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じ学びました教訓は多岐に亘りますが、

地域医療の基本であることを、今後とも

のない医療・介護」の提供体制の構築は

年 頭 所 感 ２０１３年（平成
地域社会の復興にとって地域医療の存在

継続して訴えていきたいと思います。

月には日本

明けましておめでとうございます。国

発足して以来一貫して、国民が安心して

さて、われわれ執行部は、昨年４月に

を今後とも継続していくことが必要です。

ての医療機関を再建していくための支援

うことであります。社会的インフラとし

ていることは、日本の医療人としても大

の研究が、わが国の医師によって行われ

れました。再生医療に道を開く、最先端

教授がノーベル医学・生理学賞を受賞さ

医師会の会員である京都大学の山中伸弥

明るい話題として、昨年

民の皆様におかれましては、健やかに新

の臨床応用が行われ、治療が困難とされ

上げます。
間もなく２年が経過しようとしておりま

の策定に向けて、
積極的に行政と協力し、

からスタートする新たな
「地域医療計画」

した。各都道府県医師会には、本年４月

の充実のために、法整備面・倫理面に関

日本医師会といたしましても、研究環境

れることを切に望むところであります。

ている患者さんに大きな希望がもたらさ

一昨年、３月

す。しかし、被災地における復旧・復興

しまして全面的にバックアップしてまい

りたいと思います。

いただくようお願いしてきたところであ
ります。地域の医療・介護、福祉を見据

日に社会保

地域の実情に合った計画の策定にご尽力

地域を除く全都道府県医師会の先生方の

え、急性期のみならず、予防、亜急性期、

師会はいち早くＪＭＡＴを組織し、被災
ご協力により、強力な医療支援活動を展

回復期、慢性期、在宅医療まで、
「切れ目

10

障・税一体改革関連法が成立いたしまし

一方、国会では昨年８月

開してまいりました。これらの活動を通

は、決して順調ではありません。日本医

日の東日本大震災から、

きな誇りです。近い将来、これらの研究

10

生活していくためには
「地域医療の再興」

人々が暮らしていくことはできないとい

は不可欠であり、医療のないところでは

25

が最重点課題であると主張してまいりま

会長

年をお迎えになられたこととお慶び申し

横倉 義武
11

2

日本医師会

上げはやむを得ないものと思います。し

定財源確保のためには、消費税率の引き

た。社会保障の機能強化と持続可能な安
療に係る消費税問題の抜本的解決」を強

業化に繋がる政策への反対」および「医

「国民皆保険を崩壊に導く医療の営利産

すようお願い申し上げます。

方の深いご理解と格段のご支援を賜りま

て対応してまいりますので、国民の皆様

た課題解決に向けて、執行部一丸となっ

診療科・地域偏在の問題、医学教育・研

会長

野中 博

本年も役員一同協働して、都民の生命

げます。

いご理解とご支援を賜り深く感謝申し上

び申し上げます。日頃は本会の運営に深

勝で新年を迎えられたことと心よりお慶

日本医家芸術クラブの皆様方にはご健

明けましておめでとうございます。

東京都医師会

上げ、年頭のご挨拶といたします。

た明るい年となりますことをご祈念申し

新年が皆様にとりまして、希望に満ち

あります。

く要望する旨の決議を採択したところで
こうした中、年末には衆議院の解散総

かし、社会保険診療が非課税となってい
る、いわゆる「控除対象外消費税」の問

選挙があり、新たな政権が誕生いたしま

ることから医療機関が過大に負担してい
題や保険給付の重点化、適用範囲の縮小

した。そして、日本医師会も本年４月１

師会は医師を代表する唯一の団体であり、

等が懸念されるところであります。特に

上げられることになれば、医療機関の経

医師の利益を追求する団体ではありませ

に生まれ変わる予定であります。日本医

営にとって極めて深刻な影響を及ぼすこ

ん。「国民と共に歩む専門家集団としての

日、
公益社団法人 日本医師会として新た

とは必至です。社会保障の充実を目的に

医師会」を目指し、世界に冠たる国民皆

「控除対象外消費税」については、この

導入された消費税によって、医業経営が

保険の堅持を主軸に、国民の視点に立っ

進協議会の主催により「国民医療を守る

修制度のあり方、医療事故調査制度等、

3

問題が解決されることなく消費税が引き

困難になる事態があってはなりません。

た多角的な事業を展開し、真に国民に求

ための総決起大会」
を開催いたしました。

喫緊の課題が山積しております。こうし

医療界には、他にも医師不足、医師の

これからも政策提言を続けてまいります。

そして地域医療を担う医療機関の経営に
日には、

められる医療提供体制の実現に向けて、

月

悪影響が出て一番困るのは、地域住民の
方々であります。昨年

21

団体で構成する国民医療推

12

国民皆保険の堅持と地域医療再興を願い、

医療関係
40

医療界として今後特にこの項目につい

ること」とあります。

す所存でありますので、変わらぬご支援
て深く注目する必要があると考えており

と健康を守る地域医療体制の構築を目指
ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願

いかなる改革が進められても、昭和３

ます。

東日本大震災から間もなく２年が経過

い申し上げます。

ありません。多くの被災された方々に対

しかし、未だに十分な復興の状況では

え合いを礎にして守ることこそが、国民

を抱えた方々を、全ての国民の連帯と支

堅持しなければなりません。病気や障害

意義を改めて十分認識し、今後も継続・

６年以来持続している国民皆保険制度の

しまして、心からお見舞いを申し上げま

しようとしております。

す。

いご発展と各位のご清祥を祈念して、新

年のご挨拶とさせていただきます。

険制度についての項目には、「医療の在り

保障制度改革推進法が承認され、医療保

昨年、国会では３党合意により、社会

き取り組む所存であります。

る体制の構築を目指して、本年も引き続

医師を始め医療関係者が適切に活動出来

祈念するとともに、
当時の教訓を活かし、

ご支援ご協力を切にお願い申し上げる次

会員の皆様方におかれましても、倍旧の

まいりますので、日本医家芸術クラブの

体制の実現に向け、引き続き活動してい

の希望を抱けるような心温まる医療提供

が共に歩み、そして生きる喜びと明日へ

この意義を大切にしながら、医師と患者

の公益社団法人への移行を機に、改めて

私ども東京都医師会は、本年４月１日

域の事情等により、被災地の完全な復

す。

りますことに、衷心より感謝申し上げま

会の諸事業にご理解とご協力を賜ってお

また、平素より公益社団法人日本薬剤師

をお迎えのこととお喜び申し上げます。

皆様におかれましては、お健やかに新春

皆保険制度の意義であります。

方については、
個人の尊厳が重んぜられ、

のと思われますが、一日も早い復興をお

一昨年発生した東日本大震災は、各地

患者の意思がより尊重されるよう必要な

旧・復興にはまだ相当な月日を要するも
終わりに日本医家芸術クラブの限りな

第であります。

改めて東日本地域の１日も早い復興を

児玉 孝

新年あけましておめでとうございます。

会長

見直しを行い、特に人生の最終段階を穏
やかに過ごすことができる環境を整備す

4

日本薬剤師会

を、以下の通りお示しします。

さて、日本薬剤師会の本年の重要な課題

責任の重さを感じる次第であります。

ことであり、改めて社会的責務を果たす

薬剤師の社会的役割から大変意義のある

の職能団体が公益性を認められたことは、

益社団法人に移行いたしました。薬剤師

祈り申し上げます。本会は、昨年４月公

への対応には地域における在宅医療提供

在宅医療に関しては、急速に進む高齢化

が積極的に関わることが求められます。

急、社会復帰に至るまで、薬局と薬剤師

ては薬物治療が重要であり、予防から救

た。今回新たに加わった精神疾患につい

医療の医療連携体制の構築が加わりまし

へき地・周産期・小児）とは別に、在宅

が追加され、また５事業（救急・災害・

中・急性心筋梗塞・糖尿病）に精神疾患

構築に積極的に取り組んでまいります。

を明確にして、地域包括ケアシステムの

そして医療の担い手である薬剤師の役割

になります。医療提供施設である薬局、

域包括ケアシステム」の構築が最大の柱

受けられる社会を実現するためには、「地

んでいても適切な医療・介護サービスが

高齢化が進む２０２５年に、どこに住

４．社会保障と税の一体改革への対応

ばと考えております。

の東京・帝国ホテルにおける記念式典を

を迎えます。これを機に、６月９日（日）

治 （１８９３）年創立以来１２０周年

本年６月をもって、日本薬剤師会は明

り組むことが求められています。

ョン等の施設が連携してチーム医療に取

して医療機関や薬局・訪問看護ステーシ

や薬剤師、看護師といった医療職種、そ

体制の構築が不可欠との認識から、医師

５．在宅医療推進のための薬薬連携の強

共同で要望しているところであります。

し、課税率をゼロ％とするよう三師会と

とから、医療保険については課税対象と

により、さらなる負担増が懸念されるこ

また、消費税については、税率引き上げ

業

はじめ、会館建設他、記念事業を実施す

３．薬剤師の将来ビジョン

5

１．日本薬剤師会創立１２０周年記念事

る予定であります。関係各位におかれま

在宅医療において、薬剤師は他の医療

化
測を踏まえ、薬剤師の将来ビジョンの策

薬剤師を取り巻く環境の変化や将来予

お願い申し上げます。

スタッフと協働・連携し、医薬品の適正

イリスク医薬品や長期投薬への適切な対

使用、医療安全、終末期・緩和ケア、ハ

本年４月から、今後５年間にわたる都

すが、あらゆる職域に従事する薬剤師の

応が求められます。薬剤師が在宅医療に

定に取り組み、昨年６月暫定版を公表し

道府県による新たな医療計画がスタート

将来像とその実現に向けて、参考になれ

ました。本年は正式版を提示する予定で

します。今回から、４疾病（がん・脳卒

２．医療計画の実施

しては、記念事業へのご協力をよろしく

26

６．診療報酬改定と医薬分業への信頼性

師との薬薬連携の強化が重要です。

療職種との連携強化、とりわけ病院薬剤

参加して職能を発揮するには、地域の医

新年の挨拶といたします。

ご支援を賜りますようお願い申し上げ、

とともに、今後とも本会事業にご理解と

すのご健勝とご発展を祈念申し上げます

来年の４月改定に向けての議論が始ま
ります。超高齢・少子社会のさらなる進
展により、医療保険を取り巻く環境はま
すます厳しくなっています。そういった
中、前回の改定の議論の過程において、
医薬分業の在り方などに対して受けたご
指摘に対しては、これを真摯に受け止め
るとともに、医療の一翼を担う薬剤師と
して、国民から寄せられた期待に応えら
れるよう努力していくことが、私たちの
最大の課題であると考えます。
本年は巳年ですが、
「ヘビ」は生命を付
与するものとして、医学・薬学のシンボ
ルとされています。医療・薬業に携わる
方々の努力により、本年が実り多い年に
なることを願っております。
末筆ではありますが、皆様方のますま

表紙の言葉

榎 本 貴 夫

（つくばセントラル病院

脳神経外科）

『女人高野―室生寺―』

室生寺は奈良市から少し東寄りに離

れた在に長谷寺などと共にある。素朴な

水神信仰から始まり幾度にも亘る宗派

争いの後、戦後に真言宗室生寺派の大本

山となったが歴史的経緯の中で様々な

教の本山である高野山が女人禁制であ

信仰を許してきたという。往時、真言密

ったのに対し、江戸時代に広く女性の参

詣を認めた、とある。その中でも嚆矢は

平安初期の建造で、我が国最小とうたわ

の先、見上げると静かに佇んでいるので

れる五重塔であろう。深い林間にある階
ある。

（第六十回 医家美術展出展作品）
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昨年、十月十六日
から二十一日に千代

ＵＲＬへアクセスしてください。
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す。

高岩先生：外国へ行かれる方は多いと思

いますが、外国の生活の様子を撮影する

すが、その中でこのように街の中の一瞬

り有名な景色の方へ目が向くこと多いで

ことはそれほど多くないことです。やは
たため、聞き取り間違い、ニュアンスの違いなどあ

同時にとらえた素敵な作品です。

とてもいいですね。若者の心と街並みを

なことだと思います。またこのポーズが

の出来事に目をむけて撮影したのは素敵

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

るかと思いますが、ご容赦くださいませ。

※注：懇親会の様子を録音し、後日文字におこし
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田区にあるＪＣＩＩ
フォトサロンにて、
第四十二回医家写真
展が開催されました。
二十二名の会員に
より四十二作品が出
揃いの写真展となり

展され、今回も力作

石井光子「トランペット吹きの少年」

きたので立

が聞こえて

に、いい音

うひとつの作品は山梨の大カエデです。

たのでこのような作品になりました。も

なってしまい、背景に光が残っていまし

きていたので、手前の葉っぱは真っ黒に

いたらもう夕方近くで光がだいぶ傾いて

てもらっています。これは南禅です。つ

ってください」とお願いして連れて行っ

タクシーに「今年の一番いいところへ行

を撮りに行っています。その年に乗った

11

7

ました。

していただきました。作品のご紹介とと

に引き続き、写真家の高岩先生に寸評を

ち止まって

岩瀬光「京の紅葉」
「大カエデの色づき」

もに高岩先生による寸評を掲載いたしま

見ました。

石井先生：今年は１枚出品しました。ハ

す。白黒写真にて掲載いたしますが、カ

そのときに

期 間 中に 行わ れ

ラー写真は当クラブホームページにて閲

デジタルカ

岩瀬先生： 月の下旬あたりに毎年紅葉

覧できますので、どうぞご利用ください。

リウッドの手形がある道を歩いていた時

日本医家芸術クラブホームページへは、

メラで撮影

た懇親会では、前回

『医家芸術 写真部』にて検索していた

JCII フォトサロンにて

したもので

平成 24 年 10 月 16 日（火）～21 日（日）

だくとご覧いただけます。または左記の

石井光子「トランペット吹きの少年」

第 42 回 医家写真展

こちらも夕方近くでしたが、露出時間で

られていて素敵です。自然の緑もとて

高岩先生：この作品も生活感が切り取

大武秋笙「ジプシーの牧童」
「放牧」

です。

ーで色がほんのりついてるのがまたいい

いいです。風情があります。これはカラ

の表情やポーズなどもおもしろいです。

大森佐一郎「早春」

もきれいでいい写真だと思います。人

大武秋笙「ジプシーの放牧」

大武先生：昔に撮った写真です。マニ

ュアルフォーカスで撮りました。特に

声もかけずに瞬間を撮ったものです。

た感じが出てよかったかもしれないです

路地の方は、ここに人がいるとまた違っ

高岩先生：この仮面がかわいいですね。

路地」

木村典子「ヴェネツィアの名残り」
「階段

大森佐一郎「過客」

ね。どちらも街の一部を切り取られて素

敵な作品です。
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調節しましてこのような作品になりまし
た。木全体ではなく、部分的なところを
撮ってみました。
高岩先生：
『京の紅葉』のほうは、光線の
具合など大変すばらしい作品だと思いま
す。
『大カエデの色づき』の方は木の生命
力が感じられるこちらもすばらしい作品
大森佐一郎「過客」
「早春」

しいと思います。
「早春」ですが、これも

作品ですね。白黒にしたところもすばら

がありますが、この作品のように生命力
とてもよいですね。

高岩先生：
「過客」は、動きのある素敵な

です。我々は形にとらわれやすいところ

岩瀬 光「大カエデの色づき」

を感じ、それを表現できるような作品が

大武秋笙「放牧」

岩瀬 光「京の紅葉」

て、バランスのよい作品です。

います。奥の森と調和がとれてい

なく自然な感じて撮れていると思

高岩先生：ベタっとした花畑では

「湖水地方の朝」

佐々木正「キューケンホフ公園」

白矢先生：フランスの高級住宅街の中に

です。

ルーと真ん中の白と色使いがとてもよい

この赤の使い方が素敵ですね。手前のブ

高岩先生：絵をお描きになるからなのか、

ーレ送信」

白矢勝一「ターミネーター製造中」
「アモ

屋で朝から夜まで、女性の全身に化粧品

佐々木先生：イギリスの湖水地方
るかどうかという時間です。

で絵を描いているところです。写真をと

ある高級店の街角です。その中の化粧品

高岩先生：日の出前なんですね。もう少

るときには、絵の感覚と同じで白と黒の

の朝、撮った写真です。日が昇ぼ

高岩先生：クローズアップして素敵な作

ニシノハマカンゾウ」

し色があったほうがよかったのかなとも

斉藤三朗「カノコユリ」
「鹿島断崖に咲く

品ですね。断崖の方はちょっと弱い感じ

使い方に注意しています。白と黒を入れ

高岩先生：
「アモーレ送信」のほうも前掛

ます。

ると他の赤や青も映えてくると思ってい

思います。

木村典子「階段路地」

がします。もうひと工夫ほしいところで
す。

斉藤三朗「断崖絶壁に咲く
ニシノハマカンゾウ」

佐々木 正「キューケンホフ公園」

高岩先生：ほほえましい写真です。

白矢泰三「幸せの眺め」
「召し上がれ」

中の白、芸術的です。

けの赤が映えています。手前の青と真ん

佐々木 正「湖水地方の朝」
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木村典子「ヴェネツィアの名残」
斉藤三朗「カノコユリ」

白矢智靖
「忘れられた時間」「夜への逃亡」
高岩先生：なんでもない写真といってし

情緒のある感じになっ

すが、光と影の具合で

まえばそれまでなんで

ろいオブジェに目が引き付けられます。

ス的にいいですね。もう一枚は、おもし

高岩先生：手前に２人いる女性がバラン

白矢輝靖「さあ、おいでよ」
「空へ」

関口直男

「眩耀」「絞

りの妖精」

両作品とも

高岩先生：

素敵ですが、

もうひと工

夫ほしいと

ころですね。

鷹橋靖幸

「冬日」「か

わたれど

高岩先生：雪景色はなかなか撮るのが難

き」

しいところがあります。短調になってし

まいがちなので、この車と雪の関係性も

10

ています。

白矢輝靖「空へ」
白矢輝靖「さあ、おいでよ」

関口直男「絞りの妖精」

関口直男「眩耀」

白矢勝一「アモーレ送信」
白矢泰三「召し上がれ」
白矢智靖「夜への逃亡」

白矢勝一「ターミネーター製造中」

白矢泰三「幸せの眺め」
白矢智靖「忘れられた時間」

あるとよかったですね。アドリア海のほ

れた構図ですのでもう少し新しい発見が

いっぱいに使って素敵な作品になってい

高岩先生：力のある写真です。明るさを

竹中康雄「瀬戸の夜明け」
「冬の夕暮れ」

鷹橋靖幸「かわたれどき」

うは海の静けさがとても感じられます。

ると思います。

中野義宏「温故知新１」
「温故知新２」

原田先生：川越のお祭りの写真です。顔

見知りになって巡行の中に入れてもらい

写真を撮りました。

たのはいいですね。そして後ろに山車が

高岩先生：若いお母さんに照準を合わせ

見えている構図もよいです。楽しい写真
です。
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高岩先生：視点がおもしろいですね。

