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第百号

対談「中島一子×奥田敦也×奥田雅楽之一（上）」
メルマガnoichi100号！今月と来月は特集号として「両親と対談」をお送り致します。
メルマガnoichiは12月の最終号まで、編集部一同、心をこめて制作して参ります！
よろしくお願い申し上げます！

前、一九七九年六月三日の話から伺ってもいいですか。

きたか。…なのかな。まずは、生まれた時の話から。四十年

くべきことは、僕の生誕から今日まで、どんな様子で育って

の、結局、どんな話をすればいいのかなと。結局、敢えて聞

雅楽之一：ありがとうございます。で、考えてはみたもの

は、おめでとう。

中島一子（以下、一子）：あら、そうなのね。それはそれ

をとの編集部の希望があって、今回お願いしました。

で特集号にしたいと思いまして、是非、両親にインタビュー

メールマガジンが、今月一〇〇号で、来月一〇一号になるの

奥田雅楽之一（以下、雅楽之一）：八年前にはじめた僕の

古い機関紙で当時のことを読んだんですが、家元が亡くなっ

まれて二ヶ月後に中島雅楽之都は亡くなったからね。先日、

雅楽之一：家元の絶筆になったという、命名の書ね。僕が生

都が震える手で「命名 智之」って書いたんだよね。

もらうために行って、そこで私が抱っこしてて、中島雅楽之

敦也：生まれてから、小金井の中島家、初代家元に命名して

の子だっていうイメージはあったわね。

迦が生まれるなんて思わないけどね（笑）だからこの子は男

きたな〜なんて、お父さんと冗談で言ってたんだけどね。釈

言えば、マーヤがシッダールタを授かった時に白い象が出て

いう訳か知らないけど、白い象の夢をみたの。それで、そう

有香が生まれてから、なんかおかしいなと思った時に、どう

のよ。あと、（姉の）有香と十一ヶ月しか離れてないけど、

けなかったの。それで智之が生まれてから開けた。白だった

て。中がピンクだと女の子で白だと男の子で、それも私は開

がどこかのお寺に安産祈願に行って、お札をもらて来てくれ

一子：不思議だったのが、奥田の方（父方）のおばあちゃん

たね。

敦也：靖子おばあちゃんは、男の子だってのが嬉しそうだっ

一子：朝六時くらいだったかしらね。

敦也：何時くらいだったかな。

雅楽之一：へえ。そうだったの。

た。生まれた時に分かる方がよかったから。

一子：わかったのかもしれなかったけど、私は聞かなかっ

なかったのかな。

雅楽之一：当時は生まれる前に男か女かっていうのはわから

たいだった。不思議な気がしてね。

「あ、男の子ですね」って言ってね。それは声でわかったみ

の下にいて、泣き声が聞こえたと同時に靖子おばあちゃんが

思い出すのは、靖子おばあちゃん（中島靖子）と私が階段

のあった小平市の開業医、吉元医院の二階で生まれたね。

奥田敦也（以下、敦也）：智之（さとし＝雅楽之一）はご縁

雅楽之一：そうか。小平時代は懐かしい思い出があります

ちゃっていなかったの。

敦也：それで私が上京したときには、姉は二人とも大学を出

一子：女の子二人だからね。

て買った家だったの。

敦也：姉が二人先に東京に来てて、父が東京に来て家を探し

京の大学に行ってたから。

一子：元は違うのよ。元はお姉さん二人のためだったの。東

は学生時代に親父さんに買ってもらった家だったのかな。

雅楽之一：小平は父上が元々住んでいた家だったよね。あれ

一子：保育園までは小平だったからね。

すね。

い記憶だけど、小平時代は幼少期という感じがすごくしてま

ど。僕が小学校に入る時に国分寺に引っ越してきたよね。淡

寺時代がなんとなくあって、もっとも国分寺が大半なんだけ

雅楽之一：思えば、奥田家のヒストリーには小平時代と国分

敦也：有香は母親か禮子伯母しかダメだったね。

一子：そうだったね。

敦也：おばあちゃんでも泣いていたからね。

ね。

から、私も一緒に里帰るような感じで、産後を過ごしていた

に預けてて。というのも、禮子伯母以外は誰一人ダメだった

に人見知りが強かったから、禮子伯母（家元夫人）のところ

一子：生まれてすぐ、有香が人懐っこい子じゃなくて、本当

ごせたのは、今でも心の支えだよ。

然知らなかったよ。たった二ヶ月だけど、曽祖父と一緒に過

雅楽之一：その話は聞いてたけど、亡くなった時のことは全

一子：そうなの。ニューオータニのベビールームにね。

からって、預けられてたんですね。

雅楽之一：ただお葬式の時は、青山斎場で大変な一日になる

一子：そうね、みんないたわね。

た時、僕は病室にいたみたいですね。
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色々な名前をつけてね。毛虫道とか。

