
It's a sound that is loud and constant here during 
the hot summer months. The sounds of cicadas who 
fill the air with their music. I have been told it is a 
nostalgic sound, and in my time living here I have 
grown to love the cicada songs. 

But they are a restless experience. It is an 
experience, in some ways of the transience of life. 
All too soon, the cicada songs fade away, and this 
is a sobering thought. Perhaps it reminds us of our 
own transience. It makes me want to travel. August 
too, is the time for Obon, and a time for restless 
souls to travel. 

I wanted to write about the Gozanokuribi festival in 
Kyoto, which I was fortunate to see this year. It is a 
festival of Light, and a festival of Fire. It is a festival 
where five mountains are lit with fire for Obon. 
Probably you all know, during Obon, the spirits of 
deceased family members return to visit this world. 
The fires are a sending-off (okuri) of the spirits 
as they return. It is a beautiful symbol, of light in 
darkness. And this year, we remember those lost in 
the tragedy up north.

 We arrived two hours early to find a place to sit 
to see the Daimonji , and already there were many 
people waiting to watch. We were lost in a sea of 
people, . But as it came time to start, everyone fell 
silent. We all watched in silence, and in that silence 
we were one family. Together, we all remember, 
and we all watched as the fires burned. 

It is good to remember the things we have lost, and 
so too, do I think I begin to understand the nostalgia 
of the cicadas here.

　蝉の鳴き声が絶え間なく響き渡り、暑い夏を物語ってい
ます。まるで音楽が流れているように辺り一面に響きわた
る蝉の鳴き声。私がここで過ごす時間は、郷愁漂う蝉の鳴
き声を愛でながら、成長していきます。

　しかしそれは人生の束の間の経験です。何事も風のよう
に速く過ぎ去り、蝉の声も少しずつ静かになっていきます。
こんな季節は、冷静に物事を考える時間が取れるでしょう。

　時間はあっという間に過ぎ去ってしまうということに気
づくと、限られた時間を使って、旅行に出たいという気持
ちになりました。お盆に旅行をしようと、わくわくした気
持ちになってきました。
　
　今回は京都の五山送り火祭りについて書きたいと思いま
す。今年、ラッキーなことに光と火のお祭りを見ることが
できました。これは、お盆に５つの山に火を灯すお祭りで
す。多分、皆は知っていると思いますが、お盆には、家族
の亡くなられた方の魂がこの世に戻ってくるといわれてい
ます。火は再び、冥

め い ふ

府にかえる精霊を送るという意味を持
つ、暗闇の光の美しいシンボルです。今年、東北での悲劇
で、多くの命が奪われたことを覚えています。

　私たちは大文字を見るために２時間前に到着しました。
しかし、もうすでに多くの人たちが待っており、人の多さ
に迷子になってしまいました。始まる時間が迫ると皆、静
かになり、その静けさの中、すべての人が大文字の火を眺
めました。その静けさはまるでみんなが１つの家族になっ
たようでした。その後、花火も上がりました。

　その夜、迷子になったこともまた旅の良い思い出です。
蝉の鳴き声の郷愁を少し理解できたような気がします。

Sacred Fires and Cicada Songs
精霊の送り火と蝉の鳴き声

Nate’s Compositions−ネイトのつれづれ   

▲五山送り火 ▲人の多さに迷子になりました