中野義宏「温故知新２」

原田茂雄「夏祭り」
「ベビーカーで巡行」

中野義宏「温故知新１」

もう一歩というところです。

竹腰昌明「湖上の教会」
「アドリア海の午
后」
竹腰先生：昨年、クロアチアとセロべニ
アへ旅行しました。今まで行ったことの
真ん中に教会がありまして、ここへ行く

ない国でしたので色々撮りました。湖の
にはみな手こぎボートでそれぞれ行かれ
るそうです。
高岩先生：教会の方の写真は、見慣れた
風景、という感じが少しします。ありふ

竹腰昌明「アドリア海の午后」

竹中康雄「冬の夕暮れ」

竹腰昌明「湖上の教会」
竹中康雄「瀬戸の夜明け」

鷹橋靖幸「冬日」

原田先生：
「夏祭り」のほうは深川のお祭

本村先生：明野のひまわり畑です。上か

本村美雄「ひまわり」
「湖上祭花火」

高岩先生：上と下で上がっている花火を

ときの写真です。

本村先生：もう一枚は河口湖の湖上祭の

グの構図もとてもよいです。

け具合もいいですし、蜂がいるのもいい

いう構図がとても素敵です。まわりのぼ

高岩先生：ワイドで寄ってバックに山と

撮りました。

ているので「花屋さん」と言われてたり

ってないのです。
（笑）最近花ばかり撮っ

村上先生：実はこの写真はあまり気に入

村上泰「陽春の華やぎ」
「煌く放春花」

ましてからなかなか思う色がでないのが

しています。
（笑）最近デジタルに変わり
す。

ですね。とっても素敵な写真だと思いま

思い、そのなかの一つを誇張して写真を

ひまわりだとつまらなくなってしまうと

とてもきれいに撮っています。トリミン

本村美雄「湖上祭花火」

面ひまわりが咲いている場所です。一面

本村美雄「ひまわり」

ら撮るとひまわりだらけになるような一

逸見和雄「志賀高原」

りです。
三年に一度行われるお祭りです。
高岩先生：写真上部の観客の部分がなけ
はないでし

ればもっと迫力のある写真になったので
ょうか。上
部がなけれ
ば、神輿と
水でとても
迫力がでた
と思います。
逸見和雄
「志賀高
原」
高岩先生：
山がきれい
ですが、光
の使い方を
もう少し工夫したほうがいいですね。
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はっぴと放

原田茂雄「夏祭り」

原田茂雄「ベビーカーで巡業」

高岩先生：本物はもっとしっとりした色

勉強していこうと思っています。

は写真を撮るだけでなく、処理のほうも

としっとりとした色なんです。これから

残念です。和しゃくなげというのはもっ

ます。

ろい一瞬が切り取られていていいと思い

常に残念です。
「男祭り」のほうはおもし

路の色や子供の顔の色など焼いた色が非

ね。写真はよかったと思うんですが、道

高岩先生：素敵です！

した。

出ていて神秘的な風景でしたので撮りま

山本先生：もう一枚は摩周湖です。月が

山本健一「伊豆の入り日」
「月の摩周」
山本先生：これは西伊豆です。鳥がちょ
高岩先生：鳥も太陽の位置も素敵です。

うどよい位置にいたので選びました。

矢崎定造「男踊り」

なんですね。プリント処理によって全く

」
「男踊

13

違う作品になりますよね。

り」

山本健一「月の摩周」

山本健一「伊豆の入り日」

矢崎定造「おじちゃん だれ

よい瞬間をちょうどよく

矢崎定造「おじちゃん だれ!!」

狙われてすばらしいと思います。

村上 泰「煌く放春花」

高岩先生：
「おじちゃんだれ」のほうはプ

!!

リントの焼きがあまりよくなかったです

村上 泰「陽春の華やぎ」

第４２回 医家写真展 作品目録
（2012 年 10 月 16 日～21 日）
作品Ⅰ

作品Ⅱ

石井 光子

トランペット吹きの少年 Hollywood にて

岩瀬

大カエデの色づき

京の紅葉

大武 秋笙

ジプシーの牧童（ハンガリー）

放牧（ハンガリー）

大森佐一郎

早春

過客

木村 典子

階段路地（ドブロヴニク）

ヴェネツィアの名残り（クロアチア）

斉藤 三朗

鹿島断崖に咲くニシノハマカンゾウ

カノコユリ （下甑島にて）

佐々木 正

キューケンホフ公園

湖水地方の朝（イギリス）

白矢 勝一

ターミネーター製造中

アモーレ送信

白矢 泰三

幸せの眺め

召し上がれ

白矢 智靖

忘れられた時間

夜への逃亡

白矢 輝靖

さあ、おいでよ

空へ

関口 直男

眩耀

絞りの妖精

鷹橋 靖幸

冬日

かわたれどき

竹腰 昌明

湖上の教会（スロベニア）

アドリア海の午后（クロアチア）

竹中 康雄

瀬戸の夜明け

冬の夕暮れ

中野 義宏

温故知新１

温故知新２

原田 茂雄

夏祭り

ベビーカーで巡行

逸見 和雄

志賀高原

本村 美雄

ひまわり（北杜市明野）

湖上祭花火（富士河口湖町）

村上

陽春の華やぎ（和しゃくなげ）

煌く放春花（ぼけ）

矢崎 定造

おじちゃん だれ！！

男踊り

山本 健一

伊豆の入り日

月の摩周

光

泰
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宮西 芳緒

「第五十七回 医家邦楽祭」評
邦楽評論家
平成二十四年十一月二十三日（金・勤
労感謝の日）の日本橋三越劇場。
日本医家芸術クラブ委員長・太田怜先
生の「開会のことば」で医家芸術祭・第
五十七回「医家邦楽祭」が開幕した。
「昨

もこの会の常連で、番組後半に、例年通

る気持ち」と、いまの心境を述べる。氏

果を発表すべく、「今日は試験を受けてい

れば……」と語りかけ、日頃の研鑽の成

皆さんの声援で我々も少しでもうまくな

聞いてもらってうまくなるものなので、

舞踊を披露して来たが、
「日舞、長唄に加

いままでこの医家邦楽祭では数々の日本

序幕を飾るに相応し一景。大川先生は、

だが、
不老長寿を寿ぐ御祝儀性を讃えて、

先生は、今回は地謡に廻る。四番目もの

助出演。例年シテを舞っていた梅津浄子

の先生方やその仲間が、囃子や地謡に賛

え、能楽の道でも更に精進を重ねたいと

り清元の舞台が控えている。
以下、
真摯な、
熱の籠った舞台が続く。

子娘道成寺 』

二、長唄『京鹿

思います」と抱負を語る。
序幕は風格を

高橋妙子先生

一、観世流、舞囃子『菊慈童』
大事に、めでた

（杵屋正澄巳こ

長山桂三師が地

能楽の師である

う。大川先生の

百歳の少年を舞

科）がシテの七

ほか、三味線：

稀音家康三朗師

（共演は、唄：

聞かせてくれる

入った三味線を

鼻科）は年季の

15

年は会場の都合で休みましたが」と、今

く、
おおらかに、

と。中央区、耳

頭を勤め、横浜

杵屋正園師ほか、

高橋妙子先生／長唄『京鹿子娘道成寺 』

回の開催を喜び、
「落語の『寝床』ではな

（横浜市、小児

大川尚美先生

市医師会謡曲部

大川直美先生／観世流、舞囃子『菊慈童』

いが、芸
事という
ものは誰
かに見て
もらいた
くなるも
のであり、
稽古だけ
では駄目
で、見て
もらって、

太田怜先生「開会のことば」

囃子入り）
。この長唄の名曲を「いつか演
じてみたと思っていたそうで、高橋先生
の「長年の願いが叶った」という舞台。
浮き立つ娘気分や艶やかな廓情緒などを
終始丁寧に紡ぎ出して、終景は〽さ るほ
どに」から〽 失せにける」へと、道成寺
ものの物語を華やかに、分かりやすく結

月にかけて語るシテ（松風）の思いを、
静かに表現する。本来は狂乱の要素の強
い能だったらしいと聞くが、
『熊野』に並
ぶ幽玄の能として広く人気を得ている曲
で、鈴木先生もその位取りと品位を大切
にしているのが分かる。
四、舞踊、長唄『新曲浦島』
山梨県立中央病院の院長を長く勤め、
現在は名誉院長の飯田文良先生（花柳和
之城こと。笛吹市、外科）は、昭和六十

回、きっぱりとした舞踊を見せてくれる

が、今回は坪内逍遙の提唱した新しい感

覚の曲に挑む。〽 寄せ返る」と竿を担い

で袴姿の下手の出から、〽 錦繍の帳」で

扇遣いも見せて、〽 凄まじかりける風情
なり」へと、意気高く表現した。

五、長唄『岸の柳』

千葉県医師会女

性医師部の部長

を務める秋葉則

子先生（八千代

市、小児科は、

長唄の三味線を

披露（共演は、

唄：杵屋秀子師

ほか、三味線：

柏要二郎師ほ

か）
。
秋葉先生は

「昨年は邦楽祭

がお休みでした

ので、お稽古が

16

んだ。
三、喜多流、謡『松風』
鈴木浩之

二年に日
本舞踊の

四回日と

今回が十

出演は、

公演への

三越劇場

邦楽祭の

り、医家

名取にな

飯田文良先生／舞踊、長唄『新曲浦島』

いう。毎

秋葉則子先生／長唄『岸の柳』

先生（練馬
区、外科）

〽 月は一
つ、影は二
つ三つ」
と、
桶に写った

様子から、

の汐を汲む

風・村雨）

の海女（松

の謡。二人

鈴木浩之先生／喜多流、謡『松風』

ものの、隅田川の夏の爽快な空気を描き

に出るのではないかと不安です」と語る

おろそかになり、その報いが今日の演奏
まず『仲町育ち』と『中州の思い出』

（咲村鈴音こと。江東区、看護科）の糸。

音締めを聞かせてくれる川口敟子先生

踊でも上演され

皮膚科）
の唄で、

こと。台東区、

（杵屋勝くに子

た明治の名曲

この日は他に舞

いガス灯』の情緒を湛えて、
「小唄仲間」

『新曲浦島』の

め、磯良彦氏が急遽出演。
『蛍茶屋』と『青
の代演をつつがなく果たした。川口先生

演奏（共演は、

を唄う予定だった加藤俊男氏が急病のた

の本手に、友情出演の根本佳代子氏が替

出そうとするこころが伝わり、〽 寄せて
は返す波の鼓」
からの竹生島の弁財天
（音
楽の神）への誓いから、両国の賑わいを

〽 唄の道」に重ねて、めでたく盛り上げ
ていた。

師ほか、三味

唄：日吉小間蔵

ほか、
囃子入り）
。

入れ替わって、鈴木聰明氏（咲村鈴明

手を弾く。

吉』では為永春水の人情本

〽 それ渤海の」の重厚さ、〽 水や空なる

線：杵屋勝国師
『春色梅児誉美』の辰巳芸

に砕けて裂けて散る」波の様々を描き、

沖つ波」〽 寄せては返る波がしら」〽 岩

味線を弾きたい」と語る川

りの景色が見えるような二

遠く、浮かび上がり、
「お祭

大好きな曲の一つです」と語り、
「この度

三味線・囃子とともに盛り上げた。
「私の

舟唄の声もきれいによく伸び、幕切れは

意は適ったようだ。

を描けるでしようか」という山﨑先生の

は唄で臨みますが、壮大な大海原の情景
七、長唄『新曲浦島』
浅草育ちの山﨑律子先生
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六、小唄

左から磯良彦先生・川口敟子先生・

こと）の唄で『仇吉』と『夏景色』
。
『仇

景色』では懐かしい景色が

者の世界を鮮明に描き、『夏

山﨑律子先生／長唄『新曲浦島』

口先生の小粋な糸が冴えた。

鈴木聰明先生／小唄『仇吉』
『夏景色』

毎回、粋な、あるいはしっとりとした
根本佳代子先生／小唄『蛍茶屋』
『青いガス灯』

太田怜先生（世田谷区、循環器科）が、

に少しでもお役に立てばさらに幸せで

ないお題目が、天上の穂坂先生の御冥福

三味線と唄のワキを頼み、この私のつた

「病院の理事
穂坂美和子氏、清元佐季太夫師との浄瑠

氏の小紫の科白の掛合も芝居気分たっぷ

す」という一番。太田先生の権八と穂坂

九、清元『権上』

長を勤めながら、

延亜希郎師の三味線で『其小唄夢廓』の

璃（清元延志佐師、穂坂寿和子氏、清元

八、小唄『浜町河岸』
『お互いに』

んでいる」と語

太田先生は「十五世市村羽左衛門丈の

みりと聞かせた。

りに、限目の〽 南無抄法運華経」をしん

元気に診療に励

生（練馬区、整

権人に魅せられ、そのときの清元志寿太

「上」を被露する。

形外科）が、千

ぎた時、ぼけ防

「二十歳を過

十、長唄『紀州道成寺』
無妙法蓮華

上のために始め

に曲中の「南
経」という題

た長唄が、もう

夫師の美声に酔わされた」そうで、こと

を聞かせる。ま

目が六十年以

る」という中島

二十年以上にな

紫つる恵師の三

ずは新派で有名

上経った今で
っているそう

信子先生（中央

今回は三味線を

区、限科） は、
「私を清元

（共演は、唄：

聞かせてくれる

だ。

んだ故穂坂博

東音大森多津子

に引きずりこ
明先生の未亡
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味線で、粋な喉

な
『明治一代女』

も耳の底に残

を唄った芝居小
唄『浜町河岸』をたっぷりと、続いて〽
お互いに、死ぬの生きるの言った仲」と
唄う『お互いに』をさらりと聞かせた。
作家としても、山本五十六を主題にした
芝居ごころを聞かせ、
男女の機微を描く、

小説を発表しているという山田先生が、
小唄の二題。

太田玲先生／清元『権上』

人とお嬢様に

中島信子先生／長唄『紀州道成寺』

る山田新太郎先

山田新太郎先生／小唄『浜町河岸』
『お互いに』

まり、聞き処満載の名曲を、ときに大き

囃子入り）
。〽 花の外には」と重厚に始

師ほか、三味線：東音新井康子師ほか、

幕「順に坂東愛志乃、坂東愛寿美、坂東

ることは滅多にない機会なので、あっと

師匠に師事しているが、「三人で一緒に踊

順天堂大学の同窓生で、日本舞踊を同じ

に鞭打って落ち

出す。進まぬ駒

たっぷりと描き

愛園の名前を持ち、吉野先生の千代、小

いう間に話がまとまりました」という一

線で、実に安心して聞いていられる。唄

林先生の春、
大谷先生の八重という配役。

く受け、ときにしっかりリードして、艶

も気魄が籠っていて、三味線も息が詰ん

清元清栄太夫師ほかの浄瑠璃、清元菊輔

やかにきりりと物語を構築して行く三味

でいた。

帥ほかの三味線。生演奏で、
「今日はとび
きりのパフォーマンスをお見せいたしま
す」という、気心の知れた芸者姿の三人
立ちの舞台は、さすがに華やかだ。

に、戦国の世の

て行く姿の描写

無常観が漂った。

毎回、稀曲や大

曲を抜露される

前村先生の風格

と気概、芝居の

絵面を彷彿とさ

せる描写力が会

栄敏郎師ほかと三味線を披零する。東音

重二こと。東村山市、小児科）が、杵屋

切の演奏は、前村八重子先生（杵屋和

術クラブ邦楽部委員・川口敟子先生の
「閉

も粋な小唄の世界を披露した日本医家芸

は、お稽古百回にも勝ります」と、自身

りました。みなさんの前で発表すること

「素人芸ながら、みんな一生懸命頑張

場を圧倒した。

福田克也師ほかの唄で、囃子入り。今回

会のことば」で締め括る
氏。

進行・高橋妙子先生、司会・高松真弓

の段。戦に敗れた里見季基と、弱冠十九

十二、長唄『八犬伝』
（下）

前村八重子先生／長唄『八犬伝』
（下）

は滝沢馬琴の『八犬伝』による義実別れ
歳の我が子義実との戦場での父子の別れ
の一場を、大時代に、かつ親子の情愛を
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十一、舞踊、清元『女車引』
吉野則
子先生
（浦安市、
小児科）
、
小林澄子
先生（浦
安市、内
科）
、
大谷
（中野区、

園子先生
限科）は

吉野則子先生・小林澄子先生・大谷園子先生
／舞踊、清元『女車引』

三年後には第六十回公演を迎える。こ
れからも一回一回を地道に、末永く公演

日本人が自国の文化を楽しむだけでな
く、
「日本」をアピールするために、伝統
芸能が利用されているのも事実である。
海外の関心は深い。国際交流の「手段」

歌舞伎や能・文楽、
邦楽や日本舞踊など、
に用いることを勧めるわけではないが、
為政者も一般国民も、もっともっと自国
の文化に接して、理解を深めることは必
そういう意味でも、身近な人の実演す

要だ。

スポーツを応援する人は、そのルールを

しないし、後世に伝えることは難しい。

いないことには、日本の伝統芸能は成立

勢いようと、受け手となる一般の人々が

余談ながら、プロの実演者がいくら大

一般にこの公演を宣伝して、毎回客席を

もちろん、患者さんたちにも、また広く

生方も、先生同士や友人、家族や親戚は

れない。医家邦楽祭に出演されている先

ってみようというきっかけになるかもし

ることは間違いなく、あるいは自分も習

を重ねて欲しい。

ある程度は知っているわけで、その競技

いっぱいにして欲しいと願う。

る舞台があれば、それが鑑賞の糸口とな

のルールが皆目わからない人々に強要し
ても、歓迎はされないだろう。古典芸能
を鑑賞するにも、いくつかの基本のルー
ルが身についていれば、格段に理解しや
すく、受容しやすくなるわけだ。

20

川口敟子先生「閉会の言葉」

友達との食事の会で

と話ができるようになったりして、暮ら
しが賑やかになり寂しさなどないと私は
思っていた。
しかし、彼が言うには、家の中が賑や
かになればなるほど孤独感が募り、妻を

