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した。最初はずいぶん戸惑われ
たようですね。
スクエア活動として、当時は5人の委員に
ピーチすればいいと聞いていました。最初に
出席したときのことをよく覚えています。楕円
形のテーブルを囲んで、編集局の部長さんら
20人ほどが難しい顔をして並んでいて、
「まる
で『南北会談』みたいに緊張した雰囲気。
これ
は、えらいところへ来てしまった」。1回目は京
大の佐藤卓己教授のスピーチでしたが、感想
を求められて「大学の講義を聴いているみた
い」
と話しました。幸い、次の懇談会では琵琶
湖の沖島へ出かけたり、東大阪市の中小企業
でモノづくりの現場を見学したりと、外へ出か
ける機会が多く、楽しめました。私もみなさん
に京都国際マンガミュージアムをご案内しま
した。会議室から外へ出た方がリラックスして
意見交換ができたように思います。
－チョンさんは08年3月から11年2月まで、

チョン・インキョン さん（風刺マンガ家）

よるミニ講演会を懇談会と呼び、一度だけス

アジアと交流深めてこそ

に企画運営委員をお願いしま

～若者にハングルや中国語を学ばせて～

－チョンさんには2009年度

展覧会もアサコムホールで開きました。

じられ、親近感が持
てます。それは私が
訪れたことのある、
アジアの国々に共
通するものでした。
古 代 からアジアと
深 い 関 わりを持っ
てきた関西は、それ
をよりアピールしア
ジアとの人的交流をより深め、地域の一層の
活性化を図ってはいかがでしょう。中でも関西
圏の中心である大阪は国際都市をめざすべき
だと思います。私は来日して16年目になります
が、未だに韓国語を普通にしゃべることができ
る日本人に会ったことがありません。韓国では
英語のほかに日本語や中国語を学ぼうとする
人が多いです。お互いに言葉が理解できれば
相互交流がより深まるでしょう。高校生には英
語に加えてハングルや中国語を学ばせること
が大事だと思います。
－朝日新聞の熱心な読者だそうですが、
この
機会に何か言っておきたいことは。

関西スクエア会報に「チョン・インキョンの眼」
と題して、風刺マンガを連載してきました。作品をまとめた

温かい人間味が感

新聞の宿命としてやむを得ないことでしょうが、紙面に
載っているのは「昨日のニュース」なんですね。その大き

ほぼ毎月1回の連載で、
とっても勉強になりました。
でき

な制約がある中で、
どれだけ、魅力的な新聞に出来るかが

るだけ最新のニュースを題材に取り上げようとしたのです

大きな課題だと思います。朝日新聞だけが書ける独自の

が、難しかったですね。描こうと思ったときと、会報が発行さ

ニュースを載せる必要があるでしょうね。
こんな記事が読

れるときとで微妙にタイミングがずれることも。風刺マンガ

みたい、
という知的好奇心を満たしてくれるような新聞で

の立ち位置は弱者の視点です。
その目線で権力者をチクリ

あってほしい。そのためにも、
ビジュアル的に目を引く斬新

と刺すのがポイント。だから、強い政治家に嫌われてこそ

なレイアウトも必要ではないでしょうか。なかでも国際面の

本物なんですね。作品展を開催できたことも本当に良かっ

充実をのぞみたいですね。朝日新聞には800万人近い多く

た。わざわざ四国から見に来てくださった方もいらっしゃい

の読者がいるので、仕方ないかもしれませんが、記事を無

ました。風刺マンガは、見る側に笑える心の余裕がないと

難に書くのではなく、
もっと記者の個性を強く生かして書い

生まれません。貧困、不平等、戦争…と共感を持ってもらえ

てもいいのではないでしょうか。

るテーマは限りなくあると思います。描き手がどれだけ魅
力的なマンガを描けるかにかかっています。最近の新聞各
紙の風刺マンガはテーマが政局中心になりすぎています
ね。読者に飽きられているのでは…。
－最近、
「関西を元気にするにはどうすればいいか」
とい
う声をよく聞きますが。

鄭仁敬

1973年、韓国・ソウル生まれ。大学卒業後の

96年に来日。2001年に京都精華大学マンガ学部を卒業、
大学院で博士号を取得。04年に第6回京都国際マンガ展
でグランプリ受賞。06年に日本漫画家協会賞特別賞、08年

