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フリーペーパー、フリーマガジンが元気だ。パソコン、インターネットとデスクトップパブリッシングが普及
し、プロの新聞社、出版社が囲っていた情報発信の垣根が低くなった。かつては無代広告紙などと呼ばれたが、
企業や広告収入に頼り切らず、企画・編集に工夫を凝らしているところも多い。活字離れがいわれるが、「紙」
もまだまだ捨てたものじゃないと思う。そして何より、タダなのが大きな魅力。既成メディアにとっては脅威で
もある。わが「関西スクエア」会報もフリーマガジンのはしくれ。気になる仲間、ライバルたちを訪ね歩いた。

＆

①「月刊島民」

表も裏も教えます
中之島の百科事典
大阪のビジネス街をとことん紹介

って出入りする。大阪市役所、大阪市中央公会堂、大阪

皮切りは、すぐご近所さんから。

府立中之島図書館、日銀大阪支店、大阪市立科学館、国

大阪市北区の中之島は、北の堂島川と南の土佐堀川に

立国際美術館、大阪国際会議場などの官公庁・公共施設

挟まれた、東西約３㎞の細長い三日月型をした中洲だ。

が並び、多くの会社がオフィスを構える。約50haに昼間

ほとんどの人は、島にかかる大小22本の橋のどれかを渡

は３万人以上が集まる大阪を代表するビジネス街だ。朝
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表紙に凝る
創刊号（左端）から一貫した表紙デザイン。イラストレーター
な

ろ みちのり

の奈路道程さんが、特集のテーマに合わせて絵筆をふるう。バ
ックナンバーを並べると、中之島の古今風俗絵巻になる

日新聞社もここにある。大坂が天下の台所と言われた江

お楽しみにしていただこう。

戸時代には、各藩の蔵屋敷が立ち並んだ。米をはじめと
する物資が全国から集散する商都の中枢だった。

そのほか、バックナンバーから見出しを拾っただけで
も「書を持って島へ出よ。」「『もっと』橋の話をしよ

「月刊島民」は、この中之島を様々な角度から紹介す

う！」「学園天国」「なかのしまカンタビーレ！」「も

るフリーマガジンだ。「橋を渡る人の『街事情』マガジ

っと人生に中央公会堂を。」「落語を一席、いかがでし

ン」とサブタイトルがついている。「人によっては家よ

ょう」「大坂の幕末」「奈良から見た大阪」「すごい

りも長い時間を過ごす街なのに、単なる『仕事の場』で

ぞ！懐徳堂」「天満橋サウンド」「いきなり始める老松

あると考えられているのはもったいない。（中略）『島

町。」「ハカセの系譜」「『旧町名』をたどる。」「社

で生活をしている』という愛着をもっと高めてもらうこ

史を編む。」「昭和のあの日」「中之島キネマ通り」

とが狙いです」（同誌のホームページより）。

「蔵屋敷の『常識』。」「キャンパスがあった頃。」

京阪電車・中之島線の開業をきっかけに2008年８月に

「マキメと学ぶ近代建築」「川の話と生きものたち。」

創刊。当初は翌年３月までの期間限定の予定だったが、

「天神祭的コミュニケーション」「中之島古地図パラダ

充実した記事やていねいなつくりが反響を呼び、月刊誌

イス」「オダサク散策」「薬の道修町の400年。」「海

として定着した。京阪電車がバックアップしている。

の向こうを目指して。」「浪花百景大研究」……。
幅広いテーマを表から裏から、ときに時間軸をさかの

歴史もたどってテーマを掘り下げ
2014年４月号の特集は「本日は、お日柄もよく」。最
近人気の「中之島婚」を取り上げ、お薦めの式場、なぜ
中之島が選ばれるのかといった考察、ホテルウエディン

ぼって掘り下げる。単なるグルメ＆ショッピングガイド
と、ひと味もふた味も違う考現学、歴史学を展開する。
全冊そろえると、中之島の百科事典ができあがる。
いちよんまるびー