穂苅 正臣
夏の日の夕方、親しくしている四人の

亡くした寂しさを感じると言うのである。
いつもと違う彼の話を聞いて私は、多少

友人が、六本木にあるいつもの中華料理
店に集まった。年に二、三回集う昔の会

た。

の「うつ病」の気があるのではないかと

「先生、奥さんを大切にしないといけま

「今、ゴルフから帰ったばかりですよ」
。

社仲間の親睦食事会である。三人がすで

せんよ」と説教するような語り口で話し

そこで私は、
「うつ病」の心配をしている

疑いつつ、一か月近くたったある日の夕

掛けてきた。彼は五、六年前に奥さんを

ことを話した。

にお店に来ており、私が最後であった。

亡くしていた。その後一人暮らしをして

「私にはゴルフを一緒にする仲間がいる

方、彼のところへ電話を掛けた。彼が出

いたが、最近、長男夫婦と一緒に暮らし

から心配いらないですよ」

私が座るなり、
元パイロットの友人が、

ていると聞いていた。その結果、彼が孫

彼はとあっけらかんと云った。

以前、私が彼に「世間では奥さんが死

ぬと三年以内に旦那さんが後を追うよう

に死ぬ」と話したことがあったらしい。

彼はつづけた。

「あの三年以内という話は仲のいい夫婦

の話であって私には当てはまりません。

うつと関係なく元気です。今日は八十二

彼が若かったころはゴルフの神様と仲間

で回ってきました」

うちでは言われるぐらいにめっぽう上手
かった。

ところで、最近の私のゴルフは飛距離

が落ちてスコアも悪くなっていた。そこ

でうらやましくなって、改めて「八十二

ですか？」と聞き直した。すると彼は、

「八人で回ってきたんですよ」
と答えた。

八十二と八人と聞き違えたのであった。

「ところで今日のスコアは幾つだったん

ですか」とたずねた私に、

「百そこそこでした。元気にしています

のでご心配かけてすいません」と彼は答
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この結果、
彼がうつ病ではないと判り、
わかる老年になってしまったが、いざ親

る。私自身、古希を過ぎ、親の気持ちが

経ち、上記のことわざの内容が身にしみ

ソンを軸に説明する。

場合が多い。病状説明などではキーパー

りはキーパーソンと呼称され、子がなる

関りで、医療側と家族との重要な連絡係

ば、立派な親孝行に違いない。病人との

えたのであった。
一応安心したが、彼の話しを聞き違えた
後の祭りで、遺影を拝むしかない。

孝行したいと思っても、
もう親はいない。

かえって孤独感に襲われて寂しい」とい

とテレであり、「賑やかなところにいると

ら寂しくない」というのは、彼の強がり

う。無論親も子も元気で、健康であるこ

気でいること、３番目は会うことだとい

１番目は心配させないこと、２番目は元

番の親孝行として上げられる項目では、

住友生命の成人の統計によると、今１

急性心不全であろう）
、感染症（肺炎・尿

ありうるが、やはり多いのは心臓由来の

老衰、突然の心肺停止（痰などの窒息も

る場合を考えてみたい。
死亡原因として、

さて、入院治療中の病人が死亡退院す

しかし、「私にはゴルフの仲間がいるか

りした自分の聴力低下が悲しかった。

ように思われてならないのである。

腎不全、ガン末期、難病末期、多臓器不

路感染・敗血症）
、循環不全、換気不全、

一方、子に対して負担にならない親で

全などが多いのではないかと思われる。

とが前提での調査に違いない。
あるためには、事故らない、呆けない、

突然亡くなる場合、その原因を特定する
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う、あの食事の時の話が彼の本心である

孝 行親父

ことは至難であるが、高齢になれば心肺

機能のほころびを伴うことから、家族に

い、入院しないなどが浮かぶ。そのため
には、少々わがままに生きて、自分に合

十分説明して、
納得してもらうしかない。

転んで骨折しない、肺炎やがんにならな

《孝行》とは子が親を敬いよく尽くす

った仕事なり趣味があり、行動がのろく

家族は故人の葬儀を執り行えば、相続関

浜名 新
こと（さま）
、親の心に従い、よく仕える

とも、細々と体をいたわり、動かしてい

課の職員が家族から持ち込まれた生命保

こと。
親を大切にするような行い、
また、

親が病気になり、外来通院、重くなれ

険、がん保険の書類を、分厚いカルテと

係、保険関係などをチェックする。医事
ば入院治療と、その間の手続きと手間、

ともに担当医に持参する。ときに家族が

ることが肝要ではなかろうか。

《孝行のしたい時分に親は無し》
・・・
年ほど

最終的にコストを支払うまで、子が関れ

そのように心がけるさまである。
・・・ことわざ辞典
私の両親はすでに他界して
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ある日、思いがけない《言葉》を聞かさ

謝の気持ちを伝えるためであろう。私は

医療側に対して良好な感情を維持し、感

族は、
故人の入院治療にある程度納得し、

ッフ、担当医に挨拶することがある。家

来院し、故人が入院していた病棟のスタ

抗生剤を静脈へ朝夕投与した。抗生剤が

在し、活動性の肺炎と断定した。輸液と

背中側の下方の肺に、浸潤性の所見が存

Ｔを撮ると右側に胸水が貯留し、左右の

肺炎の再燃と診断した。念のため胸のＣ

数値が上昇、
胸のＸＰに肺炎所見があり、

感染症の指標である白血球数とＣＲＰの

いう名前を聞かされたが、とっさに思い

女性が私に告げた。私は患者のＰさんと

「先生に挨拶したい」そうですと受付の

午後、Ｐさんの息子さんが受付に来て、

死亡退院後、１か月以上経たある日の

礎にあった。

きた。死因は肺炎で、低栄養・老化が基

歳代くらいの男性が近づいてき

期型病院から転院してきた。口から食べ

痩せて、栄養状態が悪くなっているとの

急性期型病院に入院治療したため、一層

ました。Ｐの息子です。親父が入院中大

「葬儀が済みましたので、ご挨拶に伺い

た。私は辞儀をした。相手も辞儀をし、

しき

下に出て待っていると、息子さんとおぼ

れ、備忘録として記した。

やせ（痩）て低栄養が著名なので、家

出すことは出来なかった。医局の前の廊

族に聞くと、以前から食が細く、肺炎で

効き、幸運にも肺炎は治まった。
歳代後半の男性Ｐさんが、急性

療養型病院へ転職してまもないある年

られていたが、加齢から次第に食が細く

返事であった。そこで体力・栄養状態を

かったです」と挨拶された。

変お世話になりました。苦しまないでよ

の秋、

なってきたようだ。肝心の肺炎は治って

管を留置させ、
流動食を与えた。
しかし、

改善しようと、家族の了解を得て経鼻胃

求できるからである。Ｐさんのキーパー

入院者に２床部屋を勧める。部屋代を請

型病院では経営戦略として原則として初

案の定、緑膿菌＋２であった。抗生剤を

養を補給して様子を見ていた。なかなか

た。やむを得ず禁食とし、点滴で水分栄

運悪く、誤嚥性肺炎を再発させてしまっ

その節は大変お世話になりました」

「３階の２床部屋の窓際にいたＰです。

さい」と私は小声で言った。

のですが、すぐ思いだせなくてごめんな

「さっき受付の女性からお名前を聞いた

「そういえばあなたに何回かお父様の病

改善せず、吸引痰の培養を外注すると、
変更して対処したが、低栄養状態に免疫

状説明をしたような記憶が・・・・・」

ソンである長男は、父親の終の棲家とし
合いで、
２床部屋を了承したに違いない。

力の低下が加わり、入院１月以内で力尽

て、４床部屋を避けて、親父孝行の意味

部屋は３階の２床部屋であった。療養

いるというふれこみであった。
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Ｐさんは、入院当初から発熱があり、
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80

「いやぁ、たすかりましたよ」と息子は

たよ」と私は自分の頭をつついた。

よく熱を出した方ですね。思い出しまし

「そうでした。
高齢で痩せて、
痰が多く、

た」

肺炎になって大変ご迷惑をおかけしまし

栄誉失調でやせて、転院してきた早々、

「父を思い出してくれましたか。親父は

わないことを祈るしかないが・・・・・。

すごく気になる。病気・災害・事故に遭

との思いがある。それがいつまで続くか

時点では、子や妻に対して、
《孝行親父》

ルフもＯＫ、酒も飲める。少なくとも現

ターを膝につけて、山坂を歩けるし、ゴ

で病院に勤めさせて戴いている。サポー

私は古希を過ぎ、何とか健康で、常勤

てしまう。

動物園の象などが罪もないのに毒殺され

モンド供出、末期には食糧事情から上野

犬ハチ公などの殆どの銅像）金銀ダイア

行うことになる。金属回収、金属供出（忠

品切符」など統制経済の中で日常生活を

◆まず配給制度から。
「食料切符」
「衣料

えた事もなく、ただ勝利を願っていた。

て走る。松根油を松の根からとる。根は

◆バスは木炭車。車の後方から煙をはい

（２０１２、

土中にはって太いので大変であった。

◆人々は行列ができると、その行列がな

んだか分からなくても並ぶ。物資缺乏で

◆昭和十六年十二月八日。寒い朝、中学

◎戰中（昭和二十年八月十五日まで）

よかった。食べられるうちに食べておけ

った。味はどうでも腹に入ればなんでも

は閉鎖。ごくまれに「おじや食堂」があ

吉元 昭治

東京の空は広かった（３）

、東京都杉並区）

笑いながら言った。
「亡くなって、たすかりましたとは、は
て？」と私は怪訝な表情になり聞き返し
た。
「長引かないで逝ってくれて大助かりで
の懐具合を考えてくれたに違いありませ

校に行ってラジオで
「本十二月八日未明、

というクセがつく。
「もったいない」とい

◆おじや食堂。戰爭も激しくなると食堂

ん。
《孝行親父》でしたよ。医療法が改定

我が陸海軍は米英蘭と南太平洋において

う気持ちは今でももちあわせているが、

何んだか列があると並ぶ。

する前で、入院期間が短く、たいして入

戰争状態に入れり」という大本営発表を

した。親父は薄れ行く意識の中で、息子

院費用はかかりませんでした」と息子は

聞いた。いよいよ来たかと思った。当時

戰前の銀座のスエヒロのビフテキ（今で

「なるほど、
《孝行親父》か」と私はおう

はあの悲惨な結末になるとは夢想だにし

もある）やおしるこの味などとうに忘れ

あっけらかんとして言った。
む返しに呟いていた。

なく、ましてこの戰は負けるなどとは考
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12

をまく。短靴の上にゲートルをまくので

◆一般男子は国民帽。国民服にゲートル

ていた。
を教えていただいた。先生は「勝っても

が先生には工場の片隅に生徒を集め英語

敵性語でその教育は廃止されていた。だ

家は焼かれ親類をたよってころがりこん

ルをまいたままねていた。その往きの汽

い小生は多分これがあるだろうとゲート

くれるとビンタがまっている。要領のい

だ。子供の居ないその家の人は可愛がっ

車で各自辨当をもってきたが、その頃、

て下さり、高級官僚であったので物資に

負けても英語は必要である」とおっしゃ
頃だったが、当時仮校舎なのでピアノが

めぐまれ、その辨当にもハムを入れて下

った。もう一人は音楽の教師。一年生の
なく隣の小学校の音楽教室を借りた。教

さった。あいにく教官にみつかり「お前

た。女子はカスリのモンペ。勤労動員の
女子学生は髪は三つ編み、頭に「神風」

えて頂いたのは「ベートーベンの第九」

さっきハムを食べていたな」とにらまれ

似合わない。冠婚葬祭も国民服でよかっ

とかかれた鉢巻、背中には防空頭巾。あ

あの「歓喜の歌」であった。敵性語の英

うなっただろう。男女とも胸に墨書で名

ほっぺ

の 頬 の赤い、目が輝いていた女の子はど

語が駄目ならドイツ語というのであろう。

た。その教官も再召集で戰死された。

たり知らせたり」隣組組長さんが配給を

馴染、まわして頂戴回覧板、知らせられ

皇后や靖国神社の前を通る時は必ず敬

という退役将校がやってきて、その評価

仕切る。肉などお目にかかれないが、干

を開けて歌った。後にこんなに有名な歌

は学科と同じ位重要なので、ビンタもく

し魚、干しいも、干し南瓜など公平に分

礼をする。
電車にのっていても起立敬礼。

らったが緊張していた。三八式歩兵銃と

けていく。誰も文句をいう人はいない。

とは知らなかった。先生は後に東京芸術

いう中学生では背丈に近い重たい銃を肩

◆隣組。十軒くらいで一單位。
「トントン

に行進。大きい級友は軽機関銃をかつい

今でもこれが崇って、干しいも、干し南

トンカラリンと隣組、格子を開ければ顔

で隊の先頭をいく。富士の裾野の演習場

瓜は見るも嫌となる。たまには酒の配給

◆軍事教錬。女子の竹槍訓練。軍事教官

に行ったが、夜半に非常呼集。整列にお

大学の教授になられている。

訳も分らず「オーフロイデ」と小さい口

前を書き貼っておく。
◆勤労動員は飛行機の機体のアルミ板を
つくる工場だった。アルミのインゴット
を溶してうすい板にプレス機で何回もう
すくする。ひるは食事がでて級友一同で
食べる。ある時、材料のマグネシウムが
火をふき憲兵までとんできた。工場の近
くに敵機が墜落、見にいくと直径十メー
トル位の穴が地上にあいて、たまたまそ
ばにいた馬が気絶していた。
◆今でも偉いと思っているのは英語の教
師だった。もう停年近くだったが英語は
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う。向う三軒両隣りの気風は今では失せ

もあり、タバコは葉を巻紙にくるんで吸
なった。恐る恐る頭をもたげると敵Ｐ

に逃げ遮蔽物のない草むらにうつぶせに

口の「淀橋淨水場」
（現在の新宿副都心）

って青白い火花を散らしていた。

ルの暗闇の中で、電線とポールがすり合

◆ラジオから流れる
「戰場におくる夕べ」

てしまった。

敵機を見たのは、富士吉田市にいた時。

うち白煙がのぼっていた。もう一回この

（ムスタング）が駅に向かって機関砲を

会」の 襷 を肩からかけて、メガホンで募

プロンの上から「愛国婦人会」
「国防婦人

◆千人針 慰問袋。お母さん達は白いエ

「隣は何をする人ぞ」という状態になっ

の初めのタイトル、ミュジックはポッケ

これも突如空襲警報がなりひびき、爆音

思ったが、急に駅員の「退避」
「退避」と

またある時、新宿駅で中央線に乗ろうと

内をぬけ出した事もある。

ップで夜にまぎれてホームの先から駅構

復切符を並んで求める。ある時はノーキ

制限されて、帰れないこともあるので往

は不可能。鉄道にのるにも帰りの切符は

◆東京への出入りは制限され、旅行など

と話していたのもこの頃であった。

「二十才まで生きれたらよいほうだね」

兄ともよくこの曲をきいていたがお互に

なってくれたらなどと考えていた。亡次

いてくれて、戰っている兵士達の慰めに

落とされたら一巻の終りになる。トンネ

戰）風を受けて気持ちよかったが、ふり

につかまる。夏だったから（もうすぐ終

そこも人があふれるようでやっと手すり

気機関車の前方デッキにもぐりこんだ。

かない。ある時窓から入れず、先頭の電

◆列車はどれも混み合い時刻表通りにい

う。

でいった。多分富士山見物にきたのだろ

い）をうち、反転し富士山の方向にとん

向って機関砲（機関銃とちがい音が大き

きいものもない処だから、言い訳に山に

フラーまでよく見えた。軍需工場など大

た。パイロットの頚にまいている白いマ

たづねてやっと手渡せた。しかし、その

手分けしてその隊伍の中に親類の兵士を

できなかった「おはぎ」をつくり、皆で

いたので、母は当時では目にすることが

の中に整列していた。中に親類のものも

品川駅から戰地に向う兵士達が夜、暗闇

◆品川駅。
駅前の今はホテル横の坂道に、

いで 専 ら土嚢づくりをしていたという。

もっぱ

に敵上陸の可能性ありと、もっこをかつ

らじの兵隊さんもいたという。房総方面

いわゆるごぼう剣が支給。軍靴もなくわ

った。兵士の帯剣も日露戰役時代の長い

ての兵役。どうもしまらない兵隊さんだ

集され、伯父も四十五才で生まれて初め

◆戰爭末期になると五十才近い人まで召

金を街角でよびかける。

たすき

リーニの「メヌエット」だったと憶えて
と共にＰ

が一機、低空で頭上をかすめ

いる。戰地の隅々で果してこの音楽が届

51

いう叫ぶ声に誘われて脱兎の如く、駅西
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戰後になると品川駅は帰還兵、外地か

る。二児を遺してである。

後、バシー海峡で船と共に運命を共にす

内外はある日敵艦であふれ、やがて敵は

古老のお話をきく機会を得たが、島の湾

先般この慶良間諸島を尋ねた時、土地の

結した敵は一挙に沖縄本島に襲いかかる。

山の手線、中央線が神田駅で一つとなる

淡路町にあった借家に逃げた。
その途中、

カーに家財道具を手当り次第積んで当時

がてなめつくす。もうこれまでと、リヤ

ぎて多勢に無勢というやつで火は家をや

手前の辺りだったか、ガード下で突然火

上陸、住民は山に逃げたが、何分せまい
島、五日もしたら食料が途絶え敵軍に降

の勢いが強くなり、渦をまき、立ち上が

姉夫婦も南満州にいたが、幸い早い帰還
船で舞鶴経由で品川についた。家族一同

ったという。敵は三千の兵をここにのこ

り地上を走り、
火柱を立てて迫ってくる。

らの引揚者の東京終着駅となった。私の

で迎えにいき、姉夫婦の無事と健斗を祝

し、皆本島に向かっていったという。

めい

ったが、姉の背に猿がいた。だが猿と思

れて命をなくした方も多い。大火事にな

ったら風下より風上に逃げるのがよいが、

火は風をよぶのである。これに巻き込ま

街を無差別的に低空でやってきて焼夷彈

この風向も、火の勢いもころころ変わる

◆空襲ではひるは主に軍需工場をねらい、

をふらす。モロトフのパン籠ともいう長

ということをおぼえていた方がよい。そ

爆弾をおとすが、夜は一般市民のくらす

さ五〇センチ、巾十センチ位の焼夷彈を

くなる。家の前の家並み一帯はどういう

してまず目がやられる。火勢とすすで結
撃をくったら即死となる。その間に爆弾

わけか焼失をまぬがれ、三越まで一望で

膜炎となり目が痛くはれ、顔はすすで黒
もおとすので、隣町の防空壕は直撃をく

きる一面の焼野原になった。家に大きな

る様は光の尾をふき花火のようだが、直

らい、全滅した。道といわず、家の天井

金庫があったが、すぐあけると風が入っ

金庫の囲りが冷えるまで待てという父の

て来て中のものに火がつくというので、
つは水をかけたり、火消しモップのよう

言付で、当時金庫泥棒の話もあり、金庫

状の燃料でねばねばしている。二つ、三
なものでたたくと消えてしまうが、多す

裏といわずささって火をふいている。油

束ねておとす。遠くから見ると落ちてく

ったのは姪で栄養失調になり、ひからび
てちぢんでいたのであった。その姪も今
では元気で働いている。
◆玉砕。戰爭も初期の頃、北に向った日
本軍はアリューシャン群島のキスカ、ア
ッツ島を占領した。しかしその維持もむ
づかしくなり、キスカは「奇蹟の生還」
といわれたように全員霧にまみれて撤退
できたが、アッツ島では全員玉砕する。
玉砕はこれからもつづき、サイパン・テ
ニアン・硫黄島など日本防衛の楯となっ
て散っていった。沖縄本島は「不沈空母」
といっていたが、近くの慶良間諸島に集
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おいた方がよい。

