鰭, 自分 ともに力不足 のため要望に応 じ切れ ぬ も

Oci
at
i
ons
)に も,Geo
gr
aphyandMapLi
br
ar
‑
i
br
ar
i
ans
h‑
i
essect
i
onが置かれ るなど,Mapl

どか しさを一方 に背負いなが ら, 目ざす ものの見

i
pなるものが確立 され て来 てい ます. 日本 はまだ

つか った喜 びを利用者の方 の顔 に見 る時は疲 れを

残念 なが ら,そ こまで到達 で きてお りません.か

まざまな地 図を求めて来館 され る方 も多 く,図書

忘れ ます.

く申す私 も, こうした流れ の中で何が しか の役割

Mapl
i
br
ar
i
a
ns
hi
pとい う吉葉は, 日本語 では

をにな うことがか な うな らとい うあせ りに も似た

何 とい った らよいので し ょうか.世界的 にみ ると,

気拝が ないわ けではあ りません し,地 図その もの

議会 図書館や英国図書館 (いずれ も莫大 な地 図の

について も,勉強 したい こと, しなけれ ばな らな

コレクシ ョンで著名)等 々を擁す るアメ リカ,イギ

い ことが山ほ どあ りと,当分,生 き甲斐 ?に こと

リスを さきが け として, 4,5
0
年程前か ら,Ma
p

欠 くことはなさそ うな毎 日ですが,生来 の怠 け者

l
i
br
a
r
i
ans
l
l
i
p の研究,連絡組織が結 成 さ れ は
FLA
じめ,国際的 な図書館協会 の連合体であ る I
(
I
nt
er
‑
na
t
i
onalFeder
at
i
ono
f Li
br
ar
yAs
s
‑

ゆえ,いずれ も初夢 の うたかた と消 え, しぼんで
しまいますか ど うか‑‑･
(9回生

国会 図書館)

中

芙美子

"染 め〝との出合 い

30才 も半 ばをす ぎると,残 りの人生 を どの よう

間

い う気拝がジ ワジ ワと表 出す るようにな りま した.

に生 きてゆ こうか とい うことを,若 い時 とは違 っ

自分 の気拝 に忠実 に,決 して背伸びをせずい った

た気拝 で再認識 し, よし今 な らまだ間に合 うと自

い 自分 は何 が一番や りたいのか, とい うことを時

らを励 まして進路 の修正がで きるそんな時期 なの

間をかけて心に問い続 けて きた結果,職場 での仕

か も知れ ません.

事 が創造 の喜びを味わ うとい うことか らほ ど遠 い

私 も,公務員 とい う,共働 きの諸条件 が比較的

ためか も知れ ませんが,染色にた ど りついたので

整備 されてい る職業 で,働 き続 けること1
2年 目,

す.そのためには生活上 の様 々な条件整備 も必要

不規則 な時間帯で仕事をす ることの多い夫を持 ち,

とな りま したが,今 は, ち ょっとした関係で知 り

二人 の子供 の保育園送迎,家事雑用 に追われ,忙

合 い とな り教 えていただ くことになった更紗染め

しい毎 日を送 っていますが,ただ忙 しいだ けの 日

(チ ャンチ ンとい う素朴 な道具 を使用 してのろ う

常では (
忙 とい う字は立心べんに亡 うと書 くよう

描 きエバデ ィック‑の細かい模様はむずか し く,

に,心を失 うとい うことは忙 しさの空 しさを表 わ

根気がい り,仲 々思 うようにはい きませんが, イ

してい る),いつの間にか心を失 う怖 しさ も あ る

ン ド更紗 や, ジ ャワ更紗 の美 しさにはただ,ただ

ように思 い,下 の子供が もうす ぐ 5才 になる現在

目をみは るばか りです) と,身近 な草木 を利用 し

(
子供を保育園育 ちにす ることについては,いろい

ての植物染めに と り組 んでい ます. まっ自な布 に

ろ不安 もあ り悩み ましたが,母親が昼間一緒 にい

思 いの色を,思 いのデザイ ンを染め るとい うこと

ない ことが,子供 の心 の傷 になるのか,又 は 自立

は本当にすぼ らしい ことです.そ して, また,す

へ向か う心 を育て る糧 になるのか,それを分 ける

す き,びわ, よもぎ,毒 だ み,玉 ネ ギ,刈 安,

ものは,子供 を思いや る母親 の愛情が子供 に しっ

梅 ,桜 e
t
c.あ らゆ る植物 が染料になるお どろき

か り伝わ ってい るか ど うかであるとい うことを 日

はまた格別 です.染織家 の志村ふ くみ さんの ｢そ

々の体験を通 して実感 し,今 までの ところ比較的

れ らの植物か ら染 まる色 は,単 なる色ではな く,

よい関係を保ててい ると自負 しています) 自分 の

色 の背後 にあ る植物 の生命が色を とお して映 し出

ライフ ワークとも言 え るような ことをや りたい と

され てい るのではないか と思 うようにな りま した｣
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とい う言葉に もあ ります ように経験の浅い私 に と

いつの 日にか染めの世界です ごしてみたい ことを

って も,まるで葱かれ るとい う言葉があてはまる

夢みて,仕事を,家事を,子 育てを何 とかがんば

ように,引 きず りこまれてゆ く心地 よさに身をま

ってい る今 日この頃です.

