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§1 同窓会よりお願い、会長 柴田德思（7 期） 

 

    

 

 

 

 

コロナ災厄により集会形式の同窓会活動は 2019 年 12 月 17 日 

第 23 回世話人会を最後に中断、その後もっぱらインターネッ 

ト利用のメール、ホームページによる広報活動となり、同窓 

生の友誼交流は停滞してしまいました。 

そんな中で、2023 年、母校は創立 75 周年を迎えます。2 年 

後の社会状況は誰も予見できませんが、この松溪誕生 3/4 世 

紀の節目を精一杯お祝いし、母校および同窓会のさらなる発 

展につげたいと思います。今後の世話人会や定期広報メール 

などで、同窓生の皆様へご相談し、ご意見やご提案などをお聞 

きしながら進めます。ご協力お願いします。 

現在の同窓会広報は、電子メール・ウェブサイトを利用しながら、“世話人各位が、事務局より受け取る情報 

をご自分の把握する同期生へ転配送いただく”としていますが、2016 年同窓会の復活後、新たな世話人や、新 

たに配信リストへ登録された方は少く“同窓生の輪”がなかなか拡がらないのが現実です。他方、同窓会事務量 

からすると、インターネットの力で、無数の方々に、膨大な情報量を迅速に、少ない労力で伝播可能なことが 

わかりました。今後事務局はこれまで各期世話人が負担していた情報伝達業務などを肩代わりしたり、インタ 

ーネットになじまない方へは印刷物郵送もするなどして同窓会の輪を広げる努力をしたいと思います。今後と 

もご支援いただきたくよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

芝さんが長年指導された天理大学雅楽部、1992 年創設 40 周年記念 

コンサートのパンフレットへ投稿されたエッセイ「テーマ「力」で 

す。松溪中在学時に言及されています。『伶倫楽遊』―芝祐靖と雅楽 

の現代―寺内直子編著：2017 年(株)アルテスパブリッシング。同社 

より許可をいただき一部転載しました。 

 

天理大学が雅楽部を創設して 40 周年ということで、

まことにおめでとうございます。貴雅楽部の近年の活躍振 

りはまことに目覚ましく、雅楽関係者の一人として心より 

嬉しく思っております。 

 

さて、貴雅楽部創立当時の 40 年前を個人的に振り返ってみますと、昭和 26 年、ちょうど私が宮内庁楽部の 

予科楽生から本科楽生になった年です。戦前、宮内庁楽部には「予科楽生」という制度は無かったのですが、 

昭和 22 年から新制中学制度が施行されて中学が義務教育となったため、楽部の楽生制度も小学校卒業採用か 
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ら中学校卒業採用に改められました。 

しかし、楽部内の空気は従来どおり 12、3 才からの教育を望んでおりましたので、該当新制中学生には、学 

校を週一日休ませて「予科楽生」として楽部の稽古の通わせるというやや強引な手段をとっていました。 

昭和 23 年 4 月から私も週一回水曜日に、中学を休んで楽部の稽古に通っていましたが、中学校の水曜日だ 

けの授業だった図工と音楽の先生から睨まれ、いじめられて、毎学期成績表は不可「Ⅰ」でした。頭の悪い私 

が一層勉強嫌いになった一因がこの辺にあったのかもしれません。現在でも楽部の予科制度は続いていますが、 

20 年後の昭和 42 年から土曜日の午後を予科学生の稽古時間にあてることにしたため、予科楽生が学校に引け 

目を感じることはなくなりました。その代わり四名の担当楽師が土曜の午後に居残りをしなければならない羽 

目になり、私も数年間、土曜の居残りをさせられました。 

 

話がそれていまいましたが、昭和 26 年、私が楽部の本科楽生に入学したころの楽部は、戦中戦後の混乱（戦 

死者、退職者）から立ち直り、再び「雅楽の殿堂」としての責任を果たすべく活動を始めたころに思えます。 

我が国の雅楽界における宮内庁楽部の存在に、確固たる意識を持っている明治生まれが上層部にデンと控え 

ていて、演奏や指導に盤石な態勢を整えていたように思えました。楽長に薗廣茂(そのひろしげ)先生、安倍季 

厳(あべすえよし)先生、楽長補に東儀兼泰(とうぎかねやす)先生、薗廣進(そのひろゆき)先生、芝祐泰(しばす 

け ひろ)（父）、また楽師の上位に辻寿男(つじとしお)、東儀和太郎(とうぎまさたろう)、豊雄秋(ぶんのかつあ 

き)、多久尚(おおのひさなお)、林多美夫(はやしたみお)の諸先生方がおり、私たち当時の楽生にとってはかな 

り厳しい毎日の稽古でしたが、振り返ってみますと、今日、雅楽人の一人として生きられるのは、これら諸先 

生方のご指導によるものがすべてであると感謝している次第です。 

 

