
自分が発信、輪は広がっていく
　鷲田　NHKの朝の連続テレビ小説「カーネーション」で
は、主人公の糸子役の尾野真千子さんより総出演時間が
長かったですね。
　麻生　糸子の子ども時代からお母さんをやってましたか
ら、たくさん出させていただきました。
　鷲田　印象深いのは、社交ダンスを知らない糸子が初
めてイブニングドレスを作る際に、お母ちゃんが神戸での
娘時代を思い出して踊るシーン。「うわー、エレガント」って
思いました。たわしで窓を拭くシーンも、面白かった。
　麻生　たわしの場面は、窓を拭くと台本には書いてな
いのですが、言葉よりも、ちょっと変わった行動でキャラク
ターを出せればと思っていたので。偶然です。今回は着物
姿で体の動きが限られてくるので、手の動きにも気をつけ
ていました。手はいろんな表現ができますから。
　鷲田　いろんな役を演じてこられたわけですが、そもそ
も演じ分けという感覚はありますか。

　麻生　一人ひとりのキャ
ラクターというか人生をき
ちんと作ってあげないと、そ
の人がかわいそうなので、
そこらへんは考えます。一日
に3役、4役やることもあるか
ら、分けておかないと。
　鷲田　演技は小さいころ
から好きだったんですか。
　麻生　子ども時代は、授
業で教科書を読みなさいと
言われたら、気づけば保健
室で寝ていたとか、それほ
ど緊張したり、吃音になった
りするコミュニケーション下
手でした。それじゃだめ、あ
れこれやってみようというこ
とで、今につながっている

んだと思います。
　鷲田　「カーネーション」が典型なんですけど、大事な脇
役を演じることが増えていますよね。
　麻生　若いときは、こうなりたいとか、自分が見た何かの
イメージに近づきたいとやっていたんですけど、最近は自
分にしかないものを出していきたいなとか、こうしたら見て
くれる人に楽しんでもらえるかなとか、そう思いながらやっ
ている気がします。
　鷲田　地域社会では本職のリーダーはいないわけで、
みんなが交代でいろんな役を演じないといけない。大事な
のは、「カーネーション」のお母さんの千代さんのように全
体を一歩引いて見ること。全体をケアする脇役のようなも
のに一人ひとりがなっていなきゃいけないんじゃないかと
思います。
　麻生　本当にそうですね。人とうまくかかわっていくに
は、自分が発信して助け合っていかないと。ドラマは監督
が指示を出すわけですが、俳優の間でも、このシーンはこ
の人が引っ張っていくんだなとか、このタイミングで私は
乗っていこうとか、暗黙の了解があります。それが瞬間で変
わっていくのも俳優のおもしろさです。

一言って本当に大切
　鷲田　日常生活では母ですね。
　麻生　7歳の息子がいますが、演じるどころでは。母親は

あなたも 私も 色んな役割
対談シリーズ「言葉ほぐし」／初回は女優麻生祐未さん

　哲学者で前大阪大総長、鷲田清一・大谷大教授＝スクエア企画運営委員＝が、関西ゆかりの話題の女性
と対談する朝日21関西スクエアの年間企画「言葉ほぐし」が始まりました。5月26日の初回は大阪市内であ
り、ゲストは女優麻生祐未さん。「演じ分ける」をテーマに、麻生さんの多面的な魅力を引き出しました。
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後藤さん「言葉の力」語る
第1回スクエアサロン

世の中で一番大変と思うく
らいです。
　鷲田　「カーネーション」
のロケは大阪が中心だった
んですね。
　 麻 生 　はい。東京の息
子と長く離れるのが心配で
したが、「一人で宿題しよう
ね」って言い聞かせて。で
も、「どうしてそんなにお仕
事するの？そんなに楽しい
の？」と聞かれました。
　鷲田　きついですね。
　麻生　去年の夏に息子

