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第三十号

「家元送迎」
メルマガnoichi30号、今月のテーマは『家元送迎』。
正派家元は御自宅のある小金井市から正派邦楽会館のある市ヶ谷まで週3回ほどお車で通っておられます。
片道1時間のドライブが御家元にとって少しでも気の休まる時間であってほしい、
そんな願いを込めて、毎回送迎の道順を選りすぐります。
季節は秋、どうぞ車窓の景色をお楽しみください。

小金井のご自宅を出発。

中央線を背にして南へ下る

中島雅楽之

•

木は、靖子家元が「立派な 木 」 と 呼 ん で 親 し ん で い ま す 。

に吹かれて散りかけていました。中でも霊園正門近くの大

とが出来ます。取材当日は赤く染まっていた桜の葉が、風

てくれます。開花する春に桜のトンネルをくぐり抜けるこ

様子。霊園を東西に隔てる一本の桜並木は季節を感じさせ

いわ」と仰る家元は、いつも先代を気に掛けておられる御

都のお墓がここにあります。「最近はお参りに来られてな

お墓が多くありますが、他ならぬ正派の始祖

と、すぐ多摩霊園が見えてきます。多磨霊園には著名人の

JR

パン職人である雅楽之一の姉、奥田有香さ
んのお店、カンデルは武蔵小金井にありま
す。フランスで修業を積んだ本場の味を、
お客様にお届けしています。
http://www.kandel.jp/

↓次ページにつづく
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甲州街道は都心部に繋がりますが、時間短縮のためいつも

