九十五歳記念

飯田収絵画展

浅間山麓の秋 Ｆ10

絵を描き始めたころには、三回目もの個展がひらけることなど夢に
も考えたことなどありませんでした。はからずも新宿の京王デパー
トの画廊で開催することが実現できそうなことになりました。御暇
がありましたら、何卒のご高覧下さり、御叱正のお言葉をいただく
ことができればこれ以上の光栄はないと考えております。
飯田 収
日本医家芸術クラブ会員
太平洋美術会会員

会期：2015 年 7 月 23 日（木）→7 月 29 日（水）
会場：京王百貨店 新宿店６階 京王ギャラリー
〈最終日は午後 4 時まで〉
〒160-8321 新宿区西新宿1-1-4 TEL.03(3342)2111 午前10 時―――午後8 時
http://www.keionet.com
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日本医家芸術クラブ邦楽部

第五十九回 邦楽祭

まず日本医家芸術クラブ委員長・
太田怜先生が幕前に登場して「開会
の辞」を述べる。
「我々は邦楽が好き
で好きで日々稽古をしていますが、

日本医家芸術クラブ邦楽部《邦楽

発表することが上達するためには不

こうして来ていただいた皆様の前で

ただ稽古しているだけではだめで、

祭》は平成二十六年十一月三十日（日

可欠です」といった内容を野球にも

宮西 芳緒

曜日）
、第五十九回を迎えて、例年通

譬えて話され、
「毎年、この三越劇場

邦楽評論家

り日本橋三越劇場で開催された。こ

長唄、謡、端唄、日本舞踊、清元、

方の熱の籠った舞台の数々。今回は

たゆまず稽古を重ねて来られた先生

そして「武士の潔斎と一緒で、私も

じて欲しい」と観客に語りかける。

くとして、その情熱というものを感

励んでいますので、芸の方はともか

開幕は山﨑律子先生（杵屋勝に

一、長唄『時雨西行』

た。

新内小唄から、全十一番が披露され

今朝は身体を洗って参りましたので

子こと。皮膚科／台東区）で、日吉

の日のために前年の公演から一年間、 での公演を目指して一年間、稽古に

た。

よろしく」と加えて、場内を和ませ
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屋勝国師ほかの三味線、杵屋勝国毅

小間蔵師ほかと唄を披露される。杵

人とし聞けば仮の宿に 心留むなと

と、それを呼びとどめ、〽世を厭う

む君かな」と詠んで去ろうとする。

いる。

整った構成で、全体を端正に纏めて

二、謡（宝生流）
『高砂』

と

師の上調子。囃子入り。

思うばかりに」〽それ厭わずば此方

こ な た

時雨に遭って乞うた一夜の宿を断

平野宏先生（外科／練馬区）は、

いと

へと」と招じ入れた遊女とのやりと

かた

られた西行法師は、〽世の中を厭う

の高い難しい曲でありますが、心を

薩の姿を見るという物語で、
「精神性

であります」と平野先生のコメント

うべく人口に膾炙した、代表的名曲

「この曲は、謡曲中の精華ともい

せ い か

りのうち、西行がその遊女に普賢菩

入れて唄い、今年の医家芸術クラブ

にあるが、実際、後シテの住吉明神

佐藤明徳氏と連吟。

までこそ難からめ 仮の宿りを惜し

《邦楽祭》の幕開きを勤めたいと思

が登場する前の待謡の一節〽高砂や

て、廉々をきちんと抑え、よく通る

〽行方定めぬ雲水の」と荘重に出

われ、市井に広く浸透していたもの

結婚式では必ずといっていいほど謡

この浦舟に帆を上げて」は、以前は

うらぶね

います」と山﨑先生。

しっかりとした綺麗な声で、西行法

だ。「本日は結婚式に謡われる『高砂』

かどかど

師が体験した奇瑞を余すところなく

の千秋万歳を、次いでキリの様々の

せんしゅう ば ん ぜ い

表現された。杵屋勝国師の三味線が
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に謡う。まさに当日ご来場のお客さ

一音一音、一語一語を丁寧に、厳か

した」と高橋先生。

その舞台を参考にして稽古に励みま

ま方へご祝儀の一幕ともいえよう。

三、端唄『仇情八幡祭』『並木駒形』
《邦楽祭》には今回が二回目の参
加となる高橋杏子先生（新水豊伎こ
と。精神科／台東区）の唄。新水千
あ だ なさけ は ち ま ん まつり

ちぢみやしんすけ

豊師の三味線、新水豊富久師の替手。
は ち ま ん まつり よ み や の

『仇情八幡祭』は、通称「縮屋新助」
にぎわい

で知られる歌舞伎『八幡 祭 小望月

〽露は尾花」に重ねて、〽散る花」

賑 』に拠る。もっとも最近では河竹

伍が書き替えた『名月八幡祭』の方

（芸者・美代吉）の哀れな姿をたっ

舞姫のラストまで、連吟させていた

相生の松に象徴される夫婦和合と

が主流となっている。
「ちょうど今年

黙阿弥の『小望月賑』より、池田大

長寿のめでたさを讃え、颯爽とした

六月の歌舞伎座にこの演目がかかり、 ぷりと描き、男女の思いのすれ違い

だきます。
」

神の祝福の舞を、金屏風を控えて、
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を切々と唄う。
謡。
「筒井筒井筒にかけしまろが丈
こ

いも

『並木駒形』はからりと明るく、

生いにけらしな妹見ざるまに」
「比べ

お

〽山谷堀からちょいと上がり」
、お客

来し振分髪も肩過ぎぬ 君ならずし

の、良く知られた相聞歌が題材とな

きのありつねのむすめ

いずれもよく通る艶やかな声が魅

っている。
「最も純度高く、幽玄の理

さ ん や ぼ り

だよ」〽あいあい〜」
、〽お酒だよ」

て誰か上ぐべき」という『伊勢物語』

力で、二題の対比も面白い。そうい

念が良く表われた代表作であります」

あ

〽あいあい〜」と、華やかな愛嬌を

の在原業平と紀有常娘（井筒の女）

えば前回も芝居ものの『浜町河岸』

と鈴木先生が述べられているように、

たれ

客席に届ける。

から一転、
『二上り角力甚句』を晴れ

静かな展開の中に女の情念を描き切

つや

やかに唄われた。
《邦楽祭》の新世代

って、能の人気曲のひとつに数えら

《邦楽祭》には今回が初参加とい

として、次回はどんな趣向で聴かせ

その静けさ、幽玄の世界を表現す

う小島杏里先生（尾上杏里こと。歯

五、舞踊、長唄『藤娘』

べく、真摯に作品に向かい合う鈴木

科／新潟市）の舞踊。

れる。

四、謡（喜多流）
『井筒』

先生の姿が印象に残る。

てくれるか、いまから楽しみである。

鈴木浩之先生（外科／練馬区）の
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っと踊る機会を得ることができまし

っていた踊りの中の一つですが、や

「
『藤娘』は、ずっと踊りたいと思

舞台姿で、藤音頭も丁寧だった。

ます」と小島先生。初々しく可憐な

前に師範試験に合格し、現在に至り

の方は、二歳からスタートし、二年

きのところがお唄の間とぴったりは

ているとのこと、
「今回は特に一人弾

この曲は既に何度か舞台に掛けられ

弾きます」と語られる中島先生は、

配ですが、精一杯踊りますので楽し

も華やかな舞台を見せていただきた

《邦楽祭》の若手としてぜひ次回

分かるよう、努力いたしました」と

まり、その情景が、聴いている方に

ま

た。七年ぶりの舞台でどうなるか心

んでいただければと思います」
「踊り

く、これからの《邦楽祭》を担って
欲しい。

六、長唄『勧進帳』
中島信子先生（眼科／中央区）は
東音新井康子師ほかと三味線を披露。
上調子は東音岩田喜美子師、唄は東
音小山孝恵師ほか。囃子入り。
「今回は、私の好きな曲の一つ、
歌舞伎でもおなじみの『勧進帳』を
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とのやりとりも気持ち良さそうで、

た台詞など、すっかり直侍。三千歳

力強い、きっちりした三味線でこ

〽あとにはふたり」 〽一日逢わねば

〽冴え返る春の寒さに降る雨も

の大曲を牽引されている。囃子も含

千日の」〽いまさら云うて返らぬが」

コメントを寄せられている。

めて総て女流の舞台で、唄との間も

等々、聴いている方も楽しくなる。

と思っています」と謙遜される太田

聴いていただければ大変ありがたい

そこを何とか曲げて、そのつもりで

何回稽古をしてもうまく唄えません。

説き、「さりながら、素人の悲しさで、

「冴え返る」の出だしの重要性を

快く、囃子との息の合った迫力に客
席が包まれた。

ここで休憩を挟んで後半戦に移る。

七、清元『三千歳』

怜先生（循環器科／世田谷区）は、

抑えめの出だしながら、優しく、ソ

暮れていつしか雪となり」いささか

その雪の色が見えるような浄瑠璃だ

もる思いぞ残しける」と語り納める、

先生だが、一面の雪景色の中、〽積

穂坂美和子氏、清元佐季太夫師と浄

フトな肌合いで芝居気分を盛り上げ、 った。

日本医家芸術クラブ委員長の太田

瑠璃を語る。清元延志佐師の三味線、

「思いがけなく丈賀に会い」といっ

じょうが

清元延志佐典師の上調子。
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吹寿々師の替手。

区）の唄。伊吹清寿師の三味線、伊

山田新太郎先生（整形外科／練馬

八、端唄二題『綱は上意』『吉野山』

も存分に楽しんでいらっしゃるよう

とした台詞のやりとりを、山田先生

お馴染みの芝居そのままのたっぷり

れは静様、女中の足と侮って」……

待ちかねましたわいなぁ」
「これはこ

大川尚美先生（尾上菊尚こと。小

九、舞踊、長唄『黒髪』

い一曲。

だ。三味線のリードに委ねて、楽し

は上意』は、主君・源頼光の上意を

せられる唄い口で、端唄の二題。
『綱

線、藤舎推峰師の笛。

小八郎師の唄、杵屋栄八郎師の三味

児科／横浜市）の舞踊。演奏は日吉

さぞ芝居がお好きなのだろうと察

受けた渡辺綱が羅生門に現われる

う佐藤忠信が、源義経より託された

に張られた皮（夫婦の狐）の仔とい

幕で、本性は静御前の持つ初音の鼓

『吉野山』は『義経千本桜』の一

河岸の安女郎と砕ける、洒落た一曲。

如、綱の襟や袖を摑んだのは羅生門

変化の討伐に赴くという件りが、突

る。

したいと思います」と大川先生は語

気持ちを内に入れ、女の情念を表現

ことですが、動きの少ない分、より

ただきます」という舞台で、
「難しい

人の雰囲気でしっとりと舞わせてい

る白雪」まで「地唄風の演出にて大

黒の着付で〽積もると知らで積も

へ ん げ

静御前を守護しての道行。
「忠信殿、
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栄八郎師に大川先生は三味線を師事

草』に拠る。蘭蝶の女房・宮と、遊

『らん蝶』は新内の名曲『若木仇名

わかぎの あ だ な

ました」という佐々先生の二題。

されていて、
「また治ったらお三味線

女・此糸とのやりとり。〽縁でこそ

指導は尾上菊紫郎師。演奏の杵屋

もがんばりたいと思います」とのメ

あれ」の一節は、ひとむかし前なら

指をしてしまい、全治八週間、左手

習い始め、まだほんのかけ出しです

「私は、約六年前より新内小唄を

誰もが口ずさんだに違いない。

ぐさ

ッセージも加える。

十、新内小唄二曲『らん蝶』
『籠つ
るべ』
佐々英一先生（ふじ松鶴弥こと。
内科／世田谷区）の唄、二代目家元・
ふじ松加奈子師の三味線。ふじ松美

中指をギプス固定中と聞くが、少し

が、家元、師匠のご指導を得てまが

鶴師の上調子。

も不自然さを感じさせずに、深い思

りなりにも舞台で唄えるようになり

この日を控えた十月二十日に突き

いを抱いて舞い納められた。
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かご つ る べ

『籠つるべ』は歌舞伎『籠釣瓶
さ と の え い ざ め

花街酔醒』の佐野の絹商人・次郎左

世藤間勘十郎師）が『三曲糸の調べ』

会を得、また、いまゝでに何度か拝

しくアレンジした笛入り」で、望月

男性陣に囲まれて紅一点の前村先

見することの出来た中村歌右衛門丈

を素踊りで踊られたのを拝見する機

生は、
「敵方に捕われ、思い人の居処

や坂東玉三郎丈の『阿古屋琴責め』

太喜輔師の笛が入る。

をと迫られ、お箏と胡弓とお三味線

の舞台などが自然と想い出された。

おいらん

新内や歌舞伎の人気作を移した曲

で自らも知らない悲しみを見事に弾

衛門と吉原一の花魁・八ッ橋とのゆ

を（まして「新内小唄」の世界を）

きこなし、疑いを晴らした阿古屋さ

くたてを描く。

楽しまれている佐々先生は、かなり

んの技には及びもしませんが、ちょ

わざ

の芝居好きでいらっしゃるのだろう

と想像しながら聴かせていただいた。 っとでも近づければ幸いと存じます」

（杵屋和重二こと。小児科／東村山

切を勤めるのは前村八重子先生

十一、長唄『三曲糸の調べ』

いう阿古屋の真情を表現しなければ

ない、つまり嘘をついてはいないと

弾きこなした上で、こころに曇りの

より、箏や胡弓の音色まで三味線で

と語る。阿古屋の弾く三味線はもと

市）
。十一代目家元・芳村伊十郎師ほ

ならない難曲中の難曲。
ちょうど数日前に藤間の宗家（八

かの唄に、前村先生は杵屋栄敏郎師
ほかと三味線を披露する。
「今回は新
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前村先生のこころの籠った演奏は、
俗世をつきぬけて清らかな世界を現
出されていた。

子氏。
次回、第六十回記念《邦楽祭》は
平成二十七年十一月二十九日（日曜

怜先生が「閉会の辞」で、「毎年毎年、

るいはここ数年）休演されていた先

ご常連の先生方は勿論、今回（あ

第六十回記念邦楽祭参加者募集

)

出演者が減り、番数が少なくなって

生方も、貴重なニューフェイスの先

(

淋しくなりました」とこぼされなが

生方も、みなさん揃って参加されて、

二村典子
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日）
、同じくここ日本橋三越劇場で開

らも、次回はいよいよ第六十回。
「知

盛大な記念公演となることが期待さ

29

本年 月 日 日曜 に日本橋三
越劇場にて行われる邦楽祭への
参加者を、あと数名募ります。
邦楽であればジャンルは問いま
せん。地謡、舞踊、長唄、小唄端
唄、何でもどうぞ。
時間は５分から 分の間でお願
い致します。
参加費は前年参考で 万円から
万円でした。
プロを御呼びしますので写真、録
音、録画などのご注文も可能です。
よろしければご連絡下さい。

10

催の予定。

り合いの方に宣伝していただくとあ

れる。

11

医家芸術クラブ邦楽部事務局

30

日本医家芸術クラブ委員長・太田

りがたい」と延べられ、六十回記念
公演への意欲を秘めていられるのが
察せられた。
こうして無事、第五十九回の幕が
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司会は八鍬音羽氏、進行は二村典

23

ワニ、ワニ、ワニ
出来 尚史
インターメディアテクという博物
館がある。旧東京中央郵便局の二階、
三階を利用して開設された。館の名
前はモダンだが、展示品は由緒正し
いお宝ばかり。この中の白眉ともい
うべきは巨大なワニの骨格標本であ
る。
入場してすぐ左手、壁をよじ登っ
ているのがこれだ。マチカネワニ、
全長七米超。近寄ってみるといかに
大きいかがわかる。頭部は私達のは

