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第一章

疎開先の岩手県遠野

疎開先の遠野にて小生は、四番目(長姉 6 歳上、次姉 5 歳上、長兄 3 歳上) の子供として終戦 1 か月前に生まれ
た。遠野は母の故郷であるが、その地について赤子は覚えているはずがない。ただ記憶にあるのは母が蒸気機
関車に乗って食糧買出しに行ったことを後日知った程度である。また出の悪い乳を求めて母の乳首を噛んで傷
つけたこともである。時が経ち小生が大学生の時、母がなぜだか遠野を案内してくれた。また父も自分の故郷、
三重県桑名へほぼ同時期に案内してくれた。共にその背景を読み取れないが、歳取って生まれた末っ子と高齢
な両親とを重ね合わせると、何となく納得できる。遠野のことは柳田国男著『遠野物語』を読んでいたので朧
気ながら知っていた程度である。それは 1910 年に発表された説話集であって、母が 3 歳の時である。母は少女
時代に親から遠野地方に伝わる逸話や伝承などを聞いて、且つ実感していたものと思われる。1968 年に母と一
緒に実家(酒醸造所)を訪ねたが、子孫が地ビール製造業を営んでいた。また遠野市立博物館などを回って民話
の世界にひと時没頭することが出来た。更に時が経ち、福島県喜多方市に単身赴任した 1998 年に遠野地方に悠
然と聳える憧れの早池峰山を単独登山した。この名峰は『遠野物語』に出てくる。小生はテントを持参して麓
で一泊し、そこで下手な水彩画を描いた。小生の山日記には《夜は 18 時頃に寝たので夜中 2 時頃に目が覚めて
外に出たら満点の星。天の川はもとより宮澤賢治が書いた世界に共鳴できるような雰囲気であった。遠野方面
を遠望できる場所を確保して昼飯。眼下に柳田国男が書いている山々が手に取るように見える。近くの薬師岳
もその一つであり、雄大である。広さと拡がりを感じる。人はよくもこんなに近くの麓まで住んでいるものだ
と感じた。》と記述されている。

第二章

2 歳のとき寄寓した中野区鷺宮

唯一記憶しているのは、長い縁側、丸い花壇があってその周りを三輪車で遊び、兄弟姉妹の 4 人が近くの写真
館に行って記念写真を撮った位である。赤子の頃の写真は勿論なく、この写真は小生にとって初の記録である。

左端が筆者

昭和 20 年代の鷺宮の駅舎
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添付した写真、小生は左端に立っているが、上着はおさがりの女物、靴は革靴と実にチグハグな井手達である。
戦後の物資不足を如実に表しているのであろう。今でも右眉毛の端に痣があるが、庭で三輪車が転がって怪我
をした跡のようだ。でも家族みんなが口を閉ざしていた。普通に考えると安定した三輪車が転倒するはずがな
いからである。ところで寄寓先の主がどんな親戚なのか親に聞いたことがないが、家政婦さんがいたことだけ
は覚えている。ひょっとしたらサザエさんの家族のような生活をしていたのかも知れない。終戦後 3 年経過し
た時期だが、さすがに鷺宮界隈の様子の印象は何もない。貧しかった生活空間は第三章の池袋で述べたい。

第三章

3 歳から就職するまで過ごした豊島区池袋

三歳のときに（昭和 23 年；1948 年）鷺宮から池袋に引っ越した。池袋は省線山手線の停車駅であり、我が家は
東武東上線の北池袋駅と下板橋駅を三角形に例えるとほぼ頂点に位置していた。池袋駅から 2 ㎞離れていた。
池袋駅には、テント形式の東武と西武百貨店があった。周りは林が広がり狐や狸が闊歩していた。東口と西口
を繋ぐ薄汚い地下道があり、傷痍軍人や浮浪児などが狭い通路を塞いでいた。

