しながら描いてみました。よろしくお

てしまいました。昔凍っていたのを思い

スケッチくらいになってしまっていまし

鈴木啓之先生：鈴木と申します。専門は
きました。よろしくお願いいたします。

た。おととしの暮れくらいに絵の道具の

絵の先生のところに通っておりまして、
週一回だけ描いて、それ以外は描いてい

榎本先生：茨木のつくば市というところ

す山崎と申します。十二年くらい前から

ません。大きいものを描かされて、色々

セールをやっているのをみかけまして、

鈴木博先生：板橋でやっております鈴木

から来ました榎本と申します。今年は茨

らいあり、日本で三番目と言われている

です。前回出展した作品は、血が通って

な所に出展してるんですが、入選した試

ところですが、なかなかいい角度がなく

ないと言われたのがありましたので、が

した。
どうぞよろしくお願いいたします。

だければ今後の参考にしたいと思ってい

て苦労しました。前にはきれいな滝があ

よろしくお願いします。

んばったんですが、
なかなか難しいです。

またやってみるか！と思い、始めてみま

ます。よろしくお願いいたします。

りまして、昔は寒くてよく凍っていたん

ただきました。高さが一三〇メートルく

坂下先生：広島からまいりました坂下と

です。ロッククライミングならぬアイス

木の袋田というところの絵を出させてい

申します。今年初めて参加させていただ

違った感じで描いたので、批評していた

きました。二十年くらい前から絵を描い

：今年も白矢先生から批
クライミングをしていたりしたんですが、 藤島先生（画家）

しがございません。今回のは今までとは

ているのですが、ぜんぜんうまくなりま

昨今は温暖化のせいか全然凍らなくなっ

評をしてくれと依頼を受けまして、私で

せん。三年前までは他で出展していたの
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浅谷浩正『メガネ橋』

いいのかと思ったん
ですが、よろしくお
願いしますと言われ
たので、ずうずうし
くやってまいりまし
た藤島と申します。
よろしくお願いしま
す。昨年一度見たこ
かたの絵はほぼ記憶
◆寸評
浅谷浩正『千騎岩（房総犬吠崎）
』
『メガネ橋』
藤島先生：
「メガネ橋」の方ですが、とて
もきれいな作品です。橋の下の植物も山
もきれいだと思うのですが、あえて言う
しいです。下の絵のタッチと同じにしな

なら、空の描き方です。空のタッチがお
い、ということです。タッチの方向をも
う少し考えて描くともっと良いと思いま
す。

安彦洋一郎『花火』

安彦先生：私は横浜に住んでおりまして、

毎年八月にりんこうパークで花火をあげ

ているんです。花火をモチーフに描いて

いた画家というのは、山下清以外にはい

ないんです。三十年から四十年くらい前

に、この美術展を開催された式場隆三郎

先生の患者さんが山下清でした。式場先

生が「患者が貼り絵をやっている。ちょ

っとおもしろい貼り絵だ」
と言っていて、

後押しして全国で展覧会を開きました。

全国の一般の方々は『式場隆三郎』とい

う名前は知らないが『山下清』という名

は有名になった。我々の横浜にも来まし

たが、式場先生はいつも山下清を連れて

きました。それで色紙をいっぱいもって

きて、その色紙にばったの絵やちょうち

我々にプレゼントしてくれるんです。僕

ょの絵を描いて、
山下清にサインをさせ、

も二～三枚持っています。そんな縁のあ

る山下清も描いている花火の絵ですが、
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とで、昨年出された
しております。どんな批評になるかわか
りませんが、思ったことをそのまま言い
ますので、
どうぞよろしくお願いします。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
以下、
藤島先生による、
作品の寸評を、
全作品分ではありませんが、掲載いたし
ます。懇親会や懇親会前にお話された内
容を録音し、後日、まとめたものですの
で、ニュアンスの違いなどあるかと思い
ますが、ご容赦くださいませ。

浅谷浩正『千騎岩（房総犬吠崎）
』

というものが見えないんだということが

〇メートル。それで見ないと本当の花火

しました。角度は四十五度。距離は一〇

初めてりんこうパークで見たときは感動

域や場所でみましたが、どれもだめで、

ないといけないんです。花火を色々な地

といけないんです。それから角度も測ら

花火を描くときは、見る距離を測らない

にしたりしているかたがいます。

いる画家の中にも、物を貼って絵の一部

がったと思います。現代の先端をいって

ひもを使った絵ですばらしい作品に仕上

今までの集大成という感じです。斬新な

みです。この作品はこれでいいですね。

向けてどういう風に進化していくか楽し

スの素敵な作品です。これから抽象化に

藤島先生：昨年よりも計算されたプロセ

変化をもう少しつけて描くとよかったで

っと白すぎる感じがします。点の表現で

はとてもいい感じですが、上の白がちょ

に気になるのは滝の白ですね。中間の白

ぞれ違ってきれいです。全体を見たとき

いな絵です。上の部分も下の部分もそれ

藤島先生：
「袋田氷結」の方ですね。きれ

『女人高野―室生寺―』

で、そこがちょっと気になりました。す

かえられると思うのですが、その微妙な

榎本貴夫『袋田氷結』

わかりました。そのすばらしい花火を見

飯田収『ニコライ堂』

す。すごく雰囲気のいい絵ですよ。なの
ビル、そして

で素敵に描かれています。階段の上の所

「女人高野」の方ですが、独特の持ち味
をいれて、前

が少し黒過ぎるかなと思うところもあり

ばらしいです。

の木をいかに

ます。ちょっと目をひいてしまいますの

前の木ですね。

前に出すかと

スを考えるといいですね。でもすばらし

で、周りの黄色いところとも少しバラン

もうひとつ色

いうところを

い作品です。

ひと工夫して
はどうでしょ
うか。
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てから、花火を描き始めました。今回の
絵には糸を張り巡らせたりして立体的に

藤島先生：力強い絵です。黒とバックの

飯田収『ニコライ堂』

してあります。

安彦洋一郎『花火』

海老原隆郎『小石川植物園（日本庭園）
』
藤島先生：配彩の明るいさわやかな絵で
す。もう少し水面に映る、木立や赤い建
物、空などを意識すると楽しくなるので

荻野公嗣『少年』
『 滝 』

ーを意識

ハーモニ

上と下の

しょうか。

はないで

藤島先生：とてもいいです。これだけの

年らしさが出たかなと思う作品です。

いていますが、これは偶然、ちゃんと少

て、上はパステルです。今まで何枚も書

で描いたものです。アクリルで下塗りし

すると、
躍動感の
ある素敵
ると思い
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な絵にな
ます。

す。一年くらい前の作品ですが、息子が

の息子です。中学三年生のときの息子で

も楽しかったです。
「少年」のほうは、僕

チした作品です。描いているときはとて

です。クマ出没注意の道の傍らでスケッ

りして、その上に油をのせて描いたもの

荻野先生：
「滝」の絵は、アクリルで下塗

海老原隆郎『小石川植物園（日本庭園）
』

テレビを見ている所を横で一時間くらい

荻野公嗣『少年』

荻野公嗣『 滝 』

榎本貴夫『袋田氷結』
榎本貴夫『女人高野―室生寺―』

力量があるのですから文句のつけようも
少し白の部分との兼ね合いがうまくいけ

にはもう少し統一した感じの方がよかっ

しまうところもあるので、一体感を出す

ね。言うこ

きれいです

藤島先生：

し面を入れて分割して色を考えるとまた

す。人物もこれでも良いですが、もう少

識の空間とは違うところがおもしろいで

っと幾何学的な感じもします。普通の常

藤島先生：構図はおもしろいです。ちょ

木村典子『ピアニスト』

たかもしれません。

ば、もっと良い作品になると思います。

『あぢさゐⅡ』

木内徴子『あぢさゐⅠ』

ないですね。スケッチという誰もが通る
道ですが、殆どの人がすぐその先へとな
しゃるのもすばらしいことです。

るところを、それを極めて描いていらっ

金古進『妙義山』
藤島先生：空のブルーがこれでよ

います。バ

とないと思

違った感じがして良いかと思います。
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のブルーの関係ですね。それだけ

ックの上の
三角の部分
が少し白っ
ぽいかなと
も思います
が、わざと
このように
描かれたの
せん。ちょ

かもしれま
っと別な空
間に見えて

木村典子『ピアニスト』

木内徴子『あぢさゐⅡ』
木内徴子『あぢさゐⅠ』

かったか、です。山のブルーと空
で見るときれいなんですが、もう

金古進『妙義山』

『ひまわり』

坂下昇『山陰の港』
ころができれば、関係性もうまくいくと

性です。花と壺を一体にする、というと

描いていただいて、バックと机との関係

か。

ますが、挑戦してみてはいかがでしょう

思います。
白幡雄一
『裸婦』
藤島先生：とて
も良い作品だと
思います。しい
て言うならば、
手をおいたとこ

す。

とか、やわらかい作品に仕上がっていま

作品です。足をわざと消してあるところ

藤島先生：黄色と黒のバランスが素敵な

白幡裕子『ダンサー』

『秋の九重三俣山（阿蘇外輪山）
』
の工夫がほしいです。帆柱をもう少

藤島先生：
「山陰の港」ですが、帆柱
し強く描くといいですね。これだけ
本数がありますし、後ろの建物とし
っかり区別したいところです。この
帆柱がしっかりしてくるともっとい
い絵になってくると思います。それ
から「ひまわり」ですが、花はこれ

ろの影が少し気
になります。影
ないですね。影

が立体になって
の付け方を少し
工夫してみては
いかかでしょう
色味をいれてみ

か。影にも少し
るとか、すごく
難しいとおもい
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白幡雄一『裸婦』

白幡裕子『ダンサー』

坂下昇『秋の九重三俣山（阿蘇外輪山）
』
坂下昇『山陰の港』

でよいと思いますが、花と壺の関係
がもう少しですね。壺と花を一体で

坂下昇『ひまわり』

白矢勝一先生『追想・佐伯祐三Ⅰ』
うな絵を描いてみたいといいまして、私

佐伯祐三に目覚めまして、佐伯祐三のよ

うな絵を描いていました。ところが突如

現したいと言う焦りや、命の儚さ、そう

ます。それを佐伯は、自分をなんとか表

は誰でも持っているのではないかと思い

同じになろうというのは非常に難しいこ

『追想・佐伯祐三Ⅱ』

とですが、白矢先生はその佐伯に魅せら

いうところから佐伯の技法みたいなもの

したけれど、

れてなんとか近づこうと努力されてきま

が生まれているのだと思います。佐伯と
だいぶ最近

した。そして、今は、その佐伯から抜け

も一緒に絵

は絵がわか

て、
さてどうするか！というところです。

を見てきま

たのかなと

ってこられ

『追想・佐伯祐三Ⅲ』
白矢勝一先生：私は３作品ださせていた
だきました。
佐伯祐三が絵を描いていて、
そこに奥さんと娘さんがいる、という写
真を絵にしました。もうひとつは佐伯祐
三の絵の中に佐伯祐三を娘さんが手をつ

思っていま

長年の夢だった佐伯祐三に関する本もだ

で、これからの白矢先生の成長をまた楽

されて、ここで一区切りついたようなの
三というの

しみにしております。

す。佐伯祐
は非常にリ
ズム感覚の
人です。そ

『安らかに・佐伯祐三Ⅱ』

白矢けんじ『安らかに・佐伯祐三Ⅰ』

すばらしい
れと日本特

『安らかに・佐伯祐三Ⅲ』
水墨や書の

性の即興の
影響という
のを日本人
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ないでいるという、哀悼の意をこめて描
きました。もうひとつは彼の事を想って
描いた絵です。

白矢勝一『追想・佐伯祐三Ⅲ』

白矢勝一『追想・佐伯祐三Ⅱ』

藤島先生：付き合いが長い白矢先生です
が、最初の頃は絵具をぺったりつけたよ
白矢勝一『追想・佐伯祐三Ⅰ』

白矢けんじ『安らかに 佐伯祐三 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』

鈴木啓之『浜辺の朝（宮古島）
』

うな作品です。よろしくお願いいたしま
す。

藤島先生：前回の作品からはまた変わっ

『月明（屋久島）
』
鈴木啓之先生：いつも暗い絵が多いもの

た趣ですが、鈴木先生の作品だというこ

は「浜辺の朝」の作品の方がどちらかと

とはわかりました。今回の２作品では私

から頼まれたものなので少しサイズが大

いえば好きです。全体の静けさ、無言の

品出しました。海の絵のほうはある病院
きいですが、こちらは宮古島の朝の海で

静けさがよく出ています。海に向かった

で、少し変えたいなと思い、今回は２作

す。
「月明」のほうは屋久島の千年くらい

そういうのがよく現れています。考えて

ときっていうのは言葉がないんですよね。

しまうと、海の色や

空の色、砂浜との境

の色など、これでい

まいがちですが、こ

いのか、と考えてし

の作品はこの色でい

いんだと思います。

鈴木先生が選ばれた、

緑や青の色、また違

った色づかいもでき

ると思うんですが、

自然の力というもの
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の樹齢の杉の木です。その木が夜の月明

鈴木啓之『月明（屋久島）
』

かりに照らされている作品です。そのよ

鈴木啓之『浜辺の朝（宮古島）
』

もうひとつの「月明」のほうはまたちょ

誰でもできることではないと思います。

が表現できればすばらしいと思います。

すね。
これはこれですばらしい作品です。

決めて、それを突き詰めていくといいで

こだわりをもってくるか、ということを

ではないでしょうか。自分の中でどこに

前回の壺の絵と同じイマジネーションを

っと違う作品ですね。
どちらかといえば、
感じます。幹の方はよいとして、葉っぱ
の黒い部分が、この変化が少し単純にな
ってしまっているようなので、これをも
うすこし考えるといいかと思います。で

ですよね。僕にも満足のいくものは描け

『キューバのミュージシャンⅡ』

『キューバのミュージシャンⅠ』

隅坂修身『民族服の男（ハンガリー）
』

ないです。でも前作よりもすごくいいで

藤島先生：即興性があり、優れた作品だ
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もこの無言の力を表現できるのはすごい
ことです。
鈴木博『夏日』
藤島先生：前回の鈴木先生の作品も覚え

す。表情もすごくいいです。血が通った

物の表情が豊かで、暖かい感じがでてい

と思います。絵の大きさもいいです。人
ます。

ように描くというのは名画にあることで

つきつめていって勉強していくといいの

具で表現するということを、自分の中で

すから、日々勉強です。あとは質感を絵

てます。血を通わせるというのは難しい

鈴木博『夏日』

隅坂修身『民族衣装の男（ハンガリー）
』
『キューバのミュージシャンⅠ』
『キューバのミュージシャンⅡ』

工夫ほしいです。

ね。着想はおもしろいですが、あとひと

すが、これでよし！とは言えない絵です

節感はないですね。全体にきれいな絵で

たかったのだと思いますが、この絵に季

藤島先生：赤い岩と赤い雲。そこを描き

新本稔『よくある海と岩』

空の方が強く感じられてしまうので、そ

か。空とドアのところが同じ色ですが、

し研究されるといいのではないでしょう

す。全体の色合いとのバランスをもう少

うか。輪郭を少しはっきりさせるとかで

のところを骨太にしてみてはどうでしょ

全体にやわらかいのでもう少し真中の扉

藤島先生：
「アルルの陶器店」のほうは、

つの四角に色味を出して描いてみました。

分けて構図を考えて描きました。一つ一

山崎先生：今回は四角をたくさん作って

山崎嘉弘『室内にて』

す。

部分の色のとり方はとても良いと思いま

りやすいかと思います。上の部分と下の

ここをポイントにすると絵のリズムがと

なり長い距離をとっている部分なので、

藤島先生：とってもきれいな絵です。造

のあたりを工夫されるともっとよろしい
うは、ひさしの部分をもう少し工夫され

形化された絵で、そのままの形でなく、

野口眞利『夜のカフェテリア』

るとよかったかと思います。絵の中でか

野口眞利『アルルの陶器店』
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かと思います。
「夜のカフェテリア」のほ

