
―武谷さんには2008年度
に企画運営委員をお願いしま
した。

日本の大人社会は同業者
以外とつきあう機会が少ないですね。だか
ら、企画運営委員の任期中は、スローライフ
のイタリアで、職種の違う人々が昼夜の別な
く広場に集まって、議論を展開するのに似た
刺激がありました。会報3月号で、風刺マンガ
家のチョン・インキョンさんが、「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
とがない」と言っておられたことに、私もまっ
たく同感です。外国語を片言ではなく、異文
化コミュニケーションのために身につける工
夫が必要です。多くの私立大学で、英語だけ
を必修科目とする、「お手軽ランチ」風な語学
教育がまかり通るようになって、かえって学
生の世界への関心が薄れてきた。何語でもい
い、歴史や文化について考える手段として、
語学を勉強してほしいですね。

―17年前に阪神・淡路大震災を神戸で経
験されました。そして昨年の東日本大震災で
す。どのようにお考えでしょうか。

昨年の3月11日以来、自分のなかで完全に
なにかが変わりました。阪神大震災で神戸の
実家が全壊したときとは違う、いわく言い難
い恐怖が地震＝放射能という図式で襲いました。これま
での拡張型の日本社会は頭打ちで、人類の未来という大
きな問題が突きつけられた。あらためて私は、2500年以
上の歴史のあるイタリアはたいしたものだ、やるべきとき
は即決するな、と尊敬の念を抱きました。なぜなら、1986
年のチェルノブイリの事故で小麦畑が汚染され、パスタ
が食べられなくなったとき、イタリア人は放射能の危険に
めざめて一年後には原発廃止を決めた。能登や新潟、岩
手や宮城で地震が起こったときも、翌日の新聞に、「日本
で地震、原発の被害はなし」と報じるほど敏感でした。で
もイタリアのことを研究しながら私は、東日本大震災が
起こるまで切実感がなかった。恥ずかしいことです。昨年
6月、ベルルスコーニ政権が原発再開を国民投票にかけ
たとき、前の日にイタリアの友人からメールが届きました。

「これまで昼メロにしか興味のなかった従妹が、福島の
災害をテレビで見て、明日はぜったい投票に行くと言って
いる。だから結果は明らかよ！」。結果は、投票率が約55％
で、原発反対が94％と圧勝でした。

私が昨夏に訪
れた南のシチリ
ア島では、あちこ
ちで風力発電の
風車がたくさん
回っていました。
自国の財政危機
にもかかわらず、
人類の未来を考
えて物事に対処
している。イタリアはひとつのモデルです。

日本では今回の地震と原発をイコールで考
える報道がまだまだ足りないように思います。
いまだに、原発再稼働の話が出ていますよ
ね。あれだけの事故があったのだから、原発は
なくす方向に進むのが常識じゃないでしょう
か。日本人は今、大きな転換を強いられている
と思います。今回の事故を通して、東京でなく
この関西に、地球規模で想像力を働かせ、40
年前から原発の危険性を訴えつづけてきた
科学者がいることを知りました。最近は、小林
圭二さんや小出裕章さんら「熊取6人衆」とい
われる京大原子炉実験所の先生方の講演会
や勉強会に、なにをおいても参加しています。

―新聞の未来についてのお考えを聞かせて
ください。

紙の新聞の購読者は今までより減っていくでしょうが、
電子媒体にせよ、紙媒体にせよ、新聞の使命は変わらな
いと思います。私はずっと紙派ですが、スローなはずの
イタリアは、共存の試みにおいても一日の長があり、ミラ
ノの有力紙「コリエーレ・デッラ・セーラ」はブログ上で、
バラエティーに富んだ63の「フォーラム」を掲載していま
す。テーマごとに一人の記者が担当するサイトで、「アフリ
カ・エクスプレス」「新イタリア人（移民問題）」「シリコンバ
レー通信」「枢機卿への手紙」「マンマのページ」などが、
興味に応じて楽しめます。朝日新聞でもこんな試みがある
と、パソコンを開く読者がふえること請け合いです。

武谷　なおみ　1948年、神戸生まれ。津田塾大学卒、京都
大大学院文学研究科博士課程修了。イタリア政府給費留
学生としてローマ大学に学ぶ。大阪芸術大学文芸学科教
授。イタリア文学専攻。著書に『イタリア覗きめがね』『カルメ
ンの白いスカーフ』。編訳書に『短篇で読むシチリア』など。
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関西の底力、発揮すべきとき?
浅田　稔さん（大阪大大学院工学研究科教授）

　2年間、企画運営委員として、ロボット
関係の企画などを担当させていただき
ました。日本のロボット技術が優れてい
ることは内外ともに認められていつつ
も、昨年の震災時の体たらくは、ロボッ
トのみならず、日本の科学技術、ひいて

