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ドクターズ・ファミリー
ミニコンサート
2014 年 6 月 29 日（日） 14 時 30 分～

プ ロ グ ラ ム
１、テノール独唱

浅野 尚

ピアノ：西島 麻子

①Stand Alone

作詞：小川薫堂 作曲：久石譲

②Agnus Dei 「神の子羊」

作曲：ジョルジュ・ビゼー

２、フルート演奏

高野 征夫

ピアノ：竹内 綾

①ファンタジー
３、女声コーラス

作曲：フィリップ・ゴーベール
ソプラノ：松木 耀子

広瀬 珠恵

ア ル ト：小川 昭子

和田 幸代

ピ ア ノ：刑部 美也子
①浜辺の歌

作詞：青柳善吾 作曲：成田爲三

②春の曙（五月の歌）

作詞：林 古渓

③ローレライ

作詞：近藤朔風 作曲：ジルヘル

４、コリアンダンス
①約束

作曲：モーツアルト

木下 優奈

ドラマ「イサン」主題歌

５、サックス演奏
①Some where
６、歌唱・白矢 勝一

小沢 尚
ミュージカル「ウェストサイドストーリー」より
共演：玉澤 明人

①赤い花白い花
②風
2

映画「アナと雪の女王」から
①let it go

ギター：谷口テツジ
７、歌唱・奥村 秀

①サイモン＆ガーファンクル メドレー
８、シャンソン・古坂 明弘
①あなたのすべてを
②千の風になって

９、アンサンブル「三人の輪」 ヴァイオリン：村上 和邦

ヴ ィ オ ラ：近藤 淳子
クラリネット：飯塚 崇志

クラリネット：飯塚 崇志
１０、ピアノ演奏・萩野 仁志

③歌劇 トスカより vissi d’arte

作曲：プッチーニ
④愛の挨拶

作曲：エルガー

年

日（日）
、東京都小平市にあるシ

洋楽部のミニコンサートが、平成
６月

した。開会のあいさつから始まり、 組

いる、玉澤明人さんに司会をお願いしま

コンサートの進行は、毎年お願いして

きとなりました。

れ、出演者、お客様共々、楽しいひとと

気の中、本格的な歌や演奏が繰り広げら

様とも距離が近く、アットホームな雰囲

くなりましたが、見て下さっているお客

なコンサートとなりました。会場は小さ

ミリーコンサートに負けず劣らず、素敵

毎年開催されているドクターズ・ファ

ラヤアートスペースにて開催されました。

29

の出演者の演目があり、２時間余りくつ

ろいだ雰囲気の中、行われました。演奏

会後は、軽食や飲み物なども出され、洋

楽部の懇親会を兼ね、おしゃべりに花を

今後も洋楽部では楽しい催し物を企画

咲かせた楽しい時間が設けられました。

し、多くの方に聞いていただけるよう努

力してまいりますので、みなさまもぜひ

3

作曲：ボロディン
②歌劇 イーゴリ公より ポロヴェツ人の踊り

26

10

作曲：モーツアルト
①歌劇 フィガロの結婚

②ウイスキーはお好きでしょう

③スペイン

17 時～ 洋楽部懇親会

一度足をお運びください。
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
司会・玉澤明人さん

「坂の上の雲」主題歌

１、テノール独唱・浅野 尚

①
②

作詞：小川薫堂 作曲：久石譲

e
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洋楽部部長・松木耀子先生

開会の挨拶

i
e
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「神の子羊」
作曲：ジョルジュ・ビゼー
ピアノ演奏は西島麻子さん。１曲目は、
司馬遼太郎の長編小説「坂の上の雲」の

す。２曲目は「アニュス・デイ」ビゼー

が作曲した数少ない宗教小作品のひとつ
です。

２、フルートとピアノの合奏

フルート・高野征夫 ピアノ・竹内 綾

①ファンタジー

一九二〇年パリ音楽院のフルート科の教

作曲：フィリップ・ゴーベール
年にかけて放送されました。作曲はスタ

授になったゴベールが側行試験の課題曲

メインテーマで二〇〇九年から二〇一一
ジオジブリでもお馴染みの久石譲さんで

4

として作曲しました。前半はゆっくりと
して文字通りファンタジックな感じを表
現し、後半は軽やかな三拍子から成り立
っています。

②春の曙（五月の歌）
作詞：林 古渓 作曲：モーツアルト
③ローレライ
作詞：近藤朔風 作曲：Ｆ・ジルヘル

コーラスのみなさん。今年はお客様に近

毎年素敵な歌声を聴かせてくださる女声

ソプラノ：松木耀子・広瀬珠恵

いところですばらしいハーモニーを聴か

３、女声コーラス
アルト：小川昭子・和田幸代

せてくださいました。
４、コリアンダンス・木下優奈

ピアノ：刑部美也子

①浜辺の歌

①「約束」 ドラマ「イサン」主題歌

素敵な民族衣装に身を包み、音楽に合わ

せてコリアンダンスを披露してください
ました。

「ウエストサイドストー

５、サックス演奏・小沢 尚

①

ミュージカル「ウエストサイドストーリ

リー」より

e
r
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o
S

作詞：青柳善吾 作曲：成田爲三
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ー」から「

e
r
e
h
w
e
m
o
S
」を演奏していた

ュウモンとテツファンクル」のお二人で

司会の玉澤明人さんとお二人で「赤い花

せてくださいました。

す。息のあった素敵なハーモニーを聴か

ツジさんとは、学生時代の仲間だそうで

作詞：北山 修 作曲：端田宣彦

白い花」を弾き語りで歌っていただきま

す。ギターを演奏してくださった谷口テ

ーはマリアとこの世でめでたく結ばれる

した。ギターの色も曲に合わせて赤と白

だきました。殺人を犯してしまったトニ

世界へ逃げていこうとする、やるせない

作詞：不詳 作曲：新井満

②千の風になって

作詞・作曲：佐々木勉

①あなたのすべてを

８、シャンソン・古坂明弘

ことができなくなり、そんな二人が別の
で揃えていました。

サイモンとガーファンクルにかけて「シ

①サイモン＆ガーファンクルメドレー

７、歌唱・奥村 秀

思いを込めた曲です。
６、歌唱・白矢勝一

①赤い花白い花
作詞・作曲：中林ミエ
②風
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とても滑らかな歌声で観客の皆さんを魅

作曲：ボロディン

了していました。
③歌劇トスカより
作曲：プッチーニ
’
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作曲：エルガー

④愛の挨拶

ヴァイオリン：村上和邦

９、アンサンブル「３人の輪」
⑤アンコール曲
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３人の奏でる素敵なハーモニーが会場い
アンコール曲を含む５曲を披露してくだ

っぱいに広がってすばらしい演奏でした。
さいました。
、ピアノ演奏・萩野仁志

①映画
「アナと雪の女王」
から

o
g
t
i
t
e
l

②ウイスキーはお好きでしょう

③スペイン

④アンコール曲 落葉松

今話題のディズニー映画「アナと雪の女

王」より話題曲「

o
g
t
i
t
e
l

」を演奏して

先生もクラリネットで参加して、素敵な

くださいました。２曲目からは飯塚崇志

共演が見られました。
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ヴィオラ：近藤淳子
クラリネット：飯塚崇志

作曲：モーツアルト

①歌劇「フィガロの結婚」
②歌劇イーゴリ公より ポロヴェツ人の
踊り

10

閉会の挨拶
洋楽部・萩野仁志先生

会場の様子

月頃には、「ミニ」
ではなく、

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
今年の

恒例の「ドクターズ・ファミリーコンサ

ート」を開催予定です。出演、観覧を心

よりお待ちしております。

8
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日向の夏 徒然に記す
秋元 光博
真夏は幽霊の徘徊シーズン。いにしえ

１９８年）の年末、相模川に架けた橋の

落成記念に出かけ、祝い酒をしこたま飲

んだ。ほろ酔い加減で帰る途中、どうし

日に亡

）
。青木國雄博士の『医

たはずみか落馬して翌年１月

くなった（享年

13

瀬戸内の屋島へ逃れるが、ここでも源氏

現れ、驚いた馬が暴れだして頼朝は変死

かき曇鳴が轟くうちに、安徳帝の亡霊が

尼はもはやこれまでと８歳の帝を細紐で

そのあとに従おうとした母の徳子はなか

て念仏を唱えながら海中深く身を投じた。

おこして脊髄損傷が生じたのではないか

わたしは落馬した際、脊椎の脱臼骨折を

殺説などが唱えられているが定説はない。

医学史上、頼朝の死因は脳出血説や毒

なか入水の決心がつかない。ようやく投

と考える。
熊手に長い黒髪を摑まれて救助された。
いつの時代も若く美しい女性は何かと得

怪談のお岩の幽霊が名高い。ことに文政

世とこの世のはざまをさまよい、平家を

しかし安徳帝は成仏がかなわず、あの

右衛門の女房だが、夫に裏切られて毒を

判をとった。お岩は塩谷家の浪人民谷伊

れた鶴谷南北の『東海道四谷怪談』が評

８年（１８２５年）
、江戸中村座で初演さ

滅ぼした頼朝の前に現れる。鎌倉幕府の

盛られ、目玉が飛び出す悲惨な形相とな

なものである。

江戸時代には番長皿屋敷のお菊と四谷

身したものの、近く舟にいた源氏の兵の

しっかとわが身に結えつけ、手を合わせ

したという。

の船団に追い詰められる。船上の二位の

外な物語』によると帰路、一天にわかに

52

『吾妻鏡』によると、頼朝は建久９年（１

9

より、非業の死を遂げたり、現世に執着
を残す死者が化けて出るのが幽霊と考え
られた。例えば、壇ノ浦の戦いで祖母の
二位の尼（平清盛の妻）に抱かれて海中
没した幼い安徳天皇も亡霊となって方々
へ出現している。
歳の