昭和 20 年代の池袋駅界隈

昭和 20 年代の現・西武鉄道の池袋駅改札口

小型トラックの助手席にどうしても乗りたいと駄々を捏ね、我を通せたのは覚えている。そして自分の家に着
いた時、周りが焼け野原同然だったことを鮮明に記憶している。道路は勿論舗装されておらず、ドブがあった。
車はまばらに通り土煙をあげ、自転車とリヤカーが頻繁に通り、たまには牛車が通り過ぎ糞を落としていた。
100 坪の借地だったそうだが、地下室付きの掘っ建て小屋もどきであった。裏庭には大きな穴があり、融けたガ
ラス瓶や欠けた磁器などが埋められていた。年末には地主が賃貸料を取りに来ていたのを小さい頃は不思議に
思っていた。地下室は換気の穴が二か所あり、夏場の避暑場として家族が変わり替わり利用し、漬物の壺の置
き場としても活用していた。車道から支線へ入ると金持ちや医者や教授の屋敷などが散在していた。襤褸の我
が家の部屋は概ねベニヤ板で仕切られ、子供たちは押入れで寝させられた。両親だけはベッド、床は板張り、
机椅子といった洋風であった。屋根はベニヤ板に防水シートを張り垂木で押さえコールタールで塗って降雨に
備えていた。火鉢や炬燵や湯たんぽなどで暖を取ったいたが、後に石油コンロに変わった。扇風機 1 台がフル
稼働し、地下室て冷気をとり、木製外枠の冷蔵庫には買ってきた氷塊を入れて食材を冷やした。井戸から水を
汲み上げ洗濯板で洗い、竹製の物干し棹に洗濯物を架けて下着類を乾かした。真空管のラジオで放送を聞いた。
電話はダイアルを回すものだった。一升瓶に玄米を入れて糠をとり、玄米パンを食すなどした。夏場は蚊に刺
されないように蚊帳を吊って寝た。こうしてみると、昭和初期に近い生活と洋風の生活とを混合した余儀なく
強いられたようだ。幼児から小学校低学年時の遊びは、昆虫採集・化石取り・凧あげ・釘差し・面子・ビー
玉・押しくら饅頭・相撲・馬飛び・缶蹴り・竹馬・貸自転車(一日 5 円)・操車場の石炭ぼた山で磁石で鉄を回収
し屑屋に売って小遣い稼ぎ・家のお手伝いで 5 円ほどの褒美を貰う・川や海での泳ぎ・鉄棒など屋外での遊び
にこけた。その中ではやはり昆虫少年であったかなと懐述している。また雨天時には、軍事将棋・五目並べ・
将棋・双六・トランプなど室内での遊びで時間があっという間に過ぎた。紙芝居には行かせてもらえず、また
漫画本も読ませてくれない変わった父親であった。
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右端が筆者

豊島区立池袋第二小学校の入学式の記念撮影

池袋は一種の下町であって、小学校・中学校のクラス仲間の多くはサラリーマンというよりも商店主の子供た
ちが多かったようだ。地勢的には自分の行動範囲を飛鳥山のある王子界隈や石神井公園や井之頭公園まで拡げ、
川越街道を利用して自転車などで遊びまくることが出来た。東武練馬近くにある駐留していた米軍兵士たちが
東武東上線の踏切で玩具やお菓子を投げて恵んでくれた。みんなが貧乏だったので革製ランドセルを持って通
学するのは稀であり、多くは風呂敷で勉強道具を持ち歩いた。洋服は継ぎ接ぎが当たり前であり寧ろ綺麗な洋
服を身に着けた方が揶揄われるといった塩梅であった。
1945 年(昭和 20 年)生まれは、戦争の煽りを受けて同年代の人数が最小で、1947 年生まれがベビーブームとな
った。だが先の急増を見据えた小学校は二部授業を余儀なくされ、私たちも新設の分校（文成小学校）に 2 年
時から転校させられた。中学校(1 学年：50 名×9 クラス)は学区内 3 つの小学校が集まったので、プレハブ校舎
を建設し、ベビーブーム招来の対応していたようだ。また池袋駅近くの映画館まで行列をなして映画鑑賞もし
た。中学生が金の卵として持て囃された時代でもあり、池袋中学校も高校へ進学するのは 7～8 割程度であった。
高校時代は池袋から徒歩や自転車で通学し、また大学時代も池袋から横浜へ通学したので、昭和時代の郷土小
史としては非該当なので今回は割愛する。
参考までに、日本の歴史を振り返ると 6 歳の時 1951 年に平和条約が調印されたが、知る由もない。13 歳の中学
生になった時から新聞を読み始め、売春防止法施行が何を意味するのか両親に聞き、答に窮していたことを思
い起こす。同時期に、新幹線こだま号が運転開始したとき東京駅に観に行った。14 歳の時にカラーテレビ本放
送が始まっているが、自宅には 11 歳の頃漸く白黒テレビが購入された。それまで家族で蕎麦屋に出掛けて一杯
25 円のかけ蕎麦で相撲やプロレスを観て楽しんでいた。18 歳の浪人中の 1964 年には東京国際オリンピックが
開催され、受験勉強中なるも誘惑に負けテレビ観戦をしてしまい意志の弱さを痛感した次第である。

