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米作り・普及こそ、わが生きる道
兵庫県朝来市の専業農家

髙本 彰一さん

「おいしく安全」こだわり抜いて
こうもと

兵庫県朝来市和田山町で髙本農場を営む髙本彰一さん（72）は、米作り一筋に打ち
込できた専業農家だ。無農薬・減農薬栽培を学んで実践し、自家米で麺などの製品を
考案した。さらに、消費者に直接販売するだけでなく、料理を実際に食べてもらおう
と、周囲の心配を押し切って、ごはんやさんまで開店した。米食普及にかける情熱は
衰えを知らない。何がそこまで、髙本さんを駆り立てるのだろう。

水曜市にファンの列途絶えず
10月15日午前10時。神戸市中央区の元町一番街。毎月

が企画し、兵庫県内各地の農家が、自分たちの作った農
産品を持ち寄り、アーケード街で露店を開く。髙本さん
は、その欠かせないメンバーだ。

第３水曜日恒例の水曜市が始まろうとしていた。
「安全・安心の『地産地消』」をうたい文句に商店街
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この日の目玉は、今年収穫したばかりの新米。歩道の
真ん中に「とれたて新米」と書いたのぼりを掲げ、「有
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順番を待つお客さんが列をつくった髙本農場の売り場＝10月15日、神戸市中央区の元町一番街
限会社

髙本農場」と印字した袋詰めをうずたかく積み

る川の向きが逆になっていた。竹田駅で降りた。「天空

上げる。「心を込めて作ったコシヒカリです。おいしさ

の城」とたたえられる竹田城趾の石垣がそびえる山を右

と安全を請け合います」と髙本さんが説明してくれた。

に見ながら、国道342号を南西へ約２㎞歩くと、田んぼ

遠赤外線乾燥機で、風味を損なわないよう時間をかけ

に囲まれた集落の一角に、髙本さんの似顔イラストを掲

て入念に乾燥して売りに来る。商品はほかにも、妻・幸

げた看板が見えてきた。今年６月に開店した「ごはんや

枝さんら家族が手づくりした餅、おはぎ、米粉シフォン

“鸛 の巣 ”」だ。

ケーキなど。髙本農場の無農薬・減農薬米を使ったもの

オリジナルの麺は自家米100％

ゆき

え

ばかりだ。

こう

す

まだ陳列が終わらないうちから次々に客が訪れ、品物

ドアをくぐると、「いらっしゃいませ」と女性スタッ

を受け取ってゆく。この日を待ってすでに予約していた

フの明るい声。何はともあれ、ランチを注文。出迎えて

固定ファンが多いらしい。午前11時の開店時には、すで

くれた髙本さんに早速、取材を始めた。

に一部の品物が売り切れていた。
米は１合升１杯100円の量り売り。求める人が絶えな

――米を消費者に直販する農家はありますが、食べ物
屋まで自分で開くのは、あまり聞きません。

い。「もっともっと、お米を毎日食べてェな」「ほんま

髙本さんの答えは明快だった。「いくら良い米でも、

においしいんやから」と髙本さんも幸枝さんも、行き交

黙って作るだけでは、これからの農家は生きていけませ

う人たちにＰＲを欠かさない＝表紙の写真。

ん。食管制度が崩れ、さらに今、ＴＰＰ（環太平洋経済

客の反応は上々だ。「お米が光ってる。最初から小袋

連携協定）交渉が進んでいます。むきだしの国際競争に

に詰めてあるのやなくて、客に目の前で見せて、欲しい

さらされて、米の値段は下がる一方です。そうなると、

量だけ売ってくれる。とてもいいです」「升にてんこ盛

道は２つ。あきらめて作るのをやめるか。消費拡大を目

りして量ってくれる。ほかのブランド米と比べても、お

指して新しい需要を開拓するかです。私は米一筋でやっ

買い得」「目を細めて楽しそう。この人、ほんまにお米

てきて、ほかのこともできません。後の道に残りの人生

が好きなんやなとわかって、安心できます」……。

をかけたいと思いました」

人だかりを見つけてさらに人が集まる。明らかに、ほ
かの店より客が多い。午後まで、順番待ちの列は途切れ
ることがなかった。
少し前の別の日、髙本さんが自分で作った米の料理を
食べさせる店があると聞いて、和田山町を訪ねた。

――農業との両立は大変でしょう。
とものぶ

「農場は６年前から息子（知宜さん）に社長を任せ、
私は麺の製造とこの店の経営に集中しています。家族か
ら『慣れないことはやめろ』と反対されましたが、『最
後のわがままやから』と説き伏せて踏み切りました」

姫路でＪＲ播但線に乗り換えて北上すること２時間近

――もっと客が多い都会の方が有利ではないですか。

く。最後はたった１両のローカル「列車」に揺られ、ふ

「本当は神戸あたりで開きたいのです。残念ながら、

と気付くと、いつの間にか分水嶺を越え、窓の外を流れ

銀行が融資に応じてくれません。家から遠く離れると、
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運営も大変です。今は昼の３時間だけ営業。まだまだ赤

のはなかった。米粉100％の麺を開発したと聞いた大学

字。どう改善するかが目下の課題です」

を訪ねて製法を教えてもらい、農業技術センター、農業

この店の自慢の食材が、混ぜ物をいっさいせず、自分
で作った米を100％使った麺だ。

試験場にも教えを請うた。粉のひき方を工夫し、様々な
添加物も試した。

「行政に頼って米を米として売るだけの時代は終わっ
た」と元々感じていた。大阪に米粉でパンを焼く職人が
いると聞き、試作研究会を立ち上げた。小麦のようにア
レルギーを引き起こすことがなく、安全だ。学校給食に
使ってもらおうと製品化した。結局、コストが高くて中
止したが、米粉への思い入れは捨てられなかった。
――麺なら、もっとなじみやすいかもしれない。
先行する全国の米粉麺を試食した。納得できる味のも

３年余りの試行錯誤の末に、たどりついた結論はとて
もシンプルだった。
――塩も油も添加物も使わず、自分で栽培したおいし
い米だけで作った麺が、一番おいしい。
国産農産物の展示商談会である2009年のアグリフード
E X P O大阪に出展した。「こだわりの『米粉めん』鸛の
巣」と名付けて商標登録した。
今、あちこちで試食販売している。まだ壁は厚い。ゆ

ごはんや 鸛“ の 巣 の”店内
でスタッフと＝いずれも

兵庫県朝来市和田山町

ごはんや“鸛の巣”の外観▶
自家製米粉１００％の麺を使

った献立（右）。袋詰めした

生麺（上）も売っている

有限会社 髙本農場

〒 669-5253 兵庫県朝来市和田山町久世田

☎ 079-674-1327

ごはんや “鸛の巣”

