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ら一年半が経過した東日本の被災地に立
つと、いまだに瓦礫が山積みになり、まる

堀内

で、時が止まったかのような錯覚にとらわ
れます…。被災された方々の中には、前を
向いて少しずつ動き出された方もいらっ

正美

しゃいますが、多くの方々は、先行きの見
えない、不安な日々を送られているのが現
状です…。
ビ・新聞・ラジオ・インターネットなどで伝

か？」
という問い合わせが、私のもとに殺
到しました。そこで、私たち認定NPO法人
阪神淡路大震災「1.17希望の灯り」
として、
「たすきプロジェクト」
という、被災された
方々の支援活動を立ち上げました。
そのプロジェクトには、17年前に起こっ
た阪神淡路大震災の時に立ち上げた、市
民ボランティアネットワーク
「がんばろう!!
神戸」の活動を通して気付いたこと、困っ
たことを、東日本では決して繰り返しては
いけないという思いを込め、三本の柱を掲
げました。

法人阪神淡路大震災
希望の灯り」代表、俳優）

れた方々に、何かお手伝いは出来ないの
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えられると、全国のみなさんから、
「被災さ
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東日本で震 災 が 起こったことが、テレ

17

東 日 本 に 、み な さ んの
「 や さ し さ と 思いや り 」が 灯 る！

あの3月11日に起きた東日本大震災か

被災地に送られた「たすきバッグ」

②被災地で、なるべくごみを出さないよ
うにする（段ボールは使わず、土のう袋か
バッグを使う）
③思い出を流された方々の、思い出づく
りのお手伝いをする
（必ずお手紙を添える）
わたしたちがお預かりした、
「たすきバッ
グ」の中には、バッグを作られたお一人お
ひとりの、被災された方々を思いやる、あ
たたかいお手紙が入れられました。その
バッグを受け取られた被災された方は、そ
のお手紙へのお礼の返信を書き、個人（被
災地）
と個人（非被災地）のお付き合いが
数多く始まっています。一年間に、被災地
へお届けした、
「たすきバッグ」の総数は、
45000個を超えました。
昨年、神戸にお招きした被災地のみなさ
んが、神戸市の東遊園地に建つ、
「1.17
希望の灯り」の前で、
「…被災地にもこんな
灯りがあったら、元気をもらえるんだけど
…」
と、つぶやかれました。そこで、岩手県
陸前高田市には昨年12月10日、福島県南

①被災地の方々に、仕分けの手間をか
けさせない（袋の中に入れた衣服の性別・身長・サイズ・

相馬市には3月10日、
「3.11希望の灯り」を建立しました。

世代をバッグの表に貼り付ける）

この11月11日には、岩手県大槌町にも建立予定で、宮城
県の方々からも、
「灯りをともしたい！」
との、お声が届いて
います！
人々のこころが、そして町が、新たなる再生をして行く
には、
まだまだ多くの時間が必要でしょう。あの日あの時、
芽生えた、
「他を思いやるこころ」を、
もう一度思い出し、被
災された方々に、寄りそって行きましょう！
現在、
「たすきバッグ」の受け付けは停止していますが、
被災された方々へのお手紙は受け付けておりますので下
記住所までお送りください。
〒652-0865

岩手県 陸前高田市に灯った「希望の灯り」を囲んで、
笑顔がこぼれる人たち（前列真ん中右側が堀内正美さん）

神戸市兵庫区小松通3-2-1

たすきプロジェクト宛
（ほりうち・まさみ）
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『蛇のファッション考』
を出版しました
大阪府立大学教授の堀江珠喜さんから

来年は巳年。街ではパイソン
やセルパンのバッグ、時計、ジュ
エリー、財布、プリント柄衣装な
どをよく見かける昨今です。そこ
で、
このたび『蛇のファッション考』
（アートダイジェスト発行￥1，
600
税別）を出版いたしました。実は
1996年に出した
『猫の比較文学』
（ミネルヴァ書房）では、猫が神
秘的（あるいは不気味）、ユーモ
ラス、エロティック、
（ネズミを捕るなど）実用的と、
さまざま
に描かれてきたことについて論じました。その折、果たして
このような「猫」に匹敵するほど多様的に扱われる動物が、
他にいるだろうかと、考えました。あれこれ思いをめぐらす
うちに、ふと頭に浮かんだのが「蛇」
だったのです。
猫の長い尾が蛇にたとえられることもあるので、両者は
決して無縁ではなかったのですが、ネズミを捕るという実
用面でも共通しています。
もちろん神秘的で不気味な存在
です。
そのいっぽう、
あの奇妙な形態ゆえにジョークに用い
られ、ユーモラスな可愛い蛇も最近では多く描かれるよう
になりました。そして弁財（才）天は美女。
「財」
と
「才」の女
神です。
また聖母マリアの素足に蛇が踏みつけられたり、
ク

