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会誌「八剣山の会春秋」創刊にあたって 

                           編 集 部  

この度、会員皆さんのご協力をいただき、会誌「八剣山の会春秋」創刊号を発

行するはこびとなりました。つきましては、創刊号発行に際し、その目的・発

行の要領などを次のとおりご説明いたしますので、ご賛同を得て今後ともご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

（１）発行の目的：この会は発足以来、山歩き、ハイキング・反省会などを通

じて、趣味・健康についての対話を育んできました。会員の高齢化も進

んできましたが、老けこむことなく、これからも＜春秋に富む＞気概を

維持して、芸術・文芸面でも幅広く交流し、親睦を深めたいと意図する

ものです。 

   また、会員のご家族にもお読みいただき、喜んでもらえる会誌を目指し

たいと考えております。 

（２）誌面の内容：八剣山の会会員からの投稿による 

   ● ① 紀行文：山行記録・旅紀行 

     ② 絵画：水彩画・油絵・写真・漫画・イラストなど 

     ③ エッセィ：健康法・余生・故郷・その他 

     ④ 文芸欄・俳句・短歌・川柳・詩など 

     ⑤ その他：ご家族の寄稿も歓迎 

   ● 誌面のかたち 

     ① サイズ：Ａ４型 横書き 

     ② ページ数：約２０ページ 

     ③ 投稿枚数：一人２ページ以内 

   ● 発行方法 

     ① 年４回：春季・夏季・秋季・冬季新年  

② 創刊号：冊子にして全員に配布する 

③ 次回号：原稿は編集部にメール送信する。 

      編集完了後各自のパソコンへメール送信 

④ パソコン不可の方は手書き原稿を編集部に届ける。 

⑤ パソコン不可の方は希望により冊子で配布。実費負担。 

 

以 上 

 

 



伊賀路 吟行の句 

             平成２４年４月５日 

    翁の碑の池に春日のこぼれをり     甲斐田博幸  

    うららかや子供忍者のかしましき      〃 

    俳聖殿翁の聞きたる初音かな        〃 

    句づくりや花なら蕾咲かさねば     真田 凡一 

    麗らかや自転車も乗せローカル線      〃 

    涅槃西風（ねはんにし）仏に見えし翁の像  〃 

    上野城花ぼんぼりに華やぎて      須藤 凡雑 

    咲くを待つ花の蕾は風に揺れ        〃 

    田楽を食べて古里懐かしき         〃 

    花の城伊賀武士の夢翁の夢         〃 

    触れて見る芭蕉生家の名草の芽       〃 

    山男蓑虫庵で椿詠む          高見 凡高 

    春なれやローカル線で夢うつゝ       〃 

    春風に帽子とられて城の堀         〃 

    幹朽ちてなほ一輪の老桜        野田 凡庄 

    異人の子忍者遊びの城の春         〃 

    句作りの蓑虫庵や縁うらら         〃 

春うらら翁を偲び野辺歩き       藤本 孝雄 

    白壁の眩しき城や春うらら         〃 

    お城より借景の山霞むかな         〃 

    桜散る高石垣の上野城           〃 

    翁とて帰郷に泣きて春惜しむ      堀江政四郎 

    初めての俳句作りは犬ふぐり      増谷 育男 

    駅前の芭蕉像にも杉花粉          〃 

    早咲きの花で飾るや芭蕉の碑        〃 

    春うらら色鮮やかに忍者街燈        〃 

    山笑ふわれ句作りに踏み出せば     三明 博夫 

    水ぬるむ往時を偲ぶ古池も         〃 

    夢見草もとめて歩く伊賀路かな       〃 

日が差せば蓑虫庵にやぶ椿       安田 享 

    城下にも蕾ふくらむ山桜          〃 

    清明に親子揃いて伊賀の城         〃 



信貴山 吟行の句 

平成２４年４月１９日 

    花冷えの法話のあとの般若湯       三明三頭火 

    新緑の木漏れ日浴びつ信貴山へ        〃 

    さえずりの饒舌となる信貴の山        〃 

    春なれや何気なく句も生まれたり       〃 

    タイガース今日も勝つぞと桜咲く     美浪 美心 

    花吹雪下山の人は笑みながら         〃 

見はるかす葛城山も霞むかな       安田 亨 

    さえずりや恩智の里を賑やかに        〃 

畦道に踏まれていたり落椿        藤本 孝雄 

    春風に次々消えるお燈明           〃 

    風吹けば模様の変わる花筏          〃 

全山が花の粧（よそおい）信貴の山    高見 凡高 

    信貴山へ花満開に足軽く           〃 

    桜舞い散るも貴き寺参り           〃 

    俯瞰する古都の大屋根風光る       甲斐田博幸 

    石室に花の灯りや十三仏           〃 

    風通る信貴山道の花吹雪           〃 

春を詠む立ち止りては指を折り      増谷 育男 

手さぐりの戒壇めぐり花の冷え        〃 

信貴詣で記念写真に花吹雪          〃 

居酒屋で仲間と語る春の宵          〃 

野良人に畑うるおす春の雨          〃 

春風に花弁揺れてる諸葛菜        須藤 凡雑 

春うらら遥かにビルの浪花かな        〃 

宿坊のもてなし嬉し花の寺          〃 

花吹雪戒壇めぐり抜けし目に         〃 

木の芽風賓頭盧さんは堂の端         〃 

花の信貴我も善男詣でけり        野田  凡庄  

さえずりや信貴のみ仏癒（いや）すかに    〃 

老いてなお花の信貴路を愉しめり       〃 

春山路行き交う人の笑みこぼれ        〃        

 



前鬼～大日岳山行句集 

平成２４年５月３１日 

          

      万緑の奥駆け道に霊気あり       木山 凡太 

      風薫る二つ岩には笑む羅漢 

      前鬼とは多難思わす登山口 

 

      カメラの眼向けば笑むなり登山道    須藤 和雄 

      木々の間の五百羅漢に若葉風 

      奥駆けの登山に懺悔心かな 

      蝮草深山で会えば可愛いらし 

 

