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配偶者を亡くして一年日記 

（３） 

団 士郎 
 妻が亡くなって一年半。一人暮らしが一年半になったということだ。生活の基本パターンは、

仕事場と自宅、半々ぐらいの滞在率で、単身なのに二カ所の維持管理は効率的でないと言え

ばそうだ。しかしこの時期、自宅に引きこもってしまったりしないように、通勤設定してあるのは

良いように思う。一時は撤収も考えたが、当分はこのままいくことにした。 

 有り難いことに仕事が途切れずあるので、退屈している暇はない。コロナ禍でも新たに zoom

連続講座が始まったし、トークライブもあり、日々なんやかや埋まっていく。好きでやっているこ

とだからストレスもなく、準備にいろいろ思案するのが楽しい。そうしていると、やっぱり新たな

ことを思いつく。それが面白くてやめられない。 

 

2021/2/15 

昨秋、作ってもらった私のホームページ、「士

郎さん.com」に連載中のコラムが２０回目を迎

えた。八百字程度のものを毎週一本書き続け

るノルマを課して進行中だ。すると他のアイデ

アが次々出てくる。何かをし続けることが、他

の企画を呼び起こしてくれる。じっくり考え、満

を持していると歳だけとる。 

 

2/16  

今日と明日の二日間、立命館大学茨木キャン

パスで家族理解ワークショップと題したプログ

ラム。学部生と院生が半分ずつで二十五名参

加。私は楽しく話しているし、受講生も合間に

質問に来てくれて、よく聞けている。いい気分

で、帰路の車中。読み続けている池波正太郎

「剣客商売」第十二巻。 

 

気まぐれでスロークッカーなるものを通販で買

った。2710 円、安っ！アイリスオーヤマだって。

昨日、冷蔵庫に白菜が四分の一残っていて、

にんじんの残りと、豚肉があったのでスープを

作ることにした。さっと調理して、あとはこれに

入れて一晩。昨日の味見より遥かに美味。80

度でコトコト。 

https://t.co/0W1fMJiD1W
https://t.co/NlfaHSOh0W
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2/17  

雪か‥天気予報通りだな‥いろんなところで

呟いてるんだろうなぁと思いながら出発。立命

館 WSの２日目へ。雪道途上で折りたたみ傘

が壊れるハプニング。 

大昔、スコールのタイ・アユタヤで同じ経験

があったことを思い出す。まぁ落ち着いて対応。

槍が降っているわけではないからね。 

 

2/18  

 WSや講座で家族の構造理論の実用性を話

している。そして相談室では、実際のケースが

境界、サブシステム、パワーの特徴的偏りで

問題、症状を現しているのを実感する。多くの

場合、そこに変化の着手点が見えている。出

来ることはあるのだから、悩みとして飲み込ん

でしまわなくてもいい。 

夜は家族事例検討会のコロナ期間中のス

ピンオフ zoom会。最近の自分の周りの話題

から八人が発言して、それぞれに思うことを語

った。世の中では、自分のいない場所で、

様々な興味深いことが起きている。いくつにな

っても、そうかぁ‥と思うことが溢れている。

zoomは面白い。 

2/19  

昨日の深夜、結果は知っていたが全編が見た

くなって大型TVの前に。ファーストサーブが入

らない、ダブルフォールトが重なる。そんな中

なのに、苦戦しているとは見えない強さに驚く。

一挙手一投足に意思がほとばしっていた。もう

一つの準決勝を見たら、こちらは昔から馴染

みの女子テニスだった。 

 

2/20  

東日本大震災家族応援プロジェクト 2020の締

めくくり一日シンポジウム。 

その中で映画「飯館村に帰る」を見た。素晴ら

しい。登場人物がみんな美しい。飯館村に戻

った年配の住民。その人たちの語りと姿に持

っていかれた。どういう映像と編集に真実が宿

るか。学ぶところが大きかった。 

https://t.co/Xy7pf84HX5
https://t.co/4UCWr5YLBV
https://t.co/GUkxWwmLB7
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2/21 

 30年ぶりに自治会の本部役員を引き受ける

ことになった。この住宅地の創立期に新自治

会発足や自治会館建設に関わった。その記

録を広報係として 5年ほど担っていたことがあ

る。久々だったが、会長は立候補があり、私も

広報担当副会長に立候補した。他の役員もさ

っさと決まり新年度からスタート。 

 

2/21  

Twitter社から、記念日ですと知らせが。そう

だ、2011年のこの日からツイートを始めたの

だ。10年でツイート数 7332だそうだ。1日ほぼ

二通。途切れることもなく 3653日。あとどれく

らい続けられるのか分からないし、そもそも今

何かが見えているのか、いないのかも分から

ん。 

2/23  

30年以上も続けている京都国際社会福祉セ

ンターの 2021年度プログラムが届いた。2020

年度は家族療法のメニューも中止したものが

多かったが、さあ、21年度はどうだろう。集っ

てみんなで学び合う楽しさを改めて思うことが

多かったコロナ禍。だが、学び方、働き方に選

択肢が登場したのは事実だ。 

 

