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第 110 回定例会講演記録
日 時：平成 26 年 6 月 2１日（土）10 時 30 分～11 時 50 分
会 場：地球市民かながわプラザ 1Ｆ（多目的室）
演 題：「いつだって今が一番若い！」
❊いつまでも若々しく愛されて生きるために
❊男と女のオシャレ学
講 師：綿田 ふみえ氏（国立大学卒業後、ＳＴＶ札幌テレビ放送局に入社。
アナウンサー。現在シニア大楽講師・フリーライター。）
（講演の要旨）

さて、皆様が一番知りたいことが「私の年齢」
だと思いますが（笑い）、戦後、第一次ベビーブ
ーム時の生まれで（笑い）４人の子持ちでござい
ます。
大好きな横浜のことでもあり、今日のため事前
に体調を整え、ベストコンディションに持ってい
く努力を致しましたが、今週はじめ自宅で庭の手
入れ中に「虫かぶれ」。いまだにすこーし両手の
内側が点々で・・・・残念です。（笑い）
本題に入りますが、日常、まずはコミュニケー
ションの発信！が大切です。「若さ」の秘訣は「ご
あいさつ」からとおもいます。何故、大切かと申
しますと人と人とが初対面で挨拶なしでは、ぎこ
ちなくて、すごく緊張して、きわめて楽しくない
時間を過ごすことになります。身体に大変よくあ
りません。（笑い）皆様が現役でご活躍されてい
た往時にこの「ごあいさつ」の重要性はよく感じ
られていたとおもいます。
・・・・（ここで中断）

皆さま、お早うございます。只今、代表の安部
様からご紹介頂きました綿田でございます。
本日はこちらの会場へは安部様から本郷台駅ま
でお迎えに行くと云われご辞退したのですが、実
は私はたいへんな「方向音痴」で西も東も分から
ず（笑い）内心は遠路、東京の西端‶あきる野市″
から参上してとても不安でした。（笑い）
けれども根岸線の車窓から立派なプラザの建物
を拝見して迷わずに行けると安堵いたしました。
私が普段シニアクラブ等でお話しさせて頂く時
は、聴講者の半数以上が女性ですが、本日お見受
けいたしますところ、女性はこちらの最前列にお
座りのマドンナお一人だけで（笑い）あとは安部
さまをはじめ錚々たるお歴々のご立派な殿方の集
まりで、そういう方々の御前で（笑い）お話しで
きる事は大変光栄に思って居ります。けれども、
やはり女性が少なすぎると考えますので、今から
でも間に合います。どうぞ皆様の奥さまをお呼び
いただければとおもいます。（笑い）

【9 月～10 月行事予定】

(詳細はｐ6 をご覧ください)

定例会

10 月１8 日（土）

カラオケ

ゴルフ

9 月 24 日（水）

お茶を楽しむ

囲碁

9 月 13 日（土）
10 月 11 日（土）

パソコン

写真

9 月 19 日（金）

マジック
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9 月 2 日（火）
10 月 7 日（火）
9 月 11 日（木）
10 月 9 日（木）
9 月 10 日（水）
9 月 15 日（月・祝）
10 月 19 日（日）
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講師が降壇され、右端の会員に一人ずつマイクを
向けられ、本人名と簡単に‶横浜″で一番好きな場所
を発表するよう求められました。大半が‶自宅″（笑
い）と回答。次いで「いたち川」「山下公園」「港
が見える丘公園」と続きました。「ご自宅は一番ホ
ッとして、寛げるのでたいへん素晴らしいことです」
とのコメントが講師からありました。

ボランティア etc。に参加、余力があれば社会参
加をして下さい。
・・・・講師が再度降壇されて残り半分の会員に‶
本人名と今心ときめく人の名を言って下さい″と要
求されました。ほとんどの会員が自身の妻と答えま
したが、‶心ときめく人即ち本日の講師綿田先生″と
答えた会員も多く、映画「ローマの休日」のオード
リー・ヘップバーン等でて、珍答が続き、沢山の〝
笑い〞を誘いました。

