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趣味に生きる（第５回）～☀～☂～☁～☃～☀～☂～☁

合唱×身体均整法＝この世の天国？!
鈴

木

節

子

(元 横須賀共済病院，元 日本検査血液学会副理事長，現 身体均整師会副会長)

◆定年と同時に合唱団に
一足先に定年を迎えていた夫が，男性ボラン

す。自分の歌う姿を見ながら練習するのですが，
がまの油がタラリタラリの心境です。

ティアの仲間から紹介されて混声合唱団に入り
ました。｢今度のは難しいな｣ などとつぶやきな

◆合唱仲間

がら，レッスンで録音してきたテープを聞いて

90 歳代の団員もおられ，平均年齢は 70 歳半

いるのを，家事をしながら聴いていると，先生

ばですが，皆さん若々しくて 20 歳くらいどこ

の指導する声や，練習の様子があまりにも楽し

かへ捨ててきたのかと思うくらいです。現役時

そうで，その仲間に入ってみたくなりました。

代は最長老？でしたのに，10 年経った今でも

夫から ｢男性はすぐ入れるが，女性は一杯だ

｢若いもん｣ 扱いです。また，今は，同じ指揮者

から予約しておかないと入れないよ｣ といわれ

のもう 1 つの女声合唱団にも入っていて，週 2

たので，定年を迎えてすぐに入れるように頼ん

日は合唱漬けになっています。夫も他の男声合

でおいてもらい，入りました。今では，演奏会

唱団に入っていて，現役時代からの口の悪い友

前になるとそれぞれに部屋を閉め切って，夜昼

人に ｢二人とも頭のコントローラーが狂っちゃ

おかまいなく声を張り上げて練習しています。

ったんじゃないの｣ と言われています。

◆どんな合唱団

◆演奏会

そこは 60 歳以上が入団資格の，横浜市老人

同じ主宰者の 2～3 団体でジョイントの演奏

クラブ連合会の混声合唱団です。発足当初は日

会を 1～2 年毎に行っていますが，総勢 100 人

当が出ていたそうですが，私が入団した頃は多

以上になるため，横浜みなとみらい大ホールや

少の援助があった程度となり，ついには会費を

川崎シンフォニーホールで開催しています(写

出すようになってしまいました。市の行事に年

真 1)。人前で歌ったり踊ったりは ｢小学校の学

に何回かお座敷がかかっていましたが，やがて

芸会｣ 以来で，音符もさっぱり読めなくて･･･ミ

市から切り離され，今は独立採算の合唱団です。

ュージカルのように歌いながら動き回る時は大
変です。表情とか動きに気を取られて声や言葉

◆練習会場
主宰で指揮者の先生が，一面が鏡張りのスタ
ジオ付の自宅を新築されましたので，予約に奔

がおろそかになります。それが即座に指揮者に
ばれてしまいます。
横浜や東京の合唱祭にも毎年参加しています。

走す る こ と も な く 恵 ま れ て い ま す 。 し か し ，

夫が入っているもう一つの合唱団(男声コーラ

｢詩を表現し，人様に見せられる顔か良く見て

ス・ドッグウッド：DW)は出場するたびに上位

歌いなさい｣ と容赦ない言葉の鞭が飛んできま

入賞するのに，私の方の団(混声合唱団・銀の
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写真1

銀の会のステージ(ミューザ川崎シンフォニーホールにて)

写真2

ガラコンサート(青葉台フィリアホールにて，中央が著者)

会と女声コーラス フレッシュ・ピュア)はなか

うかな｣ と思うくらいなのですが，何故かまだ

なか入賞できません。やっと，この春行われた

続いています。写真2 は一昨年の ｢紳士淑女の

横浜港開港 150 周年記念国際シニア合唱祭 ｢ゴ

ガラコンサート｣ での勇姿？です。他に，65 歳

ールデンウエーブ｣ in 横浜で，DW の 2 位には

からのアートライフというコンクールのような

至りませんでしたが，2 団とも入賞しました。

演奏会があり，最初の頃に出ましたが，審査員

頂いた講評は，まだまだ練習を重ねるようにと

の安田祥子先生等から心優しい励ましの講評を

いった意味合いでしたので，ぬか喜びはできな

頂きました。最近はプロのように上手な方が各

いようにと釘を刺された思いでしたが。

地から応募されるようになり，怖じ気づいて鳴
かず飛ばずを決め込んでいます。また，たまに

◆独唱もほんのさわりを

福祉施設へも出かけて，デイケアの方々と懐か

合唱で，まともに歌えないので，個人レッス

しい歌を楽しんだりします。来所中まったく口

ンも受けているのですが，こちらは，オペラも

をきかない方が歌ったり話したりするようにな

どきの演奏会があり，独唱や少人数で歌う場が

ったとのことで，場が和むといわれたりすると，

多い舞台となります。この時のレッスンは厳し

是非また来ようという気になります。

く，先生は夜叉のようになり ｢もう歌は辞めよ
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とも合格できました。均整法独自の 12 種体型･

