気楽にふれあい 楽しい人生に！

平成 26 年 6 月 2１日発行(第９7 号)

横 浜 栄 楽 クラブ

横 浜 栄 楽

代 表 安部 公良
〒247－0008 栄区本郷台 5－26－9
TEL 045－893－0900

第 109 回定例会講演記録
日 時：平成 26 年 4 月１9 日（土）11 時～12 時
会 場：地球市民かながわプラザ 1Ｆ（多目的室）
演 題：「心臓病について」
講 師：西塚 倭男氏「会員、元副代表、現会計監査役」
（講演の要旨）

も蘇生可能なバッグ形式の有力な救命具が開発さ
れていますが、当時は、病院に救急車で入れば即、
手術が出来たのですが、私の場合は 2 ヶ月後の順
番待ちで、その当日のことは鮮明に記憶に残って
おりまして、手術室に入る前に、先ず全身麻酔注
射を受け、約 6 時間かかり、術後は 2 日間集中治
療室で過ごし、その後、一般病棟に移動し、運動
療法等を経て約 2 週間で退院となりました。費用
は通常 2～300 万円かかる由ですが、自己負担は 25
万円～30 万円でした。退院後は 3 ヶ月に 1 回、再
検査のため通院しております。

皆さま、お早うございます。只今、議長の小西
さんよりご紹介頂きました西塚でございます。
見識のない私が高い所から誠に僭越ではありま
すが、昨年末に安部代表から講演を依頼されて、
固辞いたしましたが、再三の依頼で、将来、会員
の皆さま方のご参考になるならばと蛮勇を奮って
拝命しました。私は当会に平成 10 年に入会しまし
て、近く傘寿（80 歳）を迎えます。つくづく長生
きしたなと（笑い）思いますが 12 年前に昵懇の東
芝病院から紹介状を受け「葉山ハートセンター」
（2013 年、読売新聞社調べー冠動脈バイパス手術、
心臓カテーテル治療等治療数の合計 463 件）で心
臓病バイパス手術を受けました。
その体験等をお話しさせていただこうと思いま
す。
手術の決断を致しました当時の症状は、飲み会
などで飲酒後、死ぬほどの超激痛ではありません
でしたが、胸痛が数分から 20 分位続き、また日中
も時として締め付けられるような胸痛があり、頭
の中で、突然死となれば葬式のことなど家族に心
配をかけ、年金も少なくなる（笑い）ことなど思
いを巡らしたものでした。
最近では心臓病の対処法も進んでいましてＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器）など心肺停止の状態で
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【7 月～8 月行事予定】

