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足田

八洲雄［エコノミスト］

い、
という性質があります。
つまり長い間、
食事を取らなくても

新政権の景気対策が思惑通り機能するのか、お手並み

生きていけるのです。
そこから生命力のある動物、
神の使いと

拝見の1年になりそうです。地元の堺市では、大阪都構想

いわれています。
ヘビのように空腹でも意気込みだけでも元

が実現すると堺市が消えるかもしれないので、
この問題が

気があり、前倒姿勢でものごとに取り組んでいきたいです。

秋の市長選の争点になりそうです。
日本経済と地方自治の
2つの問題について、研究を続けたいと思います。

光子［株式会社三装代表取締役会長 デザイナー］

石原

昨年末「サロンドミツコ夢」を起ちあげました。誰もが持
熱田

親憙［NPO法人ネパール・ヨードを支える会理事長］

つ夢を叶えるのを応援する。初回はSKYの歌手、万葉の中

「経済の成長」
というよりは「経済の安定」にシフトし、脱

村氏、そして放射能除染テスト結果第1位の橋田氏のフミ

原発、卒原発で安心して住める日本を後世に、次世代に贈

ンゲン。全ての書類に目を通した。東北復興いえ日本の為

りたい。
そのために身近かな、
できることから提言したい。

に、除染を早く始めて欲しい。矢は弓から放たれた。実行で

欲望と権利を適度に抑えて、皆が腹八分目でバランスよ

きる力のあるのはどこの誰。

く生きる視点を大事にしたい。
智樹［歴史街道推進協議会 ネットワーク事業部長］

井戸
荒井

正三［あらい太鼓持事務所］

「世界文化遺産」地域連携会議（会長・門川京都市長

今年の巳年は、お金回りが良いとか申しますが、安倍総

www.worldheritagejpn.com）
の運営に力を入れて行きたい

理の一層の金融緩和政策で、確かにお金は多く回ります

と思います。関西は自他ともに認める
「歴史文化の宝庫」
で

が、インフレで貨幣価値が下落する、円安傾向になって来

はありますが、全国的なリーダーシップを取っていくことは

ています。日本売りに見舞われる可能性が高くなって来た

少ない。
そんなスタイルに一石を投じたいと考えています。

気がします。
自分の出来る範囲で、生活防衛の準備を始め
る行動に、移ろうと思っています。

重義［日本玩具博物館館長］

井上

今年は玩具の収集を始めて50年、玩具博物館を設立し
池田

幸一［シベリア立法推進会議世話人］

て39年の節目の年です。9万点もの資料を収集。世界の玩

日中関係の悪化はいかにも残念。
ここはアクセルよりブ

具、
ちりめん細工、神戸人形など、国内第一級のコレクショ

レーキが肝要、EUをお手本に日中韓、心を合せての「東ア

ンをいくつも構築しました。本来これら文化遺産は社会が

ジア共同体」づくりに励むべきではないか。嫌だからと云っ

守るべきものです。そのことが認知される年にしたいと考

て引っ越すわけにはゆかないのです。尖閣竹島の領有権

えています。

はそのままに、施政権を共同体に移し、
ウィンウィンの互恵
管理、運営にすべきです。

風子［詩人、書家］

岩崎

その一歩で風が起（た）つような
池田

順一［株式会社あんどシステム 監査役］

2013年の大阪は文楽の継承が試される年となりそう

・

・

わたしの詩（ことば）

・

と、そのことばがわたしを離れて遠く一人歩きできるような
墨象作品を目指したく思います。

だ。初めて見る人が楽しめる顧客満足度をどう確保できる
かにかかり、
リピートにつながる方策を生み出す知恵が求
められる。若い世代を対象とした義太夫教室やサイン会な
どで新しい価値の創造とその発信が考えられる。有効な方
策をみつけて支援したい。

上地

安昭［神戸カウンセリング教育研究所代表
兵庫教育大学名誉教授］

40数年間カウンセリングを専門に教育研究と実践に携
わり、10数冊の専門書を出版しました。今年は、
このストレ
ス社会を生き抜くためのクライエント向けに
「カウンセリン

石井

万寿美［獣医師・作家］

今年はヘビ年。ヘビは、規則正しく食事を与えるとよくな

グ・ガイドブック」の出版を計画しています。
クライエント優
先こそが、専門家カウンセラーの責務だと確信します。
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加代子［同志社大学社会学部教授］

