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対面リーディング通信 2014年

2014年１０月1日 発行 第１５７号（隔月刊） 10月
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「対面リーディングの集い」のご案内

日時：１１月１４日（金曜日） １３時～１６時
場所：４階 第１会議室
講師：竹田 幸代（たけだ ゆきよ）

今年も集いの時期がやってきました。皆さまのご参加をお待ちしています。

今回は、当センター職員の竹田より「地域における対面での体験談」ほか、おもに利用者の

立場から、「対面」についての話をしていきたいと思います。

**プロフィール**
当センターでは情報バリアフリー推進事業や、利用者へのパソコン講習、操作案内を担当。

消費生活アドバイザーの資格を持ち、幅広い分野で活躍。

交流会では、普段の対面に関する意見交換ができればと思って

います。皆さまのご参加をお待ちしています。

参加予定の方は職員までお知らせ下さい。また、メールでの受

付も行っています。

メールアドレスは book@iccb.jp です。

なお、ご連絡がなかったかたには、後日お電話での出欠確認をさせていただきます。

今月号の主な内容
対面の集いのご案内 1

対面リーディング難所物語 食欲をそそられた新刊図書の出現!（その２） 二村 晃 ２

私のふるさと 神林 文 ３

誌上勉強会 地図を読む 木村 謹治 ４

情報発信 専門用語の読み方入門 ８

寄り道・回り道 堂島麦酒醸造所 木村 謹治 ９

人と人生 高橋竹山さんと津軽三味線 澤井 稔 １０
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対面リーディングの難所物語 〈ＣⅡＸⅧ〉

