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   父と母 

 

叱られたことも懐かし御魂祭 

 

どの子供も親を選ぶことはできない。 

しかも生きる事を強制されている。しか

し、与えられた数十年は振り返ると実は

短い。 

  我々五人兄弟は母の遺骨を抱え、故郷

に帰って行った。関東から遠く離れた愛

媛県の瀬戸内の海辺と言うこともあっ

て、この故郷に全員が揃ったのは、父の

納骨以来で、これから暫くは無いであろ

う。 

改めて、父も母もいなくなってしまっ

たことを突き付けられた。 

五人の子供たちは孤児になったのだ。親

というのは不思議な存在である。かなり

ヨボヨボに成ってしまっても、父と母は

いつまでも父であり母であった。 

壮年に達し、それなりに偉そうに見え

ても、親の前では、子供は子供に過ぎな

い。 

時が経ち、運命は両親とも奪い取る。 

直後には分からなかったけれど、ある時

から「子供として受け入れてくれる者が

いないこと、甘える事も叱られたりする

事も無くなってしまっている」ことに気

が付く。 

親という絆が消失してしまった今日

からは、孤児たちはそれぞれ独自の道を

歩まねばならない。 

法要が行われた寺の前は 5人のうち 4

人が通った小学校である。 

それは遥か 60年前のことだった。 

この小学校は毎春、新しい担任と全員で

写真をこの寺の庭で撮った。 

 

カメラなど持たない近藤家では子ども

たちの成長の記録はその写真だけであ

った。 

 足の痛さと格闘する法要が終わり、庭

に出た。池も松も石垣も、時間を止めら

れたように昔に変らぬままであった。 

互いの記憶力を競っているうちに、「昔

のようにあの石橋に並ぼうよ」となった。

澄み切った青空の下、我々は 40年ぶり

に帰郷記念写真を撮ることになった。

52歳の長男から 40歳の弟まで、元気の

良い姿が、お寺に咲き誇るサツキと新緑

の中に鮮やかに印画された。 

 

 始めて父母の存在を意識したのは父

と母を失ってしまってからだった。 

つまり、父について、生きている頃には、

その存在の意味をあらためて考えたこ

とはなかった。 

子供たちにとって、父そして母とはどん

な存在だつたのだろうか。 
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70 歳を過ぎても、朝から夜まで黙々

と働き続けて来たのを、みんな見ていた。 

さすがに、その姿を「親としては当た

り前」とは断定的には考えはしなかった

けれど、お土産などで「ありがとう」な

ど言った以外に、勤労に対して、感謝の

言葉をかけたことは少なかった。 

【親たちがねむった跡で目が覚める】 

 

生物が地球上に発生して以来、すべて

の生物で親子の関係が生まれた。人間以

外に見られる絆は「親は子供がある程度

の身体になるまで、命懸けで守る」であ

る。 

その時期になれば(草木やシャケは即

座に、ラッコやふくろうはもう少し長く、

そしてライオンは 3 年間、野良猫は中

を取って 8 ｹ月で)強制的な親離れが実

行され、もはや親子という絆は消滅する。 

その中で、人間だけが奇妙にベタベタ

とした親子関係を一生涯続ける。他と比

べて、子供に金が掛かっているせいもあ

るか… 

しかし、「子供は親の生き様を見て育

ち、親は子の笑顔を見て…」という言葉

は死語である。 

子供に見せる背中だと、張りきっても、

ある時、ふと振り返っても、そこには自

分の影だけしかない、のが普通だ。 

各動植物と同じで、辛くとも効率よく

そしてビュウティフルに生きるように

強いられている。 

子供への頼み事も、8割は腹に入れた

ままに… 

最近、子供が優れている家庭は、父親

が早死にしているなどと、父親の早期立

ち退きを迫る意見すらある。 

夫が早めに退陣した後の未亡(忙?)

人たちの溌剌さ元気さを、私は商売柄よ

く目にする。 

自分のために生きる以外にはない。 

収入に対しての生活費の増大などの、

苦労が直接子供たちの目の前で展開さ

れるため、「そうか、母は苦労してるん

だ」と母親は父親と比べると同情を買い

やすい。 

だから、父が 80歳を前にして、慌た

だしくこの世を去った時も、意外に淡々

としていて、泣き叫ぶこともなかった。   

脳の店仕舞いが少しずつ進行してき

ている母のその後の身の振り方などで

子供たちの頭は一杯になっていたせい

もあったかもしれない。 

父が亡くなった後も、母を中心とした 

 次の年、久しぶりに訪れた札幌で、懐

かしいビール工場を撮影している時に、

突然、全身が「父を失った悲しみ」に包

まれた。自分が懸命に撮っている写真が

「父に見せるための写真」であることに

気付いたのだ。 

写真は父の晩年における大切な趣味の

ひとつであった。自分が撮ろうとしてい

る対象やアングルが「父なら喜んでくれ

るアングル」を選択している事に気付い

たのである。 

父の視点で撮っていたのだ。 

しかし、褒めてくれる父、喜んでくれる

父はもういないのである。 

札幌は、田舎から出てきたばかりの 7

人親子が長く辛い日々を過ごした町で

あった。 

観光・美食などの記憶もなかった。 

父母は大きくなった子供たちと揃って

札幌を訪れることを一家の夢としてい

た。 

取り壊されて空き地になっている想い

出多い一画でカメラを仕舞う時に、突然

その「遂に実現させることができなかっ

た父母の夢」に気付いたのだ。 

夏の終わりを告げる短い雨が、立ち尽す
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私を追い立ててしまうまで悲しみに包