2/23  

お知らせです。恒例のぼむ漫画展。一ヶ月後

です。毎年同じ場所で、去年もコロナのはしり

の頃にやったのですが、今年もやります。私

は多分、また、木陰の物語の新しい掛け軸を

三つ作ると思います。無理は要りません。出

かけてみようと思われたら、どうぞ。 

2/24  

気持ちのいいものがみたくなった。シリアスな

ものや複雑なものに嫌気が。事件の起きない

人々の物語に渇いていたのだろう。ストレッチ

に行って、髪を切って、ドトールでzoom講座次

回のパワポの準備をしてから観た。中華が食

https://t.co/EUhkCHsQXS
https://t.co/Srjk1CdknJ
https://t.co/sMGwVPFrZ4
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べたくなったが、20時で店は閉まる。駆け込み

でラーメン屋に。 

 

2/25  

保健師のための児童虐待予防研修なるもの

で話すために出発。この問題については、マ

イナーな見方をしているので、誰が、何を話せ

と呼んでくれたのか、少し疑問。思うところを話

すつもりだが、全体の流れを見て、浮いてない

か？とは思う。

 

大阪から戻る道中、冷蔵庫野菜室に一本残っ

ている大根を食べたいと思った。よぉ〜し和食

だ、今夜は。駅前のスーパーで手羽中を買っ

てきて、いろいろやって、最後には例のスロー

クッカーに入れてある。大根がおいしいなあ、

ドンドンすすむ。明日も食べられるぞ。 

 

2/26  

遠来の友人と食事しながら歓談。でも、緊急

事態宣言下で、店は 20時まで。カフェも 20時

までの営業ばかり。お店やってる人、みんな

大変だな。 

2/27  

今日届いた季刊「かぞくのじかん」。木陰の物

語 二話が掲載されている。連載も 6年目。 

 

 

https://t.co/OPXpPhfePv
https://t.co/hsjChRQvWN
https://t.co/uoLh9evx8l
https://t.co/YA9jX7Ru4G
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こんな告知も載っている。好評で満員御礼と

のことで第 2回目である。さらに右下に新刊本

の PRも。この本、ちょっと洒落た造りになって

います。近々、しっかりお知らせします。                                              

2/28 

 茄子料理を朝のうちに仕込んでおいた。正午

から八時間、立命館博士課程の人達の研究

進展を面白く聞いた。議論を聞いていて、気づ

く事が多々。終了後の夕飯は、少し煮込みす

ぎたか茄子はトロトロ気味。でも美味しい。レ

シピを見てやれば誰でもできるのが凄いなぁ。 

 

3/1 朝、待望の新刊が届いた。淡いブルーの

上品な一冊。この本はフランス綴じの造本にし

て貰った。シリーズ「新潮クレストブックス」の

造本が昔から好きで、今回何か希望がありま

すかと問われた時、そう話した。通常の 1.５倍

くらいコストがかかったとか。でも、嬉しい。どう

ぞ手にとって気付いてご覧下さい。 

 

奈良県エリアからのこんな情報も届く。お近

くなら、ゆっくり、大きなカラーパネル版木陰の

物語をお楽しみください。 

 

3/2 

 頼まれた本の扉イラスト 25枚を完成して出

版社に送った。対人援助学マガジン 44号の

連載 family historyを仕上げた。執筆者五

十人あまりの連載原稿もほぼ出揃った。今月

下旬のぼむ漫画展の掛け軸製作段取りの手

配をした。雑誌連載用「木陰の物語」の新作の

下描きまでが済んだ。することが一杯。 

https://t.co/6x7IVZGgss
https://t.co/qRNZ5iteWL
https://t.co/FSou0WzO7z
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3/3 朝から2件の宅配便を受け取り、集金の

対応もした。まだもう一件の受け取りがある予

定だ。この待機時間のようなところで、木陰の

物語新作のペン入れから完成までの作業をす

る。計画通り捗る快感。合間にはこんなものを

作って食べる。  

 

3/3 夜中に YouTubeで「ホテルカリフォルニ

ア ライヴ アコースティック」に出くわす。曲に

張り付いた、必ずの記憶が想起される。 

体調不良でベッドに寝ていたバルセロナの

安宿。地下の排気口から気持ち悪くなるような

料理の匂いと共に、あの旋律が繰り返し聴こ

えてきた。妻と二人でバックパッカーの頃。 

 

3/4 毎日のように本が届く。注文するからだ

が、それにしても来るたびに楽しみだ。なかな

か読みきれるものではないが、それでも本を

手にするのが楽しい。水木しげるの漫画とフラ

ンスのバンドデシネ。題材の切り取り方から、

本当に多種多様だなぁこの世界は！と思わせ

てくれる。楽しみだ。  

 

3/5 昨日の相談室は珍しく新規のケースが

二件あった。その両方に強い既視感があった。

だからどうすればいいのか、おおよそ見当が

つく。実際うまくいくかどうかは人それぞれだ

が、長年やってきたからのことだろう。 

ちょっと時間があったのでルネ・クレマン監

督の「雨の訪問者」を観た。1970年公開作。 

 

https://t.co/r9zXv1cgOW
https://t.co/nQMdHDkl6E
https://t.co/cnmZedUibV
https://t.co/d10nMqt5va
https://t.co/NE9h7qzq5a
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3/5  

