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坊主よ街へ出よう！
宗派超えて仲間集う

頑張るフリーペーパー、フリーマガジンを紹介する
連載の第２回は「フリースタイルな僧侶たちのフリー
マガジン」（略称「フリスタ」）。京都の浄土宗総本
りゅうほう

山知恩院に奉職する池口龍法さん(33)が代表を務め、
仏教各宗派の仲間が垣根を超えて集う。隔月刊で発行
して街中のカフェやバーで配り、若者たちを「お寺へ
行こう。仏教をあなたの生き方に」と誘っている。

＆

②「フリースタイルな僧侶たちのフリーマガジン」
低い目線から抹香抜きで語りかけ
ゆるい！

い、「うーん」と思わずうなった。

しかも、ハンパなゆるさではない。筋金入

りと言っていいかもしれない。

――謹厳実直なはずのお坊さんが、こんなにゆるゆる
な雑誌をつくっていいのだろうか。

「どうぞ読んでみてください」と池口龍法さんから渡
された「フリスタ」の束を手にとって、私は驚き、戸惑

「とぴっく・ナウ」戦後日本公害史論ほか・５〜７
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まったく逆だ。目が離せなくなってしまったのだ。
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「フリペ＆フリマガ ウォッチ②」・・・・・１〜４

それでは、読むのをやめて投げ出したのかというと、
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１ページに写真を載せた最近の３冊を見てほしい。

もほしい。

放送スタジオのマイクの前でおどけてみせる３人の

以下、とても全部を詳しく紹介できないので、目に付

男性（Vol.29 2014年６・７月号）。お寺の前で跳びは

いた表紙のタイトルをあげる。（ ）内は私の重箱の隅

ねる、お寺とあまり関係なさそうな女の子たち（Vol.28

的ひとこと感想。少々的外れなのは大目に見てほしい。

同年４・５月号）。極彩色の布団に鎮座するウルトラマ

各ページ下段に並べた写真もご参考に。

ン顔の木魚（Vol.27

同年２・３月号）……。これが、

まじめな宗教雑誌に見えるだろうか。

「お坊さんは面白い!!」Vol.８（自分で面白がってど
うする）／「僧侶として歌う道」Vol.17（美人だ。歌に

――いやいや、表紙はあくまでもアイ・キャッチ。中
身はまったく違うかもしれない。

専念してほしい）／「落語家まるこの仏道修行

プロが

アマになりましてん」Vol.18（かつらを着けるか外すか

気を取り直してページをめくった。「期待」はたちま
ちにして「裏切られ」た。

どちらかに決めなさい）／「お坊さんって、足しびれな
いの？」Vol.19（それも修行でしょう）／「タイ・チェ
めい そう

Vol.29 の特集は、「君は『８時だヨ！神さま仏さま』

ンマイのお寺で、瞑想体験してきました！」Vol.23（日

を知っているか？」。ドリフターズじゃあるまいし（ち

本でもできるでしょうに）／「お坊さんはなぜカッコイ

ょっと古いか）、そんなの知るか、である。兵庫県尼崎

イのか？」Vol.26（ぬけぬけと！）。

市のコミュニティーラジオ FMaiai が水曜夜８時から流

イベントの案内も各号に載っている。「経典をナナメ

している番組で、住職、宮司、牧師がＤＪになり、リス

から読む会〜仏教は失恋に効くのか!?～」「アラサー僧

ナーの悩みや質問に答えるのだという。

侶とゆるーく話す会」「坊主BAR“縁”」「さばのゆ大学

こうしん

仏さま担当は同市の浄元寺住職、宏林晃信さん。「こ

presents お坊さんと缶談ナイト♪」……。

の番組の面白いところは、三人とも『番組内で積極的に

抹香臭さがみじんもない、などと言ったら不謹慎だろ

伝道する気がない』こと」。実に肩の力が抜けている。

うか。お坊さんたちが、読者と同じ、ときにはさらに低

４年間、180回以上続き、議論や口論になったことは１

い目線から語りかけてくる。高尚な話を仕掛けて読者を

回もないそうだ。正直、ちょっと物足りない。異宗教な

説き伏せようという魂胆が、まったく感じられない。

んだから、少しはけんかしていいんじゃないかと思う。
しかし、一体どんな番組なのか。聴いてみたい。
Vol.28 は、「フリスタ」がまとめた全国の旬なお寺の
ガイドブック「お寺に行こう！
せん

読み進むにつれて、最初の戸惑いは完全に吹き飛び、
ますます引き込まれてしまった。
――これでいいのだ。こうでなくっちゃ。

坊主が選んだ『寺』の

処方箋」＝４ページ参照＝の特集だ。巻頭の対談で池口
さんがいきなり「お寺ってなんなのか、お寺に生まれ育
ったわたしにさえ、いまだによくわかりません（笑）」
と語り始める。読んでいるこちらがズッコケる。
――そんなにあっけらかんと、本当のことを言ってし

