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お知らせ 新連載 浜松南病院 各科  健康インタビュー  ６面 

                  梅原院長、骨で人生は変わる ! 

                        

 入野地区の路地と古民家群                                 

 地域文化財、南北の連結で賑わいを 市民佐鳴湖学 

8 年前、まちづくり研究会が調査、市の認定文化財も視野に 

 佐鳴湖南岸に位置し、かつての東海道の支道にあたる街道(旧

雄踏街道)を中心に栄えた入野町。昔ながらの趣きのあるマキ生垣

路地や、湖と深くかかわって暮らしてきたことをしのばせる明治期の

古民家群があることで知られる。今、周りの開発が急速に進む中、

取り残されたようにひっそりと、それらは危うい状況で点在している。

そんな中、8 年前、地元建築士たちでつくる入野まちづくり研究会(世

話人=伊藤哲郎一級建築士=写真)が「入野地区の路地と古民家群」について調査報告書をまと

めている(2012 年)。研究会の伊藤さんを案内役に現地を歩き、これらの保全と利活用など、これ

からの賑わいの町づくりのあり方について報告をしてみたい-。 

 （ 写真 ＝ 旧雄踏街道沿いの竹村家。左端は案内の伊藤氏。= 3 月 29 日 ） 

● 湖とかかわる暮らしぶりの竹村家 

この地区の南側の JR 線沿いの湿地には、

明治浜松の繁栄を支えた堀留(川)運河や船

だまり跡がある。鉄道輸送が中心になる明治

中期まで浜松中心部と浜名湖をつなぐ舟運を

支えた証しである。北側の湖、南側の堀留

(川)運河との南北のつながりの連携を視野に、

この旧雄踏街道文化遺産を、これからの賑わ

いの町づくりに利活用できないか。 

 

 

 

 

 

 

そんな問題意識で取材したのだが、調査報

告書によると、調査当時には、旧雄踏街道界

隈には築100年以上の古民家が確認できたも

のだけでも 14 件あり、その残存密度の高さは

驚くべきものと伊藤さんは語.る(次頁写真)。 

浜松入野郵便局で待ち合わせ、まず入野

八幡神社に近い、旧雄踏街道沿いにある農

家型民家、竹村家をたずねた(元庄屋。=写真

上)。建築されたのは明治 35 年ごろというから、

日露戦争直前である。明治から大正にかけて

佐鳴湖岸が埋め立てられる前であり、集落の

中心だった竹村家など、集落のほとんどは沼

沢地や水田を介して直接湖に面していた。南

岸には、いけすや舟蔵もあったという。湖とか

かわりの深い暮らしぶりが竹村家だけでもそ
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こここに見られた。 

 たとえば、数件単位で共用の水路が何本も

あり、庄家の竹村本家には専用の水路が敷

地脇まで伸びていたらしい。今もその痕跡らし

いものが訪れた竹村家にも存在していた。建

物自体は伝統工法の木造 2 階段建てで、竹

村家では 2 階は養蚕場として利用していた。 

 こうした集落をつ

なぎ、今も市民に散

歩道、買い物道道

路として利用されて

いるが、一様に狭く

折れ曲がってつづく

のが旧雄踏街道。

この南側には現在、バスが運行されているほ

ぼ一直線に東西に走る雄踏街道が位置して

いる。旧街道に沿って切れ切れだが、青々と

した美しいマキ生垣がみられる(写真右)。かつ

ての街並みをしのぶことのできる趣きが今に

残されている。 

 こうした古民家や路地裏の風格を一層かも

し出しているのが、この地区全体のシンボルと

もなっている入野八幡神社である。とくに、敷

地内にある大クスノキ(浜松市指定天然記念

物)は、樹齢 450 年というから、NHK 大河ドラマ

明智光秀「麒麟がくる」の戦国時代からこの入

野を見つめてきた古木である。幹まわり 10 メ

ートル、高さ 25 メートルの巨樹である。この巨

樹・古木を格調高い、風格あるものにしている

のは、形の整った樹形にもあるとわかる。 

● 活性化へ、つながりの連結ができるか     

 こうした歴史的な文化遺産の現地を、案内

の伊藤さんとともに歩いてみて、気付いたこと

が二つある。 

一つは、古民家群や路地裏地区がかつて

とは違い、物理的に道路などで、また環境的

にも佐鳴湖と切り離されている点である。しか

も旧雄踏街道側からはまったく湖は見えない。

これには、南岸の浜松入野郵便局前の新しい

道路がへだてているという心理的、空間的な

影響もあるだろう。逆に、たくさんの市民が憩

うことのできる風致地区に指定されている佐

鳴湖側からはこの新しい道路越しにわずかで

はあるが、八幡神社の形のいい巨樹が見える。

この南北のつながりを促す何らかの連携や結

合が賑わいづくりには必要ではないかと取材

から感じられた。というのも、この新しい道路

沿いにあるスーパーマーケットは、路地裏とは

打って変わって、新型コロナ騒ぎにもかかわら

ず店内は顧客でにぎわっていたことは見逃せ

ない。憩える風致地区としての湖の南岸との

連携、つながりの回廊づくりという仕掛けが求

められる。このままでは、所有者の善意だけ

では限界がありそうで、結局は消え去る運命

は避けられないだろうと想像された。 

二つ目は、旧雄踏街道は、南側をほぼ並行

して東西に運行されている現在の雄踏街道と

も人の行き来が切り離されている感じがする

点である。これには、2004 年の花博を機会に

少し離れた南側に大きなバイパス道路ができ

たことと関係

す る の か も

しれない。逆

に 言 え ば 、

旧雄踏街道

は 、 あ る 意

味 こ れ ら が

幸いし、開発の波に飲み込まれることもなく生

き残ったとも言える。悪く言えば、それゆえに

賑わいづくりの〝隘路〟のような地区になっ

てしまった感がありはしないか。詳しくは述べ

ないが、より南側の湿地帯、堀留(川)運河地

域とも分断化されないよう、改善するよう、何

らかの一工夫が必要だとの印象を持った。    

● 地域協議会に期待される市民参画 

 前号トップでお伝えした佐鳴湖交流会(2 月

22 日開催。官民共同の佐鳴湖地域協議会)に

続いて、新型コロナ騒ぎで開催が遅れている

地域協議会がまもなく開催される。ポイントは

昨夏公表された骨子案に基づいた今後 5 年

間の新しい行動 5 カ年計画の策定と、それに

沿った新年度活動方針の審議。とくに、活性

化に向けた積極的な市民参画の推進が求め

られている。 



上記の二つの南北分断を改善し、賑わいの

ある快適な町づくりを、市民参画のひとつのあ

り方として、今後、具体的に考えてはどうか、

現地を訪れてそう感じた。そうした賑わいづく

りの市民参画の動きから、たとえば、4 年前に

制定された浜松市独自の認定文化財選定制

度の活用をにらんだ登録活動も生まれてくる

だろう。指定を視野に入れた市民レベルの活

動の今後の盛り上がりに期待したい。 

 以下は、入野まちづくり研究会報告書(2012)

