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スポーツチャンバラとは

　スポーツチャンバラ（略して「スポチャン」
と呼ばれています）とは、従来、子どもたち
の間で親しまれていたチャンバラを、怪我を
しないように、幅広い年代の人が楽しめるよ
うにしたスポーツです。剣道よりルールがシ
ンプルになっており、単純に武器が体全体の
どこかにあたったら負けです。剣道のよう
に、どのように武器の軌道が入ったか等、難
しい判定は問いません。武器は、「エアーソフ
ト剣」と呼ばれる、体にヒットしても大きな
怪我をしない素材でできているもので、小太
刀と長剣、杖、棒、槍など種類が多様である
だけでなく、二刀流も選べるなど、非常に自
由度が高いです。また、防具はマスクだけで
す。剣道の人と空手の人など、他のスポーツ
経験者同士が同じフィールドで戦うことがで
きるのは、スポーツチャンバラくらいではな
いでしょうか。このようにいうと、このスポ
ーツは自由度が高すぎて、礼儀作法等が疎か
になると思われる方もいるかもしれませんが、
試合の時の礼儀作法はしっかりしており、子

どもに習わせるにもぴったりのスポーツです。
また、大人になってから始める方も多く、バ
ドミントン経験者が意外と強い（手首が強い
から）など、以前経験したスポーツを活かし
た戦い方もできると思います。

始めたきっかけ

　高1か高2の時に、友達に誘われて区の講習
会に行ったのが最初です。スポーツ経験は特
にありませんでしたが、ルールを聞いて初心
者でもすぐに楽しめるものだったので、はま
ってしまいました。
　その後、その講習会に参加した人たちの中
でスポーツチャンバラのサークルを作り、今
に至ります。最初に説明したように、そもそ
もは子どもむけのスポーツですので、中学生
くらいになると下の子を教えられるようにな
りますし、指導方法を学ぶよい機会になりま
す。私がスポーツチャンバラを始めた当時は、
世間での認知度がまだまだ低かったこともあ
り、多くの大人たちと密接に交流する機会が
多かったです。もちろん、現在でも、世代を
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超えた交流ができ、子どもの時から始めれば、
学校以外の時間で大人と接する時間も増えま
す。大人になってからは、逆に仕事では会わ
ないような子どもたちとふれあう機会も多く、
刺激になります。大人になってもいつからで
も始められますし、お子さんがいる家庭でし
たら、一緒に習い始めれば親子間での交流も
非常に増えるのではないでしょうか。

趣味にかける時間や費用

　道具は小太刀が1万円、マスクが1万2千円く
らいかかります。習い始めた当初は、道具を
借りて楽しむことは可能だと思いますが、趣
味として継続して楽しむことを考えると、自
分の道具をそろえることは必須ですので、ち
ょっと他のスポーツの道具と比べて高いかな
と思います。
　また、私は審判資格をとっており、週末に
試合があると駆り出されることもありますの
で、それなりにプライベートの時間を費やし
ているという印象があります。

やっていてよかったこと・
弁護士業務との関係

　一番大きいのは、弁護士業務で辛いことが
あっても、スポーツチャンバラに打ち込むこ
とでストレスが解消できることだと思います。
弁護士の仕事は、紛争性の強いものですので、
日々ストレスが溜まることも多いのですが、
何か嫌なことがあっても、練習に励むとスカ
ッとして切り替えられます。スポーツチャン
バラを楽しむ気持ちがあれば、これからも弁
護士業務を長く続けていける自信があります。
　私は、高校生のころからスポーツチャンバ
ラに親しんでおり、趣味を通じて多くの気の
おけない知人がいますが、仕事に繋がるとい
うことはありませんし、繋げたいという気持
ちもありません。長く楽しんでいる趣味だか
らこそ、仕事とは区別したいという気持ちが
強いです。
　現在の目標としては、平日週1回は道場に通

うようにする
ことです。以
前、ベテラン
の先生から、
弁護士を3年
続けていて、
週1回も趣味
に打ち込む時
間を確保でき
ないというの
は、単純に仕
事の仕方がなっていないと言われました。当
時、私は、仕事のことで右往左往していまし
たので、その言葉がとても響いたことを覚え
ています。今年は、時間をやりくりして、平
日週1回は道場に行き、週末は試合に参加でき
るようにワークライフバランスを意識した生
活を心がけたいと思っています。
　また、スポーツチャンバラをやっていた副
次的な効果として（むしろ一番の効果かもし
れませんが（笑））、今の夫に出会ったことで
す。当時小学生だった夫が、私がいるサーク
ルにスポーツチャンバラを習いに来たのです。
相手は小学生ですから、もちろん特に意識も
しなかったのですが、その後、スポーツチャ
ンバラを通じて交流が続き、法科大学院に通
っていた時に、食べ歩きにいったりして（勉
強がメインの生活であったことをあらかじめ
断っておきます）、仲を深めました。趣味を通
して長年の付き合いがあれば、どういう人間
であるかもよく分かっていますので、安心で
きる存在でありますし、スポーツチャンバラ
には非常に感謝しています。

