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企 業 OBペ ンクラブ

南 仏 エズ 村 の片 隅 で
太 陽 の光 がさ んさ んと降り注ぐ ﹁コート ・ダジ ュー ル﹂ の
表 紙 の絵

中心 地 ニー スから車 で約 三十分 の内 陸 ︑高 い丘 の上 に エズ 村
はあ る︒ 石畳 の路 地 が曲 がりく ね り ︑ 両側 には 石造り の家 が
ひしめきあ って建 って いた︒あ た かも 鷲 の巣 のよう なと こ ろ
から ﹁
鷲 の巣﹂村 とも呼ばれ て いる︒
通り の片 隅 に置 いてあ った天使 や女 性 のプ ロンズ 像 が古 代
オ レ ンジ色 のレ ンガと よく似合 って いた ので︑立ち止ま って

描 いてみた︒ 民家 と いう かギ ャラリ ーと いう か︑画家 や職 人
たち が スケ ッチ画 ︑水 彩 画︑油絵 を そ の場 で描 いたり ︑ 工芸
品を造 ったり し て︑観光客 に売 って いる︒
立 ち寄 った ギ ャラリー の主 人 の画家 と︑しば し絵談義 を し
スケ ッチ画を交換 した︒紺碧 の地 中海 に青 い空 ︑ ヨー ロ ッパ
中 の人 々が憧 れ る観 光 地も ︑ こ の時 期 ︑十 月 下旬とも な れば
人影 はまばら で︑静 かな件ま いだ った︒
︵
吉 田邦彦 記︶

企 業 Ｏ Ｂ ベ ンク ラブ 同 人 誌

︽第 十 三号 ︾

◇会長挨拶・

＝特集 卒 サラのＧＮＰ＝
︱元気で長生きポ ックリー

西川 武彦 ４
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◇秘密結社 ″Ｍ５ ″

石川 正達 ８
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山縣 正靖 ４
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豊 ４

◇老兵は消え去るのみ

52
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勝

◇出来る奴 は行動する⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 岩崎洋 一郎

潤

榎本喜 三郎

老計と死計﹀⁝⁝ 上原 利夫
◇人生は七十歳より ︿
そう急がずともよ い﹂
◇ ﹁

◇卒サラのＧＮＰ心得帳⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 大泉
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吉寄 清巳

◇神 々は倦めり お年寄りのための電話︱その四新山章 一郎
◇戦争と私

芦刈

克

◇ ヨスと の出会 い︑リチャードと の別れ 吉田 邦彦
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大月 和彦

◇会津 のみほとけたち⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 遠藤 俊也
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◇手作り旅行 の楽しみ
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隆
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90

◇母 の決断

◇インドネシアの友人たち

92
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◇浅野正春さんを偲ぶ

さようなら︑心 の友よ

◇杉山修 一さんを偲ぶ
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の 一年ご ﹂
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彦

一方︑内外 で の体験︑経験を元手 に︑卒サ ラが物

書 き物言う べく集 ま ったク ラブ です から︑寄稿︑投

慣 れな会員も︑ Ｉ Ｔを使 ってク ラブ活動を楽 しめる
よう︑出来得る範 囲 で︑配慮 した いと思 います︒

西

手段とし て︑情報収集手段とし て︑あ る いは コミ ュ

会長職をお預

クラブ活動が フラストレーシ ョンの種 になるなど

会長

どう いう風

稿︑出版等 で外 に発信するため︑外向 け の顔とな っ
て︑チ ャネ ル開拓 に力を注ぎた いと思 います︒発信

の吹 き 回 し

ニケーシ ョン手段 とし て︑ ＩＴも最大限 に活 用す べ
き でし ょう ︒ メー ル︑ネ ット︑ ウ エブサイト等 に不

かりす る こと

ながら︑ ＣＮＰ ︵
元気 で長生きポ ックリ︶ の助け に

か︑ 二〇〇六

になりま した︒まず は︑ 八年 の長 い問 ク ラブを 引率
し︑昨秋 には︑先導 して︑﹁ゆ ったり生き生き年金暮

なるよう な クラブ にした いも のです ︒先人 のご努力

縦出世 から解放 された ク ラブ ですから︑上座 から

自分がやりた いプ ロジ エクトを提案 し︑自ら立ち上

が数多くあります が︑それに飽き足りな い方 は︑ご

年 から 二年間

らし心得帳﹂なる単行本を出版し て花道 を飾 られた

で企業 ＯＢベンに相応し いプ ロジ エクト︑勉強会等

眸晩し︑一
肩肘張 って抱負 を語 る つもり は毛 頭ありま

は論外 です︒今 では長くな った卒 サ ラ人生を楽 し み

北田さん のご苦労 に深く感謝申し上げます︒

せんが︑内 では︑私より有能 な皆様 から何 かとお知

げ て︑ エンジ ョイす る場を創 って頂きた いと思 いま
す︒肩が凝 ってきました︒これで筆を置きます︒
恵を出 し て頂き︑それを纏 め る役 に徹 した いと思 い
ますぃ
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三番﹂ であると確信している︒高齢化時代 の今日︑定年

我 々は︑特に定年後に ついては︑悠 々自適 で好きなこ

ロボ ロの体 にな って いた︒定年 以来︑断酒 ・断煙を続け︑

不可欠である︒商社 マンの私は︑六十歳 の定年時 にはボ

騨翻翻 難 郷

後 の人生 こそが自 己 の総括 のゴ ー ルデンタイムであ る︒

そ の必須条件は健康 であり︑前提条件は知的好奇心と若

とをし て︑元気 に生活し︑ぼ っくり ころりと︑死ぬこと

妻 の協力を得 て体重を三十キ ロ落 とす ことに成功 した︒

弘

が理想 であると考え て いる︒しかしながら︑自分 の周囲

武

を見 回しても︑このような理想的な人生を全うする人は

日課として︑六時起床 の木刀 の素振り ・打ち込み五百本
と︑妻と の 一万歩以上 の散歩を励行している︒ち ょうど

浦

極めて少なく︑まず皆無に近 いのではなかろう か︒私 の

十年前 に企業ＯＢペンクラブ に入会︒五十七歳 の折︑梅

松

敬愛す る小学校 の校長先生が︑ いつもどおり朝起き て︑

原日本学に出会 い︑私 の古代 への情熱に火が つき︑朝鮮︑
中国︑シルク ロードと舞台が広がり︑六年目にな った ヘ

干 の経済的余裕 であり︑とも にシ ェアする伴侶 の存在 は

洗顔後矩撻 で新聞を読 んでおられて ﹁ウー ン﹂と言 った
まま亡くなられた︒享年八十五歳 であ ったが︑かかる大

毎年 の海外旅行と︑手作り の国内旅行 で︑妻と共 に喜

ブ ライ語 の知識が新たな視点を加え て いる︒

従 って︑元気 で ・ぽ っくり ・ころりと死ぬと いう こと

びを倍加 できる こと に感謝 し て いる︒ ︵
四百字 の本稿 は

往生を︑私はこの例しか知らな い︒
は︑ いか に健康 に注意 し て︑規 則正 し い生 活を し て︑

継続は力なり

アリ コ ︒ジ ヤパンに寄稿した エッセイ の入選作 である︶

定年以降がゴールデ ンタイム

私は定年後︑毎朝 六時に起床 し︑まず空腹時血糖値 の

﹁いかに生きるか﹂と いう ことに尽きると確信する︒

私は家族関係 の基本 は ﹁一番 が妻︑子供 が二番︑親が
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打ち込み五百本を励行しており︑今年 の冬 は両手 の指が

の時 に担当医 に提出している︒そ の後︑本刀 の素振り ・

測定を行 い︑そ の測定表は丸 の内病院での毎月定期健診

毎月定期健診 に通 っており︑現在は三人目 の担当医 で

を得 て野菜主体 の食生活 に変更して今日に至 って いる︒

験し︑退院後も断酒 ・断煙はもちろん のこと︑妻 の協力

ことを心掛け て いる︒ちな みに︑キ ャベ ツ︑タ マネギ

あ るが︑担当 の先生からは優等生 の患者として信頼を得

朝食 の準備と後片付け及び夕食 の後片付けは私 の担当

各 々半個ず つ︑ ニンジ ン 一本︑ピ ー マン三個︑キ ュウリ

かじかむぐら い冷え込んで いるが︑それでも素振り の後

として継続しており︑すでに六年を経過して いる︒午前

一本 にト マトやベランダ菜園 のシ ュンギクやパセリなど

て いる︒朝食を自分 の担当として生野菜を大量に食 べる

十時から︑妻と買 い物を兼ね て︑二時間前後 の早足 での

てくれ ており︑加え て大量 の寒天を食間に食することを

は燃える体とな っている︒

散歩を励行し て︑自然 の移 ろ いを肌 で感じ て いる︒三十
分も歩くと︑体も燃え てき て︑冬場 でも散歩 の後は︑シ

習慣として いる︒

である︒朝食以外 では妻が野菜主体 の食事を常に心がけ

ャツを着替え ることがしばしばである︒

定年後始めた ヘブ ライ語は︑六年目を終えるのを機会
に︑三月には ヘブ ライ語講座研修旅行 に参加する︒受験

知的好奇心の追求

定年 一カ月前 に︑丸 の内病院 に検査 ・教育入院した時
は︑担当医から ﹁このような生活をしていると五年な い

英語 の悪癖に鑑みて︑し ゃべれる ヘブライ語を目指して︑

基は食 にあり

し十年以内 には︑必ず脳梗塞 ・心筋梗塞 ・壊疸など にな

毎 日リ ンガーホーンで磨きをかけており︑現地イ スラ エ

昨年 二月︑三泊 四日 の諏訪旅行 で︑以前から参拝した

ルでは︑実地訓練を楽 しみにして いる︒

りますが︑死ねませんよ︒貴方まだ六十歳 でし ょう﹂と
言われたくら い最悪 の状況 であ った︒
三週間 の検査 ・教育入院 で︑カ ロリー制限 の生活を体
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か った諏訪大社 にお参りし︑現在 の御祭神 以前 の ﹁
ミシ
ャクチ神﹂ に巡りあ い︑神長官︑守矢氏 の屋敷跡 の資料

と呼ばれな い夫社もたくさんあり︑例えば宗像大社︑熱
田神宮︑熊野大社等は別格大社な のである︒

鹿に変わ っただけで︑現在もサ マリヤで行 われている儀

明治 の初めま で行われていた御頭祭 の献 げ物は︑羊が

跡も多く︑巨岩 ・巨木まで入れると︑日本全国をどれだ

何年かかるか想像を絶する︒加え て︑お寺など名所 ︒旧

渡来した神を祀る神社も多く︑ 一之宮を含む神社巡りも

これら以外 にも古 い神社が沢山存在し︑朝鮮半島から

式と瓜 二 つであると のことである︒ちなみ に献げ物 の数

け歩かねばならな いか分からな い︒

館 で御頭祭 の展示物をみる機会 に恵まれた︒

は七十 五頭 の鹿 で 一頭だけ右 の耳が裂けて いることま で

の古代 の証を感じ︑日本全国 に九十七社あ る︑ 一之宮詣

諏訪大社参拝以降︑古 い神社 の言 い伝え の中 に︑日本

は旧約聖書と同じ守矢山な のである︒

が諏訪大社 で明治 の初めま で行われ︑諏訪大社 の神体山

十二章 に記載されて いるが︑御頭祭 でも同じような儀式

する︒ これは︑旧約聖書︑モーゼ五書 の ﹁
創生記﹂ の二

祭壇を築きイサクを献げるために︑まさに刀で殺そうと

クを神 に捧げるよう に命じて︑ アプ ラ ハムが モリヤ山に

意味 である︒神がアプ ラハムを試すために︑子供 のイサ

全然なく︑ ヘブ ライ語 では ﹁
イシャクに由来する﹂と の

大往生出来 ると夢想している次第 である︒

る校長先生 のごとく︑私は元気 で ・ぼ っくり ・ころりと

人 の 一生 には何が起 こるか︑予期 できな いのが常 であ
るが︑現在 の私 の規則正し い生活を続ける限り︑敬愛す

けねばならな いと考える︒

遊行期﹂を限りなく零 に近づ
る現在を︑健康 で生き︑﹁

林住期﹂た
人君子にお任せしなければならな い︒私は ﹁

に生きることは︑私ごとき凡人 には到底無理 であり︑聖

たるゴールデンタイムを生き て いる︒﹁
遊行期﹂を立派

林住期﹂
住期﹂﹁
遊行期﹂と四分割する︒私は今まさに︑﹁

林
家住期﹂﹁
学生期﹂﹁
ヒンズー教徒は︑人 の人生を ﹁

同じ である︒でヽシ ャクチ﹂と いう発音 は近隣諸国 には

でにはま って いるが︑ いまだ半分を残して いる︒ 一之宮

―
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村

■ＮＩで医療費の騨張に歯止一
め
中

器

陸

くり逝けば︑膨張する医療費 に歯止めがかかり︑財政再

建 にも寄与 できると いう のが私 の持論 である︒このため
に︑私が日ごろＧＮＰに ついて心がけ て いることを披露
した い︒

まずは︑元気 のＧから始めよう︒

日本は︑世界 一の長寿国 である︒そ の恩恵を享受して
いる のは︑われわれ卒サラ族 に他ならな い︒誠 にありが

サ ラリー マン時代は︑会社組織 の中 で︑協同作業を通

じ て成果を挙げることが求められた︒したが って時 には︑

た いこと であると︑個人的 には素直に喜 んで いる︒
しかし︑国 ・地方を合わせた長期債務残高が七百四十

組織 の目的 のために個人を犠牲 にすることもあ った︒し

かし︑卒サラの後 は︑そ のような制約 から開放されるか

兆円と いう途方もな い赤字を抱え て いるわが国家 財政
は︑膨張 し て止まな い社会保障費 に耐えられる のだろう
か︑喜 んでばかりも いられな い︒

ためには︑心 の健康が第 一である︒そ のためには︑毎 日

昔から病は気からと いわれているよう に︑元気 で いる

らありがた い︒この自由人としての特権を最大限 に生か
し︑健 やかな精神をも って︑毎日を楽 しく生活するよう

して いたわが国は︑ ついに二〇〇五年から人 口減少社会
へ突入した︒年を重ねるに つれ てこの問題はますます深

を心底 から喜びを持 って生きることが大切である︒それ

特 にバブ ル経済崩壊以降︑少子 ・高齢化が急速 に進行

刻 の度を増して いく ことになると思う︒日下︑ポスト小

にはまず︑自分が幸運 の星 の下に生まれ つき︑そ の後も

に つとめている︒

泉を にら んださまざ まな財政 再建策 が論議 され て いる
が︑医療費 の抑制と消費税 の引き上げが二 つの柱となる

恵 まれた人生を歩 んできたと︑心 より感謝することであ

る︒世 の中は上を見 てもきりがな いし︑下を見 てもきり

ことは確実 であろう︒
そこで︑われわれ卒サラ族 が︑元気 で長生きし︑ぼ っ
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てくれたから である︒この点︑大 いに感謝して いる︒

そんな私どもは︑内孫 二人と︑外孫 二人 の四人 の孫に

がな い︒実際には︑そ の中間に いるのであろうが︑そん
なことを詮索することはやめて︑この世 で最高 の幸 せを

恵まれた︒娘も近く に住 んで いる ので︑すべての孫たち

を誰 憚 る ことなく ︑大 いに寿ぐ こと によ って︑幸福感

りを思 い出して深く感謝することである︒ ここで大切な
のは︑人生は自分自身 で納得することだ︒めでた いこと

僚など多く の人 々に支えられてのこと であり︑ 一人 ひと

れた のは︑父母を はじめ︑学校 の恩師︑会社 の先輩 ・同

私は︑今年古稀を迎えたと ころで︑長生き できるか否

と 一緒 に遊 んだりする光景を テレビで見る機会が多 い︒

渦 で包 んでくれる︒最近医学的にも笑 いの効用は評価さ

ゃべり始めた頃 の孫が最も可愛 い︒子供 の何気 な い片言
隻語︑ 一挙 一動が︑周り の大人たちを抱腹絶倒 の笑 いの

と分け隔てなく楽しく付き合 って いる︒片言 の言葉をし

享受 していると︑勝手 に思 い込むこと である︒
また︑人生 の節目を祝う還暦 や古稀など に当た っては︑

が体全体 に広が ってくるのこう したヽ心がけを積み重ね

か分からな い︒しかし︑ ヨ 怒 一老﹂︑ヨ 笑 一若﹂とも
いう︒今 の生活環境がそ のまま続けば︑長生き できそう

幸福感をじ っくりかみしめた い︒ こうした節目を迎えら

てゆく ことによ って︑実際に体調不良を克服した経験が

であると勝手 に思 い込 んで いる︒

れ つつあり︑幼稚園児 がケア ハウスを訪れて︑老人たち

ある︒そ のとき以来︑他人から見たら無意味と思われる

深刻な財政赤字 に苦しんで いるわが国政府 は︑目下の

世帯住宅家族 に対し︑しかるべき優遇策を採 るべきだと

こと にでも納得し︑今も元気 のＧを生き て いる︒
次 は︑長生き のＮに ついて考えよう︒

考え て いる︒膨張して止まな い医療費 の抑制 にこれほど

ところ増税 にしか目を向 けて いな い︒そう ではなく︑二
私ども老夫婦は︑現在息子夫婦と二世帯住宅 に住 んで

人古来 の価値観 に目が向 かな いのは︑実に嘆かわし い︒

効果的な政策 はな い︒政府 の想像力不足 のためか︑日本

いる︒ これが実現した背景には︑息子 の選 んだ連れ合 い
が︑近頃 の若 い人 には珍しく︑私どもと の同居に同意し
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質的な長寿を享受する健康寿命が重視されるよう にな っ
た︒二〇〇四年 における日本人男性 の健康寿命 は︑七十

最近 では︑世界的 に単なる平均寿命 よりも︑健康 で実

最後 はポ ックリのＰである︒

っても体を支える力が つき︑体 のバランスを保 つことが

知らず に筋肉 は鍛えられ︑九十歳を越えた超高齢者 にな

駅 やビ ル内 でも︑ エスカレーターや エレベーターは極力

線を水平より高く上げて︑大また で速く歩く こと である︒

分鍛えられる︒と にかく︑日常生活 で歩行するとき︑日

二 ・三歳 であ った︒同じく平均寿命は︑七十八 ・六歳 で︑

できる︒

な いことは︑個人 の尊厳を大 いに傷 つけるばかりか︑周

療費 の抑制は︑ この差を短縮すること によ って達成 でき
る︒また︑寝たきり にな って︑看護を受 けなければなら

たきり老人として︑ ベッド の上 で暮らす ことになる︒医

純計算すれば︑ この期間を半健康 の状態 か︑もしくは寝

生きて いる間太 い筋肉を鍛えるよう十分心がけることが

逝く こと︑すなわち Ｐを望むならば︑われわれ卒サ ラは︑

若 死にする人はど︑苦しみながら死んでいく︒ポ ックリ

のほうが安らかな死を迎えられるよう である︒周り に い

また︑新聞 の ﹁
追悼抄﹂ の欄 に目を通すと︑超高齢者

使 わな いよう にす る︒こうした心 がけを続けるだけ で︑

平均寿命 から健康寿命を引 いた差は六 ・三年となり︑単

り の人 々に大きな負担を強 いることになる︒なんと いっ

大切である︒

以上︑卒サ ラの 一員として︑ＧＮＰを通じ て財政再建

た人は︑﹁眠る よう にし て死 んで い った﹂と回想 す る︒

ても避けた い︒
筋肉を鍛えることで防げると いう︒もちろん︑指など の

に貢献 できる方策を考察してきた︒しかし︑ これらは国

寝たきりは︑大腿部︑腹部︑背中︑臀部など の大きな
小さな筋肉 は︑頭脳活動と密接な関連があり︑認知症 の

家財政 の問題だけ でなく︑個人生活 における幸福 の実現

にと っても極め て有効 であると確信している︒

予防にも役立 つが︑ここでは触れな い︒
大きな筋肉 は︑日常生活 のち ょ っとした心がけで︑十
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武 彦

や接待 で︑土日を返上することもままあります︒終身一
屋

用で︑会社と いう村から抜けられず︑ゴ マスリ︑リスト
ラ︑左遷︑ エトセト ラ︒左右をうかが いながら縦出世を

求めて生きる悲劇︑あ る いは喜劇と いえまし ょうか︒欲

れ る薄 い財布 です から ︑ ﹁
沈酔 し醒 め て懐 ち と寒 し﹂︑

西 川

一一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
４
＝
﹁
一
一
一一＝
一
一一
一一一一一¨一一一一¨
Ｎ
一一一一一一一
黎
一一脅
出
一
響
一一
一
︐
十 一月半ばから 一カ月間︑ＯＤＡの仕事を手伝 いまし
た︒開発途上国から上級文官を十五名招 いて︑日本 の高

身を沈め様子窺う朝帰り﹂ で︑命を縮めます︒
﹁

歳 以下とか︒四十 八歳 の男性 が︑﹁
私は人生 で残業し て

ナーです︒それぞれがお国を紹介する中 で知 ったこと で
すが︑ アフリカや中南米 の最貧国 では︑平均寿命は五十

れることもなく︑子育 てが終われば︑料理教室など のス

マイホームを城に三食昼寝付き︒別居する姑 から苛めら

片や女房殿は︑一
二種 の神器 で つら い家事から解放され︑

求不満を解消すべく深酒しようも のなら︑ ローンに追わ

度成長を支えた官民 の人材育成制度を学んでもらう セミ

います﹂と笑わせます︒男性 の方が長命と いう国も稀 で

クス︑ テ ニスなど で汗をか いて健康維持に努 める︒そん

クール通 いです︒そ の揚げ句︑食 べ過ぎれば︑ エアロビ

はありません︒翻 って︑経済的 には超 一流国 の日本 では︑
男が七十八歳︑女 は八十五歳と明らかに女性優位 です︒

にな って出社する︑上司︑部下︑取引先 のプレ ッシ ャー

男性サラリー マンです︒ラッシ ュアワーの中︑くたくた

徐 々に外 れ︑裏街道を難儀 しながら歩 いた長 い年月があ
りました︒ 四十歳半 ばから︑海外 でも国内支店 でもト ッ

筆者も縦 出世 の波 に巻 き込まれました が︑表街道を

なこんな で長生きするわけ です︒

にめげず︑連日 の長時間激務 です︒かわ い子ち ゃんに触

プでなく次席 で︑しかも広報渉外と いう専門職的仕事が

どうしてそうな ったか？ 高度成長を担 った働き手 は

れればセク ハラ騒ぎ になるし︑﹁
放課後﹂は︑付き合 い
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えた のを機会 に︑今 で いう ∽ヨ〇↓ と いう手法 で自 己分
析 し ま し た ︒ 自 分 の 強 み ︵ｒ 鷹 ●電 Ｆ ︶︑ 弱 み

あ てがわれました︒そこで︑サラリー マン人生 の先が見

ました︒現役最後 の年 には︑特別体暇 で英国 のナシ ョナ

物書きなど︑鍛錬して人並 み以上に楽 しめる段階 に到り

と いう のは︑大事 にすれば︑糸を紡ぐよう に拡がります︒
趣味 の世界 では︑テ ニス︑スキー︑ボーカルカルテ ット︑

そ の結果︑退職後 に繋 がる人脈が生まれました︒人脈

創造などにもかかわ って います︒それぞれ の分野 の団体

ヨ８庁お ∽
ＯｏｏＲご 一
一
︵
け
８︶︑阻害要因
Ｘｏ︑ チ ャンス ︵

結論を絞れば︑ Ｓは時間 ・行動が比較的自由︑ Ｗは仲

に所属し︑頼まれれば相応 の役職も引き受 ける︒歳をと

↓軍８一
︵
︶を並 びあげ︑ マトリ ックス化して分析し て最
∽

間外 れになりがち で︑社内情報 に疎くなる︑０は自分 の

ればお金が掛かりません︒借金さえなければ︑生活費は

善策を探ると いう手法 です︒

世界を拓く余 裕 が できる︑社外と の接触 が多 い︑ Ｔは︑

年金 で何とか賄えます︒たま には原稿料が入ることもあ

ルト ラスト のワークキ ャンプに参加︒そ の体験から︑退
職金を割 いて造 った山小屋を ベースに︑町づくり︑景観

村人分にされ出世と縁がなくなる︒ こんなところだ った

ります︒嫌なこともあるし︑打ち込み過ぎれば肉体的 に
かもしれません︒

も疲れますが︑こんなと ころが究極 の横出世と いうも の

でし ょうか︒
そ こで編み出した のが次 の事業計画 です︒ ①人 一倍集

フラストレーシ ョンが溜まる頃︑ほんのち ょ っと小遣

中して短時間で業務処理し︑残業 しな い の最 低限 では
あるがタイムリーに社内付き合 いを維持する ③広報渉

る夢 の中﹂なんてこともありまし ょう︒たまらず︑音 の

老 いてなお指 がまさぐ
いが入 った夜 には︑夢 の中 で︑﹁

外と いう職務を フルに利用して︑交際費を活かし︑最大
限 に社外人脈を広げる︑趣味を究める︒

再会
馴染 みを携帯 で呼 び出 し︑某 ホテルで密会す る︒﹁
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し枯 れた色香 にまた惹かれ﹂︑挑戦します が︑息子 の代
わり に血管 が爆発し︑腹 の上 でポ ックリ︒極楽死かもし
れませんが︑遺された家族を思うと忍びな いですな︒横

,′

出世しても︑そ の辺りはわきまえなければなりますま い︒

￨バ

やはり身心 の衰えを意識しながら︑横出世を楽しみ切
り︑平均寿命を超え てポ ックリ︑それも長
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年連れ添 った老妻とほぼ同時 に︑と いう の
が理想 ではな いでしょうか︒そ のためには︑
早くから︑連れ合 いにも自分 の世界を拓く
自由を与えねばなりますま い︒ 二〇〇七年
から団塊 の世代 が卒 サ ラします︒﹁現役を
退 いたら直ぐ にポ ツクリと﹂︒ こんなおか
しな川柳 で茶化されな いよう ︑お節介 やき
の先輩 が横出世 の心得をち ょ っぴリ アドバ
イ スする次第 です︒

′ー
為
″I幡 械￨メ し

iヽ 111゛

書分のテ．
■︸に恋をし一よう
森
田

会 でもなさそう だ︒ いい年をして︑そんなにあくせくし

な いでと︑世間 では思うかも知れな いが︑まだ元気な の

に手持ち無沙汰 の高齢者が多 い社会 は︑活力 が乏しくな
っていくに違 いな い︒

このような社会 で︑高齢者 は何をどうすべきか今 ほど

問われる時代はか つてなか ったよう に思われる︒

退職後 の生活 のあり方が︑健康 で元気 に暮らし︑長寿
の末 にポ ックリと逝く ことを望みた いが︑現実は︑病気

Ｃ如何に感動をも つか ︵
力︶

私は︑高齢者 の生活を支える大切な要素として︑

に悩まされたり︑認知症 で介護を必要とする姿を見るに
つけ︑高齢者 のこれから の生き方を考えざ るを得な い︒
二十 一世紀 のＩＴ社会 は情報 のも つ価値 が高まるばか

④健康に心掛ける ︵
ケ︶

③どう 工夫するか ︵
ク︶

②何に興味をも つか ︵
キ︶
りであるが︑先進国 では社会や企業など の競争 が激しさ

⑤恋 のロマンを秘める ︵コ︶

専門知識 のな い人では簡単 には職は見 つからな いからだ

いら の多 い生活 に陥りやす い︒健康 でまだ働きたく ても︑

信頼関係も大きな影響力をも って いる︒そこで社会 ・家

経済 の健全性 に負うところ人 であ るが︑家族 や友人と の

いうまでもなく︑高齢者 の生活環境 の充実は︑健康や

ＧＮＰの実現 になる のではなかろうかと思う︒

五 つのカキクケ コの要素を心 に銘じ て いけば︑まさに

を増し︑生き残り のため のリストラが進 んで いる︒そ の
ために︑定年退職するときなどは︑悲喜 こもごも の心情
を抱 いた再出発となろう︒今 の日本は経済優先 の社会 で

ろう か︒高齢者がなんとか年金 に支えられ︑趣味 に生き

庭教育を︑親たちだけに任せる のではなく︑高齢者 が大

あるから︑人 々は損得観念 に支配されて︑感情的に いら

る生活も可能な のに︑それほど精神的にゆ ったりした社
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茂

家庭教育が手薄 にな っているからである︒ときには︑若

であろう︒ いま や自 己責任を強く植え付ける社会教育 や

人 への道筋を念頭 にお いて︑大 いに親切心を発揮す べき

応ず る柔軟性に欠けるきら いがある︒それを防止するに
は︑情報 の収集 ・分析 や発表など の継続的な知的刺激が

力を少なからず持 って いるが︑それに拘泥して︑変化 に

なるほど︑高齢者は経験 に裏付けられた知識や認識能

若者 に自己行為 に対する責任感 や反省心が強まり︑生活

い人 々だけでなく︑中高年 や高齢者 でも︑ ＩＴ情報 の知

新し い時代に合 った勉強は年齢には無関係 である︒若

必要 であ ろう︒

の中 で前向き の気持ちが自然に起 こるよう になれば︑必

識は仕事 に役立 つだけ でなく︑生活そ のも のを充実させ

者から反抗されることもあろう が︑長じるに つれて理解
を示し︑年長者を敬う気持ちも出 てこよう︒そ の結果︑

ず や周囲と の調和が図られよう ︒

ティとな って いる︒そこで過去 の蓄積を死蔵させず に生

人 々がそ の能力を発揮 できず に︑サイレント ・マジ ョリ

ども︑実際 には独自 の経験と知恵 の蓄積を持 って いる

高齢者 の中 では︑ 一部 の有名人 の活躍だけが映るけれ

そ のためには高齢者自身が ﹁カキクケ コ﹂ のよう に︑自

再生してくれるかもしれな い︒

ンの有効活用は︑高齢者が失 いかけて いる生活 の意義を

きが いが得られな いような時代 になり つつある︒パソコ

て自分 のテー マを追 い求める ことをしな いと︑本当 の生

ど のマスコミが社会 に浸透 し て いるが︑ ＩＴ情報を通じ

てくれるに違 いな い︒情報化社会 では︑新聞やテレビな

かしていくことができれば︑高齢者 の幸せな貢献と いえ
よう︒社会教育 に関して︑高齢者 の本当 の役割はそ こか

分なり の興味あるテー マをも つことが大事 である︒そ の

のロマンとは︑男女間に限らず︑自分 の課題 に恋するこ

感動を味わう暮らしに つなが って いく にちが いな い︒恋

テー マをど のよう に解決 し て いくかを 工夫 し て いくと︑

ら生まれる のではなかろうか︒
また生活面 での見識 のある教育とは別に︑高齢者自身
の知的才能をどう研鑽するかも意義あることである︒
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がしろにせずに︑生活 の基盤である家庭を大切にする暮

高齢者 の生活を充実するためには︑心身 の健康 ほど重

を表示 できるような生活をした いも のである︒そんな環

そ の上に︑高齢者も社会 の 一員として︑そ の存在価値

ともできる︒

要なテー マはな い︒自身 の規則的な運動が必要な ことは

境からＧＮＰの芽が生まれてくる のではな いだろうか︒

らしでありた い︒

述 べるま でもな いが︑夫婦 の信頼感が持 つ影響力をな い
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晃 二

国立 から中央線を 三鷹 で総武線 の始発 に乗り換え て︑

されていな い︑とそ の筆者は言う ︒この独特 の生き方を

する世代 への︑ある皮肉を込めた論評がテー マであ った︒

何やらこの国 の ﹁
団塊 の世代﹂ の在り様と符合す る印象
である︒彼ら の行動様式 には常 に唖然とさせられる︑ち

ょ っぴり旧世代 の僕 にと って︑ ﹁
我意を得たり﹂ の代弁

みの 一つである︒

書 の引き甲斐を確かめてはほくそ笑む︑僕 の無類 の楽 し

そはと いう専 門家 による政治評論 や文化 関連記事 であ
る︒そ の本場 の英語表現とボキ ャブラリーに遭遇し︑辞

スムーズ に読んでゆく のだが︑最も興味深 いのは︑我 こ

ボスト ング ロープ の記事が多 い︒日常記事 と経済記事 は

ヘラルドトリビ ュー ンを読む︒ ニュー ヨークタイムズ︑

上に周りも心配した︒免疫力 の異常低下がそ の原因 であ
れば︑重大な病気 の前触 れではと考えるのも当然 で︑密

からぬ病気 に襲われた︒帯状疱疹 が出 て︑本人が辛 い以

者 へ医者 へと通う︒かく言う僕も数年前に老化と因縁浅

上 Ｐポ ックリ逝けたら幸せである︒現実は国民医療費年

として捉え難 い︒何とかＧ元気 でＮ長生きした い︑そ の

既に行く先が見え て いても︑人 は誰もそ のことを実感

者出現に大 いに溜飲を下げたも のであ った︒

あるとき︑ アメリカでも何かとお騒がせらし いベイビ

かに家人と親戚と の間 で電話 が飛び交 ったとは後 で聞 い

東中野 の勤め先に行く電車 の中 で︑僕は毎朝 ゆ っくりと

ーブー マー世代 に ついての記事 が目をひ いた︒退職年齢

た話である︒

びりびりと いう例えようも無 い痛みに悩まされながら

間 二十九兆円 の三分 の 一が老人医療費 で︑老人たちは医

に達しようとする世代を観察し ている︒彼らは絶対 に自
ら の老 いを認めようとしな い︑ましてや死ぬことなど間

薬を携行し つつ西安 の大雁塔 に登 ったりし て いた︒﹁い

ま の時代 のこと ですから﹂と︑妙 に説得力 のある理由付

題外な のである︒そんな ファッシ ョンで生 き続ける彼ら
に︑ある日突然垂れ流し︑徘徊が襲 って来 る ことが理解
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けで中国出張を許可した女 医先生 のところに五年経 った

ることにした︒

る神経プ ロック︑レーザー鍼灸等等︑終 には抗鬱剤まで

療に いそしみ︑鋭意克服を目指した︒喉仏 への注射 によ

か いな ﹁
あ いつ﹂が待 って いた︒ 一年間手を尽くして治

や って いる︒ 二十代前半から七十代ま での文字通り老若

と はこのようなも のであろう︒ いま では臆面も無く青年
たちに交じ って︑ 四十 五年ぶり のオーケストラ活動ま で

ハンドルできる︑確信 にも似た境地 である︒老後 の健康

あ いつ﹂が同居して いるのは間違 いな いのであるが︑
﹁

トライした揚げ句すべて諦 めた︒原因不明 の痛 みに何十

男女が毎週末 の練習に励む︒手心なし の要求度 に緊張す

今も僕 は通 って いる︒﹁
帯状疱疹後神経痛﹂と いう や っ

年も悩まされながら克服した柳沢桂子 のストーリーを知

る時間は若き日と全く変わらな い︑集中度 の高 い至福 の

ひとときである︒バイオリンを弾く僕 に対し︑﹁
あ いつ﹂

った のもそ の頃 で︑何か仕事を片付けるがごときやり方
で︑病気 に立ち向か っている自分 の愚かさに気が ついた︒

それを治そうとはしな い︒そ の術が無 いのだ︒僕 の話を

ひりひりと正確 に反応する のである︒女医先生は決して

みが常に控え て いて︑スト レスを感じたり︑多忙時 には

題が起 き て いる のだ︒そんな現象も徐 々に少なくなり︑
今では先ず起 こらなくな った︒しかし︑そ の部位 には痛

ックが全身 に広がる︒制御 不能︑明らかに自律神経 に問

難 いも のな のだ︒時折 の痛 みにより︑冷え の感覚︑パ ニ

五歳から三十歳 の若者 に起 こるとある我 々には端 から資

のである︒ポ ックリ病を電子医学辞典 で引 いて見た︒十

ることなど及びも つかな い︒皆夫 々の道を行くしかな い

ＧＮＰのＧで蹟 いたり︑諸先生流 の健康術優等生 に加 わ

っし ゃる︒﹁
団塊﹂諸氏も真 っ青 に違 いな い︒僕 の場合︑

現役な ので︑多忙 ゆえ に昼間は軽食 にして いる のだとお

遡らずとも︑九十 四歳 の某病院理事長 に至 っては今なお

老人健康指南 の先達 には驚かされる︒貝原益軒 の昔 に

は実 に行儀が いい︑と いうより熟睡 の体な のである︒

聞 いてくれて︑時 々睡眠導 入剤 のような薬が出 る︒そし

格がな いことが分 か った︒

痛 み の現実は神 の摂理 のようなも ので︑人間 には抗 い

て安心 の日々が続く中 で︑僕はこの病気とはもう訣別す
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にあたり決めたことは︑サ ラリー マン時代と同じような

