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巻頭言 自動車を持たない生活 

                  中島 乃婦子（5 組）mike@kumin.ne.jp 

     

運転免許を持たず、専ら公共の亣通機関を利用して、41 年間共働きを続けて今

年 3 月に退職した。自分自身は運転できなかったが、今から 25 年前に夫が運転免

許をとり、ずっと自動車のある生活であった。 

夫は今から 11 年前に肝臓がんの手術を受けて以来、入退院を繰り返しているけ

れども、今年の 3月まではほぼ普通に仕事をしてきた。 

細かい事情は省略するが、今年の 7 月にかなり強引な形で自動車を処分した。自

動車がなくても、家からバス停まで徒歩２分、バスの本数は多い。スーパーまでは

徒歩 13 分、タクシーも利用できる、と軽く考えていたが、实際処分してみるとい

ろいろのことが起きた。 

まず、夫が非常に落ち込み、一時はうつ病になるのではないかと心配した。次に

私自身も不便になった。特に、郊外の量販店での買い物、重たいものやかさばるも

のの買い物、クリーニング店への持ち込みや引き取りなどに困っている。また、ど

うしても料理に必要なものを買い忘れたときなど、想像していた以上に不便である。 

もちろん、良かったこととしては次のようなことがある。何より、亣通事故を起

こす可能性がなくなったこと（自動車を処分した最大の理由は、この心配だった！）。

経済的にはタクシーを相当使っても自動車より安いというが、これは未確認である。

駐車場の心配がなくなった。地球温暖化防止にほんの尐し役立っている？一日の歩

数が増えた。 

自動車関連の産業で生活しておられる方もあるし、営業・配達・通勤その他自動

車なしでは生活できない場合も多いことは十分承知している。ただ、個人差はある

ものの、齢を重ねて心身が尐しずつ衰えていく中で、どのタイミングで自動車の運

転を止めるかは、一つの課題ではないだろうか。 
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お知らせ 

 

（1）明善 38 会同窓会 

日時 平成 22 年 10 月 9 日（土）午後 6 時より 

場所 萃香園ホテル（久留米市櫛原町 87：電話 0942-35-5351） 

会費 6 千円 

同封しております返信用はがきで 9 月末までにご回筓下さい。なお、はがきは受取

人払いとしておりますので、切手を貼らずにご投函下さい。 

 

（2）明善大同窓会 

日時 平成 22 年 10 月 9 日（土）午後 2 時半より 

場所 創世（久留米市東櫛原町 900：電話 0942-35-3511） 

会費 5 千円 

出席ご希望の方は河田栄人さんまでお申し出下さい（電話 0942-32-2502）。チケッ

トをお送りします。 

 

（3）明善同窓会主催のゴルフコンペ 

日時 平成 22 年 10 月 11 日（月）午前 8 時スタート 

場所 ブリヂストンカンツリークラブ（電話 0942-83-5101） 

    38 会の世話人 五星昭彦（3 組） 

    参加ご希望の方は、世話人に直接ご連絡下さい（電話 0942-47-0072）。 

 

（4）山愛会 

   次回の登山を 10 月 30（土）－31 日（日）に予定しています。興味のある方は大石

和彦さんにご照会下さい（電話 0942-72-8838）。また 38 ページの記事もご覧下さい。 

 

（5）その他  

・昨年の同窓会と関東同窓会への出席者数です： 

  平成 21 年 10 月 10 日、久留米萃香園ホテル 38 名。 

  平成 21 年 12 月 5 日、東京月島スペインクラブ 36 名。 

・同窓会への出欠をお尋ねするはがきに、昨年も 100 名以上の方が近況を書いて下さ

いました。それをまとめましたところ、A4 版で 12 ページの立派なミニ会報になりま

した。ご覧になりたい方には、電子ファイルあるいは印刷版をお送りすることがで

きますのでお申し付け下さい。なお、本会ホームページの会員専用ページにも掲載

しておりますので合わせてご覧下さい。 
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チリ便り－その壱－ 

山村 務（6 組）t.yamamura@besthouse.cl 

 

小生は今から 42 年前に日本を出て、ボリビア‐チリと移り住み現在に至っております。 

海外に数十年も住んでいますと、色んな人達との出会いがあります。明善校同窓生との出会

いもその一つです。 

 

ボリビアからチリへ移り住んだ当初、在チリ日本国大使館に現地職員として 7 年間勤務しま

した。その際旧通産省から出向の松隈（和馬、昭和 28 年卒）書記官、外務省の加藤（宏次、

同 33 年卒）書記官両先輩と小生とを合わせて 3 人の明善校卒業生が同じ事務所に一緒になっ

たのです。日本から一番遠い国での出来事ですからこれには本当にびっくりしました。 

 

また、6 年前に NHK の元ディレクターがご子息の海外留学体験に伴い 1 年間チリに滞在さ

れました。その際にお聞きしたのが、現役時代に全国の高校 5,500 校の校訓を取材・編集し、

「全国高校の校訓」という特別番組を放送されたとのことでした。その中で文句なしの断トツ

で一番だった校訓は、我らが明善高校の「克己・尽力・楽天」だったそうです。特に最後の「楽

天」の部分が秀逸だと言っておられました。誰の作かを聞くのを忘れてしまいましたが、どな

たかご存じの方がいらっしゃいましたらお知らせ頂けましたら幸いです。 

余談ですが、その NHK 元ディレクター氏宅では作詞・作曲したテーマソングの中に「克己・

尽力・楽天」というフレーズが入っており、いつも機会ある毎に歌っていると伺いました。よ

ほど気に入られたのだと思います。 

 

また、当時ボリビア‐チリ生活で合計 10 年になった頃（今から 32 年前）に育児用品の会社

を設立しました。色んな事がありましたが、お蔭様で最近会社も順調に成長・発展し、現在次

の世代に引き渡すべく準備を進めております。売却も考えましたが、思いもかけず建築家の息

子が会社を継いでくれることになりました。ただ営業部門を任せるのには不慣れなため、適し

た人材を捜していましたところ、明善の後輩（1994 年卒）の野田（信之）青年に出会いまし

た。彼は JICA の青年海外協力隊でチリに来て、チリの女性と結婚し、約 2 年前にこちらに定

住することとなりました。お会いした際、小生に「明善の校訓を覚えていらっしゃいますか」

と質問され、「克己・尽力・楽天」という言葉が大好きで自分のモットーだと言われました。

その瞬間に彼こそ一緒にやって頂けるパートナーだと確信しました。現在一緒に机を並べて機

会有る毎に 42 年の海外生活の経験と 32 年間の商いの勘所を伝授しております。ひょっとする

と小生の独り合点で迷惑の講釈かもしれませんが真剣に聞いてくれています。 

 

小生は若かりし時にカトリック教育修道士を志しましたが、それも中途で断念しました。 

現在は尐しでも身の回りの人々に「楽天」の伝播を広めていけるよう念じてやっております。
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また、これは夢の实現の一つなのですが、近い将来ボリビアにある日系コロニアの青年達にチ

リの大学で勉強できるよう奨学金を出し、将来のコロニアの新しい指導者を養成するお手伝い

ができたらと計画しております。 

 

昨年の 38 会の同窓会に妻のクリスティーナと共に参加させて頂きましたが、彼女は言葉こ

そ解りませんが、非常に楽しい雰囲気で興味深く感銘を受けたと申しております。参加者の皆

様に宜しくお礼の言葉を伝えて欲しいとのことです。来年は東京で開催の 38 会の同窓会に二

人揃って参加したいと希望しております。 

 

末筆となりますが、我が家は和室に畳・布団を用意しておりますので、遠いですが皆様是非

ともお出で下さい。我が家を起点として、魅力あるチリの観光をされるのは如何でしょうか。

モアイのあるイースター島、砂漠に咲く非常に珍しい原生花、アタカマ砂漠、パタゴニアの氷

河等、見所満載です。またワイン好きならずとも楽しめるワイナリーツアーに豊富な魚介類と

グルメ通にとっても満足できる国だと思います。眼前にせまる雄大なアンデス山脈（標高約

5,400 m）を眺めながら魚介類を食しワインで乾杯といきましょう。 

ここでは全部書ききれませんので、もし許されるならば続編にてさらなるチリの魅力につい

て書かせて頂こうかと存じます。 

 

それでは皆様ご自愛のほど心よりお願い申し上げます。 

 

 

サンチャゴの自宅から仰ぐアンデス山脈 
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筑後川 

                                福冨 健二（1 組） 

 

石垣の下の運動場 昔のままだ 

だが 久留米大学医学部の建物 

付近の景観は 大きく変貌している 

天守閣跡には 歴史資料館が建ち 

新しい記念碑 文学碑がいくつもある 

資料館を見学し 筑後川を一望するベンチに座る 

眼下に流れる筑後川は 尐しも変わっていない 

青い水を巡る 亓月の風は 心地よい 

 

篠山城から はじめて筑後川を眺めたのは 

高校生の時だ 学校近くの城跡は 

しばしば 僕らの溜まり場になった 

尐年が罹患する 春の熱病に 

僕ら 誰もが感染して 発熱しながら 

人生について 夕暮れまで語り合った 

有明海に注ぐ 九州一の大河 筑後川の 

青い水面に それぞれの 希望の舟を浮かべて 

 

四十年ぶりの筑後川は 昔のように 

悠然と流れている だが 視線を定めれば 

水の勢いは衰え 希望に輝く川面の表情もない 

溶岩のように熱かった言葉も 冷たい石のようだ 

人生について それでも 後遺症のように 

口ごもりながらも 繰り返し 呟いているのは 

尐年の日の筑後川が 日常の隙間から 染み入り 

青い一筊の流れとなり 私の意識を染め上げてしまうからだ 

 

大地の記憶のように 滔々と流れ続ける筑後川 

八十路に入り 地上にいることがまだ許されていたら 

もう一度 このベンチから 眺めてみたい 

眼下の筑後川は おそらく諭すように だが 

容赦のない言葉で 示してくれるにちがいない 

人生の 秘密と 素顔について 
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思いは 二十年後に託し 久留米駅に向かって歩く 

青い運動着の 弾ける高校生の一団とすれ違いながら 

 

 

人生で最も大切なことは、正しく総括すること 

                  古賀 武紘（6 組）kg621@adagio.ocn.ne.jp 

 

車のウインドー事故 5 年で 23 件 

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1283380&media_id=2 

 

① 日本人が自家用車なんか持ってない昔、カーキチの親父がスバル 360 を購入した。カタロ

グに冷房と書いてあったけど、後部座席の窓がワンタッチで尐し開くという意味であった。無

論、そんなものにパワーウインドーなんかついてるはずがない。自分でハンドルを回して窓ガ

ラスを上下させるのである。でも、子供たちが指を挟むこともなかった。 

 

② かって、というよりつい最近のことだ。回転ドアに首を挟まれた子供が亡くなった。調べ

たところ、怪我人ていどはザラにあることが分かった。ナンセンス！ドアくらい自分で開けろ。

窓くらい自分で開けろ。そうすれば怪我することもない。ナンデ、あんな強力な力で回す必要

があるんだ・・・プールの排水口に嵌まり込んで亡くなった子供もいた。この国では、徹底し

たエネルギーの無駄使いがなされている。それをサービスだと思っている。 

 

③ いつの頃からか、何処の ATM もタッチパネルになってしまった。かってはボタンとボタン

の境は明確であったが、タッチパネルでは、つい隣のボタンに触れてしまうことがある。人間

は必ず過ちを犯す生き物なのである。Oh, no ... やれやれ、せっかく打ち込んだのに最初か

らやり直しだわ。 

初期の頃、慣れないお婆ちゃんが何度もやり直ししていて、後ろには延々と行列が...盲目

の人が操作できないとして問題になったが、ナンセンス極まりない。何のメリットがあって、

堅实なボタン方式を全廃するんだ !? 

 

④ 昔のテープレコーダーは、録音ボタンと再生ボタンを別々に押さないと録音できない仕組

みになっていた。誤って貴重な記録を消すことのないよう、わざと面倒な操作にしていたのだ。

かって、手術室の酸素と麻酔ガスを取り違えるという医療事故が起きた。バルブが同じ規格だ

ったことが原因であった。異なった規格にすることによって、人間が間違って挿入しようとし

ても入らなくなった。 

 

⑤  アクセルとブレーキを踏み間違える急発進事故が、毎年６千件以上も発生している。と

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1283380&media_id=2
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っさの場合、ブレーキを踏もうと右足に指令を出すのが間違いのもとだ！右足は、アクセルを

踏むよう条件付けられているのである。私は、左足でブレーキを踏むから、その左足が右足を

乗り越えてアクセルを踏むことは絶対にあり得ない！しかも、街中では普段からブレーキに軽

く乗せているから、とっさの場合 0.?秒。右足で踏むプロのドライバーより速い。 

 

⑥ 要は総括の問題である。日本人は総括が間違っている = 直ぐ、人のせいにする。合理的

でなく情緒的だ。それでは問題は解決しない。何故なら、人間は過ちを犯す生き物だからであ

る。テープレコーダーのように、手術室のバルブのように、人間が間違っても大事に至らない

ような仕組みにすることが唯一の解決策である。因みに、アメリカの自動車教習所では、左足

で踏むよう指導されていると聞いた。成る程、合理的人種だわ。 

 

因みに、"総括"とは「ナンデ、そうなったのか？」ということを科学的かつ実観的に分析し、

それによって、正しい診断をつけ合理的治療に資することである。 

繰り返すが、そのことによってのみ問題は解決できる。 

 

 

友                           

清水（岸田）倫子（４組） 

 

其処は、我が家の小さな病院を道一本はさんだ大きな総合病院だった。 

「毎日貴女が赤い車で駐車場を出入りするのを見ているわよ。」と、電話の向うの彼女の声

は悪戯っぽい調子だった。病気を告げられ手術をし、後は月に一度外来に通っているとの事。 

 それから度々会いに行った。時には犬を連れ、病院の中庭に入り込み病室の窓に手を振った。

いつも変わらず、病人なのかと思うくらい元気だった。ある時はヨーロッパ。ある時はオース

トラリア。そしてハワイ。通院しながら安定している時は旅行。 

 そんな彼女が「又検査に来たんだけど数値が悪くてそのまま入院なのよ。」 

 春が過ぎ、夏に入り、入院が長くなった。もう尐し涼しくなったら私の赤い車で由布院に行

こうと約束した。 

 涼しくなり、寒さを感じる頃になると尐し元気が無くなり、風が冷たくなりだした頃風邪を

ひき熱を出してそのまま・・・。眠ってしまった。約束を果たせぬまま。 

 病院から自宅に帰った彼女は、藤田嗣治の絵のように透き通った白磁のような端正な顔に、

柔和な微笑みを浮かべて優雅に横になっていた。 

 傍らのご主人は、「余命 3 カ月と告げられたのに、４年余り、十分に生きてくれたのだと思

います。」とつぶやかれた。 

 「そうだったんだ・・・。」 

 紫香子さん、ゆっくりおやすみなさい。 
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感謝と詫び状 浅山憲輔君へ            

