
〜男声合唱団愛唱歌のルーツを探る〜

ウ ボイを知っていますか︖
第⼀次世界⼤戦がもたらした不思議な縁
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プロローグ
   チェコの軍⽤船座礁 ⼤正8年（1919年）

 ウ ボイという合唱曲は、不思議な⽣い⽴ちである。数奇な運命の⽷に操られな
がら、わが国の男声合唱の愛好者たちと そのファンにとって、⾎わき⾁おどる名曲
となっていくのである。アンコールの拍⼿に応えて男たちは、リズミカルな⾏進曲
⾵のこの曲を眼をうるませながら、張りさけんばかりの声で歌いあげる。

 この聞きなれない外国語で歌うこの曲は、⼀体全体、どこで⽣まれ、どのように
してわが国に伝わったのか。

 この不思議な曲は、明治うまれの関⻄学院グリークラブ100年の歴史の中に息づい
ているのである。関⻄学院グリークラブの８０年史をひもとくと、⼤正３年にわが
国も参戦した第⼀次世界⼤戦と深くかかわり、チェコの軍隊との奇しき関係にその
端を発していることがわかる。  

第⼀次世界⼤戦は、イギリス、フランス、ロシア、アメリカ、⽇本など24ヶ
国の連合軍と、ドイツ、オーストリアなど４ヶ国の同盟軍との４年余りも続
いた戦いであった。
 <⼤正3年(1914年)7⽉〜⼤正7年(1918年)11⽉>

チェコは、当時、オーストリアに併合されていたため、多くのチェコ⼈も動
員されオーストリア軍に属して、東部戦線でロシア軍と相⼿に戦闘をさせら
れていた。
しかし、チェコ⼈兵⼠には戦意がなく、ロシア軍に投降のうえチェコ軍団を
組織し、祖国の独⽴をめざして逆にドイツ、オーストリア軍と戦うことにな
る。

1917年（⼤正6年）ロシア⾰命、翌1918年ソビエト政府はドイツ、オースト
リアと単独講和。

6万⼈のチェコ軍は、ソビエト政府に反乱。⽇本軍を主⼒とする連合国軍がチ
ェコ軍救出を名⽬にシベリア出兵。9⽉にチェコ軍救出。

1918年（⼤正7年）11⽉、⼤戦終結。

1919年（⼤正8年）、チェコ軍は、ウラジオストクから順次、海路で帰国を
開始。

同年8⽉、847⼈乗船のヘフロン号が台⾵を避けようとして、下関沖で座礁。
沈没は免れたが、船は修理のため 神⼾へ回航。

チェコ軍は、同年9⽉列⾞で神⼾着。修理の期間中は神⼾市で待機となる。

かくて、チェコ軍の帰国船の座礁がそのきっかけとなって「ウ ボイ物語」は展開し
ていく。



チェコ軍の通訳 ⼤正8年（1919年）

 チェコ軍は、神⼾の⻘年会館や県⽴商業学校跡の旧校舎などの施設に分宿。
当時の朝⽇新聞は、その時の模様を神⼾の第⼀夜と題して次のように伝えている。

神⼾の第⼀夜

...分宿した者が列を組んでバラックまで⼣⾷に来る。テント
の下でパンをかじり、暖かいスープを吸ううちにも賑やかな
談笑の声は絶えない。⾷後、⾝体を⽔で洗ってほっとした彼
等は港の⽅へ三々五々散歩に出る者、居残ってテント内でト
ランプに耽けるもの者などである。

中には胸をはだけて胡⼸を弾きながら異国の夜のつれづれを
慰める者あり、雑草の⻑いバラックの空地に出て夜の⾵に吹
かれながら故郷の⺠謡を歌う者もあり、賑やかなことであ
る。

10時が過ぎると（中略）灯を消して彼らは先づ故郷に残した
可愛ゆき者のためにも祈るのだ。

（⼤正8年朝⽇新聞神⼾版付録）

 こうしてチェコ軍の神⼾滞在が始まった。が、ことばが通じない。なにかと不便
だ。幸いチェコ軍のなかに英語を話せる者がいた。これを知った県の外事課⻑は、
ふと知⼈の塩路義孝を通訳に、と思いつく。グリークラブの塩路だ。 塩路は快諾
した。

