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日間で 1月 8日 からは平成に改元 された年で した。昭

和天皇が昭和 64年 (1989年)早朝に崩御 され、同日

の閣議で改元が発表 されて翌 日の 1月 8日 から平成 と

な りました。従って平成元年のお正月はあ りません。

平成は陽明学者の安岡正篤 (ま さひろ)氏 らが考案 した

と言われています。

昭和天皇陛下の症状は 2年前の昭和 62年 4月 の官

中晩餐会での不調から始ま り、その後に検査、治療が

行われて 9月 には症状が改善されないために歴代の天

皇陛下には初めての開腹手術が行われました。手術結

果は残念ながら進行 した膵臓癌で消化管のバイパス手
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術のみで終了しました。当初の病名は 「腫瘤形成性 1曼

性膵炎」と発表 されましたが、我々の中では聞いたこ

とのない病名 と言われていました。その頃、癌 とい う

病名告知は、本人には勿論、周囲の人々にも伏せてお

くことが常識で した。 当時は初期癌の発見は困難で

多くが進行癌で診断 された為であつたのかも知れませ

ん。昭和天皇は術後一時的ではありま したが、回復 さ

れ、8月 15日 の終戦記念 日の式典にはお出ましになり

ましたが、翌月 9月 のソウルオ リンピック中継中に「a■

血 されたJと の臨時ニュースが流れ、H月 からは意識

が低下 して、輸血 と点滴の治療が続けられました。そ

して翌年 1月 7日 に崩御 されま した。病名は 「十二指

腸乎L頭周囲癌」と発表 されました。実質的な内容は膵

臓癌です。

癌 とい う病名を言い換えた事では 50年ほど以前の

池田勇人首相の出来事が有名です。池田首相は 60年安

保の岸信介の後で、沖縄返還の佐藤栄作の前の総理で

す。所得倍増計画、貧乏人は麦を食え、忍耐 と寛容な

どの語録が残つています。お酒 とたばこが大好きで し

わがれ声が特徴で した。首相在任中の昭和 40年、この

年は東京オ リンピックの年でしたが 7月 の自由民主党

大会の直前に進行 した喉頭癌 と診断されて手術不能の

ため 9月 に国立がんセンターに入院 して放射線治療が

始ま りました。 もし、総理が癌であることが知れたら

政局は大混乱をきたすので、当時は外国で使用 されて

いた “前癌状態"と い う言葉を使つて新開発表を行い

ました。この時が日本で公に “前癌状態 “を使用 した

最初の時のようです。

池 田総理はオ リンピックの開会式には入院先のが

んセンターから出席 し、10月 25日 の閉会式にも出席

してのち、退陣を表明するとい うシナ リオが実行 され

ました。進行 した喉頭癌でしたから、再発、転移をき

た して翌年に大手術を受けましたが 8月 に亡くなりま

した。発見からわずか 10か月の経過でした。

最初に昭和天皇のお話を致 しましたが、今上天皇陛

下の場合は大分異なってお ります。当初から前立腺癌

であることを公表 して平成 15年 (2003年)1月 18日 に

自己血輸血を受けながら手術を受けられ、術後ホルモ
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ン療法を追加 して現在 もお元気であられます。平成 24

年 (2012年 )に は心臓バイパス手術 も受けられました。

この数十年の間に、病名告知・癌告知も大きく変化 し

ました。我々も、その時の準備を考えておく必要があ

るようです。
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斎藤秀雄先生とい

う本当に怖い先生

に学長室に呼ばれ

貴方はお しゃべ り

で、よくペラペラ

しゃべつてるけれ

ど、貴方はチェロ

弾きなのだからロ

で勝負するのではなく、音で勝負 しなさいとお叱 りを

いただいた経験から、私はその言葉を肝に銘 じ、音で

勝負 しようと人生を歩んできたつもりです。

アイ ドルで一人だけお付 き合いを したのが野 口五

郎 さんで、何年が全国ツアーをご一緒 しました。彼は

ジョークが凄く上手で、ギターの腕前も上手かつたの

は認めます。 など、面白可笑 しな、お話を沢山して

いただきました。

私は先生からお じゃべ りで飯 を食べちやいけない

と言われているので、最後に音で勝負をさせていただ

きたいと思いますが如何ですか ?

それでは 「花が咲くJの無伴奏バーションを聞いて

ください。

チ ェロの演奏が始 まった途端 に、素晴 らしい音色で会

場 の空気が変 わ り、会場 にいた人すべての人が本物 の

「音」 に魅 了 され た瞬間で した。

≪スマイル報告 ≫

河野 雅一 君   本 日、チェロリス トの前田さんをお迎

えして卓話で音楽の話をしていただきま

す。前田さんはユー ミン等のバックミュ

ージシャンもしていた異色の音楽家で

す。カラオケも渋い唄を歌われます。音

楽マルチプ レイヤーです。

大角 晋朗 君   お誕生 日のお祝いを有難 うございまし

た。単身赴任が長 くなると毎年かならず

祝っていただけるのはこのロータリーだ

けです。今年も感謝 してスマイル します。

曽根 正弘 君   結婚記念 日のお花をいただき、今回は

とくに 50周 年の重みを夫婦で感 じあい

ました。あ りがとうございました。
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≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

52(48) 5
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