均整法の養成所を出た，検査技師学校時代の

漢方の経絡および骨格筋の仕組みなどを丸暗記

同級生から ｢富士の裾野に温泉宿を兼ねた施術

したり，調整の効果に度肝を抜かされたりしな

所を造ったから遊びに来ないか｣ と誘われ，夫

がら，何とか卒業しました。

と冷やかし半分で訪ねてみました。宿泊施設は
マンションのようで，大勢の人が宿泊し，日本

◆身体均整法は不老長寿の技？！

の果てからも施術に来られているとのことで，

特に自らを調整する自動操縦法は，自己の体

にぎわっていました。私も丁度，腰痛があった

調管理ができ，肩や腰が疲れたり重かったりし

ので，お客さんの合間を縫って，ちょっと施術

た時や，声の出が悪くなった時には重宝してい

してもらったところ，なんと痛みが殆ど消えて

ます。身体均整法は不老長寿の技ではないかと

しまいました。彼いわく ｢臨床検査技師は解剖

思えるほどで，この施術との出会いが，この世

生理学や臨床関係の講義を受けているので，均

を天国にしてくれる･･･と思えるほどです。

整師になるのに相応しい｡｣ ｢休日と有給休暇で
学校に行ける｡｣ ｢世のため人のためと臨床検査

◆仲間に頼りにされています

の道を選んだのだから，体の歪を直接，自ら直

定年までは施術に自信がもてなくて，家族に

してあげられるとなるともっと醍醐味が得られ

も怖々と行っていましたが，合唱団に入ってか

る｡｣ ｢均整法は病気を治すということでなく，

らは(歌は頼りないですが)，合唱仲間などに自

体の歪みを整え，その結果病気が改善すること

分で調整するコツなどを披露して頼りにされて

につながる｡｣ ｢均整法は運動系の歪みを整える

います。プロの声楽家からも声が良く出るよう

ことだから，精神的な面から来る運動系の歪み

になると喜ばれたり，立ちっぱなしの多い小学

も施術対象となり改善するんだ。内臓の位置関

校の先生は，生徒とその親からの人的ストレス

係の歪みも調整すると食欲が出て元気が出るん

も多いとのことで ｢均整体操の紹介｣ を依頼さ

だ。凄いよ｡｣ と，得々と熱弁を聞かされました。

れたりしています。今ではいい趣味を持ったも
んだと自己満足しています。写真3 は我が家で

◆均整法で親孝行ができるかな

の施術風景です。

母や父が年を経るにつれて膝や腰が痛いなど
と言うことが多くなり，自分もゆがみかけて来
たから，自分のためにもやってみようかな･･･，

◆震災時のボランティア
新潟中越大震災の時には 3 回ほど均整仲間と

夫も自分でコントロールすれば，私も肩もみし

非難施設に伺って，体の調整のボランティアを

ないで助かるし･･･と二人で入学することにし

しました。心身ともにお疲れの方々と直に接し，

ました。

少しでも楽になっていただきたいとの思いで朝
から夜の退室時間ぎりぎりまで，夢中で施術し

◆50 ウン歳での入学試験

ました。退室時に体育館に響き渡る拍手で ｢あ

入学試験の内容は，とうに霞の中に消えてし

りがとう｣ を言われた時は，それまでのへとへ

まいましたが，覚えているのが 1 つあります。

と感がすっ飛んで，嬉し涙をこらえることがで

生物の試験で ｢人の胸椎はいくつあるか｣ とい

きませんでした。また各地からボランティアに

った問題がありました。教室の隅に人骨の模型

来られていた方々にも施術をして，ご苦労をね

があったのでそれを必死で数えました。夫もそ

ぎらうことができました。施術風景は写真撮影

れを数えて，左右の肋骨を合わせたので 24 に

をしないようお触れが出ていましたので残念で

なったとのこと，こりゃまずいことになったと，

すがお伝えできません。

合格はあきらめていたのですが，幸いにも二人
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写真3

我が家での施術風景

◆身体均整師会との関わり
私達が入会した当初は任意団体でした。その

以上のような趣味で，この世の天国を見つけ
たミミズのたわ言･･･でした。

後，有限責任中間法人法ができた時に，この団
体の法人格取得作業に関与し，昨年暮れに一般

◆追記

社団法人への移行手続きを完了しました。

①臨床検査技師の名残りも少々，すずめ百まで

今年は，学園終了生のひとり立ちの支援事業

の気持ちがわかるな～～と思いつつ，時々，技

として，実地訓練用の ｢身体均整法 研修センタ

師学校で若人と時を過ごしたり，輸入食品等の

ー｣ を開設しました。身体均整法による人々へ

検査協会で信頼性確保部門(精度管理)の仕事な

の関わりは，元気に過ごしたいという自分の願

ども趣味のように楽しんでいます。

望と人々の願望を，身体均整法を用いて，少し

②平成 21 年 6 月から，銀の会の名称が「混声

でも叶うように施術することの喜びなのです。

合唱 ♪ 青葉」になりました。
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