(詳細はｐ6 をご覧ください)
7 月 10 日（木）
8 月 14 日（木）
7 月 9 日（水）

定例会

8 月１6 日（土）

お茶を楽しむ

社会見学会

7 月 17 日（木）
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7 月 30 日（水）
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自分では良い経験が出来たと思っていますが、その
せいかお酒が以前より強くなりました。（笑い）
次に、ご参考までにお手許の配布資料コピーを見
ていただきますが、心臓はご当人の握りこぶし位の
大きさで、左心と右心に分かれ、更に静脈血を受け
る部分（心房）と送り出す部分（心室）の 2 つに分
かれます。全身に血液を送る大切な臓器でポンプの
ような働きをし生命の維持に不可欠のものです。後
述しますが心臓病にかかりますと命を落とすケース
が多々あり、2012 年度の心臓病死亡者は、厚生省の
調べで、
全国で 19 万 9 千人と栄区の人口の約 2 倍で、
死因としては、ガンに次いで 2 番目に多いとの事で
す。
掲題の心臓病につきましては、代表的なものは狭
心症と心筋梗塞であります。突然死とは瞬間的な死
亡、または症状が現れてから 24 時間以内に死亡する
ことです。今日は私が経験した狭心症についてお話
したいと思います。
「狭心症」心臓は一生で 28 億回拍動して送り出す血
液量は 1 人で東京ドーム 5 杯分と言われますが、こ
の心臓を支えているのが冠状動脈です。年齢ととも
に動脈硬化が進行しますが血管が細くなり心臓に送
られる血液量が減少することによって起こる病気の
呼称です。胸痛が 20 分間ぐらい続き、安静にしてい
れば痛みは弱まりますが、この発作を治すためにニ
トログリセリンを舌の裏側に入れて溶かすようにし
ますと数分で治まります。
狭心症の人は必ずニトロを肌身離さず携帯し、古
くなったり、湿気が生じると効果がなくなりますの
で、時々新しいものと交換する必要があります。
しかし、狭心症を再三起こすと心筋梗塞に移行する
危惧があります。
狭心症や心筋梗塞に対する代表的な手術に右図の
冠動脈バイパス手術、または心臓カテーテル治療が
あります。
ここで狭心症以外の心臓病についても若干触れさせ
ていただきますと
「心筋梗塞」冠状動脈から心筋の一部へ血液が全く
送られなくなった状態で、その部分の心筋が死んで
しまう病気です。そのため心臓の働きに支障が出て
治療を受けても死亡してしまう事があります。発作
は狭心症に比べて長く続き、20 分以上のことが多く、
その度合いも激烈です。けれども高齢者では胸痛が
軽かったり痛みのない場合もありまして不整脈を起
こして危険な状態になるケースもありますので、直
ちに救急車を呼んで病院に搬送することが肝要です。
「心不全」心臓の機能が低下した状態で、いろいろ
な病気が原因になりますが、一番多いのは心筋梗塞
で、高血圧、心臓の筋肉の活動が低下する心筋症、
不整脈、先天性疾患症等その病気を放置または治療
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がうまくいかなくなりますと心不全になる可能性が
あります。この症状は坂道、階段での息切れ、全身
の嫌悪感、体重増加、むくみ等で誘因は塩分の取り
過ぎによる高血圧ですので塩分制限
（1 日 7g 以下）
、
服薬、適度な運動が必要になります。
現場での応急手当として、心臓病のある人の強い
胸痛はその場で横に寝かせ、安静にさせます。衣服
を緩めて上半身を枕や座布団などで高めにして即刻
救急車を呼ぶことです。
一般的に胸痛を甘く見ることなく医師の診断を受
けるべきだと思います。
結びとして私の狭心症も生活習慣病の一種と言わ
れており、規則正しい生活（食事、運動）を行う事
が必要だと言われています。皆さんも是非健康な生
活を送られて元気に活動されることを心からお祈り
いたします。
時間ですので終わらせていただきます。ご静聴誠
にありがとうございました。（大拍手）
（写真：横尾 正孝 文責：坊城 弘幸）

平成 25 年度総会
1 開催日時：4 月 19 日 9 時 30 分～10 時 50 分
2 開催場所：講演会場に同じ。
会員総数：81 名（内準会員 3 名）出席者： 46 名
議長：小西さん
➀ H25 年度活動報告の部
（1） 活動報告
（2） 決算報告
（3） 会計監査報告
➁ 会則の改訂（案）について
➂ H26 年度活動計画と予算
➃ ホームページについて
➀➂➃は提案のとおり可決、➁については
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運営委員会で更に審議し、審議結果を次回定例会で、
会員に報告することになった。

し）が特に都市を襲い高齢化率 30％を超える（2030
年）と予測しています。（厚生労働省）
そんな中、生涯学習活動を介して生涯元気で「ピン
ピンコロリ」を誰しも望むところです。
長野県の天竜川沿いの高森町は「健康で長生きし、
死ぬときはあっさり大往生したい」という町民の願
いを叶えようと健康体操を普及させ、この地を訪ね
た人々の健康寿命と家庭円満の功徳の得られること
を願って「ピンピンコロリ地蔵」を建立したとあり
ます。一方、「狙ってピンピンコロリ」は難しい、
「ピンピン」と健康でいる期間を長くしたいのなら、
できるだけ健康的な生活を送り、治療すべき病気は
治療し、「コロリ」部分は、普段から家族に希望を
伝えておき、あとは運を天に任すことくらいでしょ
う。とある内科医のコラムを目にした。
兎にも角にも、ご縁でこの地で「横浜栄楽クラブ」
のもと「身体の活き活き生活を目指し、地域社会で
明るく、楽しく、そして社会に貢献する」ことで新
しい仲間づくりの「輪」を広め、活動を継続してゆ
こうではありませんか。皆さんの一層の協力をお願
いします。

