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第八章：雪の探勝園,
月

月

日朝

粟
納
夏越
粟

博志・高田
光弘
祥次
隆志

昌実・萩原

隆二

[ ] 太平洋戦争戦士之墓と原爆犠牲者慰霊平
和記念碑

日朝, 斉彬公の像の前庭の雪景色を

楽しんだあと, 探勝園を訪れた｡

私が, この地に敬意を払う理由の一つは,
｢戊辰之役戦士顕彰碑｣ の他に, ｢太平洋戦争

秋去りて冬来るかな

白妙の雪積りたり

照国の森

戦士之墓｣ と ｢原爆犠牲者慰霊平和記念碑｣
が, あるからだ｡
市内案内の冊子には, ほとんど記載されて

冬されば
もりて

静けさまさる城山に

雪のつ

いないのが残念だ｡

あはれなりけり

現在の一部の世情を鑑み, 静けさを保ちた

久光公の像の周りの庭も, 背後の城山も,
うっすらと雪化粧である (図

)｡

像の前面を取り囲むように, 小さい池があ
る｡ 写真でかろうじて確認できるが, 池の中
央に, 水道の蛇口を上に向けたように, 水を
噴き出している噴水がある｡ 雪の中, いかに
も冷たそうである｡
写真左奥, 雪の木の枝の下に小さい石橋が
あり趣深い｡
図

図

雪景色の探勝園の太平洋戦争戦士之墓

探勝園, 冬の久光公立像

図

池の中央に小さい噴水がある｡ 城山もうっすら雪化粧｡
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太平洋戦争戦士之墓

｢戦士 この下に 眠る｣ とある｡
号)

(令和 年)

随筆・その他

いのかもしれない｡ なお図

は, 夏の情景

である｡

な世を創る為に, 命を奉げたとは思わないだ
ろう｡ 本当に生きる価値のあった人は, 国の

並木道で桜吹雪を浴びながら, ごく控え目

為, 家族のためと信じ, 死を選んだ人達だっ

に平和の鐘を打ち鳴らし, 知覧特攻記念館に

たのではなかろうか (もちろん生き残った方

入り, 弱冠

も, そしてその大部分が, 立派な日本人であっ

歳前後の (多くは

歳) 前途有

望な, まだ少年とも言えるような青年達の出

た事は申すまでもない)｡

撃前の笑顔の写真や遺書を読むにつけ, 鹿屋
図

航空隊基地で, 特攻隊として散っていった戦

,

は, 裏千家ホームページ, 鹿屋

友達, 戦没者の英霊に一服の茶を奉っている,

平和記念献茶式, 平成

年 月

日, 旧鹿屋

裏千家鵬雲斉玄室大宗匠の姿を報道で見るに

航空基地特別攻撃隊戦没者慰霊塔前において,

つけ, そして, 報道される一部の政治家の言

より引用｡

動を見るにつけ, なぜ, これらの英霊が, 遠

この中で, 大宗匠は, ｢戦友の遺愛のお茶

い戦地で辛酸を嘗め, 死んでいかねばならな

碗でお茶を差し上げた時, 一羽のとんぼが低

かったんだろうと思うと, 涙が込みあげてく

空でやって参りました｡ おそらく…大尉があ

るばかりである｡

の世から飛んできたのだろうと思います｣ と

な

彼らが現代に黄泉還ったら, どのように感
じるだろうか？

述べられている｡ 大宗匠

きっと自分達は, このよう

歳の夏｡

私もきっと, 戦友がトンボの姿を借りて,
やって来て, 共に過したあの時代の事を, 懐
かしく偲んでいるのだと, 信じている｡
たてまつ

思い込め

一碗の茶を奉る

ボの姿で

在りし日偲ぶ

戦友もトン

トンボは決して退かない｡ 時代のトンボは
その世の激流の中, 嵐の中を純粋な心で前進

図

裏千家, 鵬雲斎玄室大宗匠による
鹿屋平和記念献茶式

(裏千家ホームページより, 平成

年 月

日)

図

裏千家, 鵬雲斎玄室大宗匠による
鹿屋平和記念献茶式

(裏千家ホームページより, 平成

年 月

鹿児島市医報

日)
第
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図
号)

大宗匠よりの長文の手紙
(令和 年)

随筆・その他

したのだろう｡

や

・かくすればかくなるものと知りながら已
むに已まれぬ大和魂 (松陰)