〒 669-5253 兵庫県朝来市和田山町久世田

☎ ＆ Fax 079-674-1587

営業時間 11～14時

定休日：毎月第３水曜日

Fax 079-674-1328
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でた後に氷水で洗って締めるのが、おいしくいただくコ

「これからは農薬や化学肥

ツなのだそうだが、プロの料理人から「面倒だ」と言わ

料を使わない農業をしまし

れたりした。「自分の思いをどれほど言っても、なかな

ょう。将来は安全な作物が

か通じない。百弁は一食にしかず」と人からアドバイス

主流になり、村は元気にな

されたことも、店を開くきっかけになったという。

りますよ」。半信半疑なが

そこまで話を聞いたところで、目の前に料理ができて

ら、「これや」と思った。

きた。早速、ざるに盛った真っ白い麺を箸でつかみ、薬

――安全でおいしい米な

味の大根おろしを加えたつゆに浸して口に運んだ。
「うまい！」

ら、人に頼らないで売るこ
とができる。

思わず、ほっぺたが緩んだ。シコシコとして固めの麺

周囲からは「お前はアホ

が、やがてほぐれ、大根の辛さに引き立てられて、ほん

か」「質より量や。そうせ

のりした甘みが、口いっぱいに広がった。当たり前だ

んと生き残られへん」と笑

が、上等のご飯の味がした。

われ、「おまえの田畑から

私はもちろんグルメではない。微妙な味を的確に批評

病気や害虫が広がったら、

できる蘊蓄もない。でも、そばやうどんは大好きだ。毎

どうしてくれるんや」と叱

日食べても飽きない。その記憶と経験に照らして言わせ

られながら勉強を重ねた。

てもらうと、この日の麺は、これまでに食べた中で、間

2003（平成15）年、国の

うんちく

違いなく最高ランクの味だと感じた。

特別天然記念物であるコウ

待ちわびたコウノトリが来た

ノトリの保護・増殖と野生
化に取り組む兵庫県立コウ
さと

「貧農の七代目のせがれとして生まれました。最初は

ノトリの郷公園がある同県

九反（約90ａ）の田を耕し、牛の餌と堆肥を作るために

豊岡市で、「コウノトリ育

毎日、山のふもとへ草刈りに行きました」と生い立ちを

む農法」による米作りが始

語る髙本さん。現在は25haの田畑に水稲を基盤として、

まった。

たい ひ

朝来市特産の岩津ねぎ、丹波黒大豆などを栽培し、受託

おいしい米と多様な生物を育み、朝来市を含む但馬地

作業と水稲苗の販売、加工食品の生産・販売も手がけ

域に生息するコウノトリが住める豊かな文化、地域、環

る。堂々たる大規模農家だ。しかし、ここに至る道のり

境を目指すため、たじま農業協同組合や兵庫県但馬県民

は、決して平坦ではなかったという。

局が普及に取り組んでいる有機農法だ。種子を薬で消毒

1961（昭和36）年に高校を卒業して数年、農機具販売

しない／育苗段階から化学肥料を使わず有機質肥料で育

会社に勤めた。農業を嫌ったわけではない。大規模営農

てる／栽培中は農薬を使わない／田んぼに田植の１カ月

を奨励する農林省のモデル事業が導入され、「１戸あた

以上前から水を張る……などといった厳格な定義があ

り年間100万円の売り上げを目指そ
う」がスローガンになった時代。そ
のためには農耕機械を使いこなせな
ければと考え、習熟に励んだ。
就農してからは、味が良いと評判
のコシヒカリを、地域でいち早く作
り始めた。高値で売れる黒大豆の栽
培にも挑戦した。
ところが……。
増産に次ぐ増産で、少しずつ経営
が上向いてきたと思えた矢先に、国
の減反政策が始まった。
――でも、自分は、大好きな米を
作り続けたい。
悩んでいたときに、神戸大学名誉
教授の保田茂さん（当時は神戸大学

髙本さんの田んぼに飛来したコウノトリ＝2012年

助手）が唱える有機農業を知った。

７月、兵庫県朝来市和田山町。髙本知宜さん撮影
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有機農法で育てた丹波黒大豆を収穫する髙本彰一さん＝10月28日、兵庫県朝来市和田山町
る。これを守った作物だけが名乗ることを許されるブラン

やな』と言われましたが、そのおかげでここまで来られ

ドなのだ。

ました。『私はあんたが作ったお米を食べ続けるんや』

早速、日参して栽培技術を学んだ。農場を法人化し、米
を自社で検査できる資格を取得した。
そして３年後、農家２軒とともに、同農法による米作り
を始めた。08（同20）年には「ＪＡたじま コウノトリ育
むお米生産部会朝来支部」を設立。現在では45人が計60ha
で、同農法によって米を作るまでに規模が広がった。

と言ってくださる、20年以上の付き合いの消費者がいま
す。そういうみなさんと出会えることがうれしくて、体
が動く限り、米を作り続けたいと思っています」
髙本さんの顔には、静かな誇りがあふれていた。
×

×

×

髙本彰一さんをぜひ取材したいと思ったのは、神戸市

農薬をやめた田んぼには、イトミミズが住み着き、ふん

で８月末に開かれた兵庫県主催の農業フォーラムで初め

を堆積させたトロトロ層が雑草の芽生えを抑えてくれる。

てお目にかかったときだった。がっしりした体格、つや

トンボ、カエル、クモなど、害虫の天敵となる生物も増え

やかに日焼けして、見るからに筋金入りの農民といった

た。有機農法の効果は着実にあがってきた。そして、待望

風貌。髙本さんはこれまでの就農体験を振り返って講演

のコウノトリも、餌を求めて飛来するようになった。「お

した後、司会者から「これだけは言っておきたいという

米の名前が看板倒れでなく、本物になりました。白い羽を

ことを」と促され、大意次のように結んだ。

広げた姿を見たとき、これまでの苦労が報われた気がしま
した」と髙本さんは振り返る。

「現在、日本の農業の主な担い手は、私らのような70
歳以上の高齢者です。あと10年経ったら、いったいどう

10月末、晴れ渡った空の下で、髙本さんが畑に実った丹

なるのでしょう。人が生きるために欠かすことのできな

波黒大豆を収穫していた。もちろんこれも、除草剤などを

い食と農を、日本ほど外国に頼りきっている先進国はほ

使わない有機栽培だ。来年に向けて間もなく、堆肥作りが

かにありません。価格優先の経済原理に委ねてこのまま

始まる。冬に入ると、岩津ネギを収穫する。おいしく安全

を続けるのか、根本的に立て直して自分で賄うのか。消

な米や農産物を作るには、秋も冬も休みはない。

費者である街のみなさんも、どうか一緒になって真剣に

「農業一本で生きるのだから、兼業農家に負けない暮ら
しがしたいと思ってがんばってきました。小さいときから
新しいものに挑戦したがる性格で、『初物食いの三日坊主

考えていただきたい」
飽食に浸りきった怠け者のわが身に、グサリと突き刺
さった言葉だった。
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員のみなさんからの寄稿