まれていた。 

その後、生まれて始めて降り立った博

多を歩いている時に、突然父が九州大学

学生として青春時代を送った街である

事に気付き、大学構内を何時間も父の歩

幅で歩き回った。古い建物の石段にはい

ちいち座ってみた。遠くを眺め、近くに

目を落とした。  

去る時にも何回も立ち止まって遠ざ

かる大学を見て「また来るからな」と声

をかけた。    

《引き揚げ》 

我々6人兄弟のうち 5人は満州で生ま

れた。私のすぐ下の妹は誠に早死にをし

た。父母たちは「あの子が一番きれいだ

ったよ」と証拠の無い話を何回もしてい

た。 

敗戦決定的になった時点からのロシア

の参戦と満州侵略そして乱暴狼藉は、

我々一家をはじめとした全ての人々に

悲惨をもたらした。 

昭和 21 年、我々は引き揚げてきた。

父が持てるだけの財産を全身に巻きつ

け、母は前に妹、背中に（恥ずかしなが

ら）3才の私を背負い、両手に兄と姉の

手を握り、四国の父の実家に転がり込ん

だ。 

それが一家の流転の第一回目であった。 

 

一番下の弟は母が 45歳のとき生まれ

た。このがんばりには確固とした理由が

アッタノダロウカ？ 

単なる結果できなかったのか？医師

の私は考える。ひょっとしたら母は子供

が生まれ原因をしらなかったのではな

いか、と。しかし、その弟も 65歳。 

 

一番人生が変ったのは父であろう。九

州大学を卒業し、満州電機で技師生活を 

して居た父は、誠に幸せな生活を送って

いた。大好きな酒もふんだんに飲めた。

鼻を赤くしてしまうほど続けた酒であ

った。 

が、敗戦後は生活に追われ、辛い人生

後半を続けることとなった。 

とは、言え、あのまま、満州で酒浸りに

なっていたら、40 歳までに落命してい

たであろう。 

そうなれば、我々の人生行路も全く違っ

たものになっていたであろう。 

この異国における敗戦国民としての

生活とその後の引き揚げるまでの行程

は危険極まりなく、文字通り必死の逃避

行であったようだ。 

父の故郷では祖母が独りで家を守っ

ていた。我々7人の親子はそこに身を寄

せた。 

父に力仕事ができるわけがなく、それ

からの 5 年間は生活費を稼ぐために多

くの業種に就いた。 

電気屋さん、高校教師等などは九大工学

部電気科卒の学士と関連があるともい

えたが、毅然とした性格は「いじめ、騙

され」などの対象となり、長続きをさせ

なかった。 

何年かは自宅の土間に 20個近くのボ

ックスを並べての駄菓子売りまでして

いた。 

目の前にお菓子が並んでいる状況は飢

餓状態の子供たちに最悪な環境と言え

るであろう。 

今、その時のことを考えていると、私の
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脳が「強制消去したこと」もあったよう

に思う。多分「自分の店の菓子を盗み食

べて、親に強くしかられた」という記憶

ではないか？ 

「もう二度としません！」と泣いたよう

な記憶が「脳のゴミ箱」に捨てられてい

るに思う。 

今考えれば「目の前の菓子に手を出

す」ことは子供にとって当たり前のこと

である。しかし、真実か否か不明でさえ

ある記憶がその後の私を縛り付けた。 

しかも、「黙って盗らない」と決意さ

せただけでなく、「周辺で物が紛失した

だけで、自分がしたのではないか？自分

が疑られているのではないか？」という

奇怪な感覚に襲われることである。 

これに勝つには、死に物狂いで働いて、

金に困らない人生を送ることである。 

近藤一家の話を書くに当って、引き揚

げ前後は重要な事であるが、昭和 17年

生まれの私には空白である。父母の環境

が落ち着いたら、その辺を聞いて置きた

いと思ってはいたが、ついに聞かないま

まに終った。満州孤児一時帰国の番組に、

大変真剣になっているのを見ると、「も

う一人くらい居たのかな？」などと思っ

た。 

引き揚げから子供たちが分家するま

で続いた「近藤家の悩み」は「家の狭さ」

と「引越しの多さ」であった。私たちは

十回引越しをした。7人家族のために広

い住居を手に入れる事が出来なかった

のは、我々兄弟の教育費用捻出のためで

あった。 

父母は終に自分の家を持つ事はなかっ

た。 

その 4 回目の引越しで、父母と 5 人の

子供が、慌ただしく故郷を離れたのは昭

和 26年であった。 

幾つかの職を経た結論が「この寒村で

の物を食うだけ稼ぎを続けているかぎ

り、子どもたちが成長することは不可

能」で、父は北海道に単身赴任した。 

母と子供たちは、3つ駅向こうの町のは

ずれに身を寄せることになった。天国と

見えた故郷を離れたり、の「ワンポイン

ト引っ越したりをした理由が、子供たち

にはよく理解できなかった。そんなもの

か…  

はじめの数ヶ月は、8畳と 6畳の部屋

にいて、その後の 8 ｹ月は別の家の「ゴ

ザを敷いた納屋」に移った。日ごとに月

ごとに家具は、米に化けて減少し、住い

は広くなって行ったが、6人にはやはり

狭かった。  

引き揚げてより、ずうっと連続した間

借り生活であったから、十畳あれば広い

とさえ感じていた。 

札幌でも間借りが続いたから、広い家

に対する願望は、すべての兄弟の骨身に

染み込んでいた。特に公団のトイレは狭

く、使用の度に頭をぶっつけたので、遺

伝子の一部さえも変化したのであろう。 

一方の「引越しの多さ」について、あ

る時ふと、我々一家は何かから逃げ回っ

ていたのではないか？との疑惑が湧い

た。 

ＮＨＫを始めとするあらゆる集金に恐

れ慄いていたことも知っていた。(今は、

抗議のために視聴料について意見を持

っているが…そのころは払えなかっ

た！(開き直る訳ではないが…) 