7８．食欲をそそられた新刊図書の出現！（その２）

二村 晃
ふ た む ら あきら

128

先月号のこの欄で、「どうしても読みた

い！どなたか音訳して頂けませんか？」と、

お願いして１カ月も経たないうちに、私の手

許に池澤夏樹著『アトミック・ボックス』の

デージー図暑が送られて来たのです。堺市の

視覚聴覚障害者センターからでした。何と、

今年の２月に音訳されていて、既に何人かの

視覚障害者がお読みになっていたのです。

私の舌癌が絶滅を免れ、手術から１年半後

の今年の４月に再び転移して姿を見せたのは

右頚部淋巴節でした。直ちに切除手術を行う

のは、癌細胞が頚動脈に浸潤している心配も

あって危険なので、抗癌剤の点滴治療を行な

ってから手術ということになり、手術までの

何日間かに、私は待望のこの国家権力みあら

がう若い女性のサスペンスをしっかりと堪能

させて頂きました。ご尽力下さった皆さん、

有難うございました。

若い日、選ばれて原子爆弾の製造に携わっ

た父親が、その秘密資料を所持していること

によって、生命の安全が保証されていました。

その父親が癌で亡くなり、秘密資料は公安警

察の手に戻ったのですが、父親は亡くなる前

に資料のコピーを娘に渡し、世に出すか、ど

うかの権限を社会学者の若い娘に託したので

す。

娘は家宅捜索を免がれた亡父の遺言のＣＤ

と、極秘研究資料を持って逃亡を図ります。

懸命に追跡する公安、指名手配がかかります。

凪島から隣の細島には泳いで渡り、そこで村

上水軍末裔の老人の協力を得て、本島から牛

島へ。ここで、亡父が信頼していた全国紙広

島支局員に助力を求め、二人で亡父の遺言を

解読、理解するのです。

父に託された遺言を果たすために、東京に

行かねばならない。その手段を相談しようと

会うことにした犬島で、追って来た公安に見

つかってしまいます。負う公安、逃げる娘。

ハラハラのサスペンス！追跡軍を煙に巻く巧

みな目くらまし。こちらも、一緒に逃げてい

るようで、とても痛快です。最大の冒険が、

大型フェリーから太平洋への逃走。

幾多の困難を

乗越えて、娘は

原爆プロジェク

トのリーダー、

更には国家中枢

の政治家と会っ

て意見を開陳し

ます。北鮮スパイによって原爆の秘密が盗ま

れ、プロジェクト中止に至った経緯も明らか

にされ、国家の恥辱として、闇に葬るよう要

請されるのです。彼女の決断は？核に対して

の国民感情、特定秘密保護法案との関連。痛

快な冒険活劇の裏に重い問題が含まれていま

した。池澤夏樹氏、渾身の力作ですね。

そして、この大作を音訳して下さった堺市

の視覚聴覚障害者センターの音訳グループの

皆さん、面白い作品を有難うございました。

これからも、いろんなジャンルの作品を

読ませて下さい。よろしくお願いします。

群像の書評欄から、世の中の広がりを見つ

けました。楽しいですね。

〈以下次号〉
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私のふるさと 職員紹介

私のふるさと

録音製作係 神林 文
か ん ばやし あ や

私は和歌山県南部の新宮市で生まれ、ずっ

と奈良で育ってきました。そして、現在も奈

良に住んでいます。奈良と言えば、有名な観

光地。たくさんの観光名所があります。そん

な奈良の観光名所で目にした私の心に残る

「奈良」についてお伝えします。

＜唐招提寺の白い花＞

4月末から５月の連休ごろ、春の終わりと

夏の始まりを告げるように唐招提寺にはガク

アジサイに似た真っ白な花が咲きます。花の

名前は「瓊花（けいか）」です。鑑真和尚の

故郷である中国揚州（ようしゅう）の花で、

揚州市にある大明寺（だいめいじ）から贈ら

れたそうです。つぼみを取り囲むようにして

咲く真っ白な可憐な花、アジサイよりも小さ

い緑色の葉っぱ、そのほのかな香り、何とも

いえない清楚で上品な花です。私がこの花を

見たのは４月末の小雨の降る日でした。雨の

日の瓊花はとっても美しく魅力的でしたよ。

毎年この時期、花の見ごろに合わせて公開さ

れますので、機会があれば訪れてみてくださ

い。

＜奈良公園の白い鹿＞

十年くらい前、奈良公園にある小さな博物

館でアルバイトをしていたことがありました。

奈良公園のたくさんの木々の香りを感じなが

ら、たくさんの鹿と出会いながら、駅から博

物館まで歩く時間はいつのまにか私の楽しみ

となっていました。その頃、奈良公園で観光

客の人気者となっていたのは「白い鹿」でし

た。私たちの職場でも「しろちゃん」と呼ん

で、しろちゃん情報を交換したものです。春

日大社の神様が白い鹿に乗って奈良に降り立

ったという伝説により、奈良の鹿は「神様の

お使い」と言われてきました。白い鹿は数年

に一度生まれることがあるらしく、色が白い

せいか体が弱く、鹿の保護施設である鹿苑

（ろくえん）で大切に守られているそうです。

このしろちゃんは色が白くても比較的元気だ

ったので、無事に公園デビューし、観光客の

人気者となっていたのでした。ところが、た

くさんの人たちにあまりにもかわいがられた

ため、他の鹿からいじめられることに…。

そんなしろちゃんと私が初めて出会ったの

は、４月も終わりの雨の日の夕方でした。茶

色い鹿のようにパッチリとした目ではなく、

耳の色はうっすらとしたピンク色、子ぶたの

ような顔をし、色は真っ白というよりクリー

ム色、まるでヤギのような、とってもかわい

い小さな鹿でした。思わず「しろちゃん！」

と駆け寄って行くと、びっくりしたのかブル

ブル震え、後ずさりをして走って逃げて行っ

てしまいました。きっと怖かったのでしょう

ね。ブルブル震えるその姿があまりにもかわ

いそうで、それからはしろちゃんを見かけて

もそっと見るだけにしました。

あたたかく見守り続けて数ヶ月、夏がやっ

てきたある日、他の鹿と一緒に観光客に餌を

ねだる白い鹿を発見しました。それは、観光

客から餌をもらうことを覚えた、たくましく

成長したしろちゃんでした。そんな姿を見て、

何だかほっとしたようなとってもうれしい気

持ちになりました。私がしろちゃんの姿を見

たのはそれが最後になりました。今でも奈良

公園に行くと、懐かしいしろちゃんのことを

思い出します。
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誌上勉強会 木村 謹治
き む ら き ん じ