H26 年度第１回運営委員会議事録（抜粋）
開催日時：H26 年 5 月 28 日（水）15～17 時
開催場所：ぷらっと栄（活動センター）
出席者 ：9 名
欠席者：2 名
議長
：安部
書記：藤木 昇

A・連絡アイテム
１・社会見学会：H26 年 7 月 17 日（木）
岩井のごま油、アグリー王様
２・講演会：8 月 16（土）地球市民プラザ
多目的室「地震・火山と大地の動き」
・ 講師：後藤 勝弘氏（国土地理院、地理地殻
活動センター課長補佐）

B・審議・検討事項
１・総会提案事項「運営委員の選出」について
改訂はせず運用面で対応する。
２・ボランティア活動について
当面は、小菅ヶ谷地域ケアプラザの行事に合
わせて実施する。対応はマジック、カラオケ、
お茶、囲碁、写真の分科会及び個人ベースで
参加する。
３・HP の立ち上げについて
本日の委員会で検討を行う。
４・区政懇談会について
「元気づくりと生涯学習について（案）」で
区側と調整具体化する。
５・次回予定 7 月 26 日（土）13 時～16 時
活動センター

分科会活動
【ハイキング分科会】
第９０回のハイキング分科会は、快晴の 4
月 5 日（土）、三溪園、本牧神社、本牧
山頂公園、根岸森林公園の散策。いずれも
米軍基地に接収・返還された米国の雰囲気が所々残
っている界隈で、沢山の桜を楽しめました。
三溪園では 17 万 5 千㎡に及ぶ広大な日本庭園、京
都や鎌倉などから集められた 17 棟の歴史的建造物
（内、国指定重要文化財 10、横浜市指定有形文化財
3）を分かりやすいボランティアガイドの説明を受け、
今まで見過ごしていたのが多くあり、季節毎（桜、
月見、紅葉、雪景色）に訪問する価値があると痛感。
猿回しの演技に笑うことも出来ました。
本牧山頂公園では、見晴らし山・牧場の丘・どん
ぐりの丘・荒井の丘などを眺めながら、丁度、演奏
していた津軽三味線・太鼓の演奏も楽しめました。
根岸森林公園では、素晴らしい満開の桜、1867 年に
日本で初めて洋式競馬が行わ
れた根岸競馬場の当時の写真、
観客席跡、戦後米軍のゴルフ
場などになっていた中央芝生
広場での多くの花見の人達を
眺めました。以上、大満足の
一日で大いに楽しみ、免疫力

