２０１４年５月１５日
（木）
～１８日
（日）
会場：ギャラリー悠玄（有楽町駅より徒歩５分）
１１：００～１９：００（但し初日は１４：００より）

雲ながれゆく Ｍ25

割れて輝く Ｆ15

作家は医家芸術クラブ美術部の副部長です。
新作の油彩画を主体に展示します。

ギャラリー悠玄
〒104-0061
東京都中央区銀座６－３－１７
悠玄ビル
ＴＥＬ：０３－３５７２－２５２６
ＦＡＸ：０３－３５７２－７０１７
http://www.gallery-yougen.com/

会期：2014 年 7 月 24 日（木）→30 日（水）
京王百貨店 新宿店６階 京王ギャラリー
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年）

回参議院選挙において、羽

ざまな医療倫理に関わる綱領を作成して

とが出来ました。これもひとえに皆様方

生田俊前副会長を国政の場に送り出すこ

また、第

おりましたが、これまで医師会が担って

の多大なるご支援の賜物であると厚く御

さて、人類は目覚ましい発展を遂げグ

きた地域医療への貢献や健康福祉への地
いなかったことから、組織として社会に

計によりますと、 歳以上の高齢者が過

省が敬老の日に合わせてまとめた人口推

後、これを遵守することによって、国民

去最高の３，１８６万人となり、初めて

ローバル化する現在、わが国では、総務

の幸福の原点である健康を守るための公

総人口の

考えたことが作成の理由であります。今

益的活動を、より一層深化させてまいり

約束すべき内容を明確にすべきであると

礼申し上げます。

従来、日本医師会では医師個人のさま

２６

道な取り組みが、国民に正しく伝わって

23

年 頭 所 感 ２０１４年（
平成

明けましておめでとうございます。国
民の皆様におかれましては、健やかに新
年をお迎えになられたこととお慶び申し
上げます。
日本医師会は昨年、
「公益社団法人」と
して新たなスタートを切りました。その
スタートに当たり、
わが国の政治、
経済、
社会の大きな変革と日進月歩の医療界に
おいて、時流に流されることのない日本
回定例代議員会において採択

％に達したことが明らかに

体の大同団結に向けた大きな拠り所にな

ともに、医師会員のみならず、医療界全

の医師会』であると認識していただくと

なく、『国民と共に歩む専門家集団として

とで、医師会が決して利益追求団体では

医師会の理念として広く発信していくこ

たいと思います。そして、国民や医師に

の報告書が安倍晋三総理に提出され、今

月６日には、社会保障制度改革国民会議

安倍政権が一昨年

けているところであります。
こうした中、

ら注目が集まり、政治も社会も模索を続

うにして乗り越えていくのか、世界中か

ない少子高齢社会を迎え、これをどのよ

なりました。世界が未だ経験したことの

月に誕生し、昨年８
ることを願っております。

4

横倉 義武

医師会の基本理念として、「日本医師会綱
領」が第
されました。

65

12

会長
129

25

日本医師会

後の社会保障の在り方に関する方向性が
は誠に大きなものがあると思います。

ましては、お健やかに新年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。

日頃は、東京都医師会の会務運営並び

日本医師会は医師を代表する唯一の団
体であります。世界に冠たる国民皆保険

示されました。
今後、この報告書に沿って具体的な方

厚く御礼申し上げます。
東京都医師会は、

に諸事業にわたり、格別のご協力を賜り

昨年４月１日より公益社団法人として新

の堅持を主軸に、国民の視点に立った多
れる医療提供体制の実現に向けて、執行

たにスタートいたしました。引き続き本

角的な事業を展開し、真に国民に求めら

に更なる規制改革が多くの政府の会議で

部一丸となって対応してまいりますので、

年も、新体制となりました役員一同協働

その具体化の段階で、国の財政難を理由
叫ばれ、
「日本経済の再生」という看板の

皆様方の深いご理解と格段のご支援を賜

策が議論されていくこととなりますが、

下に、再び市場原理主義が台頭し始めて

に、都民の生命と健康を守る地域医療の

して、会員の皆様のご理解とご協力を基

新年が皆様にとりまして、希望に満ち

りますようお願い申し上げます。

構築を目指す所存でありますので、変わ

間医療保険の拡大など、一段と医療の産

た明るい年となりますことをご祈念申し

らぬご支援ご協力を賜りますよう何卒よ

5

おります。我々としては、混合診療や民
業化へ向けた動きが加速している状況に

上げ、年頭のごあいさつといたします。

て関係諸先生方に対し御礼申し上げます。

生田俊先生が当選されました。改めまし

武見敬三議員、前日本医師会副会長の羽

お二人が当選され、
参議院議員選挙では、

員である野村有信先生と和泉武彦先生の

をいただき、都議会議員選挙では本会会

医療関係団体の諸先生方の多大なご協力

昨年は多くの選挙がございましたが、

ろしくお願い申し上げます。

憂慮しているところであります。
国民は、生命と健康を犠牲にしてまで
国の経済発展を望んでいるわけではなく、
これに対して、
我々は、
社会保障と経済、
その対立する軸の中で、国民の健康、国
民の医療を守る立場から政策を主張して
いかなければならないと考えています。
今後、間近に迫ってきた超高齢社会に

明けましておめでとうございます。

おける国民の医療・介護に対する国民の
ニーズにどのように対応していくかも大

さて、我が国の医療は、経済優先の政

野中 博
日本医家芸術クラブの皆様方におかれ

会長

きな課題であり、我々に求められるもの

東京都医師会

げます。平素は日本薬剤師会の諸事業に

しい新春をお迎えのこととお慶び申し上

私ども東京都医師会は、この理念を大

格別のご理解とご協力を賜っております

開出来ます。

状況にあります。医療を優れた経済産業
切にし、心温まる地域の生活者の視点に

昨年、本会は創立１２０周年を迎えま

ことに、心より厚く御礼申し上げます。

策が提案される中、先行きに不安を抱く
として捉えることは可能でありますが、

築を目指してまいりますので、日本医家

した。薬剤師職能の確立のために奮闘さ

沿った地域医療並びに地域包括ケアの構
芸術クラブの先生方におかれましても、

れた先達のご苦労を偲ぶとともに、国民

そのことだけの視点では、国民の健康や
成立からも決して容認出来ることではあ

引き続きご支援・ご協力の程を何卒よろ

の保健・医療・福祉の向上に貢献してい

生命に格差が生じる結果となり、社会の
りません。

しくお願い申し上げます。
ブの限りないご発展と各位のご清祥を祈

結びとなりますが、日本医家芸術クラ

社会保障制度改革への取り組みが始まり、

医療は、国民の生命や健康を守り、日
して捉えるべきであり、国民皆保険制度

頃の活動を支える大切な社会保障制度と

念いたしまして、新年のご挨拶とさせて

医療・介護の方向性として、病院完結型

皆様におかれましては、お健やかに輝か

さて、超高齢社会を目前に国を挙げて

から地域完結型への移行が示され、改革

ステム」の構築と健康増進への取り組み

推進のポイントとして「地域包括ケアシ

が明示されました。薬剤師が担う役割の

重さをあらためて感じるところでありま

すが、日本薬剤師会の本年の重要な課題

を、以下にお示しします。

１．一般用医薬品のインターネット販売

安全性と適正使用の観点から対面販売

を重視し、規制緩和は慎重であるべき

6

く決意を新たにした次第であります。

の多大な貢献により社会保障が発展・充

いただきます。

児玉 孝
新年あけましておめでとうございます。

会長

実されたことを、私ども医療従事者は十
分に理解する必要があります。
住民の皆様方が、生涯住み慣れた地域
で、安心した生活を送るための医療提供
体制の充実を図るためには、医師をはじ
め医療に関わる多職種の協働が必須であ
り、都内各地の在宅医療をはじめ、様々
と中小病院との連携こそが不可欠であり

な地域医療を支えるには、地域の診療所
ます。その連携を中心とした多職種協働
により、はじめて人生を支える医療が展

日本薬剤師会

及び薬剤師法が改正されることとなり

き解禁されることが決定され、薬事法

と主張してきましたが、一部品目を除
度自覚し、医薬分業に対する国民の理

使用と安全性の確保という役割を今一

の見える薬剤師として、医薬品の適正

の役割への期待と受け止め、地域の最

算要求を計上しています。これを薬局

るモデル事業に、厚生労働省は予算概

健康情報拠点の推進や在宅医療に関す

局の機能を充実・強化し、セルフメデ

も身近な健康ステーションとしての薬

３．在宅医療・在宅介護への対応

ィケーションの推進に貢献していきた

解を得ていくことが重要であると考え

「地域包括ケアシステム」
の構築には、

いと考えます。

ます。

一般用医薬品の安全な供給という観点

在宅医療・在宅介護の推進と連携が極

れなかったことは残念に思いますが、
から、対面販売を原則とした体制を基

めて重要であり、地域の薬局・薬剤師

ました。私たちの主張が十分に理解さ

本に、会員への指導と周知を図り、必

は、その一員としての役割を明確にし
て、積極的に取り組んでまいります。

税が発生していることもあり、今後、

分が最終転嫁できず、控除対象外消費

診療報酬は非課税ですが、消費税対応

５．消費税引き上げについて

に、要指導医薬品については、薬剤師
職能の観点からも重要視していきたい

特に、在宅における医薬品の適正使用

消費税負担増に対して三師会協同して

師との薬薬連携の強化がきわめて重要

な配分について要望しているところで

き上げに伴う診療報酬改定財源の適正

加、ジェネリック医薬品使用のさらな

密着した健康情報の拠点と位置付け、

「日本再興戦略」には、薬局を地域に

疾走する駿馬のごとく、希望に満ちた躍

本年は午年ですが、皆様方にとって、

7

要な活動を継続してまいります。さら

と考えています。

と安全管理には、薬剤師の関与が不可

ついては時間的な制限から、消費税引

対応していく所存です。なお、今回に

年度改定については、急性期か

２．診療報酬改定について

へと、地域の医療職種、特に病院薬剤

欠であり、入院から地域、そして在宅

平成
医療提供体制構築の観点から、薬局薬

です。

る促進への評価、技術料に応じた公平

薬局・薬剤師の活用を促進することが

進の年になることを願っております。

す。

な財源配分、病院薬剤師の病棟業務の

盛り込まれ、薬局・薬剤師を活用した

４．セルフメディケーションの推進

推進への評価を要望してきました。顔

着実な推進、在宅医療への積極的な参

剤師を活用した「かかりつけ機能」の

ら在宅医療・介護まで、地域完結型の

26

末筆ではありますが、皆様方のますま
すのご健勝とご発展を祈念申し上げます
とともに、今後とも本会事業にご理解と
ご支援を賜りますようお願い申し上げ、
新年の挨拶とさせていただきます。