密林にクメールの宝石―東洋のモナリザ見聞記
公益社団法人 アジア協会アジア友の会（ＪＡＦＳ）常任理事

法花 敏郎

優美な笑みたたえた浮き彫り
カンボジアのアンコールワットから北東に車で約50
分。森の中の古い寺院に「東洋のモナリザ」と呼ばれる
女神像がある。インドシナを植民地にしていたフランス
初の文化相で作家のアンドレ・マルロー（1901－1976）
つるはし

は若き日、像のあまりの美しさに魅せられて鶴嘴で切り
出した。プノンペンまで運んだところを官吏に逮捕さ
れ、有罪判決を受けた。この事件をきっかけにクメール
王朝の遺跡復元が進み、アンコールの遺跡群は今や、外
国人観光客が押し寄せる人気スポットである。第24回ア
ジア国際ネットワークセミナーでアンコール王朝のかつ
ての首都・シェムリアップを訪れた際、幸運にもこの女
神に対面でき、至福のひと時を過ごすことができた。
７月23日早朝、小生と村上公彦・ＪＡＦＳ専務理事は
シェムリアップ州関係者の案内でアンコールパラダイス
ホテルを出発し、この寺院へ＝写真下。名は「バンテア
イ・スレイ（女の砦）」。クメール族がこの地を支配し
ぼ

始めた967年に王を補佐する高級官僚のバラモン僧が菩

だい

提 寺として建立した、と伝えられる。ヒンズー教の小
規模寺院だ。辺境にあるためアンコール王朝の没落か
はい きょ

ら500年近くも、密林の中で廃墟となって眠り続けた。
1914年にフランス軍の中尉が発見し、復元された。バラ
色の砂岩で刻まれているので、寺院は太陽の光を浴びる
と、紅に光り輝く。そのたおやかなたたずまいから「ク
メール美術の宝石」（ Jewel of Khmer Art）と呼ばれる。
敷地は東西115ｍ、南北95ｍのほぼ正方形。東正面か
ら入ると、参道の両側にリンガ（男根）の石柱が並んで
し どう

いる。中央の祠堂は高さ約10ｍ。壁面は精巧なレリーフ
（浮き彫り）で飾られている。その一つが「東洋のモナ
リザ」と呼ばれる女神・デヴァターだ＝同上。
祠堂は遺跡保護のためにロープが張られ、一般の観光
コースから東洋のモナリザは見えない。別の女神を「あ
だま