からの引用 (伊藤哲郎氏提供)。 

上  明治期の湖岸線、水路と宅地の復元 

下  古民家などの文化財(青色)分布図 

 

「入野地区の路地と古民家群/所見」調査報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  編集部 より   俳句欄、新設しました 

昨年一年間、小紙では「暮らしに音楽を」と

いうタイトルで、季節感のある童謡を12月まで

配信しました(音楽仲間の TR さんがピアノ演

奏)。読者から、今度は俳句欄を、というお便り

をいただき、今月号から、1 年間、上記のよう

に佐野朋旦(ともあき)さんに俳句欄をお願いし

ました。TR さんからは、 

鶯や歌声競う湖畔かな 

紋白蝶ピアノに合わせ舞い踊る 

の音楽好きらしい二句をお祝いにいただきま

した。恥ずかしながら、そして初めてながら、

編集部からも一句、 

花吹雪カホンたたきてコラボかな 

俳句欄の応援、よろしくお願いします。 

 

        編集発行人  井上正男 

   浜松市中区佐鳴台 3 丁目 3 -408 

          053-489-9189   

     yhr01702@nifty.ne.jp 

 

  月刊さなるこ新聞デジタル 2020 年４月号 

□ 

今
月
の
俳
句 

□
■ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
野 

朋
旦 

 
( 

俳
誌 

「み
づ
う
み
」
同
人 

、
浜
松
市) 

 

節
分
や
鬼
と
な
る
ほ
ど
気
迫
な
し 

 
 

 
 

 
 
 

一
輪
挿
し
甍
開
く
や
薮
椿 

 
 

 
 

 
 
 

病
窓
や
雪
嶺
見
付
く
小
さ
く
も 

 
 

 
 

 
 
 

春
眠
は
旨
寝(

う
ま
い)
の
こ
と
や
陽
の
光 

 
 

 
 

 
 
 

杭

一
本
芍
薬
の
芽
を
見
守
り
ぬ 

 



  一級建築士  伊藤哲郎さん 

ネクサス・プランニング一級建築士事務所 

代表(浜松市西区) 

● 四十にして惑わず、会社設立 

 今回登場の伊藤さんは、前回の本欄に登場

していただいた美術家、乾久子さんが「次の

人」として推薦してくれたものだが、サイト URL 

( https://www.nexuspl.com/ )の紹介のほか、

1 行「とても良い方で、お宅訪問も面白い」との

添え書きがあった。このたった 1 行が、老記者

のこのインタビューの核心を突いた。どう突い

たか、以下、その報告である。 

 佐鳴湖西岸高台の一級建築士事務所にう

かがい、名刺交換した第一印象は、「昔どこか

で、よく見たような」というものだった。インタビ

ューは雑談1時間。なのだが、写真を撮りなが

ら「声は少し違うが、森繁久弥に似ている。特

に目元がそっくり」と気付いた(次頁の写真)。

老生、かつて修行時代、大阪を取材で走り回

ったこともあり、戦前の大阪を舞台にした「夫

婦善哉」での

甲 斐 性 な し

役 の 森 繁 さ

ん の 演 技 に

魅了されたこ

ともある。 

 こ う し て 東

京 の 美 大 時

代 の 後 輩 だ

った奥様も加

わ っ て の 〝

森繁〟インタビューが始まった。そんななか、

伊藤さんは 50 歳になったのを機会に、一念、

東京から生まれ故郷の浜松へ帰郷する決心

をしたと話してくれた。この決心を聞いて、会

社設立など、それまでの紆余曲折した東京で

の活躍に対し、ピンと来るものがあった。そこ

で、あらためて、乾さんが紹介してくれた建築

事務所のサイト(上記)を見てみた。 

そして、わかった。それまでの奥様を交えて

のインタビューやり取りを一本の線でつなぐご

夫婦の人生が浮かび上がってきた。それを簡

単に言えば、たとえ話だが、孔子の帰郷人生

とも重なっていると気付いた。 

● 三十にして立つ  受賞数々の輝き 

 これまでの仕事や人生の歩みを、年齢に注

目して整理すると、こうなる。 

1976 年、23 歳のとき、東京造形大学を卒業

し、3 年後に、26 歳で恩師のアトリエ設計室に

入室(1979 年)。以後、20 年以上にわたって若

き建築家・造形作家として、さまざまな賞を獲

得する。 

 そして、その 12 年後の 1991 年、38 歳で(株)

ネクサス・プランニング会社を東京・国立市に

設立、一級建築士として独立。その 3 年後の

41 歳で、手狭になった本社を東京・小平市に

移転(1994 年)。 

 そして会社立ち上げから 12 年後(2003 年)、

50 歳で浜松市に帰郷、佐鳴湖西岸高台へ。

その後、本社も浜松市に再度移転(2006 年、

53 歳)。 

(ネット上にはないが、2012 年(59 歳)には、地

域貢献の一環として地元浜松の「入野地区の

路地と古民家群」調査を行っている) 

 2016 年、63 歳で法人としての会社を休止、

今の個人事務所に衣替えして再出発、今日に

至る。 

 耀かしい経歴だが、この流れをジッと段落ご

とに、とくにカラー(赤と青)部分をながめてみる

と、気付くことがある。たとえば、晩年帰郷した

孔子が人生を振り返った有名な話と、細かい

ことはともかくとして見事に符合するのだ。 

 つまり、先の段落を上から順に 

 三十にして立つ(而立、じりつ)  建築家に 

 四十にして惑わず(不惑)     会社設立 

 五十にして天命を知る(知命)   帰郷 

 六十にして耳従う(耳順) 