楽生卒業後、諸先輩の演奏の場である賢所(かしこどころ)の御神楽(みかぐら)のご奉仕、楽部の演奏会など 

に末席を与えられて演奏の体験ができましたことが貴重な財産となっています。昭和 34 年の雅楽界初の海外 

公演（アメリカ）を中心とする国内外の雅楽公演をはじめ、昭和 41 年に創立した国立劇場での雅楽公演に＜ 

春鴬囀(しゅんのうでん)＞、＜萬秋楽(まんじゅうらく)＞、＜蘇合香(そこう)＞、＜新鳥蘇(しんとりそ)＞など 

の大曲舞楽の再興演奏を行ない、＜昭和天平楽(しょうわてんぴょうらく)＞＝黛敏郎作曲、＜秋庭歌(しゅうて 

いか)＞＝武満徹作曲などの新作雅楽を初演しました。これら昭和の雅楽史にのこる画期的な活動の中心にな 

った方々はやはり明治生まれの先生方でした。安倍楽長をはじめとする明治生まれの楽人の指導力、団結力、 

そして雅楽発展への気迫と実行力はまことに素晴らしいものでした。 

 

それから四半世紀が過ぎ、最近の「雅楽」は若い人達の愛好家がかなり増えて、静かなブームといわれてい 

ますが、何か一本芯が通っていない不安な状態に感じられます。これは雅楽を支える世代が明治から大正・昭 

和と移行し、雅楽の基本理念や宗教意識、芸術意識を次第に見失ってしまった結果と言えましょう。 

かく申す私も、基本理念や宗教性はほとんど学ばず、ただ技量を保つことばかりに気を取られて演奏したり指 

導をしてきましたので、明治生まれの先輩から「何をやっているんだ！」と怒鳴られそうです。作今の雅楽界 

の状況からみて、雅楽が急に衰退するとは思えませんが、日本の古典芸術の「極」として存在し続けるには、 

雅楽関係者が技量とともに基本理念、宗教意識、芸術感などの根本精神をしっかり身につけることが望まれま 

す。 

テーマ「力」とはあまり関係のないことをつらつら書きましたが、何となく最近の雅楽界に頼りなさを感じ、 

明治生まれの先達の結束力、指導力、実行力を思い出し、あらためて感じ入った次第です。 

さて、それこそ「力」のない私に、力について書く資格はありませんが、笛と力の関係を少し記してみまし 

ょう。初めて笛を持った人は、指穴の開閉のたびに笛が落ちそうになるので、指に力が入り、次第に肩にも力 
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§3 同窓生だより 宇田川 東 さん（11 期） 

ダイビング日誌 2021 年（宇田川さんちのホームページより抄録） 

 

 
 