第8回 近畿の環境団体情報交流会
（2）
「自然エネルギーシンポ」

NPO法人エコネット近畿副理事長の仲津英治さんから

■11月17日（土）12:30～17:30、滋賀県大津市におの浜
1丁目のピアザ淡海 （077-527-3315）
■講演①「地域の再生可能エネルギーの可能性」浅岡
美恵氏（NPO法人気候ネットワーク代表）◆講演②「木
質バイオマス利用と地域づくり」澁澤

寿一氏（NPO法

人樹木・環境ネットワーク理事長）◆講演③「遠くのエネ
ルギー、近くのエネルギー～エネルギーの地産地消を
めざして～」嘉田

由紀子（滋賀県知事）◆パネルディ

スカッション 「滋賀県でいかに里山エネルギーを開発
するか？」パネリスト 浅岡美恵氏、澁澤寿一氏、嘉田由
紀子氏（コーディネーター・仲津英治氏）
■パネリストを囲み参加者による意見交換、質疑応答も。
定員60人（先着順）
■参加費

一般1,000円、学生500円、会員無料（資料代）

懇親会参加は3,500円
■申し込みは11月10日
（土）
までにNPO法人エコネット近
畿まで、FAX（06-6949-8288）
またはEメール（yoyaku@
econetkinki.org）
で。
■問い合わせ

NPO法人エコネット近畿事務局（:06-

6881-1133）へ。

レオパトラの胸を蛇が噛んだりする様子は、なんともエロ
ティックではありませんか。
このような議論を、図版をも用いて展開したのが今回の
拙著です。
冒頭で述べたように、特に
「ファッション」
という視点を大
事にし、キーワードとして「蛇」をとらえてみました。本物の
蛇は苦手な方が多いでしょうが、
これまで人間はいろいろ
な蛇を創作してきました。現代の女性ファッション誌には、
必ず登場します。
また巳年生まれの方には、蛇アイテムの
コレクターが多いようです。あと3カ月足らずで巳年。
これ
からますます「蛇」
ものがグラビアや店頭を飾ることになり
ましょう。拙著もどうぞよろしく、お願い申し上げます。

「笑いの島―チェジュ」へ

紙芝居師で大阪電気通信大学非常勤講師の
鈴木常勝さんから
8月1日から7日間、韓国のチェジュ
（済州島）に行ってき

た。
「済州島一周・旅芸人珍道中」
と名乗って、紙芝居、大阪
在住モンゴル人の馬頭琴演奏、カッポレ踊り、皿回しに加
えて、モンゴル女性服を着る女装おじさんなど五人組が、
島のあちこちで「日本芸能とモンゴル音楽の紹介」をやっ
てみせようとの意気込みで、島に乗り込んだ。
済州島の友人の支えで、島の東北部にある迷路公園か
ら西南端のソンアクサン（松岳山）にかけて、北のチェジュ
市の小学校、観光地、若手アーティストのたまり場から、南

西宮で
『邦楽さろん：髪にこめられた想い』
上方文化評論家の福井栄一さんから

■10月20日
（土）午後2時開演（会場は午後1時30分）、兵

のソギッポ（西帰浦）市の「イ・ジュンソプ美術館」にある復
元かやぶき造りのジュンソプの庭、若者に人気のモダンな
喫茶店、町おこし路上パフォーマンス参加まで、7日間で8
カ所もの公演ができた。若い親に連れられた保育児から、