創立 18 年目の新年度がスタートしました
代表 安部 公良
平成２５年度総会（4 月 19 日）を終え新年度が、
会員数 77 名（正会員 73 名 準会員 4 名）でスター
トしました。一年間の会員数減は 4 名です。
平成 17 年の 91 名をピークに会員は漸減しており
ます。会員の高齢化が進んでおりこの減少傾向は今
後も続くものと思われます。各分科会、公開講演会
等への参加を広報し入会を呼びかけていますが、実
際の入会に結びついていないのが実情です。
引き続き新規会員の勧誘に力を注がなければなりま
せん。この実情に鑑み会員皆様方のご協力をお願い
致します。
当会は創立 18 年目を迎え、我々の活動も地域社会
にそれなりの存在感を植え付けつつあるものと思い
ます。しかし少子高齢化の大波の中で「2020 年問題」
と呼ばれる、団塊世代の高齢化と単身化（一人暮ら
3
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を大いにアップ出来ました。８名、17,000 歩、
（織田 記）
5 月 14 日（水）、参加者 10 名で走水小学校から
観音崎公園まで散策し、防衛大学校を見学した。
当日は好天に恵まれ、遠くに房総半島を眺め、心
地よい潮風を浴びながらの快適な散策であった。観
音崎公園内の昼食場所までは、海抜８５ｍを登る本
日の最大の難所であったが、見学時間が指定されて
いるため、急いで昼食をとり、防衛大学校に向かっ
た。
防衛大学校は、陸海空の幹部自衛官を育成するた
めに設立された防衛省の施設である。
65 万㎡の敷地に建つ学生舎で約２千名の学生が
規律正しい共同生活を送り、学生は国家公務員扱い
で給料/ボーナスも出るとのこと。校内施設を見学し
たが、特に学生の課業行進が一番印象に残った。学
生全員が学生舎から各教場まで一斉に行進するもの
で、元気はつらつ一糸乱れぬ行進であった。学生達
の力強い掛け声に元気をもらったような思いがした。
14：00 に防衛大正門前で解散。参加者皆さんと賑や
かな語らいをしながら、大変気持のよい汗をかいた
一日であった。
（万歩計：13,000 歩） （山﨑 記）

【ゴルフ分科会】
第９６回例会は１1 名(３組)が参加し５月２
６日～２７日盛岡・秋田に遠征し、八幡平カント
リ-クラブ（新緑の美しい山間部にある丘陵コー
ス）およびノースハンプトンカントリ－倶楽部（自
然の地形を利用した打ち上げ、打ち下しのタフな
赤松の林間コ-ス）で行いました。天気予報は曇り
→雨で、雨の影響があるかと心配しましたが、幸
いにも、曇り空、翌日の天候は晴れ、絶好のコン
ディションの中、皆さん２日間のゴルフを堪能し
ました。成績は下記のとおりです
優勝 鈴木 守さん
3 位 西岡新吾さん

（八幡平カントリークラブにて）

【囲碁分科会】
４月定例会（４/１２）は参加者１０人の盛会で大
いに盛り上がりました。
4 月に石田さんが入会されました。新しい仲間が
増えることはとてもうれしいことです。囲碁はボケ
防止にもなりますし、どんなスポーツより一番長く
出来ます。皆さん今月は何か活気を感じながら囲碁
を楽しんでいるようでした。
５月定例会（５/１０）は参加者９人で和やかな例会
でした。
全員参加の例会会場予約、例会当日の会場申し込
み手続き、例会でのお茶の手配、事務所への会場戸
締り、清掃終了報告及び懇親会開催の全会員の持ち
回りも 1 年を経過しましたが、皆さんの協力で問題
もありませんでした。お疲れさまでした。
全員参加の会運営で、より深いコミニュケーショ
ンも図れ、いつまでも囲碁を楽しめることと思いま
す。
例会は月１回第２土曜日に本郷地区センタ－２階
和室で開催しています。
観戦、飛び入り参加、入会随時大歓迎します。7
月は例会に引き続き懇親会も予定していますので初
めての方も是非ご参加下さい。
腕の強弱を問わず、ご興味のある方はお立ち寄り
ください。点数制のハンデイをつけていますので気
軽に上級者との対局が出来ます。一緒に楽しみまし
ょう。
（越後屋 記）

【写真分科会】
平成２６年４月２０日（日）本年度第 1 回目のヨ
コハマ大道芸撮影会を参加者 8 名で開催した。MM21
会場の桜木町駅に 10 時全員が集合、チョット肌寒い
空模様であったがみなさん既に駅前でイベントチラ
シを受け取り、今日の狙い目を談笑しながら思案。
イベントチラシ配布のお姉さんからの情報では 1 日
目の昨日は美術館前のスペシャルステージが大人気
だったとのこと、それならばと 2 か所あるスペシャ
ルステージをメインに撮影することに決定。
まずは７箇所あるステージを各自思い思いに撮影。
12 時からスペシャルステージがスタート、今はやり
のポールダンスの美女の演技に釘付け、連写連写で
撮りまくる。
ホット熱が冷めたころでお楽しみのランチはナビ
オス横浜のレストランでローストビーフとビールで
今日の成果に乾杯。
午後 3 時には皆さん満足顔で帰途についた。

