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妻業・夫業近藤裕著

☆こ乳なお店で買い毛のしたい！お店屋さんから勿の提案

★﹁食の科学﹂前●集長のアンチグルメの辞典
．●．1300円

食卓の パロディー

★長所と短所のチータ満載／薬膳用法も紹介

●1200円

d一．一躍萱吋−

野

嘘とまことの入りまじった本だ。

その現実をあらゆる角度から追究し、反証を試みる！

わい心編集部＝編●四六判・定価950円

．弗麹鞠

結婚しない女が増えた背後には、れっきとした客鋭的理由があるのだ。

！窮

菓京都文京区本郷3−25−13trO3（813）8105・振替く東京＞6−71812

山路 旧著

川嶋昭司・能宗久美子著

食べもの発喪ト事典
4

●1100円

匹

／轟善．

N：＝Ei＝一

街湧ショッピングサイエンス

壌 ︑

簿矯
／

︐

★ガンをつくる食馴︑つくらない食事とは？

■好評既刊

加美山茂利・東畑朝子著

★病気じゃないけど悩ましい 冷え の対策本

進藤義晴著

●1000円

万病を治す冷えとり健康法

★体内と体外の 水 を大検証／役だつ水の本

河野友美・安田一二弥・太田雅子著■1000円

飲む水出る水水の健康法

◎1100円

吻ロワヅサン症

農隙協文化部編 お米屋さん﹁稲を知るとごはんがもっとうまくなる﹂ 八
百屋さん﹁店先で野菜の料理教室やってます﹂ 魚屋さん﹁切り身ばかりが
魚じゃない﹂等︑プロに徹したこだわりの20のお店が︑鱒買物上手術を公開
＊最新刊●1100円
■好評既刊

殉

し大反響6刷！●1300野
円 菜はガンを退ける

低貰金にあえぐ田子家庭の現
場から 豊かさ の嚢側を告発

関千枝子︵全国婦人新蘭編集長︶著

1

☆この国は本当に．豊か〃駕国なのか？未来を託せるのか？

四一．

﹂﹁亀

一＝1

醜6
／

●1100円増尾 潤蕃

食品添加物とつきあう法

★なくす日までどう自己防衛するかの実用書

■姉妹図書III

圃累安な禽畠と◎留あ琶法﹇

8内

増尾清著好評の前書に続
悉料理法付

アメリカてへ7．トセラー・男へのアトハでス．ノ●四六判・定価2日00円

近藤重訳

E・マーゴリス他

悪

Y係へ
〒10ア東京都港区赤坂761官03（585）1141●内容見本呈

7
工

雛
き送る上手な食べ物とのつき
あい方の本 簡易テストと除

結婚できないのは男だ／
@
．、

雑語が自立志向をあおったと主張する『クロワッサン症候群Jは、
夢

しをめざ†湊業・夫業のすすめ．！●四六判・定価1500円

新しいライフ・スクイ

『菊と刀』の

女と男の人生相談ダ・・カイ・一著・・卍巴

カウンセリング

kt二｛こi［蹴・持つ妻たちは、変わらないktこ見切をつけ塀iめた・一・●四六判・定価1BOO円

サムソン・ゲリラ・コンプレックス夫婦関係の心理学

纈

凋

。4月1日以降「，自費税」か凶夢さttます〕

jL

e

d

v

男たちよ、この本を読み「いい女」と結ばれるノウ・八ウを知りたまえ／

璽
圏

1
一

E

いいたい放題

書きたい放題

よみたい放題の

投稿誌が
人間

したい放題

わいみです

ほんとにやりたいことは

やれるもの

ウジウジ・イライラみり捨てて

思いつきりやれば

気がはれる

いろんな人のいろんな時の

いろんな心を材料にして
二か月に一回

わいみが出来あがるのです

仕上げに適量の
思いやり

ユーモア

と

のスパイスを！

ピリッとくるか

まろやかになるか

それはあなたの

うで

e

次第！

書いてますこんにちは②④
埼玉県新座市・法村香音子
写真・佐々木恵子 文・本人

特集−夫 人 が 学 ぶ と き

サーブレシーブ

匿名・匿名

⑳生む・生まない・生めない

佐藤玲子・坂本由美・岩見高子

⑳狂育ニッポン

⑳情報コーナー

木場恵子・横山ちなぎ・匿名・平澤由貴子

⑭オピ呂オン

⑳ブ当興隆さんの自己分析・菊池喜恵子

もくじ

私の英会話学校選び⑩
たまき久美

電子オルガンとともに
小林久美子

［㎜
荻田一枝・高谷みつほ

o

高宮みか・呉恵子・田中慶子
藤輝美・小林智枝

家族の肖像

a，

カウンセラーをめざして
河村みみ

老いらくのピアノ
家守恭子

to

mp

四十三歳・大学受験の記
小出久子

職場は多面体

わいふ三六号合評

風習とは何ぞや・若月めぐみ

宇野佳子

子ども中ども大ども

マザー回・山田恵子

夢見るワーキング

佐々井優子・加藤君子・川谷由紀子

⑫

いたちごっこ①・和田美代子

との出会い・早川裕子

シンガポール

㊧⑬②

和田好子・鈴木由美子

⑪ 読んでみました

ホビー＆レジャー ⑭ ⑩

A・T・犬伏裕子

女と男

たかのようこ・田辺佐智子・太田知子・田中える

㊧⑳㊨

評論家をきどりました

小川 文 子 ・ 勝 浦 恵 美 子 ・ 神 谷 麻 理 子 ・ 菅 原 範 子
都築絹代・藤田信子・綿貫厚子

⑪

サークルだより

武田信子・日下部直子・小坂雅子・宮本法子
中塚末子・勝浦恵美子・新井祥子

わいわいガヤガヤ

ブック情報

⑫

⑫

レイアウト・工房はやしAD・林佳恵

田沼千恵・堀切潤子・松本圭以子

早乙女光子・角南有加・田井亮子

イラスト・岡田正子・カステラネンコ・小宅昌枝

表紙イラスト・小沢恵子

編集だより

投稿規定

特集テーマ原稿募集

＠u，oo

⑭
⑲
⑯
⑫
⑭

⑩

露Writer

lnfOTmation

書・い・て・ま・す・こ・ん・に・ち・は②

埼玉県新座市法村同音子

い︑香音さ一ん︒ちから貸してくれえ﹂
職場では男どもがそう呼ばわるし︑たまに
スカートを穿こうものなら︑﹁女している﹂と
大騒ぎする︒気が向けば人形作りをしたり︑
絵本を見たり女らしいところもあるのに︒

太さじゃ誰にも負けない︒

釣りで︑テニスで︑ゴルフで︑卓球で︑そ
してスパナを扱う仕事でと︑鍛え抜いた腕の

田中編集長は︑断固そう保証した︒だから

が︑﹁大丈夫よ︒本職のカメラウーマンだから﹂

さんの次では︑いかにもつらいというものだ

﹁書いてます第一号﹂の美入の誉れ高い阿部

慧あ・ゆちゃん

本人

佐々木恵子／文

写真

1，Ililll，，ii，Slr，iliiiiliiiiiiiiill11，，，i，i，，，．，，，，ii，i，iii

職場（東大原子核研究所）への中国人留学生と

私︑当年五十三歳︒両親は近くに健在︒三
人の子供はそれぞれ巣立ち︑十三年付き合っ

ている︒

てきた犬のゴンちゃんも昨夏に死に︑現在は︑
夜はワープロに向かってひたすら精進精進︒
あくまで︑﹁わかりよい素直な文体﹂を目指し

マイカーで通勤
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ウ多姦6⁝⁝

ロロフランスの

ま
にとり

ロ

ジャスミンの魔女

ぼキタサ

中世の結婚

はを

野の女﹇明治女笙活史﹈

炎の女﹇歪女笙活史﹈

冨子と武郎有情﹈

夢のかけ橋

恋の華・白蓮事件
の

3

Y︒ヴェルディエ20

J・ラポー80
3

0る︹

E・ル閣ロワ細ラデュリ80剛

むコ

ロ
G・デュビー60鋤
qり︹

安の気持ち三〇年

4︹

枷

り
経済セッ クスとジェンダーウ・多趣6v㎜瑚 ︿母と子﹀の民俗史
F・ルークス20
2
毎日新聞大阪本社学芸部編
の 路地裏の女性史
コ
9多義︽⑧v20加
J−P・アロン編80刎 田嫁姑一竜隼／囹子ども1敬胃／團臼然
06︹ ﹇19世紀フランス女性の栄光と悲惨﹈
2︹
−暮らし／團女性一自立／團戦争一平和

フェミニズムの宇宙

民衆による平和
﹇平和的ジエノサイドとジェンダー﹈

性・労働・婚姻の 噴 流
︵プラグを抜く⑥＞

まね

女の冤ジオロ干
む

性と歴史

J−L．フランドラン80謁

む
フェミニズムとエコロジー 青木やよひ80剛 フェミ一一ズムの歴史

・・イウ・ド課

0る︹

綿貫礼子編黙

憂国の詩

うた

華の乱大妾性論争の全貌！
00

河野信子40鋤

永畑道子の本

史．〆⑥国家の教師・罠衆の教師

学校の時間・空閥／④子どもの社会史

︵金五巻︶

子どもの図家

①学校のない社会 学校のある社会／②属衆のカり串
ユラム 学校のカり串ユラム／③生活の時問・空聞

鮪趨冑と教冑の社会史瑠

行﹀・学校・家族永畑道子編30鵠
︿非

﹇仕事・子育て・老い﹈

むの
ほゆとニチ そのめ 一
河野信子80鋤
−︹ 女感覚で生きる

む
河野信子80

り6︹

富永孝子20剛

2臼

富永孝子80㎝

0の

西岡虎之助oo
鹿野政直解説22

火の国の女・高群逸枝

がセつたかロ

A最後の日本人市長・別宮秀夫﹂

1600

〔8刷〕

1500
1800
〔7刷｝
〔6嗣〕

1500

胎児からの警告
@ね に つまホゆむロ

﹇女性にとって原発と は 何 か ﹈

廃炉に向けて

v晶

撒女の自立
増﹇労働からの省察﹈

家族幻想

ロぬむもそニで

大連・空白の六百日

M・芳・麦臨 ㈱日本女性史考

・・アルベ〒二機

P・デザルマン㎜

ラテンアメリカ社会と女性

異文化の女性たち
インナモラメント
︵恋愛の発見V

﹂中世から現代まで口

家族の歴史人類学

M・セガヤヌ灘 遺言なき自決

儀礼としての愛と結婚M●セガレーヌ襯
40

妻と夫の社会史
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三十五歳の今まで﹁日本人は日本語
が大切︒英語が何だ／﹂と開き直って

Hω団︒￠﹁三生凶コ勺﹂

︵カタカナ部分

ノデスガ︑一〇口︒昌ω℃①ロρ評国コσq＝ωげ＝茸一〇匿

いうことだ／︶

を日本語でしゃべってしまった︒何と

一≦①づ蔓．

いられなくなった︒まずそのてんまつ

﹁ペーラ︑ペラ︑ペラ︑ペラ︑

過ごしてきたが︑そうばかりも言って

三流のフリーライター︒

を聞いて下さい︒ところで私の職業は

らしい︑とようやくのみ込めた︒プリ

︵奥さんは二十分位すれば帰ってくる

∋ぢ二冨ω ぺーラ︑ペラ︑ペラ⁝⁝﹂

︻九八八年十一月九日

ーズ︑ワンス︑モアの後だ︶

︒＜Φω層冨ω．↓≦9蔓∋ゴ旨け︒ω．尾︒＝

︑︑穿魯蔓∋ヨ巳8憎．

私の名前が︑編者・著者として本に
載るかどうかはともかく︑一冊の本を

ωΦΦ噌︑︑︵やっと話が通じたうれしさが︑

作るためにどうしても手に入れたい写
真がある︒どこをどう捜してもない︒

．．一ω①Φ．．︑

受話機を通してビンビン伝わってくる︶

．．じロ＜？9ρ．．

そこで私は英字新聞の日本支社に電話
をかけ︑外人カメラマンを紹介しても

．．bu畜−σ巻．．．

︵とカラ元気を出して

︵と陽気な声︶

らった︒彼はほとんで日本語をしゃべ

ているのに気づいた︒

H ≦＞2目 ↓○ ω勺国﹀囚

＝ω団＼

はいくつか仕事が重なった︒

以来︑英会話が気になったが︑暮れ

国ZO−

ワキの下に︑びっしょり冷や汗をかい

ガチャン︑と受話機を置いたとたん︑

陽気に答える私︶

れないが︑奥さんは日本人だという︒
を回した︒

急いで︑外人カメラマン宅のダイヤル
．︑出①＝o＼．．︵やっぱり・・：⁝︒悪い予感

がしたんだ︶
．．＝①＝o＼．．そしてたどたどしく自己

紹介︒しかし︑用件を告げる英語がで
﹁ワタシバ︑アナタニ︑ヨウガ︑アル

てこない︒

⑩

舌
量び
英選
の校
私営子

麟豫

東京都国分寺市

たまき久美

糠

ザ緊
砥
82

櫛の

sy

一九八九年一月十三日
電車の中吊り広告で﹁日経トレンデ
ィニ月号﹂の記事タイトルが目に入る︒
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﹁英会話教室は外食産業並みの﹁出店﹄

競争﹂さっそく︑その雑誌を買い求め
る︒タイトル負けの記事が多い昨今の

欝

，eN

4

9〜，
〆〜」陶

雑誌の中で︑これはよくできた記事だ
った︒

全国ネットの英会話学校七校の取材
記事︑八尋の料金表︑十二校都内六十
七か所出店のイラストマップをじっく
り眺めた︒暮れに買ったままになって
いた中学一︑二年用の問題集もやっと
少し手をつけた︒
國月一一十五日

我が家のポストに国分寺市内の英会
早速︑電話

話教室のチラシが入っていた︒ ﹁体験

入学制度アリ﹂これだ／

する︒学童保育に入っていない一年生
の息子のために︑仕事の時以外は家に
いてやりたい︒午前中のグループレッ
スンがあるのは︑一月三十一日だと言
う︒その日の体験入学を申し込む︒

！

しかし︑三十一日までじっと待って

またもや﹁日経トレンディ﹂を引っ

はいられない︒

ぱり出し︑我が家から最も近くしかも

都心にも近い吉祥寺にまず場所を定あ

る︒吉祥寺にある大手四目のうち︑最

も授業料の安いウィン外語学院と老舗

のベルリッツに的をしぼった︒めざす

職業別電話帳を繰って吉祥寺の二重

は体験入学︒

に電話をかける︒両校とも希望者が多

ッツの予約がやっととれた︒

いらしく︑一月三十一日一時半からウ
ィン︑二月一日九時四十分からベルリ

この際だから︑と国分寺市内の他の

英会話学校二校︑国立市内一校に問い

ら国分寺Bスクールと︑合わせて四壁

合わせる︒その結果︑二月二日二時か

の体験入学スケジュールができた︒午

十時半〜十二時

後九時四十五分︒本日はこれにて︒

一月三十一日

国分寺A学院

週一回の授業でコーヒーがつくグル

0
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受付の椅子にすわると豪華なパンフ

吉祥寺ウイン外語学院

一時半〜二時半

りに私を勧誘したが︑とにかく保留に
してA学院を出た︒ここに決めてもい

レットが目の前にひろげられ︑受付嬢

口耳三十一日

校のうち最も安い︒月三回日本人講師︑

いなと思う︒しかし︑毎週決まった日

ープレッスンである︒月謝七千円は自
月一回アメリカ人講師で︑この形態は

の説明が始まる︒

﹁私は体験入学に来

クだ︒

時に出席しなければならないのがネッ

アメリカ人講師の日︒フリートーキン

初心者の私にとって魅力的だ︒今日は︑

女の説明を聞くこと十分余り︒それが

たのよ﹂とはやる気持ちを押さえ︑彼

講師は︑米軍基地に赴任する夫を持

グが主である︒

に来たのよ﹂といいたいところを我慢

してみますか﹂との言葉︒ ﹁そのため

して﹁ええ︑そうですね﹂と私︒何の

終わると﹁ためしにレベルチェックを

このブリ1トーキングで︑あの電話と

つ︑見るからにアメリカ人女性らしい

はうってかわって︑私はかなり自信を

一室に入り︑外人女性講師と一対一

ための予約なのよ︑全く／

ブロークンながら通じるのである︒

持ってしまった︒

印象を受けた︒

針に沿ったコメントでしかないという

う﹂と彼女がコメント︒これは営業方

ループレッスンが適切なコースだと思

よいだろう︒少し慣れてから数人のグ

は︑プライベートか二︑三人の授業が

はグッド・ビギナーだ︒しかし︑最初

イラストを見せられて︑SOME Q
UESTIONS︒その後︑ ﹁あなた

でレベルチェックが始まる︒たどたど
しい自己紹介のあと︑外国人タッチの

えた︒発言の際も︑私のように単語を

い︒もったいなあい／

講師女性は︑授業中もその後もしき

⑫

タテヨコBIGな三十代女性である︒

一：麟

もうひとつ︑外国人だから初対面だか
一いることも再確認した︒

らと言って臆さぬ面の皮を私が持って

七人の生徒のうち︑二人は英検二級

かき集めながら話すのではなく︑最初

k

程度の実力を持っていると︑私には思

から完全な文になっている︒語彙もも

．

ちろん豊富だ︒スゴーイ︒でも大人し

：eN；tP
d一

部屋を出て受付に戻ると︑彼女が
受付嬢に私のレベルを話す︒それから
また︑受付嬢の営業に入る︒週二回少

ルチェック︒

ートなアメリカ人女性と一対一でレベ

補語を変えた質問が何回も繰り返され

験する︒四種類の質問︑次に目的語・

る︒最後は︑私が彼女にこの方法で質

このレベルチェックに要した時間が

問する︒スリリングなひとときである︒

正味三十分︒私にとって中身の濃い英

たどたどしい自己紹介を始めること
﹁できるだけ長い文で答えるように﹂

人数で︑または週一回個人で四か月︑

さらに週一回一年間数人のグループで

と︒単語や短い文でごまかそうとする

になったとき︑彼女から注意が入る︒

学ぶ︒このコースが割安で︑十六か月

ない︒

会話の学習になったことは言うまでも

ら︑それまでニコニコしていた彼女は

て︑一度︑エエイッと日本語を使った
真顔になり﹁私たちは英会話の勉強を

と︑その都度この注意が入った︒そし

に引き落とされるとのこと︒最後の説

三十三万三千円︒分割払いも可能だが︑

明は私の﹁途中キャンセルした場合は

しているのだから︑英語で話しましょ

途中でやめても銀行から料金は自動的

？﹂という質問に対して︑彼女が答え

う﹂と私をたしなめた︒私はマゾッ気

れ︑赤いボールペンばかりが動く︒そ

トが書き込まれていく︒後になるにつ

はとてもユーモアのセンスがある﹂と

別れのあいさつをしたとき﹁あなた

ーモアのセンスをほめられて︑しばし

言葉ではあっても︑アメリカ人からユ

表情やジェスチャーに対するおほめの

おほめ頂いた︒語彙不足を補うための

さらに︑ベルリッツ・メソッドを体

いきかせる︒

．︑一︑∋oσ一αq凶善①乳をもう一度自分に言

れを見ながら︑自己紹介のたびに使う

レベルチェック用の紙に細かくコメン

そしてヨ雪冤ヨ9︒日日霧言房 私
が答えるたびにOKなら黒いボールペ
ンで︑NOの場合は赤いボールペンで

った︒

があるのか︑この厳しさがまず気に入

た内容だ︒

かの雑誌に掲載されていた三十レッ
スン単位毎の支払い方法があることを
レットにも料金表は一切出ていない︒

彼女は言わない︒豪華なぶ厚いパンフ
こういう営業方針は︑私にとって授

九時四十分一十一時

業内容以前の問題だ︒ここは︑ボツ︒

二月口日

吉祥寺ベルリッッ・スクール
九時四十分から十時まで︑ロビーで
ベルリッツのデモテープをビデオで見
る︒その後︑キャシー中島に似たキュ

⑬
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刺にはディレクターとあった︶の部屋

ロビーで待つこと数分︒別の部屋か
ら出てきた三十歳前後の日本女性︵名

幸せ気分に浸った︒

のウィークポイントを具体的に指摘し

ひたすら驚いている私に︑彼女は私

心はとり消さざるを得ない︒

で英会話を学ぼうという面接室での決

ルで﹁どうぞ﹂︒私は急いでマイ・ウィ

すか﹂と聞けば︑にっこり例のスマイ

た︒NOを覚悟で﹁メモしてもいいで

余談だが︑彼女は元スチュワーデス

に通される︒

嬢に違いない︒職業的微笑︑雰囲気︒

でレベルアップするには︑百七十プラ

悠々英検二級合格というところか︶ま

一般レベル︵聞き忘れてしまったが︑

既に見積り書ができていた︒日常︑

業的直感でわかっているはずだが︒一

リッツで学ぶことを断念したのは︑職

万円にギョッとしている私が既にベル

元スチュワーデス嬢︵？︶も︑百十二

役に立つ﹂と言うのが私の姑息な考え︒

最後に彼女は﹁語学のセンスは大変

後にした︒

O

二時〜三時三十分
この言葉に力を得て︑もっとリーズ

三千円︒

ープレッスンに体験入学︒月謝は一万

週二回︑コーヒーがつく初級のグル

二月二日

ナブルプライスの英会話学校を見つけ

0

ーク︒ポインツを書きとめた︒
スカーフの結び方から﹁元勤務先はき
っとJA﹂だ﹂などと独断してしまう︒ ﹁どこで英会話を学ぶにせよ︑これは

イベート・レッスンが必要だと言う︒

良いと書いてありますよ﹂と言う︒そ

というものだろうか︒

流どころの自信︑一流どころの鷹揚さ

千二百円︒計一︑一二二︑○○○円︒何

料金欄には︑四十五分レッスンで七

さもありなん︒

度読み直しても︑それは百十二万二千

﹁Q＆Aを繰り返
しましたが︑それに慣れるのがとても

よう︑と気をとり直し︑ベルリッツを

国分寺Bスクール

一一一一一・k・Ni7

しができるとは言え：⁝・︒ベルリッツ

早いということです﹂とのこと︒

の理由を尋ねたら︑

円だった︒私のブロークン・イングリ
ッシュをグッド・イングリッシュに変
とてもそん

鹸

支払い方法で︑受講不能の際は払い戻

な出費はできない︒三十レッスン毎の

えるために百十二万円劉

馨

のブロークン・イングリッシュはかな

前半のフリートーキングのさい︑私
入学で︑講師陣も日本をかなりよく知
っているネイティブ・スピーカーを採

二十年のアメリカ人男性が校長︒体験

ォルニア大学バークレイ校出身︑在日

回トライする︒↓げ9ρけ．ωQ囚．

回︑英検があるが︑二回︑できれば三

だ︒期日は来年の秋まで︒それまで三

用していることがわかった︒
プライベート・レッスンの授業料は︑

一回めは︑自己紹介のあと︑どんな方

中の授業は︑校長自ら教えるようだ︒

最初のプライベートレッスン︒午前

国分寺Bスクール

二月九日九時四十五分〜十時三十分

り好評を博した︒が︑ベルリッツの女
性ディレクターの言葉が浮かぶ︒ ﹁ブ

ターにはあまり役立ちません﹂同じく

四十五分一レッスンで三千六百円︒ベ

リートーキングは本格的な英会話マス
アメリカ人講師の﹁できるだけ長いセ

ルリッツのちょうど半額だ︒ベルリッ

法で学びたいか希望を述べられるとパ

私は︑学習の目的と例のウィークポ

ンフレットにあった︒

時間の自由がきき︑リーズナブルプ

二月四日

希望もメモしておいた︒

慣用句や基本文型を覚えたい﹂という

リートーキングはほんの少しでよい︒

イントを英語でメモしていった︒

﹁ブ

ート︒レッスンを受けようと思う︒

く見積ったようだったので﹁それは初

B校長は︑私の英語力を実力より高
ての目的を定めた︒

によるものだ﹂と︑日本語︑英語とり

対面の人でも気おくれしない私の性格

﹁いつ︑英語を使

うハメになるかわからないから﹂とい

踏み出した︒

だろう︒本当の第一歩を今日︑やっと

のなさを︑しっかりと認識して頂ける

まぜて答えておいた︒次週は私の実力

てる︒目標はやはり﹁英検二級合格﹂

という夢のために︑具体的な目標をた

．︑一≦9︒コ；oω℃①異σqoa国轟一一ωF︑．

い始めたからだ︒

う漠然とした目的ではよくない︑と思

同時に︑私は英会話を学ぶにあたっ

ライスの国分寺Bスクールでプライベ

浮上する︒

イベート・レッスンが第一候補として

ツに夢破れた今︑Bスクールでのプラ

ンテンスで答えて下さい﹂すっかりべ

・〜︾〜覗

≧

ルリッッ・メソッドの緊張にカブレた
ンに疑問を抱いてしまう︒プライベー

私は︑結構楽しいこのグループレッス

ところでこのBスクールは︑カリフ

ト・レッスンに気持ちが傾く︒

⑮
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電子オルガン
とともに

東京都昭島市

小林久美子

﹇閃の言葉に湛L
これじゃ無理よ︑・

﹁ド︑レ︑ミ⁝⁝先生︑次の音︑聴き
ダメ／

択だった︒

皆︑片づいていたからなんて安易な選

一年後に長女が生まれ︑幸福のすべ

てを手に入れたかのような気持ちだっ

た︒しかしこのまま家庭の中だけで過
ごして行ってよいのか考え始めた︒そ

﹁ダメ／

取れないんです﹂

音楽は小さい時からやっていなければ

うとせず︑夫と子供に生きがいを持っ

難しいわね︑大人から始めようなんて
そう言って先生はレッスンを打ち切
ってしまった︒私は︵やっぱり︑辞め

もはや何もすることがなく息子夫婦と

たことにもある︒家庭から一歩も出よ

てしまおう︶と考えていた︒音楽学校

孫にすべての関心とエネルギーを注ぎ

れは明治生まれの真面目な姑の姿を見

も出ていないし︑幼い頃からピアノを

無理だったのよ﹂

習っていたわけでもない︒まして音楽

に感じ︑母親というより︑一人の女と

込んできた︒そんな姑を時として重荷

して余りにもさびしい生き方ではない

て暮らし︑子供が結婚して離れた時︑

の才能なんてこれっぼっちもない︒電
子オルガンの資格︵五級︶を取って教

かと私は思った︒

長してこれからやっと自分の時間を持

生を子育てに費してきた︒子供達が成

若くして結婚した私の母もやはり人

室を開こうなんて夢だったのだ︒そう
思ったのは今から十二年前︑長女が八
か月︑私が二十八歳の春だった︒

ていた︒その願いも叶えられず︑四十

ち好きな習い事ができると楽しみにし

四歳の若さで病死した︒家業と家事︑

サラリーマンの夫と社内恋愛︵一応︶

育児に追われ︑働きづめの短い一生だ

の末結婚した︒同時に仕事をやめ家庭
の人でなきゃイヤ／と死ぬほど思いつ

った︒

に入ったのは二十六歳の時だった︒こ
めていたわけでもなく︑周りの友人も

⑰

姑や母と違う生き方をしてみたいと
使うこともあるだろうと貰っておいた︒

幼い時から始めなければ非常に難しい

を聴きとる力がないことがわかった︒

そう決心して︑まずレッスンの日に

︑︑

とレッスンを打ち切った先生︒私には
ド︑レ︑ミとハ長調だけで聴こえてく

ね﹂

﹁子供の頃からやっていなければ無理

きない．私に腹を立て︑

に進むことができない︒聴きとりので

耳の訓練︒これができなければ上の級

オルガンを習って指導者

になろう﹂

﹁そうだ／

かり︒口先き女を嘆く毎日だった︒

思っていても頭の中でカラ回りするば

愛する息子を奪われたと思い込んだ

八か月の子供を預ってくれる人を銀行

﹇國業料のため内醐﹈

った︒

と物事を深く考えない性格︑決める時
も人一倍早い︒二度目の安易な選択だ

姑の重たい視線が続き︑その上野の育
児への指示も増えた︒姑と夫と私の息
苦しい三角関係の中で︑

の掲示板で募った︒私の考えをわかっ

﹁過保護の親に︑乳離れできない息子﹂

﹁食べさせてもらっている身分で︑何

と言った私の言葉で大ゲンカとなった︒

て︑はがき十枚の御礼でよいと言って
た額の生活費の中から︑自分の勉強の

を言うか︑何の取り柄もないくせに﹂

ためのお金を出すことができなかった

食べさせてやっている︑何の取り柄
お尻に火をつけ︑噴射させた︒とにか

ので︑造花造りの内職を始めた︒夫に

くれた人にお願いした︒毎月の決まっ

く何でもよかった︒資格を取って働き

はすべて秘密の行動だった︒

もないというこの二言がくすぶる私の

大学で学んだ英語をもう一度やり直

たいと思った︒

練習と内職は子供の寝ている時間を

︵

直・

ればよいのだが︑ト長調︑へ長調とこ

そうと思ったが︑田舎設りが抜けず︑

お金の件や子供の問題についてはな

んがらがって聴こえてくる︒その上短

忙しい日が過ぎた︒

んとか都合がつき︑ほぼ順調なスター

調も聴き分けなければならなかった︒

使い︑久しぶりに充実した張りのある

狭い部屋の片隅に物置台と化した電

トをしたが︑レッスンを始めると私の

イントネーションで苦労したことを思

子オルガンがあった︒田舎へ引き上げ

私はこれをなんとか克服し︑試験に受

い出しやめた︒

・て帰る友人が︑いらないからと置いて

耳には︑聴音︑つまり微妙な音の違い

伊

いったものだ︒女の子が生まれたら︑

⑰
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N．

N

r

Xl．

少〆

きたらよいと思﹁つた︒だが試験となる

そして人を楽しませてあげることがで

るから大キライ／﹂

かりたいと思った︒

まず簡単なメロディーを弾きそれを

ンカの数の凄さ︑手に負えないのでな

と幼稚園に入ったばかりの娘の反抗が
始まった︒指しゃぶり︑お友達とのケ

んとかしてくれと先生にも言われた︒

で弾き︑そして実力を出すには試験曲

すべて情緒不安定の表われだとも︒さ

とそうはいかない︒人前︵特に試験官︶

は全部暗譜し︑コード進行も覚えてい

テープに吹き込み何度も聴き︑そして

なければならない︒試験前には落ち着

大きな声で歌った︒洗濯をしている時
し︑毎日音に囲まれ何度も聴いた︒そ

も︑食器を洗っている時もテープを流

すがに落ち込んだ︒夫に内緒で始めて

学校を卒業して十数年︑試験など受け

ない︒おまけに年齢的ハンディもある︒

目してもらいたいと思っていたとき︑

た︒子供が母親に見てもらいたい︑注

いたので相談するわけにもいかなかっ

かずイライラする︒

電子オルガンの級は十三級から始ま

けを見つめ︑周りを見渡すことを怠っ

私は遠くかなたにある一点︵五級︶だ

不得意な耳の訓練もしなければなら

してむずかる子供を背にくくりつけて

り三級まである︒五級を取ると指導者

ンと張り詰めた空気の中で弾くのだか

たこともないので上がりもする︒ビー

鍵盤に向かった︒

の資格が与えられ︑看板を立てて教室

ら受験一か月前からイライラは増し︑

勝手な言い訳も考えた︒指導者になり

ていたのだ︒

﹁お母さんの夢﹂という

を開くことができる︒楽器店のレッス
ン場で講師として働くこともできる︒

たいという夢はどうしても捨てられな

かった︒仕方なくレッスンを月二回に

それは無意識のうちに︑幼い子供達に

勉強を始めて五年が過ぎ︑その間長

み︑弾いてみることにした︒長女が私

減らし︑少しゆとりを持って音と親し

試験をパスするには︑自由曲二曲︑初

が︑レッスンも内職もやめなかった︒

男を生んだ︒家事︑育児の量が増えた

を理解してくれるのは︑もしかしたら

向けられていた︒

級も八級まで進み︑耳の訓練の成果も

見演奏︑編曲︑和音判別︑初見視唱の
始まり︑五級受験ともなると十曲の自

少しずつ上がり︑将来への微かな明か

総合力が必要である︒簡単なものから
由型︑課題曲を準備し︑フラット︑シ
ャープの数も多くなって行く︒二〜三

やめ︑週三回銀行の食堂のパートに出

長男が幼稚園に入ると同時に内職を

りかまえることにした︒

大人になってから︑結婚して子供を持
ってからかもしれないと思い︑のんび

﹁お母さんは自分のことばかりしてい

﹇卿の反細目

りがさし込んできたかのようだった︒

小節程度のメロディーがその場で与え
られ︑二十四小節位の一つの曲を創り
上げるテストが加わる︒私は十三級か
ら受けた︒

音楽とは音を楽しむものだと思う︒

⑱

ジをする︒その度試験機種が変わり︑

言った︒今に見てろ／

心の中で吠え

二回の転勤にあった︒受験準備も整い︑

新しい楽器でなければ受験できない仕

さあ︑これからだというときに︑転勤

た︒時給百円の内職生活からようやく

五台の楽器を買わされる羽目にあい︑

組みになっている︒おかげで今までに

が決まり︑また一からやり直さねばな

ズバリはっきりものを言う先生︑そん

場を理解して親身になってくれる先生︑

適切なアドバイスのない先生︑私の立

出会いがあった︒怒ってしまう先生︑

そして六人も先生が代わり︑色々な

らず︑情ない思いもした︒

夫の仕事の都合で︑二回の引越し︑

八千円を稼ぐのは大変だった︒造花に

パートで稼いだお金のほとんどを注ぎ

た︒

埋もれた日々をなつかしく思うが二度
込んだ︒

解放された︒肩は凝り︑目は疲れ︑月

とやりたくない︒練習する時間より花

今までのことを知らない夫は︑軽く

主がいいところだな﹂

供の勉強でもみてやれ︑まあ︑三日坊

﹁そんなことしてる暇があったら︑子

た︒

新しい楽器を買ったとき︑夫に話し

びらを作っていた時のほうが多かった
だろう︒パート職では一挙に時給千円
になった︒

七級受験のとき︑今までのオルガン
では鍵盤数が足りず︑新しい楽器を買
わなければならなかった︒Y楽器のオ
ルガンは三〜五年置きにモデルチェン
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な色々のタイプの先生の中で︑私が試
験に落ちたり︑うまく演奏ができなか
ったりすると︑自分のせいだと思って
くれる先生に出会ったときが︑一番上
達したように思える︒

﹇謄は才能がない剛﹈
この十二年間で︑本気でやめようと
ことを言われた時︑二度目は六級合格

思ったことが二度ある︒一度目は耳の

﹁さあ︑最終目的五級へ進むぞ﹂

後︒

んですか﹂

﹁六級は続けていれば誰でも受かるの

と意気込んでいたときだった︒

と聞き返す言葉に力が入った︒目の前

彼女はスチュワーデス養成学校の先

その夜︑親友にやめる報告をした︒

よ︒五級はそういうわけにはいかない

生をしていた︒彼女の教え子の中に地

才能がないと言われたことも︒

わ︑主婦では無理よ︑これ以上時間と

い︒才能がないってどうしてわかるの︑

志っ暗︑ブッ倒れそう︒私に才能がな

﹁どうして？﹂

お金をかけても無駄だと思うわ﹂

力共合格基準を下回り．合格は難しい

方出身︵設りがひどい︶で︑容姿︑学

だろうと先生達の間でウワサされ︑友

バサンには無理だというの︑その日は

人も田舎へ帰って就職したほうがよい

五級ってそんなに難しいものなの︑オ

とアドバイスするつもりだったという

﹁資格を取ったとしても講師があふれ

に長年歳月をかけてきたのだろう︒な

足を引きずりながら帰った︒何のため

子が︑日本最大の航空会社へ合格でき

ているし︑楽器店は若い人を求めてい
るのよ︑オバサンじゃ仕事がないんじ
ゃない︑それから︑言いにくいんだけ

に︑今までの努力は無駄だったなんて︒

り振りかまわず頑張ってきたというの

﹁才能？ 私に才能がないと言われる

ど︑才能が⁝⁝﹂

⑳

た例を話して私を励ましてくれた︒
先生という立場で決めつけようとす
ることが︑才能をつぶすことになり︑

そして五級への道へ再度チャレンジす
その後︑励ましてくれた親友は︑愛

ることにした︒

は力なりという言葉を本当に信じた︒

﹁そうそう︑そういう音を出して欲し

と言われたのは︑オルガンを習い始め
て十年目の冬だった︒本当に時間がか

かったの︑やったじゃない／﹂

かった︒先生の言う音が出せたのだ︒

する旦那様を日本に置き︑二年間のア
メリカ留学へと旅立って行った︒

一番危険なことだ︒才能があるのか︑

ないのか︑合格できるのかできないの

と叱られる度︑きれいな音を出すには
どうしたらいいんだろうと悩み︑何度

かったこと︑本当に嬉しかった︒この

と先生のお言葉︒帰り道の足どりの軽

合格圏に入ったわよ﹂

﹁頑張ったじゃない︑これでようやく

﹁違う︑そんな音じゃない﹂

たら絶対受かる︒やめるということは

も弾き︑先生の音をテープに吹き込み︑

して一生懸命頑張るのよ︑本気でやっ

自分に負けてる証拠︒チャレンジして

が弱かったので︑おはじきを買い︑特

重ねて弾き︑模倣して覚えた︒指の力

言葉をずっと待っていたのだから︒

人として縁を切るとまで言ってくれた︒

音に心の中が表われるのか︑丁寧に︑
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負けるなら認めるけど︑今やめたら友

本田和子

子別れの
フォークロア

古代神話〜映像まで母
子の物語にみる結合と
分離の姿。1700円〒250

上野千鵠子対談集

喋々哺々，縦横無尽，

接近遭遇

九人の男と乗り出す冒
険の航海。1900円〒300

塚ロレグランド淑子

女たちの
スウェーデン

〈解放〉の模索。家族，老

後，福祉等の実際を詳

しく報告。1700円〒250

⑪野草書房

東京都文京区後楽2−23−15

に弱い薬指︑小指を使ってはじく練習

析・追求。1700円〒250

私は彼女の話を聞き︑自分が些細な

女性の抑圧と軍事主義
の間の基本的関係を分

ら求めて行かなければ出なかったのだ︑

性差別主義と
戦争システム

根気よぐ︑やさしく弾き︑音を自分か

e814・6861脹｝東京5−175253

か誰にも決められないことだと︒努力

B．リァドン／山下史訳

をし︑少しずつ重い物をはじくように

相談

性の悩み，疑問

ことで自信喪失になっていたことに気

に答える。2400円〒300

訓練した︒繰り返し練習していると︑

ドクター・ルースの電話

がついた︒人の言葉に左右され︑フラ

グッド・セックス

ける耳を持たなければ上達しなかった

池上・根岸訳

自分の音を第三者として冷静に聴き分

R。ウエストハイマー

ある日突然︑自分でも不思議に思うの

を問う。

冒700円〒250

フラしていたのは︑自分の考えと強い

勇と親の問 子育てを
通して男らしさの神話

だが︑うまく弾けるようになる︒継続

父子家庭を生きる

意志で行動できない私のあまえだった︒

春日キスヨ

のだ︒

﹇囹いに教室を開面﹈
五級の受験へと漕ぎつけたのは︑計
画より三年遅れ︑転勤地の大阪での受
よくやったと自分を慰め︑最後の砦へ

験だった︒受験できるだけでも嬉しく︑
と向かったが︑気持ちは舞い上がり︑全

身はガタガタと震え︑実力を出すには

つ卿

中にはもっと努力している女性のいる

題意識を持つようになったこと︒世の

教えてくれた︒色々なことに対する問

み話に忙しい︒

年老いた姑は︑生徒募集日コミの茶の

同居︒昨年九月家の前に看板を立てた︒

転勤でもどつた東京では夫の両親と

．董

気︑実力を出しきる度胸︑集中力をつ

ことを知り︑自分の微力を思い知り奮

︐進一

けることが最後の克服すべき課題とな

起したこともある︒視野を広げること

という夢も増えた︒

外へ出かけ子供達と音楽を楽しみたい

シルバーボランティアの一員として海

お手伝いとして老人ホームを訪れる︒

現在生徒数筆名︑月二回歌の伴奏の

価な物にはとんと縁がなかった︒

かかった︒おかげで宝石や毛皮など高

スン料︑百三十万︑合計三百三十万円

五台の楽器に二百万︑十年間のレッ

ジで合格した︒

多くの人達の協力︑励ましの中で十

ほど遠い結果となった︒人前で弾く勇

年が過ぎた︒自分との葛藤︑毎日の練

もでき︑本気でやれば︑何でもできる

った︒

習︑内職︑数か所のパート勤務︑癖に

O

という自信もついた︒

『撒

なったけんしょう炎︒毎日の生活の大

している﹂

部分をしめていたオルガン︒お金とエ
ネルギーのかかった音楽︒他のことに

﹁お母さんは自分の好きなことばかり

すればよかったと後悔したこともある︒

サン﹂

﹁電子オルガンに命をかける中年オバ

と反抗していた娘も中学一年生︒

と私をからかう︒

やり始めたことは最後までやりとげた
いという意地もあった︒夫と子供の厳

手足の震えの中︑七回目のチャレン

しい視線があったからかもしれない︒

安易な選択での学びが様々なことを

＠

醗
蘂

カウンセラー
をめざして

安易に母親になってしまったことで浮か

くはなく︑勉強どころではなかった︒

しかし︑実際生まれてみるとそう甘

った︒

かなり小さい時分から私は仕事を持

び上がってきた自分の心理的問題にも

﹇旧きる道に二品﹈
った自分の一生をイメージしてきた︒

直面せざるを得なくなった︒それでも

のままで終わりたくはない﹂という気持

しかし︑大学を卒業して就いた仕事は

ちが膨らんでしまって︑まず大学の通

希望の職種ではなかったため︑仕事に
いっか本当に自分のやりたい生きが

信教育を始めた︒

子供が二歳近くになると︑いよいよ﹁こ

いのある仕事をするのだという希望は

はいつも不満を感じていた︒

持ちつつ︑さしてそのために真剣な努

社会科の教員免許は持ってはいたが︑

私は国語の先生になりたかったので文

力をするというでもなく︑ただ仕事を
していれば一応自立していると気休め

なかったが︑妊娠して悪阻がひどかっ

う話をある学習会で聞いてきてすっか

してコネもなくてはとても無理だとい

用されるのは新卒でも難しいのに︑ま

育もかけもちした︒しかし︑教員に採

りたくて二年目には他の大学の通信教

学部に入ることにした︒早く資格を取

たので仕事を辞めることにした︒今か
ら思えば仕事を辞めたかったから悪阻

結婚しても仕事を辞めることは考え

だけで仕事を続けていた︒

がひどかったのだろう︒辞めた途端に

り落ち込んでしまい︑また大して勉強

い点数をつけられて返ってきたのに却
ってがっくりしてしまった︒こんない

もしなかった最初のレポートに実にい
たのだから︒子供を育てるという大義

いかげんなことでいいのだろうかと︒

三人目のときは悪阻のつの字もなかっ

名分があれば︑家にいられるし︑本来

自分が本当に教員になりたいのかどう

悪阻は治まってしまったし︑二人目︑

の勉強ができるだろうという魂胆があ

やりたいと思っていた仕事に就くため
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ふみ
河村

東京都新宿区

かさえわからなくなってしまった︒

．餌

勺

カしくなった︒ただ大学へ行って講義

らく続けたが︑そのうちこれもバカバ

やって何級かは取ったが︑いざ就職を

資格を取るための通信教育︑半年ほど

次にかけもちでやったのは︑校正の

時点でハタと立ち止まった︒所詮これ
ロ

も他人の書いたものを訳すだけではな

いか︒私は自分で書きたいのだと思い
至った︒

その後︑子供も三人になって子供の

世話に取られる時間も多くなり︑学ん

でいるものを仕事に結びつけようとい

う気持ちは薄れていった︒同人誌っぽ

いものを書きながら︑暇を見つけては

本を読むといった程度の生活がしばら

く続いた︒お金を稼げなくともいつか

小説の一つも書ければいいやという心

かに︑やはり仕事がしたい︑でも自分

境になっていた︒しかし気持ちのどこ

が何をしたいのか︑何ができるのか︑

っているもう一人の私がいた︒

何をやったら満足がいくのか⁝⁝を探

口置こそまさに私の・囹

同人誌に書く原稿はどうしても女性

考えるとそれほどやる気のない自分に

いる状況を考えるような内容が多く︑

問題一自分が女であるために置かれて

その方面の本を読んでいるうちに河野

だけの非創造的な仕事に思えた︒次は

貴代美さんの﹁自立の女性学﹂に出会

気づく︒所詮他人の書いたものを直す

で入学金を払いに行ったが︑またその

翻訳をやろうと思い︑某学院の窓口ま

に読まなくてはならないことが時間の
て興味の持てるものだけやっていた︒

無駄に思えた︒それでもまだ在籍はし

の教科書をただ単位を取るだけのため

かった︒

仕事に結びつかない勉強は張合いがな

循
を拝聴し︑おもしろくもない古い学説

文学は好きだったので趣味的にしば

∠

触
それはそれなりに楽しくはあったが︑

⑭

→
舅

それから朝日カルチャーセンターで三

代にちょっとかじったことがあった︒

に決めてしまった︒フロイトは大学時

いうのだとはじめて体験した︒

あったら入りたいとはこういうことを

て？どうして？そんなバカな！

と経験が生かせる仕事があるだろうか︒
矢も盾もたまらず新宿区の婦人情報

心理学1これほど今までの自分の関心

秋山さんの本を借りてきて読んだ︒そ

書館と婦人情報センターに行っては︑

学﹂の講座を受けた︒その間近くの図

か月間秋山さと子さんの﹁ユング心理

だ﹄そう気を取り直すまで数日かかっ

だけいただいて河村派を創ればいいの

とロジャーズだろうとおいしいところ

だし︑ユングだろうとフロイトだろう

まあいいや︒河野さんは信頼できそう

﹃でも

穴が

まさに私のためにあるような仕事では

つた︒読み進んでいるうちに︑これは
ないかと思えてきた︒フェミニズムと

センターに電話した︒ ﹁フェミニスト

ことにした︒その方がカウンセリング

遽変更し︑二人一緒に保育園に入れる

は幼稚園に入れるつもりでいたのを急

預けたが︑翌年の四月から︑上の子供

供は最初の一年間はベビーシッターに

間通うことになった︒二歳と四歳の子

こうして︑この講座に週一回︑三年

質であった︒

ためにはまず治さなくてはならない資

な思い込みこそ︑カウンセラーになる

た︒この早とちり︑確認もしない勝手

れが終わると今度は河合隼雄さんのも

●

セラピストになりたいんですけど︑ど

簿

のに移った︒そうこうしているうちに︑
．なかまθから連絡がきた︒

てくれたのは河野さんの主宰するフェ
〃

唾

冠

うしたらいいでしょうか﹂と︒紹介し

に電話︒応対に

ミニストセラピイ．なかま〃の事務所
だった︒即．なかま
でた人は﹁今はそういう講座はやって
ないけれどもやろうという企画はある
ので具体化したら連絡します﹂と言っ
てくれた︒それはうれしいけれども︑