れがモナリザ」と説明するガイドに騙されるツーリスト
が多い。私たちは幸運にも、州関係者の案内で見ること
ができた。女神は人間の背丈よりは小ぶりで、バラ色の

マルローの小説『王道』（渡辺淳訳、講談社文芸文

砂岩を削って浮き彫りになっている。左手を豊満な乳房

庫）にこんな記述がある。彼の分身と思われる若き考古

の上に折り曲げ、右手は太もも近くまですらりと伸びて

学者クロード・バネックは、密林に埋もれていた王道の

いる。顔は少し右に傾げ、優美な笑みをたたえていた。

跡をたどって寺院を発見する。その際の同行者との会話

若きマルローが魅せられて…

である。王道とは寺院群を訪ねたクメールの王がたどっ

「君の目算ではいくらぐらいかね？」

た道のことだ。

「50万フランよりは上でしょう」

マルローは22歳の1923年、植民地省から調査員の資格

2014.11
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アイロニー

を得てこの地を訪れた。ガイドと３頭の馬、作業員のベ

史の皮肉だろう。それにしてもバンテアイ・スレイの祠

トナム人ら総勢20余人を率いて密林へ。わずか１週間で

堂の数あるレリーフから「東洋のモナリザ」を選んだマ

バンテアイ・スレイを発見した。女神を荷車でプノンペ

ルローの慧眼には驚かされる。

ンまで持ち帰り、サイゴンへと移送するところを官吏に

世界から年間200万人の観光客

けいがん

逮捕される。容疑は「歴史的建造物破壊および浮き彫り

カンボジアは53年に独立。親米のロン・ノル政権を倒

断片横領」。公判で彼は「遺跡を調べ、遺物を移動させ

し、大量虐殺などで170万人もの犠牲者を出した旧ポル

ただけ」と争った。一審が懲役３年、二審が執行猶予付

・ポト政権の崩壊（79年）、パリ和平協定による内戦終

の懲役１年。その後は「最高裁で無罪判決」という記述

結（91年）を経て、和平への道を歩んでいる。日本は旧

（小説『王道』の年譜）と「二審で確定」との２説があ

ポル・ポト政権の幹部を裁く特別法廷を支援し、大学の

り、はっきりしない。女神像は寺院に戻された。

研究者らがアンコール遺跡群の修復に関わっている。

サントリー学芸賞、渋沢・クローデル賞を受けた藤原

国連の世界文化遺産に指定されたクメール王朝の遺跡

貞朗・茨城大学准教授の著書『オリエンタリストの憂

群は今やこの国の重要な観光資源だ。年間200万人もの

鬱』（株式会社めこん発行）には、このマルロー事件の

観光客がヨーロッパやアジア各地から訪れる。日本人は

詳しい研究成果が報告されている。それによれば、バン

12万人。観光客がこの地に落とすお金はカンボジア国家

テアイ・スレイは当時、無名の小さな寺院だった。事件

の歳入の中で農業に次いで２番目の額になる、という。

を契機にしてバンテアイ・スレイの遺跡の調査は加速的

民間レベルの活動も活発だ。300に達するＮＧＯがこ

に進展。文化財保護法の整備も進んだ。他の遺跡でも本

の地に入り、復興支援を続けている。その一つ、我らが

格的調査が着手され、アンコール考古学はめざましい発

「クメールアジア友の会」（ＫＡＦＳ）は94年に「アジ

展を遂げた、という。

ア協会アジア友の会」のカンボジア現地提携ＮＧＯとし

ゆう

うつ

マルローは帰国後、この体験をもとに小説『王道』を

て設立され、農村開発の支援活動を続けている。東洋の

発表。バンテアイ・スレイは一躍有名になった。主人公

モナリザをはじめとするクメールの神々が、こうした官

のセリフにあるように、マルローは女神を持ち出してひ

民連携の支援・交流活動を見守っているのだろう。

と儲けしようとしたのに違いない。一攫千金の試みが潰

（事務局注：アジア協会アジア友の会の会報用に書かれ

えて小説になり、女神の存在を世界に知らしめたのは歴

た原稿を一部改稿し、掲載させていただきました）

秋風に百花繚乱
さわやかに薫るレビュー

ンもののミュージカルだ。

もう

いっかく

フリーアナウンサー

つい

坂口 智美

若手で構成された16名の団員を引っ張るトップは、ダ
ま あさ り

と

ンスに定評があり近年成長著しい男役スター・真麻里都
＝写真右。「私は７回目の武生公演になりますが、毎年
『おかえり、今年も楽しみにしてるよ！』と言ってくだ

たけふ菊人形と言えば、いまや日本二大菊人形の一

さる方々。35回の中で、まさか自分がこのような形でこ

つ。今年で63回目、福井県内外から毎年10万人以上の来

の舞台に立てるとは…。武生の皆さんに感謝の思いを込

場者を迎える。しかし、大阪人の私は正直なところ全く

めて、そしてますますＯＳＫを幅広く知っていただける

知らなかった。一昨年ＯＳＫレビューを
み

観に行くまでは…。会場は越前市武生中
央公園。初めて訪れて驚いた。そこに
は、菊人形と一万鉢以上の菊花が会場に
あふ

溢れ、子供たちが喜ぶイベントや遊具が
あり、懐かしい遊園地の光景があった。
ふくいく

かお

そして菊と共に馥郁と薫るもう一つの花
が、ＯＳＫ日本歌劇団のレビューだ。
ＯＳＫは主に大阪を拠点に公演をして
いるが、実は昭和55（1980）年以降途切
れることなく、たけふ菊人形でグランド
レビューを開催しており、各地のファン
も多数訪れる。35回目を迎える今年は
『 愛 の 翼 ～Alas Del Amor～』。 ス ペ イ
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ようがんばります」。

おりはらあり さ

が38日間休みなく開催される。しかも観劇料金は800円

娘役トップスターは、上品な美しさが際立つ折原有佐

と破格で何度でも観たくなる（会場への入場は別途必

＝同左。「近鉄時代から、そしてＯＳＫが解散になった

要）。撮影会やサイン会も行われ、親しみやすさとレ

時も引き続いて公演をさせてくださった大切な場所。皆

ビューの魅力で地元の人々にすっかり愛されている。名

様の優しさや応援に支えられて、毎年舞台ができていま

物越前そばや越前ガニ（まもなく解禁）等、食べ物の楽

す。皆様の笑顔と拍手が私たちの原動力です」。

しみもある。まだ訪ねたことがない方は是非一度、行楽

華麗な歌とダンス、芝居と内容は充実しており、もち

も兼ねて楽しんで頂きたい。

ろんＯＳＫ名物の高速ラインダンスも組み入れられてい

今 年 は11月 ９ 日 ま で。 詳 細 は、http://た け ふ 菊 人

る。１時間の公演はあっという間だ。700名以上が入場

形.com/ で。ＯＳＫのテーマソング「桜咲く国」がＢＧ

できる大劇場で１日２回、土日祝なら３回のステージ

ＭになっているＰＲ映像も楽しくて必見だ。

佐伯岸駒の『巌上孔雀図』と伊藤正人さん＝

京町家の座敷で
江戸絵画を堪能
伊藤正人さん宅でセミナー
９月号（No.164）の本欄に「住んでこその価値と魅力
―京町家を楽しむ」を投稿してくれた大阪市立大学名誉
教授・伊藤正人さん宅で10月18日、「京町家で江戸絵画
を楽しむ

座敷飾りの魅力再発見」というセミナーがあ

った。町家の再生・活用などを進める京都市景観・まち
づくりセンター（まちセン）の主催で、訪れた市民ら
に、伊藤さんがコレクションの絵を展示、解説した。

月

10

伊藤さん宅は、京都市南区の東寺の近くにある。1931

日、京都市南区

18

（昭和６）年築で、京町家の中では新しいが、約９ｍの
ひのき

広い間口、八寸角の檜 の大黒柱、土間のハシリ（炊事
場）の上には高さ約９ｍの火袋（吹き抜け空間）を備え
た堂々とした二階屋だ。鉄筋コンクリートの土台や地下
室など、近代技術も駆使されている。購入後、まちセン
の助成を受けて改修し、３年前から家族と住み始めた。
座敷飾りに用いられた絵画や美術品・工芸品も大好き
という伊藤さん。とりわけ、「町絵師」と呼ばれた江戸
時代の画家たちにひかれるという。

をはじめ、家の中を案内してくれた後、見学者らと意見
交換して次のように話した。

しつらい

「江戸絵画は、町家の室礼の一部でした。経済力をつ

がん く

この日公開されたのは、①佐伯岸駒（1756～1839）筆

けた町衆が、武家や公家よりは質素ですが、当時の人気

円山応挙の『孔雀図』（相国寺蔵）

町絵師の作品を、床の間に飾って楽しんだのです。とこ

がんじょうくじゃくず

『巌 上孔雀図』

とは対照的に、動的な迫力に満ちた大作

げん き

きょくよう

ざく ろ

②駒井源 琦

ゆうこく の つる

（1747～1797）筆『旭陽・石榴・幽谷之鶴図』

ろが、今はもっぱら美術館で見るものとなっています。

幽谷の

社寺や町家には多く残っているといわれますが、祇園祭

鶴は「どんな辺境にいても優れた人の名声は天に届く」

のようなときでも、目にすることはまれです。本来飾ら

という中国の故事に由来する画題。源琦は応挙の二哲

れるべき場所に戻して見てもらい、絵の真価と町家の良

（もう一人は長澤蘆雪）と評された高弟

さを、ぜひ再認識していただきたいと考えました」

こうしん ば

ら

じゅたいちょう

ばいきゅう

年不詳）筆『白梅・庚申薔薇・綬帯鳥図』

③梅丘（生没

なんびん

たんのう

作者は南蘋

見学者からは「堪能しました。障子を通して柔らかい

派の絵師。沈南蘋は中国清代の画家で、長崎に滞在して

自然の光が入り、隅々まで照らす美術館の人工照明の下

写実的で濃色な花鳥画を伝え、その弟子らが応挙、伊藤

とは、まったく別物に見えます」「機能一辺倒のマンシ

若冲らに大きな影響を与えた。（伊藤さんの説明から）

ョン暮らしでは、望むべくもありません。うらやましい

しん

じゃくちゅう

伊藤さんは、床の間に絵を飾り付けた一・二階の座敷

限りです」といった声があがっていた。

（雅）
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朝日カルチャーセンター
朝日カルチャーセンター中之島教室
☎ 06-6222-5222
土曜