趣味をもつことの勧め

　私にとってスポーツチャンバラとは、スト
レスとは無縁になれる、とても貴重な趣味で
あり、弁護士業務を長く続けていく上で欠か
せないものだと思っています。弁護士業務に
どうしても多くの時間を割かざるを得ないと
思いますが、体調管理も考えて、スポーツ等の
趣味をもつことを是非ともお勧めします。 

エアーソフト剣で戦ってみました
（左が吉村先生）
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走り始めたきっかけ

　高校時代は陸上部に所属していましたが、
大学では部活やサークルに入らず、そのまま
10年以上運動をしなくなりました。
　弁護士登録翌年の2010年、友人らと、よく
話題にあがる東京マラソンに参加しようと盛
り上がって応募したのですが、全員揃って抽
選に外れてしまいました。そこで、歴史と人
気もあるNAHAマラソンに参加しました。初
マラソンのタイムは4時間29分と平凡でした
が、沿道を埋め尽くすほどの多くの地元の
方々が応援してくれ、水やスポーツドリンク
のみならず、地元の食べ物やお菓子なども並
べて振る舞ってくれるという大歓迎の中、と
ても気持ちよく走ることができました（もっ
とも、気持ちよかったのは前半だけで、25km
以降は脚が棒になり、フラフラ歩くのが精一
杯という、初マラソンの洗礼を受けました）。
　当時、勤務をしていた赤坂の事務所の近く
にランニングステーション（荷物置場とシャ
ワーを備えているランナー向け施設）があっ
たことから、残業の合間に、週2回ほど皇居を
1～ 2周走るようになりました。走っているう
ちに徐々に体重が落ち、体も引き締まって楽
に走れるようになると、これに比例して記録
も伸びるようになり、年々、練習の頻度や強
度が上がっていきました。

トレーニング・実績

　昨年は事務所の独立開業のために時間を取
られ、思うように大会参加やトレーニングが
できませんでしたが、現在は、毎月1、2個の
大会に参加し、月間300 ～ 400kmほど走って
います。平日は出勤前に3日間各10 ～ 20km走
り、土日には各20 ～ 30km走っています。練
習内容は、追い込むポイント練習だと、明治
神宮外苑で1000mを3分15秒前後で走り、ス
タート地点まで300mジョギングで戻る、を
5回ほど繰り返すインターバル走、または、
代々木公園のクロスカントリーコースで20 ～
30kmをフルマラソンの想定ペースで走るなど
しています。ポイント練習以外では、1km5 ～
6分のジョギングがメインで、GPS時計で距離
を測りながら、その日の気分でいろいろなと
ころを走っています。JR山手線を1周（内側で
約38km）走ることもあります。
　かなりハードにトレーニングをしています
が、正直なところ、練習が好きなわけではあ
りません。特にポイント練習の前は、かなり
憂鬱な気分になります。じゃあ辞めればいい
じゃないかと言われるのですが、例えば、学
生時代の部活動の時、練習は嫌だったけれど
辞めなかったのは、試合で勝つ喜びや、仲間
と一緒に何かをする楽しさなど、練習の嫌さ
を上回る何かがあったからのはずで、それと
同じなのだと思います。
　これまでのベストタイムは、フルマラソン
では、2年前に真夏の北海道マラソンで出した
2時間37分57秒です。私の知る限り、弁護士の
中では最速タイムだと思われます（なお、検
察官に私より速い方がいらっしゃるようで
す）。ただ、ハーフマラソンの方が強く、ベス
トタイムは昨年のハイテクハーフマラソンで
出した1時間11分15秒（3分22秒／ kmペース）
です。同大会では、リオ五輪にカンボジア代
表のマラソン選手として出場したタレントの

東京マラソンにて、犬の被り物をして２時間４６分で完走。仮装した
選手の中ではトップだった。
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猫ひろしさんに
2年連続で勝っ
ています。トラ
ックの5000m走
では、15分52秒
を出しました。
走り始めたころ
は、まさか36歳
のおっさんにな
った自分が、高
校1年の頃と同
じタイムを出せ
るとは想像もで
きませんでし
た。

ランニングの魅力

　一人で場所を選ばずにできる手軽さと、練
習した分、結果に反映することがランニング
の魅力だと思います。他のスポーツでは、練
習量が必ずしも結果につながらず、才能に左
右される部分も多いですが、長距離走に関し
て言えば、かなりのレベルまで、練習量が結
果にストレートに反映すると思います。練習
は苦しいことの方が多いですが、それを乗り
越えて好タイムを記録した時は、仕事で得ら
れるのとはまた違う達成感があります。
　また、練習により多くのカロリーを消費し
ているので、飲み食いについては一切気を遣
わないでも良いことも、魅力の1つだと思いま
す。私は、飲みに行く機会が非常に多いのです
が、本格的にランニングに取り組むようにな
ってからは、好きなものを好きなだけ食べた
り飲んだりしていても、179cmで約60kg（体脂
肪率7～ 8％）という体型を維持しています。