雅楽之一：考えてみたら、結構遠い距離を通ってたね。道に

一子：そうだったわね。

の後ろに乗せてもらって通ってたね。

育園に通わないといけない時期があったよね。母上の自転車

雅楽之一：国分寺に引っ越してから、ちょっとだけ小平の保

敦也：そうだね。

てことはあっても、親戚が来るくらいだね。

一子：まあ家族だけで暮らしてたからね。たまに誰か来るっ

りしてね（笑）

雅楽之一：誰も手を振ってくれないと、急に泣きたくなった

敦也：そうね、ちょうど見えたね。

一子：そうそう、ちょうど見えたのね。

くれたりとか。

育園に行く途中で、ちょうど家の裏の二階の窓から手振って

雅楽之一：ちょうど一本裏の筋にある保育園に通ってて、保

一子：色々楽しかったわね。

たりとか。

ね。例えば、両親二人でトランペットとピアノを弾いてくれ

小学校三、四年の時に麗が生まれたんだよね。

雅楽之一：国分寺に移り住んで、義務教育が始まって、確か

一子：十七歳だったね。

で生きてたもんね。

雅楽之一：長く生きてたね。猫の方が犬より先にいて、後ま

之が二歳くらいの時に来たんだよ。

一子：猫はいつくらいからか、記憶にないくらいでしょ。智

雅楽之一：二匹の黒猫はその前からいたけどね。

敦也：そう。親戚のところからもらってきたの。

雅楽之一：小平時代から飼ってたよね。

敦也：有香も度々引きずられてたね。

とがありました。

きずられてね。アスファルトに引きずられて、大ケガしたこ

も綱を離せばいいんだけど、離さないから西部劇みたいに引

雅楽之一：見た目はクールなのに、すごく臆病だったね。僕

敦也：きたー！ってびっくりするんだよ。

一子：雷の音とか、クラクションの音とか…

敦也：雨戸閉める音とか…

音が鳴ると、急に全力疾走することがあったんですよ。

たんです。ところがすごい臆病者で、散歩の時に、予期せぬ

犬種で、ドッグレースに出るくらい足が速い犬を当時飼って

雅楽之一：アレックスと言うのは、アフガンハウンドという

一子：あったね。保育園の時だったわね。

えてるね。

けがしたこともあったね。顔から出血して戻って来たのを覚

敦也：そう言えばアレックス（犬）の散歩の時に、智之が大

一子：そうね。

寺の学校に通ったってことだね。

雅楽之一：ちょうど小学校の義務教育が始まる時から、国分

えに行くのは私が自転車で行ってたね。

てくれて、ここの禅茶房（喫茶店）の仕事があったから、迎

回かあったね。そんなに頻繁ではなかったけど。

井の中島家の方に行って、両親の帰りを待つって時が年に何

雅楽之一：そうだね。両方いない時は、学校から歩いて小金

れば「禅茶房にお父さんいるよ」って、家に帰れたからね。

は常にあったね。だから私がいなくても子供たちが帰ってく

一子：そうね。あとはお父さんが家での仕事っていう安心感

仕事をやり始めたっていう感じですか。

雅楽之一：二人とも国分寺に来てから、腰を据えてやりたい

中に、喫茶店の方をやる時間がなくなっていったのよね。

いって人が一人、また一人って増えていって、お稽古してる

ど、段々お茶はいりませんからってなってきたね。習いた

一子：聴く会みたいな感じで！お茶付きでやってたんだけ

雅楽之一：当初は喫茶店のイメージがあったけどね。

なってきて、段々稽古場になってきたよね。

の音が聴きたいって人が増えてきて、竹のサロンみたいに

一子：そう。最初は喫茶店だったんだけど、いつの間にか竹

てから、自分の職場としての禅茶房が完成したんですね。

雅楽之一：そうだったんですね。それで父上は国分寺に移っ

たんだよ。二十六歳くらいだったかな。

一子：小平の時に確か（

雅楽之一：若いよね。

一子：二十七歳。

かな。

雅楽之一：国分寺に引っ越してきた時、母上は何歳だったの

一子：やっぱりその頃は、覚悟が出来てきたんだね。

雅楽之一：《尾上の松》とか、よく弾いてたよね。

一子：そうね、お稽古してたからね。

るね。

かったけど、国分寺に移ってからはすごい弾いてる印象があ

雅楽之一：小平時代はあまり母上が三味線弾いてる印象な

一子：麗が生まれるまでは智之が末っ子だったんだよね。

雅楽之一：それで五人家族になったんだね。

邦楽技能者）育成会には行って
NHK

一子：そうだったね（笑）朝はたいていお父さんが車で送っ

一子：そうだね。
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一子：そうね。

