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釜芸２年目､笑って熱烈開講中
詩人・NPO法人こえとことばとこころの部屋代表

上田 假奈代さん

日雇い労働者の街に根を張り、学び合い
釜ヶ崎芸術大学が今年も開講した。日本最大の日雇い労働者の街、大阪・釜ヶ崎で、
「これまでの人生に大学へ行くという選択肢がなかった人の多いこのまちに、楽しい学
びの場を」と、様々な技能・知識を持った人たちが講師になって始めて２年目。主宰す
るのは、表現と社会の関わりをさぐるＮＰＯ法人こえとことばとこころの部屋（通称コ
か

な

よ

コルーム）。第５回朝日21関西スクエア賞を受賞した、詩人の上田假奈代さんが代表を
務める。今期は学び合いの輪が広がって科目と講座を大幅に増やし、学生も増えた。授
かまげい

業に通う人々は、親しみを込めて「釜芸」と呼ぶようになった。

（黒沢 雅善）

混沌コミュニケーション基地

も、雑貨店でも、ギャラリー、私設図書館、事務所、談

まず、次ページの写真を見ていただきたい。

と同時に、そのすべてを兼ねている。混沌という形容が

普通の喫茶店ではない。レストランでもない。酒場で

ぴったりくる。上田さんとココルームのスタッフが活動
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の拠点にしている「カフェ ココルーム」は、既成の常

㊤壁一面に本や資料、天井に習字が張られたカフェ

識的な分類があてはまらない、何とも不思議な空間だ。

ココルームの店内

インフォショップ カ フ ェ

バ ー

㊦カフェ ココルームの外観。

入り口に「Infoshop Cafe & Bar」と一応書いてある。

通りを挟んだ手前はカマン！メディアセンター。中

カウンターと客席らしい椅子はある。注文すれば食事が

古商品が軒先にあふれる＝大阪市西成区山王１丁目

できる。お茶もビールも酒も飲める。しかし、何も頼ま
ないで座っていても、一向に追い出されない。
白熱灯のスポット照明がともる、ほの暗い室内。壁一
面の棚に、本や資料がぎっしり並ぶ。その隣の掲示板
に、催し物の開催を知らせるチラシや連絡書類が、すき
間なくぶら下がる。天井には、釜ケ崎の人たちが墨で書
いたという習字や漫画が無造作に張ってある。
奥に三畳ほどの広さの畳の間がある。大きな座卓が鎮
座している。スタッフと手伝いに来てくれた人たちが、
思い思いにノート・パソコンや文房具を広げて仕事をす
る。昼と夜には、みんながそろって食事するちゃぶ台に
早変わりする。
表へ出ると、軒に極彩色の手書き看板。ドアも極彩
色。壁にはポスターとビラが満艦飾。さらに、通りの向
かい側には、同じくココルームが運営する「カマン！メ
ディアセンター」がある。中古の洋服、かばん、バッ
グ、食器、おもちゃ、レコード、ＣＤなどが、軒先まで
ところ狭しと並ぶ。売って活動資金を工面するため、活
動を応援する人たちが寄付してくれた品々だ。
地下鉄を動物園前駅で下りてすぐ。東側の出口から南
へ、「動物園前一番街」と書かれた看板がかかるアーケ
ード街へ入る。100ｍほど歩けば、カフェ ココルームと

2013.11

カウンターの隅っこが、上田さんの書斎兼事務所だ
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リストラされ、詳しい経緯は分からないが、妻子と別れ
て釜ヶ崎へ流れてきた。普段はもの静かだが、気難しい
ところがあって、酒を飲むと荒れて手が付けられなくな
った。そのくせ、子どもが大好き。ココルームで過ごし
たことをいつまでも覚えていて、盆暮れには、財布をは
たいて贈り物を送ってくれた。いきなりケーキ屋さんか
ら電話をよこし、差し入れしてくれたこともある。この
夏、「イチローさんから、お中元来ないね。釜ヶ崎夏祭
にも」とスタッフらと話していた矢先、自室で孤独死し
ていたのが見つかった。態度に閉口させられたこともあ
ったが、憎めず忘れ難い人だった。
「きょうはイチローさんにここに来てもらいたかった