『夜のカフェテリア』

野口眞利『アルルの陶器店』

新本稔『よくある海と岩』

ポットの中のお花の表現などとてもうま

画ですね。
とてもうまく描かれています。

置き換えるという手法を使っている造形

面に捉えて描くという方法もありますが、 食べられてしまってなくなってしまうん

をして描くといいかと思います。絵は平

違和感を感じます。衣装の方に少し工夫

装の方は平面的ですね。そこに少しだけ

けが咲くんです。他の植物はみんな鹿に

山田先生：実はこのあたりはすいせんだ

かどうか、ということですね。

です。すいせんだけが咲いていてきれい

この絵にはそれが混在しているので、少

なものですから、描きました。

面の動きと方向によって距離感は出るん

し違和感を感じます。統一されたほうが

藤島先生：そういうことなら、取り入れ

いです。空間の作り方というものは線と
です。今までの陰影法ばかりでなくて空
良いかと思います。

ょう。奥の木の霞がかかった様子もいい

思いましたが、まあすいせんはいいでし

ね。最初はすいせんもいらないかな、と

し描きたい所をしぼって描くといいです

成功するのではないでしょうか。もう少

張りですね（笑）この犬はいないほうが

犬ですか？これは全体的にみてすこし欲

た色で。その横に描かれている白いのは

っきり描かないでもう少し周りに近付け

し近づけてみてはいかがですか。花もは

をもっといれて、周りの木の色にもう少

してみましょう。根っこに近づくほど黒

ほうがいいですね。グリーンを少しおと

すいせんの描き方をもう少し工夫された

ていいでしょう。
取り入れていいですが、

間の出し方は別にあるのではと、昔の画

山田治『夜明け』
『春霧』
山田先生：信州の同じ山なんですが、冬
と春です。見てる方向も違いますが。
藤島先生：まず「春霧」のほうですが、
手前にあるすいせんの花が必要であった
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家たちも考えています。この絵もそれが
描かれていてすばらしいですね。

山下婦美子『Ｍｍｅ．Ｅ』
藤島先生：人物の方は丸みがあって、衣

山崎嘉弘『室内にて』

山下婦美子『Ｍｍｅ．Ｅ』

濃度を変えて描いてみてもよかったです

霞を描いたあとに奥の木の幹をもう一度

です。
霞の白い横線はとてもいいですが、

の種類があると思うんです。影の部分の

いてはいけません。雪の白にもたくさん

す。色の違いがですね。ただの点々を描

藤島先生：足跡にも影があると思うんで

山田先生：鹿の足跡です。

ね。ご

したよ

ていま

す。機関誌『医家芸術』の表紙にも載っ

藤島先生：去年の作品も記憶しておりま

ている

んとで

がちゃ

いこと

伝えた

自身の

よかったですね。

白、朝日にあたっている白、もっと白の

ね。霞の奥の木の距離をもっと描けると
「夜明け」
のほうですが、
手前の黒い点々

変化も描いていけるといいんですね。木
の幹の黒の変化もそうです。油絵の特徴
い。そうすれば距離感もでてきます。が

をいかして色に変化をつけてみてくださ
んばってみてください。

作品だ

思いました。しかしいずれは地球は荒廃

が、今年は屋根のあるドームを描こうと

天瀬先生：毎年原爆ドームを描くのです

た作品を描きましたので、とても共感で

して、私も少し前にオーロラを取り入れ

オーロラを取り入れたとうことを聞きま

ます。
先程少しお話をうかがいましたら、

と思い

するに違いないと思い、
『終末伝説』と題

きる絵です。文句のつけようのないすば

天瀬裕康『終末伝説』

名をつけたのですが、あまり終末くさく

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

らしい作品だと思います。

天瀬裕康『終末伝説』

なくて童画的なメルヘンチックなものに
なってしまいました。もともと子どもっ
ぽいところがございまして、そうなって
しまったようです。
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は足跡ですか？

山田治『春霞』
山田治『夜明け』

親睦会はこの後、美術部部長、副部長
からの挨拶と集合写真の撮影などをして、
お開きとなりました。
来年も美術展を開催予定です。皆様の
ご協力よろしくお願いいたします。

※今回は、白黒写真にて作品を掲載させ
たいかたは、日本医家芸術クラブのホー

ていただきました。カラーでご覧になり
ムページ内の美術部のページにてご覧く
ださい。
日本医家芸術クラブ美術部で検索する
か、左記のＵＲＬにアクセスしてくださ
い。
http://www.ika-geijyutsu.jp/htm/bijyuts
u.htm
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未来への手帳

付を受けたときであった。これからこの
世に生を受けて成長して行く行程を記入
してゆくという、
まさに未来そのものを、
その時が来たとき、現実を直視しながら

周囲を見渡し、高齢者とか介護手帖を持

時間というものを見た者はいない。絵

や音楽でも表現しにくいが、時刻からな

んとなく見当をつけることはできる。

その点空間は、三次元内の存在として

眺めることができるだろう。地獄・極楽

の絵や、葬式の時流される音楽から、未

来の空間を類推することはできそうだ。

しかし、そこにあるのは四次元ではな

た怖い世界が、目のまえに、ちらつくの

く、異次元のような気がする。怪談じみ

阪でひらかれた。二〇一一年に他界され

た小松さんの一周忌なのだが、並の「偲

ぶ会」ではなく「出会う会」なのだ。し

かも、この追悼イベントは、
「宇宙の知性

と融合した う(かれ 小)松左京に出会う
会」というのである。

〈大勢のファンが集ったことを、誰よ

りも「宇宙」におられる小松さんに報告
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渡辺 玲子
未来には、時間的な未来と、空間的な
未来があるようだ。
三次元の風景の中を、
時間が通って四次元になり、時間的な未
昨日・今日・明日、去年今年……旅の

つ人たちとの出会い、自分の年齢が気に

来が生まれる。
記憶が蘇るのは、時間的な過去と空間的

なり始める。この頃から、将来のことが

書いてゆくのだと不思議な気持ちになっ
だ。
たものだった。
さて、どうしよう
そのあとは子どもたちの成績表や卒業
そうした矢先、今年 二(〇一二年 の)七
証書……やっと暇ができたと思ったとき、 月十六日に、
「小松左京に出会う会」が大

な過去とが溶け合うからだろうか……。

気になってくる。
もともと私は、将来のことを思い煩う

人との避遁、
あるいは諾々の出来事も、
それを証明する書類も、すべて時間の関

ようなタイプではなかつた。
だが、
ふと、
りだした。

未来とは何だろうかと、考えることもあ

与の許で起こるような気がする……。
それを実感した最初は、母子手帳の交

!?

賀会の主賓になって下さった主治医のＭ

だった。私が思いかけず叙勲した時、祝

中にはたんまり、楽しいプランを書き

先生、
私のこわれかけた胆道再建のため、

うか。

から始まった会は、「未来に向けて小松左
込んでおくのである。小松左京だって作

くださったＲ ・Ｙの両先生は、命の恩人

大汗を流して曲芸的な手術を成功させて

して、喜んでいただきたい〉と言う挨拶
京が提起したもの」と題して基調講演と

なかった。けれど、日本の中で激しく変

品の中で「未来がバラ色」とは言ってい

次いで映画『さよならジュピター』の

パネリストらによる討論会があった。

である。今でも感謝の念をこめて、おつ

しかし昭和三十年代に私が急に視力が

って行くものに「未来」に夢を持たせて

乱れ受診した超一流の眼科医は、不親切

上演があり、最後にヘビースモーカーの

くなれば、行ってもいい。火星の自動探

だった。実力は大したもので、私の視力

き合いをさせて頂いている。

査機「キュオリティ」が火星に軟着陸で

くれるものもある。例えば宇宙旅行が安

場所を移して、夜は打上げパーティが

きたのだから、いつかは、火星にも行け

小松左京自身が顔を出して一言。

の実行委員でもあることから、同伴者と

開かれた。夫・天瀬裕康がこのイベント

は永久に回復しないと診断した。でもそ

の医師の方々のおかげである。特に六十

がいたが、皆不機嫌な顔なので驚いた。

とを知った。そこには数名の男女の医師

受けたが、この町なかの噂が嘘でないこ

に転職となりＳ区の保健所で身体検査を

あった。私は三十四年Ｔ大学からＫ大学

当時保健所の医師は威張るという噂が

き、
「早く帰れ」と命じた。

して放心状態になっている私の膝をつつ

く老眼になった」と告げた後、がっかり

の後の処置は冷たかった。「君は人より早

・ ・

るだろう。

小川 再治

親切な医師、威張る医師

ならないことになる……。

さて、一〇〇歳まで生きていなくては

して参加した。
ご遺族の方も多数参加されての会で、
思いがけず、多くの方々と共通話題の時
間を持ことができた。また、小松左京も
参加していた日本ＳＦ大会のこと、来年
広島で開催予定のＳＦ大会・こいコンの
実行委員長とも同席して、話も進み、時
間はあっという間に過ぎてしまった。
高齢者医療だとか、介護手帳などとい

一歳の時、心筋梗塞で倒れた後お世話に

虚弱な私が長命に恵まれたのは、多く

うと、どうも気が滅入ってくるが、おな

なった方々は皆親切で、心やさしい先生

話を元に戻そう。

じ手帖でも、未来手帳ならいかがであろ
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て来た。そこにはいくつかの検査道具が

そこに中年の母親が幼児を連れて入室し
な連中はよってたかって引きずり下され

今は平和民主主義の時代だから、こん

状を交換して簡単に現状を確かめあうだ

ってそう昵懇にしたわけでもなく、年賀

になった。一年余り同じ病院で部屋は違

いと焦っていながら一面家庭的な雰囲気

しまう。医者の方々の人当たりまことに

を持っていたようで、現在のがんじがら

あった。幼児がその道具に駆けようとし

る私を見た女医さんは、私が靴をはくの

めの医療現場と違った病院風景であった。

けであった。振り返ると当時の病床生活

に苦労しているのを見ると、靴べらを持

市立病院とは名ばかり、元料亭を改装

・ ・ ・

って手伝って下さった。そしてズボンの

した２階建て木造で、病舎だけくの字形

は、お互い早く元の職場や家庭に帰りた

裾の乱れているのに気付かなかった私を、

かけた時、体重測定が行われた。杖に頼

廊下にまで追いかけて来て身をかがめ、

に付け増しされ２階は殆どが結核患者で

柔らかい。この間Ｓ病院に定期受診に出

た時、最年長の女医が一喝した。
「そこな
子供、うろちょろするな！」と。幼児は
おびえ、べそをかいていた。
その時私は「勧進帳」で弁慶が関所の
役人に「そこな山伏」とどなられたシー
ンを思い出し、女医の威張り方にも八百

直して下さった。
「そこな子供」などと言

前から臨床実習に通っていたこともあっ

学者で有名なＭ県Ｍ市の小さな病院で闘

家に下宿していたが、病院からの帰り道

った。即日帰郷自宅安静である。親戚の
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年前のカラーがあると思った。診察が終

あった。私は昭和

年３月卒業だがその

う医師は、今の日本に一人もいないと思
う。

て、インターン生として４月から採用し

てもらった。だが３カ月もするかしない

か何となく倦怠感と熱感があり、病院職

ろ看護婦が「あれ！先生大変よ」と持っ

ほろ苦い思い出

員のそれ程無理な行程でない遠足に行っ

てきたフイルムは私でも分かる病変であ

ても疲れを感じてＸ線を撮ってみたとこ
年もの大昔牛肉と国
病生活を一緒にした病友とも全部お別れ

から届いた。もう

封書でＮ氏の死去された知らせが奥様

廣辻 逸郎

24

わった時、この女医は「済んだら子供を
連れて帰れ」と大声で命じた。
男の医師も威張っていた。私が金歯を
入れているのに気づくと、ほぼ同年齢の
私に「口を開けろ」と命じた。そして「若
いのにむし歯だらけだ。早死にするぞ」
と嘲笑した。
私より少し若い女医も、結構威張って
いた。ただ、私の書類をめくって、貴方
秀才じゃないの」と言ったのは、くすぐ
ったかった。

60

駅から
た。

分の距離が一遍に遠くに感じ

伊丹の実家に帰っての安静療養に入っ
たが、当時はまだ抗生剤はなく、夕方に

ラジット・パスが処方され、ＳＭも保険

か人工気胸しかなかった時と違ってヒド

に受け入れて下さった。ザルブロの注射

いうので早速話題になった。
その住職は、

職であった。医者と坊さんが同じ部屋と

さて最初に同室したのは何とお寺の住

も市販されだした。でも勿論闇市場であ

てストレプトマイシン（ＳＭ）が日本で

う雑誌から得られた。全国的に昔の陸軍

ていた。こんな情報は『保健同人』とい

として、胸廓成形術更に肺切除が始まっ

くしかありません。その坊さんは後年病

と真顔で話されて、ただそうですねと肯

無理するのでこんな病気になりました。
」

必死であった。「お経をあげるのに呼吸を

く複帰しなければ寺から追い出されると

檀家が持ってくれているので、一日も早

仏教大学の学費を始め生活費を全部村の

る。１本が一五〇〇円から二〇〇〇円も

の名前が有名であった。Ｍ市の病院は京

病院が結核病院となり、特に宮本忍医師

その頃関東の清瀬病院では外科的治療

適応されるようになっていた。

した。伊丹は神戸に近く闇値でも安い方

なると不快な微熱が出て来た。半年程し

だと主治医は言っていた。まだ戦後のみ

に病棟にはエリート商社マン・大手建設

声にのがれられなかったのでしょう。他

院裏の線路に投身自殺されたと風の便り

快くなりたいと希望したが肋膜が癒着し

会社設計技師・高校教師・巡査そして地

大系で京大の結研開発の合成樹脂充填術

そのＳＭを買ってくれた。１本を２回に

術は半年もすると充填物が化膿して来て

ていて不適合と言われた。しかしこの手

んな貧乏と戦っている最中で月給五〇〇

分けて注射するのだが、その効くこと効

元商店の跡継ぎ等多士済々であった。そ

に聞いた。お気の毒でならない。檀家の

くこと。それまで頑固に持続していた微

膿胸を起こし、全部取り除く再手術され

して主婦や田舎の素封家の娘さん。冒頭

が施行されていた。私もして貰って早く

熱もおさまり、食欲も出て病感は完全に

た。樹脂のピンポン玉を昇汞水に漬けて

のＮさんは若いエリート官僚であった。

〇円位の頃である。でも兄弟は私の為に

消失する。しかし１ヶ月もせずまたシュ

〈浮いているだけ〉それでは滅菌にはな

職場複帰は叶わないが、絶対安静する程

ウーブを起こす。こんなことを繰り返し

病室には近くの城址から４月には花見

でもなく、午前中の回診が済むと夫々読

週１回の人工気胸やＳＭ他薬剤で直ぐに
の賑わいが、藤の満開の時はその香が風

書したり、病室に集まって雑談を交わし

らないでしょう。

める。そうして元のインターン病院に無

に乗って病室まで流れて来た。

ていて矢張り入院治療が必要と覚悟を決
理を言って入院となった。
医師看護婦みんな知った仲だけに親切
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30