 耳順(じじゅん)というのは、ものの本によると、

世間からいろいろなことが耳に入っても、いち

いち腹を立てたり、イライラしない余裕の心境

だとある。それでは、伊藤さんの場合、帰郷を

思い立った、 

五十にして天命を知る 

というときの天命とは何か。帰郷については

実母の存在など

超 高 齢 時 代 に

対応する家庭の

事情もいろいろ

話してくれたが、

そのほかに帰郷

にはもっと別の

意 義 、 つ ま り 、

天命があったの

ではないか。そう思う。そのことは、後で話すと

して、その前に、先ほどの乾さんがアドバイス

してくれた「お宅訪問も面白い」ので、まず、そ

れを先に述べてみたい。 

● 建築家の家づくり×芸術家の住まい 

 インタビューも終わりに近づいたとき、ご夫

婦のどちらともなく、自宅をご覧になりますか

といわれた。この機会を逃してはならないと、

「ぜひ拝見」とこたえた。自宅は、インタビュー

した事務所と隠し扉でつながっていた。一見、

地味な建築士事務所とは、打って変わって色

彩豊かな、広々とした、アッと驚く吹き抜けの

住まいだった(前頁の写真) 

 この写真を見ていただければ、もはや説明

は不要とも思う。あえて正直な感想を言えば、

天井奥の赤や黒の伊藤さん自作のユニーク

な造形作品からもわかるが、建築家の自邸づ

くりと、造形作家というか芸術家の家づくりを

巧みに組み合わせた家である。ないしは暮ら

しぶり、住まいであると思った。 

 なんというか、背伸びもせず、さりとて萎縮も

しない。自然体で伸びやか。住み慣れて生活

の匂いがあちこちに沁みこんでいるような住ま

い。かつて、この空間に多くの知人たちや家

族が集り、ざわめいていたであろうことをほう

ふつさせる雰囲気があった。 

 少し気取って、先の論語風に言えば、 

 七十にして心の欲するところに従い、矩(の

り)をこえず(七十而従心 不越矩) 

の暮らしができそうなしつらえである(矩とは、

一定の基準)。老生は、現在、佐鳴湖東岸高

台に暮らしているが、老朽化した県営ゲタ箱

集合団地であり、およそ比較にならない。ので、

この話はこの辺で打ち切りたい。 

● 帰郷、五十にして天命を知る 

 さて、先ほどの帰郷にまつわる「天命とは何

か」に戻りたい。伊藤さんは、帰郷後の 2009

年(56 歳)、「旧浜松警察署」(現・鴨江アートセ

ンター)の保存活動や改修工事にかかわって

いる。これをきっかけに、地域に残っている歴

史的な建造物や古い町並みなどの調査や保

存・改修活動を展開し始めている。サイトでは

「地域の歴史や記憶への視線は、現在の住宅

設計においても、欠かせない要素になると考

えています」と書いている。 

 事実、この考えから、入野地区の路地と古

民家群の現地調査/所見を 8 年前の 2012 年

にまとめている(59 歳)。それだけでなく、その

後も地域住民とともに、古民家探検ツアーも

企画し、調査公表後も地域貢献活動を 1、2 年

継続した。まさに、天命の実現に向けた、心広

くの「耳順」の時代のスタートである。 

● 林渡る風と後輩妻の手料理と 

 70 歳を前にした今の生活を、伊藤さんは「佐

鳴湖西岸の外れで、林を渡る風や雨の音、移

り変わる季節の色、月や星、庭や池の生き物

達と、何よりも好物のかみさんの手料理に癒

されながら暮らしている」(サイトからの引用)と

語っている。 

美大時代の後輩を妻にもつ伊藤さん、果た

して、論語に言う「七十にして」となるかどうか。

孔子のような偉人のようには「とても、とても」

という声が伊藤さんから聞こえてきそうだ。そ

う、それなら、きっと、しっかり者を演じた浪花

千栄子さんと森繁さんの「夫婦善哉(めおとぜ

んざい)」の映画のような、人情味のあるオモ

ロイ夫婦になるような気がする。 
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新連載  浜松南病院  各科  私の一言健康インタビュー        

院長 梅原慶太さん       

        ( 浜松市南区 )           

整形外科専門医 

● 骨で人生は変わる !  