安徳帝は高倉天皇と平清盛の娘建礼門
院徳子の間に生まれたが、清盛は

死後、平家一門は源氏の軍勢に追われて

孫を安徳天皇として即位させた。清盛の

高倉帝を強引に譲位させ、わずか３歳の

20

さまじく亡霊となって伊右衛門を苦しめ

川に流し捨てられたが、お岩の怨恨はす

って果てる。遺体は戸板に打ちつけられ

めしやー」の身振りをしながら説いたの

にも必ず出ますよ。と看護学生に「うら

「幽霊手」
）になるから要注意、国家試験

橈骨神経麻痺をおこして「下垂手」
（別名

下障害があれば経鼻胃管（あるいは、胃

てカフ付き気管チューブを挿入され、嚥

あれば気道確保のために気管切開を受け

れ、救急対応で落ち着くと、気道障害が

高齢者が病気で一般病院に救急搬送さ

重度の胃腸系の障害などから中心静脈へ

があればバルーンを留置され、あるいは

ろうを造り胃ろう菅）を留置され、尿閉

が懐かしい。

このお岩にはモデルがあり、元禄時代

人生の終末期についての私見

る。
に実在した江戸四谷左門町の同心田宮又
左衛門のお岩といわれる。彼女は実際に
顔面が崩れ、悲惨な顔貌であったと伝え

カテーテル留置あるいはポート埋め込み

など中心静脈栄養を受けて、つまり延命

処置を受け、入院３か月以内に、退院を

浜名 新
高齢者社会が急速に進行している。人

迫られる現状がある。患者の状況から在

お岩の住んだ屋敷跡に於岩稲荷・田宮神

られる。現在も地元四谷には伊右衛門と

生の終わりをどう過ごすのか、避けて通

宅・特養・老健などへ転出できない患者

型病院に入院患者の重症度に応じた、医

一般病院からの診療情報提供書
（紹介状）

療養型病院へ家族が入院希望すれば、

ところで、実在のお岩の顔面が崩れた

早い。お岩の上顎癌もみるみるうちに顔

療区分３・２・１とＡＤＬ（日常生活動

をもとに医事課職員は家族と入院相談を

10

社があり、 代目お岩の子孫が住んでい

れない問題である。在宅や有料老人ホー

に対しては、通常、療養型病院が選択さ

る。

平成

ムで過ごせる人は幸せである。

面を侵し、凄惨な顔貌に変じたのではな

作）との評価票から、入院基本料を算出

れる。

のは、上顎癌を患ったからではないかと

（２００６）年、厚労省は、療養

わたしは推察する。若い人の癌は進行が

いかと思う。鶴谷南北はこの話をヒント

席して説明をする。
入院に際して、
食事、

行う。その席に入院後担当する医師も同

排泄、認知、会話、理解力、日常生活動

する制度を導入した。療養型病院では経
治療・処置を要する医療区分３・２の患

作の程度や、意思決定権、終末期に対す

営上の観点から、診療報酬点数の高い、

かろうか。
ついでながら、かつて看護学生に教え
ていた頃、腕の注射場所をまちがえると

者を優先して入院させる。

に脚本を書き、大成功を収めたのではな

18

10

る、痛みに対する処置、酸素投与、点滴

は、入院から心肺停止に至る期間におけ

了解、サインして頂く。ＤＮＲの書面に

書面、身体抑制の書面を家族に説明し、

入院時、ＤＮＲ（心肺蘇生をしない）の

る希望などについて事前にチェックする。

しかし、これらの書面には法的効力はな

ンデングノート」などが一般的である。

の考え方」
、
「終末期の事前指示書」
、
「エ

「リビングウイル（生前意思）
」
、
「終末期

いての延命に関して、日本尊厳死協会の

書面の呼称はいろいろある。医療につ

困難と説明した。人工呼吸器を、延命治

止行為に過ぎず、殺人罪と認定するのは

までの一連の行為は、延命処置とその中

理由を、人工呼吸器の装着から取り外し

富山地検は嫌疑不十分で不起訴とした。

担当の外科医を警察が書類送検したが、

た人工呼吸器を取り外した行為に対して、

医師が、刑事罰、民事罰、行政上の罰か

断定したことは画期的であった。
しかし、

いが、担当医にとっては患者の終末期の
これらの書面を入院時に家族側から提

補液実施、抗生剤投与、輸血、経管栄養

示された場合、療養型病院の担当医は、

療の処置の１つとして、法的に、明確に

項目はその都度、説明と同意をへて決め

処置にたいするよりどころにはなる。

る。入院診療計画書を入院１週間以内に

延命処置を直ちに中止するだろうか。断

などの項目がある。輸血、経管栄養の２

家族と面談して手渡す仕組みが、保険診

じて無い。延命処置を不開始・中止・変

続などについて、
自ら判断できなくなる。

期の諸問題、病気（延命）
・葬式・墓・相

なる。その他、日本老年医学会、日本救

ロセスに関するガイドライン」が参照に

生労働省が示した、「終末期医療の決定プ

ふ えん

意を十分した上で、水分・栄養の投与（延

かもしれない。この事実を敷衍すれば、
さまざまな延命処置に対して、説明と同

命処置）を中止・不開始・変更した場合、

先述の「生前意志」の書面があれば、担

当医師は書類送検を免がれるだろう。ま

た、
種々の罰からも免責されるであろう、

と素人的に考えるがどうであろうか。

先述の厚労省の終末期医療決定プロセ

スの指針には、複数の医療側職員、家族

11

ら十分免責されたということにならない

療で決められている。

（２００７）年、厚

だから心身ともに健康なときに、諸問題

命医学会においても、終末期医療のガイ

更するには、平成

に対して、遺言書（公正役場）の作成の

ドラインを発表し、今年改定の動きがあ

高齢になると呆けてしまい自身の終末

みならず、残された人に対して、ああし

（２００６）年、富山県の射水市
民病院外科で、呼吸障害の患者に装着し

平成

ガイドラインが公表されたきっかけは、

ると聞く。
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て欲しい・こうして欲しいといった事項
を書面に記しておくことが推奨されてい
る。しかし、書面に記述する人は少ない
ようである。

18

側との説明と同意の場面で、延命処置の
不開始・中止・変更について、可能であ
ることが解釈される。しかし、肝心な免
責等の文言は見当たらないのが、片手落
ちというのか、大変残念である。
私は、あえて終末期の死に関して法的
に縛ることの必要を認めない立場である。

的知見に基づいて行う
意思表示：患者本人が書面などで意思

う意見もある。

人間も生き物であるという原点を見つ

めて、老化が進行すれば、体が食事を必

して苦痛を与えて延命を図るのではなく

要としなくなり、無理やり管などを留置

を示す。いつでも撤回できる
不開始・中止の対象行為：第１案、新

う平穏死を推奨する立場の医師がいる。

て、自然に朽ちる、老衰で亡くなるとい

たな延命処置 第２案、新たな延命処置
と現在行っている延命処置
免責：不開始・中止について医師は刑

はないか。終末期の定義が難しいと考え

重層的な各界のアンケート調査が必要で

分論議し尽くされているとも思えない。

はぐんと少くなる。心情として、わが身

を占めている。だが書面に記す人の割合

いて否定的な意見が大多数
（７割ぐらい）

を参照すると、自身の終末期の延命につ

終末期について、アンケート調査など

ら、管からの流動食を、手足の静脈から

り返す場合、家族との十分な話し合いか

る担当患者が、しばしば誤嚥性肺炎を繰

私は、療養型病院で管栄養を行ってい

いかと推測される。

まってくる終末期の看取りの流れではな

案（思想）である。今後、国民の間に広

在宅医や特養勤務の医師からの真摯な提

られる。回復の可能性が無く、死期が間

の死をなるだけ遠ざけ、先延ばし、書面

事、民事、行政上の責任を問われない

近いと判定されれば自然の経過で看取れ

に残したくは無いという深層心理が働く

12

尊厳死法案に対し、賛否両論があり、十

はならないと考える。

の輸液へ変更することを勧める。静脈確

但し、この場合、生命予後が２―３か月

のかもしれない。誰でも死は怖いからで

ばよいと考える。拙速に法案成立をして
さて、終末期医療における患者の意思

間に短縮（制限）されることを、患者側

保が困難になれば皮下注射に変更する。
医療関係に携わっている人は、日常、

に知らしめ、了解してもらうことが是非

ある。
延命処置を目の当たりにしているので、

尊重法案（尊厳死法案）の骨子（東京新

苦痛を受けてまで生かされることを望ま

）である。

終末期の定義：全ての適切な医療措置

聞、朝刊、２０１４、２，

を受けても回復の可能性がなく、死期が

口から食べられている人が、嚥下障害

とも必要である。
きになってみないと、決められないとい

ない傾向があるにもかかわらず、そのと

間近と判定された状態
終末期の判定：２人以上の医師が医学

21

末期が近づいていることを示唆している

面変更する。体力や免疫力が低下し、終

の再燃の間合いが短くなれば、点滴に全

併発すればその都度治療する。肺炎感染

点滴併用で推移を見守る。誤嚥性肺炎を

望まなければ、口から摂食を摂りつつ、

家族が管留置を望めば管の留置を行う。

の管の留置の有無を集約していただき、

でも家族同士で話し合いをして、栄養用

養補給用の管の留置を勧めない。あくま

で食べられなくなれば、私は積極的に栄

苦痛をともなう実体がある。生みの苦し

ある。そこには安らかさからほど遠い、

て、心肺停止状態に陥る事例が大多数で

次第に体力・諸臓器機能の低下を併発し

心不全・呼吸不全などとのせめぎあいで、

炎・尿路感染症）
・癌末期・神経難病進展・

行いながら、寿命と、感染症（多くは肺

情がある。突然死を除けば、延命対応を

まえば、そう簡単に死なせてくれない事

だがひとたび療養型病院に入院してし

るが連携を見直せばよいのではないか。

孤立死も捨てがたい。世間を騒がせてい

ほ

，

き く なます

、読売

死に方を みんなで褒めて 菊 膾

みというが、亡くなる苦しみもある。

からである。
私は今まで、家族からの要請で、説明
と同意のもとに、管あるいは経口から、
水分栄養を中止（断食）し、つまり延命

円城寺龍 （２０１３、
(

２０１４．５、療養型病院勤務

)

新聞朝刊 四季 長谷川櫂 撰・解説略）
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処置を中止し、心肺停止に至った事例の
体験は無い。関係者は固唾を呑んでその
ときを待つのであろうか。死因は老衰に
なろう。
多くの人は終末期の終焉（死に方）に
ついて、ピンピンコロリを理想としてあ
げるかもしれない。在宅でのわがままな

10

塵も積もれば……

豊泉 清

「嘘も方便」という言葉をよく口にす

る。方便とは仏陀が衆生を救うために用

いた手段という意味の仏教用語だそうで

救うという崇高な目的を達するためなら、

ある。ゆえに「嘘も方便」とは、衆生を

どんな手段を用いても正当化され、時に

は嘘をついても構わないと解釈できる。

結果として他人の利益になるならば、嘘

つきも罪悪ではないという論理である。

高校時代に
the end justifies the
という格言を教わった。 end
は終
means
わりと訳すが、目的という訳語もあるか

ら「目的は手段を正当化する」という硬

い直訳になる。ある目的を達するために

は全ての手段が正当化されるという論法

だから、仏教の「嘘も方便」と一脈相通

じる発想である。

Der Zweck heiligt die Mittel.

13

という格言がある。

ドイツ語には
「目的は手段を神聖化する」
居ぬ間に洗濯」に相当する。うるさい上

が留守なら鼠は安心して過ごせる。「鬼の

猫がいると、鼠はおびえて暮らすが、猫

になる。立派な成果を挙げるには苦労や

いては良い成果が得られないという意味

Tous les moyens sont bons pour

努力が欠かせない。英語には no pain, no
（苦労無し、利益無し）という簡潔
gain
な表現がある。苦労のペインと利益のゲ

司がいない隙に部下が息抜きをして一休
みするような場面を指している。洗濯は

インが韻を踏んでいる。

coperchi.
「悪魔は鍋を作るが蓋は作らない」

ている。
Contano più i fatti che le parole.
「言葉より事実の方が信頼できる」

直訳では瞬時に理解できない。蓋の無い

る者には歯が無い」

non ha denti.
「歯がある者にはパンが無い。パンがあ

る」に相当する。中国には「好事不出門、

う」という意味で使われ、
「悪事千里を走

必ず露見して世間に広く知れ渡ってしま

渡ってしまう。「悪事はどんなに隠しても

Chi ha denti non ha pane, chi ha pane 鍋で料理を作ると、匂いが隣近所に漂っ
て、どんな料理を作っているか直ぐ知れ

イタリア版の「論より証拠」である。

Il diavolo fa le pentole ma non i

命の洗濯で、息抜きという意味で使われ

attendre le but.
フランス語は「目的を達するためなら全
ての手段が善である」と表現している。
Tutte le strade conducono a Roma.
「全ての道はローマに通じる」というイ
タリア語の格言である。目的地のローマ
に行くなら、どの道を通っても構わない
という論法だから、やはり「嘘も方便」

丈夫な歯と美味しいパンを同時に持って

悪事伝千里」という格言がある。良い行

ではイタリア語の格言をもう少し紹介
してみたい。

いれば百点満点である。「天は二物を与え

と一脈相通じる発想と思われる。

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
「目から遠い、心から遠い」という直訳

Il buon vino non ha bisogno di frasca.