服装と生活 テンポを維持することである︒そし て︑毎日︑

外 に出 ることである︒幸 い失業保険も︑約半年 いただけ

る ので︑友人 の事務所 の 一隅を借りて︑ コンサ ルタント

ら れ て出勤すると いう ルティーンが︑ 一挙 に消滅す る︒

定時 に起床して︑ネ クタイを締めて︑決ま った電車 に揺

も のではな い︒救 いの神 は︑ アメリカ の企業 であ った︒

折衝で︑新規事業を開拓するような仕事は︑滅多 にある

難しくな って いた︒まして︑私 のような外国 の会社と の

業を始めた︒私 の時代 でも︑もう第 二の就職先 の斡旋は

服装も︑トレーナなど の略装 で事足りる︒朝︑寝過ごし

それま で︑﹁
敵方 の手ごわ い奴﹂とみなされて いた のが

サ ラリー マンを卒業すると︑生活 のリズ ムが 一変する︒

ても︑なんら支障がな い︒家庭 の生活環境も変わ って い

それだけ では︑時間が余 る ので︑世話役を買 って出た︒

奏功して︑ いっぺん使 ってみてやろうと言う会社 が出 て

男どもは気が付きにく いが︑夫が定年 になると︑妻 に

同級生は︑当然同じ年代 である ので︑定年を迎えた人が

ることに︑改めて気付かされる︒子供たちは︑もう 一人

も大きな影響がある︒ つまり︑ 一日中︑男が家 にゴ ロゴ

極的に引き受 けた︒そうしてパソコンで︑名簿 つくりや

きた︒それ で︑事務所 の経費を賄う ことが出来た︒

ロいることになり︑妻たち の行動 に制約が加わる︒例え
ば︑夫 の昼食と いう新たな負担が増えることになり︑今

宛名書き の術も覚えた︒幹事 であるから︑みな の消息や

前 に育 っていて︑家庭 には妻しか居な い︒

ま でのように家を自由 に留守にしづらくなる︒下手す る

趣味も分かる︒

大手を振 って没頭 できる︒私 の場合は︑ジ ャズだが︑楽

趣味も︑忙し い現役時代 には︑暇がなか ったが︑今や︑

ほとんど である︒社友会 やクラス会など の幹事役 は︑積

と︑熟年離婚 の遠因になりかねな い︒
生来︑私には怠け癖がある︒従 って︑外から の締め付
けがな いと︑だらけ てしま いそう になる︒だから︑卒業
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器は素養 がな いので敬遠し︑ ヴォーカ ルに取り組んだ︒
ここでも楽し い若 い仲間が出来 てきた︒
昔︑読 んだバーナード ・シ ョウの言 に︑ ﹁
出来る奴 は
行動し︑出来な い奴 は評論する﹂と言う のがあ った︒正
にこれである︒高齢 になると︑知識 の集積 は多大なも の
がある︒しかし︑大それた政治経済談義 や︑持病 のこと
を︑恋 々と論評する のは止そう︒そんな時間があ ったら︑
何かを始めよう︒それが︑精神的にも︑肉体的 にも︑若
さを維持する秘け つである︒
私は︑今︑ケアマンシ ョンに住 んで いるが︑外 に出な
いで︑他人とも交流 のな い人は︑老け込む のが早 い︒動
けるうちは︑動 こう︒九十歳以上にもなると︑足腰は衰
え︑動けなくなる︒八十歳半 ばま では︑十分 に動ける︒
それが元気 の基である︒
ぼ っくり死にた いが︑ こればかりは︑自分 で決められ
るも のではな い︒それま では︑先ず動きだす ことで︑は
つら つと生きてゆこう ︱︱
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わたしは︑父は死なな いと信じ つつ 一時帰国 した︒予想

どおり父 は回復して いた︒しかし八十 二歳 で危篤 のとき
は︑わたしは観念した︒このとき以来︑自分 の寿命は自

長生き の効用は︑苦 しまず に天寿をま っとう できるこ

分が決めるらし い︑と思う よう にな った︒
百七歳 で亡く なるま で仕事 を した木彫家 の平櫛 田中
は︑﹁
人生は七十歳より﹂と言 って いたらし い︒平櫛 田

しかしながら︑生き て いる以上︑生き甲斐を感じなく

とだ︒わたし自身︑ いつ死んでも悔 いはな いが︑痛みと

ともよ いと言え︑百歳にてお迎えあるときは時機を見 て

ては つまらな い︒そこで自分探しが始まる︒わたしの場
合︑企業を卒業してから︑縁 があ って監査役 の研究に取

中記念館 ︵
東京都小平市︶に ﹁
七十歳 にてお迎えあると

こちらからボ ツボ ツ行くと言え﹂ の書きも のがあ った︒

り組 んだ︒ これはな ってみな いとわからな い役職だが︑

苦しみは嫌だ︒これを避けるには︑健康 で長生きするこ

人間は百二十歳ま で生きられると いう︒実際は︑不摂

退任す ると在職中 の不満はど こか へ消える︒だからこの

きは今留守と言え︑八十歳にてお迎えあるときはまだま

生 により心身 のど こかが傷み︑百歳ぐら いがや つとだ︒

制度はなかなか改まらな い︒それならわたしが改めよう︒

とだ︒

しかし︑わたしは百二十歳を目標 にして いる︒わたし の

人 の行く裏 に道あり花 の山﹂ の心境 で︑実務家も学者
﹁

だ早 いと言え︑九十歳にてお迎えあるときはそう急がず

父は八十二歳 で亡くな った︒かねがね父は︑八十歳ま で

も踏み込まな い領域に入り込 んだ︒

おかげさまで六十七歳 のとき︑法学博士号をもら つた︒

生きた祖父より長生きした いと言 っていたが︑そ の通り
にな った︒
父は七十八歳 のとき危篤とな った︒当時海外勤務中 の
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この論文が世 の中 で受 け入れられるとし ても︑まだ先 の
れな い︒ このまま では︑わたし の研究 は埋もれてしま い

将来に必要なも の以外は処分しなければならな い︒とこ

狭くなる住ま いへの引 っ越しは︑過去と の惜別を伴う︒

はこれからだが︑それは知的財産 の活用に関連す るよう
に思う︒会社 は克己心 の後ろ盾 である︒

そうだ︒それでは︑わたし の力が及 ぶ八十五歳までは頑

こと である︒そ の後三年経 っても︑追随する研究者は現

張 ろう︒

えるゴミである︒好きな服だ った のに ・・・︒

は忍びな い︒洗濯済みの背広も胴回りが合わなければ燃

ろが自分 の将来が漠然として いると︑も のを捨 てきれな
い︒ 一回も目を通して いな い本を 二束三文 で処分するの

なぜ八十五歳か︒かれ これ十年も前 のこと︑わたしは
八十代 にな ったらボ ラ ンティアをす ると占 い師は言 っ
た︒そ の後︑自分 のライ フサイクルから八十五歳を導き
と ころが︑七十歳から何をする のか︑占 い師は触れな

いでも満足 できる仕組みがよ い︒持 つならば︑人が魂を

まれて︑なぜ こんな物持ち にな った のだろうか︒持たな

人間死ぬとき︑あ の世 へ何も持 って行けな い︒裸 で生

か った ので︑謎 である︒六十代 の十年 は過去と のつなが

込めて作 ったも のに限定した い︒

出した︒

りが指摘されたが︑あれこれ想像した︒ いま振り返 って
態 であ るが︑八十代 のボ ランティアに繋がるとすれば︑

五計﹂があ ると いう︒生計︑身計︑家
きた い︒中国 に ﹁
計︑老計︑死計 である︒ いまわたしは︑死ぬ準備と生き

わたしは八十五歳 で事業を引退したあと︑自分史を書

見れば︑占 い師は当た って いた︒そ の後 の十年は自紙状
七十代 に何か予想 のつかな いことを始めることになる︒

ながらえる準備を進めて いるが︑ これが老計と死計と い
うも のだろう か︒

︵
二〇〇六 ・一・八︶

わたしは七十歳にな って身辺リスト ラを行 った︒ 一戸
建 ての自宅は長男 一家 に住 んでもら い︑わたしは賃貸 マ
ンシ ョン ヘ引 っ越し︑か つ︑個人会社を設立した︒中身
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って時 々遊びに来る娘 やら︑連れて来る孫 やらを相手 に︑

楽し い時間を存分 に過 ごしている︒

どう やら こんな風景 が我が家 の女房殿 の目 にはうらや

ましく映 っているよう だが︑そうそう急がずともよ いだ

ろうと︑私は肛 の中 で答え ている︒

と ころで︑﹁
悠遊﹂第 十三号 の募集要項を見ると︑特

ど こで求めたも のか定かではな いが︑私が常用して
いる︑やや大型 の湯呑みに︑次 のような長寿者 の心得が

集 テー マは ﹃
卒サ ラのＧＮＰＩＩ元気 で長生きポ ックリ﹄

とあるが︑ この文句 に必ずしも共感しな い︒まず︑元気
で長生き︑をポ ックリから引き離して観賞する︒

書かれて いる︒
そう急がずとも よ い〃
九十歳 でお迎え の来た時は ″
﹃
頃を見 てこちらか
百歳 でお迎え の来た時 は ″
と言 へ﹄ ﹃

と いらし い︒近所 の長寿者を考え ても︑女性 の方が男性

囲を見回したと ころ︑どうやら女性 の方は平均してしぶ

が男性を七歳も超えているのはち ょ っと疑わし いが︑周

男性七十七歳︑女性八十四歳が平均寿命と聞く︒女性

から出向 いて行く用意をしなければならな いのである︒

文句 に近 い年頃 にな っているのだから︑ぼ つぼ つこ っち

この長寿者 なかなか意欲的 である︒す でに私は最後 の

さ て︑ テー マの最後 にある ポ ックリ はどうか︒普

元気 で長生きして来 て いるわけで︑ま こと に有難 いこと
だと︑改めて感謝して いる次第 である︒

な肉体を保ち︑今 日ま でさして病気らし い病気もせず に

こう考え てくると︑老夫婦揃 って親からもら つた健康

命を数年超えており︑夫婦揃 って超え て いる のである︒

るはず である︒私より ほぼ十歳若 い家内も女性 の平均寿

歳 にな って いる訳 で︑男性 の平均寿命を十数年超えて い

この 一文が活字 にな る頃には私も元気なら既に九十 二

より長寿を保 って いる人が多 い︒それも 二歳や三歳 でな

段 口に出して話し合 った こともな いが︑ この上はさらに

らボ ツボ ツ行く 〃と言 金

那を送り出して︑あとは独り身とな
く︑と っく の昔 に日︑
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さようなら﹂を決めた いも のだと
を必要としな い間に ﹁

はゆくま いが︑せめて残 る家族 にあまり長 い看護 の日時

いと思 って いる︒さてどんな看護生活ができるか︑せ い

情景が思 い浮かぶが︑私は必らず しもそんなも のではな

と ころで︑看護生活と いうと︑すぐ に湿 っぽ い︑嫌な

た のだから︑まことに予期しな い長寿 の共同生活を楽 し

願 って いる︒ポ ックリと いえば何か少 々賑やかに軽音楽

ぜ い私自身健康 に留意して︑六十余年ただ 一人 の伴侶だ

叶うならば︑老夫婦 二人揃 って何年 でも健康 で長生きし

の伴奏 でもあればなお結構だろうが︑そうは参らずとも︑

った家内と最後 の何年か の共同生活を濃密に送りた いと

んで来たことになる︒なんともありがた い話 である︒

夫婦揃 って︑残 る家族たち に︑看病もほどほど にしても

願 って いる︒

た上 で︑なるべく 二人が接近した時点 にポ ックリとまで

ら つた上 で︑手を携え て︑﹁ではさようなら﹂と逝けた
ら︑冥加 に尽きると思 って いる︒
だが実際問題としては︑そう望み通りにはことは運ぶ
ま い︒ いま のところ私も家内もともに壮健 で︑持病らし
い病気をも って いな い︒しかし︑これから先 二年︑三年
と年を重ねたらど つちか 一人が病 の床 に就く ことになろ
う︒そう なると︑もう 一方が看病に回るわけだが︑考え
てみると︑結婚してからす でに六十年を超す長 い月日が
ある︒結婚当時は︑まさか我 々夫婦が︑これから六十年
余り 一つ屋根 の下で暮らすとは考えもしなか った︒イギ
リス︑タイ︑インドなど数 力国 の外国暮らし の十数年も
含めて︑ 二人は離れることなく共同生活を送 って来られ
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卒難一
鸞一翁一樹熙＝薔得機

作成した︒武蔵野 の立地を生かし︑都会 の騒音から離れ︑
教育︑研究 にふさわし い環境を取り戻そうと の計画であ

学生︑ ＯＢ計約六十人が集ま る︒ ＯＢの平均年齢 は六十

泉

人生をトラ ック競技にたとえれば︑就学勉強 の時期 が

五歳を超 え て いる︒大学 の集会所 に集ま ると︑まず は

大

第 一コーナー︑サ ラリー マン下 っ端 の時が第 ニコーナー︑

久 闊 を叙 し︑近況報告し て︑作業服 に着替え る︒参加

る︒心あ る教官とＯＢ︑学生が話し合 いをし て︑ 二年前
から月 に 一度作業を行う こととな った︒毎 回︑教職員︑

管 理職が第ニ コーナー︑卒サ ラが第 四 コーナーとなる︒

を持 って︑作業場所 へ移動す る︒けが の予防 に準備体操

い枝 の伐採 ︑ゴミの収集を行う︒刈り取 った枝葉は積み

を十分 に行 い身体をほぐす︒雑草 の除去︑ いたずらに長

者 の会費 の拠出と大学 で準備 した草刈鎌︑ のこぎりなど

第 四 コーナーとな った今︑まずは健康︑ボ ランティア活
動 で社会参加︑知的刺激︑余裕を つくり自 己実現 の事業
挑戦を試みて いる︒
一 一橋植樹会

上げて堆肥 にする︒大きな幹 は切り取 ってベンチに︑木

て︑ジ ャングルと化したキ ャンパスを整備するべく大学

数十年 の間︑無目的 に植樹され︑草本 の生 い茂るに任 せ

きちんと積 み重ねられ て いる︒作業 の合間 に汗を拭き︑

見る見 るうちに奇麗にな ってゆく︒刈り取 った草も枝も

と︑気性 がよく分かる︒気力充実し︑ゆ ったりしたグル
ープは作業がはかどる︒歌を 回ずさみながら鎌を振る い︑

っ端はぬかるみにまき︑歩きやすくする︒作業を始める

も重 い腰を上げた︒東京農ェ大学植物学 の泰斗福嶋司博

周囲を見回すと︑春は桜︑秋 は紅葉︑ ススキを愛 で︑池

ボ ランティア活動 に参加すると︑気力が充実し︑気品
を持 って動き回るグループと出会 い︑元気を注入されるの

士 の指導を仰ぎ︑キ ャンバスを庭園︑植栽︑武蔵野︑自

に憩う カルガモに目を細め︑ある時は奥深く自生する自

母校 キ ャンパ スの環境整備 に向け てＯＢも動き出した︒

然林︑草地 の五ゾ ーンに分け整備作業を行う中期計画を

‑26‑―

潤

汗を流した後 は缶ビールで乾杯を し︑談論風発となる︒

然薯を掘り出 し︑反省会 の乾杯 の つまみに取 っておく︒

ウンドは 一部有カ チームに限られて いた︒ 一般チームは

は芝生 の環境を必要とする︒だが コスト高 で天然芝 グラ

ク ラム︑タ ックル︑セービング︑ スワーブなど の基本技

土 のグ ラウンドで︑雨 で泥田︑風 で砂漠 の環境 であ った
が︑五年前 に人工芝 が開発され︑普及し 一変した︒ビ ッ

海外旅行︑健康︑孫 の話題に尽きることがな い︒
務めることとな った︒約十万坪 のキ ャンパ スとそ こに生

グであるが︑ＯＢ五百人が浄財を持ち寄れば手 の届くプ

縁あ って 一橋植樹会 の役員 の末席を汚し︑作業班長を

える雑草 の生命力とは長 い戦 いになると思 いつつ足を運

務めることとな った︒数年後 に整備 されるであろうグ ラ

ロジ エクトである︒発議した縁 でプ ロジ ェクト委員長を

一
一 人 工芝 ラグビー場

ウンドを脳裏 に描き︑東奔西走して いる︒

んでいる︒
私はラグビーと深くかかわ ってきた︒ラグビ ーは格闘

また知的刺激も欠 かせな い︒歴史書 の読書 はゲームの

一 その後

を培う団体 スポーツであり︑堂 々たる社会人 にふさわし

と高度 の身体能力︑技術を必要とし︑節度と犠牲的精神
いスポー ツであると信じて いる︒大学︑会社︑オール三

死ぬ時は︑禅寺 の高僧がお っし ゃるよう に︑安らかに

謎解き に似て面白 い︒ メディアの報ず る世界 の事象を理
解する時 に︑地理︑歴史 の知識があると知識 の空白が埋

ラグビーイ ンフラの整備も︑ いとぐちができた︒幸 い辰

行きた い︒天命を感ず るときに食を断 つそう である︒迷

菱 のチームでプレーし︑会社卒業後は日本 ラグビー協会

巳練習グ ラウンド の建設︑秩父宮 ラグビー場 の電光掲示

惑を掛けず︑家族 に見守られて眠るが如くに息を引き取

ま って行く︒

盤が完成 した︒そ の経験を生かして︑母校 ラグビ ー場 の

りた いと念じて いる︒

で事務局を務めた︒国 の内外 に素晴らし い友人を得たし︑

人工芝設置 に取り組んでいる︒英国 で十九世紀前半 に発
祥したラグビーは本来芝生 でプ レーするも のである︒ ス
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見栞てぬ夢︵ＣＮ葺鷹

て いるらしく︑開腹せず に内視鏡 で摘出すること にな っ

内視鏡的粘膜切除術﹂と呼 ぶそう です︒
た︒医学的 には ﹁

入院後︑他 の部分 への転移 のあるなしをはじめ︑ いろ

いろと検査を された後 に︑摘出手術を行 い十日後 に退院
した︒ただ取り残しがあるかなど の細胞検査を行 い︑そ

生

私 は現在︑胃がん の経過観察中 です︒昨年十二月 の老

れから以降も六月︑十月 に胃カメラ検査を行 いました︒

義

人健診 で︑ いつも のよう にバリウムを飲 み︑異常はな い

も定期的 に続 け る ので︑そ の都度︑﹁
大文夫かな﹂と当

本

と いう ことな ので安心して帰宅した︒こ のホームドクタ
ーは︑某大学病院 の消化器外科 の出身 で私も信頼を寄せ

分 の心配は消えな い︒私は親父を胃がんで亡くし て いる︒

岸

ており︑何 でも話し合える間柄 です︒

を迎えた︒そ の時 の苦しみ の様子は大変なも のであ った︒

もし︑ガンならどうしようかと の思 いが駆け巡る︒

の祝 いもご馳走も砂をかんで いるよう なも のであ った︒

休みだし︑とにかく年明けまで待たねばならな い︒正月

自くな っており素人が見 てもおかし い︒大学病院は正月

どうも弱気 にな ったせ いか︑新聞 の死亡欄 に必ず目が
行く︒六十代 や七十代前半 では早死にと思 い︑八十五歳

弱 々し い年寄り にな った証拠かもしれな い︒

共道徳がよくな ったとは思えず︑自分が第三者 から見 て

からだと納得 して いた︒と ころが最近は︑別に日本 の公

こ の 一年 の間 に乗物 でよく席 を譲られるよう にな っ
た︒今までは席を譲られな いのは︑自分が元気 に見える

親父は手術を拒否して薬物療法を続けたが︑三年 で終焉

いま のと ころ異変はな いと のことですが︑検査 は来年

と ころが年末ぎりぎりにな って︑ドクターから呼び出
され︑出来上が つた フイルムを見せながら︑﹁
異変があ

年明けを待ちかね て大学病院 で胃カメラ検査を受けた
ら︑正真正銘 の胃がんであ った︒幸 いな ことに 一センチ

ぐら いで仕方がな いかなと考える︒日本人 の平均寿命 は

る﹂と指摘されたの前年 のも のと比 べると︑ 一カ所 が︐

あまり の初期がんで︑しかもまだ胃 の粘膜内 にとどま っ
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人も いるだろう︒私 の周辺でもポ ックリなくな った事例

さまざまな死因 の中で︑ いわゆるポ ックリと旅立 った

呼ばれな い世 の中がそこま で来 て いるよう に思えます︒

今 日があると いう思 い込みは虚構 でありました︒今 回 の

牲 や苦労 の上 のことな のです︒自分 が働 いてきたから︑

を楽しんできた のも︑よくよく考えると︑すべて妻 の犠

しかし︑日本人男性 の平均寿命近くまで生きて︑人生

告を無視して無茶を や った結末 でありましょう︒

は十指を超える︒ このような最期を迎えることは万人 の

胃がん騒動 で妻とはよく話し合え る機会が増えたし︑本

年毎 に延び て︑もはや八十代 でなければ︑後期高齢者と

望むと ころではありますが︑希望してかなえら れるも の

妻は マイタケを毎 日食 べて いたら胃がんが消えた︑と

当 に頼れる者は妻しか いな いことが分か った︒

それにし ても︑認知症だけにはなりたく な い︒テレビ

いう話を友人から聞 いてきて以来︑毎 日 のよう に マイタ

ではありません︒
など で紹介 され て いる状態 を見 ると実 に厄介 なも ので
人 の苦労 は計り知れな い︒ これを避ける のは︑脳に刺激

負 わされた妻は︑たま ったも のではありません︒妻は永

ケを買 ってき てくれる のには頭がさがる︒何 でも ﹁
任せ
た︒任 せた﹂と気楽 に過ごしてきたが︑これでは責任を

す︒本人は自覚がな いから楽 かもしれな いが︑世話する
を与えることらし いが︑と にかく囲碁をや ったり︑また

葉が身 にしみる︒

遠 の部下でもなければ︑壊れな い洗濯機 ではな いと の言

俳句︑川柳なども 一つの方法かもしれな いと︑ ペンクラ
プ の厄介 にな って いる︒ いず れにせよ︑何時︑終末を迎

ず かしくもあり情けな いことではありますが︑も つと妻

この年 にな ってこのようなこと に思 いを致す のは︑恥

私も七十 八歳を迎えた︒ こ の十 二年 の間 に喉頭がん︑

を いたわり︑妻 の負担を軽くして余生を過ごした いと思

えてもよ いよう に遺言は書 いた︒
狭心症など の難病と つきあ ってきたが︑今度 は胃がん︒

う︒ これが私 のＧＮＰであります︒

︵
二〇〇五年十二月記︶

前世 の悪行 の報 いかも知れな い︒それは別 にし て︑最大
の理由は現役時代が健康 に恵まれたため︑数 々の妻 の警
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総 難締機 一場難囃
北 田

純

一

ポ ックリ死は神 の領分︑ゲンキで長生きも幸せでなけ

よう のな い幸福感 に浸りながら答えた︒

﹁
ま ったく同感︑そ のとおりだ︒万病 のつど面倒 かけ て

済まなか ったね︒ これから気を つけるよ︒しかし︑手遅
れかな︒飼 い主さま﹂

昨年九月︑わたしは満七十七歳を迎え た︒息子夫婦︑
娘夫婦︑それに孫たち︑家族全員そろ って喜寿 の宴を祝

重粒子病院 での肺がん治療 の結末を報告した︒

にな って いる︒昨年十 二月 の会 では︑わたしが話 の種 に

ペンクラプ の俳句 の会は神 田の学士会館 で開かれ︑そ

ってくれた︒息子からはＪＴＢの旅行券︑娘は宮内庁 ご

十 一月 に 一年半目 の精密検診 で 一泊 二日 の入院をしま
﹁
した︒昨日はそ の結果を聞き に外来に行きました︒むか

れば意味がな い︒

用達 の老舗に特注したと いう炊き立 ての赤飯と銘菓を持
参し てくれた︒孫たちからは花束をもら つた︒店 のオー

は先生がパ ソコンで壁面パネ ルに呼び出します︒先生は

しは看護士 が検査 データを持 って来たも のですが︑ いま

のあと斜め向 か いの如水会館 で反省会を楽しむ のが通例

ナーも気を利かして従業員に ハピーバースデイを合唱さ
せ︑バースデイ ・ケーキを贈呈してくれた︒

﹃
よか った ですね︒骨転移なし︑脳転移なし︑血液検査

データを示しながら

﹁
あなた︑わたしたち幸せよ︒子供は 二人ともゲ ンキ で

値も正常︑ ＣＴ写真も右側 の治療前と比べてごらん︒が

帰宅後︑妻がしみじみ言 った︒
親孝行︑孫も五体満足︑成績が いま いちらし いけど︑そ

巣周辺 の肺炎 のあとです︒しかし︑これで完治とは言え

ません︒現在 の医学では細胞単位 の転移までは発見出来

んの陰は消えました︒ち ょ っともやもやして いる のは病

のう ち欲が出 て大化けするわよ︒わたしもゲ ンキ︑みん
しょぼくれ〃はあなただけ︑も
なそ ろ って大ゲ ンキ︒ ″
つとゲ ンキ出して安心させてくださ いな﹂わたしは言 い
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ませんから︑あと二年︑できれば五年ぐら い様子を見 て︑
それで転移がな いようなら完治 でし ょう︒と にかくおめ

商会︶を結成する羽目 にな った︒

この顛末を重粒子病院 のことで いろ いろ世話 にな った

小川君 ︵
ペンクラブ元会員︶に話したところ

でとう﹄
﹃
あり がとう ござ います︒しかし︑おめ でとうと言われ

そうな患者を選んで治療して いるそう だから︑当然と言
え ば当然だよ︒ つまり君 の ″Ｍ５″は義務 であると同時

﹁それはよか った︒あ の病院は初 めから五年 は生きら れ

﹃
それは心得違 い︑君は研究費 つまり国費 て治療を受 け

に国家保証 ってわけさ﹂

ても︑わたしも歳 ですから年 々衰えます︒がんがなく て

たでし ょう︒五年は生きてくれな いと生存率 データがと

と勇気付けてくれた︒

も五年 は危な いですよ﹄

れません︒国民 の税金を使 った以上︑もう 五年 ガンバル

う だが︑それ にし ても八十歳を過ぎ て斗酒なお辞 せず ︑

国家保証 つきなら何とか平間先生と の約束を果たせそ

なんて言 いくるめられて︑もう 五年を義務 にされち ゃい

句会と聞けば日本 はおろか世界中を飛び回るゲンキな婆

のは善良なる国民 の義務 です﹄

ました ︒・︒﹂

と ころで︑ ″Ｍ５″ は秘密結社だから︑もちろん会員
名簿も会則も公表 しません︒それ でも入会した い方 は自

さま には参 った︑ま いった︑脱帽 のほかはな い︒

九十まで︑ できれば百まで生きる つもりよ︒あなたも五

分 で勝手 に ﹁
もう 五年 は生きる﹂と心 に誓 ってくださ い︒

これを聞 いた俳句 の平間先生がすかさず

年ぐら い頑張らなく っち ゃ﹂

き っと神様がお認め下さるでし ょう︒

﹁
そう です よ︑北田さん︒わたしはもう 八十 一歳 ですが︑

と いう わけで︑帰途︑神 田 一橋 の橋上︑改めて平間先
生と握手を交わし︑秘密結社 ″Ｍ５″ ︵
もう 五年長生き
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金
一

キタナイ︒現役世代から こんな話を聞こうとは思わなか
った︒す べて老人が悪 いなどと いう ことではなかろうが︑

方がな いとしても︑久 しく洗濯して いな い︑臭そう な衣

ったりする︒年金生活者ゆえ︑やや古 ぼけた身なりは仕

突然怒り出し︑暴力 の 一つも振るわんばかり の剣幕 であ

になると執拗 に自己主張を繰り返し︑意見が通らな いと

営業笑 いを振りま いてや ってく る︒しかし具体的なこと

弱 い立場 の老人達は最初は頭を低くし︑以前身 に つけた

ゆく︒金 に絡むことを取り仕切 っている のは現役世代 で︑

だけ でなく︑なんとか出版をと相手かまわず押しかけ て

仕事 らしきも のを追 いかけたり︑作家気取りで物を書 く

のんびり暮らせばよ いのに︑ いつま でも現役気取り で︑

する ︒きれる ︒キタナイ﹂ のことだそう である︒年金 で

と いう やけ っぱちな願望を表 わしているのではなかろう
か︒しかし ﹁
元気 で ︒長生き ・ポ ックリ﹂などと いう生

くな い︒自力 で生き続け てある日突然消えてしま いた い﹂

って老人は厄介者 であり︑あ んな連中 の世話 にはなりた

どうせ現役世代 にと
酷 で卑劣な願望を︑また老人側 の ﹁

末し︑若 い世代には迷惑をかけな いで欲し い﹂と いう残

れるのは仕方がな いが︑死ぬまで自分 のことは自分 で始

周り のも のも助かる︒しかしち ょ っと意地悪な見方をす
平均寿命が延び て長生きさ
ると︑これは現役世代側 の ﹁

的なスタイ ルかもしれな い︒長患 いをしなければ家族や

っと消え て亡くなる人生は大方 の人にと って 一種 の理想

テー マが与えられた︒最後ま で元気 で暮らし︑ある時ぱ

﹁
卒サラのＧＮＰＩ 元気 ︒長生き ︒ぼ っくり﹂と いう

現役世代 の世界 に割 って入ろうとする老人達が煙たがら
れたり︑疎 んじられると いう こと であろう︒

服をまと い︑登山帽子 に汚れた ス ニーカーでや ってこら
れると︑同室 の人 々 の目が何となく気 になり︑応対す る

き方は願 ってもめ ったにかなえられな い︒そう でな いの

老人 の３Ｋ﹂なる話を聞 いた︒３Ｋとは ﹁
固執
最近 ﹁

方が肩身 の狭 い思 いをすることもある︒しかも︑お金 に
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がある のは人類誕生以来 のことであり︑人間 の生きる権

は困ると いわれても困るのである︒多様な生き様死に様

化して行き︑決し て 一カ所にとどまらな い︒ この世界 で

こに住む人間も差異と反復 の流れ の中 にあ って刻 々と変

偏執狂的︶な生き方はど こかおかし い︒世界もそ
ア的 ︵

ゾイド的 ︵
精神分裂症的︶な生活 パターンであると︒

ふさわし い生き方 はこうした変化 に敏感 に対応した スキ

利 の問題 でもある︒
頑固 ・の︱てんき ・パ ラノイ ア﹂は
同じ ＧＮＰでも ﹁

分に無関係なことには関心が薄れ︑そ の分密かに得意だ

働かなく ても年金 で生活 できるよう になると︑他者や自

ただ生存 のためには他者と の関係を断ち切るわけには い
かず︑そ の限りにお いて自我を抑制して いるに過ぎな い︒

とかなる︒そ の上 で頑固と いわれようが︑ の︱てんきと

方が安心である︒ただ ３Ｋ老人などとは言われたくな い
が︑こ っち の方は社会性を失わな いよう に心掛ければ何

的だと椰楡 されようとも︑何か 一つの事 に執着 して いる

も知れな い︒しかし︑しんど い話 でもある︒パラノイ ア

いかが であろうか︒人間は本来自己中心的な存在 である︒

と思 い込 んだり誇りに思 って いることに執着する︒現役

卒サラと いえども︑ スキゾイド的な生活態度は必要か

時代 のことを いつも自慢したり︑下手 の横好きなどそ の

いわれようが︑ パラノイアと いわれようが︑自我を押し

クリ﹂かも知れな い︒

通して生きてゆこう︒精神的 に満足感 のある生活を送れ
ば︑案外 ﹁
非常 に元気 で︑う んと長生きし︑最後 はポ ッ

類であ ろう︒
構造と力﹄と いう
今から 二十年以上前︑浅 田 彰 の ﹃
本が ベストセラーにな った︒大学新入生向 き の教養本と
して書 かれた のであるが︑哲学 の解説書とし ても面白 い︒
結婚したら 一生連れ添 い︑ 一つの事 に全力を注 いでそ の
道 で大成することこそ美徳とされるが︑ こんなパラノイ
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ころだ った のを間 一髪 で逃れ︑結構広 いワン ・フロアに

五 ・六人 のナースを集め て電話 の医療相談を やる事 にな
った︒これはそこそこ面白か った︒ち ゃんとした医者が

を超えた︒ 一年 に二回ぐら い温泉 へ社員旅行 で出かける

関

定年︑イ コール卒サラにな った のは六十歳にな った十
三年前︑そこであまり深く考えず に︑自分 の長年 いた業

ことも出来 るよう にな った︒そ の間健保組合 の役員など

交代 で出 て来 てかなりし っかりした組織にな った︒毎月

界から飛び出し て︑新し いところ へ飛び込んだ のが いわ

までも︑そ こそこ楽しか った︒

少しず つ相談員がふえ︑関西 にも出店︑相談員も 二十人

ば苦労 の始まりだ った︒

もや った ので︑ いくらか余裕も出来︑まだ六十代半ばだ
つたから︑体力もあ った︒人生バラ色とま ではゆかな い

三十五年十力月と いう外資系海運会社勤務は確かに短
くはな い︒なにか この機会 に新 し い事をと いう冒険心も

う ことはな いと︑自分 では思 っていた︒

にと って ﹁
七十歳を超え る﹂と いう ことは︑格別どう い

だが︑それも七十になるま でだ った︒正直言 って︑私

し て︑月曜日から新し い仕事 に出かけた︒

同じよう に夜が明け︑一
則の日と同じよう に勤 めに出 て︑

あ った︒仕事を離れた のが月末 の金曜日︑送別会をすま
出来たばかり の小さな マンシ ョンの 一室︒従業員 は三
人の海外留学生相手 の紹介業務︒ いろ いろ話は舞 い込 ん

体調も変わらな い︒どうと いう変化は全くな いのである︒

意外 に山 っ気が多く て︑人 のやらな いことを や ってみ

でくるが︑なかなかも のにならな い︒一
肩書きだけは︑社
それでも半年も や っていたら︑少しず つ目鼻が ついてき

たくなる︒外国勤務 の経験もあるだけ︑外国 で暮してみ

他人が いろ いろ騒ぐ のがおかし いと思 った︒

たから妙なも のだ︒湯島 のビルに新事務所を借り︑それ

た いとも思 った︒そ の辺で精神的 に回り道を したかも知

長︑常任理事などと体裁は いいが︑た いした仕事もな い︒

がち ょうどサリ ン事件 の当日で︑危うく巻き込まれると

―
‑34‑―

れな い︒昔流行 った梅 干 の歌 ではな いが︑﹁
核がよ って
も若 い気 で﹂と浮かれて いた のが︑ いけなか った のかも
知れな い︒
七十歳を過ぎ︑しばらくすると︑周囲 の状況が徐 々に
変わ って来た︒まず長年関係していた健保組合から追 い
出され︑老人健保 に移された︒
さ ら に勤 め先 の法人 の監査 が いろ いろ厳 しく なり︑
﹁いつま でも年寄りが役員 として居座 って いる のは好ま
しくな い﹂などと いう よう な アドバイ スがあ つたらし い︒
年寄りなんていやな言葉だが︑自分がそう呼 ばれている
こと には気が つかなか つた︒﹁
冗談じ やな いよ︒日本は

飲んで︑ころ っと いかれたら困ると いうことらし い︒な

ぜ六十九歳がよく て七十歳がだめな のかとはや いても仕
方がな い︒

私には︑年上 の熟女 の友人が結構 いた︒だがこちら の

方 は先方 が つつましやかに身を 引き︑﹁
あなた︑もう七
十 におなり にな ったんだから︒ いつま でお若くはござ い

ませんのよ︒お気を つけあそばせ﹂と説教される羽目 に
な った︒これには正直参 つた︒

別に ﹁
それがしは七十歳 でござ い﹂と看板を ぶらさげ

て いるわけ ではな いのだが︑どうもなんとなしに知れ渡

自分が死ぬと いう ことは︑ほと んど考えたことはな い︒

るらし い︒事業を計画しても︑銀行がこちら の年齢を聞
くと︑いい顔はしな いのこの へんが日本 の妙なと ころだ︒

者 がふえ てゆく のに︒ぜんぜん分か つてな いんだなあ︒

これから高齢者社会 に向 か って いるんだ︒どんどん高齢
ま ったく目先 でば っかり動く んだから﹂と憤慨しても︑
どうしようもな い︒

長年志した中学︑高校生 への英語教育に力を注ぎ︑長

にもなれな いのは不思議 である︒

もちろん いま流行 のゾ ンビ的よみがえり術にこ って いる
わけではな いし︑明日なにが起 こるかも分からな い︒そ
れでも別にこわ いとは思わな いし︑どうしようと いう気

さら な る問題 は異性 の友 人 たち であ つた ︒皆 調子 は い
いのだ が︑なんとなく よそ よそしくな って来た︒まず若
い女 性 が飲む のに付 き合 ってく れなく な った︒年寄りと

