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アマダイ通信ＮＯ.１３７ 

（Tile fish network letter) 2020 年 コロナでも紅葉燃え 

知人・友人各位 

 コロナ禍の自粛宣言で国内外のあらゆる活動が滞り、止まる。人間も又、ウイルスを含

む自然の一部であると思い知る。他の動物と、人間同士、食うか食われるかの争いを繰り

返していた頃から数百万年、とりわけ産業革命以来の科学と産業、人智の発達は目覚まし

いが、45 億年の地球の歴史に比べ、人類の歴史はほんの一瞬。人智の及ぶ範囲も微々たる

もの。それでも未知のウイルスと人智を傾け格闘。闘う相手を間違えたトランプは負ける。

三鷹クラブの講演会中止で告知手段でもある 通信も休止。自らの底の浅さを知る。生き

ている、忘れられてはいけない。コロナに負けず、人間力を高め共に燃えたい！ 

 

◎誰か故郷を思わざる！郵便局の革ちゃんとイチゴ農家の義偉君 

1年浪人して が東大教養学部文科一類（法学部進学課程）に入学、学生運動に打ち込

み始めた頃、2 歳下の菅総理は、農業大学校に入学イチゴ農家を継ぐことが嫌で上京。

「集団就職」と書かれもするが、実家はイチゴ農家で成功、二人の姉は郷里で教師をする。

秋田で教師をするには秋田大学学芸学部を卒業するのが通常。女 5人、男 4人姉兄、親父

が明治から続く 3 代目の郵便局長の我が家でも、 より才気活発な姉もいたが、姉妹は

大学を受けさせて貰えず。 の岩舘小学校の学年は 1 クラス 40 人、八森中学校を経て太

平洋ベルト地帯に集団就職した者が多い。高校進学者は 10 人、大学で学んだのは 3 人。

娘二人にも高等教育を受けさせた菅家は、田舎では恵まれた家庭。 

菅総理は豊かであっても農家を継ぐ、田舎で埋もれることが嫌で、親の反対を押し切

り上京。白神の豊かな自然の中で、春秋は野山を駆け巡り、海に釣り糸を垂れ、夏は素潜

り、ヤスを構え海中でアイナメを追い、サザエやアワビを手掴み、冬はスキー、暗くなれ

ば本を広げ、勉強しなさいと親に言われることもなく、自由闊達に育った 。海と川、

隣県が青森と山形・岩手という違いはあっても、似たような自然豊かな、しかし戦後の貧

しい環境で育った郵便局の革ちゃんとイチゴ農家の義偉君。上京に際しての親の賛否、子

の自主性に任せるか？がその後の違いをもたらしたか？ 

法学部を卒業、エリートコースを突っ走ると、今は廃校となった岩舘小学校と八森中

学校で共に学び集団就職した仲間や、その日の糧にも困り一升の米を我が家で借り、綿入

りの蒲団もなく藁しべのマットに潜り込んで眠る貧しい村人と、どんな関係になるのか？

東大に入ったが故に悩む 。彼らとは敵対出来ない！貧富の差を拡大再生産する資本主

義を廃絶、資本と労働の対立を止揚し、共に豊かになる！階級意識に目覚め学生運動に走

る。三鷹の寮に住み、親の仕送りを受け、家庭教師や塾のアルバイトもしながら、「24時

間革命のために！」と学生運動に打ち込む。落第を繰り返し、駒場の教養課程に 7 年在籍、

7回警察に捕まり、起訴され足掛け 3年刑務所にも。出世の階梯を自ら外す 。 

親の反対を押切り上京、親の支援もなく苦労の末 2年後法政大学に入学。革共同中核派

の拠点の法政で、盛り上がる学生運動を横目に苦学、24歳で卒業。総理は学生運動に心動

かす余裕はなかったのか？社会を動かすのは政治だ！とようやく政治に目覚め、政治家の

秘書になるのはやはり故郷への思い、あの貧しさをどうにかしたい！という想いからか？



 

 

137 2 

誰か故郷を思わざる！ 

 