が入って、その結果、指は痛くなり肩はコリコリになってしまいます。また一生懸命に鳴らそうとして、唇に 

やたらと力を入れ、喉から遮二無二息を吹き出そうとするので、ただシューシューというだけで音にならず、 

くらくらと目眩をおこしてしまいます。笛吹の方なら、どなたでも一度は経験しているはずです。指のほうは 

二ヶ月もすると指穴に慣れて痛みもなくなりますが、唇のほうはなかなか力が抜けません。笛を鳴らすには、 

無駄な力のない自然の唇の状態と、それに合った息遣いが肝要です。しかし実際には、うまく音を出そうとす 

ればするほど無意識のうちに唇に力が入って良い音は出ません。この唇に入った「力」こそ、横笛演奏の大敵 

なのです。お弟子さんを指導するとき「唇の力を抜いて！」と怒鳴る私自身、いざ演奏となると唇や肩に力が 

入り、それを抜くのに大変苦労します。だだ唇の力を抜けといっても、初心者はどうしたら良いか戸惑うばか 

りで、唇の力だけを抜くことができず、全身の力すべてを抜いてしまい、息まで出なくなってしまいます。こ 

れではさらに音は出ません。「力」は笛の演奏にとって厄介なものです。その力を抜く秘訣はあるのでしょう 

か。 

「丹田(たんでん)に、力を篭めて 吹く息は 清く正しく 幅ひろくあれ」（夢笛）唇、指、肩など上半身に入っ 

た力は正に邪魔者です。この力をそっくり包んで丹田に埋めてみましょう。そうです。下腹部にグッと力を入 

れてみて下さい。上半身の無駄な力が抜けるのがお解りでしょう。もし出来ない方は、椅子に腰掛けて両手で 

座っている板の部分を上に持ち上げるようにしてみて下さい。絶対に持ち上がりはしませんが、両腕の力と同 

時に、下腹部に力が入ります。この感覚をしっかり憶えて、今度は笛を構えて下腹部だけに力をいれてみまし 

ょう。スポーツではよく言われますが、笛の場合でも、力をコントロール出来れば良い結果がうまれるでしょ 

う。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

超大型風 18 号が台湾近くにあり、その東風の影響で真栄田岬は閉鎖され、日を追って波の高さが 3ｍ→ 

4ｍ→5ｍと予想された。予定を大幅に変更し、ボートダイビングは近場の未経験のポイントで潜ることにし 

た。那覇に着いたら、ビーチエントリーガイドを頼んでるぶくぶくさんから、明日のホテル迎え時間と、真 

栄田岬が風向きで閉鎖されているので、砂辺２本になる、との連絡が入った。 

※（2 本：2 本とは 2 回潜ること。タンクを背負って一定時間ダイビングする回数を本で表す。） 

①10 月 08 日（金）  

砂辺は駐車スペース確保が大変で、好きなポイントを選ぶのは困難だった。 カリフォルニアサイドで２本潜 

ることになった。駐車場所からエントリーポイントまで少し距離があったが、タンクを背負い 20 キロ近い重 

装備でも、真栄田岬の階段を想定したトレーニングをしてきたので問題は無かった。延々と続く ソフトコー 

ラルの丘陵や谷間、ドロップオフ、ガレ場を横断しての潜行など、十分に満足した。 

2021 年 10 月 07 日(木) ～ 10 月 17 日（木） 那覇一文字、沖縄本島 

７月中旬からの第 4 回緊急事態宣言（東京・沖縄）が、9 月末でもって解除された。7 月初旬のダイビングは、 

沖縄慶良間（ケラマ）へのボートの過半数が韓国人・中国人団体だったコロナ前と違って、昔のノンビリ雰囲 

気で最高だった。外国人が街角やダイビングボートから消えた今のいい時期に、再び沖縄に潜りに行くことに 

した。 

宇田川さんのご趣味は多彩ですが、ご自分の活動記録を“宇田川さんちのホームページ”で公開されていること 

を、同窓会ホームページの“同窓生だより”でお知らせしています。今回はその最新版、7 月以降コロナ規制緩和 

となるや否や、2 回にわたり沖縄の海をダイビングされました。信じがたい活力意欲の一部をご紹介します。 

全貌は http://plaza.harmonix.ne.jp/~udagawa/diving2021.htm をご覧下さい。 

http://plaza.harmonix.ne.jp/~udagawa/diving2021.htm
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ビーチエントリー２日間は、砂辺２本、真栄田岬２本を予定していたが、真栄田岬が潜れないとなった。 

急遽 代わりのポイントを、ボートエントリーで探すことにした。ケラマ予約のショップさんは駄目で、古馴 

染みのショップさんに連絡したら、明日 ボートが出るとのことだった。 

②10 月 09 日（土）  

早朝 ７時 45 分に ホテルに迎え。港は那覇港・出口脇の三重城船溜まり。

ここは琉舞「花風」の舞台の三重グスクの先にある。 

１本目 一文字（ハナヒゲポイント） 

出航して 10 数分でポイント到着。 

エントリーしてハゼが多い石・砂地でクロユリハゼの美しい姿に見とれな

がら前進。と、ガイドさんが手招きしてるので飛んでいったら．．．超レ

アな ハナヒゲウツボ が穴から身体を伸ばしていた。吃驚した。 

ケラマの男岩で見てから 20 年ぶりだ。黒いリボンのような幼魚は比較的見られるが、鮮やかな成魚はまず見 

れない。興奮してしまった。 

 

   

 

 

 

 

2 本目 一文字（テトラポット） 

一文字突堤の下を潜った。人工構造物のポイントだ。階段状の波切が突堤迄続いていた。前方にボンヤリと 

巨人の影のようなものが見えて来た。近づくと巨大なテトラポット群だった。 

逆立ちした姿勢で、集団

で泳ぐ 奇妙なヘコアユに

遭遇した。 

潮通しが良いのだろう、イソバナが繁っ 

ている根があった。 
テーブルサンゴも多く、こんなに港近

くで、と驚いた。 
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③10 月 10 日（日）  

この日は波の高さが３～４ｍと予想され、ケラマ行のボートは当然出ない。港から直ぐのポイントで、風と 

波が高くなる前の、早い時間に潜ることになった。 

7 時 30 分  ホテルに迎え、8 時前出航、8 時 15 分～ 9 時 １本目、9 時 47 分～10 時 30 分 2 本目 

午前中に港に戻り、港の待合所で歓談しながらランチした。 

1 本目 一文字、2 本目 一文字（天然漁礁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

。 

 