さった｡ 大宗匠の戦没者, 戦友に対する思い,
そして ｢一碗からピースフルネス｣ の言葉に
込められた, 世界平和の願いが, ひしひしと
感じられた (その日は, 土曜日で仕事の為,

たまたま, この献茶式の前に, 近況を大宗

出席できなかった)｡

匠にお伝えしたが, ほとんど面識のない私共,

ちなみに大宗匠は, 文化功労者, 文化勲章

末端の末端の会員の私共にも, 色紙と京都の

受賞, 日本国際連合協会会長等, 数十の役職

銘菓に長文の手紙を下さり, 末尾に, 鹿屋に

を持つ多忙な方である｡ にもかかわらず, 私

行くので私にも来なさいと, おっしゃって下

共にも温かい心遣いをして下さり, 上に立つ
人の高い精神性が感じられる｡

図

探勝園の原爆犠牲者慰霊平和記念碑

(昭和
下された｡

) 年 月 日広島,

月 日長崎に原爆が投

図

図

原爆犠牲者慰霊平和記念碑の隣にある石碑

原爆投下前の広島の陸軍病院 (？) での父, 粟公三, 陸軍の軍医
最前列の左端, 皆若い｡ 国民が皆, 死を覚悟していた時代｡
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号)

(令和 年)

随筆・その他

私共が

年以上, お茶を続けている, 大き

が, 実物はずっと感動的である｡
せつかく

せ つ ろ

鷺は, 雪客, 雪鷺とも言われるが, 正にそ

な一つの所以である｡

の名の示す通りである｡ 木に雪が残る｡
原爆犠牲者慰霊平和記念碑に関しては, 私
には更に, 感慨深いものがある (図

,

)｡

老木に

鷺の舞いおり

老木で

したり顔なる雪鷺かな

父の実家が広島市であり, 戦争当時, 多分父

雪の朝

は陸軍病院に勤務していたと思われる (図

せ つ ろ

)｡

原爆の時, 父母と兄は, 市内に住んでいた｡

せつかく

あら

幸い死は免れた｡ 爆心地より少し離れた所に

雪客の古木に宿る姿こそ

新たな年の瑞

住んでいたからである｡ 母は, 爆風で全ての

祥なりき

ガラスが砕け散ったが, カーテンがあり, 大

まさ

狩野派の絵に優りけり

きい怪我をせずにすんだ｡ 生きていられただけ
でありがたい, と

回, 私に言った事がある｡

原爆で, 一瞬のうちに, 父の実家は全てを

やしろ

隼人の薩摩の国なる城山の

社の内なる

石碑に両手を合せつつ

雨降らば

雨に涙し

年位前

風吹かば

風に咽びて

に父と広島に行った時に, この地を訪れたが,

雪降らば

雪客舞い来て

平和記念公園近くの, 平和大橋に隣接する
所が, 父の実家のあった所である｡

うつつ

はやひと

森の中

失った｡ 日本中が, そうであったように｡

鷺

むせ

せつかく

夢ごこち

少し離れた石段を降り, かなり低い川岸に沿っ
て橋のたもとまで行ったが, その当時はまだ

白鷺の

そこに,

りて

苔のむしたる老木の

みやび

段位だけ石段が残っていた｡ 父が,

雅

枝に止ま

いや増す

庭から, この石段を降りて, この川で泳いで
数分後, 鷺が急に飛び立った｡ どこかに行っ

いた, と言った｡
終戦前の父母の写真は, ほとんど残ってい

てしまうのか, と一瞬思ったが, 頭上を越え
て, 池の左端に降り立った (図

ない｡ 戦後, 全て焼いたという｡

)｡

木の上には, 外敵はいないが, 池では, 用

(戦争で没した全ての国民の霊に合掌)

心したのかもしれない｡
[ ] 雪の久光公像前の池の白鷺と鯉

そして左奥の石橋の方に水の中を歩いて行っ

雪の薄化粧の池の前に立ち, この景色の中
に, 白鷺が舞い降りてきたらいいのに, と思っ
ていると, 突然, 頭上を大きい鳥が, かすめ
て飛んできて, すぐ横の苔むし, 草の生えた老
木に止まった｡ 予想外の事でびっくりすると共
に, なにか夢の中のできごとのように思えた｡
鷺は, あたりを見渡すとすぐに, 私をじっ
と見つめている (図