かせてい るような状況です.

最後に, ｢
染め｣についてのあらゆ る情報,大

有給休暇を切 りきざむ ように利用 しなが ら,ア
トリエ‑通 った り,展覧会をみた り,図書館 にデ

歓迎です ので,皆様方何卒 よろしくお願いいた し
ます.お身体 ご自愛の程を.
〟

ザインの手がか りを捜 しに行 った りの,遅 々とし

(
17回生

文京区役所)

た歩みではあ りますが,1
0年後を夢みて,そ して

疫学者 の ヒヨコか ら若 い地理学徒 に願 うこと
松

崎 正

子

大学院で自然地理学を専攻 した私に とって,人

1
9
81
年厚生省 の結核に関す る定期報告では,西

間的要 因が窮めて多 く入 り込んでい る疫学への転

.
5
9倍,その年
日本は東 日本に対 し,死亡率では1

向は,決 っしてスムーズなものではあ りませんで

に結核 として届 けられた患者の率,す なわ ち罷患

した. 6年を経過 した今 日まで,幾つか 自分の仕

率では1.63倍 となっています.今 日,結核 まん延

事をまとめ なが ら,常 に多 くの不満を残 して きま

の地域格差 は,結核対策上の大 きな問題であ り,

した.地理学 としてほ,疾病 あるいは医療 の問題

それに対 し数 々の研究がなされ てきました.新 し

の空間的分布 と環境要因 との関係を十分に説 明で

い結核対策 の導入の遅れ,都市化の程度,経済構

きない不満.疫学 としてほ,地域社会に還元で き

追,所得の問題等 々が,結核 まん延の地域格差 の

る具体的 な予防方策が立て られ ない不満等 々.

要因 として取 り上げ られて きました. しか し実際

私 の仕事は,牧山先生が先駆者 となって, 日本

には, どの要 因が, どの程度, どの様なメカニズ

の地理学に導入 された医学地理学に も,居心地 よ

ムで他の要 因 と影響 し合い結核 まん延地 図を描い

く納 ま りきれ ない感 じがいた します.医学 の知識

てきたのかは,まだ不 明のままなのです.

は とて もとて も少 ないなが ら, 6年を結核の仕事

結核を天然痘 同様 この世か ら根絶す ることは,

に費や した とい う経験が,いつの間にか私を,也

不可能ではあ りません.感染症 である結核は,人

理の世界か ら医学,特 に疫学の世界に引 きず り込

か ら人‑伝わ る結核菌 の伝播を断 ち切れば良いの

んでいた ようです.疫学の分野には,私の知 る結

です. この為には,結核の患者が咳や疾 などの呼

核一つ取 ってみて も,地理学の分野で とて も興味

吸器症状を出 し,医療検閲を訪れ,結核 と診断 さ

あ る研究対象が,沢山埋れてい るように思われま

れて治療を受 けるまでの期間,す なわち,結核菌

す.

を地球上に散布 してい る期間を短 くす る努力が望
まれます.

皆 さん も御存 じの ように,1
9
40
年代まで猛威を
振 っていた結核は,生活水準の向上,抗結核剤 の

患者の症状 出現か ら初回受診までの期間を,私

登場に よって,急速 に減少 してい きました.そ し

達は Pa
t
i
ent
'
sdel
ay,初回受診か ら医師の診断

て,その変転の時期は,また 日本の結核 まん延地
まで結核は,東京 ･大阪などの大都市や,北陸地

c
t
‑
までを,医師側 の責任 に よる遅れ として, Do
ayについての調
o
r
'
sdel
ayと呼びます. このDel
査結果 は,Pa
t
i
ent
'
sdel
ay,Doc
t
o
r
'
sdel
ayと

方 など紡績産業 と関連の強か った地方 に,多 くま

も,地域 に よってかな り違 うとい う興味ある結果

ん延 していま した.それが1
9
50
年代か ら,次第に

で した.そ こで,私は特 に Pat
i
ent
'
sdel
ayにつ

西南 日本に偏在 してい くようになったのです.

いて,それ の短い新潟県 と長い沖縄県を選 び,敬

図を塗 り変 える時期 ともなったのです.1
9
40年代
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