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コウノトリの郷で有機農業指導
兵庫農漁村社会研究所代表・神戸大学名誉教授

保田 茂さん

「ライフワーク」農家と市民つなぐ懇話会も
梅雨が明けた。夏空にコウノトリが舞っていた。白と黒の翼を力一杯はばたかせて、
４羽、５羽、６羽…。「こんなにたくさん見られるのは珍しい。ほんまに戻ってきてく
れたんやなぁ」――緑一面の田園が広がる兵庫県豊岡市郊外。ここが保田茂さんの故郷
であり、仕事場だ。絶滅の危機にあるコウノトリを野生に帰す事業に呼応し、人にも鳥
にも安全な無農薬有機農業の指導・普及に打ち込んで10年になる。その成果は少しずつ
着実に輪を広げ、実を結びつつあるようだ。あぜ道に立って目を細める農学者の姿は、
健やかに育った我が子を見るようにうれしそうだった。

「保田ぼかし」で元気に育てる

（事務局・黒沢 雅善）

農生活センターの会議室。この日は、保田さんが講師を
務める月１回の「やさしい有機農業教室」の開講日だ。

豊岡盆地の夏は猛烈に暑い。７月上旬の昼近く。温度

「日本の多くの農地は、肥料のやり過ぎで、窒素、リ

計の目盛はすでに35度に迫っていた。ＪＡたじま豊岡営

ン酸、カリ成分が過剰になり、すっかりだめになってい
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ます。悪い大地のままでいくら野菜を育てても、農薬の

ら、生活がかかってる農家が、ちゃんと信じてついてく

いらない元気な野菜は育ちません。そこを、まず、しっ

るんです」
保田さんが提唱する有機農法は、とてもシンプルだ。

かりと認識してください」
マイクを手に、静かな声で語る保田さんの講義を、20

まず、作物に与える有機質肥料をつくる。米ぬか、油

人余りが、ノートをとりながら熱心に聴き入る。全員が

かす、魚粉、かきがら石灰を６：３：２：１の割合で混

地元のプロの営農者だ。

ぜたものに水２を加え、空気を抜いたポリ袋に入れて、

▲ 夏空に飛び交うコウノトリたち

午後は畑に出て、保田さんの指導で取り組んだ有機栽
培のナスを収穫した＝前ページの写真。

夏なら２週間、冬なら４週間程度、乳酸発酵させる。
「ぼかし」と呼ばれる伝統的な肥料に改良を加えたもの

「５月に苗を植えてから、水やりを１回もしませんで

で、過剰になりがちな窒素、リン酸、カリの量を適度に

したが、全くしおれていません。水辺のアシの葉っぱを

抑え、マグネシウム、カルシウムなど、植物にも人にも

マルチ（敷草）した効果を確かめてください」

必要なミネラルを、バランス良く補給できるようにして

「花のすぐ上についている葉は、実に栄養を供給する

いる。もちろん、化学合成肥料はいっさい加えない。名
付けて「保田ぼかし」。

大事な葉です。絶対、切っ

うね

畑を耕す際に、畝をＶ字型に割り、底に土づくりのベ

てはいけません」

ふん

保田さんの話を聞きなが

ースとなる完熟牛糞 堆肥、頂上に保田ぼかしを適量ま

ら、生徒たちが、丸々と太

く。次に、鍬でＶ字を土寄せして畝たてをする。土と肥

った実を、ていねいにもい

料は混ぜ過ぎない。肥料中の有用菌が薄まってしまい、

でいく。文字どおり茄子紺

活性化しにくくなるからだ。ケーキのミルフィーユの皮

色に張り切った色つや。月

とクリームのように重ね合わせる。保田ぼかしは、必要

に１回の実習なので、形が

な量だけこまめにつくる。大量につくりおきしないこ

少し不ぞろいなのと、とき

と、与え過ぎないことが大事なコツだ。

な

くわ

す こん

どき、ナメクジに食われた

こうして、しっかり土づくりした畑に作物を植えた

という穴が空いたものがあ

ら、追肥はしない。畑の溝や作物の根本に、土が乾き過

ることを除けば、見事な出

ぎたり、雑草がはびこるのを防ぐため、作物によって少

来栄えだ。

しずつ方法は違うが、「草マルチ」といって、刈り取っ

「ほんまに、無農薬？」

たアシの葉や雑草を敷き詰める。

「この暑い時期に１回も
水をやらなかったって、ほ
んま？」
恐る恐る小声で尋ねた記

あとは、少し極端に言うと、植えっ放しで、収穫を待
せんてい

講義する保田茂さん
＝７月、兵庫県豊岡市

者に、生徒の一人が代わって答えてくれた。

つだけ。必要に応じて、茎に支柱を添えたり、剪定はす
るが、農薬は散布しない。よほどの日照り続きでなけれ
ば、水もやらない。植物は、栄養バランスがとれた適量
の食事＝肥料と適した自然環境の下で丈夫に育ててやれ

「全部、ほんま。この人（保田さん）は、口先で適当

ば、特別なことをしなくても、病気や虫にやられること

な理屈を言うのやなくて、自分の畑で実際に（作物を）

は少なく、本来持っている生命力を正しく発揮してくれ

つくって確かめた方法を、私らに教えてくれる。だか

る、という考え方だ。「プロにもアマにも、同じことを
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教えています。しっかり基本を押さえ、多少の労力を惜