とか、今でも自分のルーツになってる気がするよ。

雅楽之一：もちろん自然に日本の楽器の音も聞いてたけど、

雅楽之一：それは知らん（笑）

雅楽之一：国分寺時代の続きだけど、麗が生まれてからはな

一子：智之が一、二年生の時はともかく、三、四年生になる

ルやろう」って言われてやったりしたわ。

敦也：六歳で芸事を始めるといいんだよね。世阿弥が言った

んとなく麗中心の生活になりましたね。

それだけじゃなかった…ってところが、音楽を嫌いにならな

雅楽之一：父上とも、よくキャッチボールしてもらったよ。
ね。

一子：上二人と十とか十一違うから、やっぱりね。麗は小学

と野球をやりたいって言ってね。

一子：敦也さんもよく遊んでくれたよね。キャッチボールも

一子：そうそう。

校から私立だったけど、有香と智之は公立だったから、結果

かった一番の理由かな。

そうだし、縄跳びもね。

敦也：だから智之も有香も、六歳の時に始めたんだよね。

的に地元の友達が多いよね。

敦也：野球やってたね。

敦也：一子はあんまりスポーツしなかったしね。

一子：そうそう、有香はピアノを、智之はお箏をね。

雅楽之一：そうね。まあ今はあんまり会ってないけど。でも

敦也：家では全然邦楽は聞かなかったね。

一子：でも色々付き合わされたよ、三角野球とか。近所の子

雅楽之一：引退したイチローじゃないけど、これまで音楽を

僕の故郷は国分寺っていう気持ちはあるね。

一子：リトルリーグじゃないんだけど、学校のリーグみたい

供達と二チームにわかれて、私がいるチームは強い人がくる

ずっと愛し続けてきたってのは一貫して変わらないことだけ

一子：本当にスポーツ好きだったよね。小学校三、四年は野

一子：全然聞かなかったね。

のよ。私が下手だから。

ど、両親から強要されたことは一回もなかったね。音楽家に

球でしょ、五、六年はサッカーでしょ、中学はテニスね。

なのに入ってね。他の学校と対抗戦やったりね。

敦也：あとお向かいさんね。お向かいさんも加わってやって

なりなさいって言われたこともないし。この道が合ってると

雅楽之一：まあ体動かすのは一番好きだったからね。スポー

雅楽之一：それぞれで聞いてることはあったかもしれないよ

たね。本当によく外で遊んでたよ。

か、向いてるとか言われた記憶がないよ。

ツは見るのも好きだったし、特に球技はね。案外頭も使うし

敦也：元々スポーツ好きだからね。

雅楽之一：母上の幼馴染みで、ご近所にいらした野尻多佳子

敦也：全然言わなかったね。だって自分の人生だから。

ね。理屈じゃなく、好きだったね。

ね。

先生が僕のピアノの先生になって、野尻先生が萩山に引っ越

雅楽之一：「お箏を弾け」なんて言われたこともないし。で

一子：あと口が達者だったね。

雅楽之一：国分寺ファイターズね（笑）

されて以降もずっと、姉と二人で通ってたね。僕は六年生ま

も音楽が本当に好きになったのは、家で世界中の素晴らしい

敦也：口は今でも達者だよ。

敦也：そうね。家族がいるとこでは聞かなかったね。子供た

で習ってたかな。

音楽が流れてたからじゃないかなと思うんだよね。

一子：まあね。

一子：三番サードだったわね。

一子：そうね。

一子：家いる時はずっと聞いてたもんね。

敦也：ダジャレも多かったし。

ちは、ディズニー音楽で育ったと言ってもいいね。

雅楽之一：それから、お箏も靖子に習っていたね。

敦也：そうだね。ジャズも聞いてたし、あとディズニー音楽

雅楽之一：まあ、隣が神社だったから、低学年の頃から外で

一子：やりたいって言ったのよ。智之が自分で。

聞いてたね。

雅楽之一：ダジャレ（笑）

一子：そうかもしれないね。

雅楽之一：確かに言った覚えはあるんだけど、お稽古は嫌

雅楽之一：ディズニーも、初期はジャズみたいなもんだもん

一子：女の子をからかって、私電話もらったことあるもの。

遊ぶのが習慣付いてたから。

だったね（笑）

ね。

「奥田君に私をいじめないように言ってください」って

雅楽之一：確かに、幼少期に聞いたディズニーのハーモニー

一子：楽譜が残ってるわよ。《平成の曲》っていうの。平成

一子：まあそうだね。

一子：私はグラブなんか持ったことないのに「キャッチボー

になった時に作曲したの。
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日は自分もお母さんの弁当が食べたいんだよね。