弁護士業務との関係

　ランニングに限りませんが、運動して汗を流
すと、ストレスも流れ出ていくように感じま
す。弁護士の仕事はストレスフルなことも多い
ので、走ることを通じてメンタル面のコンディ

ショニングができているように思います。心
身ともにリフレッシュして仕事に臨めるので、
業務的にも効率がよくなると思っています。
　また、ランニングを通して仲間が増え、人脈
も広がりました。かつて早稲田大学陸上部で
主将を務めていた時に箱根を含む大学3大駅伝
を制覇し、実業団を経て昨年プロ転向した八
木勇樹選手のプロランナーとしてのスポンサ
ー契約やジム運営等のリーガル面をサポート
したりもしています。陸上業界は、サッカーや
野球と異なり、プロ選手がほとんどいないた
め、弁護士が仕事として取り組むにはまだ魅力
的な分野とは言えませんが、現在プロとして頑
張っている彼らが成功事例を作ってくれるこ
とで、それに続く選手が増え、陸上選手が将
来の魅力的な選択肢の1つになればよいな、と
いう期待を込めてサポートをしています。

メッセージ

　子どもが走り回るように、元々走ることは
人間にとって楽しい活動ではないかと思いま
す。学生時代に嫌々走らされたなどの経験が
ネックになっているかもしれませんが、大人
になって走ってみると、全く違う楽しさを感
じることができるのではないかと思います。
　最初は、皇居、代々木公園、駒沢オリンピ
ック公園など多くのランナーがいるところを
走ってみるのがお勧めです。友達と一緒に走
るのがよいでしょうが、これらの場所だと、
一人でも、周りのランナーから刺激を受けな
がら思ったよりも走れたりします。
　そして、少しランニングに慣れてきたら、と
りあえず先に大会にエントリーしてしまうの
がよいと思います。テストがあると焦って勉
強するのと同じように、目前に大会があると、
それに向けて練習するモチベーションになり
ます。前述したNAHAマラソンや東京マラソ
ンは、沿道の応援が熱いので特にお勧めです。
いきなりフルマラソンはちょっと･･･という方
は、ハーフマラソンに参加してみてください。
　ランニングを続けてみると、新しい自分や
新しい仲間に出会えたりしますよ。 

湘南国際マラソンのハーフマラソンで
6位入賞。
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弁護士会のサッカーチームに
所属したきっかけ

　私は、現在、サンユナイテッドという弁護
士会のサッカーチームに所属しています。私
はサッカーの強豪校出身で、小学校、中学校、
高校の途中までサッカー部に所属していまし
た。その後、気晴らし程度にフットサルをし
ていましたが、しばらくサッカーから離れて
いました。しかし司法修習生の時に、修習委
員の先生からサンユナイテッドの話を聞き、
興味を持ちました。
　その後、弁護士になって数年が経ち、弁護
士会のサッカーチームによるワールドカップ
が開催されていると聞き、是非とも参加して
みたいと思うようになり、前述の修習委員の
先生を通じてサンユナイテッドの活動に参加
するようになりました。

所属チームの活動内容

　サンユナイテッドは、東弁、一弁、二弁の
三会に所属する弁護士からなる合同チームで
す。三会なので「サン」ユナイテッドだそう
です。メンバーの総数は100名くらいおり、そ
の中でも30名から40名くらいが、大会を目指
して特に活発に活動しています。参加層は幅
広く、修習生から、60歳を超えた方まで参加
しています。
　当チームの目標は、ずばり、毎年各地域持
ち回りで開催される全国法曹サッカー大会で
優勝することです。サンユナイテッドは12回
の優勝回数を誇っています。ですから、学生
時代の部活動のように、真剣に取り組んでい
ます。もちろん、体を動かしたいとか、気軽
な理由で参加するメンバーもいますし、その
ような方も歓迎しますが、優勝という1つの目
標に向けてチーム一丸になって突き進む、そ
んな熱い気持ちで取り組むメンバーが多いで

す。ちなみに、今年の全国大会は広島で行わ
れる予定です。
　普段の活動としては、月に2、3回、週末に
色々な外部のチームと練習試合を行っていま
す。なるべく午前中に練習試合を組むよう調
整し、練習試合が終わればさっと解散するの
が通例です。家庭のあるメンバーも参加しや
すいように工夫しています。

