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◇次号の締め切り
12 月15 日
（発行・1 月中旬の予定）

ホームページ http://ika-geijyutsu.jp (従来のは「医家芸術」で検索できます)
Ｅメール
igeiclub@coral.ocn.ne.jp（原稿の送信先）

不如丘再発掘
天 瀬 裕 康
後期高齢者医療が揉めている︒
すでに私も︑その範疇に入っているか
ら他人事ではないが︑たしかに寿命は延
びたし︑病気の種類も変ってきた︒
私たちが学生の頃︑内科学講義の最初
は腸チフスだったし︑肺結核の講義は︑
うんざりするほど長かったものだ︒
そうした時代には︑結核の日光療法と
か高原療養所という言葉は馴染みがあっ
たし︑その道の権威である不如丘・正木
とくさ
俊二なる医者が書いた﹁木賊の秋﹂とい
う小説の話を耳にすることは︑必ずしも
稀ではなかった︒

植物の木賊︵または砥草︶の茎は珪酸
を含んで硬く︑物を砥ぎ磨くのに用い︑
俳句では秋の季語だ︒能・謡曲の﹁木賊﹂
は︑信濃で木賊を刈る老人が別れた愛児
を想い︑その所作を舞う話で︑不如丘の
﹃木賊の秋﹄は大正末の悲しい物語であ
る︒戦後の再版で読むことができるが︑
結核療養所が介護施設になるような御時
勢だから︑正木不如丘の名が忘れられて
も仕方ないのかもしれない︒

諏訪市があり︑天竜川は湖水西北の岡谷

市のあたりから出ているのだ︒以下︑引

用しておく︒

方にそびえ立つ八ヶ岳連山からのもので︑

︽湖水にそそぐ水の大部分は湖水の東南

湖水の南岸にそそぎこむ六斗川の水なの
である︒

諏訪市寄りの水位と︑天竜への落口で

の水位が︑凡そ十六七センチメートル差

があると永年きめられていて︑このこと

は水は低きにつくという常識から当然と

思われていたのであった︒
︾

なんだか小栗虫太郎の﹁
﹃太平洋漏水

孔﹄漂流記﹂のような世界が展開される

のかと思ったのだが︑これは完全に肩す

というのがあった︒随筆とは別のところ

ある︒

差はないことが確認された︑と言うので

それならと
﹃医家芸術﹄
に目を通すと︑ かしを食ったようだ︒水位を決める基準
一〇号︵昭和三十三年六月︶には﹁水平﹂ 器が間違っていたことが分かり︑水位の
に入れてあるから︑論説だろうか︒

に︑宮田重雄・椿八郎・式場隆三郎ら諸

︱︱信州諏訪湖の水面は水平でなく︑
このあと︑昭和三十七年七月三十日に
ある程度傾斜している︑
と言われてきた︒ 不如丘は逝去︒六一号︵一九六二年九月︶
直径およそ四キロのこの陥没湖の東岸に
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いないが︑骨が新しく地表にあり︑腹の

二センチ︑哺乳類発生以前の爬虫類に違

︱︱﹁伊太利軍陣医学雑誌﹂の一九三

あたりに人骨と思われる新しい骨も見ら

載っていたのである︒

ラブ賞受賞の記事が載ったのであった︒
六年九月号に﹁爬虫類時代の一遺骨に就

先生の追悼文や︑第一回日本医家芸術ク
また本誌の一〇八号︵昭和四十二年八

のだ︒

を飼い︑実験経過を詳細に記録していた

腺をを粉にして蝌蚪︵オタマジャクシ︶

︱︱ドクター・モノーは︑綿羊の甲状

記されていた︒

た︒そしてノートには︑恐ろしい事実が

われていて︑二冊のノートが包まれてい

トした絹のハンカチが風呂敷代わりに使

その中には︑正木がモノ︱にプレゼン

ころに届いたのである︒

になった︒そして遺品が︑
︿私﹀正木のと

たのだが︑一九三四年三月から行方不明

ため︑その地のパストール研究所へ行っ

はアルゼリアに多い綿羊の伝染病研究の

ー・モノーという男がいた︒その後︑彼

していたが︑その当時の友人にドクタ

リーのパストール研究所に二年ほど留学

ところで︿私﹀正木は十数年まえ︑パ

れた︑というのだ︒

軍の機密が絡んでいるのか︑発見場所

い︒

がエチオピア遠征をしたさいの産物らし

いて﹂という論文が出ている︒イタリア

っている︒
ここでの︿わたくし﹀は︑三十数年前
に肝臓ジストマにとりつかれた経験があ
る︒
鮒の刺身を食べたのが原因らしいが︒
その駆除剤は副作用が多い︒それでジス
トマと長生き競争をすることになったの
だ︒
ところがその後︑
︿わたくし﹀は結腸癌
になり︑肝臓転移もあったのだが︑術後
の検査では︑虫卵はまだ証明された︒ジ
ストマはまだ生きていたのである︒
しかし︑この寄生虫がいくら頑張って
も︑自分より長生きできるわけがないと
思って︑
︿わたくし﹀は安心する︑という

医ザルコリーニ自身︑ある種の疑問も持

いが︑仏領アルゼリアらしく︑著者の軍

はアフリカ中央部の山間としか書いてな

十三年二月︶は︑価値ある一冊だった︒

っていた︒この遺骨は全長八メートル三

さて︑その後に出た一二七号︵昭和四

話︒

これには全集等未収録の﹁遺骨発見﹂が
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月︶に︑
︿遺稿﹀
﹁なが生きくらべ﹂が載

本誌 127 号掲載の「遺骨発見」の頁

つまり︑蛙にならぬまま大きな蝌蚪にな
し︑ＳＦにおけるマッド・サイエンティ

滋の怪獣物の先行的作品とも言えそうだ

甲状腺ホルモンは蝌蚪の変体を遅らす︒ 現在でも読むに耐えるものであり︑香山

異に感じた記憶がある︒
﹁さん﹂は附属中

生を﹁さん﹂づけで呼ぶと聞いて逆に奇

のような環境だったから︑高校では上級

こ
輩殿 と呼ばれたように感じただろう︒

君 などとよばれたら上級生から 星野先

｢

る可能性があるのだ︒そのアイデアを彼

いずれにしても不如丘は︑すでに代謝

スト物の範疇に入れることもできよう︒

｣

ートにもフランス語で﹁正木君の発意に

に教えたのは︿私﹀正木自身だった︒ノ

性疾患に目をつけていたようだ︒ともあ

学では女子生徒に対する敬称だったから

｣

よる﹂と書いてあったが︑予想通りに蝌

だ︒

原宗一︑野球の裏表を知り尽くしたよう

級生だった︒２年生に闘志むき出しの大

ャーである︒私が入学した年︑彼は最上

中山君は附属中学野球部の名キャッチ

れ︑再発掘の価値ある作家に違いない︒

中山君の三塁打と武士道精神

蚪は巨大化してゆく︒
暑い一九三三年の初秋︑彼は五十匹の
蝌蚪に甲状腺末を与えた︒翌年一月︑生
き残った三匹は一メートル三〇センチ内
外になった︒三月には一匹だけになった

学時代 注( の)同級生中山時夫君だときき
彼のお兄さんを思いだした︒

うになった︒系列会社の社長が長岡の中

私の弟が大手の漁業会社に勤務するよ

でなんともいえぬユーモアがあり︑下級

堅実な名脇役タイプだった︒明るい性格

った︒先頭に立って部員を引っ張るタイ

そのようなチームの中で彼は存在感があ

な坂木四郎など個性の強い選手がいたが

が生え始める︒四月には水中生活を捨て

彼のお兄さん︑中山君は私より２年上

中山君に関して忘れられない出来事が

星 野 達 夫

ない︒身長七メートル八センチ︑両棲類

て上陸したが︑尾は焼失せず頭も蛙では

である︒上級生を﹁君﹂で呼ぶのはおか

ある︒それは同じ長岡市内の東北中学と

が︑六メートル一八センチで︑しかも足

四月二十日︑﹁余はこの怪物を伴い奥地

しな感じであるが私の学んだ附属長岡中
あった︒上級生は下級生を﹁星野﹂とか

グラウンド︒試合はファインプレーが続

の対校試合で起きた︒場所は附属中学の

生に人気があった︒

プではなかったが︑守備位置そのものの

に行くべし﹂と記載している︒怪獣の腹

学校では﹁君﹂は上級生に対する敬称で

正木不如丘は︑純文学・一般小説の他

﹁達夫﹂と呼び捨てにした︒もしも 星野

でなく巨大な爬虫類になったのだ︒

⁝︒

部あたりにあった人骨とは︑もちろん⁝

に探偵小説も書いている︒この作品は︑
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く当たっている中山君が片方の足を引き

た︒ランナーを一塁二塁において今日よ

近く︑附属中学にチャンスがめぐってき

出する好ゲームだった︒回も進んで終盤

入ったショートがすでに捕球しようとし

に追いついたレフトからの返球を中継に

も走れる状態ではなかったのだ︒ボール

大きいことを突然知らされた︒彼はとて

くらはぎに受けたダメージが思ったより

あれから

していた︒

がら天晴れな東北中学のショートに感服

喜の大歓声を上げながらもわたしは敵な

球がややそれてホームインとなった︒歓

年近くも経とうというの

ずりながら打席に入った︒彼は前の打席
球をふくらはぎに受けたのである︒ボー

が思った︒ショートがサードに送球すれ

あっ︑中山君がアウトになる︑と誰も

をアウトにし三塁打を阻止しても勿論誰

トが︑負傷した状態につけこんで中山君

ったとはいえ︑あの時東北中学のショー

す︒普通に走れたら文句なしの三塁打だ

に︑今でもあの場面をはっきりと思い出

ルが当たった直後︑彼は突然片足でけん

になるだろう︒あるいはショートが走っ

ばサードベースの数メートル前でアウト

ていた︒

けんをするような走り方になり︑次の塁

も彼を非難しなかったろう︒相手をノッ

で長打を放って走塁中に相手外野手の返

にやっとの思いでたどり着いたのだ︒

て追いかけても簡単にタッチアウトでき

クアウトするまで全力を尽すのがスポー

附属中学応援団の見守る中︑中山君の

るだろう︒

ウンドするボールを見極め︑二塁ランナ

ある！ 外野手の頭上を越えて大きくバ

てぐんぐん伸びていった︒長打コースで

ー性の飛球がレフトセンター間に向かっ

声援があがりドライブのかかったライナ

らないような投げ方でキャッチャーに送

れは想像のし過ぎか？︶
︑
走塁の邪魔にな

る足にも視線を送ったように見えたがこ

く中山君にチラッと視線を送り︵引きず

らもしなかった︒彼は目の前を走ってい

しかし東北中学のショートはそのどち

雄をアウトにすることなど︑重傷を負っ

痛む足を引きずりながら必死に走る英

が頭に浮かんだ︒

一度思い出してみた時︑自分なりの解釈

てみた︒そしてあの場面の雰囲気をもう

なかった︒なぜだろうと私は何度も考え

正解だったのである︒しかし彼はそうし

ツマン精神であるからむしろそのほうが

バットが一閃した︒はじかれたような大

ーがホームインするのを見届けたわれわ

長駆ホームベースを目指して突っ込んで

球したのである︒一塁にいたランナーが

ずりながらほとんど歩くような速度で三

のである︒クロスプレーになったが︑返

いた︒彼はこのランナーを刺そうとした

びせるような行為でとても出来ない︑あ

て逃げられない相手に背後から一太刀あ

彼はセカンドベースを蹴り︑足を引き

れの視線は打った中山君を追った︒

塁に向かおうとしていた︒われわれはふ
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50

も味方もその瞬間だけ武士道精神に従っ

とを許さない空気になったのである︒敵

の時︑一瞬であるが︑場内がそういうこ
ある︒罵詈雑言や真言密教の言︵ごん︶

ん﹂と仮名を振って減点された想い出が

げ﹂と読む︒学生時代に﹁げんごどうだ

めい﹂の方が一般化している︒

読むそうだが︑現在は漢音読みの﹁あく

た悪名も本来は呉音で﹁あくみょう﹂と

めい﹂という漢音読みも載っている︒ま

注( )新潟大学教育学部付属長岡中学校︑ 読み方で︑特に仏教関連の言葉で多く使
文中の氏名は著者を除き全て仮名
われている︒言論の言︵げん︶や化学の

外 げ

怪 け

かい

がい

かい

漢音

や︑権化や遷化の化︵げ︶は呉音という

ばけ︵か︶など︑日常語の大半は漢音読

解 げ

呉音

たのであろう︒

みである︒善男善女や老若男女の男︵な

じ

怪我︑外科︑解熱など︑医療関連の用

語には何故か呉音読みが多く見られる︒

幼児や孤児などの児は漢音で﹁じ﹂と読

漢音
めい

岐阜県に﹁可児﹂と書いて﹁かに﹂と読

むが︑小児だけは呉音で﹁に﹂と読む︒

呉音

と会︵え︶も呉音読みである︒

児 に

外面似菩薩 内心如夜叉
清

ん︶と女︵にょ︶や︑一期一会の期︵ご︶

豊 泉

せい

怪訝︑
外道︑
解説なども呉音読みである︒
名 みょう

てい

けい
成 じょう

経 きょう

りの音読みがあると︑国語の授業で教わ

定 じょう

漢字には呉音︑漢音︑唐音という三通

しており︑どの音で読むか︑単語によっ

った︒一つの漢字に複数の音読みが共存

む町がある︒
やはり児の呉音読みである︒

漢字二字から成り︑呉音読みと漢音読

れい
経典と経済︑
戒名と偽名︑
成仏と成功︑

みが共に使われている言葉もある︒例え

霊 りょう

が呉音で︑行進の行︵こう︶が漢音で︑

禅定と指定︑怨霊と亡霊など︑この程度

て決っている︒例えば行列の行︵ぎょう︶
行灯の行︵あん︶が唐音のように︑三通

み︑追従笑いの追従は﹁ついしょう﹂と

ば追従外交の追従は﹁ついじゅう﹂と読

読む︒音声︵おんせい︶に大を添えると

の言葉なら永年の習慣で反射的にすらす

言語道断の言語や妖怪変化の変化は︑

呉音で﹁あんじんりゅうみょう﹂と読む

大音声︵おんじょう︶と読む︒経済活動

ら読みこなせる︒余談だが︑安心立命は

単独では﹁げんご﹂や﹁へんか﹂と読む

そうだが︑国語辞典には﹁あんしんりつ

りの音読みが揃っている漢字もある︒

が四字熟語の中では﹁ごんご﹂や﹁へん
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外面︵がいめん・そとづら︶など︑同じ

だが︑物心︵ぶっしん・ものごころ︶や

つご︶の水という使い分けもある︒余談

と言う︒末期︵まっき︶の癌と︑末期︵ま

粘り強い小麦粉は強力︵きょうりき︶粉

ぎ上げる人を強力
︵ごうりき︶
と言うが︑

﹁うい﹂と読む︒富士山などで荷物を担

為︵ゆうい︶と形容するが︑有為変転は

く﹂と読んでいる︒前途豊かな青年を有

意味で一般的に﹁ご﹂を添えて﹁ごりや

の利益︵りえき︶を︑神仏の加護という

である︒更に用例を増やして呉音読みと

ており︑日常語では馴染みの薄い少数派

読みは特に仏教由来の言葉が色濃く残っ

れて漢字の読み方の主流となった︒呉音

た古い発音で︑後の時代に漢音が伝えら

呉音は仏教と共に日本に最初に伝えられ

は極めて楽だろうなと常々感じている︒

という原則で貫かれていれば︑国語学習

複雑な現象である︒もし漢字が一字一音

てみると︑複数の音読みの存在はかなり

日頃はあまり意識しないが︑よく考え

本赤十字社︑ロータリー︑茶道にも貢献

技工師専門学校に関与するかたわら︑日

父は現役を退いた後は︑中央短大や歯科

し︑八年六月十一日黄泉の人となった︒

が偲ばれた︒父は持病の心筋梗塞が悪化

その時︑ふと小生の父︵故博善︶の事

ものらしい︒

ては︑茶名を頂いているだけにかなりの

茶道を趣味としているという︒茶に関し

代であるが︑医の道では成功し︑短歌や

会いする機会があった︒彼は小生と同年

ったので︑父が裏千家の県副支部長をや

していた︒茶の雰囲気は小生は好きであ

っていた頃に学んでおけばよかったと︑

漢音読みの比較一覧表を作ってみたいと
思っている︒なお紙数の関係で唐音には

今になって後悔していることの一つであ

字を書くが︑一方が訓読みという例もあ

の言葉を集めて考察を試みてみたい︒

触れなかった︒また別の機会に唐音読み

る︒
表題の﹁外面如菩薩︑内心如夜叉﹂は︑

る︒

父の病状急変の約六ヵ月間︑無心に神

社仏閣の巡礼もやってきたが︑茶道と宗

教とは︑相通じるものがあると察せられ
今から八年前の十一か十二月頃だと思

理などのすべての要素が十分昇華された

茶道は茶室の造り︑絵︑茶碗︑庭︑料

る︒
うが︑宮崎県小林市在住の外科医師とお

秋 元 光 博

茶道に懐いを馳せる

顔は菩薩のように温厚だが︑心は夜叉の
ように冷酷という意味で︑四字熟語なら
ば人面獣心に相当する︒その反対語は鬼
面仏心である︒表題の外面は呉音で﹁げ
めん﹂と読み慣わしている︒因みに夜叉
︵やしゃ︶はインドの神話で人を食い殺
す鬼神だが︑仏教に取り入れられて仏法
護持の神とされている︒
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日本文化の骨頂であると思われる︒また
禅と茶道について言えば︑禅の世界は茶
道にも通じており︑起居振る舞いの中の

高橋泥舟の書について
小 髙 修 司

正業の次男として生まれる︒
後に精一郎︒

通称精一︒泥舟は後年の号である︒母方

を継いで高橋包承の養子となる︒生家の

(

で︑精妙を謳われた長兄山岡静山に就い

)