◎ 若さってなあに？

◎ 男と女のオシャレ学

年齢より若く見える人、老けて見える人があり
ます。若くして脊が縮む人、認知症で徘徊して行
方不明になる人、骨粗鬆症、脳梗塞、心筋梗塞で
難儀している人が大勢おられます。
幸い、本日ご出席の皆さまは健康そうで、心よ
りお慶び申し上げます。
貴方はペシミスト（物事を悲観的に考える傾向
のある人、悲観論者）？ それともオプチミスト
（楽天家）でしょうか？私は悲しい時でも常に発
想を転換してプラス志向で、くよくよせずに頑張
っています。（大拍手）
健康面でも、塩分、糖分を控えめに、腹八分目
で「一病息災」で、よく歩きます。

まずは言葉のオシャレから！で究極の「男女共
通のオシャレ」は‶最初のご挨拶″と温かい‶ホホ
エミ″です。オシャレ名人をよく観察しますと、
マナー、言葉使いが素敵で、マナーのよい人は目
配り、気配り、心配りが上手です。また、話し上
手は聞き上手なのです。
最後になりましたが、皆さまのお手元のコピー
綴りの最後のページをご覧下さい。

「青春とは」（抜粋）サミエル・ウールマン作
（訳：作山 宗久）
青春とは人生のある期間でなく、
心の持ち方を言う。
ときには、
二十歳の青年より六十歳の人に青春がある。
年を重ねただけで人は老いない。
理想を失う時初めて老いる。
霊感が絶え、精神が皮肉の雪に覆われ、悲嘆の氷
に閉ざされる時、二十歳であろうと人は老いる。
頭を高く上げ、希望の波をとらえる限り、
八十歳であろうと人は青春にして已む。

◎ 愛されて生きるために
人は人生をデザインすることができる！（ある
ＣＭより）愛につきまして、私なりにまとめまし
たが、日本語の愛という言葉は明治時代に西洋か
らキリスト教が伝わって来た時に「ＬＯＶＥ」の
翻訳として充てられた言葉です。元来は仏教用語
で、煩悩の一つ、生きてゆく上での「マイナス」
要因で、西洋の「ＬＯＶＥ」はキリストの説いた
人類愛「汝の隣人を愛せ」の「プラス」の愛で、
日本人は愛という言葉を理解しないまま使ってい
るのではないかと思います。
江戸時代の愛は、中国から伝わった「仁」「義」
「忠」「孝」等の言葉に関わっていまして「仁愛」
とは孟子が説いた最高の徳育のことで広く人間を
愛する心。「忠」は目上の人を愛する心。「孝」は
親を愛する心。すなわち「愛」というのは「或る
対象を思いやる心」そのものと云えると思います。
皆さま！目をつむって下さい。ハイ開いてくださ
い。世の中が綺麗に見えますよね。（笑い）
若いと云われる人は、幾つになっても、今日が
自分の残りの人生で一番若いと思っています。
ガンバロウの積極性、好奇心、行動力を持って下
さい。キーポイントは何と云っても‶笑顔″と‶思
いやり″です。人間関係を大切にされて、趣味、

お約束の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）

第 42 回社会見学会

「岩井のごま油」と
「アグリ王の植物工場」
7 月 17 日（木）
（午前の部）岩井の胡麻油㈱工場見学
1857 年（安政 4 年）千葉県佐倉市にて創業。1893
年（明治 26 年）横浜へ移転した老舗企業です。まず
会議室で 3 代目岩井社長より原料の胡麻の種類・産
地の説明を受けました。
７月・８月は工場の室温が 50℃以上となるため、
工場見学は休止しているそうです。
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高温の焙煎工程で働く方々と環境に配慮した企業
姿勢を実体験できました。
参加者 11 名。
（小林（哲）記）

