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「八剣山の会春秋」の寄稿・発刊・閲覧方法 

 

●寄稿方法・・・多彩な投稿方法がありますので気軽に執筆して下さい。 

        寄稿して「読者(友人)に読んで欲しい、そしてその後の会話

のネタにでも…」と云う意欲と思いが大切と思います。 

 

☆MS-Officeファイル(Word,Excel等)で投稿する場合 

＜原則＞縦Ａ４版 1～4枚が目途、書体は明朝体、大きさ(12)、但しタイトル 

のみ大きさ(16)太字(B)、カラー文字、写真、URLの貼り付け OK 

 ※メールに添付して編集長(金城)まで送信して下さい。 

 

☆メール本文で投稿(必要に応じて写真などの添付 or貼り付け共に OK) 

 ※メールを編集長(金城)まで送信して下さい。 

 

☆その他の方法で投稿する場合…編集委員にご相談下さい。 

(例 1)紙焼き写真(プリント)＋手書きコメントメモ(タイトル含む) 

(例 2)新聞、雑誌の切り抜き＋手書きコメントメモ(タイトル含む意見、感想) 

(例 3)広告紙裏面に書いた「思いを込めた走り書き」も歓迎します。 

 

  ***相談あとの事務的な作業は編集委員にお任せ下さい。*** 

 

●発刊方法 

 

発刊予定日に「八剣山の会春秋」にアクセスする URLを全メールアドレスに 

送信します。 

この URLクリックで～春秋サロン～のページが開き、閲覧出来ます。 

http://beherebenow.seesaa.net/ 

 

●閲覧方法 

 

「八剣山の会春秋」のファイル形式(PDF)はパソコン、タブレット端末、 

スマートフォンでの閲覧、知人友人への配布及び指定ページの印刷も出来ます

ので状況に合った活用をお願い致します。 

 

 



 

(注 1)「八剣山の会春秋」を閲覧又はプリントする場合には、 

Adobe社の ADOBE READER（無料）のインストールが前提となります。 

(殆んどの PCはｲﾝｽﾄｰﾙ済み) 

もし、貴 PCに未導入の場合(PDFが開けない時)は、下記の Adobe社 

ホームページより最新版 ADOBE READERのダウンロード/インストールを 

してください。 

http://get.adobe.com/jp/reader/ 

使い方の詳細は同ソフトウェアの[ヘルプ(H)]参照をお奨めいたします。 

 

(注 2)「八剣山の会」掲示板のブックマーク[～春秋サロン～]からも 

何時でもアクセス出来ます。 

（文責：須藤和雄） 

 

 

２０１３年「思い出写真」(1/12三峰山～6/6湖西サイクリング) 



日本百名山を踏破して 

～北海道の山」～ 

  2013.5.15 林田俊彦 

 