そもそも、関西が元気がないと決めつけるのはおかしい

に京都市芸術新人賞を受賞。現在は京都精華大マンガ学

のではないですか。そんなに悲観的になることはないです

部非常勤講師のかたわら、NPO法人京都国際マンガ家会

よ。
よそよそしさを感じてしまう東京に比べ、関西のほうが

議事務局長を務める。
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シンポジウム
「うめきたと大阪再生」
3月17日開催

主催 朝日新聞社

参加申し込みは5日まで

JR大阪駅北側の梅田・北ヤード
（うめきた）。
「関西の最後の一等地」
と言われるこの地域の再開発を
考えるシンポジウム「うめきたと大阪再生」
を開催します。
「うめきた」の総面積は24ヘクタール。先行区域（1期）
「グランフロント大阪」
（7ヘクタール）は2013年
春開業。中核施設は「ナレッジキャピタル」
（知的創造拠点）
と呼ばれています。残る2期17ヘクタールの
再開発については、緑地化構想もあり、将来像の議論が本格的に始まります。
大阪、関西を元気にするために、
「うめきた」全体をどう生かせばいいのか。大阪府と大阪市のトップ
交代を受けて見直し論もでるなか、改めて考えます。
◇3月17日
（土）午後1時から5時
◇朝日生命ホール（大阪市中央区高麗橋4丁目2―16）
◇定員350人（無料）
◇申し込み

参加希望者の名前（1枚に1人）、年齢、郵

便番号、住所、電話番号を記入し、はがき
（〒530・8211
〈住所不要〉）かFAX（06・6443・4431）、
メール（sq－
sybox＠asahi．com）
で、朝日新聞朝日21関西スクエア
「シンポジウム うめきたと大阪再生」係へ。3月5日必
着。応募多数の場合は抽選し聴講券の発送で発表とさ
せていただきます。
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4月25日に「関西・大阪文化力会議」
「21世紀のアジア太平洋と関西」
をテーマに、
大阪国際会議場で
大阪21世紀協会の西村もゆるさんから

■4月25日（水）午前9時45分から午後5時半、大阪市北

藤茂雄・京阪電鉄取締役相談役、萩尾千里・大阪国際会議

区中之島5-3-51の大阪国際会議場10階（TEL：06-4803-

場社長、谷内正太郎・元外務事務次官

5555）

≪コーディネーター≫大林剛郎・大林組会長

■プログラム

◆第2セッション

＜基調講演＞（午前10時から昼食をはさんで午後2時

「関西の文化力向上」
≪パネリスト≫大竹伸一・NTT西日本社長、小出英詞・

45分）

住吉大社権禰宜、近藤誠一・文化庁長官、鳥井信吾・サ

「アジア・太平洋の安定と発展のために選択すべき文化
戦略」
（羅鍾一・元駐日大韓民国大使）

ントリーホールディングス副社長
≪コーディネーター≫堀井良殷・大阪21世紀協会理事長

「今こそ求められる日本の文化発信力」
（マハティール・
ビン・モハマド・元マレーシア首相）

■参加無料

「歴史に学ぶ文化力」
（細川護熙・元内閣総理大臣）

■主催

財団法人大阪21世紀協会、大阪国際会議場、大

「基調講演を受けて：日本の果たす役割」
（谷内正太郎・

阪国際フォーラム

元外務事務次官）

■申し込み

＜パネルディスカッション＞（午後3時から5時）

をダウンロードして、必要事項を記入の上、FAX（06-6942-

◆第1セッション

5945）
またはE-mail（bunkaryoku@osaka21.or.jp）で。

「急成長する東アジアの光と影－生き残りをかけた日本

3月1日（木）
より受付開始。所定の申込用紙

■問い合わせ

大阪21世紀協会関西・大阪文化力会議

担当（TEL 06-6942-2006

の文化戦略」

／

FAX 06-6942-5945）

≪パネリスト≫国分良成・慶應義塾大学法学部教授、佐

ホルンで「鹿よせ」する飛火野
若草山焼きに春遠からずと感じ
ていた矢先、隣の三笠山ふもとの
飛火野で、明治25年より続いてい
る「鹿よせ」があると聞き、早朝から
出かけた。午前10時、春の日差し
を感じつつもまだ寒さ厳しい飛火野
は、早くも「鹿よせ」を待つ人々で賑
わっていた。ホルンが吹かれると東
方の春日大社を囲む木々の合間か
ら徐々に鹿が現れ、ほぼ二列縦隊
で何十頭もの群れが駆け足で近づ
いてくるではないか！なんとも爽快
なひと時。鹿たちは籠から撒かれる
ドングリを口にして満足気。人々は
鹿を愛でたり写真を撮ったりして交
流をはじめる。動物と人間とのこん
な交わりは他には見られないと思う。
野生を許す奈良の自然と市民のこ
ころの豊かさに気づき、思わず三笠
山に最敬礼した。