図表の読み方 ６

－ 地図を読む －

ノンフィクションだけではなく、小説や随筆などあらゆる分野に地図は挿入されています。

それほど身近な存在であるのに、読むとなれば、なかなか手強い相手です。

避けて通れないテーマでありながらスッキリした読み方の提案が出来ないのが現状です。

地図が出てきた時は、皆さんの判断で勝手に読んで下さいでは進歩がありません。今回は重

いテーマではありますが、考えるきっかけとなり、皆さまからいい提案をいただけるきっかけ

となればと考えています。

［例１］ 位置図

ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩石群

トルコ中部のアナトリア高

原にキノコの形や尖った岩山

が林立する不思議な景観のカ

ッパドキアがある。火山の噴

火によって堆積した凝灰岩が

長い年月の間に侵食され、不

思議な景観が造り上げられた。カッパドキア中心地のギョ

レメ渓谷は、古くから東西交易の要衝として発展した。3

世紀にローマ帝国の支配下には、ローマの迫害を逃れたキ

リスト教徒がギョレメ渓谷に隠れ住むようになった。‥‥

旅の本ではよく見るパターンです。おおよその位置が分かるように地図が添えられています。

文中からボスポラス海峡を挟んでアジアとヨーロッパに分れる古都イスタンブールがあるトル

コは誰もが知っているとは思いますが、アナトリア高原という地名を知っている人は少ないと

思います。

この地図から読み取れるのはアフリカ大陸の北、アラビア半島の北、地中海に面している。

そしてヨーロッパの西ぐらいの感想でしょうか。

右のような、もう少し詳しいイラスト地図（トルコ国内）

が掲載されている場合もありますが、イスタンブールの東、

トルコのほぼ真ん中に位置するとしか説明できません。

利用者が更に詳しい説明を希望する場合は、別途地図帳を

見て説明するしかないですね。（地図帳は貸し出しします）
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［例２］ 防空識別圏

韓国、防空識別圏の拡大表明 中国に対抗

韓国の金寛鎮（キム・グァンジン）国防相は５日、韓国政府が検討中

の防空識別圏（ＡＤＩＺ）拡大に関して、中韓が管轄権を争う暗礁の離

於島（イオド、中国名・蘇岩礁）などを含める方針を国会で表明した。

近く政府案を決めてから、日本など周辺国に説明する考え。同島には日

本が防空識別圏を設けており、中国も新たに設定したばかり。日中韓の

新たな外交懸案に発展してきた。‥‥

地図を見ると日本と韓国の防空識別圏は交わることはないですが、日本と中国とは大きく交

わっていますね。本文から推測すると、防空識別圏の線引きが問題になっているようです。特

に離於島と尖閣諸島がどこの国の防空識別圏に含まれているかを説明する必要があります。

簡単に説明する方法は「離於島と尖閣諸島には日本と中国の防空識別圏が重複して設けられ

ています」でしょうか。韓国も含めてこの問題を説明するには地名が記入されていない対馬や

済州島の名称とその位置が分からなくてはなりません。必要ならば別途世界地図を見ながら説
チェジユド

明して下さい。

［例３］ 方言マップ

『いんじゃんで決めようか』と話したところ、『いんじ

ゃんってなに』と聞き返されたことがあります。子ども

のころから普通に使っていた言葉なのに驚きました。そ

う言えば、いきなり『じっけった』と言われれば、戸惑

いますね。

この地図を見ると、『じっけった』は山形県のみです。

また、『いんじゃん』は大阪・奈良・兵庫で使われていま

す。

では、対面では北海道では「じゃんけん」、青森では

「そのほかの言い方」と県別に使われ方を説明します

か？ それとも、「じゃんけん」は北海道・岩手・栃木‥

‥言い方ごとにくくり、使用する県を列挙しますか？

どちらも間違いではありませんが、４７都道府県の情報を

すべて読み上げるには時間がかかりすぎます。それよりも根

本的な問題があります。北海道と沖縄は分かっても、すべて

の都道府県の位置が分かるかです。今暮らしている地域や故

郷のある地域は分かっていても、全て言い当てるのは難しい

ですね。時間がある時に都道府県の位置を憶えておくと、

色々な場面で役立つことがあります。

「じゃんけん」「いんじゃん」「じゃいけん」…「じっけ

った」及び「そのほかの言い方」の都道府県別の地図があり
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ますが、詳しく読み上げましょうかと聞くしかないですね。

