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毎月１回10日発行

－大西さんには2009年の企
画運営委員を引き受けていた

だきました。
商社役員、漫画家、社会学研究者、生活協同

組合代表といっしょでした。いろんな分野のお
話がきけておもしろかった。京都国際マンガ
ミュージアムを訪問し、日本の漫画が欧米、ア
ジアの様々な国に翻訳されて、読まれている
のを知って驚きました。09年の委員の方とは
いまも連絡をとって、講演をたのんだりしてい
ます。

－スクエアは1998年に始まり、14年目に入り
ました。
（委員の名簿を見ながら）この13年で61人

ですか。これだけのOB・OGがいるんですね。こ
れは宝ですよ。活用しない手はないのとちが
いますか。

つねづね思ってたんですが、市民とのオー
プンセミナーというか、双方向で交流、意見交
換のできる場をもうけて、アイデア、情報の渦
というか、うねりのようなものにしていけない
でしょうか。

委員の経験者に集まってもらって、そのな
かでまずクローズな議論をする。「関西をどう
する」「大阪をどうする」とか、経済とか、文化と
か、いろいろとあるでしょう。まずは雑談ですね。
そのなかで、いろいろなテーマがでてくるので
しょうから、そのテーマを整理して、読者に参
加をよびかけるイベントを開催してはどうで
しょうか。委員のアイデアをもとに、それを市民に発信して
いくのです。

イベントの工夫が肝心ですね。パネルディスカッション
がよくありますが、これはよくない。数人のパネリストが壇
上にいて話し合うわけですけど、聞いているほうからすると

「上から目線」ですね。これだと、会場からは、なかなか意
見はいえないんですね。双方向にならないんですよ。

ラウンドテーブル方式というか、パネリストが向かいあっ
て座って、議論をする。そのまわりを、聴衆というか参加者
が囲むようにするのはどうでしょう。テレビの「朝まで生テレ
ビ」のまねですけどね、参加者も質問をどんどんするように
促すのです。ほかにもいい方法はあるかもしれません。

まぁ、まずは企画運営委員の同窓会を開いてはどうで
しょうか。そこで、みなさんで話し合って、いろいろ考えを出
し合うのはどうでしょう。

－関西スクエ
アという枠にと
らわれずに、朝
日新聞の外に出
て行くべきだ、と
いうことですね？
「地方がえり」

キャンペーンと
いうのがひとつ
の私のアイデアです。委員も、朝日新聞もそう
ですけれど、育ててもらったわけです。地域で
あったり、業界であったりするわけですが、その
育ててもらったところを見直そう、地域の魅力、
生き方を見直して、若い人たちに伝えていくこ
とはできないでしょうか。けなす、批判するのは
簡単なんです。この地域はこんなにおもろいん
やで、という伝える作業です。

というのも、若い世代、高校生、大学生に閉
塞感があるんです。大学で教えていて実感しま
す。就職難があり、将来が見えない。メディアで
は、経済の先行き、政治の行き詰まりなどなか
なか難しい時代であることを伝えます。それは
そうでしょう。でもそれは一面的というか、表層
であって、実相はなかなか複雑で、よく見ると
活気に満ちていたり、活躍の場があったりする。

私は東大阪の中小企業に30年かかわらせ
てもらってますが、この企業群は新幹線、海底
ケーブル、瀬戸内海をまたぐ数々の大橋に貢
献している。主要な部品の多くをここの工場が

作っている。そこで部品の実物を子どもたちに見せて説明
すると、目が輝き出すのです。また生き残りに成功している
元気な商店街のエピソードをすると、地元の文化に誇りを
もつようになる。

世の中の実相といいますか、現場の話に若者は飢えて
いるのです。その飢餓感に、スクエアの委員の人脈、経験は
こたえていく可能性があるし、求められているのではない
でしょうか。