﹁ではその講座が始まるまでの間︑ど

︽

の勉強に時間を割けるだろうとの思惑

﹁週一回の講座で勉強に

⑳
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とてもそれまでじっとしていられない︒

こかで心理学の講座でも受けようかと

めに仕事をしなければならないという

からだったのだが︑保育園に入れるた

コ

﹁私の拠って立つ論理はフロ

きがよくて魅力的だった︒ところが︑

ロ

いってもいろいろ派がありますから﹂

である︒
コ

と言う︒ ﹃ふん︑ふん︑それはそうだ

ところで︑

文字通りの本末転倒になってしまった︒

イトです﹂とおっしゃったのだ︒ガー
ン！ 私は自分の耳を疑った︒どうし

イトじゃダメなんだ﹄とひとりで勝手

コ

いよいよ出陣である︒河野さんは活

嚇●

ろうな︒フェミニズムなんだからフロ

思うが⁝⁝﹂と言ったら︑ ﹁心理学と

e5

なるのだろうか﹂と思われる方もある
てきたのか．どういうふうにして今の

のうち一時間をまるまる使って︑受講

常的でないことかがわかる︒﹃話す﹄と

を聴くということがいかに大変な︑日

く方の側は︑だまって一時間他人の話

いうこと︑﹃話をじっと聴いてくれる人

生の一人が自分はどういう歴史を生き
自分があるのか︑自分はどういう人間

がいる﹄ということの癒しの効果︑も

カウンセリングが週一回の一時間の面
接に特別の効果があるのではなく︑面

れを受けての話し合いとなる︒話した人

なのか︑を語る︒その後の一時間はそ

かもしれないが︑これがなるのです︒

接によって気づいたさまざまな感情を

よって自分自身が気づかなかった部分

ちろんそれだけではない︒話すことに

たとか︑様々な意見や見方が出てくる︒

に気づくこともあるし︑話し合いによ
って気づかされることもある︒話し合

への質問とか︑感想とか︑私もこうだっ

ていくか︑そこに最大の効果があると

どう扱い︑反流し︑熟成し︑意識化し

自分を語ることによって︑話し手はま

クライエントが次回の面接までの間に

同じように︑﹁カウンセラー養成講座﹂

いの中での発言は意見や論を言っても

コ

ず﹃話す﹄ということの心地よさを知

ロ

もまた︑講座で受けた刺激によって自

を言うことが大事なのだと教えられる︒

無意味で︑自分の感じたことや気持ち

られるわけだから︑これに二十週費や

受講生の数だけ自己史を語る時間がと

一時間︑一言も口を挾まれずに話

る︒

ができるなんて経験は講演者でもない

た感情の球をあっちから見︑こっちから

限りまずないのではないだろうか︒聴

⑳

分のこころの中から浮かび上がってき
見︑また切断してみたりという作業の

ていくという学び方であったからであ

⊆

繰り返しによって︑自分を整理しなが
ら︑カウンセラーとしての自分を育て
る︒こういう学び方は主体性を重んじ
る私の性に実によく合っていた︒

﹇圓とぜいたくな儲﹈

﹂豊

■

大学での講義のようにただ講師の先
生のお話を拝聴するという講義は皆無
に近く︑まず最初はメンバーに自己史
を語らせることから始まった︒二時間

●

される︒なんと贅沢な講座であろう︒
私たちはそれでも足りなくて講座の

後︑喫茶店に寄っては︑講座の続きの
ような時間を分かち持った︒講座での
緊張をほぐし︑同じ目的と関心を持つ
と︑みんなそれぞれここに来るまでに

仲間からしか得られない気持ちの交流
色々勉強している人たちだったから︑

分が充分受け入れられたと感じたか︑

拶
のグループワークによる学び方であっ

お互いの学問的情報を交換し合った︒

ここでのお互いの切磋琢磨も重要な財

うしてなのか︒どういうふうに対応さ

感じなかったか︑なかったとすればど

れたら満足がいくのか︒メンバーから

た︒先生は︑いつもメンバーの力を引

も﹁あのとき︑こう言ったけど︑あれ

き出しつつ︑それを活用していくとい

自分史の後は︑C・S・ホールの﹁フ

おさず︑本来クライエントというのは︑

う方法に徹していた︒それはとりもな

はまずいんじゃないか﹂

産である︒

ロイト心理学入門﹂を読んだ︒これも

クライエント自身が自分を育てていく

ばかりは居住まいを正して何度も読ま

読むものと相場を決めていた私もこれ

のかを常に要求された︒本は寝転んで

経験に照らし合わせて何がどう解った

的にどう理解したかではなく︑自分の

いというやり方であった︒内容を学問

られ︑リポーターの発表の後︑話し合

カウンセリングをやってみる︑という

に一人がカウンセラーになって実際に

ずつペアを組み︑一人がクライエント

ミニカウンセリングと称して︑二人

対する信頼と信念からであったと思う︒

ーはそれを助けるだけだという人間に

力を持っているのであり︑カウンセラ

要な指摘を受ける︒勉強というよりも

持ち込まれ︑先生からも基本的かつ重

う質問をしたのか﹂など︑話し合いに

こう言う﹂とか﹁どんな意図でああい

﹁私だったら

ゼミ形式で一章ずつリポーターが決め

なければならなかった︒症例研究も︑

勉強も行なわれた︒クライエントにな
った人は自分の問題を話すのだが︑自

たこの講座ほど刺激的で楽しかった講

一貫して︑学ぶ主体は学ぶ側にあっ

岡隊ンセ〒として幽凶

体で覚える訓練に近かった︒

自分がカウンセラーだったらどう対応
するかということを常に念頭に置いて

②
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な部分と向き合わなければならない面

座を私は知らない︒もちろん自分の嫌
ためのカウンセリングルーム﹁フェミ

講生だった仲間を得て︑昨年︑女性の

貸したいという欲求が芽生えたのだと

だったからこそ他人の心の整理に手を

ラーになれるという保証はできません﹂

ということはありませんよ︑というこ

一番﹁この講座を修了してもカウンセ

河野さんは第一回目の講座で︑開口

乗り出してしまった︒

といった︒それは仕事としてやりたい

思う︒

りもする︒それだけにたとえカウンセ

先生が﹁もう私は自分はいいのです︒

と思っても︑職場を与えてあげられる

ニストセラピイ窓﹄を開業し︑実際に

ラーにならなかったとしても十分得る
ものがあった︒回を重ねるにしたがっ

とおっしゃった時︑ああそういえば私

ずっと自分にこだわってきましたから﹂

もあるわけだから︑傷ついたり悩んだ

て︑メンバーの成長度が目に見えて明

とだったと思う︒その言葉が実に率直

先日︑グル﹂フワークの講座で河野

らかなのも楽しい限りであった︒その
あと︑成長したという実感はさほどな

でいいのです︑あなたから得るだけの

でいいなあと私は思った︒ ﹁私はそれ

中で私自身は果たして成長したのかな

が別れ際に︑﹁あなた︑変わったわね︒

ます﹄と︑心の中で返した︒開業に当

ものは得て︑やりたければ勝手にやり

さった︒かといって︑この私の投稿を

たってはそれでも意外に心を砕いて下

と思っている方︑くれぐれも期待はし
ないように︒自分自身に期待するのは

読んで︑それでは私もカウンセラーに

大いに結構ですが⁝⁝︒河野さんは

フェミニストセラピイを仕事として考

ったのかもしれないと思えた︒四年前︑

の書籍代とコピー代がかかりました︒

ナーの費用一万五千円前後︑他に若干

最後に受講料は月八千円︑宿泊セミ

⑳

かったが︑先日二年振りで会った友人

その言葉がスッと私の中に落ちたとい

落ち着いたみたい﹂と言ってくれて︑

人の話を聴く︑他人を受け入れると

う感じがした︒

いうより︑自分を主張したい︑自己表

と思えて︑だから友人に﹁落ち着いた﹂

も以前ほど自分にこだわってないなあ

現の欲求が強いんだなあと講座を受け
ンセラーに向いていないのでは︑果た

ながら常々感じていて︑これではカウ

やれることはこれだし︑やってみたい

えた時︑すでに自分の問題は解決ずみ

答しながらの三年間だったが︑今流に
という気持ちは確かにあって︑同じ受

して本当にやる気があるのかと自問自

﹁自ら厚くる者を置く﹂ですから︒

順
と映ったのであり︑それが私の成長だ

幽

老いらくの
ピアノ

﹇圓譜で四苦八一﹈
四十余年振りにピアノの稽古を再開
して三年になる︒

子供も成人し︑世話が必要な年寄り
もおらず︑携わる仕事は少々なら融通
つぶす毎日にいささか倦んでいた︒

が利く︒夜分ぼんやりテレビで時間を
指先を刺激するのも悪くないとお正
月明け先ずピアノの埃払いから始めた︒
基礎の﹁ハノン﹂全く面白くない︒

今の子供達も強いられているのだろう

見てグレード認定テストがあるのを知
った︒孫のお稽古事を尋ねる顔をして

教室では︑十二級から順にグレードが

受験申し込み用紙を貰う︒カワイ音楽

かれば講師資格が得られるという︒

上がる仕組みになっており︑六級に受

何か目的が欲しかった︒即座に六級

の五月のテストを受けようと思った︒

①簡単な伴奏付け⁝⁝当日その場で

試験の内容は︑

示される＃わ

各一つまで

ニ声血9

③自由曲⁝⁝ソナタ程度以上

②課題曲⁝⁝バッハインペンション

準備期間約五十日︒浅はかにもパス

つて五十番︵の本︶の半ばまで習った

ので︑一ランク易しい四十番を開いて

か︒同じく指の練習﹁ツェルニー﹂か

みる︒とうに忘れ果ててむつかしそう

言い訳になるが︑

する自信をその時点では持っていた︒

①初見には強い︒何とかなるだろう︒

だが一番からさらうことにした︒並行

②二声より高度な三冬を昔習った︒

しての曲はソナタを選ぶ︒読譜力は案
なめらかさは味わえない︒硬化した指

外残っており︑ゆっくり弾くがとても

の末︑棒弾きできるまでに約三十日︑

毎晩練習し︑案に相違して四苦八苦

けをはなやかにする︒

③ポピュラーなソナタを選び︑肉付
ノームに合わせて反復するが︑睡くな

をほぐそうとまた﹁ハノン﹂をメトロ
ってしまった︒

春めいた三月︑楽器店のポスターを

⑳
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恭子（59歳）
家守

大阪市鶴見区

いてよいかわからないのだ︒一瞬バカ

と鍵盤が結び付かず︑どこからどう弾

楽譜を閉じたとたん愕然とする︒音符

次に暗譜して最後の仕上げをしょうと

名の試験官の前で︑弾いた課程が全く

ような気がする︒続いての②③も︑乙

書いてある︒昔の時計の文字盤で見た

くやさしい単音が8小節︑左手のとこ
ろは音符ではなく︑1とか五とかWが

結果は実に惨憺︒①の譜面右手は働

◆常用漢字表にない漢字または読みで

方針で整理しています︒

◆投稿誌であるので︑

合格の基準は三百点満点で︑各科七

思い出せないほど完全に上がっていた︒

あっても︑間違いでない限り︑原則と

﹁原稿尊重﹂の

わいふ原稿整理方針

の︑日は迫っている︒一小節ごとに頭

になったと思った︒一体どうなってる
にねじり込む努力の末やっと暗譜でき
た︒

には指も自然に憶えており︑暗譜なん

を拾い何とかメロディーになったころ

が記されている︒その都度思わぬミス

年置つた︒不合格通知には三科の得点

年四回実施のテストを受け続けて三

位←くらい

為

加
e

方←ほ

御←ご 迄←まで

な方向で統一しています︒︑

◆送りがなについては︑一応次のよう

う 様←よう

←ため 事←こと 丈←だけ

又←また 程←ほど

のような語はかな書きに直しています︒

してそのまま載せています︒ただし次

かに苦労しなかった︒そしてペタルも

を繰り返しながら挑戦し続けるのは︑

十点以上となっている︒

無意識のうちに使い分けられていたの

いつも合格点に近く︑可能性を捨て切

子供のときは正反対で︑ポツポツ音

に⁝⁝何てことだろう︑永過ぎた空白

れないのだ︒

行︵な︶う←行なう

浮かぶ 話︵し︶合う←話し合う気持

例変︵わ︶る←変わる浮︵か︶ぶ←

︵ち︶←気持ち

表︵わ︶す←表わす

用語辞典﹂に準拠しています︒

◆用字用語の原則は三省堂発行﹁用字

お願い致します︒

◆ハガキ以外の投稿は必ず原稿用紙に

落ち着けば何でもないのに頭に血が上

二叉が含まれることに気付かなかった︒

で失敗した︒＃わ各一つまでとは当然

を臆面もなく自由曲に弾いたときは①

ベートーベン﹁ハンマークラビア﹂

は埋まりそうにない︒

甲ド認 定 テ ス 走 圏
五月晴れの当日︑会場には何とたく
さんの人が来ていることよ︒高校︑大
っきり保護者と目されていたのに︑﹁受

学生らしい人達がひしめいている︒て

せたので︑合格では？と密かに期待し

また他のおりは︑三科とも一応こな

り︑②も③も雪崩現象をおこした︒

て順に並んで下さい﹂と言われたとき

たが︑③が失点︒もうピアノに一か月

験番号と名前を呼びますから返事をし
はその場から逃げて帰ろうかと思った︒

⑳

だろうか︒

今年二月はじめにも受験し︑結果は

以上向かわなかった︒夫がいつの間に
かその曲をテープに取っており︑ある

v投稿のさい︑次の

が︑ぐんぐん伸びる若芽と違い︑もう

師に付いて指導を仰ぐ方法も考えた

たものを同封することは間違いが起りが

を原稿末尾に書いたり︑びんせんに書い

●住所変更や本のご注文など︑事務連絡

ことにご注意下さい︒

れるショパンの幻想即興曲は辛くも奏

葉も散りかけた黄昏の年齢︒その上雑

たるミスもした︒

まだ来ないが多分駄目だろう︒思い当

奏を初めて距離を置いて聴いた︒

晩黙ってスイッチを入れる︒自分の演

でてはいるが︑演じてはいない︒心に

編集部では原稿と思って扱うので︑見

ちです︒

ればこそ半ば習慣的にピアノに向かい︑
レパートリーもずい分ふえた︒

重ねて︑ホチキスで二〜四か所もとじて

●原稿用紙を二つ折にし︑製本のように

別便になさるか︑同封の場合は表書きに

たりします︒何度か例がありますので︑

落したり︑封筒に残って発見されなかっ

夢は︑今後音楽を通じて交流が広が

くる方があります︒二つ折ですと整理︑

み下さい︒

●投稿のさいはまず投稿規定をよくお読

チキスなどで止めていただくと助かります︒

原稿用紙は開いたまま︑右肩一か所をホ

ではずして︑開かなければなりません︒

割り付けが困難です︒ホチキスを大苦心

回

ができれば︑老後も楽しいだろうな︑

︑．㌧

と思っている︒

﹁事務連絡同封﹂と赤ペンでお書き下さい︒

り︑シルバーコーラスのお手伝いなど

けれど幼いころの履習した土台があ

過ごしている︒

期待に沿い得ないなどと逡巡の日々を

何も訴えない︑粗末な機械のような弾
昨年十一月の通知は三科揃って六十

事に追われる兼業主婦であれば︑到底

ああ何てことだろう︒テープから流

一．

き方であった︒

ら︑企業は必要な人数を採用するわけ

九点︒娘が﹁たくさんの応募者の中か
だから︑たとえ実力あっても余分には
合格させないでしょ︑まして六十のオ
バサンを音楽教室の講師にはネー﹂わ
かったような科白で慰めてくれた︒

しかし︑やはり実力も精神力も大い

︑
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に不足していると思う︒廊下で待つ間
試験室から洩れ聞こえるピアノは︑誰
方も堂々と迫力があり︑とちったりは
しない︒どっちみち不合格なら六十九
点あげようとの配慮だろう︒途中放棄

したときも0点だと思ったのに五十点
下さった︒半分弾いたから五十点なの

毯婁

験
呂又
久子
小出
一一

当子

●

、

大
歳軽
量の
4
．

大阪府岸和田市

嶺4
ド

熟4

︒

ぐη

鱒

（
岡

饗
、＼

4￥，．一）

︒マイペースを保ち︑自分を偽ること

在する︒

なく自己主張を行う︒キラリと光るも

周館の・ビ幽
八月も終わりのある日︑出かけてい
った小さな公民館のロビーには︑住民

どうやら私は最後のタイプに属する

そんな自分にあせりを覚えるようにな

と︑新しいことができなくなってくる︒

毎日毎日同じことをくり返している

界を感じてくるはずである︒

従ってあと十年もすれば体力的な限

ようである︒

のをもっている︒

サービスのミニコミ紙の類が何種類も
置かれていた︒

そのひとつを何気なく手にした私の
目は︑たちまちその一角に吸いつけら
れた︒

職場や家庭でご活躍のみなさん

っていた︒

﹁大学で学んでみたい﹂

﹁もう一度大学へ行ってみたい﹂

﹁経済学﹂を学んでみませんか

大阪市立大学経済学部第二部

要項をとり寄せた︒

翌日︑すぐにも大学へ電話を入れ︑

﹇圓賜の同僚三囲

りがちであった︒

ば自然科学的な物の見方や考え方にな

専攻が生物学なので︑どちらかといえ

のことをやってみたいと考えていた︒

て学ぶなら︑今までと全く異なる分野

と思っていた最中であったのだ︒そし

社会人特別選抜学生募集のご案内
私は現在は障害児学校に勤務してい
教師のタイプは大別するとどうやら

る︒

︒ギラギラと目を輝やかし︑上に忠で

三つの型に分類できる︒

ていく︒

あり︑ひたすら自分を上の位置へもっ
・与えられた仕事だけをこなし︑自己

主張などもっての外︒黙って職場に存

⑫

︵趣旨︶

︵募集要項より︶

近年︑社会にあって﹁職業人﹂や﹁家

作文
十月十五日

一時間三十分

大阪市住民およびそ
六万円

住民票は明日にでももらえる︒高校

の卒業証明が必要であった︒四国の片

田舎の高校を出ている︒果たして間に

合うかどうかわからない︒と思って大

んしてもらうことにした︒

学卒業主の教員免許状の写しでかんべ

健康診断書を書いてもらわなければ

その他の者十二万

の子女

ならない︒近所の開業医のところへ行

・．

■

冤

／

礁こ

がんばってく

大学受験をされるんです

円

●

！／

ださい﹂

り
︑︑

−

︑

︑

亀

か︒ご熱心ですねえ／

﹁へ一え／

った︒

年間十五万円

入学料

︵二次︶
学費

面

接

庭人﹂として経験豊かな人達が︑その

授業料

問題意識を学問的に裏付ける場を必要
としており︑大学教育その他にそれを
求める生涯教育の社会的要請が高まっ
このような状況を考慮し︑経済学部

てきています︒

8恢

なんだってあと二週間しかないのだ
った︒必要書類をかき集めなければな

槻零

て︑z

、

学試験を実施します︒

二十名

らなかった︒

さu

第二部では︑社会人に対し特別選抜入
募集人員
昭和六十四年四月一日に

む︶を五年以上有する者︒

経験︵家事専従労働を含

おいて社会における実務

出願資格

出願手続
九月九日一九月

十四日

臨
ぼ

携㍉
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入学願書受理期間
提出書類

入学願書・写真票・受験票・出願資

︵一次︶

、

格を証明する書類・入学健康診断書
一万三千円

一時間四十分

九月二十七日

入学検定料
英語

選抜方法

鍛

初老の医師に変なところで感心され
て︑励まされた︒苦笑してごまかした︒
﹁⁝⁝﹂

はり大学はいい︒ゆったりと広々とし

とになった︒受験のためとはいえ︑や

わが勤務校とは全くちがっているよう

ている︒空気までが同じ学校とはいえ︑

﹁大学受験に行くからね﹂

﹁だから九月二十七日休ませてもらう

の中庭でサンドイッチを開いた︒大き

に思えた︒少し早目に着き︑大学構内

から﹂

﹁わたし⁝⁝﹂

﹁だれがですか﹂

書類は一とおりそろえて送ってしま
ったものの︑果たして受験の方は大丈
無理はない︒

夫なんだろうか︑と不安がよぎるのも

﹁私が受けるの﹂

﹁⁝⁝？﹂

がら︒試験などどうでもよくなってき

な松の木陰にすわって︑新聞を読みな

あと一か月足らずで勉強などできる
はずがなかった︒作文は何とかなるに

た︒

あった︒二十代から五十代まで︑若者︑

大きな階段教室はすでにいっぱいで

皆がポカーンと口を開けてなかなか
﹁へ一え︑先生が大学へ行くの﹂

主婦︑職業人︑学生風とまさに色とり

話が通じなかった︒そのうちに︑

しても︑問題は英語であった︒大学を
語など日常生活上必要もないし︑仕事

と若者が声をあげた︒

出て二十年以上も経ている︒しかも英
上も使うことはあまりない︒

に何やらびっしりと書きこみ︑それを

英語の辞書を開いている人︑ノート

どりであった︒

見つめている人︑ボンヤリとしている

英語のテスト用紙が配布されてきた︒

百名くらいの受験者数だと読んだ︒

いんだろうか︑などとしおらしいこと
も考えてしまう︒ざっと見わたして約

この人たちをおしのけて入ってもい

まう︒

若い人がどうしても目にとまってし

人︑とさまざまであった︒

これで定着したようであった︒

逃︑

二十学年ぶりに大学の門をくぐるこ

﹇㌢いよ受験国﹈

多少変わった人とのわが人物評価が

﹁そりゃあがんばってくださ一い﹂

とにかく合格すればもうけもの︑で
来年に向けて英語のレベルを調べるた
めに受けるのもよかろうと一応結論づ
けた︒

受験日は休まねばならないので職場
の者に話をした︒

︐

︑

⑳

︽型
孟曳11

〜
さっと目を通すと予測したよりもやさ
しい問題だった︒
﹁これは受かりそうだな﹂

﹁これはできるね﹂と思ったものだっ

いずれも六百字から八百字にまとめる︒

二週間後︑仕事を終えてから大学へ

発表を見に行った︒自分の受験番号を

見つけて︑やはりあったか︑という淡

々とした思いであった︒が︑ ﹁仕事と

一し勉強してやるか﹂という情熱も内

大学か︑大変だな﹂という思いと︑﹁よ

合格者には面接があった︒

からこみ上げてきた︒

三十名の合格者数であった︒子づれ

年の専業主婦風の人々︒まさに種々雑

社員風︑中年の銀行員︑営業マン︑中

の若い主婦からOL︑五十歳すぎの会

ている︒感銘深い︑特に思春期の思想

本好きの私にとって﹁一冊﹂は持っ

た︒

形成には欠かせない﹁私にとっての一

と内心思ってしまった︒

決して難しくはないが︑ではできる

募集人員は二十名のはずだが三十名

多︒

かというとそうではないところがおか

次の﹁日本人の国際感覚﹂について︒

冊﹂がある︒

というのは︑二次の面接で落とすのか

和訳は何とかできたのだが︑慣用句

しな気がする︒

これは過去二回︑アフリカのケニア︑

水増しだろうか︑などと勝手に解釈し

﹇圃接でがっく剛L

ていた︒

な︑それとも辞退者もいるだろうから

﹁こんなこと忘れてしまったよ／﹂

などの問題では皆目浮かんでこない︒

日本人たちの行動などを書いた︒なま
の体験が書けた︒きっと書物などを通

タンザニア旅行の感想や︑その時の日
本人としての自分の言動︑そして同じ

した間接経験より読み手には訴えるこ

いった︒卒業して二十余年︑そんなに
頭は動いてくれないのだ︒もともと大

と内心大声で叫んでさっさとパスして

嫌いな英語だっただけに︑入っていな

人の初老の方と目が合った時︑私はた

面接は二人の教官であった︒その一

正味四時間︑ギューギューにしぼり

のご主人ではないか︒ひょっとして⁝

まげてしまった︒ナント知り合いの方

とが大きかったと思っている︒

何故かさわやかでさえあった︒

出した頭は空っぽになってしまった︒

作文二題
﹁私にとっての一冊﹂

いのだ︒

﹁日本人の国際感覚﹂

⑳
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聞

⁝と考えないこともなかったが︑イや
な予感が的中してしまった︒
﹁⁝⁝﹂

それなのにあなた︑できていませんね﹂

それに︑共通

などが主なものであった︒

家庭や職場の理解をえていますか﹂

﹇困生二回仕事囲﹈

あと十年で教員は辞めようと思って

ムカッとしてきた︒学ぶ必要がある
からやってきたんだ／

いる︒結婚二回説ではないが︑仕事二

せっかく勇んでやってきたもののヘ
ナヘナと崩れていく思いであった︒果

一次の坊やたちのようなヒマ人じゃな

回説はけっこうオモシロイ生き方では

いよ︒問題集をもち帰って﹁できた／

ないかと考えている︒

たしてどういう態度をとるべきか迷い
始めたのであった︒私は昔からこんな
場所に知り合いがいる︑なんてことに

次の仕事︒それは老年に向かっての

戸惑ってしまうのだ︒かえって何も知
らない人の方が自分を出してしまえる

自分の生き方である︒一回目の仕事だ

のに⁝⁝︒どうやら教授のほうもアレ
ッ／と思っているようだった︒一︑二

はない︒次の仕事は楽しみながら︑そ

けで自分の全てを燃やしてしまいたく

にはならなくてもそんな仕事というか︑

して社会へ還元しながら︑あまりお金

えている︒七の第一歩をふみ出してい

社会とのつながり方をしてみたいと考

である︒

それが私にとっての大学受験の意義

ていきたい︒

く時であり︑チャンスは必ずモノにし

仕方ない︒知らぬ存ぜぬで通すこと

一憂などしてられないよ／

にした︒ええ格好はできなくなってし

ああやりにくい／

を合わせている間柄であった︒

回︑お宅を訪問した折りにチラッと顔

できない／﹂などと辞書を片手に一喜

﹁どうして経済学部を選びましたか﹂

﹁経済学をどんな学問と考えますか﹂

ッタリの答を用意していたのだ︒

まった︒もちろん質問を予測して︑バ

﹁英語の問題見てください︒あなたど

あまりにも狭すぎる︒もっと学ぶ必要

そしてその学ぶ場は現在の大学では
したね︒書きやすかったのではありま

が増えてもよいのではないだろうか︒

を感じた者に快く︑門戸を開ける大学
﹁もし大学へ来ることになった時には︑

せんか﹂

﹁作文のテーマはあなたに合っていま

まず若いほうが口を開いた︒

﹁さあ︑わかりません︒別に家で調べ

のくらい点をとれたと思いますか﹂

﹁決して難しい問題ではないでしょう︒

たわけではありませんから﹂

⑧

昨日︑電話が入った︒私の尊敬する

年輩の中学校の教師をしている方から

﹁海外に出た時には︑国内では感じた
こともないことを思ってしまいます︒

であった︒

それこそが大学本来の社会に対する役
割ではないかと︑私などは考えている︒

必要以上に自分が日本人であることを

五十五歳の彼女は実を言うと︑私が

の大学院に合格したのである︒

彼女は京都大学の臨床教育学コース

してあたり前ですよ﹂

﹁そりゃあ実力ですよ︒先生なら合格

えてなかったもの﹂

れたお陰よ︒まさか合格するなんて考

﹁受かったわよ︒あなたが知らせてく

意識してしまいます﹂

だ︒同じアメリカ人として︑などと思

﹁アメリカ人なら︑きっと彼らは彼ら

何も大学は十八歳から二十歳までの若
る︒年齢枠などとっぱらって︑若者か

わないのではありませんか︒その一群
を人間として冷たく見るくらいでは⁝

バカな人たち

﹁国内では私もつき離した見方をして

⁝と思いますよ﹂

います︒というより︑

面接を受けた教授の奥さんなのである︒

彼女は中学校を退職すれば︑ボラン

と思うくらいで︑そのことが自分

ティアとしてカウンセリングの仕事を

だ

と関係があるなどとは考えもしないの

現役でいたいと私は思っている︒それ

楽しみながら︑そして死ぬまで社会の

肩ひじ張ることなく︑しなやかに︑

やってみたいと話していた︒

ですが⁝⁝︒外国へ出るとかなりちが
﹁経済学をやって株でもうけよう︑な

ってしまいます﹂

ッ﹂

んてことにはなりませんよ⁝⁝ハハハ

のではなかろうか︒

には﹁学び心﹂が一番ボケ防止になる

四十歳︑五十歳で私も彼女も再び大

知らない世界︑気づかなかった世界

学生活を楽しむチャンスが与えられた

と終わってしまったけども︒

になっても楽しいもんである︒だから

がわかっていくということは︑いくつ

︵え・松本圭以子︶

のである︒

生徒たちへ還元していける︒

こそ︑大学で学び直したいし︑いずれ

一グループがヒワイな言葉を大声で交

た一面があった︒

のやりとりの中でハッと気づかせられ

日本人の国際感覚について︑教授と

ところとなってほしい︒

乳
鋲

ら老齢までの人々が利用して止まない

4！

者だけが利用する場ではないはずであ

●

﹁あなたは作文の中で︑日本人男性の

わし︑話し合うのを聞いて︑同じ日本
人として大変恥ずかしかった︑と書い
ていますが︑アメリカ人ならどう思う
でしょうかねえ﹂
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呪 鯵漢