るか上、丸い胴体と長い尾がそれに
続く。今にも飛びかかってきそうで
怖い。
この標本はレプリカである。元の
化石は名前の由来となった大阪大学
構内、待兼山で発掘された。およそ
四十五万年前の地層からだという。
日本にもワニはいた。しかもこんな
立派な種類が。同時に出土した花粉
の分析により、当時の大阪は今とほ
とんど変わらぬ温暖な気候だったこ
とがわかっている。
――ヨシの生い茂る沼の岸辺、暖
かい陽射しを浴びてマチカネワニが
まどろんでいる。蝶が飛び、鳥の囀
りが聞こえる――そんな風景が目に

浮かぶようだ。もちろんここにはま
だ人類の姿はない。
マチカネワニはクロコダイル科の
トミストマ亜科に属する。大阪以外
の場所からも近縁種の化石が相当数
見つかった。いずれもほぼ同時代の
ものとの推定だ。研究者によれば、
この頃の日本はトミストマ亜科の一
大繁殖地だった可能性があるという。
しかしその後の彼らの消息は不明だ。
いったいいつまで日本に棲息してい
たのか、果たして現生人類との接触
はあったのか。
お隣の中国の事情はどうだろう。
今から約六百年前、広東省潮州で大
規模なワニの掃討作戦があった。こ
の時のワニがどうもマチカネワニら
しいというのだ。実際、広東省では
広い範囲で大型ワニの骨が発掘され
ている。遡って漢の時代、武帝が揚
子江で捕獲し飼育したとされるワニ
もマチカネワニだった、さらに古い
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殷・周の世、今よりもはるかに温暖
だった黄河の流域にもこのワニが棲
んでいた、との説がある。人類の歴
史とマチカネワニの歴史とがオーバ
ーラップしていた？ 本当だとすれ
ば驚くべきことである。
レプリカではなくて実物が見たい、
そう思って大阪大学まで足を運んだ。
マチカネワニの化石は豊中キャンパ
スの修学館という建物に展示されて
いた。大きなガラスケースに収めら
れ、どの角度からも観察できるよう
になっている。下顎骨の前三分の一
と、尾骨の大部分を除くほぼ完全な
骨格だ。色合い、表面の凹凸には本
物ならではの玄妙な趣がある。下腿
骨に残った骨折の治癒跡も生々しい。
それにしても巨大だ。骨だけでこの
迫力、肉をつけたならばどんな怪物
になるのだろう。
「こんにちは」

私は心の中で呼びかけた。ややあっ
て返事が届く。
「ああ」
虚ろな眼窩に灯が点ったような気が
した。
「どうだい、地上は」
「騒がしいね」
「君は随分長いあいだ眠っていたん
だ。その間何か夢を見たのか？」
「夢？ ああ夢か。たくさん見たよ。
住んでいた沼のこと、仲間のこと、
家族のこと。おれの息子は沼の主に
なるんだ。我が家の誇りさ。もっと
も俺は、生きてその姿を見ることは
なかったがね。そうだ、ご先祖様も
時々夢の中に出てきたな」
「ご先祖様って、君の先祖のことか
い？」
「そう、俺たちマチカネワニはヨー
ロッパで生まれたんだ。海を渡って
はるばるとアジアに、そして日本ま
でやってきたのさ。川だけじゃなく

て海で泳ぐのも得意なんだ。ひと頃
はあちこちに俺たちの王国が栄えて
いたものだ」
「ふうん、そうか。でも昔の話だな。
日本では君たちが最後だし、中国に
は少し前までいたという話はあるけ
ど今は噂も聞かない。残念だが君た
ちの眷属はもう……」
フフッと笑う声が聞こえたような
気がした。
「まあそういうことにしておこう。
しかし、世界は広いからな。人間の
目が届かないところだってある」
ここで少し間が空いた。
「俺たちには地球の声が聞こえるん
だ」
「えっ？」
よく聞こえない。
「地の中にはたくさんの化石が散ら
ばっている。天の星のように。動物、
植物、古いもの、新しいもの、その
全てと俺たちは話をすることができ
る。どんなに遠かろうと、どんなに
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時代が離れていようと交信可能だ。
まあテレパシーのネットワークとで
もいうのかな。おかげで世界中のい
ろんな情報が手に入る。過去のこと、
現在のこと、未来のことも――生命
の行く末だって予想できないわけで
はない。
化石に限らず、最近では岩石や鉱
物、地球そのものも語りかけてくる
ようになった。お前は聞いたことが
あるか、隆起と沈降を繰り返す地殻
の囁きを……熱い舌で眩惑するマグ
マの饒舌を。お前は感じたことがあ
るか、はるかな深みから伝わってく
るマントルや核の念波を。それらを
受け止める時、俺は地球と一体とな
ったという気がする。地球は生きて
いるんだ。その四十六億年の歴史を
共有することができる――俺は特別
な存在かも知れない」
話は思わぬ方向へ進んでいく。大
きくなりすぎて私は言葉を返せない。

「いや、俺ばかりじゃない。仲間の
中には地球を離れ、宇宙に思念を送
り出している奴もいると聞く。宇宙
創成の秘密に迫ろうというのか」
ワニの声が次第に遠くなる。今に
も消えてしまいそうだ。私は慌てて
話題を切り替えた。
「君の顎、どうしたんだ？」
「顎？ ああこれか」声が戻ってきた。
「若い奴と喧嘩してね」
「じゃあ負けたんだ」
「冗談じゃない。尻尾で打ちのめし
て泥に沈めてやったよ」
ワニは呵呵と大笑した。生きてい
れば顎をガツガツと鳴らしたところ
だろう。しかしこれが私とマチカネ
ワニとの最後の会話となった。もう
声は聞こえない。眼窩に点っていた
光もいつの間にか消えていた。
館内での撮影が禁止されていたの
で、入口に掲げられたレプリカの写
真を撮った。東京のワニは頭が上の

「昇り鰐」であった。こちらは下を
向いた「降り鰐」か。

折角マチカネワニとのインタビュ
ーまで漕ぎ着けたのに、同族のその
後の消息は分からずじまいだった。
もしかしたら南アジアの奥地に潜ん
でいるかもしれない。しかし「幻の
〇〇を求めて」ツアーはやめておこ
う。人類の目に触れたばかりに絶滅
した、という話はこれまで十分すぎ
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るほど聞いてきた。
現在 種のワニが主として熱帯、
亜熱帯に棲息しているという。白亜
紀前期に現在の形にまで進化し、そ
の後はほとんど変化していない。白
亜紀末の大量絶滅をも生き延びた。
このような大型種としては奇跡のサ
バイバルである。水陸両域にまたが
った生態が有利に働いたのであろう
か。かつては ― 米級のワニが
いた、と化石資料は物語っている。
これに比べれば現代のアリゲーター、
クロコダイルなど子供サイズだ。堅
牢な装甲、鋭い歯の並んだ長大な顎
――地上でも水中でも無敵の王者だ
ったに違いない。いや、現代でもワ
ニは最強の爬虫類だ。岸辺に来た動
物なら、かなり大きなものまで捕食
するらしい。
中学校の時、生物の先生からこん
なことを教わった。
《ワニは後肢と尾
を使って立ち上がり、獲物に抱きつ
23
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いて水の中に引きずり込む》いやは
や、想像するだに恐ろしい光景だ。
猛獣ですら襲われることがあるとい
うから、人間などひとたまりもなか
ろう。ターザンならば勝てるかもし
れないが。
ワニは人や家畜に災厄をもたらす
ため、人々から恐れ嫌われた。一方
で大いなる「力」のシンボルとして
信仰の対象ともなった。エジプトで
は神殿を建立し、ワニのミイラを多
数埋葬したと聞く。南アジア、太平
洋南方の島々にもワニをトーテムと
崇める部族が少なからずあるようだ。
もしかしたら、かつての日本にもワ
ニ伝説があったのか？
『古事記』に出てくるトヨタマビ
メは海神オオワタツミの娘だ。釣り
針を介した不思議な縁で天孫ニニギ
の孫ホヲリ（山幸彦）と結婚し、二
人の間に子供が生まれる。出産に際
して姫はワニに変身した。もともと

海の国のお姫様だから仕方がないと
はいうものの凄い話ではある。
ここでいうワニ（和邇）はこれま
でサメ（フカ）を意味するとされて
いた。最近さまざまな観点から、サ
メではなく爬虫類のワニ、と解釈す
る研究者が増えている。ワニならば
どんなワニだったのか？ 第一候補
に挙げられているのがイリエワニだ。
巣作りの様式が『古事記』の記載に
合致すること、外洋を泳げるのはこ
のワニしかいない、というのがその
理由である。
さて、この時生まれたのがウガヤ
フキアヘズノミコト。そして彼の第
四子がカムヤマトイワレビコ、後に
神武天皇となる人だ。なんと私たち
日本人は頭にワニを戴く民族だった。
マチカネワニではないところが少々
残念だが、現生種の中で最大、最強
と言われるイリエワニならば、当方
異存はない。
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もちろん『古事記』のこの件は神
話である。人間がワニの子というの
は無理な話だ。その昔、ワニを信奉
する有力な氏族が存在し、天皇家と
つながりを持ったと解釈すべきだろ
う。過去数万年の間、日本にワニが
棲息していたという証拠は見つかっ
ていない。したがってこの話は日本
起源ではなく、南方由来ということ
になる。海の民がワニ伝説とともに
日本に渡ってきた。その末裔が繁栄
し、一大豪族に育っていった、と考
えるほうがよさそうだ。日本人はど
こから来たかを論ずる上で、南方ル
ートは軽視し難いように思われる。
神になったワニは別として、生活
の場で出くわすワニは脅威以外の何
物でもない。人々は子供や家畜を守
るため日々心を砕いていることだろ
う。南洋の島々ではワニを騙して危
機を脱した話がいくつか伝わってい
るという。それを背景にしたのがル
イス・キャロルの有名なワニのパラ
ドックス。
《ワニが赤ん坊を盗んだ。母親は返
してくれと懇願する。ワニ曰く「俺
が何をするかお前が当てたら赤ん坊
は返してやろう。間違ったら食べて
しまう」 母は叫ぶ。
「あなたはきっ
と私の赤ん坊を食べちゃうんでしょ
「俺が赤
う」 ずる賢いワニが言う。
ん坊を返したら、お前が間違ってい
たことになる。つまり最初に言った
とおり食べてもいいということだ」
「とんでもない」と母は言った。
「あ
なたがもし赤ちゃんを食べたら、私
が正しかったことになる。約束通り
あなたは赤ちゃんを返さなくてはい
けない」もちろんのこと、名誉を重
んじるワニは母親との約束を守っ
た》
母親の「あなたは私の赤ん坊を食
べてしまうでしょう」という発言が
ワニをジレンマに追い込んだ。この

話の原型は古代ギリシャの時代まで
遡るという。自己言及パラドックス
の類型らしいが、論理学は私の苦手
とするところ。これ以上は立ち入ら
ないようにしたい。
ワニは童話劇にも出てくる。おな
じみ『ピーターパン』の時計ワニだ。
昔噛じった味が忘れられず、海賊フ
ック船長を追い回す。腹の中にはい
つ飲み込んだかわからない時計があ
り、音を立ている。
「チクタク、チク
タク」この音が聞こえてくると船長
は怯えて逃げ惑うのだ。
「チクタク、
チクタク」ううむ、これは恐ろしい。
実在の人物でワニに追われている
人というと漫画家のＥ氏だ。雑誌の
連載を休む度に「白いワニが……」
と言い訳じみた漫画を載せていた。
「白いワニ」とは何も描いてない白
い画用紙のことだという人もいる。
Ｅ氏の場合、寝込むほどのオブセッ
ションだったらしい。いつだったか
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個展を見に行った時、会場で彼を見
かけた。背中に白いワニが纏り付い
ているのでは、と目を凝らしたが何
もいなかった。首尾よく逃れた後だ
ったとみえる。
小説を一つと聞かれればレオポー
ル・ショヴォの『年を歴た鰐の話』
（山本夏彦訳）を上げたい。主人公
のナイルワニは何世紀も生きてきた
というから大変な年寄りだ。動物が
主人公だし、絵が多いから童話かと
思ったがそうでもない。食思に突き
動かされて、自分の孫でも、友人の
蛸でも、人間でも何だって食べてし
まうのだから、童話にはなりえない
のだ。訳文が巧みであるため、すら
すらと読めて、後であれっと思う。
正直言ってこの小説は私にはわから
ない。わからないが味がある。寓意
小説だと見る向きもあるようだが、
果たしてどんなものか。ただ虚心に
ショヴォの創り上げた不思議な世界
に浸る、それでいいのだという気が
する。もう一つ、この話はワニを主
役にしたことで成功した。他の動物、
例えばライオンではこうはいかなか
っただろう。ワニのワニたる所以で
ある何かが、作者にペンを握らせた。
私はそう考えている。
四月のある日、伊豆熱川のバナナ
ワニ園を訪れた。ここは生きたワニ
の王国だ。ナイルワニ、イリエワニ、
ミシシッピワニ、マレーガビアル、
カイマン……世界中のワニが一堂に
会している。元気よく動いている姿
を期待して来たのだが、どのワニも
申し合わせたように寝ていた。拍子
抜けだ。中には水に浮いたまま眠っ
ている奴もいる。気楽な事この上な
い。考えてみれば、三食付き、狩り
の必要なしの毎日。野性味に欠ける、
と怒ってみても仕方のないところだ。
園内にはワニ放流池というエリア

があった。真ん中に池があり、まば
らな草地がそれを取り囲んでいる。
何本か木が植えられていた。ワニの
お休み処と遊歩道を兼ねているのだ
ろう。手前の柵の近くに二匹、向こ
うに数匹。いずれも堂々たるクロコ
ダイルだ。ここでも全員睡眠中――
やれやれ。
「あっ、ワニだ。ママー、ワニさん
がいるよ」
走ってきた子供が叫ぶ。母親もや
ってきて覗き込んだ。
「ほんと、大きいワニさんね」
「ねえママ、ワニ動かないよ。お昼
寝してるのかなあ」
そう、と私はつぶやく。お昼寝。
夢を見ながらお昼寝しているんだ。
何の夢かって？ 多分、遠く離れた故
郷の夢 ――残してきた家族のこと、
友達のこと、マングローヴの林、岸
辺に寄せる波の音、南国の青い空、
そしてちょっぴり潮の香も――
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待てよ、彼らも偉大なワニ族の一
員。マチカネワニと同様「時を超え
た存在」かもしれない。しかもここ
は日本だ。四十五万年を遡って先輩
ワニたちと交信している可能性もあ
る。もしかしてこの環境、当時の大
阪の河辺を再現したものか。そう考
えると眼前のワニに俄然マチカネワ
ニのイメージが重なってくる。
そうだ、舞台は整った。あとは役
者を待つだけだ。ワニ君、いつまで
も寝てないで目を覚まそう。その逞
しい肢で歩くシーンを見せてくれ。
あちらの仲間にも声を掛けて。現代
ワニ演じるところの「古代のワニ王
国」
。さあ幕を開けようではないか。
私は待った。ワニの目覚めをじっ
と待った。先ほどの親子連れはいつ
の間にかいなくなっていた。ほかの
見学客はいない。係員の姿も見えな
い。やわらかい陽の光が降り注いで
いる。ワニの背中は葉陰でまだらだ。
僅かな風が吹き、草の葉先が揺れる。
どこからともなく黄色い蝶が飛んで
きた。ワニの周りでひらひらと舞う。
ワニは寝続けている。哲学者の風貌
と見えなくもない。瞑想にふけって
いる？いや、この陽気だ。瞑想とい
うより、完全睡眠だろう。幸せそう
な寝顔を見ているとこちらまで夢の
世界に引き込まれそうになってくる。
気だるい。知らず知らず私の体は周
りの景色に溶けていく。
気が付くと私は一匹のワニの中に
いた。ここは人間の体よりずっと広
いな。まどろみから覚め、体を持ち
上げてみる。歩き始めた。思ったよ
り足取りは軽い。池の端まで歩くう
ちに変化が訪れた。口吻が伸びてく
る。胴が太くなる。尾に力が漲る。
二倍の大きさになった。あっ、マチ
カネワニだ。私はあのマチカネワニ
に変身したのだ。クロコダイルの仲
間が仰天してこちらを見ている。