 

那覇港を守る一文字の防波堤。その外側は流れがあり、サンゴや魚たちが豊富に棲息している。今回の「マ 

リンハウスおきなわ」は、シニアダイバーや 障がい者ダイバーがよく利用する老舗のショップさん。近場の 

海域の魅力ポイントを知り尽くしている。以前、私は 那覇空港沖、瀬長島沖、与根漁港前といった珍しいポ 

イントを潜ってる。バリアフリーダイビング全国大会 を立ち上げた店で、昔大会を手伝ったので 船長やガ 

イドさんとも顔なじみなのだ。一緒に潜ったのは障がい者の 2 名（那覇の車椅子の若い看護師、埼玉の足の 

悪い老人）と、那覇の歯医者さんと私。二人は水中では自由に浮遊感覚を楽しんでおり、手も使って４５分 

程ダイビングを楽しんでいた。二人は水中では健常者の私たち二人と何の変わりもなかった。近場が何より 

一文字堤防のテトラポットが見える。 サンゴが繁茂する根が続いた。 
ソフトコーラルや小さなテーブルサンゴな

どの上は魚たちが舞っていた。 

根の下に、つぶらな瞳のネズミフグが居た。 白い砂地の中の小さな根。 デバスズメダイの幼魚た

ちが、青く輝いて群れていた。 
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§4 同窓生だより 秋山 奉由さん（7 期） 

悲しきカブール・バーミアン、再訪かなわぬカンダハル 

 

 

 

 
 

なのだ 

 

④10 月 11 日（月） 中城城跡 

波が高くダイビングは出来ない。久しぶりに沖縄中部の中城城跡 （なかグスクじょうあと）に行っ 

た。沖縄で最も良く遺構が残り、完成度が高く優美なグスクだ。城壁の上は強風が吹いており、眼下の 

けむった海が一望された。中城城の下の大城集落は、樹木が多く、昔ながらの石垣とランなどの花が多 

く雰囲気がいい。那覇時代、集落内の小道脇にはランの花が植えられていて驚いた。村のコミュニティ 

ー観光バスの運転手さんにその話をしたら、今でもその通りだと。 

 

 

 

 

 

⑤10 月 13 日（水） 

今が旬の シ－クワーサーを探した。 

大平通り入口の八百屋さんと農連プラザの直売所をめぐって見つけ、購入した。地元の人の絞り方を教わっ 

た。爪楊枝をシークワーサーの尻から突き刺し、少しグリグリとかき回し逆さまにして優しく絞る。果汁が 

爪楊枝を伝わって出てくる。果汁が出た分空気が入り、次のグリグリは少し楽になる。こうして３,４回内部 

をかき回すると、果汁がすっかり出てくる。 

⑥10 月 14 日（木） 那覇空港から羽田へ 飛び立つ。 予想外の天候だったが 満足したダイビングだった。 

＜後 記＞港に戻り待合で、一緒に潜った仲間３人と弁当を食べながら談笑した。足が悪い障がい者の２人と 

話してると、ダイビングが生きがいなんだ、と強く感じた。ダイビングは、障害や年齢には関係しない。 

レニ・リーフェンシュタール（ベルリンオリンピック記録『オリンピア』を撮影）は７０歳を過ぎてからダ 

イビングを始めて、2000 回以上潜り、100 歳の年に映画「原色の海」を制作し、101 歳で亡くなった。陸上 

では杖をついていたが、海中では、銀髪をなびかせて自由に移動していた。（11/19） 

 

 

 

 

 

カイバル峠越えアフガニスタン 

1967 年 5 月 15 日（月） 

紀元前のアレキサンダーから玄奘三蔵、チンギス・ハン、マルコ・ポールとそうそうたる歴史上の人物が越 

えた世界史で有名な峠。しかし意外や標高は 1,070ｍ。たいして高くはない。名前を聞いてさぞや天下の険か 

と思いきや、あて外れのあっけない登りで峠に着いてしまう。峠の頂上も意外と平凡でうっかり通らすぎてか 

ら、なにやら岩にレリーフの記念碑のようなものがはめられているようなところがあったな、と下りだしてか 

 
 

 

  

  

同窓会ホームページ掲載中の、“秋山奉由さん 1967 年世界一周山旅より”アフガニスタン“を特集しました。 

40 数年前、秋山さんも同国の貧窮をなまなましく伝えています。 
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ら、あそこが峠だったのかと気づくが面倒がって引き返さずに直進してしまった。今考えると惜しいことを 