表紙の言葉
「モンブランに登る」

東京都杉並区

岩瀬 光

二〇一二年八月、夏休みを利用して、スイス八日間のツアーに参加した。

いつもは、写真専門ツアーに参加することが多いのであるが、正月、ゴー

ルデンウィーク、夏休み等には催行がないので、一般ツアーで申し込んだ。

ベルニナ・アルプス、マッターホルン、モンブラン、ユングフラウを回る

ツアーで、氷河特急にも乗るコースであった。私は、元来『晴れ男』で、

も撮れたし、ハイキングでマッターホルンの周りを歩いたときも、全くの

すべての山が晴れて、良い写真が撮れた。特にマッターホルンは、朝焼け
快晴で、楽しい時を過ごせた。

表紙の写真は、モンブランに登ったときのものであるが、モンブランは

フランスにあるので、スイスから国境を越え、フランスに入りシャモニー

の町から、ロープーウェイを乗り継ぎ、エギュ・デュ・ミディ展望台（三

八四二メートル）に至る。そこで、ぐるっとひと回りしながら、モンブラ

ン山頂や、氷河を見るのであるが、斜面に霧が掛かったところを、更に上

を目指す人々が登っている。これは、チャンスとばかりに撮った一枚であ

る。一般ツアーで忙しく追われ、一瞬、たった一枚撮った写真である。我

医家写真展で『大賞』を頂き、感謝の極みである。

ながら、良く切り取ったと思う。

（第四十三回 医家写真展出展作品）

8

終末期の「お迎え現象」

この世に生を受けたからには、高齢者
なら誰でも、もっともっと生きて、今や
れることを実行し、また、世の中がどう
東京オリンピック開催を、新装なった

変化するか観察し、
同時に、
２０２０年、

ネットで、お迎え現象を検索していた

代々木国立競技場で見たいと思うのは、

境期に世にも不思議な現象があることが

指摘されている。
死期が迫っている人に、

両親や仲間が枕元に現れ、
互いに対面し、

になり、何の憂いもなく、死を迎えるの

話したりすると、病人は穏やかな気持ち

だという。以下はネットからの引用文で

あることをお断りします。

余命いくばくもない家人、６８０人以

上にアンケートを郵送し、お迎えについ

て尋ねたところ、３６６人の遺族から得

た回答を分析した結果、約４割が、
「亡く

なった両親がやってきた、親しい友が来

た、ペットが来た」など、とお迎えの体

象を体験した９割が穏やかな最期を迎え

験を語ったという。そして、お迎えの現

たという。宮城県にある、在宅ケアグル

ープの理事長である岡部健医師が発表さ

れた論文が引用され、以下のマスコミに

夕刊、文藝春秋秋７月号、クロー

取り上げられている
（読売新聞２０１２、
６、

ズアップ現代）
。

お迎えの体験を語る人の９割の人が、

9

浜名 新
ら、以下の文言が飛び込んできた。昔の

いからこそ、一層不安になる。人それぞ

至極当たり前のことでしょう。だが、死

たらとんでもないと追い返せ」
、
「古希で

れの生き様から、あの世は、地獄かもし

人の言い伝えで、自分の年齢を考えて、

お迎えが来たらまだ早いと突っ放せ」
、

れないし、決して極楽とも言い切れず、

んだ後の世界は目に見えず、認識できな

「喜寿でお迎えが来たらもう少し待てと

だから行きたくないし、本音を言えば、

なるほどと合点した。「還暦でお迎えが来

言え」
、
「傘寿でお迎えが来たらまだまだ

行くのを出来るだけ延ばしたい。忍び寄
って来る〝死神〟を追い払いたいと思う

と言え」
、
「卒寿でお迎えが来たらそう急
がずとも良いと言え」
、
「白寿でお迎えが

のが人情でしょう。
ところが、ここに、現世から冥界の端

来たら頃あいを見てこちらからボツボツ
行くと言え」

21

るという。岡部医師は、お迎えという主

うに話しながら、穏やかな死を迎えてい

あの世で懐かしい人に会える、と幸せそ

親しい故人が現れたとの現象は、
幻覚
（幻

などが起きる可能性が増える。その際、

行などから意識障害、妄想、幻覚（幻視）

脱水などの体液バランス異常、病状の進

終末期には、脳の代謝・循環の異常、

ればならないだろう。

苦痛を与えているとすれば考え直さなけ

り組むしかない。しかし、それが病人に

信条を忠実に守り、延命治療に懸命に取

高齢者で、遷延性意識障害、高度認知

という、あの世とつながっているという

観的現象を、好意的に受け止め、お迎え

入り口に相当する自然な現象は、ひょっ

この摩訶不思議な、説明できない死の

開用の管、尿排出用の管を差し込まれ、

助され、場合により、呼吸維持の気管切

流し込まれ、日常生活動作が低下し全介

症、失語症、病状悪化などで、自分の意

単なる幻覚（幻視）ではなくて、死への

とすると夢の範疇になるのかもしれない。

視）と考えるのが妥当ではないかと考え

恐怖を和らげるための自然現象であると

苦痛を伴いながら生かされている病人は

感覚があれば、死への不安や恐怖は和ら

捉え、自然で穏やかな最期をもたらして

終末期でなくとも、日常のある場面で現

多い。病人がそのような処置をどのよう

思が表現できなくて、管から水分栄養を

くれる重要な“現象”であると強調して

れれば、故人との思いがけない再会は嬉

に認識しているか、なかには認識できな

ます。

おります。この認識が在宅での自然に死

しく、明日への活力につながるかもしれ

ぐはずだと考えております。お迎えは、

を迎える看取り普及につながるのではな

る。

られない病人が多いのでないかと思われ

い人もいるはずである。実際には、訴え
霊を認める立場から、
死亡間際の人へ、

ない。

在宅での看取りに対して、病院では、

いかと強調されております。

現世からあの世へ、何の憂いもなく、平

の治療、
吸引処置、
流動食の注入などを、

病人の病状悪化に対して次々と繰り出さ

医療者は、病人の感情や意思をないが

病人が亡くなるまで、それらの処置を続

穏に移れるナビゲーターとしての役割を
現状では、病院に入院して、亡くなる

れる延命治療の延長線上で死を迎えるこ

人が８割ぐらいだという。入院中の病人

けざるを得ない。病院で医療者は病人の

しろにしないまでも、肺炎などの感染症

地ほどの差があり、したがって、入院中

での延命処置のもとに至る死とは、天と

に、医師は、
「長生きしてもらうことがそ

延命対応に腐心して、簡単に死なせてく

になうとの説もあるようである。

の病人にはお迎え現象が現れるのは、少

の人の幸せだ」と、ヒポクラテス医聖の

とになります。在宅での看取りと、病院

ないのではないかと想像されます。

10

を繰り返す場合、流動食の注入を中止・

う管）から流動食を注入して誤嚥性肺炎

最近では、管（経鼻胃管あるいは胃ろ

ないかと思われます。

を甘んじて受け入れざるを得ないのでは

れない。それだけに、病人は大変な苦痛

いる。嚥下機能が低下していたため、経

５日後、人工骨頭関節の置換術を受けて

みで、
嚥下機能が落ちていたそうである。

某病院へ緊急入院した。当初から痰がら

た。激痛が生じ、うずくまった。Ｔ市の

ひねり、大腿骨頚部骨折を生じてしまっ

まずいて転倒した。運悪く、右の下肢を

ボソッと呟いたそうです。

「会えて嬉しかったのに・・・・・」と

して下さいよ」と妻が応じると、夫は、

弟さんのことなど、縁起でもないわ。よ

表情で妻に伝えたそうです。「亡くなった

あれ、もういないぞ」とＹさんは怪訝な

月下旬頃から発熱を生じ、胸ＸＰで

変更することがある。その際、医師は患
者家族と十分な話し合いを繰り返し、生

口摂食を禁にして、当面手足の静脈から

診断され、抗生剤の静脈投与が開始され

右下葉の浸潤陰影が増大、肺炎の再燃と

分・栄養の摂取機能の回復が可能かどう

よい、
飲み仲間のスーさんがおりました。

主人には、小・中校と同級生で、仲の

ております。

輸液で経過をみていたそうです。

て、手足の静脈から輸液を行う。静脈確

か、言語療法士（ＳＴ）の評価では、嚥

スーさんは市会議員を何十年も勤め上げ

創部は著変なく、問題は、口からの水

命の期間が短縮することを理解・了解し

保が出来ない場合に、皮下注射に変更す

下機能も相当低下し、
困難が予想された。

た名士で、１年前にお亡くなりになりま

てもらう必要があります。代替手段とし

る。痰がらみも少なくなり、肺炎併発も

月になり胸のＸＰで右肺の下葉に

無く、苦痛も和らぎ、静かに終末期を迎
えられることになります。
最近、私は、転院されてきたＹさんの

月になり、ＳＴによる口から摂食訓練

始している。平熱で経過していたので、

浸潤陰影を認め、抗生剤の静脈投与を開

話しかけているんですよ。
不審に思って、

人が嬉しそうに、戸口に向かって盛んに

した。お見舞いに病室に行きますと、主

お迎え現象と推定される事柄を聞きだし、

を開始し、昼食のみ粥食に好物の蜂蜜を

「どうしたの」と尋ねると、主人は、
「去

《早くおれんとこに来いよ》というんだ

年亡くなったスーさんが、そこに来て、
そんなある日、
妻が病室に訪問すると、

混ぜて食べさせていたそうです。

よ」私は、驚いて、縁起でもないので、

年８月末、

Ｙさんは「おまえ、いつ来たんだ。いま、

歳になるＹさんは、

弟が亡くなったので、９月はじめ拝顔す

「スーさんには悪いけど、追い返してし

11

11

すごくびっくりしました。

妻から、
Ｙさんが最初の病院で体験した、

10
11

枕元に、
弟２人が来て、
話していたんだ。

25

るために弟の自宅へ行き、帰宅途中、つ

84

まいなさいよ。早く良くなって、退院し
て、箱根へ行きましょうよ」と激励した
んですよ。すると、主人は、
「アハハ」と

原子力発電を即時全廃せよ
― 世界人類の為に ―

向けてこの運動を拡げてゆこうではあり

ませんか。

原発を今のまま継続すれば人類は滅亡

恐るべき和製英語

する。今から１億年前、恐竜が地球を支

餅、鮫、鳥の三文字に続く共通の漢字

安彦 洋一郎

て、
やり取りを思い起こし、
〝これって、

配していた。だが、巨大な隕石の衝突に

のか、理解できませんでした。落ち着い

大笑いしました。私は主人が何故笑った

お迎えのことじゃない！〟と心底からび

より、気候変動が起こり、一切の地球上
の動植物は壊滅した。そして、生物のい

いう漢宇が頭に浮かぶと思われる。餅肌

豊泉 清

っくりしました。

は何だろうか。誰でも反射的に「肌」と

Ｙさんは療養型病院に転院してから、

しかし数十万年後、地球が次第に暖か

サメの皮のようにざらざらしている肌で

しっとりとした肌の形容である。鮫肌は

は搗きたての餅のように白くて滑らかで

くなり、
更に数十万年後人類が発生した。

ない冷たい天体になってしまった。

でした。残念でしたが、回復しませんで

このまま原子力発電を継続していれば、

誤嚥性肺炎を繰り返し、点滴治療の毎日
した。なぜなら、痰培養で緑膿菌＋３と

先日元小泉首相は「原子力発電を即時

毛穴がぶつぶつと浮いて見える皮膚であ

サビを卸すのに適しており、高級な鮨屋

いつかは事故がおこり放射線が地球をと

ではサメ皮を板に貼ったワサビ卸しを使

ある。サメの皮の表面の微細な突起はワ

使用。しかし、再燃を繰り返し、次第に

りまき、人類は身体に異常をきたし、地

っている。鳥肌は鳥の羽毛を毟った後に

陽性で、感受性のある抗生剤を変更して
病状が悪化して旅立たれました。合掌。

球上から姿を消すだろう。

（２０１３、暮れ）

中止せよ」と日本政府と世界に向け発言

たり、恐怖に襲われたりして立毛筋が反

射的に収縮して、あたかも鳥の肌のよう

る。比喩的には、急に冷たい空気に触れ
特にアメリカとフランスに考えてもら

に見える現象を「鳥肌が立つ」と表現す

した。私は拍手をおくった。
わなければならない。これからも世界に

12

何だろうか。やはり「肌」が反射的に思

鉄火、姐御、伝法に続く共通の漢字は

じている。

ら逸脱していて少々おかしいと、私は感

代が増えているようだが、本来の用法か

うな場合に「鳥肌が立つ」と叫ぶ若い世

最近は、強い感動を受けて興奮するよ

に粟を生じる」とも表現する。

な突起が粟 あわ に似ているので「皮膚

る。また寒さや恐怖で生じる皮膚の微細

故か「肌を脱ぐ」と表現する。

いう決意を意味する。衣服を脱ぐのに何

いる。
「一肌脱ぐ」は他人の力になろうと

人」と形容し、やはり性格を肌で表して

異な印象も例えば「自分とは肌合の違う

ない」と言う。人と付き合って受ける特

き合えない相手を「あの人とは肌が合わ

の表現である。また相性が悪く親しく付

ている。学者肌や芸術家肌なども同じ類

も人の性格や気性や傾向を「肌」で表し

性を伝法肌と呼ぶようになった。いずれ

善と見なすか、悪と見なすか、評価が分

に創作している。和製漢宇や和製英語を

には通用しない一見英語風の言葉も次々

て一見漢字風の文字を創作し、英語国民

在しない。日本人は漢字の作字法を真似

創案した和製漢字で、本家の中国には存

嬶の共通点は何だろうか。全て日本人が

辻、峠、鰯、鱈、鯰、鯱、凩、凪、働、

シップは純粋の和製英語である。

味する古語だそうである。つまりスキン

皮膚や肌を英語でＳＫＩＮという。日

日本人の優れた言語感覚だと、私は高く

吸収して自家薬籠中のものにしてしまう

)
本人の間でスキンシップという言葉をよ

評価している。

(

う意味もあり、
賭博場を鉄火場ともいう。

く使う。母親が幼児を胸に抱いて育てる

かれるところである。外国文化を消化、

い浮かぶと思われる。鉄火には博打とい
したがって鉄火肌は賭博場の親分のよう

と、いうイメージである。幼児教育には

文明開化と暁斎

な性格を意味する。余談だが、鉄火丼や

れている。教育関係者も講演会などで盛

れば、文明開化の音がする」という都々

)
一宇少ないＫＩＮＳＨＩＰ キンシップ

逸が流行った。

(

断で入って横暴な態度を取ったという史

という単語は載っている。血縁関係を意

明治に入るや「ザンギリ頭を叩いてみ

河鍋 楠美

鉄火巻きというマグロを用いた料理も何
姐御は、ばくち打ちの親分の妻や、女

んにスキンシップという言葉を口にする。

親子の肌の触れ合いが不可欠だと強調さ

親分を指す。江戸時代の浅草に伝法院と

ＩＮＳＨＩＰという単語が載っていない。

ところが奇妙なことに英和辞典にはＳＫ

故か鉄火と表現する。

笠に着て境内で開催される興行小屋に無

いう寺があった。そこの使用人が権力を

実から、特に乱暴な言動をしてみせる女

13

様式を積極的に取り入れようとした思想

文明開化とは、西欧の近代思想や生活
定された。その中に、武四郎と懇意であ

０３点が、２００８年に重要文化財に指

という。

第二次世界大戦後の日本は、昭和

年

日を境に急速にアメ

入手した自慢のコレクションを画中に入

ある。武四郎が各地や様々な蒐集家から

ウィッチを頬張るアメリカンコミックを

リカナイズされ、ダグットが厚いサンド

（１９４５）８月

化も西欧化の名のもとに失われたものも

った暁斎の描いた武四郎の「涅槃図」が

多い。
垣魯文も、
反対派である服部応賀もいて、

その後断髪すると、
「散切り頭」に描き直

（１８８１）
はまだ丁髷だった武四郎が、

済成長を遂げた。しかし明治の文明開化

三種の神器に憧れて懸命に働き、高度経

れさせたうえ、暁斎に依頼した明治

双方の注文に対して河鍋暁斎は挿絵を描

はそれ以上の大波で急速に日本中に広が

-

歳のときの作品であ

との心に呼び覚まそうとしている」といって

けた死にかけたような生活への嫌悪をひとび

る。ゴーリキーは絶賛しているし、
「この寝ぼ

編である。１８９９年

チェホーフの作品の中でも人気のある好短

藤倉 一郎

犬を連れた奥さん

チェホーフをよむ（３）

たのだ。

り、暁斎も波に揉まれながらも泳ぎ切っ

させたため、完成までに５年もかかった

作家では文明開化の推進派である仮名

見ながら、テレビ・冷蔵庫・洗濯機の新

で、急激であるが故に日本古来の良き文

20
年

15

いている。当時の混沌とした時代の流れ
を服装で表すと、図のようになる。これ
は総生寛著『西洋道中膝栗毛』
（明治９年
のために暁斎が描いた口
‐１８７６ 刊）
絵で、
「未開の人、半開の人、開化の人」
（図）と記した三人を描いている。犬ま
で「洋犬」
、つまり輸入された西洋種の犬
だ。当時の東京では、袴に靴を履いて洋
傘を持つという奇妙な現象が巷にあふれ
ていたのだろう。旧態依然とした人々か
に開化は進んで行ったのだ。