草の発生が少なく、除草剤を全く使っていません。イネ

しまなければ、立派な野菜が育ちます」と保田さん。

の株の張り具合も良いようです。実用化できれば、省力

もちろん、試行錯誤はある。すぐにすべてが、うまく

化によって高齢者でも営める。生産コストを下げて、安

いくとは限らない。「特に、土づくりは時間がかかる。

全で良質なコメができる。農家にとっては、とても助か

みなさんには『結果を急がず、最低３年は続けてくださ

るのです」

い』とお願いしています」という。

保田さんが目指すのは決して、お金持ち向けの高級グ

最近は、より難しいイネやダイズの栽培にも、保田ぼ

ルメではない。市場原理に乗る採算性をきちんと考えた

かしが使われるようになってきた。試験栽培に協力して

「当たり前」の農業のように思える。それが、深く静か

くれるところも現れた。その一つが、農事組合法人・河

に支持されるゆえんなのかもしれない。

谷営農組合。高齢化と後継者難に悩む農家が協力して集

グサリとこたえた農家の一言

落農業を営むため、６年前に設立した。会員は34人。
ナスの収穫を終えると、保田さんは炎天下をいとわ
ず、同組合の森垣哲男組合長らの案内で、その田んぼを

そもそも、何がそこまで、保田さんを打ち込ませたの
だろう。

見て回った。休耕田にまいたダイズの芽吹きを確かめ、

大学での専攻は農業経済学。有機農業は、若いときか

あぜの水際に屈みこんで、イネの育ち具合を子細に観察

らの持論だ。「日本の有機農業」（1986年、ダイヤモン

する。さらに組合の倉庫へ回り、肥料の作り方をアドバ

ド社）、「有機農業運動の到達点」（1994年、スペース

イスする。疲れを知らない精力的なフットワークだ。

ゆい）などの著書がある。食の安全や生態系保護より目

森垣組合長は、保田さんの農法について、「見極めに

先の経済効率が最優先された時代。「今どき有機農業だ

は、もう少し時間が必要」とことわったうえで、次のよ

なんて、大学の恥や」とまで、先輩教授に嫌みを言われ

うに期待を語ってくれた。

たが、節を曲げなかった。信念と反骨の人だ。

「保田ぼかしでつくっている田んぼは今のところ、雑

共生
再び

しかし、いざ有機農業を教えに行った先で、農家の人
さと

コウノトリの保護・増殖と野生化に取り組んでいる豊岡市の兵庫県立コウノトリの郷公園
によると、2005年10月に最初の放鳥が行われ、13年７月現在、野外の生息数は80羽に近づき、
そのうち野外生まれが60羽を越える見込み。周辺の人里近くでもしばしば、身近にその姿を
見られるようになってきた。農薬散布を控え、無農薬栽培に切り替えるといった協力が成果
を上げ、田んぼに餌になる魚やカエルが増えてきたと農家の人たちはみている。
人工巣塔で育つヒナたち

田を耕すトラクターを見守る

2013年４～７月、兵庫県豊岡市。河谷営
農組合・岡治さん撮影（前ページ上の写
真も）。ＨＰ「六方たんぼのコウノトリ
便り」http://pub.ne.jp/kounotori/ より
巣立った若鳥たちが、

田んぼで餌を採る

チューリップ畑へお花見
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酒場を会場にしたヴィレッジライフ懇話会。食と有機農業について、会員
らが調べた結果を報告し、熱心な討論を繰り広げた＝７月、神戸市中央区

にこう言われた。

宮駅前北側の裏通り。夕方の開店にはまだ間がある地下

「センセは、自分でつくっとらんから、できもせんこ
とを、あーだ、こーだと気楽に言えるのや」

の酒場に、年齢もいで立ちもさまざまな40人余の男女が
集った。保田さん自ら「ライフワーク」と位置づけて主

グサリと胸にこたえた。

宰しているヴィレッジライフ懇話会だ。

「それまでは、『こうすれば、うまくいくはずや』と

有機農業や食の安全に関心を持つ市民らを主な会員

頭の中で考えただけで、教えていたんですね。大学の学

に、実践農家や研究者、行政担当者らも加わり、農業の

者は、実際に田畑を耕すことなんて、まずない。これじ

現状や課題を語り合う。村の担い手を育み、村を守るこ

ゃ信用されるわけがない。ようし、それなら、自分でつ

とに少しでも貢献したい、との考えから立ち上げて毎月

くって証明しようと」

１回開き、これまで146回を数えた。

2003年に神戸大学教授を定年退官すると、神戸市の自

この日のテーマは「直売所を拠点とした地域活性化の

宅に兵庫農漁村社会研究所を立ち上げ、郷里の豊岡に親

検討」。元生協職員の会員３人が、大型店による直接仕

類から土地を借りた。石ころだらけの荒地を唐鍬を振る

入れが主流になっている農産物流通の現状や、各地の注

って掘り起こし、土づくりをした。自分の理論を実践し

目される直売所の紹介、有機野菜を実際につくって直売

て野菜づくりを始め、６年かけてようやく、納得できる

所で売った体験などを報告。活発な議論が、途中からは

作物がとれるまでにした。

くだけた飲み会に切り替わって、夜まで続いた。

とうぐわ

キュウリ、トマト、ピーマン、万願寺トウガラシ、ト

出席者の一人は「みんな、最初は保田さんに引っ張っ

ウモロコシ、ジャガイモ、サツマイモ…。小さな実験農

てこられた『保田つながり』なんですが、陰々滅々の勉

場には今、さまざまな作物がたわわに実る。長年培った

強会と違って、毎回、目からウロコの楽しい出会いと発

有機農業の「知」が、ぎっしり詰まっている。まずここ

見がある。やめられんようになってしもた」。

で出した成果を持って、あちこちへ教えに回る。
コウノトリの復活はもちろん、多くの人々の粘り強く

その翌日。今度は神戸市西区郊外の兵庫みどり公社・
兵庫楽農生活センター。

熱心な取り組みが実ったものだが、こうした地道で実証

せみしぐれが響く中を、おやこ食育アカデミーの人た

的な有機農業によって環境浄化を可能にした保田さんの

ちが、黒ダイズ畑の草むしりにやって来た。保田さんの

貢献は、決して小さくないだろう。

兵庫農漁村社会研究所の副理事長を務める山下陽子さん

プロ、アマが分け隔てなく交流

が、「正しい食」の普及をめざして活動している会だ。

保田さんの仕事場は、豊岡だけではない。

レッジの学生たちも助っ人に加わった。祖父と孫ほど年

７月下旬の週末の午後。飲み屋が立ち並ぶ神戸市・三

が違う２人がペアになり、鍬で雑草の根を堀り、鎌で刈

この日は、保田さんが講師を務める神戸市シルバーカ

2013.8 & 9
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おやこ食育アカデミーのメンバーと、助っ人に加った神戸市シルバーカ
レッジの学生たちが、畑の草むしりの前に記念撮影＝７月、神戸市西区