した。 

現在は戦乱の地帯でわが隊のようなドライブ旅行 

なんてもってのほかであろう。一帯はタリバン ア 

ルカイダの跋扈する地域になっているのではない 

か。米軍がやっきとなって追求しているビンラデイ 

ンの隠れ家にもなっているようだ（＊その後米軍によ 

って 2011/5/2 殺害された） 

峠が国境と思い込んでいたのが間違い。峠を下っ 

た所にパキスタン国境ゲートがありそれを過ぎて 

もなかなかアフガン側の税関が無い。国境には緩衝 

地帯という無人の荒野がつづき一体今はどこの国 

を走っているのかわからない状態。今まで日本同様 

左側通行が今度は右側通行になるのだが、そのうち 

対向車がやってきた。右によけるか左によけるか！  

本当にヒヤヒヤであった。正面衝突も起こらず、 

無事アフガニスタン側国境に着く。 

2 回目の陸路国境越え。アフガン兵士１人の捧げ銃に迎えられて我々も少々緊張だがいい気分で国境の一本 

の鎖がうやうやしく？外される。ガラッと風景がさらに乾燥の進んだ、一木一草のない荒涼たる景色に変わる。 

そのうちに前方にヌリスタンの雪山が見えてきた。インドから暑熱地帯を走り抜けてきそ我々山屋一行として 

は、全員登山の渇望が沸き起こり、「アフガニスタンの山も登ろう！」。と予定にはない登山に急遽計画変更し 

たのであった。このいい加減さが実りある旅になったのだと思う。まぶしい西日を正面に西へ、西へ、と我々 

のドライブはあと 3 万キロかなたのゴールに向かい進むのでした。どこかでみかけた、【 RUN AFTER THE  

SUN 】 我らが旅の標語にピッタリ。砂漠の中で澄んだ流れの小川が見つかり、一夜をそこでサソリを気にし 

ながらも寝る。 

 

5 月 16 日（火）晴 

翌朝起きたら寝袋の中まで砂まみれであった。そんなところでも熟睡できたのが、当時の若さというものか。 

360 度地平線ばかり、家一軒ない。無人の荒野と思われるところでも、どこからわいて出てきたかと思えるほ 

ど突然一人のロバを連れた農夫が現れ、イスラムの礼拝を始める。砂の上に小石で輪を作り、立ったり座った 

り、一日 5 回行なうという礼拝を繰り返し行なっている風景。まさにミレーの晩鐘を思わせた。無宗教の我々 

から見ると信仰心の篤い彼らの心境をとても理解することはできなかった。 

雄大な乾燥地帯の風景をゆくと、紺碧の大きな湖を見下ろす場所にでる。遠くに雪白き山を望見。人跡未踏 

の不毛の地、に見えたが目をこらすと湖畔に地形と全く同じ色つまり茶色の土の陸屋根が数十戸の寄り集まっ 

た村が見えた。草一本生えていない土地で何を営んで生活の糧を稼いでいるか不思議であった。 

昨日の難所と思っていたカイバル峠が楽勝なのでこのまま首都カブール入りかと思っていたら大間違い！  

知らなかった難所、断崖絶壁を縫うように登っていく道であった。良くぞこんなところに車道を造ったものだ 

と感心してしまう。ソ連が軍事目的で援助して作ったとか。 

カイバル峠越え

る 

サラン峠への断崖絶壁のさらに険しい

舗装道路でソ連（現ロシア）に通じる

戦略道路 
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後のソ連によるアフガン侵攻作戦は記憶に新しいが、さらに現在では米軍がベトナム戦を越える長期にわた 

る泥沼に踏み込んでもまだ現在進行中。当時の冷戦構造の世界情勢でアメリカとソ連のせめぎあう接点。両国 

が覇権を握るための援助合戦の場であった。そして今は戦乱に荒らされてしまったであろう、悲しきカブール 

到着。カブールにある日本大使館に荷物を預かってもらい、休む間もなく、すぐにコー・イ・ババ山群と登山 

拠点バーミアンに向けて出発する。 

バーミアン 

5 月 16 日（火）続き 

カブールからバーミアンまでの道が今回長い旅全行程で最悪の道であった。途中まではソ連が作った立派な 

国道だったが、一歩バーミアンに向かう道に入ると完全な四輪駆動車オンリーの世界。川の中を渡る所ではみ 

んな降りて押したり、床の石にぶつかる音に肝を冷やしながら進む。よくぞ無事突破したものぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 17 日（水） 