上野谷

きを、世に問います。

今年は、
「研究者として」以上に、人間として、教育者とし
て、市民として①東日本大震災で問われたことに対し悩み

沖田

惠子［元小学校教員

続けます。②大阪の迷走する
「福祉行政」に対し、市民目線

大阪大学人間科学研究科

教育制度学研究室事務補佐員］

で、多くの仲間とともにストップをかけます。③「ソーシャル

「はだしのゲン」の中沢啓治さんが亡くなられて、戦争体

ワークの展開による小地域ガバナンス形成」の研究成果を

験者が減っていく現実をみる思いです。子どもたちと共に

まとめます。

読んだ“ゲン”は平和の大切さを教えてくれました。平和憲
法・憲法9条を守り、戦争のない平和な社会を世界中に広

臼杵

百合子［一般財団法人臼杵教育財団理事長

げる年にしたいです。

日本保健医療大学客員教授］
20数年、
アジア特に中国韓国と関わってきた一人として
昨年は耐える年でした。
そして新たな年に思う事は、
ブレな

嘉昭［岩井コスモ証券株式会社 代表取締役社長］

沖津

アベノミクスのお陰で証券市場に明るさが戻ってきた。

い心で人と人との絆をしっかり結び、次代へつなげていき

しかし業界を取り巻く構造的環境には未だ厳しいものがあ

たい。すべては個から始まる、目の前の人を大事にしたい

る。
これを克服すべく岩井とコスモが合併する等、昨年は、

との想いが強くなりました。出かけます中国へ。韓国へ。

今後の飛躍のための基礎を築いた。今年は、来年以降大き
くジャンプするためのステップの年。
この踏込みの強さで

遠藤

勝裕［独立行政法人日本学生支援機構理事長］

ジャンプの高さが変わる。

混迷する世の中を今一度しっかりと見つめ直す年、そう
幸博［関西学院大学総合政策学部教授］

心掛けており、そのキーワードは「原点回帰」。人と社会の

角野

有り様は何か？我々は何を追い求めて現在の社会を作り

人口減少下でも魅力を発信し続け、国際社会のなかで

上げたのか、その原点を考え、あるべき姿と今の姿との乖

存在価値をアピールできる私立大学および大学院の姿を

離を如何にして埋めたらよいのかを模索する年としたい。

探っていきます。都市や地域との共生・連携のありようが、
地域の持続可能性や都市間競争力の強化にもつながるの

大谷

晃一［帝塚山学院大学名誉教授］

ではないかと思います。

昨年に妻を喪い、一人暮らしの初年を迎えた。今年の誕
宏輝［日本労働ペンクラブ］

生日に90歳となる。
そこで、創作集1冊を出す。近作だけで、

要

この歳での出版はそんなにないだろう。
400字で300枚は書

連合が果たした役割は、労働運動の「御用化」
「ノンポリ

きたい。
それはきつい腰痛との戦いでもある。
もう1つ。
あく

化」。橋下市長の組合いじめや非正規の放置、被ばく労働

まで自力で歩き、
転ばぬ事。
楽な車椅子には絶対乗らない。

者の見殺し、等を目の当たりにし、労働者は「救いはユニオ
ンに」
とは思わない。定年後の自由になった時間、労働運

大塚

努［京都フォト通信代表］

電子写真集を出版したい。
とりあえずkindle版を試作、

動ボランティアで過ごしています。
「世直しは後世に委ねる
わけにはいかない」
との想いです。

多くの写真愛好家のための自費出版のチャンスを作り、電
子書籍出版元年としたい。

加野

久男［株式会社ポプリ・ド・ヨーコ代表取締役］

時代の変化、流れに沿った前進を。
大原

啓司［関西邦楽教育振興会代表 地球音楽庵庵主］

人との絆を今一度。

小学校で音楽教員をしていた頃、洋楽偏重は子ども達
を音痴に育てるを持論に、日本の音楽は勿論、アジアなど

川嶋 みほ子［ロゴ有限会社代表取締役］

の音楽も極力授業や音楽会や校内放送で採り入れた。成

今年6月で独立10周年になります。2年前この欄に記し

果はかなり有ったが、日本全体では未だごく少数派。数年

た
「今日の私があるのは、人の縁と健康に恵まれたお蔭」
と

前からの願い「世界一受けたい授業」で、目から鱗の音楽

いう思いを一層強くしています。
「水泳は年間200km」の目

論を日本中に届けたい。

標は無事達成できたので、今年は250kmに挑戦します。
た
だし何事も背伸びは禁物。日々、笑顔・感謝・健康を旨とし

大原

謙一郎［公益財団法人大原美術館理事長］

て励みます！

倉敷の大原美術館では、4月から
「オオハラ・コンテンポ
ラリー」展です。日本を舞台に美術の新次元に挑んでいる
パイオニア達が、今世紀に入ってから大原美術館とともに

神田

裕［特定非営利活動法人たかとり
コミュニティセンター代表］

クリエイトした成果の集大成です。昭和5年に開館して以

震災の時、私たちはお互いを励まし合うため声をかけ合

来受け継がれてきた松明が、今見せはじめている新しい輝

いました。声をかけ合うことによってお互いを知ることがで
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きました。お互いを知ることによって、
まちづくりが始まりま