ワールドカップ、アジアカップ

　弁護士会のワールドカップ「ムンディアボ
カ（MUNDIAVOCAT）」は2年に1度ヨーロッ
パで開催されます。ワールドカップのない年
に、隔年でアジアカップが開催されています
ので、毎年世界のどこかで弁護士会のサッカ
ー大会が行われています。基本的には、世界
中どのチームも弁護士で構成されています。
　ワールドカップは世界中から60チーム以上
が参加する、まさに世界規模の祭典ともいう
べき大会です。例年、様々な地域で開催され
ていますが、昨年はスペインで開催されまし
た。ワールドカップは8日間の長丁場で行われ
ます。最初の3日間は予選リーグが行われ、中
日を1日はさみ、残りの4日間は予選リーグの
順位に応じたトーナメントが行われます。1試
合は、前後半各30分で行われ、最大で7試合戦
うことになります。開催地までの移動時間を
含めるとかなりタイトなスケジュールではあ
りますが、大会に参加して後悔した人は一人
もいません。
　大会中は、主催者が用意した複数のホテル
に全てのチームが滞在しますので、チーム間
の交流も非常に活発に行われています。主催
者がパーティーやカンファレンスなど様々な
イベントを企画しますので、それらに参加す
ることも醍醐味の1つです。中日の休日には、
チーム合同で観光に行ったり、家族も交えて
大勢で食事をしたりします。過去には、ロー

体育会系
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マのチームと仲良くなり、現在まで交流が続
いている人もいますし、仲良くなったパリの
弁護士が日本に遊びに来て一緒にサッカーを
したりすることもあります。
　ほかにも、当チームは、ソウル弁護士会と2
年に1度交流戦を行っており、非常に良好な関
係を続けています。開催地は、日本と韓国で
交互に行うことになっており、ホームチーム
がアウェーチームを盛大におもてなしするこ
とが慣例になっています。
　普段の練習試合ではサッカーのみに集中し
ていますが、大会の際にはメンバー間や他チ
ームと大いに交流し、親睦を深めています。
サッカーを通じて知り合った海外の弁護士と
の交流は、まさに趣味を続けているからこそ
得られるものといえるのではないでしょうか。

弁護士業務とのつながり

　サンユナイテッドのメンバーは、年齢層も
幅広く、小規模、大規模、いろいろな事務所
の弁護士のほか、裁判官や検察官が参加して
いますので、普段、なかなか接する機会がな
い方と知り合うことができます。事件処理の
相談もできますし、事件受任でメンバーの力
を借りたこともあります。
　ワールドカップ等では、チームのメンバー
と数日間密度の濃い時間を共有しますので、
非常に絆が深まります。当チームの活動では、
お互いに「〇〇先生」ではなく「○○さん」
と呼ぶことになっています。試合中だと、つ
い呼び捨てになる場合もあります（笑）。
　海外の大会には家族を連れていくこともあ

るので、家族同士の付き合いも増え、趣味に
対する家族の理解も得やすいと思います。練
習試合も2時間程度で終わるので、弁護士業務
への負担はワールドカップの時期を除いては
多くないと思います。むしろ、ストレス解消
につながるため、弁護士業務にもいい影響を
与えていると感じています。

現在の目標

　チームの目標は、全国大会とアジアカップ
で優勝すること、そしてワールドカップでベ
スト16に残ることです。実は今年のアジアカ
ップで優勝してアジアチャンピオンになった
ので、まず1つ目標は達成されました。
　目標を実現するために、大会前にはメンバ
ーが各自相手選手に負けないように体を鍛え
ています。私も、数か月前から週1回か2回、
30分以上走り込みを行ったり、ジムで鍛えた
りして、体重を数キロ絞って戦える体に整え
ていきます。
　還暦を迎えた先生が試合に出て活躍されて
いるのを見ると、非常に励みになります。私
も、自分の限界を作らずに頑張り続け、でき
る限り長くサッカーを続けたいと考えていま
す。

最後に

　忙しい弁護士業務の合間を縫って練習に参
加したり、大会に参加することは、正直、大
変なときもあります。苦しいこともあります。
練習中に大けがをし、しばらく松葉づえを使
っていたこともあります。でもそんな苦労も、
大会で優勝を勝ち取り、一緒に努力を続けて
きたチームのメンバーと感動を分かち合った
瞬間に、大きな喜びに変わります。真剣に練
習し、汗をかき、仲間と一緒に成果を出す。こ
れこそが、私がサンユナイテッドのメンバー
として毎年大会に参加する一番の理由です。
是非皆さんも、サンユナイテッドに参加し、
一緒に汗をかいて、喜びを共有しましょう。
 2017年アジアカップ優勝！
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始めたきっかけ