六回継続の第五回目 zoom版家族理解講座。

参加者の評判も良く(勝手にそう思っているだ

けではないらしい)従って私も気分良く快調に

話す。当然、脱線気味の与太話も段々慣れて

きて、そこそこ呼吸も承知してもらえていると

思って進める。夏には第二回目のシリーズも

開催決定。早々と参加予約も。 

 

3/7 なぜこれを手にしたのか、注文した時の

記憶がない。しかし読み始めてまだ僅かだが、

とても心が動かされる。ブルガリアの熊使いの

話に掴まれた。社会体制の崩壊で職を失い、

動物愛護の観点から家業伝統芸能の手段を

奪われた。それでも自己責任で生きろと言わ

れる男。世の中はそういうものなのか？ 

 

3/8 WEB版対人援助学マガジン 44号の編

集をして過ごす。六十人近い執筆者の枠作り

だけでも、なかなかの手間だ。内容や校正は

筆者にお任せだから、いわゆる編集者とは違

う。連載の場を提供し、キチンと定期発行する

のが任務の発行人だ。今号は342ページ、な

かなかのボリューム。3月15日アップします。 

 

 

 

3/9 大型書店に出向くのは、知らない本と出

くわすためだ。知っているものは Amazonの

方が手間がいらない。ローラン デュリューな

んて知らない。でも、大判のポスターアート集

「幻影」が素晴らしい。自分ももう少し、頑張っ

て描こうと思わせてくれるから、購入だ。  

 

3/9  

初めて zoomの世話役になって、漫画集団ぼ

むのミーティングをした。私がみんなを招待し

https://t.co/xvL56sMNSk
https://t.co/wiNumE5zm0
https://t.co/mwSDKoiSN1
https://t.co/hUmrA3nmj0
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たのだ。初めての人が半分以上の第一回。平

均年齢 70歳がみんな無事参加、会話できた

ことを喜びたい。今月下旬の漫画展の打ち合

わせが中心議題。いい感じだったねぇ。

 

3/10  

また列車で旅がしたいなーと思っているのだ

ろう。書店でこういう見知らぬ本に手が伸びる。 

ヨーロッパ大陸を列車であちこち、意味もなく

散策するのが私の趣味だ。だいぶあちこち出

かけた。今行ってみたいのはコペンハーゲン

から北ドイツの海岸沿いをバルト三国へ。何

日かかるかな。 

 

ぼむ漫画展の準備は済んだ。期間中、午後 1

時過ぎからからは会場にいようと思っていま

す。お時間があればいらしてください。メール、

メッセージなどで事前に知らせていただけると、

なお有難い。混雑はしない予定なので、マスク

越しに歓談しましょう。

 

3/11  

朝から相談室は 10年継続のケースと初回の

人の二件。午後からは古い友人が弁当、茶菓

子持参で来訪。ここでも、長い関わりの人々が

話題に。夜は zoomで、東北に 10年通い続

けたことを総括する出版物の企画検討。めっ

たにこんなに働かないので、夕刻、眠くなる。

春だな。 

 

https://t.co/HxYgKNYDqd
https://t.co/7YBjTkKWno
https://t.co/qzjQHgPXhh
https://t.co/bb72rJQuqt
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3/13  

これ何に見えますか？仕事場の近所のレスト

ランの名物らしい。全く知らなかったのだが、

偶然食べログの記事を見た。そこで昨日の夕

方、行ってみた。これ、チキンライス。中にご飯

が入っている。パリパリの皮が美味しい。こん

なの初めて食べたなぁ。 

 

3/14 

 昨年中に出る予定が難産の中国語版木陰

の物語。上下巻刊行予定だったのが、四冊に

分けて出るとか。やっとその第一巻のゲラが

届く。全く読めないから、お任せするしかない

が、なんだか可愛く仕上がっている。ようやくこ

こまできたかぁ。 

 

3/14 

 数年前、面白そうだと思って購入した本が、

読み続けられなかった。Netflixでその映画を

発見した。多分面白いだろうと思って見始めた

が全くその通りだった。トランプが大統領に選

ばれた頃、ラストベルトの白人貧困層のことが

よく話題になっていた。薄っぺらいだけではな

い貧困とそこからの脱出。 

 

3/15 

 期日通りに出ました。周りの方にもお知らせ

ください。対人援助学マガジンの新刊第 44号

がアップされました。お好みのものからご覧く

ださい。執筆者短信を見ていただくと、どのよ

うな人たちが書いているのか、どんなことが起

きているのかが垣間見えたりします。  

 

https://t.co/Zzg8HrLyMH
https://t.co/eRnZU7svSA
https://t.co/udDm0kgnlR
https://t.co/jigRatY5IT
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3/16  

何が起きたからと言って、考えられないとか想

定外とか思う事はない。むしろ、おおこれだっ

たかと思う。昨日アップされたマガジン第 44

号を見て新執筆者からメールがあった。新連

載予定だった原稿が落ちていた。あまりにも

早く原稿を下さっていた事が仇になった。謝罪

して次号スタートにして頂いた。  

3/16 

 kindleでこれをみて、アルアル！と笑ってい

る。俺は独身女子か？ 

 