難騨天職
〃

多
未処置の肝臓転移癌で︑黄疸はついに

十二月二十五日早朝より突然︑言って

全身に及ぶ︒

﹁車を止めて﹂が﹁ベッドの上げ・下げ

ることとして欲しいことが違い始める︒

ロ

コ

もう彼は本当の彼ではない／

こんな

姿でただ生かして欲しくない／ 癌細胞

でいた︒

よ︑彼の心臓に取り付いて／と心で叫ん

十二月二十七日午前三時四十分︑夫は

睡眠中に苦しまず静かに息を引きとった︒

転勤先での夫の死︒私たちはこれから

どこに住むか？就職は？と︑決断するこ

二年近くもいれば子供なりの友人関係

とが次々迫ってくる︒

﹁羽生にいたい﹂と言い出す︒

夫の付き添いで辞めざるを得なかった病

もでき︑

声をかけられれば︑子供の教育環境を変

院から﹁落ち着いたらいつでも来て﹂と

は︑

えない点で心が動く︒彼の同僚たちから

﹁暑

﹁起きる﹂が

い﹂ことを﹁寒い﹂と言ったり︑まるで

﹁おしっこをする﹂ことだったり︑

を止める﹂ことだったり︑

二︑三歳の幼児のような物言いをする︒

﹁もしかした

一週間︑ 二 週 間 が 過 ぎ

のよう こ ︵ 3 5 歳 ︶

灘玉県羽生市

．講論
徳

ダメになった肝臓のため︑解毒されるは

ていく︒小康状態が続き︑

覚悟していた彼は子供たち︵八歳・六

ずのものが脳に回ったためと︑担当医よ

ともに他人へ貸していた︒子供の動揺︑

マンションが東京多摩市にあり︑転勤と

いま思えば狂乱地価の直前に購入した

す﹂︑と温かい言葉がある︒

﹁東京で仕事をお探しなら協力しま

﹁仕事は一生できるから︑オレ

ら春まで﹂と希望を抱き始めていた︒

のようなムリやムチャはするな／と言っ

歳︶へ︑

り説明される︒

その日駆けつけた彼の弟に︑一瞬正気

てくれ﹂︑とメッセージを託される︒死

戻りたかった︒

求職の不安はあったが︑無性に多摩市に

者は不本意でも文句を言えないから︑酷

の日一日︑私は誰の目もはばからず泣い

で︑

﹁オレ︑もうダメだ﹂と訴える︒こ

いと思いつつ葬式の話もし︑飾る写真を

た︒

す︒

思い切って︑こちらの事情を借主に話

も選んでもらう︒九年間の結婚生活で︑

たが︑その目はウツロだった︒

﹁泣かないで﹂と︑彼は何度も言っ

いわゆる 夫婦の会話

が濃密だったの

は︑哀しいことにこの時期だった︒

⑳

脳

昌職場は多面体

渉しながら様子を見ることにとりあえず

居住権を盾に居坐られれば︑当地で交
なく︑病院での仕事を子⁝供さんにお見せ

いてますよ︒言葉やパンフレットだけで

間だった︒年休をほとんどとらないこと

うほどではないが︑妊娠前は仕事中毒人

ことも多くなった︒私は︑企業戦士とい

給料を提示され︑

ろだ︒

を︑勲章のように思っていたのもこのこ

﹁これでよければ︑四

なさい﹂︑と婦長から言われ嬉しくなる︒

案内される︒

月からいらっしゃい﹂と︒そして院内を

実家の父は故郷へ戻ることを望んだが︑

腹を決める︒

借主との交渉の中で︑民法の借家法が借

ので︑連日帰宅するのは練習︑後かたづ

に打ち込んでいた︒運動部の顧問だった

天職

思うと︑自分自身にも︑そして何よりも

いえば︑遠征試合に飛び回っていた︒今

一日中練習試合︒ゴールデンウィークと

けを終えて八時過ぎ︒日曜日は練習か︑

というものがある

たとき︑もし
看護

ことに一抹の不安はあったが︑いまはそ

という無資格の仕事を︑ずうっと続ける

ようのない思いが込み上げてくる︒助手

コ

とすれば︑私は

だ／と︑たとえ

ある患者さんと︑一言︑二言話してい

学校の仕事と同様︑部活動にも精力的

家人最優先であることを知り︑他人へ貸

からと︑わがままを通す︒

コ

すことの怖さを痛感︑自分で管理したい

急転直下︑借主の好意でマンションの
さて︑北埼玉にいては多摩市の求人状

三月明け渡しが可能になる︒

況がつかめず︑多摩市の友人へ求人広告

がチョコレートをプレゼントして︑就職
内定を報告しょう︒
ゾリ

．熟纏遷家庭り境界を
・三川県小松市

しかし︑今子を持って︑三人家族では︑

いし︑やっていきたくない︒一歳で保育

とてもこのような生活は︑やっていけな

園に行きだした息子は︑とたんによく病

気になった︒しょっちゅう熱を出した︒

ら︑知人にお願いして預かってもらう︒

保育園ではそんなときみてもらえないか

だこうとした方から﹁しもの世話が必要

十日間下痢が続いたとき︑預かっていた

なときに他人に預けんと︑親がそばにお

露鱒讃馬事を続けていくうちに︑
目のあたりになってき︑考えさせられる

今まで見えなかったことが︑だんだんと

重土佐智子︵31歳︶

ある︒

生徒達に︑かなり無理強いしていたので

﹁仕事

二月十三日彼の四十九目に︑一日早い

れも﹁掃された︒

の送付を依頼する︒新聞紙上の求人は言

らば一ゆ﹄をも見る︒

うまでもなく︑問題はあるようだが﹃と

いままでのパート歴で︑看護助手の仕
事が一番肌に合っていたから︑送られて．

きたA病院の求人広告に早速応募する︒齢
夫が健在なときでさえ︑子供の年齢や核．誌

ある︒母子家庭になってからは．

家族であることで︑断られたことが度々

な︵？︶忠告もあった︒

﹁あなたと同じ立場の女も働

ひと

をするなら実家へ戻りなさい﹂︑と親切

面接で︑

⑲

ってあげまっし﹂と忠告いただき︑そん購

聞の姉妹紙というふれこみで︑地元では

日本一いや世界一の発行部数を誇るY新

新聞の編集兼記者を五年間勤めてきた︒

なかなかの顔︒市や観光協会の記者発表

なことまで気がまわらなくなっている暴師

やはり授業を最優先にして︑別の方に息

分に愕然としたこともあった︒しかし︑詳

には︑三大新聞に交じってお弁当︑お土

だよ﹂って長男は保育園で友だらに自慢

﹁お母さん︑××新聞のお仕事してるん

いぶんちやほやされたりもした︒

しかたないえせ芸術家や文化人から︑ず

産つきで招待されたし︑名を売りたくて

﹁編集︑記者︑ライター﹂の三

って︑学校と自宅をせわしく往復した︒

唇をかみながら今朝も新聞の求人欄に目
を通す︒

子をお願いし︑夫と二人で年休をとりあ
文化祭の準備で帰宅が遅くなったとき
の●●●

るのだが︑私の条件に合う仕事はやつぱ

に今はやりのキャリアウーマンね︒入社

してたみたいだし︑

文字を見つけては眼を皿のようにして見

りない︒まず年齢制限︒三十四歳はまだ

んて羨望のまなざしを向けられたことも

試験はすごい倍率だったんでしょ？﹂な

﹁太田さんて︑まさ

これからだと思うのだが︑年齢二十八ま

次は勤務場所と時間︒都心まで一時間
以上もかかる多摩のはずれに住み︑しか

で︑三十までの文字が無情に並んでいる︒

も子供二人の保育園の送り迎えを考える

なると︑一たん家庭にはいった大学出の

のことだった︒預かってくれた知人の方
っしょにはいってくれ︑息子は気持ちよ

女性が食指を動かされるような仕事はほ

は︑息子に夕食を食べさせ︑おフロもい

さそうに上気したほほを︑知人のひざの

フリーライターしか道はないということ

と︑正社員など勤まりっこない︒自ずと

でいても︑フリーライターの募集は滅多

になるのだが︑Cライターの文字は並ん

での部品組立てがいいところ︒少しまし

とんどないのだ︒スーパーのレジや工場

都心ならともかく︑郊外の田舎町とも

ある︒

にいった私に︑知人は箱をさし出した︒

上にのせて寝息をたてていた︒夜︑迎え

二人分ずつ入っていた︒私はまたしても︑

で︑タウン紙記者というのはちょっと知

なところで塾の講師くらい︒そうした中

主婦たちにとっては憧れの仕事であるら

的で華やかで︑働きたくても仕事がない

にないのだ︒かくして︑今日も一日無為

去年の暮れまで︑地元のタウン紙××

な時間が過ぎていく︒

中には焼魚︑ゆげのたつ煮物︑フライが︑

今の自分は︑いろんな人に支えられながら︑

ぼろぼろ泣いてしまった︒

たり︑こっちへ行ったりしながら歩いている︒

仕事と家庭の境界ギリギリを︑あっちへ行っ

⑳
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■職場は多面体

しい︒ところが︑

うと一︒

その内部の実態はとい

×x新聞に係わるきっかけとなったの

けた編集長がまだ来ていない︒待つこと

なかったから︑記事を書くレポーターが

集長とその恋人らしい女性の二人しかい

ると︑今度はイベント記事︑次は人物イ

必要だったのである︒早速原稿を提出す

十五分︒やっと現われた男は背が低く︑

前︑何やつてんだ︒皆さんを待たせてお

うす汚れたジーパンをはいた学生風︒﹁お

月一回だけの約束が︑取材のたびに夫

ンタビューというようにM編集長から次

は会社を休んで子守り︒日曜日はいわず

第に頼りにされるようになる︒

マのおじちゃんが怒り出した︒ペコペコ

もがな︑で︑さすがにやさしい夫も堪忍

いて﹂その男を見つけるやいなや︑それ

頭を下げ︑しきりに小声で謝るM編集長︒

袋の緒を切らしてしまった︒しかし︑一

まで私たちに背を向けていたパンチパー

記事︒新しく新聞を発行するに当たり︑

後でわかったことだが︑あのパンチパ

ラシだった︒片隅に﹁モニター募集﹂の

月一回編集会議に参加して紙面の感想を

ーマのおじちゃんは︑これから発行しよ

は︑Y新聞に折り込まれていた一枚のチ

モニターを募集するというのだ︒昼食付

えることができない︒

度目覚めてしまった私の好奇心はもう押

述べたり︑地域の情報を提供してくれる

うとする×x新聞のスポンサーの代表で

ならもうこれしか方法がないわ﹂アグネ

﹁エイ︑夫がダメ

あった︒Y新聞姉妹紙というのは︑Y新
聞を販売する専売所十五店がお金を出し

そのころの私は︑九か月の長男を抱え︑

合って発行する新聞という意味で︑Y紙

スチャン真っ青の子連れ仕事の始まりで

メモ帳を手に書中を走り回った︒おじい

や自転車の荷台にくくりつけ︑カメラと

④

きで︑しかも謝礼まで出るという︒

し相手は近所の奥さんとセールスマンだ

来る日も来る日もおむつ洗いの毎日︒話

なり力を入れているから︑地方支局や通

しかしY紙はA紙などと違って販売にか
信部記者などは︑販売店主に頭が上がら

本社には全く関係がなかったのである︒

でしょ﹂夫に手を合わせて頼み︑子供を

月に一回だから︒それくらい有休取れる

ない︒おかげで︑××新聞は支局から写

て窒息寸前だった︒ ﹁ねえ︑いいでしょ︑

見てもらう約束をして︑晴れてモニター

らったりと︑いろいろ助けてもらった︒

真を借りたり︑レイアウトを指導しても

けという生活に︑社会との空気を断たれ

に応募︒会議出席のための出産後初めて

××新聞の当時のスタッフは︑あのM編

クル紹介の記事を一本頼まれてしまった︒

ヨチヨチ歩き始めた長男をベビーカー

ある︒

会場の喫茶店には︑主婦ばかり十人く

さて︑その第一回の会議で︑私はサー

の外出は︑いいしれぬ解放感に浸らせて

らいが集まっていた︒ところが招集をか

くれた︒

⑦か；奄ハ

た︒そのうえ長男の手にはお菓子のおみ

っかり心を開いてくれ︑いい取材ができ

取材では子連れが効を奏して︑相手がす

ちゃん︑おばあちゃん︑主婦サークルの

供は母親のそばが一番幸せ﹂という母子

に泣かせてもかまってやれなくても︑子

私は﹁三歳までは親の手で﹂や﹁どんな

も子もクタクタになりながら︑−それでも

子連れ仕事は一年半続いた︒その間︑母

二歳四か月で保育園にはいれるまで︑

いつも行方知れず︒そんな状態を︑あの

も︑事務所の電話番すら私たちに任せて

彼女と二人で乗り回していたとか︒しか

稿料しか払わず︑あとはみな自分のポケ

ポーターには三千円か五千円くらいの原

ところが困ったのは広告取りである︐

パンチパーマのオーナーたちに内部告発

ットに入れていたらしい︒新車を買って︑

やげまでも︒

してクビにしてしまったのである︒主婦
パワーは強し︒

ことを拒んできた︒でも今は︑それが誤
りだったと思う︒子連れ仕事は︑母親に

信仰に惑わされて︑長男を他人に任せる

とっても子供にとってもマイナスが大き

得して﹁私たちにやらせてみて下さい﹂

まさか子連れでというわけにはいかない︒

に乗り始めた私は︑後ろの席に長男をす

そのころ︑仕事のためと一大決心して車

い︒そのことは︑また別の機会に書いて

と迫り︑ほんの少し経験のあるTさんを

企業や銀行に広告をもらいに行くのに︑

わらせ︑お菓子を持たせて﹁いい子だか
みたい︒

﹁一時休刊しよう﹂というオーナーを説

らちょっと待っててネ﹂と言って︑チャ

というより四人の︵だんだんやめて︑四

集長は半年ほどでクビになってしまった︒

さて××新聞に話を戻そう︒あのM編

刷用語もチンプンカンプン︒でもやって

てしまった︒校正記号も知らなければ印

二回の発行を半年も続けていると︑何と

いるうちにどうにかなるものである︒月

くド素人の主婦四人での新聞発行を始め

に会いにいったこともある︒やっと話が

イルドロックをしてガス会社の専務さん

人しか残らなかった︶主婦レポーターが

編集長に︑Yさん︑Kさん︑私とまった

ついたように泣き叫んでいた︒

ついて車にもどってみると︑長男は火が

かもしれないが︒

追い出してしまったと言ったほうが適切

﹁いい

そんなことが何度か重なって︑長男の
後追いは異常なほどになってしまった︒

か新聞らしい体裁が整ってきた︒

新聞をつくりたい﹂あのころは四人の気

Mには︑あのパンチパーマのおじちゃ
んたちから毎月百二十万円近い補助金が

ほんの少しでも私の姿が見えないと狂っ

たように泣き叫ぶ︒あれから五年︒この

持ちが一致して新聞づくりに燃えていた︒

様子がわかり︑新聞づくりにも慣れてく

ところが一年たち︑二年たち︑地域の

一番良い時期だったと思う︒

出ていた︒にもかかわらず︑われわれレ

ころの幼児体験が未だに尾を引いている

衣ノ

春には小学校に入学する息子だが︑あの

のでは︑と思われるふしがあって︑母親
として胸が痛む︒

＼＼
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■職場は多面体

ると︑マンネリ化がはびこってくる︒大
手新聞の地方版の記者が三年くらいで任
地を替わるのは︑そういった理由もある

0

鴨罫
σ

になった︒

つは︑女性問題の勉強会で

知り合った人を通じて︑ある編集プロダ

クションからリライトや調査︑女性誌の

取材などの依頼がきた︒また︑新聞の求

︑つ

フリーライターの契約ができ︑毎月一本

人広告を見て応募した妊娠育児雑誌とも

ずつ書かせてもらえることになった︒去

の争いという事態が続いた︒

モメるのは︑まず第一に金の問題であ

年後半は︑それらの仕事と××新聞の仕

だったので︑編集室内部はいつも四つ巴

る︒固定給プラス原稿料︵一本三千円か

事が重なって︑徹夜︑徹夜の毎日︒両社

らしい︒××新聞は読者サービスの一環

％︶という規定はあったが︑査定役の人

六千円︶プラス広告手当︵広告料の二〇

としてY新聞に折り込まれ︑無料で配布
った︒これが購読料を取る新聞だったら︑

されていたから︑つくるほうは気が楽だ

T編集長は非常にパワフルな女性だっ

もっと必死になったのだろうが︒

から﹁早くフリーになって︑もっと仕事

葉をささやかれて﹁この分ならフリーに

を引き受けてちょうだい﹂なんて甘い言

人は資料を見ただけ︒同じ原稿料なのは

なってもうまくいくだろう﹂と自信をつ

﹁私は何度も取材して書いたのに︑あの

した︒当然新聞づくりがお留守になる︒

おかしい﹂とか﹁私が先に声をかけたの

けての退職だったのだが⁝⁝︒

がいないのだから︑いつもモメにモメた︒

そこで再びトップの交替︒やめさせられ

に︑あの人が後から来て広告を取ってし

ったのだろう︒密かに他の事業をやり出

たから︑××新聞だけでは物足りなくな

たときはひともんちゃくあったが︑今で

のである︒あれほど続けざまに来ていた

来ない

まった﹂とかレベルの低い争いが続き︑

仕事が二か月近くもパッタリ途絶えてし
頭が痛かった︒

雑誌社には年賀

のんびりしちゃったから︑その間仕事が

ゃったのだろうか︒正月すぎまで田舎で

出した仕事が雑だったからクビ切られち

たのに：⁝・︒あまりの忙しさに︑年末に

ロには菓子折まで持ってあいさつに行っ

状でよろしくと頼んでおいたし︑編集プ

まった︒なぜだろう？

年が明けてみたら︑来ない／

は食とイベントハウスのオーナーとして

﹁いかにラクして他人よ

給料計算役の私は︑月末になるといつも

ところで︑トップ交替と書いたが︑残

成功している︒

ったYさん︑Kさん︑私の三人置中から

﹁ここにいてはダメだ︒力を伸ばせない﹂

﹁いい記事を書きたい﹂という努

中で︑

り金を取るか﹂そうした空気が蔓延する

編集長は出なかった︒三人共同の編集・

力は邪道になる︒

そこに新しく営業としてはいってきたS

運営体制ということになったのである︒

ていった︒そうした気持ちが天に通じた

私の中でそんな思いが日増しに強くなっ

人とい

う世にも稀な構図だから︑面白いわけが

のか︑書く仕事がいくつか舞い込むよう

さん︒上司が三人で部下は自分

ない︒おまけにかなり性格のきつい女性

⑱

瓶

はいっても留守ばかりで︑他の人へ回し

三か月の経験から言わせてもらうと︑

が多く︑五十軒押してもダメのときもあ

新興住宅はお高い人が多く︑泥坊なんか

も多いのか︑警戒心が強いようである︒

先輩の中には︑下町のほうが気楽と︑自

もいる︒長年の調査のチエか︑だんだん

宅から遠くても下町ばかり地点に選ぶ人

一戸建て団地は留守も多いが︑庭仕事

では淋しいから一緒にどう﹂と誘われて︑

﹁ちょうどお昼を食べるところよ︒一人

ある家では︑初めてお茶を出してくれ

私にもわかってくるようだ︒

や︑車の手入れをしているご主人などは

に人間っていろいろね︒見ず知らずの私

お昼をごちそうになってしまった︒本当

シンどい︒

る︒同じことを五十回も言うのはとても

割合快く答えてくれる︒こんなときはう

﹁人間若いうちには一生懸命働くものよ︒

にお昼までも⁝⁝と感激してしまった︒

れしくて気分がうきうきしてくる︒

﹁ハーイ︑どなた﹂という声で︑ドアー

もね︑アンケートは嫌いだから︑次は仕

頑張って﹂激励されて喜んでいると︑﹁で

でもそんなときばかりとは限らないσ

を開けたとき突然﹁どうして断わりなく
戸を開けるの︑あなたは誰？

うわよ﹂と怒鳴られたことがある︒こち
らは相手が返事をしているのだから手間

面白いわよi︒

︵え・堀切潤子︶

人間形態研究のアンケート調査員って︑

﹁ギャフン﹂である︒

事抜きで来てね﹂と言われて︑思わず

警察に言

事は大体二地点がセットとなっている︒

今日の仕事は○○市と××市である︒
仕事をもらうと︑地図で交通網を調べる︒
一番効率良く回るには一と社会科の勉強

には﹁どうもすみません﹂と下手に出る

を省いているつもりなのに︒こんな相手

を思い出す︒
﹁ピンボーン︑ピンボーン﹂と頼み歩く

うです︒

にかぎる︒人間ってえばりたい動物のよ

したて

毎日だ︒高層団地などは歩きが少なく︑

﹁結構です﹂のほう

足は楽ちんだが︑インターホンで﹁どな
た様でしょうか？﹂

が多く︑友人を紹介してくれたりする︒

大体下町︑古い住宅のほうが気さくな人

∵

ちゃったのかしら︒やっぱりフリーって
きびしいんだな︒樋口恵子さんが﹁ブリ
ーライターは不利ライターだ﹂って言っ
てたけど︑本当にその通り︒
﹁あ〜仕事が欲しい﹂︒幻のフリーライ

ターは︑今日も電話器の前でため息をつ

@影擢ん働く

︑いている︒

事．﹂

罷織 ゴ

0

鉄道幹線駅の隣同士といった地点だ︒

アンゲ加筆黒酒員を始めて三か月︑仕

璽映

㊥

タと男﹁
男芝女の家事雑感
東京都杉並区

A・T

なんだ︒

食事作りが苦手らしく︑冷蔵庫の中には︑

腐ったような物とか乾ききってカラカラに

なったものしか見当たらない︒夕食はもっ

物をいれている︒こんなところは︑若い人

ぱら外食だそうだが︑コーヒーなんか︑本

め洗いして︑電気の乾燥機で乾かしている

と同じようだ︒聞けば洗濯は日曜日にまと

昨年の暮れ︑私は初めて元亭主のアパー

いるように見える︒女房たちよ単身赴任も

とか︒それなりに楽しく独身生活をやって

ふられて独身を続けている︒

は家庭的なこともしなければ︑子供の教育

の所に行っているのだが︑私は拒否されて

トに行った︒子供たちは月に一回以上父親

今日はお正月︒一月一日である︒たまに

のはまったくの言い訳で︑本当は私が寂し

にも良くないんじゃあなかろうか︑と言う

ったところだろうか︒

おそるるに足らず︑心配ないものだ︑とい

さて︑今年のお正月︑すこしは期待して

いた︒今回は引っ越しを予定しているため

やってきたパパとはうらはらに︑暮れから

にOKというのだから本当にガキみたい︒
生まれて初めて成人男性のアパートに行

の私はメチャクチャ忙しかった︒大掃除は

いからと︑別れた元亭主を我が家に呼び寄

ってみた︒ウーンあんまりきれいなもんじ

もちろん︑普通の掃除もやらず︑パパが来
いかと思っていた︒お風呂に入ったら︑な

ると子供たちが必死で掃除︒正月の買い出

⊆

⑲

せる︒なんだ︑この間はクリスマスにやっ

まったく節制のないところが︑私の私ら

てきて︑一週間しかたっていないのに⁝⁝︒

一人なら汚れないから︑もうちょっときれ

ゃないんだな︑なんて言うのが正直な感想︒

んとも茶色っぽいカスが気持ち悪い︒でも

昭和六十一年五月の離婚いらい︑はや二

しいところと思っているから気にしない︒

を請求してやったが︑もちろん彼は払った︒

年中か月過ぎた︒そのとき︑多大の慰謝料

我が家とあんまり変わりないのかな一︒住
まいとは︑慣れた目と違って︑他人の目で

へ

空読

、

あいつらしい︒何でもいいのだ︒．要するに

自分の正当性を証明するためなら︑何でも

でも︑あの何もしない︑何にもできない

見ると汚く見えるものだから︒

んな犠牲を払っても恋を成就しようという

クリ︒男にだって︑やらせればできるもの

男が︑一人住まいしているのだから︑ビッ

へ

やる︒自分は本当の恋をしたのだから︑ど

でも再婚すると思っていたら︑結局は女に

わけだ︒女房︑子供もなんのその︒すぐに

剛

しすら子供に行かせて︑私はひたすら仕事︑
仕事︒

今日は彼の両親の家に挨拶に行ってから︑

このところの私は︑会社と家との往復︑

の重を作っていたなんて︑もう嘘みたい︒

うは言っても︑仕事もお付き合いもすご

今年はもう一度︑生活を見直そう︒そ

止ま

らない︒私がこんな仕事好きになるなんて

くオモシロイから︑辞められない！

い︒だれだって︑楽しくて︑存在理由があ

思いもよらなかったが︑絶対昔には戻れな

やたらに忙しい︒会社だけで九時間以上︑

それに往復が一時間半︒家事は買い物と食

連日の飲み会︵忘年会︶︑そしてアルバイト︒

きなかったのよ︒おせち料理だって一つも

子供たちがパパの家に行ったときなど﹁あ

事作りがメインで︑あとはあまりゃらない︒

我が家に帰り﹁モ〜︑私暮れになんにもで

ゃないけど︑どうしょう﹂と泣きついた︒

作っていないんだから︒イバッテいるんじ

るようになった︒離婚によって元亭主は生

私は離婚して男たちの気持ちがよく分か

るものは手放したくはないだろう︒

炊かなくっちゃ︒だれもやってくれないん

活に目覚めたようだし︑良い関係をつづけ

あお風呂沸かさなくちゃ︒そうだ︑ご飯も

だ﹂と認識するしまつ︒生活人としてかな

ていけそう．だ︒

﹁ちょつくら買い出しに行ってくるか﹂と

すると︑

子供を連れてセブンイレブンまでひとつ走

り後退している︒

裕子

なっている娘に八つ当たりし︑それでもお

なさに悔し涙を流し︑今回のことの障害に

の間だけ︑隣に住む両親の手を借りて何と

娘の幼稚園は︑あと二週間ちょっと︑そ

ぜひやりたいと患った︒

に就くためにも役に立つものだったから︑

妻は娘のために在る？千総裏犬伏

り︒ウ〜ンなんというお尻の軽さ︒すごい
もんだ︒あのひとが買い物に行くなんて︑

だから

昔は考えられなかった︒変わったものだ︒

やっぱり︑苦労しているんだ！

すでに二週間︑夫との冷戦状態が続いて

買ってきたものは︑酢だこ︑レトルト食

いる︒夫の理不尽さに怒り︑自分のふがい

品のビーフストロガノブ︑ハンペン︵これ

か乗り切ろう︒小学校に上がったら学童保

しおであった︒

あいつも進歩したのだ︑と私の感慨はひと

は焼いて食べるため︶︑乾き物︵イカ︑ポテ

お願いできたら︑何とかなると思うのだけ

で︑夫に話をした︒

育も利用できるし︒私はできるだけ低姿勢
上がりたことに始まる︒週四日︑九時半か

ど︑いいかしら﹂ところが︑である︒夫の

ことの起こりは︑私に再就職の話が持ち

さまらずに︑この文を書いている︒

かり︒このあたりは私も見習いたいと妙に

ら四時半のパートタイムだが︑仕事の内容

返事は︑だめだの一言だった︒

ト︑タラ︶など︑手間のかからないものば

で一応夕食となったが︑これが正月とは︑

感心してしまった︒私の手製ギョーザ百コ

めた勉強が生かせるし︑将来きちんと仕事

が魅力的だった︒再就職のために新しく始

﹁三月いっぱい母屋に

アア私も落ちたもの︒自家製のオセチで三

⑮

女と男

﹁私にとっては︑またとないチャンスなの
よ﹂

﹁何言ってるんだ︒やすこが小学校に慣れ

るまでは︑母親が家にいてやらなくちゃだ

﹁学童保育があるから︑放課後も大丈夫よ︒

めだよ﹂

﹁学童保育なんてとんでもない︒やすこが

そんなに遅くなる仕事じゃないし﹂

わって緊張している一年生の間は︑母親が

てきた女と男の役割論争を蒸し返した挙句︑

い︒これまで二人の間で何度も繰り返され

と飛び回っていても︑黙認することにやぶ

水泳だ︑コーラスだ︑女性問題の学習会だ︑

この三年間︑やりたいと思うことを︵仕事

そうなのだ︒今こそはっきりと分かった︒

さかではないらしい︒

以外は︶私がほとんどやってこられたのも︑

自分の身の回りのことに関しては︑見事

冷戦突入となってしまったわけである︒

に自立している夫だから︑私が働き始めて

それを避けるためなら︑妻が︑テニスだ︑

思われることに対しては︑過敏に反応する︒

ない︒

﹁いっ

︵え・田井亮子︶

だろうか︒冷え切った心は当分解けそうに

いる﹁ないものねだり症候群﹂の一人なの

もやってみたい︑と虫のいいことを考えて

やはり私は︑現在の生活を変えずに仕事

なかった︒

るんじゃないの？﹂と開き直ることはでき

うすれば︑あなたの大事な娘の幸福も壊れ

そのこと家庭を破壊してみましょうか︒そ

夫と言い争って逆上しながらも︑

ざるを得ない私の仕事って何なのだろう︒

いかける︒夫が賛成してくれないから諦め

だがしかし︑ともう一人の私は自分に問

のだ︒

うにするための︑夫の方便に過ぎなかった

被るかもしれない不便さは︑彼に言わせれ

︵わいふ

母親の欲求不満が娘に被害を及ぼさないよ

とにもかくにも娘のことなのだ︒

ば︑問題ではない︒何が問題かといえば︑

ふ二一三号﹃収入よりも余裕を﹄に書いた

ヘコ

通り︶だから︑娘に少しでも影響が出ると

ψ戦

なじめると思うか︒ただでさえ︑環境が変
家にいて︑お帰り︑といってやらなくちゃ
だめなんだ﹂と︑取りつく島もない︒

それでも︑ここが踏ん張りどころだと思
って食い下がった︒

﹁これを逃がしたら︑こんないい仕事はも

う回ってこないわ︒今まで︑趣味で勉強し

﹁君はなぜそんなに焦るんだ︒どうしても

陣禰
。◎
ハ

＿ノ
◎
L

てたわけじゃないのよ﹂

﹁何で私だけが︑家庭か仕事か︑どっちか

というなら︑家庭を壊してからやるんだね﹂

もう三年間

専業主婦をやってるんだから︑いい加減う

を選ばなくちゃいけないの？

こうなると︑夫を説得するどころではな

んざりよ！﹂

㌃禽
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レジャ

東京都江東区●佐々井優子

レイのスティックが四回鳴る︒つづい

ーダダ！﹂と︑一小節に﹁ダ﹂を三連符

ダダダ︑ダダダ︑ダダダ︑ダーッダ︑ダ

﹁ダダダ︑

つた︒まずい︒気持ちを立て直して三番︑

てドラム︑キーボード︑べ！ス︑ギター

ムのレイと目が合い︑ニコッと笑みを交

で四回入れる難所はクリアーした︒ドラ

四番を歌う︒またスキャット︒

ーなテンポの﹁℃︾幻↓↓目ζ国いO＜国幻﹂︒

十二畳ほどの狭いスタジオの中は音で

わす︒

おどおどした気持ちがやっと消えて︑歌

のときは︑マイクを使って歌っても︑ド

うのが楽しくなってきた︒初めての練習

﹁地声で思いつき

ラムやギターの音にかき消されて︑まる

で声にならなかった︒

こういうときってサ︑腰のあたり︑

り出してごらん﹂︑﹁上がってるんじゃな
い？

後ろからけっとばすといいんだよね﹂と

が︑もう大丈夫︒きょうはメンバー一人

言われて︑余計に萎縮してしまったのだ

一人の出す音も︑ちゃんと聞こえる︒思

いきってこのバンドに入ってよかった︒

そもそもの始まりは

九月の初め︑息子たらの通う幼稚園の

ば

ん ど

迎︒

バー募集／ボーカル︑ギターの経験者歓

﹁ロックバンド・︑○躍＼bd＞ZU．．メン

お

塀にこんな看板がかかった︒

い声を出している︒最後はバシッと決ま

きた︒コーラスのクニが︑アドリブで高

ィングに向かって︑みんな盛り上がって

充満し︑からだにびんびん響く︒エンデ

きょうは︑わりと声が出ている︒マイ

った︒フーッ︒全身︑脱力感︒発散しき

ずめ組△△﹂

オで練習︒連絡先一ひばり組○○︑す

なりユニークなのだが︑そのせいか園児

この幼稚園は徹底した自由保育で︑か

ったあとの︑ものすごい快感︒これを一

四回目のスタジオ練習で︑それまでの

度味わうと︑もうやめられない︒

いところ︒音が高くて︑地声で出すには

分で聞いても聞き苦しい声になってしま

私の限界だ︒ふりしぼって出したら︑自

ていない︒サビに入る︒ここが最も苦し

︵未経験者でも可︶月二回︑スタジ

クを通した声が︑楽器の大きい音に負け

二番へ曲は進む︒

力がこもる︒歌い出しは好調︒一番から

スキャットが始まる︒マイクを持つ手に

イントロの八小節目の終わりから︑私の

が一斉にイントロに入る︒曲はややスロ

幼稚園の塀に看板が

下町のおばさんもロック！

＆

⑱

ホビー＆レジャー

﹁へえ一︑ロックバンド組んでたのか︒

の母親たちも個性的で︑活動派が多い︒

やるじゃない︒面白そうなメンバーが集

メンバーの素顔
二週間︑こうして迷った末︑私はメン

バンドリーダーはレオ︒三十二歳︒ギ

オバンドのメンバーを紹介しよう︒

ターとボーカル担当︒八歳︑六歳︑二歳

ち主で︑リーダーとして心配りのできる

もしろい人だが︑とても繊細な神経の持

と三人の男の子がいる︒冗談の多い︑お

﹁あのう︑ロックって︑どんな曲をやっ

バーの一人のNさんに声をかけた︒

ているんですか︒あんまりハードなのじ

まってるな﹂

そう思って︑私は通り過ぎた︒音楽は

看板を見て申し出たのは私が初めてと

レ

好きで︑いろいろとコンサートに行った

ロックはやったことがなかった︒それに

のことで︑Nさんはまるで私がもうメン

人︒スタジオでは︑末っ子の大ちゃんが

私は地域の子供たちにお話し会︵昔話を

﹁ハードなのはやってなくてね︑六〇年

バーに加わったかのように目を輝かせた︒

ゃ︑ついていけないんですけど⁝⁝﹂

語りきかせる会︶を開いているし︑家で

O

麗
﹃可

り︑自分でも歌ったりしてきたけれど︑

書く仕事もしている︒下の子は重い食物

代の曲がわりと多いの︒︑．囚国国勺ζ国

．饗

⑲

アレルギーで︑食事作りにも手がかかる︒

卿︒

︵︑

︐ワ

︶

むずかると右手で抱きながら︑左手でマ

出︾2Ω一Z︑02．︑とか︑CCRの
．︑て幻○￠U竃﹀幻く．．︑知ってるでしょ

？

しかし毎日その看板を見ているうちに︑

これ以上手を広げるのは無理だと思った︒

私の中の悪い虫が騒ぎ出した︒今から新

ーズの﹃悲しい気持ち﹄や﹃メロディー﹄

それに最近のではサザンオ！ルスタ

しい楽器を覚える余裕はないけれど︑歌

あたり︒今のところレパートリーは十曲
くらいかな︒バンドは一年前に組んだん

ならお皿を洗いながらでも練習できる︒

でも︑ロックなんて歌えるかな？

だけど︑今年になって二人やめて︑四人

私の

声はふわっとしていて︑質がまるで違う

で寂しくやってたところなの︒とにかく

イクを持って熱唱する︒かなりの歌唱力

のだ︒どう考えても無理だな︒でも何人

一週間後には︑私はオバンドの新入メ

来週︑スタジオ見学に来て︑ね／﹂

ドラムはレイ︒三十七歳︒ ︵㊥八歳

ンバー三人の内の一人として︑小岩のス

タジオMに立つことになったのである︒

がある︒

かで一緒に音楽を作っていくつて︑楽し
いだろうな︒メンバーも魅力的な人ばか

いものが開けていくかもしれない︒

りだし︑私の中で何かもうひとつ︑新し

aづ

・六歳・二歳︶十九歳からドラムを始め︑

で家で練習する努力家︒

チャー坊はベース担当︒二十七歳で最

親になった分を取り返すかのように︑今︑

年少︒ ︵㊦六歳・二歳︶二十一歳で母

丸文字とイラストが得意な新人類︒

何にでも興味を持って駆け回っている︒

そして私︑ユー︒コーラスとボーカル

担当︒三十三歳︒︵㊦六歳・三歳︶小

・中・高校でコーラス部︒その後︑芸能

山城町という集団で民族音楽を経験︒三

以上︑七人とも揃って音楽好きで︑自

味線を少しかじる︒

歳・六歳︶大きな瞳にソバージュ︑揺れ

うち十代に戻ったみたいで気恥ずかしか

では愛称で呼び合っている︒私は初めの

こなす︒ここで書いたように︑オバンド

分の担当の楽器以外に二つ三つの楽器は

る大きなイヤリングがよく似合う︒生ま

ギターはマースケ︒三十七歳︒︵⑦九

みどころのない魅力がある︒

群の音感を持っている︒バスケットで鍛

れも育ちも下町︒自分にも人にも誠実で︑

グループ内で︸番ロック歴の長い人︒抜

えた長身にショートカットが男っぽい︒

頼りがいのあるお姉サマ︒

えて︑具合がいい︒それに仲間意識が生

ったが︑慣れると遠慮なくものが言い合

ジーパンにゲタで︑幼稚園へ送り迎えに

労︒おもちゃとお菓子でなだめながらの

から︑スタジオで練習するときはひと苦

メンバーには入園前の子供が三人いる

まれてくるから︑不思議だ︒

二時間となる︒またときには子供が熱を

クニはコーラス担当︒三十五歳︒︵㊦

新人が三人︒

来る︒母親たちに︑彼女の取り巻きがいる︒

キーボードはミ・チー︒三＋四歳︒︵㊦

という新分野に挑戦しようとしている︒

十歳・六歳︶コーラス歴が長く︑ロック

出して欠席という事態もあるが︑そこは

八歳︒六歳︶えり足の長い段カットに︑

ふっくらした身体つきで︑そばにいるだ

ッている︒この︑一見こわそうな目がね

けで安心感がある︒自分で納得のいくま

ナス型のダークブラウンの目がねがキマ

って聞いていることが多く︑一種︑つか

をとると︑優しい目が笑う︒皆の話を黙

⑳

＼、．＼
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ホビー＆レジャー

お互い様で理解し合っている︒

ともに音楽を創る

関わり方を鍛え合う︑格好の場でもある

普通の主婦にとって︑オバンドは人との

題は︑地声の声域を広げること︑歌に表

ていかなければならない︒当面の私の課

練習の翌週にはメンバーの家でミーティ

部分の受け皿ができた気がする︒お話し

くりは大変だが︑私の中のドロドロした

ちには不協和音を奏でることもあるだろ

みの苦しみを味わうにちがいない︒

自分の納得のいく音楽を作るための︑産

から声を出すのに一月懸命だが︑やがて

現力をつけること︒今は始めたばかりだ

ングを開き︑前回の練習の反省をする︒

という大義名分があり︑私自身﹁いい子﹂

会はやりがいがあるが︑

ともに音楽を作っていく仲間でありたい︒

う︒自己主張をしながらも相手を尊重し︑

オバンドに入って三か月︒時間のやり

と思っている︒

ここでのやりとりは︑実に面白い︒軽い

﹁優等

でいなければやっていけない︒そのため

オバンドのスタジオ練習は月二回だが︑

冗談︑悪い冗談を伴奏に︑主旋律はかな

周囲の人からは﹁まじめな人﹂︑

生﹂というレッテルを貼られ︑私はそれ

個性の強い女七人︒つき合っていくう

りシビアな音楽論議︒ほめるのも︑けな

初めのうち︑新入メンバーはその雰囲

だけの人間じゃないのにという思いがあ

﹁子供のため﹂

すのも︑歯に衣着せぬという感じなのだ︒

気に気圧されていた︒普通の母親同士の

った︒心の中にあふれてくる激しいもの

る場を︑私は音楽︑それもロックにやっ

を︑生の形でぶつけられる︑さらけ出せ

つき合いでは︑まともに意見をぶつけ合
うことは少ない︒波風を立てないのだ︒

と見出したのだ︒

嘉名

熟 00

の間にも︑もっと遠慮がある︒よく考え

﹁ユーは︑スタジオに入ると人が変わる

仲間の一人が言う︒

私のやっているお話し会のスタッフ六人

てみると︑お話し会は共同作業ではある

リズムに乗せて演奏したいと夢をふくら

バンドとしては︑ヒット曲のコピーばか

箱︒仲間に対して失礼だ︒楽しさの追求

ませているのである︒

本当に︑その通りなのだ︒そう言われ

んだから⁝⁝﹂

が︑子供たちの前で話を始めれば個人プ
レーという性格が強い︒一方︑バンドで

には︑メンバー同士の信頼関係と︑音楽

だけでなく︑より質の高いものを創造し

さんたちの熱いメッセージを︑ハードな

が心底好きという共通項が必要となる︒

りではなく︑いっかオリジナル曲でオバ

△
っては︑ロックは私にとってただのゴミ

9

るのがうれしいけれど︑発散だけで終わ

．へ

から︑互いに納得のいくまで話し合わな

「ノ●，．

ければ︑いい音楽はできない︒そのため

は皆が同時に音を出して作っていくのだ

鯉

9
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君子︵45歳︶

私は十月に入会したばかりだが︑十二

てた︒

ぶる︶代に︑また上部組織への会費にあ

めお茶や飴︵うたうとき︑飴をよくしゃ

いる者十七名で会を作り︑毎月千円を集

NHKカルチャーセンターに所属して

北海道札幌市●加藤

金のかかる民謡の稽古

芸事にはお金がかかると予想はしてい
たが︑民謡を習い始めて一年半︑ほとほ
と付き合いかねている︒

長年の夢であった民謡を︑夫の転勤で
札幌へ一緒についてきたため暇をもてあ
まし︑ようやく正式に習うことができた︒

るから︑と誘われ︑ベテランの中に混じ

は寂しいので唄に合わせて赤い裾よけ︑

麟

・驚

﹂

鰍

鵜

爵

騰総藻

塾

評紮梅．

轟

⑫

何の予備知識もなく︑NHKの看板だ 月にチャリティ大会で支部として合唱す

しごき等小物を揃えるのに三千円ほどか

ﾒ

藤勢

けを頼りに︑入会金三千円︑受講料三か

先生は全盲の三味線の名人で︑若いこ

って︑大声を張り上げた︒

ろより鍛えあげられた︑まさに芸人と呼

かった︒ゆかたは借りてすました︒出演

い始めた︒

ぶにふさわしい七十歳ぐらいの人だった︒

は昼の部︑夜の部↓回ずつで︑出演者も

月十一回分一万二千円を納めて︑毎週通

隣には唄のうまい︑一緒に苦楽をともに

会でも師匠はしっかり出演料をとってい

入場料二千円を支払った︒チャリティ大

脅」

鍔響

舞台の上にあがるため︑ゆかただけで

られた︒

協会主催の北海道大会があるので︑チャ

一月に入ると旭川で財団法人日本民謡

る︑と後で会計係の人より聞いた︒

したと思われる六十歳ぐらいの奥様がお

この．師匠の弟子は十年ほど前までは二

百名もいたそうだが︑今では旧名を切る
までに減っている︒

聴諦

知

先生の三味線でうたう私
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ホビー＆レジャー

リティで好評だった唄をひっさげて出演

この大会には老人クラブの人達を百五

ターで行なうのをホテルをはりこんで盛

十名も招待したため︑いつもは区民セン

費を納め︑最後に元をとるようにしっか

大に行なったため︑参加者は八千円の会

した︒これには札幌からの交通費︑入場

この間に新年会︑師匠の誕生会等の会

近日中に昇段審査があるようで︑これ

り飲み食いして帰った︒

の練習だけでは済まされない雰囲気に︑

に通ればまた一万円かかるとか︑週一回

こんな状況だけど︑民謡が大好きなの

私はすっかりのみ込まれてしまっている︒

っている︒

でやめたいとは思わず︑しぶしぶ付きあ

八月末に行なわれた支部大会で私は新

万円も出したようだ︒

福岡県福岡市●川谷由紀子

友に会ったような懐かしさがこみあげて

ほっとしたのも束の間︑飛び込みこそな

きて︑一緒にがんばろうねと励ましあう︒

リハーサルなしだ︒最初は顔を水につけ

足の動かし方︑顔の上げ方︑等々まるで

かったものの︑のっけから手の掻き方︑

より後悔の念が頭をもたげ︑しだいに声

と︑もうあと二人﹁初心者﹂がいた︒旧

﹁全く泳げません﹂とコーチに説明する

の初日︒

が小さくなってきた︒スイミングクラブ

﹁あのう︑初心者なんですが⁝⁝﹂先程

三万日のターン

した人は

勧めに従って謝礼に五千円出した︒優勝

人の部で三位に入賞してしまい︑先輩の

会から金一封を包んだ︒

四月の温習会の後は師匠に礼として︑

では新人のみ通用するようだ︒

した︒義理を欠くというのは︑この世界

食があり︑あまりの出費続きに私は欠席

料︑食費等で約一万円の出費になった︒

おそろいの衣裳で大合唱

⑱

てみる一頭の中ではこういう手はずで

て︑慣れたらそっと手足を伸ばして浮い

いう近所のTさんに話し︑クラブに入っ
た︒

四か月もするとどんな人でも泳げますか

そうか︑ 健康な身体があっての三万日

ち去った︒

ら﹂コーチの言葉を信じ︑夏休みには子

﹁楽にして下さいね︒無理しないで︒三︑

おまけに︑今しがた仲間だと思ってい

供と一緒に競泳する姿を思い浮かべ︑そ

すすむはずだったのに︒

ーチも﹁以前︑していたことがあるでし

のときは新しい水着を買おうなどと思い

た二人はなんの苦もなく泳いでいる︒コ

ょう﹂などと声をかける︒裏切られた思

ながら︑夢中で手足を動かした︒恥をす

っかりさらけだしてしまったからか︑更

いがする︒何故︑こんなことまでして泳

﹁大丈夫よ︒

に声をかけてくれる︒

最初は︑あんなものだったから﹂と気軽

衣室でクラブの先輩たちが︑

どこかの大学の先生の話を以前読んだ︒

﹁人の一生なんてせいぜい三万日ですよ﹂

ぐ羽目になってしまったのか︒

数字に置き換えると人生なんて︑味気な

ラブ員のほとんどが︑四十の後半から五

緊張がほぐれ︑あらためて見回すとク

たいないと︑今日できることは明日に伸

迎えたと思われる人も何人もいらっしゃ

十歳台であることに気がついた︒還暦を

くはかないものである︒一日一日がもっ

ることを心掛けている︒

ちゃんになっても続けてね︑フフ︑三途

の私は︑早速︑毎日千メートルは流すと

に遠慮もいらない︒決断の早さが取り柄

だ︒水泳は︑全身運動だし水の中では誰

であろう︒

緒にお送り下さい︒

は︑写真があればぜひ一

このコラムにご投稿の方

︵え・小宅昌枝︶

る︒女性の寿命はきっとまだまだ延びる

ばすなをモットーに︑充実した毎日を送

先日こんな人に会った︒﹁私︑全く
泳げなかったの︒必要ないしね︒この年

のよ︒それが︑ちょっとしたきっかけで

で水着を着るのも恥ずかしいと思ってた

の川もターンしようかってね﹂六十歳に

始めてね︑今は五百泳げるのよ︒おばあ

なろうかという彼女は︑足取りも軽く立

⑭
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といった内容の話をしているのを耳に

を教える︑フランチャイズの幼児︑児

して︑マニュアルどおりに子供に英語

講師の指導も受けていた︒自宅を開放

私はそれと前後して︑英語の学習塾

しているうちに︑かつて別の英会話学

る間︑知り合いになった人たちと話を

ところが︑塾講師の指導を受けてい

ったからなのだ︒

いた︒というのは両方とも自信がなか

まま︑私はズルズルと両方引きずって

学習塾か︑いつまでも決断がつかない

とにした︒

たつもりで︑幼児教室から手を引くこ

てはならないという苦い授業料を払っ

いたが・二度と幼児教室には手を出し

事はない︒私は契約料を三万円払って

ない私と夫にとって︑こんないやな仕

人もいるにもかかわらず︑子供好きで

ともいっていた︒もともと︑子供が三

学習塾と翻訳の間で迷う

自慢ではないが︑私は決断力のない

校の幼児教室を経験したことのある人

﹁部屋の中を汚される﹂

した︒別の人は︑

ことでは定評がある︒夫が私をけなす

童向け英会話教室である︒

とき用いるネタのひとつでもある︒こ

ないものだったこともある︵もちろん︑

を追求する経営姿勢が私の肌にはあわ

れだけではない︒英会話学校の合理性

幼児教室がイヤだと思った理由はこ
が︑

てお相手しているにすぎない﹂

掲げてはいても︑結局︑幼児を遊ばせ

でもない︑こうでもないとダラダラ思
い悩み︑結局一番悪いクジを引いてし

﹁幼児教室というのは︑高士な理想を

こ一番というときに︑いつだつてああ

まう︒この場合もそうだった︒翻訳か

⑮

■夢見るワーキングマザー

ことと思う︒現に塾経営で成功してい

肌のあう人なら︑うまくやっていける
りのあからさまな態度の変化に私は内

するとすぐに○○先生になった︒あま

は○○さんと呼ばれていたのに︑契約

それに何よりも︑小学生が英語を学

のだろうかとしみじみ考えさせられた︒

が出来るということはどういうことな

ショックだった︒日本人にとって語学

どうして幼児まで相手にして英語を教

ぶ必要などないと確信している私が︑

心︑先生と呼ばれるほど私はバカじゃ

受講の間中︑わたしたちの様子は常

また︑その少し前︑私が契約に必要

ないそ︑と思ったものだ︒

る人もたくさんいるはずだ︶︒

にモニターテレビで監視されていた︒

もちろん監視されていたのはわたした

教室では︑英会話学校の講師たちが会

子供達のお誕生会やクリスマスパーテ
ィに使ってなくなってしまい︑子供が

ころでも︑塾で得た収入は︑ほとんど︑

学習塾を開いている友達に聞いたと

えることが出来るだろうか︒

議をしていた︒その時彼らは︑なんと︑

好きでなければ出来ない仕事だ︑とい

たとき︑あわてて間違って飛び込んだ

英語で会議をしていたのだ︒何とも奇

な書類を届けに会話学校の本部に行っ

異な風景だった︵総て日本人だった︶︒

﹁だから辞めなさいといったじゃない

うことだった︒原田さんにはあとで

の﹂と言われてしまった︒

翻訳の仕事も大変だった︒これも私

ころだろうか︑不思議に要領が飲み込

一週間たって仕上げたものをもって

めるようになってきたのだ︒そのあと

いくと次の週の分の仕事を渡してくれ

はスラスラといった︒

したら二︑三百円にもならなかったか

いては消し︑書いては消し︑時給に直
もしれない︒ところが四︑五日たった

には向かない︑と何度も後悔した︒書

翻訳の仕事順調にスタート

の手段である︶︑それはいいようもない

のところ私にとって︑目的達成の一つ

英語達者になることが人生の目的と

が︑それはわかっていても何ともいや

o．o

は考えていない私にとって︵英語は今

ちに講義をしている講師のほうなのだ

クマ奮ρ

書藩

なものだった︒また︑私たちは契約前
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この学校は半年が一期となっていて︑

している︒

る時には︑このことを思い出すように

限界を感じて自己嫌悪に陥りそうにな

うことを知り︑それからは自分の力に

語学というのは階段状に力がつくとい

く頭に入るようになった︒ずっと後で

急に成績がグーンとあがり︑英文がよ

だりもしたが︑後半になると︑なぜか

績もあまり良くなく︑いろいろと悩ん

になる︒前半は提出するレポートの成

た︒これではダメです︑と断わられる

馬

結局私は二期︸年間勉強を続けること

ゆ

ら

のではないかとビクビクしていた私は︑

の週には﹁よく出来ています﹂と担当

内心﹁やった！﹂と思った︒さらに次

者のNさんにお褒めの言葉をいただい
た︒彼女は今︑私の大切な友人の一人
それからはトントン拍子だった︒ま

となっている︒

るで夢をみているようだ︑と何度も思
った︒仕事の切れ目のときには関連会
他人の仕事のチェックのためにアルバ

仕事も小さな波はあるものの順調に

続いていた︒

十月半ばのことだったと思う︒会社

の担当者のNさんから電話で︑三日で

いいから出社してほしいとの連絡があ
った︒三日ぐらいならなんとかなるだ

ろうと思い︑結局私は二日だけアルバ

出勤してする仕事は︑思ったよりき

イトで出勤することになった︒

つくなく︑二日間はあっという間に過

があり︑以前にアルバイトの話を断つ

ぎた︒その前後に原田さんと会う機会

⑱
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一

社の仕事を回してもらった︒さらに︑

イトで出社できないか︑との話も持ち
かけられた︒私はずいぶん悩んだ末に︑

出勤の仕事は断わった︒まだ自宅で仕
事を始めて四か月しか経っていなかっ
たし︑子供達のことを考えると︑どう

v裟

奮ミ

しても決心がつかなかった︒
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仕事が順調に行き始めて一か耳目ぐ
らいたった頃︑私はさらに翻訳の力を
つけるために︑翻訳の学校に通学受講
することにした︒受講料は結構高いも
のだったが︑なんとか自分の働いたお
金で払えそうな見通しだった︒
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■夢見るワーキングマザー