開けると何事もなかった。これも覺えて

の前で見張りをしていた。二、三日目に

かろうか。

様で鬼気せまるとはこのような事ではな

ているのを夜に目撃した。おそろしい有

焼死体を材木をほうりあげるように埋め

しい。
二、
三日后附近の公園に穴をほり、

機数百機、帝都上空に侵入」と「空襲警

区情報、警戒警報」が発令、ついで「敵

れは美しくもあった。この頃「東部軍管

の飛行機雲をはきながらやってくる。そ

ードをあげてやってくる。時には幾條も

その夜は雪がふり、飢えと寒さは身に

が起こるというが、何処でも誰でもこん

のような場合外国では掠奪とか暴行など

更のようにあの困難な時期を無事育てて

かぶせ曲った処を器用に縫っていた。今

◆靴下はよく破れる。母は電球に靴下を

◆勤労動員で月二十円もらい使い道がな

除」で一応ホッとする。

報」となり、敵機が去ると「空襲警報解

こたえたが、我慢するしかなかった。こ

な噂も聞いていない。ひたすら待つ、我

のべているが、映画は細々と焼け残った

い（買う品物もないので）ことはすでに

映画館で上映していた。今でもある新宿

よく分かった。
◆代用品。物資が不足して生活の知恵か

の映画館、戰災でやけ天井はおち青空が

くれた父母の恩というのを子供を持って

を初めとする子供の頃から教えられた道

ら代用品なるものがいろいろ考案された。

見える映画館だったが、題名は忘れたが

た。
（分析すればその根底には、教育勅語
徳教育があったのではないか）

代用繊維といわれる「スフ」
（ステーブル

型爆彈」といっていた。その頃医学生の
の編隊は駿河湾を北上、富士山めがけ、

の新型爆彈とは原子爆彈（いわゆるピカ

相をかえてやってきて教壇の上から「あ

一年の時だったが、生理学のＳ教授が血

があると思ったがそれは焼死体で、あつ

ここで右旋回、偏西風にのり一挙にスピ
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慢する、信ずるといった気持ちで行動し

我が家は被害をうけたのが二月二十五日。

た。園井さんは上品で美しい方で宝塚出

身、広島の原爆で名優丸山定夫さんと共

エノケンと園井恵子さん主演の映画をみ
間に、といたうどん粉を入れパンをつく

に亡くなられた。

ファイバー）もそうだがよく切れる。今

るというのがあった。金属がないので中

でも感心しているのは陽極と陰極の板の

年十一月に神田駅近くが初めて被害をう

学校の帽子の校章は土製であった。

実は東京は何回もやられ、まず前年十九
けた。五月頃には渋谷のやはり親類の家

◆まだ戰爭中の話はつづく。このように

三月十日には例の大空襲があるのだが、

に居候していたが道玄坂附近はひどくや

二、三百機まとまってやってくる敵Ｂ

広島に原爆がおちた時、
当の政府は
「新

いていると傍らの用水槽の中に黒い人形

られた。その翌日一人で道玄坂の方に歩

くて防火用水槽にとびこみ亡くなったら
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たようだ）で、受験で坐った席はあいに

受験当日は雪（昔は今より雪が多かっ

などとあった。今でも変な事を憶えてい

も出現「生きて浮虜の汚名をきる勿れ」

ろ覚えさせられたが、
「戰陣訓」なるもの

◆「軍人に賜りたる勅語」
「一つ軍人は忠

士のいられる理化学研究所にも関係して

く窓側で、おまけにガラス窓がわれてい

るのは「歩兵操典」の中の「不動の姿勢」

り倍率は高く、受験に失敗すると兵役が

いたので、
いち早く情報が入ったらしい。

である。「不動の姿勢は軍人基本の姿勢に

ドン）のことである」と言われる。教授

もう少し天然ウランがあれば我が国でも

てそこから容赦なく雪が入り机の上を白

して内に精神充実し、外厳粛端正なるべ

節をつくすを本分とすべし」などいろい

の

くする。それを払いのけて答案用紙に向

し」と。或は細かい処は違っているかも

まっていた。

爆音が聞えてきた。広島や長崎にも單独

うが、手はかじかんで鉛筆がまともに握

しれないが、どうして頭の底にのこって

は日本原子爆彈研究の第一人者、仁科博

できて爆彈をおとしたというから、一機

の問題は今でも覚えている。「敵機が三〇

れなく、拳でつつんで答案をかいた。そ

ものである。私は二回生だが、一回生は

時中、軍医養成の目的で戰時中設立した

とられたため、また私の母校順天堂は戰

こう。当時医学生には兵役延期の処置が

したので）医学校の入試時の話をしてお

◆ここで前後逆になるが（ここで憶い出

る偵察であると判明した。

きた。その後敵機は空襲の成果を確かめ

身をかがめた。何故か父母の顔が浮んで

男性は兵役に殆どいっているので女性ば

くみ次々と手わたし屋根に水をかける。

子をかけ、防火用水槽からバケツに水を

もとに、総出でバケツリレー、屋根に梯

◆防空訓練。隣組單位で組長さん指揮の

にも戦時色がありありであった。

風向きは無視する」といった内容で受験

おとした。爆彈はどこにおちるか。但し

入してきた。仰角四十五度の処で爆彈を

〇キロの速度、三千メートルの高さで侵

むす屍、大君の辺にこそ死なめ、かえり

♪ 海に行かば漬く屍、山行かば、草

止まん。我は忘れず撃ちてしやまん

にうえしはにかみ我は忘れず 撃ちてし

♪ みずみずし 久米の子らが 垣元

三を

歌に曲をつけてよく歌われた。その二・

◆戰時中「古事記」や「万葉集」の中の

月火水木金金」の猛訓練。

いるのかよく分からない。海軍では「月

原爆はできたという。そのうちにＢ

な机の下にもぐれ」といわれ、机の下に

でくるのはとてもあやしい。教授は「み

実に二千人の受験生がきたと聞く。これ

かりになる。
「銃後の護り」
。しかし全く

へ

では大変と二回生は、内申書でまず分け

イザの時には役に立ったとは思われない。

みはせず

て受験することになった。それでもやは
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つちの栄ゆる時に会えらくおもえば
さんが通った。カメラをもって追い、自

にいたら、目の前を彼女と女優・岸恵子

年少し過ぎた頃と思うが、東京・椿山荘

から暗記に努めた想い出がある。

語由来の専門用語も無数に登場し、片端

る。医学生時代にはラテン語やギリシャ

♪ み民われ生けるしるしあり、あめ
読者の中にも大きな声で唱われた方も多

そこで学生時代に習った専門用語を改め

今、上映中の「レ・ミゼラブル」が人

て整理し直してみた。

先頃、長野方面に旅行したとき聞いた

気である。戦前フランス映画でもあり、
赤

探しても見当たらなかった。

はなし。本当かどうかは分からないが、

ジャン・バルジャンは名優アリ・ボール

白

動車に乗り込むまで枚数を撮ったが、今

ここらでは何かお祝いや集まり事があっ

であった。
「レ・ミゼラブル」
「コゼット

黒

いと思うし、集まって歌うはカラオケな

てそれが終ると皆一同「万才 万才」を

の恋」
「青年マリウス」と三部連作で二回

青

らぬ味気もない軍歌ばかり。

するのが習わしという。今ではあまりき

は見ている。
「あ丶無情」とも、多分黒岩

先ず色彩に関する言葉を挙げてみたい。

かれなくなった。

涙香の訳で「巌窟王」ともいって人々に

blue

black

white

red

cyano

melano

leuco

erythro

医学用語

◆こうして昭和二十年八月十五日、天皇

よく読まれていた。

英語

の放送をもって敗戰を迎える。

わる形で示してみた。
エリトロ、
ロイコ、

メラノ、チアノ、キサント、クロロなど

私が医学生の頃はドイツ語が主流だっ

単語だから語形が全く異なる。つまり系

ソン語で、医学用語はギリシャ語由来の

池とはどんな所か

黄
yel1ow
xantho
緑
green
ch1oro
医学用語は次に別の単語が続くＯで終

電灯に下げていた遮光の黒色シェード
をとった時の電気の明るさ、こんなに明
るかったのかと戰争が終わったという実

で始まる医学用語は若い頃から耳にも口

た。講義を担当する教授や助教授はドイ

《次号へ続く》

《追加》前回「秋季号」で映画の話を書

統の異なる二つの外国語を同時に用いて

感がでてきた。

いたが、その中でフランス女優のダニエ

ツ語を連発していたが、現代の若い医師

いることになる。

にも慣れている。英単語はアングロサク

ル・ダリューを忘れた。
「白痴の美女」と

はドイツ語にほとんど縁が無いようであ

豊泉 清

いわれ、﨟ける気品があった。昭和三十
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次に人体部位に関する英単語を挙げて

tooth
buccal

dental

形容詞

mouth

の語彙を増やそうと思って暗記に挑戦す

意識もしないが、もし専門外の人が英語

若い頃から慣れ親しんでいるから、特に

地形が無数にある。いずれも窪地に水が

国各地に○○湖、○○沼、○○池と呼ぶ

湖と沼と池はどう違うのだろうか。全

には IKI
と同根であり、いずれも生きて
いるという概念が出発点である。

か。私ども医師会員はこれらの形容詞に

れば、相当の労力を強いられるに違いな

溜まっている場所である。湖と沼は自然

にできた地形だが、池は魚を飼うために

い。
源流に遡るという手法で、大和言葉の
(

)

)
(

(

)

た生費 いけす という設備も、生きてい

pulmonary

人工的に掘った水溜りと言われている。

息と生のように別の漢字を当てるが、発

る魚を飼っておく場所で、基本的には池

lung

考察も試みてみたい。呼吸を話し言葉で

という共通の語幹を持
IKI

cerebral

音だけ見れば
っている。

造りと同じ様に、池も IKI
や IKE
と同
じ仲間で、やはり生きているという概念

brain

つまり生きている魚がいる場所である。

生垣 いけがき は生きている植物を並

hepatic

海や川の一部を竹で編んだ簀 す で囲っ

血液

べた垣根であり、生け捕り いけどり は

に由来していると私は解釈してみた。昔

liver

息をしていれば生きている証拠である。

は息 いき という。駄洒落のようだが、

nationalで 、
nationの 形 容 詞 が
の形容詞が economic
のように、
economy
名詞と形容詞が共通の語幹の単語は暗記

鳥獣を生かしたまま捕える猟法であり、

は私が住んでいる地域に鯉を養殖する業

cardiac

も楽だが、
前掲の単語は同じ英語なのに、

活造り いけづくり は鰓や鰭が動いてい

者が何軒もあり、数百匹の鯉がごちゃご

heart

名詞

みたい。
歯
口
肺
脳
肝臓
心臓

名詞と形容詞が似ても似つかぬ形をして

る魚を食卓に供する料理法であり、活花

英語も日本語も源流に遡るという学習

ちゃ泳いでいる池があちこちにあった。

腎臓

いる。名詞はアングロサクソン系の単語

いけばな は枯れていない草花を花瓶や

renal

だが、その形容詞は私どもが既に医学用

水盤に挿す芸術である。生や活という漢

kidney

語でお馴染みのラテン語やギリシャ語に

hematic

由来している。形容詞だけが異国語から

blood

流入しており、まことに奇妙な現象であ

という発音が共通で
字を当てるが、 IKE
ある。母音が少々異なるだけで、基本的

)

)

(

)

(

)

)

積極的に利用している。

方法論が大いに役立つと日頃から感じて、

いけ と同じ発想である。生け捕りや活

(

(

(

る。どんな歴史的な経緯があるのだろう
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藤倉 一郎

アラビアの医師イブン・ナ
）と肺循
フィス（ Ibn Nafis
環
はじめに

とがなかった。

もなく、著作がラテン語翻訳されること

われながら、ラテン名を与えられること

ナフィスは現れ第二のアヴィセンナとい

静脈血の二種の血液があるが、これは各

り、心臓から血液を吸引する。動脈血と

る。このとき動脈は自発的拡張作用によ

室から動脈を通って身体各部に供給され

完成する。生命精気を含んだ血液は左心

を栄養として求めるので血管はこれに対

臓器がそれぞれにふさわしい性質の血液

も少なく、欧州ではほとんど知られるこ

ガレノスの血液理論

応して、希薄な血液は動脈から、濃厚な

などあらゆる学問が歴史上まれにみる発

一部は肺動脈を通って肺の栄養に使われ

運ばれ、栄養として消費される。血液の

左心室で生命精気が作られる時，煤が

運動や感覚をひきおこす。

から神経を通じて筋肉や感覚器官に入り、

いて、精神精気に変わり、精神精気は脳

「消化管で消化吸収された養分は、肝

展を遂げた。医学においてはラーゼス、

る。一部は心室中隔の見えない孔を通し

生じるのでこれは肺静脈、肺を通して呼

アラビアの黄金時代、スルタンの援助

イヴセンナなど欧州における医学に多大

り大きく、大静脈から心臓に入った血液

て左心室へ流入する。大静脈は肺動脈よ

動脈を流れる生命精気はさらに脳にお

血液は静脈から各部にはこばれる。

の影響を与え、十七世紀まで継続し、ア

気とともに排出される。

臓で血液に作り変えられる。血液は心臓

リストテレスなどギリシャ哲学の復活を

は肺動脈だけでなく、左心室へ流入する

動脈血や一部の静脈血は血管内で往復

から上下にある静脈を通って身体各部に

み、物理学、化学、数学、天文学の発展

のは明らかである。つまり量的に心室中

運動をしているのである。また心臓の基

教学、文学、音楽、数学、科学、天文学

はイタリア・ルネッサンスのさきがけと

隔を通して血液の移行がなければならな

により哲学、医学、法律学、論理学、宗

なったのである。

る。

これがガレノスの基本的な考え方であ

気の誘引である。
」

本的な働きは容積の拡張による血液や精
から肺静脈へと流れて左心室に入り、肺

呼吸によって空気は気管から肺へ、肺

い。

ラーゼスやアヴィセンナよりやや遅れ
展し、アラビア医学を批判するようにな

で生命精気に変化し左心室でこの変化を

て、西洋医学がアラビア医学の影響で発
ったアラビア医学の黄金期末にイブン・
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William Harvey １６２８ の血液循
環の発見である。
ハーベィの発見により、

このことをくつがえす発見がハーベィ

シルヴィウスはヴェサリウスを狂人扱い

血流を否定したのである。それでも師の

ている。控えめに右心室から左心室への

し、血流はないようだと疑問を投げかけ

１５５５年の第二版では中隔の孔を否定

だと１５４３年の初版本では述べている。

としている。

切開すると空気ではなく血液が流出する

大きすぎると述べている。また肺静脈を

に孔はなく、
肺動脈が栄養供給だけでは、

１５５９年に出版された。彼も心室中隔

環説を述べているが、この本は彼の死後

している。コロンボは「解剖学」で肺循

ハーベィの血液循環の発見

ガレノスの生理概念は否定され、四体液

して強く反論したのである。

(

(
)

)

ピサ大学教授チェザルピーノ

(

Andrea

)

研究していたセルヴェトス（ Michael
はパドヴァ大学の出身でコ
Cesalpino
ロンボの弟子であったが、肺循環を部分
）は１５５３年神学者として三
Servetus
位一体論を否定したためにカルビンによ
的にみとめ、肺循環という言葉を始めて

ヴェサリウスとパリ大学解剖学教室で

説は完全に無視されて、血液が身体の維
持に唯一のものであると考えられるよう

ファブリチオはヴェサリウス、コロン

循環について，毛細管構造の考え方は未
熟であったが、後にマルピギーによって

って火刑に処されてしまうのだが、この

ボの伝統を引き継ぎ解剖学教育に功績が

になった。この時点ではハーベィは末梢

顕微鏡的に毛細血管が発見されて、血液

とき著書の「キリスト教の復興」も一緒

あった。１５７４年静脈弁を発見し、こ

れがハーベィの血液循環理論発見に大い

用いた。

循環理論は確立されたのである。

難を逃れて残っていたのである。その本

に焼かれた。しかし、この本が三冊だけ
の中でセルヴェトスは心室中隔の孔の存

肺循環の発見
この血液循環理論の七〇～八〇年前の

に役立ったことは有名である。

られていた。

発見のプライオリティを持つものと考え

経過であり、従来これらの人々が肺循環

以上は十六世紀のおける肺循環発見の

在を否定し、肺循環を主張しているので
パドヴァ大学でヴェサリウスの後任に

十六世紀の中葉ヴェサリウスはパドヴァ

心臓であるとした。心室中隔は厚い筋層

をただした。
静脈の起点は肝臓ではなく、

なったコロンボ Realdus Colombus
は
１５５６年弟子のヴァルヴェルダが 人

ある。

で出来ていて、ガレノスのいうように孔

体の構成 でコロンボの肺循環説を紹介

大学で人体解剖を行い、ガレノスの誤り

はないが、中隔を通して血流はあるよう
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｣

(

) ｢

ビア医学史教室で学んでいるとき、ベル

によって報告された。
al-Tatawi
医師タタウィはルードビッヒ大学アラ

は１９２４年エジプトの医師タタウィ

でに報告されていたのである。このこと

師イブン・ナフィスによって肺循環はす

三〇〇年も前の十三世紀にアラビアの医

れることが起こったのである。これより

十六世紀のこれらの発見の事実が覆さ

書かれている。

環発見は世界的に認められ沢山の論文が

した。これにより、今日ナフィスの肺循

してドイツ語、フランス語、英語で出版

手書きで作られただけだったので、翻訳

タタウィの論文は出版されず五部だけ

）が論文に気づき、短報で紹
（ Meyerhof
介した。

名なアラ ブ 医学 の研究者メヤ ー ホ フ

タタウィの論文は出版されずカイロの有

任したので、
その後何の報告も無かった。

フィスと同郷人であり、医学校も同じで

て有名である。ウサイビアはイブン・ナ

２４５年に完成しヨーロッパにも伝わっ

の系統的医学史としてすぐれており、１

師の名前と生涯を記載した。これは最初

九人のギリシャ、ローマ、アラビアの医

）の 医師列伝 にはの
ア（ Ibn Usaibi’a
っていない。

亡。すぐれた医師であったが、ウサイビ

学に対する注釈を書いた。１２８８年死

イブン・ナフィスの肺循環の発見

リン図書館でイブン・ナフィスの「アヴ

｣

)