今、日本百名山の山行き記録をまとめている。 深田久弥の百名山を意識してからこまめに

記録を付けていた。山小屋で走り書きしたものや帰宅して書いたもので今考えるとよくもま

あ記録が残っていたものと自分でも感心する。 

もちろん自分で計画をたてコースを決め切符の手配から自炊の食糧計画を立てたのでほぼ 

１００％残っている。 

今回は北海道の 9 山の山行きについてはしおって記す。いずれも 8 月の盆休みの休暇を利用

して 9山を 4回で踏破する。 

初めての北海道の山行きは 1993年の大雪山からトムラウシの 7泊 8日の大縦走だ。 

地元札幌在住のＴ君を含め 5 人でテント２張り、シュラフ、マット 8 日分の食料で６０リッ

トルのザックは満杯、結構重い。 

大阪空港でＯ君が紙バックにＥＰＩのガスボンベを入れて、セキュリテイー チェックに引

っ掛かり没収される、恥ずかしいハプニングだ。ＪＲの旭川駅でＴ君と落ち合い駅から旭川

温泉行きのバスに乗る、35分くらいかかるがなんと無料にびっくり。地元の観光協会が負担

するという。ロープウエーで１６００ｍ近くの姿見まで一気に上がる。 

今日は姿見の池そばの避難小屋に泊まる。20人くらい泊まれるが我々の貸し切りだ。ベンチ

で休憩時にリスが人懐こく数匹走り回ったり、キタキツネが2匹おどおどして近寄ってくる。

さっそくカメラに納める。姿見一帯は秋の紅葉時期の美しさは格別で観光客が多いと聞く、

再度ゆっくりと散策したいものだ。 

大雪山は広い高原台地の上にある標高２０００ｍ前後のいくつかのピークの総称で、その最

高峰が旭岳である。標高は２２９０ｍあり北海道の最高峰でもある。小屋から 2 時間近くな

だらかな上りで頂上に立つ、どっしりして、頂上はだだっ広く、火山岩の茶褐色の砂礫が広

がる。いつの間にか着いたという感じでしんどくない。下りはすぐ残雪が広がり雪上の一筋

の水路の水は冷たくて旨い。残雪の白と草原状に広がる緑のコントラストが美しくこれぞ北

海道という感じで荷物は重いがルンルン気分の歩行だ。 

トムラウシまで間宮岳、北海岳、白雲岳，忠別岳、五色岳、化雲岳と幾つものピークを踏む

が標高差はあまりなく爽快だ。途中白雲岳避難小屋で 2 泊目を迎える。小屋前に北海道大学

生がクマ調査中とかでテントが張られていた。 

次の日、五色岳近くでコマクサの群落に出会う。かなり広範囲に広がる。 

八ケ岳や燕岳で見られるような柵で囲われていない、これぞ自然だ。 

トムラウシ山は荒々しい岩峰を牛の角のようにもたげたダイナミックな山と深田は表現して

いる。大岩を積み上げたゴロゴロの岩の上を歩くのはシンドイ、途中チッ、チィと鳴く生き

た化石といわれるナキウサギに遭遇する、ラッキーだった。下山したところにひさご沼テン

ト場がある。この縦走路で唯一小屋がないのでテント持参になる。なんの看板もない広っぱ

で４～５張りのテントが張られている。バックにトムラウシが美しい。 



5 日目トムラウシ温泉への 5 時間半の下山だ。温泉に入る楽しみと最終日という安堵感があ

る、道はぬかるんでいる。下山後の温泉入浴は最高のぜいたく、近くの野営場でテント泊、

夏休みのバイクのツーリングの若者も一緒だ。ビールが旨い。帰りはサッポロのビール園に

立ち寄り、ビール、ジンギスカン、ポテト、トウモロコシ、アイスクリームと北海道ならで

はの旨いものを豪勢に満喫する。無事山登り（目標）を達成したという達成感がそうさせた

のだ。 

さてこんな調子でこの記事を書いていてはページが足りない。本当にはしおって記す。 

2回目は羅臼岳から斜里山の縦走だ、今回もテント持参、札幌在住のＴ君が女満別空港から知

床半島の地の涯、岩尾別温泉まで車で運んでくれる。ホテルの裏に温泉で露天風呂付の木の

下小屋に泊まる。熊出没の看板がある。今晩はすき焼きだ。小屋から羅臼平まで約 3 時間、

好天で少し暑い。羅臼平は緑一色の草原が広がり真正面にでんと大岩塊が構える、頂上を目

指す登山者がポツン、ポツンと豆粒のように見渡せる。溶岩の黒褐色の山は青空広がるバッ

クに絵になる景色だ。 

頂上からこれから行く斜里岳の長いトレールが見渡せる。人は北アルプスのように混んでな

い。 下山の途中大岩から岩清水が滴っている。この貴重な水は命の水と思う、時間をかけ

てコップで飲みほす、冷たく甘い。 

テントを持っているので時間に余裕があり休憩時間がつい長くなる。草原の歩行は日を遮る

所がなく重い荷物でバテ気味、沼地の所で泊まる予定の二の池と勘違いしてここで泊まるこ

とになる。誰もいない、テントを張り、休んでいたら遠くに熊発見、急いでカメラを取りに

行くがすぐいなくなる。怖いというより珍しいというのが本音だ。でも夜テントでは炊事道

具などすべて入れ、もしテント周りをうろうろしたらとコッフェルを棒でたたいて追い払お

うなどと考えたりしで緊張していたが疲れていたのでぐっすり寝入る。 

次の日、宿泊予定の二の池はずいぶん先で大きい池とわかる。案内板などないがここのほう

がより快適だったと思う。硫黄山はお釜になっていて半分ほど回るかお釜に下るかルートが 2

つあったがアップダウンを避け、周遊する。 

途中山ブドウ（ブルーベリー？）がたくさんなっていたのでほうばる。旨い。 

今日も快晴、下山途中水が少なくなる、炎天下で暑い。上ってきた人に聞くが水場はない

という。下山口は今回の楽しみの一つでカムイワッカの滝で旅の疲れを流したいと思ってい

た、川幅一杯に温泉が流れ子供連れで楽しんでいた。 

Ｔ君はバテテいて、学生バイトが売りにきたビールを一気に飲む。バスの時間もあり、温

泉入りをあきらめる。残念だ。 

次の日は斜里岳を登る、なめ滝の上りで何度も横断し、所々すべり止めの鎖もある、狭い樹

林の上りで見晴らしがよくない、あまり印象のない山だ。 

下山後今回3つ目の山の雌阿寒岳近くのに中野温泉へ車で向かう。飛び込みで旅館に泊まる、

温泉付きで２食付き 6340円と安い。 

次の日旅館に車を置いて空荷に近い状態で今なお頂上近くは噴煙たなびく雌阿寒岳を登る。

あいにくのガスがでて眼下に阿寒湖が見えるはずだが見えず。帰りは阿寒湖、釧路湿原、鶴

園、アイヌ部落と観光して釧路の海に面したフィッシャーマンズワーフでイクラ丼を食べる、

こんな旨いイクラ丼ははじめてだ、気を良くして家にカニを土産に送る。広い北海道の山を

一度に３山登山できたのは山の友、Ｔ君の車のおかげと感謝あるのみ。 



３度目は日高山脈の最高峰で氷河の落とし子のカールを３つ持つ幌尻岳へ４人で行く。 

又百名山中唯一本格的渡渉のある登行だ。昨日まで雨で川の水かさが増え、流れも速く腰ま

でつかり５～６ｍの川幅を緊張して渡ったことが一番の思い出であり、体験だ。水は冷たく

凍るようで夏場しか行けない山だ。登山口まで奥深く辺ぴな所でＴ君の友人の自衛隊勤務Ｈ

氏の新車でゴロゴロの地道を走り、ときどき底を打ち、申し訳なく思う。その日は幌尻小屋

に泊まる。 

Ｔ君にＥＰＩのガスボンベを買うように頼んでいたが岩谷製で使えず、ススの詰まった煙突

のストーブで湯を沸かしぬるま湯のカップラーメンでしのいだ（管理人不在）。煙が部屋中立

ち込め他の登山客にひんしゅくをかうハプニングもある。次の日、頂上は大きな火口壁のお

鉢にあり、周遊する。帰りは２０数回ほど渡渉するが慣れてきてルンルン気分でむしろ楽し

んで下山する。その日はＴ君のアパートに泊めてもらう。  

次の日、後方羊蹄山（しりべしやま）へ、美しいコニーデ型の死火山で蝦夷富士と呼ばれる。

上は見えている。直登に近くお釜につきお真正面が頂上らしく、小１時間かけてゴロゴロの

火山岩のお鉢を１周する。その日は９合目の避難小屋に泊まる。次の日、下山してニセコの

五色温泉に入って小樽運河を観光する 

最後１９９８年利尻岳と十勝岳を登る。今回はＯ君と二人だ。これで北海道９山を完登する。 

利尻岳は島全体が一つの山を形成し、その高さが１７００ｍもあるような山は利尻岳以外に

ない。海抜０ｍから標高差１７００ｍ、を上り、沓形港へ日帰りで下った。利尻岳直下は砂

礫の急斜面でズルズルすべり所々ロープが張っているが上りずらかった。宿はユースホステ

ル・利尻グリーヒルに泊まる。夏休みで学生が多く、夕食後はゲームや歌などで盛り上がり

年寄りの会社員には違和感があった。利尻にも利尻温泉がありかなり歩いて入浴する。 

次の日早朝に鴛泊港からフェリーで稚内へ、ＪＲで旭川へ、そこからバスで白銀温泉と１日

がかりで移動、明日十勝岳を目指す。十勝岳は今ももうもうと噴煙を上げている。スキー場

を上り、美瑛富士から十勝岳を目指す。途中美瑛富士へ行く途中頂上が見えているのでつい

コースから外れ近道と思い直登する。連れのＯ君は正規の登山道を登る。私は頂上で待つが

なかなか 

現れない。遭難か？不安になり上ってくる登山者数人に聞くがわからないという。焦って正

規の道をずいぶん下ってやっと見つける。そんなハプニングがあった。十勝岳頂上周辺は砂

地で道らしい道がなくガスも出てきて、阿蘇山の草千里を通過するときもガスの中でルート

探しに難儀したことを思い出す。登山口へ下山した売店で大丈夫だったかと聞かれる。昨日

は暴風雨の悪天、沢で１人死んだと聞く、我々も同じルートを通ってきたのに。 

大雪山～トムラウシ縦走         幌尻岳へ、額平川の渡渉 



  



（南九州）開聞岳 

2013.5.26 木山 裕昭 

5/20 関空＝鹿児島空港＝知覧武家屋敷＝知覧特攻平和記念館＝休暇村指宿 

5/21 休暇村指宿=長崎鼻＝登山口―開聞岳―登山口＝池田湖＝休暇村指宿 

5/22 休暇村指宿＝仙厳園＝霧島神宮＝高千穂河原＝鹿児島空港＝関空 

 

                 001 知覧特攻平和記念館 

                 指宿に向かう途中に立ち寄り、若き命を国のた

めに託した若者達への追悼をしました。 

 

 

 

 

 

 

002 開聞岳 

長崎鼻を経由して開聞岳へ。正面に見える 

開聞岳の美しい山容に、しばし見とれました。 

                 

  

                 003 ふれあい公園登山口 

                 いよいよ、これから本州最南端の秀峰「開聞岳」

への登山開始です。  

 

 

 

 

               004 開聞岳山頂 

 登山開始から 3時間、途中岩場があったりの 

樹林帯を登りきって、ついに山頂に到着。 

この笑顔、登頂できた喜びが溢れています。  

 

               005 池田湖 

                下山後は、池田湖へ。晴れた日には、開聞岳が 

                くっきり見えるのですが、今日は霧の中。 



 