て︑さっそく私は電子レンジを買った︒

言葉は私にとって絶大な力をもってい

とのアドバイスを受けた︒原田さんの

利用して︑家事を簡略にするように︑

たことを話したら︑電子レンジなどを

ていった︒

出勤してアルバイトをすることになっ

連絡があり︑結局私は︑なしくずしに︑

からは︑三日︑四日とのアルバイトの

ろ︑慢性的人手不足に悩んでいた彼女

ならいつでもOKです︑と伝えたとこ

ばならないのではないだろうか︒人生

て︑もう一度そこで後始末をしなけれ

投げ出すと︑結局逃げたところに戻っ

と何とも恥ずかしい話だ︒

専業主婦になったのである︒今考える

からは逃げられない︑と今になってつ

けれども︑人は︑物事を中途半端で

Nさんには︑今後は短期のアルバイト

はようやく得たこの仕事からは︑出来

そんな過去のいきさつもあって︑私

くづく思う︒

これほど急に悪化するとは予想だにし

したことがないくらい︑私にはあって

ていた︒職場の雰囲気も今までに経験

るならいつまでも離れたくないと思っ

辞めていった︒主に二十代の若い人が

いた︒さらに︑担当のNさんが以前︑

この前後にアルバイト社員がどっと

ていないことだった︒

本腰を入れた矢先会社か傾く
そしてついに重い腰を上げ︑下の子
供を幼稚園から保育園に替える手続き
く子供の保育園も入園が決まり︑私は

多く︑何とも羨ましいことに︑この人

を取った︒昭和六十三年三月︑めでた

晴れて完壁にOしのふりをすることに

たちは新しい仕事を難なく見つけるこ

といっていた言葉も︑私には大きな魅

のよ﹂

﹁この仕事は︑あと︑五︑六年は続く

成功した︒

とが出来るのだった︵私の目にはそう

力だった︒私が︑

三十六歳になっていた︒

ところで私は専業主婦になる前に三

映った︶︒

社を経験した︒比較的よく転職したほ

と尋ねたら︑

もずっと雇ってもらえるのかしら﹂

それじゃもしかしたら私

﹁ええっ！

ところが何とも皮肉なことに︑この
頃から私の仕事に影がさしてきたので

年半会社勤めをし︑その間に三つの会
うだ︒会社運が悪いといえばいえるし︑

ある︒

一週間ほど休暇をもらい子供達と春

辛抱が足りないといえばいえる︒もう

いた︒それ以前からも何度か給料の遅

げだ︑と大見得を切って︑喜び勇んで

二度と人に雇われることなんか願い下

といわれ︑私は感激のあまり︑

のライフワークになるのよ﹂

﹁もちろんよ︑この仕事はわたしたち

した会社は経営状態がおかしくなって

休みを過ごしたあと︑久しぶりに出社

配があり︑不安には思っていたのだが︑

⑲

それが突然の会社の危機である︒給

と奇声を発してしまったほどだった︒

結果は一社は条件があわずこちらから

その内の四望と面接にまでいたった︒

全部で十三︑弊社ほど履歴書を出し︑

よ﹂といったが︑謙虚さを売り物にす

原田さんは﹁よそには二千円というの

アップしていた︒私が時給千円のとき︑

担当のNさんの尽力もあって︑二百円

この間にも私の翻訳会社での時給は︑

料は一か月も遅配になった︒それも悪

断わったものの︑あとは全滅だった︒

二百円﹂といっていた︒このたび晴れ

る私は︑他社で面接するときには﹁千

この翻訳会社に勤めながら私は結局︑

くなる一方だ︒辞めたくない仕事とは

履歴書を受け取りながら︑返事さえ

﹁ヒエーッ︐．﹂

こんなふうに別れなければならないの
だろうか︒

がある︒

この時給のことでも一度失敗したこと

三百円﹂ということにした︒ところで

て千二百円になったので︑今度は﹁千

くれない会社が半分弱︵写真代は高か
ったんだから写真ぐらいは返してヨ

私はNさんには黙って︑こっそり求

ネ︶︑残念ながら今回は見送りを︑とい
ってきたところが半分弱だった︒最初

人広告に応募を始めた︒新しく写真も
うすっかりおなじみになった求人欄を

撮って履歴書も買い足し︑新聞の︑も

の年齢では︑百社ぐらい受けるつもり

に原田さんと会ったとき︑私達ぐらい

す﹂

﹁私は今︑時給千三百円もらっていま

なところだった︒

その会社も貿易会社でおもしろそう

また精読し始めた︒げれども履歴書を
書いてポストに投函しながら︑私はそ

いで決まる︑といわれた言葉が︑ずっ

で履歴書を送れば︑十五︑六畜目ぐら
しりとした重みで心に響いてきた︒

のたびごとに﹁ホントは今の会社︑辞
めたくないのヨネ﹂とつぶやいていた︒

﹁ずいぶん多いですね︑月にいくらぐ

といったら︑社長さんが︑

持ち︑歳もかなりいっている︑貿易の

ろになって切り抜けたが︑社長さんは

本当にあせってしまった︒しどろもど

と言ったのだ︒実際もらってない私は

らいになりますか﹂

面接をしたうちの一社はとてもおも

になったときには︑本当にガックリと

経験も古い等々︶ということで不採用

正社員になるのは難しい
しろそうな貿易会社で︑ここでは本気

おけない人物︑ととったようだ︒この

私のことをはったりばかり言う信用の

で仕事をしてみたいと思った︒けれど

難しいことかと︑しみじみと自分のか

きてしまった︒正社員になるのは何と

社長さんは女性で︑開口一番に︑

もかかわらず︑私にいろいろと不安材

つての安易な生き方が悔やまれた︒

も簡単な試験も満点近いものだったに
料がある︵四歳の子供を含む三人の子

⑳
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と聞いた︒こんな質問は初めてで私は︑

﹁ご実家のご両親はお元気ですか﹂

黙認

﹁ハッ？﹂といったきり言葉に詰まっ

てしまった︒さらに私の次女の名前を
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さして︑

﹁なんと読むのですか﹂
と尋ねる︒

﹁菜摘︵なつみ︶です﹂
とこたえると︑

﹁まあ︑かわいい名前ですね﹂

の
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といった︒とても感情こまやかな女性
で︑こんな素敵な人の下で仕事がした
いと思ったのだが︑結果はやはり不採
用だった︒

こんなふうにどこもかしこも総てダ
メでめげている時︑私はハタと気がつ
いた︒私は自分が本当に望んでいるこ

wh宝ch］

社は決まらないだろう︒本当に新しい

会社を受けている限り︑絶対新しい会

だ︒それ故︑この仕事をしながら他の

いたらいいじゃない﹂といった︒けれ
どもそれでは仕事にならない︒ボラン

るわけじゃないんだから︑無給でも働

友人の一人は﹁別にお金に困ってい

仕事に就きたければ︑ここを辞めなけ

ティアだったら他にやりたいことがた

いわれたら︑極端な話だが︑私はお金

くさんある︒お金か︑仕事の内容かと

を取る︒そもそもお金を貯めるために

︵え・カステラネンコ︶

一つづく一

私はもうすぐ三十七になってしまう︒

とにかく新しい仕事を捜さなくては︒

っていきたい会社だった︒

た︒本当はもっともっと長く︑つきあ

この会社とは一年半のつきあいだっ

占めた︒

との別れの寂しさのほうが大きく心を

つい好し方までいっしょにいた人たち

気持ちだった︒前途への不安よりも︑

なかった︒恋人と別れたときのような

なぜが悲しくて涙がこぼれてしょうが

た︒最後の日の帰りの電車のなかで︑

結局私はこの会社を辞めることになっ

とした行き違いがきっかけとなって︑

人だった︶︑そのことについてのちょっ

︵彼女はお金よりも仕事の内容を取る

ことでは意見が合わなかったのだが

Nさんとは︑以前から給料の遅配の

仕事を始めたのだから︒

野
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ればダメだ︒給料の遅配は一層深刻に
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持ち主である︒私が本当に望んでいる

とはかならず実現する︑という信念の
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こととは今の会社の仕事を続けること
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宇野

存在価値についてもう一度問い直してみ

めて︒

たい︒私が︑私であるための生き方を求

の年／﹂に載った︒この文を書いたときも︑

この文は︑マリオンのページ﹁来年は私
昨年十二月二十二日の朝日新聞の夕刊に

ないことに﹁あせり﹂を感じていた︒専業

載ったときも︑私は︑自分が社会的存在で

主婦で︑毎日家の中ばかりにいて︑やりた

二ほどカットされた︒骨だけが残され︑多

くもない家事をブツブツ言いながらしてい

私の投稿が載った︒紙面の関係上︑三分の

文である︒

少ニュアンスが違っているが︑次のような

の多い夫について福岡︑長野︑岐阜︑金

来年︑私は結婚十一年目に入る︒転勤

イラは︑そのまま子育てにも現われ︑私は︑

時は流れていっていた︒そのあせりやイラ

毎日追われ︑私自身の時間が持てないまま

た︒七歳と三歳と一歳の子供たちの世話に

沢︑富山など引越し八回︒ようやく東京

七歳の子に向かって﹁お母さんはあなたに

ステリックに怒鳴り散らしたりしていた︒

朝から晩まで︑子供に小言を言ったり︑ヒ

小言を言うことで一生が終わるなんてまっ

三人置子供に恵まれ︑働き者で優しい

に落ち着いて二年目である︒

だが︑なぜか最近﹁あせり﹂を感じる︒

夫に守られ︑幸せな日日を送っている︒

だが一方で︑子供たちには︑私が必要な

ぴらです〃﹂と︑わめいていた︒

は楽しい︒しかし︑私は社会的存在では

幼い子供たちはとてもかわいく︑子育て

男は﹁おかあさん︑おかあさん﹂の子供で︑

のだ︑という自負があった︒特に三歳の長
人生の一つの節目となる三年に﹁これ

ないのである︒

私から片時も離れられず︑それ故に︑なお

一層かわいくてたまらなかった︒出産のと

でいいのか﹂と立ち止まり︑夫婦の関係︑

子供との関係︑そして一番大切な自分の

⑫
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子ども中ども大ども

きから大変で︑乳児期は︑下におくと泣く
ので︑一日中だっこか︑おんぶをしていた︒

夜泣きもひどく︑毎晩のように︑周りに気

やし︑布団の上を行ったり来たりしていた︒

を遣いながら︑﹁ヨシヨシ︑ヨシヨシ﹂とあ

ねるときも︑私の腕枕で︑しっかりだっこ
されていないとねれない子だった︒

一歳のときに手術︒二歳のときに前歯を
折り︑頭をぬうけがをした︒手がかかった
分だけいとおしかった︒いつも﹁おかあさ
ん︑おかあさん﹂とうるさい︑と思いなが
らも︑それが快く︑この子だけは︑絶対私
から離れず︑一生優しくしてくれるだろう

ま

葛
／

おじちゃんがいるから大丈夫﹂と彼はいい︑

﹁本当に大

﹁うん﹂と︑首

おじちゃんの手を握っている︒

丈夫﹂と私は念を押した︒

私と夫は︑長男が電車に乗るまでず一と︑

を大きく振った彼の目に︑決意がみえた︒

その後ろ姿をみていた︒だが彼は︑一度も

正月三日の日に︑十年ぶりに友だちが遊

パジャマと下着を入れた︒彼はそれを背負

くっていた私は︑冗談で︑彼のリュックに

というところなのではないか︑と思った︒

は︑あと数年しか私のひざの上にいない﹂

い﹂のところではなく︑﹁あ一︑この子たち

てはならないのは︑﹁私は社会的存在ではな

へ

ってしまった︒電車が見えなくなるまで見

私たちを振り返ることなく電車に乗って行

送ったあと︑﹁いっちゃっ．たね﹂と言ったき

り︑私たち夫婦の会話はなかった︒

寂しかった︒あの甘えっ子で︑泣き虫で︑

こわがりの長男が︑たった三歳四か月で︑

びにきた︒うちと同じくらいの年齢の子供

い︑おじちゃんの手を握った︒それでも私

を勘違いしていたのか︒本当にあせらなく

私を離れていった︒一体︑私は︑今まで何

たちが向こうも三人目楽しく食事をし遊ん

駅についた︒彼は︑多少興奮気味で︑目

イラし︑怒鳴らなくてはならぬのは︑自分

く何もない自分﹂をみせつけられた︒イラ

をうめあわす術を持たぬ私は︑同時に︑﹁全

ぽっかりあいた時間と︑淋しいひざの上

は︑どうせ駅で︑﹁やっぱりおかあさんがい

﹁おかあさんは︑いっしょに行かな

は輝いていた︒私は︑はじめて︑ドキンと

い﹂と泣き出すだろうと思っていた︒

した︒

﹁きょう

だした︒そんなことできっこない︑と思っ

は︑おじちゃんといっしょにねる﹂と言い

ていた我々大人は︑﹁ああいいよ﹂と︑軽く

いのよ︒一人で泊まれるの？﹂と︑私は︑

︵え・角南有加︶

の怠慢に対してであった︒
彼の背の高さまでかがんで聞いた︒

﹁うん︑

受け流していた︒どうせ途中で﹁やっぱり

んが気に入ってしまった長男が︑

で︑帰ろうとするころ︑すっかりおじちゃ

と思っていた︒

eJ一

0

おかあさんがいい﹂と言うだろうと高をく

⑬

欝
0
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2

灘鋸鎌
騰縫ジ，凱

総濠録

養艦乱滋
ミ ぐぎなジ

々に言った︒私も多少なりとも不安はあったが︑

くそんな田舎に行くね﹂ ﹁よく決心したね﹂と口

することに決めたのたった︵思えばそれがT県に

母に手伝いに来てくれるように頼み︑T県で出産

真っ先に夫に見てもらいたい一心で︑私は実家の

はり最初の子ともでもあるし︑生まれた子どもを

里帰り出産をしようかどうかと迷った結果︑や

は︑一人目の子どもを出産したときだった︒

好きな人と暮らせるならどこに住んでも一緒たし︑

出産という大仕事を終え︑私はクタクタに疲れ

嫌悪感を抱かせる︑事の始まりだった︶︒

て病院のベノトに寝ていた︒その翌日も当然︑疲

れたら誰にも気がねせす睡眠をとることかできる︑
ことになるのてある︒

し︑しかしである︒この地に住んで二年たった
になってしまったのだ︒

と思っていた私は︑次の日からア然とさせられる

偏見だけは持っていなかったつもりである︒

に対して﹁田舎たからどうのこうの・・﹂という

また同じ関東地方ということもあって︑それほど
心配はしていなかった︒少なくともその当時T県

務先でもあるT県に来るにあたって友人達は︑﹁よ

T県に結婚してやってきた︒夫の出身地であり勤

出席者全員で﹁孫抱寸﹂

＝譲凝議3継
へぐゼゼタそじゾ

T県の風習の強さを初めて知ることになったの

ぐ簿鱒難

原因はなにかーズハリ︑この地にある風習一
1なのである：︒

聡灘鱗

東京で生まれ育った私は二年前︑ここ北関東の

謡1澱
／壕耀鋤
識灘1

今︑折りにふれてT県に対し嫌悪感すら感じる私

⑭

勝照識1

翌日から主人の両親の親戚やら知人が︑入れかわ

なんと︵私にとってはこういう感覚︶︑出産の

た︒

りのない人達だろう﹂と思わずにはいられなかっ

⁝と︑東京育ちの私は﹁なんて非常識な︑思いや

たときに︑わざわざT県から川崎まで︑車二〜三

これも後から聞いた話だが︵夫のいとこ1川崎
在住1の奥さんから聞いた︶︑子どもが生まれ

生まれるとすぐ見に行くのがしきたりとか⁝⁝︒

後で聞くところによると︑当地では赤ちゃんが

りたちかわり見舞いにやってきて︑そのたびに私

・掘

る︒それも産後まもない︑一番大変な時期に︑で

台を連ねて親戚一同が赤ん坊を見に来たそうであ

さらに︑驚くなかれ︑当地では﹁赤ちゃんのお

⑲

ある︒

﹁お披露目﹂という名のとおり︑結婚披露宴のよ

披露目﹂というものが産後一か月ごろに行われる︒

うに○○会館等を借り切って︑仲人︑親戚一同を

招待し︑引出物をつけて宴を開くのだ︒そして︑

﹁孫抱き﹂と称して︑出席者全員に赤ん坊が回さ
れるのである︒

﹁赤ちゃんのお披露目﹂をやる︑と聞かされたと

々しい新生児を人ゴミ︵一種の︶に出すなんて︑

足で一番辛い時期だった︒また︑生後一か月の弱

き︑私は激しく抵抗した︒私自身︑産後の体の回

を見ても︑お産の入院見舞いは産婦の疲れを考慮

︵主に夫の両親の友人︑知人︶わざわざ出産見舞

無し

えで二〜三回起きなければならず︑ひどい睡眠不

り

復が思わしくなかったし︑夜中に授乳やオムツ替

︑

、

いにやってきて︑産婦が寝ていても︑起こして祝

8

いの言葉を述べる周到さ︒どんなエチケット百科

一

」万，

は寝ていても起こされて︑挨拶をさせられるのだ
った︒ふだん親しく付き合っていない人達までも

ン）疋

︵〜

〆つ
して控えるのが望ましい一と書いてあるのに⁝

ζlt何ぞヤ

風習

く｝ゾ

まして出席者全員に回すなんて︑医学的に見ても

けたり吐いたりで︑改めて心の底から腹が立って

が体調を崩し︑情緒不安定で二〜三時間も泣き続

﹁出産見舞い﹂で︑赤ちゃんのお披露目の席に持
ってくるのが﹁出産祝い﹂と区別して二つ︑のし

また他にも︑お産で入院中に持ってくるのが

ならなかった︒

決していいこととは思えなかった︒
産後の不安定な精神状態も手伝って︑私は連日

泣いて夫に抗議したが︑夫は﹁ここに住んでいる
やらないと︑今まで親戚もみんなやってきて招待

限り︑やらないわけにはいかない︒もしうちだけ

習にうんざり︒

袋を用意することにも驚かされ︑当地の細かい風

﹃なぜあの家だけやらないんだ﹄

我が子︵長女︶が初めて迎えた初節句のときも︑

お祝いはみ㌃大マ・㌃﹁人形﹂

く︒

以後も︑ビックリさせられることがまだまだ続

されていたのに︑

の付き合いに支障をきたすから今回だけは我慢し

と言われてしまう︒親の立場もあるし︑これから
てくれ﹂と︑私を説得するばかり︒このとき私は

初あて︑夫がT県の人間であることをつくづく思

我が家が二部屋しかない狭い借家であるにもかか

諺

⑳

い知らされたのだった︒

結局︑母親である私の意志は一切無視され︑﹁や

わらず︵これまた風習とかで︶︑大きなケース入

一怪船

り日本人形が三つも四つも親戚から贈られた︒置

るのが当然﹂という考えの夫の両親のもとに﹁赤
った︒

ちゃんのお披露目﹂が行われることになってしま
当日は︑よりによって雪がふり︑特別寒い日で
あった︒たばこの煙がモクモク︑カラオケの音は
ガンガン︑咳をする人もいる中︑わが子は出席者
全員に回された︒表面上はなんとか笑顔をとりつ
のをどうすることもできなかった︒

9雨暢

くろっていたが︑私は内心怒りがこみあげてくる
﹁なんなんだT県の風習って⁝⁝﹂

案の定︑というべきか︑当日の夜から赤ちゃん

1

き場所にも困るというのに︑みんながみんなケー
ス入り人形なのである︒お祝いして下さる気持ち
はありがたいが︑もう少し相手の立場や状況を考
えて︑ささやかでも本当に喜ぶ物に変える︑とい
う発想ができないのだろうか︒風習で﹁人形﹂と

決められているから一というのでは︑あまりに

巨5

と言われてはイヤイヤながらとりあえず従う他な

けて一軒一軒挨拶に回った︒夫の付き合いに響く︑

所に住んでいる人々の意識が︑これほどまでに違

一時間電車に乗れば東京のどまん中に出られる

私はショックだった︒そして︑東京や神奈川育
すめたくないと思った︒

ちの独身の友人達には︑地方への結婚は絶対にす

T県に限らず地方にはさまざまな風習があるよ

うだ︒同じ関東地方だから⁝⁝と安心していた私

それにしても一だからといって割り切れない

が世間知らずだったのかもしれない︒
何か︑が私にはある︒

一見普通○町だ︑屑⁝⁝

私なりに考えてみたが︑東京というのは︑いろ

である︵事実︑私の両親も鹿児島出身−娘の私

にしたおじさんが﹁次は何が出るんだ﹂と言って
である︒

いろな地方から違う考え方を持った人間の集まり

式がまるで宴会なのだ︒お酒が入って顔を真っ赤

それはそれは目の回るような忙しさだった︒お葬

り︑お膳を運んだり︑おかわりを聞いて回ったり︑

員よろしく︑日本酒やビールのお酌をして回った

の人達すべてに料理をふるまうのである︒エプロ
ン持参で通夜・葬式に行ったのだが︑料亭の従業

九日︑一周忌︑三回忌まで︑親戚一同加えて近所

通夜︑お葬式の二日間はもちろんのこと︑四十

たのだが︑例によって驚愕させられた︒

最近また︑夫の祖父のお葬式に出る機会があっ

うとは⁝⁝︒

頓蓑︾
一

類

かった︒

これまた姑の指示で︑お返しの品と草もちをつ

融通性のない︑形にこだわったやり方だと思う︒

奇／二

きたり︑とにかく都会とはまるで違う雰囲気なの

ζは何ぞヤ

風習

（

⑦

﹂

︑

︑亀

それに比べて地方によっては︑他県からさまざ

ないように見受けられるし︑従って人々の意識が

まな人や文化が流れ込んで刺激を受ける機会が少

大きく変わらず︑不合理な風習が数多く残された

もちろん︑残しておきたいいい風習もあるかも

のだろうか︒

しれないし︑人によっては負担と思わず自分から

﹁なんであの家だけやらない

﹁負担になるからやらない﹂という人

進んで盛大に冠婚葬祭のたぐいを地方の風習にの
っとってやりたい人もいるだろう︒それはそれで
いいと思う︒

しかし︑

﹁文化的レベルが低い﹂と言われても︑仕

の二年の間に︑田舎の独特な雰囲気というものを

⑱

が出てきたときに︑

んだ﹂というような非難や圧力をかけるようなこ

とは絶対にやめてほしい︒違う生き方︑考え方を
では︑

認めようとしない封建的な人がゴロゴロいるよう

知ったよ・つに田心・つ︒

何の偏見も持たずT県に来て二年たったが︑こ

方がないのではあるまいか︒

多く︑東京で長く暮らしている人は︑お互いの意

他人と違ったことをやると異端視されるような

空気︑何かを変えていこうとするときに自分が先

﹁ああ︑そう

いう考え方もあるんだ﹂ ﹁あ︑そういう人もいる

れる﹂式の田舎の雰囲気は︑気持ちのいいものと

﹁出るくいは打た

駆者になるのをいやがる人達︑

う︒

んだ﹂と素直に受け入れられる人が多いように思

識の違いにはいたつて慣れており︑

実に多種多様な考え方を持つ人々に接する機会が

は東京生まれ︑東京育ちであるが一︶︒当然︑

蟹

T県は農業を主な産業とする県であるが︑T県

は言えない︒

あのイやな﹁赤ちゃんのお披露目﹂を思うと︑

もっと心︵本質︶を大事にしてほしい︒

私は二人目の子どもを産む気になれない心境に襲

︸生この土地で︑夫側の親類縁者ばかりに囲まれ

われる︒その上マイナーな発想なのだが︑自分が

て︑こういう風習の中で生きてゆくのかと思うと︑

に限らず︑農業を主な産業とする県に風習の残る
こちらに来てから思うようになったことだが︑

傾向が強いようだ︒

最近よく言われる﹁農家の嫁不足﹂の原因の一つ

たまらなく自由な東京に帰りたくなるときがある︒

あるような気がしてならない︒

夫を呼んでしまおうかしらん⁝⁝等と考えている︒
わいふ が人生相談の雑誌ではないことは十分

半ば冗談︑半ば本気で︑東京にもどって職を得て︑

な要素がからみあっている問題とは思うが︶一

︵もちろん︑複雑

個人より︑家を尊重するような世界に︑今の若い

私って甘ちゃんでしょうか︒こんなことを考えて

承知しているが︑これを読んで下さった皆さま︑

に︑農家の封建的な﹁家﹂意識や考え方︑風習が

れない︒ ︵うちは農家ではありません︒夫の父親

な人の意見が聞いてみたい︒どなたか山びこを返

ている所の人の話︑とにかくなんでも︑いろいろ

⑲

女性が好き好んで入っていくとはとうてい考えら

は︑そういう保守的でかたくなな︑融通性のない

叱責でも共感でも︑風習のない所︑根強く残っ

る私ってわがままでしょうか︒

雰囲気が地方を魅力のないものにし︑自由な発想

していただけたら︑とても嬉しく思います︒

また︑地方から都会に若者が流出してしまうの

も教師︶

や生き方を受け入れてくれる都会へと︑若者をむ
かわせてしまっているのではないか︒

るかもしれませんが︑

︿余談﹀これを読む限り︑ひどいド田舎と思われ

知っておいたほうがいいですヨ︒

独身のお嬢さんは︑結婚前に相手の故郷の風習も

一見しただけでは普通の町︒

地方を活気あるものにしたいなら︑本当に発展

私は言いたい︒

ら変えていくことが必要ではないだろうか︒もっ

︵え・岡田正子︶

させたいと願うなら︑まず住んでいる人の意識か

てだと思わないでほしい︒形や形式にこだわらず︑

と外に目をむけてほしい︒自分達のやり方がすべ

ζは何ぞや

風習

㊥魯㊤

わいみ二一六号合評

カと違うってことがよくわかりますね︒人

取手周辺サークル
司会きょうは︑いつもと違ってテープが

が集まるときの女性の役割ってのが違うん

評論家をきどりました

●出席者

三本まわってますけど︑テープを意識しな

話題にしたい投稿を一人二つずつメ

ネツゾー／︵笑︶

﹁海外赴任1

モにしていただいたので︑え一つと︑まず

特集からいきましょうか︑

司会

たまらないですね︑そんなの︒投稿

つも入れないんですけどね︒いるだけ︒

もかくいなくちゃいけない︒会話にはひと

その場に座っているだけなんですけど︑と

出せって言われて︑出ていって挨拶して︑

外で会合があるときは三次会ぐらいに顔を

か︑私はお料理を運んで挨拶するだけ︒で︑

るんですけど︑会合をうちでするときなん

でしょ︒うちは主人が団体の役員もしてい

ですよね︒日本だと妻は裏方っていう感じ

ヘンなこと口走ったって︑あとでカ

いで話して下さいね︒

綿貫

小川 文子
神谷麻理子

菅原範子

司会

ットすればいいんですよね︒捏造しましょ︒

都築 絹代
藤田 信子
綿貫 厚子

●司 会
勝浦恵美子

﹁パーティは楽しい？﹂っていう投

その光と影﹂

小川

稿ね︑パーティのやり方って日本とアメリ

⑩

計 ︑
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ましく思えますね︒

アメリカに転勤になるのっ

神谷

思う！

の中にも︑そういうの書いてありましたよ

て︑なんのかんの言ったって︑やっぱり羨

﹁夫たちは徹頭徹尾自分たちの話題

ね︒

小川

ましいって感じ︒

が歓迎されるところへ行くってのはいいわ

だろうけど︑それよりもね︑女の自己主張

︵笑︶英語もうまくなる

のみを話し︑一個の人間としての妻がそこ
︵二十三頁︶

ですからね︒そこでした苦労ってのはいい

よ︒妻が個人として認められる国へ行くん

﹁私はそういうところには

二度と行きたくない⁝⁝私の人格は夫の人

ってあるわね︒

にいることに気を遣わない﹂

格に埋没しているわけではないから﹂とこ

日本の田舎に転勤になると︑女は人に非ず︑

苦労よ︒不毛な苦労でなくて羨ましい苦労︒
﹁行か

の人は言ってますけど︑私の場合︑

かな︵笑︶

なんだから︒ほんとに︒あ︑これ︑ひがみ

ない﹂ではすまされない︒逆に︑私のつき

と変だなとは思っていたけど︒これ読むと︑

あいには主人はノータッチなのよね︒漠然

アメリカ社会のつきあい方が︑ほんとに羨

て感じ︒

﹁我が家の子供たちは毎日こうい

一か所︑ここを掘り下げれば﹁影﹂

司会

前号でこの特集を募集したとき︒﹁楽

しいだけの話はご遠慮下さい﹂というよう

の部分も書きこめたのにってところがあり
ますよ︒

！﹂あたりから﹁たまには父親の転勤で外

う雰囲気の中でけなげに暮らしているのだ

国暮らしを余儀なくされた子供と気持ちを

そう︒でも︑特に﹁ハローウィン﹂の

分かち合って下さい﹂

ほうは︑ほとんど﹁光﹂ばっかりね︒これ
は読んでいてとても楽しいし︑丁寧に書か

︵十二頁︶のあたり︒

れているけど︑格別目新しい体験はないっ

藤田

﹁苦労の話﹂を募ってたんだと思うけど︒

なことが書いてありましたよね︒つまり︑

都築

海外生活の苦労を知りたい
窺甑＾．
1繋

@
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・
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鱒》

ほうに入ってたらどうかしらね︒

神谷 羨ましいっ︒使用人を何人も使って

神谷 こういう話をもっと聞きたかったわ

家事とは縁がなくなるなんて︑いいわねえ︒

コ

藤田 でも︑メイドさんをこき使うのって

疲れるってよ︵笑︶︒この投稿にも︑使用人

そうねえ︒でも︑これも割とよく聞

く話なんですよね︒ただ︑初めのレイント

綿貫
ゥリーのところとか︑文章がすごくうまい

て︑ちらと出てきてるわね︒

と暮らすのは食事も別にしたり不合理だっ

ハッピー︑ハッピーなだけではね︒何号か

ね︒深刻なのがいいってわけじゃないけど
前．に︑もっとこの特集にぴったりのが載っ

なあっていう感じで選んだの︒連載だから︑

菅原若王子さんみたいな事件は︑日本人

︵一二六頁︶

てましたよ︒

これからどういう展開で﹁影﹂の部分も浮
き上がってくるのか︑今後に期待なんです

﹁ハローウィン﹂を書いた人はまだ

そうなんですけどね︒でも︑

南北間題ですよね︑これは︒

︵一同

四人も五

そうは

︑魯㌦㌧

アメリカ滞在中だし︑何でも渦中にあると

萱原

一

●

●
？

人もメイドさんをこき使うのって︒

言っても︑やってみたくない？

神谷

夢

がこんなことしてるから起きたんじゃない

んで︑お手伝いさんを使ってっていう︑東

広い家とプールつきの庭の魅力にも

笑いつつうなずく︶

あらがい難いですねえ︒

糞

）輪

けどね︒何かトラブルに巻き込まれるとか︑

司会

南アジア系の国に行った人なら︑みんな体

，

きってのは︑なかなか書けないしね︒通り
過ぎたら書けるってこともあるじゃない？

種あかししますとねえ︑今回の特集は一編

司会実はねえ︑編集部から聞いたことを

殉﹃

と両面から描いてあるほうが︑読んで面白

験するようなことなのよね︒

ってのも羨ましいわよね︒

⑫

の投稿もなかったんですって︒それで︑以
前に送られてきたものの中から何とか特集
に合いそうなものを拾い出して載せたんで
すって︒

︑

︵κ
︑

シンガポールの街の中に入っていくとか⁝

工平ーッ91⁝︵しばし唖然︶

神谷 それじゃあ﹁光﹂ばっかりだって批

⁝︒ここまでの話としては︑大きな家に住

一同

評をしたら気の毒よね︒

いってことは確か⁝⁝︒綿貫さんは﹁シン

小川

そうなんですね︒でも﹁光﹂と﹁影﹂

ガポールとの出会い﹂を挙げてましたけど︑

実りある苦労なら︑こういう国でする苦労

アメリカでする苦労が︑ある意味で

これも海外赴任の話なんですよね︒連載だ
ってことは置いといて︑仮にこれが特集の

い

彪

ci
．

﹁パーティは楽しい？﹂を書いた人︑

早？

なかった？

に入り込んだようなものなの︒

萱原 ﹁人形の家﹂よかった︒私はこれか

とにかく連載はうまい︒

ら︐わいふ

﹁わいわいガヤガヤ﹂の

このくらい短い文で涙が出るなんて︑うま

﹁手紙﹂読んでいて涙が出てきちゃった︒

か書けないもん︒

神谷 連載に限らず︑全部うまい︒私なん

ことをうまく表現してるわね︒

わいふ4

セミプロかプロで

これ書いた早川さんって

のスタッフじゃない？

菅原

くちゃわからないよね︒この人はそういう

普通 の お ば さ ん に は 書 け
菅原

司会あのね︑投稿に戻りましょ︒

いうか︑論文ぽいところもあって︒例えば

かなりのインテリね︒文章にスキがないと

そういう人が書いたものをどうし

て連載しはじめたかにも興味があるんです︒

しょ？

いよ︑うまい︒私なんか︑おじけちゃって︑

﹁人はそれぞれ膨大な知識の引き出しを持

これだけのものとっても書けないって先に

っている︒自分の持てる知識の引き出しの

ね︒それなのに﹁定水準をクリアした文章

もともと

は読者の投稿誌ですよ

中のなにを相手に提供するかは︑その人の

思っちゃうもの︒あふれる思いは胸にある

わいふ

才覚によるし︑また訓練の賜でもある﹂べ十

を載せるってことは︑どうなんでしょう︒

菅原

初心者が出る幕がなくなってきてい

んだけどね︒

九頁︶なんていう文章は︑主婦がスラッと

の初めの志とは違ってい

都築

文章の手本として載せてるのか︑読

萱原

わいふ

出せる文章じゃないと思う︒

る気がしますね︒

れよ︑慣れ︒

都築 でも︑こういう文章を書くのって慣

わ

る︒普通のオバサンが書けないって感じ︒

おじけちゃう人もいるけれど︑

小川

んかうまいわね︒

ドイツね︑声楽家の︒その前は確か子連れ

綿貫

たということは わいふ4にとっては︑い

司会

集めるのも意味があるんじゃない？

からライターが育ってるってよく聞

か︒これが南国に住むってことなのかって︑

海外もの以外で︑いいのもあったわ

のパリで︑その前は何だった？

いふ

くから︑じゃ︑私もこれを足がかりにって

連載はた

ませるためなのか︒

司会読ませるためじゃない？

頑張る人もいるんだと思う︒そういう人を

﹁シンガポールとの出会い﹂の文章

のほうね︑ブーゲンビリアもカンナも年中

いてい読んでいて面白いもの︒そういえば︑

神谷

連載ってこのところ海外の話が多いわね︒

実際に住んでいるみたいに感じられたわ︒

司会

﹁ロックよ静かに流れよ﹂とか﹁人形

︵一一八頁︶観察が細や

同じ姿で咲きっ放しというあたりの描写な

の葉が散るとか︑毎日何か感じて生きてい

日本にいたら︑風が暖かくなったとか︑木

の家﹂とか︒そのころは

よ︒

わいふ〃とって

わいふ の方針は︑ともかくおじ

けないで書けっていうことだと思う︒全然

藤田

いことなんでしょうか︒どう思いますか︒

こういうふうにレベルが上がってき

けるじゃない︒

ほんと︒この前は中国で︑その前が

小川 そうね︒こういうことは住んでみな

⑬

いかもしれないけ．れど．そうじやない場合

文章を書いたことがない人だったら書けな
を︑じゃないペンを滑らしそうな気がして

れて︑言いたくないことまで︑うっかり口

た？

しなかったようだし︒あ︑それから知って

やっぱりねえ︒誌上添削の文章教室も定着

りましたので︑理由は編集長にお問い合わ

菅原

どういう投稿がボツになるのかって

﹁ボツにな

ね︒ ︵笑︶

投稿が載らなくてもね︑

は︑書きたいという気持ちの高まりがあれ
ば︑うまいとかじゃなくて︑書けると思う︒

せ下さればお答えします﹂とかいう紙が入

一同へえ一つ︒そうなの︒

かりしないで︒ ︵笑︶

紙面に余裕があれば載せるみたいよ︒がっ

すよ︒次号かどうか知らないけど︑いっか

っていない場合はボツじゃないんだそうで

ボツの原稿︑見て

れないかなあ︒匿名でいいから︒

みたいのよね︒ボツ原稿コーナー作ってく

小川

知りたくありません？

ど︑文章もセンスのあるなしによるって気

書いていればだんだんうまくなるだろうし︒

もするけど︒田中さんは文章のうまさじゃ

だけど自分のがボツ・コーナーに載ったら

司会おもしろいわね︒とっても面白い／

神谷 うまくなるかな︒何だってそうだけ

ない︑体験だって言われるけどね︑でも体

編集方針にまで話が行ってしまった

都築朝日新聞の﹁ひととき﹂欄でも︑な

違うからあってもいいのではないかしら︒

たことがありましたよね︒女性とは見方が

司会 一︑二編が載るのはね︒でも︑仮に

ぜ男性の投稿も認めないかと︑話題になっ

なんですね︒以前にもあったことですけど

﹁親の期待を裏切る法﹂ね︑これは男性の

男性からの大きな投稿が載ることについて

半分ぐらいが男性の投稿になつちゃったと

ついでなんですけど︑何人かが推していた

司会

男性の投稿は増えるか？

ほんと︑私も見てみたい︒

験だけで読ませるっていうのは︑相当変わ
った体験をしないと難しい気がしない？

私にとって大きな体験でも︑ひとにとって

には身近な 出 来 事 を う ま く

は大したことないかもしれないし︒このご
ろの わいふ
表現している文章が結構ありますけど︒

きるかってことが大事なんだと思う︒

は女性の言い

藤田 体験をつき抜けて︑これからどう生

司会 そうそう︒体験そのものよりも︑そ

たい放題誌なわけで︒

どう思いますか︒

したら︑どう思います？

れをどう受け止めるかっていう︑感じ方︑

私はやっぱり女性が発言する数少な

そりゃ︑困るわ︒

わいふ

考え方︑感性よね︒でも︑体験至上主義っ

司会

神谷

投稿規定のところで︑ちゃんと男性
からの投稿もいいって書いてありますよ︒

い場というのは︑しっかり守りたいと思う

小川

のね︒この岡さんていう男性はフェミニズ

ていうのも私はどうかなって思ってるの︒

ら︒

珍しい年齢層だし︑面白いんじゃないかし

悪くいくと告白の手記畏みたいになりかね
ない︒

︵笑︶

綿貫 そうね︒無理に本音を引き出させら

⑭

ムにも目覚めつつあるっていうのが三十八
頁を読むとわかりますけどね︑それに︑男

そのときは

ると？

藤田

わいふ

の使命も終わ

ええ︑それか路線変更かしらね︒今

の女の状態では大幅に増えるということは

菅原

ですけどね︑でも︑もし彼が女性だったと

ないと思う︒ただ︑幾分増えていくことは

性が わいふ〃を読むのは素晴らしいこと

したら︑こんなふうにうまく再就職できな

確実でしょうがね︒時代は動いてますよ︒
を読むような時代になってきて
が男性

ょうけどね︑これを書いた人は︑少しきつ

い言い方をさせていただくと傲慢なところ

があると思うの︒こういうタイプの人が増

〆

えている．のでしょうけどね︒この投稿は所

δ話0≦餌︒︒↓O

・二・28冨！
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わいふ

・

れた背景とか︑自分は税金を使っていると

その前にね︑これを書いた人は自分の生ま

投げかけになっているとは思うのだけど︑

謂﹁家を継ぐ﹂という問題に対する一つの

≦巴鼠︻

O冨α

いる︒それでも︑もし︑

わいふ

かったのじゃないかな︒男性だから得して
コ

男性も家事をするようになってきているし︑

コ

るに違いないと思うと︑やっぱり︑この人
は同志ではないと⁝⁝︒ ︵一同大笑︶

藤田 テキを知ることも意味があるかもよ︒

たら︑それだけで記事になつちゃう⁝⁝︒

a鴇
冷0ロ

私個人は増えても増えなくても︑どちらで

の投稿ばっかりで埋まるなんてことが起き

ょこちょこつと載るんだったらいいのかな？

﹁サーブレシーブ﹂みたいなところに︑ち

︵男性

の半分を占めるく

菅原私は︑冷めた言い方だけど︑

わいふ

︵一同笑︶

私が編集長だったら

もいいの．だけど︑でも同じレベルだったら︑

ってるわけ︒

ね︒

男の投稿は落とす／

の投稿は︶それほど増えるはずがないと思

らいに増えたときは︑それはもう世の中良
くなったときですよ︒

は傲慢

の終わりから三十六頁の初めにかけて書い

親の期待を裏切る

の関わりを避けてますけど︑私だったら︑

てらっしゃるようにね︑公務員をうんと批

て立つ基盤がないというか⁝⁝︒三十五頁

かいうことを余り考えてないようね︒よっ

藤田私はね︑女の人が同じことをして︑

の極端な形かな︑これは︒反抗期がおくれ

親に必ず；口言うと思うんですね︒親離れ

判しながら︑一方︑すべてを利用してるで

には書かないと思ったの︒親との関わり方

てやってきたみたいな︒

同じように文章にしたときに︑こんなふう

菅原

しょ︒

なんか︑女とずいぶん違うなあと思った︒

年齢も若いということもあるんでし

なんか︑冷たいっていうか︒岡さんは親と

⑲

︵笑︶

綿貫 転職の試験を受けるときも︑出張を
利用したとか：：−︒

随分︑税金を使ってるそうだけど︑そうい

都築 そんなこと言えば︑国立大学だって︑

公務員も大学生の延長の

うことを自覚して勉強してる学生って少な
いんじゃない？
ようなものだったかもしれませんよ︒︵笑︶

藤田 それでいて︑やめるときには︑軽蔑

りましたという気持ちが余り見えないよう

すべき人間でも何でも︑一応はお世話にな

ですね︒両親が挨拶なんかも行き届いて︑

いろんなことしすぎちゃったことへの反発
かしら︒

神谷 何か調子のいい反抗の仕方だとは思

娩

︵．

ど望

・一

うことがおかしいのね︒今の子って︑わか

りますね︒まず︑公務員試験を受けたとい

抗しきらないで︑流されているのが気にな

小川

わないよね︒

藤田

情︶

なんて︑本当に腹が立ったわよ︒︵憤慨の表

噛

らないって感じ︑新人類よ︒これ読みなが

︑︑

ら︑我が家の親と子の関係について考えて

れないわね︒

ールだから⁝⁝︒

もいっぱいしたんだろうけど︑書き方がク

は今やっていけないんでしょう？

もっと

神谷 ただ︑こう割り切らないと︑この人

親と話し合えればよかったんでしょうけど︑

ょうね︒この時点では︒

両親のほうが聞く耳をもたなかったんでし

菅原少々厳しいけど︑親を説得できなく

て︑どうやって反核運動で他人を説得でき

きわめて現代的な問題︒家制度も崩

よくある話ではありますよね︒

るんでしょうかって言いたいわ︒

菅原

綿貫

れてきている時代にね︑自分のしたいこと

をするか︑親をみるかどうかの問題ですよ

ね︒一見︑個人的な問題のように見えるけ

ど︑社会的な問題でもあるのよね︒みんな

ていくかは︑その人の価値感︑生き方にか

悩んでいる︒その中で︑どうやって解決し

にスパッと切るのは簡単なんだけど︑そう

かってくるわけですけど︑いっしょくた

ないわよ︒

子供ができたらどうかしら︒父親の立場に

神谷 でも︑これを書いた人︑十年経って

︵一同うなずく︶

するまでに︑やっぱり優しさが欲しいなと︒

藤田もっといろいろあって︑親子で喧嘩

本当はここまでじゃないのかも知れ

必要以上にツッパッているのかもし

優しくないよね︒普通はそこまで言

しまったわ︒子供から見ると︑親は異次元

都築

います︒とてもクールな反面︑徹底的に反

／
Zt：N．．一Y

の人間なのかなあ︑と︒

︵四十一頁︶ってとこ

﹁母が夜眠れるかどうかなんて︑知

ったことではない﹂

菅原

⑳
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毎

る時点で転職しようとするのは勇気だと思

で一生グチグチと暮らしていたよりは︑あ

で話したの︒この前︒二人とも︑この投稿

またま︑他の二人の

よって受けとめ方が違うんですね︒私︑た

わいふ 読者と電話

うかな︒

なったとき︑今のことを振り返ってどう思

と彼の生き方を高く評価してましたね︒お

ス

うの︒ただ︑そのときに︑もうちょっと優

二人とも三十代なんですけど︑まだ子持ち

ク

しさがあれば︑親に辛い思いをさせないで
すんだかな︑ということですね︒

ではない︑それこそ︑DINKSというか︑

ｯ笑︶

デ イ ン

菅原 D更NKSになりそうじやない？
神谷 こういう人には︑子供を持ってみて
小川

OINKSというかそういう人達なので⁝
曾：o

ス

りますけど︑でも︑こういう考え方の男の

ク

初めてわかるっていう部分を是非知ってほ

人が増えるのは︑ある意味でいいと思うの︒

ノ

キッズ

ちょっと失礼︒そのOINKSって

インカム

司会

ワン

ン

しいな︒

菅原

イ

司会 そうね︒でも自分の納得できる職業

もし︑あのままで︑家とか親に引きずられ

何ですか︒

オ

に︑どうしても就きたいという熱意は評価

たままだと︑奥さんが苦労すると思うから︒

小川さんらしい視点／

で︑親の立場でなく︑子供の立場で読み取

めんなさい︒とにかく︑そういう人達なの

﹁こんな親じゃ︑かなわない︒彼は

に︑親としての苦労もボツボツ本格的にわ

はまだ十分にかわいい年ごろだしね︒とも

さん子育て現役中の人ばかりでしょ︒子供

よくやった﹂ってなったみたい︒今日は皆

って︑

そうです︒小耳にはさんだ言葉を使ってご

︑︒Oコ︒ぎ8ヨ①Zo困乙の．．の略だ

﹁親を捨てるのではないか﹂

︵四十二頁︶

かり始めるころでしょう？

そうですね︒この男性は親の老後を

よね︒ただ職業や︑それに付随してくる住

全く見ないと言ってるわけではないんです

ゃうんじゃないでしょうか︒

三十代︒で︑どうしても親の視点になつち

﹁こんな子に

ほとんど︵笑︶

としているだけなのよね︒

の親御さんたちはかわいそう／﹂

育っては一大事！

︵笑︶

苦労のかいがない︒こ

言われちゃってますけど︑これも読み手に

司会

その通りね︒今日は岡さん︑かなり

む場所などのことで︑自分の意志を通そう

綿貫

があるんですね︒

は飛躍しすぎなんですよね︒ここにも問題

というところまで行ってしまうけど︑これ

に添わないと︑

両親のほうも︑息子が自分たちの意

いい意見で

これを書いた人︑勝手なところはあ

できない？

すね︒

司会

しがらみ

初めの就職は 周 り に 流 さ れ て

てしまったときに︑柵を断ち切ろうとした

@恒

小川

しまったわけだけど︑成り行きでそうなつ

たかもしれないわね︒スタートはまずかっ

ら︑こういう方法を取らないとできなかっ

?刀fか

たとしてもね︑でも︑そのままで親を恨ん

@

⑰

（一

我が身に引きつけて読んだ投稿でした︒

ほしいと思うかもしれないわ︒ともかく︑

神谷

わかりますねえ︒

藤田

︵笑︶

﹁人生はなんてつまらないのだろう﹂

︵笑︶

この人は大学の学費を︑ご主人から

場で︑私も何度こう思ったことか︒

されます︒双児のベイビーズを育てる修羅

なんていう台詞︵八十一頁︶も︑身につま

司会

他人の幸福が格別妬ましいのよねえ︒︵笑︶

自分がいきいきと生きてないときは︑

神谷 確かにね︒彼のほうに﹁もう少しの

では︑この投稿については︑このく

らいで⁝：・︒

司会

ｯうなずく︶

優しさを﹂と言うなら︑両親のほうには︑
﹁もう少しの自立を﹂と言うべきなんでし

ょうね︒でも︑私なんか年を取って体が弱
くなってきたりしたら︑子供にそばにいて

もっと葛藤を書いてほしい

﹁自分で働いて出したら？﹂って言われて︑

自分のお金で⁝⁝︒

冒頭の悩んでいる部分で︑もっと︑

︵笑︶

それがきっかけになって職探しするんです

﹁男女差
﹁息子に背

菅原

その他に﹁死ということ﹂

別は差別のうちに入らない？﹂

ね︒

司会

ば大学に再入学するとして︑亭主にお金出

綿貫 目下︑準備罪なんですね？

神谷 私は﹁出してもらう﹂という考え方

論を読んで﹂のほうが本音が出ていると思

︵八十三頁︶でも︑私なんかは︑例え

らへんを︑もすこし書き込んで欲しかった︒

もっと葛藤があったはずだと思うの︒そこ

してもらおうって発想は︑まず︑ないから

﹁ヤマギシズム生活体験﹂な

ども各人︑印象に残ったそうですが︑もう

負われた父﹂

﹁サーブレシーブ﹂の﹁働く女性の子育て

︸つ大きな扱いだった﹁夢見るワーキング
マザー﹂についてはどうですか︒

藤田流しちゃってる感じがしたわね？

いましたね︒

ました︒

藤田 これはちょっと物足りない感じがし

司会

当然の権利だと？

ではなくて⁝⁝︒

ゃって︑強い感動はなかった︒自分だって

そう︒だから︑すらすらっと読んじ

菅原

そうね︒

になる﹂の続編っぽいですね︒でも﹁みん

小川 連載の終わった﹁みんな悩んでママ

神谷

都築私は夫には黙って︑たいていのこと
すけど︒

書けないのに︑厳しいことばかり言うんで

してしまうわ︒余り理解がないから︒

︵笑︶

るところが多かった︒こちらは︑それに比

な悩んで⁝⁝﹂のほうが︑私としては感じ

司会 夫に相談すると︑なんだかだ言われ

それが評論家ってものですよ︒︵笑︶

でも︑主婦的情況に悩んでいる部分で︑共

司会

て︑だいたい潰されるんですよね︒

べて甘いような気がしたの︒

感できるところも多かったけど︒友人の職

綿貫 翻訳の仕事なんてねえ⁝⁝︒なかな
かそう簡単にいくものじゃないし︑うらや

業上の活躍にムッとするなんて︵八十一頁︶

では︑連載ですから︑今後に期待して︒

︵笑︶

ましいというか︑うまくいきすぎというか︒

︵え・カステラネンコ︶

⑳
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﹁反原発﹂を生 き る 1 2 人 の 射 た ち ！
製四欄綴