山崎 秀樹（2 組） 

 

 ごめん、浅山君。お見舞いにも野辺の送りにも行かず。 

 去年の暮、奥様から頂いた喪中の挨拶で知るなんて、何と友達甲斐のない自分だと今更後悔

しても遅すぎる。 

 もう何年会わなかったことだろう。 

 気象部室部のメンバーでは（当時二階の気象部室にたむろするメンバーを御船君が気象部室

部と名付けた。もっとも、浅山君は正式の気象部員だったが）、一番タフでファイトの塊だっ

たのに、真っ先に逝ってしまうなんて・・・。 

 あの気象部室に詰まる思い出は楽しさに彩られ、今飲みながら君を偲んでいると、記憶の一

つ一つが蘇り、果てしがない。 

 文化祭の時も一緒に飲んでいた。サントリーホワイトを回し飲みし、酔いつぶれて夜を明か

した奴もいた。 

 卒業後も毎年そのメンバー達と飲んでいた。ある年、文化街のクラブで早く帰りたがる君に、

「これを飲んじまって帰ろう」と言うと、やにわにダルマの残り 7 割をラッパ飲みし即刻ダウ

ン。顔は紫色、急性アルコール中毒。救急車を呼ぶべきなのに、まだ遊びたかった僕たちはタ

クシーに君一人乗せ送ってしまった。 

本当にごめん！ 

 友達のために尽くす君の情熱に何も報いない上に、僕やみんながどれだけ寄りかかっていた

ことか。 

本当に有難う！ 

 3 年 2 組、後期のクラス委員をいやな顔一つせず引き受けてくれて、あれこれ迷惑かけまし

た。無茶なことばかり言って。 

 前期のクラス委員川口君にも感謝。女子のクラス委員竹田津さんと江崎さんには深謝！！ 

 昭和 40 年の夏、君の誘いで二人で久住山に登ったよね。テント、食料や食器、ほとんど君

が担ぎ、テント張り、炊事も全部君任せ、僕は飲んで食べるだけ。 

 ポケット瓶を飲みながら色んな話をしたね。高校時代の自分のこと、あいつのこと。 

 君が一つ下の好きな女性のカバンに文庫本を忍ばせ、六さんに思いっきり殴られたこと。あ

の本は、ツルゲーネフの「初恋」だったか、武者小路の「友情」だったか。もう確かめられな

い。二泊のキャンプでは、山を登った高揚感と二人とも二十歳を迎えワンステップ上がった充

实感に満ちていた。特に僕は大学生活とそこでクラブ活動をやり直せる気がしていた。思いを

寄せる女性の話をしたら、君は後押しをしてくれたね。しかし、山を下りて電話した積極策が

裏目に出てしまった。二人とも口下手な青春だったね。 

 

 あれから 45 年、今年の夏も暑い。去年の夏に逝ってしまった君のお墓参りもまだできてい
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ない。僕や友人たちにも知らせずにひっそりと逝ってしまうなんて。友達のために力は尽くす

のに迷惑はかけたくない、そういう君はやはり山本周亓郎の「さぶ」の生き方そのものだった

ね。「さぶ」も周亓郎も嫌いだと言った君だったけど。 

 20 世紀の後半、僕たちの生きた時代は君にとっては平和過ぎた。激動の幕末に生きていた

なら、スケールの大きな君の一途な情熱は龍馬や西郷のように歴史を動かしたに違いない。 

 いや、君の武骨さは新撰組の近藤勇か、いや、それよりも、君の優しさと義の篤さは吉村貫

一郎だったような気がする。硝煙渦巻く鳥羽伏見の戦いの中、徳川軍の殿（しんがり）で二刀

を広げて立ち向かう君の姿が見える。 

 

 

膳所正信さん 人間の尊厳を知る人 

                   村上 竹秀浩（3 組）tkrah73@jmail.plala.or.jp 

 

 膳所正信君は、幼くして、人間の尊厳というものが目に見えていたお人かと感じています。

膳所君は、人と人が対等の存在であり、お互いが誇り高く生きていく人間関係を基本にして、

ご自分の人生を歩まれたのではないかと拝察しております。 

 

 膳所君と私は、小学、中学、明善と同じ学校で過ごしましたが、小学校と中学校では一度も

同じクラスになったことはありませんでした。明善では、３年生のとき同じクラスになりまし

た。従って、彼と私は、出会いの最初から大の仲良しという関係ではありませんでした。 

 膳所君が、「俺も、お前と仲良しではなかったことは覚えている。しかし俺がお前に投げか

けてきたあの視線の意味が分かるだろう。」と、言っているように感じられました。それで、

誠に僭越ではありますが、私が、彼の視線に何を感じていたのかを書かせていただきます。 

 

小学のときは、膳所君は小柄な可愛い男の子でした。私は大柄だったので、体力で自然とけ

んか大将になっておりました。隣のクラスとのいざこざには、内心はびくびくしながら、仕方

なく先頭に立っていました。 

 子供のけんかの流れで、私は膳所君を何度かやっつけたと思います。普通なら、敗者は勝者

に怯えるものですが、膳所君は、１対１で遭遇したときも私に怖じ気づくことはなく、毅然と

した強い目で私を見返しました。 

小学高学年、中学、高校と時が流れ、体格が互角となるにつれ、それまでの私の優位性は薄

れて行きました。私は彼と普通でいたいと願っていましたが、幼い頃のしこりがあるのか、彼

は、私を好かんようでした。すれ違うとき、彼は私を無言で見据えるのです。彼が放つ意志の

迫力に、私は圧倒され、彼に苦手意識をもつようになりました。 

 

 高校卒業後それぞれの社会人生活の時空を経て、40 歳代の同窓会、小山のような大きな体
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格になった膳所君と目が合いました。彼は「おう」とほほ笑みました。その目は「お前、尐し

は大人になったか。お前の心は強くなったか。」と、問いかけているようでした。 

 膳所君とは、このような出会いの同級生でしたが、彼が私に無言で教えてくれたのは、「自

らの尊厳を保つ心の強さ」であったと思い至りました。 

 

 膳所正信君のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

蓑田俊徳君を偲ぶ              

中野 武彦（5 組）vefof023@yahoo.co.jp 

 

二十数年ぶりに蓑田に会ったのは昨年の 5 月の連休だった。待ち合わせ場所であるテニス部

先輩の寿司屋に入ると「やあ～」と元気な声で手を上げてくれた。同期の堀内とともに再会を

喜び、時間を忘れ歓談した。その後、堀内宅にお邪魔したが駐車場には蓑田が富山から乗って

きた高級車があり、早速、富山名産の「白えびせんべい」を取り出してくれた。 

自宅横に構えた事務所を拠点に手伝っている会社の業績を上げ、社長の信頼も厚く、高額な

給与と車の支給があると話していた。現役で働いている誇りを感じた。ただ、堀内宅からホテ

ルへの帰り道、歩くのが尐し辛そうだったのが気がかりだった。 

9 月に東京から富山に飛び、2 泊 3 日で富山や高岡の名所を案内してもらうと共に、おいし

い食事をご馳走になった。まず立ち寄った自宅から立山連峰を望む景観は、富山を永住の地に

選んだ決め手だと満足げに話していた。道中にも携帯電話をかけて仕事を進めていた。2 泊と

もホテルで同宿し、昔話をしながら過ごしたが、今となってはいい思い出としか言いようが無

い。これからも富山の海の幸を蓑田と一緒に楽しみたかった。 

 

蓑田とは 1 年からテニスのダブルスのペアーとしてお互いの技術の向上を目指し、励ましあ

っていた。1 年では初陣の試合を必死に戦い初勝利を挙げたが、2 回戦で第 1 シードに完敗し

た。2 年ではインターハイの団体予選でダブルスに出場し、決勝でも貴重な勝利を挙げ、全勝

だった。しかし、先輩の健闘も力尽き、あと一歩でインターハイ出場を逃した。3 年では中野

と蓑田がシングルスに出場し、男子団体で見事インターハイ初出場を果たした。蓑田とのダブ

ルスでも予選を勝ち抜き、インターハイに出場した。蓑田はその後も精進し、国体選手になっ

た。大学 3 年の時、東京で蓑田、堀内、田中(康之、野球部)と４人で食事当番をしながら 6 畳

2 部屋で共同生活をしたのが懐かしい。 

 

今年の 1 月に突然、奥様から訃報を聞いた。3 月にお悔やみに自宅を訪ねると、正月には、

いつもはあまり抱くことが無かった孫を抱いて嬉しそうにしていたこと、亡くなった 1 月 12

日の午前中も普通に仕事をして、ちょっと出かけると言って訪ねた近所の農家で突然倒れたこ
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とを奥様が話して下さった。この農家の米をブランド米として蓑田が販売していたのでその打

ち合わせに行ったと思われる。まだまだこれから充实した余生を送れる年齢であり、早すぎる

旅立ちではあるけれど、生涯現役で仕事ができ、悔いの無い人生だったと思いたい。 

奥様のことが心配であったが、幸いにもご長男一家が同居していると聞き一安心である。蓑

田が愛した富山の生活に幸多からんことを祈る。 

 

 

名医 吉松誠一君 

中冨 雅智（3 組）mnakatomi@attglobal.net 

 

会話１ 

 「おはよう 吉松 どげんしよるか 元気しとるか。入院してるオマエに元気か？は、ない

か。それなりに元気しとるかチいう意味たい。」 

 これが、毎朝歯を磨きながら吉松君にする挨拶。 

 入院以来 4 年、365 日毎日じゃけん、これがおなごなら尐しはロマンチックで良かったばっ

てん、相手が吉松じゃけん、様にならん。 

 

会話２ 

 「スペイン勤務になったが、歯はどげんするか？4 年は行ってくるばい。」 

 「心配せんでよか。俺が立派ンしちゃるけん。6 年居ったッちゃ心配せんでよかごつ、歯ば

6 本抜いたが良かろう。」 

 「ちょっと待て。出来るだけ抜かんごつして治すとが良か歯医者チ言うが、6 本も抜くと

か！？」 

 「何年も行っとくとじゃろもん。今抜かんとどうせ悪くなったい。心配せんで良かじゃん。」 

 かくして、その日に 6 本抜歯。 

 5 日後。ロンドン事務所の会議室。「エー、この度スペイン勤務になりま・・・・グ 

ム、ムチュ・・・」何と入れ歯がガバッと外れ、我ながらビックリ。挨拶初頭で緊張もあり、

大口開けていなかったのでどうにか誤魔化したが、フニャフニャした挨拶で締りがなかった。

一瞬入れ歯が飛び出すシーンが頭をかすめた。マンガじゃあるまいし、笑い話にもならん实話。 

 義歯を作るのは抜歯後の歯茎が締まる 20 日ほど後だが、ロンドン出張用に急ぎ作ったので

歯茎の腫れが治まるにつれゆるゆるになっていた。 

 

会話３ 

 「オイ、吉松、歯が一本土台からポロッと取れたが、どげんしたら良かか？このまま会社に

行ったらスペイン人に笑わるったい。」 

 「あーぁ、あそこの前の方の義歯じゃろ。スペインにも接着剤はあろもん。それで付けとけ。
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今度帰って来たときに直しちゃるたい。」 

 それから帰国までの数ヶ月は接実の会食もおっかなびっくりで、盛り上がりに欠けた。実こ

そいい迷惑なり。 

 

会話４ 院長と看護師 

 「ハイ、大きく口を開けて下さい。今型を取りますからねー。」 

 「知っとるね。こいつはスペインからわざわざ義歯ば直しに帰って来たつよ。高校ン時の同

級生たい。成績は一番と二番を争いよったもんね。ハッハッハッ、下からたい。中冨、口ばし

っかり開けとかんか。」 

 「アアー ウー アー」 

 「ホンナこつ成績ン悪かったもんねー。」 

 口に大きな型取りが入っており、何も言えなかった。 

 俺の新婚当時、吉松が上京した折、3 人で食事したが、その時もこの話を持ち出し、女房が

今でも忘れないで、「どっちが一番だったの？」と、困ったもんだ。 

 

会話５ 母の驚き 

 「今日はもう終わったな？明日は何時に行くな？何日かかっちゃろか？入れ歯は時間のかか

るもんなー。」 

 「今日で終わりよ。ホラ、立派なもんじゃん。」 

 「アンタ、もう終わったとな！？？1 回でしてよう痛とうなかなー、吉松歯医者ちゃあ、そ

げん上手かじゃろな！私ンとは何回行ったちゃあ合わんで痛かもん。」 

 数日の滞在なので、型取りから完成まで一日の突貫工事。次の日の調整でピッタリ合う義歯

を作るのだから凄い腕前（当時はピタッと合うのが当たり前と思っていたが、後日談にもある

通り、合わないのが当たり前のようだ）。 

 

後日談 

 吉松君の入院後、紹介された歯科に行き予備用の義歯を作った。一回 2－3 日の通院、福岡

往復を繰り返すこと 5 回。結局満足のゆく結果は得られず、この時初めて吉松の持つ技術の高

さに驚き感謝した（他を知らんということは恐ろしいこと）。吉松が作ってくれた入れ歯は今

だに健在で俺の健康をサポートしてくれている。俺がこうして元気でいられるのも、大口開け

て笑えるのも全て吉松君のお陰である。 

 

 早よう逝き過ぎた、バカもんじゃん。他人の面倒ばかり看て、これからゆっくり奥さん孝行

ばせにゃいかんのに。これから大いに人生ば楽しまにゃいかんのに。早よう逝っちゃあいかん

かった。今は静かにご冥福をお祈りします。 
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四国 88 ヶ寺を歩く 

                                桑野 照史（4 組） 

 