◎三島由紀夫と新潮文庫の百冊 

月曜大阪、火曜名古屋、金曜大阪と、コロナ禍でも週に 3 度目ののぞみに。鞄に UCカー

ドゴールド会員の会誌てんとう虫 10 月号を忍ばせる。頁を捲ることもなくマンションの

地下に古紙として運ぶが、「三島由紀夫没後 50 年」のタイトルが目に躍る。因縁の三島由

紀夫。大学に入って代表作金閣寺を読み、人間の性の不思議、奥深さ、深淵さに惹かれ、

一気に読む。潮騒も、大作豊饒の海も読む。思想的には右で相容れないが、一気に引き込

まれる構成力、洞察力。文学として大いに惹かれる。学生運動にのめり込むにつれ、より

直截的な思想書、社会科学書を専らとし、迂遠でまどろっかしい文学からは遠ざかる。 

1969 年、東大闘争で全共闘が封鎖中の駒場キャンパスに、ある日突然三島が闖入。駒場

で一番大きな階段教室、900 番教室に三島が現れるや、駒場は沸騰する。学術会議会員の

任命問題でマスコミによく登場、一糸纏わぬ頭皮を輝かせる大西隆元学術会議会長などの

党派、構造改革派（フロント）の諸君が呼ぶ。「国体護持」を掲げ、後輩の駒場の学生を

説得して母校を「正常化」させようとする三島と、「帝大解体・造反有理」を叫び、日本

と世界の革命を目指す、全共闘に集う新左翼各派の東大生と噛み合う筈もなく、長い闘論

の末物別れ。緑のヘルメットの下の、大西君の豊かな翠の黒髪が、今は懐かしい。 

三島の死を知ったのは翌年。足掛け 3 年、70 年は丸ごと、3畳一間の独房に、一室おき

に閉じ込められた、今はない中野刑務所。分厚いコンクリートで隔された独房でも何かし

でかすのではないかと、ひとつおきに容れられ、それでも窓の鉄格子をボールペンで叩き、

「今日は 4.28 沖縄デーだ！」などリレーしてはインターナショナルを大合唱。看守は右

往左往。購読する読売新聞は墨塗り。ラジオもプツン、プツン切れて聞こえない。これが

「検閲」か！ラジオの検閲にはタイムラグ、三島が何かしでかしたとはわかる。差入れの

仲間からも情報。鉄格子をボールペンで叩くアナログ手法でも、情報は瞬く間に伝わる。 

5 歳の孫息子と保育園に同伴出勤。娘のマンションのエレベーターホールで東京海上の

会長、山高帽とスーツ姿の似合う紳士、端正な慶応ボーイと久し振り会う。大学も違い、

あいまみえることはなかったが、同時代の空気を吸い学生時代を過ごす。片や日本を代表

する企業で努力を重ね、出世の階梯を真っしぐら。片や人生双六を往きつ戻りつ。大きく

なったね！男前だね！と、我が孫息子に、共に温かい眼差し。身近かに置いておけば、孫

達が手に取り、本の虫になってくれないかと淡い期待を抱く。新宿の紀伊国屋書店で新潮

文庫の 100 冊を買う。土曜日、房総は江見のリゾーとマンションの本棚に並べる。その横

には 爺が買ってやり、小 5 の孫娘が読み終えた少女小説。いつ隣り合わせの新潮文庫

の 100冊に、三島の潮騒と金閣寺に手が伸びるか？その時、何を感じ、何を想うか？ 

 

◎雲海で奮闘、老々介護新しいステージへ！介護保険制度に感謝！ 

5 月末、酔って 8 時頃床につく。夜中 1 時頃目を覚ますと妻がベッドにいない。9 時頃

寝る妻も 12 時から 1 時くらいにトイレに起きる。トイレとの間で、パジャマの上衣、下

半身は裸で、歩行器に掴まって立ち往生。トイレ側に小さな固形物、周りに汚れ。ベッド

に汚れはなく、紙オムツをさせ寝かせるが、一度歩行器から手を離すと後向きに倒れ、壁

に頭を打つ。固形物を拾い上げ、トイレクイックルで汚れを拭き取り、雑巾で一帯を拭く。
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居間で読み残しの日経新聞を読み、風呂に入り出て来ると妻は又、トイレに。小水だけで

