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大震災の復興と母校の発展のために
本荘高校東京同窓会会長

小笠原

隆

治

東京同窓会記念文集の発刊に際し︑御あいさつを申し上げます︒

我が東京同窓会も︑先人の御努力と歴代の関係役員のかたがた
の御協力により︑今日の隆盛に至りました︒深く感謝を申し上げ

ます︒より深い母校愛と︑ゆるぎない郷土愛の賜と深甚なる敬意
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を表するものです︒本当にありがとうございます︒

今年は東日本大震災という︑かつて経験したことのない大災害
が発生しました︒その復興復旧には︑大変な財源と労力が必要で
す︒我々日本人は運命共同体です︒日本人がお互いに助け合おう
とする発想が必要です︒﹁頑張ろう日本﹂﹁頑張ろう東北﹂
今後共︑同窓の杵をより深め︑お互い切磋琢磨し︑母校の発展
と名誉の一端を担うべく努力することをお誓い申し上げます︒

五代儀 健（63期）

阿修羅会プレミアム
利

哉

斉

佐倉城下町散策会中止の詫び

51期

藤

雄

同窓会会員の皆様いかがお過ごしでしょうか︒東日本大震災が

佐々木

43・44期の機関紙﹁阿修羅﹂は今年第35号が最終刊号となっ

3月11日に発生しその後度々余震が続いていますが︑亡くなられた

43期

た︒同期の阿修羅会が解散した結果ですが︑会員の高齢化・傘寿

方々にご冥福を︑そして被災者の皆様にお見舞を申し上げます︒

車場で車の中︑まるで﹁ゆりかごから﹂振り落されるような体験

その時佐倉市は震度5弱︑私はスーパーライフ佐倉店3階屋上駐

なんと千葉県も南部地区ですが被災地になってしまいました︒

を超え体力的に︑活動が困難になったのが理由です︒阿修羅誌
で︑青春時代の変化に富んだ時代の流れを再認識することが出来
ました︒貴重な回想記を寄稿してくれた諸兄にお礼を言います︒

東京阿修羅会は支部の一つで︑東京・神奈川・千葉埼玉地区に
会・観桜会・暑気払いそして忘年会です︒7月の ﹁暑気払い﹂ の

共に地震︵本震︶ からは約1カ月後の4月10日を目標にガイドの

﹁築城柵年記念佐倉城下町散策会﹂として52期の土門欽治氏と

をしました︒

席上で︑吾々は︑日本人の平均寿命 ︵79・6歳︶ を越えたから︑

準備は整っていた筈ですが︑まだ公共交通機関の間引き運転や計

在住のメンバーです︒当支部は年間︑4回集まる計画で︑新年

これからの人生はおまけだと︑話題になりました︒当支部は︑阿

画停電が度々報道されている真最中でしたので︑強行しても〆切

予定の3月20日迄に参加申込み者はほんの2〜3人の為︑中止と

修羅会本部が解散しても︑行事は続行することになりました︒
﹁BSプレミアム﹂を放送

決定させて頂きました︒再び来年度の計画に組み入れて頂けたら

NHKは4月1日から︑番組再編で

開始しました︒このチャンネルは︑教養・文化・エンターテイメ

幸いです︒

ありて静かに古りてゆく句碑

草鞋はき子規が佐倉を訪いし日の

誘いの上︑出掛け頂くことをお勧め致します︒

散策と健康ウォークを趣味とする会員の皆様︑ご家族ご友人をお

佐倉にて﹁築城珊年記念事業﹂は来年度も続きます︒ぜひ歴史

ント系番組中心との事です︒しかし﹁プレミアム﹂とは割増し・
おまけの意味ですから︑その通りかもしれません︒最近は鮮明で
椅麗な画面を楽しく拝見しています︒

東京阿修羅会は﹁阿修羅会プレミアム﹂として︑会合の都度記

念写真には︑加藤徳一郎氏の書く看板を載せたい︒﹁暑気払い﹂
の記念写真の看板は︑達筆で﹁なでしこジャパンの気概にあやか
る阿修羅会 於・横浜メルパルク﹂ でした︒
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此処より下に家を建てるな。

（大津浪記念碑は三陸沿いには約200基建てられている）

※EUROPA（エウロバ）ホームページ参照

し上げます︒また︑今後︑益々のご盛会とご発展をご祈念申し上

げます︒

私も︑本校を卒業し上京してから37年目を迎えた︒その間︑専

門学校と大学で土木を専攻し︑微力ではあるが日本の社会基盤整

備に貢献してきたつもりである︒しかし︑先の﹁東日本大震災﹂

の未曾有の災害を目の当りにすると︑自然の驚異と人間の無力さ

を︑今更ながら思い知らされた︒特に︑私たちは東北に故郷を持

つものとして︑さらに深い悲しみと喪失感に襲われ︑万感の思い

が込み上げてくる︒

今までは︑浅はかではあるが︑学んだ技術や経験した知識を生

﹁ものづくり﹂に携わってきたが︑今

かし︑﹁安全・安心﹂の旗印のもと街や道路︑トンネルや橋など︑
人々の生活や社会に役立つ

後は︑街を造ってはいけない所︑道路や橋を追っては成らない所

など︑﹁前向きな否定工学︵仮称︶﹂の発想が必要ではないかと考

える︒一例として︑明治・昭和の大津波を経験した︑岩手県宮古

市姉吉地区の集落の坂道の一角に︑クこれより下に家を建てるな

︵写真参照︶〟と記した大津波記念碑がある︒この地区は︑以後そ

のことを守ったことで今回の津波の被害を受けなかった︒これ

は︑先人の経験と教訓が︑今回の震災に生かされたのである︒

私たちは︑過去に大きな災害が起きるたびに︑尊い生命と財産を

失ってきたが︑今回の大震災を教訓として︑後世に何を残せるか

が問われている︒土木は広い意味で﹁経験工学﹂とも言われてい

るが︑﹁土木は何ができるか︑土木とは何か﹂があらためて議論
され始めている︒
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﹁ここより下に家を建てるな﹂の教え
東日本大震災に思うこと

高き住店は児孫に和楽、想へ惨禍の大津浪、

本荘高校東京同窓会が創立45周年を迎えられ︑心よりお祝い申

「大津浪記念碑」

打

繁栄した右脇湊と悲恋物語
44期

︵明治17年︶

矢

とその5年後の

右脇湊は江戸時代に亀田藩の米の積出湊として大変栄えた街
であった︒ところが1884年

設け︑それを管理するための御役屋︵役所︶を建てた︒街の両端

には番所が作られて︑街の西側には西の口御番所︑芋川に接する

東側には上町御番所︑更に街の中央部分の本荘藩への渡しがある

子吉川に接する所には大渡り御番所が設けられた︒御番所では亀

田藩領内からの米の持ち出し禁止令を監視するとともに︑本荘藩

からの通行人を監視し︑搬入される商品の検査と徴税を行ってい

た︒また狼籍者を取り押さえる道具として槍︑突棒︑刺股︑袖摘
みなどが常備されていた︒

特に大渡り御番所は芋川筋から運ばれてきた米を川船から陸揚

足軽2名が付き︑3つの御番所で合計9名が︑毎月交替で亀田藩

1889年 ︵明治22年︶ の二度にわたり大火災に見舞われて︑そ

本荘一帯を支配していた最上氏の家臣楯岡豊前守満茂が最上氏

より出張して来て︑番所の向かいの高台にある役宅︵御役屋︶ に

げして蔵屋敷に運び︑また沖の船に米が積み出されるのを監視す

断絶のため改易となり︑由利地域は一時本多上野介正純の所領と

住んでいた︒それとは別に街の中央の蔵屋敷には高級役人が赴任

れまで保存されてきた文書がほとんど灰燈に帰し︑当時の繁栄を

なったが︑上野介も間もなく所領を没収されて︑1623年︵元

し︑米の出し入れを監視していた︒また︑日本海岸の右脇浜に近

る重要な番所であった︒それぞれの御番所には役人1名に家来の

和9年︶ 由利地域は六郷・岩城・仁賀保・矢島に分割された︒子

い所には入船番所があったが︑異国船打払令︵1825年︶後は

偲ぶ資料は残念ながらごく僅かしか残っていない︒

吉川を境に右脇は岩城氏亀田藩に︑子吉川の対岸は六郷氏本荘藩

唐船番所と名を改め︑異国船の監視に当たっていた︒

右脇は亀田藩にとって重要な湊となり︑宝永7年︵1710︶

と分割された︒それ以来250年間にわたり右脇と本荘の住民たちは

分離された生活を余儀なくされた︒

和泉屋に送られて販売されていた︒1837年︵天保8年︶

の印牒によれば︑米蔵は9つあり︑売米は西回りで大坂の米商人

た大正寺村のほかに子吉川に面した右脇を極めて重要視した︒特

月︑本荘から右脇へ渡った仙台藩士熊谷新右衛門が遺した日記に

亀田藩では藩内でとれた米の積み出し湊として︑雄物川に面し

に右脇には対岸の古雪湊とともに北前船が寄港するという地の利

は︑右脇は﹁能き場所也﹂と書き︑船着場があることから景気も

見使御下向取調帳には右脇は上町・新町・中町・三軒町の四か町

の御巡
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があった︒そのため亀田藩は領内の大内地域芋川筋の年貢米を集

良いのだろうと記述している︒翌1838年︵天保9年︶

頃から始めた︒街の中央に年貢米を貯蔵する広大な蔵屋敷を

積して積み出すために︑右脇の街づくりを1625年︵寛永2
年︶
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松前船が入湊可能であり︑藩米は年に7000石を収納し︑そ

れを格納することができる土蔵や倉庫群が並んでいた︒そのうち

およそ2000石の米を大坂に回送していた︒そのための船を亀

田藩は所有していなかったが︑右脇の岩井伝八郎︑亀田陣屋町加

藤伝助︑道川村市助などの商人船を毎々雇っていたことが印牒に

記録されている︒

1855年︵安政2年︶ の束講商人鑑には佐藤長石衛門︑安宅

屋八五郎︑最上屋市右衛門︑萬屋三太郎︑奥州屋豊吉︑加賀屋商

兵衛という本荘を上回る六軒の廻船問屋が軒を連ねており︑さら

に一軒の東講商人定宿越後屋太兵衛があった︒﹁筆満加勢﹂の著

者で芸人の藤原衆秀をお座敷に呼んで遊宴を催した記述もあり︑

湊町によく見られた遊郭吾妻屋も存在していたようである︒これ

は右脇が日本海交易の有力な湊であり︑商人達が頻繁に往来する

町場として︑当時広く認められていたことを示している︒

日本海岸は冬の間は砂が飛来して田畑が埋まる状態になり︑農

民を悩ませていたが︑石川屋善兵衛とその志を継いだ弟が︑自力

でもって松苗を用意し︑1788︵天明8年︶から1846年

︵弘化3年︶まで二代58年間にわたり︑総計901万1090株の松

苗を植えて︑完全な砂防林を完成させた︒

明治に入るまで本荘と右脇との間の子吉川には︑橋が架けられ

ておらず︑渡し船の行き来が雄一の交通手段であった︒それにも

から成り立っていて︑家数198軒に対して人口978人とほぼ千人近い

吸収する程に経済的な成長を遂げた結果︑右脇は生鮮野菜類を主

ると本荘の城下町は大消費地として︑隣領の亀田藩領の物資をも

拘らず右脇と本荘城下との都市的な繋がりは強く︑藩政後期に入

人が居住する人口集積度の高い地域であった︒
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地としての役割も担っていた︒

消費地本荘城下へ日常の生活品を販売供給する亀田藩側の供給基

を占めるようになって︑右脇は湊町としてのにぎわいのほかに︑

とし薪︑萱など︑城下町の日常の生活物資の供給地としての位置

が日本海に出て酒田に向かう途中に︑たまは船倉から出て船長の

して手薄になった松前船によじ登り︑船倉に潜り込んだ︒翌日船

たまは夜陰にまざれて川岸から小舟を漕ぎ出し︑船乗り達が上陸

きたことをたまは知った︒1866年︵慶応2年︶7月の深夜︑

悲恋物語﹁たま﹂

は︑たまの願いを聞き容れることにした︒そのお礼にたまは船内

かねがね道口浦では噂になっていた二人の問を知っていた茂助

長谷茂助に懸命に遺口浦まで連れて行ってほしいと頼み込んだ︒
右脇西の口に能登屋三九郎という屋号の家があった︒能登屋

めて来た時から︑たまの美しさに惹かれて好意を抱くようになっ

なった︒越前道口浦出身の治平という船乗りが近くの旅寵屋に初

湊と蝦夷が島を往復する北前船の船乗りたちが宿泊するように

性がいた︒その家の近くにある旅籠屋には毎年のように若狭湾の

死の操船にも拘らず︑船は難破してしまい︑目指す治平のいる遺

たとき︑折悪しく突然猛烈な台風が襲ってきた︒大風雨の中︑必

間近となった︒8月7日丹後半島経ケ岬あたりに船がさしかかっ

がら若狭湾に近づき︑たまにとって愛しい治平のいる越前海岸も

船は順調に日本海を走り︑越後︑佐渡︑能登の諸湊に寄港しな

での炊事や衣類の繕いなどを手伝った︒

た︒翌年治平が右脇湊を再び訪れたときにはたまと治平の問は一

口浦を目の前にして︑哀れたまの遺体は︑翌8月8日海岸に打ち

三九郎の家には若い頃から評判の美人であった﹁たま﹂という女

層親密になっていった︒3年目に二人が逢ったときには︑すっか

寄せられているのが発見された︒

す輝きを増しており︑成長した自分の子を実家に残しての出奔計

る︒たまはこのとき40歳になったばかりであったが美貌はますま

町の町史編纂委員である仲瀬武雄氏が越前町米ノ浦にある養泉寺

のであろうか︒福井県の西海岸に昔から続く越前町がある︒越前

歴史書にも載っていない145年前のこの物語がどうして判明した

行ってお経をあげてもらい︑ねんごろに弔った︒

から﹁妙楽﹂という法名をいただき︑8月17日に丁重な葬式を

まの心情に強く心を打たれた︒そこでたまの遺体を引き取り︑寺

治平は︑自分を慕ってけなげにも女一人大海原を渡って来たた

り入魂になってしまい︑もはや別れ難い程になっていたが︑治平
は去りがたい気持ちを抑えて︑出港する北前船とともに越前道口

浦に向かった︒
治平が去った後のたまは︑治平を慕う気持ちが日増しに強くな
り︑矢も楯もたまらず遂に思い切った行動に出た︒越前へ向かう

画であった︒ちょうどそのとき松前江差湊を出航して若狭湾の湊

の過去帳を調べているときに︑慶応2年の欄に書かれてあった次

北前船の入港を探し︑その船に乗り込むことを計画したのであ

へ向かう︑越前道口浦出身の長谷茂助の船が︑右脇湊に寄港して
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の海難記録を見つけたのが始まりである︒
︵道口浦

治平︶

口癖にまでになっていた﹁能登屋﹂について︑斎藤氏は早速尋ね

てみた︒すると驚いたことに当の打失氏の先祖が﹁能登屋﹂であ

たま

﹁打失家は江戸時代までは能登屋と呼ばれていた︒明治初年に

俗名

の娘に候︒然る処治平兄両三年彼辺にて舟乗致し︑この娘と入魂

それまで無かった姓を名乗ることになり︑先祖が弓矢を執ったこ

8月8日

合に相成候処︑治平の後を慕うて松前江差湊を出舟の道口浦長谷

とがあることから打矢という名字を創り︑能登屋の人達は打矢を

﹁妙楽

茂助の船に乗込み8月8日経ケ嶋辺迄若し候処︑7日大風雨につ

名乗ることになった︒その証拠に先年実家の打矢専右衛門宅の新

ると言う返事が返ってきた︒

き破船致し︑亡命の事につき8月17日治平仏参にて葬式の勧行法

築の際︑土蔵から能登屋と染められた古いのれんや︑のとやの屋

但この人はもと出羽亀田石脇と申す処に能登屋三九郎と申す家

名前にて相勤め引続き経拝読致し弔い申候︒その法名を本人に下

号が入った什器が出てきた︒能登屋三九郎氏の先代は打失専右衛

門家の先祖から最初に分家した家である︒さらに新山神社には能

渡
す
︒
﹂

仲瀬氏は︑同家でこれほど懇に弔い供養を続けている﹁たま﹂

た右脇湊とはどんな所か︒交易の内容は何か︒これらを調査し越

孫が現存するのか︒若狭湾から出た北海道通いの千石船が寄港し

仲瀬武雄氏から届いた寺の過去帳を見てもらったところ︑一瞬息

に住む打失三次郎氏であることも判明した︒早速打矢三次郎氏に

能登屋三九郎の子孫は近年右脇を離れ︑現在由利本荘市船ケ台

登屋三九郎名の絵馬が現存している﹂と打矢専一氏は説明した︒

前町史にとどめたいと思った︒この仲瀬氏の強い探究心が無けれ

を呑んで驚いた様子で︑次のように語った︒

の生家右脇湊の能登屋三九郎なる者は実在したのか︑またその子

ば︑この物語は寺の過去帳に埋もれた数行の文字で終わったかも

がい︑仲瀬氏は昭和49年6月右脇郵便局長斎藤長治氏︵故人︶宛

越前町史の同じ編纂委員の一人であった郵便局長の助言にした

筋に冷水を浴びたような気がした﹂と︒その後帰宅して調べたと

るだろうと言われ不思議に思っていたが︑今この過去帳を読み背

り︑二度ほど占いに行ったがその都度貴家には水で死んだ人がい

﹁息子が航空測量の最中︑日本アルプスで事故死したこともあ

に︑能登屋三九郎家に関する調査依頼状を送った︒早速調査に当

ころ確かに﹁慶応2年8月︑妙楽三九郎母﹂と書かれた家の記録

しれない︒

たった斎藤長治氏が︑その顛末を﹁鶴舞﹂ 42号に掲載した文を要

が見付かったという連絡が斎藤長治氏に届いたという︒

昭・五七期︶ は打矢三次郎氏のご子息である︒

ちなみに現在高名な水墨画家として活躍中の打失意氏︵本名正

約すると次のようになる︒

かった︒一旬過ぎたある日︑近くに住んでいた知人の打矢専一氏

︵この文は郷土史に詳しい打失弘氏の資料による所が多い︶

斎藤氏はいろいろ﹁能登屋﹂という家を尋ね歩いたが判らな
︵27期︑故人︶ がたまたま斎藤長治氏宅を訪れた︒当時斎藤氏の
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1

打

矢

彊

祖父の季清は12世紀初め白川院政期に検非違使として活躍し

刑を司った職︒今の裁判官と警察官とを兼ねる権限を持ってい
︒
た

た︒彼は堀河天皇発願の尊勝寺造営を担当した賞を嫡男康清に

譲って退官した︒康清は父季清から譲りを受けて若くして左兵衛
少尉に任官することができた︒

た︒父は左衛門 尉

︵元永元︶ 年に生れ

していた祖父季活の助けを借りて3歳の義活と生後まもない仲活

年以降まもなく若くして亡くなった︒康活の妻はまだ存命で引退

北面にも召し出されたが︑嫡男義活が3歳になった20︵保安元︶

康清はかなり有能で︑やがて検非違使の宣旨を受け︑白河院の

佐藤康活︑母は監物

を懸命に育てた︒祖父季活のきびしい教育が実を結んで︑義活は

西行は1118

源清経の娘︒西行は

武芸に秀で︑騎馬と弓肘の精華である流鏑馬にも熟達した︒

藤義活といった︒平

平安時代には紀伊の紀ノ川の右岸中流の粉河寺と根来寺の中程

2 佐藤氏の所領・田仲 庄

︵和歌山県打田町︶ に摂関家の所領・田仲庄という荘園があっ

清盛とは同年齢で同

と北面の武士で︑佐

鳥羽上皇に司えたも

48期

西行の出家と陸奥・象潟への旅

西行の生い立ち

僚であった︒

た︒佐藤氏は代々田仲庄の預所を勤めて来て︑財力を貯えた豊

ひでさと

義清︵西行︶ は平将門の乱を平定した藤原秀郷から9代目の子

かな家であった︒田仲庄では預所が荘官の任免︑土地の管理︑年

ま さ か ど

孫にあたり︑奥州藤原氏とは同族の関係にある︒義活の曾祖父の

貢︵米絹などの現物税︶ の徴収や賦役を課す権利を持っていて︑

の り き よ

公清︑祖父の季清︑父の康活はいずれも左衛門尉に任じられ︑

収入が多く財力を貯えることができた︒

入れの時期には農作業を監督する為に田仲庄に赴いた︒

るかたわら︑田仲庄の荘園の仕事をこなし︑年ごとの作付けや取

実質的な荘園領主である佐藤氏は左衛門尉として京で勤務す

天皇の宣旨によって検非違使に選抜された︒佐藤氏はこれら3代
の間に検非違使の先例故実に精通し︑職務に熟練した家柄になっ

た︒佐藤氏は3等官の武官の家柄であった︒

左衛門府は皇居諸門の護衛︑出入の許可︑行幸の供奉を司っ

た役所の一つ︒検非違使は京中の非法を検察し︑追捕・訴訟・行
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義清︵西行︶と清盛の命運をわけたもの

5

西行は和歌の才能を母方から受け継いだ

3

平清盛の母は白河法皇の寵姫・砥園女御の妹で︑白河院に女

白河法皇の子である故に父忠盛と共に絶えず鳥羽上皇の強力な庇

賜されて清盛を産んだ︒彼女は清盛3歳の時に病没した︒清盛は

官として司えているうちに院の寵愛を受けて懐妊し︑平忠盛に下

義清︵西行︶ の母方の祖父監物源清経は今様と当時流行のス
ポーツ蹴鞠の名人であった︒
清経は平安末期のかなりの有名人で︑後白河院が﹁今様狂い﹂の
半生を回想した自伝﹃梁塵秘抄口伝集﹄ に清経の名が出てくる︒

女と︑その養女の乙前を都へつれてきた︒清経は目井と同棲して

士と主従関係をつくりあげ︑平氏武上団の棟梁になった︒忠盛の武

清盛の父忠盛は西海の海賊を鎮圧する事に成功し︑西国の在地武

護を受けた︒

今様の研鉾を積み︑やがて乙前など遊女達の今様の師匠になっ

士団は平時には天皇や法皇の警護に任じ︑僧兵の強訴を防御する主

活経は美濃の青墓 ︵大垣市︶ にいた今様の名手の臼井という遊

た︒清経の厳しい指導と教育を受けた乙前は︑やがて後白河法皇

力であった︒この役割は清盛に受け継がれた︒清盛の昇進は並はず

れて早かった︒親の七光りの有無が清盛と義清の命運をわけた︒

の今様の師匠になることができた︒

義清は祖父清経の指導を受けて蹴鞠の技を習得した︒和歌の才

能も母方から受け継いだ︒

4︶ 年7月埠子を

︵大治

庇護して来た白河
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幼くして父康清を亡くした義清の任官は非常に困難であった︒

法皇が77歳で病に

4 義清 ︵西行︶ は18歳で兵衛尉に任官した

朝廷が宮殿や寺社の造営費用を賄う為に︑任料を取り立てて任官

を寵愛し︑それ迄

鳥羽上皇は埠子

より崩御した︒

希望者を募集することを﹁成功﹂という︒佐藤氏は35 ︵保廷元︶

義清の兵衛尉の任官を申請した︒まだ存命で孫の後見人であった

に5人の皇子と2

に応募して

祖父や母が奔走した結果︑同年7月に義清は第一番で認可され

人の内親王を産ま

年に絹1万匹という巨額の任料を差し出して﹁成功﹂

た︒こうして佐藤氏の嫡男義清は18歳でさっそうと兵衛尉に任官

亡くなると上皇は

せていた︒法皇が

し
た
︒

同じ年の35 ︵保延元︶年に同じ18歳の平清盛が父忠盛の西海
の海賊追討の賞の譲りを受けて兵衛佐に任官した︒
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︵長承2︶年には白河法皇の遺言に背いて︑前の関白藤原忠実の

監視から解放されて︑女性関係で自由奔放に行動し始めた︒33

あった︒

が明るく自由奔放な性格で︑極めて女性的魅力に富んだ人物で

人間としての碍子は容姿端麗で健康に恵まれていた︒気は強い

︵西行︶

と待賢門院埠子の係り

西行の恋の歌

れはまさにその恋しい人の面影を忘れようにも忘れられぬという

﹁名残り惜しいその女性の面影を月にとどめてはみたものの︑こ

名残りを人の月にとどめて︵山家集621︶

おもかげの忘らるまじき別れかな

とであった︒

貴な女性である月かげを宿すことになろうとは思いも寄らないこ

をした︒だがそれは叶わず裸に涙がたまった︒しかしその涙に高

雲居︵宮廷︶ のかなたに仰ぎ見る月の様に高貴な女性に私は恋

かげを枚に宿すべしとは︵山家集617︶

知らざりき雲居のよそに見し月の

の契りを追憶して読んだ歌として有名である︒

多い多情な人であった事がわかる︒次の歌は西行が高貴な女性と

﹃山家集﹄ の恋の部をみていくと︑西行が恋にかかわることの

8

華していった︒

やがて時子は義活にとって︑尊敬し熱愛する永遠の女性へと昇

娘泰子を入内させて皇后にした︒34 ︵長承3︶年の春には中納言

長実の娘藤原得子︵当時18歳・のちの美福門院︶を入内させて寵
愛し︑連日寝所を共にするようになった︒義活が任官した35 ︵保

義清

延元︶ 年ごろには上皇と輝子の関係は悪くなり始めていた︒

7

義活は35 ︵保延元︶年に18歳で兵衛尉に任官した︒彼は騎馬と

弓射の精華である流鏑馬にすぐれ︑蹴鞠や歌を詠むことにも秀で

ていたので鳥羽上皇の覚えがよかった︒上皇が37 ︵保延3︶年に
安楽寿院の造営を検分する為に︑権大納言徳大寺実能を従えてお

忍びで鳥羽に赴いた際に︑北面の武士の中から義活がひとり選ば
れて供奉した︒

佐藤氏の荘園・田仲庄のある紀伊は徳大寺実能の知行地で︑義

活は徳大寺家の家人であった︒義活は実能の使いで待賢門院の許
お訪ねる機会があり︑ごく自然に時子とは顔見知りになった︒法

金剛院の宴が催された時に︑義活は流鏑馬の10番勝負に優勝し
て︑碍子から褒美を貰う出来事があった︒これは義活の心がはず

む嬉しい出来事であった︒

の悲恋の女性で︑永遠の女性である待賢門院時子を指していると

別れなのだなあ﹂という意味であり︑これらの歌の﹁月﹂は西行

る対象であった︒時子は白河法皇の宮廷では奔放華麗な存在で︑

いうのが︑今日では一般の通説となっている︒

義活にとって嘩子は崇徳天皇の生母であり︑国母として尊敬す

義清にとって月の様に仰ぎ見る︑遠いかなたの秘密のベールにつ
つまれた存在であった︒
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9