今回からの新連載インタビュー企画のきっか

けになったのは、ある高齢者向けの健康講演

会での梅原さんの「骨粗鬆症(こつそしょうしょ

う)」の話だった。 

内容が具体的で、わかりやすい。しかも話

の運び方が聴く人の気をそらさない。うまい。

その上、なるほどと感心するほどの説得力。

オチがあった。病名の漢字からしてむずかし

い骨粗鬆症の医学的なメカニズムを説明する

のに、なんと、どこかで聞いたようなメロディの

歌にして「僕の名前は骨芽君/僕の名前は破

骨君」と、電子顕微鏡写真とともに漫画映像ソ

ングを流し、仕組みを紹介していた。聴講者か

ら「オー」という感嘆の声があがった。話は決

してやさしくはないのだが、笑いを欠かさない

よう、骨粗鬆症は美人やイケ面の敵、その 4

兆候はコレ、これが効果的な食事療法など、

大事な点だけは正しく理解できるよう、メリハリ

のある工夫かなされている。 

 ● 父は〝売れない彫刻家〟だった  

 そこで、今回は、腰痛のある老生も梅原さん

の流儀に学んで、かつて大ヒットしたある歌謡

曲をイヤホンで聞きながらこの原稿を書くこと

にした。ズバリ、梅原さんの講演タイトルだっ

た「骨で人生は変わる !」にこたえる演歌。人

生どう変わるのかが読者にも具体的に、かつ

分かりやすく伝わるかもしれない。 

 さて、梅原さんは、なぜ整形外科医になろう

と思い立ったのだろうか。幼稚園の園児だっ

た頃には文集にもう「お医者さんになりたい」

と綴っていたという。小学生のころはラジオづ

くりに熱中、中学時代は駅伝、大学では馬術

部に所属、スポーツ好きで青春を楽しんでい

た。しかし、なぜか一貫して、医学の道という

よりも整形外科医になりたいと思い続けてい

たのか、たずねた。  

 「父が、売れない彫刻家だったからかもしれ

ません。決して富裕とは言えない家庭でした

が、ノミとハンマーでコツコツと製作に打ち込

む後姿がいまも忘れられない。人間の内面を

掘り出すこの姿が整形外科という今の私の仕

事へと自然に導いてくれたのだと思います」 

 電気製品の修理も得意だが、内部をしっか

りと健康に整える。

そのことが、外形

を美しく保つコツ。

そんな美学や思い

が医学の道、整形

外科への情熱とな

ったのだろう。医学

部を卒業し医師となった梅原さんは、整形外

科学会の専門医のほか、同学会運動器リハ

ビリテーション医、骨粗鬆症学会認定医・評議

委員、日本医師会認定健康スポーツ医などさ

まざまな立場で活躍し、今日に至る。 

 そうした経験をふまえた「骨で人生が変わ

る !」というのは、梅原さんの場合、単なる合

言葉ではない。根拠がある。介護が必要とな

った主な原因の第 1 位、約 4 分の一が手足な

どの「運動器障害」で、具体的には骨粗鬆症

による骨折、転倒、関節疾患である。これは脳

血管疾患や認知症の割合よりも高い(厚生労

働省基礎調査)。だから、120 歳まで死なない

薬がほしいか、それとも一生寝たきりにならな

い薬がほしいかと問われれば、たいていの人

は、寝たきりにならないほうをほしがる。 

しかし、70 代以上の女性の半数は軽度の

場合も含め骨粗鬆症というデータがある。な



かなか60 代のようにはスムースに歩けないの

が現実。住民検診のたびに前より身長が低く

なった、猫背(円背)気味、腰や背中の痛みが

ひどくなってきたと気付く人は多いだろう。 

● 骨細胞は衝撃検知センサー 

老記者もこれら兆候のいずれにも今、悩ま

されている。だから、講演でも紹介されていた

食事のとり方、特にビタミン K が多く含まれる

納豆や、シイタケの秘密として屋内乾燥シイタ

ケより、より多くのビタミン D が含まれている天

日干しのシイタケがよいなどを知った。 

 もっと興味を持ったのが、骨粗鬆症のメカニ

ズムの話。これが冒頭に出てきた骨細胞を壊

す破骨(はこつ)君であり、骨をつくる骨芽(こつ

が)君のたとえ。簡単に言えば、骨に加えられ

る衝撃を感知するセンサーの役割をもってい

る骨細胞は感知によって両者のバランスを保

とうとしている。これを鍛えるには「かかと落

し」がとても有効。「一日 30 回、かかと落しを」

と院長も強調している。 

 だから、梅原さんは、ほとんどエレベーター

は使わないことにしているらしい。「階段を上

るということは、足の筋肉を鍛えるのに効果的。

そして、下りるときには、この足の骨細胞の衝

撃センサーを鍛えます」。いかにも骨粗鬆症

学会認定医・評議員らしい説明だった。 

 そうかと思うと、一転、骨で人生は変わる。な

ぜなら、骨粗鬆症は「美貌の敵」とも話してく

れた。老生はイケ面とは無縁だが、皮膚のシ

ワと骨密度との間には深い関連性があるらし

い。らしいとい

うか、米エール

大学医学部産

婦人科の研究

を紹介してくれ

た。なんだか、むずかしい話題になりかけたが、

心得たもので、ここでちょっと一服「コーヒーブ

レイク」。として、梅原さんの愛犬、ローラちゃ

んの紹介をはさんでくれた。といっても、レント

ゲン写真を見せてくれたのだが、どういうわけ

か、後ろ足が骨折したときの写真。「骨折は痛

いワン」と映し出され、講演会ではそれまでの

むずかしい話題だったせいか、講演会場は爆

笑。その後も、退屈させない手際よさがきわだ

った。 

 ● 城卓矢さん「骨まで愛して」の心 

  取材を終え、院長机の奥の書棚の上部に

大事そうに飾ってあるものが目にとまった。そ

れがこの頁の二つの写真。近づいてよく見る

と人体の骨の精巧な標本だった。 

 それでふと気付いた。人の骨は神様が長い

長い気の遠くなるような歳月をかけて掘りあげ

た、いわば神聖な彫刻なのだと。それが医学

書の上に飾られているのに気付いて、はじめ

て梅原さんが父親の彫刻を彫るひたむきな姿

を見て整形外科医を目指そうとした、その心

の内がわかったような気がした。 

今、老生の耳のイヤホンからは 50 年以上も

前に大ヒット、映画にもなった城卓矢さんの

「骨まで愛して」の歌が

流れている。生きてい

る限りは、で始まり、私

の願いはただ一つと歌

いあげる愛の歌。最後

は「骨まで 骨まで 骨

まで愛してほしいのよ」

とその心の内が聴こえてくる。愛には、人生を

変える力がある。そして、彫刻家だった父から

受け継いだ梅原さんの整形臨床医としての神

聖な仕事。骨もまた、人生を変える。 

 

●  「私の一言」健康法     

日常生活では、できるだけエレベーターを

利用しないこと。階段の上り、下りこそ一番。 

 

- 編集部より 

次号から、毎月、浜松南病院(浜松市)の各

科に記者が取材に訪れ、医師や看護師、検

査技師など各科の関係者に取材した健康イン

タビューをお届けします。 ご期待ください。 
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■ ■ 新型コロナ 滞在のネパールから 

渦中へ、EU は燃えているか 

小紙連載コラム氏、緊急報告 □□□ 

前号の編集長の緊急論説に、新型コロナ騒

動について、次のように書いた。 

小紙に連載されているダム博士、喜多村雄

一氏の「何だコリャ！」コラム。超寿命ダム調

査で世界中を飛び回っているが、今号(3 月 1

日号)発行直前のゲラ点検最中に以下のよう

なメールが届いて、びっくり。 

「現在、ネパールにおります。本日、業務が終

了しましたので、明日（2 月 29 日）帰国する予

定でしたが、（新型肺炎騒ぎで）日本の状況が

すごいことになっており、国内出張や移動、会

議や打ち合わせが軒並み中止になっています。

このため、一端帰国すると再度出国すること

がむずかしくなりそうで、一週間ほどネパール

で静観しています」（一部要約）。カトマンズに

足止めだという。(前号引用終わり) 