おおにし・まさとも　1942年、兵庫県明石市生まれ。大
阪府枚方市在住。関西大学名誉教授。専攻は産業社会学、
地域再生論、中小企業論。東大阪を中心に各地の中小企
業を訪ね、活性化に取り組む。中小企業を訪ねる際に「ま
いど」とあいさつするので、経営者から「まいど教授」と呼ば
れる。著書に『よみがえる地財産業』（同友館2005年）。
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活動報告

明日香村バスツアーで古代ロマン満喫
関西スクエア主催の「明日香村（奈良県）バスツアー」が

3日開かれ、会員ら飛鳥路で古代ロマンを満喫した。
明日香村で一行は、飛鳥時代の斉明天皇の墓であること

がほぼ確実となった牽牛子塚（けんごしづか）古墳を訪ね、
同古墳の発掘を担当した村教委文化財課主任技師・西光

慎 治 さ ん
（ 第 3 回 関
西スクエア
賞受賞者）
の 解 説 に
聴き入った
＝写真左。
さらに村内
の史跡・伝

飛鳥板蓋宮（いたぶきのみや）跡や酒船石遺跡の亀形石
造物などを訪ねた。

西光さんは「飛鳥は、日本国家の原点が形作られた時代。
このエリアの古墳、文化財は日本の姿についてさまざまな
ことを語りかけてくれる」と魅力を語っていた。

明日香の遺産「里帰り」展　
奈良・明日香村の飛鳥資料館

奈良県明日香村で発見された後、村外で保管されている
文化遺産を「里帰り」させた特別展「飛鳥遺珍―のこされた
至宝たち」が10月14日から11月27日まで、同村の奈良文
化財研究所飛鳥資料館で開かれている。

宮内庁や東京・京都・奈良の各国立博物館、京都大や関
西大などが持つ約400点が一堂に会している。同村の橘
寺由来とされ、法隆寺が明
治時代に皇室に献納した

「阿弥陀如来および両脇
侍像」（7世紀）＝写真＝な
ど、国の重要文化財4件も
含まれる。普段はレプリカ
を展示している同村のキト
ラ古墳（特別史跡）出土の
ガラス玉や刀の飾り金具の実物なども並んだ。特別展「飛
鳥遺珍」は同館、奈良県立橿原考古学研究所、同村教委主
催、朝日新聞社後援。

『災害に負けない「居住福祉」』
を発刊
早川　和男（日本居住福祉学会会長）

神戸在住の私は、阪神・淡路大震災のあと鳥取西部、中
越・新潟、能登半島沖、奥尻、宮城岩手、福岡県西方沖、東
日本大震災、有珠山・三宅島噴火に至る諸災害地に足を運
んだ。その経験を元に、被災拡大の背景や復興過程を検
証、教訓を導き出そうとしたのが本書である。第1部では大
地震警告の無視、原発安全神話の学者・専門家の罪、土地
住宅政策の公有化の必要、復興における「居住民主主義」、
原発不要の生産生活様式へのパラダイム転換等を論じる。
福岡県の玄界島住民による復興委員会は示唆的である。
第2部では、住宅から老人ホーム、鎮守にいたるすべての
生活空間を「居住福祉資源」と位置付け、その日常的な充
実・復元が防災・復興資源であることを実証している。
「災害は忘れた頃にやって来る」と言ったのは、寺田寅彦

であるが、私は「災害は『居住福祉』を
怠ったまちにやってくる」と考えている。

「居住福祉」とは、主権者としての市民
の安全と暮らしと幸福のために、まちや
村や山里や海辺に根ざして生きてきた
人びとの生業を守ることであり、基本的
人権としての「居住の権利」を守ること
である。藤原書店刊、税込み2310円。

視点

私点

視点

私点

■11月26日（土）午後零時30分～3時30分、大阪市北区
堂島浜2丁目の中央電気倶楽部で。

■第1部【食事会】昭和初期から引き継がれてきた秘伝の
味・昭和ランチを賞味。

　第2部／日本ハーモニカ賞受賞者のもり・けんさんの解
説で、昭和史を年代順にひもときながら、童謡、叙情歌
ほか流行歌の数々を聞いたり歌ったりします。

■主催・心スタジオ。協賛・中央電気倶楽部。予約が必要。
　参加費（食事代込み）は一般3000円、会員2700円。
　申し込みはファクス06－6863－1333。
　問い合わせ　心スタジオの赤池さん（携帯電話080－