分科会活動
（活動期間：5 月 29 日～7 月 22 日）

【囲碁分科会】
６月定例会（６/１４）は参加者７人で
和やかな例会でした。
７月定例会（７/１２）は参加者１２人で例会は大
いに盛り上がりました。
会場となっている本郷地区センタ－２階和室２部
屋も碁盤を６面置くと狭い位でしたが、活気に満ち
た雰囲気でとても楽しく囲碁を打てました。
例会終了後、暑気払いを兼ねて懇親会を近くの華
屋与兵衛で行いました。
懇親会では参加者全員が１人ずつ本日の対局結果
の講評、囲碁への取り組み姿勢、最近感じたことな
どの話で盛り上がりました。
囲碁対局ではコミュニケーションをあまり取れま
せんが、懇親会では皆さん意外な一面を披露して頂
いたりして毎回ストレス解消をして、帰路に就く楽
しみの会となっていますので今後も続けて行きたい
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。
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）

（午後の部）植物工場㈱アグリ王
（http://agri-oh.co.jp）を会員 8 名で見学した。
JR 新横浜駅近くの 7 階建てビルの 4 階のオフィスフ
ロアに設置された LED 菜園は、LED の光で植物を育
てる室内菜園で、温度、湿度、光の色等を調整した
水耕栽培である。そのメリットは農薬不使用、周年
生産可、安定品質、安定価格、オンデマンド栽培可
で、味、香りも良くカロテン等の機能性成分が多い
とのこと。４種の葉野菜の試食でも味・香りのよい
ことが実感できた。
（若林 記）

（懇親会の部）岩井の胡麻油と植物工場のハーブな
どを扱っているレストラン「厩（うまや）の食卓」
で７名で暑気払いを兼ねて行いました。同レストラ
ンは、関内駅から６，７分のところにあり、レスト
ラン内に横浜地ビールを作っている異色のレストラ
ンです。地ビールと食事を楽しみながらの約２時間
の談笑の後にお開きとなりました。」 （秋元 記）

【写真分科会】
第２回撮影会を６月２４日（火）行いました。「被
写体」は紫陽花。場所は大雄山最乗寺、参加者は９
名でした。
最乗寺は開創以来６百年の歴史を持つ関東の霊場
として、境内山林には老杉が茂り、霊気が満山に漲
り、塔頭は 3０を超えることで知られています。
これらの塔頭をバックに咲き誇る「紫陽花」を期
待しての「撮影会」でしたが、期待したほどの「紫
陽花」が見当たりません。下見のときに見かけた「あ
じさい参道」の立札も消えています。今年は「紫陽
花」不作の年でしょうか。
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それでも広い境内を「被写体」を求めて歩き回り、
それなりに楽しい撮影会になりました。十八丁目茶
屋での昼食時は「ＴＶ女性アナウンサー」の品定め
に話題が集中し、喧々諤々、相変わらず傍迷惑なお
じさん達です。
昼食後は約２kｍの「紫陽花街道」沿いの遊歩道を
被写体を探しながら下り、「仁王門」で今回の撮影
会を終わりました。
（横尾 記）

【パソコン分科会】
第 78 回パソコン分科会を 7 月 9 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 25 年度報告、現在発売されているパソコン
OS Windows8 の改良が進んでおり、現状報告。
現在 Windows8
8.1
Windows8.1 Update 改良
版
（菊地 記）