カマン！メディアセンターだ。
ド派手な色使いが、嫌でも目に飛び込む。ひっそりし
た周囲から浮き立って明るい。初めて来る人でもすぐわ

なと思って、写真を持って来ました。みなさんにも、忘
れられない人、もう一度会いたい人がいると思います。
そんな人の話をして詩をつくりましょう」

かる。さらに通りを進んだ左側は、旧飛田遊郭。逆に右

上田さんは学生を２人１組にし、お互いが相手から聴

へ折れて少し行けば、労働者向けの簡易宿所が並ぶドヤ

き取った話をもとに詩をつくらせた。若かった頃に思い

街。場所といい、外観といい、釜ヶ崎の入り口に立って

を打ち明けられなかった初恋の人のこと、一緒に紙芝居

光を投げかける灯台といった趣だ。

活動をした先輩を最近亡くした悲しみ…学生たちは、思

ドアはいつも開いている。上田さんらは、ここで釜ヶ

いを込めて語り、つづった。

崎の人々を分け隔てなく迎え、訪れるお客さん、手伝い

②９月27日 表現教育実践家、岩橋由莉さんの「表現」

に来てくれるボランティアの人々に応対する。そしてさ

講師と学生たちが車座になり、テーマも順番も決めず

まざまな「仕込み」をして、釜ヶ崎の各地へ散ってゆ

自由に話した。あたりさわりない話題がしばらく続いた

く。もちろん、釜芸の事務局にもなっている。まさに、

後、タマオキさん（仮名）という年配の男性が突然、堰

コミュニケーションの最前線基地なのだ。

を切ったように勢い込んで語り始めた。

講師・学生が同じ目線に立って

せき

「おれの人生、楽しい事なんて、なーんもなかった
よ。おやじは戦地から生きて帰りたい一心で、従軍看護

釜芸とは、一体どんなところだろう――興味津々で取

婦だったおふくろと一緒になった。愛なんて元々なかっ

材を申し込んだ。「いつでも来てください。参加されれ

たから、おれは余計な子だと嫌われて、おやじからどつ

ば、だんだんわかりますよ」。上田さんは、書斎兼事務

かれまくった。自殺しようかと何度も思った。大人にな

所にしているココルームのカウンターの隅っこに腰を掛

ってから、おれは自分が知らん間に、苗字が３回も変わ

け、にっこりほほえんで了承してくれた。

った。友だちがおれの戸籍を勝手に使って詐欺に使う携

あれこれ説明するよりも、私が実際に出席させてもら

帯電話を買った。危なくなると、苗字を変えてまた繰り

った授業の一端を紹介しよう。６・７ページの写真グラ

返した。おかげで、おれは何も悪いことしてへんのにブ

フもごらんいただきたい。

ラックリストに載って、携帯持たしてもらえへん」
岩橋さんがそっと言葉をはさんだ。「タマオキさん、

①９月９日

上田さんの今期初めての「詩」の講義

ちょっと一休みして、他の人たちの話も聞いてみよう」

「みなさん、きょうは何と呼ばれたいですか。呼ばれ

固まっていた教室の空気が、この一言でほっとほぐれ

たい名前を言ってください」。冒頭、上田さんの問いか

た。初対面同士が、自分史を赤裸々に語り始めた。「で

けに、学生たちが答えた。「そやな、エルヴィスでいこ

も、死んじゃいけません。私も病気の妻を介護中に、２

か」「ポールと呼んでくれ」。俗世のしがらみに絡めと

回死のうと思った。兄弟に迷惑をかけると思って踏みと

れられた戸籍上の本名はしばし忘れ、自分が尊敬する

どまりました」「私は28歳の妻をがんで亡くしました。

人、あこがれのヒーローになりきる人もいる。これが授

日雇い仕事を、くじけそうになりながら、歯を食いしば

業を始める前に欠かせない、大事な儀式だ。

って続けました。息子を立派に育て上げたことを、今は

それが終わると上田さんは、１人の男性の遺影を胸に
掲げて、静かに話し始めた。
イチローさん（仮名）。10年ほど前からココルームへ
出入りするようになった。元は証券マンだった。会社を

誇りに思っています」「みなさんの話を聞いて、自負と
いうものが、ひしひしと伝わってきました」
③10月４日

西川勝さんの「哲学」

西川さんは大阪大学コミュニケーションデザイン・セ

4
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谷川俊太郎さんが、釜ヶ崎芸術大学の案内チラシに激励の詩を寄せている

生、あるいは学生同士が同じ目
線に立ち、話しては聞き、また
話し、教え教わりながら互いを
高め合っていく。記者まで議論
の輪に引き入れられ、突然発言
を求められる。一瞬たりとも、
ぼんやりできない。大方の大学
のマスプロ教育では望めない、
とてもぜいたくな授業だ。
講師の顔ぶれは５ページの表
の通り。上田さんの古くからの
知り合いや、活動の趣旨に共鳴
して協力を買って出てくれた人
たち。すごいネットワークだ。
教室は、釜ヶ崎内の集会所や
公民館を借りる。毎回、10～20
人程度の学生に加えて、遠方か
ら訪れて飛び入りする人、大学
などの研究者、タウン誌編集者

ンター特任教授。看護師をする一方、大学の夜学に通

らの見学、取材（と言っても、みんな授業に参加する）

い、関西スクエアの前企画運営委員、鷲田清一さんの下

が絶えない。

で哲学を学んだ。

初年度は昨年11月から今年２月の４カ月間に、講師12

西川「哲学と聞いて、どんなイメージを持ちますか」

人で44講座を開いた。今年度は期間を９月～来年３月の

学生「難しそうにエラソぶってる感じやなぁ」

７カ月間に広げ、講師17人で計54講座を開く予定だ。

西川「それじゃ、みなさんが、自分の人生で抜きにで

オッチャンに先生してほしい

きない大事なことを、一つあげてください」
お酒、睡眠、歯磨き、たばこ、お金、家、自由、人間

もちろん、ココルームの活動範囲は、釜芸だけにとど

関係、うた、俳句…。いろいろ出た中から、西川さんは

まらない。今夏以降に主催、協力した行事は、ざっと拾

この日のテーマに「うんこ」を選んだ。

っただけでも、次のようなものがある。

「うんこは生きる基本です。うんこを見れば、その人

リラックス体操と瞑想の会／釜芸自主ゼミ＊推薦図書

の食生活や、健康か病気かがわかります。腸は第二の脳

を読む！／初心者向け日本舞踊教室／えんがわ健康相談

とも言われます。お通じが規則正しくあるかどうかで、

会／釜ヶ崎ねぷたをつくる！／台湾の鳳甲美術館での展

心の状態が計れます」「昔は田畑の肥やしにして、農作

覧会「逆棲」に参加／えんがわおしゃべり相談会／こと

物をつくりました。今はその循環が崩れてしまいまし

ばを楽しむワークショップ／『泥の河』の上映とまっち

た。環境問題を考える手がかりにもなりますね」

ゃんのはなしを聴く会／釜ヶ崎夏祭り習字を書くコーナ

軽妙な語りで学生たちに投げかけた。そこを起点に、
「うんこにまつわるルールとは…」「なぜ子どもは、う
んこが好きなのか」などと、真剣に、ときに笑いも交え
て、活発な議論の輪が広がった。
昨年も受講したキタさん（仮名）は「釜芸の講座の中
で、ぼくは、この哲学が一番好きや」と言う。「みんな