敦也：気が弱かったのかな。遠足の時とかね。有香が遠足の

い感じなのよ。

かしくなってきて、当日はお腹が痛くなってきて食べられな

負けるんじゃないか」って運動会の三日くらい前から何かお

一子：五十メートル走の時からそうよ。「今年こそ○○君に

くりしたね。

持つかなと思ったら、最後までトップで一位になって。びっ

敦也：実際スタートで飛び出して、あんなに早く走って体力

て。二番はないのよ。

一子：小学校の時からずっとよ。とにかく一番を取るんだっ

るんだって珍しく朝早くからずっと練習してたよね。

敦也：中学校だったか、運動会で千五百メートルで一番を取

あったね〜。忘れかけてたよ。

雅楽之一：いやいや。やめてください（笑）そんなことも

い（笑）

一子：残ってるね。今度秘蔵で何か公開したらいいんじゃな

ね。

敦也：役者になるといいって誘いに来たね。ビデオ残ってる

一子：ボーイソプラノで、すごい良い声だったね。

雅楽之一：ミュージカルみたいなのね。

一子：そうだったね、主役やってね。

たね。

敦也：あと小学校の六年の時だか、学芸会で一生懸命やって

雅楽之一：親が謝りに行くとか、しょっちゅうあったね。

になってて、あれは驚いたね。

話があって。すぐに行ったら洋服屋さんの外壁がボロッボロ

一子：そう。あと「奥田君がお店の壁を崩しました」って電

ね。同級生から。

雅楽之一：昔は携帯ないから家の電話に苦情が来るんだよ

一同：笑

（笑）

敦也：あれは小学校だよね。

だった。

ね。おもちゃから自転車まで、毎年クリスマスの前日は大変

一子：また私たちも凝ってたからね。絶対にバレないように

雅楽之一：サンタクロースはいます！（笑）

んだって教えたら、夢が崩れたように泣いたよね。

敦也：サンタクロース信じてたから、あれは親が用意してる

一子：そうそうあの時もひどかったわ。

の凄い泣いたね。

敦也：あとサンタクロースはいない！って話をした時も、も

になって、二週間くらい学校休んだからね。

に」って智之が泣いて泣いて、それで自律神経失調症みたい

た時、「もう赤ちゃんはいらない。四人の家族で楽しいの

一子：そうかもしれないね。でも麗を妊娠したってわかっ

あんまりケンカしなくなったかもね。

したけど、麗が生まれてからは、ある意味バランスが取れて

雅楽之一：エピソードが豊富だね（笑）有香とはよくケンカ

一子：詰めすぎて箸が折れちゃったの（笑）

箸が折れちゃったよね（笑）

敦也：もうぎっしり詰めてたんだよ、そうしたら食べる時に

いっきり詰めてたの。

一子：毎日「足りない。もっともっと」って言うから、思

ご飯を思いっきり詰めてたね。

敦也：今度は中学校になると、毎日お弁当でね。お母さんは

雅楽之一：そうだったね（笑）

は、もう片方がもの凄く落ち込んでね。

一子：どっちかのお誕生日とか特別なイベントがある時に

雅楽之一：ま、年子だからね。

一子：二人がライバルでね。

雅楽之一：給食より、お弁当が食べたかったのかね。

朝起きてこないのよね。有香のお誕生日とかも。

一子：「今日は有香ちゃんの遠足…」とか言って、拗ねて、

ことは、父が正派とは全く違うスタンスで活動してたってこ

だけどね。でも結果的に、自分で正派を継ぐって決めたって

るのも無理ないと思うし、姉も麗もちょっとお箏やってたん

あったと思うし、あの頃は時代的にも継いで当然って思われ

た。傍から見たらあの子は正派の後継者って言うのは多少

雅楽之一：夢ね。親にレールを敷かれてるって感じはなかっ

敦也：子供に夢を与えてたね。

だけど買っておかないと困るしね。

一子：自転車なんて前の日まで隠しておくのが大変なのよ。

一同：笑

雅楽之一：凝り過ぎ（笑）

（笑）

ら」ってわざと半分くらい食べたみたいに手紙書いてね

チップクッキーみたいなのが置いてあって、「忙しいか

一子：手紙と一緒に「サンタさんどうぞ」とかってチョコ

敦也：完璧に信じ込ませてたね（笑）

ね。そう思わせるこちらも大変だったね（笑）

一子：うちだけは他とは違うって。本当に来てると思ってて

敦也：しかしあの時はすごかった（笑）

ねってなってね。

一子：高学年くらいだったかしらね。そろそろ言わないと

↓次ページにつづく