そのころのＮＨＫは国民の視点に立っ

ていた。単純明快放送が国民を鼓舞させ

ていたのだ。夕暮れ時の「鐘が鳴る丘」

とか「新諸国物語」などがなければ、我々

は暗い夕方を送ったであろう。幼い(並

外れた兄を除いた)4 人兄弟たちは丸ま

って暗い中で想像の世界に精神を開放

していた。 
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 母は次々に現れる辛いこと悲しいこ

とを腹に飲み込み、暴れまわる五人の子

供たちの中心に悠然と座っていた。 

母に取っては、5人の子供たちの現在を

切り抜けて行く事だけが全てであった

のだ。 

思春期を迎えた兄は、学校と映画館に

半々に行っているようだった。 

このままだと入場料に困って、間違った

道へ歩み始める事は時間の問題だった。 

母は、先人が軽い気持ちで使用し続けて

きた「出世払い」という空手形を映画館

の受付の人に乱発した。 

その後も、何十回かは出された手形は回

収されているのだろうか？ 

私は 40歳を超えた時、札幌の米屋さ

んとお医者さんに、手形の回収を申し出

たが、帰ってきたのは、当惑の笑顔だけ

であった。 

だから、医者である私は、いつも「こ

の当惑した笑顔」を用意してある。 

そのようにこの頃はかなり、どん底の生

活を送っていたようだ。 

ほかの 4 人はきちんと、学校に行っ

た。なぜなら、学校給食であったので、

昼の鐘が鳴れば、確実にご飯を食べるこ

とができたからである。 

夕方 5 時になって新居浜の町に流れて

来る「新世界の第二楽章家路」が、その

日の苦労終了の合図であった。 

今でも、我々兄弟は、この曲を聞くとこ

の辛かった日々を思い出す。 

村のガキ大将であった私も町の転入

生となると、目立たぬ子供となっていっ

た。それまでの小学校の写真では、いつ

も大きな態度をして、真ん中にいた私で

あったが、前列の左端っこにちょこんと

位置させられるようになった。それ以後、

何時の間にか、端に並ぶ癖が付いてしま

った。 

昭和 27年夏、父は我々を札幌に呼び

寄せた。父は大阪まで迎えに来てくれた。

丸一日、列車は日本海側を北上した。駅

前の食堂で一家は札幌の生活のスター

トを切った。平均的貧しさにある近藤家

の都会での新たな闘いが始まった。 

そのころの札幌は馬車が横行し、馬糞

が強い風で舞い上がり、石炭ストーブの

煤で町全体がくすんだ姿をしていた。冬

になると町はすっぽりと雪に包まれた。 

南国育ちの父母はその寒さに飛び上が

っていたが、子供たちは初めて見る降り

積もる雪を大歓迎していた。 

四国の標準語は北海道の悪言葉からみ

ると劣悪な言葉と聞こえるらしくから

かわれた。 

そのから 10年間は近藤家の星である長

兄の叱咤により、兄弟も落第もせず穏や

かに義務教育時代を過ごした。 

父は小企業のエンジニァとして真面

目に働き定年まで務めた。 

近藤家では、女はなんとなく高校を卒業

すると就職し、男はなんとなく大學に行

くという雰囲気となっていた。妹は銀行

に勤めた(振りをして…)後、ひそかに

勉強して 3 年後埼玉大學に合格した。

近藤家の家計を支える姉はずるずると

働いた。 

姉は私と兄に「分っている？私はあなた

たちの犠牲になったのよ！」と長い間、

言っていた。男供 3 人は「金の掛から

ない大学を選択するかわり、2年間の浪

人は権利だ」と、高校を卒業すると、躊

躇うことなく浪人生活に入って行った。

このため、よその家より 10年間以上は

教育期間が延長された。（今、改めて、

計算すると実際は、16年間長かった） 

【親の気になれとはむりなしかりよう】 

手のひらの半分に乗る一枚の写真に、

そのころの父の姿が残っている。小さな
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机に向かっている父。頭が少し薄くなっ

た父。黒い袖袋を両手にはめて、機械設

計に打ち込む父の姿である。 

40 歳台からは、判で押したような規則

正しい日課を送っていた。 

昔の人は皆そうだったのであろう。 

北海道の朝 6 時半はいつも寒い。父

は、手の切れるような冷水で、毎朝歯と

顔を洗う律義な男だった。私にはそうし

た悪癖はない…そして、貧しくとも、髭

剃りはジレットにこだわっていた。 

そして 1個の半熟の卵焼きとみそ汁の 

朝御飯に向かう。 

まず、御飯の半分を白味で食べる。そし 

て、残った黄味を半分のゴハンの上に乗 

せ、梅干しを少し置いて、かき回す。 

これが定番の朝食である。お茶を飲ん 

で終る。 

全く私と同じであるが、父は母としか朝 

食を取ったことがない。 

これ、何十年と繰り返された。 

あんなに、愛しているアルコールも旗日 

と家族の誕生日に「今晩は飲めるかな」 

と嬉しそうに声を弾ませるくらいだっ 

た。 

親の苦労も空しく、2浪生は、またもや

K大の法学部に落ちた。しかし、何の気

なしに受けた医科大学に合格し、この道

に入って来た。 

この合格発表の朝は、残された二期校の

受験の日でもあった。 

まだ暗いうちからストーブには大量の

コークスが入れられていたらしく部屋

は充分な暖かさになっていた。父も母も

かなり前から起きていたようだった。こ

の日の朝ごはんの光景が今でも脳裏に

焼き付いている。 

「おめでとう」と軽く言うだけだったけ

れど、両親が安堵感で満たされているこ

とを知るには十分であった。 

  医学部など考えてもなかったので、興

奮も特に無く、両親と朝ごはんを共にし

て、小樽に向かった。結局は小樽の急す

ぎる坂道に閉口して急速に医学部入学

に傾いた。 

1年後、定年になった父は次の仕事を

東京に決め、一家は私を残して上京した。 

その 1 年後、念願の新築団地に当選し

終の棲家となった浦和市に転居する。 

このころから近藤家も経済的に安定し

始め、テレビの前に長いすを購入したく

らいである。 

 