第四章

6 年間過ごした長野県大町市

1971 年就職後初めて赴任した地は、山岳都市の一つである大町市（人口 26 千人）であった。大町市が占める領
域は北アルプスの稜線より南側の北信地方に属している。JR 大町駅の名は以前、信濃四谷駅であった。黒四ダ
ムへ行く窓口である。その黒四ダムは、1956 年から建設し始め 1963 年に完成したが、その難工事の内容を「黒
部の太陽」として映画化された。独身寮に入居していたが 2 年後に結婚して社宅に住むことになった。独身時
代も結婚後も風光明媚な大町市を第二の故郷と実感した位に素晴らしい土地であった。単に風光明媚だからで
はない。接触した人々も付き合いが深くなるほど相手も温かく迎え入れてくれた。それは素朴であり、人情深
いと言っていいのかも知れない。小生は都会暮らしが長かったからそう感じたのかもと今思い返している。最
低気温が－20℃を経験したし、社宅の窓には氷の結晶が美しく、窓外の北アルプスの紅葉前線が段々と下りて
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くるのを手に取るように見えるのはそこに住んでいる者しか味わえないのだ。購入した三菱ギャラン FTO のエ
ンジンが凍てついてトラブルに見舞われたのは変な意味で貴重な体験となった。学生時代スキーを楽しんだの
が総計 20 日だったのが、初年度で 25 日も滑ったのだ。山菜採りは勿論のこと、畑を借りて野菜を栽培して農
業の経験もさせて貰った。ゴルフも始め、練習場では北アルプスに向かって下手だが爽快に打ったものだ。大
町を起点として、糸魚川へ、佐渡島へ、木曽路などへ、悠々とドライブを楽しんだ。また独身寮や社宅が北ア
ルプスの峰々の麓の町中にあったので、中古の 50cc ホンダ・カブで走り、唐松岳・五竜岳の日帰り登山を 1971
年にした。1975 年には 67 歳になる義父と大キレット（槍ヶ岳→穂高岳）を縦走した。

