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　カラスには、くちばしの太い「ハシブトガラス」とくちばしの細い「ハ
シボソガラス」の2種類がいるが、都会に住んでいるのはこっち。モッ
トーは早寝早起きノー残業。一般的に、体全体の大きさに占める脳の

割合「脳化指数」が高いと頭がいいといわれている
が、イヌをも上回る脳化指数を示しちゃう、ずば抜け
た知能を持つ。そのため、殻のある食べ物を割るた
めに、タイヤの軌道を計算して道路に置くなんて朝
飯前。身支度も怠らず、スーツと見紛うばかりの黒
いボディは、常にピカピカ・ツヤツヤ。
　都会に燦然と輝くイケ鳥･･････にもかかわらず人
気がイマイチなのは、ゴミ漁りや泥棒が趣味だから。
ゴミ収集前の早朝の街中は彼らの楽園である。ボ
ディのツヤツヤも、油分の多い人間の食べ残しのせ
いだったりして。
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　人間永く生きているといろいろなことに出会
うものです。今年の夏は病院で過ごしていま
した。完璧な空調のおかげで快適に過ごすこ
とができました。そして僕はまた生き返らせて
いただきました。退院の時、看護師さんが笑
顔で「また（会いに）来てね」と手を振ってく
れました。医療関係の人が患者に対して「ま
た来てね」と言うのは禁句では？　また僕に
会いたいと言ってくれた看護師さんの気持ち
がとても嬉しかった。僕のひと夏の想い出です。
　これからの日本は、世界中どこの国も経験
したことが な い「高 齢 化 社 会」を迎えます。
街を歩くとお年寄り（ジジ・ババ）が溢れて
いるのです。現在でもベビーカーに乗ってい
る赤ちゃん、お散歩しているワンちゃんよりお
年寄りとの遭遇率が高いことに気が付いてい
ると思います。このお年寄りたちは「にくジジ」

「にくババ」族と「かわジジ」「かわババ」族
の二種類に分類されます。一つは、いつも文
句ばかりで周囲には威張りちらし、「おまえな
んか死んでしまえ！」と陰口を叩かれている憎
たらしい年寄りの「にく系」。もう一つは、い
つもにこやかで、若者にも可愛がられるお年
寄りの「かわ系」です。僕の個人的な感想で
すが、大きな組織でたくさんの人を使ってき
た人、趣味を持たずに遊ぶことを知らなかっ
た「真面目」と言われてきた人が「にく系」
になっている率が高いような気がします。
　歳をとり、何度か死と向かい合っていると「終
活」を真剣に考えるようになります。老後と言
う時間は「かわ系」であった方が楽しく、周
囲も穏やかに過ごせると思います。終活とい
うのは決して後ろ向きの作業ではありません。

「楽しかった」「ありがとう」と最期を迎えるた
めの準備なのです。一朝一夕に「かわ系」に
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なることはできません。終活は、人格を形成
する青春時代から始まっているのかもしれませ
ん。友達は財産とよく言われます。良い友達
をたくさん持って豊かな人生を楽しむことが必
要です。時には「良くない友達」との関係を
断ち切ることも、心の健康を保つために必要
なことだと思います。ずるずるとした関係を遮
断すると、結構気持ちよく生活できるものです。
　終活と同時に、生き尽くすことも大事です。
僕は名刺に「生きているのが仕事です」と書
いています。ただ生きるのではなく、どうよく
生きるか、が大事だと考えています。そのた
めにいつも自分のやりたいことを５つすぐ言え
るようにしています。「美味しいものを食べた
い」などと漠然とした思いはダメです。もっと
具体的に「尾花のうな重を家族と一緒に食べ
たい」などと思うのです。「来年も隅田川の花
火を見たい」と１年に一度の行事を思うのも
いいでしょう。そして「隅田川の花火」に杭
を打ちます。その杭に縄を結び、その一方を
自分の体に結びつけます。縄を少しずつ手繰
り寄せたら１年は無事過ごせるような気がしま
す。そんな思いを５つも持っていると毎日が
ワクワクします。
 「未来に目標を。毎日がかけがえのないもの
になります。」
　今回は少しだけ立派なことを書いたような
気がします。諸先輩も多いところ、赤面の思
いです。
　僕はただ「小鉄さんかわいぃ！」と女性に
言われたいだけなのです。その方が楽しいか
ら。「小鉄さんまたねっ」とギュッとハグをさ
れると「あ～っ　死んでもいい」と…。
いやいや「生きているのが仕事です」
　　　　　　　　　　　　　　　　    小鉄翁
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　今回の話は、私が今までの人生の約半分、所