がスタジオに遊びに来たんです。15分の番組収録に、1週
間かかるわけが分かったよと言ってくれました。
　鷲田　いろんな役割をこなさないといけないでしょう？
　麻生　毎日必死です。昨日も、転勤になる息子の先生の
パーティーがあって、ピザを10枚抱えて走ってました。俳優
をしていると、できることは限られるので、できる時にでき
ることに手を挙げています。輪は広がっていきますね。
　鷲田　20代の後半で、いったんお仕事をお休みされた
んですね。
　麻生　丸々1年間、米国に留学して、演劇と違う生活をし
ました。いろんな世界を見ておかないと、と思ったんです。
　鷲田　専攻は何を？
　麻生　サイエンス・アンド・テクノロジーでした。
　鷲田　科学・技術ですか！
　麻生　研究していたわけではないんです。知らないこと
を勉強しようと思ったんです。日本の大学では英文学科で
したし、その学科に好きな授業が多かったこともあります。
日本から離れてみて、日本人はどう見られているかとか、個
人とは何かということを学びました。より客観的に自分を見

られるようになったと思います。
　鷲田　演じてみたい職業は？
　麻生　なぜか学校の先生は声がかかったことがないん
です。人に教えるのが苦手なので、それがにじみ出ている
のかも。子どものころ、毎日絵ばかり描いてました。いろん
な色を使いたいあまりに色が混ざって、暗い絵になった。で
も、それでいい、自由に描いたらもっと面白くなるよって褒
めて下さった先生がいて、うれしかった。一言って本当に大
事だと思います。
　鷲田　学校の先生なら、僕が演技指導したいです。
　麻生　ぜひ。修業に行きます。

対談の詳しい内容は朝日２１関西スクエアのホームページ
（http://www.kansai-square.com/）の「TOPIC　NOW」欄に掲載
しています。

人生の軸、増やせば強い
鷲田さんの「対談を終えて」

　「カーネーション」が放映された時期は、震災からの復興
過程と重なっていた。麻生さん演じる千代は、影のヒロイ
ン、家族のメンバーそれぞれの慰め役だった。いつもそれ
ぞれの背中越しに「しんどいなあ」「くやしいなあ」と声をか
けながら、背中を愛おしく撫でる。説明や弁明に終始する
政治家や原子工学者、電気事業者などにもし、こうしたより
そいの言葉があれば、専門家への信頼がここまで損なわれ
ることはなかったろうに、と思いながらドラマを観ていた。
　麻生さんは、素の自分もそれまでとは別の次元に移し置
くよう努めてこられた。米国留学もその一つ。人生で複数の
軸をもつことは、苦しいけれど大切なことだ。一本くらい折
れても倒れないでいられる。家族生活、職業生活以外のとこ
ろで、次世代を見守る「おじさん・おばさん」役や、地域社会の

「市民」の役へと自分の「務め」を広げていくことが、翻って
自分自身をさらに強く、しなやかにするはずだ。（寄稿）

朝日新聞大阪本社朝日21関西スクエアの企画運営
委員で、ノンフィクション作家の後藤正治さん（65）の講
演会が5月16日、大阪市で開かれた。テーマは「言葉の
力」。朝日新聞朝刊の1面コラム「天声人語」の筆者だった
深代惇郎を取り上げ、「言葉の力とは深み。新聞の枠を超
え、個人の見解を書いたコラムニストだった」と語った。

後藤さんは、深代が政権を皮肉って官房長官から抗
議を受けた翌日、「あの冗談は冗談でした」と書いて「お
じゃんにした」ことや、過激派の内ゲバに警察が有効な
手を打てないことを批判したコラムを取り上げ、「怒るべ
きところに物申す。背筋の通った人だった」と話した。

また、安楽死や赤軍をめ
ぐる超法規的措置について

「何が正しいのかよく分か
らない」としたことを「正直
で、一人の人間として書い
ていた」と述べた。

関西スクエアは今年度、
会員を対象にスクエアサロ
ンを開催します。企画運営
委員によるミニ講演会です。
後藤さんに1回目の講師を引き受けていただきました。
次回は秋を予定しています。詳細は決まり次第、お知ら
せいたしますので、ふるってご参加ください。
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節電ライフ先取りの納涼床
夏日を思わすような積乱雲を伴

う竜巻や暑さに接すると、今夏も猛
暑かなと思う。京都の納涼床も単
なる風物詩ではなく、節電ライフの
先取りのような気がする。今更なが
ら、鴨川の水面と宵闇による京のエ
コと納涼の合体演出には脱帽だ。今
年のオープンは例年より1カ月早く、
10月末まで予定されている。
納涼床を売りものにしている先