Fax 06-6222-5221

〒530-0005

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）

南直哉×釈徹宗
へいそく

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）

生き抜く力

閉塞感が漂い、ありのままに生きる

ある」という２人の講師に、生きづら

ことがとても困難な時代。その要因

い世の中を生き抜くためにはどうすれ

は、社会環境や人間関係、対処法を見

ばよいのか、お話しいただきます。

いだせない心の中の葛藤などさまざま

◇とき

です。人生は「せつなくて、哀しくて、苦しくて、辛い

◇講師

かな

12月３日（水）13時半〜15時

もの」であり、生きていれば辛いことの方が多いと分

青森県恐山菩提寺院代 福井県霊泉寺住職

かっていても、心を捉われた問題に押しつぶされそうに

写真左

なります。どう折り合いを付け、どう乗り越え、生きる

浄土真宗本願寺派 如来寺住職

か。「苦しみとのつき合い方を教えるのが仏教の役割で

9

◇受講料

南 直哉＝

釈 徹宗＝同右

カルチャー会員 3,240円、一般 3,564円

作家・太田治子が語る陳舜臣の文学 ― 陳舜臣アジア文藝館オープン記念講座
『阿片戦争』『太平天国』など、中国を舞台にした歴

来、陳さんを敬愛してやまない作家の太田治子さん＝写
たど

史小説で知られる、神戸在住の作家・

真＝が、陳文学の足跡を辿り、魅力に迫ります。陳さん

陳舜臣さん。11月22日、旧神戸税関メ

が大好きなお菓子とお茶もご一緒にお楽しみください。

リケン波止場庁舎に、ゆかりの品々を

講座終了後は、館内を自由にご見学いただけます（入館

集めた「陳舜臣アジア文藝館」がオー

券は当日お渡しします）。

プンします。氏の名前を冠した施設が

◇とき

国内にできるのは初めてで、自宅や別

◇ところ

荘、早稲田大学などに散在していた史料数千点が展示さ

3-2）

れます。講座では、ＮＨＫ「日曜美術館」で共演して以

◇受講料

12月22日（月）13時半〜15時
陳舜臣アジア文藝館（神戸市中央区波止場町
カルチャー会員・一般とも 3,240円

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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あけ お

東大阪市・大阪商業大学商業史博物館で

「浪花慕情―菅楯彦とその世界」の仕掛け人 明尾 圭造さん

けいぞう

「最も大阪らしい画家」復権に情熱
すがたてひこ

「浪花慕情―菅楯彦とその
世界」展を10月15日から開い
ている大阪商業大学商業史博
物館の主席学芸員を務める。

あり
人

「楯彦は、私のライフワーク」と言う。

りにくいと言うのだ。どうする。没後50年の今年を逃
したら、チャンスはまた遠のいてしまう。
――よし、それなら、うちで開こう。規模では大ミ
ュージアムにとても及ばないかもしれないが、楯彦の
生涯を見通せる催しにしよう。

