
父について今思うこと

父が亡くなって3年が過ぎ去った。数えると3年が過ぎ

たのだという感じ。家族が互いに離れて暮らしていること

もあるけど、わが家はもともと世間のペースとはかけ離れ

てスローだった。暮らしに余裕がなかったせいもあるが、

テレビその他新種の電化製品購入もいつも周囲に比べて遅

かった。

　今春、ようやく墓ができた。納骨は、春の予定が秋にな

り、秋を迎えた今は、母の「（お骨と）もう少し一緒にいた

い」との気持ちも加わって、母、弟夫婦、私の4人の家族全

員が、「春でもいいよね」と言い合っている。

　父の死後、家にあった植物関係の遺品は、じねんじょ会

の皆様のご協力で細々と生命を保っている。標本は石沢先

生のもとに、’コケは白崎先生のもとに避難させていただい

た。書籍類は、今年（2005年）7月31日の箱詰め作業を経

て、8月3日、石沢先生のもとに運ばれた。父の部屋には、

空の本棚と木箱が残った。　　　　　’

　省みれば、これまで、父だけでなく我々家族まで、父に

かかわる多くの方々に直接或いは間接に手を貸していただ

いている。肝心の私たち二人の子どもは、父にお返しらし

いこともできなかった。せめて、家族にできることとし

て、とりとめのない雑文ながら、企画していただいている

父の追悼集に仲間入りさせていただくことにした。

池上キク

究内容やそれにまつわることは殆ど知らずに今日に至って

いる。標本等の問題では、父には、話して家族に心配をか

けたくない”との気遣いの一方、“門外漢の私たちには関与

させない’との意思ものぞかれた。

　そんなこともあって｝石沢先生、白碕先生を始め、多く

の方々にご心配、ご負担をおかけするに及んでいる。

私たちの子ども時代、母は、ちゃぶ台に腰をかがめて、

父の押し葉用にと薄いナイフで新聞紙を切り離し、湿った

新聞紙はおしめのように干し、夏休みには採集先から送ら

れてくる蒸れた草花を見かねて、押し葉にして紙換えをし

と、まるで家内工業のようだった。といっても、我々子ど

もなといえば、家内工業の手伝いはごくたまにしかせず、

また、強いられることもなかうた。ただ、新聞紙は貴重品

なので、取り扱いには注意を求められた。

　二人とも、父の研究領域には全く関心が向かず、それぞ

れが自分の思う道に進み、新潟を離れて久しい。私は、草

花を眺めたり、生けたりするのは好きだが、その名や生態

への関心は薄い。父は、尋ねられれば喜んで教えてくれた

が、こちらは、父の講釈が長くなるのを警戒して控えるこ

ともあったように思う。母は、最近しきりに、「もっと草花

の名前を聞いておけばよかった。いつでも聞けると思って

いて、残念なことをした」ど言っている。

　ただ、“家族から見た父を語る”というのは、難しいe家

族それぞれで、接した時期、期間、視点、感覚の違いによ

って描く像に差があるだろうし、私一人においても、未だ、

思い出すのが辛い時もあり、また、浮かび上がる像がくる

くる変わったりもし、冷静に深く省みて語るのは難しい。

　私が今の時点で思いっくままを、父の人生の断片として

記させていただくこととしたい。

1

家　庭

　「父といえば、“くさ”（草）」だった。

私は、「採集」、「どうらん」の言葉は幼くして覚えた。母

はよく、「お父さんへの一番のお土産は草ね」と言うて雑草

を摘んだ。父は、老化や入院生活で心身衰えても、植物の

こととなると目が輝き、私たちは、「お父さんの薬は、草だ

ね」と言い合ったものだ。

私はもの心っいてから、7歳違いの弟は昭和25年の誕生

以来、大学進学を機に新潟を去るまで暮らした水島町の家

は、市営住宅を買い受けたものとのことe畳の2間に板張

りの玄関、縁側、台所、トイレがっき、小さな庭もあうた。

父は、玄関で、時にはロ笛を吹いたり、やさしい声で歌っ

たりしながら標本の紙を換えていた。テレビ¢ない時代

で、歌は、童謡や文部省唱歌だった。生まれたばかりの弟

が寝ている狭い部屋に、標本の棚が危なげに積まれていた

記憶がある。

　その後、風呂場ができ、二階建ての増築が行われ、その

階下は独立した父の書斎となった。部屋の中央に注文製の

やや大きな机が置かれ、それはたまにネットなしの卓球台

に転じた。その机は、今ではニスがすっかり剥げて廃品同

様に古び、空き家となった幸西の家でまだ存命している。

　父は海外とコケのやりとりをしており、封筒に張られた

外国の切手が珍しかった。

　ところで、私たち家族は、父が毎日、夜遅くまで勉強す

る姿は目にしても、父が自分を語ることは少なく、その研

水島町の家の庭には、かって防空壕があった。私の2歳

ころと思われるが、砂利を敷いた防空壕に母に抱かれて入
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っていた記憶が、ずっと体感を伴って残っている。その防