おおい、一緒に歩こう。栄えある
ワニ王国の復活だ。
私は有頂天になって池を巡った。
食いちぎられたはずの顎も元に戻っ
ている。見よ、この驚異の回復力！
私は笑った。オリジナルのマチカネ
ワニの真似をして呵呵と笑う。
途端、幻は消えた。マチカネワニ
の姿はない。あとに残るは以前と同
じ光景――クロコダイルと私。
どれほどの時間、幻を見ていたの
だろう。太陽はその位置を変えてい
ないように見える。気温が上がって
きた。ゆらゆらと空気が立ち昇り、
あるもの全てを絡め取ろうとしてい
る。私は立ち尽くす。ワニはなお身
じろぎもせず夢の中。長い長い、永
遠に続くかと思われる春の午後であ
った。
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て見守りたい。米軍基地に関する取
り決めは、敗戦後、吉田茂首相が講
和条約とセットで締結された日米安
全保障条約に基づいており、米軍基
地は半永久的に存続する歴史的事実
があるそうだ。
三笠桟橋と三笠公園の入り口に東
郷平八郎の銅像があった。その先に
は、桟橋に据えられた、どっしりと
かまえた、記念艦「三笠」の雄姿が
あった。全員艦内に入場し大きな広
間に集まると、担当の職員は見学時
間の余裕がないため、まず、ビデオ
上映に変更することを告げた。
三笠はイギリスで建造され、当時
としては最新式で、日露開戦の戦績
は世界的に有名である。１９０５（明
治 ）年５月 日対馬沖の日本海
で、東郷平八郎率いる連合艦隊の旗
艦として、ロシアのバルチック艦隊
と交戦し、敵艦隊を完膚なきまでに
負かし、世界の軍人を大いに驚かし
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浜名 新

ふと、町会のバス旅行で、昨年世界
遺産登録に指定された「富岡製糸場
と絹産業遺産群」の見学を想いだし
た。木骨レンガ造りの大きな建物に、
２列か３列か、織物の機械が並び、
全国から集められた、うら若き大和
なでしこ達が、フランスから輸入さ
れた織物の最新式の機器と格闘し、
絹織物産業に大きな成果を寄与され
た。フランス人の熱心な指導のもと、
彼女らの悲喜こもごもの、知られざ
る哀歓があったに違いない。
横須賀には、広島の呉軍港、長崎
の佐世保軍港と並んで旧帝国海軍の
軍港があった。現在は米軍の横須賀
基地に隣接し、ＵＳＡの第７艦隊の
寄港地として、同時に、防衛大学・
海上自衛隊の基地がある。戦後 年
が過ぎても、依然として日本はアメ
リカの沢山の基地を抱え、基地負担
も大変な額であろう。沖縄の普天間
基地から辺野古移転の経緯を注目し
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町会バス旅行の落とし穴

11

年 月中旬、数年ぶりに町会
のバス旅行に参加した。チラシには
「横須賀、三笠艦艇・軍港めぐり→
横浜中華街のランチ→キリンの横浜
ビール工場見学と試飲。朝７時集合。
参加費５０００円」
ほとんどの人が初対面で、 人の
参加者の内訳は、女性 人、男性
人、最高齢は 歳の男性であった。
女性が多い理由は何か。たまたまか、
割安料金で横浜中華の昼飯つき、観
光スポットの見学、友とのおしゃべ
りなど、いろいろ理由があるのか
も・・。私は戦艦三笠と軍港めぐり
に惹かれカミさんと参加。
役員の挨拶を聞きながら、バス旅
行の安全を祈った。ベイブリッジ辺
りの東京湾の海面は穏やかであった。
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た。大本営への打電の文言は、
「連合
艦隊は直ちに出撃し、之を撃滅せん
とす。本日天気晴朗なれど浪高し」
勝利した要因は何か。彼我の戦艦
の機能の差か、優れた戦略の実行能
力か。連合艦隊は敵前大回頭（方向
転換）し、その際、敵艦から運よく
攻撃されず好位置に陣取り、敵艦へ
砲撃できたことが勝因とか。東郷艦
長は艦橋に、豪胆にも立ち続け、指
揮をとったという。勝負には、時の
運と指揮官の戦略が重要であること
を知る。１９６１年に戦艦「三笠」
は、国民の募金、米海軍の支援など
を得て復元されたそうだ。艦内を見
て回る時間はなかった。
次いで、軍港めぐりの遊覧船の発
着所（汐入ターミナル）へバスで移
動。遊覧船が戻るまで自由時間で、
カフェにてコーヒーを喫し、海軍カ
レー２袋を購入。
遊覧船の許容人数は 人くらい
70

か。発着所の桟橋あたりの水深は５
メートルくらい。透明である。航空
母艦や艦船が出入りする場所は浚渫
して、相当な水深深度を確保してい
るに違いない。出船すると、係りの
男性の説明が始まる。向かって右手
に自衛隊の潜水艦が係累されていた。
表面の色は灰色で、頭だけ出して、
本体はその何倍もあるそうだ。
前方へ進むと、右手にある島状の
場所は、全てＵＳＡの海軍横須賀施
設で、係累された航空母艦の姿はな
く、就航中であると。左手にある吾
妻島に沿って進むと、北側の遠方に
日産の追浜工場製の輸出用の自動車
専用の埠頭があるそうだ。吾妻島を
回り船越地区の入りこんだ湾に、自
衛隊の給油艦が１隻係累されていた。
人工的に造られた新井掘割水路を抜
けて進むと、吉倉桟橋に大きな補給
艦が１隻係累されていた。
横浜中華街にはバス専用の駐車場

があった。沢山の店がひしめいて営
業し、閉店する店もあるはずで、一
見の観光客には分からない。私ども
はある店の３階の丸テーブルに案内
された。ビールで喉を潤し、中華料
理のランチとなる。バイキングより
楽である。食べなれたものでも、腹
具合、店が違えば味も形も違う。お
いしくいただいたが、じきに腹が満
たされ、チャーハンはだいぶ残って
しまった。最後の〆は杏仁豆腐が口
直しに良い。自由時間を利用し、氷
川丸あたりまで散策してみた。
集合時間になっても、乗車しない
男性がいた。役員は、予測していた
のか、降車時、役員の携帯番号をみ
なに知らせて、メモするように指示
した。役員と運転手はあわてて善後
策を鳩首相談。携帯に知らせが入り、
役員はその場所に直行した。しかし、
相手の人が特定の位置から動いてし
まったのか、探すのに手間がかかっ
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たようだ。幸いにも、駐車場から相
当離れた場所で、目指す人を乗車さ
せることができた。
横浜のキリンビール工場見学は以
前にも参加したことがある。係りの
女性からビールのできるまでを順次
説明をうけ、移動し、あがりが期待
の試飲会場である。ビール２杯と清
涼飲料水１杯が決まりだが・・。係
りの女性はビールの注ぎ方を供覧、
泡が２割・液体８割ぐらいが理想と
か。日常生活では自己流でしょう。
私が危惧したのは帰りのバス乗車
中での尿意の対症法。ビールは利尿
剤で冷たかった。出発前トイレを済
ませた。だが、羽田あたりの首都高
で次第に尿意を催し、
“我慢・我慢”
と呪文をとなえ、下腹に“気”を入
れた。エコー検査では前立腺サイズ
は普通。カミさんの話も上の空。高
井戸インターを降り、環８から山崎
パンを井の頭通りに左折すれば直ぐ

郷である北陸の海と山に囲まれた小
さな町で出会った友人である。彼は
仲間と一緒に、北アルプスに新しい
完全縦走の道を十年以上もの年月を
かけてつくった男であった。
それは、北アルプスの朝日岳から
日本海に突き出た親不知までの二十
七キロの道を、である。彼の作った
新道の名前は「つがみ新道」という。
彼は、その途中の標高千六百メート
ルのところに登山者のために小さな
山小屋をも作った。その後も人生の
半分以上を、その仕事に打ち込み、
その新道のメンテナンスを継続して
行ってきた。
手紙をもらって、彼の自宅に電話
をした。彼は一昨年六月に朝日岳に
登ったが、その後、体調を崩し入退
院を繰り返していたのである。その
ため半世記近くも続けてきた北アル
プスの登山とお正月の山行とも縁が
切れた、と言った。
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終着点。だが運転手は、出発時のバ
スの位置と同じにするため？ やり
過ごし、次の五日市街道を左折した
ではないか。何分かロス！ 役員の
挨拶が始まるも、全く上の空！ 自
分を叱咤激励、我慢にがまんを重ね、
苦しかったね！ 最期までトイレ休
憩を言い出せずじまい。皆さんに迷
惑をかけないでよかった。
（Ｈ 、２）

山男の友人の夢

昨年、友人の一人から「今年は病
床での正月でした」と書かれた年賀
状をもらった。彼は、私の生まれ故

年の初めに友人から沢山の年賀状
をもらう。それが簡単な内容であっ
ても、その友人が健康で元気で暮ら
しているとの証にもなる。

穂苅 正臣
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暮れに彼の家族から年賀欠礼のはが
きをもらったのである。
自分も卒寿を超え、いつの日か同
じ道をたどるが、それまでの間に、
親しくしていた友人が一人づつ欠け
ていくのは何とも言えぬさみしさが
ある。

天狗集会之図・目無之鑑定会
河鍋 楠美

書画の批評をする評論家の中には、
絵もわからないのに一人よがりで
堂々と批評するかたが、現在でもあ
るらしい。画家にしてもしかり。当
時、暁斎はそのような評論家を天狗
で表したり、鑑識眼のない人々が声
高らかに書画会で評しているのを
目・鼻を描かないで描いて、痛烈に
風刺している。或る有名な作家の話
だが、原稿料が入ると銀座の料亭や
バーに招待してくれたので、お礼
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「人生晩春のエネルギーが私に少
しでも残っていれば、まだやりたい
ことが沢山あるのですが・・・」
、と
手紙にあった。そこで彼に「何をや
りたいのですか」
、と聞いたところ、
「本を出したい」と答えた。自分が
今までやってきた人生の記録を残し
ておきたいというのである。
手紙の最後には、宇宙ステーショ
ン「希望」に乗って地球に帰ってき
た「つがみ新道」に咲くササユリが、
花に関わった自分に「どんな夢」を
届けてくれるのか楽しみである、と
あった。
彼は野に咲く花にも造詣が深かっ
た。毎年、私の自宅につがみ新道に
咲く花を写したカレンダーを送って
くれていた。
だが、今年は年賀状も花の咲いた
カレンダーも彼から届かなかった。

暁斎筆
「天狗集会之図」
河鍋暁斎記念美術館蔵

暁斎筆
「目無之鑑定会」
河鍋暁斎記念美術館蔵

り読めない地名がいくつもある。大
阪府の「和泉」と鹿児島県の「出水」
は共に「いずみ」と読む。富山県の
八尾は「やつお」と読み、大阪府の
八尾は「やお」と読む。富山県の滑
川は「なめりかわ」と読み、埼玉県
の滑川は「なめがわ」と読む。秋田
県の男鹿半島は「おが」と読み、宮
城県の牡鹿半島は「おしか」と読む。
京都市の鹿ヶ谷（ししがたに）とい
う町は鹿を「しし」と読ませる。
岐阜県の各務原（かかみがはら）
、
福岡県の宗像（むなかた）
、広島県の
三次（みよし）
、岡山県の美袋（みな
ぎ）
、石川県の羽咋（はくい）
、富山
県の城端（じょうはな）
、奈良県の御
所（ごぜ）
、山口県の防府（ほうふ）
、
香川県の観音寺（かんおんじ）など、
旅先で初めて読み方を知った地名や
駅名も多い。防府の防は例外的に「ほ
う」と澄んで読み、観音寺は仏像の
「かんのん」と異なり、
「かんおん」

と読むことも初めて知った。
五能線に驫木と書いて「とどろ
き」と読む駅がある。馬を三つ組み
合わせた「驫」という字を書く駅名
は全国でここ一ヶ所だけである。難
読駅名の横綱格であろう。森、品、
姦、轟、磊、贔、蟲、犇、晶、矗な
ど、同じ字を三つ組み合わせた漢字
をいくつか習ったが、馬の組み合わ
せは初めて目にした。
では地名の読み方を契機として、
日頃から興味を抱いている漢字の話
題を論じてみたい。

◆高校時代に漢文を少々習った。漢
文は中国語の古典文学だから本質的
には外国語だが、日本では何故か国
語の一部として教えている。
過猶不及を「過ぎたるはなお及ば
ざるがごとし」と読み下し、猶を「な
お……がごとし」と反転して二度読
む。
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に記事を書いたと或る記者から聞い
たことがある。世の中を上手に渡る
にはそうまでしなければならないの
か。天狗になった批評家や鑑識眼の
ない人達を揶揄するような絵を描く
には相当の自信と大胆さが見て取れ
る。やはり暁斎は異色の画家と言わ
ざるを得ない。

諄い説明
豊泉 清
数年前に九州新幹線に乗った際に、
川内（せんだい）と読む駅名を初め
て知った。訓読みなら「かわうち」
だが、宮城県の仙台と同じ音読みで
ある。境内や内裏雛の内を「だい」
と読む。内には「ない」と「だい」
という二通りの音読みがある。因み
に大阪府の河内は「かわち」と読む。
馴染みのない遠隔地には、すんな

JR

用人宜取其所長を「人を用いるは
◆ある週刊誌で、次の漢字を仮名三
宜しく其の長ずる所を取るべし」と
文字で読めというクイズを見たこと
読み下し、宜を「よろしく……べし」
がある。
と反転して二度読む。
証 あかし 霞 あられ 鐙 あぶみ
病癒多忘慎、須常思病苦時を「病
暇 いとま 碇 いかり 甍 いらか
鼬 いたち 宴 うたげ 台 うてな
癒えれば多く慎みを忘る。須（すべ
か）らく常に病苦の時を思うべし」
靫 うつぼ 梲 うだつ 項 うなじ
と読み下し、須を「すべからく……
現 うつつ 簸 えびら 靨 えくぼ
面 おもて 縅 おどし 鰍 かじか
べし」と、やはり反転して二度読む。
漢文の読み方を導入すれば、未来
要 かなめ 厠 かわや 框 かまち
鏑 かぶら 砧 きぬた 厨 くりや
は「未だ来たらず」と分解でき、未
轡 くつわ 楔 くさび 軛 くびき
を「いまだ…‥ず」と二度読む。ま
廓 くるわ 谺 こだま 甗 こしき
た将来は「まさに来たらんとす」と
腓 こむら 簓 ささら 褥 しとね
分解でき、将を「まさに……とす」
閾 しきい 鎬 しのぎ 昴 すぼる
と二度読む。
文章というものは英語でも日本語
鯣 するめ 番 つがい 礫 つぶて
鶇 つぐみ 薺 なずな 塒 ねぐら
でも最初から最後まで一方通行で読
幟 のぼり 祠 ほこら 籬 まがき
み進むのが常識だが、同じ字を反転
して二度読ませるのは、文法構造の
霙 みぞれ 葎 むぐら 骸 むくろ
莚 むしろ 醪 もろみ 輩 やから
全く異なる中国語を日本語風に読む
ために古人が創案した知恵であろう。 蓬 よもぎ 齢 よわい 轍 わだち
現（げん）
、要（よう）
、宴（えん）
、