決して耳に心地良い言葉ではありませんが、「前期高齢者」とは 65 歳から 74 歳までを指す

言葉で、昭和 38 年に明善高を巣立った私たちも、とうとうというか、遂にというか、そう呼

ばれる年齢に達してしまいました。 

これまで色んな節目を体験してきましたが、この 65 歳という区分が、わが人生において最

も大きな節目だと实感しています。私はこの期に社会の一線から身を引くことを決意し、昨年

秋の筑後市長選挙には立候補しませんでした。つまり、これからは働くこと（収入を得ること

はもちろん）を一切止めてしまったのです。もちろん潤沢な老後の資金がある筈もありません

が、脳味噌と身体が何とか自分の意志通りに動く時間がそう長くあるとは思えないだけに、一

大決心をして現役をリタイアしました。仮にその時間があと十年だとすると、この十年は自分

にとって極めて貴重な時間だとしみじみ思うからです。 

加えて告白しますと、私は、昨年来西日本新聞社が特集を組んで報道しています骨髄性白血

病の一種 HTLV‐1 のキャリアなのです。発症率はそう高くはないそうですが、もし発病した

場合には、歩行困難から寝たきり、そして死去につながる難病の一つです。そういう因子を体

内に抱えているだけに、私の市長続投には当然ながら妻は大反対。そんなことで、私は三期目

の出馬を断念し、2 期 8 年で第一線から身を引きました。「この世界では 65 歳での引退は早過

ぎる。せめて 3 期 12 年は。」などなど、周辺からは好意に満ちた慰留を随分受けましたが、出

馬した時よりもよほど辛い思いを味わいながら決断し、幸い私の意志を継ぐ人にバトンタッチ

することができました。 

 

 さて、毎日が日曜日。土日もなくスケジュールに追われた日々から解放されて、十分過ぎる

自由な時間。これからどう生きてゆくか？ゆっくりした時間の経過の中で、私がまず考え实行

したこと、それは四国 88 ヶ寺を歩いて回るお遍路の旅でした。一番札所霊山寺から 88 番大窪

寺までの全行程は 1,200 キロにも及び、久留米から東京までの距離になります。途中 950 m

の山頂にある雲辺寺から、750 m 級の高さに４寺、500 から 300 m 級が 14 ヶ寺。とても前期

高齢者には無謀とも思える遍路の旅ですが、これを自分の足で歩いて詣ること、それが自由な

時間を獲得した私の最初の目標でした。 

 まずはかかりつけの医師に相談。「HTLV‐1 の発症の因果関係が明らかでない以上、決心し

たのなら今がチャンスでは。」とも受け取れるドクターの言葉に勝手に背中を押され、医大の

血液内科の教授からもゴーサインをもらって覚悟を決めました。体力に自信のない私は、四国

各県を県ごとに分けて、まず 22 年 4 月 13 日阿波の国徳島県に向けて出発。14 日朝の一番札

所霊山寺から 21 日の 23 番薬王寺まで、8 日間で歩き終わり一時帰宅。次は 5 月 11 日から 25

日まで 14 日間で土佐高知県を踏破。6 月は 2 日に自宅を出て 3 日から愛媛県を歩き始め、15

日までの 13 日間で伊予の国を終了。最後の讃岐の国香川県は寺と寺の距離が比較的短いため、
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6 月 29 日から 7 日目の 7 月 5 日 88 番札所大窪寺に無事到達、結願（全部詣り終わること）す

ることができました。四県で計 43 日、春真っ盛りから梅雤期まで、容赦なく襲いかかる日照

り、豪雤、突風などに一喜一憂し、道中もダンプ街道だったり、住宅の軒下を通り抜けたり、

田んぼ道を鼻唄混じりに歩いたり、山中の遍路道では 2 時間くらい人っ子一人にも出会わなか

ったり、雤の下り坂では派手に滑り落ちたり、優しい地元のお接待の人情に触れたり、一夜の

宿で亣わしたお遍路同士の会話に花が咲いたり、四万十川に代表される山紫水明の美しさに心

洗われたり、やはり四国にも漂う地方の元気のなさを感じたり・・・。歩き終わって振り返る

と、この 43 日間に体験したお遍路ドラマは、かって経験したことのない多くの人生劇を教え

てくれ、何物にも勝る有難い貴重な教室でした。 

 前期高齢者の同輩の皆さん、お互い自愛しながら、心を空にして、心静かにいつか来るゴー

ルを迎えたいものです。それが、私が預かった弘法大師からのメッセージです。 

 

 

続「田主丸からこんにちは」 

                             立石（古賀）喜美子（9 組） 

 

38 会の皆さまお元気ですか。還暦から早や 5 年が過ぎました。前期高齢者の仲間入りです

ね。 

 私は田主丸町の特産品である植木苗木を商う小さな会社で今でも経理の仕事を続けていま

す。他の業種と同様、不況の波を被り仕事が尐なくなっています。給料も社長以下大幅カット

で、経費削減に努めています。今のエコブームで、もっと植木を植えて環境美化に力を入れて

もらったらと思います。最近日本産の槙の大木が中国で売れているそうですが、うちの会社に

は注文が来ません。 

 さて、こんな私のささやかな楽しみは京都のお寺巡りです。長男一家が京都に住んでいるの

で、毎年紅葉が美しい 11 月ごろ出かけています。朝早く浄土真宗の総本山である東本願寺で

朝のお勤めに参加したこともあります。沢山の僧侶の方と門徒の人たちのお経が荘厳に響く中

で手を合わせ、子や孫の健康を祈りました。心が洗われ、高揚した気持ちになり、有難い時間

を過ごしました。建物が大きいのに圧倒されます。 

 大きいと言えば、浄土宗の総本山である知恩院の三門はいつ見ても大きいですね。京都には

お寺が沢山あるので、毎年尐しずつ息子に案内してもらっています。紅葉の美しい東福寺、单

禅寺、永観堂などなど。特に常寂光寺や光明寺の紅葉は目を見張るほどきれいでした。ライト

アップをしている嵐山の宝厳院では長蛇の列ができ、入るのに 1 時間くらいかかりましたが、

素晴しい庭園でした。日本で最初に国宝になった広隆寺の弥勒菩薩の前では、ゆっくり座って

美しいお顔を拝んできました。千体の千手観音立像が並ぶ三十三間堂は広くて寒かったことが

印象に残っています。相国寺に描いてある龍はどこから見ても迫力のある立派なもので、手を

打って鳴き龍を聞きましたが、私の打つ手は力が弱くあまり響きませんでした。 
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 これからも京都にはちょくちょく行く予定ですが、次回には平城遷都 1300 年記念で活気あ

る奈良方面も訪ねてみたいと楽しみにしています。 

 

 

ヒマラヤ・メラピーク峰登頂記 

                     草場 昭人（3 組）akusaba_fuk@ybb.ne.jp 

 

 2007 年までに、日本百名山を 94 峰登った。殆ど卖独行動。卖独行動はあまり良くないが仕

方がない。山は、きれいな高山植物、頂上からの雄大な眺めなど素晴らしい。海外の山は、モ

ンブラン（4,810 m）、キリマンジャロ（5,895 m）などに登ってきた。一度、6,500 m 位の山に

登ってみたいと思い、東京の登山ツアー会社に、ヒマラヤの「メラピーク峰（6,654 m）登頂」

に申込んだ。まだ、希望者は誰もいなかった。半ば諦めていたが、数ヵ月後に登山ツアー会社

から「可能性が出てきました」との嬉しいニュース。そのうち催行が確定したので、登山の準

備を始めた。ザックは、80 リットルと 35 リットルの２つを持っていくことにした。靴は、足

が冷えるのを防ぐために、二重靴を準備した。 

  

 さあ、2008 年４月 22 日から５月 13 日（22 日間）の登山ツアーに出発だ。80 リットルのザ

ックを背負い、更に 35 リットルのザックを手にぶら下げて、福岡空港から集合場所の関西空

港（23 時集合）に向かった。登山ツアーには、神奈川から２人、福五から２人、兵庫から１人、

福岡から１人、登山ガイド１人の計７人が来ていた。関西空港を４月 23 日午前１時半ごろ出

発し、バンコク経由で 13 時ごろネパールの首都カトマンズに到着し、ホテルに宿泊した。 

４月 24 日飛行機（20 人乗り位の小型機）でカトマンズから登山基地のルクラへ向かった。

着陸したので、ルクラに着いたかと思ったら、カトマンズだった。霧で着陸できず、カトマン

ズへ引き返したとのことである。 

４月 25 日も早朝５時頃からカトマンズ空港で待機したがルクラの天候不良でなかなか飛ば

ない。着陸できない時は引き返すという条件で午前９時半ごろ飛んだ。幸い 10 時半ごろ無事

にルクラに着陸した。ルクラ空港は山岳の中腹にあり、滑走路は急傾斜で短く、着陸時、壁に

ぶつかったような衝撃がありってヒヤッとした。ルクラで、現地人のシェルパ達（シェルパ族）

が待機していた。サーダ（リーダー）１人、シェルパ３人（含むクライミングシェルパ）、ポ

ーター17 人、コック１人、キッチンボーイ４人、我々７人のパーティ（計 33 人）を編成した。

サーダは、英語が話せる。今回は山越えもあり、荷物の運搬にヤクやゾッキョ（ヤクと牛のあ

いの子）は使用せず、全てポーターが運ぶとのことであった。80 リットルのザックは、ポータ

ーに預けて、自分は 35 リットルのザックを背負って身軽に行動することとした。早速、ルク

ラからエヴェレスト街道（エヴェレストに向かう道）に別れを告げ、目的のメラピークに向け

て行動を開始した。今から、このルクラに戻ってくるまでは、電気はなく、ヘッドランプ生活

で、全てテント泊だ。 
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これから数日かけて、5,000 m 級の山脈を越えて、山脈の向こう側の谷まで下らねばならな

い。これは高度順化に役立つ。道中、しゃくなげ（ラリーグラス）が咲き乱れていて、心を癒

してくれる。山一面しゃくなげ林というのも珍しい。山脈の頂上からは、雪を戴いた 8,000 m

級のチョーユー、ゲジュンカンなどの山々が遠望でき、景観が素晴らしい。山を下って、また

数日テント泊しながら、高度を上げていき、ベースキャンプに向う。ネパールの高所では、畑

にはじゃがいもが植えられているのみだ。厳しい。途中、山の中腹に小さいお寺（仏陀）があ

ったので立ち寄り、安全祈願した。建物の中には、仏像などが多数あり、お坊さんも一人いた。

ダライラマ 14 世の写真も飾ってあった。日本の仏教は、インドからネパールを経由して伝わ

ったのだろう。一休みして登っていくと、下山してきたアルピニストの野口健氏（清掃登山で

有名）にたまたま出会い、写真に収まった。 

５月１日ベースキャンプ（標高 4,900 m）に到着した。高度順化および訓練のため、更に標

高 5,300 m くらいまで登って、下りてきた。ベースキャンプは寒い。雷鳥達は雪の上を独特な

声で鳴きながら、気持ち良さそうに元気よく動き回っている。我々は、高山には慣れていない。

仲間の２人は、気分が悪くなり、高山病の症状が出ていた。自分は、今のところ気分は悪くな

い。高山病の心配はなさそうであるが、脈拍は、90／分を超えている。毎日、朝と夕に、登山

ガイドが持っている血中酸素飽和濃度測定器で各自測定し、また、脈拍や、めまい、ふらつき、

睡眠等をチェックシートに記入し、自己管理する。ベースキャンプから先は、更にキャンプ１

（Ｃ１：5,700 m）まで登り、もう一泊しなければならない（参考までにエヴェレストは、Ｃ

６キャンプ位まである）。不要な荷物はベースキャンプに置いておき、必要最小限の荷物を担

いで登る。従って、荷物の運搬量は減り、ポーター７人がベースキャンプで解雇となった。 

５月２日は、高度に慣れる為に、休養日となっている。午前中、近くの山を散策する。回り

は、切り立った雪山が林立している。午後は近くの山で、ハーネス（ガードル？）を着け、ザ

イール（ロープ）を張って、全員で急斜面での登山訓練があった。 

５月３日、ベースキャンプを出発し、キャンプ１まで登る。途中、雪がしんしんと降り、登

山道も消えており、視界不良で注意して登る。なんとかキャンプ１に到着した。今日泊まるテ

ントが、先行のポーターにより、岩陰の狭い斜面に張ってあった。夜、寝ている間に急斜面を

滑落しないだろうか心配であった。空を見上げると、天の川が流れ、素晴らしい満天の星が輝

いていた。水平線位までぎっしりと星がきらめいている。都会ではなかなか見られない。 

５月４日、今日はいよいよ突撃の日だ。午前２時頃出発した。まだ暗いが天気は良さそうだ。

ヘッドランプを着けて、各自ハーネスを付け、ザイル（ロープ）で連結して登った。頂上が近

づくにつれて夜が明けた。歩行速度に差が出てきたので、３人ずつ２班に分かれて登ることに

なった。自分は１班だ。頂上付近に大きなクレバス（氷河の深い割れ目）が２つ走っている。

このクレバスは、深さが十メートル以上ありそうな、深いきれいなブルー色をした広い氷室（空

洞）になっており、中をのぞくと幻想的だ。だが、ここに落ちたらひとたまりもない。ゾッと

した。ここを通過しないと登れない。頂上付近から垂らされているフィックスロープに自身の

ハーネスを結びつけ、一人ずつ雪の斜面を、身の安全を確保しながら登った。 
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９時頃、無事にメラピークの頂上（6,654 m）に着いた。午前中は、雲一つない青空に恵ま

れ、頂上からの見晴らしは最高だった。ヌプツエ、エヴェレスト（8,848 m）、ローツエ等の 8,000 

m 級の山々が 360 度眺望でき、感動した。写真に収めた。２班目のグループが登ってきた 11

時ごろまで、頂上でゆっくりくつろぐことができ満足した。 

エヴェレストへの最高齢登頂（75 歳）を目指しているあの三浦雄一郎氏は、北京オリンピッ

クの聖火が下りてくるまで、本日現在、エヴェレストのベースキャンプで足止めされていると

のことであった（5／13 に、エヴェレスト登山解禁とのこと）。 

これから下山だ。また、フィックスロープに自分のハーネスを結びつけ、11 時に下山を開始

した。頂上の急斜面は恐いが注意して下りる。キャンプ１を通過し、一気にベースキャンプま

で下山した。 

５月５日、ベースキャンプでメラピーク登頂証明書が発行された。午前中、休養後、数日テ

ント泊しながら、また来た道を戻る。途中のラリーグラスは満開になっていた。今日は雪降り

だ。5,000 m 級の山越えをしなければならないが大丈夫だろうか、心配だ。高所でのテント生

活も厳しい。なんとか無事に山越えした。登山基地のルクラに近づくと雪はない。山の斜面を

見上げると、ヤクなどの野生動物が大自然をのんびりと動き回っている。５月９日ルクラに着

いた。今日はテントではなく、旅館に泊まれる。しかし電気はなく、風呂もついていない。夕

方晩餐会が催された。地酒のチャン（ドブロク）も飲んでみた。ネパールの人たちは、ネパー

ル民謡？で、集団で踊るのが好きなようだ。それにあわせて我々も踊り、盛り上がった。 

５月 10 日、午前中、20 人乗り位の小型機でルクラからカトマンズへ戻った。ルクラの空港

を離陸する時は、滑走路が下り傾斜で心配だったが、スムーズに離陸していった。ホテルに着

き、やっとシャワーを浴びることができ、さっぱりした。全員でカトマンズ散策に出かけた。

繁華街は、人、人で混んでいた。ネパールの女性達は、色とりどりの布（サリー?）を身にま

とい、華やかだ。自分は、メラピーク登頂の記念に、ワッペンを作ることにした（10 枚で 1,300

ルピー（2,600 円位）で安い）。 

５月 11 日、朝早く、一人でマウンテンフライト（20 人乗り位の小型機でエヴェレスト付近

を飛ぶ約１時間の遊覧飛行）に出かけた。天気は曇りで、高い山だけがポツポツと頭を出して

いるだけで残念だったが、雲海に浮かぶエヴェレストが見られただけでも良しとした。フライ

トから戻り、また全員でカトマンズ散策に出かけた。途中、ネパール王宮があった。ネパール

は、近々王制から共和国制に変わるとのことである。昨日頼んでおいたワッペンを受け取り、

ホテルに戻り夕食会に臨み、最後の夜を楽しんだ。 

５月 12 日、帰路につき、バンコク経由で 5 月 13 日に無事帰国でき、すべてに感謝している。 

 