 連⽇、塩路はチェコ軍宿舎を訪れる。シベリア転戦を偲ばせるﾎﾞﾛﾎﾞﾛの軍服、旧
校舎やテントでの殺⾵景な⽣活にかかわらず、彼らは、陽気で表情は明るかった。

 数⽇後、塩路は彼らがオーケストラや合唱の練習をしているところに出くわし
た。オーケストラは50⼈ぐらい。コントラバスはビールの⽊箱に弦がわりに電線
をはったもの、凹んで傷だらけのブラス等々で満⾜な楽器はなかった。

  チェコ軍合唱隊の⽅は約40⼈。指揮者は⼠官だった。彼らは、⽴派な体格の上
に、天性の⾳楽性と 声質・声量を持っている。塩路は感動した。そして、思い切
って⾃分がグリークラブの部員で あることを話し、互いに交流しょうと持ちかけ
た。

塩路義孝⽒

関⻄学院グリークラブOB
・1922年（⼤正11年）卆
・1994年（平成6年）9⽉13⽇没・享年94

「これほどまで⼈をひきつける曲になるとは、夢に
も思わなかった」とウ ボイについて述懐する在りし
⽇の塩路さん。

 



兵⼠の眼に涙が  ⼤正8年（1919年）

 交流の提案は、とんとん拍⼦に具体化した。最初に、チェコ軍のオーケストラと
合唱隊が、関⻄学院のキャンパス（現在の王⼦公園） にやってきて⾳楽会を開催
した。記録によると、⼤正８年９⽉１５⽇とあり、多彩な曲⽬のプログラムも残さ
れている。

 これが、きっかけとなってグリークラブがチェコ軍宿舎で歌ったりして、数回も
⾳楽の交歓が続くのである。
 チェコ軍の合唱は、グリークラブの⻘年たちの⼼をうった。特に、ボヘミアンソ
ングの哀愁の響きには引きつけられた。 「レパートリーのうちのいくつかを、私
たちに頂けませんか」とメンバーにせっつかれて 塩路は頼みこむ。 兵⼠たちは、
にこにこと「うん、欲しいのはどれでもどうぞ」

  楽譜は、どれもこれも⻑い間のシベリア転戦と⾏軍ですりきれていた。 グリー
クラブ員は苦労して判読しながら写していく。そして、兵⼠たちから聴いた曲を思
い出し思い出しやっと、ガリ版刷りの男声四部合唱の楽譜ができ上った。 その中
にウ ボイ（U Boj）があった。

 やがて、船の修理が終りチェコ軍の帰国の⽇が近づいた。
その夜、送別会が宿舎で開かれ、グリークラブは譲ってもらったウ ボイほか数曲
を歌った。兵⼠たちは、異国の学⽣たちが合唱する「⾃分たちの歌」にじっと⽿を
傾ける。歌い終ると、割れんばかりの拍⼿。兵⼠たちの眼には涙が浮かんでいた。

←チェコ兵⼠と交歓するグリークラブメンバー

 チェコ軍との交流は、わずか⼆ヶ⽉⾜らずだった。
だが、⾔葉は通じなくても、⾳楽で結ばれた兵⼠たち
との友情は、ウ ボイとともに忘れることのできない
⻘春の思い出となった。

 この後、この曲は関⻄学院グリークラブの演奏会には⽋かせない持ち歌となるの
である。

 しかし、「ウ ボイ物語」はこれで終りではない。これから半世紀にわたって、
不思議な運命をたどっていくことになる。

 



演奏会はウ ボイ⼈気
   ⼤正10年(1921年)〜昭和10年(1935年)

  チェコ兵⼠たちの友情の置き⼟産は、演奏会などで歌われ好評を博した。
 特にウ ボイの⼈気は群を抜いた。 当時の新聞は、こんな⾵に評している。

『 最終の賑わいを⾒せて関⻄学院グリークラブﾞの四部合唱は、チェック
戦曲「前線へ︕」で故郷をはなるる戦⼠の勇敢な隊伍、その⼼境を語って
⺒み難き⾎の逆流を歌う』 （⼤阪時事新報・⼤正10年6⽉22⽇付）

  今様にアレンジﾞすれば『アンコールに応えて、関学グリークラブはウボイを歌っ
た。故郷を離れいく勇敢なる戦⼠の隊列は⼀⽷乱れず、前線に向って正々堂々の⾏軍
だ。⾎潮たぎらせ戦地に赴く戦⼠の⼼境 いかばかりか、グリークラブは、この歌に託
してその勇姿を彷彿とさせてくれたのである』ということか。昭和の軍靴の⾜⾳が、そ
こまで来ている時代背景もうかがえる。