庫県西宮市甲子園口2の1の29の箏三絃なかにし
（電話

小学生、若者カップルやグループ、パフォーマンス・アー

0798－67－1719）
JR甲子園口駅の南改札から徒歩2分

ティスト、路上で出会ったハルモニ（おばあさん）
、ハラボジ

■髪にゆかりの地歌『寿』
『黒髪』
『鐘ケ岬』の3曲の生演奏

（おじいさん）がお客になってくれた。
こんな「行き当たり

と、上方文化評論家
■入場料

福井栄一による演目解説。

1人2千円（税込み）

■予約、問い合わせ 上記の
「箏三絃なかにし」へ電話で。

朝日 21 関西スクエア

2012.10（2）

バッタリ」の珍道中が、庶民同士の笑いと和やかな空気を
生んだ。
「小さな島」の取り合いでケンカするエライさんは
放っておいて、俺たちは街角で笑い合う。

夢でしょうか。若者が求める希望です。

ライフスタイルコンサルタント 森

孝之さん

大阪にカジノは実現するの？

視点

死者32万人との巨大地震の被害想定。
「明日はわが

私点

身」
と身構えながら、国民が心を一つにして乗り越えたくな

旅行ジャーナリスト 村上英子さん

ラスベガスのカジノ収 入を追 い 越し、前 年 度 比

35％という高い成長率のマカオカジノ市場。そのマカオ

る国の指針を打ち出すべきだ、
と思いました。世界も大地

にこの春、巨大ホテル・複合型リゾート施設「サンズ・コタ

震活動期に入っています。

イ・セントラル」が誕生した。マカオ国際空港から車で5分。

人類は、1つの地球で済まない生き方に踏み出しており、

総工費約50億ドル（約4000億円）、東京ドームの約2倍の

日本人並なら2個以上が必要とか。破綻は必定。
ここは地

面積に
「コンラッド」
「ホリデイイン」
「シェラトン」の3ホテル

震大国であり、忍耐強くて統制のとれた人的資本に恵まれ

（計5800室）、2万7900平方㍍の大型カジノ、東南アジア

た日本の出番ではないでしょうか。
「1つの地球で済ます生き方に転換する」
との国是を掲
げ、
この国是実現の第一号モデルに東日本の復興を据え

最大級の会議場を持つ施設だ。米ラスベガスサンズがマカ
オに4軒目のカジノとして開業した。
マカオは1999年ポルトガルから中国に返還された。当

る。そして、次々と襲われかねない巨大地震を、
まるごと日

時はカジノ王・スタンレー・フォー氏の独占状態だったカジ

本を仕立て直す好機とばかりに腹をくくる。
これを機に、自

ノ経営権が市場開放されたのが2002年。
「マカオをカジノ

衛隊は世界の災害救援隊を目指して生まれ変わり、
あてに

だけにとどまらず、
レジャー・ビジネス・コンベンションの都

される国際貢献の柱にする。

市として発展させてゆきたい」
とラスベガスサンズ・会長兼

わが国は天然資源に恵まれない国といわれますが、毎

CEOは意気込む。中国の富裕層から中産階級層へターゲッ

年6億トン近くもの雨が降る。この多くをミネラルウオー

トを広げ、日本、韓国、台湾の極東アジア地域にも進出の

ターや美酒などにする努力、国土の美化や緑化などに努

意向をみせる。
カジノ合法化が現実味を帯びてきたといわ

めれば、同時に観光資源も充実する。

れている日本。経済活性化はカジノにありと地方のカジノ

並外れた人的資本、水という自然資本、
ここに世界に誇り

誘致運動も活発化している中、サンズは数年前から東京、

うる災害救援隊と観光資源を揃えたら、放射能で汚しがた

大阪でロビー活動を展開中だ。マカオでカジノに熱中する

い世界になくてはならない国にできます。

中国人の団体と遭遇するたび、血中カジノ温度の低さを痛
感する。

タカラジェンヌと手塚治虫
の宝塚文化スクエア
いわし

兵 庫 県 宝 塚 市 栄 町 1 丁目

秋空の鰯雲に誘われて、阪急宝塚
駅から川沿いの花の道に入ると、ベ
ンチで読書する中年紳士や観劇デー
トのカップルなどでまさに舞台公園。
パッと開けた空間の前方に小林一三
氏の胸像が微笑んでいた。右手の宝
塚大劇場は開演前の観客を吸い込
んでいた。はしゃぐ女性客に混じっ
て、私も客となる。隣席の女性客は
そら
歌劇ファンで宙組公演は久しぶりだ
という。男役の歌い上げに、ファンの
拍手が続く。最後には私もその声に
魅せられていた。楽屋裏口に詰める
ファンを横目に帰路につくと、前方に
手塚治虫記念館があった。
まさに、こ
こは宝塚文化スクエアだ。阪急電鉄
や百貨店、宝塚歌劇団、ホテルなど
の事業を興した小林一三氏の大正モ
ダンがしっかりと引き継がれている。
あ つ た