ってゆく。「とれた豆で、おみそをつくるんや」「隣に

保田さんの仕事場で育った有機農業の後継者たちは、

は秋にダイコンの種をまく。こっちは切り干し（大根）

単に受け身で学ぶだけでなく、たくましくネットワーク

かな」。夢がふくらむ｡

を広げ、自立の道を歩み始めているようだ。

そのまた翌日。同じ兵庫楽農生活センター。

×

×

×

ダイズ畑のすぐ隣で、同センターが開いている有機農

農林水産省の2011年統計によると、日本の食料自給率

業塾の人たち約60人が、保田さんの指導で栽培したピー

は、カロリーベースで39％。主要先進国中の最低で、漸

マンとナスを収穫した。

減～横ばいから上向く兆しは見えない。経済協力開発機

淡路島から来たという女性２人。「去年も受講して２

構（ＯＥＣＤ）統計などによると、日本の単位面積当た

年目になります。保田先生の講義はよくわかって役に立

りの農薬使用量は、長いこと世界一だった（2010年に韓

つ。まだまだ教わりたいことが山ほどあって、やめられ

国に抜かれて２位になった）。大型量販店が今や、農産

ません」「家でも有機農業してますが、周りから『変な

物の生産・流通を一手に握る。国民所得が低迷する中

ことしてる』といった目で見られて、めげる。だから、

で、需要は安いものへと流れるだろう。こうした現状が

ここへは、弱い自分にカツを入れにやって来る。保田先

急に変わり、保田さんが呼びかける有機農業が広く行き

生やみんなが、ちゃんとつくってはるのをこの目で確か

渡るかどうか、率直に言って、記者はまだ懐疑的だ。

めて、勇気をもらって帰るんです」
志を引き継ぐ若いリーダーも、育ちつつある。

しかし、取材して確認できたことが２つある。
まず、保田さんが指導する有機農業グループの人たち

西村いつきさん。兵庫県農政環境部農林水産局農業改

は、みんな前向きで明るい。そして、保田さんにいただ

良課の主任環境創造型農業専門員で、神戸大学大学院人

いた野菜は、ナスも、キュウリも、ピーマンも、トウガ

間発達環境学研究科の博士課程在籍。「この農法を、ぜ

ラシも、飛び切りおいしかった。スーパーで買うのとは

ひもっと広めたい」と、あちこちで保田さんを講師にし

まるで別物の、濃厚な自然の香りがあふれていた。

た教室を企画する。保田さんとともに講壇に立ち、田畑

こうした仲間に囲まれて、ときどきでいいから、自分

へ出て教える。ハンドルを握って運転役も買って出る。

で汗を流してつくった、こんな作物を食べることができ

前出の山下陽子さんは、神戸大学大学院農学研究科助

たら、この上ない幸せだろうと思った。

教で管理栄養士の資格を持つ。日本人に合った健康的な
食生活を求めるボランティア活動に取り組む過程で、保

◇「仕事場拝見」は、関西スクエア会員の仕事ぶ

田さんの有機農業と「合流」した。今年６月に兵庫農漁

りを、事務局スタッフが訪ねて取材し、紹介する企

村社会研究所がＮＰＯ法人に認可されたのを機に、副理

画です。随時掲載します。

事長と食育研究部の責任者を務める。
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員からの寄稿

北浜・大証…徒然なるままに…
デリバティブ取引専門化に思う
岩井コスモ証券社長

昭和38年の大阪証券取引所の立
会場。「場立ち」と呼ばれた証
券マンたちが忙しく動き、活況
を呈した＝大阪証券取引所提供

沖津 嘉昭さん

最近の北浜…。
めっきり証券会社の看板が目立たなくなった。

さび

証券マンの一人として、正直なところ、何かしら淋し
てん ぷ

ら

さを覚える。北浜の一角にある「喜多八」という天婦羅
おかみ

屋さんの女将も、「北浜に証券会社が多かった頃が懐か
しい」とため息を漏らす。天婦羅は、揚がる＝上がるの
語呂合わせで、証券マンが昼食や夜の宴会で足繁く通っ
てくれた頃が懐かしいという。
確かに北浜に店舗を置く証券会社は減った。合併・統
合で証券会社の数が減少したことが最大の要因だが、証
券業界の「進化」も大きな原因の一つだ。機械化、ＩＴ
いわゆる

化により、大阪証券取引所に、所謂「場立ち」が居なく
なり、以って、株価等の情報伝達手段が機械化され、証
券会社は北浜に店舗を持たなくても何ら支障が無くなっ
た。大証券などはオフィスを御堂筋沿いなどの便利なビ
ルに移転し、一部の中堅証券なども後に続いた。いま、
しにせ

北浜に店舗を持っているのは総じて老舗の証券会社。ま
さに時代と共に同じ場所に根付いた証券会社だ。

「日本経済を動かした」最盛期
北浜の古き良き時代…。

「デリバティブ取引」（日経２２５先物取引）を完成、

日本の高度成長期の昭和30年代から40年代にかけて、

スタートさせた。

全国取引所の株式売買高に占める大阪証券取引所の割合
は、30％から40％程もあったという。
ひし

また、大証は、それまでその体質が官僚的で、トップ
が行政から天下りしてくる等、非効率的な運営がなされ

北浜には数多くの証券会社が犇めき、多くの投資家が

ていたが、平成13年４月、株式会社化と共に見事に筋肉

それぞれ証券会社の店頭に通い、株式の発注を行ってい

質の会社に転換、効率性の高い取引所として東証からも

た。ある人は鞄に、またある人は風呂敷に株券を包み、

一目置かれる存在になった。そして、東証、大証、互い

証券会社を訪れたという。

に取引所を取り巻く環境に炯眼力を発揮し、東証による

かばん

昭和40年代後半に店内に株価ボードが設置されるま
で、取引所から放送される株価を若い社員が店内のボー

けいがん

大証へのＴＯＢによる買収、即、ＪＰＸを誕生させ、そ
の配下に現在の大証を設置した。

ドにチョークで株価を書き込んでいた。このころの北浜

その大証は７月16日から大証一部・二部の銘柄、及び

の証券マンは、「自分たちは日本の経済を動かしてい

ジャスダック銘柄の取引を東証に集約。大証はデリバテ

る」との自負心を持っていたと年長者は語る。

ィブ取引専門の取引所に衣替えした。来年３月24日に

しかし、こうした動きは、時代の進化と共に、つまり

は、それまで東証で取り扱われているデリバティブ商品

日本が高度成長で潤ったが故に、徐々に東京一極集中化

も大証に移されることになっている。

現象が証券界にも押し寄せ、大証は徐々にそのシェアを

現物銘柄なくなり２つの懸念

減少させて行くことになる。
しかし、その後、株式取引の売買シェアの減少を憂

北浜で証券業を営む者として、大証銘柄が東証で売買

慮した大証は、新商品の研究に取り組み、昭和63年９月

されることになるのは、何かしら寂しさを禁じ得ない。
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大証には任天堂など関西独特の優秀な銘柄が多数あり、