ー／釜ヶ崎冰志句会／大阪メディフェス2013～メディア
を捨てて、メディアになろう～釜ヶ崎まちあるき編
本会報で内容を紹介することは、とてもできそうに
ない。詳しくは、ココルームのホームページ http://www.
cocoroom.org を見ていただきたい。釜芸の昨年度と今年
度の活動報告も載っている。

が役に立つことばかり血まなこで追いかける世の中で、

上田さんが釜ヶ崎の隣の新世界に最初のココルームを

役に立たないことを、こんなに熱中して議論し、仲良し

開いたのが2003年。10年間におよぶ地道な活動の積み重

ができる。よそじゃ、ないですよ。すばらしい」

ねは、今や地域にしっかり根を張り、溶け込んでいる。
しかし、なぜそこまで釜ヶ崎にこだわり、釜芸に打ち

どの講座でも、学生がとても活発に質問し、自分の意
見を述べる。講師も、知識や技術を一方通行で教えるの
ではなく、司会役、コーディネーターに回る。講師と学

込むのだろうか。取材の最後に改めて尋ねた。上田さん
から、次のような言葉が返ってきた。
「戦後の日本は、戦争の総括をきちんとしてこなかっ
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×

たように思います。高度経済成長の方を向いて、落とし

×

5

×

てきたことが、たくさんあるんじゃないでしょうか。原

ココルームは上田さんと、植田裕子さん、小手川望さ

発の問題がそうでしょうし、芸術も文化も踏み込んでき

ん、山口諒子さん、遠藤智昭さんの４人のスタッフで運

ませんでした。そう言う私自身、若い頃から違和感を感

営している。釜芸をはじめとする催しのプロデュース、

じつつも、快適な暮らしを手放せないでいました」

店の切り盛り、ホームページの作成・管理、協力者や支

「そんな成長社会を底辺で支えてきたのが、この街な

援団体との折衝…と膨大な仕事をこなす。そして、私に

んですよね、それなのに『怖いから行ってはいけない』

は、釜ケ崎の人々の心を和ませ、励ましてると見える。

なんて言われる。おかしいです。結論は出ないかもしれ

誠実な働きぶりがとてもまぶしく、ミューズ＝ギリシ

ないけれど、私は、ここにいたい。ここから考えたい。

ャ、ローマ神話に出てくる芸術の女神たちのように映る

ここに生きている１人１人の人生を見て、聞いて、立ち

（男性もいるけれど、目をつぶらせていただく）。

会いたいと思いました。さらに、そんな人たちが自ら

上田さんからメールをいただいた。「地域外の方に

『表現』したらいいのになと思って、いろいろな活動を

は、釜芸で学んで、ご自身の人生や地域にいかしてもら

始めました」

えたらありがたい」。また、「釜ヶ崎とは実は、この地

「釜芸を始めて１年。学生として来てくれてるオッチ

域ではなく、いわく語りがたい状況のことかもしれない

ャンたちは、予想していたけれど、やはり、すごい能力

ですね」とも。再読三読し、新たに出された宿題に、ま

と可能性を秘めていました。釜芸の目指すところは、オ

る一日、考え込んでしまった。しかし、女神たちのほほ

ッチャンたち自身が先生になって、マネジメントもして

えみに触れた以上、もう逃げるわけにはいくまい。じっ

くれたらいいなと、今は真剣に考えています」

くり取り組ませてもらいたい。

12月から後期開講

だれでも自由に受講でき、無料（運営費のカンパ

釜ヶ崎芸大

を歓迎）。申し込み・問い合わせは、カフェ ココル
ーム（大阪市西成区山王1-15-11

釜ヶ崎芸術大学は、11月は講義を休み、12月から後

6636-1612

期を、下の表の日程と講師陣で開講する予定だ。

電話＆ファクス 06-

Ｅメール info@cocoroom.org）へ。

釜ケ崎芸術大学の2013年度後期 講義と部活動の日程 （予定＝変更になる場合あり）
【2013年12月】

25日（水）18時半

１日（日）10時

絵画

27日（金）18時

２日（月）14時

お笑い

７日（土）14時

音楽

９日（月）14時

詩

11日（水）18時半

合唱部

合唱部

11日（土）14時

ガムラン

【2014年２月】

表現

13日（月）14時

ダンス部

１日（土）14時

詩

28日（土）18時

天文学

13日（月）―17日（金）

３日（月）14時

ダンス部

30日（月）14時

写真

10日（月）14時

地理

狂言の集中講座企画中

【2014年１月】

18日（土）14時

音楽

12日（水）18時半

20日（月）14時

ダンス部

16日（日）14時

13日（金）18時

表現

３日（金）14時

写真

22日（水）18時半

14日（土）14時

狂言

４日（土）14時

写真

24日（金）18時

表現

16日（月）14時

ダンス部

６日（月）14時

ダンス部

25日（土）14時

芸術

21日（土）14時

感情

８日（水）18時半

27日（月）14時

ダンス部

12日（水）18時半

合唱部

23日（月）14時

ダンス部

10日（金）18時