                  006 休暇村指宿 

                  2日間お世話になったホテルです。 

                  南国ムードたっぷりです。 

                  初日は、指宿名物「砂むし温泉」に入り 

                  旅の疲れを癒しました。 

 

 

 

 

                007 仙厳園 

 3日目は、島津家の庭園である名勝仙厳園へ。 

 これは、鹿児島沿岸に配備されていた鉄製 

  １５０ポンド砲です。でっかいな。 

 

 

 

                  008 霧島神宮 

                  日本神話で高千穂峰に天孫降臨したといわ 

れる、ニニギノミコトを主祭神としています。 

 

 

 

 

                009高千穂峰 

        高千穂河原から見える高千穂峰。 

       山肌がミヤマキリシマでピンク 

に染まっています。写真では 

       はっきり見えないのが残念です。 

 

 

 

                 010 ミヤマキリシマ 

                 高千穂河原で満開のミヤマキリシマを  

                    バックに集合写真。 

                                  この後、鹿児島空港に向かいました。 

＜参加者＞甲斐田博幸、須藤和雄、高見毅 

原政雄、藤本孝雄、船津主税 

増谷育男、木山裕昭 



         雨(梅雨によせて)      

  013.5.30 小西益樹  

日本人ほど雨に関心を寄せて暮らしている人種は他にいないように思われる。

雨の日に人と出会えばまず「鬱陶しいですね」とか関西人なら「よう降りまん

なあ！」と云うであろうし、当日の空模様を気にかけないで行動する人はおそ

らく居ないであろう。 

一般に天気が悪いといえば「雨」のことで、良いといえば「晴れ」なのではあ

るが・・・ 

 

この雨が昔から小説や映画、絵画や音楽などの重要な背景となっていること

が多い。 

文芸では晴れの dryに対して雨の wetが好まれている、感覚的に「晴れ」は（能

動的）であり「雨」は（内省的）であるように思う。この晴/雨が日本人の感性

をかたち作っている要因の一つかもしれない。四文字熟語で表すと晴耕雨読。

雨は天に通じ、豊かな森林を育て美しい渓谷を刻み、田畑を潤おし海に出て海

草や魚介を育てる。高山に降った雨は数百年かけて地下水や泉となって麓を潤

おし、また酒となって我々の五臓六腑をも潤おしてくれる。 

 

堀口大学の「自らに」という四行詩に「雨の日は雨を愛そう」とあり、唱歌

の「四季の雨」や童謡の「あめふり」、「城ヶ島の雨」は誰もが知っているし、

あの「故郷」の二番には「雨に風につけても思ひ出づる故郷」とある。芭蕉が

奥の細道で「象潟や雨に西施がねぶの花」と詠い、 

浮世絵師の歌川広重は名所江戸百景「大はしあたけの夕立」でにわか雨を独特

な表現で描いている。宮沢賢治の「雨にもマケズ」はどのような雨なのだろう？

夏の長雨なのか秋の暴風雨なのだろうか。 

雨は大いなる恵みとともに特に農業に大きな災害をもたらしてきた。豊穣と

水害の二律背反。 

最近では気象の振幅が大きく都市や山村集落にとっても大きな災害の引き金と

なっている。 

予想外の竜巻や大雨が降るなど、何故か天候の変化が荒々しくなってきている

のが気がかりである。 

 

演歌ではお馴染みの「長崎は今日も雨だった」や「雨の御堂筋」「アカシアの

雨がやむとき」などなど、日本の歌が wet であると云われる所以であるが、そ

れぞれの歌をきけば我々にはその季節が直ちにわかるのである。 

映画では黒澤明の「七人の侍」で野武士集団を迎え雨中での壮烈な戦いを思い

出す。 



雨の降り方や季節による表現など、日本語には擬態語や形容詞が驚くほど多

い。四季折々に降る雨もまた日本の自然をさらに細やかに彩っている。 さらに

山陰や北陸のように雨の多い処や、少雨の地域といえば私は昔、瀬戸内海に浮

かぶ I 島に住んでいたことがある。北方の広島や南の四国では鉛色の空が広が

っているのに頭上にはぽっかりと青空が、これが雨の少ないいわゆる瀬戸内気

候である。 

ぽつりぽつり、ぱらぱら、ざーざー、しとしと、しょぼしょぼ、どしゃぶり、

篠つく雨、車軸のような雨、豪雨、霧雨、驟雨、雷雨、長雨、時雨、にわか雨、

狐の嫁入、夕立、通り雨、こぬか雨、穀雨、涙雨、春雨、秋雨、梅雨、氷雨、

冬時雨、酸性雨、（ゲリラ豪雨の新語も）など。これらの言葉を聞けば我々はす

ぐさま皮膚感覚で理解することができる。 

 

井伏鱒二の小説「黒い雨」の忌まわしい放射能雨も現在なお爆心地からどの

地域に降ったのか、戦後６０数年経った今でもその調査研究が続いているとの

ことである。 

私の雨の体験として今でも記憶に強く残っているものが幾つかある。 

一つは大台ケ原での雨である、手に持った傘が今にも叩き落されそうな、そん

な「水圧」を感じる物凄い雨に会った事がある。雨に臭いがあることを知った

のもこの時であった。雨しぶきに濡れながら年間降雨量日本一の雨を身をもっ

て受け止めていると感じたものだった。  

二つ目は自身が危うく山の事故に遭遇しかけた苦い経験である、昭和の後半、

夏の終り頃だったと思う、琵琶湖の東岸に注ぐ愛知川の上流でのこと、沢を遡

行して源流まで歩き尾根を越える予定であった。 

その夜、渓流沿いにテントを張った。関西の黒部渓谷とも云われているこの場

所は、普段静かで透き通るような流れのそれは美しい石灰岩の沢で、気に入っ

てそれまで何度か訪れている。しかしこの時は夜半から猛烈な雨風になり、増

水でテントが流されないように高いところに二度移動した、一晩中テントの中

を雨水が流れ、リュックの上に腰掛けて夜明かしをした。傍を流れる激流のな

かで大きな石がぶつかり合う鈍い音が響いている、（流れる石同士がぶつかり水

中の火花が見えるそうだが・・・）暗闇で何時間も同じ姿勢でいると、何度か

幻聴が起きる・・・。 

絶え間なくテントをたたく雨の音に混じって遠い暗闇の彼方から女性のか細い

しかし明瞭な歌声が・・・。 

 

よやく夜明けがきた、濡れたテントや寝袋をたたみ、川を渡渉して下山を試

みるが増水のためなかなか渡ることが出来ない。 

しばらくして、やっと腰下まで水位が下がったところを、流されないように大

きな石を抱えて渡りきった・・・。豪雨でずたずたになった山道を急いで下っ



たところで地元の救助隊が登ってくるのに出会った。 

 

その三はある夏の終わりごろだったか、白馬岳を目指して登っている時、台

風が房総沖にあり列島に上陸するとの予報があった、ところがなんとこの台風

は上陸直前に「消滅」！してしまったのだ。おかげで山は天気晴朗、人気の少

ない静かな山頂に立つことが出来た。こうような信じられないことも起きる。 

 