属している集団の話です。「ワンサイドパワーズ」

という草野球チームのことです。

　このチームは、私の高校時代の仲間がベース

となり、各々が大学・会社の友人を誘って結成

されました。メンバーは元野球部？いえいえ元

柔道部と元生物部が中心です。そんな我々は絶

え間ないメンバー集め、グラウンド確保に毎年

のように奮闘を重ね続け、ついに今年で20周年。

よくもまあ続けられたと思います。何度も解散

の危機がありました。野球経験者はほぼ「０」で、

取り立てて野球がうまいわけでも、野球に人生

をかけるわけでもないメンバーたちが、貴重な

土日の朝早くに駆けつけて野球しているわけで

すからスゴいことだと思います。

　ほぼ全員が40歳を超え、自分たちより年上のプ

ロ野球選手も皆無となった今、代表が20周年の

記念にちゃんとした大会に出よう ! ! と。何市の

大会かは伏せさせてもらいますが、参加するこ

とで久々にみんなの鼻息が荒くなり、盛り上がっ

たのは確かです。

　さて、大会に登録はしたのですが、とにかく

初めてのことで色々と大変です。みんなが楽し

くやるためにルールや規則は必要です。しかし、

これは？と思う事が多々ありました。「開会式に

参加しないと失格」というのは、まあ納得でき

なくもないですが、一番驚いたのが、日程表が

市役所か体育館の掲示板に貼られているだけと

いうこと。今時ネットじゃない？…という想い

が皆の頭によぎりましたし、いちいちそんな遠

くまで見に行けるかとも思ったのですが、言っ

ても変わるわけでもなく、今まで参加している

皆さんも納得しているのでしょう。しかし参加

チームが100を超える大会です。雨が降れば、そ

の分日程はずれ込みます。今年は結構雨が多く、

まんまと我々の試合日程は大幅に遅れていまし

た。その掲示板の存在を知ったのは前日！あや

うく試合も無いのに全員無駄に集まるところで

した。参加規約をきちんと読んで無い「てめえら」

が悪いのですがね。すいません。ということで

市内在住のメンバーがそれからはこまめに見に

行ってくれることになりました。

　そして、首を長くして待ち焦がれた初戦を迎

えられたのが、当初の予定より１週間半ぐらい

後。日程が変わるたび、各自のスケジュール調

整はホント大変そうでした。実際隣のグラウン

ドの試合と私たちの後の試合は対戦相手が現れ

ず、不戦勝となっていました。スケジュール把

握や調整にみんな苦労しているのですね…。

　小雨の降る中、初戦は幸運にも勝利する事が

できましたが、試合中のルールやマナー（？）

にも色々と悩まされました。「投球練習をしてい

るピッチャーに合わせて素振りをしてはいけな

い」というもの。私は 30 年近く野球をしてきま

したが、そんなことを言われたのは初めてでし

た。「何故です？」と聞いてみたところ「相手に

失礼だろ？メジャーでやったらぶつけられるよ」

とすごく当然そうにドヤ顔で審判。「メジャーで

そうかもしれないけど、これ草野球ですよ？」

という言葉が出そうになりましたが、審判は絶

対なので、黙っておくしかありません。

　とまあ、色々と驚きの連続のドタバタ劇でし

たが、それがこの大会のルールなのです。我々

の感覚が正しいと言い切れるものでもありませ

ん。そもそも戦う相手は大会の運営者ではない

のです。それにこのドタバタのおかげで、新し

いメンバーが入ったり、皆で知恵を出し合った

り、皆の協力体制ができたりと…。そういった

意味では参加して良かったと思います。

郷に入りては
　郷に従え…
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～第9回～

歴史の苦手な原田君が
知能クイズで反撃！？ 

貴方は何秒で解けますか？

正解は次号で発表します。
貴方の解答をメールでお送り下さい！
  　  → genjusai@gmail.com

ペンギンとシロクマは握手ができません。
なぜでしょう？

　深く考えずに答えると、
「底辺×高さ÷２で３０じゃない
の？」と言ってしまいがちです
が、これはいわゆる「解無し」系
の問題です。
　原田君は友達に出題されて、
まんまと引っかかりました。