さて、母は姉さん女房で、単純な父の

すべての行動はかしこい 2 歳上の妻に

読み切られていた。「そんなに、飲んだ

ら身体に良くないでしょう」から始まり

「ほら、そこに物が有りますよ、気を付
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けて」「ボタンが外れていますよ」まで、

とりわけ利発でもない子供たちからみ

ても、賢い女の掌中でもがく男の姿に見

えた。 

子供の人生において父親はどんな役

割を果たすのか。 

また父から見て子供とはなんであっ

たのか。 

人生は結局結果から見ると分かりや

すいように、父は数多くの大病を乗り越

えて（最も、若い頃の狭心症を始めとす

る病名と治癒の宣告は医者が言ってい

るに過ぎなかった。そして、与えられた

薬剤も今にして思えば無効薬だ。）診て

いた医者よりも長生きをして、子供たち

が中年になるまで元気に酒を飲み、すべ

ての孫を見ることができた。 

子供たちの早期生産打ち切りを笑っ

たであろうが… 

そして、分に応じた趣味を持つことが

できた。 

その後、一家には大きな不幸も少なく、

子どもたちも結婚し、父母はふたりで団

地生活を続けた。 

子供たちみんなが社会人になった頃、

父母は既に 70歳台後半になり、生き物

としての終息に向かっていた。 

10 年も前から、父の足は坐骨神経痛

（多分腰部脊柱管狭窄症）で、歩き始め

ると激しい疼痛を見せていた。 

徐々に増悪して来たが、働くことを辞

めなかった。仕事は電気保安の個人契約

で、重い道具を担いで行く必要があり、

今考えると最悪の職業であった。 

 

 

子供たちというものは、親の仕事上過

酷さについての理解が希薄で、「大人は

みんなそんなものでしょう」と簡単に処

理し過ぎるかも知れない。 

その事は、自分自身が、高齢の親とな

って、自分の子供に過大評価を期待する

というか、夢想する頃に、やっと分って

くるのである。 

「孝行のしたい時に親は無し」は誠に

真実を突いている。 

死ぬまで苦難連続の仕事を受け入れ

るのは「究極の親の美学」かも知れない。 

父が晩年熱心になったのは囲碁で、念

願の日本棋院 2 段を獲得したときには

静かであるが深い喜びにある父を感じ

た。 

そのころの日曜日は仕事をしていな

かったので、私は昼前に団地に向かった。 

父と碁盤を挟んで、勝たないように、

露骨に負けないように努力していたが、 

母は日本画を 

隣の部屋で母は日本画を描いていた。 

老人クラブでは長い間、俳句クラブに所

属していたと聞いていたが、75 歳頃、

前・側・後頭葉間の連携が衰え、発想と

構成が重要な俳句を作るのが辛くなり

はじめた。 
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そのため、隣部屋のサークルつまり日本

画クラスに入って行ったと聞いた。 

 

生まれて初めての日本画であるから、当

然、大変な苦労であったろう。 

先生から提示される「お手本」を模写す

ることから始まる。 

 

 
カレンダーの裏に描いていた段階から

画紙そして和紙にと進んでいった。 

大体、皆このあたりで投げ出すものだ。

 

 しかし、母は難解な作業に耐えた。 

 

数年後には母の部屋は画材が主役とな

った。 

 
時々雑然とした画室を見に行ったが「ま

だまだ…」だ、なんて思っていた。 
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父の死 

その父が、引き揚げ者に共通の波乱に

富んだ 80年間の人生を終えようとして

いた。 

さて「医者は肉親を冷静に診る事がで

きない」と良く言われる。「肉親すら…」

と言われないかと心配ではあるが、親を

若くして癌をはじめとする簡単な疾患

で失う医者の例は数えきれない。 

いわんや、里帰りの時に、親の糖尿病を

見抜ける糖尿病専門医はまれであろう。 

 

親孝行と診察は並び立たないのである。 

 

私も父の碁の相手をしながら「どう、足

は痛い？ふーん・・医者に行っている？

そう…この黒石アタリヨ」と呟くくらい

が精々であった。 

 

「親、少し元気なし」ということで、我々

5 人兄弟が団地で顔を合わす機会が増

えた。 

皆すでに 40歳台となり、狭い部屋で待

機していることも考えられ、時間潰しの

なにかしらの小道具を持参していた。妹

は英語、兄は物理の教科書と言うふうに。 

 

父も若いころから、ドイツ語を勉強する

事を心の支えとしていて、ポケットには

それを入れていた。入院前日まで聞いて

いた「ドイツ語のカセットテープとテー

プレコーダー」は棺の父の手の近くに添

えられた。 

 
その 81歳の父が、胸痛と息苦しさを訴

えたのは、昼間私が訪れ、いつものよう
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に碁を打ち、夕食を共にして、私が家に

ついた後である。 

「救急車を呼んで」という私の指示によ

り、近くの救急病院に搬送された。 

見舞うと、外科系の医師によってゼンソ

クとして加療されていた。 

 

 
翌日、かねて、大病発生時には運び込む

と決めていた三井記念病院に転送した。 

そこで、心筋梗塞と診断が変り、強力な

加療が始まったが、老人が往々にして辿

る全身の血液不全で 2 週間後に亡くな

った。 

 