商社マンはラグビー特に早明戦を熱く
ともあった。艶めかしい匂いに悩まされ

て小さな花を手に見舞いに来てくれるこ

が、勤務も終わり、風呂上がり浴衣を着

重医大病院で半年間残りのインターンを

言って退院。４月から９月まで出身校三

ンターンを済ませたいと主治医に無理を

て無聊をかこった。
語った。ベット生活で走ることもままな

すませて、秋の国試を受験することが出

つだに出ぬぞかなしき』と紙片を入れて

に『七つ八つ音はすれども山吹のみの一

ある日検便の小箱を渡されて、その小箱

室に伺うと突然奥さんが「廣辻さん！私

たと思う。もう夕暮れで薄暗くなった病

んにそんなに気安すくはお話してなかっ

屋でお話したこともあるが、先生の奥さ

が私をお呼びと声が掛った。一二度は部

格できたものだ。現在の医学水準の国試

とか。３年近く全く勉強もせずよくも合

の名前があった時のなんと嬉しかったこ

回程通読して受験した。合格発表に自分

た同期生に過去の国試問題集を借りて２

来た。私より先に発病して国試を済ませ

た。

出し、検査室を怒らしたことがある。で

某日個室に入院中の内科医師の奥さん

らぬ身が悔しかったのでしょう。ひょう

も小さい病院で検査員も看護婦も苦笑い

を抱いて！しっかりと抱いて！」と私の

専攻してこの病気に困っている患者や家

療養中は快くなったら内科医で結核を

ただ呆然とするばかり何と言ったか逃げ
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きんな建築士は何時も皆を笑わせていた。

で終わった。現在では冗談にも許されな

手を取られた。思いもかけぬ出来ごとに

では到底無理だと思う。

いでしょう。そんな雰囲気の病院であっ
た。或るプレさんの休日にその建築士は

復して医師になると、病棟で病衣を着て

族を救いたいと思っていたが、自分が回

歩く患者を見るのが物凄く嫌になった。

しめて口づけしてあげれば好かったかも
知れないがそんな心の余裕は一切なかっ

廊下を歩く患者があの当時の暗い自分の

るように病室を去った。言われる通り抱

だが誰も告げ口することなく一件落着し

た。病室に戻って誰にも話すことなく布

姿を鏡で見るようで堪らなかった。

近郷の有名寺院に病室をエスケープして

た。その建築士は退院後バリバリ仕事を

団をかぶって動悸を抑えた。暫くして夫

出掛けた。
日焼けしてたちまち露見した。

して名古屋本社の建築部長にまで昇進し

校で

名だった。その多く

年頃大学眼科入局は少なくて

は結核既往で、眼科は往診も夜中に起こ

全国医大

昭和
人は退院されたと聞いた。胸の病気だけ
インターン開始早々の発病でこのまま

される事も無いから病後に最適だよが誘

でなく色々事情が有られたようだ。

けてお喋りをした。
女性組もやって来た。

では国試も受けられないので、何とかイ

出入りは気が引けたが何か用事にかこつ

て仕事を残した。女性の病室にそうそう

病棟の近くの寄宿舎住いの若いプレさん

27

28

50

日東京新聞主催の北

２泊３日の衣類でお腹一杯だね、よろけ

ないか？」
、
「小学２年だよ、このぐらい

年８月

八ケ岳ハイキングに、妻と孫（小学２年

平気さ」と気張って応じた。

平成

いので大学でも直ぐに給料が貰え、助手
生男児）の３人で参加。以前、ピラタス

い文句であった。入局しても医員が少な
にも早く任官して貰えた。貧乏な時代大

蓼科坪庭自然園から麦草峠までトレッキ

染病で無念の死をとげたが、今では若い

戦前有能な青年が多数戦争や結核始め伝

話器をとると、
「今から家を出ます」と孫

とした。朝９時過ぎ電話のベルが鳴り受

我が家に孫が泊まる木・金曜日を夏休み

の千人風呂に入浴したく参加した。私は

昨年でも新規発生は二万四千人余あるが、 上諏訪温泉の片倉舘（日本重要文化財）

着いた。店主と思しき高齢の女性が仕事

トルぐらい東に進み左側の目指す書店に

り高架下の商店街の入り口から

店がある。２人は駅の北口の交差点を通

西友が、東側に道路を隔てた商店街に書

メー

時代を送り、有為な人材を失わずに済む

をしていた。孫は受け付けの横の台に売

らっしゃい。待った？」と右手を差し出

か」
、
「店頭に何冊か置いてくれるとあり

るのも妙な心境ですね」
、
「そうなんです

１冊註文したいのですが。作者が注文す

つけ、
「これ欲しかったんだ。テレビで宣

した。孫は私の顔を見てほっとした表情

がたいですが」
、
「考えときましょう」と

駅のコンコース（中央通路）に大振りな

でがっちり握手をした。「背が伸びたね」
、

店主は愛想よく返事し、パソコンを操作

生えた話をＮＨＫＴＶドラマ『梅ちゃん

「前から８番目、
小さいほう」
、「そうか。

「丸善プラネット出版の『赤い光芒』を

本屋に寄っていこう。欲しいものがあっ

して作品を確認した。「名前と電話番号を、

伝しているよ」
、「買おうか」
、「やった！」
、

たら買おう。ジージは先月出版した本を

２から３日で届きます」私は図書券で支

リュックを背負って待っている男児がす

註文するから」
、
「ふーん」
、
「リュックは

でにいるではないか。私は近づくと、
「い

予定より早いので急いでＮ駅に向かった。 れ筋のプラモデルのセットを目ざとく見

の声。「はい、
分かりました」
と私は応じ、

70

先生』を見ながら闘病生活のほろ苦い思

半世紀以上も大昔の結核菌ならぬ黴の

時代になってつくづく有難いと思う

子が戦争も飢餓も伝染病も知らずに青春

結核が日本から無くなったわけでなく、 ングした体験を持つ私は北横岳への登山、 ューアルし７店舗が営業。吉祥寺方向に

ＪＲ、Ｎ駅の高架下１階は大幅にリニ

助かりであった。

31

い出を綴った。
二〇一二．九．三〇（宝塚市）

孫と遊ぶ
―ピラタス坪庭自然園から北横岳へ

浜名 新
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24

は元気に挨拶した。孫は一人で親戚の家

た。
「おばあちゃん、お願いします」と孫

えもあるからね」妻は笑顔で孫を出迎え

リュック、重かったでしょう、山の着替

で着いた。
「いらっしゃい。まあ、大きな

人にも好まれるだろう。青海苔・削りカ

とかみさんの声。熱々のお好み焼きは外

るわよ。ソースなど用意してください」

上げたかったに違いない。「もう焼きあが

てしまった。やりかけのプラモデルを仕

かした。飽きたのか彼は隣の部屋へ行っ

と、すごくいい匂いだねと孫は小鼻を動

くにもやらせて」とカツオ節を削りだす

を別々にしてやすんだ。

後９時過ぎ孫と私は２階の８畳間で布団

わいわいがやがや美味しくいただく。午

入れてかき混ぜて完成。皆で食卓を囲み

がしてきたら火を弱め少し煮詰めルーを

ぷり入れてコトコト煮る。美味しい匂い

切りしたキャベツを少し炒め、水をたっ

ねぎ・人参・ナス・ブナシメジ・ミジン

し炒める。スライスしたジャガイモ・玉

払いを済ました。

に泊まるのは初めてのようだ。「お昼のご

マヨネーズなどをテーブルに用意した。

ツオぶし・醤油・ソース・ケチャップ・

に水を撒き、
軽く朝食を摂り、
オニギリ、

孫と２人で自宅へ急いだ。 分くらい

飯はお好み焼きにするから。２階のベラ

孫の食べる量が少ないのでかみさんは、

翌朝、朝５時過ぎ起床し庭の木や花

ンダからおじいちゃんが育てたニラを取
ってきて」と妻が催促。
「うん」２人は２

リンゴ、飴、パンなどをリュックに詰め

た。７時過ぎ新宿駅へ。安田生命ビルの

「牛乳とお米、麺、パンなどの炭水化物
を食べないと背が伸びないわよ」と注意

近年山登りの有酸素運動が健康保持に

１人参加者（奇しくも男女

人ずつ）
。

人で、中高年世代の家族連れ、

をもち参加者をチェックしている。参加

前で東京新聞旅行の男性の担当者が小旗
夕飯は孫の希望でカレーにする。孫と

した。

階のベランダの鉢からニラを一掴み採っ
てきた。
台所のテーブルに何故か新聞紙が拡げ
られている。私ははてと思案し、棚から

Ｇ社の２段熟成の甘口と生協特注の奄美

野菜を一緒に切りカレーの具を用意した。 者は合計

か興味津々。私はカツヲ節を削り器のカ

カレー（中辛）をミックス。赤唐辛子は

削り節器を取り出した。孫は何が始まる
ンナの刃に前後にすべるようにして削り

年９月

日の日本テレビの「世界の果てまでイ

有効で、女性にも人気が沸騰。

ッテＱ」でアルピニストに進化したイモ

使わず、にんにく２切れ、月桂樹の葉２
オリーブ油で炒め、すばやく砂糖少々、

枚、胡椒を振った豚肉２００ｇを少量の

「すごい、すごい」と孫は大喜び。孫は

ト女史のマッターホルンの登頂の映像が

だした。カツオ節の血合いと筋肉の部分

24
日本酒大匙２杯、米酢大匙２杯を加え少

が薄く平滑に薄い花びら状に削られると

10

43

初めて見る情景に目をグリグリして、「ぼ

30
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15

いではないか。岩の多い道を頑張って登

くか」と問うと、上を指さした。頼もし

坪庭自然保護区には舗装された遊歩道

ると頂は平坦で中央に「北横岳頂上」の

ス。

観光バスは大型。天気は晴れ、中央自
が完備し這い松・シャクナゲと溶岩がい

すごかったです。見ました？
動車高速道の混雑は無く、夾竹桃の赤い

いる。孫はザックから取り出した円形の

しい。後ろに蓼科山がどっしりと構えて

中央部の穴の開いたお菓子を口につけ口

標識柱がある。３６０度の借景がすばら

り北横岳に向かう。「北横岳へ登るかい？

で吹くとかわいい音色が響き渡り、満足

たるとこに見られ、大昔の火山爆発の痕

約２００ｍの高さを登るんだぞ」
、
「いい

したようだ。捻挫に注意して下山。北横

跡であろう。シニア世代の人々は予定通

スラインから蓼科ピラタス北八ケ岳でロ

よ、平気さ」と孫は高尾山の山登りを思

岳分岐から坪庭遊歩道を一周して出口に

インターから茅野市街地を経由、ビーナ
ープウエイ山麓駅（標高１７７１ｍ）へ

い出し探検気分かもしれない。私は両膝

花が目立つ。山梨からリンゴ畑が、諏訪

到着、地元業者が弁当を配る。定員１０

にサポーターを装着し、若干の準備体操

至ると妻がベンチに腰掛けて合図をした。

客を運ぶ。スキー場、近場の島枯山・蓼

をした。道はしっかりして、岩がごつご

縁に小児用の段を設け、それ以外は大人

時間くらい。北横岳（２４７３ｍ）の往

時間の自由時間です。遊歩道の散策は１

しぶしぶオニギリ・から揚げを少量口に

でいる。
「食べないとへばるぞ」と注意。

は食欲が無いのかブドウジュースを呑ん

か疲れたので休憩を兼ね昼飯とした。孫

きな淡い虹が架かり参加者を喜ばしてく

スに乗る頃急に雨が降り出し南の空に大

手足を伸ばして筋肉の疲れをとった。バ

気持ちが良い。温泉につかり思いっきり

すべした小砂利石が敷き詰められ足裏に

15
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０人乗りのゴンドラが約７分で山頂駅へ
科山・車山、遠方にアルプスの峰々・八

土産用に、苔桃のアイスクリームをほお

駅舎の土産店でコケモモのジャム２個を

第に急登へ。
孫は足取り軽く登っている。

ばった。

つ飛び出している。緩やかな登りから次
振り返ると坪庭自然園や駅舎が遠くに見

ケ岳連峰などを男性ガイドは説明してく
れるが混雑し説明と景色が一致しない。

える。相当な登りを経てようやく北横岳
ヒュッテ小屋についた。椅子とテーブル

の胸ぐらいの深さにびっくり。底にすべ

期待の片倉館の仙人風呂は浴槽内部の

駅（標高２２３７ｍ）へ。広場でガイド

下りのゴンドラとすれ違う。終点の山頂
氏が参加者へ説明する。
「遅くも２時

時半過ぎ、いささ

復にも十分時間あります。
天気も大丈夫。

分ぐらい？ 「上へ行

が設置され、時刻は

自由行動です。私は北横岳へ行きます」

した。頂上まで

分発のゴンドラで降りてください。約３

かみさんは膝の調子悪くハイキングをパ

11

20

れた。

ヒョウモン屋敷
出来 尚史

い。それでも蝶は足？繁くやってくるの

る。おまけに我が家には目立つ草花はな

樹木は少なく、住宅はかなり密集してい

と思われがちだが、さにあらず。周りに

パタパタという言葉では表現できない一

と舞うように飛ぶ。ヒラヒラ、あるいは

きて、低いところをフワーッ、フワーッ

言に尽きる。空から落ちるように降りて

ツマグロヒョウモンの飛翔は優雅の一

種独特の動きである。たおやかさの中に

だ。あるじが蝶好きだと知っての表敬訪
問だろうか。もしそうだとしたらありが

も力を秘めた、不規則で不連続なムーブ

メント。造化の妙と呼ぶべきか。人工で

たいことだ。
並み居る訪問客のうち常連中の常連と

の芝生を背景にこの蝶が舞い始めると、

はこの動きは再現できまい。青い空、緑

なにやら怪しげな表題だ。豹を飼って
いる屋敷？豹柄の外壁？いやいやそんな

ョウモンである。目をやるといつもいる

もいえるのが、今回の主役、ツマグロヒ

見ているこちらまでゆるりとした気分に

宅のことだから、まあ普通の民家。それ

ので常連というより常駐に近い。雨の日

大層なものではない。屋敷というのは拙
にヒョウモンは豹の柄そのものにあらず

なってくる。

もともとは南の方の蝶。温暖化に伴っ

はさすがに見かけないが、それ以外は毎
日、一匹、二匹、三匹と集まってくる。

して、
ツマグロヒョウモンなる蝶のこと。
本来ならば「ツマグロヒョウモンの来る

を伸ばしたのはツマグロヒョウモンだけ

て関東でも見られるようになった。北限

ではない。いつだったかナガサキアゲハ

なことになる。

をみかけて驚いたことがある。温暖化の

狭い庭なので三匹もいると相当にぎやか
橙色の地に黒い斑点。雄は後翅にある

影響も悪いことばかりではないようだ。

家」とでもすべきところだが、口調がよ

青紫の縁取りを除けば、全面豹の模様で

三年ほど前になろうか。パンジーに取

いのでこんな題にした。おこがましいの
春から夏にかけて、いろいろな蝶が我

ある。一方雌は豹紋はあるものの前翅の

り付いている幼虫を見つけた。ツマグロ

は承知の上。
が家を訪れる。モンシロチョウ、キチョ

先が青黒い。これがこの蝶の名前の由来

ヒョウモンの幼虫は実に醜悪怪異な容貌

であろう。色からいえば雌の方が圧倒的
に力強く見える。衣装を取り違えたので

をしている。黒い胴体にびっしりと生え

ミ、
大きい物ではナミアゲハ、
キアゲハ、
クロアゲハ、
モンキアゲハ‥‥などなど。

はないかと思えるほどだ。

ウ、スジグロシロチョウ、なんとかシジ

こう書くといかにも自然に恵まれた環境
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根元を毒々しい赤で飾る。無毒だという
‥。おいおい、待てよ、ツマグロヒョウ

