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　グループ・光の領分の４分の１世紀を本にしようという話が持ち上がったのは、今から３年前のことだ

った。

　１９８２年に、大阪市立婦人会館（現クレオ大阪中央）主催の婦人問題講座「女性史コース」で出会い、

２年間の講座終了後、グループ・光の領分として自主活動をしていた私たちが、久しぶりに集まった席で、

４半世紀前のその時に何を学び、その学びをどう生かし、この大阪でどのようにしてその後４分の１世紀

を生きてきたのかを活字にして残したい、という提案の声があがった。

　

　２７年前、１９８２年当時は、１９７６年～１９８５年と設定された「国連女性の１０年」のまっただ

なかにあり、国内では各地方自治体が女性問題に関するいろいろな取り組みを模索していた。当時の大阪

市立婦人会館（現在のクレオ大阪中央）においても、「私たちの婦人問題講座」として昼間・夜間の女性論

コースと女性史コースが開催された。講座は私たち１人１人のなかでそれぞれ高まっていた思いを、世界

を動かす大きな波へとつなぐ役割をした。私たちはその２期生、女性史コースであった。

　講座当時、一時保育が用意された昼間のコースには、結婚、出産で社会との接点を失った高学歴の専業

主婦が多く集まり、また夜のコースは、当然のことながら仕事を持った人たちが主ではあったが、女性史

というやわらかい言葉の響きからか、子育てを終えた後、もう１度、学習の機会を持ちたいという、いわ

ゆる姑世代の参加もあった。

　２年間という長い学習期間のうち、最後まで残ったメンバーは、不思議なことに、開講当時はほとんど

発言もせず、黙々と通ってきていた人達だった。開講に当たり講師が用意した３冊の文学書をテキストに

して家と家族の変還を読むという、実に地味な講座の内容は実際のところ期待していたものと少し違って

いた。初めのころ活発に発言し、現役バリバリで働いていた人たちはいつしか立ち去ってしまった。そし

て最終的に残った人達は、自分の居場所を探し、そのためには自分の言葉で自分を表現する方法を、切実

に我慢強く求めていた人達だった。自分たちの言葉と表現方法を身につけたメンバーがその後の人生をど

う生きてきたのか、それは、本文を読んでみてほしいと思う。

　さて、全員の熱い賛同を得て決定した本の制作にあたっては、２か月後をめどに、それぞれが原稿を書き、

持ち寄った。その時点では各々がどう生きてきたのかの事実経過は表現されたものの、それをどう生かし、

誰にどう伝えるかというところで暗礁に乗り上げてしまった。さらにメンバーは皆忙しく、時間に追われ

る生活をしていることもあって、それ以上の具体的な進展は無く、本作りは中断されたままになっていた。
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　ところが今年２００８年３月に、私たちの尊敬する講師である西川祐子さんが京都文教大学を退職され

ることになり、その最終講義に招待を受けた私たち “光の領分 ” のメンバーは、久しぶりの再会を果たした。

時期を同じくして大阪市男女共同参画社会をめざすグループ活動支援事業のことを知り、これに応募して

出版をめざすことに決めてから本作りの話は、急遽、具体化していった。

　グループ活動支援事業の説明会や、面接、プレゼンテーションで、たびたび足を運ぶことになったクレ

オ大阪中央は、私たちが４半世紀前、毎週火曜日の夜に通った大阪市立婦人会館から、名前も変わり、建

物も建て替えられてずいぶん立派になっていた。

　改めて推敲した原稿を集め、編集作業が始まった。２７年の歳月は思いのほか長く、当時机を並べた仲

間はそれぞれ当時とは違った状況にあった。すでに鬼籍に入った人、思い定めて遠くの介護施設に入った人、

転居先が確認できない人もいた。連絡の取れるメンバーで役割分担を決めたが、それぞれ多忙で、足並み

をそろえることは非常に困難であった。それでも最終的には、原稿を書くのは８人、編集委員としては清輔、

杉山、西川、吉田の４人が作業を進めていくことになった。前述のような事情により今回参加が出来なか

った仲間たちには、復刻という形で、講座の報告書や当時の私たちが発行していた冊子『いろりばた』や「女

性楽会」の『ほんねの広場』のために書かれた文章を掲載することによって、紙上参加をしてもらう事とした。

　“ チャンスは前髪でつかめ ” ということわざがあるが、１度暗礁に乗り上げ、中断されたままになってい

た私たちの本作りは、今回のために、実を熟す時期を待っていたかのようだった。体力、気力をふりしぼ

ってかろうじて集まることができた今年でなければ実現は難しかったであろう。往時と比較すると共同作

業に割くことのできる時間は限られているが、２７年の歳月は、パソコン、インターネット、メールと、

かつては考えられなかった科学の恩恵を充分に与えてくれた。

　メンバー達は、仕事と家事以外にも各々いくつか関わっているものを持っていて、さらに今回の本作り

である。時間も体力もどんどん消耗してゆく。途中で何度も、これ以上は無理だ、投げ出したいという気

持ちになった。それでもその度に、新しいインクの臭いのする「私たちの本」を手にしたときの感動と達

成感、そして、この本を読んでくれるであろう見知らぬ読者を想いうかべながら、気を取り直す日々の繰

り返しであった。

　私たち、大阪のどこにでもいるごく普通の女性が、「学びとその後」の２７年を活字にして、次世代の人

達へのメッセージとして残すことが出来るということは、非常に幸運なことであり、そのチャンスを与え

てくださったクレオ大阪中央と、この本を手にとってくださる皆様に心からの感謝をささげます。

２００８年１１月２４日
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女性と介護の行方p. 10

女性と介護の行方

石田　あけみ

30 代前半に、大阪市立婦人会館（現・クレオ大

阪中央）の婦人問題基礎講座を受講したことは、そ

の後の私の生き方にとって大きな転換期になったと

思う。もやもやとしていた疑問がはっきりとした輪

郭を持って自分の中に姿を現した。その後、離婚を

経験、大学で社会福祉を学び、ボランテイアとして

電話相談にかかわる。また専門学校でヘルパーの資

格をとり老人介護の現場で相談員およびヘルパーと

して働く。しかし福祉現場の労働条件の悪さと地位

の低さゆえに、フルタイムとして働くことにはなら

なかった。

今考えると、女性問題を学びながら、次第に高

齢者の問題に関心が移っていったように思う。婦人

保護施設で、何度も入・退所を繰り返す女性が、精

神的にも経済的にも自立できないまま高齢となり最

後の行き場が特別養護老人ホームしかなくなった姿

を見たとき、女性問題と高齢者問題は別々に原因が

あって、それぞれを解決するものではなく、同次元

の問題であると思った。

さらに遡って考えると、私の人生観の根底には

祖母の存在が大きくかかわっていると思われる。卒

論のテーマに「女性の自立と老人介護」を選び、ま

た介護の現場で働くようになったことも、やはり祖

母の影響があったのかと思う。

祖母の存在

明治生まれの祖母は、行動力のある女性だった。

祖父とけんかをしては、家を出て１人で暮らしてい

た。今思えば、当時としては自立した女性だったの

ではないだろうか。けんかの原因は分からないが、

２人で生活するのがいやだといって、１人部屋を借

りて、和裁をして生計を立てていた。が、また祖父

と一緒に生活をしていたりと何度か出たり戻ったり

を繰り返していたと思う。生活力もそれなりにあっ

たが、地域や時代の状況、社会的な背景が、祖母の

自立を妨げていたのだろう。または私が思ったほど

本人にとって、その状況はつらくは無かったのかも

しれない。

祖父母の夫婦関係を見ていて、私は子供心に不

満や我慢をそのままに、生活を共にすることはした

くないと思った。経済的な面で劣るなら、経済力を

つけ、精神的な面で弱いなら、強くなりたいと思っ

た。その後、私自身が結婚し離婚を決意したとき、

祖母の生き方に少なからず影響を受けたと思う。

母からの影響

母はその事務的能力を祖父に見込まれたと聞い

ている。母もまた経済的には自立の可能性があった

と思う。旅館を経営したり、生け花を教えたり、経

理の仕事を長年したりと、やはり常に仕事をしてい

た。そのときの母は活き活きとした印象が残ってい

る。が、単に経済的な理由で仕事をしていたときの

母には、あまりいい印象は受けなかった。むしろ当

時の母を見て、父をふがいないと思っていた。また

母のような働き方はしたくないとさえ思った時期も

あった。

祖父母の介護

3 ０数年前、祖母は８０歳、祖父は８３歳で亡
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くなった。２人とも長生きであった。最後は老人病

院で亡くなった。祖父は脳梗塞の後遺症で、軽い右

上下肢麻痺が残っていた。入院する前は母が自宅で

介護をしていた。父の仕事の関係で、赴任先のマン

ションの１室での介護だった。母は当時も仕事を持

ちながら、祖父の介護をしていた。祖母は１人、地

方で生活をしていたが、その祖母も高齢と癌再発の

ため介護が必要な状態となり、２人が同じ病院に入

院した。祖母が田舎で発病したときには、母が介護

のために何度も帰郷をしていた。家族介護が当たり

前の時代、たとえ遠くにいても、嫁は介護のために

労を惜しむことはできなかったに違いない。

経済的な負担、精神的また肉体的な負担は、は

かりしれなかったと思われる。

　戦後のベビーブーム真只中で生まれ、団塊の世代

と呼ばれている私たちは、何事につけてもモデルの

ない初めての世代と言われた。今は、その団塊の世

代が自分たちの親世代の介護に直面している時期で

ある。家族の形態や価値観が変わり、過去の経験が

通用しなくなっている。しかも介護者・被介護者と

もに女性がほとんどを占めている。介護者として、

高齢者とその家族に接するなかで女性に負担を強い

る介護とは女性にとって何かを考えてみたい。

　介護の現場から

事例１）価値観によって翻弄される妻

夫　６４歳　

病歴・・糖尿病・脳血管障害による片側上下肢麻痺、

認知症。

性格・・短気、融通が利かない、小心、思うように

ならないと手が出る。　　　　　

考え方・・男は仕事がすべて、女遊びは男の甲斐性、

物事に固執する。

デイサービス　週６日利用。

妻　６３歳　

性格・・辛抱強い、粘着質。

考え方・・世間体を気にする。

夫婦関係・・数年前からほぼ破綻状態、夫は１階、

妻は２階で生活、夫は部屋で１人食事、妻は２階で

息子たちと食事、必要以外会話はしない。

妻の不安・・いつまで介護が続くのかわからないと

いう精神的不安、離婚した場合に世間からどう見ら

れるか心配、自分の老後の問題、体力的な衰えと病

気

現在までの経過・・妻は夫の性格的なことや暴力的

な問題で離婚を考えていた時期に夫が脳血管障害で

倒れ、介護のために離婚をあきらめた。

　夫の母親を１０年間にわたり介護したため、夫も

同じ状況になり介護するのは耐えられない思いを持

っている。

　夫は気に入らないと大声で怒鳴り隣近所に恥ずか

しい思いをしている。

問題点・・

１）要介護状態の夫と離婚した場合に他者からどう

見られるか周りの意識が気になる。

２）生活力の無い妻が夫の年金で暮らしている場合

の離婚後の生活費。

３）身についた性別役割から抜け出せない考え方。

４）妻も老年期に入り先の不安、体力的な衰えおよ

び病気に対する不安。

５）新しい生活に対する不安。

　平成１２年にスタートした介護保険制度の目的と

して、介護を担っていた女性から介護の精神的・肉

体的な負担軽減が挙げられている。

　この事例において、妻は昼間の介護負担はデイサ

ービス利用で軽減されているが、夜間および休日の

介護と精神的な負担は軽減されていない。しかも夫

が本来持っていた短気・固執的・暴力的な性格は、

病気の進行とともにますますひどくなる傾向にあ

る。それらに日々付き合い精神的・肉体的にも妻は

疲れ果てている。

　これは介護状態以前に夫婦関係が破綻していたこ
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の事例に限ったことではなく、介護を担っているも

のには日常的に起こっていることである。

　老人介護の深刻な点は、いつまで続くか分からな

い時間の長さと経済的負担、介護者・被介護者とも

に高齢化するための肉体的な負担、終わりの無いこ

とへの精神的不安、さらに他者との交流が少なくな

り社会的に孤立してしまうことが重なっていること

である。

　またこの事例の特徴は、経済的・精神的自立ので

きていない妻が本人や夫の持つ価値観によって翻弄

されている点である。

　専業主婦にとって、老後の生活は配偶者の経済力

や価値観に大きく影響を受ける。この事例のように

夫の退職後に離婚を決意していたが、突然の病気に

よってその後の生活が変わってしまったケースは案

外多いと思われる。

　経済的なことや世間的なことを考え、我慢しなが

ら意に沿わない介護者になってしまい、ますます自

分を追い詰めていく。男性の状況の変化に翻弄され

ること無く女性自身が自分の生き方の延長線として

老後を考え生きられるようにならないと、介護現場

の影で相変わらずの悲劇が続くことになる。

事例２）夫の経済力に左右される妻の老後

女性　Y さん７８歳

病歴・・認知症

性格・・物事にこだわらない、楽天的、気が良くつく。

デイサービス　週４回利用。

利用目的・・買い物、家事など日常生活に支障が出

るため規則正しい生活と認知症の進行を遅らせる。

経歴・・結婚までは出身地の役場で事務職、姉の経

営する店の手伝い、結婚後は夫が病身だったためず

っと働く。夫が亡くなってからは７２歳まで家政婦、

病院の付き添い婦をする。現在１人暮らし生活保護

受給

本人の不安・・子供が２人いるが長男は妻と離婚後、

金銭的な問題でＹさんとあまりかかわりが無い。長

女は結婚して他県に住む。年に何度か尋ねる程度。

このままの生活がいつまで続くのか精神的に不安．

経済的なことが心配。

問題点・・１）現在 70 ～８０歳代の女性の生活は

ほとんど夫の収入に頼ってきた。

２）病身な夫に代わりずっと働いてきたにもかかわ

らず、本人の老後が生活保護費受給に頼らざるえな

い状況にあること。

　老人問題は女性問題といわれるように、女性の平

均寿命が長く介護保険利用の在宅・施設ともに利用

者の７割は女性である。そして経済力の無い女性の

生活は夫の年金や家族の援助に頼っている。この事

例のように、働けなかった夫に年金は無くまた子供

にも頼れない場合、生活保護を受けるしか方法はな

い。さらに認知症を発症している Y さんはその生

活費の管理もままならない。

　男の経済力に依存して生きている女は多い。Y さ

んの場合、働けない夫に代わり家族の経済を支えて

きたにもかかわらず、自分の老後は生活保護に頼ら

ざる得ないことが問題といえる。女性の収入が男性

の６割しかないことと限られた職場しかなかった社

会的な差別がこの現状を生んだといえるのではない

か。

　この２つの事例から価値観や経済力によって女性

の老後が左右され翻弄される姿がわかる。

　世界で類を見ないほどのスピードで高齢社会に突

入したわが国では意識の変革はそのスピードについ

ていけない。意識がかわらないまま介護保険制度が

スタートし実施されている現状では、介護にいつま

でも女性の負担が強いられることになる。しかも介

護職の収入はほかの職業に比べて肉体的、精神的に

負担の多い割には低い。

　価値観や経済力に翻弄されないためには、女性自

身の意識変革と経済力を身につけることが重要であ

る。

　平成 20 年の介護保険制度改正のターゲットは、

団塊の世代といわれている。15 年後には確実に後
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期高齢者となる団塊の世代は、医療や福祉などさま

ざまな点で、国にとって大きな財政負担となるから

である。そして方向としては在宅介護支援が打ち出

されている。

　高齢者へのアンケートで在宅死の希望が 8 割と

なっていることから考えると、一見希望に沿ってい

るように見える。しかし在宅で最後まで過ごすこと

は、今後ますます増える高齢単身世帯や高齢夫婦世

帯の場合、肉体的にも経済的にも多様な支援が無く

ては不可能に近い。また、子供世代から介護を受け

るにしてもその負担を考えると、やはり多様な支援

が必要となる。例えば、支援のひとつとしてドイツ

で実施されているように家族介護に対して有償にす

るか、または隣の親を介護すればその労力が蓄積さ

れて後で使える、いわゆる労力銀行の活用など、発

想の転換をしなければ、いつまでも介護はつらくて

暗いもので終わってしまう。

石田あけみ ・ 作 （２００８年）
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「関西いのちの電話」とのかかわり

石田　あけみ

「いのちの電話」を選んだ理由

大学の実習先に選んだ女性保護施設は、女性問

題基礎講座受講中に見学した施設であった。売春防

止法によってできた施設は、時代とともに様変わり

し、入所の理由も経済的なことから DV までさまざ

まであった。保護を求める女性からの電話は昼夜を

問わずかかっていた。直接駆け込む場合もあるが、

まずは電話で助けを求めてくる。

　入所した女性に共通していることは、精神的に自

立できず経済的にも誰かに依存していることだっ

た。また何度も入・退所を繰り返す高齢の女性たち

の姿には衝撃を受けた。改めて女性の自立とは何か

と、考えさせられた。そして何か私にできることは

ないかと思ったことが、卒業後にボランテイアとし

て電話相談員を選んだ理由であった。

「いのちの電話」とは

「いのちの電話」は、1971 年東京に、「関西いの

ちの電話」は、1973 年に大阪に自殺予防を目的に

生まれた。孤独な人々のよき隣人となるために、心

を提供しようと始められた運動である。35 年以上

にわたって続いているこの組織は当初からボランテ

イアで支えられ、いまも、年間総受信件数 2 万件

を約 400 名の相談員で 24 時間休みなく、多くの悩

める人の声を聞き続けている。

学んだこと

電話相談員として 1992 年からかかわった。当

初は、自立に欠けていると思ったかけ手に対して、

自分の意見を言いたくなったり、批判をしたり、知

識を披露したりと、勘違いもたくさんした。そして

アドバイスとばかり具体的な方法論をぶっていた私

は見事に頭を打ってしまった。試行錯誤を繰り返し

ながら、時には落ち込み、また仲間に助けられなが

ら 12 年間続けた。

その結果学んだことは、かけ手は励ましの言葉

や同情などを求めているのではなく、心からの共感

と真の傾聴を必要としているということだった。物

質的・直接的な援助が必要な場合と、精神的・間接

的な援助の違い、また匿名でも顔が見えなくても、

分かり合えるということを学んだように思う。
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学びとその後

清輔　裕子

Ⅰ　たまご時代は礎の時代

　生まれ育った土地を､ 看護専門学校へ進学のため

18 歳で離れた私は、全寮制の寮に入った。集団生

活は楽しかった。「制約下の自由」がよかった。ゆ

っくりの私はいつもズレていた。器用な人は走って

いた。集団生活でお互いを合わせることを学習した。

集団の規制を「田舎のムラ」で経験しているので束

縛感はなかった。若い世代は、自己をコントロール

することが難しい。私にとっては好環境であった。

そこでなければ道を外れていたかもしれない。先輩

後輩で異なる年齢の人々の中で衣食住を共にする経

験は、卒業しても同窓というだけで引き上げてもら

ったり、卒後の同窓会でも組織のエンパワーになっ

ている。『象の時間・ねずみの時間』によれば、「動

物の生涯で脈打つ心臓の回数はだいたい決まってい

る、体内時計がセットされている」のだそうだ。九

州から、大阪にきてテンポの合わない生きにくさを

感じていた私であったが、寮生活は、自分のペース

ができたらいいんだということをわからせてくれ

た。

　看護師として配置された部署は産科だった。配属

希望のとおりになったのだが、実のところ私は「臨

終を見とどけるのは嫌だ、産科ならお目出度ばかり

だから、臨終を看取ることはないだろう」と逃げ腰

の配置希望だった。人生を全うして生きてこられた

方の魂をうけとめるにはあまりに未熟な私だったの

である。今振り返るに、私には逃げずに取り組む姿

勢が欠けていたと思う。

　その頃は職場に出ても寮に帰っても、専門性は持

っているかもしれないが、社会性がないという状態

であった。全寮制集団の中にあって、電車に乗って

の通勤もなく、職場と寮の間を往復するだけの毎日

をくりかえしていた。もっと外部と接触して社会性

を育てたかった。いろいろ思っていた、求めていた、

変化したかった。けっきょく「自分の居場所探し」

が婦人会館の講座を受講した動機だった。受講がき

っかけで、１年間講座を欠席しながらでも受講して、

2 年次の自主活動まで残ったのは、ひとえに出会っ

た人たちの魅力、人と人とのつながりだった。

　プライベート生活では生涯のパートナーとの、最

初の出会いが私は満 18 歳、パートナーが 21 歳の

頃だった。再会した時には、最初の出会いから 6

年の歳月がたっていた。その再会は、通りを南から

と北からと歩いていてばったり出会うなど、日時、

場所がたまたま一致したのであって、映画の１シー

ンのような、運命的なものを感じた。

　時は男女雇用機会均等法制定の頃、この頃「3 つ

の自立」つまり家事自立・経済自立・精神自立が注

目されていた。３つの自立はどちらが連れ合いに先

立たれても生きてゆかねばならない高齢化社会にお

いては、人間の基本として大事なことだと思う。地

方出身の私のパートナーは何といっても家事自立し

ていて、自立心旺盛であるだけでなく、ボランティ

ア精神の人でもある。

　２人で暮らすことを決めて親にあいさつに行った

ときがふるっていた。「お嬢さんをください。きっ

と幸せにします。」と言ったらすんなりいくものを、

パートナーは「物みたいに贈与するものでない。言

葉の使い方に気持ちがでるので選んで言います。」

「２人で力をあわせて幸せになります。結婚を認め

て下さい。結婚式はしません。」とあいさつしたも

のだから…一悶着あったが、彼が折れて親せきにお
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披露目の式をしての２人の生活がスタートした。

Ⅱ　ひよこ時代は仕事に献身の時代

　埼玉の富士見産婦人科の事件が世間を騒がせて、

未出産の女性の健康な子宮が摘出される等、どうし

てこんなことがおこるのか、世の中の不条理を覚え、

怒り、悲しみながらも「医療者として女性の身体を

護る」「女性と健康に関する仕事のできる」助産師

になろうと心に誓った。婦人会館講座終了後は、「女

性のためのクリニック準備会」立ち上げに参加した。

そこで健康、特に女性の身体はホルモンサイクル（結

婚・妊娠・出産・不妊・更年期）を経験することで、

男性と比べて健康障害を起こしやすいこと、自分で

自分の身体を知る必要があること、人は自ら解決の

力をもっていること、さらに互いに体験を語り合い

経験を共有しあうグループセラピーのことなどを学

習した。

　講座の１年目に優生保護法改悪の動き（優生保護

法、経済条項の削除）が出て来て、私たちはこれに

敏感に反応し、御堂筋の優生保護法改正反対のデモ

にみんなで繰り出した。この頃松香堂の中西さん

（注：『からだ・わたしたち自身』の訳本を 1988 年

に発行）を始めとして、たくさんの名だたる方々

にも、出会っている。ネットワークの作り方も、

2000 年代とは違い、1980 年代には互いに顔が見

える結びつきだったと思う。共に感じて、共に考え

て、共に行動して、だからこそ肌感覚で学んだ１年

だった。

　そんな中、仕事においては、私は臨床現場で力

をつけていった。年間の分娩が 1200 件、月間だと

100 件、１日３件強が私の働いた病院の記録だが、

８時間で８人の分娩に立ち会ったのが私の最高記録

である。仕事の優先順位とか、緊急性の判断とか、

段取り、根回しとかの訓練を現場で重ねた。お産の

仕事は人を人として育てる仕事である。この時期に

私は①子どもを育てる母を育て②子どもを育てる父

を育て③子どもを育てる地域を育て④子どもを守れ

る親を育てられる看護師志望の学生を育てるという

自分の方針をたてることができた。今や、お産の母・

子だけでなく、夫である男性が父親になるのを育て

る視点が必要という意味では、父親の分娩立ち会い

も重要になってきた。一時はセレモニー化した分娩

立ち会いだったが、生命の尊重の伝道者としての夫、

産婦の実母の立ち会いが増えている。

　私的にはダブルインカム・ノーキッズの時代、蜜

月というか、夫婦の核を築いた時代だった。二人と

も仕事に熱中してフルに働き、週末にお互いの状況

を情報交換、二人の共通項は、よく飲むだった。会

話があるというのが人間関係の基本である。仕事の

こと、職場のこと、時代のこと、家族のこと、お産

で高揚した気持ちを夜勤が終わって帰宅した夜中に

聞かされるパートナーも大変だったと思う。よくつ

きあってもらった。３交代勤務で働いて、夜勤あけ

で、隣の部屋で寝ているという状況も多かった。１

ヶ月一緒にいる時間を換算したら 30 日のうち 10

日弱だった。同志というかクラスメートというか、

そんな夫婦だった。歳月を重ねて、いろんな問題を

解決してきた体験を共有する熟年夫婦となり、さら

にはとも白髪の、ア・ウンの仲の夫婦になろうと誓

った。

　現場のいろんな状況はあったが、「女性の代弁者

であれ」と自分に言いきかせ、女性に働きかけて来

た。「自己決定を援助する」理論と方法を学習した

いと思っていた矢先に機会が訪れ、就職後５年たっ

た時点で関西を１年間離れ東京で、看護教員養成課

程に進学した。

　この時もパートナーは快く送り出してくれた。入

試を受けたい→受かりました→１年間行ってきます

→と、事後承諾の過程であった。外堀から埋めるの

が私のやり方である。共同生活者の家族も嫁のキャ

リアアップに協力的だった。

　東京の１年は刺激的だった。白衣を着た労働者だ

った私に「人の健康とは」「よりよく生きるとは」「人

生の幸福とは」という人生の価値観を改めて我が物

とする機会を授けてくれた。充電しての元の職場に

再就職した。
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　昭和６２年から平成１４年までは助産師教育の現

場で、よりよくをめざして一生懸命やった。２０歳

から３９歳までの学生と共に、うまくいかないと泣

き、うまいこといったと笑いの長い時間を過ごした。

Ⅲ　成鳥時代の２人の振幅

　人生のパートナーである夫には、本当に感謝です。

苗字が双方とも変わっていたので、私は夫婦別姓を

選択した。家制度に巻き込まれたくないという潜在

的な意識もあった。

　1984 年の東京時代に、今をときめく社民党の党

首福島瑞穂さんが夫婦別姓の会を立ち上げて活動し

ていた。他方、少子化で家名を引き継ぐための夫婦

別姓案が国会で、取り上げられたが、先送りになっ

たりした。家制度にまきこまれたくなくて改姓しな

かった私であったが、けっきょく家制度と直面して

考えなければならなかった。制度の恩恵は個人の幸

福に寄与するものであって欲しいと願う。「やりた

くないことはやらない」と走ってきた私であるが、

自分の選択には責任がついてくることを実感する。

自分の選択に自分の責任はとれるが、子どもの将来

に…と思ったときその選択は正しかったのかどう

か、まだ結果が出てない。

　キャリアを優先した私は、1980 年代の生殖医療

の恩恵を受けて親になった。私たちは遅まきながら

親になって、少し成長した。不都合が生じたら、そ

のときに修正という柔軟性ももって考えられるよう

になったのは親になった産物だと思う。「意固地」

にならずに「こだわり」を大事にしたい。子どもの

ない間は自分たちのお互いの都合優先でよかった

が、子どもを前にして、力をあわせざるを得ないこ

とばかり。パートナーはここでも譲る人となった。

この頃、部署 3 人の職場の勤務だった私は子ども

が熱を出したぐらいでは休まない（ここ注意：休め

ない事もあったが「ここで私が休んだらどうなるの」

と気負っていたので「休まない」なのである）ここ

でパートナーは子どもを守るために同じ会社の技術

職であるが、身分は会社辞職してフリーとなった。

自由業の人、文筆家：鈴木○○さんとか、歌手○○

さんの専業主夫はいるが、なかなか男性社会の育児

休業は取りにくい。出世からはずれること必須のよ

う。会社で嫁ハンを働かして甲斐性のない人みたい

なこと（今だったらりっぱなパワハラです）、言わ

れても、私のパートナーは強い人です。すごい人で

す。自分は捨てて家族を護れる。真の勇者です。私

たち夫婦は、私が子どもを産んでからの病院（学校）

勤務の間の 10 年間、保育所の送迎、子どもの子育

てで、共働き・共育てをし、本当の同志といえる夫

婦に成長したと思う。当時を今思い出しても胸が熱

くなる時代であった。保育所の卒園式で息子から「大

人になったら、お父さんのような大人になりたい」

と、もうすでに勲章をもらったパートナーです。

　私は息子については、忙しくしていてゆっくり話

を聞いてやってないから、彼が思春期になって気を

もむのであるが、幼児期に夫と親密な関わりをもち、

その後もつづいた関係性が息子にとっての宝物だと

思う。

Ⅳ　あひる　か　白鳥　か

　２００２年、企業の方針で採算性の低い部署の閉

鎖が打ち出され、部署を移しての勤務という方法も

あったが、退職した。現場とは違い、教育はまだ夢

が語れたし、理想に向かってどう問題解決して行く

かを考えることもできた。これからはどうするか。

キャリアを活かして自分で好きに自由に何をしよう

かと考えたあげく、地域開業（産婆）の道を選んだ。

　男女雇用機会均等法から 25 年、結婚か仕事かと

いう時代は去り、若い女性たちは出産・子育て、上

手に時間やりくりして、キャリアを積んでいる。私

は産後の仕事復帰を考える女性に次のアドバイスを

することにしている。産後のホルモンは高揚してい

るから、普段できないこともできるのが産後だが、

赤ちゃんの首すわり、赤ちゃんの気性、自分の産後

の肥立ち、おっぱいのこと、それらを総合して復帰

の時期を決めるように、と。

　私自身は「できてもできなくても私がしなくては
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いけない」と気負っていたので、「ムチを入れっ放

しでずっと走っていたんだな」と今だから思える。

その頃のことは今思い出しても涙がでる。やり方は

他にあったかも知らないが一生懸命だけはやった

な、と。その一生懸命が子どもにとっては、ちょっ

と可哀想だったかな、と。「余裕とは緩みで、緩み

のない糸は切れるしかない」と実体験した思いであ

る。

　仕事に、性差でできないことはない。ただし子ど

もを産むことについては、10 ヶ月間お腹で育てる

のは女性、産むのは女性に違いない。

　産婦からみれば親と同世代である私は、助産師と

して出産子育て中のお母さんのサポートをしたい。

出産子育て中の若い母親のそのまた親世代はちょう

ど、定年まで残すところ数年と懸命に生きている人

が多い。産後のこの時期を自分の母親に甘えること

ができない若い母親が増えている。無論、お産は病

気ではないのだが、周囲の人も新米の母親と一緒に

時間と場所を共有することは大切だ。それでいいよ、

うまくいってるよ、と常時、誰かに見守られ、確認

してもらって自信につながるというのが産後であ

る。

　「女性は出産で母として産まれる」と言うが、1

人の女性を母として育てる作業は、時間もかかれば

子育て空間を共有することも必要である。母親の精

神構造は４半世紀前の方が豊かだったのかもしれな

い。生活体験の乏しいお母さん、人付き合いのでき

ないお母さんが増えている。その人が子育てすると

いうのだから問題山積である。母親の緊張たるや想

像を絶する。産後をゆっくりすごすようになどとい

っても、時間・場所ともにない。関東では一部個人

負担で産褥入院なる施設も登場した。自分１人で気

負わず、制度も活用して、上手に時間配分して、子

育てをすることが望ましい。子育て時間、夫婦の時

間、家族で過ごす時間、人が人としてのお付き合い

をする時間を大切にしたいものだ。21 世紀のこれ

からはますます、女性は何らかの仕事をもって生き

る時代となる。男女共同参画社会をめざして、ワー

クバランスをとりながらの暮らしが普通になるだろ

う。

　私は自分の 28 年間の助産職の経験と、子育てを

した経験から得たものを活かして、これからも後に

続く女性たちをサポートし、若い世代へエールを送

り続けたい。学びからその後、出会ったすべての

人々、起こった事の何もかもが私の成長に必要な事

だったと思う。すべてが必然の時に必然の事であっ

たと思える。早くに子どもを授かっていれば、今の

息子と会えなかった。不妊で思い通りに成らない経

験も、今の仕事に活かせている。今の私は 27 年間

病院在職時の同僚と、その間 11 年間の教職での、

教え子 200 人余りのネットワークを駆使して、や

りがいのある、充実した助産師の仕事をやらせても

らっている。

　これからも私ができること、母子支援・次世代の

育成、人育てに尽力していきたい。私が助産師の駆

け出しの頃に取り上げた子は 28 歳になっているは

ずだ。いつかどこかで私が取り上げた子どもたちと

の再会があるだろう、後半の人生にはさらにどんな

出会いがあるだろうかと、わくわくする思いである。
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お産事情の２５年

清輔　裕子

Ⅰ　講座時代に、先輩開業助産師さんたちからお話

をきいて

　大阪市立婦人会館の女性史講座に通っていた頃、

「産む、産まない、産めないについて」を考えるに

あたって、産む女性たちのもっとも近くにいる開業

助産師に聞き取りをしようという話が持ち上がっ

た。私が助産師同業の大先輩のあいだから、お話を

聞かせていただける方を探すこととなった。聞き取

りに際しては①ご自分がとりあげたお産のことをき

かせていただきたい。②今までで一番大変だったこ

とは何か。③産婆をやってよかったと思えることは

何か。この 3 点だけは外さず聞こうと決めていた。

当時の聞き取り内容は本書に復刻されている講座に

提出したレポートにくわしい。それから４半世紀、

自分自身が助産師を職業としてきて、あの時に先輩

から前の時代のお産事情を聞いておいてよかったと

思う。その後、お産をとりまく状況の激変があった。

自分達の職業のあり方を考えるたびに、先輩たちの

話を思い出している。

　あのときには最初に長居で開業中のＹ先生にお会

いしていただいた。私の友人が先生の所で出産した

ので、私も一度訪ねたことがあるというご縁であっ

た。Ｙ先生は 60 歳還暦前後であったと記憶する。

奈良出身で小柄な方だが、学童期から一斗の米俵を

背負っていたから、妊婦さんも背負えるとおっしゃ

った。私たちの唐突な申し出に「私の話で間に合い

ますか」と、豪快なお人柄がわかるような一言です

んなり引き受けて、ながい経験を語ってくださった。

　帝塚山のええしのお産を手伝いに行った時、もの

のない時代なのでチビたゲタをもらいうけ鼻緒を結

って、ゲタもないので裸足で歩いているお家にまわ

して役立てた話からはじまった。先生は家庭訪問の

要請に答えるために 50 代で運転免許を取得し、「今

や、阿倍野界隈では、ちょっと知れた中年暴走族で

す」ともおしゃっていた。

　話がひとしきりすむと天丼をとって、食べる口も

しゃべる口も盛んで、豪快に笑い、豪快におしゃべ

りし、ウンウンと相づちを打つ私たちを横目に海老

の天麩羅が３つ載った天丼の「上」を瞬く間に食べ

てしまわれたことが忘れられない。強靭な胃の持ち

主、強い精神力と細やかな気遣いのできる人でなけ

れば勤まらない仕事だなあ、と改めて強烈な印象を

うけた。赤ちゃんの心音を聴く耳が聞こえて、お母

さんの顔色と赤ちゃんの元気な様子が見える目が見

えているうちは現役でいきたい、とおっしゃってい

た。今は洋服の縫製を趣味にしているとも。もう一

花咲かせたいとおっしゃっていたのが印象に残る。

助産師会の推薦委員のお役を長い間、勤められた。

　次はＡ先生、当時は 70 代だったか。私の所属す

る支部の支部長さんというご縁でお話を聞かせてい

ただくことになった。戦争中の灯火管制の元で出産

させた様子等、今となっては誰からも聞けない貴重

なお話であった。Ａ先生のお友達であるＭ先生も同

席されて当時の様子等、産まれる赤ちゃんをみて「も

う次はよした方がいい」と忠告したと、産まない話

も聞かせていただいた。サンガー女史の家族計画の

思想もきかせてもらった。

Ｍ先生が合いの手をいれて言うには、商店街を

歩いたら、取り上げた子たちがおり、親たちは「こ

んなに大きくなりました。みてください」とくるの

でうれしいやら、道を先に進めなくて困るやら、時

間を急ぐ時は隠れて小走りに通ったものだ、と。
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Ａ先生はまた、「亭主操作法」があると言って、「髪

結いさんと産婆さんの亭主は、邪魔にならないのが

一番よい」と笑わせた。助産師はお互いのあいだの

シスターフッドというか、合いの手の合うパートナ

ーと組んで仕事をしていた様であった。

　最後に当時の長老、そこに聞きに行くとウンチク

をかたむけた話がとどまるところがないほどであ

る、と紹介いただいた先生は北区に在住のＨ先生、

当時でも北区の一等地、葉書一枚の地価が全国有数

高いという所にお住まいの先生であった。90 歳近

くのご年齢だったと思う。自社ビルの屋上の日本庭

園つきのお宅にお住まいで「あなたたちいい所に来

たわ、昨日まで山梨の富士山の避暑地に行っていた

の」とお元気であった。富士山から持ち帰った天然

素材での山桃酒なるものを頂いた。

ちょうど助産師の集まりがあると聞いており、Ｈ

先生の他に 2 名の産婆さんも交えてのお話を伺っ

た。「産めよ殖やせよお国のために」の時代には、

一昼夜に何人も取り上げ、身を粉にして働いた、と

話された。お母さんの母体死亡、赤ちゃんの新生児

死亡は一例もないこと、昭和 30 年代の行政でも活

躍したことに誇りをもっておられた。

生活が苦しい時代には何とか無事に産みたい、何

とかいい子に育てたいという産む親と産ませる産婆

の気持ちが一致していた、しかし、これからもっと

ややこしい時代になってゆく、と暗に 21 世紀の時

代を予言するような言葉を発しておられた。産まれ

る命に「どうぞ無事に産まれて来て下さい」の祈り

は付き物だったが、いつのころからか、無事にうま

れて当然と思うようになった、人間が自然を冒涜す

ると手痛いしっぺ返しがくる、とも語られた。子育

てはもともとシンプルなんだ、親がねじくって、い

じくって、ややこしくなるという意見であった。し

っかり母乳哺育で、人と人の信頼関係を作り、自分

の赤ちゃんのシグナルがキャッチできる親育てをし

ていかなくてはいけません、と力強くおっしゃって

いた。

この 3 人の先生方は専ら自宅開業の時代を生き

た助産師の先輩であったが、きっちり時代を見据え

ていた。今から考えると、未来をもよく見通してい

たのではないか。

Ⅱ　病院出産の時代から病院集約化の時代までを体

験して

講座の私たちがインタビューした先輩助産師さ

んたちは、いわゆる家庭出産つまり産婦の自宅出産

に対応するために自宅から出張するか、あるいは産

婦を迎える畳敷きの部屋がある産院を経営した経験

の持ち主であった。助産師は妊婦の自宅に妊娠の初

期段階から定期訪問をくりかえしたものである。出

産の介助を行うだけでなく、無事の出産の後も臍の

緒の取れるまで毎日湯浴みをさせ、さらに母子の健

康相談を受け、母親を精神面からも支えた。

家庭出産はすでに１９６０年代から病院出産に

とってかわられはじめており、１９７０年代には普

及がいちじるしく、私たちがインタビューを行った

１９８０年代はじめには大阪の町で自宅開業する助

産師の数は減り、しかも高齢化していた。

私自身は助産師の経歴を病院勤務からはじめた。

講座時代に聞き取りをした先輩助産師さんとは世代

がちがい、出発点がちがっていた。今から考えると、

だからこそあのとき先輩たちから、自分がする経験

とは違う時代の話を少しでも聞いておくことができ

てよかったと思うのである。

私の新人時代は、ちょうど戦後復興期のベビー

ブームを支えた産科医が定年退職をむかえようとす

る時期にあたっていた。じつは産科医師は定年期で

ある６５歳から７０歳が、経験も人格もいぶし銀の

ように光る時なのである。新人助産師としては、正

常産は助産師が護るのだという心意気で、夜勤明け

で疲れていたり、手術を控えて仮眠をとる医師をで

きるだけ起こさないで勤務遂行をすることを心がけ

ていた。医師から「今日の夜勤は誰？このスタッフ

ならちょっと枕を高くして横になれるな」といわれ

たら一人前、医者の出番の時を外さず、タイムリー
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に連絡する能力を買われているとしたら鼻が高いと

おもっていた。

医師には科学の高みから判断する側面があるが、

助産師はあくまでも現場主義である。一年の実習の

成果で卒業間際にはもう、正常出産なら介助できる

ところまでの知識と技術をもつ。それからはひたす

らベッドサイドに張りつく。お産の進み具合は産婦

の息づかいでわかる。もうすぐ、そろそろ、まだまだ、

全然。助産師はつねに産婦と共にある人である。女

性は産んだからお母さんになるわけではない。助産

師は出産の瞬間の産婦に付き添うだけではなく、授

乳、養育の過程を援助する役割も請け負っている。

このように産科医と助産師は職域がちがう。しかし

病院出産の現場はいつもぎりぎりのいっぱいの状態

ながら１日２４時間、１年３６５日いつでもお産に

対応することができるように産科医と助産師と医療

スタッフの協力体制を組んできた。職業の使命感、

自助努力でずいぶん長い間、この体制を支えてきた

ものだと思う。ところが、そのバランスが崩れはじ

めたのだ。

まず、現在の病院に医師の数が不足するのは何故

か。文部省は「人口１０万あたり医師１５０人」を

目標にして１９８０年までに「「１県１医大」設置

計画をうちだしていた。１９８４年には入学員定員

は８，３００人程度であった。１９８５年頃にはお

産の数が減少に向かう少子化時代に生き残るために

と、お産数の獲得のために入院食事がフランス料理

のフルコース、出産祝いにはワインの栓をぬき、お

土産を出すというほどのサービスをつけた産院がで

たほどであった。

しかし、将来は医師過剰となるという予測推計

が出され、医学部入学の定員削除がはじまり、２０

年後の２００４年には７．９パーセント減になって

いる。二転三転したあげく今となって医師不足とは、

人の心の動きを数値で読むことはできないというこ

となのだろうか。

産科は最も当直が多くてきつい、汚れる、訴訟が

多いなどといわれる分野である。２００５年には医

局への入局者の減少、専攻変更の増加などがはっき

りしてきた。産婦人科といっても産科のほかに婦人

科、不妊治療の専門家もふくまれるため、産科医の

実数を把握するのは難しいのだが、現在、産婦人科

医の半数が５０歳代、経験年数１０年以下の若年医

師が 10 パーセントといわれる。このままだと、産

科医師不足はさらに進行しそうである。また、後期

研修医の７０パーセントが女医であって、自身の妊

娠出産があるためその間は産科臨床、とりわけ当直

ができないという問題もある。

医師不足は現場の負担を大きくして、ついには

産科の閉鎖をおこなう病院もでてくる。私は総合病

院の産婦人科のうち産科閉鎖の決定がなされたと

き、ひとりの女性産科医が積年の涙をながしながら

口では「ほっとした」と言う場面に遭遇したことが

ある。もう個人の努力で踏ん張っても踏ん張れない

ところにまできていたのである。産科の閉鎖がつづ

き、産科のある病院の数がしだいに限られ、周産期

総合医療センター（新生児集中治療センター、母体

集中医療センターを備えた医療センターを指す）の

ある病院へ集約化がすすむと、集中の結果は、１つ

の病院で月に１５０件の分娩数という数字にまでい

たる。医療スタッフはお産難民をつくるわけにはゆ

かない、と使命感をもって働いているのだが、人間

が２４時間のうちにできることは限られている。ま

た病院出産がますます総合病院の産科に集中するよ

うになってゆくと、母親によりそって母親自身の力

をひきだす助産師本来の活動範囲は機器、装置の進

出他によってしだいに狭められてゆく。産む人と、

家族と、助産師の主体的努力というより施設と機器

依存の度合いが強まる。

私が働いてきた４半世紀のうちにも医療はめざ

ましい進歩をとげた。超音波エコー、３Ｄ立体画像

による診断のクオリティの向上、分娩監視装置によ

って胎児の状況がリアルタイムで画面に写しだされ

る、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）の普及などがあ

った。以前であれば難しかったかもしれない事例が、

現代医学のおかげで無事の出産にこぎつけることも

多い。しかし進歩した機器を使いこなすのは機械で

はなく人間なのだ。専門分野を異にする人たちが良
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好な人間関係を保ちながら働くのでなければお産を

まもることはできない。

もうひとつ、産婦をとりまく環境が大きく変化

していることの事情も大きい。従来、日本人は小柄

だが、骨盤が丸くよく動く。女性はよく働き、辛抱

強くもあった。生まれる赤ん坊もそんなに大きくな

いのが普通なので、けっきょく安産率は他とくらべ

高かったのである。ところが日常生活の変化により、

お産につかう筋肉の鍛錬の機会が少なくなってしま

った。お産は体力勝負である。助産師、産科医がい

ても、産むのは産婦自身の力による。その体力低下

が著しい。またすでに少子化時代に生まれている女

性は出産するまで子どもを抱いたことがなく、自分

の子どもではじめてダッコを経験するという人が増

える。とうぜん緊張するし、育児不安は大きい。自

分の体は自分で護るといういわば保健思想が後退し

て、医療依存度が増えてしまった。偏差値教育にど

っぷりつかってきた世代は身の回りのことが苦手な

ようだ。それにたいして若すぎるといわれる十代の

母親が本能のままというか、赤ちゃんのだすシグナ

ルを素直にキャッチして元気な子育てをしていたり

する。

産婦とその家族、助産師、医師、医療スタッフ

の協力関係のなかでの出産であるはずなのに、産婦

とその環境が変化し、医師と医療施設の不足がます

ます悪化する今、助産師の悩みは大きい。何をどう

すれば、人のつながりをとりもどし、みんなで希望

をもって次世代をこの世に迎え、育てることができ

るのか。

　

Ⅲ　今、考えていること

　この文章を追加して書いておこうと思うきっかけ

にもなったのだが、２００８年１０月に東京で８つ

の病院で受け入れを断られて、脳出血の産婦さんが

亡くなるという事件があった。報道で首都の総合周

産期母子医療センターの医師不足、設備さえ足らな

い現状が明らかになった。研修医が孤立奮闘してい

ることもうかがえた。事件で最愛の妻をなくした夫

が記者会見の最後に「当直医が傷ついて病院を辞め、

産科医がもっと減るのは本意ではない。今後も責任

をもって産科医の人生を生きとおしてほしい」とい

う主旨を述べた。恨みの言葉でなく希望のコメント

であることに頭が下がると同時に切なくてたまらな

かった。

私は講座後の４半世紀のうち２０年間は病院勤

務をして、１，０００例ほどのお産の介助をした。

助産師養成にもかかわってきた。希望がもてること

には、つらい話が多いなかでも助産師職を希望する

人は後をたたない。この仕事のこれからを考える時、

私は分娩の病院集約化だけで現状の解決ができると

は思わない。この事件が問うているのはさらに大き

な仕組みについてなのではないか。

　先のケースのように産む身体に異変が起きたとき

には、医療介入が必要であるし、そのためには施設

の整った病院へ緊急に搬送し受け入れてもらわなけ

ればならない。しかし病院集中ですべての問題が解

決するのではない。すべてが病院に集中するので緊

急の患者のためのベッドが不足するということもあ

る。すべての妊婦が生活の場から切り離されて遠く

の病院へ入院する結果、あるはずの自分の力さえ発

揮できなくなるというデメリットも生じている。ひ

とつひとつのお産について、これがローリスクの正

常出産となるケースか、それともハイリスクがあり

そうで医療準備が必要なケースかを見極めてそれぞ

れに対応する必要がある。ローリスクのケースでは

数が少ない熟練の専門医がすべてに立ち会うのでな

く、たとえば研修医が退職後のシルバー世代の医師

の協力を得てともに立会い、助産師主導の正常出産

を行う仕組みがつくれないものだろうか。

　産む側が本来もっている力と人間関係をとりもど

すことも大切である。今、私は新生児訪問の活動に

力をいれて、年に１００件をこなしている。人間回

帰ということで、授乳時以外の時間も母子同室とす

る病院も増えてはいるが、入院日数は短く、母親が

わからないことを専門家にすぐ問い合わすことがで

きる環境はまだ少ない。そういった新米ママさんの

相談にのっている。また、かつて第２次ベビーブー
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ムといわれた病院出産へ移行の時代に子どもを産ん

だ女性が孫の出産をむかえており、新米祖母さんか

らの相談も少なくない。私はこの仕事は技術的な知

識を伝えるだけでなく、人と人の関係をつくる大切

な仕事だと思っている。

　しかし、最近、新生児訪問のためのアポイントメ

ントをとることがなかなか難しい。「保健福祉セン

ターから委託されている助産師です。新生児訪問出

生連絡表からお電話しています」と電話をいれても、

「見ず知らずの人間をハイハイといって家に上げら

れるか」と怒られることもしばしばである。個人情

報保護法以降とくに、同じ問題を持つもの同士をひ

きあわせて自分達で問題解決するという機会をつく

ることが難しくなった。なんだか保護の名目のもと

に、人と人との信頼関係、横の関係が断ち切られる

感がある。悩みは果てしない。

　四天王寺西方に３体のお地蔵さんが立っていらっ

しゃる。「子授かり」「子安」「産み止め」と、それ

ぞれ祈願目的がちがう。お参り間違えをするとやや

こしい。私もたまに行って３体全部にお参りする。

それぞれの難問の全部をかなえてくださいというよ

うなお参りはなんだかおかしくもあるのだが、お参

りすれば、とにかく気が晴々する。生きてゆくこと

自体、不安なものである。護ってもらえると思うと

心丈夫だ。同時に大切なことを人任せにはできない。

自分を明け渡してはいけない。生きたように死ぬも

の、という言葉があるが、産み方も生き方である。

自分の人生を主役で生きよう。同じく、懸命に生き

る人、産む人、産まれてくる人を支えることもした

い。これから教育現場で出会う学生、妊産婦の方々、

たがいに議論することのできる友人、知人たちとス

クラム組んで前進していきたい。

（１９８５年、 筆者撮影）
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大阪市立婦人会館へ初めて足を運んでから

杉山　恵美

　大阪市立婦人会館へ初めて足を運んでから、もう

４分の１世紀が過ぎてしまった。今回、私たちの学

びの２５年間を本にしようという話が持ち上がっ

て、改めて振り返ってみれば、その間、生きていく

のに一生懸命で、立ち止まることも少なく、あっと

いう間の２５年間であった。

　当時、我々が選んだ火曜日の夜の講座のテーマは

『近代文学に表れた家族と家』、もう何度も繰り返し

てきたことだが、当時の私は特に女性問題に関心が

あったという訳ではなかった。受講動機は唯、週に

１度でも、少しの時間でもいいから、息の詰まりそ

うな家から離れて、そこで自分だけの空間と時間を

持ちたかった。そして、無論　収入の道を持たない

主婦にとっては、無料の講座ということも大きな理

由であった。

　そのころの私は結婚１０年目、経済的な理由もあ

り、妊娠したのを機会に夫の家族と同居を始めて２

年位だったと思う。夫と２人で、お互いに仕事を持

ち、あまり干渉もし合わず、自由気ままに８年を暮

らした後の同居は予想以上にきついものだった。子

供が生まれても、義母に面倒を見てもらえばすぐに

職場復帰できるからと、一方的に、自分勝手に考え

ていたからこそ義祖母、義母、義弟との同居に賛成

したのだった。子供が生まれて半年位たって　そろ

そろ職場復帰をしたいと切り出した私に、夫も義母

も「子供を育てることが貴方の一番大切な仕事なの

だから、働きに行く必要など無い」と全く取り合っ

てくれず、其の時になって、私は自分の一人よがり

の大きな誤算に気付いてあわてたという訳だ。

　気ままな２人だけの生活、時間もお金も自由に使

えた生活から一転、６人家族になり、夫は義母に生

活費を渡し、家事はすべて義母が取り仕切った。私

達の貯えは、夫が新しく始めた仕事の資金と家の改

修費で　すべて使い果たしてしまっていた。夫が私

に渡してくれるお金は、毎月子供のミルク代と医療

費で消えてしまっていた。

　そして、昼間、夫と義弟が仕事に出てしまうと、

たいして広くも無い家に義祖母、義母、私、赤ん坊

の娘とが残された。時間もお金も、子育てすらも何

ひとつ自由にならない２４時間が私にとって居心地

良いはずなどなかった。３７歳で夫を不慮の事故で

失い、以来女手ひとつで苦労しながら二人の兄弟を

育てた義母は、兄弟を溺愛する一方で、自分では気

付かないまま精神的支配もしていた人だった。兄弟

の帰りがどんなに遅くなっても寝巻きに着替えるこ

とはせずに茶の間で待っていて、帰ってくれば食事

を出し、話し相手になっていた。夫はグラフィック

デザイナーという職業柄、帰宅はたいてい夜中にな

ったが、それでも義母は起きて待っていた。そのう

ち私は、もう夫を出迎えることもしなくなり、会話

に入ることもなくなり、いつも隣の部屋で寝たふり

をしていた。昼間は部屋に引きこもりがちで、夫と

の会話も少なくなっていった。血のつながりの無い

嫁はいつも孤独だった。

　そうこうするうちに私の体に異常が表れ始めた。

喉や胸のあたりが詰まったようで息苦しくなり、夜

中はひどい動悸や胃痙攣でたびたび目が覚めた。朝

になると今度は一日中腹痛に悩まされ、昼間、隣の

部屋にいる義祖母や義母の話し声が聞こえだけで、

もう我を忘れて叫びだしそうになった。病院で見て

もらっても異常は無いと言われ、心身症だと感じて

いた私は、このままだと本当の病気になるにちがい

ないと、追い詰められていた。
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　私が婦人会館の講座の受講者募集を知ったのは丁