空壕は、弟が生まれた頃にはちょっとした畑になってい

て、黄色の水仙が満開だった。

　父は、よく、一・人遅れて夕食をとったが、あぐらの申に

弟を入れてちゃぶ台に向かった。幼い弟を、「坊主」、「坊

主」と呼び、私と弟がf坊主ではない。毛がある」と反論

すると、fじゃあ、毛坊主だ」とおどけた。

　この家にあった父の標本や本は、戦争、火事、地震の災

難を免れて、1971年（昭和46）父栂ともに、無事、幸西の

家に移動したのだった。（①一般市民は、戦後になって、新

潟市が原爆投下予定地候補になっていたことを知らされ

た。後記、父の「1行日記」には、昭和20年8月11日は5

行の記載。全市民退却命令が出され、’標本と父母は、先に

私が預けられていた郡部の母の実家に疎開したとある。②

新潟大火では、信濃川対岸で安泰だったが、近所の帯場が

出火し、はらはらしたことがあった。③新潟地震では、被

害を受けたが倒壊には至らなかった。）

　父が最後に暮らした幸西の家は、水島町の家が手狭にな

り、そこから徒歩15分弱の、中古だがより広い家へと転居

したもので、父の植物研究への意欲は一段と高まったこと

だったろう。

　転居前の1969年には、南高校の卒業生の方々からコケ

整理用の木製引き出しの棚を贈呈していただいており、そ

れに対して溢れる感謝、喜びを、鳥獣戯画風にペンで描い

ている。（昨年、卒業生の臨床心理家佐藤患司氏にそのコ

ピーをいただいて、知った）。

　1984年（昭和59）瓢潟市に寄贈したこれら標本等は、川

上喜八郎市長さんの急逝により、寄贈意図と全く違った運

命に陥ったようだ。なぜ？これからは？

　因みに、水島町の家は他人に渡り、やがて取り壊され、

昨年からは新設の「白桃美術館」となっている。

　家庭における父は、灌、たばこをやらず無芸大食、身な

りや流行に無関心。スマートの正反対。身体頑健、弱音を

吐かず頑張りや。世事は疎く、苦手。植物以外は音痴でい

ながら、慮然科学、社会事象、料理、漫画、作家等あらゆ

るジャンルに関心をもち、時には、照れ屋でロマンチスト

な内面をのぞかせた。こちらから言わせてもらえば、「明

治の人聞は！」とっい言いたくなるような頑固な発言をす

ることもあったけど、日ごろは、言葉は少なく文句も言わ

ず、大らかで、子どもぽい、ずっこけたところがあった。

　家族への愛精、愛着自体は入一倍強かったと思われる

が、マイホームパパとは正反対で、今の鋳代でいう“よい

央㌦“よい父”としては失格だろう。どこかでよく聞く話

のように、家庭のことは、経済、子どもの教育、付き合い

等、＝一切母任せであり、倹約に協力する以外、教師の仕事

と植物の研究に打ち込んだ。ただ、一昔前の「個と自立」

の概念がまだ育たない日本の多くの家庭のように、父と母

は良くも悪くも互いを頼りあい、それで家庭が保たれてい

たのだろう。父母は、家庭周辺のごたごたやいっの問にか

遠のいた親戚関係についても、子ども等にあからさまに語

ることはなかった。

　教　師

　父は、「よい時代に教師をさせてもらった。楽しかった。

今の時代では、とても勤まらない」としみじみ顧みていた。

　毎日、帰りは遅く、夏休みは採集で家にいない。私は、

子ども時代、“お父さんは先生らしくない先生だ”と眺めて

いた。

　父は、農村の寺の三男として生まれ、尋常高等小学校を

卒業後、検定で次々、’資格を得た。二十歳前から教師の職

につき、結婚前は家に仕送りまでしていたとのこと。

　私たち子どもには、「学歴がなかったおかげで学閥にと

らわれずにすみ、自由に広く、いろんな人と交流ができた」

とよく語っていたが、母は最近、「そのために悔しい思いを

したこともあるらしい。それらしいことを漏らしたことが

あった」と述べているe

　父が学歴や世間の風評にとらわれないのは、「実際は弟

子たちの要望等もあってそうはいかなかったのだが、『（僧

籍の）上の位はいらない』、r戒名はいらない』と言ってい

た」と父が話したその私たちの父方祖父（私の誕生前に亡

くなっている）や、教師かけ出しの時代に下宿をしていた

禅寺の僧の影響もあo’たのではないかと思われる。「その

坊さんは、『おまえたち、仏様の何を拝んでいるんだ？仏様

はどこにいる？ほら、どこにもいないではないか』と仏像

のあちこちを指したりしたe自分（父）と同年代の村で一

番貧乏な家の子を弟子にし、その弟子が試験の前になる

と、『坊主、勉強はいいな』と用を言いっけた。その弟子も

ちゃんと心得ていて、『はい』と返事をしていた。両方立派

だった。自分はよい扱いをされ、作ってもらった弁当を開

けると、『今月は待遇悪しきにっき』とのメモ書きと下宿代

から返金するお金が入っていたりした」という。この話

は、子ども時代から何國か聞いている。

　父と不思議な現象の話をしていた時にもこの僧のことが

出、「さっき、どこどこの婆さんが鐘をっきに来た（実際

は、来ていない）」と言って、その死を直感するようなこと

があったとのこと。

死後、4冊の小型のノートが残されていた。私は、最近に

なづてぱらぱらとめくった程度で、まだじっくり目を通す
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余裕をもてない。日記というより日誌。大正14年から昭

