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趣味に生きる（第２３回）～･ ～･ ～･ ～･ ～･ ～･

カエルと共に
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か？ そこで，カエルに関して調べてみたとこ

◆蛙の子は蛙
本誌編集室 T さんより，趣味のカエル集めに

ろ，“カエラーたちのつぶやき 2)” に，6 月 6 日

ついて執筆依頼を受けた。確かに，私の周りを

がカエルの日であることが記載されていた。こ

見渡すと，自宅，会社と，行く所すべてカエル

れは，カエルの鳴き声「けろ(6)けろ(6)」の語

グッズで埋め尽くされている。それにしても，

呂合わせから，｢かえる友の会」会員で作家の

いざ原稿を書くとなると困った状況になった。

矢島さら氏が，1998 年に提唱された日である。

そもそもなぜ私はカエルが好きなのか ･･･ 自問

そして，この 6 月 6 日は私の母の誕生日で，私

自答する日が続いたのである。

も 6 月生まれである。このあまりの偶然に衝撃

私は若い頃，魚釣りが好きで近所の池によく

を受ける。やはり，私は蛙の子であった。

出掛け，オタマジャクシを網ですくっては，自
宅に持ち帰って飼育した。関西地域には，食用

◆カエルを愛する

ガエル(ウシガエル)(写真1)が生息しており，

古い話であるが，仕事で文京区本郷によく出

そのオタマジャクシは手の平いっぱいの大きさ

張した。当時，巨人の本拠地は今の東京ドーム

で，観察には好都合であった(写真2)。娘たち

ではなく後楽園球場であり，水道橋周辺の居酒

の教育にも使用した。しかし，カエルになると

屋では，巨人が勝つとビールが半額になった。

飼育が大変なため，もとの池に放していた。稀

また，王貞治選手がホームラン記録となる 756

に，オタマジャクシのまま冬を越すものもいて，

号(1977 年)を達成した時は，ビールが無料にな

感動した経験がある。

ったことを覚えている。私達は，試合より割引

しかし，これだけでカエル好きになるだろう

写真1

食用ガエル(ウシガエル)1)

目当てによく水道橋の居酒屋に出掛けた。その

写真2

ウシガエルのオタマジャクシ1)
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写真3
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カエルの卵巣が入ったデザート

写真4

カエルの唐辛子料理

中の一つに “庄や”があり，ビールのアテにカエ
ルの唐揚げを好んで食べた。味は鳥より淡白で
非常に美味しく料理されていた。このような話
をするとゲテモノ好きと思われそうだが，低脂
肪，低カロリー，低コレステロールのうえに，
高タンパク，ビタミン，ミネラルも豊富で栄養
価の高い食材であることから，現在でもカエル
料理は数多く存在する。
話は変わるが，今年になって中国に 2 度出張
した。一度は厦門(アモイ)に学術セミナーの開
催で行った。厦門での食後のデザートとしてよ

写真5

青銅器

蛙飾鼓(上海博物館蔵)

く出たのが，ココナッツミルクにカエルの卵巣
が入ったものである(写真3)。飲みごこちはさ

に何かを集めようと始めたのがカエル収集であ

わやかで，中国では美容に良いとして大いに好

った。幸いカエルグッズは世界中にあり，それ

まれる料理である。また，麻婆豆腐の本場，四

以来，海外に行く度にカエルを集めるようにな

川(シセン)でもセミナー開催のため訪問した際，

った。空港での手荷物検査で金属性のカエルを

カエルの唐辛子料理を(辛くはあったが)美味し

爆弾と間違われたこともあった。このカエル収

く頂いた(写真4)。

集が周囲の知人や会社のメンバーにも伝わって，

私は，カエルを愛するが故，カエルを食べる

誕生日のお祝いから昇任のお祝いまでカエルを
プレゼントされるようになり，嬉しいことに家

のである。

一軒がカエルグッズで埋め尽くされてしまった。
◆カエルと生活す(くらす)
カエルグッズの始まりはいつ頃だろうか。“カ
3)