ゆ

ちから

主力の書き手は、編集集団140Bの大迫力 さんと江口
か

グの草分けとなったリーガロイヤルの歴史を載せた。５

由夏さん。特集の企画立案から取材、署名・無署名両方

月号の「バラが咲いた。」は、バラの名所、中之島公園

の原稿執筆まで、ほとんどをこなす。さらに、次に述べ

をシーズンに合わせて詳報し、公園の大改装に携わった

るナカノシマ大学の事務局も担当している。すごい知的

裏方さんの秘話、バラの品種の変遷や改良の歴史を紹介

蓄積、すごいパワーだ。

した。さらに６月号は「潜入！中之島24時」。交番、

「狭い島でネタが尽きて困ることはありませんか」と

駅、水門管理棟、朝日新聞社。ふだんあまり人の目に触

私が尋ねたら、二人は「そんなことはないです。多くの

れることがない、島の真夜中の顔をルポしている。

人が行き交う活気ある街ですから、伝えたいことが、次

そして、最新の７月号は……おっと、それは読んでの

から次にわき出てきます」と笑って答えてくれた。

もう一つ取り組んでいるのが「ナカノシマ大学」。メ
ディアの役割を一歩踏み出し、大阪を盛り上げるための

「月刊島民 中之島

橋を渡

る人の『街事情』マガジン」

情報、アクションを積極的に発信しようという狙いだ。

毎月１日発行

大学や企業と連携して講演会、街歩きなどの「街なか講

発行部数

約25,000部

義」を随時展開している。ただし、こちらは有料。

配布場所

京阪電車各駅、中

７月４日夜に大阪市中之島公会堂であった「天神祭１

之島近辺の書店・大学サテ

ヶ月カレンダー」の講座を聴かせてもらった。天神祭研

ライト・公共施設など多数

究の第一人者で大阪大学招聘教授の高島幸次さんとテレ

編集・発行人 江 弘毅（編集

しょうへい

ビ大阪事業部プロデューサーの酒井健治さん、高島さん

集団140B）

が養成しているボランティアガイド、天満天神御伽衆の

編集・発行所

おとぎしゅう

月刊島民プレ

みなさんが、24、25両日の本番を目前に、祭の由来や、

ス（ 〒530-0004 大 阪 市 北

あまり知られていない楽しみ方を紹介した。

区堂島浜2-1-29

約80人が聴講して会場は満席。「普通の大学の公開講
座は手続きが面倒で敬遠してしまうのですが、ここは気
軽に来られて便利」「次は講座どんな講座があるのか、
『島民』でいつもチェックしてます」といった感想が返
ってきた。

（黒沢 雅善）

取材協力：株式会社140B

ビル４階

古河大阪

☎ 06-4799-1340

Fax 06-4799-1341）
URL：http://nakanoshima-univ.
com/about/tomin.html

天神祭で行う手締め「大阪締め」をナカ

ノシマ大学で披露する天満天神御伽衆の

みなさん＝７月４日、大阪市中央公会堂

大阪を盛り上げるナカノシマ大学
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会員のみなさんからの寄稿

釜芸開校・ヨコトリ参加・おっちゃんたちの旅費
クラウドファンディングへみなさまのご支援を
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

こえとことばとこころの部屋（ココルーム）から、こころをこめて、お願いです。日雇い労働者の寄せ場があ
る大阪市西成区あいりん地区（通称：釜ヶ崎）で多彩な人々とともに学び合う場「釜ヶ崎芸術大学」を今年も開
き、同大学が現代アートの国際展「ヨコハマトリエンナーレ2014」に参加するため、必要な費用300万円を募る
クラウドファンディングを始めたことを、関西スクエア会報６月号（No.161）でお知らせしました。１人でも多
くのみなさまがご支援くださいますよう、改めてお願いします。期間は８月末までです。下記のURLからご登録
いただき、クレジットカード決済できます。感謝の気持ちも工夫をこらしています。

https://motion-gallery.net/projects/cocoroom
12年のあいだ、ココルームは場をひら
き、いろんな人がであい、であい直しをす
る表現の機会をつくってきました。カフ
ェ、さまざまなワークショップ、おしゃべ
り会、まちあるき、仕事体験、健康相談
会、夜回りなどを行ってきました。
いまから３年程前から、地域のおじさん
たちが高齢化して、ココルームのある商店
街まで歩いてきてくれないことに気づき、
2012年、こうした取り組みを地域の施設を
会場としてお借りして開催する「釜ヶ崎芸
術大学」をはじめました。
対象はどなたでも。参加費は無料／カン
パ歓迎。ほとんどが生活保護をうけている
方です。なかには野宿やドヤ住まいの方
も。

釜ヶ崎芸術大学の「ガムラン」の授業風景。学生と支援者、

参加者は高齢であったり持病があったり

ココルームのスタッフたちが一緒になって実技に参加し、学

して、波もあります。それでも、知り合い

び合う＝2013年９月30日、大阪市西成区。関西スクエア撮影

が増え、仲間ができ、お酒やギャンブルよ
りもおもしろい時間が増えて、表情や声にハリがでてき

スティックディレクターとなる「ヨコハマトリエンナー

たり、ずっと愚痴ばかりだった人の発言がなにかおもし

レ2014」。そこに、なんと、びっくり！釜ヶ崎芸術大学

ろくなっていったりと、いくつになっても人は変わるこ

が参加することになりました。

とを教えてくれます。

なんども、森村さんや横浜美術館の人たち、スタッフ

講師はこれまでココルームが信頼を寄せている方々、
釜芸をきっかけに先生になっていただいた方もいらっし
ゃいます。参加者との丁々発止のやりとりに、先生方も
刺激をうけてくださっています。地域の外からやってく
る方も、おたがい「学び合い」が生まれています。

と話しあい、おじさんたちとも、話しました。
おじさんたちのほうは、やる気まんまん。いろんなお
もしろい発言が聞かれました。
おじさんたちといっしょにヨコハマにいって、講座を
開きたい。おじさんたちが先生となって、生き抜く術に