)｡ そして視線を逸ら

した｡
私は鷺を刺激しないように, そっと木の枝
の下に近づいたが, 鷺は全く無関心であった
(図

)｡ 何という姿｡ 障壁画のようである
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図

雪化粧の探勝園の老木の白鷺

突然空から舞い降り, 老木に止まりじっと私を眺める｡

巻第 号 (通巻

号)

(令和 年)

随筆・その他

図

図

｢老木白鷺図｣

池の中に降り立った白鷺

図

老木から飛び立ち, 私の頭上を越えて久光公立像前の
池の左奥に降り立つ｡

池の左奥の橋まで歩く白鷺

私とは, 目の鼻の先, 気付いているが, 逃げようとし
ない｡

た｡ 私も, 身を潜めるようにして石橋の所ま

白鷺の

飛び来りてや

で行った｡ もう鷺までは, 目と鼻の先だ｡ 気
がついているようだが逃げようとはしない
(図

雪の池

あした

雪客と雪の朝を

)｡

楽しまん
み いけ

石橋を渡り更に近づこうとしたが, 頭上か

ちはやぶる神の御池は

冷たくも

鷺の

らポタポタと雪どけの冷たい雫が身体に降り

舞いきて華やかなりき
橋のたもとに近よりぬ

頭冷

かかり, その上, 橋が滑り, 枝にもはばまれ
たため, やむなく元に戻り, 開けた, 池の岸

鷺見むと

の中央で眺めることにした｡

たし

融くる白雪

号)

(令和 年)
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随筆・その他

やがて鷺は, 対岸の水の中をエサをとりな
がら, 私の前方で止まり, しばらくじっと私
をみつめた｡ 私もじっと鷺をみつめた｡ 正面
から見ると丸い綿帽子のようでかわいい｡
中央の細長いくちばしだけが, こちらを向
いている事を分からせる (図

)｡

その後は, 私が前を歩こうが, 飛びあがろ
うが, 何ごともないかのように, 私に無関心
にエサをとっている｡ 私は, その無防備さに
驚かされた (図
図

)｡
図

で, 更に私が注目したのは, 池の水

池の中からじっと私をみつめる白鷺
私もじっと見つめる｡ 丸い綿帽子のよう｡

面の波紋である｡ 波紋は, 噴水の着水点から,
同心円状に拡がるものと思っていたが, ほぼ
平行線を保ち, 鷺の方に向かっている｡ 不思
議だ｡ 次回, ここに来た時には, もっと詳し
くその状況を観察しようと思った｡
更に, 鷺の面白い行動にも気付いた｡ 冷水
の中で, エサをとっている鷺は, しょっちゅ
う, 交互に片足を挙げるのである｡ 鶴やフラ
ミンゴをはじめ, 鳥類は一般的に片足で立つ
事は, よく知られている｡ その理由は多々挙
げられるが, 通常, 不必要な熱の放散を少な
くするため, と説明される｡ 私も, それが正

図

私を無視する白鷺

噴水から波紋が平行線で白鷺の方に進む｡ 不思議である｡

解だと思う｡ だが私が, その後, 優美な姿に
魅せられながら

バランスを取り過冷却を防ぐ｡

分以上, この鷺の行動を観

持ち上げた足を, 数秒間, 激しく振る事に

察していると, 単に片足を水面の外に持ち上

関しては

げるだけではなかった｡
持ち上げた方の足を, まるで痙攣している

⑤その前提として, ①に示したように, 平衡

かのように, 細かく, 素早く, 数秒間, 震わ

覚が優れており, 脚を激しく振ってもバラ

せている｡

ンスを崩さない事が挙げられる｡

文献を渉猟した限り, 鷺 (鳥類) のこのよ
うな行動に言及しているものは, なかった｡

⑥足に付着した冷水を振り払う｡
⑦足を振る事により, エネルギー (熱量) が
生産され冷えた足があったまる｡

その理由を私なりに列挙すると,
①鳥類は, 三次元を移動するので, 平衡覚が

⑧長い足を, 激しく振る事により, 大きく遠

発達しており, 片足立ちを無理なく行える｡

心力が発生し (十分観察はできなかったが,

②鳥類は, 大きさに比し, 体重が極めて軽く,

鷺では, 踵から趾までのふ蹠骨が非常に発

片足立ちで, 支持脚に負担がかからない｡

達し, これが極めて長い｡ 従って, 踵の関

③冷水に 本足を浸けているより, 本の方が,

節を支点として足 (脚) を振れば, ふ蹠骨
は, 中心角の小さい高速円運動を反復する

消費熱量が少ない｡

事になり, 加速度が生ずる｡ 鳥類では, 上

④交互に足を挙げる事により, 両足の冷却の
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肢は翼に進化し高速運動を可能にしている