になっている。

の「好事不出門」と、
「悪事伝千里」が対

為はなかなか人に知られないという意味

ず」のイタリア版である。

……も安楽な手段を表すから、楽をして

ある。天国は快適な場所であり、車では

Non si va in paradiso in carrozza.
「車では天国に行けない」という直訳で

である。疎遠になった人はいつの間にか
忘れ去られる。
「去る者日々に疎し」と同
じ発想である。
Via la gattta i topi ballano.
「猫が出掛けると鼠が踊る」
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「良いワインに看板は要らない」

gabbia.
「篭の鳥より森の鳥の方が良い」

Meglio uccello di bosco che uccello di

La malerba non muore mai.
「雑草は決して死なない」という直訳で

解説無しでも理解できる容易な表現であ

という格言が当ててある。

ざ宣伝しなくても大勢の人が遠くから買

ある。園芸植物や栽培植物は手入れをし

る。

美味しいという評判が広まれば、わざわ
いに来る。中国の「桃李不言下自成蹊」

ないと直ぐ枯れてしまうが、雑草は抜い
ても抜いても次々にはびこっていく。「憎
まれっ子世にはばかる」のイタリア版で
ある。

能を生涯失わない。悪人はどんなに善人

狼は他の動物を襲って食い殺す獰猛な本

Il lupo perde il pe1o ma non il vizio.
「狼は毛皮を失っても悪徳は失わない」

とそっくりの発想である。
Buon vino fa buon sangue.
「良いワインは良い血を造る」
良い血とは丈夫な身体を指す。美味しい
ワインは健康に良い。イタリア版の「酒

を装っても、心底から善人にはなれない

は自慢話の好きな民族なのだろうか。

ならどんなことでも言える。イタリア人

と表現している。
「福は重ねて来たらず」

良い事が繰り返し起こることは滅多にな

La fortuna capita so1o una volta.
「幸運はただ１回だけ訪れる」

金が万能の世の中である。「地獄の沙汰も

金さえあれば何でも思いのままになる。

鍵である」

porte.
「金（かね）はどんな門でも開けられる

Il denaro è la chiave che apre tutte le

を連想させる表現である。

「小人閑居して不善を為す」という漢文

Ozio è il padre dei vizi.
「怠情は悪徳の父である」

Acqua passata non macina più.
「流れ去った水はもう粉を挽かない」
機会がない。機会は一度失うともう二度

は百薬の長」である。
A parole tutti sono eroi.
「話だけなら誰でも英雄」

と取り返せない。
「覆水盆に帰らず」と同

という意味で使われる。

俺は、俺は……という自慢話を聞いてい

様な比喩である。

水車の下を通り過ぎた水はもう粉を挽く

ると、天下の英雄のような印象を受ける

Chi poco parla poco sbaglia.
「少なく喋る者は少なく誤る」

と「禍は単独では来たらず」が対になっ

が、実は能無しの凡人である。口先だけ

という直訳である。喋り過ぎは誤りも多

ている。

い。中国語でも「福無双至、禍不単行」

いという論理で、
辞書には
「口は禍の元」
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という四字熟語がある。金さえあれば神

金次第」に相当する。中国には財能通神
イタリア版の「塵も積もれば山となる」

になる」

「小さな流れでもたくさん集まれば大河

いる我流の外国語学習の方法論である。

えも感じた。今でも気に入って愛用して

「理想のマイホーム」を見つけた。と

ツバメのお宿

様でさえ思い通りに動かせるという意味

イタリア語辞典を入念に読みながら、

である。

る。

で、
「地獄の沙汰も金次第」の中国版であ

いっても、これは人間の家や家族の話で

出来 尚史

（ワイン）の
留めておいた。例えば vino
項目の最後の方に「良いワインに看板は

はない。

格言が見つかると片端から雑記帳に書き

日本では「一つの石で二羽の鳥を殺す」

も積もれば山となる」を地で行くような

要らない」という格言が載っている。
「塵

「チュピ、チュピ、チュルリ」

Prendere due piccioni con una fava.
「一粒のソラマメで二羽の鳩を捕らえる」
という英語の格言が一石二鳥という四字

ネタ集め作業を長い間続けてきたお陰で

愛らしい声が聞こえる。ここは私鉄Ｋ

そこで格言を暗唱用短文として利用し、

か記憶できず、
苦労の割には能率が悪い。

語ずつ機械的に暗記していたが、なかな

学生時代には外国語の個々の単語を一

（どうだ、出来ばえは。俺の腕もなかな

「ピチュ、チュピ、ピ、ピ、ピ、ピーッ

合はお嘴製？

新居はもちろんお手製だ。いや、鳥の場

ップルが引っ越して来た。
今年は二世帯。

駅。南の国からはるばると、ツバメのカ

何十回も繰り返して声を出して読みなが

かのもんだろう）
」

ュティ、チッ（そうね、見直したわ。で

「チュピピ、チュルリ、チュリ。ピ、チ
激にもなり、一つの単語を他の単語と関

も、材料もよかったのよ。私が集めてき

内容の濃い文章を丸暗記する方が知的刺
連付けて効率良く記憶できるという手応

ら、
まるごと暗記するように努めてきた。

随筆にまとめてみた。

山のようなネタが集まったので、一編の

熟語に訳されている。イタリア語の方が
穏やかな表現である。
Cane affamato non teme bastone.
「飢えた犬は棒を恐れない」
腹ペコの犬の目の前に餌があり、その傍
らに棒を持っている人が立っていると、
犬は棒で殴られるのを覚悟で餌に飛びつ
く。棒で殴られる痛さより空腹の方が辛
い。
「背に腹は代えられぬ」に相当する。
イタリアにも犬と棒が同時に登場する格
言がある。
Tanti rigagnoli fanno un fiume.
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巣の一つはいつもの処、階段に面した

まあ仲睦まじいこと。

か、知らないけれど。

となります。ツバメが電車に乗るかどう

洒な一戸建。新築。通勤・買い物に至便」

環境は申し分なし。
キャッチコピーは
「瀟

改札まで３ｍ、コンビニまで２ｍと生活

していたのだった。

四羽プラス四羽、合計八羽の雛鳥が誕生

いた。後でわかったことだが、この時、

れている。一週間は長く、会うたびに雛

鳥の変貌ぶりに驚かされた。初めは巣か

たんだから）
」

壁に掛っている。もう一つは天上からぶ

私がＫ駅を利用するのは週一度に限ら

ら下がった監視カメラの上だ。

なにはともあれ５月吉日、
於Ｋ駅構内、

壁の巣の方は去年のものを再利用した。

ら顔だけ出していた。次に訪れた時には

間たつと小さな足を巣の縁にかけている、

２組のツバメ夫婦の新婚生活がめでたく、

といった具合だ。喉のあたりが臙脂色に

元々丁寧に作ってあるから、修築も楽だ

それから二週間後のことである。改札

白い胸がみえるようになり、さらに一週

を出た私は監視カメラのツバメに声をか

染まっていく様も、姿かたちが親鳥に似

めでたく、始まったのでありました。

望抜群。築一年の美邸。安全保障付き」

これなら外敵も容易には近づけまい。「眺
けた。

てくる様子も、私の眼には一足飛びの変

ったと思う。
床からの高さが５ｍもある。

ですか。

「おはよう」

ってしまう。そうか、基本的に人間を信

い。不心得な人間がいたら、と心配にな

いし、手を伸ばせば届きそうなくらい低

―よくもこんな場所を選んだものだ。狭

モゾと見え隠れしている。あっ、雛だ、

り背伸びしてみた。灰色っぽい物がモゾ

微妙に揺れているではないか。思いっき

を覗き込んでいるのだ。よくみると巣が

チュッとも返事がない。一心に巣の中

が騒がしくなる。

る。親鳥が戻って来ると、途端に巣の中

ち代わり、ひっきりなしに餌を運んでい

バメ、お母さんツバメが、入れ代わり立

ツバメの子育ては忙しい。お父さんツ

一方、監視カメラに乗っかった巣は―

用しているんだな、このカップルは。そ

赤ちゃんが生まれたんだ、と思った。

化として映った。

れに人の中にいれば他の動物に襲われる

押し合い、へし合い、われ先にと突き
居でもなにやら動きが見える。こちら

出す口、口、口。開いた口は最初菱形で

「僕にちょうだい」
「私が先よ」

よくよく見ればこの新居、カメラの傾

も！ 二世帯同時に二世誕生とはすばら

あり、
目いっぱい開けば六角形に見える。

小躍りしながら階段を下りると壁の新

斜を利用したモダンな仕上がりになって

しい。私は心の中で「やった」と叫んで

こともないだろう、と。

いる。設計・施工は燕太郎・花子夫妻だ。
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に沿って菱形が並んでいる姿には思わず