したいと考えています。

した。
これからもそのことは忘れません。
あれから18年たっ
羊［大阪人間科学大学 社会福祉学科特任教授］

た今、被災地の人々と心を合せて歩んで行くことが出来ま

久坂部

すように。

老人医療の現場で、
長生きに苦しむ多くの患者さんに接す
るたび、無責任な長寿礼賛や、安易な生命至上主義に暗い

幸臣［羽衣国際大学学長］

岸本

気持ちになります。今年は微力ながら、長生きの厳しい現実

我が国は大きな時代の転換期に入ったと思われる。
3・11

を世に訴え、
マスメディアのきれい事に惑わされる人々に、
地

の巨大災害が私達に問いかけた現代社会が内包する成長

に足のついた等身大の医療を伝えていきたいと思います。

神話の矛盾を、
「生活構造・社会システム・科学発展」
の諸側
面から検証できればと思っている。そして新たな時代への

睦子［（社）奈良まちづくりセンター理事

黒田

展望と課題を、
生活者の視点から解明していきたい。

日本居住福祉学会理事］
ある会合で中國の留学生は日中戦争が起こるのではと

智恵［音楽教育家］

北村

つぶやいた。領有問題での日中外交のまずさが、経済ばか

物やお金は世の中の景気・不景気に左右され、
どこかに

りでなく民間交流まで影響が及んでいる。手をこまねいて

廻ればどこかが不足したり、等分に分けても人の心は満た

いると取り返しのつかない事態になりかねない。
日中韓は

されませんが、音楽は、人々が共感し繋がり、その感動は、

日本にとって最も重要な隣人関係であり、市民レベルで草

分かち合うほど大きくなります。今年も、被災遺児たちと多

の根交流を続ける決意である。

・

・

・

・

くの人々の心を紡ぐチャリティー・コンサートをしつこく続
けるつもりです。

有紀［国立民族学博物館教授］

小長谷

地球環境問題の3大テーマとして水、食、エネルギー。そ
金

光敏［
（特活）
コリアNGOセンター事務局長］

れぞれについて文化人類学の見方を生かした研究を進め

在日コリアンは冷戦構造が残る東北アジアの国境をま

たい。いずれも、1人でやれるわけではありません。
とりあえ

たいで生きる立場から、狭小なナショナリズムに抗い、真

ず今年の第一歩は、
「資源ナショナリズム」についてモンゴ

の市民連帯に途を開きたい。私の所属するコリアNGOセン

ルから考察してゆきます。

ターは国内には多文化共生を、東北アジア全体には非軍
事の平和構築を訴えさまざまな活動に取り組みたい。

小林

隆彰［比叡山延暦寺長﨟
奥比叡参詣自動車道株式会社代表］

金

時鐘［詩人］

85才の青春を続けたい。仏教の教えの中に無財の七施

抱負というよりは、今回の総選挙当選者で改憲派が約9

があるが、先ず、顔施。顔は見てくれる人のもの、
とある。
ま

割となったことへの不安が、脳裡をよぎっています。
日本の

ずは我が顔を人さまのものと思って人さまに見てもらいな

平和を保ってきた民主憲法がすこやかに保たれることを

さい、
とある。85才は老人だと思うだろうが当人は未だこれ

祈りのように願っていくことが、私の新年への抱負でしょう

からだ、
と思っている。笑顔を心得て、顔を見てくれるだけ

か。いまだ災禍のただ中にいる東北大震災の、褪せない記

で他人さまが安心してくれる顔で今年も過ごしたい。

憶の詩を書き継がねばと思っています。
伊永
木村

勉［株式会社日本セイフティ 災害研究所所長］

過去54年間も台風が直撃していない大阪では、役所も

佳友 ＆ 介助犬エルモ
［日本介助犬使用者の会会長］

市民も水の怖さを実感しておらず国難と言われる巨大な

昨年は、身体障害者補助犬法成立10周年でした。記念

地震が危惧されていても、大阪には津波は来ないと思う人

のシンポジウムや学術大会等が行われましたが、補助犬法

が多い。今年は、20年間にわたる防災の経験を業務ではな

の認知度が低くなっているという課題も明らかになりまし

くボランティアとして役立てたい。町内や職場に出向いて

た。認知度は自然に上がっていくものではなく、今年も補助

安全を語り合いたい。

犬の普及啓発のため、介助犬エルモと共に地道に努力を
続けていきます。

佐伯

順子［同志社大学大学院社会学研究科教授］

震災後の試練のなか、現代日本の評論は、ネット上の攻
旭堂

南陵［講談師

博士（芸術文化学）
大阪芸術大学客員教授］

撃的な言説の影響をうけてか、いささか品位に欠ける文
章、内容が増え、
またそうした内容のほうがむしろ商業的に

大阪では世話講談（落語でいう人情噺）が受け入れられ

成功してしまう傾向がある。時間はかかっても、
じっくりと思

ないとされています。何とかそれを打破したいと思い、今年

索し、節度を失わずかつ鋭敏な社会批評の可能性を今こ

は「鬼あざみ」
というネタを全10席ていどにまとめて、披露

そ模索したい。
朝日 21 関西スクエア
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正夫［文化ジャーナリスト］

白鳥

らうことになった本学の取り組みを定年まであと3年間見

美術展の企画やアートに関わる執筆活動を続け、新

守って行きたい。

聞社とリタイア後合わせ約20年になる。
自らに課していた
「卒論」
として、足で書いた美術書の新刊を今春に刊行し
たい。そして「3・11」後の原発事故による核の脅威と右傾