「生きてる若い人たちに届けたい」
仏教が果たして今の世に本当に必要かという根源的な
問いはさておき、現代人だって悩みは深い。
しかし例えば、人間関係や仕事のストレスの相談をす
るなら心理カウンセラー、避けられない老いと死の問題
なら介護士や医者だろう。観光のついでにお参りはして

まっていいの。
Vol.27 に登場するのは、愛知県の仏壇師、都築数明さ

も、悩みを打ち明けにわざわざお寺へ足を運ぶ人は少な

ん。自らつくるウルトラ木魚を子どもたちがぽくぽく叩

い。お坊さんが請われて、やっと主役の出番が回ってく

いて、供養することを知るきっかけになれば、と提唱す

るのは多くの場合、人々が人生の扉を閉じた後だ。

い はい

る。東日本大震災で傷んだ位牌や仏壇を修復するボラン

信心薄い私でも、そばにお坊さんがいてくれたらと、

ティアを始めたのをきっかけに、究極的に仏壇はフリー

たまに思う。難しいお説教をする偉い方でなくていい。

スタイルでいいんじゃないかと思い至ったそうだ。ダジ

ときに袈裟や法衣を脱いで下世話なおしゃべりに加わっ

ャレ的に飛躍した論理が、何とも楽しい。この木魚、私

てくれ、茶飲み話のノリで「聞いてほしいことがありま

け

さ

編集の打ち合わせには、宗教、宗派を超えたスタッフと支援者が集って議論が弾む。中
さ

む

え

央の作務衣を着た人が池口龍法さん＝京都市下京区のフリースタイルな僧侶たち編集部
すねん」とこちらから話しかけられるお坊さん。

場から私は常々考えている」

そんなことは外野がしたり顔で言うまでもなく、「フ

週末の夕べ、京都市下京区のマンションにある「フリ

リスタ」の人たちは、とっくにご存じだ。だからこそ危

スタ」編集部に、スタッフと支援者たちが集まった。30

機感を抱いて結集し、仏教の失地回復を目指して立ち上

代の若手僧侶を中心として浄土宗、浄土真宗本願寺派、

がったに違いない。

真宗大谷派、日蓮宗、臨済宗。キリスト教関係者、会社

創刊号に掲げたマニフェスト「次の時代の仏教のため
に」の中で池口さんは述べている。
「若い世代はもう仏教に期待していないなどと、ネガ

員、学生もいる。池口さんと大学で仏教を研究した友人
や、雑誌を読んで賛同した人たちだという。地域も関西
一円から。文字通り超党派、いや、超宗派だ。

ティブな意見をいう人も多いと思う。（中略）しかし一

「ときどき開く打ち合わせとおしゃべりの会」だそう

方では、なおも大勢がお寺に参拝しているという事実が

だが、重心は後ろの方にあるようだ。改まった議事進行

ある。その中には若い世代も含まれている。（中略）観

抜きで談論風発。よもやま話の花が咲く。重厚な宗教論

光目的で参拝する人が増えたかもしれないが、それでも

争を聴けるかという期待はまたも肩透かし。

このような光景が続く限り、希望を捨てる必要はない。

邪魔にならないよう、横から少しずつ話を聞いた。

死者に対する儀礼ばかりに携わるゆえに『葬式仏教』な

「寺にこもっていたときは行き詰まっていた視界が、

どという揶揄もあるが、これは『生きている人を教化し

他の宗派や外の人たちと触れて、パッと開けることがあ

て欲しい』という救済の気持ちの裏返しだと、僧侶の立

ります」「他流試合の感覚かな。自分の弱さ、小ささに

や

ゆ
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気づかせてもらえて」 ｢宗教とか意識せず、
楽しい雑誌をつくりたくて加わってます」
……。

「お寺に行こう!