ら「西洋かぶれ」と罵られながら、急速
北海道名付けの親と言われる松浦武四
郎の記念館が所蔵する武四郎の資料１５

29

14

14

暁斎筆「未開の人、半開の人、開化の人」
（
『西洋道中膝栗毛』口絵）

どうしたら人目を忍んだり、人に嘘をつ

いたり、別々の町に住んだり、久しく会

安息、永遠の眠りを物語るのだった。
二人は毎日落ち合い、
軽い昼食をとり、

わずにいなければならないような境遇か

いる。あってはならない恋の道を歩んでいる

夕食もともにして、散歩をして海を眺め

合った。もう少しの辛抱で解決の道がみ

ら抜け出すことができるだろうかと話し

二人の前途には、現実の幸福感と比較になら
ない絶望しか、見えてこないのが分かってい

が病気になったので至急帰宅するように

ていた。そのうち、この婦人アンナの夫

つかり、新しいすばらしい生活が始まる

ながら、現実を回避できないでいるのである。

手紙が来た。二人は永遠の別れのつもり

人間の持つ根元的な不幸がこんな物語を起こ
すのかもしれない。

ような気がする。しかし二人にとっては

ベンチに腰を下ろして、海を見つめてい

てオレアンダへ出かけた。教会の近くの

なってしまった。二人は辻馬車をひろっ

人は本気になり、グーロフ自身も本気に

ほんの軽い気持ちで近づいたのだが、婦

の婦人に会い、
言葉を交わすようになる。

てこない。もう少しの辛抱で解決の道が

ます深みに入り、解決の道は一向に見え

引を重ねるのである。二人の関係はます

後アンナがモスクワを訪れグーロフと逢

ナに出会った。その場は別れたが、その

に劇場に出かけて、観劇に来ていたアン

るＳ市をたずね、自宅をつきとめ、さら

にしたほうが、この小説の深みを増すの

の変化もよく理解できる。ここで終わり

心境は十分察知できるし、その後の心情

ルタの街で二人が会っただけで、二人の

うのは蛇足であるような気がする。ヤー

む街へゆき、その後モスクワで何度か会

うがいいと思う。グーロフがアンナの住

で自宅に戻るところで、終わりにしたほ

わたしはこの作品はアンナが夫の病気

なのである。

複雑な困難な道がまだはじまったばかり

で離別した。
自宅でアンナを思い出してはいらいらし

グーロフはアンナのことが忘れられず、
ていた。

グーロフは休暇をとって、２週間もヤ
ールタに滞在している。退屈な毎日をお

た。ヤールタは朝霧をとうしてかすかに

みつかるかもしれない、二人は夫婦同士

しては考えられないような小説的な世界

ではないだろうか。革命前夜のロシヤに

月の休暇に、彼女の住んでい

くっている。白いスピッツを連れた小柄

見え、山々は白い雲がかかってじっと動

たがいに愛し合っていた。運命が手ずか

である。それだからこそ人気があったの

のように、濃やかな親友同士のように、
ら二人をお互いのために予定していたよ

かもしれない。

蝉が鳴いていた。はるか下のほうから聞
こえてくる海の単調な鈍いざわめきが、

うに思えた。二人は長いこと相談して、

かない。木々の葉はそよりともせず、朝

われわれ人間のゆくてに待ち受けている

15

12

を示しているのだろう。人生にこんなス

に二人が恋のために悩む姿は人間の本性

あるから、起こったことであるが、真剣

二人の生活に退屈という人生の余裕が

をまく風習などは、全国各地で普通にみ

男が「福は内、鬼は外」といって煎り豆

古くから伝えられており、節分の夜、年

がれを祓うさまざまな風習が、日本には

世間一般の厄払い、鬼除けの対象とされ

でなく、
生の豆をまきます。
その理由は、

「鬼は内」と唱えるのです。豆は煎り豆

外」と唱えるのが普通ですが、大本では

ら豆をひろいます。世間一般では「鬼は

こんしん

られる光景です。

うしとら

ている鬼とは、通称「鬼門の金神」とい

われている「 艮 の金神」を指し、この
鬼は祟り神であり、すべての災厄のもと

であるとされてきましたが、大本ではこ

くにとこたちのみこと

の「艮の金神」こそ、実は大地の親神で

ある
「国常立尊」
とされているからです。

世間に伝わる豆まき行事は、艮の金神

（Ⅱ）
「瀬織津姫」として奉仕する女性によっ
て長生殿から近くの和田川へと運ばれ、

の金神）に対する〝目ぶし〟であり、煎

すなわち、豆を投げつけるのは鬼（艮

のとされている。

のないように仕組まれた「 調 伏の儀式」
が節分や正月の行事に取り入れられたも

ちょう ふ く

を世の艮（東北の方角）に隠退すること

をまき、参拝者は同じように唱和しなが

主が「鬼は内、福は内」と唱えながら豆

行事の最後に行われる豆まきでは、教

です。

罪やけがれが祓い清められるという神事

人型は川の水に清められて、いっさいの

せ おり つ

れに祈りをこめて素焼きの壺におさめ

を願う人を書いて神前に供え、祭員がこ

をした和紙「人形」に潔斎＝祓い清め＝

ために行う厳粛な潔斎行事です。人の形

事とは、天地、社会、人事万船を浄める

大祭、またあわせて行われる「大祓い」
の神事がそれです。この「大祓い」の神

おおばら

京都府綾部市の長生殿で行われる節分

パイスの効いた一面があるのは楽しいこ

ＡＫＩ

とだ。だから小説として面白いのかもし
れない。

節分・鬼はウチ

（Ⅰ）
日本では古来「立春」を正月として祝
ったもので、旧暦でも立春のある月が正
月と定められていた。
今でも年賀状に
「迎
春」とか「謹賀新春」などの言葉が用い
せつぶん

られ、その名残をとどめている。
立春の前日を「節分」と呼び、一夜明
ければ春をつげる年越しの日に、罪やけ
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正月の門松や、しめ縄を張りまわすこ

って来てはならない〟という意味です。

帰ってもよい」ということで〝永久に帰

り豆をまくのは、「煎り豆に花が咲いたら

を感じられた国祖が自らご退去されるこ

ず、ついには世の中が乱れたことの責任

神々たちの横暴はとどまるところを知ら

の神々をなだめ、
諭していかれましたが、

界の主宰神に任じた天の神さまも八百万

世の精神界、
物質界を浄め祓う
「大掃除、

に現れ、元の神代にもどすために、この

の金神」
（国祖・国常立尊）がふたたび表

ないようにと力を尽くしてこられた「艮

蔭から守護し、世界が破滅の極みに至ら

すなわち天運循環して、いわゆる「煎

とも、これより内に艮の金神を入れない

そして、当時世界の中心地点であった

り豆に花咲く」めでたい元の親神がご出

大洗濯」をはじめられることになったの

小アジアの聖地から、東北の方角にあた

現になる時節が到来したのです。

とになったのです。

金神の臓物を煮て食べることを意味する。

る極東の島国日本に退去され、光を隠し

のためだという。さらに、ぞう煮も艮の
このように、艮の金神を調伏する儀式が

て、時節の到来を待たれることになりま

旧正月、大本間祖出口なおを通いてご再

斥されていた国祖の神が、明治二十五年

このような因縁に基づき、
「鬼神」と排

です。

した。

（Ⅲ）

した。

風習となって、今日まで伝えられてきま
古来、東北の方角は「鬼門」として恐
れられてきましたが、この「鬼門」の由
来は、艮の金神の押しこめられたところ

て持ち帰り畑にまけば“一粒万倍”の稔

と唄えて豆をまきます。生の豆はひろっ

現になり、
そのため大本では
「鬼はウチ」
界は真の中心的存在がなくなり、邪神に

りをいただくことができるように、大本

国祖が日本に退隠されて以来、地上世

神代の昔、この世を造り固めた親神で

とっては怖いものなしの「われよし、強

の節分の豆をいただくことによって、一

ます。

が、世界の東北であったことにはじまり

ある国祖、国常立尊は大地を守護される

いもの勝ち」すなわち「優勝劣敗」
「弱肉

やおよろず

人ひとりが大きな幸せをいただくことが

よこしま

厳格な神であった。八百万の神々たちは

また大本の節分大祭には、甘酒がふる

できるようになると言われています。
び太古の泥海になるより仕方のない危機

まわれます。この甘酒の由来は、艮の金

の状態が続けば地上のすべてが滅び、再
的状態に至りました。そこで、これまで

強食」の世となり、ついには、このまま

邪 な霊に惑わされ、次第に堕落し、霊
性を曇らせていったために国祖をけむた
がり排斥するようになった国祖を地上世
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神に従って世に落ちていた神々が、長い
ので、それらの内容の概略を紹介してお

月八日」
、吉植庄亮が「海嶽のうた」の題

歌人では米窪満亮が「台湾で迎えた十二

大衆小説について調べてきたが、どうし

このところ戦中の軍関係諸誌に載った

球の主将に例え、投手でもあり、猛打手

八九頁で、この巻頭言は日本の役割を野

記念号（昭和十七年十二月）は、Ａ５判

後にわたる話であった。その海野十三は

る。海野十三と会ったことや、内地帰還

喜久雄が、
「戦友」という一文を書いてい

ミステリー系では海軍報道班員の角田

歌の変転」は興味深い。

で何かを訴えている。時雨音羽の「大衆

きたい。

上田良武であり、昭和十七年に『くろが

太平洋戦争開始後の会長は海軍中将・

ていた。昭和八年頃からのようだ。

ろがね会を作って会報的なものも発行し

海軍は雑誌形式の出版物とは別に、く

始めてみよう。

まず、初登場の『くろがね會報』から

苦難の末、いっせいに世にお出ましにな
り、神々の長年の苦労をねぎらうために
る。参拝した人々は、これにあやかって

ふるまわれたのがはじまりといわれてい
甘酒をいただき、ご神徳をいただいてい
るのです。

『くろがね会報』
、
『くろ

ね會報』と改題し、以後毎月一回、発行

ても脳裡から離れないのは海軍が出して

ママ でもなければならぬ、
としている。

「帰還感あり」と題して周辺状況を述べ

(

)

本号の中で、海軍報道班員亥になって

燕とびかひ月海光る
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がね叢書』そして『水交』

を続けた。

いた『くろがね叢書』のことだった。

終戦が近くなった頃には、「野球は敵性競

ているが、次の一首も載せていた。

この第一巻第九号・大東亜戦争一周年

これについては、ある程度は以前にも

技」として退けられたが、当時はまだ精

天瀬 裕康

述べているので、叢書の発端や経過の詳

神的な余裕があったのだろう。

十三輯や『くろがね会報』が手に入った

いた山岡荘八は
「必勝信念について」
を、

敵艦は見ゆかと登るラッタルに

細については割愛するが、幸いその第二
し、戦後の『水交』を観る機会もあった

『くろがね会報』第一巻第九号

江戸川乱歩の「江田島記」は、海軍兵
学校卒業式の見学旅行だが、乱歩も「く

かだったように思われるのだ。
それでは、
『くろがね叢書』第二十三輯
本号はＢ６判で三二〇頁、厚手・和紙

に移ってみよう。
もどきの表紙には日本画が描かれ、発行

途は会長の上田良武中将と一緒に、十一

ろがね会」の会員になっていたのだ。帰
月十五日十三時二十分呉発の急行列車に

であることを考えると、かなり贅沢な感

が昭和十九年十月という戦争末期の時点

大下宇陀児は「抜書一束」において、

じがする。東条内閣が総辞職し、学童の

乗っている。
明治二十七、八年（日清戦争当時）の落

集団疎開が始まった頃のことなのだ。
部外持出厳禁 不許部外配布閲読》とあ

ただし表紙には《海軍軍用図書 海軍

穂拾い、例えば明治二十八年に博文館か
ら『太陽』と『少年世界』が創刊された
ことなどを述べていた。

がね會編纂》の字が目立ち、その裏には

り、中表紙には《海軍恤兵部監修》
《くろ

対する葉書回答には有島生馬、
石黒敬七、

次のような説明がある。

また、
「大東亜戦争一周年を迎えて」に
海野十三、大下宇陀児、大阪圭吾、国枝

《本書は海軍省恤兵部及び報道部の直

史郎、高田義一郎、竹田敏彦、徳永直、
土師清二、
長谷川伸、
久生十蘭たちの他、

接指導の下に海軍省外郭団体「くろが

ば誠に幸甚です。
（後略）
》

の戦陣の余暇を幾分でも御慰め出来れ

ね會」の編纂した前線読物です。皆様

詩人の白鳥省吾や画家の高畠華宵たちも
応えている。
野球と同じくミステリー界にも、徐々
に軍部の圧力が強まってゆくが、どちら
かというと海軍のほうが陸軍より、穏や