前線へ︕

ウ ボイが“前線へ”という意味だけは、 
チェコ軍兵⼠に教えられていた。
それ以上のことを調べるのは、難しかっ
た。
ルーツ探索の⽷⼝がつかめるは、40年余
り後の昭和40年まで待たねばならないの
である。

  右は「クロアチア/英語」辞書の部
分。
U Bojの
 「U」 は to
 「boj」 は battle, combat とある。

ウ ボイで全国制覇なる

 昭和10年11⽉、関⻄学院グリークラブは全⽇本競演合唱祭（現在の全⽇本合唱コン
クール）に出場。佐久間太郎（昭和12年卆）指揮のもと⾃由曲にウ ボイを選択して
⽇⽐⾕公会堂のステージに登った。 そして、三年連続優勝を達成した。
 これがきっかけとなって、合唱⾳楽の愛好者に関⻄学院グリークラブとウ ボイが知
れ渡っていくことになる。



空襲警報下のクヮルテット 昭和20年（1945年）

 ウ ボイは、その後もずっと歌い続けられた。
第２次世界⼤戦中も例外ではなかった。戦局は、⽇ごとにきびしさを増し、グリー
クラブのメンバーも次々と学徒 出陣していく。だが、練習は続けられた。

  昭和２０年２⽉、雪の⽇のことである。軍需⼯場に指定されていた松下電器の本
社⼯場で慰問演奏会が開かれ、グリークラブが出演した。少ないメンバーの上に学
徒動員にかりだされていたので、現役３⼈にOB１⼈、 たったの４⼈が、数千⼈の聴
衆の前に⽴った。

 途中、空襲警報のｻｲﾚﾝ。避難の騒ぎがあったが、演奏会は続けられ１０数曲を歌
った。アンコールの拍⼿に応えて、４⼈の侍はウ ボイを歌った。 拍⼿、しばし鳴
り⽌まなかったという。

 「たった４⼈の演奏会」の主役は、トップテナー︓岡本不⼆雄（昭和23年卆）、
セカンドテナー︓藤岡隆昭（昭和25年卆）、バリトン︓⽯⽥和夫（昭和16年卆・物
故）、バス︓前⽥義之（昭和25年卆・物故）であった。

新時代へ夜明けの歌

 悪夢のような戦争が終った。 グリークラブのメンバーが、次々と復員してくる。
本格的な練習が始まった。 昭和２０年１１⽉、⽂化祭に出演。朝⽇会館のステージ
で戦後はじめてのウ ボイが、新しい時代の夜明けを告げた。



ニューヨークでの劇的なきっかけ 昭和40年(1965年)

 ウ ボイは、当初「セルビア戦歌」とプログラムに記されていた。それが、いつの間に
か「チェコ⺠謡」となって、⻑い間歌われ続いた。

 ⼩林哲夫（昭和26年卆）は、在学中にルーツの探索に挑戦した。やっとのことで、⽂
通を始めたチェコのペンフレンドﾞは 「チェコではなくユーゴの歌ではないか」と思いが
けない返事をくれた。 その後の⼿がかりはつかめなかった。 しかし、ルーツ探索の⽷⼝
が思いがけない時と場所で、劇的なきっかけに恵まれ遂に⾒えてくるのである。

【ニューヨークの世界⼤学合唱祭でのドラマ】

 関⻄学院グリークラブﾞは、１９６５年（昭和40年）世界⼤学合唱祭にアジアの代表と
して名誉ある招待を受け、ニューヨークのリンカーンセンターのフィルハーモニックホー
ルに出演するために渡⽶。