坊主が選んだ『寺』の処方箋」
池口 龍法 著･監修

――なるほど、これが雑誌のパワーの源泉
か。納得。

講談社

「フリスタ」誌上で創刊以来取り
上げた全国のユニークなお寺や仏教
施設などを集大成したガイドブッ

フリーペーパー大賞の特別賞を受賞
はじめに、ゆるさばかりをデフォルメした

ク。日本仏教主要13宗の一覧と起

が、もちろん、それが「フリスタ」のすべて

源、ＣＤで聴く「仏教」、僧衣の特

ではない。

徴（浄土宗の場合）などの資料と、

Vol.15 で、チベット仏教の最高指導者、ダ

お坊さんとお寺についての素朴な疑

ライ・ラマ14世が2011年秋に高野山を訪れて

問のＱ＆Ａもついている。

した講話と東日本大震災被災者に対する法要

四 六 判、175㌻、1,300円 ＋ 税、

・法話を詳しく伝えた。Vol.21 では、震災か

ISBN：978-4-06-218691-9

ら２年経った仙台の被災地を記者が訪れ、プ
レハブの仮本堂に仏像を安置して祈る人々や、他県から

せるような大胆な挑戦をしていきたい」

支援に駆けつけて被災者と新たな縁を紡ぐ青年僧侶たち
の姿を、克明に報告している。

×

×

×

昔、高校の恩師から聞いた教えを思い出した。

Vol.14 では､ 退職金や蓄えを投げ打って秩父山中の荒

「難しいことを、さも難しそうに語るのは、それほど

れ寺に宿坊を設け、仏縁の薄かった若者を受け入れて５

難しくはない。難しいことを、やさしくかみくだいて伝

年間で寺を再生させた脱サラ住職を取り上げた。Vol.20

えるのが、実は本当に難しい」

の「過去のなかにある未来」は、大阪・千日前のビルの
ご

ま

た

フリスタのみなさんが、その難事に果敢に挑むチャレ

軒下で、町が良くなることを念じて毎日護摩を焚く真言

ンジャーに見えた。

僧を追った。ともに迫真のルポルタージュだ。

※池口龍法さんは、2011年８月６日付朝日新聞「ｂｅ」

各号、特集テーマを決め、池口さんら約10人が輪番で

（黒沢 雅善）

の「フロントランナー」でも紹介されました

編集長を務める。2009年８月の創刊時に1500部だった発
行部数が、現在は７倍以上に増えた。東京にも支部がで
きた。13年には経産省などが後援する「日本フリーペー

「フりースタイルな僧侶たちのフリーマガジン」

パー大賞」で大賞に次ぐ特別賞を受賞した。「お寺のミ

隔月偶数月１日発行

シュランガイド」という位置づけで出した「お寺に行こ

配布場所

う！

坊主が選んだ『寺』の処方箋」も好評で、全国か

発行部数

11,000部

京都市内を中心とする書店、カフェ、バ

ーなど約100カ所ほか全国へ発送

ら悩みの相談や反響が寄せられるようになった。30号か

編集総指揮

ら全国版に加え、地域情報に特化した四国版を始めた。

発行元

池口 龍法

フリースタイルな僧侶たち編集部（〒600-

池口さんは５年間の活動を振り返って、こう話す。

8119 京都市下京区河原町通五条下ル本塩竈町583

「『坊主よ街へ出よう』という覚悟で、たどたどしい

-5

言葉遣いでも、自分たちが世に問いたいことをやろうと

kawaramachi place 1002号室

Fax 075-777-9579）

始めました。おかげで『お寺へ行こう！』と思ってくれ

Eメール

る人が増え、手応えを感じています。先輩僧侶たちも今

URL http://freemonk.net

では理解し、助けてくれます。これからも、世間を驚か

info@freemonk.net

☎ 075-555-5730

2014.08
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健康・生命と生活環境まもった市民の歩み
「戦後日本公害史論」を出版しました
滋賀大学元学長