内容は、まずグラビアの映画物語「勝

利の日まで」から始まる。演出は成瀬巳

喜男。男優陣は二枚目不在で、徳川夢声・

灰田勝彦・藤原義江を除くと喜劇俳優た

ちだが、女優陣は当時の第一級がほぼ総

――徳川発明研究所では、ロケット式

出演だ。粗筋は、こうである。

慰問爆弾の研究に余念がない。この爆弾

は目的地へ着くと、白煙とともに芸人た

ちが現れて歌や踊りを披露するのだ。実

日まで」と書いた慰問弾がどんどん作ら

験は成功し、やがて研究所には、
「勝利の

れる。初期ＳＦのような作品だが、私は

この映画も主題歌も記憶がある。
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『くろがね叢書』第二十

ちなみに下村は、北原白秋に短歌を学

そして吉良家の附人たちが暗躍する。

と岡本綺堂の半七捕物帳が三編、甲賀三
んだ伝奇作家。平凡社の『現代大衆文学

ついで漫画の頁が続き、目次を開ける
郎の探偵小説、下村悦夫の時代小説が、

どもの時の記憶だから、ある程度の変形

があっても仕方あるまい。

ここらで、一応、納得したいと思うの
である。

サイパン戦跡めぐり

「吉良の脇差」は、吉良上野介の首が取

り、心中することになるのだ。第三話の

ね叢書』のほうだろう。

るが、内容からすれば、やはり『くろが

で、この点は『くろがね会報』に似てい

は白い表紙だったように記憶しているの

さて、
私の記憶にある
『くろがね叢書』

戦地からの手紙 ３

いまも聴こえる調子っ
ぱずれの父の軍歌

猿」等が収録されている。

全集』
（全六〇巻）では一六巻（一九二九
年）が下村に当てられており、
「妖魔千匹

マ

それぞれ一編である。
半七捕物帳の第一話
「正雪の絵馬」
は、
マ

られたあと、手負いの者を治療した医者

現在は自衛隊関係者だけでなく、一般

中支派遣軍編 呂武第１６３９部隊

は小袖を貰うが……といった話。
甲賀三郎の「賢者の石」は一一六頁あ
り、
本号の三分の一以上を占める中篇だ。

ば『呉水交』のように基地ごとに出して

油井正雪が絡んでいる。第二話の「筆屋
の娘」は、若い僧と筆屋の娘が親しくな

陸軍省出入りの御用商人である 斑 毛軍
平が軍機保護法違反で懲役三年の刑に処

いる刊行物もある。
『呉水交』等は、白い

物だ。今回ご紹介した『くろがね叢書』

開業医のお仲間との絆」でありました。

ただいた「医師会

先号に書かせてい

まれていたことは、

配属された父が恵

院（江岸分院）に

漢口第１陸軍病

ケイオーボーイの結束

美濃部 幸恵

せられたが、それが怪死事件へと発展し

表紙のイメージは記憶の中の本に合致す

時代小説の下村悦夫（一八九四～一九

第二十三輯などは、かなり白っぽい表紙

人も入会できる『水交』があるし、例え

てゆくのである。
「賢者の石」が暗号にな

るが、内容的にはＰＲ・連絡誌だから別

四五）が書いた「剣侠と赤穂義士たち」

といえよう。

まだら け

っている。

では、侠盗・月形陣内と女白波・お丹、

白い表紙の雑誌だった、というのは子

20

もう一つは戦時下の外地における「慶

名がおります。

した。

三田の山 胸にゑがきてつどい来し

銀行の副頭取やら、現地会社の社長など

三田のうた 集ひ歌へばこの街の

人ばかり出席しました。

色々おりました。

三田会には、

たのです。

吾々の身分では、今どき滅多に口に出来

應義塾大学卒業生仲間」の熱き結束だっ
『この間は当地の三田会があり出席しま

はらからなれば うたひて止まず

した。

バンド（註・江灘）に響き楽しかりけり』

漢口バンドの風景 横浜正金銀行の近く

ないような支那料理をごちそうになりま

三田会の会合の楽しさ、うれしさを揚

子江に向かって詠んだと書いてあります。

漢口陸軍病院に在任中も今でいう出

張？ なのでしょうか。

時々、南京や上海の陸軍病院などにも

「分遣」で行った時も、慶應の先輩、後

輩に出会って、大変お世話になった、お

かげで気も楽に仕事が出来たなど、書い

ています。（註、
戦地からの手紙には場所、

固有名詞、年号は書かれていません）

武漢三鎮（武昌、漢陽、漢口）といわ

れた漢口は、当時上海と同じく租界（ド

イツ、イギリス、フランス、ロシア、日

本）でありました。商業都市として経済
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30

私の部隊には、同窓が少佐１名，中尉２

漢口市街地

発展しており日本の銀行、企業なども進
出しておりました。
慶應義塾大学の卒業生でつくる現地の
三田会は、軍医として配属されて来た時

そうしたケイオーボーイの強い結束の

助を惜しまなかったと聞きます。

ことなく、物資の差し入れや、何かと援

から、終戦時の混乱期においても変わる

漢口の大智門駅
中国の南北交通の主要な中経点であった。現在の名は漢口駅

漢口民生路

おかげもあればこそ、父たちの軍医グル

ープは、
“全員無事に復員出来たのだよ”

と慶大卒の兄に何度も語っていたそうで

達がよく我が家に集まってお

私の娘時代には、老いたるケイオーボ

す。
ーイの

りました。

お酒を酌み交わし、ごきげんになると

慶應義塾塾歌に、古い軍歌。

必ず始まりました。

若き血に燃ゆる者

光輝みてる我等

♪ ・・・・・・・

「若き血」の最後にくると先生方全員さ

・・・♪ ・・・・

らに盛り上がります。

♬♪慶應 慶應 陸の王者 慶應〽
父は大変な音痴の上、その歌声は人並

ー ケイオーが半音程づつずれていき、

み以上に馬鹿でかかったのです。ケイオ

陸の王者 ケイオーで完全に外れており

ました。軍歌も然り！
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DR

のでしょう。

かつて軍
医として戦
地にあった

お電話や回想のお手紙で知ることが出来
ました。
九十一歳の今も、薩摩男子の心意気と
今回は、医家芸術新年号ですので、堀

南国人のおおらかさが感じられます。

はどんな思

氏の回想の中から少しでも明るい戦場で

老先生たち
いで軍歌を
のお話を。

つつ、今も毎日手を合わせております。

と

も

沈む陽に しばし黙して佇みぬ

私は大正十一年十月七日生まれ

彼の地に埋めし 戦友をしのびて

現在九十一歳になります。

☆ アキマヘン

渡辺軍医（東京三鷹の人）と応山とい

う田舎の病院に一時派遣され、行ってお

そこの県長さんは、日本の関西の大学

りました。

に留学してましたので「アキマヘン」な

は、病院の裏の薬草園に埋葬しました。

漢口第一陸軍病院で死亡した兵隊さん

☆ 忠魂の碑

歌っていた
その万感の思いを、戦後の平和に守ら
れて育った私共には推し量ることもでき
ません。

補充兵役で二等兵の年とったお坊さんが

どの日本語を話ました。

村の人たちも、
診察を受けにきました。

二名おりましたので、埋葬の時は読経を
日本軍司令部がそこに忠魂の碑を建立

皆と仲良くなり、お金の無い人は、お礼

してもらいました。
しました。高さ二メートルほどあり「故

漢口第一陸軍病院
堀 俊郎 元衛生兵
父は、漢口第一陸軍

よ。

に生きたニワトリなどを持ってきました

〝こんどは鉄砲を持たずに来てくださ

日本将兵忠魂の碑」と刻まれておりまし

い。私たちは顔だって同じ。一緒に仲良

病院に到着後、揚子江

終戦の翌年五月に引揚げの時、五十嵐

た。
軍医中尉（会津若松の人）とその写真を

く働きましょう〟と言っておりました。

に面した江岸分院の勤

撮って持ちかえりました。額に入れて仏

とはなかったようです。
私は大東亜戦争の戦場体験証言者とし

壇に安置し、西方浄土に戦友の霊を思い

務についた為、堀さんと直接知り合うこ

ての堀さんから漢口での貴重なお話を、

23

☆ 銃剣術
召集軍医さんたちが、漢口第一陸軍病
院に到着した時、銃剣術の訓練がありま
して、
私は教官の助手をしておりました。
お父さんもその中におられたかもしれま
せんね。
堀氏のお話をお聞きしていると亡き父
の戦地での姿が浮かんでまいります。懐
かしく、あたたかい気持ちになります。
昭和二十年に入ると、
敵機の漢口爆撃、

第十回サイパン戦跡めぐり
二〇十二年十一月二十一日
～十一月二十七日

美濃部 欣平
雨期に入る十一月のサイパン島だが、
海洋性亜熱帯特有のスコールに一日に数
回みまわれた。突然激しい雨足がざぁー
とやってくるが数分間で又碧空と太陽が
輝く。私と妻は毎回戦跡でお世話になる
勇敢な大和撫子ヨネコパルシナスさん、
チャモロとカナカの血を引くベンさん、
この四人のチームで、慰霊巡拝の戦跡め

▼南部戦跡

アギンガン岬 砲台要塞跡 テニアン
島眺望

▼アスリート飛行場跡

▼黒木大隊慰霊碑
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八月十五日終戦、陸軍病院は中国軍管轄
下に。軍医、衛生兵、従軍看護婦さん達
の使命と苦労は、傷病兵と共に日本の土
を踏む日まで続きました。
つづく

ぐりをした。
▼カトリック墓地（旧南洋興発砂精工場
敷地内神社跡）
▼南洋興発診療所跡と防空壕
▼ドンニー野戦病院跡

マニャガハ島
サイパン島から２キロ沖に浮かぶ小さな島。戦前は軍艦島と呼ばれ日本軍の
監視所、前線防御陣地であった。爆撃で壊れた海軍砲が、今も黙々と砲身を
海原に向けている。島周辺の海底には、戦時の沈没船や日米軍の航空機の残
骸が残っている。しかし今では、若者がマリンスポーツを楽しむ陽気なリゾ
ートアイランド、この美しい島で結婚式を挙げるカップルもいる。マニャガ
ハ島も若者たちの幸福を喜んでいるに違いない。
（写真提供 Tomomi Nizuma）

コバルトブルーの海と、南洋の木々の上を優雅に飛翔する亜熱帯海洋鳥たち。
サイパンの海岸ホテルに着くと、毎回迎えてくれる。あたかも純白の霊魂たち
が舞うがごとく美しい。
（写真提供 SAIPAN SHARAKU Tomomi Nizuma）

マイクロビーチ

サイパン島で最も美しいビーチという。

真っ白な砂浜に七色に変化する碧い海、沖合に

浮かぶマニャガハ島。休日には、家族連れの島

民が椰子の木蔭でお弁当を楽しんでいる。

この辺一帯はアメリカンメモリアルパークに

なっている。公園に、日本軍の半地下に掘られ

a
m
u
z
i
N
i
m
o
m
o
T

）

た小さなトーチカが残っている

（写真提供

11 月、サイパンは雨期 ざぁーとスコールが来てす
ぐ碧空が輝きます。

スコールのち 虹が出ました。

25

ホテル便り ちょっとシーズフオフのお客さん。ネコさ
んも一休み。
サイパンダイキリは大カップでフルーティ。

庭内には何種類もの椰子の木や亜熱帯の花々。
ブーゲンビリア、ストレチア、ブルメリア、ハイビ
スカス、ラン、サンタカ、サフィニア、ランタナ、タ
ヒチアンチェリー
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その

半 場 久 也

（カットも筆者）

◎ジャネット・サー
バー宛て
ブラーハ、一八九五
年八月十七日
『尊敬するサーバー夫人様
残念ですが、あなたにお知らせしなく

決めました。というのは我々家族の状態

ニューヨークには戻らないということに

てはなりません。妻と私は熟慮の結果、

我々の子供達の面倒を見ることが出来な

が寄る年波で（七十三歳）
、二年前の様に

を訪ねて来たのです。そこで我々は彼女

旬に我々の所へプラーハから祖母が我々

らない人に子供を託すことは無理だと感

いと思いました。我々はそこで我々の知

ドヴォルジャークはニューヨーク音楽院

じました。特に二人の男の子は我々の監

（原注・一八九四年四月二十八日付で、
院長職を更に二年間延長する契約書にサ

督と保護が必要です。我々の決心の更な

がすっかり変わってしまったからです。

インした。ドヴォルジャークは九五年四

る理由は、私の妻が子供達なし

では生活できない事です。何故

ならば、最近我々は深い心配と

精神苦に悩まされ、ドヴォルジ

ャーク夫人は常に不幸だったし、

りません。そして長女オティルカ、この

上マクダレーナは学校へ行かなくてはな

故郷を後にすることは出来ません。その

り（ジフテリーと腎疾患）
、そんな具合で

２番目の子は重い病気の後とても弱くな

を敢えてするのはとても危険なのです。

以前からご存知でしょうが、きつい旅行

ついてはあなたにしばしばお話しました。

時折とても悲しそうでした。そのことに

ドヴォルジャーク・故郷に帰る
月中旬アメリカを去った時、彼は再び戻
ってくるかどうか大変迷った。一八九五
年八月になって初めて最終的に更なるア
メリカ滞在に反対する決心をした。Ｊ・
サーバーは更に二年間ニューヨーク音楽
院院長職を続けてくれるよう彼を説得し
た。
） 我々の決定の根拠を明らかにしま
しょう。ヴィソカー出身のマルグリース
嬢が帰郷した（六月十七日）後、七月上
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○
37

大いに尽くされたことに私が感心して

なたが音楽を大変愛され、その発展に

の友情を大事にしているか、また、あ

ターバーさん、私がどんなにあなた

を離れるなんて考えにも及びません！

ろ学ばねばならないこの子がプラーハ

年齢の少女として重要なことをいろい

人はこの後なおも彼に留まることをしつ

う考えもあったのであろう。サーバー夫

ていた。この時点で役目は終わったとい

に示唆を与えて、一応彼の任務は片づい

次々に作ってしまったし、後に続く若者

にアメリカをテーマにした新鮮な音楽を

れる。ドヴォルジャークは渡米して直ぐ

カの生活には飽き飽きしていたと考えら

括になる」と書いておられます。

すが、その後に「次回はこのむすびと総

◇お断わり 半場久也先生の遺稿は、今

りませんでした。

その原稿は、残念ながら添付されてお

いることはご存知でしょう。そこで私

ることは出来なかった。
「ヴィソカー出身のマルグリース嬢」

こく希望した。しかし、彼の決心は変え

難いと思っているのです。これを以て

については注釈が全く無いので不明であ

る思いやりと親切さがおありだと有り
あなたにお知らせすることを終わりま

る。

はあなたが上に述べた理由を受け入れ

す。
』
コメント〔この手紙はドヴォルジャ

回で掲載を終了します。長い間ご愛読有

――――――――――――――
ークが妻と息子オットーを連れて、四

り難うございました。
半場先生は、もう１回、まとめの原稿

月中旬にボヘミアへ帰って四ヶ月経て
から書かれたものである。家庭の事情

リカ滞在中の手紙に関する記事は終わり

「これで一応ドヴォルジャークのアメ

を考えておられたようです。

きた子供達のことが非常に心配だった

である」とのコメントを遺しておられま

書かれている。彼と奥さんは、残して

がいろいろ重なっている様子が細かく

ことは分かるが、彼らにとってアメリ
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２０１４年（平成２６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

博

孝

横 倉 義 武

児 玉

野 中

怜

大久保 満男

日本医家芸術クラブ委員長

太 田

駒る年 税で物価の 跳ね上がり

初 芝 澄 雄

日本医家芸術クラブ副委員長

明けましておめでとうございます

天 瀬 裕 康

松 木 耀 子

安彦 洋一郎

日本医家芸術クラブ美術部の活性化しましょう

美術部
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

広島県大竹市 短詩型ＳＦの会

白 矢 勝 一

日本医家芸術クラブ再生委員
美術部部長
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２０１４年（平成２６年）謹賀新年

写真部への入部を歓迎します

写真部部長

竹 腰 昌 明

安 井 廣 迪

日本医家芸術クラブ再生委員
文芸部

藤 倉 一 郎
埼玉県北本市

美術部

山崎医院 院長

山 崎 嘉 弘

〇五四―二八五―六八一一

静岡県駿河区新川丁目十九番五号

〒四二二‐八〇六四

新春をお喜び申し上げます

書道部

〇五四―二八六―〇二七一

大 原 政 子

石川県能美市

美濃部 欣平

本年もよろしくお願いいたします

文芸部

サイパン戦跡めぐり

迎春

FAX TEL

美濃部 幸恵

鎌倉市極楽寺
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本年もよろしくおねがいいたします

文芸部

日本医家芸術クラブ再生委員

専門：皮膚科

鈴 木 啓 之

秋の絵画展には気軽に出品しましょう
描いて楽しく 見て楽しく

美術部副部長

!!

