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ライブ☆タカラヅカ

宝塚歌劇100周年

★ 第２回 ★

ヘアーメーキャップアーティスト

CHIHARU さんの

宝塚流 きれいのヒ･ミ・ツ
宝塚歌劇の100周年を記念した朝日新聞社の「ライブ☆タカラヅカ」第２回が４月26日、大阪市北区のヒルト
ち

は

る

ン大阪で催された。ゲストは、同歌劇団ＯＧでヘアーメーキャップアーティストとして活躍するCHIHARUさん。
「宝塚流きれいのヒミツ」をテーマに、音楽学校や歌劇団時代の思い出や、メークの世界に転身したきっかけを
語った。後半は来場者からモデルを募ってメークの悩みに答え、実演を披露した。会場へはＮＨＫ総合テレビの
番組「あさイチ」の制作チームが取材に訪れた。司会と対談の聞き手は、フリーアナウンサーの坂口智美さん。

よく学びがすごかった上級生
CHIHARU

こんにちは。本日はようこそいらっしゃい

ました。大阪でのメーキャップライブ、トークショーは

本日は私の誕生日です（拍手）。ありがとうございま
す。うん回目の誕生日をみなさまとご一緒に過ごせるこ
とは、とても幸せです。楽しい時間をお過ごしくださ
い。「失礼しまんにゃわ」って言うんですね。（笑）

８年ぶりです。すごく楽しみに、勇んでまいりました。
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CHIHARU さん
ちはる

やぶきしょう

愛知県出身。矢吹翔

の名で1986年に初舞台を踏ん
で男役スターとして活躍し、
96年の雪組「エリザベート」
初演にも出演。2004年に退団
し、05年にヘアメーキャップ
アーティストに転身した。自
らの経験を生かして舞台のヘ
アメークや雑誌、美容セミ
ナーで活躍。宝塚歌劇のポス
ターやカレンダー撮りのヘア
メークも手がけている

けれども、宝塚を目指されたきっかけを。
CHIHARU

私は名古屋の中日劇場で初めて「ベルサイ

ユのばら」を見ました。世代がばれてもいいですね。

提出するんです。私は「あしたのジョー」に憧れて。
坂口

そうなんですか。

CHIHARU

うそですけど。はばたく「翔」をつけたく

「週刊マーガレット」で読んでファンだったんです。オ

て、その１文字だけ決まっていたんです。「かすみ翔」

スカルに扮装した榛名由梨さんの写真が載って「宝塚上

がいいと家族と話していたんですけど、かすんでしまっ

演決定」と出ていて、母に「見たい」と言ったら、公演

たら困るからやめました。あと、字画で「矢吹」が出て

の席をとってくれました。マリー・アントワネットの真

きて、後々うちの母に聞いたら、夜中にテレビで「あし

っ赤なドレスを着たいと思って受験しました。

たのジョー」をやっていたんですって。それでいいんじ

坂口

娘役。

CHIHARU

娘役とか男役とかもわからなくて。でも、

真っ赤なドレスは「三つのワルツ」という、平みちさん

ゃないとなって、矢吹翔になりました。
坂口

雪組は日本物が多くなかったですか。

CHIHARU

組によってカラーが違います。花組はダン

が主役のときに、ミモザの花の精で着ました。最下級生

ス、月組は芝居、雪組は和物、コスチュームは星組でし

で出ていたので、みんな知らないと思いますけど。

たね。今と違って４組だったので、雪組は100人を超え

坂口

音楽学校時代は、どんな感じでしたか。

てました。やっても、やっても、やっても上級生に勝て

つらかった。予科生に入ったときは「うわ

ないんです。真咲佳子さんという組長さんや、沙羅けい

ーっ、本当にこういう世界があるのか」とびっくりし、

さん、箙かおるさんもいらっしゃった。朝早くからのレ

初めて寮に入ったときは、怖くて震えが止まりませんで

ッスンに出ても、上級生が絶対にいるんです。よく遊

した。本科生って本当に怖いんです。でも「同期だね」

び、よく学びという感じが、すごかったですよ。

CHIHARU

みたいなものが培われていきます。「こんなにつらいの
は、一生のうちこの１年だ」と思って過ごしました。
坂口

先輩方の愛のむち。

CHIHARU

憎くてやっているわけではなくて、指導の

一環ですから。本科生を信じて、ついていきました。
坂口

初舞台のときの思い出はございますか。

CHIHARU

「レビュー交響楽」。峰さを理さんがトッ

プで、ラインダンス。100人だったと思います。舞台に

えびら

坂口

その中で男役を目指す、ここは誰にも負けない

というのは、努力されたと思うんですけれども。
CHIHARU

声だと思います。あ、笑った。いいんです

よ。声は親からもらった大事なものですけれど、本科生
のときに先生に「悪声や」と言われました。それなら、
コンプレックスを逆手にとって個性にしようと。
坂口

なるほど。

CHIHARU

声が変わっているのはチャル（箙かおる）

立つことも、お化粧することも、全部が新鮮で、お客さ

さんぐらいなんです。チャルさんに続けと、発声や演劇

まに拍手をもらうのも、うれしくてしようがない。肉に

のレッスンをしました。「あ」と出したら矢吹だとわか

埋もれた顔で笑っていた気がします。丸々してました。

るように。ピストルを持たせたら右に出る者がいない悪

坂口

雪組に配属になりました。男役の芸名を。

CHIHARU

芸名は、初舞台を踏む本科生の夏休み後に

役になろうとか、早くから決めていました。
坂口

渋い声で、男役を逆に極めた。
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CHIHARU

すごく悩んだりもしました。 受験のとき

「出身地、愛知県」とか言うんですけど、先生に「もっ

だことを披露しようと思ったのですが、快く受け入れて
くれました。悪ガキたちも、いっぱいいました。

と高い声は出ないのか」って言われました。みんな、か

坂口

わいらしく「あいちけーん」とか言うじゃないですか。

CHIHARU

坂口

背が高くていらっしゃるので、やっぱり男役。

CHIHARU
坂口

そうですね、男役でしょう。

ファンは、舞台からスターに見てほしいんです

ね。目線やしぐさを、工夫されることはありますか。
CHIHARU

客席を意識することは、あまりなかったよ

悪ガキたち？！
いろいろ、してやられました。その人たち

がやったのに、私が長だから謝りに行ったり。今は笑い
話ですけどね。瀬奈じゅんとかね。
じゃあ、下級生の面倒とかも。

坂口

そうです。自主レッスンとか、お芝居にし

CHIHARU

ても一応、見たりとかしていましたから。

うな気がします。「私を見て～」みたいなのは、私のキ

坂口

ャラではあまりないと思っていましたので。

CHIHARU

坂口

でも、ふっと目が合ったりすると。「愛をもら

った」とか、ファンは思いますよね。
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退団を決められた理由は。
ヘアメークになりたかったからです。ファ