【史跡めぐり分科会】
第１８回の史跡めぐり分科会は（藤沢近傍の史跡
を訪ねて）で７月１日（火曜）に実施しました。７
月の梅雨時に実施となったことから雨天が心配され
ましたが、早朝は曇りで、参加２９名と多数で藤沢
の史跡を巡りました。
今回は近い場所での史跡めぐりで、藤沢史跡は初
めて訪れたという方が殆どでした。街の中に結構と
いろいろな史跡や当時を思う様な街並みが残されて
いることに感心致しました。改めて藤沢の史跡を発
見したと云う方が多数で一日満喫できました。
【コース】江ノ島道標―藤沢宿―常光寺―荘厳寺―
永勝寺―義経首洗井戸―白旗神社―抄善寺―時宗総
本山遊行寺―と巡りました。
【藤沢】は鎌倉時代以来遊行寺の門前町として繁栄
し、江戸時代になると「藤沢御殿」と呼ばれる将軍
専用の宿泊所を中心とし、宿駅が形成された。そし
て藤沢宿は東海道の要所だけでなく、遊行寺・江ノ
島詣で・大山詣でと活気に満ちた姿をみせた宿場で
あったようです。
史跡は源頼朝や北条氏も深く信仰した「常光寺」、
義経の首実検後、片瀬の浜に捨てられ白旗神社付近
に漂着し、井戸で洗い清めたといわれる史跡もひっ
そりと街中にありました。義経霊を供養した「白旗
神社」、そして
とても広い境
内（境内の中
に藤沢高校も
あり）、本尊
を祭られてい
る堂々とした
建屋の藤沢山
無量光院清浄
光寺、
「時宗総
永勝寺門前

（最乗寺境内にて）

【カラオケ分科会】
現
在の登録メ
ンバ
ーは１８名です。
楽しい雰囲気で大声で歌って
おります。ボケ防止にはカラオケの効能が言われて
おります。皆様のご入会をお待ちしています。本年
度各月の参加人員は次の通りです。
４月は９名、５月は１１名、６月は１０名、７月
は８名合計３８名です。残念ながら平均９.５名/月
です。
（大本 記）

【お茶を楽しむ分科会】
６月１９日（第 165 回）は６名、７月
１０日（第 166 回）は８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。
７月は２名が初参加され通常よりも多くのメンバ
ーで和やかな雰囲気で開催しました。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、礼
儀作法・小笠原家の歴史などの説明を受け、楽しい
時間をすごしました。
１０月は予定確定次第連絡します。（８月末まで
に）
（藤木 記）
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本山遊行寺」や参道を参加者全員歩き、途中御茶を
しながら帰宅し充実した史跡めぐりでした。
（手塚 記）

「花菖蒲」寺尾

謙一郎

【マジック分科会】
6 月の講習は、「スポンジボール」（ガマ口の口
金しか見えない透明な財布からのスポンジボールの
取り出し、スポンジボールの分裂や相方へのスポン
ジボールの移動、およびスポンジボールの増加など）
の演技を行いました。
また、「切れないシルク」は新聞紙で巻き込んだ
シルクを、ハサミで切ったはずが切れてないといっ
た演技を行いました。
7 月の講習は、「ニワトリと卵」で紙に描いたニ
ワトリから卵が転がり出すという学習をしました。
また、マジック披露の際の話のネタとしての、「ア
ーミーキャップ」（アメリカ兵の帽子）を作りまし
た。
これは、真夏の炎天下の暑さ凌ぎには最適な帽子
です。
（沼田
記）

「ただ今 休息中」古宇田
「つゆの光」 宮崎

会員の広場
勉強会優秀作品より

保男

栄楽フォトギャラリー

「石段」 横尾

「栄楽俳壇」
◎ 庭先にぽとりとおちた梅ひとつ
◎ さつき晴れ白雪のこる富士の山

木ノ下 又義

野見山 紘一

◎ せせらぎと和して青葭そよぎをり
◎ 流し目を時折しては踊笠

正孝
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今後、広く会員各位の投稿を歓迎します。
｛投稿は、
奇数月の 10 日までに、「横浜栄楽」編集担当の野
見山 紘一宛（E メール：