２０１４年（平成２６年）謹賀新年

新春をお喜び申し上げます

美術部

丁字

佐藤病院 院長

佐 藤 文 男

迎春 世界遺産観られる富士の初日の出

清

東京都中野区

小南 長次郎

豊 泉

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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俳句部 川柳

文芸部

山之内 照雄

群馬県高崎市 豊泉クリニック

洋楽部

山之内整形外科 理事長
〒一八七―〇〇四二
東京都小平市仲町二四一―一六
〇四二―三四一―〇四五一
TEL

２０１４年（平成２６年）謹賀新年

日本医家芸術クラブ顧問
聖路加国際メディカルセンター理事長

日野原 重明
『日本医家芸術クラブ』の会員でありながら、どの会合にも出
席できず、失礼をつづけています。年賀広告として、私の最近描
いた水彩画を掲載いたします。
水彩画は『ポインセチア』です。シクラメンとは、ポインセチ
アの花と誰もが思っておられるようですが、実はメキシコに駐在
したアメリカ大使、ポインセチア氏の名前をとってつけられたの
大木がありますが、ポインセチア大使はこれは自分の名前だと公

です。ポインセチアは南米、とくにメキシコにはポインセチアの
表したことから、一般の人にはこれがクリスマスの花と思われる
ことになったのです。

32

安 井 廣 迪

由志園訪問記

はじめに
松江市で講演会を開くと聴いて、しめたと思った。大根島

いくつかの地方に集約されていく。島根県松江市の大根島の

人参栽培は、現在まで続き、長野、福島（会津）と並んで、
月

日、あいにくの雨の中、私はこの島で

日本三大産地のひとつとして知られている。
２０１２年

町内波入地区の全隆寺に植えられたのがはじまりと言われて

である。牡丹栽培で全国的に名が知られる。約３００年前に

大根島は、島根県松江市の中海の真ん中に浮かぶ小さな島

たのだが、模したどころではない、松江藩の「人参方」の建

に立てられた建物を模して建てられたと感じた。後で判明し

車を降りて玄関の前に立った。立派な門構えで、江戸時代

を紅参に加工する様子をすべて見ることができるようになっ

中に案内されると、右側がガラス張りになっており、人参

ている。その奥は土産物コーナー、ついで人参ミュージアム

)

１７２０年、徳川吉宗は、享保の改革の一環として、丹羽

① 草創期

松江藩の人参栽培の由来とその発展

の物語を追いかけてみよう。

しかし、今はひとまず話を留め、松江藩における人参栽培

へと続き、
更にそこを出るといよいよ庭園
「由志園」
である・
・
・。

年 には「島根の花」に

種を越え、日本全国に販売されている。

物をそのまま再現したということなのであった。

由志園とは庭園の名前だったのである。

行ってみて驚いた。

栽培加工を行っているという由志園を訪問した。

開業しておられる吉岡太佑先生に案内していただき、人参の

10

おり、はじめはほんの数種類だった品種も、現在では３００

に行くチャンスが出来たと喜んだのである。

11

この島が牡丹で有名になったのは第二次世界大戦が終わっ
た後のことで、１９５４年（昭和

輸出するほどに成長した。各地にあった人参産地は、やがて

興事業の一環として始められた人参栽培は、幕末には清国に

徳川吉宗の享保の改革の政策のひとつである国産生薬の振

を見に行ったのである

しかし、私は牡丹を見にこの島に行ったのではない。人参

丹園に様々な色の大輪の花が咲き誇る。

選ばれた。４月の終わりから５月上旬にかけて島内各地の牡

29

33

探訪：人参の里

正伯、野呂元丈、上村政勝などに全国の薬草の調査を行わし
め、江戸、大阪、名古屋などに和薬取締会所を設け、中国産
生薬の代替として国産生薬を使用する道を開いた。吉宗は人
参栽培に関しても特別な関心を寄せ、小石川・駒場の両薬園
で栽培を試みさせ、そのときに植えた苗は枯れたが、種子か
ら芽生えたものは成長して実をつけた。これを野州今市（現
栃木県日光市）に移して増殖し次第に近隣に広め、１７３８
年にその種子を売りに出した。御種人参の由来である。
延享年間（１７４４～４７）には国産人参が市場に現れ、
天明年間（１８７１～８９）になると輸入の必要がなくなっ
たばかりか、清国に輸出されるまでになった。
さて、松江藩である。
世紀半ば、松江藩は財政が逼迫しており、１７６０年、

（おたては）

の改革を行

うことにな

つとめ、治

る。倹約に

水事業や新

田の開発を

行って財政

の基盤を整

えたり、薬

用人蔘、ろ

うそく、砂鉄の生産などを奨励し、漆工や陶器など文化的な

工芸も振興した。薬用人参栽培は、そのうちの最も重要な事

の公共事業負担が重なり、藩財政の健全化にいたらず、１７

しかしながら宗衍の改革は、度重なる自然災害や、幕府から

１７９９年には新蔵の死去とともに松江藩の人参栽培は一時

松江の東津田で人参栽培を試みたが、なかなか成功を見ず、

受け、藩財政立て直し事業の一環として、小村新蔵が今度は

松江藩は、１７７３年に、幕府より朝鮮人参売座の認可を

業の一つであった。

６７年に隠居し、その後に七代藩主となった松平治郷（不昧）

的に頓挫する。

国御用作が復活し、１８０４年、茂重は日光に赴いて人参栽

１８０３年、藩主・松平治郷（不昧）の命により、小村新

（１７５１～１８１８）の明和の改革が始まった。

蔵の息子・小村茂重が人参栽培に取り組む。この年、野州一

治郷（不昧）は、家老朝日丹波を中心に、きびしい御立派

34

松平不昧（1751-1818）・月照寺蔵

② 松平不昧の業績と小村茂重の活躍

その一環として、
小村新蔵らが江戸藩邸で人参栽培を試みた。

六代藩主・松平宗衍はさまざまな改革を試みた
（延享の改革）
。

18

やく栽培に成功。その後は順調に栽培を進め、木苗方が担当

培を学んで帰り、１８０６年、古志原（現・松江市）でよう

と記録されている。

二）には、人参奉行を始め総計三百四十六人が働いていた

になるに従い、組織は大きくなり、幕末の１８６６年（慶応

覧』１８８７より）である。

あった人参方の全景
（
『山陰道商工便

したもの、下の図は、天神川沿いに

０～１８６８）より「人参方」を記

左の図は、松江城下地図（１８６

していた人参栽培は、１８１１年に「人参方」が設置されて
そちらに移された。
③ 人参方とその役割
人参方は１８１３年
（文化十）
に寺町の天神川沿いに移転。
この時、立派な役所が建てられ、１８４７（弘化四）年には
往時の様子を偲ばせている）
。人参は、御手畑（藩の畑や委託

独立の事業所となった
（人参方の門は今も松江市寺町に残り、
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農家の畑）で御手人のみに栽培をさせ、収穫した人参はすべ
て人参方が管理していた。
栽培地も現在の松江市、雲南市、出雲市、大田市などに拡
がり、生産量も増えた。１８１６年には幕府より三都（江戸、
京都、大阪）と他国での人参販売を許されるにいたる。
人参方は、領内の人参畑を視察して良質な人参を作る監督
指導を行う一方、加工製品化と流通管理を人参方敷地内で行
っていた。また、大阪、長崎の薬種問屋や商人との取引、人
割であった。

参の海外輸出について幕府の要人と交渉することも重要な役
幕末には．古志原、大根島の遅江など藩内二十八ヵ所に、
監督指導に当たった出張所があった。人参栽培か領内で盛ん

人参方を示した絵図

④ 輸出
１８８２年頃、松江藩は大阪商人を

の収入をあげ、松江藩の財政再建に大きな貢献を果たした。

その人参の利益で、１８６２年に松江藩は軍艦二隻（第一

品質の高さから世界のトップブランドとして知られることに

なお、出雲で栽培された高麗人参は「雲州人参」と呼ばれ、

八雲丸、第二八雲丸）を購入している。

での人参の生産過剰をうけ、１８

出した。伸びは順調であったが、諸国
なる。

通じ、初めて清国（中国）へ人参を輸

３０年に価格が下落し、幕府は清
国商人との貿易を会津藩人参一万

１８６８年の明治維新後、１８７２年に廃藩置県となり、

明治維新後の変化

松江藩「人参方」が行っていた栽培は、松本歓次郎が興した

斤に限定し、松江藩は海外輸出を
根島の遅江、二子で人参栽培が始

禁止されてしまう。このころ、大

人参製造会社に払い下げられた。人参方は人参課として引き

継がれたが、
その後、
新政府の政策により人参課は廃止され、

人参栽培は完全に民営化されることになった。

し、一時期、松江藩の人参栽培の

１８３８年、天保の飢饉が発生

伝統を受け継ぐ、会津、

たのは、江戸時代からの

海外市場の信頼を得られ

ようになった。後発地で栽培された人参は国内向けが主で、

）年、

12
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まった。
１８３３年になって、松江藩は
幕府より人参三万斤の海外輸出を

負債が二万両に達した。しかし、その

信州、そして松江など、

幕府の規制がなくなった結果、全国各地で人参が作られる

後、１８４３年には海外輸出用の人参

ごく限られた地域で生産

許される。

財政の累積赤字二万両を完済した上に、

１８７９（明治

されたものであった。
は、松江藩の年間の石高と同じくらい

純益銀一万二千貫をあげた。人参栽培

が不足するまでに復興し、松江藩は藩

人参の加工を絵図にしたもの

明治期の人蔘生産高のピークを迎えた。
輸出五十万斤。
ただし粗悪品の横行と供給過多で価格は下落。それでも１８
民の三～四割が従事したという。

９２年、明治期の大根島の人蔘栽培は最高期を迎えた。全島

第二次世界大戦後から現在に至るまで
第二次世界大戦中、人参事業は再び政府の管理するところ
となり、戦禍の中で、人参栽培は一時的に途絶える。
そして戦後、人参の栽培や販売は完全に自由化されたが、
会津、信州、松江など、かつての名産地を中心に人参栽培は
復活を果たす。人参の日本三大栽培地の一つ、大根島でも全
島を挙げて栽培に取り組んだ。

１９５０年には、
「日本人参販売農業協同組合連合会（日参

連）
」が設立され、人参の栽培から加工・販売までを一手に取

り仕切るようになった。さらに、この頃、朝鮮戦争の影響で

１９５６年には人参の売上高が戦後のピークを迎えるまで

国産人参の需要が増加した。

に成長する。１９６１年には供給過多などの影響により一時

的に価格が暴落したが、その後は安定した状況で推移し、輸
出は好調であった。

１９７２年、日中国交正常化に伴って中国産の安価な人参

が少しずつ輸入され、文化大革命後に鄧小平によって中国が

改革開放政策をとった結果、安価な中国産生薬が輸出され、

日本国内の生薬も中国産が多くを占めるようになった。１９

７６年に始る医療用漢方製剤の普及は、国内産生薬の生産を

争に敗れ、次々に撤退していった。

一時的に高めたが、安価に入手できた中国産生薬との価格競

人参も例外ではなく、１９８５年ごろから大量の中国産人

参が日本に輸入され、国内の人参栽培は衰退に向かった。２

０００年を過ぎる頃からは、わずかな量（ほとんど紅参）が

輸出されるのみで、日本国内の人参はほぼ中国と韓国からの

輸入品で占められるようになり、その結果、２０１２年には、

「日本人参販売農業協同組合連合会」が解散し、もはや日本

の人参栽培は風前の灯と言うべき状況に陥って、現在に至っ
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明治時代の人参方の門

ている。
由志園の取り組み
１９７５年、
島根県八束町
（現松江市）
大根島に日本庭園
「由志園」
が開園した。
由志園は、幾多の観光産業を手がけなが
ら県内屈指の存在にまで成長し、現在に

紅参の加工工程をガラス張りで見学できるコーナーを設置し、

さらには、
「雲州人参ミュージアム」を設けて松江藩の人参栽

培の歴史を詳しく、
しかも分かりやすく正確に展示している。

（後方が雲州人参ミュージアム）

至っている。

人参専門の土産物コーナー

その由志園が２００９年に農業生産法
人アグリファームを設立した。

38

大根島は、江戸時代から人参栽培を盛
んに行ってきたが、
長野、
会津と同じく、
栽培農家の高齢化と共に後継者不足に悩
由志園では、衰退していく人参産業を

まされている。
復活させるべく、さまざまな理由で栽培
が困難になった農家から人参畑を引き継
ぎ、栽培を継続して６年目の収穫を迎え
２０１３年には松江藩の人参行政の中

るまでになっている。
樞であった「人参方」の建物を復元し、
「雲州人参の里」として由志園の正面玄関とし、その中に、

薬用人参の輸出入量

由志園の玄関である復元された「人参方」の建物の前で。吉岡先生（左）と筆者。

雲州人参ミュージアム

由志園の土産物屋の風景

雲州人参ミュージアムの一風景
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乾燥室・50 日かけて乾燥し、紅参を作る
人参蒸し器・３時間蒸すとのこと