が蝶になり、卵を産んでそれが幼虫に‥

幼虫はいずれ蛹になるのだろう。それ

上げなくては。

ている以上、彼らの大家として名乗りを

私も傍観者ではいられない。宿を提供し

ょっちゅう見かけるわけだ。こうなると

話だが、果たしてどうか。素手で触るの

モンはここで生まれ、ここで育っていた

に丸裸だ。

だけは遠慮したいと思う。特筆すべきは

子も同然。子供の面倒を見るのが親の役

た棘。背中には朱色の縦線を引き、棘の

彼らの食欲である。葉だけではない、花

のか。なんということだ。これでは訪問

目である。パンジーには気の毒だが、こ

大家といえば親も同然。店子といえば

までガツガツ、ムシャムシャと食い荒ら

客ではなくて我が家の住人だ。道理でし

こはひとつ食糧係として蝶ファミ

して私こと俄か大家は、彼らが子

リーの生活を支えてもらおう。そ

孫代々栄えるよう環境を整えなが

ら見守っていこう、と固く決心し

たのであった。

さて、その後もツマグロヒョウ

持ちで私は待ち望んでいた。

ないものか。本当の親のような気

った。どこかによいお婿さんはい

の蝶をほとんど見かけないことだ

となった。ただ一つ残念なのは雄

彼らは、我が家の大切な夏の風物

った。人怖じせず自由に飛び交う

モン一族は順調に世代を重ねてい

ツマグロヒョウモン♂
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していく。哀れパンジーはあっという間

ツマグロヒョウモン♀

り、そのうちとうとう動かなくなってし

夕方になると幼虫の動きが俄然鈍くな

グループの一員かもしれなかった。

からは離れた場所だ。もしかしたら別の

熱心にパンジーを食べている。ここは庭

無事に飛び立ち、
高みへと消えていった。

りして遊んでいたが、一時間ほどたって

壁を伝ったり、自転車のベルに止まった

気持ちが通じたのかどうか、蝶はその後

早く飛べ」
と念じながら様子を見ていた。

心」というではないか。私も「早く飛べ、

玄関脇の植木鉢で一匹の幼虫を見つけた。 ばかり。
「這えば立て、立てば歩め、の親

しい男児の誕生だ。あとは飛ぶのを待つ

近づいてくる。おっ、早々とお嫁さん候

った。しゃなりしゃなりと息子蝶の方に

次に登場したのは見目麗しい雌の蝶だ

てきた。あっぱれ見事な初陣だ。

を撃退、何事もなかったかのように戻っ

る。刃を交えることわずか数合にして敵

ないか。我が息子はこれを果敢に迎撃す

蝶が軒下から侵入しようとしているでは

蝶が飛び上がった。見るともう一匹の雄

今年も暑い夏がやってきた。ある朝、

まった。次の日見ると蛹になっている。

補が、と喜んだが、事はそううまくは運

に離れる、といった具合に一向に埒があ

次の日のこと、朝顔の世話をしている

かぬ。
もどかしくなってつい声をかけた。

と、私の体にぶつかるようにして一匹の

「なんだ、情けない。そんな逃げ腰でど

鉢の縁に糸でぶら下がって所在無げだ。

目印をつけているわけではないが、育て

うする。お前は草食系か？」

いや、所在無げなのは私の方かもしれな

止まりそうになるほど接近して飛び回っ

親？の勘でそれとわかるのだ。服や手に

間髪を入れず応えあり。

ばない。息子の態度がそっけないのだ。

もしかするぞ。雄だな、きっと。雄に違

ている。
こんなに親しげな蝶は初めてだ。

「なに馬鹿なこと言ってんだよ、お父さ

蝶が降りてきた。雄のツマグロヒョウモ

いない、とひとりで興奮していた。激し

もしかして私のことを実の親だと思って

ん。蝶は草食系に決まってるだろ。それ

い。なにしろ何もできない。羽化するの

い雨風に打たれないように、敵に狙われ

いるのかもしれない。そういえば羽化し

に僕はまだ修行中。恋なんか先の話さ。
」

雌が近寄ると離れる、また近寄るとさら

羽化したのは蛹になってから七日目の

た彼が最初に見た生き物は、ほかならぬ

ンだ。
昨日羽化した我が息子に違いない。

朝である。殻の外に出て休んでいる蝶を

私だった。鳥のような刷り込み現象が蝶

をただ待つだけだった。もしかしたら、

見たときは感動した。予想通り立派な雄

ないようにと祈るような気持だった。

蝶であった。二時間ほどたって蝶は地面

中一日あけてこれまた暑い七月の朝、

お、恐れ入りました。
にあるとは聞いていないが‥‥。
と、突然、猛烈なスピードでこの息子

に降りた。羽を広げて見事な豹紋を見せ
ている。地の橙色が鮮やかで濃い。凛々
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に、くるくる、くるくる、とまろぶよう

ところを見かけた。二匹は地面すれすれ

我が息子蝶と雌の蝶が仲良く一緒にいる

で行くようになりました。普段スポーツ

光コースでなくジャングルの奥の戦跡ま

と現地チャモロ青年の運転、案内で、観

ました。最近は、ベテランのガイドさん

に慰霊と祈りを込めて訪れるようになり

越えたときは、
思わずバンザーイ！三唱。

いガイドさんに助けられながら、難所を

はいつくばりしながら進みます。頼もし

きわけ、
倒木をまたぎ、
岩角につかまり、

主人の足元をハラハラしながら、藪をか

森閑としたジャングルの色あざやかな小

いかにも楽しそうだ。ああ、やっと息子

などしない〝後期高齢者〟証明書を持つ

に飛んでいる。
くっついたり、
離れたり、
にも恋人ができた。これでツマグロヒョ
ウモンの一族も安泰だ。
それにしても気がもめる毎日であった。

病院敷地内に残る防空壕 上部は砲撃で吹き飛んでいる

蝶屋敷の大家さんも楽じゃない。親とも
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なればなおさらだ。

第七回サイパン戦跡巡り
美濃部 幸恵
大東亜戦争 従軍看護婦たちの最期
私は、八十歳代に入った主人とサイパ
ン戦跡巡りの旅を続けております。本年
始めのころは、島の観光コースにも組

九月で七回目となります。
まれている戦跡を廻りました。少し知識
が出てきた頃からは、戦跡の一つひとつ

ガラパン日本人病院跡 １階のみ残存

ろこんでやって来たんですよ」とおっし

きます。ヨネコさんが「英霊の方々がよ

鳥や、可憐な蝶々がビックリしてやって
残存兵約３

翌７月７日

が自決した。

で玉砕し、

最後の突撃

０００名が

今回は戦場に散った日本女性のことを

ゃってくださいます。
書かせていただきます。
備隊は玉砕

サイパン守
◇サイパン島 従軍看護婦たちの自決

された民間

８日は、残

した。７月

看護婦

◇サイパン島 ドンニー野戦病院最後の
◇サイパン島 よか楼の女中さんたち

ッピ岬（バンザイクリフ）やマッピ山の

婦がマッピ岬に続く丘陵付近から決死の

最後のお願いに参りました。
」
一人の看護

居りませんかー！」「従軍看護婦の林です。

殿は

頂上（スーサイドクリフ）からの投身自

覚悟で連絡にきた。田中氏が将校である

人等が最も多く自決したといわれる。マ

殺。手榴弾での集団自決、林の木々には

と知ると、
「私共も、全員自決することに

ある慰安婦の死

武器とり みな戦えり 後には大和撫子

縊首死体が沢山吊下がっていたという惨

◇グアム島

紅に咲き匂ひぬ

状であった。

気と真実」の著者田中徳祐氏は次のよう

「我ら降伏せず サイパン玉砕戦の狂

が従軍看護婦としての使命を果たしたこ

してほしいのです」と言うのだ。彼女達

意見が一致したので、誰か将校殿に確認

サ(イパン殉国の歌より 作詞；大木 惇
夫 作曲；山田 耕作 )

◇従軍看護婦たちの自決
アメリカ軍の圧倒的な戦力に島の北へ

とを認めて欲しい。もし日本の連合艦隊

が援軍に来たら、このことを伝えて欲し

な目撃体験を書いている。
「兵隊さーん、兵隊さーん、誰か士官

と追いつめられた日本軍は、１９４４年
７月６日地獄谷において最高司令官たち
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従軍看護婦集団自決場所 地図
（田中徳祐著より）

部隊の生き残りも、明日は最後の戦いを

いという事だった。田中隊長率いる河村
か、死体の山がいくつも築かれていた。

そこは後退してきた野戦病院の跡なの

が代斉唱、
「従軍看護婦の歌」の後、婦長

たえ、心からの惜別の言葉を贈った。君

軍医は涙ながらに、彼女たちの健闘をた

歳前後の看護婦

、

歳位の婦長と

もはや任務も終了いたしました〟〝全員

は毅然として〝皆さんご苦労様でした。

覚悟していた。自分たちも命がつきるか

ナナの葉の上に正座していた。その前に

一緒に死にましょう〟〝時を失わないう

堤軍医も言葉を失って立ち尽くしたが、 ちに〟看護婦たちは、薬物注射で自決し

は穴がすでに掘られてあった。

３人が従軍看護婦の正装に身を整え、バ

り、屍をふみわけ、木の根につまずき、

林看護婦の案内で、照明弾、砲弾をくぐ

も知れないが、彼女たちのせつなる心情

20

をくみ、田中隊長、吉田軍曹、堤軍医は

12

ドンニ谷底から エディー君に助けられてやっと地上に

ていった。

◇ドンニー野戦病院最後の看護婦

ハグマン半島を制圧した米軍はドンニ

ーヘ迫った。ドンニー野戦病院は三方よ

り敵に包囲されていた。ドンニー警備隊

員加古進兵長
（愛知県碧海郡高岡村出身）

日午後、野戦病院院

は、以下のような野戦病院最後の一部始

終を語っている。

１９４４年６月

ン一袋が配られた。

歩行不能の重症者には手榴弾と、カンパ

後の突撃に参加すべく月下の山道を移動。

院の閉鎖を告げる。歩行可能な兵は、最

長深山一孝軍医中佐は、ドンニー野戦病

26
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40

敵が近づく様子に、
転びながらマッピ山のくぼみに到達する。 銃撃の音も多くなり、

ドンニー野戦病院洞窟内（2012 年９月 24 日）
寶厳寺御住職 長岡隆祥師法要供養の御塔婆を持参。
ご冥福をお祈りさせていただきました。

一人の看護婦が岩の上に立った。「みなさ

さわぐ者もいた。その時、居残っていた

いつめられた重傷兵の中には、うろたえ

覚悟はしていたといえ、極限状態に追

か楼に勤めていた２、 名の女中さんで

てる子だけが米軍に救助されている。よ

いた。しかし途中で離ればなれになり、

体から取った剣や手榴弾などで武装して

の戦場と化した時、
逃げきれず自殺した。

働いていた女性たちの多くが、島が地獄

いう。ガラパンの料亭や、軍の慰安所で

狙い撃ちし、米軍野戦病院へ収容したと

手榴弾をあて自決していった。これに続

に続いてください。
」
と言って白衣の胸に

ん！何をぐずぐずしているのですか、私

が居り、射撃の上手い兵がその女の脚を

もの狂いで小銃を乱射していた日本女性

という。あるアメリカ兵の話では、死に

生き残ったのは４人を数えるに過ぎない

という。

吊っているのを敗走の兵たちは沢山見た

色鮮やかな着物すがたで密林の木に首を

地図 よか楼（左端）
現在 DFS 免税ショッピングセンターのある
メインストリートにあった。

地図サイパン島、ガラパン町（昭和18 年当時）
ヨネコバルシナスさん、協力提供

紀氏は、日本医科大学卒業後陸

グアム島の戦い」の著者吉田重

「孤島戦記 若き軍医中尉の

使いました。
）

（※慰安婦は当時の記述のまま、

◇ある従軍慰安婦の死

れた女性たちの悲惨さを物語る。

イパン島戦末期の、追いつめら

一般邦人を巻き込んで戦場となったサ

くように、何発もの手榴弾の炸裂音がド
ンニーの山中に鳴り響いた。

◇サイパン よか楼の女中さんたち
（＊女中の表現は、「日本領サイパン島の
一万日」当時の表現のまま使いました。
）
よか楼は、ガラパンにあった日本料亭

よか楼
で、軍の将官、官庁関係者、南洋興発な
ど町の有力者に利用されていた。

歳

軍軍医中尉として、満州からグ

アムに転属になった。当時

であった。

日早朝、ア

メリカ軍は、上陸部隊だけでも

１９４４年７月

26

よか楼の政江は、仲良しだった同僚の
てる子と「バンザイアタック」に参加し
ていた。（最後の総攻撃約３０００名には、
在留邦人の青年団、警防団員なども加わ
っていたという。
）彼女らは、日本兵の死

21
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30

壊滅した。

圧倒的に勝る兵器に、軍事施設と組織は

アメリカ軍の陸、海、空の組織的攻撃と

ったのは一万人という）
に襲い掛かった。

万８０００人（このうち実際の戦力にな

５万５０００人がグアム日本守備隊約２

れと頼むんです。軍医さん、なんとかあ

けんのだが、逃げられないなら殺してく

「軍医さん、沖縄の女が足をやられて動

の兵が駆け込んできました。

おわらわでした。そこに近くのグループ

吉田軍医のグループも逃げ出す支度でお

りません。吉田軍医は「お前は、民間人

せる状態ではありません。手術道具もあ

受け、膝の皿が複雑骨折しており、動か

軍医と柴崎大尉が駆けつけたが、銃弾を

兵隊の服装をして潜んでいました。吉田

（本文表現まま）２人が髪を短く切り、

と言い、『この女を捕虜にして治療してほ

だし、
女なんだから米軍に投降しなさい」

そのグループには、沖縄出身の慰安婦

の女を楽にしてやってください」

吉田軍医も負傷兵や部下と共に、北へ
撤退したが、銃弾に追われるうちに、ち
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の中に取り残されてしまった。飢えと渇

アギンガン岬
火災放射器で焼けただれた壁に、人型が残るとも。
何度訪れても哀しい。テニアン水道の深い深い海に鬼哭啾啾。

りじりになり、たった一人でジャングル
きでふらふらになり死線をさまよう。幸
運にも、部下の衛生兵や、かつての当番
兵にめぐりあい、
助け、
助けられながら、
ャングル地帯に潜り込んだ。

島の中部のフェンナと呼ばれる広大なジ
１９４５年２月下旬になると米軍のジ
ャングル掃討は熾烈になる。このころ多
くの日本兵が、それぞれグループをつく
ってフェンナで自給生活をしていた。

◇慰安婦の決意
ある日、
米軍が掃討に来るというので、

こんぺい糖
戦地で配給されたカンパンの中の金平糖は
兵隊さん達の楽しみだった。日本からおみやげに

しい。
』
と英語で書き女の胸にはさんであ
いた子供にまでに及んでいたのです。天
に近づいてきます。ぐずぐず出来ない。
「お願いです。薬で死ねるなら、薬を注
げたのです。そして「僕たちが戦車道路
皇陛下に対する皇民としての忠義、神州
射してください。私は死にます。
」
に担いでいって置いてやる。アメリカ軍
の民としての誇りと愛国心の教えは、敵
吉田軍医と柴崎軍医は、女の悲痛な叫
は女を殺さないから捕虜になって手当て
国の捕虜になるより死を選ぶのが清く、
びに意を決し、安楽死させます。眠るよ
をうけなさい。
」と説得したのです。兵隊
いさぎ良しとされていました。サイパン
うに安らかな顔の女性を、銃声に追われ
たちも口々に「そうだそうだ、お前は女
国民学校（小学校）低学年の少年だった
なんだから捕虜になっても恥じゃないぞ。 ながら埋葬したのです。
方でも〝捕虜には絶対ならない〟と覚悟
戦車道路には、ちゃんと白旗を立ててお
していたと語っています。大人に混ざっ
「海ゆかばみづく屍」
◇何故 自決が多かったのでしょうか。 て、君が代斉唱し、
大東亜戦争時代の女性たちと言えば、
をうたった。子供心にもジンときて、体
しかし女は激しくかぶりを振って叫びま

