幸五郎の 絵｢ 売｣れた
私が会長をしている杜のス
ケツチ会の合同展覧会が︑九
月七日 から十二日迄南町 通
りの仙建ビルのギャラリィで︑
ありま した︒杜のスケッチ会
は︑約三十人の方が会員で元
一女高の小山喜三郎先生の指
導で約十年前 から︑やってい
ます︒どうしてもこの手の会
は︑女性が多く男女共学をし
た事のない幸五郎は い｢ずい ｣
のである︒それでも五人は男
性がいる︒仙台市内の風景を
描いたり︑たまには遠刈田︑
迫町︑名取などと遠出する事
も有る︒﹁皆さ んも入のま せ
んか﹂と勧めるのだが︑﹁かけ
な い﹂としりご みをす る︒幸
五郎でさえ入っているのだか
ら︑どうぞ遠慮なくご参加下
さい︒さて今回は萩ケ丘の東
日本放送のテレビ塔の根っこ
と若林区旅立ち神社の付近の
河原から広瀬橋と大年寺の山
をのぞんだ風景をかいたもの
を出しました︒ところがこれ
を買いたいと云って来た人が
現れたのである︒二年前の時
にも東北大の文学部を描いた
絵も売れたのだが︑又又であ
る︒だれが買いたいと言うの
かとお店でま っていた ら︑八
木山に住むＫさんがやって来
ました 彼｡女はすばらしい人
です︒ご主人を亡くして︑病
の義母をかかえ乍六十歳をこ
えてから大学を卒業してカナ
ダのバンクーバに留学し尚か
つ現在も勉強中で︑自宅の玄
関が殺風景なので私の絵を買
いた いとの事である︒この絵
は︑幸五郎の気持ちが現れた
とてもやさしいタ ッチでかい
てある︒いたましい気持ちも
あるがほかの方に見てもらう
なんてこんなうれしいことは
ない︒お値段はいくらと言わ
れましたが︑とても値段はつ
けられません︒幸五郎がつく
った︑新発売の﹁ひびきあいふ

み箱﹂
を何個か買っていただく
ことで商談が成立しました︒

キノコ取りで
バ ー ち ゃ ん と 松 林デ ート

私の妻の実家は仙台市深沼
海岸に近い農家である︒私は
町の中の商家です︒四十五年
前︑結婚してまもなくから妻
の母から ﹁海岸の近くの防風
林の松林の中 から︑キノコが
取れるので︑取りに来て﹂と誘
われました︒
九月から︑十一月迄三ケ月︑
朝まだ日が昇る前に起き出し
て車で二十分︒松林につきま
す︒まだ暗くて足元のキノコ
は見つかりま せん︒ビニー ル
袋を持って︑松林の中に入って
いきま す︒もうすでに︑薄明
かりの中に何人か︑黙々とキ
ノコ取りの人 が来ています ︒
あちこちあるいているうちに︑
手拭でほうかぶりした︑おば
あちゃんと出会います︒ な｢ん
ぼ取った︑ほら︑やっから と｣
いって︑私達の袋に入れてくれ
ます︒やっと朝日がまぶしく
松林の地面にさして来ます︒
今度は反対に見えにくくなり
ます︒おばあち ゃんはキノコ
取りの名手 で︑自作のキノコ
取りの歌を岸壁の母のメロデ
ィーで歌いながらキノコ取 り
します︒文句は忘れましたが︑
キノコを見つけたときの喜び
を表現した歌でした︒そのば
あちゃんも十八年前に他界し
ました︒
今年も九月がやって来まし
た︒又朝早く起きて松林に行
きます︒松林の中からおばあ
ちゃんが出て来るような錯覚
にお そわれます︒キノコにお
ばあち ゃんがのりう つってい
る のでしょう︒取れ るキノコ
は﹁あみた け﹂と﹁きんたけ﹂
﹁はつたけ﹂がとれます︒今年
も夏が暑かったからあまり期
待は出来ませんが︒