　直角三角形は一番長い辺を直
径として円に内接します。
　直径を底辺とすると、高さは最
大でも半径の長さまでです。

　底辺と高さを正確な比
率で描くとこうなります。直
角にはならないのです。
　意地悪問題ですね！

この直角三角形の面積を求
めてください。
えっ、「今回は簡単すぎる」？
よ～く考えてくださいね。

前回の解答：
そのような
直角三角形は無い

前回の問題

10

1010

6

5 6
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　6月末から7月初めにかけて仕事で北海道に滞在した。国内の遠方移動は新幹線が多かったこともあって、
久しぶりの空路による移動である。飛行機をよく使う人からすると当たり前のことなのだが、羽田～釧路
間は2時間足らずで到着してしまうのだ。遠方＝時間がかかるという概念からするとあっという間の近距
離感覚である。
　いざ釧路の空港に降り立つと周辺は濃霧に包まれていて若干肌寒ささえ感じたほどだ。ここ数日の北海
道の天気予報では連日夏日が続くと報じられていたものの、その情報は道央や日本海側の予報であって、
滞在地区にあたる道東は気温20度前後と過ごしやすく、同じ道内であってもこれほど天候に差があるのか
と逆に土地の広大さを思い知った。
　せっかく訪れた北海道。しかも道東の滞在は初めてということもあって、3日間ほどで仕事を終わらせ
て期間を延長して釧路や根室を巡ってみることにした。

　仕事で使った荷物の空輸準備をするために一旦釧路に戻った。北海道といえばアイヌの先住民族文化が
発展した地域であるため、まずは釧路市内の砦の遺構（チャシ）を見て回った。不自然にこんもりとした
丘が町中にあるような感じで、私の出身地の群馬にも点在する古墳のようにも見えた。アイヌ民族文化は
広範囲にわたるものであるが、より道東らしい風土が伝わるものはないだろうか？と思いを巡らしつつも、
翌朝、列車に乗って根室へと向かった。単1車両のディーゼル列車に乗って広大な牧草地を淡々と走る。
道中、鹿が線路に近づくと減速や停止をしたりと土地ならではのほっこりする2時間半の旅の末にようや
く根室にたどり着いた。

　ロシア漁船の寄港地でもある根室らしく、町のあちこちにある掲示板や案内表記には日本語とともにロ
シア語も併記されていた。町中でロシア人を見かけることはなかったものの、それも国境ならではの光景
なのかと思った。そして何よりも真っ先に目についたのが北方領土の返還を求めるモニュメントや看板が
あちこちにあることだ。今まで生きてきて領土問題のことは、ニュースで見聞きしていたものの、どこか
テレビの中の出来事という感覚もあって、普段生活していても実感することがなかった。眼前の問題とい
うこともあって、地元の意識の高さも伺える。駅から至近のバスターミナルに向かうと数分後に最東端の
納沙布岬行きのバスが出発するというので北方領土に少しでも近づくべく、さっそくバスに乗り込んだ。
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　45分ほどで終点の納沙布岬に到着した。当日は雲が多かったために遠くは霞んで島影を見ることは出来
なかった。日本が島国のせいなのか、私自身国境に対しての意識は薄く、ヨーロッパに行った時でさえ列
車ですんなり通過した程度の感覚でしかなかったが、それとはあきらかに違った緊張感が漂う。また、北
方領土の先住民と言われているアイヌ人に関する出来事や戦後の日本人引き揚げなど歴史的背景を資料館
で見て知ってしまうと考えさせられるものもあった。一番近い貝殻島（岩礁に立つ灯台が海から突き出た
だけの場所ではあるが…）まではわずかに3.7kmと自国と異国の狭間の地であるという意識も芽生え、海
の向こうにあるであろう北方領土を見つめて岬を後にした。

　根室市街地へ戻るバスに乗り込み、途中下車して海際の大草原に点在するトーチカを訪れる。行きのバ
スで車窓から見えたため気になっていたのだ。トーチカは旧ソ連軍の攻撃を食い止めるために第二次世界
大戦末期に建造された防衛施設の一つだが、実際は北方領土で進攻が止まったために使われることなく終
戦を迎えた戦争遺産である。2つセットで築かれたトーチカは構内への出入口を背中合わせにして、お互い
を守りつつも外側に銃眼を向けて作
られている。駆体に銃痕もなく、戦
時は無用であったトーチカではある
が、代わりにその姿は戦争を伝える
という役目を担って、70年を越えて
朽ち果てつつもなお、鎮座していた。