いてやるからな」と真剣に勧めました。

ー服。清楚で控えめな日本女性の姿が目

束ねた黒髪。女学生はおさげ髪にセイラ

最後まで持っていた晴れ着に着替え、マ

いったそうです。女たちは、髪を整え、

つめられた敗戦の民はこうして自決して

がしびれるようだったそうです。歌い終

絶対に絶対に嫌です。
私も日本の女です。

に浮かびます。しかし一つ事あらば、凛

ッピの断崖から海へと身を投げていきま

地味な着物に白い割烹着、白いブラウス

捕虜になるくらいなら、今、ここで殺し

とした芯の強さを発揮したのが、日本の

した。

した。

てください。私は、靖国神社に行きたい

大和撫子たちだと思います。

鬼畜米英の恐怖
戦時中敵国であった米国、英国のこと

わるとあちこちで手榴弾が爆発し、追い

のです。
」と堅い決意を翻しません。

「生きて虜囚の辱めを受けず」
「捕虜になることは、末代までの恥」

を鬼畜米英と呼んでいました。当時の一

に紺のスカート、絣のモンペ、きちんと

き抜く仲間として、兵隊以上に保護して

徹底した愛国教育を受けたのは、軍隊だ

般市民や、日本軍の兵卒ですら、ジュネ

「軍医さん、
私は捕虜にはなりたくない。

助け合って来たのです。掃討作戦を開始

けではなく、一般市民の男女から物心つ

ていませんでした。共にジャングルで生

きた彼女を、慰安婦という特別な目で見

兵隊たちは、共にここまで逃げのびて

した米軍の銃撃が聞こえ、銃声はしだい
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は勿論のこと、女、子供まで残虐な殺さ

のため、鬼のような敵国に捕まれば兵隊

ーブ条約など知らなかったそうです。そ

がさしました。

手紙に、心がぱっと明るくなり一条の光

医さんが居られた！〟菊地先生からのお

沈みますが〝あの島からご生還された軍

二先生、
御厚意ありがとうございました。

紙面をお借りして恐縮ですが、菊地鐐

れ方をされる。と云われ信じられていま
際の戦場では、追いつめられた兵隊も、

尚 今回の随筆文中の堤軍医は、堤

した。そうした過剰な恐怖心から敗戦間
邦人も自ら自決の道を選び、多くの自殺

高年齢での仕事

穂苅 正臣

昭和一桁生まれの私は年齢をも顧みず、

丸の内に新しく設立された某人間ドック

施設の院長に就任した。

手紙やお花などをもらった。添えられた

親しい知人や友人からお祝いの電話や

言葉の多くは、お体を大切にとか、ご自

健二軍医中尉。陸軍軍医と思います。大
田中 徳祐（サイパン）氏と同じ河村部隊

阪府出身。

ところが、そんな疲れきった私を元気

の負担であるのは確かである。

さんを診るということは、身体にかなり

毎日決まった時間に出勤し、外来の患者

きたせいか、
あるいは歳をとったせいか、

実際、今まで楽な仕事をして過ごして

違いなかった。

の困難さを知っているからこその言葉に

年齢になりなお新たな仕事を始めること

配してくれた友人もいた。それは、この

することもないのに」と言って身体を心

愛くださいとかであったが、「今更仕事を

吉田

岩波

東京新聞

サイパン玉砕戦の狂気と真実
復刊ドットコム
中日新聞社会部編

ロバート・シャーロット

野村 進
●サイパン

光人社ＮＦ文庫

若き軍医のグアム島の戦い
重紀

●孤島戦記

書店

●日本領サイパン島の一万日

出版局

●烈日サイパン

田中 徳祐

●我ら降伏せず

参考 引用文献

に所属していた方です。

者をだした原因でもあったようです。

サムライ魂
潔さを美徳とする日本国民の血に流れ
る武士道精神も、全世界が驚いた特攻攻
撃、玉砕突撃、多くの婦女子の自決者を
出した要因だったのでしょうか。

※サイパン島戦 → 生還の軍医さん
医家芸術会員鎌倉市の菊地鐐二先生か
らお知らせいただきました。
堤 弘久海軍軍医 慶応大学医学部卒
帰国後、横須賀の聖ヨゼフ病院に勤務。
２、３年前にご他界されたとの事。
サイパン戦の暗い戦史には気持も重く
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歳８ヶ月であった。

を掛けた。ご主人が出た。彼女は今朝早

手術を受け、二人は昨年一年間一度も公

手術を受け、山本昌は昨年９月右足首の

読了して、すぐに彼女のところに電話
く、
近くの大学病院に入院したとのこと。

式戦のマウンドに立っていなかった。彼

づけ励ましてくれた一通の手紙があった。
長年勤めていた日本航空健康管理室で一
したがって明るい彼女の声を聴くことは

月に左ヒジの

緒に働いていた看護師さんからのもので

できなかった。ご主人の話によると、彼

その後会うこともなく、ただ年賀状のや

たとのこと。そしてまた退院したら私に

女は元気になって戻ってくると言ってい

遂げたのである。相撲界では、今年の春

ることもなく己の力を信じて快挙を成し

らはそんなブランクがありながら引退す

年近くなるが、

り取りだけを続けていた。

逢いたい、とも言っていたとのことだっ

手紙の一枚目には「年齢を考えて無理

歳の最年長の旭天鵬が優勝し

女からの手紙は、高年齢で働こうとして

も年齢が上の聖ルカ病院名誉院長日野原

私と同じ医師という職業で、 歳以上

ている。

には胸腺癌で手術を受け、以後抗癌剤の

いる私への励ましとなったのは確かであ

重明先生は一〇〇歳を超えているにもか

あったが、二枚目には「私は二〇〇七年

をしないでお仕事にお励みください」と

投与を受けてきました。また二〇一〇年

る。

38

にはリンパ腺転移が見付かってコバルト

つらい状況の中でたくましく生きる彼

場所に

12

た。

彼女が会社をやめて

ある。

モイヤーは一昨年の

46

されて抗癌剤の服用を始めて、本年５月

照射を受け、二〇一一年には肺癌と診断

多い。例えば、アメリカのメジャーリー

ってもいろんな分野で活躍している人が

そういえば、最近は、比較的高齢であ

こうしたことを思うと、私などはまだ

年目を迎

レス戦で勝利投手になった。 歳一五一

ッキーズのジェミー・モイヤーが、パド

と弱音を吐いてはいられないのである。

自立的な高齢者を目指すものとして早々

祝いをして頂いたばかりの身で、さらに

活躍されている。

かわらず、いまなお現役であり第一線で

には入院治療の予定です」と、あった。

まだ若輩である。また仲間から就任のお

じています。元気に退院して今までやっ

日であった。日本では、プロ

グで

人生、様々なことが起こりますが努力し

末尾は「今回の人院も効果があると信

シーズン目を迎えたコロラド・ロ

20

てきた訪問看護の仕事に戻りたいです。

25

で無失点の好投をし、
勝利投手になった。

えた中日ドラゴンズの山本昌が、阪神戦

う」と、結ばれていた。

ようと思います。お互いに頑張りましよ

29 49
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25

地元のクリニックから都心まで電車で

人掛けであいにく窓際の座席になってし

たので、座席は希望通りとはゆかず、３

アーに参加した。おひとり様の旅行だっ

スケジュールでオランダ・ベルギーのツ

類整理は全て止めて６日間のぎりぎりの

今年の夏季休暇は、恒例の診察室の書

なくは見えないという訳だ。自分も昔か

た。ぐうぐうと寝込んでいても、だらし

好がよく似ているなと以前から思ってい

配下の「岡っ引き」が常用する股引と恰

に江戸時代の御用聞き、いわゆる同心の

ンスを着用していた。レギンスは見た目

うな恰好の、どこでもよく見かけるレギ

してあるので、彼女たちは揃って同じよ

も１時間以上はかかってしまう。そこで

まった。トイレにゆく回数も多くなる年

る冷え症の傾向があるので下半身の保温

ら脛の部分が寒いと途端に体調が悪くな

ではないだろう。

都心での講演会などが終わった後に直ぐ

齢なので、手洗いに席を立つタイミング

おそまつな旅行体験記

に帰宅するのも億劫なため、時間が余れ

を見図らなければならないのには正直な

が必要なのはわかっていたし、スカート

鹿児島 武志

内を、これといった当てもなく見てまわ

ところ閉口した。胆のう摘出後はただで

てしまうことになりかねない。

知恵を絞り続けないと他社の後塵を拝し

時間余りのフライトは生理的には

となるが、なかなかチャンスはやってこ

らか１人が席を立っている時がチャンス

ぼしてしまってはお互いに迷惑だ。どち

ち寄った。欧州といえども今夏は暑かっ

ルフト近郊の海岸にあるレストランに立

バスで有効に使うが、４日目の行程でデ

ってタイトなスケジュールで短い時間を

ことがあった。ツアーの日程は、例によ

がら歩いていると、目の前を若い女性が
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ば○○カメラなどの大手家電販売店の店
るのが習慣になっている。たとえ客が買

では冷え性の女性にとっていい訳がない

さて今回の旅行で、レギンス着用がや

さえゆるみがちなのに、横隣りの女性客
が２人ともすやすやと眠っている時は、

や場違いに見えたので印象に残っている

うあてはなくともカメラ、ビデオ、携帯
電話などは、全く様変わりしてゆく家電

飲み物を取っている時には下手をしてこ

起こすのもさすがに気の毒だし、食事や

商品のはやりすたりは家電製品に限っ

の

ない。国内線ならばまだしも、座り続け

だろう。

商品の開発は当然のことで、商品開発の

業界にとっては１年も経てばトレンド新

たことではない。特に女性服のファッシ

過酷であった。
機内はやや低温かつ湿度は乾燥気味に

た。そう思いつつ食後に海岸を汗かきな

ョンは、出始めてから短期間に頭から足
元まであっという間に似た者同士が闊歩
する。アパレル界の浮沈は医療業界の比

11

お決まりのレギンス姿で闊歩しているの

には日焼け止め用の手長の手袋、そして

日傘をさして麦わら帽とサングラス、腕

シャツ、ビーチサンダルが大多数で、レ

は不要なのだろう。男女とも短パン、Ｔ

るようで、下半身を保温する服装は夏に

なるたけ日の光を浴びたい恰好をしてい

海岸の二人の娘さんのお蔭でファッショ

か寡聞にして旅行前には知らなかったが、

一連の岡っ引きスタイルをどう呼ぶの

日光を日本以上に必要としているせいか、 書かれてあったが、ファッションは国に

シャツが定番で、この装いはペンギンの

周りの観光客はほとんどが短パンにＴ

しそうに東洋の女性姿にシャッターを切

一人として見かけなかった。どおりで珍

ギンズ姿はこの季節にさすがに現地では

なってしまいました。

まい、しまりのない、お粗末な印象記に

る名画鑑賞の感想のほうは書き損ねてし

った。だが肝心の今回の旅行の成果であ

ンの知識が増えたのも、旅行の成果であ

よってアジアの中でも違うらしい。

前の座席のメンバーでないか。

が目に入った。よくみると同じツアーの

群れの中にフラミンゴが混じっているよ

実はさぞかし暑かったであろう。紫外線

っていたのだろうが、
本当は彼女たちも、

見栄えで足が細く見えるらしいし、肌に

ンカであった。どうやら黒いレギンスは

になるが、そういえば片方の女性はトレ

る。足を完全に覆えばタイツということ

踵とつま先を露出しているボトムズがあ

そうと闊歩しているのが目についた。韓

カのいでたちをした多くの女性達がさっ

駅構内では相変わらずレギンスやトレン

帰りのフライトでは期待とは裏腹に窓

も、鳴きつづけていることがある。かぼ

蝉であるが、夏に鳴く蝉が、秋になって

秋になって鳴く蝉といへば、蜩と法師

保に辟易としながらも６日後に帰国した。 ○秋の蝉

側の席となり、長時間にわたるトイレ確

そい声ではあるが、このような蝉を総稱

私の歳時記（一）

（東京都 青梅市）

うで、特に目立っていた。どこかのカメ

防御用のクリームは山ほどあり、肌を守

ラクルーが目ざとく彼女達を見つけ、興
味津々でさかんにシャッターを切ってい

るグッズも種類は豊富に揃えてあるが、
洋の東西で気候風土、服装好みの違いを

た。ある意味でジャポニズムかもしれな
い。日本ではお馴染みのレギンスだが、

心地よくフィットするという。欧米人は

国を旅行した体験談に同じように日本人

して、俳句では、
「秋の蝉」としている。

同じような服装にトレンカと呼んでいる、 改めて感じた。

日本人に比べ、概して体温が高いため末

がこのスタイルを好むためよく目立つと

有泉 七種

梢の循環にも不都合はさほどなく、また
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地中で、長い歳月をかけて生育した蝉
の幼虫は、地中から出て、羽化して、成
虫となる。しかし、成虫となった蝉の、

○鹿の子
鹿鳴くや曉闇深き杜の中

七種

姿であった。うす暗い、夜明けの大気の

中であったが、子鹿の二つの目が、印象

深く、心に残った。

鹿を身近にしたのは、甲府中学の修学

クラスの記念写真に、四・五頭の鹿が、

旅行の時で、
勿論、
戦前の奈良でのこと。

まだ、うす暗い時刻であった。目が覚

一緒に写っている。鹿は、野生動物の中

と並んで、旬帖に残っているから、夜明

めたので、春日神社の杜の中でも一巡し

では、人なつこい動物である。殊に、子

け前にちがいない。

鳴いて、雌蝉を呼び、交尾して 生命を

ようと思ひ立って、ホテルを出た。ホテ

鹿には、可愛いさがさきだつ。

地上での生命は、
せいぜい、
一週間程度。

終わる。雌蝉は、樹皮に卵を生みつけ、

ル周辺の虫の声も、細々として、秋も深

この短い期間に、雄蝉は、声のかぎりを

これまた、
生命を終わる。
雄蝉にしても、

まった模様であった。そんな、冷えびえ

春、萌え出て、はなやかな花をひらく

○草の花

鹿の子の眼にとほき夜明け空 七種

雌蝉にしても、太陽の光の中では短命で

「奈良ハ、
ヤハリ、
鹿ノ町デアル」
。
と、

た牡鹿の声が聞こえてきた。

とした曉の中を、ときどき、哀調を帯び

ある。
夏を過ぎると、
蝉の声もすくなくなり、
その声もおとろへて、どことなく、さび
しさを奏でているようにも思へる。秋と

歩をとめて、気がつくと、集団をはなれ

るのが目立つようになってきた。フト、

大・小の鹿が、仲よく、集団をなしてい

「生命の現はれ」
とでもいうのであろう。

か。いわば、大自然の中に定められた、

の、ひととせを通しての姿ではなかろう

て、枯れてゆく。これが野に生きる雑草

をむすぶ。そして、その実を野に撒布し

さを増してゆく境内を歩いているうちに、 え出て、夏に成育し、秋に花咲いて、実

野の草もあるが、多くの野草は、春に萌

生きとし生けるものの、
生命のはかなさ、

たところに、一頭の子鹿が、夜明けの空

いう季節のもたらすものかもしれないが、 そんなことを思ひながら、次第に、明る
といった思ひが胸にせまる。
芭蕉

を見上げるようにして、立っているのが
目にとまった。遠い空の彼方に視線をあ

そんなことから、
俳句では、「草の花」
を、

あすは死ぬけしきは見えず蝉の声

の声には、より以上の、
「あわれさ」をお

は、
「猿蓑」所収の名吟であるが、秋の蝉
ぼえる。

秋の季題としている。

七種

そばせて、深い思ひに耽っているような

夕風にいのちを尽す秋の蝉
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春に咲く野草の花は、人目に、はなや
春のそよ風にゆれている眺めは、
明るく、

