岩漿の英訳は「マグマ」、ならばそのマグマの源は地球の「コア」つまり「核」。
同人誌の核は会員つまり人、なかんずく人の心ですから。
――馬場駿――

CORE
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岩漿事務局

秋の夜長に岩漿とCOREをお楽しみください

小山 修一

猛威をふるっている新型コロナウイルスは、強力な感染力をもつ変異株に成
長し、これからますます厄介な存在になるかも知れません。しかし、人類は長
い歴史の中で様々なウイルス感染を克服して今日に至っています。粘り強く消
毒、手洗い、マスク、三密回避を徹底して１日も早く落ち着いた生活に戻りた
いところですね。さて、会報core14号です。主筆のほたる女史は公私ともに多
忙、パソコンもついに壊れてしまい、そんなこんなで発行が遅れましたが、
コーヒータイムにでも読んでいただけたら幸いです。

小山修一詩集「 風待ち港 」
文化企画アオサギ

岩漿の作家たち 出版物紹介Ⅰ

著者：小山 修一

定価 ¥1,650.

第３詩集「風待ち港」(発行所-文化企画アオサギ)を刊行しました。今回は
書店の流通無し、アマゾンの取り扱いになります。✿ユーモアと言う名のしぶ
とい愛～具体的な説得力と、普遍化抽象化する洞察力が、織り交ぜられていて
切実さを手放さない。ひょうひょうとしたユーモアに包まれた、しぶとい愛が
現代の風待ち港で揺れている。なりわいがあり交流があり、同時に現代の地球
の上で生命全体を見渡している～ 佐相憲一(前日本詩人クラブ理事長)跋文
(はつぶん)より抜粋

私のイタリアン

新規会員紹介

影山 朗子

『イタリアンの引き出し』朝日文庫の作者、内田洋
子氏はイタリア歴の長いジャーナリストであり作家
だ。普段着のイタリアについて書かれたエッセイ
集。固定観念に拘束されることのない好奇心と人に
対する興味、行動力など、しなやかに生きる姿勢が
魅力的なのだ。海外はもとより国内旅行もままなら
ないコロナ禍の現在、是非ともイタリアの田舎町で
生活しながらの旅をしたくなる。「それある、あ
る」と同感するポイントは、洋の東西を問わないよ
うだ。
宮廷料理から市民のあいだに広まったフランス料
理と違い、カジュアルでシンプルなイタリア料理に
は人々の生活感が漂っている。

北川 ただひと

北川ただひと（ペンネーム）…筆名のいわれは
単純です。東北の北上川と縁があり「北川」、
ただのヒト＝人でありたいから「ただひと」で
す。この名前で生き直しをしております。２年
前に埼玉県所沢から移住してきました。ひげ面
ジジイですが子ども向けの童話やファンタジー
を好みます。よろしくお願いします。
※北川氏は岩漿29号で「パロディと小さなエッセイ」、詩
「猫うんこ」を発表されました。CORE今号の「編集手伝い
事始め」、出版物紹介Ⅱのホッチキス止め詩集も同時に
ご覧ください。(ほ)

岩漿30号 原稿募集〆切 2022年1月31日
◆ 岩漿本誌 原稿宛先

〒413-0235 静岡県伊東市 大室高原９－３６３
パソコンメール

小山修一

k.syuichi710@gmail.com

◆ ご注意: メール及び封書に、必ず岩漿宛の原稿、関連の連絡である表示をお願いします。
◆ ひろば原稿も1頁×1,000円の頁割り負担をお願いします。
◆ 埋め草原稿募集: 二段組の下段空きに４００字程度無料。但し必ず掲載される確約はありません。

カット:近藤満丸
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伊豆新聞より転載 →
2021年6月26日