宮本 憲一さんから

ブのような状況でした。これは企業が安全よりも利潤を
最大限にあげようとし、政府は経済成長政策を最優先し

７月18日にライフワークの「戦後日本公害史論」＝写

ていて、公害防止・環境保全の法・行政をおろそかにし

真＝を岩波書店から出版しました。構想してから20年以

ていたためです。環境に関心を持つ研究者は、ごく少数

上たったのですが、現状分析に追われ、滋賀大学長を辞

で、1963年に日本最初の公害研究委員会を創立した時に

めて10年前からようやく始めたのです。戦

は７人しか集まりませんでした。

前の公害史は後に回さざるを得なくなりま

幸いにして、この地獄図のような状況を

した。それでもこの戦後史は800頁 近い大

市民は健康・生命と生活環境をまもるため

部の本になりました。最近、戦後経済の高

に世論と運動を起こし２つの独創的な方法

度成長を賛美する声が強いのですが、同時

で、環境政策を変えました。一つは自治体

にこの時期に史上空前な公害を克服した市

を革新して、政府よりも厳しい条例や規制

民の事業は大きな評価を受けてよいと思い

を進め、他方「企業城下町」では公害裁判

ます。この本を読まないで、戦後を語るな

を起こしました。この民主主義の権利を生

という自負を持っています。

かした方法が成功して、公害対策が前進し

ページ

1950～70年代の日本の都市は今の中国よ

1980年代には主要な公害を除去しました。

りもはるかにひどい公害のるつぼのような

しかし公害は終わらず、アスベスト公害

状況でした。水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそ

や原発災害に直面しています。これをどのように解決す

く、近代化に伴って経験するあらゆる公害を日本は経験

るか。この本から歴史的教訓を引き出して欲しいと思っ

しているとして欧米から「公害先進国」といわれまし

ています。

た。大阪は1960年スモッグが165日、冬場は昼間でも自

※Ａ５判・上製・カバー・784㌻､ 8,200円＋税、ISBN：

動車がライトを照らさねばならぬほどで、川は悪臭でド

978-4-00-025984-2 C0033

フォーラム「消費者と生産者で
考える環境創造型農業」

の農業に必要なもの～ 」

兵庫県農政環境部農林水産局農業改良課
環境創造型農業推進班長 西村 いつきさんから

朝来市の有限会社高本農

園の髙本彰一氏が、コウノトリ育む農法を活用した六
次産業の取り組みを紹介します
◇パネルディスカッション「消費者と生産者で考える環
境創造型農業」

コーディネーター：保田茂氏＝神

戸大学名誉教授・NPO法人兵庫農漁村社会研究所理事

兵庫県は、平成21（2009）年４月に「兵庫県環境創造

長／パネリスト：髙本彰一氏、谷口進一氏＝㈱夢舞台

型農業推進計画」を策定し、地球環境や生物多様性に配

代表取締役社長、河合正弘氏＝㈱トーホーＣＳＲ推進

慮した「人と環境にやさしい農業」を進めています。こ

部楽農生活センター長、和田眞由美氏＝おおや有機農

の度、環境創造型農業の意義についての認識を深め、取

業の学校理事長

り組みを広げるために表題のフォーラムを開催します。

◇定員300人

◇とき

◇参加無料

◇ところ

８月29日（金）13時半～16時半（受付12時半）
兵庫県民会館９階「けんみんホール」（神戸

市中央区下山手通4-16-3 ☎ 078-321-2131）
※ＪＲ・阪神元町駅から北へ徒歩約７分。地下鉄県庁前
駅東１・２出入口と、バス停県民会館前からすぐ
◇基調講演

「ＴＰＰ時代の農業を生き残る～これから

◇申込方法

URL：http://web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/

kankyoforum.html からダウンロードできるチラシ裏
面の参加申込書に必要事項を記載し、郵便またはファ
クス、Ｅメールで８月20日（水）までに兵庫県農政
環境部農業改良課「環境創造型農業推進フォーラム
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担当」（〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10-1

2-1-29

☎ 078-341-7711・ 内 線4072

ne.jp/~syami/inquiry.html）

Ｅ

Fax 078-341-7733

メール nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp）へ。お申し込み

☎ 0798-67-1719

URL：http://www2r.biglobe.

※ＪＲ神戸線甲子園口駅南改札口から徒歩１分

多数の場合は、参加をお断りする場合があります。

「邦楽さろん～
ゆく河の流れは絶えずして」
上方文化評論家

福井 栄一さんから

おっちゃんたちと
「第１回釜展」
釜ヶ崎芸術大学
「絵画」
講師

釜ヶ崎芸術大学で昨年度、絵の講座を受け持ったのが
縁になり、
聴講生のお

河にゆかりの地歌（上方の三味線音楽）の生演奏をお

っちゃんた

楽しみ頂けます。私＝福井栄一による愉快な演目解説付

ちと今年３

きです。

月に「楽描

◇とき

９月６日（土）14時開演

の会」とい

◇曲目

地歌３曲（名取川、京の四季、都十二月）

う絵画クラ

◇出演

菊聖公一（歌・三絃）、中萩あす香（筝）、福

ブをつくり

井栄一（演目解説）
◇木戸銭

らくがき

ました。釜

お１人様2,000円

◇ところ・お申込先

本宮 氷さんから

筝三絃なかにし（西宮市甲子園口

芸からのれん分けしてもらったというわけです。そこで
描いた絵を持ち寄って展覧会を開きます。写真は釜芸の

花を

訪ねて

京都市左京区・京都府立植物園で

忘れないあのシーン

ヒマワリ
キク科

花言葉：あこがれ・熱愛ほか

これは正真正銘のヒマワリ。「ロシア」という品種

が出てくる。ヘンリー・マンシーニの哀調を帯びた音

で、草丈約３ｍになり、直径30cmの大輪を咲かせる。

楽が背後に流れ、実に泣かせる。私の目には今もその

昔、ヴィットリオ・デ・シーカ監督、ソフィア・ロ

シーンがくっきり焼き付いて、街で20〜30本のかわい

ーレンとマルチェロ・マストロヤンニ主演の「ひまわ

いヒマワリに出会っても、ちっとも感動できない。

り」という映画があった。第二次大戦でイタリアから

最近は郊外の農園や植物園で、数百〜数万本を植え

ロシア（当時はソ連）に出征して消息を絶った夫を捜

付け、真夏に見せてくれるところが増えた。おかげで

しに、妻が現地を訪ねる。苦労の末に再会するが、彼

積年の不満が、ようやく少し解消された。

は雪原で凍死寸前に助けてくれたロシア人女性と結婚
し、子もできていた。戦争の悲劇を描いた作品だ。
冒頭、地平線まで見渡す限りこの花が咲く広大な畑

種から油を採る。食用にもなる。前月号のルドベキ
アと同じ北米原産。種の生産はロシア周辺と欧州が世
界の５割強を占める。ロシアの国花でもある。（雅）
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講座で狂言を演じるおっちゃんたちを描いた私の出品予