その後、どうなったか。当の喜多村氏は、そ

の後、日本には戻らず、3 月 5 日にカトマンズ

を飛び立ち、イスタンブール経由、ロンドン、ア

ムステルダムでの打ち合わせに計画変更。新

型コロナの渦中、燃え盛る欧州へ、そしてそ

の脱出騒動と帰国後の感想について、以下、

その体験を、緊急報告してもらった。 

                ---------- 

 この原稿を書いている現在(3 月下旬)も、

ネパールでは新型肺炎の感染者数は１です。

ネパールでは、3 月 10 日、中国、韓国、イタリ

ア、イラン、日本からのアライバルビザを停止、

さらにビザの取得にあたり健康証明書の提出

が必要となりました。さらに、フランス、ドイツ、

スペインが追加されました。3月14日から当面

4 月 30 日まで、すべての外国人に対して、入

国前 7 日の新型肺炎のＰＣＲ検査結果が必要

となり、14 日間の自主的隔離措置となりました。

さらに、3 月 20 日から 4 月 12 日まで、殆んど

すべての海外からのフライトによる入国を禁

止しました。今考えてもおおむね的確な対応

ではなかったかと思います。 

ですが、その一方で、日本国内では、今回

の新型肺炎、わが研究所でも 3 月中の国内出

張、会議、学会、そして打ち合わせまで、すべ

て中止となりました。バンコク経由や国内の移

動時における感染リスクを考え、その時点で

の欧州は感染者がまだ殆んどなかったことか

ら、3 月中旬に予定していた英国、オランダの

水理研究所との打合せを前倒しで実施するこ

とになりました。このため、日本には帰国せず、

カトマンズから欧州へイスタンブール経由で直

行することに。ところが 3 月第 2 週の欧州の感

染者数が、激増したため、結局、すべての打

ち合わせを中止、イスタンブールから 3 月 17

日にくたびれ儲けの帰国となりました。 

● 閑話休題 カトマンズの街角で 

ともかく、こんな風で、私も新型コロナに一

か月間振り回されつづけたのですが、そんな

中、一時閉じ込められたカトマンズの街角の

様子を、お伝えしておきましよう。 

まず、新型コロナについてですが、滞在した

首都カトマンズでは、2 月下旬には、ホテルや

事務所に、消毒ジェルが置いてありました。ま

た、街では、期乾季で埃っぽいので、マスクは

必需品でした。私も持参したマスクと、泡ハン

ドソープと赤ちゃん用のウエットテッシュを活用

し、感染予防をしました。 

さて、2015 年 4 月に発生したヒマヤラ大地

震からすでに 5 年です。ようやく街も綺麗にな

りつつあるものの、見てください、この路上送

電の電線たち(次ページ写真 !)。相変わらず

凄い状況です。市民の足は、バイク、車とバス

です。バスは、お客さんの呼び込み付きです

(次ページ写真)。スリル満点は横断歩道で、

信号が無く合間を見計らって渡ります ! コツ

は、地元の人が渡るのと一緒に渡ります。 

次に、ネパールの食事はダルバートですが、

私が好きなのは、モモ、いわゆる蒸し餃子で

す。具材は、お肉か野菜です。一皿だいたい

10 個。タレがあるのですが、激辛から、トマト

ベース、ごまダレが一番多い。ピーナッツベー



スもあります。チャウミンという焼きそばです。

馴染みやすい料理ですね。トゥクパは、日本で

言えば、うどんです。いろんな野菜が具材とし

て乗っていて、「ちゃんぽんうどん」です。 

ところで、私が今回訪れたときは乾期でした

が、大雨が続き落石等の危険もあり、現地調

査を短縮し、ルンビニに宿泊し引きかえしまし

た。実は、ここは紀元前 5 世紀ごろシャカ族の

王子、ゴウタマ・シッダルタ（お釈迦様）が生ま

れた仏教最大の聖地です。 

今回のコロナ騒ぎ、カトマンズのお釈迦様

はどんな感想をお持ちになるでしょうか。 

 以下は、滞在中に撮影したカトマンズのぶら

ぶら街角写真です。 

 

 

 

 

 

 

 

         大丈夫? ! 路上送電線 

 

 

 

 

 

 

 

市民の足はバイク。乗客を呼び込むバスも 

 

 

 

 

 編集部 注 

 

 

 

 モモ。このほか焼きそばも 

            ( 編集長 3 月 29 日 記) 

  編集部注  13 面に連載記事(再掲載) 

さようなら中田島砂丘 イン天竜区 

   記憶に残っていた風景に別れを告げる 

4/1 から二俣町で写真展 

古民家ギャラリー マルカワの蔵 

  東日本大震災をきっかけに遠州灘に防潮

堤計画が進められ、完成をみた。その様子を

この数年撮り続けている写真家、コージ・キシ

タ(木下孝司)氏の写真展が、古民家ギャラリ

ー「マルカワの蔵」(浜松市天竜区二俣町二俣

1174、天竜浜名湖線「二俣本町駅」下車徒歩

12 分)で 4 月 26 日まで開かれている。 

 なぜ、写真展を天竜区二俣で開催するのか。

ギャラリーから徒歩 10 分のところに、防潮堤

建設用の土砂を運び出し、利用した阿蔵山が

あるからだ。かつ

ての開発事業で出

た行き場を失った

残土。事業凍結か

ら 2 年後、大震災

が発生---という、

いわくつきの防潮堤のもう一つの物語展。 
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佐鳴湖 散歩が楽しくなる 

私の雑草「楽」 

 写真家 市川恵美 (浜松市西区) 