伊豆新聞「伊豆のひろば」より転載
2020年12月13日
↓

年の終わりに残念なこと 日吉睦子
コロナで始まり終息の見えない日々の中で、季節の移り変わりも感じられ
ないままにカレンダーが一枚になりました。高齢者の一人として、なるべく
人に迷惑を掛けずに、自分でできることは自分ですると決めています。今年
は生き別れ死に別れの悲しい一年でした。なんだか普通の生活がとても懐か
しく感じられます。そんな中、私にとって残念な出来事がありました。国税
調査の調査員が見えられませんでした。近所の方には訪問があったそうで
す。／何かすっきりしない気持ちが残りました。

「私の子供の頃の遊び」

天川 勇

昭和3０年頃、子供だった私には沢山の遊び友達がいた。あまり小遣いが無いので、野毛のプールまで歩い
て行った。途中コロッケ屋が有り５円位だと思う、とても旨かった、勿論帰りも歩きである、屋外のプール
でとても寒かったことを覚えている。正月になると２５円のラーメンを食べる為伊勢佐木町まで行った。／
一番楽しかったのは相鉄線(当時じんちゅう線と言った)に乗って西谷まで当時往復１０円、途中１０円の甘
食パンを買いイチゴを塗ってもらい食べた。鶏小屋で釣り用のウジ虫を捕まえて川で釣りをした、何も釣れ
なかった記憶がある、手ぬぐいバンドでふんどしをして泳いだ。川の向こう岸に渡ると栗の木が有り栗を
拾って来た。何十年も経っているのに良く覚えている。当時の遊びといえばサッカー(軟式ボールである)を
したり相撲をしたりメンコ、カチん玉(ビー玉)をしたり、一番面白かったのは大根鉄砲である。玉が大根な
ので当たっても痛くない。キャンデーの棒を拾ってきてゴム鉄砲を作り空のマッチ箱をめがけて打って遊ん
だ。／相撲は私は強かった。「頭打ち投げ」と言って相手の右脚を触る、相手が右足を下げた時に右側から
うっちゃりで勝った。／またある時は宮田町の浅間山(せんげんやま)へ行った、木の蔓でターザンのまねを
したり、アジサイの葉っぱを尻に敷いて坂を滑ったりした。近くに防空壕が有り入り口から出口まで真っ暗
で怖い思いをした、こんな昔の事を今でも鮮明に覚えている。山の下には小川が流れておりメダカが泳いで
いた。又山では小枝を折りチャンバラごっこをした、春になるとホンチ、今の人は知らないと思うがクモの
一種で最初ババと言われそれが成長するとホンチとなる闘争心が強く体全体は綺麗な黒色でお尻の部分が金
色である、これを専用の小箱に入れ上にガラスを乗せて２匹で戦いをさせた。

書けない時の助け舟

深水一翠

岩漿も２９号に達し、創立メンバーの１人としては感慨深い。その間には幾度も「書けない」と弱音を吐
き、前編集長に「名前を忘れられない様に短文でも寄稿して」と背中を押され押されしながら今日に至っ
た。同時に題材となって呉れた、濃密に身辺に現れた生き物達が居た。「ユメ」１８号：ヒキガエルとオタ
マジャクシ。メジロを狙って柱を登るアオダイショウ。二匹が絡み合って、側溝を滑り落ちるアオダイショ
ウ。玄関の敲きでトグロを巻き、チロチロと赤い舌を見せる美しい白陀。／「マイマップと見取り図を描く
サル」１９号：旧盆８月、仏壇の供物を狙うサルと対決。両前足で甘い温州ミカンを１つずつ掴んで、アッ
という間に、２足歩行で庭に逃げた。味を占めたサルは他日も、２階の絨毯の階段に座り込んでいた。２年
前の春、４人の来客と談笑していた時、隣家の裏庭から我家の庭に一頭の鹿が入って来た。松や槙、貝塚伊
吹等の庭木、大きな庭石と花々の間を器用に通り抜ける。枝分かれした角、人間で言えば１０代の若い男
性？ その姿は神々しくさえ見えた。スッと首を立て、まるでダンスをしているかの様に。スーイスーイと
歩く。大きな瞳が愛くるしい。思わずうっとりした。ほんの３、４分のこと。庭を出て１、２分先の海の方
に消えた。我家のミカン山の一画で、鹿の角を見つけたのはずっと前の事。大切に保管している。毎年４月
頃、前年の角が落ちた後に袋角が伸び、９月頃完成した角となり皮が剥けるという。何故“バカ”を馬鹿と
書くのか辞書で探したが無い。唯一「史記」（秦始皇帝）に自分の権威を試そうとして、鹿を馬であると
偽って皇帝に献上した故事から、人を威圧して間違いを押し通すこと、人を騙して陥れること、という文言
を見た。それが馬鹿の由来？ 騙す、にも馬（馬編）の字が。鹿が馬と似ているかと言えばそうでもない。
馬やサイは奇蹄類で同じ角質の蹄だが、鹿は牛や猪と同じ蹄の先が２つに割れた偶蹄類でアシカ科。鳴き声
も馬とは違う。今年７月夜半、初めて鹿の遠吠えを聞いた。岩漿の３０号に書けるか。
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岩漿編集ご苦労さまでした