辻井

栄滋［立命館大学特任教授］

現代文明には、
もっと大自然に寄り添う謙虚さが欲しい。

化する政治状況や、高齢化社会へ向けジャーナリストとし

2年前の『ジャック・ロンドン多人種もの傑作短篇選』に続

ての「答え」
も探りたい。

き、正月明けに『J・ロンドン奇想天外傑作選』
（共に明文書
房刊）
を出版。百年前からの警鐘が響きます。9月には第11

新［放送作家

新野

演芸評論家］

回J・ロンドンへの旅に皆さんを案内します。

健康と平和です。
平和だけでもいい。自分の健康なんて、
ま、自分の勝手
ですから。

辻村

英之［京都大学農学研究科准教授］

4月から半年間、研究重点期間をいただきます。2004年
に『コーヒーと南北問題』を刊行した後、同じキリマンジャ

稔［奈良県立図書情報館館長］

千田

ロ山中の農村において、農家経済経営とフェアトレードに

政治的・経済的な手法を使って地球あるいは日本を再生

ついて、研究を続けてきました。調査地に長く滞在できる恵

しようとする試みは、小細工にすぎないことが、
目のあたりに

まれた機会を最大限活用し、書籍として研究成果を公表で

する年になると思います。
今地球上の人間にとって必要なこ

きるよう努めます。

とは、精神的転回
（スピリチュアル・ターン）
を模索することだ
と思います。
それは、
宇宙と一体となる生き方だと考えます。

筒井

清忠［帝京大学教授］

昨秋『昭和戦前期の政党政治―二大政党制はなぜ挫
龍達［在日韓国奨学会名誉会長・

徐

折したのか』
（ちくま新書）を刊行しました。今、日本は、二

桃山学院大学名誉教授］

大政党制のコースに戻るか、一党優位制が恒常化する

国粋化か国際化か、疎外社会か共生社会か？定住外国

か、穏健な多党制のコースを行くか、の岐路に立っていま

人の市民的権利＝地方参政権が活字で主張されたのが

す。戦前の失敗をヒントにしつつ、健全な議会政治の発展

1976年（徐稿）。発展途上国も含むOECD30加盟国の殆ん

のためにはどのコースが望ましいのかを見定める年にし

どが認めている投票権すら、先進国では日本だけが認めて

たいものです。

いない。安倍新政権に
「国際社会において名誉ある地位を
占め」
ること
（憲法前文）
は望めるのであろうか。

土井

勉［京都大学大学院特定教授 安寧の都市ユニット］

政権は変わったが超高齢社会など人々の不安は急に
髙畑

は治まらないだろう。だから
「安寧なまち・安寧な社会」の

敬一［NPO法人ナルク会長］

超高齢社会を切り拓く道はシニアがライフスタイルを自
ら転換する。その変換の先頭にナルクは立ちたい。
ライフ

かで社会が平穏であることを意味している。そのためには
「夢」を語ることが必要である。出来るだけ具体的な夢を

スタイル転換は次の2つ。
a

構築に向けた取組に集中したい。安寧とは、人の心が安ら

支えられる高齢者から支える側に廻る。
この為心を

描く作業から始めたい。

若く保ち人生の目標を立てる。
b

無駄な延命治療は断る旨書き留める運動を起こす。

土居

年樹［株式会社丸玉一土居陶器店代表取締役］

天神橋筋では今年も
「2013年、希望に満ちた一字漢字」
竹中

恵美子［大阪市立大学名誉教授］

を募集したところなんと応募多数は「歩」
という漢字だっ

昨年の衆院選では、右傾化が目に見えて顕著な年でし

た。一歩一歩前進あるのみという思いなのだろうか。私に

た。戦争をしないといってきた私たちの社会が、大きくゆら

は少し止まって（歩）
もう一度考え直しましょうと日本中の

いでいる時、足元しっかり固めることこそが、戦争経験をも

庶民が意識しているように思えてならない。
ヨチヨチ（歩）

つ私たち世代の責務であると、つよく思う新年でした。

行きましょう。

たつみ 都志［武庫川女子大学文学部日本語
日本文学科教授］

戸倉

信吉［メディアウォッチャー］

今年は、
日本でテレビ放送が始った1953年から丁度60

21世紀は女性の時代と言われながら、上層部社会に女

年。テレビを見ない、新聞を読まない大学生たちに今年も

性の数が僅少なのは相変わらずだ。大学では今頃「男女参

その意義を説きます。が、送り手側の皆さま。
プロとして恥

画推進室」なるものが文部科学省の奨励金でポツポツ取り

じない超一流番組、超一流紙面を目指して下さい。デジタ

組まれ始めている。関西の女子大として助成金を初めても

ル時代にふさわしい「新しい」
「勢い」のあるお手本を！

朝日 21 関西スクエア
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仲尾

宏［京都造形芸術大学

客員教授］

暗い予兆をはねかえし、私たちが目指すべき未来社会
‐①戦争を起したり、他国を侵略・蔑視しない社会。②働く

して肌で感じ実感できるように工夫をしてみたい。身近な
事例、
あるいは職場関係者の受け止め方、
ケースや家族の
人の思いなどを含め工夫を重ねたい。

者・若者が希望を持って生きられる社会。③格差と差別を
利三［作家］

なくし、子どもに生命の大切さを教える社会‐それが実現

難波

する日本と世界をめざして、たゆまず、あきらめず、がんば

大した抱負はございません。年々、体力の衰えを痛感し
ないわけにはいかず、加えて根が怠け者だから、仕事はほ

りましょう。

どほどにして年齢相応の健康でありたい、
と願うぐらいが
博［京都産業大学総合生命科学部教授］

精々です。そのためにもゴルフだけは今年も懲りずに続け

私大の教育・研究の現場で30年あまり、右往左往する教

るつもりです。政権交代した世の中への期待感は一応、あ

中田

育行政や大学全入時代への対応を余儀なくされ、かつ研

るにはあります。

究成果も求められてきました。行き着くところは、研究を通
じて教育するということに相成りました。チ-ムでの研究は、
創造力はもとより想像力を涵養する絶好の場です。残り少
ない教員生活を愚直に邁進するのみです。

