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　宝塚歌劇100周年

　宝塚歌劇が2014年に100周年を迎えるのを記念し、朝日新聞社は、歌劇団
の卒業生らを招くイベント「ライブ☆タカラヅカ」を、シリーズで開催しま
す。2013年11月26日に大阪市北区中之島２丁目のフェスティバルスイートで
開いた第１回は、元花組の若葉ひろみさん、三矢直生さんが、落語家の林家
花丸さんを聞き手に、午後のひととき、楽しいトークと歌を披露しました。

　司会　1914年４月１日、宝塚新温泉のパラダイス劇場
で宝塚少女唱歌隊が「ドンブラコ」「浮

うか

れ達
だる

磨
ま

」を上演
し、宝塚歌劇100年の幕が開きました。27年には日本初
のレビュー「モン・パリ」を上演。ラインダンスが話題
になりました。戦争で44年に大劇場が海軍に接収され、
公演できない時代もありました。戦後は46年に公演を再

　トーク&うた　若葉 ひろみ さん＆ 三矢 直生 さん

  「夢を伝える」忘れずに

★ 第１回 ★
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ブ
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開。待ちわびたファンでにぎわいました。大ブームを巻
き起こしたのが「ベルサイユのばら」。74年の初演以
来、何度も再演されました。95年の阪神・淡路大震災で
は大劇場が被災しました。98年に宙

そら

組ができ、現在は、
花、月、雪、星、宙の５組、約400人が舞台で歌い、踊
り、お芝居をして活躍されています。その100周年を祝
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林家 花丸さん

1965年生まれ。91年、四代
目林家染丸に入門。98年、
なにわ芸術祭新人賞。99

年、大阪府知事賞・大阪市
長賞。2010年、第５回繁昌
亭爆笑賞。宝塚歌劇の落語
をモチーフにしたミュージ
カルのアドバイザーをした
のがきっかけで、今では年
60回ほど見に行くという大
ファン。兵庫県尼崎市出身

ったり、たぶん麻鳥千穂さんで、階段から下りていらし
て「かわいいお嬢さん、一緒に踊りましょう」とか言わ
れて、「私が入る世界はここしかない」って。
　花丸　僕のことも話していいですか。あるとき宝塚か
ら、落語をモチーフにしたミュージカルのアドバイザー
を頼まれました。「見たことないのに、おこがましく
て、できません」とお断りしたら、「大劇場で公演中で
す。見に来ていただけませんか」とおっしゃってくださ
り、行ったんです。まさしく別世界。「ロシアン・ブル
ー」というお芝居でした。薄幕のような御

み

簾
す

が下りてい
て、向こうで踊るところから始まるんですけど、美しか
ったですね。しばらくしたら、薄幕がふわっと上がっ
て、「うわぁ」。実際に声を発したのを覚えています。
　若葉　「僕も、あそこに立ちたい」と。
　花丸　それくらい感動しました（笑）。自分でチケッ
トとって、４日後もう１回見ました。こんなすばらしい
ものを見ていない人は、人生において損です。忘れ物と
して大き過ぎます。皆さん、ご家族、ご友人、ご親戚、
通りすがりの方、どんどん誘って見ていただきたい。
　若葉　そうですね。阪急電車に乗って、もっともっと
たくさんの方に来ていただきたい。
　三矢　東京はいつも満員なんですよ。
　若葉　大阪で生まれた文化だと思います。私たちは、
明かりさんや音響さんに支えられて初めて光るんです。
光ったものを着るだけでは光らないんです。女の子が男
を演じ、女を演じ、お芝居をし、歌を歌う。それを、多
くの方々が「ああ、応援してあげな」という思いで支え
てくださったのが、この100年じゃないかと思います。
　花丸　入学試験は何からスタートするんですか。
　若葉　面接ですね。「何番」とか言われて。
　三矢　それに、昔は１次に歌とか。
　若葉　課題曲が何曲かあって、選んで歌うんです。
　三矢　バレエもありました。
　若葉　「特技はありますか」とも聞かれました。体操
選手だった人が、バック転をしちゃったりとか。私は
「ありません」で終わりました。
　三矢　ものまねとか。
　若葉　１年上の方は、辺見マリさんだっけ。「やめて
〜」というまねをして入りました。
　花丸　想像とだいぶん違いました。例えば、森進一で 

「す〜みれの花」と歌っても、いいわけですか。
　若葉　いいんです。すごいキャラだという感じで。
　三矢　度胸を買われて。
　花丸　なるほど。三矢さんは、特技を何と。
　三矢　トランポリンです。ニコニコ笑って飛ぶ格好を
いたしました。
　花丸　４回受験できると聞いてますが、お２人は。
　三矢　一応、中卒で。

って朝日新聞社が開くイベントの、本日は第１回です。
第１部は落語家の林家花丸さんに聞き手をお願いし、 若
葉ひろみさん、三矢直生さんにお話しいただきます。

支えられて初めて光るんです
　林家花丸　よろしくお願いいたします。私は以前はお
客さまから「花丸さん、今度いつ出はるんですか」と聞
かれたんですが、最近は「いつ見に行きはるんですか」
と聞かれるくらい大の宝塚ファンです。でも、本日は、