近藤 満丸

年１回の発行とは申せ、原稿の価値は著された文面の醸す雰囲気に左右されるのは当然としても、良く続
けられたと感謝大です。さて作品は皆様、いつも言いますが手練されて書くこと（詠うにしろ）に誇りと好
きということの重さ軽さに時により左右されると思います。読後として涼やかさと、もう一つ異なった視点
も欲しいのではと思うこともありましたが、やはり書く素晴らしさは何事にも代えがたく、著作物としての
厚味、頁数にしろ、味わいにしろ、読まされるというより読み進めてゆく面白さに裏打ちされている重さも
感じます。グループ感として、著作者の新陳代謝もありで、到着させて頂く労力（時間に追い立てられ大変
でしょうが）、末永く続けられるよう祈っております。作品の分野にしても、集まる集められるヒトマトマ
リとしての配慮も大変なご苦労と推察いたします。ともかくも創る楽しさに裏打ちされた感が充満していま
す。みなさまの発表意欲に頭が下がります。書く、書ける素晴らしさに充実度も１００％ありの時と、
ちょっと不足気味だなあと思われる時もおありでしょうが、スタッフの方々のみでなく、書いておられるエ
ネルギーを頂く幸せは何物にも変えられません。篤志家的面もおありでしょうが、重なりますが、負けずに
頑張って下さい。ありがとうございました。

文芸同志会通信 より転載

2021年9月 1日 (水)