あり、同じ病院の同僚であった。二人は

ウサイビアはアラビア医学史家で三九

｢

(

ィセンナのカノンの解剖学に対する注

界に知られたのは、ほんの八〇年前であ

まであった。タタウィの論文が西欧医学

ウィが発見するまでは西洋では未知のま

者によって、引用されてはいたが、タタ

この先駆的な発見は何人かのイスラム学

かれていることを発見した。ナフィスの

院、ついでマンスリー病院に勤務し、医

十三歳でエジプトに行き、ナースリー病

と同時に法律家であった。１２３６年二

法学、神学、文学を学び、医学者である

学で教育を受けダフワールに師事した。

カス近くの村に生まれ、ヌーリー医科大

イブン・ナフィスは１２１３年ダマス

ていないのは謎である。これはナフィス

師列伝」にイブン・ナフィスの名がのっ

つり栄華をきわめた。ウサイビアの「医

イブン・ナフィスはマンスリー病院にう

漠の果てのシリア大公の侍医となった。

ビアはその後，栄華の街カイロを離れ砂

カイロのナースリー病院に移り、ウサイ

長ダフワールは共通の師である。二人は

ダマスカスに生まれ、ヌーリー病院の医

る。タタウィはこの報告を博士論文とし

長を勤め、スルタンの侍医をつとめた。

とウサイビアの間の職業的な妬みがあっ

イブン・ナフィスの生涯

て提出後、エジプトの公衆衛生局に採用

二十九歳でアヴィセンナのカノンの解剖

釈」の中に、肺循環についての知見が書

され、研究もできないような田舎町に赴
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たのではないかと考えられる。

ナフィスはすこぶる記憶力のよい人で、

がこんな処方ばかり患者に出しているの

た。さらに十字軍の立て続けの攻撃は事

一本をとりだして書いた。こうして時間

ていつも用意してある羽根ペンの新しい

ていた羽根ペンの先が太くなると，捨て

品な学者らしい顔をしていた。医学のほ

しく，敬虔で、独身であった。面長の上

ナフィスは背が高く、細身で、礼儀正

だったら、いっそのこと患者を肉屋へ送

態をますます悪化させた。十字軍に占領

」
を無駄にすることがなかった。
「 Puls
を書いているときのこんな話がある。あ

学についても書いたり、教えたりしてい

本を書くにも参考書も要約も何も見ない

されながら、カイロのナースリー病院は

る日公衆浴場へいって，体を洗っている

た。また有名な法律学者でもあった。さ

十三世紀ナフィスが活躍していた時代

最大のマンスリー病院は豪華で設備は抜

教育機関として有名をはせた。カイロの

ときに突然更衣室へいってペンと紙を持

らに文学書も書いている。それは科学小

ったほうがいいんじゃないですか？どう

群であった。ナフィスはこの病院のスタ

ってこさせ、脈に関する論文を書き始め

説で、異界に隣接した砂漠の果てに連れ

で、
すべて記憶から大部分の本を書いた。

ッフであり、医長になった。ナフィスは

た。それが終わるまで風呂に戻らなかっ

はイスラム歴史の中でも、最も混乱期で

師のダフワールより有名になり、さらに

た。
」のちにこの本はアルパゴ（ Andreas て行かれた子供の物語である。ガレノス
）によってラテン語に翻訳された。 やアヴィセンナの著作を暗記するほどに
Alpago
ナフィスは第二のアヴィセンナとして
熟知していたが、権威に無批判に従って

方してください。
」
とナフィスにいったと

サルタンの主治医になった。ここでナフ

いたわけではなかった。ガレノスの表現

ぞわたしが抱え込んでいる立派な薬を処

ィスは医療と教育を熱心に行い執筆した。

同時代人に認められていた。しかしかれ

さを批判した。種々の動物の身体構造に

をあまり高く評価せず、そのまわりくど

こんなエピソードがある。「ナフィスは

をささげた。ナフィスの臨床の人気とス

の処方はすごく単純だといわれた。かれ

壁に向かって流暢に書いた。そして使っ

ルタンの保護の下に、彼は裕福になりカ

は薬や医療の前にまず食事を指示した。

ルの侵略で混乱し、破壊的な時代であっ

イロの美しい家に住んだ。その家は高価

は違いがあり、比較解剖が必要であると

あった。１２５８年バグダッドはモンゴ

な大理石がちりばめられ、必要とする設

また複雑な薬を処方する前に簡単な薬を

言っている。また解剖や死体解剖の必要

かに神学、文法学、論理学、哲学、天文

いう。

備は何でもあった。ここへ彼は王、州知

処方した。薬剤師は冗談に「もしあなた

ナフィスは昼夜を問わず患者のために身

事、指導医、仲間を招待した。
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性を強調している。
イブン・ナフィスの著作
文献は多岐にわたり、古代ギリシャ医

などがある。

れた挑戦であった。かのアヴィセンナで

や心臓の生理の概念に対して初めて行わ

眼科学

栄養学

への大きな寄与のなかでも多数の解剖学

ヒポクラテスの教義を復活し、医学文献

ることが無かった。ガレノスは尊敬する

威があり、十七世紀まで彼の概念は壊れ

ガレノスの主張は一〇〇〇年もの間権

かったのである。

さえ、ガレノスに歯向かうことができな

３．医学教科書としては
医学百科全書（三〇〇巻）はナフィス
の存命中には八〇巻までしか完成しなか

医学教科書、医学以外の神学、論理学、
小児疾患

書を書き、
その一部がアラビアにあった。

った。

哲学、言語学、修辞学、に関するものも
治療者の本

学への注釈書、
イスラム医学への注釈書、

ある。
などがある。

は

ナフィスはこの解剖学書に注釈をかいた

のである。

ガレノスは循環系に関していえば、「動

を通って右室にいき、ここから肺動脈を

た。食物は肝臓で血液に変えられ、静脈

と言う、先人たちの考え方を踏襲してい

脈は心臓から出て、静脈は肝臓から出る
ナフィスによる最も重要な独創的な医

通って肺にいく。左室との中隔の小孔を

イブン・ナフィスの肺循環の記述

あるといわれている。

イスラム教祖の生涯、とか科学物語も

４．そのほか医学以外に

１．古代ギリシャ医学への注釈書として
ヒポクラテスの箴言に対する注釈
ヒポクラテスの予後についての注釈
ヒポクラテスの予防についての注釈
ヒポクラテスの自然についての注釈

学への寄与は肺循環の論文である。アヴ

通って僅かな量の血液が左室へ流入する。

ガレノスの解剖についての注釈
２．イスラム医学への注釈書としては

ィセンナのカノンの解剖学への注釈の中

ここで肺静脈から拡張期に流れてきたプ

などがある。
アヴィセンナのカノンに対する注釈

見し博士論文に提出したのである。ナフ

ノイマがこの血液と混合して、動脈を介

に、アッ・タタウィが肺循環の論述を発
ィスはこの論文ではじめて肺循環を提案

して全身に配分される。動脈と静脈は全

フナイン・イブン・イサクの疑問に対
する注釈書

した人物といえる。これはガレノスの肺

カノンの解剖に対する注釈書

カノンの簡単な医学に対する注釈書
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身で吻合し、血液と精気を交換する。
」

述べている。
「心室は二つであり、右室は

イブン・ナフィスは解剖をしたか？

ナフィス自身、動物解剖や死体解剖を

血液が充満しており、左室は血液と精気
が充満している。さらに両室の間には絶

考えられるが、宗教的、社会的要因から

多分秘密裏に行っていたのではないかと

彼はしていないと否定している。この問

対に孔はない。アヴィセンナの中隔に孔
いる。ナフィスのこの意見はアヴィセン

題についての研究もあるが、結論はでて

があるというのは間違いである」として

ナフィスの循環系はこれといくつかの
重要な点で異なる。
「ガレノスとアヴィセンナは中隔に孔
ナフィスは中隔に孔のないことを強調

ナがカノンの中でガレノスの肺循環の見

いない。

があるというのが間違いである。
」
し、「中隔は厚く右室から左室に血液が流

解を支持しているのを否定している。

肺静脈を通って左室につく。ここで動物

だして、肺の空気と混合し、活性化して

まり、肺動脈と肺静脈の間には交通路が

粗い多孔性の組織でつながっている。つ

肺は細気管支、
肺動脈枝、
肺静脈枝が、

「当時の社会状況からみて、宗教的、社

したアラビア学者であるが、彼によると

もれることなく西欧医学界に始めて紹介

スの手稿を発見した後、この発見がうず

１９２８年タタウィがイブン・ナフィ

ⅰ．メイヤーホフ〈 Mayerhof
〉らの解剖
しないという説

精気と混合する。
」

四〇〇年後マルピギーによって発見され

存在するという予測であったが、これは

あり、肺静脈は薄く単構造である。

さらに「肺動脈は壁が厚く二重構造で

れることはない」と述べている。そのか
わり、
「血液は薄く、暖かく肺動脈を介し

ここでナフィスは肺動脈が心臓から肺

会的に死体解剖は否定されていたし、イ

て肺にゆき、この血管の裂け目から滲み

へ栄養を供給するという見解に反対する。

たのである。
違いで、独自の血管が心臓内にあり、血

心臓は右室で栄養されるというのは間

といっていることから、イブン・ナフィ

することをおそれて、
解剖を避けてきた

の中で 私たちはイスラム教の教えに反

ブン・ナフィスの 解剖学の注釈 の序論

｣

の機能は、肺で空気と混合してきれいに

流が在る。
」
つまり冠動脈を発見している。

｢

なった血液を左室へ運ぶものである。そ

「肺静脈は煤で満たされているのではな

「この見解は事実無根であり、肺動脈

へ配分する。
」

して左室では精気と混合してそれを全身

く、肺から左室へ血液が流れる道であ

環理論を組み立てた。
」と主張している。

スは解剖することなしに、理論的に肺循

｣

る。
」

｢

ナフィスはまた「アヴィセンナの三つ
の心室があるというのは誤りである」と
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れる。また解剖だけでなく、生理学的研

｢

のように述べている。 骨、関節などの解

究にも意欲的である。

後時間が経っても骨はそのままだし、関

ナフィスの生涯は臨床医学に捧げられ

イブン・ナフィスの死

剖は死因にかかわらず簡単に行える。死

〉、ナガミア
ⅱ ． ハダ ッド〈
Haddad
〉
、オタヤ（ Otaya
）らはイ
〈 Nagamia
ブン・ナフィスが死体解剖をしたと主張
い。心臓、動脈、横隔膜、肺などは動き

た。
彼は結婚せず、
生涯独身で過ごした。

節が見えるので皮膚が腐敗しても支障な
について知っていなければならない。動

彼は働きつづけ、死の直前まで本を書い

している。その根拠として「アヴィセン

脈の動きは心臓の動きと同調しているの

病気になり床についた。友人の医者たち

た。師のダフワールと同じように彼も自

は治療として酒を飲むようにすすめたが、

か、いないのか知っていなければならな

らない。それは生体解剖でしかわからな

ムスリムとして彼は拒み、「一滴のワイン

分の家と図書館を死後、マンスリー病院

い。しかしそれは痛みを感じるので生体

でも私の身体に入ったら私は神に顔向け

に寄贈した。八〇歳近くなって突然彼は

の交叉を発見している。

ではできない。皮膚や体表の小血管の解

できない。
」といった。彼は死が近いこと

同調しているのかどうか知らなければな

アヴィセンナのカノンの解剖への注

剖も生体解剖になるのでむずかしい。窒

い。同様に肺の動きが横隔膜との動きと

ナのカノンの注釈」のなかで、
①脳神経についてガレノス、アヴィセン
ナの誤りを指摘している。
②胆道の走行についてガレノスの誤りを
指摘している。

釈 の前文で

息死の場合、血液は四肢にゆきわたるの

③ガレノスが気づいていなかった視神経

①動物によって臓器に差異があるので、

｢ ｣

③各臓器の機能的分類

②解剖の科学的有益性

する必要がある。時間がたつと血管内血

容易である。このとき解剖は死亡直後に

で、血管は充血し、拡張していて解剖は

ロで静かに死んだ。

を感じていて、床に伏して六日目にカイ

比較解剖学が必要であること。

④各臓器の機能の解剖による判断

これらのことを総合するとイブン・ナ

ィセンナといわれた。医学と医学文献に

で、偉大なる医師の一人で、第二のアヴ

イブン・ナフィスはアラビア医学の中

結語

フィスは実際に解剖をしていたと考えら

るからである。

液は凝固し、容積が減って血管が縮小す

をあげているが、きわめて解剖に積極

⑤解剖とは何か？ 解剖用具
的である。
なお⑤のなかでイブン・ナフィスは次
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潔に、セルベートスやコロンボよりも三

先駆的発見である「肺循環の論理」を簡

のである。コロンボの肺循環は認識して

医学を学び、英国に帰国後研究報告した

血液の運動」を出版した。彼はパドアに

１６２８年ハーベィは「動物の心臓と

スとの類似点が多い。

〇〇年も前に報告しているのは驚嘆する

寄与した業績はおおきく、彼の独創的、

ばかりである。セルベートスは「キリス

いるが、ナフィスやセルベートスの文献

.
1
,
4
0
1
6
3
9
1

5
0
1
,
8
0
0
2

しかしハーベィはさらに体循環につい

ト教の再建」の中で、彼の見解を書いて

ても論及し血液循環理論を確立した。だ

は読んでいない可能性がたかいようであ

いしていると述べていることだけが違う

いるのだが、ナフィスの論文と非常によ

だけである。セルベートスはナフィスの

が、彼も肺の構造については推理にとど

る。

論文をアラビア語で読んでいたという可

まり、イブン・ナフィスの見解と差異が

A Forgotten chapter in the History of
the circulation of the Blood.
Ann of Surg: 、
３．
West,J.B.
Ibn
al-Nafis,the
pulmonary
circulation and the Islamic golden age.
（）
～
J.Appl. Physiol;
４． Nagamia,H.F.
Ibn al-Nafis
A Biographycal sketch of the Discover
of
Pulmonary
and
Coronary
Circulation.
JISHIM; 、
５． Meyerhof M. Ibn Nafis
（ XIIIth cent.
）
and his theory of the lesser circulation.
Isis
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サイパン戦跡めぐり

美濃部 幸恵

サイパン桜（フレームツリー）

サイパンには六月〜七月にかけて、島
6
8
7
3

全体を真っ赤に染める花が咲きます。

マメ科の鳳凰木（ホウオウボク）でマダ
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く似ており、肺静脈の血液が鮮紅色をて

能性もある。ナフィスの「アヴィセンナ

ない。
これらのことから肺循環の発見はイブ

の解剖についての注釈」はアルパゴによ
りラテン語に翻訳出版されているが、肺

ン・ナフィスにあると考えるのが妥当で

41

循環の部は除外されているという。セル

16

ある。
参考文献
１．藤倉一郎：血液循環理論前史―アラビア
医学評価の反省―
日本醫亊新報：平成 ， ， （ ）

、

２． Haddad,S.I, Khairallah,A.A

11

ベートスは師のシリヴィウスと一緒にア
ラブの文献をラテン語にしているので、
アラビア語はかなり堪能であったと考え
コロンボは解剖学者でピサ大学の教授

られる。
をしていたが、１５５９年 「解剖学」
で肺循環を発表した。これはセルベート

8

カスカル原産だそうです。
サイパンでは、一般的にフレームツリ
ー（火焔樹）とよばれます。
戦前この島が日本委任統治領で、砂糖
生産産業で栄えた頃、移民した邦人たち
は、故国を懐かしんで、サイパン桜、南
洋桜と呼んでおりました。
日本の、ほのかなピンク色の桜の花と
付く如く、炎が燃えさかるような真紅で

は、実物は全く違います。火焔樹と名の
す。移民の方々は故国恋しやの一念から
サイパン桜
と呼んだの
第二次世

射撃がはじまりました。
ガラパンの街は（１９４４年６月
日）一夜にして瓦礫の山となり、南洋桜
も黒焦げになって散ってしまいました。

で戦火の島、地獄の戦場になりました。

多くの悲惨な犠牲者、戦死者を出し戦争

は終結したのです。

……そのような歴史を残す島に咲く南

洋桜の赤い花。……私には、血汐滴る赤

い花、過去からの慟哭を塗り込めた悲し

い赤い花にも思えるのです。

―― でも今は、
平和の時代になりまし

「
我が身をもっ
て
太平洋の防波堤たらん」
サイパン島は、
日本まで二千四百キロ。

た。日本から南のリゾートに来た若者や

子供連れの家族が、エメラルド色の海で

が日本本土を爆撃し往復可能

楽しく遊んでおります。お父さんたちは

笑顔と笑い声が響きます。幸せな姿を

ゴルフに興じます。
しかし５３５隻にも及ぶ大艦船と約十

眺めておりますと、
南洋桜の真紅の花は、

輝く海と珊瑚礁の砂浜、真っ青な空、潮

風にそよぐ椰子の木。

美しい南洋の楽園サイパンにぴったり

の花だと思っております。

サイパン戦末期、最北端のマッピ岬ま

マッピ岬のお雛祭りとこどもの日
サイパンは約二万人の在留邦人、原住

で逃げてきた日本人の家族は、幼い子供

メリカ軍は上陸してきました。

圧倒的に勝る武力、兵力の前に敗退しア

撃を繰り返し、果敢に戦ったのですが、

太平洋の防波堤たらん」と決死の肉弾突

日、サイパン守備隊は「我が身をもって

来襲してきたのです。１９４４年６月

二万七千名のアメリカ軍が予想より早く

ンは最後の塞でした。

日本軍は絶対国防圏を設定し、サイパ

な距離です。

敵のＢ
29

民のチャモロ人、カナカ人をも巻き込ん
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13
15

でしょう。
界大戦（大
東亜戦争）
では、この
花が島を彩
る六月にア
メリカ軍の
空爆、艦砲

サイパン桜（フレームツリー）

く海へ身を投げていきました。その凄惨

たちを道連れに、断崖から岩礁荒波逆巻
の中にも、沢山の浄化された魂たちの声

を見せる可憐な蝶々、そうした美しい姿

潮風にそよぐ椰子の木々、ときおり姿

イパンに根付いて使われております。

等々。先人たちの残された日本語は、サ

ジャンケンポン、ベントウ、ガンバレ、

た、お会いしましよう）

それでは、エスタ イ ビラーダ！ （ま

使われている事です。

空港の事務所などに、活かされて実際に

や日本軍造設の残存建物が赤十字や学校、

さらに驚きますのは、日本の統治時代

な光景にアメリカ兵たちも涙を流したそ
れます。

や、忘れてはならない物語を感じさせら

在サイパン三十五年余のヨネコバルシ

うです。
ナスさんは、
「お雑祭り」と「こどもの日」
に、
マッピ岬で、
亡くなった子供たちに、
お菓子を持っていらっしゃいます。
日本から慰霊や観光で訪れる方々と、
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星の形をした色とりどりの金平糖を碧い