は、日本の社会システムそのものが、うまく機能していな
かったことを如実に表しました。ロボットを始めとする最先
端技術は恩恵とともに、影の部分を含んでいます。その影
をどのように光に変えるかは、研究者だけではなく、社会
がどのように受け入れるかに依存し、メディアの影響力は
大きくなりつつあります。自分自身の研究は、ロボットを通
じて人間を知ることですが、委員として、この2年間、普段、
接することができない方々と貴重な時間をともに過ごさせ
ていただき、勉強になりました。今年度の最終シンポジウム

（3月17日開催「うめきたと大阪再生」）も充実したものにな
り、明日からの活力となりました。これからも関西が持ってい
るポテンシャルを世界中に発信していきたいと思います。

委員や会員との交流に感謝
大塚　善章さん（ジャズピアニスト　関西ジャズ協会会長）

　5人の企画運営委員がそれぞれの専
門分野で、これまで社会とどの様な関
わりを持ち、どの様に進化してきたのか
…？又、今後どの様な形で関わりを持
ち、どの様に貢献していけるのか…?な
どを主なテーマとして話し、出席者との

質疑応答など意見交換をし、そのうえで助言なり提言を模
索していくと言う懇談会の内容は実に有意義でした。
　各委員の方々のお話が大いに参考となり、1年目の私の
担当回ではライブハウスを借り切りベテランミュージシャ
ンの生演奏を交えながら私とジャズ、それにジャズミュージ
シャンの職場が時の流れと共にどの様に変化したか、又そ
の変化に我々がどの様に対応してきたかをお話して、それ
なりの問題提起は出来たと判断しています。
　2年目は一転、若手ミュージシャンを起用し「希望は常に若
者にあり」をテーマに、我々が若手に期待すると同時に若者
に希望を与える土壌を如何にすれば築けるかを訴えました。
　お陰さまで各委員を始め会員の皆様方と温かい交流の
時空を得たと感謝しております。

求められる創造的破壊
更家　悠介さん（サラヤ社長）

　昨年発生した東日本大震災は、日本
の政治、行政、企業や市民生活のあり方
に、大きな一石を投じました。1991年の
バブル崩壊以来、低迷を続けている日
本経済に対しても、「もういい加減に目
を覚まして、しっかり改革をしろよ!」と

いった警鐘をも与えました。
　そのことは、関西そして大阪も例外ではありません。ここ
20年、青少年犯罪全国ワースト記録更新、経済の低迷、生
活保護の増加など、大阪の凋落を示すデータは、枚挙に暇
がありません。このような背景の中で、歴史の必然とも言う
べき、「大阪維新」の改革運動が出てきたように思い、私自身

「経済人・大阪維新の会」会長を引き受けています。
　大阪は、これらの改革を通じて、地域主権の実現、経済の活
性化、青少年教育の向上、福祉・医療の充実、そして大阪の復
権を達成せねばなりません。そのためには、中央集権体制のつ
くりかえや、既得権益の見直しなど、創造的破壊が求められて
います。今こそ、それぞれが主体性を持って、頑張りましょう。

感じさせられた関西の底力
安田　雪さん（関西大学社会学部教授）

　スクエア企画運営委員を勤めさせて
いただいた間をふりかえると、何よりも
蘇るのは、やはり、東日本大震災である。
宮城県の南三陸町にお住まいだった知
人のご夫妻は、今も行方不明なままであ
る。被災地の惨状や無数の悲しみを、離

れたここ関西の土地から見聞きし、長い間、胸を痛めた。一
方、この関西でも、被災地に派遣されて支援に行かれる公
務員、ボランティア活動をする学生、チャリティ活動に邁

まいしん

進
する商店街の店主、大口の寄付をなさる会社の社長など、
多くの方々が数百キロも離れた土地へ心からの支援をよ
せてくださる姿を、目のあたりにできた。「関西人はけち」と
いうイメージが完全に覆され、その温かさを思い知らされ
た気がした。この間、企画運営委員の先生がたはもとより、
関西の底力を感じさせてくださる多くの皆様とお会いでき
た。このご縁を大切に、今後も大阪の大学から、京都の住ま
いから、関西を見つめ続けていくつもりである。皆様、本当
にお世話になりました。ありがとうございました。

お別れのご挨拶 2011年度企画運営委員
朝日21関西スクエアの2010、2011年度の企画運営委員は5人のうち4人が、

この3月で2年間の任期を終えました。4人の委員のみなさんに、2年間の活動を振り返ってもらいました。
なお、栗本智代委員は2011年度から就任し、2012年度も継続します。（五十音順）
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瀬戸内のイカナゴ漁
神戸・垂水漁港の岸壁に立ち、右