      飼い犬らし初夏の尾根へと小屋抜けて  高見 凡高 

      夏山へ鬼の形相して登る 

      新緑に包まれ嬉し鬼の里 

 

      青葉して修験ゆかりの鬼の里       原 正雄 

      岩清水行者の如く鎖場へ 

      草いきれ修験者の魂（たま）匂う道 

 

      先達の鈴の音涼し修験道        藤本 孝山 

      木漏れ日を浴びて輝く山つつじ 

      鎖場を抜けて山頂雲の峰 

      清きもの垣根の内の天女花 

 

      奥駆けの霊気も感ず登山口       三明三頭火 

      奥駆けへ十五人ぞ雲の峰 

      奥駆けへ弾む心も登山口 

      ひさかたの友と並びて登山道 

      谷深く轟きにけり七重滝 

 

           短歌一首          野田 凡庄 

      奥駆けの岩場の鎖握りつゝ 

          身を冒（おか）しての登山とは何 



湖西 吟行の句 

平成２４年７月４日 

鮒鮓や戸々に継ぎたる塩加減     甲斐田博幸 

桑の実の落ちて水辺を染めにけり 

ビール汲む二の腕太き女かな 

大夏木とは銀杏なり素十の句 

近江湖の波と交はる夏の雲 

湖西道歩く頭上に合歓咲けり     高見 凡高 

夏日浴び気持がいいよ亀だもの 

夏来る乙女がはしゃぐ湖畔かな 

梅雨晴間湖西の彼方に近江富士    須藤 凡雑 

われ先に健気に餌待つ燕の子 

銀杏の芽横目で育む石仏 

湖の辺の揺るゝもゆかし合歓の花 

額の花乙女が池に夕暮れて 

合歓の花しばし見とれる湖の道    美浪 敏明 

紫陽花の色あざやかに近江道 

さざ波の音も聞こゆる青田かな 

梅雨晴間一日（ひとひ）たのしむ湖の道 

野仏と並びつつまし大夏木 

琵琶湖より仰ぐ比叡は梅雨雲に    金城 凡生 

燕の子発って琵琶湖の空駆けよ 

琵琶湖夏白砂
はくしゃ

青松
せいしょう

とこしなへ 

夏の湖（うみ）釣り人は皆立ちんぼう 

湖涼し鳥居の額に近江富士 

鳶舞ふ浜の涼しさ鳰（にお）の海 

 

 



日本百名山を踏破して 

～なんで山登りやねん～       

                      2013.2.15 林田 俊彦 

 