再度ベッドに。数年来パーキンソン病だ、レミー小体型認知症だと、手足の痺れ、痛み、

震え、幻聴などがあり、鎮痛剤や眠剤を飲み朦朧としている上に、お腹の調子を壊す。 

翌朝はいつもより遅く、6 時頃目を覚ますが、妻は起きる気配なし。7 時頃寝室の照明

をつけるが起きて来ない。8 時頃寝室から出て来るが下痢。臭いもすごい。お風呂でオム

ツを取り、下半身をお湯で洗ってやり、新しいオムツをしてやる。トイレに行きたいと便

座に座るが何もなし。取り敢えず新しいシーツに替え、パジャマも着替え、甜茶を飲ませ

て寝て貰う。洗濯機を回す。顧問先での会議は欠席することにし、少しベッドで休ませ、

薬を飲まなくちゃと気にするので、買い置きのレトルトの梅粥をお湯で温め食べさせ、服

薬。昼過ぎ、時々世話になる近くの病院へ。普段飲んでいる薬に入っている整腸剤とは別

の整腸剤を貰っただけだが事務所には行けず。自営で時間の融通が利くが、サラリーマン

ならどうか？介護離職から生活破綻につながらないか。 

思い掛けなく「ウン海でフン闘」する日々がひと月ほど続く。思い余って救急車を呼び、

かかりつけの順天堂江東老人病院に入院させて貰う。いずれフェードアウトするにしても、

そのプロセスは様々。妻が先に要介護になる場合は確率的に少ないだろうが、ケアマネー

ジャーはよくやっていると を褒める。待ったなしの事態になっても、全然やらない旦

那もいると。介護保険制度が出来る時勉強会に参加したり、「介護の社会化！」を叫び末

端で少しは運動も。介護保険制度があって助かる。なければ老々介護なんて無理、まして、

「人生百年時代のライフシフト！」など絵空事。73才で現役並みに働くことは出来ない。 

 

◎老々介護から、介護付き有料老人ホームへ！ 

核家族の現代だけでなく、3世代同居の大家族の時代でも、家族介護は悲惨だった。

が働きながらの老々介護の生活が維持出来なくなれば老人ホームに入って貰おうと、近所

の特別養護老人ホームの個室に申し込むが、「現役」並みの の稼ぎからすると直ぐには

無理。一昨年の 80 番台から 50 番台と順番は上っても、いつ入れるかわからない。取敢え

ず特養は諦め、介護付き有料老人ホームに入って貰おうと思っている所に、タイミングよ

く朝日新聞に折り込みチラシ。介護付有料老人ホーム、サニーライフ芝浦を見学。 

旧七帝国大学の同窓会誌学士会報に広告がよく載る大手介護付有料老人ホーム。芝浦

は 6 月オープン、135 番目の施設で、建物のオーナーは三菱地所。モノレールの天王洲駅

から徒歩 18 分、入国管理事務所の隣、品川の港南口からバスが頻繁に走る。晴海からも

近い。定員は 225 人、サニーライフ全体では 1 万 5 千人の入所者、個室は 15 平米ほど、

ウォシュレット付トイレ、洗面は車椅子仕様でゆったり、クローゼット付、新しく清潔、

快適そう。お風呂は週 2 回。入居金はなし。18 万円ほどの月額利用料を 12 万円に下げら

れたのもスケールメリットの賜物と。本当？大丈夫？とも思うが、天下の三菱地所が大家

なら安心。60歳以上、要介護 1から 5まで入所可能、終末まで面倒みるとのこと。病院へ

の通院にも所員が同行、入院中も基本料金を払えば退所しなくていい。オムツ代や介護費

用などを入れても月 20 万円で十分間に合いそう。有料老人ホームもピンキリだが、妻の

年金に若干足せばどうにかなりそうで手頃。 

入院した順天堂江東病院によれば、下痢は心因性ではないか？ が外出して一人にな

るのが不安で、ストレスだったのではないかと。それなら尚更、施設に入った方がいい。
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最初は自宅に帰ると言っていた妻も、日中一人になるのは不安だと言う。 が一日中一緒

にいる訳にいかない。老人ホームでリハビリもしてくれ、以前の様に歩行器で歩けるよう

になり、日中もヘルパーの目が届くなら安心。大腿骨を骨折、人工骨に置換したり、今回

の「雲海での奮闘」騒動もあり、本人も自宅への退院は諦めがついたよう。一か月の入院

が終わり介護付き有料老人ホームに入所。 も老々介護から解放される。 

 