普通学級で﹂石川憲彦／嶺井正也／恵谷佳乃子

継のち毒麓憾め慧零を弐饗罹る

河合

克義︵明治学院大学助教授＞

A﹁高齢化社会と社会保障・社会福祉﹂

B﹁高齢化社会と保健・医療﹂

あざみ昭三︵全日本民三連会長︶

石原多賀子︵北陸大学助教授︶

C﹁高齢化社会と女性﹂

@﹁高齢者︑女性か安心して暮らせる地域づくり﹂

①﹁老人保健施設を考える﹂
㊧﹁社会福祉の資格制度を考える﹂

あり

第B回老人福祉問題全国研究集会実行委員会

又は北陸体力科学研究所君〇七六一−四七−＝三四

金沢大学法学部社会保障法研究室倉〇七杢−六ニー四穴一㊨蹴
︿連絡先﹀

ところ石川県小松市公会堂・粟津ク
ホラ
テン略他
参加費八○○○円︵会員七〇〇〇円︶資料代田
主催全国老人福祉問題研究会

一九八九年六月一一日箇〜四日日

にらつの

㊧高齢者と健康づくり︵議騎上置︶

①老人福祉施設のあり方︵稔緬讐︶

薩薩

釣鷺露三輪妙子響嚇女たちの♂雛反原発現地からの報告に加え︑さまざまな女たちが想いを述べ︑語り合う︒伊藤ルイ／千葉仁子／小木曽美和子／松浦雅代／落合誓子／伊藤墨型／堤愛子／三輪妙子／石塚友子／添野ふみ子／村田まり子／水沢靖子

たか一﹁就学時健診﹂大谷恭子／．障害児のいる2

㎝依仔激讃択灘区謬藝蕪蜂㏄壁塗繰嘱．美

調子どもと健康刊 ●恥17特集11障害児と学校−共生の輪は広がつ季

労働教育セン→葺攣代曝謬瑠ヨ一章一

労の

ブリッ子嫁さんの自己分析

べい屋には︑売り上げが原料その他の支

いのだ︒商売には︑というか︑このせん

育やしつけに関心があるのではなく︑行

うな気がして︑かかさず出席︒決して教

観や懇談会︑行かなければ申し訳ないよ

菊池喜恵子︵37歳︶

払いに大きく上回る月が︑たったの二か

岩手県北上市

まず外見からいきましょうか︒身長一

﹁負けたくない﹂の一念で

メートル五十センチ足らず︑手足が細く

てやらねばならないような気がしてなっ

けば行ったで︑なり手のない役員を︑し

てしまう︒なったとしてもできるだけめ

いつもギリギリの線なのだ︒大手の企業
が大量生産して小さな店の隅々にまで製

んどうなことは避け︑副になったりして︑

月︵三月と八月︶しかなく︑あとの月は

品を卸しているのに対抗するのはむずか

てお腹がぶっくり︑中年女の典型的体型
である︒顔は十人並み︑頭脳も並み︑ケ

しい︒消費者も愚かなもので味よりも︑

の先生方︑役員の中で理路整然と発言す

で︑美容院は年に二回︑化粧品も栄養ク

るなど不可能で︑心臓がドキンドキン脈

チゆえに︑髪も長くして束ねているだけ

のを買っているようだし︑それに加えて︑

包装に経費のかかっている見栄えのする

打ち︑自分で何を言っているのかわから

ただ協力するだけの迫力のなさだ︒大勢

いいものを使っているけれど︑あとのは

リーム三千円と︑少々並みの女にしては

が痛い︒チビ︑デブ︑ケチ母ちゃんと︑

大型店の相次いでの進出︑並みの女も頭

べい屋の奥さんである以上は︑身だしな

千円ちょっとので充分である︒一応せん

た︑単なる場慣れしていないだけのこと
上にバカがつくほど︑正直でまじめ︒

これも決していいことではない︒授業参

気が弱い？ これはやはりうそだ︒走

なのかは︑自分でも疑問だ︒

子らは呼ぶ︒

なくなってしまう︒気が弱いのかはたま

ケチ︒好きでケチになったわけでなく︑

み程度には化粧する︒

お金の絶対量の不足がそうせざるを得な

⑳

るのに負けても︑洗いざらしの服しかな

二十歳で結婚したのも早過ぎた︒淡い

今から本物の恋など︑家庭を捨てる気も

思いで嫁いだ亭主殿も︑今ではこの世の

これまで私の女としての人生には色ご

義父母がこわい意気地なし

とは︑無縁だった︒亭主以外の男性は知

くても︑何とも思わないけれど︑だけど
やっぱり人には負けたくない思いがある︒

ないから無理というものか︒

簡単な仕事を手伝う以外は︑一日中茶

える︒

いつも苦虫を噛みつぶしたような顔に見

しいものを食べても︑楽しいときでも︑

老人会︑温泉旅行など全く無縁で︑おい

なければ行く所もない︒ゲートボールや

年近いのに︑訪ねてくる茶飲み友達もい

い︒義父母はこの地に生まれ育って七十

この私︑義父母がこわくて何も言えな

ヒステリーママでもあった︒

子や亭主にとばっちりがいくこともあり︑

けれど︑徹しきれずに一人悶々として︑

ら︑いい嫁プリッ子に徹すればいいのだ

﹁プリッ子嫁﹂でもある︒ブリッ子逆な

ことが嫌いゆえにすぐ妥協するという

細かいゆえに︑よく気がつく︒人と争う

肝腎なことを忘れていた︒気が小さく

荒波とともに戦う同志のような存在だ︒

それは一生懸命︑働いては生きていると

ってきただけのような気もする︒本物の

らず︑親の敷いてくれたレールの上を走

声．

・畠

恋︑残念ながら経験なし︒揺れる女心は

いう前向きの姿勢︒それだけは負けたく

辱

ないと思う︒嫁︑姑の確執も︑別居︑離
︵いやなことから逃げるよう

な気がして︶何とか暮らしてきたのも︑

婚を避け︑

エアロビクスと︑チャレンジしてきたの

時間を無駄にしないで手芸・読書・踊り︑

手芸のほうは︑セーター︑スカート︑

充分に持ち合わせているけれど︑気のき

って見ている︒ああですね︑こうですっ

の間を占領し︑テレビの前にゴロリとな

⑳

も︑そういう思いからである︒

エプロン︑自分の服は手作りのものが多
く︑毛糸の作品はプロ級だと自負してい
る︒踊りのほうはたまたま先生が隣人で︑

週に一度二時間で五百円という格安な料
金で習い︑身内の御祝儀などを発表の場
としている︒エアロビクスにしても︑友

たいという人がいて︑近くの中学校の体

人の友人に︑ダンスが好きで好きで教え

ら十一月まで週一回一時間︑一か月五百

いたセリフの一つも言えず︑バカまじめ

育館を借り︑習いたい友人を集め五月か

じゃもてるはずもないか︒

O

円という超格安な料金で汗を流す︒それ

一CN

もこれも︑結局は貧乏性のなせるわざか︒

グ

るかもしれないけれど︑長男高校一年︑次

男中学一年︑ちと年が離れ過ぎてしまっ

た︒悔いが残る︒人一人︑殺してしまっ

たようなものだもの︒あの子を思うと今

この意気地なしはお人好しで︑いくら

でも泣けてくる︒

もしれないし︑仕事がきつくなるけれど︑

くれ︑夫もその気になり︑次は女の子か

いるようで︑お客さんに︑

客さん受けのいいのもお人好しからきて

ところがやはりプリッ子だね︒店でのお

りは持って接しなければと考え︑そんな

鬼のような姑でも︑人間としての思いや
てよ︑と話しかけても︑うん︑すん︑で

私も産もうと心を決めた︒そこへ︑今で

んて言われて︑野菜もらったり︑干柿も

んべいの耳まけてもらって嬉しくて﹂な

﹁あのときせ

話らしい会話はない︒嫁はもらった女中

会話はとぎれ︑孫である子供達とも︑会

んだし︑人を雇えるほどの金もない︒お

も忘れない姑の言葉︒

わらす
﹁二人も男妾いる

が飛ぶ︒それでも七十歳近くなってよう

やさしいおばあさんが姑だったらなあと︑

らったり︑マフラーもらったり︑こんな

とでも思っているのか︑命令口調の指示

あれ以来姑は私にとって鬼︒せんべい

ろしてこい﹂いとも簡単に言いのけた︒

んどなくなってきた︒耐えたかいがあっ

やく姑の私への小言︑イヤミなどはほと

ケチの気の小さい︑ただのおばはんでし

自己分析したところで︑チビ︑デブ︑

ふと思ったりもする︒

婦にはつらく︑現に次男のときは何度か

わば女中稼業︒立ち仕事に力仕事と︑妊

屋の奥さんは︑一労働力でしかなく︑い

出血し︑医者にしかられわんわん泣いて

かないか︒でもこのただのぶりっ子おば

姑には逆らえない︑いい嫁ぶりっ子の

たかなと思うときもある︒

のできない意気地なしで︑一人︑子供を

私︑絶対産みますと意志を貫き通すこと

きた思い出もある︒

になった姑といくらか強くなった嫁︒露

ったばかりの意気地なしの嫁︒七十近く

六十代前半の気の強い姑と︑三十にな

げてやるもんか︒

はん︑何があっても負けてたまるか︒逃

六年前のらようど今ごろ︑長男小学四

中絶している︒

た以上︑産みたいのは当然で︑実家の母

年︑次男小学一年のときだった︒妊娠し

なら︑今なら意志を貫き通すことができ

︵え・田沼千恵︶

も姉も協力は惜しまないからと励まして

⑫

祈る

曽野綾子さんがエッセイの中で﹁祈る

と平安を与えて下さるのを実感する︒

を受けることになった︒この暮れから正

二月二十日に実家の母が急に胃の手術

弟のお嫁さんがしてくれる︒近くに住む

いる︒父のほうの世話は︑同居している

病院には︑父が毎日通って世話をして

くれたとのことを︑ちょうど見舞いに来

読んで﹁涙が出てしまったよ﹂と喜んで

父が病院へ届けてくれた︒母は︑それを

旨を書き送った︒手術の三日前に届き︑

○簗噛搾ン︐

てできるただひとつの︑愛を伝える方法

ということは︑遠く離れている人にとっ

母は︑毎日神棚と仏壇に手を合わせて

である﹂とおっしゃっているのを思った︒

月にかけて︑二年ぶりに香港から帰国し︑

妹二人は︑仕事のないときに見舞いに行

ていた妹が︑夜電話で伝えてくれた︒﹁よ

恵子︵41歳︶

実家で八日間父母と過ごした︒そのとき

けるが︑遠くに住む私は何もすることが

かったよ﹂と無口な妹の感謝の言葉も添

香港●木場

はいつものように︑家中をきれいに磨き

に痩せたという姿を思うといたたまれな

できない︒母は六十八歳でまだ若い︒急

この妹と︑祈るということについて一

﹁毎日祈っているからがんばっでほしい﹂

立て︑たくさんのお節料理を作って︑子

祈る人だ︒その母に︑速達で葉書きに︑

供達夫婦八人︑孫達八人を迎え︑父とと

えて︒

のお姑さんが鹿児島で顎の腫瘍の手術を

年前にひとつエピソードがあるのだ︒妹

しかし︑遠くで心配している私を見て︑

い思いがする︒

ところが︑一月七日に私達一家が帰港

もに楽しそうに笑っている母だった︒

してその二週間後︑急に食欲がなくなり

こちらの教会の方々が私とともに祈って

で何もできない﹂と悩みの手紙が来た︒

することになり︑妹から﹁遠くにいるの

下さることになった︒二年前に導かれて︑

親しくしている教会員の友人達が︑祈祷

未だに求道中であるが︑牧師夫妻始め︑

一週間で八キロも痩せてしまったという︒

行きつけの総合病院で入院検査を受けた

あげてほしい﹂と書いた︒

となら遠くてもできるから︑毎日祈って

﹁祈るこ

ことがどれだけ励ましになることか︒一

教師をしている︒私は返事に︑

妹は︑東京で︑三人の子を育てながら養護

ところ︑緊急に手術して胃を切らねばな
らないことが判明した︒病巣を切って繋

ている︒

会や︑毎日の祈りの時間に祈って下さっ

人ひとりの方々の祈りを通して神様が力

﹁祈っていますよ﹂というひと

がないと食事ができないままになるとい

ったと思う︒

うのだ︒母にとってはショックが大きか

⑳
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の投稿の中で﹁やりたい仕事

がなければ︑何かの活動にのめりこむか︑

わいふ

たとのこと︒その後妹とは︑手紙でも信

宗教にでもはしるか﹂云々︑と無思慮に

生を歩み始めました﹂とのお便りがあっ

仰のことは触れずにきた︒

ものではなく︑求めて与えられ歩いてい

宗教は︑やることがないからと︑はしる

コ

書いていらっしゃる方があったけれど︑

して再び︑祈ることに直面したのだった︒

しかし︑今回︑私達の母の手術を前に

妹は︑今度は︑心を込めて祈ることで︑

祈ることを知ると︑目に見える世界以

くものであることを知ってほしい︒

ところが︑それには妹から激しい反発

ることは易しいようで決して易しい道で

れ少なかれ持っている︒信じること︑祈

的な癒しや︑慰めを与えられた証を多か

られ︑癒されて︑健康をとり戻してい

支えられて祈り続けていく︒母が︑慰め

ことである︒私は︑祈って下さる方々に

母は︑手術後一か月入院する予定との

し隻

が働いて下さるということを知ってくれ

愛が伝わること︑そこにきっと神様の力

があって︑科学的方法で一生懸命障害児

はない︒神様の真理と愛を実感させてい

えられていることに気づくことだろう︒

外にもっと大切な世界が︑私達人間に与

たちの世話をしているので︑信仰で癒さ

うに︒

く道で︑神様の愛を知ることができるよ

信仰者は︑祈り合うことによって奇跡

るのではないだろうか︒

れる人があるのは知っているが︑認めた

いからである︒

ただきながら歩み続けていかねばならな

私︒子持ち︵特に乳幼児は顕著︶のお母

あ︑またこの話題か︑とうんざりする

︵子供ナシ︶に﹁子持ちの自分が言うの

関係だなと思う︒学生時代からの友人達

かつきあえないのかと思うと︑さみしい

いが︑ほんのおつまみ︒子供を介してし

東京都練馬区●横山ちなぎ︵27歳︶

私が求めるもの

れないでくれ︑との返事が来た︒私は︑

それでも私のほうからは祈っていくから
と伝え毎朝︑お姑さんが癒されるよう祈
った︒幸い手術は成功し︑末弟のお嫁さ

んが同居してよく世話して下さることも

当時は︑ご家族も暗い思いでいらっし

さんとの会話は︑子供に始まり子供に終

あって︑回復なさった︒

ゃったのだろうが︑実家の父母のところ

わる︒途中︑他の話もしないわけではな

の

くない︒これからは一切そのことには触

り。

へ︑三か月後﹁奇跡的に助かり第二の人

⑳
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も悪いけど︑いつもそう感じてた︒でも

もしろくないわ﹂とこぼすと︑

﹁実は私

もナンだけど︑子持ちの人と話してもお

にまわって子供の話で終始させているの

は︑しこたま聞いているし︑みんな守り

入りしすぎてひどい目にあったという例

もっとも︑ご近所や学校づきあいで深

じゃなく︑素晴らしい人間関係を築いて

いるのかしら︒もちろんこんな人達だけ

諸々︒みんな稀薄な人間関係で満足して

し︑私の知る限りでは多いとは言えない︒

いる人達もいることは知っている︒しか

か自分の夫の話題だけの主婦達︑その他

子供生むと︑みんなああなるんだと思っ

てたのにあなたは醒めてるね﹂と言われ

だいたい︑こんなこと考えてい

る私こそ育児に手を抜いてる証拠かしら︒

かな？

しければ︑他のことなんて目に入らない

だけど仕事や家事や育児に追われて忙

た︒

子供に関する話題一病気のこと︑躾
のこと︑発達のこと︑おもちゃのこと︑

保健所のこと︑幼稚園・学校のことt
e−
は︑勉強になることが多いのも否めな

それに誰かれかまわず本音でぶつかって︑

深い人間関係を築こうなんて︑とうてい

こんなことを書いた私自身︑人をみて接

無理なこととは分かっている︒だから︑

し︑ある意味で仕方のないことかもしれ

するという処世術を身につけているのだ

かな︒だとしたら︑これは子持ちの母親

てはならぬ︑何事にも能動的であらねば

だ︒それには︑出会いのチャンスを逃し

⑳

い︒けれど︑それに終始しているのがお
もしろく感じられないのは︑私の我儘か︑

はたまた︑いつも言われる耳タコモノの
母性欠落か︒

もっと高尚な︑あるいはもっとアカデ

でも／ でもやはり私は︑深くふれあ

ない︒

達に限らないことだ︒仕事の話や会社の

ならぬ︑と決意を新たに︑頑張ろうと思

つくる努力をすべきだと思ってしまうの

え︑ともに考えたり話したりする関係を

日々おこる出来事を︑どう見ているのか︑

さが鼻について︑むしろ嫌味なものだ︒

う私である︒

e

愚痴でしか会話が成り立たない会社人間

蟹i鰍
衛
e

達︑家事のやり方とか洗剤の良し悪しと

8e

ことを話したいのに︒

饗．⇔︒6

譲饗

ミックな話をしろというのではない︒日

のだ︒高尚なアカデミックな話をするに

常そこら辺にころがっている話題でよい

聾
磐
珍

そしてそこから何を考えたのか︑そんな

ていないものには︑どこかニセモノくさ

したって︑日常の自分の体験から始まっ

e

カイワレ大根の話

硫黄系の亜硫酸ナトリウム︑亜硫酸水

素ナトリウム︑次亜硫酸ナトリウム︵ハ

イドロサルファイト︶の三品は︑食品衛

酸化防止といったいろいろな効果があり︑

ます︒これらの添加物は︑漂白︑殺菌︑

生法によって食品添加物に指定されてい

はありませんでした︒よく確認もせず︑

長剤だという点です︒白い粉は成長剤で

名

カイワレ大根の話を覚えていますか︒

より長く白色を保ち︑いかにも新鮮だと

●匿
だいぶ前のことになりますが︑私は二一

勝手な判断で成長剤と書いてしまったこ

一号でカイワレ大根の話を書いた者です︒

い粉は何なのかというと︑正確に言えば

とを深くお詫びいたします︒それでは白

わかりません︒その工場で製造されたカ

ずっと食べていないとおっしゃる方いら
れますか︒実はお詫びしなければいけな

イワレ大根を分析してみる他︑方法はあ

私の投稿を読んでから︑カイワレ大根を

いことがあります︒あの文章の中には誤
りません︒

らっしゃる方にお聞きしてみました︒

そこで︑私は食品添加物を研究してい

りがありました︒二一一号の内容は次の

私はあるカイワレ大根の工場で働いた

ようなことでした︒

でよく手を洗うことによって手のただれ

手がただれてしまった︒その後︑石けん

いただきました︒あくまでも︑推論の域

高価なものらしい︶︒

お答えでした︵成長促進剤というのは︑

剤を使っているとは考えられないという

まず︑やはりカイワレ大根に成長促進

は治ったが︑爪が弱くなり︑爪の先が欠

を挿ませんので︑ご承知おきください︒

ことがあり︑初めて仕事をしたときは︑

けることもあった︒指と指の間に︑うっ

その白い粉は成長剤で︑そのせいで手が

る漂白殺菌法が行なわれている可能性は

業者間で︑俗に硫黄むしと呼ばれてい

そこで︑推論して

すらと白い粉が残るようなことがあり︑

に私には思える︒

店に並んだとき︑私たちに思わせるわけ

この三品は︑どれも白色︑または無色

です︒

います︒添加物として使用するときには︑

で︑水に溶けやすいという性質をもって

ただれたり︑爪が弱くなったりするよう

法かというと次の通りです︒

あるということでした︒それはどんな方

誤りがあったのは︑白い粉の正体が成

く循轟

r
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使用基準があり︑食品一キログラム当た
末恐ろしい気がします︒

たら︑将来どういう影響が出てくるのか︑

いました︶︒

もないのです︵カーテンレールは付いて

だから︑おしめを替えるの

りの二酸化硫黄としての残存量が︑その

っていやなのに︑女の人五人に父の六人

も︑治療をするのも︑そのまま︒同性だ

他に対象となる食品があげられていて︑

ただし︑食品衛生法では︑使用基準の

しかし︑これらの添加物は︑食品衛生

数値以下でなければなりません︒

人︑みんな目のやり場に困ります︒

部屋︒お見舞いに来ている人︑付き添う

病人だから︑老人だから差恥心がない

何だろう︑これは⁝⁝︒

せん︒ですから︑やはりその業者が︑硫
黄むしという方法でこれらの添加物を使

そこにカイワレ大根とは記載されていま

用しているかどうかは分析してみる他︑

れば︑安全かというと︑はなはだ疑わし
いと思われます︒これら三品の毒性は亜

法によって定められた使用基準以下であ

硫酸ガスと同一で︑亜硫酸ガスは︑大気

さんは︑自分の親がこういうあつかいを

と思っているのかなア？

医師や看護婦

カイワレ大根について何かご存知の方は

方法がないようです︒もし皆さんの中で︑

スとして有名です︒そんな毒性をもつ添

受けたら︑悲しいと思わないのかなア？

きっとこの病院の人達は︑もうすっかり

こういうことに慣れきってしまって︑何

も感じないんだろう︒

︸番手前の左側に寝かされていました︒

られないことを知ってるから︑言えない︒

い︒家族だって︑病院を出されたら生き

ないのが悲しい︒本人達は苦情を言えな

お知らせ下さい︒

汚染の元凶といわれている毒性をもつガ

加物をたとえ微量でも長年食べ続けてい

病院って何だろう

⁝⁝はだかで⁝⁝体の上に浴衣をかけた

こんな人達に︑命を預けなければなら

九月に夫の父が入院しました︒八月に

だけ︒袖を通さず︑かけただけ：⁝・︒

東京都板橋区●平澤由貴子

は︑みんなで旅行に行ったり元気だった

命は一番大事です︒でもそれを理由に

のに︒寝たきりになってしまって︑ほと

﹁看護婦さん

切り捨てるんじゃなく︑大事だからこそ︑

ビックリしている私に︐

が血圧を測ったりするのに楽だからね﹂

命の中の心をもっともっと︑ていねいに

んど意識もないまま︑二度の手術を受け
ました︒脳腫瘍でした︒看病の母をはげ

に大変な手間かしら？

と言う母︒浴衣の袖をまくるのがそんな

お願いいたします︒

︵え・岡田正子︶

岩手医大病院の関係者の方々︑心から

あつかってほしい︒

ますために︑今年は盛岡へみんなが帰り

おまけにベッドの間のしきりのカーテン

着せるのがめんどうだからじゃないの︒

浴衣をちゃんと

ました︒

着くとすぐ病院に見舞いに行きました︒
病室はナースセンターの前の六人部屋︒
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シンポジウム
﹁預ける育児・