大阪をこよなく愛した日本画家、菅楯彦（1878～

学内を説得し、心当たりに片っ端から声をかけた。

1963）は、市井に暮らして自ら「町絵師」と称し、失

鳥取県立博物館、倉吉博物館をはじめ、大阪府立中之

われゆく浪花の歴史風俗を、生涯をかけて描いた。

島図書館、大阪府立中央図書館、大阪歴史博物館、関
いくくにたま

「はんなりとして情味あふれる作風は、多くの人々

西大学図書館、生國魂神社、大阪天満宮、四天王寺、

に『最も大阪らしい画家』と評されて愛されました。

住吉大社、花外楼、美々卯……楯彦ゆかりの品々を所

それが今、すっかり忘れ去られようとしています。無

蔵する施設、社寺、料亭が協力を申し出てくれた。

てんたん

か がいろう

み

み

う

欲恬淡を通した彼のような心向きこそ、本来の大阪ら

集まった作品・資料は計51点。住吉大社に伝わる重

しい奥ゆかしさなのに、わかる人が、めっきり少なく

要民俗文化財の御田植神事を描いた『住吉御田』、月

なりました。何とかしなければ、と考えました」

明かりの下を様々な人が行き交う夜店の風景を描いた

今春、楯彦の故郷である鳥取県立博物館で開かれた
「没後五十年

菅楯彦展―浪花の粋

『春宵宜行』、行商人の親子と裕福な商人の親子をほ

雅人のこころ

ほえましく描いた『浪花天神橋』、幕末の志士『梅田

―」を総合監修した。彼の下絵、画稿、蔵書など多く

雲浜像』、楯彦の妻で大阪を代表する名妓と評判をと

の資料を所蔵管理する倉吉博物館の調査研究を基盤と

った美記子＝富田屋八千代のブロマイド……。会期を

した、これまでにない規模と内容の回顧展だった。催

前・後半に分けて展示替えする。

しを終えて、思いはさらに強まった。

楯彦は本名・藤太郎。幼い頃、大阪に移った。病で

――この展覧会を大阪で、ぜひ開きたい。

倒れた日本面家の父に代わり、11歳のときから一家を

主なミュージアムにかけ合った。残念ながら、反応

支えた。特定の師につかず、四条派、狩野派、土佐

はかんばしくなかった。知名度が低くて観客動員が測

派、浮世絵を独学し、独特なスタイルを確立した。漢

2014.11
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イベント・出版等の情報

平成26年度企画展「浪花慕情―菅楯彦とその世界」
大阪商業大学商業史博物館さまから
◇とき

11月29日（土）まで。開館時間10~16時半。日

（ 〒577-8505 東 大 阪 市 御 厨 栄 町4-1-10
6139

Fax 06-6785-6237）

※近鉄奈良線河内小阪駅から北東へ徒歩約５分

祝日休館
◇ところ

☎ 06-6785-

◇入場無料
大阪商業大学商業史博物館・企画展示室

◇主催

大阪商業

大学商業史博物
館
◇共催

学、国学、有職故実も修め、「国を守る男子」という

かんさい

意味の楯彦と号した。1923（大正12）年に東京日本橋

・大学ミュージ

三越で個展。28（昭和３）年にパリ、30（同５）年に

アム連携実行委

ベルリンの日本美術展に出品。35（同10）年には代表

員会

作、明治神宮聖徳記念絵画館の壁画『皇后冊立』を制

◇協力

生國魂神

作。58（同33）年、日本面家としては初の日本芸術院

社、 大 阪 天 満

恩賜賞。62（同37）年、大阪市初の名誉市民となり、

宮、大阪府立中

翌63（同38）年、85歳で逝去した。

之島図書館、大

けんさん

「学問と研鑽に明け暮れた努力の人。確かな時代考

阪府立中央図書

証が、高い教養をうかがわせます。半面、酒席にも好

館、大阪歴史博

んで出かけ、求めに応じて気さくに描いたようです。

物館、花外楼、

『貧乏人が好きだす』と言ってはばからず、幼い頃に

関西大学図書館、倉吉博物館、四天王寺、住吉大社、

住んだ堀江の庶民風俗を愛し続けました」

鳥取県立博物館、美々卯

「奇をてらい、目を驚かせるものが新鮮だとする風
潮が昨今、横行していますが、楯彦の絵はその対極に

◇地域連携

小阪まちゼミの会

◆シンポジウム
「奇想の画家はもう飽きた ―浪花の町絵師

あります。小品が多いので目立ちにくいですが、見る

菅楯彦の世界―」

ほどに味わいと深みを増す、大阪が誇れる正統の至宝

文化庁支援事業で、企画展「浪花慕情―菅楯彦とその

と言っていいでしょう。彼が絵師として追い求めたも

世界」の一環として催します。

のを、ぜひこの展示から感じ取っていただきたい」

◇とき

今の美術界を見渡して、「ここ10年が勝負」とも明
尾さんは言う。

◇ところ

11月15日（土）13時半～15時半
大阪商業大学ユニバーシティホール蒼天

◇基調講演

「欧米のミュージアムがすさまじい勢いで、日本の
隠れた美術作品を買い漁っています。海外流出は、遠
い昔のことではないのです。手をこまぬいていると近

「菅楯彦

倉吉（鳥取）からみつめたこ

と」前田明範（元倉吉博物館館長）／「菅楯彦と大阪
画壇」熊田司（和歌山県立近代美術館館長）
◇パネルディスカッション

コーディネーター

中谷伸

い将来、楯彦をはじめとする関西の画家の展覧会も、

生（関西大学教授）△パネリスト

かつての浮世絵のように、外国を頼らないと開けない

／森隆男（関西大学教授）／明尾圭造（大阪商業大学

ということになりかねません」

商業史博物館主席学芸員）

「国内では、地方のミュージアムが厳しい財政下で
採算性を求められ、独自の企画を立てにくくなってい

前田明範／熊田司

◇参加無料。申込制
◇申込方法

11月10日（月）までに、電話、ファクス、

るように見えます。でも、身近に埋もれている優れた

Ｅメールのいずれかで、「菅楯彦展シンポジウム参加

芸術を発掘・研究することをやめてしまったら、ミュ

希望」の旨と、住所、氏名、連絡先（電話番号または

ージアムはただのハコ、学芸員はただの呼び屋になっ

Ｅメールアドレス）を明記し、大阪商業大学学術研究

てしまいます。自戒も込めて、私たちの存在理由が問

事務室（〒577-8505 東大阪市御厨栄町4-1-10

われていると感じています」

6785-6139

（黒沢 雅善）

Fax 06-6785-6237

daishodai.ac.jp）へ

☎ 06-

Ｅメール hiken@oucow.
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近松の名作「おさん茂兵衛」を
クラシックギターの調べで
作家

◇お申し込み・お問い合わせ先
0798-67-1719

筝三絃なかにし（☎

URL：http://www2r.biglobe.ne.jp/~syami/

inquiry.html）

金 真須美さんから

だいきょうじむかしごよみ

近松門左衛門の浄瑠璃『大経師昔暦』は新暦を一手販
売する京の大経師家の女房おさんと手代の茂兵衛の密通
事件を題材にした物語。文楽や歌舞伎の人気演目です。
このお話を新解釈で現代風に脚色した朗読劇をクラッシ
ックギターとともにお

第10回環境市民活動のための
助成金セミナー
NPO法人エコネット近畿理事

楽しみください（チラ

◇とき

シより）。リーガロイ

◇ところ

ヤルホテルのリーガク

仲津 英治さんから

11月15日（土）13～17時
桜井市立図書館 研修室２・３（奈良県桜井

市大字河西31）

ラブ朗読コンサートで

◇内容

す。

第１部 意見交換会／第２部 助成団体担当者に

よる制度説明／第3部 個別質問会

◇とき

◇対象

11月25日(火)