度そのころだった。もうこれしかないと、そんな必

死な気持ちで応募の葉書を書いたことをよく覚えて

いる。不満顔の義母を半ば強引に説き伏せて毎週、

火曜日の夜に婦人会館へ通うようになった。そこに

私が期待したのは、女性史を学ぶことよりも、唯、

１人で家から離れたい、私のことを１人の人間とし

て見てくれる友達と話したい、とそんなことだった

　このあたりのことについては、１９８６年６月

１５日発行の『ほんねの広場　夏号』に「専業主婦

の立場から」として掲載している文章と重複する部

分もあるが、このころ（１９８６年）にはもう、再

就職は諦めて、何とか自分の中で折り合いをつけな

がら、専業主婦として生きていくのだろうと思い始

めていた。婦人会館で知り合った仲間たちとのかか

わりの中に、自分の居場所を感じていたし、さらに、

その延長から、他のグループとのかかわりなどもで

きて、それなりに充実した多忙な毎日をおくってい

た。それでも、仕事を持っている人の中には、専業

主婦を、軽んじたような発言をしたり、面倒なこと

を押し付ける人もいたりして、もっと専業主婦を正

当に評価して欲しいと、そんな気持ちで『ほんねの

広場』に書いた文章だった。

　講座のテーマ「家族と家」について言うなら、その、

結婚までの私の人生の中において、いつも家も家族

も心あたたまる大切なものではなかった。私の母は

いわゆる家付き養子娘でエキセントリックな扱いに

くい人だった。弟は小さいころから病弱だったので、

母親のいらいらや怒りの矛先はいつでも私に向けら

れた。家の中では祖父母、未婚の叔母達、両親、そ

れぞれが不仲でいつもいさかいが絶えなかった。家

族が揃っての食事時、めいめいが自分の茶碗や汁椀、

皿、箸などの入った箱膳を持って来て、食事が始ま

るのだが、皆、黙りこくって黙々と食べた。たまに、

私や弟が、話し始めたりすると「しゃべってないで、

さっさと食べなさい」と、母や祖父から叱られた。

（今でも、私が早食いなのはそのせいなのかと思う。）

さらに、父親はお酒が好きで、お金がはいると出か

けたまま２～３日は戻らず、泥酔状態で戻ると、今

度は４～５日寝込むのが常で、その枕元で祖父がき

せるを畳にたたきつけながら父を叱っていたのをよ

く覚えている。祖父は全くお酒を飲まない人であっ

た。私はそんな家族が誰もかれも皆嫌いだった。早

くこの家を出て、遠くの土地で自分の力だけで生き

て行くことを願っていた。田舎の家のイメージはい

つも、麦わら屋根と裸電球、明るいものではなかっ

た。

　そんな田舎の家なのに、父母が亡くなって、誰も

住まない家になってからは、なぜか祖父母達と一緒

に暮らしていたころのことをよく思い出す。

　その頃は、お正月になると、祖父が掛け軸を出し

てきて床の間に掛けた。その掛け軸は、明治天皇と

皇后を中心にして、正装した皇族方の胸から上の縦

楕円形の写真をまるで曼荼羅図のように配したもの

だった。掛け軸の前には、大根を１０センチほどの

輪切りにしたものに三葉松の枝を刺し、対にして飾

っていた。又、家には仏壇のほか、お荒神さんと呼

ばれる神棚が台所に、居間には賢見神社の掛け軸

（そこには古代の装束をした神様らしき男の人の周

りを、山犬か狼が取り囲んでいる絵が描いてあった）

もあり、母は毎朝ご飯をおまつりしていた。麦わら

屋根の母屋と、離れのほかに、牛小屋、ウサギ小屋、

鶏小屋があって、私は小学校から帰ると、背中にか

ごをしょってウサギのえさを探しにいったものだ。

年に１度か２度、ウサギや鶏を買う人が回ってきて、

ウサギが売れた時には、祖父が私にお小使いをくれ

た。ニワトリは卵を産み、卵を産まなくなると家族

の食用になったから売ることはなかった。又、まつ

たけの季節になると、隣町に住む父方の祖父がリ

ュックサックにまつたけをいっぱいに詰め込んで、

１２キロの道のりを歩いてやってきた。お茶が好き

だった祖父は、まつたけを置くと私の家で作ったお

茶を受け取りリュックサックに入れて又、１２キロ

の道を歩いて帰ってゆくのだった。その翌日からは、

焼きマツタケにマツタケの煮付け、マツタケの炊き

込みご飯、味噌汁や弁当のおかずにも入っていて正

直、子供にはずいぶん迷惑なマツタケであった。今、

その話しをすると、皆、信じられない顔をしたり、

羨ましがったりするけれど、昔はマツタケはたくさ

ん取れたし、売買もされなかったから、貴重品とい
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うわけではなかった。そして、私が１２歳のときに

亡くなった祖母は目が不自由で、家の外に出かける

ことはなく、食事も母が運んでいた。祖母は天気が

よいと、軒下に置いた床机に座って一日を過ごすの

が常であった。そして、家から歩いて２０分位のと

ころに住む腰の曲がったおじいさんが、つえを突き

ながらやって来て、祖母と２人、床机に座って、お

茶を飲んだり、話をして、夕方になるとまた、杖を

ついて腰をかがめて帰って行った。祖母が亡くなっ

たときは、祖母の棺の前で「さとさん、わしはこれ

からもう遊びに行く所がなくなってしまったよ」と

大声で泣いた。それ以来、そのおじいさんにはもう

会うことはなかった。

　後年、田舎のその家には、両親が二人で住んでい

たが、母親が施設でお世話になるようになり、毎朝

晩、母の所へ通っていた父に認知症の症状が表れ始

めるようになってからは、母を見舞い、父の身の回

りの世話をするために仕事の合間を見て毎月田舎へ

帰った。庭に草１本、ゴミひとつないといわれたほ

どのきれい好きの父親であったが、そのころには家

の中はゴミだらけで足の踏み場もなく、片付けると

ひどく怒鳴られたりした。始発のバスで梅田を発ち、

最終のバスで大阪へ帰ってきたが、冬場など、田舎

のバス停の回りは真っ暗で、凍えそうに寒く、ひと

けも無く、震えながらバスを待った。３時間後に、

梅田のネオンの中にバスが着いて、大勢の人を目に

した時はいつもほっとしたものだった。それからほ

どなくして、父も母とおなじ施設に入所してからは、

結局二人とも、二度と家に戻ることはなく、亡くな

った。それでも、両親が共に入所した当初は、毎月

の見舞いのあとで家に立ち寄って、家の中を掃除し

たり、植木の枝を切ったりと、不十分ながらも手を

いれてはいた。が、だんだんと、入所期間が長くな

るにつれて、もう、家までは手が回らなくなり朽ち

果てていくままにまかせてしまった。結局、６年間、

毎月通ったことになる。二人の入所費、その間で、

何度も肺炎で病院へ入院した時の入院費、施設の人

達や同室の人たちへの手土産、衣類や雑費、私の交

通費その他もろもろと、毎月かなりのお金が必要だ

ったが、幸い、すべて父親の年金でまかなうことが

できた。

　かつて、１０人近い家族が生活した家の庭は、植

木が生い茂り、夏草が伸び放題だ。花が大好きだっ

た父が１００個ものさつきの鉢に色とりどりの花を

咲かせ、たくさんのバラを植え、接木をして大切に

育てた紅白のしだれ梅を近所の人達が見にきたもの

だった。夏の夜は、大きな床机を出して寝っ転がっ

て星座を探したり、流れ星を数えた。牛やうさぎや

ニワトリもいて、柿、杏、イチジク、みかん、栗、

ぐみが毎年実をつけた家だった。紅白のしだれ梅は、

生前母が「私が死んだら、あの梅は、お寺に寄付し

よう。みな、欲しがるけど誰にもあげずにそうしよ

う。」といっていたが、今も毎年、無人の家の庭で

花をつけ続けている。

　４年前に父が病院で亡くなった時、その家から葬

式は出さなかった。田舎を出てから４０年近く経っ

ている私には、近所といっても、知らない次世代の

若い人達も多かった。わざわざ来てもらうのも心苦

しく、誰にも連絡はせずに私たち夫婦と娘だけで送

るつもりで、セレモニーホールへ移動した。翌日が

友引で葬式は出せないので、次の日の朝ぼうっとし

ていたら、近所の人達が次々とやってきた。うかつ

にも私は、とても大事なことを忘れていたようだ。

田舎では、ほとんどの家庭で地方紙が読まれていて、

年配以上の人達は、朝、新聞が配達されると、真っ

先に死亡欄に目をとおす。そこには、県下で前日に

死亡届が出された人達の、名前と住所と年齢が載せ

られている。朝一番に父の死を知った近所の人達は、

父の入院先へ行って私たちの居所を尋ね、あわてて

駆けつけたというわけだ。「長いこと、遠く離れた

土地に住んでいては、皆さんにお返しができないか

ら、ご迷惑をかけずに私たちだけで送るつもりです」

と、もごもごと繰り返す私に、班長さんや親戚のお

ばさん達は「いままで、とうさんやかあさんが地域

のお付き合いをずっとしてきたのだから、あんたが

そんなことを考える必要は無い。皆で送ってあげず

にどうするの？」と言い、それからは、皆が手分け

しててきぱきと動き始めた。そうこうしているうち、

父親の実家からは、いとこが電話をかけてよこし、

こっぴどく叱られた。「おじさん（父親の兄 ) も高

齢で病気がちだと聞いていたから、連絡をしなかっ
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た」と、また、もごもご言い訳する私は「一体、お

前　何を考えているんだ！」と怒鳴られてしまった。

そして、大勢の人達が、参列してくれて、私が訳も

分からないでうろうろしているうちに、ずいぶんと

立派なお葬式になっていた。考えてみれば、その地

域のしきたりの中で長年住み続けてきた父が、生前

かかわりのあった人達と最後のお別れをして、見送

ってもらう、それが父の為にはよかったのだろうと、

皆さんには心からお礼を言った。

　それから、又、２年後に母が亡くなった時には、

私は、真っ先に連絡をするべき所へはすべて連絡を

入れて、今度は私の意思で、しきたりどおりに満足

のいくお葬式を出すことができた。とはいえ、田舎

のお葬式はなかなか大変だ。実家とセレモニーホー

ルは４キロ位離れていたから　まず、大型貸切りバ

スを１台チャーターした。何しろ高齢者家庭が多い

ので、参列してくれる人達を送り迎えしなければな

らない。次には、昼からの告別式だったから昼食の

お膳の手配もしなければならない。値段と数だ。値

段は上、中、下とあるが、たいていのひとは中を選

ぶらしい。ご他聞にもれず私も、中をかなり多めに

注文し、同時に、夕方からの精進おとしのお膳も手

配した。ところが、予想外のアクシデントが告別式

の最後で起きた。出棺の際になって、母親の棺を担

いでくれる人数が足りないのだ。老人ばかりの田舎

では、男衆はいても、棺を担げるほどの力のあるひ

とが少ないのだ。皆があわてていると、大阪からわ

ざわざ来てくれていた、私の会社の営業さんが、急

遽の飛び入りで助けてくれた。見たことのない、茶

髪の都会の人の参加は、無論、皆の目を引いて、あ

ちこちで「あの人、どこの人？」というささやき声

がおこっていた。そして、告別式が終わると、また

大勢で斎場へ向かうが、斎場職員へのお礼、待って

いる間の、ビールやジュースやお茶、おつまみ、お

菓子の手配も必要だ。お骨を拾った後は、菩提寺へ

寄り、初７日の法要をしてもらって、又、セレモニ

ーホールへ戻る。そこでまた、精進落としのお料理

を食べたりビールを飲みながら、ひとしきり故人の

思い出話に花がさく。でも、皆さんが「よいお葬式

だったね。よくやった。お疲れさん」と、ねぎらっ

てくれた時には、嬉しかった。

　あれから、２年半が過ぎてしまい、最近は過去に

自分が生活してきた家のことをよく思いだす。とり

わけ、もう記憶の中でしか存在しない家というのは、

なぜこんなにも懐かしく、繰り返し思い出すのだろ

う。

　

　最初に住んだのは、尼崎の社宅。ビルマから復員

してきた父が、召集前に勤めていた製鉄会社に復職

して借りた家だった。ここで６歳までをすごした。

２階建てで、私たちは２階に、１階には別の家族が

住んでいた。１階の端っこに私たち家族専用の玄関

とトイレがあり、階段を上がると台所と和室が２間

あった。家の前には小さな庭があり、花を植えてい

た。風呂は無く、近くに社宅の人達専用の共同浴場

があった。クリスマスになると、サンタクロースの

格好をした社員の人が子供たちにプレゼントを配っ

てくれた。そのころは、海までずっと田んぼが続い

ていたが、いまはどんな町になっているのだろう。

　そして、徳島の実家の藁葺き屋根の家。母屋と呼

んでいたが、私が最初の結婚からほどなくして、取

り壊された。数年ごとに、屋根の半分ずつを葺き換

えるのだが、もうそのころには、麦わらを調達する

ことが難しくなっていたし、職人さんも少なく、さ

らにかなり高額の修理費が必要だったようだ。そし

てそのころから、まわりでは、麦藁屋根の上をトタ

ンで覆ってしまう家が増えていた。母屋を、取り壊

した後は、離れを増改築して、両親はそこに住んで

いた。

　それから、初めて一人暮らしをした、尾道の学生

アパート。４畳半１間で、炊事場とトイレと風呂は

共同、女子学生ばかりが１階、２階、それぞれに４

人ずつ住んでいていた。そして、当然男子禁制であ

った。夜は、お互いの部屋を行ったり来たりして、

夜遅くまでおしゃべりしたり、大声で笑いあったり、

すぐ近くに住む大家さんの所には、ご近所から、し

ょっちゅう苦情が来ていたそうだ。さらに、最初の

結婚をして住んだ香里園の家。３戸１の平屋で、１

ＤＫ。なぜか、高級住宅地の中にあり、８年暮らし

たが、他の２戸はずっと空き家のままだった。ちい
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さな庭もあって、花や野菜を植え、猫や犬を何匹も

飼った。お天気のよい日など、屋根の上によその家

の猫たちまで、５，６匹が日向ぼっこをしていて、

うちの猫がボス宜しく真ん中に陣取っていた。それ

以降、代は代わっても猫たちはいつも私の傍にいて

くれた。何年か前に、用があって香里園へ行ったつ

いでに、昔住んだ家を探して、寄ってみたら、新し

い２階建ての家が建っていて、ベランダには、たく

さんの洗濯物が干してあった。

　お寺巡りが趣味の私は、見知らぬ町を歩いていて、

無人になってからずいぶん時間も過ぎて、手入れも

されずに荒れるままになっている家があるといつも

立ち止まってしまう。かつては、そこにはお父さん、

お母さんがいて、子供たちがいて、笑い声が響き、

食事の支度のにおいがあり、洗濯物がいっぱい干し

てあったのだろうと想像し始めると、もう、１歩も

動けなくなってしまう。私の中で、田舎の家と重ね

合わせてしまうからだ。

　人生はいつも皮肉なめぐり合わせだと思う。２度

目の結婚で夫婦別姓の事実婚を選んだわたしは、江

戸時代から続いた家の最後の１人になってしまっ

た。私で途絶える家の、建物、ささやかな畑や山、

仏壇に先祖代々のお墓、これらを、私一人でどうや

って処分すればいいのだろう。重い宿題だが、あま

り先送りにもできそうにない。無人の家の窓ガラス

が壊され、夜、家の中で懐中電灯の光がちらついて

いたと、近所に住む親戚から電話をもらったのは、

もう１年近く前のことだ。朽ちてゆく無人の家は、

たぶん、近所の人達にとっては、迷惑なものに違い

ない。もう、とうとう決断のときが来たのだろうか？

　家を語りだすと、ジレンマに陥ってしまうから、

話を元にもどそう。婦人会館へ通い始めてから４年

目に、私は夫とは別居して、念願の社会復帰もはた

した。そして、不思議なことには、その後、離婚成

立までの６年間を、義母、私、娘の３人でギクシャ

クしながら暮らした。義祖母は亡くなり、義弟は結

婚して家を出て、夫も「僕にも、好きな人と幸せに

なる権利がある」と理解不能な言葉を残して家を出

て行ったからだ。義母も夫も、婦人会館へ行くよう

になってから私の言動が以前と変わり、それが夫の

心を他に向けた原因だと思っていた。友達もでき、

『女のためのクリニック準備会』立ち上げメンバー

になり、妊娠中絶に関する本をメンバー達と出版し

たり、『北と南の女達』という映画の上映の手伝い

をしたり、優生保護法改正反対のデモに参加したり

と、目を外へ向け始めた私は、彼らの目には、身勝

手なエイリアンに見えたのだろう。

　長い別居生活の後で、慰謝料、養育費なしでの離

婚が成立して１年後、私は、子供を連れて、職場の

同僚であった１２歳年下の、現在の夫と夫婦別姓で

の再婚をした。夫は私たちの為に、たっぷりとロー

ンのついた小さな２階建ての家を建ててくれた。

　ところが、私と義母のつながりは、その後、義母

が亡くなるまで、１５年間続いた。不仲な嫁と姑の

関係は、息子夫婦が離婚してからは、孫である私の

娘を介しての、穏やかなものに変わっていった。毎

年母の日には、娘と一緒にプレゼントを持って、義

母を訪ねた。料理上手な義母は、年末に娘の好きな

ごまめを大きなタッパに入れて届けてくれた。亡く

なる３年ほど前に、もうおせちは作れそうも無いか

らと、連絡をもらってからは、大晦日に私が作った

おせちを届けた。「食べるのが、もったいないくら

い綺麗やねえ」といってくれ、料理のことで分から

ないことがあれば、よく電話で聞いたりもした。料

理下手を自認していた私だが、今では、作ることも、

誰かに食べてもらうことも大好きだ。そして、それ

は、義母から私への最大のそして、最後の贈り物に

なったようだ。

　早いものでこの家に住み始めてから、もう１６年

になる。そろそろ、家も人間もあちこちガタがき始

めているが、この家は、私が始めて手にし、創りあ

げてきた大切なホームだ。娘は３年前に職場の先輩

と結婚して家をでて行き、今はフリーのアニメータ

ーとして夫と二人自宅で、テレビ・アニメの仕事を

している。そして、私は、パートタイマーの販売員

として週に５日、９時４５分から５時までデパート

のベビー用品売り場で働いている。社会復帰してか

らは２０年、今の仕事は１３年目だ。
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　２２年前に「専業主婦の立場から」を書いた私は、

今、今年末に迫った定年の日を待ちわびている。待

望の社会復帰をしてからずっと、忙しく働きつづけ

てきて今や、専業主婦になる日を待ちわびていると

いう皮肉。ガタのきはじめた家を、もう少し使い勝

手よくリフォームして、憧れのプラド美術館や、エ

ルミタージュへだって行こう。週１回、もう４年も

習っているハングル語を週２回に増やすのも悪くな

いかも。まだまだ、やりたいことはいっぱいあるし、

一緒にやれる友達もいる。

　今、パソコンに向かっている私の足元では、おば

あちゃん猫が、まあるくなって寝ている。

　窓の外では夫が高枝バサミと格闘しながら、伸び

た楠の木の枝を切っている。そろそろ、お茶にしよ

う。長い時間がかかったが、私はやっと、安らげる

私自身の家を持てたようだ。
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女の為のクリニック準備会設立にかかわる

杉山　恵美

　婦人会館での女性史コース２年次終了間近の

１９８４年１２月６日、メンバーの谷口須美子さん

に誘われて、『女の為のクリニック準備会設立』に

むけての、第１回ミーティングに参加した。キタ郵

政会館の和室に、団体職員、公務員、会社員、薬剤

師、歯科医といろいろな職業の女性たち、１０名ほ

どが集まっていた。その場での話のテーマは、アメ

リカにモデルのある、女性の、女性による、女性の

ためのクリニックを、この大阪でつくろうという実

に壮大な計画であった。暮の寒い日で、皆コートを

着たままだったが、部屋の中は、熱い熱気につつま

れていた。その、設立の趣旨について以下に述べて

みたい。

　　　　　女の為のクリニック準備会設立の趣旨

　私たち女性は、 それぞれ年齢や生活や考え方が異な

っていても、 みんな同じように自分の体や性にまつわる

不安や悩みや苦しみを経験してきています。 しかし、 そ

れにもかかわらず、 それらのことについて、 これまで率直

に語り合う機会も無かったし、 現在の医療の中では自分

の納得のいく治療を受けることも、 気軽に相談することも

難しく、 私たちが情報や技術を得る方法も限られてきま

した。

　これからは、私たち女性の手で、本当に信頼できる 「女

のためのクリニック」 を作っていきたいと思います。 その

ために、 お互いの知識や経験をもちよって、 心と体の悩

みや問題について話し合い、 共有し合い、 自分たちで

解決できるような力をつけて生きたいと考えます。

　そして、 ひとりひとりの女性が自分で自分の体について

知り、 学び、 自分でコントロールしていく （self-help） こ

とは、 体の自己管理のみならず、 私たち自身の生き方

をも、 積極的、 主体的にコントロールしていくことができる

ものだと考えます。

　それから何度かのミーティングを経て、女のため

のクリニック準備会はいよいよ具体的に動き始め

た。まずは、活動の拠点となる場所―これは、メン

バーの１人が親の持ち家を破格の賃料で貸してくれ

ることになった。森ノ宮にある、軽量鉄骨モルタル

造り、建蔽率１００パーセントの３階建ての家で、

１階は、ガレージ、２階はダイニングキッチンと和

室が１間、３階は洋間が二つという造りであった。

早速、休みの日にメンバーやらその家族が総出で、

１階の改装にかかった。コンクリートのたたきに床

を張り、電話を引き、机や本棚を運びこんだ。表に

は　［ウーマンズヘルスセンター］の看板がかけら

れた。文字どおりすべて自分たちの手だけで作り上

げた。当時、メンバー達は皆、３０代前半で、エネ

ルギッシュで行動的で、彼女たちの持つノウハウや

人脈は目を見張るものがあり、何も持たない、いち

専業主婦の私は、驚いたり、感動したりの連続だっ

た。

　当面の具体的活動内容としては、

１、女性鍼灸師による、女性のための鍼灸治療とそ

の訓練

２、助産婦、保健婦による避妊などの指導と学習

３、更年期問題やいろいろの病気に対する自己診断、

治療などの学習

４、スペキュラム（膣鏡）の使用の訓練と、それを

通しての女の体についての学習

５、広く情報交換、伝達するための “ 通信 ” 発行

等が決められ、動き出した。

　

　運営資金は、１ケ月２０００円をはらってくれる

会員を募り、会員には、定期的に通信を送ったり、
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準備会主催のすべての学習会や催し物に無料で参加

できることとした。また、１ケ月３００円で、通信

のみの会員も募った。そして、センターでは、１回

５００円の参加費で、準備会主催の学習会、講演会、

催しに誰でも参加できた。さらに、２階の和室では、

予約制の鍼灸治療も始めた。

　当時、まだ専業主婦だった私は、時間のある昼間、

娘を連れて電話番兼留守番に通った。すぐ、近くに

は公園もあり、娘と遊んだりもした。

　翌８５年６月１５日には、天満 PLP 会館で〔中

絶―北と南の女達〕という映画の上映会をした。北

―すなわち、いわゆる先進国とよばれる国々と、南

―すなわち発展途上国と呼ばれる国々の女性たちを

取り巻く、中絶問題をとりあげたドキュメンタリー

映画であった。北の女たちは、精神的な葛藤、不安

は別にしても、少なくとも、安全な手術を選択でき

る。南の女たちは医師によらない中絶や、不潔で非

医学的な方法で命を落とす者も多い。私が一番印象

的だったのは、中絶に失敗して亡くなった妻の棺を

見送った夫が、すぐさま、新しい妻を迎えて、その

妻が妊娠する、という場面だった。なんで、女ばっ

かり、とやりきれない気分になった。

　さらに、同じ年の１１月３０日には、待望の自費

出版本〔中絶―女たちからのメッセージ〕を発行す

ることができた。メンバーが手分けして、原稿を書

き、イラストもてがけた。幸い、大手２紙が全国版

でこの本を取り上げてくれたこともあり、注文が殺

到し年明けからは、しばらく配送作業におわれた。

主な注文主は、意外にも学校関係者であったり、自

治体に仕事を持っている人達であり、性教育の参考

資料として購入してくれたみたいだった。

　それと前後して、メンバーの１人（薬剤師だった）

が退職して、アメリカのウイメンズクリニックを視

察し学ぶ為に、自費で１年間アメリカへ行った。帰

国後に聞くアメリカのウイメンズクリニックの話

は、新鮮で羨ましいものでもあったが、人工妊娠中

絶に反対する人達の過激な妨害行動も、また、報告

された。彼女には、後日談があり、日本へ帰国後し

ばらくして、彼女を追いかけて日本までやってきた

アメリカ人の男性と結婚したのには驚いた。

　私がかかわっていたのはその翌年くらいまでだっ

た。就職をして、それから６年にわたる夫との離婚

バトルに突入したので、時間的にも精神的にもいっ

ぱいいっぱいの生活が始まり、もう、とうていかか

わることができなくなっていた。

　その後、センターは、京橋、阿倍野と拠点をかえ

ながら活動を拡大、継続している。そして、清輔裕

子さんは助産師として、現在もずっとかかわり続け

ている。

　私は、創設期の本当に短い時間に関わったに過ぎ

ず、おたおたしながら、言われるまま皆に協力して

いただけだが、今思うと、その活動は、私に大きな

力と自信をくれた。あんなに、エネルギッシュで、

行動力があって、いつも明るかった彼女たちと、少

しの間にしろ、濃密な時間を共有できたことは私の

誇りであり、大切な思い出だ。
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「老いの領分」について　

関　幸枝

　婦人会館の講座が終了して 5 年後の、１９８９

年１月から１９９１年１２月までの３年間、私は石

田あけみさんと組んで、「老の領分」という小冊子

を作って販売していた。これは新聞（朝日・産経・

日経・毎日・読売・赤旗・社会新報）の高齢者に関

する記事の切り抜き誌で、B ５版、１６ページ，月

１回発行。定期購読者を募って、１部２５０円で販

売、１５０部が売れた。私の人生で、ものを作って

売る、という初めての体験だった。女性問題講座に

参加するとき「学ぶだけでなく、何らかの行動につ

なげられたら」と思っていたので、ささやかな部数

ながら全国に向けて発信する冊子として実現し、販

売できたのが嬉しかった。冊子名の「老の領分」は、

もちろんグループ「光の領分」に因んだもので、女

性史講座で学んだからこそ発行できたもの、という

思いを込めてつけた。

　直接のきっかけとなったのは、厚生省（現・厚生

労働省）の「高齢者が亡くなる前の介護者は、長男

の嫁が 31.1％、配偶者が 22.2％」という発表で、“ 老

い ” は家族の分も自分の分も含めて “ 女の問題であ

る ” と強く認識したことである。当時、日本社会は

すでに高齢化がすすんで社会問題化しており、私自

身も 40 代半ばをむかえ、両親の介護や自分の老後

を考えることが多くなっていた。

　一方、石田さんは、婦人会館のフェスティバルで

「3 世代同居は幸せか」というパネルディスカッシ

ョンのパネラーを務めた時、老後への関心が高まっ

ていることに驚いたと言い、冊子で高齢者問題をと

りあげることではすぐに意気投合した。

　スクラップを始めてみると記事の内容は、福祉政

策、家計、健康、生きがい、労働、家族、住宅、映画・

本の紹介・・・・とバラエティに富んでいて、内容

の濃い記事が多く集まった月は絞り込むのに苦労す

るほどだった。石田さんとは講座の 2 年次に同じ

グループで共同作業をしていたので息も合い、記事

の取捨選択もスムースに進んだ。

　冊子は、老後はまだ先のこと、と考えている 30 代、

40 代の人たち、とりわけ男性に読んで欲しいと思

っていたが、実際は購読者の 8 割が女性で、男性

は行政機関の福祉部門や施設で働く人が多かった。

　男性よもっと読んでというメッセージを、編集後

記に次のように書いて発したこともある。「・・・

今月、目に付いたのは介護に疲れた夫や息子が、病

気の妻や母を殺してしまうという事件でした。介護

者の 9 割は女性であるというデータもありますが、

平均寿命の延びた今、男性が介護する立場になる可

能性は以前よりはるかに高くなっています。介護は

妻・嫁任せという意識を変え、仕事一辺倒の生き方

を変えるべき時が来ているように思います。」　その

当時、勤務先で机を並べていた 50 代の男性は実母

がすでに亡く、実父と同居していたが「僕の面倒は

女房がみてくれる」と、妻の健康・長寿を信じて疑

わず、冊子の購読を勧めても受け入れようとしなか

った。それが 20 年後の今、老後を託すはずだった

妻が認知症に罹り、ショートスティを利用しながら

の在宅介護の日々だという。私のまわりには他にも

男性介護者は何人か居り、今や珍しい存在ではなく

なっている。

　3 年間、36 号分の記事から読み取れるのは、官

でも民でも高齢者対策が必要であるとの認識が強ま

っていく様子である。介護に携わる労働者への資格

制度が導入されたりホームの建設がすすんだりと。
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1990 年は「高齢者福祉 10 ヵ年計画（ゴールドプ

ラン）」が策定されたり、厚生白書が “ 出生率の低下 ”

を第 1 章で取り上げた年でもあり、今思うと “ 老の

領分 ” を発行していた 3 年間は、高齢化のすすむ日

本の福祉制度をどう構築するかという問題に揺れた

期間であった。また個人的にも父の看護、介護が始

まった時期でもあった。石田さんは大学で社会福祉

を学び資格を取得して、後には介護の仕事に就くこ

とになったし、切り抜き誌の発行は、私たちの考え

方や生き方にも少なからぬ影響を与えた。

　

　2000 年 4 月、介護保険制度が発足し、高齢社会

を家族や個人でなく社会で支えるという体制が生ま

れた。今では制度の利用者は月間 337 万人を超え

ているが（2006 年 3 月・厚労省発表）、編集後記

で指摘した　「介護の現場で働く人たちの労働条件

の悪さ」は、今日なお未解決のままになっている。

10 年前に逝った父は晩年の数年間は入退院を繰り

返し病気療養の日々であったが、手術時の入院を除

き最期まで自宅で過ごした。自宅での生活を強く望

んで、病院や施設で暮らす人を気の毒だといい、家

族が介護すべきとの自論を持っていたが、妻や嫁、

娘たち、とりわけ同居の妻と嫁は数年間に亙って献

身をつくし、少なからぬ犠牲をはらいながら看護、

介護を続けた。以前厚生省が発表したとおりの図が

我が家でも展開された。昨年死亡した母は、歩行が

不可能になった時点で施設に入ったが、夫を介護し

続けた経験や介護保険の普及で、施設入所への抵抗

感がなく、家族を煩わすよりはとごく自然に受け止

めていた。私自身は、できる限り自立をつらぬき通

したく思うが、いつかは誰かのお世話にならなけれ

ばならない時が来るだろう。2020 年には日本の人

口構成が、65 歳以上 30％、15 ～ 64 歳 60％、0

～ 14 歳 10％　になると試算されており（2007.5

　国立社会保障・人口問題研究所発表）その上介護

労働者の離職率が 20％をこえるときけば、私の時

代には介護をお願いできる人はいないのでは、と不

安にさえなる。

　1980 年代に “ 老い ” を “ 女の問題 ” ととらえた

私は最近、“ 少子化 ” と “ 人口減少 ” も “ 女の問題 ”

ではないかと考えてその動向に強い関心を寄せてい

る。

　いま日本の女は、少子、と言って産むことを期待

され、労働力不足、と言って社会参加を求められて

いる。が、男女の役割分業意識はまだ強いし、保育

サービスは不足したまま、育児休業を取得できる職

場は少ない・・・・・。こんな状況の中で、出産増

と労働力化という二重の期待を負わされても、とい

う思いが強い。

　ながく小企業で働き続けてきた私は、妊娠、出産

を理由に退職させられたり、自ら職を退く女性を何

人も見て来た。そしてその度に、悔しい思いや惜し

む気持ちを抱いてきた。

　もう、出産増にも労働力化にも直接には関与でき

ないが、日本女性がどんな環境の中で生きることに

なるのか、関心を持って見つめていきたい。そして

チャンスがあれば関わってもみたい。
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学習会

関　幸枝

　講座終了後、私たちは自主グループ・光の領分を

つくり学習をつづけた。

◎期間　　1984 年 5 月から 1986 年 1 月まで

◎教材　　『女性とは何か』　上・下巻　

　　　　　エヴリーヌ・シュルロ／ O・チボー編　

　　　　　西川祐子／天羽すぎ子／宇野賀津子訳

　　　　　（人文書院、1983 年）

シンポジウム ｢女性であること｣ の参加者による論

文集。上巻；身体篇　　下巻；心理・社会篇

◎学習日　隔週一回　火曜日　　

　　　　　夜間　６；００～８；３０

◎場所　大阪市立婦人会館（現　クレオ大阪中央）

　それぞれの項目を分担して発表、討論する形式を

とった。

　難解な用語が頻出して理解できない箇所も多くあ

ったが、膨大で多項目にわたる内容のうち、学習会

で取り上げたのは、

上巻　・性別の生物学的意義　　

　　　・性差の生物学的基盤　　

　　　・性染色体について

　　　・子どもの性の生みわけ　　

　　　・出生前の性分化　　

　　　・思春期について　　

　　　・生理学上の性差、病理学上の性差　　

　　　・女性の地位向上にたいする内分泌学の貢献

　　　・女性のライフサイクルーその非連続性につ

　　　　いて

　　

下巻　・変性と女性学の諸原則　　

　　　・性とレッテル、そのピランデッロ効果　　

　　　・性差心理学―成人の性別役割とのかかわり

　　　　において　　

　　　・性差心理学に関する２，３の確認事実　　

　　　・性差心理学について　　

　　　・認知能力に関する神経学上の性差―その心

　　　　理的、社会的、教育的および臨床的影響　

　　　・ホルモンは行動にどのような影響を及ぼす

　　　　か　　

　　　・性差に関する進化論者の論拠　　

　　　・人間行動の進化における性淘汰と性淘汰過

　　　　程での女性の選択役割　　

　　　・進化論的人類学について　　

　　　・多産と不妊、科学以前のイデオロギー領域

　　　　における二概念の解釈　　

　　　・十六世紀から二十世紀にかけての女性の運

　　　　命について　　

　　　・人口動態と女性のライフサイクル

　上巻は生物学、生理学、発生学などの観点から性

差を考察しており、染色体の構成によって男性と女

性には差異があるということを学んだ。

　下巻では性差に関する実践的研究の事例報告が多

く取り上げられており、わかりやすく、興味をひく

項目が多かった。特にルネ・ザゾの「性差心理学に

関する二、三の確認事実」（p60）では・筋肉組織

の緊張度　・乳幼児期における愛着とおびえのメカ

ニズム　・体力と生命力　・成熟率　・認知機能　・

幼稚園での行動差等、実験による性差の事実が具体

例を挙げて述べられていて、意見が盛り上がった。

　最初私たちは、性差をあからさまにすることは男

女平等の妨げになったり、男性支配を助長するので

はないかと危惧し、身構えるところがあった。あえ

て私たちがこの本を教材として選んだのは、編者の
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E・シュルロが冒頭の文章で述べている次の言葉に

よるところが大きかった。　「・・・・この本では、

はじめから終りまで、男の子と女の子の、成年男子

と成年女子の性差を大いに問題にしました。ところ

で遺伝的、発生学的、生理学的な意味での自然の性

差に関しては、どちらかの性の有利条件には必ず不

利条件が表裏の関係で伴っています。したがって、

性差があるということは、どちらかの性が優位にた

つということでは絶対にないのです。優勢劣勢とは、

特定の分野における価値のはしごの存在を暗黙の前

提とした物の見方に関連した部分的評価であるにす

ぎません。諸発見から各人が自分なりの結論をひき

だしていただきたいとおもいます。人類の文化的本

質は、人類だけが種としての自分を考え、二つの性

があるのはなぜかと研究することにあるからです。」

（上巻・P26）

　多くの執筆者（35 人）による研究結果が報告さ

れており、生物学的、生理学的性差の事実を述べ、

分野によっては得手不得手があったり、適性があっ

たりなかったりするという報告は、「性差を生かす」

視点を私たちに与えてくれた。

　わたし達が学習していた頃、こどもの性を産み

分ける研究、試みが熱心になされていたようで、

1986 年 5 月には、「女児産み分けに成功」の事実

が大々的に報道された。（慶大グループが 6 例で成

功したというもの）「女性とは何か」上巻の 94 ペ

ージではいくつかの産みわけ法が述べられており、

そのうちの一方法が用いらてれているようである

が、そこで指摘されているとおり人工授精による産

みわけであった。

　講座終了時に自主グループを作って学習を続けた

こと、しかも同じ教材を用いて長期間継続したこと

が、その後もゆるやかな結びつきのグループとして

存続できた大きな要因であろう。
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浜田さんのこと

関　幸枝

　浜田さんに初めてお目にかかった時、私は「ホウ

キにまたがったら魔女さんだわ」と思ったものです。

豊満なボディをゆったりとしたロングスカートでつ

つみ、リュックサックにスニーカーといういでたち

は、田舎に住まう私の母とは全く趣のちがうもので

到底同年齢には思えませんでした。　

　当時、浜田さんは 64 歳で受講生中の最年長、そ

の発言からは読書量の豊富なことがうかがい知れま

したが、語り口は朴訥でそれをひけらかすことなど

決してしない人でした。

　私は 2 年次で同じグループに属して共同作業を

やり、童女のような言動に驚かされることが何度か

ありました。ある時「夫とは部屋を区切って暮らし

ているのよ」とおっしゃった事があり、後にお訪ね

してみると、ベッド脇にカーテンがぶら下がって本

当に部屋が二分されているではありませんか。片付

けが苦手なのでしょう、台所など他の部屋を見回す

と、広くはないアパートには足の踏み場もない程に

物があふれ、壁際にはぐるりと棚が作りつけてあっ

て、本がびっしりと並んでいました。これらは後年、

石田あけみさん母娘が一日がかりで片付けて、畳や

板の間が見えるようになり棚の本も整理されました

が。

　「夫に年金を半分ください、と頼んでいるんだけ

どくれないの」と嘆いていたある日、「今度お仕事

始めるのよ、英語の家庭教師に行くの」と嬉しそう

でした。そう、浜田さんは女専卒の高学歴だったの

です。でも、せっかくの家庭教師も 3 ヶ月程で「ク

ビになっちゃった」そうです。

　2 年次が終わる頃、タクシーの追突事故でムチ打

ち症になってから、徐々に身体の動きが不自由にな

り、入退院を繰り返す生活となりました。そして程

なく夫のススムさんが病にたおれて亡くなりました

が、「最期に、ありがとう、って言ってくれたの」

とおっしゃるのを聞いて、決して良好とは言い難か

った夫婦関係でも、感謝の言葉はいい思いを残すも

のに変えるのではないかと思ったものです。

　ススムさん亡き後、マレーシアに住む子供さんの

もとで暮すべく旅立たれましたが、その時はすでに

車椅子生活で、空港までお送りした際搭乗手続きが

通常の場合と違うことに興味を覚えたものです。お

子さんは 3 人でしたが、ご長男は 50 代で早世され

（現代では早世と言えるでしょう）娘さんも婚家を

出たり離婚の危機があったりで心配をされた時期も

ありました。

　マレーシアでの生活を切り上げてからは、もとの

アパートでの一人暮らしで、ヘルパーや看護師の訪

問を受けての生活、読書とテレビ桟敷での相撲観戦

が楽しみな様子でした。

　ヘルパーさんにはよく図書館へ連れて行ってもら

っていましたが、エレベーターのない 4 階での暮

らしは外出もままならず、部屋に籠もりがちの生活

にならざるを得ませんでした。

　私は訪問介護のない日にお訪ねするようにして市

場 ( いちば ) や図書館へ出かけ、時には光の領分の

仲間たちと北港のヨットハーバーや公園でお弁当を

広げたこともあります。

　それにしても，4 階から階段を上り下りしての外

出は本人にとっても介助者にとっても大変な作業で
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す。下の階へ住み替えができたらどれほど助かった

ことでしょう。

　また、こんなこともありました。ある冬の日の夕

暮れ、｢お昼ごろから電気が来ないの。停電だと思

ってたんだけどお向かいは明かるいのよ、どうした

のかしら｣ と電話があり、関西電力に調べてもらう

よう依頼したところ、「一つのコンセントに電気製

品を幾つもつないではるからヒューズが飛んでしま

ったんです」とのこと。「足が不自由で動きづらい

方ですから、なるべく身の回り近くに置いて、それ

でも飛ばないようにしてあげて下さい。」と頼んだ

ものです。

　グリム童話が大好きで蔵書もお持ちでしたが、図

書館でもよく借りておいででした。グリム兄弟が生

まれ、物語にも取り上げたドイツのメルヘン街道を

旅するのが夢でした。

　私は是非連れて行ってあげたいと思い、フランス

滞在中に車で走って下調べをし、――フランクフル

トで車椅子対応の車をレンタル（ヨーロッパでは車

椅子で旅することなど当たり前）。まず、兄弟生誕

の地ハウナウに泊まって、シュタイナウ、カッセ

ルなど兄弟ゆかりの街や点在する木組みの街々を

巡ってブレーメンまで　――という計画を立てた

のです。そして、帰国後すぐにお訪ねしたのです

が・・・・・・。上階の方の ｢８月に亡くなられま

した。｣ との言葉は本当にショックでした。まさか、

まさかの思いのみで、しばらくは光の領分のどなた

にも訃報を知らせることができませんでした。　　

　浜田さん、夢を叶えてあげられなくてごめんなさ

い。

　

　大正、昭和、平成を生き抜き、2000 年、82 歳

の生涯を閉じられました。

　初めてお会いしてから 26 年、私自身が当時の浜

田さんの年齢を超えてしまい、一人暮らしという同

じ境遇になりました。私にとって両親と共に身近な

高齢者のひとりであり、老齢を生きる上での一つの

参考でもあります。
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　少し前のこと、 オーストリア極右の党首が、 交通事故死したという記事が新聞に載っていた。 それがきっかけで

ひさしぶりにウイーンの旅を思い出したのだが、 私の中にあるオーストリアの風景は、 静謐、 優雅で。 そこに住む

人達は旅行者に飛び切り親切で、 どう考えても極右という思想には結びつかなかった。

　私が初めてウイーンへ行ったのは、 もうかれこれ１０年ほども前のことだ。 ある時、 大阪市立婦人会館の女性史

コースで知り合い、 当時、 家族ぐるみで付き合っていた杉山さんから 「どこかへ旅行に行こうよ」 と電話がかかっ

てきた。 そのころ大阪市内の百貨店に勤めていた彼女は ､ 職場での人間関係につまずいて売り場に立てなくなっ

ていたらしい。 会社に退職を申し出たところ、 しばらく休んでみたらどうかと言われたそうだ。 丁度そのころ私も、 子

供のこと、職場でのことなどあれこれ思い煩うことも多く、慢性疲労状態だったから、即座に彼女の提案にＯＫした。

　じゃあどこへ行くという話になった時、 杉山さんがウイーンに行ってみたいと言う。 先日、 奈良県立美術館で 「ウ

イーン美術史美術館展」 を見て感動し、 ぜひともウイーンでその全貌を見てみたくなったらしい。

　かくて、 １９９７年１月１日、 私たちは関空からルフトハンザ機に乗り込み、 フランクフルト経由でウイーンに向けて

出発した。

　関空からフランクフルトまで１１時間、 そこからウイーンまでは２時間弱、 ウイーン国際空港に着いたのは夜中の

１１時近くになっていた。 空港から乗ったタクシーの運転手が私たちの泊まるペンションがどうしても探せず、 街中

をぐるぐる回ったあげくに、 一方通行を逆行して検問中の警察官に止められるというハプニングはあったものの、 そ

の警察官に教えてもらって、 何とかペンションにたどり着いた。 時間はもう午前１時を過ぎていた。

　翌日からは、 地下鉄を使って、 まずはウイーン美術史美術館へ向かう。 旧市街はリンクと呼ばれる道路にぐる

っと囲まれている。 目的の美術館はリンクの中、 マリア ・ テレジア公園内にあった。 大きなマリア ・ テレジア像を

挟んで、 同じ外見の自然史博物館と自然史美術館が南北に建っている。 この双子の建物はフランツヨーゼル

１世によって、 約２０年の歳月をかけて建てられ、 同時に開館された。 宮殿と見紛う建物は、 それ自体が優美な

美術品であった。 入り口を入って右手にミュージアムショップがあり、 正面の階段を中ほどまであがると左手にはク

ロークがあって、ここでコートや荷物を預ける。 階段を上がりながら天井を見上げると、すばらしい天井画が描かれ、

また、 階段の手すり、 柱、 アーチなどすべてに装飾が施されていて、 それだけでも目を見張った。 さらに展示室

では、 教科書や美術書で見て憧れていた絵画を、 ゆったりとした空間で、 ソファーにかけて心ゆくまで見ていられ

る。 何と贅沢な時間だったことだろう。

　その後は、 シュテファン寺院から、 旧市街を回った。 旧市街の中はまるで中世の町に迷い込んだようで、 私は

カメラのシャッターを押しっぱなしだった。

　翌日からも地下鉄で、 ベートーベン、 モーツアルト、 それからヨハンシュトラウスが住んだ家へも行った。 シュトラ

ウスの家は建物２階部分にあったがかなり広く ､ 他の２人よりはずっと裕福だったのだろう。 1 階部分にはマクドナル

ドが入っていた。

　滞在中はどこへ行ってもウイーンの人達は親切で、 私たちが道路で地図を広げていると、 傍らに来て一緒に探

してくれ、 それでも分からないと通りがかりの人を呼んで、 しまいには小さな人垣ができてしまい恐縮してしまった。

お店のお兄さんに道を聞くと、 お店を空けっぱなしにして連れて行ってくれた。 ヒルトンホテルのベルさんは、 地図を
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持ってきて赤ペンで道順を書いて渡してくれた。 自然史博物館でマフラーを落とした時は、 １０歳くらいの男の子

が追いかけてきて手渡してくれた。

　食事はペンションの横の小さなレストランで何度かお世話になった。 白いコック服を着たいつも愛想のいいおじさ

んがお気に入りだった。 そこでは、 パスタやシュニュッツエルを食べてビールを飲んだ。 氷点下のウイーンで飲むビ

ールはまた格別であった。

　最終日にはドナウ川を見に行った。 ずっと以前に観たアメリカ映画 「第三の男」 でジョセフ・コットンとオーソン・

ウェルズが会ったあの大観覧車に、 杉山さんは乗ってみたかったそうだ。 でも残念なことに、 大観覧車のある遊

園地は冬の間は閉鎖されているとのことだった。 それなら、 手前まででも行ってみようと ､ ドナウ川の中洲まで行っ

てみた。 ドナウ川はすっかり凍っていて、 凍河の上では防寒具に身をつつんだ人達が思い思いにスケートやスキ

ーを楽しんでいた。 凍った川は生まれて初めて見たが、 さすがに凍河の上まで行ってみる勇気はなかった。

　あれからもう 10 年以上がすぎたけれど、 あの時の私たちの旅行のことはよく思い出す。 帰ってきてから、 ウイー

ンでの写真を交換するために会った時、杉山さんは 「小さなことでくよくよ悩んでいたことがあほらしく思えてきてなあ。

日常生活からうんと離れた場所に自分を置いてみることも、 やっぱり必要なことやったんや。 私、 もう大丈夫。 毎

日機嫌よく働いている」 と明るく話した。 私の気持ちはそんなに単純なものではなかったけれども、 それでも大きくう

なずいてみせた。

　今では杉山さんに会うこともほとんどなくなったが、 考えてみれば私たちは当初からよく似た境遇、 悩みを持ってい

た。 嫁姑の確執から始まって、 同じころに離婚を経験し、 子供の不登校、 引きこもり、 自身も鬱を病み、 ある意

味では、 お互いがお互いを投影する鏡だったのかもしれない。

私は婦人会館で女性史の講座を受講していた頃も、 現在も働いている。 個人的には多難な歳月であったが、

３人の子供たちは親の私を超え、 社会人として成長してくれた。 私の唯一の趣味は２０年数年つづけてきた茶の

湯である。 仕事と子供たちと茶道という精神世界。 ふり返ればこの２７年は決して無意味でなかった。 それを確認

しながら、 一服のお茶に心癒されて、 私はまた新しい明日へと歩みはじめるのである。



第１部　次世代へのメッセージ

幾度目かの出発p. 40

幾度目かの出発

西川　祐子

　１９８２年４月から１９８４年３月まで２年間、

私は現在のクレオ大阪中央、かつての大阪市立婦人

会館「私たちの婦人問題講座女性史コース」毎週火

曜日夕方６時から８時の講師をつとめた。光の領分

のメンバーから大阪ことばのアクセントでセンセと

呼ばれるのは、そのせいである。教室のセートのほ

うは１９歳の女子大生から６４歳までの年齢幅があ

った。私はちょうどその中間の４４歳、曜日の数ほ

どの大学で非常勤講師としてフランス語を教えて生

計をたて、傍ら女性史研究と伝記作家としての仕事

を著書にまとめていた。火曜日夜だけが大人のため

の市民講座である。夜の学校で自分より年上の方た

ちに先生と呼ばれるのが、気はずかしかった。市民

講座では、尊敬する哲学者・鶴見俊輔さんがいう「だ

あれがセートかセンセーか」わからないようなめだ

かの学校、上下関係のない横ならび集団のなかで互

いに育てあうことをしたかった。だからできればセ

ンセでなく名前で呼びあいたかったのだが、そうは

いかない。

　講座メンバーのうち年長組の多くは戦争による繰

り上げ卒業で在学期間を短縮され、勤労奉仕で授業

どころでなかった女学校生活が悔しくてならず、失

われた学校の時間を取り戻したいという強い願望を

いだいていた。自分は嫁として舅姑、そして夫に仕

えた一生であったのに、自分の嫁とおもっていた女

性から別居を宣言され、そのことの意味を考えたい

から女性史講座を受講したいという葉書もあった。

当時２０代後半、３０代、４０代の真ん中組は、選

択肢がふえた時代にあって自分の人生を改めて考え

直すための知識と理論、そして今までとはちがう人

と人のつながり方をさがしていた。十代の受講生は

これからの人生の指標をもとめての参加である。男

性の申し込みはたしか３名あったが、実際に出席し

たのは１名であった。全体としてこれまで長年、働

きつづけてきた人たちの集団である。

受講生の講座への期待、ひいては学校や知の制

度への憧憬は、親に授業料をはらってもらい、教室

にいることをつらい義務と考える学生たちとはちが

う。受講料分の収穫がなければならない、それは何

か、センセとして答えろと迫ってくる。あだやおろ

そかにセンセの名から降りるわけにはゆかないとわ

かった。じゃあ、と私も覚悟をきめた。女性史講座

第１年目の講義ノートを作りなおした。どこの市民

講座にも、どんな大学にもないようなユニークな講

義をするつもりで毎週あたらしく用意をした。婦人

会館の職員の方々の新しい企画への熱意と、職務の

域をこえる熱心なサポートにも背中をおされた。

しかし周到な準備をしたつもりなのに、それで間

に合う相手ではないことも次第にわかってくる。知

識や理論の問題ではなく、忙しい専業主婦をふくむ、

中小企業のまち大阪のさまざまな職業を体験してき

た受講生それぞれの、生きてきた自信と迫力ある言

葉に私は圧倒された。昼間の８時間労働のあとでき

くセンセの講義はたいくつや、と授業中に堂々と眠

ってしまう。討論の時間となるとさっきまでの眠り

姫が容赦しらずの鋭いつっこみで完膚なきまでに討

論相手をやっつけている。かたや壁ぎわまで追い詰

められてあわや降参と見える相手もその瞬間をボケ

でかわし、笑いをとる術を心得ている。セートたち

の大阪話し言葉による討論の洗練度に、見ほれ聴き

ほれるセンセでしかなかった。口をはさむ余地はほ

とんどない。話し言葉で社会の仕組みをここまで解

体してみせることができるのだ。

しかしセート同士の世代間ギャップは大きく、教
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室における嫁姑論争は、互いにゆずることがない。