体が小さいうちは口がすべてだ。巣の縁
競争である。

る。ここで始まるのが巣の中での席取り

けにはいかない。体つきも親鳥に似てく

「あっ、あいつ不正乗車だ」

がら睨みを利かせている。

と、これは壮観だ。全員身を乗り出しな

「ほら、あの黒いコートのおじさん」

笑いがこぼれてしまう。

「やだもん。兄ちゃんこそ、

「よし、
飛んで行って突っついてやろう」

「どれ？」

さっき食べたばかりじゃない

――あのう、もしもし。君たちまだ飛べ

「おい、
そこ俺の席だぞ。
あっち行けよ」

成長するとさすがに口ばかりというわ

か」

ないんだけど。

早業」
。
雛の口に餌を突っ込んだかと思う

親鳥の給餌はまさに「目にもとまらぬ

「なにやってんの。私の席取
わ」

らないでよね。失礼しちゃう

でいない。

上を、時にはすぐ横を、矢のように通り

りしてはいられないのだろう。人々の頭

の子供たちを抱えて一秒たりとものんび

と、次の瞬間には飛び立っている。空腹
「チッチッ」というより、
「ジ

抜けていく。

雛の鳴き声は親鳥ほど澄ん

「チュジュ、ジュビ」のよう

ュッジュッ」

ツバメは飛びながら空中で虫をキャッ

チするという。流線型の体、先のとがっ

に聞こえる。
数が多いからにぎやかなこと

た翼、長い尾が高速滑空と素早い方向転

っているのを見た。どんよりと曇った夕

いつだったか、数羽のツバメが飛び交

換を可能にしているらしい。

この上ない。
監視カメラは改札口を見張
れた巣は監視塔そのもの。雛

方、別の場所での話だ。虫を追いかけて

る位置にある。その上に造ら
鳥が揃って巣の前面に陣取る

18

実に鋭い。空を斜めに截る、といった感

繰り返していた。滑空する時の飛翔線は

いるのか、上下左右に不規則なターンを

か２ｍ。でも、初めての飛行としては上

ツバメに違いない。巣からの距離はわず

時計の上だ。これが一番先に飛び出た仔

いな、もう一羽は？ あっ、いたいた。壁

巣の中に仔ツバメが三羽。数が足りな

「チッチッ、チュルチュ（もう少しだっ

バメはかろうじて巣に掴まった。

と必死で羽ばたいてＵターンする。仔ツ

足りない。おっと、落ちるぞ。バタバタ

につられて一羽が飛び立った。でも力が

たね。今度は飛べるよ）
」とお父さんツバ

じだった。三羽、四羽と集まると直線が

出来ですよ。時計の縁は丸いから今にも

メ。

多重に交錯する。空間がいくつものピー
スに分断され、パラパラと音を立てて切

滑り落ちそうだ。頑張ってしがみついて

三番目の仔ツバメが意を決して身を躍

れ落ちていくかのように見えた。

いる様子がなんとも可愛い。お父さんツ

そのまま飛び続けて母親のいる手摺りに

らせた。
一度下がったが見事に持ち直し、

天性の名ハンターにして働き者。おま

「偉かったね。しばらくそこにじっとし

バメが声をかける。

「すごいじゃない」

到着した。

幸せだ。温かい家庭で慈しみ見守られ、

二番手は誰だろう。手摺りの方からお

ていなさい」

けに子煩悩。そんな両親を持った子供は
仔ツバメはすくすくと育っていった。
やがて巣立ちの時がやってくる。

「うん、僕頑張った」

顔を見合わせながら母子がしゃべって

母さんが励ましている。

いる。彼らと私の間隔は１ｍちょっと。

六月最後の土曜日、監視カメラ上の巣

かないから。こちらにいらっしゃい」

られるとは――。

目と鼻の先でこんな微笑ましい情景が見

「さあ、思い切って飛ぶのよ。怖くなん
巣からお母さんの所まで７―８ｍ。子

姿も雛鳥の姿も見えない。いつ引っ越し
たのだろう。

供たちはもじもじ、もじもじ。ふん切り

に札が掛っていた――「空き家」
。親鳥の

「チッチッ」

ナーズのための飛び方教室」は始まった

お父さん、お母さんが主催する「ビギ

ばかり。最後まで見届けたかったが、残

がつかないと見える。お母さんは一旦巣
「見てて。もう一度やって見せるから。

に戻った。

声がする方に目をやると、よかった、
摺りに一羽。尻尾が短めだからこちらは

壁の巣一家はまだいるようだ。階段の手

一週間後にＫ駅を訪れると、壁の巣ホ

念ながら私の方が時間切れだった。
お母さんはスイーッとひと飛び。それ

次はあなたたちの番よ」

お母さんツバメ。お父さんツバメは巣か
ら少し離れて壁に止まっている。

19

二か月足らず。折角親しくなれたと思っ

いう間だったね。五月に引っ越してきて

ームの方も空き家になっていた。あっと
絲を縫うように飛ぶ三羽のツバメ。池の

扇面はなんと「柳にツバメ」の絵だ。柳

鞄の底を探ってみる。
一年ぶりに開けば、

の教育終了後、実施部隊に配属される。

攻。築地の海軍軍医学校の２か月あまり

学部卒・母校の外科教室入局。外科を専

日にサイパ

面には波紋が二つ。

ツバメたち今頃何をしているのかな。

――なんだ君たち、ここにいたのか。

ンのガラパン港に到着してから７月７日

戦記は、１９４４年４月

ていたのに。

サイパン守備隊残存兵による総攻撃に加

ぐって参りましたので、 年前の井出先

私と夫は５年に渡りサイパン戦跡をめ

人間味豊かな手記には引きこまれました。

医師らしく冷静沈着に現状を見つめ、且

約３か月の過酷で凄惨な戦場体験を、

が日を追って記載されています。

を米海兵隊に捕われ生還するまでの経過

困憊の末ジャングルで倒れているところ

わり、２日後の７月９日飢えと渇き疲労

心を込めて一あおぎ、二あおぎ・・・。

生還！ バンザイ突撃に
参戦した軍医中尉（１）

颯々と涼風至る。

二家族またお隣さんだろうか。渡りの季
節にはまだ早い。でもなにごとも用意周
到のツバメたち、どこかで準備を始めて
いるのかもしれない。そう、たくさん食
べて体力を養っておかねば。秋には何千
㎞もの旅が待っているのだから。
監視カメラの上と壁の上、空っぽにな
ったツバメホームを見ると寂しさが募る。

美濃部 幸恵
協力 美濃部 欣平
玉砕の島といわれたサイパン戦の「最
後の総攻撃」に加わった青年医師が奇し
くも生還され戦記を出されていました。
「精強２６１空虎部隊 サイパン戦記」

年（１９４２年）名古屋大学医

お名前は、井出次郎医師 海軍軍医中
尉です。
昭和

生の戦場経路がだいたいわかり、当時を

偲ぶことが出来ました。

今回は、手持ちの写真も入れて分かり

ようと思います。

やすく先生のサイパン戦記をたどってみ

20

24

70

外は今にも降りそうな梅雨の空。忘れて
いた蒸し暑さがどっと襲ってきた。風は
そよとも吹かない。
思えば爽やかだった、
一緒にいる時は。
ツバメは「風の使い」だったのではない
か、と今にして思う。あの鳴き声、あの
飛翔と共に、清々しさはどこかに行って
しまった。
そうだ、たしか扇子があったはずだ。

17

日、

現在の横須賀港
海上自衛隊横須賀施設がある。
横須賀線が横須賀駅に近づくと車窓から、
普段の生活では見かけない光景が広がる。
多数の護衛艦や潜水艦など海上に並び、日の丸や
旭日旗が潮風になびいている。

ました。

病院船は純白で煙突に赤十字の標識を

つけ、船首から船尾にかけて緑色の電球

目印で国際赤十字条約において攻撃を禁

が照明されていました。これが病院船の

止されていたのです。

氷川丸は現在、横浜港グランドホテル

前山下公園に係留され博物館船として公

開されています。

日 サイパン島ガラパンに入

名と共に上陸しました。

日に入港して

21

☆ガラパン港
４月

港し同期生

この時点ではまだ後の過酷な運命は考

えられず、先生も椰子と熱帯植物に蔽わ

れた南洋の景色や珊瑚礁のエメラルド色

の海の美しさに感激されております。

師団は、５月

＊サイパン玉砕戦悲運の部隊、斉藤義次中将

います。

率いる第

師団は上陸後、軍旗を奉侍し一万

19

氷川丸 横浜山下公園

年）４月

名と

第

43

井出次郎海軍軍医中尉
☆横須賀港
１９４４年（昭和

南方各地に配属される同期生約

50 20

横須賀軍港から、病院船氷川丸に乗船し

10

24
43

19

JR

人の将兵が、ガラパンのメインストリー
トから、彩帆神社まで堂々の行進をしま

22

した。その威容にサイパン在住邦人は〝
歓声を上げて迎えたのです。

氷川丸
海軍軍医井出次郎中尉は、この氷川丸に乗船しサイパン島に出征されました。
出港は１９４４年４月 日でした。
＊シアトル航路用の豪華貨客船だった氷川丸は、戦時中１９４１年から海軍
特設病院船となった。純白の船体、大きな赤十字マークをつけた氷川丸は、
南洋方面の軍医、傷病兵を３度の機雷接触ものり越え、終戦まで約 回、３
万人を運んだ。
戦後は復員兵や、一般邦人引揚船としても活躍した。
その後客船としてシアトル航路に復帰。
１９６０年に波乱の活動を終わり引退。
現在、薔薇の花咲く横浜山下公園前に係留され、大切に保存された雄姿を見
る事ができます。又艦内も見学でき、豪華客船の客室や歴史が展示されてい
ます。

24

これなら安心だ〟と日の丸の小旗を振り

※ホテルニューグランド横浜
横浜異国情緒の香り漂う名門ホテルは、氷川丸の前です。
終戦直後は進駐軍最高司令官マッカーサー元帥の宿舎となった。
横浜港に面した３１５号室がマッカーサースイートです。

20

ガラパンの海
１９４４年４月 日井出次郎軍医は、半袖、半ズボンの海軍防暑服姿でサイバン島ガラバンに入
港した。
「空は一点の雲もなく、徴風が心地良い」と書いておられる。
しかし２か月もたたぬうちに、激戦の島となった。
現在のガラパン港からは、若者たちがバナナボートや、水上スキー、真っ白な観光船に乗り、白い
珊瑚礁に縁どられたマニャガハ島へと出発して行く。
24

サイパン神社
（彩帆神社） 鳥居や破損した灯籠が残る。
師団約一万の将兵が軍旗を奉侍し行進して
いった。
43

23

井出先生の配属は第２６１航空隊（略２

☆アスリート飛行場
宿舎がありました。現在、このあたり一

ート飛行場の勤務で隣接敷地に診療所や

行場です。

点在しております。隣がサイパン国際飛

２６１空の司令官は上田猛虎中佐で飛

帯には、多くの旧日本海軍設営の戦跡が

24

６１空）でありました。島南部のアスリ

アスリー卜飛行場跡
旧海軍発電所跡 外壁だけが見事に残る。

アスリー卜飛行場跡
アスリー卜飛行場跡
式戦車、機動速射砲、高角機銃、魚雷などが損傷し、 高角機銃の後方は現在のサイパン国際飛行場。管
サビ着き、経年劣化した痛ましい姿で点在する。
制塔が見える。
97

行場の戦闘指揮所におりました。
軍医長は岡本新一軍医大尉、この方は
背が高く、モダンなサングラスにコール

した姿は、フランス映画の外人部隊指揮

マン髭を蓄え、戦闘帽の後ろに布を垂ら

共にしたようです。

に残した傷病兵の下に戻り患者と運命を

この岡村軍医長も玉砕戦参加後、洞窟

旧日本軍諸施設跡
その他旧日本軍造設の諸施設はアメリカ軍が感心
したほど堅牢であるため、今も無数の弾痕を残した
まま、赤十宇社などに活用されている。

官のようだったそうです。

旧日本軍諸施設跡
最近草叢を刈ったら出てきたというかなり大きな建物跡、宿舎や診療所などがあった建物か？
数人が並んで使える細長い洗面台のようなものもある。

25

サイパン国際飛行場
旧日本軍アスリート飛行場に隣接。
この中にも日本軍のトーチカが２棟残る。
ＤＥＬＴＡ ＡＩＲの窓から見るサイパン飛行場。
ローカルで可愛い小さな飛行場です。
右、タポーチョ山 ４７３ｍ
(
)