バーミアンの近くでは美しいポプラ並木を走り、食料の買い出しで 

店に行く。店といっても掘っ立て小屋のごとき小さな店が並ぶバザー 

ルがある。アフガニスタンでは「きゅうり」のことを「キウリ」とい 

うので驚く。茶のことはアジアどこでもチャイ、これは似てる、とい 

うより同じ。肉屋の店頭に羊や牛の枝肉が吊り下がっていたが、商売 

していけるものかと不思議であった。野菜とともに干しブドウやら干 

しアンズなどは豊富で買い込む。燃料の薪を売る店では、天秤はかり 

で重りはなんと自動車部品のデフや丸石。乾燥地帯では薪は貴重品だ 

と思うが、木を燃料に伐ることがますます乾燥が進む悪循環なのだ。 

世界的に有名な身長 53m の大仏も 2001 年 3 月、タリバンの砲撃に 

よる爆破という世紀の一大愚行により消滅してしまったわけで、 

今に残る 1967 年当時の写真は貴重になってしまった。505 年造立。 

その当時もイスラム教徒により顔面は目鼻をきれいに切り取られて 

いた。何故か口は残したというのが不思議。このことを見ても 21 世紀 

の人間のほうが遙かに野蛮になってしまった、というあかしだろうか。しかし決して元に戻ることは無い。 

プリンス・グロリア・エクソダス号も荷物満載 4 人乗車でリアスプリングは常に逆に弓形に反り返っており、 

よく今回の最悪の路面を克服したものだ。大仏の足下に小さく写っているのが我がエクソダス号と黒シャツは 

秋山。 

バーミアンの美しい並木 

肉屋 しっぽ付が面白い。冷蔵庫

なしでオドロキ。 
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3 泊 4 日 第一回登山活動シャーフラデイー山群 

5 月 18 日（木）シャーフラデイー（5,143m）登山出発 

5 時起床、6 時バーミアン出発。フェドリ谷を行く。 

初の登山活動でザックを背負うのも正月の南アルプス 

以来半年ぶり。4 日分の食料等でザックはふくれていた。 

途中の田舎の小学校で休憩していると校長先生が出てきて 

お茶を飲んでいけ、ついには授業中断のサワギ。先生全員 

が通された職員室に集まり質問攻め。体の大きな先生は 

東京オリンピックのレスリングの選手だったとか。最後は雪山バックに記念写真。実に良い思い出ができた。

アフガニスタン国民が親日的なのが分った。（9 時 40 分～10 時 10 分） 

このように男は我々異邦人には興味津々で寄ってくるがチャドルで顔をかくした女性は絶対寄ってこない 

し、あえて話かけると逃げる。チャドル姿の写真を撮ってはいけないと聞いていたのでカメラを向けることは 

しなかった。途中ロバに目を付けてザックを運んでもらうが、最初からロバをチャーターすれば良かったのだ。 

しかし臨時雇用なので最後まで運んでもらえなかった。 

キャラバン途中の村々で病人を診てくれ、とたびたび頼まれる。専任ドクターがいるわけでもなし我がお粗 

末登山隊。1 ヵ所で素人手当すると話がすぐひろがり次々と重症患者にすがられてしまい、このときばかりは 

にわかドクター松田も途方にくれる。底なしの病気と貧困状況を目の当たりにして隊員一同暗然たるおもい。 

18時半、暗くなり雪渓が出てきたのでその近くでキャンプ。荷物を小さくするため寝袋は持ってきていない。 

シュラフカバーのみなのでザックに足をいれツエルト（簡易テント）をかぶって寝る。 

 

5 月 19 日（金）曇り後霰 

起床 4 時、気温 6 度と寝袋ナシでは寒かった。7 時出発、10 時 45 分雪稜に取り付き、12 時 50 分～14 時 10 

分昼食。この頃からアラレが降り出す悪天のため 15 時早めのツエルトビバークとする。落雷にそなえピッケ 

ルなどの金属類は離して置く。高度は推定 4,200m。初の富士山以上の高地に上がり、松田さん高山病で頭痛 

吐き気の症状がでる。他の 3 人も軽度の高山病症状あり。 

 

 

5 月 20 日（土）曇り風強し・アタック日 

午前 0 時起床、気温 0 度。強風でツエルトの周りはアラレの吹き溜まり。雑煮を食べ 2 時 50 分暗闇の中出 

発。天候はやや落ち着き始めるが、やはり松田さん 11 時に 4,800m 地点で無理と判断し一人下山する。10 時 

間半がんばり 13 時半シャーフラデイー峰（5,143m）登頂成功。似たような高さの峰が連なり、真のシャーフ 
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ラデイー峰かどうかは不明であったので、コー・イ・ババ山群の一峰とする。頂上で日本とアフガニスタン国 

