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古い「あお」という言葉の不思議 
 

   理事  太田克海  

                  
去年の 10 月の中頃であつたと思う。今とな

ってははっきりとはしない。読む本もなく、

自分の部屋で何かないかなあとぼやりしてい

た。活字中毒を自認する私は、なにか読む物

はないかとあっち、こっちと探しまわった。 

それから、一、二週間後、ふと、「あお」と

いう言葉を思い出した。 

「あお」という言葉は小さいころ何度も聞

いたことがある。昔、なんで聞いたかは思い

出さない。 

   

ある時、ふいに思い出した。「あおの背中に眼

をさまし、やっほー、やっほ」という歌であ

る。菊田和夫の作詞、万城目正作曲の同 

映画の主題歌であつた。ネットによると以上

の事が散見される。しかし、当時の馬は茶色

か黒い馬が主流で青い馬などみたことがなか

った。何故、この歌が私の記憶に残っていた

か、定かではない。当時未婚の三人の叔母が

いた(母の妹)。この歌を歌っていたかもしれな

い。この歌を歌っていたのは当時 14 歳の美空

ひばりである。 

 

一番下の妹(母の)は、高校でハンドボールの

主将であった。年に何回か岡山、大阪、東京

と、試合に出かけていた。お転婆であった彼

女が田舎に帰って歌っていたかもしれない。 

そこで、日本国語辞典を開いてみると［あ

お］は「白と黒の中間、どれでもよいと」書

いてある。また別の項目には「はくば」の項

目もある。したがつて、「あお」という名前は

白馬と推測される。しかし、田舎に居たとき

青い馬を見ることはなかつたように思う。 

  

青ぼっい犬、猫，やぎ等も見たことが無い。

青い動物は目にしたことがない。なぜ、馬だ

けに「あお」という名前がついたか、不思議

である。私の田舎の家の向こう側の家は馬を 

 

飼っていた。運送屋のようなの仕事をしていた。

馬は茶色であった。私の家の田んぼを毎年耕して

くれた。この家の御主人に訪ねたことがある。し

かし、青い馬は見たことがないとのことであった。 

  

馬を専門にあつかっている人が青い馬は見た 

ことがない、ということは青い馬は存在しないと

考えたほうがよい。 

 

 
 

それ以後、青い馬の探索は打ち切って、私の頭

には青い馬と言う考えはすっかりなくなつてい

た。 

 何故、この時期にこの言葉を思い出したか、な

ぜ馬についてのみ「あお」と言う名がついたのか、

いまだはっきりしない。 

 青い動物に巡り合えぬ私に関しなにかが働い

たと思うべきかもしれない。 

 最近、青い動物はいないかと関心をよせていま

すが、いまだ青い動物に出会ってはいない。 

 

皆さん、青い動物に出会ったら、是非お知らせく

ださい。 



 

 

あいな里山公園の行事 理事長 斎藤 

令和元年の締めくくりとして、12 月 15 日

（日）家族で餅つきの行事を催行しました。 

天候も寒くなく天気に恵まれ 60 名の家

族が参加しました。このプログラムは人気

があり事前申し込み制で定員 60 名に対し

150 名の応募があり、抽選めました。           

この時期はインフルエンザの流行もあり、

当日のキャンセルも出ることが多いのです

が今年はありませんでした。また餅つきで

ノロウイルスの事故が新聞等で報じられ搗

いた餅は食べないで真空パックの餅を配る

などで風情だけを楽しむところも出てきて

います。我々の対策として、徹底的な手洗

いアルコール消毒、マスクを対策としまし

た。当日使用したもち米はあいな里山公園  

で栽培した米を使いました。米の蒸しは熱

源をあいな里山公園内の間伐材を有効利用

してかまどで蒸しました。                

子供用の臼と杵を用意したところ初めての

体験者が多く、親子とも感動して記念写真

を撮ったりしていました。出来立ての餅を

各自丸めきな粉、芋餡 大根おろしでから

み餅を好きなだけバイキング方式で食べて

もらいました。搗きたての餅がこれほどお

いしいとは持ってもいなかったと、お替り

続出でした。そのあとは白みそ雑煮、ぜん

ざいでおなか満杯 さらにおみやげとして 

お餅をお持ち帰りとしました。当日は 40

臼 60 ㎏を搗き上げました。この中には 1

月 11 日の竹灯明つくりのお接待用 1 月

13 日の初まつりとんど焼き行事の餅焼き

用も作りました。事故もなく無事終了。       

あいな里山公園の活動はしごと創造塾の事

業であり 5 月の田植え、6 月のジャガイモ

収穫 9 月稲刈り、10 月脱穀、10 月さつ

まいも収穫 12 月餅つきなどの募集型イ

ベントを実施しています。       

これらのイベントは NPO 法人シニアしご

と創造塾がすべて公園内の耕作地、水田で

栽培したものを利用しています。これらの

イベントの特徴として、できるだけあいな

里山公園で収穫した野菜類を利用した手作

りの昼食を提供しています。野菜の美味し

さを知る機会にもなっています。    

 