の編隊が

者全員をつれて防空壕に入った。

上空には米軍重爆撃機Ｂ

島の南から北へ向かっている。アスリー

24

☆米軍機現わる

五月二九日

時頃医務室で診療中、突然地

立っていく。

ト飛行場からも戦闘機が迎撃のため飛び

『午前

実戦経験のある岡本軍医長の命令で、患

26

ひびきと同時に落雷のような連続爆発音、

サイバン島の果物いろいろ
マンゴウ グアバ サイパンレモン パンの実 椰子の実
ビンロウジュの実 パパイヤ ピクルスフルーツ アボカド
パッションフルーツ カニステル アセロラ ドラゴンフルーツ
シャシャップ 他いろいろ。
今日では、めずらしくなくなった南洋の果物も多くなりましたが、ジャ
ングルに自生し、たわわに実をつけた実物は圧巻です。
パンの木 変わった名前です。実がもちもちしてパンのよう。
蒸し焼きや、うすぎりにして焼いて食べる。味はさつまいもに似ていま
す。かつての移民のこどもたちはおやつに。
戦争中ジャングルをさまよった兵隊さんたちには、
ありがたい命のパン
でした。

10

それ以後飛行場一帯は対戦体制となり、
医務隊も午前３時起床になり宿舎より５
百メートル先の医務室に行って待機する
〝ときに大トカゲに出会って大いにき

ことになる。
』
もをつぶした〟そうですが、私共もドン
ニー野戦病院跡へ向かう山道で出会う。
車の助手席にいたヨネコさんが突然悲
鳴をあげたので、前方をみると、フロン
トガラス越しに長い首をもちあげ、がっ

氏名、階級、場所を庶務課主

戦時治療所において応急治

海軍病院に転送する。

→

軽傷者

日

療する。
６月

『ウオンウオンという爆音、敵艦上機の

大編隊であった。

やがてグラマンＦ６戦闘機が一列にな

り急降下攻撃をしかけ、アスリート飛行

場、タナパグ方面の港湾施設に対して猛

27

しりした顔で我等を振り向いている大ト
カゲの出現、井出先生と同じく〝大いに
きもをつぶした〟のです。
サイパンにはまだ、全長一メートルを
超す大トカゲが開発されていない東海岸
側や山中に入ると生息しているのです。
医務隊の分担任務は軍医長を中心として

→

戦死者

取り決める。

応急処置後、ガラパンの第５

任に報告する。

→

重傷者

11

その間に着任以来の戦友の死、夜襲攻

その人格の反映であるので、かくの通り

を語るものであり、作品もまた偽りない

そのまま素直にたどることが何より自ら

緯にもふれつつ、今までの人生の歩みを

撃の命令など経験します。しかし青年軍

いささか回想的、自伝的に過ぎる文とな

行場の戦場におりました。

医の修羅の戦場生活は始まったばかりで

烈なる機銃掃射を浴びせてきた。
』
日本陸海軍陣地からも懸命に高射砲を
した。

＝少年期＝

私は昭和

古川市で生まれた。

べり、木登り、水泳、など夜遅くまで遊

って飢えをしのいだ。子供たちは土手す

の人々は河原に畑をつくり芋などをつく

私の生まれた昭和

年代、加古川の町

年（１９４７年）兵庫県加

ったがご容赦いただきたい。

ったのです。

引用、抜粋参考書
精強２０１空〝虎部隊〟サイパン戦記 井出
次郎 光人社ＮＦ文庫

つづく

打ち上げ応戦したが、あまり効果はなか
井出次郎先生は、戦時治療所の防空壕
入口付近で空中戦を展望しておられる。
御年二十六，七歳の青年軍医らしく臨場
の物凄いありさまが想像できます。

旅の途中でひとやすみ
―画集製作にあたって

ぶことができた。今から思えば自由きま

を刊行する機を得た。通例なれば自らの

今般、今までの絵画作品を纏めて画集

股になっている木をつたって細い枝まで

し泳ぎまわったり、神社にある大きな二

た。川が近いので水着のまま家を飛び出

28

感ある詳細な記述を残されており、戦場
『ダグラス、グラマン爆撃機は急降下
しては弾倉を開いて爆弾を投下していく。
たちまち炸裂音とともに物凄い黒煙が吹
戦時治療所に高射砲陣地の負傷者など

き上がる。

創造に因む姿勢や信条、依って立つ思想

登ったりした。今思うと、とてもできな

まに泥だらけになって遊べる時代であっ

なり、芸術論なりを併せて語るところで

い危険なことだが、誰にも、うるさく注

白矢 勝一

井出先生は六月一九日の日没、「飛行場

あろうが、私の場合、医学という取り組

意されなかった。

が運びこまれ傷の消毒、止血、包帯、応

の一角に敵戦車軍突入せり」の報に部隊

むべき独自の大きな分野もあり、その経

く。
』

が島北部に移動するまで、アスリート飛

急処置で医務班は一睡もせず懸命に働

20

22

と大きくなると河原に捨てに行く。つら

いる。鶏は何羽もいた。暖かい卵を産ん

たら画家か考古学者になりたいと思った。

小学校では、
１年の担任の山本先生に、

でくれた。その鶏がイタチに殺されたの

い記憶がよみがえる。誰かが拾ってくれ

その父は趣味と言えば川魚つり。父と

しかし父親に、それでは生活していけな

一緒に夜遅く、はえ縄を仕掛け朝フナや

「白矢が暴れたら今度みんなで二階の窓
いる。通信簿はオール１、性格欄評価で

を今も覚えている。卵を産まなくなった

ていればという気持ちだけは今も残って

は根気強さのみ優秀で協調性、明朗性な

コチなんかをとった。川魚は貴重な蛋白

鳥を自分たちでは殺せない。父と自転車

いと反対され進路を変えた。

どすべて最低とされた。よほど先生に嫌

源であった。 月になると小さなショー

から放り出せ」と言われたことを覚えて

われていたと思われる。母は、参観日で

その時生まれて初めて褒められた母は、

お子さんは、
磨けば光る玉だ」
と言われ、

ところが４年生の時、先生に「お宅の

続けることが続いていた。

頭を地にこするつけるように下げて謝り

「いつもお世話をかけてすみません」と

たバナナはなんともいえない香と味をも

たころだったかもしれない。南洋から来

ん南洋じゃ美人」という歌がはやってい

だった。私は皮まで食べた。
「私のラバさ

湾）でいくらでも食べたからということ

ナナを二本、母は食べなかった。外地（台

で紙までしゃぶった。またある時にはバ

トケーキを二つ買ってきてくれた。兄弟

度となく経験した。

だけでは生きていけないということを幾

ってきて育てた鶏だ。貧しい時代、愛情

鶏の顔を区別できた。川でひよこ草を取

円なら買うと言われる。当時はすべての

＝青年時代＝

に載せて鳥屋に買ってもらいにいく。

って来た。

大喜び。空を飛ぶような気持ちで家に帰

ンを教えてくれると聞いて、そこに通わ

とがあった。田中文房具の二階でデッサ

が家は貧しいが兄弟三人、祖父、父母そ

ごはんとおかず一品あればよかった。我

だ。その近くに台所とちゃぶ台がある。

当時はどこの家にも井戸があったもの

る、そういう神話が存在した。私は東大

勉強すれば偉くなれる、頑張れば報われ

でもないという中流意識を持っていた。

い。一億総中流、みんな金持ちでも貧乏

そのころはいい時代だったかもしれな

せてくれた。ここでの勉強は今でも役に

を受験した。

たらしてくれた。

立っているのかもしれない。 分ほどで

して猫、鶏とともに幸せな日々を送って

東大に入った時の記念写真が残ってい

描いたマジック画が最優秀賞になったり、

その母は私を画家にしようと思ったこ

50

いた。猫は何匹も子供を産んだ。ちょっ
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新聞に載ったりした。それで大きくなっ

10

い。あれは何月におこったことだろう。

本能と理性の差がでているのかもしれな

していった。法学部は反応が鈍かった。

して文学部、教養学部、農学部へと波及

紛争は医学部から始まった。それに呼応

た。それは東大紛争にと向かっていく。

私が入学したころ学生運動が盛んだっ

法が書いてある。主人公の友達がよくモ

である。金閣寺の中で女に惚れられる方

ったのは「金閣寺」
、
「不道徳教育講座」

余談になるが彼の作品でおもしろいと思

売名行為のうまい奴だなあと思っていた。

三島由紀夫は当時売れっ子作家であった。

もなっている。
この時私はその場にいた。

来た。
「全共闘対三島由紀夫」これは本に

り合い。この紛争中駒場に三島由紀夫が

の社青同、革マルなどの全共闘との小競

共産党系の民主青年同盟と反共産党系

ゆく。筑波法がつくられ教育大学は筑波

その後浅間山荘事件などにつながって

防戦を境として終末を迎えるのである。

局全共闘は敗れ、東大紛争は安田講堂攻

そんな東大紛争にも終わりが来る。結

たかったのではないかと考える。

敗戦国日本の失ったものを彼は取り返し

きなかった。しかし現在の日本を見ると

の考え方は当時の私にはまったく理解で

売名行為の彼が腹を切った。三島由紀夫

衝撃を覚えた。
あの自己主張のかたまり、

たのである。これをテレビで見たときは

の三島が自衛隊の建物の中で割腹自殺し

「無期限ストが決まったぞ」という声が

テル。それはなぜか？彼が言うには「自

全学連も見かけなくなった。日本はおと

大学となり、その後「全共闘」は消滅。

いのだろうか。学問とは何か。

響く中、同じクラスの藤井君とドラム缶

分は足が悪い」
自分の弱点を見せるんや、

年ＳⅡⅢ３Ｂというクラス

の火を後にしながら「明日から授業がな

という件である。私は友達や兄弟とこれ

なしい国になっていった。中国の天安門

る。入学後

い、よく寝れるなあ」と駒場寮の前を歩

を肴におおいに笑った。この禿がええん

事件と同じである。為政者は都合のいい

の一員に。このクラスの同窓会は毎年行

いていた。その後長いストが続くのであ

や。この腕のやけどのあとに女が惚れる

ように法律をつくり国を操っていく。そ

うことだ。

われている。

る。無期限ということは期限がないとい

んや。まあ、あほなことを言って笑い転

この紛争中、何度もクラス討論が開か

いかなかったからである。その後農学部

私はこの紛争中に自ら留年した。納得

の結果がどうなろうとどうでもいい。
この後懐かしそうに駒場を歩く三島にサ

畜産獣医学部にすすんだ。このとき駒場

三島は駒場で堂々と持論を展開した。

げた。

って学士会館で毎年同窓会を開いている。

インを求める学生の姿を覚えている。こ

上野君や三宅君 丸井君 私が幹事とな

れた。
卒業後も心許せる大切な仲である。

東大を頂点とするこの教育制度は正し
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中で寮歌などを歌う。硬派学生を気取っ

