も
ぐ

し

■

わ

１

号

１

０乙

奈 良・ いか るが便 り
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15号 による風害・ 水害 のお見舞 いを 申 し上げます。
3月 の東北災害 に始 ま り日本列島は例年以上 の天災。 12号 では、紀伊和歌山か ら大和
奈良 にか けて未曾有 の大雨。 それが解決 が 出来 ていないのに 15号 の到来です。 同 じ奈良
遅れ ばせなが ら、台風

で も、北部 では小学校 が早 々 と休校措置を しま したが何 の被害 もな し。 ところが浜松 への
台風上陸 と聞 いて心配 しま した。私 は近 ごろ TVを 殆 ど見 な い生活 ですが、デ ジ タル・ デ
ータで浜松か ら清水・ 静岡の様子を見 ると、県庁 の樹 が倒れ、清水 。桜橋で も老木が倒れ
るな どのニ ュー スがあ りま した。大きな惨事 は見 つ か りませんで したが、皆様、如何 だっ
た こ とか と案 じてお ります。
2、

朝 顔

が

70余

各位 の ご無事を祈念申 し上げます。
個

以前、清水か ら野生 の朝顔 の種を持 って来 て蒔 いたことを記 した。 この朝顔、蔓は 2m
ほ どに伸 びて も、一向に花を咲かせず、 ご近所 の立派な栽培種朝顔にはとて も敵わな い と
思 っていた ら、八月中旬 ころか ら咲 き始 め、九月中旬過 ぎで もまだまだ勢 いが止 ま らず、
台風 15号 が来 る前 の 20日 には遂に一朝で 70以 上 の花を咲 かせた。あま りに多 く正確
に数 え る ことが 出来 ない。野生種 だか ら花 は小 ぶ りだが、数では負けないと誇 ってるよ う
である。濃 い紫色 に交 じって ビロー ドの赤 も鮮やか。明朝は幾 つ咲 くつ もりか ?
もう一 つ気 に している朝顔 がある。私が車を泊 め させて もらっている駐車場 の脇 の草 む
らの野生化 した朝顔 で、わ が家 の もの よ りさらに小型だが、負けずに咲 いて い る。
朝早 く咲 いてす ぐ萎 む し、廻 りの雑草 の背 が高 いので人 の 目には触れ に くいが、朝顔で
ある ことは間違 いない。 目を凝 らす と種 も実 らせていたので数粒を採取 した。
来年 は朝顔 の 日中友好、揃 い咲 きが出来 るだろ うか ?
り =コ ー…
ーーC)肇 罫が 聞 こえる
̀ゾの話 だが、 夕方、車を置きに行 くと リコーダーの音 が聞 こえる こと
これ も駐車場 が らみ

3、

がある。 どこだろう ?と 聞き耳を立 てる。方向は判 るが、金網 の フェンスに妨げ られ 、家
は何軒 もあ って どこの家 とも判 らな い。廻 って行 きた いが、 あの通 りは行き止ま りになっ
ていて、 そ この住民 しか入 らない。 そんな所 で「 リコー ダーを吹 くの は誰で しょう」など
とや った ら狂人扱 い されて しま う。
「何 の曲 だろう」 と確 かめたいが判 らな い。曲 ではな く発音練習 として も怪 しい。楽器
はアル トの よ うだか ら中学生 か大人 だろう。側 にいれ ば手助け してあげる こと も出来 るだ
ろうけど、駐車場か らでは無理 である。
清見潟 で リコーダーを始めた人達はどうして い るだろ う ?

独習 が 出来 ない楽器 ではな

いけど、作音楽器だか ら耳 が鋭敏 な人 に聞 いて貰 って修 正 tノ ないと身 に付 かない。
今年 の リコーダーの全国大会 は沖縄である。大勢 の友人 に会 え るかな ?
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「 お じい ちゃん頼 みます」 と言われ、孫 の登校 の交通安全補導 に行 って来 た。家 の前 で
空を見上 げると電線 に「 イカル」。「 ほらイカルがい るよ」 と教えたが、孫 は眠気が取れ
な いのか知 らん顔。その上を大阪伊丹空港 に着陸す るらしい航空機 が低空を飛 び、数軒向
こ うの タイチ ャ ンがや って来 た。 この子はいつ もネL儀 正 しい。「 お早 うござい ます」 とき
ちん と言 う。7:40 みんなで並んで登校。