生きして︑後はピ ンコロリとあ の世行きだ︒

―‑35‑

たち の現在 の生活が いかに恵まれ︑また日本と いう国が

てトレバンをは いてウオーキ ングやジ ョギ ングをした い

元気で異生きは幸機か

いかに豊かで平和な のだろうと つくづく思う︒

そ の恵まれている高齢者 の私自身は健康 では いた いと

こ のテー マは私 たち のよう な高 齢者 が理想 の生 き方 あ

とは思わな い︒医師 の勧めや自分 の信念から︑忠実にそ

日自 利

る いは死 に方 を 取り 上げ て いる と思う が︑それ以上 にさ

け て いたが︑遂に今年 二度と戻らぬ人にな ってしま った︒

甲

まざまな問題を含 んで いると思う ︒
先ず第 一に︑ こんな ことを考 え る人 々はたぶ ん恵 ま れ

彼は確実 に九十歳くら いまで生きるだろうと思われてい

都

て いる老人 だと 思う の大地震 や水害 にあ った人勢 の老 人

た のにである︒元気 で長生きは いくら努力し ても出来る

思う︒しかし︑ いつま でも元気 で いた いと毎朝早く起き

たち ︑あ る いは貧 しく て働 かな けれ ば生活 できな い老 人

も のではな い︒

日突然︑自分 の意図 しな い死 に直 面 し てしま って いる の

考 え るだ ろう か ぃ彼 らは︑元気 で長生 きど ころか︑あ る

な いだ ろうか︒

く の老人は貧苦と病苦 にあえ いでいる のが実情だと いえ

元気 で長生きできる老人はほんの 一握り に過ぎず︑多

れを行 った友人が いる︒数年前︑がんにかかり養生を続

元気 で長生 き し てそし てポ ックリ死 にた い﹂など と
は ﹁

ではなか ろう かぃそう いう人 々は ﹁現在 を いか に生 き抜
た いのであ るが ︑客観情勢 がそ う した生き方を許 さな い

老人が長生きして喜 ぶのはだれだろうか︒だれも喜ば

く か﹂と いう 発想 しかしな い︒彼 ら は元気 で長生 きを し
のであ る．安 心 し て長生き でき る環境 がなけれ ば︑長 寿

思 って いる本音だろう︒しかし︑こんな ことを言 ったら

な い︒川柳 で ﹁
年寄り は死んでもらおう国 のため﹂とあ
ったが︑ これは我 々年金世代を支え て いる若年層 の皆が

社会 は意味 がな いと いえる︒
そう いう人 々に思 いを馳 せるとき ︑私 の周囲 に いる者
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して いる︑人命軽視だ﹂と非難される ので︑ マスコミは

﹁
非情 な人間だ︑思 いやりがな い︑老人を敬う心が欠如

かで決まるも のだと思う︒

で決まるも のではなく︑生前世 の中 にどれだけ貢献した

らよ いか︒前 の晩は元気だ ったが︑次 の朝死んで いたと

楽に死ぬ方法 はあるのか︒ポ ックリ死ぬにはどうした

も しも現在六十五歳以上 の老人が いなくな ったら︑日

いう話を聞く︒ これはまれなケー スで万人には当 てはま

言わな いだけな のだ︒
本 の年金制度や医療問題︑ある いはまた介護 の問題は解

最近読んだ書物 の中に禅宗 では ﹁
座脱立亡﹂と いう理

らな い︒

年金 未納者が増加 し て年金制度 は崩壊 し よう とし て い

想 の死に方があ ると いう︒﹁
座脱 ﹂と いう のは座禅をし

決す るだろう︒政府 の呼 びかけにもかかわらず︑若者 の
る︒健康保険料 の払えな い階層 の増加 で政府は毎年五十

立亡﹂
たままず っと息を止め てこの世を去 る こと で︑ ﹁

と は立 ったまま で息を止め てこ の世を去 る こと だと い

数億円も の税金を つぎ込 んで いる︒
冒頭 に ﹁
元気 で長生き﹂ は数 々の問題を含 んでいると

う︒昔 の高僧は死が近づくと自ら薬も食事も水も断ち静

悟りを開けな い私 のような几人 は果たし て出来 るか︒

述べた のはこう い つことな のだ︒
ならば ﹁
元気 で長生き﹂ より ﹁
出来るだけ早く楽 に死

出来な いとなれば︑あとは安楽死か︑尊厳死だ︒ 日本 で

かに死んで い ったと いう︒
ねる方法﹂を考えるべきだと思う︒現在 の日本や世界は

はまだ認められて いな い︒どうす れば楽にポ ックリ死ね

ボケ老人 になり介護施設 で介護師 に殴られ椅子 に縛ら

長生き に値する世界かと問 いた い︒ますます暮らしにく
病肉 ︑水汚染︑旅 に出れば航空事故 や鉄道事故︑それに

れたり︑病院 でたくさんの管を体中 に つながれ て苦しん

るのか︒

増税︑そんな世界に住 みたくな い︒若者たちが暮らしや

で死ぬような ことには絶対になりたくな い︒

くなる︒ＳＡＲＳ︑鳥 イ ンフルエンザ︑医療事故︑狂牛

す いよう にしてやるべきだ︒人 の価値 は長く生きたから
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喜寿間近 の級友数人と昼食会を終え︑珍しく早く家路
に ついた︒まだ陽は高 い︒
﹁
お天道様が西 に沈む前に︑仕事をやめると︑罰 が当
︒悠 々自適 のいまの身に︑親 の教えは遠 い昔だ︒
たる﹂
十年ほど前ま では︑持ち前 の好奇心 で前だけを見据え
ていた毎日だ った︒最近は孫 の来訪も次第 に途絶えがち
で︑余 った時間 に ﹁
そろそろ身 辺整理かな﹂と気 になり
はじめた︒山積 み の書類︑いつか役立 つかと集めた資料︑

ったも のは全部焼 いてもらえば いいのです﹂︒

迷 いから覚めた︒ピ ンピ ンコロリだ︒ いつまでも元気
で︑病 まず に コロリと死 ぬよう にと︑昭和 五十四年 に︑

伊那にあ る日本 一の長寿村 ではじめた運動 である︒長生

きが当たり前 で︑ いか に上手 に死ぬかが心配 にな った今
日︑全国的に広が って いる︒

死ぬだけ ではな い︒山あり谷あり の人生 で︑努力して

も突然目 の前 に遮断機 が下りる挫折も コロリと考えた︒

思 い っきりや って︑潔く終える コロリを︑私はこれま で
二度経験した︒

元気 に育 つかと幼児期心配されながら︑学校 に上が っ

のな い日を送 った︒五十歳を迎え て︑軽 い運動 のテ ニス

てラグビーにめぐり合 った︒熱射 で倒れ てやかん の水を
浴び︑頭を激突し記憶喪失 で夢遊しても︑球を追う悔 い

そ のとき︑あ る高僧 の法話を聴 いた︒﹁
命が尽きたと

に転じたある日︑突然心臓欠陥を指摘され︑運動 一切を

棄 てず に並ぶ本︑部屋を見回すとゾ ッとする︒
きに︑身 の回りがきれ いなよう にと︑後片付けをす る人

第 一のコロリだ った︒

病魔なんかに負 けるも のか︒ フィ ットネ スクラブでの
リ ハビ リが有効だ った︒新規まき直しと︑日本初 のタ ッ

禁止される︒半生築 いてきた スポーツの楽 しみが消えた

が います︒だんだん残りが少なくな ってきた大切な時間
に︑後ろを振り向く のはも った いな いです︒それま で蓄
え てきた自分 の力を︑最後 の日まで前向きに発揮するこ
とが最高 です︒他人 に迷惑を残しては いけませんが︑余
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業ＯＢペンクラブに入り︑先輩 の後を追 った︒話し方サ

チパネ ルの開発 に専念した︒現在 では︑銀行 のＡＴＭを
はじめ︑販売機 などあらゆる分野 で盛んに使用されて い
るが︑当時は電機機 器会社 にセールスに行 っても︑価値

の 一分間 スピ ーチ︑﹁
子ども の教育 ﹂など の
男と女 ﹂︑﹁

しよう﹂︒三度目は定 の目と言う ではな いか︒
早速︑﹁
話す﹂はＮＨＫ話し方サ ロンに︑﹁
書く﹂は企

が理解されず相手 にされなか った︒夜打ち朝駆け の売込
みで︑徐 々に新 し い用途は広が ったが︑基本的な特許が

コラムと︑各人 の個性溢れた会話が楽 し い︒ ベンクラブ

ロンは十人 ほど の仲間 で︑ で﹂んな ことがあ りま した﹂

取れず︑後発 の安売りに押され利益が出な い︒
﹁
化学会社 に エレクト ロニクスは無理だ﹂と︑上層部

脚光を浴びるパ ソコン用に集中す ることとし︑画期的
な技術を開発︑昼夜 の別なく世界中を駆け回 った︒自転

や ってみんか﹂とチ ャンスを与え てくれた︒

理がなく体力相応である︒悩 みと言えば︑有 用性を増す

適度な活性化 の刺激を受 けながら の気ままな毎 日は︑無

の奉仕を始める 一方︑リ ハビリとピ ンピ ン維持 のための

は海外経験豊かなＯＢたち の各世界にわたる多面的な話
題︑面白話 に花が咲き︑エッセイ作り の発想 の泉となる︒

車経営を続けながら︑研究所 の試作 から育 てた事業を ︑

パソコン利用に追随 できな い不甲斐なさである︒

は事 業を断念した︒社長だけが理解を示し︑﹁
お前 に自

終生 の仕事と頑張 る︒ただ残念ながら還暦も過ぎ︑取り

は迷惑をかけな いよう に︑ビ ンピ ンコロリの日ま で好き

世 の中 に少しはお返しした いと︑年金 コンサ ルタント

戻した健康にも限度 がある︒ようやく日本 のパソコン業
界が黎明期を迎え︑ この分野に明る い後輩 に思 い切 って

な道を走り︑頓死することを願う のみだ︒高齢女性を 一

信があるなら︑事業性が見通せるま で別会社 に分社し て

すべてをゆだねた︒終わ つてみると︑第 二のコロリだ︒

挙 に舞 い上がらせた ﹁
冬 ソナ﹂ のよう に︑今年 は高齢男

性 の好奇心を掻き立 てるときめきを期待して いる︒

息子夫婦 はもちろん︑孫もすでに先を走 って いる︒後

スポーツ ・ジムを加え︑最終 ラウンド の方向 は決ま った︒

﹁
もうサラリー マンは結構だ︑研究 や開発 の技術とも
離れよう︒まだ手がけて いな い日本語 の道 にチ ャレンジ

―
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目指せＧＮＰ大国日本﹂︒と いっても︑今 よりも経
﹁
済大国 になるべきだと主張して いるのではな い︒ ここで
いう ＧＮＰとは︑ いわゆる国 民総生産 のこと ではなく︑
シ ニアの人たちが理想とし て掲 げ ている元気 ︵
Ｇ︶ で︑
長生き ︵
Ｐ︶ のことである︒
Ｎ︶そしてぽ っくり ︵

現した い︒最初 に掲げた命題は︑ このような社会 に構築

し直し て︑世界 に誇 れるような日本を目指した い︒そん

な思 いを込めたも のである︒

さて 一つ目 の元気 であること︒ これは議論するまでも

なかろう︒健康 で いることは︑膨張 し続ける医療費 の削

減 に寄与するだけ でなく︑介護など で社会 に迷惑をかけ

ず に済む︒個人と社会 の利害が 一致するところだ︒

問題は長生き である︒確かに社会保障費が増大するな

か で︑ これ以上長生 きするとさら に負 担が大きくなり︑

しごく当然 である︒ 一方︑日本 の社会全体から見るとど

社会 に貢献 できる時間が長くなることを意味する︒新た

しかし︑人が長生きすれば︑健康 である限りそれだけ

今 の制度 のままでは立ち行かなくなる︒

うか︒﹁ＧＮＰも良 いけれど︑少子高齢化 が進む日本 に

に生み出される膨大なシ エア層 の力を ︑大 いに活用しな

シ エアの人たちが︑理想とし てこのＧＮＰを望む のは︑

お いて︑長生きされるのは大 いに問題である︒むしろＧ︑

が社会 で活躍しやす い環境を整え︑ これを促進すること

い手はな い︒少子化が進 み人手不足が予測されるこれか

では︑個人としてＧＮＰを追求することが︑健全な社

が肝要 である︒少子化対策もさることながら︑即効性が

はやく︶︑ Ｐ の方 が良 いのだが⁝﹂と いう次世代 か
Ｈ ︵

会 のありようと本当 に矛盾す る のか︒お互 いの存在を必

あ るこちらにこそ︑も っと力点を置く べきだ︒シ ニアの

ら の日本 では︑ますますそ の必要性が増してくる︒彼ら

要とし合う︑良 い関係を築き上げることはできな いのか︒

側 から見 ても︑働く場 に生き甲斐を見 いだし︑元気をも

ら の本音とも思える陰 の声が聞 こえ て来そうだ︒

そ のような社会 の仕組みは可能 なはず であり︑何とか実
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らう ことができる︒正に社会と シ ニアと の間に︑共 にメ

っくり逝ける確率が高くなるとしか いえな い︒

適性 に合わせて選択する︒それは︑役所 の窓 口業務かも

な職務は別として︑短期 の研修 でできる仕事を︑体力と

ティア的 に仕事をして いただく ︒高度な専門知識が必要

く のではなく半 日︑ある いは週 に二︑三日︑半分ボ ラン

代わりに退職後 のシ エアを活用してはどう か︒ フルに働

いる小さな政府を実現するにあたり︑公務員を削減して

具体的な アイデアとして︑例えば︑今盛 んに いわれて

かると いう保証も できな い﹂と の医者 の宣告︒同行し て

﹁
すぐ手術をしなけ れば助からな い︒ただ︑手術し て助

しくなり倒れた︒すぐ さま救急車 で病院 へ︒診断 の結果︑

光を終え てホテルで会食中 のことである︒急 に心臓が苦

婦 で海外旅行 に行く こともしばしば︒事件 は ツアーの途
中︑ ハンガリーの首都ブダペストで起 こ った︒ 一日 の観

であ った︒定年退職後︑元気 に自由を謳歌していた︒夫

六十歳代 のなかば︑ち ょうど今 の自分と同じくら いの歳

このぼ っくりで思 い出す出来事が 一つある︒そ の人は︑

しれな いし︑作業現場での技能を生かした仕事 かもしれ

手術をお願 いします﹂と いう し
いた奥 さんとし ては︑﹁

リ ットを享受し合える良 い関係 が保たれる︒

な い︒税金を支払う代わりに︑ このような形 で社会 への

かな い︒残念ながら結果は凶 に︒数時間前まで元気 に旅

を楽 しんでいた人が︑あ の世 に旅立 ってしま った︒奥 さ

義務を果たすと いう方法があ っても良 い︒
国
話 は少 々脱線するけれど︑国民皆兵制 ではなく︑﹁

んが語学に堪能 で︑商社勤務 の長男も アメリカから駆け

つけ︑何とか面倒な事後処理を終えることができた︒
そ の人とは︑実 は私 の兄である︒そ の年頃にな って︑

民皆公務員制﹂を導入し︑若 いときにｏｃσ汗 ∽
ｑく ユと
して︑国や地方自治体 で 一定期間働く制度を提唱した い︒
こうした体験は︑若者 に社会を学ばせるだけでなく︑将

自分も ひょ っとしたら︑とそんな情景が脳裏をかすめる

大 いに迷惑をかけるかも知れぬが︒

ことがある︒多分 一緒 に旅をして いるであろう家人には︑

来シ ニアにな って︑社会奉仕をする際にも役立 つ︒
ぼ っくり︶は難題であ る︒健康を保
さて︑最後 のＰ ︵
ち つつ長生きすれば︑結果的 にあまり迷惑をかけず にぽ
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それぞれの一
︷ひと 露層﹂
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尾
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八十は老 いの序 の口冬若葉﹂は︑九十八歳まで生き
﹁
た島 田正吾が傘寿 のときに詠んだ句 である︒
こ の新国劇 の大御所が︑九十六歳 で突然脳梗塞 に倒れ
た のは平成十四年 のことだ った︒八十五歳 にな ってから

続けた舞台俳優 の島田正吾を手本 にするわけには いかな
い︒彼ら の多くは︑大勢 で演じる仕事 ︵
芝居︶がす べて

に優先された︒家庭 のことは奥 さん任せ︑趣味 や息抜き

も会社 の同僚や先輩 ・後輩と 一緒だ った︒だから︑定年

で会社 ︵
舞台︶を離れると途端 に自分 の居場所がなくな
ってしまう︒

か無駄 に 一日 一日が過ぎ て いく よう な気 がし てな らな
い︒会社 に縛られな い自由な時間を与えられて いる のに︑

まだまだ若 い気 で いるから肉 体 的 には元気 な のであ
る︒毎日が日曜日︑時間はた っぷりある︒と ころが︑何

た頃 のことである︒そ の・一
年後 に亡くなるま での間自宅

そ の自由を自分 のも のにでき て いな い︒特 に為さねばな

始めた ﹁ひとり芝居﹂ シリーズを新橋演舞 場 で演じ て い
でず っと療養 ・リ ハビリを続 けながら︑ ﹁ひとり芝 居 ﹂

らな いことがな い毎日が始ま って︑家庭 の中 でもただ食

だけ でめ っけ物﹂と いうような人生 ではなか った︒何時

熱意を持ち続け て いたと いうから驚きだ︒ ﹁
生き て いる

生活を送るうち に︑心身とも に活気が失われて いき︑誰

重ねた肉体だから︑些細な ことから病気 に負け てしまう︒

こうな ったら︑ 一見元気そうな身体 でも長 い間無理を

べて寝るだけ の無用な人間にな ったような気がする︒

は九十九歳まで続けると言 って︑台本を書 いて いたと い
う︒さらに百歳からは新作にチ ャレンジし ていこうと の

ま でも芝居をやる つもりだ った のだ︒羨まし い人生 であ
る︒芝居は ﹁ひとり﹂ で演じ ても︑多く の観客を得 て︑

も観 てくれな い空虚な ﹁ひとり芝居﹂が始まる のだ︒

日本人 の平均寿命は男女とも に世界 一と いう から︑定

目的 のな い人生︑共通 の話題を持 った仲間が傍 に いな い

一緒 に人生を共有 できた のであるから︒
普通 のサラリー マン卒業生は︑何時ま でも現役 であり
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あち こち の肉体部分 の綻びを繕 いながら︑長 い定年後 の

年後 の人生もきわめて長 いわけ である︒私 の周り にも︑

読書 や音楽鑑賞なども孤独から逃れる方法だと いう人も

﹁ひとり芝居﹂ の中 で︑ボケを早めてしまうだろうから︒

独 だと思う ︒それ は鬱病をもたら し︑見物人 の居な い

人﹂と分かち
いる︒しかし︑それらから得る楽しみを ﹁

生活設計 に苦労 している友人 ・知人が多く いる︒
人は誰 しも元気 で長生きを した いと願う︒丈夫な身体

合う︑そ のために多く の仲間と係わり続けた いと思う の

サ ラリー マンは︑そ のときが来れば否応なく自由と い

を親からもら い︑これまで大きな病気 一つ経験しなか っ

を演じる間もなく終える人生もあれば︑家族や周囲 の人

う名 の空虚 の中 に放り出される︒もちろん︑来るべき定

が自然 ではな いだろうか︒それも男女を問わず︑あえ て

の世話 になり ながら病床 で︑何時終 わるとも知 れな い

年 に備えて早くから準備をした人たちも多く いる︒ この

た友人たち の訃報を突然知らされると︑明日は我が身か

﹁ひとり舞台﹂を送る人生も あ る︒長く生きながらえる

老若も問わな いで︒

人生か︑突然 に召される人生 のどちらかを︑人は自分 で

人たちは︑定年 以降 の人生こそが︑本当 の人生とばかり
に︑充実した時間を謳歌して いる︒何時死んでも良 いと

と思わず には いられな い︒定年後数年 で ﹁ひとり芝居﹂

選ぶことができな いので︑与えられた余命を︑ど のよう

自分 の書 いた芝居﹂を演じ︑
思 って いる︒余命 の中 で ﹁

ひとり芝居﹂はどんな幕切れとなるのだろうか︒
私の ﹁

卒 サ ラの生き方 の理想を見ることができるようだ︒ただ
し︑心身 の健康 に恵まれる努力をしての話 である︒

ひとり芝居﹂を 一緒 に演じる仲間を持 つ
それぞれの ﹁
こと︑観 てもらえ る場を作ること に成功した人 々の中 に

そして観 てもら つて いると いう自覚があるから︒

に生きるか の覚悟ができて いるかが問題な のだ︒
﹁
友人 は三人 いれば十分﹂と欧米人は言う ようだ︒ベ
ったりとした人間関係を好む日本人 に対し︑家族 の中 で
個﹂が
も常にある程度 の距離を置く彼ら の生き方 には ﹁
確立して いる ので︑日本人よりも孤独に耐えられること
が多 いのであろう︒そうは い っても人間にと って︑特に
齢を重ね て いくうえ で︑最も避けねばならな いことは孤
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岡

たな いと のこと であ った︒

しかし︑本人には伏せられ ていた︒これを告知すると

シ ョックを与え︑死期を早めることになりかねな い︑と

いう のがそ の背景にある︒とは言 っても︑周り の様子か

病院は治療を続けたが︑彼 はこれを ﹁
延命治療﹂と判

ら彼は察し て いたよう である︒

も桜 の散 りかけ た 四月 下旬 のこと であ る︒中学︑高校を

断して いたらし い︒特 に気 にして いた のは︑意識がは っ

井 田君が こ の世を去 った のは今 から 二年 ほど前 ︑折 し
通 じ て同じ学校 に通 い︑ 一緒 に遊 び続 け た 私 にと って︑

って いた︒何年 振 り か でそ の地を訪 れた私 は︑彼 の笑 顔

た のだ が︑そ の後 は故 里 の神 戸 に戻 って自 適 の生活 を送

電機 会社を定 年退 職 した後︑彼 は暫 く東 京 に住 ん で い

とも排泄す ることも できず︑意識 のな いままただ の植物

かして置かれる のではな いか︑と いう懸念 である︒例え
ば︑ 一人 で食 べることも できな いばかりか︑呼吸するこ

今後何力月も︑ある いは何年も の間︑意識 のな いまま生

きりしている間はまだよ いも ののご ﹂れが いずれ失われ︑

の写真 を霊前 にし て思わず息を 詰まらせ る ︒そし て息 子

人間として生 かしておかれるなど︑到底受け入れる訳に

ま こと に辛 い別れ であ った︒

の康 夫 君から次 のよう な話を聴 かされ て︑ まさ に驚 き い

し て家 族 は医者 から これを告げ られた︒奥 さん にと って

と いう のは︑彼 は肺 がんに冒 され て いた のであ る︒ そ

学 の向上 のために患者を ﹁
生けにえ﹂にして いる︑とも

として扱う のではな いか︑と いう見方もある︒ つまり医

また別 の見地からすれば︑医者 はこの植物人間を実験

行かな い︒

は大 変 な衝撃 であ ったと思う が︑それを 表 に出 す こと な

るばかり であ つた︒

く ︑泰 然 とし て いた そう であ る の医者 の判 断 によれ ば︑

言える のではなかろうか︒そんな扱 いを受けるくら いな
ら︑と つく に死んでしま った方が︑早くお迎え に来 ても
彼 の余命 は長く て二︑ 三年︑早 け ればあ と数 力月しか持
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豊

な のかは分からな い︒また病院でな のか︑それとも自宅

この次は私 の番 である︒あと何年先か︑ある いは直ぐ

ら つた方がまし︑と思う のも当然 である︒
そこで彼は医者 に言 った︒

ち に迷惑だけはかけたくな い︒そ のために自然な︑思 い

でな のかも分からな い︒ いず れにしても︑家族や友人た

しかし︑医者は いう ことを聞かな い︒と いう のは患者

も かけな いポ ックリ死︑ある いは ﹁
尊厳死﹂ の手立 てを

治療 はもう やめてくれ﹂
﹁
が何と言おうとも︑少しでも長く生かしておく のが医者

考え て いるこの頃 である︒

心 からお祈り申しあげる︒

井田君 の遺体は岡山 にある墓地 に葬られた︒ご冥福を

の使命と考え て いるからである︒
他方︑家族 の方はどう であ ったか︒奥さんや子供たち
は交代 で病院を訪れる︒しかし︑患者 の意識は日ごとに
薄れ︑相手 の顔を見極わめることもかなわず︑そしてろ

5‑―

‐

くに会話も できなくな ってきた︒治る見込みもな い以上︑
こんな ことなら︑本人 の希 望通り命を亡くさせ てあげれ
ばと思 いたくもなる︒日には出せな いが︑入院費用だ っ
て少なくはな い︒
しかし︑実際問題として︑家族としては治療を止めて
くれ︑とは言えな いのである︒駄目とは分か っていても︑
出来 るだけ のことはしてや ってくださ い﹂と医者 に頼
﹁
むほかはな い︒結局彼は長 い間病院で寝かされ続けた揚
げ句 の果 てに︑息を引き取 った のである︒

ヒト
‐スト
ン
κ ン昂蛯 …

撃難鱗難蝶壽露

そ こでわ た し のＧ Ｎ Ｐは ﹁グ ルメで仲 良 し

＞ Ｌ とは発しました︒

お∽

グ ルメ のＧ︑ 元気 の源 はう ま い物を食う ことなり︒

うま い物を どう ？と誘え ば誰 でも よろこん で乗 ってく
る︒あ の大谷崎 の痕癒老人日記 には風癒と称 するご老人

靖

ＧＮＰＩ・ 懐かしくも愛し いこのＧＮＰは︑家庭を

がお気 に入り の若 い嫁を つれて天下 の名割烹を グルメし

正

も顧みず に頑張 った日本 のお父さんたち の働きを象徴す

て歩き回る場面がでてく る︒ご老妻もお相伴 にあずかる

縣

る言葉ではな いか︒しかし︑ いまは経済用語 でもＧＮＰ

わけで︑ぶ つぶ つ言 いながらも ついてくる︒そ の名割烹

山

は使 われな い︒ＧＤＰに変わ ったころから日本経済はか

も いく つかは今もや って いるよう で︑この原稿を機 に罪

減ぼしでサイと 一緒に回ろう︑と決意 いたしました︒

つての輝きを失 い︑経済まで齢をと った︒
今 やＧＮＰは ﹁九気 で長生きポ ックリ﹂だそう である︒
われらご同輩は打ちそろ って ﹁
年を経し糸 の乱れ の苦し

三文グルメも良 い︒粋なパリジ ャンは生牡蠣 の店 にぶ
らりと入り︑キリ ッとしたシ ャブリを 一杯︑牡蠣 の半ダ

し いことに三文︑一
二千円 でこれを楽しめるよう にな った︒

さに衣 の館はほころびにけり﹂妻よこれま でのご無沙汰
しかし︑考え てみると︑このＧＮＰは随分と高 い願望

小生八十歳まで現役 のスポー ツを やろうと︑ このところ

ースも スイ ッと平らげ てフ ツと店を出る︒東京 でもうれ

ではな いか︒元気 で いた い︑が︑病気はお構 いなしにや

アーチ ェリーを毎 日曜日にや って いるが︑自分 へのご褒

を許しておくれ の心境とあ いな った︒

ってくる︒長生きした い︑が︑ この齢 になると明日も知

美 に弓 の帰りに牡蠣を やることにしました︒

と神様 の思し召し次第 では急挙ご転勤と いう こともあり

仲良し のＮ︑長生きはした いが︑まあこの齢ともなる

れず︒ポ ックリ往きた い︑が︑そうは いかんの何とやら︒
ポ ックリ講 でご詠歌を詠うか︒さる高僧 は︑こんな高望
みに掛けるとはまだ悟りが足りな いと説かれている︒
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うる︒

また眠 って気が ついたら病院 で家族 に取り囲まれ て いた

仲良 く や れば楽 しみは深く な る︒われと来 て遊 べや親 の

部 下 は いな いから︑誰 も自 分 の楽 し みを持 つわ けだ が︑

で いる のが何 より であ る︒卒 サ ラ後 は面倒 を見 てく れる

社 の戦友 も良 し︑生き て いる間 は皆 さ んと仲良 く つるん

ではあ るま いか︒ グ ルメ良 し︑ ベンク ラブ良 し︑前 の会

ってお知 り合 いにな れた仲 間 に仲良く し て いただく こと

りがた いことに当人はそ の時点 ではもう花野 の中 か︑三

まあ あ の世 への通過儀式 は人さまざまにしても︑あ

くな︑かえ ってお いでの声 に気づ いて帰 ってきた話もよ
くある︒

ただ途中で川 の流 れが急 になる前 に︑ こちら の岸 から行

こう岸 に懐かし い人たちがお いでと声を かけ てく れる︒

また︑古今東西 の神話 では三途 の川を歩 いて渡 る︒向

そう である︒

な いすず め︒老人どう し仲良く や って いて︑ そ れ で何時

つら つら思う に︑人間︑ 生 き て いる こと の証 しは縁あ

かお呼 びが掛 か ったなら︑ お蔭様 で長生 きしま したと︒

途 の川を懐 かし い人たち の声を頼 り に渡 って いるよう
だ︒ これがわたし の 協 ＞囀 く である︒ただ意識 のあ

さ て︑﹁お∽＞

るうちは痛 いのがきら いだから︑ ここは盛大にモルヒネ

な いか︒

書く ことになりました︒これぞ何 でも書 ヽ
﹂
う の極みでは

今回のお題は はからずもわたし の未熟なＧＮＰ観を

でも アヘンでもご馳走して下さ い︒

︒
ЧのＰ どう もポ ックリ いく と いう の

菅良 いのは

は実 は結構珍 し いも のらし い︒ ポ ツクリ講 に入 ってもな

協＞

くざ 手のσ２お﹃ＦいＯＨ庁●ｏ要︒であ

かな かそう は いかな い︒わた しとし ては︑
∽
∽＞■ ︼
る︒

次 の世 はどんなに旅 の好 きな人も︑ここだけは旅した
ことがな い︒ ただ︑あ の世 の寸前から逆帰りした方か
ら直接う かが った のは︑ 一面 に黄色︑赤色 の花咲き乱れ
る花野 の真ん中 に いて︑気持ちが良 いなあと ふ︱ っと
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さえ持 って いる人は少数派 であ った︒書き原稿が多 い︒

十歳を過ぎた男が︑よたよたと人さま の原稿 に手を いれ

を入れて いると︑きま って妻が言 い出す言葉 である︒八

ここ数年︑﹁
悠遊﹂ の編集が始まり︑ゲ ラ刷りに朱筆

﹁いい加減 に次 の人 にお願 いしたら？﹂

ほと んどわたし 一人 でや って いたよう に記憶 して いる︒

を決め︑三枝亨さんと相談しながら︑実際 の編集作業は︑

創刊号 は数人 の編集委員 のお知恵を拝借し て編集方針

は鬼籍 には いられ︑残 って いる会員は十人に過ぎな い︒

創刊号 の筆者 は三十四人︒うち 二十四人が退会︑もしく

一肇暴鱗麟滋灘麟麟燃

わたし の家 の近く に地区セ ンターがある︒元小学校長

の所長さんが ワープ ロを始め文章を打ち こむ のを趣味 に

て いる のが様 にな って いな い︑と思 って いるよう である︒

故人﹀︑第七号か
第 二号からは新聞仲間 の林篤 二さん ︿

にし て いると聞き︑書 き原稿 の打ち込 みをお願 いした︒

もう十三年も前 になる︒企業 ＯＢペンクラブ の同人誌

らは小島博志さんと共 に編集 に当た ってきた︒最近はほ

書店︑図書館など で色 々と調べ︑新聞 のＯＢ仲間が作 っ

さて︑どんな形 の同人誌にす るか︒同人誌なるも のを

に当た ってきた︒﹁
悠遊﹂を編集して︑ひと の原稿を添

して︑出稿各部から出される記事原稿 の価値判断︑添削

新聞社 の現役時代は二十年近く新聞 の編集整理を職と

手伝み をする程度とな って いる︒

て いる同人誌を参考 に ﹁
悠遊﹂ の形を決めた︒亀戸にあ

この ﹁
悠遊﹂も第十三号を迎えた︒わたし の書棚には

削することも︑苦 にならな い︒若干楽しくさえあ った︒

ら つた︒ ワープ ロの フロッピ ーを持ち込むと安くな る︒

第十 二号ま で︑同じような姿 で並 んで いる︒創刊号から

る電子組版システムを掲げる小 さな印刷所を紹介しても

と決ま った︒

を作 ろう と いう声 が高ま って︑誌名 を募集 したと ころ

達

と んどを小島 さんにお任 せ で︑わたしは少 し ばかりお

正

悠遊﹂
﹁
悠 々﹂﹁
悠悠﹂が多 い︒それに私が遊びを加えて ﹁

￨￨
り

いまはパソコンが普及しているが︑創刊当時は ワープ ロ
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石

時に語 った言葉が︑ふと甦 る︒

マッカーサーは朝鮮戦争をめぐり南北統 一を主張 して

変わらぬ スタイルを貫 いた︒ある いはそれが︑ マンネリ
新潮﹂など何十年も スタイルを
合雑誌 ﹁
文藝春秋﹂ や ﹁

トルー マン政権を激しく批判︑ 一九五 一年四月 に解任さ

﹁
老兵は死なず︑ただ消え去る のみ﹂

変えず に発行されてきて いる︒これを見習 いた い気持ち

のよう に見えるかもしれな い︒しかし︑例えば市販 の総

悠遊﹂は企業 ＯＢベンクラプ の歴史を刻 ん
もあ った︒﹁

れた︒そ の時︑上 ︒下両院 の聴聞会に出席し ての大演説
を︑士官学校時代 に歌 った民謡 の 一節を引用し て︑ この

でいるの大切な のはそ の中身 である︒

悠遊﹂編集を下番 することにな
この第十三号をも って ﹁

更なる充実を計ろう︑と いう ことで︑わたしたち二人は︑

さて︑消え去 って以後︑ いかに過ごすべきか︒そうだ

であるのと つく に消え去 ってよき老兵 であろう ︒

ーサー元帥 が この言葉を述 べた時よりも十歳以上も年上

わたしは ことし六月 には満 八十五歳を迎える︒ マッカ

言葉で締めくく った︒時 に七十 一歳 であ った︒

った︒来年 の第十四号は新し い編集 スタ ッフが担当され
悠遊﹂の欠陥を克服して︑
る︒第十 四号が︑これまでの ﹁

悠遊
﹁ＧＮＰ﹂があ るではな いか︒幸 いにして︑ こ の ﹁

﹁
悠遊﹂は いま批判 に曝されている︒経費面を含めて

すばらし い︑ひと味違 った同人誌とし て創出されること

第十三号﹂ の特集 テー マは ﹁
卒 サ ラのＧＮＰＩ元気 で長

生きポ ックリ﹂ である︒これこそ︑これから の生きる目

を期待している︒
これから ﹁
悠遊﹂編集 に当たられるお 二人は︑会員各

高等学校卒業 のころ三十人近く いたクラスメートは い

老兵は死なず﹂な のである︒
標となろう︒﹁

原稿を求めることは至難だ︒現代 の新聞 ・雑誌 で使用さ

位 の書 かれた原稿を編集されることになる︒だが︑完全
れて いる日本語 の表記法 に ついて︑し っかりと勉強され

を待 つとしよう︒ＧＮＰ万歳︒

ま八入しか いな い︒わたしはさまざまな病気を経 て︑ い
まは元気だ︒あと何年︱︒元気を保 ってポ ックリ逝く日

るようお願 いしておく︒
ダグラス ・マッカーサー元帥が軍歴を閉じようとした
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露十年前０東海道耕韓緯一一素２３
大

今 回は昭和三十九年開業 の前後 に起 こ った事件︑秘話

た︒昭和 三十八年七月八日 の話 である︒最も恐ろし い事

故を想定 し て︑わざと脱線 させそ のままト ンネ ルの入り

日 の壁 にぶ っつけるテストを提案したが︑許されるはず
もなか った︒

○昭和 三十八年三月十八日︑前夜から の雪 による吹き溜

百キ ロで走らせようとしたが■司 の許可が出ず︑ 一計を

家 の全くな いと ころを選び︑わざと置き石をして時速 二

スカートに付 いて いる排障器 の効果を確かめようと︑人

白 いところでは線路 の置き石を はね飛ばすため先頭車 の

験線 でなければ到底 不可能な試験も数多く行われた︒面

調査 したり︑バーナーで熱してレールを狂わせるなど試

来るきず︶を つく って軌道と車両 の両方 に与える影響を

滑走 で出
検知装置 の性能を調 べたり︑車輪 に フラ ット ︵

え て いる︒わざとブ レーキカを過大 にして滑走させ固着

〇 モデル線 で行 った各種試験 テストは優に二百項目を超

の通り で現在 でも スプリ ンクラー︑雪落とし︑徐行 で対

によ って運休︑事故が続出した︒そ の後 の経緯はご承知

目覚まし時計 に当たるなど︑四十 一年 の十 二月には雪害

上げられた道床 の砂利が沿線 の人家 に飛び込み︑枕元 の

増加し︑ 二年後には床 下に付 いた雪 の落下によ ってはね

るも のか︑走れ︑走れ﹂と徐行を許さなか ったｃ被害は

天下 の新幹線が雪ごとき負け てたま
当時 の列車課長が ﹁

下機器 や窓 ガラスが破損す る ことは報告 されて いたが︑

の風が吹き抜ける関が原付近 の積雪区間走行 によ って床

と雪 の苦闘 の幕開けであ った︒営業開始後︑日本海から

し強化 したが︑思えばこれが現在まで続く東海道新幹線

を紹介しよう︒

案じ石 の代わり にジ ャガイモを使 い︑大中小で色分けし

処して いる︒当時 の列車課長とは︑かく言う私 で︑威勢

まりに突 っ込んでスカートを破損した︒ スカートは改造

てはね飛ばした︒よく飛んだがイモは砕けて失敗 であ っ
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滋