︵康和3︶年に生れた︒父は権大納言藤原公

待賢門院靖子の生い立ち

埠子は1101

差し止めて︑法皇が生きている間季通を昇進させなかった︒法皇

は﹁宮の律師﹂増賢とその童子に対しても︑御所への出入りを差

しかし法皇は時子を寵愛するあまり︑彼女に手をつけ性の手解

し止めて難波へ転出させた︒法皇が寵愛する時子に手をつけた者

碍子は生後まもなく白河法皇の寵妃︑砥園女御から養女に求

きまでしてしまった︒この関係は碍子が鳥羽天皇の中宮になった

実︑母は典侍・藤原光子︒藤原実能−後の徳夫寺実能の実の妹

められて︑白河院の御所で育てられた︒砥園女御には子が無

後も続いた︒法皇は埠子を心から愛していたから︑彼女が15歳に

に対する法皇の怒りは大きかった︒

かったからである︒碍子は幼児の頃から美しく可愛らしい子供

なった頃から︑熱心に適当な婿を探し始めた︒法皇が最初に目を

である︒

で︑5歳頃には明朗閥連な性格も表して︑気難しい白河法皇を魅

つけたのは関白忠実の息子︑忠通であった︒しかし忠実は言を左

法親王︑上西門院統子の生母となった︒

嘩子が19歳で産んだ皇子・顕仁︵崇徳︶

菅を弟の仲活に譲り︑子供の養育を弟に依頼して出家した︒義清

10 不可解な西行の出家とその真相
義活 ︵西行︶ は任官して5年後の40 ︵保延6︶年に佐藤氏の家

伏線となる︒

鳥羽と崇徳の冷たい関係と対立はやがては保元の乱への重大な

顕仁︵崇徳天皇︶を﹁叔父子﹂と呼んで疎んじた︒

であろうとされていた︒鳥羽天皇はこの事を知っており︑長男の

の実際の父は白河法皇

時子は鳥羽天皇 の 中 宮 に な り 崇 徳 ︑ 後 白 河 の 両 天 皇 の ほ か 覚 性

は17歳であった︒

羽天皇へ入内させることに決めた︒この時鳥羽天皇は15歳︑埠子

右にして応諾しなかった︒法皇はあきらめて碍子を法皇の孫の鳥

了した︒やがて白河院の養女になり︑孫のように溺愛されて育っ
︒
た

平安貴族の恋愛は自由でおおらかで︑貴族達がかなりの女性遍
歴を重ねても︑官位や昇進の妨げとはならなかった︒白河法皇は

宮廷に司える美しくて魅力的な女房︵御所内にひとり住みの部屋
を与えられた高位の女官︶ にはほとんど手をつけた︒関白太政大
臣藤原忠通は正妻の方を最勝金剛院に祭り上げておいて︑多くの
女房と情を通じ︑生れた子をすべて僧籍に入れて事をすました︒
自由奔放な法皇の生活を見て育った碍子は奔放な性格になり男

性関係でいろいろな噂を生んだ︒関白藤原忠実は彼の日記﹃殿
暦
﹄に
︑
院の姫君は筆の琴の師匠備後守季通と通じており︑季通ばかり

備後守季通は白河法皇の寵臣︑大納言藤原宗通の子で︑筆の琴

でなく﹁宮の律師﹂増賢の童子とも密通している︑と書いている︒

の技偶を磨いて埠子の師匠になっていた︒その季通と碍子が情を

は何故出家したのかと︑当時の人々も疑問に思った不可解な出来

のりきよ

通じていることを知った法皇は︑季通を勘当し御所への出入りを
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事であった︒

は弟の仲清の任官と田仲庄の所領安堵を示唆し︑義清に出家を

命じた︑と考察される︒若しも義清を公式に処罰したら︑中宮時

子の浮気を天下に告示する結果を招くので︑義活から上皇へ出家

義清には15歳頃に結婚して8年近く連れ添った妻がおり︑子を

儲けていた︒彼は佐藤氏の若き棟梁として︑田仲庄を管理し︑

を願い出る形をとらせた︒

めになり︑皇位を失った︒これに落胆した待賢門院は翌年の42

41︵永治元︶年に崇徳天皇は鳥羽法皇と関白藤原忠通の策謀に
より︑美福門院得子の産んだ皇子勝仁︵近衛天皇︶ に譲位するは

11 待賢門院の為に一品経の書写供養を発願

る官︶ に任官を果している︒

︵康治元︶年に弟仲活はめでたく内舎人︵天皇の雑役や警護に当

佐藤氏のその後の推移を見ると︑西行が出家した2年後の42

跡継ぎをつくり︑一族の生命と財産を守る責任ある立場にいた︒

彼は蹴鞠や和歌に勝れていた他に︑騎馬と弓射の精華である
流鏑馬にも熟達していたので︑鳥羽上皇の覚えが良かった︒
彼は仕官して6年目を迎えて︑曾祖父いらい3代に亘り宣旨を

受け選抜されてきた検非違使を目指して職務に励んでいた︒
この前途有望な義清が何故23歳の若さで妻や子を捨てて出家し
たのだろうか︒

真相の一端は ﹃源平盛衰記﹄︵巻8讃岐院事︶ の説話に語られ
ている︒

をした︒一度は逢う瀬を叶えられたのに︑逢う瀬もたび重なれば

人が1品ずつ 分けて書き写す︶ の書写供養を発願した︒西行は鳥

女院を慕っていた西行は女院の為に一品経︵写経の際︑多数の

︵康治元︶年に法金剛院で髪を剃り落して出家した︒

世に知られてしまうことを怖れた女性から縁を切られてしまっ

羽法皇︑崇徳院︑内大臣藤原頼長などの宮廷の有力者を歴訪し︑

この説話によると︑西行は恐れ多い高貴な女性に身分違いの恋

た︒西行は重ねての逢う瀬を諦めて出家してしまった︑というの

紙質を問わないが自筆で書いて下さいと依頼して歩いた︒

生家の佐藤氏が出家した西行の暮しの面倒を見た

少の頃から曾祖父以来3代続いて任官した左衛門尉や検非違使

出家した西行には炊事や洗濯などの経験が無かった︒西行は幼

12

である︒

平安貴族の社会において︑殊に保元・平治の乱以前は武士の地
位は高くなかった︒内の昇殿をゆるされていない武官が鳥羽上皇
の中宮と契りを交わすことなど見過される筈がなかった︒

待賢門院に司える女房から広まった噂を耳にした鳥羽上皇は︑

先例故実から蹴鞠や和歌に至るまで︑宮廷の武官にふさわしい教

になることを期待された︒その為に武芸は勿論のこと検非違使の

﹁申すも恐れある上聴女房を思ひかけ進らせ ︵中略︶一夜の御

育を受けてきた︒15歳の前後には親が決めた女性と結婚した︒炊

義清 ︵西行︶ を召し出し︑

契りはありける﹂という噂の真偽を問い質した︒そのうえで上皇

16

は旅先で倒れる危険も覚悟のうえで旅に臨んだ︒

﹁とはく修行する事ありける﹂旨を告げて西行が上西門院統子

事や洗濯を下女が全てやってくれていた︒西行は出家してすぐに

行の暮しの面倒を見た︒旅の費用も佐藤氏から出たので︑西行は

︵鳥羽法皇の第2皇女︶ の御殿に挨拶に出向き︑人びとと別れの

︵3︶旅の出立は44︵天養元︶年の晩春

托鉢し乍ら乞食行脚をしたのでは無い︒暮しの程に困るようでは

歌を詠み交した︒この時御殿の坪庭に桜の花が散っていた︒西行

寺に修業僧として入れた訳ではなかったから︑生家の佐藤氏が西

歌の修業どころではない︒

の旅の出立は晩春であった︒︵山家集1142と43の歌と詞書︶

︵4︶往路は伊勢︑伊良湖岬を経て東海道へ

西行は京を出て鈴鹿峠を越えて伊勢へ向かった︒伊勢神宮の神

官の間では︑歌を詠むことが盛んであった︒西行は京で催される

13 西行の陸奥・出羽への旅
︵1︶ 西行の旅の目的は歌の修業

平安時代の陸奥は陸奥守になって赴任する貴族やその御付の人

で夏を過ごした︒秋の初めに西行は宮川河口の大湊から舟で伊良

歌会に参加する為に上洛してくる伊勢の歌人達と予てより知合い

西行は出家してから4年程長楽寺のある東山や法輪寺のある嵯

湖岬へ渡った︒舟で海を渡ることは西行にとって心が踊る楽しい

くらいが見ることのできる珍しい土地であった︒それゆえ陸奥は

峨など︑都の近くに草庵を結んで暮した︒彼はやがてこうした暮

体験だったようで︑彼は伊良湖岬で幾つも歌を詠んでいる︒西行

であった︒伊勢に到着した西行は神官歌人達と交際を深め︑伊勢

しは出家遁世に徹しない中途半端な暮しに過ぎないと自覚し始め

は伊良湖から陸路をとり︑東海道を束へ進み︑鎌倉を経て武蔵に

歌人達の憧れの歌の名所であった︒

た︒そこで西行は27歳になった44 ︵天養元︶年に陸奥︑出羽の旅

入った︒

︵5︶武蔵から奥州街道を北上し平泉へ

を決行した︒

旅の目的は120年前の歌人能因法師の旅の跡を辿って︑陸奥の

月12日︵現行暦11月15日︶平泉に到着した︒その日は雪が降り激

西行は奥州街道を北上して白河関を経て陸奥に入り︑旧暦10

1126白川の関と27信夫の詞書︶

しい嵐が吹きすさぶ荒れた天気であった︒晩秋の吹雪と寒さは彼

歌枕を実地に訪ね乍ら和歌修行をすることにあった︒︵山家集
︵2︶ 平安末期の個人の旅は危険であった
れる保障のない命懸けの危険なものであった︒夏には草鞋を︑冬

城壁をめぐして威容を示していた︒︵山家集1131衣川の詞書︶

西行は衣川を見たくて川岸へ行き︑藤原氏の館を眺めた︒館は

にとって予想外の驚きであった︒

には藁履をはき︑雨の日には蓑を着た︒道路が悪くて雨降ればす

その頃奥州藤原氏は栄華を極めた秀衡の時代であった︒西行の

西行は武芸の達者であったが︑当時の個人の旅は生きて京へ戻

ぐ泥棒んだ︒治安が悪く迫剥にあうことも少なくなかった︒西行
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生家︑佐藤氏と奥州藤原氏は同族の誼を通じていた︒彼は平泉の
館で年を越して翌年の春の雪融けまで逗留した︒

山がちな束山道を歩き木曽谷を通って無事に京へ戻って来た︒

一きれは都を捨てて出づれども

年の早春に平泉を出立した︒彼は

も終ってみれば束の間のことに思え︑木曽の桟道を巡って再び都へ

ひと時は都を捨てて出ていったけれど︑2年に及ぶ長かった旅

巡りてはなはきその懸橋︵山家集1415︶

西行はあくる45 ︵久安元︶

名取川を過ぎてから西へ右折して

帰って来た︒この様に西行は京へ戻った時の感慨を歌に詠んでいる︒

︵6︶平泉から出羽の瀧の山を経て象潟へ

真っ直ぐ武蔵へ南下しないで︑
これは能因が訪ねた象潟を西行が

西行は3月に瀧の山 ︵上山市の北辺︶

西行が最上川を下り酒

の瀧山寺︵今は廃墟︶ で

尋ぬとも風の伝にも聞かじかし

み交わしている︒

所で女院崩御のあと1年間の喪に服していた堀河の局と︑歌を詠

が散る最中に京の三条高倉の待賢門院御所を訪ねた︒彼はその御

陸奥の旅から京へ戻った西行は︑46︵久安2︶年の春︑桜の花

年の秋以降であった

︵9︶西行が京へ戻った時期は待賢門院崩御の後の45︵久安元︶

笹谷峠を越えて出羽に入った︒

桜の花を歌に詠んだ ︵山家集1132︶︒

年の晩春であった︒

目指したからであった︒

田湊を経て象潟に着いたのは45 ︵久安元︶

︵7︶ 象潟で﹁花の上こぐ﹂ の歌を詠む
象潟には東西2・2km︑南北3・9kmほどの潟湖があり︑その内に松が

生えた数多くの小島が点在していた︒特異で美しい景勝の地で
西行が訪れた時︑湖岸の桜はあらかた散って湖面に浮かび︑そ

の便りにも聞くことがないであろう︑と西行は嘆いている︒この

花のように散っていった待賢門院の行方を︑いくら尋ねても風

花と散りにし君が行へを ︵山家集779︶

の上を漁師が樽で小舟を進めていた︒西行が象潟で詠んだ歌は2

歌から待賢門院時子が45︵久安元︶年8月22日に崩御した時に︑

あった︒

首ある︒そのうち一つは長閑な春の象潟の風景を写生するように

西行は京にいなかったことが読み取れる︒このことから西行が京

野山に住むことになる︒

彼は32歳になっていた︒西行はそれから30年間にわたって︑高

︵久安5︶ 年ごろである︒

西行が高野山に入ったのは︑陸奥の旅から戻って4年のちの49

行の初めての陸奥の旅はほゞ2年に及んだ︒

へ戻ったのは45︵久安元︶年の秋より後であったことが判る︒西

詠んだ歌である︒
象潟の桜は波に埋れて花の上こぐあまのつり舟︵﹃名所方角抄﹄

飯尾宗砥編︶
︵8︶復路は東山道 ︵近世の中山道︶を京へ
東山道は武蔵を出て碓氷峠を越え下諏訪︑木曽谷︑関ケ原を通っ
て近江の草津宿で東海道に合流する︒平安時代の木曽谷の難所には

幾つもの桟道が架けられ︑﹁木曽の懸橋﹂と呼ばれていた︒西行は
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本荘高校︑60年前の思い出
辿

弥

校風は﹁質実剛健﹂というのが長い間受け継がれてきた伝統で

まさに本荘高校の現況をそのまま表現しているような感じがあっ

た︒それゆえか生徒の服装も俗に言うところのクバンカラ″で︑

ほんの2年前までは男子校だった影響もあってか︑総数50名ほど

主頭︑黒い学生服に身を包み︑登校下校の際には降っても照って

松

も関係なしに腰に手ぬぐいをぶら下げた足駄履きの姿︑ズック製

小

私が本荘高校に入学したのは昭和27年4月︑今からおよそ60年

のカバンを肩に掛け︑冬はオーバー姿も少し見られたが大半は黒

50期

前のことである︒くしくもこの年︑本荘高校は創立50周年という

の女子を除けば千人以上を占める男子生徒の圧倒的多数はみな坊

記念すべき節目を迎えており︑そのため私達は幸運にも﹁50期

白線帽

のマントを着用し︑頭には2本の白線が入った制帽をしっかり載

せて通学していた︒
雪の校章

群れし

青春

生﹂という名誉ある称号を偶然手に入れたのであった︒

当時︑学校は鶴舞公園︵本荘公園︶ の真下︑その名も桜小路と

我が誇り

木造校舎に

いう場所にあり︑グランドのすぐ隣には乙女たちの学園である由

利高校が並び建っていた︒
校舎は創立以来50年という長い歳月を経た古い木造の建物がそ

すでに国体その他で全国優勝が8回︑﹁本荘高校のボート﹂は北

学時代から全国にその名を知られ︑われわれが入学する以前にも

クラブ活動もかなり盛んで︑昨今は甲子園出場を果たした硬式

校舎内に入ると︑何しろ50年という歴史を刻んだ建物であるか

海道の小樽潮陵高校のそれと共に︑まさに日本の高等学校ボート

野球部が良く知られているようであるが︑われわれが入学した頃

ら︑廊下などはすっかり磨り減って材木の節目に当たるところだ

界の双壁であった︒由利橋の裸に艇庫があり︑部員たちは残雪い

のままの形で残っており︑煉瓦造りの校門を入って松林を抜けた

けが高く︑でこぼこの状態で︑窓ガラスなどもあちこち破れ︑ガ

まだ消えやらぬ早春のころから寒風を突いて連日練習に励んでい

正面玄関には︑現在も変わらぬ雪の結晶をかたどった六角形の校

ラスの足りないところはベニヤ板で応急修理をしているような有

た︒われわれの在学中にも全国優勝を成し遂げ︑栄えあるその歴

は何といってもボート部がその代表であった︒歴史も古く旧制中

様であった︒照明のない薄暗い体操場から柔道場へ通じる渡り廊

史にさらに花を添えたのを覚えている︒

章が古色蒼然とした輝きを放っていた︒

下はところどころ羽目板が朽ちて落下し︑冬などその穴から吹き

秋の1日︑子吉川をさかのぼる全校挙げてのボートレースが由

込んだ雪が廊下に真っ白く積もっているような状況であった︒他
の施設なども推して知るべしである︒
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利橋を中心に開催され︑クラス対抗やクラブ対抗に本高健児の腕

8時半頃だと思われるが︑当時の本荘高校はそれより1時間も早

げられる︒高等学校の始業時間は全国どこへ行ってもたいてい朝

早朝の補習授業などではない︑れっきとした正規の授業時間であ

前を競うのも他の高校ではみられない伝統行事の1つで︑街の人
当時ボート部の顧問教諭を務めていたクデル〟こと作佐部忠先

る︒なぜこんなことになったかといえば︑原因は全て羽後本荘駅

い7時半に毎朝1時間目の授業が開始されていた︒よく見られる

生の解説によれば︑本荘高校には2つの運動会があり︑グランド

を発着する当時の国鉄の列車ダイヤにあった︒とくに影響の大き

たちの応援も極めて盛んだった︒

を使っておこなう春の運動会は陸上運動会︑子吉川でおこなう秋

時頃に本荘駅始発の秋田行きが出た後︑7時10分頃に次の列車が

かったのが朝の下りと午後の上りのダイヤで︑朝の下りは午前6

当時の校長は増田恒一先生︑小柄な身体に眼鏡をかけ︑平生は

やってくるのだが︑これがなんと大阪発青森行き各駅停車という

のボートレースは水上運動会とよぶのだということであった︒

いたって物静かな感じであったが︑温容なるうちにもどこかぴ

今の時代ならとても考えられないが︑60年前はこういう列車が間

超長距離普通列車なのである︒大阪から青森までの鈍行である︒

あだ名はク温泉マーク㍉

違いなく走っていた︒次に来るのが午前日時過ぎの秋田行きで︑

しっとした厳しさを備えた名校長との呼び声高い先生であった︒

へん恐縮だが増田先生はオツムがかなり薄く︑そのために頂上の

この間4時間あまりは1本の列車もない︒また午後の上りは2時

しかし夜の巷とは何も関係ない︒たい

方は数本の頭髪が風にそよぐ葦のごとくで︑それが見たところあ

次の列車が来るのは5時過ぎで︑やはり3時間あまりというもの

頃に秋田発上野行きというこれまた長距離の各駅停車が出た後︑

教師に生徒があだ名をつけるのはいつの時代も同じである︒当

1本も列車がない︒このようなわけで︑学校側はやむなくこの列

のマークにそっくりというものであった︒

時本荘高校には40名ほどの先生方が居られたように思うが︑ほと

車ダイヤに合わせる形で午前7時半始業︑午後1時50分放課とい

戦後の混乱いまだ収まらず︒当時花形だった﹁デゴイチ﹂など

んどの方にはあだ名がついていた︒温泉マークを筆頭に︑山賊︑

ボンコ︑タップ︑ラッキョ︑ホンズ︑歌舞伎︑等々まだまだある

の蒸気機関車に焚く石炭も︑背中が痛くなるような木造座席の客

う︑真にキビシイ時間割を組んだのであった︒

が︑紙面の都合上申し訳ないが割愛させていただくことにする︒

車も共に足りず︑国鉄の方としてもやりくり算段の末に編み出し

デル︑ジャィ︑どんぶり︑ジュンジュン︑デンスケ︑ドジョウ︑

かく言う私も教壇に立って数日後には︑早くも自分のあだ名を生

た苦肉のダイヤだったのだろう︒だが︑大阪〜青森間の鈍行列車

時間以上の遅れなども珍しくなかった︒平沢︑象潟方面から通学

ともなれば多少の遅れは日常茶飯事で︑とくに冬季はひどく︑l

徒たちから告げられた︒﹁鉄仮面﹂というのだそうである︒

本荘高校の特徴の1つに︑毎朝の始業時間の早かったことがあ
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する生徒はそのたびに遅刻したことは勿論である ︵公欠扱い︶︒

の︑おいそれとこんな生徒たちの企みに乗るはずがない︒

﹁いかん︑いかんよ君たち︑授業をサボってはだめだ﹂

﹁いけませんか﹂

しかつめらしい顔で首を横に振る︒

ように︑当時の本荘高校はこの公園の真下にあった︒春︑桜の時

がっかりしたような生徒たち︑それでもあきらめきれずにだれ

鶴舞公園︵本荘公開︶ は今も昔も桜の名所である︒冒頭述べた

期には桜花満開︑毎年観桜会の時には公園のスピーカーから連日

楽に聞き入るか︑こうなるともう我慢比べである︒それでも朝の

耳を傾けるか︑それともひと時頭の中をカラッポにして公園の音

び込んできてわれわれの耳をくすぐった︒まじめに先生の講義に

は窓を開けると否応なしにスピーカーから流れる音楽が教室に飛

の遊興心をかき立てた︒公園とは距離が近いせいもあり︑学校で

夕日が日本海に沈む頃には散策路の雪洞に赤い灯がともって人々

へ︒折から満開の桜の下に車座となり︑教科書を開いて生徒代表

かくてクラス全員︑先生を先頭に教科書持参でぞろぞろと公園

﹁よし︑それでは全員教科書を持って外へ出ろ﹂

生徒は喜色満面で拍手︑

﹁わあ︑先生︑話がわかる！﹂

﹁うん︑だめだ︒しかし外で授業をするのであれば認めよう﹂

○○先生︑ここでニヤリと笑い︑

かがさらに一声︑﹁だめですかァ︑先生﹂

うちはどうにか我慢の気持ちで席についているが︑陽光がさんさ

1名の朗読と先生によるその行間の解説︑時間にして10分余り︑

花見客の心を浮き立たせるような軽快な音楽が風に乗って流れ︑

んと降り注ぐ晴天の‖などは︑硬い椅子に長時間座っていると次

﹁よし︑今日はここまで︑では〇時までにここへ集合︑いいか﹂
﹁はいっ﹂

第にお尻の万がムズムズしてくる︒

﹁おい︑次の○○先生の時間︑公園に花見に行こうぜ﹂

﹁遅れるなよ︑では解散！﹂

かくして残りの時間は念願どおりの花見となる︒

みんなの気持ちを代表するように誰かが‖火を切ると︑たちま

ち賛同の声が教室のあちこちから沸き上がる︒反対するものなど

入学間もない1年生のときはさすがにこんな真似はできなかっ

たが︑2︑3年生になると何度かこうした楽しい時間を持つこと

屠るはずもなく︑即座に衆議一決︒始業の鐘が鳴り︑○○先生が
教室に現れるや︑

が出来た︒桜の花びらが舞う鶴舞公園での青空教室︑楽しかった

ふたたび

桜花

﹁先生︑今日は良いお天気ですね﹂

春は

川面に映ゆる

思い出の1つである︒

北国の

鶴舞城に

︵2011年5月︶

﹁公園の桜が椅麗ですよ﹂
﹁どうです先生︑外の空気を吸いに行きませんか﹂

教室のあちらこちらから一斉に声が上がる︒だが教師たるも
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わがインターネット奮闘記
51期