そんなココルームの様子を、2007年釜ヶ崎のレーニン

ついて話したい。釜ヶ崎の知恵のひとつ、TAKIDASHI

の作品制作をお手伝いしたときから、美術家の森村泰昌

カフェを美術館前で行い、人とつながる工夫について

さんがみていてくださいました。森村さんが

もっと考えてみたい。ココルームの日常のもやもやわさ

アーティ

2014.07

5

わさした空間を美術館のなかに展示したい。そんな企画

らい、であい直して生きていくちからを、感じてもらう

をあたためてきました。

ことのほうが、誰かの、勇気の扉をあけるかもしれな

ところが、ガーーン！お金が足りないことがわかって
きました。大阪横浜間の交通費、滞在費、展示のための

い、社会化につながるだろうと、踏み込むことにしまし

制作費……。

た。
冬には、釜芸の成果発表は「釜ヶ崎オ！ペラ」として

さらに、釜ヶ崎での釜芸開催も、おじさんたちからの
要望もあることから､ ３年目はもうすこし長い期間、い

大阪市立大学などと恊働し、オペラ仕立てで構成する予
定です。ちょっとだけ、期待してください｡

ろんな講座を開きたいと、考えていました。ところが、

ココルーム十周年記念本をつくるつもりが、とうとう

助成金も取り尽くしていて、なかなか、みつからないの

12年もたってしまい、仕切り直して制作中です。谷川俊

です。

太郎さんも、こきみ良い文章を寄せてくれました。仮タ

こんななか、時間はせまってきます。

イトルは「こんなにも○○な世界で、あたりまえに生き

クラウドファンディングは､ インターネットで、クレ

てゆくために」｡

ジットカード決済できる、便利で現代的な仕組みです｡

かわりゆくまち・釜ヶ崎で､ 耳をすましていたら、こ

釜ヶ崎はこれまで「治安が悪くて行ってはいけない恐

んな活動になっていきました。昭和を色濃くのこすこの

いところ」といわれてきて、その一方で「支援しなくち

まちは､ 社会の最先端の問題をかかえるまちでもあり、

ゃいけないところ」とも思われてきました。

つぎの社会をみすえてゆくための、対話の場でありたい

クラウドファンディングという仕組みでは、この後者
き

ぐ

と思っています。どうぞまた、ココルームにお茶を飲み

ちゅうちょ

の感が強くなってしまわないかという危惧もあり、躊躇
するきもちがあったのは事実です。

に来てください。おすこやかに。
今日もほがらかに、ていねいに。

けれど、これを機会に､ 釜ヶ崎芸術大学や、ココルー
ム、釜ヶ崎に関心をもってもらい、いつか足を運んでも

梅雨のあとさき―東京さんぽ「愛宕山」

フリーアナウンサー

坂口 智美

例年より早い梅雨入りから数日後、東京は雨だった。
皇居をはじめとして東京都心は大阪より緑が多いと感じ
るが、高層ビルが林立している中にも歴史的な意味を持
つ地が多い。オープン直前の虎ノ門ヒルズ間近の愛宕山
を訪ねた。標高25.69mで天然の山としては東京23区内
の最高峰だ。頂上には「愛宕神社」がある。京都の総本
社（全国に約900ある）が火伏せ・防火に霊験ある神社
として知られているので、江戸の西の守りとして徳川家
康の命で祀られたらしい。
この愛宕神社を参詣するには、いくつかの方法があ
る。まずは「出世の石段」と言われる男坂＝写真。馬で
階段を駆け上がり山上の梅を手折って三代将軍家光に献
ま がきへい く ろう

上した丸亀藩の曲垣平九郎は大いに賞賛され面目をほど
こしたと伝えられているが、さすが元祖サラリーマン制
度の武家社会だ。休むことなく上りきれば出世の御利益
があると言うのでチャレンジしたが、日頃の運動不足が
たたってか、40度の勾配がある86段はきつかった。つく
つくづくサラリーマンでなくてよかったと思った。
あ じ さ い

あふ

階段を上りきると池や紫陽花など緑溢れる鎮守の杜。
四季折々楽しめそうだが、桜田門外の変では水戸藩士の
集合場所、江戸開城の際には勝海舟と西郷隆盛との会談
場所にもなった歴史の舞台でもある。
この山頂には、「ＮＨＫ放送博物館」もある。大正14

（ココルームのメールマガジンから
一部の表現を直して転載しました）
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年7月12日、ラジオ本放送がこの地で
始まった。1956年に世界最初の放送専
門のミュージアムとして開館したが、
４階建の館内の展示からは、ラジオか
らテレビ、衛星放送やハイビジョン、
デジタル放送と歩んだ歴史がたどれ
る。
特に日本３大発明品のひとつ「高柳
式テレビ復元模型」の「イ」の文字、
マイクの歴史＝写真＝、時報時計、藤
山一郎作曲ルーム、懐かしい番組を検
索視聴できる番組公開ライブラリー等
は、音に関する仕事に携わる自分には
大変興味深かった。ラジオ連続放送劇「君の名は」の最

は上りより恐怖を覚えたのでなだらかな女坂で下山した

終回も聴くことができる。サッカーワールドカップ、ブ

が、雨で石段は滑りそうだった。しかし、足元が不安な

ラジル大会を放送中ということもあり、公式ボール、プ

人でも大丈夫、エレベーターが設置されている。

ラズーカの現物も展示されている。
江戸時代から信仰と見晴らしの名所として賑わった愛

愛宕山最寄り駅：地下鉄神谷町、虎ノ門、御成門

宕山。周りを超高層ビルに囲まれた現代でも、山頂は心

ＮＨＫ放送博物館：開館９時半～16時半

豊かに過ごすことができるパワースポットだった。下り

始休館

入場無料

月曜・年末年

電話 03-5400-6900

花を

訪ねて

京都市左京区・京都府立植物園で

炎天下でパワー全開

ルドベキア
キク科

花言葉：正義・公平ほか

わい

ヒマワリ……ではない。

ンゴンソウ）という矮性タイプからの改良種。単にル

同じキク科の仲間で、ともに真夏の炎天下で咲くた

ドベキアと呼ぶと、本種を指すことが多い。写真はそ

め、ときどき間違えられるようだ。元気のよさでは、

の一つで「プレーリー・サン」という品種だ。花壇に

こちらが一歩勝るかもしれない。

密に植えると、ご覧のように直径10㎝を超す大輪を一

ルドベキアは属名。15種ほどが北米に自生する。生
育力おう盛なものが多く、観賞用として明治中頃に日

面に群れ咲かせる。まるで「強くて、きれいで、何が
悪い」と誇らしく胸を張っているようだ。
そ

そ

本に入って来たラキニアタ（和名：オオハンゴンソ

楚々とした情趣はやや乏しいかもしれないが、夏バ

ウ）などは、全国に野生化してはびこり、防除が必要

テしないパワーを分けてもらうには、このくらい派手

とされる環境省指定特定外来生物となっている。

な方が効きそうだ。もし、ゴッホが現代に生きていた

最近よく栽培されるのは、ヒルタ（和名：アラゲハ

ら、きっとこの花も好んで描いたに違いない。 （雅）
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アカウンタビリティどう高める
勉強会