第２年目のグループ学習、レポート作成の時期にな

ると、教室で定位置の席にすわって受身で講義をき

くときは優等生であった年長組に、とまどいが見ら

れた。戦後教育は初等中等教育からすでに、企画を

たてさまざまな相手と交渉し、調査にゆき、疑問を

自分の目と耳でたしかめ、討論によりしだいにテー

マを明確にし、報告書の構成を組み立て、明快な言

葉で記述する方法の基礎を養っている。戦前、戦中

教育にはこういった自主性、積極性が禁じられてい

たのだから、年長組にははじめての経験であったの

だ。

講義は近代小説をテキストにして近代家族の変

遷を考える目論見であったが、社会人である受講生

たちは自分自身が組織や制度の際、あるいは周辺で

生きるからこそ、会社組織だけでなく婚姻や家族も

同じく制度であることを、他から言われるまでもな

く知っている。センセの私はテキストの読み方、情

報収集と分析方法、文章による表現を伝えてかろう

じて専門家としての役割を果したものの、夜の学校

から多くを学んだのはセート以上にセンセのほうで

あった。あの講義ノートは『借屋と持ち家の文学史

－「私」の器の物語』（三省堂、１９９８年）、『住

まいと家族をめぐる物語』（集英社新書、２００４年）

など、私がずっと後になってまとめた仕事の原点と

なっている。その後も文章を書くとき、講義をする

とき、いつも光の領分メンバーをはじめとする、ま

ちで生きる人々にメッセージが届くことを願ってき

た。そのために言葉をえらぶのだが、思いを伝える

のはむずかしい。グループ・光の領分のメンバーは

手厳しいのである。まずなかなか手にとって読むこ

とをしてくれない。読むとなると昔のセンセに落第

点をつける。いつもそうやって私の背中を押して次

の出発へと向かわせる。

　私は当時も、人生の転機にいた。それより前、国

立大学公募人事に応募して選ばれたという通知をう

け、その大学から私の当時の勤務校にだされた割愛

願いが受理されて退職した後になって、採用がなく

なった。どうやら新しい勤務先の組織変更、それに

ともなう内部紛争が原因であるらしいのだが、こち

らにはなっとくできる説明がないまま２年が経ち、

私は国立大学を提訴、つまり国家賠償要求裁判の原

告となった。３年後に原告の全面勝訴の判決がで

て、いわば待機させられた２年間の給料にあたる額

を３年かけてとりもどしたことになる。裁判のあい

だに裁判を考える会が結成されて多くの方々から手

厚いサポートをいただいた。けっきょく被告の大学

は上告をせず、裁判は終結した。大学の人事をめぐ

る紛争において原告が勝訴したきわめて稀な判例で

ある。

裁判までに２年、裁判の３年、裁判後の５年をあ

わせて１０年間が私の職歴の空白期間であり、私の

人生にとってはもっとも充実した期間であった。大

学の外から大学や研究について考え、大学人以外の

さまざまな職業の人たちと仕事をともにし、経験を

つんだ。その１０年の後半部分において、光の領分

の仲間と出会った。１０年間の真ん中あたりで、い

かなる瞬間にあっても、今ここでしかできない仕事

を、出会った人たちと共にやりとげることが大切だ

と思うようになった。

　当時はじめた伝記の仕事も裁判とは無関係ではな

かった。裁判中、原告もまた口頭弁論の公開の場で

検事からたびたび執拗な尋問をうける。裁判は言葉

を武器とする闘争であるから、そのたび自分の生存

権を主張し、不当にたいして抗議し、あくまでも自

分を正当化する言説を展開して対抗しなければなら

ない。これが自分だけではなく他の人々にも役立つ

闘いになりうるのだろうかと、口頭弁論の後ではい

つも、裁判所のトイレの鏡に映るわが姿に問いかけ

た。そのたびに反吐をはき胃袋がひっくりかえるよ

うな自己嫌悪に襲われ、耐えなければならなかった。

裁判が終わったとき、これからは自分ではなく他者

によりそい、他者の内部にもぐりこんで出られなく

なる危険をおかしても他者を理解する伝記作家にな

りたいと願った。『森の家の巫女　高群逸枝』（新潮

社、1982 年、第三文明社レグルス文庫、1990 年）、

『花の妹　岸田俊子伝』（京都新聞朝刊連載 1984-

85,　新潮社、1986 年）、『私語り　樋口一葉』（リ

ブロポート、1992 年）など、他人の伝記は書いたが、

自伝は書かなかった。
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しかし、今ここではあえて自分史的な文章を書

いている。自分の一生を正当化する自伝とはちがい、

自分史はこれまでの自分を素材にしてこれからの出

発を考えるために書くのではないだろうか。あのと

きの講座とその後のグループ・光の領分との出会い

が、私の研究の転換点、新たな旅への出発となった。

小さな私領域、家内領域に閉じこめられている日常

生活こそ、大きな政治 ･ 経済がするイデオロギー闘

争の場であることを明らかにし、生活の場から政治

と経済を考えることを私の研究テーマとした。　私

はその後、研究時間と研究室と研究仲間をもとめて

大学へ復帰し、フランス語・フランス文学から女性

史、女性学、ジェンダー研究へとしだいに専門領域

を移動させた。女性史、女性学、ジェンダー研究は

市民講座へ大学の講義のおすそ分けをしたのではな

く、市民講座から生まれたテーマをアカデミズムへ

持ち込んで、学問のテーマとしてみとめさせたので

ある。

私は女性史講座が終わってから２年後に愛知県

の中部大学にフランス語教師として再就職して１２

年を、その後京都文教大学で同じだけの年月をジェ

ンダー論専攻の研究者として過ごした。そのあいだ

単身赴任、長期外国研修、やがて高齢となった親た

ちの介護があった。子どものときに養女になったこ

ともあって、私には親が大勢いる。介護のあいだ子

と呼ばれ、親とよびかえすことによって生じた関係

について、あらためて考えた。

介護した親たちの最後の３人は、世のことばで言

うなら舅、姑、継母であった。父と呼んだ人はシベ

リア抑留の、母たちは引揚の体験者であった。引揚

という用語は日本列島を母国とみなす言葉だが、２

人の母は偶然いずれも植民地生まれ、植民地育ちで

あり、引揚げてきたというよりも植民二世の浅い根

を根こぎされたまま居場所をもとめて戦後日本をさ

まよったかのようであった。同様の体験をもちなが

ら、２人の母は介護する私をめぐって嫉妬、反目し

た。家族の原罪は、根強い排他意識にある。家族愛

と呼ばれるものは、家族を基礎単位として国民統合

をおこなった近代国家のナショナリズムに通底する

排除の感情であり、思想である。その発見のおかげ

で、私は死に行く人の寂寥に敬意をはらい、その人

の人生にむかいあうことがかろうじてできたように

思う。

その頃、光の領分のメンバーたちはごくあたり

まえのようにして、他人の子どもを育て、自分の親

の介護を他人にゆだねることを選択肢にいれ、自分

は他人の親達の介護を積極的に行い、家族を外へむ

かって開きはじめていた。開かれた家族という言葉

では十分ではないであろう。「まるで兄弟のように

親しい仲間」ではなく「まるで仲間のように親しい

兄弟」というように、慣用句を倒立させる必要があ

る。慣習と言葉がイデオロギーを構築するのだから。

２０世紀は家族と国家の世紀であったが、２１

世紀はちがうはず。渇望するのは、開かれた家族よ

りさらに開かれた、人と人との信頼関係ではなかろ

うか。信頼関係は宿命ではないから、裏切られ、傷

つく。傷つくより傷つけるほうがおそろしい。自分

も相手も変わることを信じて、ためらいつつもう一

度信頼の手をさしのべることをくりかえす。

子育てはとうに終わり、親の介護もすんで家族

解散状況の今、私にも自分の老いをどう生きるかと

いう最後の冒険がのこる。グループ・光の領分はど

の時期にも、どこで、だれと、何をして生きるかを

話題にしてきた。最近わが連れ合いが若い友人から、

祐子さんはあなたにとって何ですか、と問われてい

る場面にでくわした。耳をそばだてると、しばし沈

黙ののち「同じ屋根の下にいる尊敬すべき他者、か

な」とまじめそうに答えている。聞かれていると知

っており、考えた末の模範解答のつもりらしい。そ

んなことをおっしゃるなら、家の中をパンツいっち

ょうで歩きまわるのは止めてほしいものだ。しかし

苦し紛れとはいえ「尊敬すべき」という修飾句にた

どりつくまでには、同居も長いが別居もたびたびの

歳月があった。これを、それぞれの最後の冒険を尊

重するための挨拶としよう。

職場でも、本年３月に大学退職した私のために

最終講義という儀礼が用意された。私は終わりの儀

式を始まりのためのものとしたかった。同僚たちは、
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こうもり傘と旅行カバンをデザインしたポスターを

製作して祝ってくれた。グループ・光の領分に招待

状をだして出席をおねがいした。かつてのように幾

度目かの出発を仲間にみまもって欲しいという気持

ちと、最終講義もまた自分史であるのだから、それ

をきびしい証人たちの前で述べることが必要だと思

ったからである。ここに、そのときの原稿を挿入し

たい。

西川祐子さん最終講義　
「ことばをリレーするために
　－私の女性史、女性学、ジェンダー研究」

Ⅰ　はじめに－「つながり」について

　最終講義という、けじめの日を設けてくださった

京都文教大学人間学部文化人類学科の学科会に感謝

いたします。この大学の創設時以来１２年間、仲間

にいれていただきありがとうござました。ついこの

間、本年度の卒業論文発表会がありました。私のゼ

ミの学生たちも全員ぶじに発表をすませました。私

も今日の発表が終われば、彼らとともに、卒業がで

きそうです。今日のためにつくってくださった、こ

うもり傘と旅行カバンの写真入りチラシがステキで

す。ありがとうございます。風に乗ってやってきた

メアリー・ポピンズみたい、と言った人がいます。

でもデザインした方はその話を知らなかったそうで

す。私も知らなかったので教えてもらいました。最

終講義に似合う話なので、びっくりしました。では、

メアリーのように仕事がすむと、傘をさして大空へ

と帰る前に一言、ご挨拶をさせていただきます。

この会場には、京都文教大学の教職員のかたが

た、授業でご一緒した学生のみなさん、卒業生たち、

そして私がこの２年間所長をつとめました人間学研

究所の催しや研究会に来て支えてくださった宇治と

伏見の地域の方々がおられます。会場にはまた私の

前任学校であった愛知県の中部大学の方、その前の

私が非常勤講師として生きた１０年間にお会いした

大阪、京都の市民講座の方々、そして私が大学院を

でてすぐに赴任した最初の勤務学校である大阪の帝

塚山学院大学の卒業生がおひとり、ふたり、あるい

はグループで来てくださいました。じつはこれで、

略歴に記しました私の職歴のだいたいを説明したこ

とになります。会場には、地域つながり、帝塚山学

院大学つながり、市民講座つながり、研究会つなが

り、中部大学つながり、京都文教大学つながりの方々

がおられます。

　ふつう最終講義には退職する人の専門分野の方々

が集まるのですが、ここにはさまざまな分野、いろ

いろの職業の方が集まってくださいました。私が各

学問分野を横断するように専攻を少しずつずらしな

がら、いわば学問の学際領域を歩いてきたからです。

ちなみに国際が国と国の間を指し示すように、学際

研究は学問領域と学問領域の間の領域という意味の

ことばです。じっさい私は文学からはじめて歴史学、

言語学、比較文化、女性史とジェンダー研究の領域

に居場所をもち、建築学や都市計画の方たちと深い

おつきあいをするなどずっと学際領域を歩いて、京

都文教大学人間学部文化人類学科には１２年、滞在

させていただきました。

この会場には、私の職歴のいろいろな時期にめ

ぐりあった方々が集まってくださったのですが、時

期によって私がどんな教科の教師でありどんな分野

の研究者であったかのイメージが違うとおもいま

す。帝塚山学院大学時代にお会いした方にとっては、

私は途中でフランスへ行ってしまった、あるいはフ

ランス帰りの若いフランス語の先生だったと思いま
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す。

　次の市民講座時代にお会いした方々にとっては、

私は女性史講座で日本文学や日本近代史のテーマを

話す講師でした。この時期には私は伝記作家でもあ

りました。新聞雑誌で文章を鍛えていただくことも

しました。ついでにフランスの友だちの半分は私を

フランス文学のうちでもバルザックの専門家とみな

しています。残り半分は私のことを日本文学とジェ

ンダー研究の研究者と思っているはずです。　

中部大学ではふたたびフランス語の教師となり

ました。文学とフランス語の授業をするほかに、大

学院では当時成立したばかりであったヨーロッパ共

同体についての講義をしておりました。この時期に

は、私は日本ではフランスについて講義をし、フラ

ンスでは女性史、ジェンダー研究の研究者と共同研

究をして日本の生活について発表したり、書いたり

していました。前の時期の仕事がようやく実を結ん

で女性史、女性学関連の論文を執筆し、著書をまと

めるようになったからです。

　それらの仕事に着目して、京都文教大学新設のお

りに京都文教大学では他大学に先がけた新しい試み

としてジェンダー論のポストをつくる、比較文化論

の視点を生かした授業をしてください、と声をかけ

ていただきました。ちょうその頃、私のライフサイ

クルでは、京都に住む親たち三人が同時に病気で倒

れるなど深刻に介護を必要とする時期になっていま

したから、愛知県から京都に根拠地を移すことがで

きてたいへん助かりました。どうじに、私のジェン

ダー研究関連テーマにも高齢者問題があたらしく加

わりました。

Ⅱ　ことばを持つことについて

　職歴のつぎに研究についてお話する前に、も

っとさかのぼって子供時代の思い出にふれることを

おゆるしください。文化人類学に無文字文化という

用語がありますが、私は日本列島のふだんの生活に

無文字文化があったことを辛うじて知る世代に属し

ます。文字をもたない人との日常接触の記憶がよみ

がえるとき、私は言葉になる世界のほかに言葉にな

らない、はかりしれない果てのない世界があるとい

う感覚をもちます。それを言葉で表現しようとする

のは矛盾ですが、人はそうやって未知の深い海から

新しい言葉と認識をくみ上げてきたのではないでし

ょうか。

　じっさいに私が知っていた文字を知らなかった人

というのは、私の祖父の母親、私の曾祖母です。私

の子ども時代前半は太平洋戦争期でしたので、たい

ていの家庭の父親は戦地に行って留守でした。私の

母親も、自分ひとりでは子どもたち全部を食べさせ

ることはできない、また空襲で子供が全員一度に死

ぬことは避けさせたい、といういかにも現実主義的

な判断から子どもたちのうち、私一人を自分の父親

である祖父に託しました。三歳くらいのときです。

祖父の家に着いた日に、祖父が頭髪の白い女性を指

してこれは白ばあちゃん、頭髪の黒い女性を指して、

あちらは黒ばあちゃん、と私に教えました。祖父の

妻と祖父の母でした。子どもの私はすぐに、うちに

はオジイチャンと白バアチャンと黒バアチャンがい

るのだ、と黒白を使い分けるようになりました。そ

の白バアチャンが字を知らない人というのは３歳児

にはわかりません。言葉数の少ない人が、幼女の乗

った３輪車に紐をつけて家のなかの廊下をゆっくり

ゆっくりとひっぱってくれた茫漠とした記憶がある

だけです。

　ですからこれは曾祖母が亡くなってからのことで

すが、祖父が自分の父親は中国地方の村で小さな寺

子屋をひらいていたという話をしたことがありまし

た。幕末から明治のはじめ、次男坊であった曽祖父

は寺にはいって僧侶になるはずでした。しかしある

日寺をでて、東へ東へと歩いて大阪まで行き、何を

おもったか英和辞典一冊かかえて村に帰り、寺子屋

を開いたのだそうです。若死していますから多分、

戸外労働ができないほど体の弱かった人だったので

しょう。英和辞典はどうなったのか、彼の人生にそ

の本の出番はなかったようです。寺子屋で教えたの

は四書五経、つまり漢文素読です。気難しい曽祖父

は妻をめとること３度、そのたび離縁、曽祖父はわ

がままな男だったと思われます。さいごに嫁にきて

落ち着いたのが言葉数の少ない、文字を知らない曾
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祖母だったということでした。

祖父は小学校にあがるまでに寺子屋に来る青年

たち、少年たちにまじって、その父親から生涯で知

る漢字すべてを教わったといいます。しかし曽祖父

は祖父が学校に行く前に死にます。父親のいないあ

る日、彼が机にむかって父の生前と同じく声をあげ

て漢文素読をしていると、突然、台所から母親が出

てきて、「お前まちごうとろうが、父さまの読みと

はちがう」と注意したそうです。祖父が字引をひく

と母親の言うとおりでありました。門前の小僧習わ

ぬ経をよみ、のたとえどおり、祖父の母親は夫とく

らした年月、狭い家で台所仕事や針仕事をしながら、

耳からきく四書五経を覚えており、息子が間違がっ

て読むのが我慢できなかったのでした。

すでに祖父の話がわかるほど大きくなっていた

私は、私の知っていた白ばあちゃんが、私たちが字

という道具で書きとめるすべてのことを耳でおぼえ

て生きたということに畏敬の念をいだきました。た

ぶん祖父が母親を尊敬していたその気持ちが伝わっ

たのでしょう。しかし私は、その後こんどは、文字

は知っているが、学校に行くことのなかった祖父と

いう独学の人の不思議な世界に気づくことになりま

す。

祖父は、小学校へ行くと学校の先生よりたくさ

ん字を知っているからということで飛び級になって

卒業させられ、家にお金がなかったので、学校へは

行きませんでした。医者の家に住み込んで下働きの

小僧からはじめて書生になります。当時はまだ伝統

的東洋医学出身の医者を近代医学の制度にとりこむ

必要があったためと思われますが検定試験をうけて

医師免許をとる道があったそうです。書生は働いて

いた医院の先生の好意で勉強し、国家試験をうけ、

医師免許をとります。それが祖父の２０歳のときで、

２５歳までその先生のところで修行して、２５歳で

独立し、産婦人科医院を開業しました。独学の人の

頼りは書物だけなので、人より早く朝４時におきて

医学書、医学雑誌を読むなどの勉強をしてから診察

場にむかう毎日だったそうです。

祖父の産婦人科医院は後にはかなり大きな病院

になりました。評判のよい病院だったそうです。当

時死亡率が高かった産褥熱は、今でいう院内感染で

あるということを本で読んで強い印象をうけた祖父

は、病院の器具、衣類などを徹底して煮沸消毒しま

した。素朴な方法ですが、その努力のかいがあって

入院患者の死亡率が低く、そのことが患者の口こみ

で広がっていったから病院が流行ったのだ、と昔祖

父の病院で看護婦をしていた人が教えてくれたこと

があります。しかし彼は４５歳のとき、とつぜん病

院をたたんで、京都にひきこもり、読書三昧の生活

に入ります。自分はいいかもしれませんが、その妻、

つまり私の祖母は看護婦学校を出た助産婦だったの

で、彼は自分の病院をたたむことによって、とつぜ

ん妻の仕事場を奪ったことになります。とうぜん夫

婦仲はよくない。嫁姑の仲も悪い。そんな高齢者家

庭へ小さな子供が送り込まれてきたので、三人がよ

うやく口をきくようになったのかもしれません。

子どもの私は大きくなっても祖父にぜったい信

頼をよせていました。病気や怪我のときつきそって

くれる人、困ったとき助けてくれる人、何でも教え

てくれて知らないことがない人だったからです。祖

父は、私が中学生になったときにお祝いに万年筆を

くれました。高校入学も、大学入学もよろこんでく

れましたが、お祝いをもらったのは中学入学のとき

だけでした。私には祖父は自分が行けなかった中学

校に孫がゆくことを心底よろこんだのだということ

がわかっていたように思います。ですが、中学時代、

私は勉強があまり好きになれませんでした。中学生

は本質的なことを考えてしまう年齢です。私の悩み

は言葉についてでした。

中学校から英語を習います。同時に国語の時間に

文法があったのです。英語文法の用語と日本語文法

の用語は今でも同じだったり違ったりします。私に

は、それがどうしても理解できませんでした。つま

ずきの石の一つが日本語文法の「形容動詞」だった

ことを覚えています。英語文法にも日本語文法にも

形容詞、動詞がある。だけどこの形容動詞とは何か。

英語文法には前置詞があり、日本語文法には助詞が

あるが、何がどうちがうのか。先生に質問しように
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も質問がことばにならない。悪いことに中学２年生

になったとき、漢文の授業がはじまりました。さあ、

大変です。漢文は文法ぬきで、返り点で読み方を教

えます。漢文にはなんだか述語らしきものもないよ

うに見える。日本語、英語、漢文のあいだで私の頭

は混乱し、せっぱつまりました。

そのとき、私は祖父には漢文が読めるというこ

とを思い出しました。どんな言葉で質問したのか、

それは覚えていません。ただ、祖父がゆっくりと私

の目をみて静かに「ぼくにはそれは分からない」と

言ったことだけを覚えています。たくさんの本をよ

んで、何でも知っているはずの祖父が「分からない」

と言う。子どもにとって偶像の落ちる残酷な瞬間で

す。そのとき私は、とつぜん、独学の人の混沌とし

た世界認識をかいま見ました。じつは祖父がドイツ

語の通信教育をうけたときのノートが残っており、

彼はドイツ語を漢文のように返り点をつけてよみく

だし、「汝すべからく学校へゆくべし」などと漢文

調で翻訳していました。彼は手持ちの材料で自分流

に彼の認識世界を組み立てている。人類学者ならブ

リコラージュと呼ぶようなやり方です。それで立派

に生きている。しかしもし全体の構造を把握したい

のなら理論が必要である、それを教えるのが学校だ

ろう、と祖父が言おうとしているような気がしまし

た。そしてまた、祖父は自分が知らない、自分の手

持ちの言語ではくみ上げることのできない認識の世

界があることを知っている人だということにも気づ

いたように思います。

私はそのときようやく、日本語と英語と漢文と

は、それぞれ別の構造をもつ言語として教えられて

いるのだということに気がつきました。そのほかの

数学、生物学、歴史などすべての教科が別々の構造

をもつ言語のようなものだとも思いました。学校で

は質問はしませんでした。国語の先生と英語の先生

と漢文の先生はきっとそれぞれの言語の構造を説明

する理論をもっておられるが、構造と構造のあいだ

の、今あるそれぞれの理論では説明がつかない部分

については祖父のように「分からない」とは答えず、

そのような部分は「ない」、「ないものを見てはいけ

ない」と答えるのではないかと恐れていたのだと思

います。こうして私は本質的なことを考えることは

やめて、普通の子どもになって生き延びることがで

きました。でも研究者になるということは、ときど

き私が中学生のときに陥ったような内面の危機がめ

ぐってくるということではないか、と思います。

Ⅲ　私の女性史、女性学、ジェンダー研究

フランス文学を専攻した私がしだいに専攻分野

をずらし、それぞれの時期に自分のテーマをみつけ

た理由を説明しようとすればできるかもしれませ

ん。でも実際には、偶然の出来事と数々の出会いが

そうさせました。私たちはひとりひとり一度きりの

人生の当事者ですが、すべてを自分から作るのでは

なく、偶然を材料にして必然をつくるのではないで

しょうか。

学生時代、当時の大学では少数派であった女子学

生たちが、助け合って生きるために集まってつくっ

た研究会がやがて女性史研究会となりました。まだ

女性史研究会ができていない頃、ある集会で議論を

したことがあります。ひとりの同級生が、「家事労

働は労働とはみとめない」と発言しました。私はと

っさに「でも家事労働はみんなが生きるために必要

な仕事でしょう。家事労働も労働だと思います」と

発言しました。というのも、私はほかの同級生より

早く学生結婚をして、大学院生をしながら毎日、２

人の子どもを保育園におくりむかえし、ご飯をつく

り、掃除洗濯をしていたからです。そのうえ、アル

バイト労働をする必要がありました。二重、三重負

担です。むろん夫も家事をしましたし、同級生たち

の心強いサポートもありました。それでも毎日、睡

眠時間を削るので、私はへとへとです。家事をどん

なにきりつめても日に４時間、５時間、６時間とと

られます。これが労働でないなんて、という言い分

でした。

でも発言者は自信をもって「労働とは交換価値を

生む働きを指します。あなたがいうのは使用価値の

ことです」と型どおりの返事を返し、誰も私をサポ

ートしてくれません。当時はマルクス主義経済学と

唯物史観の時代です。「それって、マルクスも近代
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主義者だということじゃない」とさらに反論すれば

よかったのですが、その言葉が出ない。マルクス主

義理論がすべてを説明するかのような時代でした。

でも、そのことを理論的に説明したのが１０年後の

マルクス主義フェミニズムだったのです。家事労働

が家族愛の名のもとで行われる不払い労働である理

由は、性別分業でなりたつ近代家族制度にあること、

家族扶養賃金があるというフィクションにもとづい

て、たとえ同一の賃労働をしても家計補助労働とみ

なされると賃金は低くなることなど、その仕組みを

明らかにしました。マルクス主義フェミニズムは、

ほんとうは批判的マルクス主義フェミニズムと呼ば

れるべきです。

この話には、３０年後につづきがあります。京都

文教大学に大学院が開設されたとき、ひとりの受験

生が口頭試問で研究計画をきかれるや、「私は私が

アルバイトをすると、時間給で支払われるが、おば

あちゃんの仕事の全部とお母さんの家事とは、労働

とよばれず、賃金が支払われることがないのは何故

か知りたい。それから私がアルバイト先まで自転車

で走ってゆくその時間は労働にカウントされない、

その理由を知りたいのです」という意味のことをし

どろもどろに言うや泣き出してしまいました。私も

面接委員だったのですが、おもわず彼女に声をあわ

せて泣きたくなりました。３０年前の私が彼女の姿

をしてそこにいたからです。

私はようやくの思いで「あなたが述べたその問

題こそ、この３０年間の女性学の主要テーマだった

のよ。先行研究があるのですから、続きを考えるこ

とができるから大丈夫」といいました。入学すると

私のゼミに来たので、私は始まったばかりの介護保

険の現場を調査地とすることをすすめました。介護

保険制度により介護の仕事は労働になったばかりな

のですから、彼女のテーマにぴったりです。彼女は

ヘルパー養成講座に３週間かよい、資格をとること

からはじめてやがて現場に入ってゆきました。

彼女の調査と論文から私は多くのことを教えら

れました。ヘルパーさんたちにはさまざまな勤務条

件のなかから働き方をえらぶことができます。２４

時間介護体制のどの時間帯に勤務可能か、週に何日、

何時間、現場ではたらくことができるか、それによ

り、時間給も、社会保障のあり方もちがう。各人の

選択の背景にはその人が他の家族を扶養する主たる

働き手なのか、他に働き手がいるのか、家に自分の

賃金のすべてをいれるのか、そうでないのか、また

出勤のあいだ家事をしてくれる人手があるかない

か、介護ヘルパーをするほかに自分の家族にさらに

被介護者がいるかいないか、の別があって、それが

労働条件を選択させているのです。選択の自由があ

るようで、じつはそうではない。介護に家族外から

の参加があることで、閉ざされてせっぱつまってい

た家庭が外へむかって開かれ、そのことによって高

齢者もその家族も新鮮な空気を吸うことができるよ

うになりました。でもそこから次ぎの問題が発生す

る。ヘルパーさんたちから、「ヘルパーは社会の嫁

か」、という強烈な疑問の声があがる。論文は主婦

たちが介護労働者となったからこそ、労働の当事者

として家族と労働の両方をジェンダーの問題として

問うことができるようになったところまでを共感を

こめて見ていました。今日会場にいる論文の執筆者

は、今も介護の現場で働いています。

話をもとに戻しますと、私は大学院をでるとオ

ーバードクターにならずに、就職することができま

した。１９６０年代後半になると多くの女子学園が

４年制女子大をつくり、女子学生亡国論がでるほど

大学進学率があがったのでした。私は新設なったば

かりの帝塚山学院大学に就職しました。優秀な学生

たちと、共学の大学にかわらないカリキュラムと施

設、研究制度です。はつらつとした学生たちといっ

しょに不慣れながらそれだけに新鮮な授業にとりく

んで、私は元気だったとおもいます。でも一つだけ

気になることがありました。ときどき、学生が私に

何故結婚したのか、子どもはどうしているのか、と

たずねます。気がつくと、大学には就職部がない。

学生たちの出口は用意されていない。会議でたずね

ると、男性の先生方が、学生は全員が結婚しますか

ら就職部の必要はありません、といわれる。はじめ

て学生たちが私を、男性というジェンダーに分類さ

れる教師と母親役割をもつ女性というジェンダーの

両方に所属する両棲動物のように見ていることに気
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づきました。

私が女性史研究会で女子大論を報告し、論文を

書いたのはその頃でした。私は現状分析をした後で、

考える力と表現力をもったが出口を用意されること

のない大学卒業生を大量にうむことによって、何が

起こるかを予想しています。「この層が本当に力を

もつためには自分たちの行動と表現の形を見出さな

ければならないだろう。女子大が年々おくりだす卒

業生の量がいつか社会の女性観をかえる要素をもっ

ている」。予想はあたりました。彼女たちこそ団塊

の世代の女性たちであり、ウーマンリブ運動をはじ

め、フェミニスト運動から女性学を生み出す世代で

した。他方、団塊の世代は結婚率の高い世代です。

実際、私が出会った帝塚山学院大学卒業生の９割以

上が結婚をすることになります。そしてその後「阪

大教養第１００３号」による公募人事をめぐる訴訟

の原告となって一旦、大学を出て在野の研究者にな

った私は、彼女たちの世代と市民講座で再会しまし

た。じっさいには市民講座にはさまざまな生育歴と

職業の人たちがやってきました。子連れで講座にや

ってきて、保育を請求し、どんよくに学び、発言を

はじめ、労働とは何か、家族とは、子供を生む、生

まないは誰がきめるのか、と次々と根本的な質問を

つきつけてくる相手にたいして、格闘しながら私は

近代家族論という後のテーマをそこで育てつつあっ

たのでした。

前記の訴訟は公募人事による裁判を考える会の

支援をうけてたたかい、全面勝訴しました。１０年

後に私はもう一度、大学教師になりました。理論が

必要であることを身にしみて感じ、そのためには研

究室と研究時間が必要だったからです。中部大学は

その二つと研究仲間を与えてくれました。研究仲間

は学内だけでなく、各大学との研究交流、それから

海外へもひろがりました。ありがたかったです。中

部大学にいた間中、私は大学に隣接するニュータウ

ンにひとりで住んでいました。単身赴任です。週末

だけ家族の住む京都に帰りました。団地の窓からは

無数の瞬く窓の明かりがみえます。私は毎晩それを

眺めて考えていたのですが、何を考えているかはな

かなか言葉になりませんでした。ただ考えることの

できる自分だけの時間と、そして信頼できる研究仲

間とをもつ幸せを自覚していました。私は外国語教

室の同僚たちと、対照言語学の方法で、言語調査を

していました。住まいに関する語彙を日本語、英語、

ドイツ語、フランス語のちには中国語で比較すると

当然、一つの単語と一つの単語また指示物と指示物

のあいだにズレがあり、隙間もあります。そこから

考え始める比較文化論でした。ひとつ大きな発見が

ありました。日本語の「家庭」という単語が、とく

べつな単語であるということがわかったのです。

まず「家庭」は英語のホームの翻訳語をさがして

中国の古典で使われている「家庭」を最終的に採用

した明治の新語であること、しかも中国をはじめと

する漢字圏に逆輸入されて主に各国の家族政策の用

語として広まったという語源的な特徴がわかりまし

た。良い家庭、明るい家庭、健康な家庭など、この

単語はネガティヴな形容詞よりもポジティヴな形容

詞をとるという特徴がある。動詞との組み合わせは

もっと面白く、家を継ぐとはいうが、家庭を継ぐと

は言わないから一世代かぎりのものを指すらしい。

家庭は空間ではあるが、家庭で食べるとか、家庭で

死ぬとはあまり言わず、具体空間というより抽象的

である。さらには、家庭は小学校のプリントにご家

庭と頻発されるように人格をもった法人、あるいは

団体をあらわすこともある、などです。そこから出

た結論は「家庭」という語には、あるべき家庭規範

が最初から含まれているというものでした。

この結論が、後に私の近代家族論に成長します。

「家」家族から「家庭」家族が分離し、「家庭」家族

から個人が出現するとき社会道徳の規範はどう変化

してきたか、近代以後にはひ弱な個がお互いにどう

集まり、どう助け合うのだろうかという近代家族論、

家族の住まいの変遷を見る住宅論は、京都文教大学

のジェンダー論と文学論の授業をしながらしだいに

構想をふくらませてゆきました。著作年表にある『借

家と持ち家の文学史』（三省堂、１９９８年）、『住

まいと家族をめぐる物語』（集英社新書、２００４年）

が、京都文教大学で書いた本です。ここに着任した

第一印象は前任の中部大学とおなじく、ニュータウ

ンに隣接した大学である、まちがよく似ているとい

うことでした。ここで住宅論と地つづきのような都
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市論、なかでもニュータウン研究をはじめるであろ

うという予感がありました。そのとおりになり、「ニ

ュータウンのジェンダー変容」（２００１－２年度

科研基盤研究 C２）他の共同研究をまとめました。

京都文教学園はまず共学の４年制大学を新設し

て、女子学園が共学の学園になってきました。だか

らジェンダー論の科目をおいたのだと思います。第

１年目、私のゼミの学生は女性ばかりでした。しか

し２年目には男女半々になり、以後、男性が過半数

になることもあり、女性が半分を超えることもあり、

です。

最初に男子学生が２人連れ立って研究室へ来た

ときはおかしかったです。ひとりが、「先生、こい

つの悩みを聞いたって。彼女にむかって、俺につい

てこい！って言うて後ろを振り向いたら誰もいいひ

んかった、それがこいつの悩みなんや。どうする？」

というのです。それから２人は私はそっちのけで、

どうしたら女性をひきつけることができるか、を

延々と議論し、最後にもしかして、ついて来いでは

なくてついてゆくわでもいいんか、とか、ついてこ

い、ついてくではあかんわ、いっしょにゆこか、かな。

しんどいときは待ったるし、あんたも待ってや、で

ええんかな」とごく普通の結論にたっしていました。

またゼミの過半数が男子学生であったとき、男

子学生になぜジェンダー論のゼミに来たの？とたず

ねると、女性はこのごろ理論武装してるやん、うっ

かりすると言い負かされるからこちらも理論を身に

つける、なんで女性には結婚永久就職というもう１

つの道があるのに、男性にないのはなんでや、なん

で男は妻子を養わなくてはならないのかを考えるた

めにきた、なんで女だけ化粧できるんや、僕かて化

粧したいし、きれいな色の服がきたい」などなどの

声が噴出しました。ジェンダー論の授業は、学生た

ちの反応の１つ１つがおもいがけなく、また新鮮で、

私は現代社会のもっとも良質なインフォーマントに

出会っているということを感じていました。

それから、京都文教大学では図書館で鶴見和子

文庫にめぐりあいました。鶴見和子さんは１９５０

年代に、これまでの学問は研究対象を客体として、

モノとしてあつかってきたが、これからはそうでは

なく「自己をふくむ集団」の研究をはじめなくては

ならないと何度も言い、働く人たちがはじめた生活

記録運に参加しました。私はなんだか不思議でした。

私たちの世代は大学院時代から、これを解き明かさ

なければ自分が生きてゆくことができない問題がこ

れだ、と思いつめて「自分をふくむ集団」の研究を

はじめ、女性史、女性学、ジェンダー研究とすすむ

につれて異性という他者、異文化という他者を視界

にいれることができるようになり、他者をふくむ世

界について考え始めました。鶴見和子さんと私たち

は逆ではないか、と不思議であったのです。でもし

だいに鶴見和子さんが、当事者が自分のことばで自

分の問題を表現していいのだ、ことばを獲得しなさ

い、と早くから言ってくださったからこそ、次世代

の私たち戦後の女子学生は当初から「自分をふくむ

集団」の問題をとりあげることが許され、女性史、

女性学、ジェンダー研究の道をきりひらくことがで

きたのだ、と気づきました。

Ⅳ　ことばをリレーする

「言葉をリレーする」は、私が『環』という雑誌

にたのまれて、京都文教大学図書館にある鶴見和子

文庫について書くようにと依頼をうけて書いた文章

につけた題です。副題は「鶴見和子文庫をひらいて」

でした。鶴見和子文庫にかんしては人間学研究所で

２００６年度に４回の連続シンポジウム「鶴見和子

の仕事と鶴見和子文庫から思想と方法論の水脈をさ

ぐる」を行いました。２００７年度には６月にすこ

し大きなシンポジウム「生活綴り方から『戦後』を

考える」を企画し、子どものための生活綴り方から

出発した農民文学の作家である山形県の佐藤藤三郎

さんとおとなのための生活記録運動をはじめた澤井

余志郎さんをおまねきして、農業地帯の戦後６０年

の変遷と深刻な過疎の問題、石炭から石油へとエネ

ルギー革命を行った工業地帯の戦後６０年と石油コ

ンビナートから発生した公害問題について報告して

いただきました。私はシンポジウムを準備するため

に佐藤藤三郎関連年表と澤井余志郎関連年表と社会

変動年表を併記した「つづけ読み、ならべ読み年
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表」を作成しながら、そこから戦争と経済の高度成

長という大きな事件、その結果としての産業構造の

激変と人口大移動という生生しい現実がうかびあが

るのを見て胸の鼓動をおさえることができませんで

した。私たちの誰ひとりとして、社会変動の波をの

がれることができない。すべてが関連します。京都

文教大学の共同研究が長年とりくんだニュータウン

という空間もまた、この年表にあらわれた人口大移

動の受け皿でありました。

女性史、女性学、ジェンダー研究の分野で私が

してきたことは、鶴見和子さんが共感した生活記録

運動を別の形で始めたのではなかったのか。中学を

卒業すると四日市の紡織工場に集団就職し、そこで

澤井さんとともに生活記録運動をはじめたかつての

女性労働者、現在は農村の大黒柱となっている女性

たちは、昨年６月のシンポジウム会場に来てくださ

いました。私はこの方たちとほぼ同世代です。

しかし研究者となって言葉と理論を手にいれる

ということは、自分の出自をなかば裏切るというこ

とでもあります。私は生活記録運動の方々とおなじ

く自分の生活をテーマにして研究を行ってきまし

た。生活を政治や経済と別物としてとらえるのでは

なく、個々人の生活こそ政治と経済の舞台であるこ

とを明らかにし、生活の側から政治や経済をとらえ

てやろうとして悪戦苦闘してきたつもりです。しか

し、私は私が問題を発見する手助けをしてくださり、

一緒に考えてくださった方たちにお返しをすること

ができるのでしょうか。

人類学にはネーティヴ・アントロポロジストと

いう用語があります。ネーティヴは原住民のことで

す。アントロポロジストは人類学者で、もともとは

ネーティヴの文化を対象にして研究を行う人のこと

です。ですから原住民にして人類学者であるネーテ

ィヴ・アントロポロジストとは、形容矛盾のある、

落ち着かない存在です。文化人類学者にたいする情

報提供者であり、通訳であったインフォーマントが

人類学の言語と理論を獲得してネーティヴ・アント

ロポロジストになって何をするのか。出自集団から

みれば裏切りと貢献のなかばする存在であるでしょ

う。しかし矛盾的存在であるネーティヴ・アントロ

ポロジストは、人類学そのものの言語と理論を変え

る可能性をもっているはずです。私もまた、文字を

もたない人たちに育てられて、やがてことばと文字

をもつ研究者になりました。出自集団にたいして裏

切りと貢献とがあいなかばする存在である点におい

て、自分もまたネーティヴ・アントロポロジストに

近い存在であると感じています。

私は研究者となったことで育ててくれた人たち、

研究テーマと研究対象を提供してくれた人たちにた

いし、返すことができない負債を負っているように

感じます。このような負債は、原則として借りた人

に返すことはできません。次の人に返すことになり

ます。それが「ことばをリレーする」ことの１つの

意義でもあるのではないでしょうか。

もう１つ、自分がかつて発した言葉を引用して私

の報告を終えます。「一度よく出会ったものたちは、

いつかどこかで再び会う」。きょうの会場がすでに

この予言を実現しているとうれしいです。そして、

またどこかでお会いしましょう。さようなら。あり

がとうございました。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（了）

　

こうして今、幾度目かの出発の時期がめぐって

きている。グループ・光の領分では、働き盛りであ

ったかつて真ん中組も労働市場の外へでる年齢にち

かづきつつある。私自身は上記のように本年３月に

定年退職をし、自由の身になった。しかしたとえ労

働市場から排除されようとも、老いはけっして、人

生の終わりではない。高齢者はあくまでも若者と同

じく現代を生きている。思考もすれば活動もし、発

言する。老いが、未知の冒険への出発であるとした

ら、この文集をつくることがすでにその冒険の第１

歩である。
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学校という私の居場所

大和　政子

Ⅰ　新しい発見

１９６１年３月２１日、私は中学校を卒業と同

時に印刷関係の会社に入社しました。当時の女性の

多くがそうであったように、私も結婚したらすぐ退

社するつもりだったのですが、結局、３２年間、同

じ会社に勤めました。退職は１９９３年３月１５日

です。その間に結婚して２児をもうけました。

　夫とは見合い結婚で、姑と同居することになりま

した。私は出産と同時に退職を考えたのですが、夫

は「台所に女２人いる必要はない、お前が仕事をつ

づけられるんやったら、続けてくれ」と言い、私も

外へ出るほうが、気が楽なので仕事をつづけました。

　会社は印刷関係の中企業で、従業員は１５０名く

らい、私の部署は検品で、女性の多い職場でした。

インク汚れや文字欠けなどのチェックをする仕事で

す。午前８時３０分から午後５時までが勤務時間で、

昼休みが１時間です。残業は午後７時まで、２時間

ほどでした。姑は体が弱いほうであったが、家事一

切をひきうけ、子どもたちの幼稚園送迎もしてくれ

ました。

　それでも私は姑関係、子育て、仕事の人間関係な

どに悩むことが多かったのです。そんなある日、仕

事からの帰り道にある地下鉄駅の告知板で、たしか

大阪市政だよりに婦人問題講座が受講生を募集して

いるのを見つけ、応募しました。仕事が終わってか

らの夜の講座は女性史講座でした。

　女性史講座「近代文学に表れた家族と家」では、

３冊の小説を読まされてしんどかったのをおぼえて

います。「いろりばたのある家」を出て「茶の間の

ある家」に移る島崎藤村『家』、「茶の間のある家」

から「リビングのある家」の小島信夫『抱擁家族』、

そして「リビングのある家」を出てビルのてっぺん

でここからどこへゆこうかと女主人公が考えている

津島佑子『光の領分』です。

  『光の領分』の女主人公の自由な行動には目をみ

はりました。私自身の世界とはまったくちがってい

ました。私の家では仏教の教えが基準でした。常に

男をたてて、女性は脇から男性をもちあげる感じで

す。講座の頃も自分自身、宗教活動に没頭していた

ので、他の世界のことは知りませんでした。『光の

領分』の女主人公のように自分で考え、自分の好き

なように行動するなど、私の場合には考えられませ

んでした。

　講座で平塚らいてうという女性がいたことも知り

ました。私はこんな人知らなかったのですが、受講

生たちはほぼみんな知っていた様子でした。ショッ

ク！！　西川先生はおっとりなさった人柄と記憶し

ております。毎週一回の講座は刺激になり、講座の

後でみんなと飲みにいって話をすると、小説の中だ

けでなく、現実にも自由に生きている人たちがいる

とわかりました。当時の私のまわりにはそんな人は

おらず、私自身はどこまでも相手をたて、自分は我

慢する生活でした。

　講座２年目には「水先案内人」グループに入り、

読売新聞朝刊に連載されている身の上相談欄「人生

案内」に見る女の悩み１０年分を分析しました。グ

ループは石田さん、関さん、東野さん、浜田さん、

大和の５人でした。私はみんなについてゆくのに必

死でした。女の悩みがこんなに様々あるなんて知ら

なんだー、まったく。
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　講座が終わると最終的にはグループ・光の領分と

なるのですが、みんなで映画「マルサの女」を見に

行って感想を言いあったり、花見だとか、水上バス

に石田さんの子ども、関さんの子ども、私の子ども

が一人ずつ一緒に乗ったり、友達が増えました。

　また、大阪市立婦人会館にはその後も１９８７年

５月２８日から「昭和文学」という夜の講座に行き

ました。「光の領分」の石田さん、両下さんも一緒

でした。

Ⅱ　心の息吹－中央高校入学と卒業

　私が勤めた会社は女性の定年は４５歳、男性は

５５歳でした。私はその後２年、嘱託として働きま

した。退職した年の春、１９９３年４月８日に大阪

の天満橋近くにできた中央高校に入学しました。単

位制と従来の夜間高校の制度をミックスした新しい

高校ができたというので志願したのです。

　４月８日午後２時より入学式で桜が満開でした。

この光景は今でも目に焼きついております。私自身

の娘と同じ年齢の若い人たちと一緒に学生となり、

学校に来るのを本当に楽しんだのです。新しい知識

が身につく喜びをひしひしと感じる一方、なかなか

教わったことが頭に入らず悩むことが多い日々でも

ありました。でもクラスの人たちに励まされて一生

懸命に定期テストの勉強会に参加して何とか試験を

乗り切ってこれました。また３年生の文化祭では、

みんなの努力と練習の成果があって盆踊りの楽しい

思い出つくりができ、人と人のふれあいの温かさを

胸に感じました。

　生まれてはじめてのスキー講習会に参加し、雪の

上を嘘のように滑べれた時の喜びはなんとも言えな

いものでした。先生は「スキーを滑るのもいいが、

自然に接し、野ウサギ、シカなどの動物の足跡を発

見するのもなかなかいいものだぞ！！」とおっしゃ

ったが、私はスキー板と雪との格闘で精一杯でした。

３日目になって初めてちょっぴり滑れました。少し

心の余裕ができて空をあおいだとき、澄み切った青

空に吹く風がほほに気持ちよくあたりました。なん

と素敵な自然が目の前に広がっているのだろう。雪

と自然と青空。

　若い同級生の中で私はみんなから「お母さん」と

呼ばれ、それが仇名でした。先生も私より若い方な

ので、美術の先生などは私のことをみんなの前で「お

母さんはなー」と言ってくれました。夜食のときに

はサラダをつくってみんなと一緒に食べました。昼

間は働き、夜勉強しているクラスの若者たちを見て、

自分も頑張るぞ！！と思い遅刻、欠席は絶対にしな

いと自分に言い聞かせて三年間の目標にしました。

中央高校卒業は１９９６年３月１０日です。

Ⅲ　浪速短期大学入学と闘病
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　１９９６年４月２日に浪速短期大学保育科に入学

しました。私を含めてほぼ同年齢の三人が一緒に入

学しました。ところが大学の体育の時間にとつぜん

右肩に痛みが走り、腫瘍ができていたのでした。夏

休みにはいってから大阪の森之宮成人病センターに

入院、病名は類腱腫（デスモイド）でした。７月

３１日からステロイドホルモンの投与がはじまり、

頭の髪の毛は抜ける、食事もできない！！　

　８月２２日に手術して腫瘍４００ｇを摘出し、

３７針ぬいました。ベッドにねたきりで、モルヒネ

注射をうけ、吐き気と倦怠感に苦しむ。健康にかん

しては自信をうしないました。９月１５日に退院し

ますが、学生２年目の初夏にまたまた病気にかかり

ました。

　１９９７年６月１２日に身体不調を感じ、講義を

うけることができない。目がかすみ、左指先がしび

れ、まるでクーラーがはいったときのような感じ

の冷えが足元からはいあがる。風邪かと思ったが、

１８日になると両手両足が不自由になり、トイレに

も行かれなくなり、これって！！何？？　目もだん

だんと悪くなり、物が二重、三重に見える。

　成人病センターの先生に診察してもらいました

が、先の病気とは病名がちがうので他の病院へ紹介

されました。６月１６日に、ある個人病院に入院、

しかし原因不明のまま前日よりもさらに病状がひど

くなる。全身、身動きができない。手足が不自由で

動かない。食事も看護婦さんや娘に食べさせてもら

わなければならない。ベッドの横にオマルを置いて

もらったが、それでもひとりで用をたすことができ

ない。担当の先生が一生懸命に原因を探してくれる

が・・・。四肢脱力。全身倦怠。過換気症候群。キ

ランバーレン症候群、等など。

　結局、何万人に一人というキランバーレン症候群

という病名でした。家族も担当の先生もみんな努力

してくださったおかげで、私も少しづつではあるが

リハビリに励むようになりました。先に成人病セン

ターで手術をしてくださった女性医師に今回もお世

話になり、やがて何とかではあるが、体が動くよう

になったのです。ありがたいことー。自分で食べ排

泄できるということのありがたさ。当然できること

ができなくなったときの身体のこわさ。健康が第一

と感じました。

　そんな折、グループ・光の領分の友人から葉書連

絡がありました。再び交友関係を復活しました。

Ⅳ　ふりかえって今

　現在の女性は、その活動も活発になっており、わ

たしの時代よりもスピードがつき、変化が速いこと

におどろきます。それに今の若い女性ははじめから

自分の生き方をつらぬくことを知っているようで

す。若い世代は必ずしも男性に頼らず、自分の方針

で働き方を決め、子育ても親の援助というよりは仲

間同士の助け合いでいろんな問題を解決している様

子。

　そして私たちはいよいよ老いの領分にはいってゆ

く。健康を失う、友達も少なくなる、居場所は限ら

れる、仕事がなくなる、といったなかで何ができる

でしょう。私は大病をしたとき、一番こわかったの

は寝たきりになることでした。みんなも同じかもし

れませんが、私はすでに経験ずみなので、老いたら

どーするか、とたびたび考えます。認知症もありそ

うなので物忘れノートをつくりました。人との約束

を忘れたり、勘違いがあったとき、身体不調もメ

モするようにしています。すでに始まっています。

２０００年３月１０日から始めたノートに２００８

年８月１日までに１０８件も記録がありました。

　これからも老いとの斗いを日々楽しく、たとえ苦

があるとしても、なんとか健康をたもって、日々を

生きて、生きたいです。
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家と家族の戦後史

吉田　孝子

１．ダイニングルームのある家からビルの屋上の家

まで

　大阪市立婦人会館（現クレオ大阪中央）で「近代

文学に表れた家族と家」という２年制の女性史講座

が始まった 1982 年、私は木造のアパートから４階

建てマンション屋上のプレハブの借家へ住み移った

ところだった。講座の中で講師の西川祐子先生から

転居歴を問われた時、かなり控えめに 28 回と応え

たが、それでもクラスの中では群を抜く転居回数で

あった。正確に数えたことはないが、学童期の疎開、

空襲、再疎開を加えると、その時点で 30 回以上の

引越しをしていたに違いない。

　新しい住いは、ビルの屋上にあった。プレハブ住

宅とはいえ、大阪が俯瞰できる景観付きの新築一戸

建てで、８畳２間に８畳のキッチンという間取りも、

夫と２人暮らしの仮の宿として不足はなかった。そ

れにビルの屋上を占有した形の住居は、ベランダが

広いという物理的な利点に加えて、隣近所の人間関

係に煩わされることもなさそうだった。マンション

ビルの屋上に立つと、周辺に高い建物が無いため、

どの角度からも中高層ビルの林立が見られ、精巧に

できたプラスティックのモデル都市のような、不思

議な空間が足元に広がっていた。私が生まれ、今は

亡き家族とともに住んだ旧い大阪の町々や、結婚後

夫と２人、漂流者のように転々と住み移った木造の

アパート群とはまったく別の、異次元の世界へ入り

込むような期待感を持って、ビルの屋上の家に住み

始めた。これで転居歴は終止符を打つはずであった。

ところが、入居して間もなく私は下の道路を大型車

が通るたびに、家全体が揺れることに気づいた。そ

れから２年、講座が終わる頃には平衡感覚が怪しく

なり、またしても転居が切実な問題となった。

　空襲で大量の家が焼失し、地域が崩壊し、家族が

離散してゆく中で私は成長した。私の家の記憶は大

阪で金庫の製造販売業を営む生家の、煉瓦づくりの

広いダイニングルームに始まる。【稲清金庫】の最

盛期には祖父の弟子たちや家事手伝いの女性を含

め、24、5 人の人たちが家族としてここで食事や

団欒を共にした。祖父母と父とのあいだに血縁関係

はなかった。今思えば、奈良の旧家の次男に生まれ、

実父母の離婚によって三歳の時に大阪の金庫屋の養

子になった父は、血縁・非血縁家族の要のような役

割を果たしていたような気がする。昭和初期のモダ

ニズムの香りがする赤煉瓦のダイニングルームは、

「稲清金庫のぼん」として育った父が、養母である

祖母の「同卓同食（親方も弟子も同じテーブルで同

じ食事を）」という長年の夢を形にするために設計

した「混成家族」の拠点であった。そこには町内の

開業医「大仁堂の」先生や野菜売りのおばさんの定

位置もあり、立ち寄った人々はコーヒーやお茶を飲

みながら、だんらんに加わった。私はダイニングルー

ムをステージに、血縁、非血縁の人々が織り成す家

族ドラマのなかに生を受けた。「総領は家の宝」と

私の誕生を誰よりも喜んでくれたのは、血のつなが

りのない、職人気質で頑固な祖父であったという。

　幼い頃の私は祖父の内弟子の少年たちを「お兄

ちゃん」と呼び、彼らから邪魔にされたり、かま

われたりしながらつきまとっていた。この 20 数人

の家族集団を戦時法の七・七禁令（奢侈品等製造販

売禁止令）が直撃したのは、昭和 15(1940) 年の７

月７日のことであった。数え年の６歳から 60 年間

金庫造り一筋に生きてきた祖父は煉瓦づくりのダイ

ニングルームと共に、工場と店舗と住居が一続きに

なった梁太い【稲清金庫】の建物の売却を余儀なく
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された。この時点で家族は最初の解体期を迎えた。