奈 良 市 春日野 町（春日大 社 境 内）

あ つ た

熱田
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同期会はジャスミンの香り
中村

通子（編集委員）

私が都立高校を卒業したのは、1982年の3月。
ちょうど

んでメッセージを添えたチョコが3時

30年前です。昨年11月に、なんと、卒業以来初、
という同期

間目に消えていたの。授業中にもか

会が開かれました。残念ながら私は「ニッポン人脈記」の連

かわらず、泣いた私です」
という人が

載中でどうしても時間が取れず欠席したのですが、恩師た

登場。男子も巻きこみ、30件以上のコメントが飛び交いま

ちも交えて大変盛り上がったようでした。30年という時を

した。
こんなやりとりを読んでいたら、気分は16歳。当時好

経て、突如同期会を開くという機運が盛り上がった背景に

きだったサザンオールスターズのCDをかけ、高校の卒業

は、北アフリカのチュニジアで起きたジャスミン革命と同じ

アルバムを本棚の奥から引っ張り出して眺めると、かすみ

く
（というと大げさすぎますが）
インターネットの交流サイト

のように消えかかっていた高校時代が鮮やかによみがえっ

「フェイスブック
（FB）
」がありました。

てきました。

FBには、自分の学歴や職歴を登録すると、そこからつな

実は、1995年の阪神大震災で、私のアルバムは大半が

がりのある人をたぐれる機能があります。
それを使って、一

壊れ散逸してしまいました。無傷で残ったこの卒業アルバ

部の元同級生たちが互いに「発見」
し合ったのをきっかけ

ムは、数少ない青春の記録なんだよな。そんなことを思い

に、
「発見」が「発見」を呼び、100人以上が集う同期会に結

ながら黄ばんだページを繰っているうち、昨年3月に起き

びついたのでした。私も、
オーケストラ部で一緒だった同級

た東日本大震災の取材で訪れた仙台市の避難所の光景

生に「発見」
され、声をかけてもらいました。同期会は一日

が、手の中のアルバムに重なりました。津波が流し去った

で終わりましたが、FB上のつながりは残り、ネットを介した

家々の残骸から救い出された記念写真やアルバム、卒業

交流は一層盛り上がっています。

証書などが、
ブルーシートの上に並んでいました。
こびりつ

2月14日のバレンタインデーには、
こんな書きこみがあ
りました。
「確か1年生の時。バレンタインチョコ盗難事件が

いた汚泥をぞうきんで丹念にぬぐう学生ボランティアたち、
そして、その記念の品々をじっとみつめる被災者たち。

あったのを覚えてない？」体育の授業かなにかで教室が無

あれから1年が過ぎようとしています。
「あのときはつら

人になった隙に、女子のかばんからチョコが消えていた、
と

かったよな」。被災した人たちが、救い出された写真を見な

いうのです。
しかし、30年以上前のこと。投稿した人も
「私

がら穏やかにそう語り合える日まで、震災を伝え続けるよ。

の白日夢かしらん……」
と自信なさげだったのですが、
「私

アルバムの中で笑う高校生の私に、つぶやきました。

が被害者です！ テニス部の先輩にあげるため、選びに選

切り絵の作品展「紙のジャポニスム」
開催

（なかむら・みちこ）

「B－ROXY 40周年記念LIVE」
を
開催します

切り絵画家の久保修さんから

関西ジャズ協会会長の大塚善章さんから

■3月7日（水）から13日（火）、大阪市北区梅田のJR大阪
三越伊勢丹6階美術画廊（06－4301－3880）。

■2012年3月9日(金)、大阪市中央区千日前2－3－9

味

園bld1F 「ユニバース」
（電話06－6641－8733）
で。

■一枚の和紙をナイフで繊細に切り取り、日本の四季折々

開場午後5時、開演午後6時。

の「風物」や「旬の食材」
を描いた作品約50点を展示。
「大

■前売り5,500円、当日6,000円。
どちらも1ドリンク付。

阪駅眺望」
「新世界」
「太陽の塔」
など大阪の風景も15点。

■お問い合わせ・ご予約は「B－ROXY」
（電話06－6633

■無料

－8205）
まで。

■3月10日午後3時から30分、会場で久保さんがギャラ
リートーク。
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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、松本乃里子
●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）
新世界
朝日 21 関西スクエア
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URL http://www.kansai-square.com