番（ばん）
、輩（はい）
、台（だい）
、
齢（れい）
、面（めん）などの音読み
は簡単だが、
「うつつ」
「かなめ」
「う
たげ」
「つがい」
「やから」
「うてな」
「よわい」
「おもて」と訓読みにする
文章も結構目にする。一般的に音読
みより訓読みの方が難しいと私は感
じている。
また別の週刊誌で、次の漢字を仮
名四文字で読めというクイズに挑戦
したこともある。
餞（はなむけ） 魁（さきがけ）
殿（しんがり） 英（はなぶさ）
眦（まなじり） 嘴（くちばし）
頤（おとがい） 皸（あかぎれ）
邪（よこしま） 叢（くさむら）
鵲（かささぎ） 鵯（ひよどり）
獺（かわうそ） 隼（はやぶさ）
鉞（まさかり） 晦（つごもり）
閂（かんぬき） 褌（ふんどし）
理（ことわり） 兵（つわもの）
平家物語の冒頭の「盛者必衰の理
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をあらわす」の理を「ことわり」と
読ませ、また「夏草や兵どもが夢の
跡」という芭蕉の句の兵を「つわも
の」と読ませている。
◆昔の書物を繙くと、悉（ことごと）
く、概（おおむ）ね、嘗（かつ）て、
寧（むし）ろ、却（かえ）って、凡
（およ）そ、恰（あたか）も、縦（よ）
しんば、拘（かか）わらず、殆（ほ
とん）ど、予（あらかじ）め、忽（た
ちま）ち、敢（あ）えて、徐（おも
むろ）になど、短くて単純な言葉も
片端から漢字で書いていたが、最近
の出版物は仮名書きが主流で、これ
らの漢字表記を目にする機会がめっ
きり少なくなった。
◆最後の段落で、こんな言葉にも漢
字表記があったのか、この漢字をこ
うとも読むのかと驚いた例をいくつ
か挙げてみたい。

１．
「くどい」説明
「くどくど」と重ねて言うことも
ある。
「諄い」という漢字表記を見て
「え！なんで？」と驚いたことがあ
る。諄々（じゅんじゅん）と説くと
いう音読みの用法は既に知っていた。
２．問われて名乗るのも「おこがま
しい」が
身の程知らずに振舞って恥ずかし
いと感じる気持ちが「おこがましい」
である。ある書物で「痴がましい」
という漢字表記を見たことがある。
３．話が「こじれる」
「こじれる」は「ひねる」や「ね
じる」というイメージだから、捻や
捩という漢字を連想するが、
「拗（こ
じ）れる」と書いてある書物を見た
ことがある。
４．流行に「かぶれる」
化学薬品など刺激の強い物質に触
れて起こる皮膚の病変を「かぶれる」
という。漢方医学では、刺激の強い

物質が発する「気」が皮膚に触れて
生じる病変と解説している。つまり
「気触れる」が原義で、気（き）が
「か」と訛って「かぶれる」になっ
たという語源説がある。漢字表記の
「気触れる」はほとんど目にしない。
５．誤りを改めるに「やぶさか」で
ない
否定形で、何のためらいも無いと
か、そうすることに努力を惜しまな
いという意思を表す。辞書には吝嗇
の吝を書く「吝（やぶさ）か」とい
う漢字表記が載っている。吝は平た
く言えば「ケチ」である。
６．
「けだし」名言だ
「けだし」は、思うに、察するに、
想像するに、という意味だが、的を
射た的確な判断だという自信の表れ
でもある。国語辞典には「蓋（けだ）
し」という漢字が載っている。なぜ
鍋や釜の「ふた」という字を善くの
だろうか。奇妙な表記である。
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７．
「あながち」偶然とは言えない
否定語と呼応して、一方的にそう
とばかりは言い切れないという判断
を表す。国語辞典で「強（あなが）
ち」という表記を見て、やはり「え
っ！なんで？」と驚いたことがある。
強面（こわもて）や、強（したた）
か者という読み方は知っていたが、
強（あなが）ちという読み方を初め
て知った。
８．筆「まめ」な人
労力を惜しまない性格を「まめ」
という。
「豆」では意味が通じない。
ある本で「忠実（まめ）
」という漢字
表記を見て「えっ！なんで？」と驚
いたことがある。
「まめまめしく働く」
は「忠実々々しく」と書くのだろう
か。
９．
「いやしくも」
語感から「卑しい」や「賎しい」
を連想するが、辞書には「苟（いや
しく）も」という漢字表記が載って
いる。例えば「いやしくも医師たる
者は……」のように用い、卑や賎と
は無縁の意味である。
．祭日と日曜日が「かちあう」
別々であって欲しい出来事が何ら
かの事情で同時に起こり、自分にと
って望ましくないと感じる時に使う
言葉である。餅搗（つ）きの「搗」
の字を書いて「搗（か）ち合う」と
読ませる文章を見て「え！なんで？」
と驚いたことがある。
．
「たしなめる」
ある書物で「たしなめる」に、穴
と君を組み合わせた「窘める」とい
う漢字を当てている文章を見て驚い
た想い出がある。よく使う言葉だが、
漢字表記はほとんど目にする機会が
ない。
漢字はまことに奥が深い。この年
齢になってもまだ知らない事だらけ
である。老化の兆しが現れ始めた大

脳を刺激して今後も漢字の勉強を続
けたいと思っている。

右京君
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中村 雄彦

右京君が亡くなった。彼とは私が
卒業した新潟大学医学部の同級生。
彼は伊勢市出身。
医学部には色々な人がいる。ただ
皆一筋に医者に成ろうとしている連
中ばかり、医師に成ってから好きな
ことをしようと共通の希望を持って
勉強しているのでそれほど変わって
いるものはいない。年齢は 歳以下、
それより上もいる。国立一期校には
それほど変わった者もいなければ、
そうぬきんでた人もいない。皆共通
の希望を持ちそれぞれが個性を持ち
ながらも無理に発揮せずにとりあえ
ず医師にだけ成っておこうと同じ目

25

10

11

的をもって生活を楽しんでいる。詰
らない非個性的集団である。
「東大を落ち、京大を落ち回り廻
って新潟へ来た」と彼の言い癖。
我々新潟高校からストレートで入
った者には面白くない。旧７帝大、
６医大、全国に当時国立の医学部は
のみ。競争は激烈。当時も医師は
食い外れが無いと希望者殺到、かな
り狭き門。お断りするが当時医師に
成るためには、高校卒業後まず大學
のプレメヂカルコースに入る、２年
でいったんご破算、改めて４年制の
医学部の入学試験を受ける仕組み。
ややこしいがそうした関門を通らな
いと医学部に入れない。早くも医師
いじめが始まっている。私共新潟高
校ストレート組は 人ほど一度に
入学できた。そして欠員も多少はあ
ったが大体スムーズに医師になれた。
なかには困難を極めてついに脱落と
いう連中もいた。
13

25

私の父は東大卒、東大を受けるか
どうか迷ったが、新潟市松波町の銀
行重役の両親の家から新潟大学医学
部は歩いて 分、使わない手は無い。
まよわず新潟大を選んだ。卒業後皮
膚科の大學院に入学、順調に博士課
程を修了。目出度く医学博士となっ
た。大學院の間休暇と称して、各種
病院へ研修かたがた出張させてくれ
る。こづかいにもなる。
私は出張先は長岡市の赤十字病院
を選んだ。この病院は所謂新潟大学
の出店、先輩、同輩は全部新潟大、
やりやすいが窮屈でもある。ただ大
學を離れた解放感は替えがたい。大
いに自由時間を満喫する。ほぼ毎晩
街へ出て飲みまわる。大學の同級生
が同じ境遇で五、六人いる。たちま
ち、意気投合、群れをなしてのし歩
く。
、６歳の悪盛り、医師なので悪
事は働かないが、それなりに立派な
25

15

酔っ払い。十分に大學を離れての自
由を満喫した。
右京君は忙しい、上司の婦人科医
長は高齢、毎晩の出産は彼の出番、
「どうせ毎晩出ているのだからと、
当直を変わってくれ」というと「俺
は疲れているんだよ」と如何にも悲
しそうな声を出す。無理もないと大
いに同情して代わってもらうのをあ
きらめる。当時から病院の勤務医は
激務だった。疲れているからと夜は
大いに遊びまわる。病院の近くの飲
み屋は殆ど回りつくした。さんざん
遊んで帰ってくると病院の明かりが
夜空に光っている。
一瞬悪事を働いたように体が引き
しまる。こんな毎晩だった。
宿舎は病院の向かいの蕎麦屋の二
階。
それぞれ個室に私、右京君、もう
一人別な部屋に婦人科の医師と二階
を埋めていた。それぞれ独身だった
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が右京君は同棲していたらしくそれ
らしいムードが漂っていた。詳しい
ことは知らない。
障子一枚で分からないことが多い。
日本家屋も便利である。右京君は「俺
は女なしでいられないのだ」と言っ
ていた。中々のつわものである。
そうこうするうちに出張の期限が
来る。もうおわりである。残念だが、
そう遊んでばかりいられない。又研
究生活が待っている。飲み屋で盛大
な送別会を開いて貰って別れを告げ
る。医師生活のなかでこのように遊
びつくした経験はない。暫くの間愉
快な生活の記憶が残っていた。右京
君はその後大學でほとんど会うこと
もなく、臨床医としての忙しい毎日
を過ごしていたと思われる。
同級生で未だ亡くなった人は少な
い方だが、ぽつりぽつりと親しく遊
んだ人達が減っていく。残念なこと
である。
（新潟県）

美濃部 幸恵
美濃部 欣平

☆日本軍最後の司令部地獄谷へ
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地獄谷→この一帯はマタンサＭＡ
ＴＡＮＺＡと呼ばれた地域です（註
在留邦人はカタカナでマタンシャと
も書いた。現在の地名はサンロケ）
。
マタンサはスペイン語で大虐殺を
意味します。１５００年代サイパン
島がスペイン領になった時に、原住

雲海のごとく繁茂した葛の葉の中を山間の谷へ進み
ます。

生還！バンザイ突撃に参戦
した軍医中尉（４）

協力

マタンサ（現サンロケ）最後の現地人農家から、前
方の山間に入っていきます。

30

日かかって地獄谷に到着する。
医務隊は全員で負傷者をかつて島
民の住んでいた小屋に運びます。地
獄谷は水源地にも近く、主計隊は食
糧と飲料水を用意し、空襲の合間に
炊飯に専念し、隊員に数日ぶりのに
ぎり飯と缶詰を配給しました。
地獄谷には、戦火に追われた邦人
移民たちも集まって来ました。

倒木をまたいだり、くぐったりしながら谷間に入って
いきます。

きたアスリート飛行場隣接の戦時治
療所から、島東側ラウラウ湾の海軍
要塞砲台防空壕にたどり着きます。
しかし防空壕上の砲台も爆撃を受け
破壊され、
『日没後全員が地下壕より
脱出し』昼はジャングルに潜み、夜
闇にまぎれ傷病兵を連れて集合地点
の地獄谷へと向かいました。
六月二十五日 ラウラウ湾より三
大人の背丈より高い“食わず芋”根茎と汁に毒があり
食べると身体がしびれる毒草。葉は 60 センチにもな
る。日本の卓上観葉植物でポピュラーなポトスも南洋
ではやはり巨大化しています。

民の虐殺が行われたことからこの地
名が付いたといわれます。
このマタンサの内陸部へジャング
ルを歩き約１キロ入った峡谷が地獄
谷である。南から後退してきた陸海
軍がここに合同司令部を置いたので
す。
井手次郎海軍軍医の所属する２６
１空部隊は、アメリカ軍の侵攻して
葛の葉に腰まで埋まりながら奥へと進みます。

陸海合同司令部の一提督（南雲忠
一中部太平洋艦隊司令官）と二将軍
（斉藤義次第 師団長、井桁敬冶第
軍参謀長）とその幕僚集団が地獄
谷に到着したのは、６月 日午前二
時頃でありました。
タボーチョ山より北へと追いつめ
られ組織的戦闘力を失った部隊や残
存兵達も続々と集合してくる。
しかしアメリカ軍は背後の高地に
陣を敷き多数の迫撃砲で攻撃してく
るまで迫って来た。
『ポン、ポン、ポン、ポンと十数
発の＊曲線砲（脚註 迫撃砲は高い
射角をとることから砲弾は大きく湾
曲した曲射を描く。 ウイキペデイ
ア）の発射音の数秒後にシュル、シ
ュル、シュルと異様な音をたてて弾
丸が飛来し、一斉に落下、炸裂する。
そのつど負傷者が続出した』
井手軍医たちは、病人を収容して
31

43
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いる小屋から、岩陰やへこみに移し
て身を守る以外すべはなかったので
す。

31

『このころから恐るべき破傷風の
患者が多数発生してきた』
しかし治療用の血清はすでに使い
果たし、治療のすべもなかったので
す。砲弾の炸裂音と振動のため、破
傷風を併発した患者は苦悶の形相と
なり、歯を喰いしばり、全身に痙攣
を起こす。軍医と衛生兵は鎮静剤の
投与と包帯の交換、傷口にわいたウ

気づかずに腰を下ろした岩（戦時中造成用のコンク
リートか？）の上に激戦の遺品が。

おそるべき破傷風
井手次郎先生は、戦場での恐ろし
い悲劇として破傷風の事を書いてお
られます。

やっと壕の下にたどりつきました。

ジ虫の除去、そしてわずかな飲料水
をあたえる事が精一杯できることで
あったと痛恨の気持ちを語っておら
れます。
同じころ傷病兵約２０００名以上
居たといわれるドンニー野戦病院で
特使看護婦をした菅野静子（旧姓三
浦）さんも、破傷風の兵士たちが凄
惨な状態で死に至
る戦場の地獄図を
書いておられます。
井手先生は戦後
訪問したアメリカ
で知った戦争中の
日米の破傷風戦死
者数の違いに驚い
たそうです。『米国
海軍医学雑誌の報
告では、太平洋戦
争中における米軍
の破傷風による死

下から見上げる壕です。

弾除け鉄板にも無数の弾痕。サイパン守備隊末期の哀
しさが残ります。
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者はわずか六名であった。米軍では、 黄燐焼夷弾により熱傷を受けた
すでに破傷風トキソイドとペニシリ
幼児
ンおよび乾燥血漿を多量に使用し、
この哀れな幼児を抱いた母親が、
その予防と治療に多大なる威力を発
井手軍医たちの医療班を探してやっ
揮していた。ただただ驚嘆するのみ
てきました。
であった。
』と書き残しておられます。
傷は暗闇のなかで紫色の燐光を発
し、皮膚に燃え広がって行くのだそ

日本軍サイパン守備隊最後の司令部。望遠レンズ使
用。肉眼でも弾除け鉄板が見えます。

貴重な水源地に近い地獄谷を米軍
はハッピーバレーと呼んだそうです。
島の北側へと追い詰められ後退し
てきた陸海軍の合同司令部が置かれ
た洞窟は狭く、将兵の大部分が入口
付近にはみだして仮眠しておりまし
た。そこに砲弾が炸裂し、「兵隊達は、
参謀たちを飛び越え踏みつけして洞
窟の中に逃げ込んできた」
（陸軍
師団平櫛 孝参謀）
その後１００メートルばかり登っ
た洞窟に移転。ここが日本軍司令部
最期の場所となったのです。
最初の洞窟は、戦後土砂に埋もれ
痕跡もなくなり、夫とわたくしが訪
れたときに最後の洞窟を見上げなが
ら立った場所がそのあたりだという
ことです。
洞窟の入り口には、今も弾丸よけ
の錆びついた鉄板が残っております。
最高司令部の壕と言っても、山林の
中腹の自然洞窟を利用しただけの粗

末なものです。敗残日本軍の悲壮感
ただよう戦跡であります。

33

＊島民も巻き込んだサイパン戦
の悲劇

北へ向かう敗残兵と邦人 手記加
藤福平氏歩兵第 連隊 岐阜県出
身
米軍の圧倒的火力に壊滅した部隊
の生き残り兵として山中をさまよっ
た様子を次のように書き残す。
『米軍が上陸した６月 日の夜、生
き残り数名が集まって来たが、同じ
連隊の者でも、サイパンに到着して
からの日数があまりにも少なかった
ので始めて会う人ばかり。
高木軍医少尉（同部隊と思うが初
対面。大垣市の出身で四十歳くらい
の人）を隊長として連隊本部を探し
て後退する。
しかし付近を撃ちまくる戦車に物

36
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うです。傷口を消毒液で清拭しても
なかなか除去できず疼痛のため泣き
さけぶ幼子……。
地獄谷付近への砲弾の落下はさら
に激しく、死傷者が続出『阿鼻叫喚
の地獄谷となった』
＊黄燐焼夷弾は、Ｂ による日本
本土爆撃にも使われている。特
に人員殺傷用に用いられた。
轟然たる音と共に発火し、火の
粉となった黄燐を四方に飛び散
らしながら、多量の白煙をあげ
て燃える。
（日本近現代史と戦争
を研究する。より）