人参の栽培は、基本的
に６年を要する。薬用と
しては４年たてば使用で

や台湾地方に輸出することによって人参産業を守ろうと努力
している。

日本の三大人参産地のうち、最も小規模な大根島ではある

人参の栽培法は、これまでそれぞれの農家で秘密にされて

が、由志園の試みは、日本の最先端を行く。

きて、公開されることはなかった。本来それを行うべきであ

使用されるのは、４～６

きる。医療用漢方製剤に
年根を乾燥したもので、

った日参連もこれに取り組むことはなかった。

年もすると栽培農家は消滅してしまうのではない

あった価格が、現在では

ｋｇ５，０００円前後で

た農家が、時折やってきては若い人に栽培のノウハウを伝授

とに専念するとのことであった。これまで人参畑を作ってき

言う。新しい技術を入れることは可能だが、今は継承するこ

由志園では、栽培も加工も公開し、一切秘密にはしないと

かと危惧されている。

と、あと

今、どの地域の栽培農家も高齢化を迎え、このままで行く

これは「生干し人参」と
呼ばれる。
この数年で人参の価格

その約３倍の１万５００

していかれるのだと言う。

は高騰し、３年前には１

０円前後に跳ね上がって

木々の配置、石の置き方、滝から落ちる水、その水の流れ、

である。

るのは、この園を訪れた者にしか味わえない大いなる愉しみ

由志園は、もともと庭園として誕生した。この庭を散策す

由志園散策の愉しみ

心温まる話ではないか。

いる。
この状態では、日本の
漢方医学が崩壊するのは
時間の問題であろうと思
その中にあって、由志

われる。
園は、人参を蒸して乾燥
する紅参を生産し、香港
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10

池、どれを取っても見事であると感じる。これが昭和

年に

造られた庭園であるとは信じがたい。江戸時代の名のある庭

師の作かと思ったらとんでもない。

聞けば、初代社長・門脇栄氏が、お父上の由蔵氏の志を受

け継いで造園し、その名にちなんで「由志園」と名づけられ

たとのことである。設計の大部分は門脇氏のアイディアによ

年、もはや何百年も経過したかのような風情を

るものであろう。
よほど造詣の深い方であられたに違いない。
造られて

年に作られた。その下は「おろちの庭」と名づけら

大きなものが昭和

年に完成した「禅」であろうか。

園の東側にはいくつかの料亭が立ち並んでいる。ひときわ

れ、全体で荒々しい伝説を形にしたものであるという。

で平成

る。これは「竜渓滝」で、出雲神話「八岐の大蛇」にちなん

園の北の方、少し高いところから水が滝となって落ちてく

見せ、見る者を楽しませてくれる。

30

人参は植えて１年あるいは２年で間引きを必要とする。間

なった。

人参がこのような形で活用されているのを見て、私は嬉しく

ほとんどの料理に人参が入っているのだ。大根島の特産品・

らの懐石料理の素晴らしさ、美味さを倍化させる。しかも、

雨にけむる由志園の風情はまたひとしおで、一献傾けなが

に腰を落ち着けた。

蒲」だったと思う）
、庭全体を見渡すことの出来る二階の座敷

私は、吉岡先生の御案内で、料亭の一つに上がり（多分「菖

57

41

14

50
由志園の風景。後ろに見えるのが料亭

引きされた人参は薬用にはならない。それをこのような形で
活用し、何も無駄にしないという気持ちに感銘を受

る。とてもあざやか

この建物では、細心の注意を払って牡丹を育て、一年中さま
ざまな牡丹を見ることが出来

である。

おわりに

吉宗の享保の改革

によって始められた

日本の人参産業は、

幕末の隆盛期から明

治維新を経てなお日
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本を代表する産業の

ひとつとして存在し

た。しかし、１９５

０年代をピークとし

て、中国産の安価な人参

の登場によって急速に衰退し、現在では往時の何十分の一の
規模でしかなくなっている。

しかし、２０１０年以降、人参の価格が高騰し、世界的に

の発展を見据えたとき、
極めて重要な事業であるはずである。

参栽培の継承は時宜を得ているばかりでなく、今後の世界へ

由志園はもともと牡丹栽培に力を入れていた。それは由志

その１つが一年中牡丹の花が見られる
「牡丹の館」
である。

する観光客を喜ばせている。

不足状態になりつつある。このときに当たって、由志園の人

けたからである。

「牡丹の館」にて吉岡先生（右）と筆者

園で行われる四季折々の催しにも取り入れられており、来園

人参を活用した懐石料理

注
１． 松平不昧（１７５１～１８１８）
松江藩七代藩主。名は治郷。江戸時代の代表的茶人の一人。父の宗
衍から家督を継いだとき、松江藩は財政が破綻していた。そのため
治郷は、家老の朝日茂保と共に藩政改革に乗り出し、積極的な農業
政策の他に治水工事を行い、木綿や朝鮮人参、楮、櫨などの商品価

ので、長期に保存でき、薬効も保つことが出来るので、世界中で需

要がある。特に台湾や香港の人たちに人気が高い。日本製は品質が
よく、安全で評判が良い。

付記

本稿で使用した資料は、由志園発行の『和寂趣彩』２０１
３夏号

4
.
o
N

、および、同秋冬号

5
.
o
N

、および由志園・雲州

人参ミュージア

値の高い特産品を栽培することで財政再建を試み、一方で領民に対
する厳しい政策をとり、その結果、財政改革は成功した。藩主とし

ムから転載させ

ていただいたも

ての務めを果たしながら、茶道を究め、名物茶器の蒐集を行い、さ
らに茶道具の研究成果を著作としてあらわし、不昧流茶道の祖とな

という。中国の吉林省や朝

のです。また、

由志園取締役・

渡部卓也様には、

g
n
e
s
n
i
G
x
a
n
a
P

賜りました。記

特別なご高配を

して感謝の意を

表します。
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った。
２．薬用人参の種類
薬用人参のラテン名は

ている。生干し、湯通し、白参（
はくさん）
、紅参（
こうさん）
の４種類

鮮半島が原産である。加工法にいくつかあり、それぞれ名前を持っ
が代表的なものである。
通常、漢方薬の処方には「
生干し」
が用いられており、医療用漢方
製剤も「
生干し」
を用いている。湯通しは、熱湯に浸して乾燥したも
水洗いの後、わざわざ竹べらで表皮を除去して乾燥させたもので、

ので、もともと松江の雲州人参はこの方法をとっていた。白参は、
主要成分である人参サポニンがほとんど含まれていないため、日
本では使用されない。紅参は水洗いした後蒸し上げて乾燥したも

6 年目の収穫間近な人参畑（由志園の農場）

兵庫
南伊紀行

廣 辻 逸 郎

ヘップバーンの腰掛けし石冬日和
ハネムーンコインに願ひ冬日射す
外国の七曲りの坂木守柿
冬波に青の洞窟人拒む

小 南 丁 字

ポンペイの轍の跡や枯落葉
東京
自民党衆参連勝七変化
初当選猛暑の闘いコチョウラン
蓮の花見惚れるほどに拡がれり
蟻はらう蟬のしかばね埋めてやり
台風のあとに懸かるや十三夜

静岡

岩 本 漂 人

ウグイスや囀り捨てて葦の中

東京

篠 田 那 珈

木枯らしに木の葉の如きムクの群

早々に予防接種受け冬構え

も

籾 木 秀 穂

暁やここを先途と虫時雨

この庭のここであの頃鉦叩

補聴器をとれば虫声幽かなり

虫声のリズムいつしか我の中

テレビ消し虫声のみの夜となりぬ

東京

異教徒が斯くも熱狂すクリスマス

か

赤道を越えし戰友在り賀状書く

と

東京に優勝パレード無く秋空し

むな

筆とペン交互に握り賀状書く

にぎ

野辺山にフクロウ来しと初便り
渡り来しアオアシシギの挽歌かな

福 神 規 子

辺縁に黒雲ひそみモズ高音
東京

言ひ出せず結局言はず蜜柑剝く
しばるるや肩を頼りの母娘瞽女
ビスケット星型に焼きクリスマス
里巡り来て臘梅の日向かな

中 村 雄 彦

探梅の笑ひ羅漢に会ひにけり
新潟

それぞれの家静りて雪を待つ
とりどりの冬服まといコンサート
夏舞台下げた頭を掻く子供
風に飛ぶ百円ショップの夏帽子
二人来て腐れるバナナ数えおり
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東京
福 冨 清 子

カルテット若き奏者の息冴えて
門前薬局静かに混むや暮の秋

青森

秋 霧 朝 光

死に際に親族急に倍に増え

見た目より心きれいが大事です

近未来ロボットだらけの施設でき

清

白寿翁智慧あたたむる懐手

豊 泉

夢言えば世界一周豪華船

群馬

小 南 丁 字

嘘でしょチケット転売五輪詐欺

降圧剤データ操作に熱を上げ

偉大なるイチロー日米４０００本

競う夏ボルト・ガトリン足で

自自自自と朝刊自民蟬時雨

東京

肩書きが無くて凝らない老いの肩

腹を割り本音語るとなおこじれ

酒の席下戸は小声で烏龍茶

現実は個人情報全て漏れ

食通が偽と知らずに舌鼓

冬木立同志のごとく幹叩く

秋 霧 朝 光

珍しい物に目利きのコレクション

青森
茸狩ずぶ濡れの身を湯浴みせり

文科省イジメの新語を辞書に足す
無学ですだからのんびり生きられる
親も子も躾がずれてゆく緩和
例の件よろしく頼むと小槌振り

100
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来し方は御破算いざや年用意

福冨 清子

貴婦人

東京

小 松 安 彦

貴婦人と再び会へる喜びよ貴女が日本に来てくれるとは
三十五年前と貴女は変はらない私はかくも変はつてしまつた
フランスとパリと貴女は青春の頂点にゐて光り続ける
貴婦人と一角獣を描きたるタペストリーを見詰め続ける

茨城

羽 生 藤 伍

オールボアールあるいは アデュー午後八時君に別れを告げねばならず

晩秋の富士

台風

号

東京

横 田 英 夫

小雨降る大通公園に人溢れ名産を賣る人声ひびく

貰いたる赤き風船手を離れ見上げて泣く子人混みの中

林

宏 匡

雨足の強くなりたり羽田行き欠航や否やとテレビを見つむ

台風は只今熊谷上空と聞きつつ向う新千歳空港

東京

機窓より差す夕光の移り行き旋回しつつ順番を待つ
熊本の旅

（熊本大学医学部にて詠める）

肥後の国の熊本ラーメン想ひつつ航空券を購ひにけり
亡き父の母校を訪へば構内に白き十字の花盛る樹木

さみだれに黒と白とを際立たせ熊本城は動かざりけり

さみだれに青々と立つ公孫樹に熊本城は威風を放つ

惜しみつつ門を出にける熊本城脳裏に刻みバスを待ちをり

霜月の日本平のホテルより窓一杯に白き富士ヶ嶺

奥入瀬の秋深まりて散りしきるもみぢはさか巻く秀波に乗りて

怪しみて耳そばたてば音絶えて風の音のみきく詫び住まゐ

秋 霧 朝 光

御殿場の街中行けば角毎にバスの窓辺に大き富士山

凛として不二の高嶺に御来光雲海樹海金色に染む

青森

急斜面南アルプス鉄道は大井川辺の秘境を走る

食べるには困らぬものを北を指し鴨は去りゆく不忍池

富士が嶺に夕陽は消えて湾に沿う清水の街に灯り漲る

三保の浜東に歩めば林絶え白き裾ひく白雪の富士

いささかの揺れをたのしむ里の子ら揺れに合わせてわたる吊橋
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《詩 》
案山子
たおれかかる一本足をたよりに―

僕は谷間の棚田の案山子になろう

青森

風が吹き傾く肩に青いトンボがとまる
俺は平行の腕を揺らしトンボに忠告する
「鳥に告げろ 俺に近づくな 俺は人間だ
お前を捕まえ夕飯の皿に盛りつける」と
稲穂の波におぼれかかる案山子
破れた麦わら帽子に太陽のしっぽが踊る
顔が消えた かしげた顔に バッタが笑う
芥子色のバッタは別れぎわ 俺をほめた
「君は僕達の守り人 君の細い足の下に
鳥は来ず 子供たちは自由に遊んだ」と
冬の朝 僕は雪に見惚れ 土手にころんだ
ころんだ地平線に案山子もころんでいた

ＡＫＩ

「献身」とは静かな谷間の案山子だ

武器を使わず稲穂を守り糧を捧げた

その生きざまよ たおれた案山子に

み まが

青森

秋 霧 朝 光

冬の雪は白い布団をふんわりかけていた

震災の目

今冬は大震災の後遺症かと見紛うばかりの雪のうなり
空もひび割れたか
津波も寄せたか
泣くだけ泣いて

乾いた空から眼一杯の幻も雪となって
悲しみを超える
なら 雪はよし
ごう

降るなら あしたもよし
業のような雪にでもなって
地上に固まり その地を愛し
罪の足跡を残して
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溶ける春を待てばいいのだと