頬に雪風を受けて、前方に広がる瀬
戸内に浮かぶイカナゴ漁船の船団
旗を眺めている。陽光を浴びて網を
引く漁船たちは一足先に春の恵み
をうけていた。間もなくイカナゴを
積んだ運搬船がカモメを連れて入
港。トロ箱サイズの籠に詰められた
イカナゴは、コンベアで陸揚げされ
て作業員の手に。空になった運搬船
は沖で待つ網船へ急ぐ。この漁の船
団は運搬船1隻と網船2隻から成る
という。海

かい

神社をくぐって、駅近くの
市場で買ったイカナゴはくぎ煮にふ
さわしい大きさに育っており、帰路
を急ぐことにした。昔、塩屋界隈に
住んでいた頃、どこの家からともな
くイカナゴを炊くにおいがしてきた
ことが懐かしく思い出された。

熱
あ つ た

田　親
ちかよし

憙神 戸 市 垂 水 区 平 磯 3 丁目

遠くで思うこと
―「宇宙の広がりの中での人間」―
メディアプロデューサー　藤本　裕子さん

　3・11以後、私の頭の中をよぎるのは「なぜ今のような人間が
生まれたのか？」ということである。地球上に人類がいなければ
あのような悲惨な事実があったとしても体験することも感じるこ
とも出来ない、まして汚染することもされることもない。
　人類がアフリカで誕生したのは約700万年も前になる。そし
て、地球上全人類のルーツは、DNA鑑定の結果、エチオピア・ア
ジスアベバの人類学博物館で大切に保管されている頭蓋骨に
たどり着くのだ。ガラス越しに私も面会した。若い女性の骨で、
発見した考古学者がルーシーと名付けた。
　さて、それより以前に生物細胞が生まれてきたのは地球に激
突して重酸素を送り込んだ星のかけらの所為だとか。世界中を
旅すると隕石の激突による巨大な穴が観光の名所になってい
るところが多い。その一つにトルコの東端の町、ドウバヤズット
郊外に1920年落下した隕石の穴で深さ60メートルある。覗い
てみると月の地面もかくやと思われるほどだ。これは世界で二
番目に大きい隕石の穴だそうだ。海中に落下した巨大なものに
ついては学説も多い。細胞の進化は何億年を経過したあげく今
の私たちに到達したのである、その経過の中で私の興味を引い
たものが二つある。
　一つは細胞に「目」が生まれたときお互いを捕食することか
ら逃れなければ生きていけなくなったこと、つまりは弱肉強食

である。もう一つは人が定住し農耕を始めたとたんに争いが多
く起こることになったことである。一族の食い扶持を守ることが
戦いを生んだと言える。地球は今も動いている、その中で人間
も刻 と々変わっていくのだ。あなたはどう考えるだろうか。

国歌斉唱を強いるのは戦前への歩みを加速する

日本居住福祉学会理事　黒田睦子さん

　大阪府立高校の卒業式で国歌斉唱を教員の口元を監視し
て、該当教員は事情徴収の上、処分が検討されているという
社説を読み、慄

りつぜん

然とする。まるで戦時中の憲兵であり、ドイツの
ゲシュタポ（国家秘密警察）ではないか。そのうち、国家権力
が行使され、「非国民」呼ばわりされる時代が甦

よみがえ

るのではと、お
ぞましさを覚える。
　過去、東京都教育委員会が指導を始め、今や大阪府にも飛
び火した。思想、信条の自由を謳

うた

う憲法違反との訴訟が繰り返
されたが、多くが敗訴であったように記憶する。
　最近になって、やっと最高裁は強制への慎重性を求めた。
にもかかわらず、大阪府は条例をつくり、否応なく強行するの
は、教育の現場から逸脱した行為としか思えない。
　随分前、皇居の園遊会で或る招待者が天皇陛下に、「国歌
斉唱、国旗掲揚を進めるのが私の仕事です」と申し上げたら、
天皇陛下が、「強制ではないことが望ましい」と答えられたの
である。今こそ、教育委員会と議会の良識が期待される。