31日（金）18時

地理

26日（水）18時半

合唱部

誠（音楽科）…………………………

音楽

岩橋

ゆ

り

か

な

由莉（表現教育実践家）……………

うえ だ

よ

表現

上田

假奈代（詩人・詩業家）……………

おおたき

てつ お

大瀧
茂山

正己（天文学者）…………………
童司（狂言師）………………………

なかがわ

しん

なかにし

中西
にしかわ

西川

明（演出家）…………………………

狂言

真（音楽学者）……………………

芸術

ちさと（振付家）…………………

ガムラン

まさる

勝（看護師）…………………………

ダンス部
哲学

50

音順）

あきら

中川

天文学

どう じ

たかやま

高山

お笑い

まさ み

尾久土
しげやま

詩

哲雄（お笑いプロデューサー）……

おきゅうど

表現

講師のみなさん（

いわはし

合唱部

のむ ら

野村

ろうせき

みずうち

とし お

水内
みず の

水野
もとみや

本宮

書道
地理

あ しゅ ら

阿修羅（メンズサポートルーム大阪世話人）
……………………………

感情

氷（大阪人）…………………………

絵画

ひょう

やまもと

のりゆき

わかはら

みずあき

若原

合唱部

【2014年３月】

俊雄（政治・社会地理学者）………

やすまさ

山本

26日（水）18時半

弄石（書家）…………………………

もりむら

森村

成果発表会

まこと

はたなか

畑中

合唱部

合唱部

泰昌（美術家）………………………
則幸（合唱指導）……………………
瑞昌（写真家）………………………

芸術
合唱部
写真

「ガ ム ラ ン 」 の 授 業。 イ ン ド ネ シ ア の 伝 統 民 族 音 楽
を、本物の楽器を使って学生とスタッフが一緒に演奏

「書道」の授業。「春が来た」などの童謡の詞を思い思いに書く（ココルーム提供）

望遠鏡で観測した（ココルーム提供）

「天文学」の授業では、中秋の名月を

新調した釜ヶ崎芸術大学の看板。

「書道」の講師・畑中弄石さん筆

取った話を詩にまとめる。学生も講師も真剣そのものだ

「絵画」の授業。人の顔を鉛筆でスケッチ。まず型紙を使っ

ローさんの遺影（右端）の前で、２人１組で互いに聴き

て、全体の輪郭の取り方や目、鼻、口などを描く基礎を習う

受講者に交付される

学生証

上田假奈代さん（右から２人目）の「詩」の授業。イチ
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員からの寄稿

八甲田の名湯・酸ヶ湯温泉に魅せられて
Ｌ.Ｍ.モンゴメリィ・ランド･トラスト日本窓口
す

野澤 あおいさん

ＪＲ青森駅から十和田湖方面へバスで約１時間。酸

桂月が「酸ヶ湯の天女」と名付けた人。複数の湯主が客

ヶ湯温泉は、青森県・八甲田の標高約880ｍの山中にあ

を奪い合わず、一つになるように働きかけた。八甲田山

る。総青森ひば造り160畳の「ひば千人風呂（基本混

系の山を歩いて採取した植物の標本を、全国の学校や研

浴）」で知られる。

究機関へ死ぬまで送り続けた。息子の寛は国際的な植物

か

ゆ

初めて訪れたのは10年前。きっかけは、13年前だっ

かん

学者となった。

た。「赤毛のアン」の作者Ｌ.Ｍ.モンゴメリィの初孫ル

ふみ夫妻が頼りにしたのが、初代社長の川口栄之進。

エラさんを、Ｌ.Ｍ.モンゴメリィ・ランド・トラスト日

娘は寛の妻。異端の政治家で、正義を通したクリスチャ

本窓口主催の第１回「赤毛のアンをもっと楽しむ会」で

ン。80年前、68歳で社長になってすぐ名物の浴舎を建て、

日本へお招きした。帰り際にルエラさんが漏らされた一

念願悲願だった水力発電や上水道を整備した。どんな自

言が、胸に残った。「本物の山の温泉へ行きたい」

慢話も、子や孫に残さなかった。とても軽やかな人。

以後、私は100か所以上の温泉を訪ねて回った。そし

この２人を始め、酸ヶ湯をめぐる人々の知られざる魅

て、出会ったのが酸ヶ湯温泉。カナダから帰る度、向か

力は、まだまだ尽きない。少なくとも330年以上も人々

った。木の心地よさ。見たこともない広さ。ヒバの香り

を癒やし続けた名湯と同様、私の中では生き続け、色褪

の清々しさ。足元の岩盤から絶えず湧き出る白濁した緑

せることがない。

すがすが

わ

あ

のお湯は、冷え知らず。霜月には広大な浴舎が
湯気で曇り、幻想的な雰囲気を醸し出す。春は
みずみず

うし

ブナの原生林が瑞々しい。夏は丑の日、ことり
ともしない真っ暗闇の丑の刻に丑湯に浸かれ
ば、一年中病知らずといわれる｡ さらに、10月
の目の覚めるような紅葉ときたら…。その上、
お隣の八甲田ホテルはカナダの大丸太が用いら
ゆきむろ

れ、雪室野菜のお料理も格別だ。きっとここな
ら、ルエラさんも喜ぶだろう。
４年前、私は、朝日新聞夕刊（2009年１月６
日付東京本社発行）に酸ヶ湯温泉の記事を書い
たのを機に、酸ヶ湯の歴史の取材・執筆を酸ヶ
湯から依頼された。おかげで、魅力的な由縁の
人に何人出会ったことだろう。