JA奈 良 の角まで送 って帰 ろうとした ら、私 と

同 じ旗を持 った人 が 自転車 で来 た。父兄 か と思 った ら何 と校長先生。 以前な ら学校長 が
交通安全指導 の現場 まで来 る ことはなか った と思 うが、昨今 はそ うも言 ってい られないの
であろう。実際問題、狭 い道を行 く子供 たちの横を通 る車 のほとん どが徐行をせず、旗を
振 って も無視 する。寝ぼけまな この子供 もい るか ら、通 学路 には危険が一杯なのである。
清水 で、ず っと以前 か ら毎朝 の交通安全指導を して い る男 がいる。「 たい した もんだ」
と改 めて感心する。是非、褒賞を差 し上げてほ しい。

5、

=ヨ

リ フ ẗ=リ カ S飛 ぶ

「 精一杯、学校 で遊 んで帰 る」 とい う孫を、息子 に代わ って小学校 へ迎え に行 く。帰宅
したの は6:20頃 だろうか ? 家 の廻 りに コウモ リが飛 び交 っていた。
「 コウモ リだよ」と教
え車 を駐車場 へ回す。 ここに も多数、飛んで いた。同 じ駐車場を借 りている人 と少 し話を
す る。「 コウモ リですね。今 までは見かけませんで した。気候 が関係 して い るので しょう
か。台風 が通 って急 に寒 くな りま した。 もう半袖 ではい けません。先 日か ら 10度 も下が
りま した。」
たい した話 を している訳ではな いが、転居後六 カ月経 って、 や っと会話 が 出来 るように
な った貴重 なお一人である。 ここは、まだまだ挨拶 さえ も交わせない人 が多 い。

6、

神

fA合

同 法

要

先 日、東大寺 と鎌倉 の鶴岡八幡宮 が合同 して東北 の大震災を悼 む大法要 が行われた とい
う。何で もな いことと受 け取 る向きもあ るか もしれな いが、奈良 と鎌倉 のいずれ も有名な
寺院 と神社 が手を取 り合 って法要を行 ったの は特筆す べ き ことか もしれない。
奈良 で有名 な神社 といえば「 春 日大社」。 その昔、藤原氏 によって建立 された ものであ
る ことはよ く知 られて いる。 その藤原氏 がす ぐ近 くに建 てた寺 が「 興福寺」 であ り、以前
は一体 にな って活動 して いたとい う。現在、 その辺 りを歩 いてみて も境界が はっき りせず、
神社 の中 にお堂が祀 られて いた りす る。
元来 は一体 だ った ものが別れ た のが明治初期 の『 神仏分離令』 である。多 くの寺院 が壊
され、失われ、 日本宗教 と文化財 の災難 とも言われ るが、長 い間 に巣 くっていた悪習慣 の
一掃 に もな った と言われる。 それか ら 100年 以上 の時が過 ぎた。 やや もすれば人 の心が
荒 みやす い現代 である。寺社 が協力 して 当た らねばな らぬ ことも多い と思われる。
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蟹手 割斤 Z=モ彗 蟹誕 である

奈良 では牙饉 蟹誕
̀:よ

私が学校 で雅楽 の演奏会を開催 したの は、昭和 40年 ころだ った と思 う。「 日本 の子供
に 日本 の音楽を !」 と、杉山勝也先輩 や石橋道先生 の ご援助 を頂き、東京か ら日本雅楽会
を招待 した。「 箱根を越 えた ことがなか った」 と団員 に も喜ばれ たが、公演 はこの一回の
みで、その後 は雅楽 の楽器を購入 して生徒 に試み させ るな どの方法 でお茶 を濁 した。
今回、奈良 へ来 てみると、あち こちで雅楽を聞 く機会 がある。まず は法隆寺。各種 の法
要 に雅楽 があ り、 ちょっと珍 しい雅楽 のお練 り演奏、 マーチ ング もあ る。他 の寺社で の行
事 に も生 の雅楽 に接す る機会 が多 く、学校が苦労す るまで もな い ことにな っている。
いか るがホ ールの「 雅楽 フェステ ィバル 」をのぞ いてみた。出演者 に も鑑賞者 に も若者
が多 い。昔、苦労 した雅楽用語 が実音 で示 されて分 か りやす い。俺 の苦労 は何 だ った ?