だきた い︒

い浅慮だ ったと反省 して いる︒これも時効と許して いた

はよか ったが︑時速 二百キ ロと落雪 の恐 ろしさを知らな

製品を使 いこなし︑多く のト ラブ ルを乗り越え︑技術 の

設備を設計製作する技術者だけ でなく︑ こうした新し い

のような新 し い大プ ロジ エクトが成功する際 には車両や

に大別される︒最も技術屋らしくな いのが運転屋だ︒文

○国鉄 の技術屋は土木︑工作︑電気それに運転 の四系統

的少な い運転屋 の業績 に言及して いる︒

きな力とな った﹂とあり︑表舞台 に登場す ること の比較

うした人材 が育 って いたことも新幹線を実現 に導 いた人

改良と保守 のノウ ハウを つく る技術者も欠かせな い︒こ

字通り列車を安全 に定時 に走らせる のが仕事 で︑大学 で

る運転屋 の意見︑希 望︑時には改造要求などを主張す る
山之内秀 一郎著
ことも少なくなか った︒この点 に関し ︵

る︒また こうした過程 にお いて部内 の最終 ユーザーであ

ネ ル内 の定点 で列車をすれ違わせるなどはそ の 一例 であ

そ の二︶ で述 べた出縄ト ン
することであ った︒前号 の ︵

指定 されての運転操作や種 々の走行条件を要求通り提供

性能を判断する のに必要な速度︑ブ レーキ︑地点などを

設計 し︑建設し︑製作し︑取り付けたも のに対し︑そ の

さら に建設︑保線︑信号︑電車線︑車両など ハード陣 が

屋 の仕事 は試乗列車 の整備と運転︑車両 の検査と保守 ︒

れたも のもなか ったらし い︒

後 で聞 いたら田んぼに無事着 地したそう で︑けが人も壊

勢 いよく︑飛 んで行 った︒映 画 の 一場面 のよう だ った︒

よ って ロケ ット のよう に推進 され︑東 の方 はるか彼方 に

をはねた︒ボ ンベは口金が破損 し︑吹き出す高圧ガ スに

作業して いた保線屋が線路上 に放置して いたガ スボ ンベ

調に走 って いたが琵琶湖 の東岸︑愛知川付近 で寸前まで

人間 ＡＴＣ﹂と いわれる運転 である︒順
の指示をす る ﹁

二十五日初 の通し運転が行われた︒十時間を予定 してい
た︒保線と電気 の資料 に従 い︑私が運転士 に細かく速度

○東京 ・新大阪間 の線路が つながり︑昭和 三十九年七月

は決して教えてくれな い分野である︒ モデル線 での運転

新幹線
﹁
新幹線 がなか ったら﹂東京新聞出版局︶ には ﹁

‑53‑―

た本社︑技術研究所︑メーカーなど の連中はここに泊ま

が二日︑三日と続 いたり︑打ち合わせが遅くな ったりし

藤加﹂と いう のが 一軒だけ︒試験
く の田舎町︑旅館は ﹁

○モデル線 の最寄り駅は東海道線 の鴨 の宮 で︑当時は全

車 はキ ッチリ定時 に到着し︑指令室 には思わず歓声が挙

超え ても いいから東京 に定時 に着けろ﹂と指示した︒列

責任 は私が持 つから ＡＴＣを開放し て時速二百十キ ロを

いた指導 運転士 に ﹁お召しを遅らせる ことはできな い︒

思われた ので︑指令室 に いた私は無線 で運転室に乗 って

田原通過 で五分前後遅れており東京定 時到着が難し いと

るしかな い︒ この旅館︑もとはと言えばご同伴用︑そ の

令︑あ の頃はこんなことも できた のだが︑これも時効︒

が った︒運転屋冥利 に尽きる瞬間だが前代未間 の違反指

ため悩まされて︑寝られなか ったと いう話をよく聞かさ
れた︒しかし試験が最盛期になると モデル線専用となり
夜 ここで打ち合わせや︑宴会をすることが多くな った︒

添乗 の新幹線支社長 にお尋ね になり︑無線 で東京 の指令

覧になり︑東海地方を走 って いる時︑沿線 の山 の名前を

でお召列車が運転された︒下り では両陛下が運転台を御

は昭和三十九年四月 二十 一日そ の使命を終え︑今は保線

組織 の 一員 であ ったことを誇りに思 って いる︒モデル線

功 の礎を築くことができたと自負して いる︒そしてそ の

の事件︑珍事があ った︒熱気 にあ ふれた つわも のどもが
″
夢 の超特急″実現に賭けた壮大なド ラ マの連続 であり︑
それがあ ったから こそ︑二十世紀 の歴史 に残る新幹線成

〇 モデル線 の二年間と営業開始前後には︑まだまだ多く

室 に聞 いてきた︒沿線 の地図 で調べて連絡したが︑そ の

の基地とな って いるが︑そ の 一隅 に ﹁
新幹線発祥 の地﹂

麻雀で夜更かしや徹夜組も後を絶たなか った︒

時列車はそ の山が全く見えな いと ころを走 って いて返答

の碑が建 てられて いる︒

○営業開始直後︑昭和四十年 五月七日下り︑十五日上り

に困 ったと いう ︒食堂車 ではバナナを召し上が ったが︑
前例がな いことと話題にな った︒十五日の上り列車は小
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庭
定
男

︲
﹁英 圏 に おけ る 日 本 人 社 会 の歴 史 ﹂を た ど つて
大

な い︒片 々たる情報を集めて自分 で組み立 ててゆくしか

な いのそ こで︑まず 日本 で出版された日記︑旅行記にで

てくる日本 レストラン︑土産物店︑旅館︑便利屋を調べ︑

ロンド ンのト テナム コート ・ロード駅 の南 ︑ デ ン マー
た のは在英中 の 一九 八〇年代︑戦時中 に ロンド ン大学 で

が継続的 に発行されるよう にな った のは︑少数ながら日

査をしたが︑それらし い跡はま ったくなか った︒

ク ・ストリートに二︑三軒あ ったことを確かめ︑現地調

行われた日本語特訓を調べ始めた頃から であ つた︒そ の
頃︑ 一九 一〇年 の日本博覧会 に出品された東本願寺勅使

本人社会が形成され︑日本人旅行者も増え てきた日清戦

私が英国における日本人社会 の歴史 に関心を持ち始め

門 のレプリカ建造 に加わ った宮大工がそ の後も残留 し て

︑日英商
争 の頃から で︑日英実業雑誌 → 八九二年 より︶

なり詳 しく行われて いる︒反対 に︑英国 に来た日本人 で

して日本近代化 に貢献した英人は数多く︑その研究も か

男 の ロマンを感じた︒幕末以来︑お雇 い外人をはじめと

一九二六年 に出た ﹁
海外邦字新聞雑誌史﹂によれば ﹁
日

が大部分 で私が求めるよう な情報 はほとんどなか った︒

と いう月刊新聞が相次 いで出たが︑内容は英企業 の広告

︑日英週報２ 九 一〇年 頃 より︶
業雑誌■ 八九 八年 より︶

次に調 べた のは ロンド ンで発行された邦字紙︒邦字紙

維持管理に当たり︑英国に骨を埋めたと いう話を聞 いて

ここに骨を埋めた人もかなり いるのに︑ 一部を除きど ん

英新誌﹂と いう月刊新聞が出 て いると いう︒それが何処

も のであ った︒

一
一
耳鵬く別館 にある﹂と のこと
多 ｒ一
オタルー駅 に近 い ﹃
一
を聞き︑急 いで行 ってみると︑ これこそ私が求めて いる

にあるかを調 べて いるうち に︑偶然会 った英人から ﹁ウ

な人生を送 ったかに ついての調査研究 がほとんど行われ
て いな いのは何故だ ろうか︒英社会 への貢献はなか った
のか︒
このような問題意識 のもとに調査を始めたが︑それは
海図なき航海に等しか った︒参考とす べき体系的な本 が
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された実業家︑常 に羽織袴 で出歩き︑ 一流紙に投稿︑日

戦 って いる第 一次大戦中に多額 の戦時国債を買 い︑表彰

一九 一五年創刊 のこの月刊新 聞には︑英国 の日本人社
会に ついての記事がかなりあ った︒英国が国運を賭して

同
となり︑北ドイ ツの収容所 に抑留 された人が いる︒﹁

ため英国籍をとり︑乗船中にＵボート に撃沈されて捕虜

き抜 いた数少な い日本人 の中には︑英国船 の船員 になる

イ ンタビ ューも数多 く行 った︒戦前︑戦中︑戦後を生

係 の資料を調べた︒現在 でも旅行 のたびに通 って いる︒

本文化 に ついての本を出版した詩人など の誇るべき日本

立 って いたため︑これが減 った 一九三八年︑ ついに廃刊

と ころ大 であ った︒ この新聞は有料だが広告収入 で成り

係 の悪化 に伴う在留邦人 への影響なども分 か って︑得 る

リスト教会など の動き︑ 一九三〇年代半ばから の日英関

など の話もあ った︒さらに日本人会︑同胞会︑日本人キ

人︑反対 に密輸︑売春宿経営︑果 ては英将校夫人と不倫
し︑夫 に訴えられて高額 の弁償金を支払 った日本人医師

本︑日本人 に親近感を持 って接触 してくると いわれる の

もそれ以後が続かな い人が多か ったの米国や南米 の日系
二︑三世が日本人とし てのアイ デンティティを求めて日

イ ンタビ ューが難し いだけでなく︑ い ったん知り合 って

日本人と の接触を避 けた いと思 って いる傾向 があ った︒

日系 二世は日系 であ ることを隠 し︑英人社会 に同化し︑

日系 二世と の接触 にも努 めた︒ ここで感じたことは︑

盟国 の日本人 である﹂と主張したが︑釈放されなか った︒

とな った︒

とは対照的 である︒

英国 には日系 二︑ 三世 の数 が少 なく ︑相 互間 の連絡も

第 二次 大戦 の開戦 に いた る日英関係 のも っとも 切迫 し
た三年間 の日本人社会 の状況 は ︑他 の方法 によらざ るを

なく ︑さら に決定 的 な ことは太平洋 戦争前 から の反日感

る ことを知られたく な か ったから であ ろう︒

得なく な った ︒助 か った のは完 備 したイ ンデ ツク スを発

Ｚ 一中
８ Ｌ ＞ 寓 コ一
鷹 ︶ に は よく

情 ︑黄色人 への差 別 が英社会 にあ った た め で︑日系 であ
ｏ醸 Ｆ 現 在 の ↓Ｆ

﹁﹂げ汗
行 し て いた ↓すｏゴ ８８であ った ︒国立公文書 館 ︵
の８ ａ

通 い︑英国籍を取 った日本人 の数 のほか︑太平洋戦争関
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報が盛られている︒また︑昭和 にな ってから︑内務省 の

後 に総領事館︶から の報告
明治以来︑ ロンド ン領事館 ︵
によると︑在留邦人 の出生︑結婚︑死亡などに関する情

一九九五年帰国後︑まず外交資料館 での調査を始めた︒

喜びであ った︒

た功績大﹂として︑大使表彰を受けた︒思 いもよらな い

在英日本人社会など の研究︑調査を進め︑ 一般 に紹介し

にわたる英国滞在中︑日英関係史︑特に日英経済関係史︑

に抑留 された邦人 の状況を知 ることが でき

外事警察が発行 した外事月報 によると︑太平洋戦争中︑
デ一
のＲ
た︒
さら にリバプールにも小規模ながら日本人 コミ ュニテ
イがあ ったことが知られて いたが︑何処 にあ った のか確
認 できなか った︒と ころが︑英国船 で働 いていた日本人
船員 二名が開戦時 ニューヨーク港 で抑留 され︑翌年︑交
な ので︑そ こ
換船 で帰国︑そ の住所が揃 って同じ降﹃
８一
に日本人が住んで いたことを確認する ことが出来た︒
以上 の調査結果を 二十年来︑ ロンド ンの日本 クラブ の
︑ミ ニコミ紙 ﹁
び っぐ ・べん﹂
ぢ颯澪Ｌ など に
機関紙 ﹁
寄稿 してきた︒幕末 に亡くな った留学生 の墓に顕彰碑 が
建 つなど︑在英日本人社会 の歴史 に対する関心も深くな
長年
り つつある︒二〇〇四年︑在英日本国大使館より ﹁
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⁚︱
︱覆彙
︱
︱︱
︲︲
一驚都で１１
⁝
⁚︲
︲
︲
︲

る ﹁田舎亭﹂︒事前 に調 べてみたが︑ ここは非常 に人気

のある旅館 で予約を取る のが大変らし い︒それもそ のは

ず部屋数は五 つしかなく︑以前は映画監督 や映画 スター

だ︒さらに場所柄から ﹁
片泊まり の宿 ﹂と のこと で︑朝

水

懐かし い人から の突然 の電話 はうれし いも のだ︒酒井

食 のみ︒夕食 は京都 の味を好きなと ころで自由に召し上

清

に電話をしてきた のは静岡支社時代に親しくお付 き合 い

が ってくださ いと いう わけだ︒

が利用することから︑ 一見さんお断り の旅館だ ったよう

頂 いたＡ社 の小柳支店長だ︒今 は京都支店長だと いう︒

と いうも のだ った︒何 でも ﹃
桂離宮﹄ の参観を申 し込ん

十五日 の二日間空けて いただけませんか﹂

無性 に行きたくなるも ので︑小柳支店長はそ のあたりを

郷と の思 いがあるからかもしれな い︒歳を取ると京都 ヘ

に畏怖 の念が生ず ると ころでもある︒それは日本人 の故

酒井 のような東京人 には京都は憧れ の地 であり︑同時

でお いたと のことだ った︒定年後 の自由な身 であリ スケ

﹁
何かと忙 し いでし ょうが︑酒井 さん︑来月 の十 四日と

ジ ュール的 には問題な いので︑Ｆ解しため

の代 わり︑﹁
次 回は私も連れて行 ってよ﹂と約束させら

心得 て︑声を掛け てくれたようだ︒家内 には申し訳な い
が︑今 回は男 の再会 であり︑留守番をしてもら つた︒そ

そし て小柳支店長と再会 でき る楽しみの六月十 四日︑
久し振り に ﹁のぞみ﹂に乗車︑ 一路京都 に向 かう︒途中︑

京都駅ビ ルはと ても近代的で︑まず は屋上に上がり京

れ てしま った︒

思 いが生じたが︑ いや いや定年 退職した身なんだから︑

都 の街を眺めてみた︒東寺 の五重塔︑西 ・東 の本願寺 の

何度か親し い仲間が いる京都支社 に寄 ってみよう かと の
止めようと の意を強く持 った︒以前だ ったら厚かましく

人伽藍が目 に飛び込ん できた︒古 い京都と伊勢丹 の入居

し て いるこの巨大な駅ビ ルが共存して いる不思議さを感

も立ち寄 って いた ことだろう︒
さて︑宿合 に指定 された のは祇園に近 い石塀小路 にあ
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石塀小路﹂と書 かれた看 板を見 つけ て︑ で﹂
よう やく ﹁

訪ねた石塀小路 には驚 いた︒実は入り 口が分からず ︑

出向することが確実 の様子だ った︒

これから のことを話す︒支店長も次 の異動 で関係会社に

済 ・景気 のことを話し終えれば︑各 々の家庭 のことと︑

す っかリ ミー ハー気分ながら︑そこは熟年 二人組︒経

こな のかな？﹂と思 いながら入 ってみた︒そこには敷き

統 ・文化︑ 四季 の美しさなどを確認させてもらえ感謝し

じた︒

詰められた石畳︑石 の垣根そして木造家屋 の街並みが現
れ︑全く違う世界 に来たような錯覚が起 こ った︒そんな

ています︒定年後 にも毎年 一度は京都に来る つもり です﹂
と︑熱く語 っておられた︒

す坪庭をぼんやりみながら至福 の時を過ごした︒

旅館 に帰る途中︑﹁
ち ょ っとだけ覗 いて行きまし ょう﹂

﹁
最後 の勤務 が京都だ った のが何 より でした︒日本 の伝

一角 に行灯に ﹁田舎亭﹂と書 かれた落ち着 いた玄関を見
つけ︑格子戸を開けた︒支店長が迎え に来 るま で︑苔む
やがて玄関に懐かし い小柳支店長 の声がした︒

と︑お茶屋 さんに入 った︒支店長 は馴染み の様子 で︑
昔︑お世話 にな った友達が来 て いる ので︑ち ょ っと見
﹁

﹁まず は食 べて飲 んで語りまし ょう ！﹂と連れ出 され︑

学させてや﹂
と︑上が って いく︒そ こは舞妓さん ・芸妓さん の休憩部

花見小路﹂を 一回りしな
これまた京都情緒た っぷり の ﹁
がら案内してもら つた︒紅柄格子に竹矢来︑赤 い提灯 の

屋 の感じ で︑お蔭様 で身近 にお会 いさせて いただき︑少

お姐さんはゴ ルフもし ゃはるんどすえ﹂と︑京都 の柔
﹁

都を
お茶屋さんや料理屋さんが並 んでいる︒そ の奥 に ﹁
そうした中で案内 された料理屋 で︑まず は再会を祝 し

らか い話し言葉 には︑参 った ！参 った︱と いう感じであ
った︒すぐ に失礼したも のの︑席 に着 いたらどれほど の

し話をさせ てもら つた︒

て乾杯 ！程なく女将が現れ︑ご挨拶︒カウンター席 には
ど こかで見たこと のある︑そうだ︑ テレビ でよく見 るタ

費用な のだろうと根 っから の貧乏性が顔を出した︒

どり﹂ で有名な祇園甲部歌舞練場があ った︒

レントさんだ︒
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修学院離宮﹄ ﹃
仙洞
翌日は目的 の ﹃
桂離宮﹄︒ ここは ﹃
御所﹄ととも に宮内庁京都事務所 に参観願を出し︑抽選

文化 に触れられ︑大 いに満足できた︒

そ の後は︑嵐山 に向 か い︑渡月橋を渡り︑屋形舟 に乗

り込んでの保津川舟遊びとシャレてみた︒

家内とともに訪れよう と思 った︒桜 の京都︑新緑 の京都︑

でようやく見学 できるそうだ︒京都に いる支店長 ですら

緊張感を持 って︑御幸門での説明と注意事項を聞 いた︒

祇園祭 の京都︑大文字 の京都︑紅葉 の京都︑新年 の京都︑

初め て見学すると いう︒酒井は︑そんな貴重な場所 へ行

写真撮影 の出来ると ころが 一部あるが︑大半 は禁止と い

雪 の京都等 々四季を通じ て︑社寺仏閣 に恵まれ情緒深 い

小柳支店長 には︑ 二日間す っかりお世話 になり︑お陰
で︑京都 っていいなあと の思 いが 一層増したよう に思う︒

う ことだ った︒ この桂離宮は建築家ブルーノ ・タウトが

たたずま いの中 で時を過ごせば︑心 の安らぎが得られる

く相棒として自分を選んでくれた小柳支店長 に感謝感激

絶賛し︑ 一流 の建築 ・庭園づくりを志す者 は必ず訪れる

修学院離宮﹂と ﹃
橋﹂﹁五色豆﹂を買 った︒そして︑ ﹃
仙

支店長 の言 ったよう に︑酒井も これからは毎年︑京都を

縦・
と いう︒特 に遠近感を意識した配置や黄金分割比 ︵
２∞¨ｏ・ と で創 られた前庭は見事 で︑計算
横 の比がｏ・
され尽くした美的効果が︑素人ながら美し い！と感心し

洞御所﹄ の参観願をすぐ に出してみよう︑次は家内と見

するととも に︑得も いわれぬ深 い友情を感じた︒

てしまう ¨とりわけ ﹁
松琴亭﹂ の大柄な市松模様 の襖 は

学させてもらおうと思 った︒

寂 しさを いま酒井は感じ ている︒

歓待するとしても︑すぐ には思 いつく ような場所がな い

小柳支店長が東京 に戻 ってきた際 には東京的なも ので

八ツ
京豆腐﹂﹁
酒井は妻 へのみやげ に ﹁
京 つけも の﹂﹁

よう に思う︒

現代 にも通じ るも のだし︑﹁
月波楼﹂ の窓から眺める庭
園 の美しさは何とも言 い表せな い素晴しさだ︒
ここで ．日ゆ っくりと過ごし て︑音 の貴族 の気分を味
わ いた いと思うも のの︑案内役 の職員に従 っての見学 で︑
当然ながら時間も制限されて いる︒それでも貴重な日本

―
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澪■ツンジ締の業機に違．
る
高

橋

孝

蔵

予期はして いた︒日本に近代 スポー ツを導入した東京
英語学校 ︵
後 の旧制 一高︶教師 ストレンジ の調査が難航

田中不 二麿宛 ２雇い入れ伺 い書 には ﹁スト レンジはオ ッ

クスフオード大学を卒業し︑そ の卒業免状も所持して い
る﹂と明記してある︒しかし︑オ ックスフォード大学 の

卒業者名簿 には スト レンジ の名前はな い︒ このためか︑

ストレンジは自分 の身 の上を語ることがなか った︒

彼 の死後︑彼 の教え子や研究者達が発表 した ストレン

レ ツジ ・スクール ︵
ＵＣＳ︶は書庫 から古 いカート ンボ

ロンド ン大学 やそ の予科 であ った ユニバーシティ ・カ

学かケ ンプリ ッジ大学 かイート ン校か︑あ る いはイート

ンシャイ ア州か ロンド ン︒出身校はオ ックスフオード大

か の説 がある︒生まれ故郷はデヴォンシャー州かドルー

ジ像は幅 が広 い︒生年 は 一人五〇年から五五年ま で幾 つ

ックスを いく つも取り出し︑どう ぞ見 てくれとオープ ン

ンを経 てオ ックスフォード大学またはケンプリ ツジ大学

して いる︒百三十年 ほど前 の昔 の話だからである︒

であ った︒しかし︑核心に触 れる資料 にはなかなか出会

とな って いる︒

はデヴオンシャー公爵 が領有して いた ロンド ン西 の郊外

れた︒多く の学説がデヴオンシャー州生まれとしている︒
だが︑彼はそ こに住んだ ことすらな い︒父 の死後︑ 一家

スト レンジは 一人五三年十月 ロンド ン大学近く で生ま

像 にできるだけ迫 ってみた い︒

現段階 ではデータがまだ不十分だが︑推理を交え︑実

えな い︒
ヽ
日本では英国大使館︑陸上競技連盟︑横浜 ヨ ットクラ
ブ ︵
横浜 アマチ ュアローイ ング ・クラプを吸収︶が古文
書は全くな いと いう ︒頼りにし て いる東京大学からも関
係書類が見 つからな いと の中間報告 である︒ストレンジ
雇用申請書さえも紛失したと の連絡を受けた︒
実はこの書類 こそす べて の混乱 の始まりと推理す る︒
一人七五年四月 の東京英語学校長肥 田昭作から文部大輔
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は鹿児島を焼き払 った︒砲台だけ でなく︑市街も砲撃し

行列を横切 った英国商人リチ ャード ソンが斬殺 された︒

父方 の祖父は画家︑母方 の祖父はジ エント ル マン︒恵

た ので議会 ではやりすぎと論議を呼 び︑新聞はこれを詳

チジ ウイ ツクに移り住 んだ︒彼 の漕艇クラブはデヴォン

まれた家庭だ った︒父はプト ニー土木工学専 門学校数学

細に報じて いる︒

これがき っかけとなり薩英戦争が始まり︑イギリ ス艦隊

教授を勤 めたことがある︒ スト レンジが生 まれた頃は︑

シャー ・ボート ハウスに所属した︒

教職を辞め︑ ワインの商 いをしながら︑大学正間近く で

当時︑野心的なイギリス青年 にと って︑イ ンド︑カナ
ダ︑オースト ラリ ア︑ アメリカなど魅力的な国は数多く

くもなか った︒横浜市史によれば︑ 一人七八年末 の横浜
在留英人は五百十 五人を数える︒

マルボ ロ ・アームズと いう パプを経営して いた︒なかな

十九世紀半ばにもなると︑英国は産業革命を終え︑世

ストレンジ の場合︑幕府留学生と の出会 いに触発され

あ った︒そ の中 で日本を選んだ人 は多くはな いが︑少な

界 の工場と いわれ︑経済的に豊 かにな った︒何故︑そ こ

本人留学生 のＵＣＳ入学は 一人六八年 一月である︒ ＵＣ

かの商売上手 で︑かなり の財産を残した︒

を飛び出して︑海外 に出なければならなか った のだろう
か︒それも攘夷運動 の激しか った日本に︒ある いは︑何

Ｓは英国国王 ・女王 の来訪 のある名門 のパブリ ック ・ス

を取り上げ ている︒彼も事前 に知識は得 て いたと思われ
る︒幕府 の武士百五十名が護衛 していた東禅寺 の英国公

意外と思われるが︑ザ ・タイ ムズはかなり頻繁 に日本

入 っていた︒ スト レンジもできる方だ った ので︑お互 い

大総長︑文部大臣︶をはじめ留学生達 はクラスの上位 に

クールであるが︑小さな学校 である︒数学︑地理など同

たところが大き いと思われる︒ ストレンジと十 一名 の日

も知らな いから来日できた のではなかろう か︒

使館が浪士 に襲われ︑公使はほう ほう の体 で逃げた︒公

に刺激し合うところが多か ったに違 いな い︒

じ クラスに配属された可能性が高 い︒菊池大麓 ︵
後 の東

使館襲撃 は二度もあ った︒横浜 の生麦 では薩摩藩 の大名
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そ の後︑幕府 は崩壊し︑幕府留学生は帰国するが︑菊
池は明治新政府 からも選抜され︑再度 ＵＣＳに入学︑今
度は同校を首席 で卒業した︒在学中 はラグビー︑ フアイ

前開成所︶が ベースとなり︑東京大学が設立さ
成学校 ︵
れ︑講義 の大半が英語 で行われるはずと の情報を菊池は

つかんでいただろう︒そ のために開成学校 の語学生が中
心となり︑東京英語学校が作られることも分か って いた

ジ大に入学す ると︑ボートクラブに入 った︒在学中は コ
ックスを勤めた︒

本人教授となり︑ エー スにな って いく ことが期待され て
いた︒彼がストレンジを推薦し︑旧開成所仲間に協力を

菊池はケンプリ ツジ大学を卒業後︑東京大学最初 の日

ブズ︑陸上競技など スポー ツにも熱中した︒ケンプリ ッ

菊池は学者と いうよりか︑有能な教育行政家として大

要請 したと推理する︒ ストレンジはＵＣＳに二学期間は

はずだ︒

成して いく︒彼なら人を作るには勉強だけ でなく︑ スポ

日本 へ行くよう促した のではな いだろうか︒多く の学説

スポーツマンのストレンジに声を掛け︑英語教師として

治初期にはスポー ツ指導家を招聘す る余裕はな い︒彼が

ポー ツが盛 んに取り入れられた時期 である︒しかし︑明

か︒留学当時︑英国 ではパブリ ック ・スクールにラグビ
ー︑サ ッカー︑ボート︑ テニス︑陸上競技など の近代 ス

スポー ツマンシ ツプを尊重する彼 には雇用申請書 は心 に

就職 の経緯はどう であれ︑ ストレンジは漕艇や陸上競
技を日本 に根付かせるべく︑抜群 の貢献をする︒しかし︑

なかろうか︒

政府がお気 に入り のオ ックスフォード大卒とした のでは

意を汲んで︑ストレンジ の就職を確実なも のにするため︑

ーツも必要だと いう ことを痛感 して いた のではなかろう

は菊池が ストレンジを誘 ったと主張する︒それにはそれ

重く のしかか ったことだろう︒

在学したことは判明し て いる︒それ以上 の学歴は分から
な い︒なか った可能性 さえある︒しかし︑仲間は菊池 の

なり の理由があ っての話だ︒
留学生 のうち開成所出身 は菊池を含め九名も いた︒開
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に随行して統 一ベトナムを訪問す る機会があ った︒

町﹂と いう 一言 に尽きた︒空港から の道路は舗装が悪く︑

僻側灘磁燃辮

当時︑日本から直行 の航空便がなく︑わずかにバ ンコ

クかプノンペン乗り換え で︑北部 の首都 ハノイに到達 で

昨年 六月︑久し振り にベトナムを訪れた︒観光旅行と

村

いう よりも︑この機会 に南北統 一三十周年 を迎えたこの

狭か った︒途中 で渡 った鉄道併用橋はかなり の時代物と
見えた︒街 の中心部には古びた低層 の建物が並び︑人 々

中

国 の今を この日 で確かめたか った︒二十八年前 に見た ベ

の服装は質素 でアオザイも見当たらず︑長年 の戦争状態

きる のみだ った︒初めて訪 れた ハノイ の印象 は︑﹁
古い

トナム戦争直後 の混乱 の極みにあ った旧南 ベトナムの姿

がまだ続 いて いると いう感じだ った︒ここで 一週間以上

かけてサイゴ ン訪間 の許可をよう やく取 ったが︑われわ

が今 でも頭を去らなか ったからだ︒
五十年近 い昔︑商社 の駐在員として当時 のサイゴンで

こう し て︑ や っとたどり着 いた サイゴ ンには︑ か つて

れ二人に政府関係者二人が付き添 いとして同行す ると告

しかし︑ 一九七五年 に長期にわた った ベトナム戦争が南

の華 やかさと は打 って変 わ った陰 鬱 な空気 が漂 って いる

フランスの影響を色濃く残す エキゾチ ックな空気 に浸 っ

の敗北に終わり︑北が主導する国家統 一が実現すると旧

ようだ った︒車 やバイ ク の姿 がす っかり消え た街 は異常

げられた︒彼らが監視役 であ った ことを後で知る ことに

南 ベトナムは苦渋 の道を歩まされた︒共産党政権が ﹁
解

に静か で︑多 く の商店 が鎧 戸を 下 ろし︑昼間 でも 閑散 と

て数年を過ごした私は︑この国 に特別 の親近感を持 って

放﹂ の名 のもとに急激 に推進した社会主義化政策が社会

し て暗 い雰囲気 だ った︒休 日 には少 しは人出 が増え た が︑

なる︒

的混乱を引き起 こし︑か つて盛 んだ った経済活動は停滞

店舗 やレスト ランが閉ま った目抜 き通り では︑人 々は放

いた︒そ の後も何度か訪れ︑発展 の有様を目 にしてきた︒

する 一方だ った︒この状況下にあ った 一九七八年︑上司
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爽

ずまず以前 のまま で︑ フロントにアオザイ姿 の女性を見

に見え︑ま ったく活気が感じられなか った︒ホテルはま

心したような表情 で︑ただあてどもなく歩 いて いるよう

自営業者までが資本家 と見なされ︑商売が出来な いと い
う︒経済は停滞し︑消費物資 は極度 に不足し ていた︒多

のこと︒政府 の資本家排除指令 で小商店主 のような零細

導権を にぎり︑南 の元幹部が平に格下げされるのは日常

あり︑ホテルま で出向けな い︒旧日本大使館 で落ち合お

監視 の目が
た知人から電話を受 け︑会う こと にした︒﹁

動内容を何気な い風 に尋ねられ︑不快 に感じて いた︒あ
る日︑外国人国外退去勧告 に反してサイゴ ンに残 って い

外出は自由だ ったが︑付き添 いの同行者から毎 日 の行

臣から上院議員まで務 めたＯ氏もそ のひとり で︑同伴 の

技術者として国家 の電力開発 に携わり︑後 に公共事業大

した人も少なくなか った︒南時代 から の長年 の知己で︑

ピープ ルと呼 ばれた人も多か った反面︑船が沈み命を落

冗り食 い生活 の状態だ った︒
く の市民は収入 の道がなく︑一

つけ て︑よう やく は っとした のを覚え ている︒

輪 タク︶ に
う﹂と言う ので︑ホテルの前 に いた シクロ ︵

家族とともに海に沈 んだと知り胸が痛んだ︒

懐かしか った︒

主義体制 の怖さを知り︑昔 の自由な ベトナムがひたすら

パイだと聞 いた︒電話も盗聴された可能性がある︒社会

するホテル近辺 にたむろするシク ロは︑政府お抱え のス

経済 の開放を明らかにし︑国際社会 への復帰を呆たして
いた︒外国から の経済援助や投資が活発 になり︑日本企

刷新と 政策 で
う やく 一九八〇年代後半 に ﹁ドイ モイ ︵

戦争など の強硬路線 で国際的 に孤立した時期を経 て︑よ

どん底 の状況にあ った南部 ベトナムを見 てから二十八
年が経 った︒この間︑ ベトナムはカンボジ ア侵攻︑中越

耐え切れず に小船 で海を渡り国外脱出を求めるボート ・

昨
乗 って出かけた︒ところが︑明く る朝︑同行者から ﹁
晩あなたが会 った人は昔 のお友達 ですか﹂と開かれ︑驚

南政府 の元高官 の多くは思想改造学習キャンプに強制

業 の進出も続 いた︒そ の目覚まし い経済発展 や日本 のベ

いた︒昨夜 の行動が監視されて いた のだ︒外国人が宿泊

収容され︑国営企業 では北から乗り込んできた連中が主
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トナム観光ブームの様子に ついてはしばしば報道された
し︑昔 の仲間たちからもよく聞 いていた︒私は今度 の旅

ホーチミンから中部 にある院王朝 の旧都 フエを経 て︑

商 工業都市 ダナ ンに足を延ばした︒ フエには昔ながら の

ホーチミン到着後︑空港からホテルに向 かう バスの窓

れて いた︒ここでもホーチミンと同じに無数とも いえ る

工業団地を含む大規模な開発が行 われ︑町中が活気 に溢

でそ の実態を見るべく︑期待を胸 に日本を出発した︒

から眺めた町並 みは昔 の記憶とうまく重ならず ︑時 の流

バイクが轟音をまき散らして いた︒

静論な空気が漂 い︑古き良き ベトナムの姿が印象的だ っ
た︒ 一方︑ダナ ンでは経済援助 や外資 により港湾施設 や

れを実感 した︒驚 いた のは︑ひ っきりなし にバ スの脇を

として いた︒街は路を行く人 々で込み合 い︑市場や店舗

ずま いを見せ︑緑 の葉を茂らせた街路樹が涼し い陰を落

式 の老舗 ホテルがある通り の近辺は︑普と変わらぬたた

高層ビ ルが立ち並び︑建設中 のも のも いく つも目 につい
た︒だが︑嬉し いことに︑ この街 で最古 の コロニアル様

近づくと︑か つては見られなか った新し いホ テルなど の

言論 の自由を享受 できるのかと いう疑間が残 った︒グ ロ

しかし︑この体制 下︑呆たし て南部 の人たちは︑思想 や

トナム人は︑ いず れも昔どおり に陽気 で率直 に見えた︒

以前 のような精神的抑 圧は感じなか ったし︑交流した ベ

経済発展を続け て いる のが見聞 できた︒ただ︑そ の 一方
で政治体制は統 一以来︑共産党 の 一党独裁だ︒旅行 の間︑

今回 の旅 では︑開放経済政策を採るベトナムが順調な

すり抜け て驀進するバイクの大群だ った︒町 の中心部に

には物が溢れ︑明るく て エネルギーと喧騒 に満ち て いる︒

ーバルな情報化 の世界 に生きる若 い世代 の国民は︑ いず

れ この国 にふさわし い体制を求め て行く のではな いだろ
うか︒今後も できるだけ見続けた いと思う︵

一見して︑ この国 の経済が急速な成長過程 にある のが感
じられた︒私 の記憶 に残 って いた前 回訪問時 の︑暗く︑
活気 のなか った この街 の印象が︑あ っさりと払拭されて
しまう ほど︑そ の変貌 ぶりは予想を超え て いた．
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離れた須弥山 の谷間 に︑神様方 の優雅な日常を憚るよう