設。また、平成23年２月には、新デリバティブ売買シス

これらの関西銘柄が、このあと大証で売買されないこと

テム「Ｊゲート」を稼働させるとともに、デリバティブ

については、次の点で気に掛かる。すなわち、

取引の立会時間９時から午後３時10分までの「一場制」

（１）大証で現物銘柄が売買されないことになった場
合、大証の「情報発信基地」としての機能が低下しない
かという心配だ。

も実施している。
このように大証は、まさに関西特有の「進取の気概」
の精神を遺憾なく発揮し、現物市場での東京一極集中化

これまで、関西に本店を置く企業は、その決算発表な

現象を克服すべく、「新しい道」を模索しながら努力を

どの際、大証ビル４階の「大証ホール」で記者会見して

続けた。今後も、こうした独特の「先進性」を堅持しつ

いた。現物銘柄が東京へ移っても各社の記者会見等のお

つ、未来に目を向け、日本の経済発展に寄与すべく創意

世話はこれまで通り、否、これまで以上に世話をすると

工夫を重ねて行って欲しい。

こうかん

ＪＰＸは言う。しかし、関西に本店を置く企業は、現

今回のＪＰＸの誕生には、巷間ささやかれている「総

在、社長が大証で記者会見すると同時に、専務が東証で

合取引所構想」というものが、その底流にあると思われ

会見。これが徐々に社長が東証、専務が大証で、に変わ

る。こうしたことを踏まえ、大証は、現在の金融デリバ

り、気がつけば社長の東証での会見で全て済まされるこ

ティブ商品はもとより、将来を見据えた形で「商品デリ

とになるのではないか。そして北浜クラブの記者さんの

バティブ」の分野にも進出できるようＪＰＸ共々各界に

人数も徐々に減少傾向をたどる…。その結果、北浜発の

働きかけ、これを実現できるよう努力して欲しい。

記事も減少傾向をたどる…。

こうした動きにアベノミクスは理解を示すであろう

小生はこうした現象が生じないかと気に掛かる。

し、筋肉質体質の大証が、金融はもとより、商品分野の

（２）ＪＰＸ及び東証は、現物銘柄を東証に移しても

デリバティブを取り仕切るようになれば、日本経済の発

東証の支部のようなものを大証内に設置し、起業家等に
対するＩＰＯに向けたＩＲ活動を十分に行うという。し
かしこの活動は、全国を対象に行われる活動の一環とし

展に新風を吹き込むことになると考える。
デリバティブ取引には、リスクヘッジ、レバレッジ効
果、市場の流動性の促進等の経済的効果がある。

てなされるもので、これまで大証が独自にＪＡＳＤＡＱ

世界に冠たる存在感を保持する将来における大証の

等に向けたＩＰＯに対するＩＲ活動のように力を入れる

姿。金融は勿論、商品のデリバティブ分野でも世界をリ

のだろうか。東京中心の活動になり、関西における活動

ードできる存在に大証が成長することになれば、その大

は、他の地域における活動と同様の「ワンノブゼム化」

証は、アベノミクス下で、新しい日本（経済）を取り戻

されないか不安が残る。関西には、数多くの上場会社予

し、新しい日本（経済）を創り上げることに、多大なる

備軍が犇めいているのだが…。

貢献を果たすことになろう。

進取の気概で「商品」分野へも
何れにせよ、大証は、今後、デリバティブ取引専門の
取引所となる。デリバティブ取引は、株式売買、債券売
買などの実物商品の将来の相場変動によるリスクを回避

もちろん

天が下さった休暇とり
社会復帰の計画を練る
京都ヘルメス研究所長・京都大学名誉教授

山中 康裕さん

するために開発されたもので、本来はヘッジ機能として
編み出された。このデリバティブ取引には、先物取引、
オプション取引などがある。

25年前に京都大学病院整形外科でうけた、股関節のセ

世界初の先物取引は、1730年９月24日（享保15年８月

ラミックスとチタンおよび酸化アルミニウムによる人工

13日）、大阪の堂島に開設された米の取引所（堂島米会

関節・置換術の再手術を、この５月１日に、同病院で受

所）。ここでは現物取引のほか、敷銀という証拠金を積

けた。この４半世紀の差で、術後１カ月ベッドに貼り付

むだけで差金決済による先物取引が行われていた。

きで歩行復帰に随分苦労した以前とは全く違って、今回

は

平成20年の大証のデリバティブ取引の売買高ランキン

は，何と、術後３日目から車椅子を使い、リハビリも抜

グは世界15位（東京金融取引所26位、東京証券取引所33

糸前から始まって、以前の時には使用した松葉杖も使わ

位）。大証は、日本で初めて株式以外の商品を対象にし

ぬまま、歩行できるようになった。

た金のＥＴＦを平成19年８月に上場。同年10月には、上

しかし、いい方の右足に６キロ、手術した方の左足に

海証券取引所に上場している主要50銘柄の株価で算出す

４キロの鉛の錘をつけての毎日500回のリハビリは厳し

る上証50指数に連動する海外株価指数連動型ＥＴＦを上

いものがあった。そのため、ここ25年間、ほとんど休み

場した。平成21年７月には証券取引所としては初めての

なしに馬車馬の如く働いてきたのが、退院後の今も、ま

外国為替証拠金取引（ＦＸ）を扱う「大証ＦＸ」を開

だ仕事には戻っていない。天が下さったカラダの休暇で

おもり
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はず

あり、そのまま、それは心の休暇ともなっている筈だ。

ていない。

この夏、２年に一度のペースで開かれる第４回国際表

親や教員の間で、食器の「色分け」はアレルギー児の

現療法学会では、私はこの３回連続して、２人会長の一

差別に繋がるという強い反対意見がある。しかし、食物

翼（もう１人は、北京の教授）を担っているが、それ

アレルギーは成長に伴い治ることが多い。学校は健康な

が、８月３日から１週間、中国蘇州で開催される。それ

心身づくりの場でもあるので、アレルギーのことを普通

への参加が、社会復帰の最初となる筈である。その際、

児も学び、お互いにはぐくみあう場所としたらどうか。

ちょうど、２年前には、長江（揚子江）の三峡を挟ん

ちなみに、７月に入って、文科省は小学校の食物アレル

で、４日間の船旅を経験したが、今回は、黄河に赴くつ

ギーの実態調査をすると発表した。おざなりの調査に終

もりである。無論、現在の私のメインであるカウンセラ

わらずにアレルギー事故を防ぐには、基本的でかつ有効

ー活動の一環としてである。

な手だてを浸透させることに加え、お互いに学び、はぐ

その直前に、昨年は、由良川上流で子どもたちと魚つ
かみを行ったが、今年は、ラフティングを、被虐待児た

くみあう気持ちを醸成することが大事である。

セラー活動の一環でもある。なお、来年は、愛知県の矢

山片蟠桃賞の受賞者
コーニツキ教授の記念講演会

作川で筏造り・筏こぎのイヴェントを計画中でもある。

桃山学院大学名誉教授

ちとの合宿で行いたいと思っているのだ。それは、ＮＰ
Ｏ法人「子どもの村」活動との連携であり、私のカウン
いかだ

食物アレルギー事故
学び、はぐくみあう場へ
エージェント株式会社顧問

薮下 義文さん

ソ ヨンダル

徐 龍達さん

やまがたばんとう

大阪府主催による第24回山片蟠桃賞の贈呈式および記
念講演会は６月24日、大阪歴史博物館講堂で開催され、
私も参加した。本稿では朝日新聞７月８日付夕刊記事と
の重複を避ける。今回の受賞者のコーニツキ（Peter F.
Kornicki）教授＝写真右。左は私＝は、オックスフォー

東京都調布市の小学校で昨年12月、食物アレルギーの
ある女児が給食を食べて死亡した。その後、ＮＨＫがテ
レビでこの事故の再現シーンを流したことに伴い、全国
の親や教員の間で動揺が広がった。現在、全国の６割か
ら７割の小学校で、アレルギーの原因となる食品を除去
した食事（除去食）が提供されている。こうした中、給
食におけるアレルギー事故が毎月のように起きているの
はなぜだろうか？