1 回のイベントにはスタッフも入れて 80

食ほど調理します。幸いあいなには厨房棟

があり、活用しています。アンケートでも

食事の内容で好評を得ています。幸い同じ

ようにあいなで活動している市民団体の学

半舍、環境わかば会との共催で運営してい

ます。1 年間で 300 人ほどの参加者を対応

しています。さらに収穫したジャガイモ、

さつまいも、里芋、ヤーコン茶、ピーマン

などの野菜を公園内で販売し喜ばれていま

す。これらの野菜栽培時イノシシ、鹿 の

獣害で被害をこうむりましたが、電柵の設

置 専門家による調整駆除で被害が収まっ

てきました。現在は無農薬栽培のため葉物

野菜の害虫被害に悩まされてといます。皆

さんもご興味があれば是非とも健康増進の

ためにも畑仕事にご参加ください。活動は

原則週 1 回日曜日に 3 時間程度です。                         

 

 

 

（斎藤記） 



 
 

11 月 3 日(日)避難訓練に参加 
        理事 吉川 仁 

 朝 9 時半過ぎに長田消防署の広報車が「訓練

です、ふたば学舎に避難して下さい」とふれ回

り、三々五々お年寄りや、親子が集まってきま

した。参加賞としてマスク 1 箱を貰いました。 

10 時ごろには 200 人以上が集まり区長や市会

議員の挨拶があり、ふれまち協の浦井さんをは

じめ消防団の人たちが参加者を募って消防署

の人たちの指導のもとに下記の訓練を実施： 

１．消火器の使い方の訓練 

２．煙が一杯の訓練用の通路に透明のビニール

袋をかぶって通り抜けたり、 

３．バケツリレーでドラム缶２つにどちらが早

く一杯にするか競争した。このとき指導されて 

2 列にジグザグに並んで、バケツの持ち手を次

の人がつかみやすいようにするよう教えてく

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．倒壊した家の模型を使って、4 人ぐらいで

協力して木材ブロックやバールで隙間を作り

ながら、被害者の人形に声をかけて励ましたり

しながら救出する訓練。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ガスを容器に入れて電気火花で爆発させる

実験や、 

６．建物に向って消防署の職員に補助されなが

ら放水体験という盛だくさんの催しでした。 

11 月 10 日（日）湊川隧道通り抜け 
             理事 吉川 仁 

 ふれまち協の浦井さんに誘って頂いて、参加して

来ました。ちらしによると、毎年「土木の日」に「新湊

川ウォーク 湊川隧道通り抜け」申込不要、参加費

無料。受け付けは、１０：００～１４：００で、会下山公

園下の湊川隧道入口でした。注意書きにトンネル

内の足元が滑りやすく汚れるので、歩きやすくて汚

れてもいい靴で歩いて下さいとのこと。ふれまち協

の参加者 10名中お 1人と私が履き替えを用意して

いました。 

 受付を済ませて入口から入ると、下り坂なので前

のめりになりながら少しずつ進んでいるうちに、す

ごい人数になってトンネル一杯のまま進んでいまし

たが、下の写真のように水が漏れてぬれたり水たま

りのある所は滑りやすいので、1 列になって進んで

下さいと言われたので、たまりにたまった人たちを

一列にさせるので少し混乱しました。 

 途中で係の人が今歩いているのは旧のトンネル

で使われていないのと、このトンネルと平行に新ト

ンネルがもう一本あってそこと合流するところで出

口に向かう等の説明をしてくれました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に歩いた距離は 600 メートルほどでしたが、

人が多いのと暗い足元が滑りやすいのとごつごつ

した石造りの通路は足が疲れるものでした。 

 

 

 

 

出口の久地長天の額 



改めまして新年あけましておめでとうございます。 

今年も「会員投稿ページ」をよろしくお願い申し上

げます。前回の６６号に引き続き「本」について書

いてみました。前回は「本を増やさない」というこ

とを中心に述べてきましたが、その続きということ

で書きました。 

「本」について想うこと。 

 