3/17  

こんな書評が「本の雑誌」4月号に。ソ連が崩

壊した時、ロシア人男性の平均寿命が 60歳

を割り込んだなんて話を目にした記憶がある

が、今度はアメリカか。次は日本だという話は

10年後に現れるのかな？それはともかく、身

体も社会の中にあるということだ。 

 

3/17  

久々に高い本を kindleで購入して読み始め

た。面白い。年収の下がり続けている日本。

若者の未来が透けてくる。 

 

3/17 

世話をしてるわけでもないのに、こんなに花が。

春なんだねぇ。今日のお昼は大根と鶏肉のコ

ーラ煮を昨夜からスロークッカーで作っておい

たのを食べた。週末の広陵町の講演用の新

たなパワポもできた。今年、久々に花粉の気

配を少々感じる。で、夜は仕事場に。 

https://t.co/wwXVxLcFJd
https://t.co/b37t7WMIBS
https://t.co/QaXuwCBa8k
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3/19 

 zoom講座全六回が無事終了。20時 30分

から22時までの設定や、見逃した人はアーカ

イブスで追っかけ視聴できるのが良かったの

か、次は 7月スタート。その次は 2022年 1

月スタートと決まっている。ありがたし。開講前

に息子と風月でお好み焼き、焼きそば、そして

ジャンボコーラで景気付け。 

 

3/20 

 どこの国かなと思うような店前の雰囲気。無

論どこにも行けない今、京都駅前だ。四時間

のフォスタリング講座講師に出かけて zoom

の形で実施後、スタッフの皆さんと食事。いろ

んなことにコロナによる変化の影響が。それで

も楽しい事があり、毎日あれこれ対応。 

https://  

3/20  

カバーが魅力的で手にした未知の本。少し読

んで、仰天、爆笑。教員夫婦に子供が産まれ

てしばらくしたある夜。妻がおもむろに夫に言

う。「つまんないと思わへん？あと 30年もこん

な人生を二人でやっていくの。この家に公務

員二人はいらん。あんた先生やめて、いばら

の道を行って！」、そして写真家に。  

 

https://t.co/ShqB0kErNs
https://t.co/ka1HDtEA5B
https://t.co/1BqQm29ung
https://t.co/nNBNuSIGNK
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3/22  

今朝、五人目の孫が生まれた。末娘が遅い初

産で授かった子だ。それは同時に昨年夏亡く

なった妻が、病床にも葬儀にも、来ることを禁

じて妊娠初期の安全を最優先させた結果でも

ある。「娘として会いに来ることよりも、お母さ

んになることを選びなさい」と、リモートで戒め

続けた覚悟が実った。  

 

3/22 

 三日連続で講演を終えて、今日はぼむ漫画

展の搬入に。明日から、たいてい午後二時以

降は在廊しますが、いらっしゃる時にはご連絡

いただけると嬉しいです。 

 

3/23  

青山文平？、「妻をめとらばを」、ＭＢＳの西靖

さんの賛辞を見て、沖縄の書店で買って読ん

だなぁ。「泳ぐ者」が評判だが、その前の「半席」

を読んでいない。折角だからと古書で求めて

読み始めたら止まらずグイグイ。短編集で重

複の欠陥もあるが、良さが満々。長編新刊も

楽しみ。人の行為にはわけがある。 

 

3/23 さぁ、ぼむ展がスタート。 

 

https://t.co/8ZNxG2vIBw
https://t.co/qVg8Ev7XiT
https://t.co/h07wHya7zC
https://t.co/dsmiJ3WjwR
https://t.co/dsmiJ3WjwR
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3/24  

春だなぁと嬉しくなった一日。久しぶりの友が

やってきた。60 年も前から、ずっと一緒だった。

長寿社会になって、思い出の数が半端なくな

った。でも、生きてればまだまだ重なっていくも

のもある。会場に詰めていると、いろんな時代

の人々が訪ねてきてくれる。あり難き幸せだ。 

 

3/25  

初日から毎日、いろんな人が来てくださる。時

節柄お知らせは積極的にはしていないのだが、

嬉しいことだ。ここ数年、「木陰の物語」の掛け

軸展示を続けている。展示してあるのをしみじ

み見てみると、中にはこの絵！なかなか良い

じゃないかと思ったりする。普段は描いたらも

う次のことを考えているから。 

 

3/26  

ギャラリーは来客の波がふた山ほど。出来れ

ばゆっくりお話ししたいと思って、あちらとこち

らを繋ぐ。そうしている内、もう週末を残すだけ

になった。コロナの心配も人それぞれ。慎重に

こしたことはないので、無理のない範囲で。今

日の私のお客さん、70代三人、40代一人、

30代一人、他？ 

 

3/27  

二時前から七時まで。十人の友人、知人が途

切れず来廊。八割が約束しての来訪。嬉しく

疲れた。例によって七十代から三十代までの

各年代の男女。撮った写真を送ってもらって

から、自分でも撮っておけばよかったと気付く。

あまり撮影には意欲がないのかも。 

 

3/28  

日曜日、朝から地域自治会役員の引き継ぎ打

ち合わせに。ニュースを作るので前年度のデ

https://t.co/lG7Qd7nvw3
https://t.co/FSZpaR6heo
https://t.co/xXSPNWudcj
https://t.co/9HxVXFIexs
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ータを受け取る。30年近く前に数年関わった