文芸同人誌「岩漿」29号（伊東市）

【「田山花袋と伊豆」桜井祥行】田山花袋、島崎藤村、蒲原有明、武林夢想庵が、明治42年に伊豆の旅をしたことが、藤
村の「伊豆の旅」に記されており、花袋も「北伊豆」という作品で大仁の反射炉のこと。「温泉めぐり」という著書では、天城
峠越えと現在天城トンネル旧道とされている隧道ができたばかり記されているという。引用文もある。そこは冬の雪の大変
さがしるされている。自分も20代のころ徒歩で、天城峠から湯ケ野に抜けたことがあるが、そのころから暖かい気候で、温
暖化の進行を考えてしまった。その他「柳田国男の『５0年前の伊豆日記』、「岡千仞と伊豆」、「児玉花里外と中伊豆」な
ど、郷土文学研究家の記録がある。よい仕事と思われる。
【「ちゃもちゃんと能楽」深水一翠】人生回顧録の一種であるが、その形式が、優れているので面白く読める。ちゃもちゃん
と周囲からよばれているので、その名称で自伝的な話を語る。語り手をキャラクター化するという形式で、人物像が立ち上
がって感じる。母の二人の姉が新劇の女優をし、京都が好きになる。東映映画の中村錦之助、東千代之介、千原しのぶ
などの話題が出るので、作者の生きた時代が浮かんでくる。なかなか読ませる力のある作品である。
【「茂みに咲くシャガ」椎葉乙虫】推理小説である。これは、テレビドラマ風の自己流の発想によるミステリーであるらしい。
老人が殺され、犯人がだれかを、退職した元サラリーマンが追及するという構成。それなりに、書けている。しかし、現代の
ミステリーは大分進歩している。犯人追及とその動機や人間性を追及するような作風になってきた。東野圭吾などもそう
だ。また、村上春樹の自己探求で、人を探す話はアメリカのハードボイルドの手法と同じである。この作品でも、犯人と疑わ
れる若い女性が出てくるが、彼女が行方不明になるようにするような筋立てが欲しい。そのほか、警察の捜査資料が近所
の素人に見られるというのも、なかなか実際にはない。ましてや検視の資料などは親族の要求がないと、東京では見せて
くれない。これは懸賞金のかかった犯人捜しを実施してみた経験からである。ただし、長所をいえば、独自のミステリー感
覚を発揮する場としての同人誌の存在感がある。
【「屑籠の檀」馬場駿】経験豊かな医師が、患者の手術で看護師のミスで手術の過失を問われ、職を離れざる得ない事態
になる。婚約者には去られたようだ。が、知人の友情に助けられ別の職場を紹介してくれる。そうした流動的な環境のなか
で、真弓（檀）という女性と結婚する予定であったらしいが、その真弓がやってこない。このような手順で、物語がされるわ
けではない。よくわかないまま読んでいくと、どうもそのようなことらしい。ただ、その話の運びがお面白く、読者が想像力を
足せば、独特な世界観が判ってくる。変ではあるが面白い話である。
【「奇老譚―月は見ていた」しのぶ憂一】老人施設にいる99歳の宇垣正義の評判は、すこぶる良い。彼の過去と、裏の顔
を知るものもいない。スタッフをはじめ入居者のあいだでもすこぶる良く紳士的で勤勉、物知りで穏やかで言葉遣いも優し
く、気が利くので、とりわけ女性に人気があるという。宇垣には五回におよぶ婚姻生活の破たんと数回の同棲経験があった
が、入籍するかしないかには興味がなく、初婚の女佳恵のほかは、いつも相手の意向にまかせた。二十歳代後半から七
十代後半までの時代の履歴である。再婚以降に入籍した女たちの成行きに共通点がある、まず、結婚紹介所で、知り合
い、離婚の経験があり、親戚付き合いがなく、幾ばくかの貯金がある。また、貧困生活を強いられＤＶに苦しめられた挙句
に、３年と経たないうちに別れている。この老人の自己中心主義、表裏のある２重人格的で、人間関係を破壊する性格を、
ことこまかく経歴的に説明する。反省などすること一度もなく、身勝手を言って死ぬまで言い続ける。程度の差こそあれ、よ
くみかけるタイプの話が連続する。小説なのに、自己中心主義を描き、最後まで治らない。突き放した視線が面白く、次は
どんな身勝手をやるのか、面白く読めた。
【「短・中編――三編」佐木次郎】創作童話「ゲンの死んだわけ」、戯曲「糸」（途中で、小説の時代小説になる）というも
の。とにかく、これらをまとめて発表する自由な表現力に脱帽した。
発行所＝413-0235静岡県伊東市大室高原9－363、小山方

紹介者「詩人回廊」北一郎
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岩漿29号読後感

【 谷光 順晏 】「岩漿」の読みごたえのあ
る厚み力量に圧倒されました。総合文芸誌なら
ではの内容、これからもますますのご発展をお
祈り申し上げます。本当にありがとうございま
した。
【 田中 一雄 】岩漿２９号ありがとうござ
いました。総合文芸誌の素晴らしいご活躍をつ
ぶさに感じています。
【 日野 笙子 】盛夏の候「岩漿」を拝受し
ました。何よりご健筆の様子、本当に嬉しいで
す。扉を開けると「ひつじ田と蝉の抜け殻」
ひつじ田の光景に重なる小山氏の半生。印象深
く心に染みてきました。
【 茂登山 敬子 】先日は岩漿をお送り頂き
ありがとうございました。楽しみに少しずつ読
ませていただいております。これからもご健筆
をお祈り申し上げます。