旗を結んだピッケルを持ち倉持隊長の記念写真。当時の外国の山登頂ではおきまりの儀式。気温 0 度。登りは 

したが、日が暮れてからの下山中の高山病による幻覚症状に悩まされた。絶対人のいないはずの山中で前方下 

に先行するような人が動いているのが見え、後ろには誰もいないはず最後尾を歩いているのにすぐ後ろから靴 

音が聞こえる。念のため振り返るともちろん誰もいなし。幻視と幻聴のダブル高度障害であった。あとにも先 

にもこのような不思議な経験はない。全員多かれ少なかれ高山病にかかり、ほうほうのていで今朝出発したビ 

バーク地についたのは 20 時半で強行連続 17 時間 40 分の長時間行動だった。当時体力全盛期と思えるパワー 

が推測される。 

 

5 月 21 日（日）晴れ 

ビバーク地の朝、全員顔がむくんでいた。今思えば高度順化などと 

いう観念はなかった。若さだけで何とかなった時代であった。 

しかしこれで後日のイランでの 5,000m 峰登山活動の高度順化が出来 

たわけである。そばの石ころに 4 人の名前をマジックで書いて、懐か 

しのビバーク地に置いてくる。僕が勝手に持つのがその石。 

昨日の強烈なアルバイトに考慮、遅い 13 時ビバーク地出発。下山開始。麓に下り野道を行けば途中で休憩中 

の農民からお茶の接待を受ける。土瓶が針金で補強してあるのには驚いた。よく漏らないものだが、それとも 

最初から装飾で付いていたのかもしれないが、今も謎だ。 

ここでも女性は離れた場所からチャドルで顔をかくし隙間からそっと盗み見る感じ。また完全にすっぽりと 

顔をかくすタイプもあり。それは目の部分が網目になっている。 

女子は 10 代半ばから着用せねばならないらしい。強い女性差別と見え 

るが異教徒あるいは無宗教のものが安易に批判はできない。また帰りに 

も全身水疱だらけの女の子を抱いた母親が平伏するように治してくれ 

と頼まれるが、松田さんがおまじないのオキシフルで拭いてあげるだけ 

しか出来なかった。カブールの病院に行くように言うがそれが出来な 

いから苦しんでいるのだ。無力感にさいなまれる。行きに寄った小学校 

16 時 40 分に過ぎ、ホテル着 21 時 10 分。昨日の疲れが残り、たった 

8 時間行動でもバテタ、と日記にある。突然組み入れたアフガニスタン強行軍の山行は終わった。 

40 年後の今も戦乱のつづくアフガニスタンだが、当時は貧しいながら小康状態。アジアの国々8 番目の訪問 

国だが、貧しさはどこよりもひどく、つくづく日本の平和さが見えてくるのだ。平均寿命は 2010 年時点でも 

世界最低で男子 40 才と驚くほど低い。日本人の半分の人生という現実。この統計ではアフリカより低い事実 

に驚いた。戦乱の結果であろう。 

 

 

5 月 22 日（月）雨 カブール 

8 時過ぎバーミアンを出発。日焼けで口唇のあれひどし。足もマメがつぶれ痛む。砂漠に珍しい小雨のカブ 

ールに戻り登頂祝いにレストランで食事を奮発。分厚い羊の焼き肉を食べる。登山活動中連日の粗食の反動か。 

夜はアリアナホテルに泊まる。明日の大使館行きにそなえホテルからこざっぱりと身なりを整えていこうとい 
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う配慮。 

5 月 23 日（火）晴れ 日本大使館 

全員強烈な日焼けで皮がむけボロボロ。その顔で荷物を預かってもらっている大使感に行く。真崎秀樹全権 

大使をはじめ、潮さん、笹島さんらをビックリさせたが、とても親切な対応を受ける。あとで分ったことだが、 

このような僻地の外交官ほど親切であった。もちろん倉持さんがもらってきた下妻出身の外務省に強い北沢直 

吉代議士（元官房副長官）紹介状のキキメは絶大であった。 

その後、潮さんの自宅にも招かれ、ぼろぼろの顔を見かねてベビーオイルをもらう。奥様手作りの五目飯の 

ご馳走までいただき、こちらからも梅干しなど日本食材数品を差し上げて喜ばれました。18 時おいとましカ 

ブールを発つ。絵はがき 6 通投函。 

数十分砂漠を走り、振り返るとカブールの街がすぐそこに見えているのであった。テントを張る気力なく全 

員車内で座ったまま夜を明かす。松田日記によれば「月夜の砂漠の車内一杯の笑い声」。登山成功と大使館の 

もてなしで満足していたのがうかがわれる。また対向車のライトが遠くに見えてから 1 時間もしてやっとすれ 

違う、という全く何もない 360 度の地平線。不毛のどこまでも乾燥した土地。 

 

