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お せっかいが 社 会 を 変 え る

佐藤 友美子 さん（サントリー文化財団上席研究フェロー）

－おもしろいこと
の芽を発掘する仕
組みとは何でしょう
か。
若 い 人 やおもし
ろいことを 考 えて
いる人を応援する
ことです。
でもね、
こ
れが簡単ではない。
今どきの若い人は
貸し借りを負 担に
感じる。昔のように
世話になって当たり前、借りは将来返せばいい、
と中々思えない。仲間うちの関係も難しく、
自分
の殻の中に閉じこもってしまう傾向もあります。
私はこれから必要なのは、大人が彼らに対し
て、
もっとおせっかいをすることだと思ってい
ます。別に、有名にしてやろうとか、出世させよ
うとか思っているわけではなくて、おもしろそう
だから、私も入れて、何かさせて、
ということ。大
人だから出来ることって結構あります。人を紹
介したり、場を設定したり。少し後押しをするこ
とで、伸びたり、広がったりすることがあると思
う。そんなおせっかいが蔓延すれば、関西にあ
る芽を世界に発信していく、その第一歩になる
ように思います。
－しかし、食っていく必要があります。
おもしろいことが、経済的にも成り立つ循環をつくる必
要があります。
まず芽をみつけ、発信し、それを地域で支え
ることで、そこにいる人が楽しくなる、活気のある地域がで
きあがるという循環です。地域の企業も協力しなければい
けないのですが、
これはメセナとかボランティアということ
だけでなく、企業活動との接点を上手に見つけることが必
要です。
でも、循環作りは始まっています。若手アーティストに
ギャラを払ってキャッシュカードを作ったり、作品をインテ
リアとして使ったり、
ウィンウィンの関係が上手く行ってい
る事例もすでにあります。
関西スクエアでも、芽を発掘し発信してほしい。会員の
交流も大事ですが、それとともに、会員が「自分が大事だと
思うもの」
「おもしろいと思う人」
を紹介する媒体にしてはど
うでしょうか。

～「関西から世界へ」のこつ～

－関西スクエア発足は1998
年。佐藤さんは第1期企画運営
委員でした。12年たち、関西の情報発信力は
たかまったのでしょうか。
発足当初、全国区の情報を発信していくこ
とを目的とした。
しかし、残念ながら現実的に
はそうなっていない。東京シフトは止まってい
ないですね。関西にはおもしろい人はたくさん
いる。
でも、関西ではたべていくのはたいへん
です。離れたいわけではないが、食べてゆくた
めには出て行かざるを得ない。拠点は置いて
いても東京に出稼ぎにいく、
という状況は続い
ています。
関西には創造的な仕事をする人を支えてゆ
く力がないのかな、
と思います。いろんな人が、
文化が大事だと力を入れたり、起業家を応援
したりといろいろとやっているんですが、
どう
もうまくまわっていない。
－やはり東京には金があり、刺激的だという
ことでしょうか。
決してそうではない。確かに、大阪から何か
を言っても、東京の人達には「地方都市がな
に言ってるんだ」
と見られているのは感じます。
でもね、
「東京はつまらない」むしろ
「地方の方
がおもしろいモノがある」
と東京の編集者から
は言われます。大都市あるいは都市の真ん中
が中心だとすると、いまはフリンジ（外辺、すみっこ）におも
しろいものがうめこまれている。
うめこまれているものを発
掘して発信していくことがたりないですね。
私が携わったサントリー次世代研究所（08年3月活動終
了）でリポート
（「共立のデザイン」研究会報告書・08年2
月）をつくり、十日町市（新潟県）、富山市、金沢市、京都市、
大阪市、神戸市、西宮市（兵庫県）、松山市、長崎市など18
の事例をとりあげました。街作り、
アート、乗り合いバスなど
の営みです。
今年、瀬戸内国際芸術祭がとても注目されましたね。
こ
れまでは芸術祭というと愛好家が行く、
というイメージでし
たが、行ってみるとちょっと違いました。
アート会場でよく見
る若い尖った人たちだけでなく、普通の人というのか、女
性グループや家族連れが、気軽に来ているのに驚きました。
アーﾄをきっかけに、島巡りや島のゆったりした空気を楽し
んでいる。面白いことがあれば、多少不便でも人は行きます。
人々は面白いものを求めているな、地方に目を向けてい
るな、
これまでとは違う価値に気付き行動しだした、
と感じ
ました。

さとう・ゆみこ 51年生まれ。暮らしと文化のありようを
研究。著書に
『成熟し、人はますます若くなる』など。
朝日 21 関西スクエア

2011.1 （1）

会員の2 0 1 1 年 抱負（ 50音 順 ）
足田 八洲雄（エコノミスト）
昨年は、政治・経済・社会、
どの面でも期待が裏切られる
ことの多い年でした。2011年は、すっきりとした年になって
ほしいと思います。個人的には「年金制度論」の公表を考
えていますが、
どのような形になるか判りません。

阿部

和子（音楽企画あべぷらん代表）

市川

禮子（きらくえん理事長）

社会福祉法人きらくえんは、2011年全個室ユニットケ
アの特養ホーム「KOBE須磨きらくえん」の建設を開始しま
す。以後6～7年計画で同敷地内にケアハウス、保育園、学
童ホーム、障害者支援事業、高齢者・障害者の就学の場づ
くり、研修事業等、
ノーマライゼーションの実現に向け歩を
進めたいと思っています。

私は歌、夫は合唱と朗読指導、娘はストレッチとダンス
井上 重義（日本玩具博物館館長）
を、2010年5月オープンした自社カルチャー“わのわ”を中
心に教えているが、来年はますます忙しくなる見込み。私
2010年は時事通信社の依頼で「ふるさとの玩具」
と題す
の国内外音楽交流の旅も、1月のベトナムから、
クロアチア、 るコラムを毎日執筆。仕事に追われて時間の余裕がありま
国内旅行など企画満載。夏には中米コロンビアへパリ在住
せんでした。2011年は大勢の方とお会いして、博物館冬
のオーケストラ指揮者の長女のコンサート鑑賞に行く。
の時代脱却のお知恵をお借りする考えです。夏から秋には、
「ちりめん細工」
と
「ふるさとの玩具」関係の2冊の本を出
版の予定です。
荒井 正三（あらい太鼓持事務所）
リーマンショック以来、お座敷遊びも激減している中、太
鼓持ちにチラリと本音を覗かせる旦那様方のお話は、91
年以来のデフレが、いよいよインフレへ転換する年と見て
おられるようです。私も、最低の生活確保を優先し、農業や
漁業の人達と縁を結び、良い人とのネットワーク作りに励
んでいます。

池田 順一（あんどシステム監査役）
高血圧が薬を飲まないで、元気に回復できるまでに、改
善されますよう柿酢や玉葱茶を飲んでいます。無農薬で玉
葱を育て、
グラム4円以下で買える様にしたいです。世界最
高の塩と私が評価している沖縄塩：ヌチマースの値段以下
で、
この価値ある玉葱皮を買えるようにしたいです。

石井

万寿美（まねき猫ホスピタル）

11年は、
ウサギ年。
ウサギのように、
ピョンピョン跳んで
前進したいものです。小動物臨床をしていますので、彼ら
の声に耳を傾けます。人間社会と同様に、ペットの世界も
いまや高齢化社会。認知症、心臓病、腎臓病、がんなどの病
気が増えています。ペットたちはシニアになっても快適な
生活を送ってもらいたいものです。

石村 由起子（くるみの木代表）
奈良では遷都千三百年祭も終わり、静けさを取り戻す事
と思います。
自分自身が住む所が良くなるように、
というの
はもちろんですがその前に、創業27年を迎える自身の会
社を今一度見直し、いろんな垢を取り除き、今後も着実に
歩み続けられるようにしたいと思っています。
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井上

章一（国際日本文化研究センター教授）

41歳からピアノをはじめました。以後14年間すこしず
つレパートリーもふえています。2011年は、念願のジャズ
バージョンによる鉄腕アトムへ、いどみたい。
ビル・エバン
ス風のアトムをものにしようと思っています。ゆとりがあれ
ば、
これも念願のワルツ・フォー・デビ夫人を完成させたい。