私が山登りを本格的に始めたのは２８歳で結婚した後、１９７２年（Ｓ４７）

に会社の同僚のＩ君とＴ君と３人で奈良県の大台ケ原から大杉谷を通り松阪へ

抜けるコースにテントを持って縦走したのが始まりである。Ｉ君とは淀鋼入社

時呉工場時代にＯ君（愛媛大山岳部）と広島の羅漢山を登った頃からの知りあ

いの仲だ。この年に淀鋼の会社内でＹＭＣC（Ｙｏｄｏｋｏｕ Ｍｏｕｎｔｅｎ 

Ｃｌｉｍｂｉｎｇ Ｃｌｕｂ）という山の会を私が発起人で作り、初代会長を

務める。最初は芦屋の独身寮時代によく六甲山などに登っていた寮生や女の子

を誘い、会則を作り、年一度は信州の山に行く。年度の計画表を作り実績を積

み、後に会社の公認になり、活動費をもらう。それでテントや山の自炊の装備

を購入した。ＹＭＣＣロゴ入りのユニホームを作り、一部を会社の補助金から

援助する。年々新人が入り活発な活動が出来た。平均２０人前後の会員が在籍

した。この会は私が退職時まで続き、後は後輩が受け継ぐ。 

新人の意見を取り入れるとどうしても有名な山に登りたいという。 

槍ケ岳、穂高岳、白馬岳、八ヶ岳、白山、木曽の御嶽等々へは繰り返し行く。 

日本百名山を意識したのは平成に入ってから、中高年の健康志向でおりしも深

田久弥の選定した日本百名山を登る事がブームとなる。 

１９８７年仕事の多忙やストレスがたまり脳卒中で倒れた時、今まで何となく

惰性で過ごしていた自分に気が付き、大げさに思われるが生きる目的を見失っ

ていた。そんな時に深田久弥の日本百名山に出会う。この時会社で仕事を引い

たら何も残らない人生に疑問を抱く。生活の為に仕事もするが自分自身の為に

も大切に生きがいを持つべきと思う。気持ちが吹っ切れた。 

それから毎年１０山近くを登る計画を立てる。３～４月の春は九州、四国を、

雪解けを待って信州、群馬、新潟周辺を、６月ころから比較的低山の東北地方

を、一週間近い連休の取れる夏休みは北海道で２～３の山を一挙に登る計画を

立てる。 

私のこの山行きの決まりごとを決める。 

１つ目は単独行をしない。脳卒中で頭に穴が開いているので万一を考えての事

だ。２つ目、雪山は行かない。技術的な面や停滞などで仕事を持っているので

迷惑をかけられないので。３つ目は深田久弥のたどったコースを忠実に歩く。 

私の自慢は自分ですべて計画をして、切符の手配からすべて自炊なので、食糧

の買い出しなどもした。幸い勤務地は大阪の本町で近くに旅行会社や公設市場



があり、便利が良かった。 

大概夕方会社から出て夜行列車や夜行バス、東北などは新幹線で東京まで行き

そこから夜行バスで仙台、盛岡へ、早朝からバスやタクシーで登山口へ移動、

山登り開始だ。この山行きの大半は各地に山友達（会社の同僚）がいた事で特

に東北、新潟はＴＫさん、北海道はＴＮ君、鹿児島には元淀鋼にいたＹ君やＹ

Ｓ嬢などがいて車を出してくれたので、それぞれ離れている山を一度に２～３

座登ることが出来た。本当に感謝している。 

一番私との同行が多かったのは工場勤務のＯ君で次に多く一緒したのは後半か

ら参加のＷ君だ。それから愛すべきＡＯ嬢・ＩＴ嬢、私の部下のＫＴ嬢の３人

娘が時に参加、買い出しや山で料理をしてくれた。ＹＭＣＣ当初から工場勤務

のＳ君やＯＮ君も良く活躍してくれた。 

山でのエピソードや思い出はたくさんあり過ぎて語り尽くせない。たくさんの

山友達に恵まれた事が私の宝物だ。私も含めほとんど山登りの素人集団だった

が私が誘い育てた人達も多い。 皆さんありがとう。山友達は終生の友と私は

思っている。 

さてここで深田久弥について記す。深田久弥著の「日本百名山」は昭和３９

年（１９６４年）７月に新潮社から刊行され、平成３年７月に新潮社から単行

本が出た。このころ新たな読者を獲得し百名山登山のブームに火が付いた。こ

れほど長い期間、読み継がれた山の本はほかにはないでしょうといわれている。

深田は戦前から日本のめぼしい山を登り、１００名山を選ぶ、その数倍の山を

自身登り、その結果の選定だ。彼の選定基準三つのうち、第一は山の品格であ

る。誰が見ても立派な山だと感嘆するものでなければならない。高さで合格し

ても凡常な山は採らない。厳しさか強さや美しさか、何か人の心を打つののな

い山は採らない。人に人格があるように山にも山格のある山でなければならな

い。第２に山の歴史を尊重する。昔から人間と深いかかわりをもった山だ。人々

が朝夕仰いで敬い、その頂に祠をまつるような山は、おのずから名山の資格を

持っている。山霊がこもっている。第３は個性のある山である。 

形体であれ、現象であれ、乃至は伝統であれ、他に無く、その山だけが具えて

いる独自なものを尊重する。そして、附加的条件として１５００ｍ以上と線を

引いた。深田は人にどの山が一番好きかと訊かれたら一番最近に行った山と答

えた。その山の印象がフレッシュだからであるという。 

私にもよくどの山が印象深いか？と聞かれる。私はどの山もそれぞれの山の良

さがあり、これという山をあげにくい、あえて言えば北海道の山は人が少なく、

最低限の標識しかなく、自然そのものを感じる。その山々で印象深い事を体験

した所は思い出深い。 

２００１年７月１４日 恵那山にて日本百名山完登、一緒した山仲間が祝って



くれた。 

完登まで１９７２年から２９年を要した。家族、山仲間に感謝、感謝・・・・ 

そして健康ありがとう。 

 

 

 

            写真は「恵那山」にて 

            日本百名山達成記念               つづく 

         ～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

＜俳句＞         日本百名山を詠む 

          

恵那の雲ひとまず消えし小春かな  松本たかし 

         初富士の悲しきまでに遠きかな   山口 青邨 

         のこぎりの歯を秋天に剣岳     沢木 欣一 

         立山に集まる雲やご来光      河北 斜陽 

         夏雲に槍岳の影映りたり      山田 春生 

         冬晴や開聞岳は海に浮く      行美みよ子 

         霜強し蓮華と開く八ツ岳      前田 普羅 

         その上に白山すわる花野かな    新田 裕久 

         夏空の暮れて穂高に北斗立つ    堀内ひろし 

         吹き飛ばす石は浅間の野分かな   松尾 芭蕉 

         蝶ケ岳蝶の雪形舞ふ日かな     岡田 日郎 

         立春の甲斐駒ケ岳畦の上      飯田 龍太 

                       



いつか画伯の夢を見つゝ 

2013.3.7 みなみ としあき 

 

４０年近く会社勤めした人間には定年退職後の生活パターンは一変します。 

自由時間が有り過ぎるのです。誰に束縛されるのでもなく、ただ時間だけが過

ぎて行きます。何かをしないと我慢が出来ないのです。 

まず考えることは健康維持について、身体が鈍らないよう気を使います。 

友人の多くはスポーツジムに通っているが、小生はその気になれない。退職間

際に衝動買いでゴルフ会員権を購入、年会費が馬鹿にならないからです。 

お金の掛からない身体を動かす方法として、畑での野良作業を始めました。 

休耕田を借りて季節の野菜作りです。心得のない素人が始めるのですから大変

です。田んぼの跡地で土作りからでした。腐葉土や堆肥を多量に投入、しかし

野菜の育て方が解らない。道具もない。農機具の収納小屋も必要、ないない尽

くしで結局金がかかります。遠慮なく草が生えますので草刈が大変です。お陰

様で腰が鍛えられました。 

八剣山の会に入会した動機はブログを拝見し、楽しそうな企画案内に感動し

たからです。快く入会を許可いただき感謝しています。 

行事の参画を自由に選択できるのが気に入りました。鉄道会社のイベント行事

より、魅力的な企画に溢れています。色々な職歴の方の集まりが良い企画案に

結びついているのでしょう。高齢化が進みハードな山歩きは出来なくなってき

ました。文化的な趣味の集いの輪を作るのも「八剣山の会」良いところです。

趣味の輪が広がると人脈も広がり人生が豊かになります。 

小生は退職後、絵書きも始めました。この動機も時間を持て余し何かするこ

とはないかと思案していると、会社 OB の同好会に「わかくさ水彩画会」があ

り、世話役の会長に先輩の名前を発見したからです。 

絵の心得もなく、どの様な道具が必要なのかも解らないで初参加して、恥ず

かしい経験を味わいました。小学生向けの道具で下手な絵を描きました。 

会では写生地で出来上がった作品を皆で披露することになっていて、今を思う

と赤面ものでした。まず勉強すべきはデッサンです。画面のどの場所に主題を

置くか、透視図法の勉強も必要でした。光と影を観察する。平面な画面に立体

物を描くには遠近法が重要です。主張をはっきりさせ、緊張と緩和のコントラ

ストも大切です。 

水彩画は絵の具を筆で水と共に併せ画用紙に描いて行きますのでどうしても色

の薄い仕上げになります。乾くのを待って重ね塗りで色濃く仕上げていきます。 

混色をし過ぎると汚くなります。色の明度、影を入れる事や、ディテールを描



き起こす事も必要です。自己を客観視し「楽しい、面白い、さわやかな」絵を

描きたい。油絵も挑戦中です。勉強することばかりですが、いつか画伯と呼ば

れる夢を見て励みたいと思っています。 

この絵は、この会の皆さんと西大台ガ原散策の時の一コマです。 

題して・・・・。  ＜大台の森にダークの歌声＞ 

 