抜けていきます。たまーに、皇太子殿下のお車が出てこら

館、赤坂東宮御所の間を行く都内で随一の美しい道を通り

思議な名前の交差点へ差し掛かります。ここから明治記念

す。こちらも同じく桜並木ですが、道が新しく従って木も
高速道路を利用しています。高速道路へ上がっていく途

れたり、愛子様が通学される御姿を拝見することがありま

甲州街道に入ると、ようやく車は進路を東へ向けます。

まだ若いようです。この通りから東にかすかに見える調布
中、運がいいとバックミラーで富士山が見える時がありま

武蔵野の森公園横の通りは抜け道としてよく使われま

飛行場は、先日、雅楽之一が式根島遠征の際に利用した飛

す。そんな日は「ラッキー」な日です。

迎賓館の横を通り抜け、ここでちょっと寄り道。ホテル

すが、一瞬の出来事なので運転手だけのちょっとした楽し
分ほどで新宿の高層

ニューオータニのロビイ階にある

でお食事やお土
SATSUKI

ビルが見えてきます。快調に進んだ日は「もうここまで来

産などを済ませることが多いです。ちなみに家元お気に入

お仕事前の身支度を整えて、正派会館へ向けて再出発。

たのね」と嬉しそうに仰ることがあります。首都高新宿線

みに留めています。渋滞がなければ

号線、いわゆ

20

東京のホームグラウンド味の素スタジ

ます。新宿を抜けると明治神宮のお社が見え、山の手線の

四ツ谷駅の横を通る際に代々四ツ谷に在住なさる川瀬（順

りの一品はビーフとマッシュルームのピラフです。

上を越えたら代々木の小さなサービスエリアがあります。

着となります。車を降りる前に「どうもありがとう」と優

輔）一族を気に掛けることもしばしば。見慣れた外堀を右

車は外苑出口で側道へ、左手に慶応病院、右手に東京体

しいお声で一言。靖子先生、長時間ご苦労様でした。今日

今まで何千回と往復してきた家元ですが、一度もここの

育館を見ながら一般道へ降りてゆきます。神宮外苑を四分

も一日、お仕事頑張って下さい。

に見ながら市ヶ谷へ。左内坂を上がると正派邦楽会館御到

の一周して左へ折れると、権田原（ごんだわら）という不

サービスエリアに寄ったことはないそうです。（笑）

は道幅が狭いので、まさにビルの間を縫うようにして進み

15

行場です。そのまま直進するとやがて国道

リーグ
FC

る甲州街道と交差するところに大きなスタジアムが見えて
きます。
アムです。

J

↓次ページにつづく
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漁業等を中心とした穏

島の人口は六百人で、

小さな島の一つです。

の右側にいくつかある

関東地方に拡大した時

対面！広々とした空港にぽつんとたたずむのはプロペラを二つ具え

かりと身の回りの金属検査があります。そしていよいよ飛行機とご

一人物。小さくても飛行機なので警察官立ち会いのもと、各人しっ

ランスが重要なようです。）手荷物検査員は受付係員ともちろん同

計量とそれぞれの体重の記入。（機体が十九人乗りと小さいのでバ

と冷や汗が出ました…。さて、搭乗手続きが始まると全員の荷物の

れい

やかな島です。気候は

た可愛らしい飛行機♪「さあ、乗るぞ！」と意気込むと「現地は悪

令

今回は、正派の皆さんと伺った式根島の報告です。文化庁主催の

温暖で起伏に富んだ島

天候のため引き返す場合もございます。」と不安なアナウンス。

じん

「時代を担う子どもの為の文化芸術体験事業」という舌を噛みそう

は正に離島の雰囲気。

呼ばれます。私の隣は川村葵山さんだったので、どうやら同じくら

神

な長い名前の事業ですが、要するに学校公演を全国各地で開催する

島への主な交通手段は

いの重さのようです（笑）全員が乗り終わると何やら地上の係員が

尺八演奏家

事業で、公益社団法人日本三曲協会が今年度から初めて参加してい

船なのですが、夏期以

プロペラを手で回しはじめました。（まさか手掛け？）と不安が一

かみさまの四方山話 ８

ます。全部で十二公演を協会が担当していますが、奥田雅楽之一さ

外には高速船が運行し

「式根島旅日記（一）」

んをリーダーに正派の皆さんに行って頂いたのは式根島小学校。初

ておらず、演奏前に十
一時間船に揺られて睡

ンが回りました。滑走路に入るとエンジン出力を一気に上げて機体

気に高まると、単なる点検だったようで、後に普通に自動でエンジ

搭乗口まではもちろん徒歩で、バランスを考量した席順で名前を

回からなんと離島！式根島の場所をご存知でしょうか？天気予報で

眠を取るのはさすがに

も揺れはじめます。壁が薄いのでエンジン音で機内アナウンスは全

体が小さいせいか、滑走距離が短く、あっという間に勢い良く離

く聞こえません。「当機は◯×△■◇…」とうっすら聞こえると機

陸！眼下には競馬場やサッカー場等調布の町並みが一望です！多摩

…と言う事で、新島まで飛行機で行き（三十分）、連絡船で式根島

コーディネーターを担当している私は、島への交通手段から、島

川を渡り、左手に横浜市街を見ながら進むと、やがて鎌倉上空から

へと渡る（十五分）事になりました。

の観光情報等の下調べが楽しくて仕方がありませんでした。それで

由比ケ浜を抜けて相模湾に出ます。鶴岡八幡宮を上空から見たのは

は旅のはじまりです。
出発の待ち合わせは調布。飛行機に乗るというのに調布集合はと

調布空港は想像とは裏腹にとてもモダンで綺麗な空港です。中に

素晴らしい景色でし

航路はとても興味深い

もちろん、はじめての

入ると受付カウンターが二つあり、搭乗手続きの準備中でした。

た！

ても新鮮です。

ふと掲示を見ると「調布飛行場での運航は、これまで有視界飛行方

調布 ～ 島しょ空港へご搭乗して頂くことが可能になります。皆様の

） での運航開始後は、お客様に安心して
IFR

便への変更等で、お客様には大変ご迷惑をおかけ致しておりました

も運航が可能となり、就航率が向上致します。これまで雨天時に船

より、台風、積雪といった特異な気象状態を除き、雨天等において

） による運航が可能となりました。このことに
IFR

） に限られていましたが、平成二十五年六月十八日に計
VFR

い声も激しくなってき

える雅楽之一さんの笑

始めると後ろから聞こ

めていて、機体が揺れ

の周りは雨雲が立ちこ

すぐに着陸サイン。島

わってしばらくすると

海の色も徐々に変

式 （

ご搭乗を職員一同心よりお待ち致しております。新中央航空株式会

ます。（高所恐怖症ら

が、計器飛行方式 （

器飛行方式 （

社」とありました。一歩間違えると島にたどり着けなかったと思う
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パイロットの技術が素晴らしく見事な着地を決めると、新島空港

しく、怖 く て 笑 っ て し ま う よ う で す … ）

では大雨 の お 出 迎 え 。
係員から差し出された傘を差して、空港建物に入るとのどかな喫
茶店とお土産屋さんのみの小さな店構え。連絡船までの時間がまだ
少しあるので、喫茶店でお茶をしながらお店のお姉さんに昼食のお
弁当の相談。下調べをしたお弁当屋さんリストの中からオススメを
聞き出し予約の電話をしてほっとホッと一安心。コーヒーを楽しん
でいると、「港まではどうやっていくの？」と不安な質問が。「タ
クシーで行こうと思います。」と伝えると「タクシー今日やってる
かな〜？」とまさかのひとこと。急いでタクシー会社に電話をする
と、四件中二件が「今仕事に行ってるからタクシーは出せないわ
〜。」とこちらもまさかのコメント。どうやら島の方は複数の仕事
をされている方が多く、時間帯によって仕事が変わるようです。三
件目でようやく二台予約が出来て一安心。約束の時間になると一台
が到着。「あれ？もう一台は？」と運転手の梅田さんに尋ねると、
「ダメだ。今母ちゃんの車の方はエンジンがかからない！」とこち
らも驚き の 連 続 ！
エンジンを掛けに会社に戻るから付き合えとの事で、ご一緒する
事に…道中ご親戚の話を一通り聞きながら、船に間に合うようにお
願いすると、弁当屋
さんも親戚だから届
けさせるとの事で、何
とか無事に連絡船の港
に到着。待合所もまさ
かのコンテナを改造し
たとっても簡素な建物
（物置？）で、お弁当
をそこで頂く事に。係
の方がとても親切で弁
当殻を引き取って頂け
ました！
（つづく）