つれて、虫の音はゆたかに、美しく、き

こえるようになった。夜が更けてゆくに

このごろ、夜ごと、虫の声が美しく聞

○虫の声

美しく、楽しく、心のうき立つ思ひであ

かに映る。色とりどりの花が、野を吹く

る。

ど）とであるが、おおくはコオロギであ

る。
これらの虫の声をきくようになると、

しみじみと、秋という季節を感ずるよう

こえてくる。この季節になると、念頭に

澄みきってきこえてくる。夜中ともなれ

ないが、夜が更けるにつれて、美しく、

虫の声は、宵のころは、それほどでも

になる。

浮かんでくる、愛誦句のひとつに、

春に萌え出て、梅雨どきに成育した野
草は、秋になると、名の知られているも

ば、地上のものは深い眠りに更け、天上
善羅

の声だけの世界となるのである。

虫鳴くや我と湯を呑む影法師

にいたるまで、花を咲かせる。このよう

というのがある。夜更けのころ、虫の声

天地をしづめて更くる虫の声

のをはじめとして、名もない路傍の雑草
な、野草の咲きみだれている自然界の実

を耳にしながら、ひとり、湯呑みを手に

あめつち

○夜寒

七種

には、無数の星のまたたき。まさに、虫

景を、
「花野」とか、
「八千草」とか、
「八

して、
もの思ひにふけっている人の姿が、
見えてくるだろう。秋の夜の淡い燈火の

千草の花」などといって、いかにも、は
なやかな眺めのように表現しているが、

という、そんな孤独の姿が目に浮んでく

もとに、みずからの影と語りあっている

―今年ノ会員旅行ハ京都ノ祇園―

のものの、色や形、あるいは、やや冷気

どことなく、淋しさがともなう。花、そ

ということであったから、晩秋の一泊旅

微力ながら、地域医療にたずさわって

る。秋は、なにかと、もの思う季節なの

いるのだから、土曜日の午後出発して、

をおびた風にゆれている姿、そのものに

ところで、俳句でいう「虫」は、秋、

一泊し、日曜日の夜には帰着して、月曜

行に出かけることになった。

はあるまい。秋という季節がもたらす、

大別して、キリギリス科（キリギリス・

ことに、秋の夜に鳴く虫の総稱である。

である。

自然のこころというものであろう。総じ

日には、日常の仕事に就く。こんな、あ

由来するのかもしれないが、それだけで

て、淋しさのさきだつ眺めである。

クツワムシ・ウマオイなど）と、コオロ

わただしい旅行であった。

はなやぎというには淡し草の花

ギ科（コオロギ・スズムシ・マツムシな

七種
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夜の宴会は祇園の料亭。普通に見られ

見つけ、名代の玉子焼きを肴に、あらた

いう解釈が広く流布しているようである。

識的に考え難い。秋ナスは身体を冷やす

しかし姑の嫁いびりが成句になるとは常

京の祇園の夜の実相は、ひとくちにい

産む嫁が身体を冷やさないようにと、姑

作用があるので、これから妊娠して孫を

めて、熱燗を味わうことができた。
へば、日本古来の、独自の伝統ある情緒

るような料亭ではあるが、夜宴に姿を見
せた、芸者や舞子たちの立ち居振る舞い
ということになろうか。

る。さらに秋ナスは種が少ないので、子

が嫁の健康に配慮しているという説もあ

は、はじめて目にしただけに、祇園なら

七種

種が少なくて妊娠し難いという縁起担ぎ

ある。この成句が成立した当時は一通り

が理由で、嫁に食べさせないという説も

の解釈しか無かったと考えるのが常識で

イシベ小路一帯は、他の小路とちがっ

る居酒屋を、
探し、
たずねることにした。

馬肥ゆる秋」
「女心と秋の空」
「一葉落ち

月に入ったら急に秋めいてきた。「天高く

記録的な猛暑もようやく峠を越え、十

「秋なすび早酒（わささ）の粕に漬け

を勝手にでっちあげたと考えられる。

れ、後の時代の人が辻褄の合うような説

は、時代の流れと共に真の意味が忘れら

野 巫

軒燈のひとつひとつの夜寒かな

ではの眺めであった。夜宴の後、祇園の
小路を散歩することにした。
小路は全て、石畳である。狭い石畳の
両側の格子戸から、茶屋の灯明りが淡く
の眺めであった。同行の一人が知己とい

流れて、これまた、祇園ならではの、夜
う茶屋に上って、ひとときをすごし、
「イ

て、待合茶屋が並んでいるようで、夜更

て天下の秋を知る」
「秋の日は釣瓶落と

おきて棚に置くとも嫁に食わすな」とい

ある。ゆえに何通りもの語原説があるの

けの静けさの中に、軒燈のひとつひとつ

し」
「もの言えば唇寒し秋の風」など、秋

う古歌が語源という説を聴いたことがあ

豊泉 清

が、小路の石畳を、淡く照らしていた。

を含む成句や慣用句がいくつもある。こ

置いてネズミに食われないように注意せ

る。秋ナスを酒粕に漬け込んだ樽を棚に

シベ小路」とかに、玉子焼きを名代とす

そして、われわれの靴音だけが、冷えび

句を題材にしてみたい。

よという大意である。この和歌に詠まれ

こで「秋茄子は嫁に食わすな」という成
秋に採れるナスは美味なので、姑が独

ている嫁は、ネズミを意味する「嫁が君」

えとした夜の大気をふるわせているよう
どのくらい、歩きまわったことであろ

り占めにして、憎い嫁には食わさないと

であった。
うか。ヤットの思ひで、目的の居酒屋を
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誤解したために、姑が登場したりして珍

ミを指す「嫁が君」を、息子の配偶者と

にせよという戒めの言葉だったが、ネズ

は大事な食糧をネズミに食われないよう

という古語の簡略形だそうである。本来

主が医師のような役割も演じていた。現

ために神主に拝んでもらった。つまり神

癒の祈祷をした。一般庶民は病気を治す

代の常識だが、昔は神社の神主が病気平

病気になれば医師に診てもらうのが現

するようになった……という記述を読ん

珍妙なでっち上げ語原説がいくつも流布

人が「やぶ」に薮の字を当てたために、

巫の意味や表記が忘れられ、後の時代の

うになった。時代の流れと共に本来の野

吉元 昭治

東京の空は広かった（二）

だことがある。

らう。太古の信仰の名残を留めている風

代でもお宮参りや七五三のお祝いは、子

真の意味が解らない例として「やぶ医

習である。神に祈りを捧げる人を巫（ふ）

妙な解釈が定着し、眞の意味が忘れ去ら

者」という言葉も挙げてみたい。腕前の

という字で表し、祈祷で病気を治す神主

供の健康を祈って神社でお祓いをしても

悪い医師を形容する「やぶ」という俗語

を意味する「巫医」という古語もある。

れてしまったようである。

がある。劣悪な技量と「やぶ」がどう結

前回の「東京の空は広かった」では、

子供の頃の憶い出の断片をつなぎ合わせ

国家の官職に就いている者が、その職
を辞退して民間人になることを下野（げ

び付くのだろうか。
「やぶ医者」に関して
も複数の語原説がある。やぶを漢字で薮

たが、その後あれでよかったのかと考え

のいわゆる「戰爭体験」なるものを書い

てしまった。つまり、戰前・戰中・戰後
がって野巫（やぶ）と書けば、民間人の

まり野（や）が民間人を意味する。した

病気を祈祷で治す神主という意味になる。 ておきたいと思うようになった。

や）とか野（や）に下ると表現する。つ

診依頼が増えて忙しくなる。薮は風が吹

「戰爭体験」については各個人がそれ

医者でも、風邪の流行期になると急に往
くと揺れ動く。風邪（かぜ）で動き出す

薬を処方して治療する本物の医師に比べ

封印して語らうとしない方が多いようだ。

ぞれ持ち合わせているが、何故かそれを

と書く。腕が悪くて普段は患者が来ない

から、まるで薮のような医者……という

主の治癒率はどうしても低いのが当然で

「戰爭体験」者も、すでに高齢、貴重な

れば、祈祷だけで病気の治療を試みる神
ある。そこから野巫（やぶ）が治癒率の

物語りも失われつつある。今の若い人は

落語や漫才のような語原説がよく知られ
「やぶ」になったという説もある。これ

低い医師という意味に転じて使われるよ

ている。また野暮（やぼ）医者が訛って
も何となく眉唾臭い。
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事になるが、反面教師として書かせてい

もう二度と戰爭はしてはならないという

なかった。
「戰爭体験」からいえる事は、

なかった我が国も二度も「神風」はふか

るという。元寇以来、外国の侵略も受け

戰爭があったのだと思っていない人もい

のロイヤルカラー ― 溜色）は通りすぎ

じぎをしている間に天皇の御料車（当時

音だけが肅々とひびいてくる。並んでお

上は窓や戸をしめる。遠くからタイヤの

並んで見送る。他の交通は遮断、２階以

校のそばの大通りを通られる時は、一同

どの小学校にもあり、また天皇、皇后の

目があり、手本として「二宮尊徳」像は

を教えた。これと「修身」という道徳項

間としての基本道徳を説き、国民の義務

倹約に心懸けよ、先祖をうやまえなど人

しく、悪いことはするな、勤勉にせよ、

と、親に孝、兄弟仲良く、他人にはやさ

御真影を収める処もあった。
「教育勅語」

思われるが、人間としての規範を教えて

は軍国主義をあとおししているようにも

もいるわけで、むしろこの部分こそ若い

唱させられた。その中味は「忠君愛国、

た「教育勅語」は小学校で全員暗記・暗

◆明治二十三年、明治天皇より下賜され

そこまで迫っていた。

カ電球を飾った花電車、もう戰争はすぐ

ての大祝典があった。提灯行列、ピカピ

◆どういうわけか、今では何んの意味の

やってきた声だと思った。

カスレ声のようで、いかにも遠い処から

管ラジオだから音声に強弱の波があり、

ばれ、前畑がんばれ」など聞いた。真空

ーやベルリンオリンピックの「前畑がん

（我がドイツ青年に 虱 をうつしたのは
誰だ、など）そのあとのハイルヒットラ

しらみ

義勇奉公、国体護持」などの部分を除く

皇居前で大政翼賛会主催の軍官民を舉げ

人達には読んでもらいたい。
配した目も潰れなかった。
◆昭和十五年は紀元二千六百年にあたり、 ◆ラジオ（ラヂヲ）でヒットラーの演説

を向かれ、鼻の下におひげがあった。心

を少し上げて見たら天皇は軍服姿で正面

あらひとがみ

る。頭をあげて見るのは不敬にあたり、

ぼ

天皇は現人神だから見ただけで目が潰れ
るといわれていた。その中で恐る恐る頭

ただく。
戰後平和な時代がつづき一種
「平
和ボケ」になってしまったようだが、周
のがある。戰後「平和」といっていれば

囲をとりまく情勢はますますきびしいも
安泰だと思っていたが、世界は「性善説」
では成り立っていない。

◎戰前（昭和十六年十二月十日まで）
前にも書いておいたが、この頃まだ自
由な空気があったが、しかし次第に軍靴
の響きが近づいてくる。順序、項目まち

ろ

まちで申し訳ないが、憶い出の綴りであ
る。
◆天皇の鹵簿の列、天皇とは昭和天皇、
鹵簿とは天皇の行幸の行列のこと。小学
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だけて幼児にオッパイをあげている風景

◆電車の中でよく若いお母さんが胸をは

鹿さんでしょう）

などメロディーだけは憶えている。（お馬

州帝国国歌」
（人民三千万、人民三千万）

歌」
（ジョビネツア、ジョビネツア）
「満

ない「ナチス党歌」
「イタリーファシス党

っている。

方には「臨官席」があって警官が立ちよ

ていて、子供はどちらでもよかった。後

る。男性と女性とはそれぞれ席が分かれ

の音があちこちでコロコロときこえてく

ので空びんをころがすと、中のラムネ玉

スクリーンに向かって斜面になっている

は袋入り、ラムネは映画館は後方が高く

であった。

持ちで歩いていた。物量の差はありあり

して勝てるのか」と自問自答して暗い気

中学生は「あのような国と戰爭して果た

草六区映画街をゲートルを巻いたやせた

主役少女は美しかった）などを見て、浅

◆映画のはなし。私は医者になっていな

当時では人々は見て見ぬふりをしていた。

口笛をふく音がするが大方は静かに待っ

ると場内は真暗闇となり、あちこちから

当時の映画はよくフィルムが切れ、す

っても「会議は踊る」リリアン・ハーヴ

Ａ」という映画会社があった。なんとい

のをピックアップしてみる。多分戰後ご

戰前の映画から今でもよく憶れている

をよく見かけた。
今では考えられないが、

かったら映画人になっていたかも知れな

ていた。映画を見終わって明るい処に出

ＩＳＴ ＥＩＮＭＡＬ）は、映画主題歌

ェーが主役で馬車の上で歌う（ＤＡＳ

ドイツ映画。
「ＴＯＢＩＳ」とか「ＵＦ

ると途端宿題のことが浮んでくる。当時

として次の「巴里の屋根の下で」と共に
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らんになった方も多いと思う。