環境市民活動団体または環境市民活動に関心の

ある個人

13時半～15時（受付

◇参加費

13時～）
◇ところ

一般1,000円

会員 500円（資料代として）

リーガロイ

◇定員

50名（先着順）

ヤルホテル「ペリド

◇主催

NPO法人エコネット近畿、

ット」（ウエストウ

一般財団法人セブン-イレブン記念財団

イング２階）

◇共催

※京阪電車中之島線中之島（国際会議場前）駅直結。Ｊ
Ｒ大阪駅西側高架南寄りからホテル無料送迎バスあり
◇朗読

金真須美（作家）／茗荷英貴（劇団神戸所属）

◇クラシックギター

亀井貴幸（日本ギター協会正会

特定非営利活動法人奈良NPOセンター

◇お申し込み＆お問い合わせ先

11月7日（金）まで

にエコネット近畿事務局（☎ 06-6881-1133 Fax 066949-8288

Ｅメール yoyaku@econetkinki.org）。お申

し込みは、①所属団体・組織・企業名②氏名③電話番
号④住所⑤Ｅメールアドレス④助成団体にお聞きにな

員）
◇脚本

山路洋平（日本脚本家連盟員、日本放送作家協

会会員）
◇料金

りたいこと、を記入ください。
※詳細を下記ＵＲＬで案内しています。

一般 3,100円、リーガクラブ会員無料、会員同

http://www.econetkinki.org/blog140725152445.html

伴ビジター・講師紹介 2,100円（いずれもお１人様、
税込み）
◇お申し込み・お問い合わせ先

リーガロイヤルホテ

ルのリーガクラブ事務局（〒530-0005
之島5-3-68

☎ 06-6441-1727＝直通

（受付時間10～17時、日祝日休）

大阪市北区中

Fax 06-6448-0903
インターネット予

約 http://www.rihga.co.jp/osaka/culture）

エコネット・カフェ
「食」と「減災」の関係
NPO法人エコネット近畿理事
◇とき

モ

邦楽さろん「器物に託す心」
上方文化評論家
モ

福井 栄一さんから

ノ

器 物 にこだわった地歌３曲『縁の綱』『小簾の戸』
『袖香炉』の生演奏と、楽しい演目解説です。
◇とき

11月15日（土）14時～

◇概要・出演者

菊聖公一（歌・三絃）、中萩あす香

（筝）、福井栄一（演目解説）
◇木戸銭

2,000円

11月26日（水）14：30～16：30

◇ところ

ノ

仲津 英治さんから

エコネット近畿事務局（大阪市北区天神橋２

丁目北1-14
【お

天二ビル４Ｆ）

話】辻本

◇参加費
◇定員

晴美さん（環境カウンセラー）

200円（お茶・お菓子代）
15名程度

◇お申し込み＆お問い合わせ先

エコネット近畿事務

局（ ☎ 06-6881-1133 Fax 06-6949-8288

Ｅメール

yoyaku@econetkinki.org）
※詳細が決まり次第、下記ＵＲＬで案内します。
http://www.econetkinki.org/blog140922112539.html
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『シルクロードの現代日本人列伝』を出版
文化ジャーナリスト

白鳥 正夫さんから

なく、「平和
と国際交流の

「富岡製糸場と絹産業群」と同時期の６月、シルクロ

道」にすべき

ードの「天山回廊」も世界文化遺産に登録された。その

であろう。そ

ニュースの陰で、シルクロ

してシルクロ

ードを旅した玄奘三蔵の精

ードは、日本

神を汲み国際貢献に尽くす

文化の源流であることを銘記すべきだ。島国・日本とは

日本人がいることを知って

いえ、ユーラシア大陸と密接に繋がってきた歴史を理解

ほしい。後世に継承する文

し、一層の国際貢献が望まれる。人類共有の普遍的価値

化財保護や国際交流、地道

を持つ文化遺産であると同時に、人類悲願の国際平和の

な平和活動を実践している

象徴としての役割を担ってこそ、世界文化遺産シルクロ

４人が情熱を燃やした生き

ードの真の価値がある。

く

る こ と の「 真 の 意 味 」 と

三五館（☎ 03-3226-0035、Fax 03-3226-0170）。

は、を伝える。サブタイト

定価1,500円(税別) 。四六判240㌻＋カラーグラビア16

ルが「彼らはなぜ、文化財

㌻。「朝日関西スクエアで知った」と伝えれば、送料・

保護に懸けるのか？」。著

消費税分はサービス。

者自身の体験的シルクロードの旅にも触れる。
今後、シルクロードを単に観光開発の対象としてでは

写真上は同著から。トルファンにある７世紀に栄えた
高昌故城＝1999年、朝日新聞社チャーター機より空撮。

花を

訪ねて

大阪府吹田市・万博記念公園花の丘で

欠かせぬ秋の風物詩

コスモス
キク科

花言葉：調和、謙虚ほか

あきざくら

和名は秋桜。これでコスモスとも読ませる。もちろ
ん当て字だが、うまい呼び方だと思う。

態系を乱すので良くないという人もいるが、ここまで
人気者になると、もう後戻りは難しいだろう。

澄み渡った空の下で群れ咲くこの花に出会うと、し

万博記念公園のコスモスフェスタを訪ねた。センセ

みじみ「ああ、秋だなぁ」と感じる。この頃は、あち

ーションという代表的な品種の赤、白、ピンクの大輪

こちの休耕地や河川敷、公園などで、観光用に大がか

が､ 丘一面を埋めていた＝写真。猛暑に見舞われた夏

りに作られる。春のサクラと好一対の風物詩だ。もち

の名残りか、今年は花付きが一段と良いようだ。

ろん、俳句の秋の季語になっている。さだまさしが作

改良が進んで今は、黄色やオレンジの花もできてい

詞・作曲して山口百恵が歌った『秋桜』は、文化庁な

る。キバナコスモスは近縁の別種。属名 Cosmos は花

どが選定した「日本の歌 100 選」に入っている。

の姿からきており、英語の「宇宙」と同じく、秩序、

メキシコ原産の外来種。野放図に栽培するのは、生

美を意味するギリシア語 kosmos が起源だ。

（雅）
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つるぎ

「古事記―海と剣の大ロマン」

大古事記展
記念講演会

海に生まれ、農耕と出会った王権
奈良県立図書情報館館長・帝塚山大学特別客員教授

千田 稔さん

剣と鏡､二種の神器をシンボルに

「語り継ぐココロとコトバ

大古事記展」（奈良県、朝日新聞社主催）の開催を記念して、奈良県立図書情報
つるぎ

館館長・帝塚山大学特別客員教授の千田稔さんの講演会「古事記――海と剣の大ロマン」が10月８日、大阪市北
区中之島２丁目、朝日新聞大阪本社内のアサコムホールで開かれました。軽妙な語り口を交えながら、壮大でユ
ーモアあふれる『古事記』の世界を語り、約200人の参加者を日本の古代へと誘いました。
奈良県が「大古事記展」をされるので、今日はその応

舞台は淡路島です。ここが、今日のお話の、一つの山

援団のような形でまいりました。タイトルは「うみとつ

場であります。淡路島の南におのころ島というのができ

るぎ」と読んでいただいたらいいんですけれども、古代

上がります。天から降りてきた伊邪那岐と伊邪那美が塩

では刀も「つるぎ」と呼ぶ場合があります。ですから、

をぽたり、ぽたりと落としたら、おのころじま（自凝

いわゆる剣だけではなくて、刀も含めて「つるぎ」と呼

島）ですから、おのずと固まって島になったということ

んでいただきたいと思います。

です。

今日はみなさんに『古事記』から、日本の古代の国が

おのころ島は、今のところ、淡路島から少し離れた沼

どのようにでき上がったかという話をいたします。それ

島に想像的にあてることが多いです。ここには、天上か

に３分の２以上の時間をとって、剣は振り回すと危ない

ら降りてきた天の御柱に見立ててよさそうな岩の塊があ

ので、その話はちょっとだけにしておこうと思います。

って、これが上 立神岩とされています＝17ページの写

ということで、海の話から始めたいと思います。

真参照。
伊邪那岐と伊邪那美がこの柱の周りをぐるぐる回りま

国生みの舞台―聖なる淡路島
い

ざ

かみたちいわ

な

き

い

す。初めはお互いに反対側から回って、今度は別の方向

一番にお話をしなければならないのは、伊邪那岐と伊

に回るという話が『古事記』にも『日本書紀』にも書い

邪那美の神さまが国をおつくりになるという大変有名な

てあります。そして、伊邪那岐が先に「あなにやし、え

話です。男と女の物語から始まるというのは当然であっ

をとめを」と、嫁さんをほめるわけですね。「あんた、

て、何かが生まれるわけです。このお二人から島が生ま

なかなか、ええ女やないかね」。こんなこと、あまりお

れてくる、国生みの物語が始まります。

うちでおっしゃらないでしょう。後に伊邪那美が「あな

ざ

な

み
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にやし、えをとこを」と言います。「あなにやし」とい
うのは、「ほんとにまぁ」という意味。「ほんまにあん
た、ええ男やないか」と。
お