準優勝 山﨑敬義さん

（浅田 記）
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（宮崎 記）

【マジック分科会】
4 月の講習は、「バラカード」および「スポンジ
ボール ルーティーン１・２・３」の演技を復習し
ました。
5 月の講習は、「パラカード」の演技を改めて復
習し、麻紐を利用しての「ロープ切り 3 つの輪」
の演技を行いました。また、新規演目として、「切
れないシルク」を学習しました。
6 月は、「スポンジボール ルーティーン１・２・
３」と「切れないシルク」の演技のレベルアップを
計る予定です。
（沼田 記）

（横浜大道芸会場にて）

【カラオケ分科会】
本
年度４月は
９名、
5 月は１１名での開催となりました。皆様は大きく
口を開けて、おなかの中から声を出しておられまし
た。従って、メンバーの方々は皆様お若いです。
６月からは第一週の火曜日に開催します。
大船駅前カラオケ“ムーン”を訪れてみて下さ
い。お待ちしています。
（大本 記）

会員の広場
栄楽フォトギャラリー

勉強会優秀作品より

４月１7 日（第 163 回）は６名、５月

「楽しいトラン
ポリン」

西岡新吾

１5 日（第 164 回）は６名が参加され、ともに上郷
矢沢コミュニティハウス和室で開催しました。
前田先生の指導の下、風炉薄茶平点前の練習をす
るとともに、季節あふれた和菓子と抹茶を味わいな
がら、メンバーの親睦を深め、楽しい時間をすごし
ました。
５月５日に横浜能楽堂で前田先生による小笠原総
領家流礼法本部の舞台発表会「お食い初めの祝儀(古
式)」が行われました。
（藤木
記）

大矢 恒彦

野見山 紘一
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◎ どの子にも青き風吹く子供の日
◎ 揚花火想ひ吐き出すごと開く

【パソコン分科会】

◎ 田均しや祭り準備の笛の音
◎ 薔薇の香を嗅げば仲間に遅れたる

「栄楽俳壇」

第 77 回パソコン分科会を 5 月 14 日（水） さか
え区民活動センター研修室で開催し、出席者 6 名で
した。
議題は 4 月 9 日でサポートが終了した WindowsXP
への対応、マイクロソフトのインターネット接続ソ
フト WindousIE の脆弱さで全世界一時禁止。その解
説と対応についてを研鑽しました。
（菊地
記）

「水温む」

小林義朗

【お茶を楽しむ分科会】

気楽にふれあい 楽しい人生に！
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分科会行事予定
分科会

開催日時
集合時間

開催場所
集合場所

内容

参加費等

ゴルフ

7 月 30 日（水））
7時

鎌倉パブリック
ゴルフ場

第 97 回月例
会

会費：\1,000

囲碁

7 月 12 日（土）
8 月 9 日（土）
9 時～12 時

本郷地区セン
ター（２F 和室）

カラオケ

7 月 1 日（火）
8 月 5 日（火）
13 時～フリー

「カラオケムー
ン」
（直接会場へ）

お茶を楽
しむ

7 月 10 日（木）
8 月 14 日（木）
13 時半～16 時

上郷矢沢コミュ
ニティハウス

パソコン

7 月 9 日（水）
9 時半～12 時

さかえ区民活
動センター研
修室

史跡めぐ
り

7 月 1 日（火）
9 時 30 分

ＪＲ藤沢駅
（改札口集合）

マジック

7 月 21 日（月・
祝）
8 月 17 日（日）
9 時半～11 時半

さかえ区民活
動センター

25 年度活動
報告、２６年
度運営方針、
Windous8.1 に
ついて。
バックアップ
について。
『藤沢近傍の
史跡をたず
ねて』
白幡神社、遊
行寺他
前回の復習
と新演目の
講習