 合唱祭初⽇（９⽉２０⽇）の昼⾷会、その時である。劇的な衝撃が⾛った。
その驚きの模様をグリークラブは『亜⽶利加⾒聞録』に下欄のごとく記している。

ユーゴ代表がウ ボイを唱和した︕

 （中略）南⽶の連中は、⼤はしゃぎだ。⾷事がまだ終らないというのに、⼿
拍⼦・⾜拍⼦、ほんとうに楽しくてたまらないという感じで、とうとう歌いだ
した。

 これに触発されて、「⼀発、やるか」とばかりウ ボイを歌い出すとどうだ
ろう、ユーゴの連中が⽴上がって調⼦を合わせているではないか︕

  後で聞くと、ウ ボイｲはユーゴのオペラに出てくる有名な⾏進曲だとい
う。 第１次世界⼤戦後、我々の先輩がチェコ軍に写譜させてもらっ た『ウ
ボｲ』は半世紀にわたって、「チェコ⺠謡」として歌われてきたのである。思
いがけない収穫であった。

  これには、林先⽣（林雄⼀郎・新⽉会会⻑・昭和９年卆）もいささか驚か
れた様⼦であった。
              （関⻄学院グリークラブﾞ「亜⽶利加⾒聞録」より要約抜粋）

 合唱祭に招待されたのは、15ヶ国20⼤学。昼⾷会で⽴上がって、ウボイを 唱和したユ
ーゴの代表はスコピエ⼤学⽂化協会合唱団であった。 もし、この第⼀回の合唱祭のアジ
ア代表に関⻄学院グリークラブが選ばれなかったら、このハプニングはなかったかもしれ
ない。
 それは、M．バーソロミュー⽒（元エール⼤グリークラブ指揮者・当時、世界⼤学合唱
祭名誉顧問・世界的な合唱⾳楽の権威者）が、合唱祭のＪ．ビョーギ監督に 「鶴の⼀
声」で推薦してくれた思いがけない賜物であった。

 このことは、⼭本雅也（昭和27年卆・物故）のエール⼤グリーとの⽂通の後を引継ぎ
その後、⻑年に亘ってバーソロミュー⽒と情報交換 をしてきた三橋廉平（昭和28年卆）
が、後⽇、ビョーギ⽒からそのことを聞かされるのである。 ウ ボイは、奇しき因縁が
つきまとう。

【なお、続く探索の道のり】

 しかし、ルーツ探索の⼤きなきっかけを掴んだものの、このスコピエ⼤のメンバーから
オペラの題名や内容について知ることはできなかった。さらに、⼀歩進んだ調査へと進
むには、切⻭扼腕の年⽉を暫く過すことになる。



ルーツ探索の執念
   昭和47年(1972年)〜昭和50年(1975年)

 ウ ボイにとりつかれた男がいた。軽部 潤（昭和28年卆）である。
彼は、こんどは世界合唱祭のビヨーギ監督に対するアプローチを試みることにし
た。 ビヨーギ⽒から、新⽉会（関学グリークラブＯＢ会）杉⽥理事⻑（昭和16年
卆）にウ ボイのピアノスコアが届いたのは、昭和47年夏の終りだった。

 ピアノスコアは、ビヨーギ⽒の友⼈（ユ
ーゴスラビア⽶国⼤使館員）が⼊⼿したも
のであった。
 早速、グリークラブの楽譜と照合してみ
たが、リズム・メロディー・ハーモニー
は、ほとんど同じ。歌詞は、あちこちスペ
ルが違っていた。残念なことに、歌詞の発
⾳や意味、そしてオペラの内容は全くわか
らなかった。

【トンネルの向うに明かりが】

 ここに、強⼒な助っ⼈が、登場する。語
学に造詣の深い軽部の友⼈、渡部 尚（昭和２９年卆）である。
渡部も軽部も、仕事に追われていた。軽部は、しばしば東京へ出張する渡部に「東
京出張のときは、こんど開設されたユーゴ⼤使館に⾏ってもらえないか」と頼みこ
んだら、快くひきうけてくれた。渡部は、ユーゴ関係の⼿引書を３冊も英国から取
り寄せて研究を開始。

  昭和５０年１１⽉、渡部は、ビヨーギ監督が送ってくれたスコアを持って⼤使
館の⾨をたたいた。クルシカパ⽂化担当官が応接し、英語でジェスチャーをまじえ
て丁寧に教えてくれた。

  『ユーゴスラビア社会主義連邦共和国には、六っの共和国があり四っの⾔語が
使われているが これはザグレブ市を⾸都とするクロアチア共和国で主に使われて
いるセルボ・クロアチア語である』

  クルシカパさんは、ウ ボイの歌詞をこう解説してくれた。 これで、ルーツ探索
上の⼤きな疑問の⼀つが解けた。⻑いトンネルの向うに明かりが⾒えてきた。全容
解明まであと⼀息だ。