※南海萩ノ茶屋駅東へ50m、阪堺線今池駅西へ100m

定作品です。ほかにどんな作品が集まるかは、当日のお

◇イベント（言葉を発することによる作品）

楽しみ。写真、書道や音楽、言葉による表現ライブもあ

・13日15時

哲学の会「芸術とは」

ります。

・

詩の朗読会

由良栄久

◇とき

・14日13時

表現の会

岩橋由莉

８月13日（水）10〜18時
大阪市立西成市民館（大阪市西成区萩之茶屋

朝日カルチャーセンター
〒530-0005

朝日カルチャーセンター中之島教室
☎ 06-6222-5222
土曜

◇お問い合わせ先

私＝本宮氷（Ｅメール motomiya_

hyo@yahoo.co.jp ☎ 080-1437-2455）

☎ 06-6633-7200）

2-9-1

西川勝、宮本友介

◇入場無料

14日（木）９時半〜15時
◇ところ

同17時

7

Fax 06-6222-5221

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）

窓口営業時間：月～

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団公演記念 満喫講座
創立170年以上の歴史を誇り、日本で最も人気のある
オーケストラといわれる「ウィーン・フィルハーモニー
管弦楽団」＝写真、© Terry Linke＝が、９月19日にフ
ェスティバルホールで公演します。指揮者は、新しい時
代を担う若きカリスマ、グスターボ・ドゥダメル氏。講
座では、初回にフェスティバルホールでホワイエを中心
しょうへい

に見学。２回目は、日本公演の招聘に携わった、サント
リーホール・エグゼクティブ・プロデューサーの眞鍋圭
子氏が、同楽団の歴史や魅力、公演のポイントなどを紹
介します。（協力：フェスティバルホール）
※公演チケットは講座当日にお渡しします（座席はお選
びいただけません）。8月21日（木）以降はキャンセ
◇講師

ルできません。
◇とき・ところ

見学：９月４日（木）10時半〜11時半

フェスティバルホール／講座：９月９日（火）15時半
〜17時

眞鍋 圭子（サントリー・ホール・エグゼクテ

ィブ・プロデューサー）
◇受講料

カルチャー会員 39,320円
一般 39,860円（Ｓ席チケット付き）

朝日カルチャーセンター中之島教室

ローカル・ブディズム〜三僧侶が宗派・地域・文化を語る
禅に特化した宗派、念仏に特化した宗派、密教に特化
した宗派、法華経に特化した宗派などと分かれ、「宗派
仏教」と呼ばれる日本の伝統仏教。さらに、多くの寺院
は地元密着型で、地域ごとの特性を持っています。講座
では、宗派（浄土真宗・真言宗・曹洞宗）も文化圏（大
阪・愛媛・広島）も異なる３人の僧侶が、それぞれの特
性を語り合います。思わぬ知見との出会いがあるかもし
れません。どうぞお楽しみに。

栄福寺住職

◇とき

９月29日（月）19時〜20時半

普門寺副住職

◇講師

相愛大学教授・如来寺住職

釈 徹宗＝写真左

◇受講料

白川 密成＝同中
吉村 昇洋＝同右

カルチャー会員 3,456円

一般 3,780円

船渡御・ギャルみこしだけやない

初めて見た！

大阪の天神祭といえば日本を代表
ふな と ぎょ

するお祭りなのに、船渡御と奉納花
火、ギャルみこしが思い浮かぶくら
いで、まだ一度もまじめに見たこと
がなかった。すぐ隣の中之島にある
新聞社に長いこと勤めながら、若い
ときは仕事に追われ、年をとると真
夏の暑さがこたえ……。これではい
けない。知らないまま終わってなる
ものか。天神祭研究の第一人者、高
しょうへい

島幸次・大阪大学招聘教授に、今さ
ら聴けない基本のキから教えてもら
い、祭りが佳境を迎えた大阪天満宮
と門前の街を巡った。（黒沢 雅善）

もよおしだいこ

がん じ

り新しく、1876（明治９）年からだそうだ＝７月25日

祭りの花形・催太鼓が、氏地巡行を終

おおとりみこし

えて天満宮へ戻ってきた。願人と呼ば

ご ほうれん

御鳳輦。渡御列の中心になったのは鳳神輿や玉神輿よ

れる６人の鼓手がシーソーのように激

日

菅原道真公の御神霊を乗せて古式ゆかしく陸渡御する

しく揺れる太鼓座に乗って打ち鳴らす

「からうす」は迫力満点だ＝７月
24

ほこながし

鉾流神事で大川に流した神鉾を拾っ
て天満宮へ返す神鉾奉還。どんどこ
船講の人々が大船ごと陸揚げして神
殿の前まで進み（写真左）、神官に
手渡した（同上）。鉾が漂着した所
を斎場とし、神様を船に乗せて巡行

日

24

大阪一の盛り場・北新地の夜を、天
神講の獅子舞、四つ竹とともに、子
どもたちの傘踊りが練り歩いた。船
渡御の訪れが絶えたこの地に祭りの
にぎわいを届ける、小さな親善使節
だ。天神講の起源は江戸時代の寺子
屋。講元の森本幸一さんは「大人が
や