預かる育児﹂

視点でのシンポジウムです︒

消費生活アドバイザー認定試

お願い〃

・基調講演﹁福祉先進国の保育

の勉強に限界を感じています︒

験を目指していますが︑一人で

◆内容

期大学助教授︶

事情﹂荒井洌︵埼玉県立衛生短

経験者の方からの受験対策や参

氏の講演︑そして日本のテレビ

一☆贈黒

・パネルディスカッション

考図書などのアドバイスを︑ぜ

の現場で働く人︑広告関係︑消

巷

野悟郎︵︿総合司会﹀・子ども

ひお願いします︒

〜四時

記録集

．環境化する
テレビ
市民の役割を
考える

FCT子どものテレビの会■
市民として視聴者の立場から

◆受講料

国際シンポジウムの記録をまと

続けているFCTの十周年記念

テレビのありようについて発言を

定価は送料共一二四〇円

も所収︒

巻末にFCT十年の活動記録

かを知ることができる︒

いまテレビに何が問われている

るディスカッションを通じて︑

まざまな立場のパネリストによ

費者問題に関わる人︑など︑さ

の城保健小児部長︶︑安藤和津

ベビーシッター︑働く母親に

◆場所

荒井豊美

〒鵬伊勢市一宇田町三四二一八

︵ニュースキャスター︶︑高野陽

︵国立公衆衛生院母性小児衛生

ベビーシッター業

学部長︶︑柏木恵子︵東京女子
大学教授︶︑

の実績ある専門家
四月八日︵土︶田一時

かわって育児を代行するニュー

ザルスホール︵皿お茶の水駅下

◆日時

ビジネスが︑最近目立っていま

◆定員

車明治大学前︶

お茶の水スクエア・カ

す︒そこで︑現場のシッターを

らえ直してみたいと︑表記シン

◆問い合せ・申し込み先︵株︶

アメリカから招待した環境問

五百名

中心にしながら保育の現状をと

のこ案内

Fll「毒

・騨

わたしのおはなし

食べてみて〃を自費出版されま

十年作品集

この度小川由里さんが投稿二

小川由里さん
自費出版
のお知らせ

ポジウムを企画しました︒預け

主婦の友育児センター

題の専門家ジェリー・マンダー

三千円

る側︑預かる側双方にとって︑

−二九四−一一六〇︵まず電話

めたもの︒

納得のいく保育にすることが︑

で参加の申し込みをして下さい︶

hO三

子どもの幸せにつながるという

⑳

情報
コーナー

した︒これは投稿入選や掲載作
せん︒

いと︑まず裁判所へ足は向きま
華の乱﹄﹂

と称している︑私の裁判を傍聴

﹁もうひとつの

が︑毎日新聞には︑二月一日付

品のうち短編を集めたものです

にきて下さいませんか︒

﹃華の

埼玉版に大きく︑高知新聞にも
乱﹄の新評論に対して解雇撤回

二一四号オピニオ

家庭欄に写真入りで三十日付で
わいふ

原職復帰を求めています︵詳細
は

紹介され︑評判を呼んでいます︒

送付ご希望の方は直接小川さ

しょう︒声を大にして主義を主

を打つ文章が掲載されたことで

＼﹂

四月十八日︵火︶

ン﹁わが闘争﹂をごらん下さい︶

・第二回公判

んに葉書でお申し込み下さい︒

送料込みで千三百円で︑送付時

張できなくとも︑言葉を選び筆

東京地裁︵地下鉄

霞ケ関下車︶

とはうれしいことです︒そんな

名簿を作りお互いの交流をは

仲間を募集いたしまず︒

をふるって︑心を通わせ合うこ

サニーフラ

●情報コーナー

もっとこ利用を／

情報コーナーは皆さんのコ

ミュニケーションのための

ページです︒もっともっと

ご利用下さい︒

お友達を求める︑ゆずりま

すあげます︑本探し︑求職︑

む︑など︑いろんなことで︑

求人︑臨時のお手伝いを頼

読者相互の扶けあいをしま

った作品なども︑PRして

しよう︒趣味でお作りにな

販売なさってけっこうです︒

但し継続的に︑しごととし

にエッセイストクラブに文章が

かりたいと思いますので︑すで

掲載されている方︑または掲載

てのPRをなさる場合には︑

高宮みか

めます︒

かがい︑ご相談の上とりき

ります︒金額はご事情をう

広告料をいただくことがあ

をめざしている方で︑仲間づく
りに参加されたい方はご一報く
ださい︒

◆連絡先

お待ちしています︒

めてエッセイストクラブができ

一五−一−二〇三

〒蜘豊中市西緑丘一

た一八三号いらい︑いくつの胸

言いたい放題誌わいふにはじ

のおさそい

クラブ﹂設立

﹁エッセイスト・

hO四二四−六四−六〇二九

1

ット02号片岡陽子

柳沢一t四−二六

◆問合ぜ先〒魏東京都保谷市

五号

午後三時半

3
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・事件名・昭和63⑦一七＝二

に振り込み用紙を同封します︒
ユ

〒6埼玉県行田市谷郷三−七1
トーカティブわ い ふ

二五 小川由里

私の裁判を
傍聴して下さい
裁判の傍聴は国民の権利︒と
は言ってもお目当てのものがな

ヘ

急や∵

＝

ズミ

一

函

上上
γ︑＼︑r
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・登校拒否騒動
ｲ藤

埼玉県草加市

てこでも動かぬ息子

玲子

この日の来るのを私は半ば恐れ︑半ば期

ろう一︒

第一志望の高校を自由に受けられる選択

待していたのである︒

望校側の要求する偏差値のレベルをクリヤ

権を得るには︑何といっても偏差値だ︒志

一月中旬︑私は行きつけの書店で主要五

していなければならない︒

込んできた︒夕方帰宅した息子にこれらを

教科の解説︑練習問題つきの参考書を買い

今年の正月を迎えたとき︑私は例年にな

たりとしたちょっぴり晴れがましい気持ち

頑張ろうね︑と言うと︑彼は丸い目をくり

手渡し︑いよいよ受験よ︑一年後目ざして

く複雑な心境だった︒あの︑いつものゆっ

にはならなかった︒私の頭の中には長男で

とても重要な指針となるだろうと思うと︑

ずである︒今後の作戦を練る上で︑それは

ストで︑息子の偏差値がはじき出されるは

二月下旬に予定されている第一回実力テ

くりさせて一応素直にうなずいた︒

ある中二の息子のことがあったのだ︒
いよいよ高校受験の年がやってきたのだ︒

があった︒二人の姉に比べて︑どことなく

うじゃないの︑と︑密かに心に期するもの

私の胸は落ちつかない︒

彼の﹁ご教育係﹂でもなんでもやってやろ

に欠ける長男の尻を叩いて成績を上げ︑勢

勉強は遅々として進まなかった︒得意な社

参考書を買ってから二週間︑息子の受験

気弱で優しく︑いま一歩︑やる気や集中力

いに乗って偏差値を大幅に伸ばすことがで

気が散って︑音楽や雑誌に夢中になってし

会はともかく︑その他の教科となるとすぐ

きれば︑ともくろんでいた︒

予想では︑彼の偏差値はおそらく五十前

私はしだいにイライラしはじめていた︒

まうのだ︒

後と思われる︒あの﹁カイワレ族の偏差値
日記﹂のように︑母子二人三脚で受験戦争
を闘い抜いてみるのも貴重な体験になるだ

⑳

狂育ニッポン

一月下旬の月曜日の朝だった︒登校準備
ついて︑ちょっとご相談したいのですが︑

朝突然︑学校へ行かないと言い張って︑

と︑アポイントを取りつける︒

れで三度目なのである︒

母子のみにくい争いを演じたのは︑実はこ

えた︒顔をしかめて腹部を押さえ︑こたつ

をしていた息子が出かける直前︑腹痛を訴

にもぐりこんでしまった︒体質的に胃腸が

知る私には︑本当だろうか？という疑いが

だが︑日ごろの彼の自分に対する甘さを

りられたとき︒二度ともO先生に電話で指

ージなどを入れる手さげバッグを強引に借

と騒いだとき︑二度目は中三の姉に︑ジャ

はおけない︒整腸剤を飲ませて少し休んだ

とうとう欠席してしまったが︑その日一日

ぼけたソファに向かいあって腰をかける︒

ストーブがアカアカと燃えているものの︑

すぐそばで印刷機や切断機を使っているの

で騒々しい︒

跨：︒

頼感を抱いていた︒受け身で相手の攻撃を

その誠実で飾り気のない人柄に私は強い信

身の︑数学が専門のこの男性教師に対して︑

任である︒三十代前半︑柔道できたえた長

担任の0先生は中一︑中二と続けての担

◇

弱いのか︑ときどき腹痛を訴える子ではあ

わいた︒私の頭に瞬間﹁登校拒否﹂という

示をあおぎ︑遅刻はしたがなんとか彼の機

一度目は制帽がないから学校へ行けない

言葉がよぎった︒さっきまで元気だったの

嫌は直って登校することができたのだった︒

った︒

におかしい︑顔色だって悪くないのに変だ︑

そのときも私は登校拒否を疑っていた︒

ところで病院へ出かけた︒風邪からの腹痛

とにかく具合が悪いという息子を放って

ぐずぐずしていては遅刻してしまう︑な

しまった︒

そうだ︑これは登校拒否だと︑私は慌てて

んとか登校させようとやっきになる私と︑

という診断で薬をもらって帰った︒

中︑登校拒否ではないかという疑いを捨て

本当に病気なら︑私は母親失格である︒

ますますかたくなになった息子との息づま
のに比例して︑彼はてこでも動かないとい

るような争いが続いた︒母親がカッカする

うふうにこたつやぐらにしがみついて離れ

ることができなかった︒

るべく中学校へ飛んで行った︒応接間の古

放課後︑約束の時間にO先生にお会いす

核心をついた担任の話

ない︒

とうとう匙を投げ︑学校へ電話をかけた︒

担任の先生に伝言を頼んでおく︒と︑折り
返し電話があった︒

ほっとして事情を説明し︑とっさに思い

6

㊥

が︑生徒一人一人を見る目は実に鋭い︒

待つが如く常にゆったりと構えておられる

つたので︑姉弟三人がそれぞれの形でお世

話になっている︒三人の中で息子が大器晩

いだろうかと素直に受けとれない︒今︑芽

っぱり内心︑面白くないんじゃありません

が達者ですからね︑あれこれ言われるとや

いのではと思うんです︒女の人は口のはう

囲まれて︑家庭での居心地があまり良くな

﹁ええ⁝⁝しっかりしたお姉ちゃんたちに

﹁どうぞ︑遠慮なくおっしゃって下さい﹂

0先生は口ごもって私を見た︒

のう︑失礼ですがお宅では⁝⁝﹂

くるんですよ︑とても張り切るんです︑あ

いかと声をかけると︑彼ら︑すぐ反応して

るんです︑うん︑いいなあ︑すごいじゃな

も良いところがあったら︑うんとほめてや

なにしろ感じやすい時期ですから︒少しで

に声をかけるとき︑注意しているんですよ︑

﹁もちろんですよ︑僕らも学校で子供たち

に﹂という言葉に力をこめて聞いてみた︒

向上心があるものなんですか？﹂と﹁本当

﹁あの︑本当に︑どんな子供にも自尊心や

えるのではないか？

が出ていない子は皆︑大器晩成なのだと言

成のタイプだと言われても︑お世辞ではな

いてもらっていた︒

あわせた0先生にも一題を二日がかりで解
﹁いつもお世話になりまして︒先日は娘が

がとうございました﹂

難しい問題を教えていただいたそうであり
﹁いや︑お姉ちゃんに会ったのは初めてで

すが︑素晴らしい勉強をしていますね一︑

﹁ええ︑あの子はわからない問題があると

なんていうかこう︑食いついてきますよ﹂

気持ちが悪いらしくて一︒同じ姉弟でも
だいぶ違うとお思いになりましたでしょう

私は内心恥ずかしく︑苦笑しながら聞い

？﹂

てみた︒集中力に歴然とした差があるのだ︒
﹁高校生のお姉ちゃんもはっきりした性格

でしたね︒女の子のほうが︑今の年代では
しっかりしているものなんですよ︑息子さ
んは大器晩成のタイプなんですよ︑きっと

一﹂
高二の長女も0先生に数学を教えてもら

⑫

中三の次女も数学のウルトラ級難問をい

角

くつか持って職員室へ聞きにゆき︑遇然い

O

狂育ニッポン

ね︑お姉ちゃんが優秀だからつい言いたく

ら︑成績のことは言わないほうがいいです

として︑立ててやって下さい︒あ︑それか

した︒

ではなかったんだと︑ ほっと胸を撫でおろ

彼の後ろ姿を見て︑ 良かった︑登校拒否

か？

彼にも男の子としての意地があるんです

なるでしょうが︑何︑男の子はその気にな

く狂育ママだったのかもしれない︒中間︑

の

よく考えてみると︑私は教育ママではな

よ︑ほら︑この間の手提げバッグの件︑あ
れは完全に意地を張っていたんだと思いま

ったらやるもんですよ︑まあ︑長い目で見
てやって下さい⁝⁝﹂

すよ︑いや︑僕も男だからわかるような気

がするんですよ一﹂

期末テストで九十点以上取りなさいとハッ

をスポイルしてしまったに違いない︒

そんな母親の言動が︑もともと気弱な彼

していた︒

とでは将来が心配だとマイナス評価ばかり

パをかけ︑成績イコール人格と見なしてい

たところが多分にある︒メダカなど小さな

穴があったら入りたい︑というのは正に
こんな心境をいうのだろう︒思春期の男の

生き物を可愛がる心の優しさを︑こんなこ

0先生の分析はさすがに核心をついてい
た︒

ひとからげ﹂で対処してきたなんて︒

子の心理がわからないからと言って﹁三把

﹁女の人﹂という言葉が︑長女︑次女

と母親である私を指しているのは明らかだ︒

﹁思春期のカル

テ︑今学校を考える﹂というテーマで熱心

ろう︒公民館の婦人学級︑

一体︑今まで私は何を勉強してきたのだ

私は思わず赤面し︑苦笑した︒

﹁ええ︑おっしゃる通りです︒男の子の意

に学び︑ディスカッションもしてきたとい

⑬

地なんてこと︑全く気が付きませんでした︒
つい︑女の子中心にやってきてしまったん

いっか芽を出す大器晩成型なのだと︑信

じてみるのも夢があっていいではないか一︒

ですね︑性格の違う三人に対して︑同じよ

O先生は三歳になるお子さんが一人︒小

うのに︒

遅々として進みそうにない︒

@暴籍

意気ごんで買った参考書は︑相変わらず

情を味わいつつ︑私は思ったのだった︒

安堵と自己嫌悪の入り混じった奇妙な感
とでは︑子育ての経験にしたって私のほう

学生の次男も含めて四人の子持ちである私

うに叱咤激励してしまったようです︒大人
しい息子には口うるさい干渉としか思えな

﹁そうですね︑彼の場合は褒めてやったほ

かったのでしょうか：⁝・﹂

まざまな性格や生き方について話しあった︒

それからさらに会話ははずみ︑人間のさ

がはるかに豊富なはずなのだ︒

落ち込んでしまいますから︒誰にだって認

翌日︑長男は元気に登校していった︒こ

って︑反発してきますが︑逆に息子さんは

うがいいです︒お姉ちゃんたちはなにくそ

められたいという気持ちがありますからね

た︒

の薬よく効くね︑と︑満足そうな表情だっ

やったほうがいいですね︒家庭では男の子

i︒長所を認めて︑本人に自信をつけて

@
@

・学校窮食
千葉県船橋市

ので責任がとれない︑と断わられた︒

しかし︑中毒などおこしては給食時でない

生徒達がたべきれないと︑当然つけは私
にまわってくる︑どなりちらして食べさせ
るよりは⁝⁝と一度にごはんどんぶり二杯︑
牛乳五本やけっばちで飲んだこともある︒

由美

最近よくまわってくる﹁中学校にも給食

ごはん大苦手の私が給食をたべることは︑

生徒をきちんとたべさせながら十五分で︑

坂本

ろのあの恐ろしい給食時間が思いだされる︒

﹁食べ物を大切に﹂とはこういうことでは

もう拷問以外の何ものでもなかった︒

を／﹂の署名をみるたび︑教員やってたこ

担任の私は教室で同じものを生徒とたべ

ンスのとれる給食はありがたい︒でも中三

ないと思う︒たしかに温かく︑栄養のバラ

るわけだが︑部活をやっているということ

パ

ぶり山盛り︒毎食後︑残量調査があり︑給

ン三枚に牛乳三〇〇㏄︑米飯のときはどん

与えて︑とにかくこなしなさいだけでは養

個人差や部活の違いもある︒クラスに量を

から一八○センチをこえる男子生徒まで︑

ともなると︑一四〇センチ足らずの女生徒

ごとに各委員会で点検事項を決める︵授業

員がめぼしい家をみまわる︶︒また︑毎月

が必要︒パーティ禁止︵クリスマスには教

チ︑町外に保護者なしででるときは許可証

丸刈りの長さ︑スカートはひざ下一〇セン

︵大人の私は一日＝ハ○○カロリー︶︒

で︑給食のカロリーは九〇〇カロリー前後

の状況を発表し︑アフリカ難民の話をとり

食担当の先生が︑朝の職員会議でクラス別

を考慮しないままの給食の実施にはどうも

鶏場のにわとりかなにかのようだ︑その点

そうなくらいの生徒の生活だった︒赴任し

のことだけではなく︑管理︑管理でかわい

二年間の短い教員生活ではあるが︑給食

で︑全員参加︒修学旅行では︑時間がかか

の先生の衛生上問題ないというおすみつき

加しないというので︑生理中の生徒も保健

水泳大会では︑生理を理由に女生徒が参

さを授業担任が5段階評価するなど⁝⁝︶︒

前後の号令﹁おねがいします﹂の声の大き

牛乳なら給食

てまずしたことは︑生徒手帳の生徒心得を

賛成しかねる私である︒

とい

う指導を⁝⁝とのたまう︒

あげては 食べ物を粗末にしない／

冬にかぜで欠席の多いときなどは悲惨︒

る︒残せないものか⁝⁝？

人中二人休めば︑給食の量は一・五倍とな

おぼえることからだった︒くつ下の長さ︑

休んだ人の班のものでうけおうのだが︑六

して︑部活後︑希望者にあげてはどうか？

室の冷蔵庫に⁝⁝︑ごはんならおにぎりに

⑭

るので︑洗髪禁止︑下着をつけたまま話そ
がわからない︑と言うので︑二学期から塾

二年生になって︑成績がふるわず︑授業

校では知っていることを聞くことになる︒

を親切ていねいに教えてくれる︒生徒は学

り前やろ︑そんなこと︒学校は﹂

﹁肘ついて聞

く︒帰りは十時過ぎ︒こんな生活で豊かな

で過ごし︑帰ってから夕食をとり︑塾へ行

六時ごろまで一日の活動時間の大半を学校

中学生の生活は忙しすぎる︒朝八時から

てなかった子も塾を頼るようになる︒

ないだろう︒授業が騒がしいと︑塾へ行っ

わい先生でなければ︑生徒は熱心に勉強し

﹁しゃべると一発いくそ﹂というほどのこ

うに入る生徒がいるというので︑浴室内に

﹁皆︑前向いて

学校の先生がよほど話術が巧みであるか︑

娘が言ったことに驚いた︒

へ行かせてみた︒初日︑塾から帰ってきて

てもらった︶︒

教師が監視にたつ︵これは大反対してやめ

んかしゃべるのが普通やん︒立ち歩いてい

﹁当た

のせいか︑この十数年で中学はくらしにく

る子もいるわ﹂︒あきれた︒

﹁学校な

くなっているのは事実だ︒しかし︑なお私

勉強してんねん︒しゃべれへんわ﹂

を驚かせたのは︑青二才である私がおかし

いていた子が︑塾の先生におこられてん︒

学力は塾で︑しつけは学校でという風潮

いとムキになって職員会議で抗議するのに

きらめて︑あえてたち向かおうとせず︑そ

心が育つだろうか︒接触時間が少ないので︑

対し︑不満に思っても︑そんなものだとあ

れどころか︑生徒会で自分達自ら︑どんど

います︒

﹁狂育ニッポン﹂を実感し︑怒

︵え・堀切潤子︶

り︑いらだち︑あきらめ︑ため息をついて

ませんが︑

私の住んでいる地域だけのことかもしれ

るだけなのだろうか︒

差値で生徒を区切って︑進路を決めてくれ

生になったら︑大根の輪切りのように︑偏

表の評価を出すだけ︑なのだろうか︒三年

中学校は何をしてくれるのだろう︒通知

しまう︒

高子

親は子供の心がだんだんと見えなくなって

﹁よくわかるの︑塾

ろうと思う︒塾は学校よりも先に︑教科書

ろうか︒学校の先生は授業を進めにくいだ

中落校は学ぶところではなくなったのだ

言う︒

は﹂と聞くと︑静かなのでよくわかる︑と

ん新しく規則や点検事項をふやしていく生

緊張するわ﹂と言う︒

徒達の姿だった︒

いた︒

達の大半は︑中学入学と同時に塾へ通って

と言って︑塾へは行かせなかった︒娘の友

ろだから︑勉強は学校ですればいいのよ︑

中学二年置の娘がいる︒学校は学ぶとこ

岩見

大阪府高石市

・﹁事書﹂を実感

狂育ニッポン

㊥

﹂；

﹀
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生む

@生めない

．数雛灘総擬一叢遊蕩繋

くかかる実家の近くの病院をえらんだ︒

って︑親のいいなりになる夫にイヤケが

た︒﹁勝手に行ったのだから﹂と︒正直い

電話もなし︑見舞いなし︒夫もそうだっ

一︐寒讃糞
まず︑私の卵管造影の検査︑そして︑二

った︒私のほうは異常ナシといわれたが︑

﹁これでも女か？

親らしいこともせん

かげ口をいわれているのを聞いたとき︑

家にもどれば︑﹁自分が悪いくせに﹂と

さしていた︒

〜三日禁欲してからの夫の精子の検査だ
夫のほうは︑数が少なすぎるから︑もう

とるように言われた︒イヤがらずに︑応

一度やりなおし︑直接︑病院のトイレで
結婚すれば︑﹁子供﹂は必ずできると思

と﹂夫に不満を言っても︑聞いてくれる

月近く︑実家に戻った︒

んできずに﹁離婚﹂をたたきつけ︑一か

どころか︑親をかばう︒とうとう︑がま

四か月後︑妊娠︒用心して︑気をつけて

十三週で流産してしまった︒それから︑

二か月後︑私は妊娠︒喜びもっかのま︑

っていた︒今年で五年目︑まだ︑できな

﹁ひょっとして⁝⁝﹂と不安に

い︒麻酔がきれて声もでないときに︑バ

以上に︑姑は腹が立っていたにちがいな

夫婦ゲンカになった︒親のために離婚す

かった︒伯父に﹁姑のことから始まり︑

と︒

﹁別居﹂を求めても︑応じてくれな

ある日︑夫が﹁オレ︑精子がないから︑

カでかい声で︑場所もわきまえずに非難

世間体のことだけ考え︑﹁帰って来い﹂

妊娠せいへんのかな﹂と︒私の伯父夫婦︑

いたのに︑十四週で流産︒私のショック

母の友人夫婦にも子供がいない︒夫に精

れ︑戻った︒心の中は︑うらみでいっぱ

やなら︑何も言わないが⁝⁝﹂と説得さ

のために︑もう一度やりなおせ︑夫がイ

るって︑アホらしくないか？ 自分たち

ときも︑実家で養生していたが︑一度の

ちがいない︒一回目のときも︑二回目の

家の近くだったら⁝⁝と思っていたに

された︒

を思い出した︒

私は心配でなやみつづけた︒

いもの﹂と覚悟して奈良から二時間ちか

﹁夫にな

子がなかったから？とよくいっていたの

なってきた︒

知った︒

生のころおたふく風邪にかかったことを

い︒結婚して半年たったころ︑夫が中学

じてくれた︒

霧縄琴．

@

⑮

生む・生まない・生めない

言うくせに︑夜になると﹁ママは？﹂と

から文句を言え﹂︒

カしてしまった︒そのとき﹁子供生んで

直言って︑かなしかった︒なんで言われ

﹁体のために少な

いであった︒医師に︑

言いだす︒いくらかわいがっても︑しょ

なければならないのか︑子供は一人でつ

誰にも言われたことのないことば︒正

くとも︑一年間は避妊して下さい﹂と言
のか？﹂と感じた︒そのころ伯母が︑ボ

せん︑他人の子︒

ケになり倒れた自分の母をひきとり︑病

くれるものではないのに︒

﹁子は生んで育てるも

よりイヤだった︒これ以上︑つらい思い

われ︑そのことを守った︒ほしいという
をするのが︒憎しみもあり︑キライな人

院に入れずに︑﹁天寿をまっとうさせて

あいが悪く︑晩年は娘のところに︒それ

を生んだ︒先妻の息子が二人いたが折り

ていた︒おばあちゃんは︑後妻で︑伯母

出ていけ︒死んでしまえ﹂と言ってやっ

なってきた︒負けずに﹁アンタなんか︑

今までがまんしてきたのが︑バカらしく

日ごろ︑義父との折りあいの悪い私は︑

にさわられたくないし︑そっくりの子供

やりたい﹂と言って︑家でずっと看病し

うたびに︑成長していくのを見ると︑欲

をずっと見ていた私は﹁子供がいたから

私の弟のところに女の子が生まれ︑会

なんか⁝⁝︒

ンタの子なら⁝⁝といつも思う︒頼むか

しいと思うが︑こわかった︒両親に﹁ア

姑に﹁子供を生んでから文句言えって

から先︑口なんか利くもんか︒

同じ屋根の下で暮らしていても︑これ

さわらせるもんか︒

親がいうことば？﹂と︒

姑が﹁親にむかって﹂というが︑

辛抱もできたのでは︒だから︑いま⁝⁝

もし︑子供ができても︑義父なんかに

﹁何が親か？

た︒

ら︑病院へ行ってもう一度︑がんばった

い始めたので︑病院に通い始めた︒

があるのだ︒子供はやっぱり⁝⁝﹂と思

った︒あれから二年たって︑姑も年のせ

﹁今度

ら？﹂と言われても︑素直にはなれなか

三年前︑簡単に妊娠した私は︑

も⁝⁝﹂と軽い気持ちがあった︒ところ

いか︑口のわりに体は動かない︒えらそ
うに言っても︑年々︑おとろえていく︒

ころは回数も少なかったが︑最近は︑病

が︑なかなか︒夫の検査も毎月︒最初の

の二週間だけ︒月の大半が病院通い︒ホ

院へ行かないのは生理のときと︑その後

テいてもしかたがない︒何かのとき必要
だわ﹂と言われ︑なるほどと思い︑そう

ある日︑友人に﹁女は女同士︑イヤガッ

思えば⁝⁝︒それと反対に︑定年後︑主

ルモン注射︑イロイロな検査︑正直いっ

ために︑節約して︑お金なんて⁝⁝と病

て︑お金がかかる︒でも︑子供が欲しい

院へ行く︒外出が多いと︑義父と大ゲン

がイヤになりはじめてきた︒

親類の人が入院し︑子供を預かった︒

夫になり︑ヒマをもてあましている義父

親に叱られたときは﹁死んでしまえ﹂と

⑰

ことは︑もの言うなってことだから︑私
は︑必要以上しゃべりません︒それなり

実際のところ︑義父には︑覚悟なんて

の覚悟はあるのでしょうネ﹂と︒

かり忘れてニコニコしている︒

ない︒今日言ったことでも︑翌日︑すっ

夫の親であっても︑私には他人なんだ

私は絶対に許さない︒

から︒

霧お甥？

Oっ
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蓑
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したいほどいとおしくなりました︒

ろうかと思ったら︑抱きしめてほおずり

それなりの事情があったにせよ︑自分

の生活が落ちついてくると︑自分の都合

で命をうばったその罪がおそろしく︑さ

りとて水子供養のために寺に金を送れば

さっぱりするとも思えず︑何となく悶々

と日を過ごしていたので︑その子の質問

はするどい矢になって胸につきささった

当然といえば当然︑この施設には︑その

たのです︒

に代わって育てることであると心に決め

とは︑親のない子︑親に縁の薄い子を親

って育てよう︒水子の一番供養になるこ

のです︒そして︑そうだこの子を引きと

ような子が何十人といるのでしょう︒で

り︑私の視界からすべてが消え去って︑

います︒夫や子どもたち︵もう社会人︶

今︑三人の里子達と生活をともにして

養護施設に友達を訪ねて．玄関前でしば

を説き伏せるのが大変でした︒その子ど

生む︑生まないは自由のよき時代とは

います︒

もたちのことはまた書く機会があると思
と浮かびあがってきたのです︒

地獄といわれるサイの河原が︑ほうふっ

そこには子供達が大勢鬼に追われなが

いえ︑あとあとまで大きな傷跡が残るの

ら石を積んでいます︒その中に︑男も女

は女であることをお伝えしたくペンをと

︵え・小宅昌枝︶

で送った我が子もまじっていて︑こうし

りました︒

も判らず顔も判らないまま中絶という形

て通る人を見かけては︑

﹁ううん︑おばちゃんはお母さんじゃな

れのお母さん？﹂と問いかけているのだ

﹁おばちゃんだ

さんは﹂と聞き返しました︒名前はのり

いの︒あなたの名前は何ていうの︒お母

と聞くのです︒

﹁おばちゃんだれのお母さん？﹂

らく待たされていたときでした︒表情の

っと見上げた空は︑灰色で重くのしかか

もそのとき︑涙がこぼれないようにとそ

いのだそうです︒施設にいるのですから

一

瓢．

π

自

乏しい女の子が︑つと近づいてくると︑

あれはどういう縁だったのでしょうか︒

）

子といい︑お父さんもお母さんも知らな
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年間定期購読予約を．ノ

月号
門中

1部250円・年間3000円
（予約前納一送料サービス）

受付中
1

1
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〔ずいそう〕埋められた宝への欲望・・ …古田足日

i学校への本音の期待i

〔民話語りの旅〕「語り」を始めよう…・ …中村 博

lこんなことを子どもに学ばせたい……横瀬信子垂

父母の教育権とPTA吟橋盛勝
父母の教育権とPTA吟橋盤

妻「金八先生Jを望んでいるか・・…・……柳

史子…

私が見た家庭⑥……
私が見た家庭⑥………・一

≡「スケバン先生」と呼ばれながら・……野崎智子≡

1親の本音と建て前…・……………・一石井朱美1

「赤ちゃんに絵本はいらないjか…
「赤ちゃんに絵本はいらないjか…
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〔子どもの声〕考えよう

・松井郁代
・松井郁代

圃

≡学校についての子どもの悩みから……金崎重彌1

・橋爪志津乃

摯彊饒貿鰐NHK大河ドラマ…鈴木みどり

1川111M

悪口やあだ名，

國親にできることは何か・藤田恭平

校長の「朝会の話」から・…
闘校長の「朝会の話」から・…
むすんで

ひらいて（上）・

戸田唯巳
戸田唯巳
…大町

屠

この一冊は︑回数や強さだけを重要視す
る男たちの思いこみを打ちくだく︒心の

問題を無視して性を語ることはできない︒

261人の妻たちの赤裸な声をきこう︒

︽データの一部︾

●どんな夫が愛されているか●経済力の

ある妻ほど夫ばなれが激しい●妻の婚前

交渉は結婚後の幸福と無関係●夫の帰宅

時間は性生活に影響しない●三十代の妻
は反逆の世代●六人に一人の妻が婚外交

渉の体験者●マザコン亭主は五人目輌人

絶賛発売中！発行・グループわいふ

︵〇三︶一＝ハO−四七七一

性・妻たちのメッ㌣ジ

礁3。麟鶴欝轡縣誌諭註と子賦

正

●

一枝

﹁親の期待を裏切る法﹂

に拍手
東京都江戸川区荻田
わいふに︑このような若い男性の読者の

タ㌃︐
︑電ゴ

タ

﹁・O 粍ゆ

瞬毒

轟畜茸く三三

を育てて下さい︒それは姓や家系を継ぐた

めでも︑ご両親を安心させるためでもなく︑

女性にめぐり逢えたら結婚して︑お子さん

きっとあなたの心の成長の糧になるでしょ

ただ︑私が気懸かりなのは︑その裏で我

である︒たとえそれが子供にとって︑何の

が子の行動にはらはら気遣うお父さんの姿

良い結果をもたらさなくても︑親の温かい

ません︒

分の一かは理解して上げられるに違いあり

う︒そのときお父さんのとった行動の︑何

次にあなたの目的は︑良き将来のパート

ぬくもりが感じられます︒

ナーを得ることでしょうが︑心にかなった

ママになったあなた

宮城県仙台市高谷みつほ︵71歳︶

扉を開けたら︑あなたがこっちを向いた︒

﹁え？

恭人くん大きくなった

あなただったのお／﹂

﹁あなただあれ？﹂と問いかけた︒

﹁や︑康平君だ／

あっそうかそうか

ね﹂ママも好感持てる知的美人だあ一9

﹁何よ盟

二

産んだばか

七十一歳︑五人の子育てを上段に振りか

ざし私はオコッタ︒

りで母親気取りでモノ言わないでよ／

十年経ってからにして︑せめて十年⁝﹂

⑪

いることは知らなかった︒私が購読するよ

で

e

うになって︑男性の記事はこれで二人目だ
と思う︒前回は確か︑結婚昔ぱなしだった
と記憶しているが︒女性の中の黒一点とい
う思いで読んでみたら︑なんともすかっと
した気分になって嬉しかった︒今の若い男

親の枠からぬけ出して︑自分の意志通り

性︑捨てたものではないという感じだった︒

に我が道を行く行動は︑ご両親には少しば

のだった︒とかく現在の若い男性は︑親の

かり悪いが︑拍手を送りたい気分で読んだ

ぬくもりの中で︑ぬくぬくと安泰な生活を
っきり選び︑誰の力も借りず道を開いてい

望んでいるのに︑自分のやりたい職業をは
った行動力はすばらしいと思う︒

．e

サーブレシーブ

プロローグの段階から︑ぶつくさ文句つ

﹁もっと

けた︒頁をめくればあなたの不平が聞こえ
てき︑そのあと私の愚痴が追う︒

あんなにオコッテいたのは誰︑いつの間に
か素直に笑っていた︒

康平君やたらかわいい︐恭人君どんな子
になるか楽しみだね︒もうミーハー族︒別

しくおもはゆい︒

そんな自分の心変わりがちょっぴり恥ずか

れて暮らす孫のように娘のように見ている︒

案の定の賛否両論︑読むだけの入︑イカ

れた︒

悲鳴あげなさい︑もうそれだけ／﹂と悪た

ル人︑しんどかった︒あなたの応答もなく

あなたはしっかりとママになっている︒

の頁を繰りながら︑並べたゴタク聞こ

いい顔のママになっている︒届いた わい
ふ

﹁みんな悩んでママにな

えたかしらと首をすくあて謝った︒タイシ
タコトナイ先輩︒

る﹂女性なるゆえのいろいろの悩みの中で︑

生懸命になる︒今までの人生にこんなに必

子育ては違う︒小さな喜びにも悔いにも一

死になったことはなく︑袋小路も迷い道も

るのもいいかもしれない︒

おそれない︒いつの日か笑ってその日を語

わいふ の英

★わいふバックナンバー

︵各口写特集テーマ︶

わたしの恋愛体験

PTA・その苦しみと楽しみ

お医者さんを診断する

家にいてできる仕事

特集なし︵私の昭和史︶

わが家の経済史

わが子の留学

わがふるさとの現代史

病院に入ってみたら

わが子の成績

私の夫の労働人生

息子の結婚・娘の結婚

海外赴任一その光と影
断に拍手をおくり︑いつの時代も﹁母﹂は

送料は実費負担をお願いします︒

量〇三一こ六〇1四七七一・四七七三

定価四五〇円

あなたに会わせてくれた

号号号号二号号号号号二号号号
こうして悩みながら︑気の遠くなるような
歳月を︑子供を見つめながら歩いてきたで
あろうことを︑思わずにはいられない︒
︵え・堀切潤子︶
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176
181
182
es
1
195
ro1
ro7
208
209
211
213
214
215
216

もうエピローグ︑けど﹁よかったな﹂ほっ︒

／／

d

家．族の

高宮 みか

肖像r

すえ子伯母
大阪府豊中市
私の父は六人きょうだいである︒

﹁名前は号外か番外がよろしい﹂

子どもの名をつけることにあきあきして
いたのか祖父がそう言った︒

祖母は仕方なく祖父の名前から一字をと
り︑それに勝利の勝をもらって末息子の名

そんな伯母を慰め︑励ますつもりで私は

﹁伯母さま︒しっかりしてちょうだい︒あ

伯母の背中をなぜながら︑

と十年︑パパの傘になって頑張って﹂

泣いていた伯母が膝を正して︑

と︑頼んだのだ︒

﹁はい﹂

と︑答えてくれたとき︑そのりんとした返

若くして病死したひとりの伯母をのぞい

前をつけたという︒

て︑このきょうだいの長寿は平均をぐんと

事に私のほうが圧倒された︒

昨年の十二月はじめ︑一族では最長老の

と︑まんざらでもなさそうな顔を見せてく

ら︒死に忘れたみたいよ﹂

﹁ほんとうに︑私︑どうなっているのかし

いながら︑

伯母にそのことを言うと︑嫌ねえ︑と笑

プルになってもらおう﹂

﹁そうだわ︑伯母さまに百歳の人間のサン

と言っているのを聞いた︒

﹁百歳の人間をまだ見たことがない﹂

そんなとき︑医者である私の夫が︑

今度は私が次の宿題を考える番だ︒

束の十年をゆうゆうと生きてしまった︒

当時すでに八十だった伯母は︑私との約

私は心ひそかにあせりはじめた︒

それからあっという間に十年がたって︑

ぬいている︒

それに加えて︑私が感心するのは︑きょ
うだいで序列を守るその死に方である︒

いかにも長寿をまっとうするというにふ
さわしく︑上から順々に亡くなって︑今残
るは下の二人だけになった︒

平成元年を迎えて伯母が九十一歳︑父は

この伯母が転び大腿骨骨折をした︒親族一

八十四歳になる︒

をすえ子と言う︒名前から察するに︑祖父

きょうだいでは五番目で父のすぐ上の姉

母はこの伯母で子どもはおしまいのつもり

中でもこの伯母を大好きな私はあわてた︒

同ギョッとなったのは言うまでもない︒

そこへ七年もたって︑恥じかきっ子の父

だったのだろう︒

というのは︑もう十年も前のはなしにな
るが︑私の母が急死したときこのやさしい

が生まれた︒

明治三十七年のことである︒

伯母は︑代わりに私が死にたかった︑と言
って母のためによよと泣いてくれた︒

おりしもちまたでは日露戦争の勝利を告
げる号外の鐘の音が鳴り響いていたという︒

⑫
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二月の十日にもならぬうちに︑伯母は車

帰った︒お後がつかえておりますので︑と

椅子を降り︑杖だけを頼りに退院して家に

れた︒

さて︑伯母が入院して十日ほどたってか

﹁まだしばらくリハビリには通うのよ︒あ

体よく病院を追い出されたらしい︒

それがつい先日のことなのである︒

ら私は横浜の病院に伯母を見舞った︒折れ
た足を宙吊りにされたまま︑ひととおり内

この年になって︑私︑

なた︑想像できる？

﹃肖．

﹂︑恥一 ノ

＼

走らないは問題ではなかったらしい︒

着物美人の伯母にとって︑自転車が走る

﹁健康バイクのことでしょう？﹂

シューズ履いて﹂

初めて自転車に乗ったのよ︒トレーナーに

伯母さま︑必ず歩いて見せて

臓の検査を受けた伯母は︑医師団から手術

﹁すごい！

決行を言い渡されたところだった︒

ね﹂

﹁そうねえ︑ここまで生きてみっともない
死に方もしたくないしねえ﹂

まったく︑このきゃしゃで心やさしい伯
母が︑なにげなく口にする言葉に私はしば
しばはっとさせられる︒

﹁そうよ︒百まで生きて下さる約束も寝た

伯母は暮れの二十日に手術を受け︑その

切りでは嫌よ﹂

三日後にはベッドから抱えあげてくれた若
い主治医の首にしがみついて車椅子に乗り
れて︑痛む股関節の手術をしたい︑と言い
そのまま寝込ま

私は生返事でごまかすことに決めた︒

れたりしたら⁝⁝︒

﹁私があと十若ければ︑⁝⁝﹂

れて一日中眠った日もあった︒

という︒リハビリに熱心なあまり︑へこた

出した︒とんでもない！

見舞いに行った父が︑そんな姉に感化さ

碑

練習中に伯母は何度かそう言って嘆いた

移り︑歩行練習をはじめた︒

Y

国籍をこえて

埼玉県入間郡

呉

恵子

子供達の国籍を︑韓国から日本に変えて

からしばらくの間︑義父母の家は遠のいた︒

一年前に二度会う機会があったが︑挨拶

平成元年のお正月1ひと通りの親類回

だけで会話はなかった︒

りもすみ︑夫の実家に寄り︑くつろいでテ

レビを見ている義父母の前に正座して︑﹁お

めでとうございます﹂と︑頭を下げた︒す

ると義父が﹁私が何故怒ったか︑わかるか﹂

と聞いた︒私は自然に涙が落ちてきて︑﹁は

そして私は︑境から呉に姓を変えたこと︑

い1申し訳ありません﹂と答えた︒

子供達は二十歳になったとき︑もう一度韓

して義父母や先祖を忘れたり粗末には考え

国籍を取得する機会があること︑私達は決

義父は︑

﹁過ぎてしまったことは仕方が

ていないことなどを話した︒

に﹂と答えた︒

﹁ヤッタァ／

ヤッホォウ

ない︒婚姻届だけは韓国に出しておくよう

⑱

／﹂と私は心の中でおどり上がった︒韓国
籍を取得しなければ嫁とはみないと︑かた
くなに拒み続けた義父が折れた︒何と結婚
式を挙げて十八年目︑やっと義父母は私を︑
子供達を認めたのだ︒

近くに住んでいたころは︑顔を合わせる
たび︑小言をいわれたり怒鳴られたり︑い

された︶が下手︑食器の洗い方が遅い︑掃

家に手伝いに行ったとき︑洗濯︵手で洗わ

やみの連続だった︒しかし︑義父の住いか
ら十五分の距離から徐々に遠のき︑今や片

除ができないと︑学生生活しか味わったこ

の嫁が夫の実家に入ってから徐々に私達次

おしんのような気分は一瞬で終わり︑長男

東京の区役所には婚姻届は出してあるも

男夫婦は遠くに越した︒

のの︑韓国にはまだ済ませてなかったので︑

義父の勧める通り手続きをするのだが︑こ

れがまたややこしかった︒今さら婚姻届に

印を押すなんて変でこりんな気持ちでもあ

夫は韓国籍︑妻と子供は日本国籍︑韓国

る︒

の役場の書類にはどのように載るのだろう︒

の︑我慢するから︑相手を恨んだりするの

暮らしていると結構人を恨まないですむも

るからだなあとつくづく思う︒好き勝手に

そっと五千円を握らせ︑

﹁うんうん﹂とう

ばってくれた︒長男が生まれると私の手に

んが夫の遠縁にいて︑その人はよく私をか

よしみちゃんという女の子がいるおばさ

若い男の子が背中を見せて立っている︒

夢を見た︒

田中

奈良県奈良市

とのない私は叱られ通しだった︒

かもしれないと勝手に解釈している︒恨む

なずいた︒当時︑そのおばさんは貧乏のど

息予の夢

どころか︑今は申し訳なさと感謝の気持ち

ん底だったという︒次男︑長女と生まれる

慶子︵43歳︶

すらわいている︒結婚して十年目ごろから

子は早くから寮生活をしていたのだったと

にしてはどうも馴染がない︒そうだ︑あの

ではそういうことになっていたのだ︒それ

その子がそう名乗ったのではなく︑夢の中

ると思った︒その子が私の息子だという︒

好意まで返してしまうような気がして私に

顔は見えないのに俳優の鶴見辰吾に似てい

はできなかった︒言葉はあまり通じなかっ

たび︑おばさんは五千円を私にくれた︒義

済洲島の嫁達は日本人の嫁が考えつかな

たけど︑あたたかいおばさんの手のぬくも

夫の身内の顔が和らぎ︑会話も普通にでき

いほどの働き者で︑一人の嫁で百人分の食

りは冷えた心をいつもあたためてくれた︒

父は﹁返しなさい﹂というが︑おばさんに

事の仕度もやってのける︒小学生ですでに

るようになった︒

は︑遠くに越して︑好き放題に暮らしてい

るらしい︒私が義父母を恨まずにすんだの

夢

道二時間半︑あちらの淋しさは日毎につの

曇

女の子は日常の家事はこなす︒初めて夫の

⑭

薦
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出した︒その光景では長女は私と同じ食卓

につかまり立ちしていたときの光景を思い

夢の中の私は納得し︑あの子が昔食卓の縁

私に聞かせてくれた︒

﹁えらく元気のない

後で夫は録音した子どもの泣き声を病室の

聞かず顔も見ないで病室へ戻ったのだった︒

テレビ代が一時間ごとに百円玉ひとつとは

悟していたが︑まさか枕もとに備えつけの

ッド代を含めて毎月十三︑四万の実費は覚

付きそいのAさんによると︑姑は起床の

i︑とんだ誤算だった︒

六時から消燈の九時までせっせと百円玉を

たものだ︒そしてその子は十時間後に死ん

放り込む︒昼食後はウkウトしているので

声やね﹂と私は何の屈託もなく言って笑っ

だ︒私が何も知らないうちにささやかなお

たのが今思えば不思議である︒どう考えて

葬式が営まれ︑夫はお棺に顔を埋めて泣い

だったのに︑その子は私とは別の食卓だっ

ると夢の中で思った︒

も︑その子の小さいときの印象が稀薄すぎ

そっとスイッチを切ると﹁見てますよ﹂と

りテレビの音を流したほうが効果がある︑

ばっちり目をひらく︒夜も病院の睡眠薬よ

お陰で夫と交代で運ぶ五千円札はたちま

というのだ︒

れともとり立てて話すこともなかったため

しまう︒

ち百円玉にかわり︑アッという間に消えて

見兼ねたAさんが﹁ご家族が大変だから﹂

か︑二人の間で死んだ子どものことが話題

死んだ子どもだったのだろうか︒あの子も

よ︒こちらはうば捨てですもの﹂とすごい

とそれとなく注意すると﹁当然の義務です

たが︑やはり夫がいうようなボケ症状なの

さかその腹いせ？などとカンぐってもみ

人には納得できぬ病院生活だとおもう︒ま

も治まり小康状態を保っているだけに︑当

ることを知らない︒入院当初の痛みや貧血

それというのも本人は自分が乳ガンであ

剣幕だったとか︒

生きていたら十七歳になる︒ここまで考え

テレビ中毒
東京都豊島区

輝美
個人病院へ入院して三か月になる︒差額ベ

八十八歳になる姑が乳ガンのため都内の

藤

て︑ふいに涙が出た︒

になることはなかった︒夢の中のあの子は

している者同士のいたわり合いからか︑そ

とを考えていた︒夫とは同じ悲しみを共有

朝食の後片付けをしながら今朝の夢のこ

たという︒

︑

目が醒めて傍の夫に﹁夢の中で若いハン
サムな男の子がいてね︑その子が私の息子
なのよ﹂と言うと﹁死んだ子どもか﹂と︑
思いがけないことばが返ってきた︒

﹁目が大きく鼻筋が通っ

十七年前︑私は初めて出産した︒夫待望
の男の子だった︒

ていて︑あれはどう見ても慶子似や﹂と親
バカの母は喜んだ︒しかしその子は生まれ
てすぐに泣かなかったので︑私は泣き声を

⑬

か︑．ひとり暮らしで身についたテレビ中毒
だろうか︒

三年あまり前につれあいに先立たれた姑

﹁あら︑お客さま？﹂と問うと﹁テ

っていた︒声の便りを送ると決って人の声

はいつ訪れてもテレビの前にぽつんとすわ

がする︒

レビですよ﹂と笑っていた︒

﹁だっておしゃべりなおじいちゃんに取り

未亡人仁なった

Fを訪ねて
智枝

M子が今悲しみのどん底にいるという思

いが︑話を聞いたその時よりも︑時間がた

つにつれて︑じわじわと心臓を真綿のよう

にしめつけてきた︒ついにドキドキして︑

しかし体とは別に︑頭は自分ではしっかり

血圧が上がったのだろうかとさえ思った︒

しているつもりだった︒ところが知らせて

ノ才

悲しい知らせを聞いたのは︑昼食休みが

くれたT子に﹁胸がドキドキしてきたわ﹂

新潟県中蒲原郡
卜▼木

終わり︑午後からの仕事を始めようとして

と言ったとたん目頭が熱くなった︒思いが

鳥のように羽があれば︑今すぐにでもM

ンスを感じた︒

けない自分の涙に︑意志と感情のアンバラ

いた時だった︒親友のT子が浮かぬ顔でや

﹁M子さんのご主人が亡くなったこと知っ

ってきた︒

残されて︑急に家中がし一んと火が消えた
みたい︒だからテレビは﹁日中つけっぱな

葬式は済んだらしいの﹂
﹁えっ﹂

M子の不幸を知って︑自分を失ってしまう

子の所へ飛んで行きたかった︒しかし私は

M子は私より十歳年上で︑五十歳の時退

﹁今晩にでも電話してみるわ﹂と私は言った︒

平凡な生活では想像もつかない感情のたか

の身に何かが起きた時どうなるのだろうと︑

程だらしがなかった︒こんなことでは自分

いずれ現在の環境にも馴染めば⁝⁝と楽

ぶりに︑私は時を待つしかないと思った︒

言葉だけが頭の上を素通りする︒

あまりに突然のことで︑感情が伴わずに

ている？

しよ﹂と心もとなげな声を今さらのように

その姑を引きとり︑家族のぬくもりのな

思い出す︒

かで過ごしたのも束の間で︑また孤独な病

観していたが︑三か月すぎた今でも﹁お金

ても信頼し合ってすごした︒いつも仕事を

職して六年になる︒M子が在職中私達はと

院生活である︒

﹁お金くださいな﹂と顔が合うたび

号の下に︑こわばった表情のM子が両手を

が途中まで迎えに来てくれた︒交差点の信

バスを降りてM子の家に電話した︒M子

そして一週間後︑ようやく訪問した︒

私自身も大人になるように﹂

﹁M子が少しでも立ち直ってくれるように︑

にせびられる︒からっぽの缶をひっくりか

⁝⁝﹂

えし︑叩いて見せながら﹁ほら︑もうなく

いた︒退職してからは︑なかなか会えなか
った︒

﹁う

やめたいと言うM子を︑私は励まし続けて

M子は優しくて正義感の強い人で︑

なつちゃったわ︑いっぱい入れてください
ネ﹂と童女のような目に見つめられ︑どぎ

ちのお父さん﹂を連発していた︒

まぎしながらもあっ一いため息をついてい
る︒

⑯
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前に結んで︑ひっそりと立っていた︒私は
りながら︑自分達も泣いているんだよ﹂と

婦がここから見ていて︑泣くな泣くなと怒

と︑改めて考えた︒

血のつながりとはこういうことだったのか

結果的に救われたことは︑M子が早く退

しまった︒

い︒M子は五十六歳で突然未亡人になって

人生ははかなく︑先のことはわからな

手を上げた︒信号が青になり︑二人は横断

﹁そうでしょう﹂と相づちを打ち

六年間の空白を埋めるかのようにM子は

ながら一緒に泣いた︒

﹁うん﹂

言いながらM子は泣いた︒私は﹁そうなの﹂

﹁遠い所︑わざわざありがとうございました﹂

歩道の真ん中で向かい合った︒

M子は深々と頭を下げた︒私は涙は禁物

時間を持つことができたことだった︒

職していたために︑夫婦のゆったりとした

と自分に言いきかせてきたのに︑M子の顔
ドッと涙腺がたるんでしまった︒私は本能

を見たとたん︑そんな思いはどこへやら︑

ら大丈夫よ︒少し元気が出てきたわ︒がん

ら︑す一つとしたわ︒私︑しんなら強いか

﹁胸にたまっていたことを全部しゃべった

体を寄せてM子を引っ張り︑無言で歩いた︒

ばるから﹂

的にM子の腕をグイと取ると︑ピッタリと

いを胸にした時︑言葉はいらなかった︒

そして時々あいた手で涙をふいた︒同じ思

M子に笑顔がもどってきた︒悲しみは海

辺の波のように︑寄せては返し︑また寄せ

初めて訪れたM子の家は︑大谷石をめぐ
らした和風の立派な家だった︒階段を三段

﹁私が泣きたい程仕事やめたいと言ったと

るだろうけど︑潮が引くように︑少しずつ
話をした︒私はお昼前には帰るつもりだっ

き︑うちのお父さんが泣きたいくらいなら

︵え・早乙女光子︶

言葉を心の中で繰返した︒

私はM子と握手して別れてから︑M子の

大事にしてね﹂

たの︒ケンカしたっていいから︑ご主人を

やめたほうがいいと言ってくれて︑退職し

M子にはいい娘夫婦がついていた︒私は

二人と︑犬と猫も︸緒にね﹂

言いだして︑引っ越してきてくれたの︒孫

わるとすぐに︑娘夫婦が自分達のほうから

﹁私が﹁人ぼっちになったから︑葬式が終

といろんな私をした︒

強くなってほしいと祈る思いがする︒

がきれいに雪囲いされていた︒案内された

そうになり︑五時間近くも二人目ゆっくり

たのに︑出前の美味しいタンメンまでごち

昇った玄関前は︑手入れのゆき届いた木々

の木が植えられ︑それらの木の︸本一本に

部屋から眺める庭も︑ご主人の趣味で沢山

ていた︒

愛と思い出があり︑M子の悲しみを深くし
ご主人はM子と同じ年の五十六歳で︑心

﹁私が庭の清掃をしながら︑我慢でき

不全のため突然亡くなられたとのことだっ
た︒

なくなって︑うずくまって泣いたら︑娘夫

⑰
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農文協文化巨編

お店屋さんから20の提案

かつて女たちは手づくりで生活を丸ご
とまかなっていた︒麻や木綿を栽培して
糸を取り︑染めて織って縫って家族の衣
類を全部つくった︒米や野菜ももちろん
自家生産で︑買うことはなかった︒石臼
を回して粉をひき︑大豆を煮て味噌しょ

時代が容赦なくその生活を突き崩して

うゆ︑とうふも手製︒

いった︒苦しい労働に追われながらも︑

わってしまった︒

手づくりの創造性を実感し得た時代は終

今や大量生産︑大量消費︒効率々々と

が商品となり︑どこで作られたか分から

人間が追い回されている︒あらゆるもの

し≡

i

た≡

で色と味を付け︑添加物を付けて速成す

る︒しば漬などもアッという間にできる

好子

本書では︑身近な品々をそれらの専門

ンモノを作っているが︑当然採算を取る

とか︒樽正では無添加で時間をかけてホ

のが大へんだそうである︒そこを乗り切

家⁝⁝米は米屋さん︑野菜は八百屋さん︑

して︑ホンモノと丸環モノを教えてくれ

私たちが働いて得た貴重なお金で︑何

る職人かたぎ︑良心がこころよい︒

れない消費者にならなければならない︒

を買うかは今や大きな問題である︒欺さ

最後に﹁特別寄稿﹂として異色の一編

魚︑ハム︑ソーセージ︑パン︑味噌︑

衣類のリフォーム︑クリーニング︑大工

が載っている︒﹁ビハーラ﹂という︑終

たとえば漬物︒二︑三十年前にはどこ

えて企画し︑その第一号が具体化しよう

末介護の施設を︑仏教者たちが宗派をこ

の家庭でも漬けており︑まさか買うよう

る死を︑いかに迎えるかについても︑私

農山漁村文化協会

＝○○円

たちは自主的判断を迫られている︒

としているという話だ︒人間誰しも迎え

れている漬物は付け物だそうだ︒調味液

正﹂社長の石川氏によると︑現在市販さ

になるとは考えられもしなかった︒﹁樽

モノとは何かを知ることができる︒

さんと︑衣食住のすべてについて︑ホン

しょうゆ︑漬物︑酒︑牛乳︒他に刃物︑

ている人たちだ︒

る︒みんな︑ホンモノを作ろうと頑張っ

衣類はクリーニング屋さん⁝⁝が︑解説

東京都八王子市和田

街角のショッピング・サイエンス

ん≡

ホンモノとニセモノの区別もつかない︒

i
1t

o

l
e

l
e

l
e

；t

e

ないものを我々は食べて着ているのだ︒

⑬

壬士≡
貢冗≡

読んでみました

全集版

灰谷健次郎の本
第7巻島物語日下

いまどきの学校に子供を送り出してい
るうちに︑私にはログセができていた︒
﹁大人にはね︑二種類の人間がいるの︒

東京都中野区

藤

◎

饗

鈴木由美子

選手も強制的にバスに乗せられる︒だが

にたどりっかないと︑走る気持ちのある

先生が︑かんにんな︑とあやまる︒

この島の﹁うずしおマラソン﹂では︑﹁速

く走るのが目的でなく︑どれだけ走るの

十四巻が完結した︒自らの筆による年譜

この度全集版﹁灰谷健次郎の本﹂全二

ぐらいのヨロイを着てなきゃいけない︒

自給自足生活︑と氏の歩みを知るのが面

るまでの苦闘︑そして現在の淡路島での

ソン﹂と︑現実そのものをつなぐ糸口は

現実のネガ焼きである﹁うずしおマラ

マラソン当日の興奮に︑日本の子供と

ない人と︒言えないタイプの先生には︑

る︒読者にも﹁完走﹂の喜びを残して︒

大人へのメッセージを託し︑物語は終わ

を楽しんだか﹂が大切にされるのだ︒

自分の思ったことをしゃべらないように

の青年期︑教師をやめ﹁兎の眼﹂が売れ

大人と子供の闘係が極度に一方的なもの

理想郷を示されても救われない大多数

どこにあるのか︒

最後に配本されたこの第七巻には︑作

白い︒

島で成長する少年タカユキが︑父や母

発表していることを思えば︑長く続く未

者メアリー・ノートンが八十代で大作を

いま灰谷は五十五歳︒英国の児童文学

の子らに︑児童文学は何ができるのか︒

とともにハーフマラソンに挑戦する物語

四部﹂が収められている︒

者の生活を投影した﹁島物語第三部・第

たとえば︑こんな場面︒

と思う︒

理論社

二〇〇〇円

て︑氏のこれからの作品も読み続けたい

来がある︒現代の子供と暮らす大人とし

灰谷健次郎の文学である︒

ミットがあり︑ある地点にある時間まで

日本のマラソンレースには︑タイムリ

である︒

町のおじさんとして︑続々登場するのが

その少数派の大人が︑親や教師として︑

る大人はもちろん少数派だ︒

になっている現在︑ゴメンナサイと言え

学校という戦場で生き抜くには︑これ

で︑はみ出しつ．子の少年期︑政治と放湯

と子供のいい関係が読者の胸にしみる︒

関西弁のしなやかさに助けられ︑大人

で︑と抗議する︒

解

ね﹂

子供にゴメンナサイと言える人と︑言え

S．，x

x

動作ののろい隣席の子を手助けしてい
た子が︑よそ訳するなとどなられる︒

どなられた子が︑うち︑はらがたった
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出稼ぎ古墨マーラ
マーラは三十一歳︒故国スリランカに夫と三人
の子どもを残してきた︒