上原

恵美（京都橘大学教授）

世の中全体が暗く沈滞ムードに包まれている昨今、一転
するためには芸術の力が必要と改めて感じている。2010
年は瀬戸内国際芸術祭やあいちトリエンナーレ2010に参
加したが、いずれも地域を活性させる大きな力となってい
た。
フランス・ナント市のラ・フォル・ジュルネも東京以外の
金沢やびわ湖ホールで大成功した。
このような働きをなん
とか続けるよう微力ながら応援したい。

枝元

一三（日本新聞教育文化財団コーディネーター）

NIE（教育に新聞を）の拡大をめざす。

岡田 康伸（京都文教大学教授）
心理臨床関係の国家資格が、検討されてきているが、い
よいよ山場がくると思われる。いろいろな世界、分野で、特
に政治で、ぶれる、無責任な人が多いなかで、筆者はぶれ
ることなく、信念を通せるように、心を引き締めていきたい。
京都文教大学が大学として、恥ずかしくない大学として改
革していきたい。

岡本

三夫（岡本非暴力平和研究所所長）

岡本非暴力平和研究所は2011年に創立5周年を迎えま
す。
これを記念して講演会は当然ですが、
「国際共通語エ
スペラント」入門の講演会を開催します。強力な軍事力を
背景にして拡がった英米語と違い、国家的背景のない人
工語のエスペラントは容易に学ぶことができる平和と人権
の拡大・普及のための国際語です。

要

宏輝（元連合大阪副会長）

私の「連合大阪言論圧殺裁判」は裁判所の和解勧告に
よって終結、10月21日、朝日新聞「大阪市内版」
と関西テレ
ビが報道しました。
（報道はhttp://kaname.news.coocan.
jpにアップロード）。
「山雨来たらんと欲して風楼に満つ」
（不安が世を蔽い、変化や改革への期待が拡がる）時代、
労働者と自分自身のためにもう少しがんばってみます。

河内 厚郎（文化プロデューサー）
阪急「西宮北口」駅に接続したビルにある「西宮市大学
交流センター」
で『阪神間のライフスタイルと文化』を講義
しています。西宮市内にある10大学（短大を含む）の学生
が受講できて単位が取得できるというシステムとなってい
ます。一般市民も聴講可。約30人ほどの生徒がおり、終了
後は喫茶店へ繰り出します。

川嶋 みほ子（ロゴ代表取締役）

16年勤めた出版社が社長の急逝で閉鎖し、やむなく独
立して丸8年。今日の私があるのは、人の縁と健康に恵まれ
たお蔭と痛感しています。
ただし、
どちらも失うのは一瞬で
（岩井コスモホールディ
ングス社長）
沖津 嘉昭
あることを肝に銘じ、感謝の心を忘れず、背伸びせず、悔い
2010年4月16日、岩井証券はコスモ証券で買収。7月1
日に岩井コスモホールディングスという持株会社を設立、 のない1年にしたいと思います。趣味の水泳は年間200km
が目標です。
証券界における新しい動きとして注目された。今年は岩
井・コスモ両証券会社の経営統合にむけ最大の努力を行
京大病院小児科ボランティアグループ
神田 美子 「にこにこ
い、大いなるシナジー効果を発揮できるよう邁進したい。
トマト」代表

（

香川

孝三（大阪女学院大学副学長）

日本の政治・経済が世界の中で、その影響力が低下して
いる。それをくいとめるためにアジアの中で日本の役割を
果たせるためのルートとして「東アジア共同体」構想の実
現をめざしていくこと。

角野

幸博（関西学院大学教授）

関西の都市再生プロジェクトが正念場を迎えるにもかか
わらず、めざすべき都市空間像が見えません。人口減少・
高齢社会における都市・地域空間のすがたを、
とりわけ
「都
市文化の再生」
という視点から、引き続き考えていきたい
と思っています。

金持

）

2010年は、
「にこにこトマト」の15周年記念の年でした。
5年おきの記念事業をした経験では、翌年は活動の巾が広
がり、
また流れが早くなります。小児病棟に子どもの成長を
促す「楽しく豊かな時間」を提供するこの活動の見本がな
いこともあり、その変化を精一杯楽しもうと覚悟？ いや期
待をしています。

金

永子（四国学院大学教授）

韓国の多文化家族や外国人に対する支援について研究
を深めたいと思っています。
また、
「在日コリアン高齢者生
活支援ネットワーク・하나（ハナ）」の活動を広げていきた
いと思っています。

伸子（日本福祉大学名誉教授）

私の2011年の仕事は、阪神・淡路大震災被災者の次の
世代が、自立して市民生活を営むには何が求められるか
を明らかにすること。大震災後、継続してきた被災者の生
活調査は、未だに商店や中小零細企業の働き手の厳しい
暮しを映し出している。災害多発国として避けては通れな
い課題である。
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金

真須美（作家）

混迷の時代です。経済や心の病、韓半島問題等、暗い
ニュースが多いです。が、活字の力は、大きく時代を造りな
おし、又、再生へと導いてくれる、
と信じたいです。私自身は、
暗い世の中だからこそ、力強い作品を発表していきたく思
います。文学の持つ可能性を信じ、新作を発表していきた
く思います。

楠見

晴重（関西大学学長）

2009年関西大学学長に就任した時に、関西大学を高度
な機能を有する
「ハブ大学」
を目指すと申しましたが、経済
的にも、文化的にも世界をリードするアジア・太平洋地域の
ハブ大学として機能させます。具体的に優秀な留学生を多
く受け入れること、世界、国内各地との大学、研究機関等と
交流を進めて行きます。

黒田 睦子（奈良まちづくりセンター理事）
日中関係が緊迫する今、市民レベルの民際交流と対話
を大事にしたい。中国福建省アモイの華僑大学建築学院
教授との出会いから11年、
まちづくりのテーマでシンポジ
ウムや情報交換を続け、違いを認めつつ相互理解を深め
ている。2011年4月には華僑大学で中日シンポジウムを開
く予定である。

河野

朗久（河野外科医院理事長）

五十歳となる2011年、人生五十年と言われた時代を生
きた百歳になる美女を在宅診療で診ている自分。第2ラウ
ンドの五十年の始まりとなる年に彼女と同じように健康に
美しく生きる工夫を考えたい。そして、未来の子どもたちが
楽しく健康で美しく生きるために自分が果たすべき役割を
考えたい。

小島

勝利

6年前から、中国語を勉強している。NHK文化センター
や立命館大学孔子学院に通っている。中国語検定試験は
3級までは合格したが、2級受検で悪戦苦闘している。73歳
にもなると、長文のヒアリングが難しい。
しかし、来年は何と
か合格し、中国一人旅を目指したい。

坂和

章平（弁護士）

5年越しの課題であった景観法の本をやっと脱稿！ 国立
マンション事件と鞆ノ浦事件、京都市眺望景観創生条例と
芦屋市での全市景観地区指定という刺激の中で完成させ
たが、景観法への国民的関心は不十分。観光立国を定着
させ少子高齢化の中で日本が生き残っていくためにも、本
書の普及が今年の課題だ。
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更家

悠介（サラヤ社長）

世界は今大きく動いています。
この大変化の中で、我々
も変化していかねばなりません。変化を恐れず、チャンスと
して捉えるよう、頑張りたいと思います。サラヤは、2011年
には、ボルネオの緑の保全に加え、
ウガンダのBOPビジネ
スにチャレンジします。大阪では、
ワン・大阪運動の実現に
協力します。

島田 博司（甲南女子大学教授）
神在月にゼミ旅行で、平成の大遷宮中の出雲大社に参
拝。
その折に偶然、大社から松江の宍道湖岸を走る一畑電
車を舞台に
「RAILWAYS」を撮影した錦織良成監督からお
話を伺う機会があった。
そこで、痛感したことは、
「観光地を
破壊せずに郷里島根をPRする方法」。心に留めておきたい
こととなった。

白鳥

正夫（文化ジャーナリスト）

戦後66年目を迎える新年。1944年生まれの私の人生と
重なる。四国の田舎に育って貧しくも父母の優しさは忘れ
ない。そして安保やベトナム戦争の影も…。いま豊かにな
り平穏な世の中になったが、足元は無縁社会が浸透し私
生活主義が蔓延する。経験を活かし、故郷の再生や文化活
動で社会との絆を深めたい。

鈴木

洋子

今秋37年勤務したコープこうべを退職いたしました。多
くの組合員さんの様々な「愛と協同」の活動に出会え共に
歩めたことが大きな財産です。
これからは、住教育支援の
活動をはじめ、若い世代を応援することに力を注ぎたいと
思っています。