ンには必死に隠していたんですけど、退団する２年ぐら
い前から通信で学んでいました。劇団からあることを言

CHIHARU それは勘違いだと思います。どこを見るか

われ、引き受けると、私は宝塚が大好きだから、あと10

がわからないと黒目がちになるから、それが気になって

年は宝塚にいてしまう。なので、「辞めさせてくださ

いるだけで。宝塚はいいですよね。私もファン時代とか

い」ってお願いして。すごくよくしていただきました。

は、目が合っているような気になっていましたもん。

「えー、今さら辞めるの？

楽しいこと考えるのは楽しい

に」と、ファンのみなさんは感じられたと思いますが。

坂口

「ベルサイユのばら」に出演されました。

CHIHARU

近衛兵みたいなイブという役で、若かりし

頃でした。かわいかったですよ。「ああ、こよい一夜の
夢が目の前で上演されてる」みたいな感覚で。自分が見

ずっといると思っていたの

それで19年。

坂口

19年。

CHIHARU

お客さまから、宝塚時代のお話でこれだけは聞

坂口

きたいというご質問を、お受けしたいと思います。
今しかないよ。私はヘアメークでしょう。

CHIHARU

ていた作品だから、うれしかったです。芝居と歌がうま

なかなか宝塚の話をどっぷりできなくて。今日はすごく

い上級生ばかりで、けいこは大変だし、役替えとかがあ

うれしいです。だから、聞いちゃって。

って大変でしたけど、楽しくてしようがなかったです
ね。学ぶ機会だと思って、食い入るように見てました。
坂口

「エリザベート」の初演にも。

CHIHARU

シュヴァルツェンベルク公爵という、軍服

の、かっこいい役でしたね。今でこそ宝塚の代表作にな
りましたけど、初演のときは「本当にこれをやっていい
の？」という芝居でした。最初はお化けですよ、けがを

歌劇団からしてくれと言われた「あること」

質問１

とは、どんなことだったんですか。
ご想像にお任せします。でも、そのとき辞

CHIHARU

めていないと、今の私がありませんでしたから。
パレードのときになると、みなさん口紅を変

質問２

えられるんですか。何か決まりがあるのでしょうか。
決まりじゃないけれど、宝塚というと、あ

CHIHARU

して、足を引きずって。こんなのが受けるのかって、す

のメークに赤い口紅が、一つの伝統みたいになっている

ごく不安でした。トップスターの一路真輝さんの退団公

んですね。「みなさま、今日はありがとうございまし

演でした。みんな必死になってけいこしました。コーラ

た」というごあいさつです。あの衣装、あのライト、あ

スが多いから、そろわないと言葉が聞こえない。みんな

の劇場なら、やっぱり赤い口紅がベストだと思います。

がキーボードを１個ずつ持って音をとり、至るところで
自分のパートを練習して。「あなた、違ってない？」
「遅くない？」とか言い合ってつくっていきました。自

さっきの「いたずら」とは、どういういたず

質問３

らだったのですか。
CHIHARU

例えば、公演中にみんなでご飯を食べに行

分たちの意識も変わった公演だったと思います。

きます。後ろのテーブルのお客さんたちが「明日も頑張

それで、花組へ行かれました。

るんばよ」と言うのが聞こえるとするじゃないですか。

坂口

劇団から「こういう役をやってほしいから

「面白いね」という話になりました。すると次の日、シ

花組へ行ってほしい」というお達しだったので、「わか

ョーの場面で「頑張るんば！」と掛け声をするんです。

CHIHARU

りました。お役に立てるのなら」と意を決して。
坂口

引き抜かれたわけですね。

坂口

なるほど。

CHIHARU

みんなで踊るときに「イエーイ、頑張るん

個性を買われたのだと思います。行く前は

ばよ！」と言ったやつがいるんです。それを聞いて、つ

嫌だったんですが、花組は楽しくて。真矢みきさんは、

い笑いすぎて、たまに注意されるんです。たまたま花道

雪組と全然違うカラーをお持ちでした。私は雪組で学ん

とかでごらんになっている方がいると、「ちょっといら

CHIHARU

4
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っしゃい」と呼ばれて、当然ですね。怒られるんです。

す。「どうする？」って相談して決めました。

笑わせた人でなく、笑った人が悪い。例えば、瀬奈じゅ

②瀬奈じゅんさんの「エリザベート」――月組

んが「頑張るんばよ！」と言ったのも、自分で本当に思

彼女はすごくセンスがある人なので、今の男子の要素

ったかもしれない。それを聞いて笑ってしまった私がい

みたいなものも入れ、いろんなことを考えました。色っ

けないという判断です。そういう宝塚社会です。

ぽい、妖艶な魅力はどうやったら出せるんだろうと思っ

なるほど。よくわかりました。

て、目元のアイシャドウの色とか、眉毛の描き方とかを

坂口

CIHARUさんがオサ（春野寿美礼）さんに拳

質問４

銃を渡して夏美（夏美よう）さんを殺せと言ったシーン

工夫した思い出があります。
③「オーシャンズ11」――花組

が、私は一番記憶があって、今回、それを思い出しまし

蘭寿とむさんが脂の乗り切った男役で、なさけない格

た。宝塚でされたショーとかお芝居で、一番お気に入り

好をしても、かっこいい。哀愁があるというか。あまり

は何でしょう。それと、メーキャップアーティストにな

つくり込まないで、力が抜けた感じのダニーをつくりま

られてよかったたこと、後悔することはありますか。

した。らん（蘭乃はな）ちゃんは、もう少し色っぽい感

CHIHARU

ありがとうございます。確か、革のコート
や

に手を通さず肩にかけるだけで「３人殺っちゃうよ、ど

じにしたいと思って頑張ってもらい、すごくきれいに。
④100周年記念公演「眠らない男ナポレオン」――星組

うする？」「ほら、殺っちゃった」という。十八番なん

小池修一郎先生（劇作家・演出家）に「わかってるよ

です。自分で築き上げたのかなと思っているので、ああ

な。ナポレオンや歴史の本を全部読んで」って、プレッ

いう役は好きです。「二人だけの戦場」のノバロ・ジョ

シャーをかけられながらつくりました。ナポレオン役の

クレアも好きでした。「JFK」でのレッドという、一路

C H I E（柚 希 礼 音 ）さんは本当に熱心で努力家なんで

さんの親友の役も好きです。退団公演のとき、遊園地の

す。メークも公演に合わせて、私にいろいろなことを相

社長さんのギジェルモという役をやって、「たまに楽し

談して、２人でつくり上げてきました。

いことを考えるのは楽しいな」とか言って笑うシーンが

⑤「ロミオとジュリエット」――月組

ち

え

ゆず き

れ おん

りゅうまさき

ありました。「最後にこの役か。何なんだ、私は」と思

ロミオ役の龍真咲さんは、下級生の頃から知っていま

いながらやりましたが、今でも「そうだ、楽しいことを

す。容姿がよくて、外のお仕事、イメージキャラクター

考えよう」と思うと、あの社長さんが出てきますね。

みたいなのをやっていたので、そのときからご縁があり

なるほど。

坂口

CHIHARU

ます。やんちゃな魅力、ちょっと少年っぽいところとか

ヘアメークになって、ポスターという形を

を、メークで表現してあげようとか考えました。

通して宝塚のお役に立て、よかったなと思います。後悔
することは、仕事が楽しすぎて結婚できないことです。
結婚願望はおありになるんですか。

坂口

CHIHARU

ありますよ。

それは、この場でアピールしておかないと。

坂口

CHIHARU

実はあるんですけど、今は、それこそ「楽

坂口

お話をうかがって、当日行って、撮影までにメ

ークしてというのが多いと思います。それまでに、生徒
さんたちとコミュニケーションをとって、デザインまで
して、何度もやりとりされる。すばらしいですね。
CHIHARU