和46年11月に水島町宅から幸西宅へ転居するまでを、幅

4ミリの行に小さな几帳面な文字で、殆ど1日1行で記して

いる。以下、このノートを「1行日記」と記すことにする。

　文字通りに手足を使い、生徒、保護者、校長以下同僚教

師と素朴な交流をしていたことが伝わってくる一端を紹介

させていただこう。

　昭和2．〔Σ10「校長先生とともにブランコ修理。後、職

員全部で捕魚に出、大漁々々。（「おかげで新保巡査がおこ

るやら」を二本線で消去）。夜、役場の中村収入役も入りて

大宴をひらく」

　昭和7．3，25「長々手にかけたかわいい子どもの卒業式。

終わって茶話会。（中略）e夕刻はなっかしの子どもを玄関

で送る。終列車で星野先生を送る」

　“あの時代”、“田舎なればこぞではあるけれど、今の先

生方の置かれている状況とは大違いだったようだ。ただ、

度々の「神社参拝」の記載や、担任生徒名簿に「戦死」と

の追加鉛筆書きもある。古きよき時代とばかりも言えない

だろう。

で、「医者も組織の中で動かざるをえないのだから・・」と、

置かれている状況に冷静な理解を示しておりました。

　戦争に遭遇した世代の享年91歳は、天寿全うというべき

なのだろうが、これからいよいよ集大成をという時に病に

倒払約10年間、希望を持ち続けながらも完全復帰できな

いでこの世を去ったのは、気の毒で、残念だ。

　自身も周囲に種々ご迷惑をかけながらだったとは思われ

るが、不器用にしがらみに巻き込まれ、無念さ、憤り、気

苦労、気がかりで八方ふさがりの心境の晩年だったのでは

ないだろうか。病床で、「皆、立場立場でものを言うから。

一人も傷つけたくない。みんな墓場に持っていく」とつぶ

やくのを聞き、私は何も言えず、胸が痛んだ。他人を傷つ

けること、自身もこれ以上傷つくこと、どちらも耐えがた

かうたのだろう。

　延命装置がっながれる1、2日前だったろうか。苦しい息

で「終わりっ！」とのひと声。そして、3、4秒の静寂に続

いて、もうひと声「ありがとっ！」。最後に発した言葉が

「ありがとう」だったこと、それを聞けたことは、私には救

いであり、大きなプレゼントだ。

　老・病・死

　父は、1991年、スマトラへの採集旅行から帰うて間もな

くの「体育の日」の電話では、「元気、元気。どっこも悪く

ない」と自信満々の声だったのに、直後から思いもよらな

い病人”となり、以後、計4回の入院生活を送ることとな

った。卒業生の医師河辺先生を始め多くの方々にお世話に

なり、私たち家族もどんなに助けられたことか。

　入院中の父は、最初のころは、私が仕事を休んで見舞い

に行くことを気にし、「来なくても大丈夫」と替め気味に言