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とも良い意味で影響あったし、さっきも言ったけど、家の中
に色んな国の良い音楽が流れてた影響もあったし、単純に音
楽家として前に進める気持ちになれたから、おじいちゃん、
おばあちゃんのお稽古にも通わなきゃって思えたんじゃない
かな。
一子：我が家は、民族音楽も流れてたし、クラシックもそう
だし。智之はクラシックが好きだったしね。
雅楽之一：西洋音楽は、感覚的に僕に合ってたんじゃないか
な。
敦也：演歌は聞かなかったね。だから紅白も見たことなかっ

雅楽之一：大衆的な音楽は一切聞かなかったからね。

くて辛い思いをしたかもしれないとは思うけどね。

敦也：ただ、ひょっとしたら子供の頃は、友達と話が合わな

いう時は、みんな不機嫌な顔して、堪え難かったね（笑）

雅楽之一：隣の神社でよくカラオケ大会やってたよね。ああ

雅楽之一：うちはどんな家だったのか周りの人は気になって

（笑）

敦也：あの頃は貧しかったけど、クオリティは高かったね

雅楽之一：そうね。音楽とか映画でもね。芸術全般ね。

リティ高かったと思うよ。

敦也：ま、他所のことは分からないけど、我が家は割とクオ

子供は母親が

が自分でものを考える子になると思います」と答えておいた。

だったので「子供はほったらかしにした方がいいです。その方

くると子供がほったらかしで」と少し引け目を感じているよう

話になった。彼女もだんなさんも作家だから「忙しくなって

知り合いの陶器作家の方の個展にうかがっていて、子育ての

◎あとがき◎

たし。

敦也：歌謡番組になったらテレビ消してたもんね。

るみたいなんだけど、案外、核家族で両親共働きで、それぞ

時間つきっきりで育てるものと考える人もいる

雅楽之一：確かに、その点においては話が合わないってのは

ようになると、結構聞いてた時期もあったね。

一子：もう少し大きくなってから、友達同士で聞いたりする

あったかもしれないね。

一子：私も、収入を得るっていうようになったのは随分後の

し。

てきたっていう感じだよね。お手伝いさんとかはいなかった

れ芸術をやってるから大変だったけど、五人家族仲良くやっ

た。

憶などほとんどない。祖父や近所の人が普通に相手をしてくれ

うちの田舎などは共働きが当たり前だったから、親と遊んだ記

だろうが、そうなったのは戦後でも核家族化が進んでからだ。

歳を過ぎたころには勝手に町内を歩き回って、一日中遊

雅楽之一：それも必要な事だよね。色んな音楽を聞くってこ

24

あるかもね。

流されることもなく、ただ純粋に音楽を聞いてきたってのは

雅楽之一：逆に言うと、音楽においては純粋に、でも周りに

かったんだよね。

敦也：禁止してたわけじゃないからね。ただ家ではかけな

た。

とはね。ポップスもロックも。僕は音楽に偏見を持たなかっ

敦也：やりたいことを結構我慢してたからね。一子もそう

雅楽之一：やりたいことができるってことでね。

敦也：変な言い方だけど、私は今が一番自由かもしれない。

族で朝食、夕食を食べてたしね。

一子：そうね。だから個食ってことはなかったよね。必ず家

しい思いしないようにってしてたよね。

敦也：私も家族第一だったしね。仕事よりもね。子供達が寂

ことだから、ほとんどお父さんの収入で暮らしてたのよ。

ままになってしまう。実にもったいない話だ。

のに、物を十分に与えられてしまうと、その能力が使われない

ことに慣れている。子供は何もなければ自分で遊びを発明する

えない方がいい。今の子供は与えられすぎている。与えられる

きるだけ放っておいて欲しいと思う。おもちゃもできるだけ与

まう。アメリカだったら逮捕されるだろう。それでも子供はで

でいたこともあるくらいだ。

んでいた。さらに

歳のころになると、一人で山に入って遊ん

一子：そうね。自分で選んでいったってのはあるね。ある時

じゃない。今は仕事第一でできるけどね。
（下に続く）

から自分でクラシックのレコード買い漁って、これがいいと
かって探求してたもんね。

グラフィックデザイナー（

） みやはらたかお
http://www.1938.jp

さすがに今は子供が外で一人で遊んでいたら虐待になってし
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