西垣

敬子［宝塚・アフガニスタン友好協会代表］

アフガニスタンに係る者として、あの国はもう自立すべ
きであると云いたい。2013年が自立第一歩の年でありま
すように。そして私はその自立の様子を見届けに出掛けよ

中川

晶［大阪産業大学人間環境学部教授

う。
テロもタリバーンもいないアフガニスタンに。

なかがわ中之島クリニック院長］
60才になった事もあり、
これまでやってきたナラティヴ

西村 もゆる
［公益財団法人関西・大阪21世紀協会
広報グループチーフプロデューサー］

医療の理想を現実にするためにナラティヴ医療研究会を

巳年といえば、脱皮＝進化の年。一年後には「蛇が龍に

立ち上げようと思う。

…」
とまではいかないまでも、一皮むけた新たな自分にな
中村

順一［平安女学院大学文化創造センター客員教授］

れるように日々精進いたします。
また、自らのためだけでな

厳しい日本の将来に直面して、頼れる財産は日本人しか

く、関西地域のため、日本社会のため、世界の人のため、少

ありえず、国際場裡で活躍し発信できる人材の巾広い育成

しでも役立てたと思えるよう、超微力ながらも、粘り強く努

と確保が、日本にとっての緊急かつ最重要な課題であると

力して参る所存でございます。

考えています。
これまでの自らの体験をもふまえ、その面で
何らかのお役に立てればと考えている、
この頃です。

野澤 あおい［文筆家 ビデファド・パーソニッジ博物館
運営委員

中村

哲［関西学院大学教育学部教授］

兵庫教育大学にて和文化教育を推進してきたが、昨年
4月から
「“Mastery for Service”を体現する世界市民」形

L．M．モンゴメリィ・ランド・トラスト日本窓口］

脱成長というか、
より善く生きるために原点回帰すること
を主に青森とカナダでアピールする一助となる1年であり
たいとおもいます。

成を理念とする関学に勤めている。
この理念の具体化とし
て、
「天空に向けて舞い揚げよう鯉のぼり」活動を推進した

野田

い。
この先駆けが1961年に大学探検隊のアンデス最高峰

昨年は、私の住む滋賀県はいじめで大きくクローズアッ

ワスカラン登頂を祝して鯉のぼりが掲揚されたことにある。

正人［立命館大学産業社会学部教授］

プされました。今年は、子どもの人権が十分に守られ、身体
と心が傷つけられることのない社会を目指し、特に児童虐

中村 よお［シンガー・ソングライター
作家 ラジオ・パーソナリティー］
10年ぶりのニューCDと、前作、前々作が2012年リマス

待と非行といじめを防ぐ取り組みを進めたいと思います。
本当に子どもたちに届き、子どもたちを守れる仕組みを考
えたいと思います。

ター＋紙ジャケ＋ボーナストラックの2曲入りで1月、
リイ
シューされました。
春には20代の時の未発表音源集、
最初の

早川

単行本『バー‘70sで乾杯』の増補改訂版、初の小説『窓から

作家の陳舜臣先生から戴いた色紙が書斎の中央にか

はい出せ』
（幻堂出版）
単行本も出ます。
宜しくお願いします。

和男［神戸大学名誉教授］

かっています。
「老驥伏櫪志在千里」‐老いた馬は櫪（うま
や）に伏していても、千里の道をかける志を失わない‐曹

夏目 誠［大阪樟蔭女子大学大学院人間科学研究科教授］

操の詩句。4月に
『住むことは生きること』
（岩波書店）
、9月に

産業ストレス学会理事長として学会のさらなる発展に寄

『住まいと町を福祉の目で見る』
（三五館）、5月に早川監修

与したい。

『居住福祉産業論』。

メンタルヘルスケアの普及、特に受講者が健康教育を通
朝日 21 関西スクエア
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林田

雅至［国立大学法人大阪大学
コミュニケーションデザイン・センター教授］

昨年2年をかけて産学共同開発した医療アプリ
「多言語

代、
つまり人生10年を残すところだった。
いつから残余10年
なのかだれにも知れないが、今年その第1年にする意気込
みはもっていたい。
おこがましい願いと承知のうえで……。

問診票」
（17言語）は晩秋国際金融会議（サイボウス，140
憲一［武庫川女子大学教授］

か国参加）にその一部ソフトを無償提供した。阪大附属病

藤本

院の国際化の一翼を担い，看護師の多言語・多文化資質

ケータイやインターネットを駆使しつつ、なおかつ素朴

の向上に医療言語教材として活用され，現場においても重

「無 前提で
に、
したたかに若者が「無 心に打ち込める目標」

宝がられている。最終目標は双方向通信対話型機器に改

信頼できる人間関係」
「無 条件で肯定できる真善美の価

良することである。

値」があるはずだ。複雑と混迷の中で、
「夢と希望の持てる
社会、世界」を想起させる哲学を構築することこそ、喫緊の

樋口

隆康［泉屋博古館名誉館長］

課題と考える。

吾々老人にとって新年に賭ける想いは、若者と違い、自
分がこれ迄に体験した事を一般に納得させることです。例

裕子［メディアプロデューサー］

藤本

えば仏像の起源はガンダーラ説とマトウラ説の二つに分れ

目をこらすと漂うシャボン玉の群れに胡座をかいた人間

ますが、私はギリシアのヘラクレスが、仏陀の守護神執金

の様々な顔が見える、乗っかっている泡が何時弾けるかわ

剛神としてガンダーラで出現したのを知り、ガンダーラ説

からない、安倍バブルの絵空事のような空気が満ちて行く

の正しさを知りました。

のか？人の命は長くても100年、苦楽を経験した私達こそ
日頃の節制と努力の尊さを伝えるべきである。

飛田

雄一［財団法人神戸学生青年センター館長］

2013年は、早々におじさん10名で六甲山に登りました。
油コブシから新神戸まで20キロを歩いて、三宮で新年会で

晃［SF作家］

堀

今年は日本SF作家クラブ創設50周年で、
シンポジウム、

した。むくげの会新春合宿は釜山・慶州へ、神戸・南京をむ

記念アンソロジー、
ブックフェアなど、
さまざまな記念イベ

すぶ会の夏のツアーは南京・台湾に出かけます。季節がよ

ントを計画しています。関西でも、手塚治虫記念館での特

くなればサイクリングを復活し、肺活量の強化にオカリナ

別展その他を開催予定。個人的には「うめきた」
を舞台にし

の練習もし、
それなりに元気に暮らしたいものです。

た近未来SFを完成させたいと思っています。

深江

誠子［自由業

執筆

講師］

まず、3月頃には出版される拙著『本当に脱原発社会を

珠喜［大阪府立大学教授］

堀江

年が明け数え年で60年になり、やっと今頃「自分」がわ

作るなら、家族の変革から
（仮題）』
（社会評論社）の本を、

かってきました。私、贅沢で西洋的エレガンスが好きだった

できるだけ沢山の人に読んでもらいたい。
また秋の選挙で

のです！従がって、そんな欲望を満たしてくれそうな人・物

は脱原発、反TPP、反増税、憲法改革反対の党に大勝して

を捜します！今年といわず、
これからの抱負は「アンチエイ

ほしい。TPPに参加すると国民皆保険が潰され、医療難民

ジング」
とゴージャスライフ‐だといいなあ！！！

が続出するから。
飛［京都外国語大学教授（文学博士）］

彭
福井

栄一［上方文化評論家］

知と富の分離が、現代の不幸。上方文化が両者の紐帯と
して、
どの程度、有効かを検証したい。
福山

琢磨［株式会社新風書房代表取締役］

昨年暮れ、ささやかな新社屋が竣工したので「知の拠

今年の目標は（1）海外の大学、研究者との研究連携、
（2）
グローバル人材の育成、
（ 3）一連の日本語関係の書
物の刊行、
（4）海外の日本語教育への支援。
前田