高田 昇（立命館大学教授）
「大きな夢」を語るより、小さくても確実な夢をみんなが
共有し、それを重ねていくことが大切な時代と思います。私
のできることはコミュニティーガーデンの輪を広げ「人と自
然」
「人と人」
「人と地域」のつながりをつくること。そのため
「ガーデンブック」の出版を通じて、
メッセージします。

高橋

英子（大阪21世紀協会大阪文化力編集チーフ）

トリニダード・トバゴでサンバ大会に再び挑戦。前回は、
ヨシモト美容番長シルクさまの正装のごとくビキニとかぶ
り物にひるんだわが肉体。今年は、美顔ローラーで全身
マッサージ。50歳をはるか過ぎてもいてつく太陽のもと南
米の女性たちに混ざって踊り競いたく･･･。

谷口

吉正（サンプロダクション代表）

6、7年前から京大ボート部員の1年間の記録をビデオに
残す仕事をしていますが今年こそ戸田ボート場で行われ
る日本学生選手権で優勝し、
ビデオ便りの1ページを飾っ
てほしいと想っています。瀬田で行われる朝日レガッタの
撮影にも毎年行っています。

チョン・インキョン（京都精華大学非常勤講師）
理不尽な理由で人々が生きる権利を害されない世の中
になれることを願いたいです。

辻井

栄滋（立命館大学名誉教授）

2010年3月末をもって24年間奉職しました立命館大学
を定年退職しました。同年4月1日から名誉教授の称号を
頂き、
さらには特任教授として今しばらく教育・研究を続け
ることになり、早9ヵ月が経ちます。新年には日本ジャック・
ロンドン協会名古屋支部も立ちあげ、計4つの支部の勉強
会へ飛び回ります。

土井

勉（京都大学大学院特定教授）

私が2010年10月から所属している
「安寧の都市ユニッ
ト」は医学と都市工学が融合して、健康や安全・安心を
ベースに豊かな都市空間の形成に関して教育・研究を行
う出来たての組織です。2011年には、都市政策の新しいあ
り方に関する発信を京都から世界に向かって行いたいと
考えています。

土居

年樹（天神橋筋商店街連合会会長）

行政も政治も縦型。高層マンションはその典型だ。縦型
社会が人社会を犯している。自殺が増え母子の情愛が薄
れるのもこのせいだろう。環境浄化は関係浄化だと思う。横
型社会をとり戻そう。落語に出てくる長屋。私の商店街は正
に横型社会だ。今年も天神橋筋の活性化に取り組む思い
は変わらない。

戸塚

豊田 英三（ユタカ交通社長）
2011年は抜本的な企業改革を推進する年にしたいと
思います。デフレ基調のまま地方経済は低空飛行を続け、
観光業はLCC台頭により国内旅行から海外旅行へのシフ
トが加速する状況にあります。地方の中小企業が生き残る
には経営努力から事業領域と経営資源を見直し創業し直
す時期と感じています。

永井 ひろし（イラストレーター）
格調高く切れ味鋭い写真を撮ることで知られる知人のカ
メラマン氏（62）が「最近仕事がなくて･･････」
とこぼして
いました。私も同様なので「じゃあ、仕事をつくって出版社
へ売り込もう」
というわけで、経験を生かしてガイド本づくり
を目指しています。

仲尾

宏（京都造形芸術大学客員教授）

一段とかまびすしくなってきた「ナショナリズム」鼓舞の
風潮は世界と日本の未来に無益無用どころか、人間の叡
知に対する冒瀆である。マスコミもそのことに対して重大
な責任を負っている。1930～40年代の過ちの道を再びた
どろうとしている。
この風潮に対して、声をあげつづける。

中村

順一（平安女学院大学客員教授）

2011年は、日本にとって大きな岐路になると思う。緊急
な対応も重要であるが、同時に、日本の将来を中長期的視
点で考えようという雰囲気が盛り上がることが肝要である。
これまでとは異なる新しい位置付け、それに向けて何をな
すべきかを自分なりに考え、発信していきたい。

中村 よお（著述家・音楽家・ラジオパーソナリティー）
音楽、文筆、
ラジオ･･･その他様々な活動を続け、形にも
してきました。
これらを次なるセカンドステージに持って
いき、
トータライズされた活動を行いたい。“完成”というの
はおこがましいにしても、次世代、次々世代に伝えていくこ
とも含め、美しいフィニッシュの仕方も視野に入れながら
やっていきたい。

難波

利三（作家）

明るい世の中でありますよう！！

悦朗（国際人権法政策研究所事務局長）

2010年は「韓国併合」100年の運動に取り組みました。
しかし、やり残したことがいくつかあります。第2次日韓協約
（1905年）や日韓併合条約（10年）の不法性についての
研究は進んだものの、
日本の法律家は沈黙し続けています。
2011年はこれから100年のはじまりです。
日本は変わり始
めることができるのか？ 見極める年です。
朝日 21 関西スクエア
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西島

宏（シー・エヌ代表取締役）

大阪市天王寺区下寺町に應典院という、小劇場として
運営されているお寺があります。
「應典院寺町倶楽部」
とい
う会員制度で運営しており、本年6月に会長及び劇場プロ
デューサーに就任しました。近年の大阪の小劇場演劇状況
はやや沈滞気味です。若い才能や気力が持続し開花する
仕掛けを考えたいと思っています。

丹羽

雅雄（弁護士）

2010年度の大阪弁護士会副会長に就任し，会務に明け
暮れする日々を送っています。法曹人口増加問題，司法修
習生の給費制問題，貧困・生活再建問題，裁判員裁判の課
題など検討課題は山積みです。弁護士・弁護士会は，真に
公共的利益を担い切れているのか。
この問いに，引き続き
向い合って行きます。

野澤 あおい（ライター）
取材3年目の青森・八甲田山の湯治宿、酸ヶ湯温泉。
「名
物・酸ヶ湯温泉（仮）」第1弾として人間くさいエピソードの
数々をより多くの方々にご紹介させていただけたら、
と思っ
ております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

野田 正人（立命館大学教授）
日本の中にも格差が明らかになり、特に子どもにもその
影響が強く出ていると感じる。関西でも、子どもの貧困への
大切な施策である就学援助の水準が低下している。貧しい
自治体の貧しい家庭の子どもほど、貧しい未来しか描けな
い。教育と福祉をむすんで、
この状況を改善する学校ソー
シャルワークに期待。

服部

等作（広島市立大学教授）

私自身の夢は、
ここ十数年すすめてきた国際学術調査
（文部科学省科学研究費）
・ヒマラヤをとりまく少数民族
文化の総括をすすめ、社会と国際貢献の年としたい。そし
て学生に夢を実現できる教育を推進したい。
あらゆる領域
で学生をはじめ社会人の就職が深刻な状況にある。学生
を元気づけたい。

早川

和男（日本居住福祉学会会長）

研究に終わりはないが、一応の区切りはある。主著『空間
価値論』
（勁草書房、1973）の続編『生活空間原論』
（東京
大学出版会）早川著作選集全8巻（藤原書房）の、11年中
の刊行を目指す。尚、1月に早川編『日本の居住貧困―母
子・子育て、高齢障害者・難病患者の住まいから』
（藤原書
房）が出る。

樋口

隆康（泉屋博古館名誉館長）

大学には、それぞれ特徴があります。それをお互いに理
解し合って融合することが大切です。朝日新聞は、その融
合を助ける活動をお願いします。
朝日 21 関西スクエア
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飛田 雄一（神戸学生青年センター館長）
昨年は「中央アジアのコリアンを訪ねる旅」にでかけまし
たが、旅心が年々つのっている気がします。今年は、行った
ことのない台湾や夏恒例の神戸・南京をむすぶ会フィール
ドワークでは海南島を訪ねたいと思っています。はまって
いる自転車では四万十川を下りたいなあ、などと計画中で
す。

平林

幸子（京都中央信用金庫専務理事）

内憂外患の日本。我々が目指してきた未来像とは相当違
う気がする。還暦を越えて「老婆心」を発揮し、行儀の悪い
若者を正し、権利意識の強い人たちをたしなめ、
ささやか
る世直しをしていきたい。
まずは自ら、他人に迷惑をかけ
ず、
日常をていねいに生きること。