《註》
セルボ・クロチア語︓ かってのユーゴスラビアでは、ローマ字とキリル⽂字のど
ちらでも表記できるセルボ・クロチア語が 主要な⾔語であった。
（cf. ビジュアル・ワールド・アトラス）



本場のウ ボイを聴いたぞ︕昭和51年（1976年）

 本家本元のオペラ全曲が⼿に⼊った︕ 昭和５１年７⽉のことである。⼤使館の
クルシカパさんは、前々から頼んでいたオペラのレコードを故国で⼿に⼊れて、東
京へ帰任していた。渡部は 早速、軽部に届けた。

《オペラ全曲のレコードの内容》
題 名 歌劇「ニコラ・シュービッチ・ズリーンスキー」 三幕8場
原 作 テオドール ケルナー  作 曲 イヴァン ザイツ
作 詞 フーゴ バダリッチ
指 揮 ミラン ザックス
合唱指揮 スタンコ シュミニッチ
演 奏 ザグレブ・クロアチア国⽴歌劇場 独唱者・管弦楽団・合唱団
発 売 ザグレブ ユーゴートン・レコード

作曲 イヴァン ザイツ 作詞 フーゴ バダリッチ

 １９１９年にチェコ軍兵⼠からもらった、あのときから５７年。本場のウ ボイ
を初めて⽿にした軽部の胸中は、察するに余りある。

 再び、クルシカパさんに会った渡部は、改めて歌詞の意味について⾊々と質問し
た。クルシカパさんはレコードの 解説書を読みながら、親切に答えてくれた。

 かくて、歌詞については、英訳の決定版が完成した。しかも、その出典、背景か
らオペラの全容に⾄るまで判明したのである。ルーツ探索の旅は、⻑くてきびしか
った。
 しかし、また登るべき次の峰が⾒えてきた。オペラ全曲の楽譜を⼿に⼊れたい、
オペラをザグレブで観劇したい、いまに残る史跡を訪れたい、そして⽣まれ故郷で
ウ ボイを歌いたい等々、探索の旅はまだまだ続く。



クロアチアの忠⾂蔵 オペラ紹介とウ ボイ和訳

 歌劇「ニコラ・シュービッチ・ズリーンスキー」は、１５６６年の８⽉２０⽇か
ら９⽉７⽇まで19⽇間オスマン・トルコの⼤軍と戦って壮烈な戦死をとげ、クロア
チアを救ったシゲット城の太守ズリーンスキーの史実に基づいた国⺠的な英雄物語
である。

 クロアチアの⼈たちは、終幕のウ ボイに⼿拍⼦して熱狂する。これほどの⼈気は
「さしずめ、クロアチアの忠⾂蔵だ」と１３年後に観劇の機会を得た軽部の弁。

歌劇のあらすじ

 ⼤国オスマ・ントルコは、ウイーン攻略の鍵となる
クロアチアのシゲット城を⼿中に収めるべく3万の⼤
軍で取り囲んだ。1566年8⽉のことである。 トルコ
軍は降伏を勧告するが、ズリーンスキー太守は断固、
拒否する。
 対峙と⼩競合いの後、トルコ軍は総攻撃に打ってで
る。

 太守の愛娘イェレナは、許婚の⻘年将校ユラニッチに、もはやこれま
でと死をもとめ許婚の⼿にかかる。
 ズリーンスキー太守とシゲット城の勇⼠たちは、城⾨を開け放って敵
陣の中に決死の突撃をする。

 激戦だったシゲット城

戦場へ（U Boj)

いざ征かん刃ふるい ⾒せばや我が最期
町を焼く戦⽕せまれり 敵の声四囲にみつ

戦わん刃かざし 雄叫び敵をのむ
ズリーンスキーに別れを告げ つわものよ いざいでゆかん

来れ 我が敵
⽗なる祖国よいざさらば ⺟なるふるさと さらば

攻めくる敵を 屠りさらん
おのこ等征かん 美し祖国のために
銃砲もとどろに 海をも裂けよと

これみよわが⼿に するどき刃のきらめき
銃砲もとどろに 刃もするどに
雄叫び⾼らかに いざゆかん

（略）
雄々しく猛けびて ⼼ふるいたち＜戦場へ＞

（以下略）
敵陣に突撃する城兵

和訳︓ 渡部尚  （昭和29年卆）
意訳︓ 浅野昭太郎（昭和25年卆）

 