熱田
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時間の迷子を楽しむ
井上

隆史（編集局長補佐）

白露を過ぎても貴船は蟬時雨に包まれていた。9月上

自然にそう思うのだ。東山から嵐山ま

旬、学生時代の同窓会に出席するため大阪市内の自宅か

で、渋滞がなければ車で30分かから

ら電車を乗り継いだ。貴船神社で水 占 みくじを引いてみ

ない狭い市内に、六条御息所が悔し

た。昔と違ってまず健康に目がいくのが悲しい。夜、老舗旅

い思いをした場所も平氏拠点の館も

館の川床料理に舌鼓を打ちながら、25年の月日を感じさ

壬生浪士の屯所もあったわけで、日々の暮らしに別の時間

せない旧友との会話に酔いしれた。それにしてもこの町は

軸が併存するのも頷ける話だ。

みず うら

なぜ人々を呼び寄せる魅力を持つのだろうか。
1969年の京都を舞台にした浅田次郎氏の小説「活動寫

同窓会の翌日、再び叡電、京阪を乗り継いで大阪に戻っ
た。
ビル群の中を電車は地下に吸い込まれる。
「大阪はめ

眞の女」に、大部屋役者が稽古に励む家のシーンが出てく

まぐるしく変わっていく 時代を創る人たちの手で－」。

る。戦時中に生きていた彼らは作中の69年にはもちろん死

BOROが「大阪で生まれた女」を出してから30年あまりが

んでいるのだけれど、矜り高き彼らは衣笠の竹林のなかで

過ぎた。大阪は今でも活気にあふれているのだろうか。今

セリフを懸命に読み続けている。

春から朝日新聞に来て、記者が取材した様々な街ネタに触

ほこ

京都には、そんな空間が今もあってもおかしくないと思

れるようになった。折々に感じることは、辛いことがあって

わせる何かがある。実際、町を歩くとふと懐かしい香りがす

も足場を見失わずに生きるおっちゃん、おばちゃんが多い

るのだ。草花でも料理でもない、町の佇まいが醸し出す香

ことだ。せっかちのように思われているけれど、別の時間軸

り。視覚や聴覚ではないだけに、何十年も前に戻ったかの

を持ち、一時的な夢に惑わされない大阪人も多い。大阪に

ような錯覚に陥る。
もちろん寺社仏閣が多いこともあるけ

だって別の時間軸はそこここにある。あまり喧伝されない

れども、町の生活の中にも別の時間軸があり、それが観光

だけだ。活気は確かにある。

客にも非日常性を与えるのではないだろうか。

同窓会からしばらくして写真が送られてきた。驚いた。み

「京阪電車で天満橋に通う普通のサラリーマンのお父さ

んな昔と全然変わっていないとあれほど思ったはずなの

んが京都の家に帰れば百年前の出来事をきのうのことの

に、写っていたのは50歳の年相応のおっちゃんとおばちゃ

ように話す」－京都人を表現するエピソードではあるが、

んであった。

京都人はとりたてて気負いがあるわけではなく、いたって

平成の「虎造」が誕生

浪曲虎造節保存会の八木健さんから
不世出の浪曲師・第二代の虎造は、昭和
39年に病没。以来50年、その名調子をラジオで聴くことは
なかった。3年前に虎造節保存会ができて
「第二代・廣澤虎

（いのうえ・たかし）

紙ふうせんリサイタル2012
紙ふうせんの後藤悦治郎さんから

■11月2日
（金）午後7時から、西宮市の兵庫県立芸術文化
センター阪急中ホール。
■「なつかしい未来

Vol.7」
と題して、
「冬が来る前に」
「竹

造の顕彰」
と
「虎造節を伝承する」活動を展開している。2年

田の子守唄」
「翼をください」
「紙風船」
「星に願いを」など

前から、浅草の木馬亭で
「虎造節日本一」
を決める全国大会

20曲を歌う。当日、新曲の発表予定も。

を開催。
日本一になった者は「廣澤」
を名乗ることが、
このほ

■入場料

6000円（前売り5500円）

ど虎造の遺族によって許された。初代「平成の虎造」
こと廣

■問い合わせは紙ふうせん
（0798・65・6040）へ。

澤春雄と第二代「平成の虎造」
こと廣澤明仁が世に出る。
末永く
「虎造節を伝承」するためには「廣澤」の名を受け
継いでゆくことは欠かせない、虎造の二男、山田二郎氏に
「日本一のタイトルを手にした者には廣澤の名を襲名さ
せて欲しい」
と申し入れ了解が得られた。去る8月23日に
東京飯田橋のホテルで開催された理事会で話し合われ
た。出席者は、虎造節保存会会長の二宮真之、副会長の飯
塚治雄、虎造二男で保存会名誉会長の山田二郎、保存会
創立名誉会長の八木健の4氏である。
虎造節日本一を決める第三回大会は平成25年
（2013年）
3月20日
（春分の日）
に東京・浅草の木馬亭で開催される予定。
朝日 21 関西スクエア
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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、小宮山亮磨、北野順子
●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