ったりもしていたが、最後の方では、私が「そんなに休め

ない」と言うと、「親が死にそうだというのに、役所という

ところはっめ一たいところなんだねえ」と子どもっぽいあ

たたかい声でっぶやいた。寂しかったのだろう。

　やっとのことで1か月の看護休暇の手続きができたの

に、その第一日目2002年7月29日、父の生命は尽きた。

　晩年は、老人特有な頑固な思い込み、くどさに加え、時

には、軽い抑うっやかんしゃくがみられることもあった。

たまに接する私は、閉口しながらも、“これで、仏様のよう

だと評されなくもなかったそれ以前の姿とバランスがとれ

た。入間一般のもっ感情をみんなもっていたのだ”と眺め

たりもした。父は、最後の入院では、一・時的だったが、膚

由を奪われた監禁妄想にも悩まされたe“家に帰りたい”

との思いは、強かった。

　ただ、最後の入院でも元気のある頃は、お気に入りの看

護師さんにお愛想を言ったり、患者との接触を欠き、殆ど

データで医療の指示をする医師を手厳しく批判する一方

　家には、仕上げ仕事用に準徳していた大量のガラスペン

ζ用紙が残されていた。それに、新聞切り抜きのファイル

と切り抜きのままが入っているダンボール小箱、それぞれ

多数。ファイルの題名は、「天皇」、fオオム玉r文学ふ「良

寛」，「大江健三郎」、「クレオパトラふ麹多熱私が送って

いた雑誌「サライ」を見ると、例え隷套欝警奪奪羅鐙号」

では、「森繁久弥」、「銘菓」，「ちまき」、fkxtY一ラS罫養働

酒」、「ニュージーランド」、「水上勉」、舞瞬隷硬琵出し

ラベルが貼られている。

　これでは、命はどれだけあっても足彗慧摯で窒よね。天

国でも、忙しいな一。

　父は、晩年、「自分にしか書けないことがあるから」と口

にしていたが、植物分野では、自身の集大成のほかに、従

来の、デカルト流の合理主義だけではない視点の生物学を

描きたかったのではないかと想像する。また、植物関係以

外の民俗、戦争などにっいても伝えておきたいものがあっ

たようだ。

　戦争（第二次世界大戦）については、「野呂（梢周中学校

卒業生。青森で医師〉の身体には、戦争での鉄砲の玉が入

っているのだ」など、何かの時に口にはしたが、Hごろは、

真っ向から政治批判をしたり、改まって戦争時代の体験を

譲ることはなかった。ところが、最後の入院時には、あた

摯澤るよ．うな口調で、戦時申や進駐軍時代のできごとをぽ

つ1）、ぽつりと口にした。「畿覇の言葉をわずかロにした

人が、憲兵に連れて行かれたきり渓らなかった」、「新潟も、
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機銃掃射を受けた」、「南高校の屋上で、線香の煙が上がら