福井

栄一（上方文化評論家）

拝金主義の大波にのまれることなく、
「つんとせず、
しゃ
んとする」
をモットーに、講演芸を磨いていきたい。

藤本

裕子（メディアプロデューサー）

かつて
「K．Y．」
と言う造語が若者たちの間で流行した。
こ
れは「空気が読めない」
という場違いな人を揶揄する言葉
であった。今は「空気に流されない」
ことこそ大切である、流
行語なら
「K．N．」
とでも言おうか、自分の考えをしっかり把
握し行動に責任を持つべきだ。その為には不断の勉強が
大切である。

堀江

珠喜（大阪府立大学教授）

5年前から府下ではいわゆる教養英語を教えてきた私で
すが、改組にともない、女性学のほうに所属が変わること
になりました。
もともと英文科出身ではあれ、英語教育専門
ではなく、
これまでの執筆や講演は女性の生き方に関する
ことが多かった私ですので、今後はエレガントフェミニズ
ムを目指します。
・

彭

・

・

・

・

飛（京都外国語大学教授）

修士課程、博士課程の院生育成に全力投球しています。
今年は日本語と中国語の比較研究の本を数冊出版する予
定です。

政井

孝道

妻の病死で、後ろばかり振り向いてきた余生を、前に戻
すことができるのか。5年たってやっとそんなことも考える
気持ちになり始めましたが、
さて。前ばかり見てきた人生の
あとで、後ろを振り向くことの味わいの深さ、幸せも知った
今、前に行くとは本当はどういうことなのか、そんな旅にな
るでしょう。

（ NPO法人知的人材ネットワーク）

松田 卓也 あいんしゅたいん理事

山中

康裕（京都ヘルメス研究所所長）

カワンセラーを名乗って7年目になる。日本では石狩川、
釧路川から、西表島の仲間川まで100カ川、世界では、ナ
イル、
ミシシッピ、揚子江など数十カ川を巡ったが、今年は、
アマゾンやオリノコ川にも赴きたい。地球環境がどんどん
と悪化し、人間の心が切れギレになっている。何とか本も
のの自然を取り戻そう！！

山根

成人（ひょうご在来種保存会代表）

死と向かい合う年令になり、何を伝えたらいいのか、悪
神戸大、同志社大、甲南大でコンピュータ、天文学、相対
いのかの判断を明確にする。
若い人たちの成長にどれだ
性理論を教えています。
「あいんしゅたいん」が京都大で親
け“こやし”となれるか。己の存在性は極力控える。
子理科実験教室を開き、小学生42人に理科実験をさせて
います。秘密科学研究所を作り、
タイムマシンの研究をし、
山村 恒年 地球環境と大気汚染を考える
相対性理論の本も執筆しています。
全国市民会議代表理事

（

）

混沌としている現行の政治と行政のシステムについて、
正義の法システムのあり方を提言することを考えている。
タテ割の法律の欠陥を法横断的に、正義の観点から分析
長引く不況、貿易自由化問題、安全保障問題など日本を
し、実践する理論を提言したい。行政の病理現象を行政心
とりかこむ環境はますます厳しいものになるだろう。
こんな
時だからこそ、長期的視野をもって情況を考えていきたい。 理学の観点から是正する法理論をシステム的に、法倫理
の面からも分析したい。

松野

明久（大阪大学教授）

的場

悠紀（弁護士）

湯浅 俊彦（夙川学院短期大学准教授）
満76歳にもなると
「賭ける想い」
も
「抱負」
も格別ありませ
2010年は「電子書籍元年」
と騒がれた年であった。
しか
ん。1日1日を「生きてるなあ」
という実感を持って過ごした
し、電子出版をメディア史の中で位置づける試みは数少な
いと思っています。
スポニチの競馬欄に、
弁護士的場悠紀の
「出版コンテンツデータベー
「勝ってみせます」
というコラムを13年間書いていますが、 い。2011年は「電子書籍」から
スの有償アクセス」へ本格的に移行する年になるだろう。
このコラムを続けることが私の元気の素になってます。
電子出版をめぐる出版界と図書館界の利害調整をテーマ
に研究を進めたい。
三木 秀夫（大阪弁護士会副会長）
2010年4月、大阪弁護士会の副会長に就任し、会務に専
念しています。司法改革が一定の方向で進みましたが、民
事司法や検察のあり方などの諸課題が残っています。市民
目線を大事にしながら、更なる改革に取り組みたいと考え
ています。NPO、公益法人制度についても、注視していきた
いと思っています。

安田 雪（関西大学教授）

ヨシトミ ヤスオ（京都精華大学名誉教授）
ボクがこれまで何十年も毎年に賭ける思いはやはり世
界が平和である1年です。残念ながら一度と実現しなかっ
た夢ですがまた来年も念じることにします。人間らしいゆっ
たりとした時の流れを生きていきたいと思っています。そ
んな環境をすべての人々の上に平等に行き渡らせる方法
なんてないのでしょうか。

関西で「社会ネットワーク分析」の研究会をたちあげる。
つながりの研究を始めてからちょうど25年にあたるこの機
会に、3年前関大に着任して以来、長らくの休業状態だった
研究会を復活させたい。人間関係、SNS、組織間関係等に
ついて、実務家・研究者・実践者が集い、分野をこえて語る
場に育てたい。

薮下

義文（シダックス経営企画本部担当部長）

「縮小社会」の必要性を説きたい。環境行動の帰結から
だけではなく、膨張する政府や自治体がもはやこのままで
は機能しえない、
といった視点からです。論文が完成したら、
関西スクエア誌面で一部紹介したい。

朝日 21 関西スクエア
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「龍馬」への共感、新しい年への希望つなぐ
木津川 計