　若いころから、サッカー、テニス、ウォー
キングなど、趣味といえばスポーツばかりし
ていたので、文化系の趣味は不得手だと思っ
ていました。しかし、海外旅行のたびに美術
館を訪れており、美術に対する興味や憧れが
ありました。2012年暮れごろ、60歳を前にし
て、何か文化系の趣味が欲しいと考え、イン
ターネットで探し、神田駅の近くにある絵
画教室に入会しました。この教室では、油
絵、アクリル、水彩、デッサン、銅版画など、
様々な技術を学ぶことができます。私は入会
以来、時間が取れる限り土日は教室に通い、
主に油絵を制作しています。

油絵の技法

　油絵は、何段階もの工程を重ね、完成させ
ていきます。
　最初の工程はデッサンです。鉛筆を用いて
キャンバスにデッサンし、フィキサチーフ
（定着液）を噴霧し、鉛筆の線を固着させま
す。
　次に、下地作りです。デッサンの上に、例

えばバートンシェンナという茶色の顔料を油
で溶かした絵具を1色で薄く塗っていきます。
下地があることで、後からの彩色に深み等を
与えます。
　次の工程では、私の場合、白やグレーの絵
具を用いてコントラストを付けていきます。
これはキアロスクーロ（明暗法）と呼ばれる
もので、油絵の技法としては古典的なもので
す。いきなり彩色をする現代的な手法もあり
ますが、私は古典的な手法に魅力を感じてお
り、明暗法を用いています。
　最後に、彩色をします。多種多様な絵具が
売られていますが、三原色である赤・青・黄
を混ぜ、自分で色を作って使います。例えば、
肌色の絵具も売られていますが、これで塗る
と、マンガのような平板な感じになってしま
います。人間の肌の色1つとっても様々なの
で、赤や黄・青を混ぜながら、実際の色に近
づけていきます。
　油絵のいいところは、ミスしてもリカバリ
ーがきくことです。自分が気に入る仕上がり
になるまで、何度でも重ね塗りをしてやり直
すことができます。例えば、「レスボス島の難
民」というシリア難民の母子を題材にした絵
では、納得のいく顔になるまで、何度も母親
の顔を描き直したため、完成まで5か月ほどか
かりました。

油絵の魅力

　何といっても、少しずつ上達を感じられる
ところが一番の魅力です。
　私が最初に制作した作品は、京都の出町柳
の鴨川三角州付近の風景をモチーフにしたも
のです。なにぶん初めてなので、思ったとお
りに描くことができず、こんなにも難しいも
のかと思いました。今この作品を見返してみ
ると、すごく下手な絵に感じます。
　しかし、作品を重ねるごとに、少しずつ上筆者と「アフリカに生きる」

文化系
小林 克典 （30期）●Katsunori Kobayashi洋画（絵画）
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達するのが分かります。上達を感じることが
何よりも面白く、今ではすっかりのめり込ん
でいます。油絵を始めて5年目ですが、これま
でに15点ほどの作品を制作しました。
　1つの作品に数か月かけて向き合うので、自
分が好きなもの、感動したものを題材にする
ようにしています。そうしないと、途中で飽
きてしまい、長く付き合えません。
　例えば、ヴァイオリンを弾く女性の絵を描
いたときは、楽器店に通ったり、小さなヴァ
イオリンを購入したりしました。前述した
「レスボス島の難民」という作品は、ギリシャ
の写真家Achilleas Zavallis氏のギリシャ・レ
スボス島におけるシリア難民の母子の写真を
素材にした油彩画です。ほかにも、「アフリカ
に生きる」という作品では、アルゼンチンの
写真家Federico Scoppa氏のアフリカ、ブルン
ジ共和国における難民キャンプの写真を一部
素材にしました。時事問題は関心の強いテー
マなので、今後も取り組んでいきたいと思っ
ています。
　また、東大寺の金剛力士像や六波羅蜜寺の
空也上人像など、日本の彫像を題材にしてみ

たいとも思っています。単色の彫像を油絵で
表現することは難しいと思いますが、明暗法
を用いてどれだけ上手にコントラストを付け
ることができるか、やりがいのある題材だと
思います。

油絵を始めて変わったこと

　油絵を始める前から絵画を鑑賞することは
大好きでしたが、自分が描く立場になって、
見方が変わりました。美術館に展示されてい
る偉大な作品が、制作する立場から観ると、
どれだけ凄いものなのか感じるようになりま
したし、自分が制作する際の参考にしたいと
いう思いで絵画を鑑賞するようになりました。
　普段の生活でも、物の見方が変わりました。
日常の風景の中で、どこをどのように切り取
ればいいのか、常に考えるようになりました。
弁護士業務でいえば、訴訟等でもいろいろな
見方があると感じるようになりました。以前
よりも人の話によく耳を傾けるようになった
気がします。