◎房総で上海ガニ！ 

「自粛」解除で、小 5 の孫娘は寄宿する伊豆の中央区立宇佐美学園に帰ることに。6 月

半ばの週末、5 才の孫息子も一緒に鴨川の江見のリゾートマンションへ。鴨川の蔦やで孫

娘には少女小説を 10 冊、孫息子には図鑑を 2 冊買ってやる。文字の読めない孫息子の目

当ては付録の DVD、恐竜が大好き。いつものように出口でガチャをやりたいと、百円硬貨

を 2 枚渡す。スーパーベイシアで夕飯に寿司を買う。暮れなずむ江見の浜辺に急ぐ。 

どうにか天気は持ち、いつもの館山寄りの砂浜ではなく、鴨川寄りの磯浜に。舟着場

のコンクリート斜面を下り、波間に浮かぶ岩場、生命溢れる潮溜まり、色とりどりの海草

の間で群れる小魚や小エビ、逃げ隠れする小ガニを網で追いかける。海草が生えツルツル

したコンクリートの斜面で孫息子は滑って転び、後頭部を強かに打つ。抱き抱えて、タオ

ルで頭を拭いてやると、不思議と泣かない。万が一の怪我も考えるが、大丈夫そう。痛い

目に遭いながら学習し、成長していく。リスクを怖れ、安全だけの人生はつまらない。古

い堤防のコンクリの隙間からこちらを覗くカニ達を残し、夕焼けの浜を後にする。爺が前

日の日経新聞を読む間、孫息子は DVDに、孫娘は小説ではなくスマホに夢中。爺が手酌酒

をする間、孫達は無邪気に風呂でふざけあう。孫息子の不測の事態は避けられたよう。 

夜中の雨も上がった日曜日の朝、孫息子が前日とは違う海がいいという。潮溜まりに

小動物が遊ぶ磯浜が面白いと思うが、孫息子の意見を尊重、館山寄りの砂浜へ。大きく潮

が引き、砂浜に小岩が点在、先にヤスのついた短い竹竿を手に岩の下を探る爺さん。手に

持った網に拳大のカニが数匹。上海ガニだよという。小さい頃川や浜辺で捕まえて遊んだ

鋏に毛の生えた藻屑ガニ（上海ガニはチュウゴクモクズガニといい、同属異種）。秋田で

は食べなかったが、茹でて食べると美味しいという。孫達と小岩をひっくり返し、小ガニ

を捕まえて喜ぶ。逃げ遅れたか浅瀬に黒っぽい海牛（アメフラシ）。初対面の海牛に恐る

恐る触ると、海牛も塩水を吸ったり、吐いたり、大きくなったり小さくなったり。慣れて

くると持ち上げてペットにしたいと孫息子は興奮。孫娘は自分もタコを見つけたと去年の

夏の白神の海の想い出自慢。小ガニを捕まえようと大きめの岩をひっくり返すと大きなモ

クズガニが飛び出す。カニも驚いたろうが 爺ちゃんもびっくり。毛の生えた両手の鋏

を大きく開いて抵抗する藻屑ガニの甲羅をむんずと捕まえるとカニは降参。爺も心躍る。

童心に帰って何回も岩をひっくり返す。一つ岩の下に 3匹も潜んでいて都合 5 匹も捕まえ

る。ぎっくり腰をやるとまずいと思い止めるが、思いがけない収穫に孫達は大喜び。 

短い竹竿の先にカニに似せた細工物を載せ、岩の下をまさぐる爺さんも。マンション

近くの地場スーパー三原屋の親爺と名乗り、タコ付けをしているのだと。白神の海でも秋

に長い竹竿の先のアワビの貝殻に朱布を被せたり、赤いカニを型どったゴムを載せて、タ

コのいそうな岩場を游がせ産卵のため浅場に来たイイダコを捕まえると言うと、マダコの

子のムギダコが目当てだと言う。大きめの岩に無数についたイワガキを無造作に鉤で開け、
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食べると美味しいという。ヌルットした生牡蠣の柔らかさ、生臭さが 爺は苦手。生牡