勝海舟 １８２３︱１８９９ ︑高橋泥

て槍を修行︑海内無双︑神業に達したと

(

今ではお茶をただの行儀作法だと思っ

舟︵１８３５︱１９０３︶と山岡鐵舟 １

の評を得るまでになる︒生家の男子がみ

山岡家は槍の自得院流︵忍心流︶の名家

て︑娘の花嫁修業位に考えている御婦人

８３６︱１８８８ は幕末の三舟と称さ

な他家へ出た後で静山が

規律には禅的な要素が非常に強い︒

方も多くなってきたが︑茶の本質には︑
れる︒

歳で早世︑山

例えば利休に見られるような禅に通じる

料理の作法には茶道の作法が関係してお

お茶に懐石料理は付き物である︒懐石

らぬ︑名誉もいらぬ︑命もいらぬ人は始

祖である︒後年西郷南洲は彼を﹁金もい

らに剣術を学び︑
︵一刀正伝︶無刀流の開

年 １８５５年 講武所に入り︑千葉周作

海舟は周知であろうし︑鐵舟は安政２

文久３年︵１８６３年︶ 一橋慶喜に随

万延元年︵１８６０年︶ 槍術師範役

安政３年︵１８５６年︶ 講武所槍術教

泥舟の義弟にあたる︒

小野鉄太郎が上記した後の山岡鉄舟で︑

岡家に残る英子の婿養子に迎えた門人の

)

り︑食べ方や箸の持ち方にまで決まりが

末に困るが︑そのような人でなければ天

)

行して上京 従五位下 伊勢守を叙

(

賛した︒維新後︑西郷のたっての依頼に

任

宇宙観︑死生観があると思案する︒

あるようだが︑そんな作法や料理にとっ

下の偉業は成し遂げられない﹂と評し賞

に浸るなどという境地にはなれず︑大変

より︑明治５年 １８７２年 に宮中に出

授方出役

かし︑仕事の内容上︑じっくり懐石料理

て一番大事なのは味であろうと思う︒し

問題の多い職業だというのが実感であり

(

)

頭取 槍術教授頭取を兼任

慶応２年︵１８６５年︶ 新設の遊撃隊
仕し︑ 年間の約束で侍従として明治天
皇に仕える︒剣・禅・書の達人として知

に恭順を説く

見の戦い敗戦後︑帰京した徳川慶喜

られる︒詳しくは大森曹玄著﹃山岡鉄舟﹄ 慶応４年︵１８６８年︶ 幕府が鳥羽伏
を勧めたい︒
高橋泥舟は︑江戸において旗本・山岡
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27

ます︒
夕暮れをいまだ灯さぬ家つづく
寂しき村を帰り来たりぬ

10

同年

２月
４月

日 江戸城から上野

日

江戸城開城 水

東叡山に退去する慶喜を護衛
同年
戸へ下る慶喜を護衛
勝海舟が︑徳川家処分の交渉のため官
軍の西郷隆盛への使者としてまず選んだ
のは︑その誠実剛毅な人格を見込んだ高
橋泥舟であった︒しかし泥舟は慶喜から
勢のもと︑主君の側を離れることができ

親身に頼られる存在で︑江戸の不安な情
なかったので︑代わりに義弟の山岡鉄舟
を推薦︑鉄舟が見事にこの大役を果たし
た︒
後に徳川家が静岡に移住するのに従い︑
地方奉行などを務めたが︑廃藩置県後は
職を辞して東京に隠棲︑書画骨董の鑑定
などで後半生を送った︒勝海舟は後年︑
泥舟を評して﹁あれは大馬鹿だよ︒物凄
い修行を積んで槍一つで伊勢守になった
男さ︒あんな馬鹿は最近見かけないね﹂
と云っている︒槍一筋︑節義一筋に生き
た泥舟の生き方を勝流に賞賛した言葉で

あろう︒
ここで泥舟の書を見てみよう︒﹁書は人
なり﹂とは古来より云われる言葉である
が︑この楷書ほど清澄な字を書ける人が
ぐせいなん
いるであろうか︒虞世南︵唐︑５５８︱
６３８︶の書を学んだと思われる字体で
ある︒生涯徳川慶喜公に仕え︑明治新政

府から懇請されても出仕しなかった心情
を思えば︑まさにこの字句のような生き
方をした人であると想像できる︒
この字句は﹃新語﹄
︵漢︑陸賈︶無為第
四に見られる語である︒﹁道は無為より大
な
なるは莫く︑行いは謹敬より大なるは莫
し﹂と読めるが︑この言葉を理解するに
は︑
﹃新語﹄の引き続く文を見るのが良い

であろう︒
﹁それ道は無為より大なるはなく︑行い
は謹敬より大なるはなし︒何を以て之を
言う︒昔 虞舜天下を治め︑五弦の琴を
彈じ︑南風の詩を歌い︑寂として國を治
むるの意無きが若く︑漠として民を憂ふ
るの心無きが若し︒
然れども天下治まる︒
周公禮樂を制作し︑天地を
郊し︑山川を望し︑師旅設
かか
けず︑刑格し法懸りて︑四
いた
海の內︑奉供して來り臻り︑
えつしゅう
越 裳 の君︑譯を重ねて
もと
來朝す︒故より無為なり︒
﹂
と︒

ここに書かれている文章に比較すれば︑

現代はスタンドプレーのみ目立ち︑本当

に民のことを思い行動している為政者が

如何ほど居るか︑心許ない限りである︒

これは全く独特な草書である︒まさに

槍で一点一点突き︑点の連続が字である

ことを表すようである︒
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12
11

愛国・憂国の志士である陸游は晩年︑

この他に紅染めの桃の種子︑杏仁︑スイ

小豆︑
皮をむいたナツメなどを水煮する︒

牛跡重々野水濱

カの種子︑落花生︑はしばみの実︑松の

﹁草煙漠々柴門裏
故郷で生活するようになっても︑志を詠

実︑及び白砂糖︑赤砂糖︑乾しぶどうな

泥舟精書﹂
じることを忘れなかったが︑一方で繊細

どを用いて色をつける﹂
︒
﹁毎年臘七日に

のには昼をすぎてはならない﹂
︒品種は

た泥舟にとって︑侵略国であ

る顓頊氏︵せんぎょく：高陽氏︱黄帝の

“臘八節”
は中国古代の五帝の一人であ

過ぎるにも及ばざるはなし﹂とある︒

しく残っている︒
﹂

と広がっており︑牛の足跡が水辺に重々

牛跡は

︵草煙は柴門の裏に漠々たり
野の水濱に重々たり︶

た詩を多く残した︒この詩は︑旧暦朧月

な感覚による生活の中の機微を題材にし

終夜仕度をする︒夜明けになると粥が煮

うち

﹁霞たなびく草原が柴折り戸の外に広々

臘日 ( 月８日＝臘八 に)釈迦が得道成佛
したことを祝い︑寺院が粥を作り施療し

えあがる︒これを祖先に祀り︑仏に供え

なると︑
果皮をむき︑
器物を洗いすすぎ︑

たことから始まる﹁臘八粥﹂
併せて清新な新春の来臨を

﹁多くを以って佳とし﹂
﹁巧みをこらし︑

る﹁金﹂に対する反撃を終生
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について詠ったものである︒ る他に︑親類友人にもわかち贈る︒贈る
期待するものでもある︒

訴え続け不遇であった陸游の人生は︑己

孫で秦王の祖神とされる︶に関わる伝説

奇を争い︑これを古人に比べるならば︑

この詩は南宋の政治家・文人：陸游︵１

と重ねることもあったかと思われる︒陸

退隠した慶喜公に終生仕え

１２５︱１２１０︑号は放翁︶の﹃陸游

がある︒其の三人の兒子が死後に惡鬼と

の祟りによると考えた︒鬼神は天地に恐

があり︑人々は鬼神を恐れ︑疾病も疫鬼

游の詩集は江戸時代末期出版されること
清代の﹃燕京歳時記﹄には︑この﹁佛

詩全集﹄卷三にある﹁十二月八日歩至西
時因散策過吾鄰

粥﹂
︵＝臘八粥︶に関する詳細な記述があ

なり︑専ら児童を驚嚇させたという迷信

牛跡重重野水濱

る︒
﹁臘八粥とは︑
︵旧暦一二月八日に︶
︑ れるものがないのに︑ただ赤豆を恐れた

が多かった︒

草煙漠漠柴門里

差科未動是閑人

きび︑白米︑もち米︑粟︑ひしの実︑栗︑

臘月風和意已春
多病所須唯藥物

更覺江村節物新

という故事により︑臘八の時には専ら紅

今朝佛粥更相饋

村﹂の一節である︒

12

打鬼﹂の故事に基づくとすれば︑大豆で

節分の時の豆まきの本来が︑この﹁赤豆

豆︑赤豆を煮て粥を作ったという︒また

竹のように繁栄する﹂意からである︒

﹁皇子﹂への枕詞であるが︑
﹁枝葉の茂る

﹁さすたけの﹂は﹁大宮﹂
﹁君﹂
﹁舎人﹂

は楠木正成であろうか︒

さすたけのきみのすすむるうまさけに

のさゆりねのあやにうましと

さすたけの君がたまひしさ百合根のそ

間に出でてつみし芹ぞこれ

さすたけの君がみためとひさかたの雨

この世になにか思ひ残さむ

さすたけの君とあひ見てけふは酔ひぬ

よく使われている︒

良寛和尚の歌には﹁さすたけ﹂の歌詞が

なく小豆と云うことになろうか︒
別の草書一幅も示そう︒
左須堂計の喜三可み可希登仰支見類楠能
大樹乃多我く毛安るか那
泥舟

さすたけの君が御影と仰ぎ見る楠の大樹
の高くもあるかな

軸を掛けて毎日眺めているだけで心豊
かになる書である︒
ここに云う
﹁君﹂
は慶喜公であろうか︑

はたまた天皇であろうか︒とすれば﹁楠﹂ われよいにけりそのうまさけに

表紙の言葉

妙義山

進

︵群馬県前橋市︶

金 古

妙義山は赤城山︑榛名山と共に上

州三山の一つである︒蛾々と聳える

山峰と奇岩・怪石は極めて特異で︑

西の耶馬溪や寒霞頸と共に日本三奇

勝の一つとなっている︒山岳信仰の

対象ともなり︑その中腹には壮大な
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妙義神社がある︒昔から文人墨客の

来訪も多く︑この奇岩は画題として

好まれ︑妙義山の名が広く知られる

屹立した岩塊は紅葉に︑また新緑

ようになった︒

にも良く映え︑さらに夕陽を受けて

青紫色に浮かび上がる山塊のシルエ

ットは中世の古城を彷彿とさせて幻

想的である︒この絵は妙義の主峰の

一部を画材として取り上げ作品とし

回日本医家美術展出品作品︶

たものである︒
︵第

56

ジャパニーズ・
ェラトン・アトランティックと言うホテ 人が貴方達二人の日本語会話は﹁プッ
イングリッシュ
ルに滞在したことがある︒ある日︑ホテ タ・プッタ﹂と聞えると言い︑一同大笑
ルに尋ねたい用件を外出中に思い出し︑ いしたが︑これも日本語独特のイントネ
小 川 再 治
このホテルに電話し﹁シェラトンアトラ ーションが原因であろう︒
この特徴は我々が話す英語にも現れる︒
私は一九六〇年代に暫くオハイオ州立 ンティックホテル？﹂と問うたところ︑
大学研究員を勤めたが︑その二年位前に 日本語で﹁はい︑そうです﹂と答えられ 故宮沢元首相の流暢極まる英語が私に良
米国視察旅行を経験していたので︑一応 爆笑してしまった︒このホテル名にはＲ く理解できたのは︑宮沢氏にさえ︑この
のコミュニケーション能力は保持してい とＬとも含まれていたので︑すぐ日本人 日本訛りがあったからだった︒まして︑
私の英語などは︑日本訛りの権化であっ
た︒しかし私の日本なまりは︑米人には
と
悟
られたらしい︒
聞き苦しかった様である︒
戦時中ある戦場で︑英語の話せる日本 た︒
私はオハイオで下宿していた時︑たま
時々米人研究員数名と討論をやったが︑ 兵達が︑
夜米兵の服装をして米人に化け︑
私が発言すると︑必ず米人一同が眉間に
内容が理解できなかったのであろう︒私

唱させた︒いかに英語の達者な兵隊でも

という無意味の単語を作り︑日本兵に復

さんは御主人と私の日本訛りを﹁アワワ

えて娘を殴り飛ばすのだった︒恐らく奥

似た︒このような時︑奥さんは血相を変

米軍に奇襲をかけたことがあった︒その に奥さんと長話しすることがあった︒す
際︑米軍はＬを二つ含んだ﹁ルーラバイ﹂ るとよく一〇歳位の娘が現れ︑私の英語
を﹁アワワワ﹂
﹁ビングビング﹂などと真

のヒヤリングもあまり良くはなかった︒

これを二︑三回復唱させられると必ずＲ

しわを寄せた︒全力で聴かなければ話の

耳を澄ましても彼等のスピーチの七割ぐ

の音が混ざり︑変装を見破られたとか︒

ほえましく思った︒

らかに付き合う米人の特徴が掴めて︑ほ

ている人間と︑表面は取りつくろって滑

していたのだろう︒腹の中では馬鹿にし

ワ﹂
﹁ビングビング﹂と真似て笑いの種に

らいしか聞きとれなかった︵最近米人と

音がまぎらわしいと言ったが︑これは私

滞米当時︑米人仲間は私のＲとＬの発

かりした︶
︒

話した時は︑二割以下に落ちていてがっ

また︑日本語のイントネーションが英
・ ・ ・ ・ ・
語と最も違うのは︑
﹁ワタクシハ⁝⁝﹂と
いう様に各音を等間隔に同じ強さで発音
するという特徴である︒家内と二人で某
米人グループに招待された時︑ある老婦

に限らぬ全日本人の弱点だった︒私はシ
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桃源郷 ブータンは子供の頃の
き直しはどうも︑やはり顔だけにしてお

はそっくりそのままお返しだ︒いや︑焼

モボ︑モガに分からなければ︑その言葉

た︒

ロ空港に降り立ったのが︑３月末であっ

に一泊︑ダッカ経由でブータン唯一のパ

で︑
まさに桃の花盛り︒
通りは人も歩き︑

首都ティンプは標高２５００メートル

幼子が︑
﹁父ちゃん︑母ちゃん﹂と呼び

人力ならびにエンジン付きの車も走って

いても︑交通信号機はない︒警

かけるのに︑
﹁トータン﹂
﹁カータン﹂と

くか︒

古里か 花ぞ昔の香
隅 坂 修 身
休暇を終え︑久しぶりに職場
に出ると︑我が輩の顔を見るな
り尋ねた人がいた︒
﹁とんずら？﹂か﹁とんづら？﹂
っぽう耳が悪くなった︑どちら

官の手信号が子供の頃を思い

出させ︑タイムスリップしたよ

うで懐かしく︑人々も何となく

ゆったりしている︒

近頃の日本では︑自分を死刑

にしてもらう為にと︑虫も殺さ

ないような顔をして︑いとも簡

の
﹁Ｋ
日本語﹄︵北原保雄著 大修館書店︶

今︑若者の間で流行っている﹃ＫＹ式

親しみのある国名だと感じるのに︑この

しい︒
﹁ブータン﹂を耳にした時︑愛嬌と

言っているのを聞くことがあるが︑愛ら

て虫も殺さないから
︵蝿も殺さないとか︶
︑

の国の人は︑虫も殺さないような顔をし

誰でもよかったと抜かしやがる︒一方こ

単に人を殺す︒そして︑相手は

Ｙ﹂が﹁空気読めない﹂
︑
﹁ＣＺ﹂が﹁チ

の字﹂ならぬ︑
﹁けものへん﹂で寝そべっ

沢山いる野犬も安心しきって︑
路上に
﹁大

ている︒その傍を人が通っても目も開け

年前までは鎖国状態であった︒ブータン
関係の本が本屋の棚にもあまりなく︑待

ないが︑犬同士の縄張り争いでは︑容赦

国のことをあまり知らないのは︑三十五

なら︑
﹁ＪＫ﹂
﹁冗談は顔だけにして﹂だ

っていてだめなら行くしかないと︑タイ

ャック全開﹂なんて分からないなーなん

ろう︒一昔前の﹁モボ﹂
﹁モガ﹂が︑今の
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と言っているようだが︑近頃め
も同じに聞こえて区別がつかな
い︒休んだ直後にブウブウ言う訳

㊤ホテルオーナー夫人
㊧㊦雷龍の国ブータンと国花「青
いケシ」ブルーポピーの切手

て困った顔を彼等に見付けられようもの

ない︑
﹁豚ずら﹂か？

らかった訳でもないので﹁遁ずら﹂でも

も無く︑
﹁豚面﹂や︑機密書類を持ってず

にわか画伯のスケッチ紀行

ラに見えるが︑本能は忘れ去られていな
九州をひと回り大きくした国土の８パ

か︑階段状の美しい風景をなしている︒

トの農業関係者により管理されているの

残とか︒民家は山で隔てられ点在してい

一夫多妻︑特に一妻多夫は母系家族の名

ト問題も聞こえてこない︒ ブータンの

る感じがするが︑どうりで隣国のチベッ

少ないからだ︒他の国から隔絶されてい

いなと妙に感心した︒

ーセントしか耕地がないのは︑見渡すか

パーセン

第四代前国王の言葉︑﹁一人の人間が能

て︑集落があまりない︒田畑を相続した

る中︑この国では︑人口の約

力によってではなく︑その生まれによっ

ぎり周りは山だらけで︑中国との国境付

をしない︒餌を貰って寝るだけのグウタ

て︑一国の最高責任者となることは制度

女性は労働力も子孫も必要で︑対象とな

したものです︶

︵これは鳥取県西部医師会報原稿に加筆

どちらが得か篤とご検討くだされ︒

世の奥様方︑生命保険証書を出して︑

最高の処方ですぞ

有することが︑過労死寸前の皆さん！

の人達に接し︑ゆったりと流れる時を共

本人と見間違えるようにそっくりなここ

い﹁国民総幸福﹂ＧＮＨ (Gross National
の理念の国で︑今まで味わっ
Happiness)
たことのない美味しすぎる朝がゆと︑日

こすことは控え︑伝統文化を犠牲にしな

豊富な地下資源の採掘も環境破壊を起

納得︒

る男は当然︑若いツバメとなると聞いて

近には七千メートル級の山が並び平地が

民家の建築現場でチョウナを使う男たち
︵古い柱の手斧の痕はいいもんだ︶

として︑決して︑最上の制度ではない︒
国は国民の手によって︑治められるべき
だ︒
﹂と２００８年の今年︑初の総選挙が
行われた直後に訪れたのだ︒この言葉を
彼奴は決して言わないだろうと︑思い浮
かぶ指導者の顔は少なくはないが︑歴史
を振り返ると︑人間も犬同様︑縄張り争
い身分争いの戦争が絶えたことがない︒
この国のことを︑
﹁最後の楽園﹂ The
と賞賛され︑教育
last paradise on earth
費︑医療費は輸出できる程の水力発電の
お蔭だろう︑支払う必要がない︒また︑
人もいるが︑テレビ放映は１９９９年に

