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音楽と香り

4

　昨晩、車から降りるとどこからかやわらかい花の香

りがして来ました。この時期になると、私は何故かポ

ピーの花が心に浮かぶのです。

　　　　　＊　　　　　  ＊　　　　　  ＊

　最近、年のせいか昔のことをよく思い出します。そ

れも 50 年以上も前の 4 才～ 7 才位の間に体験したこ

とばかりです。

　先日、友人とホテルのカフェで待ち合わせをしまし

た。カフェに入ると、白髪の紳士がポットからダージ

リンらしき紅茶をカップに注いでいたのです。久し振

りに紅茶の香りが私の鼻をくすぐり、私は思わず紳士

の方を振り返り、ニッコリとして目が合いました。そ

の瞬間、私の脳に 4 才の頃の思い出が蘇りました。私

の家は昔から西洋館で、木の床やカーペットに包まれ、

ベッドの生活、そしてトイレは洋式でした。私が畳の

部屋では落ち着いて生活できない理由はここにあるの

です。私の部屋は中 2 階にありました。朝、母に起こ

され、5 段ほどの階段を下りて食堂に行くと、いつも

田園交響曲が流れていました。そしてトーストの焼け

るにおい、紅茶の香りがするのです。何となく朝もや

のような情景の中で、テーブルの正面には父が座り、

そのそばで手際よくテーブルセッティングする母の美

しい横顔が私の脳に鮮明に焼きついています。田園交

響曲、紅茶の香りと湯気、そしてトーストの焼けるに

おい、これが私にとって一番なつかしい朝の風景です。

　昨年から急に小学校時代の幼なじみと何人も再会す

るチャンスに恵まれました。

　７才の頃の思い出です。仲良しの友人の家に遊びに

行った時のことでした。私の家は大泉学園で、その友

人の家は石神井公園。小さくてひ弱だった私にとって、

とてつもなく遠い家に遊びに行ったことになるので

した。秋の夕暮れ、遊び疲れて帰る時 “お家まで送っ

てあげなさい”という友人のお母様の優しくて暖かい

声が今でも耳に残っています。赤茶色の空の中に鳥が

飛んでいく姿が見えます。どこかでたき火のにおいも

しました。ちょっと心細くなって歩いていると“手を

つなごう”と友人が私の手をしっかりと握ってくれま

した。とても暖かい手でした。するとそれまで心の中

にあった夕暮れの寂しさと恐れがすっかり消えて楽し

い気持ちになったのです。そのことを思い出す時、私

の頭の中で何故かモーツァルトの子守唄が流れるので

す。数年前にクリスマスコンサートで“赤とんぼ”を

歌った時、私の頭の中にはこの日の情景がはっきりと

浮かんでいました。そして「夕やけこやけ～」と口で
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は歌っているのに、頭の中ではモーツァルトが流れて