雑誌『上方芸能』発行人

わかる。
「主題は、いま尽きた。
その死をくわしく語ることは、
もはや
一方の坂本龍馬、その人気は傑出した構想力によるとこ
主題のそとである。
竜馬は、
暗殺された」
（
『竜馬がゆく』八）
ろが大きかろう。幕末の志士たちが展望し得なかった倒幕
慶応3年11月15日の夜、坂本龍馬は盟友・中岡慎太郎と
以後、大政奉還なった新時代を龍馬は構想していたので
共に京都河原町三条下ル醤油屋・近江屋で幕府見廻組6
たお
ある。
それが「船中八策」に他ならなかった。
人の白刃の元に斃れた。33歳であった。
わけてもその第二策「上下議政局を設け、議員を置きて、
NHKの大河ドラマ
「龍馬伝」が好評裡に終った。
さわやか
万機を参賛せしめ、万機よろしく公議に決すべき事」
を評し
な福山雅治が終始行動的に描かれた。並行して香川照之
て司馬さんは次のように述べた。
の事業家に成長する岩崎弥太郎がドラマの奥行きを深め
デ モ ク ラ シ ー
「この一項は、新日本を民主政体にすることを断固として
た。武田鉄矢の勝海舟、近藤正臣の山内容堂に存在感が
あった。
規定したものといっていい」
高知が観光で潤い、龍馬関連の催しも各地でにぎわった。
ところが、明治が構築したのは、
「民主政体」
とはほど遠
のっと
平均視聴率は関西地区で19.5％、関東地区では18.7％だ
い大日本帝国憲法に則った天皇の名による専制政治であ
った。
った。♪うれしがらせて、泣かせて消えた・・・・・・、
という歌
NHKテレビ全国放映の視聴者実数は視聴率×100万人
の文句はまた、歴史的転換を果たした民主党政権への失
ともいわれるから、毎日曜1900万人ほどに見せたとなると、 望とも重なるのである。
その影響はやはり大きい。坂本龍馬の人気は高まり、今年
国民生活を守るに何をしたいか、が見えない内閣に、朝
の「上司にしたい偉人」
「お酒を一緒に飲みたい歴史上の
日の編集委員・星浩氏は朝刊一面（10年11月23日）
でこう
人物」
でもトップといわれる。
書いた。
むろん龍馬だけの力ではないが、260年の幕藩体制を
「政権が死に体になっていく道筋も見えてくる。
『打って
ひっくり返した維新回転の大事業、その中心的人物の一人
出る』姿勢を失った時は、かつて揚げた『奇兵隊内閣』の看
が坂本龍馬であったこと、疑いをいれない。
板は下ろした方がよい」。
その通り、
と私もうなずく。
幕末の動乱を
『竜馬がゆく』全8巻（文春文庫）
で書き尽く
龍馬と民主党人気はパラレルであっただけに、
「龍馬の
した司馬遼太郎は次のように記している。
死」は、
あるいは民主党の「死に体」
を実際の死に追いやる
「『薩長連合、大政奉還、あれァ、ぜんぶ竜馬一人がやっ
結末の始まり、
とみてよかろうと思うのだ。
たことさ』
と、勝海舟がいった」
（八）
と。
「龍馬伝」の最中、朝日新聞は次の見解を大きく伝えた。
「龍馬伝」の最終回、終末近く龍馬が回想する。切腹を命 「龍馬にしがみつくのは成熟拒否の表れ」
「それは龍馬と
じられた土佐の偉才・武市半平太の面影に龍馬が語りか
いう青春にこだわることであり、幼稚さの表れでしょう」
（10
ける。
「武市さん、新しい日本には志を持ったもんがおらん
年10月5日）
と語ったのは、
よく知られた関西の精神病理学
といかん」
者である。
暗殺の直前にも龍馬は中岡慎太郎に「（新しい国は）志
この方の文明、世相評に教えられてきた私だけに、
この
のある者みんなでつくるがじゃ」
と語りかけていたのだ。
見解は驚きだった。
もっとも、
この見解中の「龍馬」を「民主
去年、高まった坂本龍馬の人気は、実に
「志」を持った風
党」に置き換えると、皮肉にも痛烈な民主党支持者への批
雲児への共感だったのだろう。
その共感は、戦後60年に及
判になる。
ぶ自民党支配を覆し、時代閉塞の行き詰まりを打ち破ろう
しかし、
「龍馬伝」に見入り、
しがみついた1900万人が
とした人たちの民主党への期待と重なっていた、
と私には 「人格的に未熟」で「幼稚」であったとは思えない。三島由
思える。
紀夫、開高健、石原慎太郎、大江健三郎らが、注目作でデビ
なにしろ昨年の参院選マニフェストでは、一般会計と特
ューしたのはみんな二十代で、世代を超えて読まれた。浅
別会計の総予算を組み替えると公言された。一昨年の衆
田真央や斎藤祐樹に拍手を送ったのも同様である。
院選では、ムダを削減し、16.8兆円を捻出、主要施策の財
私は担当するNHK毎週の「ラジオエッセー」でこの精神
源にすると約束したのだ。
病理学者への反論を述べた。
「青春像への賛歌は、歌う人
総予算の組み替えが実現するなら構造的改革といって
の精神の青春が失われていないことの表れです」
と。
よい。戦後二度目の「青い山脈」を、あるいは見られようか。
龍馬がドラマでしばしば語った「みんなが笑うて暮せる
♪古い上着よさようなら／さみしい夢よさようなら・・・・・・。 世の中をつくるがじゃ」が、たとえ夢にせよ、共感された昨
そう歌える新しい世の中を願う人たちの手で民主党政権
年に私は今年への希望をやはりつなぐ。
は誕生したのだ。
よく知られたサミエル・ウルマンの詩句「人は理想を失う
一つの党が獲得した議席数としては過去最多の308議
とき老いるのである」を思い起こして、私はまだ老いたくな
席、比例区の得票でも政党名の得票として、やはり過去
い、
と思っているのだ。
（きづがわ・けい）
最高の2984万票、いかに国民の期待が大きかったかが
朝日 21 関西スクエア
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３Ｄ写真は幕末時代からあった

は安政4年（1857）、
市来四郎など薩摩藩
の若い研究者たちが
ジェームズ・キャメロン
撮影した藩主島津斉彬の肖像写
監督の『アバター』のヒット
真だった。斉彬は藩の科学者た
以 来、3 D 映 像 が 大はやり
ちを主導して銀板写真技術の研
で、カメラやゲーム機、テレ
究を推進させたが、藩主を継い
ビなどの関連新製品が次々
だ島津忠義も無類の写真好きで
と発売されている。3D写真
あった。彼は最後の藩主となった
の原型といえるステレオ写
が、
フランスから輸入された暗箱 薩摩藩最後の藩主 島津忠義
真（立体写真）は、両眼視差
カメラやステレオカメラ、慶応末 （尚古集成館所蔵）
に基づく二 眼 式の表 示 方
にはイギリス留学の藩士から送られてきた暗箱カメラを愛
法だが、その原理は写真術
用していた。
イギリスのチャールズ・ロウセルが1864
幕末から明治時代にかけて彼が写した島津家の人々や、
年に特許をとった折りたたみ式ステレオ の発明以前から知られてい
スコープ（1870年ごろ）
た。1840年代にイギリスの
鹿児島をはじめ各地の風景写真が残されているが、その
サー・チャ―ルズ・ホイートストーンによって発明されたス
中にステレオカメラによる立体写真が多く含まれているこ
テレオ写真は、
フランスの光学機器商デュポスクが商品化、 とは、案外知られてないかもしれない。
ステレオカメラによ
ふ う び
1851年のロンドン万国博覧会で公開された。
る写真が多いのは、立体写真がこの時代に一世風 靡した
ステレオ写真の撮影には、わずかにアングルが違うふた
という背景にあったからである。忠義が撮影したステレオ
つのレンズがついたカメラが使われた。
できあがった10㌢
写真やカメラは鹿児島市の尚古集成館が所蔵しているが、
四方程度の小さな2枚の写真をステレオスコープと呼ばれ
後藤和雄ほか
る装置で見ると、画像が重なり合い、立体的に見えるという
編『 読 者 所 蔵
仕掛けだった。
ステレオ写真はサイズが小さく安価だった 「 古 い 写 真 」
ため、1860年代には爆発的ブームになった。
このブームは
館―幕末から
写真趣味の一分野として定着、少なくとも一世紀にわたっ
昭和へ』
（ 朝日
て継続したのである。若い世代にとって3D映像は新しい技
新聞社1986
術と思われがちだが、実はステレオ写真の歴史は日本でも
年）にもステレ
古く、幕末時代にさかのぼる。
オ写 真 3 枚 が
日本に銀板写真カメラが渡来したのは嘉永元年（1848） 収められてい
島津忠義が撮影した立体写真「鹿児島・磯邸からみた
で、長崎の商人、上野俊之丞がオランダから輸入したもの
る。
桜島」尚古集成館所蔵（後藤和雄ほか編『読者所蔵「古
い写真」館』1986年・朝日新聞社）
だった。
そして日本人が日本人の撮影に最初に成功したの
京都フォト通信主宰の大塚努さんから

日本の大学生活では、様々な国から来た学生たち
との出会いがありました。中国、ロシア、アメリカ、台
湾、ベトナム等々。朝鮮族のボーイフレンドのいたロ
シア人学生は、彼の如何にも亭主関白な気質に呆
れていました。ベトナム人学生とは、参戦したことで
韓国にも問題を残したベトナム戦争について語りま
した。今でも色んな外国の方と、割と自然に話ができ
るのは、
その時の経験に負うものが大きいと思います。
今の日本の外交は、学生時代に接した日本人学生
の反応のように、
どこかきごちない感じがします。益々
距離の縮んでいく国際社会。個人対個人の付き合
い同様、肩の力を抜いた外交も必要だと思います。
しかしその前に、地球規模の視点から日本の進むべ
き方向や担うべき役割を、明確に示すことが必要で
はないでしょうか。政権交代の真の意味はそこにある
ような気がしていましたが…。
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1月23日に3回目を迎える日本ペン
クラブ・追手門学院共催セミナー