  季節感のある雑草を毎月お届けします 



●今さらですが、リニアは要りますか？ 

 前回は、旅に途中駅は欠かせないという話

をしました。それですぐ頭に浮かぶのは、本紙

がしばしばとりあげているリニア中央新幹線。

大都市を結ぶことに主眼が置かれ、「途中」が

二の次になっているように思われるからです。

トンネル工事で地下水系が乱れ、川の流れに

影響を与えそう、という懸念を本紙で読むと、

その思いをいっそう強くします。 

 この問題では、JR 東海（東海旅客鉄道）が

2007 年に発表した方針が印象的です。リニア

中央新幹線建設は「『自己負担』を前提に」と

宣言したのです。新幹線づくりは国家事業とば

かり思っていましたから、ちょっと驚きました。 

 今も同社の公式ウェブサイトには、この広報

資料があり、自己負担方式が「安定配当を前

提とした当社の長期持続的な安定経営に資す

ると判断し……」と明記されています。 

 注書きに、前提条件とした同社の営業収益

予想も載っていて「開業初年度で開業前と比

較して 5％増、以後 10 年間は徐々に伸びて

10％まで増え、その後は一定」とみています

（この時点の目標では、2025 年に首都圏・中

京圏間で運行開始というものでした）。 

 根拠として挙げているのは「時間短縮効果に

よる運賃料金体系の見直し」や「関東～関西・

山陽の航空旅客の転移」。前者は、速くなった

分だけ値上げするということでしょうか。後者

は、航空便に対する競争力が高まるということ。

たしかに首都圏・山陽地方間を日帰り出張す

る人のどれほどかは、空路をやめるでしょう。 

 この収益増もあって、建設で膨らむ長期債務

残高は「開業8年目には現在の水準に戻る」と

いう強気な見通しも――なにか、採算だけが

語られている感がありますね。 

 ここでふと思うのが「飛び恥」。スウェーデン

の流行語“flygskam”（フリュグスカム＝飛ぶの

は恥）の邦訳省略形です。空の旅は化石燃料

を大量消費して地球温暖化を加速するから、

できるだけ避けようという主張ですね。環境保

護運動家グレタ・トゥンベリさんが飛行機を嫌

う理由も、この一点にあります。私が 1990 年

代、ロンドンに駐在していたころも環境 NGO の

人々は鉄道で欧州各地を動き回っていました

が、その気運が裾野を広げているようです。 

 残念なのは、JR 東海が方針決定の判断材

料に、営業収益の試算だけを挙げていること。

環境負荷はどうなのか。公式サイトの別ペー

ジには、リニア新幹線の CO₂排出量は乗客 1

人当たりで「航空機の約 1/3」という記述があ

るのですが、これには曖昧さがつきまとう。た

とえば、原子力発電の割合をどれほど見積も

っているのか。原発依存度が高ければ、CO₂

排出を減らせても事故のリスクや廃棄物処理

などの重荷を背負う。これらすべての負荷を

計算に入れなくてはならないはずです。 

さらに言えば、トンネル工事による地下水系

の乱れも環境負荷にほかなりません。 

 民営化とは、お金の収支だけを考える事業

体に生まれ変わること――そんな皮肉を言わ

れないためにも公益の損得勘定が求められて

いるように思えてなりません。 

         

 

－ 満月、夜の佐鳴湖 

 

撮影 木下孝司  

        写真家 

 

 

尾関 章 おぜき あきら 1951 年、東京生ま

れ。朝日新聞社で科学記者となり、ヨーロッパ総

局員、科学医療部長、論説副主幹などを務めた。

2013 年に退職。14～15 年度、北海道大学客員教

授。著書に『科学をいまどう語るか――啓蒙から

批評へ』（岩波現代全書）など。現在、読書ブログ

を継続中（http://ozekibook.jugem.jp/）。 
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        第二部          鈴木潤子 

● 情報量の多さと、感覚の鈍感さと 

私が事務局を引き受けている「浜松有機農

業者マーケットの会」が 3 年前に主催したオー

ガニックイベントは、家族連れを始めとした大

勢の皆さんが足を運んでくれ、我々一同大成

功を喜んだ良いイベントでした。でもその直後

に「森林公園の使い方がひどい浜松有機農業

者マーケットの会 鈴木潤子」とネットで炎上し

ていたのだそうです。抗議用に私の電話番号

までで流されていると。「ジュンコの親切な友

人」と自称するその人がせっかく「親切に」教え

てくれましたが、SNS を使わない自分は、結局

何も知らずに終わりました。直接電話でクレー

ムをつけてきてくれれば気が付いたんだろうに、

全く、私には何事もなかったのです。 

ミニコミの編集をしていた関係で、新潟大学

人文学部の原田健一先生に「映像とメディア」

というテーマで取材したことがありました。 

その中で奄美大島の盲目の竪琴奏者、里

国隆（さとくにたか）の話に及んだ際、先生は

憧れるように語りました。「すごく不思議なんだ

よ。里さん目ェ見えないのにね、『この辺はサ

ンゴがもっといっぱいあって、すっごくきれいだ

ったんだ』ってしみじみ言うんだよ？我々が得

ている目からの情報価値ってナンボのもんな

んだろうね」と、嬉しそう、少し悲しそうに言い

ました。 

● 「辛」いの「一」歩先に「幸」せがある? 

A 型支援作業所の利用者タケミさんは、腕

が動かないような大けがをしているのに、仕事

を休まない。真面目だ。とてもよくできる。一般

企業の障がい者枠で絶対に受け入れてもらえ

るタケミさんがここにいるのは、単に「話さな

い」からだと思う。作業中の私語は禁止だった

のですが、我慢できずに「タケミさん、腕痛くな

いの？」と尋ねたら、ニコっと笑って「うん、痛く

ない」と返してくれた。利用者が全員帰ったあ

と主任にその話をしたら、「ハハハ、そうなのよ。

『こういう』人たちって、痛さとか辛さに鈍感な

のよね！」と笑った。彼女がイヤミじゃないの

は、彼女自身も B 型作業所に通う息子さんを

持っているからだ。そうなんだ、タケミさんのお

弁当はいつだって肉も野菜もたっぷりなんだ。

タケミさんの家族の誰かが、毎朝作ってくれて、

タケミさんは無言だけどとてもおいしそうに食

べているんだ。 

辛いとか苦しいとはいったい何なんだ、精神

的なものも肉体的なものも。逆に、幸せって何

なんだ。「知る」って何だ、「感じる」って何なん

だ？？「暗いジムで辛い練習をして、たまに日

を浴びるかと思えばリングの上で血を吐いて

殴り合って…」と泣くノリちゃんに対し、ちばて

つやは「ノリちゃんごめん、ちょっと言葉が足り

なかったな。俺、辛くないんだ。血を吐いて殴

り合う拳闘ってやつが好きなんだ」とジョーに

言わせます。 

ほんとに辛くないの？多分辛くないんだね。

痛くないの？痛いんだろうけど、ちょっと、何か

違うんだろう。私も

わかるよ、世の中

の 50 代女性がシ

ミに苦しんでいる

ときに、年中焼け

ている自分にはそ

れは苦しみではな

いし、化粧しない

自分にとって目元

や 口 元 の し わ は

戦う相手でもなんでもないんだな。 

「幸せ」の「幸」と「辛い」の「辛」ってすごく似

ていて、子どもの頃は気が付くまで「辛い」を

「サイワイ」と読んでいて。でも、きっとそんな

程度、紙一重なんだろうね、二文字の差は。 

 

        ( つづく、 西区大人見町) 
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長期評価、なぜ異例なほど科学的に不健全なのか 地震と社会 ③  