hz-nomiyama575@c3-net..ne.jp）にお願いしま
す。｝

分科会行事予定
分科会

開催日時
集合時間
9 月 24 日（水））
6 時 50 分

ゴルフ

開催場所
集合場所

内容

参加費等

鎌倉パブリッ
クゴルフ場

第 98 回（カップ
戦）

会費：\1,000

大船・庄や

表彰式と懇親会

会費：\3,500

17 時

囲碁

9 月 13 日（土） 本郷地区セン
10 月 11 日（土） ター
9 時～12 時
（２F 和室）

写真

9 月 19 日（金）
8 時 15 分

ＪＲ大船駅
笠間口改札内

カラオケ

9 月 2 日（火）
10 月 7 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

9 月 11 日（木）
10 月 9 日（木）
13 時半～16 時

上郷矢沢コミ
ュニティハウ
ス

抹茶

9 月 10 日（水）
9 時半～12 時

さかえ区民活
動センター研
修室

もっとメールを便
利に使おう。
（WindowsLiveMail,
詐欺メール紹介
迷惑メールの自
動削除、Ｇメール
の利用等）

9 月 15 日（月・
祝）
マジック 10 月 19 日（日）
9 時半～11 時
半

さかえ区民活
動センター

前回の復習と新
演目の講習

パソコン

浅田
893-6273

備考
7 時 11 分
Out スタート
（6 組）
競技不参加
者もＯＫ

通常定例会

越後屋
893-1435

伊勢原市
日向薬師付近
被写体
「彼岸花他」

高橋（清）
441-4978
小林（義）
891-2558

被写体の開
花状況によ
り日時変更
あり。

大本
894-3196

フリータイム

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

沼田
894-1096

見学および
体験への参
加歓迎

部屋ごと
各自負担

参加費：
\1,000

\1000/月
（3 ヶ月毎に
徴収）

第 112 回定例会のご案内
1 日時：平成 26 年 10 月 18 日（土）
10 時～13 時
2 会場：栄公会堂 ２階 １号会議室
3 会務連絡：10 時～10 時 20 分
講演会：10 時 20 分～11 時 50 分
演題：「ドイツと日本について感じたこと（仮題）」
講師：Mrs。Giselinde Shiga（異文化交流で活躍、鎌倉在住）
4 懇親会：12 時～13 時
会場：メルヘン￥1,500（要予約）

連絡先
申し込先
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35 ヤ－ドもある大きなもので、しかも旗の手前には、
（ノースハンプトンＧＣにて）
大きく縁の高いバンカ－が口を開けて待っていま
す。バンカ－を避けて、グリ－ンの中央を狙うと、
３パット、４パットになりスコア－は散々でした。
ゴルフが終わってから、みちのくの小京都と呼ば
れる角館武家屋敷を散策しました。深い木立ちと重
厚な屋敷の構えは、いつ見ても心が落ち着く、歴史
を感ずる町でした。角館名物「もろこし」の製造工
場を見学したり、物産販売店にも寄りました。地元
の野菜から作り出された青唐味噌「ひめたけ」の佃
煮や「しそ」の味の佃煮、和菓子の「もろこし」等
おみやげをいっぱい買って帰ってきました。帰路の
新幹線車中で酒を酌み交わしながら、楽しい遠征ゴ
ルフの話などで盛り上がりました。２２時過ぎ無事
帰宅しました。
なお、ゴルフ分科会は、現在２６名で、年に１～
２名の加入もあります。鎌倉パブリックゴルフ場で
２ヶ月に１回のプレ－と年１度の遠征をしておりま
す。ゴルフプレ－経験者は参加してみませんか？楽
しいですよ！！

東北ゴルフイン岩手・秋田

「大自然の中でナイス・ショット」
会員：市川 邦二
第９６回ゴルフ分科会は１２年目を迎えた恒例の
遠征ゴルフを参加者１１名で、５月２６日(月）～２
７日(火）に行いました。前回に続いて東北に行きま
した。
初日は新幹線で東京駅から盛岡に行き、車で鶯宿
温泉の先の岩木山、姫神山を望む「八幡平カントリ
－クラブ」でプレ－を楽しみました。
ゴルフ場は、山間部にあるので、寒くて長い冬が
明け、澄んだ空気と新緑と云うより黄緑色に輝く、
やわらかな葉がそよいでいる樹木の姿は、正に東北
の初春を感じさせる景色のコースです。地形はゆる
やかで、フェアウェイは広いが、こまかなアンジュ
レ－ションがあり、ショットはチョット難しく、大
きなワングリ－
ンでした。コ－ス
には鹿が顔を見
せ、数知れない鳥
達が林の中を飛
び回っていまし
た。