おわりに

　是非皆さんに油絵をお勧めしたいと思いま
す。絵心が無くても大丈夫です。続けていけ
ばどんどん上達します。私は風景画は苦手で
すが、日本人は特に風景画が好きな方が多い
ようで、私の通う絵画教室でも風景画や静物
画を題材にしている方が多いです。旅行先の
風光明媚な景色を自分で油絵に描くことがで
きたら素敵ではないでしょうか。若い方であ
れば、抽象画などもいいと思います。
　今年の5月3日から7日まで、東京ベイ舞浜ホ
テルにて初の個展「日曜画家のアトリエ」を
開催しました。作品制作の励みにもなります
ので、今後も機会があれば作品を発表してい
きたいと思います。 

「レスボス島の難民」
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ヴィオラとは？

　ヴィオラとい
うのは、ご存じ
のとおり弦楽器
です。西洋のヴ
ァイオリン系の
弦楽器は、小さ
い方から、ヴァ
イオリン、ヴィ
オラ、チェロ、
コントラバスと
あります。ヴィ
オラはソロの楽
曲もありますが、
主としてオーケ
ストラの下支え
をする役割です。
　今は、いわゆ
る市民オケのほ
か、「ENSEMBLE 
FOR YOU」（ ア
ンサンブル・フ
ォウ・ユウ。以下「EFY」と略します。）とい
うアマチュア・オーケストラに所属していま
す。このオーケストラの団員には、弁護士の
ほか、裁判官、裁判所書記官、大学の先生も
います。ちなみに、「FOR YOU」は東弁・法
友会の「法友」をもじったもので、法友会内
の同好会という位置づけになっています。た
だし、私のように法友会に属していない人も
たくさん所属しています。

始めたきっかけ

　小さいころ、近所のお姉さんがヴァイオリ
ンを弾いているのを見てあこがれて、ヴァイ
オリンを習い始めました。その後、ずっとヴ
ァイオリンをやっていたのですが、大学のサ

ークルで初めてヴィオラをやりました。でも、
本格的にやるようになったのはEFYに入って
からです。

趣味にかける時間や費用

　オーケストラの練習は、毎年1回開かれる
EFYの定期演奏会までの半年間で10回くらい、
土日にやっています。1回の練習時間は3時間
くらい。ほかのアマチュア・オーケストラに
援軍として呼ばれて、演奏会にでることもあ
ります。多いときは、定期演奏会も含めて年
に6～ 7回出たことも。演奏会に向けた練習以
外にも、個人レッスンがあり、平日の夜に事
務所の会議室を借りたり、先生のご自宅に行
ったりして練習しています。もちろん、自宅
で自主練もします。
　費用としては、オーケストラの団員費用を
はじめ、会場費用、レッスン代などがありま
す。もちろん楽器代もかかります。楽器の値
段はピンキリです。ヴィオラは楽器としての
個体差が大きくて、それぞれ微妙に大きさが
違うので、何台も買い替えたり同時に所有す
るということが難しい楽器です。楽器を替え
たときは、慣れるまでが大変です。私が今使
っているヴィオラは100年以上前のものです
が、姿形、音色も気に入っていて、一生もの
だと思っています。弦は消耗品で、新しいの
と古いのとでは音色が全く違うので、演奏会
ごとに替えています。1 ～ 2万円くらいです
ね。弓の毛も取り替えます。こちらは6000 ～
7000円です。ほかに衣装代もあります。
　こうやって改めて考えると、お金も時間も
音楽のためにすごく費やしていますね。この
熱量を全て仕事に向けたらどれだけ大きい事
務所ができるだろうと思うほどです（笑）。

文化系
洞澤 美佳 （51期）●Mika Horasawaヴィオラ

2011年8月6日アンサンブル・フォウ・ユウ
第8回定期演奏会より
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ヴィオラの魅力・
やっていてよかったこと

　なぜ自分がこの楽器にここまでのめり込ん
でいるのかな、と考えることがあります。ヴ
ァイオリンのような高音の華やかさや、チェ
ロのような低音の豊かな響きに比べると、ヴ
ィオラは、少し曇ったような音色で、オーケ
ストラでも目立たない位置づけにあります。
他方で、マニアックな好みかもしれませんが、
ヴィオラのやや低めの音域の持つ、時に柔ら
かく、時に冷たい響きと、エロティックでど
こまでも伸びていくような高音の響きは、何
とも言えない音色で、ほかの楽器には出せな
い大きな魅力だと思います。長年続けてきた
ヴァイオリンをやめて、ヴィオラにいろいろ
なものを注ぎ込むようになったのも、年齢を
重ねて、そういった「分かりにくい魅力？」
に、深みを感じるようになっていったからか
なと思っています。
　楽器を弾く楽しみは、弾きたい曲を自由に
弾けるようになることです。やはり弾けると
気持ちがいい。だから、新しい楽曲に出会う
と、その課題を乗り越えたくなります。乗り
越えるまでは、まるで修行僧のようです。ス
ポコンに近いですね。
　もちろん、苦しみもあります。アマチュア・
オーケストラだと、音楽に対する思い入れに
温度差があることもあるので、衝突したり、
人間関係もいろいろあります。
　よかったことのおまけとしては、たまたま
ほかのアマチュア・オーケストラに参加して
いたときに、トランペットをやっていた夫に
出会いました。それともう1つ、忘年会や結婚
式などの宴会芸として重宝されるというのも
ありますね。