（敬称略、順不同ご了承くださ
い）

【 竹平萬里 】詩は情景を写しているように見え
て、その人物の人間性、暖かさ、やさしさを滲ませ
ている。詩はその人の人間性を隠せない。そんなや
さしい人と共に過ごせた人は幸せだろうと感じる。
「奇老譚―月は見ていた」しのぶ憂一：一度しか
生きられない身に、他者の人生を知る事は、多くの
人生を経験させてくれる。心の中では許せないと思
いつつも、他者に全てを伝える事は出来ない。他者
は善良な老人を演じて、上手に同情を引く。大切な
人だと思えないのに、世間では大切にしなさいと強
要する。冷たい視線を背中に感じるせつなさ。だが
今、あなたは幸せな人生を手に入れている。
「短・中編 其の二－糸」佐木次郎：あまりに多
くを盛り込み過ぎたと思う。これほどの内容だと
もっと多くの場面情景を入れないと「あらすじ」み
たいになってしまう。丁寧に書いたら膨大な頁数
の、単行本位にはなってしまうだろう。

【 鳥飼 丈夫 】岩漿に参加して２年。２９号も内容豊かな号となっている。まず、そのジャンルの多
様さである。短歌、詩、エッセイ、小説など総合文芸誌にふさわしい作品が揃っている。なかなかこう言
う文芸誌を出すのも大変かと思う。それを２９号までになっている。その努力たるや大変なものである。
現下、デジタル化が叫ばれ、速さや効率化を求められる時代になって来た。そんな中で「紙の本」の同人
誌はネット時代に合わない、古くさいと思われるだろうが、そんなことはあるまい。ますます、その存在
の貴重さ、重要さが認識されていると思う。先般、学校で使用する教科書をすべてタブレットにしデジタ
ル化を目指したが紙の教科書の良さが認識され、一部とはいえ残されることになった。人間の生理をＩＴ
に合わせようとしても無理な話である。スマホやパソコン画面で肉体疲労が起きているのを見ると、人間
の生理を超えた効率化など長く続くものでは無い。今後とも幅広い総合誌として期待したい。
【 土屋 智宏 】総合文芸誌「岩漿」２９ありがとうございました。詩・随筆・小説・短歌とどれも素
晴らしい作品が収められて文章が熟練していて感銘しました。小山様の巻頭詩「ひつじ田と蝉の抜け殻」
は最初の一行から心を惹きました。彼岸花が萎えて穏やかな風に揺れた田圃の風景が広がります。小山様
の「ひつじ田」を見つめる眼差しが慈愛に溢れて捨て去られる人々への思いが胸を貫きます。それは現在
と未来と過去の我が胸に生きる生涯につながっているのです。最後の連の「散策路の路肩のアジサイには
╱夥しい蝉の抜け殻」という詩句が終末の色を湛えて映ります。格調の高い詩で心に残りました。これか
ら一篇、一篇を大切に読もうと思います。

【 近藤 八重子 】 先日は総合文芸誌「岩
漿」２９を御恵贈賜りありがとうございまし
た。日々富士山が眺められる環境に住まわれて
良いですね。その中で生まれる文芸誌も伸び伸
びと清々しいのですね。いろいろと知らない話
も教えていただきました。「岩漿」文芸誌のお
かげで人生豊かになった気がします。日々新た
に、残された人生豊かに過ごしたいと思いまし
た。ほんとうに貴重な文芸誌ありがとうござい
ました。