                                完 

大台ケ原で詠む 短歌 

      山男は寡黙と聞いていたけれど        金城 凡生 

          しゃべりて飽きぬ雨の一日 

      この歳で粋なジョークに元気・無邪気 

          山椒魚にも勝る価値あり 

      人の世の古苔（ふるごけ）纏ふ男らに 

          染まず交わふ若者や良し 

      緑陰の苔むす森に踏み入れて 

          歌いだすなり国歌君が代 

      拾ひたる手の平ほどの石碑には 

          開拓当時の思ひ刻まれ 



ベッドの上は初体験 

2013.3.5 藤本 孝雄 

 

昨年の８月、生を享けて六九年、初めて闘病生活を体験することになった。

この初体験の始まりは、近くのＫ病院へ風邪の予防接種を受けに行った時のこ

とである。先生が突然、胃カメラ検査をしてみませんか、と勧めてくれた。 

その時は、体調に異常は無かったが、前の検診から一年が経っていることで、

気軽に検診を受けることにした。 

しかし、その結果、不幸にも、最も恐れていた胃癌の疑いと言う宣告を受けた

のである。その瞬間、胸を突き上げるような動悸。無言の間は私だけの世界。

これからが自分の青春で、元気に楽しく過したいと思っている矢先のこと、な

んでや、まだ遣りたいことがいっぱいあるのに。 

思いもしなかった現実に、気が激しく動転した。心に抱いていた家族、友達と

の約束や願いなど、全てが水泡に帰した無念さと、これからどうなるのだろう、

このまま死んでいくのでは、と色々な思いが交錯した。 

死の宣告を受けたに等しい思いであった。この現実は避けて通ることは出来

ない事実、と受けとめるには時間が必要であった。先生は、冷静に奥さんに説

明しますから呼んでくださいと語った。 

妻は何事かと不安な表情でやってきた。説明を受け、事情を知った妻は、先

生に、未だ初期ですか、ステージはどれ位ですか等、次々と質問をする。その

強い精神力に、女性は強いなーと再認識したのであった。なにも手に付かない

数日が過ぎ、入院の日がやってきた。 

手術の為の検査が続いたが、先生の勧めで検診を受けたおかげで発見が早く、

また、進行性癌ではないことが分り、少し気持ちが和らいだように感じたが。    

そして、いよいよ手術の日が来た。もう、運を天に任すのみであったが、何を

考えても結果が得られない。強烈な不安が襲っていたことは間違いない。 

団十郎さん曰く「無限地獄」の心境であった。家族等に励まされながら、細く

薄暗い通路を入っていくと、そこは手術室であった。 

身体のあちこちには、管やピンなどが付けられていった。まるで、ロボットの

様になった。名前を呼ばれて返事を１回したが、すぐに麻酔が効いて、気が付

けばＩＣＵ室のベッド上であった。 

手術は約５時間かかったそうである。数時間後、自室に戻り家族の顔を見た

時は、生きている、と言う実感が湧いてきた。嬉しかった。その後の入院生活

は、規則正しい生活ではあったがパジャマ姿でベッドの上でカーテンを閉め、

点滴と睨めっこ。今日も過ぎて往く。寂しく切ない毎日であった。 



私にとっては全てが初体験である。 

この様子を見た妻が、手術が受けられただけ運が良かったよ、頑張ろう、元

気を出そうと、さりげなく語りかけてくれた。ふと今回の経緯を辿って見た時、

私は、その通り、運が良かった事に気が付いたのである。この現実を運が悪い

と思ったら罰が当たる、幸運が重なった事に感謝せなあかん。気持ちを切り替

え、自分の気力で物事を良い方に捉えることを決意したのである。藪に育つ竹

も、倒れないために節が有る。私も人生の節目と思い、「運が良かった」と受け

止め、感謝をしながら、ゆっくり養生する事にした。 

いま思えばＫ先生が胃検診を勧めてくれなかったら手遅れになっていたと思

う。運が良かった。また、家族、兄弟皆が、健康で、助け合い、看病に尽くし

てくれたこと。特に妻は元気に、私の病状に負けず、全てにおいて気丈に行動

してくれ、家族の絆がより強まったこと。また、貴重な時間を割いて見舞いに

来てくれた友人の皆さん、山と蕎麦の繋がりが、明日への力と成ったこと。良

い仲間に巡り合え、幸せである。 

さらにお世話になった看護師さん。足元は運動靴、滑るように走る姿は忍者

に見える。患者さんと目線を合わせ向き合い、決して妥協は許さない。差別な

く、熱いタオルで体を丁寧に拭いてくれた。昼、深夜関係なく点滴薬が切れる

寸前に取り換える神業。毎日、患者さんと真剣勝負は看護師さん。特に深夜の

不眠不休の活動は「私が遣らねば誰が遣る」の信念に燃える姿にくノ一「女」

を見た。 

病室に 夜明け報せる 蝉時雨  孝雄 

作業用の大きな車を押して現れ、背丈より高いモップを、せっせと動かしな

がら、外に舞う赤とんぼを見つけ、もう秋やなー、はよ、良うなりや、と励ま

してくれた、何時も優しい掃除のおばさん。貴女こそ元気でね、どれだけ元気

を貰ったことか。有難う。きっと元気になるよ。 

この様な、素晴らしいプロフエッショナルに出会えた私は、本当に幸運であ

った。決して不運では無かった。この恩は一生忘れない。 

病床の 窓辺の庭に 赤蜻蛉   孝雄 

これは今回の貴重な初体験のほんの一部で、特に印象に残ったことを紹介し

たが、散文をお許しいただければ幸いである。この体験を糧として、焦らず、

欲張らず、余生を生き抜きたいと思っている。紙上をお借りして心からお礼申

しあげる次第である。ここに皆様の末長いご健康とご多幸を祈念して筆を置く。 

有難うございました。 

完 

        