「私の方がすごいよ」
という方ばかりだと思
います。勉強する気で
一緒に過ごさせていた
だきます。それでは、
主役のお２人にご登場
いただきます。
　若葉ひろみ、三矢直
生　こんにちは。
　花丸　まず、お２人
の宝塚との出会いを。
　若葉　母がファンで
した。「あそこに立ち
たい」と思ったそうで
す。でも、おじいちゃ
んに反対され、「娘が
できたら絶対」と思っ
ていたみたいです。
　三矢　私も、母がフ
ァンでした。
　花丸　やはり、脈々
と受け継がれているわ
けですね。
　若葉　それぐらい歴
史がありますから。
　三矢　私は関西でち
ょっと暮らして、小学
４年生でバレエを習い
に行ったとき、いらし
たのが……。
　若葉　私だったんです。縁があるんです。
　三矢　若葉さまは本科生で、男役さんでいらして、シ
ョートカットできりっとした。
　花丸　最初に出会われた作品は。
　若葉　眞帆志ぶきさんの「回転木馬」だったかな。ミ
ュージカルです。私は母に言いました。「男の人？」。
それぐらい格好良かったんです。
　花丸　三矢さんは、どんな作品でしたか。
　三矢　安奈淳さんの「愛のコンチェルト」が大好きだ
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若葉 ひろみさん

1975年、「春の宝塚踊り／
ラムール・ア・パリ」で初
舞台。花組トップ娘役とし
て松あきら、順みつき、高
汐巴の相手役をつとめた。
代表作は「夜明けの序曲」
の川上貞奴、「琥珀色の雨
にぬれて」のシャロン。85

年、「愛あれば命は永遠
に」を最後に退団。現在は
舞台中心に活躍。大阪出身

三矢 直生さん

1981年、「宝塚春の踊り／
恋天狗」で初舞台。花組の
歌える男役として活躍。同
期に黒木瞳、涼風真世、真
矢みきがいる。90年、「ベ
ルサイユのばら」のジェ
ローデル役を最後に退団。
東京芸大に進んで声楽を学
び、オペラでも活動。その
半生を著書「夢がかなう法
則」にまとめた。東京出身

　若葉　私も１回で。
　花丸　合格する自信は、おありでした？
　若葉　ないですよ。「よう見ん」って、母に行っても
らいました。合格と知ったら、「のいて。私が見る」。
　花丸　堂々と演技をされますから、ぱっと見に行ける
性格かなと思うんですけど。三矢さんはどうでした？
　三矢　「わあ」っと泣いたのを覚えてます。
　花丸　上級生は、どう見えましたか。
　若葉　格好良かったですね。
　三矢　「本科、入り
ます」とか言って、ぱ
っと入ってきはって。
　若葉　ぴしっとそろ
って。講堂で。
　三矢　私たちは緊張
して、微動だにせず。
　花丸　自分たちもそ
ういう雰囲気に、染ま
っていくものですか。
　若葉　染まります。
あっという間です。
　花丸　我々は、楽屋
へ入ってくるときも、
たいていの人が「二日
酔いでな〜」って。え
らい違いです。
　若葉　ゆる〜く、い
っているんですね。
　花丸　授業は厳しい
ですか。
　若葉　朝から晩まで
歌ったり、踊ったり。
　三矢　予科時代は、
反省という「おわび」
ばかり考えておりまし
た。
　若葉　１年生のとき
に、お掃除というのが
あって、例えば１階が講堂、２階がレッスン室、３階が
お琴教室、と振り分けられるんです。
　三矢　ひろみさまは、どちらだったんですか。
　若葉　私は１階の和式トイレ。
　三矢　私も一緒。
　花丸　何の共通点や！　先輩が見て回るんですか。
　若葉　「ここ、絶対に拭かないよね」というところに
チェックが入ります。追いかけてやってますよね。
　三矢　鏡を拭いた後、ぞうきんのケバが１本残ってい
たというので、めっちゃ叱られたり。「失礼しました。

本日は私が至らないために、ぞうきんのケバを１本残し
てしまいまして」って、おわびをします。
　花丸　厳しいですね。
　若葉　でも、おけいこ場を、お掃除しませんか。
　花丸　我々は、弟子入りを許されますと、師匠の家で
内弟子修行をします。師匠が寝てる間にお風呂掃除。師
匠は朝一番にお風呂に入りはるんです。バスタブや床を
磨き、せっけんはすり減ってないか、シャンプーは残っ
てるかチェック。朝ごはんの支度、部屋の掃除。夜の11

時半に師匠が寝る頃ま
で、家の用事をやらせ
ていただくんです。
　若葉　だから、当た
り前のことなんです。
意味があったんだなと
思います。
　花丸　芸に生きてく
るということですか。
　若葉　人として、常
識じゃないですか。
　花丸　習慣は身につ
いて離れませんか。
　三矢　ズボンの側章
に中指というのが男役
にあって。そこに中指
を添えて立ちます。
　若葉　そうすると、
肩の線から腕がきれい
に見えるんです。反り
すぎず、ちょうど真ん
中に。
　三矢　自然に立って
いると気がついたら、
中指を側章に入れてい
るみたいなところがあ
ります。
　花丸　若葉さんは最
初、男役でいらした。

　若葉　はい。母が男役のファンですから。「女の役を
やるなら、外で女優をやれば」って言うんです。普通に
刈り上げたショートの男役でした。でも、私はちょっと
背が低かったですね。
　花丸　三矢さんは、最初から男役志望？。
　三矢　はい。そうです。私は身長167cmなので。
　花丸　意識して変えないといけないところが、いっぱ
いあったと思うんですけど、そのご苦労とか工夫を。
　若葉　先輩をすごく研究しました。洋物を見に行って
「かっこいいな」と思うと、それを盗んじゃう。
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　三矢　タバコを吸うポーズとか。
　若葉　メイクも、もみ上げなんかを描いて。
　三矢　眉毛も。
　若葉　ペンシルの先で眉毛をね。
　花丸　メイクの授業、ほとんどないそうですね。
　若葉　次は初舞台というとき、先輩たちから教えてい
ただきます。つけまつげとか。あの頃はびっくり。
　花丸　特殊なメイク。しかも宝塚独特の。
　若葉　みんなが同じ顔ですよね。うちの父が、私をわ
からなかったと言いました。