ない日はなかった」等々。

　病床で、「延命装置はしない。身体を傷つける献体もし

ない」と言われていたが、延命では父の意に反した。この

点での是非は、今もって思う度に答えが違う。よかれと思

ってやったことは許してもらおう。ただ、「できればでい

いが、お母さんに買ってもらって、毎日見ていた玄関の前

の庭石を墓石にしてほしい」との希望は、墓石にはできな

かったけど、父母の選んだ墓地にしっかり据えることがで

きた。墓碑銘は、「自然とともに」とした。

　　　　　　　　　　　　夏

　家族は、最も身近にいても、気がっいてみると互いに知

らないことが多い。

　父の死後聞もなくの時期、父が黒板を背景に聴講者に話

をしているらしい写真をいただいたのだが、黒板に書かれ

た漢詩らしい草書は、父のものか否か、家族は誰しも判断

がっきかねた。父から漢詩を聞いたことはないし、その文

字は、几帳面というか、ちまちまというか、楷書しか覚え

がないeかなり後になって、父の文字であり、詩は、中国

の詩人「杜牧」作のf山行」と判明した。

　父と計4回行った山行の最後の苗場山で（父60歳、帰宅

するや佐渡の調査に出かけた）、小屋主の高波菊雄さんに

谷川岳の名物ガイドだったその父上高波吾策さんの様子を

父が伝えるのを、傍で聞いていた記憶が残っている。

　20年煎、尊敬もし、批判も向けていたある師の一周忌の

時、疎遠になっていた私がf亡くなられた後での方がっな

がりや影響を受けているような気がする」と言うと、「同じ

ことを何人かが言っていましたよ」と応えた方がいた。父

にっいても．そんな気がする。

　父を通して思わぬっながりの発見や出会いがあった。そ

のいくつかを順不同で記してみたい。時には、この世とあ

の世とは患っているよりも近いのかもしれない。

　羽飼澄子氏（記録映颪監督）

　私が大学2年か3年の秋、家から手紙がきたe“父は、東

京の虎ノ門病院に入院申のそれまで会ったことはない（後

になって・文通はしていたと膨いた〉羽田先生という方か

ら「会いたい」との連絡を受けて上京したが、私が試験時

期でもあるし．連絡しないまま新潟へ帰ウた。帰宅する

や．亡くなられたとの知らせを受けた”との内容。私は、

当時は晃知らぬ方の冤も悲しくs寮の唐室で涙を流しなが

らその手紙を読んだ記憶がずっと残ウていた。

　父の部屋の「羽瞬」のラベルのっいた標本箱は、羽田澄

子さんのお父さまから託された標本のだと知ったのは、そ

れから20年以上も後のこと。

　帰省し父母と食事をしていた時、桜の話になり、私が岐

阜県の「薄墨桜］の話をし、「羽田澄子さんがそれを映画に

したのを見た」と言ったところ、母が、「お父さん、羽田澄

子さんに会ってきたよ」と雷う。何かの会合の席でのこと

かと思ったら、上記のご縁から父は、上京の機会に羽田先

生の奥様羽田淑子さんをお訪ねし、同居のお嬢様澄子さん

にもお会いしたという。母は父から、“羽田先生には2人の

お嬢様がいらして、お一人は映画の道に、お一人は仏文学

の道に進まれたが、下の方は亡くなられた”との話を聞い

ていて、“あの羽田澄子さん”がその方と知っていたが、父

は、「映画の世界のことは全く知らず、ぴんとこなかった」

と、その時に初めて知ったかのようだった。

　私は、羽田さんの長編記録映画「片岡仁左衛門の世界」

の名古屋上映を機に（1993年暮。前売り券を買ってあった

が、期日の迫った持ち帰り仕事に追われており、一旦、行

くのを諦めようと思ったものの、思い切ってワープロを閉

じて出かけたのだった）、その後も「名古屋女性映画祭」で

お会いすることがでぎた。

　新潟市の資料室に保管されたというお父様の標本のこと

を話すと、「一緒に見に行きたいですね」と言われた。それ

を父に告げると、「今信とても見ていただけるような状態

ではない。もう少し待ってもらわねば」とのことだった。

　父は、羽田さんのインタビュー記事やテレビ番組を喜ん

で見ていたe

　前述「1行日記」によれば、昭和38．9．28「夜10時半の

急行で、羽田場氏の病気見舞いに上京」、38．9、29「朝6時

上野着。芝公園で朝食。赤坂葵町の虎の門病院7階713号

室に羽田蜀氏を見舞う。淑子夫人付添。11時辞去。白金

の自然教育園、神代植物園、井の頭公園の植物を見、10時