調布市の小学校では、アレルギー児

がお替わりを求めた時、食べられない食材のリストを担
当教員が確認しないまま提供したという。
調布市の事故が起きて、本年４月、文部科学省から全

ド大学で博士号を取得し、現在はケンブリッジ大学教授

国の教育委員会には、「万全な体制で臨むように」との

である。受賞理由は、主として江戸時代の書籍文化・文

事務連絡が出された。また、各校に出されている給食の

化史、とりわけヨーロッパにおける日本古典籍の調査

ガイドラインには、「きちんと確認する」とか、とにか

『コーニツキ欧州所在日本古書総合目録データーベー

く抽象的な表現が多く、実際に役に立っているとは思え

ス』（ＷＥＢ公開）が中心だという。

ない。

記念講演のテーマは、「漢文世界の中の日本語―和文

ところで、あわただしい、そして、短い昼食時間に、

出版文化の誕生」であった。ヨーロッパ各地の大学や博

教員や調理員が「文字情報」のチェックだけを頼りに正

物館所蔵の古典籍の紹介にはじまり、中国、朝鮮からの

確で迅速な提供ができるだろうか？

例えば、アレルギ

漢文だけの本、豊臣秀吉朝鮮侵略の時に持ち帰った文禄

ー児向けの食器やトレーは「色分け」されているだろう

慶長の珍書のみならず、17世紀のエロ本、スキャンダル

か。「色分け」によって、除去食か通常食かを簡単に判

本などの紹介、和文文化の台頭とみられる漢文書に貸本

別できる。アレルギー児が通常食を食べて発症するケー

屋が仮名をつけて読者に貸していた事例など、門外漢の

スが一番多いが、この色分けは有効な手だてとなる。

私にも興味津々であった。

「色」は、感覚認識の大きな柱である。この色分けは調

しかし、私がコーニツキ教授に会いたかった理由は別

布市の検討委も現状改革のために提案している。しか

にもあった。1972年10月28日に大阪で発足した「在日韓

し、この色分けの仕組みはまだ、全国の小学校に普及し

朝鮮大学人協会」（2012年８月、在日韓国・朝鮮人大学
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教員懇談会から改称）の10年間にわたる政府交渉等によ

記念講演前に控室で二人は語らった。「それでも京大

って成立した「国公立大学外国人教員任用法」（1982年

での採用実績がケンブリッジ大学に連なった」と評価し

８月20日付）により、イギリス人第１号として京都大学

た。なお、85年に一橋大学助教授に採用されたヒジャ・

人文科学研究所の助教授に採用されたのがコーニツキ教

キルシュネライト（Irmera Hijiya Kirschnereit）教授は、

授だったからである。

後にベルリン大学教授となり、数年前、日独文化交流の

残念なことに、当時の京都大学は国際感覚が鈍く、外

貢献によって日本政府の叙勲に輝いた。このように、韓

国人教員の任期を３年と制限していた。彼の任期は２年

朝鮮人と日本人教授による市民運動が、日本と世界各国

で、再任される保証のない一時的な研究者でしかなかっ

との学術文化交流に開花し、今後も発展していく基盤が

たので、２年後に京大を去り、85年にケンブリッジ大学

できたことを大変嬉しく思う昨今である。ご参考まで

へ転任した（徐編『21世紀韓朝鮮人の共生ビジョン』日

に、文科省の最新統計（2012年末現在）によれば、国公

本評論社2003年、287から288頁に紹介）。

立大学の外国人教員任用は2,500人に達している。

あたしは死んだの

坂口 智美さん

あのヒロシマで

手話朗読劇「目で聴いた、あの夏」

フリーアナウンサー

を演じる右から大橋ひろえさん、金

子真美さん、西田夏奈子さん

「目で聴いた、あの夏」
原爆証言の手話朗読劇に衝撃

ローズアップされるのは、原爆投下までの幸せな日常と
投下後の悲惨な地獄絵だ。舞台には何もない。白いブラ
ウスと紺のスカート姿の３人がいるだけだ。手話と朗読
のみの舞台。広島弁と長崎弁が心にしみる。まるでその
場に居合わせたような、あっという間の75分だった。
今回の劇で強烈に心に残ったことが二つある。人類は
戦争や原子爆弾の恐ろしさを本当に知らないのではない