第 2 病日、とはいえ、愛すべき病院

に転送された父（そして後に母も）にと

って、多少不運だったのは、循環器学会

期間であった事だ。このために、近くの

救急病院に向かうほか無かった。 

 
肺も心臓も距離的には近いとは言え

るが…循環器学会期間中には心筋梗塞

になってはならない。 

その父が重篤となって、母も近くのホ

テルに宿を取った。 

我々子供達は、医者や弁護士を含めて

皆、再び無力な子供たちに戻り、目の前

に展開して行く父親の人生の店仕舞を

唯々見守るだけであった。 

 
しかし何故か、暗い雰囲気がなかった。

「歳には不足が無い」と言う奇妙な台詞



 11 

が要所々々で飛び通った。 

父重篤という連絡で、子供たち夫婦と孫

たちはワーツと集合すること癖が付い

てしまった。 

「歳に不足は無い」などと、誠に簡単に

言ってしまうが、これ程無意味で、無礼

な言葉も無いかも知れない。 

歳と言わずに「彼なら、まあ、そんなも

のか」などが大病の時に白い着物の関係

者の間で交わされているのかも知れな

いが、主治医を含めた人々の「そんなも

のか」とする基準が「風聞による財産・

外面的な風貌・迫力」などによってねじ

曲げられる恐れが有る。 

つまり、立ち会った人々の価値観で決ま

るのである。 

昔から「夜、爪を切る人は、親の死に目

に会えない」と言われるが、それは経験

からして、五分々々に過ぎず、「関係者

の判断が間違うと、死んじゃうよ」が正

しい。 

 

それからの 2週間、最多時 20人になる

子供と孫たちは、見舞いに行き、夜 8

時、不夜城から去り、ぞろぞろと、秋葉

原駅に向かう途中、一杯の酒と食事の遅

い宴会をするのが、常となった。  

兄弟たちは久しぶりで会うので、食い、

飲みながら、笑い騒ぐ。 

ガヤガヤと笑い合っていると、母は

「お前たちなにか、良いことでもあった

のか？」などと寂しげに我々に八つ当た

りしていた。  

 

 

我々兄弟は初めて遭遇した肉親の葬儀

に混乱した。近くで待機していてくれた

のではないかと思うほど即座に、業界の

方が来てくれた。 

 

棺と祭壇のメニューが、食堂のように

渡された。 

一番左には「この際思い切って親孝行を

するセット」が数百万円の定価であった。  

色々あって、イカダ・（並み近辺）そ

して最後「なるべく金を掛けたくないセ

ット・潜水艦」とあった。並み（波）の

下で良いセットだそうである。 

その他、戒名に至る不可解な出費に、混

乱は更に深まった。 
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母は短期間、子供の家で過ごしたが、住

み慣れた浦和市の団地での生活を切望

し帰って来た。 

その後は独りで生活し、徐々に本物にな

っていく日本画に打ち込む日々となっ

た。 

私も、日曜毎に、母の元に行き、夕食を

共にして深夜帰る様式が固定した。 

 

その年の正月頃から、兄の行動が変だ

という噂が流れ始めた。「物理だけでな

く数学の本も持っている」「医学部を受

験するというのは本気らしい」「銀座の

法律事務所も整理しているらしい」とい

う「らしい、らしい」噂である。 

「なんだって！そんなばかな！ 60 歳

で医者になって何をするのだ！」と私の

頭の中は、パニックになってしまった。 

私立では数千万円の授業料を必要とす

るのである。悪徳で金を溜めたという話

は皆無であるし、金はどうするのだ？ 

若い医師に課せられた当直を初めとす

る激務に 60歳台が耐えられる筈がない。

また、昔ならいざ知らず、習得すべき現

代の医学知識は莫大で、50 歳台には無

理不可能である。あの国家試験に合格で

きる筈がない。金、体力、頭いずれも不

可能な事は明らかである。 

昔から、二点豪

華主義として、貴公子然としていたのだ。 

今更「マダム、オシッコが近いのですね、

残尿感はありますか？」とか「ウンチに

血は混ざりませんか？ムッシュ」などは

似合うわけが無い。 

「お兄ちゃんは病気だ」「お前こそ病気

だ」と互いに頸動脈血流を乱行流させな

がら、喚き合った。 

電話による説教ほど迫力に欠けるもの

も珍しい。説得しようとする相手の状況

姿態が分らないのである。 

ソフアーで横たわり、ビールを片手に、

目線の先はテレビであるかも知れない。 

初めから相手が間違っていると結論さ

れているので、交代で、「お前が間違っ

ている」「兄ちゃんはおかしい」と言い

合う訳である。だから、相手の番になる

と受話器を耳から外している恐れがあ

る。そもそも、「お前」と「兄ちゃん」

とでは迫力が違う。 
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弁護士に「お前は鬱病だ」と言われる医

者も情けないものであった。 

 世の中で不条理な事柄の一つに「兄は

弟を一生涯、下に見る権利が有る」とい

う事である。弟の意見はガキの意見なの

である。妹や弟などは「40 年前の鼻た

らし」から成長する筈がないのである。

りっぱな大人になったのは自分だけだ

と疑わないのだ。環境が遺伝子を一度だ

け変化させる例である。 

 
 「オイ、次郎！座布団を持って来いよ」

と、兄さんに顎で使われる著名人などは

ざらである。不思議なことだが、弟、妹

たちは、昔と同じように今も小遣いに不

自由していると思い込んでいる。 

本人の方がよほどに手元不如意な時に

も、弟や妹を見ると「お小遣い」をやろ

うとする。妻に「おい、サイフ貸せ」と

言うだけ。大切な金としてひっそりと隠

れていた金であったのに、哀れ、弟妹の

財布にある大金の中に紛れ込む。当然、

帰る頃には大変困り果て、後悔する。 

 
 仏様ほどではないが、人生で開眼する

瞬間があるとすれば、この不条理に気付

いた瞬間が正にそれである。この閃きは

マカオのブラック・ジャックのテーブル

で起こった。なぜ、兄が納得しないかに

結論が付いた。「弟の私が言っても、駄

目だ」と悟った。 

 恫喝泣き落としを含めた様々な工作の

すべてが失敗したが、試験は通る訳がな

いと確信していた。「面接さえあれば、

自分よりも年上の学生を入れる筈がな

い」と。 

 