これは去年の話である。５月の末、尾瀬ヶ原で雷雨のなか遮るもののない木

道を歩いた、濡れて足元も危うい木道をひたすら急いで山小屋に駆け込んだ。

そののち本格的な土砂降りになった。小屋の雰囲気がなにやら普段とは違うと

思ったら、我々より１時間ほど前に同じ道を歩いていた２人連れが落雷にあい

１名が亡くなったらしい。２日後帰りにその場所を通ったが、青空のもと、何

事も無かったように純白の水芭蕉が咲き乱れていた。 

 

雨は大気中に漂う色々な物質をシャワーのように地表に洗い流す。 

除染なる言葉も雨による二次被害がもたらした厄介なものであろう。竜巻が起

き、豪雨とともに魚が降ってきた例もあるらしい。この雨の量が「例年」を下

回ると旱魃ということになる。昔から「日照りに不作なしと」いうが、地球上

では均等に降らないので広大な砂漠化が進むところが出来る。飛行機の窓から

中国大陸の上空を通過するとき眼下を眺めていると凄まじい勢いで砂が押し寄

せている。森林のない処では雨のもとになる雲が出来にくく従って雨が降らな

い、ちなみに地球儀を右に回してみれば分かるとおり八重山諸島の西表島は同

緯度にある大陸などは大部分が砂漠地帯なのに比べ島全体に熱帯雨林が広がっ

ている。 

林芙美子の小説「浮雲」の舞台になった屋久島も名だたる雨の多いところで、

月の内３５日は雨と云われている。覚悟して登った屋久島の最高峰宮之浦岳は

幸にも晴れていて、その時は遥か鹿児島の開聞岳まで望めた。屋久島では島全

体が水を含んだスポンジのようで山道のいたるところ澄んだ水が流れている、

というより浸みだしている。巨大な屋久杉に代表されるように島全体が苔や樹

林に覆われていて膨大な雨水を溜め込んでいるためだ。 

このように晴れた山の姿はその一面をみせてはくれるが、 

もし雨の降る大台ケ原や屋久島を体験してみると晴天では知ることの出来ない

もう一つの姿が見えてくるのではないだろうか。しかし我々一登山者にとって

は無論「晴れ」の方が良いのだが。 

 

卑近なところでは、最近ほぼ毎日通っている私の畑は額井岳（大和富士）の

麓にあるが、昔は山頂で雨乞いが行われていたという。畑のすぐ上のほうに十

八（いそは）神社があってこの境内には殆ど年中枯れることのない清冽な湧き



水がある。その細い流れは、周りの田に導かれ、おこぼれを私の畑でも使わせ

てもらっている。 

  

台風の被害は御免蒙りたいが、台風に伴う雨がなければ日本列島は干からび

てしまうだろう。本州の台風と北の積雪この二つは日本列島になくてはならな

いものなのだ。 日本に住む我々はこれまで余り飲み水の心配をしたことが無

かった、これはひとえに周りを海に囲まれた島国によることで、屋久島や八重

山を引き合いに出すまでも無く雨に育まれた森林に恵まれていたからである。

そして人々が昔より治水に努力してきたからであろう、世界中には清潔な水の

無い生活をしている人たちが多くいる。梅雨の季節を迎え自然の恵みなる慈雨

と、日本人の感性を育んできた雨について思いをいたし、そっと雨音に耳を傾

けてみてはどうだろうか。 

 

 

「四季の雨」：作者不詳 

文部省唱歌（大正３年６月）より 

 

    一  降るとも見えじ春の雨 水に輪をかく波なくば、 

けぶるとばかり思わせて 降るとも見えじ春の雨 

  

二  俄かに過ぐる夏の雨 物干し竿に白露を、 

なごりとばかり走らせて 俄かに過ぐる夏の雨  

   

 

三  おりおりそそぐ秋の雨 木の葉木の実を野に山に、 

色様々にそめなして  おりおりそそぐ秋の雨 

 

四  聞くだに寒き冬の雨 窓の小笹にさやさやと、 

更け行く夜半をおとずれて 聞くだに寒き冬の雨 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UOgFf8IiHtQ 

 

   

                          完 



剣道への想い 

２０１３．５．１２．甲斐田 博幸 

 剣道は日本の伝統文化です。刀剣を用いて殺傷する武術から剣の理法の修

練による「人間形成」の道へと理念が進化し、国際化を図り、現在世界３８ケ

国の代表が３年に一度集まり、世界剣道選手権大会を行っております。 

前回はブラジルでしたが、次回の第１６回大会は、平成２７年日本武道館で開

催することになっております。剣道は、この大会を通じて友好と世界平和にも

寄与しております。 

 

剣道の変遷 

 ● １７１２年、竹刀と防具が考案され、竹刀打ち剣術が興り、木刀による 

   型稽古とともに継承されてきました。 

 ● １９１９年（大正８年）武術から武道へ。 

   １９２６年（大正１５年）体操教授要目の改正によって撃剣から剣道へ 

   と名称変更されました。 

 ● １９４５年（昭和２０年）敗戦によってＧＨＱから武道が禁止され愛好

者は隠れて稽古していました。 

 ● １９５２年（昭和２７年）全日本剣道連盟が組織されて、スポーツ的剣

道として復活し、現在の剣道へと至りました。 

 

私と剣道 

   私は１８歳のとき、剣道と出会いました。 

   剣道は「練習」という言葉を嫌い「稽古」といいます。 

   「稽古とは一より習い十を知り、十よりかえるもとのその一」といい 

   初心に帰り、基本を研くことが大切です。 

   私の性格（礼儀正しい、酒と女が好き、几帳面、・・・・愛妻の言。笑） 

   それが剣道に合ったのか？剣道が好きになり、厳しい基本稽古やかかり

稽古に耐えることができました。 

   昇段は五段までが都道府県での審査、六段から八段は全国区です。 

   私は六段を名古屋で、七段は東京で、幸い初回で合格でき、愛妻の前で 

   ええ格好ができました。 

   八段審査は５月に京都、１１月に東京で行われ、受審資格は４６歳以上、

七段合格１０年以上経過の者です。合格率１％の最難関です。 

   八段合格を目指し、剣先を強くし、鋭い出足を作る為に、ダム湖沿いに

ある直径約１０㎝の鉄柱へ突き技の稽古を続けました。 



   この時、山の会の皆さんと出会ったのです。 

   ４回受審したものゝ、一度も一次審査に合格できずに、６４歳でキッパ

リ諦めました。 

 

   剣道ではよく宮本武蔵と沢庵禅師とのかかわりが語られ、「剣禅一如」と 

   言われます。 

   体力、気力、技術、運、意外に「空間」があります。 

   「空間」を掴もうと私なりに稽古は相手の目を睨み返すのでなく、その

目を受け入れてその奥を視る。相手の後頭部を視る。更に相手の気合を

攻め足で踏み付けて攻め崩す。又、相手の気合を両足先から取り込む等、

心掛けて稽古してきたものの「ああっ これだ」と感じたのは２～３度

でした。 

    この「空間」を掴めぬまま７０歳で引退を決意し、剣道歴５２年、榛

原での指導歴３３年の現役を終えました。 

   引退後も姿勢を崩さない為にハット帽を着用します。 

 



 

 

 

 
 

 
 

（完） 

 



シニア会珍道中にて 

2013.5.18  堀江政四郎 

 