陸海軍へ志願して行く弟子たちや、職工として軍需

工場へ雇われて行く弟子や、結婚のため郷里へ帰る

２人のお手伝いを見送り、最後の金庫の荷出しを終

えて、祖父は淀川区の小さな町工場へ転居した。

　父は居抜きで買った【あべの湯】という銭湯の経

営を始めた。しかし、【あべの湯】がリニューアルオー

プンしてわずか半年後、経営者の父が３度目の召集

を受けて大阪の八連隊へ入営した。身重の母は銭湯

を手離し､ ５歳の私を頭に３人の子供を連れて祖父

の経営する町工場へ移り住んだ。半年間居住しただ

けの風呂屋の記憶は、茫漠としている。

　淀川区の小さな町工場には、３人の住み込み従業

員とともに、旋盤やシカル盤を操りながら、それ程

の技術や経験が必要とも思えない、板金の小さな

ケースを黙々と造る金庫製造歴 60 年の祖父の姿が

あった。1941年12月8日、アジア太平洋戦争が始っ

た日の朝の食卓に父の姿は無かった。戦争はすでに

始まっていて、父や、伯父や、お兄ちゃんと呼び親

しんだ祖父の弟子たちは戦場にいるはずだった。就

学前の私は、日中戦争と太平洋戦争の区別もつかな

いままに、戦地へ行った５人の家族を案じていた。

戦争末期の昭和 19（1944）年、家族やクラスメー

トに見送られて、８歳の私は１人で縁故疎開地の高

松へ旅立った。学校では「皆さんは小さいけれど出

征児童です。勝つために縁故疎開や集団疎開をする

のです」と教えられた。それから１年も経たずに、

疎開地の高松の町が空襲で焔の海となろうとは、誰

に想像ができただろう。

　縁故疎開で大阪を離れた私と入れ替わりに、除隊

して帰って来た父は、満州（中国東北部）へ軍属と

して赴任する決意を固めていた。勧誘する人の「軍

属になれば兵役が免除される」という一言に、召集

のたびに家族の運命を狂わされてきた父母は、家族

再生の望みをかけた。寒気が弛む春５月までには、

祖父母や疎開地で気管支を病む私を迎える準備が整

うはずであった。昭和 19（1944）年の 11 月、父

母は３人の弟妹を連れ、高松桟橋から連絡船に乗っ

た。乗船の刻迫るなか父は「来年の春、お父さんが

きっとお前を迎えに帰って来る。辛いやろうけど５

月までの辛抱や。お前はそれまでに元気になること、

誰からも可愛がられる良い子でいること」と言うな

り３年生の私を抱き上げた。それが父と私の今生の

別れになった。その満州の春５月、迎えに来るはず

の父は現地召集を受けて〇〇方面へ出動して行き、

再び還ることはなかった。

　煉瓦づくりのダイニングルームの食卓を囲んだ

20 数人の家族のうち、父と幼い弟を含めて戦死や

引揚げ死や空襲の死者、すなわち戦争による死者は

８人いる。30 歳の父が最高齢で、他に７人の若い

家族たちが理不尽な死を強制された。私の家族は日

本の戦中戦後の歴史の中で離合集散を繰り返し、３

分の１の構成員を失って崩壊した。

　疎開先の家の二階で、焼跡の防空壕の中で、石屋

の納屋で、外地から引揚げて来た母やその知人たち

と雑居した押入れの無い６畳１間の母子寮で、隙間

風が吹き抜けるバラック住宅で、私は無いものねだ

りをする子どものように、焼失した家のリビング

ルームや離散した「家族」たちを恋しがって１人で

泣いた。戦争が終わり、焼跡の瓦礫の町では目立た

なかった貧富の差が、戦場から復員して来た男たち

の力で、押し広げられてゆく時代であった。硝煙の

臭いを纏った男たちによって、防空壕が埋め立てら

れ、焼跡にバラックが建てられた。学校でも社会で

も正邪の価値観が逆転し、「鬼畜米英」と教えた同

じ教師が、アメリカの文明や民主主義を礼賛した。

その教室には白米の弁当を持参する子供達がいる一

方で、私のような欠食児童もいた。11 人が６畳一

間に住む引揚者、戦災者の家には１本の傘も無く、

雨の日に子供たちは登校も出来ず、誰も銭湯に行け

なかった。

　空襲で家を失い、家族が離散した後、疎開先の高

松から大阪へ舞い戻ってきたとき、私は未来に何の

希望も持っていなかった。小学校３年生から４年生

にかけて、思春期の入り口に差し掛かった時期に、

自分の属する地域社会や家族の終焉を見てしまう

と、生きる目標が見えなくなる。いつかまた戦争が

起きて、世界が崩壊してしまうのではないかという
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不安があり、どこにも定住できなかった。漂流する

歳月のなかでめぐりあった人生の同伴者と、1960

年代後半から 70 年代にかけて木造のアパートを

転々と移り住みながら、高度経済成長期に向けて市

内から空き地が無くなり、文化住宅というアパート

が建てられ、道路が整備され、繁華街が北と南に二

極分解してゆくふるさと大阪の変貌を見ていた。

　1970 年代、梅田地下街を埋める反安保のデモの

列に異邦人のような孤独感を持ってつながる私がい

た。苛酷な体験をした者が戦争を熟知しているわけ

ではない。

　デモの参加を通して、戦争を自分の言葉で理論化

し、体験を普遍化できない限り、自分にとっての戦

争は終結しないことを悟った。

２．「文学に表れた家と家族」の講座と転居

　戦争が奪ったものは家族や家ばかりではない。す

でに 1981 年から、やはり婦人会館主催の「戦争と

女性」という２年制の女性史講座を受講していた私

は、戦争によって奪われた学習の機会を取り戻すべ

く、新しく始まった夜の講座の受講を決めた。「戦

争と女性」と「近代文学に表れた家族と家」の女性

史講座を併せて、延べ４年間の受講期間は、私に訪

れた遅い青春の日々であった。２時間の講義はもと

より、世代の異なる友人たちと家族以外の話題で盛

り上がることも、レポートを作成することも、図書

館を利用することも、すべてが新鮮に感じられた。

夜の講座の受講生は、仕事を持つ人持たぬ人、現役

の大学生など様様であったが、時には講師の西川祐

子先生を引き込んで、閉店前の喫茶店「薔薇園」へ

白熱した議論が持ち越された。

　一方、マンション周辺の道路には大型車の通行量

が急増し、屋上のわが家は荒海の小船のように揺れ

つづけていた。夜になると大型車の通行量が減るせ

いか、職場人間の夫は振動被害の実態を知らず、し

たがって船酔い状態に悩む私への同情が少ない。や

がて４階から地上に降り立つと、眩暈や頭痛がする

ようになった。これでは外出も出来ない。360 度

眺望つきのプレハブ住宅に棲みながら、私は閉塞感

のただ中にあった。ただならぬ私の様子に、夫もよ

うやく真剣に転居を考えはじめた。ともかく、ここ

からの脱出が急がれた。

　結局、私たちは通り掛かりに入ったマンションの

モデルルームを見て、ほとんど衝動的にその場で入

居を決めた。まるでスーパーマーケットで野菜を買

うような手軽さで、翌日には頭金を支払い、新しい

居住空間を手に入れた。転々と移り住んだ結果、新

築のマンションの一室が私の新しい拠点になった。

ここが終着点とは思わなかった。戦争は人間の所有

欲が引き起こすテリトリー争いだと信じていたし、

幸いにして夫も私も物欲は少ない方だ。分譲マン

ションは私の平衡感覚を正常に戻すまでの、緊急避

難場所以上の意味はない。しかし、引越し癖を持つ

私がまたしても転居を決行した 1984 年、アフリカ

では飢餓が深刻化していた。眼ばかり大きな痩せた

子供たちの報道写真に咎められているような気がし

た。

３．グループ「光の領分」

　1984 年、夜の２年制女性史講座が終了した。私

たち受講生は自主学習グループを立ち上げた。グ

ループの名称「光の領分」は、講座のテキストに使

用された津島佑子の小説のタイトルから頂いた。た

またま失業中で昼間の時間帯に動ける私が代表を引

き受け、グループの形を整えて会館と「グループ連

絡協議会（連協）」へ新グループ結成の届け出をした。

グループ・光の領分は連協からロッカーの割り当て

を受け、更に連協会員の資格で、会館の印刷機の使

用ができるようになった。

　続いて大阪市の研究婦人学級の助成金を申請し、

７月に認定された。順調な滑り出しであった。毎月

の経過報告会に出席、レポートをまとめ、他のグルー

プとの交流会にも参加して、主婦であった私の日常

はにわかに多忙となった。

　1985 年は国際婦人年 10 年の最終年にあたり、

７月には世界の女性たちがナイロビに集まって会議
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を開くことから、国内でも様様な分野での女性の活

躍が期待されていた。そうした動きは “ グループ連

協 ” にも波及し、連協役員会では会館側の意向も容

れて女性史・女性論の終了グルーフからそれぞれ一

人ずつの新役員を選出する方針を決めた。その結果、

私は学習グループ「光の領分」の代表として 1985

年度の連協役員に選出され、その新役員会の決定を

経て副会長を務めることになった。定例会の議案作

成、役員会の開催、年３回の「連協ニュース」の編

集と発行、“ 連協まつり ” の開催、文化講演会の開催、

グループ例会開放事業など、副会長就任と同時にす

ぐにも取り組まなければならない数々の［仕事］が

私を待っていた。私が編集・発行を担当した文字通

り手作りの『連協ニュース』には「光の領分」の紹

介記事や、再就職をした「夕陽丘女性史グループ」

の仲間からの寄稿や、国際婦人年 10 年の最終年に

ナイロビに集まる世界の女性たちへの共感を込めた

編集後記に、「学び合う連協」としての特徴を出した。

「光の領分」は会館二階の和室で新しいテーマでの

学習を始め、印刷機を使ってグループ誌「いろりば

た」を発行するなど、自主グループとして活動の幅

を広げていった。

　西川祐子先生たち３人が共訳された『女性とは何

か』上下２巻をテキストに、読書会を開くことから

始まった自主活動については、『ほんねの広場』か

ら復刻した「リビングルームからどこへ？」に詳し

い。『女性とは何か』はパリで開かれた「女性であ

ること」と題する国際シンポジュウムに、生物学、

社会学、心理学の各分野の研究者から寄せられた論

文集である。私たちには社会の仕組みの中で、女性

であること、女性として生きることを強制されてき

たという思いが強くあった。制度や慣習は社会が変

れば変るはずである。しかし生物学の分野で女性は

どう位置付けられているのだろうか。人は種として

生き残るために有利な条件を選び続けた結果、女性

は男性と違う経路を通って女性として進化したので

はないだろうか。私にとって生物学はともすれば深

く惹きこまれそうになる、危険を孕んだ魅力的な分

野であった。もちろん、女性にとっても男性にとっ

ても有利な条件の裏には不利な条件が伴う。『女性

とは何か』から学ぶことは多かった。

　私たちは隔週の火曜日の夜読書会を開き、『いろ

りばた』という手づくりのグループ紙を輪番制で発

行し、共訳された三人の先生方を招き、一般の人た

ちにも呼びかけて「女性であること」をテーマに日

曜日の午後の会館で公開学習会を開いた。

　婦人会館の呼びかけに応じて、会館主催講座の女

性史、女性論を終了したグループの代表が集まり、

終了年度やテーマを超えた “ 女性楽会（がっかい）”

という新しいグループを立ち上げた。私が受講した

第一回女性史講座の修了生グループ「夕陽丘女性史

グループ」の仲間も、第二回女性史講座修了生グルー

プ・光の領分の仲間も “ 女性楽会 ” を構成する重要

なメンバーとなった。以来 “ 婦人会館女性楽会 ” は

『ほんねの広場』という文集を発行し、会館展や女

性フォーラムには一般の参加を呼びかけて「ほんね

の広場」というパネルディスカッションを開き、そ

の都度手作りの記録集を出すなど､ 学ぶ女性たちに

出会いと活動の場を提供してきた。私は毎年 “ 女性

楽会（学会）” 主催の公開学習会「ほんねの広場」

の企画から司会進行まで、プロデューサーとして関

わった。

　私の広場での［仕事］は、テーマを設定し、問題

提起をする発表者や、婦人会館の職員の方との打ち

合わせを重ね、さらに当日の司会進行、後日の記録

集の編集・発行など多岐にわたった。気心の知れた

「光の領分」の仲間には何度か発表者として登場し

てもらった。“ 女性楽会 ” のメンバーには昼間のグ

ループの人も夜のグループの人もいたが、役割分担

を決め、学集会や記録集発行のために集まって、可

能な範囲で作業時間を共有した。私は「光の領分」

と「女性楽会」と「グループ連協」のうち、どれか

の［仕事］を抱えて、バスと地下鉄を乗り継ぎ、毎

日のように婦人会館へ通った。公開学習会は一般の

人たちにも好評で、テーマを変えながら 1995 年、

阪神淡路大震災の年まで続いた。

　当時「光の領分」には最年長の浜田さん、働きな

がら母親の介護をする両下さん、唯一の男性メン

バーの二階さんがいた。二階さんはやがて金沢の介

護付き施設へ入った。今では年賀状を交換するだけ
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の付き合いであるが、「謹賀新年」の文字の横に付

け加えられたメッセージはいつも温かい。両下さん

をリーダーに金剛山へ登ったことがある。普段の運

動不足がたたり、気息奄奄の私を励ましながら、二

人分の荷物を手にした両下さんは息も乱さず頂上に

達した。彼女は週に一度の休日にはたいてい近郷の

山のどこかへ登っていた。騒がしい地上よりも山の

静寂な雰囲気が彼女には似合っていた。後に両下さ

んは中央アルプスをはじめ、北海道の大雪山など、

日本の名山の踏破をめざす登山グループのメンバー

になった。眼を輝かせながら山頂から見る御来光の

神秘的な美しさを私たちに語ってくれたのは、その

頃のことだった。やがて高齢の実母の本格的な介護

をするために彼女は二軒続きの家へ引越しして行っ

た。引越しの後、彼女からの連絡は途切れた。私は

ふと思うことがある。今もナップザックを背に、私

たちの知らない新しい山の頂上に向かって、両下さ

んは静かに歩みつづけているのではないかと。そし

てその後私たちはメンバーの中で最年長の浜田さん

を喪った。浜田さんの原稿の何編かは、『いろりばた』

その他から復刻して、出会いから 27 年目に出版す

ることになった「光の領分」の本の中に再登場させ

ている。

　私は再就職の機会を何度も見送ったが、有償で働

いた期間も、会館に集う多様なグループの結び目と

しての役割を果たした期間も、どちらも大切であっ

たと思う。たまたま私が失業して専業主婦であった

時期と、「光の領分」が自主グループとして発足し、

やがてグループの枠を超えて学習の場を広げていっ

た時期が重なり、「学ぶ女の時代」の幕開きに参加

できたのであった。逆に言えば、学ぶ女の時代は専

業主婦たちの無償の労力によって支えられていたの

である。

４．昭和の果てに

　1989 年、長い昭和が終わった。時間にすれば戦

後の方がはるかに長いにもかかわらず、昭和といえ

ば戦争の時代と応えるのは私一人ではないはずであ

る。私の父はシベリアの収容所で３０歳の生涯を閉

じ、２人の弟も祖父も伯父も戦争死者たちの数に入

る。「もしも」生きてこの日を迎えていたならば、

４度召集された果てに極寒のシベリアに棄兵された

父は、またニューギニア戦線で餓死に等しい死を遂

げた伯父は、どんな感慨を持って昭和の終焉を見

送っただろうか。東京に住む友人の手紙には「街街

の灯が消え、首都東京は巨大なブラックホールのよ

うです」とあった。

　ソ連ではペレストロイカが進められていた。ゴル

バチョフ書記長（後の大統領）の来日の手土産とし

て、日本側に発表されたシベリア抑留死亡者の名簿

が、1991 年頃から各新聞紙上に掲載され始めた。

毎朝、固唾を飲む思いで見ていた新聞の、カタカナ

の紙面の一行に、「イネ・ハガタケ」という奇妙な

名前で父、イネ・オサム（稲長武）の死は報じられ

ていた。誤記を混じえて公表された父の個人情報は、

死亡日時も場所も 45 年前に受け取った戦病死の公

報と違っていた。私には小学校６年生の時、母とと

もに列車を乗り継いで、舞鶴の引揚援護局へ父の遺

骨を受け取りに行った記憶がある。日本海に沿った

無彩色の町にはその日氷雨が降っていた。

　援護局の窓口にいた人が「最近は戦死者の遺族に

言いがかりをつける心無い人がいるので」と白布に

覆われた遺骨箱を、自分の風呂敷で普通の荷物のよ

うに包み直してくれた。遺族の胸に抱かれて故郷へ

帰る遺骨箱に向かって、素面の男が「お前らのため

に日本は三等国になったんじゃ！」と暴言を吐く事

件が起きたばかりであった。今なら分かる。次の列

車で高松へ引き返すという貧しい身なりの母子を、

哀れと思ってくれた援護局の人の優しさが。しかし、

敗戦後の日本に戦死者の居場所はなかった。母子寮

の片隅のりんご箱の上に置かれた遺骨箱の中身は、

「稲長武之霊」と書かれた薄い木札であった。こん

な板切れ一枚が、一人の命の代償であるはずがない、

父は何かの事情で帰ることができず、シベリアのど

こかで生きている、と私は思うことにした。にもか

かわらず、45 年も待たせた挙句の収容所からの死

亡報告は、誤記混じりのカタカナの一行だった。昭

和天皇の死を悼んで灯を消した国中の繁華街の、暗

い夜景が脳裏に甦ってきた。ポツダム宣言の条約を

無視し、60 万人以上の日本人捕虜を劣悪な環境の
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中での強制労働に追い立てたソ連政府と、それに何

の抗議も外交的な働きかけもしなかった日本政府双

方への怒りに、文字通り身体が震えた。私は杜撰な

戦病死の公報を受け取った 45 年前の少女ではない。

少なくとも延べ４年の講座で学んだ「知識」と理不

尽に抗議する「言葉」を持っている。

　憲法九条も知らず昭和の果ても見ず

 　　　　　　　三十の父シベリアに眠る

　父の名の混じりてあれば

　　　カタカナの紙面は重し墓標のごとく

　私の怒りや哀しみは言葉にすると、そのまま二首

の短歌になっていた。そのうちの最初の一首を朝日

新聞の「歌壇」に、二首目をやはり朝日新聞の香川

版「歌壇」に投稿した。せめて選者にだけでも父と

娘の無念の気持ちを伝えたい、と投稿した歌がそれ

ぞれの選者の選を経て、新聞歌壇に掲載された。そ

れが短歌との出会いである。短歌を作る傍ら、ロシ

アの外務省や日本の厚生省（当事）へ宛てて「父の

死亡時の証言者を探して欲しい」という手紙を書い

た。その厚生省を経由して届いた匿名の手紙には、

「父上は命の恩人です」とあり、つづいて「生存者

４人の志です。父上がお待ちかねです」との手紙と、

シベリアへ二度往復できるほどの多額の現金と、シ

ベリアの手書きの地図が送られてきた。

５．父のシベリアへ

　1992 年の夏、横浜発ウラジオストク行きのルー

シー号のデッキに私は立っていた。幼い私に「横浜

の波止場から船に乗って　異人さんのお国へ行っ

ちゃった」という童謡を教えたのは父だったが、そ

の横浜の波止場から船に乗って、父の眠る異国へ一

人旅立つ日が来ようとは、誰に想像できただろう。

埠頭の送迎用デッキには純白のダブルの制服を着た

300 名の横浜警察音楽隊のメンバーが居並び、「さ

くらさくら」や「トロイカ」や「鞠と殿様」など日

ロの曲を交互に吹奏している。童謡「赤い靴」に合

わせて、白いセーラー服の少女たちが４列になって

行進しながら、バトン捌きの妙技を披露し、横浜中

華街の若者たち 30 人あまりが幟を先頭にドラや太

鼓を打ち鳴らし、赤と黄の山車を曳いて、埠頭を駆

け回る。爆竹が鳴り、見物客の間から拍手と歓声が

上がる。若いカップルや家族連れの外国人たちが大

勢集まって来て、外国船の出港風景を楽しんでい

る。絡まり合う五色のテープと答礼の長い汽笛を曳

いてルーシー号が埠頭を離れた。ソ連邦解体後の深

刻な物不足が言われる中、ウラジオストクへ向けて

３泊４日の船旅は、華やかな出港のセレモニーには

じまった。更にその夜のメインホールでは、キャプ

テン主催による帝政ロシア時代さながらの歓迎パー

ティーが開かれ、喪服代わりの黒いポリエステルの

ロングドレスしか用意していなかった私を慌てさせ

た。

　ルーシーとはロシアの古名であり、そのロシアに

は 11 時間の時差があることなどを、ゆったりした

船旅の日々に学んだ。11 通りの生活圏を持つ広大

なロシアに暮らす人たちの価値観や文化を、一律に

論じることなどできない。墓参に向かう旅人である

私の胸中には、荒寥たるシベリアの風景が広がって

いたが、ルーシー号の中は日本でもロシアでもない、

いわば世界の外の領域であった。

　船内放送はまず英語で、続いて日本語、ロシア語

で繰りかえされる。「みなさま、お食事の時間でごー

ざーます」「午後のお茶のよーいできました」案内

の日本語はどこか間延びのした発音だった。深夜、

シベリア鉄道を経由してオリンピックの開催地ヘル

シンキまで行くという一人旅の日本人少年が「間も

なーく国境を通過しまーす」とドアーを叩いて起こ

しに来た。デッキに出てみたが、海の国境を隔てる

物は深い闇の他、何もなかった。

　シベリア各地では墓参団を受け入れるべく、最近

になって墓地の整備が行われたようだった。人の気

配の感じられない、真新しい公園のような墓地には

違和感があったが、そのすぐ近くの丘には赤錆びた

収容所跡の有刺鉄線や、崩れかけた望楼が残され、

シベリア抑留の歴史を語っているかのようだった。
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　丈高き草叢の中拓かれて

　　　　　　　元皇軍の墓群れはあり

　没年も氏名もあらず

　　　　識別の数字となりて父は眠れる

　1993 年頃から、私は次回のシベリア行きの旅費

を捻出するために、国道沿いの終夜営業のうどん屋

で、午後９時から翌朝の７時まで働き始めた。８人

入れば満席になるカウンターだけの店は、深夜２時

頃まで周辺のスナックビルに勤める女性たちや、ほ

ろ酔い機嫌の男たちで埋まり、午前３時頃からは北

港の倉庫へ積荷を下ろしに行く前に、早い朝食をと

るダンプカーのドライバーや助手たちで混み合っ

た。常連客の中には、トラックで寝泊りしながら東

京大阪を行き来するのが日常で、月に３，４度の帰

宅はむしろ例外だという髭面の運転手も数人いた。

お揃いのピンクのジャンパーを着た、５人の若い女

性ドライバーも早朝の４時という時間帯に、大型ト

ラックを連ねてやって来てはカレーうどんにお握り

という、旺盛な食欲を見せた。彼女たちからは男性

に伍して働く仕事上の苦労や、喜びや、たまには恋

の悩みも聞かされた。いつしか深夜のうどん屋は、

私にとっても彼らにとっても大切な居場所となって

いた。昼間の私はロシア語学院の学生証を持つ学生

だった。日本人の男性講師は語学よりもむしろロシ

ア革命の歴史や、ロシア文学を教えることに熱心

だった。また、ロシア人の女性講師は時折私たちを

自宅に招待し、伝統的なロシア料理でもてなしてく

れたりした。私は睡眠時間を削り、学院での聴講や

“ 女性楽会 ” のフォーラム「ほんねの広場」開催の

準備に充てた。学ぶ日々はやはり楽しかった。

６．阪神淡路大震災を経て

　その朝、うどん屋のカウンターの中にいた私は、

突き上げてくるような衝撃を受けて、一瞬その場に

立ち竦んだ。大鍋の湯が床に零れた。食事中の２人

のドライバーと私は同時に外へ飛び出した。道路が

歪んで波打ち、ビルが浮き沈みしている。一人では

立っていられない。うどん屋から飛び出した３人は

歩道で抱き合ったまま、揺れが収まるのを待った。

　1995 年 1 月 17 日の朝、テレビは神戸の惨状を

報じていた。友人の住む長田区が炎上している。

50 年前の空襲が思い出されて、居ても立ってもい

られない。気がついた時には、炊き出しのお握りと

水を携え、バイクで神戸へ向かっていた。「千夜会」

は常連客やスナック勤めの女性たちが集まって立ち

上げた，小さな支援グループだった。直接神戸へ出

向いて食料や衣類の分配をする者、カンパで活動を

支える者の二手に分かれて私たちは動きはじめた。

淀川の堤防で仮眠中、ローンを払い終えたばかりの

大型トラックが横転大破、奇跡的に死を免れたとい

う若いドライバーも、ボランティアをするために、

うどん屋の客たちの声援に送られて、徒歩で神戸へ

向かった。

　「家族が飢えています。お握りをあるだけ全部売っ

てください。それからお水を分けてください」震災

から 2 日後、深夜の国道を歩いて西宮から来たと

いう二人連れの女性は、うどん屋の灯りを見つけて

「こんな夜中に、営業している店があるなんて、夢

かと思いました」と泣き出した。家が全壊し、家族

は近所の人たちと自宅近くの小公園に避難している

がまだ援助の水や食糧が届かない、と言う。私は深

夜のうどん屋で電気釜一杯のご飯を炊き、ペットポ

トルに水を満たした。ご飯が炊き上がるまで、二

人をカウンターに座らせてカレーうどんを勧めた。

「ゆっくり温まって行ってください。大変でしょう

けれど、頑張ってください。それから、おうどんや

お握りは私たちのカンパです。料金はいただきませ

ん」。深夜のカウンターに居合わせたお客さんたち

も快く五百円、千円のカンパをしてくれた。

　私は婦人会館での活動も短歌も休止して，被災地

を支援するためにうどん屋で働き続けた。原初から

動物に組み込まれているという私の胎内時計は、そ

れから３年後、予定通り千日間の支援を終えてグ

ループが解散するまで、昼夜が逆転したままだった。
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　1998 年の夏、一つの仕事をやり終えた後の空虚

を埋め、心身の疲労を癒すために、シベリアへ行っ

た。かつて横浜から３泊４日で横断した日本海を、

３度目は新潟からわずか２時間半の空の旅で越え

た。旅の形は変わったが、いつものようにパンと塩

を持って出迎えてくれるロシアの知人たちと再会

し、彼らの家を転々としながら、シベリア各地の抑

留死亡者の墓所に詣でた。ロシアの男の子は幼い頃

から紳士として育てられる。６歳のか細い男の子

が私のバッグを肩に、よろよろしながら先に立つ。

ちょっとした段差や信号にさしかかると、あちらこ

ちらから男の子たちの小さな手が差しのべられる。

女の子たちは墓地に手向けるためにと野の花を摘み

ながら、日本人墓地へと案内してくれる。この子た

ちは日露の未来に架ける掛け橋である。子供たちの

帰り道が遠くなるのを案じて「ダリコー　マギー

ラ？」（お墓は遠いの？）と訊くと、「ニダリコー」（近

いよ）とどの子も恥ずかしそうに笑いながら応える。

　幼らにわが名ターニャと呼ばれつつ

　　　　　薄暮の野辺をはないちもんめ

　ああロシアの何憎み来し歳月か

　　　　　　イーガはわれの膝に眠れる

　休詠していた短歌をまた詠みはじめた。

７．母の郷里へ

　母が腹部大動脈瘤の手術を受けた 1999 年、うど

ん屋の店は道路拡張のために立ち退きが決まった。

思い出が詰まった小さな店がブルドーザーで壊され

てゆくのを、歩道に立って私は最後まで見守った。

術後の母に寄り添う日々は、高松の病院の個室が私

の新しい居場所になった。かつて疎開児童として暮

らした頃の高松は、私にとって優しい町ではなかっ

た。疎開先の家の子供たちや、学校のクラスメート

は親元を離れて一人で疎開して来た８歳の少女を露

骨に「余所者」と呼んで仲間外れにした。背景には

非農家である親戚の家に、１人の子供を受け入れる

余地さえない戦時中の厳しい食糧事情があった。そ

の疎開地で空襲に遭い、左膝に生涯消えない傷を受

けた。63 年間、戦争の傷は心の中で鮮血を噴きあ

げつづけている。今も雨季や寒気に傷跡が疼くのは

きっとそのせいだ。

　旧満州から無一物で引揚げて来た母は、郷里の高

松で新しい家族を持った。実母と娘を軸に、継父と

継娘の間に確執が無かったといえば嘘になる。高松

空襲後の焼跡や石屋の納屋で浮浪児のように暮らし

てきた私は、新しい父を中心にした家庭の秩序に馴

染めず家を出た。以来、「家族」との間には 10 年

もの音信不通が続いた。晩年、穏やかに老いた義父

は、入院生活の明け暮れに「うちの娘」と所有格付

きの呼び名を連発するので、ナースセンターや同室

の人たちの間では子煩悩な父親だと評判になった。

　母には自分の実母の他、夫の実母、義母、養母、

それに再婚後の姑をあわせて「お母さん」と呼ぶ人

が５人いた。入院生活のつれづれに、５人の母の中

で誰よりも恋しいのは、金庫屋の「お母さん」、つ

まり戦病死した私の父の養母にあたる人だと母は秘

密めかして打ち明けた。血縁関係は無くとも、私に

とって祖母は母よりも大切な、かけがえのない人で

ある。「実母の命日は忘れても、姑の命日は忘れた

ことがない」という母の言葉は、虚弱児故に旧満州

へ連れて行けなかった娘、その後自分の再婚で苦労

をさせた娘への謝罪がこめられていたに違いない。

約 3 ヶ月、病室で生活を共にして、母の心身の衰

えを感じずにはいられなかった。案じていた通り、

退院して間もなく母はまた脳血栓で倒れた。気がつ

けば老親の介護が自分の問題として足元に迫ってい

た。その年、母より元気そうに見えた義父が脳梗塞

で入院した。母の介護に続いて義父の介護のために、

私は大阪から高松へ居場所を移した。

　この年、歌人の水落博先生に跋文をいただき、戦

後生まれの末弟の「はじめに」と私の「終わりに」

の文を加えて、母が戦争体験をまとめた歌集『わが

戦争』を自費出版した。出版記念会には若い仲間が

大勢集まってくれた。ちょうどその頃、義父が入院

先の病院で８２年の生涯を閉じた。その葬儀の後、
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病身の母を一人残して大阪へ帰る気にはなれず、私

はそのまま高松に住み続けることにした。

　翌年、アメリカで同時多発テロが起きた。世界貿

易センタービルのツインタワーに、二機の旅客機が

突っ込んで行く瞬間をテレビは繰り返し放映した。

湾岸戦争で攻撃する側から撮ったテレビゲームのよ

うな画像ばかり観てきた眼に、黒煙をふきあげる高

層ビルと逃げまどうごく普通の市民たちのなまなま

しい映像は衝撃的だった。それはテレビゲームのよ

うな湾岸戦争の映像の下にも逃げまどう普通の人々

がいたことに改めて気づいた衝撃でもあった。戦争

もテロも攻撃を受ける側にとっては暴力である。暴

力の応酬の中でいつも犠牲になるのは普通の暮らし

を営む普通の人々なのだ。

　それから僅か 1 ヶ月後、アフガニスタンへの空

爆が開始された。テレビの画面には瓦礫の町を背景

に、難民として逃れて行く幼い兄と妹の表情が写し

出された。疎開先の高松で空襲に遭ったのは私が９

歳の夏だった。焼け跡にたちこめる死臭や、家族を

探しもとめる人々の悲痛な叫び声は今も嗅覚や聴覚

に張りついて離れない。あのアフガニスタンの映像

に映された幼い兄は５５年前の私だ。その延長線上

に「戦争は悪だ」と叫ぶ今の私がいる。かつて旅先

のシベリアの町で、終日歩道に座り込む、アフガン

帰りの暗い眼をした隻腕の青年を見かけた。アメリ

カの兵士はベトナムで、旧ソ連の兵士はアフガニス

タンで、それぞれ深刻な精神的外傷を受けている。

戦争に勝者はいない、にもかかわらず、人は歴史に

学ぶことをしない。結果として、古い戦争の傷を引

きずったまま、新しい世紀はまた大量死と大量の難

民を輩出する時代になった。

　西川祐子先生に跋文をお願いして、私は反戦への

思いを込めた歌集『わがシベリア』を発行した。最

初、私を圧迫するような形で部屋に積み上げられて

いた本の山が、「光の領分」や高松で出会った市民

グループの仲間たちの協力で、一年も経たない間に

跡形も無くなった。未だに注文の手紙が舞い込む。

アフガニスタン空爆の最中、反戦の意思表示として

出版に踏み切った『わがシベリア』は 2002 年に「第

7 回日本歌人クラブ四国地区優良歌集賞」を受賞し

た。琴平のホテルで行われた授賞式の席上､ 妹から

の祝電が読み上げられた。「シベリアに眠る父に代

わって祝辞を申し上げます。孝子、よくやった。お

めでとう。ありがとう。父より」私はせきあげる涙

を堪えることが出来なかった。

　小泉首相の靖国神社公式参拝をめぐり、各地で参

拝違憲訴訟が始まった。私は四国訴訟団の一員とし

て、「父は 4 度徴兵された末にシベリアへ棄兵され

たのです。死後まで英霊として利用しないでくださ

い」と松山地裁の法廷で意見陳述した。ノンフィク

ションライターの田中伸尚氏から受けた、靖国違憲

訴訟に関する取材は、写真入の記事となり、『週間

金曜日』と『世界』に掲載され、『ドキュメント・

靖国訴訟』岩波書店（2997）の単行本となった。「嬢

ちゃん（？）の戦場」というテーマで疎開体験を語

り、キリスト教の教会でも戦争体験を語った。書い

ても、話しても、私の戦争は語り尽くしたことにな

らない。

８）平和への祈り

　毎週火曜日の夕方、琴電瓦町駅前に出て、仲間と

共に道行く人に戦争反対を訴え、ビラを配る。イラ

ク戦争直前の緊迫した空気のなかで、切羽詰った気

持ちからだった。宗派を超えた法衣姿の僧侶やキ

リスト教の牧師や道行く普通の人々が立ち止まり、    

｢殺すな｣ を合い言葉に歩道橋に座り込んだ。有事

関連法案が、衆参両院であっけなく可決された。平

和憲法を持つ日本から、自衛隊が後方支援という名

目で、イラクへ行くというのに、止める手立ては何

もないのだ。2003 年３月、高松には珍しく吹雪が

舞った。私たちは吹きさらしの夜の陸橋に立って、

かじかむ手に息を吹きかけ、イラク攻撃反対のビラ

を配った。イラクはあんなに遠いのに、高松で戦争

反対を呼びかけることにどんな意味があるのか、と

自問自答をしながら。その翌日、世界中に巻き起こ

る何十万、何百万という人たちの戦争反対の声を無

視して、イラク攻撃が始った。涙も出なかった。

　2 歳で京都へ貰われて行った妹がガンを病み、数
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年前から実母の住む高松へ来ていた。歴史に「もし

も」という言葉は禁句と知りつつ、考えずにはいら

れない。もしも、父の召集が無かったならば、父の

秘蔵っ子であった妹が親戚の家の養女になることも

なく、高松という他郷で孤独な死を迎えることもな

かっただろう。戦争が強いた理不尽な父と二人の弟

の死につづいて、父の子である妹も孤独な生涯を終

えた。「ありがとう」それが病室で末七十日を看取っ

た私への妹の別れの言葉であった。

　04 年に妹が逝き、翌 05 年、戦後 60 年目の高松

空襲の日、母が 89 歳の生涯を閉じた。戦争という

歴史の歯車に巻き込まれた庶民の一人として、若い

世代に引き揚げ体験を繰り返し語り、反戦デモの先

頭に立ち、子孫に美田も借財も残さなかった。潔す

ぎる人生だったと思わずにはいられない。私にとっ

て市民グループのメンバーとの友情は、母から受け

継いだ無形の遺産である。

９．ふたたびお茶の間のある家から

　義父、妹、母というゆかりの人を立て続けに亡く

した後の喪失感は、例えようもないが、私にはまだ

生きて果たさなければならない戦後責任がある。も

うシベリアへ一人で行ける年齢は過ぎた。戦後 60

年目の 05 年の夏、母を喪った後の茫然自失状態の

中、朝日新聞や毎日新聞や新聞赤旗などから相次い

で “ 戦争と家族 ” についての取材を受けた。私は現

在、グループ誌『きざむ』に「語り継ぐ戦争・疎開

児の夏」を連載する傍ら、仲間と共に瓦町駅前の陸

橋に立って反戦のチラシを配っている。

　高松にも大阪にも社会的、文化的に形成されてき

た性差別意識を問い直すために、それぞれの立場か

ら発言をつづける私の仲間がいる。『女性とは何か』

の学習で有利な条件は必ず不利な条件を伴う、とい

うことを学んだ。たとえば、バイオ燃料の普及は地

球環境に優しくても、世界は飢餓に苦しむ人たちを

抱え込むことになる。今住んでいる高松の友人たち

は、そんな私の抽象的な議論に本気で立ち向かって

来たり、雨の日の集会には車で送り迎えしてくれた

り、病めばお惣菜を届けてくれたりもする。

　私の高松での同居者は１人身の異父弟と元捨て犬

のローズである。年に数回は夫の住む大阪のマン

ションに帰る。私にとってどちらも空間を超えてつ

ながる家族といえる。介護関係で成り立つ家族や、

職業や子育てや老後など、それぞれのサイクルに合

わせて構成を変える家族があってもいいと思う。た

だ家族を血縁だけに限るとどうしても閉鎖的にな

る。疎開時代に、他者を排除して結束を強めてゆ

く、血縁という絆の非情さを知った。戦争による強

制的な解散さえなければ、私は現在も血縁と言うバ

リアーを超えた大家族の一員でありつづけたにちが

いない。

　「家と家族の戦後史」を書き終えた、まさにその日、

厚生労働省の社会・援護局から亡母宛ての封書が届

いた。「ロシア政府から受領した旧ソ連抑留中死亡

者に関する個人資料の提供について」という長い見

出しつきである。内容は、このたびロシア政府より

抑留死亡者に関する個人資料の原本を撮影したマイ

クロフイルムが提供されたため、希望する遺族に写

し（漢字氏名以外は全文ロシア語）を送付する、と

いうものである。

　戦後 63 年を経て、召集時の住所、家族の氏名、

抑留された場所、収容所名、所属部隊、階級、死亡

場所、死因、埋葬場所など、父の生きた最後の証が、

ロシア政府から厚生労働省を経由して、届けられる

ことになった。家族の氏名を除いて大半は私の知ら

ない父の軍歴や死亡時の個人情報である。それは

たった今書き上げた「家と家族の戦後史」という自

分の原稿が意味を失うほどの重みを持って、私の前

に立ちはだかっている。シベリア抑留死亡者は６万

人を上回るといわれる。父は死亡者全体の６万分の

１であっても、祖父母にとってはかけがえのない１

人息子であり、祖父の弟子たちにとっては実の兄の

ような存在であり、私にとっては家族の象徴である。

63 年の歳月は重い。厚生労働省から届く父の「個

人情報」の受取人である母は３年前に亡くなってい

る。戦後、疎開地で息子の生還を待ち詫びながら息

を引き取った祖父母を思うと、どこへも向け場のな

い怒りが熱い塊となって喉元に込み上げてくる。そ

の祖父母や夭死した２人の弟や亡き母に代わって、
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生き残った私はあの無意味な戦争をもう一度ふり返

らなければならない。戦争終結から６３年、私は今

はじめて父の抑留死と向き合おうとしているのであ

る。
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わたしの大阪

吉田　孝子

　大阪は私のふるさとである。 幼い日の記憶とともに甦ってくるのは、 車の通行量の割には広い舗装道路と、 そ

の両側に続く風情の無い町工場の風景だ。 西日本各地からやって来た労働者たちの独立への夢が、 見た目

よりは実質本位の町となって実現したのだろう。 100~200 坪程度の区画の中には工場や、 倉庫や事務所や従

業員の宿舎や家族の住居が、 向き向きに建てられていた。

　私は金庫の製造販売業という、 工場街には数少ない職商売の家に生まれた。 歴史の浅い街であり、 私が物

心ついた昭和 10 年代前半の頃、 私の祖父を含む初代経営者たちは、 まだ従業員の先頭に立って働く現役の

労働者であった。 工場街は初代経営者たちが、 人一倍働いて流した汗の結晶だったにちがいない。 それゆえ、

大阪では職住隣接を前提に建てられた雑居型大家族を入れる家家が、 空襲で焼失するまでその命運を保ち得

たのである。 私のふるさとは煙の都大阪を支えて健気に働く人たちが主役の町であった。

　一日は朝の豆腐屋のラッパの音に始まり、 夜更屋台のそば屋のチャルメラの音に終わる。 その間を、 様々な

物売りや修理屋の声が金庫屋を営むわが家の前を通り過ぎて行った。 住み込みで働く職工や下宿屋相手の流

し売りに必要とされたのは、 町工場の騒音に負けないよく透る声と、 一捻りした 「売り言葉」 であったのだろうか。

　「傘ぁー　修繕　こーもりがさーしゅうぜんー」 「西瓜に真桑瓜　あーまいでぇー」 「冷やこいワラビ餅に、 ところて

んの黒蜜かけー」 「今日のお三時に善哉ぃー　甘酒けー」 「お酒にカント炊きー、 けつね （狐） うどんー」。 売

り手がそれぞれに自慢の声を競えば、わが家の３人の老女たち、時には母や２人の独身の叔母たちも交じって 「今

のは口跡 （声色） がええな」 「いや 『天王寺の』 にはかなわんな」 「わたしは 『玄米パンのふーかふかァー』

やわ」 と独断と偏見をもって、 順位を決めるのだった。

　「家族から 「離れのおばばちゃん」 と呼ばれていた遠縁の老女のごひいきは 「本家ぇーは大阪天王寺ぃ―、 て

んのうじぃーのセメン菓子ぃー」 であり、 おかげで私はこの虫下しに効果があるという薬臭いセメン菓子をよく食べさ

せられた。 「今年味みて来年買うておくんなーはれ」 と三日にあげずやって来るのは屋台の飴売りだった。

　わが家を中心に西と東に、 幼児の足で歩いて５～６分の距離に２つの公設市場があった。 昭和１０年代前半

の各公設市場には月に１度、 大安売りの日が設けられていた。 ちり紙や石鹸、 蚊取り線香、 歯磨き粉などの

日用品を目玉商品として揃えていたが、 現在のスーパーマーケットで行われている大売出しの原型がそこにあっ

た。

売り出しの日にはチンドン屋が出て、 「虎は死んで皮残す、 ライオン死んで歯磨き残す、 ライオン歯磨きとアッ

パッパの大安売りー」 などの口上とともに赤や黄色のゴム風船やくじ引きの券をくれる。 幼い私はそれが目当てで

叔母たちの後ろについて、 よく特売日の公設市場へ行った。 アッパッパとはだぶだぶの夏のワンピースのことで、

これは大阪が発祥地である。

　手拍子を打ちながら 「そーれ、 それ買えどーや、 買いなはれどーや」 と大声で囃す八百屋さん。 「手テ噛む

いわしー、 吸い付くタコやー、 それ買えどーや」 の囃し声は向こう鉢巻姿の魚屋さんである。 市場内の八百屋

や魚屋の店頭には囃し方がいて、 長年鍛えて涸れた声と独自の節回しで客を呼び込むと、 店内には売り手の

元気なおばちゃんたちがいて 「大根、 今が旬でっせ」 と分業体制で売りさばく。

私は暗記力が弱いくせに好奇心の強い子どもで、 どういうわけか物売りの声や口上などはすぐに覚えた。 「虎

ハ死ンデ皮ノコス、 ワタシャ死ンデモ銭ノコス」 とチンドンヤの口上を真似て、 食堂で休憩を取っていた祖父の弟
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子たちに大うけしているところを、 学校から帰って来た母に見つかり、 私も叔母もひどく叱られたことがある。

女学校を卒業した年に結婚し、 翌年に私を、 ２年後に弟を産んだ後、 母は女学校教師の資格を得るため、

姑である祖母手作りの弁当を持って専門学校へ通う学生となった。 高松から出て来て同居していた母方の叔母

たちは週に３度、 交代で料理や洋裁や簿記の学校で学び、 女中さんも本人の希望で近くの町の和裁教室へ

通っていた。 “学ぶ女の時代” の先駆けとも言える母や叔母たちを支えたのは、 １度も正規の学校教育を受けな

かった祖母の、 次世代に託す夢だったのではないだろうか。

　お隣の増岡鉄工所の社長はわが家のダイニングルームに集まる常連客の１人だった。 女中さんが煎れるコーヒ

ーに 「濃いのンを頼むわ、 今日は疲れてるネン」 と注文を出し、 「カステラは端の方でええでぇ。 真中より味が濃

いネン」 とまるで遠慮ということを知らない。 寅さん映画に出てくるお隣のタコ社長の会社よりは景気が良かったの

か、 時折上等のコーヒー豆やカステラを持参したり、 わが家の女中さんと私には特別にヒロタのシュークリームを

買って来たりするので、 その程度のわがままは許されていた。 「ぶぶ （お茶） くれ、 何人いてますか」 と手数のか

かる子供の数をまず確かめて、 就職先を決めるといわれるほど、 女中さんが払底した時代で、 常連客としてはお

手伝いに気を遣ったのだろう。

町内の大抵の工場主と同じように、 増岡のおじさんも九州から出て来て苦労の末、 一代で従業員 60 人余り

の鉄工所を興したサクセス ・ ストーリーの持ち主であった。 競馬が好きで、 「馬は顔が長いさかいに、 丸顔のモ

ンを連れて行ったら勝つネン」 とわけの分からない理屈で周囲の人たちを煙に巻いて、 開催日には丸顔の芸者

さんたちと、 ハイヤーで競馬場へ向かった。 現在のように場外馬券を買えば誰でもレースに参加できる時代とは違

い、 競馬は金持ちの紳士の高級な遊びとされていた頃のことである。

増岡夫妻には子供が無く、 実子同様に慈しみ育てた養嗣子が、 全滅した大阪小糸部隊の兵卒であったこと

は町内の誰もが知っていた。亡き息子の子供、つまり孫にあたる年頃の私は、この夫婦に随分可愛がられた。「子

どもは女の子がよろし。 男の子は戦争に持って行かれるさかい」 がおばさんの口癖であった。 ミナミの芸者さんた

ちを連れて社長が競馬場へ向かうと、おばさんはよく 「馬の前足、食べに行こ」 と増岡家の女中さん１人をお供に、

私を連れてタクシーでミナミへ向かった。

幼い私の記憶は定かでないが祖母の話によると、 まず中村屋で洋食を食べ、 高島屋で私のために高価な

子供服や靴や人形を、 心斎橋筋の呉服屋では自分のために何反かの反物を、 ２人の女中さんのためにも 「お

き宗」 でショールやハンドバッグを買い、 最後は祖母たちの土産を吉野寿司で取り揃えることにほぼ決まっていた

らしい。 大阪には泣きながら耐えるタイプの女性は少ない。 ミナミでささやかな散財をする、 それが夫とともに町工

場を経営する増岡夫人の 「馬の前足の食べ方」 であった。

　町内の開業医、 大仁堂の先生は往診帰りの一杯のコーヒーを楽しみに、 毎日のようにわが家へやって来た。

実質本位の建物が多い工場街の中で、 昭和初期のモダニズム建築様式を取り入れた、 わが家の煉瓦づくりの

ダイニングルームの非日常的な空間が、 人々を惹きつけたのだろうか。 内弟子たちのお三時が済む頃合を見計

らって、 町内の人たちが勝手口から入って来る。 お向かいの 「馬力屋 （荷馬車屋）」 の親方は、 渋い煎茶に

塩煎餅を好んだ。 生前の母や叔母たちは顔を合わせると、 大仁堂の先生と馬力屋の親方の、 毎日のように繰

り広げられる売り言葉に買い言葉の応酬を語って飽きなかった。 看護婦さんからの電話で呼び戻される老医師の

背中へ 「センセ、 ここで毎日コーヒー飲む暇があって結構だすな。 大仁堂、 潰れぇしまへんのンか？」 と 「馬

力屋」 の親方が声をかけると、 「医者が暇なんは結構なことや、 それより親方とこも暇そやな。 馬力屋、 潰れヘ

んノンか？」 と先生も負けてはいなかった。 そのくせ、２～３日顔を見せないと 「身体の具合でも悪いんやないか」

とお互いに案じあうのだった。

　工場街の人たちは、 ちまちました家の風呂よりも銭湯を好んだ。 町のあちらこちらには湯屋の煙突がそそり立ち壮

観であった。 わが家でも内湯は地方から出て来る泊り客用であり、 家族は好みで四方にある銭湯のどこかへ通

った。 大阪では盆と年末には入浴料金のほかに、 心づけをポチ袋に入れて番台のおばさんたちに渡す習慣があ

った。 弟子たちや女中さんたちのも含めて、 家族全員のポチ袋を用意するのはその家の主婦、 わが家の場合は
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祖母の仕事であった。 正規の学校教育こそ受けていなかったが、 祖母は読み書き算盤に熟達していた。 候文も

書けば商業文も書いた。 番頭さんの手に余る大口の注文が来ると祖母の出番となった。 工場主の妻たちは、 そ

の経営手腕によって夫を凌ぐ発言力を持っていた。

　町内の人々から 「三ヤン」 と呼ばれる知恵遅れの青年がいた。 「三ヤン、 チョコレート食べるか？」 「三ヤン、

出かけるのンか？　気いつけてな」 いつもニコニコしている三ヤンは町の人気者だった。 私と筋向いの石原製鎮

のユキオちゃんの二人は、 放浪癖を持つ三ヤンの後について町内を抜け出し、 知らない町の橋の下で１夜を明

かしたことがある。 石原製鎮社長の孫息子であるユキオちゃんは４歳、 稲清金庫製作所の親方の孫娘である私

は３歳であった。 その日の私はお気に入りの黄色いゴム長靴を履いていた。

町内は大騒ぎとなり、 石原製鎮の従業員やわが家の家族はもちろん、 向こう三軒両隣の工場の従業員たち

に、 消防団が加わり、 幼児二人の捜索は夜更けまで行われたらしい。 結局、 翌日の昼前、 困り果てた三ヤン

に夕凪橋の交番の前まで連れて行かれて、 私たちはそこで保護された。 私がつけていた真鍮の迷子札の電話

番号 「なにわの 7369 （ナミロク）」 が手がかりとなり、連絡がついたのであった。 駆けつけた両家の家族は、「人

攫いに連れていかれたらどうするネン」 と髭の巡査からさんざん叱られた挙句、 交番でもらったラクダキラメルやア

ンパンを両手に、若いお巡りさんと 「チンチン電車が走ります　ゴーゴー町の真中を　走ってゆきますチンゴーゴー」

と合唱して上機嫌の私たちを引き取ったのだった。 子供たちにゴミ箱から食べ物を拾って来て食べさせ、 交番の

前まで送り届けた三ヤンは 「エラかったな」 と評価を上げた。 わが家と石原家では共同で注文した紅白の餅を、

お騒がわせをした町内のすべての家に配った。 もちろん三ヤンがその母親と暮らす下宿屋の賄い部屋には、 大

きなボール箱一杯の餅や赤飯が配られた。 ３歳児の私が覚えている黄色い長靴から始まった家出物語は、 祖

母や叔母たちからくり返し聞かされているうちに、 潜在意識のなかに入り込んだ二次記憶なのかもしれない。

戦後、 一部上場企業石原製鎮の社長になったと聞くユキオちゃんも、 自社ビルの一室で交番のお巡りさんに

教えてもらった 「切符をお切らせ願います　曲がりますのでご用心　電車は走るチンゴーゴー」 という市電の歌を

思い出すことがあるのだろうか。

1990 年代に入ると、煙の都大阪の象徴であった澱んだ空の色や土の臭いとともに、「あも （餅）」 「おつけ （汁

物）」 「おてしょう （小皿）」 「こなから （二合半）」、 「せんぐり （順ぐり）」、 「行て参じます」、 「お早うお帰り」、 な

ど独特のはんなりした言葉や言い回しが消えた。

長年私の掛かり付けであった野田の歯科医院は、 空襲を免れた棟割長屋の中の一軒で開業していた。 ぎし

ぎしと軋む階段を上がった２階の治療室で、 「松下幸之助サンはわたしの患者や。 あの人のエライとこは１人の患

者として予約日の予約時間には必ず来はるとこや」 と老先生は私に口を開けさせたまま、 嬉しそうに語った。 私

は一度だけ治療を終えて階段を降りて来る松下幸之助氏をお見かけしたことがある。 長屋が解体され、 元軍医

中尉で隠れた名医でもあった老先生が引退されたのは、 1995 年、 阪神淡路大震災の年であった。

高層ビル１階の壁面をくり貫いたお地蔵さんの祠に出会うことがある。 少数ながら空襲を免れた仕舞屋 （しもた

や） が現役の生活の場として残っていたりする。 大都市の隙間から覗く、 飾らない素顔がいい。 大阪はわたし

のふるさとである。
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第１部　次世代へのメッセージ
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第Ⅱ部　共有した日々の断片を集めて

４半世紀前の大阪市立婦人会館 （現 ・ クレオ大阪中央）
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第２部　共有した日々の断片を集めて

p. 70 　　

復刻にあたって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　孝子

　ここから始まる頁には、２７年前の大阪市立婦人会館婦人問題講座の修了レポート他の、会館が発行し

た冊子、そして自主グループ・光の領分が発行した多くの手作り文集から、かつてわたしたちが仲間と共

有した時間と空間を記録する文章の断片を集めて復刻している。女たちの夜の学校には、生きるために、

幼い人や老いた人に食べさせるために、働きつづけなければならない生活のなかから確保した週２時間、

自分だけの時間が集められた。しかし、日常生活から離れた場所でわたしたちが真剣に研究したテーマは、

やっぱり自分たちの生活についてであった。自分たちが生き方を変えることで社会が変わる、と信じたか

った。

　1981 年、何度目かの失業中であった私は、市報を通じて大阪市立婦人会館で始まる２年制の女性史講座

があることを知った。「戦争と女性」というテーマに惹かれて飛び立つ思いで参加した昼間のクラスには、

会館が準備した一時保育を利用する子育て中の高学歴の主婦たちがいた。「だんだん社会から疎外されてい

くという焦りは、夫に話しても通じない、贅沢な悩みだと思っているのよ」「一日も早く仕事に復帰したい」。

私のように生きるために働くのではなく、働くことが生きることだと言い切る女性たちが眩しかった。彼

女たちとの長いつき合いはそんなふうに始まった。

　翌 1982 年からはじまった「文学に表れた家族と家」をテーマにした夜の講座に参加したのは、戦争と

家族と家は私の終生のテーマであり、加えて夜のクラスに集まる、働く女性たちにも関心があったからだ。

昼間の仲間たちが熱望してやまない職業を持ち、しかも夕食の支度という義務を負わない女性たちの、次

なる目標が知りたかった。それが「光の領分」の仲間との出会いであった。

　やがて２年間の講座を終了した昼間のクラスの仲間たちは “夕陽丘女性史グループ ”を結成し、翌年、夜

の講座を終了した仲間たちが“光の領分”という自主グループを立ち上げた。その双方に所属していた私は、

二つのグループの橋渡し的な役割を果たすようになった。1985 年、婦人会館の講座を終了して自主学習を

続ける女性史・女性論のグループのメンバーが集まって “ 女性楽会（がっかい）” を結成した。合同で「ほ

んねの広場」という公開学習会を開き、文集を発行した。昼間のグループと夜のグループの共有できる時

間帯を手探りしながら作業をしてゆく中で、人生の節目ごとに女性たちが直面する共通の問題への認識を

深めた。

　大阪市立婦人会館が主催した女性史講座の昼間のクラスは、学歴と能力がありながら家庭に閉じ込めら

れていた女性たちに社会参加への道を開いた。そして夜のクラスには私のように戦争に奪われた学習の機

会を取り戻すために、あるいは職場の外に新しい人間関係をつくるために、様々な動機を持つ女性たちが

集まっていた。“ 学ぶ女 ” も “ 働く女 ” も共に大阪の伝統的な女性の生き方である。1981 年、国際婦人年

１０年に呼応した “学ぶ女の時代 ”に、大阪の街で大阪市立婦人会館（現クレオ大阪中央）が果たした役割

は大きい。

　夜の女性史講座を修了すると、わたしたちは自主グループ・光の領分として集まり、ニュースレター『い

ろりばた』や “女性楽会 ” の文集『ほんねの広場』にさまざまな文章を書いたり、仲間の文章を読んで話し

合ったりした。当時の冊子のほとんどが手書きで、印刷も不鮮明なため読みにくい個所もあったが、すで

に他界した人や連絡の取れなくなった人の文章も、私たちは愛情をこめて復刻した。

　４半世紀前、自前の言葉で発言をはじめたばかりの私たちの熱い思いや息遣いを、復刻の文章から読者

の皆様に感じ取っていただければ幸せである。　　　　　　　　　　　　　　
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第 2 回私たちの婦人問題講座報告書から：学習概要