あるいは「大雑把な感想を言いましょうか」と聞くのも１つの方法だと思います。大雑把な

ので「じゃんけんが使われている県が１番多くて全国的に広がっています」「いんじゃん」は

…、「じゃんけんをもってすちゃらほ」は山陰と四国・九州の一部…という風にしか説明する

しか方法がありませんが。

正確に読む事ばかりに心を奪われて、時間をかけたり、正確に読めない理由から読み飛ばし

たりするのではなく、時には折衷案も必要です。

［例４］ 拡大する飢饉

拡大する飢饉 周辺国も食糧危機に

ソマリア国内で自分の家を追われ、国内外に避難している

人々も含めると、その数は232万8000人を超え、この数は愛

知県名古屋市〈226万6536人〉の全人口を越える数になりま

す。

ケニアでは、難民の受け入れを許可しているケニア政府の合

意のもと、UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）は新たな難民
の受け入れのための場所を確保し、O x f a m や国境なき医師団

オツクスファム

などの事業実施パートナーとともに、急増しているソマリア難

民の受け入れ及び食糧・水の配給や医療などの提供を行ってい

ます。ケニアのダダーブ難民キャンプでは毎日平均1300人が

ソマリアから逃れてきています。難民キャンプをダダーブに開設して約20年が経ちますが、そ

の歴史の中で、今年７月の１ヶ月間にソマリアからダダーブにたどり着いた人々の数である４万

人は、残念ながら最悪の記録となってしまいました。

矢印があり、数字が書かれているので読みは簡単ですね。ただ疑問なのは太い矢印は大量、

点線は少数と思ったのですが、イエメンの１９万人はエチオピアの１５万人を抜いているのに

点線ですね。

さて、読みとしては『ケニアに４７万７０００人、ウガンダに１万９０００人‥‥難民・避

難民として移動しています』と読めば良いのですが、これだけではソマリアとの位置関係が分

かりません、イエメンはさておき、エチオピアとケニアは隣国なので避難民の数が多いのかも

知れませんね。利用者が希望すれば位置関係も読むようにしましょう。

［例５］ 案内図

よく見かける案内図です。簡素化され、デフォルメされており実際の地形とは随分違います。

ほとんどの地図は上側が北となりますが、この種の地図は原則とは異なる場合があります。

しかし、おもな目標物が書かれており、しかも駅から近いということで、たいていの人は案

内図を片手に目的地までたどり着くことが出来ると思います。
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文京ショッピングセンター＆文京シビックホール