舞台はコミュニケーションね
　花丸　最初の作品の思い出を教えてください。やっぱ
り、ロケット、ラインダンス。
　若葉　振り付けの喜多弘先生は、鬼のようだったけれ
ども。
　三矢　でも、みんなついていくんです。大好きで。
　若葉　素敵なんです。そろって見える、一糸乱れぬ振
りをおつくりになるのが、とてもお上手な方で。
　三矢　熱いんです。
　若葉　前に足を上げるって腹筋をすごく使うんです。
　三矢　足を頭につけるんですから。
　花丸　私も一遍、家で挑戦しました。部屋の電気をつ
けるときに、ぽちっと引っ張るやつがあるじゃないです
か。子どものとき、よくあれを蹴り上げて、つま先が当
たったら「すごいキック力がある」とか。ああいうこと
だろうなと思ってやってみたら、直立した状態で足なん
か、本当に上がらないですね。
　三矢　しかも、後ろが連結していないんです。手は浮
いているんです。
　若葉　自分自身でキープして、連続で上げていくんで
す。くれぐれも、皆さん、帰ってやらないように。
　三矢　ぜひ、やってみて欲しいな。私は（笑）。
　花丸　同じ整骨院が混んでたりして。
　三矢　最初のおけいこなんて、本当に階段も上がれな
いです。１回しゃがんだら、立ち上がれないくらい。
　若葉　あと、すごく大変なのは、銀橋を渡って、うさ
ぎさんみたいに、膝を上げて退場しますでしょう。
　三矢　これも手をついていないんですね。
　若葉　前の人にちょっとでも体重をかけると、ドミノ
倒しになっちゃう。それで、満面の笑顔ですからね。す
ごい訓練ですよね。しんどいですよ。
　三矢　心臓が出てきそうなほど。
　花丸　独特の表情をされる場面がありますね。ホッホ
ッホ、口が「ホ」になる場面。
　若葉　目を開けてホッとやるごとに、お客さんにアピ
ールするわけです。かわいらしさとか、楽しさとか。
　花丸　演出家の先生によって、１つの項目について言

うことが違うということも、あると思うんですけど。
　若葉　演出は１人。他の先生方はおっしゃいません。
　花丸　私らは、同じネタの稽古で師匠から「おまえの
落語は無駄なセリフが多い」と言って頂き、次回セリフ
を削るとカットし過ぎて「何が言いたいか意味がわから
ん」と言われて（笑）。
若葉　宝塚では、ないですね。振付師や音楽の先生の中
心に演出家がいる。生徒たちは、それを受けて表現する
だけです。シンプルです。
　花丸　おけいこを積み重ねて、いざ舞台の前の晩、緊
張して妙な夢を見たりとかはないですか。
　若葉　私は、ぐっすり眠って、夢を見ないですね。
　三矢　確かに、もう、ぐったり。倒れるように。
　花丸　髪飾りや、アクセサリー系のものは、ご自身で
用意されているんですね。
　三矢　娘役さんは、みなさん、それでお仕事ができる
んじゃないかというぐらい。アクセサリーも、すごい勢
いでつくります。100％自前じゃないかな。
　若葉　私にドレスができ上がって、ヘアはどうしよ
う、こうしようと始まる。何十着も並べるんです。すご
い荷物なんですけど、お客さまがすごく喜んでくださる
から、私はそこに喜びを感じるんです。
　花丸　若葉さんは、男役のトップお三方のヒロインと
して娘役トップをお務めになられました。ダンスはこう
してほしい、お芝居も、こういうふうに呼吸を合わせて
ほしいとか、おっしゃることも違うと思うんですけど。
　若葉　もちろんです。松あきらさんに至っては「おは
ようございます。よろしくお願いします」って言うと、
アクセサリーが曲がっているのも嫌なんですね。きちん
としてくださいって。そういう方ですからね。
　三矢　お嫁さんですよね。
　若葉　私たちは、羽飾り１つにしても、ここに寄りす
ぎると、相手役さんの顔を隠すとか、じゃあ、これを切
っちゃうとか。こっちにつけるとか。
　花丸　逆に、男役さんをしてみたら、お芝居によって
娘役さんが変わりますし、その辺はどうですか。
　三矢　私が退団した「ベルサイユのばら」は、オスカ
ル役が替わって、それこそ心の動きが１つずつ違うか
ら、お芝居も変わってきたりというのもありましたね。
　花丸　役は、どういうふうに考えてつくるんですか。
　若葉　自分のイマジネーションですね。あとは資料を
集めて、こういう人だったのかとか。
　花丸　公演中に、その役の捉えどころが変わって、深
みが増して、演じ方を変えることもありますか。
　若葉　あります。初日と千秋楽では全然違うと思いま
す。初日は、何だかわからないけど、だーっといっちゃ
う。途中でちょっとマンネリ化が起こる。でも、それが
練れてくる。ゆとりが出てきて、もう少し表現がみなさ



2014.1&2 5

んに伝わっていく。その繰り返しですね。
　花丸　僕も、気に入った公演は10回、15回と見るんで
すけど、やっぱり千秋楽に近づくにつれて、どんどん役
者さん同士の呼吸が良くなってる。
　若葉　生の良さを感じとって、また見に来ていただけ
る方が増えるとうれしい。この間とはちょっと違うんだ
って、演じる本人も思っているわけですから。
　花丸　舞台は生き物。
　若葉　コミュニケーションね。舞台から、わかるんで
すよ。見ていらっしゃるお客さまが。
　三矢　わかります。
　若葉　「今日も来てるね」とか、ありますよ。
　花丸　寄席でも「このあいだ、このネタを聞いてもら
った」というのをやっているとき、せりふが抜けたりす
ると、常連のお客さんが「あたたた……」「きみ、そこ
をちゃんとやらなあかんがな」みたいなのがあります。
　若葉　「間違ったでしょう」って。