当たり前のことだと思います。責任があり

しいことを考えるのは楽しいな」で、メークのことを、

ますから。「ヘアメークCHIHARU」って載るんですか

これとこれをコラボし、こういう使い方をしたら、すご

ら。その人のこれからが決まるんですよ。そう思うと、

くわかりやすいんじゃないか、とかばかり考えてます。

ポスター撮りの前は寝ていられません。メークをすると

メークする前にまずリサーチ

なったら、リサーチですよ。この人はファンから、かわ

でも、ご縁はどこにあるかわからないですよ。

坂口

いいと思われているのか、かっこいいと思われているの
か、素敵と思われているのか……。

宝塚歌劇のポスター撮りのメークをされています。その

坂口

作品の映像を、ご一緒に見たいと思います。

CHIHARU

（写真をスクリーンに映してCHIHARUさんが解説）
そら

①「銀河英雄伝説」――宙組
撮影のときモデルが８人いたので、漫画やインターネ

取材からですね。
でも、一番は、その人の魅力が一番出るよ

うにメークしたい。それだけです。
坂口

宝塚のお仕事を始めて、それは恩返しもあるの

だとおっしゃっていましたけれども。
CHIHARU

私が宝塚に育てていただいたし、学んだ

ットで資料を集め、一度、自分の顔でデザインを描きま

ことは、計り知れないぐらいあります。客席のみなさま

した。その場で「どうしようかな」とやっていたら１日

から愛情をたくさんいただき、お客さまに育ててもらい

で終わりません。スケジュールを３日間で切って考えま

ました。だから宝塚は100年も続いているし、これから

した。凰稀かなめさんは、メークがすごく好きで上手で

も、ますます繁栄していくと思うんです。自分で力にな

おう き
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れることは、惜しみなくやっていきたいですね。
現役の生徒さんたちに、頼られっぱなしという

坂口

ことはないですか。
すから。現役の人たちが宝塚歌劇をつくっているわけで
すから。私もそうやって上級生にかわいがられ、教えて
もらいました。その繰り返しです。それが私には、ヘア
メークという形でできているだけです。
それも愛ですね。

坂口

愛です。

CHIHARU

努力と思わずに自分を愛して
CHIHARUさんは「CHIHARU式美顔造形メイク」

坂口

というご本を、この２月に幻冬舎から出されました。今
までのメーク本とは違いますね。
そうですね。「私のメークはこれでござい

CHIHARU

ます。みなさん、ごらんあそばせ」という本ではなく、
みなさんが実際に、絶対できるテクニックばかり。ちょ

壇蜜さんを表紙に使ったＣＨＩＨＡＲＵさんの新著

＝幻冬舎刊、１２００円（消費税別）

できる限りやってあげたい。下級生は宝で

CHIHARU

っとしたコツでこんなに変わるんだよということを、わ
かりやすく書いてあります。私が出版社にお願いしたの
は、料理本みたいにしてくださいということでした。身

いるの、悲しいな。昔覚えたやり方にしがみつき、「こ

近に置いて、「明日のデート、どうしようかな」と思っ

こから私、変えられないのよ」「このとき、きれいと言

て、ぴっと開いて、「そうだ、こういうメークにしよ

われたメークから脱皮できない」。それから20年とか。

う」というふうに頼ってほしい本。「これを持って出張

坂口

へ行かないとだめ」みたいになってもらえば、すごくあ

CHIHARU

綾小路きみまろみたいじゃないですか。
それは私もわかります。宝塚で男役のとき

りがたい。そこまででなくてもいいですけど、この料理

って、普段のメークに関心がないし、できない。まん丸

本だったら、このタイミングでみりんを入れるとまろや

くチークを入れてる男役って、嫌じゃない？

かになるとか、そんな感じの本です。

の口紅を塗って、くるくるってやってる男役とかも。だ

本当にわかりやすいですね。

から、辞めて一女性に戻って自由になったとき、すごく

坂口

若い人の本じゃないよ。大丈夫よ。

CHIHARU

そこも言いたかったんです。

坂口

本当に基本中の基本なので、20代から50代

CHIHARU

ぐらいまで大丈夫。50、60、70代ぐらいでも大丈夫。
ここでは壇密さんを４パターンに分けてメー

坂口

クしています。全然違いますね。

ピンク色

楽しかった。「千秋楽おめでとう。今までありがとう、
宝塚」って、パチンとピアスを開けて「いいじゃん」と
思ったり、髪の毛を伸ばして巻いてみたら、すごく雰囲
気が変わったり。チークの入れ方をちょっとかわいくし
てみたら「こんなに変わるの？」。そういう毎日の連続
で、今もメークが楽しくてしようがないんです。みなさ

本当にきれいです。お肌がつるつるなの。

んも新鮮な気持ちに戻って、何で、ベースメークでファ

ぴかぴかで、毛穴が全然ないから、光を受けたら反射し

ンデーションを塗るのかとか、何でチークを入れるんだ

ちゃう。本当に肌がきれい。うらやましいぐらいにきれ

ろうとか考えたら、すごくわくわくすると思います。

CHIHARU

い。みなさんも、こうなれますよ。
坂口

でも、努力しなきゃだめですね。

違うメーク本でもいいですけど、読んだときに、「何
で、こういうふうに入れるのかな」と思ったとか、そう

努力と思わなくていいんです。自分を愛し

やって入れたら、「あれっ、ちょっとかわいいんじゃな

てあげる。自分に手をかけてあげる。すると、人から愛

い」「いけるんじゃない」とか発見したことを思い出し

されやすくなり、そういうふうにしてもらえます。

てください。「私、メークをしても変わらないんです」

CHIHARU

坂口

まず自分を愛して。

と言う人が多いけど、きれいになれるコツを知らないだ

雑誌でも、よく変身ページとかをさせても

けだと思います。私なんか、自分でメークしていている

らいますけれど、メークを楽しめていないというか、朝

と楽しくて、１時間でもしたい気持ちになっちゃう。鏡

起きて顔を洗って、化粧水をつけて、コーヒーを飲んで

の中で、どんどん変わる自分がわかるから。みなさんに

「ああ、メークをするか」みたいな感じになっちゃって

第２部で、そのコツをぜひ知ってほしいと思います。

CHIHARU
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ＣＨＩＨＡＲＵさんのメーキャップライブのモデル