もうひとり、「無知の共犯者」 なんじの名はマスメディア 

      再考  ざんげ地震学会静岡シンポ「地震学の今を問う」取材ノートから

 連載の第 1 回(2019 年 12 月号)で、中日新聞

「ニュースを問う」の＜南海トラフ 80％の内幕

＞という鋭い記事について、筆者は「地震学

が実力不足であるからこそ、かえって地震学

者と防災学者とは、むしろある意味、互いの

利害が一致した暗黙の〝共犯関係〟に安住

できたのではないか」と感想を述べた。第二回

では原発大震災直後に地震学会が静岡市で

開催した「地震学の今を問う」特別シンポにつ

いて取材を交えて取り上げた。この共犯関係

論について、ある読者から「もう一人の共犯者

として、マスメディア報道があるのではないか」

との痛い指摘を受けた。 

● 研究者の「思いこみ」はどこから来たか 

この「もうひとりの共犯者」では、筆者も静岡

特別シンポ取材の直後、次の論考を朝日新

聞オピニオン欄に投稿した(写真右 =「地震学

の敗北 学会や報道の体質改善を」2011 年

12 月 10 日付「私の視点」)。ここに一部省略し

て紹介したい。前回の「勝ち負け論」のほか、

シンポでは研究者の思いこみ論があちこちで

聞かれた。論考では、この点を突いて、 

 「東北沖ではマグニチュード(M) 9 以上は起

らないという思い込みがあったと、多くの地震

学者たちは反省しきりだった。それではなぜ、

こんな思いこみが続いてきたのだろう。 

 私は第一に、東京大学の地震研究所を頂点

とする「学会の体質」を指摘したい。この学会

はどうも、学問的な相互批判が希薄で、「仲良

しクラブ」になっていると思えるところがある。 

 「M 9 以上だって起りうる」と、地球物理学や

地質学などを究める人は、ずいぶん前から指

摘していた。だが、過去に例がないなどの理

由で、地震学者たちは「門外漢」のいうことに

真摯に耳を貸さなかった。今回の会合でさえ、

思いこみの原因をめぐる(真剣な)激論は交わ

されなかったのである。 

 (この点の)第二の問題として、私は自戒を込

めつつ、「科学ジャーナリズムの体質」を指摘

したい。国内の報道関係者は、地震学者や学

会に依存し、彼らの研究成果をそのまま報道

しすぎたように思うのだ。たとえば、「地震予

知」という言葉。これに対する批判的な見方を

していただろうか。- (中略) - 「予知できる」を

前提としてはじめて、国から多額の研究費を

もらえる学者に引きずられるべきではない。ま

ったくの不意打ちだった東日本大震災により

予知はできないといった方が正確なぐらい、と

はっきりわかったのである。- (中略)- 

一方、科学に関する言論機関は、これまで

の報道のありかたを

批判的に総括すべき

だ。そのうえで、一定

の科学知識と自立的

な批判精神をもちうる

人材を育て、地震学者や学会といい緊張関係

を持ちながら情報発信し、こんごの防災につ

なげていくべきだ。」(投稿、引用おわり)。 

 思いこみの研究者と無知のマスメディアとの

共犯関係を指摘したわけだが、では学会と報

道界との具体的関係とは。特別シンポ用にま

とめられた会員アンケートを次回紹介する。  

 ( 編集長 井上正男 ) 
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 喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

● 想定外に対応する 400 年前のダム 

前回紹介したように、古代ローマ帝国の遺

跡のメリダ（スペイン）では、高さ 19m のプロセ

ピナダム、その後には高さ 28m のコルナルボ

ダムが紀元前に造られました。 

その約 1,500 年のちスペイン南東部アルパ

セテに、アルマンサダムが造られました。ダム

は、高さ 25m、長さ 90m、貯水容量 1.6×106m3

のコンクリート主体で作られた重力式ダムで

す。下流面は、半径約 25ｍのアーチ形をして

います。上流面は鉛直になっていて、下流面

は階段状構造で造られています。14 世紀には

20m の高さで、16 世紀には 5m の嵩上げがお 

ダム右岸側には洪水吐があり、導流壁が配

置されています。ゲートがなくはなく、水位が

上昇すると自然に越流をはじめる形式になっ

ています。洪水吐の底面や右岸側は、損傷が

大きく岩が露頭しているものの、構造的な機

能が失われるような損傷ではありません。ダ

ム背面には取水塔から下流の左岸側に導水

用の配管と水路が整備されています。 

今回紹介のアルマンサダム（写真右３葉）

は、現在のダムに近い先進的なコンクリートと

石積め壁様式であり、効率的、堅牢、そして

耐久性がある構造となっています。すでに 400

年以上、灌漑につかわれていますが、この目

的が変わらないことも、長期間の運用や維持

される大きな原動力になっています。さらに、

自然災害の少ない地域に建造されることも、

超長期ダムづくりでは重要な要素ですが、洪

水量の変化にも対応できることがやはり肝心

のようです。 

今回のダム視察の直前、昨年 9 月にこのダ

ムでは大洪水がありました。この想定外の洪

水に対して、写真にあるように、従来の洪水

吐だけでなく、ダム全体が洪水吐になるように

機能しています。つまり、地球温暖化の影響

がはじめた現在でも、想定外の変化にも対応

できるのです。実はダムの長寿命ダムの大事

なもう一つの要素でもあります。 

 

アルマンサダム下流面（アーチ部を最初に

建造、その後直立壁を嵩上げ） 

貯水池と取水塔、ダム右岸に洪水吐を望む 

 

 

2019 年 9 月 12 日の洪水状況、ダム非越流部

からも洪水が越流している。おそらくこの状態

になっても良いように設計されているようだ 

（写真はスペインのニュース映像から）  
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小紙デジタル化 2 年記念   都市近郊の小さな湖を舞台にした「ある愛の物語」 

連載小説  第 13 回      月刊さなるこ新聞デジタル 2020 年４月号  

   湖
う み

の星座           春夏秋冬    

                        

                   中沢 蒼  ( なかざわ あおい 、浜松市中区在住 )                            
                  