奇てらわずオーソドックスに
　花丸　宝塚の守ってほしい伝統、「いや、こういう新
しい部分を持ってもいいんじゃないかな」というところ
を、これからの宝塚をつくる現役生の人たちに。
　三矢　世界に唯一無二のものなので、「宝塚は宝塚で
いいんだよね」という話を、昨日もしていて……。
　若葉　伝統芸能の１つでもあって、私たちは上級生か
ら伝えられたきたものを守って表現していくわけです
し、そういうところを「古いよね」と言われても。
　三矢　奇をてらわずに。
　若葉　オーソドックスに。やっていることは同じだと
思うんです。形が変わっても、そこは外さないで。小林
一三さんがおっしゃったように「清く、正しく、美し
く」。亡くなった淡島千景先生も、自分は花嫁学校に行
くつもりで宝塚に入ったって。芸を磨くことも大事だけ
れども、お掃除だ何だって。笑い話になるんですけど、
そういうのを守っていただきたいなと思います。
　花丸　現に僕みたいな新しいファンでも、これだけと
りこになります。若い子を誘って一緒に行くと、10代、
20代の子でも「こんな格好いいの」と驚きます。100年
の歴史の元をたどると、今に通じる、今以上に進んだ格
好良さ、永遠の格好良さが宝塚には絶対にあると思いま
す。それは見てほしいと思いますね。
　若葉　夢を売るフェアリー（妖精）ですから。今は、
あまりいい世の中ではなくて、明るくない。でも、ふわ
っと劇場に入ってきた２時間でも、２時間半でも、本当
に楽しんでいただいて、「ああ、きれいだったわ」とい
うものを送り続けていただければと思います。
　花丸　ここにしかない輝きというのがあって、それが
すべてを忘れさせてくれますね。

　若葉　そうです。宝塚は唯一、守っているわけでしょ
う。そこの出身者になれたのは、ハッピーですね。本当
にありがたいなって、最近つくづく思っているんです。
　花丸　みなさん、退団のときのあいさつで「私は幸せ
でした」とおっしゃいますけど、本心ですか。
　若葉　仲間もいたし、お客さんたち、ファンの方たち
も、みんなで寄って、つくってきたという。
　花丸　客席とステージ、演出家の先生方、同期の仲
間、すべてですね。
　若葉　そう。そういう人とのかかわりが、すごくあっ
たかいところなので、これは守ってほしいですね。
　三矢　そうですね。
　花丸　ご質問をお受けしようかなと思うんですけど。
　来場者　お２人の名前の由来を教えてください。
　若葉　私は知人に「若葉というのを使ってみたら？」
と言われて、いただきました。あとは、郷ひろみさんの
ひろみにしようかなって。
　三矢　私は、毛利元就の「三本の矢は折れない」でつ
けたのと、素直に生きる。
　花丸　三矢さんは文才もおありで、お書きになったも
のが評判になりました。「夢がかなう法則」ですね。
　三矢　芸大受験の話をちょっと書かせていただいて。
おかげさまで、売り切れてしまって。近々、再版をして
いただけることになっているんです。
　花丸　トーク・ショーの締めとしまして、若葉ひろみ
さんに、思い出の作品の中の名せりふを一つ、ばしっと
決めていただこうと思いますが、どうですか。
　若葉　「愛あれば命は永遠に」です。私はナポレオン
の妻、ジョセフィーヌの役をさせていただいています。
　花丸　ナポレオンと恋をしていたわけですけど、ナポ
レオンの家族はみんな反対なんですね。わが家では迎え
入れられないというんですけど、明日、戴冠式がある。
妻の存在がとても大切で、私は堂々と妻の役目を果たし
ますという決意を表すせりふがございます。それを。
　若葉　（立って）「私は、やらせていただきます。こ
のジョセフィーヌ、一世一代の大芝居を」（拍手）
　花丸　ありがとうございました。
　　　　　×　　　　　　×　　　　　　×
　この後の幕間では、花丸さんが１人でトーク。約100

人を前に、「僕も宝塚が本当に好きで。もちろん本業は
落語ですけれども、どんどんとりこになる。すると、今
度は染まっていくんです」。お得意の出し物「三十石」
に出てくる舟歌を、「やれ〜、淀の川瀬のな〜、あの水
車はよ〜、テス！君だけが俺の〜、愛の〜全てだ〜」と
宝塚歌劇風にアレンジして披露し、会場を和ませた。さ
らに、来場者をスミレとユリの２チームに分け、１から
10までの数字でタカラヅカにちなんだ劇作品や人の名を
あげて競う連想ゲームを演出し、会場を盛り上げた。
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歌い終えて来場者の拍手にこたえる２人　　　　　　　      　＝大阪市北区中之島２丁目のフェスティバルスイート

　「ライブ☆タカラヅカ」第２
部は、若葉ひろみさんと三矢直
生さんの歌によるミニ・コンサ
ート。華やかなステージ衣装の
２人が「おお！宝塚」を歌いな
がら再び登場し、「私だけに」
（三矢さん）「セ・ラ・ヴィ」
（若葉さん）「夜明けの序曲」
（若葉さん）「サ・セ・パリ〜
モン・パリ」（２人）「愛あれ
ばこそ」（三矢さん）「シナー
マン」（三矢さん）「愛の歌」
（若葉さん）の各曲を披露し
た。フィナーレは、宝塚歌劇団
を象徴する歌で、読者から募っ
た「私が好きな宝塚の歌」でも
一番の人気だった「すみれの花
咲く頃」を、来場者も一緒にな
って合唱した。