テント泊中の現地食は、メニューも結構あり、コックさんの作る料理は、おいしかった。お

寿司も出たのには感動した。今回の我々の登山ルート（エヴェレスト街道等は知らないが）に

は、ゴミは見当たらなかった。 

ネパールの国は、地形が標高 100 m 位から 8,800 m 位迄の高度差がある。高度によって、住
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んでいる民族も異なっているようだ。シェルパ族は、高所に住んでいる。顔立ちは、日本人に

よく似ているように思った。  

 

 

“戦域巡拝”後の記 

                                  松山 堯（４組） 

 

会報第 6 号に拙文が掲載されてから早や 2 年が経つ。当初、内容が私的なことで、投稿には

正直なところ若干のためらいがあったが、同窓生には私と同じように父親あるいは親族に戦死

された方がおられるので、その方々の参考になればとの思いがあった。その後、一、二の方か

ら声をかけて頂いたのは感激の極みであった。 

 さて、今回は“戦域巡拝”後のことについて触れてみたい。 

 巡拝中、自然発生的に皆で同窓会的な思い出の会をやろうという話が持ち上がった。 

第 1 回思い出の会（旧満州慰霊巡拝思い出の会）は平成 20 年 6 月下旪、一泊二日で東京の

九段会館にて開催された。北は石巻市の最高齢の方から单は一番若い私まで全部で 10 名の男

性会員が参加した。初日は靖国神社参拝後、会館にて酒肴を共にしながら旧亣を温め、満州の

思い出を語り合った。翌日は千鳥ヶ淵へ行き、その後昭和館等を見学して散会。 

 第 2 回思い出の会は平成 21 年 10 月下旪に一泊二日で浜松にて開催された。全部で 9 名、そ

の内 4 名が奥様同伴で、合わせて 13 名が参加した（1 名欠席）。世話役は地元信金の役員と奥

様で、きめ細やかなプランと案内で全員大満足であった。初日は楽器博物館、浜松城等を見学

後館山寺温泉のホテル九重へ。その後サンセットクルーズに乗船し浜名湖遊覧、その後懇親会。

二日目はロープウエイで大草山展望台往復後、“浜松モザイクカルチャー世界博 2009”－立体

花博を見学し、次回の再会を約しながら散会した。 

 第 3 回思い出の会は、本年 10 月下旪白川郷にて開催予定。世話役は白川村元助役で、現在

も“語り部”として活躍中の方である。 

 以上、思い出の会のことを淡々と述べてきたが・・・。会員一人一人、年齢、育った環境、

これまでの人生の歩みもそれぞれ違う中、父親が旧満州で戦死したという共通のつながりだけ

で、会を重ねるごとに、人の“縁”、“絆”の奥深さ、大切さを改めて感じている。これからも

この“縁”、“絆”を強く、大切にしながら精進してゆくことが亡き父、姉の鎮魂につながるも

のと考えている。 
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最近のお薬の話 

原 卓司（7組）takuji-hara@bird.ocn.ne.jp 

  

 ４０年ほど新薬の開発関係に携わってきましたので、初老の私たちに朗報となる新タイプの

お薬を紹介したいと思い筆を執りました。ここ１０年足らずの間に世界的に爆発的な売れ行き

を示している新薬群があります。それは抗体医薬品（ヒトの病気の発症に関連する生理活性物

質に対する抗体（タンパク質の一種）を作製して病気を治す薬）と呼ばれるものです。ひとつ

の薬だけで年間 5,000 億円前後を稼いでいます。効能は、その抗原となる分子標的（各種生

理活性物質）によって異なりますが、がん（乳がん、結腸直腸がん、肺がん、白血病等）、関

節リウマチ、喘息、加齢黄斑変性などを対象とした約３０品目が市場に出ています。現在世界

の大手製薬メーカーや新興のベンチャーがこの薬剤の開発にしのぎを削っています。生体内に

は生命を維持するために必要な未発見の生理活性物質がまだまだ膨大に眠っていると予想さ

れますので様々な新薬が期待されています。もちろんこれらはお医者さんの指導のもとで使用

される医家向けの薬で大衆医薬品ではありません。  

今までの医薬品は分子量が通常数百の低分子化合物であるのに対し、抗体医薬品は何と15万

クラスが殆どで、前者の百倍から千倍くらいの大きさに相当しますが、病気の原因となる標的

の生理活性物質との結合力が強いため、切れ味が鋭く非常に良く効くのが特徴です。生産方法

はいろいろあるのですが、企業化する場合はタンクの中でチャイニーズハムスター卵巣由来の

CHO（Chinese hamster ovary の頭文字）という動物細胞などを培養し生産します。このため

ウイルス混入の防止や動物細胞由来の成分を除去する特殊な装置や施設が必要で、規模によっ

て異なりますが工場建設に100億円ほどの大金がかかり、結果的に薬の値段が高くなるのが短

所です。ただ、これらの生産技術は日進月歩ですのでこの問題はどんどん解決されていくと思

います。将来合成による抗体の生産が可能になれば薬価は半減すると予想されます。 

 

 この創薬の発想は、紐解くと皆様ご存知の「細菌学の父」といわれる北里柴三郎博士が1,890

年にジフテリヤや破傷風の治療法として開発した免疫血清療法に辿り着きます。生物にとって

免疫の機構（なじみのない異物が入ってきたらそれを排除する仕組み）は最も進化した備えで

あるにも拘わらず（一兆種類もの抗原物質を識別し抗体を作ることが可能と言われています）、

それ以降新薬の開発にあまり活用されてきませんでした。残念ながら、日本ではこの医薬品の

開発が遅れました。北里柴三郎博士が世界的にも先陣を切ったのに申し訳ないと思います。そ

の理由は以下に示すとおりです。  

 

前述のジフテリヤ等の免疫療法は、ご存知のようにウマなどヒトと異なる動物に細菌や毒素

を尐量ずつ投与して血清中に抗体を作らせて、それをヒトに投与して疾患を治す手法ですが、

何しろヒトにとって異物となるタンパク質を大量に与えるためアナフィラキシーなどの重篤

な副作用（血圧低下、呼吸困難、痙攣、浮腫、ジンマシン）の可能性や、投与したタンパク質
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に対する抗体ができて効かなくなる、また目的の抗体以外の亜種の抗体分子が混在し医薬品と

して利用が難しいなどの課題があって、これらの克服に約100年の歳月を要したのです。 

 

 1953年にワトソン、クリック等によって遺伝子（生体細胞の設計図）の構造が明らかになり、

それ以降遺伝子工学、細胞工学が急速に発展し動物間の種の壁を乗り越える技術が開発されま

した。1978年利根川進博士が世界で初めて抗体を作るリンパ球のＢ細胞の遺伝子とその指令で

作製される抗体の関係を解明し、ノーベル医学生理学賞を受賞しました。マウスなど他の動物

に作らせた抗体とヒトの抗体は良く似ていますが、アミノ酸の配列や立体構造が微妙に異なっ

ているため、治療薬としては前述の副作用の問題がありました。しかし、遺伝子の細胞への導

入技術の進歩によってヒトの抗体作製遺伝子をマウスの抗体作製細胞に導入することができ

るようになりました。即ちヒトが作る抗体と全く同じヒト型抗体ができるようになったのです。

また、モノクローナル抗体の開発によって亜種の抗体もなくすことができるようになったこと

（目的の抗体のみを作製）から医薬品として使用が可能になったのです。従って、前述のヒト

の生体から病気に関連した未発見の有用な生理活性タンパク質を抽出できれば、この手法を使

って抗体医薬品を作れるのです。それなのに日本ではこの新タイプの医薬品の開発が遅れまし

た。北里博士や利根川博士がノーベル賞級の業績や、ノーベル賞を受賞するなどして、先陣を

切ったのに实に申し訳ないと思います。 

日本人がこの分野でオリジナリティをもって開発し市場に出したのは、大阪大の岸本忠三博

士（同大元学長）が中心となり開発し、昨年発売された関節リウマチ薬のトシリズマブという

舌を噛みそうな名前の抗体医薬品のみです。なんと情けないことか。前述のワトソン、クリッ

ク以降の技術の開発において欧米に遅れをとったのです。欧米ではこの領域でノーベル賞を何

人も取っています。日本の製薬メーカーは、３社を除き「薬というものは低分子化合物に決ま

っている」という旧来の発想を捨て切れませんでした。「こんな大きな分子量のタンパク質が

薬になるか」と相手にせず、開発効果の高い低分子化合物の開発に力を注いできたのです。し

かし、現实には、この手法による新薬は出尽くした感があり、ここ10年あまり成果が出ず新薬

欠乏症に陥りました。この間、欧米は発想を転換し抗体医薬の開発に資本を投入していたので

す。このハンディは大きく国内製薬メーカーは、市場性によって差はありますが、100億円以

上のお金を払った上、更に売上高に対し一定の比率でその収益を導入先の欧米の製薬メーカー

に自動的にもっていかれるという屈辱的な契約を結んでいるのが現状です。全くお金の浪費で

す。政府の仕分け作業で誰かさんが「どうして２番ではいけないのですか」と尋ねましたが、

その質問への回筓はここにあると思います。 

 

 さて、この技術が何故病気の治療薬として活用できるのかをお話しなければなりません。比

較的女性に多い関節リウマチ治療薬として開発された前述のトシリズマブと、2004年に開発さ

れ結腸直腸がん、乳がん及び非小細胞肺がんに効果を示すアバスチンを例にお話しします。 

関節リウマチは、生体防御過程で、敵か味方かを識別する役目の一種のリンパ球（Ｔ細胞）
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がミスを犯して間違った免疫機構を作動させ自分の関節滑膜の特定の成分（抗原）を攻撃する

自己免疫疾患のひとつですが、詳細はまだ不明です。臨床的には関節の骨組織の破壊や滑膜の

増殖肥厚等が発症し強い炎症を惹起し痛みや機能不全を伴います。この発症過程でＴ細胞、マ

クロファージ及び血管の内皮細胞から分泋されるインターロイキン６（IL-６）という炎症や

抗体産生を誘導させる生理活性物質（サイトカインと総称されるタンパク質）が主役を演じ骨

組織破壊や炎症を増強させます。詳細は記しませんが、トシリズマブは、IL-６を受け取る抗

体産生細胞（もうひとつのリンパ球であるＢ細胞）等のキャッチャーミットをピンポイントで

抑える抗体でリウマチの進展を抑制します。痛みやこわばりが軽減し関節の可動性が増します。

一方、アバスチンは、がん細胞それ自体に効くのではなく、がんの増殖や進展に欠かせない腫

瘍性血管の新生を阻害してがん細胞を兵糧攻めにしてがんの増殖を抑制するものです。同血管

の増殖には血管内皮増殖因子VEGF（vascular endothelial growth factor の頭文字）という

親玉タンパク質が主役を演じますが、この因子の働きをピンポイントでブロックする抗体です。

現在、他の抗がん剤と併用することにより更に効果が増しています。 

 

先に日本は遅れていると述べましたが、これらの抗体医薬品の薬効を100倍高める生産技術

を確立し、世界中の大手製薬メーカーを相手に別の視点から大きな商売をしている元気な会社

もあります。 

 先に述べました宝の山となる抗原（生理活性物質）を探し機能を見つける技術は、日本は得

意なので比較的早く欧米に追いつくものと期待しています。  

 

 最後に医療行政に不満を言って終わります。日本の新薬、医療機器の審査体制の不備は情け

ない。米国の1.5－２倍も時間がかかります。審査する専門家が米国ＦＤＡ（Food and Drug 

Administration の略称、日本の厚生労働省に相当する）の10分の１しかいません。サイエン

スの進歩に対応した薬事法、ガイドライン作成も欧米に追従するばかりです。臨床試験も遅々

として進みません。企業にとっては時間が勝負なので、国内の製薬メーカーは日本を飛び出し、

欧米で新薬の開発をやっています。既に新薬開発の空洞化現象が起きて久しい。結果として、

同じ病気でも欧米の患者は助かるが、日本の患者は助からないということです。日本で手がけ

たのにそんなことがあって良いのでしょうか。最近かなり改善されてきましたがまだまだです。

臓器の再生という画期的な治療の可能性を秘めた京都大の山中伸哉教授の人工多能性幹細胞 

iPS 細胞（induced pluripotent stem cells の頭文字、新型万能細胞）の展開も欧米に先を

越された感が強い。国として研究費の手配始め人材育成体制もお粗末で時間がかかりすぎと、

同教授の部下が嘆いていました。このようなことを続けていたら、この医療分野で遅れている

韓国、中国にも近い将来負けるでしょう。  

 資源のない日本は科学技術でしか生きていく道はないと思っています。日本は政治が貧困で

すね。皆さんは如何思われますか。 
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痛風 

      栗林 敏郎（3組）kuriba@basil.ocn.ne.jp 

 