（女性史コースのみ抜粋）

第 2 回私たちの婦人問題講座報告書から ： 学習概要 p. 71

出典：大阪市立婦人会館 『第２回私たちの婦人問題講座報告書 （昭

和 57 年 5 月～昭和 59 年 2 月） ２年次私たちの婦人問題セミナー

研究論文集』 （1984 年 2 月）

第 1 部　学習概要 （原本 pp.1-20 より抄録）

1　プログラム

⑴　講座の構成

＜１年次＞　　　　　　　　　　　　　　＜２年次＞

女性史コース　（夜）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私たちの婦人問題セミナー　（昼・夜）

女性論コース　（昼）

⑴　実施の概要

　（期間）　昭和 57 年 5 月 15 日～昭和 59 年 2 月 4 日、 47 回

　（日程）　別表

　（参加者）　1 年次 ： 61 名 （女性史 39 名、 女性論 22 名）

　　　　　　　　2 年次 ： 進級者 25 名 （夜 16 名、 昼 9 名）

（部屋）　　1 年次 ： 婦人会館 2 階大講習室

　　　　　   　 2 年次 ： （夜）　　　〃

　　　　　　   　      　　（昼）　　　〃 1 階小会議室

⑴　講師 （☆印は 2 年次助言者を兼ねる）

　女性史コース

　　　女性史研究家　　　　　　　 ☆西川祐子 （31 回）

　共通講座

　　　評論家　　　　　　　　　　　　冨士谷　あつ子 （1 回）

　　　関西学院大学研究員　　　柳原　佳子 （ 2 回）

　　　大阪市立大学講師　　　　 清水　新二 （ 3 回）

　　　大阪教育大学助教授　　　足立　悦男 （ 2 回） 
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第２部　共有した日々の断片を集めて

講座の組立ておよび運営2 

〈1 年次〉

（テーマ）

　女性史コース

　　　「近代文学にあらわれた家族と家 ‐ 女性史の視点から ‐ 」

（学習形態）

・ 各コース 20 回。 講義と話し合い、 レポート発表など。

・ 1 年間の講義のレジュメをあらかじめテキストとして印刷し、 参加者に配布した。

・ 参加者が交代で当番に当り、 学習日誌に講義の要旨等を記録した。

・ 中盤と修了後にレポートを提出し、 レポート集を作成した。

〈2 年次〉

（テーマ） 

　1 年次の系統的な基礎学習をもとに、 自らの課題をより深める。

　話し合いにより、 4 つのグループを編成し、 テーマを決定。

（学習形態）

・ 各グループごとの主体的な課題設定と学習計画、 学習方法による共同学習。

・ 各グループごとに毎回の学習の記録をつける。

・ その成果を各グループで研究レポート （卒論） としてまとめる。

・ 助言者は、 各グループの学習の進行状況に合わせて適宜、 助言、 指導する。

　（夜）　女性史研究家　西川祐子

3　参加者

⑴参加者の募集 （1 年次）

　（期間）　4 月初旬～ 5 月中旬まで約 1 ヶ月余り

　（対象）　18 歳以上の女性ならびに男性

　（定員）　各コース 40 名　計 80 名

　（受講料） 　無料 （ただし、 教材費実費負担）

　（申込方法）　往復ハガキに希望コース名、 受講動機と住所、 氏名、 年齢電話番号を記入の上、 婦人会館あて

申込む。

　（広報）　ポスター　1,000 枚

　　　　　チラシ　2,000 枚　各区事業所へ配布

　　　　　市政だより、 新聞発表で参加を呼びかけた。

　　　　　応募者は 70 名で定員を下回った。 そのうち受講手続をしなかった者が女性史

　　　　　コースで 1 名、 女性論コースで 10 名もあり、 参加者が大幅に縮小されてしま

　　　　　った。

　　　　　今後の反省材料としたい。

⑴　2 年次への進級

　2 年次への進級者は出席状況と修了レポートの提出を条件に決定した。



p. 73第 2 回私たちの婦人問題講座報告書から ： 学習概要

⑴　参加者の概要

　参加者 （2 年次修了者） の概要は別表。

⑴　出席の状況

　全回 （47 回） 平均の出席率は約 70.1% である。 欠席の回数についてみると下表の通りと

　なる。

欠席回数
0 ～
5

6 ～ 10 11 ～ 15 16 ～ 20 21 以上

人数 （人） 1 4 4 6 3
出席率 （％） 93.6 83 72.8 61.7 55.3

※最終受講者 18 名中

欠席の理由で多いのは　①家族の病気やけが　②自分の病気やけが　③仕事の都合

④学校や地域の行事　⑤冠婚葬祭

⑴　一時保育

　概ね 2 歳半から就学前までの幼児の一時保育を行った。 参加者は延 5 名である。

一時保育年齢に達していない幼児を教室内に伴っての受講も 1 年次に 1 名あった。

一時保育の担当は、 婦人会館保育ボランティアグループ “さくらんぼ” （婦人会館保育ボ

ランティア講座修了者） の中から 2 名 （有償） で行った。

参加者年齢 ・ 性別内訳　　　　　　　　　（単位 ： 人） 

性別＼年齢 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計
男 1 　 　 　 1
女 　 3 　 1 4
計 1 3 0 1 5

※年齢は開講時

〈資料 1〉

私たちの婦人問題講座

[ 実施状況 ]

婦人問題基礎講座 （1 年次）

女性史コース

　講 師　西川祐子

　期 間　5 月 18 日～ 11 月 30 日　20 回　火曜日　午後 6 時～ 8 時

　受講者数　39 名

（内　容）

テーマ　近代文学にあらわれた家族と家 ‐ 女性史の視点から ‐

いろりばた ・ 茶の間 ・ リビングルームのある家

〈学習の指針〉

　つぎつぎと生まれ、 寄りそって生き、 やがて散り、 死滅する家族という集団と、 その容れ物としての家は、 女の歴史

とかたく結びついています。

　わたしたちの記憶を三代もさかのぼれば、 家父長制大家族といろりばたのある家が見えてきます。
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第２部　共有した日々の断片を集めて

　戦後には一般的なものとなった夫権小家族はマイホームという容器をもち、 現代では、 その核家族の崩壊のきざしも

あらわれています。 家族と家と女の生き方は、 どう変化するのでしょうか。

1 年次 2 年次
回 月／日 内　容 回 月／日 内容
1 5/18 ガイダンス （会館職員） 1 4/12 テーマ決定への話し合い ○

はじめに （自己紹介）
2 5/25 島崎藤村 『家』 （新潮文庫上

下） （いろりばたのある家から
茶の間のある家へ）

2 4/19 〃 ○

3 6/1 〃 3 4/26 グループ編成 ○
4 6/8 〃 4 5/10 文献研究の方法参考図書

紹介等
○

5 6/15 〃 5 5/17 学習方法の検討 ○
6 6/22 〃 6 5/24 学習計画の作成 △
7 6/29 〃 7 6/1 （水） 「グループワークの理論と実

践」
☆

8 7/6 〃 8 6/8 （水） 〃 ☆
9 7/13 小島信夫 『抱擁家族』 （講談

社文庫） （茶の間のある家から
リビングルームのある家へ）

9 6/14 グループ学習 ○

9/11 （ 共通講座） 熟年を実り豊か
にするために ‐ 婦人の再就職
･ 再出発 ‐ 評論家　冨士谷あ
つ子

10 6/21 〃 △

9/21 小島信夫 『抱擁家族』 11 6/29 （水） 「アンケート調査の方法」 ☆
9/28 〃 12 7/6 （水） 〃 ☆
10/5 〃 13 7/12 グループ学習 ○

〃 14 7/19 〃 △
津島佑子 『光の領分』 （講談
社） （リビングキッチンのある家
からどこへ？） 

15 9/14 （水） 「調査結果の集計 ･ 分析
法」

☆

〃 16 9/20 グループ学習 ○
11/2 〃 17 9/28 （水） 「論文 ･ レポートのまとめ方

（1） 」
☆

11/9 〃 18 10/4 グループ学習 △
〃 19 10/15（土） 中間発表会 ○
講座をふりかえって 20 10/18 グループ学習 △

附註　講座申し込み葉書によると、 参加者
は、 中央区 2 名、 西区 1 名、 天王寺区 3
名、 阿倍野区 1 名、 浪速区 1 名、 西成区
1 名、 城東区 2 名、 東成区 2 名、 生野区
1 名、 平野区 3 名、 東住吉区 5 名、 住吉
区 3 名、 港区 2 名、 淀川区 1 名、 東淀川
区 1 名。 その他に、 柏原市、 豊中市、 高
槻市、 吹田市、 尼崎市、 京都市、 各 1 名。

21 10/26（水） 「論文 ･ レポートのまとめ方
（2）」

☆

22 11/1 グループ学習 ○
23 11/8 〃 △
24 11/15 研究レポートの作成 ○
25 11/22 〃 △
26 11/29 〃 ○
27 12/6 まとめ △

2 年次○印 ‐ 女性史コースの西川先生に助言者として来ていただきます。

2 年次☆印 - それぞれの専門の講師から講義を受けます。 （婦人社会大学と合同）

婦人問題基礎講座 （2 年次）

女性史コース

　助 言 者　西川祐子

　期 間　4 月 12 日～ 12 月 6 日　27 回　火曜日　午後 6 時～ 8 時

　受講者数　12 名
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（内　容）

　2 年次は、 1 年次の系統的な基礎学習をもとに、 自らの課題をより深めるため、 1 年次修了者で構成します。

　特に関心の深いテーマが共通の者、 数人でグループを組み、 主体的な課題設定と学習計画、 学習方法により共同

学習をすすめます。

　各グループごとに、 毎回の学習の記録を所定のノートにまとめます。

　その成果は、 グループごとに研究レポート （卒論） にまとめ、 「私たちの婦人問題セミナー」 として研究報告書を作

成します。

4　参加者の感想 （私たちの婦人問題セミナーに参加して）

○水先案内人

　「このグループは資料が豊富なんだから……」 毎回のように助言者の西川先生に叱咤激励されながら、 ようやくのこ

とで完成。 390 枚の人生案内欄切り抜きは、 確かに豊富な資料ではある。 だが、 一つの相談に対してもグループ員

ひとりひとりの意見はまちまちで、 一つの結論としてまとめるのは容易ではなかった。 「女の悩みは時代と共に変わって

きている」 「いや、 いつまでたっても変わらない」 こんな基本的なことまでにも意見はわかれ、 学習日の何回かは、 共

通意識を持つための話し合いに費やされた。 職場での男性差別についても ｢ 仕方がない ｣ 「いや、 あってはならない」

と同様。

　1 年次は個人で、 2 年次はグループでレポートをまとめ、 書くことのしんどさをいやというほど、 形あるものを作り出す

楽しさをちょっぴり味わうことが出来たが、 それにも増す収穫は “友” を得たことではなかったか。 “仲間づくり” は人生

を豊かに、 楽しくしてくれるものである。

○イヴ

　すでに子どもを産み終えた 2 人と、 産む産まないを今後の人生の中で選択してゆく 2 人と、 結果的に産まなかった

2 人が 1 年間、 産む産まないに取り組んできた。 全員のチームワークでレポートを完成することが出来た。 （吉田）

　家の都合で 2 年次は半ばあきらめていたのですが、 みんなの助力のお陰で何とかおちこぼれずここまできました。 勉

強のチャンスと場所と、 良い友人を与えてくれた婦人会館には、 心から感謝しています。 （杉山） 

　楽しい中にも苦しかった 1 年間、 常にみなさんに教えていただいた。 それにしても産む性がこんなにも重大 （国の人

口政策的） な意味をもっていたとは、 多くの人に知ってほしい。 会館の図書利用、 有難うございました。 （両下） 

　私には荷が重すぎてもうやめようと思いながら 2 年次が終わろうとしています。 充分に理解出来ないうちにレポート作

成ということになって……。 西川先生はじめグループのみなさん有難うございました。 （谷口）

　歴史にみる子どもを産む産まないは時代によってさまざまなとらえられ方をしたことが分った。 ところで先生や助産婦さ

ん、 会館の方々などのお力添えでレポートは出来たが、 力不足でこれからスタートだと思っています。 （小川）

　会館での出席率は悪かったが、 会館外での集りにはよく出かけました。 このレポートは 1 人では出来なかったと思いま

す。 みなさん有難うございました。 とくに助産婦として興味深いテーマでした。 （清輔）
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はじめに

　「女の悩みって、 いつまでたっても同じやねえ」 「いや、 時代と共に少しずつは変わって来ているよ」

　恋愛、 結婚、 夫の浮気、 ギャンブル、 借金、 嫁姑の確執……いつの世も変わらぬかに見える女の悩みは、 時代と

共に歴史と共に変わって来たのだろうか。

　私たちは昨年、 1 年次の学習で “家” “抱擁家族” “光の領分” の 3 つの小説を読んだが、 明治の女 ・ お種と、

昭和の女 ・ 時子とでは悩みの内容も随分変化していた。

　明治時代にはじまり、 今日なお続いている 「身の上相談」 によせられる相談をたどれば、 女の悩みからみた一つの

女性史がつづれるのではないか。

グループ：水先案内人
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　大正 3 年より、 その紙上に身の上相談欄を設け、 読者の悩みに答えて来た読売新聞社では、 昭和 48 年に人生相

談の 60 年 （大正 3 年～昭和 48 年） をふり返って 『女 ・ きのうからあすへ』 という書で、 女の悩みのうつりかわりを

まとめている。

　私たちは、その後の 10 年間 （49 年～ 58 年） の相談事例をみながら、先の 60 年間と比較し、最近の特徴をみて、

女の悩みのうつりかわりを追ってみることにした。

　今回用いたのは、 読売新聞大阪本社掲載の、 昭和 49 年～ 58 年各 6 月分と、 58 年 7、 8、 9 月分の計 390 事

例である。

第 1 章　過去 60 年と最近の 10 年間を比較して

（Ⅰ） 「女 ・ きのうからあすへ」 の章建てにならって最近の例を分類

がまん妻、 めざめ妻、 過保護妻 3 青春の訴え 醜さゆえに…… 3
戦後派夫婦の “甘えの構造” 6 “中味より外見” か 1
子なしは人間失格？ 2 性意識は開放的になったが… 2
“産む性” を支配するもの 1 その他 （性格等） 23
産む生 ‐ その他 1 家出 千変万化の人間関係 3
耐える妻、 耐えない妻 26 ふえる妻の家出 2
夫の貞操義務 2 夫の家でのもたらすもの 1
嘆きは絶えず、 しかし妻も変わる 4 問い直される “家族” 27
“妻の浮気” のおとし穴 13 親子、 兄弟姉妹、 孫関係 38
打ちあけたがる “甘え” 4 老人問題 11
処女性はスローガン？ 1 暮らし ふえる生活苦の老人 1
妻の性　満たされぬ嘆き 4 生きがい 自分の世界を持って 2
夫婦　“性格の相違” の根 43 寂しい主婦のむれ 4
　　　　無事平穏だけではダメ 4 生きがいは作り出すもの 5
　　　　角のないウシ ‐ 農家の嫁 1 その他 健康 46
　　　　しゅうとめ受難時代へ 2 くせ 4
結婚　家のじゅ縛に抗して 4 対人関係 26
　　　　愛なき結婚 6 育児、 美容、 遺産 3
　　　　通しにくい独身 5 サラ金、 借金 3
　　　　その他 9 仕事、 賃金 1
見合い ・ 恋愛 法律相談 5
　　　無視できなくなった恋愛結婚 5 その他 6
　　　あとを絶たぬ失敗の悩み 14 計 390
　　　その他 13
相談者の男女比 女　356 男　34
本人からの相談 264 身内など本人以外からの相談　126

（Ⅱ） 集中する相談、 すでに消えた相談、 新しく生まれた相談

　最近 10 年間の相談事例の内容別分類は前項の通りである。 多いものから並べると、 1. 家族 （除、 夫婦間の相談）

…76、 2. 恋愛 ・ 結婚…56、 3. 夫婦…50、 4. 健康…46、 5. 青春…26 となる。

　過去 60 年間の相談と比較して、最近の 10 年間には全く登場しなかったり、極端に減った相談内容もある。 それは、

「開発、出かせぎのひずみを受けて」 の項目と 「処女性」 の項目である。 今回用いた事例が大阪本社発行分のため、

地域的に出かせぎが少ない、 という特殊性もあろうが、 長びく不況の影響も見のがせない。 又、 処女性をあまり問題

にしなくなったのは、 性意識の変化、 性の解放化の故か。

　新しい相談として注目されるのは、 コンピューター導入による健康侵害、 サラ金がらみの借金、 賃金の男女差を憤

ったもの、 が挙げられる。 コンピューターやロボットの大量導入、 サラ金禍、 男女雇用平等法の法制化など、 いずれも

最近クローズアップされ、 社会問題となってきていることばかりである。
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（Ⅲ） 相談は時代を反映しているか

　読売新聞社では、 毎年末に、 「人生案内 ・ この 1 年」 と題して、 回答者による座談会で 1 年間を回顧している。

　その特集記事から 52 年以降の見出しを拾ってみると ‐

52 年 ‐ サラ金　借り手にも問題
複雑化する若者たちの悩み
恋愛と結婚のケジメつかない

53 年 ‐ わがままな若いお嫁さん
恋愛ができない
ウツ病がふえる

54 年 ‐ 核家族　男性への期待過剰
複雑にからむ “女の自立志向”
老後夫に厳しくなる妻

55 年 ‐ 悩みもぜいたく　性格の不一致で簡単に離婚
妻の浮気増える
深刻な老後の生きがい

56 年 ‐ 孤立する夫婦　背景に家庭の変質
目立つ “妻の浮気” 代償も大きく

57 年 ‐ “浮気妻” の告白増える
ほしい裸の近所付き合い

58 年 ‐ ゆらぐ熟年
思秋期の妻 ・ 孤独な夫
女は外へ、 男は内へ

　サラ金、 核家族、 家庭の変質、 ウツ病、 女の自立、 老後の生きがい、 妻の浮気、 近所付き合い……これらのこと

ばを拾ってみるだけでこの期間の世相が映し出されそうな感さえある。

　顔も名前も住所すらもその紙上に載ることのない、 “人生案内” では、 おそらく相談者の本音が出されているものと思

われる。 しかもごく平凡な主婦や OL の……。 その平凡な女たち
4 4 4 4 4 4

が、 老後の生きがいを探り、 自身の浮気に悩み、 ウ

ツ的症状に悩む……やはり、 相談は時代の流れを色濃く反映しているといえる。

第 2 章　10 年間の相談と回答を読む

（Ⅰ） 夫婦 ・ 浮気

1. がまん妻 ‐ 時は流れても……

　昭和 6 年 8 月の相談に夫の浮気を嘆いて 〈妊娠 8 ヶ月の人妻。 夫が一時の気まぐれから女中とたわむれ、 女児

を出産。 私はいっそ、 お腹の子をヤミからヤミへと考えたことも、 何度かわかりません。 夫は非常に親切で、 生まれて

くる子供を一日千秋の思いで待っていると申します。 私ががまんしたらよいのでしょうか〉 というのがある。 さすがに現代

ではこういう相談は皆無だが、 がまん妻、 現代版ともいうべき相談はいまもつづく。

　問い 〈結婚 6 年、2 児有、まじめ一筋の夫が半年前から浮気を始め、地獄の毎日。 相手は同じ店に勤める年上の、

家庭も子供もある女性。 夫は 「家族も大事だが彼女も忘れられない」 「女と別れたら死ぬ」 とか 「家出する」 とかい

っておどし、給料さえ入れたらあとは何をしてもよいという考え。しかし経済的なこと、子供のことを考えると別れられない。〉

（S58.9.4 大阪 S 子）

　答え 〈もともとまじめな夫のこと、 おそらくははじめての恋に酔いしれている実情で、 いまはただ恋に己を失い、 第三

者の忠告など耳に入らぬ有りさまでしょう。 熱のさめるのを待つよりほかに打つ手は考えられません。 恋の火はいつかは

燃え尽きるものです。 夫はいま病気であることを認識する冷静さも持ってほしいものです。〉 回答者の白川渥氏 （作家）

は 「男は性のハケ口として女を求める場合もある。 相手はだれでもいい。 ……男の浮気はいってみれば本能的なもの。

……女の柔でもって、 男の剛を制してほしいな。 （昭 54 年 12 月 28 日、 読売新聞座談会での発言より）」 という考

え方の人である。 熱のさめるのを待つようにと妻にがまんを強いる回答は今日でも生きている。
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　昭和 6 年の相談から 50 数年の時代の流れがあるにもかかわらず、 男の意識の変っていない点は同じである。 夫が

浮気してもがまんして生きる女の姿は今も昔も変っていない。

　2. 増えた妻の浮気

　昔から、 男の浮気は甲斐性といわれ、 浮気の歴史もそれなりに永いことを反映してか、 男性本人からの相談は全く

無い。 それにひきかえ女の浮気の場合は、 本人から、 「どうしたらよいか」 「夫に告白すべきか迷っている」 などの相

談が多い。 それというのも女の浮気の歴史が浅いということか、 それとも一種の甘えなのか。

　問い 〈27 歳の主婦。 夫と交際中に別の男性とも深い関係をもっていたことが夫にわかった。 夫は口では許してくれ

ているが、 本当に許してくれているでしょうか。〉 （57.6.15 京都府 M 子） 自分のした事に対して、 責任を取るという基

本的な事の出来ない典型的な甘えの相談である。 男であれ女であれ、 結果に対して責任を取る事は人間として当然

であり、 結婚前の恋愛事に関しても、 相手に告白するよりは、 自分自身の中で、 きちんと整理するのが大人としての態

度と思われる。

　回答では 〈婚前の異性関係を軽々しく告白したために、相手を傷つける場合は少なくない。 あなたの単純な正直さは、

いかに思いやりのない冷酷なものであったか気付くべき。 三人の異性と関係を持つとは、 まさに娼婦のごとき存在だっ

たと反省すべき。 口先だけでも許してくれている寛大な夫に、 今後の真心で報いなさい。〉 と、 過去を軽率に告白した

甘さを厳しく戒めている。 だが娼婦という表現をしているのは貞操は女にだけ求められるものという意識の反映ではなか

ろうか。 回答者は男性。

　妻に浮気された夫からの相談。 〈50 歳の男。 妻 （36） の不倫に悩まされている。 半年前に勤めに出、 そこで男と

知り合い、 今では、 「子供もいらない。 離婚したい。」 とまで打ち込んでいます。 いずれは正気に戻るだろうとあきらめ

ていたが、 忍耐も限界にきました。 対処法を ‐ 。〉 これに答えて、 作家の石塚茂子氏は、 〈夫婦の長い一生からみれ

ば、 どちらが浮気をしても、 それは水面に浮くアワに似た一時の現象にすぎないもの。 埋めることのできないミゾを残し

たり、離婚に追い込まれる場合もあるが、そんな夫婦には他に原因がある。 いずれは正気に戻るもの。 恋は台風一過。

奥さんをしばらく観察して下さい。〉 といっているが、 男性の回答者とは一味ちがった回答ではないか。 総じて男性の回

答者は夫の浮気には寛大で妻には厳しい回答をよせている。 女の貞節を強調する姿勢はかなり強く残っていることがう

かがわれる。

　3. 夫に対する妻の不満 ‐ 性格の不一致が 1 位

　夫婦の問題の中で、 夫に対する妻の不満のうち 「性格の相違」 の訴えが昭和 37 年頃をさかいに、 それまで 1 位

であった 「夫の浮気」 を上回った。 その傾向はずっと続いている。 （「女 ・ きのうからあしたへ」 より） しかも結婚歴の

かなり長い夫婦も同様である。

　問い 〈62 歳の主婦。 子供はすでに独立して別居。 傍目には平穏な家庭だが、 いつ家を飛び出そうか、 そればかり

考えて暮らしている。 夫は短期で暴力と暴言の明け暮れ〉 （57.6.18 宮崎県 M 子）

　問い 〈結婚歴 30 年の主婦。 子供は独立。 夫はまじめだがワンマンで少しでも気に入らないと暴力。 何かにつけて

干渉され自由がない。 このままだとあまりにも人間らしさのない人生で悔いが残る。〉 （58.6.4 大阪府 M 子）

　これらに対する回答は、 あまり歯ぎれのいいものとは、 いえない。 精神神経科医 ・ 泰井俊三氏は、 〈62 歳といえば

生活も考え方もりっぱに成熟する年です。 いまは心の隅ずみまで調べ直し、 自らのあり方をはかりに掛けて長をとり短を

すてるのです。 しっかりと大地に足をおろして下さい。〉 弁護士 ・ 河合徹子氏は、 〈人は結婚し、 家庭を持つことによっ

て基本的な安定感を手に入れるがその安定感と引きかえに結婚という人間のきずなを受け入れることから生ずる、 さま

ざまな犠牲を覚悟しなければならないのも、 また止むを得ないこと。 夫も家族のために多くの不自由をしのんできたであ

ろうことに十分思いを致して、 とるべき道を考えて下さい。〉 人間それぞれに、 性格は違うものとわかっていても、 それ

を認め合い、 かつ尊重することがいかに難しいことか。 そして夫婦といえども、 しょせんは他人どうし。 違って当り前とい

う認識のうえで結び付きを考え直していかなければ、 結婚年数がたてばたつほど、 かえって離れていくことになりかねな

い。
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（Ⅱ） 女性と職業

　「ぜひとりあげたいと思いながら割愛したテーマ 〈職業と女性〉 ……」 と、 「女、 きのうからあすへ」 ではとりあげられ

ていない相談を、 この 10 年間の中から拾ってみる。

　〈小さな会社で働くOL。同じ職場で働く男性は頼りなく仕事もできないのに、給料の差が大きく悩んでいる。仕事の内容、

勤務年数がどうであろうと、 男女の賃金の差は仕方がないものでしょうか。〉 （55.6.1 兵庫県 A 子） 答えて、 弁護士 ・

河合徹子氏は 〈法の下の平等や男女同一賃金は、 理念としては確立しているが、 現実とのへだたりは余りにも大きい。

しかし、 男女差別が許されないことは、 婦人のひとりひとりが誇りをもって胸にきざんでおくべきでしょう。〉 と女性に奮起

をうながし、 同時に 〈会社での行動は慎重に〉 と現実的な回答をしている。 しかも 〈職場外で、 雇用平等法の制定

運動などに参加してはどうか。〉 と軟剛両面から、 差別撤廃に近づくように冷静な判断を下している。

　57 年の我が国の女子就業者数は 2,200 万人で全労働者数の 39％を占めている。 （総理府統計局 「労働調査」

による） 10 人のうち 4 人が女子労働者である

が、 さて、 その賃金はというと、 投稿者の憤り

も当然と思われる程に男女間の格差が激しい。

（図 1 参照）

　働く婦人の増加、 なくならない差別、 国際的

な男女差別撤廃運動の高まり……の中で、 我

が国の婦人労働者が、 泣き寝入りから、 異議

申し立ての姿勢へ変わっていくのは必然であ

る。

　また 〈離婚後、 一人で自活し、 かつ老後の

生活設計をも考えて、 昼間の会社勤め外にも

働きたいが会社はアルバイトを禁止している。

助言をしてほしい〉 （58.6.19 大阪府 S 子） と

いう相談は、 まさに来るべき時代を先取りしたも

のとは言えないか。 離婚率も年々高まり、 老後

女一人生きるのも決して珍しくない時代。 その

割には、 まだまだ他に依存して生きている女性

が多いのも現実。 河合徹子氏は 〈私たちの私

生活は本来自由であり勤務外に何をしようと、

そのためにクビになることはないが、 あくまでも

原則であって、 会社の了解を得てから、 行動

をするよう、 40 歳を過ぎた女性の再就職口は、

おいそれとは見つからない。〉 と、 またしても現

実的。 弁護士という職業がら理想と現実の差

をきちんと把握した回答といえようか。

　職業にまつわる悩みは尽きないが、 かつてのように、 なげやりであきらめ型ではなく、 建設的な内容が増えつつある

のは女の意識の高まりのあらわれでもある。 理念で終らせることのないように、 様々な分野で異議申し立てをしていくこ

とが過渡期といわれる現代に職業を持つ女性の役割でもある。

（Ⅲ） 高年齢の自立 ・ 生きがい

　子供を成長させることが、 女性にとって最大の目的だった時代を経て、 戦後、 めまぐるしい経済成長の中で女性の

就業率の高まりを作り出したものに、 主婦の著しい職場への進出がある。 平均寿命の延びが女性のライフサイクルを大
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きく変えた。（図 2 参照）特にその中でも子育て後の生き方が重要な部分になりつつある。人生相談の投稿者たちは“女

の生きがい” をどう見ているのかさぐってみよう。 一つには、 資格を生かして働きたいと相談している 35 歳の主婦に代

表される意見がある 〈子供の手も離れたので薬剤師の資格を生かして働きたい。 急に毎日の生活がむなしく感じられ、

結婚後も仕事を続けている友人の姿がうらやましくて週 3 回のパートに行きたい。 しかし夫の反対にあって決心がつか

ない〉 （52.6.27 奈良 T 子） 答え 〈いままでの日本の女性の多くが突き当ってくじけ、 これからの女性が進んで突き破

ろうとする壁があなたの前にあります。 残念ながらあなたの夫の年齢の男性は、 壁に突き当ってくじけることの多かった

時代の女性を母親として育っています。 妻が外で働くことへの理解はなかなか難しいでしょう。 単に経済的理由だけで

なく能力を生かしたいのだということをご主人にわかってもらうことの努力からはじめなさい〉

　女性が職業につく場合、 結婚するまでの腰かけ的な就業ではなく、 妻も職業人として生きがいをもつ社会へ、 少しず

つではあるが移り変っている。 しかし、 相談者のように 「夫の反対にあうと迷い、 夫の反対を押し切ってまで ‐ と思うと

決心がつきかね……」 となり、 “生きがいを得るために働きたい” という強い意思が持てていないことがわかる。

　一方、 夫に先立たれた後の日々の暮らしの味気なさを訴える投書も目立っている。

　（問い） 〈47 歳の女、 夫に死別後 7 年目。 子供はなく、 仕事から帰ってからの寂しさはまぎらわしようがありません。

話し合い、 心から信じあえる人がほしい。 充実した毎日を送るためには、 どんな心掛けが必要ですか？〉 （51.6.7 大

阪 T 子）

　（答え） 〈何か習い事や勉強の教室、 グループなどに打ちこめば時間がいくらあっても足りないでしょう。 自分を豊かに

していくほど愉しいことはない。 慎重になされば異性との交際もよい〉

　その他にも次のような回答がある。 〈人間はつきつめてみれば本当はみな孤独です。 いま味わっておられるのは、 す

べての人に共通の人間根本の寂しさ、 むなしさです。 何もしないで寂しがるのは無精。 友人がほしければ話しかけ、

男性に頼りたければ物色して働きかけてごらんなさい〉 とハッパをかけている。 回答者は女性。 女性史研究家、 もろさ

わようこさんは 「昔の生きがいは、 現状を維持するための忍耐であったが、 これからはいかに生きるべきかを考えて生

きがいを作りだすことにある」 といっている。 （「女 ・ きのうからあすへ」 より）

　又、 主婦の嘆きを代表して次のような問いがある。

　（問い） 〈45 歳の自営業の主婦。 結婚 20 数年。 土地 ・ 家も手に入れ生活は安定したが、 ひたすら働くだけの人

生がバカらしく思われて、 ヒステリー気味です。 たまには旅行でもと思っても、 夫はむだなお金を使うなと反対です。 今
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の生き方を助言して〉 （58.8.24 鳥取 C 子）

　それに対して 〈ゼロからの出発で資産を築かれたのはあなた方夫婦の努力のたまものです。 ここらで一息入れるのは、

休養と同時に次の飛躍のためのエネルギーをたくわえる上からも必要です。 子供たちとも相談してぜひご主人を説得し

て、 生活に楽しみを取り入れる工夫をして下さい。 それはむだ遣いではなく生きたお金の使い方です。 若い時、 ひた

すら働いて、 中年から余裕ある暮らしができるのは、 最も健全な生き方です〉 の回答。

　今まで生きがいと呼べるものもなく過ごしてきた女性が手さぐりの状態で今日に至り、 毎日を生きている様子が 10 年

間の投書からはまざまざとうかがえる。

　年金制度など、 生きていく上でまだまだ未発達の国家の政策、 結局は自分で守るしかない自分の人生。 経済的に

自立している、 いないを問わず、 何に生きがいを求め、 どう生きていくかを探っている女たちの姿がくっきりと浮かび上

がってくるのが 10 年間の特徴である。

（Ⅳ） むしばまれる精神の健康

　健康に関する相談がふえているのも特徴。 それも、 頭痛、 肩こり、 ノイローゼ、 イライラ、 不安……といった精神的

な病気の相談が多くを占めている。

　〈25 歳の OL です。 1 年半ほど前からノドの奥が詰まったようになったり、つかえたりして、息苦しくて気持が悪くなります。

仕事をしていても、 吐き気などがするので、 打ち込むことができず、 イライラしています〉 （58.9.10 兵庫 M 子）

　回答者は 〈恐らくまじめで、 周囲の人々に気を使い過ぎるのではないでしょうか。 それが精神ストレスとなり、 ある限

度を超えるといろいろの症状として現れるものです〉 とストレス性の病気であることを指摘し、 つづいて 〈心身症の一種

といってよろしいが、 病名にはあまりこだわらなくてもよいでしょう〉 と、 57 年 2 月の日航機墜落事故以来、 すっかり有

名になった 「心身症」 という病名を遠慮がちに使っている。

　〈家事を手伝う 35 歳の女性。 家の隣の工場の騒音がひどく、 いたたまれなくなって市販の頭痛薬を飲み始めました。

医師の診療を受け、 どこも悪くないが神経の遣いすぎといわれました。 薬は自分勝手に続けていますがやめると、 体が

ふるえて居ても立ってもいられなくなります〉 （56.6.17）

　〈共働きの主婦 （50）、 数年前から胃や子宮のガン検診をきちんと受け、 どこも異常がないといわれているのに、 どこ

かにガンができているのではないかと、 日に何回となく不安になります〉 （58.7.16 大阪府 C 子）

　〈25 歳の主婦。 47.8 キロあった体重が 41 キロに減り、 昨年ごろから重症の肩こりや背中の痛み、 偏頭痛などでつら

い毎日です。 注射と薬を半年ぐらい続けました。 全く効果がないばかりか、 薬で胃が悪くなったので、 漢方薬やニンジ

ン茶などをいろいろ試みましたが、 ききめがありません。 この状態では 40 代まで生きられないのでは……と心配です〉

（49.6.30 福岡 M 子）

　〈23 歳の OL。 昨年暮れごろから、 楽しかった仕事が急にいやになりました。 というのもコンピューター導入準備で残

業が続き、 休みもとれず、 とうとう神経がまいってしまったのです〉 （57.6.5 大阪府 S 子）

　その他見出しだけ拾ってみると「出産直後ウツ病が激しく」（58.9）「心配ごとあると下痢」（54.6）「思考力落ちイライラ」

（52.6）「4 日に一度は視覚異常」（51.6）「胃の不快感から集中心欠く」（52.6）「20 年間足の裏にほてりと痛み」（53.6）

　これらの相談に対し、 回答者は、 時には叱り、 時には励ましたりしながら 「職場や家庭の環境で心の重荷になってい

ることはないか」 「すべて受け身の姿勢では？」 「あせらず」 「食べ物を吟味して」 「趣味、 スポーツなどで心をリラック

スさせて」 ……と答えて、 病気は一面、 気持の問題でもあることを指摘して、 心の不満をとり除くよう説いている。

　大阪府の調査によると自分の健康状態について 「まあ健康」 と答えている人でも、 その大多数が肩こりや眼の疲れ

など、 何らかの身体症状を訴えていることが明らかになっている。 （図 3 参照）

　現代は 「不安定の時代」 ともいわれる。 OA 化がすすみ、 社会や家庭の人間関係が複雑になっていく程に、 精神

の安定も保ちにくく、 それが肉体的な症状としてあらわれてきているのであろう。
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（Ⅰ） 相談と回答は時代の投影

　ここに同じような内容の 2 つの相談がある。 一つは昭和 12 年の相談 〈35 歳、 小学 6 年の男の子の母親。 10 年

前夫に死なれ、 1 人の子を生命とも頼み一筋に黙々と今日まで生き続けてきました。 ところがある 33 歳の男性から熱

心な求婚を受けて悩んでおります。 ……中略。 私には貧しくとも自分ただ 1 人の力で子供を育てていくという大きな希

望を持っております。 …後略〉

　〈あなたはいま母子 2 人の静かな生活を、 しみじみ幸福であると現在に感謝し、 満足していらっしゃるに違いありませ

ん。 それなのに、何を苦しんで新しい冒険に、しかもかわいいお子さんまで道づれにして飛びこもうとなさるんですか。 （中

略） 女も 35 といえば、 ことにあなたのように 10 年も独身を立て通していらっしゃる方には、 残る何十年かの独身生活

は生理的にも決して寂しくないはずです。 母として一人の子を立派に育てる ‐ 世にこれ以上尊くかつ大切な使命がある

でしょうか。 （後略）〉 （「女 ・ きのうからあすへ」 より）

　それから半世紀後、昭和58年の相談。〈離婚して1年になる女性（40）。高校2年の男の子を頭に3人の子がいます。

28歳の男性と知り合い、結婚を申し込まれました。……私は子供がいるうえ、年齢の差も考えていったんは断りましたが、

彼は何年でも待つといい、 子供たちも賛成しています。 私の兄姉たちは反対ですし、 彼も親たちには話していませんが、

どんなに反対されても捨てない、 という彼の言葉を信じて、 ついていこうと決心しています。〉

　回答 〈あなたも体験者、 結果がどんなものかすでによくご存じでしょう。 ……結婚を維持するためには、 多かれ少な

かれ、 夫婦は互いに自分を犠牲にし、 友達付き合いや仕事のチャンスをあきらめ、 自分の意見を殺して、 相手に合

わせていかねばなりません。 それにもかかわらず、 人びとは結婚し、 その中で成長します。 しょせん違った者同士の結

婚なのです。 年齢の差など小さいことです。 勇気をもって進んで下さい。〉

　同じような相談に対する回答者の意見がこれほど対照的なのは、 やはり時代の変化か。 子育てを “世にこれ以上尊

くかつ大切な使命があるでしょうか” といわしめた戦前。 回答者は河崎ナツ氏。 「女・きのうからあすへ」 の筆者も 『回

答担当者は当時の社会評論家 ・ 河崎ナツさん。 文化学院教授であり、 戦後は日本母親大会実行委員長として 〈母

親が変われば社会が変わる！〉と、有名なスローガンを掲げた人である。故人。母性保護を主張し続けた人ではあるが、

戦後革新系の婦人運動に尽した立場を思うと、 前記の回答は、 あの河崎さんが……との感を抱かされる。』 と驚きの
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念を表わし、 つづけて 『だが、 それほどに戦前の女の貞節のワクはきびしく、 再婚した女性は事実つらい運命におかれ

る場合が多かったのだろう』 と書いている。 21 世紀を迎えようとする現在、 たとえ誰が回答者となったところでこのよう

な回答をする人はいないであろう。 1 年単位、10 年単位でみる限りでは相談の内容に大きな変化はよみとれない。 が、

こうして同じような内容の相談を並べてみると、 やはり “時代は流れている” の感を深くする。

　昭和 58 年の回答者は、 弁護士 ・ 河合徹子氏。 その職業柄、 夫婦間のトラブルを扱う経験も多いからだろう、 結

婚には忍耐や努力も伴うことを強調した上で、 年齢の差など気にせずにと、 再婚をすすめている。 むしろ現在は、 年

齢の違いを気にするよりも、〈育ちかたも、食べ物の好みも、生活の習慣もすべてが違う男と女が、結婚したその日から、

その後何十年も、 朝から晩まで、 いっしょに暮らすことになるのです。〉 （同 ・ 河合氏） のように、 結婚への心がまえを

強調しなければならない時代でもあるのだろう。

（Ⅱ） 職場での男女差別の根をたち切るために

　第 2 章 （Ⅱ） 「女性と職業」 で取り上げた、 相談 〈職場での男女の賃金の差は仕方のないものか。〉 （57.6.10 兵

庫県 A 子） では、 相談者は、 どのようにしたらよいかと迷い、 助言を求めている。 それに対して、 回答者の河合徹子

氏は、 「職場での努力と共に職場外で、 現在、 働く婦人にとって注目すべき男女雇用平等法の制定運動に参加する

よう」 進めているが、 その具体的な内容までにはふれていないので、 法制化に合わせて考えてみたい。

　「男子のみ募集」 「女子は自宅通勤に限る」 と企業の募集欄。 採用時からすでに男女間に差があり、 その差は勤続

年数を増すごとに広がる。 そして定年、 退職時まで延々と続く。 「女性雇用者 1,391 万人 （1981）。 雇用者全体の

3分の1強を占めるにもかかわらず、その平均給与は男性の53.3％、男女格差の激しさは先進国中第1位である。」（毎

日新聞 58.9.10） この現実に、 「募集、 採用から教育訓練 ・ 配置 ・ 賃金 ・ 昇進 ・ 定年退職に至る職業生活のあら

ゆる場面で、 男女平等を保証する法律を。」 との声が高まり、 現在政府の婦人少年問題審議会にて法制化に向けて

の準備がなされ、 それも大づめを迎えている。 しかし、 雇用平等法の制定とひきかえに母性保護を大幅に切りすてよ

うとしていることにも目を向ける必要がある。 深夜労働の禁止、 残業制限 ・ 生理休暇の廃止など、 女性保護規定を

改めようとしているが、 埼教組婦人部による婦人の健康調査 （約 8,600 人分集約） では 「肩こり、 腰痛など、 なんら

かの症状があるという人が 91.3％にものぼり疲労感が翌日に残る女子教職員は 30 歳、 40 歳代で 53％。 過去 6 年

間の調査と比べ、 死産、 流産、 切迫流産などが急増している。 女教師の母性、 健康破壊は深刻。 もし、 平等を口

実に母性保護の権利がうばわれるなら働くことさえ困難になるし、 子供達にいい教育ができなくなる。」 （赤旗 58.5.12）

と報告されているように、 現状では、 かなり母性保護は踏みにじられている。 にもかかわらず一方では、 「平等を主張

しながら保護を求めるのは筋が通らない」 という意見があるが、 完全な平等が実現していない限り、 これは矛盾するも

のではない。 あくまでも次の世代を生み育む母性の保護である。

職場における賃金差別や、 男女平等を求めての異議申し立てが訴訟という形で公にされ、 論議を呼ぶことは、 差

別に泣き寝入りせざるをえない同朋に勇気を与えるに違いない。 遅々として進まない婦人差別撤廃条約批准に対して

の国内法の整備についても、 もっと声を上げていくべきである。 相談にも、 今後は、 雇用平等法制定運動に携わって

いる人達の具体的な内容や、 また、 その他、 婦人の労働に関する運動にかかわっている人達の声を期待したいもの

である。 それら一つ一つの積み重ねが、 男女差別の根をたち切る糸口になるはずである。

おわりに

　「今日から明日へ、 女性はどのように歴史のラセン階段を踏みしめていくのだろうか……」 『女 ・ きのうからあすへ―

人生案内 60 年』 の、 最後の文章である。 そして今その後の 10 年を読み終えて、 ラセン階段の一段一段を昇るた

めに人生案内は役立ってきたのか、 それとも単なるグチのはけ口に終っているのか。 階段の途中で一休みして考えて

みる時期がきているように思う。

　「投稿者の 8 割以上がその後の生き方に役立ったというアンケート結果があり、 ラジオ、 テレビを含めて身の上相談

花ざかりとなったが、 都市化、 核家族化が進むにつれて、 身近に相談相手を持たない人はむしろ増えている」 （『女 ・



p. 85女の悩みのうつり変わり―身の上相談この１０年―女の悩みのうつり変わり―身の上相談この１０年― p. 85

きのうからあすへ』 より） その傾向は、 その後の 10 年にもあてはまり、 投稿量はいっこうに減る様子もなく、 むしろ内

容は複雑 ・ 多様化しているように思われる。 回答者も従来の作家 ・ 学者 ・ 評論家く加え精神神経科医、 弁護士まで

と幅広い。 しかし投書の内容で依然として多いのは、 男女、 夫婦の問題である。 人間の営みが変らない限り、 悩みは

つきないが、 建前だけとはいえ、 一応家父長制も、 男性優位制も失われつつある現在、 もう少し違った視点からの投

書が増えても良いのではないか。 完全な民主主義教育を受けたはずの団塊の世代の投書にすら、 まだまだ消えずに

男性優位の意識が残っていて読む側をしらけさせるものがある。 結婚 ・ 家族の形態も様々な変化をし、 一夫一婦制を

もが見直されようとしている。 昭和 58 年 10 月 28 日発表された国民生活白書によると、 未婚率は昭和 50 年から上

昇に転じ、 男性で 39.4％、 女性で 31.6％と昭和 5 年の 32.3％、 21.2％に比べ大幅に増加している。 こうした長期

的な実質未婚率の上昇の背景の一つには結婚観の変化が考えられると指摘されている。 つまり従来の 「結婚＝幸福」

という方程式がくずれ、 女性の意識の中で結婚志向がかなり弱まってきていると思われる。 こうした意識の変化は、 そ

の後の生き方をも左右するであろうし、 また従来の結婚 ・ 家族観に縛られない新しいタイプの結婚 ・ 家族の形態に変

化していくのではないだろうか。 変化に伴い女の悩みの相談も次第に回答者に叱られておわるものから、 自己主張的

なものに変っていくのではなかろうか。 是非共、 そうなって欲しいものである。

附　　“人生案内” 回答者一覧 （昭 49 ～ 58）

青 柳 安 誠 （関西電力病院名誉院長）
石 塚 茂 子 （作家）
杉 山 一 平 （詩人）
野 木 一 雄 （大手前病院長）
泰 井 俊 三 （精神神経科医）
真 野 さ よ （作家）
小 田 義 彦 （京都女子大教授）
佐 賀 小 里 （弁護士）
白 川 渥 （作家）
河 合 徹 子 （弁護士）

参考文献

　読売新聞社婦人部編著 「女 ・ きのうからあすへ」　49.1.15

　朝日新聞ひととき会編 「人と時と」　55.6.27

　上前淳一郎 「世界の性革命紀行」 角川文庫　58.5.10

　労働省婦人少年局編 「婦人労働の実情」　昭和 58 年版

　「朝日ジャーナル」　1983.9.30 日号、 朝日新聞社

　厚生省編 「国民生活白書」　昭和 58 年度版

　ますのきよし 「家族って何だろう」 現代書館　56.8.30

　小室加代子 「解体家族」 （有） 批評社　58.5.25

　宮　淑子 「おんな　生きる ・ 学ぶ」 三一書房　58
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2 年次グループ別研究レポート

産む産まないの歴史と現状
グループ：イヴ

　　出典 ： 大阪市立婦人会館 『第２回私たちの婦人問題講座報告書 （昭和 57 年 5 月～昭和 59 年 2 月） ２年次

私たちの婦人問題セミナー研究論文集』 （1984 年 2 月）、 第２部　論文集 （pp.34-48）

イヴ　　　
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はじめに

　私たちは、 昨年の女性史講座で 「近代文学に表れた家族と家族を容れる箱としての家」 の歴史を学習した。 テキ

ストには島崎藤村の 「家」、 小島信夫の 「抱擁家族」、 津島佑子の 「光の領分」 が使用された。

　講座は、 西川先生の講義を中心にクラス全員の討論を交えながら進められた。 時代の流れと共に家族のあり方が変

り、 家がいろり端のある家からお茶の間のある家、 そしてリビングルームのある家へと変化してゆく過程から私たちはさま

ざまなことを学んだ。 いろり端のある家には生涯を子産み、 子育てに費やして死んでいった祖母たちの世代の女性がい

た。

　産む、 産まないの自由をテーマにクラスで討論したのは優生保護法改 （正） 問題が表面化しはじめた時期だった。

「子は授かりもの」 「産む、産まないは女性だけの問題か」 などの意見も出され、世代や立場が違えば考え方も異なる、

というごく当然のことをあらためて痛感した。 私たち 6 人のグループは、 1 年次から持ち越された産む産まないの問題
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を 2 年次の研究テーマとして引き継いだ。

私たちの祖母は何人の子供を産み育てたのだろう。・ 

産む産まないの歴史から産めない女性が疎外されている。・ 

女性は誰のために子供を産むのか。・ 

性教育の現状はどうか。 現在の施設出産に問題はないか。・ 

私たちは産む、 産まないを選択しているのか、 させられているのか。・ 

など一人ひとりのメンバーから問題が提起された。 それぞれの視点をとり入れて話合いを続けた結果、 産む歴史と産ま

ない歴史をつなぎ、 いろり端のある家、 お茶の間のある家、 リビングルームのある家、 各時代の社会背景に重ね合わ

せながら考えることにした。 時代区分は何年から何年までと切るのではなく、 いろり端 ‐ 家父長大家族、 お茶の間 ‐ 家

父長直系家族、 リビングルーム ‐ 父権核家族がそれぞれ主流である時代というように家と家族の形態をもとにして分け

た。 グループ全員で参考文献を読み合わせた後、 助産婦さんへのインタビューや、 文献資料の収集は手分けして分

担した。

　産む、 産まないは、 女にとって表裏一体の歴史であるということをメンバー全員の合意点とし、 祖母の母たちの時代

から私たちへと産む性につながる歴史を辿ってみたい。

Ⅰ . いろり端のある家

多産多死の背景(1( 

　江戸時代 300 年を通して 2,700 万人を超えることのなかった人口が、 明治末期には約 5,000 万人と飛躍的に増加

した。 明治初期の人口の 78％は農民であった。 維新後、 いち早く近代化が進められた都市部をよそに農村の生活は

厳しい自然の制約下に置かれていた。

　疫病は明治期に入っても衰えず 「明治中期疫病で死んだ人の数は、 80 万人以上にの
1）

ぼった」 といわれる。

　江戸時代最もさかんであった堕胎、 間引きは相変わらず各地で行われていた。 明治元年 （1868） 新政府は産婆

に対して 「妄りに薬を売り、 あるいは堕胎の取り扱いをなす事を禁ず」 との布告を出し近代政策の第一歩とした。 当時

産婆は地方によってトリアゲバアサン、 コナサセ、 サンバーサンと呼ばれ、 出産の手伝いや場合によっては堕胎薬の販

売もしていた。 村に 1 人か 2 人のトリアゲバアサンは長年の経験とカンで子供を取り上げたが、 謝礼は 60 銭から最高

5 円、 あるいは木綿一反とか白米 1,2 升とか必ずしも一定したものではなかった。

　お産は不浄なものとされ、 納戸のたたみを上げむしろを敷いた上や土間に直接むしろを敷いて産むのが一般的であっ

た。 出産前の重労働や粗食、 多産とお産

に関する迷信や慣習などの悪条件が重な

り、 妊産婦および新生児の死亡率は非常

に高かった。 （図 1 参照）

　政府は、 文明国の仲間入りをするために

もまず死亡率の減少をはかることを急務と

した。

　産婆に関する規定が最初に設けられたの

は、 明治 7 年 （1874） である。 当時、 ト

リアゲバアサンのほとんどは字が読めなかっ

たので、 平産 10 人難産 2 人を医師の眼

前で取り上げた者に 「実験証書」 が与え

られた。 この年には 「産のけがれは、 はば

かるに及ばず」 との布告も出されている。

　助産制度へ着手した後、 政府は伝染病
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の予防、 環境衛生の改善、 堕胎の取り締りに力を注いだ。 疫病対策といっても種痘以外に有効な手段は無く、 猛威