蠣を食べたことがあると、孫娘がペロリ。美味しいとにっこり。取れ立てイワガキを生で

食べる贅沢。楽しさ満載の房総紀行。幾つもの生まれて初めての感動をビッグデータとし

て脳内コンピューターに蓄積、子供達は成長していく。より多くの自然との邂逅（出逢い）

を！真っ白な記憶のキャンパスに無数の感動を美しくスキャンさせたい！ 

の三度目の韓国ツアー 

「百済・新羅 2 つの文化を巡る韓国南部周遊 4 日間」（19.3.31～4.3 旅物語）（Ⅲ） 

④コスメと激辛は爺と孫娘の敵 

韓国にも横断歩道はあるが、日本以上に車優先社会だ。日本でも横断歩道に歩行者が

いても止まらない車が多く問題になっているが、日本よりひどい。日本では手を上げれば

止まるが、歩行者は車の切れ目を狙って渡るしかない。何のための横断歩道か！コスメ店

へ。女性のツアー客の目的の一つはコスメ大国韓国でのコスメショッピングなのだろうが、

爺と子供には無縁。腰をおろせる場所を探して読書と紀行文書き。大邱観光の 2回戦は大

邱随一の繁華街、東城路（トンソンノ）の散策。ソールの繁華街と言えば明洞（ミョンド

ン）だが、テグでそれに匹敵するのが東城路だ。歴史のある大邱百貨店を中心に、ホテル、

若者向けのグルメ、ブランドショップ、映画館など何でも揃い、日本の大都市の繁華街と

変わらない。地下鉄 1 号線の中央路駅の東南部の繁華街の反対、西南部一帯は韓医院や漢

方薬局が集中する有名な薬令市。地下鉄が通る南北の通りをはさみ対照的な韓国の今昔が

広がる。ハヌル湖水店でコスメショッピング、ここでも爺と孫娘は湖畔を散歩するのみ。 

夕食はタロクッパ、スープの中にご飯が入っている料理がクッパだが、「タロ」とは「別」

の意で、ご飯とスープが別々に出される大邱の郷土料理。辛い野菜スープの上に肉が 3、

4 切れ入っている。キムチとナムルでビールとマッコリを飲る。ビール 4000 ウォン、マ

ッコリ 3000 ウォンと安い。720ml 瓶では飲みきれず持ち帰ることに。辛くて食べられな

いとメイはスープとご飯が一緒で辛くないシロクッパに替えて貰う。カップヌードルもあ

るからと部屋に帰るが、スーツケースには入っていない。入れ忘れたよう。シャワーを浴

び、メイが寝付くまで持参の乾きものでマッコリ。メイは産まれたままの伸びやかな姿で、

無邪気に踊ってふざける。第二次性長が始まったら、こういう訳に行かないのだろう。 

3 日目、先ずは昨日と同じ食堂で朝食。ワカメ汁ではなく味噌汁（チゲ）、魚の皮の唐

揚げと千切りにしたイカの佃煮がメニューに加わる。両方ともちょっと甘めで、辛くなく

美味しい。メイも魚の皮の唐揚げをパクパク食べる。盛岡名物わんこそばのような小振り

の黄色い麺を 7 盛りほど、モヤシ炒めとゆで卵も食べる。かつての白羅の首都慶州へ 77

キロ、日本の賠償金で韓国で最初につくられた高速道、京釜高速国道を 1 時間のバス旅。 

 

⑤技術力の差を拉致で埋める！ 

古代朝鮮半島には 3 つの大国。北部の高句麗、西部の百済、南東部の白羅があり、白羅

が 7 世紀後半に唐と組んで百済（660 年）と高句麗（668年）を滅ぼし、さらに唐軍を撃退

（676 年）、初めて朝鮮半島を統一。中々の策略、戦略。ただ大同江（平城付近）以南の

朝鮮半島の支配であって、同時代に北方は渤海が支配。大和朝廷同様、大陸に倣い律令な

どの制度や仏教文化を導入、935 年に高麗に滅ぼされるまで、その首都を慶州においた。
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因みに高麗は李氏朝鮮が建てられた 1392 年まで続く。慶州は日本で言えば、奈良・京都。