しかし、私の願いも空しく、20年間（い

やいや、弟から見れば、40年間）、口と

手振りとで飯を食って来た兄に、杏林大

学は「なるほど、いや立派」と納得させ

られて、入学を許可してしまった。医者

は弁護士には弱いのである。 
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現代の老人は命が容易に尽きないた

めに、新たな試練に立たされている。 

それは苦痛に近い。 

父が亡くなった時に、母はそれから 5

年間の生活費と葬儀代として 2 千万円

が必要と計算していた。葬儀代金の 4

百万円という計算が正確であっただけ

に、余計に悲しい。 

商売柄、超高齢者の死亡に立ち会うので

あるが、最近は「葬儀は簡単に、簡単に」

と言う事を忘れない。 

喪主が 70歳を越える時など、死者を知

る人など誰も来ないのである。孫の会社

関係者など意味の無いのである。 

 

残された母も糖尿病、高血圧、不整脈、

軽い鬱気分など多くの病を持ち、入退院

を繰り返していた。インスリン注射を自

分のお腹に打っていた。あの時代あの年

齢で自分でインスリンを打つ患者は珍

しかったが、子供が内科医ということで

頑張っていた。 

母は子供が医者だからとがんばって

いても、子供本人は親を患者として客観

的に扱うことは困難であった。 

 

「どう元気？」と声を掛けたり、薬剤を

運んだりするレベルに止まっていた。 

 父の死後、浦和団地で独居する事を決

心した 83歳の母は日本画制作に本格的

に取り組み始めた。 

改善する事はない多発性脳梗塞を持つ

老人が見せる「まだらボケ」に本人も苦

しみ、周りの多くの人々も徐々に混乱し

始めた。 

  絵も生まれて初めてであるので、先生

の絵や写真を写し描くことだった。 

しかし、市展、県展に合格しはじめた。

私も汚れた絵(夜、描くと暗い絵にな

る)を描いていたが、入選と聞いても、

「歳で入れてくれた」と、ライバル視し

たことはなかった。 

 

 

  84 歳を迎える春に、子供たちに「私

の最初で最後の願いだけれど、個展を銀

座で開催したい」と申し出た。 

 

「銀座で個展開催」が日本画を始める時
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に、仲間の前でした公約声明であったよ

うだ。 

 

「ホラと公約は表裏一体だし、皆忘れて

いるよ」と母を説得する「勇気ある子供」

もいない事が分り、「どうせ、今頃、銀

座の画廊に当っても、数年間は駄目と言

われるでしょう。そうすれば、諦めるよ」

と言う事になった。断念させる儀式は、

母の目の前で行なわれた。   

   

案の定、次々と断られて行った。 

しかし、子供たちの計略は、銀座 4 丁

目の玉屋ギャラリーの「それは素晴らし

い事です。大変幸運にも、少し前にキャ

ンセルがありました。是非どうぞ」とい

う電話で崩壊した。 

 

 
母の目はキラリと輝き、我々は絶句した。

成り行きとしても断る事もできず、11

月の開催が決定された。 

   
 

「夏くらいになれば、どうせ諦めるよ」 

など、半ば真剣に言い慰め合っていた。 
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  それより以降、母は睡眠と食事と、数

箇所における排泄とその事後処理の他

は、未完成の作品の完成化に全てを注い

だ。画き疲れると、仮眠し、覚醒すると

キャンバスに向かった。 

貧乏人は安い料理から箸を付けると、よ

く揶揄にされるが、母もそうで、私がせ

っせと運び込む岩絵具を高価でもった

いないとして、しまい込んでいた。 

 
 

しかし、最後の晴れ舞台の決定に腹が決

まり、それより以後は、この日のための

岩絵具が惜し気もなくつぎ込まれた。 

 

3 月に入り、あと 6 ｹ月にせり、母を交

えての展覧会打合わせが行われた。横に

なったり斜めになったり埃を被ったり

して寝ている作品の選別が開始された。

数点を除き、すべては未完成であり、こ

のままでは間に合わない事が明瞭にな

った。 

そういう騒動の中で、今度は 46歳の妹

の「横浜国立大学に合格」というニュー

スが伝わった。言語療法士の資格を取る

ためという。 

 

なんだ、なんだと、混乱して白くなった

私の頭の中を、妹の家が、台所が、そし

て放置された食器の山が、最後に自分の

皿と箸を洗う高名な御亭主様の像など

が次々と横切っていった。 

【女房の留守内中（うちじゅう）がわん

だらけ】  

 

まともで、静かな人生を歩んでいるのは、

私だけか？ とさえ思えた。（当然山のよ

うな反論はあるが） 

 

次男の私が切り開いた素晴らしい道を

辿ってみたいと考えたのだろうか？ 
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  春になり、壮年たちの新学士入学生た

ちは嬉々として、通学し始めた。 

こうしたものは話題になりやすい。人々

は簡単に「りっぱじゃないですか！」と

感心し、悲しそうにしている私を不審に

思った。他人はさて置き、我々身内は、

心配しながら見守るグループと金の工

面に走り回るグループと家事を分担す

る人々に分類された。 

 

秋になり、展覧会が近づいたが、母の体

力は次第に衰え、死と生と気力との闘い

が本格化して行った。しかし、一つの事

に的を絞った時、人間が見せる必死の努

力の凄さは、たいしたものである。 

 

時折、うつ状態が衰えてしまった肉体だ

けてなく精神を支配し、一日中床に就く

 
日も見られたが、深夜になっても、気力

さえ快復すればむくむくと起き上がり、

絵に向かった。姉の助けもあり、着々と

完成させていった。 

  