地獄谷の洞窟
地獄谷はサイパン日本守備隊の悲
劇を象徴するような地名ですが、地
獄谷の裏側は極楽谷と呼ばれる峡谷
で今も細いせせらぎが流れています。
島唯一の透明な命の水の流れです。

２９
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課長の指導を受けた。
凄い銃火を浴びせられ、仲間ともバ
守備隊と、一般邦人家族が混然とな
着任半月にもならぬ辻サイパン支
ラバラになった。その後、この時の
り深夜の山中を後退する負け戦の哀
庁長は空襲が始まると支庁本部に残
生き残りグループとは再び会うこと
しい有様を書いておられる。
り、職員、警防団員を指揮して一般
はなかった。
』との加藤氏の追想に、
『発進起点とした洞窟も島民で溢
在留邦人の誘導にあたった。
私は大垣市の高木軍医の生死がいつ
れていた。沖縄出身者が多いのか、
＊７月６日の最高司令部の自決に
までも気になります。
琉球絣の着物、蛇味線、手鏡、かん
前後して、辻北部支庁はじめ庁
ざしなど、およそ戦場に似つかわし
『一人になり、暗闇をあてもなく
職員幹部、南洋興発株式会社の
くない女の持ち物が散乱している』
さまよう。持ち物は腰に手榴弾をし
藤原取締役以下所長、課長、サ
『戦傷者を運ぶ担架の列、亡霊の
ばりつけただけ。握り飯ひとつ持っ
イパン製糖所営業所幹部とその
ようにさまよう敗残兵、泣く子の腕
ていない。歩いているうちに長い行
家族等は爆撃で負傷者も出て、
をつかんで引きずるように歩く母親、
列を作って歩いている一団を見つけ
最後は皆で自決してゆかれまし
（サ
皆、北へ北へ バナデル方向へ』
後について行く。
「兵隊さん、一緒に
た。ここに日本の委任統治領と
イパン島の最北端）
つれてって！」泣く赤ん坊をつれた
して、主要産業砂糖生産を軌道
青白く月の輝く 年前の戦場。混
若い母親もいた。赤ん坊が泣くと敵
に乗せ、南洋サイパンに原住民
乱、恐怖、絶望がまざまざと伝わる
に発見される危険は大であり、全員
チャモロ、カナカ人とも共存し
貴重な数行の記述です。
が恐怖にさらされた。皆昼は山中に
築かんとした統治領は瓦礫とな
もぐり、夜になると行列が動き出す。
り崩壊したのです。
二日ばかり後、その母親は赤ん坊を
＊青年団、警防団員、一般在留邦
６月 日には、アスリート飛行場
もう抱いていなかった。戦場に女子
人婦女子も奮闘す。
は米軍に占領された。この時、一般
供がいては、あまりにも悲惨だった。
』
邦人は陣地の後方勤務ならびに負傷
者の手当てなどに従事していた。
四十三師団平櫛孝参謀もサイパン

市街地（ガラパン）には、警防団
が各所の防空壕で待機し、直接警務

70
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彼らは自分たちの愛するサイパン
島、家族、そして祖国を守るために
勇敢に軍と共に戦ったのです。

地獄谷の終焉
最後の戦線を東海岸タロホホから
西海岸タナパグに置く計画もあった
が、戦力損失は甚大であり、陣地構

築の円匙（スコップ）も無く、鉄か
ぶとで手掘りする窮状。
さらに米軍は地獄谷司令部を見下
ろす高地に進出し、戦車も現れた。
砲弾の破片を受け陸海軍の高級参謀
も戦死していく。
ついに司令部は，七月七日午前３
時を期し日本軍最後の総攻撃決行を
決めたのでした。
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しかし米軍の進撃は早く、その砲
弾下に先頭は婦女子、青年団、警防
団員、最後尾に日本軍守備隊が守り
北上して行きました。米軍攻撃の緩
慢になる夜、炊事には婦女子、糧食、
弾薬の運搬の他、島の地理、地形に
あかるいことから青年団、警防団員
は部隊誘導などに率先してあたって
いた。
サイパンでこの淡いピンク色の可憐な花を目にする
度に、私は戦場を恐怖と飢え渇きで逃げまどった少
女たちの姿を思うのです。
この花の名前は
和名
アサヒカズラ
科名
タデ科
原産地 メキシコ
学名
Antigonon
熱帯地では一年中開花するつる性の半低木で
繁殖力は旺盛だそうです。イギリスではチェ
ーンオブラブ愛の鎖とも呼ばれているそうです。

のある洞窟のさらに上の壕と推
測されています。
翌七月七日未明 サイパン守備隊総
攻撃
陸海軍将兵残存兵の他，在郷軍人、
警防団員、青年団、一般在留邦人有
志、さらに包帯姿で杖を突いた負傷
兵まで参戦していた。
その数約３０００名。

☆井手次郎海軍軍医の
玉砕戦までの経路

井手軍医は７月２日に、
地獄谷から島北端にある
海軍が持っていた洞窟へ
と移動しました。
七月二日 『
（海軍）司令
部よりバナデル飛行場近
くの洞窟に全員移動すべ
しの命令が入る』
井手軍医たちは深夜を

36

掃き清められ、斉藤中将が真ん中に
右に南雲中将、左に井桁少将がはる
か祖国に面して正座。
一提督二将軍司令部壕にて自決。
―― 米軍の砲爆撃と炸裂音が絶え
間なく谷に轟いていた ――
＊この最期に関しては、出版物に
より諸説多少の違いがあるよう
です。自決場所は、弾除け鉄板

プラトーンのシーンのよう。
（オリバーストーン監督
のベトナム戦争映画）
ジャックさんがスコールの中、ズブ濡れで待っていて
くれました。

「全在島の皇軍陸海空の将兵及び
軍属は克く協力一致、善戦敢闘、略」
＊軍属には、サイパン邦人移民の
青年団、南洋興発社員、南洋庁
職員などがいた。
三将軍の自決
「軍は最後の一兵まで陣地を死守
玉砕セムトス」
一九四四年七月六日 洞窟は入念に
帰路にヨネコさんと往路と違う樹林に踏み込むと。
ここは侵攻した米軍の野営地だったのでしょうか？
無数のビン類や武器の残骸が散乱していました。
日本兵や民間人は、一滴の水を求めて苦しみました
が、米軍は戦場でもコカコーラを飲んでいた！
（1886 年に誕生したコーラは1941 年アメリカ政府は
コカコーラを軍需品として認可しています）

待って、負傷者と医務隊員はトラッ
ク三台で、他の者は徒歩で移動して
いきました。
四月二十四日にサイパン島に到着し
て以来わずか二か月余りで、青年医
師は戦場の悲惨な現場を体験し、ご
自分も死と紙一重の恐怖にさらされ
ながら、島の南端から最北端まで傷
病兵を治療しつつ、部隊と共に追い
つめられていくのです。

ールが。〝まあ、大歓迎のうれし泣
きね″断続的にザーと来たり止んだ
りの雨に濡れながら雲海のごとく繁
茂した葛の葉に埋まりながら谷の奥
へ進みます。
やがて壕の下にたどり着きました。
このあたり一帯に、圧倒的な米地上
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先生が綴る戦記から、医
師としての使命感や、明朗
な青年らしさ、人柄にそな
わる自然体の勇気などが
感じられます。
〝にっぽん男子！″井手
次郎軍医中尉のサイパン
玉砕戦は、バナデル洞窟で
患者を診療する間にも近
づいてまいります。

地獄谷の涙
井手次郎海軍軍医中尉は一九四四
年六月二五日２６１空の隊員と共に
負傷者を連れ、この集合地地獄谷に
移動してきたのです。
その時の先生の手記内容を踏まえ
て再度慰霊巡拝にやってまいりまし
た。
地獄谷の入り口に着き、山間の谷
をめざして歩き始めるとザーとスコ

サイパン島玉砕より 70 年の節目に地獄谷に参りました。

軍の進撃に後退してきた残存兵や民
間人が続々と谷に集まりさまよって
いた………。その有様を想像しまし
た。
今は最後の司令部となった上の壕
も、朽ち葉散る暗い山林も深閑とし
てまったく人の気配はありません。
今度こそ這っても壕まで登ろうと思
ってきましたが砂礫混じりの斜面は
滑り崩れやすい状態なので、私たち
は下でお線香をたき合掌いたしまし
た。
ヨネコさんが、供花を持ち雨の中
を壕まで登ってくださいました。鉄
板の弾よけのある司令部壕とさらに
上の壕に登りお参りしてくださいま
した。そして急斜面を泥まみれにな
ってすべり降りていらしたのです。
勇敢な大和撫子に 英霊の方々拍
手で見送っていらしたでしょう。
地獄谷を出た時は山もジャングル
も白いベールでかすむほどのスコー

ルが。
一瞬の幽玄な光景が別れの挨拶の
ようで胸を打ちました。
さようなら 地獄谷

表紙の言葉

杉並区

岩瀬 光

『お堀と桜―弘前城』

:
:
:
:
:
:

:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

私は東北大医学部卒、
息子も東北大医

空虎部隊 サイパン戦記 井手次郎

精強

参考引用文献

学部で この４月より東京で研修医 、
東京新聞出版

サイパン肉弾戦 平櫛 孝

)

た。三脚を持たない旅であったが、デ

守閣の周りのしだれ桜は盛りであっ

に行った。外堀の桜はほぼ終わり、天

べた後、５月４日夜、弘前の夜桜を見

味わった。盛岡で、焼き肉と冷麺を食

北上展勝地で終わりの桜を雨の中で

渓は桜は終わり、角館も桜は終わり、

北桜ツアーを息子とおこなった。
厳美

２０１２年ゴールデンウイークに東

(

烈日 サイパン島 中日新聞社会部
お詫びと訂正

生還！バンザイ突撃に参戦した軍医中尉
（１）
（２）
（３）において
正しくは井手次郎先生の名字が井出次郎先
生となっておりました。
空虎部隊
空です。誤りをお詫びいたします。

夏季号、引用抜粋参考書の精強
は

空は青く、夜景の天守閣の反射も、明

ジタルでＩＳＯ１２６００で撮ると、

るく撮れ、桜と反射の饗宴となった。

（第四十四回 医家写真展出展作品）

稲村ケ崎松村造園親方さん
話になっています。

サイパン現地の植物説明は親方さんのお世

協力

201

38

261

261

静岡
南西諸島にて

岩 本 漂 人

ノグチゲラ一声鳴いてすだ椎に

こ

兵庫

廣 辻 逸 郎

初雪や真白の年の始まりぬ
記すことなき日誌閉ず厚着して
客一人バスの終点雪野原
広き苑しじま菰着て冬牡丹
安産の帯授かりぬ梅日和

東京

福 神 規 子

シスレーの絵に似し木立水温む

春蘭にこごめば母とゐるごとし

ご

ぜ

はくれんの祈りのごとき蕾かな

おぼろ夜の尼御前に聞く話かな

福 冨 清 子

ヒロインのしづかな最期春の月

東京

老猫に煮凝り少し余しけり

鷽替えの鷽に大小あっけらかん

つくばひに朽ちるものあり薄氷も

水琴窟芽吹き促す響きかな

秋津島へろへろへろとかぎろへる
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唐人墓地リュウキュウツバメの飛び交す
春夕焼ツメナガホオジロ牛糞に
もや

林道にヤンバルクイナの親子連れ

小 南 丁 字

朝靄の湖をアカヒゲの声渡る
東京
御嶽山噴煙の丈天高し
李香蘭・淑子も遺産曼珠沙華
秋天を眼差し凛とクラークの像
聖断の終戦を聴く秋闌ける
黒船の砂の彫刻浜の秋

三田市永沢寺 冬牡丹

東京

【遺稿】
東京

噛み合わせ治した寝た切り尋ね人

群馬

豊 泉

道真公絵馬の誤字見て苦笑い

割烹着亭主の方がよく似合い

医者通い梯子ができる元気者

馬齢重ね年改まり未（ひつじ）年

一面はトップの謝罪がトップ記事

清

小 南 丁 字

亡き友の句集手元に秋深かむ

宙翔るような彫刻砂の竜

籾 木 秀 穂

偕老の六十四年菊日和

秋 元 光 博

摩天楼ビル風春がすぐ馴染む

３人の文殊の知恵者ノーベル賞

秋 元 光 博

暁に見し満天埋めし鰯雲

青森

千代富士史上３位還暦の綱

わ ら

青森

こうの鳥我が家にほしい子を授け

年金を残して姿消す百歳

自らの手相ながめて悦に入り

藁縄も捩れ合うほど強くなる

言い訳をしないでおこう孫相手

舌頭に白うるか載せ父偲ぶ
ホドラーを織り眼福の寒一夜
※長年、俳句をご投稿してくださってい
た籾木秀穂先生が二月末に他界されま
した。他界される三日前にお書きにな
った俳句を御家族の方のご厚意により
掲載させていただきました。謹んで心
よりご冥福をお祈りいたします。

ご近所を沸かす話が風に乗る
子の波長受信している母の膝
掛かり付け愚痴も聞いてる聴診器
父母の居た夏に会いたい盆参り
来客へ飛んで行けない風呂の中
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早 春

東京

小 松 安 彦

雛人形今は無ければ立春にマトリョーシカを並べて飾る
テレビから花粉情報流れきて赤く膨らむ椿の莟
アイドルが渡り廊下をわたりゐし湯島天神ひらく白梅
早春の一番星の金星が梅と我とを照らし始める

茨城

羽 生 藤 伍

半月と木星に沿ひ梅の香の昇るが如きひとすぢの雲
早 春

風の又三郎の如きわが友が叙勳せるとは懐し嬉し
柘榴の樹太く斜めに伸びている万有引力に抗しわが庭で
農協はわが町に大病院ガソリンスタンド・セレモニー造り
友の訃報来し香典は固くお断り致しますとはあれど
医師がはじめて笑顔みせたり百日のわが病癒えし日

マンモスの子（リューバ）

東京

林

宏 匡

三万七千年は刹那のうちと笑みにたたへ リューバは今の世に現れつ

温暖化てふ悪業に雪融けてマンモスの子は身を現しぬ

まみ

未だ物を噛 まざりし臼歯をひそめ持つ リューバを映す末世の利器は

ま優しき毛長マンモスの子の瞳の母恋ふる夢を見ることもなく

東京

林

宏 匡

マンモスの子の死をいたむその親の心は今も変らざらむに
マンモスの子（リューバ）

緻密なるマンモスの子の肋骨の映像に織る英知の弱さ

幾万年前の生態知れれども人滅ぶれば一切皆空

羊歯荒野マンモス親子たはむるる姿想ひて見るリューバ展

かげ

温暖化進み果つればいにしへの屍出づるを称へて居れず

東京

横 田 英 夫

リューバ展見終へて憩ふ丸ビルの三十五階に春光まぶし
新春墓參

ましら

新春の霊園人影まばらにて木々も芽吹かず冬木のままに

ワゴン車の乗り降り吾は難渋す幼ら早し 猿 の如く

手を合わせ墓前に拝む幼子に後は頼むと呟きて居り

黒き雲中天に迫り霊園はあたり暗みて雪の降り来る

「たばしる」とは斯くの如きか雨霰白き線引き吾が頬を打つ
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10

アンコール掲載

当時の日本医家芸術クラブには
【旅行日程表】
一九六八（昭和
『旅行部』が活動していたらしく、
その旅行部がメキシコへオリンピッ
クを見に行ったときの旅行記が発行
されている。 家庭 名の方がこ
のオリンピック旅行に参加されてい
る。２名の添乗員が付き添い 泊
日で、サンフランシスコ、サンア
トニオ、メキシコシティ、クエルナ
バカ、アカプルコ、ロスアンゼルス、
ホノルルと７都市を旅している。
旅行された方のうち、 名の方が
この旅行記にご投稿されているので、
その旅行記を順次ご紹介していきた
い。尚、本文は原文のまま、掲載写
真は印刷されたものをスキャンした
ものなので、画質の悪さはご容赦願
いたい。
25