﹁時の流れにとり残された王国﹂と言う
開始されている︒経済最優先の国が多く
て段々畑も打ち捨てられ荒廃が進んでい

!!
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80

きりすとが島
池 田 壽 雄
Ｊ イエス・キリスト︵ＢＣ４〜∞︶

Ｉ
﹁そうでしょうね︒
私は変人でしょう︒

い︒
﹄
︵マタイによる福音書５章

右の頬を打つなら︑左の頬をも向けなさ

節︶と

でも︑貴方も２０００年前に生きておら

害する者のために祈りなさい﹄︵マタイに

れる頃には変人扱いされたのではありま

それまでの聖書には︑全く反対の言葉が

皆から愚か者扱いされましたよ︒
つまり︑

いう私の言葉も︑同じでしたね︒私は︑

節︶という言葉は︑ 書かれていたからです﹂

﹃敵を愛し︑自分を迫
せんか？ 例えば︑
よる福音書第５章第

﹁目には目︑歯には歯︑手には手︑足

﹁骨折には骨折を︑目には目を︑歯に

通常の平凡な常識ある人が思いつく言葉
ではないと思います﹂

は歯をもって人に与えたと同じ傷害

節︶
︒

Ｊ﹁そうです︒私は変人ではありません

Ｊ﹁はじめまして︒こちらこそ宜しく︒

願いいたします﹂

その心は﹃ゆ﹄だけだからです︒でも貴

人を陰口で︑﹃風呂屋の看板﹄
と申します︒

Ｉ﹁日本では言うだけで︑実行できない

す﹂

足には足﹂
︵申命記

命︑目には目︑歯には歯︑手には手︑

﹁憐れみをかけてはならない︒
命には

章

Ｉ﹁はじめてお目にかかります︒お会い

が︑
﹃神の子﹄だったから当然言えたので

東洋人の方とお話しするのは実に久しぶ

方は単に言うだけでなくて︑実行されま

Ｉ﹁そこが凄いと私は感動します︒常識

章

りです︒そうですね︑２０００年ぶりで

の反対は非常識︒
﹃愛とは何か﹄は非常に

を受けねばならない︒
﹂
︵レビ記

しょうか﹂

したね︒迫害する者に従って十字架にの

難しい問題ですが︑これを実に見事な言

節︶
︒

Ｉ﹁それは驚きました︒本当に一人も東

ぼられました︒
﹃愛は死より強し﹄とも言

葉で表現されたのだと思います︒大発見

節︶
︒

洋人は会いに来なかったのですか﹂

われますが︑自分の言葉どおりの一生を

です︒でも︑その価値を２０００年前の

く風変わり人︑もっと端的に言えば︑変

でも︑じつは社交辞令でしてね︒おそら

れている︒
しかし︑
わたしは言っておく︒

Ｊ﹁そうなんです︒愚か者が言う言葉を

人々は一切認めなかったのですね﹂

24

悪人に手向かってはならない︒あなたの

章

Ｊ﹁そうです︒ですからどんな素晴らし

Ｊ﹁
﹃目には目を︑歯には歯を﹄と命じら

には足︑
﹂
︵出エジプト記

ございます︒今日は︑なにとぞ宜しくお

できることになり︑まことに光栄至極で

Ｉ 池 田 壽 雄︵１９３８〜 ︶

38

24

い人だろうかと心待ちにしておりました︒ 送られたのには本当に感動いたします﹂

21

21

20

人に違いないと思っていました﹂

19
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44

誰が信じるものですか︒私は人々が﹃敵
９４５年８月

連合国軍最高司令官に任命された時︵１
日︶日本をキリスト教国

を愛した﹄ならば︑この世から綺麗サッ

つの有力な証拠でしょう﹂

Ｉ﹁つまらない質問で失礼かも知れませ

にしようとも考えたそうですが︑政治的

んが︑許していただけるでしょうか﹂

パリとあらゆる争いが消えるに違いない

はありませんよ﹂

愛を説くキリスト教の精神を新しい憲法

Ｉ﹁１９８０年の世界キリスト教百科辞

判断からそれを中止して︑
その代わりに︑ Ｊ﹁ええ︑どうぞ︒何も遠慮なさる必要
の第９条に盛りました︒それが紛争の解

典﹂によれば︑世界の宗教分布では︑キ

ませんでした︒実に残念なことです︒人
間の世界から戦争が消滅したなら︑どん

決手段を戦争に委ねないとする﹃戦争の

リスト教徒が

と考えたのでしたが︑現実にはそうなり

なに平和な世の中になるでしょうか︒ど

放棄﹄の条項でした︒

・８％で一番多かったこ

うして︑人はそれを望まないのでしょう

とになっております︒
詳しく申しますと︑

・５％︑プロテスタント

晴らしい条項でした︒実際に︑１９４７

８・４︑ギリシャ︵東方︶正教２・８％︑

争に巻き込まれることがなく︑したがっ

で︑私が質問したいのは︑世界の人口が

カトリックが

Ｉ﹁愛は連鎖することがなくて︑
﹃憎しみ

年５月３日に憲法が公布されてから既に

これは世界の他の地域に見られない素

の連鎖﹄だけが︑この世には延々と続い

その他諸派となっているそうです︒そこ

百年たっても︑この世から戦争はなくな

億人だと仮定しますと︑計算上では︑

億８０００万人のキリスト教の信者
もいるようですが︑
﹃愛の精神﹄を

間には一斉に数億人が祈りを捧げている

本の政治家には︑これが気に入らない人

らないと考えてはなりません︒愛を説く

間も実行している日本を︑世界はぜひ見

のですが︑神様は本当に祈りを聞いてい

て戦死した国民もおりません︒一部の日

には︑勇気が必要です︒時と場合によっ

習って欲しいなあと私は考えておりま

Ｊ﹁それは当然ですよ︒お祈りをちゃん

らっしゃるのですか？﹂

ー元帥のことを話しておかなくてはと︑

だろうというのは幻想であるという︑一

国は隣国から攻撃され︑また侵略される

大事なことです﹂

と聞くのが神の役割なのですから︒一番

さんがいることになります︒お祈りの時

ては︑死ぬことも覚悟しなくてはなりま

Ｊ﹁それは良かったですね︒武装しない

す﹂

年

Ｉ﹁あなたにぜひダグラス・マッカーサ

せん﹂

Ｊ﹁勇気は戦争には必要だが︑愛には要

ています︒だから︑何十年たっても︑何

年が経過しましたが︑日本は一度も戦

か﹂

32

18

私は以前から考えておりました︒彼は︑

60
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13

らないのです﹂

20 65

61

Ｉ﹁それにしても︑何億の人の祈りを聞

Ｉ﹁２００７年の秋から私は妄想が激し

ドル並みの地位を占めている︒国際的に

模を持つようになった︒ユーロはすでに

第三の極として台頭するかも知れない︒

くなりましてね︑友だちに﹃イエス・キ

アジアの中の日本は︑人民元ブロックに

き分けるのが可能なのですか？﹂

飲み込まれてしまう危惧が出てきた︒今

ユーロとドルの二極通貨体制が誕生しつ

リストご本人と会えて︑とても嬉しく感

後︑中国国内は混乱もありうる弱点を秘

リストに一度会ってみたい﹄と話しまし

じました︒天からわざわざ来ていただい

めてはいるが︑すでに国際貿易量では日

Ｊ﹁それは勿論です︒だから︑それを昔

に 注 意 し たい 点 は ど んな 事で し ょう

て︑
有り難うございました︒
また末永く︑

本を抜いた︒
あとわずかで米国も超えて︑

たら︑
止めた方がいいと忠告されました︒ つある︒四十年後には︑中国の人民元が

か？﹂

人類を見守ってください﹂

でも︑今日︑妄想によって︑イエス・キ

Ｊ﹁神は上の方にいるのではなくて︑自

︿注﹀聖書の引用は︑日本聖書協会新共

Ｉ﹁はい︒よく分かりました︒祈るとき

分の目線の高さにいるのだと確信してお

国より優り︑債権発行額もドルよりユー

見られ︑インドは旧カースト制度に根ざ

沿海部と内陸部との間の貧富の差拡大が
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から﹃神技﹄と申していたのです﹂

祈りしてください︒だから︑見上げる必

ロが多くなり︑米国と同じ程度の経済規

に連動するようになる︒中国は躍進する

地位を占めるだろう︒日本の円はそれら

米ではドル︑アジアでは人民元が支配的

やアジアでは事情が違う︒米州大陸や南

通通貨にこぎ着けることができた︒米州

いくつかあり︑経済共同体をつくり︑共

欧州は独仏をはじめ︑同じ規模の国が

ている︒

較にならない多額の直接投資を受け入れ

世界貿易の最大勢力になる︒日本とは比

カットも筆者

ユーロ圏は貿易量︑外貨準備の額で米

ユーロ圏

同訳によりました︒

たのですね﹂
Ｊ﹁神様は嘘を申しません﹂

星 野 和 男

要はありません︒あなたの手の届くよう
な場所︑すぐ前に私は必ずいます︒言葉
にして祈る必要もありません︒心で祈れ
Ｉ﹁マタイの福音書の最後に﹁あなたが

ば︑
直ちに神はそれを理解できるのです﹂
たに命じておいたことをすべて守るよう
章

に教えなさい︒
わたしは世の終わりまで︑
いつもあなたがたと共にいる︒
﹂
︵

節︶と書かれてありますが︑本当に２

28

０００年たっても︑貴方は生きておられ

20

言える所得格差問題に直面している︒

す階級社会が今も残り︑急成長の暗部と
整を果たし︑新興国を取り込むことが出

議定書の次の枠組み作りで︑米欧間の調

ど環境技術の切り札を持っており︑京都

ばならなくなった︒風力︑バイオ︑太陽

ーの開発を急ぎ︑原油使用量を節約せね

た︒今の原油高に対して︑代替エネルギ

バイオエネルギー開発生産分野では︑

１日２ドル以下で暮らす人々の割合は

ブラジルが成功している︒日本は地形の

電池など代替エネルギーの使用も増えて

インドは国民所得増を牽引する中流層は︑ なった今︑環境技術を持つ日本の時代で

利を活かして︑持ち運びが出来︑水流が

きた︒

もある︒温暖化ガス削減目標を具体的に

あるところであれば︑どこにでも置ける

良いチャンスとなる︒原油１００ドルと

いまだ５千万人程度に留まっている︒米

示すためにも︑最大の排出国になる中国

小型ポータブル水力発電機の開発が実現

来れば︑日本にとって指導力を発揮する

景気が減速し︑原油価格の高騰が続き︑

環境問題︑特に地球温暖化は温暖化ガ

やインドを取り込まなければならない︒

インドに多い︒中国は中産階級が人口の

建築基準法改正の影響が残り︑日本経済

すれば︑半島部や島︑山間部など村や町

る事が必要となる︒日本が指導力を発揮

無駄を少なくし︑資源・エネルギーを節

維持し︑魅力ある生活を送るためには︑

口減に向かっている日本は︑経済成長を
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２割を占め︑所得の底上げをしている︒

は２００８年年明けから激震に見舞われ

ス排出量が最多の米中がまず︑二国間で

など小規模の範囲に供給可能となる︒人

た︒

対策を講じる直接対話の場を設定してや

００８年後半には潜在成長率と言える実

できる洞爺湖サミットという︑良い機会

約しながら生産性を高めて︑経済の停滞

米国はドル安が輸出の拡大を支え︑２

す︒
２００８年前半は１％を割り込むが︑ が訪れた︒１９９３年には日本の１人当

質経済成長率は２・５％程度まで持ち直

たり国内総生産︵ＧＤＰ︶は︑ＯＥＣＤ

やねじれ現象に陥ることを回避しなけれ

％の成長

︵経済協力開発機構︶参加国中第２位の

同年全体では１・５％〜１・

率を確保する︒米国の住宅融資をめぐる

高さであった︒
購買力平均で換算すると︑ ばならない︒

年頃に円をアジアの基軸通貨︑さら

に世界の主要通貨に育てることが出来た

和

日本の国際競争力がピークであった昭

危機は原油高騰に波及し︑グローバル経

第７位だった︒当時の日本の国内消費物
かった︒１９９０年代後半の物価低落と

が︑好機を逃してしまった︒円の地位低

価価格は︑国際価格よりも６割以上も高

年︑主要国首脳会議︵サミット︶の議長

円安は︑国内価格の割高感の是正に働い

地球温暖化問題が現実化した２００８

済を揺さぶった︒

国が日本に回ってきた︒日本は省エネな

62

75

性が低い農業やサービス業︑
金融︑
流通︑

下を少しでもくい止めるためには︑生産
所や電車内や車の通行の多い高速道路内

圧力型発電機は橋などの常に揺れている

暖化対策に対する戦略は弱く︑欧州が環

る公的なサポート基盤が弱い︒日本の温

ＥＵ︵欧州連合︶は２０２０年までに

境外交の主導権を握ろうとしている︒

全消費量に占める自然エネルギー︵再生

に設置することが出来る︒
エジソンが開発した電気自動車に回帰

教育︑医療の分野のテコ入れを図り︑効

する電池で走る自動車の開発も進んでき

可能エネルギー︶
の比率を現在の８・５％

率の良い制度や商慣行をつくり上げるこ

た︒自動車用電池の寿命も鉛電池の４倍

から

早く発効させるべきだ︒米韓のＦＴＡが

の光合成で排出される二酸化炭素︵ＣＯ

用も進められている︒さらに藻など植物

への搭載や︑自然エネルギーの蓄電の応

に環境関連技術を供与したり︑温暖化ガ

湖サミットの議長国として︑発展途上国

本の環境戦略は出遅れてしまった︒洞爺

とが急がれる︒
日米の自由貿易協定︵ＦＴＡ︶や︑ア

の寿命にまで高まった︒ハイブリッド車

％に高める数値目標を掲げた︒日

ジア太平洋地域間でのＦＴＡを推進し︑

れない程の大きな痛手と不利益を被るこ

スの排出削減に基金を設けるなどエコな

を

国の演出に躍起である︒世界に成果を問

︶や車の排気ガスを材料にＣＯ

先に発効されてしまえば︑日本は立ち直
とになる︒経済的地位がこれ以上下らな

に変える環境関連技術は︑日本が先

外国からの労働力や移民受け入れも早期

も開業した︒

秩父市にバイオマス︵生物資源︶発電所

端を走っている︒２００７年４月には︑

策を示さねばならない︒

うには︑日本として揺るぎない理念と政

いよう︑
日本の労働人口が減少するなか︑ Ｏ

いところまで来ている︒

日本は国内総生産︵ＧＤＰ︶当たりの
ＣＯ

二十一世紀末には︑現在の３倍にもお
よぶエネルギー利用需要となる︒将来に

庭と運輸部門のＣＯ

排出量は世界一少ない︒日本の家

向けたエネルギー戦略として︑フランス

加え︑狭い家と国土が排出源単位を抑制

国より︑抜きん出て低い︒温暖な気候に

排出が他の先進

本の地形や気候を活かした分散型のポー

などと熱核融合に取り組み始めたが︑日
タブル水力発電機の開発や振動圧力利用

み出す自然エネルギーの普及を後押しす

している︒しかしながら︑エコ電力を生

世界の排出量の ％を占める米中が︑
温暖化削減目標義務を負っていないから︑
実効性が無い︒２００７年末から２００
８年初めにかけて民主主義と市場経済が︑
きし
グローバル化のもとで軋み始めた︒米国
の信用力の低い個人向け住宅融資︵サブ
プライムローン︶問題をきっかけに︑中
東などの新興国が米欧を主軸とする資本

に本格的な検討がなされなければいけな

2

型発電機の開発︑設置を急ぎたい︒振動

2

2

40
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20
2

2

主義を揺さぶった︒米主導の国際関係は
多極化にむかい︑そのなかで停滞する日
本の行方も問われた︒世界経済の構造の
転換点を迎え︑輸出に依存する新興国は
影響を受けた︒米国の２００万人は住宅
を失い︑貯蓄はゼロとなった︒
食糧と石油
製品以外の
価格にも影
響が出た︒
焦げ付きの
リスクを押
しつけ合う
ことで︑お互いの国の経済も減速してい
る︒米一極集中の時代ではなくなり︑米
国は肥大化し過ぎた住宅部門と金融部門
しぼ
の縮小をせまられた︒我々は米経済が萎
んでいく緊迫した状況に︑リアルタイム
で立ち会っている︒サブプライム以降︑
クレジットリスク
︵焦げ付き︶
が高まり︑
借金が返ってこない焦げ付きの危険が︑
世界中にばら撒かれてしまった︒
った︒ドバイも金融拠点としての役割で