酸ヶ湯温泉の外観。奥に見える山は八甲田山系の最高

こおりば

今は亡き大おかみ、郡場ふみ―文筆家の大町

できる大人がいないとか、また、人間関係がうまくいか

若者の孤立化を防げ
制度運用に分別を
エージェント株式会社顧問

峰、大岳＝同温泉の元フロント課長、上田博子さん撮影

ずに悩んでいる人が多い。
こうした若者がその後、就職できなかったり、せっか

薮下 義文さん

く勤めたのに失業したりすると、どういう事態がおきる
だろうか。仕事が無いだけでなく、友だちや知り合いと

「こころと社会」という視点から、文部科学省による

の交流が無くなって孤立化が進む。玄田有史・東京大学

小学生から高校生までの行動調査を見ると、不登校に高

教授（経済学）によると、仕事がなく他人とのつきあい

校退学者数を加えた数は、2011年で23万人と、びっくり

が無い人は162万人にのぼる。更に、就職活動を断念し

するような事態が浮かび上がってくる。４年間この状態

てしまうと、失業者であり、就職活動をしないニートと

が続くと、累計で90万人以上の規模になる。これらの不

なる。ニートの数は100万人と言われている。ニートに

登校や退学者に共通する特徴として、親友やふだん話を

なった人が、ますます孤立化するという悪循環に陥る。

2013.11

こうした悪循環を避けるために、求職者支援制度が２

9

が、訓練生拡大の抜本的な手も打っていない。

年前に恒久化された。非正規社員を中心に生活費を支給

一方、雇用制度の改悪の動きもある。非正規社員が

しながら職業訓練を行うものだが、早くも、形骸化しつ

2,000万人になり、雇用の不安定化が一段と増している

つある。朝日新聞が、粘り強く、この制度の取材を続

中、安倍政権は成長戦略の一環として、日雇い派遣労働

け、本年、不正まで見つけ、その実態を報道した。訓練

の復活をはじめようとしている。

対象は年間20万人という予算枠を確保しているのに、実

雇用制度を運用したり、差配する人は、若者が職を失

績としては10万人しかいない。訓練を行う事業者を選考

うことによって、引きこもりなどの負の循環に陥ること

し、管理する協会の動向を、筆者もつぶさに知った。彼

を十分認識してほしい。次世代を担う人は若者しかいな

らは不正発生への即物的な対応はしていても、訓練対象

い。そして、「強い日本」をつくるということは、こう

の拡大という課題に対しては、「希望者が少ない」と平

した若者の実情に目を向けて、分別をもった制度運用を

然としている。若者に救いの手をさしのべる気も少ない

行うことでもある。

花を
訪ねて

戦禍生き抜いた奇跡
バラ

バラ科

花言葉：愛、美、嫉妬ほか

澄んだ秋空の下で咲くバラは、ひときわきれいだ。
百花の女王。万に近い現存品種の中から真の大女王
を選べと言われたら、私は迷わず写真の花を推す。
1942年11月、南仏リヨン。若きバラ育種家フランシ
ス・メイアンは、自ら育てた数本の芽接ぎ用小枝を、
帰国する米領事に託した。その翌日、同地へ独軍が侵
攻し、レジスタンスとの間に、歴史に残る激しい戦い
が始まった。数万人が犠牲になったともいわれる。
花は米の園芸業者の元で奇跡的に生き延びた。やが
て並外れた美しさが評判を呼び、45年４月にベルリン
が陥落すると、それが元々の定めだったかのように、
「ピース」と名付けられた。国連設立を決めたサンフ
ランシスコ会議の議場を飾り、世界中へ広まった。
ハイブリッド・ティーという系統の大輪。丈夫で栽
培が容易。交配親にもなって多くの子を生んた。空前
の名花であり、誕生をめぐる逸話と合わせると、これ
ほどの花が再び現れる見込みは、絶後に近いだろう。
世界はまだまだ「平和」になっていない。しかし、
この花にほほ笑みかけられると、人間の英知と誠をい
ま一度信じたい、という気持ちになってくる。（雅）

大阪市北区・中之島公園バラ園で
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日本最古のカフェ建築 記録に残そう
パウリスタ１号店

パネル・復元模型を展示へ

る北大阪ミュージアムメッセで展示公開する。＝2009
年10月５日付朝日新聞（大阪本社版）夕刊に第１報
りょう

「ブラジル移民の父」と呼ばれる水野龍（1859〜1951
年）という人が創業した「カフエーパウリスタ」の１号
店とみられる木造２階建の洋館。これまで豊中連合自治

㊦柱間にアーチ

月３、４両日、同府吹田市の国立民族学博物館で開かれ

㊤建物の正面外観

とどめたい」とパネル、映像と復元模型をつくった。11

をめぐらした２階の室内（若林あか

らは「貴重な文化財を記録に残し、多くの人々の記憶に

ねさん提供）。現在は取り壊しが終

のため最近、取り壊されてしまったからだ。識者・有志

わり、新しい建物の建築が始まって

中駅前にあった。「あった」と過去形なのは、建て替え

いる＝大阪府豊中市玉井町１丁目

日本最古のカフェ建物が、大阪府豊中市の阪急電鉄豊

会が、豊中クラブ自治会館として使っていた。
パウリスタは日本にコーヒー文化を広めたといわれる

しにせ

老舗喫茶店。1911（明治44）年12月にできて今も開いて
いる東京・銀座店が１号店と、長い間信じられていた。
ところが2003年、大阪府箕面市の市史担当者が、箕面
有馬電気軌道（現阪急電鉄）箕面駅前が写った明治時代
の絵はがきの中に、「カフエーパウリスタ」と外壁に書
かれた建物＝写真下左（箕面市所蔵）＝を発見。さらに
明治44年６月24日付大阪朝日新聞に載った「６月25日に
箕面にカフエーパウリスタ開店」を知らせる広告＝同右
＝を見つけた。銀座店の開店より半年早い日付だ。
さらに09年、豊中市教委職員が、豊中クラブ自治会館
は箕面市から移築したらしいという話を聞きつけた。豊
中市の依頼で専門家が調べ、外観は面影がほとんどない
が、内部は当時の洋風建築の雰囲気をよく残しており、
パウリスタと同じ建物の可能性が極めて高いと結論づけ
た。国内に残った最古のカフェ建築ということになる。
豊中市は、文化財的な価値があるとして、室内の柱の
間に渡したアーチや窓枠など、貴重と思われる部材を保
存する。ただし、今後どう活用するかは決まっていな
い。敷地には年内に新しい建物が建つ予定だ。
ブラジル移民の研究を長年している吹田市立博物館の
ひろちか