さらに最近では，同じものをプレゼントしてい
ないかと友人達を悩ませている。

エルのきもち ” に，今から 4,000 年前に縄文人

さて，我が家のカエルコレクションは，多い

が作ったカエル模様の工器有孔付土器が紹介さ

割には分類，また履歴がない。集め始めた頃は，

れている。中国上海博物館には，紀元前 4 世紀

カエルなら何でも集めた。次に，日常使える物

頃の (戦国 時代 早 期の 青 銅器 )の 楽器 ，蛙 飾 鼓

(例えば，傘立，時計，加湿器，ライト，タイ

(写真5)が展示されており，非常に興味を持っ

マー，ネクタイ等)，今では気に入った場景(結

て，いつも見学している。

婚式 ，ビーチでの 風景，スポー ツ，恋人同 士

私は元々，カエルコレクターではない。1990
年頃から仕事で世界中を回るようになり，記念
－818－

等)のカエルを集めている。ここで，コレクシ
ョンの一部を紹介する。
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一番のお気に入りは，片岡鶴太郎氏が絵画を
もとに「織と染」で作られた作品 “雨じゃ仕様
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ら入って，居間・風呂・トイレ・ベランダまで
カエルを見ない所はない(写真7～9)。

がねぇや” である(写真6)。その他にも，玄関か

写真6

片岡鶴太郎作

織額

写真8

写真7

自宅居間のコレクションケース

コレクションの一部

写真9

恋人同士

自宅のベランダ
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図1

写真10

ビジネスプレゼンテーションに使用したカエル

カエルバルーンのあるパーティ

◆カエルと仕事する
趣味を仕事に持ち込まないのは当然のことだ
と思う。ところが，私の職場にはどこに行って
もカエルグッズが並べられている。特に海外か

写真11

カエル大明神(松本市)

らメンバーが参加するミーティングでは，必ず
お土産にカエルを頂く。たまにはカエルではな
くワインでも頂戴したいと思うが，毎回世界の

⑤ 課題があれば カンガエル ，実行しなければ

ヒックリカエル だ !!

珍しいカエルをお贈り頂くので，大いに感謝し

始めはふざけているように思われて笑われた

ている。なお，私は ‘カエル’ を真面目に考えて

こともあったが，こちらが真面目に発言を続け

仕事に活用している。その例として，方針説明

ていくことで，プレゼンテーションの効果を上

会などのプレゼンテーションやパーティには，

げる結果となった。特に指摘事項を単刀直入に

必ずカエルを登場させ，次のようなフレーズで

話すよりも，カエルに例えて話した方が受け入

活用している(図1)。

れられ易いということが判ったのである。この

① 今こそ私たちの部門は ヨミガエル 必要があ
る !!
② 皆さん，今こそチャンス，初心に カエル！
そしてミチガエル 時だ !!
③ 過去の延長では生き残れない。皆さん， 茹

でガエル にならないように !!
④ あなた方の知恵と工夫で，業務のあり方を

カエル 時！
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ように，‘カエル’ という言葉は実に便利なので，
読者の皆さんにも大いに活用して頂ければと思
っている。
また，パーティではカエルのバルーンを上げ，
まさにムードの盛り上げ役をカエルにお願いし
ている(写真10)。パーティ終了後には，そのカ
エルは各職場に飾られ，活性化の一翼も担って
いる。
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写真12

右手に止まったアマガエル(矢印)

写真13
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ホールインワンの瞬間

ショットを打ったところ，なんとホールインワ
ンを達成したのである(写真13)。この時，狐に
つままれた，いや，カエルにつままれた状態で
あった。そして，やはりカエルは，運を 持ちカ

エル ことができると思うようになった。それ以
来，私の携帯品には必ずカエルが付くようにな
った(写真14)。
さて“カエル好き度”がわかるカエラー度2)チ
ェックというものがある。トライしてみたとこ
ろ，このようにカエル好きの私でもカエラー度
は低いという結果が出てしまった。残念に思う
写真14

常時携帯品(カードケース・キーホルダー)

また，当社関係会社の事業所が長野県松本市
にあることから，そちらに出張する機会が多い。
必ず行くところが信州そば屋とナワテ通りのカ
エル大明神である(写真11)。カエル大明神に参
拝し，仕事でも個人的にも幸福を迎える(ムカエ

ル)ことをお願いすることにしている｡
◆カエルと共に
4～5 年前のことであるが，5 月 5 日の子ども
の日に，娘たちをゴルフに誘った。コースは兵
庫県三木市にあるチェリーヒルズゴルフクラブ
で，楽しく会話しながらプレーをしていた。プ
リンス 7 番(ショート)ホールでティーグランド
に立った時，右手にアマガエルが止まったので，
優しく放してやった(写真12)。そして，ティー

と同時に，高得点を目指して今後も精進したい
と考えている。更に世界中のカエルを収集し，
カエル料理を食して研究を続け，そしてビジネ
スにおいても積極的に活用を続けていきたいと
考えている。
最後に，この稿を読んで頂いた方々すべてが，
幸せを持ちカエル ことを願いたい。
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