半の急行で帰宅」、38．9．30「午前1時、羽田氏逝虫の来電

ありeナカ（私の母の名）電話で知らせる」、昭和39．1．

29f羽田氏の遺品、癬苔植物標本（伊豆産）4箱到着」。

　伊藻文吉氏（北方文化博物館館長。父が旧新潟市立中学

校教師時代の生徒さん）

　父からよく話を聞いていた。「親は、豪農だが子どもに

贅沢はさせなかった。えらい人だった」と。よく外国に行

かれているとのことで、父を表すいろいろな蛙のお土産品

をいただいてもいた。私は父の葬儀で初めてお目にかかっ

たのだが、昨年、帰省時の11月23日にもs偶然、お会い

した。

　当日は、目覚めるや、あまりの晴天に刺激されて、寝込

みがちだった母を誘って外へ出かけることにした。予定し

ていた観光地のバスが廃止されていたと知り、バスの便が

あって、母は話には何回も聞いていたがまだ訪れたことが

一一　142　一一



ないという、北方文化博物館へ行くことにした。館内で、

グループの見学者に説明をしていらした方が「文吉さん」

だった。

　名古屋市の植物研究者　高木典雄氏、井波一雄氏

私は、仕事で名古屋にやってきたのを機に、そのまま今

日に至っている。名古屋の植物研究者の両先生と父はかね

てから交流があり、父は、来名時に訪ねて行った。植物に

関心のある私の友達の友達が、会の活動を通して両先生の

近況を知っていた。

　また、井波先生に関する1997年のテレビ番組をダビン

グして父に送っJたことがあるが、そこでは、“井波先生の標

本は千葉県立中央博物館に寄贈され、10万点のうち6千点

が整理済みで、データベースの作業中”と報じられていた。

　南方熊楠氏のこと（「河出文庫」中沢ra－一編集「南方マン

ダラ」衷紙によれば、「1867－1941。植物学・微生物学・

民俗学」）

　熊楠の名は友人から聞いて知った。その時は、特に関心

はなかった。

　父が南方熊楠に会ったことがあると知ったのは、義妹

（弟の妻）から聞いてだった。父は、聞き上手の義妹に何か

の話の中で自然に語ったらしい。私が父にそれを確かめる

と、その時の熊楠の大物ぶりを、その口調を真似て、口角

泡をとばし、生き生きと語った。“難しい人”と聞いていた

ので、逃げ帰れるようにリュックを熊楠の家の近くに置い

ておそるおそると訪ねたところ、歓待され、熊楠はざっく

ばらんに体験を話してくれたという。紹介してもらった旅

館に泊まり、翌日は、予定を変更して勧められた場所へ採

集に向かったとのことだった。

　「1行日記」に記載があった。

　昭和16．1．1「四方拝。午後4時の大阪行に乗り込み、紀

伊方面採集旅行に出立」。16．L4は記載3行。「バスにて

日高郡三尾村ヘアカウの自生状況の見学に行く。三尾村龍

王神社の御神木にっき神主の説明をきく。それより徒歩に

て御坊まで採集。途中、松林にて採集。標本をとりまとめ

て御坊局より発送e夕刻、田辺町に赴く。南方熊楠先生を

訪問。坂泰官林の紹介をうけ、コースを変更。田辺町吉田

旅館にとまる」。

　父は、「新潟の菓子『ありの実』を送ったのに対する礼状

の葉書があるはず」と言っていたし、義妹はそれを見せて

もらったことがあるというが、今年7月に、アイウエオ順

に整理されていた葉書の束を捜したが、見当たらなかっ

た。

　代わりにというか、シルクハット姿でミニの鳥居をかっ

いだひょうきんな写真の、牧野富太郎からの年賀状が1枚

出てきた。1937年（昭12）で、父が相川中学校動務時代。

父の出した年賀状に対して出されたものであろう。

　故中井猛之進氏（「中井先生j、「中井先生」と．植物学の

権威者として父からお名前はよく聞いていた。「1行日記」

にも、何回か記載がある）

　何年か前、職場の昼休みにたまたまのぞいた近くの図書

館で、新刊書の棚にあった「中井英夫全集」を何となく手

にした。以薗、趣味で植物をやっていた職場の先輩が、片

岡博氏の「山菜記」のあとがきに父の名を見っけて私に教

えてくれたことがあるが、その方が、「文学者の中井英夫は

中井猛之進の息子だ」と言っていたのを、私は「中井英夫」

についても知らなかったし、半信半疑で、、ただぼんやりと

聞いていたのを思い出したことからだったeページをめく

ると、最後の年賦に、「父、申井猛之進」とあった。父に告