地域の今を知る。変化は必然だが、相変わら

ずなことも多いようで、地域社会のあり方がよ

くなったとは言えない。出来ることをする。その

あとはマンガ展最終日へ。 

3/28  

最終日、ゆっくり話し込めた方もあってフィナ

ーレ。片付けだしたら早い早い。開催中、思い

がけず新刊が十八冊も売れた。家族の練習

問題 1-8の大人買いも。ありがたし。今年は

自分の予測を遥かに超えた来廊者があった。

おそらく続いていくだろうぼむマンガ展。これ

からもよろしく。 

 

3/29  

展覧会明けは、一人で楽しむ休日。この二本

を劇場で観た。湿った国と乾いた国で、歳とっ

てゆくことを考える。私は比較的強い人間だと

思うが、それでも「ノマドランド」では、厳しいな

ぁと思う。共に大事件が起きる映画ではない

から、余計、我が身に迫ってくる。 

  

3/30  

確定申告の書類を義弟の税理士宛発送。届

いた宅配便は落ち葉掃除機。綺麗なんだけど、

落花し続けて、ご近所まで飛ばされていく木蓮

の掃除をする。この半年、ほぼ初めての作業

メニューが半端ない。その結果生活全体が立

体化している。パートワークからトータルワー

クだ。ノマドランドが沁みる。  

 

 

3/31 

 地域の自治会役員をすることになって、ニュ

ースを作成。30年ぶりのお役目だ。毎月の

「木陰の物語」連載 254話の下書きも完了し

た。ここで移動して、次の段取りに入る。その

https://t.co/7Yzn5pUKCh
https://t.co/Yckw9tDOvi
https://t.co/Yckw9tDOvi
https://t.co/LgADHMChsB
https://t.co/LgADHMChsB
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前に、昨夜仕込んでおいたカレーを食す。美

味しい。ほんとこの安価な調理器具くんは、律

儀に働いてくれるなぁ。  

 

3/31  

いいタイミングで時間が取れたので映画館に。

しかし去年の「パラサイト」もそうだったが、ア

カデミー賞と聞いても、どうも、好みではない。

自分が映画に何を観たいかが、時代と私の間

でずれてきているのかなぁ。合わせてもしょう

がないしねぇ。 

 

4/1  

毎月の新作マンガが完成したので、夜中はシ

ネマ三昧。町山映画情報から Netflixの「ハー

フ オブ イット」を観た。こういうものが観たか

ったんだ！と思わせてくれる。そして、頭の中

は、いくつになっても青春なのだと思った。 

 

4/2 

 完成したニュースを自治会館のコピー機で全

戸分印刷。ところが途中でトナー切れに。滅多

にないことがなぜ今！ 

初めて使うプリンタのカートリッジ交換。外

は桜が散り始めて道路には花びらが舞って、

きれいだ。だが自宅前の木蓮の花弁は黙々と

拾い集める。同じ花なのに。 

 

4/3 

 木陰の物語 第 254話が完成したので編集

者に送信。毎日一つ、仕事を完了させていく

日々が続いている。前週はぼむ展で、たくさん

の人にお目にかかったが、今週はほぼ一人で、

次々と課題をこなした。メールやSNSで新たな

用件が届く。インプット、アウトプットのバランス

もまあまあだな。 

https://t.co/Ie3yvl7dEd
https://t.co/SdwddVSnuZ
https://t.co/a4ZAWaHIFL
https://t.co/pXEGR2KICQ
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4/3  

映画三昧。「シカゴ 7」裁判は町山解説があっ

て、時代背景が確認でき、余計興味深くなった。

我らの時代のアメリカ、元気なアメリカの話。

「レッドドラゴン」は豪華俳優勢揃いだ。この前

に、もっと手軽に刑事グラハムのタイトルで映

画化されていて、それを追いかけて京都みな

み会館まで観に行ったのだった。 

 

4/4 

「白木蓮はきれいに散らない」、ここしばらくず

っと思っていたことがタイトルだったので

Amazonでポチリ。すぐに届いて面白く感心し

て読了。私には描けない話。宅配で文旦をい

ただく。香りが凄い。早速食べよ。 

 

4/5 

 ホームページの連載コラム、第二シリーズが

こんな風に始まっています。第一シリーズ二十

五回に次いで、自作マンガ集 ine my own 

wayを題材にしたものです。お時間のある時

にご覧ください。（＊これは続かなかった） 

 

 

https://t.co/jGrqd4xPhr
https://t.co/3h0i7SEyTt
https://t.co/3h0i7SEyTt
https://t.co/qZT5VDO9sm
https://t.co/qZT5VDO9sm
https://t.co/AetJKIyG2m
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4/7  

長男が来てくれて、早朝からレンタカーで、相

続書類集め旅に。宇治市、京都市、福知山市

を巡回。私が現住所を本籍にする主義だった

ツケである。妻が生まれてからの戸籍を、ゆう

ちょ銀行の為に全て用意しなくてはならなかっ

た。郵送でも可能だが、1日で片付けるならこ

れ。やっと大体の手続きが終わったかな。 

 