若葉 ひろみ さん
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歌い終えて来場者の拍手にこたえる２人　　　　　　　      　＝大阪市北区中之島２丁目のフェスティバルスイート

　すみれの花咲く頃

春すみれ咲き　春を告げる
春 何ゆえ人は汝を待つ
たのしく悩ましき
春の夢 甘き恋
人の心酔わす
そは汝 すみれ咲く春

すみれの花咲くころ
はじめて君を知りぬ
君を想い日ごと夜ごと
悩みしあの日のころ
すみれの花咲くころ
今も心ふるう
忘れな君 われらの恋
すみれの花咲くころ

忘れな君 われらの恋
すみれの花咲くころ

三矢 直生 さん

伊
藤 

菜
々
子
撮
影



▲大阪市北区・中之島公園バラ園

◀
大
阪
市
北
区
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大
阪
市
中
央
公
会
堂

大
阪
市
北
区
・
中
之
島
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
タ
ワ
ー

▼大阪市北区・ＪＲ大阪駅

◀

関西

景光



▼大阪市西成区・三角公園付近

　　年々華やかになる歳
　末＆クリスマスのライト
アップとイルミネーション。
色とりどりの光に誘われて街
を歩いた。「2014年が良い年
　になりますように」との
　　願いを込めて。

▲神戸市中央区「神戸ルミナリエ」

▶
大
阪
市
福
島
区
・
ほ
た
る
ま
ち

大阪府吹田市・万博記念公園▶

◀京都市右京区・西京区・
　渡月橋と嵐山
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イベント・出版等の情報

講演会
「新年を寿

ことほ

ぐ『笑い』のはなし」
上方文化評論家　福井 栄一さんから

　私が講師になり、新春にふさわしく、楽しい笑話の
数々をご紹介申し上げます。
◇とき　１月21日（火）午前10時〜11時30分
◇ところ　神戸市立地域人材支援センター＝旧・二葉小

学校（神戸市長田区二葉町7-1-18　☎ 078-646-8128）
◇受講料　500円（資料代含む）

◇お問い合わせ・ご予約　同センターまでお電話を！

バトルで楽しむ、
スタンダード名曲選
THE JAZZ NEW YEAR CONCERT

NPO法人　関西ジャズ協会さまから

　第１章　ピアノ・バトル〜テイク・ファイヴ〜　大塚 

善章 vs 生田 幸子
　第２章　サキソフォン・バトル〜ハーレム・ナイト〜

　あけましておめでとうございます。良き新年を迎えら
れ、新たな夢と希望を持たれた方も多いことでしょう。
その思いを、日本人の心のふるさと・飛鳥で、大空に羽
ばたかせてみてはいかがでしょうか。
　私たち飛鳥応援大使は日本と隣国合わせて100名余り
が、飛鳥をこよなく愛し、次代への継承をめざして保存
に関わる様々な事業を応援しています。「凧

たこ

揚
あ

げ大会」
は、所属する古都飛鳥保存財団設立40周年の一昨年、応
援大使の初イベントとして企画し、第１回は奥明日香棚
田で「朱雀」、昨年は石舞台公園で「青龍」をテーマに
開催しました＝写真左。テーマをキトラ古墳や高松塚古
墳の壁画の四神にしたのは「子どもの頃から文化遺産や
その大切さを知ってほしい」という思いからです。折し
も、キトラ古墳の「白虎」「玄武」が１月17日〜26日に
奈良文化財研究所飛鳥資料館で、４〜５月には四神壁画
が明日香村外で初めて、東京国立博物館で特別公開され
ます。まさに今年はキトライヤーとなりそうです。
　午前中は応援大使が指導してオリジナル凧（六角凧）

を制作し、午後から凧揚げ。持ちこみ凧（テーマに沿っ
た「白虎」＝写真右上がキトラ古墳壁画。右下は復元
図。ともに古都飛鳥保存財団提供＝をデザインしたもの
が望ましい）も大歓迎です。良いデザイン、良く揚がっ
た凧には賞品も用意されています。参加者や見学者には
温かいぜんざいの振る舞いもあります。1300年の時を経
て現代によみがえる壁画のように、新春の大空の下、童
心にかえって凧揚げをたっぷり楽しんでください。
◇とき　１月13日（祝・月）　雨天決行（凧作りのみ）
・凧制作　９時受付　９時半開始　参加料500円（材料

費・イベント保険込）
・凧揚げ　13時開始　14時終了予定
◇集合場所　凧制作　飛鳥の宿「祝戸荘」
　　　　　　凧揚げ　石舞台芝生広場
◇凧制作は事前申し込みが必要。先着順40名程度。申込

締切１月８日（水）
◇お問い合わせ先　公益財団法人古都飛鳥保存財団　☎ 

0744-54-3338　Ｅメール event@asukabito.or.jp

飛鳥応援大使企画 第３回凧揚げ大会
～飛鳥の空翔

かけ

る白虎たち～
フリーアナウンサー＆飛鳥応援大使　坂口 智美さんから
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久米島の暮らしと自然巡り
　沖縄県・久米島の暮らしと自然に出会う旅です。紬

つむぎ

の里、海洋深層水を利用した温度差発電の実証プラン
ト、真っ白い砂
州「ハテの浜」
＝写真＝、城跡
や伝統の屋敷、
泡盛の蔵元など
を、地元の案内
人と巡ります。
海ブドウの摘み
取り体験やグラ
スボートから海
の生物の生態観
察も。宿泊は島
内のリゾートホ
テル。
◇ ２ 月18日(火)

〜21日（金）
の３泊４日。添乗員同行。２人１室か男女別相部屋
11万8000円、１人１室利用12万6000円（羽田空港発
着▽那覇空港で合流・解散なら１万円安）。定員20