話は 35 年余り遡る。毎年夏が来ると、京都銀閣寺界隈に下宿する５～６人が集まり、和歌

山県の白浜や福五県の越前海岸へ出かけた。その中に、海から戻ると決まって踝の周囲を赤く

腫れあがらせて、「痛い！痛い！」と騒ぐ男がいた。日に焼けて剥げ落ちた皮膚の欠片に虫が

集まり、その元である肌に噛みついたと本人は確信していた。しかし、殺虫剤を事前に散布し

てもこの騒ぎは止まなかった。誰も、何故彼の部屋にだけそんな物騒な虫が出没するのか、何

故きまって踝の周囲が狙われるのか、咬傷はどれか、といった至極当然な疑問を発することは

なかった。皆が、虫が来るのは乱雑で清潔とは程遠い部屋のせいにしていた。もっともこの点

では誰の部屋も同じようなものであったのだが。２週間もすれば腫れと痛みは何事も無かった

かのように退いてしまったから、いつもこの騒ぎは恒例の笑い話で終わった。 

彼は日頃から徹底した運動嫌いで、特に夏休みともなると夕方起床し夜通しどこかで油を売

るか自室で机に向かっているようであった。しかし、夏の海は別格であった。海で太陽の光を

浴びてシュノーケル遊びに夢中になっている姿はまるで別人のようであったが、そうさせてい

るのは郷里での尐年期の記憶ということであった。日ごろの生活から激変した海での４日間、

暴飲暴食・発汗脱水・昼夜逆転・日焼け・長時間の運転など等が相俟って痛風性関節炎の急性

発作へと導いたに違いない。こう考えるに至ったのは、数年後医師免許を取った後の発作騒ぎ

の時であった。 

 

35 年前、最終学年の臨床实習の一環として整形外科の外来診察を見学していた時のことで

ある。突然診察室の入り口のドアが開いて、一人の中年の男が闖入した。屈強そうなその男は

診察室の様子を見るや、ドアを開けたまま外の待合の患者へ向って「オイミンナ、コイツラ、

中デ遊ンドルデ、ワイラガコンナニ痛イ思イシテ待ットルチュウニ！！」と大声をあげた。続

く言葉が「オマエラ」だったか「アンタラ」だったか忘れた。学生達を相手に鷹揚に構えてい

る教官と頼りなげな学生の姿が癪に障ったのかも知れない。男はびっこを引き、痛風発作を患

っていた。余程痛かったのであろう。怒りっぽい気性であるとみたが、何処か芝居掛かって滑

稽味があった。 

今思い出してみるに、彼の振舞いは関西の気風をよく示しているように思う。いつでもこの

土地の人たちは、そこらの「権威」を土地の言葉の独特の口調で包んでさり気なく貶めてしま

う。 

明善１年２組の出来事、昼休みの後 10 名ほどが遅刻した。数学の E 先生は教壇の端に立っ

て、入ってくる生徒の頭を順に軽く竹刀で叩いていた。「何スンネン、痛イヤナイカ！」と応

じたのは大阪からの転校生のＳ君であった。それまで笑っているように見えた先生の表情が一

変し、「何いっ！！口筓えするかっ！！」と怒鳴りながら、彼を竹刀で滅多打ちにした。しか

し、小柄で一見華奢に見えるＳ君は、怯むことなく言葉による応酬を続けた。Ｓ君は憮然とし

mailto:kuriba@basil.ocn.ne.jp
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て席に着き、Ｅ先生は息を整え一度頬を緩めると何事も無かったかのように授業を始めた。Ｅ

先生とその後のＳ君は痛風発作と無縁であっただろうか。（近藤編集長によれば、この事件は

剣道の授業の後に起こった。） 

 

12 年前のある朝、左の足関節が尐し痛んだ。軽い捻挫でも起こしたかなと思っていたとこ

ろ、痛みはさらに強くなり踝の辺りに赤味が出て腫れてきた。その夕刻久留米で催された明善

38 年卒の大同窓会開催担当者の慰労会に参加した。酒は飲まなかったが、散会時には痛みと

腫れが激増していた。帰りの高速道では追突しかかるなど、運転の危うさは尐々の酒酔いの比

ではなかったと思う。翌日の日曜日、足関節はテカテカと赤く腫れあがって外側の踝は完全に

埋もれている。初めての痛風発作であった。しばらく鎮痛剤なしで観察した。じっと寝ている

と脈拍に合せてズキンズキンと来る。何処かの話と違って、我慢しても痛みが快感に変わるこ

とはなかった。以前から血清尿酸値が高いことは知っていたが、自分は痛風発作とは無縁であ

ると思い込んでいた。当時、京都を離れて慣れない福岡で内科医院を開業、何かと振るわず臍

を噛んで２年余り、時折その経緯を廻る不毛の諍いもあって発症に至ったのかもしれない、と

今にして思う。 

翌日、椅子に座って何とか仕事はできたが、這って移動する訳にはいかない。近くの整形外

科医院で松葉杖を借りることにした。院長に敬意を表して診察を受けた。するとやおら大きい

注射器が出てきて、関節穿刺が施された。あれは痛かった。歯髄がないと見誤っていた大学病

院の若い歯科医師の治療よりももっと痛かった。しかし、関節液中の尿酸結晶から診断が確定

されるでもなく、症状が改善するでもなかった。あの痛さに見合うだけの処置であったのだろ

うか。 

次回からは、松葉杖を借りるだけにした。発作が膝に出ると、全く膝を曲げることができな

いから這うこともできない。松葉杖がなければ、尻をついたまま両手と片足で前後に動くしか

ない。椅子に深く座ることができないから、洋式トイレの使用も難事である。程よい大きさの

空の段ボール箱をトイレの前に置き、便座に浅く座って痛む側の足首を手で持ち上げ、そっと

箱の上に置いて深く座り直すという具合であった。 

 

７年前、前述の海水浴後痛風発作の友人と家族共々２泊の上海観光に出かけた。上海在住の

知人が案内してくれるという。上海の３月は意外に寒く、あちこちで工事中の道路や建物は殺

風景で、街の雑踏と喧騒はこの上ない。待ち合わせの時間が大幅にずれ、皆空腹を抱えて遅い

夕食に臨んだ。鍋料理を汁まで浚えた時、鍋の底から鶏の頭が覗いていた。皆、眼を剥いたが、

料理はすべて既に美味しく腹に収まっていた。その深夜、ホテル階下から耳を裂くコンクリー

ト掘削のドリル音が止まない。ホテル側と部屋変更の不穏な亣渉を済ませたところで足関節の

痛みと腫れに気が付いた。しかし、急激な進行はもうどうにも止まらない。見事に腫れあがり、

翌日の観光予定日には終日一人で部屋に留まることになった。上海の空気だけは吸った。30

年前と立場が逆転しているのを見て、友人の溜飲が下がったかもしれない。 
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この時までの５年間に発作は左右の足・膝関節をほぼ２回ずつ廻っていた。こんな浅ましい

発作はもう二度と起こすまいと決心した。結局、持って生まれた体質上の欠陥に対して、テキ

ストの記載どおり真面目に尿酸排泄剤を服用するしか手立てがない事を思い知ることになる

のであるが。近藤編集長は、賢明にも 10 年来尿酸合成阻害剤を服用し続けているそうだ。 

 

５年前、明善卒業後初めて 38 会の K 君と近くの量販店で出くわした。M 電気を退職して京

浜から福岡に転居して間もないという。４年前の５月、K 君が当院を訪れた。初めての左足関

節の腫れと痛みに対して何処かで抗菌剤を処方されているという。血清尿酸値は正常で以前の

値は不明であったから、念のため日赤の整形外科を紹介した。やはり痛風発作の可能性が高い

という。関節穿刺も抗菌剤の処方もなかった。K 君の足に異変が現れたのは、京浜に残してい

る旧宅の点検を終えて、福岡への途上あちこちの山に登りながらマイカーで眠って２週間を経

たある朝のことである。１年前よりも体重が約８kg 増加し、その内６kg は直前の２週間のト

ルコ旅行中のものであるという。オスマントルコ宮廷料理のオンパレードには彼ならずとも抗

えなかっただろう。連日の飽食で、その時には血清尿酸値はさぞかし上がっていたに違いない。

関東 38 会の A 君も過食が誘因の発作があったという。但し、二人ともその後の再発はないと

承っている。 

昨年の歳暮に２本の美味い清酒と好物のハムが届いた。就寝前にしばしば味わっているうち

に何となく心配になって、尿酸排泄剤の服用を開始した。１週間ほどたった今年１月下旪のあ

る日、急ぎ足で歩いていると右第２趾の基部が軽く痛んだ。迂闊にも当初は前日の油山登山で

傷めたと思っていた。翌朝には赤く腫れ、続いて足全体に広がった。７年ぶりの発作で、この

関節は初めてであった。小さい関節なのにピーク時にはやはり踵をつくこともできない。 

尿酸排泄剤が効いていたのか、今回の発作中の血清尿酸値は K 君の場合と同様に正常であっ

た。一般的には、何らかの理由で血清尿酸濃度が上昇し飽和点を超えて尿酸塩結晶が関節内外

で析出し、白血球がこれを貪食して自己融解し炎症物質を放出して、痛風性関節炎の急性発作

が生じるとされている。しかし、多くのテキストには「血清尿酸値が正常な場合でも」、或い

は「高い尿酸値が急激に低下する場合に」、さらに「高尿酸血症の治療開始時に」、発作が起こ

り得る、と理由には触れないで記されている。加えて常々不思議に思うのであるが、無治療の

高尿酸血症の患者でも発作を起こすのは比較的に稀で、テキストには僅か 10%と記されている。 

 

         

 

         尿酸               コルヒチン 



 26 

 これらの疑問に対しては次のように考えて、納得している。結晶が存在しても隠れているか

または白血球の遊走・貪食が起こらなければ発作には至らない。安定した平衡状態では結晶は

何らかの体液成分で構成される膜で被われていて白血球の目に留まらない。しかし、血液中の

尿酸が急激に増えると結晶が新たに生じ、逆に減ると結晶の溶解と共にその被膜が破綻して、

いずれの場合も新鮮な結晶面が露出する。この時、白血球の遊走・貪食能が、生来強いかまた

はある種のストレスと亣感神経系の興奮により亢進していると急性炎症反応が進行する。  

右第２趾の発作が出てまだ１週間も経たないある日、左の足関節に怪しい痛みが生じた。翌

朝には痛みが増し踝の下が尐し赤く腫れている。両脚が使えなくなる、と慌てた。テキストに

は痛風発作のごく初期、予兆がある時点でコルヒチンを尐量服用すると短期間で著効を奏する

と記されている。間に合うかもしれないと思い、直ちに２錠ずつ２日間だけ服用した。下痢も

なく信じられないほど見事に、足関節の腫れと痛みはピークに至らずそのまま退いた。 

能書には「長期間にわたる尐量のコルヒチンの予防的投与は、血液、生殖器、肝臓、腎臓障

害、脱毛等の重篤な副作用、云々」、さらに別のテキストには「1 週間の尐量連続投与で骨髄の

抑制像が現れる」とある。今と違って他によい予防薬がなかった古い時代、痛風発作を恐れる

人達は、コルヒチンの長期服用による発作の予防と引き換えに多大な代価を払ったかもしれな

い。 

 

コルヒチンについては、たしか中学校で種なしスイカを作るための薬品として習った。コル

ヒチンで植物の芽の生長点を処理すると、有糸分裂が妨げられて染色体数の倍加が起こること

が 1937 年に米国で初めて实験的に証明された。しかし、痛風発作の特効薬としてはローマ帝

国の時代から経験的に使われていたという。ヨーロッパ・北アフリカ原産のユリ科植物、イヌ

サフランの鱗茎に含まれ、1820 年にフランスで分離された。コルヒチンは、細胞のアメーバ

様運動や細胞内運動に関わる微小管（microtubule、下記）の重合を妨げる。白血球の遊走・

貪食能の抑制や細胞分裂における紡錘体の形成阻害もこの作用の一環である。この不気味な作

用が、染色体の操作をとおして品種の改良を目指す農学者の注目を引いたのであろう。 

染色体の倍加による農作物の旺盛な生育や葉・茎・果实の巨大形質の達成、さらに耐病・耐

寒・耐乾燥性、ビタミン含量の増加など等の改良が進捗している旨、1980 年版の園芸学事典

に華々しく記されている。コルヒチンによる巨峰ブドウの作成が新たに進行中であるという。

さらに医学的には、神経伝達物質の細胞内分布・移動・代謝の研究（動物实験）に必須の前処

置薬であり、加えて多くの難病の治療薬でもある。 “colchicine and microtubules”、”colchicine 

and diseases”、及び ”colchicine and plant breeding” を Google で検索すると、それぞれ

64,200、1,050,000、及び 20,500 件の学術論文や記事を紹介するサイトが瞬時に表示される。

遥か昔、何処かの痛風持ちがイヌサフランの鱗茎を食して効用に気付いたのであろうか。痛風

発作がなければ、コルヒチンの発見は無かったか又はずっと遅れたかもしれない。 
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異国の流儀：ブラジル編    

栗田 啓幸（6 組）gkrfn922@ybb.ne.jp 

 

当世、テレビなどで外国のことが頻繁に紹介され、また外国旅行も特別珍しくもありません

が、それでも外国へ行くと意外なことに驚かされたり感心したりします。前回の第 7 号では、

「異国の流儀：こちらの非常識はあちらの常識」というタイトルで中国滞在中のエピソードを

紹介しましたが、今回はそのブラジル編です。小生はサンパウロ州立大学（Universidade 

Estadual Paulista）ボツカツ（Botucatu）校に guest professor として招聘され、1992 年 9

月 30 日より翌年 7 月 31 日までの 10 ヶ月間ブラジルに滞在しました。小生は医者ではありま

せんが、仕事の関係上医学部病理学教室（当時の主任教授：Marcello Franco）に籍をおきま

した。ボツカツ市はサンパウロ市の西方約 200 km にある人口 8 万ほど（当時）のこじんまり

した地方都市です。 

 

数値の書き方：コンマ(,)とドット(.)の使い方が逆！ 

地球儀を見るとブラジルは日本とは、ほぼ正反対の位置にあるが、正反対といえば数値表記

でコンマ（,）とドット（.）の使い方も正反対だった。たとえば、日本では２千８百６拾３と

いう数字を〈2,863〉と書くが、ブラジルでは〈2.863〉と書く。また、気温〈24.8 ℃〉はブ

ラジルでは〈24,8 ℃〉である。この数値の書き方ばかりは、ブラジルでの生活が数ヶ月過ぎ

ても（頭では分かっていても）違和感を払拭できなかった。とくに金額を表記するときは、毎

回尐なからず緊張した。 

 