て図書館の役割について取り組んでいくことが
必要ではないかという問題意識からです。みな
夙川学院短期大学准教授の湯浅俊彦さんから
さまのご参加をお待ちしております。
2002年9月7日、日本ペンクラブ言論表現委員会主催の
講演＆トークセッション「電子書籍と図書館―日本ペン
シンポジウム「『激論！作家ＶＳ図書館』
どうあるべきか」
クラブと日本図書館協会の意見」
が東京・日本プレスセンターで開催され、公共図書館での
日時：2011年1月23日
（日）14:00～17:00
ベストセラー本の複本購入問題が論議されました。その後、 会場：追手門学院大阪城スクエア（大阪市中央区大手前
複本購入の実態調査が日本書籍出版協会と日本図書館協
1-3-20）
会によって実施され、
「実感」ではなく、
「実態」に基づいた
http://www.otemon-osakajo.jp/
結果をもとに図書館での複本購入問題は収束していくこと
第1部：講演
になりました。
「電子書籍事業の進展と図書館―日本ペンクラブはこう
それから8年経った2010年は「電子書籍元年」
といわれ、
考える」
出版業界はもとより図書館界でも電子書籍が普及すること
山田健太氏(日本ペンクラブ言論表現委員会委員長）
による影響が話題となりました。著作権者の権利、
グーグ
「電子書籍と図書館の役割―日本図書館協会の考え方」
ル、
アマゾン、
アップルによる書籍全文データベースへのア
松岡 要氏(日本図書館協会事務局長）
クセス権の問題、国立国会図書館に関する論議が沸き起
第2部：討論
こったのです。
パネリスト：松岡 要氏、山田健太氏
とりわけ国立国会図書館による所蔵資料の大規模デジ
中西秀彦氏（中西印刷専務取締役、日本ペンクラブ言論
タル化と納本制度審議会による電子納本制度導入の答
表現委員会委員）
申は出版関係者の強い関心を惹き起こしました。それは
高畑悦子氏（追手門学院大学附属図書館事務長）
2008年4月に国立国会図書館長の長尾真氏が提起した
司会：湯浅俊彦氏(夙川学院短期大学准教授、日本ペン
「公共図書館の新しいビジネスモデル」
（ いわゆる「長尾
クラブ言論表現委員会副委員長）
構想」）
とも大きく関連しています。
定員：400名(先着順）参加費：500円（当日受付）
そこで今回の関西でのセミナーでは「電子書籍と図書
申し込み方法：ホームページ（http://www.otemon館」をテーマに文学と図書館のあり方について、日本ペン
osakajo.jp/）にてご確認ください
クラブと日本図書館協会のそれぞれの主張を出し合い、討
問合せ：学校法人追手門学院大手前センター（TEL06論することにしました。反目でも馴れ合いでもなく、真摯な
6942-2788）
議論を通してこれからの文学作品の流通・利用・保存、そし

こんな話

新品3点

漫画家の河村立司さんから

昭和ヒトケタ時代。細い地道が谷筋にくいこむ村の小学
校でも、生徒はほぼ1千人近くいた。
ガヤガヤと冬休みに入
もち つ
ると、
どの家でも餅搗く音でにぎやか。当時、年令を問わず
「トシと同数だけ雑煮餅を食べて元旦を祝う」が常識（？）
だった。
だから大世帯は座敷いっぱいに搗いた餅を敷きつ
めるほどだ。
飼い猫も、
それを避けてヌキ足サシ足だった。
少年少女は
「よしッ、食うゾ」
と力んでいたが太った姉さんたちはイヤ
がった。
大晦日の夜、除夜の鐘も聞かず寝床に入るが頭が冴え
て寝つかれぬ。
アゴを枕にし目は3点に集中している。新し
げ た
た び
い鼻緒の下駄とピカピカの黒足袋、新しい学生服（金ボタ
ン付きだゾ）がキチンと座っている。2、3年も着たキリ雀で、
そで
鼻汁でテカテカの袖口、柿の木登り
（食い放題）
でボロボロ
ひじ すね
の肘、臑の破れは継ぎだらけ。そのいとしいボロ服と1月1
日早朝にキッパリ決別だ。ヘンな気持で、
ガキ少年ながら
眠れるわけがない。
元旦より、前夜の半分くすぐったい歓喜のほうが、鮮明に
思いだせるものだ。
朝日 21 関西スクエア
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『在日コリアン辞典』刊行

編集委員会代表で大阪市立大学教授の
朴 一さんから

とはいえ、歴史、人物、政治、経済、文化、ス
ポーツ、風俗など多様なジャンルを網羅したあ
今から20年前の1990年8月、大阪国際交流センターで
る程度まとまりのある辞典を作成するためには、学会のメ
開催された第3回朝鮮学国際学術討論会に韓国、北朝鮮、 ンバーだけでは無理である。辞典の編集作業をきっかけ
日本、米国、欧州など14か国から1000人を超える学者・研
に、学会メンバーを含め100人を超える学者・研究者・ライ
究者が集まり、
コリア・スタディーを専攻する研究者の国際
ターの方々に協力を依頼し、玉稿を提供していただいた。
的な学術交流を目指す国際高麗学会の創設が高らかに宣
ただ「金日成」や「帰国運動」など、項目によっては、韓国
言された。それから20年間、2年に1度のペースで大阪、ハ
と北朝鮮で評価がまったく異なるものもある。それを誰が
ワイ、
ソウル、瀋陽、ロンドンなど開催都市を移し、国際学
書くか、
どう記述したらよいか、編集委員会としては何度も
術討論会を実施してきた。
また、それぞれの支部でも、学術
壁にぶちあたることも多かった。
しかし、書かないわけには
大会や研究会をメーンとする活発な研究活動が行われて
いかないので、項目によっては一つの項目を複数のライ
きた。私が会長を務める日本支部も、多くの人々に支えら
ターが担当し、対立する評価を併記してもらうなど、苦肉の
れ、創立20周年を迎えることになった。
策を講じた場合もある。
日本支部では、学会創立20周年を記念して、5年前から
ともかくも、
この辞書を刊行する意義を受けとめ、お金に
『在日コリアン辞典』の作成・出版に向けた準備を進めて
ならない私たちの提案に快く応じてくれた執筆者の先生方
きた。日本が韓国を併合して始まった在日コリアンの歴史
には頭が下がる思いである。
とりわけ編集委員会に参加し
もこの2010年で100年という節目を迎えたわけだが、在日
ていただいた先生方にはたいへんなご苦労をおかけした。
コリアンの100年の歩みを網羅的
5年間にどれくらい編集委員会が開かれただろうか。
おそら
に記録した辞典類は、今のところ存
く小委員会も含めると50回くらいにはなるだろう。
タイムリ
在していない。日本支部の中心メ
ミットの今年は、朝早くから集まって、夜遅くまで850項目
ンバーに在日コリアンの学者・研究
の原稿を何度も何度も読み返す日々が続いた。
しかし今に
こんぱい
者が数多く存在していたこともあり、 なって思うと、疲労困憊しながらも、一冊の辞典を100人を
こうした学会の人的資源を活用し、 超えるメンバーが力を合わせて作り上げることができたこ
学会として何か今後のコリア・スタ
とは、私自身にとっても、学会にとっても大きな財産である
ディーの発展に寄与できる仕事は
と思っている。
ようやく出版にこぎ着けたこの辞典が、研究
ないかと考え、
『在日コリアン辞典』 者のみならず、できるだけ多くの人に読まれることを期待
の作成を思いたったわけである。
したい。
（明石書店刊、税込み3990円）

『かわいいだけがウサギじゃない』
を出版

今回の『かわいいだけがウサギじゃない』
では、
日本人なら
誰でも知っている
「ウサギとカメ」、
「因幡の白ウサギ」、
「か
上方文化評論家の福井栄一さんから
ちかち山」の3話と、それぞれの後日談3話、
あわせて6話を
新著『かわいいだけがウサギ
収録しました。
じゃない』
（技報堂出版、税込み
構成は次の通りです。
1260円）を、
このほど上梓致しま
●ウサギとカメ
（原話）
うんちく
した。次年の干支獣に関する蘊蓄
●ウサギの復讐
を本にする「十二支シリーズ」も、 ◎因幡の白ウサギ（原話）
今年で5冊目です。
◎白ウサギの恩返しの恩返し
これまでに、
『イノシシは転ば
○かちかち山（原話）
ない』、
『大山鳴動してネズミ100
○ウサギに親を殺された子タヌキの仇討！
匹』、
『悟りの牛の見つ けかた』、
福井栄一のＨＰアドレスは以下の通りです。
『虎の目にも涙』を刊行済みです。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~getsuei99

関西スクエアのホームページ
会報とバックナンバーはPDFでもご覧いただけます。
「関西スクエア賞」の記事を載せています。
月1回の会報に間に合わない「お知らせ」も、必要に応じて載せていきます。インターネットの検索で
「関西スクエア」
と入力していただければ、すぐ見つかります。ぜひご覧ください。

ホームページアドレス

http://www.asahi.com/kansaisq/
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早朝ウオーキングの喜び