をふるったコレラ、 ジフテリア、 インフルエンザ等の伝染病にはほとんど無策の状態であった。 その後、 衛生行政がよう

やく整備されたのは日清戦争の前年明治 26 年 （1893） である。 しかし衛生行務は警察の手にゆだねられ、 石灰の

散布も警察官が立ち合うほどの中央集権的なものであった
2）

。 堕胎に関しては、 明治 13 年 （1880） 制定、 2 年後に

実施の旧刑法で、 堕胎をした女性は 1 か月以上 6 か月以内の重禁錮、 医師や産婆はこれに 「各一等を加ふ」 と規

定される。 更に明治 40 年の改正刑法では堕胎をした当人は 1 年以内の懲役とより厳しい内容になった。 なお、 この

堕胎罪は現在も生きている。 当時は 7 ～ 8 人の子を産む女性は普通で中には 10 人以上産む女性も珍しくなかった

が、 その一方では 1 人も産まない女性もかなりいた。 次の表は文久 2 年生れの女性が 22 歳から 42 歳までの 21 年

間に産んだ子供の数を示したものである。 この女性は三男と三女を失っているが、 当時は 「25 ないし 30 歳に達する

までには三分の一の犠牲者が出た。 すなわち 3 人の子を産んだ母は 25 年の後には 2 人の子の母とな
3）

る」のであった。

男 42.8 歳、 女 44.5 歳という平均寿命の短さは乳幼児期の死亡率の高さが原因となっている。 （表 1 参照）

文久 2 年生れ　母しま
M.16 長男

22 次男
27 三男 ‐ 早世
29 長女
31 次女
33 四男
36 三女 ‐ 早世

　　死産の原因は先天性弱質、奇形、先天梅毒、早産などで母の生活状態、

ひいては健康に問題があった。

　このように新政府の人口増加策、 つまりは富国強兵政策は推し進められた

が、 まだ徹底したものではなく、 明治末期まで多産多死型の人口動態はつ

づいた。

（2） 祖母たちの時代

　そうした社会背景の中で、 祖母たちは女としての人生をどのように生きたの

だろう。 二人の祖母の生き方を通して、 産む産まないが女性の人生とどう関

わりあったかを見ていきたい。

　昔からお産は 「案ずるより産むが易し」 といわれている。 その一方では 「産するときは穴のふち」 （女は出産の時、

墓穴のふちに立つ危険にさらされる
4）

） ということわざも残されている。 祖母たちの時代には 8 人も 9 人もの子を産み 「お

産ぐれえのこん、 どうちゅうことなかったもん
5）

」 という女性はざらにいたが、 その出産が原因で死亡する女性も少なくな

かった。 母方の祖母は明治 28 年 （1895） その母親の命と引きかえにこの世に生まれた。 当時は 「産後の肥立ちが

悪かった」といえばそれまでの寿命とあきらめる他はなかったのだろう。 祖母は実母について多くを語らなかった。 父（私

にとっては曽祖父） は元高松藩士であったが、 北海道へ赴任が決まり当時 3 歳だった祖母は乳母夫婦の養女として

引き取られた。

　養家は子沢山の農家で暮し向きも楽ではなかったが、 養父母を助けて懸命に働いた。 「親はなくても子は育つ」 「生

みの親より育ての親」 と祖母の昔話にはことわざや格言が句読点のように折り込まれていた。 小学校教育も満足に受

けられなかった時代の子供たちは、 そうしたことわざや格言から先人の智恵を学んだのだろう。 18 歳の年、 高松市内

で青物商を営む祖父の家へ嫁いだ。

　婚家は舅、 姑をはじめ祖父の兄妹や手伝いの女性を含めた大家族だった。 働くことが苦にならない祖母は 「うちの

嫁は働き者」 と舅、 姑にほめられたが、 金庫の鍵は舅が握り、 下駄一足買う金も自由にならなかった。 「お産は女の

大厄」 といっていた祖母は 20 歳から 42 歳までの 23 年間に 12 人の子を産み、 そのうち 6 人を 2 歳未満で亡くした。
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まさに多産多死であった。 ことわざに 「十九厄年はらみ年」 「三十三の産みおさめ」 とあるのは、 昔の人が危険な高

齢出産を避け、 19 歳から 33 歳までの間に産み終えるのを理想としたのだろう。 しかし祖母に限らず当時の母親は 40

歳をすぎるまで産み続けるのが普通であった。 「七つの倉より子は宝」 ｢ 野にも山にも子は産みおけよ ｣ 七つの倉とは

無縁の暮しの中で母親の期待は子にかけられた。 産まれた子が次々亡くなることを高松ではくるまご （車子） というが、

祖母は死産や疫病で 6 人の子を失った。 当時は 「産後三日目から畑に出た」 とか 「次の日から仕事をした」 と競い

合って働くのが若い妻たちの心意気だった。 「小さく産んで大きく育てる」 のがお産の常識で、 産の軽いのは働き者とい

われた。 その中で精神的 ・ 肉体的な負担にたえ切れず海に身を投げた妻がいたがやはり 「産後の肥立ちが悪かった」

といわれた。 母親の命と引きかえに生まれ、 12 人の子を産み 6 人の子を失った祖母は末子が 10 歳の年、 夫を失い

自らは結核に倒れた。 長い闘病生活の中で祖母はよく 「子は宝」 といったが 「子は三界の首かせ」 「無い子に泣かぬ」

ともいった。 働き、 産み育てた残りの人生を闘病に費し祖母は 64 歳で世を去った。

　明治 11 年 （1878） に生まれ、 昭和 28 年 74 歳で亡くなった父方の祖母 （父の養母） は生涯子を産まなかった。

祖母は二か所に戸籍があった。 生家の戸籍では明治 11 年生れの寅年となっているが、 もう一つの戸籍には明治 12

年生まれと記載されている。 この祖母も生後間もなく母を失い母親の実家に引き取られ、 祖父母の子として入籍され

た。 当時女の寅年は、 夫を七人殺すという迷信があり縁遠いとされていた。 明治 12 年生まれとしてあらためて出生

届が出されたのは実家の配慮であったという。 丙午、 丙寅はもちろん未年も 「ひつじ女は門にも立つな」 といわれ生ま

れ年によって結婚できない女性が実際にいた。 祖母は当時の女の子のほとんどがそうであったように小学校へは行か

なかった。

　14 歳の年、 ミシン工場を営む従姉を頼って大阪へ出た。 従姉の夫は別の場所で金庫店を営み従姉は自宅で女弟

子 10 人程を入れて軍隊の被服廠に収める軍服の縫製をしていた。 そこで手動ミシンを習いやがて一人前の収入を得

るようになった祖母は生涯独身を通すつもりで独立の準備をしていた。 従姉夫婦には子供が無く夫の女性関係が原因

で家庭に波風が絶えなかった。

　甲斐性者といわれる従姉の側面を見てきた祖母は、 結婚にそれ程の期待が持てなかった。

　27 歳の年、 親代りの従姉夫婦からぜにひと勧められ七歳年下の祖父と世帯を持った。 夫婦仲はむつまじかったが

子供に恵まれなかった。 「石女は前世の悪業の報い」 「ウマズは去る」 といわれ産めない女への偏見や差別がまだ根

強い時代であった。

　「いやか出て来い　子の無いいと （家） に子がありゃその子にひかされる」 と子の無い妻の嘆きを歌った茶つみうたが

残されている。 都市は農村に較べて婚家の一方的な追い出し離婚が少ないだけで産めない妻はやはり不安定な立場

に立たされていた。 事実上の夫婦であっても第一子を出産するまで婚姻届を出さないのが普通であった。 結婚は子を

得るための便宜的な手段であり、 産めない妻はただ働きの労働力としかみなされない。 祖母の周辺には祖父の姉や三

人の従姉、 知人など産めない妻が多くいたが中には夫が他の女に産ませた子供を引き取って育てている妻もいた。 理

にかなった生き方を信条とした祖母にも子授けを祈願して各地の神社仏閣に詣でたり、 易者に占いをたててもらった時

期があったという。

　大正 12 年、 ある神社の宮司の世話で当時 3 歳になったばかりの男の子 （私の父） を養子に迎えた。 祖母にとっ

て子は神からの授かり者であり宝であった。 子を産まなかった祖母は父を育て更に金庫屋の妻として、 親もとを離れて

やってくる内弟子たちの親代りもつとめた。 「子育ての分が残っている」 というのが祖母の口ぐせであった。 昭和 22 年、

父の戦死の公報が入った年、 祖母は 69 歳であった。

Ⅱ . お茶の間のある家

（1） 多産多死から多産少死へ

　日露戦争以降、 都市では工業が発達し農村の人口が都市へ流出、 その結果、 傍系大家族から直系家族へと変わ

っていった。 しかし子供の数が減った訳ではなく下図に示す様に、 この時代の母親たちも毎年の様に生み続けていた。

　しかし一方では第一次世界大戦が始まった頃迄には緒方正清博士が「産婆制度論」や「新マルサス主義」を紹介し、
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又、日本で初めて腔式帝王切開術を行っている。 更に荻野久作博士は「排卵の時期と受胎について」を発表している。

スエノ （M29 年生まれ）
大正 4 年 長女

5 年 次女

7 年
長男 ‐ 死
産

10 年 次男
11 年 三男

昭和 2 年 三女
7 年 四男

　やがて大正 7 年 （1918） をピークにして乳児死亡率は急速に低下してゆく （図 3 参照）。 その原因としては、 この

頃から各地で衛生に関する各種講習会が開かれ施設もつくられたことがあげられる。 具体的な例としては、 内務省が

大正 15 年 （1922） 「妊産婦及び児童衛生に関する講習会」 を開いている。 又、 それに先だつ大正 4 年 （1915）

岡山県に 「母の会」 を設立、 妊娠分娩の心得、 乳児、 学童の衛生などを指導した。 そして大正 10 年には石相尋

常高等小学校小児保護協会と改称して活動を続けた。 大阪市においては大正 8 年（1919）我国で初めて公立の「大

阪市立児童相談所」 を設立して健康診断を行っている。 日赤でも母子に対しての巡回看護をし、 学校にも出向いて

保健指導を行った。 又、 昭和 8 年 （1933） 「愛育会」 が設立された。 それは愛育村に代表されるように一つの指

定した村で妊産婦や乳児の保健指導にあたり母子の健康を確保するものであった。

　前記のように人口増加の為の種々の政策がとられた一方、 大正 11 年 （1922） マーガレット ・ サンガー女史の来日

をきっかけにして、 山本宣治等によって産児制限運動が全国的に広められた。 ちなみにその頃東京に開設された 「受

胎調節相談所」 への相談は大正 13 年 （1924） に男女合わせて、 年間 6,574 件を数えた。 しかしこの運動も産児

制限運動が無産運動と結びついているとの理由で弾圧された。 更に昭和 5 年 （1930） 「有害避妊具取締規制」 を

制定されるに及んで一般の目から避妊知識や避妊技術は姿を消してゆく。 やがて昭和 6 年 （1931） の満州事変を

きっかけにして日本は長い戦争へと入ってゆく。

　当然の結果として 「産めよ、 ふやせよ」 のスローガンの下、 人口増加政策が最重視されるようになった。 10 人以

上の子供を産むとその母親は表彰されるという具合で多産を奨励した。 まさに女性の子宮を国家に預けた訳で産めな

い女は非国民 ・ 物扱いであった。 それに拍車をかける様に昭和 15 年 （1940） に不良な子孫を抹殺し、 優秀な兵

士をつくる目的で国民優生法が制定された。 このように一方では人口増加政策がとられたが、 他方戦争による人為的

な人口淘汰が行われた。

（2） 助産婦さんの話から　PART.1

　大阪市住吉区在住　S ・ T さん （82 才） 助産歴 60 年、 関西では現役最古参の助産婦さん。 問　まず経歴からお

聞かせ下さい。

答　私は明治 35 年に愛知県で生まれました。 学校卒業後、 名古屋大学附属病院で看護婦、 助産婦の資格を取り、

そこで通算 7 年勤めたあと大正 13 年に開業しました。 結婚してから主人の勤務地である大阪に移り住み、 いま

のところで開業して今日に至っています。

問　助産婦の仕事を選んだ直接の動機は何ですか？又、 助産婦を志す人はどの位いましたか。

答　当時女性が職業を持って自立する一番の近道は看護婦あるいは助産婦になることだったからです。 私が名古屋

大に助産婦の入学試験を受けに行った時、 合格者はわずか 10 人でかなり狭き門でした。 私も一度失敗して 3

年後看護婦の資格を取ったあと、 もう一度受験して合格したんですよ。

問　戦争中のことについてお聞かせ下さい。 戦争中は疎開されましたか。

答　当時、 医者はいなくなっていたし、 助産婦もだいたいは疎開して、 おりませんでしたが、 私の場合は疎開先もなく、

ずっといまの所にいました。 おかげでずい分いそがしくて危険な目にもあいましたよ。

問　当時は当然、 物資の不足が深刻な問題であったと思いますが、 その点はどうでしたか。
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第２部　共有した日々の断片を集めて

答　綿花は配給で少しはありましたが、 ほんの少しでとても足りるものではなかったので、 ボロ （やわらかい綿布） をよく

洗い、 むし器で充分に煮沸消毒したものを代用として使いましたよ。 また産褥布団の代用としては油紙を一番下

にしてその上に新聞紙を 5,6 枚重ねて、 さらにその上にさきほどのボロ布を重ねたもののふちを糸でとじたものを作

って、 T 字帯の代用としてはおしめのわ
4

の部分にひもを通したものを使って、 出産間近い妊婦は自分で用意した

ものです。 またミルクの代用は、 米を前日からすりばちにつけておいて次の日にすった後、 煮たてたおもゆをつか

いました。 おむつカバーの代わりにふとん綿をおしめとおしめの間にはさんだものをつかいました。 そのうえに赤ちゃ

んの足をまっすぐにしてぎゅっとしめたので脱臼の子供が多くいました。

問　一番いそがしかった時期はいつごろで、 そのころはどんな状態でしたか。

答　一番いそがしかったのは、 昭和 16、 17、 18 年ごろだったと思います。 どのうちにも 7,8 人そのくらい子供がいるの

はざらで、 12,3 人産む人もまれではなかったんです。 そのころは 1 日に 5,6 件はお産があり食事のひまもないぐ

らいかけずり回ったものですよ。 大和川の下に住んでいたおこもさんの子供を 5 人取り上げましたよ。 その頃のお

礼は一定したものではなく、 もらえないこともたびたびで、 社会奉仕みたいなものでした。

問　ところで先生は当時の女性としてはかなり高度な勉強をなさっていた訳ですが、 受胎調節についての勉強はされま

したか。

答　それは学校でも全くおそわっていません。 助産婦としてそういうものがあることは、 うすうす知っていましたが、 避妊

具などはみたこともなく知りもしなかったですね。 むろん体の弱い人に対しても受胎調節指導なぞありませんでした。

ただ男の人はそういうところ （赤線） に出入りしていたので病気防止のためコンドームを使っていたようです。

問　そのころを振り返ってみて、 印象深かったことをお話し下さい。

答　当時の妊婦さんは体力、 気力があって異常産、 出血も少なかったように思います。 私は 60 年間一人の母親も

死なせていないということに助産婦としての誇りを持っています。 また敗戦直前には、うでのない子、片目のない子、

内臓のすけてみえる子等、 奇形の子供が多く、 私のところでも 6,7 人取り上げましたが、 あれはどういう訳だった

のでしょうね。

問　では最後に、 今日、 先生が一番望ましいと思われるお産についてお話し下さい。

答　まずお産は自然のものという自覚が必要です。 ですから異常があればともかく普通の状態なら病院出産は必要な

いと思います。妊娠のはじめは病院にかかっていれば出産時に異常が起こった場合すぐひきうけてもらえますから、

最初は医者にかかって異常がないか検査をうけ異常がなければ助産婦にたのむというのが自然な様な気がしま

す。

Ⅲ． リビングルームのある家

（1） 少産少死

　　　　1945 年 （昭和 20 年） 第 2 次世界大

戦が終わり、 国民生活には久しぶりに平和

がよみがえった。 昭和 20 年代前半には、

憲法、 民法などの改正に基づく男女同権の

確立と「家」制度の崩壊などわが国の経済、

社会の民主化を目的とする一連の制度的

革命が行われた。 しかし戦争による物資被

害は、 はなはだしく、 復員、 引揚者などの

人工増加があり、 食糧、 住宅、 衣料の不

足も激しかった。 このような状況下でベビー

ブームがおこった。 （昭和 22 ～ 24 年、 図

2 参照）
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　この頃は年平均 270 万人も産まれ開業助産婦の繁栄期であった。そこで人口抑制が緊急の課題となり、1948 年（昭

和 23） 政府は妊娠中絶の許可範囲を定める優生

保護法を公布、 施行した。 この法律は、 悪質遺伝

防止と母性保護という二つの目的を組み合せたも

ので精神病を遺伝性と認定すれば中絶できるとした

点に大きな人権問題をかかえている。 しかし母体の

生命または健康に害のある場合に、 医師による中

絶を可能とした点で画期的な意義をもっていた。 翌

1949 年 （昭和 24） の改正で経済的理由による

中絶が可能となったが、 明治刑法で定められた堕

胎罪は何の改正も加えられずそのまま残された。 こ

の年、 はじめて避妊薬が公認となった。

　1954 年 （昭和 28） 厚生省に設置された人口

問題審議会は、 人口対策として家族計画を強力に

推進するよう政府に進言した。 これを受けて家族計

画予算が組まれ、 昭和 30 年には低

所得者に受胎調節器具、 薬品など

の無料提供が行われた。 その結果、

昭和 30 年を境に出生率は極めて

急速に低下しはじめた。 1960 年（昭

和 35） の国勢調査結果では総人

口に対する第一次産業 （農業など）

の就業者の割合は 33％まで低下し

た。 池田内閣による所得倍増計画

がうち出されたこの年を境に出産の

場所は家庭から病院などの施設へ

移行していった （表 2 参照）。 それにつれ妊産婦死亡 （図 1 参照） 乳幼児死亡 （図 3 参照） は急降下的に減りだ

した。

　まさに少産少死時代の始まりであった。 また、 施設内分娩が急速に普及していく過程において非人間的なお産のけ
4

がれ
4 4

といった考え、 慣習もあっという間に崩壊していった。 性のタブーも大幅にゆるみ、 現在ではテレビの画面に、 月

経用具のコマーシャルや出産のシーンが登場しても誰も驚かない時代になった。 一世帯あたりの平均人員は、 昭和

30 年代前半まではほぼ 5 人であったが、 40 年代には 3.9 人と縮小した。 丙午にあたる 1966 年 （昭和 41） の出

生児数は約 136 万と戦後を通して最低の記録となった。 しかし、 死亡率の低下、 平均寿命の延びにより翌 1967 年

には日本の総人口は 1 億に達した。 この頃から国際的レベルで人口問題の検討がなされ始めた。 その一方、 日本で

は高齢化対策としての人口問題が論議され始めた。 1969 年 （昭和 44） 人口問題審議会は 「人口の先細りをふせ

ぐためには出生力の回復が必要」 「日本女性は平均 2.1 人程度の子供を産む必要がある」 との中間答申を行った。

翌 1970 年から優生保護法改 （正） 案が度々国会で審議されたが、1974 年 （昭和 49） 審議未了で廃案となった。

戦後経済のたて直しのために人口抑制、 産児制限が推進され、 24 年後には高度経済成長を支えるために出生力の

回復がいわれ始めた。 1973 年の石油ショック以来、 低成長期に入ると家族の自助努力が強調されるようになった。

その後、 出生率は減少を続け現在ではひとりっ子が子供全体の 7 割を越えている。 最近の母親は 30 歳までに末子

を産み終える傾向にある。
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第２部　共有した日々の断片を集めて

母　真規。 昭和 23 年生まれ
　 昭和 40 年 長女
　 昭和 50 年 次女
　 27 歳で産み終える

しかし明治時代人生わずか 50 年といわれた平均寿命は

1982 年 （昭和 57） には男 77 歳、 女 82 歳となり人生

80 年の時代を迎えている。 それだけ死亡率が低下したこ

とになり総人口はまだ増加を続けている （図 2 参照）。

　こうした少産少死傾向を背景に 1974 年廃案になった優

生保護法の経済的理由の削除がふたたび問題化されるに

至った。

（2） 助産婦さんの話から　PART.2

　大阪市住吉区在住の開業助産婦 H ・ Y さん （67 歳） 

問　まず初めに経歴からお聞かせ下さい。

答　1916 年 （大正 15） 奈良県大和郡山の農家に生ま

れました。 9 人兄弟の真中で、 高等小学校を出てから大

阪の文房具屋に子守り奉公に出たんです。 その頃は 「白

い御飯が食べたい」 ばかり思うてました。 15 歳でした。 そ

こで 3 年間働いて 80 円貯めたんです。 このことは誰にも

話したことないんですよ。

問　助産婦の仕事を選んだ動機は何ですか。

答　いつまでも子守りをしていてもつまらんと思いましたし、

奉公先の奥さんがお産をした、 近くの助産婦をみていたのと、 父親は頭はよかったらしいのですが、 学がなく読み

書きができないばかりに百姓を継いだという思いもあったのです。 産婆看護婦養成所に 1 年、 翌年の 4 月から 3

か月間実地研修、 その間運良く 1 回で検定試験に合格しました。 1944 年 （ 昭和 19） 結婚退職するまで保

健所と診療所に勤務しました。

問　開業はいつされたのですか。

答　当時の病院は異常分娩しか扱ってなかったので開業に向けて 1950 年、 愛染橋病院に研修に行きました。 翌年

に西成区の三井藤長田造船の社員寮で看板を上げたんです。 当時の家庭分娩料は 700 円でした。 まもなく、

府営住宅の抽選に当たり鶴ヶ丘に移りました。 更に、 1967 年、 150 万円で助産所のために 2 階家を購入して

改造しました。 そこでの第 1 号は、 入院 1 週間おやつ付きで 7,000 円、 家庭分娩で 3,000 円いただいておりま

した。 西成からはじめて、 八尾、 堺、 三国、 中百舌鳥と家庭分娩に走りまわっていました。 助産所のほうは夜

中に沐浴し、 お乳をもんでいましたよ。 ほとんど寝ませんでした。 昼は外の沐浴、 夜は家の処置、 着のみ着のま

ま赤ちゃんと一緒に寝ました。 自分でもよくやったなと思います。

問　すごいですね。 その頃の分娩件数はどれぐらいでしたか。 印象に残ったことは何ですか。

答　ひと月 120 件あったでしょうか。 1966 年 （昭和 41） の丙午でも年間 150 件はあったし、 それ以降月平均 10

件という所でした。 オイルショック以降ですわ、 ガタッと減ったのわ。 昭和 44,5 年頃には、 まだ貧しい人が多くて、

そんな人たちから依頼を受けてよく行きました。 「10 円はりこんだらタダコ （ただでやってくれる） の助産婦がくる」

と言われていたんです。 行っても綿花もない。 「もう、 50 円出しなはれ、 誰か綿花買うてきてやって」 「何か持

ってきてや。 着せるもん何もないよって」 言うて……古着に紐くらいつけさせて新聞紙をもんで、 綿花を薄う伸ば

して T 字帯をあてたんです。 赤ちゃんの世話をし、 6 日立ち （お臍落ち） 迄通った。 そうすると情もわくし、 自分
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のとり上げた子が元気にしているかと訪ねれば、 鼻たらしてゼロゼロいっていても親は店屋物食べている。 踏み倒

されたのは一度や二度やない。 その中で 「先生、 すみません。 これくらいしかないんです。 持っていって下さい」

と言う人がいるから 「可愛想や、 誰かがここに来てやらんとあかんのや」 と思うたんです。 3 人に 1 人は貰ってへ

ん。 でもその頃の積み重ねが今、 その人から直接してもらわなくても、 周囲の人がもり上げてくれている。

問　家庭分娩と施設分娩はどう変ってきましたか。

答　1951 年 （昭和 26） 自宅分娩の人の診察に回るのに 36 歳から自転車を練習し、 バイク免許をとりました。 モー

ターバイクとホンダのカブ 4 台に乗った。 1966 年 （昭和 41） 50 歳で自動車免許をとり、 車は乗りこなす事 4

台目です。 随分、 行動範囲が広がりました。 自宅分娩が稀になってゆき、 助産婦も減って 1 人が遠くまで出か

けることになりました。

問　避妊というか、 受胎調節指導はどうされてますか。

答　先のことを考えないのか、 生んだら誰かが何とかしてくれると思うのか、 刑務所から出ては種つけして又、 はいって

いる夫もいましたよ。 今、 3 人目で避妊希望の方は分娩翌日産婦人科医の元で卵管結紮をしています。 退院前

にペッサリーを紹介しています。 産後 45 日は避妊具を使い、 基礎体温を半年とってみなさいというのですが、 そ

れは皆さんなさいません。 有効率はコンドームでは失敗したことを聞きますが、 ペッサリーはありません。 「不真面

目に使ってはいけません。 生理前やし 1 回ぐらい大丈夫と思ったり。 避妊器具に 100％のものはない」 とは言っ

ております。

問　これからの展望をお聞かせ下さい。

答　「ラマーズ法の講習を受けてこれからひと花……」 と思わないことはないけれども体力が続きません。 体力が低下
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したり、 児心音が聞こえなくなる前にこの仕事をやめます。 事故がおきてからではとり返しつきません。 それが仕

事に責任を持つことやと思うてます。 それとこの歳になってもひと月 4,5 人お産に来てくれる。 教育のある妊婦さ

んの受け答えのできない助産婦ではいけないと思い繰り返し研修会で習ったことを覚えることにしています。 開業

歴 30 年余り、 核家族が増える中で、 地域医療の必要性がいわれていますが、 分娩後も新生児の訪問指導、

保健所事業とタイアップしての乳幼児健診、 母親学級、 更には予防接種の介助と幅広く活躍されています。

（3） 性教育の現状

　近年、優生保護法改 （正） 案が出される中で 「妊娠中絶が安易にできる現状が少年少女に性的乱れを招いている」

とのことで十代の性非行防止が叫ばれている。

　確かに人工中絶の届け出数は 1981 年、 史上最低だった中で 20 歳未満の中絶は前年より 16％増、 15 ～ 19 歳

の中絶経験者の割合は 1965 年 2.5 人、 1981 年 5.5 人と激増している。 だがこれらの数だけで 「妊娠中絶が安易

にできる現状云々」 というのは認識を欠くのではないだろうか。

　「いのちの電話センター」 によると総受理件数の 3 割は異性とのセックスであり、 3 分の 1 は小中高校生からの相談

である。 相談内容は、 （1） 異性とのつきあい、 （2） 恋愛 ・ 自慰行為について、 （3） 妊娠したがどうしたら……が小

学生で 12 件、 中学生 319 件の実情である。

　親が教師が彼らに回答しているであろうか。 避妊方法を知識として知っていても、 「危ないな」 と思ったとき、 女がそ

れをはっきりと主張でき、 相手がそれを受け入れられるという関係が築かれていなければ何の意味もない。 親も教師も

大人が若者によいモデルを示すのが望ましい。

　事例として 「妊娠中絶の高校生カップル / 非行と退学処分」 東京の有名私立高校で男女生徒が双方の両親の了

解のもとに結婚を約束、 交際していた処、 妊娠した。 学校を続けるために中絶をした。 校則の厳しい学校は男女交際

禁止、 当事者らの願いにもかかわらず退学届を出させた、 というのが経過である。

　学校のコメント 「2 人共まじめな生徒で退学させるのは気の毒だったが他の影響を考えると、 そっといなくなってもらう

のが一番。 特定異性との交際は高校生にとって勉学 ・ スポーツの意欲をそぐ麻薬のようなもの
4 4 4 4 4 4 4 4

」

　麻薬のようなもの
4 4 4 4 4 4 4 4

とのきめつけはおかしいし、 当事者たちの “将来結婚するのだから” という本人たちの自己弁護も

気になる。 親同士も公認の交際というのであれば、 当然妊娠も予測できただろうし、 配慮もあってよいと思える。 避妊

について当人達と親の間で話し合いがあったであろうか。 優生保護統計で中絶数の増加ばかりが強調され、 学校では

“指導” でなく “排除” という傾向がある。 だが、 今までの （性） 教育が現状に答えていないため、 十代の非行が表

面化してきたとは考えられないだろうか。

　性教育の歴史として、 1949 年 （昭和 24） 純潔教育基本要項があった。 それは、 女性のからだの純潔 ‐ 処女性

を重視し “不純異性交遊から女子を守る” ということで行われてきた。 しかし、 性を考えるとき、 女の子だけへの純潔

教育と生理教育では片手落ちである。

　この 30 年間で、

生徒の体位が向上した ； 現代の中学 3 年は 20 年前の高校 2 年に相当する。 性行動調査によると射精経験1( 

13 歳で 50％。 初潮は 12 歳代。 思春期は小学 5 ・ 6 年生から始まる。

性について社会環境が変化した ； 生徒の情報源は友人と商業主義のマスコミからである。 情報はあふれ、 正2( 

しい判断力に欠く世代に性的問題は増加している。

　一方で親は男女交際をどうしたらよいか。 現代っ子の行動心理がわからない。 親の最大の関心事は子供の性の純

潔と性非行の防止であり、 学校に性教育を求めている。

　それに対する学校の性教育の現状は、 小学校で父母同伴で男女のからだの違い、 生理の違い、 スライド ・ 視聴覚

教材を用いての妊娠の成立の説明をしたり……。

　ホームルームに自由に二次性徴についての疑問を出し合っている所もある。 がまだまだ、 大半が小学校 5 年時の女

子のみへの初潮指導、 又、 中高校での性病予防の講義、 スライド上映と一方通行で終っている。
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父母、 教職員の意思統一がむずかしい ； 親は学校にまかせようとするし、 性教育の指導者たる教師自身が性1( 

教育を受けていない。

性の問題はやっかいなものとされ、 できるだけ触れないでおこうという空気が強い ； 「寝た子を起こすな」 「私ら2( 

の頃は知らなくてもなんとかうまくやってきた」 と言う時期は過ぎた。 正しい知識と判断を示唆する必要にせまら

れていると思う。

学力の向上が最大の教育目標、 受験勉強中心の教育体制である ； 能力主義一本やりが 「豊かな感性」 を3( 

欠くことになるのでは。

　これからの性教育 ‐ 教育全般にわたる ‐

　食べるものにも困り、 耐乏生活を強いられた時代には、 人はそれぞれの生活を守るために家族が寄り合い、 団結し、

生活してきた。 戦後 38 年、高度経済成長を経て物質的には豊かな生活を享受している一方で社会混乱が出てきた。

欧米先進国にみる離婚の増加、 子供の虐待、 子供の親に対する暴力の増大、 青少年犯罪、 十代の妊娠増加等。

　これからは幅広い 「人間教育」 としての性教育が必要であろう。 たとえば、 物質的豊かさのみを追求するという価値

観の転換、 子供の個性を伸ばす教育、 教師・親が用いる性教育の手引書の作成、 男女交際の自由と負うべき責任、

他人への思いやり、 家族の協力 ・ 子供の養育義務等が望まれる。

むすびにかえて

‐ 産む産まないは私たちにとってかなり重いテーマでした。 最初の意気込みに反して問題点を絞るのに思いの外手間

取り先生にもずい分ご心配かけました。 不満な点はいろいろあるにしても、 やっとここまでこぎつけた訳です。 最後にそ

れぞれの時代の産む産まないについて自由に話し合い、 締めくくりたいと思います。 まずいろり端のある家の時代では、

働いて生きることが第一で子供を産み育てることは二次的なこととされていたのですね ‐

A． 生きることに精一杯だったから、 なまじ感傷など入り込む余地がなかった。 例えば 7， 8 人の子供を産んだ母親は

一人か二人亡くしているのね。

B． 働くことで悲しみを忘れようとしたのでしょうね。

D． それは豊かな現代に育った人間の価値観だと思うな。 その時代の女性たちが置かれていた状況を抜きにして、 私

たちの尺度だけでは推しはかれない。 悲しんでいては生きていけなかったと私は思うのだけど……生きることは働く

ことだったから堕胎や間引きに対しても罪の意識がなかったのかもしれない。

C． 罪の意識は学校教育の中でつくられていったのよ。 あの中で価値観の統一がはかられ、 堕胎罪が制定され、 女に

は産む産まないの選択がなくなったのだと私は思います。

‐ 次はお茶の間のある家の時代ですが、 この時代は戦争一色でしたね ‐

C． あの頃は避妊がタブーだったのですね。 でも花柳界にはあったのだし、 男の人は知っていたでしょうね。 ところが一

般の妻は （そういうものの存在を） 知らされていなかった。

B． 家庭の妻には 「産めよ増やせよ」 が義務として押しつけられ、 花柳界の女性は産みたくても産めなかった。 完全

なふり分けですよ。

E． この時代は家庭分娩がほとんどだったので助産婦の役割は大きかった。 私たちがインタビューに行った S ・ T さんも

母子の命を預るという使命感を持っておられたようです。

A． ただ一度のインタビューでは不充分だったと思いますが、 助産は社会奉仕だといっておられました。

‐ 最後に少産少死の時代についてですが、 ここに来てはじめて避妊の知識や技術を手にした、 ということは女性にとっ

て革命的な出来事といえますね ‐

E． それと妊産婦死亡や新生児の死亡率が減少したのは確かに医学の進歩でしょうね。 でも最近では試験管ベビーと

か排卵誘発剤とかの産ませ方の技術はどんどん進歩していく割に避妊の技術はそれほど進歩しない。 そういう現

状でしょう。 今までの医学が主に男性の分野だったから産ませる側に立った技術が先行していくのですね。



p. 98 産む産まないの歴史と現状

第２部　共有した日々の断片を集めて

D． 試験管ベビーの問題だけど、 産めない女性にとっては福音でしょう。 将来にいろいろ危惧される問題はあるけど、

それでも産みたいという女性を非難できないと思うの。 女性は産むものという社会の通念が変らない限り、 産めな

い女性はどんな方法ででも産みたいと思うでしょう。

A． 政策的にも福祉の切り捨てや職場からも女性の締め出しがあるし、 昔も今も子は宝という価値観は変らないというの

が現状じゃないの。

D． それが優勢保護法改 （正） の背景となる。 高齢化社会に向けて若年労働力の確保という口実で。

C． だんだん腹が立ってきた。 それも子産み、 子育ては女性の問題とされているわけね。 もっと男性が出産に関わる

ようになれば子育ても男女が協力しあってゆけると思わない？

E． 確かにそうね。 それだけで解決するわけではないけどね。

‐このテーマに関しては、まだまだ結論が出そうもありません。来年、もう1度同じテーマと取り組みたいと思います。しかし、

今回はまさに格闘でした ‐
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p. 100 レポート講評p. 100

2 年次私たちの婦人問題セミナー研究論文集

レポート講評　　
西川　祐子

　　出典 ： 大阪市立婦人会館 『第２回私たちの婦人問題講座報告書 （昭和 57 年 5 月～昭和 59 年 2 月） ２年次

私たちの婦人問題セミナー研究論文集』 （1984 年 2 月） Ⅲ　講評 （pp.95-96）

　大阪市立婦人会館の女性史講座は、 火曜日の午後 6 時から 8 時までであった。 終わると夜である。 女たちの夜の

教室を 2 年つづけるのは、 お互い、 努力の要ることであった。 ふつう、 この時間には、 主婦は食卓についていなけれ

ばならない。

　第1年目は講義形式であった。題目は「近代文学にあらわれた家族と家‐いろり端、茶の間、リビングルームのある家‐」

とした。 じつは住宅広告のコピーから借りた家のモデル 3 タイプは、 傍系家族、 直系家族、 核家族とよばれる日本近

代 100 年の 3 代の家族それぞれの容れ物である。 島崎藤村の 『家』 は、 いろり端のある家を失いながら茶の間のあ

る家に行きつかない悲劇であり、 小島信夫の 『抱擁家族』 は、 茶の間のある家をアメリカ風のリビングルームのある家

に建て替えることに失敗する話である。 津島佑子の 『光の領分』 は、 リビングルームのある家と夫とを捨てた子連れの

女が、 ビルのてっぺんの仮り住いで行先を考える 1 年間を描いている。 私たちの読んだ 3 つの小説はすべて、 住みつ

くところを得ずしてさまよう魂の記録であり、それはまた、私たち、父母たち、祖父母たち、曽祖父母たちの歴史であった。

　家族と、 その容れ物としての家の変遷というテーマは、 私が同じ大阪市立婦人会館で婚姻と家族の歴史の研究家、

高群逸枝について行った 2 年連続講義のつづき、 その応用編のつもりであった。 以前の講座は昼の時間帯にあった

ので、 このたび夜のコースのテーマにわざわざ家族と家をえらぶについては、 私にも期するところがあった。 夜のこの時

間に出席できる人たちは、 望む望まずにかかわらず、 家庭生活の束縛から比較的、 自由な人たちであるにちがいない。

彼、 彼女たちは、 自分の自由や、 家族、 家の問題について、 どのように考えるだろうか。

　2 年のあいだには、 いろいろなことがあった。 教室にもちこまれた嫁姑論争、 優生保護法をめぐる終りのない討論、

小説という素材にたいする愛着と反撥、 講師も受講生も自分の生活歴を明らかにすることをせまられたことなどである。

それぞれの生活にも、結婚、出産、別れ話、転職、とつぜんの首切り、事故、自分や家族の病気などの変化があった。

集団学習や発表のたびに、 意見の衝突があり、 人生観、 モラル、 生活の美学などのちがいが明らかになって、 個我

意識と個性の強い人たちの集まりであることがわかった。 子育てを終えた 50 代、 60 代の姑層は、 1 年次には活発で

あったが 2 年次のグループ学習は苦手とみうけられた。 結局、 戦後民主主義教育の申し子のような 30 代、 40 代の

人たちが中心となって手慣れた感じでグループ学習を組織し、 20 代の人たちは人生にたいする好奇心に眼を輝かしつ

つ参加という形となった。

　身上相談をとりあげた 「水先案内人」 グループには、 読売新聞社刊行の 『女 ・ きのうからあすへ ‐ 人生相談の 60

年』 を紹介しておいたのだが、 グループはその後の、 つまり最近の 10 年を自分たちで分析することにして、 積極的に

資料を入手し、 10 年分のうち 390 例を読破した。 　

　このグループのメンバーは、 長年、 独自に新聞の切抜きを行っており、 相談内容に世相が反映していることを敏感に

とらえる助けとなった。 相談と回答を分析しつつ、 両方をつきはなして見ているところが面白い。 1 つには分析をしてい

る人たちが、 人生相談にあらわれるような悩みは自分たちも体験したが、 自力で脱出したという自信があるからである。

第 2 に、 相談者の悩みの大きさは主観的だが、 回答者はどうしても相手の身になって相談に答えなければならない。
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ところが分析者は同じような相談を数多く読んでいるため、 健康相談、 賃金の不満、 老後の不安といった個人的悩み

の真の原因は社会構造の変化であることを見抜いている。 結論に人生相談も、 回答者に叱ってもらいたい保護希求

型から自己主張型に変わるのではないかとある。 「水先案内人」 グループは自分達も 「平凡な女たちの一人」 として

語ろうとしているのだが、 彼、 彼女たちの意識はすでに回答者である識者の指導を、 こえようとする。 58 年度国民生

活白書は、 家族の弱体化を運命共同体的な伝統家族への復古で強化しようとするが、 そうは行くまい。

　女の問題には、 職場で働く女と家婦、 母と女、 などの内部対立があって、 一方の問題を視野に入れない議論は必

ず行詰る。 そこで優生保護改悪反対運動から生まれた 「イヴ」 には、産児調節の歴史を出産の歴史と同時にみること、

とくに長い経験をもつ助産婦 （免許をもって開業する産婆さん） をさがして、 ききとりをすることをすすめた。

　このグループはすでに理論闘争も経ているだけに、 本をよく読んで論理もしっかりしているのだが、 抽象語をあやつる

ことができるようになるにつれて、 体験から直接に感じとる能力がうすれ思考がかたくなる心配がみられた。 だが 2 人の

助産婦さんの生の経験を伝える話には、 硬化をうちやぶる力があったらしい。 長時間録音のテープを起して短くまとめ

るにあたっては、 理論の基礎学習がしっかりしていることが大いに役立ち、 語りの迫力を失うことなく、 事実のもつ意味

をよくとらえている。 12 人の子を産んだ母方の祖母と実子の無かった父方の祖母という 2 人の女の共に切ない歴史は、

産む産まない、 が表裏一体の問題であることを語って説得力がある。 家族動態や、 女のライフサイクルの変化もここま

で来た地点において、さて私たちは、これからどう産むのか。 復古ではない新しい人間関係をつくらねばならないだろう。

　2 つのレポートには、 2 年の学習の成果だけでなく、 70 年代のはじめから各地でひらかれた婦人問題講座や、 情報

交換の雑誌に拠った女たちの、 己を知ろうとする努力が集められ実っている気がしてならない。 福祉が切りちぢめられ、

余裕も失われそうな次の時代には、 女たちも生活防衛に追われるであろう。 だが困難な時代の集り方が工夫されるこ

とを信じ、 私たちもまた会いましょう。
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第 2 回 (1982・1983 年度 )「近代文学に表れた家族と家」

西川　祐子
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出典 ： 大阪市立婦人会館 『学ぶ女の時代　大阪市立婦人会館 「女性問

題セミナー」 （２年制） 修了者の現在』 （1989 年 , pp.119-121）

　手元に、 7 年前に講座に応募した人たちが書いた葉書の束がある。 覚えて

いますか。

　応募理由 1. は夜の講座なので仕事の後で参加できる、 である。 夕ごはん

の時間の女性史講座にわざわざ家族と家というテーマをもってきた私の意図

は当った。 拡大家族のいろり端のある家、 直系家族の茶の間のある家、 核

家族の容れ物であるリビングのある家の次には何が来るべきかという問題を外

で働いている人たちと一緒に考えたかった。 残業をする代りに講座に来た人

たちは、 家庭だけでなく会社のあり方にも疑問を抱いており、 家か、 仕事かと

いった二者択一の割り切り方をしない。

　理由2.には、戦争によって中断した学校生活をとり戻す余裕ができたから、とある。50代の人たちであった。60代は「旧

憲法下で結婚し、 戦争を体験し、 家庭で人生をいちおう終えた気がする。 一生の大団円へ出発するにあたって女性

史を勉強してゆきます」 と書いた。 この人たちは自分の人生は何だったかを知りたがっていた。 自分は姑に仕えたのに

嫁は同居してくれないことから時代の移り変りを思い知らされ、 衝撃をうけている。

　理由 3. は 「女性は今、 男性以上に選択の時代を迎えている。 私自身、 仕事、 結婚、 さらには子供を生むべきか

否かでとても迷っているので」 と書いた葉書に代表された。 家族と家とを宿命ではなく選択の問題として、 つきつめて

考えようとしたのは当時30代20代の人たちであった。これから結婚するかもしれない人、結婚をやめるかもしれない人、

結婚しないで家族をつくった人、 シングル派などさまざまであった。 ところがこの活発な人たちも毎日の職場や家の中の

変えようのない人間関係に囲まれて、 全くの他人と親しく話す機会がないなんて異常だ、 と閉塞感を訴えていた。

　10 代終りの学生から、 60 代半ばのかつての文学少女まで、 男性は一人だったが、 多種多様な受講生の中に、 40

代は少なかった。 夕食のテーブルから抜け出してくることが難しい年齢なのだろう。 私自身は 40 代半ばを過ぎ、 昔の

女たちが知らなかった子育て後の寿命は解放の時間となるのか、 長い孤独となるのか、 興味をもって考えていた。 私

はまた、 大阪市立婦人会館でその数年前に 1 年間の女性史講座をうけもち、 婚姻と家族の歴史家であった高群逸枝

の話をした。 高群は 1950 年代にすでに夫権核家族の行き詰り、 その後に婚姻と家族の多様化、 子育てのための母

系集団の再現、 さらに先には人類という種の終焉を予言した。 私たちが人生は選択だ、 と言えるようになったこと自体、

彼女が巨視的に描いた時間のストーリーの一部なのだろうか。 予言をとらえなおして考えたいとおもっていた。

　私が提供できるのはテクストの読み方であったから、 3 つの小説はていねいに読むことを強制した。 文句の出たこと、

出たこと。 近代小説はすでにそのままでは読めないテクストであり、 現代の読者には一種の翻訳が必要なこと、 翻訳は

創作に近い作業であって、 ちがう作者が書いた複数の作品を、 ある一貫した姿勢で読むことにより読者は別の大きな



p. 103《光の領分》 とともに

作品を再創造するのだと感じた。 私たちの場合は集団創作であった。

　毎回、 質問の時間をとり、 アンケートの形で短い文章をたびたび回収し、 この集団は聴くことより発言することを望ん

でいるとはっきりしたところで、 おりしも改悪がいわれていた優生保護法について、 討論にもちこんだ。 この問題は、 産

むことが宿命であった世代と選択となった世代の激突を生じさせた。 嫁姑戦争が家の中ではなく講座の公開の場でた

たかわれるのは良いことであった。 選択派は街頭デモも行った。

　お互いの生活歴がわかって共通点、 相違点をつき合わせると、 発見がある。 いろり端、 茶の間、 リビングのある家は、

集団の記憶の中にそれぞれ鮮やかに生きていた。 私たちのあるいは私たちの父母、 祖父母たちは、 近現代史にいくた

びかあった産業の高度成長期の何度目かに村から都会へ呼び出され、 その間に同じくたびたびあった不況や戦争のつ

ど、都市と農村の間で居場所をさがして苦労してきた。大阪は産業構造の変化のたびに人間が流れこんでくる町である。

流れが変るたびに生活の建て直しを計りながら、 女も自分の人生を自分のものにしたいと願ってきた。 2 年次のグルー

プ学習は 2 グループとも、 選択の時代に至るまでの経過をたどる結果となった。

　グループ 「水先案内人」 は、 新聞の人生相談欄 10 年分を分析し、 レポート 「女の悩みのうつり変り」 にまとめた。

投稿が識者依存型から投書欄を利用しての自己主張へと変化していると、 よく見抜いている。

　グループ 「イブ」 は、 「産む産まないの歴史と現状」 と題して、 人口動態の変化、 産児調整の歴史を調べ、 町の

助産婦からききとりを行った。 産むと産まないは正反対にみえながら、 実は限られた、 強制された選択肢であり、 選ん

だつもりが選ばされてきたところも明らかになった。

　講座が終わったのち、 2 つのグループは一つとなり、 皆が好きだった津島佑子の小説の題名からとって 「光の領分」

と名乗った。 グループ学習の続き、 グループ紙 『いろりばた』 15 号全 213 頁発行、 女性楽会と会館催しの参加を

続けてきた。 2 人、 3 人といれかわり組んで女性クリニックにかかわったり、 住民運動をはじめたメンバーを声援したり、

病気、 老年、 失業、 離婚その他の各人の抱える事件の苦労の聞き役、 助言役を互いにつとめたりしている。

　講座の頃から新聞切抜きを行っていたメンバーたちが、 老年問題切抜き紙の発行を正式にはじめた。 7 年前の教室

における嫁姑戦争では姑たちに向って、あんたらは手遅れやよ、と言い放った人たちが発行する切抜き紙は 『老の領分』

という。 題名から大阪風のしたたかな笑いがきこえてくるようだ。

　集まると、 雑談のあいだに好きなことを仕事にして、 仲間で経営できたら、 あるいは人生の終りの生き方は自分で選

びたい、 そのために助け合えないだろうかと語る。 しかし、 大阪だもの、 採算はとれなければならない。 それが難しい。

今は自分の場所で自分の生活を自分で支えながら、 誰かの発語、 行動に敏感に応じる関係にある。

　会館の講座は時間と空間を提供して、 限られた選択肢からの選択ではなく、 新しい選択肢をつくろうとする人たちを

育てた。 密度が濃く長い 2 年の講座があったから仲間ができた。 そろそろ、 かつての受講生の間から講師が出て講座

を受け持つ頃である。 講師は方法論があるだけでなく、 女性史女性学を切実に自分のこととしている人でなければなら

ないとおもう。 そのためにも講師料アップが必要ではないだろうか。 行政は既成の学校や研究室の知識のおすそ分け

や個人の熱意をあてにするのではなく、 若い運動家や研究者を一人前の生活者として待遇してほしい。 2 年が終わっ

たとき、 受講生、 担当職員、 講師がそれぞれ自分の変化に気づくなら、 変化はもっと拡がってゆく。

　2 年間の講座 5 周、 10 年で終るなら国際婦人年追従の行事にすぎない。 あと 5 周で 20 年、 一世代の交代があ

ってようやく何を変えたのかわかるのではなかろうか。 会館はぜひこの講座を続けていってほしいとおもいます。
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　　出典 ： 大阪市立婦人会館 『学ぶ女の時代　大阪市立婦人会館 「女性問題セミナー」 （２年制） 修了者の現在』

（1989 年 , pp.30-42） 

★参加のきっかけ★

C ： では “光の領分” の今までと現在の状況と、 今後どうするかについて、 何年間かの経験や経過を踏まえて、

皆で話し合っていきたいと思います。 まず、 1982 年に講座が始まった当時の自分の状況や、 どういうきっかけで参加

したのか、 そのあたりから始めたいと思いますが、 G さん、 どうですか？

　G ： 私は昼間働いていたので、 夜の講座やないと参加できなかった。 それまでごく普通の生活、 つまり職場と家庭を

往復するだけの毎日で、 もっと視野を広げたいと思っていた矢先だったし、 婦人会館ではどんな勉強をしているのか、

どんな勉強ができるのかということにも興味があったのよね。 2 年間、 週 1 回の講座を受けている間には、 自分の周辺

にもいろいろな変化があったけど、 何とか続けることができてよかったと思います。 それまで、 こんな講座があったことさ

え知らなかったもんね。

　B ： 講座が始まったのは私が学校を卒業して 2 年目だったかな？　助産婦としての仕事に慣れた頃で、 私自身は世

間で言う結婚適齢期になっていた。 今なら家庭も仕事もどちらも欲しい、 とすぐ答えをだせるけど、 当時は仕事を続け

るか、 結婚して家庭に入るか、 真剣に悩んでいたの。 混沌とした状態やった。 あれ？　参加の動機につながらない？

　つまり、 自分なりに考えをまとめてすっきりしたかったんやね。 住まいが婦人会館の近くだったせいもあるけれど、 何よ

りも女性史は自分の混沌を切り開く手段やったわ。

　C ： H さんは以前からフェミニズムに関心があったのでしょう？ 

　H ： いいえ、 ぼーと生きてたから。 私は 1981 年に開かれた婦人問題セミナーの第 1 回生として受講を始めたので、

皆さんより 1 年だけ先輩。 自分史とのかかわりで言うと、 セミナーが始まる少し前に何回目かの転居をしてるの。 心機

一転というか、 とにかく勉強がしたかった。 フェミニズムというはっきりした意識はなかったけど、 女性史を通じて女の生

き方を考えたいと思った。 第 1 回は昼間の講座で、 仲間には子育て最中の人も多く、 社会参加がしたい、 経済的に

自立したいという人たちと 1 年間一緒に女性史を学んでいて、 では次の目標は何かということに興味をもった、 それが

第 2 回の講座に参加する動機になったのね。だって夜の講座に参加できる人は、職業を持って経済的に自立した人か、

少なくとも育児や家事の拘束からは自由な人のはずでしょう？

　A ： 私も講座への参加は 2 回目です。 1 回目は昼間の女性論だったの。 それまでも女性問題に関心をもっていたの

だけれど、 学習という形につながらなかったのね。 最初は気負いが先に立ってしまって、 部分的にしかとらえられない

まま 1 年が過ぎてしまったので、 今度こそはと思って参加したのが西川先生の講座だったというわけです。

F ： 私は夫とふたり、 共働きの生活が長かったんだけど、 子どもが生まれたとたん、 仕事をやめて夫の家族との同居

生活に入った。 いきなり家族が 6 人になって、 主婦の私は自分の時間が全くもてなくなったのよ。 講座のはじめに西川

先生が 「家は呪縛か解放か」 というアンケートをとられたこと、 今でも覚えているけど、 それだけ当時の私にとって家の
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重圧は重かったんだと思うわ。 文学に興味があったわけではないけれど、趣味の講座を受講する気はさらさらなかった。

少しでも家から離れてみたかったのと、 子どもや家族以外の話題で話し合える友達が欲しかったのと、 それが受講の主

な動機だけれど、 専業主婦の私にとって、 受講料の心配のない婦人会館の女性史講座は非常に魅力的でした。

　B ： 家が呪縛かどうか、 考えたこともなかったわ。 1 日 24 時間の中で 8 時間働いて、 残りの 16 時間は自分のため

だけに自由に使ってたし、 だから家族から自由になりたいという感覚は理解できなかった。

　D ： 私の場合はかなり不純な動機。 今から思うと家庭に自分の居場所がなかったんやね。 子どもは姑のものという感

じで、 働いていながら女の私の経済力は正当に評価されてもいなかったからね。 精神的にかなりしんどい時期やった。

自分が変われば、 家族のあり方も変わるかもしれないという期待があって、 時間帯と考え併せて夜の女性史を受講す

ることにしたのよ。 私、 家庭から疎外されて不幸だと感じてたからね。 現状を変えるヒントを求めていたんやわ。

　H ： 家庭で疎外感を味わっていたなんて、 夫族と同じじゃないの。

　C ： E さんは黒一点で参加してはったけれど、 どうでした？

　E ： 女の人の講座というので珍しくてね、 興味があった。

　H ： え？　女の人が珍しいのですか？

　E ： そういうわけやないけど、 女の人が何を考えてはるのか、 興味があって、 それで参加しました。

　C ： 私は男女の役割分業には相当前から疑問を感じてたから。 職場では歴然と女性差別がまかり通っている、 そうし

た矛盾を何か勉強するきっかけにしたいと思ってたのだけど、 たまたま自分の時間帯に合った講座ということで参加した

んです。 だからテーマそのものに魅かれたというよりも、 何か勉強したいという気持ちと物理的に参加できる時間帯が合

ったのがきっかけでした。

★いろりばた　お茶の間　リビングルームのある家★

　G ： 1 年次は 「文学に現れた家族と家」 がテーマやったね。

　C ： そう、 島崎藤村の 『家』 と小島信夫の 『抱擁家族』 と、 津島佑子の 『光の領分』 と、 その 3 冊の小説は西

川先生が事前にテキストとして選んで下さったもので、 私たちも参加する前からこれを読むということは知っていたわけ

ね。 いろりばたのある家、 お茶の間のある家、 リビングルームのある家、 というサブテーマでね。 どうでした？　実際に

テキストを読みはじめての感想は？　講座中、 眠たかった人もいたと思うけど。

　G ： 何というか、 最初の 『家』 が暗い内容やったからね、 私なんか、 推理小説とか、 瀬戸内晴美とか、 それまで読

みやすい本ばかり読んでたからね。 しんきくさいテーマで、 先生の言われることの内容もあまり把握できなかったし、 仕

事の疲れでつい居眠りしたこともあったと思うわ。

　D ： 私、 高校時代にいっぱい本を読んだのね。 藤村の 『家』 も、 たしかその頃読んでいるんだけど、 自分の生活に

結びつかない世界を描いたものだから、 おもしろくなかったという記憶しかない。

　F ： 私なんか、 生まれ育った田舎の家の記憶と完璧に結びついてた。 考えてみると、 いろりばたからダイニングへ、

家の形は変わったけど、 藤村の時代の家意識からそれほどかけ離れていないところで育ったのよね。 特に私の子ども

の頃の都会と田舎は、 生活様式や意識に今よりずっと差があったから、 あの小説には何の違和感もなかったわ。

　C ： 私は皆が眠たかったとか、 暗いとか言ってたけど、 1 年間ずっと皆勤だった。 先生のお話はすごくおもしろかった。

第一、 文学の読み方の教育など、 受けたこともなかったので、 なるほど、 こういうふうに読むのかなんてね、 私はあの

ときぱっと目を開かされたように感じたの。

　B ： みんなは真面目に勉強していたようやけど、 私は不規則な病院勤務だったこともあって、 欠席が多かった。 ほと

んど小説も読まずに、 続いたのはなぜかな？　もっと何かあるという思いが会館へ足を向けさせたのね。

　H ： 私も初めはさぼってばかりいて、 『家』 の講義はほとんど受けていないんだけど、 『抱擁家族』 には、 いろりばたの

ある家の時代にはなかった病院とか、 ホテルとか、 学校とか、 デパートなんかが登場するのよね。 それまでは家の機

能であったものが次第に社会化されていく様子が分かる、 それが 『光の領分』 を読みはじめて、 リビングルームのある

家に移ると、 違いがもっとはっきりしてくるでしょう。 歴史書よりも具体性があって、 おもしろいと思った。 私、 長い間いろ
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いろな本を読んできたけど、 本当は何も読み取っていなかった、 それが分かったような気がしたわ。