にひ っそりと建 てられ ております︒ ﹃
Ｇ教授︑人間工房

はか つては花形産業︑ 一等地に威容を誇 って いたと聞 い

が って来ました︒

問題となり︑ 一部 では神様方 の製造者責任を問う声も上

じき欠陥人間が多すぎると いう ような気 にな って参りま
す︒ このことは我 々人間をお造り にな って いる天界 でも

最近︑日本そして世界各地で起き て いる事件を見ます
と︑なんだか世 の中どこか狂 ってきた︑人とし てあるま

れて いる のですか﹂

まあ っ︑人間と いうも のはこのような所 で造ら
委員 １ ﹁

︽ＶＴＲ︾

ような感想をお持ち でしょうか︒まず ＶＴＲをどうぞ﹂

では︑委員 の神様方は今回 の査察に︑ど の
キ ャスター ﹁

れを見 ますと ﹃
人間を造る﹄と いう仕事 は︑天界ではも

章 一郎

そこで天帝は直属 の調査委員会を招集され︑同委員会
は︑神様方が我 々人間を実際 にお造りにな って いる人間

委員 ２ ﹁
そう︑それもほとんど神とは いえな い最下層カ

山

工房 の抜き打ち査察を決行されました︒そ の結果判明し

ースト の神たちによ ってだそう でござ いますよ﹂

新

神をは倦め Ｉユ■夕た０一
菫■■０
■
︐

ていた のですが︑今 はかなり辺部な所にあるんですねＬ

た天界 の人造り現場における衝撃的な実態を︑我が天界

︽テロツプ 天国では神様方は女性言葉 で会話されます︾

Ｇ教授 ﹁いやあ︑私もち ょ っと驚 いているんですよ︒こ

ＴＶでは現地報告を交え︑ スタジオ の人間大学 Ｇ教授 の

左様 でござ いますよ︒あれらが無数 に繁殖する
委員 ３ ﹁

にするばかりか︑共食 いを好むそう ではござ いませんか﹂

そう︒そ の上︑あれらは他 の動植物を根絶やし
委員 ４ ﹁

お陰 で近頃 の地上界 の汚れようと いったら﹂

はや日 の当たる産業 ではな いよう ですね﹂

コメントととも にお伝え いたします︒
委員 一行は いま︑人間工房 に到着 されまし
キ ャスター ﹁
た︒工房は天界中心部よりかなり遠 い︑人里︑ いや神里
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キ ャスタ ー ﹁いやあ︑ これは⁝︒人間 の評判は余りよく

のところにある ハート マークにふ っと息を吹き込まれま
す︒すると︑今ま で三十センチくら いだ つた人間 の原型

のようなも の︑ある いは祭り半纏 のようなも のなど︑皆

な いよう です︒それにしても人間工房はかなり古 い建物

組み立 てられた後︑知能と心部分が注入されて出来上が
ります︒そ の仕事 は何千年来変わらぬ勘と経験 による手

様それぞれ勝手な格好 です︒サ ンダルを つっかけた方も

がポンと原寸大 に膨れ上がり︑むく っと起き上が って完

作業 で︑最近︑知能部分は大幅 に改良されたも のの︑心

おられます︒あ っ︑あ の神様 は鼻 をはじく った指 でそ の

のよう です︒万物 の霊長たる人間を造る のですから︑相

部分など の装置 ・
製法は大昔そ のままだと のことでした﹂

まま作業をされ て います︒ こ っち では長 いぼさぼさ の髪

成品ゲートに向 か って自力 で駆け出します﹂

ただ いま我 々は︑製造工程 の完成 ライ ンに
リポ ーター ﹁

をはりはりと掻きながら の神様も︒ これはひど い︒
﹂

当立派な施設をイメージして いた のですが﹂

まで参りました．ここでは組み立 てられた人間 の小さな

ちょ っとお粗末 ですねえ︑ これは︒なぜかな﹂
Ｇ教授 ﹁

製品規格も完成 テストもな いのがミソですね﹂
Ｇ教授 ﹁

原型が︑錆びた鉄製 のかごに詰め込まれ︑土間 に積み上

あちらでは︑前 の人間 に使われた材料が汚
キ ャスター ﹁
れた作業台 の上 に自く こぼれました︒あ︑ いま神様 がち

本当 ですね︒これではち ょ っと山奥 の古 い塵芥
Ｇ教授 ﹁

げられて いますぃ作業員 の神様方はそ のかごから 一体 一
体︑原型人間を︑脂 で汚れた粗末な木 の作業 テーブルの

ょ っと唾 で濡らした指 でそれを拭き取 って⁝︑次 の人間

キ ャスター ﹁いわばここは工房 の最重要工程 です︒ ここ

ヽ
∵﹂で神様 は人間 の首根

処理施設と いった感じですね﹂

上に つかみ出しておられます

の頭に頭蓋骨 の縁 で擦り取るよう にし て入れてしまわれ

工房 の責任神様 によれば︑人間は外形部が
キ ャスタ ー ﹁

っこを抑 え︑頭頂部を カ ッターで切り取り︑脳を入れ︑

ました︱ こ っち では︑だらりと垂れたムームー の袖 に

で働かれて いる神様方 の服装 は⁝と︑特に決められた作
業衣などはな いよう です︒太く長 い袖 の付 いたムームー

切り取 った頭頂部でカパ ッと蓋をされます︒それから胸
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作業台 の黒 いはこりが⁝︒あ つ︑神様がそれを指 の先 で

での戦争 ︑部族間 の抗争︑殺 し合 い︑そし て個人 の犯罪
による殺毅︑非道︑そ の他も ろもろの蛮行︒神様も いい

最初神様 は戯れに人間を創 った︒しかし︑後 で
Ｇ教授 ﹁

加減嫌 にな った のではな いかとね﹂

キ ャスター ﹁これは︑これはシ ョックです︒我 々人間は︑
いや︑私自身も︑ こんな状況 の中 で︑こんなず さんな造

これは大変な モノを創 ってしま った﹄ と思われた のか
﹃

払 い落としたら︑出来上が った原料 の中に飛び込 みまし
た︒それを神様 は平気 で人間 の頭 の中 に﹂

られ方をしてきた のでしょうか︒ これでは頭 の︑そし て

もしれません︒今 や人間は自分自身が棲む地球環境そ の

考えれば︑人 の歴史は愚行 の歴史かも知れ
キ ャスター ﹁

心 の中 のど こか にとんでもな い暗 い陰が宿 って いる異常

も のを破壊しようとし て いる訳ですからね︒もしかした

Ｇ教授 ﹁いやあ︑何とも無神経なやり方 ですね﹂

な人間ができ ても仕方な いとも言えます︒何とも投げ や

ら我 々人間は︑神 にと って最初から余り歓迎されな い存

臨する者として選ばれ︑創られたと思 っていたんですよ︒

我 々人間は万物 の霊長︑この地球上 のすべての生物 に君

Ｇ教授 ﹁
さ っきから考え ていたんですがね︒私は今ま で︑

意志を表しているのではな いのでしょうか﹂

と いい︑人間 のお粗末な造り方と いい︑そんな神様 のご

が嫌 にな ってきた のではなかろう か︒人間工房 の老朽化

在 ではなか った のか︒そして神は今や我 々人間を造る の

ませんね﹂

りな仕事 のなさりよう です︒ ﹃
Ｇ教授！Ｌ

しかし︑もしかしたらそれは我 々人間 の思 い上がりだ っ
た のかも知れませんね︒まあ︑人間は初めから数 々の誤

この調査結果は直ち に天界 に報告されました︒しかし

天界 の反応 は冷めたも ので︑天帝はなぜか証人 の喚問な

りを犯して来ました︒それに対し て神はたびたび警告 や
怒り の試練を与え て来られた﹂

示しにな ってはおられません︒

ど徹底 した調査 には消極的 で︑ いまだに有効な方策をお

キ ャスター ﹁
ノ アの大洪水 のような﹂
しかし︑人間は愚行を上めなか った︒世界各地
Ｇ教授 ﹁
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士口 颯可
清

巳

盛大 に挙行 され︑市長を先頭 に行 列 は町を進 み︑市民︑

私ら中学生は整列 して英霊を見送 った︒国に尽くした名

誉をたたえ︑大きな墓石が建 てられた︒隣 の博さんは上

海戦線 で左肩 に貫通銃創を受 けた︒洗濯屋を営む彼 は︑

った︒私らは学業 のかたわら出征兵士 の農家 に行き︑田
植え︑草とり︑稲刈 の農作業をし て いた︒

寒 い時傷が痛むと嘆く︒サ ッカー監督 の数学 の館先生 は︑
下腿部 に銃創︒気 の毒 にもサ ッカー の指導はできなくな

身も ここで死ぬと︑両親に心 で伝えたと いう︒突入して

四 一年十 二月八日︑三重県 の旧制中学五年生は軍事演

は敵 の機関砲と地雷 により吹き飛ばされ戦 死した︒父自
きた敵兵 は︑戦友 の銃剣 に刺され︑ ロシアの大男は顔を

に展開していた︒折から民家 のラジオから流れる米英と

習中 であ った︒私らは二人式歩兵銃を携帯して北軍と南

小学生時代は満州事変︒灼熱酷寒 の中国 ︒東北 の地で

珠湾攻撃 の戦果︑ マレー沖英艦撃沈 に︑﹁や った︑ や っ

しかめて倒れた︒父は ﹁
戦争とは殺し合 いだ︑よくぞ生

戦う兵士 の苦労を先生から聞かされた︒天 日も学校 に
︐
行ける のは兵隊さん のお陰 です︒兵隊さんよありがとう﹂

た﹂と歓声をあげ て喜 んだ︒

軍に分かれ︑翌朝 の遭遇戦に備え︑霜降る夜 の伊勢平野

と私ら小学生は歌 って いた︒小学五年 の 一九二六年︑二

兵役前 の若者 は軍需工場で働く︑中年 の商人は国 に徴用
され︑九州 の炭坑 で強制労働させられた︒

開戦した ニュース︑軍艦 マーチに続 いて大本宮発表︑真

二六事件 のあ った日は寒か った︒二重県伊賀出身 の民政
軍 の政治介入が強まる のを危惧していた︒

党川崎代議士を担 いでいた父は︑軍のクーデターに驚き︑

父は家業 の ﹁
魚徳﹂を営み︑後継者 は私と決め て いた
が︑それは無理であ った︒ 一億総動員 で戦う時代 である︒

きて日本 に帰れた﹂と酒を飲みながら語 って いた︒

木大将 の旅順二〇三高地 の攻撃 に参加した︒多く の戦友

父 は百年前︑明治三十七︑八年 の日露戦争 に出征︑乃

:継

案 の定 ︑日中戦争 は拡大して いった︒戦死者 の市葬は
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私は︑手招弾投げ︑二千 メート ル走力など︑体力検定

私らが担当した︒私は三日に 一度は工場 に泊ま った︒

しかし︑戦況は悪化して︑山本連合艦隊司令長官 は戦

うな黒焦げ の人間が︑ごろごろと転がる︒橋 の袂 に小さ

なか った︒帰社した主任 は ﹁これは地獄だ︒焼き芋 のよ

四五年 二月十日夜 の東京大空襲 は︑技術課 の山口君 の

死した︒四三年秋 は学徒出陣となる︒旧制岐阜高等農林

な子供 の血 の足跡を見たとき︑鬼畜米英 への怒り で身体

は初級 であ った︒戦時 であ っても︑四二年夏 のイ ンカレ

は農学と林学科 の学生が徴兵された︒学業半ばで出征す

が震えた﹂と青ざめて語 った︒

命を奪 った︒まだ十八歳だ った︒技術課主任 は︑水とお

浪人ま でし て︑や っと入学 できた のに︑兵役
る友 は︑﹁

水泳 は開催され︑背泳 の私は配給米を持 って︑神宮プー

とは﹂と︑涙を流す︒農芸化学科 は徴兵猶予 にな った︒

二月十日夜︑私は品川 ・大井 の独身寮 で寝 ていた︒夜
９の大群︑ド スン︑ド ス
中︑プ ン︑プ ンと低空 で飛ぶＢ２
ンと爆弾 の音︑対岸は真 っ赤︑大火災だ︒強風も吹き荒

にぎりを持 って江東 に行 ったが︑山 口君 の行方はわから

入学してきた兵役逃れの奴も いた︒さて︑東京 の学徒出

れてきた︒危なくな ったら︑大井海岸 に逃げようと︑寮

ルに出場できた︒

陣壮行会 の模様 は︑ときどき テレビ で放映され て いる︒

生は相談︑夜明けま で震え て いた︒

私ら二十九名 のクラスの中には︑私大 の文系を中退 し て

東条首相 の甲高 い声 の演説︑神宮外苑 の壮大な雨中行進︒

東京 ・大田 ・南六郷にある関西 ぺ ︒東京工場は︑軍需

焼夷弾 の直撃 にあ った民家 の主人は爆死︒火災は住民 の

摩川 の川原 に疎開してあ った︒しかし︑塗料工場は燃え
易 いから心配だ︒二月下旬 の夜︑南 六郷が攻撃された︒

軍 の命 により︑工場内 にあ った可燃物ド ラム缶は︑多

塗料を生産して いた︒若者 は軍 に入隊して︑残 った男は

バケ ツリレーで消し止められた︒焼夷弾 の大部分は川に

それに反して私らは寂しく︑出征学生 の武運長久を祈り

年輩と病弱者 で︑ これに女子従業員と家庭婦人 の挺身隊

落ち︑工場は助か った︒

送り出す のみであ つた︒

が加わ って働 いて いた︒夜間 の警備 は守衛さんと独身 の

‑71‑

私は日本 の敗北 に︑なぜか悔し い感覚はなか った︒

九月中旬 にな っても復員 の命令 はでな い︒同郷 の池 田

四月︑まだ夜間は寒か った︒結核を病む技術課長 の西
川さんと私 は工場を巡回中︑突然ザ アと音がした︒危な

われるらし い﹂と心配そう に言う ︒彼は ﹁
隊 の倉庫 から

宿駅見送りと︑あわただしく︒東海道は軍専用 のため中

工場 の出征兵士壮行会︑技術課を代表して石黒さんの新

こと にな った︒西川課長は ﹁お前も行く のか﹂と落胆︒

赤紙がきた︒私は四月十六日金沢 の工兵隊 に入隊する

に出 かけた︒十月 の中頃という のに︑年輩 の従業員 は焼

私はリュック 一杯 に詰め︑国鉄 の間切符を買 って東京 工場

は店頭 に積 み上 げられるほど よく とれ︑安価 であ った︒

﹁
魚徳﹂は魚 の入荷がなく体業 である︒伊賀 のマツタケ

大豆を盗むから︑それを食料 に逃げよう﹂と誘 ってくれ
た︒そ の心配はなく︑間もなく 二人は フリーにな った︒

一等兵は ﹁
俺たち若 い兵は敵方 に捕らえられ︑使役 に使

い︱と叫 び︑二人は防空壕 に飛び込んだ︒地下水が溜ま
９
り︑ずぶ濡れだ︒昼間は艦載機 の機銃掃射 ︑夜間はＢ２

央線を経由して︑本籍伊賀市 に立ち寄 った︒遺髪を残し︑

け残 った鉄骨 の建物 のなかで焚き火をしている︒皮膚炎

の空爆︒飢え︒毎日生きた心地がしなか った︒

休む間もなく ﹁
勝 ってくるぞと勇ましく ・・・﹂ の市民

にな った人も いる︒皆 は ﹁マツタケ﹂を見 て喜 んだが︑マツ

タケより栄養 のあ るイ ワシの煮千し の方がよかった︒西

の歓呼 に送られ︑市 の応召係に連れられて入隊した︒
工兵隊 では︑上等兵や古兵 のいじめ︑戦車攻撃︑鉄舟
漕ぎ︑穴掘り の厳し い訓練 にあ っても︑三度 の食事を い

川課長︑若 い八木 ︑村 上 の両名 は結核 で死に︑石黒 さ ん
は負傷︒戦争 の犠牲者 である︒私ら軍隊帰りは︑焼跡整

Ａ級戦犯︑絞首刑 にな った東條首相が戦時中 に提起 し

ただき︑夜 は寝られた︒東京 の生活とは︑段違 いに軍隊
なる のか﹂︒数日後︑見習 い士官から ﹁
新兵 は復員する﹂

大東亜共栄圏﹂は今︑平和的手法 でＡＳＥＡＮ十日
た ﹁

理を始めたが︑また︑空腹に耐えねばならなかった︒

と の説明 があ った︒﹁
復員 てな んだ︒家 に帰 れる のだ﹂

中韓 にインドが加わ った形で進 んで いる︒

の環境 は良 か った︒人月十五日終戦︒﹁
私ら兵隊 はどう

と皆 は喜 ぶ︒沖縄陥落後︑軍は本土決戦だと いきまくが︑
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は いつもと異なる年 でした︒そ のことを今まで話さな い

で申し訳ありません︒実はリチャードが この春病気 にな

平成十七年も押し つま った暮 れ の二十九日︑ 一通 の英

リ ス マスには︑ エリザ ベスとカ ロリー ヌ︑そしてョスが

決して戻らな いことを悟らなければならな いのです︒ク

月 二十八日に亡くなりました︒私たち にと って彼がもう

彦

文手紙がオ ランダから届 いた︒
この半年︑たまたま私が入院︑通院 の状態 にあ った の

私 の所 へ来ることにな っています︒そ のあと 一緒 にザイ

邦

で手紙も メールもやりとりして いなか った︒十月 に旅先

士
口 ｍ
田

のフランスから絵 はがきを出したが音沙汰もなく︑クリ

ストに行き︑ フィギ家 一族が例年 の通リホテルに集ま っ
てクリ スマスを過ごす ことにな って います︒これから私

りました︒彼は高熱を繰り返しました︒それはひど い高
熱 でした︒血液がんでした︒なす術もなく︑とうとう七

スマスカードも この日まで来なか った︒そ のまま忘れか

たちはリチ ャードが 一緒 に いた時と同じよう に生き︑ク

コーリー の手紙は私 の絵 はがきや手紙に対する返事 が

一昨年︑オランダの地方都市ザイ ストから ヨス ・ルイジ

私たちとリチ ャード家 と の付き合 いはまだ日が浅 い︒

以下省略と
番 の道と思 います︒ ︵

リ スマスを過ごそうと思 います︒それが彼を懐かしむ 一

けて いたところ へ︑そ の手紙は ついた︒
手紙 には頼 んでお いたリチ ャード家 の庭 の四季 の写真
が九枚と長女 エリザベスの説明文があ った︒続 いてもう

遅くな った ことを詫びるととも に私 の素人絵 のお世辞を

スと いう ホテル マンがオー ストラリ ア出張 の ついでに︑

一枚はリチ ャード の妻 コーリーから のも のであ った︒

言 ったり︑ フランス旅行が楽 しか ったことに大変喜 んで

知り合 いの留学生 の紹介 で東京に立ち寄 った︒彼 はザイ

スト で フィギと いう 名 の由緒あるホ テルを経営 し て い

いるとしたため てあ った︒

私たちにと って今年
二枚目 の出だしが妙 であ った︒﹁
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る︒客室 は百室近くあり︑世界 の王室 や歴史上 の政治家

マーストリヒトにでかけた︒ マー ストリヒト の手前 三十

はずを整え て いた︒

スの車 でヨスと同じよう に回り道をして︑ マース河や違

ザイ スト滞在 四日目 に私達 は列車 で 一時間半位離れた

が宿泊した写真が館内 に飾 ってある︒
彼 の二日間の東京滞在中︑ 一日目は私が横浜︑鎌倉を
案内 し︑二日目は 一人 で観光 バ スによる都内見物をした
後︑夕食をとも にした︒彼は日本語はま ったく出来なか

河を観光ド ライブしてくれた︒

いろ いろな花木 や草花があ った︒初めて夫 のリチ ャード

旧市街地 にあ った︒石畳 の道路 に面した鉄扉 の門を入る
と︑リビ ングやキ ツチンの奥 に広 い庭があ った︒そ こは

コーリー の家 は中世さながら の都市 マーストリヒト の

分位前 の駅 で降り︑出迎え てくれた コーリーと エリザベ

ったが︑気さく で親切 であ った︒横浜 では同業 のホテル
を紹介 し︑特に ニューグランド では マッカーサーの部屋
や中庭 のパテオに興味を示し て案内 の支配人に いろ いろ
尋ね て いた︒
短 い滞在だ った ので自宅 に招く時間がなか ったが︑逆

に訪間 のお礼 やら挨拶を述べ︑リビ ングでお土産 や写真

た ケーキを頂 いた︒ コーリーと エリザベスには庭を案内

にザイ ストに来ることを約束させられた︒
翌年 の六月︑私と妻 はザイ ストを訪ね彼 のホテルに十

してもら い︑庭木や草花に興味があ った ので︑ 一本 一本

を交換して紅茶と︑庭 でとれたと いうブルベリーを乗せ
日間ほど滞在した︒ザイストは スキポー ル空港から車 で

洋ナシ︑ブドウ︑サクランボ︑イチジクなどが植 わ って

おり︑実を つけたりしていて彼女らにと って自慢 の庭だ
った︒

詳しく説明を聞 いたり︑写真を撮 ったりした︒リ ンゴ︑

小 一時間ほどであるが︑出迎え てくれた ヨスはホテルま
であち こち寄り道を しては︑運河︑風車そしてのどかな
彼 は私達に南部 のマーストリヒトに住 む姉 コーリー夫

二人は要塞跡 のレンガ壁沿 いに旧市街地を 一時間ほど

牧場 や田園地帯をガイドしてくれた︒
妻と長女 エリザベスに会 いに行 ってくれるよう事前 に手

―
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ーリーが案内 の途中 で携帯電話をかけ︑料理が出来上が

リチ ャードは家 に残り昼食 の用意をして いたようだ︒ コ

ど中世 ヨー ロッパ の名残りを今 に残して いる︒ この間︑

歩 いて案内してくれた︒聖 セル ファース会︑聖母教会な

宿駅界隈 の雑踏 にはさすがにビ ツクリした様子 で︑しき

木 ヒルズに案内 した︒二人とも日本 は初めてな ので︑原

て 一日︑東京国際 フオーラムで待ち合 わせ︑青山や六本

京都など の代表的な建築をみて回 った︒そ の合間を縫 っ

六本木ヒルズ では︑時間をずらして昼食をとろうとし

り にカメラを向け て いた︒

彼は歓待 の証しとして大切そうな ワインを丁寧 に説明

たが︑それでも混 んで いて私が困 って いる のをみて︑リ

ったような ので家 に戻 った︒
してくれたが︑ いかんせん私達 は詳しくな いので猫に小

チ ャードはサ ンドイ ツチや マックの立ち食 いで いいから

我が家にはまだ明る いうちに二人を連れて帰り︑近所

判だ ったかも知れな い︒私は昼間だし︑酔 っ払う からと
の酢漬 けと野菜サラダ︑牛肉を挟んだサ ンドイ ツチをた

にある弁天神社を見せに行 った︒リチ ャードは珍しそう

と私をかば ってくれた︒

くさん作 ってくれた︒私と家内 は日本 の食事︑季節︑観

に コイや亀 のいる池 や本殿 の造りを盛 んにカメラに収 め

言 い訳し て二杯 で勘弁してもら つた︒彼は新鮮な ニシン

光地 のことを話題にし︑彼らはカ ロリーヌと いう次女が

家 で は家 内 が て ん ぷ ら ︑ す しを メイ ンに和 食 を 手 作 り

て いた︒

は来年 ベルギー の獣医大学 に入る予定とか︑自分ら二人

で 用意 し ︑ ワイ ン の代 わ り に吟 醸 酒 で乾 杯 ︑ 二人 を も て

ミラノでデザイナーの勉強をして いること︑ エリザベス
は秋 に建築学会 のツアーで日本を訪れる予定 などを話し

なした︒

った ︒

ら の付 き合 いと 思 って いた だ け に残 念 で悲 し い別 れ と な

さ し て歳 の変 わ ら な いリ チ ャー ド と は︑ む し ろ こ れ か

てくれた︒私達は秋 の再会を約してリチ ャード家を辞し
た︒
オランダ建築学会 のツアー 一行はそ の年 の九月に二週
間ほど の日程 で日本 にき て︑東京︑横浜︑仙台 ︑松本︑

―
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う コミ ュニケーシ ョンはす べて言葉 の力 によ って貫かれ

ている︒対話は︑そうした言葉 によ って成り立 つも ので︑

人間が生きる上 でとても重要 である︒だから言葉 から離

役 に立 つような内容 にした いと心掛けて いる︒そ の意味

人 にど のような興味を持 って読まれる のか︑できるだけ

具を両手 に抱え て小走り に近寄 ってバランスを整えよう
と︑﹁
お っと っと﹂と言 って︑リビ ング のテーブ ルに両

過日︑四歳 にな ったばかり の孫 の女 の子が︑絵描き道

れられな いで いる︒

で私 の心 の中 は相 互交流をイ メージし て いる︒しかし︑

手を着 いて立ち止ま った︒

文章を書 いて いくと︑どうし ても 一方的 になる︒読 む

実際 の作業になると︑ほとんど 一方的に自分 の考えを伝

ど こか付きまとうようだ︒やはり人間は直接に気持ちを

それでは寂し いし不安 でもある︒ 一人 は っち の感覚 が

ち ょ っと驚 きながら笑 って いた︒私はと っさ に︑﹁
誰で

ど こで︑お っと っとなど の言葉を覚えたんだ ろうか﹂と

っと笑 い出 した︒そ の中 の母親 で︑私 の娘 は︑ ﹁
萌花 は

そこに居合わせた大人たちは︑そ の仕草 の滑稽さにど

伝え合う ことが大事 だと感じて いる︒言葉を組み立 てる

えるような形 にな ってしまうの

途上︑初めて明らかになる瞬間があるよう に思うの言葉

も何かを やるときは意識しなくとも言葉で行う よ﹂と い
つたら︑傍ら に いた友達は︑﹁
そうだよな﹂と返した︒

と言葉 の新し い繋 がり の中 にこそ︑物事 の新たな見 方︑

言葉は人間 の知恵と英知を積 み重ねながら力を持 って

そうや って体得したも ろも ろが五感 の深 いと ころから生

翻 って考え てみると︑心 ゆくまでし っかりと目 でとら
え︑耳を澄 まし︑匂 いを嗅 ぎ︑舌 で味わ い︑手 に触 れ︑

考え方が宿 って いる のだ︒

きた︒私たち人間 の読み︑書き︑話し︑聞き︑見ると い
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克

章 にも書 かな いで自身 で咳きながら考え方︑生き方︑在

まれ︑そうして感じた ことが言葉になることを思 い浮 か
べた︒大概 の人はそ の言葉を直ぐさま誰 にも語らず︑文

で存在しな い︒心と内容がそ のまま言葉 に表れる︒

通じてそ の人 の人生が浮き彫り になる︒言葉は言葉だけ

常日頃︑言葉は生き方そ のもだと思 って いる︒言葉を

こうした経過からも︑言葉 は単なる過去 の記憶 の取り

だ った︒

り方を立ち上げて いく︒
どう するか﹂ と遊巡す る︒そ の言葉
﹁
何事 かに遭遇し ﹃

出しではな い︒日にすること によ って︑ いま生き て いる

そし て︑私は友達 の何気な いふう に言 った語に継 いだ︒
は迷う心 の代弁だ︒ ﹃
分 か った︒ ﹁
﹂
う しよう﹄と心を決

自分 の意識 の中に甦らせて いる︒我 々は可能な限り多く

るのであ って︑それは今をよりよく知り︑よりよく生き

分か った﹄と いう言葉がし っ
めた時︑その定まり方を ﹃
﹁
そう︑し っかりだよ﹂と彼は顔をし ゃくり上げるよ

るため の不可欠な要素だ︒もともと便宜的な記号 でしか

のことを言葉 にして経験や記憶を蓄え て いこうとして い

失敗し落ち込 んでいる子供 や
う にして言 った︒そして ﹁

な い言葉だ︑などと いわず︑それらを鍛え世界を押し広

かりと立ち上げ て いく んだ﹂

大人 にも︑ ﹃
こんな失敗 ばかりし てたら︑先 の見通しは

げていくべき ではな いだろうか︒

えるも の﹂ で判断しがちになる︒それが恐 い︒ この平凡

立たな いぞ﹄などと いう のは︑不安を増殖させるばかり
ひと つ二 つの失敗を乗り超えれば︑後はう ま
だ︒逆 に ﹃
く いくもんだ﹄ と の声をかけてやれば︑失敗を悔やむよ
り︑次 の成功を夢見る心を立ち上げて いくもんだよ﹂と︑

な日常 の繰り返しこそ貴重 である︒

目 に見
﹁
心 で見 る﹂力が衰えてしまうと︑すべてを ﹁

そ の功罪を実体験をも って語 った︒
一つ 一つの状況 の中 で︑それに丁寧 に寄り添う言葉が
いかに大切なことか︒懐かしくも楽 しくもあ ったひと時
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平和な時代 にお いても︑宗教 のこだわりが強 い︒イタ

リ アにお いては︑ ユダヤ人 の結婚 は ユダヤ人 の間 でのみ

行われ ているのが通常 である︒

私が責任者として駐在した四十年 ほど前 のミラノ店 に
は︑国際取引にたけた若 いユダヤ人男性が︑現地社員と

近ま でプ ロテスタ ントたる英国国教徒 ︵
アングリカ ン︶

徒と ユダヤ教徒 の間で︑また︑北 アイルランドでは︑最

性とを痛感する︒現在でもイ スラ エルでは︑イ スラム教

特定 の宗教 に属 し て いな い無宗教者 とも いえ る私 に
は︑西欧 の歴史を読むたびに︑宗教 のも つ独善性と排他

教はより寛大な宗教と思われるが︑僧兵と いわれたよう
に︑異なる宗派間 で殺数を起 こしたこともある︒

もと︑殺し合 いをして対立︑抗争を繰り返している︒仏

ヤ人 の体 にしみこんで いた︒ナチスとは関係 のな い戦後

抹殺した ﹁
ナチス ・ドイ ツ﹂ への恨み︑憎しみが︑ ユダ

戦後 二十年 の頃 ヨー ロッパでは︑六百万人も の同胞を

切り離してくれ﹂と︑無茶な依頼をする有り様だ った︒

するとは︱﹂と︑特に男まさりで頑固な母親は猛反対し
た︒オ フィスにま で押しかけて来 て ﹁
何とか二人 の仲を

った ので︑﹁
長男が︑ カトリ ックのドイ ツ人女性と結婚

びに来 て いた︑ デ ュッセルドルフ店 の︑カトリ ック教徒
のドイ ツ人女子社員とねんごろになり︑結婚を決めた︒

して勤務して いた︒彼 は︑毎夏バカンスでイタリアに遊

と アイルランド人 のカトリ ック教徒と の間 で︑血を流し

生まれ のドイ ツ人に対しても ﹁
許せな い﹂と の感情を抱

格 で︑強烈に自己を主張するタイプだ った︒ 二人 の頑固

ところが︑彼 の両親 は純粋 で正当な ユダヤ教 の家系だ

ての報復争 いを何十年と続け てきた︒旧 ユーゴ スラビ ア

いて いたようだ︒ 一方︑彼女は︑典型的なドイ ツ人 の性

いわれて いる︒しかし︑十字軍時代︑中世︑近世 のみな
らず︑現在にお いても︑これら宗教はそれぞれ の大義 の

キリスト教︑ ユダヤ教︑イ スラム教は︑源流は同じと

￨￨
り

で発生した民族間 のむごたらし い殺し合 いも︑宗教が深
くからみあ って いる︒
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今

な女性が︑オ フィスに来 て言 い争 った時 は︑ 一生忘れ難

宗教上︑中立な立場にある私 に︑結婚式 での立会人と

ドイ ツ女性は日本商社 に勤務して いただけに︑英語力

花婿︑花嫁が︑私 の前
さ い円型 の帽子を後頭部に乗 せ ﹁

引き受けた︒立会人と いっても ユダヤ教徒と同様 に︑小

れた立場もあり︑さら にはまたとな い経験と思 い︑快く

な ってくれるよう︑両者から強く要請された︒私 の置か

は抜群 で︑立板 に水を流すよう にし ゃべりまく った︒ 一
方︑彼 の母親は︑家族︑親戚 の間で フランス語 でしか話

で宣誓した こと に間違 いあり ませんね﹂と いう︑︵
前も

いほど のも のすごさであ った︒

さな いので︑英語はあまり上手 ではなく︑また五十代 の

って教えら れた通り の︶
質 問を しただけだ った︒両者と

息子 の方は︑い
﹂のような母親 の脅しには慣れて いるのか︑

たら大変﹂と︑あわてて母親を フェンスから引き離した︒

乗せ︑今 にも飛び下りそうな格好を見 せた︒﹁
本当だ っ

であると の漠然とした理解しかな い︒二千年も続 いた両

定して いる︒私は︑この点がキリ スト教と の根本的違 い

して いな い﹂とし て︑キリストが神 の子 であることを否

ユダヤ教 は ﹁
救 い主 ︵
メシヤ︶はまだ この世 には来臨

感じがした︒

も ﹁ハイ﹂と返答するのみで︑何となく ﹁
拍子抜け﹂ の

年配者だ った ので︑どうみても押され気味だ つた︒
現地社員 には休み の︑土曜 の午前 のことだ った︒彼 の
母親 が息子と共 にオ フィスに来 て︑﹁
彼女 と縁を切らな

﹁
大丈夫だよ︒気 にしな いで﹂と言 いながら︑平気な顔

者 の争 いが︑現在 このような形 で解決 ︵
？︶され ている

いなら死んでやる﹂と叫び︑五階 のベランダの端 に足を

でタバ コをふかして いた︒
表面的とは思われたが︶ユダヤ教 に改宗した ので︑
方が ︵

立会人﹂を仰 せ つか
て いる︒形式 的 であ った にせ よ︑﹁

そ の後︑彼等 は二人 の娘 に恵まれ︑幸福な生活を送 っ

ことが︑人類 には至 って幸せな ことだと思われた︒

彼 の両親も折れてき て︑ ユダヤ教 の儀式 で簡素な結婚式

った者とし ては︑何より祝福す べき現実と感じ て いる︒

種 々︑ いきさ つがあ ったようだが︑ 一年後 には彼女 の

をあげることにな った︒
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薬師信仰を広めた︒こ の徳 一人師がなかなか の人物だ っ
たようだ︒

空海とも接触 があ ったらし いが︑最澄とは反りが合わ

ず︑数年 にわたり激し い論争を続けた︒最澄は晩年︑代

表作 ﹁
法華秀句﹂を著 したが︑この著作が徳 一と の論争

の最後とな って翌年 五十六歳 で世を去 って いる︒絶え間

会津と いうと︑た いていの人は維新戦争 の時 の鶴 ヶ城︑
な いしは自虎隊 の飯盛山を思 い浮かべるにちが いな い︒

なく続 いた徳 一と の論争 のおかげで最澄 は自ら の思想を

会津 の仏像 の代表格 は︑何と い っても湯川村勝常寺 の

話を仏像に戻そう︒

形成 して いった のだと説明する学者も いるくら いだ︒

わたしもそう だ った︒それが︑ ことし五月︑古寺巡り
のツアーに参加してみて初め て︑ この会津地方がか つて
は北国 の仏 教 の中心地だ った ことを知り驚 いてしま っ
た︒平安初期から鎌倉時代 にかけて造られた優れた多く

物館 の学芸課長を勤める若林繁氏だ︒最初 の訪問先 は︑

のに相違な い︒よく拝観 して いるうち に︑か つて訪れた

新しく造られた収蔵庫 で拝観 できる︒高 さ 一メートル四
十︒平安初期 の傑作 である︒都 の 一流仏師 の手 になるも

本尊 の国宝薬師如来坐像 である︒今 は他 の諸仏ととも に︑

磐梯町 の慧日寺 跡だ った︒最盛期 には寺僧数千を数えた

京都高雄山神護寺 の本尊薬師如来を思 い出した︒同じ頃

の仏像にお目 にかかれた のだ︒

大伽藍 で︑現在国 の史跡として発掘調査中 であり︑やが

の製作 のせ いか風貌がそ っくりな のだ︒柔和な面立ち の

案内役 にも恵まれた︒仏教美術 の研究者 で福島県立博

ては金堂と中門 の再建が計画されて いると のこと︒寺跡

い︒衣文 にも大波小波が交互に漂う翻波式が見られる︒

中 にも威厳があり︑肉厚 でど っしりとした体躯は頼もし

南都 で修行したと いうこの法相宗 の高僧徳 一が︑会津

両脇 には日光︑月光両菩薩がたたず んで いる︒円満な

徳 一廟﹂が残 って いる︒
の奥 には ﹁
の地に根付き︑慧 日寺をはじめ多く の寺を この地 に開創︑
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重文 である︒
先 に触 れた徳 一大師 の木彫り坐像がここにあ った︒長