日、ヒルトン大阪

第２回「ライブ☆タカラヅカ」第２部

をつとめてくれた右から吉田惠菜さん、安田小百合

さん、水谷麗美さん＝４月

会場からモデル募って実演

26

２人目は、安田小百合さん。チークの入れ方がわから
ないという悩みだ。

「もっときれいになるコツを、ぜひ知ってほしい」―

「笑ったときに、ぽんとなるぐらい、すごくかわいい

―第２回「ライブ☆タカラヅカ」のトークショーに続く

から、そのとおりに入れたらいいんです」「日本人の誰

第２部は、CHIHARUさんによるメーキャップライブ。来

にでも合う肌なじみのいい色は、コーラルオレンジ。あ

場者からモデルを募り、メークの悩みを聞きながら、ビ

まり失敗もない。ピンクだと、ちょっと張り切っている

ジュアルにわかりやすく解説した。

感じがしたりします」「一番大事なのは、笑ってるこ

実演に先立ち、著書「CHIHARU式美顔造形メイク」に
載せた実例を、スクリーンに映写して紹介した。「チー

と。笑って一番高くなるところに入れる。えらと、こめ
かみの方向。『くの字』で入れてあげるんです」
つぐ み

クの位置をちょっと変えたり、顔の赤みを少し消したり

最後は、もっと小顔になりたいという水谷麗美さん。

するだけで、印象が大きく違ってきます」。 CHIHARU

「自然に見えるシェーディング。まず（額の）生え際

さんの説明に合わせて before と after の写真が大映し

に、濃いめのシェーディングのカラーを入れます。『こ

されるたびに、会場から「ほぉー」と声が上がった。

んなに黒いのを』と思うでしょううけど、乗せると自然

モデルの希望者を募ると、会場からたちまち、数十人

です。あとは、あごの骨、フェイスライン」「ハイライ

の手が上がった。「さすが、大阪の女やね。あれ、また

トは、みけんのところから鼻筋、そしてあご。鼻が低い

増えましたね。どうしようかな」とCHIHARUさん。それ

なとかいう人はハイライトを入れる。まん中は出して、

ぞれ違った悩みを抱える３人を選んで壇上で実演し、ア

外は締める。引いて出すというテクニックです」

ドバイスした。

（１ページの写真参照）

ライブを終えて、司会の坂口智美さんが「みなさん、

１人目は、吉田惠菜さん。眉毛の上手な描き方を知り

本当にお悩みなんですよ」と感想を述べた。CHIHARUさ

え

な

たいという。

んは、「こういう広い会場（来場者約180人）で十分に

「ここ（眉毛とまぶた）が離れている人は、上ばかり

伝わらなかったりすると残念なので、少人数でレッスン

描いてまぶたが広くなり、菩薩みたいになってくるの。

みたいなこととか、楽しくできたらうれしいですね。朝

だから、下に描いてあげる」「今っぽい眉毛というの

日新聞さん主催で何か考えてもらおうかな」と要望。さ

は、陽だまりみたいな、真っすぐめの眉毛。あまり手を

らに「私は大阪が好きです。宝塚に入ったときの年より

加えていない感じの方がかわいい」「『ここから描きま

も長くこっちにいましたから。すごく愛着があります。

した』眉毛はやめてほしい。ちょっと離したところから

こっちに来られる機会がちょいちょいあったらいいなと

描いて中にぼかす。そうしたら自然に仕上がります」

思うので、何か私も考えます」と締めくくった。

ぼ さつ
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2014年本屋大賞 受賞

「村上海賊の娘」新潮社 上・下
18 時半～ 20 時半 フェスティバルスイート
５月27日
（火）
大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー 37階
【応募要領】 無料。参加希望者は１人の名前、
年齢、郵便番号、住所、電話番号を書き、はがき
かＥメールで下記へ。５月14日（水）必着。応
募多数の場合は抽選し、聴講券を送ります。
〒530-8211（住所不要）
朝日新聞 朝日21関西スクエア
「中之島どくしょ会」係
Ｅメール sq-sybox@asahi.com

作家

主催：朝日新聞社

和田 竜 さんと読む
◆「村上海賊の娘」を読んでお越しください

大阪府吹田市・万博記念公園で

ややこしい言葉の差

アイスランドポピー

ケシ科
花言葉：慰め、忍耐

ポ ピ ー

ケシ（芥子、罌粟）＝ poppy だろうと、これまで素
朴に信じていた。どうも微妙に違うらしい。

そのヒナゲシをしのいで最近、すっかり春の花壇の
人気者になっているのが本種。お花畑のように群れ咲

日本語で単にケシというと、果実からモルヒネとヘ

くのを、あちこちで見かける。かつては原産地にちな

ロインの原料になる阿片を採取する阿片ケシを指す。

んで、シベリアヒナゲシと呼ばれた。アイスランドと

一方、英語の poppy は Corn poppy で、ヒナゲシのこ

はシベリアの凍土や気候のことで、アイスランド国に

と。阿片ケシは Opium poppy と呼んで区別する。ちな

本種は自生していない。これもまた、ややこしい。

コーン

オピウム

みに、あんパンに付いている芥子粒は、ほとんど毒性

原産地では宿根草だが、暑さに弱いので、日本では

がなく安全――ということが、植物図鑑やネットに載

秋蒔き二年草として扱われる。草には阿片のような麻

っていた。もちろん阿片ケシは栽培禁止。ヒナゲシな

薬成分はないが、有毒なアルカロイドを含んでいるそ

ど無害な数種だけが、庭でつくることができる。

うで、くれぐれも、食べてはいけない。

（雅）
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【全 面 広 告】

2014.05

大阪市住之江区・住之江公園で

公園に花いっぱい咲かせ隊

田矢雅昭さん、豊嶋美由紀さん、安宅弘美さん
大阪市住之江区の住
しょうしゃ

之江公園に、瀟洒な英
国風庭園がある。よそ
ではあまり見かけない

人あり

ず自分で栽培してから決めた。使い捨てせず
毎年楽しめる宿根草を増やした。オッチャン
せんてい

たちに施肥や剪定、水やりを一から教えた。
一緒に周囲の回廊にバラを植え、つるを絡ま
せるフェンスは、公園のスタッフが鉄筋を溶
接して自作した。さびた柱も塗り替えた

四季折々の花が花壇に咲き競い、近所の人々

最初は、自分より年上の人たちを指導する

が散歩を楽しむ。「昔はさびれてたけど、す

ことに戸惑った。今はそのオッチャンたちが

っかりきれいになりましたなぁ」。

当番を決め、毎日庭の世話をしてくれる。

仕掛け人は、同公園管理事務所長だった田

「私は最初のヒントを出すだけです。みん

矢雅昭さん（62）＝写真左。元々は、NPO法

なで汗をかき、工夫を凝らします。花が人を

人釜ヶ崎支援機構とともに同公園の指定管理

変え、私を変える。そのくらい力を持ってい

共同体を組んでいる大代興業の社員だ。

ることを、この庭が教えてくれました」

大阪府から管理を委託されたのが８年前。

今、どこの公園も予算を削られ、運営は苦

野球場やテニスコートがある公園全体を、そ

しい。二人は「でも、そもそも何のために公

れまでの半額で維持せよと言われた。途方に

園があるのでしょう。性急に見た目の成果ば

暮れたが、負けん気が頭をもたげた。

かり追って、人と人のつながりを忘れていな

「よぉーし、人間力とアイデアで勝負や」

いでしょうか」と行政へ苦言をチクリ。

釜ヶ崎のオッチャンやホームレスを雇い、

実は、田矢さんはこのほど、職を辞した。

就労訓練を引き受けた。同公園ではほかに

無理解な行政との折衝に少々疲れたのだとい

も、さまざまな障害を抱える人たちが働く。

う。後を引き継いだのが安宅弘美さん（61）

花づくりを助けるのは、豊嶋美由紀さん

＝同右。「責任の重さを感じています」。

（50）＝同中央。若いとき銀行を辞めて旅し

今年も、丹精込めたバラが見頃を迎える５

た欧州で美しい花壇に魅せられ、全く無縁だ

月17日（土）、この庭に集う地域の人々との

った園芸の道に。フラワーコーディネーター

交流がきっかけになって始めたイベント「す

の仕事をしながら毎週、公園へ足を運ぶ。

みのえハート♥スタジアム」が、公園内の野

植える花は庭のエリアごとに色分けし、必

球場で催される。

（黒沢 雅善）
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員のみなさんからの寄稿

モロッコの砂漠の村でハーモニカ・コンサート
目を輝かす子どもたちに感動し､「また来ます」
日本童謡協会会員･ハーモニカ奏者

もり･けん

もり・けんプランニングの東尚子マネージャーらと一
緒に、関西空港からエミレーツ航空機で発ち、ドバイま

３月20日から28日まで、北アフリカのモロッコに行き

で11時間。そこで乗り継ぎ、モロッコのカサブランカま

ました。サハラ砂漠でラクダを飼う遊牧の民、ベルベル

で７時間。さらに、バスで13時間。途中、古都フェズに

人の小さな村、ハミリア村を訪ねてテントに泊まり、音

１泊してサハラ砂漠の町メルズーガまで丸３日かかり、

楽家や画家、幼稚園、小学校の子たちと交流しました。

やっと今回の目的地のハミリア村に着きました。
村の人たちが、グナワと呼ばれる民族音楽を演奏して
歓迎してくれました。幼稚園と小学校を訪ねました。土
を干し固めてつくった平屋の質素な校舎でしたが、子ど
もたちが、初めて訪れた私たちにすぐなついてくれまし
た。みんな、とても明るいのが印象的でした。東マネー
ジャーは「瞳が輝いていて、とってもきれい。言葉いら
ないです」といっていました。
夕方５時過ぎから、村の外れの丘で、私のハーモニカ
・コンサートをしました。昼間の砂漠はとっても暑く
て、日が傾かないと外に出ていられないのです。村中の