                



私の余生は老い支度 

2013.3.5 須藤 和雄 

 

  人とは誰しもが「生老病死」から成り立っている、従って苦的存在だそうで

す。プライドや見栄はどんな価値があるのだろうか、すべてが自然の一部であ

ることに間違いないので自然の流れに身を任すしか存在することは出来ないと

か。去る 1月 21日、世間一般では語らう事の少ないテーマが表に出たが私は歓

迎しています。 

 

(以下、2013年 2月 3日の毎日新聞「風知草」より抜粋した概略記事です) 

 麻生太郎、副総理兼財務相が、社会保障制度改革国民会議で「さっさと死ね

るように」などと口走ったのだ。それを受けての世論は二つに分かれた。 

① 「至言」と絶賛の８３歳あれば  ②「人間性を疑う」と憤慨の６８歳もい

る。 

麻生発言に対する反響が映し出すものは、理想の死に方をめぐるイメージの分

裂であるし、また、理想は在宅の自然死か、病院死かという選択の問題でもあ

る。 

少し前までは、好むと好まざるとにかかわらず、病院死が大半だった。 

いまは、住み慣れた家で、家族にみとられて死にたいと願う高齢者が増えてい

る。効果が疑わしい延命治療をあえて求めず、平穏に死にたいという流れが強

まっている。 

 この発言が支持される背景は分かる。「達者でポックリ」、「大往生したけりゃ

医療とかかわるな」等最近病院崇拝の延命至上主義を批判する本がよく売れて

いると聞く。 

 麻生が批判される理由も分かる。１月２０日に放映されたＮＨＫスペシャル

「老人漂流社会」にこんな場面があった。やっと施設に入居が決まった要介護

の孤老が、「万が一の時は延命医療を望みますか」と聞かれ、心細げにこう答え

たのが「命ある限り、延命で……延ばしてほしいよね」蓄えのない孤老が長期

間利用できる施設はない。施設から施設へ漂流する身でうっかり「死にたい」

などと口走れば、粗略に扱われかねぬという不安があるのかも知れない。 

 

 あまり長文では迷惑がかかると思い「八剣山の会春秋」創刊号向け寄稿はこ

の辺で止めますが次号以降に続編【潔く自宅で死ぬ為の心掛け】(お迎えが来た

らサッと死ねる条件整備とは…)あたりを書きたいと思っています。その様な不

遜な約束が自分自身のボケ防止に繋がると信じているからです。 



 

 

毎日のメール本文末に書き込む署名のお気に入りが三つあり、都度使い分け

ています。 

・「まぁ、泣いても笑っても後十年」を短く感じ、焦っている男～でした(笑) 

・～"責めず、比べず、思い出さず" 

・～be here,be now(ここにいる今でなければ) 

 これらの署名を重宝している訳は①自己主張が簡単②照れ隠し的ユーモア③

登録済みなので手間要らず、でありまして、私は実にＣ調な男である。 

スンマセン。 

 

 

(このコラージュ画像は be here,be nowのイメージの積りです) 

 

 本テーマは会誌「八剣山の会春秋」の創刊号に相応しくない寄稿と悩みつゝ

書いて見ました。こんなエッセイを書く自分は自信のある死の覚悟が出来てい

ない事の証と思っています。もう直ぐ古稀の齢を迎える私の季節は白秋、会誌

の名前に合ったエッセイかなぁと思い寄稿することにした次第です。この種の

考え方に対する叱咤、反論、お導きのある方は是非ご教示頂きたいと思ってお

ります。 

つづく 

 



 

私の年賀状 

                                                2013.3.5   野田 庄次 

 

私が出しました過去の年賀状の中から選んでコメントを書き添えました。 

あれやこれや構想とデザインに苦労をしたことを思い出します。ではご笑覧ください。 

 

 

親子のねずみが板屏風のダルマさんに     貴公子と猪が紙風船で遊んでいます。 

語りかけているのです。           優雅な姿と荒くれ猪の取合せです。 

親ねずみが子供のねずみに何を語っている   紙風船の彩色と貴公子の鎧の色の合わせに 

のでしょうかね。              苦労をしました。 

昔、あるお坊さんが座禅をやりすぎて     紙風船は昔のおもちゃから、 

ノイローゼになったそうなんですって、    鎧は平家物語の絵巻物からです。 

それって白隠禅師とちがうの         馬鹿みたいにこだわったことを思い出します。 

「よく知ってるね」 

この板屏風は京都嵐山の天龍寺の 

正面玄関の土間に置かれてあります。                                                  

 

 



 

 

少年が牛を引っ張るのですが思いどおり動いてくれません。 

禅門のなかの「十牛図」第四図 得牛からヒントを得ました。 

ある朝、ふと気がつくと、牛小屋の中に牛の姿が見えない。 

失ったものがやっと見つかった。自分の家につれて帰ろうとするが思いどおりにいかないのです。 

 

この虎は小説家の中島敦の「山月記」からヒントを得ました。人間が虎になって世間を憂い悲しみ、 

人間の哀歓を咆哮している内容だったと記憶しています。小説では竹やぶの中の岩場でしたかね。 

波は浮世絵からの形です。

  完   



マレーシア見聞記　
2013.2.27　原　　政雄

　マレーシアには、とても都合の良い言葉や、豊かな習慣がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・言葉は彼らにとってではあるが。

スタッフと重要会議に必要な見積を先方から”今や遅し！”と、待っていた時のことである。

「お-い！まだ彼らは来ないのか。もう一度、電話してくれ」と、私はスタッフに頼んだ。
間もなく、「He said.　On the Way（彼は途中だ。と、言ってます）」と、返事があった。