都市自体が公園で屋根のない博物館とも言われる。世界遺産仏国寺の近く、コロンホテル

にはゴルフ場があり、プレーヤーが各々カートを引きプレー。電動カートにゴルフバッグ

を積み、四人で一緒に移動することの多い日本では珍しい。仏国寺は韓国仏教界の最大勢

力、曹渓宗の第 11 教区本寺、吐含山の麓にある。白羅全盛期の仏教芸術の傑作品。慶徳

王の時代の 751 年、宰相金大城により建立が始められ、774 年に完成、最盛期の 8 世紀に

は 60 棟ほどの伽藍があったが、李氏朝鮮の仏教弾圧もあり、長らく廃寺になる。日本統

治時代に朝鮮総督府により石壇・石廊を含む主要構造が修復される。 

世界遺産仏国寺の後は青磁の窯元へ。青磁の青緑色は釉薬や粘土に含まれる酸化第二

鉄が高温での焼成により、酸化第一鉄に還元されることで、青から緑を発色した美しい透

明ガラスになるという。還元の割合と釉薬中の鉄分の量により、黄色がかった緑から空色

まで大きく変化する。青磁は紀元前 14世紀頃の中国・殷が起源とされ、後漢（25～220年）

の頃に流行し普及、景徳鎮が有名。色が碧玉に近いことで、唐代以降多くの文人、知識人

に愛された。東アジア・東南アジア各地に広まり、11 世紀頃高麗にも製造技術が伝えら

れたが(高麗青磁)、中国では雑窯の下の質の安物として扱われた。日本でも 11 世紀頃か

ら唐物が輸入され、珍重されるようになったが、日本で生産されるようになったのは 17

世紀以降。豊臣秀吉の朝鮮出兵、別名「焼き物戦争」で多くの朝鮮の陶工を拉致してから。

陶工の拉致による青磁技術の獲得が秀吉の朝鮮出兵の目的だったとも言われる。 

「拉致」の先輩秀吉は北朝鮮のお手本か？陶工を拉致、陶芸技術を盗むための大軍派遣

なら、なんとも非効率。それとも青磁の技術にそれだけの価値があったのか？交通通信手

段の乏しい時代、多少の厚遇はあっても、遠い異国に拉致された者の心情や如何ばかり。

現代の韓国の半導体産業や鉄鋼業など、更には中国の先端産業が行った様に、厚待遇を提

示して日本の技術者をスカウトする方法も。それは一足先に先進国の仲間入りをした日本

の歩んだ道。歴史は繰り返す。情報・交通手段の乏しい時代、他に手段はなかったのか？

茶人秀吉としては自前の青磁の茶碗がどうしても欲しかったのだ。朝鮮と日本、6 百年の

タイムラグ。かつて中国で粗悪品の安物とされた高麗青磁も、高価で手が出ず見るだけ。 

更に普門湖へ。レジャーとレクリエーションのために造られた人造湖。折から満開の

桜の下を散策。湖に浮かべられた大きな白鳥が湖面を滑り、遊園地のジェットコースター

や絶叫マシンからは悲鳴と歓声。有名ブランドのリゾートホテルが林立、植物園やサイク

リングロード、ゴルフ場まである。平日というのに凄い人出。桜並木を世界遺産の慶州歴

史地区・古墳公園「大陵苑」へ。慶州の中心部、繁華街のすぐ隣に突然古墳群が現れる。

慶州の中でも最も大きい古墳群で、約 12万坪の敷地に 23基の古墳を擁する公園。1973年

に発掘調査され、内部を公開している天馬塚を見学。国宝に指定され、現在は国立慶州博

物館に展示されている金冠などが発掘され、それらのイミテーションのきらびやかさで、

往時の栄華を偲ぶことが出来る。お昼は石焼きビビンパ、コチジャンを入れないと辛くな

いので、メイも完食。爺は今回も地ビール CCR1500 ウォン、メイのサイダー1 缶 300 円。

隣がアメジスト（紫水晶）の宝石免税店、うまくシステム化されている。2 つの店のトイ

レが共通な所をみると、経営は同一か。韓国人は中々の商売上手。（続く） 

 

◎隣に住むのは誰？T シャツ作戦から ZOOM オフ会へ！ 
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三鷹寮から歩いて 3 分の所に住む辰先輩、1965 年文 I 入学、1969 年 3 月教養学部教養