心満ちるまで

「現在」の評判や関心から無視され

固い種子 ―

それ故 流行に迎合する必要もなく
「未来」への芽を

うた

朝の詩
冬支度は

青森

秋 元 光 博

明日をひっそりと担っていることが多い。

同時代の味覚に合わない種子があって

人間の歴史にも

安全に内蔵している種子。

己を守り

秋 元 光 博

詩人の目線で

青森

この豪雪を耐えている
なんじょ

無口な津軽の男女の群像

種子について
―「時」の海を泳ぐ稚魚のようにすらりとした柿の種
人や鳥や獣たちが
柿の実を食べ 種を捨てる

種子が かりに

すみましたか

雪虫のうた
味も香りも良い果実のようであったなら

聞いてる

― これはおそらく「時」の計らい。

貧欲な「現在」の舌を喜ばせ

雪虫 粉雪の舞

「時」はそれを避け
せみよりはかない

果実と共に食いつくされるだろう。
種子には好ましい味をつけなかった。

命だから
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妖精の舞

そっと見つめよう

呟きながら硝子戸の結露を拭きながら

「静かでよい年の兆しだ…」と

庭の木でさえ小さないのちを燃やし

新春の白木蓮を見ていた
鼻先にとまり

こっそり私の
寒風の中で確実に生きている

《漢 文 》

消えてしまいそうな

秋 元 光 博

我が家に植えた二十三年前から

青森

秋 霧 朝 光

彰明命運慰離愛

勉彊何奈閑眼疑

山気豈図勁健姿

誠切尚薫風正遅

院中相鎖奠禅坐

浄国幽寂中陰移

清露菊花狂暑遠

居士の登仙自ら覚知す

命運彰明して離愛を慰む

勉彊何奈眼を閉じると疑う

山気豈図勁健の姿

誠切尚薫り風は正と遅し

院中相鎖ざして禅坐を奠む

浄園は幽寂にして中陰は移る

清露菊花猛暑は遠ざかる

満中陰に感有り

居士登仙自覚知

於満中陰有感

青森

雪虫 綿虫 雪ばんば

庭の白木蓮
目薬のひんやりとしたしづくを
両眼に落しながら そっとひらくと
新春の光がやけに眩しい
庭隅の白木蓮の枝ぶりが
その先端を宙天に背伸びさせて
時折り風に揺れているのを
じっと眺めている 年明けの朝
まだ真冬厳しい寒さは無いが
風に揺れる他愛のない動きだが
固い枝の蕾がリズムを合わせるように
共に二〇一一年の新春を歓んでいる
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ネーネーズの芸術性について
海 山 道 人
ネーネーズ・その軌跡を追って
初代ネーネーズは１９９０年に結成された。メンバーは、

いう。アルバムは『彩』がリリースされた。

このメンバーのうち、２００９年３月に比嘉綾乃と金城泉

が惜しまれつつ卒業し、代わって若い仲本真紀と比嘉真優子

与那覇歩が急に卒業してしまい、 月までの５ヶ月間を３人

が入った。新チームになったのもつかの間、この年の７月に

体勢で何とかしのいだ。本当に、懸命の頑張りだった。何し

歳の若さだったのだから。

保良光美が入ったのは翌２０１０年の１月である。ここか

ろベテランの上原ですら

９９５年に古謝が抜け、當眞江里子が入った）で、国内はも

ーネーズは溌剌とし、ドンチャン騒ぎをしているように見え

月

らが４代目ネーネーズと呼んでよいだろう。４人に戻ったネ

ネーズは１９９９年
活動を停止した。

その解散直前に２代目ネーネーズが結成された（８人で共
演した時が１回だけあるらしい）
。
このチームは１枚のアルバ
した。

ム『美らうた』を残し、約４年間活動して２００３年に解散

月には、先輩たちに勝るとも劣らない技量を身につ

選ばれた。これが３代目ネーネーズである。メンバーは与那

この翌年の５月、上原渚が卒業し、本村理恵が加入した。

安定を取り戻したネーネーズのなかで、本村が他のメンバ

匠の資格をとり、ひとまわり大きくなって帰ってきた。

とで払拭された。彼女は、ネーネーズにいない間に三線の師

た。どうなってしまうのかという心配は、上原が復帰するこ

わずかの期間を経て、今度は太鼓の名手、仲本真紀が卒業し

ころには頂点に達した感があった。

て、２０１２年１月のＤＶＤアルバム『月に歌う』を出した

けていた。彼女たちはその後もどんどん成長し、更に円熟し

１０年

はぐんぐんうまくなり、アルバム『贈りもの』を出した２０

て、しかし上を目指してまっしぐらに突っ走って行った。歌

日のさよならコンサートを以て

古謝美佐子、吉田康子、宮里奈美子、比屋根幸乃の４人（１

12

とより、海外遠征も行う国際的なチームであった。このネー

20

覇歩、新里奈津子、比嘉綾乃、金城泉の４人で、２００４年
このチームはアルバム『愁』を発表したが、その後、新里

１月から活動を開始した。
奈津子が上原渚に交代した。上原は、当時高校生で出演に時
間制限があり、最後のステージは残りの３人で歌っていたと
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15

次のメンバーは一般公募でのオーディションの合格者から

11

11

ーに早く追いつこうと努力している姿が印象的であったが、
すでに６ヶ月を経た現在、もはやネーネーズの一員として全
く遜色はない。
変幻するネーネーズ
この５年半の間、僕は、ネーネーズのメンバーが次々に交

その涙ぐましい努力は実を結び、保良さんが加入してぐん

ぐんと完成度を上げていった。

その過程でわかったことがある。

音色ががらりと変わった。一口で言えば、一つ前のチーム

と比べると、
現代っ子の音になった。
それは良かったのだが、

良いことばかりではない。
「明けもどろ」の深々とした神々し

い響きが失われてしまったのには、正直落胆した。

この頃の彼女たちは、まだ十分自分たちをコントロールで

代していく様子を見続けてきた。どのメンバーも、入って数
ヶ月はチームの中の自分の居場所がどこにあるかを模索し、

成していった。メンバーの交代がありながらも、統一した音

きず、わいわいがやがややりながら徐々に自分たちの音を形

色を保っているのは、この当時の試行錯誤の経験が大きいと

５年半前の比嘉（綾乃）
・金城・与那覇・上原のネーネーズ
は古くからある沖縄の色を濃く残したチームで、第１ステー

思う。

そうこうするうちにチームは独自の音色を築き上げて行く。

ジ冒頭の「明けもどろ」は神々しい雰囲気を濃厚に持った名
演だった。涙がこぼれそうだった。

上原さんは３人でも歌える、
という事を知っていたはずだ。

間、
与那覇さんの卒業でネーネーズは３人になってしまった。

んと仲本さんが入って新しいチーム作りに入ったのもつかの

よりは「超一流」と呼ぶべき人たちで、それぞれその活躍し

は最初からこの中に入った。これらの人たちは、一流という

中でも特に好きなミュージシャンが何人かいる。ネーネーズ

楽が好きで、膨大なＣＤのコレクションを持っており、その

僕は、世界中のワールドミュージックと呼ばれる一群の音

ネーネーズの歌の思想性

彼女が高校生だったころ、第３ステージに残ることは許され

ている地域で絶大な人気を誇るか、人々の尊敬を集めている

比嘉（綾乃）さんと金城さんが卒業し、比嘉（真優子）さ

っていた。だからやれると思ったのだろうが、いざ３人にな

ていなかったので、彼女が帰ったあとのメンバーは３人で歌

か、その両方を兼ねている人たちなのである。

ネーネーズも同じ価値を持っていると感じる。初代ネーネ

ったときの音は、想像よりも厚みにかけていた。それを補っ
たのは３人の歌に対する情熱と懸命の努力である。
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ない。ネーネーズというボーカルユニットを創設し、そのユ

る。しかし、これは彼女たちだけが優れているというのでは

ーズからその伝統を受け継いでいる現ネーネーズも同じであ

には、
「時代」という大きな大きな要素があることを浮かび上

れる困難と共にうかがわせるに十分である。しかもその背後

未来に対する強い意志を、別れに対する強い決意を、予想さ

現し得ないものなのである。

聴き手に訴えかける。そのどれもがネーネーズでなければ表

ところにある喜びや切なさなどあらゆる情感が浮かび上がり、

たとえ、単なる恋歌にしても、彼の手にかかれば心の深い

どれもが人間世界への強い洞察力を感じさせる。

その後の歌の多くは知名定男氏の作詞や作曲であり、その

がらせている。

人の偉大さが絶対的なものとしてまず存在する。そして、ユ

ニットのために数多くの歌を作詞し作曲した知名定男という
ニークな歌詞を作った数多くの作詞者、編曲に当たった多く
の人たち、そして彼女たちを支えるいろんな分野のスタッフ
たちの総合力の、その頂点にネーネーズが存在する。
聴衆は頂点であるネーネーズの歌を聴き、見ている。いわ
ば彼女たちは、知名定男という人を中心として作られた大き

僕は、初代ネーネーズの歌う「うむかじ」がとても好きだ

が、現ネーネーズの歌がそれに劣っているとは思わない。そ

れは、実際に彼女たちのステージを聴いてみないとわからな
U
W
A
K
I

知名定男氏の持っている能力が最大限に引き出されたと思

ーズのこの歌は単なる

初めて岡本おさみの心が人々に届いたのだ（編曲の素晴らし

の歌詞にメロディーをつけ、
ネーネーズが歌ったことにより、
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な音楽世界の偉大さを具現化する存在としてステージに立っ
ていると言える。
ネーネーズの歌の最大の特徴は、その思想性にある。最初

作曲は玉栄正昭氏であ

われる歌がいくつかある。それらの歌の詞を作った人は岡本

力を持っているのである。
るが、この歌の精神は

おさみという。代表曲「黄金の花」の持つ魅力は沖縄という

い。彼女たちもまた、初代ネーネーズと同じレベルの表現能

』の

知名定男氏の持つ精神

語とともに人々の心をうつだろう。しかし、知名定男氏がこ

枠の中だけでは計れない。この詞の持つ普遍性は美しい日本

のアルバム『

と全く同じと感じられ

中にある表題曲の作詞

る。ＣＤの中のネーネ
悲しみや郷愁を超え、

ネーネーズ『IKAWU』

さも特筆に価する）
。
岡本おさみ氏と知名定男氏の心がぴたりと一致し２人の持
つ心、２人の持つ思想が協同してこの歌を作り上げたのであ
「真夜中のドライバー」
「遠い道」
「庭のガジュマル」
、そし

る。
て「山河、今は遠く」も同じ思想で貫かれている。
岡本おさみの詞に限らないのだが、ネーネーズの歌の思想
性は際立っていると感じる。

日、ネーネーズは、東京は青山の「月見
o
y
k
o
T
n
i
e
v
i
l

～月に歌う』である。歌だ

黄金の花

十九の春
山河今は遠く

（アンコール：バイバイ沖縄）

『live in Tokyo～月に歌う』

a
s
a
b
a
d

」や「あめりか通り」などのにぎやかな曲で
幕を開けるようになった。

く「コザ

じさせなかった。彼女たちもそれを自覚したらしい。まもな

ニングで歌われていたが、皆あまりに若く、神様の存在を感

した曲である。このメンバーになった当初もこの曲はオープ

１曲目の「明けもどろ」は、かつて僕が最初に聴いて感動

ネーネーズの DVD

おそらく、その後に研究を重ねたのであろう、今回のオー
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ＤＶＤアルバム『月に歌う』
２０１２年１月

安里屋ゆんた

テーゲー

平和の琉歌

ウムカジ

あめりか通り

明けもどろ

歌は、どれも素晴らしいに尽きる。収録曲は以下の通り。

念だが、２年余りの間、切磋琢磨してきたベストメンバーの

けが収録され、その間のトークが省略されているのは少し残

がＤＶＤアルバム『

ル君想フ」にて、コンサートを開いた。そのときの映像記録

24

プニングがこの曲であるのは、よほどの自信があるからに違
いない。
事実、歌の深さが４年前とはまるで違う。特に、力任せに
あっけらかんと歌っていた比嘉さんのソロが、陰影を含んだ
情緒豊かなものに変わったのが大きい。５年半前の比嘉（綾
乃）
・金城・与那覇・上原チームの「明けもどろ」とは異なっ

このコンサートの最後は、実は「山河、今は遠く」であっ

た。
この曲は、
今はネーネーズの応援歌として知られている。

最後にもってきた理由があると思うが、トークが省略されて
力演である。

いるためによく分からない。

岡本おさみの詞は、定年前後の普通の男の心の中を、愛情

２曲目は「あめりか通り」である。いつもどおりにぎやか

の一人ひとりの表情が美しい。

るように、一語一語かみしめるように歌っていくネーネーズ

わしい素晴らしいメロディをつけている。一歩一歩踏みしめ

をこめた筆致で描いている。作曲の知名定男もこの詞にふさ

に、にこやかに歌っている。仲本さんの身振り手振りはあざ

た趣きの名演である。

やかで、この曲が「あめりか通り」であるのを象徴している
その後は、
「ウムカジ」
「平和の琉歌」
「テーゲー」
「安里屋

を見据えて控えめに声援を送る仲本真紀、優しい表情でにこ

って叫ぶように「がんばれよ」と歌う比嘉真優子、じっと前

決意を秘めたような厳しいまなざしの上原渚、遠くに向か

ゆんた」の順で歌い進み、
「安里屋ユンタ」に至って、バック

しそうになる。

やかに励ます保良光美。僕はこの歌を聴くたびに、いつも涙

月

日 名古屋にて
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かのようである。

のスピーカーの伴奏はなくなり、上原、比嘉のツートップの

２０１３年

ートに来た人たち全員を幸せにしたであろう。

うににこやかに手を振りながら歌う彼女たちは、このコンサ

さて、アンコールは「バイバイ沖縄」が選ばれた。楽しそ

三線とベテラン仲本の太鼓だけで演奏して行く。
「十九の春」
も同じである。
通常、ネーネーズのコンサートの締めは「黄金の花」であ
る。さすがに歌い込んでいるだけあってみごとな歌だ。最後
う彼女の歌はこの曲にふさわしい。
だが、
このつぶらな瞳を、