交通機関

■東京メトロ 後楽園駅・丸の内線（4a・5番出口）
南北線（5番出口）徒歩1分

■都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線（文京シビック

センター連絡口）徒歩1分

■ JR総武線 水道橋駅（東口）徒歩9分

一方、大半の視覚障害者は行き方を聞いても一人で行くことは困難です。詳しく説明する

なら各駅からの道筋を説明するしかないでしょうね。文章の説明では３か所の駅名が書かれて

いますが地図上では４駅ありますね。目的地のまわりに何があるのかを紹介されるだけでも楽

しいものです。時間があれば立ち寄ることもできます。

もし利用者が実際に目的地に行かれる予定なら１番便利な駅を聞き、そこからの行き順を集

中的に説明するのも１つの方法です。

［例６］ 観光案内図

こちらのようなイラスト図もよ

く見かけますね。この地図には磁

石の絵が描かれているので右上が

北と分かりますね。

特段、目的地がない場合は書か

れている観光施設（地）を読み上

げるだけでもいいですね。普通の

文字と白抜きにされた文字があり

ますね。白抜き文字は寺社仏閣み

たいです。分けて読むのも良し、

ブロックごとに読むのも可能です。

また、駅からの位置関係やアク

セスを説明しながら読む方法もあ

ります。

このシリーズも回を重ねるほどスッキリした結論を出すことが出来ず、中庸的な書き方し

か出来なくなってきました。点字図書や録音図書では不要部分は読み飛ばすことができます

が、対面では図表の概略を上手く伝えて、必要かどうかの判断を利用者に仰ぐ必要がありま

す。利用者との対話は、読む技術と共に対面技術の重要な柱です。
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情報発信 専門用語の読み方入門

情報記号

以前本誌で連載していた「読み方入門」を再開します。
今回は、最近対面で読む機会が増えている情報記号について、ご紹介します。

一つの記号に対して複数の読みがあります。日本工業規格（JISX201）で定めた読みもあ
りますが、必ずしも通じるとは限りません。もし利用者に通じなければ別の読みをして下さい。

記号 読み方 記号 読み方

! エクスクラメーション／感嘆符 ＠ アットマーク／単価記号

“ ダブルクォーテーション／引用符／ウ * アステリスク（アスタリスク）

ムラウト ／星印

＃ いげた／ハッシュマーク／シャープ 注１ ＋ プラス／たす

＄ ドルマーク／ドル／ダラス / スラッシュ／わる／斜線

% パーセント : コロン

＆ アンパサンド／アンド／アンドマーク ； セミコロン

／シングルクォーテーション

' アポストロフィー／アクサンテギュ ＜ 小なり／左アングルブラケット

（ カッコ（開く）／マルカッコ（開く） ＞ 大なり／右アングルブラケット

） カッコ（閉じ）／マルカッコ（閉じ） ？ 疑問符／クエスチョン

[ 角カッコ（開く）／大カッコ（開く） ￣ オーバーライン

] 角カッコ（開く）／大カッコ（開く） ＿ アンダーバー／アンダースコア

｛ 中カッコ（開く） Ctrl コントロール

｝ 中カッコ（閉じ） Alt オルト

＝ イコール Shit シフト

－ ハイフン／マイナス／ひく Caps Lock キャプスロック
~ 注２ チルダ Esc エスケープ

＾ キャロット／カレット／ハットマーク Tab タブ

｜ パイプライン／たて棒／縦線 F1～Ｆ12 ファンクションキー

|| 二重縦線／双柱（そうちゅう） Num Lock ナンバーロック
￥ 円マーク／円／円記号

注1 「＃（いげた）」と「♯（シャープ）」とは違う記号だが、日本ではシャープと読むことが多い。

注2 「~」は「～」とよく似ているが別物

？？「調べてほしい」を募集します！？？

対面リーディングのなかで出てきた読めない単語、気になりませんか？

読めないのはひとりではないかもしれません。皆で共有して、読める単語

を増やしていきましょう。

活動記録簿の自由記入欄に調べてほしい単語と出典資料（その単語が出てきた資料）を記入

し、職員までお知らせください。本誌上で、答えをご報告いたします。
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寄り道・回り道 レポーター：木村 謹治
き む ら き ん じ