ありがとう︕ミルナ ポトコヴァッツ
   昭和53年（1978年）〜昭和55年（1980年）

 「ミルナとはじめて会ったのは、彼⼥が⼤阪外国語⼤学⽣のときだった」 軽部
は、⼿記で語る。テレビの海外取材番組を⾒ていて、流暢な⽇本語を話すユーゴの
留学⽣にひかれた。そして、とうとう会うことができた。 昭和５３年１２⽉のこ
とだった。

 ミルナは、オペラの「ニコラ・シュービッチ・ズリンスキー」を知っているばか
りでなく、オーケストラのヴァイオリニストとして 出演したこともあったとい
う。彼⼥に資料収集などの協⼒を依頼したら、快く承知してくれた。

 昭和５４年１⽉グリークラブ・リサイタルに、ミルナは⼀⼈の⼤男を連れてき
た。彼の名はヴェリメル ドゥミチッチという。 ザグレブ・アカデミー合唱団のバ
リトンとしてオペラに何度も出演したとのこと。アンコールで⼀緒に歌いたいとい
う。
 新⽉会員にならんで彼もステージに登った。幕が下りて、みんな、ウ ボイのふ
るさとの⻘年と共に歌えた喜び の握⼿をかわした。

【ミルナの献⾝的な協⼒】

 ミルナは、熱⼼だった。1年半にわたって、次のような献⾝的な⼒添えをしてく
れた。

歌劇「ニコラ・シュービッチ・ズリンスキー」の上演100周年記念プログラ
ムの提供（初演は1876年11⽉4⽇）
歌劇全曲の指揮者⽤ピアノスコアの提供（ザグレブ市内を探しまわるが⾒つ
からず実家のものを提供）
「シゲット城の町は、今はユーゴスラビアとの国境近くのハンガリー領のセ
ゲド市」とのレポート
オペラ全曲のＬＰレコードの提供
その他、100点を超す資料の提供

←新⽉会の招きで来⽇のミルナさん⼀家
  (平成6年6⽉) <右から2⼈⽬がミルナさん
>

 やがて、彼⼥の帰国の時が来た。(昭和55年6
⽉)
 それから1年後、国営船会社ユーゴラインの⼀
等航海⼠と結婚、⻑⼥モラナが⽣まれた。 ミル

ナは、国⽴劇場オーケストラのヴァイオリニスト、⽇本語教室の開講そして島崎藤
村の 「破戒」をクロアチア語に翻訳するなど、⽇本通の才媛として⼤活躍。 思え
ば、ミルナはルーツ探索の旅にとって、⽋かせない素敵なパートナーだった。 そ
して帰国後も、何かと協⼒を惜しまなかった。 彼⼥との縁は深い。ルーツ探索の
旅のフィナーレには、この佳⼈が再び登場してくれるのである。

 



ウ ボイの故郷へ
   昭和63年（1988年）〜平成元年（1989年）

 ルーツ探索のフィナーレは、オペラ全曲の⼊⼿後、１３年⽬に思いがけなくやっ
てきた。昭和６３年春、グリークラブは、ウイーン・フィルの本拠であるウイーン
楽友協会ホールから招待演奏の機会を受けた。 この快挙をきっかけに、ウ ボイの
故郷を訪ねよう、との気運が盛りあがった。各⽅⾯への渉外が始まった。

 ミルナから早速、嬉しい便りが届いた。ザグレブ（クロアチアの⾸都）ではでき
る限りのお世話をしたいと 有難い申し出である。平成元年（１９８９年）２⽉は
じめには、現地の新聞が送られてきた。

←「ウ ボイを⽇本⼈が歌う
時」の⼤⾒出し

ユーゴﾞ最⼤のクロアチア語
新聞・ヴィスニクの半ペー
ジ扱い
（1989年1⽉29⽇号）

・関⻄学院グリークラブのために、オペラハウスはオペラの特別上演
を予定。
・1919年に始まるウ ボイの不思議な物語の紹介などの記事が掲載さ
れている。

【オペラ⾒学破格の扱い】

 新⽉会の有志も、現役の後を追ってウィーン経由ザグレブへ出発。
ザグレブでは、ミルナと愛娘とがホテルで待ってくれていた。その⽇はオペラ⾒学
の予定。
旅程に合わせ、オペラハウスのご厚意の上演である。