番大きい約

枚の初列風切羽がある｡ 前方に

が, 下肢も高速運動が可能であろう) 温か

進む為のものである｡

とう

その内側, 人の前腕に相当する橈骨と尺骨

い血液をより強い圧力で, 足の先端まで送
る事を可能にしていると考えられる｡

の翼膜から, 約 枚の次列風切羽がでている｡

以上の結果から, 鳥の片足立ちは, 諸説あ

これは体を浮かせるためのものである｡ 更に

る中で, 体温 (特に脚) 調節に関与している

三列風切羽は, 翼と体の間に, 隙間をつくら

と言えよう｡ 挙上した下肢の激しい運動は,

ないようにしている｡
空中でのブレーキや方向転換は尾羽を使っ

この説を支持する重要な傍証となろう｡
白鷺は 回, 私の目の前をこれみよがしに
み とれ

て行う｡
図でみる翼の中程の折れている所が手関節

飛翔した｡ その姿は優美で, 見惚ていると,
写真など撮るひまはない｡ それに私のカメラ
は, 連写が効かない｡ 図

で, それから先が, 初列風切羽である｡
脚先の水かき部分も写真をみると, 飛行機

は, たった一枚

のフラップの役目をし揚力を増していると推

の貴重なものである｡
この目線の高さの写真を眺めていると, 当

察される｡ 左右の脚も, 微妙な重心の安定を
保っているのだろう｡

日, 気にも留めなかった事に気付いた｡

鷺の飛翔の姿は, ムダがなく均衡がとれ,

翼の中程から外側が, 下方に折れ曲がって
いる｡ それに特に左の翼の先端が, 数枚の羽

それが美に反映しているのだろう｡ ダヴィン

に分かれているのが識別できる｡

チが ｢鳥の飛翔に関する手稿｣ を書いたのも,

鳥の前肢は, 飛ぶ目的で翼へ進化した｡ 翼
かぜきりばね

当然だったのだろう｡

には, 飛ぶ為の風切羽がついている｡
人の手関節に相当する部分にある翼膜に一

図
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富貴なり

鷺の舞いたり

｢雪鷺飛翔図｣
巻第 号 (通巻

号)

(令和 年)

雪の池

随筆・その他

雪の池

白鷺の舞

是瑞祥

雪の池

鷺が足あげ

だと思うが, 記憶が定かではない｡
ふと, 足元に目をやると,

足を振る (一茶風

に)

)｡

まん中の一匹は, 背びれの所が, 輝いてい
る｡ 近づくと, 光の魔術だろうか, 一匹が黄

み いけ

白鷺の
ぞ

匹の鯉が, 私

の近くを行ったり来たりしている (図

御池の上を飛翔する

その姿に

優美極まる

金色に輝き始めた｡ 鯉は, 近づいてきたのに,
遠い時より, ぼやけている (図

)｡

よく見ると, その原因は, 鯉によって創ら
立姿で, 最も鷺らしい姿は, 獲物を狙って

れる複雑な形と輝きを秘めた波紋である｡ 目

いる時であろう｡ 首を伸ばした前屈姿勢なが

を凝らして, 細かいところまで観察すると,

らバランス感覚がよく, 水面に姿が映り優美

実に美しい｡ 自然の創造する美｡

である (図

)｡

然も左上が金色, 右下が銀色に輝いている｡

このような状況に於ても, 左脚を水から持ち

図

あげ, 脚を細かく振わせている｡

は, その拡大したものである｡
私が子供の頃に, 飽きずに眺めていたのも

獲物を狙い, それに近づくように, そっと
伸ばした首, そして, 体に似合わず, 小さく
かわいい目の視線の先には, その時には確認
できなかったが, 細長い赤いものが見える｡
小さい鯉であろう｡
私は, かくも優雅な姿の中に, 厳しい自然
界に生きる命に秘められた, 本能を感じると
共に, みすゞの ｢大漁｣ を思い出していた｡
瞬時にして, この小さい赤い生命は, この池
の世界から, 魔法のように消え去るのである｡
その生命と共に｡