人
◇お問い合わせは、朝日旅行（☎ 03-6858-9811）へ

初春の宮崎 海山の幸巡り
　宮崎県内の海の里と山の里を訪ね、温暖な九州の初
春を楽しみます。海岸美と漁業のまち「北浦町（延岡
市）」と、霧島連山を望む盆地で畜産業の盛んな「都
城市周辺の農村部」＝写真。地元の案内人とフットパ
ス（里道）を歩き、ウルメイワシ水揚げ日本一を誇る
巻き網漁の漁港見学や、地元産のそば粉を使ったそば
打ち・郷土料理作り体験も。宿泊は、海の幸を生かし
た料理や温泉で人気の宿。
◇１月26日（日）〜28日（火）の２泊３日。添乗員同

行。男女別相部屋８万8000円（羽田空港発着▽宮崎
空港で合流・解散なら２万9000円安）。定員25人

◇お問い合わせは、朝日旅行（☎ 03-6858-9809）へ

　人々のくらしに育まれてきた健やかで美しい「里」を未来へ伝えようと、朝日新聞創刊
130周年、森林文化協会創立30周年の記念事業として選定した「にほんの里100選」の地を
訪ねる旅です。朝日旅行主催、森林文化協会提携。参加申し込みを受け付けています。

グリーン・
　　パワー

「にほんの里100選」訪ねる旅  森林文化協会提携 野外セミナー

足立 衛 （as） vs 加納 星
子 （as） 

　第３章　バンド・バ
トル〜世代を超えて〜　
ゴールデン・シニア・
トリオ＋１ vs 影山 朋
子カルテット
　ボーカル・ブレイク　
新井 雅代／西田 あつ
子／原田 紀子 

　第４章　トランペッ
ト・バトル〜ブリリア
ント・ブラス〜　田中 

洋一 vs 横尾 昌二郎
　第５章　ドラム・バトル〜プレイ・ラウド〜　田中 

ヒロシ vs 橋本 現輝
グランドフィナーレ　出演者全員
◇とき　１月26日（日）14時半開場、15時開演
◇ところ　サンケイホールブリーゼ（大阪市北区梅田

2-4-9　ブリーゼタワー７Ｆ）
※地下鉄四つ橋線西梅田駅10号出口から徒歩約３分、Ｊ

Ｒ大阪駅桜橋口・阪神電鉄梅田駅・ＪＲ東西線北新地
駅から各徒歩約５分

◇料金　4,000円（前売・当日とも、全席指定）
◇チケット販売　ブリーゼチケットセンター（☎ 06-

6341-8888　ホームページ http://www.sankeihallbreeze.
com/）ほか

◇主催　NPO法人 関西ジャズ協会、㈱ブリーゼアーツ
◇お問い合わせ先　ブリーゼチケットセンター（11〜18

時）、関西ジャズ協会（☎ 06-6442-0370）
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･･･  視点／私点  ･･･ 会員からの寄稿

太鼓持　荒井 正三さん

　人生終盤に入りますと、体もあちこちガタが来ます。
２年前に膵

すい

臓
ぞう

がんの手術、2013年は前立腺を２度と左目
白内障の手術を受けました。独り身の私は、入院に当た
り、保証人と手術立会人を付けることが大変でした。少
子高齢化の時代。同居家族以外に保証人、立会人をお願
いするのは、難しくなってきています。では、どうすれ
ば良いか。難しい点もありますが、入院中ヒマなので、
保証人になり合う互助会を考えてみました。
　介護の必要な人には介護保険サポートがあり、高齢者

には高齢者サポートがＮＰＯなどでつくられています。
しかし、独りで生活していて、今は何もサポートしてい
ただくくことがなくても、病気になったときのサポート
体制がないのは不安を覚えます。信頼できる仲間づくり
を含めて、現代への投げかけになればと思っています。
　作成しました下記原案について、ご意見、ご指摘を、
次の連絡先まで、ぜひお寄せください。
　あらい太鼓持事務所（〒 910-0022　福井市花月2-4-
15　電話＆ファクス 0776 -24-7506　Ｅメール houkan@
mitene.or.jp）。 ホ ー ム ペ ー ジ は http://www.mitene.
or.jp/~houkan/

つくりませんか。独り身高齢者の入院･手術保証互助会

入院及び手術による病院側からの保証人請求に
対する互助会（入院手術保証互助会）会則＝案

01．会の目的
　被保証人（患者本人）が独り生活者だったり、同居
人以外の保証人を病院側から求められた時、保証互助
を行い、入院及び手術による精神的負担を、会員によ
り互いに軽減し助け合う。
02．入会資格条件
　①誠実で信頼できる人、資金的余裕がある人、 民法
や契約・成人後見人・行政申請などの法的知識がある
人　②医師・薬剤師・看護士・ 介護士・栄養管理師な
ど医学的知識がある人　③人脈がある人・動きやすい
人・入院手術や老後生活、老人施設の知識がある人。
　入会許可は会員全員の同意を必要とする。入会金や
会費はなしとし、脱会は会に通知するのみで成立する
ものとする。年１回の割合で、参加自由の割り勘飲食
会に参加するものとする。
03．互助の内容
　保証人（受託者）の業務は、被保証人の入院及び入
院中の病院側に対する保証と手術の立会、及び入院に
必要な支払いと買い物の代行、お見舞金の管理のみで
あり、被保証人の入院手術に対する保証人契約を求め
られた病院からの退院と共に終了する。入院中の被保
証人への資金的援助や、退院後の介護、生活維持の負
担などの援助・支援は本件業務に含まない。
　支払いが預託金の範囲を超えた時、他の病気発生で
入院が延長した時、回復が不可能となった時、精神障
害が発生した時、死亡した時は本件業務は終了する。