【 Salyu 】岩漿さんも書き手が増え、益々ご盛況
で。「祖母の五十回忌」一つ一つのエピソードが、
ただただ懐かしい。今の時代では経験できないあの
頃の日常は、どんなに手を伸ばしてもつかめないの
だと思うと一層思い出が愛おしい。
「奇老譚」前作は何を書きたかったのか、読み手に
どう読んで欲しかったのかが？だったけど、今作は
その点を修正したような印象。話の軸がしっかりし
たらこの人の文章の巧さにも気づいた。宇垣が死ん
だ時の由美子の心情をどう書くのか、是非読んでみ
たい。
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どう読んで欲しかったのかが？だったけど、今作は
その点を修正したような印象。話の軸がしっかりし
たらこの人の文章の巧さにも気づいた。宇垣が死ん
だ時の由美子の心情をどう書くのか、是非読んでみ
たい。

29号を読み終えて、心のままに

馬場 駿

もう昔と言ってもいい頃のこと、高齢ながら同人誌編集長だった故F氏が編集後記の中で、「書きたいもの
が明確にあって書いたと思われる作品が少ない」と呟いたことがある。当時は何を言っているのかわからな
かったが齢を重ねてようやく理解できた。何よりも自作を顧みて嘆息をする。そんな自分が小説やエッセイ
群を端座して読み進む。ベテランたちの作品は雪上をスキーで滑走するように文を進めていて気持ちがい
い。纏まりもいいし締め方も好みだ。ところが読み終えて次に行こうと滑らかに再出発というところでフッ
と何かを感じて立ち止まる。なぜ？ が解からない。繰り返しているうちに、読み手としての自分が読書中
に心を突かれ或いは胸が塞がれるといった想いをしていないからだと判った。実に我が儘なことだが忖度し
て偽ってもそれはそれで失礼だと思う。自作を含め、お叱りを覚悟で告白したい。いまの若者言葉なら「刺
さらなかった」。原稿の締め切りは仮初の死とは先輩同人からの請け売りだが、〆切が創作における「かり
そめの死」であることは否めない。今号が特にベテランの創作マグマの熱量低下をうかがわせたことは確か
だと思う。私は過去の号でも、個人的な現象が同時多発的に起こったことを知っている。また、その次の号
が嘘のように飛躍したということも。この炎上覚悟の一文、激しい非難の声を期待している。／という訳
で、今回は詩の中に救いを求めている。／『「優しい旦那様ねぇ」と佐和子さんが言った。』 婚姻届が性
に関する白紙委任状の交換でないことを読み手に思い出させてくれる寸鉄人を殺すがごとき掌編だと感じ
た。優しさって何だろう、人が憂えると書いて漢字の「優」になるのはなぜだろう。そんなことを想った。
読者に突き刺さる一文だが、出来れば時系列をもう少し解かりやすくして欲しかった。／『街彷徨』 作者
の眼はカメラのシャッターを切るようにして「景色」を切り取っていく。その眼は外目には虚ろだが、衰え
てはいない、霞んでもいない。鋭利さを故意に隠そうとしている。誰のために、もちろん自分自身のため
に。読み手は訪れたことも無いこの街に佇み、おそらく涙する。胸の中から吹き去っていく過去の砂嵐を追
いかけて。空恐ろしくもある、素敵な詩だった。／『猫うんこ』 この含蓄ある四連の詩は、童話として学
齢前の子供たちに提供し幼児教育の現場でも活かしてほしい気がする。動植物を合わせた「いのち」の連鎖
をたのしく、やさしい言葉で綴っているからだ。「ハエ」に対する気遣いが何とも言えない可笑しさでこの
作品の大きさを伝えてくる。／『ひつじ田と蝉の抜け殻』 自らをもう結実しない穭(ひつじ)を抱えた田にな
ぞらえた作者。受粉し結実し立派に育った稲は手元を離れ、その名残だけを想う充実と安堵を含む名状しが
たい田圃の悲哀。また「花」を失ったアジサイ(七変化)には飛び去った命たちの抜け殻である数多の空蝉が。
老いを知的に飾った作品だ。因みに穭は漢字で稲孫とも書く。では稲の子はどう書くのか。稲子(蝗)、何と昆
虫のイナゴ。ここら辺り漢字にユーモアがある。
馬場駿作品が読めるホームページ「心の旅－馬場駿の本棚」2021.5.2より再開 http://dojinbaba1.jp