という概念を使うと、うまく評価できる、
との視点を示した。アカウンタビリティは
「説明責任」と訳されることが多いが、本

砂原 庸介・大阪大学大学院法学研究科准教授

来は、政治のリーダーが有権者の要望に応

政党の役割考え直す地方選挙制度を

えられないと判断された時に、有権者が
リーダーを代える可能性があることを、ア
カウンタビリティと呼ぶ、と説明した。ア
カウンタビリティが高い制度とは①リー
ダーの下した決定を有権者が評価でき（因

社編集局の第７回勉強会が６月５日にあっ
た。大阪大学大学院法学研究科の砂原庸
介・准教授（35）が、大阪都構想をテーマ
に話した＝写真。
砂原さんは著書「大阪―大都市は国家を
超えるか」（中公新書）で2013年度のサン
トリー学芸賞を受賞している。行政学と地
方自治が専門だ。
勉強会では、大阪あるいは大都市制度に
ついて考える時に「アカウンタビリティ」

砂原さんの近著「大阪―大都市は国家を超えるか」
（中公新書）

関西スクエアが企画する朝日新聞大阪本

果関係がはっきりしており）、②有権者に
応えないリーダーを交代させることができ
る制度、となる。
では、大阪都構想は何を問題視したの
か。砂原さんは大阪市と大阪府による二重
行政や共有資源（税制）を点検しながら、
リーダーの責任を明確にしようとした点を
「アカウンタビリティの向上への提案とし
て認められるべき」と評価をした。一方、
有権者に応えないリーダーを代えられるか
という議論は、抜け落ちている、とした。
最後に、われわれが政治的アカウンタビ
リティの向上を考える時、「個人という
リーダーを強調するだけでなく、政党とい
う組織を強調する制度も一緒に考えていく
べきだ」と述べ、選挙区や時間を超えて有
権者に責任を負う政党の役割に光を当て、
「地方レベルの選挙制度をもう一度考え直
すべきではないか」と問いかけた。

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/

8

2014.07

【全 面 広 告】

2014.07

9

イベント・出版等の情報

男 88 歳、妻に先立たれ一念発起
「大阪学」著者の「生涯現役」宣言
「余生返上」大谷 晃一〈著〉（編集工房ノア 2,000円＋税）
「老い」と「死」が、全編を貫く主な
テーマである。それなのに決して暗くな
い。著者の人柄だろうか、逆に、生きる
意欲をほのぼのと与えてもらえた。

谷さんを評して次のよ
うに言う。
「実質的な処女作だ
った『織田作之助伝』

織田作之助ら作家の伝記や「大阪学」シリーズを著

のサブタイトルが『生

し、５月25日に90歳で亡くなった関西スクエア会員、大

き愛し書いた』。その

谷晃一さんの58冊目にして生前最後の著作。大谷さんは

とおりに自分の最後の

朝日新聞大阪本社学芸部次長、編集委員などを経て、定

作品を締め括られた。見事な作家人生でした」

年退職後は帝塚山学院大学教授、同大学長を務めた。
「もう十分に生きた」。86歳の大谷さんはいったん筆

（雅）

＝この本は著者の生前、2014年３月25日付
朝日新聞夕刊文化面でも紹介されました

を折ろうと決める。念願の著作集全六巻を出した。腰痛
な

み

がひどくて、取材に出かけるどころではない。七三子夫
人と介護老人ホームに入る。弱った体をいたわり合い、
大好きな「相棒」や「鬼平犯科帳」を一緒にテレビで見
る日々。ところが88歳のとき、夫人に先立たれる。
「七三子オ、何で死んだんや」。知らぬうちに大声で
叫んでいる。誰もいないベットを見ても、よその老夫婦