　C：最初は焦点がはっきりしないというか、 先生が何を伝えたいのかよく分からないということはあったわね。 私なんか、

せっかちな方だから結果が分かる話し方だとすぐ納得できるのだけど、 外堀から埋めてゆくような話し方だとまどろっこし

くて、 分かりにくいということはあったけどね。

　D ： 西川先生のお話はよく分かった。 たしかに最初は捉えどころがない感じやったけど、 だんだんあれが西川先生の

世界やと思うようになった。 こうですよ、 分かりましたか、 という断定的な話し方はしはれへんのに、 じわじわと水のよう

に浸み込んでくる感じなの。 不思議ね。

　H ： そういうじっくりした話し方とか、 考え方とか、 私は先生からたくさん学ばせてもらったし、 影響を受けたと思う。

　A ： しばらくは、 女性史とのつながりがはっきりしないというか、 こちらが違った視点を期待していたせいか、 内容がよく

のみ込めなかったわ。 だってそれまでの本の読み方とはずいぶん違っていたでしょう？　でも皆さんの言うとおり、 西川

先生の影響は時間をかけてじっくり受けたと思うわ。

　G：私は平塚らいてうとか、高群逸枝の名前なんか初めて聞いたわ。そういう人たちの名前と無縁のところにいたからね。

　C ： 最初、 50 人くらいの講座生がいたけど、 平塚らいてうとか与謝野晶子の名前を講座で初めて知った人もいたでし

ょうね。

　H ： 青鞜ね、 日本のフェミニズムの胎動期のことはあまり知られてなかったでしょう？　講座での発表や討論を通して

再評価したと思うの。

　C ： 夏期レポート作成のためにグループ分けしたね。 その中に 「青鞜を読む」 グループがあって、 たしか堕胎論争を

テーマにクラスで討論会を開いた。 いろいろな意見が出たし、 私たち結構活発だったと思わない？

　A ： 私はその 「青鞜を読む」 のグループだったけど、 メンバーは今誰も残っていないのね。 担当した部分は 『青鞜』

の編集が、 平塚らいてうから伊藤野枝に変わったところだったわ。 その頃の野枝は、 まだ 18 歳くらいだったけど、 その

バイタリティーと論争を挑んで一歩も引かない態度には、 圧倒されたという感じ。 特に山川菊枝とのやりとりは、 野枝の

社会観の未熟さを指摘され、 それに対して反論してるんだけど、 論理的には太刀打ちできないのに、 主張を通してい

るところなんか、 野枝の激しさが出ていると思ったわ。

　F ： 誰かに似ているね。 私は H さんや D さん、 それに女子大生の Ｉ さんなんかと一緒に 「新旧民法の比較」 をやっ

たんだけど、 そのグループ発表の時の討論で、 D さんがクラスの姑グループから集中攻撃を受けて、 一歩も引かなか

ったもんね。

　D ： そんなこと、 記憶にございません。

　G：ＪさんやＫさんと、 レポートのために初めて中之島図書館へ行ったこと覚えてるわ。 私達のグループのテーマは 「住

まいの歴史」 だった。

　C ： 私は諸外国の婚姻法をレポートにまとめたのだけど。 私は今の “光の領分” というグループになって人と人とのつ

ながりの大切さが分かったの。 最初、 夏期レポートを作成した頃は、 次々グループの人がやめてしまって、 結局、 発

表したのは私 1 人だった。 どちらかというと当時の私は人とのつながりよりも講座の興味だけで 1 年次が終わったような

気がするわ。

　H ： 私は逆にレポート作成から個人的なつながりができた。 戦後初期の民主主義教育を受けて育った世代だから、

グループ学習、 自主学習には慣れていたのね。 考えてみると、 7 年間の付き合いがあの時点から始まったのだから、

やっぱり共同作業をしたことの意味は大きかったと思うわ。 それまでは会館への行き帰り、 クラスの誰とも話し合った記

憶がないのね。 欠席ばかりしていたせいもあって、 なかなか雰囲気になじめなかったのね。

　B ： それまで話しかけたい気持ちはあったけど、 きっかけがつかめない感じやった。 私は今、 助産婦の教育に携わっ

ているのだけど、 出産は家や家族と密接な関係があるの。 つまり、 社会学の分野としての家や家族の問題と関係が深

いということなんだけど、 それまで文学は情緒的なものだと思っていたから、 西川先生の講座のテーマ 「文学に表れた

家族と家」 が、 社会学と文学を結ぶものとして、 すごく印象に残っている。 当時はうまく説明できなかったけど。

　F ： わりに人見知りの強い人ばかりグループに集まっていたみたい。 それと C さんは別として、 今 “光の領分” に残っ
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ている人は、 最初さぼっていた人、 眠っていた人、 あまり発言しなかった人、 目立たなかった人が不思議と多いのね。

自己主張が下手だったり、 自己表現に時間がかかったり、 ある意味で強情だったり、 そんな人は何かのきっかけで、

一度つながりができると長続きするのやないかしら。 H さんがリーダー的な存在やったけど、 強引に皆を引っ張っていう

タイプやないから、 個性の強いこのメンバーで続いてきたと思うの。

　H ： 単純に喜んでいいのかな？　私は 1 年次修了の個人レポートには自分史の一環として 「家」 をテーマに選んだの

だけど、 それを何年か後、 女性楽会の冊子にもう一度書き直して発表したの。 できればさらに書き直したいくらい、 あ

れは何かを考える時の私の原点やね。

　G ： 私は書くのが苦手で、 3 冊の小説を読んだ感想文やったわ。

　C ： それから大変だったのが最初の会館展。 何度も集まって役割分担を決めたり、 講師の先生に依頼したり、 展示

するパネルの準備をしたり、 初めて経験することばかり。 H さんが司会で私は発表。 私は想像力を働かせて、 3 冊の

小説の舞台になった家の見取り図を書いたけど、 藤村の時代の馬屋のある家から、 光の領分のビルの屋上にプールの

ある建物まで、 何日もかけて仕上げたの。 とにかく大変だった。 でもあの頃は結構、 エネルギーがあったと思うわ。

　H ： それだけ皆若かったのよ。 7 年も前だもん。 一生懸命だったね。

★人生相談と産む産まないの歴史★

　C ： 2 年次はテーマごとのグループ学習が主体で、 私は人生相談から女の生き方の変遷をみるという、 テーマを選ん

だけど、 資料集めで苦労したわ。

　G ： 読売新聞やったね。 人生相談の記事を集めて内容別に分類してね。

　H ： 人生相談を過去、 現在、 今後の予想と分けて、 さらに相談内容を、 恋愛、 結婚、 職業、 自立、 生きがいなど

に分類したの。 その中から事例をあげて回答を比較したりして、 変遷をみていくというものだったけれど。 あまり意識の

面で変わっていなかったり、 回答が時代錯誤的だったり、 男性の回答には反発を抱くようなものもあったりして、 なかな

かおもしろかったことを覚えている。 なかには、 こんなことくらいで、 わざわざ相談するのかしら、 と思うようなものもあっ

たわ。 たぶん、 自己解決の訓練ができていないのでしょうね。

　C ： 読売新聞の人生相談は 40 年の歴史があって、 それを見ると女の悩みやそれに対する回答の内容が時代と共に

変化していくのが分かるのね。 読売新聞の人生案内欄 10 年分の中から、 特徴のある月、 つまり、 進学とか、 就職と

か、 転勤など移動の多い時期ということで 2 月と、 平均的という意味で 6 月と、 この 2 ヶ月を選び出して資料にしたの。

グループの人たちと、せっせと図書館へ通ったわ。 レポートの後、読売新聞社の取材を受け、それが掲載されたんやね。

　E ： 新聞のコピーを集めた後、 分類するのが大変やったけど、 グループで一緒に何かするのは楽しかった。

　D ： 2 年次のグループ学習のテーマは、 たしか 「産む産まないの歴史と現状」 だったよね。 1 年次、 2 年次の学習

を通じて感じたことは、 私はこんなにも勉強したかったんやな、 ということ。 自由な雰囲気の中で、 のびのびと勉強する

ことの楽しさをはじめて知ったんやわ。

　B ： 私は 「産む産まないの歴史」 に職業的な関心があったのはもちろんだけど、 その前にこのグループの人たちがい

つも皆で楽しそうに話してはるのを見て、 私も仲間に入れて、 という感じで一緒に始めたのよ。

　H ： 私たちのグループは産む方の歴史を調べるために、 助産婦さんのところへ聞き取りに行ったのね。 60 歳代、 70

歳代の現役の助産婦さん 2 人にお会いしたけど、 こちらの質問の意図を把握した上で、 具体例を挙げながら的確に答

えてくれた。 克明に記録した助産ノートも見せてもらったわ。 レポートでは割愛したけど、 座産の時代の話も聞けたし、

何十年も一つの職業に携わってきた人の話は、 重みがあって感動したわ。

　F ： あの助産婦さんは B さんの紹介だったのね。 もう一度お会いしたいけど、 まだ現役でやってはるのかしら。

　B ： たしか 70 歳になってはるけど、 地域の助産婦会では中堅で、 もちろん現役で活躍してはるわ。 お話を伺いに行

って歓迎されて、 天丼まで御馳走になったりしてね。 どうも食べ物の記憶は強烈に残っているみたい。

　F ： あの助産婦さんの産院に産まれて間もない赤ちゃんがいたこと、 覚えている？　ほとんどが病院出産だと思ってい

たので、 まだ産院で産む人もいるのかな、 というのがその時の感想やった。 あれから 6 年たって、 今また自宅出産や
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ラマーズ法が見直されてきているでしょう？　その背景には男も家事や出産に参加するという、 社会的な意識の変化が

あるのやと思うわ。

　B ： 究極の性差は、 産む性を持つか持たないかということでしょう。 産む性を持たない男性がどう出産に参加するかと

いうことから、 ラマーズ法が出てきたのよね。 自分の子どもを迎える気持ちの準備とか、 自分の生き方も含めて、 どこ

で産むかどんな方法で産むかを考えるきっかけになるものなの。

　D ： 病院出産、 自宅分娩、 それぞれ一長一短があるからね。 高度経済成長期以来、 全国的に病院出産が普及し

て、 確実に産婦死亡率は減少しているのね。 だから何が何でも自宅で、 という考え方には賛成できないわ。 病院と連

絡を取りながら、 出産の介助をするって、 あの助産婦さんも言うてはったでしょう。

　B ： 病院で医者にかかることで安全分娩できる、 という考えは間違いよ。 自分で自然分娩を勝ち取っていかないとね。

　D ： でも個人差があるでしょう？　体力的に弱い人、 強い人というように。 それこそ、 どこで産むかどんな形で産むか、

出産に関する豊富な情報の中から自分の状態を見極めて、 選択することが大切だと私は思うわ。

　H ： わかった、 わかった。 私も興味があるから、 この続きは後でゆっくり聞くことにするわ。

　C ： 相変わらずやね。 こんなふうに議論を積み重ねることによって、 それぞれグループの人間関係の基礎ができたの

ね。 逆にいうと人間関係がしっかりできているから、 議論が成り立つのかしらね。

　H ： 結局ね、 時間の不足を会館外の活動で補うでしょう。 つながりが深まるのは当然なのね。 それと産む産まないの

レポートをまとめたことで、 昼の女性論クラスの優生保護法グループと出会い、 次の会館展に合同で参加したのやけど、

その人間関係がやがて女性楽会のネットワークへ広がっていくきっかけになったんやね。

　F ： 私と D さんと B さんの 3 人があの後 “女のためのクリニック準備会” にかかわるようになったのも、 産む産まない

の延長だったね。

★光の領分★

　C ： まず人間関係があって、 2 年次を修了した時点でこのまま解散したくない、 何かこのメンバーでやれることはない

かと話し合った結果、 とりあえず 2 年間共有してきた時間帯だけは確保しようということで、 “光の領分” を誕生させた

のよね。

　B ： 参加したのは何か魅力があったからやと思うけど、 『女性とは何か』 を読もうと言い出したのは誰？

　H：それまで別々のテーマで学習してきた２つのグループを 1 つにつなぐのが “光の領分” というグループ名であり、“い

ろりばた” というグループ紙であり、 『女性とは何か』 という学習テーマだったのね。

　C ： 私は津島佑子の小説 『光の領分』 に魅せられていたので、 これをグループ名にしたらと提案したのね。 提案が

すんなりうけいれられてグループ名は “光の領分” ということになった。 機関紙の “いろりばた” も特集号を入れると

15 号まで発行しているわね。

　H ： レイアウトや印刷なんかの技術的なことを皆でマスターしようと始めたのだけど、 違った意味で勉強になったんじゃ

ない？

　F ： このグループのいいところは、 しばらく休んでいて久しぶりに出て行っても、 温かく迎え入れてくれるところやね。 男

社会ではなかなかこんなつながり方はできないと思うわ。 私は D さんと同じで一生懸命やり過ぎて、 息切れする場合が

あるのよね。 一息入れると、 また頑張れるんだけど。

　G：自主グループになって最初の頃、 家族に病人が出て何も手伝えなかったけど、 誰にも非難されたことなかったわ。

　C ： “光の領分” はお互いに拘束し合わないのが原則だからね。 取り決めもなるべく少なくして、 内容だけは積み重

ねてきたと思うわ。

　H ： それぞれに生活があって、 ここで共有できる時間は限られているでしょう。 取り決めに縛られるのではなく、 その

時できる人ができる形で参加するのでないと自主学習は続けられないからね。

　A ： 自主グループとしての活動や “いろりばた” の発行で、 ずいぶん得るところがあったと思うわ。 女同士が手を貸し

合いながら、 拘束し合わないで、 でも内容だけは充実しているなんて、 なかなかできないよね。
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　C ： 大阪市の研究婦人学級で助成金を受けてた頃だって、 私は記録を書くことくらいしか手伝えなくて、 H さんに負

担が集中したけど、助成金で公開学習会を開いたり、資料を購入したり、グループとしては助かったわね。 ところで 『女

性とは何か』 というテーマだけど、 正直言って生物学は難解だった。 皆さんはいかがでした？

　A：『女性とは何か』 は難しい内容だったけど、 それよりも、 性差は社会的、 文化的に後天的なものと思っていたのが、

歴然とあると書いてあったのが、 ショックやったわ。 ことに地図を読み取る能力とか空間能力とか。 でも、 その能力は

性差より個人差の方が大きいというのに、 とかく性差の方を強調されるので、 イヤな思いをすることが多いのね。

　D ： 私はちょっと違う意見なの。 あの本を読んで生物学的な性差というものを、 これでもか、 これでもかと見せつけら

れた感じやね。 ホルモンとか、 染色体とかのレベルでね。 それまでの私は、 家庭を持ちながら男として、 つまり、 男並

に生きて行くためのベストを探して、 じれていたんやと思う。 それで家庭に居場所を見失っていたのね。 子育てを通し

て産む性を持つ女性と、 産む性を持たない男性の感覚的な違いは分かっていたのだけど、 あの学習で理論的な裏付

けが得られたの。 もちろん性差は優劣の差ではない。 それなのに女の優れた面を切り捨てて、 男社会に合わせて自

分を変える必要はないということに気がついたのね。

　F ： 男としてではなくて、 女としてどのように社会参加していくかやね。 女の優れた面を生かして社会を変えるのでない

と参加の意味がないと思うわ。 弱者を切り捨ててゆく現在の男社会が理想の社会ではないんやからね。 私は 『女性と

は何か』 をもう一度読んでみたいと思っているけど、 なかなか一人だと読めないもんやね。 仕事を持って以来、 時間

に追われている現状やしね。

　B ： 『女性とは何か』 を読んだ後、 もう一度 「産む産まないの歴史」 をやってもおもしろいんじゃないかな。 出産事

情はもちろん、 意識を含めて女の産む性を取り巻く状況はこの 6 年の間にどんどん変わってきた。 6 年前とはまた違う

レポートができると思う。

　G ： 私は最初、 何が何だか分からなかった。 H さんがかみ砕いて説明してくれたから、 生物学にも興味がもてるよう

になった。

　H：生物学は、 これまで女性に先天的な不平等を強いるものとして、 フェミニズムの中で、 タブー視されてきたわけね。

でも科学の進歩によって、 女性の生理的な条件は、 変えようと思えば変えることができるようになってきたのね。 それ

こそ人間像の理想を男性に求めると、 女性は女性であることを拒否して、 男性化する方向へ進むかもしれない。 科学

の進歩は、 絶対ではなく相対の問題として女性であることを提起してきていると思うのよ。 フェミニズムの中で、 生物学

と社会学をどうつないでゆくのかはこれからの問題だけど、 その前提となる性差のところをはっきりさせないと後の議論は

空論でしょう。 性差という言葉に抵抗があるのなら、 性の特徴と言い換えてもいい。 生物学的な有利条件の裏には必

ず不利条件があって、 男女の間に優位劣位はないのだから、 男性も女性もお互いに違いを認めて尊重し合うのが理

想だと思うわ。

　F ： 『女性とは何か』 は 1976 年にパリで開催されたシンポジウムの記録やったね。 現在、 医学は進歩して生物学的

な性差を短縮することは、 14 年前よりもっと簡単になってるね。 ホルモンのバランスを変えたり、 生理を止めたり、 逆

に閉経期をなくしたり、 男女児を産み分けたり、 避妊はもちろん、 体外受精なんかの方法で不妊の壁を超えることだっ

て可能になってきたのよね。 つまり男性に近づくか、 女性として生きるか、 どこまで科学を体の中に採り入れるか、 選

択はより現実的になってきているのよね。 現時点でもう一度 『女性とは何か』 を読むとしたら、 今度は自分の問題とし

て真剣に学習すると思うわ。

　C ： あの頃だって真剣だったでしょう？　月 2 回の自主学習、 『女性とは何か』 を共訳された先生方を招いての公開

学習と 2 年間頑張って、 3 年目からは 『母性を問う』 をやったね。 最初の 『女性とは何か』 もこの 『母性を問う』 も

共に西川先生が共訳者、 あるいは執筆者としてかかわってはるんやね。

　H ： もっと先生のことを知りたいという気持ちがあったことはたしかやね。 『母性を問う』 は 『女性とは何か』 と同じ流

れの中にあるもので、 お互いにつながっているんやね。

　C ： 『思想の科学』 に書いてられるものを読んで、 西川先生とはどんな人か、 ということにも興味があってね。 先生は

私たちをモデルに 『女たちの夜の学校』 を書いて 『思想の科学』 に発表しはったね。
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第２部　共有した日々の断片を集めて

　H ： それまで私はフェミニズムを狭い枠の中でとらえて、 共感したり反発したりしてきたけど、 本当はもっと多様なとらえ

方があって、 しかも社会の変化と共に変わってゆくものだという、 新しい発見をしたのよ。 先生との出会いがなかったら、

私はまだ社会の女性差別に対する反発と、 画一的なスローガンをくり返すフェミニズムへの反発の間で、 揺れ動いてい

たと思う。 フェミニズムには、 さまざまな切り口と、 つなぎ方と、 そういうものを受け入れる容量の広さがあるということを、

先生に教えられたのよ。 書かれたものを通してね。

　F ： 先生にはいまだにお世話ばかりかけてるわ。 私たち、 2 度も先生のお宅へ伺ったわね。 それから、 よくあちこちへ

出掛けたね。

　C：そう、 よく遊びよく学ぶグループだもの。 先生のお宅をはじめ、 京都のお寺へ何回か、 奈良や大阪の民族博物館、

それに山登りにも行った。 そのたびに先生も来て下さったし、 先生との関係はいいものが続いていると思う。

　F ： このあたりから私は “女のためのクリニック” の方が忙しくなってきて、 『母性を問う』 の学習会にはほとんど参加

していないけど、 人間関係はむしろ、 以前よりも密度が濃くなったような気がするわ。

　C ： そうね、 いろいろな出会いの中で、 さまざまな意見に接して、 それを自分の中に採り入れるだけの広さが、 私自

身の中にも生まれてきたと思うわ。 講座に参加した頃の自分と比較して、 それは強く感じますね。

　H ： あなた、 唯我独尊だったものね。 私もあえて、 人と交わりたいと思ってなかったけど、 いつの間にかメンバーとの

つながりができてきたのね。

　C ： 4 年目からは、 毎週定期的に集まることが困難になってきて、 定例会は休んでいるんだけれど、 解散してしまわ

ないところがこのグループのいいところよ。 機関紙にしたって、 今出していないけれど、 打ち切っていないものね。 近い

うちに “いろりばた” 16 号、 発行しましょうよ。

★ここからどこへ★

　H ： グループ紙は共同作業を通じて、 つながりを深めるという役割を一応終えたよね。 すると次はテーマを決めての

特集とか、 近況報告とか、 時間を共有できなくなった今は、 また違った役割を果たすものとして必要になってくる。

　C ： 学習会も今は集まれる条件がなくて休んでいるけど、 いずれまた、 集まって再開できる時期が必ずくると私は信じ

てるのよ。 ところで講座や “光の領分” で学習を続けてきたことが、 新しい講座に参加したり、 大学に入って勉強し直

す人のきっかけになっていると思うけど、 婦人会館の講座をまた受講している G さん、 そのあたりはどうかしら？

　G ： 私が新しい講座を受けることになったのも、 きっかけは本を読むことを西川先生や “光の領分” の学習で教えら

れたからやわ。

　H ： グループ活動に慣れたということもあった？

　G ： そう、 それはあったと思うわ。 それで婦人会館にお願いしたいことは今後も、 働いている人が参加できる夜の講

座を充実させて欲しいということやね。 個人的には週の後半に設定してくれると、 参加しやすいんやわ。 前半はどうして

も仕事を前にして、 緊張感があるからね。

　C ： 婦人会館の主催講座では、 女性問題の視点をもった講座をこれからも開きつづけて欲しいわね。

　F ： 女性問題も国連婦人の 10 年の中で、 高揚期を迎えて、 一応の成果が上がったんだけど、 世界的に今、 少し

反動がきているみたい。 だからこそ婦人会館の女性問題講座はこれからもぜひ続けていってもらいたいと思うわ。 私、

今日はこれが言いたくて、 参加したようなものよ。

　B ： 本日、 参加したことの意味？　実は今日、 この座談会に出かける前に、 同居者、 つまり彼に言われたの。 自分

たちの家庭は発展途上の家庭やから、 崩壊家庭の現状について、 しっかり勉強して来るようにって。 もっともこんな機

会でもないと、 講座以来のこと、 自分の歩いて来た道筋をふりかえることなど、 ないと思うから参加したんやけどね。 何

かご意見はありませんか？

　F ： 崩壊家庭？　試行錯誤中の家庭とか、 再開発家庭と言ってもらいたいですね。 私の場合は夫との別居をきっか

けに再就職した。 これは念願やった。 今は一日のうちほとんどの時間を仕事に取られて、 ゆっくり本を読むゆとりもない

けど、 職場を通して女の問題が見えてきたということもあるし、 失ったものと得たものと、 どちらがどうとも言えないのね。
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その中で自分なりの生き方を模索しているのよ。 家族に絶望しているわけじゃなくて、 老後は血縁にとらわれない新しい

家族と暮らしたいとかね、 考えているわけよ。

　B ： 発展途上家庭の私たちの場合、 パートナーも私もお互いに仕事をもっているし、 子どもがいるわけではないし、 あ

えて一方が不利を承知で改姓する必要がないので別姓で暮らしているけど、常識の枠からはみ出した家族は認めない、

という軋轢があるのね。 同居しはじめて 2 年ほどたった頃、 時期的にいうと 『女性とは何か』 をやってた頃、 私は一時

退職して、 東京の教員養成科へ入学してね、 1 年間、 単身赴任のような形で寮生活したのよ。 でも、 その間もこの

家庭形態を変えようとは思わなかった。 7 年の間に家が建ったわけでもないし、 お金が残ったわけでもないし、 子ども

が生まれたわけでもない。 生産的とはいえないけれど、 居ごこちがいい、 やっぱりこれは私の家庭やと思っているわ。

　H ： 7 年前、 仕事か家庭かの選択に迷っていたのにね。 それで “女のためのクリニック” では何をしてるの？

　B ： 週に 3 回、 無報酬なんだけど、 相談員として不妊や避妊そのほか女の体に関する相談に応じているの。 本職の

方は、 助産婦学校の専任教員。 7 年前は病院勤務の助産婦だったから、 仕事の内容が変わったのね。

　E ： 7 年の間に変わったことといえば、 定年退職したことやね。 今は次の生きがいを探しているところです。

　A ： 私は去年の 4 月から通信で社会福祉を勉強してるの。 『女性とは何か』 の延長線上だと自分では思っているの

だけど。 背景には講座があり、 “光の領分” があり、 フェミニズムがあるってね。 老人福祉という生と死のぎりぎりのとこ

ろで考えてみたかった。 フェミニズムという視点では、 老人福祉をどうとらえていくのか、 やってみたいことがたくさんあっ

てね。

　C ： それで、 スクーリングには参加したの？

　A ： スクーリングでは特養を見学したけど、 管理のために部屋はすべてガラス張り、 ベッドとベッドの間も仕切りはなし、

男女同室という施設を見て、 “性” って一体何だったのか、 と思ってしまった。 年とったら、 寝たきりになってしまったら、

女性の “性” はなくなってしまうのか、 それともなくされてしまうのかってね。 “8 月の鯨” という映画の中で、 妹が姉の

長い髪をといているシーンがあったけど、 施設では、 入所時、 長い髪の人はカットされてしまうことを聞いたわ。 これが

高齢化社会の現実だとしたら、 年をとることが怖くなる。 死ぬ時まで管理されるなんて真っ平よね。 そこで自分たちの

手で老後をつくる視点が必要になってくるでしょう？　私は自分のそうした疑問を高齢化社会の学習の中で解き明かした

いと思っているの。

　D ： 私はあるグループで女の問題をやってるけど、 今ちょっと小休止している。 けっして息切れやないのよ。 状況さえ

許すようになれば、 私は続けたいのよ。 女が集まって何かする場合、 休憩中の人もいれば、 また元気になって活動す

る人もいる、 それで続いてゆけばいいと思っているのよね。 目下、 休憩中の私としては将来、 年とってからも続けられ

るものを探しているところ。 子どもはやがて巣立ってゆくでしょう。 自分の老後につながるものを自分で見つけておきたい

と思うの。 今、 着物の着付けを習っているのも、 そういう深慮遠謀があってのことなの。 やりたいことは、 いっぱいある

んだけどね。

　F ： あり過ぎるんでしょう？　私も自立しなければならない、 学習も続けなければならない、 家庭もきちんとしなければ

ならない、 などと頑張り過ぎてた時期があった。 結局、 自分の 「こうあるべきだ」 という意識ばかりが空まわりして、 現

状とのギャップの大きさに圧し潰されそうになっていたのよ。 それがある時点で、 ふっと楽になった。 その時その時でや

れることをやっていけばいい、 簡単なことなのね。 これからは肩肘張らずに生きていこうと思うの。 その一方で “まだま

だこんなもんやない” という気持ちをもち続けながらね。

　H ： C さんは今 「老の領分」 を発行してるけど、 あれはどう？

　C ： 「老の領分」 というのは赤旗、 社会新報、 朝日、 毎日など 7 つの新聞の高齢者関連の記事ばかり集めて毎月

発行してるんだけど、 さっき A さんも言ったように、 これからの高齢化社会は自分たちの手で老後をつくるという視点が

必要となってくるので、 今、 50 代くらいまでの人たちにも読んでもらって、 自分の老後に関心をもってもらいたい、 とい

うのが発行の大きな目的ですね。 それともう一つ、 経済的な余裕を生み出したいというのがあったけど、 そっちの方は

まだ軌道に乗ってません。

　H ： 女性とは何か、 に始まり高齢者問題に行き着いたのね。 “性” と “老い” はフェミニズムの中で避けて通れない
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問題だし、 女性楽会でも今、 高齢化社会の学習をしてるしね、 自分が老後をどう生きるかを考える背景には、 やっぱ

り講座からのつながりがあったのね。 私が今やっているのは、 フェミニズムとは直接関係のない活動なのね。 ある小さ

な集まりに招かれて、 不定期な形で話をしているんだけど、 これまで私の中に蓄積してきたものを受け手の人たちにさ

らけ出すのだから、 やはり講座とのつながりはあると思うわ。

　F ： ところで今後の “光の領分” のことだけど、 このメンバーで何かやれるものがあるとすれば、 老後のことかな？

　A ： いろいろな形の老後のあり方が考えられると思うけど、 “光の領分” の今後も、 そろそろ具体的に老後を考え、

実行に移す時期じゃないかと思うわ。 皆さん、 どうなのでしょう。

　D：老後ね、当然考えるべき問題ではあるけれど、私はまだその前にやっておきたいことがあるような気がするのよ。 “光

の領分” で今しかできないこと、 たとえば助産婦さんの聞き書きとか、 ほかにもあると思うわ。

　E ： 趣味の集まりにしたらどうかな。

　C ： メンバーで一致する趣味なんてないんじゃない？

　H ： 飲むことくらいかしら。

　B ： その時は万障くり合わせて参加するから、 ぜひ声をかけてね。

　F ： この座談会だって、 どうしても都合がつかなくて参加できなかったメンバーもいるでしょう。 それぞれの状況が変わ

ってきたのだと思うの。 今は目的が何であっても、 1 年に数回集まって、 近況を知らせ合うだけでいいんじゃないかな。

あせることはないと思う。 このメンバーのことだもの。 そのうちきっと何かやろうと言い出すに決まっているわ。

　C ： 女性楽会で月 1 回は集まってるし、 全然つながりが切れたわけでもないので、 “光の領分” で特にやりたいもの

が出てこない限り、 定期的な集まりは無理じゃない？　とりあえず “いろりばた” の発行、 具体的に決めよう。

　H：それじゃ、今回は私が担当する。原稿送ってね。B4 用紙 1 枚のものでもいい、発行しましょう。それから“光の領分”

の次の目標を探そう。 さきほどの D さんの意見、 具体的に検討してもいいね。 全員が一度に集まって何かするのは無

理でも、 何人かに分かれて行動することなら可能でしょう？

　B：助産婦さんの聞き取りは、 ずっと以前から考えていたテーマなの。 女性史の掘り起こしとしても興味があると思うわ。

　C ： そこから経済的なゆとりを生み出せる方法が見つかれば最高ね。

　H ： うーん、 そうなったら離れられない、 “老の領分” から “終の領分” よ。

　C ： それではこの辺で終わりにしましょう。 お疲れさまでした。
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グループ名 “ 光の領分 ” と

機関紙名 “ いろりばた ” について

石田　あけみ

出典 ： 光の領分発行 『いろりばた』 第１号 （1984 年 6 月 26 日）

　3 月某日　司会の吉田さんより「そろそろ会館にも届けなあかんし、

グループ名どうする？」 の催促。 そこで一同ワイワイガヤガヤ 「女

性史研究会、 大阪婦人問題を考える会、 夕陽ヶ丘女性史研究会

……」 などなど……おかたいのやらどこかで耳にしたような名前やら

で、 なかなか決まらない。 発想豊かな面々の揃いのはずなのに…

これはどうしたことか。

　「そうや！光の領分はどう？　3 冊の小説 ( 『家』 『抱擁家族』 『光

の領分』 ( の中では、一番身近に感じられるし……」 と関さん。 「そ

れがいいわ。 それにしよう」 と幕切れはいとも簡単。 かくしてグルー

プ名は決定。 男優位の社会で、 少しでも女の生きやすい領分を確

保するために、 がんばろう。

機関紙名 “いろりばた”

4 月某日　3 年次のグループの集まりも数回目。 今後の学習内容

や方向をつめるうち、 会報を発行しようということなり、 そこでまたまた名前が問題。 グループ名の時同様でるわでるわ。

「イチゴジャム ( かわいすぎるわ (、 イブ ( どこかにありそう (、 ふじ ( リンゴか山か (、 道草 ( いつものこと (、 雑草 ( ふま

れてもふまれても…(、 いどばた ( 最近なくなりつつある (」 「いろりばたはどう？　家父長制大家族の象徴へは憎しみを

こめて、 井戸端には哀愁をこめて…」 「それがいいわ。 それに決まり」 何とも結末の早いこと。 かくして会報名も決定。

　誌上という共通の場で、 自由に女の想いを述べるもよし、 また火花を散らすのもよし。 すべて生き方の肥やしになる

なら！

編集後記

　編集当番が二転三転の結果、 石田、 吉田の 2 人で第 1 号を担当しました。

　難産の末の誕生だけにヤッタ！！という気持ちです。 お忙しい中、 原稿をお寄せ下さった氏家さん、 どうもありがとう

ございました。
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吉田孝子歌集『わがシベリア』著者紹介と

著者の「あとがき」

吉田　孝子・西川　祐子

吉田孝子歌集 『わがシベリア』 著者紹介と著者の 「あとがき」p. 114

出典 ： 吉田孝子 『わがシベリア』 （美巧社発行、 2001 年 12 月）、 pp.138-143

吉田孝子歌集 『わがシベリア』　著者紹介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西川　祐子

　吉田孝子という稀有な個性との出会いは、 ２０年前にさかのぼる。

　１９８２年から８４年の２年間、大阪市立女性会館の女性史講座で、受講生と講師として向き合ったのが最初であった。

週１回、 火曜日の夕方６時から８時までの夜の講座が開かれていた。 講師であったわたしが設定したテーマ 「文学に

表れた家族と家」 を越えて、 受講生の関心は、 現代社会へとつきすすみ、 講座終了後も 「光の領分」 という小グル

ープを結成してさまざまな活動を行いながら現在にいたっている。 吉田孝子は 「光の領分」 だけではなく、 いくつかの

市民グループのメンバーであり、 活動を推進するリーダーの一人と目されてきた。

　だが、 人の集まりの中にいながら、 吉田孝子には内なる沈黙の深さを感じさせる瞬間がたびたびある。 女性史講座

の教室において、 生涯の引っ越し歴を問う簡単なアンケートを行ったことがあった。 彼女の回答には引っ越し回数２５

回以上とあり、 移動が多い大阪人のなかでもダントツであった。 大きな金庫のある祖父の家から母子寮の一部屋まで、
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一戸建てから高層住宅における夫婦暮らしまで、 あるいは農村、 中核都市、 大都市、 さらには旅先のシベリアまで ､

移り住む空間の多様なことにも驚かされた。 今から２０年前には居場所さがしという言葉もまだ流布されていなかったの

だが、 彼女こそは居場所をさがしつづける人であるという印象があった。

　彼女の自己語りは仲間の問いに答えるようにして始められるのだが、 話はとぎれがちであった。 戦乱による一家離散

の物語は聴き手である若い世代が圧倒されて沈黙するほど強烈であった。 いったん家族という制度から疎外された人

が、 現代家族にたいして抱く違和感と疑問は小論文の形で幾度か書かれたのであるが、 これもそれぞれの家庭をまも

る立場にいる読者層にはなかなか届かない。 吉田孝子が短歌という表現形式を手にいれるまでの行程は長かった。

　わたしは短歌のもつ一瞬の凝縮力と強力な伝達力をうらやましく思う。 散文表現が逡巡をくりかえしながら、 霧散しや

すい思考をなんとかかき集めて文字メディアを通して読者に伝えようとして長時間の苦闘をしているあいだに ､ 短歌は

３１文字にことの本質をとらえ、 音をとおして読者にじかに手渡しをするかのようだ。

　それとともに、 吉田孝子をみていると、 短歌はもともと他人のために多くの時間を割き、 自分の残り時間の少ない人

のためにある表現形式かもしれないと思える。 彼女がまだ長くない作家歴を中断したのは阪神淡路大震災の頃であっ

た。 中断の間、 彼女は深夜に開店している国道沿いのうどん屋で働き、 賃金を援助物資にかえては、 みずからオート

バイで神戸の被災地に運んでいた。 彼女の読者としては、 目の前に苦しむ人を見ると、 ようやく手にいれた表現形式ま

で手放して駆けつける自己放棄の根源にあるものが知りたかった。

　歌集 『わがシベリア』 がようやく出版される。 個人史的な歌が作品となるためには、 作者の思いが読者の思いを巻き

込むことが必要である。 吉田孝子の歌集は反戦歌集として編まれ、 まさに読まれるべき今、 出版される。 戦争と同時

に人生がはじまった世代はその後も、 いつか戦争によって世界が終わるのではないか、 という恐れをいだいてきた。 吉

田孝子はとくに最近十年のあいだ年毎にはっきりと形をとる世界戦争の予兆を見つめながら歌をつくってきたのではない

か。 歌集の出版が具体化する時期がアフガニスタン空襲開始の時期と重なるのは偶然であるが、 直感とは長くはぐくま

れた思考のほとばしりに他ならない。

　第一歌集を反戦歌集として出版することによって、 吉田孝子は課題を負うことになるであろう。 １５年戦争のあいだ短

歌は和歌と呼ばれ、 大和言葉を駆使して日本精神を高揚させ、 戦意を鼓舞し、 国のための戦死を表彰した。 短歌は

好戦歌にもなりうる。 読者を運命共同体へ巻き込む陶酔感を生むにも適した表現形式である。 反戦思想を根付がせ

るには、 ときには熱い歌に散文精神の水をかけることが必要となるであろう。

　待ちわびた第一歌集出版を仲間とともに祝い、 作家吉田孝子が第二歌集、 第三歌集と作品化をつづけながら変身

をとげてゆくところを長く読みつづけたいと願う。

２００１年１１月

あとがき （同、 pp.144-148）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　孝子

　過去、 何度か学童疎開にはじまる戦争体験を書き残しておかなければ、 という焦燥に駆られて、 自分史を書こうと

したことがあります。 そして分かったことは、 戦争に翻弄された家族の一員として、 自分史と深くかかわり合う戦争を書

くにはそれなりの覚悟が要るということです。 いつまでも消えない怒りの火種が、 私の中で流出する機会を狙っていて、

書けば文章の流れ弾によって誰かを傷つけるに違いないからです。

　思えば私たち一家は、 家業であった祖父の金庫製造工場が、 戦時法の七 ・ 七禁令 （注１） によって廃業に追い込

まれたのを発端に、 私の学童疎開、 両親の旧満州への移住、 父の応召、 私の疎開先高松の空襲、 敗戦をはさんで

父のシベリアでの抑留死、 母方の祖父と弟の引揚げ死、 家族として共に暮らした金庫職人の戦死、 無一物で始まった
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戦後の雑居生活、 というようにこの国の戦中 ・ 戦後の歴史の中で住居を転々と変え、 家族の離散、 再編成をくり返し

ながら細々と命運をつないできたのです。 空襲の戦火に消えた故郷大阪の町並みや家、 疎開先での空襲と再疎開、

再会を待ちわびた家族の死。 小学校四年生で敗戦を迎えた私の場合は、 幼女期の暮らしからかけがえのないものを、

一つ、 また一つと失ってゆく過程が戦争体験であり、 戦後体験であったのです。

　去年の八月、 母の歌集 「わが戦争」 が発行されました。 その折り私は、 母の引揚げ体験と自分の疎開 ・ 空襲体験

が相関関係にあることに気づいたのです。 戦争という巨大な渦の中に、 否応なく巻き込まれていったわが家の家族史

は、 私が書き継ぐべきなのかも知れません。 それがこの小歌集 「わがシベリア」 を発行するきっかけとなりました。 作

歌としては五年間ほどの休詠期間がありますが、 ここに収めたのは、 シベリア抑留死亡者名簿が新聞に掲載され始め

た１９９１年頃から２００１年までの作品です。 母、 稲たつ子歌集 「わが戦争」 が発行された昨年は２０００年、 そして

私の 「わがシベリア」 が発行される今年は２００１年です。 偶然ですが世紀末と世紀始めに母と娘がこんな形で戦争体

験を発表することになりました。

　かつて恩師 （注２） にあたる人から 「寸鉄人を刺す言葉があるはずです」 と教えられたことがあります。 師は文学全

般について話されたのですが ､ 私は後年、 短歌をつくるようになって初めてこの 「寸鉄人を刺す」 という言葉の怖さが

分かったような気がします。 晩学の私の歌は一向に上達しませんが、 詠まずにいられない、 という衝動が心にあるうち

は詠み続けたいと思います。

このささやかな歌集を出すにあたって、 日頃親しくしていただいている誼で、 京都文教大学で文学を教えながらジェ

ンダーの研究をされている、 西川祐子さんにお願いしたところ、 お忙しいなか長文の著者紹介を書いてくださいました。

本当にありがとうございました。 また、 未熟な私の歌を 『香川歌人』 の誌上に度々取り上げ、 あたたかい批評で励まし

てくださった、 香川県歌人会の水落会長をはじめ先輩歌人の方々、 そして２０年間変わらぬ友情で私を支えてくれてい

る、 女性史研究グループ 「光の領分」 の仲間たちに心からお礼を申し上げます。 美巧斜の安東さんには製本の各行

程において適切な助言をいただきました。 感謝しております。

２００１年１１月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　孝子

　

　　　注１ ・ 戦時法の国家総動員法の一環で 「奢侈品等製造販売禁止令」 １９４０ （昭和５） 年７月７日施行。 絵蝋

燭や友禅染めとともに、 金庫の製造販売が禁止された。

注２ ・ 大阪市立婦人会館 （現クレオ大阪中央） 主催による女性史講座 「文学に表れた家族と家」 の講師、 フ

ランス文学者の西川祐子先生。 なお 『わがシベリア』 の著者紹介を引き受けられるにあたって、 「わたしの肩書

きは簡単に、 名前は先生ではなく祐子さんにしてほしい」 と唯一の注文を出された。 先生であろうと、 祐子さんで

あろうと私にとって恩師であることに変りはないので、 “あとがき” ではそうさせていただいた。 （２００８年 ・ 吉田記）
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お雪の一生を考える

浜田　マサオ

出典：大阪私立婦人会館 『第２回私たちの婦人問題講座　１年次女性史コース女性論コース修了レポート集』 （1982

年 , pp.99-110）

　木曾のナーーァ中のりさんはァー舞台裏からのコーラスにつれて幕が開くと舞台は真っ暗。 夜である。 これから青山

半蔵とお民の婚礼が行われようとしている青山家の支度におおわらわの台所である。 いろりやオクドさんに薪が燃えて強

い焔がパチパチ音を添えている。 昭和 11 年大阪肥後橋角朝日新聞社西隣の黒い旧朝日会館で行われた新協劇団

旗揚げ公演の “夜明け前” 第一幕であった。 滝沢修の青山半蔵。 宮口精二や下条正巳もまだ 20 代でいた。 賀原

夏子も桃割れに赤い前掛をした小婢でいた。 1900 年生まれの母を持つ私は “夜明け前” に大変身近で共鳴する所

をたくさん持っている。

　今回女性史を学ぶ講座で “家族という集団とその容れ物としての家にかたく結びついている女たちの歴史に現実をお

いて見る” ために藤村の “家” と小島信夫の “抱擁家族” そして太宰治の娘津島佑子の “光の領分” をテキストにした。

　藤村の “家” は橋本家の古風ないろり端の昼飯時から書き起して緻密に克明に家に縛られている人々の生活を記し

てある。 御一新を経て文明開化を謳歌しても依然として家制度の強力な家父長権の桎梏に喘ぐ憂うつな時代からの証

言である。

小島の“抱擁家族”は年上女房と“僕はこの家の主人だし、僕は一種の責任者だからな”と頑張っている夫との物語。

敗戦後新憲法が公布された。 女が男と平等の基本的人権を保障されて参政権も得た。 戦後強くなったのは女と靴下
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という風潮の中で “家” というもののありようにいささか混乱している主人公の上に漫画ブロンディの亭主ダグウッドが漫

画的おかしさでだぶる。

津島の “光の領分” は離婚した若い女の、子供を連れた一年間の生活を非常にしゃれたタッチでスケッチしている。

明るい。 さわやかである。 颯爽と弾んだ口笛さえも聞こえてくるような風景の 12 篇である。 ドビッシーの “子供の領分”

が底流していると西川先生はそのレコードも教室へ持って来て聞かせて下さった。 私はそれにかぶせてラベルの “海”

を聞き、 ルノアールの赤や、 ボナールの紫やくすんだ濃緑の色をふりかけて読んだ。 さすが戦後生まれ作者だ。 生ま

れながらに持っている自由の中にしっかりと闊達に憚らず歩む、 羨ましい極み。

西川先生は大変キメ細かく、 気迫に満ちたお講義をして下さったので、 終わったあとも F100 号ほどの大きなカンバ

スに構築された大パノラマを感慨もって眺めかえしているような余韻のなかにたゆたっているような感じである。

私はこれら三つの小説からそれぞれの妻たちの生活をその時代背景を通して今日国連婦人の 10 年などに提唱され

ている行動諸計画の現状などとも照応対比させて女性史の一頁としてみてみたいと思っていたが老主婦の年末はそれ

でも忙しく、 中曽根総理大臣がアレヨアレヨと言う間に誕生したり、 遺伝子組み換えなど物騒なニュース解説が聞こえ

たりしてとても修了レポートをまとめる頭の余裕がないのであっさり一年次落第を決めていた。 ところが若いお仲間から一

月になってから “書くの手伝ってあげるよ” と思いがけない熱心な励ましを受けてもの凄く感激した。 その励ましを力に

ヂグヂグ怯るむ心に鞭当てて簡単に “家” のお雪の妻の生活だけを拾い出しその短い一生を辿ってみることにした。

　お雪は剛毅な凛然とした気迫の事業家名倉老人の愛娘である。 明治 29 年に東京の明治女学校を卒業している。

明治 32 年 4 月に女学校の教頭大島先生の媒酌によって三吉と東京で結婚式をあげすぐに小諸に赴いた。 その縁談

の前後を講談社文庫本の “家” 上巻 ( 三 (pp60-61、 63、 64、 65 から抜粋する。

p60 「実は三吉を呼んで、 弟の為に結婚の話を始めた。 三吉も結婚期に達していた。 ……大島先生という人の勧め

から始まって、 彼の前にも結婚の問題が迫って来た。 その縁談を実が引き取って、 大島先生と自分との交渉に移した

のである。

　三吉の過去は悲惨で、 他の兄弟の知らないような月日を送ったことが多かった。 実が一度失敗した為に長い留守を

引き受けたのも彼が少壮な時からで、 その間幾多の艱難を通り越した。 ある時は死んでも足りないと思われる程、 心

の暗い時すらあった。 僅かに夜が明けたかと思う頃は、 辛酸を共にした母が亡くなった。 彼には考えなければ成らない

ことが多かった。 　

　大島先生から話のあった人は、 六七年前、 丁度十五位の娘の時のことを三吉も幾分か知っており、　は又、 その頃

房州の方で一夏一緒に居たこともあって、 大凡気心は分かっていたが、 なにしろ三吉のような貧しい思いをして来た人

ではなかった。 彼は負債も無いかわりに、 財産もない。 再三彼は辞退してみた。 しかし大島先生の方では一書生に娘

を嫁がせようという先方の親の了見をもよく知っているとのことで、 “万事俺が引き受けた” と実はまた呑込顔でいる。 こ

んな訳で、 三吉はこの縁談を兄に一任した。

　“お雪さんなら、 必と好かれると思いますよ” とお倉もそこへ来て、 大島先生から話のあった人の名を言ってこの縁談

に賛成の意を表した。

　“なにしろ、 大島先生の話では、 先方の父親さんが可愛がっている娘だそうだ” と実も言った。

　“俺はまあ見ないから知らんが、 父親さんに気に入る位なら必ず好かれる”

　“私はよく知っている” とお倉は引き取って、 “脚気で房州の方へ行きました時に、 あの娘と、 それからもう一人同年

齢位な娘と、 学校の先生に連れられて来ていまして一月程一緒にいましたもの―尤もあの頃は年もいかないし、 御友

達と一緒に貝を拾って、 大騒ぎするような時でしたがね―あの娘なら、 私が請合う”

　“それに、大島先生があの娘の家に行って泊まってたことも有るそうだ”とまた実が言った。“その時話が出たものだろう。

父親さんという人が又余程変わってるらしいナ”

　こう実は種々と先方の噂をして、 “三吉も、 それでもお嫁さんを貰うように成ったかナァ ‐ 早いものだ” などと言って笑
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った。

･･････

　三吉も書生ではいられなくなった。 家を持つ準備をする為には、 定まった収入のある道を取らなければ成らなかった。

彼は学校教師の口でも探すように余儀なくされた。

　ある日、 実は弟に見せる物が有ると言って、 例の奥座敷へ三吉を呼んだ。 ……

　実の机の上には、 水引を掛けるばかりにした祝いの品だの奉書に認めた書付だのが置いてあった。 兄は先方へ贈る

ように用意した結納の印を開けて弟に見せた。

　“どうだ ‐ 大島先生から届けて貰うようにと思って、 こういう帯地を見立てて来た ‐ 繻珍だ”

　“こんな物でなくってもよかったでしょうに” と三吉は言ってみた。

　“兄貴が附いてて、 これ位のことが出来ないでどうする ‐ 俺の体面に関わる” と実の眼が言った。

　三吉は兄に金を使わせることを心苦しく思った。 結婚の準備もなるべく簡単にしたい、 借金してまで体裁をつくろう必

要はない、 と思った。 小泉実はそれでは済まされなかった。

　……彼は小泉の家から離れようとした。 別に彼は彼だけの新しい粗末な家を作ろうと思った。」

　小泉三吉はご一新後拍車をかけて没落してゆく旧家の末子である。 両親は既に亡くなっているから長兄の実は家長

の面目にかけても弟の結婚の面倒はみてやらねばならぬと思っている。 お雪を実夫婦が寛いで評定している有様が面

白く窺える。 「小泉の家を離れて彼だけの新しい粗末な家を別につくろう」 という三吉の思いは芯の強いものではあるが

家長たる兄の前ではまだ彼の心の中の密かな決意でしかない。

お雪は明治 11 年 (1878( 函館で、 裕福な網問屋の二女に生まれる。 兄妹 10 人 ( 家上ｐ 215( である。 同じ年の

11 月一世の華麗な女流歌人鳳晶、 後の与謝野晶子が堺に菓子店の三女として生まれている。 晶子の結婚もお雪と

余り変わらない。 同じく文学者を夫とし、 次々と子どもを生んだことも似ている。 比較すればなかなか面白い。

　明治 5 年 8 月義務教育制度が実施された。 当時米一升 7 銭の時、 義務教育といえども月謝に 5 銭から 50 銭必

要であったから、女子の就学率は殊の外悪く、男子 50.49% に比べ女子は 18.5% にすぎなかった。 ( 米田佐代子 『近

代日本女性史』 (

　お雪は明治 29 年東京芝の明治女学校を卒業した。 明治女学校は “三吉の為に媒酌の労をとってくれた大島先生

のそのまた先生でもある” （家上ｐ 90） 木村熊二が明治 18 年に創設した学校で、 大島先生はその創立当時からの

管理責任者であり、 教頭であり、 学校から出している “女学雑誌” の編集者としても有名であった。 明治女学校は当

時非常に水準が高く、 生徒達は二年生にして既に原書を自由に読み、 テニスンやロングフェローの詩を暗誦し、 シェイ

クスピアを愛読した。 （村上信彦著 『日本の婦人問題』 岩波新書ｐ 17）。 “小公子” の訳者若松賎子は大島先生夫

人である。

　三吉は明治学院を卒業した年の暮 (1891( 明治 24 年木村熊二を通して知った大島先生に文学に進みたい心を打

ち明けて身の振り方を相談した。 大島先生はその編集する “女学雑誌” に翻訳の仕事を与えて月 9 円也を支給する

旨の快い返事を送り、 明治 25 年 10 月には 20 才で明治女学校の教師となって英語と英文学の初歩を講義した。 月

給は 10 円であった。 ( 清水書院発行、 センチュリーブックス 『島崎藤村』 ｐ 35( その時、 三吉が後年 “藤村” と号

した由来となったといわれている佐藤輔子が生徒にいたのである。 彼女への失恋の痛手に耐え難く、 女学校の後任を

“恋愛は人生の秘鑰（ひやく）なり”と発表して大センセーションを巻き起こした北村透谷に託し関西漂泊の旅に出た。“女

学雑誌” 仲間、 教師仲間の透谷や星野天知は三吉をよく理解して充分な旅費を都合したという。 僅か 3 ヶ月だけの

教師生活であった。

　三吉が “お雪の 15 位の娘の時のことを幾分か知っている” ( 家上 p61( のはこのころに当たるのではないだろうか？

お雪が三吉と結婚したのは明治 32 年 (1899(4 月である。 “仮令、 倒死するとも一旦嫁いだ以上は親の家へ帰るな”

と娘に堅く言い含めたお雪の父親さんはどういう了見の方なのだろうか。 三吉は土井晩翠と並ぶ詩人であった。

　ちょうど同じ年、 徳富蘆花の “不如帰” というモデル小説が出て大評判になっている。 封建的な家制度の桎梏の中
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で起こった当代一流の上流家庭内の若夫婦の悲劇を描いた小説であった。 “　お宮お蔦浪子明治は泣く女”。 “千年