4/8 

 １９時から私が世話役で招待してのまんが集

団ぼむ第二回 zoom会。なのに、ウトウトして

いて遅れた。誰も入れず、右往左往。 

 いやいや申し訳ない。でも、特に用件がある

わけではないし、みんなも慣れてないから、そ

れが治って、時間勘違いの人も入って揃った

のは一時間後。何の支障もない。 

 

4/9 

 朝、髪を切りに。白くなったなぁと思う道すが

らの京都。午後から教え子妊婦が来訪。大き

なお腹は未来だ。夜は次男が来訪するので、

早めに帰宅。お茶しながらよもやま話。自分の

することを、自分で決めることの人生における

大切さを楽しく語り合う。四十代半ばになって

いても、息子は息子である。 

4/10  

誰かの SNSで見かけて amazonでポチったの

だった。書店でこの類のものに目がいかなくな

って久しい。漫画が半分くらい。風呂読書には

ちょうどいい。ほぼ同じことをしていると思える

記述があちこちにある。面接による援助展開

をおさらいしているような気分。 

 

4/10 

 R.レッドフォードと J.フォンダ。こんな組み合

わせなんて、いかにも懐かしいものを深夜に

観た。でも、Netflix新作。大きなことではなく、

ささやかなことが心を捉えて離してくれない。

過去のない人はいないのだからとは言うが。

頑固さも自由も、歳と共に選べるはず。貴方

はどうしますか？ 

 

https://t.co/hDtdC5UBQe
https://t.co/EtyZjI9h3v
https://t.co/d6N8pbVUwy
https://t.co/zmozNE4RQ7
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4/10  

一月に読み始めたコミックス版の第二巻。やっ

と読み終えた。読みにくいのではない。多分、

文章の本とは異なる伝わり方があるのだと思

う。ウクライナ、ベラルーシは、40年余り後、チ

ェルノブイリ原発事故で、また登場することに

なる地名だ。 

 

4/11 

 朝、家族面接を見に KISWECに。その後、メ

ンバーとランチしながら、四方山話。語ると更

にイメージが膨らむので、一人ぶつぶつ言っ

てるより、ずっといい。ただし、その時の発言を

記憶していないのが決定的欠落。同じことを

何度も言ってるのかも。今日もいいアイデアが

あったはずだが。 

4/12 

 コロナ禍の行方はまだ見えない。そんな中で

も年間スケジュールは埋まっていくので、一番

空いているのが今年も4月だった。三、四日の

行程で旅に行くとか、孫の顔を見に行くとか、

ちょっと考えはしたが全てやめた。人生の終盤

に、不自由なことだ。 

4/13 

 ZOOMで単発の講演を二時間。馴染みのあ

る方の依頼だったので受けた。1日に一仕事

の約束があると、リズムが出て良いのかなぁ。

あんまりゆっくりしていても楽しくない。自宅と

仕事場の行き来も活性化材料なので、当分、

仕事場も維持する。どちらに泊まって、どう食

事を段取るかが日課。 

 

4/14  

あきれた大発見。仕事場のダイニングキッチ

ン。床が雑然としているのはいいのだ。で、昨

夜、あれ？あそこって収納棚だよな。何を入れ

てたっけ？心当たりないなぁと思って開けてみ

た。左右とも見事に空っぽ。八年間、ここが収

納だと気付いていなかったらしい。そんなバカ

なことってあるかなぁ。 

 

4/15  

朝は家族面接。午後、自宅に戻って、相続手

続きのいよいよ最終段階を長男のサポートで

完了。なんか疲れて、一寝入りした後、19時

からは zoomミーティングを二時間。そして作り

置きのビーフシチューで夕飯。やれやれ一日

https://t.co/ucbQ28Db4y
https://t.co/l7Lpe8Ij49
https://t.co/lfeZu8O7CB
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終えたところで、明日は予定がないので夜更

かし映画でも楽しもうかな。 

 

4/16  

今朝、Netflixでこの映画を観た。ビートルズは

高校時代の記憶の背景そのものだ。でも音楽

人間ではない私は、そんなに得意げには語れ

ない。思い出はいっぱいあるし、初期のものは

今でも歌える。英語の成績はさっぱりだったの

に。映像を見ながら 60年近くも前の出来事が

次々浮かんで消える。  

 

4/17  

午後、久しぶりに旧友K君が来た。夢中で話し

てたら五時間近く経ってたので夕飯に仕事場

近くの店に。左下のコロッケは追加だが、他は

おばんざい定食で 880円。お酒も飲めるが飲

み屋じゃないので私もしばしば通う。時節柄、

アクリル板が立っていた。食後、仕事場に戻っ

てまた話の続き。楽しい。 

 

4/20  

まぁなんと読書の幸せが満ちてくることか。本

を手に取るだけで、おやっ？と思わせる装丁。

静かな華やぎを感じる。そして読み進めながら、

あらわれる人々それぞれの懐、奥行きに感服

する。来し方に抱えているものが何もない者な

どない。それが人を深くするのだということ

か。  

 

4/21  

「在りし日の歌」。聞いたこともない wowow録

画の映画だった。三時間越えの中国映画。な

んだか勘が働いた。そして、今年一番！と大

きくうなずいて見終えた。一人っ子政策の中、

その子を亡くした夫婦の 30年の物語。私にと

って、この時期に観たのが、更に良かったの

かもしれないと思った。 

https://t.co/xs4gi4ic92
https://t.co/LYTCH3i3qr
https://t.co/o4tAyodQDl
https://t.co/U4uKAEOiah
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4/22  