しまうのでした。

　五感は幼少期体験に大きく関係があるようですが、

私の人生にもこのような“音楽と香り”がいつも影響

しています。そして、それは私の情緒の安定にもつな

がるとても大切なことなのです。

　病院の中から異臭・騒音を排除したい、病院の中に

さわやかな植物の香りと音楽で満たしたい、この強い

願いは、私の幼少期体験から発しているのかも知れま

せん。

　私たちの体には、痛みを感じるのを和らげる働きがあります。「痛みの関門」という働きです。

指先の痛みの刺激は、神経を伝わって脊髄（背骨の中の神経）から脳へ行き、痛みを感じます。

その時に、痛い指先を撫でると痛みが和らぎます。痛みが和らぐのは、脊髄に入るときに神経

の関門があり、その関門が閉じられるからです。脊髄の神経を顕微鏡で見てもその関門は見え

ません。目には見えない、神経細胞の働きなのです。

　その関門を開けたり閉めたりするのは、脊髄の神経細胞の働きですが、脳からの指令で関門

を閉めようとする働きもあります。こころの状態も痛みの関門の開け閉めに関係しているので

す。

　作家の三浦綾子さんは、ＮＨＫの番組で「自分は神様にえこひいきされていると感じる。」

と言っていました。彼女は、肺結核、脊椎カリエス、帯状疱疹、直腸癌、パーキンソン病とい

う病気を経験しました。肺結核もカリエスも長い忍耐のいる病気であり、死んでいく者も多い

病気でした。経済的にも危機にさらされる病気でした。しかし、その中で、説明のしようのな

い安らぎがあり、金や地位では買うことができない安らぎであったというのです。特に帯状疱

疹の激痛の中での安らぎは、台風の目にも似た静けさで、人間があれほどまでに痛んでも平安

に生きることができるとは、思いもしなかったそうです

　なぜ、彼女は長い闘病生活でも、そのような平安でいられたのでしょうか。嵐のような激し

い痛みの中でも、自分を愛してくれている神様が共にいてくださるという、こころの奥底の確

かな安心感が、痛みの関門を閉めていたからだと思います。私は、まだ大きな病気をしたこと

はありませんが、この先、必ず死ぬという大きな仕事を経験することになります。その時には、

台風の目の静けさのような平安なこころで、その大事な仕事を終えることができればと思いま

す。
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同じホテルに何日もいるとフロントの受付の人は

もちろんのこと、レストランで働いている女の人、コ

ックのおじさん、掃除のおばさんまで顔見知りになり、

いつの間にか友達になっていました。皆サッカーでト

ルコに来ている稲本選手のことはよく知っています。

聞きかじりのトルコ語と英語、それに日本語とジェス

チャーを交えてどうしても困ると旅行会社の通訳の人

に携帯電話をかけます。

ホテルのレストランで食事を済ませ、そこで働く

ボーイさんに「町が一望できる屋上は？」と聞くと「屋

上はないけれども、付いてきなさい。」と言うので行

くと、ホテルの一番上に何段かになった鉄骨で組んだ

梯子の階段があって、その上は 6 畳ほどの広さの 360

度見晴らしのきく場所に案内してくれました。そこか

らはイスタンブール全体が正に飛行機の操縦席に座っ

ているように眼下に見渡せました。

今までいろんな所を旅行してきましたが、どうい

うことかトルコほど居心地が良い所はありませんでし

た。トルコの人の優しさや暖かさは既にトルコに行っ

た人からも聞いてはいました。

そんなことでイスタンブール滞在の 1 週間はあっ

と言う間に過ぎてしまっていました。後ろ髪を引かれ

る思いで部屋を後にしたのですが、英語で下記のよう

なメモを書いてフロントに置いていきました。

「私は東京で開業している医者です。時々休みを取

っては世界中を旅しています。見知らぬ土地、見知ら

ぬ人を訪ねての旅、人生もまた旅だと思っています。

長年の憧れのイスタンブールにやってきました。エキ

ゾチックな町並み、イスラムのモスクや教会の色彩の

美しさにあたかも夢をみているようです。それにもま

して、トルコの人の親切さに心を打たれました。リッ

チモンドホテルで働く人々の暖かい人柄ともてなし、

とても居心地よく過ごしました。今までで最も楽しい

旅になりました。その旅も今終わろうとしています。」

旅行会社の方が迎えに来るまで時間があるのでロ

ビーでスケッチブックを取り出しフロントの受付の所

を描いていますと、「Dr.Wada ？…」と中年の笑顔の

美しい女性がみえて私の前に立っていました。「私は

このホテルの副支配人です。あなたの手紙を読みまし

た。嬉しかったので御礼に来ました。私のおごりで何

でもお好きなものを注文してください。」と彼女のご

好意に甘えてトルココーヒーを飲みながら、私の描い

ているスケッチをちらっと見て「宜しければ私を描い

ていただけませんか？」と言われる。少しの時間で急

いで描いたのですが、チャーミングな上に上品で彫り

の深い顔、イスタンブールの名前と同じどこかエキ

ゾチックな雰囲気が漂っていました。「もしかしたら

お名前はシエラザードでは？アラビアンナイトの？」

絵の下にサインをお願いすると“isutanbul. Nazli 

Barlik.”と書かれていました。楽しい旅の終わりで

した。

　　　　　＊　　　　  　＊　　　　　  ＊

帰国してしばらくして、串本の海で嵐で遭難し沈

没したトルコの軍艦エルトールル号と助かった 69 名

の乗り組員を手厚く看護して帰国させた串本の住民と

明治天皇のこと、そして日本のことをトルコの人たち

は忘れずにいて学校の教科書で教えているのを知りま

した。明治 24 年の遠い遠い昔の日本とトルコの絆も

知る事になったのです。イスタンブールで過ごした楽

しかったひととき、そこで知り合ったトルコの人たち

の顔が浮かんできました。

清瀬旭が丘診療所 院長　和田 光弘 先生

イスタンブールのホテルにて　（後編）
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腎臓内科 ： 高木由利

栄養科からのワンポイントアドバイス

　　　　　　　 管理栄養士 ： 建路 七織

2008 年 4 月 24 日 （木）

午後 1 ： 00 ～ 2 ： 00

オリモトホール （当院 4 Ｆ）

参加費無料

 第85回   腎 疾 患 ゼ ミ ナ ー ル   

腎不全と共に生きよう！！ ④

『でんぷん薄力粉で プチピザ を作ろう！！』

後日談がありました。イラン・イラク戦争でイラ

クのフセイン大統領がイラン上空を戦争領域に指定

し、3 日以後には民間機でも撃墜すると布告され、日

本人 200 何人がイランに取り残されたことがあり、外

国の飛行機の予約チケットは自国民を優先して日本人

は全てキャンセルされるのですが、爆撃の不安に陥っ

ている日本人のことを知ったトルコ政府は危険をおし

て、2 機の飛行機をイランに飛ばし、時間迫ってくる

中トルコ領域に全員無事脱出させたとの経緯も知りま

した。

魔法のランプに似たトルコのコーヒーカップ、そ

こから広がるコーヒーの香り、イスタンブールの思い

出に耽っていると、トルコの人々の日本人に対する憧

憬にも似た特別な感情があるのを知りました。どこの

国にもなかった暖かいもてなしに、何とも言い様もな

い切ないまでの思いが込み上げてきました。

自分の成績表をしっかり理解しましょう その 2

75 歳以上の方は 4 月 1 日より、 これまでの老人保険制度に代わり “後期高齢者医療制度” に

加入となります。 保険証も変更となります。 受診の際には必ず保険証を提示してください。

平成２０年４月から 後期高齢者医療制度 がスタートします

◎ 対象となる方　   ① 75 歳以上の方

　                        ② 65 ～ 74 歳で一定の障害の状態にある方

◎ 医療機関では、 これまでの老人保険制度と同様、 かかった費用の 1 割をご負担いただきます。

　　 ただし、 一定以上の所得や収入のある方は 3 割となります。

　　 患者様の負担は月ごとの上限額が設けられます。

◎ 手続きは市区町村で行えます。