も万年も生きたいわ” という浪子のセリフを知っている人たちは戦後 38 年経ている現在どの年代限りであろうか。

　明治 31 年に成立した明治民法は男女とも満 20 才になれば成年となり能力者として認められるのだが、 成年に達し

た女が結婚するととたんに未成年者と同じ無能力者となり独立の資格を失ってしまう。 妻の結婚前からの特有財産も自

動的に夫の管理下に入り、 夫の許可なくしては自分の財産も自由に使うことが出来ない。 家督、 財産相続は嫡男長

子が一番順位だが嫡子に男がいなければ庶子の男子が相続し、 その場合、 遺産相続の妻の順位は直系卑属の下位

でしかない。 かりに共稼ぎの財産があったとしても夫の庶子にとられてしまう ( 村上信彦 p38(。

　昔から日本の妻は働き者であった。 大切な家を守り嗣いでゆくための戸主のかげで無条件、言あけせず黙々と働いた。

お雪の結婚当時は職業婦人もかなりの数いた。 産婆、 髪結、 紡績、 印刷などの各種女工、 教師、 医師、 新聞記者、

看護婦、 タイピスト、 速記記者などがあった。 　

　お雪は壮健な身体と拘らない心と当時としては高い学校教育を身につけ、 父の定めるままに新進気鋭の詩人三吉を

夫とした。 彼女なりの希望をもって、 こまめに働けるだけ働いて夫を助けようと心を決めていた。

　小諸ではじめられた新婚生活の第一日から質素な家、 粗末な家具什器、 “今までの豊かな生家の生活を思わせる

ような飾を脱ぎさって、 質素な装いで夫を頼みとして書生を相手に晴々とした眼つきをしてまた根気よく働いた。 夫の

境涯をさほど苦にしているでもなかった” ( 家上 p81(。 けれども夫はいろいろ気難しい人であった。 初めの子どもを身ご

もる頃第一の衝突が到来した。 お雪の親同士で取り決めていた勉との手紙の往復がふとした弾みで三吉の目にとまりコ

トは大変深刻にもつれた。 既に入籍はすませてあったがそれを覆しかねない程三吉は彼自身を追い詰め悶えた挙句の

果て勉に “斯かることを書き連ね、 身の恥を忘れ、 愚かしき悲嘆を包むの暇もなきは、 ひとえに君とお雪とを救わんと

の願に外ならず候。 あわれむべきはお雪に候。 君もし真にお雪を思うの厚き情もあらば、 願わくは友として生に交らん

ことを許し給え……三人の新しき交際 ‐ これぞ生が君に書き送る願なれば。 今後吾家庭の友として、 喜んで君を迎え

んと思い立ち候。 ……” (p94( などと手紙を書きお雪によみ聞かせ燐のような月光で昼間のように明るいま夜中の田

舎道をお雪と一緒にポストするため出掛けたのである。 見方によっては変質者のように偏った一途な我儘さえ感じられ

る。 笑止でさえある。 昭和現代の若妻であれば如何であろう。 お雪はごめんなさいと謝って一見後をひきながら落着し

ている。

　結婚の翌年 5 月に初めの子お房を授かった。 “俺の家は旅舎。 お前は旅舎の内儀。 俺は旅の客などと言う夫の心

はお雪には理解できない。 三吉の心を許す女友達とも心からなじめなくて、 私もああいう悧巧な人に成ってみたい ‐ 一

日でも可いから……ああ、 ああ、 私の気が利かないのは性分だ……” ( 家上 p109( とあせったり、 近所の娘たちに手

習いさせてみたりした。 遂にお暇を頂かせて下さいと叫ぶ頃には二番目の子供を身ごもっていた。 既に “みだれ髪”

は出版されていた。 旧来の因習打破に悩む 20 世紀の若い人々に勇気と行動の大ショックを与えていた。 ( 村上信彦

著 『日本の婦人問題』 岩波新書ｐ 23(

　子供は一年おきに女ばかり生まれた。 子育ては三吉にとっても泣きたい程の骨折りだった。 三番目の繁ちゃんなどは

姉お種に預けてしまいたいと思ったほどだがお雪は強く反対した。 足掛け 7 年の小諸生活を打ち切り “破戒” の草稿

と幼い娘 3 人を連れて東京へ戻ってきた。 三吉 33 才。 お雪 27 才。 前年 2 月日露戦争は始まり、 9 月には “君死

に給うことなかれ” が “明星” に出て騒がしかった。 明治 38 年 4 月であった。 三吉の兵役は乙種であった ( 春陽堂

文庫、 新片町だよりｐ 105(。 翌 5 月三女が亡くなった。 妊娠中のお雪は鳥目になった。 “破戒” 出版のため背水の

陣を布いた三吉の徹底した倹約の犠牲とも考えられる。

　“破戒” は 39 年 3 月に自費出版された。 資金は名倉の老人や友人に仰いだ。 文学仲間や批評家の大賞賛の内

に三吉の作家としての地位は殆ど確定した。

　この年の 4 月に二女を失い 6 月長女が亡くなり、 小諸で生まれた三人の娘はみんな亡くなってしまった。 三吉の仕

事は大きな喜びであったが子供を次々三人とも失ったことはお雪には耐えがたいことで毎日のように墓参りして泣いた。

前年 10 月長男が生まれていたが大変弱い児であった。 山から移り住んだ西大久保の家は辛い悲しみの家になった。

夫婦は浅草新片町の川の傍の家に移った。



p. 121お雪の一生を考える

　浅草に移った翌年 ( 明治 40 年 (9 月、 二男が生まれ、 次の年 12 月に三男が生まれた。 夫の内向的な気難しさ

には手がつけられないがお雪はそれに構っていられないほど子育てや三吉の身内との日常生活に身体を絶えず動かし

て働くことで過ごしてゆかねばならない。 42 年三吉の仕事は着々と順調に進む。 43 年 “家上巻” が 1 月 1 日から

5 月 4 日まで 112 回にわたって “読売新聞” に連載された。 お雪は彼女ら自身がモデルの小説を読んでいたに違

いない。 そして 8 月 6 日 7 番目の子供を生んだ時出血多量でその生涯を終えた。 享年 33 才。 短い、 子供を産み

つづけただけの一生ではなかっただろうか。 青鞜宣言の出る一年前であった。

　私はお雪が大変あわれでならない。 女性史の立場を外して、 唯、 女の気持ちから、 この、 鳩のようだと人にもいわ

れ、 写真でも素直な、 育ちのよい、 可愛い大らかな雪を理解することもなく、 むしろ芸術も語れず働くだけが能と馬鹿

にしている風さえ窺える三吉が “夫は家を僧院と観念しても、 妻はもとより尼にはあらず” ( 家下ｐ 168( とか、 自分の

家系の血に伝わる黒い病気とか、 “自然の要求とは繁殖にすぎない” ( 家上ｐ 144( とかウソブキつつ、 而も次々と子

供をお雪に産ませている陰気な、 執拗な、 ひとりよがりな格好にひどく腹が立つ。 このレポートを書いている時、 お昼

のテレビで石垣綾子さんが藤村の思い出話をなさっているのを偶々少しだけ見た。 それは昭和 11 年 7 月アルゼンチ

ンのペンクラブ大会に出席した帰り静子夫人と同伴の藤村がニューヨークに立ち寄られた時、 夫人の毛皮のコートを買

うお手伝いを石垣さんに頼まれたそうである。 そして選んで差し上げた品物をお気に召さず藤村先生が “こんな安物

を！” と仰ったというのである。 日本を代表する文学者と相成り、 名遂げた藤村の奢りの姿なのだろうか。 諡　文樹院

静屋藤村居士。 お雪さんの面影はカケラも無い。 静謐な、 滋味溢れる文体に子供の時からなじんで、 むしろ大変好

感を抱いていたのだけれども、 今回お雪の部分だけは何度もくり返して拾い読みして、 藤村の人柄への評価を変えた。

その分より以上にお雪さんをいじらしく、 健気だとあわれに思う。
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浜田　マサオ

出典 ： 光の領分発行 『いろりばた』 第２号 （1984 年 7 月 24 日）

　今年 4 月 13 日ごろ、 朝のパンを食べていた。 私の病室

には６つのベッドが足と足をつき合わせた格好で２台ずつ廊

下に平行して３列あるが、 私のベッドは廊下側にあり、 唯

一つの入口のドアに一番近い。 配膳のためすでに 130 度

位内側に開いていたそのドアに、 黒い背広姿の小柄な男の

姿がスッと現れてアッと思う間もなく何やら笑い顔で呟きな

がら新聞を差し出して立ち去った。 新聞は読売だった。 「こ

んなとこにぐずぐずしとったらあかヘンやないか」 といってい

たように聞こえた。

すっかり忘れていたが、 それには３月 「婦人会館展」

のとき、 関さんや石田さんのお世話で ｢ 身の上相談 ｣ グル

ープが読売新聞婦人欄担当の婦人記者から取材をうけた

時の様子が写真入りでレポートされていた。 　私は、 おしら

せをいただいて偶々その日顔を出し、 その取材の時仲間

に入れて頂いただけなのだけれど、 さすが全国紙の報道

力はみごとなものだ。

　私にその新聞を届けてくれた人は、 昨年９月まで私の隣

の真中のベッドにいた 70 半ばの老婦人の夫であった。 新聞は私の部屋だけでなく、 あそびに入ってくる回りの部屋の

人にも見せられて 「身の上相談」 の話題は拡がり伝えられた。

　その 1 か月ほども前、 書籍の小包を G 主任看護婦さんから手渡された。 G さんの眼前で包みを解いてゆくうちに、

それが西川祐子先生ほか訳のエヴリーヌ ・ シュルロ編 『女性とは何か』 の上下 2 巻だったのでうれしさに小躍りした。

　先に 1 月初め 「毎日新聞」 の広告欄でこの本を見付けたとき、 （ご本を買って西川先生のサインなど頂けたら） と

見舞って下さった吉田さんに相談してあったので、 それが実現したのだと思いこみ、 本代や送料をどのように託そうかと

思案しつつパラパラ頁を繰っていたら、 「謹呈　訳者」 のシオリが目に入った。 ふたたび感激の奇声を上げた。

　「何ですの？そんなにうれしいもの？」 と、 年甲斐もないハシャギ方を呆れ顔に静かな声で聞かれた。 私は上気した

甲高い声で一寸おしゃべりが過ぎる程一気に説明した。 上巻の身体編など、G 主任も学校に勤めていたこともあるので、

「興味はあるのだけれど、 何しろ忙しくて読む時間がなく残念」 と仰っていた。 こんなうれしいことってあるの？喜びにそ

わそわして両手に包みこんだり、 目次を追ったりする私を、 G 夫人が反対側の真中のベッドから冷静に見ていた。

　G 夫人は今年 75 才。 社長の座こそ長男に譲られたが、 現役パリパリの専務である。 画を描き、 水泳のクラブ員、
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飛行機よりも船旅が大好き。 クイーンエリザベスⅡで香港から横浜あたりまで船の旅がしてみたいと希んでいる。 彼女

は西川先生にもご縁のある帝塚山学園の高女部第 2 回卒業生である。 女性史講座のみなさんが私を見舞って下さっ

た時先生もご一緒して頂いたのでお顔もよく存じ上げていた。

　結局彼女が、 いただいたご本の最初の上巻読了者になった。 2 か月近くかかった。 「よめるかしらンと案じたけれど、

漠然と知っているように思っていたものが改めて、 詳しくはっきり説明して頂けたようで、 充分納得してよくわかりました。

ありがとう」 と仰って私に大粒の苺をケースいっぱい下さった。

　私の主治医は、 学位を持つ昭和 17 年生まれの外科部長だが、 頭痛にあえて挑戦するかのように乱読する私に 「ど

んな本を読んでいるの？」 とベッドの上の雑多な本の中からこの訳本を開いて、 「フン、 難しい本を読んでいるのやナ」

と呟かれた。 一年近い入院中のルームメイトたちは、 大半 65 才以上の老人で、 老人医療保険の受給者たちである。

　

　彼女たちは、平塚らいてふの名も知らず、山川菊枝の名も勿論きいてはいない。 女は結婚したら夫に扶養してもらい、

子供には老後の世話をして貰うことを至上の幸福とかたく信じている。 そのため、 営々苦心と努力を重ね死にもの狂い

で身体に無理を強いて働き続けた。 しかし、 現実血のつながりの強さを絶対と信じて育て上げた子供たちでも成人すれ

ば、 まして、 それぞれ結婚すれば、 もう自分とは対等の人格を止むなく認めねばならない状況を適度に体得している。

終着駅へ最短距離にあるためにか、 彼女たちは人のことはかかわっていられないで、 ひたすら 「地獄の沙汰も金次第」

と身内の見舞客があれば 「小遣いタント呉れたやう」 と、 話の種にする。 自分もやがてはボケるであろうとは内心畏れ

ても口にしない。 「生き甲斐など、 何寝言いうてンねん。 金のうてはあかんで」 としたたかに現実に対応している。

　私は 10 年近く前、 1 月 4 日に 70 才で胃癌で亡くなられた方の言葉と生涯を思い較べずにはいられなかった。 「ど

うも人は 10 年毎に病気するらしゅうございますネ。 私、 50 のときも 60 のときもいたしました。 そして今 70 でございま

しょ。 またこの通り……」 と寂し気であった。 生涯独身で教師を貫き、 亡兄の遺児 2 人を立派に育て、 世界地理学

会のメンバーで、 アンデス徒走にも参加しクラブのような気軽な会の支部長としてオーストラリアやスコットランドにも親善

の役目を果された。 姪ごさんの方は再婚の経験をされたが、 ご自身の若き日のロマンスは、 友人たちの語り草だった。

千里と奈良に 2 度も家を新築され、 その奈良の家には病院からの無言のご帰宅が初めてで最後となった。

　「叔母は厳しい几帳面な人でした」 と語っておられたけれど、 遺作の鎌倉彫が並べてあった。 今宝塚の清荒神の中

の墓地に眠っておられる。 ガンを苦悩されたのは 6 か月であった。



専業主婦の立場から p. 125

専業主婦の立場から

杉山　恵美

出典 ： 大阪市立婦人会館女性楽会発行 『ほんねの広場』 （1986 年夏号 ,pp.12-15）

　ちょっと前までは、 “女房を外で働かせるなんて、 男の沽券にかかわる” などと言

われて、夫婦共稼ぎの女は特異な目で見られたものであった。 ところが、近頃では、

女の自立というものが声高に叫ばれて、 専業主婦などと言おうものなら、 まるで能

無しの怠け者扱いである。 最近のこの風潮に、 専業主婦たる私としてはいささか不

満な思いを抱いている。

　とは言え、この私だって６年ほど前までは、まさかこの私が専業主婦になるなどとは、

夢にも思ってもいなかった。 ずっと仕事を持ち続けて、 経済的にも自立して、 夫とは

いつも対等で、 もちろん家事だって生活費だって折半、 男友達もいっぱいいて、 自

分の自由な時間は充分に取れる etc ・ ・ ・ 時代の先端を行くかっこいい女であり続

けるはずだったのだ。

　ところが、 結婚８年目に子供が生まれてから、 私の人生は、 すっかり予定の軌道

をそれてしまった。 幸い、 娘に恵まれたものの、 出産時の帝王切開手術と、 化膿に伴うその後の小さな２度の手術、

さらに、 かなり頑固な子宮内膜炎にかかっていることも分かって、 半年ばかりは通院が続いた。

　慣れない育児と、 健康への不安から憂鬱な毎日だった。 そして、 休職中の会社からの様子伺いも、 段々と無くなっ

てきたころには、 もろもろの家庭の事情も重なり、 どうにも身動きがとれなくなってきているのを感じ始めていた。 出産を

機に戻った夫の実家には、 夫の祖母、 母、 弟がいて、 夫との気楽な二人暮らしに慣れきった私には、 昼間、 何かと

気詰まりなことも多かったのである。 その中で、 職場に戻れる日をひたすら待っていたのに、 その望みがなくなったの

だから毎日いらいらとヒステリーばかり起こしていた。 隣の部屋から聞こえてくる家族の話し声にカッと興奮したり、 喉に、

いつも何か詰まっているようで息苦しくなったり、 腹痛や下痢が続いたり、 又、 夜中に胸の動悸が激しくなって何度も目

が覚めるようになった。

　戦後の民主主義教育や７０年代安保闘争、 それに続く学園紛争の洗礼をうけた私と、 夫や子供に気をつかい、 尽く

し続けてきた義母の感情的な確執は、 私をすっかり無気力で投げやりな人間にしていた。 子供までが疎ましいものに感

じられ、 夫はだんだん遠い人になりつつあった。

  あれから、 ５年がたって、 夫の弟は結婚して家を出てゆき、 夫の祖母、 母とも別居した。 あれほど嫌っていた専業

主婦になりきり、 近頃では、 夫の母に似てきそうな私が、 ずっと周りをみわたすと、 周囲の女性たちはフルタイム、 パ

ートタイマーと、 ほとんどの人達が働きに出ている。 昼間、 家にいる女性たちは数えるほどしかいない。 働く彼女たちは

いつも陽気で、 誇らしげで、 そしていつでも忙しがっている。

　「子供は小さいうちから保育所に預けたほうが、 ずっとしっかり、 たくましく育つよ」 「夫の収入だけに頼って生きている

ようでは一人前の女とは言えないよ」 「あんたは、 いつも暇でいいねえ。 羨ましいわあ。」 etc ・ ・ ・ そんな彼女達の声

があちらこちらから私の耳にも入ってくる。 本当に？本当に外に出て働いて、 自分の収入を得れば、 それでもう、 自立

した女になれるの？それ以外に、 一人前の女になる道はないのかしら？私は、 いつも自分に問いかけ続けている。
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　毎週、 水曜日、 土曜日は町内のゴミ収集日だ。 収集場所になっている我が家の横手には、 毎回、 うず高くポリ袋が

積み上げられる。 勤めに出る人達は、 朝、 ゴミをポイと置いて駅へと向かう。 １０時ころ、 ゴミ収集車がやって来てゴミ

を持って行ってくれると、 後には、 タバコの吸殻やアイスクリームの袋などなど、 小さなゴミがいっぱい落ちている。 仕方

がないから、箒とちり取りを持ってきて掃除をするのだが、真夏になると、さらに、生ゴミの液と臭いが道路に染み付いて、

水で流さなければ取れなくなる。 朝、 ゴミを捨てて駅に向かい、 夕方帰ってくる人達は、 そんなことなど気付きもしない

だろう。 以前、 勤めに出ていた頃の私がそうだったもの。

　昼間、 家にいない母親がふえて、 家に帰っても誰もいない子供たちは、 おいおい母親がいる家に集まってきて、 遊

ばせてもらったり、 おやつを食べたりしている例もある。

　私の住む下町の路地路地には、 年中緑があふれ、 季節の花が咲き乱れ、 近所のご隠居さんたちは、 朝夕、 植木

の手入れに余念がない。 彼らが植木の手入れをしなくなったら、 コンクリートで埋め尽くされた町は、 ずいぶん殺風景で

味気ないものになるに違いない。

　もし、経済力がすべてに優先され、自立への特等切符だというのなら、経済力を持たない、これらの専業主婦、老人、

子供たちは世の中のお荷物となって、 世間の片隅へ片隅へと追いやられてしまうだろう。 じゃあ、 それならと、 働ける

者はすべて賃金労働者となり、働けない者を保育所、学校、老人ホームに預かってもらうようになれば、今より安い賃金、

高い税金となり、 殺伐とした世の中になってしまうだろう。

　非常に消極的な考え、 という気がしないでもないが働いている女性たちは、 私たちよりは、 はるかに大きな恩恵を行

政から受けることができる、 ということを自覚してほしい。 専業主婦たちは自宅で子供の面倒を見、 老親の世話をして

いるが、 行政からの援助や特典はない。 つまり、 経済力を持たない人達は裏方や縁の下の力持ちであり、 社会という

大きな歯車の潤滑油の役目を果たしているような気がするのだ。

　かつて、男と女という性差で差別 ( 区別 ( されていたものが、今度は、経済力を持つものと持たないものという差別 （区

別） にとって変わるのなら何の変化も進歩もない。 専業主婦の甘えを指摘する女達が、 かつて男達が女達にしてきた

ことと同じことをしているとしたら？自分たちが働いているという理由だけで、 学校や地域での嫌なこと、 面倒なことを専

業主婦たちに押し付けていたら？女達はエゴイスティックな男社会に反発していたはずで、 男になることを望んだのでは

ないだろう。

　いずれにしても、 今の世の中では、 まだ多くの女達は、 いつ専業主婦に戻らなければならなくなるかもしれない。 そ

の可能性の中で働き続けていると思う。 今、 働いている人達は、 ある意味では恵まれた人達だし、 仕事を大切にして

欲しいと思っている。 ただ、 女達が一番嫌っていたはずの 「 ・ ・ ・ で、 無ければならない」 とか 「 ・ ・ ・ すべきだ」

という　１つの見方で、 自分たちと違う女達を見てしまうことは危険な事ではないだろうか？また　新たな呪縛を作ってし

まう恐れがあるからだ。

　人は皆、 それぞれの立場、 考え方、 生き方を持っている。 答えがいつも、 １つしか用意されていない、 ということは

無いだろう。 相手の立場、 考え方に耳を傾け、 理解するように努め、 自分の立場の中で最大級の努力を払い、 より

高いものを求めようとする姿勢こそが大切なことだろう。

　とりあえずは経済的自立を持たない女にも真の自立を求める道はあるのだと、 身をもって証明できる日がくればいいの

にと、 専業主婦たるこの私、 模索中ではある。
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リビングルームからどこへ？

吉田　孝子

出典 ： 大阪市立婦人会館女性楽会発行 『ほんねの広場』 （1986 年春号、 pp.1-8）

１） 囲炉裏端、 お茶の間、 リビングルームのある家　

人にそれぞれ個人史があるように、 私たちの “光の領分” にもささや

かなグループ史がある。

“光の領分” は、 婦人会館主催の第２回婦人問題講座 （女性史）

から出発した。 ２年間の講座の受講を終えた後も、 私たちは毎月第２、

第４火曜日の夜、 婦人会館に集まり、 エヴリーヌ ・ シュルロ他編の 『女

性とは何か』 をテキストに、 学習会を開いている。 自主グループを組ん

で間もなく３年目に入る。

グループ名や学習テーマは、 講座、 自主グループとたどってきた私た

ちの足あとのようなものかも知れない。

講座の１年次のテーマ 「文学にあらわれた家族と家」 には “いろりば

たのある家、 お茶の間のある家、 リビングルームのある家” という副題が

あり、 テキストには島崎藤村の 『家』、 小島信男の 『抱擁家族』、 津島

佑子の 『光の領分』 が使用された。

講師は女性史研究家で、 フランス文学者の西川祐子先生であった。

先生は講座の中で、 日本の社会は明治以後 100 年の間に、 ヨーロッパ諸国の近代化への歴史を３倍の速度で駆

け抜け、 同じレベルに到達した、 という意味の説明を繰り返された。

文学にあらわれた家族の悲劇は、 社会の急激な変化の波に家や個人が押し流されてゆく過程での悲劇だ、 とも言わ

れた。

日本近代 100 年の激しい移り変わりの中で、 家族を容れる容器としての家は、 いろりばたのある家、 お茶の間のあ

る家、 リビングルームのある家とさまざまに形を変え、 家族の形態もまた、 家父長制大家族から父権直系家族を経て

核家族へと変化する。

　 時として文学は、 社会史よりも鮮明に背後の社会を写し出す。

３冊の小説を読みつづけるうちに、 それまで抱いていた文学への漠然とした不信感が薄れ、 私はそれぞれの時代や

家族や女性像に興味を持ちはじめた。

テキストの３冊目 『光の領分』 には、 もう核家族やリビングルームは登場しない。

主人公の女性は、 夫と離婚した後、 ビルの最上階を占有した住居に移り住み、 働きながら子どもを育てている。

　家族やリビングルームに代わる機能として、 保育所、 都会の公園、 そこに集まる人々とのコミニュケーションなどが浮

上してくる。

新しい人生へ踏み出すまでの通過点が、 縦長いビルの最上階を占有した不安定な住居なのである。
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個人は家族を超えられるのだろうか。 その向こうに、 人がつながる領域はあるのだろうか。 津島佑子の 『光の領分』

はもっとも現代的な問題を提起していた。 ３冊の小説を読み終えた時点から、 私たちは 「リビングルームを出てどこへ」

という大きなテーマを引き継いだのである。

2 年次は２グループにわかれて、「身の上相談この 10 年」と、「産む産まないの歴史」を研究課題に学習をつづけた。

次々と子を産みつづけ、 ついには出産のために命を失った藤村の 『家』 に登場する主人公の妻の姿と、 子供を産

めなかった私自身の人生がどこかで重なりあうようで、 私は産む、 産まないへのこだわりを捨てることができなかった。

　「産む産まないの歴史」 を選んだ 6 人のメンバーは、 子育て中の 2 人、 未婚の 2 人、 結果的に産まなかった２人と

いうバライティに富んだ顔ぶれであったが、 折から表面化しはじめた優生保護法改 （正） の動きに対する危機感は一

様に強かった。

　子は授かりものという宿命の壁を突き破る自然科学の風穴は、 私にとっても精神的な突破口であった。 しかし順調な

スタートを切ったと思う間もなく、 それぞれの立場の違いが問題意識のズレとなり， 産む産まないをめぐる議論は白熱し

た。

　産めないという状況は， 積極的に選択した結果ではなく、 運命的でむしろ病む、 老いるの領域に入るのかも知れない。

更に生命の生産の側では負と位置づけられる点においても、 病む、 老いるに似ている。 産む、 産まない、 産めない状

況を背負った私たちの議論は三すくみの状態から容易に抜け出せなかった。

　結局、 西川先生の助言で、 出産の歴史と産児制限の歴史を表裏一体の女の歴史としてつなぎ、 今では数少なくな

った開業助産婦さんの聞き取り調査をすることに、 意見が一致した。

　文学にあらわれた家の時代を可能な限り遡り、 近代の変化を自分で確かめる作業である。 そこに私たちは追い込ま

れた議論の出口を求めた。

　全員で作業を分担して、 人口動態の資料から量的な変化を追いながら、 一方では統計の数字に表れない、 ひとつ

ひとつの事実を拾い集め、 更にいろりばたのある家、 お茶の間のある家、 リビングルームのある家の時代の社会背景に

重ね合わせて考えることにした。

　インタビューした助産婦さんは、 助産歴 50 年、 60 年というお２人で、 質問の内容や、 質問者の意図を的確に把握

した受け答えに、 長年出産の現場から社会の変化を見据えてきた視点の鋭さを感じさせた。

　２人の話から、 昔の母親は７、 ８人の子供を産むのが普通で、 10 人以上産む母親もざらにいたが、 一方では不妊

に悩む女性も少なからずいたことがわかった。

　人生の前半が母親準備期間で、 後半は母親期間、 末子が成人する頃には人生を終える、 というのが一般的な女

性のライフサイクルであった。 しかし、 １人も子供を産まない女性がかなりいたという事実を考え合わせると、 出産児数

平均５人という人口動態の数字の上限と下限には大きな開きがあったといえる。

　いろりばたのある家の時代は、 自然の不平等の中で、 女性の人生が、 多産と不妊という生理の両極に縛られた時代

であった。 リビングルームのある時代に入り、 産児制限技術の普及と、 平均寿命の伸びが女性のライフサイクルを大き

く変えた ｡ 子生み、 子育て期間は、 長い人生の１部となり、 その是非は別として、 人工授精、 体外受精など、 近代

医学のさまざまな試みが、 女性の生理の宿命を変えつつある。

　しかし、 近代文明は多くの副作用をもたらしたのも事実である。

２） 多産多死から少産少死へ

　１人の助産婦さんは、 古い覚書のノートを繰りながら ､ 助産院の最盛期は生めよ殖やせよが奨励された第 2 次大戦

初期と、 戦後のベビーブーム期で、 高度経済成長期からは次第に産婦の数が減少したこと、 戦前、 戦中は専門教育

を受けた助産婦でさえ、 避妊の知識は皆無であったことなど、 産ませる側からの出産の歴史を語ってくれた。

　また、 80 歳を過ぎた老助産婦さんは、 トリアゲばあさんが、 経験とカンだけで助産をしていた頃の記憶を語り、 「私た
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ちは専門教育を受け、 国家試験に合格した職業助産婦の草分けです」 と言葉を結んだ。

　その近代的な女性の職業であった助産婦も、 出生児の数が減少し、 出産の場が家から近代設備のととのった大病

院へと移り変わり、 次第に斜陽化していったのである。

　出産というもっとも個人的な営みさえ、 社会の変化と無関係ではあり得ない、 それが確かめられたのは大きな収穫で

あった。

　以前、 私は農村から出稼ぎに来たという中年の男性が酔って 「おうちがだんだん遠くなる」 とつぶやくように歌うのを

聞いたことがある。 あれは郊外のマイホームから通勤する都会のサラリーマンのエレジーだとばかり思っていた私は、 複

雑な思いで彼の歌を聞いた。

　そういえば、 高度経済成長後、 農村ではリビングルームのある家に建てかえる農家が増えた。 しかし父親は都会へ

出稼ぎに、 子供はやはり都会の大学へ、 母親はパートに出て、 リビングルームは終日ひっそりとカーテンに鎖されたま

まという光景を見ることがある。

　農村、 都会を問わず、 社会の変化と共に ､ 物の生産、 出産、 教育、 看護という家の機能が社会に押し出され、 生

活の分断が進んだ。

　おうちも ､ 会社も、 学校も、 病院もだんだん日常生活から遠くなるのである。 どうしても社会化できないものとして、 個

人の領域に取り残されるのは、 命の生産、 病む、 老いるという人間の原点としての営みかも知れない。 しかもこの営み

は経済社会の中で負を担って孤立しているのである。

　まるでエンドレステープをまわすように ､ 一巡りした私たちの議論は、 またここへたどりついた。

　しかし、 今、 私たちを取り巻く人間疎外や環境破壊は産業社会が高度に発達し、 より効率的な分業システムで一気

に近代の到達点に来てしまった結果の悲劇だというところまではわかった。

　この文明社会のツケを ､ 女性に負わせようとする動きもある。

　産む、 病む、 老いるの担い手として 「女性よ、 家に帰れ」 の声が社会のそこ、 ここから聞こえてくるが、 私たちのめ

ざすところは、 リビングルームを出てふたたび、 いろりばたのある家に戻ることでもなく、 女性の部分を切り捨て、 男性と

同等の条件で競争社会に参加することでもない。 その先がまだ見えない。

　「産む産まないの歴史」 は、 それぞれの胸にずしりと重いものを残して終わった。

３） 女性であること ・ ・ ・ 女性とは何か

　２年間の講座の受講を終えた後、「身の上相談この 10 年」のグループ６人と、「産む産まないの歴史と現状」の６人は、

ふたたびもとの１グループになった。

　この自主グループの名称は、 講座のテキストに使用された津島佑子の小説の題名をとって “光の領分” とした。

　２年間の講座の大きなテーマ 「リビングルームからどこへ？」 を引き継いだ私たちの、 地縁や血縁を超える領域への

１つの試みともいえる。

　“光の領分” というグループ名に ､ 女性の未来への願望を込めたつもりである。

Ｅ ・ シュルロ他編、 西川祐子先生他共訳の 「女性とは何か」 をグループ学習のテキストにした理由について、 簡単に

説明するのは難しい。 1976 年、 世界各国から生物学、 心理学、 社会学の第１人者を集めて 「女性であること」 と

題するシンポジウムがパリで開かれた。 この本は、そのシンポジウムの記録と後日追加された若干の論文に解説をつけ、

編集したものである。

　婦人問題は ､ 社会の中で性差が拡大再生産されてゆく仕組みを解き明かし、 男女平等社会を実現することが重要

な課題で、 生物学的な性差を論ずることは不利と考えられていた。

　しかし、 生物学 ､ 医学などの自然科学の方がどんどん進歩し、 女性の生理を変え ､ 操作することも可能な時代にな

った。 社会を変えるよりも、 自然を変えること、 女性の生理を変え、 男性に近づけることの方が容易になってきた。

　女は男とちがう身体条件、 性差から来る心理学的、 社会学的結果のすべてをプログラミングされて女に生まれるが、

この運命は変えることができる。 「もっと男性化しますか、 それとも女という特性をいかしますか」 とエヴリーヌ ・ シュルロ
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は前文の中で私たちに問いかけている。

　日本の明治初期が男性の開明期であるとすれば、 戦後の再建期は女性の開明期といえる。

　法律諸制度の改正、 男女平等民主主義教育， 避妊の解禁などの改革により、 女性は法律上の家や生理の束縛か

ら抜け出し、 積極的に企業社会へ進出した。

　男性並に働くことによって、 男性社会の中に一歩一歩足場を築いていったその頃の女性にとって、 生物学的な性差

はわずらわしい荷物であった。

　しかし女性が男性と共に再建した社会は、 高度経済成長の矛盾が公害や環境汚染の形で健康をおびやかしはじめ

た頃から、 科学に対して人間とは何か、 という問題を私たちに提起してきた。

　また自然科学の中で医学の進歩が、 人間の宿命に働きかけ、 人生 50 年といわれた平均寿命を 80 年に伸ばし、

社会の構造を変えつつある。 いつの間にか老人問題は女性問題の中で大きなウェートを占めるようになった。

　自然科学が女性の体や人生に深いかかわりを持ちはじめた現在、 社会構造の中だけで女性問題を論じることができ

なくなった。

　私たちは生物学的な性差の事実を見きわめた上で、 今後の方向を考えたいと、 ３年次のテキストに 「女性とは何か」

を選んだ。

　いろりばたのある家に逆もどりするのではなく、 性差を味方にした新しい方向の中で、 産む、 産まない、 産めない、 病

む、 老いるなどの問題がどのように論じられるのか、 という個人的な関心もあった。

　“光の領分” というグループ名が一般的な婦人問題のイメージとかけ離れているせいか、 名称の由来や学習テーマ

について質問されることがよくある。

　グループにとっての不運は、 私に省略化して伝える能力が欠けている、 という点だと思う。 簡単明瞭に、 がプレッシャ

ーとなり、 「性差がテーマです」 と口走り、 どうして性差なのか、 と追求される場合もある。

　「女性とは何か」 上巻身体篇、下巻心理・社会篇のうち、私たちは２年がかりで下巻の心理篇まで読み終えたところで、

性差について確信を持って言えることは何もない。

　ＯＬ、 パートやフルタイムで働く女性、 主婦などごく普通の女たちが月２回の火曜日の夜、 婦人会館に集まる。 学集

会は発表担当者のレポートにはじまり、 その反論から一般的な女性問題、 最近読んだ本の紹介、 社会現象の分析、

趣味、 嗜好に至るさまざまな問題を同じレベルで熱心に話し合う。

　立ち寄って、 つい長居をしてしまうところが、 昔ばなしに出てくるいろりばたの雰囲気に似ているので、 年４、 ５回発行

のグループ紙を “いろりばた” と名づけた。

　西川先生の術中に落ちたかな、 と思わぬでもないが、 やはりここは先生と私たちの１つの領域であることに違いない。

　この中にしばしとどまって、 のんびり未来を語り合っているのである。
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　　出典 ： 光の領分発行 『いろりばた』 １０号 （1986 年６月、 pp.15）　

　風を伴って小屋の屋根を叩きつけた昨夜の雨が、 ようやくガスに変わり、

ご来光を見ようと頂の崖っぷちに立つこと 20 分。 全身に露の玉がぶら下

がり、 じっとりとしてきた。 太陽はもうとっくに出ている時刻。

　その時、 せわしげに流れるガスのきれ間に、 黒々と奇怪な天狗岳が。

やがて、うっすら光る太陽と、雲海の上の青空も、霧の中に正体を現した。

何と見事な山の舞台の早がわりよ！　そして荒々しくも鋭い天狗岳が鮮明

になった瞬間 ､ 凹凸のきいたその岩山に見とれてしまった。 頂上に立って

いるのは人？　それとも岩？

　その天狗岳をめざし、 濡れ岩に足場を探しながら、 体が張りついたよう

に堅くなる。 身も縮む思いで頂上に登ると、 天狗岳はやせ尾根の１本線

上にあり、 左右ともバッサリと切れていた。 なお人と思ったのは小さな社だ

った。

　 眼下に低迷するガスが消えると、 幾重もの稜線が高く低く。 末広がりの

白い線は残雪か。

　霊峰の石鎚山頂を後に、 面河へは幾つもの岩筋と、 気の遠くなるような

滝を越えていく。 その谷筋で半年間も圧縮された雪渓が、 所々崩れて不気味な口をあけ、 その下には、 ほとばしる雪

解水が渓流をなしていた。 雨にけぶった昨日は気付かずにいたが、 木々の新芽はまだ固く、 地表に頭をもたげたわず

かな山草が、 遅い春を祝っているようだった。

　10K 下りの終点で、 また雨となり、 至る所から流れ出る清流を、 大阪の川とダブらせてうらやましく思う。

　雨水と雪解水を集めた面河渓谷の厳しさにはっとする。 超エネルギーの流水が、 そそり立つ岸壁や巨岩をなめらか

にし、 一段と渓谷をうがっていく。 未来永ごうに。
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出典 ： 光の領分発行 『いろりばた』 １０号 （1986 年６月、 pp.8-12）　

　懐かしさと恋しさに、 心を躍らせながら踏み込んだ知覧の町は、 麓川の流れや真言宗のお寺など、 当時の面影は数

える程だった。 町の中心部の厳しい警察署跡は駐車場となり、 後方に建つ歴史館は、 異国情緒さえ醸し出している。

また、 町を東西に走るメインストリートが拡張され、 そのサイドには ､ 金色や緋鯉が暢気そうに泳いでいた。

　何という変化！

　私の脳裏は、 タイムトンネルの出口に、 突然現れたこれらの光景を消化するのに忙しかった。 ただすくわれたのは、

散策した武家屋敷から眺めた母岳が、 以前のままの弧を描いて、 観光化したこの町に、 緑鮮やかな借景を添えてい

ることだった。

　変貌したのは町だけではない。 多感な少女時代を過ごした中学校が見事に消えうせ、 その跡には生コン工場が

･････････。 町内に 3 校あった中学校は、 新しく一校に合併されていた。 この季節、 学校の行き帰りに眺めた黄色い菜

の花畑も、 道草した蓮華草の紫の絨毯も失くなっていた。

　失われた学校は、 戦後六 ・ 三 ・ 三制の改革時に、 全国でも貧しい自治体がやっと建てたに違いない学校だった。

新校舎の建設には、生徒たちが週に何時間かずつ、荒地を耕し、モッコを持つなどの奉仕をした。 そして完成した時は、

間もなく巣立つ年であった。 あの時の労力のプレゼントが露と消えたかと思うと全くやり切れない。

　知覧町はほぼ南北に細長く、 端から端まで 12 Ｋ位、 南北朝時代の知覧氏に由来し、 徳川時代には、 300 年以上

にもわたって知覧島津氏に支配されたという。

　その所為で、 封建的な男尊女卑の名残りもあちこちに。 驚いた事に現在でも、 女より先風呂とか、 おしめに触れない

など、絶対的な威厳をくずさぬ男性もいる。この順序が逆にでもなれば、世の中は闇だみたいな言葉を聞いたことがある。

　遡って終戦直後、 他国者は決して住めなかった。 制度上の 「家」 はすでに解体していたのに、 意識の上では厳とし

て残っていた。 その頃、 南方から来た戦争花嫁の 1 人と近所だった。 家族 （特に姑） は、 その女性と茶碗、 タオル

など全て使用は別、 コミュニケーションが少ないので、 意思は尚さら通じない。 そのジャワ人女性は、 半年程で帰国し

ていったが、 嫁いびりの大半は、 男の後をいく女たちの、 知らず知らずの冷酷な仕打ちではなかったか。

　私の生家は、 知覧の町から２Ｋ位離れた所にあった。 立ち寄った武家屋敷には杉が育ち、 裏山のは特に太く、 天に
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も聳えるようになっていた。 でも幼い日、 登って遊んだ楠の木は、 もう生命の尽きる寸前であった。 台風後急流の 1

本橋を渡ったり、 栗拾いに行ったりしたっけ。 その悪童たちも、 今では仕事社会のプロとして、 それぞれの役割に精出

していることだろう。

　農耕を命の綱としてきたこの村の、 田や畑も健在であったが、 どこか様子が違っていた。 それは現金収入を求めて、

野菜のビニール栽培が、 かつての農村風景を一変させていた。

　ぬかるみに足を取られながら通った道路は全て舗装され、 車が快適に走っていく。 近所では世代交代が進んでいた。

　この長閑な村にも、避けて通れない思い出がある。人の心の痛みが少しは分かるようになったからか。それは「澪つくし」

を見てから一層はっきりとなってきた。

　昭和 20 年３月１８日、 南国の空は果てしなく蒼く、 庭の若葉が照り輝いていた。 大阪から疎開していた人たちと朝食

中、 突如、 その蒼い空の割れたような音がした。 白い機体が猛煙をはき、 断末魔の叫びをあげながら墜落していくと

ころだった。 朝っぱらから度肝をぬかれたこの生々しいシーンが、 これから昼夜となく続く空襲の前ぶれだと町民は想像

できただろうか。 それは歴史にも残る米軍の沖縄上陸作戦中であった。

　この頃から特攻基地をもつ知覧飛行場周辺は、 頻繁に爆撃されるようになった。 そして、 この基地からも、 沖縄に

向かって特攻機が消えていった。 やがて学校は休校となり、 空襲に逃げまどいながら、 近所の子どもや弟妹たちを防

空壕へと誘導した。

　裏山に共同で掘ったその壕は、 横穴つきで抜けられるようになっており、 子どもたちは恐ろしい反面、 隠坊や昼寝を

して結構エンジョイしていたように思う。 だが今でも、 編隊で飛ぶ、 あの頭を押し潰すような爆音を聞くと、 遥かな日々

が鮮明によみ返ってくる。

　国民学校では、 部落毎に少年団を結成し、 集団行動をした。 その少年団が、 上級生の指導で甘藷を作っていた。

きっと、 食糧増産の一端を、 小さい手で担っていたのだろう。 その頃は至る所に防空壕が口をあけ、 避難できるように

なっていた。

　或る時、 同級生のＲ子と、 この芋畑からの帰り道、 激しい空襲を受け、 飛び込んだ竪穴の中で、 超低空飛行に脅え

た事がある。 肥料ざるで頭をカモフラージュし、 待避している時、 普段でも大きいＲ子の眼が一層丸くなった。 爆音が

遠のき ､ 穴の外に出てまた仰天、 目の前の村が燃え上がっていた。

　学校側も焼けるのを想定してか、 キズだらけの机と椅子を児童たちに持ち帰らせた ｡ 私の家ではそれらが、 事もあろ

うに、 枇杷の木の下で踏み台となっていた。

　この年はよく赤痢が流行した。 子どもでもこの病気は恐ろしく、 赤痢の出た家は避けて通った。 父方の伯父をこの病

で亡くしたが、 母に聞くと、 あの流行病の葬式には人手がなく、 墓地 （当時は土葬） に行く途中、 空襲警報が鳴り、

気が気ではなかったそうである。 私などは、 赤痢の出所が引揚者だと思い込んでいたのに、 飛行場だったことを知り、

唖然とした。

　いよいよその本来の飛行場跡、 「特攻平和観音」 に行ってみた。 今度の旅の目的もそこにあった。 自分が生を受け

てから、 郷里で勃発した重大な歴史を少しでも知りたいと思った。 あるいは 「産む産まないの歴史」 の学習の時、 人

口動態に興味をもったからかも知れない。

　広い飛行場跡は、 畑やグランドとなり、 遺品館や記念碑の一角を除けば、 ここであの無意味な悲劇が繰り返されて

いたなどとは、 思いもつかない場所としていた。 ピカピカの観光バスが、 つぼみのほころぶ桜並木を３台、 ２台と続いて

いく、 まるでお祭り騒ぎではないか。

　移築された三角兵舎 （特攻隊員の宿舎） はなる程、 地上に出た部分が低く、 地下壕のような建て方であった。 こ

の兵舎が朝、 出撃して空舎になっても、 夕方には新しい隊員を補充した所か。 何と惨い事を！

　特攻遺品館には千人以上もの、 海の彼方に逝った隊員たちの写真と、 血染めの鉢巻、 肉親への手紙などを陳列し

てあった。 どことなく、少年のような瑞々しさを残すその遺影に、込み上げる悲しみと、怒りをどうすることもできなかった。

そして、 出征中の弟を歌った与謝野晶子の 「君死にたまうことなかれ」 が、 息子に対する母親の心情と重なって、 母

たちの慟哭が聞こえてくるようだった。
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　遺品館のベランダには、 昭和 56 年、 内ノ浦港から引揚げられた特攻機零式戦闘機が、 痛々しい姿で置かれ、 訪

れた人たちの哀れみをかった。 このチャチな飛行機に、 250K もの爆弾を積めただろうか。 実際には、 離陸した瞬間

に地面に突込んで殉職した隊員もあったと言う。

　どんな思いでこの操縦桿を握りしめたことか。 国の寸法でしか生かされず、 己自身の人生を歩めなかった彼らの胸に

去来したものは！！

　地図上における知覧など、ほんの点的存在にすぎない。 だが戦争末期に、町の人たちが被ったミリタリズムの大波は、

あらゆるものを巻き込んで人々を苦しめた。

　その一つは、当時の女学生たちが、奉仕に明け暮れしている最中、爆撃を受け、手や足を失ったと聞いたことである。

手を失ったその人の姿は、 ほとんど毎日のように見かけていた。 楽しいはずの青春時代に障害者となり、 現代とは違う

意味の、 独身生活を強いられた痛恨の思いは、 彼女たちを暗い谷底へと突き落としたに違いない。

　出征をまぬがれた男たちが防営隊 （飛行場） に。 女たちもそこに炊き出しに行った （母の話）。 その間、 出征兵士

の見送り （学校では行事の一つとなっていた）、 戦死の公報、 教育機関のマヒなど、 日常生活の歯車はとんでもない

方向に突っ走っていた。 加えて特攻隊出撃と、 知覧にはすさまじい人間ドラマが展開されたことになる。

　考えてみれば、 日中戦争が火ぶたをきった年に生まれ、 それ以前から、 日本が歩んでいた 15 年戦争の真ただ中

で育った事を、 つい最近まで気付かずにいた。 戦争は誰が？　何のために？　奥手な私もあの戦争は日本が中国やア

ジアを植民地にしたいがための侵略戦争だったことを知る。

　戦場でもない知覧が、 あんなにも混乱し、 飛行場の残酷で哀しい歴史は、 国の事情によるものだった。 また、 私の

家族が、バラバラに壊れて都会に流れ込んだのも、あの懐かしい中学校が無くなったのも、その根は同じではなかったか。

　当時村ではほとんどの家庭が、 兵隊とのかかわりをもっていた。 幼い感性では、 世事にほど遠く、 及ばないことも多

かったと思うが……。

　なお、 ８月 15 日、 また新たな不安が加わった。 米軍が上陸してくるというので、 どの家も少しばかりの荷物を持って

山中へ逃げた。 間もなくそれは、 デマだと分かったが、 サバイバル生活をした場所だけは、 今だに覚えているから不思

議である。

　戦中の記憶は、 書けば書く程よみ返り、 ふるさとを代表する地場産業の “お茶” をすっかり忘れていた。
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農村から都市へ

両下　よし子

出典 ： 大阪市立婦人会館女性楽会発行 『ほんねの広場』 １９８７年夏号 （pp.60-62）

　こんなはずではなかった。 輝ける独身時代の理想は悉くに方向を変

え、 つれあいの他には、 子どもはもちろん誰一人として同居者が増えな

かった。 “てまひまがかからんでいいじゃないか” と言えばそれ迄だが、

これでは派生するものが少なくて、 逆に分裂でもしたら、 途端に消えゆ

く運命にある最小限の家族である。

　家族とは、 他の集団に比べて自由に羽を伸ばせる所だが、 地域や社

会との結びつきが密接で、 他人の思惑など通用しない事がある。 それ

は社会に通じるミニ集団として外部から制約を受け、 それ相応の義務

も果たさねばならないからか。

　その他、 断ち切れないのが血縁で、 冠婚葬祭に見るごとく、 元家族

たちは遠方からでも集まってくる。

　そこでこれまでに属した２つの家族をふり返ってみたい。

家族などというものに何の疑問ももたなかった、 生まれ育った定位家

族は、 封建色の濃い村落共同体的な地にあった。 近隣は血縁にとり

囲まれ、 進学も結婚もある程度の周囲の同意を必要とした。 とにかく何か行動を起こすとなれば、 あらかじめ周りから

説得しなければならない。 一族の者たちは、 その家の経済状態から判断して、 よくも悪しくも物事の中に浸入してきた。

今思えばこの干渉は、 一族から落伍者を出さないための予防線ではなかったか。

　念願かなって、 このうとましい村落共同体からやっと脱出できたのは、 経済の高度成長期であった。 すばらしい未来

があるかのように農村から都市へ。 確かに自由はあった。 しかし、 希望と期待をこめて築いた生殖家族が予想線上を

歩いただろうか。 “ＮＯ” である。 今度は新たに出現した異文化 （姑、 小姑） に左右された一時期があった。 反対に

家庭内がスムーズにいきすぎるとイマイチ充実感に欠けるのである。

　人間が常に求めているのは開放された生活であるはず、 だから “家族” とは、 現在の複雑な産業社会で受難にぶ

つかっても、 問題を対処する機能をもたなければならない。

　マスコミによると、 国民の生活は 60 年代以降、 豊かになったそうである。 けれども私はあまり実感がない。 努力不

足はもちろんあるけれど、 ＜遊びも学び＞もできるようになったのはつい最近で、 何だか世間の波に乗り遅れた逸脱者

的存在である。 女性差別も、 自立も、 村落共同体をひきずったカラにくるまれて、 半生以上も個を発芽させずにきた。

何とも遅い人生のスターターではあるが、 まだいくらかの可能性を信じて、 体当たりする他はない。
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編集後記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西川祐子・吉田孝子

　本書は、現クレオ大阪中央、２７年前の大阪市立婦人会館の女性史講座、つまり、女たちの夜
の学校における学びとその後の報告書である。会館は国際女性年の１０年のあいだ、昼間と夜間
に女性論講座と女性史講座を開いた。世界を動かした女性解放運動の波が夕陽丘の岸辺に及んだ
のである。会館は家庭における役割に閉じ込められ社会との接触を失った専業主婦層に交流の場
所を用意し、自分たちの問題を解く講座をひらいた。同時に多くは生涯を通して働きつづけてい
る人たちが学ぶ夜間の講座を用意した。中小企業で大勢の女性が働いている大阪市ならではの試
みであった。

　夜の学校には、正規の学校空間と教室に流れる時間にたいする飢餓感があった。だから、本書
に復刻した講座２年次修了レポートにみられるように、２年のうちにみるみる必要な言葉を獲得
し、表現をはじめた。受講生たちはすでに生活と労働の体験を重ね、胸中に思いを集積していた
からこそ、自分達の問題と社会の仕組みを理解し、力強く表現し、発信したのである。講座から
生まれた自主グループ光の領分は、自分を生かし世に役立つ技術や資格獲得の目標と、よりよい
社会実現の志と両方を持ちつづけた。離れ離れになりながら、２７年間、細い糸でつながってい
たのは、何かあるたび労苦をいとわず連絡につとめたメンバーがいたからであった。

　その仲間たちが久しぶりに集まって「出会いから４半世紀の節目に、本を出そう」ということ
になった。「４半世紀前の私たちと今の私たちと、どこが変わったのか、変らなかったのか、書
いてみようよ」「賛成」、と盛り上がったであろうその場の雰囲気は、当日欠席していた私吉田に
もよく分かる。かつての私たちは「本を出そうよ」という誰かの提案がたちまち形になった。そ
れが小冊子『いろりばた』や『ほんねの広場』の出版であった。しかし、４半世紀後の私たちは
当時とは住む環境が変り、仕事や家族とのかかわりで生活のリズムが変り、体力が衰えていた。
私たちが打ち合わせや作業のために共有できる時間は予想以上に少なくなっていたのだった。

　けれども私たちは諦めなかった。一歩前進、半歩後退をくり返しながら、その時々に協力でき
るメンバーが少しずつ力を出し合って、作業を引き継いできた。それから３年を経て、ようやく
私たちの４半世紀が本になる。体力的にも精神的にも今回を見送ればもう次の機会は無いだろう
という限界の時期に、グループ・光の領分として最後の本を発行することができた。

　そのあいだにかつての年長組はすでに消息がとぎれ、本書の編集にあたっては、往時の真ん中
組であった吉田孝子と西川祐子が年長組として、今を盛りの元気組、杉山恵美と清輔裕子の奮闘
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を支えた。元気組は職場の仕事に拘束されながらこのたびもまた睡眠時間を削って、遠くに散
らばった仲間たちから原稿をあつめ、構成を考え、助成金申請の書類を書き、数回の面接に赴
いた。年長組はもっぱら資料収集と復刻原稿のパソコン入力を担当した。一冊にまとめるまで
予想をはるかに上回る時間がかかった。仕事と家事に追われながら捻出した時間と手作り作業
によって出来上がった原稿であり、編集である。クレオ大阪中央の研究支援事業の援助をうけ
て出版が実現することになった。クレオのアーカイブをはじめ会館の職員みなさんの丁寧で温
かいサポートがあった。

　この本にはサクセス・ストーリーがない。かわりに日々の労働によってかつかつ生きた人間
の自負心がこめられている。社会関係資本さえ経済資本、文化資本に左右され、連帯するべき
者同士の分断が進む厳しい現実を知りながら、それでも人と人をつなぐ言葉をさがす希望をい
だきつづけている。

　出版までにご協力いただいた数多くの方々、この本をお読みくださる方々に心からお礼を申
し上げて「おわりに」のペンを置きたい。ありがとうございました。
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女たちの夜の学校／その後
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