　担当から先ほど「Come on Come on（向かってる）」と聞いており、また道路渋滞か？と
想像した。普段は当社から首都クアラルンプール（現地の人は略しKLと呼ぶ)まで30分の
距離だ。したがってKLの反対側にある彼らの会社からでは１時間少しで来ることができる。

　約束時間は昼２時である。既に１時間越えの昼３時を過ぎている。
　更に３０分経ち３時半だ。私はだんだん頭にきた。
　再々度スタッフに連絡させた。
「On the Wayと言っている」と告げられ、とうとう堪忍袋の緒が切れた。
「バカタレ！もっと、違う聞き方はないのか」と、スタッフを叱りつけ、
「彼の携帯でなく、会社へ電話し何が起こっているか。聞いてくれ」
と、指示をした。　「彼はまだ会社で見積書作成中とのことです」

一瞬、唖然とした私は間髪いれず担当者の上司（中国系マレー人部長）へ抗議電話をした。
その部長はくどくどと詫びを述べた後、５時に自ら持参します。と、私に告げたのである。

　その後、持参した部長との話の中でこの国は「時間を守る」意識がまだまだ低いとのこと。
約束した時間の１時間以内であれば、それは、ほぼ定刻に近い感覚らしい。
彼は更に、「今もマレーシアの田舎では２時間近くの遅れは許容範囲です」と、付け加えた。
「しかし、最近は日系企業との取引が増え、時間を守るようになってきている」と、述べた。　
「当たり前だ。日本人は約束時間より早めの行動が常識」。と、言ったのは言うまでもない。

業務の進捗、約束時間や集合時間の遅れ。これらを彼らに尋ねた時、戻ってくる答の大半は
『On the Way』と、彼らは胸を張って言う。

　私は他にも驚くことがあった。マレ－、インド、中国系の結婚式に参加し経験したことだ。

　マレーの結婚式は、参列者は１０００人前後が一般的である。
中央で鎮座する新郎新婦にポチ袋に３００円～１０００円程度の
お金を入れ、マレー式挨拶を行った後、祝いとして手渡しする。
が、新郎新婦はその大半の人を知らないと、新郎は私に告げた。
　友達の友達、地域の人、親戚、通りすがりの人、多ければ
多いほど、よいとのことだ。
朝９時頃から昼３時位まで三々五々集まり、談笑しながら
マレー料理を飲み食いし、三々五々解散するのだ。　

　一般の中国系結婚式は招待状に午後７時半開始と印刷してあれば、１時間遅れの８時半に
到着するよう行く。　　これでグッドタイミング！　
到着３０分後の午後９時頃から、日本のように挨拶から始まるのでなくカラオケで始まる。
参列者は歌い飲み食いし、１時間半ほど経つと三々五々帰宅し始め、おひらきの合図はなし。　

　マレー、インド、中国系とも結婚式の始まり終わりの合図はない。実にアバウトである。

　また、マレーシアには日本にはない、博愛精神豊かな？正月行事がある。
「オープンハウス」と、呼ばれ「自宅を開放」するのだ。
　民族を区別することなく、友人、知人、通行人にでも食事を
無料でふるまう。　　元々はマレーから始まったとのこと。
今ではインド、中国系でも行われる。形はバイキングスタイル。
　家の前のテーブルに、それぞれ民族色豊かな１０種類ちかい
料理と、数種類の飲み物が並べられ自由に食べる。
残念ながら、マレー系はアルコール類は０。宗教上からである。



　客は主人に挨拶後、料理や飲み物を適当に取り、談笑しながら　
飲食するのである。マレー料理は、かなり辛いがうまい。
お礼とし、日本円で１００円か１５０円程度、袋に入れ渡す。　
別に、渡さなくとも差し支えない。　

　接待する家は料理の費用は給料１ヶ月の半分は必要だろう。
ふつう各家とも隔年か数年に一度の割合で行っているようだ。　

　ちなみにマレーシアには、正月は年に４回もある。
欧米の西暦の１月１日、マレー系断食明けのハリラヤ（大体９月ごろ）、中国系の旧正月
（中国正月２月頃）、インド系のデパバリ（１０月か１１月頃）である。

　いろんなことが日本人の感覚と彼らの感覚で異なる。人種の差なのか、環境の差なのか？
人種の差でないことは断言できる。
　なぜなら、マレー系、中国系、インド系の３民族とも大差ない。
強いて言えばマレーの性格が最もおおらかである。

　中国系マレーシア人も、私が中国に延べ２５０日近く滞在し、業務、その他の経験から、
大陸の中国人とは、かなり違うと感ずる。
私見だがTV、新聞、雑誌等で知る台湾の人に近いように思う。中国大陸の人に比較し、
おおらかで世話好きで親日家が多い。　大陸の中国人より、はるかに付き合い易い。

　多民族であるのに、マレーシアの人々はこのように「おおらか」「おだやか」な人が多い。
悪く言えば、「のんびりやで、アバウト」な人が多い。

　熱帯ジャングルの悠々とした川の流れや時間のように、彼らは
日常を送っているように感じる。
私が過ごした６年の間、また駐在する日本人も言っていたが、
彼らが大声を出し「喧嘩」している姿を見たことがない。

彼らのその生活の仕方が何処からきているのか？
　・・・思い至った私の答えは次のようなものだ。

　マレーシアは年中、夏。季節変化がなく無意識に全てが継続しているような感覚では！
彼らは今日は昨日の続き、明日は今日の続き、今年は去年の続き、来年は今年の続きなのだ。
　年中、豊富な果物と豊富な天然資源（ガス、石油、パーム油、ゴムetc）、低い失業率、
退職しても、直ぐに見つかる新しい職場。
　これらのことが、比較的高い経済成長率（年率５％強）を維持する源泉となっている。
何と恵まれた国か。と、思う。

　私も高齢者となった、今だから言えることだが、彼らのように
「ゆったりとした気分で、おだやかに、楽しみを見つける暮らし」を追い続けたいと思う。

　マレーシアは異なる宗教の３民族が平和に暮らす世界的に稀な国である。
今後、更に経済的に発展していくであろうと思う。
「おおらかさと自己規律」の調和を図り、他のイスラム国の手本となってくれることを願う。