　退院以外で、本件業務が終了した場合には、連絡先
名簿に記載されている相手に連絡する。
　入院中や入院以降に発生したトラブルに関して、被
保証人や相続人・利害関係人は、保証人や本会会員に
対し、本件入院手術保証委任契約による委託業務に関
しての責任追及や損害賠償請求などはできない。
　保証人は、退院後に支払い先のレシートや領収書や
明細書と共に預託金の残額を、被保証人、又は被保証
人の指定人に返還する。
　本件業務は原則無報酬とし、契約終了後に、報酬や
貸し借りの利害関係を求める事はできない。
注01．保証契約は保証人と病院側との契約であり、保

証人と被保証人との合意に左右されない部分がある
ので、注意が必要

注02．生活困難・精神傷害・死亡時の保証人の対処の
範囲とどこまで関わるかが問題

注03．患者本人以外の関係者や行政との対処の仕方の
方法も問題

04．入院手術保証委任契約書
　入院手術保証互助は、被保証人と保証人との当事者
間で合意して「入院手術保証委任契約書」を交わし、
入院手術費用予定総額の約２倍の現金を 保証人に預
託し、連絡先名簿を渡した時点で成立するもので、本
会が契約を強請するものではない。
　会員は、保証人が都合で動けない時や、サポートし
て欲しい場合には、手分けして、保証人が行うべき補
助や支援やアドバイスをし、互いに助け合う。
05.．会員名簿（住所・氏名・電話番号）

2014年（平成 26年）00月00日発効・設立



2014.1&2 13

　写真は「アイス･パンチ｣ という新しい品種。赤い
のは、茎の先端に咲く花を取り巻く苞

ほう

葉で、白、黄、
桃色や、赤白のぼかし、絞りの品種もある。日照時間
や気温の管理を誤ると、うまく色づかなかったり、落
ちてしまう。家庭での栽培はけっこう難しい。
　この植物を含むユーフォルビア属は、約2000種が全
世界に分布する巨大グループだ。砂漠に育つサボテン
そっくりの多肉植物あり。ナズナに似たかわいらしい
草あり。同じ仲間と思えないほど変化に富む。一属を
見渡すだけで、生命界の多様さに驚かされる。　（雅）

聖
な
る
血
と
い
わ
れ
て

ト
ウ
ダ
イ
グ
サ
科

花
言
葉
：
祝
福
、
清
純

京
都
府
立
植
物
園
で

　メキシコ原産のこの小さな木が、世界中でクリスマ
ス飾りの定番になったのは、そう昔のことではない。
　17世紀、かの地へ乗り込んだ修道士らが、「赤はキ
リストの聖なる血」と言い出し、降誕祭の行列に使い
始めたという。我田引水、手前勝手な解釈だが、20世
紀になって園芸用に改良が進み、1960年代から急速に
広まった。名前は、19世紀にこの植物を米国に紹介し
た駐メキシコ米大使、Ｊ・ポインセットにちなむ。
　クリスチャンでない大多数の日本人は、気軽に、き
れいだから愛

め

でている。それでいいのだと思う。

ポ
イ
ン
セ
チ
ア

　関西スクエア会報2013年11月号（No.155）で詳しく紹
介した釜ケ崎芸術大学（釜芸）が、「横浜トリエンナー
レ2014」（横浜市、朝日新聞社など主催）へ参加するこ
とが決まり、同展の組織委員会から12月13日、第１次参
加作家７組の１つとして正式発表された。
　同展は３年ごとに催される現代アートの国際展。01年
からこれまで４回開かれた。14年は８月１日から11月３
日まで、横浜美術館などを主要会場にして開かれる。今
回の全体テーマは 「華氏451の芸術：世界の中心には忘
却の海がある」。焚

ふん

書
しょ

をテーマにしたレイ・ブラッドベ
リの近未来ＳＦ小説「華氏451度」にちなんだ。
　同展のホームページは「語らないもの、語ってはなら
ないもの、語りえぬもの。見たくないもの、見てはなら
ないもの、見えにくいもの。とるにたらないもの、役に
立たぬもの。それら記憶世界にカウントされる値打ちも

ないと判断された無数の記憶されざる記憶達にも思いを
馳せてみよう」と呼びかけている。また、釜芸について
「日雇い労働者のまち（寄せ場）の歴史を持つ釜ヶ崎で
学ぶことは、日本の近代化の裏で忘れられてきたこと
や、忘れさられた人生を生きてきた人に出会うことでも
ある」と述べ、「釜ヶ崎での様子の紹介や、会場内での
出張授業などを予定。横浜と釜ヶ崎の人的交流を通じ、
ともに明日に漕

こ

ぎだす術を学びあう」としている。　
　同展のアーティスティック・ディレクター、森村泰

やす

昌
まさ

さんは、釜芸の「芸術」の講師も務めている。釜芸を主
宰するＮＰＯ法人こえとことばとこころの部屋の代表、
上田假

か

奈
な

代
よ

さんは「学生がつくった作品の展示、釜ヶ崎
人々を撮った映像の上映、釜ヶ崎のオッチャンが先生役
をする炊き出しなどもし、横浜のみなさん、困難な状況
にある人たちとも連携できる企画を考えたい」と話す。

釜芸、横浜トリエンナーレへ参加決定
日雇い労働者のまち「学び」へ出張授業
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　この小さな機械はこれまでに、何
人の健康を守って、いや、何人の命
を救ってきたことだろう。
　1973年の発売以来、世界100カ国
以上で累計１億台以上売れているオ
ムロン家庭用血圧計。シェアは国内
で約６割、世界で約５割にのぼると
いう。写真がその第１号機「マノメ
ータ式電子血圧計」。オムロン ヘ
ルスケア社で撮らせてもらった。
　1905年、ロシアの軍医ニコライ・
コロトコフが、腕

