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と胸が熱 くな り,顔がほてって くるよ うな｣ と千代 さん

れています.に もかかわ らず,私が ここであ らためて親

のあ りし日を しのんでいます.その千代 さんの喪にふ く

泊千代 さんにつ いて記すのは,私たちの先輩に第二次大

し,喪を語 った この書物は,千代 さん とともに行動 した

戦 の捨 て石にな られた方がい らした こと,そ して,戦後

第一高女生, また,傷病兵 とその看護 の女子生徒 をけな

4
0
年,いまや防衛費 の G.
N.
P.
比 1%枠問題がゆれ るな

げに指揮 しっづける千代 さんを ｢悲母観音｣ と讃えた三

かで,沖縄戦が風化 しようとす る とき,ひめゆ りの塔か

村上等兵,その彼をシテ役に して沖縄戦の最後を精徹 に

ら親泊千代 さんは,なにを叫び,なにを さし示 している

措 き,焦熱地獄 のなかでもが き苦 しみ死んでいった第三

のか,あ らためて 自分 自身に問いかけ,考えなおさなけ

外科壕 ｢ひめゆ り部隊｣の乙女たちの鎮魂を歌いあげて

ればな らないか らにはかな りません.

い ます.

(
都留文科大学)

辻 さんは,第 2回 目の沖縄訪問記 を桜蔭会報に よせ ら

セ イ シ ェル の マ ー ケ ッ トで

岡

田

久美子

先年,東 アフ リカへ の途次,た った一 日だけ立ち寄 っ

清澄な空気は健康な食欲を誘 うが,それを充た して く

たセイシ ェルの印象が未だに鮮かなので,そのことを少

れ るのは,地元 クレオ‑ル料理. これは素材,味つけ共
に 日本人の舌に快 よい.魚介類 と果物 の豊富な食卓に満

し述べてみたい.
資料には "
地上最後の楽園〝云 々 と, うたわれている

足 し,主婦本能 に基 いて,主都 ビク トリア最大のマ‑チ

セイシ ェルの島 々.過度の期待は 自ら失望 を招 くもと,

ッt
l
を覗 いてみ る.魚の売場 には,驚いた ことに氷 もな

との危供 はあって も,未知 の土地へ の憧れは次第 に膨 ら

ければ冷蔵庫 もない.早朝水揚げ した魚は午前中に売 り

衣 ,BA…‑ネスバ ーグ行 きにいそいそ と乗 り込む.

捌 いて しま う由で,逆にいえばそれ くらい しか獲 って こ

夜景 きらめ くホンコソと,蘭の花 々に溢れた コロンボ

ないのだ. しか し独特 の,かな りの臭気が鼻をつ く.大

を経 由した磯は,照明の乏 しい,至 ってお粗末な空港に

きな太刀魚に似た魚が,簡切 りに されて紐 を通 して吊下

着陸.そ こで期待 の第一歩を出迎えたのは,何 と迷彩服

げてある.小鯛 の よ うな魚は,数匹 まとめて菓つ きの小

に小銃 の兵士 の姿 であった (この少 し後 に クーデター未

枝に通 し

遂騒ぎ).

ている.

暑い.それ もひ どく,尤 もここは南緯 4度の小 さな島,

これ もそのままぶ ら下げて帰れ るよ うになっ

日用雑貨 の売場に行 ってみ ると, 日本な らどんな少額

蒸 し暑いのは当然 として も,今は真夜中.教室で ｢熱帯

の買物で も無雑作に入れて くれ る ビニールの白い袋,め

では年較差は小 さいが 日較差なむ しろ大 き く, 日中に比

れが ここでは立派な売物に.す りこ木状 の棒があったの

べて夜は涼 しくなる｣な どとしゃべ っていた ことがそ ら

で,す り鉢 は ?とキ ョPキ ョロしていた ら,店番が愛想
よ く英語で話 しかけて きた. 日本人 と分 る と,彼 の持ち

恐 ろ しい.
ゆ っ く りと廻 る天井 吊の扇風機 の下 で,ゆ っ く りとし
た空港作業 員の仕事をただひたす らに待つ,忙 しく暑い

合わせている 日本 の知識 の全 てを披露 して くれた.日 く,
｢ホンダ, ソニー, ヒロシマ｣考えてみ ると, この取 り
合わや,中 々ど うして意味深 いものがある.

≠楽園〝 の夜であった.
ところが翌朝.外が明る くなって限覚めてみ る と,砂

セイシ ェルには,花尚岩 の山 々と粥 湖礁が織 りなす変

としたイ ン ド洋が眼下に拡が り, リーフ特有 の透 明なエ

化 ある地形 ,Af気候に育て られた巨大 な ココデ メール

メラル ドグ リーンがキ ラキ ラと踊 っている.郁子の菓越

や 象亀,複雑な植民地支配 の名残 りか ら, ゲルマン系 と

しに こぼれ る朝 日は,繊細な黄金 の縞模様を措 き,水平

ラテ ン系の交錯す る風俗等 々見 るべ きものが多い. しか

線 の裏 白な雲は,碧 い空をます ます碧 い ものに している.

し私は,先 の言葉を現住民か ら直接聞いた ことだけでも,

そ して この広い広い浜辺に,人影が無い‑

.郁子の

この島を訪ねた意味があった よ うに思 う.