工

藤

孝

夫

私がインターネットを始めたのは70歳近くになってからであ

自分へ︑それでも丁寧に︑丸の中に旗のあるマークとか︑土星の

ようなマークというように説明してくださる︒ありがたいことで

あ
る
︒

幸いなことに︑当地区にはシニアのパソコンクラブがある︒互

いにパソコンの技術を教えあっているクラブである︒私はそこへ

誘われて入会してみた︒会のモットーは︑わからないことは何度

でも聞きましょう︒何度同じことを聞かれても︑教えてあげま

しょう︑というものである︒今教わったことを3分も経たぬ間に

る︒手引書を読みながらの独学では容易に理解できない︒特にカ

に乗り遅れるのではないかという不安な気持ちがあったからであ

ネットでの買い物や通信手段を確保しておきたい事や︑時代の波

からない︒自分のパソコンには︑マイドキュメントとマイピク

る︒私にはカタカナコトバのマイカップとは︑どんなものかわ

﹁次の集まりには︑マイカップを用意するように︒﹂とのことであ

あるとき︑リーダーから会員へ一斉にメールが流れてきた︒

忘れてしまう自分にとっては︑好都合のクラブである︒

タカナコトバが理解できないので苦労した︒パソコンは調子が狂

チャーがあるが︑マイカップの設定がない︒電器店に行けばパー

る︒この齢になって挑戦したのは︑足腰が動かなくなっても︑

いだすことがある︒予期をしない動きが起こる︒パソコンは機械

ッを売っているだろうと思っていたところに︑また︑カタカナ

メールがきた︒﹁皆さん︒ハンカチにマイカップを包んで集まり︑

というよりは生き物のように感じた︒

理解しないままにパソコンをいじっていたら︑フリーズしてし

ティータイムを楽しみましょう︒﹂と︒ここで︑初めてマイカッ

絶版になった函館空襲の記録を︑ネットで手に入れたときは救

まった︒マウスを操作してもどうにも動かないのである︒そこで

もし︑鼠を走らせても矢印が固まったまま動かないのですが︑ど

われた感じがした︒演劇のチケットや本の注文などが自宅ででき

プの正体がわかった︒なーんだ︑湯飲み茶わんのことではないか

うしたらよいでしょうか︒﹂と︒電話の相手は鼠とはマウスのこ

るのは便利である︒しかし︑細かな文字をよく読まずに︑同意す

メーカーへ電話し︑アドバイスを受けることにした︒受話器を

とと理解してくれたので助かった︒いまさらカタカナコトバを覚

る︑同意する︑とチェックを入れたため︑次々に送信されてくる

と︒この会もやたらにカタカナコトバを使う︒

えるのは容易なことではない︒指導者は私のような者に教えるの

大量の広告メールには悩まされた︒

持ったが︑カタカナコトバがのどにつかえて出てこない︒﹁もし

に苦労しているようである︒アイコンと説明されてもわからない
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故郷である岩谷のポポロッコの屋上に設置されたライブカメラ
を︑自分のパソコンで360度回転させ︑周りの景色を見る技を得

た︒田に植えた縁の苗が︑黄金色に変わり︑刈り取られ︑そして

雪景色に変化していく様子が︑はるか離れた栃木県から眺めるの
は実に気分が良い︒インターネットを勉強してよかったと思う時
である︒

計画停電を体験して思ったこと

﹁日本語﹂というボタンがついていたので︑もちろん日本語を選

お茶の釜の絵があるページに出合った︒そこには︑﹁Eng許h﹂と

ニューヨークのホームページへ迷い込んだ︒そして︑茶道で使う

しかしながら︑この度の3・Hの東日本大震災とそれに伴って起

やテレビ等のメディアからの見聞とそれらからの類推に過ぎない︒

しては持っていない︒幸か不幸かこれらに関する筆者の知識は本

下も空襲も記憶にないし︑その後の食料事情等の悲惨さも体験と

太平洋戦争が終わった当時︑3歳に満たない筆者には原爆の投

雄

んだ︒すると︑茶室で正座をしている和服姿の婦人の写真が現

きた東京電力の福島第一原子力発電所事故がもたらした過酷さと

秀

れ︑その方の氏名と茶道教室の紹介文が載せてあった︒なんと大

今後に尾を引くであろう苦難は︑先の大戦での空襲と焼け野原を

宇津野

学時代の同級生︑しかも︑同じサークルだった仲間ではないか︒

彷彿させ︑しかも原爆投下のヒロシマ・ナガサキの悲惨さと相通

56期

地球上の数知れぬホームページの中から︑彼女のページにたどり

ずるものがあると思われる︒これらの災厄は一地域に限定される

昨年のことである︒ネットサーフィンを楽しんでいるうちに︑

着いたことは︑まさに奇跡である︒私は激しく驚き︑がたがたと

ものではなく︑日本国中にわたって様々な影響をもたらすからで

震えが起こった︒
4・5日たってから︑本人かどうか確かめたく︑恐る恐るアド

○大学卒業生の〇〇〇子でございます︒今はlニーヨークで茶道

よる大気汚染︑土壌汚染等の環境汚染は食料問題や退避者の長引

超巨大津波による人的被害もさることながら︑特に原発事故に

あり︑全国民が一体となった復旧︑復興が必要だからである︒

教室を開いております︒クドゥタカオさんという名前は︑聞いた

く避難生活を誘引し︑さらには今はまだ目に見えない︑被曝者に

レスにメールしてみた︒そして返信があった︒﹁私はまさしく○

ことがあります︒﹂と︒

数十年単位の時間を要する状況に立ち至ったことは真に漸悦に堪

将来現れるであろう身体的問題に対する恐怖等々︑現状復帰には

て︑学生時代のサークルの人たちに呼びかけ︑懇親会を催した︒

えないことであり︑途方に暮れるばかりである︒これは将に66年

私の名前は聞いたことがあるだけ︑という彼女の帰郷にあわせ

卒業後︑49年ぶりの再会であった︒
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誠実さを持ち合わせた国民性を礎に︑粛々と這い上がってきた経

維新の変革や日露戦争後の疲弊した経済・社会状況から勤勉さと

て良いことでもあった︒近世に入ってからの日本においても明治

済発展してきた実績は世界の驚異であり︑日本人として誇りにし

い︒周知の通り︑戟後のこのような境遇から見事に立ち直り︑経

前の終戦当時に酷似した状況であり︑国民の心情であるに違いな

たな原発の再稼働なしに︒

台を維持している実態をどう理解したらいいのだろう︒しかも新

猛暑が続く中で︑最も電力消費の激しい時間帯でも供給量の8割

努力によるものであろうが︑果たしてそれだけだろうか︒連日︑

あるという︒これは工場や商店︑家庭等の届直とさえ言える節電

げてきたにも拘らず︑最近では他の電力会社に融通する余裕さえ

れていない︒このように盛んに電力不足のキャンペーンを繰り広

事故後︑日本の各電力会社とそれらが保有する原発に関して

緯もある︒これらの実績を見ても今度の国難ともいえる事態を克
服し︑復旧・復興していくであろうことは当然期待できることで

種々の疑惑的な報道があったが︑これらから類推する限り︑国と

と判断しながらも︑未公開の資料を公開すれば︑太陽光等の自然

ある︒しかしながら︑今この熱いうちにわれわれ国民が過去を振

広島︑長崎への原爆投下を体験した日本がなぜ︑原発の﹁安全

エネルギーでも原発を肩代わりできると受けとられ︑脱原発の世

電力会社の発表にはあまり信憑性が感じ取れなくなったのはなぜ

神話﹂に寄りかかってしまったのか︒この経緯は明確に検証して

論を勢いづける︒原発事故当初の状況報告の際にも見られた隠蔽

り返り︑しっかりと肝に銘じておかなければならないことがある

おく必要があろう︒原発を推進するという﹁国策﹂だけが︑明確

体質がそうさせたのだろうか︒今までの報道から︑﹁そんな計算﹂

だろう︒事故後間もない時期から︑両者は電力不足を乗り切れる

な説明と住民合意なしに先行し︑ひいてはその﹁国策﹂を正当化

が働いているのかも知れないという疑念を抱いてしまう︒これか

ように思う︒

し︑実行するために大量のお金が使われたという事実がある︒そ

らもより一層の節電努力が大事であることは言をまたないが︑愚

れ国民はもっとしっかりと目を開いて世の動きを監視していかな

れらの大金は原発に対する安全確保ではなく︑安全神話を作るた

東京電力は原発事故後間もない時期に計画停電なるものを実施

いと︑ご先祖様にも子孫に対しても申し訳が立たなくなってしま

弄されては叶わない︒計画停電を体験して思ったことは﹁われわ

した︒筆者は静岡県伊東市で夕方6時頃から8時頃までの時間帯

いそう﹂ということである︒

めに使われた︒この責任はどこにあるのだろう︒

に2回体験させられたが︑当時は当然のことと素直に受け入れる

人間が発見した原子力を何故人間が管理できないのかという問

﹁政治が物理学より難しいからですよ﹂と答えたそうである︒

ことができた︒照明用に使われる単一︑単二の乾電池はあっとい

が計画停電なるものは一度も実施さ

いに︑相対性理論で名高いアインシュタイン博士は皮肉を込めて
︵？︶

う間に街の小売店から消えた︒その後︑乾電池やロウソクまで準
備して3回日を待った
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鑑の原画展等の企画展があり︑入場は無料です︒

石神井公園

和光樹林公園

城の一つで︑石神井城の中心内部跡が残されています︒城の築城

橋︑足立︑練馬の各区やその周辺に勢力を持っていた豊島氏の居

から室町時代中期まで︑現在の台東︑文京︑豊島︑北︑荒川︑板

私の散歩

三宝寺池まで45分︑水辺の植物には名称札があります︒夏は水

蓮・ノカンゾウ・コオホネ・ミツガシワ・ヌマトラノオ等の花が

自宅から徒歩で片道30分︑アカマツ・モミジ・コブシ・タブノ

は鎌倉時代後期と考えられ︑文明9年︵1477年︶4月28日に

藤

キ・ヒノキ・クスノキ・サクラ・シナマンサク・コナラ・カエ

工

デ・ハナミズキ・プラタナス等︑他多種の樹々や草花を見て知ら

太田遺涯に攻められ落城後廃城になったそうです︒︵この時の城

60期

咲いています︒寒い季節には何種類かの水鳥が飛来︑ゴイサギも

枝で休んでいます︒大きな鯉や亀も多く見られますが︑このとこ

なかった樹々や草花の多さに気がつきました︒昨夏の猛暑で枯死

主豊島泰経が武蔵国守護の上杉顕定にそむいた長尾景春に味方し

ろカワセミが来なくなったのが心配です︒ここは︑平安時代末期

した赤松が今春伐採されましたがその数60本以上︑とても残念で

た事が原因でした︒︶
平林寺緑地帯と野火止用水

す︒公園内にはジョギングコースもあり距離が表示されていま
す︒休日は訪れる人が多いので平日に行きます︒

座霊園付近からは富士山がとても美しく見える場所があります

平林寺正門まで私の足で徒歩1時間15分かかりますが︑途中新

︵冬期に限る︶︒武蔵野の面影を残す雑木林が黒目川に沿って続

大泉中央公園
道路をはさんで和光樹林公園のとなりにあります︒百年単位の

や野火止用水についての歴史は︑野火止用水の入口や公園内の看

樹齢を思わせるエノキやケヤキの大木が魅力で秋の落葉の量の多

板に詳しく書かれています︒散歩を始めた事で︑樹々や草花に親

き︑平林寺裏手には野火止用水の流れに沿った遊歩道が整備され

牧野記念庭園

しめるようになり︑自宅周辺の地理や歴史を知るようになった事

さには驚きます︒春はカワヅザクラに始まるサクラの種類が豊富

西武池袋線︑大泉学園駅近くにあり︑自宅より徒歩35分︑牧野

ています︒桜の咲く頃︑うぐいすの鳴き声を聞きました︒平林寺

富太郎博士が都心から大正15年に移り住んだ住居跡︑樹々や草花

は︑今後の人生にプラスワンといったところです︒

なので花見を長日に楽しむ事が出来ます︒

には名称札がついているので勉強になります︒記念館では植物図
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香港の中国返還前の面白いお話
英

男

＊中国のマーキング ︵トイレ︶ 事情⁚

①上海からぼろ車︵床が壊れていて︑直径15センチくらいの穴

が空いていた︒︶で3時間も掛けて到着する縫製工場での話︒

丁度冬場の寒い頃の暖房もない部屋での商談で︑お腹が冷え

てしまって下痢気味になり︑トイレを聞いて案内してもらっ

た︒どこへ行くのかと思ってついていくと︑案内されたのは

香

私が香港駐在へと赴任したのは1981年で︑帰国したのは香

吹きっさらしの工場の裏手︒囲いも何もない︑男女の区別も

浅

港の中国返還の年の1997年です︒その間に一度だけ2年間本

ないところに案内され︑ここでやれという︒よく見ると誰か

53期

社に帰っておりましたが︑再び赴任するように辞令が出て︑喜ん

がマーキングした跡が残っている︒流石に下痢が止まった︒

②当時中国人はマーキングの時に可なり時間がかかる︒まず︑

で二度目の香港へ赴きました︒二度の香港駐在で都合14年間駐在
したことになります︒

噂が飛び交い︑共産中国に返還になったらいち早く香港から逃げ

中国共産党が厭で逃げて来た人々ですから︑返還を巡って様々な

らは見られているから早く終わりたいと急ぐ︒日本人の一物

そして︑左右のマーキング者を興味深そうに覗き込む︒こち

解いてから下着をずりおろし︑おもむろにマーキングする︒

中国人男子は下着のひも︵当時はゴム紐ではなかった︒︶を

るための手段として︑米国︑カナダやオーストラリアなどへの移

に興味があるから覗いているのかと疑いたくなる︒そして

返還が決まる以前は︑香港は英国の統治下にあって︑香港人は

民︑香港から米国まで行ける高速クルーザーの保有や︑子弟の海

マーキングの時間が長い︒

＊当時のフライト事情⁚

ではゆっくりと用はたせない︒

ており︑中に入っている人が分かるようになっている︒これ

③大きいのをしようとするトイレは︑扉の可なりの部分が空い

外への留学などが盛んに行われていました︒しかしながら移民先
や留学先として日本はほとんど選ばれておりませんでした︒

当時は︑今と違って︑日本の主な企業は香港支店とか香港駐在
事務所とかの名称で香港にオフィスを構えており︑中国への出張
は全て香港からか︑日本から直接出張しておりました︒

まだ中国は不自由だった︒︶ へ出張する時は︑中国のマーキング

の間︑空港には待機する必要があり空腹も満たさなくてはを

何とフライトが18時間近く遅れて出発することになった︒そ

①上海空港から西安行きフライトに乗り継ぎの時の話︒結局︑

事情︵トイレ事情︶と︑時間通り飛ばないフライト等を予め覚悟

らない︒フライト情報が空港スタッフによってまちまちでイ

私も︑当時の不自由中国︵部小平の改革開放とは言ってもまだ

して出張したものです︒そんなお話をいくつか披露します︒
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るのですか﹂など挙げればきりがない︒最近はNHKのアナウン

食堂や野球場でも︑掲示板や注意書きの気になる言い廻しを沢

ライラする︒幸い私の場合は同行者がいたので助かったもの

②後日談だが︑上海中国共産党の幹部が乗ったフライトも同じ

山見かける︒食堂の券売機の脇には﹁食券を買われる方は一列に

サーまでこのような言い方をしており︑耳障りなことこの上ない︒

ように遅れて出発し︑関係スタッフは大目玉を食らい︑数日

並ばれてください﹂とか︑野球場の観覧席には﹁置き引き注意︒

の︑北京語か上海語が出来ないといたたまれない気がした︒

後に更迭されたとか︒以降中国のフライトは特別な場合を除

席を立たれる方は持ち物に注意されてください﹂などなど︒これ

たり読んだりする方はなんか馬鹿にされたような気にもなる︒こ

使っている方は相手に敬意を表したつもりなのだろうが︑聞い

い丁寧語を使うものだから何とも不可思議な表現になってしまう︒

らは食堂の客や野球を見に来た客におもねって︑使わなくても良

いて︑定時に出発するようになった︒

近頃気になる言葉使い

のように感じるのは小生だけなのだろうか︒

ところで︑このように受動態と紛らわしい丁寧語︵謙譲語︶を

ようなちゃんとした敬語を使うには大げさすぎるし︑かといって

りましたか？﹂とか﹁日記を書いておられるのですか？﹂という

哉

先日ある人からお酒を頂いた時︑その方が言った言葉は﹁ど

﹁本荘に行きましたか？﹂とか﹁日記を書いているのですか？﹂と

直

うぞ飲まれて下さい﹂︑というものだった︒﹁どうぞ飲んで下さ

直入に質問するのは︑相手が年上や目上の人の場合には失礼な気

橋

い﹂を丁寧に言ったのだとすぐ判ったが違和感を感じ︑何となく

がするという心理状態が作用しているように思われる︒前記した

高

落ち着かなかった︒﹁飲まれる﹂と言うと︑﹁大蛇に飲まれる﹂と

食堂の掲示も︑﹁お客の機嫌を損ねてはいけない﹂という︑良く言

53期

か﹁相手の気迫に飲まれる﹂など受動態の言葉であって︑﹁飲んで

使うのは何故なのだろうか︒そこには︑﹁最近本荘にお出かけにな

下さい﹂というニュアンスを含んだ言い方ではない︒同じことはこ

受動態と紛らわしくなくて且つ大げさすぎない敬語或いは丁寧

えば自衛︑悪く言えば﹁客を持ち上げておけば間違いがない﹂と

語の言い廻しはどうすれば良いのだろうか︑昔はどうだったのだ

のところ沢山ある︒料理や総菜を取り上げた放送番組なんかでも︑

言う︒これを聞くと﹁食べられたら一巻の終わりだ︑ここは﹃召

いう事勿れの気持ちが働いているのではないだろうか︒

しとがる﹄と言うべきだろう﹂などと意地悪く思ったりする︒或

ろうか︑と思うこの頃である︒

リポーターが︑例えば﹁それをいつ食べられるのですか﹂などと

いは﹁最近本荘に行かれましたか？﹂とか︑﹁日記を書かれてい

27

人類普遍の原理
憲法前文に帰れ＝⁚

主権・主権在民

主権在民

53期

庄

司一春

投票権の行使︵選挙︶ は主権の行使そのものであり︑主権者と
候補者との事実上の﹁厳粛な信託﹂契約である ︵憲法前文︶︒

4年︵又は6年︶ に1度の投票権の行使︵選挙︶ は︑民主的手
続きにより政権を交替させるために存在する︒

主権とは︑国政についての最高の決定権を持ち︑国の最高法規
たる憲法を制定する権能であるとされる︒具体的には︑﹁その国

教育はど簡単なものはない︒
半日もあれば何とかなる︒

是か非か︒

かつて︑定期的に全生徒を講堂に集めて︑一つのテーマごと

に︑﹁是か非か﹂と討論しあったすごい中学校があった︒秋田県

由利郡下川大内村立旧下川大内中学校︵現大内中︶ である︒

1億3千万人の国民が︑自らの行動について︑日夜︑﹁是か非

か﹂と心して行動していたら︑この国の社会は瞬時に立ち直り進
化するだろう︒

教育とは︑ひとえにホモ・サピエンスとしての人間が︑いかに

自らの社会を創り続けるか︑その社会の中で︑いかに生きるかを

学びこれを実践・検証するかの一語につきる︒

社会を創る最高の規範が道徳律であり︑最低の規範が法律であ

ることを知っている人は皆無に近い︒その基準が﹁是か非か﹂な

家自身の意思にゆだねるほか︑他の意思に支配されない国家統治

の権力︑国家構成の要素で︑最高︑独立︑絶対の権力︑統治権︒

のである︒

蓋し︑今年の失敗は人間の未熟にあると考へたからである⁝﹂

に語って︑営々と之れ人間修行に努めた︒

﹁⁝雷鳴の夜は︑ただ1人自然の猛威に対し︑良夜なれば又月

星の如く虹の如く

わが ﹁秋田県︑旧下川大内中学校﹂ に学べ日日

倫理法なるものを作った政府とこれに賛成した政治家がいる︒

この法理をまったく理解せず︑倫理 ︵道徳律︶を立法化して︑

国家の政治のあり方を最終的に決める権利﹂である ︵広辞苑︶︒

主権在民とは︑文字どおり︑国家を構成・統治する最高︑独
立︑絶対の権力が国民に存することを意味する︒

わが国数千年の歴史の中で︑わずか66年前の日本国憲法の成立

O

によって︑初めて主権が国民に与えられた意義は筆舌に尽くせな
ヽ t

この重大な法理がまったく理解されずに︑数十年にわたり不毛
の各種選挙が行われてきた︒

わが国の社会の惨状の根っこはここにある︒
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︵星の如く

虹の如く

佐藤憲一著︶を2度にわたり校友誌・白

虹の如く﹂人間修行

玲瀧に発表した高等学校がある︒秋田県立本荘高等学校である︒
1億3千万人の国民が︑日夜﹁星の如く
し自己革新を続けたら︑一体日本はどう立直り進化するだろう︒

鳥肌の立つ演技︵荒川静香︶︑どころではない︒イナバウワー
は1日にして成らず︒

虹の如く﹄

に帰れ‖⁚

わが﹁秋田県立本荘高等学校﹄ に学べ日日
そして︑﹁星の如く

辞達学会

腸を整えて125歳︵以上︶に挑戦

医学博士

後藤

邦汎

病気を治せる唯一にして最高の名医は︑自身が内に秘めている

︵水制御学説︶1

自然治癒力のみである︒

林学説

●万病の原因は︑活性酸素による酸化障害である︒その結果︑遺

伝子が損傷︵非正常状態︶されるからである︒

●活性酸素発生の90％以上は︑冒腸内の異常発酵︵腐敗︶である︒

●活性酸素に対抗できるのは活性水素である︒

千島学説−

●血液は小腸の繊毛で作られる︵西洋医学では骨髄︶︒

辞とは言葉であり文章である︵広辞苑︶︒達とは言葉・文章が
相手に正しく達し相手に行動を起こさせることである︒

●細胞は分裂しない︒食物が赤血球になり︑赤血球が白血球を経

て細胞に分化する︒そして︑細胞が組織に分化する︒

大法曹・大政治家花井卓蔵博士 創設︑108年の歴史を有する辞達

学会と言う雄弁会がある︒中央大学辞達学会である︒

●ガン細胞は転移しない︒体調の悪い時に正常細胞がガン化する

に過ぎない︒ガン細胞は一定の条件下で正常細胞に︑そして︑

研ぎ澄まされた理論を︑研ぎ澄まされた辞︵言葉・文章・態

度︶ で表現する︒その瞬間︑辞︵言葉・文章・態度︶が相手に達

正常細胞が血液に逆分化する︒

﹁林学説﹄ に学べ！

放されるだろう＝⁚

にして崩壊するだろう︒そして︑人々は病気とその苦しみから解

林学説と千島学説が正しければ︵正しい︶︑世界の医学は一瞬

し︑相手に行動を起こさせる︒一瞬にして日本を救いうる︒

達しない辞︵言葉・文章・態度︶は引っ込めておくしかない︒
困るのは︑年中︑テレビやマスコミに出てへラヘラしゃべる軽

薄な政治家や学者・評論家であろう︒
わが︑﹁中央大学辞連学会﹂ に学べ‖⁚

そして︑﹁千島学説﹂に帰れ！

﹁花井の前に花井なく︑花井の後に花井なし︒﹂

そして︑﹁花井卓蔵﹂ に帰れ日日
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走っても走ってもアメリカ
〜米大陸ドライブの記録〜
54期