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

19

『メキシコ・オリンピック
旅行記念』①

43

43

日 東京発
サンフランシスコ着
東京国際空港より大型ジェット
機にて出発、一路サンフランシ
スコへ
到着後、ホテルにて休息
午後：サンフランシスコ見学、
マーケット通り、官庁街、ツイ
ンピークス、金門公園、金門橋、
漁夫の波止場、チャイナタウン
日 サンフランシスコ発
サンアントニオ着
サンアントニオ発
メキシコシティ着
サンフランシスコよりメキシコ
シティへ、途中サンアントニオ
市見学
日 メキシコシティ
第 回メキシコオリンピック
10

11

12

日本医家芸術クラブ 編

一九六八（昭和 ）年十月十二日、
第十九回メキシコオリンピックが開
幕した。東京オリンピックが一九六
四（昭和 ）年十月に第十八回とし
て開催したので、東京の次の夏のオ
リンピックだ。
39

開会式に出席（午後一時～五時）
日 メキシコシティ
午前：メキシコ市見学、チャプ
ルテペック公園、ゾカロ広場、
中央政庁、大寺院、国立人類学
博物館等
午後：オリンピック陸上競技見
学
日 メキシコシティ
午前：ティティワカンの太陽の
神殿、ピラミッド見学
午後：オリンピック重量あげ見
学
日 メキシコシティ
午前：オリンピックバレーボー
ル見学
午後：オリンピック陸上競技見
学
日 メキシコシティ発
クエルナバカ着
メキシコシティより、クエルナ
バカ経由にてアカプルコへの３

日間のバス旅行
日 クエルナバカ
クエルナバカ見学、夜はメキシ
コ政府主催のオリンピックパー
ティに出席
日 クエルナバカ発
アカプルコ着
クエルナバカよりアカプルコへ

日 アカプルコ
ボートにてアカプルコ湾巡航、
夜はラ・ケブラダの崖上からの
ダイビングショウ見学
日 アカプルコ発
ロスアンゼルス着
オリンピックヨットレースを見
学、午後の便にてロスアンゼル

43

13
14
15
16

17
18

19

20

スへ向かう
日 ロスアンゼルス
ロスアンゼルス見学、ハリウッ
ド、ビーバリーヒルファマーズ、
マーケット、チャイニーズ劇場、
オルベラ街等
日 ロスアンゼルス発
ホノルル着
ホノルル着後、オアフ島見学、
ワイキキビーチ、ダイヤモンド
ヘッド、ハワイ大学、パンチボ
ールの丘、真珠湾、ヌアヌパリ
等
日 ホノルル発
パンアメリカン大型ジェット機
にて一路東京へ
日 東京着
東京国際空港着後解散

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

テキーラに乾杯
曽根 清孝
【巻 頭 言】
一度海外旅行をした人は、又行き
たくなると誰かが言ったが、真にそ
の通り、八年前の世界一周が病付き
のはじまりとなり、まだ見ぬ国に憧
れ、機会があれば、と狙うようにな
った。
一昨年の東南アジア旅行の際も、
出発間ぎわになって参加し、今回の
メキシコ行きも途中から加入したわ
けである。我々中小企業的な医者、
特に開業医は、一年中、医院より離
脱することは出来ず、四六時中家に
居るのでは、旅はことさら楽しいも
のである。患者の電話はこず、患者
の苦痛を聞く事は無く、全く命の洗
濯と言った具合である。やはり思い
と

切って旅を、それもまだ見ぬ外つ国

への旅へである。何度行ってもよい、
美しい街並、紺碧の空に海、たとえ、
言葉が通じなくとも、心が通じるも
のである。これからもまだまだ、機
会さえあれば、何度でも、外国旅行
をするつもりである。足腰の丈夫な
うち、色気のあるうち。よく働け、
よく遊べが我がモットーである。特
に日本人に好慰をもっているメキシ
コに行った事は、楽しさを倍加する
ものであった。
テキーラに乾杯！ サルー！

第一日 十月十日（木）
東京発、十四時四十五分
Ｐ．Ａ．八四六使、一路サンフラ
ンシスコヘ。実乗十時間で、午前十
八時着、途中アリューシャン列島の
上空で気流の為か大分ゆれた。寝不
足なり。十時より見学、
「ツインピー
クス」金門公園、金門橋、ガスの為
に橋の企景が見られない。八年前の
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21
22
23
24

際は疲れて見なかったので、今回は
バスよりおりて、日本庭園をみる。
高級ヒッピーの屯する「サウサリト」
に行く。ギターをひいて居た。写真
をとる。午後二時、日本食堂「松屋」
にて天丼を食べる。うまくなし。来
てすぐの日本食とは気が早い。夕食
迄自由行動、同宿者の斎藤氏と連れ
だち二人で「ユニオン・スクエ・ガ
ーデン」に行き写生する。帰りに、
パイプを求める。夕食は支那料理、
夜は希望者のみで「チチ」でヌード
ショーをみる。十一時寝る。
第二日 十月十一日（金）
サンフランシスコ発
〇九時二十五分
ＡＡ一四六
三時間
サンアントニオ着
十四時二十六分

サンアントニオ発
十六時三十分
ＭＸ九〇三
二時間
メキシコシティ着
十八時四十五分
六時起床、七時十五分朝食、八時
三十分出発す。
サンアントニオでアメリカインデ
アン（男、女）の風俗人形を買う。
七＄五〇￠×二＝十五＄（五，二〇
〇円）免税の香水シャネル五番（
オンス）一個九＄（三、一七〇円）
夜ホテルの周囲を少し歩く。肌寒い
位なり。ホテルはレフォルマ通りに
面してあり分宿する。我々独身組は
「レフォルマホテル」に、他は「ジ
ュネーブホテル」に。
第三日 十月十二日（土）
メキシコシティ
第十九回メキンコオリンピック開
会式に出席、午前十一時より三時迄、

½

８ミリシネが故障の為にカメラのみ
をとる。日に照らされて暑い。座席
はいい所であった。東京の開会式の
方がいいようだ。帰りのバスの便の
悪いのには頭に来る。これはおそら
く全員の考えであろう。現地の子供、
大人迄が観光客にまつわりつき、交
換をねだるのは品がいいものではな
い。こういう事は東京オリンピック
では無かったし、又、一流ホテルの
ボーイ迄がバッジや旗の交換をねだ
るのにはおそれいった。
夕食は「レフォルマ」組は、ジュ
ネーブホテルの前のイタリー・レス
トランでステーキをたべる。かたい
肉なので、翌朝、てきめんに又右下
の歯茎が腫れた。四〇ペソの夕食代
なり。帰りにソンブレロ（三二五ペ
ソ）九、〇〇〇円、革カバン（九〇
ペソ）二、五〇〇円を買う。十二時
に寝る。イタリーレストランの夕食
の際、隣の席に居たメキシコ人夫妻
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が、明日、家に招待すると安受けあ
いをするが、これがあとでさっばり
あてにならなかった。おそまつな話。
第四日 十月十三日（日）
メキシコシティ
七時半起きる。正田氏と朝の散歩
をする。写真をとる。近くにボーリ
ング場があった。八時朝食、九時四
十分出発、年前中は市内観光。
「ゾカ
ロ広場」
、
「パラシオ、ナシオナール」
（中央政庁、憲法広場）
、
「アラメダ
公園」
、
「チャプルテペック公園」の
中を通り、国立人類学博物館に入り
見学する。ママにペンダント、七
＄ （二、〇〇〇円）を買う。
午前中市内観光をして、中食後、
年後三時より陸上競技一万メートル
を見る。応援すれど、沢木も、鈴木
も共にだめ、がっかりする。声がか
れる。帰りは夜のとばり、真暗にな
る。所が、バスが来ない。とうとう

逆行してオリンピック選手村迄行き、 中商業銀行で日本円をペソに換える。
オリンピックの記念コインを五枚だ
やっとこ午後八時にホテルに帰る。
け買う。一枚七五〇円（二五ペソ）
、
全く今回のオリンピックは、会場は
もっと沢山買うんだった。
「テオテイ
いいとしても、足の確保が全く零な
ワカン」の廃墟、「太陽のピラミッド」
のには驚く他なし。
夜の町、探訪する。我々チョンガ
と「月のピラミッド」があり、前者
ー組、一人二〇＄の割勘なり。別に、
は高さ六五・八四メートル、後者は
二五＄＋一〇ペソ＋二〇ペソ＋二〇
四二メートルあり。太陽のピラミッ
ペソとられる。ちょっと相場より高
ドの上迄登り、写真をとる。帰りに
い。午前一時に帰る。ホテルの玄関
おみやげ店（公営みやげものマーケ
にいつも居る運ちゃんが夜の町を案
ット）で買物する。銀製品（八〇＄）
、
年後四時中食をとる。和田氏一人の
内する役なり。テキーラサワーをの
み重重あげ見学にゆくも、我が「レ
む。街を歩いている女は化粧も上手
フォルマ」組は見学やめて休養とる。
だし、美人もおるが、現地の人は色
夜、ウィンドショッピングをして、
が黒く、美人とは言えぬ。四三階建
十一時に寝る。三宅兄弟が第一、三
の「ラテンアメリカ・タワー」は見
位をとった由、その感激、やはり行
事なもの。
った方がよかったみたい。メキシコ
人の夫妻の招待は遂におながれ、や
っぱりメキシコ式だった。夫が夜勤
の為、次が歯が痛かった為にと。
正午より二時迄買物、あまり一杯
第五日 十月十四日（月）
メキシコシティ
午前中、
「テオテイワカン」の太陽
の神殿、ピラミッド見学、出発の途
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あり、目うつりして買い難い。オパ
ール五万円也買う。他に木彫のイン
ディオの土人像を買いたかったが、
時間切れ。ピラミッドの頂上迄登っ
たが、なにも息苦しくなかった。メ
キシコ市は高所、高所とさわぎたて
てるが、普通の生活にはなんらさし
つかえない。朝夕は多少うすら寒い
が日中は真夏の如く暑い、空気が乾
燥している為か、すごし易い。
第六日 十月十五日（火）
メキシコシティ
午前中、オリンピック、バレーボ
ール（男子）見学する。朝八時十五
分起きる。ねむい。毎晩の夜の疲れ
がやっと出てきたか。
午前十時より十二時迄、男子バレ
ー（ポーランド戦）を応援する。盛
んに日章旗を振って応援する。ＮＨ
Ｋのテレビがうつしているのを意識
してやる。帰国後やっぱり小生の顔

がうつって居たと、あとで知人三、
四人より聞かされる。ストレートで
勝つ。やはり感激で涙が出た。一五
九、一五 一一、一五 一〇のスコア
ーであった。中食二時すませて、三
時より六時迄ショッピングをする。
百貨店で壁掛け六〇ペソで買う。斎
藤氏のトイレ問答で百貨店の女店員
赤面させる。他の店で、帯二つ（三
〇ペソ）
、安全ピン付風俗人形一組、
一五〇ペソで買うも、＄とペソの両
方で支払った際に、黒革の（四〇＄入
れてあった）サイフを店におきわす
れた事があとでわかったが、テキー
ラサワーを飲んだあとなので、もう
店は閉店なり、明朝行く事にしてあ
きらめる。斎藤氏と共にゆく。置手
紙を入れてくる。あとで橋本氏も来
てくれる。
外国で見る日章旗は感激なり、眼
にしみる。やはり日本人であるとい
う自覚を強める。

第七日 十月十六日（水）
メキシコシティ発
メキシコシティ発
バス一時間
クエルナバカ着
八時起床。朝食後、再び昨日四〇
＄入のさいふを置き忘れたアラメダ
公園横の店に行ってみるも、又開店
前の為に帰る。十時にバス出発。わ
けを話してクエルナバカに行く途中、
再び店によって貰う。ちゃんと保管
してあった。昨夜話した通り、これ
は吾々分宿組に奢ることにする。途
中郵便局により、オリンピックの記
念切手を買う。まとめて橋本さんに
買って貰う。バスにて一万呎の峠を
越える。進行方向左側に「眠れる美
女」
（一八〇〇呎）及び、雪をかぶっ
た「ポポカテペトル」
（五四五二メー
トル）の両雄姿、を遠望する。峠に
霧あり。保養地のクエルナバカに入
る。土人語でクワナワック（一年中
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:

:

:

花が咲き乱れた所）という意味の如
く各家々には、広い庭があり、原色
鮮やかな美しい花が咲き、実にきれ
いな静かな町である。只むやみと坂
の多い町でもある。ホテル分宿。我々
はホテル「ウノ、ドス、ドレス」こ
こは別荘風コテイジ風な実に居心地
よいホテルなり。プールもあり、和
田氏早速飛び込む。メキシコ市より
車で一時間、標高一五〇〇メートル
なり。バスは一二〇キロメートルの
スピード、道路よし。
午後三時半より観光といってもコ
ルテス宮殿を見たのみ、夕食は午後
七時三十分、約束通りシャンパン二
本（四〇〇ペソ、一一、五二〇円也）
をおごる。尚九時三十分より橋本、
斎藤氏の部屋でパーティするも、眠
くてすぐ帰って寝る。十時半。ここ
の「マルガリーターサワー」が又お
いしくてメキシコの比ではない。二
時にホテルに着き、中食は三時であ
った。八万五、〇〇〇人の人口なり。
第八日 十月十七日（木）
クエルナバカ
心地よきめざめ、快晴、六時半に
おきる。朝の爽快な気分、
「ハイデル
ベルヒ」の「ネッカホテル」の朝の
ような気分である。今日は日帰りで、
山あいにある銀山の町「タスコ」に
行く。これは計画外のサービスであ
る。九時半、出発。二時間半かかる。
山の中の古い町メキシコ市より低い
が、クエルナバカよりは高い所なり。
ショッピングをしただけで、「ホテ
ル・ラボルダ」で中食をとる。ロビ
ーで現地人のモデル嬢と写真をとる、
二〇ペソとられる。ハイヤーに分乗
して一時間見学。道幅が狭いきたな
い町ホセ・ラホルダーの寄進せる「サ
ンタ・プリスカ教会」をみる。ショ
ッピングお面二つ、八ペソ×二＝一
六ペソ（四六〇円）
、人形二つ、一五

ウノ

ドス

ドレス

ペソ×二＝三〇ペソ（八六四円）
、銭
の灰血、二五ペソ（七二〇円）かう。
夕食七時、九時より町に出る。
丁度町は「死者の祭」とかで催物
あり。絵の展覧会やバザーの如きも

の、中にバーありて、
「一、二、三、
ホテル」の経営者のマダムによびと
められて、一団の中に入り、テキー
ラカクテル、マルガリーターサワー、
ビールを御馳走になる。同行の者も
あとで加わる、辻芸人も三人よばれ
て、陽気にさわぐ。酔って同席のお
やじさん、盛んに乾杯（サルー）を
やっているうちに、コップがぶっか
ってこわれ、それにおこってか、ガ
ラスコップを壁にぶつけて指を切る。
早速止血法により、血をとめて絆創
膏をしてやる。実に愉快なり。もっ
と居たいのだが、十二時に宿に帰る。
とたんに雨が降ってくる。旅行中一
番楽しかった場所であり、夜でもあ
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る。
第九日 十月十八日（金）
クエルナバカ
クエルナバカ発
バス
アカプルコ着
七時十五分起床、八時半出発する。
養蜂の箱がよく路傍に見られた。九
時半にバスが出る。紫色の朝顔の花
が見られた。十時頃「イグワラ」を
通過する。昔見たメキシコ映画「イ
グワラの夜」という映画を思い出す。
（進向方向の右側）手前、左側に「ト
ックスパン湖」あり。午後二時半、
着く。途中「シルパンシンゴ」で休
憩する。人形一つ、二〇ペソかう（五
七六円）
、中食後自由行動、早速ホテ
ルの売店で海水パンツを正田氏と共
に買って待望のアカプルコの海に入
る。海水ぬるく海は紺碧、きれい。
日が眩しい熱帯の海なり。波のうね
り大きく力強い。うっかりすると体