公的な世界へ向かう言語力を
考える本を出しました
立命館大学教授

東 照二さんから

が話すのを見ても､ 涙がわく。「何とかせんならん」。

文部科学省は平成24年度から「グローバル人材育成推

ふと、パソコンに向かう。キーを叩いている間は悲しみ

進事業」と名うって、若い世代の「内向き志向」を克服

を忘れられる。「よし、小説を書こう」。自分に取材

し、「グローバルな舞台に積

し、自分の記憶力を試してみようと思い立つ。

極的に挑戦し活躍できる人材

「夫婦の来歴」「余生返上」をこうして書き上げた。

育成」に乗り出したようだ。

前者は生い立ちから新聞社を退職して両親の死をみとる

とても結構なことであるが、

までを、後者は夫人の死をきっかけに再び筆を執った経

英語学習に終わってしまうよ

緯を記している。簡潔な自叙伝といった体裁だが、本人

うでは、なんとも味気ない。

は「小説」だという。かって自分が書いた作家たちの伝

それよりも、母語である日本

記の手法が、念頭にあったのだろうか。

語を伸ばし、「内向き」を克

どうやったら一緒に死ねるやろかと繰り返す夫婦の対

服し、「ウチ」の私的な世界

話、独り身の晩年のさみしさ……実に克明だ。しかし、

から、「ソト」の公的な世界

自分を完全に対象化して容赦なく描くことで、本来深刻

へ向かって関係作りをしてい

なはずの内容が、とことん深刻に陥らない。ときにユー

くような言語力こそ、全世代

モアさえ帯びる。常寂光に照らされたように明るい。

にわたって（若者に限らず）必要なのではないのだろう

随筆風の小品も入っている。「青春、特ダネ賛歌」は

か。この「公的言語」力を、具体的事例をもとに考えて

記者時代を回想した文字通りの内容。胸躍らせて書いて

みたのが、拙著「なぜ、あの人の話に耳を傾けてしまう

いるのがわかる。若い。「ほんまの織田作之助」は、実

のか？『公的言語』トレーニング」（光文社新書、780

際に作家と接した貴重な記録。大谷さんは「オダサク」

円＋税、2014年５月発売）＝写真＝である。取り上げた

と決して言わず、終生「織田さん」で通したという。そ

話し手は、主にゴルフの石川遼選手と政治家の小泉純一

の敬愛ぶりが伝わってくる。

郎元首相だ。お暇な時にでも、気軽に手に取って、読ん

この本を編集した編集工房ノアの涸沢純平さんは、大

でいただければ幸いである。
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プロゴルファーたちから学ぶ
困難の乗り越え方と超回復力
KSB瀬戸内海放送アナウンサー

多賀 公人さんから

なわち「リデンプション」について、プロゴルファーを
通して描いているのが本書です。登場するプロゴルファ
ーは永久シード保持者の尾崎直道プロ、解説者としても
有名な羽川豊プロ、牧野裕プロ、鈴木亨プロ、ＪＧＴＯ
理事の鈴木規夫プロやレギ

働く男の７つの苦悩

ュラーツアーでは１勝も出

と３つの果報」という本＝写真＝を出版しました。20年

来なかったのにシニアツア

以上に渡りゴルフ実況で培ったプロゴルファーの皆さん

ーでは賞金王になった三好

との人脈をいかし、日本のプロゴルフ界を牽引してきた

隆プロら22人です。ぜひ、

22人の男子プロゴルファーの生き様を浮き彫りにしてい

あなたなりの「レジリエン

ます。ゴルフのレッスン書ではなく、プロゴルファーの

ス」について考えてみてく

人生のトランジション（転機・節目）に焦点を当ててい

ださい。

「プロゴルファーという生き方

けんいん

ます。だれでも、困難や壁にぶち当たると、時として

本書は著者が神戸大学大

「ポキッ」と折れてしまいそうになる時があると思いま

学院ＭＢＡ論文として提出

す。勝負の世界に生きるプロゴルファーならなおさらで

した修士論文がもとになっ

す。彼らは、その困難にどう対処し、どう乗り越えてい

て い ま す。 あ と が き 解 説

ったのかがテーマです。まさに、日本の社会に必要な困

は、日本の組織論、モチベーション論の分野の第一人

難に負けない、しなやかに自分が抱える問題から逃げな

者、神戸大学大学院の金井壽宏教授が担当しています。

いで乗り切る、回復力すなわち「レジリエンス」や困難

四六判、240㌻、1,500円＋税、日経ＢＰ社刊、ISBN：

を乗り越えた後にはより元気になるという、超回復力す

978-4-8222-7768-0。

「佐藤邦雄の世界 ぼくの動物美術館Ⅱ」展
「それぞれは先生」＝２００８年

東大阪市民美術センター学芸員

酒野 晶子さんから

公共機関のポスターやカレンダーなど、動物を擬人化
した作品で知られる佐藤邦雄さんは、大阪を拠点に活躍
されています。大好評だった1998年の原画展から16年。
このたび２回目の開催です。人間の様々な表情やしぐさ
を動物の姿を借り、愛らしくユーモラスに表現した作品
は、子供から大人まで広い世代の人々に愛されていま
す。それらは、まるで思い出のアルバムを見ているよう
で、暖かい気持ちになります。 この度の展示では、初
期の作品から最新作まで、約45年間の原画約200点とア
イデア・スケッチや懐かしい印刷物までを一堂に展示い
たします。
◇とき

ャラリー
◇お問い合わせ先

７月12日（土）～８月31日（日）10～17時

964-1313

東大阪市民美術センター（☎ 072-

Fax 072-964-1596）

※入場は閉館30分前まで。月曜休館。7月21日（月・祝）
は開館し、22日（火）休館
◇ところ

東大阪市民美術センター（〒578-0924 東大

阪市吉田6-7-22）
※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
◇入場料

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）
◇企画・運営

公益財団法人 東大阪市文化振興協会

◇協力：大阪市消防局、大阪市天王寺動物園、クニオギ

記念対談「絵を描いて生きる」（申込制）
・講師：佐藤邦雄さん×当美術センター学芸員
・８月10日（日）14時〜15時半
・定員：80名（申し込み多数の場合は抽選）
・申込方法

往復ハガキに記念対談参加希望の旨と住

所、氏名、年齢、電話番号を明記し、東大阪市民美術
センターへ。７月27日（日）締切、当日消印有効。往
復ハガキ１枚で１名申し込み可
※記念対談は無料ですが、入場料が別途必要です