伊

藤

征

三

SFOからグランドキャニオンの宿泊の町フラッグスタッフま

では約1300km︑LASまでも約900km位あるので︑先ずは有名

なヨセミテ国立公園を走り抜けて1泊︑ネバダ州に入り︑立ち木

がまるで見えない広大な砂漠︑その中央に一直線に敷かれた陽炎

が燃上がる白い道路︑その先端ははるか遠く霞んで︑その先があ

るのか心配になってくるLASまでの国道︑建物1件も見えな

い︑行き交う車も忘れた頃くらいしかない荒野の道をただ︑ひた

すら走り抜いたものだった︒

LASにはまだ陽が高い中に到着︑砂漠の砂をシャワーで飛

覚えのスロットマシンが好調︑始めたら止められない楽しさだ

ばしてスッキリ爽やか︒名高いカジノの見学と体験︑馬鹿の一つ
サンフランシスコからラスベガスへ

が︑明日の安全運転の為には夜遅くは禁物︑投資分がプラスの中

雄大なグランドキャニオン

早速明日からのグランドキャニオンめぐりの行程確認︒

ここからフラッグスタッフまでは約400km︑夕方早い中に到着︑

に早めに切り上げ︑翌日に備える︒

一昨年の夏︑私は前からの夢だったグランドキャニオンに行く
ことが出来ました︒現地に行く方法は様々ありますが︑フェニッ

クスかフラッグスタッフまで空路︑そこからは観光バスかレンタ

︵以下LASと略す︶からの日帰り観光バス利用の方法もあり

カーでの観光が一般的で︑他には長距離になりますが︑ラスベガ
ス

ます︒私は少しへソ曲がりなので上記のどの方法も選びませんで

キャニオンを全部レンタカーで廻ることにしたのです︒フラッグ

と略す︶

ことです︒ノースリムよりも交通利便なことと宿泊施設が近くに

感じで︑観光客の9割近くは南側となるサウスリムを訪れるとの

ムに分かれる︒大峡谷を流れるコロラド川が大地を二分している

グランドキャニオン国立公園は大きくはサウスリムとノースリ

スタッフはご存知のとおり︑グランドキャニオンに一番近い宿泊

数多くあることがその理由のようです︒また︑サウスリムから

︵以下SFO

施設が沢山ある町です︒この町からレンタカー利用の方もおられ

北のノースリムに移動するには直線距離では約16kmですが大峡谷

した︒私は超ロングコースとなるサンフランシスコ

るそうですが︑前から予約してないと車がなかなか手に入らない

のため︑350km近く迂回が必要なことも南側繁盛の大きな理由と思

からLAS経由でフラッグスタッフ︑そしてグランド

ようです︒
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われます︒

で車が故障してもお助けできません︑の意味のステッカーを見て

しい景色︑朝陽に写し出される断崖絶壁の数々︑幻想的で表現出

つ︑雄大な景色を眺めることが出来て︑この上ない感動を胸に秘

私は5泊6日グランドキャニオン国立公園にとどまり︑広大且

早々にUターンしたものでした︒

来ないような色の美しい夕陽に焼けるグランドキャニオンを見た

め︑帰路のLASに向けて串を走らせました︒途中︑流れている

大峡谷の断崖の上に立って眺めるグランドキャニオンの素晴ら

時︑1300kmも走破して来た甲斐があったとつくづく思いまし

ストラン周りの駐車場で車中泊の形ですがこの展望デッキにはソ

く︑1年くらい前からの予約客が大半とか︑多くの方々は展望レ

易に行くことが出来ました︒但し︑こちらの宿は部屋数が少な

旅程で小回りがきくのがレンタカーの強み︑ノースリムにも容

3581kmの米国でのドライブでした︒

ゼルスに8月16日到着︑成田には8月18日帰着︒滞在2週間で

8月5日出発︑SFOを車で出発したのが8月9日︑ロスアン

よるものですが往路よりも帰路の方が450kmも近道でした︒成田を

でしたが︑帰りはLASからロスアンゼルスへ︒航空券の都合に

ラド川がまた︑とても印象的でした︒この旅はSFOからの出発

のか分からない位︑ゆっくりとそして青々とした水の流れのコロ

ファーが沢山あり︑コーヒー等飲み物を飲みながら︑語りながら

︒
た

且つ︑仮眠をとりながら大峡谷の朝陽をここで待ち受けるので

米国でのドライブ歴

す︒部屋の予約がとれなかった自分もこの仲間の一人︑ソファー
で仮眠の後︑サウスリムとはまるで違う景色の朝陽に写しだされ

︼内は各コースの特徴

私の米国でのレンタカーによるドライブ歴を以下にご紹介させ

を示す一口コメントです︒

○米国大陸横断ドライブ

●1986・3

滞在8日間

2823km

︵S62︶

走行2945km

︵S61︶滞在11日間

ヒューストンからロス

キーウエストからヒュー

海岸サンディエゴ・ロスアンゼルスまで

フロリダ半島キーウエストから西

て頂きます︒走行距離の長い順です︒︻

た素晴らしいグランドキャニオンを眺めることができ満喫した次

第です︒
グランドキャニオン国立公園の周りには沢山の国立公園があり
ますが︑近くにあるモニュメントバレーにも興味があったので︑

め感動しました︒展望台で見ることで充分なのですが︑モニュメ

ストンまで

ここに1日を振り向けました︒神秘的なモニュメントの数々を眺

ントを少しでも近くから見たい一心で︑無舗装で砂漠の中に岩が

・1987・3

走行

※会社休暇取得規定︵連続取得最大2週間︶ の関係で2回

ンゼルスまで

ゴロゴロ転がって︑また雨水が流れて出来た沢山の溝のある凸凹
に︑いつタイヤがはまって動けなくなってもおかしくない悪路

を︑ハラハラしながら徐行運転で挑戦しましたが︑この先は悪路
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渡米して実行︒合計5768km

︻ヵリブ海に美しく浮かぶ超ロングな白亜の道路︑夢広がる
ディズニーワールド︑広大なミシシッピー川︑大陸横断の主

︵観光名所めぐりながらのオ

︻ゴールデンゲイトブリッジを始めとする3大大橋を渡ること

が最大の目的でした︼

○ハワイ・オアフ島1周ドライブ
アフ島ドライブ︶

・1999・3︵HH︶ 滞在6日間 走行268km

要国道R10からR8に移り︑サンディエゴ市内にあるR8の

終点・起点を示す記念碑を見た時︑目標達成の感激の涙が止

・1983・3 ︵S58︶ 滞在7日間 走行241km

滞在13日間

けカナダのドライブを含めました︶
︵H15︶

走行1815km

○カナディアン・ロッキードライブ︵アメリカ紀行ですが1件だ

畑︑ポリネシア・カルチャーセンター︑ヌアヌ・パリ等の観光︼

︻カビオラ二・パーク︑シーライフ・パーク︑真珠湾︑パイナップル

・右記の他に数回オアフ島ドライブを行なっています︒

・1995・2 ︵H7︶ 滞在7日間 走行231km

まりませんでした︼

ソルトレイク・シティよ

○ロッキー山脈・イエローストーン国立公園ドライブ
滞在8日間

1208km

︵HH︶

走行

・1999・8
り同公園

︻ロッキー山脈の雄大で美しい景色と野生動物を見れたこと︑
空高く吹き上がる間欠泉︼
○シアトル・マウントレニエ国立公園ドライブ

・2003・6

バンクーバーから出発︒カムループス経由でパンフからジャ

・2000・6 ︵H12︶滞在H日間 走行907km

シアトル・マウントレニエ国立公園・ポートランドを回りシ

スパー間︵カナディアン・ロッキー︶を経てバンクーバーに

滞在8日間

ロスアンゼルス⁚アナ

ンクーバー郊外での鮭の養魚場の見学︼

レードを見れたこと︑カナディアン・ロッキーでの氷河︑バ

︻とても美しい多くの湖︑パンフでの古式豊かな建国記念パ

戻るコース

アトルへ︒

︻日系人からはタコマ富士と呼ばれるマウントレニエ山︑ヤキ

マ市の丁度収穫期となったアメリカンチェリー農園見学︑花
の町ポートランド︼

︵S57︶

○ロスアンゼルス・サンフランシスコ郊外ドライブ
・1982・3

走行14︑335kmですが︑これだけ走ってもアメ

リカ主要都市さえ回りきれません︒とてつもなく広大で雄大な大

右記合計

︵映画街と住宅街︶ 等︒サンフランシスコ⁚ゴールデンゲイ

地︑走っても走ってもアメリカです︒私は体の続く限り︑この距

︵ディズニーランド︶︑ハリウッド・ビバリーヒルズ

トブリッジからオークランド経由で3大大橋を渡ってシスコ

離を伸ばそうと更なる計画を進めているところです︒

ハイム

に戻る1周コース等走行 316km
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小さなしあわせ
63期

君田部

京

子

5〜6年くらい前から南側の窓際に夏の日除け用にとゴーヤな

なっている︒

今年は天空スイカも12個も成り︑孫が来たときには大変な興奮

状態であった︒また︑天空かぼちゃも一個試食したがなかなかの
ぽくぽくかぼちゃであった︒

この緑のカーテンは人の出入りができるだけの隙間を作ってあ

る︒この隙間からは庭に小鳥の餌台を作ってあるのが見える︒今

の時期は︑朝︑夫が餌をやり家に入るのを待ちかねたように十

数羽の雀が一斉に舞い降りてきて餌台でひしめきあい︑チユン︑

チユンと賑やかである︒傍らの庭石の上には5〜6羽の雀が順番

待ちをしているのも見える︒又︑芝生の上では小雀が親から餌を

口移しにもらっているのも見える︒

こんな風景がリビングの奥の方から私にも見えるようになっ

た︒昨年あたりから白内障が進み︑今年の6月に両眼とも白内障

手術をした︒その際︑近視を少し改善するような眼内レンズを入

れてもらったことで長年の眼鏡からも解放された︒

最初の年はゴーヤだけ︒次の年は朝顔が加わり︑その次はかぼ

るで子供が文字を覚え始めたときみたいだと笑った︒雀が見えた

のが嬉しくて︑あれも読めるこれも読めると言って騒ぐと夫はま

退院後︑自宅に戻るまでの車中から周囲に見える文字が読める

ちゃ︑ゆうがおと種類を増やし昨年からは小玉すいかも加わっ

こと︑夫と散歩して今まで見えなかった景色が鮮やかに見えたこ

どを植えている︒

た︒お陰で南側の二部屋は縁のカーテンで覆われている︒つるが

と︑縁のカーテンで日陰ができたことなど日常のなんでもないこ

3月の東日本大震災や夏の大雨による水害の犠牲者︑被災者の

伸び始めると毎朝︑2階のベランダまで張ったネットに伸びたつ

とても楽しそうである︒5月の連休後に植えたゴーヤも7月中

方を思いながらも毎朝無事に朝を迎えられたことに感謝し仏壇に

とに改めて幸せを感じている︒

旬から収穫ができ︑毎日のようにチャンプルー︑佃煮︑時には

手を合わせている︒

るを脚立に乗って巻きつけるのが夫の日課になった︒

ジュースにと食卓に登場してくる︒夫婦二人の夏のスタミナ源と
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50年ぶりの同窓会
第55期

小

川

政

弘

この前の文集で︑﹁ふるさとは遠きにありて﹂と書いた︒20歳

で︑佐藤氏を始め︑菊地知義氏などが温かく迎えてくれた︒彼と

はクラスは違ったが︑卒業して勤めたTDKで懇意にしてもら

い︑上京したのちには一度訪ねてもいただいた︒クラスごとの

テーブルに着き︑顔を見合わせると︑不思議なもので︑50年たっ

てもほとんどの方々が分かった︒他クラスのテーブルでも︑少な

くとも見覚えのある方々が大勢いた︒更には︑出席者名簿で︑中

学時代から︑あるいは高校の3年間でご一緒した方々の名前に︑

その顔が自然に浮かんできたのはうれしかった︒時間があれば︑

一人一人と挨拶したいほどだった︒半世紀ぶりにご尊顔を拝した

英語の印藤先生︑化学の佐藤先生も︑お元気そうだった︒

に﹁このまま出ずじまいで終わるのもいかがなものか﹂と思って

年を延長して務めた仕事も辞めて3年近く過ぎた昨年︑さすが

れも出たことがないまま︑50年︑半世紀が過ぎてしまった︒定

ず︑東京での催しでさえ︑生来の出不精と忙しさにかこつけてこ

た︒当然ながら︑郷里で行われる同窓会・同級会には一度も出

がなくなってからは︑もうとんと訪れることもなくなってしまっ

の時の挨拶のままに書き綴ってみることにする︒あの時は開きそ

で︑このエッセーの機会を与えられたのも何かの幸いと思い︑そ

千載一遇のチャンスとばかり︑いろいろ練っていた挨拶だったの

の時に︑お声をかけてくださった女性の方が2︑3人はいたが︑

も静聴していただく雰囲気ではなかった︒それでも終わって解散

会場は歓声にあふれ︑声にはいささか自信があったものの︑とて

始15分ぐらいだったのに︑皆さんすでに酒杯を重ねておられて︑

プログラムが進んで︑三百ご挨拶することになったが︑まだ開

いたところに︑ふるさとの︑ほとんど唯一人︑連絡の取れていた

びれた方々も︑その録音テープを聴くつもりで目を通していただ

で上京以来︑何度か帰省はしたものの︑母や弟も上京して帰る家

3年B組同級の佐藤紀巳夫氏から︑55期50周年記念同期会のお

ければ幸いである︒

﹁ご紹介を頂きました︑第55期3年B組の小川政弘でございま

誘いが来た︒﹁これを逃したらもうチャンスはないかもしれない﹂
と思い︑石より重い腰を上げて︑出席することにした︒2010

﹃50年ぶりというから︑今回はひとつ小川に50年分しゃべらせて

す︒居並ぶ諸賢兄を差し置いて︑この機会を与えられたのも︑

会場で宿泊先でもあるアイリス・ホテルに着き︑時間が来て受

やろう﹄という実行委員会のお計らいかと思い︑卒業後半生のご

年11月19日のことである︒

付に行った時は︑さすがに年がいもなく胸がドキドキした︒そこ
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報告がてら︑三一口ご挨拶申し上げます︒

のような思いでした︒私の住んでいた西

今日︑羽後本荘駅を降りてこの会場まで歩いてきましたが︑さ
しずめク今様浦島太郎〟

じて今日までコンタクトしてくれていたのは︑同級の佐藤紀巳夫

氏でした︒彼の強いお誘いがなければ︑今日もここに立つことは
なかったかもしれません︒

映画の全盛時代で︑多感な中学時代に︑あのジェイムズ・ディー

私は中学時代から︑知る人ぞ知るク映画少年″でした︒当時は

りまして︑昔なじみの店はただの一つもなく︑自分の家がどこに

ンの﹁エデンの東﹂を始めとする三部作や︑﹁旅情﹂︑﹁慕情﹂︑

裏尾崎町から︑中堅町︑大町︑中町︑肴町⁝︑見事に変わってお

あったのかも分かりませんでした︒まさに〝今昔の感″ですね︒

戦後の混乱期を過ごし︑1960年︵昭和35年︶︑共に本荘高校

〝共通項〟は︑共に1941年︵昭和16年︶か1942年生まれ︑

にさまざまな人生を歩んでこられたことと思いますが︑私どもの

ができませんでした︒50年︑半世紀︑お集まりの皆様︑それぞれ

うちに︑懐かしい恩師の向山清先生にも︑とうとう再会すること

します︒ク歳月︑人を待たず〟で︑チャンスを幾度も逃している

数本を除いて︑全て見て自らの誓いを果たしました︒

実行しました︒3年後の卒業までに︑風邪などで見逃したほんの

全部見てやろう﹂と決心し︑テスト中は禁止だったのに︑敢然と

入った時に︑﹁これから卒業まで︑この本荘で上映される洋画は

ポスターやスチール写真を借りて︑教室に展示しました︒高校に

は映研︵映画研究会︶に所属し︑文化祭ともなると︑映画館から

画雑誌︑ブロマイド︑スチール写真の購入に消えました︒高校で

映画館に通い︑時には親の目をかすめて手にしたお小遣いは︑映

﹁シェーン﹂などの名作が次々に公開されました︒私はせっせと

第55期生として卒業し︑同じ母校を持つということです︒この55

恥ずかしながら︑50年ぶり︑初めて同窓会・同期会に参加いた

期生が半世紀ぶりに一堂に会したク節目″の時を感謝して︑皆様

学︑やがて待つことしばし︑ワーナー後半の20年は︑念願の製作

のその日に肝に銘じまして︑英語を通信講座で必死になって独

卒業後︑1年半ほど地元のTDK平沢工場に勤務したのち︑

私は1941年︑父の仕事の関係で︑東京から東北地方を転々

室に入りました︒日本における外国映画の製作の仕事というの

のク山あり谷ありの〟さまざまな人生の中で︑こんな生き方をし

とする中で︑宮城県釜石で生まれました︒4歳で日本海側の本荘

は︑映画字幕や吹替版を製作することで︑プリントの輸入1翻訳

チャンス到来で1961年9月︑上京してワーナー・ブラザース

に参りまして︑以来20歳でヒ京するまで︑16年間を過ごしまし

者の選定・依頼1翻訳物チェック1字幕入りプリント公開用大量

た者もいたということで︑私の半生をご紹介させていただきたい

た︒母も弟もその後上京しましたので︑めったに帰ることもな

映画に入社しました︒﹁ここは英語なしでは務まらない﹂と面接

く︑こうして今︑50年ぶりに︑かなりよれよれになった錦を飾る

生産1使用後回収処分という一連のプロセス︑つまりは映画プリ

と思います︒

ことができました︒高校時代の友とも次第に疎遠になり︑かろう
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用映画に加えてホームビデオ部門の立ち上げと共に︑今度はそち

はもっともやりがいのある仕事です︒やがて総務部長兼任︑劇場

ントのク揺りかごから墓場まで″を取り扱う部署で︑映画好きに

聴いていた時︑偶然にも初めてキリスト教番組の電波を拾いまし

て上京しましたが︑進学の夢捨てがたく︑深夜放送の受験番組を

をがんじがらめに支配するク運命″の過酷さを呪いながら︑やが

先︑乳頭山で遭難死し︑進学の望みは絶たれました︒人間の一生

のうちにあることが分かりました︒その神が罪の赦しのために独

らが兼任となり︑半年間連日午前様帰宅というような修羅場も通

ポッター﹂﹁ダーティ・ハリー﹂﹁マトリックス﹂﹁リーサル・ウエ

り子イエス・キリストを惜しまず世に送り︑十字架の上で煩いの

た︒半信半疑ながら聴き続けるうちに︑自分の人生は運命に支配

ポン﹂シリーズ︑﹁ラスト・サムライ﹂﹁硫黄島からの手紙﹂な

死を遂げられたほどの愛の神であることを知り︑﹁これを信ぜず

りましたが︑映画が好きだからこそできたのだと思います︒こう

ど︑1000本を超える映画の字幕・吹替製作を手掛けました︒

して︑世に信じ得るもの一つだになし﹂との内なる声に迫られる

されているのではなく︑聖書が説くように︑全知全能の神のみ手

映画で人生を知り︑映画で人々にク夢″を売りながら︑気がつけ

まま︑入信の決心をし︑1962年日月に受洗しました︒

して︑映像翻訳の第一人者戸田奈津子さん方と共に︑﹁ハリー・

ばあっと言う間の46年半︑ワーナー・ギネスブックに永年勤務の

⁝︑それらを乗り越えるための︑生きるよすが・よりどころ︑あ

病んだとき︑商売が行き詰まったとき︑家族に問題があったとき

に漏れず︑〝山あり谷あり″でした︒皆様も︑これまでの人生で︑

せた誠に幸いな人生でしたが︑決して順風満帆ではなく︑ご多分

思えば︑若い日の念願どおり︑好きな道に入って半世紀を過ご

ております︒映像翻訳者を養成する﹁映像テクノアカデミー﹂と

仕える﹂をモットーに︑退社してからも結構忙しい日々を過ごし

1977年には勤めながら夜間の神学校を出まして︑﹁神と人に

ためでしたが︑今回の金曜開催でなんとか来られた次第です︒︶

たのも︑土曜日にやりますと1泊して日曜までかかってしまう

チャンの末席を汚しています︒︵なかなか同窓会に出られなかっ

以来48年間︑日曜朝の礼拝遵守を生活の要として︑クリス

るいは信念・信条といったものをお持ちだったかと思いますが︑

いう学校がありまして︑本校の大先輩である植村伴次郎氏が創立

記録を遺して︑2008年3月に退社いたしました︒

私の場合︑それはキリスト教の信仰でした︒少々お堅い話にはな

した東北新社が母体となっておりますが︑ワーナー時代からのご

底流に流れているキリスト教・聖書の知識は︑翻訳者に必須のも

りますが︑最後に少し話させていただきますので︑ク50年ぶり〟

私が小学5年の時︑父は酒がもとで54歳の若さで他界しまし

ので︑自称ク聖書オタク″の経験と知識が役立っているのは感謝

縁で︑そこで字幕講師をしております︒映画を始め︑外国文化の

た︒高校2年の時︑上京していた姉が編み物の技能を身に着けて

なことです︒また︑幼少の頃から映画と共に劇や演技が大好き

に免じて︑忍耐をもってお聴きください︒

帰郷しましたので︑その援助で大学に行きたいと思っていた矢

36

ラジオドラマを制作する機会が訪れ︑現在も﹁この指とまれ﹂と

その道を断念しましたが︑これも神の導きで︑やがてキリスト教

規則なけいこで日曜の礼拝が守れないので悩んだ末︑いったんは

学校で2年間学び︑俳優への道を踏み出しかけました︒しかし不

だったのですが︑上京後︑東宝映画の俳優養成校である東宝芸能

夜は感謝のうちに床に就いた︒

ぎりぎりまでお付き合いくだきって懐旧のひと時を過ごし︑その

語ってくれた人もいた︒秋田市など近郊にお住まいの人も終列車

とができた︒カラオケに興じ︑映画狂だった私の思い出などを

次会︑3次会までお付き合いさせていただいて︑旧交を温めるこ

は︑ギデオン協会という無料新約聖書贈口王団体にも入りまして︑

間まで︑変貌を遂げた本荘近辺をドライブで案内してくれた︒新

人が︑かねて予定していてくださったとおり︑私を帰途の汽車時

翌朝︑3Bの中から︑佐藤氏と︑梅津清哉氏と︑鈴木貢氏の3

神の言葉を広め伝えるべく︑労しています︒︵恥ずかしながら︑

しい本荘高校校舎︑旧校舎︵今は小学校だそうだ︶︑陣場台︑三

いうインターネットドラマサイトを運営しています︒また一方で

興味のある方は︑﹁小川政弘﹂ でネットを検索していただきます

楽しめたが︑改めてク浦島〟感に襲われることしきり︒2時間ほ

望苑︑ヨットハーバーなど︑50年前は聞いたこともない景勝地も

私生活では︑1970年に結婚しましたが︑子供に恵まれません

どのドライブで︑旧校舎の他にかろうじて﹁あ︑ここは﹂と分

と︑上記の私のいろいろなク顔〟が見られるかもしれません︒︶

でしたので︑専ら夫婦で国内温泉巡りや海外旅行を楽しみ︑海外

だ永泉寺の古い木の門だけだった︒けれども︑私のために︑貴重

かったのは︑昔︑お盆の時にその境内でフォークダンスを楽しん

このように至って元気な健康も与えられ︑己の願いどおりに生

な時間を割いて案内してくれた3人の友情には︑心から感謝し

は出張も含めて37回︑ヨーロッパの主要国はほとんど訪れました︒

きられたことは︑誠にありがたく︑両親と神様に感謝しなければ

友ありて

ふるさと近し

姿変われど

熱き思いで訪れし

後に︑彼らへの感謝を込めて︑一首記して結びとしたい︒

じような作業でも︑短歌などにはおよそ縁がなかった私だが︑最

字幕翻訳で︑文章を縮めて推敵する技能は身に着けたものの︑同

懐かしさと感謝の念が︑改めて湧き出してくる︒ワーナー時代︑

あれから間もなく1年︒こうして筆を起こしてみると︑友への

て︑50年の隔たりが︑一挙に埋まったような気がした︒

〝生か

なりませんが︑考えてみれば︑ク生きた〟と言うのははなはだ不
遜な話で︑これはひとたびこの身をゆだねた神様によって

の人生でした︒た

された〟人生であり︑いつでも天国に導いていただける平安に包
まれた︑仏教的に言うならまさにク安心立命〟

だ感謝あるのみです︒
長くなりましたが︑今日は︑皆様と︑若き日の学び舎の思い出

や︑それぞれの来し万を存分に分かち合いたいと願いつつ︑始め
のご挨拶とさせていただきます︒ありがとうございました︒﹂

その夜は︑一時会が終わってから︑3Bの有志の皆さんと︑2
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﹁真白き富士の嶺﹂の怪 及び私の周辺

き摺った状態で河口にたどり着いた時には満月が空に上っている

のを見てはるかに時間がオーバーした事を知った︒ボート小屋の

傍らには小棒から一緒に来た女中が待っていて既に帰宅している

父の激怒を伝えすぐに謝るよう言い重ねるのだった︒果せるかな

自宅近くになって父の大音声が漏れてくる︒兄は父の心情を無理

もないと思った︒引越して来て親子で習い歌っていたのが﹁真白

藤

石原慎太郎︑裕次郎兄弟が父の東京転勤 ︵山下汽船︶ によって

き富士の嶺﹂だったからである︒玄関を入るなり兄は弟を後ろに

工

逗子に引越して来たのは昭和18年のことでそれぞれ小学校4年と

庇い

55期

2年であった︒それまで居た小棒と同じように海に親しませたい

貰った一発は安堵の気持ちもあってか妙な懐かしさを憶えるもの

だったという︒なおこの一件が兄の弟に対する最初の﹁貸し﹂だ

﹁悪いのは僕です︒僕だけぶって下さい﹂と謝った︒頬に

という父の思いからでした︒

逗子の街は小さい︑郵便番号簿をみても八区域しかない︒逗子
の漁港︑岬の名は大崎である︒北方が池子の森︑東方は桜山と言

てのこの挿話においては父親の焦燥と安堵も10才の少年の悔恨も

後に高名を得る兄弟の貸し︑借りはともかくとして︑点景とし

と
か
︒

い︑山沿いの道路は葉山方面に向かっている︒この道路と併行す

﹁真白き富士の嶺﹂ の同じ理解のうえにあることを示し︑歌は既

湾は南に開いており︑西方に披露山︑これが海に落ちる所が小坪

る田越川の河口は湾の東側に位置する︒河口から遡って直ぐに支

に時下のものであった事実である︒

ボート遭難と﹁歌﹂が結び付くのは後年にもう一件ある︒昭和

流の川間川が西から来て丁の字にぶつかっている︒川と言っても
本流そのものがさして大きな流れではないから支流は可愛い小川

といったところ︑合流地点から洲メートルも行くと﹁東郷橋﹂が

いう悲しむべき事故であった︒この惨事を悼み﹁琵琶湖哀歌﹂が

16年4月7日琵琶湖で練習中の金沢第四高等学校︵現金沢大学︶
ボート部員目名は折からの突風にあおられて湖上に投げだされ

越して来て間もないある日の下校途中に慎太郎少年はこの橋か

作られ当時の第一人者東海林太郎が歌っている︒曲は古くからあ

架かっている︒大げさな名はかの提督東郷平八郎が付近に別邸を

ら下を覗いて折からの満潮に乗って小魚が群れているのを目に

る三高寮歌﹁琵琶湖周航歌﹂をベースにしているが歌詞は修辞に

た︒懸命の捜索にかかわらず遺体の収容は一体もできずに終ると

し︑共に居た貸しボート屋の息子に一腰出してもらい弟をも誘い

富んでいてどこに学生の死があるのかやや率直さに欠ける点で

構えたせいで長さは7︑8メートルの小橋︒

支流の遡上を試みた︒しかし途中から潮が引きはじめ東郷橋に着

﹁真白き⁝⁝﹂

には及ばなかったかもしれない︒まあご時勢とし
く頃にはしっかり浅瀬となってしまった︒帰りはのべつ川底を引
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苦心していた︒﹁北の﹂までは決めているがそのあとが浮かんで