十 一面観音︑地蔵菩薩︑四天王等︑みな平安 の作で国 の

顔︑優美 な体 の線 が印象的だ︒同じ 一堂 に並 ぶ聖観音 ︑

なか った︒

って定朝風 の端正か つ円満な顔立ちは見 て いて飽 きがこ

文殊菩薩像が陳列 されていたが︑平安末期 の作品だけあ

って建 てられた立派な鉄筋 の宝物殿には︑獅子 に乗 った

ヤキの円柱 は見応えがあ った︒また︑地元 の人びとによ

今回わたし達は見切れなか ったが︑この他 にも優れた

い年月 のせ いか縦 に深 いひび割れが無残 に残る︒そ の不
敵な面構えを見 て いると︑彼が強烈な個性 の持ち主だ っ

願成寺 の木造阿弥陀仏坐像︑ 田島薬師寺 の薬師如来立像

仏像が少なくな いと のことだ︒会津大仏と呼 ばれ て いる

たことがうかがわれる︒
勝常寺 の近く に︑上宇内 の薬師堂があ った︒見逃しそ

など鎌倉期 の作品は いずれぜひ観 てみた い︒

︵
二〇〇五年十 二月記︶
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うなく ら いの小さなお堂だ︒堂守りに来 てもら つて中を
拝観 できた︒結構大きく て堂々とした薬師如来坐像 であ
る︒ これも平安期 の作 で重文だが︑先 に観 た勝常寺 のそ
れに比 べると見劣りがする︒左右やや不均等 で稚拙さが
見え隠 れしている︒案内役 の若林さん の話 では︑土地 の
仏師 が勝常寺 の薬師を手本 にして造 った のでは︑と︒ま
た︑ この種 の平安 から鎌倉期にかけて造られた薬師如来
像は会津地方 にはかなりあると のことだ︒
あと特 に印象 に残 った のは喜多方市 にあ る新宮熊野神
社だ った︒長床と呼 ばれる国 の重文 の細長 い拝殿は鎌倉
初期 の造営であり︑規則正しく並 べられた四十四本 のケ

鎌倉寸景

千曲川源流を遡る

秩父 への道と分かれ︑源流 に沿 ってカ ラ マツ林 の遊歩

道を歩き出す︒運転手 さんが教え てくれた ベ ニバナイチ

ヤク ソウの群生地は見 つかるが︑花は散 って葉だけ残 っ

登山道は︑ありふれた谷川 の姿 にな った千曲川源流と

彦

秩父山地 の高峰甲武信岳 に源を発し︑長野︑新潟 二県

つかず離れず の距離をと って いて︑絶えず谷川 の音が聞

和

を貫 いて流れる日本最長 の川︑千曲川 ︵
信濃川︶ の源流

月

を訪ねようとある秋 の朝︑ＪＲ小海線 の信濃川上駅 に降

こえ てくる︒渓谷は広く︑明る い︒樹相はカラマツ︑ダ
ケカ ンバ︑リ ョウブなど の若 い樹木 ばかりな ので深山幽

大

りた︒前夜予約 したタクシーで甲武信岳 の登山口毛木平

谷 の趣 は全くな い︒緩 やかな登り道がず っと続く︒

て いる︒

を目指す︒

通り過ぎると広 々した野菜畑が広がる︒この辺は標高 一

て集落が続 いて いる︒最奥 の梓山と いう集落には︑小学
校︑旅館︑商店などがあり市街地 にな って いる︒ここを

信州 の最東端 にあるここ川Ｌ村 は︑千曲川上流に沿 っ

木が︑水路と いわず岸辺と いわずごろごろ転が っている︒

を つく ったり︑自由奔放 に姿を変え て いる︒苔むした倒

急斜面を滝 のよう にす べり落ちたり︑何本も の細 い流れ

滝を作 っている︒流れは細くな ったり︑大きくな ったり︑

ま で下ると︑大きな岩 の間 で流れが自く噛み合 い︑瀞や

渓谷 がぐ っと狭まり︑左岸 に つけられた道を谷川近く

二〇〇 ｍ〜 一三〇〇 ｍの一
局冷地︒キ ャベツ︑レタス︑セ

流れがゆるくなる地点 では浅 い水底 一面が緑 の水草 で覆
われ︑下流になび いて いる︒人 の手がま ったく加わらな

ロリなど高原野菜 の有数 の生産地 で︑首都圏だけ でなく
全国に出荷されて いると運転手 さんが自慢する︒収穫 が

い河川 の原始 の姿を見 る︒

渓谷 の両側がカラマツと コメッガ の生える緩やかな斜

終わ った農場を過ぎ︑紅葉した雑木林 の中にある毛木平
に着くの

‑82‑
―

面になり︑上流方向 のＶ字状にな って いる谷間 の上に青
空が見え る︒
樹林帯 に入ると︑谷川は次第 に狭くなり︑流れも細く

源流と別れて山頂を目指す︒ ツガ林 の中 の急なジグザ

グ道を登り つめて山梨県と の分水嶺 に達する︒さら にシ

ャクナゲの群生す る尾根道を東 に進み︑小さな岩稜を登

り 切 って標 高 二四七 五 ｍの山 頂 に着く ︒ ﹁日本 百名 山

た幹 の下が小さな水溜り にな っている︒よく見ると︑木

間に窪 みがあり︑朽ちた老木 の株とダケカ ンバ の曲が っ

ロープをくぐり抜けて下りて いくと︑苔むした岩石 の

ていて︑谷川方向 に立ち入り禁上 のロープが張 ってある︒

濃川水源地標︑国土交通省﹂と記された太 い木柱が建 っ

ここは︑日本海 に注ぐ千曲川︑東京湾 に注ぐ荒川︑駿河

きた千曲川 の源流域 で︑見事 に紅葉している︒
甲州︑武州︑信州 の三国がこ の山頂 で接して︑同時に

く の名峰を望む ことが出来る︒手前 の深 い渓谷が登 って

南 の方向 には八ガ岳︑金峰山︑甲斐駒ガ岳と北岳 など多

東と北側は樹木が生え ている ので眺望ゼ ロだが︑西と

甲武信岳﹂と いう標識が建 って いる︒

の根と岩 の間から水が滲 み出 て いるらしく︑ 一方からせ

湾 に流れる笛吹川 ︵
富士川︶ の三河川 の源流と いう特別

なる︒流れからしばらく離れて︑急斜面 の登高が続く︒
と︑樹林が切れ︑小さな空地が現れる︒﹁
千曲川 ・信

せらぎ のように水が流れ出 て いるのが分かる︒このせせ

な地点にな って いる︒

さと煙と狭さに悩まされながら 一夜を明かした︒

甲武信小屋 に着く︒昔 の雰囲気 が漂う古 い山小屋 で︑寒

山頂から潅木 に挟まれた急坂を 下 って山梨県側 に建 つ

らぎが全長三六七ｋ ｍの千曲川 の源流だ︒清冽な水が岩
の間から こんこんと湧き出 る情景を想像し て いた ので︑
が っかりする︒このところ降雨が少なく︑地下水が枯渇
した時期だからかも知れな い︒
わが国有数 の大河千曲川は︑ この朽ちた老木と落ち葉
の沈 んだ水溜りから始ま って いるのか︑と感慨を深くす
一︒
′
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一私０黎霊斃機スそ０こ︶
大
野

﹃
小泉劇場﹄ による自 民党 の総選挙 での圧勝だ ったと思

います︒郵政民営化を争点とするこの争 いは国民に いろ

いろのことを教え てくれました︒最初 は抵抗勢力と呼 ば

れる郵政民営化反対 の勢力が衆議院 では僅差︑参議院 で

梅原隆 の ﹃
法隆寺﹂によ って明治以降 の眠りから覚め︑
丸谷オ ．︑井沢元彦 によ って再評価され つつある怨霊史

よう に解釈し てきた のでしょうか︒

つまり明治維新前 の人々は︑ このような天変地異をど の

に続く︑今年 の豪 雪 です︒江戸時代より昔 の祖先 なら︑

危険があると報じられています︒新潟県は昨年 の大地震

豪雪は︑ 一月中旬 には︑大量 の降雨によ って全層雪崩 の

解散しました︒そして︑衆議院で反対票を投じた議員は

国民 の真意を問う﹂と衆議院を
泉 さんは違 いました︒ ﹁

権益 にど っぷりと つか って いた政治家な のです︒

の総裁選 での働きを思 い出しました︒中曽根父子はこの

根首相誕生 の時 の︑特定郵便局長を総動員した田中角栄

息子 でした︒ ここで国民は田中曽根内閣と いわれた中曽

参議院 で決定的な役割を果たした のは中曽根元首相 の

は逆 に郵政民営化法案を廃案に追 い込みました︒

観を この二十 一世紀 に投影すると︑何が見え てくる ので

公認から外して︑欠席議員と の間を分断しました︒さら

昨 二〇〇五年末 から︑日本海側 に降り続 いた記録的な

し ょう︒縄文以来 の正常な日本人 の感覚 に照らせば︑ こ

た のです︒

ここで国民新党を作 った綿貫民輔と亀井静香は致命的

に︑反対議員 の選挙区 には刺客と称し て対立候補を立 て

昔 の政治家なら ここで内閣総辞職 でしたのしかしヽ小

れは祟り以外 の何物 でもありません︒ ロッキード判決後
に︑田中角栄 に二十 二万七百六卜 一票を投じて︑田中金
権支配構造を作 った新潟県民 の子孫 に対する天 の成敗と

議院議員 の名を連ねた のでした︒彼は昔から の小沢 一郎

な誤りを犯します︒五人目 の議員とし て民主党 の田村参

しか いいようがありません︒ この 一年を振り返 って見る
と︑最も印象 に残 った出来事 は︑流行語大賞にもな った
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下水脈 でした︒綿貫も小沢も元はと いえば︑田中派から

た のは︑自民党 の抵抗勢力と民主党 の小沢 一郎を結ぶ地

の股肱 の臣だ ったはず です︒国民 の眼には っきりと映 っ

かを期待 できる政党と思えますか︒もう少し いえば鳩山

ありませんか︒これを見 て︑国民は民主党を清新 で︑何

郎︑羽田孜︑渡部恒三と二人も昔 の名前 で出て いるでは

奉行が消えました︒しかしです︒民主党 にはまだ小沢 一

この民主党を旧竹下派支配から開放する手だてはある

由紀夫も岡田克也も 田中︑竹下派だ った のです︒

竹下派と常 に利権 の中枢 に いた議員 です︒
この 一年 で国民が率直 に感じた のは︑官︑財︑学まで
巻き込んだ抵抗勢力 の利権 に対する執念だ った のではな
﹃
小泉劇場﹄ は︑そう いう コケにされた国民 の怒り の

相争う 二 つのビール会社 は︑カールスベルクの父が作 っ

た小泉 さんを代表 に迎えるのです︒経済界 では前例があ

のでし ょうか︒ウルト ラＣがあります︒総裁任期 の切れ

表現だ った のです︒与党が三分 の二を取 ったと いう こと
は︑参議院が反対しても︑郵政法案は国会を通ると いう

た会社 です︒抵抗勢力排除 のために︑小泉さんにもう 一

いでし ょヽ
つか︒

ことです︒も っと いえば︑盲 腸みた いな参議院 はこの際

度働 いてもら いまし ょう︒

じ ゃあ島根県 に崇りはな いのか﹂と いう質問
最後 に ﹁

ります︒デンマークのカールスベルクと ツボルクと いう

潰すか︑半分 にしたらどう か︑と いう国民 の気持 の表現
だ ったと思 います︒

が出 るかもしれません︒

一昨年島根県議会 は ﹁
竹島は日本 の領土﹂と いう決議

もう 一つ憲法改正 の可能性 がでてきました︒
政界 の勢力図に ついて︑別 の角度から見 てみまし ょう︒

新渇県民も何らか の誠意を示さな いと災害はまだ続くか
もしれません︒

︵
文中敬称略 ︶

をしました︒これを怨霊 はよしとした のだと思 います︒

今回も旧橋本派と小沢 一郎と の間 の地下水脈が見えまし
たが︑か っての竹下七奉行 の行方を見 てみまし ょう︒
他界した のが梶山静六︑小測恵 三︑奥 田敬和 の二人 で
す︒橋本竜太郎が今 回の選挙 で引退して︑自民党から七

―
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大

平

を ついてき て︑す いとん の具 にも事欠く毎 日にな った︒

母 は︑中学生 の次兄と私 の栄養不足をもう いかんともし

難 い状況に陥 って いた︒警戒警報 から始ま って空襲警報

９を気 にしなが
も頻繁となり︑私は防空頭巾を被 ってＢ２
行う のも速か った︒そ の母が︑私 の記憶 ではただ 一度決

不明︑ただ無事を祈るばかり︑長兄は陸軍士官学校在学

そ の頃︑軍人 であ った父は外地 スマトラにあ って消息

ら学校から走 って帰ることもあ った︒

めかね て迷 いに迷 ったときがあ った︒それは︑昭和十九

中 で︑母は二人 に相談することも できな い︒父 の従弟が

大蔵省 に いて︑ ﹁
姉さん︑ 四国 へ帰らな いと危 な い︑こ

リ ュックサ ックを背負 って ついて行 った ことがあ った︒
夏 には八王子 の方 ヘカボチ ャを︑秋 には多摩川を越え て

は国民学校 の 一年生 で︑ときどき母 の食料品買出しにも

と の誘 いがあ ったよう である︒昭和十九年 と いえば︑私

父 の兄が いて︑あるとき ﹁
そろそろ戻 って来 てはどうか﹂

辛か った時 であ ろう︒私は︑空腹 の毎日がたまらな いの

とを考えるとね﹂と私に呟 いて いた︒あ の頃が母 の 一番

と感じ て いたから である︒母 はときどき︑﹁四国 に帰れ

疎開することは︑非常事態なるが故 に いよ いよできな い

疎開をする決心が つかな った︒父と長兄 のことを考えれ
ば︑軍人 の妻 であり母 である立場から︑東京から四国 へ

の戦争 はもう だめだ﹂と助言してくれた︒母はそれでも

サ ツマイ モとか梨を買 い出しに行き︑背中 に担 いでくた

ばおなか 一杯御飯が食 べられる のに︒でもお父さん のこ

びれき って帰 ってきたことを覚え ている︒しかし︑そ の

と︑四国 ではおじ いち ゃん︑おばあち やんと暮らせる の
で︑﹁早く 四国 へ行きた い﹂ と︑ 日から出そう にな る︒

当時我が家は東京 の杉並にあり︑四国 には母 の祖父母︑

た いけれども できな いと悩んだときであ った︒

年から 二十年 にかけ て︑食料不足が深刻化し空襲も始ま
り︑東京から故郷 の四国 へ疎開をしよう かすま いか︑し

私 の母は︑何事も決めるのが早く︑また決めたことを

忠

年も冬 になると︑カボチャ︑サ ツマイ モのスト ックも底
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轟

ような気配があり︑子供心に言う ことをはばかられた︒

しかし︑母 の態度 には何かしら︑そう言 ってはならな い

門 の前 に退役 軍人らしき男が立 って︑大きな声 で怒鳴 っ

場合 の段取りはひそかに考え てあ った のかもしれな い︒

っと いう間 にや ってしま った︒ひ ょ っとしたら︑疎開 の

ん︑非国民だ﹂と言 っていたそうだ︒心配顔 の私 に︑母
は︑﹁
何と言われ ても いいの︑食 べる物も無 いし︑爆弾

て いた︒母 に開 いたら︑﹁
軍人 の妻 が疎開とはけ しから

家財道具を梱包し始めると近所 にも知れる︒あるとき︑

と ころが︑辛抱に辛抱を重ねた母 の決意を覆す出来事
が起 こ った︒昭和 二十年 に入 って間もなく︑ 一月 のある
日のことだ った︒東京 の 一月は晴天が多 い︒そ の日も快
晴︑ひとかけら の雲も無 い青空だ った︒午後何時頃だ っ
たろうか︒空襲警報中 であ った ので母とふたり家 の庭 に

がも っと落 ち てき て死 ん でしまう かもしれな いのだか
ら﹂と︑このときは迷 いも吹 っ切れ︑は っきりとした回

掘 った防空壕に入 って いた︒突然どかんと途方もなく大
きな音と振動が全身を襲 ってきた︒防空壕 は地下な のに

振りであり表情だ った︒

しかし︑母 の心 には痛みがあ ったはず で︑男 の言葉 に

激しく揺れ︑私はもう だめかと頭を抱えた︒家から百五
十メート ルのと ころに 一ト ン爆弾が落ちた ことが︑しば

更 に傷 口に塩をすり こまれる思 いがした こと であ ろう︒

現実﹂と の間 で揺れた母を︑無性 に思 い出す年 であ
の﹁
った︒よう やく︑母 の気持が分か ってきたからかもしれ

終戦六十年︑軍人 の妻とし ての ﹁
道﹂と︑生きるため

の我が家 の周辺が全焼したことを知 った︒

それから 一カ月もしな い二月十日 の東京大空襲 で︑杉並

母と私は二月十日過ぎには︑四国 の祖父母 の家 に いた︒

らくしてから判明した︒杉並︑中野 の付近は︑工場地帯
への爆弾投下が終わ ったはず の米軍機が︑残りを落とし
ていく ことがときどきあり︑どうもそれだ ったらし い︒
さすが の母も︑この爆弾が至近距離 に落ちた ことは大
変なシ ョツクだ った︒翌日四国 への疎開を決断した︒
う ことにして︑四国行き の切符 の手配も頼 み︑引 っ越し

な い︒

祖父母 に連絡を取り︑父 の従弟に次兄を預か ってもら
梱包屋もどこからか探してきた︒ この 一連 の動きを︑あ

―
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風貌が即座に浮かんで来な い人が いる︒

るよう になり︑やがて年賀状 の交換を やめる理由がなく

績難難潮

かれ これ六十年前︑受験 のため上京したとき世話 にな

った人 に毎年出してきた︒はじめは世話 にな った礼を兼

な ってしま い︑現在も続 いて いると いうわけである︒こ

介

今や師走 の慣習 にな って いる喪中はがきだが︑以前 は

のまま で いくと私か︑先方か のどちらかが死ぬまで続け

洋

父何某⁝⁝﹂あ る いは ﹁
母何某 ⁝⁝﹂が死去した ので
﹁

ざ るを得な いのではな いかと思 いながら︑今年も賀状を

下

夫何某 ⁝⁝﹂と主役が私と同
だ ったが︑ いつの間 にか ﹁

書 いた︒

木

世代 へと交代し てき ている︒特 にこの年末 はなぜかこれ

年賀状と いえば思 い出す ことがある︒学校 の先生が教

ね ての挨拶だ ったが︑そ のうちに近況報告を添え書きす

が多か った︒そ んなはがきを手 にして︑彼奴も逝 ったか
次は
と︑しばし無常 の世界 の感慨 に浸 る︒と同時に︑ ﹁

え子から来る賀状 に返信を書く のは卒業した年だけにし

子から届く賀状に応対 して いては大変 である︒そこでそ

お前 の番 だぞ﹂と いう声がど こからともなく聞 こえ て来
喪中だ った
喪中とは知らず に賀状を出すと︑やがて ﹁

のあとは例外なく出さな いことにして いる︒例外を作 っ

て いると いう話 である︒毎年何十人 いやそれ以上 の教え

ので失礼しました﹂と いうはがきが届く︒そう こう考 え

たらまた整理不能 にな ってしまうと いう のだ︒

るのである︒

皆 々様 のご多幸 をお祈り申し上げます﹂
て いるうち に ﹁

が生存証明にな って いるならばと︑賀状 の送り先リ スト

これはこれで生存証明にな って いることに気づく︒賀状

賀状を やめようと思 ったら出さな いことだと いう︒出さ

やめるには三年かかると いう のだ︒まず︑この人 には年

あるとき電車 の中 でこんな会話をして いるグループが
あ った︒年賀状に ついての会話 である︒年賀状 の交換を

などと印刷された ﹁一見無味乾燥 に見える賀状が︑実 は

を改めて見 ると多彩 である こと に気づく︒中 には人体︑
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たら先方から来なくなると いう のだ︒だから途中 で気が

はなく︑ある意思によ って出さな いと いう ことが伝わ っ

に出さな い︒こちらが何か の手違 いで出さなか った ので

な いと決めたら絶対 に出さな い︒先方 から届 いても絶対

知らせ頂きた い︒勝手な申し出をお許し頂きた い︒

符を打 ちた い︒長 い間 ご厚 誼を頂き本当 に有難う

であ りた いと考えた︒そ れ で年賀状 は今年 で終止

くなり︑今年 から生活を 単純 にして充実 した日 々

した いと思 って いるが︑年 々予定通り事 が運ばな

この人は年賀状全部をやめたわけ ではな いかも知れな
いが︑と にかく自分 の意思で年賀状を拒否した のである︒

ござ いま した︒然し︑何 か の折 には今ま で通りお

変 わ って三年目 にでも 思 い出 した よう に出 そうも のな
ら︑賀状交換が再開してしまう︒聞 いて いてなるほどと
思 いながら︑最近はパ ソコンに任せ て いる人も いるだろ
さて︑私もそ の気 にな ってリストを見るとやめても い

賀状 の束を見ながら︑私も こ の人 のよう に︑友人知人 の

う から︑呆たしてど んなも のかと思 った︒
いと思えるも のは数枚 しかな いこと に気づく︒親戚筋と

年賀状に終止符が打てるだろう か︒

通り の付合 いをするだろうと思 った︒

袖触れ合うもなんとやらと いう ではな いかと思 い︑結局︑
長十年あ って いな いあ の人を はじめ︑多く の人と今まで

かわりあ いがあ った人から の生存証明である︒それを今
更﹁
都合 によりやめます﹂ではな いだろうと思 い︑また︑

この賀状 の束 の 一枚 々々は︑私 の半生になんらか のか

しばらく考えた︒

か友人関係とか迷う も のが多 い︒私 の死んだあとこのは
がき の束を見て家族 はどう処置するだ ろう か︒そもそも
一
号主 はこのはがき の東とどう いう付き合 いをしていた の
か︑知らな い者が多く て困るだろうと思う︒そ のために
も いつかは整理しなければならな い︒
と︑そんなことを考え て迎えた正月︑あらまし次 のよ
うな決意を こめた賀状が届 いた︒
私も古稀を過ぎ︑また新たな気持ち で今年を過ご
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働雛一蒸難織構講助樹鸞驚職
黒 崎

昭 二

中国は国共内戦が終わ った後 ︑しばらくし て いわゆる
五人組 の専横が始ま った︒大学 の教授や研究者など知識

し い︒日中両国 の懸け橋 になるような素晴らし い仕事 に

も就ける︒そこで身元保証 の日中友好交流協会幹部 に日

本 での就職を頼 んで来た︒そ の副会長 の大崎介蔵君が走

り回り︑二人に格好 の仕事を見 つけた︒私は この時日中

友好交流協会 の人間 ではなか ったが︑小学時代から の親

こ の中国 の向 上心 の強 いエリートと親 しくな った の
は︑ありがた いことだと思 っている︒

友 の大崎君に頼まれて協力した︒

ることもしばしばだ った︒しかし︑ 一方 で技術を高 め︑

旦那 のチ ャンさんには精密機器製造会社 の研究室を世

人と いわれる人は︑農業など の現業労働に従事 させられ
経済を興し て国力を向 上させ ようと いう動 きも出始め

ほぼ十年前︑西安大学を卒業 したホウ マレイさんとチ

に八王子に住居を構えた︒生活は安定 した︒娘さんは人

システム作成 の仕事 が見 つかり︑ 二人 の生活 の基盤が出
来た︒あとは 一人娘を中国から呼 んで 一家 で暮らすため

話したし︑奥さん のホウさんにはＩＴソフト制作会社 の

ャンシャオジ ンさん夫婦は 一人娘を祖父母に預けて日本

王子 で中学から高校ま で学んだ︒ヽ
﹂の子はよく勉強して︑

て︑科学技術 の勉強が見直され︑海外 への留学も奨励さ
れた︒

にや って来た︒東京農工大と東京都立大学 の大学院 にそ

なんと東大文 ２類 に合格した︒将来は経済学科に進 みた

平成 十 五年 正月 ︑ 一家 は日本 への帰化 を申 請 し︑認 め

れぞれ合格し︑より高度 の勉強をした︒よ い研究成果が
に帰るか日本 に残 るか︒日本 に留 ま って仕事をすれば︑

ら れた︒現在 日中 は政冷 経熱 の関係 にあ る︒政治 の世界

いと いっている︒

より高 い内容 の仕事 が出来るし︑好みの仕事も得られや

では歴史 認識を めぐ って対立 があり︑靖 国問 題 で揺 れ て

まとまり無事卒業が出来た︒ここで彼等は考えた︒中国

す い︒仮 にもし将来中国に戻 ってもよ い就職が出来るら
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も っと遡れば西欧諸国 のアジ ア ヘの植民地政策 に対し
て︑日本 は大国清国に代わ って断乎として戦 った のだと

の生活を荒らしたことは事実 であり︑反省 の必要もある︒

中国本土 に軍隊を派遣して戦闘状態を引き起 こし︑民衆

かる のである︒特に日本は満洲事変とか支那事変だとか

いる︒しかし︑ この 一家とは全く関係がな い︒話せばわ

いと思 っている︒

人として今後対中国だけでなく国際的 にも活躍してほし

考えたらし い︒十年前 は単 に勉強 の手助けをしただけだ
ったが︑本人たち の努力もあ ったが︑高 いレベルの日本

ん︒国川馬麗さん︒国川雨那 ︵
イイナ︶さん︒ いろ いろ

も いえる︒東 アジ ア諸国 へ侵略 した のではな い︒米英 の
経済制裁 により資源 の乏し い日本は自衛 のため に立ち上
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が った のである︒戦争 に敗れたが︑結果として欧米 の植
民地だ った地域がほとんど独立した︒
中国 の卓球選手やソフトボールの選手は︑そ の世界 の
一流 であり︑日本人を刺激 し指導するためと便利な生活
のために日本国籍をとるが︑ この 一家 の場合は頭脳 の中
国から の流出 である︒日本 は優れた技術を得た のである︒
ＩＴ情報 システムならびに高度 の自動制御技術 の頭脳で
ある︒実際チ ャンさんもホウさんも現在 の仕事 では高く
評価されて会社 に貢献して いる︒
国川﹂とな った︒国川久さ
さてこの 一家 の日本姓は ﹁

ノルウェーの漁船

＝＝一梯僣一一一蝉沸嶼樅磁＝＝＝蜂一♯＝

専攻 し︑卒 業 後 重 工業会社 の造船 部 門 に職 を 得 た ので︑

特 に造船 工学を勉 強した十 五人 の留学生達 と の交友 が深
ま った︒

立し て︑ スカルノ大統領は賢 い選択をした︒日本から の

第 二次大戦が終わり︑インドネシアが共和国として独

盛り上げ てくれた︒彼らが帰国するとき︑私は妻と横浜

達者な彼ら はインドネシアの歌 や踊りで質素な披露宴を

忠 志

賠償金を使 って多く の若者を 一九五三年頃から日本 に留

港 に見送り に行 ったが︑生涯 の別れかと寂し い思 いがし
た︒しかし︑それはやがて杞憂 に終わ った︒翌年早くも

荘 司

学生として派遣し始めた︒留学生は東京柏木 にあ った国

インドネシ ア向け の新造船 の引き渡しで︑私はジ ャカル

私 の結婚披露宴 には留学生 の多くが出席し てくれ︑芸

際学友会館に寄宿し︑半年 ほど日本語を学び︑それぞれ

タに出張 し︑友人達と の再会を果たした︒

彼らは後 に政府高官となり︑ ヨー ロッパ出張 の途中︑

の希望する大学 に進学し︑イ ンドネシアが当面必要とし
た医学︑水産︑電気︑機械︑農業経済などを学んだ ので

当時ギリシ ャに駐在して いた私を訪ねてくれたり︑さら
彼らと の親交 は続 いた︒

にシンガポ ール駐在時代 にも頻繁 に会う ことが出来 て︑

ある︒ 一部留学生は運輸省 の船舶研究所 で造船工学を学
んだ︒最初 の半年教室 で学び︑次 の半年 は東京近辺 の造
船所 で実地研修する課程を繰り返し︑五年 で修士号を得
た︒インドネシア政府が修士号相当と認めた のだ︒
しばしば学友会館を訪れ︑時 には彼ら の日本語勉強 の手

のお嬢さん の結婚披露宴 に妻とともに出席した︒新婦 の

からジ ャカルタを訪れ︑ヒルト ンホテルで開かれた友人

一九八二年 のある日︑私は駐在して いたシンガポール

助けをし︑時 にはイ ンドネシア語を学んだ︒やがて私は

母親は日本人 である︒披露宴 には︑か つての日本留学生

当時 の私は︑今 で いう フリーターのような日々だ った︒

大検を経て東京外国語大学に入学してイ ンドネシア語を

うι
Ｏソ

よう でもあ った︒披露宴が終わり︑友人たちが私 のホテ

が多数出席しており︑そ の晩は元日本留学生 の同窓会 の

した日本人妻に ついては︑上坂冬子著 ﹁二 つの祖国 に生

本 に逃げ返 ってしま った︒こうした︑イ ンドネシアに嫁

留学生たちが帰国した スカルノ時代は︑イ ンドネシア

き て﹂ に詳し い︒

ートを予約してあ った︒部屋 に集 ま った七組 の夫婦 のう

の経済も発展しておらず︑イ ンフレも激しく︑元留学生

ルの部屋 に集ま った︒私は二次会を予想し︑贅沢な スイ
ち五人 の夫人が日本人だ った︒そ のため二次会 での会話

たちは︑ほとんどが役人 にな ったも のの生活 は苦しか っ

した のだが︑Ａ君 の場合︑夫人ともども故郷に帰り数年

をしている︒ Ａ君やＢ君 の東京 で の結婚式 には私も出席

日本女性と結婚 した友人たちも︑何人かは不幸な離婚

数台 の新車︑中には役人 の収入で息子四人を アメリカに

もあ ったが︑そ のたびに驚きばかりだ つた︒豪邸 の新築︑

仕事 でイ ンドネシアを訪れると彼 の家 に招待されること

はほとんど日本語だ った︒夜明け近くま で続 いた懇談 の
最後は︑﹁
有楽町 で逢 いましょう﹂の合唱で盛り上が った︒

すると︑婦人は離婚 して日本 に帰 ってしま った︒Ａ君は

私費留学させて いた︒スカルノ︑スハルト大統領 の時代︑
元留学生たち の多く は ″
汚職〃を十分 に享受 ？して いた
のだ︒私は彼らと会う たびに 〃
お金持ち〃 の彼らを見 て

た︒しかし︑そ の後彼らも急速に出世階段を のはり︑各
省庁 の幹部や局長 になり︑個人 の生活も向上した︒私が

人 の奥さんが いた のだ︒それでも夫人は︑他 の奥 さんが

複雑な気持ちだ った︒

やがて彼女も他 の奥 さんが いることが分かり︑怒り狂 っ

ともあれ︑元留学生たちは︑多く の子供 や孫たちに囲

回教徒であり︑日本留学以前 に故郷 には︑イ ンドネ シア
いるとも知らず ︑次 々と二人 の子供をもうけた︒しかし︑
て三人 の子供を イ ンドネシアに残 したまま帰国してしま
った︒Ｂ君 の奥 さんは︑イ ンドネ シアに着 いてみて︑生

まれ︑幸せな老後を楽 しんで いる︒彼らは国家 の要請 に
応え ″
賠償留学生″として日本 に学び︑留学 の成果を十
分上げ︑そ の勤めを果たした のである︒

活苦や文化 の相違 に驚き離婚し︑半年もしな いうち に日
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鱚 灘撚縣灘鸞鸞舗

医療 データベース﹂にアクセ スす
診療 に当たり医師 が ﹁

れば︑患者 の過去 の病歴が直ち に分かり︑迅速適切な検

日本 の医療 の仕組みを考え て変だと思 いませんか︒老

健康保険財政健全化 に向けて︑患者側から の提案 です︒

・国民全員 の背番 号が必要 です︒背番号はす でにありま
住民票 コード交付通知﹂が全国
す︒平成十四年 八月 ﹁

１医療 データベースを実現するには︑

査処置 ・治療処方をすることが出来ます︒

人医療費 の負担増など財政は限界にきて︑公平負担 の名

住民
民 に︑各人十 一桁 コード で通知 され て います︒︵

右 蔵

目 のもと負担増ばかりを検討し ています︒そ の前 に医療

基本台帳ネ ット ワークシステム ・平成十五年八月より

杉 浦

制度 の仕組みを改善することが先決だと思 います︒まず

・各医師は自分 の医療機関 のコードとともに︑住民票個

第 二次サービ ス開始︶

我 々人間は体 の具合が悪くなるとお医者 さんに診 ても

人 コードをカルテに付けて個人医療情報を医療 データ

患者 の重複検査を止めること です︒
ら いに行きます︒お医者さんに行くケースは いろ いろで

・各医師は医療 データベースに接続して患者 の住民票 コ

ベースに登録する︒この登録作業は国が行う︒

すが︑分 かり易く初診 の場合を取り上げ て提案を論じま
す︒
初診 の場合︑通常医師は新規患者として︑血液 ・レン

メラなど画像 システムの閲覧も含 める︒高度な画像 シ

時 に閲覧 できる︒さらに︑高度な ＣＴ︑ＭＲＩ︑胃カ

ードを入力すれば︑該当個人 の診療履歴とデータが瞬
トゲ ン ・胃カメラ ・薬事治療などを行 います︒ここが間

ステムの閲覧 は閲覧課金 の方法もある︒

・医療 データ ベー スと入出力 は︑国家管 理 のの︲
旨ｏ の

題な のです︒成年患者 の場合︑過去にど こか の医療機関
の世話 にな って いるはず です ︒健康診断も し て います︒
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法に関係する ので︑厳重 に国家管理し︑乱用を防止し

一環として実施するも ので︑個人プライバシーの保護

自前検査も︑使 って いる機器 ・試料 はあまり変わらな

機関 の血液検査などは︑外注して いる現状︒大病院 の

・診療機器は大同小異︑あまり差がな い︒例えば︑医療

い︒ レントゲ ン機器︑ ＣＴ機器︑ ＭＲＩ機器なども︑
国産︑外国製とも製造会社 は限られて いる︒機器運用

罰則を設け て運用を法制化す る︒︵
政府専 門審議会 で
検討する要あり︶
２国 ︒患者 ・医師 ・薬︑ のメリ ットとして︑

も資格者が操作して いる︒従 って︑検査結果 データは︑

筆者 ¨技術士 ・電気電子部門︶
︵

側 の協調 です︒早期実現が望まれます︒

最近 のｌＣＴ技術 の進歩は著し い︒医療 データベース
公開共通化は実現可能 です︒問題は︑政府 の政策と医師

ことが可能である︒

め に必要な医師が判断する最小検査項目だけに減らす

・診療患者 の検査項目は︑患者 の最新 の病状診断するた

ど この医療機関が相互に利用しても信頼 できる︒

・医師は患者 の病歴が瞬時 に分 かり︑確度 の高 い患者診
療が期待 できる︒
・患者は医療検査 の苦しみ の重複負担が軽減される︒
・健康保険 の給付 や負担 に ついて重複検査を回避す るこ
とにより︑財政 の節約健全化 に大きな経済効果が期待
できる︒健保財政 の健全化が期待 できる︒
・経済効果が期待出来ること で経済効果余力を︑医師 の
診療手当 てア ップ︑薬 の値段適正化など の改善 に使用
し︑余計な医療出費行為を禁止する︒
３患者側からみた現状 の医療 に ついて
︒医師は国家試験資格を持 って いる︒専門以外 の知識技
量 の融通性を高める︒
・大学系列と いう メリ ット ・デメリ ットの垣根を超越し
てすべて融通性を持たせる︒
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山

和

鰍靭撚樹一慟雌騨一親灘＝構轟撚総脚灘
玉

夫

梅毒 は コロンプス隊員が新大陸から持 ってき て急速 に

モキシシリ ンが︑他 の抗生物質 に比 べて人体内 の組織 ヘ

の浸透が格段 に優れているので︑梅毒治療 に有効 である

可能性があると考え︑これに ついて各種 の実験を行う こ

とを提案した︒医薬品はひと つの効能を表示するに つい

ても細か い試験研究 データを添付して厚生省 に申請しな

ので嫌がられる︒また医者 に通 い継続し て治療を受けさ

格も高く︑しかも大部分 の人 には耐え難 い副作用がでる

ルサ ン︑ ペ ニシリンなど の注射薬が必要と されて いた︒
しかし︑注射薬は医者 に行かなければ打 ってもらえず価

悪病 で治り難く︑ 一九八〇年ごろまでは治療 にはサルバ

言われて いる︒梅毒 は特異な細菌 の感染 によ って起きる

秀康など大名 の何人かが梅毒 にかかり苦 しんで死んだと

ると動物愛護 団体 から激しく非難 されて いた のである︒

大を実験動物として多量に使 い甚だし い苦痛を与え て い

大を使う こと に難色を示した︒当時英国では製薬会社は

った︒内服 で梅毒が治るわけがな いと思 って いた のであ
る︒また英国 の親会社も薬理作用などを示す動物実験に

と費用 の無駄使 いになるだけだとして協力 は得られなか

手 の藤沢薬品と協議したが︑ こんな研究をや っても労力

このことを︑ アモキシシリンを日本 で共同開発した大

ければならず ︑かなり の費用と時間を要する︒

せることは容易 ではなか った︒そ のため低所得者層 ・売

しかし︑日本 の厚生省 の許可は︑大 に梅毒を感染 させる

全世界 に広が った︒日本にもすぐ伝わり加藤清正︑結城

春婦 や開発途上国にお いて梅毒 が蔓延しており︑これ の

この対策を いろ いろ検討した結果︑社長 ・玉山和夫 の

実験を行わなければ得られな い︒

そ のころ私が社長をして いたビーチ ャム薬品株式会社

決断 で︑許可 の可能性 の見通しが つくまでは︑親会社や

改善 は遅 々として進まず社会的な問題とな っていた︒

の学術部長 ・古武弥久は同社 で販売して いた抗生物質 ア
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れで見通しが ついた ので臨床治験を続け必要な データを
得た︒動物実験主任 の幸嶋祥旦 は設備 の十分 でな い実験