ラクダにまたがって砂漠の丘に登り、日の出を眺める

子がみんな集まってくれました。私は、砂の上に座った

2014.05
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ハミリア村での夕べのコンサート。私が吹くハー

ていつまでも熱心に聴いてくれ、体がどんどん動いてい

モニカを、子どもたちが目を輝かせて熱心に聴い

ました。これには、私の方が、すっかり感動させられて

てくれた＝写真はいずれも、もり・けんさん提供

しまいました。日本では、ちょっと出会えない光景では
ないかと思います。
私たちがお土産に持って行ったサッカーボールを手渡
すと、とても喜んでくれ、早速遊んでいました。「また
ぜひ来てほしい」と子どもたちにせがまれて、私は「は
い。また来ます」といってしまいました。村には１泊し
ただけでしたが、忘れられない旅になりました。
ハミリア村への行き帰りに訪ねた各地の風物にも、い
ろいろな驚きと発見がありました。
世界遺産に指定されているフェズの旧市街。王宮やモ
スク、タイル細工の工房も素晴らしかっですが、王宮と
道１本を挟んだだけのすぐ隣に、ユダヤ人居住区があり
ました。中東・アフリカと聞くと私たちは、宗教・民族
対立を連想しがちですが、こうして共存していること
を、モロッコの人たちは、とても誇りにしているようで
した。
帰路は、断崖絶壁のトドラ渓谷からカスバ街道をワル
ザザートまでバスで６時間移動し、翌日はカスバが集ま
った世界遺産の村、アイト・ベン・ハッドゥへ。ちなみ
に「カスバ」とは、要塞のような土の家のことです。オ
アシスの緑地に沿って地平の彼方まで、土の家々がどこ
までも続いていました。
夜はこれも世界遺産のマラケシュの中心、ジャマ・エ
ル・フナ広場の屋台で食事をしました。日暮れとともに

子どもたちの前で、「大きな栗の木の下で」を吹き、

大きな市が開き、大勢の人々でにぎわいます。砂漠と思

「アルルの女」や「カスバの女」、さらに日本の歌を何

っていた地に豊かな人間の営みがあることを実感しまし

曲か吹きました。

た。残念なのは、イスラムの人はお酒が飲めないので、

彼らは、ハーモニカを見るのも聴くのも初めだったよ
うです。とても珍しかったのでしょう。だれも席を立た
ないんです。私が奏でる日本や海外の曲を、目を輝かせ

アルコールがないこと。仕方なくホテルで小宴会をして
就寝しました。
実は、１年前から旅行会社を通じて声をかけていただ

カスバ街道。川が流れるオアシスの緑地帯に沿って、土造りの家が延々と連なる
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いていたのに、政情不安などを言い訳にして、訪問を延

行ってみたら、すべて取り越し苦労でした。地球の仲

ばし延ばしにしていました。とうとう「一体いつになっ

間として初めてのアフリカ交流は、大成功で終わり、次

たら来てくれるのだ」と催促され、思い切って出かけた

につながりそうです。みんなうれしい笑顔で、桜花爛漫

のです。

の日本に帰ってきました。

大学を２度目の定年
経済学の本２冊を出版

部）＝写真左＝で、その前半の「提案編」全五章をわた

元中央大学商学部教授

らんまん

しが書きました。リーマン・ショック後、経済学に対す
る反省が進んでいます。たとえば、東大の吉川洋先生

塩沢 由典

は、この40年間のマクロ経済学はまちがった方向に進ん
でしまったと述べられています。しかし、ではどう経済

大阪市立大学のあと、中央大学に６年間在職していま

学を再建するのか。その方向は見えていません。「再

したが、この３月で２度目の定年となりました。大阪市

建」は、再建できたというものではなく、再建への意気

大定年後も、関西同友会

込みとわたしの考える方

関連のサイバー適塾の学

向を示したものです。

界講師（「関西活性化グ

も う １ 冊 は、 単 著 の

ループ」担当）をずっと

「リカード貿易問題の最

勤めさせてもらってきま

終解決」（岩波書店）＝

したが、こちらも４月７

同右＝です。リカードや

日の第12期生卒塾・第13

マルクスが構想しながら

期生入塾式を最後に退か

実現できなかった国際価

せてもらうことになりま

値論構築問題が解決した

した。サイバー適塾は、

というたいそうな主張の

各企業の中堅幹部が１年

ものです。下手をすると

間をかけて人間力を養う

ＳＴＡＰ細胞問題と同様

とともに、高度の見識を

のことになりかねません

身に着け、将来の経営幹部を育成するというものです。

が、わたしは解決できたと信じています。これは200年

NTT西日本など各社の協力で運営されています。12期で

前の経済学の一問題が解けたというにとどまらず、古典

約360人の卒塾生を送り出しています。

派価値論と新古典派価値論という、経済学の二大価値論

３月には２冊の本をだすことができました。１つは塩
ある か

沢・有 賀 裕二編「経済学を再建する」（中央大学出版

（価格理論）の力関係をも変える、経済学全体に対する
大きな意義をもつものと考えています。

トッパンメディアプリンテック関西

朝日新聞 大阪工場

見学しませんか

新聞印刷の最前線

〒 553-0001
お申し込み・問い合わせは

☎ 06-6454-3636 月〜金曜
（祝日除く）10 〜 16 時

大阪市福島区海老江 3-22-61
URL：www.toppan-tmk.co.jp/
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イベント・出版等の情報

「通崎好み 通崎睦美 選 展
コレクション と クリエイション」
東大阪市民美術センター学芸員

酒野 晶子さんから

マリンバ・木琴奏者で文筆家、着物コレクターとしても活躍する京都在
つうざきむつ み

住の通崎睦美さんは本年、関西をベースに活動する若手に贈られる第６回
「朝日21関西スクエア賞」に選出されました。本展覧会は通崎さんの多彩
な活動を「通崎好み」として紹介いたします。コレクターとして所有する
着物とその関連小物は、明治〜大正〜昭和初期を中心にコレクションされ
ています。中でも「銘仙着物コレクション」はその質において日本有数の
ものとされています。（中略）2013年９月に上梓された最新著作『木琴デ
イズ 平岡養一「天衣無縫の音楽人生｣ 』の執筆中には、昭和の初め、音
楽で世界に挑戦した木琴奏者・平岡養一氏の実像に迫るため、当時の音
源、楽器など膨大な資料がコレクションされました。これらの多彩なコレ
クションからは、各時代において試みられた日本人のクリエイションの軌
跡をみることができます。
◇とき