先代三保ケ関親方は秘蔵っ子の四股名になにか独創的なものをと

湖﹂

のことが何故か頭をよぎります︒なに他愛もないことです︒

はつく︒私の好きな歌のひとつです︒この歌を口にする時﹁北の

てはこうした件をあからさまに表現することが抑えられたと想像

そのままに ﹁真白き富士の嶺﹂とも称されている︒

れている︒後に曲名は

日以後もその哀調を帯びたメロディーが人々の胸をうち歌い継が

の追悼曲が流れるとは不思議な気もするがかくてこの歌は葬送の

ち歌の披露も出来たのであろう︒とは言え仏式の追悼会で洋楽風

言の還りを待ったとも言われておりこうした行為が周囲の胸を打

のだがこの ﹁哀歌﹂さして流行らなかった証だろうか︒

入選の腕︶

の親方が耳にしておれば記憶に残っていたはずと思う

を﹃うみ﹄と唄うところが3カ所出てくる︒多芸︵油絵は二科展

哀歌﹂ の頃親方は増位山で幕内で取っていた︒この歌では﹁湖﹂

るし︑決めたこれに決めた︑となったそうだ︒ところで﹁琵琶湖

か湖を﹁うみ﹂と読ませるのか︑これだと郷里の洞爺湖にもかか

琴﹂に ﹃うみのこと﹄ と仮名が振ってあるのを見て閃いた︒そう

とで窮していた︒ある日街で映画のポスターに眼をやると﹁湖の

念があったのでは︑と三角先生の後年の事業から察することがで

く︑せめて女性の声で彼ら十二少年を送ってあげたいとの固い信

を可能したのではないでしょうか︒ただ古びた読経の音だけでな

楽の専門知識は無かったはずでむしろそのことが短期間での作歌

角錫子さんは数学の教師でしたからオルガンは弾けたにしても音

うに詞の簡明と曲の緩やかな単調さにあるような気がします︒三

体については小生その専門でありませんので素人目︵耳？︶ で思

から好まれるのは何か国民性を掴む美点があったのだろう︒歌自

この歌が世に出でて昨年で100年を迎えたのですが今もって各層

﹁七里ケ浜の哀歌﹂から歌い出しの一節を

来ない︒﹁海﹂ では尋常過ぎるし﹁富士﹂だと既に先人がいるこ

︵話が脇道に反れました︒ご容赦下さい︶

間柄 ︵校長が同一人︶ で︑三角先生は開成中学の近くに間借りし

き女生徒70名の斉唱を導いた︒鎌倉女学校は開成中学と兄弟校の

錫子︑曲はアメリカのガードンのものを借譜し自らオルガンを弾

ける追悼大法会の席上です︒作詞したのが鎌倉女学校の教師三角

ボートで遭難死した日から13日経て執り行われた同中学校庭に於

年︶ 2月6日︑逗子開成中学校生徒12人︵小学生一人を含む︶ が

間の記憶を消し難くしたのに﹁ボート﹂から受ける真撃さ︑質朴

懸隔が大き過ぎる故に深く刻まれたのではなかったか︒そして世

しんでいる風景とそこで起きてしまった結果の甚大さには余りに

して失われた悲しみは世人に大きな衝撃を与えた︒誰もが馴れ親

かな江の島が映える風光明媚な佳景の中で12人の若き命が一瞬に

出来した場所柄も影響していると思います︒富士を眺望し︑縁豊

﹁真白き富士の嶺﹂ の長き存在はやはり端緒となる遭難事故の

きます︒

ており亡くなった生徒達とは良く知る仲だったこと︑また同先生

な印象とは少し違う事故に﹁なぜ﹂または﹁不思議﹂を抱き続け

﹁真白き富士の嶺﹂が最初に歌われたのは明治43年︵1910

は事故の日から全員の遺体収容まで逗子の浜辺に立ち生徒達の無
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からし︑年に一度は乗ってみたあの6人漕ぎフィックスか大学生

たからではないか︒ここで言う﹁ボート﹂とは我らが応援に声を
していたと思う︒

クボーンと言える存在でした︒本荘市民もこれを誇りとし大切に

﹁ボート﹂をするには学校の立地環境が絶対条件ですから希少

まった︒さらに続ければこの事件をモチーフに昭和10年と戦後の

難﹂事故は ﹁ボート﹂ にまつわるこうした脈絡を一切省略してし

﹁ボート遭

性は明らかです︒秋田県では小生在学当時他に秋田高校があるだ

昭和29年に映画が作られている︒前者は藤沢の鶴沼で療養してい

しかし﹁真白き富士の嶺﹂となった逗子開成中学の

けでした︒緩やかな川面のある土地柄か湖か静かな海面が傍にあ

る女性教師を見舞い︑その帰途嵐に逢って遭難するというもの︑

の漕ぐエイトのことです︒

る高校に限られます︒当時福島の喜多方高校も来本したでしょう

後者はボートが老朽し買い替えに尽力したこれまた女性教師に新

艇を見せに行く途中で遭難するストーリーで︑どちらも少年等の

か︒桧原湖が利用できる学校でしょう︒︵多分︶

﹁ボート﹂はおいそれと前に進まない︒小生秋のクラス対抗競

純な心根を描いた作品になっている︒またひとつ

﹁オリンボスの

技会で三度漕いだに過ぎませんが︑あれは協調の心と忍耐する体

じ﹂ところまで協調︒その体力はと言えばあのバック台漕ぎを見

こう呼ばして頂きます︶

る︒してまた本件﹁ボート遭難﹂には同情と感傷が添加されて後

中の目は肯定的な自己犠牲のひとつの型を認めているようであ

るが人々の思考には影響を与える︒とまれ﹁ボート﹂を見る世の

象ともなる現象があった︒これらのフィクションは後講釈的であ

果実﹂︵田中英光︶ などもあってボート選手は何かしら憧憶の対

︵懐旧の念を込めて

力がないとちいとも動いてくれなかったなあと思い出すのです︒

我が本荘高校ボート部は作佐部忠デル先生

て驚嘆してしまった︒この人たちの尻の皮はどういうことになっ

世への伝達は青春情話として成長してきたと言える︒これが嵩じ

の薫陶を得て﹁ウンコも小便もおんな

ているのかとあらぬ心配をしたものです︒

復を待つのみだ︒講演に来た東龍太郎氏はこれを﹁ローアウト﹂

になって︑あるいはオールに身を投げてなかば酸欠状態の体の回

ガッツポーズがある訳じゃなし︑ウイニングランも無い︒仰向け

えぬままひたすら漕がなければならない︑勝ったからと言って

てるだけだが果たしていかなる形状の ﹁ボート﹂なものか︒

んだものか︒ギユウヅメで乗ればオールの振作は出来ずただ浮い

かったのか︑12人もの生徒がどのようにして﹁ボート﹂に乗り込

ているのですが疑念無しとしない︒﹁ボート﹂は何故浮上しな

里ケ浜沖で練習中にボートが転覆し⁝﹂と前振りして今日も唄っ

かくて小生引退してから始めたボランティアでこの曲をば﹁七

てか﹁真白き⁝﹂は逗子開成の第二校歌と言う方もいる︒

の精神と言っただろうか︵昭和32年5月28日︶︒こんな訳だから

﹁ボート﹂はゴールを背にして進む唯一のスポーツ︒相手も見

ボート選手は希少です︒我らのボート部員は選ばれた者に相応し

く寡黙で行動は抑制されていた︒ある部面において本校生のバッ
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ん︒﹁好きな歌・嫌いな歌﹂とくだけた書名です︒大先生の好み

があるじゃないですか︒いえ﹁パイプのけむり﹂ではありませ

百均棚を眺めておりますと︑おお︑なんと囲伊玖磨先生の文庫本

某月某日ボランティアの帰りに某古本屋に寄りまして例の如く

2

艇﹂と﹁短艇﹂ の区別をしなかったのが事故と物語りの乗離を生

も今日とは様相を異にしていたかもしれない︒同じ音読みの﹁端

＝カッターと核心の記事にしたならば﹁真白き富士の嶺﹂ の歴史

﹁ボート部の練習中﹂と発展してしまった︒もし東京朝日が短艇

第一報記事が端艇＝ボートとした為︑にわかに﹁ボート遭難﹂ へ

るが⁝⁝﹂とあり︑﹁端艇﹂に ﹃ボート﹄ のルビが振られている︒

ことの転末

のとは何ぞや︑嫌いな歌は多分うんとあるんだろうなと読む前か

んだのである︒

そこでたまたま買い集めていたクルニクル ﹁日録20世紀﹂ の

ら嬉しくなります︒品の良い濫茜が楽しみで︑こんな珍し本に当
るとは今日は幸せな日だなあと帰るなり開いてみました︒

の溺死を悼んで歌われた曲︒事件当時父親がこの中学に在校して

載っていました︒﹁真白き富士の嶺﹂ の別名です︒﹁⁝⁝十二少年

曲﹂も丁寧に解説しています︒終りの方に﹁七里ケ浜の哀歌﹂が

裳岬﹂を歌っていると途中で声が裏返りますもんね︒﹁軍艦行進

は低音と扱ってはならない︑彼はテノールである︒なるほど﹁襟

﹁ボートは ﹃ギグ﹄ と呼ばれる細長い帆船でこの日は帆をたたん

とだったのか︑まったく意表を衝かれるとはこのことです︒更に

いけません﹄ と学校広報関係者の言です︒何と実相はこういうこ

反の結果発生した遭難事故︒追悼の意は表しますが︑美化しては

曲吹奏しますが︑合唱は過去に一度もありません︒あれは校則違

じめ﹂としてありました︒﹃毎年1月23日を追悼の日としてこの

﹁遭難事件への逗子開成学園のけ

いたので何べんとなく話を聞いた︒事を起したのは海軍から払い

で六丁のオールで漕ぎ進んだ﹂とありカッター兼帆船の構造をし

1910年版をみるとこの件は

下げられたカッターで中学生にとって手に余るものだったそう

た舟のようで我々が描くボートでないことは確かです︒

著作権料で一番稼いでくれるのは﹁ぞうさん﹂だとか︒森進一

だ﹂とあります︒小生少なからず衝撃を受けました︒カッターと

ならないと図書館に駆けつけ手にしたのが宮内寒禰氏の

ぎ手が両側に分かれ真ん中が空くから詰め込めば乗れるかもしれ

ていた︒この日逗子開成中学校から1名の教師が青森の弘前に赴

明治43年︵1910年︶ 1月23日日曜日︑快晴ではないが晴れ

﹁七里ケ

とは言え﹁校則違反の遭難事故﹂とは何ぞや︑詳しく知らねば

短いオールをほぼ垂直に降ろして舷側に添って漕ぐもので我らが

浜﹂ で以下はその要約です︒

ボートでは全然話が違います︒カッターとはやや丸っこい船型で

愛するボートの優美に欠ける︒またカッターでは私の前振りも出

ない︒当時の新聞にはどう出ているか︒東京朝日明治43年1月24

任するため日時20分発の上り列車に乗ることになっていた︒学校

鱈目となる︒ただし12人乗艇の疑問は解けた︒カッターならば漕

日版に﹁逗子開成中学生徒23日葉山より端艇に乗り漕ぎ出だした
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宿舎の舎監教師︑披露山下に居する生徒監教師も10時半過ぎには

関係者は時刻に合わせ総て逗子駅に参じた︒東郷橋近くにある寄

数近くは海軍軍人の子弟で逗子海軍中学とも椰捻されたとか︒

時開校し翌37年湾に面した地所に移転したのである︒在校生の半

の分校を当地へとの要請を度々受け同36年4月に池子の某寺に臨

カッターの払い下げを受けた学校では当然乗艇に関して厳しい

駅頭にいた︒ちょうどその頃合に田越川を下る一般の舟があっ

た︒舟の持ち主は徳田正茂で川の傍に別宅を構えていた︒本宅は

た︒これから皆で海鳥撃ちに出掛けようとしているのである︒何

田兄弟3人を含む十数名が乗っており兄弟は猟銃2丁を携えてい

の末子もここから小学校に通わせていた︒舟には寄宿舎生徒︑徳

徳田には4人の息子があり︑上の3人は逗子開成中学に︑10才

た︒にも拘らず彼らは﹁箱根号﹂ で易々と江の島へ向け漕ぎ出す

湾内に限られ︑湾外への出腹は教師の添乗が無いと許されなかっ

の上で艇庫管理人の出艇許可が得られる︒ただし漕艇範囲は逗子

れをクラッチとオールを預かる委託人に示し両具を借り受け︑そ

監の許可を得︑かつ生徒監の保管する学校の許可印が必要で︑こ

校則を設けた︒即ち寄宿舎生においては︑学年︑氏名を連記し舎

ゆえの海鳥撃ちかと言えば蛮食会の糧にするのである︒蛮食会と

ことができたのはなにが作用したのだろうか︒理由を推し計れば

横浜市内にありアスファルトの輸入で財を成したのである︒

は今で言う闇鍋会のことで︑当時の学生間にあるバンカラ風の一

次になる︒彼らは確固たる意思で行動したこと︒舎監や生徒監の

する鳴鶴ケ崎を結ぶ線が境界である︒いま市のパンフレットでは

居ない時刻をみて始動しており︑スキをついたのである︒また湾

湾を﹁ハーフマイルビーチ﹂と呼んでいる︒ほぼ半円の海岸線は

種であろう︒休みの日に農家の庭先を借りてやるそれは凄まじい

艇庫には海軍から払い下げられた﹁箱根号﹂﹁天城号﹂ の2腹

ものだったようだ︒地を這うもの︑空飛ぶ鳥が居なくなって糧を

のカッターが格納されていた︒2腹はもともと軍艦﹁松島﹂に積

外への無断出版もなかば常態化していたのでないか︒もとより海

載されていた救助艇で同艦が明治40年日月に台湾の港で不審火災

800メートルしかない︒この中を屈強の若者達が漕ぎ回るにはいか
にも手狭の感がする︒無理をしなくても境界外へでるのは必然で

海上に求めることになり川舟は葉山の日影茶屋前にある艇庫まで

により沈没した︒引揚げられたカッターは開成中学の懇請もあり

そこに海鳥の浮かぶのを見ていたのだろう︒一行にはボート会メ

面にラインは引けないが目安は小坪のある大崎︑東側は葉山と接

同中に払い下げられた︒海軍と逗子開成中学の関係は久しい︒明

ンバーが2名あった︒となると﹁今日は俺について来い﹂となっ

の足であった︒河口付近で磯遊びをしていた末子を乗せた︒

治17年横須賀鎮守府が開庁されると幹部将校は近辺に移り住むよ

たのではないか︒

5年生⁝牧野久雄︵23才︶︑笹尾虎治︵22才︶︑徳田勝治︵20才︶︑

さてここで﹁箱根号﹂ に乗艇した生徒12名をみてみよう︒

うになり︑同22年に横須賀線が開通するとその様子は益々盛んに
なったが子息を通わせる学校がない︒そこで目を付けたのが既に

東京にあって海軍兵学校への進学率が高い開成中学であった︒こ
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小堀宗作︵20才︶︑木下三郎︵20才︶︑松尾寛之︵19才︶

4年生⁝谷多操︵21才︶︑宮手登︵19才︶徳田逸造︵け才︶
3年生⁝内山金之助 ︵16才︶
2年生⁝徳田義三郎 ︵15才︶

逗子小高等科二年生⁝徳田武三 ︵10才︶

当時の私立中学が年令に頓着しなかったとしてもかなりの年配

者がいる︒徳田家はここで4人の子息を一度に失い︑その悲嘆は

想像を絶する︒他の8名中7名が寄宿舎生であったから行動に異

論を挟む者は無かったのだろう︒クラッチとオールの保管委託人

先は小学生が留守番をしていたので雨具は容易く手にできた︒艇

庫管理人の漁師は沖に出てかみさんが居るだけだったから出艇は
意のままだった︒

﹁箱根号﹂がどのような過程で海没したかは不明である︒最初

の遭難者が発見されたのは午後2時頃︑稲村ケ崎付近で地元の漁

船がオールに掴まり息もたえだえの若者を助け上げる︒船を小坪

漁港に着けて懸命に介抱するも若者は沖の方を力なく指して命絶

えてしまう︒そこを偶々通りかかった3人の開成中学校生徒がい

て遭難者が同中の木下三郎であることを認めた為大騒ぎになっ

た︒果せるかな寄宿舎近辺では海鳥撃ちの話があり︑艇庫に﹁箱

根号﹂も無く12名遭難は決定的となった︒

かくして翌24日より稲村ケ崎から江ノ島にかけての七里ケ浜沖

一帯に捜索の船が散ったが肝腎の﹁箱根号﹂の船影が無く困難を

きわめた︒捜索には海軍から2隻の駆逐艦と水雷艇2隻が派遣さ

れるものものしい事態となった︒払い下げたカッターが事故の発
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事故当時の逗子湾付近（「七里ケ浜」より）

索2日目の25日に江ノ電﹁七里ケ浜駅﹂ の横を海に向かって流れ

端であることと学校創立以来の強い紐帯があったからだろう︒捜

とやや印象を違えるが︒以下は私の推測である︒

軍人子弟のいないのはどうしてだろうか︒海軍中学と称されたの

浜にあり小実業家や官吏などで軍人家はない︒また落命した中に

開成中が逗子に開かれた当初は﹁第二開成中学校﹂で東京本校

落ちる行合川河口沖で一体が収容された︒一体とみえたのは実は

二体で徳田家の長兄勝治が末子の武三を胸に抱くゆえであった︒

の分校だったがやがて経営上切り離され﹁第二﹂が取れて﹁逗子

﹁勝治よ︑武三を最後までこのようにいたわってく

父親の正茂は

あったのではなかろうか︒そうすると事故者の寄宿舎生に随分年

開成中学校﹂として独立発足したのが明治42年7月27日︑事故の

なおこの日午後3時頃桜山下の磯つたいを白馬に騎乗し従者を

配の生徒が居るのには説明が付く︒門戸が広すぎたか笹尾虎治は

れて⁝﹂と号泣した︒今日稲村ケ崎の海浜公園にある慰霊碑の像

連れた青年貴人の姿が見えた︒葉山御用邸に御避寒保養中の皇太

口髭を生やし﹁ヒゲ虎﹂と渾名され勇躍していたという︒一方に

起きる半年前のこと︒学校経営の安定は財務基盤の充実に拠るの

子殿下嘉仁親王︑後の大正天皇が事故を憂慮されるとともに捜索

は厳格な軍人家庭の宿望を担った生徒も半数余は占めていたわけ

の説話の大部はこ

の進捗状況を思い来御されたのである︒葉山一色海岸から逗子ま

で彼らは彼らなりにこの学校を礎石にと学業を重ねていたであろ

はこの兄弟愛を表しており﹁真白き富士の嶺﹂

でおよそ4キロの行程であった︒遺体の収容方で浜辺にいた5年

う︒つまり学校内にはこのように二つの交わらない流れがあった

は古今変わりはなかろうから同中も入校の門戸はかなり広くして

﹁捜索は捗りたるや﹂と御下問があり皆恐健感激した︒しか

の一景から発展してきたといっても過言ではない︒

生に

のではないか︒広げすぎた門戸のゆえに重大事の発生を招いたと

合同葬儀の翌2月6日追悼大法会が同中学の校庭で執り行われ

し学校関係者はこのことで事件が彼らの領域を超えて重大化して

捜索は27日に最年長の牧野久雄の遺体を収容して終った︒﹁箱

た︒学校側にしてみれば校則違反という半ば管理の手が届かない

すれば学校側の自戒も深かったにちがいない︒

根号﹂もその日の午前の徳田兄弟が発見された近くで確認され

事態での遭難死ではあったが在校生の不名誉をそのままにはでき

いることを按じねばならなかった︒

た︒同号は舶先に十貫目余り ︵約40キログラム︶ の錨を負ってい

なかったし︑遺体の捜索︑収容は近在の力を借り︑海軍をも頼る

ならなかった︒大法会までの経緯は多々あったであろうが﹁逗子

たのでこれが重しとなり逆さまの宙釣り状態で海中にあった︒浮

遭難者12名の合同葬儀は2月5日寄宿舎近くの妙光寺で営まれ

開成百年史﹂によれば﹁芝増上寺の堀尾大僧正12人の死に同情

しかなかったことから各般が納得のいく形で結末をつけなければ

た︒学校関係者の列席は拒否されたというから遺族の無念は消し

し︑一人の寺僧を遣わした︒学校内でも校長︑教頭が中心にをり

上の妨げはカッターの構造上からくるものだった︒

がたかったのだろう︒亡くなった寄宿舎生7名の親元は東京︑横
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にはこの追悼大法会を土地住民挙げての参加とし︑高僧の主宰と

は一刻も早く世間の記憶から取除きたいものであったろう︒それ

が学校側の﹁美化してはいけません﹂ともそぐわない気がしま

創立間もない在郷︵当時田越村︑逗子は字名︒逗子町となるの

するも実質は海軍が取り仕切るのを見せて以後黙すべしと暗黙の

追弔会を計画されていたが︑増上寺側のこのような動きに対応し

が大正三年︶ の私立中学と名利とはいえ東京の一寺の共同によっ

宣撫としたのではなかろうか︒また会葬したり弔旗を出した人々

す︒当時の海軍は日露戦争︵1904年︶に勝利して勢威高く

てこの巨大な告別の儀が行われたことになる︒招待者は遺族︑在

も故人達を﹁英霊﹂として送ったからには後にあれこれいうのは

て︑共同で大迫弔会が行われることになった﹂とあっ気ない書き

校生︑教職員︑逗子小学校生徒など千名余︑および会葬者4千

あったから横須賀鎮守府の足元で起きた︑軍と拘わりのある本件

名︑参列の僧百数十名︒近隣各戸は弔旗を掲出した︒臨席来賓に

禁忌であることを知っていた︒ともあれ大法会は傷つく人の多か

ぶりである︒

神奈川県知事︑横須賀鎮守府長官ら海軍将官︑名のある伯爵︑男

るべき事件を一個の歌に象徴化して幕引きをした点でたくまざる

儀式だったと言える︒

爵など︒

式典では大導師に増上寺大僧正︑副導師が建長寺管長︑円覚寺
管長︑深川霊厳寺︑小石川伝通院︑浅草誓願寺︑京都大徳寺の各

3

歌は残った︑が⁝

住職が任に着いた︒祭壇慰霊標には﹁遭難生徒之英霊﹂と大書し

﹁真白き富士の嶺﹂のメロディーはアメリカの讃美歌から借譜

圏先生の本を仔細に読んでみると﹁⁝アメリカのガードンとか

したもので原曲の作曲者は﹁ガードン﹂ということで通ってきま

いう作曲家の﹂といささか奥歯にものが挟まっています︒そこで

てあって在校生による告別の儀は海軍礼式により進められた︒礼

この大法会の写真を見たご記憶の方はいらっしゃると思いま

私はこの歌が読売新聞日曜版の﹁うた物語﹂で取り上げていたの

したがこれは誤りで正しくは﹁ジエレミー・インガルス﹂です︒

す︒やや傭轍した角度で正面に祭壇︑その奥の小高いのが披露山

を思い出し縮刷版を当ってみますと1999年2月21日︑28日に

式にはラッパによる儀礼曲もあったので最後の﹁七里ケ浜の哀

です︒横列の生徒は直立してこちらに顔を向けています︵つまり

ありました︒ガードンとなったのは堀内敬三氏が昭和7年﹁明治

歌﹂が洋楽調であっても違和感なく葬送曲の役割りを果したの

祭壇を背にして︶︒生徒の列を分けた通路を衆僧の縦列が祭壇へ

回顧

そもそもガードンは氏名ではないのです︒

と進んで行く構図です︒式の盛大さがよく判るのですが別れを告

だった︒

げるべき正客の生徒達が衆僧の引きたて役と見えなくもありませ

たのか最上段のシリーズ名﹁GARDEN﹂︵天国︶を作曲者名

軍歌唱歌名曲選﹂を編集の際に讃美歌の譜面様式に疎かっ

ん︒また12人の慰霊標に﹁英霊﹂とあるのは後年のこととはなる
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さて﹁真白き⁝﹂は大法会のあと百年の命を吹き込まれますが