をもっていかれる。砂があらい。急
に深くなっている。名物の「パラシ
ュート・サーフィン」が頭上をゆう
ゆうと行きかう。大分陽に焼けた。
ホテルの中庭にあるプールにも入る。
パンツの中が砂だらけ、夜九時半頃
スコールが来たため外出中止、早々
寝る。メキシコ最大の保養地なり。
斎藤さんの部屋に行きウィスキーを
飲む。夜おそく迄テキーラでご機嫌
の斎藤氏の蛮声、
「ベキラの渕に波さ
わぎ」の歌声が聞えていたっけ。
第十日 十月十九日（土）
アカプルコ
朝六時四十五分起きる。八時半ホ
テルを出て、十時半よりアカプルコ
湾巡航する。中食は小島でする。海
に入る。二時半出発する。快晴、暑
い。生がきをたべる。船の中で海賊
スタイルのモデル男と写真をとる。
一五ペソ（四三二円）
、革サンダル二

〇ペソ（五七六円）
、写真帳一五ペソ
（四三二円）
、ホテルに帰り海に入り、
プールに入る。十時に寝る。ぬける
ような青い空、紺碧の海、心よい暑
さ、充分に熱帯の海の味をあじあう。
ハワイの海よりすてき。なまぬるい
い海、この海に入ったのが最大の収
穫なり。

第十一日 十月二十日（日）
アカプルコ
アカプルコ発
ロサンゼルス着
午前中ショッピング、自由時間あ
り、市場街にタクシーで行く。朝六
時半起きる。十一時四十五分迄自由
時間、下町の市場に塩入、尾松、丹
野氏らとみやげものを買出しに行く。
大とかげ（イグアナ）二五ペソ（七
二〇円）
、アリクイ二〇ペソ（五七六
円）を買う。帰ってから時間迄、プ
ールに入る。気持ちよし。
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十二時二十五分ホテル出発。二時
二十五分飛行機出発、途中空港のカ
ウンターで通関の際パスポートを置
き忘れて又又心臓がでんぐりかえる。
その記念にメキシコ航空のスチュー
ワーデスにサインして日章旗をくれ
てやる。空港の売店であみかご四〇
ペソ（一一五二円）
、テキーラ一本二
五ペソ（七二〇円）を買う。 Dolores
嬢（スチュワーデスの名
dela dore
前）
。あみかごは町で買うのの二倍す
る。晩食まずい。夜ホテルの附近を
ウィンドショッピングする。ホテル
の売店でケネディコイン二＄五〇￠
（九〇〇円）買う。ばかでかい立派
なホテルである。すごい程大きなホ
テル。ショッピング後、橋本、斎藤
氏等とホテルの酒場（サロン）でビ
ールをのんで居ると変な女（アメリ
ヵ人）がよってきて、橋本氏のビー
ルをらっぱのみ、びっくりして早早
に各自の部屋に引揚げる。ビルティ
モア、ホテルの一幕。
第十二日 十月二十一日（月）
ロスアンゼルス
七時に起きる。朝食八時半、観光
に十時出発する。ハリウッド地区の
パラマウントスタジオを見学する。
「ハリウッドボール」みる。次に十
二時半頃、リトル東京のレストラン
「一番」で日本食をたべる。かきフ
ライ、うまくなし。サシミ、おひた
し、味噌汁、ライス付で一＄七五￠、
酒一合、一＄四〇￠なり。割合いに
酒は高い。計三＄一五￠。貰った昼
食代は三＄なり。尚、念の為に書く
と、にぎりずし一＄五〇￠、ラーメ
ン一＄二〇￠、ライスカレー一＄二
〇￠、なべやきうどん一＄三五￠、
天どん一＄四〇￠。ハリウッドでス
カーフ一＄、お盆三＄から。次に「チ
ャイニーズシアター」の手型、足型
をみる。次に「ファーマーズマーケ

三
ット」に行き、果物を買う。 Kiwi
九￠、午後六時ホテルに帰る。夕食
代四＄、を貰って、各自自由行動、
吾吾は、千業、斎藤、正田氏等とタ
クシーでチャィナタウンに行き、
「香
港」で、支那料理一人前七＄でたべ
たが、腹一杯で食べきれず、箱に入
れて貰ってホテルに持って帰る。す
ぐねる。

第十三日 十月二十二日（火）
ロスアンゼルス
ロスアンゼルス発
ホノルル着
七時起床、八時三十分朝食、九時
三十分ホテル出発、フリーウェイは
一〇車線、十一時十五分飛びたつ。
パンアメリカンの飛行機内、イヤホ
ーン付のステレオ、テレビあり。昼
食うまし、テリヤキビフテキ、すし
あり。シャンペン、果物も出る。五
時間乗る。時差の為午後一時につく。
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三時半より島内めぐりする。ハイビ
スカス、プルメリアの花が美しい。
「パンチボール」「ヌアスバレー」（涼
しい峠）をみる。今日は風強からず、
標高三六〇メートル、六時半にホテ
ルに帰る。ちょっと海水につかって
みたが冷たくてだめ、やめて明朝入
ることにする。せっかくの海水パン
ツがもったいないから。夕食は九階
の「都レストラン」で八時より最後
の会食をする。酒が出る。和田氏の
裸だんすよし。九時頃、同室の正田
氏と町に出る。海浜のフラダンスシ
ョーをみる。ビール代一＄二五￠と
られる。十一時にホテルに帰りて寝
る。
第十四日 十月二十三日（水）
ホノルル発
ホノルル発。朝七時三十分におき
る。八時朝食。涼しい。九時より買
物にアラモアのショッピングセンタ

ーに行く。ママのムームー一万也。
土人の木人形一万円也、ＪＡＬの免
税店の店に行くも空港で買うように
いわれる。尚、インターナショナル
マーケットにもいってみる。ここで
土人の人形をかった。
十一時にホテルに帰って荷物の整
理をする。十二時に中食をとる。五
時間もどす。空港で免税のナポレオ
ンニ本、シャネルの五番一オンス、
葉巻二五本入二箱を買う。
第十五日 十月二十四日（木）
東京着
ホノルル発
十六時三十分
ＰＡ 八〇一
東京着
十九時二十五分
定刻通り午後七時十五分無事雨上
りの羽田国際空港につく。税関も今
回は不快な思いをする事なく無事通
過、超過金一、二〇〇円を支払った

のみ。すぐタクシーにて、ホテル・
ニュージャパンに行く。すぐ室蘭に
長距離電話を入れて、家族の元気な
声を聞く。安心して寝る。

（反省）
買物は早めにすます。あとで買お
うと思わぬこと、早く思い切って買
ってしまうこと、少々高くてもよい。
申告は雑貨、衣服と大ざっぱに分け
るよりも細々と、主なるものの値を
一、一書いて申告した方がよい。ト
ランク、カバンの中身は手を入れて
皆しらべられる。いつもお金を残し
てきては、ワイフにおこられるが、
我が性か、サイフをからっぽにでき
ないらしい。
（結）
十五日間の短い期間ではあったが、
楽しい旅行であった。特に、メキシ
コは日本人に好感がもてる。クエル
ナバカのホテルの支配人は親身にな
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って料理をしてくれたようで、
一番おいしかった。分宿してかえっ
てよかったようである。
又、今回の旅行社の人は真面目す
ぎるというか、若すざるというのか、
どうもしっくりしない感じがあった。
まるで小学生の遠足の如く、只時間
に追われ、ばたばたと見学してるみ
たい。もっと重点的に見物の主眼点
をきめて、そこはゆっくり見せるべ
きである。又、海外観光の主限点は、
単に見て廻るだけでなく、
「ショッピ
ング」や、三度の食事も大切なこと
で、もっと自由時間を作ること、お
いしい料理をたべさせることも大切
である。又、スケジュール以外のサ
ービスになるかもしれないが、別に
料金をとってもよいから、夜の紳士
の観光も考えて貰いたかった。外国
の裏面も、夜の町の見学をするのも、
海外旅行の大事な事項ではなかろう
か。

オリンピック試合を強行して、見
学したことは今回の旅行のよい点で
あり、われわれ分宿組が重量あげを
見なかったことは痛恨事であった。
マルガリーターサワーの味
テキーラの一種を用い、カクテル
したものをシャンペングラスのよう
なグラスに入れ、まわりをレモンで
しめしたあと、食塩を附着せしめた
もの、真に口あたりよく、旨い。な
んぼのんでも二日酔なく、実に飲み
易いものである。メキシコの代表的
な飲物といってもよい。他に、テキ
ーラサワーもあり、メキシコ市内で
注文すると必ずストローを二本つけ
てくれる。粋なものである。メキシ
コ市でのんだのよりも、クエルナバ
カのホテルの支配人が作ってくれた
方が旨かった。その支配人の息子は
パイロットであり、夜おそく迄酒場
でつきあってくれた。いい男。

俳句
パパイヤの涼しき味や銀の皿
露おきしメヒコの夜のチチロ虫
星満天チチロ虫鳴くメヒコの夜
高原の涼しさもよしメヒコの夜
シャンパンをあけて涼しき夜の食事
炎天にインディオはだしみやげ売る
炎天にインディオ母娘みやげ売る
サボテンの赤き実なぞをほほばりし
旅楽し行く先々に花盛り
星満天メヒコの夜も又楽し
チチロ虫故国は遠しクエルナバカ
空港の冷房涼し国境
インディオの母娘物売る炎天下
チチロ虫鳴くやメヒコの夜も更けし
火炎木今日の晴天約束す
スコールに夜の出足をはばまれし
パパイヤの品定めして朝食す
家ずとにありくいなぞをあがないし
バザールの朝の雑踏蒸暑く
早起の口に又よし生ジュース
素足にてインディオ母娘みやげうる
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イグアナをかこみ路傍に写真とる
蟻食の剥製だいて帰路につく
旅楽し場末の酒場チチロ虫
くりかえしサルーして飲む酒楽し
《メキンコ五輪を讃う》
アリゾナの大砂漠が尽きるメキシ
コ境の「サンアントニオ」を飛びた
った。メキシカン航空の飛行機は真
っ直ぐにメキシコに向かうのではな
かった。途中、湖沼帯の「クワダラ
ハラ」に着陸した。ここでは通関手
続きをしただけであったが、再び飛
びたったのは、もうすっかり夜のと
ばりがおりた時分であった。後でわ
かったことだが、これは空よりメキ
ンコ市に入るオリンピック客に全市
がイルミネーションに輝く着飾った
メキシコ市を見せるため、歓迎する
ための演出であったのだ。飛行機が
メキシコ市の上空に達すると、機内
の電灯が一斉に消され、眼下には美

しくイルミネーションに光り輝く大
メキシコ市（人口一四七万）の全景
が見おろされ、まことに心憎いまで
の演出である。機外に出ると、少し
膚寒く、合い服にセーターといった
服装がちょうど良い気候である。し
かし、二二四〇メートルの高所であ
るのに、何も立居振舞いに不自由を
感じるような事もなく、気圧の変化、
酸素分圧の不足は運動選手にとって
は障害になるが、われわれ観光客は
全く平常と同じである。
荷物をホテルに置くと、さっそく
メキンコ市一番の繁華街、レフォル
マ大通りのウィンドウショッピング
に出かけた。飲食店以外はほとんど
店を閉めているが、店内の照明はつ
けたままなので結構楽しめる。街の
角々には今回のオリンピックシンボ
ルマークの鳩をデザイン化したノボ
リが夜風にはためいている、都心の
術並みは欧州の都会になんら遜色が

ない。疲れた足を屋外レストランに
休めてテキーラサワーを注文する。
飲むほどにメキシコの夜が楽しくな
る。メキシコ人は大変日本人に好感
を持って、どこへ行っても気分が良
い。街を歩くセニョリータも気軽く
写真のモデルになってくれる。
オリンピック閉会式は感激ひとし
おであった。二日目一万メートルの
鈴木、沢木両選手への声援で声を嗄
らし、三日目、三宅兄弟の重量上げ
で第一位、三位に人賞してあがる日
の丸に涙し、四日目の男子バレーボ
ールでポーランドにストレート勝ち
した時のホッとした気分など、オリ
ンピックならではの興奮を味わった。
その後、太平洋のリビエラといわれ
る観光地アカプルコに向かったが、
ぬけるような青空、こんぺきの海、
熱帯の海水につかり心ゆくまで、今
回の旅を味わった次第である。

（※原文まま）
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メキシコの旅
尾松 譲
サンフランシスコの空港を午前十
一時頃、吾々を乗せたウエスタン航
空は、銀翼を光らせて、一路テキサ
スのサンアントニオ空港まで一飛び、
ここで旅券に出国のスタンプをもら
い一時間休憩、四時にメキシカン航
空に乗り換え、アメリカ大陸に別れ
を告げた。
七二七型のジェット機だが少しガ
タがきている様な感じ、機内はカル
メンの情熱的なメロデーが流れ、そ
れにスチアデスのセニョリーターが
とても魅惑的、吾々の心を一刻も早
くメヒコヘメヒコヘとそそのかす。
持参の舞妓さんのハンカチのプレゼ
ントで俄然サービスも良くなり、未
だ見ぬメキシコに夢は大きくふくら
み笑声の絶え間がない。

客の殆んどがオリンピックの観光
客らしい。大海に流れ出た油のよう
な黒い異様な、あたかもアステカ族
の非業な最後を象徴するような乱雲
が西へ西へと飛び去る。途中給油と
税関（入国手続）の為、グアダラハ
ラ（メキシコ第二の都市）に着陸、
女の税関吏が申し訳に荷物をチョー
クでチェックするだけ。
いよいよ後三〇分でメキシコ・シ
ティ空港だ。予定より二時間位遅れ
て午後八時頃メキシコ五〇〇万都市
の灯が見え始めた。
その時、機内の電灯が急に消え、
アナウンスで夜景の素晴らしさを説
明しだした。澄んだ大気の中で真珠
をちりばめた様な夜景はまさに百万
ドル、とても筆舌には表現出来ない
程の美しさ、広々としたシティを埋
め尽し、きらめく星座そのものであ
る。
八時半無事空港着、可愛い子ちゃ

んが「ＳＡＹＯＮＡＲＡ」と振る手
に別れを告げ迎えのバスに分乗し、
ホテルに向った。そのホテルの名は
ホテルジュネーブ、メキシコ流に読
めばオテル・ヘノバーである。時間
が遅れたからホテルの食堂は駄目、
街のレストランヘタ食に出かける。
ハポネ（日本）の団体が来たとあっ
て食堂側は大喜び、早速メキシコ料
理に舌づつみを打つが、グロス、メ
ンゲ（日本の約２～３倍の量）味の
方も大味ながら、いやしい小生には
何でもＯＫ。
ウェイトレスのセニョリーターと
並んで記念写真をパチリ、五円玉の
効果が現われる、穴あき銭は世界で
も大変珍らしいとのこと、ハポネス、
ギネロ（日本のお金）と大喜び、さ
らっとして暑くもなく、寒くもなく、
いい心持ち。
町は前夜祭で市の中心街はイルミ
ネーションで彩られ鮮か、どことな
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く浮々した感じ。明日に控えて、バ
の方面に非常に力を入れている。
その中心となっているのはやはり首
スルームでお洗濯、慣れない手付き
都のメキシコ市のようだ。地方へ行
でやるのだから余りきれいにならな
けばよく見かける乞食も、市内では
い。我ながらニヤニヤ笑えてくる。
かくてメヒコの初夜はふけてゆく。 殆んど見当らない。
道路もすばらしく良い。市内には
高速道略が発達し、郊外への有料道
路もりっぱなもので大型車が楽にす
れ違える舗装道路である。
市の中心部で市民にも、観光客に
も人気があるのはラテンアメリカ・
ビル。四三階建て、ラテンアメリカ
の諸国のなかで最も高い建物といわ
れるこのビルの頂上の展望台からは
メキシコ市の全景を見わたすことが
出来る。この近くにはソカロ（憲法
広場）を中心にカテドラル、中央政
庁、大統領官邸などがあり、またフ
ァーレス通り沿いに、国立芸術院、
アラメダ公園などがある。ソカロに
は独立記念日のような国家的行事の
ときには大統領の演説を聞きに一〇