カ

帯
フ

で圧迫した上腕
動脈の音を聴診器で聴き取りながら
血圧を測る方法を考案した。やがて
高血圧と脳卒中の関連が認識され始
め、日本では脳卒中が死因の第１位
として増え続けた。66年に米国で国
際高血圧学会が設立され、世界の研
究者の重要テーマとなった。オムロ
ンの前身の立石電機が「測定技術を

とおして人々の健康に貢献する」と
の理念を掲げて製品開発を始めたの
は、そんな頃だった。
　一朝一夕にヒットしたわけではな
い。大卒初任給が５万円台のときに
２万3800円もした。そもそも、家庭
で血圧を測る習慣がなかった。社員
らは文具店や金物店、工具店を回っ
てゼロから販路を開拓した。炊飯器
や電卓と並べて売り、次々に改良を
加えた新製品を世に問い続けた。
　86年、転機が訪れた。東北大学大
学院の今井潤

ゆたか

教授らが岩手県大
おおはさま

迫町
（現花巻市）で始めた「大迫研究」
だ。全住民に毎日家で血圧を測って
もらって病気との関連を詳しく調べ
るため、オムロンは血圧計を提供し
た。現在も続くこの調査によってで
きた高血圧治療ガイドラインは高く
評価され、日本だけでなく世界の基

準となった。すごい！と思う。
　私が感動したのは、ベンチャー企
業のサクセスストーリーではない。
「汗を流して良い物を創

つく

り、広める
ことが、万人の幸せにつながる」と
いう、一徹ともいえる信念だ。どう
か、いつまでも持ち続けて欲しい。
　かつてそうだった多くの日本企業
が挫折し、存亡の機に立たされてい
る。もうモノづくりの時代ではない
とも言われる。しかし、この会社と
この製品があるとないとでは、現代
人の健康の様相は、大きく変わって
いたに違いない。
　大阪であった健康をテーマにした
シンポジウムで、講師が指摘した。
　「こんな便利な血圧計があるのに
測ろうとしない人に、どうやって測
ってもらうか。残る課題は、ユーザ
ーの意識改革」   　　   （黒沢 雅善）　

「だれでも測れる」かなえて40年

オムロン家庭用血圧計

オ
ム
ロ
ン 

ヘ
ル
ス
ケ
ア
株
式
会
社
　
〒617-0002 

京
都
府
向
日
市
寺
戸
町
九
ノ
坪
53

　
☎075-925-2000

　U
R

L

：w
w

w
.healthcare.om

ron.co.jp/



2014.1&2 15

　･･･  事 務 局 か ら  ･･･

URL：http://www.kansai-square.com　　過去の会報も、ここからご覧いただけます

朝日新聞 関西スクエア事務局

スタッフ：大峯 伸之、黒沢 雅善、北野 順子、小西 良昭、柏崎 歓､ 諏訪 和仁、小宮山 亮磨　
〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18　朝日新聞大阪本社内

　 ファクス：06-6232-2347　　Ｅメール：square-k@asahi.com.
　　ご連絡・お問い合わせはこちらへ　→

▼年が明けたばかりというのに、来年の話で恐縮だが、
2015年はいくつかの節目が重なる。広島・長崎への原爆
投下から70年、敗戦70年、阪神・淡路大震災20年、夏の
高校野球100年……。大阪では、大坂夏の陣と道頓堀の
完成から400年を迎える。夏の陣には、江戸幕府が豊臣
家を滅ぼした年を祝っていいのかという声も聞く。そん
な節目の年に大阪で計画されているのが「大阪都」移行
だ。大阪府・市を解体し、大阪都に再編する。橋下徹氏
率いる大阪維新の会結党の原点であり、目的である。昨
年は橋下氏の「従軍慰安婦」発言と維新の失速があった
が、今秋には大阪都実現に向けた住民投票が予定され
る。橋下維新を生み、支えてきた「ふわっとした民意」
も正念場を迎える。　　　　　　　　　　　　（大峯）
▼40年近く前、初任地の福井で初めて迎えた冬は、大雪
だった。平野部でも積雪が１ｍを超えた。「スキーがで
きて、いいね」などと言うのは、事情を知らない都会の

人。毎朝、支局（現在の総局）の玄関先と駐車場を雪か
きし、人と車の道をつくるのに追われた。ヤワなスーツ
と革靴では取材に動けない。土木作業用コートにゴム長
靴が仕事着になった。寒空の下で車のチェーンを脱着す
るときの凍えた指の痛さは、今も忘れられない。山道で
スリップし、谷底へ落ちかけたこともある。福井在住の
会員、荒井正三さんから原稿をいただき、当時を思い出
した。そこから12月半ばに、早くも雪のニュースが届い
た。予報では厳冬になるという。第一線を守る同僚・後
輩、雪と暮らす人々の苦労を、しみじみ思う。（黒沢）
▼関西スクエア事務局の席からは、旧本社があった朝日
新聞ビルと大阪朝日ビルの解体工事の様子がよく見えま
す。工事が合理的な工程で進められることに驚き、また
人の手で日一日とビルが低くなってゆく様が、惜しいな
がらも楽しくて、ついつい見入ってしまいます。解体終
了は2014年夏。今年もよろしくお願いします。　（北野）

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからのご寄稿を、お
待ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の活動
報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字
（400字詰原稿用紙２枚分）程度を目処に。「とぴっ

く・ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・案内で、
できるだけ簡潔に。いずれも写真・図付きを歓迎しま
す。郵便またはファクス、Ｅメールで下記へ。３月号
分は２月17日（月）までにお送りください。
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《 休刊のおことわり 》
2014年２月は発行を休みます。３月号は３月初旬に発行予定です
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