マイ・ショート・エッセイ

「鈍行で行く」

会員 岡部 晴児

「もたもた」「もたつく」という言葉がある。広辞
苑によると「処理にまごついたり、行動が機敏でな
かったりするさま」とある。
最近の私にはこの表現がぴったり当てはまるよう
だ。
私はここ数年膝に悩まされている。最近は杖が手
離せなくなった。平坦な道ならうまく歩けるが、坂
道や階段はつらい。それに一歩表通りから外れると、
歩道が狭かったり、傾いていたり、デコボコや段差
があったりして難儀する。自分のもたもたぶりをぜ
んぶ道路のせいにして「お粗末だな！まったく！」
と腹を立てる。
そのうえ、この 9 月に今度は右肩を痛めた。水泳
中に突然痛くなり、泳げなくなった。診断の結果、
肩の腱板を形成している 4 本のうち右の 3 本、左は
2 本切れていることが分かった。手術で筋をつなぐ
のは年齢的にもう無理なので、周りの筋肉を強くし
てそれでカバーするしかない、と宣言された。腕を
伸ばしたり、上げたり、重い物を持ったりすると痛
む。これで、もたもたぶりがいっそうひどくなった。
「泣きっ面に蜂」である。
そんな私を車にたとえると、タイヤは半分パンク、
ハンドルはガタガタの状態で悪路を走らされている
ようなものだ。タイヤは来春、新品（人工関節）に
取り換えるが、ハンドル（肩）は修理のしようもな

（八幡平ＣＣ №1 にて）
プレ－後は角館出身の仲間の紹介で角館温泉「花
葉館」で温泉に入り、疲れを癒しました。宴会は、
ホテルの社長も参加され、秋田の大吟醸「刈穂」（一
升瓶二本）をはじめ、伝統の銘酒（社長贈呈）をご
馳走になりました。日本海から運ばれて来た新鮮な
魚貝類を刺身や鍋で、また、地元でしか食べられな
い数種の山菜の天ぷら、新鮮なワラビのおしたしな
ど、たらふく食べ堪能しました。
２日目はゴルフの醍醐味を味わえる雄大な自然に
囲まれ、精妙に整備された秋田一のゴルフ場「ノー
スハンプトンカントリ－倶楽部」でのプレ－でした。
湘南地方のコ－スと違い、フェアウェイはアップ
ダウンが激し
く、曲がりく
ねっており、
グリ－ンの多
くは、横 50 ヤ
－ド、奥行き
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く、うまくコトロールしながら、だましだまし使う
しかないようだ。
昨年は聞く機能、話す機能が老化したことが自覚
させられ、今年は関節や筋の「経年疲労」を痛いほ
ど認識させられた。
しかし、ぼやいてもはじまらない。こうなったら
高速道路でなく、一般道路を、遠回りでもいいから
空いている道を、特急や急行はパスして鈍行で、時
間はかかっても空いている電車で、もたもたしても
いい、ゆっくり行くしかない。
もう、急ぐこともあるまい、と思っている。
（2013 年 12 月記）
感動の音楽（第２8 回）