乗り合いバスの停車のやり方 

宿舎から 4 キロメートルほど離れた仕事場（大学の研究室）まで通うのに、毎朝、受け入れ

先の教授が宿舎に迎えにきてくれた。仕事が終わって、大学から宿舎へ帰るときはしばしば同

僚が車で送ってくれたが、乗り合いバスを利用することも多かった。当地の田舎のバスは日本

のバスに比べると、だいぶん使い古した感じの“しろもの”であった。主な乗実は学生の他に

は、大学の病院へ通う患者、とくにお年寄りである。ところが、このバスの運転のやり方が日

本に比べると相当荒っぽいのである。とくに停車のやり方がものすごい。バス停の手前 30 メ

ートル付近、バスはまだ相当な速さ（時速約 30 キロメートル）で走っている。ところが日本

の感覚ではにわかに信じられないことだが、この時点でバスの乗降口の扉がパカっと大きく開

くのである。そのまま 20 メートルくらいはそのスピードで走る。バスの中にはお年寄りもい

れば小さい子供も乗っている。スリル満点、まったく危険きわまりない。「バスが止まってか

ら、おもむろにドアを開けるより、前もって開けておいた方が乗実の乗り降りが早く済むから

都合がいい」という考えなのだろう。日本であれば、運転手は間違いなく厳重注意されるか、

解雇ものだ。このような停車の仕方は、ある特定のへそ曲がりの運転手だけがやるのかと初め

は思ったが、どの運転手も同じようなやり方をするのである。ところが、不思議なことにバス
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から振り落とされる事故が起きたという話は一度も聞かなかった。そして、誰も文句を言わな

いのである。小生も初めはビックリし、尐々恐怖を感じたが、そのうち慣れてきて、何とも思

わなくなった。慣れとは恐ろしいものである。  

  この荒っぽいバスの運転と際立って対照的なのが、ブラジルの航空会社バリグ・クルゼイロ

航空（VARIG CRUZEIRO AIRLINE）のジェット旅実機の操縦である。とくに着陸の際は非

常に丁寧である。通常、旅実機が着陸する際、車輪が滑走路に接触した瞬間は多尐ともガクン

という衝撃を感じるが、バリグの場合は（尐なくとも、小生が乗った限りでは）この衝撃が無

く、实に静かに着陸するので、いつ車輪が滑走路に接触したのか全く判らなかった。ブラジル

については、どちらかというと“男っぽく荒っぽい”という印象が強いので、この丁寧で優し

いジェット旅実機の着陸のやり方はむしろ奇異に感じるくらいであった。 

 

幼稚園の入り口にて 

宿舎のすぐ裏に幼稚園があり、小生の部屋の窓から幼稚園の入り口がよく見えた。マイクロ

バスで幼稚園児の送り迎えの際、必ずどこからともなく腰に 2 丁拳銃の、アメリカの西部劇の

映画に出てくるカウボーイそっくりのいでたちの男が一人馬に乗ってやって来て、幼稚園の門

のそばで園児がバスから降りて全員門内に入り、門が閉まるまで、そして園児が帰るときは門

から出てバスに乗り込むのが完了するまで、馬に乗ったままライフル銃を片手に臨戦態勢で見

守っていた。ここボツカツ市は一見のどかな地方都市であり、初めは何のための警戒か解らな

かったが、ブラジルでは子どもの誘拐事件が多く、かのカウボーイ氏は誘拐防止のための警備

員ということであった。異国の冷酷非情な現实を垣間見る思いがした。 

警備員といえば、銀行の窓口の近くでも、拳銃を持った厳しい表情の男がいつも見張ってい

て、日本の銀行の（尐なくとも表面的には）穏やかな雰囲気と比べ、初めは異様に物々しく感

じたものである。 

 

赤道近くの海辺の町“ナタール”の涼しい風 

ナタール（Natal）は大西洋に面する赤道近く（单緯 6 度付近）の町である。職場の日系ブ

ラジル人の同僚が家族全員でこの地で夏のバカンスを楽しむから一緒に来ないかと誘われた

ので、ついて行った次第である。その同僚の友人がナタールに住んでおり、当人は旅行で家を

空（あ）けるので、その家（一戸建て住宅）を自由に使用してよいということであった。ナタ

ールは赤道近くの土地だからさぞかし蒸し暑いところだろうと勝手に想像していたが、来てみ

ると予想に反して空気は意外と乾燥しており、直射日光はさすがに強かったが、パラソルの下

で日射しを避けておれば風は涼しいのである。实際、空を見上げると、入道雲といっしょに青

空高く（日本では乾燥した秋の空に見られる）スジ雲が出ていた。つまり、避暑には大変適し

たところである。 

休暇を楽しむ人々は海岸の砂浜のパラソルの下で（食事とトイレ以外は）ほとんど何もしな

いでのんびりと過ごす、それも何十日も（小生を誘ってくれた家族の場合は約一ヶ月！）。「こ
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れじゃあ、まるで池の中の石の上で甲羅干しをしている亀みたいだ」と言っては失礼か！ せ

っかちで働き者が大多数の日本人には、こういうバカンスの過ごし方は「とてもじゃないけど

耐えられない」！？ 

 

自宅の庭で乗馬用の馬を飼う 

日系ブラジル人（両親とも日本人）で大学教授の肥田政人 Milton（ひだ まさと ミルトン）

氏の邸宅はボツカツ市内の、道路と池以外は一面芝生に覆われた美しい居住区域内にある。小

生は、週末の午後に当地滞在中の他の日本人とともにしばしば彼の自宅に招待され、日本から

嫁いで来た奥さん手作りの日本料理とブラジル料理の両方に舌つづみを打ったり、庭のハンモ

ックに揺られながら昼寝をしたり、トランプ遊びをしたりして楽しんだ。クリスマスの夜には

庭で七面鳥の丸焼きをご馳走になった（クリスマスの時期は、单半球のブラジルでは当然なが

ら夏）。なかんずく、小生が楽しみにしていたのは乗馬である。彼の邸宅の広い敶地内には馬

場があって馬を 2 頭飼っていた。彼には息子が 4 人いるが、三男坊の貴史（たかし）君が乗馬

が好きで、休日には、しばしば彼と一緒に近くの丘を馬で駆け回ったものである。大学時代に

馬術部に入って、野原を駆け回っていたころが蘇（よみがえ）ってきて、心身ともに若返った。

そして一汗かいた後で食べる完熟もぎたてのマンゴーの味は格別！ 日本での小生の貧弱な生

活レベルから見れば、肥田氏の生活環境はなんとも羨ましいかぎりであった。 

 

ワニがいる川でピラニア釣り 

  ブラジルのマット・グロッソ州にあるパンタナール (Pantanal) 湿原は野生動物の宝庫とし

て知られている。“残された大秘境”という謳い文句に興味をそそられて、当地へ旅行した。

パンタナール湿原の中にあるホテルに着いて一休みした後、ホテルのすぐ近くの川をボートに

乗って行くと、岸辺にカピバラや猿がおり、また大小さまざまな鳥が飛び亣ったり岸辺に佇（た

たず）んだりしていた。宿の周りも 10 種類以上の鳥が飛び回っていた。季節は 7 月、ブラジ

ルでは日本の真冬に相当する。昼間はそれほどでもなかったが、夜になると風がかなり冷たく

なった。しかし、この安宿にはエアコンはなく、着れるものは全部着てブルブル震えながら寝

たが不思議と風邪は引かなかった。ブラジルの人達はこの程度の寒さは平気なのであろうか？ 

  翌日、朝食後、同じ川で魚釣りをした。釣り針に牛肉のかけらを付けて垂らすと、体長が 5

～10 cmくらいのピラニアが面白いようによく釣れた。もっとも、餌の肉だけ喰いちぎられて、

取り逃がすこともあったが。ここで鳥の面白い行動を見た。釣られて水面近くに上がってきた

ピラニアを、近くにいた鳥が口にくわえて持って行こうとして、一緒に付いてきた釣り糸に引

っ張られバランスを崩して水面に落っこちるさまが、おかしかった。この鳥は５～６回魚を持

ち逃げしようと試みたが全部失敗した。 

一方、我々のボートからわずか 15 メートルほど離れたところに、ポルトガル語で jacaré（ジ

ャカレ）と呼ばれる鰐（ワニ）が一匹、顔の上半分だけを水面に出して、こちらが釣りをして

いる様子をジーッと身動きもせず眺めていた。アフリカの大型のワニ（クロコダイル）は凶暴
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で危険であるが、対照的にブラジルのワニ（カイマン）は、クロコダイルより、体型は一回り

小さく、地元の人が言うには比較的おとなしいとのことだった。「地元の人が言うのだから、

襲ってはこないだろう」と思う一方で、一抹の不安を禁じ得ないピラニア釣りだった。「釣っ

たピラニアを釣り針から外すことは、慣れない人が行うのは危険だから、必ず付き添いの地元

の人にやってもらうように」と言われた。近くで同じようにボートに乗って釣りをしていたヨ

ーロッパからの観光実が、釣ったピラニアを自分で釣り針から外すそうとして、手の肉を喰い

ちぎられた。小さなピラニアでも油断は禁物である。釣ったピラニアは、宿の主人が唐揚げに

して夕食に出してくれたが、淡白な味で意外とおいしかった。 

  ピラニア釣りの後は宿の付近を散策して自然観察を楽しんだ。この地域では池の周りにはワ

ニが多数たむろしている。池の魚が彼らの餌である。彼らはエネルギー節約のためか、めった

に動かない。しかし、野生のワニがすぐ近く（わずか 20～30 メートルの距離）に、それも数

十匹も集まって休んでいるのを見るのは、初めはかなり気味悪かった。ワニと小生の間には柵

も溝も、その他ワニが動き回るうえでの障害物は何もないのである！こういう経験ができるの

は、ここブラジルのパンタナール観光ならではとのことである。また、大小さまざまな鳥も見

たが、なかでも“トウユユ（Tuiuiu）”という名の大きな鳥が数羽、大きな翼を広げて、小生

の頭上わずか 7～8 メートルのところを悠然と飛んで行く様は圧巻であった。この鳥は高い木

のてっぺんに巣を造っていた。 

  夕方から宿が停電し、復旧するまでに 4～5 時間かかった。鳥が電線にぶつかって故障する

ことがよくあるとのこと。動物天国、鳥の王国のパンタナールらしいと妙に納得した。宿の主

人も心得たもので、慌てず騒がず、常備している蠟燭（ろうそく）に火をともし、その灯りの

下で夕食と相なった。いろいろと野生の雰囲気をたっぷり味わったパンタナール旅行であった。 

   

       

トウユユ（Tuiuiu） 
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ゴミが一つも散らかっていない都市：パラナ州クリチーバ市 

2 月 25 日より 28 日までの 3 日間、サンパウロ州の单に隣接するパラナ (Paranā) 州の州都

クリチーバ (Curitiba) 市を訪問した。午後 3 時に長距離バスでサンパウロ市を出発し途中ド

ライブインで 30 分休憩、夜 9 時頃クリチーバ市に到着し、当地の日系人の学生寮に投宿した。 

その夜 12 時過ぎに、学生たち約 10 名と共に近くの軽食レストランに行きビールを飲んで、談

笑した。若い彼らは、夜遅くなっても平気である。午前１時 30 分就寝。翌日は、クリチーバ 

市独特のバス専用道路を走る乗り合いバスに乗ったり、植物園を見学したり、24 時間営業の

商店街を見物したりして過ごした。午後４時に、前もって約束していたクリチーバ市環境局長

を訪問して、約 2 時間にわたって、クリチーバ市の亣通政策、ゴミ処理に関する施策、および

貧民層の対策について懇切丁寧に説明していただいた。实は、この環境局長は「中村ひとし」

という名前の日系 1 世である。この「ひとし」を漢字にすると「直」という字を 3 つ組み合わ

せた（上に 1 つ、下に 2 つ）もので、常用漢字にはない珍しい名前である。この人は、クリチ

ーバ市はもとよりパラナ州、いや全ブラジルのレベルでも高名な人物である。同じ日本人の小

生が訪ねてきたので、とくに嬉しそうに歓迎してくれた。小生は日本の慣習に従って、手土産

に尐しばかり高級そうなチョコレートの詰め合わせを贈呈した。翌日、市の公用車を小生の宿

舎まで差し回してくれて、環境対策の現場を見学できるように便宜を図ってくれた。中村環境

局長の説明によると、ゴミは野菜、果物、卵、等と亣換して引き取り、リサイクルして利用す

る。そのため低所得層の人たちは生活の糧を得るために熱心にゴミを集めるのである。その結

果、小さな紙の切れ端すら見つけるのが困難なほどゴミが尐ないというわけである。实際に貧

民居住区へ行き、ゴミと食糧を亣換しているところを見学させてもらった。なお、ゴミと亣換

する食糧は、売れ残りや余剰品を市が安く購入し確保するということだった。クリチーバ市の

人口は当時約 160 万であったが、現在では人口がさらに増加しているようであり、そのような

ゴミ対策システムが現在でも有効に機能しているか否かは、詳（つまび）らかでない。 

 

真っ黒なスズメ 

全身 — 嘴（くちばし）の先から尻尾の先、足のつま先まで真っ黒な鳥といえば、日本では

皆さんご存知のカラスである。ところがブラジルのサンパウロ州で、色はカラスと同じく全身

真っ黒であるが、サイズはずっと小さく、スズメをややスマートにしたような体型の鳥を見た。

この鳥の正式名は知らないが、日系人の間では通称“黒すぎる”と呼ばれていた。カラスは、

あの大きさのからだでは、どちらかというと力強くてずうずうしい感じであるが、この“黒す

ぎる”は同じ真っ黒でも華奢で实に可愛いものである。全身真っ黒な鳥は、あのずぶとい感じ

のカラスだけだと思い込んでいた小生は、「ところ変れば品変わる」という言葉を实感した次

第。小生が調べた鳥類図鑑のどれにもこの鳥の記事は掲載されていませんでした。どなたか、

この鳥の名前（や習性など）をご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。 

 

この他にも、大海原（おおうなばら）の如く地平線の果てまで続く広大なサトウキビ畑に目
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を見張ったり、落下水量世界一のイグアスの滝の迫力に圧倒されたり、日系の人の誕生祝いで

その人の自宅に招待されたとき、玄関に入るや否や、美人の大学生の娘さん（初対面）にブラ

ジル流の歓迎の頬ずりをされて、内心ビックリ仰天したり（同時に喜んだり）、サンパウロ市

で宮殿のようなすばらしい劇場でプッチーニの歌劇を楽しんだが、入場料が日本円にしてわず

か 600 円程度と、日本に比べ信じられないような安さに驚いたり等々、いろんなことがあって

仕事以外でも楽しく充实した、懐かしのブラジル滞在でした。 

 

 

スペイン旅行雑記 

                     野崎 勝（8 組）nozakim@or2.fiberbit.net 

 