人は死ねばゴミになる。そう信じている緑川

真木子が一カ月前に 

「宇宙は歌いますか」 

とたずねた天文台の屋上から寒蝉総一郎と眺

めた小さな流星群の一瞬のきらめきを思い出

していた。それは一瞬きらめきはしたが、瞬く

間に沖合いに消えて行った。黒い沖合いの海

だけが残った。 

 「なんと清澄な－」 

 「いや、むしろ潔いというのかなあ」 

という総一郎のつぶやきが耳に残った。総一

郎はふと、 

 「人が死ねば、ニュースになる」 

といういつもの自虐的な言葉が口をついで出

てきた。新聞記者時代が長かった総一郎だけ

に、その思いには実感があった。 

 総一郎のニュース人生に自分とは異質な道

を歩んできた男の純情を感じてきたのだが、し

かし、真木子は知っていた。この老いという静

かな華やぎのあとに、ゴミとなる死が厳然たる

現実として横たわり、冷酷というべきか、刻々

と近づいてくることを。 

 そんな老いと死という行方も知らない舞台へ

の道行きの中でも、老いの華やぎとも言うべき

一瞬がある。天文台の屋上からみた潮騒はそ

う語りかけていた。 

 「好きにならずにいられない」 

それは華やぎを求める思いであり、ゴミにな

るという感情の裏返しなのだ。透き通るような

青いサファイアの星と、トパーズのような橙色

の星とが、それぞれがお互いの周りにダンス

でもするようにクルクル回っている白鳥座の美

しい二重星にもいつか死が訪れる。歌うのを

やめ、踊るのをやめ、老いが死に変わる。星

の世界にも、宇宙にも諸行無常はある。常な

るものはない。 

しかし、その前に、一瞬ではあるが、老いの

華やぎもある。真木子はそんな気持ちにくり返

し戻る。 

そんな日々を自宅からみえる砂鳴湖を眺め

ながら夏の近づく平穏な暮らしを続けていた。

あのときの総一郎は今、どうしているのか。 

 

 真木子との出会い、それも 

 「アルビレオの出会い」 

がきっかけで、寒蝉総一郎は記者時代に知り

合った並木明夫と連絡を取り始めていた。ギ

ター設計者として、並木は定年真近い最後の

製品開発にのめりこんでいたのだが、趣味は

ギター演奏と、ヒマな日曜日に小説を書くこと

らしいことを総一郎は知っていた。 

「ギターは５本指で奏でる小説だ、いや、10 本

指か、とにかく悪女の人生を奏でる小説を書

きたい。小説はギターだ、悪女ギターを開発し

たい」 

いつもそんな夢みたいなこと、というより破滅

的な夢想を飲み屋で語る。しかし明るい。飄々

とした並木が総一郎は好きだった。並木のつ

とめている楽器産業の盛んな都市近郊に砂

鳴湖があったことも、湖近郊に移住した理由

の一つだった。 

「人生最後、なんとしても ＜Ｓ－ギター＞をプ



ロデュースしたい。世界に売り出したい。この

ままたらいまわしのサラリーマン人生で終わり

たくない」 

「といっても、アイデアがあるの？」 

総一郎は華やかではあるが、激烈な生き残り

のかかる楽器産業のことはもちろん知らない。

何しろ楽譜すら読めない。そんな総一郎をあ

われむように 

「ある。あるに決まっているじゃないか。Ｓ－バ

イオリン、Ｓ－チェロを手がけてきたんだ。でき

る。ある。実現できるアイデアがある」 

「ところで、Ｓ－ギターというのは、どういう？」 

「ｓｉｎｇ ｓｉｎｇ ｓｉｎｇ だよ。要するに考える、ｔｈ

ｉｎｋｉｎｇ ギター、あ、スペルが違う」 

「ハア？ 考えるギター」 

「そう、考えるギター」 

「人工知能のＡＩギター？」 

「違う、違う、静かに爪弾くギター。今のギター

はもう古いよ」 

ここで、総一郎は黙った。いくら飲み屋での話

とはいえ、ついていけない。 

 並木のつとめる世界的な楽器メーカーでは

今、全社挙げて社内向けの新製品開発プロ

デューサーを公募している。公募に採用され

れば社長室直轄で開発を任され、会社から全

面バックアップを受けられる。同時に世界販売

を展開してくれる。 

「もちろん、開発者自身も販売戦線の先頭に

立つ」 

興奮気味にアイデアはあるという並木は 

「自分としては、もっともやりたかった開発の仕

事。なにしろ－」 

 Ｓ－ギターについてはこの全社公募前に想

定価格、機能、仕様が並木の頭に出来上がっ

ていた。 

「後はだ、Ｓ－バイオリンの基本機能にＥＱが

あれば、ほぼＯＫ」 

「ＥＱって－」 

と総一郎は言いかけたが、 

「まあ、いいから。Ｓ－バイオリンを設計してい

るときから、この基本機能はバイオリンよりも

ギターに向いていると思っていた。僕もギター

を弾くからね、わかるんだ」 

 「――――」 

「もちろん、リバーブは必須。わかっている」 

彼によると、並木自身でもエレアコでリバーブ

をかけて弾くと 

「これが、気持ちよかった経験がある」 

総一郎のほうに目をやり、「わかるかな、この

感じ」という態度で 

「響くところで弾くと、これがまた気持ちいい」 

「――――」 

「ＡＵＸはエレキ系の人がＣＤにあわせて弾い

てアドリブしたり、クラシック系の人がバンドで

も弾けるよう練習できるようにしたりと考えた」 

並木の飄々とした振る舞いは消えていた。 

「なるほど、相互乗り入れか。売るには大事」 

と総一郎が話を止めに入った。 

「ポイントは音とデザイン。それに－エレアコは

市場にたくさんあるから、どうやってその中で

優位性を持たせるか」 

さすがに、並木もしゃべりすぎたと思ったのか、

またちょっと気が引けたのか、並木は 

「ところで、総さん、さっきの話ってなに？ 悪

女の話って、アレ？」 

「その悪女なんだけれど、プロのピアニストな

んだ。クラシック系ではないようなんだけれど」 

「で？」 

並木は先を急がせた。 

「今の並ちゃんの話、プロに聞いてもらって正

直な意見、聞いたらどう？」 

「ギターは各社競合も激しく、ヒットさせること

は。まあ、至難だろう。楽譜は読めなくても記

者として社会は読めるから。それはわかる」 

「なるほど」 

「しかも、音楽現場の音楽家の感性を聞いて

おくのも必要だよ」 

「なるほど」 

「Ｓ－ギターには胴がない。響きがない、その

ハンディを聞くと、いいヒントが得られる」 

総一郎は押し込むようにいうと、並木は悪女

ピアニストに会うことに決めた。 

                  （つづく） 