一目見ただけで気持ちのやさしそうな子だとわ
かり︑私は何だかとてもほっとした︒彼女も会う

身のまわりのもの︸切がこちらの負担になる代

わり︑給料は月一七〇ドル︵一万一千円程︶と安

いは当初一銭もなしであった︒日本に持って行け

く︑彼女はそれを全部預金してくれといい︑小遣

ば微々たるはした金にしかならないけれど︑スリ

ったことになる︒世界は不思議である︒

ランカにもっていけばかなりの大金が︑もうたま

なり私の手を握って︑うれしそうにしていた︒恐
らく私以上に緊張して︑この新しい環境に足を踏

見せる笑顔が愛らしい︒はじめはアイロンのかけ

顔立ちはよく︑私と目が会う度にはじらいがちに

二年契約なので︑今後二年間はここで暮らすの

うまくなってきた︒彼女がおとなしく従っている

方もわからなかったが︑教えれば覚えてだんだん

マーラは︑色は黒いけれど︑さすがインド系で

み入れたにちがいない︒

だが︑荷物といってもほとんど何もない︒小さな

ことだ︒わかってもいないのにいい加減な返事を

ラリーが極端に少なく︑まともな会話ができない

厄介なのは︑私との通路である英語のボキャブ

いっているようだ︒

ので︑アチューとの仲も今のところ大筋はうまく

﹁この格好

バッグに着がえ二〜三枚だけ︒多分一張羅なので
あろう︑サリーをまとって来たので︑

で働くわけではないでしょう？﹂ときくと︑ちが
とにかく何もないので︑その晩洗面用具など身

するので︑すっかり勘ちがいをしてしまっている

うと言ってブラウスとスカートに着がえた︒

のまわりの必需品を与え︑翌日アチューと市場へ

﹁あのときそう言ったじゃない／﹂

などと︑真相がわかってから叫んでみても︑ニコ

ことも多い︒

着るものを買いに行かせたら︑Tシャツ九枚︑シ
ョートパンツ六枚︑ブラジャー六枚など︑やたら

ニコ笑っているだけなので︑こちらはふりあげた

しかないという苦しさである︒彼女がもう少し英

拳のおろし場所もない︒ボディランゲッジで補う

買い込んできて驚いた︒一度にこんなに買うこと
この次行ったとき高いかもしれないでしょう﹂と︑

語ができれば︑スリランカのことなどききたいこ

はなかったのだと言うと︑ ﹁でも安いでしょう︒

例によってアチューの言いわけ︒

eF一シンガポールとの出会い

⑪

r
一ト葱．

マーラが来た当初私が一番とまどったのは︑休

日であった︒日曜や祝日はアチューもモハメッド

も自宅へ帰るので︑マーラが来る迄は︑私は何だ

かった︑イソイソという感じで︑台所に立ったり

か新鮮な気分でくつろぎ︑日本ではあまり持たな
したものである︒

契約書によれば︑マーラには二週間に一度休暇

一応毎日曜とナショナ

ルホリデーは休みということにして︑掃除は免除

を与えればよいようだが︑

してある︒洗濯もいいからと︑私がしょうとした

スチャンだときいたので︑幸い近くにある教会に

⑫

のだが︑どうしても自分がすると言ってきかない
し︑あまりに退屈そうなので︑してもらうことに

は行かせるのだが︑それ以外は︑道もわからず︑

轟い

スリランカの夫や母親に手紙を書く以外は何も

した︒

とは山程あるのに︑と残念でならない︒
それでも何とかききだした話によれば︑父親は

嚢温聾
百姓で米や野菜を作っており︑夫は酒好きで太っ

出させるわけにはいかない︒

言葉もわからず︑お金も持たないので︑一人で外

することがないようなので気になって︑新聞を持
って行ってみても︑英語は読めないという︒クリ

ちよの車の整備工︒家は狭くて︑電灯も電話も洗

いっしょにつれて行って買物をし︑何かはしいも

私がスーパーマーケットへ行くときには︑車で

のはないかときくと︑雪止めやヘアオイルなどを

恥ずかしそうにねだるので買い与えていたが︑デ

一歳と十歳の女の子︒ふだんはコロコロとよく笑
を見ると︑身につまされてしまう︒

うのに︑子どもの話になると眼がうるんでくるの

はあるそうだ︒子どもは︑十三歳の男の子と︑十

濯機も冷蔵庫もないが︑白黒テレビの小さいの

阿婿のマーラ

パートなどでゆっくり品選びをしたいときは︑足
手まといの気持ちが先に立ち︑置いていってしま
う︒

り草になっていたかもしれない︒

人が人を使うこと

ない︒通いの阿嬌に週何回か掃除を頼んでいる若

ある︒人を使うことに慣れていないせいかもしれ

それでも日本人はまだ︑使用人に対して寛大で

つれて行ってやりたい気持ちと︑言葉の問題もあ
って煩しい気持ちとが交錯して迷うのだが︑使用

休日に夫と二人でドライヴに出かけるときも︑

人にここまで気を使う必要があろうかということ

れいにしておかなくちゃ﹂などと言ったりしてい

い奥さんたちも﹁今日は阿嬌さんが来るから︑き

そこで︑休日には私といっしょにプールで泳ぐ

になって︑結局置いていくことになる︒

る︒自分の下着まで洗ってもらってもいいかしら
ど迷ったりもする︒

のはどうだろうと考えた︒きくと泳げるというの

その点シンガポール人や欧米人は割り切ってい

いでしょうか﹂と真顔で忠告してくださる方︑と︑

人︑ ﹁やはりけじめはっけたほうがいいんじゃな

は奥さんがおもむろに現われて︑やっと合点がい
った︒隣の奥さんは︑私に話しに来るのに︑まず

と言って︑あわてて帰ってしまった︒すると今度

いたいという︒何を？ときいてもそれは知らない

⑱

で水着を買い与え︑当日私が泳ぐとき誘ったのだ

て︑悪くいえば酷な使い方をしているといわれる︒

とじこめ︑食物もそのうち底をついて︑新聞沙汰

旅行に出かけた一か月間︑家に鍵をかけて阿嬬を

しなかった︒

けれど︑その場になったらどうしても泳ごうとは
﹁プールに入る前に体を洗っていらっしゃいね﹂

ある日︑ふと二階から門のところを見ると︑見

になったシンガポール人の例もある︒

と何げなく言った言葉に︑敏感に何かを感じ取っ
たのかもしれないと思ってみたりしたのだが⁝⁝︒
この話を他の日本人にすると︑私はたいていあ

その表現方法はいろいろだが⁝⁝︒もしこれが実

ガードナーを使って︑私が在宅かどうかを確かめ

となりの家のガードナーだが︑主人が私に何か言

知らぬ男が立っているので行ってみると︑自分は

現していたら︑﹁こんな支店長夫人がいたそうだ﹂

﹁まあ︑なんておやさしい⁝⁝﹂と笑いころげる

きれられる︒

と︑シンガポールの日本人社会で︑末代までの語

●一一シンガポールとの出会い

させたのだ︒

こういう人の使い方は私にはできないな︑と思
ったことだ︒いちいち使用人に行かせて待ってい

があったのだが︑それは穴だけの見るだに恐ろし

いような場所であった︒東南アジアの国々の差別
意識の強さにたじろぐ思いであった︒

労働環境を良くすることは労働意欲の向上につ

たとえ使用人が使う場所でも︑その家の他の場所

ながると︑私は自分の体験からも信じているので︑

この隣の奥さんは中国系シンガポール人だが︑

とあまりかけ離れて粗末な作り方がしてあるのは︑

てしまう︒たかが隣ではないかと⁝⁝︒

るより︑相手がいようがいまいが自分の足で行っ

マーラが休日になにもすることがないことを話し

主人側からみても望ましいことではないと思って

に︑ここは床がコンクリートのままであった︒ベ
ッドと鏡台と椅子が一つと整理ダンス一つの狭い

受けた︒他の部屋はあんなに立派に備えてあるの

初めてアチューの部屋を見たときもショックを

のない所で働くことに慣れている人達にとっては︑

今の部屋は決して粗末ではないことや︑クーラー

いていると︑彼女のスリランカの家に比べたら︑

ことに気づく︒なぜかといえば︑マーラの話をき

とに対するこだわりが自分の中で段々取れてきた

けれど︑ここでしばらく暮らすうちに︑こういうこ

この考え方は原則としては今も変わらないのだ

いる︒

ても︑ ﹁そんなのはあなたのせいじゃないんだか

ら︑気にすることないじゃない﹂と︑いぶかしげ

部屋である︒クーラーがつけてあるのが︑唯一の

⑭

に言い放つ︒

救いだった︒

台所にクーラーがないのは当然だということがわ

かってきたからである︒むしろ︑クーラーをつけ
っ放して風邪をひいたりする危険性があるのだ︒

が︑台所にはクーラーがないのである︒廿里が

あとできけば穴だけのトイレも︑中国人にはごく

使う場所という理由からであろう︒火を使うし︑
ういう差別がとてもいやだった︒

西日があたって特に暑い部屋なのに⁝⁝︒私はこ
そういえば数年前夫が単身赴任をしていた香港
のフラットは︑寝室や居間は三十畳ほどもある広
であった︒その台所の片隅に︑阿嬬専用のトイレ

さだったのに︑台所は狭くて暗い︑お粗末な造り

のうしろには生きた
ケージが……

普通のものなのだそうだ︒
﹁スリランカの指導者がもっとちゃんとしてたら︑

マーラだってシンガポールくんだりまで出稼ぎに
来ることはなかったんだ﹂と夫は言う︒政情が不

話題になる︒ガードナーが外へ出て行ったきり︑

安定だと国民は貧困を極め︑外国へ出稼ぎに行か
ないと家族が食べていかれなくなってしまう︒こ

せたら︑もやしのいためものを山のように盛った

夜遅くまで帰って来ないとか︑阿嬌に食事を作ら

一皿だけだったとか︑あまりにも洗剤を使いすぎ

こから見ると︑日本は本当に立派に見える︒リク

るので箱に印をつけておくとか⁝⁝︒赤ちゃんが

ルート事件は恥ずかしいけれど︑はるばる海をこ
していけるのだから︒その昔︑ ﹁からゆきさん﹂

えて出稼ぎに行かなくても︑なんとかみんな暮ら

いる場合など︑おむつのあて方に関して意見が合

わず︑そのうちにいっしょにいるだけでノイロー

もあったのに︑と感無量である︒

マーラだって︑感じ方や考え方は私とほとんど

洗剤に関しては︑わが家でも一悶着あった︒

洗濯係のマーラが︑どうも洗剤がいつの間にか

ゼになりそうでやめさせた︑という人もいる︒

大量に減っていると訴えに来た︒アチューにきい

変わらない︑同じ人間なのだ︒もう少しましな国
と離れて一人異国で︑掃除と洗濯に明け暮れる生

に生まれ︑それなりの教育を受けていたら︑家族
活などしなくてすんだ筈だ︒そう思うと︑人から

モハメッドにきいても︑自分は別に洗剤を買って

ても︑

後も︑アチューがふきんを洗うのに自分の所に洗

な洗剤の箱を一つ買って持たせた︒ところがその

と自分の衣類だけを洗うアチューには︑別に小さ

剤は自分の部屋に入れて鍵をかけさせ︑ふきん類

これではらちがあかないので︑マーラの使う洗

使っているから︑それは使っていないという︒

﹁わたし少ししか使わないよ︒知らないよ﹂

を︑ただお金をたあるだけの期間に終わらせるの

甘すぎると言われようと︑彼女のここでの二年間
でなく︑一つでも楽しい思い出を作ってやりたい
と思うのである︒

細腰との格闘
使用人に関するトラブルは日本人の間でもよく
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マーケットの鶏肉屋
にわとりがひしめく

㊨

ておいてね︑とアチューに言い置いて出かけ︑お

のところが汚いのに気づき︑ここを急いで掃除し

急にお客を迎えに行くことになった私が︑玄関

ほどらくかしれない︒

アチューには︑ ﹁ふきん類はそんなに汚れるわ

ラの訴え︒

剤をもらいに来て︑その時沢山ほしがったとマー

けじゃないんだから︑洗剤は少しにして︑熱湯で

客と戻ってみると︑玄関が汚いまま︑掃除道具が

わからないでしょう﹂との言いわけ︒いつ来るか

﹁これからするところだった︒だっていつ来るか

出しつ放してあるのにはビックリ︒

マーラが泣いて訴えた所によると︑私に言いつ

んかになったらしい︒

消毒しなさい︒そのほうが健康のためにもいいん
だから﹂と言ったのだが︑その後二人の間で大げ

けたとアチューが怒ったり︑また洗剤をもらいに

⁝︒なまじ使用人なんて居なければ︑自分でさっ

さとすませてから迎えに行くから︑はるかに心穏

わからないから︑早くしなければいけないのに⁝

やかでいられるのだ︒

来たので︑汚れていないときはマダムも少しでい
いと言ったと少ししか渡さなかったら︑自分のほ

ないときにワンサとおかずが出てきたり︑︵そのと

む気楽さや解放感は否定できないものの︑食欲の

食事の仕度や後片付けを自分でやらなくてもす

うが長くここにいるのだから自分のいうことをき
けと言って︑沢山持って行ったという︒

ヤレヤレと︑マーラのいない時を見はからつて
アチューに注意すると︑

き食べなかったからと︶お腹がすいているときに

チョッピリしかなかったりして︑よほど連絡を密

﹁奥さんがこまかくチェックするから︑マーラも

私も頭が痛くなる︒この洗剤安いよ﹂と言うでは

にしない限り︑自分のお腹の要求にマッチした食

﹁私はお金を惜しんで言ってるんじゃないのよ／

うが︑よほど満足感がある︒

自分の体や頭を

使って作った食事を︑夫と二人で食べる週末のほ

一人ぼっちで食べるわびしさ／

い食堂の大きなテーブルの片すみで︑ボソボソと

私一人制ために人に作ってもらった食事を︑広

事にありつけないうらみもある︒

ないか︒これには私も腹にすえかねて︑

も影響するのよ／﹂とどなりつけてしまった︒

体によくないから注意してるの︑あなた達の体に
私は会社とのしがらみさえなければ︑彼女を即
刻解雇するのに︑とこの時ほど思ったことはなか
った︒精神的には︑使用人など居ないほうがどれ

⑮

舞

それなのになぜ解雇に踏み切らずにここまで来

その味が忘れられないからと言おうか︒⁝：︒

やっぱり同じ人間なんだと最後は安堵感に浸れる︑

しずつわかり合っていく過程が面白いと言おうか︒

@

@

@︾∴
@

発熈

w繕
ト
孝零罫・ずッ

箸置き︑茶こし︑茶托︑テーブルマット︑おしぼ

はんと汁が別だったり︑小鉢がいくつか並んだり︑

彼女にしてみると︑日本人の食事というのは︑ご

が︑いつの間にか正しい置き方を覚えたようだ︒

じめのうちは箸置きを逆方向に置いたりしていた

見ると︑面白いなあと眺めてしまう︒彼女も︑は

ごをチョイとわきの下にかかえたりして歩くのを

ヒョイと持ち上げたり︑洗濯物の入った大きなか

なタッパウエアを︑そば屋の出前のように片手で

わが家でも︑マーラがぬか漬の入った丸い大き

だ︒さもありなんと思う︒

た桜井淳子さんの投稿︵二＝二号︶を面白く読ん

ストランで起こる珍談︑奇談を披露してくださっ

労働者たちを︑安い賃金で雇っているホテルやレ

うだ︒法の網の目をくぐって応募してくる非熟練

日本でも最近は︑外国人労働者が増えてきたよ

〒l−外国人労働者と国際性

なってしまうのだ︒

結局はどの子も︵もう大人だけど︶いとおしく

たかといえば︑言い合ったあと︑和解したときに

@
躍竃艶言︐︸鳳・︑．

@

奪嵩

鷲憾義

⑰

持つ一体感に魅かれて︑とでも言おうか︒異民族

@瀞︑艦

@

r
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の三人が気持ちのいきちがいをぶつけ合って︑少

@

．ノ．一

@

りなど︑何とこまごまとした仕度が必要なのかと︑

食事は三度三度毎日カレー︒二つの大耳にカレー

彼女はカレーや油いためが好物なのだが︑深め

さぞ面食らったことであろう︒

ある日︑アチュ！が赤いバナナを買って来た︒

だそうだ︒

とごはんを作ると︑土間に下ろし︑そのまわりに
全員がすわりこんで︑鍋から手づかみで食べるの

普通のバナナより短く太い︒もちろん私も初めて

の大皿にごはんを入れると︑おかずをすべてそこ
にのせて︑スプーンで食べる︒なぜかぬか漬が気

見たが︑アチューも初めてだという︒それを見て

目を輝かせたのはマーラである︒これはとても美

べるのだ︒すべて一皿ですんでしまう︒スリラン
カではもっと簡便に︑バナナの葉やこんぶをお皿

に入って︑つけものもそこにかけていっしょに食

代わりにして︑その香りもいっしょに楽しむと︑

いという︒

味しくて︑スリランカでは高価で︑しかも体にい

︵マーラの言葉では︑﹁ジスワン︑スリ

あとはポイと捨てるのだそうだ︒発展途上国ほど

ランカ︑メニーマネー︑ボディー︑グッド﹂です

それでは︑と一つ食べてみたら︑中は普通のバ

食文化も発達していないとも言えるだろうが︑彼
ている者にとっては︑どうせお腹の中でいっしょ

ナナと同様に白く︑味は少し違うけど︑どちらが

んでしまうのだが︶

になるのに︑日本人というのは実に面倒で不合理

⑱

らなりの合理性もあり︑そういう食べ方で満足し

なことをしていると思っているかもしれない︒

﹁これ︑あまり好きじゃな

てくれるんだと︑わけのわからないことを叫びな

き出ものなんか出やしない︑お腹が熱いとき冷し

と︑彼女はノー︑ノーと躍起になって否定し︑吹

マレー人は食べないという︒それをマーラに話す

ナナならよいが︑これは吹き出ものができるので︑

彼は見るなり手を横に振るではないか︒普通のバ

モハメッドにも一つと︑持って行ってみた︒と︑

い︒普通のバナナのほうが甘い﹂という︒

かった︒アチューは︑

より美味しいというふうには︑私には感じられな

ちなみに︑彼女が以前やはり出稼ぎに行ってい
た中近東のドバイの家では︑十人子どもがいて︑

の飾りつけをした繁華街

ヤの ・
ら も

ll詣凝聖嵐

世・∴7ゑ騒、

チャイニーズニューイヤー

主張する﹁日本の国際化﹂に反することではない

序と均一性を守る﹂ことこそ︑彼らがまた同時に

﹁国際化﹂というのは︑国際学校を作ったり︑欧

のだろうか︒

ない︒

﹁欧米﹂も含めて︑世界にはさまざまな沢

米から語学教師を招き入れたりすることだけでは

るのが︑

﹁国際化﹂の第一歩である︒それを知る

山の国があり︑人種があり︑習慣があることを知

々を受け入れて︑いっしょに暮らしてみることだ

ための最も手つとり早い方法は︑いろんな国の人
と思う︒

もちろん︑コトはそう簡単ではない︒混乱が起

れてしまうだろう︒が︑ ﹁国際化﹂というのは︑

き︑秩序が乱れ︑日本人としての均一性など失わ

ではないのだ︒

きれいな道だけ通ってかっこよく辿りつけるもの

な苦労をしている︒いまや十五万人にも達して︑

あとでくわしく述べるが︑多民族・多宗教の国
シンガポールでは︑日本など想像もつかないよう

革新やロボットをあてるべきだとか︑皆がいやが

の雇用主が毎月国庫に納める徴収金︶を大幅アッ

以内におさえること﹂︑﹁﹂EVY︵外国人労働者

は︑﹁企業内の外国入労働者の数を四〇パーセント

労働者の流．入をこれ以上見過ごせないとして︑政府

全労働人ロの六分の一にもふくれ上がった外国人

﹁日本の秩

序と均一性が乱される﹂と︑多くの識者が指摘す

﹁外国人労働者があまり押し寄せると︑日本の秩

ているのを︑こちらの新聞で読んだ︒

る仕事の賃金を上げればよいと日本の識者が語っ

きだという声が強いようだ︒労働力不足には技術

いので︑規制を強めて︑この流れを押し止めるべ

例をみても︑結局失業や犯罪を導く可能性が大き

その論議がさかんである︒フランスや西ドイツの

し︑二年間に二倍になったといわれる日本では︑

今やアジアからの非熟練労働者が七万人にも達

タンぶりに感じ入った︒

の複雑怪奇さにあきれながらも︑そのコズモポリ

バナナ一つでもこの騒ぎである︒私は︑わが家

いた︒

がら︑一人︑おいしいおいしいと感激して食べて

．

る︒確かにその通りだろう︒しかし︑
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プする﹂などの規制策を最近打ち出し︑論議を呼
んでいる︒

それら外国人労働者のうち四分の一を占めるメ

イドたちは︑十年前にはゼロだったのが︑いまや

四万人近く︒他の労働者に比べてLEVYは少し

安いが︑やはり大幅アップが発表された翌日︑共
という︒

働き女性からの抗議の電話が︑新聞社に相次いだ

しかし住んでみると︑日本に比べてつくづく国

際的だと思うのだ︒日常的にさまざまな肌の色・

髪・目の色をした人に出会えて︑彼らがみんな友

好的なのだ︒地球は一つと実感しながら︑生きら

シンガポール人の失業や賃金の低迷︑仕事のレベ

れる世界がここにある︒政府が心配するような︑

ルダウンといったような要素があったにしても︑

国がそれによって根底から覆えされたりはせず︑

けっこうそれなりに秩序を保ち︑︵あるいは再び作
り出して︶息づいている︒

わが家も︑国籍︑肌色︑言葉︑習慣︑宗教の違

う五人が同居して︑さまざまの葛藤はありながら

も︑それなりの平和や共通の喜びを築いてこれた

ようだ︒手で食べるモハメッドとは︑未だにいっ

しょに食事をする気になれないし︑休日にいっし
ょにトーストを食べたとき︑食卓にひじをついた

⑭
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いかけのティッシュを︑Tシャツの肩のあたりに

マーラには注意したけれど︑マーラの体臭も︑使

国人が沢山流れ込んできた

したいのならば︑円高による自然のなりゆきで外

ことである︒それを覚悟で︑日本が本当に国際化

国際化するということは自分の側も迷惑を蒙る

すっきりと無難に生きられることはわかっている

ンスのように思われる︒彼らを閉め出したほうが

が絶好のチャ

つつ込んでおくアチューの習慣も︑慣れればはじ
アチューが作ってみたスリランカのカレーが意

いま

めほど気にならなくなった︒

外においしくて︑時々﹁またスリランカのカレー

が︑別の面で大きな損失をするように思えてなら

し︑日本の

高い知的水準〃も保たれるであろう

ろん︑アチューも大喜びだ︒これは︑日本のに比

ら︑日本の家庭でもアジアからの出稼ぎメイドを

家計を圧迫せずに家事労働者を雇えるとわかった

ワーキングマザーが増えていく今後︑それほど

ない︒

を食べようよ﹂と私が提案すると︑マーラはもち
べるとかなり辛いけど水っぽいカレー汁に︑すり
下したココナッツを混ぜ込み︑魚や野菜を煮込ん
だもので︑さっぱりしておいしいのだ︒
果物の王様 といわれるドリアンを買ってくる︒

⑫

たまに果物屋の店先などで見つけると︑俗に

難しいだろうな︑と想像する︒まず︑住宅の問

雇うようになるだろうかと考えてみる︒

⁝︒でも勇気ある一部の女性が始めてしまうかも

題がある︒次に言葉の問題︑そして習慣の違い⁝

独特の臭みがあるので夫は嫌ってあまり食べ．よう

としないが︑私はそれほど嫌いではないし︑使用

異民族と暮らすことは︑悪戦苦闘をしているう

しれない︒

人たちが皆大好きだからだ︒臭いので包んで冷蔵
ハメッドは中に入れないので︑外の見張りの椅子

庫に入れておき︑冷えた頃皆で割って食べる︒モ

が流れていたり︑視野が広がっていたりするもの

ちに︑気がついてみたら︑ほのぼのと温かいもの

なのだ︒そうなったとき︑日本も国際化されてい

にもっていってあげるが︑私たち三人置中でいっ

るのではないだろうか︒

しょに食べる︒いっしょに食べようというと二人
とも大喜びで︑ ﹁オクサン︑オイシイ？﹂などと

1つづく一

ききながら︑いろいろおしゃべりして食べる︒夫
みんなゲラゲラ笑うのが常である︒

が帰ってきて﹁くさいなあ﹂と顔をしかめると︑

●一一シンガポールとの出会い

は決まった︒

和田美代子

姑の脳の断層写真を見せられたとき︑私の覚悟

CTスキャナー

は︑これからが本番である︒

姑にとりついた不治の病−痴呆とのたたかい

件であることを痛感した︒

神奈川県川崎市

脇た6どOεω
義父が亡くなって︑一人暮らしをすることにな
った姑に︑異常な行動が目立ってきた︒

当時︑一人息子の夫は会津若松で勤務していた︒

私が姑の住む川崎と︑会津とを往復し︑かけ持ち
で面倒をみることにしたが︑しだいに物忘れ︑俳
なってきたので︑夫の定年退職を機に︑川崎に引

徊︑不潔行為など︑ぼけ老人特有の症状がひどく

ロ

異常な行動が目立ってきたので︑ついに意を決

し︑最近テレビでぼけの話をされた先生の居られ

コ

身体の丈夫な姑は︑一見ぼけにはみえないが︑

きあげ同居した︒

る︑S医科大学病院の神経科を訪れたのである︒

こまかい線が消えて︑単純になってしまっていま

﹁おばあちゃんの脳は︑大分萎縮している上に︑

CTスキャナーで撮った何事かの写真を見ながら

脳が萎縮しているために︑つぎつぎ常識では考え
られない問題を起こす︒それに対抗して手段を講

医者は︑

す﹂

いたちごっこの毎日を過ごしているうちに︑私

じる︒まるで知恵くらべみたいだ︒

それには周りの人の協力と自分の健康は︑絶対条

なりの介護法を発見したような気がする︒ただ︑

⑫

コ

ロ

その影像は︑蜜の入ったりんごを輪切りにした
ような形をしていた︒
﹁こみ入った話はもう理解できないでしょうし︑

感情のコントロールも︑きかなくなってきてます
ね﹂

ここはどこか︑今日は何日︑私は誰︑など一般

医学では︑痴呆性の進行を遅らせるぐらいしかで

きない︒薬も飲んでみて効かなければ︑かえてみ

何とも心もとない話だ︒医者ぎらいの姑を無理

るというのである︒

やりに︑家から一時間半以上もかかるこの病院に

で時間のかかるのは︑どこの病院も同じことであ

受付で診察券を出してから︑名前を呼ばれるま

つれてくるのは︑大変なことなのだ︒

るが︑待つことが苦手な姑を︑じっとさせておく

的質問のあと︑かるい計算や︑いくつかの品を見
せて紙でかくし︑何と何があったか尋ねるなどの

のは︑私一人では無理である︒杉並に住む義妹に︑

早目に番をとってもらい︑名前を呼ばれるころに︑
なった︒

川崎から私が姑をつれて行くという共同作業を行

混んでいるときは午前中に終わらず︑十二時過

ぎる︒ぼけてなくても人間にはその傾向はあるが︑

⑱

テストをして︑

︑

ノーし

空腹になると姑は︑いっそう落ち着きがなくなる︒

姑の分だけでも軽食を用意して行く必要があった︒

こんな思いをして病院に行っても︑よくはなら

ちいさな子供と同じなのだ︒

ないなんて︑むなしい話である︒なおらないとな

と︑本腰を入れてつき合っていかなければならな

徊︑作り話︑不潔行為など問題行動の出てきた姑

れば︑これから先︑ぼけ老人特有のもの忘れ︑俳

う﹂とのこと︒

い︒先は長い︒

しばらく薬を飲んで︑様子をみることにしましよ

﹁完全に︑アルツハイマー型の老人性痴呆になっ

あ

ています︒月に二回ぐらいつれていらして下さい︒

翻二？

通院すればよくなるのかと︑尋ねてみた︒今の

D

S
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二人兄妹の兄嫁として︑重い責任を感じ︑ 私は
自分に言い聞かせた︒
﹁さあ︑戦いの日々のはじまりだ／﹂と︒

一緒に生活するようになってから︑私もこの手を
使うようになった︒

姑の一人暮らしが始まった︒姑が生まれ育った

この土地には︑姑の弟妹が五人︑親戚知人も多い

忘れもしない︒五十⊥ハ年四月一日︑義父が他界

みることにした︒

と思ったのである︒ときどき私が上京して様子を

たのだから︑もうしばらくは一人目大丈夫だろう

ので離れたがらなかったし︑これまでやってこれ

した︒当時姑は川崎に住み︑私達夫婦は福島に︑

会津−川崎定期便
長男は東京で銀行の寮︑二男も東京で下宿生活と︑

らかってきた︒まず気になったことはお風呂のこ

事もだんだん手を抜くようになった︒家の中が散

姑は一人で気ままに過ごせるようになって︑家

義父危篤の知らせがきたころ︑福島県職員の夫

と︒一人入るだけなので汚れは目立たない︒次に

一家がばらばらであった︒

私は福島市内の公舎から︑会津に引っ越すための

は︑会津若松に転任を命ず︑の辞令を頂いていた︒

審に思い調べてわかった次第である︒本人は毎日

るとき︑すごい匂いが鼻をつく︒異常な匂いに不

とずっと続く︒ときどき会津から来てお風呂に入

入るとき水をたす︒これを毎日やり︑放っておく

が喪主となりあわただしく葬儀を済ませた︒

に余った︒

とりかえているつもりなのだ︒トイレの汚れも目

引っ越しを一たん中止し︑急遽上京して︑主人

荷造りに追われていた︒

大勢の弔問客の見えているとき︑姑の行動にち
ょっと疑問を持った︒全然じっとしていないので
コ

ある︒この行動が︑ぼけの症状の一つであること

重ならないように家事をやりに通うことにした︒

杉並に住む義妹と相談して︑月に二回ぐらい︑

後に思い当たったのであるが︑晩年義父は姑に

は︑当時はわからなかった︒

えているようだった︒

一人息子の嫁である私は︑会津からなので数日

都内に住む義妹は日帰りで日曜などに︑夫妻で見

間姑のところに滞在した︒川崎に来ている間夫が

ていた︒変な夫婦だと思っていたが︑姑がすぐ忘
れてしまうし︑家に落ち着いていられないことが

用件を口で言わず︑紙に書いてテレビの角に張っ

多かったため︑やむなく書いておいたのであろう︒

⑭

て土︑日は会津に帰りたいと思い︑まさに﹁月来

会津で自炊していると思うと気が気でなく︑せめ
金帰﹂であった︒季節のいいときは︑そう大変に
思わなかったが︑寒い時期の月二回会津と川崎の
往復は︑さすがにこたえた︒

乗る列車も自然決まった︒会津若松午前六時五
十七分発︑普通急行﹁ばんだい二号﹂に乗ると︑
は︑午後一時近くなる︒

e−

午前十一時六分上野につく︒姑の住む川崎の家に
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姑はいつも留守である︒家を空け放して出歩い

︑

一一一
一一一

ている︒不用心極まりない︒敷き放しの姑の布団
く現われて︑

L2鶉

を片付けて︑掃除をしていると︑どこからともな
﹁あら︑来てたの︑来ること全然知らなかったよ﹂

と︑いう︒ちゃんと昨夜電話したのに︒
﹁緒に食べようと思って持参した会津のみやげ

も︑いつの間にかどこかへ消えて︑届け先が判明
したことがない︒月二回の訪問のたびに︑久しぶ
りだからと︑数ある親戚に手みやげ持って挨拶に
前にまわったことは忘れられた︒

行かされるのも悩みの種だった︒何回まわっても

e

一v

も

家の清潔度も上がり︑親戚回りも一通りすんで︑

帰りは上野発午後一時三分の特急﹁あいつ﹂に乗
るために︑午前十一時に家を出る︒上野駅で昼食

■

間四十四回往復している︒

会津・川崎の定期便は︑

前から横目で眺めていた﹁立食いそば﹂に挑戦し

同居

をとることになるのだが︑いくらも時間がない︒
てみる︒意外に味はいいが︑何だかみじめだった︒

まる二年続いた︒この

の母親のことを考えて︑川崎の家に同居し︑東京

斡旋してくれたが︑ぼけがひどくなった八十三歳

主人が退職勧奨を受けた︒福島県で次の仕事を

には全くわかってもらえないからか︒
でも︑会津に四時五十五分に着くと︑夫が車で

何故だろう⁝⁝こんな思いをしていることが︑姑

駅まで来てくれると思うと心がはずんだ︒年甲斐

で職を探すことにした︒高齢での求職活動はきび

定期便に合わせて︑川崎の姑のところで会うこと

だと︑いい加減なものばかり︵菓子︑果物︑出来

ろ︑私が会津に帰った後姑は︑食事の仕度が面倒

同居にふみきったのも︑会津からの定期便のこ

現在のPR会社に落ち着くことができた︒

しく︑いくつかの職場でいろいろな思いをした後︑

もなく⁝⁝︒

ちょうどそのころ︑長男に彼女ができた︒親に

にした︒そのときの上京は土・日を利用して︑主

あいのもの︶食べるようになったこと︒老人の一

紹介したいと言ったが︑会津では遠いので︑親の

人も一緒だった︒下宿先から二男も集まった︒家

人住まいが知れて︑詐欺︑訪問販売︑新聞契約︑

中を大掃除し︑姑にもおしゃれをさせ︑ピンカー
ルまでした︒見違えるほど可愛いおばあちゃんに

ぐせ︑物配りが進行し︑金銭感覚がまひしてきた

新興宗教の勧誘などの被害に遭ったこと︒買い物

ところが︑もの忘れのひどくなった姑は︑あと

暮らしてもらいたいと思い多めにした︒

まで一人で自由に使っていた人なので︑のんびり

賄い︑姑には一定の小遣いを渡すことにした︒今

一人暮らしはもう無理といってきたためである︒
いっしょになったばかりのころ︑家計は私達が

ことなどあって︑数多い親戚もさすがに心配し︑

なった︒当日変なことを言ったり︑したりしたら

コ

困るなあと心配だったが︑ばかに機嫌がよくおと
なしかった︒

何より不思議なのは﹁しのぶ﹂という彼女の名
前を︑おぼえたことだ︒ここ四年間に姑が記憶出
コ

その後まもなく︑長男はしのぶさんと結婚し︑

来た唯一のことではなかろうか︒

練馬に住んでいる︒男の子が生まれたので姑は曽
祖母になった︒

⑳

さき考えず気前よ◇買い物し︑配りまくった︒お
し︑親戚に届けさせてしまう︒一族の最長老なの

金がなくなれば顔見知りの商店から︑つけで購入

﹁奥さん︑おばあちゃんは今日は三回頼みに見え
﹁あら︑そう︑お世話様でした⁝⁝﹂

たよ﹂

専門家の話によると︑﹁できる限り仕事をしたほ

と︑こんな会話もかわせるようになった︒

が駄目になってきた︒鍋をこがすこと何十回︑ひ

うがぼけない﹂とのことだが︑家事では火の始末

気がとがめたが︑自衛上やむなく店屋に︑つけ

で︑皆にふるまうのが好きなのであろう︒

で姑に売らないよう頼んで歩いた︒しかし作り話

急いでガス栓を止め︑窓を開けた︒姑の姿はみえ

ある日︑外から帰ったら家中ガスくさかった︒

どいときは柄までこげ落ちた︒

の上手な姑は実に巧みに﹁息子に頼まれたから﹂

実をつけて店の品物を持ってきてしまう︒ぼけた

ない︒都市ガスの転換にともなってコンロを新し

とか﹁財布を忘れてきた﹂と︑もっともらしい口

を達成するためにはいろいろ考えつくのであろう

人に︑こんな能力があるのが不思議だった︒目的

忘れてしまったのだろう︒人命に関することなの

くしたため︑さわって見たがわからず︑そのまま

テストケースとして︑配るものをこちらで用意

で︑以後絶対にさわれないように︑コンロに箱を

⑰

か︒

して持たせてみた︒同じ家に何度も持っていった

り︑量が気に入らなくて店で買い足したりする結
とうとう買い物をしないでもらうため︑小遣い

果になった︒

にした︒

はやめにして︑必要な品は一緒に買いに行くこと
つけで購入してしまうことも︑何度か根気よく
頼むうち︑店の人もわかってくれて︑私のやり方
に協力してくれた︒姑と昔なじみの店など︑姑の
気持ちを考えて一応引き受けて︑聞き流してくれ
た︒