図

自然界の厳しい掟である｡
図

は, 鷺が右脚をあげ, 振っている所

図

水の中を歩きながら交互に片脚を持ちあげ, 振る｡ こ
こでは右脚｡

優雅な白鷺

かわいい目の視線の先に赤い小さい鯉, 厳しい自然界
の掟, 左片脚を挙げ, 振るわせる｡
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巻第 号 (通巻

図

私の目の前を泳ぎまわる 匹の鯉
まん中の一匹の背びれが輝く｡

号)

(令和 年)

随筆・その他

図

図

水面にデリケートで極めて複雑な波紋

一匹の鯉の全身が黄金色に輝く｡ 水面は左上が金, 右
下が銀に輝く｡ 三匹が足元に近づく｡

鶴丸城址の樋の間二つ家

あたりの雪は, すっかり融けたが, 日の当たらぬ茅ぶ
き屋根に, わずかに雪が残る｡

田の神様もポツンと一人, 冬の厳しさに耐
え立っている｡ 春は, もうすぐである｡
かんさあ

神様も

厳しさに耐え春を待つ

あとは

桜舞う春

寒さの

庭園の楠芳亭の裏の鳥達はどうだろう｡ 秋
のような賑やかさは無いが, 小鳥達は, 健在
であった｡
森の中の石碑のような目の前の岩に, 鳥が
くるといいなと思っていると, どこからとも

図
水面の波紋は拡大すると複雑さがよく分る｡ 光の魔術｡

なく飛んできて, 岩の上に止った｡
小鳥が逃げない事は分かっていたので, ゆっ

このような, 光輝やく波紋だったのだろう｡

くり記念写真をとった (図

自然の創り出す美を, 眺めていると, あっ
という間に, 一時間近くがたってしまった｡

探勝園で飛ぶ白鷺が, うまく撮れたので,
飛ぶ鳥を撮る要領も少しつかめて来た｡

鷺は, あいかわらず, 目の前をウロウロして
いる｡

)｡

御池に行こうとして, 身体の向きを換えよ
うとした所, 急に小鳥が下の方に向けて飛び

次の目的地, 鶴丸城址に向かった｡

立った｡ その写真が図

である｡

ほぼ中央に岩のてっぺんがあり, 右下の方

第九章：鶴丸城址再び, 街中の鳥達
[ ] 鶴丸城址の庭園の森
鶴丸城址の裏手に来たが ( 月

バックに, 冬の日を浴びて, 鮮明に確認でき
日), 時す

でに遅く, 雪は融けていた｡
ふた

る｡ どこかに飛んで行ったんだろうと思って
いると, 先回りして, ちゃんと, 道端で, お

え

ただ, 二つ家 (図

にスマートな鳥がちゃんと写っている｡ 黒い

) と楠芳亭の陽の当た

らぬ屋根にわずかの雪を残すのみで, 探勝園

出迎えしてくれていた (図

でみられた, 城山の雪もすっかり融けていた｡
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)｡ 小鳥は, 写

真中央にいる｡ 小鳥達は本当にかわいい｡

巻第 号 (通巻

号)

(令和 年)

随筆・その他

図

図
庭園の森に入ると, どこからかともなく小鳥が飛んで
きて岩のてっぺんに止まった｡

飛び去った小鳥が先回りして, 池のそばの道端で私を
お出迎え｡

京オリンピックの頃から鳩は, 街中に溢れる
ようになり, 全く珍しくもない｡
現代では, どこに行っても居て, 決して,
逃げようともしない｡ むしろ足元まで近づいて
くる｡ 社会問題にさえなるほどである｡
然し, 椋鳩十の碑の時もそうであったが,
鳥達のいない森などで, 天から突然, 現われ
るのは, 嬉しい｡
秋の頃より水量の減った水際で, しきりに
何か食べている (図