言わなくても、年上の子が年下の子
日

に技を教える。学び舎の良き伝統が
しっかり生きています」＝７月

23

し た の が 天 神 祭 と 船 渡 御 の 原 型。
１９５３（昭和 ）年、下流の橋が
を巡る現在の形になった＝７月

沈下して船が通れなくなり、上流側

28
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員のみなさんからの寄稿

復活したサンフランシスコの市電

路面電車を日本の大都市に復活させよう
「地球に謙虚に運動」代表

仲津 英治

自動車優先交通はもう限界
戦後の日本は、道路整備と自動車による移動を理想と
してしまった時期がありました。戦勝国で自動車王国で
ある米国の影響が大きかったと思われます。

動車こそ減らす工夫が必要でしょう。日本の大都市は、
全体において誤った交通政策を採ってしまいました。
中小都市と健全な一部の大都市では、路面電車が今も
維持され、都市交通機関として活躍しています。
札幌市、函館市、愛知県豊橋市、富山市、福井市、大
津市、京都市、堺市、岡山市、広島市、高知市、高知県

昭和30年代頃までは、東京都、大阪市、名古屋市など

南国市、高知県いの町、松山市、長崎市、熊本市、鹿児

の大都会にも、路面電車＝市街電車＝市電のネットワー

島市などでは、公営＆私営の路面電車が活躍していま

クが整備・維持されていました。

す。東京都でも、都電の荒川線が健在です。おかげで、

にもかかわらず、世界的大都市、ロンドン、パリ、

騒音、排気ガスが軽減され、時間の正確さ、安全性が確

ニューヨーク等では市電はもはや走っていない、都市鉄

保されて、自動車に乗れない、高齢者、子どもたちが恩

道の主役は地下鉄であり、地上交通は自動車中心になっ

恵を受けています。

ている――と、自動車化された社会が理想のように喧伝
されました。路面電車は邪魔者のような空気になってし
まい、全廃され、軌道系交通機関は、国鉄、私鉄、地下
鉄が主体となったように記憶しています。
では、路面電車が廃止されて、道路混雑は緩和された
でしょうか。

一方、海外では、大都会でも路面電車が再整備され始
めています。
2007年５月30日、東西両ドイツ統一後のベルリンで、
新たな路面電車線が２本整備されたとの報があります。
米国のサンフランシスコでは市電が復活したとの情報を
現地で得ました。

答えは否です。１台当たりに要する走行面積が大きい

オーストリアの首都ウイーンでは、路面電車を場合に

乗用車は、乗車人員が平均１～２人です。いくら道路面

よっては拡充し、都心部では自動車交通をシャットアウ

積を増やしても、常に不足の状態となるのです。便利さ

トして、歩行者地域を整備しています。

ゆえに、自動車は急速に普及し、交通の主役になってき

そこでは市民＆観光客が自動車の流れから解放され、

ました。しかし、都市空間には限界があります。輸送単

安全に気軽に買い物を、観光を楽しんでいます。高齢者

位の小さい個人自動車は収容しきれません。

も身体障害者も生き生きと生活し、子どもたちも楽しそ
うに遊んでいます。

見習いたい中小都市と海外
むしろ、路面電車を見直し、混雑の根本原因である自

都心部は賑わいを戻し、その極にあります。それらの
地域は歩行者地域と呼ばれて恒久化しており、日本のよ

2014.08
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ウィーンの路面電車
＝いずれも筆者撮影

京阪浜大津駅付近を走る京津線の路面電車

うに日曜日だけに設定される歩行者天国のような特別の

（京都―浜大津）の上栄町付近まで延長して連絡すれ

呼び名はありません。

ば、路面電車の環状線ができ上がります。
滋賀県の湖東に住む人たちは、大津駅から浜大津へ路
面電車で行くようになるでしょう。そして都心部で自動

大津市には路面の環状線を
私が住んでいる大津市は、一番の中心地区は京阪石坂

車交通を遮断し、歩行者地域を整備するのです。鉄道で

線の浜大津駅辺りです。そこで石坂線の途中からＪＲ琵

大津を訪れる人は増え、街は必ずや再活性化するでしょ

琶湖線の大津駅まで路面新線で結び、さらに京阪京津線

う。国の各種補助制度も活用されるべきでしょう。

省スペース小負担栽培槽での
イチゴ栽培マニュアル

よりもスペースが少なくすみ、夏季の高温期に地温の大

けいしん

大阪府立環境農林水産総合研究所理事

草薙 勝之

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所では、環境
分野における PM2.5 の汚染機構・発生源寄与評価、大
阪湾の栄養塩管理の研究か

幅な変動を防ぐことが可能、かつ培地の上げ下ろしによ
る作業面でも負担が少なくすみます。関心をお持ちの方
は、マニュアルをご一読ください。
当研究所では、親子・子ども向けの海・田畑・動物に
触れあうイベントも行っております。ぜひ、下記のホー
ムページをご覧ください。
www.kannousuiken-osaka.or.jp