2014.07

室スクールユニット

第14回 サマータイム
ジャズ・パーティー
NPO法人

◇料金

一

般

前売 3,000円／当日 3,500円

ペア券

前売 5,000円／当日 6,000円

（全席自由席。小学生以下は無料）

関西ジャズ協会さまから

◇チケット販売プレイ

夏の風物詩。今年も80名以上のミュージシャンが演奏

ガイド

池田市民文

します。「なにわジャズ大賞」の授賞式と受賞記念ライ

化会館

☎ 072-761-

ヴもあります。

8811▽いけだ市民文

◇とき

化 振 興 財 団（ 池 田

７月13日(日)

13～19時（12時半開

駅２Ｆ）☎ 072-750-

場）

3333▽池田市役所１

◇ところ

ノボテル甲

階会計管理室

☎

子園（西宮市甲子園

072-752-1111▽ 関 西

高潮町3-30 ☎ 0798-

ジャズ協会

48-1111）甲陽の間

6442-0370▽ ロ ー ソ

◇出演者

☎ 06-

大

ンチケット（Ｌコー

手前大学 ジャズ ス

ド51878） ☎ 0570-

カイスクレイパー／

084-005

第一部
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Inga Pengar ／石田

◇主催・お問い合わせ先

原美鈴ユニット／ク

072-761-3131

いけだ市民文化振興財団（☎

URL http://www.azaleanet.or.jp/）

ワイエット ジャズ カルテット／正木綾カルテット／
宮本直介トリオ＆ヴォーカルシャワーⅠ▽第二部

第

51回なにわ藝術祭ジャズ部門・第７回なにわジャズ
大賞授賞式＆受賞記念ライヴ

プロの部＝石川武司

(p)／アマチュアの部＝宗竹正浩(b)▽第三部

講演
「もののけ、
箕面に現わる」

澤崎至

上方文化評論家

福井 栄一さんから

URBAN NOTES Big Band with 西脇千花(vo)／関西ジャ
ズスクール「アゼリア教室」／万葉 Jazz ユニット／

鬼、妖怪、幽霊など、上方の「もののけ」たちを、私

THE TWO SOUNDS スーパーカルテット／穂積純典ト

が講師になって、楽しくご紹介します。５回シリーズ講

リオ／大塚善章カルテット＆ヴォーカルシャワーⅡ

演の第２回です。入場無料・ご予約不要です。ぜひお出

◇料金

前売 4,000円／当日 4,500円（関西ジャズ協会会

員はともに500円引き。すべてドリンク付き）
◇主催・チケット販売・お問い合わせ先

NPO法人 関

西ジャズ協会（☎ 06-6442-0370）

まし下さい。
◇とき

７月19日(土)

13時半～15時
◇ところ

箕面市立

桜ヶ丘人権文化セン
ター（箕面市桜ヶ丘

ファンキー サマー ジャズ ナイト
「2014 Jazz picnic in Inagawa」
NPO法人
◇とき

関西ジャズ協会さまから

◇ところ

８月９日（土）16時開場、17時開演
大阪府池田市猪名川運動公園の特設会場（阪

急宝塚線池田駅から徒歩約15分）
※荒天時は池田市民文化会館アゼリアホール（阪急宝塚
線石橋駅から徒歩約８分）に変更
◇出演

大塚善章・宮本直介ファンキークインテット▽

4-9-13
4800

☎ 072-721URL：https://

w w w. c i t y. m i n o h .
lg.jp/shisetsu/human/
humansplaza.html）
※阪急箕面線桜井駅か
ら北へ徒歩15分
◇お問い合わせは同センターへ
※以下、次の日程、テーマで予定しています
・第３回＝９月13日（土）「かくかくしかじか鹿のはな
し」

足立衛＆アゼリアジャズオーケストラ▽高橋知道パー

・第４回＝９月13日（土）「ひと足お先に、七福神」

ティクルライン▽関西ジャズ・スクール アゼリア教

・第５回＝2015年２月14日（土）「暦と方位のはなし」
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「河内の古道―歴史と現在」 全５回で河内学公開講座
大阪商業大学さまから
大阪商業大学商業史博物館が、地域連携の典型事業と

話・ファクス番号、Ｅメールアドレスを明記して大
阪商業大学学術研究事務室（☎ 06-6785-6139 Fax 066785-6237）へ電話またはファクスで

して、３回目となる「河内学」をテーマとした公開講座
を実施します。
道 は 人 と 人、 村 と
村、地域と地域を結ん
できました。道によっ
て、物資・技術・信仰