5 月 24 日（水）晴れ カンダハル 

何もない砂漠の一夜が明けまた同じ真っ平らな砂漠の中、コンク 

リート舗装道路を行く。これもソ連の援助の軍用道路。遠くの山は 

陽炎に浮かびまるで島のように見える。 

10 時～11 時 45 分カンダハル着。数年前この題名の映画を見た。 

この旅行で最も時代が遡ったような印象の街。まるで明治時代の田舎 

ではないかと思うくらい文明から遠ざかった第一印象。この旅がある意 

味タイムマシンのたびでもあったようだ。 

滞在 2 時間足らずで食料補給だけだったがもっと見たかった街。 

その後の変化は一番戦乱に巻き込まれた街になった。貧しい街が戦争で 

もっと貧しくなる負のスパイラル。何とも救いようのない事態。 

カンダハルから先はアメリカからの援助でできた素晴らしい舗装道路。 

大国の援助合戦で成り立っていた国。援助はよいが戦場になるのはまっ 

ぴらであろう。長い緩～い下りの坂道があり燃料節約とばかりエンジン 

を切って進むと、何と 20km も惰性で走れたのには驚いた。 

 

松並木が出てくるとアフガニスタン第二の都市、ヘラートに着く。 

ヘラートの歴史は、古くは紀元前のアレキサンダーに始まりチンギス・ハーンを経て幾度となく破壊と復 

興の繰り返しの街であった。どれほどの血が流されたことか。緑の多い街だが家は土造りで茶色一色。 

うっかり通り過ぎてしまい戻り、野菜などを買い残りのアフガニを使い切る。町外れの池にアヒルがのんび 

り浮かんでいたが、そばの 4，5m はあろうかという高いミナレット（尖塔）4 本が昔の栄華を偲ばせる。15 世 

紀頃の建造物らしいが表面の装飾青タイルがはげ落ち、ややいびつ、というところが現代と違う実に味のある 

風情。これも歴史を調べればいろいろ興味ある事実があるであろう。 
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§5 会計報告 

 

 

 

 
 

同窓会通信は原則電子メールを利用します。ご質問ご要望など、下記同窓会メールアドレスへ、お名前、 

卒業年度、メールアドレスをご連絡下さい。世話人会にて、同窓会連絡リストに登録、“同窓会ニュース” 

および母校月刊ニュースレター“松溪だより”を定期配信します(*)。また以下の松溪中同窓会ウェブサイト 

で全ての同窓会活動情報を掲載しています。スマホでも閲覧可能です。 

(*) ご希望者へ印刷物（縮小版）郵送も致します。 

松溪中同窓会ウェブサイト “http//www.showkeidousoukai.org ”  

同窓会メール taikiaratani@yahoo.com 又はミニ世話人会 kenricola@nifty.com（9 期小林） 

杉並区立松溪中学校同窓会 

 

ヘラートをでると急に悪路になる。平行してアジアハイウエー道路建設中なので数年後には立派な道になる 

だろう。国境近くの煉瓦製の古い橋があったがそばに新しい橋脚が作られ 

ていた。 

アフガニスタンの税関を過ぎ、出国したのにイランの税関まで 10km 

もあった。その国境緩衝地帯の悪路でルーフキャリアが過積載でとうとう 

壊れてしまい応急修理に一苦労。ちょうどその時通りかかたデンマーク人 

夫妻の乗用車タナウスには頑丈なキャリアーでうらやましい想い。また夫 

妻での辺境ドライブというのも当時としては日本ではとうてい考えられ 

ない事だ。この地でサソリを初めて見る。うかつにテント泊も出来ない場所だ。 

 

アフガニスタン走行距離 2,024km、ボンベイから 6,602km、ガソリン消費量 250 リットル、1 リットル\25 

は今回の旅で最安だった。 

 

 

 

2021 年 11 月 2 日現在の同窓会会計報告をいたします。 

1 前回会計報告残高（2021 年 4 月 12 日、同窓会ニュース 12 号）・・・・・・・・・・・・・\406,689 

2 2021 年 4 月 13 日～2021 年 11 月 2 日の収支 

  収入・・・\ 2         支出・・・\ 0 

 内訳 利子\ 2 

3 2021 年 11 月 2 日現在残高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  \406,691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘラートの街角 

https://www.showkeidousoukai.org/
mailto:taikiaratani@yahoo.com
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