3793－7353）まで。

■11月18日（金）午後1時～4時30分、神戸市中央区雲井
通5－1－2の神戸市勤労会館402号室（電話078-232-
1881）

■参加費　1000円（資料代を含む）
■申し込みははがき、ファクスまたはメールで、名前、住所、

所属、参加人数を明記し、〒651-0067 神戸市中央区神
若通5-3-20-3F南、兵庫農漁村社会研究所（TEL&FAX 
078-241-4822）　e-mail:yas_noken21@kcc.zaq.ne.jp

昭和・レトロな歌コンサート
心スタジオの赤池八重子さんから

第２１回地域農政フォーラム
兵庫農漁村社会研究所代表の保田茂さんから

牽牛子塚古墳 亀形石造物
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大阪市中央区久太郎町４丁目

船場の杜に芸術祭
大阪・船場のど真ん中に、豊か
な緑と広場をもつ坐

いかすり

摩神社がある。
ここで船場まつりの一環として、6
年目の「せんば鎮守の杜芸術祭」
が行われた。私も近くで個展・チャ
リテイ水彩画展として参加した。と
もに船場文化の発信が狙いだが、
今年は災害義援金が加わり、2枚
看板となった。江戸末期に生まれ
た人形浄瑠璃が、明治・大正時代
には船場商人によって文楽として
育てられた。それが今では、坐摩神
社の拝殿で、モダンバレー、日本歌
曲、オペラアリアと2重唱が展開さ
れ、最後は「上を向いて歩こう」で
歌手と聴衆が合唱し、船場文化の
新しい息吹がこだました。新築マ
ンションのラッシュで船場住人が
戻ってきたというが、立錐の余地も
ないほどの観客だった。

� 熱
あ つ た

田　親
ちか よ し

憙

■11月15日（火）～19日（土）午前10時から午後
4時、京都市北区紫野北花ノ坊町96の佛教大学1号館
506教室で。社会福祉学部の教官と学生らによる“縁（え
にし）”子どもグループが主宰。問い合わ
せは社会福祉学部資料室（電話075－
493－9037）。入場無料。

■国際児童図書評議会（IBBY）障害児図
書資料センターが推薦する図書数十冊
を展示。点字を活用したり、布やボタン
を使ったりするなど様々な工夫がある。

■関西学院大学図書館学術資料講演会／11月18日（金）
午後1時30分から午後3時、同大学西宮上ケ原キャンパ
ス図書館ホール（兵庫県西宮市上ケ原一番町）で。講師
は、日本カレンダー暦文化振興協会理事長で国立民族
学博物館教授の中牧弘允氏。入場無料。

■同時開催／11月22日（火）まで、特別展示「暦と文化を
考える」。同図書館特別閲覧室展示ケース。
問い合わせは、関西学院大学図書館運営課（電話0798
－54－6121）まで。

12月3日(土)・4日(日)、上智大学で第10回大学対抗交渉
コンペティションを開催する。本コンペティションは、交渉
に 対 する
社会の関
心を深め、
交 渉 学
習 の イン
セ ン ティ
ブ を 高 め
るために、
大学を越
えた対抗戦の場を設けることが必要であると考え、2002年
より開催。今年で10周年を迎える。（一般見学無料）

URL：http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/inc/index.html
昨年度（第9回大会）は、16大学270名の学部生、大学

院生が熱戦を繰り広げた。（順位）優勝：東京大学　2位：
一橋大学　3位：大阪大学　4位：オーストラリア大学・
シドニー大学合同チーム　5位：上智大学・早稲田大学

（同点）

交渉コンペが１０周年
１２月３日、４日に上智大で開催
大阪大学大学院教授・野村美明さんから

世界のバリアフリー絵本展
佛教大学の林悠子さんから

カレンダーから世界を見る
関西学院大学図書館長の奥野卓司さんから
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11月3日、この号で紹介されている「明日香村バスツ
アー」に参加しました。