り︑どこかが核になれる時代ではなくな

ければならなくなる︒金融無極時代に入

うが︑秋には日本も輸出先を分散させな

景気後退は短期的には回避されるだろ

第三の極としての通貨になるのは︑今後

本市場の完全自由化が出来ないでいると︑

る︒人民元が政権交代をしないまま︑資

の使い勝手が良く︑効率の高い通貨であ

役割を果たしている︒資本市場の取引で

年はかかる︒

北京オリンピック︑上海万博開催とい

しかなく︑金融センターにはなれない︒
ましてや東京もシステムを改善しても︑

う︑絶好の機会を逃さず早い時期に西欧

参入し︑国際通貨としての人気に伴う辛

主要な国際金融拠点やセンターにはなれ
１９９９年にユーロが導入されて︑世

さや︑世界の市場という目に晒される完

の仲間入りを実現し︑完全な自由市場に

界の外貨準備額はドルより︑ユーロ立て

全変動通貨にする覚悟があれば︑ 年か

ない︒

％あったものが︑２００７年には

年後には主要通貨の仲間入りを果た
ユーロ立ての比率が高くなった︒ユーロ

００３年には国際債券発行額はドルより

界の仲間入りをする努力をせねばならな

今の独自理論を放棄して︑名実ともに世

せるかもしれない︒
それには中国政府が︑

に近付けない︒当面はドルが機軸通貨と

はドルに次いで︑二極化の一つになりう

しての役割を担い︑ユーロと円が三本柱

い︒今のままでは世界の各国は︑人民元
人民元が世界の機軸通貨の仲間入りが

として支えて行くことになる︒

日米欧先進国とロシア︑インド︑中国な

世界経済の軋みを増大させぬためにも︑

出来︑人気を得るには︑完全自由化市場

る人気を得るまでになった︒

で

％にまで︑７ポイントも減少した︒２

15

に移行できる政治体制にならなければ機
軸通貨には成り得ない︒現在の機軸通貨
である米ドルは︑債務提供を引き受ける
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40

20

71
64

ど新興国が共存できる新たな秩序を見い
ださなければいけない︒新興国は資源や
食糧の需要を拡大させ︑富と消費が増し

代から前記ジーニンの研究室に出入して

仕事を手伝い︑ジーニンはひそかに彼を

﹃彼は作曲家と呼ぶにはあまりに有

が一般の有機化学から分離独立していな

知っているわけではないが︑まだ生化学

兼業医家

自分の後継者として意識していたらしい︒

能な化学者であり︑化学者と呼ぶに

かった時代だから︑ジーニンはボロディ

当時の帝政ロシア医学教育プログラムを

一次産品の価格を押し上げているロシ

はあまりに有能な作曲家である﹄

ンに賭けてロシアの医化学︵生化学︶を

安 斎 哲 郎

アや中央アジア︑中東産油国など新興国

という名言で批評されたのはアレクサン

て母校ペテルブルグ医科大学の化学の教

ジーニンの計らいで︑その後継者とし

･

を代表する化学者ジーニン︑ボロディン

が進んでいる︒

は経済成長の恩恵を受け︑解放的な世界

その名言を吐いたのは十九世紀のロシア

︵１８３３︱１８８７︶
︑ 確立しようとの理想を描いていたのだ︒
ダー ボロディン

ている︒先進諸国は需要鈍化と高齢社会

の閉鎖性は温存している︒新興諸国が本

経済を利用し︑謳歌している反面︑自国
当の意味で︑いつの時点で自由経済世界

授を長く勤め︑そこに女子学部を併設す

る努力をして︑実現のその後その部長を

の恩師であった︒そのコメントを意地悪
く解釈すれば︑ボロディンはどちらにも

併任した︒
だから彼は医者で︑
作曲家で︑

の解放された仲間に入ることが出来るか
が問われている︒

なれなかったとの解釈も不可能ではない

因みに︑
が︑事実は﹃二兎を追う者は三兎も獲得﹄ 医学教育家で化学者だったのだ︒

七月七日から開業する洞爺湖サミット
では︑日米欧八カ国︵Ｇ８︶に中印など

することになったのだ︒

しかもボロディンは化学者といっても︑ ﹁ニトロベンズアミドとアマリンの化学

化学の世界でのボロディンの処女論文は

新興国も加わった主要温暖化ガス排出国
で︑どこまで中長期の目標を共有できる

構造の研究﹂と﹁人体に対する砒素と燐

もとはペテルブルグ医科大学出身のれっ

かが焦点となる︒原油高と食料高に伴う

酸の類似の作用について﹂であったとい
の第二陸軍病院で一年ほど外科医として

この時代の︑外国の医学教育制度は良

う︒

世界経済の安定に向けた政策協調も試さ

実習にたずさわった︒今の日本でいう研

インフレと景気減速が同時進行するなか︑ きとした医者で︑卒業後はペテルブルグ
れる︒食糧問題やアフリカ支援強化も課

く知られていないから︑音楽評論家が書

︵平成二十年四月記︶

修医のようなものだったらしい︒学生時

題となる︒
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科大学薬学科卒業など︑ボロディン本人

大学化学科卒業︑薬科大学卒業︑歯科医

いたボロディン紹介の解説書では︑医科

シューベルトの未完成交響曲と同じよう

ルベルグで作曲︑友人達の仲間うちで演

のアマチュア作曲家で︑共通点はロシア

今回入手したのは一︑
二楽章のみだから︑ ルサコフ︑それにボロディンの若い五人

奏︑四楽章制だが︑楽譜散逸﹂とあり︑

の国民音楽創設を志し︑官学の音楽大学

キュイ︑ムソルグスキー︑リムスキーコ

フを中心に彼の家に集まった作曲家達︑

出身者でないこと⁝⁝ということだけで

だが︑シューベルトは作曲の中途で筆を
なげ打ってしまったもの︑この曲はもと

彼等自身は﹃力強い仲間﹄と自称した︒

が書かれていることがある︒作曲家と医
者と化学者の複合という事が理解されな

もと保存を意識しなかったという違いは

もビックリするような︑実在しない学歴

いのも尤もというべきなのだろう︒

いうメンデルスゾーンの影響を感じさせ

曲の感じとしては彼が尊敬していたと

ーダーのバラキレフに紹介したのは母校

グループに参加したのは最後で︑彼をリ

ボロディンは五人の中では最年長だが︑

二曲の弦楽四重奏曲︑
歌劇
﹃イーゴリ公﹄
︑

医科大学の内科教授ボトキンであった︒

あるだろう︒

交響詩﹃中央アジアの高原にて﹄などが

る︑あまりロシア的とはいえない上品な

作曲家としては三曲の本格的交響曲︑

有名だが︑彼自身は音楽は余技のつもり

うと︑
ボロディンはジーニンの計らいで︑ 一九八五年に当時のソ連政府からの招待

ここで脱線を許してもらうならば︑僕は

ったことがある︒視察し︑また講義をし

でレニングラード︵ペテルブルグ︶に行

音楽である︒なぜハイデルベルグかとい
ペテルブルグ医科大学から派遣研究員と

だったから︑学生時代から自分達仲間う
ちで演奏する室内楽やピアノ曲の作品も

して︑当時ヨーロッパ随一の物理化学の

たのは﹃ボトキン記念疫学研究所付属病

多く︑出版も考えずに忘れてしまった作

聖地ハイデルベルグ大学にいたからであ

品も多いという︒
そんな作品の一つ﹃弦楽六重奏曲﹄の

院﹄である︒今日ボトキン病という病気

をご存知のお医者さんは︑よほどの勉強

る︒
ボロディンを語る時︑かならず出てく

﹃力強い仲間﹄のメンバーはアマチュ

家か︑その反対か︑どちらであろうか︒

未完の楽譜を最近入手したので︑弦楽合
奏曲用に手直しして最近公開演奏した︒

名だが︑この呼び名は後の人がフランス

アが条件と言ったが︑当時ロシアには帝

るのが﹃ロシア五人組﹄というグループ
六人組に倣って呼んだもので︑彼等自身

室援助の官学音楽院は︑ペテルブルグ音

ア弦楽合奏団﹃札幌アンサンブル・ラー
ク﹄
︵指揮安斎哲郎︶である︒伝記によれ

が五人に拘ったわけではない︒バラキレ

演奏は四十年以上の歴史を持つアマチュ

ば︑この曲は﹁彼二十七歳の頃︑ハイデ
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作曲家チャイコフスキーと仲が悪かった

えたのであろう︒同時期の官学出身の大

とが国民音楽の創設とは相容れないと考

ドイツ音楽に追いつけ追い越せであるこ

一校のみがあったが︑そこの教育方針が

あったからだろう︒ボロディンは公爵家

かなれないとの民業圧迫防止の不文律が

も︑貴族は軍人か役人︑または学者にし

フ︶であったのは︑帝政貴族社会末期で

士官ムソルグスキー︑鉄道技師バラキレ

官キュイとリムスキーコルサコフ︑陸軍

ボロディン以外はみんな軍人︵海軍士

ュワイツアー︒

ら沢山居る︒極め付きはアルベルト・シ

い︒作曲家兼医者は少ないが︑演奏家な

として︑僕の雑学ノートには見当たらな

を両立させた人は︑わがボロディンは別

た者は沢山居るだろうが︑作曲家と医者

待にそむいて医学校を飛び出してしまっ

となると︑ベルリオーズのように親の期

ればグッと該当者は減る︒中でも作曲家

わけでもなく︑互いに関心も持ち︑尊敬

の長男︑そのほかの面々もいずれも貴族

楽院︵校長アントン・ルビンシュタイン︶ くは続かなかった︒

もし合ってはいた︒ただドイツ音楽万能

社会に属していたのだ︒日本には貴族階

わてふためいて医学部の定員を増やそう

ある朝︑突然医者不足に気付いて︑あ

だったのだ︒

を超越したいのがバラキレフの教育方針

級はなくなってしまったが︑わが医家芸

医者は十年経てば出来るが︑シュワイツ

官学の音楽院は後にもう一つ︑モスク

顔負けの芸術活動をこなして︑兼業医者

の医学生にシュワイツアーについて話を

アーを期待してはいけません︒第一︑今

としている日本の政治家に申し上げたい︒

代作曲教授になった︒バラキレフはペテ

名にふさわしい方はゴマンとおられるこ

︵お金がとれるかどうかは別として︶の

術の皆さんは︑それぞれの趣味や︑本業

ルブルグに無料音楽学校を創立し︑無試

ワにも出来︑チャイコフスキーはその初

験︑無月謝で教育し︑手の空いている﹃力

師達の作品発表会の入場料売り上げをも

しまった︒運営費は生徒達の演奏会や教

つ︑という奇想天外な音楽学校を造って

向けても︑チェーホフはじめ数え上げれ

れておられる方々も勿論だ︒世界に目を

らの大先輩のほか︑現役で本誌に寄与さ

頂点は森鴎外︑斉藤茂吉︑水原秋桜子

は半年短縮され︑しかも授業はなく︑僕

して医者にしてもらったのだ︒当時高校

旧制高校文科から突然医学部に願書を出

ではなく︑
シュワイツアーにあこがれて︑

関の山だよ︒僕らは親に強制されたわけ

向けてごらん︑
﹁知らん﹂と言われるのが

って当てるという︑いかにも殿様商売で

ばキリもない︒
そこで︑
本拙文のテーマ︑

らは横浜戸塚の軍需工場に合宿︑﹁勤労奉

とはいうまでもない︒

ある︒産業革命の嵐にも大きく遅れてい

音楽に絞って考えてみると︑文学に比べ

強い仲間﹄が随時無報酬で授業を受け持

たロシアでは実在したのだ︒但し無論長
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私は茨城県下妻中学校を昭和十五年に

もらった︒

出たので︑
同級生が何人も戦死していて︑

理学のヘルムホルツなどがある︒これら

﹁三十五歳までの人生は自分のために︑ の︑
歴史に残る大人物達と対等に議論し︑

思い出すだけでも十人以上いる︒いちば

仕﹂の旋盤工をしていたのだ︒
対等に音楽を語り︑しかも壮大な歴史物

ん悲しいのは︑私の長男がかよっていた

三十五歳以後は社会のために﹂と誓って

たボロディンはやっぱり容易ならざる才

医者になったシュワイツアーとは違うな︑ 語歌劇﹃イーゴリ公﹄を企画・成功させ
とは思いながら︒これは脱線ではありま

近所の日の丸幼稚園の先生に︑戦死した

隊すると思われていたが︑陸軍も増強し

師団の下の水戸︑高崎︑松本の連隊に入

北関東の召集兵は主に宇都宮の第十四

がいたことだった︒

外山文生といって剣道部の友人の妹さん

能だったのだ︒

田 村 豊 幸

次の戦争の参考のために

絵入り随筆から

せん︒いや︑やっぱり脱線かな︑という
のは︑医者になってからの僕はボロディ
ンにあやかった訳ではないが︑留学先に
英国バーミンガム大学理学部有機化学教
室を選んだりしたのだ︒
ここから先の兼業医者人生は語れば長

集になった︒当時の十二月は寒くて︑雪

二十三部隊が新設されており︑そこへ召

て新潟県の新発田という城下町にも東部

の“繰り返し”の正確さほど︑たしかな

もかなり深くて驚いてしまった︒

なにが正確かといって︑繰り返す歴史

指揮者暦半世紀を超える︵学生時代から

がそれであり︑日本でもやがてまたどこ

ものはない︒俗に言う平和と戦争の反復

い︒僕は作曲はしないが︑クラシックの

れた記憶とで︑ゆくりなくもボロディン

だから︶経験と︑いっとき化学に心引か

南方用の予防注射数本を胸にズブズブ刺

南方派遣の部隊だったらしく︑即日︑
そう考えたら︑私の︿無言館﹀も残し

されたが︑医学部入学予定者ということ

かとやるに違いない︒

彼の人生に見え隠れする人物のうち︑音

ておきたくなって︑老人ホテルにいるあ

こを通るときは︑ウン良くて白木の箱の

で翌日召集解除となり︑二日前﹁今度こ

を語らせてもらったという次第である︒
楽以外では︑すでに顔を出したボトキン

いだに︑書道の優しい女先生に和紙をも

中だ﹂と思っていた両毛線に乗って帰省

らい︑書のかわりに絵を描いたものが︑
数十枚たまったので︑そのうちの一枚を

したら︑家族は幽霊かと思って両足をマ

デレエフ︑ブンゼン灯や分光分析のブン
ゼン︑三角フラスコにその名を残す化学

﹁医家美術展﹂
︵次頁の写真︶に出させて

やジーニンの他に︑元素周期律表のメン

者エルレンマイヤー︑色彩物理や聴覚生
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ジマジとみていたのであ
った︒

㊤の出展作品の元になった私
︵左端の襷姿︶の出征写真

石碑で︑文字ではない言
い伝えだけのものが︑口
碑である︒石でなく紙に

十

たことを隠す理由

従一位太政大臣藤原仲麻呂の

墓所が不明の理由

幻の真岡停車場を再びこの世

栃木県に海豚や象がいた頃

に
十二

看病僧・弓削道鏡の医術

十一

い 者 にふ さ わ し い 方法

十三

道鏡が愛媛県弓削島で入寂し

碑であって︑財力の乏し

文字を残したものが︑紙

だ︒紙も無料ではないが

十四

幸徳秋水と田村直七︒豊助の

た事実

関係

皇室が秘密にしておいた﹁医

方﹂の事情

東京マスコミ塾恩師大宅壮一

故郷のお稲荷さんのことから

先生のことなど
十八

栃木県芳賀郡真岡市の天台宗

朝陽が作るきのう節分

雪雫梅の蕾に虹玉を

と真岡田村氏の関係

大前山金剛院般若寺の由来

十九

十七

十六

十五

石より安い︒
そう考えた私は︑式場
隆三郎先生がこの世に残
された﹁医家芸術﹂の誌
面をお借りして平成五年
から毎年思い出すままに︑
次のように書かせていた
だいた︒
平成五年 栃木県と天皇と怨念の医学
恩師の寺田文次郎先生の場合

弓削道鏡が歩いた頃の栃木県
ウソをつかない頭蓋骨

六
八

孝謙天皇が万葉集をつくらせ

七

﹁碑﹂というのは後世に伝えるために

九

紙 碑
文字に残したもので︑石に残したものが
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中 村 雄 彦

開業ＡＢＣ そのⅸ

私の歩んだ道

同じく平成

年の２月末﹁私の体のま

私の体のまま抱いて

冬晴れや十五枚なる我が履歴

それがこのたび５月号に掲載となった︒ せいじにしても︑悪い気はしない︒
編ほど書いてお

今回は例になく雑誌の掲載を待っていた︒
学術論文は開業以来

り︑独文や英文も多い︒最近では掲載が

ま抱いて﹂
という本が朝日文庫から出た︒

あってもそれほど感じないが︑今回の雑
誌はかなり心待ちした︒というのも他人

ポルノ小説を思わせる題だが︑朝日新聞

年５月︑新橋の東京協和企画社

の悪口は書かないが︑自分のことを遠慮

で現在も連載中のニッポン人脈記の第４

平成
より同社出版の月刊﹁皮膚病診療﹂誌連

なしに︑ご自由に書けといわれることは

て生きている人々﹂を描いた珠玉のシリ

シリーズにあたるもので︑﹁命にかかわっ

この﹁皮膚病診療﹂誌は︑皮膚科全般

ーズから五つを選び出したもので︑冒頭

そうないからである︒

枚

載の﹁私の歩んだ道﹂に写真入りで
た︒いわゆる﹁自分史﹂
︒世間一般︑少し

ほどの原稿を書いてくれとの依頼を貰っ

年の歴

を書きたがる︒しかし超有名人は別とし

内科︑外科などの方たちにもかなり広く

史を持ち︑皮膚科専門医は無論のこと︑

本の名医シリーズとして脳外科３名︑心

に﹁命を救う名医たち﹂の題で２年前日

歳をとると競ってこの
﹁自分の歩んだ道﹂ の比較的ポピュラーな雑誌で
て︑およそ人様の﹁自分史﹂くらい読ん

臓外科２名などと厳選した日本の医師約
会など色々依頼を受け︑また編集には直

その中に私がたった一人の皮膚科医とし

名を紹介した記事をまとめたもので︑

それが原稿料を差し上げるから書いて

接タッチしないが︑アドバイザーを長く

て載せられていたものである︒

で詰まらないものはない︒
くれという︒早速﹁諾﹂の返事をだした

務めていたこともあり︑私にとってはお

年

日︑日本臨床皮膚科医
会総会が東京品川にあった︒ 人近い医

同じ月の５月

なじみの雑誌である︒

月の末︑ようやくでも

のが平成

日︑私は文は下手だ

ないが︑少し力を入れて書き上げたのが
２００８年の１月

皮膚科はめだたないマイナーな科︑

﹁読
係その他のことが︑
次々とつかえている︒ 師たちにあったが︑かなりの人から︑

膚炎﹂の発見や同じく世界初の﹁タバコ

気に入ったものは特に早めにこなす︒

耕作者の皮膚炎﹂を始め日本初の論文は

国家試験にも出る世界初の﹁シイタケ皮

名の名医シリーズに載せられたのは医師

60

60
んだよ︑面白かったよ﹂といわれた︒お

30

10

が︑書くのは早い︒というよりは学会関

25

12
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20

60

読まれている︒私もこれまで論文や座談

30

15

20
19

編ちかくあり︑ 編に及ぶ学術論文︑ 遍歴をまとめたもの︑いい加減な著作で
はない︒
皮膚科診療カラーアトラス体系
２００８年６月には講談社から﹁皮膚
科診療カラーアトラス体系﹂全８巻の第
１巻が出た︒湿疹皮膚炎︑蕁麻疹︑薬疹