国文学者︑詩人︶ の﹁夢の外﹂︵ゆめのほか︶があります︒年代

解明の糸口を見つけたのは逗子開成高校史書教諭肥後文子さん

どのような回路をたどったのでしょうか︒﹁七里ケ浜﹂では﹁大

と間違えガーデンでは人名らしくないのでガードンとしたのがも

とのことで﹁百年史﹂にもあります︒ただし今でも相変わらず

法会のあと全国津々浦々で歌われるようになった﹂とあるだけで

からすると三角先生も札幌以前に知る機会はあったと思います︒

﹁ガードン﹂さんは健在で記者氏は声を大にして﹁作曲者インガ

す︒﹁真白き⁝﹂は﹁夢の外﹂を本歌として成り立つのですが︑

とで︑その下段にちゃんとインガルスとあるのだそうです︒この

ルス﹂を訴えたい︑と結んでいます︒

成中学生徒の無残な事故に遭遇し︑告別のために作った歌の作詞

たのが明治41年4月のことです︒その2年後に親しくしていた開

疾患を患い転地療養も兼ねて逗子へ越し鎌倉女学校の教師になっ

里ケ浜﹂の著者は推測しています︒札幌での無理があってか胸部

く惹かれオルガン奏法もこの曲で憶えたのではないか︑と﹁七

ちに﹁われ等が家に帰る時﹂︵WhenWeArri＜eatHOme︶ に強

す︒札幌で生活するなか休日には教会に出掛け讃美歌に親しむう

る必要から俸給の良い北海道に職を求めたのだろうとされていま

を卒業すると札幌の小学校に赴任します︒父亡きあと一家を支え

明治5年︵1872年︶金沢に生まれ同25年に女子高等師範学校

そこであれは演説の歌︑つまり﹁演歌﹂だ︑それを歌っているの

があるところから演説に節をつけ歌紛いの演説が出来てきます︒

説者も工夫がいります︒どうしても聞いてる人の耳目を引く必要

り︑つまり演説を聞きに行ったりしないとものになりません︒演

て来ます︒まあ政治運動ですから書物を読んだり人の話を聞いた

さい︒明治も十年代になるとあちこちで自由民権運動が活発化し

⁝﹂の組合せは釈然としない向きもあるでしょうがまあお聞き下

師が一役買ったのではと推測申し上げます︒演歌師と﹁真白き

れだったと思われます︒さらに小生は大胆にも︑この流行に演歌

い替歌である﹁真白き⁝﹂がそこここで唄われ出すのは自然な流

は既に女学生間で良く唄われていたのだそうです︒となれば新し

この大和田健樹作の歌︵﹁われ等が家に帰る時﹂を本歌とします︶

者として名を残します︒三角先生はこの翌年3月に鎌倉女学校を

は﹁演歌師﹂というふうになります︒辻で歌う演歌師の周りには

では三角錫子はこの曲とどこで出会ったのでしょうか︒彼女は

辞め大正5年4月創立された東京渋谷の常盤松女学校の初代校長

民衆が集まりますが次第に自由民権運動より歌そのものに興味が

り上げを伸ばさなければなりません︒そんな歌の一つが﹁真白き

となり女性運動家として多くの提言をし新しい女性像の確立に尽

ところでインガルスさんの作曲した﹁われ等が家に帰る時﹂を

富士の嶺﹂だったのではなかろうか︒いかにも女学生好みの歌と

移ります︒演歌師達も時流の歌を取り入れて持っている歌本の売

本歌にした替歌は明治23年に出版された﹁明治唱歌集第五巻﹂に

して都会の風に乗って津々浦々へと広まっていったのでしょう︒

くしたのです︒

大和田健樹︵1857年〜1910年︑﹃鉄道唱歌﹄﹃故郷の空﹄︒
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されます︒前年に出された﹁カチューシャの歌﹂とともに洋楽調

こうした巷の流行に応え大正4年8月にこの歌のレコードが出

人はいませんよね︒帰って一気に読んで快哉を叫びました︒爽や

す︒しかし﹁悪口言うのは好き﹂なんて表だって言う人に性悪の

んはどんな悪口を言っているだろうかと大いに興味もつたので

かな博覧強記に感動し︑ひたすら謙抑する口調には本当の知識人

の開祖的役わりを果たすことになります︒

﹁真白き富士の嶺﹂のメロディーは今も古びていません︒とこ

の発見がありました︒高島さん1937年の生まれで専門は中国

文学とありますがいやいやそんな枠にはまる方でないことは二読

ろでガードン作曲からインガルス作曲となったこの曲も果たして
インガルスの作曲によるものか疑問が持たれています︒1805

家に帰る時﹂があって︑そのもととなったのは一八世紀英国の舞

れがあります︒といっても古い文献のコピーとか替え歌の珍類︑

を年間で集冊したもの︒全国にファンがおりまして色々と差し入

して判ります︒この本は週刊文春連載のコラム﹁お言葉ですが﹂

曲﹁ナンシー・トンプソン﹂であり︑それにも原曲﹁たちしょん

自説の売り込みなどです︒

年インガルスが編纂した白人霊歌集に民謡風の讃美歌﹁われ等が

べん﹂があるそうです︒インガルスさんは軽快なステップの舞曲

えてるでしょうか︒大正5年1月の遭難死七回忌に記念出版され

さてこうも有名になった﹁真白き⁝﹂に三角錫子さんはどう応

田正夫︑作曲古関裕而で国民歌謡︵戦後のラジオ歌謡の前身︶の

すから戦前歌謡全集を購入してこの歌を聴いてみました︒作詞福

が一番だったというくだりがありました︒私は古い歌のオタクで

を何人かが歌ったテープを送って貰ったがその中では島倉千代子

何冊目かに渡辺はま子が歌っていた﹁愛国の花﹂︵昭和13年発売︶

た楽譜冊子に﹁ただ自分がほんの哀しみの意を表すつもりで作り

ひとつですがいい歌です︒スカルノ大統領が好きだったとか︒

をプロテスタントの讃美歌として採集しただけ︑という説です︒

ましたが歌は只今では殆ど日本国民に流行して︑所々より問い合

ところで歌い出しに軽い疑問を抱きました︒﹁真白き富士の

わせをうけますので恥ずかしながら公表いたすことになりまし
た﹂と述べています︒もう自分の手から離れている︑国民共有の

見た書籍棚に﹁本が好き︑悪口言うのはもっと好き﹂がありまし

す︒古本屋大好きですがたまには新刊本も欲しくなります︒ふと

日頃唄のボランティアのない時は経本の読書にいそしんでいま

話は変ります︒

と︒何か事情でもあるのかなとしておきました︒因みに福田正夫

避けるはずなのにましてや前者の存在が浩潮であればなおのこ

が文節が同じというのは初めて聴きます︒プロの作詞家なら絶対

歌い出しで同じのはあります︒﹁アカシャ﹂は三曲知っています

の嶺﹂と同じじゃない︑こんなことってあるのかな︑名詞のみが

気高さを⁝﹂となっているのです︒エー︑これって﹁真白き富士

たので一にも二にもなく買いました︒なぜかって小生本も好きで

を人物録でひろってみますと︒﹁1893年〜1952︑神奈川

ものといった心境にあったのでしょうか︒

すが悪口いうのはその何倍も好きだからです︒著者の高島俊男さ
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て寄宿舎の机の上に置いていたところ一教師がこれを持ち去っ

る文の最後に付け足すように載っています︒以下全文﹁15才で神

時は移り昨年︵2010年︶ 3月某日夕刊の芸能欄に﹁明治〜

た︒数日後法要の席で三角錫子作として発表され今日まで歌い続

県生まれ︒神奈川師範卒後小学校教諭︒後に文筆活動へ︒民衆詩

藍川由美リサイタル﹂なる記事を日にし

奈川師範に入学した父は詩歌を愛好する仲間と同人誌︵原稿を綴

戦前

けられています︒言葉はほんの僅か変えられています︒三連まで

人︑処女詩集﹃農民の言葉﹂など︒﹃愛国の花﹄を作詞﹂とあり

ました︒古い歌なら大好きの小生意を得たりと5月15日上野は東

は父が作りあとは文学仲間と考えたようです︒みんな悔しかった

じた程度のもの︶を出し詩作を楽しんでいた︒2年後に逗子開成

京文化会館小ホールに出かけました︒藍川さんのリサイタルは

でしょう︒父も抗議したようで一度は父の名で歌集に載ったこと

ました︒私の歌資料によりましても歌謡曲の作詞はこれ一曲のよ

シリーズもののようで今回が2回目︒幕開けに篠山節とデカン

もあったようですがその後諦めたようです︒﹃愛国の花﹄ の出だ

中学生の遭難事故があり︑父は同人誌用に詩作したものを清書し

ショ節の歌い分けをやってから広瀬中佐や橘中佐を長々と歌って

しが﹃七里ケ浜⁝﹄と同じなのは胸中に去来するものがあったか

うです︒

いましたので昭和には届きませんでした︒終盤になって﹁夢の

らでしょう﹂︒

時の歌でつづる

外﹂﹁真白き富士の嶺﹂﹁七里ケ浜の仇波﹂が歌唱されました︒﹁夢

上刊行会刊︶ の平成13年8︑9月号の﹁父の肖像﹂で正夫氏のこ

てみました︒福田氏の四女福田美鈴さんが﹁かまくら春秋﹂︵同

ヘビころではありませんね︑これは︒どういうことか小生も調べ

盗用したもの︑とあるじゃないですか︒ガードンからインガスル

てびっくり︑﹁真白き⁝﹂は三角錫子の作でなく福田正夫の詞を

しましたが聞き逃してしまいました︒帰ってからプログラムを見

藍川さんが﹁⁝⁝訴えるならどうぞ⁝⁝﹂とか言ったような気が

持った着物姿の男性歌手が歌いました︒﹁真白き⁝﹂に入る前に

﹁⁝仇波﹂は演歌師が歌っていたもので︑これはヴァイオリンを

くれたのは三角錫子です︒彼女の功績はその詞をあの曲と一致さ

かは疑問です︒いずれにしても﹁真白き富士の嶺﹂を世に出して

に﹁3番までは父が作り︑あとは文学仲間と考えました﹂となる

を反転させているのは明らかです︒それ故に美鈴さんがいうよう

5番は﹁夢の外﹂の3番﹁⁝うれしさあまりて寝られぬ枕に⊥

も3番までとは違ってなにか讃美歌風だなあと感じます︒それと

4番以降は詩風が一変すると指摘しています︒確かに唄っていて

んは三角錫子の冊子文を﹁歯切れが悪い﹂とやや批判的に処し︑

んね︒あまりにも時を経てしまいました︒プログラムの主藍川さ

﹁青天の霹靂﹂があったでしょうか︑でもなんかピタリときませ

まあ︑なんということでしょう︒こんな場合多用する常套句に

とを語っている︒︵上︶ の題が﹁墓参会と同人誌﹂︑︵下︶は﹁同

せてくれたことで︑不朽と言っていいでしょう︒でも﹁愛国の

の⁝﹂はじっくり聴いておけばよかったなあと悔やんでいます︒

人誌と﹃七里ケ浜の哀歌﹄ のこと﹂ですが哀歌についてはこの語
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花﹂

に述べてある鳴鶴ケ崎で出般禁止ラインの東側起点となってい

があって茶屋から海は見えない︒この山が海に落ち込む所は既

に託したとされる福田正夫さんの心境はもし四女氏の如くで

あれば十分理解できます︒

る︒山の逗子側が小さな入り江状の磯浜で50メートル程奥まって

をするのしないのなんて役目まで引き受けていない︒わしも二︑

持ってくれば誰でも乗っていいことになっていたから乗艇の許可

で番をしてたのじゃない︒開成の生徒ならクラッチとオールを

叔父は漁師だから天気が良ければ沖に出て漁をする︒付きっ切り

す︒﹁艇庫番をしていたとされる岸名五郎蔵はわしの叔父だが︑

渉猟し葉山漁港の古老から次の話を聞いて物語りを終えていま

﹁七里ケ浜﹂ の著者宮内寒禰氏は艇庫のあった日影茶屋近辺を

面です︒西の披露山を越えると鎌倉の由比ケ浜で手前の材木座海

を進むことにしました︒寄せる波に音も無くまったく鏡のごと海

で﹁艇庫﹂としたのでしょうか︒艇庫考はそこまでにして逗子湾

側は道路です︒それでも磯浜に屋根架けをして雨と飛沫をしのい

海に落ちているのですから︒入り江の突き当たりは少し高くて裏

す︒何分の一かに縮小したとしても無理でしょう︒山がストンと

からして我々の知っている﹁艇庫﹂なんて建ちようがないので

は﹁錨を降ろして繋いであっただけ﹂なのだったろう︒まず地形

いる︒ここがおそらく﹁葉山日影茶屋前の艇庫﹂で︑而して実態

三度乗せて貰ったことがある︒だからあの事故も校則違反の無断

岸とは一連です︒湾状の緩やかなカーブをした静かな渚です︒西

章

乗艇などという代物じゃないんだ︒だいいち艇庫なんかありやし

の突端が稲村ケ崎でここから七里ケ浜です︒この浜は直線で約3

終

ないんだよ︑開成の船二舷は岩間に錨を降ろして繋いであっただ

4

け︑叔父の役目も時化の時に波をかぶらない所に引揚げるのが主

km︑侵食のせいかわりと狭く海に向かって傾斜がついています︒
ザーザーと波の音が絶え間なく聞え外洋のうねりが直接浜にぶつ

なるほどことの終りとは得てしてこういうものであろうか︒古

ら12人の命を奪ったのはこれだなと直感しました︒外海の固い波

かる感じがします︒海浜公園に立ってしばらくこの音を聞きなが

だったんだよ﹂︒

老氏の言によりても彼らの不行跡が帳消しになる訳ではないだろ

転覆したのではないか︒逗子湾や由比ケ浜のように湾口が外洋の

がカッターの横腹を打ったため全員が片側に寄せられ瞬時にして

某月某日私もこの地を歩いて見た︒JR逗子駅からバスで日影

勢いを削ぐようになっていない七里ケ浜沖は別種の海だと見る経

うが私の胸には安堵の気持ちが広がった︒
茶屋を目ざした︒葉山へ向けての道路は明治38年の開通というか

この公園に徳田兄弟を模した遭難碑が建っています︒台座正面

験は彼らに無かったのだ︒とまあ小生の無鉄砲な見立てです︒

境界上にあるようだが地番は葉山にあり開業当時から変っていな

に﹁ボート遭難の碑﹂と横書きし︑﹁真白き富士の嶺﹂の歌詞が

ら事故当時既にあった︒20分程で着いた日影茶屋は逗子と葉山の

いとのこと︒山側に位置し道路を挟んで小さいが吃立した旗立山
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二番まで彫られています︒碑文が左横にありますが﹁みぞれまじ

真白き富士の嶺

真白き富士の嶺

りの氷雨ふりしきるこの七里ケ浜沖合いで⁝﹂と始まります︒碑

文ですから多少の誇張はあって構わないでしょうが天気の具合ま

縁の江の島

四

親の心

み空にかがやく

朝日のみ光り

暗にしずむ

黄金も宝も

今は涙

帰らぬ十二の

仰ぎ見るも

に歌詞1番のみ︑左手にやや小ぶりに碑文があって﹁明治43年1

人の姿

我も召せよ

何しに集めん

昨日の月影

雲間に昇りし

神よ早く

雄々しきみ霊に

千尋の海原

ボートは沈みぬ

胸と心

月23日七里ケ浜沖において遭難せる生徒の霊を慰めるため昭和38

五

捧げまつる

逗子開成高校にある碑は実に簡素です︒二連一対の造りで正面

でひどく言うこともないのに︑と呟いてみました︒

二

年︑本校創立60周年にあたりこれを建つ﹂ です︒ここでも一言呟
きが出ました﹁もっと味付けがあって好いのに﹂︒

この拙文を草した動機は何︒

それは我らが愛する﹁ボート﹂ の名誉のためです︒本荘高校同

今は見えぬ
小さき腕に

風も涙も

窓の諸兄よ︑もしどこかで﹁真白き富士の嶺﹂が歌われるのに逢

友よぶ千鳥に

帰らぬ浪路に

おとも高し

悲しさ余りて

じゃないよ﹂と一言添えていただき

み雪は咽びぬ

響く浪の

力もつきはて

﹃ボート﹄

平成8年7月

風さえ騒ぎて

斯くて永久に

失せし人よ

我も恋し
影をひそめ

月も星も

尽きせぬ恨みに

今日もあすも

み霊よ何処に

母の胸に

泣く音は共々
帰れ早く

迷いておわすか

七里ケ浜辺

うたなら﹁あれは

幻冬社

2003年4月

2010・5・15

平成15年10月

恨みは探し

寝られぬ枕に

六

呼ぶ名は父母

三

たい︒﹁実は ﹃カッター﹄ なのさ﹂と言うかはご随意に︒

石原慎太郎

参考図書等
﹁弟﹂

﹁七里ケ浜﹂ 宮内寒禰 新潮社 昭和53年1月

逗子開成学園

2010年1月

﹁目録20世紀 1910﹂ 講談社 平成10年12月

﹁逗子開成百年史﹂

右同

﹁ボート遭難百年忌記念誌﹂

文春新書

﹁唱歌という奇跡・讃美歌と近代化の間で﹂
安田寛

﹁藍川由美コンサートプログラム﹂

﹁大正時代を訪ねてみた﹂ 皿木喜久 廣済堂 平成12年12月
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記念の年
山

治

夫

してみれば︑記念年にしては︑大したことでは無いとお思いで

しょうが︑小生には大変な事態です︒

本年も4ケ月ちょっとになりましたが︑大変な年です︒九州の火

山爆発から始まり︑67年間生きてきまして︑こんな大きな地震を

原発事故・円高・株価の落ち込み・菅総理の辞職・大連立と先行

亀

平成23年は︑小生にとっては記念すべき年と︑誕生日の日に︑

き混沌しておるなか︑全国高校野球大会で︑能代商業高校が︑14

57期

気づきました︒理由は︑昭和19年1月23日生まれですので︑23・

年1回敗退記録を阻止し︑強豪如水館高校に5分で延長まで戦い︑

体験するとは︑東北地方の被災された方に御見舞を申しあげます︒

1・23とゴロ合わせとなり︑余生を計算しても次年号までは︑こ

残念ながら負けましたが︑思い出に残る話題となるでしょう︒

﹁節

目﹂

57期

藤

俊

行

節目として感じることは︑末尾に﹁0﹂や﹁5﹂がつく年に節

工

2311−23計画を来年も再来年も引き続き頑張る所存でおります︒

の世にはいられないと思いまして︑これを機に今年一年は今まで
と変わったことをしようと︑取り組んでおります︒まずは容貌

を︑頭髪が寂しくなりましたので︑顎嶺を生やす︒趣味の方では

月一度の船釣りで︑地元横須賀の観音崎沖・猿島回りのアジを1
年間で千匹釣りに挑戦︒健康面では︑小宅は三浦海岸の北方にあ
たる野比海岸が近く︑2・5kmの遊歩道を往復のウォーキングと︑京

浜急行の︑日本で唯一のアルファベットの付く駅名﹁YRP野

比﹂が目の前ですので︑電車利用の場合はひとつ手前の駅﹁京急
容貌は水戸黄門様まではいきませんが︑白色で回りの方から好

目とする感覚が多いようです︒企業では︑さまざま事を検討した

東京同窓会の45周年おめでとうございます︒

でも貢献しようとおもっています︒趣味

久里駅﹂より歩くこと︒この3点を目標にしました︒

評ですので︑世直し？

後︑業績アップやイメージアップを主としたイベント等を企画・

実施し実績を上げている企業も少なくありません︒私も同様に業

は︑8月現在ですが︑目標にはほど遠く末だ350匹です︑回数を増

やしなんとか目標を達成に！

績を上げようとするための創意・工夫を施しながら実施したが︑

健康面は結構海岸のウォーキング

は︑同じ年頃の爺さん・婆さんが多く休息時間にバカ話をして楽

大変な苦労をした経験を思い出します︒

一方︑学校や組織団体等では︑記念行事︑回顧録等の発行など

しんでおります︒でも︑なかなか毎日は出来ず︑この暑さが通り
過ぎたころから回数を増やそうとおもっております︒読者の方に
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を実施し︑仲間意識の高揚︑団結力の強化︑更なる発展を祈願す
るケースが多いと思われます︒
また︑別の意味として︑﹁人生の節目﹂がある︒義務教育である

小中学校の入学・卒業︑そして高校︑大学への進学・卒業の節目︒
その後︑就職となるが︑今度は転勤・異動が付き纏う節目︒私も

数十回の転勤・異動を経験しました︒一方︑そのことに伴って平
社員から係長︑課長︑○○長︑部長の節目があり︑その度に苦労
し︑悩みの内容も違ってくるが人間的には成長の過程であり︑問

大震災への提案

日本建築学会の要請に答えて

綾

子

﹁なしくずし的に﹂社会主義社会へ

井

その間に結婚︑その後に子供の誕生で親となる︒その子供の成長

2011年3月日日に発生した︑東日本大震災において衣食住

福

の節目となる学校の入学・卒業︑親と同様な過程を繰り返すこと

をなくした被災者の方々にとってこれからの生活設計を考えるこ

61期

となります︒今では孫が授かって楽しい日々を過ごさせてもらっ

とができるでしょうか︒これまでの概念を変える必要性がでてき

題意識の持ち方が強くなっていくことが多いように思われまる︒

ている︒残念ながら年齢が来るとリタイヤ︵定年退職︶を余儀な

ました︒住む家がない︑仕事がない︒

義援金は団体も個人も自主的に応じたものです︒更に必要な支

者全体で計画的に使用することも求められました︒

﹁計画停電﹂は︑原子力発電所の事故によるものでしたが利用

くされてしまう︒中には一部であるが企業の役員で活躍し社会に
貢献している人は︑そんなには多くいないことと思われる︒

今では︑年金生活者となったが︑結婚記念日や誕生日祝いの節
目︑また健康維持のための節目検診が課題となっている︒

配分することになりますが﹁お互い様だから﹂と譲りあっていく

援を考慮すると必要な物を割り出し︑それを満たすものを集め︑

きていくのが大変となり勉強しないと就いていけない時代になっ

ことになるでしょうか︒

世の中︑日々変化が激しく揺らいでいる︒特に情報化社会に生

てきている︒いずれにしても節目と節目の間隔が短い時と︑長く

た気がします︒社会主義社会は ︵何らかの革命的な事態︶ に

﹁なしくずし的に﹂何か起こっ

に何かの節目に遭遇することでもあり︑ボケないように脳を活性

よって起きるだけでなく︑政治も経済もこれまでの概念を寧㌃

この3・Hをキッカケにして

化させ︑ひとつ一つを大切に︑楽しく過ごせるよう頑張って生き

ざるを得ない⁝︒今の体制では解決が付かないときに︑次の社

感じることもあるが︑その都度成長していると思う︒毎年のよう

て行こうと感じている今日︑このごろである︒
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会体制が必要とされる︒計画的な生産︑計画的な消費︑計画的
な生活⁝︒お互いに意見を述べ合い︑説得して︑次の時代を作

⑪ ﹃線路を走る列車を見ているだけ﹄ で︑地元で生活している

方々に明日の夢を感じさせます︒

⑫列車から見える︑﹁日本海の夕日﹂を味わって欲しいのです︒
仮設住宅は︑ルームシェアに

るために⁝︒

鉄道で運ぶ⁝コンテナの仮設住宅

仮設住宅の提案⁝その2⁝です︒
①

仮設住宅の提案⁝その1⁝です︒

被災された方々にとって︑元通りの生活が実現できるまで一時

②確かに︑一戸二戸に冷蔵庫も洗濯機も必要です︒

二戸二戸に﹁ユニットバス﹂が必要でしょうか︒

期暮らす場です︒平屋建てのプレハブでは︑戸数が不足です︒

③慣れない人間関係で疲れも溜まります︒

ニットバス﹂も冷蔵庫も洗濯機もキッチンセットも︑何分の

③ でも︑﹁仮設住宅をルームシェア﹂することができれば︑﹁ユ

ます︒

一かにはなれそうです︒

⑤知らない者同士でも︑肩を寄せ合って暮らそうという試みは

ルートは︑日本海側の線路を有効活用︒

し︑急行や特急の止まらない無人駅に一時停留場所を確保し

①素材はコンテナ︒1R東日本の貨車で運びます︒線路を利用

②

③住環境を考えて︑窓もドアも設置します︒

最近︑受け入れられてきました︒

⑥何処に︑誰と住むのか︑調整役はNPOの有志です︒

④ 2階建ても可能︒

⑤移動先と被災地をレールで結びます︒

⑦お互いさまの気持ちがあれば︑少し前に進めるではないで

⑧お互いに必要性を感じた時︑﹁仮設住宅ルームシェア委員会﹂

しょうか︒

⑥どこに設置し︑誰々が住むのか︑調整役はNPOの有志です︒
⑦鉄道は ︻行き︼は︻支援物資︼︑︻帰り︼は ︻瓦礫︼も積み込
みできます︒

も発足できます︒

⑧連絡を取り合う関係から︑次ぎのステップへ︒

⑧臨時便ダイヤを定期的に運行できれば︑ボランティアも行き
やすくなり︑最寄の駅までを車で往復するルートがあれば︑

⑧

アイデアを持ち寄り︑行政への働きかけ︑今後の課題も議論

更に望ましいことです︒

も役立てること︒

きること︑一番は前向きな気持ちにさせること︑後で倉庫に

⑪ これこそ︑NPOの出番です︒

⑩専門家に多方面から︑支えてもらうことです︒

⑨その結果︑強い杵が生まれるでしょう︑周りを巻き込んで︒

でき︑相談できる︒

コンテナは︑丈夫な素材と形とが力強さを与えてくれます︒

⑨鉄道の大量輸送能力を活かすことと︑移動中に気分転換がで

⑲
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先生のあだ名
63期

村

上一眞

友人﹁その時︑小松先生がね教室に入って来たんだよ﹂

私﹁え？小松なんて言う先生いた？松田じゃなくつて？﹂

友人﹁いただろう？︒背のでっかい柔道部の部長かなんかして
い
る
﹂

私﹁あの先生？あれジャイって言うんじゃないの？﹂

友人﹁馬鹿だなお前︑ジャイって言うのはあだ名だよ！﹂
私﹁☆×▲＊？﹂

小松先生が何故﹁ジャイ﹂になるのかということを教えられた

ときは︑納得もしたのだが私のように何も知らず﹁ジャイ﹂先生

のままで卒業したやつもきっといるだろう︒もはや御健在でいる

とは思われませんが失礼を覚悟で申し上げると﹁小松﹂先生は︑

ジャイアント⁝⁝つまり巨人でした︒それをストレートに言わ

当時としても恰幅の立派な堂々たる体躯の先生でした︒

とにかく私は︑卒業してからも﹁ジャイ﹂先生としか知らな

ず﹁ジャイ﹂と端折ったところに︑当時の高校生の絶妙なセンス

先生

かった︒当時の本荘高校には︑十年くらい連続して在籍している

を感じるのは私だけだろうか︒

小松

先生がへっちゃらのちゃらみたいにおって︑すごい先生になると

は︑正式な姓なのだろうと思っていました︒面と向かって話す機

んな﹁ジャイ﹂とか﹁ジャイ先生﹂とか言っているので私など

もおりました︒﹁ジャイ﹂先生などもそのうちの一人でした︒み

ら我社に︑民間企業ではあるがメーンバンクという圧倒的な地位

上何某という重役がおりました︒その重役は︑当時の富士銀行か

のですが︑その会社に当時︑営業部長兼企画室長という肩書の井

大学を出て都内にある道路舗装会社に技術社員として就職した

江幡

生徒の親の代から在籍しているのではないかと思えるような先生

会は一度もなく︑﹁柔道部の顧問﹂かなんかしていたように記憶

から天下り的に舞い降りて来たような人だと言うことでした︒こ

先生

していた︒それが実は︑﹁小松﹂という先生だというのは卒業し

のような御重役を︑私は直接には存じ上げておりませんでした︒

勝一郎

てから何年もたってからであり︑そのときのショックは︑まさに

ところがある日その重役が私のところに寄ってきて

﹁驚天動地﹂でした︒卒業してから十年以上もたった頃︑友人と
話しているうちにどうにも話がかみ合わない︒
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﹁君は秋田県の本荘高校の出身だね︒その高校に ﹃江幡勝一
郎﹄ という先生はいなかったかね﹂