「スペインでゴルフを！」と言うお誘いが中冨（雅智）君から電子メールで届いた。 

しかし、わざわざスペインまで行って暑い盛りにゴルフでもないだろうと思い電話したとこ

ろ、｢暑か国に行くとは暑か時に行くとが一番ばい｣と言うので、そのお勧めに従い６月末から

７月の初め、中冨君のゴルフ旅行とは別にスペインを周ってきた。 

 年金生活者の私は尐しでも安く、尐しでも多くの観光をしたいという事情があり、総勢 38

人の団体旅行である。 

 これまでは 10 名内外の旅行しかしたことが無かったので、どんなアクシデントがあるかと

ヒヤヒヤしながらの旅だったが、何とか無事に帰国できた。 

 10 日間ほどの旅だったが、思い出すままに・・・・。 

 

中冨シャンは人気者だった 

旅の最後の街マドリードとセゴビア、翌日のオプションツアーのアランフェス宮殿の現地案

内人はマドリードに長く住んでいる日本人女性だったので、日本航空の中冨さんを知っている

かと訊いてみたところ、「中冨さんはマドリードに長かったし、ＪＡＬパックの仕事もされた

ので良く知っているし、大変人気のある方でした」とのこと、同窓生として鼻が高かったこと

をまず報告します。 

 

暑かった！ 

中冨さんのお勧めに従って暑い時期の旅だったが、暑いこと暑いこと。 

コルドバのホテルの入り口に温度計があったので見てみたら何と！53 ℃・・。一瞬目を疑

い、次はこの寒暖計は狂っているのではと思った。しかし、次の日の朝もう一度見たところ

20 ℃で正常。いくら白壁の直射日光が当たるところとはいえ、私の体験した最高温度でした。 

 

酒は安いし姉ちゃんは綺麗 

暑さのため毎食ビールやワインを飲んだが、グラスなら２ユーロ程で水のペットボトルが１
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ユーロだったのと比べても安い。 

グラナダのロンハで会った民族衣装を着た女の子やフラメンコのダンサーの一人はとても

美人だった。 

一番美味しかったのはグラナダの市場で飲んだ絞りたてのオレンジジュースとコルドバの

街のバルで飲んだジョッキまでカリカリに冷やしてあったビール。おつまみのイベリコ豚の生

ハムも最高！ 

 

スペイン人はサッカー狂 

ちょうどＦＩＦＡの準決勝がグラナダで、決勝がマドリードで泊まった日にあり、予想はし

ていたものの（10 時ごろまで明るいとはいえ）夜中にスペインの勝利に酔った若者が、車窓か

ら国旗を振りクラクションを鳴らしながら町中を走り回る様はキチガイじみていた。 

「ビバ エスパーニャ！」と言ってやったら飛びつかれそうになった。 

 

やっぱりあったトラブル 

一番初めのトラブルはバルセロナ空港で荷物が着かない人１人、パリの乗り継ぎで間違えた

らしく 5 日目にやっとミハスの宿に届いた。「100 ユーロまでは着替えを買って良い」と言われ

たが、スケジュールが詰まった旅行では買い物も思うに任せず洗濯の毎日だったとか。 

２番目、バルセロナのホテルでルームキーを落とした人がいて、部屋に侵入されカメラを盗

られた。3 番目、ホテルに財布を忘れた人がおり、カードを停止したり日本に電話して送金を

頼んだり大騒ぎ、幸いホテルに連絡したのが早かったのでルームメイクの前だったらしく、２

日後マドリードのホテルに何も盗られず無事宅急便で送ってもらえた。スリの被害２件、１件

目は旅の始まりバルセロナの空港で、青森のおばさんが換えたばかりのユーロを財布から全部

抜かれた。３人組なり。 

2 件目は大変！マドリードのプラド美術館の近くのお土産物屋でブランド物のバックを買っ

て外の光で色合いを見ていたら、財布ごとパスポートも含めて盗られた。本人曰く「外の光で

見てみるように勧めた土産物屋の人が怪しい！」幸い金曜日で帰国の２日前だったので添乗員

が活躍し、渡航証明を取ることができたが、１日遅れていたら、その人は帰国できなかった。 

クワバラ クワバラ 

 

スペインで不便だったこと etc. 

10 日間でスリの被害に２度遭うなど物騒な国だからか自動販売機は殆ど見当たらない。  

タバコを買おうとやっと見つけたドライブインの売店の自動販売機にコインを入れてもウン

ともスンとも反応なし。聞けばカウンターの係員が操作をしなければ使えないとか。暑いので

水の冷えたのが欲しくてもこれも自動販売機などありません。 

公衆便所が尐ないし、飲食店でも地下に便所があったりして鍵を借りないと使えない。全て

物騒な国だからでしょうか。ちなみにやっと入った便所の便器が異常に高くて背伸びしなけれ
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ば届かないことがありました。スペイン人はオランダ人みたいに大きくもないのに見栄っ張り

メ！ 

最後に、スペインでは郵便ポストは黄色です。 

 

中冨さん、貴方のお勧めで暑い暑いスペインに行ってきました。 

アルハンブラもトレドの旧市街もプラド美術館も素晴らしく、ジャカランダの花もヒマワリ

畑もオリーブ畑も見てきました。 

私は全てのトラブルにも捲き込まれず、財布をホテルに忘れた男の人の世話をしてあげたの

で感謝され、最後の２日間は、その人から全ての酒の支払いを任せてほしいと言われ、大いに

美味しいワインを飲みました。 

ビバ エスパニア！ 

 

        

秋田在住 12 年：後編とその後のこと 

首藤 典彦（5 組）ra72384@pd5.so-net.ne.jp 

                                   

認知症を介護して 

 家内の母親が高齢になって、認知症になりました。どなたの場合でも、家族の者でも気付か

ないほどに尐しずつ進んで行くと思われます。義理の母の場合もそうだったと思います。しか

しある日突然、認知症特有の症状の一つで、健常者の生活と大きく異なる変化が起こりました。

義母の場合は、記憶障害、被害妄想、幻覚症状、昼夜転倒、昔の事と今の事の前後関係が支離

滅裂に現れるなど。私たちの介護期間は 5 年間だったので長い方ではなかったと思われます。

しかしその間も毎日（年間 364 日）書店を営業し続けていましたので、自宅を一歩出れば頭を

普通の健常者生活に切り替えなければなりません。仕事が終わって自宅に帰った瞬間から、相

手は認知症の患者さんです。母はアルツハイマー型でしたので、同じ事を何回も尋ねるのでし

た。5 回訊かれても 7 回訊かれても、初めて聞くような態度で対応しなければなりません。实

はその事ひとつとっても、その対応に妻も私も心の余裕をもって当れるようになったのは、か

なり認知症について、マスコミや本や認知症の家族を持っている人などから学習した後のこと

でした。スタートの時点は母と家内、母と私、喧嘩同様のやり取りでした。3 人とも真剣でし

たが、健常者が無知なため、母はますます語気を強め、言葉を荒げるのでした。 

それに昼夜転倒の安眠妨害を受けるのです。健常者の生活は朝始まって夕方終わりますが、

認知症患者の生活はその時間には全く左右されず、症状の命ずるがままに深夜であろうと、や

っと寝入った時間であろうと、全く関係なく、大声で叫ばれたり、真夜中で隣近所の人々が寝

入っているのに、「今行かなければ大変なことになる」などと言われて、健常者は疲れと眠さ

の最中であろうが容赦なく起こされるから大変なのです。「辛い言葉を浴びせられた」「あんた

は九州の人でしょう。帰りなさい。何でここにいるの。佳子と結婚させたことが間違っていた」
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と心に思ったことをそのまま口に出す病気です。脳の萎縮により、制御が利かなくなるのです。

そうかというと、翌朝はケロッとして気分が良ければ、にこにこ笑って「おはようございます。」

昨日、何を言ったかは、すっかり忘れてしまっているのです。色々勉強させられました。 

 

 こんな状態が何日か続いたとき、私も家内もストレスと体力の両面がやられて、家内は入院

したこともあります。私はめまいと吐き気で「もうだめだ～」という精神状態になり、限界に

達したことが 3 度ほどありました。それらの地獄から這い上がれたので今日があります。各場

面を文字にしていると紙面がいくらあっても足りないので、このあたりでやめておきます。幸

いに母親は介護期間の終盤は、病院のお薬がピッタリ合ったのか、よく笑い、下の問題も一度

もなく、旅立つ 2、3 か月前は、自分の部屋で静かに寝入っている日が多かったです。旅立つ

その日の朝まで自分の足でトイレにも歩いて行きました。母親の口癖「終わり良ければ全て良

し」と、よく私の息子や娘にも言っておりましたが、本当にそうなって、若い頃習った日本舞

踊を思い出しもしたのか、集落のお祭りのときには、手踊りをして皆さんを笑わせたり、喜ん

でもらったりしました。私は自分の親は兄夫婦が看てくれたため、人として、妻の母親を認知

症にはなりましたが、家内とともに看取ることができたことを有り難いと思うようになりまし

た。そして、妻 15 年、私 12 年の田舎秋田農村生活も今となっては貴重な体験。最後にもう一

言。東京に戻ってきて、マンションの管理員の仕事に今就いていますが、高齢者の方も多いし、

秋田の母親の経験が 100％役立っているのです。神は何一つ、無駄な経験を私にさせられなか

ったと、つくづく思っています。マンションにお住まいの方々を自分の家族のように思って接

している毎日です。母は私たちに高齢者や認知症になられた方々をもお世話できるようにして

上京させてくれました。親の愛を痛感しています。 

                                    

孫の魅力 

 一年が経過しました。一年間の変化は大きいです。若いときと今では大変な違いです。この

一年間に私にも変化が起きました。それは孫が生まれて、おじいさんになったことです。物事

は三数で完成します。過去・現在・未来、三大栄養素、物体の安定には３点を要します。鉱物・

植物・動物、石の上にも３年、仏の顔も三度まで。立法・司法・行政、気体・液体・固体、色

の三原色など三数で完成します。親・子・孫という血統が縦に３点完成したことになります。

私は孫の誕生が嬉しく、とても安心しました。それは三数の完成を意味したからでしょう。こ

れが理論的な分析です。人はその他にもっと強い感情を持っています。それは情の世界です。

とにかく孫は可愛いのです。娘の所まで一時間くらいかかりますが、行けるものなら毎日でも、

あの可愛い孫の笑顔を見に行きたい心情が湧いてきます。毎日は行けないので、週に一回行っ

ています。やがて幼稚園や学校に行くようになれば、孫の方にも事情ができるので、今が孫に

会いに行くチャンスだと思っています。こんな時も永遠に続くわけではありません。だから毎

週 1 回のペースをひたすら守って孫に会いに行っているのです。孫は祖父と祖母を強く惹き付

ける力を持っています。おじいさん、おばあさんとしては、とても希望を感じます。この子が
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大きく成長して行く姿などを予想して、安心と家系の安泰と幸せを感じています。自分たちが

子育てしたときの事を思い出すのです。時代は確かに変わっているため、産婦人科（小さく産

んでいる、超音波写真）、乳幼児衛生面（虫歯菌対策で祖父母のお箸は使用不可、紙おむつは

超便利）、すべてに亘って昔と比べて娘たちの時代は進歩しているように思いました。ただ不

変的なものは、親が子を愛するという、目に見えない愛情で赤ん坊を見守ることだけは洋の東

西、いかなる人種も変わることはないのです。昨日が孫の満一才の誕生日でした。38 会の我々

もこの世にいるときがあと 10 年から 30 年くらい。それぞれの健康状態で生存されるでしょう

が、孫達の 20～30 年後の世の中はどうなっているのでしょうか？平和な世界で幸せな営みの

社会であってほしい。後孫、後輩は宝です。どちらも大切に育てましょう。 

 

人の心が分かる人 

 苦労すれば人の心が分かるようになると思います。苦労自体は苦しいことです。苦労が目的

ではありません。そのトンネルを通過して雪国を見るためです。苦労すれば優しくなれます。

自分以外を教師として学びます。男性は女性のハートが分からなければなりません。だから結

婚生活が必要です。結婚する方が難しいです。複雑になります。それを通過しなければ味がで

きあがりません。男性の世界を知り、女性の世界を知らなければなりません。幼児の心、小学

児童の心、中学生の心、高校生の心、大学時代の心、そして社会人としての社会生活の心をマ

スターして、親の心情も分かり、中年のハート、老年期の心境に至り、世の中にいるどんな人

の気持ちも対座しただけで分かるようになれば、万人を愛することができると思います。人を

ほめて、尊敬して、愛すれば、どんな人も喜びます。人の心が分かるために人類は 70 億もい

るのだと考えます。人生で自分が出会うのはごくわずかです。大切にしたいものです。 

 

人は誰でも天才になれる 

 地上に来て既にあの世に行った人、今生きている人、これから生まれてくる人、皆すべて異

なります。人は個性を持つ存在です。そういう意味で人が一生かけて、知情意の感性を個性体

として努力精進して成長させれば、誰でも相当立派な人になります。なにもノーベル賞を受賞

するとか、世の中で出世することを意味しません。隣人を愛し、心の目標は高く、生活は質素

にしたい。家族や親族、周囲の人から何らかの尊意をもらえる人であればよい。一生正しく、

一生優しく、一生辛抱強く、ただそれだけで誰でも天才と呼びたい。時間はかかりますが、60

歳過ぎれば殆ど天才ですよ。天才同級生かんぱ～い。あなたも天才のおひとりですぞ。お大事

に。 

 

第 7 号 28 ページ最下行の「しだれ柳」は「しだれ桜」の間違いでした。お詫びして訂正致し

ます（編集部）。 
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観想 

                                五上 智正（1 組） 

 

 今でこそ言葉や文字が氾濫して、知ったかぶりをして使いこなしてきたつもりでしたが、こ

こに来てどうも怪しくなってきました。言葉や文字が他の人の想像や妄想を掻き立てる卖なる

記号、信号に過ぎず、抽象物だと言われてみれば、そうだそうだと思ってしまいます。人様よ

り一字一句多く知るように学ばされ競わされていた頃が、何か変に思われてきました。いつも

最下位でしたが、それでもここまで来たのですから、言葉も文字もそんなものかと段々思うよ

うになってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二 膨張の想           第亓 敢食の想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七 白骨の想           第八 骨散の想 
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 ほんのついこの前、100年くらい前までは文盲が当たり前で、読み書きできない爺っちゃん、