中牧弘允館長は、取り壊されることを知り、同博物館が

復元できるだけのデータを学術ベースで残す価値があ
る」。 これまでに集めたデータを元に同教授の研究室
の学生、越生恵理さんがつくった模型を出品する。

幹事役を務める北大阪ミュージアムメッセで、急きょ取

中牧館長はさらに「この建物は、日本人がブラジルへ

り上げたいと考えた。「メッセの趣旨である広域活動の

移民する一方、ブラジルから日本へも､ コーヒーととも

好例で、多くの人にぜひ知ってほしいと思いました」

に立派な文化が入って来ていたこと、そしてパウリスタ

映像作家の若林あかねさんは、展示のために、ありし

が、カフェに象徴される大衆文化を日本に普及させるう

日の建物内外のたたずまいや、箕面の絵はがきなど、パ

えで大きな役割を果たしたことを知るうえで、貴重な手

ウリスタの歴史を視覚でたどれる資料を、パネルと動画

がかりとなる。展示が、建物の価値を後世にしっかり伝

映像にまとめた。

えるためのきっかけになれば」と話している。

関西大学の西澤英和教授（建築保存工学）は「最高の
材料とコロニアル様式の見事な技術でつくられており、

国立民族学博物館は、大阪モノレール彩都線公園東口
駅から徒歩約15分。文化の日の11月３日は観覧無料。

2013.11
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イベント・出版等の情報

田辺 聖子

２館が協力 同時特別展

住友 元美さんから

田辺聖子文学館

与謝野晶子

田辺聖子文学館と与謝野晶子文芸館が協力して、２人の女流文
学者にちなんだ特別展を、同時期に開催します。

田辺聖子と与謝野晶子

源氏物語に魅了された女たち

田辺聖子文学館の第７回特別企画展です。堺の菓子商

与謝野晶子文芸館の特別展です。与謝野晶子が少女の

に生まれた与謝野晶子と大阪福島の写真館に生まれた田

頃から愛読し、ライフワークとした「源氏物語」の現代

辺聖子。田辺聖子は与謝野晶子を敬愛し、評伝作品「千

語訳。晶子を尊敬し憧れた作家田辺聖子もまた、現代語

すじの黒髪―わが愛の與謝野晶子―」を上梓しました。

訳に挑戦しています。自筆原稿や書籍など約70点を展示

共に女性として伴侶を得、子を育て、文学に関わる創作

し、２人が「源氏物語」とどう向き合ったかを紹介しま

者として第一線で働き

す。

続けた２人が、女とし

◇とき

て／創作者として発信

〜2014年１月13日（月

したメッセージの数々

／祝）

を紹介します。
◇とき

◇ところ
館

10月26日(土)

〜11月30日（土）
◇ところ

11月16日(土)

堺市立文化

与謝野晶子文芸

館（堺市堺区田出井

田辺聖子文

町1-2-200 ベ ル マ ー

学館（東大阪市菱屋

ジュ堺弐番館

西4-2-26

大阪樟蔭

072-222-5533）

女子大学

小阪キャ

ンパス図書館内

※ＪＲ阪和線堺市駅か

☎

ら徒歩３分
◇開館時間

06-6723-8182）
※近鉄奈良線河内小阪駅から西へ徒歩４分
◇開館時間

平日９～17時

◇主な展示品

☎

土曜９～16時

田辺聖子直筆原稿、与謝野晶子初版本な

17時15分（入館は16時半まで）
◇休館日

◇入館無料

月曜（祝日のとき開館）、12月10日、24日、

29日〜１月４日
◇観覧料

ど約30点（常設展示もあり）

９時半～

一般500円

高校・大学生300円

小・中学生

100円

◇休館日：日曜・祝日。11月４日、23日は開館

※未就学児、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方は無料

福井栄一の「ここだけのはなし」 女性学講演会
暦と方位のはなし ～ 陰陽道入門 「ミステリー小説の美女いろいろ」
上方文化評論家

福井 栄一さんから

私が講師をつとめる地域文化講座シリーズの第１回で
す。
◇とき

大阪府立大学教授

堀江 珠喜さんから

スキャンダルや事件に関わった若い女性が「美女（美
まれ

人）」として報道あるいは物語られることは稀ではあり
11月19日（火）午前10時～11時半

◇ところ

神戸市立地域人材支援センター（〒653-0042

神戸市長田区二葉町7-1-18 ☎ 078-646-8128）
◇受講料

500円

◇お申し込み

神戸市立地域人材支援センターまでお電

話を（要ご予約）！

ません。ミステリー（推理）小説においても同様で、被
害者、加害者、探偵役のいずれかに起用されることは、
特に近年多いように思われます。そこに登場する「美
女」に注目し、その描かれ方や役割などの変遷について
比較文学的に考えたいのです。
見出しのテーマで私が講演します。大阪府立大学女性
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学研究センターが主催する2013年度 第17期女性学講演
会の第１回です。どなたでも受講していただけます。
◇とき

