間

日

曲
l

賀
す っき り ワイドに 地域面
浴場に入ってから帰宅

1

した。妻はアパートか
ートの最後に披露され ら離れた街中にある銭
たこの曲を聴くと、40湯 に通った。長女が生
年以上前の結婚した頃 まれてからは、乳 母車
に長女を乗 せて通っ
を思い出す。
結婚して住んだアパ こ。
念願かなって
ートには風呂がなかっ
入 四で
た。仕事が終わると、 きた木造社宅にも風呂
工場内にある通勤者用 はなかった。毎日、社

宅専用の共同浴場に通 で内風呂に入った。
あれから四十数年、
った。妻が押す乳母車
には次 女が乗 ってい 我 が家はオ ール電 化
た。浴場を利用するに になった。ボタン一っ
は、大人10
円、子供は でお湯 が入 り、お風
5円の利用券が必要だ 呂が沸く と音 声が知
こ。
つ
らせてくれる。そんな
f
長女が小学校に入る 湯 船に独りで浸かり、
頃、25
年ローンで建て 「神田川」を口ずさん
たマ イホ ーム に移 っ でいる。
河津幸雄11
た。加初めて
、 親子4人
栗東市

ド
ンペイ
さんがフェ
イスブックで発信中。「ボランティアエキストラを趣味に
』 の声がかかった瞬間の緊張感が
していますが、『 本番 ！
ンペイさんが「あ
という読者の感想に、ド
とても好きです」
の緊張感はイイですね。カチンコが嗚った瞬間、頂点に達
し何かが降りてきます」と返信しました。

よう自立っとんやから」ってカ なあ」ってとぼけるんです。4
回着替えたら、出番 表に「だぶ
メラマンに外されたり。
僕の日当は最低ラインの65 り」と書けるんですよ。僕なら
00円でした。メークして衣装 1万3000円になる。
をつけたら、出番のあるなしに
―つの作品でも、仕出しは役
かかわらず日当が付く。だから 柄を替えたら何度でも出られる
ね、「他の奴やらせ」って出た んです。東京テレビのお正月の
がらへん先輩方がいて。「きょ 12
1995年）で
時間時代劇 (
うも楽やったなあ」って帰るん したね、宅豚伸さん演じる織田
です。東京から来た俳優さん以 信長が岐阜の斎藤道三（ 渡辺哲
上に大きなイスに座ってて、名 さん）に会いに行く場面で、僕
前の通った人が来て
も 、「あい は信長の馬のくつわを取ってる
って。 んですけど、山の中から信長の
の差し方おかしい」
っ、刀
僕が「何々さん、ちょっと刀の 様子をのぞく道三から「あれが
差し位障が違 つんです」って伝 信長か」って尋ねられる家臣も
えに行くんです。時代劇の作法 やはり僕で、「はい、はい」と
に詳しいのを知っておられて、 か答えるんですね。
もっとすこい先輩がいて、合
俳優さんは「そうですか。すみ
ません」ってぺこぺこしてくれ 戦で矢をバッと放つ場面をワン
シーン抜いてもらって、作品見
はるんですけど。
1日に何回出ようが、650 たら、うわーって矢が当たった
0円です。面白いのは4回着替 のは、その人やったことがあり
えたら、出番のあるなしにかか まして。「あの人、そこまでや
わらず、2日分出るんです。助 ったんやぞ」って。注意深い人
監督が「もう大工出てこえへん やったらすぐわかります。時代
し、こめん、行商人に着替えて 劇は後ろ見ている方がよっぽど
おいて」「はい」。助監督もも 面白いですね。
のすこく気いつけてますわ。「何 【エリア編集委貴ふ
回着替えた？」「何回やったか
つづく、
11
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[内 風呂 で歌う神 田川
守山市民ホ ールで開
催された、南こうせつ
さんのコンサートを妻
と2人で聴きに行っ
た。会場は同年代の観
客で満貴だった。南こ
うせつといえば、「神
胃 」である。コンサ

草津市®

52 ) Il

量の17ア法れの和ン で寺り
爾予 毎時l ,_か花歌 ‘ 釜ッへ
1
日こ ‘ をのを山第良ツ大
五回
で條へ新ろ出聴寺観瞑24瞑ジ阪
‘
ー本ー間
発きで賞檎番五 ‘ 府
大店柿ビ大8ま住し本子條第河

名前 にこめられたもの

扁 は一生ついてま
聞で
先日、新
わるもの。
見た同姓同名の会のメ
ンバーの仕事や暮らし
はさまさまでした。私
や妹と同じ名前の人も
たくさんいるに遵いあ
りません。その人たち
はどんな人でしょう。
中井レイ子廿草津市

平ドンペ

新
聞の「おめでた」 仮名で「あぐり」にす
欄で
「何て読むのかな」 ると言いますが、7歳
と思うような字を見る の私は「子」が付いて
ことがあります。
いない名前は嫌だと泣
私は妹の名前を付け き叫びました。私が憧
ました。父は姓名判断 れていた人は、近くの
をしていて、兄弟やい 酒造会社の優しくきれ
とこたち、近所の赤ち いなお姉さまで芳子さ
ゃんにまで名前を付け ん。この名前にしてと
ていました。待望の妹 父に頼み込み、妹の名
が生まれた時、父は平 前を芳子に決めてくれ
ました。
父は妹の将来などい
ろいろ考 えて名付けを
していたのでしょうか
ら、よくぞ私の願いを
聞き入れてくれたもの
だと思います。私の名
前はどのように決めた
のか知りませんが、お
てんばな私とおとなし
く可愛かった妹を並べ
て、姓名判断が当たっ
ていたかどうかを聞く
よしもありません。

大部屋出身 の俳 優
だけ映るのが出番で、作 品に名
前も出ないし、台 本ももらえな

6
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文章は400字程度、絵ははがきサイズo住
所、氏名、電話番号を明記し、〒520-0806
大津市打出浜3の16 毎日新聞大津支局
みんなでスピー キング係へ郵便かファクス
(077·526·1504)、メ ールCootu@mainichi.
cojp)で。原稿は添削し、掲載作は電子媒
体に掲載することがあります。

ヘ
い。無名の存在だ▽
ダ
仕出し（ エキストラ）の出番
は、卜書きには絶対書いてない
A会社勤移の傍ら、土 日は
松 で大部屋俳優として活動を始め んです。朝8時に行って、いつ
竹京都撮影所 （京都市右京区） る。スター俳優らの詣景で一瞬 出番 があるかわからなくて、
ひたすら 待つんです。タ バコ
吸う人 はまずは一服 ですね。
おばさん連中は「あめちゃんど
うや、
せんべいもあるで」
って、
べ らべ らと世 間話してるんで
す。雰囲気はぬるくなってきま
す。
八出番がない日もある。助監
督の腹―つだ▽
助監麟が場面を見て「ここに
手代1人、そこに大工」とか呼
び出すんです。仕出しを上手に
動かせるかどうかが助監督の腕
のみせどころで、それができる
ようになってくると、監督への
通が開かれて。話の展開の持っ
て行き方と、仕出しの動かし方
に何か通じるものがあるんでし
ょうね。
最初は訳がわからず、 待つだ
けだったんですけど、慣れてく
「あそこ、
ると助監督の傍にいて
大工おっておかしないやろ。俺
行く、俺行く」。絵の中に映り
込んでましたね。「そこの大工、
さっきのカットで、行商で映っ
とるやろ。あかんあかん。お前
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