百五十 ｍｇのカプセルを投与し て 一カ月で完治した︒そ

モキシシリンを経 口投与した︒最初 の数例は 一日三回二

病専門 の診療所 の小野田医師 に依頼して︑梅毒患者 にア

社外 に秘密とし て試験研究を行う こととした︒古武 は性

﹂れを見た梅毒もち の仲間は納得し︑
の梅毒 が治癒した︒ヽ

三回せ っせと通 って本人が薬を飲むのを確認した のであ
った︒ この修道尼 の献身的な奉仕 で最初 のグ ループ数人

だけでは服用しな いで売 ってしま ったりす る ので︑ 一日

食時ごと に患者を訪ね薬を飲ませてくれた︒薬を渡した

が梅毒 に侵されて いる人を救 おうと の熱意 で︑ 一月間毎

しかし︑そ のうちにイタリ アではカトリ ックの修道尼

治りた い 一心 で薬を飲 み続ける人が少 しず つ広が った︒

室で許可申請 に必要な実験を やりとげた︒集ま った デー
タで厚生省はアモキシシリンの梅毒 への効能追加を承認
した︒梅毒が内服薬 で治ることが世界 で初めて認められ

会 で発表したが︑外国 の福祉 ︒医療関係者 は関心を示さ

この成果を私も立ち会 って小野田医師が国際感染症学

らなくな った︒そ のため梅毒 の治療はやりやすくな った︒

副作用 のある注射 のために医者 に通う必要も処置料も い

れたカプセルを 一日三回毎食後服用すればよく︑苦し い

この方法では︑患者は 一度医師 の診察を受け︑投薬さ

られた ので︑梅毒 の経 口治療法 の開発 は注目 されること

ならなか った︒それに エイズ の蔓延に社会 の関心が向け

我 々のアモキシシリンの内服は梅毒治療 の世界標準とは

競争会社 が価格 の低 い製剤を積極的 に売り込 んだ ので︑

った︒しかしこの治療法をじわじわと普及し て いる間に

は玉山 ・古武 ・小野田チームの世界に誇り得 る成果であ

く内服薬 で完全に治療 できることをはじめ て確立した の

この治療法はさらに国境を越えてじわじわと世界中 に広
がり︑各国ともに梅毒患者が激減した︒梅毒を注射 でな

なか った︒レベルの低 い人に長期間服薬を続けさせるこ

社会 の役 に立 つことをした﹂
もなか った︒それでも私は ﹁

たのである︒

とは不可能と感じ ていたのであり︑これには失望した︒

と満足して いる︒

‑97‑

婚 の皇女︶ の宮殿と︑斎宮に仕えた官人達 の役所 である

斎宮寮を指す のだと いう ことを知 った︒
しかも︑この斎王を選ぶ方法としては︑公平を期する

市 に近 い三重県多気 郡明和町 にある ﹁
斎宮 歴史博物館﹂

バスを活 用︑﹁
万葉集 ﹂ の指導 教授と共 に伊勢路は松阪

学シ エア コース研究科 ﹁
万葉 の旅﹂グループが︑大学 の

冬至も過ぎた去る慌し い日︑尼崎市 の園 田学園女子大

た赴任 に際し ては︑近江から険し い鈴鹿 の山 々を越え て

一帯 に存在した斎宮 へと旅立 って行 った のだと いう ︒ま

や︶などで足かけ三年間 の潔斎生活 の後︑多気郡明和町

たとされる︒そし て選ばれた皇女 は宮中 の野官 ︵ののみ

雄

と ﹁いつき のみや歴史体験館﹂を訪れた︒

伊勢 に至るルーをとり︑五泊六日 の厳し い旅路だ ったよ
ヽ
つだ︒

靖

この企画︑参加申込みはしたも ののお恥ずかしきこと

この旅立ちを群行と呼び︑七世紀後半 に天武天皇 によ

洲

ながら︑ これま で浅学非才 の私 には ﹁
斎宮 ﹂ って何な の

り定められたとされるこの斎王制度は︑およそ六百六十

中

か全く知識がなか ったが︑ この日参加した面 々は︑年末

年間も継続され︑十世紀から十 一世紀 にかけて隆盛を極

ためな のだろう か︑未婚 の皇女 の中から占 いで人選をし

近 いと いう のにシ エア世代 の男女 で四十三名を数えた︒

以上は二重県立 の斎宮歴史博物館 が出して いる斎宮 に

め ていた︒が︑そ の斎宮もさすが に十 四世紀半ば南北朝

何な のかに ついて大急ぎであれ これと調 べてみた︒そ の

関する諸資料から抽出した概略 であるが︑この博物館 は

当然 のことながら︑参加表明と同時に何 の知識 のな いの

お蔭 で︑斎宮とは天皇が即位す るたびに選 ばれて伊勢神

そ の建物自体 はもち ろん展示物等 も実 に立派なも ので︑

時代 の動乱 の内 にそ の姿を消したと いう︒

宮 に仕え る斎王 ︵
﹁いつき のひめみこ﹂と呼 ばれ︑天皇

恐らく国内 でも有数 の歴史博物館 ではな いだろう かっ展

も恥だと ばかり︑イ ンターネ ットを通じ︑ この斎宮とは

1:::'1 1

に代わ って伊勢神宮 に仕えるため︑都から派遣された未
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戴

ョン画像 による斎王 の儀礼内容や︑都から伊勢 に向かう

また この博物館 では映像展示室が設けられ︑ ハイビジ

や歴史体験館﹂ では︑当時 の斎王 の乗り物や貴族 の衣装

が確認されて いるし︑ この博物館 に程近 い ﹁いつき のみ

キ ロメート ル南北七百 メートルと いう全国屈指 の広大さ

の 一面が窺 い知れる︒斎宮跡と いわれる土地は︑東西 二

都 の生活をそ のまま反映したような雅やかな生活と神

群行 の旅を再現した画像を上映してくれる︒これを見る

を展示し試乗 や試着をさせている︒さらに盤双六や貝覆

示品は当時 の斎宮 の代表的な出土遺物を中心 に︑斎王 の

こと により︑当時 の諸 々の制度や行事 そ のも のに理解 が

いなど の遊び道具もあ って︑か つてこの地で斎王をはじ

伊勢物語﹂ や ﹁
大和物
に仕える神聖な斎 王 の存在 は︑ ﹁

し易くなると共に︑強く印象付けられるも のがある︒
が︑率直な感想を洩らすなら︑この制度 は時代背景も

めとする王朝人が繰り広げて いた平安時代 の生活文化 の

暮らした内院地区 の発掘現場や斎宮跡 の全域など︑懇切

違えばあらゆるも のが全く異なる環境 の中 で行われて い

一端を体験 できるよう にな って いる︒斎宮とそ の所縁 の

語﹂など古典文学 でも取り上げられ︑そ の華 やかな面影

ただけ に︑今 の世 の中 でそ の是非はもちろんのこと︑と

地を巡り︑有意義 で楽し い 一日だ った︒

丁寧 に紹介をしてくれて いる︒

やかく論ずること自体意味 がな いも のと いう べきであろ
う︒とは いうも のの︑斎王は伊勢神官 に天皇 に代わ って
仕える のが重要な務めとされて いながら︑当 の伊勢神宮
に赴く のは年 にた った の三度 で六月と十 二月 の月次祭と
九月 の神嘗祭だけとされ て いた︒さらにこの斎王に仕え
る斎官寮長官や女官そ の他 の役人達が数百人 に及んで い
たと いわれるだけに︑現代 に生きる我 々には容易に理解
し難 いも のがある︒
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古 川

永井荷風 の ﹁ふらんす物語﹂は明治四十二年 ︵一九 〇
九︶ に発禁処分を受 け︑昭和 二十七年 ︵一九五二︶ま で

先ず驚く のは︑若 い頃 の荷風は大 へんな勉強家だ った
こと︒四年間 のアメリカ滞在中に︑ フランス語と フラン

ス文学を熱心に学んだようだ︒東京 の外国語学校は中国

語科中退 で︑ フランス語 に縁はなか った のに︑ フランス

に入る頃は︑モーパ ッサ ンの小説︑ボード レールの詩な

どを原語 で完全 に読み こなす力を持 って いた︒

﹁
ふらんす物語﹂ に引用しているボードレールやヴ ェ

ルレー ヌの詩には自ら の翻訳文を併記しており︑それは

四十三年間︑日 の目をみなか った︒
晩年︑文化勲章ま で受けた大作家 の作品が︑若かりし

後 に出 る上田敏︑鈴木信太郎ら の翻訳 に優 るとも劣らな

いも のである︒日本 ではあまり知られて いな い詩人 の見

頃とは いえ︑発行禁上 の憂き目を見たとは︑にわか に信
じられな いこと である︒そこで︑岩波文庫 二〇〇四年版
で︑当初 の原文を読んでみた︐

だけは感心 できな い点 がある︒片仮名 で表記する のに︑

事な翻訳もあり︑詩人 ・永井荷風 の鬼才を感じさせる︒
ただ︑ アメリカで学 んだ彼 のフランス語 のうち︑発音

浜正金銀行 のリ ヨン駐在員が︑仕事 は いい加減 にし て夜

︑セー ヌ川を ﹁
︑ブー ロー ニ
パリを ﹁パリー﹂
セーン川﹂

自分﹂と称す る横
発禁 の理由 は容易 に推測 でき る︒﹁
遊びにふける姿︒ フィクシ ョンと思われる日本帝国外交

ュキザ ンブルグ﹂と書く のは︑ いささか興ざ めだ︒

始まる鉄道沿線や町 々の情景描写は ユニークで実に美し
い︒リ ヨンやパリの夜 の情景︑娼婦 の部屋 の描写などを

にも かかわらず︑ ル ・アーブル港 に上陸す るところに

ュの森を ﹁
ブー ロンユ﹂︑リ ュクサ ンブー ル公園を ﹁
リ

官が︑パリの娼婦と の暮らしにう つつを抜かす話︒それ
は︑明治 の検閲当局 の日から見ると怪しからぬ著作とな
った のであろう︒
そ のような ことよりも︑この本が私 の心をひき付け る
要素 は別 のと ころにあるｃ
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陥る のである︒そ の描写 によ って︑荷風 の滞仏時と七十

読むと︑あたかも 一幅 の絵を見るような心地よ い錯覚 に

浸 った画家 ロート レ ックの生活模様 だ︒

ス滞在中に学んだも のが︑他に 一つあるようだ︒それは

たる興味を示して いな い︒しかし︑ 一年足らず のフラン

時代が少しずれるとは言え︑ムー ラン ・ルージ ュに入り

年後 に私 の住 んだパリの街 は︑自動車 の出現を別 にすれ
ば︑ほとんど変わ って いな いことも分かる︒お陰様 で懐

花柳界での遊びを卒業した後︑晩年 の荷風は︑浅草か

いわ いの踊り子たち に囲まれて︑余 生を面白おかしく過

かし いパリ の思 い出が鮮明 によみがえ ってく る︒
前述 の発音違 いのことは論外として︑まだまだ日本 に

ごし て いる︒﹁ふら んす物語﹂ に書 かれた若き荷風 のリ

それにしても︑ 四年間をパリで過ごしながら︑毎 日を

外国文化が浸透して いな い時代︑名詞︑固有名詞 で荷風

商社業務 に追われたために︑ 一年 間 の荷風にも及ばな い

オ ンやパリ の生活もさることながら︑帰国後も金 に困ら

く一
ワル ツは ﹁ワルス ︵
Ｘと と書 かれ︑ プ ラタナ ス

の書く片仮名言葉が極カ フランス語的とな って いるのも

︑ マロニエを
プ ラター ン ︵
型一
︵
鈴懸け の樹︶を ﹁
留 ｅ﹂

私 の貧し いフランス文学知識は情けな い限りである︒

な い大尽 の生活は︑われら男ども の羨望 の的である︒

﹁
橡 の樹﹂とし て いる︒今 では日本語化し て いる マロニ

面白 い︒

西洋栃 の樹︶ でも︑当時は表現に苦労した ことだろ
エ︵

荷風は︑滞仏中 に多く の文豪 の墓地 や記念館を訪ね て
いる︒彼 の尊敬す るモーパ ッサ ンに至 っては︑ モンソー

公園にある記念碑を訪 れては︑そ の著書を読み直したと
いわれる︒私など︑時折散歩した モンソー公園に︑かか

う︒国名 のモ ロッコ︑ポ ルトガ ルは︑ フランス語読 みで
あり︑荷風 のフランスかぶれ振りが見られる︒

る記念碑が存在す ることも知らなか った︒

ポ ルチ ュガル ︵
﹁ｏ Ｃｍ 一
ご と
﹁マロック ︵ ﹃
ｏｅ﹂︑ ﹁
﹁
カンデラブ ルに照らされ﹂とある ので︑初 め何だろう
と思 ったが︑現在 のシャンデリ アのことだ った︒
荷風は︑文学︑演劇︑音楽を愛したが︑絵画 にはさし

―
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松

谷

のな い貧乏旅行 の延長かも知 れな い︒なにせ︑学割を最

大限に活用し︑ 一筆書き の日程が普通で︑ど こに行く の

も乗る のは鈍行 のみ︑往復 には夜行列車を使 い︑宿賃 の

節約などなどだ った︒このため︑駅に常設 の時刻表 には

随分お世話 にな ったも のである︒

お世話だ﹂と思 いつつも︑次 のよう に答え ている︒
一︒自分 で手配し て いれば︑毎 回新発見がある ので︑

余計 な
労し て自分 で手配す る のか﹂とよく聞かれる︒﹁

で他人 の世話にならず に手配できるのがよ い︒
﹁パ ック旅行なら︑す べてお任 せで楽 チ ンだ︒なぜ︑苦

いる︒毎年 二回︑ アメリカ ヘの里帰り には︑飛行便︑ホ
テル︑さらにレンタカーも必要︒イ ンターネ ットのお陰

は自費旅行﹂はこれを使 って計画しようと考え て いた︒

表をもら い︑時折眺めたも のである︒そして︑ ﹁いつか

︵
ＩＡＴＡ︶加盟 の航空会社 のフライトが網羅 され て い
る︒ これは︑ これはと思 い︑そ の後︑ 一カ月遅れ の時刻

この時刻表 は︑電話帳より分厚く︑国際航空運送協会

を借り て来 い﹂と言われ︑子会社 のエージ ェント部門で
初めてそれを見た時が︑ のめり込みのき っかけ である︒

勤直後 の 一九六九年十月上旬︑上司から ﹁ＡＢＣ時刻表﹂

年金生活 に入 っても︑相変わらず手作り旅行を続け て

ボケ防止 に役立 つと思 って いる︒
二︒同じホテルや航空会社を使えば︑特典が累積され︑

話題を アメリカに戻すと︑ ﹁
なぜ︑ アメリカばかり旅

海外旅行 に ついては︑仕事 の延長線だ った︒東京 に転

無料宿泊 やア ップグレードが可能となる︒パ ック

行する のか﹂と の質問もよく受ける︒シリ コンバレー時

制限や︑お仕着せの食事 はたくさんである︒

心 にな ってしま った︒従 って︑次 のような原則を作り︑

はほとんど日本 で︑アメリカ国内 は西海岸が いつしか中

代には︑大学生 の子供二人が日本 に いた ので︑休暇旅行

旅行 ではこの特典がほとんど無 い︒
三︒自分 の金 で旅行する のに︑集合時間や見学時間 の
思 い返せば︑手作り旅行は学生時代︑制限の受けよう
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隆

旅行 を楽 しんで いる︒
一︒駐在時代 に行 け な か った所 と︑行 ってよか った所

行 った︒三日しか滞在 できす︑友人 の ﹁一週間滞在しな

いと楽しめな いよ﹂と いう アドバイスどおりにす べきだ

ジ で フ アー スト クラスに ア ツプ グ レードす る︒

二︒ アメリカ国内 の フライト は︑ でき る限リ マイ レー

にま で足を延 ばした︒当時十 一歳 の娘が到着 早 々︑﹁
怖

フォイ アに泊まり︑二十年 ぶりにメキショのティファナ

十月 には︑か つて︑よく行 ったサンデイ エゴ郊外 のラ

ったと の悔 いが残 った︒しかし︑再訪 の楽しみも できた︒

三︒ シリ コンバ レー の窓 回︑サ ンノゼ空港着 のフライ

いから早く帰ろう﹂と泣 いた︑あ のティフアナ の町並み

に交互 に行 く ︒

トとす る︒ サ ンノゼ着 の国 際便 が少 な いので︑到

がきれ いにな って いた のにはび っくりであ つた︒

外見はよくな っていても︑土産物屋 の売り子 の ﹁
社長

着時入国審査 が短 時間 です む こと と︑私が会 員 で
あ る航 空 会 社 の ラウ ンジ が利 用 でき るか ら であ

これ安 いよ︑お買 い得﹂と の呼び込みを聞 いて︑家内と

さん︑社長 さ ん︑田中さん でしょう︒埼玉から来た の︒

四︒ シリ コンバ レー︑ ラスベガ スお よび リノには︑ 必

︒

ず ポイ ント が使 え る定宿 に泊 ま る︒特 にラスベガ

思わず︑顔を見合わせ吹き出 した︒二十年前もそうだ っ
た︒こんな ことも手作り旅行 ならでは の楽しみと いえよ

ワ一

スとリノは家 内 の精神安定 剤 な ので︑避けら れな

﹁
え っ︑なんです って︒私 の原則が制約そ のも のだと

ヽ
つ︒

さら に︑財布 の中 ︑ ベ ンク ラプ の行事 日程 ︑太極拳 と

い︒

家内 の学習 日程を考 え ると︑旅行期 間 は 二週間が限度 で

んですよ︒元気 で長生きし て いる間は︑手作り旅行を続
けますよ︒ま あ︑あと何年 できるか分かりませんがね︒
﹂

言われるのですか︒う︱ん︑そうかもしれませんね︒し
かし︑家内を連れて行 って いな い土地は︑まだまだ多 い

ある︒ これら の原則 を 満 足 させるパ ック旅行 はなく ︑自
分 で楽 しみながら 日程 を組 んできた︒
昨年 五月︑オ ー ラ ンド のディズ ニー ワー ルドに初 め て
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滋雛 麟 灘 朧 構
博

士

Ｂ 北朝鮮 の核疑惑は根 が深 い︒十五年も続 いている︒

北朝鮮で原発以
Ａ 一九八九年十 一月︑ 日本外務省 が ﹁

外 の核開発が行われて いる兆候がある﹂と発表し︑そ の

翌年七月には米偵察衛星 が平壌付近 で建設中 の原子力施

設を探知して︑疑惑は 一気 に広が った︒

る査察を拒否︑ＮＰＴ脱退を表明した のに対し︑ＩＡＥ

ＩＡＥＡ︶ によ
Ｂ こ の間︑北朝鮮 は国際原子力機関 ︵

爆裂した︒第 二次世界大戦は終 わり︑平和が甦 った︒だ
が︑パンド ラの箱から躍り出た妖怪が地球上を我が物顔

Ａ理事会 は国連安保理 への付託決議を繰り返してきた︒

国益を賭け て激 し い駆け引きを演じている︒核 で手を汚

では︑核兵器を ﹁
持 てな い国﹂が覇権と
持 てる国﹂と ﹁

影におびえ て殺 し合 いが始ま って いる︒北朝鮮やイラン

Ｂ 今世紀 にな ってイラクでは︑ありもしな い妖怪 の物

込 んで点数を稼 いで いる︒在韓米軍 の核抜き︑朝鮮半島

Ｂ 問題が起きるたび に北朝鮮は米国と直接交渉 に持ち

話は聞かな いが ・・・︒

も安保理付託を決議し て いるが︑安保理が動 いたと いう

Ａ 一九九二年 四月︑翌年二月︑二〇〇三年 二月 の三回

した世界唯 一の国が他 の ﹁
非核
持 てる国﹂と語ら つて ﹁

は見られず︑核独占体制 の強化 としか言 いようがな い︒

実な核軍縮交渉﹂ の義務も規定 されているが︑そ の努力

誠
ＮＰＴ︶ には ﹁
持 てる国﹂ の ﹁
Ａ 核拡散防止条約 ︵

たも ので︑六カ国共同と いう点 に重 みを感じるね︒

協議 の共同声明は中国が仲介役 にな って難航 の末まとめ

Ａ 昨年九月︑北京 で発表された米朝 日韓露中 の六カ国

﹁
悪 の枢軸﹂とまで言われた金正日体制 は いまや安泰だ︒

国﹂ の核 の封じ込めに躍起 にな って いる︒

の非核宣言︑軽水炉 二基 の供与︑重油 の供給︑核 の不使
用︑攻撃 の意図なしと︑数 々の約束を とり つけ て いる︒

ったゼウスの仕返しだろうか︒

に走り回 って いる︒原子 の火を盗 んだプ ロメテウスに怒

ビカド ン﹂が
Ａ 一九四五年 八月︑広島︑長崎上空 で ﹁

島

核不拡散と核軍縮は両輪 のはず︒一輸車 では走れな いよ︒
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供せよと主張して いる のに︑米国は核廃棄 が先だと反論

の研究開発は認 めな いとした︒イ ランはこれを拒否︑今

行 い︑軽水炉建設 への協力︑核燃料 の供給を約束 しなが
ら︑核燃料サイ クルの断念を迫り︑ ウランの転換 や濃縮

Ｂ 北 は本気 で核を廃棄するだろうか︒まず軽水炉を提
して いる︒まだまだ曲折があるよ︒

ディネジ ャド新大統領が八月三日に誕生した︒そして九

あり︑ ﹁イ スラム革命 理念 への回帰﹂を主張す るアフマ

Ａ ＥＵ三国 の提案を待 つうち︑イランでは昨年選挙が

て英仏独と の交渉 にも同意した︒

活動 の申告書を提出︑ ウラン濃縮を 一時停止した︒そし

すべて の原子力活動は平和目的 であると主張 し︑過去 の

ことがわか った︒ これ に対し︑イ ランは翌〇三年十月︑

ウラン濃縮やプルト ニウム分離を長期間繰り返していた

Ｂ ＩＡＥＡの検証 の結果︑イランは申告をしな いまま

れて いる﹂と いう反体制派 の告発から始ま った︒

Ａ ところで︑核兵器国 の軍縮交渉は進んで いる のか︒

を旗印 に開発を進めており︑解決 の見通しが つけにく い︒

している ︵
追記︑二月 のＩＡＥＡ理事会は安保理付託を
決議︶︒イ ラン の場合︑外交取引とは違 って 一国 の権利

は二月までは安保理討議はせず︑ ロシアと の交渉 に期待

Ａ理事会 での安保理付託決議 に同意した︒ ロシア︑中国

日ＥＵ三国と米露中 の六カ国が ロンドンで会合︑ ＩＡＥ

な い︒中国も安保理付託 には消極的だ ったが︑ 一月十六

の核燃料サイクルを堅持するイ ランと の調整 は容易 では

シアがウラン濃縮を引き受ける案を出して いるが︑自前

Ａ 膠着状態 が続く中︑イランの原発を支援して いる ロ

年 一月十日 ﹁ナタンズなど三カ所 の研究施設 の封印を査

原子力 の平和利用は奪 いえな い権利である︒
月︑国連 で ﹁

Ｂ 結論から言え ば︑ゼ ロだね︒包括的核実験禁止条約

Ａ 一方 のイランの疑惑 は二〇〇二年 八月︑﹁ナタンズ

核兵器を使 った国が生産︑貯蔵︑実験を続け︑他国 の核

︵
ＣＴＢＴ︶も まだ発効 し て いな い︒ 一九九 六年 九月︑

察官立会 いの下 に解除し︑研究を再開する﹂と発表 した︒

エネルギー生産技術 の獲得を妨げている﹂と演説した︒

ジ ュネープ軍縮会議で作成された条約案が国連総会 で圧

と アラクで大規模な原子力施設 の建設が秘密裏 に進めら

Ｂ ＥＵ三国は︑新大統領就任式 の二日後 に包括提案を
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明している︒中国 は前向き の姿勢を示して いるが︑米国

和党政権 にな ってからは︑たびたびＣＴＢＴ不支持を表

九年十月︑批准案は上院で否決 されており︑ブ ッシ ュ共

な いのだ︒米国 に至 っては︑クリ ントン大統領時代 の九

イスラエルなど八カ国は署名したも のの批准が済んで い

三十三カ国は批准ま で済ませ て いるが︑イ ンド︑パキ ス
タン︑北朝鮮 の三国は署名もまだ︑米国︑中国︑イ ラン︑

なされた国が挙げられている︒昨年 二月現在︑このうち

いと発効しな いことだ︒核保有国 や核開発能力ありとみ

Ｂ 条約議定書 に規定 されて いる四十四カ国が批准 しな

Ａ 発効要件国 ？ それ何 のこと？

批准をして いる のに︑発効要件国がダメな のだ︒

倒的多数 で採択されたも のの︑もう十年も店ざらし のま
ま︒これまでに百七十五カ国が署名︑うち百二十力国が

ジ ア非核地帯﹂ モデル案を作 って活動を始め て いるが︑

東北 ア
Ｂ 日本 に関して言え ば︑日韓両国 のＮＧＯが ﹁

いけば力となろう︒

接︑核廃絶 には結び つかな いけれども︑世界 に広が って

国︶ でも同じような非核地帯条約が進 められ ている︒直

国 ・自治領︶東南 アジ ア ︵
十力国︶ アフリカ ︵
五十四カ

の五国とも批准済 みな のだ︒ こ のほか南太 平洋 ︵
十六

消極的安全保障を規定 し て いる︒肝心な のは米英仏露中

定書 は核兵器国が域内 で核兵器 の使用や威嚇を行わな い

の実験︑使用︑生産︑取得︑貯蔵︑配備が禁止され︑議

︵
三十 三カ国加盟︶が発効 した︒ この領 域内 での核兵器

で いる のは心強 いよ︒六 八年 に中南米核 兵器禁止条約

Ａ 複雑な国際情勢 の中 で︑非核地帯条約 の動きが進ん

ＰＴの無期限延長を決めた経緯がある︒両輸だからだ︒

でを含め︑あらゆる空間での核兵器 の実験的爆発 の禁止
は︑核廃絶 への現実的な第 一歩 のはずだ った︒

Ａ 部分的核実験禁止条約 で抜け穴にな っていた地下ま

ア非核地帯出現 の夢 でも見 ることとしよう︒

会決議 によ って 一国 の非核地位を認められて いる︒今夜
は︑日韓にモンゴ ル︑北朝鮮︑台湾ま で合 めた東北 アジ

まだ政府 ベースとはな って いな いね︒ モンゴ ルは国連総

延長を審議したときＣＴＢＴ条約 の発効促進を条件 にＮ

がこんな調子 ではお先真 っ暗と いうしかな いね︒

Ｂ ＮＰＴ条約成立後四半世紀た った 一九九五年 ︑条約
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戦艦「三笠」
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憾躍 出

:攀 i難 1華I

四季抄

あらたま の自き マフして中華街

作る悦 びを共 にすることが出来たと思 って いる︒半年前

論を つづけて いる︒﹁
初夏 の葛西臨海
早春 の葛西吟行﹂﹁
公園吟行﹂と二回 の吟行 にて自然 の中 に歩を進め︑句を

秋澄めり山湖に釣り の 一人 の坐

浅草や路地を曲がりて月見草

路加病院秋風に灯 のふえ てゐし

観音を こころに汲めり岩清水

三月や水 のふくらむ小名木川
林立 のヨ ットに闇 の濃くなりぬ

より句会場が神田 の学士会館とな った︒文教 の地 の歴史

生きめやも﹂と飛花落花 に呼び
お元気 のよう である︒﹁

思 いがけぬ大患をされたが見事 に恢復︑ いまはす っかり

爪を切る音して年 の港かな

石川素屯

ある建物 の 一室 で︑苦吟する 一と時は味合 い深 い︒今年

となる︒すでに十有余年 の継続と いう ことにて︑会員 の
方 の推移もあるが結構楽しく回を重ね︑辛 回の批判 ・議

ペン俳句会 の句会報は︑平成十八年 一月 にて百五十号

岬縣輔締
:::

も元気 に明日を希求する楽し い俳句を作 ってゆきた い︒

シ ェーバーの音軽やかに年明くる
生きめやも病窓を打 つ飛花落花
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蓋
:轟 :轍

:

‖‖1鉢 1犠

初年兵たりしか の日の花思ふ

と
句 には作者 の来し方 が秘められて いると拝見した︒﹁
んぼうと石段登る﹂ このお元気を いつま でも︒

戦後六十年﹂ の
かけられた日はす でに遠 い︒﹁
初年兵﹂ ﹁

とんぼう の影と石段登りたる

戦後六十年摩文仁 の海暑し

語句 の選択が新し い︒﹁
秋刀魚﹂ の句 にはご家庭 の和 や

れ て いるが︑昨年 の作品と見比べれば格段 の相違があき
らか である︒それに ﹁工事用足場﹂ ﹁
選挙掲示板﹂など

俳句 の表現 のむず かしさ︑と いう ことを何時も話題にさ

薄紅葉はじまる母 のケア ・ハウス

大泉 子泉

秋刀魚食 ぶ甘き大根おろしかな

かな雰囲気も感じられ︑楽し い句作 の背景が窺える︒

工事用足場 のとれて夏 の星
とんぼう の群れをり選挙掲示板

恙なく古稀を迎 へし師走かな

愛犬 の死︑と いう大事件 に意気消沈 の日を過ごされた︑

と伺 っていたが︑そ の後はかなり充実 した作品を示され
て いる︒句 の内容 の良 さ︑句 の形 のよろしさなどなど︒

亀井弘次

予報士 の表情厳し厄日前

家族 の 一員 であ った愛犬 の死を通じ て︑深層心理に何か

池 の面に火屑 のこぼれ花 箸

枯れ枝を払 ひて迎ふ文化 の日

を得られた のであろう か︒

空手着 の子等 の掛け声風薫る

高原や触 れむばかりに夏 の星
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コーヒーに砂糖 ひか へめ夕桜
手作り の絣 のアロハ海 の旅

北田純 一

長らく ＯＢペンクラプの要職を務 められて︑ こ のほど身

軽 になられた︒従来 の軽妙洒脱 の境地と社会風刺 に満ち
た作品が︑今後ど のような変化を見せてくださる のであ
ろうか︒掲出五句 はそれぞれ明るく楽し い日常句 ︒平和

氷菓食 ぶ 一望にして銀座 の灯

な生活 の中より新鮮な句が生まれることであろう︒

薄氷﹂は
ふるさとは播州と のこと︒少年 の日 の記憶 の ﹁

信楽 の狸 の見上ぐ木守柿

岸本義生

カーテンに遊ぶ鳥影冬うらら

薄氷を突き つつ登校せしことも
花冷や法王悼むミサ の鐘

法王
生涯忘れられな い想 い出と拝見︒句会に出された ﹁
悼む﹂ の句 は︑法王と いう存在 の大きさを実感させられ
た のであ った︒吟行をして︑そ こからより良き作品をと

眉大きサ ッカー少年氷菓手に
十三夜屋根より猫 の声 のして

の深さ のせ いであろうか︑多方面 に亘る作品を見せてく
八幡殿を偲 ぶ﹂とは意外
ださる︒﹁
水槽 の亀 に晩まれ﹂﹁

俳句入門より 二年︑と言う のに急速 の進歩 である︒学識

心掛け ておられることに いつも賛同している︒

関谷裕彦

白壁や夕日の中 の吊し柿

水槽 の亀 に呪まれ春寒し
散る花 に入幡殿を偲ぶなり
梅雨寒 や動くともなき観覧車

―Hト

街角 の西日を避け て氷菓売
後 の月煉瓦倉庫 の灯 の消え て

中村 雅道

煉瓦倉庫﹂ の句 には船
性 のある楽しさに満ちて いる︒﹁
に関する仕事をされた方 の心情を垣間見る思 い︒

こちら の苦言を いつも快く聞 いてくださる ので︑言う甲

斐 のある方︒お若 いことを頼り に何かと雑事 などもお願
いしている︒ この間︑作品は長足 の進歩 で︑明る い感性

鬼やらふ幼な の声 のよく透り
航跡 の重なり合 へり夏 の海

波郷句碑﹂
は何より であ る︒葛西吟行 の折り︑始め て ﹁

波郷句碑春 の光 のかがよ へり
赤とんぼ浅間 の山に雲流れ

春 の光﹂ の季語が効 いて いる︒
と対面 の 一句 ︒﹁

西川知世

昏 るるには間 のある海 や野水仙

首都 の灯を橋も て繋ぎ熱帯夜

句集上梓 の話 が進 んでいるよう で︑楽しみであ る︒句作
を始められ てほぼ十年︒結社 ﹁田﹂ の幹部同人 の 一人と
して︑着実 に足跡を伸ばしておられることは嬉 し い限り︒

子供等 の手脚 の長し梅雨晴間
薄氷 や火伏 の神 の御手洗に

あふれて いて好まし い︒作者 の今年 に期待した い︒

熱帯夜﹂を配した句 には若さと感性 が
﹁
首都 の灯﹂ に ﹁

冴返 る板絵 の禽 の眼 の光り
あしかびや光 の跳ねし池 の面
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繋 ︼

エッセイを書 いて︑勉強会として集大成を計 ろうと いう

こと になりました︒もち ろん︑そ の心は ベンクラブらし

言え ば︑そ の筋 では知られて いる老舗文藝出版社 である

作品 の編集 ・構成 ︒校正を地道に始めました︒結論から
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難
蠍 冊鷺霧 静

く︑ できれば出版を目指 そうと いうも のでした︒早速︑

川柳 の素人が勉強会 の世話人 にな ってから三年が過ぎ

青蛙房﹂社が取り上げ てくれることにな ったわけです︒
﹁

富 男

ました︒当初 は当クラプ の長老会員 で︑小説も物 される
小林正憲氏を宗匠 に仰 いで勉強を続け てま いりました︒

今年 の三月︑四月には出版 にこぎ つけるべく同社が専門

世話人 ＝平 尾

当初 の投句 による会 が︑ 一昨年 六月からは新橋 の割烹

的な立場 で再構成 ・校正 の作業に入 ってくれています︒

西川氏と世話人 の平尾 がプ ロマネとな って出版社回り︑

森 田﹂ で ﹁
兼 題﹂ の作品を当 日 二句発表し て腕を競う
﹁

批評しながら毎月 の優秀 → ︱← 作品を互選して います︒

川柳を匿名 で詠 み合 って︑出席者全員がそ の場 で楽しく

匠役を降りられました︒現在 は︑各人が持ち寄 った兼題

れて いますが︑昨年 の夏以降︑ご本人 の強 いご意向 で宗

小林さんも毎 回欠かさず出席し て指導的役目を続けら

ラブとは︑そもそも多少排他的でも気 の合う仲間が楽し

青春 の血﹂を再び甦らせ て いること です︒ ク
わせ て︑﹁

勉強会 のメンバーが楽しく 一つの目的 に向か って心を合

となど︑少しはし ゃぎ過ぎ の感さえ否 めません︒要 は︑

す︱ 出版記念パーティー の手筈やら︑続編 に挑戦するこ

こうな ったら︑﹁のり﹂ の良 い勉強会 の面 々のこと で

よう になりました︒

これら の句 は︑毎月 クラブ の会報 に俳句ととも に掲載さ

く語り合える場 のこと です︒ いかにも企業 ＯＢペンクラ
して います︒

ブ の勉強会らし い仲間作りができた のではな いかと自負

れて います︒
昨年四月には︑メンバー の西川武彦氏 の提唱 で︑毎月
笑話︶や
の互選作品を中心に︑作者がそ の川柳に小話 ︵
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心者︑ 一般者 は︑可能な限り基本 に忠実を旨とす べきと

微や人生 の哀歓を表 現する人間諷詠とか社会諷詠 である

対象 として主観的 に︑ある いは客観的 に詠 み︑人情 の機

要視する自然諷詠 であり︑ 一方 の川柳 は︑人間や社会を

俳句 が︑自然を対象とした客観的な見方 で叙情性を重

る会員 の方がおられます︒そこで両者 の違 いについて⁝

会 では何 にもまして ﹁
楽しく詠み ・読み合う﹂ ことが原

追加 ・発展させるよう にした いと思 います︒ただし︑当

勉強会 のメンバーから のご意見も組み入れながら変更 ・

心得﹂を当面 の内規として掲げることと
心 に︑以下 の ﹁
します︒こ の内容は︑今後勉強会 の発展に伴 って︑また

そこで︑当勉強会ではこれまで勉強したことがらを中

考えます︒

ことを︑基本的な認識 のベースとすべきとも いわれて い

則 です︒

当 ペンクラブでも︑俳句と川柳をとも に勉強されて い

ます︒

熱
島彗

川柳と俳句は︑発生 の時点でも全く性格を異にした文
芸 でした︒しかし︑時代とともにそれぞれが表現方法 や

①難雌縣擬側働榊

が五七五にな って いることが原則 です︒

五七五は文字数 ではなく︑声 に出して詠んだとき の音

題材 の取り上げ方を拡張してきて︑特 に最近 では作品を
見ただけ では川柳と俳句 の区別 のつかな いこともありま
す︒ 国語表現 の俳句 ︑無季 ・自由律俳句 が現れてき て い