ら、農林水産分野における
防除、都市域バイオマス、
６次産業化への食品技術支
援に至る、幅広い分野の調
査・分析・研究を行ってい
ます。

「ヤジ」を機に改めて思う
言葉の貧困・言葉の重み
立命館大学教授

今回、当研究所が中核機

東 照二

関となり研究を進めてきた

「早く結婚した方がいいんじゃないか」といった東京

「中空構造栽培槽」を使っ

都議会でのヤジが女性蔑視を象徴する言葉だとして世間

たイチゴ栽培マニュアル＝

の注目を集めた。ヤジをした議員は批判され、陳謝する

写真＝を作成しました。こ

こととなった。個人をおとしめる、聞くに堪えぬヤジは

の栽培槽を使用しますと、大阪のような高温で平坦面を

もちろん許されない。

確保することが困難な地域において、一般的な高設栽培

あ

しかし、ここでは敢えて別な視点からこの事件を考え

12
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てみたい。言うまでもなく、ヤジには、する議員とされ
る議員がいる。ヤジをされた例の女性議員は、一体、ど
のように質問演説をしていたのであろうか。

ている。

べん し

ごと

「野次の一言が辯士の演説の根基を疑はしめるが如き
かくのごと

こ

場合がある。如斯き伏兵に遭遇したる時、直ちに是れに
おう

ふ

調べてみると、あらかじめ用意された原稿を棒読みす

應戦して、敵の才を奪つて逆まに敵の肺腑を突く機智が

るかのようなもので、議員たちをグッと惹き付けるよう

必要である。」敵に「才」があるかどうかは別として、

な熱情を込めた演説ではなかったようだ。また、ヤジに

「機智」が全くないとするならば、これもまた何とも心

対して、逆に「黙りなさい！」と言い返すような気迫も

もとない。

ひ

ないものだった。もちろん、だからといって品位のない

さらに、「憲政の神様」と称せられた尾崎行雄は、原

ヤジを肯定することはできない。しかしながら、ヤジに

稿を棒読みするような演説について次のように述べてい

対する毅然とした態度がみえてこなかったというのも事

る。「如何に寛宏の聴衆であり、且つ同情あるものであ

実だろう。

つても、間一髪を十分に容るるの余地あるが為に、ここ

き ぜん

い

か

か

い

政治における言葉の貧困が論じられて久しい。しか

に演説者と聴衆との間に距離を生じ、懸隔が出来る。」

し、かつては言葉の重みを真剣に考えていた時代があっ

政治家には、表面的な体裁にこだわるのではなく、少

た。たとえば、昭和３（1928）年には、雄弁とは何かを

々雑でも言いよどんでもいい、真情を吐露するかのよう

論じた『雄弁学講座』が発刊されている。その中で、永

な言葉で自信をもって語ってほしい。気迫を感じさせな

井柳太郎は、雄弁家の「機智」について次のように述べ

い演説に下らないヤジ、これではいけない。

･･･ 関西スクエア活動報告 ･･･

本社編集局の第８回勉強会が７月９日、
本社内で開かれた。集団的自衛権の行使

柳澤協二さんの近著「亡国の

関西スクエアが企画する朝日新聞大阪

（岩波書店）

集団的自衛権、政府の迷走ぶり解説

安倍政権と『積極

柳澤 協二さん

安保政策

元内閣官房副長官補

的平和主義』の罠」

編集局勉強会

15事例
「今の法で対応できる」

を容認する安倍内閣の閣議決定（７月１
日）を受け、元内閣官房副長官補の柳澤

治に覚悟が見えなかったこと、仮に戦

協二さんが「迷走する集団的自衛権―閣

闘行為に１万人出せば200人は死ぬ状況

議決定後の展望」と題して話した。

で、その重さを政治が全く分かっていな

柳澤さんは、防衛庁の審議官や運用局
長などを経て、2004年から09年まで小

かったことが、柳澤さんの現在の活動の
原点になっていることにも触れた。

泉、安倍、福田、麻生政権で内閣官房副

そのうえで、与党協議会で政府が示し

長官補（安全保障・危機管理担当）を務

た15事例を取り上げ、想定された事態が

め、自衛隊のイラク派遣を含む官邸の安

ほとんどあり得なかったり、現在の法整

全保障戦略に携わってきた。集団的自衛

備でも対応が可能だったりすることを丁

権の行使容認について批判的な立場から

寧に解説した。歯止めとされる「新３要

発言しており、今年４月には「亡国の安

件」のあいまいさも指摘。政府の判断を

保政策

検証する材料として、例えば米国の９．

わな

安倍政権と『積極的平和主義』

の罠」（岩波書店）を刊行した。

１１のテロで日本人が犠牲になったこと

勉強会では、まず、自衛隊の海外活動

や、米国の始めたイラク戦争を日本が支

が問題となった91年の湾岸戦争から、Ｐ

持したことを挙げ、それらが「我が国の

ＫＯ協力法の成立、日米防衛協力の指針

存立、国民の生命、自由、幸福を追求す

の見直し、といった流れを押さえた。イ

る権利を根底から覆す事態なのか、検証

ラク・サマーワへの自衛隊派遣の時、政

する必要がある」と提案した。
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大阪府箕面市総務部総務課 〒 562-0003
大阪府箕面市西小路４・６・１
☎ ０７２・７２４・６７０６ ＦＡＸ ０７２・７２３・２０９６