近代的なメキシコ・シティ
メキシコ市は海抜二、二四〇メー
トル、富士山の六、七合目にあたる
位の高原地帯に建設された街、人口
は約五〇〇万、ラテンアメリカ第一
の都会である。驚く程、モダンなビ
ルが中心街に並び、尚、発展途上に
ある。レフオルマ大通りなどは道幅
が一〇〇メートルもあって大木の緑
地帯があり、まるで公園のようなパ
リーのシャゼリゼを模して街づくり
が行なわれたという。
高原の街だけあって、着いた夜は
頭がふらつき地震ではないかという
錯覚が数回あった。メキシコは観光
の国といわれるだけあって政府もこ

万に及ぶ市民が集まるという、この
ソカロはアステカ王朝の頃は神殿が
あったとか。
中心街を少しはずれると、アステ
カ時代、コロニア時代、革命後の古
い建物 や、遺跡が残っている。新
しい建物とこれら古い時代の遺跡、
建物がメキシコの歴史をそのまま象
徴しているようである。

4

メキンコ国立博物館
日本の美術のメッカは上野の森、メ
キシコはチャプルテペックの森がそ
れに当る。近代美術館、博物館、劇
場等、文化施設があるのも似ている。
だが公園の規模の点になるとチャプ
ルテペックは遥かに大きい。公園は
樹木に覆われているし、メキシコの
誇る国立博物館もこの森にゆったり
した敷地をもち、近代的な装いで立
っている。新館開館に際して、当時
の大統領ロペス・マテオスが世界に
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五〇年先んじて作ったと言明したよ
うだが、これは大統領がホラを吹い
たのではなく、全く素晴らしい博物
館である。残念ながら日本にはまだ
このような博物館はあるまい。大人
２ペソ（六〇円）の入場料が日曜は
半額、子供は無料である。
チャプルテペックとはナウアトル
語でイナゴの丘の意味で、アステカ
族が放浪の末住みついた所。また、
かれらがテスココ湖にティノティト
ランを建設してからは、アステカの
王が何千種もの動物、植物を集めて
飼ったり栽培した歴代王の別荘地で、
現在は公園として大衆に開放され、
湖、遊園地、動物園やナポレオン三
世の時マクシミリアンがメキシコ皇
帝として住んだ城は歴史博物館とな
っている。
チャプルテペックの国立博物館の
第一室に入ると人類の発生、シベリ
アからアラスカヘの人類の移動、更
に何派にも分かれて東西に進み、南
米の最先端に及んだことが示されて
おり、メキシコ人には生まれたとき、
おしりに日本人と同じ青いモウコ斑
点があり、アジア人を祖先としてい
ること等、各文明別に分類された展
示室には遺跡復原模型も置かれ、説
明もゆきとどき、メキシコのインデ
ィオ文化保存への力の入れ方がうか
がわれる。
メキシコに栄え、亡び去ったマヤ
や、アステカ文明が一片の土器、土
偶や巨石に刻まれた凹凸から静かに
語りかけてくる。革命以後、メキシ
コ人はインディオの血の入っている
ことを誇り、メスクラ（混合）と言
うことはナショナリズムと結びつい
て、メキンコの精神支柱となってい
いる。
古代文明の研究、保守に国が力を
入れるのも、それがメキシコ近代文
化の主要な精神的栄養源なのだろう。

博物館にはもう一つの役割があるよ
うだ。観光が重要な収入源のメキシ
コだからその観光客の遺跡巡りの予
備知識を与えるという役目、そのた
め館内を一巡すれば考古学に無縁の
私にも一応の知識と興味が得られる
ようにも配慮されていた。

メルカード（市場）
メルカード（市場）の賑わいは、
丁度日本でいうなら高知の日曜市に
も似ている。市のラグーニァで日曜
日に開かれる「ノミの市」別名「泥
棒市」とも呼ばれ、盗まれた物なら
ここから出てくるという。
なる程、ここには遺跡から出土し
たという土偶から、こわれた手廻し
式の蓄音機などガラクタが山のよう
に積まれている。中でもカトリック
の宗教用のものが多く見られた。
メルカードの路上で何組かのマリ
アッチが市場をより賑わせていた。
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メキシコ大学
メキシコ市から車で南へ二〇分程
行った所にかつてはろくに人間も住
んでいなかったメキシコ市郊外の溶
岩地帯に大学都市と呼ばれているメ
キシコ国立自治大学がある。オリン
ピック開催前に随分騒動を起して問
題となった大学だが一応話しあいは
ついたようである。門は閉鎖され、
兵隊が銃を持って物々しく警備して
いた。幸にも数年前知りあったメキ
シコ大学教授のドクター・タナカの
御厚意により特別に学内見学を許さ
れ案内して頂く。メキシコ最高の建
築家と画家を総動員してつくったこ
の大学の、ざん新な設計の建物とそ
れに飾られたメキシコの歴史をテー
マとした多くの壁画は現代のメキシ
コのシンボルであり、メキシコ人の
誇りとするものであろう。
メキシコ大学の歴史は古く、一五

五一年にはじまる。アメリカ大陸で
最も早く創設され、現在は六万の学
生が恵まれた環境のなかで、のびの
びと学生生活を送っているとか。
広大な敷地、ユニークな建物もさ
ることながら、付設されている大水
泳プール、それに一〇万五〇〇〇人
を収容するフットボール場がメキシ
コ・オリンピックの中心になった施
設であり、実にすばらしいものであ
った。
カトリックの国メキシコ
メキシコは他のラテンアメリカ諸
国と同じにカトリックの国である。
一六世紀以降宣教師たちはメキシコ
各地に数多く美しい教会を建てた。
コロニア文化の中心的な存在として
その価値を認められているばかりで
なく、国民の精神生活の支えとして
現在も大きな役割を果たしている。
メキシコ・シティのソカロ広場にあ

るカテドラル寺院はアメリカ大陸で
最も歴史の古い教会であって、今日
でも敬虔な祈りを捧げる信者で扉が
閉ったことがないと言われている。
メキシコに長く住んでいる日本人
Ａ氏がこんな冗談を言った。
「メキシ
コの泥棒は、カッパライをした後、
教会ヘ駆けこんで懺悔をすればその
罪は無くなると思っている」とそれ
はともかくとして、どんな貧しい人
でも教会へ行って浄財を寄付してい
るし、また、教会の前を通ったら必
ず十字を切っている。
メキシコ市の郊外にあるグアダル
ッペ寺院、この寺院は「奇跡の寺院」
とも呼ばれ一六世紀にここでインデ
ィオの羊飼いのまえに「聖母マリア」
が姿を現わした縁りの地に建てられ
た。グアダルッペとは「聖母マリア」
の別称である。このマリア像はメキ
シコの守り神として全国の信仰を集
めているばかりでなく、ラテンアメ
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リカ諸国からもお参りに集まるとい
う。
熱心な信者、奇跡を願う信者は、
このグアダルッペ寺院の境内に先ず
膝まずいて聖堂まで約数百メートル
の距離を膝で歩く。日本のお百度に
似たような感じだが、あいてが石だ
たみの上、膝ですって歩くというの
は到底容易なことではない。着物が
すり切れるのは勿論のこと、膝から
血が吹き出ている人もあった。また、
赤ちゃんをだいた若い夫人まで、
一家揃って膝行参拝を行なっている
のをまのあたりに見、信仰と生活が
如何に密着しているかを知る圧倒さ
れるような姿には胸をうたれる思い
がした。
ピラミッド
テオチワカンのピラミッドは市の
北方五〇キロにあり、六―八世紀に
マヤ文明と同じ頃栄えた民族の都で

あったが、アステカ族がこの高原を
占拠した頃は、外敵に焼き払われて
廃墟となっていたと。
昔は渺茫たる湖であったといわれ
る広大な平野の中に点在するシャボ
テンや、地酒テキラの原料である竜
舌蘭の畠を見ながら飛ばしてゆくと、
はるか彼方に太陽のピラミッドが見
えてくる。その左方にやや低い月の
ピラミッドが見える。
太陽のピラミッドは高さ六五メー
トル、底辺の幅が二二五メートルと
いう巨大なものでエジプトの大ピラ
ミッドに匹敵し、容積百万立方メー
トルは、逃げ場もない高原の烈日の
もとで大量の石や煉瓦で積み上げら
れ、全体を漆喰で蔽い着色した跡さ
えある。石段は、急傾斜の状態で頂
上までつづき、頂上にはかつて生け
にえの生きた心臓をえぐりとって神
に捧げた神殿がある。頂上に立って、
強い風に頬をなぶられ、果てしなく

流れる雲の彼方を眺めていると、過
去と現実のけじめを忘却、一瞬にし
て滅び去ったアステカ王国のかつて
の繁栄に思いを馳せる。

美しい銀の町タスコ
近代高層建築が並び、メキシコ全
人口の一〇％が集まっている大都会、
メキシコシティも魅力が溢れている
が、地方都市も独特の味わいがある。
日本の約五倍という広大な国であり、
しかもインディオの多い国柄だけに、
地方都市にはそれぞれの豊かなカラ
ーがある。
「銀の町、タスコ」はメキ
シコ市から約一〇〇キロのところに
あり、タスコヘ行く道路はよく舗装
されており、立派な観光道路で気持
がよい。途中でいくつもの峠を通り
砂漠地帯を通過する。文字通り竜舌
蘭シャボテンばかりの原も通るがた
まには松林も通り抜ける。又途中で
小さな町をいくつか通ったが、どの
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家もスペイン風にレンガを積み上げ
てコンクリートか、しっくいでかた
めたがっちりしたもの、そこに住む
人々の顔つきは、われわれ日本人に
よく似ており、ろばの背に荷物を積
んで、炎天の下をトコトコと歩いて
いる。むちや手綱を使う程、人もろ
ばもせっかちではない。
ろばはメキシコの風景になくては
ならぬ点景物であろう。
車の姿を見つけると人家もない場
所なのに子供が三人走り寄ってきて
何かわめいている。見ると手には生
き物を持っている。イグアナ（トカ
ゲ）である。運転手の言では鶏に似
てうまいそうである。このあたりを
ノロノロとはい廻っているらしい。
人畜には何の危害も与えないとのこ
と。写真を撮って一ペソ（三〇円）
とられたが、これも観光に一役買っ
ているのか。
山峡にあるタスコの町は植民地時
代の建て物で十八世紀のヨーロッパ
のふんい気が残されており、近代化
をメキシコ政府がいっさい許可しな
いところで、又町の道路は坂道が多
く、銀の鉱石のカスで敷きつめてあ
り、流石は銀の町である。コロニア
時代に銀のブームを巻き起し、今も
銀細工が盛んで町にはこのお土産店
がずらりと並んでいる。メキシコ市
に近く、気候が温和、しかも景色が
すばらしい。かつて銀山の所有者だ
ったフランス人が建てたサンタ・プ
リスカ寺院とそれを囲む町並みは非
常に美しい。ブーゲンビリアの花が
咲き乱れ、全く絵に描いた異国的と
いうのはこんなのかと余りの素敵な
画材に、しばし日本に帰るのがいや
になった程である。
アカプルコ
アカプルコは、その昔、伊達政宗
のローマ使節、支倉六右衛門が寄港

したところで、貿易港として栄えた。
当時彼等は「ワラジ」を履いていた
のであろう。メキシコでその面影を
残したワラジそっくりの皮で作った
ものを「ワラッチ」と呼んでいる。
オリンピックのヨットレースはこ
のアカプルコ湾で催されたが、それ
よりも国際的な保養地として有名で
ある。
紺碧の海にそって椰子の林が延々
と統く海岸線に豪華なホテルがずら
りと並んでいる。水上スキー、ヨッ
ト、トロリーングと海の遊びならな
んでもお好み次第。
又、一方の断崖の丘に沿ってはメ
キシコやアメリカの政治家や金持そ
れに有名な俳優の別荘があり、スリ
ル満点の断崖絶壁（五〇メートル）
から飛び込む死のダイビングもここ
の名物である。この街から受ける感
じは、日本の熱海を高級にしたよう
なものであるが、パンティ一つで出
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かけられる気易いところでもある。
ギラギラと照りつける太陽は、椰
子の葉に触れてとび散り、光はキラ
キラと容赦なく私の肌に降りかかっ
ていく。今や在留邦人と間違えられ
る程薄黒くなった肌、―どのくらい
時間が流れたのか、時間も思考も蒸
発してしまっていた。不意に夕陽が
おりてアカプルコのすべてが赤くき
らめいていた。
メキシコ二週間の旅はつらいこと
より、楽しい方が多かった。しかし
ひどく疲れてくるものだ。見知らぬ
町、なじまぬベッド、慣れない言葉、
通じにくい意志、洗たく、下痢等。
「アスタ・マニアーナ」
（明日また
……）と至極のんびりした国柄は、
現在のめまぐるしい日本の生活にも
多少なりとも取り入れるべきだと思
いながらも何時しか又元の生活に帰
ってしまった。
（※原文まま）
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4 月 28 日(火)

お知らせ

～5 月 6 日(水)

まで事務局はお
休みです。
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●今号は該当著作が無かったため
『ほん』の紹介コーナーはお休みで
す。
『ほん』のページは会員の著作
を紹介する欄です。近著を事務局
まで送ってください。

次号（夏季号）締め切り
平成 年 月 日（金）

８

５

20

15

次々号（秋季号）締め切り
平成 年 月 日（木）

27

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。
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。
夏季号発行時には文芸特集号の募集もさせ
ていただきますので、ぜひご投稿をよろしく
お願いいたします。投稿を事前にご希望され
る方は事務局までＦＡＸ又はメールでご一報
ください。
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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27

500

事務局お休みの

●平成 年度の年会費振込用紙を
前号の冬季号に同封し、お送りしま
した。まだお振り込みがお済みでな
い会員様は、お振り込みをお願いい
たします。振込用紙をなくされた方
は事務局までご連絡ください。
事務局 ：０４２ ３４４ ０８７９
メール：
27

FAX

春季号・秋季号 原稿募集のお知らせ

三津五郎の死

太田 怜

将来がもっとも嘱望された役者、
その芳醇な結実を見せずに若くして
花を散らしてしまったその人を悼む
とともに残念この上もない。これま
で大舞台で、時代物ではこの人の主
役を見たことがなく、この人の演じ
る石切梶原や実盛さらには盛綱など
一度は見たかったのである。
膵癌は症状が出たときはもう手遅
れと言われているが、彼の場合は早
期発見であった。にもかかわらず短
期間で命とりになったことで改めて
この病気の恐ろしさを知らされた。
文学や絵画などは、作者が死んで

も作品は残る。舞台役者の場合はど
うであろうか。映画やＤＶＤなどで
その映像が残るというが、これらは
いずれもカメラを通したもので、本
質的には虚像であって実像ではない。
舞台人ではその人自身が作品なので
本人の死と同時に作品そのものが消
滅する。役者の宿命かもしれぬが果
敢ないことである。
三津五郎は踊りの名手でもある。
かつて役者でありながら踊りの神様
と言われたのは、六世菊五郎と七世
三津五郎であった。しかし前者が日
によって規格をはずしたのに対して、
後者は常に舞台の寸法通りで、きわ
めて几帳面な踊りであった。だから
その二人で踊る三社祭や棒しばりが
殊更面白かった。その衣鉢をついだ
のが、この人も今は亡き十八世勘三
郎と十世三津五郎である。老年とと
もに今や団菊爺となり、昔をなつか
しむあまり、今の役者は駄目だとば

かり思っているわが身にとって、だ
から前記の二人は団菊爺の飢餓感を
十分に癒してくれるものであった。
勘三郎が音羽系の、三津五郎が大和
屋系の踊りを十分に踏襲してくれた
からである。それもこれから見られ
なくなると思うと哀しみもまた一入
である。

今号より「アンコール掲載」と題
して当クラブ機関誌の歴史の中から
抜粋して再掲載するコーナーを始め
てみました。まずは今は無き『旅行
部』がメキシコオリンピックへ行っ
た記念に発行した旅行記の中から順
次、文章を掲載していこうと企画し
ています。新原稿も随時募集中です。
よろしくお願いします。 （ＥＳ）
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