（展覧会チラシから）

５月20日（火）～６月29日（日）

◇ところ

月曜休館

東 大 阪 市 民 美 術 セ ン タ ー（ 〒578-0924 東

大 阪 市 吉 田6-7-22

☎ 072-964-1313 FAX 072 -964-

1596）※近鉄奈良線東花園駅から北東へ徒歩約10分。
ラグビー場の南側にある瓦葺、白壁の建物です
◇入館料

高校生以上 500円（中学生以下と65歳以

上、障害者手帳など持参の方は無料）

連続講座
「挑戦する表現者たち」
第１回は後藤正治さん
「『奇蹟の画家』をめぐって」
大阪自由大学

安村 俊文さんから

「大阪自由大学」は、市民の学びと出会いの場を目指

ギャラリートーク（通崎睦美さん）
６月１日（日）

①11時～

②14時～

通崎睦美木琴コンサート（申込制）
６月７日（土）14～15時
◇企画・運営
◇後援

ピアノ：平林知子さん

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

朝日新聞社

◇お問い合わせ先

東大阪市民美術センター

だ「女神」像が多くの人の心をとらえ、清貧の暮らしぶ
りからも「孤高の画家」と呼ばれるようになりました。
後藤さんに「奇蹟の画家」を書くに至った経緯と、ノン
フィクション作家としての感慨を語っていただきます。
◇とき

５月15日（木）18時半～20時半

◇ところ

上田安子服飾専門学校（大阪市北区芝田2-5-

8）本館※同専門学校のホームページ http://www.ucf.jp/
college/access.html に地図あり

して一昨年夏に発足した市民団体です。このほど、連続

◇参加費

講座「挑戦する表現者たち―その作品世界」を企画しま

◇定員40人（先着順）

した。関西に拠点をおいて活躍中の多彩な表現者のみな

◇お申し込み・お問い合わせ先

さんに、熱い思いを語っていただきます。
５月15日に開く第１回は、関西スクエア会員でノンフ

1,000円

（ ☎ 06-6386-4575

大阪自由大学事務局

Ｆ Ａ Ｘ 06-6386-1893

kansaiforum@gmail.com URL: http://kansai.main.jp/）

ィクション作家の後藤正治さんによる「『奇蹟の画家』

◆続いて以下の講座を予定しています。

をめぐって」です。後藤さんは2009年、神戸の画家、石

＜第２回＞６月12日（木）

井一男さんの半生をたどり、「奇蹟の画家」（講談社）
を出版されました。石井さんは49歳まで画家として世に

Ｅメール

黒川博行さん（作家）「エ

ンターテインメント小説の作法と取材」
＜第３回＞７月３日（木）

坪内稔典さん（俳人）と道

出ることはなく、新聞運びなどの仕事をして静かに暮ら

浦母都子さん（歌人）「俳句＆短歌―その魅力と可能

していました。ふとしたことから神戸の画廊に持ち込ん

性をめぐって」
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世界の名茶が京都･吉田山に集合
今年も開きます。21世紀版市民大茶会
中国茶教室「茶遊サロン」代表・高級茶藝師
「21世紀版

前田 久美子さんから

京都吉田山大茶会」が今年も開催されま

◇入場無料（一部に予

す。豊臣秀吉が催した北野大 茶 会 をイメージして2010

約受付有料茶席があ

年に始めて今年が第５回。今回のテーマは「名茶と遊

ります）

だい さの え

ぶ 宇宙に遊ぶ

こころ通わす茶のちから 世界の名茶吉

◇企画・主催

京都吉

田山に集合」です。日本各地のこだわり茶の生産農家や

田山市民大茶会実行

茶房、中国、台湾、韓国、パラグアイ、アフリカ、ラオ

委員会

ス、インド、トルコなど、世界のお茶が一堂に集まりま
す。もちろん、私も出展します。お茶に欠かせないお菓

◇協力

吉田神社

URL：http://www5.ocn.ne.jp/~yosida/index.html

子の販売、茶器・茶道具の展示や販売、東日本大震災復

◇後援

興支援グッズの販売、笙と能管の特別演奏などもありま

◇事務局

しょう

す。どなたでもご参加いただけます。おいしいお茶を飲
んで！飲んで！楽しみませんか。
◇とき

京都市
日中文化交流サロン岩茶房

URL：http://www.gancha-bou.co.jp/
◇お問い合わせ先

５月31日（土）、６月１日（日）

両日とも10～17時
◇ところ

☎ 075-211-3983

岩茶房東京

☎ 03-3714-7425

これまで毎年の茶会の様子を、私の「茶遊サロン」の

吉田神社境内（〒606-8311

田神楽岡町30）

岩茶房京都

京都市左京区吉

雨天時は社殿内で開催

下記 URL で紹介しています。
2010年 http://chayusalon.blog67.fc2.com/blog-entry-181.

※京阪電車出町柳駅から南東に徒歩約20分。バスは四条

html△2011年 http://chayusalon.blog67.fc2.com/blog-

河原町方面から203系統で京大農学部前下車徒歩約５

entry-380.html△2012年 http://chayusalon.blog67.fc2.com/

分、京都駅方面から206系統北大路バスターミナル行

blog-entry-633.html△2013年 http://chayusalon.blog67.fc2.

で京大正門前下車徒歩約５分ほか

com/blog-entry-829.html

第13回エコネット・カフェ
「２Ｒ教育とリユースびん
『茶々』
」
NPO法人 エコネット近畿理事長 仲津 英治さんから
R

e

d

u

c

e

環境に配慮した循環型社会を目指し、リデュース：減
R

e

u

s

e

R e c y c l e

名、住所、電話番号、Ｅメールアドレス、ご質問を書
いてお送りください。下記 URL からダウンロードで
きるチラシに、ファクス申込用紙が付いています
◇お問い合わせ先
1133

エコネット近畿事務所（☎ 06-6881-

URL：http://econetkinki.org

Facebook :http://

www.facebook.com/econetkinki.org）

らす、リユース：繰り返し使う、リサイクル：再資源化
の「３Ｒ」が唱えられています。しかし、これに優先順
位があることは、意外に知られていません。リサイクル
からリユースヘ――Ｒびんプロジェクト代表、西村優子
さんが、教科書調査から見えたこと、大阪リユースびん
「茶々」で伝えたいことを、市民目線でお話しします。
◇とき

くすのきカレッジ講演
「ことわざの楽しみ」
上方文化評論家

５月13日（火）14時半～16時半

◇ところ

NPO法人エコネット近畿事務所（〒530-0041

大阪市北区天神橋２丁目北1-14

天二ビル４階）

※地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅、ＪＲ東西線大阪天満
宮駅からそれぞれ北へ徒歩約５分
◇定員
◇参加費

約15名

◇お申し込み

知ってるようで知らない、ことわざ・四字熟語の由緒
来歴や正しい用法などを、私が講師になって楽しくご紹
介します。
◇とき

６月13日（金）18時半～20時

◇ところ

お茶代 200円（差し入れ大歓迎！）
エコネット近畿へファクス（06-6949-

8288） か Ｅ メ ー ル（yoyaku@econetkinki.org） で、 氏

福井 栄一さんから

くすのきプラザ（〒578-0941

市岩田町4-3-22

☎ 072-967-6575）

※近鉄奈良線若江岩田駅北側すぐ
◇お問い合わせ

詳細は上記の会場まで

大阪府東大阪
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「アパートメント・ワンワンワン
〜中之島1丁目1-1で繰り広げる111日〜」
大阪大学CSCD

木ノ下智恵子さんから

大阪市北区中之島１丁目1-1の京阪電鉄中之島線なに

◇総合お問い合わせ
先

「アートエリア

Ｂ１」（☎ 06-6226-

わ橋駅地下１階コンコースにある「アートエリアＢ１」

4006

を「アパートメント・ワンワンワン」と名付け、美術作

19時＝休館日を除く

家、写真家、イラストレーターら「入居者」に見立てた

Ｅメール artareab1@

アーティストが７月６日（日）までの間、様々な表現

gmail.com

活動を展開しています。大阪大学・京阪電鉄・NPO法

http://artarea-b1.