川 崎 と 自 由 が 丘 見て きた

九月十六日︒神奈川県川崎
の﹁ラチッタデッラ﹂と目黒区
の自由が丘を見て来ました︒
どちらも︑人 がいっぱ いいる
からど んな事 でも やれ る と
思う︒先ずもっての印象でし
た︒川崎のラチッタデッラとい
う所は︑映画館を経営してい
た人が︑映画館を真中にして
雑貨や衣料品︑中華そばや焼
肉や等約三十店のお店を集め
て造った商業施設である︒宝
石や︑ミニカー等の専門店も
あ った︒中華そば は︑そば や
らしくない喫茶店風なつくり
になっていた︒衣料品店は︑風
変わりな マネキンがあ って︑
店というよりは劇場風でお店
のネ ーチャンはミニスカー ト
とジーンズスタイル︒インシヨ
ップと言って屋台風な装置で︑
アク セサリー を売っている ︒
アイスクリームやでは味見が
できるのがおもしろい︒三四
〇円︒二種類を一つのカップ
に入れてもらって食べた︒ここ
からバスで移動して一時間か
けて目黒区の自由が丘に着い
た︒昭和二年に田園都市とし
て電車線をひいて造った若 い
町で丘というだけに小高い山
のようなところにまちをつく
つたので軟らかいスロープに
な っている︒道幅が狭く縦横
にどこを歩いてもどこかに出
てくる︒高い建物が無く二階
建ての小さいショップが点在︒
それぞれ道の名がハイカラに
ついている︒例はヒロストリー
ト︑すず かげ道り︑グリー ン
ストリート等︑商店街振興組
合は合同でつくってあって︑約
千軒と日本一で︑平川理事長
さんは胸をはった︒東西に二
︑四方の中に有名なお店
Km
が二百軒が点在している︒ゆ
っくり歩き乍お店をみてある
くのはとても楽しい︒木造二
階にも店があったり︑キング

ズコートといって中庭に木が一
本あって︑そこを囲んでお 店
があるところもあった︒昨年
出来た新しい商業施設がある
というので︑助平根性で見に
いった︒スイーツフォレストと
いう日本語に訳すとあまい木
の森ということになる︒ナンノ
コッチャ︑イメージをかきなが
ら︑歩 いて数分︑すこしはず
れのところにある︑もともと
きたないアパートがあったの
を解体 してつくった︒大き い
桜並木 がつな がっている︒直
ぐそば︑縦横約六十ｍくらい︒
そんなに大きくないそんな土
地をうまく活用しているのは
関心した︒いきなり二階︵
３階
しかない︶にあがつた︒階段の
ところに水 が流れている︒せ
せらぎの音をつくっていると
のことだ︒二階には造花で造
った桜がうるさいくらい生い
茂っているそんな狭いところ
に三十才 四十才の女性がい
っぱいいた︒お れははず かし
い︒ケーキ屋だんご屋が六軒
なら んでいる︒つくる ところ
が見えるようになっている ︒
シェフは外国で修業して来た
人ばかり︒スイーツのフォレス
トとは︑いい名前を考えた ︒
行列しな いと買えない︒レス
トランに行ったらウェイトレス
に何名さまですかと聞かれた
ので︑見学ですといって逃げて
来た︒東京というところはな
にをやっても成功する︒我が
荒町と比べて少々がっかりし
た︒下に下りて見た︒酒屋と
お菓子の材料屋があり︑地下
はスーパーにな っている︒裏
を見た ら三十台位止る駐車
場もあ った︒こんな物なら ︑
皆で協同で荒町でもつくれる
のでないかとフト思った︒大型
店でなく専門店でやっていく
のもひとつの方法と勉強させ
られました︒表に出て桜並木
を歩いていたら六十才代のき
れいなショールを肩に着た女
性に見つめられた︒今日は幸
五郎は着物を着てきた︒すて
きですねと声をかけられた︒
俺はう れしくなって︑その喫
茶店にはいった︒そこは︑表が
喫茶店で裏はくだんの女性が