げると、「誰からもそんな話は出なかった」と驚いていた。

大場秀章氏

　いけばな「草月」の雑誌に植物学者の同氏の連載がのっ

たとき、何か参考になるかと思ってそのコピーを父に送う

たところ、同氏と面識があり、「かって東大を訪れた時、世

話になった。部外者にも分け隔てなく見せてくれた」との

こと。先日（9月〉開いた手紙類の箱には、同氏からのもあ

った。

橋本吾郎氏

数年前、たまたまテレビで見たブラジル在住の植物研究

者橋本吾郎という方にっいてのダビングビデオを送ったと

ころ、過去に面識があったらしく、「驚いた」と感激してい

た。

　小泉秀雄という方

　「曼茶羅」や「やきもの」のページを見たくて買った季刊

誌「銀花」1999夏第118号には、特集「未完あ植物図譜隔

大雪山の父、小泉秀雄の足跡」ものっていたので、父に送

ったe

　先臥この本を開いてみたら、この特集のところどころ

が、鉛筆で線を引いたり、丸で囲ったりされていた。父は、

境遇も含めて共感し、しうかり読んだのではないかと思わ

れる。同氏は1885年〈明治18年〉生まれで、1945年（昭

和20年）に死去と記されている。

　そして、そこに“植物学者である兄小泉源一（1883－

1953）との相克”とある源一とは、父の遺品の古い封筒

（標本の送付か交換の手紙と思われる）の差出人に「京都帝

國大學理學部植物學教室小泉源一1とある方のことでは

ないだろうか。
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　「銀花」のこの号には、「小泉秀雄」とともに「まんだら」

の見出しラベルもっけられていた。父と曼茶羅を話題にし

たことはなく、意外だったが、育った寺が真言宗だったこ

とから、父には身近な領域だったのかもしれない。話し合

いたかった。

　　　　　　　　　　　皿

　作者不明という「千の風」の詩のことは、父が亡くなっ

た年の秋、大学時代の恩師宅で知った。

　今年の3月、たまたま立ち寄った書店で、「千の風になっ

て」（新井満著。講談社）の続編である「千の風にいやされ

て」（新井満監修、佐保美恵子著。講談社）が目に入り、母

にと買った。私は、新井満の名は知っているものの、本は

読んだことがなかった。開いてみると、同氏は新潟市出身

とのこと。「千の風になって」は、同氏の同級生である友人

川上耕氏の妻で病死された川上桂子氏の一周忌にあたっ

て、翻訳して私家版のCDにしたのが始まりとのこと。

　桂子さんのお墓があるという新潟市の「勝楽寺」を母に

尋ねると、「場所は知らないが、勝楽寺の住職さんは南高校

へ講演にいらしたことがあり、お父さんは、『見識のある立

派な住職さんだ』と言っていた」とのこと。

　4月、中学校のクラス会に出席した際、同級生に聞いて川

上耕氏の父上が元新潟市長の故川上喜八郎氏と知った。父

の部屋には川上喜八郎氏を追悼した「川上喜八郎一人と軌

跡（新潟日報事業社）」があり、その本には同氏に関する新

聞記事の切抜きが何枚か挟まれ、黄色くなっていた。

　そして5月、尾崎富衛先生の一周忌を迎えた時期、奥様

サチ氏からのお手紙で、“サチ氏はかって礎小学校の先生

をされ、当時、担任ではなかったが、同校の生徒だった川

上耕氏、新井満氏をよく知っていt”と知った。

　「千の風」は、古の昔から、地球の隅々まで、今も吹き続

けている。これからも、父を通しての発見や出会いがある

だろう。

　最後に、父に代わって、生前の御厚誼に加え、皆様お忙

しい中で追悼集を出していただけることを改めて感謝し、

また、不義理のままに終わっている方々にも、紙面をお借

りしてお詫び、お礼を申し上げたい。

　じねんじょ会が在野の強みを生かして、ますます発展さ

れるようお祈り申し上げたい。おにぎりを持って採集に行

く姿で次の世界に旅立った父は、今頃、大きなくしゃみを

しながら、尾崎先生等とともに、野山を存分に駆け巡り、

時には天から、時には風になって、声援を送っていること

だろう。

［1［1
k．，；

先生を支えた奥様　　　　　　　　　　父にっいての筆者・池上キクさん

　　　　　　　　いずれも柿の実る玄関で1997年11月
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