に集まって電気を消し、月明かりがさす

人くらいだろうか。夜誰かの部屋

狭い６畳ほどの部屋に男二人が住む。全

寮を離れ向ヶ丘寮に入寮した。この寮は

大学を受験すると幸運にも入ることがで

学部に入りなおすことにした。島根医科

自分にあった仕事がなかった。それで医

った。どうも肌が合わず他に移ったが、

会で働くという知識なしにある会社に入

の免許は持っているものの、まったく社

分の配慮をいただき、大学の非常勤講師

よびＤＭセンター教授の北野先生には過

号も授与された。

に二度医学論文の発表の機会を得、博士

れていた。長滝先生のおかげでアメリカ

も親密な付き合いがある。上司にも恵ま

寮となった今も同窓会は開かれている。

寮歌などを歌い肩を組む。向ヶ丘寮が廃

の一つだった。先輩後輩が一つになって

る寮祭は横山さんに会いに行くのも目的

派なんかにひかれていた。この当時の友

写を始めた。ゴッホやゴーギャン、印象

三の絵の画集を手に入れ、人形などの模

すために夜遅くまで絵を描いた。佐伯祐

学園祭が行われると展示会に間に合わ

先生、北澤先生、新家先生、山本先生な

本院では時代を代表する三島先生、
、
谷島

ぐれた先輩、仲間に恵まれていた。東大

大宮日赤、最後に九段坂病院がある。す

勤務先としては東大病院、東大分院、

を退職期まで勤め上げることができた。

員で

ていた。貧しい学生は横山さんの手にな
きた。

東大農学部ボート部入部。また農学部

人は今も篠上先生、渡辺先生を中心に同

先生、蓑田先生、堀先生手、白土先生、

ど偉大なる先生方に、東大分院では増田

女子医大の教授になられた堀先生、お

る寮食のうまさに感激した。毎年行われ

デモなんかにも参加
副委員長 におされ、

に戻ってこいよという友達がいて彼の勧

窓会を行っている。卒業するころ、東京

手ずから教えていただいたのである。多

藤野先生、大宮日赤では小島先生などに

した。
このころの青春の思い出は強烈だ。

めで東大眼科に入ることになった。

学生運動での駒場寮、東大農学部自治会
室での泊まり込み、ボート部での戸田や
山中湖での合宿、こういう集いはおのず

が最後の勤務医時代となる。その後、小

して現在に至っている。九段坂病院医長

くの先生方のおかげでなんとか眼科医と
医局に入ったころの同期は五人、
竹中、

＝医師になって以降＝
北野、鹿児島、村尾先生、今も頼れる存

平の地で開業。山之内、澄川、奥村、中

と連帯感を呼ぶ。いまだにそれぞれ同窓

在だ。一緒に勤務医として同じ病院で働

野、小沢、等…。多くの先生方と毎月理

った仲間だという意識だろう。
さて卒業となるにあたり、どこかの会

いた多くの仲間たちの存在は大きい。今

会が開かれ楽しめるのは同じ釜の飯を食

社に入るということになった。獣医医師
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旅した。目的をもった旅は楽しく、その

作品との関係を知りたくて何度もパリを

と心身の軌跡をたどり、その人生と絵画

祐三は、パリで客死しているが、彼の病

再び絵に熱中するようになった。佐伯

人の下に人を置く。私も子供のころ雁が

文明の名のもとに虐げていく。人もまた

絵を多く見ることができる。人間は鳥を

うだ。人間に虐げられた鳥を主題とする

自然に向かい素直な気持ちをお持ちのよ

事会で会えるのも楽しみの一つだ。

前述したが、東大卒業後いったん会社

記録は、
『佐伯祐三・哀愁の巴里』と題し

くの字になって夜飛んでいくのを見た記

＝絵画との出合＝
員となる。その後、島根医大を経て東大
眼科に入り博士号を授与された。病院勤

憶がある。ヒバリがピーチクパーチクい

まった。ところがあるとき佐伯祐三の画

たところでどうにもなるまいと思ってし

んな絵描けるわけがない、今更絵を描い

の下にまた美しい色彩の服が見える。こ

は描けないと、気持ちが沈んだ。ドレス

見事さに圧倒され、とてもそのような絵

『王女マルガリータ』を見て、その絵の

し絵を学べてよかったと思う。絵は自由

姿勢は素晴らしいと思う。藤島氏に師事

言葉だ。
近在絵画の父セザンヌその技法、

なことは「僕はセザニアンだよ」という

うな感がある。氏の言われた事で印象的

会に所属し、人生を絵画に捧げてきたよ

支えとなっている。藤島氏は自由美術協

家の吉留邦治氏に出会ったことは大きな

私の画業人生で画家の藤島清平氏と画

セザンヌは面白くないと思うという意見

さてこのセザンヌについてだが、私は

にそのとおりだ。

個性の大切さを生かすことが大切だ、実

を学べてよかったと思う。絵は自由だ、

は素晴らしいと思う。藤島氏に師事し絵

近在絵画の父セザンヌその技法、姿勢

ザニアンだよ」という言葉だ。

の言われた事で印象的なことは「僕はセ

いがまことに犠牲を伴うものである。氏

ところがいつのころからかまったく彼ら

集を手に取り絵の本質を見たような気が

だ、
個性の大切さを生かすことが大切だ。

を見ることがない。文化文明はすばらし

したのである。佐伯祐三の『人形』であ

だ。理論的で感情的なものが薄いように

の画家としてのすばらしさ、そしてその

る。

実にそのとおりだ。氏は権力に対する反

思われる。ゴッホ、ゴーギャンなんかは

病について書かれている。

ってから急降下していくのを何度も見た。

吉留邦治氏と共著で、二〇一二年（平成
年）に出版している。この本には佐伯

めの後、一九九〇年（平成２年）小平に
開業した。
開業後、
絵を描いてみたいと思ったが、

「絵は個性、下手でもよい、その人が

逆児という芸術家らしい一面がある一方

スペインに行ってベラスケスの描いた

真剣に取り組めばいい」
との佐伯の言葉。
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ところがこのセザンヌをゴッホやゴーギ

情緒的だ。数学対文学みたいに思える。
は私しかかけない何かがあると考えるの

旅に出ることと思っています。その絵に

傾向を目指しています。今の主流は前者

ると、古典主義は後者に属し、私もぞの

造形」派と「フォルム・表現」派に分け

現にその傾向のもので黒を使った成功例

がいいのかもしれない。個性を大切にし

巨匠の光と影。影の色、黒い服の色の出

はあまりお目にかかりません。この国で

ャンは称賛しているのである。これは法

し方誰か教えてくれませんか。色の効果

は伝統的に、
「美しい色彩」
、
「明るく楽し

で、どちらかと言うと黒は忌まわしい色

か。
」弁護士に尋ねたことがある。
「１＋

的な使い方を教えて下さる方お教え願い

い画面」
、
「個性」
、
「マチエールや素材の

でそれから排斥される傾向にあります。

１＝２は変わらない。そう簡単に一度決
ます。

現に画壇でも市場でも市民的価値観でも、

うとしていますが黒色で悩んでいます。

まったことは変わってはならない」との

吉留 黒というのは実に魅力のある「色

そういうものが「いい成績」をあげてる

て技術をのばす必要がある。今絵を描こ

返事であった。セザンヌの絵は法学部が

彩」で、諸刃の剣のようなところがあり

ようですが、私はひねくれ者で、その総

しな判例があっても、判例主義に陥るの

もとづいているのと似ているのではない

ます。成功すれば実に深みのある、詩情

学みたいなものかもしれない。「なぜおか

か。セザンヌの絵は絵を絵らしく見せる

豊かな、落ち着いた、クラッシクな画面

長くなりますのでこの辺でやめますが、

てについて当然には受けとめていません。
のない、活気の無い、汚れた画面になっ

信じるある方向に徹する事が大事だと思

いずれにしろ、先ず技法以前に、自分が

]

てしまいます。その黒を真正面から受け

います。最後に技術的なことを言えば、

[

吉留邦治氏は「白と黒、線について語

とめておられることに敬意を表します。

工夫」等を絵画上の価値として尊重し、

かという合理性の追求だ。しかし私には

を醸成しますし、使い方を誤れば面白み

文系に属するにも関わらず数学的理論に

そこに味付けされた情緒的なものを感じ

りましょう」という私のヤフー掲示板で

私の場合は成功の要件としてフォルムと

る能力がないのかもしれない。

知り合った画家、文筆家である。

成功すると黒は「色彩」として画面に落

そうすると、地塗りとあいまって色彩計

前にグラデーションを作っておきます。

かの色味を加えたものにパレット上で事
ち着いてくれます。便宜上絵画を「色彩・

トーンの的確な把握があります。それが

私の場合、モチーフに応じ、黒になんら

さてその時のやりとりを再現してみよ
う。
]

白矢 絵を描き続けることは自分探しの
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いかがでしょう。

ラ・トゥールの「大工のヨセフ」などは

ださい。因みに美しい「黒の絵」として

ても真っ黒のままですので是非避けてく

から、ランプは色味が強すぎいくら混ぜ

ぽいグレーの軽さは避けられます。それ

純に白だけでトーンをつけた場合の青っ

画上いろいろなものが見えてくるし、単

黒はなかなか奥が深いと思います。４月

躍は正しくないかもしれませんが、白と

します。黒は革命の色か？この論理の飛

体としたこと、革新性、新しさでは一致

ルノアールやマネは？この３人は黒を主

アの黒と白は素晴らしい。
彼は麻薬中毒。

いう気持ちでバスキアをみますとバスキ

全てを受け入れる色かもしれない。そう

すでに描かれてしまっている。そこを通

経てヨーロッパの芸術は花開く。絵画は

ジプトのレリーフ、ギリシャ、ローマを

それはそうだ。アルタミラの壁画からエ

ある。
なかなか自分独自の絵は描けない。

さて絵は自分探しの旅みたいなもので

れる。

その才能をとどめるのは惜しいと感じら

[

]

好きな画家は印象派の画家、ゴッホ

らずして絵を描くことはできない。

の医師会の作品は黒主体です。

白矢 話は少し変わりますが私のもう一
右記のように掲示板でのお付き合いが

ゴーギャン、モジリアニ、コロー、ブラ

マンク、
佐伯祐三、
パスキンなどである。

頭の中が真っ白だなどいうのは、そこか

う状態のとき、白が心を支配してくる。

足できないようにできています。そうい

家としての才能はすばらしく画家だけに

伯の線を再現していただいた。また分筆

三のカンバスを実際に作ってみたり、佐

佐伯研究を共に行なったとき、佐伯祐

先生方とお話しできたのは幸いであった。

クラブで大村先生や玉井先生など偉大な

えたくらいすごいクラブであった。この

った。このクラブは昔、日本医師会を支
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つの疑問はバラドンとユトリロの関係で