)｡

そこに, 更に 羽が飛んできて,

図
御池の方へ進もうとしたとたん, 小鳥が素早く飛び立っ
た｡ 写真では, 飛ぶ鳥が右下にみえる｡

羽になっ

た｡ 家族であろうか？
羽は, 水辺と上の岸辺を, 行きかってい
る｡ 図

念ずれば

小鳥飛びくる

森の岩

では, 写真中央の岸辺の岩の上に

羽, その下の水辺に 羽がいる｡
草も枯れ, 木の多くは落葉した｡ 左端中央

森の中

道案内の小鳥かな

に黒く濡れた平らな自然石があり, その岩の
上を水が流れ, その端から拡がった水が流れ

つの

冬の朝

かわいさ募る

森の鳥

落ち, 滝となって池に注いでいる｡
この滝の全貌を, 私は今回, 初めて確認した｡

きた

念ずれば

必ず鳥は

来るかな

この池の設計者のセンスの良さが知られる｡
鳩や雁を, 私の小さい頃には, 時々, 食べ

[ ] 鶴丸城址の冬の御池

ていた事を思い出す｡

お いけ

小鳥に導かれて御池までやってきた｡ すっ
かり冬景色である｡

鳩の肉は, コリコリして独特の香りがして
いた｡ それに何となく甘い味がした｡

あの白鷺が来ないかな, と期待していると
バサバサと 羽の鳩が, 舞い降りてきた｡ 東
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私が数歳の頃は, まだ戦後の匂いが世間に
プンプンしていた｡

巻第 号 (通巻

号)

(令和 年)

随筆・その他

皮フに小さい出血斑があるので, ほとんどは
調理前に見つけられ, 除去される｡ どうやっ
て取り除いたか, はっきりとした記憶はない
が, その弾を取り出す係が私だった｡ 然し見
つけられない事もある｡
食事前に父が ｢弾は鉛で毒があるので, 食
べずにちゃんと出すように…｣ と言うのだが,
私は内心, そんな事を言われても…, と思い
ながら, おそる, おそる食べたものだ｡
小さい弾を歯がコリッと噛むと, 飲み込まず
図
池に着き寂しいなと思っていると, 突然 羽の鳩が降
りてきて, 無心に何かを食べ始めた｡

にすんだと, ほっと胸をなで下すのであった｡
我くれば
る

鳩も来りぬ

鶴丸の森の奥な

冬の池かな

鳩もきて

りぎやかなりし

御池かな

鳩と言えば, すぐ頭に浮かぶのは, 中国北
き そう

宋末の皇帝, 徽宗 (

年) の筆にな

る ｢桃鳩図｣ であろう｡ 図

は院体画の傑

作で, 輪郭線のない没骨描である｡ 足利義満
の所蔵印がある｡ 現在は, 個人蔵である｡
図

年の作という｡ 水滸伝時代の皇帝であり,

御池はすっかり冬景色

更に 羽の鳩が来て 羽になった｡ 左端中央の平らな石
で滝となる｡

その中に, 道君皇帝として登場するが, 靖難
の変で金の捕虜となり北方の地で没した｡
北宋最高の芸術家の一人である｡ 鳩桃図の

近所には, きっと戦地で鉄砲の扱いに, 慣

鳩には, 気品も感じられる｡

れた人も多かったと思う｡ 山で猟をする人も
(もちろん趣味であろうが) 多かった｡
私の家から,

位の範囲内に,

神社, 仏閣の屋根や, 広場や道路の地面に
いる鳩は, 特に珍しくも無いが, 徽宗は多分,

軒 (別

の方向だが) の鉄砲屋があった｡

目の前の, 目の高さの枝に止まっている鳩に
感動し, これを画いたのだろう｡

学校帰りに, お店の玄関のガラス戸から,

然し, このような光景に遭遇する事は, 現

中にある猟銃を眺めたものである｡ 沢山の銃

実には, ほとんど無いのではなかろうか｡ 私

が並べてあったので, 需要もあったのだろう｡

自身もまだなかった｡ 鳩は沢山いるのに｡
そ

母の兄 (つまり伯父さん) も, 山の中に住ん

こ

然う斯うするうちに,

羽の鳩は飛び去り,

でいたので, 数頭の猟犬を飼っていて, よく

池は寂しくなった｡ と感じたが, 間も無く入

猟に行っていたという話を聞いている｡

れ替わるように, 目の前に 羽の鳩が, 舞い降
かえで

鳩などの獲物は, 毛をむしったものを, 新

りてきて, 何と楓の枝に止まったではないか｡

聞紙に包んで, 患者さんが持って来てくれた｡

花葉はないが, 逆に全身が眺められ, 更に

たま

散弾銃なので, 小さい弾が必ず残っている｡
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背後には華麗に花も, 咲き乱れている｡

巻第 号 (通巻

号)

(令和 年)