あのヒロシマで

夏の朝に

か、知ろうとしていないのではないかということ。地球

あのときも七つ

今でも七つ

を滅ぼすことなど、愚かな人間にとっては簡単ではない

死んだ子はけっして大きくならないの
（劇中アカペラ曲より）

なりわい

のか…。もう一つは、言葉を生業としている自分がはた
して言葉を使いこなしているか、ということである。伝
える手段として安易に言葉や活字に頼り過ぎているので

68年前と同じ熱い夏が今年もまたやってきた。日本の

はないか…と。聴覚を持たない大橋さんが被爆者の証言

歴史の中に大きな爪痕を残したあの日の記憶…ヒロシマ

を朗読する姿には目から鱗が落ちた。人間の果てしない

とナガサキの原爆証言を手話と音声でつづる朗読劇「目

可能性を実感させてもらった。

うろこ

で聴いた、あの夏」の初演が７月14日、堺市の国際障害

今回の初演にあたって、大橋さんは「聴こえない被爆

者交流センター（ビッグ・アイ）で上演された。ろう者

者の生き方や〝生きる強さ〟と共に、日本人でしか伝え

で女優・サインボーカル・ダンサーの大橋ひろえさん、

られないことを伝えていきたい」、西田さんは「もっと

朗読・歌の西田夏奈子さん、手話の金子真美さんによる

知りたい、というお客さんの熱意を感じた。人と人のつ

３人の舞台だ。まず、時計の秒針の音が響く中、原爆投

ながりを大切にしたい」、金子さんは「平和な時には忘

下までの、米国の飛行士、にぎわう街の人々の様子が動

れてしまう〝平和〟。いつ何が起こるかわからないこと

作のみで表現される。そして、キノコ雲…。聴こえない

を感じてほしい」と語った。

被爆者たちの証言が朗読と手話によって進行される。ク

大阪、名古屋、千葉、埼玉の地方公演の後、８／６横

10

2013.8 & 9

浜、８／９東京で公演される。ぜひ実際に観て聴いて感

と、全国各地の人たちとつながる場（ネットワーク）の

じてほしい手話原爆朗読劇だ。申し込めば台本貸し出し

創出をと開催されました。

もある。問い合わせは、サイン アート プロジェクト ア
ジアン http://www.sapazn.jp まで。

今までに東京、横浜で開かれ、今回は関西での開催と
なりました。鵜野祐介さんから、過去の会の流れを語
り、「うたや語りで子どもとつながる」には、土着性と

戸をたたくのはあたしあたし

普遍性、どちらも大切しなければならないとの、趣旨説

平和な世界に

明がありました。次に発表に入り、私、もり・けんが

どうかしてちょうだい

炎が子どもを焼かないように

「童謡伝道の考え」の中で、童謡伝道新聞「ふんふん」

あまいあめ玉がしゃぶれるように

発行や、講演、コンサートでの考え、実践について述べ
ました。童謡は日本人を形成していくうえで乳幼児期に

日本子ども社会学会で
童謡伝道の活動を発表
日本童謡協会会員・ハーモニカ奏者

不可欠のものと強調しました。
発表の二番手は、奈良市音声館の講師の高橋晴子さ
ん。奈良市立の日本初で唯一のわらべうたの館で職員と

もり･けんさん

ともに企画、演奏、教室指導をしておられる立場から、
わらべうたによる親子のふれあい、音楽への導入などの

６月30日、関西学院大学に於て、日本子ども社会学会

実践報告をされ、もっと親子が触れ合う場作りの必要性

第20回大会が開催されました。テーマは「うたと語りで

を訴えられました。そして、参加者にも体感をと、もり

子どもとつながろう―現状認識と課題」。コーディネー

・けんは、童謡を歌ってもらい、高橋さんは、お手玉を

ターは立命館大学教授の鵜野祐介さん。参加者は、大学

しながらのわらべうた遊びを紹介。会場はなごむととも

教授や図書館員、母親ら、様々な立場や専門性を持つ

に、これを伝えていくことの大切さを体感していただい

方々。「うたや語りで子どもとつながる場を広げよう」

て散会となりました。

花を
訪ねて

自然体で夏空に咲く
ムクゲ

アオイ科

花言葉：尊敬、柔和、信念

「パッとせん花やなぁ」と若い頃は思った。
変哲のない五弁（ただし八重もある）。白、桃、藤
こ さつ

といった淡い色調。公園、街路、古刹の庭…随所で見
かけるが、同属の仲間のハイビスカスやフヨウと比べ
ると、かなり地味で、夏に咲くにしては印象が薄い。
栽培の歴史は長い。奈良時代に中国から渡来した。
もくきん

中国名の木槿がなまって和名になったという。芭蕉に
「道のべの木槿は馬にくはれけり」の句がある。江戸
時代にはすでに、ありふれた樹木だったようだ。
今は、この花が大好きだ。青春の躍動からも、朱夏
の激情からも、一歩身を引いて淡々と咲く。しんどい
酷暑の季節を「力まないで、当たり前に生きればいい
のさ」と、優しく諭してくれるかのようだ。
いにしえ

この自然体を、古より茶人たちが深く愛した。写真
そうたん

の品種は「宗旦」という。このような白地に底紅の花
を、千利休の孫、宗旦が特に好んだことに由来する。
ム グンファ

お隣の韓国の国花である。無窮花と呼ばれ、生命力
や繁栄の象徴とされている。そう言えば、李朝の白磁
を、どこか連想させる。「秘すれば花」の美しさをつ
とに認めた先人の目利きは、本当に見事だ。

（雅）

京都府・宇治市植物公園で
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･･･ 関西スクエア活動報告 ･･･
間渕さんは、ナレッジキャピタルが生まれた経緯を
説明し、産業創出、文化発信、国際交流、人材育成の
ための「場の提供」が役割だとした。そのために、会
員制ナレッジサロンやコラボオフィス、ナレッジシ
アター、コンベンションセンター、The Lab.（ザ・ラ
ボ）「みんなで世界一研究所」、フューチャーライフ
ショールームなどをそろえた。立地の良さもあり、サ
ロン会員はすでに900人という。
「感性と技術をかけ合わせて新しい価値をつくりだ
す」「知恵を持つ人が来て、交流し、成果を出す。そ
の成果を展示し、完成品にする」「新しい商品やサー

明日を担う産業・文化と
人材育てる｢場｣を提供

ビスを生み出し、ここから『スター誕生』を」
産官学の連携というと、一昔前なら批判が出た。官
民連携では大阪は「第三セクターの墓場」と呼ばれた
時期もある。だが、没落した大阪経済の現実をみる
と、何とか新しいビジネスの誕生をと期待したくもな

ナレッジキャピタルが目指すもの

る。うまくことは運ぶだろうか。

間渕 豊・専務理事招き社内勉強会

事、間渕豊さんを招いた＝写真上。
４月、ＪＲ大阪駅北側にグランフロント大阪が街開
きした。その中核施設がナレッジキャピタルだ。近畿
大学水産研究所の養殖マグロやロート製薬の薬膳フレ