第 111 回定例会のご案内

浅田
893-6273

備考
7 時 26 分
Out スタート
5組

越後屋
893-1435

7 月 12 日
12～１３時
懇親会
華屋与兵衛
（予定）

部屋ごと
各自負担

大本
894-3196

フリータイム

参加費：
\1,000

藤木
893-7044

出欠は開催 2
日前までに。
参加者募集

菊地
890-1495

パソコン初め
ての方
も歓迎

手塚
893-9162
藤木
893-7044

弁当持参
募集 20 名以
上
15 時終了予
定

沼田
894-1096

見学および
体験への参
加歓迎

通常定例会

抹茶

連絡先
申し込先

ガイド料：
\500
拝観料：
\500
\1000/月
（3 ヶ月毎に
徴収）

第 42 回社会見学会ご案内

1 日時：平成 26 年 8 月 16 日（土）
10 時～13 時
2 会場：地球市民かながわプラザ１Ｆ多目的室
3 会務連絡：10 時～10 時 20 分
講演会：10 時 20 分～11 時 50 分
演題：「地震・火山と大地の動き」
（トピック：東北地方太平洋沖地震）
講師：後藤 勝弘氏（国土地理院
地理地殻活動センター課長補佐）

１ 開催日時：7 月 17 日（木）
2 集合時間：9 時 30 分、
3 集合場所：ＪＲ東神奈川駅改札口
4 見学場所：「午前」岩井のごま油。「昼食」
新横浜駅周辺（自由食）。「午後」アグリー王
の植物工場。「夕方」桜木町・厩の食卓
5 募集人員と募集期間及び応募優先条件
（１） 募集人員：20 まで「午前」「午後」
30 名「夕方」
（２） 募集期間：6 月 1 日～7 月 1 日
（３） 応募優先条件：募集人数を越えた場合抽
選、訪問感想作成者優先。
6 申込み（問合せ）先：秋元 893-8479

4 懇親会：12 時～13 時
会場：メルヘン￥1,500（要予約）
6
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女性とエレガンス（その３）
会員：前田 紀美子
室町時代に、足利三代将軍の命を受け、今川家、
伊勢家が加わり「三議一統」の礼法書が編集され、
その後、礼書七冊が加わり、日本の国の礼法が誕生
したわけですが、その頃、小笠原家が書き残した中
にも「平生の時は進退は右也、然れども、座敷の様
にも寄るべし。或は人など居こづみたる時（たくさ
んの人数）、又は垣などの限りにて、必ず右へ廻る
ばかり心得て、わりなく仕 (つかえ)るもかえりて悪
き也。左様の時はいかにも左へ廻るべき也。唯(ただ)、
当座目に立ち申さぬ様に時(じぎ)宜能(よ)き様にす
るをさした躾(しつけ)と申す也。此心得、物毎によ
りたるべき也。一篇にこりかたまる礼に非ず、これ
を以て故人も礼の用和を貴むとかや仰せられし申承
り及び候也」とあるように、真の礼法とは一篇にこ
りかたまるものではなく、融通がきき柔軟なもので
す。形式だけをまねるやり方は心をともなっており
ません。形式だけを身のこなしはともかく目にたち、
無躾として戒めています。
今日、礼儀作法となったものはどれひとつとって
も背景にそれなりの合理的な理由があるのです。そ
んななかにはみなさんが「こんなこと当たり前じゃ
ないか」と思ってすでに実行していることがたくさ
んあるはずです。 それらの多くは、知らず知らず
のうちに、代々伝わったものなのです。日本の礼法
は、幾多の先人が考え、長年かかってはぐくんでき
た“礼の心”を受け継ぎ、現代に少しでも役立つこ
とを願っています。
女性もいまや活動範囲が広がり、職場でも人を使
う立場の人もいますし、海外を飛び回る人もいます。
男女とわず地位が向上すれば社会的な場へ出る機会
もずっとふえます。
美しい礼儀作法を心得ている人は対人関係もうま
くいき、そこから信頼も得られるわけです。
真の思いやりとは、家族に対しても、社会に対し
ても持てるものでなくてはなりません。ここに礼の
心があるのです。礼とは形式的なものではなく、基
本は相手への思いやりに尽きます。親しい家族に向
けるやさしい思いやりの心を隣人へ、そして社会へ
と広げていくことによって、あたたかい人間社会が
できていくのです。こうした相手への思いやりの心
があれば、自然とされたふさわしい動き、つまり作
法がともなうもので、それが人間らしさ、女性らし
さとなって表れてきます。
かって、日本人は、１８６０年咸臨丸で訪米した
とき、チョンマゲに袴のいでたちで、日本人伝統の
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流儀をどこまでも押し通したことがアメリカ人にか
えって好評を博したと伝えられます。
日本には日本だけが持つ素晴らしい“礼の心”が
あるのですから、それを復古調とむげに否定するの
でなく、人間本来の心のゆとりを取りもどそうとい
う人々の願いでもあり、現代生活のなかに積極的に
盛り込むことによって新しい美徳を創造してほしい
ものです。
礼法の「思いやりは人の美しさの源泉であること」
を忘れないでください。（完）
感動の音楽（第２7 回）