11月16日（土）

14～16時（13時半開場）

15時半～16時
◇ところ

講演者との質疑応答

第22回音楽の森
合唱フェスティバル
フリーアナウンサー

大阪府立大学 I-site なんば（大阪市浪速区敷

津東２-1-41

坂口 智美さんから

秋空の下で開く合唱のお祭りです。中学、高校、女

南海なんば第１ビル２階）

※南海電鉄なんば駅中央出口南へ徒歩約12分。地下鉄御

声、男声、混声の11団体242人が参加します。曲目も合

堂筋線なんば駅５号出口南へ徒歩約15分。地下鉄御堂

唱曲だけでなく、ポピュラーや歌謡曲、ミュージカルと

筋線・四つ橋線大国町駅１番出口東へ徒歩約７分。地

広いジャンルに渡っています。大阪府合唱連盟・清原浩

下鉄堺筋線恵美須町駅１-Ｂ出口西へ徒歩約７分。南

斗理事長の指揮による混声合同合唱は「われは海の子」

海電鉄高野線今宮戎駅北へ徒歩約６分

「里の秋」ほかを歌います。ラストは会場全体で「赤と

※建物北側の大阪府立大学専用入口からお入りください

んぼ」の大合唱です。司会をしている私は、毎年感動さ

◇受講料

せられっぱなしです。緑と紅葉につつまれた野外音楽堂

500円

◇申込方法

氏名（ふりがな）、住所、電話番号を記し

で、すばらしい歌声をお楽しみください。

てＥメールまたはファクスでお申し込みください。当

◇とき

日受付も可

◇ところ

◇申込先

大阪府立大学女性学研究センター（Ｅメール

11月４日（月／祝）13時（開場12時半）
大阪府豊中市の服部緑地野外音楽堂

※北大阪急行緑地公園駅から西へ徒歩約５分
◇入場無料。雨天決行

joseigaku@gmail.com ファクス 072-254-9947）

大野俊三を招いて
第18回足立衛＆アゼリアジャズ
オーケストラコンサート
NPO法人 関西ジャズ協会さまから
グラミー賞に２度輝き、けがと大病から見事に立ち直

761-8811）
◇主催

いけだ市民文化振興財団ほか

「関西ジャズタイムス」
が50号
ＮＰＯ法人関西ジャズ協会の会報「関西ジャズタ
イムス」が今年の秋季号で50号になった＝写真上。
創刊は2000年９月。Ａ

った不屈のトランペッター、大野俊三をスペシャルゲス

４判表裏の１枚だった。

トに招いて開きます。
◇とき

「十分な予算がない中で

11月19日（火）

協会がスタートし、『何

18時半（開場17時半）
◇ところ

ができるか』と理事で話

池田市民文

し合い、広報なら…？と

化会館アゼリアホー

引き受けたのが始まりで

ル（大阪府池田市天
神1-7-1）
※阪急電鉄宝塚線石橋
駅から徒歩約８分
◇入場料

した」と振り返るのは、

大 人5,000

協会理事でプロシンガー

円（前 売4,500円)、

の新井雅代さん＝同下。

学 生2,500円(同2,000

同理事の田中千秋さん、

円)。全席指定
◇チケット発売プレイガイド

池田市民文化会館

☎

072-761-8811▽いけだ市民文化振興財団（池田駅２
Ｆ）☎ 072-750-3333▽ＮＰＯ法人関西ジャズ協会

☎

06-6442-0370▽ローソンチケット（Ｌコード53149）
☎ 0570-084-005
◇曲目

「ナイト・イン・チュニジア」「アイ・リメン

バー・クリフォード」「アイ・ガット・リズム」ほか
◇ご予約・お問い合わせ

池田市民文化会館（☎072-

顧問の井原昌三さんとと
もに編集を受け持つ。慣れない仕事に「最初はどう
コンセプトをまとめるかもわからず、模索の連続で
した」。10年以上続けられたのは「編集部、印刷会
社のみなさんのチームワークに助けられたから」。
春夏秋冬の年４回発行し、会員をはじめ、ジャズ
スポットやマスコミ各社へ配る。コンサートの案内
などを満載し、ファンに音楽の夢を届けている。

2013.11

◇後援
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大阪府合唱連盟

◇問い合わせ

常翔学園中学校

禅定佳隆さん

☎ 06-

4300-6845

11月30日・12月１日 上智大で
大学対抗交渉コンペティション
大阪大学大学院教授

野村 美明さんから

第12回大学対抗交渉コンペティションを、11月30日
（土）と12月１日（日）、上智大学四谷キャンパス（東
京都千代田区紀尾井町7-1）で開催します。交渉に対す
る社会の関心を深め、交渉学習のインセンティブを高め

◇詳しくは公式ホームページ

るために、大学を越えた対抗戦の場を設けることが必要

http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/inc/index.html

であると考え、2002年より開催しています。学生の活気

写真は昨年度の対戦の模様。18大学から247名の学部

に満ちたコンペティションです。多くの方にご覧いただ

生・大学院生が参加して熱戦を繰り広げ、慶應義塾大学

きたく、ぜひ見学にお越しください。

が初優勝、２位早稲田大学、４位京都大学、４位上智大

◇一般の見学無料

学、5位九州大学の結果となりました。

･･･ 関西スクエア活動報告 ･･･
衛隊は合憲②海外での武力行使は許されな
い、の二つだと解説。わが国に対する武力
攻撃がないのに、自衛隊が海外に出かけて
武力行使をすること、つまり集団的自衛権
の行使は許されていないと強調した。
「法制局の解釈は間違っていた。憲法解
釈を変えればいい」という声には、「法制
局だけでなく政府が間違っていたことにな
る。本当にそうだろうか」と問いかけた。
「安全保障環境が変わった」という指摘に

行使許されぬ集団的自衛権
10月の勉強会

阪田 雅裕・元内閣法制局長官

「９条解釈変えろ」は平和主義の空文化

は、「憲法問題なのだから、政策論だけで
なく、今の解釈は法的理論として間違って
いると言ってもらわないといけないのに、
それがない」と反論した。
９条の解釈を変えると、憲法の三つの基
本原理の一つ、平和主義が空文化すると指

関西スクエアが企画する大阪本社編集局

摘。「教科書を書き換えないといけない」

の第４回勉強会は10月８日にあり、講師に

と話した。集団的自衛権の行使を認めよう

元内閣法制局長官で弁護士の阪田雅裕さん

とするなら、「政府は国民にきちんと説明

＝写真＝を迎え、「集団的自衛権の行使容

し、憲法改正の手続きによって進めるのが

認」について話してもらった。

法治国家のあるべき姿」「法制局が悪かっ

安倍政権は、集団的自衛権の行使容認を
めざし、これまでの政府の憲法解釈を見直

た、解釈を変えてしまえという議論の仕方
は正々堂々としていない」と批判した。

そうとしている。内閣法制局は政府の憲法
解釈を担い、阪田さんはそのトップを2004

第９条をめぐる問題などを取り上げた

～06年につとめた。

阪田さんの新著。有斐閣刊、Ａ５判 348

阪田さんは、政府の憲法９条解釈は①自

ページ、3,465円（税込）
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生きているかと絵が問いかける
アトリエ