堂島麦酒醸造所 国産ビール発祥の地

仕事の後によく冷えたビールをグビィ・グ

ビィと、たまりませんね。プハーッと生き返

った心地です。最近はビール離れと言われて

いますが、一杯のビールが心を解き放してく

れます。

ところで、ビールの発

祥の地はご存じですか。

答えは堂島です。ＡＮＡ

クラウンプラザホテルの

北側に「国産ビール発祥

の地」の碑文が建ってい

ます。

碑文には「我が国におけるビールの醸造は

幕末に横浜で外国人が行なっていたが、日本

人の手によるものとしては、渋谷庄三郎がこ

の地で醸造したのが最初といわれている。

当初は大阪通商会社で、1871年（明治4

年）に計画された。これは、外国から醸造技

師を招いた本格的なものだったが、実現には

至らなかった。この計画を通商会社の役員の

ひとりであり、綿問屋や清酒の醸造を営んで

いた天満の渋谷庄三郎が引き継ぎ、1872年

（明治5年）3月から、このあたりに醸造所

を設け、ビールの製造・販売を開始した。銘

柄は「澁谷ビール」といい、犬のマークのつ
しぶたに

いたラベルであっ

た。年間約32～45

キロリットルを製

造し、中之島近辺

や川口の居留地の

外国人らに販売し

た。」とあります。

１０年程、製造販売していましが、その後、

大手企業にのみ製造が許される時代が続きま

した。1992年の酒造法改正により、小規模

業者による「地ビール」の製造販売が可能に

なり、再び堂島の地に灯をともすことが出来

ました。1995年に大阪で最初の地ビール

「大阪國乃長ビール」を製造し始めた寿酒造

が、1996年８月に、高級クラブ、料亭がひ

しめく夜の盛り場、曽根崎新地・堂島地区で

新たに地ビールの生産を開始。「北新地ビー

ル」と名付け、ブルワリーパブ「しゅしゅし

ゅ」を開店させました。１階は醸造プラント

を目の前に見ての立飲みスタンド・バー、地

階は予約制の懐石料理を地ビールとともに楽

しむレストランがありました。

醸造施設は、年間100キロリットルを生

産していたそうです。

かつて、小振りの３つの醸造タンクが並ん

でいるのを見ました。時間がないので、この

次に来ようと思っていたのですが、閉店にな

ってしまったそうです。その時に入らなかっ

たことが今でも悔やまれます。

さて、國乃長ビールは現在、高槻市で製造

されています。穏やかで上品な香りを作り出

すとともに、ボディは大麦１００％にして少

しモルティな感じの『蔵ケルシュ』と、コク

があってホップの香りがしっかり感じられ、

それでいて苦味がほとんどない『蔵アンバ

ー』が製造されています。

購入は下記のホームページから出来ます。

寿酒造株式会社

高槻市富田町３丁目２６－１２

072-696-0003
http://kuninocho-shop.ocnk.net/page/6

もう一つ、大阪自慢。

夏の風物詩ともいえる「屋上

ビアガーデン」。その起源は19

53年、旧大阪第一生命ビル（大阪市北区）

にできた「ニユートーキヨー」だそうです。

今日も元気で乾杯！！

http://kuninocho-shop.ocnk.net/page/6
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人と人生

