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★関西支部通信事務局(代表：吉田秀樹) 

★発行責任者：「葬送の自由をすすめる会・関西支部」 

 

 コロナで世界中が苦しんだ，そしてその苦しみは今も続

いている2020年も，終わろうとしています。予定された総

会・上映会も，延期された総会・上映会も，結局行うこと

ができませんでした。残念です。関西支部の会員の方々も，

大変な日々を送られていることだと思います。しかし感染

対策もすすみ，ワクチンや薬も，日々開発されています。

2021年は，普通の生活に戻れることを信じて，新しい年を

迎えましょう。   

何も活動できなかった中，関西支部通信だけは発行しよ

うということで，世話人一同がんばりました。大変だった

2020年の年末に読んでいただけるとうれしいです。 

 

ローマン・フレデリックさん・恵美子夫人訪問記 

2020年10月31日(土) 

吉田秀樹，山蔦勲 

以前から奈良や和歌山の会員の方々との交流の場が持て

ないかと思っていました。それで，「今年 6 月に奈良県の会



２ 

 

員のローマン・フレドリックさんから空海の上映会につい

て問い合わせがあった」と世話人の石川さんから教えてい

ただいたことを思い出しました。 

外国の方で，空海に興味をもたれているのなら，一度ロ

ーマンさんを訪問したいなという気持ちが湧いてきました。

訪問していろいろ話を聞かせていただいたことを支部通信

への掲載を許可していただければ，たのしい原稿になり，

それをきっかけに，奈良県の会員の方々との交流が深まれ

ば，関西支部の活性化にもつながるのではと思えました。 

 それでローマンさんに「一度お邪魔したいのですが，い

かがでしょうか」という手紙を送ったら，折り返し電話が

あり，「10 月 31 日(土)午後２時にお待ちしています」とい

ううれしい内容でした。 

 ローマンさんのお住まいは，奈良県山辺郡山添村です。

京都市内から車で２時間ちょっとです。それで支部世話人

の山蔦さんと二人でローマンさんのご自宅を訪問して，２

時間ほど話を聞かせていただきました。あっという間の楽

しい２時間でした。ローマンさんとお会いできたでよかっ

たと思いました。改めて，葬送の自由をすすめる会を通し

ての，出会いの素晴らしさを感じました。自然葬そして散

骨は，国境を越えて人と人を繋ぐ力を持っていると思いま

した。また奈良にお邪魔したいです。いつか，奈良で会員

交流会ができたならいいなとも思っています。実現に向け
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て，取り組みます。いろいろお話していただいたことを紹

介します。 

 

[ローマンさんの経歴] 

オランダのライデン大学医学部を卒業後，漢方を学ぶため

に台湾へ行く。その後，鍼灸治療に興味を持ち来日。明治

大学で学んでいる時に，学長の息女と結婚。後に離婚。西

洋医学と漢方を併用した治療を目指し，奈良県王寺市に「オ

ランダ漢
かん

薬餌
やくじ

店」を開く。現在71歳。 

 

[恵美子夫人の経歴] 

高野山の小中高校を卒業。普茶料理を学ぶため，京都東山

高台寺近くの一休庵で料理修行をする。お二人の出会いは，

恵美子さんが卵巣癌を患い，患者としてローマンさんを訪

ねたこと。治療により卵巣癌を克服したが，後に今度は甲

状腺癌を発症。しかし，それもローマンさんの治療で完治。 

現在は，オランダ漢
かん

薬餌
やくじ

店で食餌療法を担当。恵美子さん

曰く「患者さんは誰ひとり苦しまず，眠るが如く亡くなら

れている。日常からいかに食事が大事であること，病気の

原因は食事が大きな問題だと思う。だから漢
かん

薬餌
やくじ

店という

屋号をつけた」 
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[オランダ漢
かん

薬餌
やくじ

店] 

最高の生薬を組み合わせ，漢方薬を処方。現在，スタッフ

は５名。予約制で，1日５人くらいの患者を診る。口コミだ

けで一切宣伝しないが，世界各国から患者さんが訪ねてく

る。今現在も沖縄の方が来阪して，治療に通ってきている。 

 

[チベットに行った話] 