ビジネスマンや研究者、

社団法人ナレッジキャピタル（大阪市北区）の専務理

クリエーターが交流する

アが企画している。７月17日の２回目は、講師に一般

ナレッジサロン

今年度から、大阪本社編集局の勉強会を関西スクエ

ンチを待つ行列ばかりが話題になるが、施設本来の目
的は新しいビジネスや人材の育成だ。

（いずれもナレッジキャピタル提供）

勢ぞろいしたコミュニケーター。来場者の「発見」を手

伝うガイド役だ
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イベント・出版等の情報
◇ところ

真夏の夜にジャズを
「Jazz picnic in 猪名川」

＝阪神甲子園駅南側
◇出演

大手前大学ジャズスカイスクレイパー with 福

井有▽ Inga Pengar ▽石田原美鈴ユニット▽Ａ＆Ｍ
＋竹中信子▽ Quiet jazz Quartet＋笹本美和子▽ THE

８月10日（土）16時開場、17時開演

◇ところ

電話 0798-48-1111）２階・甲陽

の間

関西ジャズ協会さまから
◇とき

ノボテル甲子園（西宮市甲子園高潮町3-30

大阪府池田市猪名川運動公園の特設会場（阪

TWO SOUNDS スーパーカルテット▽正木綾カルテッ

急宝塚線池田駅から徒

ト▽ヴォーカルシャワー（あず・麻生優佳・新井雅代

歩約15分）

・Ichi-e・伊藤アイコ・宇根﨑 緑・藤 義孝・戸田裕美

※荒天のときは池田市民

・西田あつ子・原田紀子・パティ・フレディ葉山）、

文化会館アゼリアホー

ピアノ＝大塚善章・瀬部妙子・岩崎恵子、ベース ＝

ル（阪急宝塚線石橋駅

三橋香津史・宮本直介、ドラムス＝田中ヒロシ・福田

から徒歩約８分）に変

TELL典征・御薬袋一男
◇第６回なにわジャズ大賞授賞式＆受賞記念ライヴ

更
◇出演

プロの部

大塚善章・宮本

アマチュアの部

直介スペシャル▽足立

◇料金

衛＆アゼリアジャズオ

前売券 4,000円／当日 4,500円（関西ジャズ協

◇主催・チケット販売・問い合わせ先

・スピリッツ▽関西ジ

会（電話 06-6442-0370

アゼ

リア教室スクールユニット▽池田泉州銀行ジャズ倶楽
部▽池田ジャズオーケストラ
◇料金

河村孝彦（ピアノ）

会会員はともに500円引き。すべてドリンク付き）

ーケストラ▽シルキー
ャズ・スクール

河田健（アルト・サックス）

一般

前売券 3,000円／当日 3,500円

ペア

前売券 5,000円／当日 6,000円
池田市民文化会館

FAX 06-6442-0371

電

話 072-761-8811▽いけだ市民文化振興財団（池田駅
２Ｆ）電話 072-750-3333▽池田市役所１階会計管理

kjs@kjsnet.org URL http://kjsnet.org）

文化ジャーナリスト

が100歳で逝去され５月29日

6442-0370▽ローソンチケット（Ｌコード59162）電話

で一周忌に。99歳で監督とし

0570-084-005

て49作目の「一枚のハガキ」

電 話 072-752-1111▽ 関 西 ジ ャ ズ 協 会

◇注意事項

車での来場はご遠慮ください。ビンや缶を

会場内へ持ち込まないでください
◇主催・問い合わせ先
072-761-8811

いけだ市民文化振興財団（電話

URL http://www.azaleanet.or.jp/）

９月には甲子園で
「Late! Summertime Jazz Party」
関西ジャズ協会さまから

白鳥 正夫さんから

日本の最高齢映画監督として活躍された新藤兼人さん

電 話 06-

室

Ｅメール

新藤兼人監督『幻の創作ノート
「太陽はのぼるか」』を出版

（全席芝生自由席。小学生以下は無料）
◇チケット販売プレイガイド

関西ジャズ協

を撮り、見事な一生といえる
が、生前撮りたかった作品の
創作ノートがあった。原爆を
テーマにした「太陽はのぼ
るか」だ。老いても人生の
「夢」を持ち続け生涯を貫い
た新藤さんの「夢」に交差し
た著者に、幻となった50作目
の新藤監督の「夢」が遺された。この創作ノートは、著
者が朝日新聞社時代に映画製作を企画した際、新藤監督

晩夏にピッタリな曲、今年の夏の思い出にちなんだ曲

から託されたのだが、実現しないまま著者が保持してい

などを、総勢50人以上のミュージシャンが演奏します。

た。一周忌を機に、ご子息で近代映画協会代表の新藤次

そして、「なにわジャズ大賞」の受賞記念ライヴも。

郎氏のご理解とご支援により、20年の時を経て全文を公

◇とき

開し、亡き新藤監督への鎮魂のオマージュとして、精魂

９月７日（土）13 ～ 19時（12時半会場）
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「女たちの太平洋戦争

15歳の手記」

メディアプロデューサー

藤本 裕子さんから

中学生たちによる朗読と体験者の話
「女たちの太平洋戦争」―これは私にとって懐かし

◇ところ

ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・

くもあり厳しくもある言葉です。1991年、開戦後半世

青少年センター）５階視聴覚スタジオ

紀の企画として朝日放送と朝日新聞が手を組んで募集

※地下鉄＆京阪天満橋駅から東へ約350m

した「当時15歳であった少女の手記」は、日本のみ

◇プログラム

①朗読

和泉市立信太中学校演劇部の

ならずアジアからハワイに至るまで総数3,500通を越

みなさん、同市立北池田中学校のみなさんほか

え、あらゆるマスコミを通して世に訴えるものとなり

戦争体験者のお話

ました。今夏も、これを受け継いで朗読会を続けてい

合う時間

前田明子さん（予定） ③語り

おやつを食べながら感想発表し質疑

る方々がいます。しかも、参加するのは、15歳を中心

◇対象者

とする中学生達です。ご参加を期待します。手記の現

◇参加無料

物も展示されます。
（事務局注＝「女たちの太平洋戦

◇主催

争」は91年、朝日新聞大阪本社版に掲載されました）

◇連絡・問い合わせ先

◇とき

８月８日（木）14時開演（13時半開場）

込めて一冊の本を書き上げた。

②

小学生以上
朗読活動グループ「おはなしくじら」
「おはなしくじら」の浅野陽

子（電話090-2040-6207）
本」という存在に出合い、どっぷりとつかっています。

三五館（電話 03-3226-0035、ＦＡＸ 03-3226-0170）。

北浦かほる大阪市立大学名誉教授の研究をベースに設

定価1,500円（税別）。四六判224㌻。「朝日関西スクエ

立された大阪府吹田市青山台のＮＰＯ法人子どもと住文

ア」と伝えれば、送料・消費税分はサービス。

化研究センター（住まいの絵本館）には、約1,100冊の
「住まいの絵本」があり、住文化の研究、普及啓発を目

講演「物売りと看板は街の華」
上方文化評論家

福井 栄一さんから
のれん

指しています。私は「住まいの絵本」と聞いた時、バー
ジニア・リ－・バートンの『ちいさいおうち』のような
具体的に「家」そのものが描かれている絵本しかイメー
ジしていませんでした。ところがここで言う「住まいの

私が、上方の行商人の風俗、商家の看板・暖簾などを

絵本」とは「絵や文章から住まいや住むということにつ

ご紹介しながら、上方の「商い」の諸相に迫る講演会で

いて何らかの情報が読み取れる絵本」と定義していま

す。ぜひお運び下さい。

す。だから、建物、空間、家族、設備、建築材料技術、

◇とき

住環境、開発など幅広い様々な問題点が読み取れるので

◇ところ

８月10日（土）14 ～ 16時（途中休憩あり）
神戸市立葺合文化センター（阪急神戸線春日

野道駅から徒歩約５分）
◇受講料
◇定員

す。また、日本と諸外国との家族観や子育て観、住文化
の違いなども見えて来るように思えます。

お１人様1,000円（当日会場にて精算）

住まいの絵本館の設立記念イベント「ワールドカ
フェ」が開催されますので、お知らせします。当日は

30人

◇ご予約・お問い合わせ先

上記の神戸市立葺合文化セ

ンター（電話 078-242-0414）

くって、どんなことが伝えられるかワイワイおしゃべり

「住まいの絵本」って
どんなイメージですか？
兵庫県建築士会

「住まいの絵本」の実物が用意されます。ページをめ

鈴木 洋子さんから

学校教育の場での「住教育」推進を願って2006年、兵

しながら確かめていただけます。ぜひご参加ください。
◇とき

９月28日（土）13時半～ 16時

◇ところ

大阪市立大学文化交流センター ホール（大

阪駅前第２ビル６階）
◇内容

①基調講演

北浦かほる「絵本から見えてくる

住まいの文化」 ②ワールドカフェ「みんなで見よう
住まいの絵本」＝参加者全員による意見交換

庫県建築士会の中に住教育支援チームを立ち上げ、神戸

◇参加費

市すまいの安心支援センターと共に活動しています。毎

◇申し込み・問い合わせ先

1,000円（資料代、飲み物代含む）
住まいの絵本館

Ｅメー

年、神戸市内の小中学校10校約2,500人に「室内防災」

ル sumainoehonkan@kxe.biglobe.ne.jp（ メ ー ル 件 名 に

「換気」などの授業協力をしていて、住教育の教材とし

「ワールドカフェ参加」と記入し、氏名を明記）

てまだ何かあるのではと思っていたら、「住まいの絵

◇定員

50人（先着順。９月20日締切）
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㊤パネル討論する講師のみなさん