視点

私点

視点

私点
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　西宮市の自宅マンションの玄関口から北に、六甲山が見
えます。海寄りのマンションですから、仰ぎ見る高さ。裾野
に阪神間の市街地を従えて、どっしりとしています。
　歩くのも好きです。危険な登攀や雪山に欲を出したこと
もありましたが、最近はもっぱら六甲山。半時間も登れば大
阪湾の絶景が得られます。日々散歩の毎日登山、連山55㌔
の全山縦走とさまざまな山歩きがここで生まれました。ロッ
ククライミングも六甲育ちです。
　「RCC（ロック・クライミング・クラブ）」という岩登りの同好
組織が大正時代の末に、神戸にありました。リーダーは藤
木九三さん（1887－1970）。不世出の単独行者と言われ
た加藤文太郎さんも参加しています。彼らは六甲山を根城
にし、「ロック・ガーデン」と名付けた芦屋の岩場で、ザイル、
ハーケンをつかってトレーニングをつみました。藤木さん
が著した『岩登り術』は日本初の指南書だったので、ここは
日本の岩登りの発祥地と言われるようになったのです。
　日本の登山の源流は宗教登山や旅にありましたが、藤木
さんの登山は西欧流儀。「山と親しみ、山を語ることを欲す
る登山家は、まず岩を知らねばならぬ」と文明開化を問うよ
うな力のこもった登山論を残しています。
　岩場は芦屋の地獄谷、高座谷沿いに点々とあります。た
だ残念ながら、B懸垂岩やイタリアンリッジといった人気の
岩場は震災で崩壊し、残ったものも激しく風化しています。
　パイオニアたちの足跡は、ほかにもあります。
　阪急岡本駅の裏山の「甲南バットレス」。欧州の大岸壁の
ような名を、この小さな岩場に与えて訓練をつんだのは旧
制甲南高校の山岳部員だそうです。登山道を離れ、道なき

腐葉土の急斜面を登ると、竹藪に侵
されながら、朽ちたハーケンとともに
この岩場はあります。
　甲南高校は昭和初期、日本アルプスの難ルート開拓に
輝かしい記録を残しました。槍ヶ岳の本峰の脇にある小槍

（「アルプス一万尺」に歌われている岩峰です）を単独初
登攀した伊藤愿

すなお

さん（1908－1956）、穂高岳・滝谷の岩場
に数々のルートを拓いた田口二郎さん（1913－1998）ら
が輩出しました。
　ライバルは京都の旧制三高でした。「ことに甲南は岩に
強かった。あまりに岩が好きだったので、北山の杉林や鈴
鹿のヤブ山で育った京都の人達から、甲南の山登りは猿の
山登りや、と悪口をたたかれた」と田口さんは回想していま
すが、これは誇りの裏返しでしょう。
　ところで、RCCの藤木さんも、甲南の田口さんも、朝日新
聞ゆかりの人物です。藤木さんは運動畑の記者ですが、
RCCの当時は朝日新聞神戸支局長。田口さんの方は、欧州
留学中に第二次大戦が勃発し、大学時代に縁があった朝
日新聞特派員・笠信太郎さんを頼って敗戦直後までスイス
で記者として働いています。
　ただ、田口さんの回想録の年譜を見ると、この激動期に
も、アイガー、ベッターホルンといったアルプスの峰をひっ
きりなしに登攀しているので、スイス滞在の意味は別の面
もあったのかもしれませんね。
　うらやましい限り……と、この文章の下心が見え始めたと
ころで、そろそろ下山といたします。晴天の日にでも、六甲
山でお会いしましょう。　　　　　　　　     （かく・まこと）

『朝鮮通信使と京都』を出版しました
京都造形芸術大学客員教授の仲尾宏さんから

　私が関わる公益財団法人「世界人権問題研究センター」
（本部・京都市）が12年前から、毎年開催している連続講
座「人権ゆかりの地をたずねて」の記録集のうち、私の話を
集めて、『朝鮮通信使と京都』と題した本を同センターから
出版しました。朝鮮通信使にかかわる京都の史跡やゆかり
の地を、史料を挙げてやさしく紹介しています。それらの史
跡に刻まれた日朝の交流の歴史をたどることは、また新し
い「京都発見」の旅のガイドでもあります。319ページ。定
価1500円（税込み）。希望者は同センター（075－231－
2600）まで申し込みを。送料はセンターが負担。

「邦楽さろん」のご案内
上方文化評論家の福井栄一さんから

■5月19日（土）午後2時から、『地歌で楽しむ平家物語』を

六甲山に連なる岳人
加来　誠（企画報道次長）

朝日21関西スクエア 会報  No.143
●スタッフ（3月末現在）
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）
URL  http://www.kansai-square.com

テーマに、兵庫県西宮市甲子園口2－1－29、「箏三絃な
かにし」（電話0798－67－1719、JR甲子園口駅下車 徒
歩2分）で。

■内容　平家物語ゆかりの地歌3曲（『八島』『藤戸』『千
鳥』）の生演奏（菊聖公一・中萩あす香）と、上方文化評論
家　福井栄一による演目解説。

■入場料　2000円。
■申し込み　「箏三絃なかにし」まで電話で。

（4）朝日 21 関西スクエア　2012.4