「KINCHO（金鳥）
の商品開発
における人・社会とのつながり」
大阪商業大学さまから

・文化が運ばれまし
た。かつて大切な役割

「KINCHO（金鳥）」の商標名でおなじみの家庭用殺

を果たしていた道も、

虫剤のパイオニア、大日本除虫菊株式会社の専務取締

社会構造の変化によっ

役、上山久史さん＝写真＝に、見

て歴史的使命を終えよ

出しのテーマで、創業以来129年

うとしています。この

のモノづくりエピソードと、人々

消えつつある古道を知

の快適なくらしへ貢献する事業に

り、先人の社会・生活

ついて語ってもらいます。本格的

に思いを馳せてみましょう。本講座では、このような

な起業教育・起業家育成を目指し

「河内の古道―歴史と現在」について、全５講座で明ら

て本学が2003年度から取り組んで

かにします。

いる起業教育研究会の特別講演で

◇日程・内容・講師（各講座14～16時。受付13時半〜）

す。教育機関関係者だけでなく一般市民のみなさんも、

８月23日（土）「河内の道はどこに続いている

第１講

うえやまひさ し

お聴きいただけます。

か」石上敏（大阪商業大学大学院教授）／「生駒山西

◇とき

麓の東高野街道」杉山三記雄（まち・むら文化研究

◇ところ

８月10日（日）15時〜16時半（14時半開場）
大阪商業大学ユニバーシティホール「蒼天」

（〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10）

会）
８月30日（土）「古代の道を考える」笠井敏光

第２講

※近鉄奈良線河内小阪駅から北東へ徒歩約５分

（大阪国際大学教授）／「荻田家絵図に見る春徳道・

◇無料

神武街道」足代健二郎（猪飼野探訪会）

◇定員

150名（先着順、定員になり次第受付終了）

◇対象

一般市民、教育機関関係者、学生

９月６日（土）「戦国時代の戦争と古道」小谷

第３講

利明（八尾市立歴史民俗資料館館長）／「街道周辺に

◇お申し込み方法

氏名（ふりがな）､ 年齢、住所、電

ある石造物―東大阪市内を中心に」勝田邦夫（わかく

話・ファクス番号、Ｅメールアドレスを明記して大

す文芸研究会）

阪商業大学 社会連携・研究支援課（☎ 06-6785-6262

９月13日（土）「生駒宝山寺ヘの道」伊藤純

第４講

Fax 06-6785-6156）へ電話またはファクスで

（大阪歴史博物館学芸員）
９月20日（土）「大和と河内を結ぶ道」近江俊

第５講

秀（文化庁文化財部記念物課文化財調査官）
◇ところ

大阪商業大学ユニバーシティホール「蒼天」

（〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10）
※近鉄奈良線河内小阪駅から北東へ徒歩約５分
※８月23日のみ432教室
◇参加費

全５講で 3,000円（本学学生は無料）

鄭周河写真展トークイベント
「福島を見つめた留学生たち」
立命館大学国際平和ミュージアムさまから
立命館大学国際平和ミュージアムで主催・開催中の
チョンジュハ

◇定員

300名（先着順、定員になり次第受付終了）

「奪われた野にも春は来るか

◇対象

一般市民、学生

鄭周河写真展実行委員会、協力：立命館大学コリア研究

◇主催

大阪商業大学商業史博物館

センター、後援：朝日新聞社ほか）の最終日に開く関連

◇お申し込み方法

氏名（ふりがな）､ 年齢、住所、電

鄭周河写真展」（共催：

企画です。福島県と学校法人立命館との協定締結を契機

2014.07

に開催された「福島スタディーツアー」に参加した留学

◇講師
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安斎育郎（国際平和ミュージアム名誉館長、名

生たちが話題を提供し、２月に現地で見た風景と写真展

誉教授、放射線防護学・平和学）×山口洋典（立命館

の内容との比較を通じて、講師たちとともに福島のこれ

災害復興支援室チーフディレクター、共通教育推進機

からに迫ります。

構准教授）×本学学生ほか

◇とき

７月19日（土）13時半～15時半

◇ところ

◇申込不要、無料

立命館大学国際平和ミュージアム（〒603-

8577 京 都 市 北 区 等 持 院 北 町56-1
Fax 075-465-7899

☎ 075-465-8151

朝日カルチャーセンター
☎ 06-6222-5222
土曜

Fax 06-6222-5221

〒530-0005

円（250円）、小学生200円（150円）。（ ）内は20名
以上の団体料金＝が必要です

URL：http://www.ritsumei.jp）

朝日カルチャーセンター中之島教室

※写真展は参観料＝大人400円（350円）、中・高生300

中之島教室 公開講座

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

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

９時半～18時半（第２・４日曜は13時半まで）

大宇宙 遥かなる旅路
街明かりがない夜空ではたくさんの星が見えますが、

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）
最後に宇宙の地平線まで見ていきます。
◇とき

８月21日（木）15時半～17時

◇講師

京都大学花山天文台研究員

博士（理学）

青木 成一郎＝写真

宇宙にはいったいどれだけの星があるのでしょうか？
実は、ざっと1000億×1000億個ほ

窓口営業時間：月～

◇受講料

カルチャー会員 2,916円
一般 3,240円、高校生以下 1,836円

どあると考えられています。まさ
に大宇宙です。無数の星々の１つ
が太陽であり、我々は太陽の周り
を回る地球の上にいるのです。講
座では、宇宙の広大さを実感し、
宇宙の姿を直感的に理解するた
め、最新天文学に基づく三次元宇

スルメ式読書術の極意、
公開します
以前は読書がとても苦手だったという、作家ユニット

宙の映像をお見せしながら解説します。まず、太陽、

「スルメ式」の武井シュウジさんと山田隆浩さん。２

月、火星・木星などの惑星や太陽系外縁天体など、太陽

人は試行錯誤の末、独自の

系の姿を見た後、我々の銀河や近くの銀河などに触れ、

方法で読書を習慣化し、そ
のノウハウを『スルメ式読
書術』という小冊子＝写真
＝にまとめました。読書の
喜びを分かち合うべく、執
筆や講演活動を続けていま
す。仕事や家事で忙しい日
々のなか、読書を無理なく
続けていくにはどうすれば
いいのでしょうか。現役の
ビジネスパーソンでもある
２人が、読書を無理なく続けていくための極意を紹介し
ます。
◇とき