今日、
島に暮らす人々は多国籍ですが、
おだやかで、陽気、素朴な笑顔が日本か
らの旅人を癒してくれます。
コンニチハ、

「ハファダイ！」
サイパン島は花にも、蝶にも、海鳥たちにも浄化さ
れた魂が棲み、忘れてはならない戦争を物語ります。

深い海に。
こどもたちに届きますように。
戦前、戦時の痕跡を島のいたる所に残
すサイパン。
七色の青に変化する海、連れだって飛
び交う白い海鳥、
華やかに咲く南の花々、

「戦場の少女達」
ジャングルに思いもかけず、可憐なピンクの花が
咲いていました。戦火の中を飢えと渇き、恐怖で
逃げまどった小さな女の子たちの姿が重なりま
した。
島北部マタンシャ 地獄谷に入る道野辺にて

ハファダイ！（こんにちは）

ヨネコ バルシナスさんの
金平糖

空港へ。そこからバスで国内線用のオル

あと、教え子が製薬会社で働いているバ

ジュネーブでＷＨＯの会議に参加した

津谷 喜一郎

く到着階で、また駐車場を回るバスには

聞くと、知人に聞いていた出発階ではな

ホテルバスがなかなか来ない。いろいろ

ホテル
ドからの帰途泊まる予定の IBIS
に重い荷物を一晩預けようと思ったが、

で濡れている。

り、ようやくホテルについた。道路は雨

苦労して来たかいがあったと期待が高ま

日本語で行うものもある、
などと言われ、

リー空港へ移動。空港近辺の、翌日ルル

ーゼルで彼と学位論文の打ち合わせをし

意味がよくわからず、
「マッド」があって

ルルドの洪水

た。わたしの恩師の臨床薬理学の佐久間

のマークはついておらず何度も見
IBIS
ホテルにつ
過ごしていた。やっと IBIS
いたところ、当日宿泊しない人の荷物は

立ち入り禁止と言われて、ようやく「洪

などと教えてく
Lourdes is for health.”
）
れた。ルルドでは、行列（ procession
は夜でも行っている、ミサは十か国語で

ギー社の生物統計学のセンターに留学さ

預かることはできない、セキュリティ強
重い荷物を持ってオルリー空港にもど

いえばタクシーがホテルに着くと支配人

天で、何か狐につままれた気持だ。そう

フロントで、
「フラッド」と言われたが

れていたが、現在はチバガイギー社とサ

化の関係で今年からそうなった由。

社になっている。両者はもとはライン川

超過料金を取られるかと心配したが、ギ

り、
ルルド行きの便にチェックインする。

昭先生は以前、バーゼルにあるチバガイ

ンド社が合併してノバルティスという会

）と「泥」
（ mud
）だと気が付
水」
（ flood
いた。ジュネーブもバーゼルもパリも好

もうひとつのメガファーマのロッシュ社

部屋でネットを調べ、洪水のムービー

らしいのが飛んできて荷物をおろしたの
ルルドに着き、空港を出たのが夜の九

や写真１を見てようやく納得。七十年ぶ

リギリで無事通過。体力が落ちて、以前

を挟んで両岸に位置していたとのことだ。
は街中で、川からやや離れている。

時過ぎ。大分待って来たタクシーに、カ

は、キャンセルで宿泊客が少なかったた

イン川は幅広く、スイス、フランス、ド

リブから来ていた母子の巡礼と一緒に乗

より重く感じたのかもしれない。

イツの３か国の国境の近くに大きな国際

りとかで、一八五八年にベルナデッタが

スイスだから川は狭いかと思いきやラ

港があり、クレーンが林立している。関

る。六日間かけてヨーロッパの聖地十カ

CDG 所を回るのだと。 ”Fatima is for peace. 聖母マリアのお告げを聞いてルルドの泉

めかと気づいた。

税で儲けているのはスイスらしい。
午後、バーゼル空港からパリの
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三回。なにかわたしは罰の当たるような

十月二十一日だから過去に洪水は二回か

を見出したとなると、本日は二〇一二年
が雪で折れていた。

し下ったところにあるお寺の桜の太い幹

銀山跡へは通行不能だった。温泉から少

の奥さんの映った一九七六年の写真と洞

ブに住んでいた日本の友人にもらった彼

になり、洞窟は見えない。以前ジュネー

窟の実物を見比べることは不可能。どう
は入れないだろうと十時過ぎにホテルを

も聖堂と洞窟の位置関係が不明で気分が

当初、機械の音かと思ったが、窓を開け

出て坂を下り、脇の入口へ向かうと、途

午後来れば洞窟を見ることができるか

翌朝、どうせ正面入り口からは聖域に

てみると増水した川の音だ。今年四月末

中の川辺で重機で流木の撤去作業をして

正面の門へむかって、聖堂の前の広い通

も知れないと、
街の見物をすることにし、

しばらくしてゴーという音に気付いた。

ことをしたかな？とも考えた。

に訪れた、山形県の銀山温泉も温泉街の

産物店の通りを経て、脇の入り口から聖

いる。川の水量はまだ多い。橋を渡り土

落ち着かない。

中を流れる川が雪解け水で増水し、同じ

読むと「私が人の罪を許すように私の罪

聖堂側からすぐのところに立っている。

りを歩く。中央には十米ほどの幅の花壇

聖堂への大きな回り階段を上り右側の

を許してください。
」とある。思い当ると

堂の前の広場へは入ることができた。だ

手すりから見下ろすと、消防士らしいの

ころがあり、
各国語訳も注意深く読んだ。

が続きその脇に聖書の一節を各国語で両

が約十人で作業をしている。ダンプカー

午前は全く聖域へは入れないだろうと

が、小高くなったところに立った聖堂の

の前がシャベルのような重機による泥の

予想していたため、今年春に買ったカメ

面に書いた高さ一米ほどの立て看板が五

排出作業と、消防車や放水車がそれぞれ

向かって右下に位置する洞窟への道は立

数台いて、放水して清掃をしている。聖

ラ付きのスマートフォンは持参していな

米間隔で並んで立っている。日本語訳は

堂脇の通路には約二十米下での作業を見

かった。一旦ホテルへ戻りそれをポケッ

ち入り禁止。

下ろす見物人がたくさんいるが、崖の陰
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くゴーという音を出していたのを思い出
した。まだ雪が相当積もっており、
写真１：ルルドの泉の脇の数十本の大ろうそ
くでできた円錐形のすぐ下までの洪水

トに入れ、街中では、ベルナデッタの水
合計九回飲んだ。途中の土産物屋で買っ

あり車が通っている。あそこからこちら

反対側を見ると小高い所に建物と通りが

が見えるかも知れない。帰りの飛行機の

た小さい容器にも聖水を入れた。
ただし、そこから先へはまだ立ち入り

車小屋、ベルナデッタ記念病院、城塞、
などを巡る。途中、土産物屋で絵葉書や

.
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禁止。
案内係に聞くと ”
” 時間を気にしながら、速足で向かう。
とのこと。だがこのためにもう一泊する
対岸にはノートルダム寺院や、ベルナ

午後三時に戻る。清掃作業は多少進ん

って涙を流しながら祈っている人がいる。

水汲み場には、見えぬ洞窟の方に向か

人家族がすでにおり、わたしと同じ考え

することができた。インドネシア人の５

入れ、ここからやっとルルドの泉を遠望

がやはり分からない。

写真集を見たが洞窟と聖堂との位置関係

でいる。ルルドの泉から引いた水を蛇口

洞窟と聖堂との位置関係がやはりどうも

で歩いてきたそうで、 ”Finally we could

デッタ教会があり、後者の庭には自由に

から出す水汲み場までは入れた。水を手

よくわからない。再び聖堂に上がり見下

ことはできない。

ですくって三回飲み、なんだかもっと飲

と、お互いに喜び合う。アジア人
see it.”

ろすと、車の数は減っているがまだ清掃

写真４：スマートフォンのズーム機能でよう
やくそれなりの大きさに見えて一安心。

作業が続いている。
（写真２）
位置関係がわからないのがどうも気に
なり、なんとかならないか、とふと川の
写真３：対岸から遠望したルルド
の泉。円錐形が小さく見える。
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んだ方がよいかと思い直し、三々九度で
写真２：小高い聖堂脇から見下ろすとまだ放水
車がいる

写真３の私の頭の左上に小さくみえる
後、偲ぶ会や記念展は何回か繰り返され

月十九日に一〇一歳で他界したのだ。以

その啓助が平成十四（二〇〇二）年一

を中退し、十二年ほど短歌雑誌の編集長

中井英夫は一九四八年、東大言語学科

してあった。

簡（複写）
」が一冊のファイルにして展示

展示台上には「中井英夫宛渡辺啓助書

は執着心が強いのだろうか？
三角錐が、大きなろうそくを数十本立て

あずま

たが、今回は平成二十五年一月十九（土）

ラはズーム機能があり、それでとったの

を務めたが、塔晶夫の名で発表した長編

推理小説『虚無への供物』により、幻想

文学での名声を決定的にした。渡辺啓助

との親交もあり、渡辺医院も啓助の「中

井英夫頌」の原稿を持っている。

また、未発表資料も含むメモ帳も展示

されており、さらには渡辺玲子が渡辺啓

助について書いたエッセイ等も、並べら

れていた……。

りき

さて、最終日の二十七日は午後三時か

ドードー鳥のいる風景」が始まる。

ら、幻想文学畑の逸材、小野塚力氏の講
演、
「不思議の国のアリスとドードー～

と伝えられており、頭と足の骨格標本だ

この鳥は
「頭と足だけを残して消えた」

だからついたところが
つまりは自分のふるさとなんだから

行き先がどこであろうと

サマルカンドでも

オホーツク海のほとりでも

能登でもいいし

どこかにアテもないのに

遠い旅に行きたいという

い道」を書にした額が掛かっている。

面に啓助描く鴉の絵二十九点と、詩「遠

夢先案内鴉とでもいうか、会場の壁三

ＫＥＩＳＵＫＥ展》が開かれた。

・オキュルスにおいて、
《ＫＡＲＡＳＵ★

から二十七日（日）まで、啓助四女の 東
が経営する港区高輪三丁目のギャラリー

てできたものだ。スマートフォンのカメ
が、写真４だ。これでやっと友人の奥さ
んの写真の背景と実物の対応が付き、聖
堂との物理的位置関係も明確になり、安
心して眠れる。

鴉・啓助展の講演と雑談
天瀬 裕康
第四代日本探偵作家クラブ会長（昭和
三十五年就任）の渡辺啓助は、日本ＳＦ
界の黎明期にも関与していた。
すなわち、
「おめがクラブ」を作り『科
学小説』を創刊し、星新一など初期のＳ
Ｆ関係者が、大田区雪ヶ谷北嶺町の渡辺
邸によく集まったものだという。
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けが残っている絶滅種だ。分布していた

正韶で、
母は徳川慶喜の四女だったから、

ーを兼ねた質疑応答に入るが、私は渡辺

講師の小野塚力氏は、第一回日本ＳＦ

啓助との関わりにおいて、星新一につい

評論賞において「黄金律の探索者～星新

旺盛な好奇心の赴くまま、いささか羽目
その手始めは大正八（一九一九）年、

のはアフリカ大陸東方の諸島で、ドード

学習院中等科の時、日本鳥学会に入会。

一試論」で最終候補作になった人だから

て若干の質問とコメントを出した。

大正十二年にはＢＯＵ（英国鳥学会）会

だ。これに対しては、星新一作品の整理・

を外した人生を送ることができた。

員に推薦される。十四年はアイスランド

分類、絞ってゆく方法論等を述べて下さ

ーとは、ポルトガル語で「お馬鹿さん」

へ行き、昭和三（一九二八）年には日本

り、参考になった。

して軍から叱られたこともあったようだ

活躍し、最近再評価されている片山廣子

翻訳者にして詩人、大正から昭和戦前に

スとドードー」を始めてみよう。

それでは、第一部「不思議の国のアリ
お伽の国・ワンダーランドにおける少

生物地理学会を創設し、六年にはアフリ

のことらしい。

女アリスの冒険譚といえば、一八六五年

カ探検に出かけた。飛行機を勝手に飛ば

たちの会議の時ドードー鳥が、アリスに

が、なんだか渡辺啓助の小説の舞台を廻

その後、アイルランドなど幻想文学の

ャロルが刊行した童話だ。ここでは、鳥

にイギリスの数学者で作家のルイス・キ

指ぬきを与えるのだ。

（筆名・松村みね子）の話も出た。
昭和八年には父の逝去に伴い襲爵し、

私はアイルランド文学に詳しいわけで

れないでもなかろう。

これは片山廣子の第一歌集『翡翠』に
出ていた短歌だが、背後に妖気が感じら

かわせみ

我にあたへしゆめのさめぎわ

ほかの世の我が声きこゆ奇し鳥の

っているような、錯覚が起きそうだ。
貴族院議員になるが、十八年には辞職し

他にも標本のない謎の鳥としては、頭
フラミンゴに似た大きな鳥もいた。これ

高が百八十センチもあったバンという、

ている。

といったところから、ティーパーティ

二十八年に狭心症で突然死した……。

彼はドードー鳥の研究で理学博士になり、

秘境はなくなったものの、
昭和二十五年、

戦後、アフリカで独立が増え、地球の

らの珍鳥を探した人に、フランスのフラ
ンソワ・ルガがいるが、日本にも鳥マニ
アがいた。
ここから第二部に入るが、日本でドー
ドー鳥に魅せられたのは、
明治三十六
（一
九〇三）年生まれの蜂須賀正だ。
父は貴族院副議長だった侯爵・蜂須賀

46

はない。ピーター・トレメイン著、甲斐
萬里子訳の短編集『アイルランド幻想』
を、興味深く読んだことくらいだが、渡
辺東による扉などのカットに感心し、引
き込まれていったことを思い出す。
そうした意味からも、思い出に残る講
演とパーティーだったのである。
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その

半 場 久 也

（カットも筆者）

)

時までも良い友達で居てくれ給え。君が

が納まった。今までの通り、そのまま何

四年三月に行った時、同行している

ブラーハに居て、何処にも行ってしまわ

ヴォルジャークが初めて英国へ一八八
《ラーン号》この朝、二十九日、ブレー

ないこと、それを間違いなく君が守り、

僕もそこから出ないで誰とも連絡しない

メンへ向けて出港

カフェに僕は出かける。
（原注・
《漁夫》

こと、それで僕は安心するのだ。

君からの手紙を受け取り、嬉しかった

というカフェへドヴォルジャークは時々

『親愛なるカーンさん！
し、
僕は大笑いしなければならなかった。

の角にあった。
）
そこにザイドルと腰を掛

ける。彼はしばしばワーグナーについて

行った。これは十番街のブロードウェイ

それは良いことだよ。それだから僕は君

話をする。それはとても面白い。彼はワ

笑わせるだけでなくて、善良な人間だ。
のことが好きだったし、
今だって好きさ。

ーグナーのことを他の誰よりも知ってい

君は何時も愉快な人だね、冗談を言って

カーン君、僕はしばしば君の事を思い出

人間についても知っている。彼はワーグ

ナーが如何にして《バルジファル》を作

る。偉大な精神についてだけではなく、
いろいろ心配なことに悩まされる時、

ったかを説明した。ザイドルは家の一番

し、僕らは君のことをよく話しているの

僕はしばしば妻に言うのだよ。もし、こ

上の屋根裏に住んでいて、時々一日中姿

だ。

んな時にカーン君が居てくれたらなぁっ

ろによれば、ワーグナーはあらゆること

を見せないことがあった。彼がいうとこ

◎インドシッピ・カ
ーン宛て

けたことは知っているね。そして君は僕

を忘れてしまって、彼の周囲で起きてい

て。僕がいつも君に自分の胸中を打ち明
のことを勇気づけてくれたし、慰めても

る事など一切気がつかなかったらしい。

（原注・一八五二～
ーハ音楽院教授、後に同院長、ドヴォ

くれた。そのお陰で僕は再三再四気持ち

一九二六、ピアニスト兼作曲家、ブラ
ルジャークの長年の友人、カーンはド
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○
33

れだけ言ってやってくれ。そうすれば彼

ルジャークにオティルカのピアノ演奏に

院の教授）彼はハンブルクで、ヘ短長

ついて手紙を書いた。「オティルカは就中

ザイドルは優れた指揮者だ。私は、彼

チェロ協奏曲がやがて完成する。終楽

女は君のことを聞くだろうし、君は私を

章を完成しなくてはならないが、チェリ

演奏法で進歩があります。そしてリズム

の四重奏曲とピアノ五重奏曲を演奏した

ストのホルマンが（原注・ヨゼフ・ホー

で彼女は真の才能を発揮しています。タ

が私の新しい交響曲ホ短調を理解し、

当地の金持ち、百万長者ヴァンデル

ルマン、一八五二～一九二七、大変優れ

ッチが同様に良くなりました。私はひた

喜ばせてくれる。
（原注・カーンはドヴォ

ビルト氏が彼の屋敷でしばしばコンサ

たチェリストで、主にブラーハに住んで

しています。楽譜を使って私共はモーツ

すら彼女がもっと上達するだろうと期待

と。

ートを行っている。ザイドルが指揮を

いた。
）ロンドンからここへやってきて、

それをブラーハで指揮するのを君達に

し、ヴァンデルビルト氏の要望で私の

私の家を訪れてくれた。私は彼の前でこ

聴かせたい！

益々評判が良くて、何処でも演奏して

ァルトの交響曲とか四重奏曲の四手

のピアノ版で弾いています。読譜は

特にうまくいっています。先程言っ

へベルリンのサイックから手紙が来た。

の部屋の机で手紙を書いているところ

かれている。私が今し方、学校の自分

も尽力してくれた。それは至る所で弾

四重奏団がこの作品のためにとて

成してくれると思う。オティルカには私

奏曲よりも良く出来ている。君は私に賛

の書いたピアノ協奏曲やヴァイオリン協

先が楽しみだ。思うに、この協奏曲は私

って誉めてくれたので満足した。今この

の協奏曲を弾いてみせたら、彼は気に入

せてやってくれ。この中で私は彼女に素

女が君のところへ来たら、この手紙を見

のソナタを弾いています。
」
） もしも彼

女はヘラーの練習曲とケーラーの練習用

はしばしば欠落しているのです。現在彼

ているのです。そのことは一般の少女に

る自然の感情の中でその基礎を作っ

大作・チェロ協奏曲完成間近

交響曲も演奏される。この交響曲は
いる。ジムロックはほくほくだ。
ヘ短調の四重奏曲、新しいやつ、
は当地では既に五十回も演奏され

（原注・フロリアン・サイック、一八

から一生懸命勉強するように、君が望む

敵なキスを送っているのだと。ではご機

たごとく、そのことがリズムに関す

五三～一九二六、チェコのヴァイオリ

通りに勉強するように書いてやった。そ

た。ボストンの有名なクナイゼル

ニスト、一八九一年以来ベルリン音楽
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嫌よろしく。
口を聞かされていただろうし、彼もそ