覚え書き ︵続︶

など日常最もよく眼にするアレルギー性

のきびしさであるが︑大正生まれの私に

の移行の季節︒また︑実生活では︑残暑

八月は︑暦の上では︑晩夏から初秋へ

有 泉 七 種

皮膚疾患を記載したもので︑その中の接

とっては︑幼少年期の八月は︑学校の夏

玉音放送

触皮膚炎篇に私が書いた﹁シイタケ皮膚

休みで︑遊びほうけた楽しい時であり︑

楽しい時でもあった︒しかし︑八十路を

実は本稿の依頼があったのが２年前︑

だが︑出版されるまでに随分かかり忘れ

難の生活と︑それにともなう悲しみの思

すぎての八月は︑さきの大戦のころの苦

月遅れの盂蘭盆で︑一家一族が揃っての

た頃に校正が来た︒その間に新しい知見

３冊に名前が載ってしまった︒文献の渉

こんな訳で︑４ヶ月ほどの間に全国誌

列島の︑おおかたの都市は︑焼土と化し

東京の大空襲︒これを契機として︑日本

未明にかけての︑アメリカ空軍による︑

昭和二十年三月九日の夜半から十日の

いだけが脳裡に浮かんでくる︒

ら発表したものである︶が認められたの

しみながら書ける︒

猟など苦労もするが︑時間をかければ楽

てしまった︒そして︑八月六日︒アメリ

ど︑
ゆっくりとやっていくつもりである︒ カ空軍は︑広島に原子爆弾を投下した︒

未だやれる︒今後も学会発表︑講演な

というショッキングな本の題は︑本書の
﹁ありのまま生きて﹂というシリーズで

であろう︒なお﹁私の体のまま抱いて﹂

った︒

が出て︑編集者に追加を要求する始末だ

締め切り日よりかなり前に書き上げたの

炎﹂の記事が載っている︒

妙高市・赤倉観光ホテルの和室で母と兄と
（中央が筆者＝昭和 29 年）

新潟大学医局を離れて開業医になってか

回以上の学会発表︵これらはいずれも

60

﹁骨形成不全症﹂の女性の男性との愛の
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70 10

一瞬にして︑広島の市街は瓦礫と屍体と
傷者の呻き声の焼土と化してしまった︒

玉音のことなど独り端居して 七種

して︑遺児養育のかたわら︑舅・姑に仕

えての︑苦難の生涯の面影は見えなかっ

ビエト軍が南樺太に侵攻してきた︒ここ

った︒更に︑不可侵条約を無視して︑ソ

投下され︑教会までもが破壊されてしま

た︒次いで八月九日︑長崎に新型爆弾が

カドン﹂と呼んで︑夏空を仰いで嘆息し

づけて報道していたが︑一般大衆は︑
﹁ピ

十歳の高齢︒翌日︑急逝の訃報がとどい

報告がきて︑安堵はしたものの︑姉は八

った︒数時間後︑快方にむいているとの

脳神経外科病院︒不吉な予感が脳裡を走

った︒
入院さきは︑
娘婿が勤務している︑

話を受けたのは︑寒 ン中の日のことであ

︱︱姉が救急車で入院した︱︱との電

涙をあらたにして︑線香を手向けたこと

姉とは年子のように育ってきただけに︑

いづれにしても︑
死はむなしいものだ︒

た安堵の面影であったかもしれない︒

人の妻として︑成すべきことを成しとげ

の面影と見うけられた︒あるいは定国軍

にかこまれての晩年の安らぎ︑そのもの

児とその嫁︑更には三人の孫︑その家族

た︒むしろ︑成長して社会人となった遺

で八月十五日の正午︑天皇陛下︵昭和天

た︒前年の十二月上旬に訪ねた時は︑変

であった︒

遺 影

皇︶御自身︑マイクロフォンの前にお立

わったこともなく︑新年の再会を約束し

当時の新聞やラジオは︑
﹁新型爆弾﹂と名

になられての︑終戦の詔勅であった︒こ

た︑なんとはかないものであることか︒

魂棚に逢うてもむなしき遺影かな

この放送を私は戦災をまぬがれた慈恵

通夜は寒九の雨であったが︑火葬と︑

て別れたのであったが︑人の命とは︑ま

医大の大講堂で拝聴した︒雑音が多く︑

それにつぐ葬儀の日は寒日和︒満中陰の

﹁燈籠流し﹂の実景を︑はじめて見た

れが︑
﹁玉音放送﹂
︒

十分には聞きとれなかったが︑﹁耐エ難キ

埋骨の日は白梅の香る暖かい日であった︒

のは︑ここ︑飯田の町に定住してからの

七種

ヲ耐エ忍ビ難キヲ忍ビモッテ泰平ヲ⁝

そして︑新盆︒月遅れの八月十四日は︑

流 燈

⁝﹂のお言葉だけが︑いまも脳裡に残っ

しく︑また︑はなやかに映るかもしれな

盆の行事であるから︑見る人の目には美

ことである︒もともと︑燈籠流しは送り
さしく︑ほほえみをふくんだ遺影がそえ

いが︑当事者にしてみれば︑淋しさが先

魂棚には︑在りし日︑そのままの︑や

きびしい残暑の日であった︒

いまも︑玉音のお言葉を思い浮かべてい

てあった︒その遺影には︑戦争未亡人と

アレから六十三年︒生きながらえて︑

ている︒

る︒戦争はあってはならない︒
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だつ眺めにちがいない︒
川の流れにのって︑あまたの燈籠が︑
火影をつらねて流れ下り︑はるか下流の
闇の中に遠く消えてゆく︒その流れにの

ムルさんの思い出
ペイトン岩間朝子

少し早めに来てはホールでコーヒーを

ゆっくり飲み︑クッキーを一枚食べるの

が楽しみのようでした︒彼は決して歌が

うまいわけではありません︒か細い︑歌

d
n
e
i
r
f
y
o
b
d
l
o
y
M

認﹂？ の特別の友人がいました︒去年

７年越しで友情を暖めた︑主人も﹁公

たお年寄りに混じって︑それでもムルさ

自分ではもうほとんど何もできなくなっ

さな声が時々聞こえました︒まわりの︑

”と呼んで︑ っているかいないかわからないような小

い︑遠く流れて去るのを拒んでいるかの

歳で長い地上の旅路を終え天に

私には”

ように見える燈籠もある︒あたかも︑盂
の春

らず︑火影の列をはなれて︑渚にただよ

蘭盆で迎えられて帰ってきた家を去りが

近ごろは︑観光行事に利用されるように

もった送り盆の行事のひとつであるが︑

てゆく燈籠流しは︑素朴な庶民の心のこ

ずれにしても︑火影をつらねて︑遠のい

旅立っていった青年の御霊だろうか︒い

か︒それとも最愛の人を残してあの世へ

してこの世を去った女性の御霊であろう

ときわ︑哀れを誘う︒幼い子供たちを残

と︑そんな御霊の思いがしのばれて︑ひ

たく︑いつまでも︑とどまっていたい︑

をかぶり︑ステッキをもって︑雨の日も

ってきました︒きちんと上着を着て帽子

ってからは︑タクシーに乗って歌いにや

分もバスに乗り︑そしてバスも大儀にな

んは毎週木曜日の朝︑町の反対側から

ノを弾く仕事を始めた時でした︒ムルさ

る介護老人ホームの﹁歌の時間﹂でピア

０００年の１月アイントホーヘン市のあ

ムルさんに初めて会ったのは︑私が２

ク・ムルというのがその人の名前です︒

一回彼に会う機会がありました︒ニッ

帰られるまで︑夏休みを除いてほぼ週に

は乞いるような目をして︑﹁きょうも帰り

一人一人と握手をして挨拶をする時︑彼

ゃべり﹂は始まりました︒歌う前に私が

その時から︑私達の﹁ドライブのおし

思わず︑
﹁車で家までご一緒しましょう

に住んでいないことがわかった時︑私は

を見つけ︑声をかけました︒彼がホーム

がホームの玄関に向かって歩いている姿

初めての日の帰り際に︑私はムルさん

の輪の中に座っていました︒

んはいつも幸せそうにその﹁歌の時間﹂

私は﹁もちろん！﹂と答えずにはいられ

送ってくれるかい？﹂
と必ず聞くのです︒
なくやってきました︒

風の日も寒い冬の日もほとんど休むこと

か？﹂と言っていたのです！

流れか︒

なってきている︒これも︑また︑時代の
流燈のおくれただよふひとつかな
七種

30
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97

彼が一人で住む老人専用のアパートま
くから夕方遅くまで週６日働いて家計を

海岸に上がった牡蠣を洗う仕事を︑朝早

夏は果樹園で木の実を摘む仕事を︑冬は

結婚して二人目の子どもが生まれた頃に

ホーヘンへ移るきっかけとなりました︒

の仕事が見つかり︑それが彼がアイント

なくなってしまいます︒
分かかります︒耳も遠い

では︑車で約

つ一つの話が毎回はっきり分かるように

ブで︑彼が同じ話を何度もするうちに一

と二往復を歩いて通ったそうです︒何で

晴れ着を着て︑朝の礼拝︑夕方の礼拝に

トのそれぞれの信者が日曜日にだけ着る

事に通っていたそうです︒

精神病院の看護士として毎日自転車で仕

したが︑
彼自身もそのような状況の中で︑

ました︒市民は不安な日々を送っていま

ツの軍需工場として使われるようになり

れ︑フィリップス社の多くの工場もドイ

アイントホーヘン市はドイツ軍に占領さ

なっていきました︒

いところにあって︑片道２時間位かかっ

もプロテスタントの彼の教会はかなり遠

日曜日にはカトリックとプロテスタン

支えました︒

ムルさんのどもりがちな話し方を理解す

ムルさんはオランダの南西︑海に面す

るのは大変だったけれど︑毎週のドライ

るゼーランド州の小さな村で３人兄弟の

﹁それは

月のある日曜日のお昼をち

たとか︒
﹁それじゃ︑日曜日はほとんど教

月日が同じだったんだよ！﹂と︑両親の

しまったんですね﹂と私が言うと︑
﹁もち

会への行き帰りと礼拝で一日が終わって

行ったその時︑爆音が聞こえたんだ︒ふ

り︑又仕事に戻ろうと自転車でしばらく

れど出番の日だった︒昼を食べに家に帰

ょっとすぎた時だった︒日曜日だったけ

長男として生まれました︒﹁父と母は生年
話が出るたびに必ずそのことを話したそ

休息の日だったんだ﹂と︑ムルさんの目

ろんそうだよ︒でも日曜日は働かない︑

の彼の父親は︑彼が

歳の時に散歩の途

12

んは最後まで︑日曜ごとに休みなく老人

は遠い彼方を見ています︒そんなムルさ

ああ︑家の半分が燃えていた︒妻は放心

がっていた︒
一目散で自転車をこいだよ︒

り返るとうちの方向だった︒火の手が上

す︒
お父さんが村人達によって︑板にのせ

ホームでもたれている礼拝に通っていま

２階のベビーベッドに寝ていた上の子は

られ家の中に運ばれてきた様子が﹁今で

戦争の時彼は衛生兵を志願し︑その任

爆撃で死んだ︒隣の家とうちの半分がや

状態で︑
下の赤ん坊を抱いて立っていた︒
務をよく果たしたそうです︒そのおかげ

られて︑上の女の子が︑ああ︑それで死

した︒

もなかった時代のこと︑長男の彼はすぐ

で帰ってきた時には精神病院での看護士

るような目をして話しました︒社会保障
に学校もやめて働きに出ることになり︑

も目の前にうかぶよ﹂と︑彼は遠くを見

中突然倒れてそのまま亡くなったそうで

12
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15

んだんだよ︒もうすぐで２歳になるとこ
れ際にオランダ人らしい力強い握手をし

送ると︑
﹁ありがとう︒又来週！﹂と︑別

私を誘うようになりました︒私は

ないか？﹂と︑配達されてくるランチに

回に

ろだったあの子が︱︱﹂
ん︒あるときは途切れ途切れに︑あると

私はこの話を何度聞いたかわかりませ

て︑
オランダ人の親しい者同士がかわす︑ などを見ながら思い出話を聞かせて頂い

みは僕の家族のようだから⁝⁝﹂といっ

てくれました︒でもいつの頃からか﹁き

御馳走になり︑ご家族の写真や昔の写真

１回位︑お言葉に甘えて一緒にランチを

たりして︑
共にひとときを過ごしました︒

居間の壁にはご自分の家族の写

頬に３回のキスをしてくれるようになり

どもに恵まれ︑今も７人のお子さんが健

たようですし︑膀胱の病気で︑尿の

した︒絶えず高音の耳鳴りがしてい

が︑実際は病気の問屋のような方で

ムルさんは健康そうに見えました

が見えました︒

いバルコニーからはきれいな町や森

植木はいつも元気で︑日当たりのよ

て下さっていました︒鉢植えの花や

真の横に︑うちの家族の写真も飾っ

的に訪ねたり外に連れ出したりと︑よく

在です︒お子さん方は皆お父さんを定期

そのあとにも︑ムル夫妻は６人もの子

きは念入りに細かく︱︱︒

10

も悪くて︑杖や歩行器が必要でした︒で

方麻痺があって不自由そうでしたし︑足

通われていたこともあります︒瞼にも片

色々なところに患われて︑放射線治療に

袋もつけていらしたようです︒ガンも

思い出の中のムルさん
（筆者とお嬢さんの合作）

もいつもどんな病気にでも淡々と対処し
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面倒をみておられたようです︒お孫さん
も沢山おられました︒ムルさんは奥様に
は早く先立たれたけれどお子さんに恵ま
れた幸せな方だ︑と私はよく思っていま
２歳になる直前に連合軍がドイツの軍需

したが︑彼の心を一番占めていたのは︑
工場を狙った爆撃で死んだ長女のことな
ました︒そして又いつの頃からか︑
﹁足元

歳そこそこで亡くなった妻も︑ がふらつくんだ︑上まで送ってくれない

のではないか︑と私は思うようになりま
した︒﹁

の自分の部屋の前まで送らせる？ように

かい？﹂と言うようになって︑私を６階

そのうちに﹁お昼を一緒に食べていか

なりました︒

その子のことで一生立ち直れなかった⁝

て私が車を降り彼を入り口のところまで

ムルさんは初めの頃︑アパートに着い

⁝﹂とおっしゃったこともあります︒

60

はいかが？﹂と私が聞くと︑答えは必ず

のには驚くばかりでした︒﹁きょうの調子

て︑一つ一つゆっくりと克服されていく

くりして︑
﹁ムルさん︑ＩＣＵでは面会の

お茶を差し上げて！﹂看護婦さんはびっ

てくれたね︒あ︑看護婦さん︑こちらに

口はきけました︒﹁大丈夫だよ！ よく来

く知っているかもしれません⁝⁝﹂

きっとあなたの方が本当の父の人生をよ

どを父の口から聞いたことはありません︒

ったはずです︒でも僕たちはそのほとん

りました︒
鼻には管が入っていましたが︑ に秘めている沢山の過去の辛い経験があ

私が余りにも彼の人生に関わりのない

目は﹁大丈夫︑心配しないで！﹂と笑っ

方にお茶は出さないんですよ！﹂と答え

﹁よくないよ！﹂と返ってきましたが︑
ていました︒

者だから話してくれたのか︑人生の終わ

りに来て︑彼が私を家族のように信頼し

ています︒
ああ︑本当によかった︑そんな大変な

ルさんと過した７年余りの歳月の中で︑

てくれたから話してくれたのか︑私はム

こんなムルさんとのお別れはまだしば
らく来ないだろう⁝⁝と思っていたある

く彼のそばにいて︑手を取って神さまに

彼が私に話してくれた一つ一つの彼の人

ことではなかったんだ⁝⁝︒私はしばら
彼の心の平安を祈りました︒
﹁さような

生の苦しみや痛みや苦労をそっと心の中

ありました︒彼の知人にすぐ問い合わせ
ると︑胸が苦しくなって病院にはいった

ら！ 又︑来ますからね﹂そして︑頬に

日︑
﹁歌の時間﹂に彼の姿が見えない日が

とのこと︒ああ︑とうとう来たのか︱︱

するとどうでしょう︒開いた扉の正面

が開くのを待ちました︒

か⁝⁝と︑重い気持ちでＩＣＵの厚い扉

あ︑お別れのことばもかわせなかったの

もうＩＣＵにはいっているとのこと︒あ

た︒ムルさんは自分のお子さん達には過

たが︑その中で思わぬことがわかりまし

て︑私はその方としばらく話していまし

そばには息子さの一人が付き添われてい

なく酸素ボンベが口に入っていました︒

りました︒次に行った時にはもう意識も

それが彼とことばをかわした最後にな

す︒

うと︑心が軽やかにさえなっていくので

うちに憩っておられるにちがいないと思

神様のふところで今︑モルさんは平安の

してやまなかったに違いない天の父なる

分ではあまり語らなかったけれど︑信頼

で思い出すことがあります︒そしてご自

のベッドにムルさんがニコニコと︑頭を

トかけにムルさんのジャケットと帽子が

３回のキスをしました︒

少し持ち上げて私を見ているではありま

去の辛い思い出などはほとんど語らなか

かかっているのを確認したものです︒﹁あ︑

と私は病院に駆けつけました︒なんと︑

せんか！﹁ああ︑ムルさん︑お元気そう

ったというのです︒﹁父は自分の心のうち

私が﹁歌の時間﹂に行くと︑まずコー

でよかった！﹂私はそばによって手を取
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ついて︑
﹁あ︑彼はもうここにはいないん