白馬岳（油彩）

大キレット縦走概念図

第五章 20 年間働いた千葉県市原市と転勤後 7 年目にマイホームを購入した柏市
空気が綺麗な大町から京葉工業地帯にある千葉地区市原工場に転勤となった。最寄り駅は内房線の八幡宿駅で
あり、社宅は内部に約 7 ㎞入ったところに位置していた。長女は 3 歳児であり、転勤して直ぐに次女が生まれ
た。社宅を売却する話が持ち上がり、7 年目にしてそれを契機に柏市内の建売物件を購入し既に 35 年が過ぎた。
子どもは 4 年生、1 年生の時に柏に転校した。小生もその後、片道 2 時間ほど掛けて電車通勤を続けた。東京湾
に接した埋立地に、三井造船㈱、隣接した二つの敷地に昭和電工㈱が占め、海に向かって右側に古河電工㈱、
王子コンスターチ㈱、左側に富士電機㈱、大日本インキ㈱が海岸通りを挟んで生産活動をしていた。ときは経
済高度成長期の真っただ中であり、ある意味で環境破壊をしていたことになる。因みに大町から持ってきた自
転車がみるみる錆び付き出し、自家用車のボンネットも錆が内側から吹き出して進行しているのに気づいた位
だ。公害防止法が次々と制定され、適用すべき企業は法律に従ったせいか、光化学スモッグ警報の発令も徐々
に減ってきた。社宅の更に遠方には会社が借り上げた貸農園を借りて農作業を楽しんだ。子供たちもたびたび
連れ出し、土の香りがある瑞々しい野菜を一緒になって収穫し、食卓を賑わせた。外房方面には車で出かけ、
白子海岸や自然の森公園にもよく出掛けた。ただ大町時代と比較すると自然の豊かさを堪能することは無理な
ほど大きな差異があった。山や湖というよりは寧ろ大きな海原を愛でることが出来たということだろう。
柏市にマイホームを購入した経緯を少し述べよう。39 歳になり多少は住宅購入資金を貯めてきており決断でき
る時期になっていた。近い将来、本社等の転勤を考慮しつつ、継続して市原の工場勤務をするのを考え、バス
の利用は避けて電車通勤の可能な位置で、尚且つ自然豊かな場所を求め雑誌類を見て最終的に《東武野田線の
逆井⇔船橋⇔千葉⇔八幡宿⇔（バス又は徒歩３ｋｍ）工場》のルートを決め購入した。東武野田線は今も一部
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単線区間があるも、急行が試験的に僅かながら運転している。大分以前から高架化・駅舎の橋上化・複線化工
事を進めてきており、2020 年 3 月から《大宮⇔春日部⇔運河⇔野田⇔柏⇔新鎌ヶ谷⇔船橋》と主要な駅に急行
を停車させ時間短縮をし始める。我々が逆井駅を利用し始めた時は、鋏による切符切りは勿論のこと、橋上駅
舎もなかったし、便所も汚く若干臭かった。でも今はガラリ改善され駅員のマナーも含めて素晴らしい東武野
田線（アーバン・パーク・ラインと名称変更されている：大宮公園、清水公園、流山おおたかの森など公園が
多くあるため）へと大きく変貌した。でも住んでいる逆井藤心地区はこの 30 数年それほど一戸建てが増加する
も街の外面的なところは変化していない。住宅地域を少し離れると、直ぐに田圃や畑地が連なり、畦道があり、
小白鷺・目白・鴨・鵯などが近くの小川や田圃に飛来して来る。約 8 ㎞先に手賀沼があるためなのか鳥類の飛
来が多いのかも知れない。引っ越した頃は鼠が動き回り、土竜が盛山を築き、蛇がたまには日向ぼっこをし、
土蛙が合唱し、蝉類がオーケストラ演奏をしていた。黄金虫や蝶々や螳螂や飛蝗が飛んでくる。天道虫や蝸牛
が紫陽花の葉っぱを歩いている。また転居したときは源氏蛍も近くの増尾城址公園の湧き水に飛び交っていた。
娘たちが通った藤心小学校には「ぼうけんの山」と称する小山があり兎が住みつき校庭に糞を残す光景が見ら
れたし、今も見られるようだ。その小学校の近くには片栗が群生している斜面があり、柏市指定文化財（天然
記念物）となっているし、遠くから多くの人々が観葉しようと春には押し掛けてきている。我が家の約１ｋｍ
先に煉瓦作りの「ニッカ柏工場」があるが、周りは林で囲まれ、緑豊かな環境である。要は市原市と比較する
と、柏市は自然が残っているということだし、小学校時代の娘たちから《お父さん、いい場所に引っ越しして
有難う》とお礼を言われたことがある。