融6c9こ

着していることがしばしばある︒姑は紙の使い方

トイレの手拭いや︑水洗のハンドルに大便が付

買い物は駄目︑台所のことも無理となった姑は︑

ほとんど流さない︒使用した後の臭いもひどい︒

が極端に少ない︒小水のときは︑ふかない︒水も

かぶせて錠をした︒

の品を持ち出すようになった︒食事仕度をはじめ

することがないので︑家の中を探し回り買いおき

ほしいと思っているのは︑わかるけど⁝⁝﹂とふ

何度注意しても全然なおそうとしない︒

﹁死んで

ことも何度かある︒

注意してもお互いに不愉快になるだけなので︑

てくさる︒

てから︑献立の材料がなくなっていて︑あわてた
やむなく台所に柵をして入れなくした︒幼児の

びかえて︑うるさく言わないことにした︒

目についたときまめに拭き取り︑手拭いをたびた

危険防止用のものである︒夫が苦労してつけてく
れた︒その心境たるや︑さぞかし辛かったことで

二男が就職活動の時期が来た︒ここでまた︑困

特製郵便箱

あろう︒

姑にとって︑いっしょにいる私達は自分を束縛

った問題が起こった︒

するだけだが︑親戚はよくしてくれると思うから︑

イドが許さない︒姑と夫は︑よく言い争いになっ

何かをあげたいのだ︒手ぶらでの親戚訪問はプラ

て二階に移ってきていた︒リクルートから送って

彼は︑私達の川崎転居とともに下宿を引き払っ

﹁何度持って行けば気がすむんだ／﹂

たときのことである︒息子が心待ちしていた書類

くる就職情報や︑会社案内その他の郵便物が増え

た︒

﹁何も持って行きやあしないよ﹂

⁝︒何日かして近くの公園のベンチに置いてあっ

が届かない︒友人にはとっくに来たというのに⁝

この後決まって︑

﹁あ一あ︑こんなところに家を建てるんじゃあな

ていた︒

たと︑知人が持ってきてくれた︒もう期限は過ぎ

かった﹂

というのが姑の口ぐせだった︒昔のように自由な

のことが判明した︒

どうしてこういうことになるのか調べてみて次

生活がしたいのに︑家があるから同居する羽目に
なったと後悔したのであろう︒むなしさがこみ上
げるときである︒

⑭

姑は一人暮らしのころ︑理解できない郵便物が
来ると︑自分の弟か妹のところに持って行き︑ど

る姿は︑何とも珍景だった︒

と切っている板の向こう側を押さえようとしてい

﹁誰のためにこんな苦労していると思っているん
だ︑バカ／﹂

まった︒

と舌打ちしている夫をみて︑思わずふき出してし

ロ

う処理したらいいか尋ねる習慣があった︒そのま
まぼけて︑くせが出たのだ︒私達といっしょにな
っても︑重要書類を親戚に運んでしまうのだ︒そ

配達の人にわけを話し手渡さないようお願いを

接受け取ってしまうのである︒

見つけると︑大急ぎで門に行き︑配達の人から直

んだのも束の間︑ひまな姑は︑郵便屋さんの姿を

特製郵便箱ができた︑さあ︑これで安心︑と喜

の途中にある公園で知った人に会い︑おしゃべり
をして︑そこに大切な書類を置き忘れたものらし
い︒

驚いて郵便受けに錠をつけた︒ところが︑敵も
さるもの︑はみ出している大型封筒を引っぱり出

たが︑ある日︑とうとうなくなってしまった︒当

⑭

した︒また配達の人がかわるたびに頼んだ︒

四月から一年間︑町内会の当番が回ってきた︒

姑がまた何か起こさなければよいがと思っていた

物と同じでまた親戚に持って行ったのである︒姑

千

ほうきの柄で取る知恵があった︒別の日にも︑ご

﹁組長﹂の札が紛失してしまったのである︒郵便

らやっぱりしてくれた︒

して持って行ってしまう︒

み集めのところや︑公園から何度か届けてもらっ

番が終わるまでかけておかなくてはいけないとい

の手の届かないところにぶら下げておいたのに︑

どこにも売っていない︒器用な夫はあり合わせの

そこで大きい郵便物も︑すっぽり入るような大
型郵便箱に取りかえようと思ったが︑そんなのは
材料で︑どこを探しても見当たらないような︑特

る︒札を買ってお返ししなくてはならなかった︒

うことが︑どうしてもおぼえられなかったのであ

製郵便箱をこしらえた︒

夫がこの郵便箱を製作中に姑がやってきて︑
﹁大変だね1手伝おうか﹂

一つづく一︵え・田沼千恵︶
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フェミニズム社会生物学入門

鉄幹と晶子・その時代

讐

嬉騰灘、

も

ジ。．1艶主著

田中和子
三木草子訳

永畑道子著

三十年ほど昔︑中学の理科の

されており︑オスやメスの行動

性の側からのみ見た女性観に侵

しかし動物行動学でさえも男

いわゆる世にいう女らしさは人

このシステムを詳細にたどれば︑

には千差万別のシステムがあり︑

て︶に作り上げた神話にすぎな

間の男が観念的︵かつ願望とし

は栄養が足りないとオスになる

てきたと著者は言う︒だからこ

はオスの立場からのみ解釈され

教師がある原始的な生物の幼虫

に同一化し内心快哉を叫んだ︒

と話した︒私はその生物のメス

読者としては女性であること

いことが分かる︒

の生物学的基礎の理解を﹂深め︑

る生殖のシステムに参画するメ
スに焦点を当てよう︒そこに開

いう上部構造﹂の中で何ができ

人間のみが持っている﹁文化と

そ︑種の存続を究極の目的とす

状況が在った︒基本的には今も

かれるのはなんと多様なメスの

のメスに事寄せたくなるような
変わりはなかろう︒三十年前に

在りようであろうか℃生殖に関

有斐閣選書

るのかを考えることであろう︒

人間のメスの私が原始的な生物

この本を読んだなら︑私は自信

する一連の過程︵性の決定︑発

明治大正という時代を掘りおこ

筆者はこれまでにも繰り返し

わっていないようだ︒

一六〇〇円︵M︶

と誇りを持ってステロタイプな

情︑求愛︑妊娠︑出産︑育児︶

しかし実像の鉄幹は金策のた

まきおこした︒

酔い︑当時の文壇に一大新風を

女性観抵抗の武器にしただろう︒

﹁妻をめとらば才たけて⁝⁝﹂

仔情あふれる美しいひびきのこ

にして晶子や他の女達とのかか

してきたが︑今回は鉄幹を主軸

の詩は今も多くの人にうたいつ

は金を出させるという︑結婚詐

めに次々と旧家の娘を口説いて

わり方︑その生きざまを冷徹な

がれている︒作者の与謝野鉄幹

目で見据えて描いている︒いつ

は明治三十三年︑日本中が近代

る男でもあったのだ︒

まれ︑詩歌のもつ美しさを十分

もながらの流麗な文体にひきこ

欺まがいの背信行為を平然とす

女とはモノにすぎず真剣にか

明星タをひっさげて

化の波にもまれ混沌としている

かわるものではないという意識

中を雑誌

詩は彼にとって思想そのもの

これは百年たった今もあまり変

が当時の男には共通してあり︑

颯爽と世に出た︒

であり︑国を憂い人を恋い︑熱

新評論

二二〇〇円︵T︶

に堪能させてくれる本だ︒

血ほとばしる数々の詩に世人は

⑳

ブック情報

魏饗裡

新しい女たちの選択

＄

峯
s

ナワル・エル・サーダウィ著

青木やよひ著
三輪妙子編著

鳥居千代香訳

日本では今︑シングル・ライ

この本の提案には賛成したい︒

めの基盤になるのではという︑

一回かぎりの自分の人生をど

フがトレンドらしいが︑独身で

働いてさえいれば自立していて

う生きるかは︑人間が生涯かか

この本には人間が生きていく

いる︒

ひとづきあいや生き方の模索な

とき必ず出会う︑孤独や不安︑

将来よりよい人間関係を作るた

フをしっかり体験することは︑

れる﹂という言葉︵﹁障害﹂者

グル感覚なのだと著者は書いて

り︑そのことに気づくのがシン

かく運動が盛り上がっているの

本書はそうした批判を﹁せっ

ってやりとげるべき大事業であ

立派だというわけでもなさそう

反原発の闘いをマスコミは

が生まれるのは困ると言わんば

に足を引っ張るもの﹂と切り捨

だ︒しかし一度シングル・ライ

︵ということは男は︶ ﹁母親の

かりのこと︶が反原発の闘いの

てるのではなく︑より運動を深
この二つの点に関して︑ウー

している︒その意味で類書にな

めていくものとして促えようと

い切口をもっている本である︒

その一方︑なんとみずみずしい

労働教育センタi一三〇〇円︵Y︶

自然が︑なんと素朴な人の心の

批判が加えられてきた︒

ヒロインの老いた農婦は︑そ

害﹂者の側から反原発の運動に

マンリブの側から︑そして﹁障

廣済堂 一二〇〇円︵A︶

アドバイスが含まれている︒

運動﹂とひとくくりにしてしま

中で語られる︒

どについて︑先輩からの的確な

う︒女の側も﹁運動﹂を始める
に際してさまざまな雑音を切る
﹁錦のみ旗﹂として﹁母﹂とい
う言葉を使ってしまう︒また︑

﹁放射能のせいで変な子が生ま

の現実に目覚め︑ある日自分た

読む人を暗然とさせる︒しかし

想縁を絶する貧しさのなかで働

ちの一家を破滅に追いやった村

て牢屋にぶちこんでしまう︒

くエジプトの農民たち︒支配階

焼けつくような太陽のもと︑

級は﹁アラー﹂への信仰を利用

この作品にはたしかに︑私た

動きが描かれていることだろう︒

三一書房 二二〇〇円︵K︶

ちには未知の美が存在している︒

長を鍬でなぐり殺す︒

を凌辱し︑それを妨げようとす

この作品の描く︑一つの社会

してその民衆を搾取し︑娘たち

の究極の頽廃ともいうべき姿は

︑

る父親や夫には無実の罪を着せ

︑腎

⑳

ヤ

◎

絶︒

★輸
親の期待を
裏切って

ています︒そんな貧しい家なの

工場の女工として今も働き続け

りに迷いましたが︑好きな人と

結婚してしまったのです︒私な

思います︒

るがゆえのことだと思われたら︑

いますが．ご自分のことを愛す

親の望むように生きなくとも︑

気持ちの上で違いが出てくると

親とのかかわりを大切にして生

結婚してしまいました︒結婚式
に出席してくれなかった︑母の

結婚したいという気持ちだけで

深い悲しみを思うゆとりさえあ

に︑私がどうしても行きたいと

クールに︑中等部・高等部と通

言い出した私立のミッションス

わせてもらいました︒高卒で︑

きていきたいと思います︒若い

ときほど︑親の意見を︑冷静に︑

りませんでした︒

今思うと︑実に自分勝手な生

地元の銀行にでも勤めようかと
も思ったのですが︑高校三年の

思います︒最後まで自分を見捨

大事に聞き入れる必要があると

は僻地しかなく︑田舎より︑都

ことを︑純粋に︑一番考えてく

しかし︑形はどうあれ︑私の

岡さんは︑親とのかかわりは
頭痛のたねと言っていらっしゃ

てないのは親だと思います︒

心的で︑両親のことを思う思い

やりが足りませんでした︒私も

き方だったと思います︒自己中

親になり︑四十路になって︑い

ました︒

私は︑二人姉妹の姉で︑両親

とき︑急に大学に行きたくなり

は︑私に家を継いでもらいたい

て︑ようやくわかり始めたこと

ろいろな他人の中で生活してき

です︒親と言えども︑私とは違

と期待して︑無理をしてでも︑

う人間なのですから︑もちろん

身分不相応な大学まで行かせて
くれたのでしょう︒大学は︑山

特照照県川崎市●武田信子︵43歳︶

梨県でした︒そして︑就職は︑

おせっかいと思うこともあるで

考え方の相違はあるでしょう︒

﹁親の期待を裏切る法﹂を読ま

せていただいて私の体験も交え

当時︑小学校教員は︑北海道で

神奈川県になってしまいました︒

会に憧れて就職してしまったの

れているのは両親だと思います︒

私こそ︑親の期待を裏切って

て書こうと思いました︒

さんと同じように︑自分の信ず

今まで生きてきた一人です︒岡

に勤めさせるコネがなかったの

です︒私の両親の力では︑市内

しょう︒

る道を︑思うがままに生きてき

そして︑職場結婚で︑長男と

です︒

ました︒私の故郷は北海道︒父
は造船所の工員で安月給︑しか
も大酒飲み︒そのため︑母も網

⑫

琳＊

神奈川県川崎市●日下部直子

波

でふと見た記事をきっか

筑摩書房だったかのPR誌

まさか︑机を並べているその人

ふりまわされた進路選択をして︑

そんなに周囲の人の言うことに

とあるの︒いったい︑あなたは

わいふ〃

が︑同じ雑誌︵それも︑そこに

かったものも含めて

もある︑ここにもあるというの

あなた自身の気持ちはどうなの﹂

への投稿のコピーに私の心のゆ

と我知らず大きな声を出してし

通信教育︑雑誌

わいふ〃︑

ちょっと矛盾した発言だが一︒

いうものだったが一︒そして︑

まったことがあった︒お節介と

ではない雑誌︶を読んでいたな

通信教育の仕事で地方出張に

んて︒

れと振れがくっきりと残されて
私の﹁左遷された﹂とか﹁働

いる︒

﹁共働

行き︑ときとして学生と話すこ

くのに理屈はいらない﹂

とがある︒その際︑男子学生の

質問は極めて具体的︑即物的で

﹁ごめんなさい

ね

きと有給休暇﹂

もて﹂等世間は狭いもので﹁日

﹁出張費うらお

けに知り合った友人が︑ ﹁窓﹂

課長さん﹂

というカウンセリングルームを

セラピー﹁なかま﹂．静岡県で
それは︑返答に困るときが多い︒

の私の高校時代︑私の職場︑こ

答えやすいが︑若い女子学生の

れらが偶然おもしろい重なり合

よ︒正社員さんの中にもいろい

中年の職業婦人は︑職場での

下部さん︑読ませてもらったわ

地位も確立し︑通信教育でこの

開いたという連絡があった︒彼

わいふ

にも登 場 し

て見守っていてくれる

ろあるのね﹂と言った後︑黙っ

女がこの わいふ
たフェミニスト・セラピー﹁な

人達の生活とともにあるという

合い︑絡み合い私の生活は他の

キザな言葉で言えば︑重なり

し︑若い人は︑あれもやりたい︑

ろうし︑失職や退職もあるだろ

これからも﹁左遷﹂があるだ

実感︒

う︒自分の良いところを率直に

生の嫌らしさ﹂

﹁地方出の優等

﹁遠回し過ぎて

﹁嫌味な母親﹂

周囲に提示することが下手で︑

らないので︑どのコースを選び

この地方の雇用状況を考えたこ

当に自分で食っていく気なの︒

あるとき﹁あなた︑それで本

ましょうか的なものが多い︒

のためにこれもやらなければな

これにも興味がある︑でも将来

子学生のそれに似ている︒しか

るので︑視点は多少異なるが男

かま﹂の河野貴代美先生の下で

㌦︐

．・︻．・

￠，

いを見せていた︒

u

資格をとるんだというものがあ

■

創刊以来の読者という人がいる︒

・脚

勉強していたことは︑今回の手
紙で初めて知った︒

偶然︑私は﹁なかま﹂を利用
していた︒私の高校時代の恩師
の紹介で職業上の知識を得たい

という︑言葉は悪いが一種の助
ィの喪失﹂状態と言われる状態

平心とそして﹁アイデンティテ

を乗り越えるのを助けてもらう

採用されたものも採用されな

ために︒

V
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6いふ と私

わいわいガヤカ

と言われる私だけれど︑今つか

何を言ってるのかわからない﹂

あと思います︒

いない三年前までに戻りたいな

っています︒下の子の生まれて

6いふた
励

わいふ

の中の女性たちのよ

うにならなければ⁝⁝という少

しの背伸びはあったのだけれど︑

実によい友達だった◎今も友達

には変わりないのだが︑もうす

ぐ三十六歳になる私は︑白髪ニ

茨城県稲敷郡●宮本法子
﹁やっぱり︑おもしろいなあ﹂

と︑厳しくおこっていました︒

子は二歳ぐらいのときからずっ

れほどおこらないけれど︑上の

ま︑下の子がおもらししてもそ

られないのが4番嬉しい︒ただ．

し︑ご無沙汰しても︑全然おこ

き合いになる︒ いつも新鮮だ

という友達とは十年以上のおつ

読み終えた感想だ︒

れまた大好きな手紙を書いて出

業的な仕事なのだけれど︑こ

ピングと︑自分中心に物事を考

るで二十代のように︶︒

ほか︑ステキなファッション ︵ま

コ

こってばかりいました︒いま︑

本を気にし︑しわなどもっての

歳︶ぐらいのときは︑いつもお

上の子︵小一︶が下の子︵三

んだこの実感を支えに︑私は私
の自立のために働き続けるよう
な気がする︒

タイム・

久しぶりにノ気一6二＝削掛を

今︑二人の子供がすやすや眠

添い寝だって︑下の子とはいま

いのだけれど⁝⁝︒私がこうし

私のほうが気になってしかたな

わいふ躍

思い出したくないくらいに︒い

っています︒実は︑私はどうも

しているけれど︑上の子とはし

る︒それがまた熱が入りすぎて︑

すのも仕事のひとつになってい

仕事も某新聞社に関連ある営

える時間が増してきたのだ︒

ショッ

上の子と下の子に対しての態度

ませんでした︒食事についても

て︑この土地で何とか平穏無事

の投稿者が人生に正

いふ4のようには︑受け取って

︒わいふ

ている︒

⑭

埼玉県三郷市●小坂雅子

が違うので︑時間がタイム・ス

に暮らしているのは

しまったり︑自分の感情を強く

人の心の中まで踏み込みすぎて

わいふ
しきりです︒

遊びについても︑後悔すること

れたからと信じている︒

舅姑との問題︑実際に思い出

が︑いつも私を励まし続けてく

したくない三歳︑二歳︑ゼロ歳児

敗︑お乏なしく反省し気を付け

もらえないので︑仕事面では失

わ

すぐできてしまったせいでしょ

を

の育児︒主人不在の生活︑私の

たりの生活だった︒

片手に毎日毎日読んだり︑書い

出しすぎて心配されたり︑

うか︒最初の子で︑育児がわか

仕事作戦︒すべて

たいなあと思うのです︒

代に戻って︑愛情を注ぎなおし

わいふ

しょうが︒下の子がいない時

らなかったということもあるで

子供をつくるつもりだったけど︑

結婚して三年ぐらいしてから

リップしないかなあといつも思

︵礁
移

わいわいガヤガヤ

最近︑仕事上の男性から﹁正直

自分にぴったりだと思っている︒

面から正直に向かっていく姿は︑

っている︒私の一生の課題なの

気持ち変わらないでほしいと思

後十年︑二十年経っても︑その

騒

わり合い︑仕事上の男性たちと

子ども関係の親たちとのかか

だから︒

らなくても⁝⁝﹂と言われた︒

すぎる﹂とか︑ ﹁そんなに頑張

また同じころ︑女友達からも︑

大阪府東大阪市●中塚末子︵64歳︶

前のOL時代とは違ったウキウ

の会話︒田舎の長閑さにまた以

になって言えるが︑自分のなま

十人兄弟の末っ子です︑と今

が︑名前はどうなのだろう︒

責任を持たねばならないらしい

四十歳を過ぎたら自分の顔に

キした忙しさがやってきている︒

のどか

か言われた︒大きなショックだ
主婦の自信の顔︑奥さんという

﹁正直すぎて︑損するのよ﹂と

﹁正直がなぜいけない﹂

った︒

た︒冷静に考えても︑正直に︑

は︑はて少しおばさんしてきた

言葉の居心地のよさ︑女として

書くんですか︑とくるから︑恥

かしかった︒続いて必ず︑どう

えを声に出して言うのさえ恥ず

と心は煮えくりかえってしまっ

忠実︑真っすぐ︑突っ走るのが

かなと︑深刻ぶっている自分は︑

コ

自分の性格で︑直せないと決め

にすがりつかな

プレックスは中学生になってか

も感じるはずもない︒名前コン

士だから大声で呼ばれても︑何

小学生のころは近所の子供同

う︒

いるにらがいないと思ってしま

りを想豫して笑いを噛み殺して

聞いたほうは親の命名の困惑ぶ

ずかしさも念入りだ︒

以前

世に珍名難名も多いから取り

わいふ

つけている︒

くてはならなかった私より︑ず

︵自己弁護︶

嫁としても︑最近はテレビド

騒

∂

0

立てて言うほどの名ではないが︑

三§
︒・曹

捻・σ

っとずっと︑幸せだ⁝⁝ね︒

一

ラマのそういう場面︵？︶も︑
楽しく笑えるようになった︒

舅姑もだんだん老いていくの

一e

．

がわかる︒私の立場はずいぶん
よくなったと思う︒ ︵結構︑い

ばっているのかな私？︶

子ども三人とも︑舅姑をとて
も大事にしている︒そしてすぐ
舅姑を気遣う︒私は最大の満足︒

．

e

は投稿誌であると

●サークルづくりの
おすすめ

︐わいふ

ともに︑生き方を考えたり︑

が．できる雑誌でもあります︒

会員間のコミュニケーション

地域の会員がつくるネット

ワークがサークルです︒どな

︵会員︶であれば︑よびかけて

たでも わいふ〃定期購読者

つくることができます︒あな

たもよびかけてみませんか︒

このコラムによびかけをお

載せします︒

編集部にお問い合せ下され

ば︑ご相談に応じます︒

サークルができたなら︑ぜ

ひおたよりをお寄せ下さい︒

おたより︵サークルだより︶

担当・和田

の書き方も︑編集部にご相談

ください︒

⑳

らである︒同窓二百人置中に同

マツコとスエコが同一人である

金を受け取るのに︑振り仮名の

が︑そのために︑満期の保険

は有難いことに︑責任も負い目

ということもある︒その点で私

だけ注意しておいた︒名前負け

立派な名前を付けないようにと

実は︑私は︑大勢の方にご足労

員たる遺族にお願いするのだが︑

しかできない悲しさ︒実行委

とはいえ︑本人はプラニング

りたいではないか︒

証明書を出せという面倒な目に

願う葬式を遠慮申し上げてはい

か寒さの中をお義理で参列して

けないかなと考えている︒暑さ

﹁今年は縁起がいい︒元日から

ほうが︑どんなにか気が楽であ

等までが集まってくれる密葬の

ない気がしてしまうのだ︒二親

下さるであろう方々に︑申し訳

三人もおじいちゃんが死んだよ﹂

︒勝浦恵美子

象ザローチ

無学ある葬式

もない︒はなはだ気楽である︒

もあった︒

結婚して姓が変わったとき︑

大塚末子さんは着物デザイナー
としてすでに名を成しておられ

た︒夫が﹁昔から女中さんはみ

呼ぶからなあ﹂と︑からかうた

んなおまつどん︑おすえどんと

びに登場していただき︑大と中

その代わり︑ご挨拶の葉書を

る︒

町の葬儀屋さんの︑こういう
笑い話のような本音を耳にした

の一字違いを盾に︑大いに反撃
したものだ︒

それまでマツコと呼ばれてい

も見付ければすぐツコちゃんな

やんにしてはとか︑何か失敗で

は思う︒できることなら余りお

を商品にしたくはないなあと私

人生最後のときぐらい︑我が身

んを替めるのではない︒けれど︑

死者からの手紙を気味悪がる人

し人を私の名前にしたほうが︑

ました﹂という文面で︒差し出

お互い︑他人様の人生のさま

たが︑相手がスエコさんですね

らさもあらんなど︑無断で友人

法律に触れるかもしれないので︑

もいるだろうし︑ひょっとして

﹁生前は大変お世話に

あった方に郵送してもらえたら

このごろ娘達は元の呼び名を

なりました︒○月x日死去致し

と思う︒

印刷し︑生前少しでも係わりの

姓は二人いたが︑同名はだれも

知っていて﹁ま﹂を抜く︒私が

だいている身だから︑葬儀屋さ

ざまな場で金儲けをさせていた

ひ と

いなかった︒皆親たちが子供の

美味しいコーヒーを調合すると︑

ことがある︒

誕生を喜んで付けたらしく︑全

ツコちゃんブレンドとかツコら

と聞くのをわざわざ訂正するの

たらの間にまでツコちゃんは勝

の美学に忠実に生涯を締めくく

金をかけずに︑あくまでも自分

て羨ましい名前に思えた︒

もうっとうしいし︑煩わしくも

手に動き回らされているらしい︒

﹁自立﹂していていいと思うが︑

なってついにスエコのままでい

最近孫が生まれたとき︑余り

る︒

⑳

わいわいガヤが

この葉書を受け取った方がそれ

遺族の名前でよしとしようか︒

色の生花︵菊は不可︶を室に少

めて︑緑の観葉植物や︑綺麗な

ンド・ミュージックは﹁エデン

お経代わりのバック・グラウ

お役に立つのは︑生きているう

としてしまうからだ︒他人様の

のアナウンスとともに流してい

母校︵中︑高校︶で︑下校時刻

いいと思う︒

の二曲で飽きれば﹁カルメン﹂

それから︑これは勝手なお願

ちに頑張ることにする︒

の東﹂と﹁今日の日はさような

にまつられ拝まれるほどに偉くな

てほしい︒死んだとたん︑高み

た曲で︑私にとって﹁蛍の光﹂

ら﹂が誰でも知っている名曲で

々飾っていただきたい︒

れるといいのだが︑私の場合こ

﹁エデンの東﹂は

ういう希望的観測には無理があ

のような別れの曲であると同時

とか﹁白鳥の湖﹂や﹁ジゼル﹂

に︑青春の曲でもあるのだ︒こ

ィーの﹁死守﹂のため︑戒名は

我がささやかなアイデンティテ

これと同じ理由と︑もひとつ︑

りそうだからだ︒

祭壇にまつるのはどうかやめ

ぞれの心にひととき私を思い起
こして下さったら︑それで十分
お別れができる気がする︒

だが︑こんな形にするのは遺

族が嫌がるかもしれないので
︵変な死に方をしたのではない

かと勘ぐられないかと︶︑その
場合は妥協の用意があると言っ

けれども︑その他のことでは

滅入るだろうと思う︒ただでさ

私のこと︑死ぬと︑きっと気が

で着ぜてほしい︒信仰厚くない

服︵和︑洋は問わない︶を選ん

着の中から︑なるべく華やかな

迷惑がかかるから︑お経はゼロ

化けて出ては︑残った人たちに

うか︒万が一︑成仏できなくて

だけに限定していた−だけるだろ

のではないゆえ︑短いのを一回

余り気を引き立たせてくれるも

らして死にそうだ︶︑万々々が

さもないと大騒ぎして醜態をさ

死ぬときは安楽死といきたい︒

ので︵出産も無痛分娩にした︒

しいことが七声に嫌いな弱虫な

思うし︑香典をいただけば﹁志﹂

式を営む程度の蓄財ならOKと

いでほしいのだ︒つつましく葬

いだが︑香典は一切いただかな

コ

囲︑脳死と見えて︑実は意識が
あったらと思うと︑ゾゾゾーツ

いが︑死んでシーツや毛布や肌

⑰

ておこう︒

あたりはどうだろうか︒

なお︑献体や臓器の提供はど

辞退したいと思う︒

それから︑お焼香のにおいを

うか勘弁していただきたい︒優

わがままを許してはくれまいか︒

まず︑経帷子なんかは絶対着せ

バックにしたあの﹁お経﹂だが︑

え落ち込み易いたちなのだから︑

というわけにはいかないだろう

しさが足りないと思ってはくだ

ないでほしい︒数多くない外出

予防線を張っておいたほうがい

が︵これでもブッディストの孫

さるな︒ただ私は痛いことや苦

いと思うの−だ︒黒白の幕や白い

なのだ︶︒

をお返ししないわけにはいくま

花輪など︑陰気なものは一切や

麟趣旨難

かけふとんに化けるのだけはゴ

がいた︒香典の贈り主と︑死ん

のチケットをプレゼントした人

っていて︑二人の会話からわか

だ犬の飼主とが私の隣の席に座

メンなのである︒デパートから

地味な色の包装紙に包まれて届
く︑ああいう品物を見るたびに︑

はないが︑コンサートのチケッ

いうのは︑まあ初めて聞く話で

車しか運転できないし︑車庫入

ライバーである︒自分の軽自動

私は若葉マークのオバサンド

盤附県御殿場市■新井祥子︵28歳︶

トを犬の香典返しに利用すると

れは下手だし︑未だに高速道路

ったのだが︒犬に香典を贈ると

かといって︑香典返しの品を

いうのは︑かなりユニークでは

は怖くて走れない︒同じ集合住

ておく︒生きている人達には助

返さなくて構わないと言い残し

たく頂戴し︑ティッシュ一枚も

典はなるべくたくさん︑ありが

の中にでも残された場合は︑香

まさかとは思うが︑遺族が極貧

に如くはないだろう︒ただし︑

らない︒初めからいただかない

て﹂と悪口を言われないとも限

を企画するのはなかなか楽しい

差し当たり予定のない我が葬式

難という結論だ︒こうやって︑

ぱり︑香典は辞退したほうが無

うっかりすると足が出る︒やっ

ていいというものでもないし︑

ういうものは誰にでも差し上げ

まだ浮かばれるのだけれど︑こ

レエの招待券に化けられるなら︑

でなく︑せめてクラシック・バ

私も死んでシーツに化けるの

イターは︑煙草を吸わない私に

が大き過ぎたらしい︒シガーラ

私の小さな車には︑電力消費量

としたら︑パチン〃

て︑車内用の掃除機をかけよう

ターのソケットから電源をとっ

がとんでしまった︒シガーライ

の車のカーステレオのヒューズ

の目でみている︒

余裕たっぷり︒私はいつも羨望

どこへでも車を運転してゆき︑

宅の夫人達は︑高速も何のその︑

設に寄付すれば︑ ﹁いい子ぶっ

け合っていただこう︒

と発見した︒お互い︑葬儀屋さ

は︑ヒューズ切れでも構わない

し

ちなみに︑愛犬への香典のお

んの定食メニューで我慢するの

どうも︑

ところが︑ある日のこと︒私

返しに︑なんと三越劇場の﹁中

はそろそろやめにしませんか︒

弄しい錯覚を覚えてしまう︒

送らなければ︑ケチだと陰口を
ないだろうか︒

一人の人間の死がシーツ一枚分

駒

叩く人もいるだろうし︑福祉施

の値をつけられたような︑妙に

皇

村紘子と黒柳徹子コンサート﹂

お友達にくわいふVを

新しい読者をご紹介下さっ

おすすめください

た方には︑次のように購読

期間を延長させていただき

ます︒

●定期購読者をお一人ご紹介
下さるごとに︑誌代プラス

︵六人ご紹介下されば︑翌

送料とも一回延長︒

年の誌代・送料とも無料に

︿わいふ﹀年間分をプレゼ

なります︶

ントにお使い下さい︒

友達とのコミュニケーショ

●ご結婚のお祝い︑遠方のお

お申込みいただけば︑まず

ンにどうぞ︒

ト・カードをお送りしてお

新読者にきれいなプレゼン

知らせし︑以後毎回送本い

たします︒

紹介と同様に︑お一人につ

●その場合も定期購読者のご

き一週分延長させていただ

きます︒

⑭

毒

は少々困る︒ ︵シガーライター

が︑カーステレオが鳴らないの

オのヒューズは十五アンペア︑

いてある︒そして︑カーステレ

ヒューズを交換すること﹂と書

・ゆ6 ゆ

d靭

ト︶の店員のおにいさんが︑

﹁僕︑ヒューズ交換の達人だか

ら﹂と言ってやってくれた︒﹁う

一ん︑何てカタいブタなんだ︒

こりや驚異だ﹂私はしっかり横

て﹁三分とかからない﹂では済

でやり方を見学︒ブタがカタく
んなこと︑考えたこともなかっ

まなかったが︑本当に簡単な作

がある︒

業であった︒次からは︑私も自

ーズがついている︑と説明書き

スのブタの裏側にスペアのヒュ

となっていて︑ヒューズボック

とカーステレオはヒューズが共
用である︶︒新しいのに替えな
くては︒

夫に︑これこれこういう訳だ︑
と言うと︑

いう女性ドライバーが高速道路

わい

任せ﹂なんて言いませんよね︒

は︑まさか﹁ヒューズ交換は夫

読者のドライバーの皆さん

信じてますからね︒

ふ

のかな︒ゴソゴソしていたら︑

︵え・田井亮子︶

階下のスーパー︵私の住む集合

︵〒二〇〇円︶

隔月刊／定価五五〇円

東京都文京区本郷2−6−10

﹁え︑じゃあ︑ライトや方向指

隅皿

tSO3（816）3857振替・東京5−78026

では︑自分で︑と取扱説明書

8

住宅は一階がスーパーマーケッ

・

うするの？﹂と私が訊くと﹁そ

q

吊

自然食通信社

哨剛

二月十五日発刊

を広げ始め︑か終話趣くなってき勇白菜の

何年かでようやく中華風︑洋風とレパートリー

と︑冬

笙白菜の舌躍
監
il・

護賃謬

経済合理主義を背景とする市場開放は︑食べものを﹁より安く﹂とい・

定価1 004
（送料250

隠れた魅力と︑残影なかb︑化学肥料だっ去りで
水性とりにさせられてい
います︒

∈覆

0●8

示器のヒューズがとんだら︑ど

ここでいい

賢明にして︑自立した

た﹂という返事︒皆さん︑こう

イバー達に︑手伝ってもらおう

わかったような⁝⁝わからな

やれば︒あんなもの三分とかか

と頼んでみた︒が︑なんと〃

にひとりでやってみる︒ヒュー

いような︒周りの先輩女性ドラ

らない︒女の自立とは︑自分で

ズボックス⁝⁝？

﹁自分の車なんだから︑自分で

車のヒューズ交換ができること︑

ひとりもやり方がわかる人がい

信を持ってやれる︒

というのが俺の持論﹂と︑訳の
ないのだ︒

仕方ない︒取扱説明書を片手

わからんことを言う︒

をかっとばしているんですよ︒

@
@㌍
■

ーズボックスのブタを取って︑

選
i郭

⑭

【轟

を読む︒いとも簡単に︑ ﹁ヒュ

lth

︹農産物輸入自由化︺を問う

i達

価格競争の場にさらすことになる︒消費者にも﹁どのような農業のあ
り方に自分の暮しを連ねるのか﹂が改めて問われている︒多様な場か
ら寄せられた意見と︑七時間を費した討論とで本書は構成︒

自然食通信

︼

A

購読者以外の方は︑定期購読
の申し込みを済ませてから︑参

◆日時

四月二十三日︵日︶蹴

加申し込みをして下さい︒

東京都婦人情報センタ

一時〜三時

◆場所

というわけで︑厚木周辺のみな
さま．仲間を募集します︒

曽根梅子

とりあえず連絡下さい︒

◆連絡先

圏〇四六二一二一−六八八六

取手周辺
サークルへの
お誘い
この号に座談会の載っている

トーカティブわいふ昼市

地域︑隣接県のかたも歓迎です︒

ル会員を募集しています︒隣接

四月十九日までに

実費︵多くても五百円

ー︵飯田橋駅隣接︶

◆費用
くらいです︶

◆申し込み

〇四二三−六四−七五八一︑

取手周辺サークルでは︑サーク

川

お仲間になって下さい︒

次の所へ

夜桜井○＝T四二二i七〇

例会は月一回︑取手福祉会館
の和室にて︒わいふ合評︑テー

七三

必ず申し込みをして下さい︒

なじみの小川由里さん︵四十二

茨城県県北

周辺の方へ

茨城県県北周辺にお住まいの

︐わいふ8

を読んだ感想や︑日ごろ感じて

方集まりませんか︒

いることを︑ざっくばらんに話

し合いたいと思っています︒

市亀作町一一八八

塙美江︵32

はなわよしえ

◆連絡先 〒1
33茨城県常陸太田

旧〇二九四一七四−二八六三

歳︶

福岡市および
近郊の皆さん

四月十九日︵水︶﹁わいふ福岡

サークル﹂が誕生いたします︒

i七四一六八九六

六六1＝六四

勝 ◆連絡先 川谷 HO九二一五

にお集まり下さい︒

人会館︵中央区舞鵜二；五一一︶

わいふ﹂最新号を

記念すべき第一回会合に出席

希望の方は︑

マ別︑知的︵？︶おしゃべり会

手にして︑艘十時︑福岡市立婦

話で連絡します︒

ーマは︑大きく出て﹁女﹂︶︒サ

などを楽しんでいます︵年間テ
おんな
ークル新聞も発行中︒

突然変更になった場合には︑電

厚木にサークルを

歳︶はライターを志して投稿を

やさしい手〃︵婦人生活社︶

〇二九七四一五lOO六五

神谷︵夜︶︑

楽しそうでよかったです︒うら

浦︵昼︶までどうぞ︒

お問い合わせば︑回〇二九七

プロのライターになれたきっ

ークルが⁝⁝︒ならば自分で︑

やましい︑くやしい︑欲しいサ

﹁浪花女の言いたい放題﹂実に

かけなどお話しいただき︑その

持っていらっしゃいます︒

に担当記事や︑特集なども受け

雑誌

続けておられましたが︑現在は

エッセイストクラブなどでお

は小川由里さん
がお客様です

お喋り版わいみ醐

四月の

Tークル

後︑懇談いたします︒
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﹁開花する性

次号投稿募集
▼特 集 テ ー マ 原 稿
二一八号の特集テーマは︑

一私の場合﹂です︒
性の問題はここ四︑五年来︑ずいぶんオ
ープンになってきましたが︑それでもまだ

な環境にお育らになったかを書き込むこと
をお忘れなく︒あなたと夫とのご関係も︒
投稿は匿名でどうぞ︒

四百字詰原稿用紙で︑十五枚から二十枚︒

締切りは四月二十五日

▼ワンポイント情報

﹁男の子育て﹂

次号のテーマは︑﹁夫の育児参加﹂です︒
男の﹁生活自立﹂だの︑

いる家庭はそんなに多くはないようです︒

しかし︑実際に父親が子育てに関わって

だのが声高に語られる時代となりました︒

あなたの夫は︑どの程度︑どんなふうに

そこで次回では︑あなたの性意識と︑性

タブー感は残っています︒

みていただきたいと思うのです︒いつ︑性

的発達の歴史を︑子ども時代からたどって

子育てにかかわりをもっていますか？
その具体的内容をリポートしてください

にめざめたか︒初体験はどんなだったか︒

本当に性的に成熟したのはいつか︑性の相

まったくかかわってくれない夫の場合は︑

締切りは四月二十五日です︒

四百字詰原稿用紙で︑二枚から三枚︒

を必ず書いて下さい︒

お子さんの数と年齢︑あなたと夫の年齢

その現実を書いていただいて結構です︒

手によって︑よろこびの程度が違うか︑精
神的なものとの関係はどうか︑などなど︑

鴎外の﹁ヰタ・セクスアリス﹂の女性版と
思ってくださればよいと思います︒

もちろん﹁性﹂というものはいやなもの
これさえなければ︑結婚も楽しいのに⁝
という現実を書いてくださってもかまいま
せん︒しかしその場合も︑それだけでなく︑

子ども時代から︑どんな教育をうけ︑どん

︿氏名隔住所を秘密にしたい方﹀

誌上匿名は自由です︒原稿への書き

方は投稿規定をごらん下さい︒

さらに住所︵県︑市︑町︶もあきら

かにしたくない場合は︑その旨原稿の

﹁地域の会員を知りたい﹂というお問

最初に︵らん外にでも︶お断り下さい︒

い合せがときにあります︒その場合も

住所氏名を知られたくない方は︑あら

﹁この文を書いた方に連絡を取りたい﹂

かじめ編集部へお申上下さい︒

ガキでご連絡し︑直接返事をしていた

という問い合せには︑書き手の方にハ

だいています︒

以前首都圏内の読者へ︵どんな仕事

︿仕事をしたい方へ﹀

がしたいですか︶というアンケートを︑

お送りしたことがありました︒その後

の新会員︑以前と状況が変って︑働け

るようになったという方にも︑ご希望

一報下さい︒

があればお送りします︒編集部までご

⑰

亀

●

●書くもヨシ
書かぬもヨシヨシ
ドンドン書いて
ドシドシ送って
グイグイ載せます／

お待ちします︒

を︑たっぷり味わわせてくれるよい文章を

今や余暇時代︒趣味

のない人は老後がミジメとか︒楽しい体験

・ホビー＆レジャー

を募ります︒ガイド的なもの︑こんなこと

をして面白かった︑どこそこへ行ってよか

った︑どこそこの何を食べておいしかった

など︑情報もお寄せ下さい︒

避妊など︑女の性にまつわるさまざまな体

妊娠・出産

・子ども中ども大ども

・読んでみました

験をお寄せ下さい︒

・生む・生まない・生めない
●定期購読者になればどなた．でも︵もちろ

のコラムです︒子育て苦心談︑失敗談︑後

親子関係について

ん男性でも︶投稿できます︒誌上匿名・仮

悔談︑親子ゲンカ︑反対に親子の楽しいふ

書評のコラム︒どんな

名も可︒ただし原稿には住所本名を明記す

限らず︑視野の広い読書体験をおしらせ下

本についてでもけっこうです︒女性問題に

さい︒

れあいについてなど︒
・狂育ニッポン

・わいわいガヤガヤ

︵無記名のものは受け付けません︶

●次のコラムへご投稿をどうぞ／

塾︑受験︑大学︑専門学校に至るまで︑教

ること︒

・女と男 夫について︑恋人について︑友

育についてのすべてをのせるコラムです︒

幼稚園︑小中高の学校︑

達について︑職場の人について︑または行

・職場は多面体

でも結構︶をお寄せ下さるのに好適︒初心

スペースですが︑気軽に短いもの︵ハガキ

ないものを︑押し込むのが例になっている

どこにもあてはまら

きずりの人についてでも︒女から見た男︑

お寄せ下さい︒フルタイムはもとより︑パ

あなたの職場レポートを

その人との関係︒とにかく女と男について

投稿者はぜひまずここへ︒
あなたの主張を公開するペ

・オビ一一オン

・サーブレシーブ

ートでも内職でも︑職業体験をどうぞ︒

ージ︒人に知らせたい切実な体験について︑

のすべて︒

・家族の肖像

政治︑社会︑マスコミへの批判︑その洗口

・情報コーナー

何でもどうぞ︒

おしらせ︑募集︑お願い

いての︑反響をおのせします︒感想︑反論︑

本誌の投稿や記事につ

ぞれの兄弟︑子供たち︑その．他親戚︑いろ

あなたの親︑夫の親︑それ

んな家族についての観察︑批評︑驚嘆など︑

ずいひつのよさ

でもこれだけは言いたい︑ということを︒
●エッセイスト・クラブ

よそでは言えないホンネを言って下さい︒
もちろんホメても結構︒

⑫

つ

何でも皆にたのみたいことならここへどう

をおのせします︒探しもの︑交換︑相談︑
どんなジャンルのものでもけっこうです︒

記︑旅行記︑その他の体験記︑評論︑小説︑

書き下さい︒とくに理由がない場合は︑本

・本名はそのすぐあとに並記して下さい︒

とくに理由がなければ記載したいのでよろ

使い分けるのも︑ご遠慮下さい︒居住地も

名でお願いします︒ペンネームをいくつも

●匿名︑ペンネームの場合には︑理由をお

読者が連絡をとりあい︑
長篇なら連載になります︒

本誌に適当と思われるものは掲載します︒

枚数も自由︒

ぞ︒

・サークルだより

自主的につくるサークルがあります︒サー

本誌には合わないが︑価値ありと思われ
るものは︑出版社に紹介︑推せんします︒

ただし匿名・ペンネームは原則として自

クルを作りたい︑という募集や︑結成して
こんなことをしています︑という報告のペ

自分史などの自費出版のご相談にも応じま

由であり︑書くことの自由を守るためであ

では考えています︒濫用は避けていただき

れば︑むしろ積極的に評価したいと編集部

しく︒

ージ︒

・絵・カット・イラスト・写真

す︒本誌掲載の場合は薄謝をさし上げます︒

も含めて募集しています︒ご自分の投稿に

たい︑ということです︒

コミック

字まで︑ほかのものはすべて八百字まで︒

オーバーしていても︑内容がよければ掲

●おたよりで掲載ご希望でない場合は︑必

⑭

●以上︑エッセイスト・クラブのみ千六百

載します︒ただし情報コーナーは︑なるべ

てお送り下さい︒

ず私信とお断り下さい︒

●年齢をお書きそえになりたい方は︑名前

●二重投稿は固くお断りします︒

の下にアラビア数字で︒

ーブレシーブ︒サークルだより︒

選馨

お願いいたします︒

ん︒情報コーナー・ワンポイント情報・サ

●匿名︑ペンネームは原稿の最初に︑住所

はコピーをとってからお送り下さい︒

●原稿はお返しできませんので︑必要な方

い︵書き直すことになるので︶︒

タテ組みですので︑ヨコ書きはご遠慮下さ

●ハガキ以外の投稿は原稿用紙に︒本誌は

●ワープロ打ち原稿の字づめは︑二十字で

コラムへのご投稿とはだぶってかまいませ

●投稿は一人一篇に限ります︒ただし次の

イラストや写真が用意できる方は︑合わせ

受付け

く短く︑要件をまとめて下さい︒

締切りは偶数月二十五日ですが︑

一つのもの︑または

テーマ原稿募集欄をお

はいつでもしています︒

・特集テーマ原稿
読み下さい︒

・ワンポイント情報

事柄に関する読者の情報の徹底収集︒テー

ルポルタージュ︑自分史︑伝

マはそのつど設定しますので︑募集欄をご
らん下さい︒

・特別寄稿

pt

．．L．．．＝．．．

一

りにしています︒

﹁わいふ﹂読者のみなさ

まにも読んでいただけたらと思っています︒

テーマに︑三︑四人の方からお声をいただ

編集だより
●前回の﹁ワンポイント情報﹂︑どうもよ

きました︒以前にすでに取り上げてしまっ

●﹁ワンポイント情報﹂や﹁特集投稿﹂の

びかけのしかたが悪かったらしく︑旅行先

のが残念ですが︑紙上をかりて厚くお礼申
しあげます︒

たものもあり︑すべてを取り上げられない

●このところ地域サークルで行って下さい

らの考えていたようないきいきしたレポー
トがほとんどなく︑企画全体が成立しなく

と経費が羅列してあるご投稿が多く︑こち

なってしまいました︒投稿募集の文に問題

んので次回は編集部で行います︒四月二十

ました合評会︑その後お申し出がありませ
四日︵月︶二時より︒十四日︵金︶までに

があったのに違いありません︒大変申しわ

電話で編集部にお申し込み下さい︒

けなく︑心からお詫びいたします︒

か月﹂は二日﹂のミスプリでした︒訂正

●二一七号の四六ページ下段五行目の二

こともできますのでご遠慮なくどうぞ︶

顔写真を出すのがおいやな方はカットする

いました︒まことにありがとうございまし

●モニターには＝二〇名の方がご応募下さ

︵なお

口恵子さんのお宅に︑一日にみかん箱一杯

﹂予定

してお詫び申しあげます︒それにしても樋

クロワッサン 症 候 群

の郵便が届くとは！

●﹁アンチ

口購読申込は⁝⁝

ハガキか電話でどうぞ︒

すぐ本に振替用紙をそえてお送りします

折返しご送金ください︒バックナ
ンバーのご注文も同様に︒二冊以上まと
ので︑

まりますと送料が半額以下になります︒

003吃770店9

E轡灘灘⁝蝋翫灘齢

こそ書いてくださった﹂という手紙が舞い

た︒編集部にはOしらしき方から︑

願いできる性格の仕事ではありません︒そ

しゃるようですが︑全部の方に︑いつもお

ぐに仕事があるかと︑お待ちの方がいらっ

手数ですが︑継続・中止のご連絡を返信

往復ハガキでご案内を申し上げます︒お

口購読継続・中止は⁝⁝

込みはじめています︒結婚しなくなった女

の節はよろしく︒仕事をお探しの方は一度

た︒調査の仕事は年に何回か入ります︒す

たちの背後に何が潜むか︑さまざまな角度

ご相談下さい︒但し住所が首都圏でないと

﹁良く

より少し遅れて三月初めに出版になりまし

から徹底追求したこの本は︑結婚した女

中々むずかしいのですが︒

ハガキで必ずどうぞ︒

購読料が切れたままご送金のないとき︑

たちの背後にひそむ主婦的状況をも浮き彫

⑭

■睡9置騒∠

一が崩れる

た。一家で楽しむ数少ない全集としてご愛読ください。

昌霜■︸

エヴリン・ショー︑ジョーン・ダーリング著

び礎鰍

理論社〒162新繭灘贈

本書は︑落合恵子

〔4月旧以降「消費税」が加算されます〉

爽快な本だろう／

集（1⑭対談集（2）

一六〇〇円
︹有斐閣選書︺
田中和子・三木草子訳
メ
性役割の固定観念は︑ オス中心の生物学が生んだ偏見だ．
スの行動に視点を移すと︑ 新しい役割・新しい選択の姿が見
女性動 物 学 者 に よ る ユ ニ ー ク な 生 物 学 入 門 ︒

エッセイ集（2②エッセイ集（3X⑫詞華集⑳対談

えてくる︒

た子どもたち⑱保育園日記⑲エッセイ集（1⑳

豊富で実に興味深い動物の多様な性行動を通して︑

れ⑯教えることと学ぶこと⑰わたしの出会っ

私たち人間社会が抱えこみ︑なんと瑞々しく︑

⑬童話集〔5⑭童話集〔6⑮せんせいけらいにな

再生産してきた性役割の固定概
念をみことに打ち 破 っ て く れ る ︒

一五〇〇円四六判カバー付

⊂D⑤海の図（D◎島物語CD⑦島物語〔D◎短編集

軍ーワーク論

金森トシエ・天野正子・藤原房子・久場嬉子著

地域の暮し・福祉・文化をめぐるさまざまな盾動にかかわり
その活動の延長線上に主体的な働き方力生まれてきて
既成の概念や枠をこえる新

A5判上製カバー付

こうした動きを踏まえて︑しい働き方への実践例を紹介する︒

長年︑

女子労働史論

七〇〇〇円
女子労働問題について理論的・実証的研究をつづけて
従来 の 議 論 を 総 括 し 将 来 へ の 視 点 を 提 示 す る ︒

◎童話集（1⑩童話集〔2⑪童話集（3⑫童話集（4）

女性國

羅圃↓

きた喜が︑

戦後竹中恵美子著

駆謙凝議引旧

↑有

七ハOO円

拶整準重囲團囹困雛

長編小説・童話集・対談集・エッセイ集など子どもも大人も読
者である灰谷作品を、まるごと収めた異色の全集が完結しまし

◎フェミニズム社会生物学入コ

斐

A5判上製カバー付

揃定価48．000円

定価各2，000円

全24巻

閣

クララ・ッエトキンの婦人解放論

わが国婦人解放論の空隙を埋め︑ 運動論にも貢献する労作︒

伊藤セツ著

①兎の眼②太陽の子◎我利馬の船出④海の図

O

ρ

F

﹁

芦野山利子

︸九八九年五月︸臨発行︹隔月日︑

生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から

ヤンソン由実子

︑

金fil典子
aiii，i，

陽子
駒野

暁子

●映画［中絶一頭と南の女たち」をめぐって

HI中喜美子
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた女たち・

堂本
男たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、

丸本百合子

︐

ともに考える
予価一八○○円

き方・死に方を

ちが︑屋職の生

医者︑実践者た

ために︑宗教者︑

自分の死を死ぬ

切に生きぬき︑

るのか11今を

自らをどう支え

黒田輝政編得て死ぬために︑

生と死を考える会人は趨の平安を

柏木哲夫／柏木道子／黒田輝政／

︐．

樋口和彦／増田英明／谷嘉代子著

那須宗一監修

八五〇〇円

定価

四五〇円

る人が居宅訪閤活動をするために︒予価二三〇〇円

黒田輝政／兼間道子編著 老人とその家族を援助す

莚宅ケアの展開壷に葬．．

など老人福祉の方向も示唆した︒

はじめての事典︒第﹂線の研究者︑専門家が︑現場
の実践に役立つよう簡潔平易に解説するとともに．
図表を多数挿入した︒また︑国連の資料を挿入する

老年学各領域の最新の成果と動向を集約した日本で

一番ヶ瀬康子／入来正躬／亀山正邦／長谷川和夫編

老年学亭典

シリーズ〈女・いま生きる〉塾・最新刊・1500円

．女の人権と性﹂シンポジウム有志編

◆4

占二木やよひ

lを

淑子
宮
中絶の王則犬と今後を考えます。
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わいふ髄＝七号

」

京都市山科区日ノ岡堤谷町1

ミネルヴァ書房

苧二野いつみ