　戦後、未だに解決には至っていな
いものの、ロシアも歩み寄りを見せつ
つある北方領土関連の場所や第二次世
界大戦の戦痕を少し辿ってみたこと
で、普段気づかされない北海道の一面
を目にすることが出来た旅であった。

　45分ほどで終点の納沙布岬に到着した。当日は雲が多かったために遠くは霞んで島影を見ることは出来
なかった。日本が島国のせいなのか、私自身国境に対しての意識は薄く、ヨーロッパに行った時でさえ列
車ですんなり通過した程度の感覚でしかなかったが、それとはあきらかに違った緊張感が漂う。また、北
方領土の先住民と言われているアイヌ人に関する出来事や戦後の日本人引き揚げなど歴史的背景を資料館
で見て知ってしまうと考えさせられるものもあった。一番近い貝殻島（岩礁に立つ灯台が海から突き出た
だけの場所ではあるが…）まではわずかに3.7kmと自国と異国の狭間の地であるという意識も芽生え、海
の向こうにあるであろう北方領土を見つめて岬を後にした。

　根室市街地へ戻るバスに乗り込み、途中下車して海際の大草原に点在するトーチカを訪れる。行きのバ
スで車窓から見えたため気になっていたのだ。トーチカは旧ソ連軍の攻撃を食い止めるために第二次世界
大戦末期に建造された防衛施設の一つだが、実際は北方領土で進攻が止まったために使われることなく終
戦を迎えた戦争遺産である。2つセットで築かれたトーチカは構内への出入口を背中合わせにして、お互い
を守りつつも外側に銃眼を向けて作
られている。駆体に銃痕もなく、戦
時は無用であったトーチカではある
が、代わりにその姿は戦争を伝える
という役目を担って、70年を越えて
朽ち果てつつもなお、鎮座していた。

　戦後、未だに解決には至っていな
いものの、ロシアも歩み寄りを見せつ
つある北方領土関連の場所や第二次世
界大戦の戦痕を少し辿ってみたこと
で、普段気づかされない北海道の一面
を目にすることが出来た旅であった。

田村　収

田村　収　の光景
〈有機物としての時間軸〉
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和は概ね外輪の輪郭にしか過ぎず、和の実態は常に虚無である。
和は常に優れた個を枯渇し、己の実態の確保を貧欲する。
もし和を目的とし、個の尊立無くしてそれを得られていると思うのなら、

それは仮で一過性の虚栄であり砂上の楼閣である事に疑いの余地は無い。
個の原初性は自然界の全ての法則にぴったりと準拠している。
個の確立無くして自然界の整合は成り立たない。
宇宙の法則も然りである。自然界では物の見事に、人間だけを除けば全
ての事象は個を微塵も損壊していない。
もし環境問題やその他の社会問題に対して立ち向かう
立場にあるのなら、人間の個性の損壊を問題にした
方が、自然界全体の整合を取る上で最も近道で、唯
一の方法と私は思っている。
要するに個を取り戻す事は自然体を目指す事と同意語
なのである。
そして面白い事に、自然界の全ての事物と同じように、純
粋な個になり得た時、その個はもう既に尊く大事なもの
になり得るのである。
より優れた人間を目指す事は、個を純粋化させる学究
である。

“I know how to care for them. In the night I spat something 
strange and felt something in my chest was broken.”

「安心おし。すぐ癒ってみせるよ。
　おれは夜中に変なものを吐いた。
　胸の中でどこかが破れたような気がしたよ」

Ernest Hemingway  “The Old Man and the Sea”

（福田恆存訳　新潮文庫 昭和 42 年版）

「和」は「個」を生かす力と成す。然るに
「個」をもって尊しとすべしである。社会は先ず
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W E B 限 定 Vol.4ペ ー ジ

茶柱くんを探せ!! 茶柱が創刊して約4年。気がつけば、茶柱くんの
ニセモノが巷に溢れる事態に。早く本物の茶柱
くんを見つけてください!

ホンモノはコイツだ!
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