い。しかしこれは戰爭が許さなかっただ
ろう。映画館が近くに多くあったので土

導」といって街で不良少年を見つけると

ピカ一だらう。他にヨハン・シュトラウ

映画を見る子供は不良だとも思われ、「補
「補導」され、学校に通知されるという

スの「ワルツ」の曲でうたう「ウィン 女

クしながらいった。黒いカーテンを押し
分けるともうそこは別世界、正面スクリ

のもあったが、幸い私は一度もこのよう

曜日になると多分五十銭位握ってワクワ

ーンには黒白モノカラーが投影されてい

ダ・ガルボ、マリーネ・ディトリッヒ（リ

酒」もよく、口ずさんだ。女優ではグレ

リー・マーレンのうた）
。
もっと古くは
「カ

な目には会わなかった。
四発爆撃機」や「士官候補生」
―Ｂ

（その主題マーチは勇ましく〈スーザー

フランス映画。ルネ・クレール監督の

リガリ博士」

戰爭直前、アメリカ映画の「空の要塞

た。
大都映画ではなお辯士が活躍していた
時間には売り子が「エー、オセンにキャ

作曲〉
、ヴァージニア・ワイドラーという

が、オールトーキーとなっていた。休憩
ラメル」と通路を歩く。南京豆や甘納豆

17

屋根が重なり、家の煙突からは煙が出て

「巴里の屋根の下で」
。初め巴里の下町、
アリ・ボールなど。

ャン・ギバン、シャルル・ヴォアイエ、

もよかった。インデアンの襲撃から最後

カ映画「駅馬車」のバックミュージック

ング」のさけびもなつかしい。男優では

は逃げて助かるという常套的なものだが、

ゲイリー・クーパー、クラーク・ゲーブ

◆アメリカ映画。なんといってもチャッ

あるしトーキーのもある。駒おとしのよ

ル、スペンサー・トレーシー、フレッド・

いる。寒い冬だが、カメラは次第に目線

うにとび廻り走り廻る。目まぐるしいほ

アステアの見事なダンス。女優ではクロ

のワイズミラーのおたけび、
「キング・コ

それが「巴里の屋根の下で」の主題歌に

どだが体をはっての映画だった。次には

ーデット・コルベール、マーナー・ロイ

ジヨン・ウェインが活躍する。「ターザン」

なる。終景は逆にこの一団からだんだん

ミュージカル映画がある。「オズの魔法使

プリン、ついでロイド、キートン、ロー

と前とは逆にカメラは上にのぼり、初め

い」の「虹の彼方に」は今でも歌われて

レル、ハーディーなどの喜劇、無声のも

の屋根の並びと同じになるという心にく

など。
「風と共に去りぬ」はカラーだった

歌っている。だんだん音は大きくなり、

いシナリオである。実景だと、ずうっと

いる。憶い出すのはデイアナ・ダービン

を下げ、一団の男女が輪になって何やら

思っていたがセットだったと聞いておど

が、実は戰前製作されていて、亡長兄は

◆漫画はディズニーの
「ミッキーマウス」

ーなどに憧れていただらう。

亡くなっているとおもう。どんなにパリ

ったお兄さんたちも、その後多くの方が

でやはり画面をみつめていた角帽をかぶ

をしたのか分からなくなる。うしろの方

ていたそうだ。これだけでも何んで戰爭

カラーだったが、やはり戰前につくられ

という。戰後の「アリババ都に行く」も

戰爭でシンガポール占領した直後に見た

主演の「オーケストラの少女」
。端正なス
とりこ

んな音楽があったのかと驚いた。アメリ

の「ハンガリアンラプソデー」
、世にもこ

をした。ストコフスキー指揮の、リスト

ならず目をまわされないかと馬鹿な心配

あり、それがぐるぐる廻るので顔の形と

て何度も聞いたが、ラベルに彼女の顔が

ェ・マリア」
は美しい声、愛らしい姿で 虜
になった。レコード（ＳＰ）を買ってき

トコフスキー指揮の「乾盃の歌」
「アヴ

ろいた。その他アナ・ベラ主演の「巴里
祭」
「北ホテル」など。
「北ホテル」はパ
わきに実際の「北ホテル」を確かめに行

リーに行った時、サン・マルタン運河の
ったが「アデュー北ホテル」という看板
があり多分その後こわされたのではなか
ったか。
映画とそっくりのたたずまいで、
ってみた。
「舞踊会の手帖」を流れるワル

映画にも出てくる運河にかかる反橋も渡
ツは名曲だとおもう。その他「格子なき
牢獄」
「制服の乙女」など。男優では、ジ
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など。
「ポパイ」は危なくなるとほうれん
草の缶が出てきてペロリ、
「ポパイ・ザ・
セイラマン」となる。
（一説にほうれん草
缶のコマーシャルから始まったのだとも
いう）
「ベティちゃん」もよくみたし、上
海の兄弟会社が作った長編漫画
「孫悟空」
も何回か見た。
◆イタリー映画。チネチッタとかいう国
営の大撮影所があり、ローマ時代、カル
タゴの名将ハンニバルの侵略からローマ
を救った英雄「スピキオ」或いは「シピ
オネ」という映画を製作した。第二ポエ
ニ戰役でのザマの一戰が克明に描かれて
いた。中学校で西洋史の時間、教師が「ロ
ーマとカルタゴが戰った戰を何という
か」との問いに手をあげて「ポエニ戰爭
です」といったら級友はみな口をあけて
注目していた。この映画をみていたお陰
で、それからニックネームは「ポエニ、
ポエニ」とつけられ、ついには「ポエニ」
も面倒くさくなったらしく
「ポエ」「ポエ」
とかわっていた。

◆満州合作映画の李香蘭、中国合作映画
わんやん

の旺洋などが画面を飾った。歌でも「満
州娘」
「蘇州夜曲」
「上海の花売娘」など
がよく歌われた。
◆ある朝、神田駅に通じる大通りを、大
きなブラジル国旗を先頭に行列がつづい
た。何でもブラジルに移民される家族を
のぼりは た

送る一団であった。この通りは戰爭が始
まると「祝○○君出征」という 幟 旗を掲
げ日の丸をふり「バンザイ、バンザイ」
と出征兵士を送る通りとなったが、こん
白い四角な箱を先頭に無言の凱旋を迎え

どは
「英霊陸軍上等兵○○君」
といった、
る通りとなる。そのうち戰爭が進むとそ
れもなくなってしまった。
◆子供の頃、お医者さんの看板に「花柳
病科」とあり、あの踊りで有名な花柳流
とかかわる病気と思っていたら今でいう
「性病科」であった。
◆「メリケン粉」
。小麦粉のこと。戰前ま
で小麦粉というより「メリケン粉」の方

が通りがよかった。
「メリケン波止場」も

そうでアメリカのことをいう。アメリカ

人がアメリカというものを「メリケン」

（次号へ続く）

と聞こえたからという。
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その

半 場 久 也

れど私等はそれを明朝、日曜日に受け取

んでくれるのを期待していたのだ！ け

今日は管弦楽演奏で（午後）序曲の全

るだろう。それにトラギー博士とゲブル

ま！
三曲を演奏しました。そして今日の夕方

拶を送ってくれた。ロティ叔母（原注・

とピーセクからの手紙も待っているのだ。

ドヴォルジャークの妻の妹）には手紙を

ホディークが私等に、少し前、新年の挨

私は午後も夕方もコンサートに行けない

出したし、ペピ叔母（原注・コウニコヴ

短調の四重奏曲を演奏します。けれども
のです。午後二時に私はコンサートへ行

ァー伯婦人ヨゼフィーネ）には出来るだ

にはボストンのクナイゼル四重奏団がヘ

く代わりに、
《エルベ号》が入港したかど

け早く出す。フヴァーラ博士とベルシェ

クさんの手紙に返事を出さなくてはなら

ヴァルジークと乗っていたのです。そし
て私等がそこへ着くや否や、その船がも

ないのに、これは来週に延期しなくては

うかを見にホーボーケンへ行くバスにコ

うリバティから来ていて、碇泊するのを

6
1

日にヨーロ

は船を眺めていることが好きなのです。

れとシチュカはどうしている？ もう学

ばあちゃんは？ 咳はとれたかい？ そ

皆何をしている？ 皆元気かい？ お

ならない。
《エルベ号》が

そして子供達が《ハーヴェル号》に乗っ

校へ行っている？ トニーは祝祭日の間

我々は待ったのです。或る船がヨーロッ

てやってきた、あの日のことを突然思い

何処へ行っていたの？ タボールには居

ッパへ向けて出港する。また手紙を出す

◎オティリエ、アン

出しました！ それから家へ帰って夕食

（カットも筆者）

ナ、マクダレーナ、

を摂り、筆をとって手紙を書いているの

からね。

アントニオン、アロ

なかったろうな？

パから大海原を越えて来るなんて、何時

イジエ・ドヴォルジャークとクロチル

だよ！ 私等は君達から手紙が来るのを

もの事なのに素晴らしく魅力的です。私

ダ・チェルマーコヴァ宛て

待っているのだ。
《エルベ号》がそれを運

私等は幸い元気で、旅立つ準備をする

『大事な子供達！ 大事なおばあちゃ
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○
32

いる。どんな船で帰るのか始終考えて

まであと何日かをカレンダーで数えて
人々の集まりです。今日のヘラルド紙に

コンサートが開かれたのだ。選り抜きの

て午後 時からサーバー婦人のところで

プリカの利いた鶏とうなぎだった。これ

断った。夕食はもう済んでいるのだ。パ

シュカが夕飯を持ってきた、私はそれを

にあるし、三回目は四月上旬だ。今ブル

う。この手の次の集まりは二月二十五日

3

いるのだよ。コヴァルジークは四月三

短い記事が出ているので、
それを送るよ。

から出かける。お母さんは玄関口の部屋

オティカ、これを読みなさい。そこには
お前が覚えている名前が沢山載っている

に座って何か良いものを作っている。誰

出港すると思っている。
恐らく私等は、以前君達に知らせた

よ。例えば、百万長者のピーボディ、百

十日に《エムス号》か《アラー号》が

よりも早く出発するだろう。因りに会

のために ――私には分からないよ。だ

た！ 彼女は十五歳になるのだ。明朝オ

明日がアンナの誕生日だと気がつい

けれどそれを見た人は喜ぶだろうね！

万長者のダグラス・バークハスト博士

ホーボーケン埠頭に船を待つ

社はブレーメンやハンブルク行きの新
しい航行プランを近々発表するだ
ろう。その後で我々は、はっきり
したことを決めることになる。前

るよ、皆全員のためにも！ アンナちゃ

ットーと一緒に教会へ行くよ。そして祈
等！ 早く言えば、自称のアメリカ貴族

ん、お前がこの手紙を受け取った時は、

にも言ったことがあるけれど、年
が改まると、時間はどんどん過ぎてい

ということだ。教育者は誰も呼ばれてい

お前の誕生日はとっくに過ぎてしまって

いるよね。けれど、
《エトリアル号》で一

なかった。マーギュリー婦人でさえも！
コンサートが終わった後、ターバー婦人

通の手紙を受け取ったら、その中に五ド

マリアの祝日が終わると、全てが変わ
るだろう。だから一日一日と日が経つ

が私を紹介した。それは何と不愉快なこ

くね。新年が過ぎ、あえて言うと聖母

のが嬉しいし、この輝かしい瞬間が巡

ル入っていると思うよ。お前は何をして
オーケストラはヘンデルの
《ラールゴ》

いよ。
コヴァルジークが二番街に行って、

いる？ 私は終わりにしなければならな

とだったろう！ 五時半に終わった。
を演奏し、それに続いてリストの《ファ

この手紙をポストへ入れれば、明日土曜

ってくるまで待ち遠しいのだ。
君達が手紙を出しやすいように、兎も

ンタジー》
をヴィスサンスカ嬢が歌った。

日には《アウラニア号》が出港して、こ

お願いだ、
もっと沢山手紙をおくれ、
角日曜日とか木曜日に。

お前は彼女を知っている。思い出すだろ

昨日は私とおかあさんの栄誉を称え
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神の御加護を祈っている君等の父よ

ようなら、おとなしくして元気にね。

の手紙を君等に届ける。取り敢えずさ

上、彼女からわざわざ改めて紹介され

ー夫人主催の個人的なコンサートの席

…」とも言っている。だから、ターバ

瞬間が巡ってくるまで待ち遠しいのだ。

日が経つのが嬉しいし、その輝かしい

た手紙である。「すでにチェロ協奏曲の

持って来た」
とあるがこれは別人 宛て

明、但し本文に「ブルシュカが夕飯を

ボレスカ 訳注・この人物については不

年、九十五年一月十五日に、ヨゼフ・

コメント〔この文を読んで感ずる事

ったのであろうか。冒頭にある《アラ

たことは余計なことだと、苦々しく思

もうとっくの昔に終わっていい他のだ

での様に心配なく仕事が出来たならば、

フィナーレを書き終えた。ヴィソカー

)

は、ドヴォルジャークが故郷に残した

ウニア》
は恐らく船の名前と思われる。

だ。月曜日には学校ですることがある

が。しかしここではそうはいかないの

(

子供等のことが心配で、それと共に激

ためたとは想像しにくい。多分この船

その船に乗り込んで、この手紙をした

――――――――――――――

り。
』

しい郷愁に駆られていることである。

の書簡集に欠けている）この時期の手

てここで前出のメスマーの書に（我ら

いるのだ。…」とある。これらでも彼

び出来たとしてもやる気が無くなって

事に沢山の時間がとれない。そして再
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自分の作品を演奏するコンサートにも

の入港を見に、わざわざバスに乗って

紙が二通掲載されているので引用する。

の当時の心境が良く分かる。それにし

し、火曜日は自由だが、残りの日は多

ホーボーケン埠頭まで出かけている。

その一つは、十二月十八日に友人の一

ても、あのチェロの名曲がそのような

が、今書いている手紙を君達の元に運

この港こそが彼の望んでいるヨーロッ

人、アントニン・ルス宛に書かれたも

状況の元でよく出来たと感心する〕

失敬して、気になる汽船、則ち子供達

パを繋ぐ場所であり、ヨーロッパの匂

ので、
「我々はお陰様で元気です。しか

かれ少なかれ忙しい。つまり自分の仕

いを満載した船に接する場所なのだ。

し今回は前のように、ここでは快く思

んでくれるのだ。と言うことか？ さ

彼は既にこの時点で四月か五月には、

っていません。我々は子供達に馴染ん

の手紙を運んでくる筈の《エルベ号》

ニューヨークを永久に立ち去る決心を

回まであり、順次掲載します。

◇お断わり 半場久也先生の遺稿は、

していた。
「…旅立つ準備をするまで、

でいたのですが、今は彼等が居なくて
困るし、不安です。…」もう一通は翌

あと何日かをカレンダーで数えていま
す。…」とあるし、また「一日一日と

37

- 48 -

長野

楢 本 勝 彦

福 神 規 子

廟の扉の観音開き萩の花

東京

稜線の起伏さやかに秋立てり

底紅や寄木の里に一里塚

有 泉 七 種

底紅のひと日ひと日の命かな

襟足に風の通へる萩の花

長野

桔梗の折目正しく夜明けたり

思ひ草げに郎女の面差しに

掌を合わす地蔵の衣苔緑

六十年共に越へ来て今日の月

亡き友の訪ひ来るごとし黒揚羽

こやつまだ我が家住ひか老守宮

蜻蛉来て進みかねては上りけり

終戰日あの汗の日を偲びけり

東京 籾 木 秀 穂

忽とある関守石や秋の風

いらつめ

八千草のいのちかがやく露の中
月の座も日の座も秋の彼岸かな
岩 本 漂 人

アマサギの湧き出る空に昼の月

静岡

未婚の子老母の介護山装ふ

駅遠しエゾセンニュウに背を押され

胃瘻術受けての長寿いのこづち
ふくよかに若造りして敬老日

アオゲラの枝登りつめほら飛ぶよ

箸迷ふもてなし膳や敬老日

夏雲の水面を滑るアメンボー

小 南 丁 字

中国の任終えし子に秋刀魚焼く

技と美と速さの五輪夏競う

東京

ツッピーと今日も暑いねシジュウカラ

けもの道ツツドリ追えばポポッポポッと

九十余働きし腕秋日濃し

廣 辻 逸 郎

握手して解かざる百歳星涼し
兵庫

色付きのよきもみじ持ち児の眠る

花灯し合歓の木夕べ葉をたたむ

人住まぬ庭萩の花こぼれ咲く

小さくとも西日に映えて鉢石榴

夏の月アームストロング悼みけり
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東京

小 南 丁 字

)

平成

年１月

日（火）

次号 冬季号 締め切り

(

放鳥の初孫若葉コウノトリ

25

今号も多くの会員の方々のご協力をい
ただき、誠にありがとうございます。お
蔭さまで無事に秋季号発行することがで
きました。
さて、次号は早いもので新年号となり
ます。例年通り、年頭所感や年賀広告な
ど掲載したいと思っております。年賀広
告に関しては、会員の皆様へ募集いたし
ますので、詳しくは本誌 ページのクラ
ブ通信をご覧ください。皆様のご協力を
どうぞ宜しくお願いいたします。
そして、冬季号への原稿も募集いたし
ますので、引き続き多くの会員の皆様の
ご投稿をお待ちしております。
【訂正とお詫び】
前号・春夏合併号にて、福神規子先生
の俳句を誤って柳壇のページに掲載して
しまいました。お詫びして訂正いたしま
す。申し訳ありませんでした。
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15