木 と木の問に吊った‑ ソモ ックに揺 られ,湖 の香 と鳥の

地理学の徒 は,他 のことは倹約 しても旅費に貯えを投

声 の中で ブ‑ゲソビリヤの花を愛 でれば,昨夜の ことど

じたい. この当然の ことを,いま改めて このマーケ ット

もは雲散霧 消,今はまさに "
楽園〝 に遊ぶ心地 である.

の強烈な勾いの中で認識 したのであった.
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実際に見て,聞いて,触れて感 じた ことは強い. これ

今は,あのマ‑ケ ッT
lの勾いまでもが不思議に慎 しい.

に一寸 した失敗談 のおまけでもつけば,生徒達の瞳の輝

(3回生)

きは更に増幅 して行 く.

四 半

世

紀
阪 尾 ス ミ子

去年の今 ごろは,ほ じけんばか りの中学生たちのエネ
ルギーを,はっしと受け止めて

(?)講師生活の日々で

思い出す と何 と幸せか とい う思いになるので した.家事
の明け暮れは同 じことの くり返 し,誰に評価 されるわけ j

した.それはず しりと手応えのある充実感に満ちた もの

でもな しと考えれば張 り合いもないで しょう.でも私は

で した.そ して現在対照的 とはいえ,結構忙 しい主婦 の

けっこ う創造的な仕事 と思いました し, 自分がかなめに

座にもどっています.

いれば こそ家庭は滑 らかに動 き,家族の力も生 き,安堵

さて,あっとい う間に五十歳 の大台に乗 って しまった
今,来 し方を振 り返 ってみ ると‑

.最初の四半世紀一

も得 られ るかけがえな く大切な役割 と思 っていました.
確かに 自分は どこへ行 って しまったんだろ うと自問 自答

娘時代‑ の何 と単調だった ことでしょう.まっしぐらに,

した こともあ りますが,人はその立場 でそれぞれ長所を

いわば 自分 の思いのままに進む ことのできた時期,努力

生か し合 って生 きてい くものだ と思います.また地域社

さえすれば道は拓けると信 じられたので した.家庭 とは

会などで,全然ちが う世界,生 き方を している友人たち

私を伸び伸び成長 させて くれ る大切な母胎で, 自分が主

に恵 まれたのも,すぼ らしい財産です.今,主婦が働い

役ではあ りませんか ら特に束縛を感 じることもな く過 し

た り学んだ り楽 しんだ りす る場面はた くさんあって,そ

ました. ところが第二 の四半世紀の何 と多面的な こと日

れを選ぶ 自由を持 っているのほ本当に幸せだ と思 うので

外で仕事を持ちなが ら家庭 では,秦,妹,主婦,母な ど

す.

に変身 しなが らの役割があ り,一 日が三十時間あった ら

こんな生活を八年ほ どしてか ら,また元の職場に呼ば

なあと思いなが ら暮 した もので した.教職 とい う仕事は

れ,講師生活がは じま りました,姑はすでに亡 く,子 ど

日々新たな りで頭脳 も,それ以上に肉体 もフル回転を強

もたち も成長 して勤めの支障はあ りません.す っか りさ

い られ ます.社会科では どん どん学んでいかない と自分

まがわ りした中学校では,体を張 っての授業

(?)では

が滑渇 して しまいます.また生徒 との対応 も千差万別で, あっても苦 も楽 もあ りです.教材の準備などよい頭の刺
これは経験を積み重ねて次第に力になってい くもので し

激 とな り,適度の緊張感 も快 よいもので した.
昨春 この生活を変えたのは,一人暮 しの母の健康です.

ょう.私が専任をやめたのは,勤めて十二年,まあ軌道
に乗 っていた時期です.けれ ども,病身の姑 の調子が良

育児については保育所な どがあ りますが,老親を どうみ

くないこと,二番 目の子を験んでいた母 も体力的に大変

るか,や っぱ り家族にゆだね られているのが現状です し,

になってきた こと‑

つ ま り家庭では私を最 も必要 とし

まして子 どもが世話になった母のことです.そ してこれ

てお り,その中で責任ある仕事 と両立 していけるかに直

が本音か も‑

次のつ ま り第三 の四半世紀 こそ,主体的

面 しての選択だったわけです.悔いは全 くあ りませんで

に道を拓いていきたい とい う願いです.主婦 の自由さか

した.ある時発熱 した下の子をおんぶ して寒空のもとお

ら,お茶大で用意 して くだ さった市川巡検に参加 して,

医者様‑急 ぎなが ら,幸せだなあと思 った ことを今でも

その楽 しか った こと日前年の三浦半島の時 も同 じで した.

はっき り覚えています. とい うのは上の子の場合 0歳か

第一線でご活濯の先生方 と学生時代にかえってご一緒で

ら入学 まで保育所でお世話にな り本当にあ りがたかった

きるとは 日

のですが,病気 の時は大変で した.｢お迎えに来て くだ

もあ りますが)を 目ざ して,胸のふ くらむ このごろです.

さい｣ と職場へ電話が入 ります と,す ぐ授業 のお手当て
を しなければな りません.四方八方への気配 り‑それを
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中韓の濃い第三の四半世紀 (
第二 の青春で

(5回生)