シャンソンの教室をやっている︒
ピアノがあって男の人 がひい
ている︒おばあちゃんが一生
懸命ならっていた︒ちょっと見
学させてもらった︒自由が丘
は路地裏どおりの町だ︒碁盤
の目のようにたてよこに町並
みが出来ている︒右に行こう
か左に行こうかとまよってい
たら︑私の同業の文具屋があ
った︒店の名前が﹁一貫堂﹂と
あ った︒名前から みる と︑頑
固おやじでもいるのかと思っ
て店に入ったらなんと私と同
年輩位のやさしい顔をした︑
おばあちゃんでした︒入るな
り︑何あげますかと二人のパ
ートらしきおねえさんに聞か
れた︒売っている物︑並べ方︑
規模も幸洋堂と同じなので︑
急に親しみをおぼえ︑おばあ
ちゃん店主に﹁
同業です︒視察
に来ました﹂と挨拶した︒﹁な
かなか売れませんね﹂とお互
いにぐちをこぼし合った︒ちょ
つと見て︑昔乍の文具店で変
化はしてないように見受けま
した︒さて︑今日留守にして
来た我が店は売れているのか︑
ちょっぴり心配になった︒昔
から の文具店 は流行らな く
なって来ました︒なにかいい方
法 は無いものか︑その向かい
の雑貨やさんをのぞいて見た︒
客がいっぱい入っていた︒竹で
あんだ小物入れなど売ってい
る︒そんな中に︑のし袋がこ
ぎれ いに並べてある︒何やで
なく来客す るお客様にあ わ
せた品揃いが大事であると教
えられた︒ちょっと道にまよ
った︒地図で見ると﹁サンセッ
トアレー﹂と書いてある︒夕日
が道のむこうにしずみかけて
いた︒なるほど夕日が向こう
に見える町だった︒﹁サンセッ
トアレー﹂とはうまい︒洒落た
名前だと関心してしまった ︒
そういえば荒町は東西に伸び
ているからサンライスあんど
サンセットアレーになるなな
どと余計なことが頭にうかん
だ︒

全国区︑目ざそう
二〇〇四年八月夏︒星空コ
ンサート︑夏ま つり︑七夕 と

すべて天気にめぐまれたせい
も有るが大成功だった︒後半
はアテネオリンピックの日本
人選手の大活躍も嬉しかった︒
野球の方は︑東北高校︑それ
に加えて七十七銀行︑ＪＲ︑Ｊ
Ｔ︑の都市対抗野球も優勝に
かなり近づいたことは素晴ら
しい事でした︒ただなかなか
優勝旗が白河の関をこえられ
な かった︒やはり︑全国一 に
な って︑更に世界の舞台にの
る事はなかなか至難のことで
ある︒そんな中でアテネに行
った日本の選手は中々偉いと
思う︒さてこの話とあまり関
係ないが幸五郎︑日本高齢協
同組合から九月四日︑東京で
会議があるから出てこいとい
う案内 がきた︒テー マは 生｢
きがい で｣あった︒なんのこと
かわからないまま行ってみま
した︒小さい会議室に東京二
人︑大阪二人︑香川︑高松の人
に幸五郎だけの集まりでした︒
十時半から三時半迄 生｢きが
い が｣今年のテーマであるとい
う︒各地で行っている事業 が
高齢者に元気が出る生きがい
の事業をやっています という
報告があった︒皆さんの話を
聞き乍らオレは﹁
生きがい﹂に
ついて何をしゃべればいいのか
考えていた︒ハイ出雲さんシャ
ベッテとお鉢がまわってきた︒
自分の体験を言えば説得力が
あると思い︑恥かしながら私
の妻の事を しゃべり出した ︒
私の妻は︑私がだまして嫁に
したいきさつが有る︒だまし
とうせるものではない︒結婚
して一年半︑六ケ月の長男を
抱えて本家が倒産︒路地の奥
の土蔵で幸洋堂として独立す
る羽目におちいった︒女房︑突
然の暗転でノイローゼになり
立ち直るのに二十年もかかり
ました︒十八年前︑中央四丁
目に︑文具舘という支店をつ
くって︑そこの店長になり ま
した︒この時期に妻の母︑兄︑
弟が相前後して亡くなりまし
た ︒支店 はつくり ま した が
中々売上が上がりませんでし
た︒私は大丈夫売上が上がる
から頑張 れとはげま しま し
た︒そんな時︑民謡を習わな