人ダンスボックスが共同運営している「アートエリア

jp）

受付時間12〜

URL：

Ｂ１」の企画展「サーチプロジェクト」の第３弾で、
グラフ

クリエイティブユニット「graf」、編集プロダクション
イ ン セ ク ツ

「IN/SECTS」との共同企画です。会期中は随時、トー
クやワークショップなどの関連イベントを開催し、展示
を切り替えます。詳しい内容についてはウェブサイト
http://artarea-b1.jp/archive/2014/0706418.php ▽スタッフブ
ログ http://artarea-b1.jp/blog/（毎日更新）▽フェイスブ
ック https://www.facebook.com/artareab をご覧ください。
◇とき

７月６日（日）まで

開場12〜19時

月曜休館（５／５開館、５／７休館）
◇ところ

「アートエリアＢ１」

◇入場無料・一部有料イベント有
◇会場設営

dot architects

朝日カルチャーセンターからのお知らせ
えを読み解きます。

中之島教室 公開講座

当日、星さんの新著「官房長官

「官房長官の政治学～
日本はどこに向かうのか」

側近の政治学」（朝日新聞出版）
を販売します。
詳しい内容とお申し込みは、

◇講師

朝日新聞特別編集委員

星浩

http://www.asahiculture.com/LES/

◇日時

６月23日（月）15時半～17時

detail.asp?CNO=248524&userflg=0

◇受講料

会員 2,700円

一般 3,132円

または下記の中之島教室へ。

政権の命運を左右する内閣のスポークスマン「内閣官
房長官」。総理の躍進を陰で支え、緊急時、事態解決の

朝日カルチャーセンター中之島教室
〒530-0005

手腕が問われる要職でありながら、その実態はあまり知
られていません。
朝日新聞政治部で、首相官邸、自民党、外務省などを

大阪市北区中之島2-3-18
中之島フェスティバルタワー18階

☎ 06-6222-5222

FAX 06-6222-5221

URL：http://www.asahiculture.com/nakanoshima/

担当した星浩さん＝写真＝が、歴代の人物を総括しま

窓口営業時間 月～土曜

す。その成果と失敗、メディアでは報道されない素顔や

（第２・４日曜は13時半まで）

談話など、貴重なエピソードを紹介し、歴代官房長官の

休館日

政治哲学や、その変遷から日本政治の動きと今後のゆく

９時半～18時半

第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）
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公開講演会
「豊かさとは何か」
を
エネルギー問題から考える
新エネルギーをすすめる宝塚の会さまから
いまだに収束どころではなく、15万人もの人たちに

（案内チラシから）
◇講師

川合眞一郎・甲子園大学学長（環境科学）

◇とき

５月18日（日）13時半～15時15分

◇ところ

宝塚市立男女共同参画センター

塚市栄町2-1-2

１ＡＢ（宝

「ソリオ２」４階）

※阪急・JR宝塚駅すぐ

避難生活を強いている2011年３月の東電福島第一原発事

◇参加費

故。私たちは原発に象徴される大量生産・大量消費シス

◇申し込み不要

テムの危うさを思い知らされています。

※保育あります（☎ 0797-74-6091 までご連絡ください。

人間が人間らしく幸せに暮らすには何が必要なので
しょう？

どのようなエネルギーシステムのもとでどの

ような社会をつくっていけば豊かさが実感できる暮らし
になるのでしょう？

あらためて考えてみませんか。

200円

５月11日締め切り。子供さんお１人につき200円）
◇主催

NPO法人 新エネルギーをすすめる宝塚の会

※15時半より当会の第３回総会を開催いたします。当日
のご入会大歓迎です!

語り合う壇上の右２人目から左へ鄭周河

さん、河津聖恵さん、徐京植さん＝５月

作者らがトーク。
「忘却を許さず、追い続けよう」

３日、立命館大学国際平和ミュージアム

チョンジュハ

「鄭周河写真展」始まる

「フクシマ」を問う

４月号でお知らせした韓国人写真作家が福島県の地震

としての義務を感じ、３回にわたって被災地を訪ねまし

・原発事故被災地を撮影した「奪われた野にも春は来る

た」と関わりのきっかけを語り、今回、展示しきれなか

か

った100枚近くを、スクリーンに映して紹介した。

チョンジュハ

鄭周河写真展」が５月３日、京都市北区等持院北町

の立命館大学国際平和ミュージアム・中野記念ホールで

さらに鄭さんは、聴衆の質問に答え、「こんなことが

始まった。同ミュージアムと鄭周河写真展実行委員会が

あっても、自然は相変わらず美しい。しかし、落ち葉や

共催し、関西で始めて開く巡回展。朝日新聞社も後援し

雨水は、放射能に汚染されているので、触れてはいけな

ている。この日は、鄭さんと作家の徐京植さん、詩人の

い。聖なる山は危険な山に変じていました。そうした目

河津聖恵さんによるオープニングトークがあった。

には見えにくい変化を、アイロニーではあるが、写した

ソキョンシク

かわ づ きよ え

まず、徐さんが「原発事故を一つの国に閉じ込めては

かった」「写真家は他の芸術家と違い、その（対象の）

いけない。忘却させようとする悪意が台頭してくるでし

前に立つ（ことで表現する）人です。さらに長い時間を

ょう。同時進行で、今起きていることを今記憶すること

かけて、福島の変化を追い続けたい」などと語った。

が、世界平和のための戦いなのです」と提起した。

７月19日（土）まで。月曜休館。参観料は大人400

河津さんは、広島、長崎への原爆投下を忘れ、無視し

円、中高生300円、小学生200円（20名以上の団体は各50

ようとした風潮が詩人・作家の原民喜を自殺へ追いやっ

円引き）。６月７日（土）午後１時半から、高橋哲哉・

た戦後を今に重ね合わせ、彼が「夏の花」の冒頭に用い

東京大学教授（哲学）と庵 逧 由 香・立命館大学准教授

た旧約聖書の雅歌「わが愛する者よ請ふ急ぎ走れ」を鄭

（朝鮮史）に学生を交えたトークセッションがある。詳

さんの作品イメージに織り込んだ自作詩を朗読した。

しくは立命館大学国際平和ミュージアム（電話 075-465-

鄭さんは「韓国にある原発の周辺で不安を抱えながら
生きる人々を撮った経験から、福島で起きた事故に作家

あん ざこ ゆ

8151

ファクス 075-465-7899

ritsumei.jp）へ。

か

ホームページ http://www.