初めである。
吉留氏はコローを師匠とし見事な緑の

す。母の男遍歴はさておき、どうしてユ
トリロは白を使い、壁や階段のある風景

で蚊取り線香をつけながら、絵を描いた

会に所属する松木先生から日本医家芸術

世界を描いている。氏と共に石神井公園

しまった母と歩いた子供の頃の情景が心

のは楽しい思い出である。 彼の絵はや

クラブへの入会のお誘いがあった。それ

を描き続けたのでしょう。自分を捨てて
を占めていたのでしょうか。アル中の彼

がて師匠コローを超えて神がかり的なも

で銀座のギャラリーに出品するようにな

年以上前かと思う。小平の同じ医師

は、いつも寂しかったのでしょう。人間

のになるかもしれない。

模倣を試みたことは多々ある。

というものは、いつも寂しい存在で、満

らでありましょうか。すると黒は？黒は

10

今も銀座でこの医家美術展に出品してい
る。

められる。今そういう眼で絵を描いてい

大明神を拝んで、目的の八幡さまには行

り出かけたが、途中にある極楽寺、高良

かず帰って来てしまった話。私も調べて

る。医家美術展では懇親会がありその席
で各々の作品について語り合っている。

という経験を何度かした。ベニスの溜息

いかないと重要な場所を見逃してしまう

自分の専門以外で今も楽しめるのは世

＝旅＝

橋に続く牢屋など二回目に行って初めて

また小平で活躍されている日耀会の吉田

界史、音楽、美術である。そしてそれに

気がついた。世界三大プレイボーイの一

氏より氾美展に出品しないかとのお誘い
があり、上野の東京都美術館、六本木の

必要なのは英語である。英語やスペイン

ファン。さて世界三大美女は？クレオパ

新国立美術館にも出品するようになった。

トラ、楊貴妃、日本では小野小町、ヨー

人カサノバだけが脱出できたという牢を

織田信長が本能寺の変で亡くならず、当

ロッパではトロイのヘレン。こういう連

語は世界を植民地にした国の言葉である。

今回の個展と同じく期日の定められた

時世界最強の軍隊で持って世界に打って

想がエジプトやトロイに行ってみたいと

ここでも作品を前にして語る会があり楽

展示会があると創作意欲も湧いてくるも

出ていたならば、いいか悪いかわからな

いう気を起こさせる。旅も永遠に続く。

一度目は見逃していたのである。世界三

のである。

れない。とにかく英語が喋れれば旅はな

いが日本語が世界語になっていたかもし

さて、医学は科学的真実やそれに至る

大プレイボーイは他に、在原業平、ドン

絵画と医学はよく似ている。先人の研

んとかなる。ヨーロッパに行くのは知識

「手続き」
が確立されたものについては、

まさに勝ったもの勝ちが世界の歴史をつ

究を調べ、その先を読み解いていくので

の再確認という意味もある。知識は人生

遣り甲斐や手応えも確かなものがあるが、

くっているが、
これはなんともならない。

現在も自分探しの旅の途中だ。巨匠と

を豊かにしてくれる。しかし旅をするに

病気で苦しむ「患者」が存在する以上一

しいひと時を過ごしている。

言われる人々はその人が描いたとすぐわ

はよく調べておくことだ。
らまほしきこと」の仁和寺法師の話が参

兼好法師が書いた徒然草「先達は、あ

かみどころ無く、結果も伴わず、これか

逆に絵画は懐深く、底なし沼のようにつ

方的に
「楽しい仕事」
とは広言できまい。

ある。

かる。そういう絵を求めていくのが絵の
キン、織田広喜、マリー・ローランサン

考になる。石清水八幡に詣でようとひと

世界だろう。最近面白いと思うのはパス
である。彼らにはなんらかの共通点が認
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ら先もどうなるかわからないが、「楽しい
仕事」と誰憚ることなく言えるのは確か

)

平成

年

月

日（木）

次号 秋季号 締め切り

(

であろう。
最後にその楽しい仕事の今日までの集
大成たる画集について。これは、人物、

７
(

)

平成

年

月

11

日（木）

次々号 冬季号 締め切り

26

26

人形、裸婦、抽象、風景、佐伯祐三によ

31

20

せて、花、最近作という順になっている。
「佐伯祐三によせて」は著書・佐伯祐三
哀愁の巴里発刊記念パーテイのために佐
伯祐三の写真や作品を参考にして描いた

500

毎号、会員のみなさまのご協力、誠にありがとう
ございます。
今回も二季号分の原稿を募集させていただきま
す。掲載季号の指定がございましたら、その旨も原
稿送付時にお知らせください。何も記載がなければ
原稿到着時点での一番早い季号での掲載となりま
す。
今号は原稿の集まりが思わしくなく、発行できる
か心配されました。年々ページ数が減っているのが
現状です。どうぞ会員の皆様のご投稿お待ちしてお
ります。
引き続き、会員の皆様のご支援ご協力をどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
※一部 円にて機関誌の追加購読も承っていま
す。ご希望の方は事務局までお知らせください。
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ものだ。みなさんにぜひご覧いただけれ
ば幸いである。

秋季号・冬季号 原稿募集のお知らせ

兵庫

廣 辻 逸 郎

古城趾や迷子の案内花吹雪
古城趾の歴史は知らず花の宴
全山の桃に埋もれて花を摘む
黙々と授粉休まず日除帽

籾 木 秀 穂

新緑の風に舞ひたるコウノトリ

東京
花大樹ゆたかに揺らす疾風かな
息止めるほどの疾風や花吹雪

すさまじきまでの落花はあはれとも
花の山白さ際立つ大辛夷
この桜いくたび愛でて老ひにけむ

新潟

中 村 雄 彦

そり返る赤子を胸にトマト買う

静岡

岩 本 漂 人

灯台の白きをかすめイワツバメ

与那国島にて

其々が違う眼を持つ鰯かな

イソヒヨドリ最西端の碑の上に

八手の葉雪にまみれて揺れており
時雨来る慌てず帰る散歩道

小 南 丁 字

篠 田 那 珈

ね ぐせ

卒寿過ぐ五月連休留守居役

吾健啖筍飯をおかわりす

故事来歴とに角菖蒲湯に

柏餅卒寿の吾に曾孫無く

ひ まご

夜毎見る夢に生甲斐朝寝癖

東京

アオアシシギ鳴けば挽歌か暮れなずむ

オオチドリ生徒少なき校庭に

与那国の目覺めはヒヨとシロガシラ
福 神 規 子

葱二本泥にまみれて田圃道
東京

朝蟬に夕蟬に峙つお城山
汗引いてゆくご書院の深庇
茅門の茅葺厚き晩夏かな
暮れてきし遠くの山や涼み舟

東京

鵜飼果て影絵のごとく働ける

ひとびと

人類はマンデラの死を悔やむ冬
宇宙船若田船長春の星
鶴竜の雲竜奉納花土俵
震災の祈りの光追悼の春
小野田少尉遺影に合掌靖国の春
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東京

福 冨 清 子

かげろふや園児の列の伸びちぢみ
仁王像の目力ゆるぶ花曇
春灯下断捨離の手の遊び癖
身の澱を押し流してよ春の雷
西郷像へ八十路の闊歩花は葉に
群馬

豊 泉

天神の梅に願掛けサクラサク
順番を気に病む人いる順不同
自信作全て自身でベートーベン
割烹着厨房の男子によく似合い

清

小 南 丁 字

肩書きがゼロで凝らない老いの肩

東京

アメリカは今でしょ田中争奪戦
潮干狩り松葉で貝釣る技もあり
鶴竜の綱とり優勝父母の前
氷柱と雪一夜の滝の造形美
オバマとアベハートをにぎる寿司外交
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四選手を称ふ

東京

林

宏 匡
あゆ む

天空の落とし子のごと宙高く体ひねりて降り立つ歩夢

わが未知の競技にありし スノーボード銀メダル得しは十五歳とぞ
転倒しメダル絶望の浅田選手の不屈の演技こそ称へらるべし
常連の上村選手の笑顔にはメダルに勝る喜びを見つ

東京

林

宏 匡

四十一歳ベテランといふ大ジャンプ葛西選手の頼もしさかも
ソチ五輪

千 本 桜

茨城

羽 生 籐 伍

人力車奈良の都の裏道を通れば昔の町を想わす

関東は桜の盛り過ぎたるに千本桜大和に香る

猿沢の池の畔に車夫は止め五重の塔を背景に写す

頭上にも足下にも満開の花溢れ千本桜そよ風に薫る

東京

小 松 安 彦

桜花二重三重にも重なりて神の微笑か美しき春
水 仙

消費税上がる前にとまた本を買ひてしまひぬ立春の宵

今年また水仙の芽のあらはれぬ雪の消えたる花壇の土に

「梅の花」
「本当だ」とふ声を聞き我のうしろをよぎる自転車

自転車を春一番に倒されて子らは野球を止めて起こしぬ

秋 元 光 博

黄水仙二輪咲きたり花韮は一輪のみが昼にひらきぬ

青森

猿の子も人間の子もじゃれあいて遊ぶを見ればおなじ神の子

遊び人の世

オリンピック選手らソチに着きたれど爆弾テロの警戒厳し

したしげに夢ニ百合子の歌碑並ぶ大法師山の花の下かげ

雪消えて零下一度を疎む日にソチ五輪より温き便り来
若きらが祖国の栄誉背に競ふソチ五輪の火いま点されつ

愛ふかき君が心にほのぼのと夢通わせて咲く月見草

住み心地良くも悪 しくも良 しとせむこの世 のほかに住む世 なければ

とき

夜を徹し見むと思へどいつしかに眠気襲ひ来ソチ五輪鳴呼
に

西に夕日東には月刻しばし名残り惜しげに共明りせり

く

満面の笑みも溢るる涙にも祖国を愛する心は一つ
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《 詩 》
施設での車椅子生活
衰えは日々気力を凌駕し
治癒とは無縁の老いの世界

秋 元 光 博

菊の花で埋め尽くされ

目尻のしずくが送るメッセージ

青森

薄化粧した旅装束の姉が

とめどなくよみがえる子守歌の調べ

惜 別

見事なまでの白骨と化し

完璧に消え去った残像を

呼吸もまばたきも凍りつき

もろい骨をやわらかに拾う

異なほどに白く輝く

体中の神経を一点に集中し

標本の如く横たわっている

ただただ見つめ

どの断片からも
そっとそっと白木の箱へ

姉玲子を感じることがないままに

呆然としているだけ
一気にその時は訪れた
夢路を引き裂いた呼び出し音
受話器越しに聞く北里大学東病棟
看護師による乾いた死亡通告
誰にも看取られずに
突如一人で逝ってしまった
かすかに残るぬくもりを
わかれの言葉に代えて

40

青森

秋 元 光 博

谷の蛍歌は思へど
時にあらずと声もたてず
時にあらずと声もたてず

吉丸一昌は、大分県臼杵市の出身。臼杵藩稲葉家５万石の

万葉の世界
日本に現存する最古の歌集「万葉集」には４，５００首以上

本拠とされた臼杵市は、情緒ある武家屋敷の通りや、平安、

る。

蘇内牧温泉を訪れている。内牧温泉の蘇山郷に立つ歌碑であ

フルムーンを楽しむ女夫は昭和７年、別府・久住を回り、阿

大分から熊本にかけて、歌人与謝野鉄幹と晶子は旅立つ。

阿蘇の頂

ありて煙るか

かの空に

雲の色ひときは黒し

旅の足跡

鎌倉時代から残る石仏郡などで有名な街である。

の歌が収められている。中には、九州にちなんだものも多い。

聞きし如 まこと貫く
奇しくも
神さび居るか
これの水島
長田王が「めでたい水の島」と歌った熊本県八代市の水鳥も
そのひとつ。歌人の心を捉えた小さな島は、今も変わらぬ佇い
で不知火海に鎮座する。

早春賦
春は名のみの風の寒さや
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荒城の月
春高桜の花の宴
めぐる盃影さして
千代の松が枝わけ出でし
むかしの光いまいづこ