弁護士業務とのかかわり

　趣味が仕事に直結するかという観点から言
いますと、EFYで多くの同業者の方と知り合
うことができるということくらいで、それが
事件の依頼に直結するということはないです。

ほかのアマチュア・オーケストラの人からご
相談があったことはあります。あとは、依頼
者の中には楽器を弾いていたりクラシック音
楽が好きだったりする方も時々いらして、親
密になるきっかけになることもあります。
　ですので、仕事に直結するということはほ
とんどないのですが、ヴィオラ（音楽）との
かかわりは私の弁護士としてのあり方に、大
きな影響を与えています。ヴィオラは、先ほ
どお話ししたとおりオーケストラでは目立た
ないパートなのですが、その役割は、オーケ
ストラの響きに奥行きと深みを与える中核を
担っていたり、リズムを担ってオーケストラ
のサウンドを前へ推進させたり、時に後ろに
引っ張ったり、という役割があり欠かせない
存在です。私は、弁護士というのはスタンド
プレーや目立った行為はあまり必要なく、オ
ーケストラの中のヴィオラの役割のように、
依頼者に寄り添い、裏方の中核として、事件
の処理に深みを与え、時に前へ導き、時には
立ち止まるなど、頼れる黒子としてお手伝い
ができるような存在でありたいと思っていま
す。
　実際、演奏でも自分をよく見せようという
意識ばかりが強いと、呼吸が浅くなり、音も
前には出て行かず、時に弓は震えて、テンポ
が不必要に速くなり、旋律は平板なものとな
ってしまうなど、音楽は散々です。そうでは
なくて、目の前の曲にしっかりと向き合い、
その曲で何を表現したいのか、作曲家は何を
考えていたのかということと真摯に向き合い、
「自意識」を彼方に追いやることができれば、
技術的にはどんなに稚拙であっても、よい演
奏になる気がします。事件と向き合うときも
そんな感じなのではないかな、と思います
（なかなかそうはできないけれど）。

おわりに

　EFYは毎年3～ 4月頃に定期演奏会を開催し
ています。ぜひお越しください。 
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法曹レールファンクラブについて

松 田 　当クラブは、東京高等裁判所長官を
務め、「ゆたかはじめ」のペンネームでも知ら
れる石田穣一さんを中心として平成4年9月に
発足した、法曹により構成される鉄道愛好家
の団体です。「乗客」（当クラブでは会員をこ
う呼びます。ちなみに幹事のことは、「車掌」
と呼びます）の大半は弁護士で、そのほか裁
判官、検察官、修習生等、老若男女、北は秋
田から南は沖縄まで、約70名からなる全国規
模のクラブです。鉄道の趣味といっても内容
は様々で、鉄道旅行が好きな方（いわゆる
「乗り鉄」）、鉄道の写真を撮るのが好きな方
（いわゆる「撮り鉄」）、鉄道模型が好きな方、
きっぷや鉄道関連グッズの収集が好きな方な
ど、いろいろな乗客がいます。
　活動内容は、年に1、2回程度、各地の鉄道
に乗車して温泉などに宿泊する旅行会、鉄道
に関する施設の見学会、貸切列車の運転会、
鉄道に関する講演会などの企画・実施や、会
員有志による機関誌「法曹レールファン」（年
1回発刊）への寄稿等です。鉄道の趣味自体は
個人で楽しむことが多いと思いますが、鉄道
会社の方から鉄道についての説明を受けたり、
通常は非公開の車庫を見せてもらうこと、貸
切列車を運転することは、なかなか個人で実
現できるものではなく、当クラブならではの
貴重な活動といえるでしょう。

鉄道と私

松 田 　私は、幼稚園に通っていた時から鉄
道に興味を持ち始め、小学生になってからは
鉄道旅行に出かけるようになりました。
　鉄道旅行でのエピソードはたくさんあるの
ですが、1つ紹介しますと、中学生になり、弟
を連れて夜行列車に乗った時のことです。当
時の平駅（現いわき駅）に早朝着き、駅前の