一方 で︑句を作る際に︑五七五 の十七文字 に納まりき

機構＝＝一
②一彬聯淵鼎鐵鰯癬器翻蠣

情性豊かに自然を詠 ったり︑切れ字を用 いることがな い

らず ︑﹁
字余 り﹂な句 にな ってしまう ことがあります︒

ると同時 に︑現代川柳 の世界でも︑文語表現をしたり叙
わけ ではありません︒善悪 の問題ではなく︑ このような

音字を 字余りにすることは避けます︒

︑と下五︵
しかし︑川柳 では中七︵
中旬 の七音字︶
下旬 の五

両者 の傾向を無境界 現象 と専 門家 は称 し て いるよう で
す︒ この傾向を無視す ることはできませんが︑やはり初
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どうしても中七︑下五の句が字余りとなる場合は︑そ の
句を上旬 に移動させ︑上六︑上七と字余りさせ︑中︑下
句は七︑五音字 に整えるよう 工夫をします︒

ます ︒

ｏ¨懺檬 雛灘 難一

時事 川柳は必然的 に︑読まれる ﹁
賞味期限﹂がある場

現代川柳 は原則として︑日語体 で作りますから︑文語

薄れ て いる題材 になることがあります︒時事川柳は風刺

面白く ても︑そ の句 が ﹁
読まれた﹂頃 に︑読者 の興味が

合 が多 いので注意す べき です︒﹁
詠 んだ﹂時 には新鮮 で

体 や俳句 でよく使われる ﹁や﹂ や ﹁
かな﹂ ﹁
けり﹂など

と エスプリが効 いて いることも条件となります︒

皿霧懸暴壽
③ ¨

の切れ字は︑通常は使用しな いと決めています︒

も のは禁句 です が︶
ユーモアや風刺なども川柳 のジ ャン

十七文字 に置き換えるも のです ︒︵
駄洒落や品性を欠く

職洒感ほ禁句一
Ｃ 一
．
川柳 は︑日常 の中 にある折 々 の情景を 日常 の言葉 で︑

要に応じ て臨機応変 に︒

な ってしま います︒ただし︑これも原則論 ですから︑必

きますが︑そうすると︑狙う テー マも自然と固 いも のに

① 一一一一辮露窯霧暮動衛

わな い工夫が大切 です︒

表す言葉︑前述 の ﹁
嬉 し いな﹂等 の日常的な形容詞を使

だ句も︑同じです︒ 一般的に自分 の感情を ストレートに

寝﹂は読者 に何 の感銘を与えません︒

になりません︒例え ば︑﹁
千鳥足はしご の末 にベンチで

一見面白く ても︑当たり前 のことを詠 んだ のでは川柳

当なり癬靭４置場謝露射●
③一

ルとして︑立派な地位を築 いて います︒笑 いやも の哀し

ますが︑説明がなくても句 の意味が読者に分かるような

俳句 や短歌 に慣れた人なら︑自然と文語体が口に出 て

さは川柳 でこそ表現されるも のと考えます︒当勉強会 で
は︑余りに下品 に陥らなければ︑人生 の機微や実相を艶

も のでなければなりません︒句会や投句では︑説明文は

詠んだ句に説明文を付与することは 一見親切ではあり

﹁
降 る雪が砂糖 になれば嬉 し いな﹂ のような事実を詠 ん

やかに笑 いの化粧 で表現する ことは大 いに奨励されて い

―H4‑

本来黒 々とし ています︒

まし ょう ︒例えば︑雪原に残 る﹇
真 っ赤 ﹈
な血痕︑ これは

的に説明が付 かな いような句を詠む ことは︑絶対に避け

読まれな いし︑選考 の対象とはなりません︒ 一方︑論理

ることで句が引き締められます︒例えば岸本水府 の句︑

想像できる言葉を省く ことで余韻を生み︑言葉を凝縮す

これに対して︑平易な言葉で︑しかも全体から容易に

たことを︑﹁
ぬぎすてて﹂の 一言に凝縮しています︒

﹁
ぬぎすててうちが いちばんよいと いう﹂はその典型 で
す︒脱ぎ捨てるのは服 であること︑外出から自宅に戻 っ

③一
一麟灘蠍嚇一ｏ
Ⅲ椰＝憾樹潮麟則御辮＝縦檬鮒＝
戦轟¨
思 い浮かんだ言葉を五音字︑七音字と繋ぎ合わせるよ
うな句作りは︑空虚 で内容が乏 しく︑作者 の感動や思 い
が伝わりません︒

零門︶
︵

兼題 ＝浮く﹂沈む兵見殺し将は浮き上がり ︵
⑦﹁
西貢︶

兼題 ＝枯れ﹂芸枯れて国宝指定余命なし
③﹁

最近 の勉強会 メンバー十三人 の代表的川柳を︑世話人
の独断と偏見 で選句ご紹介します︒

微酔︶
︵

兼題 ＝雨﹂また雨か家でゴ ロ寝 の濡れ落ち葉
⑩﹁

兼題 ＝男﹂ゴミ袋下げて男の立話
⑨﹁
井蛙︶
︵
間︶
︵

酔深︶
︵

兼題 ＝尻﹂敷かれてる憎いお尻を愛でている
①﹁
しん︶
︵

兼題 ＝風﹂東風吹くなうなぎの香り尿酸値 ︵
⑫﹁
不言︶

だし︶
︵

①﹁
兼題 ＝当たり﹂チルドレン当り外れが目立ちだし
②﹁
兼題 ＝当たり﹂当て馬が本命 になる色 の道

③﹁
兼題 ＝指﹂老 いてなお指がまさぐる夢 の中 ︵
酔雅︶
⑤﹁
兼題 ＝指﹂あせらず に指相撲 よと女将 いう ︵
周帆︶

⑬﹁
兼題 ＝馬鹿﹂親バカの心子知らず フリーター ︵
昴︶

④﹁
兼題 ＝指﹂札数え親指痛 い夢を見る

⑥﹁
兼題 ＝浮く﹂あ いつまた歯が浮くようなオ レ自慢
安兵衛︶
︵
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すぎやま ︒し ゅう いち︶ 二〇〇五年二月六
杉山修 一 ︵
日がんのため死去︒七十五歳︒
東京都出身︒ 一九 五三年大阪大学工学部卒︒東芝 に
入社︒東芝グループ で活躍後︑東芝プ ロセス ・ソフト
ウ ェア会社社長を務 めた︒企業 ＯＢペンクラブ のＩＴ
活動 に貢献︒﹁
悠遊﹂ の表紙に画筆を振る った︒

て︑お互 いに安心 し て心底 から話

し合え る仲間とし て︑そ の後六十

年を過ごした︒

君 の当時 のキー ワードは︑柔道

とドイ ツ語 であ った︒ いず れも抜

群 に強く ︑学年 のみならず ︑校内

で鳴り響 いていた︒

に二月 六 日 に︑ 君 は旅 立 って い っ

す さ ま じ い闘 病 戦 争 の末 ︑ つい

く出来た︒そし て目立 った︒それ

験 のために勉強し てきた君は︑よ

の尋常科 に入学 し てきた︒入学試

誠之から︑七年生高校 の成険学園

いて いた︒君は︑有名な進学校 の

教室 の窓 のすぐ傍 で︑たわわ に咲

代 には︑表 に出なか った画才 に驚

い君 の真 髄を見たのまたヽ学生時

てゆく姿 は︑僕 の知 って いる優し

った︒ メ ンバー の自宅 ま で出 かけ

プ のＩＴ普 及 に不可欠 な戦力 とな

コンピ ューターに強 い君 は︑ クラ

ブに入会し てくれて︑嬉しか った︒

僕 の誘 いで︑企業 ＯＢ ペンクラ

た︒基礎体力 が抜群 であ ったため︑

が裏目 に出 て︑あ る事件 が起 こ っ

嘆した︒﹁
悠遊﹂の第十号︑十 一号︑

さようなら︑心の友よ

が んと の戦 いも 凄 ま じ く ︑ ま た長

た︒ これが君と の︑本当 の出会 い

十 二号 は︑君 の繊細な風景画 の表

洋 一郎

期 に わ た った ︒諦 め な い人 ︑杉 山

だ ったね︒以後︑何も言わずとも︑

紙 で 一層引き立 った︒

崎

君 に相応 しか ったと いえ る．

心 が通 い合う 同志 とな った︒そし

岩

君 と 最 初 に会 った のは︑ 昭和 十

て成険 の七年 間ず っと同じ組 に居

が ん に侵 されたと聞 いて︑君 の
八年 四 月 だ った ね ︒ 満 開 の桜 が ︑
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を覚え て いるよ︒しかし︑再発し

スが完了 したと明る い顔を した の

り組 ん で いたね︒ 一応︑治療 コー

よね︒苦 し い闘病も︑前向 き に取

て いた︒君も そう思 い込 ん で いた

強固な体力 なら乗り切れると信じ

時間がな い﹂と︒僕も︑笑顔 で辞
去した︒家 に帰 ってから︑泣 いた︒

と約束した︒君は笑顔 で ﹁
頼むよ︒

分か った︒探すよ﹂
僕 は︑領 いて ﹁

真 っ直ぐな君を知 って いるだけに︑

択 であ る︒頭脳明晰 で︑気持ち の

し てく れるだけ の︑ 一方通行 の選

痛か った﹂と僕 ︒君は︑遠くを 見
そう いう こともあ っ
る目をして︑﹁

は︑俺を払 い腰 で投げ飛 ばした ︒

稽古始めと言 った次 の瞬 間︑お前

柔道 の授業 で︑先生 が
く笑 った︒﹁

と︑大腿骨 に皮膚 が張り付 いて い
もう︑駄目だよ﹂と君は寂 し
る︒﹁

それから懸命 な聞き込 みを始め

﹁
もう帰れ﹂ と促す君 に︑僕 が

たと聞き ︑暗指たる気持ち にな っ
二日に見舞 いに自宅を訪れた際 に︑

た︒幸 い同級生 の医者 で︑伝手が

言える言葉は 一つ︒﹁
君を忘れな い︒

たね﹂と笑 ってくれた︒そ の笑 顔

衝撃を受 けた︒ご夫人を遠ざ けて︑

あり︑入院する こと が できた︒需

君と会 い︑友 達 になれた こと は︑

涙が止まらなか った︒

﹁
君だから︑聞 いてもらえる︒ホス

要 が多 いのか︑普通なら ウ エーテ

俺 も だ よ﹂
嬉 しか った ﹂︒彼 も︑ ﹁

た のは︑昨年末 であ った︒ 一月十

ピ スを探 し てくれ﹂と言う 君 の発

イ ングな のに︑友人も ﹁
杉山 のた

と返してくれた︒

回復 の見込 みはな い︒自宅 に いた
ら︑結局︑奥さんに迷惑をかける︒

と 最後 ま で気 遣 いを し てく れる︒

遠 いのだ から︑来 な く てよ いよ﹂

見舞 いに行くと︑﹁
岩崎 の家 は︑

告げた︒

思 いを馳せ つつ︑心 の中 で別れを

でなく︑が っちりとした昔 の姿 に

彼を︑抱擁 し て︑骨 ばかり の体

を見たか った のだ︒

言にだ︒

め﹂と最大 の努力をし てくれた︒

予後否定 と医者 から聞き出 し て︑

ど んど ん痩せ て行く顔を見 る のは

これも ︑ 君 らし い決断 だ った ︒

君 の心は決ま った︒ホスビ スでは︑

辛 い︒太腿 に触 れと言 われ︑触 る

︵
二〇〇五年十 二月記︶

治療 はしな い︒ただ︑痛 みを緩和
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前 の方 に座 って いた︒坊主頭 で人

懐 っこく︑ いつも ニコ ニコし て い

た︒戦後 の物資 不足 で校舎内 では

みんな はだしで︑通学 は下駄ばき

が多 か った︒小さな彼 が朴歯 の高

下駄を鳴 らし て来 る のを からかう

た ︒ こ のよう に突 然逝 ってし ま う

病 状 は落 ち 着 いて いると 聞 いて い

の後 も 電 話 で消 息 を 知 ら せ 合 い︑

を過 ごした︒柔道を始 めた彼 は高

で私たち は共 に中高 一貫 の六年間

途中 で新制高校 に変 わ った学校

て いる︒当時から負 け ん気 が強か
った︒

と︑向 き にな って怒 った のを覚え

と は思 っても いな か った ︒遠 慮 な

校生 にな ったころには背も伸びて︑

浅野正春 ︵
あさ の ︒まさはる︶ 二〇〇五年八月五日心
不全 のため死去︒七十 一歳︒
東京都出身︒ 一九 五六年東京外国語大学卒︒日立製
作所入社︑ ニューデリー事務所勤務︑日立化成 へ転籍
ドイ
し︑ ニューヨーク事務所長︒退職後︑ルルギ社 ︵
ツ︶日本支社長を務めた︒

浅 野正春君 の訃報を聞き︑信じ

く 本 音 で話 し 合 え る長年 の親 友 を

たく ま しくな った︒部活 では ﹁
英

で の道を途中 ま で見送 ってく れ︑

し不自由 に見えたが︑帰り は駅ま

方ま で愉快 に話し込 んだ︒足が少

中 学 に入 学 し ︑ 同 じ ク ラ スにな っ

は︑ 一九 四六 年 ︑ 旧制 の都 立 城 南

通 し て 一緒 だ った ︒最初 の出 会 い

浅 野 君 と は中 学 ︑高校 ︑ 大 学 を

今︑あ のころのことを語り合える

友人 が亡くなり︑浅野君も去 った

な って活動した︒何年 か前︑そ の

り の友 人を加えた二人組 が中心 に

語 ク ラブ﹂ に属し︑彼 ともう ひと

中 村

苦労 いとわぬ責任感

ら れぬ思 いだ った︒正月に年賀を

失 った寂 し さ は大き いの

別れ際 に ﹁
また来 いな﹂と手を振

た とき だ ︒ 小 柄 だ った彼 は教 室 の

爽

兼 ね て彼 の家 に見舞 いに行き︑夕

って いた姿が目 に残 って いる︒そ
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鷹な嵐

相手が誰も いなくな った︒

トに閉じ込 められたまま で過ごし
た︒東京 への帰途 ︑彼 の田舎 の長

ら の強 い風雨 で︑ 二日間狭 いテン

経 て上高地 の涸沢 に下りた︒折 か

で北 アルプ スを縦走し︑槍 ガ岳を

周囲 の誤解を受 けることも あ った

られ て いたと聞 いた︒直情 の故 に︑

では エキ スパートとし て社内 で知

彼 は在職中︑海外 の技術 提携契約

在 を 知 り ︑ エー ルを送 り 合 った︒

所 で忙 しく働き︑時折 の便 り で健

ヘ赴任 した︒互 いにそれぞ れ の場

帰国す ると入れ違 いに彼 がイ ンド

事 業 後 ︑私 は海外勤 務 と なり ︑

のよ さ に甘え ︑ す っかり世 話 を 掛

ロで清書 し てく れ た ︒ そ の面倒 見

新 入 り の私 の手 書 き 原稿 を ワー プ

も書 こう会﹂ の マネジ ャーを務 め︑

当 時 ︑ ベ ンク ラブ で彼 は ﹁何 で

ンク ラブ に入る こと にな った︒

き っか け にな って︑ 後 日︑私 は ペ

く のを 知 った初 め だ った ︒ これ が

在 と ︑ 思 いがけ な く も 彼 が物 を書

と いう 一冊 の本 を 見 せ ら れた ︒彼

野 に立ち寄り︑野尻湖ま で足を延

よう だが︑決し て人 のことを誹謗

け てし ま った ︒彼 は ま た ︑事 前 に

酒場 に誘 われた︒ いつの間 にか酒

ばし て湖畔 のホ テルに泊ま った ︒

しなか った︒ ルルギ の日本支社長

集 ま った 原稿 を 全 部 プ リ ント し ︑

の文 章 が いく つか載 って いた ︒ こ

なけなし の財布 をはたき切り︑電

にな った ころ︑そろそ ろ時 間 の余

冊子 にまと め て会 合 の席 上 で配付

飲みにな って いた︒

報 で家から の送金を頼む破目 にな
った︒彼 の生前 ︑ この懐 かし い旅

裕 が できた学校仲間と時 々会う よ

し ︑ 欠 席 者 に は 郵 送 も し て いた ︒

大学 二年 の夏︑山岳部 のテーム

の思 い出話を いつも繰り返し語り

う にな った︒ますます酒量 が増え

パ ソ コン の使 い手 も 少 なく ︑労 カ

し に片 付 け て いた ︒ い つも会 合 の

れが ﹁
企 業 ＯＢ ペ ンク ラブ﹂ の存

合 ったも のだ︒

て いたが︑底抜け に明る い酒 で い

を 要 す る仕事 だ った が ︑苦情 も な

彼 はスベイ ン語を学び︑ ラテン
音楽と酒を愛 した ロマンチ ストだ
った︒歴史 や言語学 にも 一家言を

つもみんなを楽しませてくれた︒
あ る日︑﹁
海外経験おも し ろ話﹂

持 ち︑よく議論も した︒横浜 で ア
ルバイトをして懐が暖かくなると︑
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後︑ い っし ょに東京 駅地下 のレス

だ つた︒ご冥福を祈る︒

またな﹂
後に別れたときのように︑﹁

Ξ ＯＯ五年久じ

と手を振 っている姿が見えるよう

ト ランで 一杯飲む のが楽 しみだ っ
た︒話題 は尽きず︑思わず 遅くま
で居残 ったりしたことを思 い出す︒
そ のころ︑血糖値 が高 めだと開
いた︒結局 はそれが健康を衰えさ
何で
せること にな ってしま った︒﹁
も書 こう会﹂ の方も体力的 に次第
に重荷 にな ったが︑手抜き は でき
な いと頑張 りを見せ︑夫人付 き添
いで出席した ことも何度かあ った︒
クラプ の会合を休むよう にな って
からも︑毎 回電話 で会 の様 子を熱
心 に開 いてきた︒責任感 の強 い男
だ った︒
九月 の晴れた日︑浅野正春君は
心から愛 した家族 に見送られ︑戸
越 の行慶寺 の墓地 に葬られた︒最
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会員 への敬称略︶
︵

漁 ＝隋 一一¨
一
″ ＝ぶ 一
一騨 ＝郷 一一紺 一下 平成十七年 宝 ○〇五３ ＝
一一¨
鶯＝
業 一一一一一一一簿 一一
一¨
難 一一一一一製 一一一一一一一
一
シ ■夕一一
一一一一
一
一一
一
・
年 表

会 長

都甲 昌利

北田 純 一

役員人事 ︵
任期 二年目 の体制 で改革 ︒前進 に臨む︶

︒新入会員 ＝大平忠

副会長

一月例会 ︵
十三日︶
・会員講演 ＝黒崎昭二

中村

理 事 ︵
ＩＴ担当︶

理 事 ︵
運営委員長︶

平尾 富男

中村 将陸

松谷

隆

理 事 ︵
事務局長︶

児玉 忠雄

推し進める︒

性化を目的 に︑クラブ体質 の改革と強化を強力 に

基本方針﹂として︑新規会員 の確保と活動 の活
︒﹁

新年度 の方針

監 事

爽

副会長

金京 法 一

﹁ミク ロネシア ヘの旅﹂

副会長

︒新年 パーティー ＝本年より︑年末 の忘年 パーティ
ーは新年 パーティーに変更された︒
十六日︶
二月例会 ︵
・グスト講演 ＝弘中百合子女史
︵ロゼ ッタストー ン ・代表︶
人と人と のコミ ュニケーシ ョン﹂
﹁
三月例会 ︵
十六日︶
・退会会員 ＝杉山修 一 ︵
逝去︶︑佐藤穣︑泉洸 ︑刀
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弥館正久︑
・会員講演 ＝野瀬隆平
﹁
写真 の楽しみ方﹂
四月例会 ︵
二十日︶
理事／運営委員会﹂ の会場が新
・﹁
月例会﹂及び ﹁
日鐵代 々木研修所から渋谷 の↓一
∽ 易一
・の
部 ↓ｏ Ｒ
に変更となる︒
・会員講演 ＝松谷隆
﹁アメリカビジネ スとシリ コンバレー﹂
・﹁
拡大運営委員会﹂ の開催
﹁
経費削減と会費収入 の有効支出﹂等
に ついて議論される︒
八日︶
・お花見 ＝代 々木公園 ︵
五月例会 ︵
十八日︶
悠遊十二号﹂合評会
・﹁
六月例会 ︵
十五日︶
・新入会員 ＝清水勝

・会員 へのサービ ス向上と財務体質 の大幅な改善を
目指す︒

・会員 のＩＴ文化 レベルの 一層 の向上を促進する︒

・クラブ自前 ホームページ の改善 と︑会員 の更なる

利用を最優先課題とする︒
会員数 ︵
六十 一名︶

二〇〇四年末 の会員数は六十七名 であ った︒本年度

中に二名 の新入会員があ った 一方 で︑物故者 二名を

含め八名 の退会者が出た︒従 って二〇〇五年末 の会

員数は六十 一名とな った︒

・退会会員 ＝佐藤穣︑泉洸︑刀弥館正久︑杉山修 一
︵
逝去︶︑

︑小川弘︑羽田寿夫
八木大介︑浅野正春︵
逝去︶

︒新入会員 ＝大平忠︑清水勝
四 ︑月例会会場 の変更

・過去四年以上 の間︑新日鐵代 々木研修 センターを

利用して行 われてきた月例会他 の会合が︑新 日鐵

の突然 の通告 により︑四月以降 の利用が不可能と
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・退会会員 ＝八木大介

↓´
渋谷 の商業貸会議室︑﹁
●８ ↓ｏ■Ｒ﹂での
∽ 易一

な った︒ これにより︑緊急避難的な対策とし て︑

へ﹂︑更 には ﹁
新年金経済学﹂ に企画を変更 さ

﹁サ ラリー マンたられば物語﹂は ﹁団塊 の世代

︵二︶昨年計画された ク ラブ創 立十 五周年 記念出版

︵
編集世話人 ＝小島博志 ・石川正達︶

︵一︶同人誌 ﹁
悠遊﹂第十 二号が三月 に発行された︒

五︑出版プ ロジ エクト

る会合設定 への目途も立 った︒

ピ ック青少年総合セ ンター﹂ で︑格安 な料金 によ

国立オリン
・二〇〇六年度 一月からは︑代 々木 の ﹁

度末ま で予約が決定 された︒

会合移転を余儀なく された︒ ここでの会合は今年

洋泉社 ・社長︶
・グスト講演 ＝石井慎 二氏 ︵
ど のような本が売れる のか﹂
﹁
二十日︶
七月例会 ︵
︒会員講演 ＝大平忠
軍人を父にも って﹂
﹁
八月例会 ︵
夏休 み︶
・退会会員 ＝浅野正春 ︵
逝去︶
九月例会 ︵
二十 一日︶
・会員講演 ＝森 田茂
﹁エネ ルギー関連﹂

れたが︑洋泉社 の協力を得 て最終的 には ﹁
年金
・拡大月例会 ＝会員 ・グスト講演 の代わりに︑会員

﹃
オースト ラリ ア暮らし入門﹄ 以来七年振り の

版が出版された︒ クラブとしては 一九九八年 の

暮らし心得帳﹂として十 一月にペーパーバ ック

から のクラブ運営に関する意見を広く傾聴する会

プ ロマネ ＝北田純 一︶
出版本とな った︒ ︵

十九 日︶
十月例会 ︵

合とした︒

︵
三︶電子雑誌 ﹁ベスト ライ フ ・オンライ ン﹂ には前
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十六日︶
十 一月例会 ︵
・会員講演 ＝高橋孝蔵

年
政治 ・経済 ・社会 の目﹂および ﹁
年に続き ﹁
金﹂が掲載された︒好評に つき来年度にも継続

四︶同 ﹁
︵
ナムコポーロ﹂には︑同社 の新サイト構築

プ ロマネ＝大泉潤︶
される︒︵

︒十五周年記念行事 ＝十五周年記念行事とし て企画

のため︑当クラブとの共同企画は 一時中止状態

﹁
漕艇 ・陸上競技 の父 ストレンジ の謎﹂
年金暮らし心得帖﹂
された出版プ ロジ エクトが︑﹁

プロ
が続 いている︒新春には再開がなるか？ ︵

な ったが︑平均十五点 の掲載が続 いて いる︒

独自 のホームページと併用 のため︑停滞気味と

︵
五︶同 ﹁
ベストライフ ・オンライン﹂のサークルホ
ＢＬ掲示板﹂は︑当クラブ
ームページである ﹁

マネ ＝西川武彦 ・松谷隆︶

として洋泉社から出版された︒
二十 一日︶
十二月例会 ︵
・退会会員 ＝小川弘︑羽田寿夫
日米学生会議﹂ の
・グ スト講演 ＝昨年 に引き続き ﹁
現役大学生三人

プ ロマネ ＝中村将陸︶
︵

計 ﹄ の旅行記欄
﹃二一≧ ﹃ 場 のｃ一
︵
六︶月刊誌 ﹃
プ ロマ
８∽ ８亀 への寄稿を継続中︒ ︵
くｏ﹃
ネ＝都甲昌利︶

︵
悠遊﹂第十二号は予定通り三月に発行
七︶同人誌 ﹁

された︒ ︵
編集世話人 ＝小島博志︑石川正達︶

六︑ミーティング ・勉強会
プロマネ ＝石川正達︑小林正憲︑
︵こ ﹁
小説研究会﹂︵
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玉山和夫︶

小説研究会﹂
残念ながら本年六月を以 って ﹁

は中止とな った︒このプ ロジ ェクトで懸案 の翻

訳出版は︑来年度から始動する出版企画の中に

吸収され︑電子出版も含め︑活動を引き継がれ

ることにな った︒

プロマネ ＝村田孝四郎 ︒中
公０ ﹁
英語を読もう会﹂︵
村爽︶

発足以来五年目を迎え︑会員の勉強の場とし

て定着した︒時事英語 の講読を通じ︑読解力向

上と国際事情の理解に努めた︒
尚︑長年プ ロマネを勤めてきた村田氏が十 一

月にプ ロマネを辞退︑代わりに野瀬隆三氏が中

村氏をサポートすることにな った︒

プ ロマネ ー村田孝四郎 ︒中
何でも書 ゝ
﹂
公こ ﹁
う会﹂︵
村爽︶

八〇〇字 の文字制限にて︑ エッセイ ・超短編

小説を勉強会 の場で音読発表する︒出席者全員

で自由闊達 に批評し合う文章方向上 の勉強会
は︑新入会員 の参加により︑楽しい雰囲気 の中
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で発展中︒
尚︑十 一月に村 田氏 のプ ロマネ退任 に伴 って︑

野瀬氏がプ ロマネを勤める︒

プ ロマネ ＝金京法 一︶
︵
四︶﹁
サ ロン ﹂ ︵
２．
日
日本を取り巻く動 きとして ﹁日中関係﹂﹁

日米関係﹂﹁
日米韓三国同盟﹂を︑新
口関係﹂﹁

し い動きとし て ﹁ＢＲＩＣ ｓ登場 ﹂ ﹁イ ンド﹂

﹁
オーストラリ ア﹂﹁ョー ロッパの政治不安﹂を︑

教育﹂ ﹁コーボ レート ・ガ
日本 の問題とし て ﹁

構造改革﹂を取り上げ︑自由な討
バナ ンス﹂﹁
論を行 った︒

プ ロマネ ＝中村将陸︑松谷隆︶
︵
五︶﹁ＩＴ勉強会﹂ ︵

本年末も︑ ＩＴ登録会員は全会員 の人割を超

え て いる︒メールのみならず︑昨年 六月に立ち

上が ったクラプ のホームページを通し て︑会員

相 互 のフオー ラム形式 の交流 の場 が構築 され
た︒更には対外的 にも エッセイ ・コラム及び会

員写真館を通じ て のウ ェプ投稿 の場 で︑ ペン活

動 の広がりを経験した︒

これに対応するため︑毎月 一回パ ソコン操作

‑126‑

の基礎的勉強︑及びホームページ の利用法 に つ

世
鷹 ＰＣ教室﹂ ︵
いての勉強会を開催した︒コ 一

話人 ＝三宅昂︑講師 ＝中村将陸︶ での有志 によ

るプ ロードバ ンド︑イ ンターネ ット ・サイト ヘ

のアク セ ス の実技 を 昨 年 に続 いて勉 強 し た ︒
本年八月中止︶
︵

世話人 ＝中村将陸︶
︵
六︶俳句教室 ︵

会員 でもある平間真木子先生 の指導 のもと に

会員相互 の熱心な研鑽 が続けられた︒四月から
は︑吟行 以外は学士会館 にて勉強会を開催 して

いる︒月例歳時記 のクラブ ・ホームページ ヘの
公開掲載も昨年 に引き続 いて行われている︒

世話人 ＝平尾富男︶
︵
七︶川柳勉強会 ︵

クラブ会員 の長老 であ る小林正憲氏を宗匠 に

迎え て始めた勉強会︒昨年 六月より新橋 の割烹

﹁
森 田﹂ で毎月勉強会を開催 ︑現在 は出席者相

互で和気調 々と選句 ・句評を行 い︑企業ＯＢら

し い川柳を研鑽して いる︒更 に︑六月 には川柳

勉強会独自 の出版プ ロジ エクトを立ち上げ︑来

年三月を目標 に出版を目指し奮間中である︒
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七 ︑役員人事

十二月末で現役員 の任期 二年目が終了し︑十 一月末

には来年度に向けて︑会員投票により新理事が次の

通り選出され︑役員人事も確定された︒

新任︶
会 長 ︵
出版担当理事︶ 西川 武彦 ︵

理 事

理 事

事務局長︶
副会長 ︵

運営委員長︶
副会長 ︵

金京 法 一 ︵
再選︶

再選︶
都甲 昌利 ︵

中川路 明 ︵
新任︶

再選︶
平尾 富男 ︵

松谷 隆

︵
再選︶

理 事

︵
新任︶

山縣 正靖 ︵
新任︶

理 事 ︵
会計担当理事︶ 大泉 潤
監 事
八 ︑まとめ

クラブ運営 の改革を目指して様々な取り組みがな
された︒年末には来年二〇〇六年度以降に向けて新

たに選任された役員人事 により︑様 々な改革 の実現
が期待される︒

クラプの財政問題の根本的改善︑クラブ運営上の
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積極的な財政支出と収入 のバランスを図り︑より魅

拡大 理事 会﹂︑
力的な ク ラブ活動を目指 す ことが ﹁

﹁
拡大運営委員会﹂ にて確認された︒ これら の確認

事項を基 に新役員人事が実現した︒

当 クラブとしては︑今年も電子雑誌 ﹁ベストライ

フ﹂誌 に複数 の会員作品 の長期連載を継続 できた︒

更には ﹁
ナムコポー ロ﹂誌 への参画が来年度以降も

実現できるよう に︑ナム コ社と の関係を維持 してき
た︒会員 の国際経験を生かし︑来年度以降も 一層 の

電子雑誌媒体 への掲載拡大を目指す︒

一方︑クラブ の活動 の場を印刷媒体だけ に頼らず︑

電子出版等 の将来的可能性を探ることとなろう︒

企業 ０
時代 の流れと会員 の意識 の変革 に伴 い︑ ﹁

Ｂベンクラブ﹂ の在り方と目的に対して︑会員 の総

意を改 め て問 い直す必要性が出 てきて いることを認

識させられた 一年 であ った︒過去に囚われず ︑クラ

ブ の改革と前進を︑会員全員 の参加によ って実現す

るため の雰囲気 つくり の第 一歩が踏 み出せた 一年 で
もあ った︒

‑129‑

執 筆 者 名 簿
氏 名
芦刈
克
阿部 洋己
安藤 晃二
石川 正達
今川 確郎
岩崎洋一郎
上原 利夫
榎本喜三郎
遠藤 俊也
大泉
潤
大塚
滋
大月 和彦
大野
呈
大庭 定男
大平
忠
亀井 弘次
岸本 義生
北田 純一
木下 洋介
金京 法一
黒崎 昭二
小島 博志
小林 正憲
清水
勝
荘司 忠志
杉浦 右蔵
関谷 裕彦
高橋 孝蔵
玉山 和夫
都甲 昌利
中川路 明
中洲 靖雄
中村
爽

ッコ内は本名)

(五

十音順
)

出 身 会 社
あしかり まさる
住友生命 ニ ッコン
べ
ひろき
あ
キリンビバ レッジ
三菱商事
あんどう てるつ ぐ
いしかわ まささと
毎日新聞社
いまがわ かくろう
兼松
いわさき よういちろう 三菱 レイヨン
うえはら としお
住友商事
三井物産 三井船舶
えのもと きさぶろう
えんどう としや
東京銀行 丸紅
おおいずみ じゅん
三菱化学
おおつか しげる
国鉄
おおつき かずひこ
労働省
おおの ただし
三井物産
おおば さだお
三井物産
三菱化学
おおひら ただし
かめい こうじ
キリンビール
きしもと よしお
兼松
三菱商事
きただ すみかず
きのした ようすけ
文化放送
三菱商事 三菱総研
きんきょう ほういち
くろさき しょうじ
新日鉄
こじま ひろし
毎日新聞社
こばやし まさのり
大和毛織 国際工機
しみず まさる
明治安田生命
しようじ ただし
石川島播磨重工業
NTT ゛三菱電線
工業
すぎうら ゆうぞう
゛
゛
ー
・ネトロ
ロ
ル
せきや ひろひこ
ス
ヤ
イト,ラ イン
たかはじ こうぞう
丸紅 松竹
たまやま かずお
通産省 日英協会
とこう まさとし
日本航空
ダイセル化学工業
なかかわじ あきら
三菱 レイヨン
なかす やすお
なかむら そう
日本工営

(カ
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生

年

1931

1937
1940
1921

1926
1929
1934
1914
1924
1936
1929
1935
1933
1922

1938
1928
1927

1928
1933
1933
1927
1931
1930
1945
1932
1932
1932
1936
1919
1933
1929
1927
1933

氏 名
中村 将陸
新山章一郎
西川 武彦
野瀬 隆平
平尾 富男
平間真木子
豊
藤岡
古川さちお(幸 雄
松浦 武弘
隆
松谷
茂
森田
山縣 正靖
吉寄 清 巳
吉田 邦彦
)

(カ

ッコ内は本名)

生

なかむら まさみち
にいやま しょういちろう
にしかわ たけひこ
のせ りゅうへい
ひらお とみお
ひらま まきこ
ふじおか ゆたか
ふるかわ さちお
まつうら たけひろ
まつたに たかし
もりた しげる
やまがた まさやす
よしざき きよみ
よしだ くにひこ
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富士通
在日米海軍基地統合人事部
日本航空
石川島播磨重工業
キヤノン
日本機械輸入協会
三菱商事
石川島播磨
伊藤忠商事
富士通
出光興産
三菱銀行
関西ペイン ト
安田生命

年

1986
1930

1937
1938
1942
1925
1932
1932
1939
1940
1930

1937
1925
1938

悠 遊﹂を手渡 されて︑これは面白 い誌名 だ︑
﹁
の漢和辞
一
一
出典 はど こか︑図書館 に出かけ︑二︑一
大漢和辞
典を調 べた︒出 て来な い︒諸橋轍次著 ﹁
悠﹂に始まる熟語 はずら
典﹂に当たってみると︑﹁
り並 んでいるが︑見当たらない︒創刊当時 の様子
を石川 に開くと ﹁
悠 々﹂では遊び心 に欠けると い
悠遊﹂に落ち着 いたそうだ︒会員 みなさ
う ので ﹁
んの心が伝わってくる立派な命名だと思う︒
週刊中国悠遊紀行矢 小学館 ・五
一昨年秋から ﹁
十巻 ︶なる雑誌 が 一年 かけ て刊行 された︒また
﹁
悠遊﹂の名を織り込んだ雑誌 の新聞広告も日 に
した ことがあ る︒やはり世間が真似 る？ほど魅
力的な のだろう︒大切 に引き継 いでいきたい︒
二〇〇〇年 ミレニアムの第七号から石川 の手伝
いで ﹁
悠 遊﹂に携 わ ってから第 十 三号 ま で七年 ︑
みなさ んの豊かな経験 と知識 に教えられ︑楽 し
く編集 してきました︒今 回 で降板 ︑新 しい発想
のもとに ﹁
悠遊﹂のさらなる発展を祈ります︒

企業ＯＢペンクラブ同人誌

﹁
悠 遊﹂第十三号

二〇〇六年三月二十日発行
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