 「オペラハウスの場⻑ヤンコさんが『ウ ボイを70年も歌い続けているグループ
からお⾦は頂けない』といってくれた」と ミルナは早速、報告した。そのうえ
「バルコニー席を100席分も、もらってきた」という。 この破格の扱いに⼀⾏は
感激した。

１９８９年３⽉１７⽇。ああ、わが ウ ボイは、⼤歓迎をうけて、７０年ぶりのお
⾥帰りができた︕

  いよいよ、念願のオペラ⾒学。 終幕の⼤団円のウ ボイに⼿拍⼦だ。 救国の英
雄ズリンスキーの突撃に客席はもう感動のルツボである。

歌劇を上演したクロアチア国⽴劇場→



ふるさとでの献唱 平成元年(1989年）

クロアチア⾳楽院ﾎｰﾙでU Bojを歌うグリークラブと新⽉会
＜ザグレブ 1989年（平成元年）3⽉18⽇＞

 故郷への旅のフィナーレは、誕⽣の地でチェコの兵⼠とグリークラブの先⼈に思
いをいたし、感謝のウ ボイを捧げたクロアチア⾳楽院ホールでの演奏会である。
その⽇は、⼣⽅からの⾬が夜になって本降りになった。開演まじかになっても出⾜
が悪く客席はまばら。

 新⽉会の⽊下団⻑（⽊下百太郎・昭和16年卆・物故）は、客席にとどまること
にした。同⽒は、その時の感想を会報で述懐した。以下はその印象的なくだりの要
約である。

私は客席のど真ん中に座った。今までに何百回、何千回と歌ったり聴いてき
たどのウ ボイよりも、すばらしかった。泣けて泣けて もう、たまらなかっ
た。

⼥房のそばに⼆⼈の⽼婦⼈が近づいてきて、たどたどしい英語で話しかけた
そうだ。「この歳になって、こんな素晴らしい演奏会、はじめてです。な
ぜ、もっと宣伝しなかったのですか」

ミルナさんは、ザグレブから遥か遠くに住んで、多忙な⽅なのにほんとによ
くやってくれた。開演前なんかは、責任を感じ泣きながら右往左往している
姿を、私はこの⽬で⾒ている。我々は、ミルナさんに⼤いに感謝せねばなら
ぬ。

 感激してくださったザグレブのご婦⼈、ʻMastery for Serviceʼの⼼いきを教えて
くれたミルナ、そして、来しかた最⾼のウ ボイだったと感涙にむせんだＯＢ。
ウ ボイは、その⽣まれ故郷でまた、７０年前の神⼾のあの時のように、国境を超
えて⼼と⼼を結ぶ⾳楽の⼒強さ、献⾝的な奉仕の尊さ、そして感謝・報恩の⼤切さ
を再び教えてくれたのである。



エピローグ
  このかくも不思議な縁

 庄野英⼆⽒（児童⽂学者・元 帝塚⼭学院⼤学学⻑・物故）は、⾳楽之友社の
「⾳楽展望（昭和４７年２⽉号）」に《ウ ボイ覚書》と題する⼿記を発表されて
いる。

 第⼀次世界⼤戦に於ける⽇本軍シベリア出兵のあたかも落し児のごとく、チェコ
軍輸送船の台⾵避難、下関沖での座礁、 神⼾への回航、チェコ軍の逗留、そして
関⻄学院グリークラブとの交流など、偶然がつぎつぎと偶然を呼んで、このウ ボ
イと いう名曲がもたらされたことについて、先⽣は次のように述べられる。

「⼈間の想像を遥かに超えた神様の尊いおはかりごとであると、私は
その不思議な縁にただただ感嘆久しくする ばかりである」

 ウ ボイのルーツ探索のきびしくて⻑い旅は、結局はこのことを我々に教えたか
ったのだろうか。

 １９９９年（平成１１年）は、１８８９年（明治３２年）に関⻄学院グリークラ
ブが誕⽣してから、ちょうど１００年である。１９１９年（⼤正８年）にウ ボイ
との邂逅、１９８９年（平成元年）にはその⽣まれ故郷への演奏旅⾏、そして１０
０周年の１９９９年。 ウ ボイは、８０年にわたって１００年の歴史のなかに息
づき来って今⽇なお、光彩を放っているのである。