♪♪「ユモレス」作曲：アントニン・
ドヴォルザーク♪♪
会員 橋本 正道
ドヴォルザーク作曲の誰でもよく知っている有名
な交響曲は第 9 番「新世界より」であるが、他にも
名曲がたくさんあり、どの曲も私には心の癒しとな
る名曲ばかりである。特に私の CD 棚には「ターリッ
ヒの遺産」10 巻が棚の中央の目につくところに鎮座
しており、その遺産ＣＤのうちドヴォルザークの曲
が６巻を占めており、いつも難なく引っ張り出し聴
ける状況になっている。
ちなみにターリッヒはながくオーストリア帝国の
支配下にあった中央ヨーロッパの国チェコ（ボヘミ
ア）が生んだ歴史的な名指揮者である。
ドヴォルザークの音楽には「ユモレスク」や『家
路』で知られる「交響曲第９番」の第２楽章、歌曲
「母が教えてくれた歌」等々一度聞くと忘れられな
い旋律がたくさんある。
ところで「ユモレスク」に出会ったのは果たして
いつの頃であったか記憶は定かではないが、多分高
校生ぐらいの頃であったのではないかと思う。その
ころまではクラシック音楽を聴くという環境がなく、
めったに聴くことはなかった。高校１年でやっとク
ラシック音楽鑑賞の初心者入門として「ピーターと
狼」（作曲：プロコフィエフ 子供のための音楽作
品）を聴いたことが記憶にあるだけである。
そんな環境であったのに、なぜ「ユモレスク」が
脳裏に残って、今なおこの曲を聴くと懐かしいふる
さとの風景が鮮やかに頭の中で展開されるふしぎな
曲である。
「ユモレスク」の音楽で甦るふるさとの情景はま
だ小学校（当時は国民学校といっていた）にもあが
っていなかった頃、託児所（今でいえば保育所か）
の幼ともだちと手をつないで先生に連れられて、小
高い山を片側にうららかな田園風景の広がる田舎道
を楽しく散歩している光景である。そして託児所と

いっても田舎のお寺の本堂を利用したものであった
ので、本堂の広い畳の部屋や庭先で幼友達と遊んだ
り昼寝をしたりしている光景がなぜか脳裏を駆け巡
るのである。これはドヴォルザークが「ユモレスク」
を作曲した動機の望郷の思いが乗り移って、ふるさ
とや幼ともだちへの懐かしい思いを喜寿を迎えた今
日余計に駆り立てているのかもしれない。
「ユモレスク」作曲の背景には、ドヴォルザーク
がニューヨークのナショナル音楽院の院長に就任し
ていたころに耐えがたい望郷の念に駆られていた。
そして１８９４年の５月に待ちかねたように休暇を
とって家族とともに懐かしいふるさとボヘミアに帰
国したのである。その一時帰国した故郷で作曲した
のがピアノ曲集「８つのユモレスク」であった。し
かもドヴォルザークが生涯に８０曲近いピアノ曲を
残しているが、ユモレスクはその最後の作品になっ
ている。
「８つのユモレスク」の中でも、第７番は特に愛
好されている曲で心地よいリズムに乗せて、懐かし
い憧れと感傷を含んだ旋律で魅力的である。スラブ
的情緒と懐かしい雰囲気を感じさせ、この旋律が全
くスラブの風景を見たこともない日本人の私の心を
捉え、子供のころに見た故郷への望郷の念を駆り立
てているのであろう。茂木健一郎が「音楽からすべ
てが始まる」と言っていたが、まさに音楽の素晴ら
しさを「ユモレスク」で改めて感じているこの頃で
ある。

会員 情報ファイル
♪ 会員出演の音楽会 ♪
【イトーヨーカドー桂台店コンサート】
会員の出演者：・岩瀬 修・高橋成壽
・塚本忠志・手塚 榮・橋本正道・宮村一成（6 人）
日 時：9 月 20 日（土） 開演午後２時
会 場：イトーヨーカドー桂台２階ひろば
（入場無料）
演奏曲： 「上を向いて歩こう」「大きな古時計」
「椰子の実」「船頭小唄」( おとこはおとこより)
「プロローグ」「東西なぞなぞ合戦」「売り言葉に
売り言葉」「おとこはおとこ」他
指 揮：近藤 豊
ピアノ:山本典子

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
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