随筆・その他

皇帝もこのような景色に出会ったに違いな

枯枝に

鳩の止まりて

花の園

池の鳩

皇帝みたる景色かな

い｡ 皇帝の世界に迷い込んだような御池の風
情である (図

)｡

鳩の来て

我もなりけり

皇帝に

富貴なり

この鳩見れば徽宗帝

おぼ

思しお

どろく冬の池かな
ふうじゅ

探勝園の池の白鷺といい, 御池の楓樹の鳩
といい, 感動的な日であった｡
本当に雪の寒い朝, 早起きの甲斐があった｡
雪の朝

三両の得

早起きは

三両の得

池の鳥
鷺と鳩

き そう

図

中国北宋時代の徽宗皇帝の｢桃鳩図,

気品に満ちている｡
(新潮社,芸術新潮編集部著,｢国宝｣

年｣

[ ] 雪舟の庭
いささか私事になり恐縮である｡

年発行, 頁より引用)

私は小さい頃, 甚五郎の上野寛永寺の竜や,

図

現代の ｢楓樹鳩図｣

生命に満ち溢れ, 気品も醸し出されている｡
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巻第 号 (通巻

号)

(令和 年)

随筆・その他
てんかい と

宝福寺で雪舟が床に親趾で, 涙で描いたねず

後の国 (大分県) に住み, 天開図画楼という

みの逸話は既に知っていた｡

画房を構えると共に, 耶馬渓, 彦山, 日田な

今回, 子供の頃を思い出し, また水墨画で

どを巡歴し, 各地の寺に優れた庭を残したと

雪舟の事を考えているうちに, 母の実家の庭

ある｡ 山国町は, 耶馬渓と日田の中間であり,

が雪舟の作だという話を思い出した｡ 近所の

山国町中摩には, 雪州庭という庭があるとい

妙光寺の和尚さんも, 母の実家が, 中津で雪

う｡ 中摩には, 私も山森を所有しており, 母

舟が造った庭の一つだと言っていたのも思い

の実家は, そこからずっと山奥である｡

出した｡ 私は子供ながら, あの雪舟がと信じ
られず, すっかり忘れていた｡

母の実家は, 何百年も続く家で, 寺ではな
く, 民家ではあったが, 雪舟が立ち寄り, 庭

母の実家は, 大分県の田舎で, 耶馬湲と日
田の中間あたりの山国川に隣接する山の中で,

に関し, 何らかのアドバイスをしたとしても
不思議ではないと, 今では思う｡

私が子供の頃は, 下毛郡山国村といっていた｡
村名からも山奥である事が知られる｡

何十年も前に, いとこ達が, 出てしまった
ので, 荒れ果てて忘れ去られているのだろう｡

戦後の農地改革で全ての農地を失い, 残さ

図

は,

数年前に訪れた時の母の実家｡

れた山森で生計を立てていたので, 山奥に住

その時, この家を建ててから

んでいても良かったのである (もちろん, 町

と言っていたので, それ以前は, この家のあ

中にも下家という家があった)｡

たりか, 家の裏手が庭だったのかもしれない｡

しも や

なぜ山奥かというと, もともと平家の落人
だったからだろう｡ 家紋は揚羽蝶である｡
今回, 室町時代の禅僧, 水墨画家で造園で
も名高い雪舟 (

年) の事を若干調

年位になる

周りにある倉などは, 全て瓦屋根で, 田舎
おも や

町にある下屋も瓦屋根であったが, この主屋
だけは, 茅ぶき屋根を守っていた｡ 隣は伯父｡
写真を捜したが, 適当なものがなかった｡

べてみた｡

調べているうちにもっと驚いた事がある｡

すると雪舟は, 明から帰国後の

年に豊

私が生まれ育った大分県日出町の自宅から,
わずか, 徒歩 〜 分の所にある松屋寺に, 雪
舟が滞在し, その際に池泉鑑賞式庭園を造っ
たという｡ 夏休みには, この寺や庭の池を写
生したり, 蝉採りをした所である｡
またその近くの竜泉寺には, 代々日出藩の
家老であった瀧家の墓と, その子孫の廉太郎
の墓があるとの事である｡ 更に三の丸には,
廉太郎の父の生家跡があるという｡
歴史を紐解くと興味深い事実が分かり, 面
白い｡ 興味は尽きない｡
[ ] 街中のトンビ
私が, 勤務していた病院 (創立, 昭和 年)
とも令和 年 月末でお別れである｡