人に愛された近江商人魂の街並み及び、水郷めぐりに参加し感動と楽しみ 

を味わい一日心を癒して参りました。 

◎近江商人とは・・・ 

近江商人とは近江で商いを行う商人ではなく、近江を本宅・本店とし、他国へ

行商した商人の総称で、個別には「高島商人、八幡商人、日野商人、湖東商人」

などと呼ばれ、それぞれ特定の地域から発祥し、活躍した場所や取り扱う商品

なも様々な違いがあるのも特徴です。いずれも三方よし「売り手よし、買い手

よし、世間よし」と多くの人々に認められ愛される商いを心がけました。 

散歩中懐かしい幼児の頃の小学校が目に留まり一枚のシャッターを切りました。 

(撮影：2013年 5月 10日、３Ｄ写真) 

 
旧滋賀縣蒲生八幡尋常高等小學校々舎 

(川柳) 

課題「商人」 今は良き 近江商人 浮き沈む 

「音」  休校で 三味が奏でる 保存地区 

 



 

 

 

 
(撮影：2013年 5月 10日) 

 

「水」  水郷めぐり 葦間を照らす 月明かり 

「白」  岩肌で 喜び語る 浪の花 

空を舞う 一寸法師 おわん雲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

奈良の春日大社は、同社を氏神とする藤原氏ゆかりの藤があり、 

樹齢 700年以上の「砂ずりの藤」が見事です。 

奈良の春日野も「万葉集」で詠まれるほど、弘法大師ゆかりの「牛島の藤」な

ど名所は数多く古くから重用された晩春の花です。 

 

(撮影：2013年 5月 5日) 

 

 

(俳句) 

藤花に 華麗な蝶 花舞台 

美しく 髪に飾した 藤の花 

雨に栄え 色麗しき 藤の花 

（完） 



私の趣味 「広く浅く」 

2013.5.30     里 中  晋 

 

 思い返せば古い話であり、またちょっと欲が深いかも知れないが、今も私の趣味は 

内外切手の蒐集、写真撮影、ソフトボールそして山登りである。 

もっとも今日に至っては、寄る年波でソフトボールは観戦(スコアラー)のみになって

いるが･･･。 大体１２才から５年毎に一つずつ増えてきた勘定になる。 

 

私が切手蒐集を始めたのは昭和２７年(１９５２年＝中学一年)の５月である。 

小学生の頃に集めたものはと言えば｢レッテル｣ぐらいで、好きな事はと言えば読書で 

あったと記憶している。 

中学校に進学したある日、母の懇意にしている人から一通の手紙と共にノルウェー、 

スウェーデンそしてデンマークの切手が約１００枚同封されて来た。手紙には『中学生に

もなれば、目標を持って何か一つの事を長く続ける根気を養う事も大切かと思い、自分が

楽しんでいる切手蒐集を奨めたい云々』と書かれており、生れて初めて見た外国切手の 

美しさに、私は初めて切手と言うものを意識したのである。以後しばらくの間は正方形や

長方形のものが何でも切手に見え、 いわゆる病膏肓(やまいこう

こう＝病気が重く、治療の方法がない) の時期を送ったものである。 

件(くだん＝上述、前述)の人からは、 切手蒐集が如何に楽しいも

のであり奥深いものであるか、また 罷り間違っても切手を買う

小遣銭欲しさに悪い心を起こす事のないよう教わったものである。早いものでもう６２年

も前の事になる。 

この間、母の陰ながらの援助もあり、牛歩ではあるがコツコツと飽きもせずマイペースで

今日に至っている。 

  

昭和３２年の高校三年の修学旅行参加の時に、父に｢アサヒフレックス｣と言う一眼レフ 

のカメラを買ってもらって病みつきとなり、社会人となった昭和３７年８月に北アルプスの 

｢槍ヶ岳｣に登ったのがこれま た病みつきとなり、京都の｢アルペン 

ローゼクラブ｣と言う同好会 に入会、以後７年間、カメラと共に 

殆ど毎日曜日には山へ登った ものである。  

こんな状態であるから切手の 方は自然とお留守になり、新しく 

発売される切手を母は嫌な顔 ひとつせず、雨の日も風の日も郵便

局の窓口へ出向いてくれたの である。 

山へ登る回数は昭和４３年の 結婚と共に減少し、子供の誕生と共

にしばらくの間鳴りを静めていた。 



ソフトボールは、高校時代には学校からの帰宅後ほぼ毎日自転車に乗り、友人宅の 

そばのグラウンドで遊んだものである。大学時代に体育でソフトボールを選択した事が 

ある。 

昭和５３年夏に天満台に移り住んでからは近所の人達と同好会を作り、当時は健康増進 

と親睦を目的に１２月から翌年２月までを除く毎日曜日の午前６時からの早朝練習で 

しっかりとしごかれたものである。始めた当初から４年間は体重が数キロ減り少しは 

スマートになったと喜んでいたが、２年間ちょっと練習を休んだ結果、１３年間ほぼ 

コンスタントであった体重をオーバーし、その後は定期検診の度に｢もう少し減量しては｣ 

と言われるのが、本当につらかった。 

長いブランクがあったが、平成１１年(１９９９年)定年を機に｢ウェストフォース同好会｣

(現八剣山の会)の一員に加えていただき、お陰様で元気で今日に至っている。 

 

家内は独身時代から音楽に興味を持ち、榛原へ来てからの３５年間はＰＴＡのコーラス

部ではソプラノやアルト、現在はメゾソプラノを受け持っている。 

暇さへあればラジオの音楽番組を聴いている。その影響で、私もある時期から音楽が好き

になり、ラジオやレコードを聴きながら、切手をアルバムに整理したものである。 

 

 私の趣味は。芝居の舞台の様に間口が広くて奥行きが浅い。しかし余暇を有効に生かす 

為には事欠かず、年老いても続けられるものばかりである。 

が、加齢と共にそろそろ幕引きの事も考えねばならず、長年蒐集した内外切手関係をどう 

処分するか、その事に頭を痛めている昨今である。 

 

 

 

 

 

 

 

ウェストフォース同好会に参加しての初登山 兜岳と鎧岳（曽爾村） 

                                  

                                  完 



若造未来に何を見る 

2013.5.17 鍜治本 健太 

 

～今の若者の未来の展望はどうか～ 

年金問題、終身雇用の崩壊、グローバル社会どのキーワードから始めても 

今までの日本の常識とはかけ離れた、社会になりつつあり、今後その日本の変

化は加速するであろう。 

 

国に頼り、会社に頼る生き方はもはや、時代遅れになると予測する。 

自分の足でたち知見を深め、新しい時代を切り拓いていける時代が今後生き残

っていく上で必要な能力である・・・・・。 

 

ハーアイみなさん！！こんにちは！！若造こと鍜治本 健太です 

初っ端から堅苦しい未来の展望についての予測を書いてみましたが、どうでか 

みなさまの周りにいる若者 20代 30代の若者、おそらくなんとかなる・・・ 

で来ていると思います。なんの準備もなしに。 

 

私がこれまで、格安バックパッカーで、オーストラリア、ヨーロッパ、北アメ

リカ、はたまたシンガポールなど行った経験から日本を眺めると、相当日本経

済の遅れが来ていると思います。 

 