無言館／京都館―いのちの画室
初めて訪ねたときの驚きは、今も
忘れることができない。
金銀宝石が飾ってあるわけではな
い。奇想天外なからくりもない。
四面黒ずくめで窓のない小部屋。
絵が十数枚、壁に掛けてある。その
下に、画題と作者の名前・略歴を記
したプレート。中央の床には、画帳
や絵筆などを陳列したケース。
それだけ。たったそれだけ。
プレートに「美術学校」「戦死」
の文字。今から70年前の1943年に始
まった学徒動員などで、志半ばに戦
場に散った画学生たちが、時を限ら
れ、命を燃やして描いた絵なのだ。
短かった生涯を悼むか。戦争の理
不尽さを憤るか。それとも、鮮烈に
疾駆した青春をうらやむか。すべて
見る者の自由である。反戦平和を唱
える標語はどこにもない。
だが、じっと絵と向き合っている
と、いくつもの声が、こだまのよう
に、こちらの胸に跳ね返ってくる。
「それでは、お前は、戦争のない
今の世で、これほど打ち込める何か
を、本当に持って生きているか」
無言館は長野県上田市にある、戦
没画学生の遺作・遺品を収集展示し
アトリエ

ている美術館。いのちの画室は立命
館大学国際平和ミュージアム内にあ
くぼしませいいちろう

る。無言館館主の窪島誠一郎さんは
当初、開設を了承しなかった。
「画学生らは、青春の記録を画布

立命館大学国際平和ミュージアム
☎ 075-465-8151

京都市北区等持院北町56-1

URL：http://www.ritsumei.ac.jp/

の上に残したにすぎないのです。戦

がミュージアムに響かせてほしい」

ではない。「ここを訪れる人の心の

争を起こさないための悲劇の証しと

２階の奥まった一室。戦争の惨禍

中で、両方が互いに補い、高め合っ

して並べることには抵抗がある」
同ミュージアム館長だった同大学
名誉教授の関西スクエア会員、安斎

を生々しく伝える品々が並ぶ地階の
展示室を巡ってここまで上ってくる
と、流れる空気が一変する。

てほしい」と安斎さんは言う。
８月の午後。夏休みの学習らしい
中学生が３人、画室の絵に見入って

動に対する静。世界へ向けて見開

いた。やがて「なぁ、もう一遍回ろ

「わかります。だからこそ彼らの

く眼と、内へ向かう沈思と祈り。一

か」と誘い合い、そろって階下の展

声なき声を、ほんの少しだけでもわ

方が主で、もう一方が従ということ

示室へ戻っていった。（黒沢 雅善）

育郎さんが粘り強く口説いた。

◇街の中に静かにたたずんで、一条の「知」の光を投げかける、隠れたスポットを訪ねます。

2013.11
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼昼間なのに雨戸は下りたまま。庭の植木は敷地からは

主の堀江敏樹さんが選んだ、スリランカやインドからの

み出している。大阪でも京都でも、空き家が目立つよう

直輸入。ポットごと、冷めないようにティーコジーに包

になった。空き家問題は都市部でも待ったなしだ。

んで供してくれた。カップ１杯分の値段でたっぶり２杯

対策の一つに、固定資産税の住宅用地特例の見直しを

飲めて超お得。店員がテーブルまで注文を取りに来る、

求める自治体は多い。住宅の敷地で200平方㍍以下の部

今では珍しい店だった。私も、ときどき会社を抜け出し

分は、課税標準額が６分の１になる。逆に、空き家を解

て行った。本でも片手に、スコーンや手づくりケーキを

体して更地にすると税額は６倍に跳ね上がる。だから、

添えて味わうのが、忙中閑の至福のひとときだった。壁

空き家のまま放置されやすいというのだ。

一面の棚を埋めていた世界中の紅茶のパッケージやティ

しかし、京都市の担当者は「特例廃止は歓迎しない」

ーポットも、博物館級のコレクション。もう見られない

という。更地を駐車場にすれば、税額分ぐらいの収入は

のだろうか。「復活」を切に願って止まない。（黒沢）

得られる。かといって、コインパークが増えると街並み

▼11月17日は第３回神戸マラソンが開かれます。運動と

景観が壊れるからだ。京町家保存と空き家対策との二兎

は縁遠いと思っていた友人がランナーとして参加するた

を追わざるを得ないのが、古都の難しさか。

（大峯）

めに日々練習を重ねていることもあり、応援をかねてお

▼９月24日付朝日新聞夕刊（大阪本社版）に載ったが、

祭りに参加しようと計画しています。「神戸マラソンは

大阪・堂島の紅茶専門喫茶店「ムジカ」が同月25日で閉

復興に向けて立ち上がる人々にエールを送ります」（神

店し、61年の歴史に幕を下ろした。貴重な文化が一つ失

戸マラソンのホームページ）。私にもまだまだできるこ

われたようで、寂しい。茶葉は、紅茶研究家でもある店

とがあるようです。

（北野）

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

に集い、元気な関西をつくっていくために声を上げて

願いし、関西スクエアの活動を助けていただき、率直

いただくことを期待しています。

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからのご寄稿を、お

く・ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・案内で、

待ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の活動

できるだけ簡潔に。いずれも写真・図付きを歓迎しま

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

す。郵便またはファクス、Ｅメールで下記へ。12月号

（400字詰原稿用紙２枚分）程度を目処に。「とぴっ

分は11月20日（水）までにお送りください。

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

→

〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18

URL：http://www.kansai-square.com

ファクス：06-6232-2347

朝日新聞大阪本社内

Ｅメール：square-k@asahi.com.

過去の会報も、ここからご覧いただけます
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【全 面 広 告】