フーテン老馬こと馬場駿のブログ「老馬がゆく道」2021.5.2より再開

rojinnogen72.blog.fc2.com

『岩奬』２９号をご恵贈いただき、まことにありがとうございました。

加藤 好一

財津さんの『媼空蝉』。いつもながら、凝視するまなざしの細やかさと受けとめる感性のみずみずしさに感
じいるばかりです。 刺草の中に野苺の白き花赤き実のつく常春を待つ（冬枯れの草の中に見つけた白い花
は、まだ見ぬ赤、春の命につながる小さくて大きな希望）／ 桜井さんの歴史エッセイは「昔、〇〇さんが
やってきました」で終わらず地元の人や地元の碑との関わりにまで踏み込んでいます。筆者の丹念で地道な
地域調査がそのベースにあるのでしょう。／ さらに今回特に大きく感じたのは、回想文学とでも名づけた
い『岩奬』ならではの一群の作品でした。／「ふるさと、断章」は一服の絵画です。水墨画にはない色彩、
季節の風や空気、たばこをくゆらす匂いまでが感じ取れます。ミレーもさまざまな農民画を描きましたが、
舞台を日本に置きかえ絵を詩文に置きかえるとこうなるのではないかと思いました。／ では、そこに生き
た人々の姿や関わりをどう描くか。深水一翠「ちゃもちゃん」などの作品、黒木音子「私の母の生涯」など
の作品、桂川ほたる「祖母の五十回忌」等々を読むと、今は亡き人々の命が筆の力で見事によみがえり、躍
動していました。／ その実感は、年月によって昇華された回想文学ならではの者でした。／ 他にも「奇
老譚」など、一人の男の奔放な性を他者の視点から露悪的なまでに描いた作品にも引きつけられたのです
が、前記のような回想文学はこれからも多くの人々によって描かれ続け、さらに多くの人を触発し続けてい
くのではないかと、私は感じました。／ 次はいよいよ第三十号という高峰への挑戦ですね。『岩奬』のま
すますのご発展をお祈りします。

ボードゲームの予言？

◇
🌸
◇
◇

ほたる
海外のボードゲームに「パンデミック(感染爆発)」と言うタイトルがある。伝染病に依る都市壊
滅をワクチン開発で対抗、参加者が協力しあい敵であるゲーム上のウイルスと攻防戦を繰り広げる
もの。参加者同士が順位を競わない所がミソで、数多の受賞歴がありシリーズ展開している。私も
十年程前に日本語訳版を子供達と遊んだ。しかし今は新型コロナウイルスという、まさしくリア
ル・パンデミックに世界中が震撼している。カードをめくって遊んだ昔は、こんな厳しい現実を想
像も出来なかった。ゲームのサブタイトル緊急事態宣言は今の状況に嵌りすぎて何だか気味が悪
い。
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◇
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滅をワクチン開発で対抗、参加者が協力しあい敵であるゲーム上のウイルスと攻防戦を繰り広げる
もの。参加者同士が順位を競わない所がミソで、数多の受賞歴がありシリーズ展開している。私も
十年程前に日本語訳版を子供達と遊んだ。しかし今は新型コロナウイルスという、まさしくリア
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岩漿会員の手作り詩集です

🌸
◇

名刺代わりのホッチキス留め 小冊子
会員の小山・鳥
飼・北川がそれぞれ
自作品１０編程をま
とめた小詩集です。
３人とも表現傾向が
異なり、とても個性
的です。ホッチキス
の針のところは怪我
しないよう製本テー
プで留めてありま
す。入手希望の方は
岩漿編集部まで。