 前回の古書店の話ですが、いつも同じ店で購入し

ていると当然顔なじみになります。以前に購入した

本を持って行く。その時は買い取りを期待せずその

まま引き取ってもらいます。時には新たに購入時に

値引きしてくれます。しかも本についての情報も聞

けるかもしれません。 

さてここでクイズです。国内で年間どのくらい本が

発刊されているでしょうか？ 

毎日２００冊、年間では約７万冊・・・多い、少な

い？この膨大な本のなかからどうやって皆さんは読

みたい本を選択されていますか。私は主に本屋さん

に行き、店頭の陳列台に置かれている本のカバー、

表紙のデザイン、タイトル、帯に書かれている宣伝

文句などで選びます。小説などは、文庫本が出るま

で我慢します。やはり金額が張るのと、本棚のスペ

ースに限りがあるからです。 

 新刊情報は新聞などの書評欄を土、日曜日にはじ

っくりと時間をかけて読むようにしています。それ

と実際店頭で手にとり裏表紙の「あらすじ」と言う？

文章を読んで購入するかどうかを決めています。こ

れは新刊、古本を問わずそうしています。その「あ

らすじ」は読者を読みたいと思わせる魅惑のことば、

簡潔にまとめていますね。いわゆるキャッチコピー、

殺し文句、あの１５０前後の文字数で見事に表現し

ています。 

この名文は誰が書くのでしょうか。専門の書評家、

コピーライター、出版社の編集担当？本の内容をぎ

ゅっと凝縮して表現されており、すごいですね。 

 いずれの本もこの「あらすじ」の名文に惑わされ

何を選んだらよいのか結局わからずに手に取ったも

のを買うはめになるようです。だから本は減りませ

ん。 

もう一つ本の活用方法をご披露しましょう。 

読み進んでいくうちに、いい文章、名言だなあと感

じた時にすぐ手元の手帳に、又はパソコンのファイ

ルにデータとして保存していきます。いうなれば言

葉の貯金です。これは毎日欠かさずやります。日記

と同じでしないと気が落ち着かないし、データを溜

めこむと後がしんどい。そして忘れる。 

 データは本そのものでないので書棚や資料ファイ

ルは、大幅に減らすことができます。ただ私自身が

課題と感じているのですが、現在時系列で各事項を

貯め込んでいますが、項目を分類、例えば政治、経

済、社会問題、宗教、哲学、歴史、健康、文化など

大まかに分類し使い勝手のよいデータとして保存し

て行きたいと思っております。どなたかこのｗｏｒ

ｄのデータを簡単に自動分類できる方法をご伝授し

ていただけると嬉しいです。現在データはＡ４換算

で２５００ページになりました。この私にとっての

財産は、色々な講演、グループでの話題提供、手紙、

種々の文章、挨拶文などを書く際非常に重宝してお

ります。 

とりあえず３００ページことにまとめて分冊綴じで

資料をまとめています。 

 この場合繰り返しになりますが検索ということに

なりますと、使いづらい欠点となります。 

 依って小説のように最初から順番を追って読むの

ではなく、パラパラとめくりその都度興味を持った

項目を読むということになります。前後のページに

は何ら関連性がないので自分の時間がある時に新聞

を読むように好きなところから読み始め、読み終え

ることができ自由です。 

知ればしるほど知らないことが多く出てきて、興

味が尽きないことです。 

でもやめられません。ほとんど病気なのかもしれま

せん。情報に対して興味津々、はまって行きます。

ご注意を！ 

参考資料 

１．古書整理したい方は、古書梱包ダンボール 買

取り案内資料請求すれば梱包用段ボールを送っても

らえ買取してくれるそうです。 

  ０１２０－９１４－２７８ 

２．読んでみたい本 

 ・「神さまがくれたピンクのくつ」 

 ・新鷹会傑作集シリーズ 全１２冊 光文社文庫 

 ・「悩む人」 高橋秀秋 文芸春秋 

 ・「検事の信義」 柚月裕子 角川書店 

 ・「１１９」 長岡弘樹 文芸春秋 

 ・「雑草はなぜそこに生えているのか」新垣彦次郎   

 ・「おわりもん」 高須光聖 幻冬舎 

 ・「絵を見る技術」秋田麻早子 

 ・「戦国十二刻」 木下昌輝 光文社 

 ・「終わりのとき」 時代小説文庫 光文社 

 ・大富豪同心 幡大介 １～２２巻 

 ・「あきない世傳」 金と銀 ハルキ文庫 

 ・「道をひらく」 松下幸之助 

 ・「自分のことは話すな」 吉原珠央 冬幻舎 

 

 以上は書評欄等の文章で興味を持った本です。 

 ご参考までに 

 

 最後までお読みいただきありがとうございます。

また次回 （記：廣岡敏正） 

 

hirooka-red@kkh.biglobe.ne.jp まで 
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