高橋竹山さんと津軽三味線

対面リーディング・ボランティア 澤井 稔
さ わ い みのる

津軽三味線の起源は青森県五所川原市金木

町神原(かんばら)の仁太坊(にたぼう)がその

祖といわれ、彼は安政４年(１８５７年)の生

まれであった。藩政時代、目が不自由な少年

達は、１４、５歳になると当道座（とうどう

ざ）という中世から近世にかけて存在した男

性盲人の自治的互助組織に加入しなければな

らなかったという。

平家琵琶、琴、三

味線は当道座の表芸

で、裏芸は按摩、鍼

灸であった。明治４

年の廃藩置県の実施

を機に仁太坊は笛や

尺八を使う八人芸を編み出し、１６歳で津軽

で８０人ほどの男盲芸人の頂点に立った。

津軽三味線を語る時欠かせない存在は「神

様」と呼ばれた白川軍八郎。彼も仁太坊に

数々の芸を習った。かの昭和の民謡歌手、三

橋美智也も白川軍八郎の弟子であった。

その様な津軽の風土を背にして、高橋竹山

(本名定蔵 さだぞう)は明治４３年(１９１０

年)６月１８日青森県津軽郡中平内村(なかひ

らないむら 現東津軽郡平内町)の小湊で生

まれた。２歳か３歳の時、麻疹(はしか)にか

かり目が見えなくなった。６人兄弟の末っ子

でその内２人は幼くして死んでいるため実際

は姉２人、兄１人で、目の不自由な事で苛め

られ小学校も２日でやめた。

１４歳の時、隣村の藤沢に住む盲目の門付

け（かどづけ）芸人の戸田重次郎に弟子入り

した。明治時代の小湊は、山市という豪商が

幅を利かせていて、両親はそこの使用人同士

の結婚であった。父・定吉(さだきち)は唄が

好きで、小湊で唄会をやったりもした。会場

は近くの野原で、木戸銭は二十銭であった。

高橋竹山も自伝には、「１３か１４の年には

唄(じょんから、よされ、おはら)はだいたい

覚えていた」とある。父の唄好きの影響は少

なくなかったようだ。父・定吉は終戦後、ま

もなく病死したが、母・まんは、昭和３８年

まで生き享年８６歳だった。

日本の昔からの音楽史を支えてきた一翼に

琵琶法師、当道座組織、瞽女(ごぜ)などの盲

人達が居たことは確かであろう。

津軽三味線の代表的な「よされ節」は新潟

県から庄内を経て津軽に伝わったと言われて

いるし、新潟は瞽女の本場であり、瞽女の三

味線が津軽三味線の基になっているというの

はほぼ定説になっているという。津軽三味線

は義太夫三味線に近い太棹(ふとざお)だ。津

軽三味線の特徴の幾つかは①三味線が唄の旋

律を追うのではなく、そのリズムに対して装

飾を加えていることが際立ち②独特な指使い

と撥(ばち)使いで、急速、繊細な技巧を多く

用いることで弾く場合に斜めに持たないで、

かなり立てて持ち、左手は小指も使う点が特

異である。

「民謡」というのは比較的新しい言葉で、

明治の中頃に森鴎外が使ったのがはじまりで

はないかというのが専門家の間で定説になっ

ているという。広辞苑には「明治３９年より

普及」とある。それまでは単に【・・唄】で

しかなかつた。

高橋竹山が門付けをして歩いた大正末から

昭和にかけて津軽では唄会が大流行していた。
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しかしその中でも三味線弾きは冷遇されてい