♪♪「レクイエム」ニ短調（K626）
モーツァルト♪♪
会員 橋本 正道
レクイエム（死者のためのミサ曲）にはモーツァ
ルト、ヴェルディ、フォーレ作曲のものを三大レク
イエムといわれ、人気を誇っている。
その中でもモーツァルトのレクイエムはサラリー
マン時代の同僚で親しかった今は亡き K 氏が「僕が
亡くなったらモーツァルトのレクイエムで葬送して
ほしい」と言っていた曲である。まさにそのとおり
に K 氏の葬儀はモーツァルトのレクイエムを流して
の葬送であった。
30 年ほども前のことか、映画「アマデウス」
（1984
年制作）を見た。その最後の方のシーンにモーツァ
ルトがレクイエムを作曲する場面があった。映画の
内容はフィクションであるとはいえ、そのシーンが
脳裏から離れないほど劇的で興味津々たるものがあ
った。
この映画ではサリエリが病床で横たわるモーツァ
ルトの指示で、曲を楽譜に書く場面がある。これは
この映画の最大のフィクションであるがサリエリが
モーツァルトに「レクイエム」を作曲させ、完成し
たところでモーツァルトを毒殺して、彼の葬儀でサ
リエリ作曲の「レクイエム」として演奏することを
企てたことになっている。
しかし 事実はヴァルゼック伯爵が自分の妻の命
日に催すミサのために匿名でモーツァルトに作曲を
依頼したものである。なぜ匿名で依頼したかといえ
ば、伯爵はモーツァルトをゴーストライターに仕立
てて、その「レクイエム」を自分の作曲として演奏
するつもりであった。そんな背景のもとに、モーツ
ァルトが作曲に取り掛かったが、体調を取り崩して、
寝たきりになってしまい、回復することなく未完の
まま他界してしまったのである。
病状が悪化の中での作曲だから、モーツァルトは
死を身近に感じ、死を悟り、死の世界からの使者の
依頼で自分のためにレクイエムを作曲していたとい
う伝説があるほどである。そしてモーツァルトの早
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い死で作曲が未完になってしまったが、妻コンスタ
ンツエはモーツァルトの弟子ジュースマイヤーに補
作を依頼して仕上がったのである。
ミサの始まりを告げる「イントロイトゥス」の出
だしは葬列の行進をイメージさせる厳かな音楽であ
る。しかし『永遠の光を与えてください』と歌われ
た瞬間、一気に光が差し込むかのように短調から長
調に転調する…。
映画「アマデウス」に見る 35 歳で息を引き取った
モーツァルトの葬儀は、聖シュテファン大聖堂で執
り行われ、曇天の薄暗い天候で、葬列の人数も少な
く侘しいものであった。遺体が共同墓穴に立会人な
しで他の 4、5 人の遺体とともに投げ込まれるシーン
には、なぜ楽聖モーツァルトがこんな扱いになった
のかと不思議であったし、これも映画のフィクショ
ンかと思っていたが、かなり歴史的事実であるらし
い。自分専用のお墓ではなく、共同墓穴に埋葬され
たため、正確な埋葬場所や遺骨の所在が永遠に不明
のままである。
ウィーンには 2 回の旅行で観光したが、市内には
モーツァルトの銅像やゆかりの場所や建物をたくさ
ん見ることができたのに、楽聖たちが眠る中央墓地
にはモーツァルトのお墓は見当たらなかった。お墓
の代わりにモーツァルトの記念碑があり、それを囲
むようにベートーヴェンやシューベルト等の楽聖の
墓が並んでいた。