図

らは, 新開院の病院に移る｡

山奥の母の実家

数年前訪れた時に, 既に
年位たっているとの事
だった｡ 主屋だけは, 茅ぶき屋根を守っていた｡
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ここでの勤務期間は, 僅か カ月間であっ
たが, 病院がなくなるというので名残り惜し

巻第 号 (通巻

号)

(令和 年)

随筆・その他

い気がして, 病院の外観の記念写真を撮ろう

に立っている高い電柱がトンビの止まったも

と思い外に出た (図

のである｡ 突然, 空から現れ, 電柱の上で未

)｡

ここに鳥が飛んで来るといいなと思いなが
ら, 見上げると, 遠くから, トンビが円を描
きながら, 近づいて来た (図

来を見据えているようで, 不思議に勇気をも
らった気がした｡

)｡ 然しまだ

遠くて, 鳥が小さいので, ズームで撮ろうと

月 日は, 新病院開院の日で, 入院患者全

したが, 瞬く間に近づいて, 病院すれすれの

員の搬送のため朝から大忙しであった｡ 仕事

所に現われたので, あわててシャッターを切っ

の合間に空を見上げると, トンビが近づいて

た (図

来て, またしても, 前のビルの屋上まで飛ん

)｡

残念ながら, 全貌は撮る事ができなかった
が, 本体は, ほぼとらえる事ができた (図

できた｡

)｡

近年, 私共は, 自然に目を向ける事が, 少

そして, 鳥は病院前の電柱のてっぺんに止まっ

なくなってきている｡ 然し鳥達は確かに身近

た (図

に沢山いる｡

)｡

しばらくは, 私を見ていた｡ 図

の右側

道や庭には, めじろなどの小鳥達が沢山寄っ
て来て歩きまわる｡

図

.リストの重要な曲,

記念撮影の病院

間もなくトンビが舞い降り, 病院の前を横切り, 右の
電柱の先端に止まる｡

図
トンビは急速で下降し, 病院の屋根をかすめて近づい
た｡ 風切羽までよく分かる｡

図
大きい鳥が飛んで来るといいなと思って, 空を見上げ
るとどこからともなく, 病院の上にトンビが飛来してきた｡
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図
病院前の電柱のてっぺんに止まったトンビ, 勇壮である｡

巻第 号 (通巻

号)

(令和 年)

随筆・その他

図
庭や道路では, 沢山の小鳥達が寄ってきて, 楽しくなる｡

図
合言葉 ｢茶室内は必ず着物で, 毎回一期一会で喫茶去｣｡

図
蓮葉の茶碗 ｢夜半の嵐｣ でトンボと小鳥達と中村先生
と田の神様に一碗の茶を奉げよう｡ 心を込めて｡ いつで
も, どこでも喫茶去｡

｢伝説｣ の中の ｢小鳥に説教するアッシジの
聖フランチェスコ｣ のような気分である｡
私は, たまたま鳥達が, そこにいたのでは

図

長板総荘での炭点前
と

き

大切に引き継がれてきた朱鷺の羽箒でおこなおう｡ 美
しい羽箒は, 心の塵を掃き清める｡

なく, 鵬雲斎大宗匠の戦友のトンボのように,
鳥達も寄ってくるのだと信ずる｡

神様に一碗の茶を奉げよう｡
かざり

新年に, 雪景色に出会えてよかった｡ 鳥達
に出会えてよかった｡

と

き

は

炭点前を, 長板総荘で, 鮮やかな朱鷺の羽

ぼうき

箒で行おう｡ 一期一会の喫茶去｡

(経済効果) は別として, 遠く

めいじゅ

たなごころ

・明珠は掌に在り

に旅行などしなくても, 身近にたくさんの楽

功有る者は賞す

へき

来らず (碧厳録

しみはある｡
床に, 大宗匠より賜った ｢富貴是瑞祥｣ の
こ

よ

ろ

ひら

に生け, 大宗匠に ｢夜半の嵐｣ と銘を付けて

宝物

頂いた, 蓮葉の茶碗に, ｢塵外｣ の茶杓で,

えねど

お茶を点てトンボと鳥達と, 中村先生と田の
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巻第 号 (通巻

金剛経輕

賤より)

御軸を掛け, 菜の花を ｢木与呂鷺｣ の竹花入
じん がい

第九十七則

胡漢

あ

手の平に在り
(宗博)

号)

手を眺む

手の中に有る

(令和 年)

何も見