2014.05

･･･ 関西スクエア活動報告 ･･･

易しく、
細部にこだわり抜こう
元朝日新聞編集委員・コラムニスト

松本 仁一さん

連載記事の取材と書き方を語る
関西スクエアが企画する大阪本
社編集局の第６回勉強会が３月28
日にあった。元朝日新聞編集委員
・コラムニストで、朝日新聞朝刊
で約２年半にわたって続いている
福島原発事故の連載「プロメテウ
わな

スの罠」のアドバイザーをしてい
まつもとじんいち

る松本仁一さん（71）が、連載を
中心とした記事の取材方法や書き
方を、現役記者たちに語った。
松本さんはまず、おいしかった
が、紙がむきにくかったカバヤキ
ャラメルを例にあげ、「記者は、
お客さんに買ってもらう商品をつ
くっているということを、常に思
ってほしい。多少読みにくいかも
しれないが読まなきゃ損だよ、と
いう思い上がった商品づくりをし

の意向を待たずに独自の判断で、

てはいけない」と戒めた。

町民に甲状腺がんを予防するヨウ

そのためには、現場を目で見て

素剤を飲ませたことをとりあげた

細部をきちんとつかみ、読者が自

シリーズでは、風向きを知るため

分の感情を乗せられる主人公を設

に町が立てた吹き流しの色や形状

定することが大切、と指摘した。

まで、詳しく記した（右の記事参

「義理と人情が大事だと文章で

照）。「記者が非常にしっかり細

書いたら、２行で終わっちゃいま

部をとってくれる。そのリアリテ

す。それを講談の高田馬場では、

ィーが読者に支持していただけ、

中山安兵衛が朝起きる。二日酔い

連載がここまで800回以上続いて

で頭がガンガンする。外で水をま

いるということでしょう」。

いているお姉さんが『何をやって

「書き出しにこだわる人がいま

るの。敵討ちのお兄さんとお姉さ

すが、まったく無意味です。何月

んは、行っちゃったよ』という。

何日、どこそこで……という５Ｗ

驚いて『どこだ』『高田馬場』。

１Hの基本に従ってしっかり書い

彼は草履を脱ぎ捨て、お姉さんの

た方が、読者にはずっと読みやす

たすきを奪い取る。２㌔の道を走

い」とも述べた。

って現場へ飛び込む。『義によっ

さらに、記者を統括するデスク

て助太刀いたす』。だから、多く

へ向けて「若い記者さんには、人

の人に聴いてもらえるんです」

と会ってじっくり話を聞く『人も

「プロメテウスの罠」では、そ

の』をさせてほしい。時間はかか

れを徹底したという。例えば、原

るけれど、すごく良い訓練になり

「プロメテウスの罠」。2012年

発の西にある三春町が国や福島県

ます」と要望した。

７月７日付朝日新聞朝刊三面掲載
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㈱宝塚すみれ発電
〒

兵 庫 県 宝 塚 市 野 上 １ １- ８665-0022

0797-26-6004ＦＡＸ 0797-74-0235◆見学申し込みは「ＮＰＯ法人
新エネルギーをすすめる宝塚の会」 URL
： http://rept.or.jp/?p=1103
へ

電話

案ずるより自分でつくっちゃお
宝塚すみれ発電所 第２号
家内安全のご利益で知られる清荒

しまった……ように見えると私が言

て12年12月に第１号、13年11月に別

神に近い丘の上。住宅地の隣の空き

ったら、「とんでもない。長い道で

の場所に第２号が完成した。

地で342枚の太陽電池パネルが、春

した」と中川さんが話してくれた。

行政から知恵は借りるが、資金は

神戸大学教授だった夫・保雄さん

頼らない。第１号の４倍強の発電能

（故人）と有志を募り、1981年から

力がある第２号の建設費は1,800万

反・脱原発の学習会などに取り組ん

円。銀行から1,000万円を借り、310

NPO法人新エネルギーをすすめる

できた。そこへ2011年３月、東日本

万円を会社の資本金から支出、490

宝塚の会（中川慶子理事長）を母体

大震災と福島原発の事故が起きた。

万円は会員から１口10万円の出資

として設立された非営利型の株式会

すぐ宝塚市議会へ「再生可能エネ

を募った。年間予想発電量は52,668

社、宝塚すみれ発電（井上保子代表

ルギーでまちづくりを」と請願して

kWh。すべて売って年約210万円の

取締役）がつくり、運営している。

採択された。識者を招いて講演会を

収入を見込む。出資者には10年後に

れっきとした「事業」なのだ。

開いた。12年春、市に新エネルギー

１口11万円にして返す計画だ。

の光を受け止めていた。壮観だ。
しかし、この発電所のすごさは実
は、目に見えないところにある。

反・脱原発。したいなと内心思っ

推進課ができたのを機に、それまで

問い合わせや見学希望が全国から

ても、多くの人は二の足を踏むだろ

の任意団体と並行して再生可能エネ

寄せられる。中川さんと井上さんは

う。今の便利な暮らしを失いたくな

ルギー推進の会をつくり、NPO法人

応対に追われる毎日だという。

い。自力で発電所をつくるおカネも

化した。最後に背中を押してくれた

「エネルギーの地産地消を目指す

時間も知恵もない。行政機関や電力

のは、再生可能エネルギー固定価格

小さな試みですが、これをきっかけ

会社とやりあうのも大変そうだ。

買い取り制度と会員の声だった。

に、安心して暮らせるまちを求める

そうした数々のハードルを、この

「私たちの手で市民発電しよう」

動きが、大きな流れとなって広まっ

発電所はいとも軽やかに跳び越えて

賛同する人が用地を提供してくれ

てくれるとうれしい」（黒沢 雅善）

2014.05
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼初めまして、４月１日付で関西

通路がふさがって歩けない。余計な混乱を避けるためか

スクエア事務局長になった臼倉恒

「お急ぎの方のため左側をお空けください」といった放

介と申します。新聞記者として主

送もない。「そないに急かんと、落ち着きなはれ」とい

に社会部、科学医療部の畑を歩い

うことか。イラチな大阪、おっとりの京都。神戸を含め

てきました。大阪の科学医療部

て関西三都というけれど、文化・習慣も一色ではない。

長、企画事業部長、京都総局長を

昔、来日したサルトルは、性格が全く違う東京と京都を

経験しました。直前は東京本社で

新幹線が３時間足らずで結んでいることに驚いたそうだ

朝刊２面の「ひと」「ニュースがわからん！（現・いち

が、こちらの違いの方が、ずっと大きいように思う。安

からわかる！）」を１年間担当しました。

易に右へ倣えしない。お互いを横目で眺めながら自分流

せ

元気な「関西スクエア」をアピールするには、発足当

を貫く。この頑固さが、私は何となく好きだ。（黒沢）

初からの目標「関西からの情報発信」の機会を増やすの

▼ソチオリンピック、世界選手権と続いたフィギュアス

が一番だと思います。その方法を考えます。みなさまの

ケートの盛り上がりに影響され、浪速アイススケート場

ご協力をお願い致します。

（臼倉）

に行ってみました。初心者の私でも補助具を使うとうま

▼取材に出かけて京都駅で降りた。あれ、何か勝手が違

く滑れ、とても楽しい時間を過ごせました。それにして

う。エスカレーターの左側にズラリと人が立っている。

も来場者の多さと、皆さんのお上手なことにびっくり。

完全に東京・首都圏型。中に大阪型の右立ちが混じる。

今や老若男女が楽しめるスポーツのようです。（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」を目指して、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原稿を、お待

ナウ」は催し物や出版などのお知らせ・案内で、でき

ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の活動

るだけ簡潔に。いずれも写真・図付きを歓迎します。

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

郵便またはファクス、Ｅメールで下記へ。６月号掲載

（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。「とぴっく・

ご希望分は５月20日（火）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：臼倉 恒介、黒沢 雅善、北野 順子、田中 故郷、柏崎 歓､ 朴 琴順、中川 透
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】