を抜け出して本土にコンサートにやってくる。たいてい、大

ネーネーズは、時々、本拠地である「ライブハウス島唄」

10

は仲本さんのソロで終わる。つぶらな瞳で、思いをこめて歌
もうネーネーズでは見ることは出来ない。彼女が２０１３年
３月に卒業してしまったからだ。

12

席になった。
４人が揃い定位置につく。

阪・名古屋・東京の
順なのだが、時に埼

さあ始る。客席の全員の高まった期待にこたえてネーネー

ちが名古屋にやっ

地よい。皆そう思ったことだろう。トークは上原さんだ。

り、一挙に座が和んだ。やはり親しみのある歌を聴くのは心

a
s
a
b
a
d

った。会場は、名

く聴いているうちにあっという間に第１ステージが終わった。

れる。後半は沖縄民謡だ。どの歌も生気にあふれ、気持ちよ

」と定番の歌が歌わ

古屋市中区にある

第２ステージは保良さんのトークで進行する。
１曲目は
「赤

その後、
「あめりか通り」
「コザ

「オキナワＡサイ

ンバー

A
Z
O
K

人も入れば

いるので親しみがわく。このステージでは、おなじみ「安里

う

一杯になってしま

屋ユンタ」や「ティンサグの花」などが歌われ、あっという

あれあれ、というお客さんの声に応え、アンコールは、上

う比較的小さなお
うよりは、照明や

原・比嘉のツートップの三線の伴奏で、ふたたび「黄金の花」

気のうちに名古屋のコンサートは終わり、皆が幸せな気分で

が歌われた。やんやの喝采である。こうして、和やかな雰囲
小劇場である。７時

家路についた。もちろん僕も幸せだった。

たステージのある
半の開演時間には満

音響もきちんとし

間に第２ステージも終わってしまった。

く知る歌であるらしい。アルバム『贈りもの』に収録されて

田首里殿内」だ。この歌は本来童謡で、沖縄の子供たちのよ

雀躍して聴きに行

てきた。僕は欣喜

うも彼女たちのいたずら心であるようだ。しかし、これによ

いつもは最後に歌われるこの歌を最初に持ってきたのは、ど

玉に行ったり、熊本
月

ズが歌い始める。なんと第１曲目は「黄金の花」であった。

２０１３ 年

に行ったりする。
日、その彼女た

12

店で、居酒屋とい

30
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10

」とい

「オキナワＡサインバーKOZA」のネーネーズ

本村理恵さん

比嘉真優子さん

上原渚さん

保良光美さん

ネーネーズの芸術性

誰が聞いても、ネーネーズが歌っているのを聴けば、これ

はネーネーズだとすぐに分かるだろう。その独特の響きは人

上原さんの的確な響きの、それでいて決して偉ぶらない三

を魅了する。

線、比嘉さんの豊かな声量に情緒豊かな歌、保良さんの優雅

な身のこなしとあざやかな三板の扱い、ぐんぐん腕を上げて

きた本村さんの太鼓、そして４人そろったヴォーカルの素晴
ある。

らしさ。誰もが優れた技量を持ち、努力に努力を重ねて今が

彼女たちは、どこをとってもプロとして十二分のものを持

っている。しかし、一ケ所だけアマチュアの部分がある。

それは彼女たちの「心」である。どれだけ歌が上手くなっ
チュアの心である。

ても、どれだけ有名になってもなくさないもの。それはアマ

彼女たちの眼線は、
決してお客さんの上に出ることはない。

プロであれば当然生じるであろうそれなりの傲慢さや、その

逆のおもねりもない。あるのは、ただプロとしての優れた技

実はこれに尽きる。それが故に、彼女たちは魅力的なのだ。

量とアマチュアの心だけである。ネーネーズの芸術性とは、
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冬のコンサート
各所で開催
白矢 勝一

れる場所だと聞きました。
萩野先生が結成されているバンド『は
ぐどばん』と、当クラブのファミリーコ

わかりました。会場では、おいしい食べ

物や飲み物も提供され、コンサートをよ

り一層盛り上げていました。

赤レンガ倉庫の雄大な姿と、横浜の素晴

コンサートが終わって外へ出てみれば、

ィ・カンディドをはじめ、過去、はくど

ンサートでもおなじみのロベルト・デ

ブの発展に少しでもお役に立てたらと思

はぎの耳鼻咽喉科に通う患者さんが多く、

ということで、
招待されたお客様も日頃、

す。

耳鼻咽喉科、 周年おめでとうございま

れが癒されたことに感謝します。はぎの

萩野先生の素晴らしい演奏に日頃の疲

らしい夜景に目を奪われました。

てのコンサートでした。

ばんと共演してきたボーカリストを招い
会員の皆様、新年あけましておめでと
はぎの耳鼻咽喉科

周年記念ライブ

うございます。今年も日本医家芸術クラ
っております。

（上段写真：はぐどばんブログより）

20

20

萩野先生がいかに慕われているかがよく

57

昨年、当クラブ会員によるコンサート
が各所で行われました。
二〇一三年十一年十日、横浜の赤レン

周年

ョンブルー』にて、当クラブ洋楽部・萩

ガ倉庫にあるライブレストラン『モーシ
野仁志先生の『はぎの耳鼻咽喉科

人によるジャズコンサートなどが開催さ

空間が広がっていました。普段から著名

今が混在した落ち着きのあるおしゃれな

レストラン『モーションブルー』は昔と

記念ライブ』が開催されました。ライブ

20

◇ ◇ ◇ ◇ ◇
二〇一三年十二月十四日（土）
、小平
市・シラヤアートスペースにて『医家芸
術多摩地区音楽会』が開催されました。
十名以上の先生方に賛同していただき、
フルートやピアノ演奏を始め、歌やダン
ス、バンド演奏など、さまざまな音楽で
司会をドクターズファミリーコンサー

年末の楽しいひとときを過ごしました。

58

トでお馴染みの私の歌の先生でもある玉
澤明人さんにお願いしました。日頃お世
話になっている方や、知人、友人、スタ
ッフを招き、 人近い方々にお越しいた

っております。

今年もまた楽しい会を開催できればと思

関係者の方々、
ありがとうございました。

ご協力いただきました出演者の方々、

ペースで楽しい会になりました。

ン、飲み物を提供し、リラックスしたス

だきました。当日会場では、軽食やワイ

50

医家芸術多摩地区音楽会フォトギャラリー

59

○ ほ

ん

血圧測定の父――

『ニコライ・コロトコフ』

し、病苦と革命と貧困で不運な障害
を閉じた。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
従来、ロシアにおいても、他の諸外国

今日の生活習慣病といわれる高血圧、

狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などあらゆる

疾患が血圧測定なしには予防も治療もで

病と苦悩の生活の中で、世紀の発見を

きないのである。

なしとげたコロトコフの偉業をたたえ、

讃辞をおくるものである。

【おわりに より】

においても、コロトコフの伝記は殆んど
知られていない。わが国においても同様

（近代文藝社・一、〇〇〇円）

による外傷性動脈瘤四六例の経験」を報

である。それはコロトコフが「血管銃創

『眼科医のつぶやき
―目を通じて健康を考える―』

廣辻 逸郎 著

60

告以来、追加報告をしないで、側副血行
の学位論文以外、論文を書いていないこ
と、血圧測定に関しても陸軍病院医学会
の小集会で二回の報告をしたほか、論文
も書いていないことに大いに関係してい
る。
（中略）
ヤノスキー教授とその弟子による追加

医療社団法人・広辻眼科開業 周年
研究が行われていたが、今からみればき
の節目にあたり平成 年３月に始
わめて重要なことでありながら、あまり
高く評価されていなかった可能性もある。 めた「広辻眼科マンスリー」を冊子
に纏めました。
時代の要請がそこまで達していなかった

のである。
（中略）

50

藤倉 一郎 著

血圧測定法を発見した無名の医師コ
ロトコフの悲痛な物語

ロシアの若い外科医コロトコフは日
露戦争従軍中、緻密な観察から聴診
による血圧測定法を発見した。しか

18

医師と患者さんの橋渡しの一助と
して、また眼科医の立場で私なりの
健康感をお話したいとマンスリーの
発行を考えました。
世相・政相の変化を背景に、でも
直接特定の宗教や政党にかかわらず
に気軽なエッセーを綴り、健康につ
いて日頃の考えを記述しました。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
夏や冬の厳しい暑さ寒さをいとわず、
雨の降る日も来て下さる皆様のご期待に
そえるべく、病気の説明や話題、そして

皆様からのご要望をお聞きして、この紙
上を通じてお答えしたいと思っておりま
す。
そのような観点からマンスリーの発刊
を企画しました。Ａ４版全面上段に季節
を通しての話題を、下段に『健康とは』
と題して健康についての私の考えを述べ、

ニア』の再建が図られます。そうだ、第

水到りて渠成る――かくして『イマジ

後面に眼の病気の解説を記しました。
【創刊号 発刊のことば より】

会員の著作を紹介する欄です。近

※表示価格は税抜きです。

（文教総合印刷所 他・五〇〇円）

【ごあいさつ より】

ますので、お楽しみに……。

いでに言えば、だまし絵的な小品もあり

など、想定外の原稿が集まりました。つ

きます。プロでは会津信吾氏の作家研究

８号を出そう！ ……巽教授の祝辞が届

（あさひ高速印刷株式会社 出版部）

『イマジニア』（復刊）第八号
発行者 渡辺 晋

瀬戸内海ＳＦ同好会が『イマジニア』
第七号を発刊してから四十三年。
有志一同による第八号が発刊。

著を事務局まで送ってください。
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平成二十五年

年

月１日（日）に日本医家

クラブ定期総会開催
平成
芸術クラブ定期総会が開かれました。
会場は、銀座「Ｓｕｎ‐ｍｉ高松」
。お
忙しい中、 名の先生にお集まりいただ
司会は事務局の木下優奈。まず、太田

クラブを維持し、
盛り上げていけるよう、

行いました。年会費の未納者に対して再

名。クラブの

請求しました。

願いいたします。

名の会員による

【美術部】白矢 勝一

今年は

月

年９月６日（金）から

名

作品が展

日（日）に日本橋・三

【邦楽部】山田 新太郎

会も開く予定です。

来年も同じ会場で開催、期間中に懇親

示されました。

真展を開催しました。

博物館（ＪＣＩＩフォトサロン）にて写

今年も半蔵門にある写真専門のカメラ

【写真部】竹腰 昌明

８日（日）まで美術展を開催しました。

玄」にて、平成

示し、美術展を開催しました。銀座「悠

今年は

作品を展

益々の発展のために、引き続き勧誘をお

昨年度の新規会員は

話し合われました。

【会計報告】事務局・木下 優奈

（後列左から）敬称略
萩野仁志、山田新太郎、鈴木啓之、竹腰昌明、白矢勝一、木下優奈
（前列） 安彦洋一郎、太田 怜、初芝澄雄

昨年度の会計報告、各部の収支報告を

33

44

きました。
怜委員長のご挨拶、初芝澄雄副委員長の
乾杯の発声で始まりました。
昼食をとりながら、しばし歓談の後、
事務局・木下優奈からの会計報告、続い
て各部の活動報告などが行われました。
各先生からの貴重なご意見やご感想な
どをいただき、これからの日本医家芸術

15

22

62

25

17

12
８

21

11

25

月

日（日）
、日本橋・三越

)

年

月

日（金）

延長しました！

(

)

平成

年５月

日（金）

次々号 夏季号 締め切り

平成

次号 春季号 締め切り

(

回ド

春季号・夏季号 原稿募集のお知らせ
春季号締め切り延長のお知らせ

越劇場にて邦楽祭を開催しました。
来年も
劇場にて開催いたします。

日（日）に、第

【洋楽部】萩野 仁志
今年は６月

医家芸術クラブが活性化するよう、会員

所属部にとらわれず、これからの日本

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

する予定です。

来年は、コンサート会場を変えて開催

ました。

クターズファミリーコンサートが開かれ

52

のみなさまのご協力をどうぞよろしくお
願いいたします。

28

９

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。
秋季号でお知らせしておりました春季号の原稿
締め切りですが、原稿の集まりがあまりよろしく
ないため、締め切り期日を延長いたしました。こ
の機会に是非、春季号へのご投稿をよろしくお願
い致します。
今まで発行された『医家芸術』の購読をご希望
の方は、ご希望の号数や発行年月などを事務局ま
でお知らせ下さい。一部五百円（税込）にて販売
いたします。お気軽にお申し付けください。
会員の皆様のご投稿にて支えられている機関誌
です。ご協力をよろしくお願いいたします。
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２

30
９

26

26

11

太田 怜

もらえなかった。もしも娘どもと同じよ

解らない娘どもには、この話も理解して

有りなんと思わせて、
まことにおかしい。

房が泰然自若としているところが、さも

うにこの話の解らない真面目な方がいら
れたら、間男の意味を今一度お調べの上
で、この話のどこに間男が居るのか、と
くとお考え頂きたい。
それから暫くして、井上ひさしの巷談

本年も医家芸術クラブをよろしくお願い

間 男

辞典という本を読んでいたら奇々怪々と

いたします。

新年あけましておめでとうございます。

間男とは最早死語である。
桂文珍の
「間

出合った。やはり並んで寝ている夫婦で

毎年、冬になると多くの感染者を出す

いう項目で山藤章二の次のような漫画に
ある。今度は亭主の方が寝ぼけて「オイ

ノロウィルスですが、今年は特に感染が

男茶漬」という落語の枕が面白く、娘ど
の話をしようとしたら「マ男って真面目

もう帰るぞ」と呼んだら隣で寝ている女

もといっても十分オバサン達を集めてそ
な男のことなの」と云われ、のっけから

をつけたいものです。まずは身近なこと

広がってしまったようで、連日ニュース

から…と思い、職場でも家でもしっかり

房が、
これも寝ぼけ交じりに
「大丈夫よ、

後者が前者の話を知って描いたかどう

した手洗いとうがいを心がけています。

話の腰を折られた。間男とは夫婦の間の

やスパイのことだから人目をさける男と

かは知らないが、前者と後者の話の内容

「手洗い」も「うがい」もしっかりしよ

ザも蔓延する時期ですので、より一層気

いうことなのか。ともあれ、その枕の話

は全く同じである。ただ前者のツッコミ

うと思うと奥が深いことがよくわかりま

で取り上げられています。インフルエン

とは次のようである。

っているところが対照の妙である。さら

が女であるのに、後者ではそれが男にな

だから……」という画である。

夫婦で並んで寝ている真夜中、その女

した。皆様もお体ご自愛くださいませ。

ウチの人、今夜はホテルでカンヅメなん

房が寝言で「アラ、アナタもう帰ってき

にそれを受けた前者の夫が慌てふためい

（ＥＳ）

男という意味なのか、あるとき間に合う

たの」と云ったら隣で寝ていた亭主が慌

ているのに較べて、後者の受手である女

男ということか、はたまた間者とは忍者

てて逃げ出したというのである。間男の

64