時々つい︑それを捜している自分に気が

彼︑きょうも来ているな！﹂と︒今でも
もよいから気楽である︒友情の糸を保つ

いなものである︒暑中見舞は書かなくて

事故か︑心配させられる︒存命通知みた

で︑扇風機の風で仕事をしていた︒読書

研究室では裸の上に白衣をまとっただけ

父は昔︑書斎ではパンツ一枚の裸で︑

救急車がサイレンを鳴らして走る︒熱

死んだ話は聞いていない︒

と様に首を出していた︒その頃︑暑さで

する時は水風呂に入って︑本を濡らさぬ

今年の夏は暑かった︒漱石の﹃我輩は

意味がある︒
猫である﹄を読むと猫が暑さを嘆いて︑

あります︒

だった⁝⁝﹂と︑少し寂しくなることが
もし︑まだ健在だったとしたら︑ムル

毛皮を脱ぎたいと書いている︒昔の東京
は暑かったろうか︒

さんはこの８月で︑ 歳を迎えていまし
た︒

中症である︒手当てをしないと死人が出

古い手紙を出して暑中見舞を見ると︑

えられなくなった︒地球温暖化でこのま
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る︒熱帯地方の住民に西欧の人々が入植

して︑裸は野蛮だからと衣服着用を強制

皆さん消夏は行水をしたり︑扇風機で風

消夏法

するが︑彼らは迷惑であろう︒裸が一番

身内に不幸があったり︑風邪を引いた

涼しいのだ︒

りして︑もたもたして突然︑風邪が涼し

を送ったり様々である︒故・辻まことさ

易 王

いのに気がついて吃驚した︒時候挨拶の

んのはがきでは水シャワーを浴びておら

れる︵コピー参照︶
︒省エネ安上がりでい

大切である︒年賀状は交友関係すべてに

までよいのか︒心配である︒

人間もだんだん贅沢になって暑さに耐

い︒

書かねばならない︒欠礼すると病気か︑

拶は沢山あるが︑いずれもタイミングが

年賀状︑寒中見舞︑暑中見舞︑等々挨

なる︒

タイミングをはずすと間が抜けたものに

陶

99

月に集中

11

日︶に邦楽祭︑その１週間

暑い夏も終わりを告げ︑いよ１
い２
よ３
芸
"術の秋“到来です︒初夏の美
４
術展から間があきましたが︑まず写真展が今月末に開幕︑ 月文化

11

日に洋楽部のファミリーコンサート︒日程的にはきついので

の日に書道展︑恒例・勤労感謝の日︵
前の

23

折角の機会です︒普段接した事のない分野の各会員の活躍ぶりを︑

すが︑充実した月間を迎えます︒

16

たっぷりと味わってください︒いずれも入場は無料︒

写真展は 9 月 24 日から

◆写真展 次頁に出品作品のリストを

掲載しました︒左上の写真展案内はがき

の作品は︑椎津重彦氏の﹁夜の観覧車﹂

に浮かぶ風景が知られていますが︑竹腰

です︒世界遺産・モンサンミシェルは海

昌明氏のファインダーをのぞく眼は︑対

岸とつながる干潟を上空から俯瞰してい

ます︒このほか秀麗なヨーロッパの屋根

アルプスのマッターホルン
︵木村典子氏︶
︑

“光と陰の業師”とも称したい岩瀬光氏

の作品︑日本各地の祭りを紹介してくれ

る矢崎定造氏︑花の色彩を鮮やかに写す

村上泰氏︑大武省三氏︑逸見和雄氏らの

このほか︑お一人ひとり紹介し切れま

力作が勢ぞろい︒

せん︒日本一の地価といわれる銀座鳩居

堂時代から有楽町交通会館まで︑長くて

深いお付き合いがあった京セラコンタッ

クスサロン東京とは︑残念ながら︑同さ

ろんが今期限りで閉鎖になるため︑最後

の展覧会です︒ぜひ会場へ足を運んでく
ださい︒
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﹁書道展﹂
﹁ファミリーコンサート﹂
﹁邦楽祭﹂⁝

秋のイベント いよいよ開幕

新井 隆彦
屋根錦繍

紅葉を守る

作 品 Ⅰ

有馬 清徳
日の出を受けて

氏 名

稲葉 惣一

作 品 Ⅱ
里山の霜

◆書道展

月３日から９日まで東

京銀座画廊・美術館で︒締め切りまで日

時があるのでの申し込みは一部ですが︑

荘

関口 直男

白矢 勝一

椎津 重彦

木村 典子

大森佐一郎

大塚 博太

大武 省三

大武 秋笙

岩瀬

眼下の涸沢

梅里雪山

夏のプリンス

壁の美

元旦の浅草寺

静 寂

朝露の花一輪

戦 士

ブレイクタイム

街 角

夜の観覧車

記 憶

高原の朝

人面蜘蛛

ウェルウィッチア ︵ナミビア︶ 睡 蓮 ︵ベトナム・フェ︶

二本の幹 ︵長岡京市

闇に浮かぶ剱岳

マッターホルンⅠ ︵ゴルナーグラート︶ 同 Ⅱ ︵リッフェルゼー︶

浅 春

雨に咲く

▽田村豊幸 父の中折帽子

しみ長江の窮りなきをうらやむ﹂

蘇軾の書から﹁人の生の限りあるを悲

苫屋の秋の夕暮れ﹂の二作

﹁見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の

藤原定家の歌

その中から紹介します︵敬称略︶
︒

高橋 俊一
梅雨の頃

モンマルトルの大道芸人

▽大西正一 蕪村の句 かな

鷹橋 靖幸

モンサンミッシェルの干潟

芍 薬

▽神山一郎 黄梁一炊の夢 篆書 木額

滴る岩清水

竹腰 昌明
新 緑

タモン湾の夕日

泰

﹁送母路上短歌﹂

行書

行書

▽酒井 敏夫 頼山陽 歌 楷書

素心雪のごとし 〃 〃

▽石川順江 無窮

古今和歌集から

▽大原政子 賀歌︵がのうた︶ かな

﹁斜陽萬里孤鳥没﹂など

蘇東坡詩 篆書

▽飯田文良 韓偓詩

かな

﹁夏河を越すうれしさよ手に草履﹂

逸見 和雄

お台場の日暮れ時

葵

雲間からスポット ︵来島海峡︶

本村 美雄

ぼ け

僕達も祭りに参加

光明寺︶

村上

子供が主役の祭り行列

昭徳

矢崎 定造

赤間宮にお詣りする花魁

光

11

横倉 弘吉
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撮影地など一部省略）

医家写真展出典作品一覧（５０音順・敬称略

日︵日︶正午会場予定

◆ドクターズ・ファミリーコンサート
月

沢田又一ほか横浜医師会謡曲同好会

鈴木浩之

年末も近い開催とあってクリスマス音

﹁松虫﹂ 独演

･

近藤智雄

楽特集︒

小鼓 平野宏

川口敟子︵三味線︶ 唄５人

山田新太郎︵唄︶
﹁籠釣瓶﹂ほか

▽小唄

謡 佐藤明徳

プス／クリスマスキャロル・メドレー／

連調﹁薪之段﹂

ジョン・レノンのハッピークリスマス

モーツァルトのアヴェ ヴェルム・コル

は未定です︵敬称略︶
︒

中山真理氏さんキーボードで参加

いつもアンサンブルを指導されている

ナポリのマンドリナータ︵タリアフェ

﹁絵元結﹂ ﹁勝ち名乗り﹂

﹁影絵﹂

﹁吾妻八景﹂

飯田文良

小林 勇

山崎律子

前村八重子

大森湜子

菅又 淳 太田 怜

﹁お祭り︵申酉︶
﹂

▽清元

﹁未定﹂

﹁安達ヶ原﹂

﹁靱猿﹂

﹁鏡獅子 胡蝶の巻﹂ 中島信子

▽長唄

﹁浦島﹂

﹁都見物左衛門﹂

﹁青柳の糸﹂

﹁世辞でまるめて﹂ ほか

出演順は未定︒

▽舞踊

飯塚崇志 近藤淳子 菅節士 石川園

亀岡智子 木内徴子 笹美智子 高橋

▽謡・仕舞

高橋妙子

子 石川 哲

▽クラリネット五重奏曲 ブラームス

▽独唱 テノール 堺 裕

番第１楽

▽オーケストラ︵ＪＡＭＡＯ︶
モーツァルト 交響曲第
章ほか

日︵日︶ 正午開場予定

妙子 中山真理

９月１日現在の出演予定は次の通り︒

月

◆邦楽祭 三越劇場

ます︒

松木耀子先生がオーケストラと共演し

﹁歌に生き恋に生き﹂

プッチーニ：歌劇トスカ第２幕から

40

さすらいの人︵シューベルト︶ほか
▽独唱 ソプラノ 松木耀子
岩の上の羊飼い︵シューベルト︶ ク
ラリネットの伴奏︵飯塚崇志︶も
▽女声コーラス 小川昭子ほか 元コー
ロアキのメンバー
▽バイオリン独奏 中村雄彦
モーツァルトのドイツ舞曲集から４曲
豊島玲子︵お嬢さん︶の伴奏で

23

ンコリー︵ダンツィ︶

リ︶／小さな空︵武満徹︶／愛のメラ

▽独唱 テノール 浅野 尚

こちらも︑まだ出揃いませんので順番

渋谷区千駄ヶ谷 津田ホール

16

▽マンドリンアンサンブル

11
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11

○ ほ ん
歌論 短歌主客一体説

林

宏匡著

著者の林氏は父上の創刊された﹁湖笛
短歌会﹂を引き継いで︑主宰者として活
躍して来られた︒
今回の著書も父上の
﹁音
覚論﹂
︑
﹁心覚論﹂等を深く考察し︑更に

暫くするうちにこの大脇氏の主張する歌

れて
﹁吾妹﹂
に大脇月甫氏が入会された︒

﹁心覚論﹂について︱︱霞舟氏に半年遅

氏は己が歌論を﹁霞舟流心覚論﹂と名付

共鳴する所はあったけれども︑後に霞舟

覚論﹂はもともと出発点が異なり︑一部

なければならぬと主張された︒

即ち主観と客観とが一体とな

れた境遇等が読み取れるもの︑

矢張り作者の心情や︑その置か

は写生に重きを置くけれども︑

笛短歌会﹂を結成された︒短歌

され︑復員後昭和二十四年に

二次大戦中︑霞舟氏は軍務に服

﹁主客一体説﹂について︱︱第

になる︒

論に共鳴して︑お二人とも退会し﹁青虹﹂ け︑更に﹁主客一体説﹂へ発展すること

横 田 英 夫︵爽樹︶

を創刊される︒大脇氏は短歌は単なる写
評

﹁湖

ら

を詳しく述べて居られる︒あ︑い︑う︑
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発展させたもので大変な労作と思われる︒
﹁音覚論﹂について︱︱父上の霞舟氏が
短歌に興味を持たれ﹁吾妹﹂に入会され
たのは熊本医大一年の時で︑またこの頃
から音楽にも興味がありヴァイオリンの
レッスン等も受けて居られる︒歌会に

生だけではなく︑
作者の心情や日本的
﹁寂

え︑お︑の各文字についてその与える音

著者は冒頭に父上の﹁音覚論﹂

一字の発する音覚が︑短歌自体に微妙に

び﹂等が自然に読み取れるようでなけれ

覚について詳述し︑更にその前後に置か

度々出席するうちに短歌を構成する一字
影響することに気が付かれた︒本来和歌

れた一字によって音覚が如何に変化する

か等詳しく説明しておられる︒

の一字一句を大切にせねばならぬと主張
し︑そこに霞舟氏が共鳴されたものと思

ばならない︒またその爲には語尾や助詞

まれるのであるが︑医大在学中の事であ

われる︒大脇氏の歌論﹁心覚論﹂と﹁音

私の不勉強のせいでもあるが︑今まで

るから驚くほかは無い︒

たのであろう︒早速﹁音覚論﹂に取り組

父上の歌論をさらに発展
父上の歌論をさらに発展

は朗詠するものであり︑そこに注目され

文字の音覚と短歌の相関
文字の音覚と短歌の相関

は決して曲げない頑固なその仕方に読者

きにも︑あまりに不器用に︑しかし信念

理に対抗するために正論をもって闘うと

氏は旧制高校生として太平洋戦争の時

覚に注目した歌論を拝見したことはない︒ 代を生き︑その末期には召集を受けたも

この様な︑一字一字の置かれた位置や音
のの辛うじて敗戦によって軍隊から解放

佐 藤

子ども時代に遡りあるいは現代を語り未

改めて著者に感謝申し上げるとともに︑
︵爽樹は評者の所属短歌会名︶

される︒
書は旧制高校の思い出に始まり︑ はハラハラさせられる中にも感じた︒

る︒
来に思いを馳せる︒
評

進

アとはまさにそのようなもの

った︒この本が醸し出すユーモ

人間味あふれたおかしさ﹂とあ

ユーモア (humor)
を辞書で引くと﹁健
全な人がもっている共感者を得るような

会員諸氏にも一読をお勧めする次第であ
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

孤高異端
小川再治著

だ︒若い頃の思い出だけが綴ら

れた本でもないのに︑冒頭に記

したように﹁青春の物語﹂と感

じるのは︑その愚直ともいえる

視線の真っ直ぐさがどの章に

も感じられるからであろうか︒

かくいう私は︑氏の教え子の
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これは反骨の気概を胸に秘めながら︑
それとは不釣り合いといってもよいほど
に優しすぎる心と﹁ひ弱﹂とさえ言える
肉体を持った男の青春の物語である︒
著者の小川再治氏は東京学芸大学など
二つの大学の名誉教授の称号を持つ心理

る者でありながら︑改めて師への敬愛を

一人である︒氏の人柄を良く知
この本の全編を貫くのは︑ある種のユ

害を持つ子どもの発達心理学で︑障害児

学者である︒専門分野は耳の聞こえに障
のことなど振り返る人さえなかった時代

立派な仕事に取り組んでおられる昭子奥

深めた︒また︑病児保育の先駆けとして

︵埼玉県立大学学長︶

様の文章も添えられていることも嬉しい︒

りつぶされる自分の青春を取り戻すため
教職に就いた後に︑様々に遭遇する不条

にくりひろげる抵抗も︑心理学者として

ーモアであった︒それは︑戦争一色に塗

○ ほ ん

にその道を切り開いたパイオニアでもあ

不条理と闘う頑固な正論

った︒

全編貫く反骨のユーモア

○ ほ ん

カラガンダ第八分所
川堀耕平著
著者の川堀耕平先生は︑日本医家芸術
クラブの美術部で長年ご活躍中で︑日本
医家美術展に連続出品を続けられ︑
また︑
しばしば﹁医家芸術﹂誌にもエッセイを

された︑その回想記録である︒そして表

教育の厳しい環境の中を生き抜いて帰国

の重労働︑寒さ︑飢えそして激しい思想

民間人︶は五七万五千人︑そのうち五万

ると︑
戦後︑
ソ連に抑留された日本人
︵軍︑

のである︒厚生省引揚援護局の発表によ

この書の中で︑ダモイという

五千人が死亡しており︑
本当に心が痛む︒

た挿絵が配してある︒

紙をはじめ所々には︑当時の様子を描い

言葉がしばしば登場する︒ダモ

イとはロシア語で帰国のこと

･
･
･

私自身は戦後生まれの団塊世代で︑軍

留から帰還した著者の青春ともいえる自

家族や肉親の深い愛情に守られ︑ソ連抑

江 川 政 昭

思わず目に涙が滲み︑一

隊経験もなく︑また戦争体験もない︒し

歴史を風化してはいけない︑記録しなけ

分史であるとともに︑自分達の体験した

評

だそうである︒この言葉は抑留

程︑大きな生きる希望であった︒

者にとってたとえようもない

カラガンダを後にした帰還列

車がナホトカに着き︑そして舞

鶴入港︑そしていよいよ日本上

陸

気に読んでしまった︒

かしその私にとっても︑シベリア抑留と
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寄せられている︒そして平成十二年には
日本医家芸術大賞を受賞されている︒そ
の著者がご自身の体験された戦争末期の
軍隊とその後のソ連抑留について書かれ
た﹁カラガンダ第八分所﹂
︵中央アジア抑
留記︶を出版された︒