斗町通のお店を伺いながら、三条大
橋から四条大橋まで歩いた。四条大
橋西詰北側にあるうなぎと京懐石
の老舗では、週末の宵の床席はあっ
という間に客で埋まった。鴨川を挟
む対岸では、涼を取るカップルも見
受けられた。これから夏日と共にヨ
シズに囲まれた床席でビールを楽し
む人たちや川べりで涼を取るカップ
ルが多くなることであろう。

熱
あ つ た

田　親
ちかよし

憙京 都 市 中 京 区の鴨 川（四 条 大 橋 西 詰 北 側）
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私点

視点

私点

NARPI夏季平和
実践トレーニングを開催
大阪女学院大学教員／
NARPI運営委員の奥本京子さん

　NARPI（東北アジア地域平和構築インスティテュート）
は、市民社会・NGOによる、実践的平和のトレーニングを開
催します。東北アジアの市民がボランティアで運営。暴力と
対立を平和的に解決できるよう、安心できる「場」において
参加者のエンパワーメントを行い、各自が持ち帰って、家
族・共同体・国・地域に貢献することを目指しています。
　昨夏の2週間、韓国で正式に始動し、台湾・香港・中国
本土・韓国・日本・モンゴル・ロシア・フィリピン・インド・カ
ナダ・米国から延べ48名の参加者がありました。参加者
は皆、「今後の生き方を大きく変える経験だった」「今後の
東北アジア・世界のために仕事がしたい」と言います。
今年は、8月12～24日、広島で開催します。内容は、「対立
と平和理論」「修復的正義」「平和教育」「歴史/文化の平
和の語り」などです。詳細はhttp://www.narpi.netをご参
照下さい。
　関西スクエアの皆さまにお願いです！第一に、東北アジ
ア地域の平和創造のためのこのプログラムについて、周
りにお知らせください。第二に、資金助成にご支援ご協力

ください。お問い合わせはnarpijapan@gmail.comまで！

希望コンサート「みんなの音楽」
音楽教育家の北村智恵さんから

■7月16日（月・祝）午後1時から、高槻市野
見町の高槻現代劇場中ホール（072－671－1061）。

■東日本大震災被災児チャリティー・コンサートとして開
催。前半でアマチュア演奏家が登場。岩手県から修紅
短期大学幼児教育学科の男子学生ら約20人も出演し、
タッチ・ベルやカホン（打楽器）を演奏。後半はいずれも
プロの演奏家で、雨田一孝さん（チェロ）と雨田万由美
さん（ピアノ）の演奏、曽我部千恵子さん（バイオリン）と
新ゆうさん（ピアノ）の演奏、片山旭星さんの筑前琵琶演
奏、高瀬佳子さんと清水道代さんの2台のピアノによる
演奏、セント・マーティン・オーケストラメンバーによる木
管五重奏など。最後に北村智恵さんによる被災者たちの
詩の朗読と望月優さんのピアノ演奏で締めくくる。

■司会は北村智恵さんで、コメンテーターに音楽評論家の
日下部吉彦さん。

■入場無料だが、整理券が必要。
■申し込み・問い合わせは、主催のムジカ工房（電話072

－689－0727、Eメールmusica-kobo@live.jp）まで。
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　4月1日付で、東京本社の経営企画室長から着任しまし
た。といっても、もともと大阪本社の入社。整理部、経済部
の記者として6年半、整理部長として1年4ヶ月。今回が4
年3ヶ月ぶり3回目の中之島勤務となります。
　そういうわけで勝手知った大阪本社のはずだったので
すが、これが新発見のオンパレード。
　4月23日（月）午前11時すぎの大阪本社4階応接室。
ネクタイ姿で神妙な面持ちの桂きん枝師匠を先導に、羽
織袴姿の桂三枝師匠が背筋をピンと伸ばして入って来ら
れました。その後ろから吉本興業のみなさん。三枝師匠が