榊田

三郎

先生

榊田三郎先生は︑その名のとおり三男だったのでしょう︒高校

﹁日本史のバタやんですね︒おりました︒﹂

の時の英語の先生の話をしていたのか全く記憶にないし︑私の中

の人との酒飲み話のついでだったのかも知れない︒なんで高校生

を卒業してから能代高校出身の人と一緒になる機会があって︑そ

と私がいうと︑その重役は非常に喜んで

では榊田先生は︑そんなに印象的でもないごく普通の英語教師と

というのである︒

﹁彼は︑バタやんと呼ばれているのか﹂

に︑能代高校には榊田四郎という英語の先生がいたというので

いう感じでした︒それが︑能代高校出身の人と話しているうち

私は︑江幡先生の﹁バタ﹂と流行歌手の田端義夫が﹁バタや

す︒そうすると︑榊田三郎・四郎の兄弟が本荘と能代で︑ともに

というのである︒

ん﹂と呼ばれていたのでその類似から当時の高校生の単純な発想

高校の英語の教師をしていたのかということになり︑いやはや何

だか妙な話だなということで終わったのでした︒確認した話では

で ﹁バタやん﹂と呼んでいたのだと思っていた︒

﹁江幡君と私は旧制新潟高校で同級でした︒私は東北大だった
とその重役は話してくれました︒新入生の私などは︑恐れをな

全然関係ない話になってしまったが︑これも世の中狭いものだな

が高校の英語教師をしていたのかどうかも知らない︒あだ名とは

ない︒桝田先生に四郎という弟君がいらっしゃったのか︑その人

して﹁へえ︑そうですか﹂と言ったきりでしたが︑それにしても

と感じたひとつです︒

が︑彼は東大に行ったんですよ﹂

世の中は広いようで狭いものだなと感じました︒

後日談︑その後本荘に行く機会があって榊田四郎先生を知るあ

る先生に聞いたのですが︑榊田四郎先生は︑由利工業高校の英語

﹁上場﹂がどうだとかこう

だとか話していたときだった︒私が﹁ジョウバ﹂と言っていたの

教師もなされたということであります︒

ある時︑会社の新入生同士で株式の

をそばを通った井上重役が聞き付けて
﹁村上くん︑それはジョウジョウと言うんだよ﹂

先生

﹁仰げば尊し﹂もちろん誰でも ︵といっても我々の年代以前の

清哉

せられたような気分でした︒それとも私があまりにも無知だった

者に限るのでしょうが︶知っている唱歌である︒その﹁仰げば

梅津

のだろうか︒もちろんその後︑会社のトップクラスの御重役と新

尊し﹂

と訂正してくれました︒旧帝大卒のレベルをそれとなく認識さ

入生との接点はまったく無く︑疎遠なままにいつしか無縁となっ

ざさらば﹂と続くのである︒卒業式のシーズンにならないと唄わ

の歌詞は︑﹁思えばいととしこのとし月︑今こそ別れめい

ていました︒
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文法は別々の先生に教わるときもあったので英文法の授業だった

ときだったかも知れない︒あるいは︑そのころは英文解釈と英

けたという記憶はないので︑何か別の用事でたまたま教室に来た

清哉先生がこの歌の解説を始めた︒英語の授業を梅津先生から受

ない歌なのでおそらく2月〜3月にかけての事なのだろう︒梅津

ていてややこしい事にはならなかった︒つまりは︑速く過ぎ去っ

た︒がそのころには﹁いと疾し﹂なのだということがもう判っ

て︑やはりいととしとはどういう意味だろうと言うことになっ

年かたったころに︑またこの﹁仰げば尊し﹂の解釈が問題になっ

これから後の話しは︑梅津先生とは無縁を話なのですが︑何十

﹁仰げば尊し﹂ の解釈

別れめ︑いざさらば︒﹂と続くのだが︑これはどういう意味なの

ところが︑この話はそれで終わらない︒そのあとに﹁いまこそ

る︒高校生の頃に比べるとずいぶん成長したものである︒

たということを言いたいのだということが判っていたからであ

かも知れない︒

梅津先生は﹁思えばいととしこのとし月﹂というのは何だか勘
定が合わないような気がする︒おととしの間違いではないのかと
言ったのである︒もちろんこれは駄酒落で︑いととしにオトト

シを掛けているのは︑誰にでも判ったので我々は笑い飛ばした︒

かというと﹁今はもう別れるときだ︑ではさようなら﹂と言って

いるのではないかというのが︑ほとんどの人の解釈なのである︒

そのあとで先生はこの歌は昔の歌だから旧制中学の五年制を言
うところの五つ年を言っているのではないかと言われたのである︒

もちろん大意に反してはいない︒おおかた正解でもある︒

しかし︑ここには古典の文法上非常に重要な係り結びが使われ

それについては古典的表現に不詳なる我々は︑成程そうなのかと納
得した︒それでもなんとなく腑に落ちないという気はした︒

ば﹂であり︑意味としては今は別れましょうという意味なのだ︒

ていて﹁いまユ烈別れ圃﹂は本来ならば﹁今は別れむ︑いざさら

おかしくないのに︑いととしと言わせているのは何故だろうとい

古語﹃む﹄は︑ほんらい推量や意志をあらわす助動詞なのだから

イツトシもいととしも︑どちらでも良ければイツトシとしても

うところまでは考えなかった︒なんとなく﹁ああ︑そうか﹂と

﹁今は︑別れましょう﹂という強い意志が含まれた意味になって

じられないと言うのが落着くさきのようにも思えます︒

いるのです︒と力説してみたが︑最初の意味とさほどの違いも感

いう具合だったのである︒

の

梅津先生は︑授業が終わって職員室に帰るときなどクもう飛ぶ
まいぞこの蝶々︑昼も夜も休まず⁚・〟と﹁フィガロの結婚﹂

﹃係り結び﹄

という古典文法に特有の構造が私にとっては驚異だったのです︒

この﹁こそ〜め﹂という形で︑﹁む﹂とならない

ありながら︑顔はいつもうえを向いていたから︑上昇志向の強い

梅津先生のいととしから始まって︑係り結びの別れめに飲まって

アリアを歌いながら歩いていくような先生でした︒小柄な体格で

ひとだったのかなと思っていました︒

しまいました︒
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現在では︑まったく使われなくなっているが︑古文でいうとこ

ろの係り結びの構文は︑かなり近代まで使われています︒﹁歳の
にも

路︑停電で信号の点かない交差点などを恐る恐る通りつつ二日掛

けてどうにか行きつく事が出来ました︒

それからの一週間は︑大変でした︒食料も水も十分にあるので

すがレトルトの食品なので二〜三日続くと飽きてきてどうにもな

ではじまる文部省唱歌﹁一月一日﹂

﹁松竹たてて門ごとに祝う今日山．︺甘楽し細れ﹂と終わっている︒

りません︒生野菜・果物・牛乳・卵・納豆・漬物など普段見向

初めのためしとて⁝﹂

これなども今日は楽し細川となるところが︑コ骨が着いたので刷

きもしないほど変わり映えのしない食べなれた食材が無性に欲し

その後も原発の事故拡大被害が深刻さを極め現在に続いている

代の職員に後を託して帰ってきました︒

くなって来るのです︒それでも私などは︑十日間程いただけで交

れで結んでいるのである︒
この約束ごとが︑明治の頃の歌などには普通に出て来ます︒で

は︑何故この係り結びが使われるのか︒また明治の頃の文語的表
現には︑頻繁にでてきたのが昭和の時代︑それも戦後の口語的表

その理由が知りたくて︑大野晋先生の著作﹁係り結びの研究﹂

家財を掘り起こしたりと復旧の手を休めようとはしません︒確実

まいます︒被災者の人々は︑黙々と泥を取り除いたり︑埋まった

のですが︑この度の東日本大震災には︑まったく言葉を失ってし

なる本を買って読んでいるのだが︑内容が難しすぎて一向に先に

に冬の到来する地方なのですから︑それまでにやるべきことは

現にはまったく使われなくなったのは何故か︒

進んで行かない︒ホトホト困惑しているところです︒どなたかわ

やっておかなければという気持ちなのでしょうか︒

私などは︑ただ茫然としてしまうばかりです︒いろいろなこと

かり易く解説して下さる御方がおられたらお頼みしたいところで

す︒毎度の事で︑話はとんでもないところに脱線してしまいま

を考えさせられ︑思いを深くさせられる︒それでも︑そこには傍

東日本大震災の救援活動

て︑略奪や不在家屋からの家財の盗難など︑これまで世界中の

復旧までの時間が長く掛かれば掛かるほど︑人々の心も荒んで来

し
た
︒

本当は︑ここまでで投稿するつもりでいました︒そのあとに

人々が驚くほどの秩序だった対処をしてきた国の人のする事とは

観者の自分がいるだけのような腹立たしさを感じてしまいます︒

3月日日の東日本大震災が襲い︑日本中のみか世界でも驚惜する

思われないような事まで起きて来ています︒

そんな時に︑はるか昔のどうでもよいような話をすることにため

ほどの大地震が東日本を揺さ振ってしまいました︒
で工事をして

らいを覚えつつ潤筆します︒被災者の人々が倦まず︑弛まず︑諦め

︵旧古川市の辺り︶

いたので食料や燃料・飲料水などの緊急用物資を車に乗せて現場

ず︑粘り強く︑復興する日まで耐え抜いて欲しいと祈ります︒

当社の社員も宮城県の大崎市

まで行きました︒行く途中いくつもの壊滅した家や陥没した道
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佐

藤

晶

﹁せんとくん﹂の薮内佐斗司さんとのこと
67期

彦

早速銀座4丁目のフランスレストランでT君︑西川流美人跡目の

西川さんと筆者の3人で会いました︒当方の趣旨を説明し︑適材

な人材がいないか相談すると︑大学院美術研究科彫刻科修士課程

で染料も研究しているという薮内さんがいて︑彼自身も何か良い

アルバイトを探索中とのこと︒早速後日西川さんがお連れしたご

本人と直接会ってみると︑筆者と同じ年の1953年生まれでコ

テコテの大阪弁をしゃべる大阪出身︒仏像・能面の木彫製作の経

の生み

の親︑薮内さんとの出会いは︑33年前の1978年にも遡りま

験があるということで講師の依頼を快諾してもらいました︒

平城遷都1300年祭のマスコット人形﹁せんとくん﹂

す︒筆者が入社したての1年目で︑高校・大学時代に仏像を若干

術部を創設することになりました︒その講師に当時東京芸術大大

石油開発帝石㈱に併合された︶

に﹁能面打ち﹂を主活動として美

上沖で石油開発事業を展開しほぼ全量を国内に輸入︑後に現国際

輩方が同調して︑社内︵当時のジャパン石油開発㈱︑アブダビ海

認が手早く決まってはしいので︑根回しとして︑当時の社長に直

設立合意が必要で︑承認後︑会社側への申請承認が必要です︒承

ので従業員で組織される厚生団体の社友会への申請を最低4人の

なりの社内手続きを踏むことになりました︒労働組合がなかった

・講師が決まったので⁚実際に美術部を創設するにあたってそれ

手がけたことがある筆者に仏像などの物作りに興味のあった諸先

学院生だった彼を迎え入れたのです︒

︵日本舞踊︶ に在籍の日本舞踊西川流宗家の跡取り娘を知ってい

ろ︑﹁自分の友人がサークル仲間で芸大大学院音楽研究科邦楽科

しているときに︑同期入社で早稲田卒のT君に状況を話したとこ

いとかでやんわりと断られてしまいました︒その後の探索に困窮

な﹁長揮氏春﹂氏に直接単独懇請しました︒しかし時間が取れな

と先輩から聞いていましたので︑当初は当時能面師として超有名

﹁師匠は絶対的に名の売れたその道のプロではなくてはならない﹂

・決めるまでの経緯⁚ゴルフでも囲碁でも習いごとをする場合︑

ました︒

す︒美術部長は筆者が拝命し︑早速翌月には活動することができ

早々に予算をつけるように﹂と指示していました︒作戦は成功で

人事部長を呼んで﹁非常に面白い︒申請書が回ってきた段階で

是非ともご理解とご承認を﹂と懇願︒社長はその場で総務部長︑

の法人でも存在しないと思われる能面打ちクラブの美術部創設に

で︑社内パーティの折に︑社長に設立趣旨を緩々説明し︑﹁普段

事前に知っていました︒筆者は社長が美術文化に理解ありと踏ん

現役及びOBで構成される﹁水墨画﹂会会員であることを筆者は

談判しました︒当時の社長は︑通産省OBで元事務次官︒通産省

るので芸大生を紹介してもらおうか﹂と助言してくれたのです︒
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り労力が一気に増加します︒さて︑進捗の早い人は初心者だけに

んは︑部員全員の進捗状況に合わせて指導しなければならなくな

でしまうと︑製作進捗度が完全に遅れてしまうので︑講師の薮内さ

もしばしばです︒毎回の参加者数は︑実質3・4人︒一回でも休ん

も︒夏期は蒸し風呂︑冬期はコンクリートの底冷え状態になること

臭さがものすごいのです︒空調設備がないので︑ひどい呼吸困難に

ります︒またその車両が帰宅の途に就くときに排出される排ガスの

ままなので︑片隅で部員が肩を寄せ合うような格好でやることにな

時間後の夕刻に活動開始と言っても︑駐車場にはまだ数台は駐車の

際活動してみると︑そう快適な環境ではありませんでした︒業務

う配慮から︑結果的に地下駐車場が最適となりました︒そこで実

の聖を打ちおろすとその階下に音と振動が伝搬し迷惑をかけるとい

ましたが︑その時のポイントは︑地上階での作業だと︑木槌で数種

半ころから2時間のペースです︒総務部に作業室を探索してもらい

・美術部の運営の仕方⁚最初は部員数が5人で︑週一回︑午後5時

月で完成していました︒

時週一回のペースですと当時の部員の腕前では︑小面などは6か

かインタネットから一揃いが購入できるみたいですね︒さて︑当

た︒しかし︑30年も経過した今では︑仏像彫刻ブームも相まって

紙︶

い︑本物の写し図面︵正面︑両側面︑上部及び下部から見た型

の小間物も購入︒能面打ちの神髄は﹁本物を写すこと﹂です︒従

彩関係の岩彩︑膠︑うるし︑和筆などの他︑サンドペーパーなど

となりますが︑それでもその

手配します︒国産は高額でなかなか手に入らないので︑米国産櫓

料の木片は︑米国槍で弁当の大きさ︑薮内さんが作品毎に有料で

刀の両端に砥石で削って四角い角に丸みをつけます︒能面の原材

研ぎ方で︑同時に歯面が立体面を彫りやすいように平聖や平彫刻

は薮内さんの紹介で上野の専門店で部員各人一括購入︒最初は︑

などであり︑ちょっとした大工さんの小道具になります︒これら

れぞれ数種類が必要な聖と彫刻刀︑及び砥石のセット︑鋸︑木槌

めで︑休んだことはめったになかったような気がします︒﹁佐藤

す︒その薮内さんは︑当時︑清貧の学徒風でしたが︑非常にまじ

わっていました︒師範の御尊父は欧州にも﹁ブラックキャット﹂

にも所属しました︒剛柔流宗家最高師範山口剛史先生に直接教

・剛柔流空手部⁚ところで当時筆者は社内のクラブでは空手道部

は薮内さんが︑彫刻台も含めて用意することになっていまし

﹁臭い﹂がなんともいえません︒色

その分だけリスクが伴います︒逆に進捗の遅い人はその轍を踏ま

さん︑アルバイト料をあげてーなー﹂と大阪弁で時々懇請されて

として名の知られた著名な空手家の山口剛玄先生です︒筆者も一

ないように心掛けることで失敗のリスクをある程度は回避できま

いたようです︒

・工具など⁚能面は能の道具の一つです︒また﹁能面の製作﹂と

柔流で一緒に練習をしていたそうで︑あの方は腕などの筋力が強

たのを覚えています︒極真空手の創始者の大山倍達氏も一時︑剛

度直接御自宅でお会いしたことがありますが︑オーラがすごかっ

言わずに︑﹁面を打つ﹂といいます︒それ故︑揃える道具が︑そ
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和同流の名士として学生時代から高名でアブダビの近衛兵隊に空

た︒空手部が存在するのは︑社内の役員に明治大学空手部OBで

二日酔いの胃袋に前蹴りを受けては︑吐きながらやっていまし

地下柔道場での7時から1時間半の早朝練習︒組み手の練習では

かったようです︒筆者ら部員は︑週一回︑お茶の水の明治大学の

きく﹁般若﹂ のほうが﹁小面﹂よりも容易です︒

失礼とは思うが仕方がない︒実は︑製作上では︑細部のつぶしが

のお面を見て思い出すのが︑キムタクの奥さん・工藤静香さん︒

若﹂は︑若い美人の憎悪怨念を表現しているそうです︒実は︑こ

のことです︒また﹁小面﹂に始まって﹁小面﹂に帰るとも︒﹁般

も︒筆者の戦績の最高位は︑東京都剛柔流大会でベスト8に入っ

内や駅階段で異流派の必殺者が急襲してきたときの防御方法など

ある筆者に御教示してくれました︒また︑混雑する市街部や電車

とのほか堅かったそうでそれを克服した様子を隣県の秋田出身で

ですが︑岩手県出身の金沢師範は︑御自分も若いときには体がこ

機会を得ました︒筆者は空手選手には致命的な欠点の体が硬いの

者は国際松涛館流空手の創始者の金津弘和師範とも︑交流できる

持っていけば20万円は堅いと踏んでいたようです︒

自信がつきました︒実は部員のみんなは︑自分の作品を三越に

合は今一﹂と感じました︒断然我々の作品の良さ︵高額販売︶に

価格が10万115万円前後だったかと思います︒それらは﹁でき具

本店で木製の手作り小面を販売しているとのことで見に行ったら

でやっていると聞きました︒あの当時︑会社からすぐそばの三越

んについて学んだそうですが︑退職後︑個人的に独立して販売ま

・退職後は立派な内職に⁚上司であったST氏は3年ほど薮内さ

手の指導をしばらく行ったW氏が在籍していたことが縁です︒筆

たことです︒週一回のレベルではまずまずでしょう︒この空手の

・打った能面は﹁小面︵こおもて︶﹂︑﹁般若︵はんにゃ︶﹂⁚﹁能面打

象があるのが︑からくり人形をメインテーマにしていておりまし

性の裸体が中心で︑原宿などで個展を開催していました︒特に印

話の中に︑英国での武勇伝もあるのですが︑次回に回します︒

ち﹂は基本的に伝統的現物を﹁写す﹂ことです︒従い︑製作の最

たが︑訪問客はそれほど多くはなかったと記憶しています︒

・原宿での個展⁚薮内さんが修士課程を終了後︑しばらくは︑女

後はあえて古臭さを表現することになり︑例えば︑両側の紐穴の

と重要です︒﹁小面﹂ は正面︑下から︑上からの三方向から見る

何に薄く彫ることとか︑能を舞えるような機能的になっているこ

やって︑弟子は仕上げと彩色と古色付けを担当する流れです︒如

ご本人に近況を伺ったら︑﹁銀座で友人と共同個展を開いた時に︑

ました︒マスコミやTVに出演し始めていました︒その時期に︑

近く海外赴任して帰国してみると︑新進気鋭の彫刻家になってい

・それからⅧ年後⁚筆者が業務で︑英国︑アブダビ︑米国と10年

摺れを作るなどです︒実際の工房では︑師匠が最初の荒削りを

と表情が異なります︒最初に打った小面は︑自分の母親に似ると
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ず︑講師を継続してくれていることが筆者にとっては素直に嬉し

さんにとってアルバイト料など大した金額ではないのにも拘わら

機がきらい︒﹂と言っていました︒しかし︑その時には既に薮内

抜で新規性を評価されがちな現代美術が中心なので︒それに飛行

ていました︒その時の彼は︑﹁ニューヨークは肌が合わない︑奇

いたとかで︑その旅程のマネージャーに美術部の女子部員がなっ

いて︑﹁鎌倉彫﹂を教えていました︒ニューヨークでも個展を開

きっかけ﹂とのことでした︒部員のほとんどが女性社員になって

大変運良く自分の作品を理解してくれるパトロンがついたのが

れるようになりました︒まさに﹁時代の寵児﹂

分野の一流芸術家の作品価格を掲載する﹁美術年鑑﹂にも掲載さ

するようになりました︒更には︑日本の古今東西のあらゆる芸術

ません︒また︑業界誌では有名な﹁月刊

ジェクト・Ⅹ﹂番組に筆者がチョイ映りした時とは比べ物になり

も頻繁に顔を出すようになりました︒かつてNHK編集の﹁プロ

た︒NHKの古寺美術特集番組では︑解説をするなどTV番組に

た︒日テレの﹁ぶらり途中下車の旅﹂で取り上げられていまし

益々マスコミやTVに工房やご本人が出てくるようになりまし

・日テレ﹁ぶらり途中下車の旅﹂⁚90年台後半から00年代にかけて

ルなどに影響したような実績があるように︒そのことが事前に報

ンス人は日本のおとぎ話に興味を抱くようで︑浮世絵がルノアー

での個展入場者数では最多入場者数記録を作ったそうです︒フラ

報苦会みたいなもので︑パリでの個展は予想以上の盛況で︑パリ

ました︒実は︑この個展は︑先に開催されたパリでの個展の結果

日本の童話メルヘン ︵桃太郎︑金太郎など︶ をモチーフにしてい

越本店展覧会の招待状を頂いたので家族4人で見に行きました︒

に居を移した頃︑即ち今から18年ほど前ですが︑薮内さんから三

強い仲介者の計らいで可能となりました︒筆者の面目躍如であり

には入れないということだったのですが︑そこは蛇の道は蛇で心

の噂では︑薮内さんはマスコミにはもちろんめったに他人を工房

3人で薮内さんの工房を訪問する計画を立てました︒しかし業界

ばということで︑娘さん︑上司の奥様 ︵女子美大出身︶ を連れて

した︒そこで筆者が思いついて︑娘さんの何かのきっかけになれ

あたって︑ちょっと低迷気味で壁にぶち当たっている﹂と伺いま

上︑S氏の娘さんが﹁多摩美大在籍だが︑卒業作品を製作するに

・その工房を訪問⁚とある日︑久々に元上司S氏との懇談会の席

になった感じで

美術﹂に連載物を投稿

かった︒

道されていたためか︑三越での来場客数は身動きが取れない位に

ます︒経堂にある工房を訪問しますと︑久しぶりにお会いした薮

︒
す

満員で︑昔の原宿の個展とは雲泥の差がありました︒これが成功

内さんはすっかり風格が備わって大彫刻家然です︒互いに久閥を

・三越本店での個展⁚その後︑筆者が2年間の新潟赴任後に浦和

者の証しなんですね︒

叙した後︑工房内を案内してもらいます︒敷地は広くはないです
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は︑薮内さん一人でオリジナルの木彫を作製し︑それを専門のブ