転戦︑二十年八月満州での敗戦︑九月ソ

いう言葉は︑広島︑長崎の原爆投下と同

この書は︑御父上をはじめご

連の捕虜となり中央アジア︑カラガンダ

ればならないという著者の使命感から書

著者は昭和十九年十二月十九歳で郷里

に抑留︑四年余にわたるカラガンダ炭鉱

じくらい︑日本そして日本国民が先の大

かれたものである︒

の島根県浜田を出征︑中支から北支への

での重労働と赤化教育を経て︑二十四年

戦で辿った悲しい運命の象徴のようなも

「ダモイ」を胸に生き抜く

九月帰国された︒シベリア抑留者に共通

苛酷な労働と思想教育下

田村豊幸著

が聞えてくるようだ︒
この度︑田村豊幸先生の著書﹃癌不発

の有害性⑥燻製および強く焼いた食品の

発癌性物質⁝⁝であるから︑
“諸悪の根

源 ”を推定できるであろう︒

第２章は制癌食品を食べるために次の

第１章 悪 食べない

目次を紹介すると︑

︵豆・黍・粟︑麦︑米︶となっており︑

ど③熊笹︵パンフォリンなど︶④五穀

食品②ニンニク︑キャベツ︑タマネギな

食品を推薦している︒①免疫力を強める

第２章 良 食べる

﹁善の研究結果﹂が記述されている︒
ない
第４章 モルヒネ がん性

池 田壽 雄

ト﹂を始めていて既に３㎏の体重の減少

から肥満対策として﹁キャベツダイエッ

個人的なことであるが︑私は３週間前

第３章 民間薬も軽く見

された︒

食 用 道徳 研 究 所 か ら 出 版

作用とモルヒネの癌痛鎮痛作用﹄︱︱が
さ

評

第１章の内容は︑発癌食品を食べない

作︑勧善奉行﹄の言葉の現代版である︒

高名な僧侶の一休宗純和尚の﹃諸悪莫

ー食﹂に耐えることができるのである︒

と︑空腹感を全く感じないで︑
﹁低カロリ

平らげた後で食事をするのである︒する

ャベツの千切りを大皿に盛って︑これを

誠に簡単であり︑朝昼晩の三食に先ずキ

も同時に行っていたのであった︒方法は

で喜んでいたところであるが︑癌の予防

国民死亡の原因疾患の統計を見ると︑

ために︑①免疫力を弱めるものを食べな

疼痛治療のエッセンスとなっている︒

年間︑一貫して癌による死亡は右

い②免疫力を弱める生活習慣や物質③砂

癌は３分の１に達している︒癌の対策に

である︒実に国民死亡の原因疾患として

肩上がりの曲線を続けているから︑統計

は治療か予防しかありえない︒

学的な言葉で表現するならば︑時間の経

糖添加飲食物の多量摂取と膵癌リスク増

この

過と﹁正の相関関係を﹂を示している︒

大に関連④糖尿病と発癌の可能性⑤砂糖

第３章は民間薬を軽視しないとして︑

癌の神様を空想するなら︑神様の高笑い
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○ ほ ん

発癌リスク避ける食習慣
癌は現代の日本における“死の巨人”

栄養指導に困難を伴うが
30

用③シイタケの抗癌作用が述べられてい

①マイタケの抗癌作用②キノコの抗癌作
うことである︒

を羅列するだけでは不十分であろうとい
毒物には量の問題︑摂取頻度の問題を

筆者も長女が漢方薬局を経営している

として推計学的に有意の差が証明された

介な問題が残っている︒動物実験で毒物

る︒

関係から︑暫くの間︑キノコの一種であ

というだけでは︑説得力に欠ける︒

避けては通れない︒それに個人差いう厄

るアガリスクを服用した体験を持ってい
るので興味深かった︒

①モルヒネが麻薬として警戒されている

として︑モルヒネの薬理作用に触れ︑

る食品が激減してしまう︒それでは︑生

実行しようとする人にとって︑食べられ

けるとするなら話は楽であるが︑それを

発癌性のある物質について︑人体実験

〒１６６︱８５５５

歌論﹃短歌主客一体説﹄
林 宏匡著
短歌新聞社／二五〇〇円 ︵税共︶

東京都杉並区高円寺南４ - ９-

☎ ０３・３３８８・１８４１

﹃孤高異端﹄
小川再治著
発行所 正和プリント

理由②モルヒネ製剤と血中濃度③アンペ

きている楽しみの大部分を失うことにな

ことは自明であり︑癌で苦しむ人︑その

癌不発作用とモルヒネの癌痛
鎮痛作用
田村豊幸著
食用道徳研究所／五〇〇円 ︵税共︶

広島市中区小町１︱４

﹃カラガンダ第八分所﹄
川堀耕平著
渓水社／ 本体一五〇〇円 税
+

ある︒すると︑一切疑いのある食品を避

ック座剤について④武田文和院長の体験

るから︑栄養指導する者には困難を伴う

〒７３０︱００４１

が道徳的理由で実施できないのが現状で

談⑤痛みのない幸せを実感⑥﹁尊厳死﹂

であろう︒

第４章はがん性疼痛治療のエッセンス

についての常識が述べられている︒

治療に当たっている医師や医療関係者に

本書が癌の予防や治療に有効であろう
臨床の現場にいて︑実際の患者に接し

広く読まれることを期待する︒

︱１３１５

ならば︑発癌を促す食品を食べず︑制癌

西宮市高洲町１︱１︱

ている一人としての正直な感想を述べる

﹃癌の神様の高笑い﹄の声が少し低く
なったようだ︒
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〒６６３︱８１４１

を促進する食品を食べようとする理念は
容易に理解できるが︑単にそういう種類

13

その⑰

半 場 久 也

たに何か面白いことを書こう

もすることがなければ︑あな

始まる前に時間があって︑何

ん︒それで︑もし朝︑学校の

手紙を書かなくてはなりませ

離は何でもありません︒九年前︑初め

西へ行きます︒こちらではこの位の距

行き︑そこで万国博を見てからさらに

ボ(ヘミヤ人の村 へ)行くのです︒そこ
はとても良い所です︒我々はシカゴへ

イル離れたアイオワ州のスビルヴィル

我々はこの夏にはここから千三百マ

す︒

かなと考えているのです︒し

てロンドンへ旅行した時︑大海原を越

しょう︒けれど私はあなたに

少しばかり嫌なことをお知

えての旅行でさえも︑あまり大したこ

かし何を︑どの様に？ 先ず
らせしなくてはなりません︒

とはない様に思えるのです！ 人間と

いうものは︑あらゆることに慣れるの

今年はボヘミアへ帰ること
とが出来ないのです︒これを

たらいいなと思っています︒

チメリツェとても同様です︒私は毎

ですね︒無論あなたが傍らにいてくれ
私の義理の妹コウテカー夫

日︑あなた達のことを思っているので

のです︒
人が子供を連れてやって来ます︒五月

す︒しかし今はどうしようもないので

来年に延ばさねばならない

ルス宛て︾

二十一日にはプラーハを出発します︒

その時は必ず帰ります︒万が一にも私

す！ 再来年の楽しみは倍増します︒

︽◎アントニーン・
ニューヨーク 一八

船︿ハーヴェル 号﹀でブレーメンを

の契約が長引いてしまったら︑それは

彼等は昨日ニューヨークで我々が見た
立つのです︒この船は我々が乗ってき

私の決断次第で決まるのですが︑この

﹃親しき友へ！
チメリツェに手紙を書きました︒そ

た︿ザーレ号﹀より美しく早いので

九三年四月十四日

のことについては︑あなたはご承知で
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ドヴォルジャークは︑郷愁にかられ

については︑特に注釈は無い︒

なく︑面倒ですが旅立ってこの世界を

て︑夏期休暇をボヘミアで過ごしたい

れど︑スピルヴィルに滞在すると間も

ところで︑我々は一同皆︑神の恵み
一回りするのです︒それも私の楽天的

喜びを覆させたくありません︒
で元気ですし︑子供達がここへ来るこ

けれど︑何か理由があって帰省出来な

自分のために仕事をする時間もありま

はお知らせしますし︑写真も送りまし

ガラの滝も見に行くのです︒そのこと

れるのが再来年ということか？ とも

ごしている︒或いは︑契約の期限が切

あるが︑実際には翌年の夏を故郷で過

い︒文中︑
﹁再来年は帰れる⁝⁝﹂と

な性格のおかげです︒もし出来れば休

す︒現在私は新しい交響曲ホ短調を準

ょう︒それは自然の不思議なのです！

私はそれほど忙しくはありませんし︑ 息をしたいのです︒私等は更にナイア

とを喜んでいます︒

備していて︑それが以前のものと異な

あれ︑残した子供のことが気になって

いる︑会いたくて仕方がない︒

︵追記︶今九時です︒学校へ出かけ
なくてはなりません︒

ったものであることを楽しみにしてい

その結果︑義理の妹に頼んで

子供達を連れてきてもらうこと

間以内に当地で︵二月に︶二回︽スタ

楽曲ですが︑声楽曲も入ります︒一週

し出来たら果樹を切る庭師を︑ヴィソ

ろしく︒ボダネキー氏には私から︑も

私の親しい友人ハイドゥク等にもよ

九番の交響曲の予告が出てきた︒これ

の代表作︽新世界より︾と題した︑第

在を世の中にはっきりと印象づけた彼

さてここで︑ドヴォルジャークの存

交響曲︽新世界より︾ の予告

るのです︒それは幾らかアメリカ風な
ものです！ 私の作品はい
つもプログラムに載ってい

バート︾と先々週には︽幽霊花嫁︾と

カーへ派遣してほしいと伝えてくだ

の最初のスケッチは︑一八九二年十二

になったと思う︒

︽フス派の人々︾を演奏しました︒そ

さい﹄

ます︒特に室内楽曲︑管弦

れは私が棒を振ったのです︒シカゴで
私は招かれたのですが︑
行かれません︒

出の親友︑裁判官である︒文中のチメ

コメント アントニーン・ルスは前

ルはこの秋になって付けられている︒

とはいえ︽新世界より︾というタイト

一八九三年五月二十四日に完成させた︒

月十九日にしたためられて︑スコアは

万博では私は何か指揮することになる

リツェとかハイドゥクとかボダネキー

は今秋二回
﹃レクイエム﹄
が演奏され︑

でしょう︒うまく行けばいいのですけ
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ル・コザーネクという人へ宛てた手紙

その完成の寸前︑四月十二日にエミー
だ﹂とメスマーは言う︒

の違った幅広い地平線をもっている筈

詩を創作しようと︑試みたものである

ィアン神話からアメリカの国民的叙事

べたように︑黒人霊歌で彼の心を満た

の喜びを表わしていると言う︒そして

はインディアンの結婚式の踊りや生活

と︒このラールゴの楽章は︑インディ

﹁この作品は私にとって大きな喜びで

したバーレー︵彼の前で歌って聴かせ

終楽章は慌ただしい現代の社会を描写

更に︑有名な緩徐楽章について﹁⁝

す︒そして私の以前のものとは根本的

た黒人︶の声の質が最もそれに近かっ

しているとしている︒

に︵訳注・この手紙は書簡集には載っ

に区別されます︒鋭い嗅覚を持ってい

たからである︒ところで︑イングリッ

げている︒また次の楽章スケルツォで

る人はアメリカの影響を感じるに違い

シュ・ホルンは十九世紀には鹿追いの

アンの生活を︑悲しみをこめて歌い上

ありません﹂とあるところを見ると︑

ホルンに与えた︒何故ならば︑既に述

作曲家は大いに気分が昂揚していたと

笛の後継者と見なされていて︑遠い時
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ていない︒
メスマーの著書からの引用︶ ⁝このメロディーをイングリッシュ・

思われる︒

イングリッシュ
ホルン ←

代についてメランコリックに語り︑こ
こラールゴでは旧い︑もはや破壊され

﹁交響曲︽新世界より︾について批評
家は生粋の黒人音楽の多くの素材はチ

また彼によると︑作曲家は以前プラ

たインディアンの世界について語って

ボヘミアのものの衣裳なのか？ ドヴ

ーハでヘンリー・ワーズワース・ロン

いる︒⁝⁝﹂と言う︒

ォルジャークは音楽の中でアメリカの

グフェローの詩︽ヒアワサ︾の歌を読

ェコの民族音楽の中に存在することを

精神を表わしたかったのであって︑霊

た︒これはフィンランドの国民叙事詩

んでいて︑アメリカで再び講義を受け

発見した︒ではアメリカのものは単に

歌やインディアンの歌を作曲しようと

︽カレワラ︾をモデルにして︑インデ

したのではない︒彼の交響曲はプラー
ハから伸びてアメリカに達する︒一つ

フレンチホルン →

医芸俳壇
白蓮の水になじまず香りけり

廃屋も人住む家も青しぐれ

医学部へ合格談笑夏座敷

両陛下地震を優先植樹祭

十和田湖のインフル白鳥青嵐し

雄 子

︵東京︶ 小 南 丁 字

木も草も音なく萎ゆる暑さかな

東大の癒しの広場五月祭

︵長野︶ 有 泉 七 種

幾山河越え来る御魂むかへけり

羽生氏の永世奪取七変化

︵東京︶ 堺

こぼれては咲きつぐ萩の旦暮れかな

︵浜松︶ 岩 本 漂 人

蜘蛛の巣の創る手さばき外科手術

奥津軽 ︵青森︶ 秋 霧 朝 光

マミジロの眉の白さも夕焼けて

術野での指のさばきや扇子の儀

霹靂神なだめすかして術終へる

せんす

万物の枯れし津軽に杭を打つ

木下闇シマゴマならん尾を振りて

一針をかける縫合蜻蛉の目

アマサギにアカガシラサギ混じり飛ぶ

内視鏡血液噴きでる遠花火

とんぼ

役立たぬ奴と思われ落葉焚く

夜暑しコッホコッホとコノハズク
時折はチュウサギもいて青田波

はたた

風鈴や松吹く風は松の風
奥津軽巣藁吹かれて余寒あり

簀子席紫陽花寺の卵焼

人並に梅雨にも在りぬ中休み

あやかりたいと言われる齢やバラの前

自殺などは致しません藤の花見ては

︵東京︶ 篠 田 那 珈
東北の訛で老いて地震の梅雨

若者の事故死見下ろす合歓の花

とし

猿がいるよ山の朝窓冷えが来る

合歓の花バイパス出来て事故多し

ナ イ

夕なぎや終戦蝉の啼き出でし
はやり

蝉の森アウトレットという流行

︵栃木︶ 川 村 章 子

糞をせし鴉みあげて年果つる
︵千葉︶ 秋 葉 琢 磨
検査後の血液もれや夏至の雨
集ればやはりいつもの叩き鯵
夏来る主婦にはやりしフラダンス
皿に画き終えて一息柿若葉
通夜席遠くの友と夏の夜

- 46 -

︵
兵庫︶ 廣 辻 逸 郎

狛犬に見守られ茅の輪くぐりけり

︵長野︶ 楢 本 勝 彦
夏の海画筆きらめく小波追ふ

山蛭のいる森を抜け神詣で

︵東京︶ 田 村 豊 幸
蓮の露法金剛院レンズ玉
片脚で立てたぞ溽 暑 泣き笑ふ

神橋の影乱されて蛇泳ぐ

じょくしょ

下妻の逆さ筑波の夏の沼

グラジオラスものまねどっと沸き立ちぬ

羽根休めいる赤とんぼ誰が使い

美を競うかや紫陽花は雨に濡れ

五位鷺の声しきりなる星月夜
突き出せりやせ腕万歳心 太

ところてん

あの世まで続くかのよう雲の峯

茂

組体操もうもうと立つ夏埃

︵東京︶ 西 垣
あけび蔓若芽酢の物乙なもの
山椒の芽裏の土手行く野山萌ゆ
紫陽花の色まだ淡く白き蝶
おいき

一重なる紺の紫陽花凛として
枝詰めし老木なれども柿若葉
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︵新潟︶ 中 村 雄 彦
あるだけの窓開け放ち夏に入る
窓際にパソコン並ぶ萩の家
墓並ぶ屑籠にある菊の束
Ｓ席の後ろはマスク音はなし
ヘレン・キームゼー島に遊ぶ

噴水を求めて歩む一万歩

︵東京︶ 初 芝 澄 雄
ポーチュラカ色彩々に夏唄い
山法師枝の梢に白き花
立葵梢まで咲き梅雨終わる
花菖蒲種多きこと二千とは
庭の隅ホタルブクロの花開き

廣辻氏から添えてありましたので紹介します

初蛙蝉と競いて鳴きにけり

福冨 清子
東京都

狭庭にもあふれんばかり荻の花

ドクターズ・フḏミリー

矢の如し天から落ちる流れ星
怪談を見終えてよりの夜長かな

︵青森︶ 三 上 忠 英

口周り紅の色咲く西瓜かな
赤とんぼかつて血の海平家村

トに︑会員家族のご出演を期待

︵
青森︶ 福 士 盛 大

一時の蟲驚かすバカ笑い
特売日老若男女蟻の列

しております︒お孫さんのピア

頁に紹介してあるコンサー

コンサート出演者募集中

居酒屋の飛びかう笑い桔梗かな
葬送の子らの合掌彼岸花

ノ演奏︑または母子の連弾など
紫陽花や虚弱に生れ長寿得し

友人もお誘いして︑合奏やコー

んでみませんか？ もちろん︑

一流のステージで演奏を楽し

夏海に亡友散骨の報せかな

ラスも大歓迎です︒費用などに

月

日︶

月３日からだからでしょう

﹁書道展﹂の出展作品も

に出場されます︒

師会のコンサート︵

なお︑オーケストラは横浜医

ついては︑事務局まで︒

惱む日にこれみよがしの花木槿

︵東京︶ 籾 木 秀 穂

水澄みて手を入れようと又戻す

︵東京︶ 福 神 規 子
山墓の供華に安らひ秋の蝶
芋虫の星降る夜は星見上げ
芋の露とろりと風に太りけり

明易し医師が患者となりし日々

︵広島︶ 渡 辺 晋 山

近づきて微笑のこぼれし日傘かな

は んさ い

逝きそびれ後列に立つ広島忌
燔祭の火に白百合の焼かれしと
天高く轟音低き基地のまち
きぬかつぎ老いし二人の月見かな
木賊刈る信濃の奥や山窩刀

26

野送りの短き列や秋の蝶
翁忌の荷足船ゆく小名木川

︵東京︶ 福 冨 清 子
蟾啼くと寡黙な夫の二・三言
蟇五体投地の先は闇
優曇華や生家にひそむ父母の影
草いきれ昔民草さまよひし
炎昼の宙沈沈と敗戦忌

10

か︑応募の出足は芳しくありま

せん︒展覧会のご案内︵ＤＭは

がき︶制作が遅れます︒９月中

にお申し込みください︒
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37
11

医芸歌壇

立秋

東京 小 松 安 彦

夕立はやうやく止みてこほろぎの声聞こえる立秋前夜

立秋の夜明け前にはオリオンが東の空に横たはりをり

巻雲にしばし佇みサッカーの試合観るべく家路を急ぐ

半月と木星光る夕べにはゑのころ草の風に揺れをり

旧暦の七夕なればアルタイル︑ベガを眺める立秋の夜

わが住居かたへ流るる小出川の水位上がりて警報出づる

ゲリラ豪雨との新語生れてこの秋は崖崩れ被害浸水続く

横浜 助 川 信 彦

青黒く糸杉の立つ﹁星月夜﹂ゴッホが捉えし星が渦まく

ゲリラ豪雨

見上げいるホテルの五階ゆらゆらと漂うごとく鳥一羽ゆく

相模線新鉄橋下すれすれに濁流湧きて渦巻くが見ゆ

青森 秋 霧 朝 光

ゆゑもなく沈 むこころに照り映えて公孫樹並木の黄の葉降る

引き続く三十三度の室温に寝ねやらずトイレに入り肌脱ぐ

漆の涙

悲しみのみちみちし世に生まれ出て漆の涙かわく間もなし

目覚むれば午前四時なり笠雲の並び立ちつつ空白み初む

すまい

かなしみの藻 にからまれて身芯冷ゆ友の死顔ちかぢかと視て

筑波峯を背に秋風に乗る鳶一羽急降下せり墜落なのか

東京 田 村 豊 幸

絵日傘をぽんと開けば幾重にも手描きの百合が匂う夏空

古里のやしろの下の蟻地獄神の恵みで永生きなのか

﹁か﹂五首

旧軽の銀座通りは若者に占められし街店も替われり

温暖化避ける世の中知 らぬふり花火は少しもあつくないのか

千葉 蒲 谷 玲 子

数年振りに訪いし万平 ホテルにも席待つ人で ロビーは溢れつ

乗り過ぎて エスカレーターねをあげる脳軽分だけ軽くならぬか

ふるさとの夏

炎昼の墓参に花を手向け来ぬ水替え呉れよ夜半の驟雨よ

盆と彼岸は先祖の帰省希望者帰りに連れてくか

と

蝉しぐれ降る故郷の庭に立ち父母も眺めしスモモ岳仰ぐ
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雷雨荒れ停電騒ぎに夜も明け朝の気涼し今朝の東京