奈良新聞『読者文芸』『 時事川柳』よ リ
空蝉や南朝あ りし皇居跡

僧入院

発掘 の現地説明 西 日受 け
去 ぬッバ メ 集 いて居 りぬ道 の駅
月光 に浮か び し 唐古遺跡 の塔
甘樫 の丘に 早 々彼岸花
奈良市議会

塔 二つ

棚経 なきと触れ廻 る
見慣れ し空 に赤 トンボ

生駒嶺 の TV塔 上 鷹渡 る
吹 く風 に揺れ る自萩

秋篠寺

孫投 げ し球 の先 なる野 の佛

どこまで続 く泥淳 ぞ
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良き古 き昭和銭湯

今 日廃 業

8、

う え
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fを 食す

先週、浜松 へ行 った際、夜、勝手知 ったる鍛冶町 へ名物 の「 うなぎ」を食 べ に出掛け、
とある店 に入 ったが、 どうも様子 がおか しい。 ど うしたのか と思 っていると女性がや って
きて「今、 ここの主人が FM放 送 に出演中で して、皆 でラジオを聞 いています。 こちらへ
どうぞ」 と案内 して くれ た。 どうや ら『 鰻談義』 らしいが、間 もな く終わ って しまい内容
は不明。 しか し、ほどな くご主人 も戻 って来 た。放送所 も近 い らしい。
居合 わせた先客 たちが放送 の感想を述 べ、 ご主人が答えて い るのをまとめてみると¨¨
まず魚体。細か らず太か らず、身 が締ま っている もの。 そのためには養殖時代 に何を
食 べ させたかが問題、練 り餌 の成分 も大切だが、生 き餌を どれほど与 え るかによって も

①

肉質 が変 わる。 もちろん、気温や水質 も大切。
調理。折角の うなぎも調理 によって良否が決まるの は当然。 ここの ご主人、長年 に亙 っ

②

て浜名湖 の 日本料理店 で修行 して「 茎、っ くら・ 柔 らか」が腕 の見せ所。焼 き方 と蒸 し方
に独特 の ものがあると言 う。
地方色。関西 は うなぎだ けを食 べ るよ り、蒲焼 きを合めた食 事 が望 まれ る。揚げ物・
煮物 0酢 の物 。汁物 な どを組 み合 わせ る。 さらに西へ行 くと「 うな た ま」 と呼 ばれ る卵

③

を用 いた料理 となる。親子丼風、錦糸卵風、身をほ ぐして櫃 まぶ し風 にす るな ど。
関東 は『 たれ』を重要視 し、秘伝 のたれが客を呼ぶ 。東京にはい ろい ろな蒲焼 きがある
が、「 ヤツメウナギ」な どは珍 しい。
④ 静岡は安倍川 の伏流水 が市内の あち こちに流れ て いたので、 これに天然鰻 を泳がせて
調理 して提供 したが、水 が止 ま り、天然が養殖 にな って良 さが発揮 できな くな った。
「清水 も天然 のいい ものが あったけど、少 し塩 辛 い」 とご主人。「 そ うか なあ」私 には
それほど辛 い と思えな い し、鰻重で も鰻丼で も、器か らはみ出さんばか りの大 きさ(量 )
と勢 いの良 さは天下一品。満足感一杯
9、

!

うなぎは目黒、いや清水 に限 る。

持参 できなか った 7ヨ 手斗 要目 J坦

これ までのわが家 には、父が買 った「 戦前 の百科事典」私が就職後 に買 った「百科事典」
息子 が買 った「大 百科」の三種 の百科事典 があった。 こうした ものは邪魔物にな りやす い。
奈良へ の転居 の際 にも、貰 い手 もな く、始末 に困る物 として焼却 されるところ「 これまで
の功労 に免 じ、罪 一等 を減 じて寺 に残留処置」 とさせ られて しまった。
書 き物 は絶えず正確 さを求 め られ る もので、話 し言葉 な ら
「 多分 ○○」とか
「 確 か○○ 」
で済 ませて も、書 き物 は証拠 が残 るため無責任 には しに くい。私 の場合 も、 たい した こと
はな い にせ よ確認 に迫 られ る。 そ こで図書館通 いとな るが、私 の探 し方 も問題だが、二館
で済 まな いことがあ り、他 の館 へ廻 ること もある。それぞれ の館 の休館 日が異 なるので慌
てて行 って利用 できな いこともある。祭 日も休館 なので、通常休館 と合 わせて数 日間利用
停止 となると、極めて不便である。狭 いわが家、百科事典 は買えない し¨¨・
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