一言・ひとこと
た ざ え

邦楽囃子方（ http
： //www.tazae.com
）望月太左衛

～邦楽を御裾分け、シェアする！～
十二月が近づき、あちらこちらのクリスマスの飾りつ
けが年末の町を華やかに彩っています。クリスマスツ
リーはもとより、光輝くイルミネーションが各地の名物
として、人気を集めています。
少し昔のクリスマスの風景といえば、三角の帽子をか
ぶった忘年会兼クリスマスパーティー帰りの方々が、大
きなクリスマスケーキの箱を持ってにぎやかな町を歩い
ているという絵がよくありました。今はそのような方は
少なくなり、家で家族と共にクリスマスを楽しむという
事が増えました。また一方、家の中だけでクリスマスを
楽しむだけでなく、クリスマスの飾りつけは外を歩く方
からも見えるようにするというお家もあります。クリス
マスの楽しさを、自分以外の方々にも御裾分け、シェア
するという感覚が増えてきているのです。
この「御裾分け、シェアする」という感覚をもっと見
直したいと思います。私の小さい頃は隣近所のおつき合
いが多くありました。いただきものがあれば、お隣にも

クリスマスはサンタクロースが世界の子どもたちに分

け隔てなく、プレゼントを配ります。まさにサンタク

ロースは「御裾分け、シェアする」姿のお手本を私達に

見せてくれています。サンタクロースの持っている白い

大きな袋から出てくるプレゼントは子どもたちに夢と希

望を与えてくれます。

私たちは何を「御裾分け、シェアする」ことができる

かと考えた時、邦楽普及活動が思い浮かびました。

年末年始は多くの方々が「和」のものを受け入れやす

い時期です。特にお正月といえば、「お箏！」、お箏の

音色にお正月らしさを感じる方は多いです。みなさんが

縁あって邦楽をされ、邦楽の楽しさ、すばらしさを体感

されていると思います。その感動を多くの方に御裾分

け、シェアしていただきたいなと思います。子どもたち

に、そして大人たちにも夢と希望の邦楽をプレゼントし
てください！

◎あとがき◎

日本には四季があるからと、日本人はよく言うけれど、

もちろん外国にも四季はある。カナダの紅葉もすごいらし

い。しかし日本のカエデの鮮烈な赤は世界的にも珍しく、

は都内の小石川の後楽園などにたくさんの観光客が訪れた

光にやって来るそうだ。円安の影響もあって、この十一月

最近では外国の人が、文字通りの日本の紅葉を見たいと観
されていない頃には、テレビを買ったおうちにご近所さ

御裾分けとしてお配りしました。またテレビがまだ普及
んが集まってみんなで見ました。このようにいいこと、

と報道されている。そういえばこのところ、都内でも外国

： //www.1938.jp
） みやはらたかお
グラフィックデザイナー（ http

赤いカエデが新鮮に写るのも無理はない。

れた外国の人の目には、日本の森の多種多様な植物、特に

う。同じ木ばかり延々と生えたオレンジや黄色の森を見慣

は、そのうち小石川の植物園などにも行くようになるだろ

黒の自然教育園などがおすすめなのだが、情報が早い彼ら

からの観光客をよくみかける。個人的には新宿御苑や目

楽しいことは一人よりみんなで共有しようという習慣が
ありました。
高度成長期から近年まではそのような「御裾分け、
シェアする」感覚が希薄になったようにみえた日本でし
たが、東日本大震災の後、「助け合う、絆」が大事であ
ることを日本人が再確認しました。クリスマスの楽しみ
方が変わってきたのは、この日本人の意識の変化による
ものだと思います。
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* 配信申し込み・ご意見・お問い合わせは mailmagazine@utanoichi.jp まで

http：//twitter.com/#!/mlmg_noichi

editor: gako niimi , masamijun kamidate design: takao miyahara
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メルマガ noichi は生田流正派邦楽会・奥田雅楽之一（http：//www.utanoichi.jp）が『邦楽』を様々な角度からアプローチするメールマガジンです。