そうか！と気付いた。2011年から昨年まで、

年初から 5月頃までは毎年、東日本家族応援

プロジェクトのために「木陰の物語」のパネル

用カラー版作りに精出していた。それを１０年

で一区切りして、制作ノルマがなくなった。 

では今年、その時間で何が出来たかと考える

と、特にない。決めて何かに取り組まないと、

ゆとり時間は霧散する？ 

4/23  

溜まりに溜まった録画のブルーレイディスク。

観なくちゃ話にならないが、時間が要る。日々、

隙間を見つけてはせっせとこなす。今日のは

ゲラゲラとバカバカしいの二本立て。アメリ

カ！って感じの映画だった。これはゲラゲラ。

 

帰路、無印良品山科店でクリームソーダ飲み

ながら新作下書きと読書をしていると、石川

WSの世話人H君から電話。コロナ禍のまたま

た怪しい様子に、でもやりたいので zoom版は

可能かとの問い合わせ。リピーターの多い、

長年やってる石川プログラムだから延期ばか

りでは面白くない。zoomで考える事になった。 

21時からの対人援助学マガジン読書会。北

海道からパリまで、広範囲からの参加で十人。

この距離感のなさは zoomの良いとこだな。ち

ょうどいい人数で、連載中の S君の文章から

引き出される様々な思いを交換。例によって

私も色々喋っている。 

 

4/24  

朝は地元自治会の役員会。終了すぐに自治

会ニュースの作成に。ゴミ問題が中心。午後、

次男が所用で来訪。ついでに、持参の分別ゴ

ミ箱をセットしてくれた。1日ゴミが話題だった。

今週、結果的にコロナ禍自粛的に外出しなか

ったら体重が増えた。嬉しくはない。 

 

https://t.co/IEgbp6i26L
https://t.co/U5mTRSa9iT
https://t.co/PQ0rGhbVxr
https://t.co/2pLfWUf8VV
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4/26 

 昨日は立命のフィールドワーク人間科学研

究会 zoomに参加。正午から六時間半たっぷ

り楽しむ。今朝一番は、ｈｐ士郎さん.com用の

連載コラムを仕上げようとして手こずる。自治

会ニュースの原案も書いて会長に送信。合間

に kindle読書。緊急事態宣言に応えて本日は

自宅働き。 

4/27  

専門細分化を皆で持ち上げてきたせいで、世

の中全般に目配りの効く人が消えた。細部の

正しさを競い、おおむねという世界は誰の担

当でもなくなった。政治家は専門家の意見

を･･･と言って、逃れられたと思っている。専門

バカという昔からの言葉を知らないのか？専

門家は使うものなのだ。 

4/28 

 昨日、昼前まで自宅で「ザリガニの鳴くところ」

読書。移動して無印良品カフェでランチとお茶

しながら新作下描きの完成。緊急事態宣言の

京都 ZEST御池はこの有様。篠原の展覧会を

覗いて雑談後、仕事場に。録画の大瀧詠一を

見ながら夜中までペン入れ。今回少し難解な

話になってしまったかなぁ。 

 

4/29  

相変わらずスロークッカーを多用している。こ

れはチキンカレーの仕込み。今夜は以前に作

ったビーフカレー。ビーフシチューの作り置き

がまだ二食ぐらい冷凍庫にある。GWは時間

見つけて、作り置きだな。 

 

4/30  

相変わらず、併読三昧の日々。読み終えない

もの、なかなか読了にならないものもある。な

のに Amazonから届く本は途絶えない。注文

するからなのだけど。本日入手した本。すぐ読

めるか、積読・待機か、ゆっくり進むか、それ

は分からない。 

 

5/1  

自宅の wifiが繋がらなくなった。なんの変更も

していないから意味がわからない。Netflixも繋

がらない。仕方なく BD録画の映画を見る。 

「男と女」、ルルーシュのヒット作の 50年後。同

じ役者が昔話のように、昔の映画記憶を語り

合う。エンドクレジットが綺麗。 

https://t.co/zdCklugRbB
https://t.co/5gr8jq7EZM
https://t.co/UpL8E2PWRP
https://t.co/UpL8E2PWRP


 

77 

 

 

5/2 

 wifiの繋がらない問題、解決。昨日書いた件

について広島の O さんから、ルーターの電源

を一度抜いて、1分くらい置いてから差してご

らんと助言あり。やってみたら復活。ありがた

し。これで作業が捗る。それにしても、何も知

らないで使っているものの多いことよ。トラブ

ルと努力の余地がない。 

 

5/2 

 「いのちがけ」読了。きっかけは「高瀬庄左衛

門御留書」。良かったと思えた時、その作家の

他の作品に手を伸ばす。定番だ。まだ重松清

が知られていない頃、図書館で読んだ一冊

「ナイフ」に動かされて、既刊本を全部借りて

読んだのを思い出す。だから砂原浩太朗、次

はこれだ。エッと思うけど。 

 