どうせ、ギブアップするか、壁が埋まら

なくて、我々の下手な絵も参加する事に

なるとタカを括っていた子供たちの予

想は外れ、割愛する作品が出てくるほど

になった。 

 
気力は充実し、「85歳の日本画展！」と

大書された展覧会は大成功を収めた。子

供たちは連日出動し呼び込みをした。 
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《絶筆 2点》 

 

 

85歳で、日本画個展を成し遂げた後は、

母の生命は急速に消失し始めた。 

そうした老人は自分でも幕切れを感じ

ているのであるから、「おばあちゃんは、

元気よ。90 までは大丈夫よ」などと言

ってはならない。 

事実、母も、眼科医から言われて、すっ

かり落ち込んでしまった。                           

母は長崎の生まれであり、小さい頃に母

親を無くして、かなり苦労をしたそうで

ある。しかし、母について知っている事

は、「長崎生まれ、苦労し続け」くらい

であったので、そろそろ、色々聞いて置

きたい考えていた。 

母自身も「自伝を書きたいけど、もう時

間が無いわね」と何故か大胆な事を言っ

ていた。苦労話全集以外にも書き残すネ

タが有ったのだろうか？ 

日曜毎に会ってはいたが、中々そうした

内容に踏み込むことは少なかった。 

86 歳の誕生日、何時もと違う呼吸困

難を訴えた。 

今度はまっすぐに東京の愛する病院

に運び込んだ。深夜、学会から帰って来

た専門医によって、改めて肺梗塞と診断

された。 

症状は刻々と悪化し、それにあわせて救

命機器が装填されていった。24 時間の

点滴、心電図、酸素というふうに… 

入院 3 日目、母はさすがにいろいろ

な事が理解できたらしく、見舞いに来た

子供や孫に遺言をしてはじめていた。 

私には「やっぱり、88 の米寿まで生き

るのは難しかったわね。胃カメラ検査を

断ってくれてありがとう。患者は受け持

ちのお医者さんが『おばちゃん、カメラ

しよう』言ったら、中々、断れないのよ。」

など軽いものであったが、孫たちには

「勉強しなくちゃ駄目よ！おばあちゃ

んも、85 歳までがんばったのですよ」

と言っていた。 

ついには気道確保のために挿管がされ、

人工呼吸器も付けられて、発語できなく

なった。 

部屋は監視のために煌々と点灯されて、
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86歳には辛い姿が展開されていった。 

入院して 5 日目、のぞき込むと、母

の目は怒っているようだった。うっすら

と、涙がにじんでいた。「私はこんな機

械に繋がれて最後を迎えたくない！博

重さんには言ってあったでしょう！」と

責めているようだった。 

  母がすーと死ねなかった理由の一つ

は団地の継承問題であった。このまま母

が死んですぐに明け渡すとなれば、父母

が大切に持ち続けた財産は、即座に引き

取り手の無いゴミと化し、十分な選定も

されず一括処分されるのは明らかであ

った。それにしても父の遺品を改めて調

べると、思わず手が伸びる品物は皆無で

あった。「お父さんがあんなに愛してい

た物だから、お棺に入れて上げましょ

う」という発言が続き、母が押し止めな

ければ、ひと財産を持たされるところで

あった。 

男は残せないのだ！生きている間、自

分の巣の中にいろいろ並べるであろう

が、死ねば皆に首を傾げられるだけであ

る。 

母の物も衣類類は昔の人が言ったよう

に「着てるから服だが、脱げばボロ」に

近いとも言えた。寄席でも【現金以外の

お忘れはされませんように】と声を掛け

られる。 

大騒ぎの中で、継承問題など誰一人とし

て思い付きもしなかった。 

死ぬ 3 日前の「無理でしょうねー、

あの家」という母の啓示が直ちに私に行

動を起こさせた。存命中に住民表を移せ

ば、継承が問題なくできる事も分った。

時間が無いことは明らかであった。「継

承が可能でかつ必要なのは、三人の子供

のいる姉だけだ。あの一家に取って、あ

の家は将来十分な価値がある」と私と私

は話し合い決定した。「私が私に諮問し、

即座に私が答申する」はよくある事だっ

た。 

私は、母の魂の代理人として、決めつ

けるような言葉で迫った。夜 11時も回

っているのに、病院と駅との短い距離の

間で、姉一家を 1 時間も掛けて説得し

た。雨は我々に降り注ぐ。電車も無くな

る。涙と大声の出し合い合戦が続いた。 

兄弟がせっぱつまったこういう時に集

まると、しこり、わだかまりは水に流さ

れる。しかし、踏み込んだ議論をしよう

とすると、それぞれの環境が全く違う事

を忘れて、いつの間にか、昔の感じで言

い合ってしまう。それでも、「昨日怒鳴

り合ったのに、今日は元に戻る」という

子供の頃の癖も復活する。 

 人の心とか歩幅などずいぶん小さい。

だから同じ方向に歩むときは離れるこ

とも多くないし、すぐその差は取り戻せ

る。しかし、反対方向に歩き出すと、み

る々々間に遠ざかる。だから、今、決め

なければ、父母の存在を証明するものは

捨てられ、核を失って歩き出し、兄弟が

空中分解してしまうことは明らかであ

る。姉は夫の最終判断によってようやく

引継ぎを決断した。 

即座に手続きがなされた。名義変更遂行

を耳元に伝えると母は大きく肯いた。 

すべてが終った翌日、母の生命は尽きた。

病理解剖がされ、稀な心臓の疾患と結論

された。 

「仕方ない、仕方ない」と最初に受持ち

の医師が納得し、次に病理医そして上の

指導医たちも納得し、最後に遺族である

我々も納得した。 

 世の中というか、我々の人生には、不

可能としか考えられないことが、実現し

てしまう不思議な事がある。思いがけな

いことを実現させたりする力を考える

と、大いなる力、何か未知な力、我々に
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は想像もできないような力の存在を想