特にシンガポール、香港の経済成長は著しい。 

しかし、日本も東京の品川から変わろうとしています。 

リニアモーターカーの発信基地をきっかけに、品川近辺から世界に向けた、新

たな戦略プロジェクトが東京都で進行しているからです。又、 

日本はＴＰＰ参加でグローバルな視点から、競争社会の真っ只中に突入します。 

 

そんな中私は、世界の血の流れは「金融」だと考え、損害保険会社や公務員に

もなりましたが、一歩違う視点から、世の中を見渡しています。 

すなわち、「株式投資」。（余裕資金で運用するのが望ましい） 

これは日本の教育では習わないお金の話が盛りだくさんに詰め込まれています。 

特に税金や法律、経済の流れなどありとあらゆる能力が必要とされます。 

投資活動は自己責任がつきまとい、非常に危険だとされますが、これほどいい

教材はございません。 

 



オレオレ詐欺などお金の教育がされていないから、少しお金の知識を知ってい

る人に騙されやすいのはこの「お金の教育」がされていないからだと感じます。 

 

よって、日本の教育に欠けている唯一のものそれは「お金の教育」です。 

東大生に聞いてみてください、その福沢諭吉の一万円札銀行からもらうにはま

ず何をしなければならないか・・・「借金」とすぐに答えられる人は少ないと

思います。 

 

最後に今回は、若造未来に何を見るという観点から、今何を勉強し、未来に備

えているか書いて見ました。 

 

また機会があれば、日本の社会の展望、独断と偏見で述べてみたいと思います。 

面白いですね世界の観点から日本を眺める・・・着眼点は世界。 

高度経済成長で頑張ってこられた、八剣山の会の方々は今の日本を作るため 

一生懸命にご尽力されてきたことが、お話しを伺って痛烈に感じます。 

感謝の念を表して私のキスを差し上げます。ブチュ・・・ギャー。 

 

今後の日本がどうなっていくか、どうすれば、食べていけるかを考えると 

ワクワクします。                           

完 

 

 



 

“花粉症 南の島は 安息地” 
2013.5.13  真田 一郎 

 

長く楽しんでいたテニスも八剣の皆様とご一緒したハイキングも腰椎不全で 1年 

の間、休止中だ。   

これに加え、スギ花粉+PM2.5の追い討ちに堪りかねて花粉のない初夏の宮古と周辺 

の島々に逃げ出すことになった。ツエ代わり女房も同伴してくれたので助かった。 

 

花粉症が発症したのは 50才前後であった、それまでは鼻炎などが続く憂鬱さは 

他人事であった。 

外出には帽子、マスク、対策眼鏡など、また帰宅後は玄関の外でジャンパーをパタパタ 

して花粉を持ち込まないように注意するなど煩わしいことが多い。 

スギやヒノキ花粉が飛散してこない南の島に逃げるのが良いと聞いていた。 

 

 朝 9時に伊丹を発ち那覇で乗り継ぎして宮古に降りたのは午後 1時すぎだった、 

空港施設の屋根は赤い琉球風の瓦で葺かれており実に美しい。 

 

 ”呼吸“が楽、目も鼻も楽、喉も楽、こりゃ正解や、 ４日間の癒しの旅を確信した。 

3月央なのに“気温は 27度で強い日差しだ。紫外線が強烈なのでサングラスは必要だ 

が、半袖シャツと薄いパンツや短パンで気持ち良く散策できた（お肌を気にする女性は 

長袖、長いパンツ）。 

 

道中で、関東、東北辺りからの花粉症仲間に出会い、薬や対策グッヅの情報交換の 

話に花が咲いた。 

 

ゆっくりと時が流れる島々である。  

竹富島の年配のガイド女性はゆったりとした現地の口調で、「この道は～ここでは高速道路 

でーす」「これから一般道、マッサージ道路に乗り換えまーす」と独特の雰囲気に癒された。 

 

 

 

 

 

 

島々の歓迎の言葉はそれぞれで、宮古池間島では “んみゃーち” で石垣では 

“とおりどおり”になる。   

 

このあたりは、我らが俳句の師匠金城さんの領域なので機会あればお話をお伺いたいところだ。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



細長いユリの群生やご存知ブーゲンビリアなどの花が迎えてくれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ユーモアたっぷりの現地口調でマングローブの森に案内してくれた操舵技術抜群 

のお兄さんは雨林の専門家だったが住み着いてしまったそうだ。  

森の巨人に選ばれた「サキシマスオウノキ」は樹齢 400年余といわれており、近くで 

見るとさすがに迫力満点だ。 

熱帯の木々の中では年輪は明確に読めないものもあるそうで、幹回りなどから 

推定する樹齢だそうだ。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食べ物では現地の人が常食するものを期待していたが残念ながらお目にかかれ 

なかった。 

その中で果物は、パイナップルではないがその類のものかと思われるもの、それに 

小浜島のヨーグルト&アロエが印象に残る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

花粉対策で訪れたとフロントで言うと、泡盛などが注文前にテーブルに 

準備されていた。 

帰宅後も女房は泡盛を楽しんでいるようだ。 

南の島の人の良さというかおおらかさが嬉しい。 

 

 島と島の交通は、極近では橋、または浅瀬ではなんと“牛車”だ、 数 10km 

で連絡船。。。といっても全てジェット水流の推進で 35～45km/hの高速である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮古～石垣はプロペラ機（ボンバル機でなくほっとした）で 40分足らず 

であった。 

これがのどかで乗り心地が良くてこれからも残して欲しい。 

ジェット化が小型機でも進んでいるらしいが、プロペラ機はレトロ感が良い。 

燃費が良く、滑走路が短くても良い機材なのに現実はその逆となりそうだ。 

昔の南西航空という社名が琉球エアー（RAC）になり JALグループとして 

運営されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石垣島に渡る本音は帰りの直行便を利用して無理のない時間に帰宅するためだった。 

今年 4月からは格安航空が関空から利用できるらしく、来年は関空と石垣往復で 

宮古に渡るのが得策か検討したい。 

 

 

＊＊＊花粉症で悩む同病の皆様に参考にしていただければと存じます＊＊＊ 



「凍」沢木耕太郎著の感想 

2013.5.20  野田庄次 

 

朝日新聞に出た記事・・・ 

「岩壁やヒマラヤ高峰の先鋭手児奈登攀で世界的に知られる山野井泰史（37）

は１０月、中国・ネパール国境のギャチュンカン（７９５２m）に北壁から単独

登攀を果たしたが、下山時に悪天候につかまり手足に重度の凍傷を負つた。 

途中まで同行した妻の妙子さん(46)との、雪崩の巣と化した北壁からの脱出、 

極限のサバイバル体験だった」 

 

 

新潮社から「凍」沢木耕太郎著がドキュメンタル調の書き下ろしで出版されて

いる。私は沢木耕太郎の兵士が飛び降りている写真があとで作られたらたれた

ものであるのかないのかと新聞で騒がれていたので興味本位で沢木の作品を榛

原図書館に求めていった。 

偶然にこの「凍」とので出会う。 

この「凍」はギャチュンカンの登攀に成功した山野井泰史とその妻妙子の登攀

記録と二人の経歴や馴れ初めロマンスが克明に書き止められている。 

ギャチュンカン北東壁をソロでアルパインスタイルで初挑戦する。単独で登攀

すると云うのです。 

垂直に近い雪庇ですよ。びっくりしますね。 

その動機は「アメリカン・アルパイン・ジャーナル」という名の「年鑑雑誌」

にギャンチュンカンの北東壁の写真が掲載されていた。その写真に魅せられた

そうです。新聞に葛城山が全山ツツジで赤一色の写真が出ていました。「よーし

明日は葛城山だ」と落差が大きすぎる。 



 