ミスタードーナツに入ったところ、見ず知ら
ずの人から、突然、ドーナツを渡されました。
子どもが家出をしたものと勘違いされたのか
もしれませんが、とても印象的な出来事とし
て記憶に残っています。
　旅行以外にも車両や駅舎に関心があります。
最先端の技術やデザインを採り入れた新しい
車両や駅舎もいいですが、当時の技術や流行、
雰囲気を今に伝える古くて懐かしい車両や駅
舎もいいものです。近時は、鉄道関連の施設
が文化財に登録されたり近代化産業遺産に認
定されることも増えてきました。鉄道趣味の
枠組みを超えてその価値が評価され、末永く
保存されるのは喜ばしいことです。
　昔は、長期の休みを利用して、観光もそこ
そこに、ひたすら鉄道に乗り続ける旅をよく
していました。夜行列車で夜を明かし、車窓
からの景色を見逃さないよう、眠気が襲って
きたときは、席が空いていても敢えて立つな
どして各地を回ったことはよき思い出です。
結婚後は、気ままに鉄道旅行に行けなくなっ
てしまったので、クラブの行事に参加するこ
とは非常に貴重な息抜きの機会となっていま
す。
　近時は、新幹線の開業や豪華列車の運行開
始の一方でローカル線の廃止が相次いでいま

文化系 松田 隆太郎 （53期）●Ryutaro Matsuda

布施 明正 （47期）●Akimasa Fuse法曹レールファンクラブ

琴電300号車（法曹レールファン20周年記念貸切列車）
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す。新聞などで報道されているとおり、少子
高齢化や一極集中と地方の過疎化の進行によ
り、特に地方では鉄道を取り巻く環境は以前
にも増して大変厳しくなっています。今後は、
法曹レールファンクラブの活動が地域の鉄道
を応援できるようになればと考えています。
布 施 　私が鉄道好きになったのは大学生の
ころです。旅行が好きで、国内のいろいろな
ところに行きましたが、周遊券（周遊区間ま
での往復に急行の自由席を利用できるきっぷ）
を使って当時の国鉄を乗り回しているうちに、
鉄道に興味を持つようになりました。私の場
合は、鉄道旅行を楽しむ、いわゆる「乗り鉄」
です。今でも、毎年1回は、青春18きっぷで鉄
道旅行を楽しんでいます。昨年は、福島の会
津若松駅から新潟の小出駅までを結ぶ、只見
線に乗りに行きました。
　学生時代から時刻表を見て旅行をしていた
ので、今でも時刻表が手放せません。出張に
JRを利用する際は必ず時刻表を参照しますし、
旅行の行き先も、時刻表を眺めながら思いつ
きで決めます。列車をうまく乗り継いだとき
（「スジをつなぐ」と言います。）などは、何と
も言えない快感があります。時刻表を見なが
ら、今度はどこへ行こうかなと考えたり、頭
の中でスジをつなげて空想旅行をすることも
あります。
　スポーツ用自転車を分解して列車に持ち込
み、鉄道で目的地まで移動し、自転車で現地
を廻る「輪行」も楽しんでいます。これまで

にも、新幹線で軽井沢まで行き、自転車で碓
氷峠を下り、横川を抜けて下仁田まで走った
ことがあります。北陸本線の廃線跡をサイク
リングロードに整備した新潟県上越市内の久
比岐自転車道沿いを走ったこともあります。
輪行は、行動範囲が格段に広がるのでお勧め
です。

法曹レールファンクラブとのかかわり

布 施 　前職は検察官なのですが、福岡地検
時代、九州旅行をした際の線区（肥薩線や高
千穂線等）について庁内誌に投稿したところ、
それが「法曹」に転載され、当クラブの会員
の目にとまり、誘われたことがきっかけで、
当クラブに入会しました。
　当クラブでは、年1回の機関誌「法曹レール
ファン」の編集を担当しています。当誌は、
乗客（会員）が鉄道についての見聞や雑感を
綴ったもので、旅行記から回想、思い出、車
両や施設など技術的な話、新型車両や新線に
関する構想まで、様々な記事を掲載していま
す。中には、全国の「裁判所前」駅を調査し
たという変わり種もありました。
　当クラブでは、毎年鉄道旅行があります。
仕事を忘れ、鉄道話に花を咲かせて旅行に興
じるのは非常に楽しいものです。平成24年10
月には、当クラブ20周年記念企画として、高
松の琴平電気鉄道（通称「ことでん」）の貸切
列車を運転しました。参加した乗客（会員）
が、運転席の後ろでかぶりつきになって運転
する様子を見ていたのが印象的でした。
　鉄道の楽しみ方は、本当に人それぞれであ
り、必ずその人にあった楽しみ方があると思
います。ぜひ皆さんも、法曹レールファンク
ラブに入って、趣味を広げてみませんか。 

　法曹レールファンクラブの資料の請求、お問い合
わせ等は下記にお願いします。
●お問い合わせ／ 松田隆太郎会員

matsuda-lo@kxe.biglobe.ne.jp

北越急行にお邪魔しました（2017年6月4日）
左から2番目が布施会員、左から3番目が松田会員。

特集：体育会系 VS 文化系
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