小山修一
「UTAKATA NO UTA」

鳥飼丈夫
「さまよう言葉」

北川ただひと
「 わたしと童心 」

――― 📖 編集手伝い事始め 📖 ―――

北川 ただひと

小山さんから「送迎するから編集を手伝って」とサラリといわれ、つい調子にのって「いいですよ」と返
事をしたことが岩漿編集手伝いの事始めでした。編集手伝い人の役割は、主に手書き原稿のパソコン入力で
した。その作業を行っていると、投稿者の表現への熱い思いと苦心とが伝わってきて、知らず知らずに打つ
手が止まり、いったいどんな人なのだろうと想像したりします。編集作業の冥利は、きっとこの辺りにある
のだと思います。なにしろ本になる前に一番目の読者として作品と向き合えるのですから。データ入力後は
再度読み直し、表記上の疑問点などを整理し、付箋を付けて小山さん宅へデータとして郵送します。編集部
ではこのデータを集約し、プリント印刷し投稿者へ返送します。執筆者自身による校正が欠かせないので
す。最終的に編集部で文字の大きさや1行の文字数、１ページ当りの行数などを統一しますとページ総数が見
えてきます。そしてワイワイいいながら目次作成や表紙等のデザイン選定などを行います。こうしてＡ５版
の版下が出来上がります。むかしと違い、今は編集部で版下作成までを行い、印刷製本会社へ持ち込みま
す。完成度の高い版下作成が編集部の責務で腕の見せどころなのだと思います。
しかし、岩漿編集部の仕事はこれだけではありませんでした。完成した本の個別発送があります。さらに
郵送で済まされないものは本を持参し個別訪問します。地域コミュニティセンターなどをまわり市民が閲覧
できるよう依頼し、郷土文化を大切にする書店をまわり郷土書籍コーナーに岩漿を置かせてもらいます。こ
れらは足を使って岩漿を広める活動ですが、訪問することで「岩漿を楽しみにしている市民もいますよ」
「もっとビジュアルにすると手に取ってくれますよ」などの助言をいただいたりします。大変ありがたいこ
とです。しかし、過去には「何しにきた。売名行為ではないのか」などと心にもないことを言われ、怒りで
ハラワタが煮えくりかえったこともあったそうです。こんな苦労をも背負いながら継続してきた同人誌「岩
漿」なのだと思い知りました。
ところで、岩漿創刊は１９９７年ですから今年で２４年になります。この間岩漿は一度も休むことなくほ
ぼ四半世紀の歴史を刻んできました。これは輝かしいことです。胸を張っていいことです。創刊当時から関
わった方々は、この歳月の重さをどんな思いで受けとめているのでしょうか。書くことは喜びであると同時
に生みの苦しさを伴います。表現の独自性ばかりか、書くのはなぜかと問わざるを得ないのです。大げさに
いえば生きることや人間とは何かを問うことにほかなりません。
総合文芸の同人誌「岩漿」は次号３０号で創刊２５周年です。先人の熱意と労苦に思いを巡らせ、「持続
する志」の根底にあるものを照らし出し、それを引き継ぎ、気負うことなく会員や読者さらに地域の人々と
も結びあって歩いていきたいものです。
・岩漿サポーター様から温かい支援金をご寄付いただきました。
CORE原稿宛先 > 岩漿事務局
いつも有難うございます。会の運営に大切に使わせていただきます。
・新しく入会された方に自己紹介文をお願いしております。200字～400字を目安に原稿をお寄せ下さい。
・ご多忙の中、会報CORE №14にご投稿くださった執筆者諸氏に深謝いたします。また、お寄せいただいた原稿を限られ
た紙面に収める為、改行や一行空きが出来ず文を繋げることもあります。ご理解のほどお願い申し上げます。
ＣＯＲＥの原稿募集中

✼会員外の方の投稿も掲載させていただきます✼