  多くの先⼈達は、そして我々もまた、この名曲を介して⼈々との感動的な出会
いを享受してきた。その中から、かもし 出された⾒えざる、量り知れない⼤いな
るものの⼒にも⽀えられて、関⻄学院グリークラブは記念すべき１９９９年を迎え
るのである。

  このかくも不思議な縁の歴史の中で⽣かされている、との思いを深くすると
き、感慨ひとしおのものがこみあげてくる。

この⼩冊⼦の編集のもとになったのは、関⻄学院グリークラブ８０年
史（部史発⾏委員⻑ 浅野昭太郎⽒・昭和２５年卆）と軽部潤⽒（昭
和２８年卆） の永年にわたる執念の集⼤成である諸資料（⼿記、プ
ログラム、録⾳テープ、切抜など）である。豊富な史実、的確な着
眼、そして滲みでる情けの細やかさに圧倒されつつ、「ウ ボイのル
ーツ探索物語」のダイジェスト版を⽬指したが ⼒およばず汗顔の⾄
りである。ご⾼覧の上、叱正いただければ望外の幸せである。

1998年（平成10年）10⽉
Ｓ３０年卒業 ⽮島 康弘



『参考』付録１

クロアチア（CROATIA）とユーゴスラビア（YUGOSLAVIA）  

▲第⼀次世界⼤戦前のクロアチアは、オーストリア=ハンガリー帝国下のハンガリ
ー王国のなかの⾃治王国。

▲旧ユーゴの国家的版図が決まったのは、第⼀次世界⼤戦後の１９１８年。「セル
ビア⼈・クロアチア⼈・スロベニア⼈王国」 という名前の統⼀国家を形成した
が、１９２９年国王が独裁制を布告し「ユーゴスラビア王国」と改称。

▲第⼆次⼤戦後、東欧諸国に共産政権が続々と成⽴し「ユーゴスラビア社会主義連
邦共和国（旧ユーゴ）」となる。

▲この旧連邦を構成した６共和国のうち、南東部のセルビア、モンテネグロ、マケ
ドニアおよびボスニア・ヘルツェゴビナはかつて、オスマン･トルコ帝国の⽀配を
受けていたのに対して、北⻄部のスロベニアとクロアチアはオーストリア=ハンガ
リー帝国の⽀配下にあった。セルビアなどにはバルカンやイスラム⽂明の影響が残
り、クロアチアなどには⻄欧やキリスト教⽂明の痕跡が明瞭。

▲１９９１年、スロベニアのほかクロアチ
ア共和国も加わって独⽴を宣⾔。連邦軍が
両共和国へ侵攻し内戦に⼊る。

▲１９９２年、連邦政府の中核にあったセ
ルビア共和国⾃体が連邦解体を阻⽌できな
いと判断、モンテネグロ共和国とともに新
しい「ユーゴスラビア連邦共和国（新ユー
ゴ）」を樹⽴。

▲マケドニア共和国も、１９９１年独⽴宣
⾔。１９９３年に国連加盟。

▲ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国は独⽴宣⾔するも、内戦の修羅場となる。１９
９５年末、パリ和平協定の調印。



『参考』付録２

チェコ（CZECH）とチェコスロバキア（CZECHSLOVAKIA）

▲チェコ⺠族とスロバキア⺠族は９世紀に⼤モラビア帝国という統⼀国家に統合さ
れていた。

▲１０世紀、ハンガリーがスロバキア地⽅を侵攻し⽀配下に⼊れる。

▲封建国家として独⽴したチェコ地⽅は、神聖ローマ帝国に皇帝を送り込むなど、
ボヘミア王国として栄えたが、１６２０年から１９００年初頭までオーストリアの
⽀配下に⼊る。

▲第⼀次世界⼤戦の混乱と国境の変動を経た１９１８年、チェコとスロバキアは約
千年ぶりに統合し、チェコスロバキアとして 独⽴。

▲１９６９年、両⺠族のミゾ克服できず、チェコ共和国とスロバキア共和国からな
る連邦制に移⾏。

▲１９９０年、国名を「チェコならびにスロバキア共和国」として、それぞれの共
和国の権限強化が実現。

▲１９９３年、チェコ共和国、スロバキア共和国がそれぞれに独⽴。

以上