漢方の勉強と鳥葬を見るために，二人でチベットに行った。

その時，二人共高山病にかかり，恵美子さんが危機的状況

に陥ったが，ローマンさんの灸治療で回復した。チベット

で鳥葬を見て，二人共散骨に対する確信が深まった。ガン

ジス川にも行ったが，やはり散骨がいいと感じた。 

 

[ローマンさんの思い] 

末期がん患者の治療をしたかった。葬送の自由をすすめる

会を患者さんに勧めている。葬送の自由をすすめる会に入

る前に，伊勢湾で個人的に散骨をしたことがある。現在の

日本の葬儀は，費用がかかりすぎる。尊厳死協会に入って

おり，延命措置はとらない。自然にしていると楽に死ねる。

体の中にそういうDNAがある。生きるのも自然，死ぬのも

自然。散骨して大日如来に戻る。宇宙にかえる。 
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[現在の暮らし] 

30年前に田舎で暮らしたくて，今住む遅瀬村の古民家を購

入し，住みやすく改装した。ローマンさんは毎朝５時に起

き，40分ほど入浴しながら読書。その後，ローマンさんの

運転する車で，恵美子さんと一緒に王寺まで通う毎日を送

っている。 

 

[吉田の感想] 

素敵なお住まいでした。ローマンさんの日本に対する思い

にあふれたお住まいでした。書斎には山のように本が積ま

れていて，その中には『空海全集』もありました。またい

つか空海について，ゆっくり話す機会が持てればと思いま

した。ローマンさんから「いつか陣ケ峰に登りたいので案

内してほしい」と言われた時には，うれしかったです。ぜ

ひ近いうちに陣ケ峰を案内したいと思いました。関西支部

の会員の方で，一緒に陣ケ峰を登りたいと思われる方はぜ

ひ一緒に登りましょう。いつになるかわかりませんが，ご

希望の方は，私宛にメールをください。 

hidekiyoshida727@gmail.com 

 

[山蔦の感想] 

浴室を覗かせていただいたが，お風呂を常時沸かしていて

いつでも入れる贅沢さ。休診日が無く忙しいお二人だが，
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自宅では快適な暮らしをされていて，自分たちの生活も大

事にされていることに好感を抱いた。恵美子夫人もハツラ

ツとしていて，とても姉
あね

さん女房とは思えないほど。素敵

なご夫婦でした。 
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ちょっぴり嬉しいお話を 

那須川はるみ 

今年は、例年にも増して紅葉が鮮やかな気がします。皆

さんのところはいかがですか？コロナ禍で何か心浮き立つ

ことがないこの頃、明るい日差しに照らされた山々は、“お

見事！”という言葉が口を突き、ついでに心も高揚します。

この支部通信が届く頃には冬の便りが聴かれるかもしれま

せんね。 

ちょっぴり嬉しいお話を… 

私が住んでいる美山町は、京都市の北隣、福井県との県

境に近い山あいの里です。過疎が進み、近くの小学校は３

年ほど前に少し遠くの学校に統合され、廃校になりました。

でも、地域の人たちがいろいろな活動に利用しています。 

1階には米粉のパンを焼いている工房が、エントランス

にはだれでも自由に弾けるピアノも置かれています。囲碁、

パソコン、ヨガ、ボイストレーニングの講座や、体育館で

もいろいろな競技の教室が組まれています。 

2階にある廃校前の図書室は「緑の図書室」として開放

され、壁沿いの本棚だけですが、管理をしている地域の振

興会の方が、大人のためにも新着本をどんどん（？）購入

してくれています。 

私もちょこちょこ利用させてもらっています。今日は何

を借りようかな？と書棚に手を伸ばすと、見慣れた色の本
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が目につきました。何と「平成の挽歌」ではありませんか。