ので、残念だが、危なくて近寄れない。
私たちの住居は広島市が「アジア競技大会」
半年ほど前から
「早朝ウオーキング」を楽しん
のために開発・整備した広島広域公園に近く、
でいる。午前5時半から1、2時間のウオーキングで、妻との
広大な競技場の周辺は緑いっぱいの森林地帯に恵まれて
二人三脚である。最近は日の出が遅くなり、6時半過ぎの出
いる。家を購入したときには気づかなかったが、予想して
発が増えてきた。歩くのは深緑の丘陵だったり、すそ野だっ
いなかった「ボーナス」が舞い込み、住宅の付加価値が付
たり、住宅地だったりと様々で、いくつかのコースがある。 いたようなもので、ひそかにほくそ笑んでいる。森林地帯は
早朝の空気はさわやかで、気持ちがいい。夫婦間の会話も
地震のさいの逃げ場としても絶好の避難所だろう。
楽しい。
ジョギングをしている人たちにも会うが、70歳を超
奥深い緑の山野を眺めていると、心が「癒やされる」気
えた私たちには無理で、マイペースでゆっくり歩く。健康増
分になるのは単なる気のせいだけではないような気がす
進とボケ予防のために役立つと信じて歩いている。
る。
「みどり」にはそういう心理的な効果があるのではなか
鳥たちや虫たちは早起きらしく、丘陵やすそ野は鳥たち
ろうか。それに、妻は東京生まれだが、私は栃木県の山野
や虫たちの「音楽」に満ち満ちている。分けても甲高く澄み
に囲まれた小さな町に生まれ、少年時代は山野を駆け巡
通った音色で自己主張しているのはエンマコオロギのよう り、小川を遊び場として選び、小鳥や野ウサギを捕まえ、魚
だ。パートナーを誘っているのに違いない。鳥たちの声も
取りに余念がなかったもので、そういう昔を思い出させてく
千差万別だが、判別できるのはモズ、
メジロ、
ヤマバト、
カラ
れるのもありがたい。
スくらいで、名を知らない鳥たちの合唱も実ににぎやかだ。
私の少年時代はアジア太平洋戦争中だったから、楽し
自然が奏でるオーケストラだといっても過言ではあるまい。 い思い出ばかりではなく、空襲警報、防空壕への避難訓練、
植物たちも様々に背伸びし、競うように繁茂している。秋
学校での軍事教練、そして何よりも辛かった空腹を思い出
の季節だからだろうが、野花は少ないが、雑木林にはキノ
さないではいられない。あの戦争さえなかったならば、長
コ類がたくさん生えている。食用になるキノコも毒キノコも
兄や父母も死なずに済んだだろうなどと痛苦に満ちた暗
仲良く成長しているが、たちどころに両者の区別をつける
い思い出が噴き出してくる。
ことは難しく、即座に収穫して食べるわけにも行かない。他
深緑の青葉を眺め、
「早朝ウオーキングの喜び」をかみ
方、山栗が褐色に実り始め、イガが割れて果実が落下して
締めながら、戦争のない現在の平和な日本に生活している
いる。あいにく、近寄りがたい急斜面の雑木林に落下する
ことの幸せを改めて感じるのである。
岡本非暴力平和研究所長の岡本三夫さんから

自然は自然をもって制す

「地球に謙虚に運動」代表の仲津英治さんから
の作物を野生動物が摂取できるようになったからだそうで
2010年5月、琵琶湖のある滋賀県の湖西北部の朽木の
す。栄養事情が良くなれば、繁殖数が増えるには野生動物
山地に日本野鳥の会滋賀主催の探鳥会に出かけたところ、 も人間と同じです。そして農家に多大な被害をもたらして
山林が大変な状況になっていることを知りました。森の中
います。
いのしし
に入っても木々の分布がまばらなのです。松の木が少なく、
そしてもう一つ大きな理由があります。例として鹿、猪 、
他の広葉樹も少なかったように思います。そして大木の下
猿の天敵オオカミ
（狼）がいなくなったからでしょう。明治
にはアセビ
（馬酔木）などの低木を多数見かけました。探鳥
38年（1905）に最後の日本狼が確認されて以来、オオカミ
会を終え下山した折、滋賀県立「朽木いきものふれあいの
は絶滅したと言われています。鹿などはオオカミの獲物に
里」の管理者に疎林になった理由を聞いて驚きました。
なることはなくなったのです。私は生物の専門家ではあり
まず、
アカマツなど松類は、マツ材線虫に食われ、立ち枯
ませんが、自然界では天敵がバランスを保つと認識してい
れしたので伐採したとのこと。そしてナラ
（楢）類の樹木も
ます食物連鎖により、
自然は自然をもって制するのです。狩
わしたか
カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌に犯され、最近多
をする鷲鷹類も鹿は襲わないようです。相手にするには大
く立ち枯れし、
これらも伐採したとのこと。そして他の樹木
きすぎるのでしょう。滋賀県では7,000頭が限界のところ、
は鹿に食われ、
どんどん減って来て、鹿が餌としないアセビ
2万頭を超える鹿が生息していると推定されています。
など４種類の低木が残り、増殖しているからだと言うので
探鳥会、
自然生物関係の講演会などで、私はよく
「鹿の数
す。朽木の森の植相は、貧相化し始めているのです。
こうな
をコントロールするためにオオカミを放ってはどうか」
と質
ると野鳥をはじめ生態系に影響を与えないはずがありま
問したりします。
しかし、ほとんどの方は答えないか、慎重
せん。
この日の探鳥会ではサンショウクイをはじめ多くの野
な言い回しの返答が返ってきます。私の知る限り、鹿のよ
鳥が参加者を楽しませてくれましたが、やがて……。
うな草食動物は天敵がいないと食料の限界まで増え続け、
今、日本中の里山で、鹿、猪、猿が急増しています。理由
最後に急減して絶滅に至る場合もあります。
となると鹿の
は、昭和30年代からのエネルギー革命で、都市郊外、農村
天敵に人間がなるか、肉食動物にその役割を担ってもらう
地帯にもLPG（プロパンガス）が普及し、エネルギー源で
しかないのです。
もっともオオカミも海外のものを導入する
あった里山に人が入らなくなったことと、栄養豊富な田畑
しかありませんが。
朝日 21 関西スクエア
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関西が世界にほこれるブランド
とは何か？
あんどシステム監査役の池田順一さんから

した。
この企画は関西水ブランドの一画を切り
開くためにはじめましたが、ツアー実施の段階
でブランド化の可能な要素としてお茶にであい

ました。
京都府和束町への訪問は独自の和束茶ブランドで地域
この表題の問いについて最近、私は関心を深めていま
す。めまぐるしく変貌するグローバル環境の中で、鍛えられ、 への貢献を図ろうとする担当者の熱い思いに触れることが
でき、ホテルでのメニューの開発などで成功したことで、次
定着しつつあるテーマも見え始めているからです。
のステップへの模索を始めておられます。お茶のブランド
その1つは昨年取り組まれた水都のテーマでしょう。水に
化とは単に独自のお茶の流通をブランド化するだけではな
関わる文化と技術のブランド化が背景にあり、経済を動か
く、そこに茶道という日本の文化が関わってくるのです。
グ
す関西の基盤であることを可視化するチャンスを提供して
ローバル時代のお客を接待するときにさまざまな場の可
くれています。
「水と共生している」
というサントリーのブラ
能性が想定されます。茶道が形成されたといわれる16世
ンド戦略は食文化産業の関西ブランドの象徴ですが、近代
紀には、禅宗だけではなくキリスト教の大名もかかわって
京都の水辺景観ブランド形成も田中尚人氏の『関西の水
いたことが茶道のルーツにあるといわれ、それらの研究を
系基盤史』により明らかにされています。
インターシティ研
している人の資料によれば、キリシタンの聖餐式として用
究会ではこのような関西に蓄積された水ブランドの情報を
いられていたという解釈があり、
これは茶道のグローバル
蓄積公開するとともに、現場での体験評価をするために昨
なブランド化の課程でどのように扱われるのか私には、興
年は水都ブルーカップというオリジナルデザインの器をつ
味深い視点となっています。
くり関西の水技術を体験するマイナーなツアーを企画しま