学科国際関係論卒。2 年生後期に寮委員長に。 も寮委員になり、後に委員長に。卒業

後国際金融が専門の東京銀行（三菱 UFJ 銀行に吸収）に勤め三菱銀行との合併（1997 年）

までドイツに 13年半、中近東に 3年半勤務、第 2の職場サンデン(株)でもシンガポール、

英国に計 4 年勤務の国際派。2003 年に英国から帰国後、1990 年 がミサワホーム時代、

ミサワホームのプレハブ住宅ではなく！故郷秋田杉のプレカット材で建てた、ベランダか

ら寮が見える家に住む。20年近く 達と三鷹寮の学生、院生と交流・親睦を続ける。 

コロナ禍、東大に入ったはいいが入学式も、オリエンテーションもない。ロックアウ

トでキャンパスには入れず、授業もオンライン、新しい寮生名簿もなし。上京せず実家で

オンライン授業を受ける寮生も。辰先輩を中心に三鷹寮 T シャツ作戦。OB から資金を募

り、MSC（寮委員）の皆さんが Tシャツを制作、寮生、院生に無料配布。T シャツ着用者は

寮生と分かり、寮生同士の交流が始まる仕掛け。併せて寮生のデータを収集。沢山の OB

から熱いカンパを頂き、T シャツを作っても大きく余る。追加で T シャツを制作、同時に

寮生同士の交流を図る寄付の趣旨を生かし、余資で ZOOM オフ会、オンライン交流会を開

催。同じ時間に同じものを食べて語り合うことでカンパニー（パンを一緒にするのラテン

語から）を実践。北から南まで異なる環境で、異なる方言を話しながら育った多彩な才能

が集い、留学生も多い三鷹寮。寮にいる間に親しい友人を沢山作って欲しい。同じ屋根の

下で親しくなった学生時代の友人は一生の宝。オンラインという不自由な環境だが、大い

に語り合い、楽しみたい。 事務所から落語家春風亭昇吉さんも参加。出席者は田名部

琉（2019・文Ⅱ・嵯峨野）、柴田卓巳（2020（院）・教養学部地理・空間コース・東葛飾）、

飯島星南（2020・理Ⅱ・前橋）、大井勇希（2020・理Ⅰ・浜松北）、大竹登夢（2020・理

Ⅱ・本庄東）、川口颯午（2020・文Ⅲ・宮崎西）、黒田光太郎（2020・理Ⅱ・愛光）、富

張聡祥（2020・理Ⅰ・高崎）、西原靖貴（2020・理Ⅱ・茨木）、OB が國枝明弘【春風亭昇

吉】（2003・文Ⅱ 経済学部経営学科・城東）、 （1966・文Ⅰ 法学部・能代）、辰紘

（1965・文Ⅰ・教養学部教養学科国際関係論・三国丘）。 

 

◎9 月（2020 年度第 2 回）三鷹寮生オンライン交流会、ベルギーからも 

 前回同様寮生の皆さんには、予め OB 会負担で MSC 委員長の田名部君がバイトするかっ

ぱ寿司と、奥方も共にかっての駒場共闘の仲間、母校にも多額の寄付をする外食王、小川

賢太郎オーナー（S43 年文Ⅰ入学）のゼンショーグループ、華屋与兵衛から食事を持ち帰

れる様に、特別に手配。OB を含め参加希望者は折り返し、幹事の辰さん及び 事務所に、

①氏名、②出身地、出身高校（院生は出身大学・学部）、③入学年、科類、進学学部学科、

大学院（予定含む）、④三鷹寮部屋番号又は住所、⑤携帯電話番号、⑥メールアドレス、

⑦趣味、サークル、職歴などをメール、 事務所で名簿を作成、Zoom のための URL 配布

と今後の交流のために、フィードバック。遥かベルギーから、名門多国籍化学企業ソルベ

イの研究所長として活躍する、1995 年「国際学生宿舎」入寮の横田和彦さん（土浦日大、

理Ⅰ）が参加、基調報告をして頂き、「国際交流」を楽しむ。 

参加者は張亨碩（2017・理学部情報科学科 情報理工学系研究科（M2）・巣鴨）、田名部

琉（2019・文Ⅱ・嵯峨野）、綾野拓全（2020・理Ⅱ・津）、出水小春（2020・理Ⅰ・四天

王寺）、大竹登夢（2020・理Ⅱ・本庄東）、金高青葉（2020・文Ⅱ・旭丘）、栗原柾由（2020・
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理Ⅰ・岡崎）、桑原秀彰（2020・文Ⅰ・札幌南）、下村信雄（2020・文Ⅰ・六甲学院）、