5/3 

 ２０００年頃、京都駅前ルネッサンスビルで足

かけ 6年続けていたトークライヴを、コロナ禍

をきっかけに復活させた。毎回の満員御礼に

気を良くして、四回目をやります。よければど

うぞお申し込みください。

 

https://t.co/ulxhZpHiBG
https://t.co/8EuyutnQBR
https://t.co/xEJalNT18N
https://t.co/xEJalNT18N
https://t.co/EyLKjHlIjW
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5/3  

不思議な感覚だ。主人公カイアに何も起きる

な！と思って頁をめくる。今、180ページ目。 

小説なんだから、何も起きなければ話になら

んだろうとは思う。でも、できればと思って読む。 

これって、自分の日常への思いと同じだ。何も

起きない人生はないと知りつつ、できれば嫌

なことなくと願う。 

 

5/4 

 昨年、コロナ下のGWは、妻の末期癌判明へ

の日々だった。そして今年は、孫の一人が虫

垂炎で入院、手術になった。無事済んだと聞

かされてホッとした。頑張れ！ 

 あらためて何事もなく一年過ぎることなんて

ないなぁと思う。残り時間の見えた歳になって

いるのだ。出来ることは今しておこう。 

5/5  

ここしばらく、映画のチョイスが好調だ。 

「人生スイッチ」2015年公開の短編 6本立なん

て、手が伸びない気がして、でも試しに 1話だ

けと見始めたら、どの話も面白い、面白い。 

小説でも、こんなに満足度の高い短編集はな

かなかないなぁ。とにかくスイッチが満開。 

 

実はこの写真、孫娘とのツーショットを、次

男が撮ってくれたものをトリミングした。女の子

のプライバシーは守らないとね。だからこれは、

おじいちゃんの顔だ。 

 

https://t.co/EyLKjHlIjW
https://t.co/3QmCqaud7P
https://t.co/fsAO1pmBZQ
https://t.co/ipyglP63Yq
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5/6 

 よほど旅がしたいのだなぁ。ウォーキングが

てら河原町の丸善に出かけて、手にした三冊

がこれだ。いつになったら自由に旅に出られる

のだろう。ウカウカそんなこと言ってるうちに、

自分が時間切れになるぞ。世界のあちこちで

紛争が始まっても、同じことだ。対話と相互理

解でヨロシク。 

 

5/7 

 一日仕事場にいると、万歩計のメーターが２

桁だったりする。食事は普通にするのだから、

これは運動不足だろうと思う。そこで京都散策

に出かけた。近くに名所がたくさんある。行っ

たことのないところをなんとなく選びながら行

けるところまで。ここは相国寺。 

。  

5/8  

熱中していたら、午前５時になっていた。そ

ろそろ眠ろう。「木陰の物語」の国際版を作っ

た。日本語、英語、中国語、韓国語を対訳形

式で一冊にしたのだ。 

 さてこれを読み切れる人は？と考えても思い

当たらない。三カ国語いける知人はあるが、

四カ国語はどうかな？私は日本語しかダメだ

けど。 

 

5/9 

 アメリカ文化とフランス文化の対比的語りが、

面白いなぁと堪能した佳作。観た人の評は⭐︎

五つから一つまで。その人の人生がよく現れ

ている様で、真面目か！と冷やかしたくなる。

ロマンチックでいいじゃないか。チョット残念な

ところもあるが。原題は「5to9」。この方がスッ

キリ。 

 

https://t.co/xHFOQrgIFJ
https://t.co/Un1oU30ZG5
https://t.co/QUZOfFWlxN
https://t.co/DUTvIABaKG
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5/10  

状況の厳しさは変わらないが、負けずにプラ

ンは立てて行く。７月１０日、大阪でこんなこと

をする。去年はやれなかったが、ずいぶん長く

継続してきている集いだ。開催できるといいが。

関心があったら申し込んでみてください。 

 

5/11 

 GW中は動かなかった。そこで昔、映画館の

前の座席にプロレスラー（見たいな大柄）が座

って、スクリーン中央が全く見えないというトラ

ブルで見損ねた映画を観た。「2001年宇宙の

旅」、私の世代人にとってはエポックメイキン

グな作品。 

 映像が素晴らしい。あの時代にこの画面作

りは驚きだ。観た後、YouTubeで町山智浩の

解説を見て、なるほどなるほどと大笑い、喝采

した。 

 

5/12 

 午前中自宅で zoom。午後から出かけようと

したら雨。この頃よく降るなぁって気がするけ

ど、どうなのか。夕刻から草津市に出かけて、

家族勉強会。コロナ禍のこの時期の雨の夕方

から。どうかなと思ったが、意外なくらい熱心

な参加数。そうそう、今朝の新聞の全面広告、

面白かった。 

 

5/13 

本日の相談室業務は昨年の受付相談デー

タ入力。年一度のことなので段取りは悪いが、

記入しつつ振り返る。家族関係と職場の人間

関係が多い。みんな他人に期待しすぎだよね。 

作業中、電話相談一件。 

 夕刻、山科の無印カフェで夕飯。なんだか健

康志向の女性っぽいメニューだ。この後帰宅

して zoom会合一件。 

 

https://t.co/768JYxuzJw
https://t.co/N8wavParIC
https://t.co/RVXODpMD9x
https://t.co/xuAhgOFp0T