日、広島国際会議場

㊦ゲスト・スピーチする森下洋子さん

＝いずれも７月
27

国際平和シンポ、広島に集う

核抑止は不適切／被爆体験、
世界へ次代へ
国際平和シンポジウム「核兵器廃絶への道」（広島市、広島平和文化セン
ター、朝日新聞社主催）が７月27日､ 広島市中区の広島国際会議場で開かれ
た。今回のテーマは「核兵器の非人道性と被爆体験の伝承」。約480人が参
加して熱心に聴き入った。
英国王立国際問題研究所の安全保障研究部長、パトリシア・ルイスさんが
基調講演し、「核兵器を持つことで戦争を抑止できるという考えは、サイ
バーテロなどの新たな脅威の下で、もはや適切でなくなっている。使えば非
人道的な結果を招くことを、十分認識しなければいけない」と述べた。
ゲスト・スピーチは、日本を代表するプリマバレリーナで広島市名誉市民
の森下洋子さん。被爆２世として、「原爆で大けがを負いながらも明るく生
き抜いた祖母の姿を励みにして、バレエに打ち込むことができました。この
広島で生まれ育ったことを、誇りにしています」と思い出を語った。
パネル討論は、日本史が専門のアンドルー・ゴードン米国ハーバード大学
教授、被爆資料サイトをつくった渡邉英徳・首都大学東京准教授、戦争文学
に詳しい成田龍一・日本女子大学教授、被爆３世で体験伝承に取り組む保田
麻友さんが登壇。最新デジタル技術と、対面での聴き取り・語り継ぎの両方
から、被爆体験を世界と次世代へ引き継ぐことの大切さを語り合った。
（シンポジウムの詳しい内容は、８月６日付の朝日新聞朝刊で紹介します）

2013.8 & 9
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼このところ、関西のクラシックファンは寂しい思いを

とてもうれしく感じました。それこそが、事務局が

させられている。来日した英国ロイヤル・バレエ団やミ

最も腐心したことだからです。「紙」からあえて電子版

ラノ・スカラ座の「大阪とばし」が続くからだ。

へ切り替えたのは、自前で納得いくまで編集し、最新

とくにスカラ座は、東京では２劇場で計９回のオペラ

ニュースを入れるためです。ページも倍以上に増やし、

公演があるのに、大阪では特別演奏会とガラコンサート

会員からいただく原稿を、ほぼ削らずに載せられます。

の２回だけ。大勢の団員が移動して公演するのに見合う

半面、パソコンとインターネットを使わない会員には、

集客力を期待できないということだろう。東京一極集中

ご迷惑をおかけすることになりました。そうした方々に

は、政治や経済だけでなく文化・芸術でも著しい。「ク

は事情をうかがったうえで、事務局でプリントしてお届

ラシックの殿堂」フェスティバルホールが新しくなった

けしています。少し手前味噌ですが、手に取れば、安易

というのに、この現実をいかにせむ。

な合理化や経費節減ではなく、質量ともに大きく充実し

（大峯）

▼復刊した会報７月号について、会員からお便りをいた

たことが、わかっていただけると思います。

（黒沢）

だきました。「プリントアウトして読んでいます。電子

▼毎日暑い日が続いています。私にとってこの時期だけ

媒体だからといって、私的なブログやツイッターのよう

の楽しみが、ぶどう・桃・すいかなどのみずみずしい果

なイージーな方向に流れないで、印刷媒体の硬さ・品格

物です。土地気候にあった旬の作物を食すことが、ぜい

を保つ編集努力を期待します。頑張ってください」

たくではなく当然の営みでありたいものです。 （北野）

《 休刊のおことわり 》
９月は関西スクエア会報の発行を休みます。
次号 No.154 は10月初旬に発行の予定です。
な助言や提言をいただいています。また、朝日新聞の

「朝日新聞 関西スクエア」とは

紙面づくりに役立てるため､ 随時、会員らを講師に招

「関西からのメッセージ集団」をめざして、朝日新

き、社内勉強会を開いています。

聞大阪本社が1998年、創刊120周年を前に発足させた

主催イベントの詳報、会員からの寄稿や関西スクエ

ゆるやかな会員組織です。「スクエア」とは、過去・

アの活動報告、朝日新聞社からのお知らせなどを載せ

現在・未来にかかわるさまざまな問題を、自由な立場

た会報を毎月つくり、インターネット上のホームペー

から語り、論じ合う「知の広場」を意味します。関西

ジを通じて公開しています。

にゆかりを持ち、学問、経済、文化、芸術、芸能、ス

また、2009年に「関西スクエア賞」を創設し、さま

ポーツ、市民運動などの多彩な分野で活躍されている

ざまな分野で活躍する若い才能を、毎年表彰していま

方々 500人以上に入会していただいており、21世紀の

す。会員交流会も毎年開き、会員同士や朝日新聞社員

よりよい社会づくりに向けて提言していただきます。

との交流を深めています。

さまざまな分野の、さまざまな問題についてシンポ

未来に向けて私たちは、どんな社会を目指せばいい

ジウムやフォーラム、講演会などを開きます。その成

のか。そして関西の役割とは。そのグランドデザイン

果は、朝日新聞の特集などの紙面でその都度、広く読

を、みなさんの知恵をお借りしながら描いていきたい

者へ伝えています。

と考えています。多くのみなさんがこの関西スクエア

会員の中から２年の任期で数人の企画運営委員をお
願いし、関西スクエアの活動を助けていただき、率直

に集い、元気な関西をつくっていくために声を上げて
いただくことを期待しています。

朝日新聞 関西スクエア事務局
スタッフ：大峯 伸之、黒沢 雅善、北野 順子、小西 良昭、柏崎 歓､ 諏訪 和仁、小宮山 亮磨
ご連絡・お問い合わせはこちらへ

→

〒530-0081 大阪市北区中之島2-3-18
ファックス：06-6232-2347

URL：http://www.kansai-square.com

朝日新聞大阪本社内

Ｅメール：square-k@asahi.com.

過去の会報も、ご覧いただけます
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