「六代桂文枝」襲名のご挨拶に見えたのです。小生は横
井正彦大阪本社代表、井手雅春生活文化部長（現社会部
長）と同席して、三枝師匠ご一行を接遇したわけです。
　こちらのみなさんにとってはごく当たり前の光景かも
しれませんが、この一件を東京の知り合いに話すと一様
に驚かれました。私自身も実はそうです。落語家が新聞
社の代表に襲名挨拶に訪れること、そこに編集局長が列
席すること。東京ではまず考えられません。ではなぜ大阪
で？大阪の紙面では落語の記事が頻繁に掲載され、三枝
師匠も長く朝日に連載記事を書いていた、ということが考
えられます。というか、そもそも大阪では朝日新聞が単な
る報道機関ではなく、なにがしかの「主体」あるいは「プレ

第8回  近畿の環境団体情報交流会
NPO法人エコネット近畿副理事長の仲津英治さんから

■6月23日（土）午後1時～5時半、大阪市立生涯学習総合
センター（大阪市北区梅田1-2-2-500　大阪駅前第2ビル5階）

■「東日本大震災を経験して、これからの持続可能な社会
をどうつくるか」をテーマに太陽光発電技術研究組合理
事長（元三洋電気社長）の桑野幸徳氏が基調講演。パネ
ル討論のあと、三つの分科会がある。第1分科会は「食と
安全～いのちと食のあり方を考える～」（講師・使い捨て
時代を考える会相談役の槌田劭氏）▽第2分科会は「エ
ネルギーの確保～市民・地域による自然エネルギー普及
の可能性～」（講師・NPO法人気候ネットワーク事務局長
の田浦健朗氏）▽第3分科会は「里山の生態系～里山を
資源として利用することが生物多様性を守る～」（講師・
名古屋大学大学院環境学研究科教授の夏原由博氏）

■定員80人（先着）
■参加費　一般1,000円、学生500円、会員無料（資料代）
■申し込み　6月18日（月）までにNPO法人エコネッ

ト近 畿 にFA X（ 0 6 - 6 9 4 9 - 8 2 8 8 ）または Eメール
（E-mail:yoyaku@econetkinki.org）で。

■問い合わせ　NPO法人エコネット近畿事務局（TEL:06-
6881-1133）

イヤー」「一市民」といった存在なの
でしょう。そういえば20年以上前に
一線記者として勤務していた時分
に、天神祭で紅白のかまぼこが社員
にも配られていた記憶が甦ってきました。
　同じ週の土曜日、28日にはシンポジウムの冒頭で「主
催者あいさつ」をしました。奈良県立橿原考古学研究所
との共催でタイトルは「海でつながる倭と中国―邪馬
台国の周辺世界」。人並みに卑弥呼や邪馬台国への興
味はありましたが、熱心な考古学ファンの前でお話できる

「中身」などあるはずもなく、関連資料の一夜漬けと先輩
記者のアドバイスで何とか切り抜けました。
　このシンポだけではありません。南方熊楠賞、濱田青
陵賞などと文化関係の行事や、京都奈良の寺社とのお付
き合いが続きます。そして夏には全国高校野球選手権大
会。編集局長は「大会本部委員長」として甲子園球場での
運営の責任者となります。
　いずれも、今回の異動まではほとんど縁がなかったこ
とばかり。「大阪本社」や「大阪本社編集局長」のミッショ
ンの重さ、奥深さを再発見しています。そこへ向かって少
しでも「芸域」を広げようと呻吟する毎日です。

 （あべ・けいすけ）

「SUMMERTIME JAZZ PARTY
 vol.12」を開催します
関西ジャズ協会会長の大塚善章さんから

■2012年7月1日（日）、ノボテル甲子園／2階・甲陽の間
（兵庫県西宮市甲子園高潮町3－30、電話 0798-48-
1111）で。開場午後0時半、開演午後1時（午後6時半終
演予定）。

■前売り 4,000円、当日4,500円。どちらも1ドリンク付。
■お問い合わせ・ご予約は関西ジャズ協会（電話 06-

6442-0370）まで。

「大阪本社」再発見
阿部　圭介（大阪本社編集局長）
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●スタッフ
冨永伸夫、浅野稔、諏訪和仁、小林正典、扇谷純、
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
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