 

Google でギャチュンカンをみると山野井泰史クライマの記事が掲載されていま

す。しかし「凍」沢木耕太郎著の山野井・妙子氏のギャチュンカン登攀記録は

読み応えがあります。 

ふたりの登山経歴から結婚に至るロマンス、日本出発からベースキャンプまで

の費用から手続き、さらに費用をやすくあげるノウハウ、さらには鹿児島にあ

る鹿屋野体育大学での高地順化、低酸素状況での人間の行動訓練など事細かく

書いている。 

二人共、足と手の指を凍傷になり切断している。 

不便な日常生活を二人で支えあって克服してさらにトレイニングして 2 年後に

作家沢木耕太郎と 3 人でギャチュンガンを訪れている。下山途中で残してきた

リュックを回収に行くためである。 

 

「凍」の終章（ギャチュンカン、ふたたび）の中で同行者が日本の知人と書い

ている。「この知人はふたりよりかなり年長で登山経験のまつたくない男性だ。 

ふたりで行くより 3人行く方が旅は楽しくなるだろう。」 

登山経験のないその男とは作家沢木耕太郎です。富士山で高地順化のトレイニ

ングをしています。 

後日、沢木がＮＨＫラジオ深夜便で語っていました。 

          （完） 

 

 

参考【ショートクリップ】ＮＨＫスペシャル  

夫婦で挑んだ白夜の大岩壁(3分 20秒) 

http://youtu.be/e7gw8zTNPsk   



   節電と親父ギャグ 

２０１３．５．１９ 金城 凡生 

 

「八剣山の会春秋・夏季号」の発行は６月２０日。これからいよいよ本格的

な暑さがやってくる。皆さん暑さ対策はできてますか。 

震災の時の東京電力の原発問題に起因して、この夏も電力供給を不安にさせ

るでしょう。関西電力でも節電の要請は間違いない。去年と同じように、とく

に７月から９月までの夏場は一般家庭でも工夫をこらして節電に対応しなけれ

ばならない。さらに、原発が稼働できないためのコスト高から、１０％程度の

値上げも始まる。   

 そんな時、先日の読売新聞に、女流作家の三浦しをんさんの「オヤジギャグ

のマナー」の一文が載っていた。「真夏の電力不足が危惧される昨今でもあるし、

積極果敢にオヤジギャグを迸（ほとばし））らせ、周囲の心胆を寒からしめよう

ではないか」と。つまり、裏目にでるオヤジギャグでもかまわない。相手を「サ

ブー」と寒からしめたら良い。それが相手の消夏になるのだと。 

小生も全面的に賛同し、意を強くした。 

我が家でも私のギャグで家内が、よく寒がっている。先日も掛り付けの医院で、

窓口の看護師さんが「金城さん、尿の検査しますから、これにどうぞ」と紙コ

ップを差し出すから、「ハイ、私のでよかったらなんぼでも」と答えたら、傍で

聞いていた家内がすかさず「サブー」と叫んでいた。 

看護師さんは、面白がって笑いこけていたのだが・・・。 

因みにこの医院では、薬が切れて立ち寄った時、受付で「今日は何のご用で？」

と聞かれたら、声を落として、たった一言「ヤクギレです」で通用する。 

最初の頃は、けっこう面白がっていたのだが、今ではその都度「サブー」と悲

鳴をあげているかも？ でも一言で意味が通じるので私は、これからも愛用し

ようと思っている。 

皆さん今夏は、オヤジギャグを連発しよう。下手で裏目にでても気にする事

はない。裏目にでてこそ、「サブー！！」と涼しさが増すからだ。 

気の利いた、オヤジギャグであればなお良い。工夫して発信しましょう。 

気を付けなければならないのは、冬場のギャグ。冬に「サブー」は相手が気の

毒である。夏こそオヤジギャグの出番。 

オヤジギャグで節電と値上げ対策として、我が家の家計にも寄与しましょう。 

      

涼しさはオヤジギャグをば聴くたびに  凡生 



              マラソンとわたし 

                            2013.5.12 木山 裕昭 

 

２年前からマラソンをはじめました。発端は、桜井のスポーツジムで顔なじ

みの方が、奈良マラソンに出られて、やったという達成感を味わえて楽しかっ

たよと言われたのを聞いてからです。それで、よーし私もやってみようと決意

し、３ｷﾛからスタートして、次は５ｷﾛそして 10 ｷﾛへとステップアップしていこ

うと計画を立てました。 

初めて走ったのが、志摩スペイン村マラソンでの 3 ｷﾛ（2011 年 4 月） 

2 回目が奈良マラソンでの 5 ｷﾛ（2011 年 12 月） 

3 回目が志摩スペイン村マラソンでの 10 ｷﾛ（2012 年 4 月） 

4 回目が奈良マラソンでの 10 ｷﾛ（2012 年 12 月） 

徐々に距離を伸ばして、10 ｷﾛを走れるようになりました。振り返ってみると、

目標を決めて、それに向かって少しずつ準備していったのが良かったのだと思

います。マラソン本番の 3 ヶ月前から計画を立てて、1 ヵ月目は 3 ｷﾛ、2 ヶ月目

は 5 ｷﾛそして、3 ヶ月目は 10 ｷﾛと、カレンダーに走る日を書き込みました。   

走る場所は、スポーツジム、室生ダム湖畔、橿原公苑陸上競技場等です。 

特に好きな所は橿原公苑陸上競技場です。ここは、月・水・金の夕方 5 時か

らはナイトランということで、一般に開放してあります。カクテル光線に照ら

されながら、アンツーカーのトラックを走ってると、まるでアスリートになっ

たような気分です。そして、大学生や高校生も練習しており、こうした若い人

と一緒にいると、こちらの気分までが若返ります。 

 今思いますに、小さい事でもいい、自分で目標をつくり、それに向かってチ

ャレンジしていくことの大切さを知りました。そして、その目標をクリアした

時の達成感、これは苦労して登って、山頂に立った時に感じる達成感と同じだ

と思います。 

 今年は、１０月にある大阪マラソンの８．８ｷﾛにチャレンジします。 

       

 

 

                     奈良マラソンにて 

                      

← 白い帽子にブルーのシャツが私です 



私の余生は老い仕度（その２） 

2013.5.31  須藤 和雄 

 

まず、読み始める前にＢＧＭ「笑顔の魔法」を聞きながらお読みください。 

http://youtu.be/lcyD4vDxwrg 

 

今年３月 20日付け<創刊号>では次の趣旨の事を書きました。 

・「死」を語り合う事は大事で良い事。 

・理想の死を「在宅自然死」と考える人が増加。 

・次号以降は、【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。 

 

さて、大見栄を切った予告を書いてしまいましたが、いざ執筆しようとする

と嘘やハッタリは性分に合わないし、困ってしまいました。 

そこで先ず言い訳です。これは新聞、雑誌、書籍や人に聞いた話などの中から

「自分が納得した」事を羅列しチョット所見を挟んだ拙いエッセイです。 

従って正しさを主張するものではありません。 

 