　現地で働く日本人は、そこで働かせてもらえることに感謝し、同国の発展への一助として
行動する心構えが必要であろう。

完



   

赤坂山・雪中奮戦記 

       2013. 2. 28 高見 毅 

                                  

山仲間の中で最近の流行にスノーシューハイクがある。八剣山の会も数人の方が始め

られた。そんな中、昨年末の納会で私から“マキノ高原スノーシューハイク”を提案さ

せて頂き、月日を経て２月２８日に決行が決まった。 

６時半、榛原駅に集まった小西、須藤、原、美浪、ワカゾウこと鍛冶本、高見の総勢６

人は京都駅、湖西線、ＪＲマキノ駅からバスに乗って登山口のマキノ高原に到着。 

１昨日までの寒波とは大違い、快晴で無風、遠くに白銀の山稜が輝いて見える。早速、

ワカゾウ君と京都駅から同行した私の山仲間下谷さんのスノーシューをスキー場事務

所でレンタルし、１０時２０分、赤坂山に向かって出発する。 

 

天から舞い降りた神聖、無垢な白雪で覆われた大地をスノーシューで軽快に一歩一歩。

「この山、歩き易くてなかなかいいなぁ」の声、写真も撮りながら休憩所の東屋に到着。

１２時なので、ここでいつものランチタイム、順調である。しかしながら、食事後に２

０分も歩くと直ぐにちょっとした地獄が待っていた。雪の砦である。 

もう少し遠回りすればよいものを私のいつもの性分、ショートカットで急斜面を登り始

める。早春の柔らかい雪と急斜面のスノーシューでは足場が築けない、踏み込んだ足が

ズルリ、ズルリ。まさに悪戦苦闘、皆の体力も一気に消耗した。ちょっと緩斜面になっ

たところで美浪さんから「ショートカットやめて」と、本気でクレームがくる。 

それでも、黙々と登り続け、頂上の見える展望台地（標高 740m）に到着。 

（電車で知り合った中年山ガールと男友達の２人は時間切れで、この地で撤退する） 

さて、皆の沈んだ空気はここで一気に弾けた。なぜなら、眼前に白くたおやかな山稜と

青空をバックに神々しい山頂が輝いていたのだ。 元気百倍。さぁ、あと３０分！気合

を入れ、山頂に続くプロムナードに心を躍らせながら一歩一歩快適に進む。 

 

そして、１４時１０分、ついに８２４ｍの赤坂山の山頂に立つ。この山は標高こそ低

くいが木立はなく四方の展望が抜群。遠くに純白の白山、琵琶湖越に伊吹山、振り返れ

ば日本海に続く山々、そして足元には高島トレールの縦走路が延びている。 

登頂の証に土まみれの赤坂山の標識を雪で清め、大展望を背に満足顔で写真撮影。 

名残尽きない頂上だったが予定より遅れているので急ぎ下山開始。帰りはルンルン気分

で楽勝の筈だった。でもこれがまたもや大苦戦、ぬかるんだ泡雪に足を取られ七転八起

「何回転んだか判らへん」と、汗をぬぐう。やれやれの思いで登山口に帰還したのは１

５時、登山開始から約５時間の行程だった。皆の顔も満足のようで企画担当としては何

とも嬉しい。１５時１７分のバスでマキノ駅、そして、京都駅に着く。企画書では反省

会はなしだったのだが「喉が渇いた、喉が渇いた」との声に私も抗しきれずに駅前の和

利館に。でも何故か山の話はなく、美味しいチゲ土瓶をつつき“そば談義”に花が咲い

た。 今は２３時、早春の雪山を堪能した思い出を枕に、皆さんはもう夢の中でしょう

か。お疲れ様でした。また何処に！                

 



 

 

 

完 



私の登山歴と印象に残る山 

                         2013.2.27 木山 裕昭 

 

私は東京に単身赴任していた時に、日本ハイキング倶楽部の会員（入会 2003

年 9月）になりました。そして単身赴任中（2003年～2007年）には、週末にな

ると、この倶楽部の山行に参加して、丹沢山系をはじめ、奥多摩、箱根、日光、

尾瀬、富士山周辺の山々と関東の山を存分に楽しみました。この倶楽部に入っ

ていたお蔭で、新宿や池袋などの歓楽街で遊ぶこともなく、健康的な週末を過

ごすことができたと思っています。そして、山登りという自然へ挑戦すること

の素晴らしさを身をもって経験しました。 

そして、2007 年定年退職をして、奈良に帰りましたが、その後も、この倶楽

部の雰囲気が気に入り、会員を続けていました。 

今では、毎年の夏山登山をとても楽しみにしております。ここでは、倶楽部の

メンバーと交友を重ねることができ、いつも元気をもらっています。 

この倶楽部には女性会員もいて、登山がとても華やかな雰囲気があり、男性ば

かりの我が八剣山の会には無い、楽しさがあります。 

夏山登山ですが、2010 年には、鹿島槍ヶ岳に登り、山小屋から夕日に沈む、

立山連峰の絶景を堪能することができました。2011 年は、花の山と呼ばれる白

山に登り、クロユリをはじめチングルマなど、たくさんの高山植物と出会うこ

とができました。2012年には、北アルプスの針ノ木岳、蓮華岳に行きました。 

扇沢から、針ノ木雪渓を登り、針ノ木小屋に。そして翌日は、蓮華岳へ、ここ

には高山植物の女王といわれるコマクサが群生し、その美しさに圧倒されまし

た。その後は、針ノ木岳からスバリ岳、赤沢岳へと、2800ｍ級の山々を縦走し

ました。雲一つない真っ青な空のもと、左手には立山連峰の雄姿を、眼下には

黒部ダムを見ながら、この景色の素晴らしかったこと、もう最高でした。天気

にも、そして倶楽部の仲間にも恵まれ、今迄で一番思い出に残る山行となりま

した。 

 