婆っちゃんがまだ私らの子供頃には多くいらしたものです。だから名門高校にでも行っている

と、天才だの秀才だのと、今考えれば煽（おだ）てられてばかりいました。読み書きが達者と

いうことはそれくらいのものでした。不立文字（ふりゅうもんじ、禅宗の用語）、文字にあら

ずということがますます痛切に感じられるようになってきました。言葉や文字の記号、信号認

識が若いときのようにクッキリ、スッキリ輪郭だっておらず、ドーナツのように膨らんでいる

のです。決め手を失うと言うか、ボケてきたと言うか。それでいて、この世は夢、幻に過ぎず、

「如夢幻」などと聞くとうっとりしてくるのです。 

 

 ところで、言葉よりもイラストレーション、アイコン、絵文字などと、絵や図形、図柄を使

った方がイメージ伝達にはその速さと正確さが重要視される時代です。教育システムがまだ確

立されていなかった時代の流行本には、漢字にルビが振ってあったり、挿絵が多く使われてい

ました。その本の文章内容を補足するための挿絵だったのでしょう。ところが、挿絵の直感認

識が先行して、文章が説明、補足するという逆転現象があったようです。 

 

もっと遡ると、文盲の人々を徳育するため、西洋では宗教絵画（イコン）やステンドグラス、

東洋では曼荼羅図や地獄極楽図、幽霊や妖怪図など、文盲の民を教化するイラストレーション

絵巻といってもよいものがありました。その中で驚くものは、唐の九想観、九想門で、人間の

死体が腐乱して白骨化するまでの九段階を観相することで、肉体に対する執着、欲望を消し悟

らせた挿絵であったそうです。 

实際に見たこともないのに、見たことがあるかのような、知っているかのような直感的了解、

これが観相というものらしいのです。これが今日で言うイラストレーションだとすれば、言語

認識とはちょっと違っている。挿絵は遠の昔から言語を超えていたと思われます。こっそり見

た How to ものの図解本は教科書よりもはるかに分かりやすく面白かったではありませぬか？ 

 

 

山愛会からのお知らせ 

大石 和彦（2組） 

 

38会の皆様、お元気ですか。山愛会では相変わらず定期的に山登りを続けています。昨年秋

には10月25日に、当初の霧島方面を変更して近場（佐賀県）の天山（1046 m）に登りました。

10名の参加でした。東隣の彦岳との間の峠が出発点でしたので高低差が尐ないなだらかな道で、

野草と主に单側の佐賀平野の景観を楽しみながら登れました。 

 今年春には5月28-29日に由布院に宿泊して、福万山（1236 m）と鶴見岳（1535 m）に登りま

した。今回は観光やゴルフだけという人たちも加わって19名に膨れまして、特に夕食時の懇親

会は賑わいました。福万山には昨年も登りましたが、生憎のお天気で頂上からの見晴らしがほ
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とんどなく残念でしが、今年は両日とも晴天に恵まれ、見晴らしは抜群で、頂上から見下ろす

湯布院の町並みはまるで箱庭のようでした。鶴見岳には、西隣の由布岳との鞍部の登山口から

登りました。登山路の新緑とミヤマキリシマに癒され、できたての酸素を胸一杯に吸って、５

歳ほど若返った気分でした。カッコウ、ウグイス、ホトトギスなどの野鳥の鳴き声に励まされ

ました。 

 次回の登山を10月30（土）－31日（日）に計画しています。由布院に宿泊して近くの山に登

る予定です。登山が苦手の方も周辺の観光やドライブを楽しむことができます。宿泊できる数

に限りがあるため、先着順に25名で締め切らせて頂きますので、早めにお申し込み下さい。 

 

 

三八会ゴルフのお誘い 

中冨 雅智（3 組）mnakatomi@attglobal.net 

 

関東地区では「三八会ゴルフ」と称し、月一回の割でプレイしています。上手下手に拘らず

ゴルフ好きの方の参加をお待ちしています。開催場所は主に千葉県や茨城県で、プレイフィー

は昼食付きで 6,500～8,500 円 です。ご夫婦での参加、大歓迎です。連絡先 090-4937-2623。 

 

 

編集部便り 

 

連絡先不明者および訃報（敬称略） 

 

連絡先をご存知の方はぜひお知らせ下さい。＊印の方は今回連絡が取れなくなった方です。 

1 組（4 名）楢原 芳行、古川 正啓、宮崎 謙一、中原（川口）満子 

2 組（7 名）秋吉 竜介、出利葉 漠昭、上田 隆之、照島 宏教、時津 照昭、中村 清、納富 義

勝 

3 組（9 名）五手 毅、北原 隆夫、空閑 章純、古賀 章裕（顕之）、後藤 幸一、鈴木 純一、

内藤 進、野村 剛、前田 成政 

4 組（3 名）藤松 光憲、良永 達哉、関口（泊）順子＊ 

5 組（4 名）原 義雄、安達 佳子、姉川 美智子、浦野（豊福）英子 

6 組（16 名）青柳 収一、池田 良晴、江口 諒逸、木村 信太郎、田中 豊、豊田 信征、豊福 紀

孝、早川 和男、原 武道、藤重 宗弘、丸山 俊男、宮川 清久、迎 享、矢次 浩、

山下 好治、山本 泰継 

7 組（6 名）末崎 新一、春藤 純生、富永 健二、長野 忠、森田 正彦 

8 組（10 名）池田 正芳、楠田 拓也、野田 武久、野田 利幸、渡辺 正芳、青水 昭子、石米

（五上）暎子、板根（本田）清江、今本 千賀子、松永（中野）貞子 
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9 組（5 名）五上 美由紀、甲斐田 セツ子、藪（熊手）隆子、高橋 貴代子、姉川（橋川）美

幸 

10 組（10 名）江頭 桂子、大賀（岡本）延見子、柿原 佳代子、酒見（津留崎）久代、笠（中

園）泰代、池松（長尾）懸子、中原（蓮尾）美穂子、田中（平山）逸子、花田

（深山）富久子、田島（藤田）美恵子 

11 組（6 名）苑田（奥）順子、三橋（熊本）光代、水上（城後）静子、浜野（能塚）和子、内

藤（林）節子、松田 勝子 

 

前回以降鬼籍に入られた方々です。謹んでご冥福をお祈り致します。 

 浅山 憲輔（2 組）平成 21年 8月 20 日ご逝去 

楢橋（徳安）紫香子（4 組）平成 21年 10月 27 日ご逝去 

膳所 正信（3 組）平成 21年 11月 21 日ご逝去 

吉田 勉（3 組）平成 21年 12月 18 日ご逝去 

蓑田 俊徳（8 組）平成 22年 1月 12 日ご逝去 

吉松 誠一（3 組）平成 22年 7月 31 日ご逝去 

 

寄付者ご芳名（敬称略、平成 21 年 8 月－22 年 7 月末まで、受付順） 

大木 峯子（5 組）、江熊 章子（7 組）、吉田 紀美子（11 組）、畑瀬 邦子（1 組）、藤永 誠（3

組）・弘子（9 組）、木下 邦央（1 組）、白石 須磨子（8 組）、内山 英樹（8 組）、片山 トシ子

（7 組）、笠 泰幸（6 組）、（故）膳所 正信（令夫人・ヨシ子）（3 組）、立石 喜美子（9 組）、

栗田 啓幸（6 組）、玉五 勝俊（4 組）、高田 ヤス子（9 組）、栗林 敏郎（3 組）、村上 竹秀浩

（3 組）、園田 智子（7 組）。 

寄付金合計額 198,000 円（累計 434,000 円）。 

 

会計報告 

                    河田 栄人（3 組）urology.taka@car.ocn.ne.jp 

                                                                                             

皆様その後お変わりありませんか。会計担当の河田です。同窓の皆様のご協力のお陰で昨年

８月以降も上記の如く続々とご寄付があり、中には２回目の方もおられます。また、亡き膳所

正信君のご遺志により奥様から多額のご寄付がありました。感謝の念で一杯です。41ページに

示す通り、潤沢とまでは言えないものの、現在かなりの余裕ができました。今後も皆様のご協

力によりまして、末永く会報の発行ができますよう祈念致します。 

 

監査報告 

 上記の会計報告に対して監査を行いました。領収書や預金通帳などの当該書類を实地に検分

しました結果、すべて適正に処理されていることを確認致しました。 
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         平成 22 年 8 月 12 日 

                               中村 和子（9 組） 

                               宮原 信枝（7 組） 

                                 （印鑑省略） 

 

 年月日    摘要    収入     支出    残高 

 H21. 7.31   繰越金   676,622 

8. 8  会議室使用料  840 675,782 

8.16   決算利息 83  675,865 

8.31  会員寄付（3件） 18,000  693,865 

      9. 1   会報印刷代（500部）  58,800 635,065 

      9. 1   会報送料（454通）など  37,440 597,625 

      9. 1   用紙、インク、封筒など  11,676 585,949 

9.29  会員寄付（7件） 60,000  645,949 

11.11   受取人払い郵便代（196通）  12,740 633,209 

     12. 7   会報など追加送料（9通）  700 632,509 

12.22  会員寄付（1件） 50,000  682,509 

 H22. 2.15   決算利息 102  682,611 

5.31   会員寄付（2件） 15,000  697,611 

      6. 5  インク、はがき（460通）など  25,805 671,806 

6.30   会員寄付（3件） 25,000  696,806 

7.31  会員寄付（2件） 30,000  726,806 

7.31  送料  380     726,426 

                              平成 22 年 7 月末現在 

 

 

会長からのメッセージ   五星 昭彦（3 組） akyys.kusano.450@friend.ocn.ne.jp 

 

 「年々歳々花相似たり、年々歳々人同じからず。」昨年から今年にかけて沢山の同級生を黄

泉の国に送り、この言葉が最近とみに身に沁みて感じられます。高齢者受難の時代、自分に残

された時間がどの位かわかりませんが、晩節を汚さぬよう滅私奉公ならぬ滅私奉妻を心がけて

平凡な毎日を過ごしています。会員の皆さんも、それぞれに合った形で充实した毎日を過ごさ

れますよう祈念いたします。そして、同窓会などの本会の行事でお目にかかれるのを楽しみに

しています。 
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編集委員のひと言 

 

○ 前向きに            上村 節子（１組）setuko-uemura@mild.ocn.ne.jp 

今回も沢山の原稿をお送り頂きまして有難うございました。 

２～３年前になると思いますが、萃香園での同窓会の折、38 会の皆さんで写った写真を私の

テーブルの上にそっと置いて行かれた方がありました。鈍感な私は何気なく戴いてしまいまし

た。その後、「38 会に出るのもそろそろお仕舞にしたい」と言っておられたことを知り、私た

ちもそのような歳になったのだなと思い知りました。今年は物故者が多かったのがそれに追い

打ちをかけるようでした。でも生きている限り、会報の上でだけでも 38 会（社会）とつなが

りをもつのは有益と思います。立派な追悼文をお寄せ頂いた方々、物故者の良い供養になった

ものと信じています。 

 

○ 相変わらず投稿のお願いです    川島 智子（９組）fbc000347327@huk.bbiq.jp 

皆様のご協力のおかげで最新版の名簿をお届けすることが出来ました。有難うございました。

ところで、クレジットカードならぬ診察券カードばかり増えている今日この頃「一期一会」の

ひっかけ言葉が気になり始めています。例えば、「一魚一会」とか「にごり酒一会」とかです。 

３８会だよりの原稿が、なかなか集まりません。近藤編集長が孤軍奮闘されていますが、原

稿が集まらなければ、この会報も発刊できません。「３８会一会」の思いで、日常の些細なこ

とでも構いませんので、是非投稿をお願いします。 

皆さん 65 歳からは、脳カツです。ボケ防止のためにもペンを執りましょう! 

 

○ 命拾い                  牟田 慎一郎（2 組）muta@ktarn.or.jp 

「心筊梗塞だぁ！」昨年末の日曜日の深夜、そう感じて救急車を呼んで病院へ。結局心臓リ

ハビリも含め 1 か月入院する羽目となり何とか年内に退院した。それまで数年、3 時前には寝

たことがなかった。生活習慣病、とりわけ睡眠不足が一番の原因だろう。みんなから「怖かっ

たろう！」と言われたが、私は、「いつ死んでもいいように今日を楽しんでいるからちっと

も・・・」と筓えた。 

Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That is why it is called the 

present. という言葉がありますが、まさに今は贈り物。その日その日を大切に、生きがいを持

って過ごしましょう。毎日の素晴らしい出来事を是非ご投稿ください。 

 

 

      Visit our home page at http://meizen38.npgo.jp & 

http://meizen38.npgo.jp/member/member.html 

(password “kokki” needed)! 

 

http://meizen38.npgo.jp/
http://meizen38.npgo.jp/member/member.html
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編集後記 

残暑の厳しい中、会報第 8 号と最新の名簿をお届け致します。今回は、五星会長と相談して、

中島乃婦子さんに巻頭言を書いていただきました。いつもながら歯切れのよい中島さんの文章

は、私たちがこれから生きてゆく上でひとつの指針となるのではないでしょうか。今後も時々

どなたかに巻頭言をお願いしようかと考えています。 

昨年の同窓会にご夫人とともに出席されました山村務さんがチリから写真付きでご寄稿下

さいました。日本からは地球のほぼ反対側に当たりますが、神々しいアンデスの写真を眺めて

おりますと自然に頭が垂れる思いです。山村さんも書いておられますように、サンチャゴを起

点にチリおよび单米各地を巡る同窓会ツアーができたらと夢が広がります。身体の自由がまだ

何とか利く 70 歳までに实現したらと夢を膨らませています。 

過去 1 年間に 6 人もの会員がご逝去されました。五星会長が前号で注意を喚起されたことが

不幸にも的中した形になりました。仕事も子育ても終わり、これからが本当の青春だという時

期に他界され残念でなりません。若いときの無理が祟ったのでしょうか。そこで、故人に親し

かった方々に追悼文を書いて頂きました。いずれもお気持ちのこもった文章で、故人への何よ

りの手向けとなったものと信じます。改めて物故者のご冥福をお祈りいたします。 

このような折、原卓司さんのお薬の話と栗林敏郎さんの痛風の話は、かなり専門的ではあり

ますが、初老の私たちにそれぞれ希望を抱かせ、警鐘を鳴らすものになったのではないかと思

います。お二人およびその他のご寄稿下さった方々に厚くお礼申し上げます。また名簿の作成

や会計監査にご協力を頂きました中村和子さんと宮原信枝さんにもお礼申し上げます。 

会報の原稿は kondo@samba.ocn.ne.jp で年中受け付け中です。また、絵や写真の得意な方、

自信作をお送り下さい。会報のイラストやカットに使用させて頂きます（但し、採否について

は編集部にお任せ下さい、近藤）。 

 

mailto:原稿そのものはkondo@samba.ocn.ne.jp