モボなイクメン乳母車押すの図
箕面公園の古い絵はがき
大阪府箕面市が行政史料として個
人から寄託されている絵はがき。
箕面公園の中を流れる箕面川にか
ほうらい

かる蓬莱橋と不老門が写っている。

ろな想像が膨らんでくる。
こ けん

男の沽券が今よりずっと重んじら

には、橋のわきに立つ「乳母車貸し

れた時代。モデルになった人も、撮

ます」と書いた看板が写っている。

影して売り出した人もエラい。

現代でも、そこまでしてくれる所は

同公園内に箕面有馬電気軌道（現阪

しかし半面、待てよ、と思う。

急電鉄）がつくった動物園があった

ひょっとしたら、こうした光景は

1910（明治43）～1916（大正５）年

当時、しばしば見られたのではない

に撮影された写真とみられる。

だろうか。だから抵抗なく絵はがき

うららかな春だろうか。スーツに

少しアングルが違う別の絵はがき

にできたのかもしれない。

珍しい。きめ細かなサービスだ。
すべての因習が、はるか昔から連
綿と続いてきたとは限らない。
よくよく考えれば、「男が仕事に
出かけ、女は家を守る」という性別

ネクタイ姿でカンカン帽をかぶった

江戸時代までは支配階級の武士を

分業が本格化したのは割と新しいの

男性が、乳母車を押しながら橋を渡

除けば、農民も工匠も商人も、職住

ではないか。多くの企業戦士が必要

ってくる。後ろの日傘を差した女性

接近の家内労働だった。女性が家業

になった1950年代からの高度経済成

２人は、奥さんとおしゅうとめさん

をともに担い、男性も家事、育児を

長期、さかのぼっても、軍国主義の

だろうか。おしゅうとめさんらしい

助けた。近代になっても、そうした

戦前、戦中以降のような気がする。

人も子を背負っているようだ。

文化は色濃く残っていただろう。

時代は多分、一直線には進まない

絵はがきを私に見せてくれた箕面

洋装の男性はモダニズムとデモク

で循環する。古いものがときに、忘

市総務部総務課の大西久美子さんと

ラシーの西欧風俗を先取りし、「子

れていた先人の知恵を思い出させ、

平塚詩穂さんは「明治・大正時代の

育てこそモボ（モダンボーイ）の役

「今」を考えるヒントを授けてくれ

イクメンさんですね」。

割」と誇らしげに胸を張っているよ

る。史料やアンティークとの巡り合

うにも見える。

いは、だから楽しい。（黒沢 雅善）

なるほど。眺めていると、いろい
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼祭りの夜店ですくってきたメダカを飼い始めて、７年

『嵐が丘』のための14枚の挿絵」でした。天才画家が20

ほどになります。すぐに亡くなるのもいれば、３年も長

歳代半ばのとき、鉛筆とインクで描いた小品です。確か

生きしたり、子どもを産んだりするのもいます。ベラン

30年前も１点出品されましたが、全部そろった実物に接

ダで、平清水の白い鉢に泳がせています。

したのは、もちろん初めて。澁澤龍彦が「彼の資質につ

このメダカたちのために、週１回、近くの神社へ井戸

いて考えるとき、きわめて意味ふかい」と評しています

水をもらいに行きます。京都御所の東側を下る地下水の

（「幻想の画廊から」1967年）。バルテュスを最も早く

水脈があり、神社や造り酒屋、豆腐屋さんなどに井戸が

日本に紹介した一人といっていいでしょう｡ なるほど、

残っています。夏のこの時期、くみ上げた水の冷たさが

粗削りなタッチの中に、甘美というか、ある意味残酷と

嬉しく感じられます。鉢へそそぐと、メダカたちが元気

いうか、不思議な世界が凝縮された絵だと感じました。

に泳ぎ始めます。

日本の天才作家の慧眼にも改めて感服。１枚でいいから

モルトウイスキーを水で割るなら、京都の水のような

けいがん

部屋に飾り、毎日眺めていたくなりました。

（黒沢）

軟水が向いている、といいます。お酒が優しくひんやり

▼ただ今、第96回全国高校野球選手権大会の真っ最中。

と、身体に染み渡りそうな気が、しませんか？（臼倉）

前回大会決勝戦の翌日に優勝校と準優勝校の選手たちが

▼30年ぶりのバルテュス展を見に行きました。「美しい

大阪本社を訪れた際には、歓迎に参加し皆でその栄光を

日々」や「地中海の猫」などの大作はもちろんすばらし

称え、心からの拍手を送りました。今年も試合を楽し

かったですが､ ひそかな目当ては「エミリー・ブロンテ

み、心動かされながら応援しています。

（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。９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８月18日（月）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

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

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

朝日新聞大阪本社内

☎ 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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