８月23日（土）13時半～14時40分

◇講師

スルメ式（作家ユニット）
武井 シュウジ、山田 隆浩

観測に基づく銀河系のCG＝©NASA／JPL-Caltech 提供

◇受講料

カルチャー会員・一般とも 1,620円
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万博記念公園 〒
大阪府吹田市千里万博記念公園 1-1 URL
：
565-0826
（公園事務所営業推進課広報）
http://www.expo70.or.jp☎ 06-6877-3497

植えるだけが森づくりじゃない
万博記念公園の人工ギャップ
大阪府北部の千里丘陵に広がる万

へ導こうという壮大な試みだった。

博記念公園。鬱蒼と茂る常緑樹森の

40年余を経て、シイやカシの立派

一角に、ぽっかりと「穴」が開いて

な密生林が育った。疎生林、散開林

年に１〜２カ所、繁茂した高木を

いる。そこだけ木が切り倒されて樹

ではウメ、サクラ、アジサイなど四

15ｍ×15ｍの範囲で伐採する。林床

冠が途切れ、夏の青空がのぞく。

季折々の花が咲き競う。オオタカ、

に光が届くようになり、草や落葉性

林床にはロープが張り巡らされ、

モリアオガエルなどの貴重な動物も

低木が育ち始める。数年後には再び

燦々と降り注ぐ光を浴びて草木が芽

住み着き、街に近い行楽、野外学習

樹冠で覆われるが、元のように暗く

吹く。育ち具合を調べるためだろう

の場としてにぎわう。

はならない。やがてタラノキ、ヌル

うっそう

さんさん

か、数字を書いた赤いラベルが何本
も立っている＝写真円内。

何も問題なさそうに思える。とこ
ろが、そうではないという。

て木の世代交代を促し、本来の自然
に近づけようという仕掛けだ。

デ、クマイチゴなどが実を付ける。
大学などの研究機関が協力し、日

何だろうと思って公園事務所を訪

特に密生林は、限られた種の高木

照の変化や木の成長を追跡調査して

ねた。緑地課技師の千原裕さんが、

だけがもやし状に伸びた単層林にな

いる。常緑樹を間引いて明るい落葉

次のように教えてくれた。

っている。林床が暗すぎ、餌になる

樹に転換させる森づくり、周囲の木

1970年の万国博覧会のときにパビ

実を付ける中木、低木や草が育たな

を切って巨木を育てる森づくりも並

リオンが林立した跡地は、緑に包ま

い。「私たちが目指すのは、もっと

行して進む。緑の「量」では目標を

れた文化公園へ再整備された。昔の

もっと豊かで、多様な生き物たちが

達成し、次の「質」を充実させる段

里山に戻したり都市造成したりせず

住める森なんです」と千原さん。

階に入っているのだという。

に、密生林、疎生林、散開林に分

「ギャップ」と呼ばれるこの森の

ちょっと行政のスローガンみたい

け、人と自然が共存して土地本来の

穴は、自然界で老大木が風や落雷で

だなぁと感じながら、ようやく深く

自然植生を再現する「自立した森」

倒れてできる環境を人工的につくっ

納得できた。

（黒沢 雅善）

2014.07

作家

く さか べ

よう

久坂部 羊

さんと読む

第３回日本医療小説大賞
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「悪医」

朝日新聞出版

18 時半～ 20 時半 ラ・フェット ひらまつ
７月31日
（木）
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
【応募方法】 無料。聴講希望者は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。７月16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）
朝日新聞大阪本社 朝日21関西スクエア
「中之島どくしょ会」係
主催：朝日新聞社

Ｅメール sq-sybox@asahi.com
◆必ず「悪医」を読んでお越しください

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼ひとに誘われて、山間の町へアユを食べに行きまし

も順風満帆ではなく、編集方針をどうまとめ、どう継続

た。漁が解禁され、梅雨の晴れ間の日曜日でした。

させるかや、資金づくりに苦労しているところも少なく

天然もののアユは十数センチの小ぶりのものでした

ないようです。がんばって身近なニュースや生活情報を

が、塩焼きにすると勇ましい姿です。大きめのは箸で身

発信し、独自の主張を展開している紙誌を取り上げ、応

を押さえてから骨を抜き、小さいものは頭からムシャム

援したいなと考えています。会員、読者のみなさん自身

シャいきました。アユを炊き込んだご飯も美味です！

がつくっているもの、推薦したいものがあれば、ぜひご

十数年前から京都に住むようになって、季節の食べ物

紹介ください。メールマガジンやブログのような不定形

を意識する機会が増えました。「夏 越祓に菓子の水無

でなく、新聞・雑誌の体裁に編集されていることと、無

月」「祇園祭の時期はハモ」のように、お祭りや年中行

料であることが条件です。紙に印刷せずに電子＝ネット

事と、その時節の食べ物との結びつきがきちんと受け継

配信しているものでも構いません。

がれているからなのでしょう。私が食いしん坊なのを知

▼今年も国際平和シンポジウム（主催：朝日新聞社、長

って、折々に「食べに行こ」と誘ってくれる人がいるの

崎市、長崎平和推進協会）の参加者募集が始まりまし

も、ありがたいことです。

（臼倉）

た。「核兵器廃絶への道～原点をみつめ、『核の傘』を

▼本号の冒頭に述べたとおり、関西で発行されているフ

越える」をテーマに、８月２日（土）長崎ブリックホー

リーペーパー、フリーマガジンを訪ねる連載を始めまし

ル国際会議場で開催します。たくさんの方に参加してい

た。「元気だ」と書きましたが、取り巻く環境は必ずし

ただき、大きな力になればと願っています。

なごしのはらえ

（黒沢）

（北野）

＜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。８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７月20日（日）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】