 

 

 

 

 

                           （2012年 7月 

                            スバリ岳にて） 



「滑る」 について考えてみた 

2013.2.28 橋本 眞幸 

楽しいこと、悲しいこと（困ったこと)等様々なことが起こる。 

日日悲観的になって、外出が少なくなると歩かなくなり、益々身体が退化を辿

り、身体が不調を来たす様になる。やはり何時までも楽しく日常を過ごす事を

念頭に入れ、注意すべき事について述べたい。 

まず楽しいこと。 

この冬当初暖冬と言われていたが、昨年 12月ごろ一変し大変寒い日が続いて

各スキー場は全て滑降可に、1月に 1回、2月に 2回スキーに出かけ、エンジョ

イしてきました。勿論スキー板は滑らないと楽しくありません。 

1 回は東北のスキー場で朝夜中降った雪がゲレンデを覆い今日は楽しく滑れ

ると期待しゲレンデながらスキー板が滑らず、板を外して底を見ると新雪が張

り付いていた。その為ストックで漕いでも身体のみが前に行きスキー板がつい

てこなく、苦しいだけで面白さも半減。直ぐに宿に引き返してWAXを塗ったこ

とがありました。それからはいつも滑る前にはWAXを塗るようにしています。 

ゲレンデで滑る楽しさは、この歳になっても忘れられず、ついつい足を伸ばし

ている次第。無理は極力しないように注意しています。無謀と思える急斜面の

滑降、 天候の不順な時等、スキーをしていて大きな怪我を 2 度しました。1 回

目は一人相撲で肩の複雑骨折を、2回目は足の肉離れを治療には半年位かかりま

した。若いときに比べ長くかかります。 

困ること・・今年の冬はいつもの年に比べ、寒さの厳しい日が続き、その為こ

れに纏わる事象が発生、各地で凍った道で転倒し骨折、捻挫や車のスリップ事

故、屋根から雪が滑り落ちその下敷きに。 

我が家の前の歩道は北側に位置している為、残った雪が凍ってツルツル滑り本

当に危ない。その時は凍っていない所を歩くようにしている。 

対策として極力手には荷物を持たずリュックサックを背負う。 

靴底の減ってないものを履き手袋をする。 

又、車を使って遠出するとき、凍った道を走る時、必ずスタッドレスタイヤに

履き替え、急のつく運転は控え運手するように心掛けています。 

急ハンドル、急ブレーキ、急発進を戒め、曲がり角に近づいた時には 手 前 で

スピードを落としゆっくりカーブを切る。雪道のときは特に 慎重に、トンネ

ルの入り口、出口、及び橋の上、日陰になっている箇所など。 

この 2月、北海道の雪まつりを初めて観光した。案の定雪まつりの初日の 5日、

ホテルから歩いて行ったが、車道、歩道は除雪されているが、残った雪がカチ

ンカチンに凍っている。少し油断するとスッテンコロリ、前を歩いてる人も滑



っていた。何も怪我しなければ良いがと思いつつ、それでも痛いだろうな・・・。 

もう 1 つ、歩くとき足を運ぶ箇所に注意しています。それは 足の土踏ます

を凹地の所へ乗せて歩を運ぶようにしています。理由はその所が、一番安定し

た箇所だから。山になった凸箇所は一番不安定、転びやすく、滑りやすい。 

又苔でつるつる滑る所、木の根っこの湿ったところ等は敬遠しています。 

何れにしても転んで骨折したら、本当に取り返しがつかない羽目に陥る恐れ大。 

又足腰を鍛えておくことが重要、スキーするにも単に滑るだけでは済まない。

足の筋力が弱かったら耐えられず転倒するか、滑ってる方と衝突し相手に負傷

させる羽目になる。 

その為にも散歩をするようにしています。 

    ～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 



 水芭蕉：画・小西益樹    

 

編集後記：春分の日を迎えました。俗謡の♪梅は咲いたか桜はまだかいな♪は

この頃のことでしょうか。会誌「八剣山の会春秋」創刊号をお届けします。イ

の一番に投稿を寄せてくれた美浪さん初め、皆さんのご協力のお蔭で、予定ど

おり本日発行でき、編集部員一同ほっとしております。有難うございました。

▲何分にも初めての試みですから、原稿が集まるだろうか、と心配しましたが、

それは杞憂に終わりました。エッセィ・水彩画・写真・俳句など立派な作品が

寄せられたからです。会員が個性豊かで多士済々の集まりである証拠とも言え

ましょう。▲創刊号にふさわしい堂々たる富士山の絵を始め、表紙のデザイン

は、すべて小西さんの作品です。題字の「八剣山の会春秋」の網かけの緑は、

当会の象徴＜山の緑＞を表しています。▲「日本百名山を踏破して」の林田さ

んの、その快挙は当会員の誇りでもあります。この一文を読み『あ～あ、若い

時に彼に出会っていたら、自分も名山のいくつかを楽しめたろうに』思わずた

め息をもらしました。このシリーズは５回の掲載予定です。これから名山へ挑

む人には、その貴重な体験はきっと参考になることでしょう。引き続きお楽し

みください。▲藤本さんの「ベッドの上は初体験」には感動しました。医者か

ら病気の宣告を受けてから手術・回復までの記録は臨場感に溢れていました。

沈着冷静な奥さんの支えも大きかったですね。そして世話になった皆さんへの

感謝にも心がこもって清々しい。なにはともあれ、元気に回復してよかったで

す。この一文は藤本家の「愛情物語」でもありました。▲次号（夏季号）は、

投稿締切５月３１日、発行日６月２０日発行を予定しております。今回は投稿

不参加の方も次回はご参加ください。又、この創刊号に対するご意見、感想な

ど寄せて頂いたら、今後の編集の参考になります。こちらの方もよろしくお願

いいたします。▲今回の編集には、金城清三・須藤和雄・小西益樹・高見毅・

増谷育男・木山裕昭が担当しました。次号の編集に加わりたいとご希望の方は

どうぞお申し出ください。                 金城清三記                     
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