た。歌い手が十圓取るところ一圓良くて二圓

という扱いでしかなかった。

黙々と三味線をけいこして次々に伴奏を付

けて行く。その伴奏のおかげで歌も良く聞こ

える。そうした苦労が全く無視される状況が

続いたことが「いつか独奏者として・・・」

という気持ちが芽生えた一つの要因であった

かもしれない。

生涯を連れ添ったナヨと結婚したのは昭和

１３年秋、高橋竹山２８歳の時で、ナヨも同

い年でイタコ（東北地方等で口寄せを行う巫

女 みこ）をしていた。ナヨも１６歳の時、

田の草をとっていて稲の葉先が左目に入り十

分な治療を受けぬまま視力を失い、右目もだ

んだん見えなくなり、親の説得でイタコの師

匠に弟子入りした。

ナヨが何度も言った言葉の中に「優しくて

まじめでうちの人のようないい亭主はいない

じゃ」というのがある。彼女がいなければ名

人高橋竹山が生まれたかどうか分からない。

それくらい陰になって竹山を支えた大事な人

であり、いい人だった。

昭和２５年頃、戦

後の民謡ブームの復

活を背景に民謡歌手

成田雲竹(なりたうん

ちく)が高橋竹山を伴

奏者に指名して津軽民謡の黄金時代を築いて

いく。昭和２８年ラジオ青森（現青森放送）

が開局。新聞社の民謡王座決定戦を引き継ぎ

コンクール番組として成功させた。

高橋竹山は予選の伴奏を一人で引き受け、

１５年にわたって全員の伴奏をした。本名の

定蔵から竹山という名前になったのもこの頃

で、成田雲竹の命名であった。

昭和２９年からスタートしたラジオ番組

「民謡教室」は爆発的な人気を獲得し、昭和

５３年まで続く長寿番組となった。昭和３８

年にキングレコードから竹山が演奏した初の

津軽三味線独奏という画期的なレコードが発

売された。このレコードは当初２千枚弱だっ

たが２年で７万枚が売れる大ヒットとなった。

民謡は３千から４千枚売れればまずまずの

時代、歌謡曲も１万枚でヒットアルバムとみ

られていた。昭和３９年、竹山は雲竹ととも

に舞台に塩釜で初めて立つ。くしくも竹山が

津軽三味線独奏者として第一歩を踏み出した

ステージが、雲竹にとっては実質的な引退公

演であり、津軽民謡の一時代を築いた”黄金

コンビ”に幕を下ろすステージとなった。

昭和４８年から東京渋谷ジァン・ジァンの

定期ライブが始まり、翌年の公演数は１４６。

津軽三味線だけでコン

サートを開くには曲の長

さがどれも短い。曲想を

膨らませ作品としてボリ

ュームのある独奏曲に仕

上げていく必要があっ

た。しかし竹山さんは小学校へ行ってないか

ら唱歌さえ満足に知らず、まず世界中の音楽

を聴くことから始めた。後年、二代目竹山の

言葉を借りれば「先生の芸が生まれたのは、

いい聴き手と出会ってからの努力」だという。

唄の心とは何か。

「掘っ立て小屋でもいいから親子で暮らし

たいと考えて苦労してきた。卑しめられ、辱

められ、その思いを味わいながらそうした人

間を軽べつした。一方で私に優しい人間の心

をかけてくれた何人かの人がいた。私の三味

線に唄の心が流れているとすれば、それは、

そういう私の心かもしれない」と竹山さんは

語る。

７９歳の時、竹山さんは前立腺肥大と診断

され、平成７年、最後の公演を終え、平成８

年喉頭がんで弘前で入院。平成１０年２月に

死去した。「おれが死んでも悲しむな。喜べ。

みんな集めて飲んで歌って喜べ」そう言い残

して高橋竹山さんは逝った。一人の三味線弾

きとして最後まで見事に生きた８７年だった。

深々と雪が降り積もる津軽の殺風景な街角に

流れる哀切に満ちた三味線の音色は今後も時

代を超えて日本人の原風景として深く人々の

心の奥底に眠ることでありましょう。

「魂の音色」 評伝 高橋竹山

松浦拓司 東奥日報社より



- 12 -

報告 対面リーディング基礎講習会に参加して

福田直樹

９月３日(水)、今年度の対面リーディング基礎講習会を行いました。参加していただいた方

は１２名。対面担当になって半年の私にとっても初の基礎講習会です。

対面リーディングについての説明の後、さっそく実践形式のロールプレイへ。新聞や図表と

いった課題に真剣に取り組まれていました。続いては肩の力を抜いて、職員による寸劇での○

×クイズ。ロールプレイの後では簡単すぎたかも知れませんが、少しは和んでいただけたでし

ょうか。そして最後に、長年活動されているボランティアさんから対面リーディングの実際に

ついてお話しいただきました。経験に基づいて語られる対面の楽しさ、難

しさは本当に興味深く、引き込まれる思いでした。

この講習を機に、お一人でも多く活動に加わっていただけることを願っ

ています。

ちょこっとガイド 『権利の芽吹きは足もとに』

全盲の著者の梅尾朱美さんは障害の認定区分を不服とし、認定取り

消しを求めて点字の訴状を名古屋地裁に提出した「点字書面訴訟」の

原告。幼少期や権利拡大を目指した活動を振り返り、視覚障害者の置

かれた現状を訴えている。

母子手帳の点字解説やバスの音声案内の実施、転落事故を防ぐため

地下鉄ホームに可動柵設置の要請などに取り組んできました。「点字

書面訴訟」では、名古屋地裁は全国で初めて点字の訴状を受理。判決

文の点訳を渡す異例の対応をして注目され、梅尾さんは敗訴しました

が、障害者の司法参加への道を広げました。トイレの水洗レバー位置

がわからなくて探しまくったことなど、見えない日常を書き留めた一

冊です。 かもがわ出版 1800円。 （2014年9月６日 中日新聞より）

秋を迎え朝夕冷え込んできましたね。季節の変わ

り目、体調を崩されませんように。さて、私にと

って秋と言えば「食欲の秋」と「読書の秋」。皆さ

んはどんな秋を楽しまれるのでしょうか。（F）

日本ライトハウス 情報文化センター

550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
06-6441-0015（代表）
06-6441-0039（サービス部）