定したほうが、自然であるとしか思えな

い。 

85 歳の日本画展(しかも銀座で！) に

ついても、天にある力を想定しなければ

理解できなかった。 

 今度の場合の「母の入院中の、浦和の

家の名義変更に至るまで行動」もそうで

ある。忽然とその名義変更問題に気付か

せ、悩ませ、討論させ、そして解決させ

て、そして報告を聞いた後、待っていた

ようにこの世を離れた母の一連の粘り

強さである。 

いま思っても不思議としか思えない。 

私にしても不思議なほど命が拾われて

いる。深夜の往診時にベンツが大破し、

エア・バックが作動した激突においても、

無傷だった日は、父の命日であった。そ

れ以外も、奇跡と思われる事が私の周り

に存在する。 

病院にいる姉から「とうとう、お母さ

んが死んだ」と電話が入った。昼近くに

なって、外来患者が途切れたので、「ま

ー、こんなものかな。後をよろしくね！」

と分ったような分らないようなことを

言って、浦和に向かった。車窓からすっ

かり見慣れた景色を見ているうちに、ふ

と、何であんなに母は、長生きができた

のだろうか？と考えた。そして、又、あ

の最後に見せた「流涙しながらの生命の

維持」に思いが行った。昨日でなく、今

日までがんばったのか。サングラスの男

の耳に突然、母の声が聞こえた。「姉が

家の権利を継承してくれて良かったで

すね。お母さんは本当に嬉しいですよ。

いろいろな事がすべてうまく行きヤレ

ヤレです。では博重さん、さようなら」 

父の時同様、人前で泣くことは無かった。

その代わり、ひとり浦和に向かったこの

電車の中で、サングラスをかけ黒ジャン

パーを被って、十分間だけ涙腺の堰を解

放してやった。 

ふっ切れて、主を失った団地の家で、母

の品物を整理していたら、妹がやって来

た。常々勝ち気で通っている妹の目が真

っ赤になっているのを見ると、私の涙腺

の堰崩れが再び起こりそうになった。危

なかった。 

我々兄弟はみんな今でも悲しみを秘密

にしている。  

苦労続きの 86年間の一生を振り返れ

ば、母が主役であったのは、あの展覧会

の一週間と 6 ｹ月後の葬儀の瞬間だけだ

つたかも知れない。 

母は画家としての 8 年間に 130 枚以上

の絵を描いた。父は本と釣り道具を残し

た。大きな古い箱には、子供達の着物が

大切に詰められていた。五人の子供たち

は、これらの両親の遺産をで分け合った。 

【泣きながら良いものを取る 形見分

け】 

母のいない団地に、名義人となった姉

が時折訪れる以外は多忙な子供たちが

訪れることは稀となった。私は姉に明け

渡すべく、日曜毎に片付けを始めていた。

締め切られた無人の室内は線香の匂い

が染み付いていた。乾したミカンが良い

と信じられ、各所に置かれていた。展覧

会後の作品は分配の決まらなかったた

めに、梱包されたままで、人気のない部

屋に置かれていた。 

すぐそこに迫って来ている梅雨に耐

えられるはずはない。一刻も早く、兄弟

たちの家に送られなければならない。母

の作品が子どもたちや友達たちに引き

取られて行くとすれば、これからの少し

の時間が一箇所 に集まる最後の機会

である。 

私は、照明道具、カメラを持ち込み、

全作品を撮影し始めた。 
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満足な写真は中々得られず、条件を変え

た撮影を幾度も行った。疲れて、夕食を

作り、風呂に入って終電で帰宅した。 

1ヶ月掛けて写真に収め、焼き増しした

セットを兄弟に配った。作品の分配に付

いては、「私の偏見と独断」に了解を取

り付け、梅雨前に絵は無事、嫁に行った。 

やっと落ち着いて、改めて母の絵の写

真を眺めた。この時初めて、母が成し遂

げた事の素晴らしさに気付いた。 

どうせ 85歳では大したものはないと、

決めてかかっていた自分を恥じた。 

その時、アイデアが閃いて、その写真

を大きな和紙に張り付けた。 

和紙の空間をブラック・ジェッソで埋

めると素晴らしい作品となり、私の診察

室に掲げられた。 

多くの人が不思議そうにその作品に

近づき見とれる。母の作品も二枚掛けて

いる。「こ・・れはなんですか」と質問

を受けた時、或いは「老いが深くなって、

生きる目標が不確かになり、元気が無く

かけている患者さん」を見つけた時には、

得意げに、話し始める。 

「これは母の絵です。母は 77歳頃から、

絵を習い始めたのですよ。85 歳で展覧

会をしたのですよ！」と。 

老若を問わない多くの人が勇気付けら

れたと話してくれた。 

 4 月 21 日、全国の新聞は「今年の医

師国家試験の最年長の合格者は杏林大

学を今年卒業した 56歳」というニュー

スを掲げた。 

父や母が見せた壮烈な生き方が影響し

たと確信している。 

後記 

亡くなって 15年ぶりに母の絵が集合し

た。そして展覧会は終わった。母の絵と

父の魚拓はみんなの絵と膨大な量の花

に囲まれて。 

そしてわずか 6 日間の開催であったが

千名を超える人びとが訪れてくれた。 

 

新奇探索傾向 novelty seeking 

リチャード・エプスタイン博士によって、

提唱された。 

第 11番染色体、第 4レセプター遺伝子

の繰り返し配列が多いヒトは 

ドーパミン第 4 レセプターの情報受け

取りの場の足が長く、 

「シナップスから送られてきた情報を

受け取りにくくなっている。 

」この第 4 レセプターは「興奮を抑え

る」仕事であった。 

 

 