集落ごとに小さな墓地があるこの美山町での、自然葬普及

活動は無理そうだけれど、図書室に「平成の挽歌」を置い

てもらうことはできるな、と思っている矢先でした。先を

越されてしまいました。どなたかこの地域の方で興味のあ

る方がいらっしゃるのかなぁ～、書棚の前で、本を手にニ

ンマリしてしまいました。 

 『再生』第 119 号に載っていた、関叔子氏のご意見を参

考に、早速手元にあった「平成の挽歌」を南丹市にある４

か所の図書館（図書室）を訪ねて、寄贈してきました。受

け付けてくださった若い司書さんが自然葬に関心があると

いろいろ話してくださったり、ぱらぱらとページをめくっ

て「面白そう！私が一番に読ませていただきます。」と言わ

れたり、届けて良かったと思いました。もう一歩会員にな

りませんか？というべきだったでしょうか・・・ 

書名が美しすぎて、書架に並ぶ「平成の挽歌」が自然葬

に関わる本だとわかってもらえること、そして、読んでい

ただくことを祈るばかりです。 
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私、第４コーナーを回りました 

山蔦勲 

今年（2020年）の３月に70歳になった。卑近な例えだが、

人生を競馬のレースに当てはめると、第４コーナーを回り、

あとはゴールまで直線を残すだけの地点に立った。ゴール

までの直線距離は、人により大きく異なる。実際の競馬場

の直線長さも、新潟が660m、函館が262mと場所によって

かなり違う。 

またゴールまで必ずしも無事に走り切れるとは言い切れ

ず、一歩先で落馬する可能性はいつでもある。私の母の死

も唐突だった。友達と行く旅行を数日先に控えたある日の

夜、ルンルンで入浴している時に突然、死の世界に旅立っ

た。死因は心筋梗塞で、69歳だった。漫画『サザエさん』

の作者・長谷川町子さんはある日、窓を開けようとして机

に乗った時に落ちてから、衰弱が進み72歳で亡くなった。 

厚生労働省の2016年調査によると、男性の健康寿命は

72.14歳。これをそのまま私の人生に当てはめると、私が元

気に生きられるのは残り1、2年ということになる。既に昨

年秋から私の左膝は変形性膝関節症という有り難くない診

断結果をいただき、あまり歩けなくなった。昨年秋に計画

していた「三浦半島を歩く旅」は中止せざるを得なくなり、
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今後の可能性も灰燼と化した。 

最近は、もの忘れもひどい。スマホをどこに置いたか分

からなくなることは頻繁にあるが、これはまだマシだ。固

定電話からスマホに電話すれば呼び出せる。問題はメガネ

の紛失だ。その対策として、各部屋にメガネ立てを用意し

ている。しかし、近くを見る時に外したメガネを、うっか

りその辺りに置いてしまい行方不明になる。最近は探すの

を諦めて、以前使っていた「度が合わないメガネ」をかけ

て外出することもある。一番困ったのは、家のカギの紛失

だ。ある日、クリニックに出かける間際になり、カギが見

つからなかった。結局、クリニックに電話して事情を伝え、

予約をキャンセルしてもらった。これは認知症の兆しか？ 

70歳を迎え、私も人並みに終活というものに取り組み始

めた。最初にしたことは、日本尊厳死協会への入会だ。次

にしたことは、十数年前に作った「家族旅行のDVDアルバ

ム」をすべて作り変えることだった。放送のデジタル化に

伴い、テレビ画面のサイズが4:3（横と縦の比率）から16:9

に変わったので、それに合わせて再編集した。家族への置

き土産だ。娘と私が二人で行った６度の旅行は、一枚の

DVDにまとめ、「これは俺の遺品だ」と言って彼女に渡し

た。 
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そして、「現在進行形」なのが書籍の整理だ。私は本の整

理を始めるまでは、「自分が何冊くらいの本を持っている

か」なんて考えたことがなかった。目分量で数えてみたら、

うんざりするほどだった。「300冊以下にする」という壮大

な目標を立て、今現在もまだ闘いの日々を続けている。 

未だに手を付けていないのはデジタル遺品の整理だが、

もっと気になるのが「自分史のDVD」作りだ。といっても、

自分の人生を長々と語るようなものではない。そんなもの

は、家族ですら興味が湧かない。家族も友人も知らない私

を語りたい。 

それは社会に出るまでの自分、18歳で就職する以前の主

に十代の頃の私を、写真と語りと自分が好きだった曲の

BGMで、描いてみたい。人生を振り返ってみた時、「自分

の世界がどんどん広がっていった十代の頃」が最も心躍り

楽しかったような気がするからだ。 

若かりし頃の親のことを知りたいと思うような子供はい

ないだろう、少なくとも親が生きているうちは。しかし、

私が亡くなった後、ひょっとしたら「自分の知らない父親

の世界を覗き見たい」という気まぐれが生じるかもしれな

い。でも、まあいい、誰も見なくても。私が作りたいから

作るのだから。 
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人生は何歳になっても、未来は処女地。一歩も足を踏み