関戸悠真（2020・理Ⅱ・仙台第一）、富張聡祥（2020・理Ⅰ・高崎）、西原靖貴（2020・

理Ⅱ・茨木）、平井雄基（2020・理Ⅱ・出雲）、藤井陽太（2020・理Ⅰ・愛光）、三ヶ尻

祥汰（2020・理Ⅱ・大分舞鶴）、森郁哉（2020・理Ⅰ・久留米大附設）、吉田舜太朗（2020・

理Ⅰ・大分上野丘）、OB が國枝明弘【春風亭昇吉】（2003・文Ⅱ 経済学部経営学科・城東）、

横田和彦（1995・理Ⅰ 工学部材料工学科・土浦日大）、勝部日出男（1968・文Ⅰ・米子東）、

（1966・文Ⅰ 法学部・能代）、井原正登（1965・理Ⅰ・長野）、打林國雄（1965・理Ⅰ 

工学部都市工学科・富山中部）、辰紘（1965・文Ⅰ・教養学部教養学科国際関係論・三国丘）。 

 

◎10 月（第 3 回）三鷹寮生オンライン交流会、 事務所でハイブリッドに 

2012 年入寮の吉井啓太さん（理Ⅱ、2014 年農・獣医進学、2018 年～北大大学院医学院

社会医学分野博士課程、2020 年 2 月～6月厚生労働省クラスター対策班参与）に、コロナ

対策班の「8 割おじさん」こと西浦教授の弟子として厚労省の参与も務め、コロナ禍の渦

中の真っただ中で感じたことも含め、進路選択や最先端の研究事情、インターンとして就

活中のことなど、忌憚ない意見を交換し、交流。吉井君、昇吉君、Dhruv 君は 事務所で

が用意したデパ地下惣菜と宅配寿司で、リアルとオンラインのハイブリッド交流会。 

参加者は Tengisbold Gankhuyag（2019・工学部化学システム工学科・モンゴル）、Dhruv 

Iyer（2019・理Ⅰ・ムンバイ）、旭博佑（2019・理Ⅰ・久留米大附設）、橋本侑京（2019・

理Ⅰ・土佐）、飯島星南（2020・理Ⅱ・前橋）、出水小春（2020・理Ⅰ・四天王寺）、金

高青葉（2020・文Ⅱ・旭丘）、栗原柾由（2020・理Ⅰ・岡崎）、桑原秀彰（2020・文Ⅰ・

札幌南）、下村信雄（2020・文Ⅰ・六甲学院）、関戸悠真（2020・理Ⅱ・仙台第一）、戸

澤太陽（2020・文Ⅰ・奈良学園）、富張聡祥（2020・理Ⅰ・高崎）、藤井陽太（2020・理

Ⅰ・愛光）、三ヶ尻祥汰（2020・理Ⅱ・大分舞鶴）、弓矢基貴（2020・文Ⅱ・Lafayette High 

School（アメリカ ケンタッキー州））、OB が吉井啓太（2012・理Ⅱ 農学部獣医・筑紫丘）、

國枝明弘【春風亭昇吉】（2003・文Ⅱ 経済学部経営学科・城東）、田中清文（1976・理Ⅰ 教

養学部基礎科学科・甲陽学院）、高見邦雄（1966・理Ⅰ 中退・米子東）、 （1966・文Ⅰ 

法学部・能代）、井原正登（1965・理Ⅰ・長野）、打林國雄（1965・理Ⅰ 工学部都市工学

科・富山中部）、辰紘（1965・文Ⅰ教養学部教養学科国際関係論・三国丘）。 

 

◎マスク美人、目は口ほどに物を言うのか？！（結びに代えて） 

コロナ禍でマスク姿が普通になると、目だけが目立ち、若い娘は皆綺麗に見える！と思

うのは だけか？目元が涼しいとか、眉目秀麗とか言われるが、眉目とおでこに余り差は

なく、美醜を決めるのはマスクで隠された部分で、口は目以上に物を言う！ということか？

確かに麻生副総理など、ぺしゃんこな鼻が曲がり、口はさらにひん曲がる。醜男の最たる

もの、マスクがそれを隠してくれる。得意の帽子も、巷間言われる頭の中身のなさを隠し

てくれるのか？彼にとってマスクと帽子は必須。我が秋田出身の初の宰相も麻生副総理を

重用。折から学術会議会員の任命問題で答弁を棒読み、言を左右にし、答弁力に疑問符、

支持率も急落。とにかく決めるのは俺だ！とばかりに人事権を振り回し、にらみを利かせ

ようとする。強権をちらつかせ脅すだけでは、人事の菅が人事で墓穴を掘りかねない。帽

子は別として、醜い所はマスクで隠した方がいい。ヒョットコ副総理に倣って。再見！ 