いかという誘いがありました︒
実は︑妻は店の旅行で歌を歌
えと私が強制してヘドを吐 い
た事さえ有ります︒声は悪声
で︑民謡を習う等ということ
は︑本人にとって大革命でし
た︒毎週︑毎週︑それはそれ
は熱心に通いました︒寝ても
覚めてもラジカセにイヤホン
をつけて民謡を習い続けまし
た︒発展して︑三味線︑手品︑
リズム体操︑南京玉すだれと
次から次と趣味の時間をふや
して行きました︒決して遊ん
でば かり いません︒店番︑店
の経理も趣味でつぶれた時間
は事務所で︑夜も寝ないで仕
事もしました︒今振り返って
見て彼女にとって︑民謡を習っ
た事が 生｢きがい だ｣ったので
す と︑はな しました︒いつも
話していることで私にとって
はどうと言うことでもなかっ
たのですが︑出席の皆さんか
らは感動のため息︑賞讃のこ
とばをいた だきました︒﹁生
き がい﹂とは何 ぞや︑それ ぞ
れ︑人によって形︑色は違うと
思います︒皆さんの生きがい
は︑どんなものでしょうか︒
ぜひ︑教えてくださ い︒それ
にしても︑こんな実体のな い
テーマで︑全国の優れた人が
集まったところで︑幸五郎は︑
臆 することなく堂 々の発 言
をするようになりました︒宮
城に優勝旗を持ってこれなか
ったチームもありましたが︑
今年の夏の思い出体験を通し
て幸五郎七十三歳︑何とかし
て全国区の人間になろう︒プ
ロ野球でもいよいよ仙台も全
国区だ︒

男は飲むであつまる
私は友人で遠見塚に住む同
年輩のＫさんがいる︒彼は東
北学院中︑高︑大学をへて仙台
市の職員となり︑定年後は公
民館の館長をつとめた︒学校
は一緒ではな かったが︑彼 の
同級生でつくっている月曜会
な るも のに誘わ れてもう 三
年ぐらいになる︒現在も︑会
長も いな い︒緑ヶ丘にすむ Ａ
君が幹事とな って︑年三回月
曜日に安い居酒屋に集まって

一杯飲むのである︒一つだけ
まじめな仕事は︑会誌を発行
することである︒編集長はＡ
君である︒Ａ４で十 ペー ジに
なんなんとするのを一人でワ
ープロ入力するのであるから︑
大変な作業である︒﹁出雲さ
ん何かいいテーマがないか﹂と
いわ れたので︑お互いの妻 が
いいのではな いかと提案した
ら︑アッサリそれで行こう と
いうことになり︑身内の事も
あり皆さんせっせと書いて編
集長のところに書いてＦａｘし
て出来上がりました︒お互い
身辺雑記であるが︑それぞれ
の歩んだ人生記であるから︑
な かなか有意義 な作文であ
る︒全部紹介すればいいので
すが省略しますが︑題名が面
白いので例記します︒﹁
暖妻﹂
﹇ボクの奥さん﹈﹁おれの女房
殿﹂﹁
俺の女房自慢﹂
﹁妻に感謝
しています﹂そして私は﹁榮子︑
幸五郎純愛物語﹂である︒皆
さんに共通して言える事は︑
題名だけでもご理解いただけ
るでしょう︒月曜会の妻たち
万歳である︒さて︑のみ会 で
すが前には国分町の さ｢くま ｣
という和食屋︑ここは︑親 方
を中心に家族の方らしい人が
料理をつくっていて︑とてもい
いところだと思っていたが︑今
年のはじめから︑仙台銀座の
とんかつやに変った︒大きいト
ンカツが目玉で飲んで食べて
￥三三〇〇と安い︒家族経営
の飲み屋で近所のサラリーマ
ンなどでいつも満員となって
いる︒この会は︑お互いなんの
利害も なくなにかを決 める
わけでもないから超ノンキな
あつまりである︒八月三十一
日のあつまりでひとつ発見し
たことがある︒東北学院の校
歌は若人我等・・
・・は外人の方
の作詩であることがわかった︒
それ を日本人が翻訳 した も
のである︒