柏市藤心小学校の「ぼうけんの山」

増尾城址公園

柏市藤心にある片栗の群生地

第六章 2 年間、単身赴任した福島県喜多方市
昭和電工㈱は幾つかの事業活動を 80 年間してきているが、小生が入社したときはアルミニウム事業部（当時、
軽金属事業部と称していた）が一つの柱であった。当初アルミニウムの製錬事業に特化していたので、水力発
電が可能な大町工場と喜多方工場を設立し、その後火力発電所を抱え東電からの買電で運転する千葉工場を立
ち上げた。しかし第一次オイルショックが昭和 48 年に起き、電気の缶詰と言われる製錬事業は立ち行かず、専
業の日軽金㈱や、旧財閥系の住友化学㈱・三菱化成㈱・三井東圧㈱が次々と工場を閉鎖し、海外から安価なア
ルミニウム地金を輸入して需要に対処してきている。昭和電工㈱グループはアルミニウム製錬の川下へと事業
を展開し、合金地金や圧延、押出、鋳造、鍛造に進出し、特に鍛造は海外への事業展開を進めていた。そんな
中、ポルトガルに自動車向け鍛造部品製造会社（ＳＴＥと称す）を設立する動きがあり、小生に白羽の矢が飛
んできた。1999 年に設立すべく、準備作業として喜多方市に単身赴任した。その近くには飯豊山や磐梯山など
東北地方の山々が連なっているではないか。またお酒の醸造所も沢山ある。そんな環境のもと、仕事の合間に
息抜きと称して上述の山を登山したり、「呑んべい市民講座」に入会して自分のお酒作りを楽しんだ。喜多方
市はラーメンの町として全国に知れ渡り、多くの食通や観光客がその美味しいラーメンを食べようと押し掛け
て来ていた。喜多方弁なる方言も多少は学んだし、ＳＴＥ採用のスタッフの教育訓練をする中、外人さんがど
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う日本の田舎の人々と接して日本の文化や地域の風習などを理解するのか、一緒に行動して学んだ。技術系の
彼らは 1 か月半ホテル住まいをした。たまには宿泊者用の寮で料理をさせたことがある。納豆はまったく寄せ
付けなかったし、山葵も最初は苦手であった。コーヒーはアメリカンコーヒーではなく、エスプレッソであっ
た。インスタントコーヒーの顆粒をカップに入れ、砂糖を沢山投入しスプーンで念入りに掻き回せるのである。
小生は喜多方のラーメンよりも蕎麦の方がよっぽど美味しいと思って蕎麦屋に連れてご馳走してあげたが、
「咽喉こし」感覚が生来備わっていないらしいことに気づいた。「ガスト」がどうもお気に入りであった。そ
の理由はメニュー表に写真が貼付されているのが良かったようだ。温泉にも連れて行き、裸で入浴する習慣の
ない欧米人なるも「郷に入れば郷に従え」でもって一緒に入浴したが、本当のところはどう思ったのだろうか。
小生にとって結婚後単身赴任は唯一の経験であった。借り上げのアパートに住み、帰宅すると部屋は冷え切っ
ていており、自炊をし、洗濯もしなければならない。51 歳の初老にとっては正直言って辛かった。当時の喜多
方は大昔のような大雪は減少気味であるも、工場へ行けば昼休みには雪掻きがノルマとなった。凍てついた時
は、軽量アイゼンをつけてアパートから約 2 ㎞位歩いて通勤した。ワンちゃんも含めた家族を一度アパートに
呼び、ワンちゃんを小生の簡易ベッドの柱にリードを括り付けてスキー場に出かけたことがある。みんな楽し
んで帰宅したら、ベッドの羽根布団の上に寝ているではないか。寒さもあり、歳とったせいなのか、おしっこ
を我慢できずに漏らしてしまったのである。慌てて洗濯をして何とか後始末をしたが、そのときのワンちゃん
の顔（赤ずきんちゃん）が今でも思い出す。

磐梯山の山頂に立つ

ポルトガル人を連れて行った「蔵の湯」

第七章 6 年間、妻帯同で赴任したポルトガル
今回は割愛させてもらい別途の機会に譲りたいが、写真集をリンクさせたのでクリックしてご覧ください。

第八章 定年退職後も過ごしている千葉県柏市
第五章の後半で記載したが、その後の変化点を幾つか紹介する。柏駅は商業の町としてどうも有名らしいが、
「そごう」は閉店に追い込まれ現在テナント募集中である。これは柏駅の固有の問題ではなく、全国的にデパ
ートが閉店や統合・吸収が確実に進行している状況である。ただ幸いなことにシャッター通りにまで追い込ま
れてはいなく、人口も増加中である。特に「流山おおたかの森」を中心に「つくばエクスプレス」の敷設で発
展しているようだ。まだまだ林が散在している中を走る東武野田線（アーバン・パーク・ライン）沿線の町作
りも功を奏しており、どんどん若い世代の流入が町おこしを促進しているようだ。第三章で述べた池袋も中心
街はそれほどではなくとも、北池袋や下板橋だけを限ればシャッター通り化が進行し、公立の小中一貫校とし
て母校が変身し、一生懸命少子化対応を試みている。第四章で述べた大町は大分前からシャッター通りが我々
の目に焼き付けてくれている。何か日本の縮図を垣間見てきたような気がする。
―完―
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