入れたことのない荒野だが、ポンコツに成り果てた我が身

と共に、日々楽しくやっていこう。いやはや、とんでもな

い乱文になってしまった。小学生の頃、「作文」ほど嫌な宿

題はなかったことを思い出す。ご容赦あれ。 

 

  ☆世話人募集のお願い☆ 

今年も世話人希望の方を募集しています。「一緒にやって

みたい」と思っていただける方は，メールか電話で吉田ま

で，連絡をお願いします。世話人になったらこれをしない

といけないという義務はありません。ぜひ気楽にお申し出

ください。 

   吉田メール：hidekiyoshida727@gmail.com 

   吉田電話：０９０－７７５８－５２８９ 

 

  ☆動画掲載のお知らせ☆ 

 今年の総会・上映会で見ていただく予定だった葬送の自

由をすすめる会・関西支部制作のスライドショー「淳和天

皇と空海」を YouTube に掲載しています。YouTube を見

ることができない方には申し訳ないのですが，見ることが

できる方は，見ていただけるとうれしいです。「淳和天皇と

空海」で検索してみてください。 

 

mailto:hidekiyoshida727@gmail.com
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淳和天皇が散骨された小塩山ガイドブック
(第１版 2020 年 11 月 3 日) 

吉田秀樹 

〇小塩山
こしおやま

の紹介 

  

 

 

 

 

 

〇小塩山の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 京都市西京区にある山。標高 642ｍ。

NTT，関西電力，大阪ガス，国土交通

省，京都 FM 局等の無線中継局があり，

多くの中継アンテナが立っている。京

都市内が一望できるこの山の峰のどこ

かで，第 53 代淳和
じゅんな

天皇が散骨された。 

小塩山 

阪急東向日駅からの小塩山 

金蔵寺 

善峯寺 

淳和天皇陵 火葬塚 

車塚古墳 

向日市役所 

９号線 

東向日駅 

京
都
縦
貫
自
動
車
道 

阪
急
電
車 

物
集
女
街
道 
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●行程(１つの例を出して説明しています。あくまで参考と考えてくだ

さい) 

(１) 午前 8：20…阪急電車東向日駅出発(物集女街道を歩く) 

(２)午前 8：40 頃…物集女車塚古墳到着 

(３)午前 8：50 頃…淳和天皇火葬塚到着 

     見学した後，向日市役所まで歩きます 

  午前 9：15 までには，火葬塚出発をお勧めします 

(４)午前 9：45…向日市役所前から阪急バス(善峯寺行き)に乗   

        車(1 時間に１本しか動いていません) 

(５)午前 10：07 頃…善峯寺到着(トイレあり)，杉谷に向けて   

出発 

(６)午前 10：35 頃…杉谷到着 

  午前 10：40 頃…杉谷出発 

(７)午前 11：15 頃…金蔵寺到着 

  途中に産の滝があります。金蔵寺にトイレがあります。 

(８)午前 11：30…金蔵寺出発 

  ここから淳和天皇陵までの 1 時間は，ちょっときつい

です。途中，道がわかりにくくなくなっている個所も

あります。急斜面で滑りやすい個所もあります。登山

靴の着用をお勧めします。 

(９)午後 00：30 頃…淳和天皇陵到着です 

(10)下山は２コースあります。 

 A コース…府道 141 号線をそのまま下るコース 

      時間はかかりますが，歩きやすく，時々見え    
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      る京都市内の景色が楽しめます。 

      南春日町バス停まで，約２時間 

 B コース…ドコモに中継基地の右横から山道を下るコー      

      ス．早く下れますが，景色は楽しめません。 

      南春日町バス停まで，約１時間半 

※A・B コースとも，途中にトイレがありません。トイレ

のことを考えると，金蔵寺に戻るコースがお勧めです。 

※南春日町発のバスは本数が少ないです。事前の確認を。 

※小塩山山頂から府道経由南春日町バス停までの道順は，

グーグルマップが正確に教えてくれます。 

 