＜帯津良一「達者でポックリ」より抜粋＞ 

●いつかは訪れる自分の「死」についてしっかりした心構えを持つことは今を

よりよく生きるために欠かせない事である。 

●我々の命は宇宙の大きな流れの中で循環していて、「死」は終りではなく魂の

故郷である「虚空」への旅立ちと考える。 

●生命のエネルギーが最高になった時に自ら積極的に死の世界に飛び込む。 

●寝た切りになったり、ボケたりして周りにさんざん迷惑を掛けた揚句、 

満身創痍になって死ぬことは避けたいものである。その為には「積極的養生」

が必要である。 

 

（上記考え方に賛同した上で、私が実践している積極的養生とは・・・） 

①心を軽くする為の身辺整理 

 ○我が家の年末決算 ⇒ 暮らしの棚卸（断捨離） 

 ○「リビング・ウイル＝尊厳死の宣言書」の準備 

 

 

 

 



②自分の身体との対話 

 ○人間ドッグ受診 ⇒ 早期発見、早期対応で健康寿命をキープ 

 ○生活習慣の見直し励行 ⇒・「何でも腹八分目」の遵守、 

・金を使わず時間を遣う(何でも自力でやる) 

 

③社会との関わりを保つ 

 ○いい場に身を置く(八剣山の会など) 

 ○旅やイベント参加で「ときめき」を積極的に求める 

 

「積極的養生」と云っても今のところ、こんなところです。 

「死」は忌み嫌われる問題ではなく、笑顔で話せる日常茶飯事ととして 

気の置けない仲間と情報交換をしたいと思っています。 

 

このエッセイは私のネバーエンディンクストーリーです。何時まで綴り 

続れるかわかりませんが意識しながら暮らすことは楽しい事です。 

本誌「第３号=秋季号」の記事も「私の余生は老い仕度」としますが内容は 

未定ですが、何か気に入った考え方に遭遇する事を期待しています。 

皆さんから叱咤、反論、お導きのご教示を頂きたいと思っております。 

                               （つづく） 

 

【参考】「リビング・ウイル=尊厳死の宣言書」については下ＵＲＬを 

ご参照下さい。 

http://www.songen-ks.jp/  

       



「海津大崎花見」の俳句集 

平成 25年 4月 19日 

 

      比叡おろし桜散らして船揺らし   甲斐田博幸 

      客船と手を振り交はす花の道 

      一合にふくらむ夢や花の下 

      花筏操りゆくや鴨の二羽 

      波先に海津の桜浮いてをり 

 

      枝先の霞に浮かぶ竹生島      木山 凡太 

      湖北路の桜吹雪を通り抜け 

      惜しむかな波打ち際の花筏 

      白嶺は残雪とかや比良の山 

      車窓より一見菜の花畑かな     須藤 凡雑 

      竹生島花ぼんぼりの先に見ゆ 

      おだやかな湖面喜ぶ花見船 

      湖北路をそぞろ歩きの花見かな 

      近江路へ霞む雷鳥号に乗り 

 

      花の辺にカワウ集まる鳰
にお

の海    高見 凡高 

      湖畔道すなわち花の街道に 

      水面にも花満開の色染めて 

      句帳手に百花繚乱如何に詠む 

      老桜仰げば我も力得て 

 

      たんぽぽや見上げる先に竹生島   美浪凡太朗 

      駅弁にこだわりもして花見酒 

      木の間より霞に浮かぶ竹生島 

      比叡山探しかねたる春霞 

      てくてくと花の回廊奥琵琶湖 

      乗遅れ特急に代えいざ花見 

 

 



      野良人の憇う頭上に揚
あげ

雲雀
ひ ば り

    安田 亨 

     湖風に桜吹雪の続く道 

      花見船湖北の湖を賑わせて 

      湖西路を行けば久しや蛙鳴く 

      大崎の桜天蓋アブが舞う 

 

      西比叡東琵琶湖や春霞      金城 凡生 

      のどけしや山の仲間が湖の辺に 

      琴の音の海津の浜に花盛る 

      さながらに岬を巡る花街道 

      大枝を湖面に広げ老桜 

 

                   

枝先の霞に浮かぶ竹生島 



 

編集後記：＜山の字に見ゆる青嶺（あおね）が大和富士 片山多迦夫＞季節は

若葉から青葉に移りました。夏季号の発行です。寄稿者の皆さん、そして編集

に携わった皆さんご協力有難うございました。▲今号の閲覧については、２ペ

ージの「閲覧方法」を開き、そして必要があれば各自でプリントしてください。

なお、パソコンを利用されてない方には、プリントしてお配りします。▲小西

さんの表紙画＜使い古した山のコンロ＞今は見られない郷愁のグッズ（石油燃

料使用）に、感慨をもって鑑賞されるのでは。この絵は山の会の表紙ならでは

の作品です。小西さんには、この季節にふさわしいエッセー「雨」も寄せて頂

きました。日本人と雨についての味わい深い文章です。そして文部省唱歌「四

季の雨」は、文語調の歌詞とメロディが又素晴らしいです。小西さんがご案内

のユーチューブで聴いてみてはいかが。▲剣道歴５２年にして、７段の剣術士・

甲斐田さんの「剣道への想い」は、剣道への真摯な態度に感銘を受けました。

剣道着の雄姿を、写真に撮りたいとの申し入れに照れる彼を説得し、道場に乗

り込んで？須藤さんが撮ったのが３枚の写真です。稽古中の真剣な表情と気合

は、さすがに迫力がありました。▲真田さんの「花粉症 南の島は 安息地」。

花粉症の悩みから解放され、癒してくれた南の島の楽園ぶりが語られ、こちら

まで楽しくなりました。沖縄出身の小生としてはお蔭さまで、いささか郷土の

良さを見直しました。真田さんの文を読んでの２句。＜長閑（のどか）なりシ

マンチュガイドの語り口＞＜花粉症なんくるないさあウチナーへ＞（花粉症は

沖縄へ行けばなんとかなるさ）＞▲須藤さんの「私の余生は老い仕度」には共

感しながらも、彼のその実行力には、ついていけず、只只舌を巻くばかりです。

ところで、その須藤さんなら既に実行しているでしょうが、こんな話がありま

す。▲その著「頭の体操」で有名な心理学者、８７歳の多湖輝（たごあきら）

さんが次のように呼び掛けています。「年をとったらキョウヨウとキョウイクが

絶対に大切」皆さんお分かりですか？実は「今日、用があるか？」「今日、行く

ところがあるか？」ということなのです。まあ、お互いに明るく元気で長生き

しましょうよ？・・・・と。                 金城凡生記 

▲本誌「創刊号」「夏季号」の編集作業に当たり感じた事ですが・・・ 

寄稿して「読者(友人)に読んで欲しい、そしてその後の会話のネタにでも…」 

と云う意欲と思いに大きな価値があると思いました。 編集委員：:須藤和雄記 

▲秋季号は原稿締切８月３１日、発行日９月２０日の予定です。本誌２ページ 

に亘る「八剣山の会春秋」の寄稿・発刊・閲覧方法を開いて、気軽に応募して

下さい。  ＜宇陀の野に都草（みやこぐさ）とはなつかしや 高浜虚子＞                     
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