に吃驚仰天。家内はもう舞い上がっています。
バラには一寸早かったようですが、それこそ百花
繚乱。水辺の花、庭の花。ナチュラルな感じが実に
よい。１時間もあれば１周できる庭に３時間余いた
のですから２，３周はしたのでしょう。
途中、スコールもありましたがほとんど青空の下、
初期の目的は完全に達せられました。
ルーブル美術館のこと：「まともに見たら３週間
はかかる」と言われてい
る所を１日で、所詮,
無理な話ですが、旅の後
半という事もあって、張
り切って行った割には
4 時間も歩き回るとも
うヘトヘト。
終わって見れば「ミロのヴィーナス」から「モナ
リザ」へ。いつものコースにプラス アルファ程度。
体力の衰えは如何ともできません。それにしてもど
うして宮殿内はああも階段が多く、順路が分かりに
くいのでしょう。
日本語のこと：最初にパリに行った時（２０年以
上前）英語さえも嫌っていたくせに、今では街で日
本語にも結構お目にかかれます。地下鉄１号線のシ
ャルル・ドゴール駅の車内放送が日本語で「スリが
多いから気をつけましょう」には驚きました。時の
流れか、ジャパン・マネーの力か。
笑って済ませられる程度のドタバタでパリを満喫
できたのはラッキーでした。今回もパリの街が美し
い事と物価が高い事は変わりありませんでした。

巴里ふたり歩き
会員 横尾 正孝

会員 情報ファイル

「最後の旅行はパリで・・」という訳でもありま

せんが、連休明けの８日間パリをぶらついてきまし
た。花好きの家内はジュベルニー村にある「モネの
庭園」を、私は「ルーブル美術館」をもう一度ゆっ
くりと・・それぞれ目的がはっきりしていましたの
で、フランス語は全く分からない二人ですが、思い
切って個人旅行（ホテルと航空券のみ旅行社に依頼）
を選択しました。
添乗員さんに連れられてゆく旅に比べて、気を使
いましたが、それに倍す
る驚きや発見もありま
した。
「モネの庭園」のこ
と：ノルマンディー地方
のジュベルニー村には
サン・ラザール駅からル
ーアン行きのＳＮＣＦ
で１時間一寸、ベルノン
駅からバスで 30 分程。
花音痴の私でも美しさ

会員入退会者情報
入会者：磯貝 哲之さん（準会員）（4 月 1 日付）
会員資格移動者（正会員 準会員）：
中畠 暲昌さん（3 月 31 日付）
退会者：石田 直美さん（配偶者会員）、
押木 満雄さん、神山 敬一さん、
平野 弘さん（3 月 31 日付）

横浜栄楽クラブ

会員募集中
連絡先：安部（893-0900）
横尾（893-7218）
編集：横尾 正孝・安部 公良
・野見山 紘一・坊城 弘幸
8