あけがたの庭に一羽の鳥がきて夏の終りの風景となる

限りある生命を支へ過ぎゆきし歳月早し春夏秋冬

三日月のやさしさ見せて故郷の静かな夜半のしばし明るむ

東京 藤 井 敦 子

サルスベリ鮮やかに咲き鶴川の鎌倉街道バスに揺られて

月影のかすみて遠く夕空の果てをみつめて明日を待たむ

月影に詠む

暑き夏予告するかにサルスベリ赤き花々庭に輝き

桃いろの花を咲かせてこの庭のゆふぐれに見る彩色やさし

東京 初 芝 澄 雄

古里の庭に咲きたりサルスベリ今年も語る昔の事を

サルスベリ

枇杷の実の橈に実る道の端ふっと浮かびぬ古里の友

神奈川 布 施 徳 郎

青田風流るる杉の一叢は庄屋徳兵衛わが屋敷址

余 生

夕雲は薄くかかれど日輪の赤きはさながら満月のごと

妻とわれかたみに手にせる携帯は色違ひにて護符のごと持つ

茨城 羽 生 藤 伍
胡蝶蘭 ブーゲンビリア薔薇の花と父の日なれば我が窓かざる

すがた

日々炊ぐ米は一合五勺なり飢ゑゐし頃よりなほ少なきを
よ

郊外で犬を放てど市役所にはなし飼いしてると密告されぬ

前屈みにわが前過ぎる妻の姿勢在りし日の祖母目に浮 かびきぬ
オリーブ

時化の田は淋しかりけり道往けば青鷺一羽愴然と佇つ

父母の旅遥けくなりぬ橄欖の国連バッジはレマン湖の秋

東京 横 田 英 夫

｢ ｢

王羲之を模して書きたる﹁蘭亭序﹂曰くを付 してあまた並べり

子規庵

書道博物館と道を隔てて﹁子規庵﹂の表礼ありて歩みを止む

宏 匡

改定診療報酬点数表参考資料﹂千七十一頁嗚呼

林

保険点数﹂千七十一頁の中にあり老眼凝らし しょぼしょぼ捲る

入り組める根岸の里に﹁子規庵﹂はおもかげ残し寂然と立つ

東京

塵一つ無き駐車場あり三方からの風に洗われ掃除不要ぞ
保険点数

保険医の業に関る材料費値上がりたるにあはれ減点

濡れ縁に乾きし糸瓜置かれあり子規の遺影の胸に迫り来

軒先の糸瓜の棚も文机も昔のままに置かれてありぬ

七十五歳覚悟なされと送付さる﹁後期高齢者﹂てふ召集令状
｢

メ タ ボ ﹂ な る迷語かざして厚労省医療費削減さて成らずや
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埼玉 大 黒

勇
締め切り（ジャンルと枚数、脱稿予定日）は９

を 12 月にしたので、原稿の締め切りは 11 月 15

日（土）とします。

負担金などは夏季号 43 頁をご覧ください。

「春 季 号 」の原 稿 募 集

新春号の原稿締め切りは 12 月 15 日。年末の

繁忙期ですが、ご協力ください。イベントの記

録（写真展・書道展・コンサート、邦楽祭）を

掲載するため、第１部と第２部にするか、次々

夏休み中︑
﹁何度電話しても通話できな

月末日ですが、例年 11 月号として 10 月末発行

電話で︑大事な用件はＦＡＸを利用してください︒

イベント会場に詰めるため︑留守勝ちです︒緊急時は携帯

不調で︑用がたりなかったことをお詫びします︒今後も︑

かった﹂という声がありました︒そのうえ︑留守録機能が

事務局から

号に記録の一部を回すか思案中です。

捩 り文
近頃︑故篋の中に垣根草と題せるものがたりを獲てこれを
披覧するに其文鄙俚にして諸家の草紙ものがたりの體にあら
ず︒假名づかひすらいゐえゑのわかちなく觀るにたらずとい
︵ 席上奇観垣根草巻

へども其載するところは皆古書の遺事幽冥人物靈異の談︑誠
に席上の奇觀といふべし︒

勇

医家芸術文芸特集号の原稿を募集中です。仮

０４２・３４４・０８７９

◇ケータイ ０８０・１０７３・４０１９
◇ＦＡＸ
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首︶
近頃︑故篋の中に根無草と題せる小説を獲てこれを披覧する
に其文高雅にして現代諸家の小説漫画の體にあらず︒假名づ
かひもいゐえゑのわかちありて現代人には讀むに難しといへ

埼玉 大 黒

ども其載するところは皆異色奇怪の談︑誠に此世の奇稿とい
ふべし︒

狂 歌

いう

お隣さん必ずしも友ならず 人をばぬすみ土地をばかすむ
治安よき國も今は落ちぶれて やたらに人を殺す人ふゆ
商業の道徳落ちてにせ表示 絶えぬは川の流れの如し

「文 芸 特 集 号 」原 稿 募 集 中

池 田 白 楽

医芸柳壇

大阪

日本中禅寺にする気か厚労省
厚労省不良老人に功労賞
夫婦ともメタボで笑って仲が良い
これからは防具身につけアキハバラ

た

れ

女

イネさんがコメさんになる長寿かな
千葉

東京 小 南 丁 字

史上初聖火はリレーチョモランマ
外交の華となりパンダ悼む初夏
地震予知まだ先のさき層の謎
詐欺の知恵欲の心理をエビで釣る
ガン発見最後の診断探知犬

東京

西 垣

茂

台風は忘れぬ頃に顔を見せ

なまず

数独の黒星五つ四苦八苦

東北の嶺まで居たか大 鯰

東北の山野崩して牙を見せ

三 上 忠 英

父の日に色濃き花を盛り花に

青森

安倍の真似したか福田も職放棄

田 村 豊 幸

逃げ切ってタミフルほっとしてる頃

安倍福田二代続けて職放棄

東京

芸術も加齢しますね医家んとす

安倍福田どっちつかずの頓馬かな

一年と持たぬ首相も元首相

副大臣よりもほしいの福大臣
竹島をとられて外相失語症

清

麻生にも期待は出来ぬ総理職
豊 泉

黙祷しまた繰り返す大惨事
群馬

露地野菜四季が五感で味わえる

小器だが晩成の夢捨てきれず

挿絵を拝借しました︒

正則先生の作品から︑お許しを得て

昨年の文芸特集号に掲載された村山

俳壇・歌壇・柳壇のカット

馬肥ゆる秋にはしないダイエット

金次第地獄に堕ちた聖職者

ジム通い女房の元気な影法師

言うまいと思えど物価の高さかな

美味し国さすがメタボの目立つ夏

青春にゃ戻れずも青山は待っている

金メダル女の意地のさっそうと

切符探す必死で探すＳＵＩＣＡ手に
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新しい﹁日本医家芸術クラブ﹂発足のために

再生委員会の提案

日の定時総会︵議長・太

日本医家芸術クラブの新しいあり方を
求めて︑６月
田怜委員長︶が開かれ出席者全員の賛同
を得て再生委員会が結成されました︒そ
の場で白矢勝一氏︵代表︶と安井廣迪︑
津谷喜一郎両氏が委員として協力される
ことになりました︒以下は再生委員会が
数度にわたり協議した結果︑次のような
構想をまとめ︑
皆さまに提案いたします︒
まず︑新構想の骨子は
①年会費を８︐０００円に大幅ダウン
する︒
②機関誌の発行が財政を圧迫しないよ
うにする︒
③各部のイベントを共同開催などで合
理化する︒

年会費は８，０００円に値下げします

機関誌掲載はＥメールでの投稿を歓迎
掲載料は従来どおり２頁まで無料、手書きや
ワープロ原稿は短歌・俳句などを除き入力費

ホームページを一新、充実させます

http://ika-geijyutsu.jpd で検索を！

イベントは独立採算で各部に主体性

④若い世代への働きかけと積極的な参加

を推し進める︒

⑤そのために︑インターネットを活用す

る︱︱などを中心に運営していきます︒

事務局縮小の一環として

会費納入の一括化を図る

先ず①ですが︑現在は維持会員︑正会

員︑家族会員のほか︑購読会員︑学生会

員などに分かれています︒また︑入会月

から向こう１年間納めていただいていま
した︒

来年度からは︑一律８︐０００円とし

４月〜翌年３月まで︒途中入会も入会月

から年度末までとし︑常に年度初めに一

定の財政規模を確保しておきます︒

事務局を縮小︑会員名簿の管理︑会計

事務︑各部への連絡事項を行います︒

機関誌のカラー化と発行回数

②機関誌の発行を年４回に限定し︑原稿

の投稿はＥメールを原則とします︒手書
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19

き

医家芸術事務局

小 平 市 美 園 町 1-4-12
白矢眼科医院内
042-344-8056
Ｅ ﾒ ｰ ﾙ ： igeiclub@coral ocn ne jp

（原稿送付先）

その他

短歌部

俳句部

文芸部

写真部

書道部

洋楽部

邦楽部

美術部

⁝⁝⁝⁝

事務局の機能は縮小。ホームページの運営、会員
名簿と会計管理、イベント開催を支援します。
各部では運営委員会または責任担当者をおく。

☎
Fa

機関誌制作担当
安井 廣迪
☎ 0593-53-3181
機関誌は事務局で入力、編集
する。印刷・製本は委託。発
送は事務局が担当。

総会出席の各氏（敬称略・前列左から）初芝澄雄、太田 怜、松木耀子、高橋妙子、大森湜子
（中列）藤倉一郎、沼口満津男、小川昭子、穂苅正臣、大武秋笙 （後列）白矢勝一、大出 篤、
津谷喜一郎、山田新太郎、安井廣迪、大武省三 （お詫び 中央の白い矩形は窓の反射です）

新たにコンピューター入力を必要としま

きや︑
ワープロで印字しただけの原稿は︑

すので﹁短歌や俳句︑川柳﹂
︑そのほか編

集部から依頼した企画原稿をのぞいて︑

１頁当たり１︐５００円を頂きます︒す

メールをなさるか︑若いご家族や知り合

でにパソコンをお持ちの方は︑ご自分で

いの方にお願いしてみてください︒

一方︑掲載料ですが︑これまで通り２

頁までは無料で︑それを超える分は１行

真やカット類も行数に数えます︶
︒なお︑

あたり１００円の負担金を頂きます︵写

誌面の写真やカット類は白黒でしたが︑

カラーを採用します︒ ︵次頁につづく︶
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随筆などＨＰに
掲載します
機関誌に掲載され
た作品は、ホームペー
ジに掲載します。
美術展、写真展、書
道展のほか、ドクター
ズ・ファミリーコンサ
ートや邦楽祭も記録
を「医家芸術」に掲載
するだけでなく、従来
どおりホームページ
でも紹介します。

また発行回数は印刷所を変更︑経費節約

います︒すでに︑お願いの文書を出しま

の親睦をはかり文化興隆に寄与すること

医人としての教養を高め︑クラブ員相互

会員相互の交流を図り意義のある会にし

クラブ創立当時の崇高な理念を継承し︑

を目的とする﹂
︿規約第３条﹀︱︱という

した︒部内で話し合ってください︒

⑤今後のクラブ存続と発展のために︑

会費納入でさらなるお願い

の効果があがれば隔月にするとか増やし
ていきたい方針です︒毎回︑各号の投稿
規程を確かめてください︒

間の会費を請求していました︒今年度は

当年の会費が切れる期限に︑向こう１年

役員や会議︑組織・運営についても検討

のイベントにも参加できる︒このほか︑

れる▽だれでも機関誌に投稿できる▽ど

会員の権利は▽機関誌を無料で受けら

ます︒

③各部のイベントを共同で開けるとし

新組織にするため︑来年３月までを早め

会費の納入をお願いします︒例年ですと

たら︑受け付けや設置のための人件費が

にお願いし︑ご協力を得ました︵一部で

課題が多いイベントの合同

実の問題として長い間の慣習も絡み︑簡

を要しますが︑現行現規約に従います︒

方の依頼を送ります︒会員名簿の整理の

年︑原三郎委員長の
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省けるのではという提案があります︒現

二重請求ミス︑お詫びします︶
︒
新年度からは４月〜３月となります︒

万円 小川再治・昭子会員

単には実現困難なようです︒たとえば︑
邦楽と洋楽を一部︑二部と分けて公演す

◎ご寄付

考慮すると劇場︵またはホール︶の確保

ためにも２月下旬までに納めてください︒

そこで︑１月から一斉に８千円也の納付

が悲観的です︒経費のこともありますの

なんといっても会員数の確保︑拡大が

稲垣赳夫氏︵いながき・たけお＝元東京

るとしても︑楽屋やステージの大きさを

で︑それぞれの部で判断︑相互に連絡を

絶対的な条件です︒半世紀を超す﹁日本

医科大理事長︶去る５月

訃 報

とりあって実現できるようであれば踏み

医家芸術クラブ﹂の伝統を︑後輩たちに

12

日︑東京都港区青山葬儀所で行

紹介で入会︒

われました︒昭和

が５月

97

日︑都内の病

切りたいと存じます︒

◆会の趣旨については︑﹁芸術を通じて

そのほか

院で死去︑ 歳︒東京医科大との合同葬

からクラブ存続のために︒

50
残す義務があると考えます︒

再生委員会へ提言してください
④各部のイベントの代表者または世話
人に再生員会に入っていただきたいと思

46

24

初芝澄雄

から明治通りに沿って東すると︑臨川小
学校 前にでます︒その近くにある地図
を見ますと︑近くに祥雲寺がある事が分
かりました︒しばらく道に沿って進むと
左に入る道があり︑大きい寺域の寺でし
た︒昔福岡藩主黒田長政が帰依した坊様
を京から呼んで建立した寺でした︒墓地
の奥手に長政公本人の墓石もあり︑此の
墓地の入口に大きい石碑と塚があり︑そ
れが問題の鼠塚だったのです︒
帰路︑明治の伝染病の事を思いながら
駅に向いました︒私が子供の時︑祖母か
ら聞いた話ですが︑明治初期千葉でコレ
ラが流行り当時の人々は︑人の悪い人を
コレラと呼んだそうです︒ところがペス
トが流行すると︑より悪性だったのでペ
ストと読んで怖れたといいます︒
思わぬことで七十年も昔の話を思い出
すと共に︑予防とは言え多くの人々が捕
らえたネズミを役所に集めて処置したの
は大変だったと思いました︒
蛇足ですが︑
買い上げには一匹五銭とか八銭を要した
と言う事でした︒

編集部︵α︶

本誌の基本文字を９号︵ 級︶から
号︵ 級︶に大きくしました︒この 年
で２度目の変更です︒読み易いのですが
いかがでしょう︒もう一つ︑文芸特集号
を別として︑印刷所を変更しました︒新
体制へ徐々に移行します︒それについて
は︑クラブ通信欄で詳説︑ご覧下さい︒
さて天瀬裕幸先生は﹁不如丘再発掘﹂
で医家芸術初期の中心的な存在の一人︑
正木不如丘先生の再評価を望んでいます︒
かつては医師であり文壇等でも活躍され
ていた会員がいました︒現在も短編や随
筆の名手が多数隠れているようです︒会
員の著作を紹介する﹁ほん﹂欄で︑今回
は４氏を紹介しました︒また﹁兼業医家﹂
︵安斎哲郎先生︶が教えてくれたように
ボロディンのような会員も︒かつての小
林勝郎先生のように⁝⁝︒
各分野で活躍している多才な会員の拠
点として︑クラブの存続を祈ります︒
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鼠 塚
東京・広尾の祥雲寺に鼠塚と言うのが
あります︒初めてそれを知った時は︑医
学研究のために犠牲になった動物の慰霊
碑かと思いました︒と言うのは私の母校
東京医大は︑多摩墓地に研究のため使わ
れた動物達の慰霊のための墓地を持って
いるからでした︒ところが調べているう
ちに︑この碑の謂われが分かりました︒
明治三十二年から日本にペストが流行
した時︑予防のために殺された鼠の霊を
供養したものだったのです︒当時全国で
三百万頭以上︑東京だけで百万頭ものネ
ズミが捕らえられ︑火葬され︑この塚も
焼かれたネズミの遺骸を埋めた所に建て
られたものだったのです︒そこで祥雲寺
を訪ねてみる事にしました︒
ＪＲえびす駅西口下車︒意外にもすぐ
近くに渋谷橋と言うのがあります︒此処

14

13

10

10