57

生死の差移植臓器の巡り合い
夏五輪ボルト連覇の三冠新
福原の卓球五輪涙の銀
料金は妥当な眺望スカイツリー

冬季号 原稿募集のお知らせ

湖畔の秋
こ ぶし

ひ

茨城

羽 生 藤 伍

立ち上る雲の 拳 で打たれたい霞ヶ浦辺秋の青空
高速でボート曲がれば牽かれたる板と若者湖上に跳ねる
川沿いに自動車を追うわが犬と白鷺まじる朝の散歩道
こ

朝毎に我を待ちいる白菊も庭師にすべて刈り取られたり

東京

小 松 安 彦

散歩路の木蔭に馬頭観世音誰も気附かず拝む人なく

金木犀

むらさきの桔梗の花を眺めをり想ふは初夏の紫の薔薇
彼岸花の赤き睫毛を見詰めをりお化けの花と言ひし人あり
年末が押し寄せてくるこほろぎの声の聞こえぬ夜の公園

こほろぎの声を聞きつつ歩む道甘き香りは溢れむばかり
年末にワグナーを聴き昴れば深夜に低く梟の声

富良野

東京

横 田 英 夫

千代ヶ岡なる無人の駅に降り立ちぬ改札もホームも人影のなく

窓際にカウンター席の設けあり外向きに坐る「ノロッコ列車」

遥々と緑野広がりその果てに十勝の山も連なりて見ゆ

赤青の広き絨毯敷きしごと目路の限りにサルビアの花

炎天に青き野良着に腰屈め花園を守る人影の見ゆ
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○ ほ

ん

『赤い光芒』
浜名 新 著

重症くも膜下出血のオペで運命やい
かに！

浜名先生の医学小説第五弾！医療従
事者の視点、患者・家族の視点を踏
まえて叙された「赤い光芒」はじめ
小説四篇、愛犬との想い出話など心
に沁みる随筆三編を収録。

まい・吐き気に襲われ救急病院へ。脳動

五〇歳の杉原は仕事中、急な頭痛・め

草」では「運・不運」の分かれ目を引き

「危機一髪」
「独居老人の回想・つれづれ

視点を踏まえて叙した。
「振り込め詐欺」

った。医療従事者の視点、患者・家族の

を阻む身体障害の一級相当の片麻痺が残

され、
未破裂の脳動脈瘤三個も見つかる。

脈瘤破裂による「くも膜下出血」と診断

出すように苦心した。
（後略）

赤い光芒― 重症くも膜下出血のオペで運命やい

《掲載一覧》

【あとがき より】

ＩＣＵ搬入後、昏睡状態へ悪化。瘤の再
破裂による急変だった。
担当医の西沢は、

救命チームは緊急の「開頭血腫除去術」

ると、
家族を説得して手術の同意を得る。

かに

点滴療法では脳死に移行するおそれがあ

と「瘤のネッククリッピング術」を成功

振り込め詐欺― 新型インフルエンザを騙る

危機一髪― セラチア菌敗血症の恐怖

させたが、手足の片麻痺という後遺症を
抱えることになった杉原は納得がゆかず

（丸善プラネット・一、五〇〇円）

小説作法講座― 作家 伊藤桂一先生から学ぶ

大磯、旧吉田茂邸

「くんくん」と「ぷく」― 愛犬との交遊録

独居老人の回想・つれづれ草
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

……。

本書におさめた「赤い光芒」では救急
手術のため「説明と同意」場面で、医師
術を同意することにより手術承諾書が取

と家族側とのやり取りを経て、家族が手
り交わされ、始めて手術が実行される。
患者は運よく救命された。だが社会復帰
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歌集『泡 沫』
林 宏匡 著

平成十二年から平成十八年までに湖
笛誌に発表した作品を収録。発表し
た年ごとにまとめた、八五〇句を越
える作品が一冊になりました。

本歌集の題名は建歴二年（西暦千二百
十二年）に書かれた鴨長明の随筆「方丈
記」の冒頭の文章「ゆく河の流れは絶え
ずして、しかも、もとの水にあらず。淀
みに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ
結びて、久しくとどまりたる例なし。…

…」の一説から拝借して「泡沫（うたか
た）
」とさせて頂きました。
（中略）
計り知れない宇宙の一点に存在する地
ける現人の身の「輪廻転生」を信じ、且

球という小惑星に「うたかた」の命を預
つ、世界平和を切に祈念しつつ擱筆致し
ます。
【後記 より】
（湖笛会・二、五〇〇円）

※表示価格は税抜きです。

会員の著作を紹介する欄です。近
著を事務局まで送ってください。
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【 書 評 】

鈴木 啓之（川口市）

は、ためらいのない線で描かれた黒い文

面に貼られている破れかけたポスターに

重たい空気に包まれている。通りの壁一

しかも健康に不安があるにもかかわらず、

で作品が高く評価されたにもかかわらず、

にあわただしく再びパリに向かう。日本

科賞」を受賞する。ところが翌年の８月

科展に出品したところ、
大評判となり
「二

佐伯が急ぎパリにもどった真の理由はな

字が躍り見事な佐伯ワールドを演出して
書を著した眼科医師の白矢勝一氏（医家

にか。著者はこの点にこだわり考察を試

いる。彼と彼の作品のファンは多い。本
芸術クラブ美術部長）も佐伯に魅せられ

みている。日本の風景は佐伯のモチーフ

れていた。しかし著者は多くの文献を検

に合わなかったのだろうなどと巷間言わ

たひとりである。
著者は、佐伯の作品「人形」をみて、

討して、真の理由は佐伯自身の女性問題

る。
評者の印象に残る個所を紹介したい。 いる。
）
たしかに画家がパレットナイフと

自分の作品をあたえるというのは、よほ

だ佐伯は、３年後に滞欧中の作品をたず

に終わるが、その夜（あるいは翌朝）２

の中で首つり自殺を図る。さいわい未遂
19
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彼の線と黒に魅入られる。そしてこの画
家の人生、思想、純粋な一途さはどこか

その女性は佐伯がパリから持ち帰ったパ

（恋愛問題）にあったと主張している。

じめる。爾来、研究取材のためにフラン

作品をあたえた某女であろうと結論して

ら来るのかを知りたくなり佐伯研究をは
白矢勝一、吉留邦治 共著
スに赴くこと 回を数えるという。本書
「佐伯祐三 哀愁の巴里」
（早稲田出版） はその佐伯研究の集大成といえる。画家

いる。（件の女性の名前は本書に記されて

歳で夭折するまで、ひた

レットナイフとパリの洗濯屋を描いた自
佐伯祐三を堪能できる重厚な読後感であ

示唆に富む重厚な評伝

佐伯祐三は

佐伯の作品と著者の関わり

点を二

佐伯は死の２ヶ月前に突然失踪し、森

どの親密な間柄を想像させる。

描いた画家である。佐伯のパリは、どん

さえて帰国する。それらの作品

１９２３年、 歳で渡仏し制作に励ん

佐伯はなぜ急いでパリに戻ったのか

よりと曇った灰色の空、町並みも通りも

すらパリの裏町を独特の繊細なタッチで

25

25

30

女性を捨てて、だました〟という懺悔を

人の友人が佐伯から〝日本で付き合った
に入院する。

はパリ郊外のエブラール病院
（精神病院） む。

あるという医師の診断書によって、佐伯

と深くかかわっていたようだ。

のあわただしい第２次渡欧は、女性問題

のしかかっていた。いずれにせよ、佐伯

る。原資料を手にしてはじめて可能な指

欄の数字に訂正の跡があると指摘してい

したためた入院申請書には、夫人の年齢

く記述していることである。米子夫人の

の写真を提示するとともに内容をくわし

まざまな書類を病院から入手し、それら

この評伝の圧巻は、佐伯の入院中のさ

いる。くわえてモランでの荒行（多作品

った挙句の壮絶な最期であったと述べて

殺未遂、最愛の娘の結核罹患などが重な

はなく、それにくわえて精神の異常、自

して、佐伯は単に結核による非業の死で

社の納棺証明書などが収載され示唆に富

聞いている。彼にはこの思いが終生重く

１９２８年の６月に入ると、佐伯に異

制作の合宿）の疲れや自分が日本に捨て

佐伯の逝去した日時は、世にある文献

病院から入手した資料をくわしく考察

常な言動が目立つようになる。このころ

摘である。佐伯より年上の夫人は年齢差

てきた女性にたいする忸怩たる思いもあ

佐伯の晩年

フランス人医師が毎日往診に来て注射を

のバランスを考え、常々年齢を若干偽っ
ていた。エブラール病院の精神科医の入

にくい違いがある。フランスでは危篤電

時以前に家族、友人に看取られることな

報は死亡確認時刻であり、佐伯は午前

る。佐伯を愛する著者にとって、この孤
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打っている。注射のあとはスヤスヤ眠る
が、しばらくすると何もわからず狂って

た反応を繰り返す」
、
「前頚部に縊死の痕

院時診断書には「自殺企図を伴う混乱し

報で死亡を知らせるので、８月

る。

起こる手のつけられない症状はモルヒネ

跡」
、
「肺結核の可能性」など臨場感のあ

日午前

いる。注射はモルヒネであり、注射後に
の禁断症状であろう、というのが医師で

時に病院から夫人に打たれた危篤電
のとき佐伯は重い肺結核を病んでいた。

く、すでに亡くなっていたと推論してい

る記述が邦文で紹介されている。事実こ

日目の診断書、打電依頼書（病院

そのほか収容理由診断書、入院証明書、

ある著者の見解である。徐々に佐伯の異

入院

の経理部長が院長に佐伯夫人への打電を

日未明に突然

失踪する。さいわいはなれた森で発見さ
至って夫人も佐伯を精神病院に入院させ

11

絶した彼の終焉を知るのは辛いであろう。

常な症状はすすむ。６月

16

れるが、首に索状痕がみつかる。ここに

11
依頼）
、入院費用支払いのレシート、葬儀

15

20

日、入院が必要で

る決心をする。６月

23

享年

、若すぎる。

おわりに
巻末には、いちどに

点の佐伯の作品

イマジネーションを与えてくれる。度重

れている資料が豊富で、読む者に自由な

高いミステリー小説の趣がある。提供さ

佐伯の実像に迫る著者の手口は、質の

エムなのであろう。

ある。佐伯と彼の家族にたいするレクイ

手を牽いている。その後方に夫人の姿が

れた塀のまえを佐伯が小さいお嬢さんの

油彩作品が掲載されている。ビラの貼ら

には、
「パリの佐伯一家」と題する著者の

えで、たいへん参考になる。冒頭の口絵

収載されている。佐伯作品を鑑賞するう

ャンバスの地塗りや早描きの解説などが

による佐伯芸術の土壌、佐伯の使ったキ

記述されている。また画家の吉留邦治氏

した大がかりな「贋作事件」もくわしく

が岩手で発見され、のちに贋ものと判明

38

なる渡仏で撮影した写真も多数収載され

ている。佐伯ファンはもちろん、絵に興
味のあるひとにはぜひ読んでいただきた
い評伝である。

表紙のことば

『快』

茅ヶ崎皮膚科医院
新関 寛二

「快」は嬉しい、喜ばしい、楽し
いなどの意味ですが、通常、快の一
字で用いることはあまり無く、
快心、
快挙、快適、快諾、愉快、壮快など、
或いは快晴等の如く使います。即ち
自らの感情の高まりを素直に且つ端
的に表現するときの一字です。
又、〝快刀乱麻を断つ〟や〝快走

から鋭い、すばやい、
なる〟 phrase
などとも用います。

（第五十一回医家書道展出展作品）
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30

年賀広告の募集

H25.1.8
となります

※パターンは色々ございます。詳しくは
（通巻六〇七
前回の『医家芸術 冬季号』
号）をご覧ください。

振り込みをお願いいたします。

多くの皆様のご協力、よろしくお願い

いたします。

頌春

○○部

も可。文字数に気を

日々精進してまいります

【例・二口】

○○部

○ ○ ○ ○

○○県○○市 ○○医院

○ ○ ○ ○

賀正 本年もよろしくお願いいたします

【例・一口】

年賀広告・一マスを一口とする。
◆一口：千円
◆応募方法：機関誌
『医家芸術 秋季
号』に同封されてい
事務局あてにＦＡＸ

る別紙申込用紙にて、

恒例の医師会会長からの年頭所感や年

または郵送にてお申
し込みください。ま

下記【例】のように一マスに三行が基

つけてください。

た、メールでの応募

本で一口です。左右の行は、お好きな言

◆支払方法：新年号

新春のお喜びを申し上げます

葉で文字数二十五文字まで。中央の行は

〒一○○‐〇〇○○

より振込用紙を郵送

〇三―一二三―四五六七

東京都○○区○○一―二―三四五

近くの郵便局にてお

いたしますので、お

号』発行後、事務局

『医家芸術 冬季

文字数のオーバー、または行数の追加

載いたします。

所属部署とお名前を少し大きな文字で記

告」を募集したいと思います。

こで、今年も賀詞交換を兼ねた「年賀広

賀広告なども従来通り掲載予定です。そ

五年の新年号となります。

次号・冬季号は、早いもので平成二十

H24.12.29～

などは、二口扱いとし、二マス使用して
掲載いたします。
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さて、居なくなっては困る人はある時

今でも十五世の面影に心みだれるのであ
る。

彼はフランス人の父を持ったハーフで

期ある場面では絶対に必要である。しか
し、人の一生には限りがあるのだから、

ある。外人の血が誰よりも江戸前の役者

しのぶがフランス人と結婚して男の子を

を作りあげたことは驚きだが、最近寺島

る人は居たとしても、掛替えのない人は

産んだ。その子が歌舞伎役者になってく

ってきたともいえる。居なくなったら困

太田 怜

居ない、つまり常に掛替えがあるという

世界は常に後継者に支えられて歴史を作

人は次の三種に分類される。居なくて

れれば、その時こそ、十五世の掛替えが

掛替えのない人

は困る人、
居ても居なくても困らない人、 ことになる。恋人は掛替えがないだろう

みられるかと期待しているがその時まで

ひと

イ ロ

という芝居の中でヒロインに「羽織の紐

さて私にはたった一人掛替えのない人

願いいたします。

（ＥＳ）

迎えください。来年もどうぞよろしくお

皆様、お体に気をつけてよいお年をお

ったような気がします。

年明けです。一年がたつのがまた早くな

冬になってしまいました。次号の発行は

東京も秋の景色から変わり、すっかり

いう人がいた。池田大伍が「名月八幡祭」 生きていられるかどうか。

といったら、それが一番掛替えがあると

か

居てもらっては困る人。最近暴走大臣と
異名をとった彼の女など、さしずめその
所轄管庁では来てもらってまこと迷惑千
万、大臣として居てもらっては困る人に

るのかどうか。総裁を含めて各大臣が猫

がいる。十五世市村羽左衛門という役者

と芸者の情人は掛け流しがよいわいな」
と言わせているところをみると、なるほ

の目のように変わるのを見ていると、件

である。その爽やかな容姿、口跡は、後

ど合点ではある。

の民主党は不動の四番打者が不在でオー

の役者の誰にもない。彼の死をきいた時

分類されるであろう。さてその彼女の属

ルピンチヒッターの集団のようにも見え

れから七十余年、彼の持役であった、与

は、世界が半分になった気がしたが、そ

している民主党に居なくては困る人が居

るのである。そうなると民主党自身が、

三郎、実盛、勝元、富樫、などをみる度、

日本に居てもらっては困る政党になりか
ねない。
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