け取ることになる。フヴァーラさんに

を書いている。君達は手紙を一緒に受

った様だ。ザイデルの強い希望で、
《新世

から、あながち反ワーグナー派でもなか

イデルの話を面白く傾聴していたようだ

れに同調していたと考えていたが、ザ

は書いた。ゲーブルさんにもだ。また

界》の世界初演を彼に譲ったことは、こ

（追伸）お母さんもオティルカへ手紙

私に手紙をくれ。上手く行けば、私等

の指揮者に信頼を寄せていたのであろう。
次に注目しなければならない箇所は、

は四月十五日か二十三日にはヨーロッ
パへ帰るよ。
』

ーグナーに関していろいろ内輪の話が

の指揮者ザイデルとの付き合いで、ワ

ったニューヨーク・フィルハーモニー

る。その第一は、ワーグナーの弟子だ

手紙の内容で気がつくことは２つあ

娘オティルカにピアノを教えている。

ークと深く付き合っていたと思われる。

う人は、かなり以前からドヴォルジャ

作の協奏曲を演奏したのを聴いてか、或

トであったヴィクトル・ヘルベルトが自

ーヨーク・フィルハーモニーのチェリス

けについて、内藤の著書には、当時ニュ

しば登場する。この曲を作曲するきっか

好まれてコンサートのプログラムにしば

手のものの中では秀逸だと思う。現在も

出来ていると書いてある。確かに、この

アノやヴァイオリンの協奏曲よりも良く

いに気に入っている風だ。既に書いたピ

しているところである。彼はこの曲が大

聞けたことである。ドヴォルジャーク

間も無くチェロ協奏曲が完成すると予告

はウィーンの高名な音楽批評家ハンス

いはボヘミアのチェロの名手ヴィハン要

――――――――――――――

リックや恩師でありパトロンでもある

請によるものあろうとしてある〕

◇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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コメント〔この文面からカーンとい

ブラームスから散々にワーグナーの悪

37

東京
有泉君急逝

籾 木 秀 穂

訃報掌に心冷えゆく冬至かな
とこ

冬ざれや青春の友また去りぬ
亡き友の佳句口ずさむ寒の床
数え日や己が数へ日ふと思ふ

篠 田 那 珈

卆寿なる年の去りゆく鐘を聴く
東京
師走選挙初投票の孫娘
戰友の妻出馬断念す師走選挙
父母の齢遙かに越えて初湯かな
永生きを祈念と附記の賀状あり
も み じ

雨情居に住む人在らず蔦紅葉

東京

福 神 規 子

浮寝鴨見てをり今といふ時を

岩 本 漂 人

朝帰りカワセミ見しと妻に告ぐ

静岡

晩菊に日の馥郁と兵の墓

鉛筆を立てて苦吟やモズ高音

浮寝する鴨の中ゆく鴨のをり
見失ふほどの日溜り冬菫

ひと

楢 本 勝 彦

介助法もめにもめゐて紅葉散る

感染症隔離を了ふや寒波寄す

みな逝きて今浦島や秋深し

狂乱者如何に鎮めん北風鳴りて

い か

しぐるるやぶっきらぼうに男老ひぬ

長野

はたはたと旗がひらめきマガン発つ

ハクガンの万羽どか雪振るごとく

明けやらぬ色なき大河ツグミ鳴く
中 村 雄 彦

枯木星風がみがいてゆきにけり
新潟

大夕焼明日も新たな希望あり
夏衣整え朝のバイキング
多摩川で食べし思い出衣被
籐椅子にシャツ脱ぎ眠る昼の宿

小 南 丁 字

夏服の下には乳房登校す
東京

梅雨下がり綱吉偲ぶ犬史跡
浅草のサンバのリズム狂う夏
東大の紅葉の狭間スカイツリー
自民党大勝驕らず春仕度
放浪記遺し光子の黄泉の冬
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東京
福 冨 清 子

天寿ある者どちの輪や薬喰
寄るべ無き地震残骸や虎落笛
数へ日や昼半月の頼りなき

群馬
秋深し隣も禁煙する人ぞ
老妻と夫婦茶碗で朝のお茶

豊 泉 清

島国で島と名が付きゃ外国領
デザートが済めば忘れず食後薬

小 南 丁 字

叶えたいピンピンコロリを世界語に
東京

マナスルやピッケルの群れ雪崩かな
セシウムが葉タバコミミズ蝗まで
生還を詫びし語り部元少年兵
不認可は真紀子に一理支持も在り
臨床がジャマ中先生ノーベル賞
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大鍋に雑煮ふたふた二昔

廣 辻 逸 郎

寒晴れの空打ち鳴らせわが拳

兵庫
栄典の皇居で仰ぐ天高し
陛下待つ豊明殿の白障子
しし鍋の古りし看板里深く
紅葉道下るや長き吾が影と
晴れ着の娘映し東京は雪という

福冨 清子

茨城

羽 生 藤 伍

(

)

年４月

日（月）

次号 春季号 締め切り

(

)

平成

年６月

日（木）

次々号 夏季号 締め切り

平成

15

13

新春
ごみ

わが町のスカイツリーは塵を焼く美化センターの髙き煙突
元朝の霞ヶ浦は晴れわたり真白き富士と蒼き筑波嶺

小 松 安 彦

25

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
蔭さまで無事に冬季号発行することがで
きました。新年号というには少し遅い発
行になってしまいましたが、新年のご挨
拶をいただきました皆様には大変ご迷惑
をおかけいたしました。申し訳ございま
せん。
今回の原稿募集は、次号・春季号及び
その次の夏季号まで併せて募集いたしま
す。どうぞ二号続けてみなさまの原稿を
お待ちしております。ご協力よろしくお
願いいたします。
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正月の厳しき寒さ筑波山二つの峰は鋭鋒のごと
．う
．塵焼き場蒼き煙の淋しく昇る
冬空に美化センターと

東京

老健の午後には古き歌謡曲伴奏つきで優雅に聞こゆ

牛飼座

クリスマスイルミネーション足を止め眺めてゐるのは我一人のみ

歳晩の深夜に窓を開けたれば東に光るアルクトゥールス
元旦に一番星の木星と二番星なるカペラ輝く
振り向けば二十日の月の昇りをり冬の星座に見惚れてをれば
オリオンとシリウス光り正月の終はれば真冬の星空になる

春季号・夏季号 原稿募集のお知らせ

やま

みち

道

ひと

人

日「ライブハウス島唄」にて

海 山

み

ネーネーズ・新たな旅立ち

月

思い出そうとした。この曲をステージで聴い

をたどって、どのアルバムに入っていたかを

と思っていた僕は意表を突かれ、懸命に記憶

始まった。てっきり「明けもどろ」で始まる

１曲目は予想もつかぬ「万国津梁の詩」で

万国津梁の詩

彼らの話はとても重要なのだ

チュである。
ネーネーズの歌を理解する上で、

もにＴさんが横にいる。２人ともウチナーン

に客席についた。今回は、いつものＯ君とと

チームになっているだろうか。僕は期待を胸

ネーネーズはこの４ヵ月半の間にどのような

理恵さんが入った。果たして新たに旅立った

ネーネーズは今年の５月に上原さんが卒業し、新たに本村

２０１２年
16

たことがあるだろうか。多分ない。初めて聴

くはずだ。
うーん・・・、と考えたが思い出せなかった。
しかし、コンサートの冒頭で歌う歌として悪くはない。そ
れどころか、歌詞といい、メロディーといい、内容の濃い優
れた歌であると感じる。
よくぞこの曲を持ってきたなと思う。
この歌は２代目ネーネーズのアルバム『美らうた』に入っ
ている。一騎当千のつわもの揃いの初代ネーネーズに比べ、
つつましく上品な存在であった２代目ネーネーズではあるが、
『美らうた』には、いくつもの珠玉のような歌がちりばめら
れている。
「庭のガジュマル」はその代表的なものである。そしてこ
の「万国津梁の詩」もまた万人の共感を得るすぐれた内容を
持っている。
この歌は、福岡出身のシンガーソングライター・永井龍雲
の作詞作曲になるもので、彼のアルバム『沖縄物語』の中に
入っている。永井のそれは、高域の美しい声を生かした叙情
的な歌唱で、彼が目指したものが何であるかがよく分かる。
平和への希望と沖縄への想いを美しい声でゆっくりと歌い上
げてゆく。
「万国津梁の詩」の「津梁」という言葉は耳慣れない。
「津」は水そのものを指すこともあるが、本来は渡し場と
か船着場の意味で、転じて港のことを指す。
「梁」は水の
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11

両端にかける「はし」の意味で、
「津梁」とは川を渡るの
に必要なもの、つまり「橋（架け橋）
」のことである。だ
から、
「万国の津梁」は世界の国々への架け橋の意味であ
る。
歌のタイトルは、首里城の一角にある「万国津梁の鐘」
に由来する。
当時の尚泰久王（１４１５～１４６０）は仏教に深く帰
依し、保護していたため、日本の禅僧たちがさかんに来航し
て多くの寺院が建てられた。
この「万国津梁の鐘」は一五四八年に
尚泰久王が鋳造させ、首里城正殿に掲げ
られていたものであるという（現在は首
里城の一角にある建物の中に収められて
いる）
。そこには、相国寺の渓隠和尚の手
になる次のような銘文が刻まれている。
琉球国は南海の勝地にして
三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車となし
日域を以て脣歯となす
此の二者の中間に在りて湧出する所の蓬莱島なり
舟楫を以て万国の津梁となし
異産至宝は十方刹に充満せり
・・・・・・・・・・・
（原漢文）

琉球王国の交易立国を高らかに宣言したこの銘文は広く知
られ、２０００年に開かれた沖縄サミット会場が「万国津梁
館」と名づけられるなど、
「万国津梁」という言葉は、海外に
雄飛する沖縄の象徴として現代でもよく使われる。
永井龍雲は、この歌に「万国津梁の詩」という気宇壮大
なタイトルをつけた。歌詞にいくらか甘さが見られるが、
それを補って余りある美しいメロディーが雄大な世界を
展開している。それを可能にしたのがこのタイトルであろ
う。
「万国津梁の鐘」の力は、何百年の年月を越え、現代
に息づいているのだ。
叙情がその特徴である永井の歌に対し、ネーネーズの歌
はスケール大きく、力強く、推進力に満ちている。
「津」
の本来の意味が「進む」である事を考えてみれば、これは
当然のことなのかもしれない。
スケールの大きさも力強さも推進力も保ちつつ、彼女たち

はこの歌に鮮やかな色彩をつけながら情感豊かに歌っていく。

まるでこの曲が今生まれたかのように、一つ一つの音に、一

つ一つの言葉に、命を吹き込んでいく。

結果として、技術的にこれ以上はないほどの完成度の高さ

と、
芸術性豊かな表現力があいまって、
屈指の名演となった。

この歌がこんなに素晴らしいなんて・・・。

僕は、冒頭にこの歌を持ってきた彼女たちの意図を、はっ
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きりと理解した。
ところで、聴いて初めて分かったことがある。この曲には

思われる。彼女の歌はこの一年ほどの間に急速に深みを増し

た。もともとスケールの大きい彼女の歌は更に大きくなった

えるが、歌が終わったあと、三線が独走態勢に入り、数小節

れている三線である。前奏や間奏のときにその片鱗がうかが

男氏の編曲になるものなのだろうか）
。
これだけ揃っているの

ジットには編曲者の名前がないが、プロデューサーの知名定

編曲が優れていることも大いに関係しているだろう（クレ

と感じる。

のメロディーを繰り返し繰り返し弾いていくところは、まる

だから、素晴らしくないはずがない。

もう一つの素晴らしさがある。録音ではあるが、バックに流

で大海原を眼下に見ながら、雲に乗って飛行していくような
感じがする。

アメリカ通り

２曲目はにぎやかに「アメリカ通り」である。

強靭で雄大な音は周囲を圧し、まさに王者の風格がある。
ネーネーズの素晴らしい歌は、この三線の存在があってこそ

年代前半の活気に満ちた「アメリカ通り」の人と風景を活写

ビセ・カツ作詞、知名定男作曲になるこの歌は、１９９０

この三線の演奏者は、後のアルバム『贈りもの』の「風の

したものである。当時の沖縄のことは何も知らない僕が聴く

なのであろう。本当にそうなのだと思う。
道」で、阿修羅のように荒れ狂う演奏をしていた人と同じで

「沖縄は独特の琉球音階を持つ豊かな音楽文化を育み、そ

Ｈ君は、その感想を次のように書いてきた。

昨年の５月、僕と一緒にネーネーズのコンサートに行った

がっているという。

が混じったチャンプルーで、そこには「夢とロマン」がころ

種の人がいて、音楽もロック、島唄、レゲエといろんなもの

この通りには世界中のあらゆるものがあり、さまざまな人

と、理想郷のような場所に思われる。

そうではないの

はないか・・・。
だろうか。
ネーネーズの
「万国津梁の詩」
のスケールの大き
子さんの歌唱が関

こにアメリカ音楽が混ざり合い、さらにユニークな音楽を作

さには、比嘉真優
係しているように
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り出しました。是非・幸不幸は別にして基地があることの矛

た途端、一転全員が表情を引き締める。真剣さが漂う。

座が和んだ。そして、次の「山河、今は遠く」の前奏が流れ

ただ、僕は、彼女たちが破綻を覚悟で歌ったステージを一

でいて力強い歌唱が可能となるのであろう。

持って表情豊かに歌っていく。それでこそ、あのような優雅

通常１００パーセントの力を出し切ることなく、常に余裕を

ルパワーで歌えば途方もない音になる。しかし彼女たちは、

ターボつきの強力なエンジンを持つこのネーネーズが、フ

山河、今は遠く

盾が生んだ別の魅力は確かにあると思わざるを得ません。ま
た、沖縄は訪れる度に忘れられない幾つかの記憶が刻み込ま
彼の言の如く、
「アメリカ通り」を聴くと、チャンプルーの

れる不思議な場所だと思います」
。
文化あふれるこの通りの様子が目に浮かぶようだ。
ネーネーズはいつも通り楽しそうに歌い、踊っている。新
しく入った本村理恵さんも楽しそうに歌っている。
「アメリカ通り」が終わって、ようやくネーネーズの挨拶

日の

美さんも琉球舞踊の名手で

とが、遠ざかる・・・」に差し掛かったとき、限界を超えて

でとばしていた。そして、曲が中盤を過ぎ、歌詞が「ふるさ
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が入る。トークは本村さんだ。ほがらかな彼女は、トークに

月

「ライブハウス島唄」でのコンサートで、曲はやはり「山河、

度だけ聴いたことがある。それは、２０１１年

きたとのことで、歌いなが

今は遠く」であった。上原さんがまだメンバーでいたときの

おいてもその人間性がよく出ている。琉球舞踊を長くやって
ら踊ると実際よりも大きく

あるが、保良さんの立ち居

しまった。未知の世界に踏み込んだのだ。すさまじい迫力だ

始まったときから尋常ではなかった。最初から４人は全力

振る舞いがどこまでも優雅

った。このとき、彼女たちの頭には、破綻するかもしれない

しかし、われらがネーネーズは、そんなことで破綻するほ

という思いが一瞬浮かんだに違いない。
第１ステージは、このあ

ど柔ではないのだ。限界を超えた彼女たちは、それでもアン

やかな感じがする。
と「テーゲー」が歌われて

であるのとは対照的に、華

なせるわざか。隣の保良光

ことである。

25

見える。これまでの経験の

11

第１ステージがカチャーシーで賑やかに終わった後、休憩

面目躍如たる姿だった。

ぐんぐんと歌い進んでいく。自分たちの想いが届けとばかり

をはさんで開始された第２ステージの冒頭は比嘉真優子さん

サンブルを保ちつつ、
破綻ぎりぎりのところで踏みとどまり、
に、限界を超えてまで歌う彼女たちを、僕は素晴らしいと思

コザ

取っておこう。

が、これについて書くには僕の力量が足りない。宿題として

のソロで「国頭さばくい」である。すばらしい歌唱であった

歌が終わった後、目の前にいたおじさんが（きっと初めて

った。感動的な光景だった。
お店に来たのだと思うが）
、
「泣けてきちゃった」と、誰に言
うともなくボソッと呟いて涙を拭いていたのが印象的だった。
あとにも先にも、これほど感動的な「山河、今は遠く」を、

つかの歌の伴奏をしているジ

アルバム『贈りもの』のいく

第３ステージのトークは仲本真紀さんで始まった。
彼女は、

雰囲気で歌われた。全能力の何割かを残しながら、たっぷり

ャズオーケストラのリーダ

今回の「山河、今は遠く」は、もっと穏やかな、やさしい

僕は聴いたことはない。

と余裕を持ち、悠々と歌い進む彼女たちは、この歌を完全に

ー・仲本政国氏のお嬢さんな

うことになるとは当然思っておらず、大阪にあって専門学校

屋さんだとばっかり思ってい

（お父さんは）ただのおそば

「中学校２年のときまで、

のだそうだ。

手中にしている。
その中にあって、本村理恵さんの懸命の歌唱が眼を引く。

で勉学に励んでいたのだという。最後の歌詞「頑張れよ、頑

た」と言う彼女は、そのお父

この歌が最初に歌われたとき、彼女は後に自分がこの歌を歌

張れよ」というのは、自分への励ましの言葉だと思って一生

さんの血を受け継いでいるの

をもち、同時に沖縄音楽の精神も受け継いでいる。ハイブリ

だろうか、ロックのリズム感

いる。それゆえの「懸命」だったのであろう。デビューして

ッドの音感の持ち主なのだろう。何でも出来る人なのだ。太

他の３人のメンバーとは、この歌に対する思いが異なって

懸命聴いていたというのである。

４ヶ月半。既にして完全にメンバーに溶け込んだ本村さんの

58

いが、絶対弾けると、僕はひそかに思っている。

鼓は既に名人技である。三線を弾いているのは見たことがな

その彼女の案内で、土砂降りの雨の中、
「コザゲート通り」を

たいていその本人の歌を聴いたことがあるとのことで驚いた。

気はなく、ところどころに店

歌の「アメリカ通り」の活

歩いてみた。

なるだろう」と書いた。今、確実に彼女はその存在に近づい

最初に彼女の歌を聴いたとき、僕は「なくてはならぬ人に
ている。来るたびにその感を深くする。ネーネーズを後ろで

が残る寂しい通りとなってい

く、音楽もなく、物売りもお

歩いている人はほとんどな

るのがちらりと見える。

ンド人と思しき人が立ってい

路の向こう側の洋服屋に、イ

ド人の洋服屋」は健在で、道

た。しかし歌にもある「イン

支えているのは彼女だと僕は思っている。
このステージは、
「ジントーヨーワルツ」で始まった。懐か
しい歌だ。続いてロックの「コザ」が歌われた。
この歌は、第１ステージで歌われた「アメリカ通り」と対
になっている。
しかし、
「アメリカ通り」という名前の通りは、実は存在し
ないらしい。Ｔさんに聞いたら、それは多分「空港通り（ゲ
ート通り）
」のことではないかと言う。