ているとのことです︒一方︑飾り用の小間物の童子シリーズで

ょって各部品を製作し組み立てていくプロジェクト方式を実践し

た﹁東大寺金剛力士 ︵仁王︶ 像﹂ のように︑弟子の小仏師多数に

ような大型物だと︑かつての運慶が総指揮となって製作仕上げ

が︑3階建てで大型物も製作できるようになっています︒その

彫だから︑上限があってないようなものだが︑それでも最低で

ロンズ像は縁起を担いで︑88体を製作するという︒原作彫刻は木

起を担つぐ末広がりの﹁八﹂︒本職は﹁23﹂だったか︒通常︑ブ

ているポーズ︒海老蔵の購入したシリアル恥は︑梨園では当然縁

箔リンゴを頭上に載せて︑﹁たーまやー！﹂とびっくり目玉をし

然︑価格の割引はありました︒童子がまん中に弓矢が的中した金

アに留学中で彫刻を学んでいるとのことです︒第二の女性版薮内

さんは︑この時の薮内さんから大いに啓発を受けて︑現在イタリ

行くことにし申し出て︑実際そうしました︒さて︑その上司の娘

く︑﹁駅は近くだし︑車両だと混みそう﹂を理由に徒歩で駅まで

持っている筆者としては︑立場が逆転となった現実を受け入れ難

キーを揺らしながら︒当時︑中古のメルセデスのE・シリーズを

後︑近くの駅まで車で送ってくれるという︒しかも︑ジャガーの

した︒ワインも美味しく︑出された海鮮料理も格別です︒夕食

とです︒帰り際︑近くのイタリア料理店で夕食を御馳走になりま

から紹介された人﹂はだめで︑知らないと良く使いやすいとのこ

認している﹂︒工房スタッフは

﹁昔から知っている人や知り合い

あるのではと思っている︒大阪商人のDNAで商売がうまいと自

さて︑こっそり成功の秘密を伺うと︑彼日く︑﹁芸術より商才が

た

く︑社会・文化に貢献をしなさい﹄と言われた﹂と言っていまし

は随分と美術商品で儲けているようだね︒儲けることばかりでな

芸大学良︵当時︶から︑﹃巷間伝え聞こえることによれば︑貴兄

刻科教授に就任しました︒その時のいきさつを伺うと︑﹁平山郁夫

2004年に大学院美術研究科文化財保存学専攻の保存修復・彫

・最後に⁚世間で新進気鋭で商品売上絶好調にあった彫刻家が︑

されていないようなので永久保存版にしています︒

は︑愛くるしいオリジナル童子のものの写真で︑ブロンズも市販

さんの大阪商魂ここに極めり﹂です︒毎年送付されてくる年賀状

ズの販売もあります︒それらを合計すると︑⁝︒まさに︑﹁薮内

販売︵カレンダーに掲載している︶ し︑それに便箋など関連グッ

4000万円の売り上げとなります︒年間最低12種類を製作発表

200万円はするでしょう︒一方︑ブロンズ彫刻は通常88体製作で
一体44万円とすると︑3872万円︒合計すると一体の作品は︑

ロンズ屋によってブロンズに落として88体程作製するとのこと︒

さんが輩出するかもね︒

には随分と高額な自作商品を多数販売していたような気がします

二肌も脱がなければならないのでしょうね︒︵禁転載複写︶

︵注⁚その平山さんも公人的には学長職にありながら︑個人的

・ブロンズ彫刻⁚8年前︑薮内さんの作品専属のギャラリーを展

が︶︒いずれにせよ人間50歳を過ぎると世のため人のために一肌も

﹁満願成就﹂を購入してみました︒当

開している元美術部女子部員から︑市川海老蔵も購入した同じブ
ロンズ彫刻童子シリーズの
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が原因であったと思っている︒倒れたその時はまさか骨折したと

は思わずに︑痛みが引くまでということで約10分位道路の片隅で

内をもらい︑私もしばらくぶりに同窓生に会う楽しみもあり︑出

の同窓生より今年2月のホテルアイリスでの ﹁還暦の祝い﹂ の案

た︒世間ではいわゆる還暦となりますが︑昨年12月初旬に中学校

私は︑今年の大晦日に満60歳の誕生日を迎える年齢になりまし

げ伸ばしができない状態となっていた︒普段であれば︑徒歩8分

次の日の朝︑左足を見ると︑膝周辺がかなり腫れており︑膝の曲

した︒日曜日で救急車を呼ぶまではないと判断したのであるが︑

氷水で濡らしたタオルを左足全体にあてがい︑様子を見ることと

本で階段を上がり︑何とか家に辿り着いた︒その後は︑横になり

男の厄年

じっとしていたが︑痛みはなかなか引かないので︑倒れた自転車

を右足1本で起こして︑打撲した左足をかばって︑右足1本でペ

席する予定でした︒ところが︑前厄である昨年12月の中旬に左脛

位で行ける整形外科があるので︑行こうとしたのであるが︑膝の

ダルを踏んでマンションの駐輪場まで戻り︑3階の家には右足1

で全治3ケ月と診断され︑2

夫

骨高原骨折

曲げ伸ばしが出来ず︑ちょっとでも曲げようならば激痛が走った

友

月の時点で松葉杖の補助が片手になっていたら出席しようと決め

ので︑車にも乗ることが出来ず︑整形外科から松葉杖を借りてき

田

ていましたが︑ギプスが取れたのが1月末で︑膝周辺の筋肉がか

て︑歩いていくことにした︒生まれて初めて松葉杖を使ったの

湯

なり弱っていたので︑両手での松葉杖の補助が必要で︑医師にも

で︑要領も得ずに︑約40分かかって目当ての整形外科に辿り着い

65期

無理だと言われ︑家族からも猛反対︑実家の兄弟からも心配さ

た︒レントゲンによる診断の結果は︑左脛骨頭部の骨折の可能性

を歓ようとしたのであるが︑完全に候らなかったので︑最後の手

で︑走行したままジャンパーから手袋を取り出し︑片手ずつ手袋

であるが︑あまりの寒さに︑ハンドルを持つ手が手袋を欲したの

くの店に買い物に行くのに︑自転車に乗ったのまでは良かったの

そもそもなぜ骨折したのかというと︑12月のとある日曜日に近

たのが7月末だったので︑完治に近い状態までは約7ケ月かかり

言われました︒実際︑仕事の関係で︑2日間のゴルフに復帰でき

の人のことで︑医師より若い人の2倍から3倍の期間を要すると

れて初めてギプスをすることとなった︒全治3ケ月とは︑二十代

査をすることになり︑結果は全治3ケ月と診断され︑やはり生ま

が大ということで︑改めて近くの大病院である労災病院で精密検

︵左腰骨の頭部の骨折︶

れ︑結局還暦の祝いに出るのを断念しました︒

袋の引きを口でやろうとして︑バランスを崩して︑コンクリート

ました︒

厄年で思い出すのは︑大厄の年︵42歳︶ は確か平成4年であっ

舗装に自転車ごと倒れてしまいました︒サドルの高さを足がつか
ないくらい高くしていたことと運動神経そのものが衰えていたの
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ないといけないよ﹂と︒後の祭りであったが︑昨年は前厄であ

からスタート地点に着くまで約16分経過しています︒それを引い

7時間制限となり︑公式記録となります︒しかし︑号砲が鳴って

スプリットとはスタート号砲が鳴ってからの時間で︑これから

後は無理をせずに慎重に行動しようと思っています︒

たのがネットタイムです︒

Finish

ことが出来た︒このときも左肘の筋の伸びが完治するまで約2ケ

月を要した︒誕生日が過ぎれば厄が終わったと思い︑安心したの
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年10月中旬︒参加者三万三千人に対して約10倍の競争率でした︒

で応募していた東京マラソンに当選したとメールがあったのが昨

マラソン経験は無いのですが︑毎年︑冷やかし半分︑本気半分

4
5
分
︒

と気持ちを切り替えました︒1km9分×43kmゴールは約6時間

東京マラソンはお祭り︑7時間充分に使って大いに楽しもう！

1週間前からお酒をやめて ︵1ケ月前からやめた人もいます︶
3日前からカーボローディング

まずは︑参加料1万円を振込︑シューズ・時計・筋肉を守って
くれるロングタイツ・軍足 ︵足指同士すれないため︶ を購入︑友

ギーを多く蓄積していく︶前日は︑テーピングをする左足の毛を

︵炭水化物中心の食事でエネル

人やお客様に当選した事をお知らせしたら︑友人から﹁ゼロから

きれいに剃り ︵テープをはがす時の激痛回避︶準備万端︒

それともう一つ大事なのはランニング中の栄養補給です︒

の本が送ら

れてきました︒トレーニング方法もわからなかったのでとても助

フルマラソンを走る場合約2600旭が必要です︒体内の保存

始めるフルマラソンの本﹂﹁東京マラソンの走り方﹂

かりました︒やらなければいけない事が多く書いていますが︑大

用意しまし

エナジー

量は約1600掴︒マイナスを補うため﹁ショツツ

﹁正しく給麗なフォームで走る事﹂︑それなら何とかで

事な事は

ジェル﹂を1時間毎1袋︵合計6個︶︑ここぞという時の特別用

を1袋︵スポーツショップからのアドバイスです︶

きそうでした︒
さあ︑トレーニング開始と思いきや︑日月に妻が入院︑12月は

仕事が忙しく︑充分に練習ができませんでした︒

︵約10km︶︑調子が良い時は20km走りました︒意外と走れるもんだ

の保科の走っている状況が表示されます︒応援団はこれで保科の

マラソンHP﹂を開いて︑﹁45356﹂を入力すると︑5km毎

き︑番号を友人・お客様などにお知らせしました︒当日︑﹁東京

﹁45356﹂を取りに行

と思ってい

ペースを調べながら︑待っている場所を電話する事になっていま

前日︑東京ビッグサイトへゼッケン

たら︑2月に左膝裏が痛くなり︑走れなくなってしまいました︒

す︒私は沿道の群衆からそれを探します︒また︑自宅にいても応

︒
た

歩くには問題ないのですが︑走りはじめて1時間位経過すると痛

なあ〜︑このペースだと5時間切るのではないか？

﹁筋肉

1月に入りさすがに焦り︑平日30分 ︵約5km︶︑土・目1時間

くなるのが2回続きました︒早速医者に行きまして先生に

援できる便利なシステムです︒

①道路は平らではなく極端に言えばかまぼこ型︑端を長時間

走るにあたってお客様から言われた事を書いてみました︒

不足﹂﹁筋肉ないのに走ったらダメだよ﹂と言われ︑脚に筋肉を
つけるトレーニングを教えてくれましたが︑時すでに遅し︑でも

走るとバランスが悪く足が痛くなる為なるべく中央を走り

︵マラソン日から逆算する

と︑筋肉をつけるのは12月までがベスト︶一緒に上半身を鍛える

なさい︒

やらないよりはやった方が良いので

方法も教わり︑当日まで何とか頑張りました︒
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②トイレは混雑しているから︑走りながらおしっこをするの

が当たり前︵結局そのような人は見なかったです︶
③後半の為に︑最初の10kmはこれでもかという位遅くて良い︒
︵小出監督もテレビで言っていました︶

快晴

④楽しく走ろう︒苦しくなったら棄権しなさい︒無理しなく
てよい︒テレビに映れ︒

2011年2月27日︵日︶

トイレ済ませ︑乳首にオイルを塗り

ます︒自分だけに向けられた声援ではないのですが︑これが意外

と元気がでるのです︒

そうこうしているうち︑私の応援団との合流地点15km泉岳寺︒

この場所は沿道も混雑が少なく︑行き帰りを短時間で見られるの

で応援に最適な場所です︒ちなみに私がここを通過した時にはトッ

プランナー達はすでにゴールしていました︒嘘みたいな話︵笑︶︒

高校の同級生小出美樹子さん・藤原富士子さん・秋田市から高

橋悦子さん ︵2年前は秋田の高橋さんがマラソン走って︑小出さ

ん・藤原さん・保科が沿道応援したのです︒お互い初体験だった

為︑高橋タイムの4時間30分に応援がついて行けず︑走っている

おにぎり1個

︵服との摩擦防止︶ 新宿へ向かいました︒テレビで見ていた通り︑

姿を見られなかった︶ は﹁保科 参上＝⁚﹂と大きな応援幕を掲

6時起床

もの凄い人でした︒自分の集合場所へ行き︑入念にストレッチを

げ︑松本幸江さん︑当店のスタッフと一緒に声援してくれていま

ビックリされましたが︑まだまだ大丈夫︒

した︒辛そうな顔しているかと思っていたようで︑余裕の顔で

して︑いざスタート︒

号砲と同時に腕時計のスイッチを押す︒大集団がウオーッ！
と歓声を上げながら走りだす︒スタート地点を通過したのが約

の応援幕を見たのがこの時が最初で

最後︒ゴール後その幕を貰おうと思って聞いたら︑プチ女子会に

参上＝こ

出しているのに︑ひたすら我慢して︑追い抜かれてばかり︑そ

なってビール飲みながら昼食していたら︑店に忘れてきたって︑

ちなみに﹁保科

れでも1kmまで我慢したけど限界でした︒歩いている人は誰も

すぐに取りに戻ったけどすでに無くなっていたそうです︒これも

16分後︒予定通り早歩き状態︒周りは100m競争かのように走り

いません︒走らなければいけない雰囲気です︒走り始めました︒

応援の楽しみなのですね ︵笑︶︒

快調な走りで調子に乗り︑立ち止まって談笑したり写真撮った

やはり気持ち良いです︒新宿靖国通りの両車線︑見渡す限り人・
人・人です︒沿道を見るとスタートして間もないのにトイレ行

快調に走っている時にも︑携帯メール・電話応援が入ります︒

身体や脳が︑もう走るのは終わりだと判断してしまい︑再び走り

た︒ランニング中は脚を止めてはいけないのです︒止まることで

り︒しかし︑後日これが身体が疲れる原因になるのだと聞きまし

沿道では︑太鼓・ブラスバンド・ダンス・音楽演奏などイベント

出しても再起動するのに時間がかかるそうなのです︵確かに止

列︒︵結局私はトイレへ1度も行かなかった︶

の数々︒また多くの方が︑﹁頑張れ︑頑張れ﹂と声をかけてくれ
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まったあとの走りだしはきつかったです︶︒全く知らずにいまし

の一日でした︒体重は4短減っていました︒

ンランナーになった気分で︑とても楽しく多くの事を学んだ最高

ところが30km浅草橋あたりから左膝裏が痛み出し歩き始めまし

ました︒それがなんと︑筋肉痛も無く︑駅・当店の長い階段も普

下馬評では︑翌日から一週間は仕事を休むだろうと言われてい

心から感謝申し上げます︒ありがとうございました︒

いた本荘南中の友人︑全員のお名前を書けないのが残念ですが︑

完走祝いを開いてくれた75期の可愛い後輩達︑メール・電話を頂

いた皆様︑激励会をして頂いた﹁本荘ふるさと会﹂役員の皆様︑

沿道で応援して頂いた皆様はじめ︑自宅や職場から応援して頂

た ︵笑︶︒また今思うと︑高橋さんの初マラソン4時間30分は凄
い記録です︑目標にしていた時期もありましたが︑無謀という事
を知りました︒

品川で折り返して一路銀座へ︒いつもは車専用道路を︑思いっ
きり走れる爽快感は最高︒
21km銀座和光前左折して浅草雷門へ︑スカイツリーを目の前に

た︒前半の貯金があったので︑7時間以内の完走は大丈夫とは思

通に歩け仕事ができました︒今回何が凄いかって︑完走よりもこ

見ながら再び銀座へ︒

い︑何とか銀座で待っている応援団まで頑張りました︒35kmで皆

また︑店内にタオルやメダルなどのグッズを飾って︑マラソン

れが凄いと驚かれた次第です︒

ら︑本当にムクムクと力が湧いてきて身体が軽くなり︑膝の痛み

完走おめでとうモードで毎日お客様と一緒に盛り上がっていまし

から力を貰い︑ここでここ一番の栄養剤を飲みました︒そうした

も感じなくなり︑超早歩きができるようになったのです︒ラップ

て︑これが半年は続くかなと喜んでおりましたが︑2週間で終

わってしまいました︒3月日日大震災が起きたのです︒

を約6分縮めました︒40km過ぎたら効能が切れましたが︒

晴海橋でも同級生の大きな声援を貰いあと2km︒最後は走って

いと思っております︒

皆様︑走ってみたくなりましたか？

財団に寄付すると走る事ができます︒詳細はお確かめ下さい︒

すが︑チャリティー枠がありまして︑10万円以上を東京マラソン

完走率97・4％ ︵前年94・5％︶来年分の応募は終了していま

本当に楽しいですよ︒

東北の早い復興を祈りながら︑来年も東京マラソンを完走した

被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます︒

という感じで走れないので

ゴールしたいと思って︑走ろうとするのですが︑足が出ないので
す︒どうやったら走れるんだっけ？
す︒もう歩くしかありません︒

最後のカーブを曲がるとゴールが見え︑観覧席から大きな声が

大感激でした︒ここでも記念撮影

したので見ると︑ここにも松本さん︑当店のスタッフがいて手を

振っているではないですか！
をしてからゴールです︒

ゴール後は︑大きなタオルとメダルをかけられ︑本物のマラソ
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鳥海を詠む
月山ゆ去年北に見し鳥海を
今日は西にみて栗駒に立つ

まだ山に登れた頃の作で内容の大きな歌で一番好きな歌です︒

︵平成四年秋︑川崎市市民短歌大会で優秀賞に選ばれた︒︶

帰京する今朝晴れければ残雪の
鳥海山を飽かず眺おる
たまたま帰郷した時の歌ですが︑2〜3日曇ったり雨だった
りで︑鳥海山が見えず︑がっくりしていたところ︑今日は帰る
という朝にようやく晴れて見ることが出来ました︒

通学の朝タ二十六木橋ゆ見し
慈父のごとかる鳥海の山
私は旧制中学2年から卒業まで︑旧小友村の万願寺から自
転車通学をしていましたので︑二十六木橋から眺める鳥海山が
一番と脳に刻みつけられています︒

36期

子吉川に萬立つ朝登りたる
鳥海山頂に蛸蛤群れ飛ぶ

伊

藤

精

逸

ある年の夏の終り頃︑弟達と鳥海山に登りました︒頂上で赤

とんぼが群れ飛んでいるのを見て驚きました︒秋になるとだん

だん低地に下って︑やがて田圃の上などで見るようになると知
りました︒

この山に育まれたるわれだ思ふ
居間に鳥海山の額掲げつつ

私の座っている居間に鳥海山の写真や絵が五枚はりめぐらさ

れているのに気がついてびっくりしています︒考えてみるとこ

の山に見守られておれは育ったんだなと︑この頃特に思うよう
になりました︒

﹁たかが短歌されど短歌﹂ で鳥海山を材にして五首とりまとめ

てみました︒ご笑覧くだされば幸甚に思います︒
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東京同窓会

活動記録
4月25日

何体︑女子団体の生徒を︑役員5名︵田口︑打矢︑伊藤

︵宏︶︑池円︑木村︶が宿舎を訪れ︑選手を激励した︒

昭和記念公園バーベキュー大会を実施︑広大な公園を見学し

ながらハイキングキングした後で︑特別に仕入れた秋田由利

深大寺の白鳳仏や象潟海岸出十

牛でバーベキューを楽しむ︒参加者18名︒

深大寺・植物園見学会

の延命観音像を見学後︑植物園の咲き誇るバラ園︑温室︑

5月16日

年度の事業報告︑決算報告︑22年度の事業計画︑予算案が

シヤクヤク園を見学︒参加者17名

第43回東京同窓会総会をグランドヒル市ヶ谷で開催し︑21

⁝⁝⁝平成21年︵2009年︶⁝⁝⁝
10月3日

承認された︒

大相撲夏場所観戦会を実施︑白鵬対琴欧州の大一番に館内

が沸いた︒元霧島が親方である陸奥部屋でフランス観光客

5月22日

本荘高校同窓会会長猪股春夫氏︑同副会長小笠原良

劇団四季観劇会を実施︑劇場﹁海﹂で﹁アイーダ﹂を観

と交流しながら会食︒参加者20名︒

6月20日

劇︑歌と華麗な演技を堪能したあと︑新橋の第一ホテル21

小番巌先生︑秋E商業東京雄水会伊藤晶幹事長︑山
利高同窓会小笠原了子東京支部長︑矢島高拓同同窓

階で懇親会︒参加者25名︒

巨人対阪神野球観戦会を実施︑東京ドームで伝統の1戦を

観戦︑巨人は阪神に対して5連続の逆転負けを喫す︒参加

講演の講師を予定した遠藤章博上が米国からの帰

会佐藤明夫関東支部長︒
7月3日

一氏︑本荘高校校長︑五十嵐隆文先生︑母校元教員

出席者103名︵同窓生96名︑来賓7名︶

来賓

講演会

国が遅れたため︑講演会を中止するのやむなくに

仙台支部創立20周年の記念総会に合わせて︑本荘高校同窓

人に発送した︒

会報﹁嵐山児水﹂第14ロケを発行︑同月29日に会員2046

を︑打矢事務局長と伊藤監事が宿舎を訪れて激励した︒

定時制通信制高校全国大会の卓球大会に出場する選手2名

2万発の花火の打ち上げを歓声あげて鑑賞︒参加者23名

板橋花火大会観賞会を実施︑真夏の夜︑荒川の堤防桟敷で

者23名︒

8月7日

9月25日

8月20日

8月9日

至った︒

11月15日 鎌倉散策会を実施︑加藤徳一郎氏︵44期︶ の案内で︑十二所

母校の柔道部男子

神社︑光触寺︑明工院︑浄妙寺︑報国寺を散策して晩秋の紅
葉を観賞した︒参加者18名︒

全国高校柔道選手権大会に出場する

：⁝⁚平成22年︵2010年︶⁝⁝⁝

3月19日
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10月9日

11月28日

会支部連絡協議会が開催され︑佐藤源一副会長が出席した︒
4月29日

開催を中止した︒

芝桜と秩父札所見学会を実施︒青空のもと武甲山を背景とし

た洋山公園の広大な一面の芝桜は正に絶景︑その後秩父市内

第羽回東京同窓会総会をグランドヒル市ヶ谷で開催し︑22年

度の事業報告︑決算報告︑23年度の事業計画︑予算案が承認

巨人・楽天の野球観戦会を実施︒巨人内海︑楽天川井の両投

所︶が中止となったため︑観戦会を取り止めた︒

大相撲夏場所観戦会は︑八百長疑惑のため五月場所︵夏場

を見学した︒参加者15名︒

5月22日

された︒

本荘高校同窓会会長猪股春夫氏︑同副会長村岡兼

出席者 79名︵同窓生71名 来賓8名︶

来賓

6月4日

手の投げ合いで︑貧打を繰り返した楽天に対し巨人が勝利

華氏︑本荘高校教頭高野光章先生︑母校元教員佐

藤隆先生︑秋田商業東京雄水会武田夏男副会長︑

迫害をうけるユダヤ商人シャイロックを平幹二朗が熱演し

原作﹁ベニスの商人﹂は浅利慶太の新解釈の演出により︑

劇団四季﹁ベニスの商人﹂観劇会を実施︒シェークスピア

した︒参加者20名︒

代表取締役所長

た︒参加者20名︒

板橋花火大会観覧会は東北大震災のため中止となる︒

会報﹁嵐山児水﹂第15号を発行し︑直ちに同窓会員
2000名へ発送した︒

10月20日 ﹁45周年記念文集﹂を発行した︒

8月20日

8月6日

6月19日

由利高同窓会鈴木喜美子東京副支部長︑矢島高拓
同同窓会佐藤明夫関東支部長︑遠藤章博士︒

株式会社バイオファーム研究所

講演会 演題﹁史上最大の新薬スタチンの発見と開発﹂
講師
遠藤章博士
横浜三渓園見学会を実施︑紅葉と青空の見事なコントラス

トをなす日に︑豪商原三渓が集めた由緒ある建築物を名ガ
イドの案内で見学して回った︒
参加者15名

佐倉城下町見学会は東北大震災のため交通・電力不安のため

が水素爆発し︑放射能汚染が拡大する︒

を襲い︑死者・行方不明者合計19996名︑原子力発電所

東日本大震災発生︑M9の地震と大津波が岩手・宮城・福島

⁝⁝⁝平成23年︵2011年︶⁝⁝⁝
3月11日

4月10日
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東京同窓会総会出席者の記録
平成21年10月3日

夫光子江充
盛賢篤幸

第43回総会
佐々木利哉

須藤

良書

伊藤

征夫

柳瀬

佐藤

光夫

大坂

道昭

宇津野秀雄

安井

長原

謙治

伊藤

宏男

渡遽

良昭

佐藤

加藤

治夫

佐々木卓男

工藤

俊行

松本

打失

進

斎藤

芳雄

阿部

義康

森

渋谷

敏則

伊藤

允

木村

茂

佐藤

正志

山本

和正

工藤

泰蔵

吉川

呂義

木村

文子

庄司

一春

小野

岩男

小笠原隆治
佐藤

弘

成田

写生

河本

佐々木正司

浅香

若田部京子

畠山

正樹

佐藤

正義

千葉

久

英男

小笠原栄三

和田

一郎

和好

孝雄

小笠原弘三

伊藤

禎輔

鈴木

正和

鎌田たか子
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鎮

高橋

直哉

工藤

晋

柏倉

曹

大門

泉治

石渡

淳一

村松

敏郎

黒田

綱平
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佐々木明夫

三浦

貞夫

伊藤
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賓〉

猪股 春夫（同窓会長）
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田口

宏
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水野

ゆき
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晋

吉澤

厚子

矢作
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小林

憲子

鈴木

民雄
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打失

常造

佐藤

俊悦

村松
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岡部

民江

保科勇記夫

伊藤

征三
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勝又千代子

琴
金 迫

田松

生弘茂廣弥

田藤山

成佐畑飯小
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哲

工藤

俊行

松本

阿部

義康

板垣

木村

文子

若田部京子

伊藤

鎮

黒田

綱平

池田

哲三

斉藤

茂義

遠藤

桂子

佐々木明夫

遠藤

清彦

小野

チヨ

伊藤

典明
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