久美子［高級茶芸師］

去年は年の初めにまさかの骨折からスタートしました。

点」にしたい。
まず自分史に特化したミニ図書館をオープン

人前に出る時には、ギブスをはずし、痛みを隠して頭に浮

させる。寄せられた中から良書を選び回覧してもらう。以前

かぶのは「後悔先に立たず」の言葉のみ。今年の抱負は去

やっていた「本の渡り鳥」の復活である。読んだら感想文を

年の失敗をしないこと。一番は「怪我をしない」
ことです。目

書くことを義務付けている。著者へ送ると、驚かれ、大いな

の前に来たことは、
「やるか？やらないか？」は、
「やる！」
「あ

る力を与える。

れ」
も
「それ」
も
「これ」
も。

藤田

真一［関西大学文学部教授］

政井

孝道［元紀伊民報編集局長］

芭蕉も漱石50年の人生だった。その芭蕉が＜芭蕉＞と

今年も橋下徹大阪市長の言動をしっかり見ていきたいと

なり、漱石が＜漱石＞となったのは、
ともに40に手が届く年

思います。
生まれ故郷の大阪は朝日新聞発祥の地であり、朝

朝日 21 関西スクエア
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日新聞や私たちを育ててくれた民主主義の街です。朝日新

ひ支援したい。
若者が自信を持てる国、
日本を目指したい。

聞の記者諸兄がゆるぎない勇気を持ち、彼らへの批判の精
神を忘れることなく書き続けるか、見続けたいと思います。

山中

康裕［京都ヘルメス研究所長 京都大学名誉教授］

民主党のひどさにも呆れたが、そもそもその元を作った
松田

卓也［NPO法人あいんしゅたいん副理事長］

IT技術の進歩は目を見張るものがあり、今後ますます加

自民党に再登板させてどうするのだ？この国は一体どうな
るのだろう？原発を再開し、軍備をしき、核をもって何をす

速します。2012年は新型iPadの発表が2回もありました。

るつもりなのか？もう、日本を抜け出して、
どこか森の綺麗

次のターゲットはグーグル。
グラスなどのヘッドマウント

な国に行って、原始生活をした方がいいかもしれない。子

ディスプレーを用いた補強現実です。人間がサイボーグに

どもたちはどうなる？

なる日も近いです。楽しみです。
山村
的場

悠紀［堂島法律事務所

恒年［NPO地域環境を考える全国市民会議

弁護士］

代表理事

弁護士］

「抱負」
を国語辞典で引くと、
「ふだんからこのようにやって

現世代人の利益追求と将来世代の幸福との葛藤の狭間

みたいと思っている考え」
という解説。
ふだんからこのように

で、市民が互いに議論して熟考し、社会が進むべきシステ

やってみたいと思っている通り78歳まで生きて来た私に今更

ムのあり方を考えて、
これをどう広めるかを提言してみたい

やってみたいことはない。
あるとすれば、
今年1年も病気をせ

と思います。

ず、飲んだくれる健を祈るばかり。ぜいたくな抱負やなあ。

現在の経済システムのままで直進すると、
原発事故に匹敵
する気候変動で多くの人が苦しむことになると予測されます。

森 一貫
［関西外国語大学国際言語学部長
中之島まつり代表］

湯浅

俊彦［立命館大学文学部教授］

「中之島まつり」は今年も開かれる
（5月3‐5日）。
「まつ

今年は委員としてかかわっている国立国会図書館の

り」は「中之島をまもる会」から生まれた。
この会は1971年

「電子納本制度」開始の年である。デジタル・ネットワーク

に明治大正の建物（公会堂・図書館・市役所＝3代目・日

社会において、図書、雑誌、新聞など印刷メディアの電子化

銀）
と景観の保全をめざし発足。
「市民」が自主的に運営し

が急速に進展している。
これら電子資料の生産・流通・利

て40年以上も続く
「まつり」は他に類をみない。
ここから
「市

用・保存を総合的に研究し、特に図書館における利活用へ

民」が今年も生まれる。
これに私はかかわりたい。

の道筋を探究したい。
正彦［メディアプロデューサー］

森口 ゆたか［美術家、NPO法人アーツプロジェクト代表］

吉井

今年4月に、当NPO法人アーツプロジェクトがアートディ

兵庫県「但馬」に注力する。
「ジオ・パーク」の展開に加

レクションを担当しました四国こどもとおとなの医療セン

え、来年にかけて但馬をアピールする数々のイベント開催

ター、兵庫県立光風病院新棟がいよいよ開院予定です。
こ

が。
とくに旧明延鉱山最盛期4000人超がいまや140人の

れを契機に益々ホスピタルアートの素晴らしさを広く知っ

過疎地になった「一円電車」の里を応援。そこに眠るもうひ

ていただき、療養環境をアートの力で改善していきたいと

とつの「宝」
ものを雪解け頃に発掘に。

願っております。
吉川
森田 洋子
［株式会社ポプリ・ド・ヨーコ

千鶴子［滋賀大学名誉教授］

今年の抱負は、溢れているモノと情報を取捨選択し、簡

エコール・ド・パルファン
（香りの学校）
学長］

素な生き方と簡明な言葉使いを心がけること。物事の本

昨年末、小学館から本の電子化許諾依頼書が届いた。

質をつく思考力と的確な言葉力こそ、健全な精神の元手と

それが集大成を考えるきっかけとなり、今まで携わってき

なり、人を動かす力となる。今年は、そんな思いに駆られて

た仕事の全てを、ひとつのアプリにするという発想、企画が

執筆中のライフワーク
『言語教育のための日英語対照（仮

一気に湧いてきて、68才の、引き際の美学と、未だ何かや

称）
』の完成を目指す。

れると囁やく私の心が絡み合いながら何とも、忙しい新年
のスタートをきりました。

ヨシトミ ヤスオ
［NPO法人京都国際マンガ家会議］
政治のことでは、はてしなく右の方に走っていきそうなこ

義文［シダックス株式会社総合研究所担当部長］

とを先ず危惧します。庶民のことを真っ先に考えてほしい

経済成長も大事だが、人材育成が重要。二つの事に取り

と思います。
このところ維新の会の文化軽視が気になりま

組みたい。
①「求職者支援制度」
・食育、介護と広い分野での

す。
とくに関西では文化芸術をもっともっと振興するべきだ

ステップアップへの支援。②若者の引きこもり100万人に上

と思います。憲法の改正で9条を変える動きには断固反対

る‐「通信制高校」が若者のサポート基盤になれぬか‐、ぜ

しますよ、何があっても…。

薮下

朝日 21 関西スクエア
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交流会に１００人参加 にぎやかに親睦深める
に多発した速報の「誤報」をなくすために改良に取り組ん
でいると語った。