が、寂しい限りの町並みであ

らず、雨のせいかもしれない

った。ところどころにナイト

確かに、今の胡屋十字路には「コザゲート通り」と書いた
大な建物がある（中は寂しい）
。そこから米軍の嘉手納基地の

クラブや喫茶店が見られる。

標識があり、そこには「コザミュージックタウン」という巨
ゲートがあるところまでのこの「空港通り」を、作詞のビセ・

こういうところは今でも営業

ュー」にたどり着くと、そこは、両側にアーケードのある素

に入って「中央パークアベニ

「アメリカ通り」から横道

しているのだろう。

カツ氏は「アメリカ通り」と名づけたらしい。
僕はコンサートの翌日、Ｔさんに頼んでコザまで車で連れ
て行ってもらった。Ｔさんは女医さんだが、以前にコザのラ
イブハウスでアルバイトをしていたことがあり、音楽にめっ
ぽう詳しい。ＣＤや本でしか知らない人の名前を挙げても、
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晴らしい商店街であった。ただし、ほとんどシャッターは閉

は計り知れないものがある。僕はこれからもずっと考え続け

この歌を作詞作曲した知名定男氏の感性は年をとらないか

るのだろう。

のようである。恋の歌を作ればみずみずしい感情が湧き出て

まっていて、店を開いているところはほとんどない。日本全
国を見渡しても、これほどの商店街は見当たらないほどの立

くるし、この歌にしても、まるで

代の少年の感情の爆発の

んど通らない。

a
s
a
b
a
d

a
s
a
b
a
d

」が歌

われた。上原直彦作詞、知名定男作曲の能天気な歌で、
「だば

コンサートは進み、最後から二番目に「コザ

コザ

ネーネーズは、若さにまかせてぶっ飛ばしている。

ようだ。

派な町でありながら、商店のシャッターは閉まり、人はほと

年ほど後に作られた歌

言うべき言葉もなく、雨の中、僕は立ち尽くす。
「コザ」は、
「アメリカ通り」の
である。知名定男作詞作曲になるこの歌は、何かに憤ってい
る。その憤りの対象は、僕には知ることの出来ないものであ
在のようになっているのだとすれば、
「コザ」の作られた理由

とのようだ。彼女はいつも嬉しそうに「ダバダバサ」と歌っ

女がこの歌の解説をしたときに妙に得心して、それ以来のこ

しまう。いつの間にかそうなってしまったのだが、どうも彼

を聴くと、どういうわけかいつも保良光美さんを思い出して

はり「ダバダバサ」と明るく歌うところにある。僕はこの歌

ネーネーズはこの歌を元気良く歌う。この歌の魅力は、や

する。

の通りなのだが、その裏にあるものを考えると複雑な思いが

一種の人生哲学を説くこの歌を、額面どおり受け取ればそ

らめ人生こそ最上の人生と言っているように聞こえる。

さ」というのは、
「そういうことさ」と言う意味らしく、でた

る。しかし、かつての「アメリカ通り」が、変貌を遂げて現

10

がおぼろげながら分かるような気がする。
ゲート通りからアーケード街に
入ってみた。そこには、アルバム
『贈りもの』のジャケットの裏表
紙の写真とそっくりの場所があっ
た。土曜日の午後なのに、商店街
に人はいない。感慨に浸る僕に、
Ｔさんが現在のこの町のおかれた
状況を丁寧に説明してくれる。
「コザ」の現している世界は複
雑である。遠くから短期間沖縄に来ている僕のような人間に
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16

ているのでそれが眼に焼きついてしまったらしい。
彼女自身が「ダ
バサ」人生を送っ
ことは、話してみ

ているのではない
ればすぐ分かるの
だが、どういうわ
けかそうなってし
まった。だから、
この歌の前奏が流

a
s
a
b
a
d

月

日に聴いた。また聴けることはないだろ

今回は、４人が一緒にユニゾンで歌った。それはそれで素
晴らしい歌唱であったが、僕は、もう一度、彼女たちが一人
その夢はかなうだろうか。

ひとり歌うこの歌を聴いてみたい。
それほど遠くないうちに聴ける予感がする。その日を楽し
みに、僕は「ライブハウス島唄」を後にした。
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れ出すと保良さんの顏が自動的に思い浮かぶのである。保良
」が終わり、この日の最後の曲となった。曲

さんごめんなさい。
「コザ
２０１１年

は「片便り」である。４人が一人ひとり歌うこの歌を、僕は
25

うというほどの名演だった。

11

○ ほ

ん

『峠三吉 バラエティー帖』
―原爆詩人の時空における
多次元的展開―

天瀬 裕康 著

『原爆詩集』で名を残した峠三吉は、
絵を描き音楽を愛したマルチな芸術
家だったが、戦前はＳＦ的とも言え
そうな俳句も詠んでいた……

……この新しい視点からの解釈は、
歳で死んだ薄幸な詩人への、一つ
の顕彰になるのではあるまいか。

というのが一般的な評価で、多くの支持

者がいることも事実ですが、彼の業績が

研究し尽くされたわけでもありません。

峠三吉の評価は、ひとまず確定したも

（中略）

のと思われますが、あの序誌にしても、

あまり感心しない批評を聞く場合もあり

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
広島は、碑の多い都市です。

ほどのものを感じることさえあります。

ますし、三吉アレルギーと言ってもよい

スローガンとかアジテーションだとか、
誌碑、歌碑、文学碑……その多くは慰

それでこの本では、政治や宗教を含む

（中略）

霊碑でもあります。原爆で亡くなられた
人たちへの鎮魂の想いを込めて建てられ
たもので、平和公園やその周りに集まっ

自身と彼の業績を眺めてみました。
（後

からの分析など広く文化活動の面から彼

伝記的事項には重点を置かず、俳句の面
原爆文学を語ろうとしますと、必ず出

ています。
てくるのは大田洋子、原民喜、峠三吉の

略）

（溪水社・一、八〇〇円）

【まえがき より】

三人でしょう。
（中略）
この中で碑前祭がよく行われているの
は、原民喜と峠三吉です。大田洋子はい
ま一歩人気がわきませんし、原民喜の文
学は少し難解だ、という声も聞かれまし
た。
その点、峠三吉の詩は分かりやすい、
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36

『明日への旅のつれづれに』
渡辺 玲子 著

もろもろの過去と
いささかの未来へ

これまで書いたエッセイなどを纏め
ておきたいと、突発的に思いたった
のだった。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
エッセイやルポルタージュ風のものを
書きだしてから、二十数年になる。
依頼があったり、何か目的がないと書
かないものだ。後になって、あの時記録
しておけばよかったと思うことが多い。
特に旅に繋がるものは非日常的であるこ
とから、後回しになってしまっていた。
昨日の次に今日が来て、ばたばたしな
がら明日の支度をする。そうした台所主
体の、主婦としての生活のつれづれに、

あれこれ想うこともあった。これまでに
西日をうけた電線に、カラスが一羽
遭った多くの人びと、ちょっとばかりは
止まっている。
将来のことも……。
その横にハトも一羽とまっている…
【はじめに より】
…ありふれた風景かもしれない……。
こんな景色をゆったりと見ていると、
（溪水社・一、二〇〇円）
あのことこのことが浮かんできて、

※表示価格は税抜きです。

著を事務局まで送ってください。

会員の著作を紹介する欄です。近
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広告看板の文字の筆のタッチが好きで、

るのである。不幸にして

は一変し、自分自身の真の美の探求に走

才で肺結核と

何とも云えない共感を感ずるのである。
その人生の中に画の心髄を極め、又精神

展に特別展示された。これで二科賞を受

そしてパリで描いた風景画

なり、
一時帰国し、
下落合に生活をする。

的にも異常を来し、肺結核に悩まされた

賞する。帰国後下落合に住んだが、日本

又、奇才画家と云う如く、短命にして

人生であった。先生の著書から佐伯祐三

の風景は自分のモチーフには合わないと、

指導を受けた。 才で東京美術学校に入

点を二科

の概略を述べたいと思う。
年大阪の光徳寺の住職の

に入り、初めて画を学んだ。そして

才

の「佐伯祐三 哀愁の巴里」と云う本が

で上京し、川端画学校に通い藤島武二の

私はこれを読んで驚いた事は、佐伯祐

学し、小林万吾や藤島武二の指導を受け

た。

先にパリに行っていた里見勝蔵に会う。

才の時、シベリヤ鉄道で再びパリに向

才で

かった。モンパルナスにアトリエを構え

て画を描き続けるが、残念ながら

肺結核で死亡した。

佐伯祐三の絵

里見勝蔵に紹介されて、初めてブラマ

は美術学校時代描いた写真的な絵ではな
そして自分の絵を見せた。そこで「この

来の個性的な鋭いタッチの絵に変わって

それ以来古典主義的な絵を止め、彼本

実は私も日本人の画家で一番好きな画

アカデミズムと怒鳴られた」これは有名

いかと思う。

家は誰かと問われたら、即座に佐伯祐三

いったものと思う。

そこで自分の師ブラマンクに会わせた。

佐伯祐三はびっくりしたと思う。この絵

ンクに逢った時、自分の絵を見せた時、

三をとりまく人々の彼に対する思いの文

19

【 書 評 】

「佐伯祐三 哀愁の巴里」
を読んで
安彦 洋一郎
彼は明治

次男として生まれた。 才の時赤松画塾

出版された。

昨年５月早稲田出版から白矢勝一先生

28

それから同級生であった米子と結婚し

年にわたり集められたものと思う。先生

かう。

ろいろな美術雑誌に投稿された文献を長

29

「このアカデミズムと怒鳴られた」
と時、

章をかくも多数集められた事である。い

19

な話である。この洗礼を受けた佐伯祐三

64

14

才で美術学校を卒業し、パリに向

はそれ程までに佐伯祐三が好きであると
同時に興味をお持ちであったのではない

30

31

た。

20

と答える程好きである。佐伯祐三の絵の

かと想像される。

25

私が持っている佐伯祐三の絵は、パリ
の街角の広告のはってある建物である。
筆のタッチが鋭く、広告の文字も細く鋭
私はその絵を見て、心がすっきりする

く一気に描き上げたようである。
様な感じがする。絵全体が暗いが重々し
い感じがするが、絵の真髄を鋭く探究し
ようとする精神がよく解る。

次年度の年会費の振込用紙の発送が完了しています。

お手元にまだ振込用紙がある方はお手隙の時に年会費の

振り込みをよろしくお願い致します。

ています。違う部に所属されている方で

今年のイベント日程がいくつか決まっ

細は後日。

ますので、出展には制限があります。詳

※今年の美術展はスペースに限りがあり

来年度も例年通り年会費は八千円となります。

も会員であればどのイベントにも参加で

◎医家写真展

きますので、ご興味のある方は事務局ま
でご連絡ください。各イベントの資料が

日程：二〇一三年十月十六日（水）～二

65

佐伯祐三の病気
佐伯祐三は二度目のパリ滞在中多数の

出来次第、発送させていただきます。

◎邦楽祭

場所：ＪＣＩＩフォトサロン

十日（日）

作品は描いたが、持病の結核が進行し、

日程：二〇一三年六月九日（日）

◎ドクターズファミリーコンサート

時々喀血を来すようになった。又一方精
院を繰り返し、異常行動をきたし、公園

場所：新宿区牛込箪笥ホール

神的に異常を来し、度々精神病院に入退
で自殺未遂事件を起こしたこともある。

◎医家美術展

他、イベント開催予定の部がございまし

日程：二〇一三年十一月十七日（日）

起こしていたようだ。周りの人々には大

（日）

日程：二〇一三年九月六日（金）～八日

精神分裂症状である幻覚、忘想も時々
変心配をかけたようだ。最後の死ははっ

たら事務局までお知らせください。

場所：日本橋・三越劇場

きりとはわからないが、恐らく持病の肺

場所：ギャラリー銀座『悠玄』

結核で亡くなったものと思われる。 才
で若かったのが惜しまれる。

30

２０１３年（平成２５年）謹賀新年

日本医師会

日本薬剤師会

東京都医師会

会 長

会 長

会 長
日本歯科医師会

会 長
日本医家芸術クラブ顧問

博

孝

横 倉 義 武

児 玉

野 中

大久保 満男

日野原 重明

日本医家芸術クラブ委員長

太 田

怜

天 瀬 裕 康

松 木 耀 子

初 芝 澄 雄

日本医家芸術クラブ副委員長

新春のおよろび申し上げます

本年もよろしくお願いいたします

洋楽部部長
新春をお喜び申し上げます

文芸部 美術部

広島県大竹市 渡辺医院

白 矢 勝 一

日本医家芸術クラブ再生委員
美術部部長

66

２０１３年（平成２５年）謹賀新年

埼玉県川口市

鈴 木 啓 之

日本医家芸術クラブ再生委員
美術部副部長
秋の美術展にウェルカム！

安 井 廣 迪

日本医家芸術クラブ再生委員
文芸部

吉 元 昭 治

昨年同様、本年もよろしくお願い申し上げます

文芸部

東京都小平市花小金井一―二十一―三

あけましておめでとうございます

小 川 昭 子

医家芸術クラブが益々隆盛になりますように

／

〇三―三四八〇―八三二一

狛江市猪方三―一六―一八

野沢医院 すこやか病児保育室

洋楽部

新春をお喜び申し上げます

書道部

元気で今年もがんばりましょう

石川県能美市

大 原 政 子

謹賀新年

二 宮 文 乃

熱海市中央町四―一七

〒四一三‐〇〇一五

書道部

医家芸術クラブの発展を祈念致します

巳年は脱皮して成長する年です

FAX

〇五五七―八一―七二八八
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TEL

医家芸術の益々の発展を祈りつつ

小 川 再 治
狛江市猪方三―一六―一八
〇三―三四八〇―八三二一
FAX

文芸部
／
TEL

２０１３年（平成２５年）謹賀新年

医家芸術の発展を祈念いたします

文芸部
東京都杉並区

（新村富士夫）

浜 名 新

豊 泉

清

東京都中野区

小南 長次郎

頌春 真新しい春にまず以て感触していきます

俳句部 川柳

吉祥如意賀新歳 迎春接福喜臨門

文芸部

群馬県高崎市 豊泉クリニック

明けましておめでとうございます

大森 佐一郎

本年もよろしくお願い申し上げます

写真部

北海道石狩郡当別町

短歌部

藤 倉 一 郎

介護老人保健施設長

羽 生 藤 伍

十一月に文科大臣表彰を受けました

謹賀新年
文芸部

菊 地 鐐 二

〒三六四―〇〇〇二 埼玉県北本市宮内一―九〇―二

洋楽部

鎌倉市在住 後期高齢者

美濃部 欣平

頌春 本年もよろしくお願いいたします
サイパン戦跡めぐり
文芸部

美濃部 幸恵
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新春をお慶び申し上げます

洋楽部
〒二八七―〇〇〇三

浅 野

尚

〇四七八―七九―九九一七

千葉県香取市佐原イ一六八〇―四
／

邦楽部

新春をお慶び申し上げます

美術部

小 林 信 や

山 﨑 律 子

FAX

福 冨 清 子

長野市上野 国立病院機構 東長野病院
新春をお喜び申し上げます

書道部 文芸部

品川区

会員の皆様のお役に立てる様努めます。ご指導ください。

ＦＡＸ 〇四二―三四四―〇八七九

電 話 〇四二―三四四―八〇五六

東京都小平市美園町一―四―十二

日本医家芸術クラブ事務局

※順不同にて掲載

多数の年賀広告のご協力ありがとうございました。
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TEL

初芝 澄雄

内線の新宿駅があります。ここから次の
新宿三丁目駅まで、地下歩道です。此処
まで歩きますと、又、地下道があり新宿
の高島屋デパートまで続いています。も

此処からは東京都庁まで、地下道が続い

出ます。
隣の西新宿駅まで乗車しますと、

したのは、先ず丸ノ内線の中野坂上駅に

坂上駅の近くにあります。そこで考えま

離をかせげます。私の家は中野区の中野

宿は地下道が多く、探して歩くと大変距

たのが地下道を行く事でした。その点新

い冬であると感じています。そこで考え

っています。今年は街歩きをするのに辛

ために、仕事のない日には街歩きを行な

れます。前に書きましたが、私は健康の

線の上を新宿三丁目駅まで、又地下歩道

宿駅まで伸びています。そこから丸ノ内

そして都庁の少し手前から、地下道が新

京都庁に行く、
地下歩道が続いています。

そして西新宿駅で下車します。すると東

歩するのに先ず自宅を出て中野坂上駅に、

もう分かったと思いますが、今冬は散

部が地下道を歩くことが出来るのです。

ら、西新宿駅から四キロメートル位、全

までは、やはり二キロメートル位ですか

メートル余、新宿駅から高島屋デパート

西新宿駅から新宿駅まで地下道が二キロ

島屋まで、地下道で全部行けるのです。

ます。いたらない点ばかりで申し訳あり

うぞご協力のほどよろしくお願いいたし

皆様のご投稿あっての機関誌なので、ど

号分載せさせていただきました。会員の

回は原稿募集を『春季号』
『夏季号』と２

これ以上発行が遅れないようにと、今

様には大変ご迷惑をおかけしました。

行の遅れによりご協力いただきました皆

まの年賀広告を掲載いたしましたが、発

医師会の会長の年頭所感や会員のみなさ

た。
申し訳ありません。
今年も例年通り、

拶という時期ではなくなってしまいまし

挨拶いたしましたが、なんとも新年の挨

と、年明けの新年号『冬季号』なのでご

新年あけましておめでとうございます。

ています。そこで都庁に向かって地下道

が続いています。そうして更に高島屋デ

ませんが、今年もどうぞよろしくお願い

う分かったと思います。西新宿駅から高

を進みます。すると都庁の少し手前に都

パートに進みます。此れが最近の散歩道

致します。

今年の冬は例年になく寒いように思わ

庁前駅があります。此の横の地下道を行

です。

（Ｅ・Ｓ）

くと、ＪＲ新宿駅まで全部地下道が通じ
ています。そして直ぐ近くに地下鉄丸ノ
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