死んでから残るもの

ひょうごの在来種保存会代表の山根成人さんから
私は毎朝ではないが妻と姫路城の裏でのラジオ体操に
参加している。そこには原生林もあり、木々がつくった新し
い空気があり、街中で汚されていた体が浄化されているこ
とを感じさせてくれ、気持ちいい一日を始めさせてくれる。
そば
体操が終わり、東側の石垣の傍を歩きながらいつも同じこ
とを思いながら歩くのですが、気がつけば不思議に同じこ
とが自分の心のなかで去来しているのです。
この石垣の大石はどこからどうやって運んできたのだろ
うか、
トラックもクレーンもパワーショベルもない時代に。
それにもかかわらず、見事な曲線を描きながら組まれた
石垣に見ほれてしまう。本体の城の下の基礎の部分だから、
表面には出ないが最も重要な作業である。それはともかく、
この大きな石を運ぶためにひょっとしたら何人かの人が生
命さえ落としているかもしれない。石垣全部に何人の生命
が費やされただろうか。その労務はほとんど強制されたも
のだっただろうと思う。強い権力の下に造営され、その下で
働き、名もなくひっそり死んでいった人々のことを思ってし
まうのだ。汗と涙とムチなくしては出来なかったと思う。富
と権力には反発を感じながらの人生だったくせに、その遺
産に癒やされている不条理も脳裏をかすめる。
「世界文化
遺産」にはこうした建造物がいくつもあるだろうが、逆に言
えばこうした強制力なくしてこんな立派な建造物は造れな
いとも言えるのである。
「文化遺産」そのものにも、社会にも、
そして自分自身にも不快な矛盾を感じざるをえない。
それにしても名もなく死んでいった人々は、400年も後
の人間の癒やしになっているってすごいことだなあと思う。
それに引き換え自分は何が残せるのだろうか？ 我々が残
すものはゴミや修理を重ねねばならない道路、つぶさねば

ならないビルや涙ほどのお金。
さもしくなってくる。何と哀
ざ ん げ
れな人生を生きてきたのだろう、懺悔以外の何もない自分
ふ び ん
かぎゅう
が不憫に見えてくる。蝸牛角上の人生をもっとましな生き
方はなかったのかと、その時は懺悔するのだが、町並みの
家に帰るとすぐに忘れ、罪を重ねる日常の営みに精を出し
ている姿に気付くのです。
ただ40歳を過ぎてから出合えた「農」の世界のなかか
らせめてもの言い訳に「種」なら邪魔にならないだろうか
と、昔から伝えられてきた「在来種」
という種の保存をライ
フワークにしてチマチマと生きている。免罪符にしているよ
うな後ろめたさはあるが多少救われることもある。
しかし今
や、種まで人間の力で操り、経済と権力の資材にしてしまっ
た。生命の糧の食料さえ
「お金」の原理を外せない今の人
類はますます心貧しく、衣食住、文学芸術に至るまでどんど
ん豊かさから外れていくのが目に見えてきた。そんな中で
は将来この城に匹敵するような建造物はとても出来ないの
ではないかと思う。
無名の石ころのように何も言わず、一遇に生かされ一遇
に没する――せめてこの世を害することのないように――
この集積が文化なのだろう。そうした没我こそが真の勇気
なのだと繰り返し叱咤するのだが……。それを感知できた
ときの生の喜びがあるのだと思うのだが……なかなかそ
うはゆかないねえ。
昨年の観月会の翌日
（これが名月だったが）
、昨夜のにぎ
わいがウソのような我々だけしかいない三の丸広場で、寝
転んで芝に戯れ、満点の名月と名城と銘酒に酔いしれた。
山頭火を思い出しもじって
どうしようもない自分が名月と飲んでいる
どこまでも雲を追う名月が早すぎる
朝日 21 関西スクエア
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かしわで

わが町天満、冬空に柏 手を
横井

正彦 （大阪本社代表）

話の接ぎ穂に、
「どちらにお住まいで？」
と聞かれることが
あります。
「天神橋筋の近くに」
とお答えします。
（ほんとの
住所は西天満なのですが、戦略的に四捨五入して）
「ほお。
あのうなぎ屋はご存じで？」
とか、
「先月、繁昌亭の
朝練で」
とか。大阪の人なら身を乗り出してくる。
これを糸
口に会話がほぐれて、心理的な距離が何センチか縮まるよ
うな気がします。
3回目の大阪勤務です。最初は神戸、次は芦屋と東進し
て、
こんどは大阪の真ん中に住むことにしました。
前回勤務の折、飲み屋の海の水先案内人になってくれ
た同僚の根城が、
このあたり。なじみの居酒屋もできて、そ
こから這ってでも帰れる距離でコンパスをあてて、住まい
を決めました。
（たまには新地でつぶれることもあるわなあ、
と二つの円が重なるあたりが西天満）
不思議な磁力をもった街です。
いくつもの顔がある。江戸期以来の市場があり、大阪天
満宮の門前町であり、日本一長いというアーケードがあっ
て、その裏には魔界のような飲み屋街が暗がりのなかに広
がっている。
これは議論のあるところでしょうが、大阪一と
いうお好み焼きとたこ焼きの店がある。
飲んでばかりいるわけではありません。朝のウオーキン
グは行きか帰りか、
この商店街を通ることにしています。土

居年樹さん
（07年度の当スクエア企
画運営委員）が陶器店の開店準備
をしていらっしゃる。切れ味抜群の
國重刃物店のショーケースをのぞき、
巫女さんが境内を清めている天満宮で手を合わせる。私
はお行儀が悪くてしませんが、近くに住む某エディターは
中村屋のコロッケをかじりながら出勤するそうです。古本
屋も増えてきて
（本紙既報）
、
日曜の楽しみとなりました。
にぎわうこの商店街も、天五、天六あたりは別として、ず
いぶんさびれた時期もあったと聞きます。それが土居さん
ら地元の人たちの意志とアイデアと努力で再生した。
土居さんがおっしゃっていました。
「商店街は商いの場だ
けではない、そのものが文化だ」
さまざまな人が行き交い、金物屋から豆腐屋さんまであ
り、辻々で立ち話が生まれる。上品ぶらないけど品があり、
大声で笑える寄席とため息をつく酒場があって、大阪の人
の心の片隅にいつもあるような、そんな街に、わが朝日新
聞もなれるといいなあ、
と思います。
けさも天神さんに寄って、冬空高く、ぽんぽんと柏手を
打ってきました。明けて2011年、みなさまのご健康と、関西
の隆盛と、当スクエアの繁盛を祈って。

（よこい・まさひこ）

事務局から

▽2011年新年号をお送りします。新年にちな
んで私が新企画「編集長インタビュー」
を始めま
した。毎号冒頭に掲載します。関西スクエア発
足から丸12年。スクエア活動にお世話いただいた方々の
お話を聞いて、
これからを考えていきたいと思います。
とこ
ろで、関西ってどこだろう、
と思うことがあり、いろんな人に
聞いています。岡山は「広島ばかり向いている」
という人が
いるかと思うと、
「いや、大阪や」の声も。徳島は「テレビが
関西といっしょで、四国だとは思ってない」
という極論めい
た意見も聞きました。関西の名所めぐりといってもどうもピ
ンとこんなぁ、
とか、関西新空港が便利だと思うのはだれ
なのか、
とかモヤモヤが広がります。
（冨永）
▽アサヒ･コムの「就活朝日」
というページの編集を担当し
ています。
「就活に効く？ 映画」
というコーナーでは、就職活
動に関係する？映画をマンガにして紹介しており、2010年
12月10日の第5回では、黒澤明監督の「生きる」を取り上
げました。冒頭、志村喬演じる主人公の「市民課長」につい
て、
ナレーターが「忙しい、忙しいと言いながら、
じつはこの
男、何もしていない。
この椅子を守ること以外は」
と紹介し
ます。痛い言葉ですね。
自戒を込めて、何度も観なおしまし
た。
「就活に効く？ 映画」のURLは http://www.asahi.com/
job/syuukatu/2012/movie/ です。
マンガの形なので、読
みやすいですよ。
ご覧いただければ幸いです。 （橋本）
朝日 21 関西スクエア
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▽国際的な学習到達度調査（PISA）の2009年の結果が
公表され、日本の15歳の「読解力」が、前回（06年）の15
位から8位に急回復したことがわかりました。03年調査で
8位から14位へと急落した「PISAショック」から6年。
ようや
く元の順位に戻ったことで、教育関係者はほっとしている
ことでしょう。その「読解力」の向上に大きな役割を果たし
ているのが、
「新聞を読むこと」
と言われています。新学習
指導要領の来年度からの実施に伴い、教科書には新聞が
多く登場します。
まさに
「新聞で学力を伸ばす」時代を迎え
たと言えます。新聞社としては、増え続ける
「新聞離れ」
「新
聞知らず」を嘆くばかりでなく、少しでも新聞を手にとって
もらえるように、魅力的な紙面作りを心がける必要がある
と思います。
（浅野）
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