地震とナマズ、
関係は？
落語家の桂吉弥さんとの対談では、1995年の阪神大震
災の際、神戸市に住んでいた吉弥さんが、地震直前に犬や
ネズミなど、動物がいなくなったといった話を紹介。
「地震
学の先生から見たら、それはアホらしいことなのか、
どうで
しょうか」
と問いかけると、山田さんは「（地震予知のため
に）動物の行動を研究している人もいる。でも科学として
「朝日21関西スクエア」の2012年度会員交流会が12月
20日、大阪市北区の中之島フェスティバルタワーで開催さ
れ、約100人が参加、親睦を深めた。11年度の関西スクエ
ア賞を受けた京都大防災研究所助教の山田真澄さんが、
「社会に役立つ地震学とは」
と題して講演。そして落語家
の桂吉弥さんと対談した。吉弥さんは「地震とナマズの関
係は」
といった素朴な疑問をぶつけ、地震に関係がある落
語も披露して会場を沸かせた。

「役立つ地震学」講演
講演で山田さんは、地震発生を揺れが届く前に伝えて避
難などを促す「緊急地震速報」をとりあげた。
自らの研究対

は、平常時には何もなく、地震のときだけそういうことが起
きたことが証明されないと、信用できません」
と答えた。
続いて吉弥さんがナマズと地震の関係をたずねると、
山田さんは「ナマズは電気信号に敏感らしい。でも地震が
起きる前に電気信号が出るかどうかは、
まだわかっていま
せん」。
山田さんは対談中、地震予知の難しさを強調した。地面
が割れて起きる地震を割り箸が折れるのにたとえ、
「力を
かけた割り箸がどの段階で折れるかは、すごく複雑。
もっと
複雑な地球がいつ壊れるかは、いまの科学では全然わか
らない」。すると吉弥さんは「嫁はんがいつ怒るか、私は2日
くらい前からわかります」
と笑いをとった。
会場から
「地震の話が出てくる落語はありますか」
と質

象でもある
「緊急地震速報」について、東日本大震災では、

問が出た。吉弥さんは、新婚夫婦の妻が、自分のおならの

発生の31秒後に速報が出たほか、各地の震度が次々に発

音を「地震」
と言い訳しようとした小話など二つを披露し、

表されたことを紹介し
「実はすごい技術。
こういうことがで

会場に集まった約100人から大きな拍手を浴びた。

きる国は日本以外にはほとんどない」
としたうえで、震災後

「明治
〈美人〉
論－メディアは女性をどう変えたか」出版
同志社大学教授の佐伯順子さん

6年来あたためておりました『明治＜美人＞論―メディ

新島八重をとりあげます

アは女性をどう変えたか』
（NHKブックス）を、11月末に出

ので、関西の文化力にも

版いたしました。明治の雑誌、新聞、写真が伝える当時の女

縁の深い女性です。

性の姿を、主として写真入りの記事から考察したものです。

大 河ドラマ 鑑 賞 の お

明治期の『朝日新聞』
と
『讀賣新聞』の女性関連記事も比較

ともとしても
（！？）お手に

しておりますが、現代につながる両紙の特徴がうかがえる

とっていただければ幸い

のも、大変興味深いものでした。

でございます。

2013年のNHK大河ドラマの主人公は、幕末から明治を
駆け抜けた会津出身の新島八重。勤務する同志社の創立
者・新島襄の妻でもあり、拙著でも明治女性史との関連でと
りあげております。NHKEテレ『趣味Do楽』
（2013年2月5、
12、19日OA予定）
でも、京都発のハンサムウーマンとして
朝日 21 関西スクエア
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新版
『多文化共生志向の在日韓朝鮮人』
をハングルで出版
桃山学院大学名誉教授

徐龍達
（ソ・ヨンダル）
さん

韓国高麗大学の現代日本叢書6号として出版された

まや韓国も狭い民族主義から脱して、アジア市民社会友

拙著（同志社大学准教授徐潤純・訳）が約170頁増補さ

好のために、漢字復活などを実施し、多文化共生社会を

れ422頁の新版となりました。その内容は次のとおり。国

築くよう望んでいます。

際化なのか国粋化なのか（序文／日本の識者に問う）、

本書は留学生などにも日本を学ぶ参考になることで

①「人権先進国」日本への提言、②在日韓朝鮮人の形成

しょう。希望者には、郵便振替口座「00980－9－13168

史、③解放後の韓朝鮮人商工業界の生成発展、④韓朝鮮

徐龍達」あて、送料込み2，500円で頒布いたします（問
い合わせFAX0742-45-5770）。

人の生活と経営の実態、⑤民族金融機関の現状と試練、
⑥法的地位と新管理体制、⑦市民としての人権擁護運
動、⑧指紋押捺撤廃運動と強制退去、⑨統一用語「韓朝
鮮」の普及推進、⑩日本の大学国際化に果たした外国人
教授の役割、⑪地方参政権獲得運動、⑫多文化共生への
日本社会の展望。帯紙には「韓国も多文化共生への国際
国家を築こう―日本生活70年による真実の証言」
（韓国放
送公社海外同胞特別賞受賞者の新版）
と記されています。
韓国では植民地支配への反日から克日が叫ばれて久
しいのですが、定住外国人への地方参政権付与では日本
より先行。右傾化・排他的な日本政府を超えた事例もあり
ます。在日韓朝鮮人ら定住外国人の貴重な体験から、い