【 途 中 の 様 子 】 

〇物集女車塚古墳 
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〇淳和天皇火葬塚 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇善峯寺から杉谷へ 

 

 

 

 

 

 

〇産の滝と金蔵寺 
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〇淳和天皇陵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●淳和天皇陵の謎 

散骨された淳和天皇や自然葬を実施した嵯峨天皇や宇多

天皇の陵(墓)があるというのは，おかしい話ではないでしょ

うか。実は，淳和天皇稜は，江戸時代に作られました。江

戸末期に「文
ぶん

久
きゅう

の修
しゅう

陵
りょう

」という取り組みが行われたの

です。３年間にわたって歴代の天皇陵が整備されました。

中心となったのは，宇都宮藩家老・戸田忠
ただ

至
ゆき

と宇都宮の藩

士たちでした。かれらの思いは，次のようなものでした。 
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ただ歴代天皇のなかには，どこに陵があるかわからなく

なったものが数多くありました。それでかなり強引に陵を

決め，整備していったのです。この時，存在しなかった淳

和天皇陵も作られたという訳です。 

 

●淳和天皇火葬塚と陵については，外池昇編『文久山稜図』

(新人物往来社，2005 年)に次のように書かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 6２ 淳和帝 御火所 

 向日市物集女町出口に所在する。この「淳和天皇火葬

塚」は，文久の修陵までは同天皇陵そのものとされてい

た地である。ここはもともと「御廟塚」または「廟所塚」

と俗称されており，東西５丈(約 15ｍ)，南北７丈(約 21ｍ)の

墳丘が存在していた。規模から見るとこれは，古墳時代

後期の小古墳であった可能性が高い。文久の修陵ではこ

の周囲に濠が掘られ，28ｍ×20ｍの長方形の墳丘に改築

されている。なお，谷森善臣が『山稜考』で「此 陵よ

り五町許東南に，御車塚とてあるハ，前方後円に築たる

古墳」と記しているのは，向日市物集女町南条に所在す

る物集女車塚古墳(六世紀前半)のことであり，この古墳は淳

和天皇の霊車を埋めたところであるという伝承を持って

いた。                  226P  

 

幕府が天皇を尊べば，諸大名が幕府を尊び，その家臣

が大名を尊ぶ。これにより上下の秩序が保たれ国内の平

和が維持される。    井上亮著『天皇と葬儀』(新潮社，218

ｐ) 
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図 61 淳和帝 大原嶺上陵 

 (淳和)上皇の遺骨は遺詔によって大原野の西の嶺の山

上から散骨された。これは山稜の造営の否定を意味して

おり，陵制史の中でも画期的な出来事であった。現陵は，

元禄 15 年(1702)の『山州名跡誌』が淳和天皇陵と推定し，

谷森善臣(1816～1911)がこれに賛意を表したことによっ

て決定されたものである。ここは，元来は「経塚原」「経

塚」または「清塚」とよばれていた場所であり，「荒蕪
こ う ぶ

」

(土地があれはてて雑草が茂ること)図に見られるように丸く小石

を積み重ねた塚が 5 基並んでいた。そのそれぞれは周囲

三間ばかり(約 5.4m)だったというから，直径２ｍ足らず

の小規模な塚だったことになる。しかしこれを淳和天皇

陵にあてるのはまったくの想像にすぎず，何らかの証拠

があるわけではない。現陵は経塚であったとするのがも

っとも自然であろう。文久の修陵では，山の頂上に土堤

で囲まれた陵域が造られ，そこに拝所と立派な石段の参

道がとりつけられている。          

226ｐ 
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●江戸時代には描かれて火葬塚と淳和天皇陵の絵 

【 火 葬 塚 】 

左側が〈文久の修陵〉前，右側が〈文久の修陵〉後 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

【 淳 和 天 皇 陵 】 

左側が〈文久の修陵〉前，右側が〈文久の修陵〉後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：外池昇編『文久山稜図』(新人物往来社，2005 年) 

〈成功図〉 

 

〈荒蕪図〉 

 

〈荒蕪図〉 

 

〈成功図〉 

 