斉明天皇（594～661）の陵墓であることが確実視される
ようになった牽牛子塚古墳、酒船石遺跡の亀形石造物、奈
良文化財研究所飛鳥資料館で開かれている「飛鳥遺珍」
展などを見てまわりました。新聞記事で読んではいても、現
地で実物の史跡に接するのはまた格別で、歴史のダイナミ
ズムとでもいうようなものを肌で感じることができます。な
により案内をしていただいた明日香村教委で牽牛子塚発
掘にかかわった西光慎治さんの説明がとてもわかりすく、

「村全体が遺跡」（西光さん）という明日香の秋を堪能しま
した。

10月30日には、奈良・東大寺ミュージアムの開館記念講
演会を聴きにいきました。

こちらは飛鳥時代から少しくだって天平、聖武天皇（701
～756）の時代。法華堂の解体修理にまつわるいろいろな
エピソードを興味深くうかがい、東大寺の森本公誠長老が

「ほほえみをもっておられる」と評される不空羂索観音像、
日光・月光両菩薩像をミュージアムで間近に見ることがで
きました。

これら諸尊が展示されている東大寺ミュージアムの特別
展は来年1月14日まで開かれていますので、関西スクエア

の会員のみなさんも一度足をお運び
になられてはいかがでしょうか。

急に歴史づいている私はというと、
10月1日に東京本社から大阪本社に
移って来ました。ほぼ10年ぶりの大
阪勤務です。久しぶりに来て、以前には気づかなかった関
西の風土が持つ豊かさをしみじみ感じています。

歴史ばかりではありません。休日には住まいの近くの天
神橋筋を南へ北へ、人間臭い商店街をうろうろし、ときに
は淀川に行き着いて、毛馬のあたりで水都・大阪の歴史に
思いをはせ……また歴史になったので、この話題はまたの
機会に。なんだか物見遊山的ではありますが、万華鏡をの
ぞいているような毎日なのです。

折しも、大阪府知事・市長選に向けた政治のざわめきが
日増しに大きくなっています。こちらは、関西の「地盤沈下」
への対応をめぐる論議が発端ですから、「豊かさ」とは逆の
切実な事象なのでしょう。しかし異論はあるかもしれませ
んが、このドタバタも、ただの混乱ではなく、それだけの騒
動をもたらすパワーが関西に残っているゆえのこれまた万
華鏡とも思えるのです。

とまれ、次はどんな万華鏡に出くわすのか。きょうも関西
のどこかを、てくてく、きょろきょろ。 （さいとう・じゅんいち）

てくてく、きょろきょろ、万華鏡
斎藤　淳一　（編集局長補佐）

▽「イベント運営ってなんか面白そう！！」と
思って関西スクエア事務局の一員になり早3
年。この度、卒業することになりました。通常の
事務とは異なり外に出る機会が多く、たくさん

の場所を訪れ、様々な分野に精通された方々と出会えたこ
とは、私の大きな財産となりました。右も左も分からなかっ
た私を温かく見守って下さった事務局の皆さん。私を見か
けると気さくに声をかけて下さった新聞社の皆さん。お世
話になった方々の顔が次々と頭に浮かび、たくさんの方に
支えられて今の私がいるんだなあと改めて思いました。3
年間、本当にありがとうございました。この経験を次に活か

していきたいと思います。またどこかでお会いできる日を
楽しみにしております。 （園）

事務局から
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●スタッフ
冨永伸夫、浅野稔、安川嘉泰、小林正典、天野剛志、
橋本正人、東山正宜、園真規子

●事務局
〒530-8211 大阪市北区中之島3-2-4 朝日新聞大阪本社内
TEL 06-6231-0131（内線5048）　FAX 06-6443-4431
E-mail  square.k@asahi.com（PDF会報の希望はこちらへ）
URL  http://www.asahi.com/kansaisq/