賑わう天満天神繁盛亭と
大阪天満宮

大 阪 市 北 区 天 神 橋 2 丁目

6代桂文枝の襲名披露で華やいだ大
阪のお笑い拠点・繁盛亭。師走の昼席
に女流落語会があると聞き、足を運ん
だ。会場の天井には寄附者の提灯が並
び、客席はほとんど男性客で賑わい、女
流噺家が「1年に一回は必ず満席にな
るの」と胸をはって笑わせた。
繁盛亭の笑いを初春にも味わいたく
て、松の内が終わる土曜日、再度のぞ
いた。客席では老若男女が初笑いを重
ねていた。話のネタが身近な暮らしにあ
るのが人気で、文枝の目指していると
ころかもしれない。隣の大阪天満宮は、
合格祈願とおみくじの客でいっぱい。絵
馬記入所で描く絵馬に、志望校をはっき
り書く親子が目に留まり、思わず受験期
のわが身がよみがえった。隣ではえび
す祭りの幟が寒風にさらされていた。
あ つ た

熱田

朝日 21 関西スクエア
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中之島フェスティバルタワーがオープン
「華やぎのある大人の街」順調なスタート
下島

紀雄（大阪中之島新ビル建設室企画担当部長）

中之島フェスティバルタワーが昨年11月28日にオープ

ない、パリっとした元気なお年寄りの

ンしました。中之島で最大の商業集積ゾーン「フェスティバ

姿が目立ちました。舌の肥えた大人

ルプラザ」には年末にかけ多くのお客さまが訪れました。各

が多いせいか、2階のレストランを含

店の売上げも想定を大幅に上回っており、街ににぎわいを

め、飲食店では軒並み予算の2倍を売り上げました。

つくり出す、順調なスタートとなりました。

「何をご覧になって来館されましたか」
という質問では、

フェスティバルプラザは「華やぎのある大人の街」
をコン

新聞、テレビ・ラジオが上位を占め、それに口コミが続くと

セプトに、中之島フェスティバルタワーの37階、2階、1階、

いう順番です。
インターネットと雑誌は新聞、
テレビ・ラジオ

地下1階に加え、改修した旧中之島地下街を含めた飲食を

の三分の一です。
これも年齢層が高めということの裏返し

中心とした32店からなっています。
うち関西初出店が37階

でしょうか。

のレストラン「ラ・フェット ひらまつ」をはじめ5店舗ありま

調査では感想や意見も聞いています。そこからは、以前

す。
2階にはおなじみの
「アラスカ」
などコンサート帰りなどに

のフェスティバルホールを知っている世代が、新しいフェ

最適なちょっとプレミアムなレストランが揃っています。

スティバルホール誕生を機に「見物」に来ている様子がう

オープン初日から昼食時には近隣のサラリーマン、OL

かがえます。
また、
フェスティバルホールがあるビルという

の行列が出来ました。オフィス街の中之島だけに、土日の

ブランド感や安心感もあるようです。
さらに、キタでもミナミ

集客が心配されましたが、それも杞憂でした。
クリスマス前

でもない「落ち着いた中之島」の魅力が「大人」の足を新ビ

の連休は、イベントの効果もあり、
フェスティバルプラザ内

ルに向かわせているという側面もありそうです。中之島の

は人で溢れかえっている、
という状態でした。

魅力については、
レストラン「ひらまつ」
グループの平松宏

お客さんの特徴としては、年齢層が高め、
ということがあ
ります。来館者への聞き取り調査では、40歳以上が7割を

之社長が関西に進出する際、
「美しい水辺と文化の香りの
する中之島だからこそ出店を決めた」
と話されています。

超えています。男女

中之島フェスティバルタワーのテナントオフィスについ

比では女性が6割を

ても、開業時に9割以上が決定済とこちらも好調です。
この

占めました。文字通

結果を受けて、1月4日にはツインタワーの2棟目となる西

り「華 やぎのある大

地区の2014年着工、17年完成が発表されました。
さらに

人の街」の誕生でし

中之島の魅力をPRし、西地区の成功につなげていきます。

た。特に他の商業施

（しもじま・のりお）

設ではあまり見かけ

視点
私点

京都大学での43年間にわたる勉学・教育と研究生活
京都工芸繊維大学繊維科学センター特任教授

玄

丞烋さん

私は、1969年4月より京都大学に在籍し、2012年3月

私は現在、京都工繊大で研究生活

末に京大を定年退職しました。
その間、約43年間の長期に

を送っていますが、
これまでの研究を

渡って京大で学び、
また、生体材料学に関する研究と教育

さらに進展させ、再生医科学の基礎

を行い、日本人を始め韓国や中国留学生など多数の研究

と臨床応用に貢献できるよう、
またこれらの研究を通じて独

者を育てました。その間、約400報の研究論文、総説や著

創性を有する21世紀型の研究者を育てられるよう、生涯現

書、および100件以上の特許出願を行い、
さらに、基礎研究

役の精神を持って研究と教育に邁進する所存であります。

をもとに、数多くのメデイカルデバイスが臨床応用でき、国
の研究投資に対する社会的還元を行うことが出来ました。
21世紀は未知と不確実性の時代と云われ、大学も国際
社会とのコミュニケーションが必須となるグローバル化へ
飛躍することが強く求められています。
このような環境の中
で、若い学生には大きな期待が寄せられています。人生に
は失敗も成功もあり、失敗は苦しいが、そのとき迷わず行
動を起こし、
自分の個性を磨くことが学生生活にとって最も
大切なことだと思います。
朝日 21 関西スクエア
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