表紙の言葉

東京都 本村 美雄

『東京湾花火―２０１３』

階、

東京湾花火を撮ったのはこれで３回目です。今

回は勝ちとき６丁目のタワーマンションの

地上１６０メートルの高所から花火を見下ろす撮

り方となりました。レインボーブリッジをバック

の月」に着想を与えたといわれる岡城址が残る。断崖絶壁に

おいて小花が一斉に開くタイプです。終わり間際

今回の花火は「千輪菊」といいます。開花後やや

に、見物の船が点在するすばらしい夜景です。

切り立つ城壁から望む空は大きく、さぞ見事な月が望めたこ

に柳の枝状に散るのが美しく、比較的地味なので

作曲者・滝廉太郎が生まれ育った大分県竹田市には、
「荒城

とでありましょう。

すが気に入った花火です。花火撮影のコツですが、

大型花火に対処できる画角（広角）で中型、小型

花火も撮っています。花火ごとに画角を合わせる

のは難しいです。今回の作品は原画面の約二分の

一位の部分を縦長にトリミングしたものです。

（第四十三回 医家写真展出展作品）
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51

○ ほ

ん

写真とともに綴るサイパンの戦跡
忘れてはいけない想いを胸に、現在
の美しいサイパンにも魅了されます
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
このリーフレットは、私たち夫婦が玉

年から昭和

年（１

砕の島サイパンの戦跡をめぐった小さな
私たちは、昭和

随筆集の続編です。

略）

こし追悼していただければ幸いです。（後

従軍看護婦、戦没犠牲者の方々を思い起

史の中に埋もれゆく、従軍兵士、軍医、

ざっとでもお目を通していただき、歴

出しました。

はござますが伝え残したい一心で続編を

前編同様拙い文章、構成で誠に恐縮で

世代かと存じます。

亜戦争）を体験し、記憶に留める最後の

９４１年～４５年）の太平洋戦争（大東

20

【ごあいさつ】より

別冊 イマジニア

『たんしぇす・えふ』

短詩型ＳＦ 評論×実作

発行者 短詩型ＳＦの会

当クラブ会員・天瀬裕康先生が編集
に携わった小冊子
天瀬裕康先生、渡辺玲子氏の作品も
掲載

エッセイ、講座、論考、漢詩とバラ
エティに富んだラインナップ
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16

『老医師と主婦の歩いた
続 玉砕の島 サイパン』
美濃部 欣平
美濃部 幸恵 著

前回発行『玉砕の島 サイパン』の
続編がついに完成！
機関誌『医家芸術』に掲載された「サ
イパン戦記」の第６回から 回まで
をまとめたリーフレット
10

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
（前略）
『イマジニア』９号の準備に少
か出せないか」という話が持ち上がりま

し時間を要しそうなので、その間に「何
した。
この懸案に対して浮上したのが〈短詩
型ＳＦの会〉を基盤として、
「作品と評論

画集

『山崎嘉弘洋画展』
山崎 嘉弘 発行

当クラブ美術部会員・山崎嘉弘先生
の画集

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

（前略）絵を描く基礎的な訓練を全く

受けておらず、デッサン力もまだまだで

す。また絵画の構図を考えるとき、どう

しても単純になってしまいいつも悩みの

種はつきません。
（中略）

月）に個展を開催

させて頂きました。私の絵画の恩師、久

年

この会はすでに『ＳＦ・科学・ファンタ

松先生より「個展を開くことが勉強にな

昨年（平成

ジー短歌集』
（２０１３年５月）という実

るのだ」と、あたたかい励ましのお言葉

の小冊子を作ろう」というものでした。

績がありますし、会員の中には『ＳＦ・

を頂いたことがきっかけでした。
（中略）

（文教総合印刷 他・六〇〇円）

【ご挨拶】より

ページをお捲りください。

す・えふ』の発行となりました。どうぞ、

こうして、別冊イマジニア『たんしぇ

論・論考が加わります。

誌名の検討も進み、さらに重厚な評

おられるに違いありません。
（中略）

ファンタジー句集』の編集者もいます。

10

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

【ごあいさつ】より

めさせて頂くことにしました。
（後略）

てみる良い機会ととらえ、作品集をまと

として、またこれまでの作品を振り返っ

16

44

25

個展の開催を機に、 年描いてきた証

25

呼びかけに応じて下さる方も、きっと、

医家美術展の出品作を含め、平成
年 月に開催された個展の作品な
どを収録
10

『鈴木啓之 絵画展』が開催

日

白矢 勝一
日（木）～５月

でとても盛り上がったところ、私の誕生

日のお祝いとの粋な計らいをしていただ

き、楽しい曲を歌ってくれた。
「星に願い
いた。

を」など数曲をリクエストさせていただ

個展会場でも、帰りにみんなで行った

食事でも、
鈴木先生に大変お世話になり、

年５月

（日）に、当クラブ美術部副部長の鈴木

愉しいひとときを過ごさせて頂いた。あ

くそうだ。なんとも素敵な風合いの質感

啓之先生の個展が開催された。会場は医

日の木曜日、学校健

ギャラリー『悠玄』だ。
私は、会期初日
診を終えて、
その後、
個展を見に行った。
初日にもかかわらず、たくさんの方が
購入されていた。医家美術展でも拝見し
た絵の他にもすてきな作品が並んでいて、
私も購入したくて会場を何度も往復して
見て回った。
会場には鈴木先生もおられて、色々お
話を聞かせていただいた。ある絵のとこ
ろで描き方を聞かせていただくと、シル
バーホワイトに砂を混ぜて絵を描き、乾

数人で『ライオン』に行き、お酒や食事

楽を聴いて飲もうということになった。

分になった後、近くの『ライオン』で音

がでてきた。これをいただき、幸せな気

て、テイスティングで６杯もシェリー酒

会場の隣がシェリー酒の店になってい

になっていて、勉強になった。

りがとうございました。

18

家美術展でもお世話になっている、銀座

平成
15
15

かす。それがよく乾いたところで色を置

45

26

れ、たくさんの

ーティーも開か

よ』を歌わせて

の『さらば恋人

私もパルチザン

が生まれて初め

せていただいて、

風景を写真で見

本の姿や、
人物、

『高岩 震 写真展』
人が訪れた。

て写したという

それを絵にした

昔懐かしい日

いただいた。

医家芸術クラブの写真部で毎年行われ

作品から現在の

い、と思ってし

白矢 勝一

展示された作

ている「医家写真展」の親睦会で、ここ

作品まで、白黒

品は、高岩先生

数年、出展作品の寸評をしていただいて

やカラーなどた

まうほど心を揺

併設されているギャラリー「シラヤアー

くさんの写真が

さぶられた。素敵な写真展を、そしてパ

46

いる写真家の高岩震先生が、私の眼科に
トスペース」にて個展を開催された。

飾られた。日本

ーティーを開いてくださった高岩先生に

高岩さんファミリーが
『黒田節』
を歌い、

大なものになった。挨拶や演奏会の後、

京都小平市の市長なども参加されて、盛

んの高岩淡氏や、女優の壇ふみさん、東

映社長でいらっしゃった高岩先生の弟さ

初日に行われたパーティーには、元東

ごたえのある作品の数々が並べられた。

め、子ども達の笑顔なども展示され、見

の古き良き時代の生活を切り取った写真

日（土）～

感謝である。

年５月

や、昔の東京や海外の町並みなどをはじ

会期は、平成

17

26

日（月）まで、初日にはオープン記念パ

26

【文芸特集号 執筆者募集】
（一）内容は自由
一行

字詰め×

行の２段組

『二〇一四年 文芸特集号 執筆者募集
のお知らせ』をお読みになり、ご希望の
方は、申込書に記入の上、事務局までお
送りください。
申込書の締め切り
八月二十一日（木）まで

九月十八日（木）まで

原稿の締め切り

【事務局夏季休暇のお知らせ】

事務局は左記の日程で夏季休暇をいた

だきます。よろしくお願いいたします。

日頃から電話など、つながりにくく大

年８月９日（土）から

変ご迷惑をおかけして申し訳ございませ
ん。
平成

日（日）まで

今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

８月

す。
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（二）枚数に制限はありません。
が１頁です。

※通常の年４回発行の機関誌も近年、原

皆様のご参加、お待ちしております。

稿の集まりが思わしくなく、発行が危ぶ

ると幸いです。

しいものと思われます。ご考慮いただけ

て、今年度の文芸特集号の発行は大変厳

執筆者一人五部以上。（できるだ

ます。まずは、今号に同封いたしました、

者が少ないと発行できないこともござい

負担していただいています。執筆の希望

文芸特集号は発行経費を執筆者で割り、

ています。
）

（四）雑誌購読 予価五百円。

26

まれる号も度々ございます。現状からみ

ただし、詩や短歌は１頁千円。

（三）頁負担金 １頁千五百円。

22

け多くの部数の購読をお願いし

17

27

日本語の英語

太田

怜

日本にはカタカナがあって、外国語の
輸入には便利なため、今やカタカナ語の
氾濫である。企業や商社の名前は軒並み
カタカナで、どれが日本のものか不明だ
し、映画では原題名をそのままカタカナ
にしているので、その内容がすぐには解
らない。ある時『ナイフ』とい題にひか
れ、いかなサスペンスかと思って映画館
に入ったら、一向にそれらしくない。外
に出て改めてその題名を確かめたら『イ
ナフ』であった。もう沢山という意味で
あったようだ。
しかし日本語とて負けてはいない。多
くの日本語がそのまま英語として輸出さ
れている。納豆、着物、芸者、角力など

漫画、温泉、公害、はては可愛いという

は日本独自のものだから当然としても、

まこと手の込んだ細工ではないか。

話という日本語にしたもののようである。

のものが和製英語で、それをわざわざ卓

)
(

皆様にも幸せが続きますように。 Ｓ

和であってほしいと願っています。

が寒くなりました。これからの地球が平

この地球で起こっている異常気象に背筋

などの言葉がニュースから聞こえると、

昇低下など数十年ぶりや観測史上初めて

きました。このところ、雨や雪、気温上

姿がニュースで映し出されたのをみて驚

ップで雪かきならぬ、雹かきをしている

の銀世界のようで目を疑いました。スコ

降り、あたり一面真っ白で、まるで真冬

の一部の地域では６月に雹（ひょう）が

異常気象となっているようです。東京都

今年の梅雨は、
各地で大雨にみまわれ、

形容詞など、
英語で表現できるものまで、
笑止なのは、和製英語の英語である。

そのままの発音で英語になっている。
漫画王国にふさわしくアニメという言葉
を日本で作ったが、これはＡＮＩＭＥと
なって立派に英語として通用する。ただ
しエニミイと発音されたら敵と間違えら
れる危険もある。コスプレもコスチウム
プレイという英語を短くしたものと思っ
ていたが、もとになったものが実は和製
で、それでも今やＣＯＳＰＬＡＹとなっ
てオックスフォド辞典に集録されている。
集会での一寸した演説に卓話という言
葉はよく使われるが、卓話という言葉は
日本の辞書にのっていない。多分テーブ
ルスピーチという英語の勝手な邦訳と思
って英語の辞書を調べてみたが、これも
見当たらない。テーブルトークという言
葉はあったが、これは座談のことであっ
た。察するところ、テーブルスピーチそ
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