くりません。
ただし、宗教的な聖地はあるだろう。海洋民は命がけ
の航海をします。聖なる場所、手を合わせる場所が欲し

み あい

「かく言ひ竟ヘて御合して」と続きます。今でもお見
合いがありますが、この言葉から来ていると思います。
あわ じ

さ わけじま

い、それが淡路島であろうというのが、今日の話の一つ
のポイントであります。

あ ずみ

「御合して生める子は、淡道の穂の狭別島。次に伊豫の

淡路島を拠点としたのは安曇氏で、活動範囲の広かっ

二名島を生み」と、どんどん島ができてくるわけです。

た海洋民です。どんどん陸の中にも入っていきます。滋

八つの島ができたわけですが、ここで問題です。ま

賀県には安曇川という川が流れております。それだけで

ず、淡道の穂の狭別島というのが先にできるんですね。

なく、長野県には安曇野がありますね。ですから、どん

そして最後にできるのが、大倭豊秋津島、大和を中心と

どん陸の奥へ入っている。入れば入るほど、海洋民の文

する本州の一部です。何でやねんということです。国の

化は海岸べりや湖岸だけではなく、山の中にも入ってき

大本は本州です。『古事記』も大和でできた本です。大

ている。これは大変大事なことであると思います。

おおやまととよあきづしま

和王権の本家本元の島が最後にできる。最初にできるの

あ

ど

あ ずみ

『古事記』には、わざわざ船に乗って淡路島の水をと

が淡路島、その間に四
国とか隠岐とか、いろ

って、天皇に献上した

稔さん

という話が出てきま

いろ入ってくるわけで

千田

すが、なぜやというこ

せんだ・みのる

奈良県立図書

あったわけですね。淡

とです。今日は私の考

情報館館長、帝塚山大学特別客

路島が聖なる場所にな

えを少しだけ申し上げ

員教授、国際文化研究所センタ

っていく大きな根拠は

たいと思います。

ー 名 誉 教 授、 文 学 博 士。1942

水であったと思われま

『日本書紀』はいろ

年、奈良県生まれ。京都大学文

す。

んなことで『古事記』

学部史学科卒業、同大学院博士

『日本書紀』の反正

とは違うことを書いて

課程（地理学専攻）を経て、追

天皇紀を見ますと、淡

あるのですが、『日本

手門学院大学助教授、奈良女子

路島でお生まれになっ

書紀』には、淡路島が

大学教授などを歴任。94年、浜

たと書いてあります。

できたのはうれしくな

田青陵賞、2005年度日本地理学

そして、瑞井という井

いと書いてある。『古

会優秀賞。監修の『古事記』

戸の水をくんで太子の

事記』には何も書いて

（別冊太陽

日本のこころ194

体 を 洗 っ た。『 古 事

いない。この違いをど

＝平凡社）は12年度奈良県の古

記』の安寧天皇段を見

のように解釈するか。

事記出版大賞を受賞した

ますと、孫の和知都美

今日は思い切って、
神話に歴史的なものが投影されているのではないかとい
う神話学からいえば横道にそれた話をします。それで新
しい発見があれば、いいではないかと思います。

す。よほど貴重な水が

みず い

わ ち つ み の

みこと

命が淡路島の聖なる井
戸の宮にいたと。よほど、この水はいいんですね。
聖なる水、聖水伝承というものが淡路島にあったとい
うことです。これをめぐって海洋民たちが淡路島を一つ

『古事記』が神話の中で書きたかったのは、国がどん

の拠点に考えていたのではないか。瀬戸内海、あるいは

なふうに生まれてきたかということです。一方で『日本

日本海、太平洋を航海している海洋民たちにとっては、

書紀』は、わが日本国はどんな国であるかということを

この場所で大変貴重な水をくみ取って、あるいは口にし

書きたいわけです。「まあ、日本はこんなふうに生まれ

て、再び航海をするということは、穏やかな航行を保障

たんや」ということで、ロマンがあふれるという点で

するものであったかもしれないし、その水を船に積ん

は、『古事記』の神話は非常におもしろい。

で、料理をするときに使ったのかもしれません。淡路島

仮説的に言いますと『古事記』で淡路島が中心になっ

は水とともに聖なる場所として存在し続けたと思ってい

ているのは、何らかの地域的な組織があったのだろうと

いのではないかと思います。

考えるのです。海の民、海洋民による緩やかな連合組織

海幸彦・山幸彦が象徴すること

ができていて、その民が淡路島を聖なる場所として見て
いた。

次の物語も海の物語です。ご承知のとおり、天孫降臨
ににぎのみこと

つく し

海洋民たちの特質は、移動性あるいは漂泊性でありま

は、邇々芸命が「竺紫の日向の高千穂のくじふる嶺に天

す。ですから、領域を持って「ここからここまでが自分

降りまさしめき」とあります。竺紫ですから九州です。

の国や」という、国境線を引くような国家を海洋民はつ

「古事記」では、ここで、もう一つの海の物語へ急展
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たまよりひめのみこと

来たものです。そして、鵜葺草葺不合命が玉 依毘賣命
兵庫県南あわじ市・沼島近くにある上立神岩。天

上から降りてきた天の御柱に見立てられている

という女神と結婚して、生まれたとされているのが、
かむやまといわれひこのみこと

神倭伊波礼毘古命、神武天皇になるわけです。
そうなりますと、明らかにフィクション性が非常に高
いけれども、神武天皇伝承を考えたとき、海洋民にその
出自があるのではないか、神武天皇が海洋民出身である
可能性が漂うのではないか。ただし、海洋民であると同
時に、この血筋をたどってみますと、天空から降りてき
ている。天空から降りてきていることを垂直ではなく水
平移動ととらえてみたら、朝鮮半島からの農耕民族であ
る可能性がある。ですから、農耕民族と海洋民族という
ものが混血化した、そういう民族的な集団が日本の国を
つくった可能性がある。
つまり、神武東征伝承というのは、朝鮮半島農耕文化
と、江南という中国の長江の南の海洋文化があわさって
初期王権につながったと考えたらいいのではないか。一
つは天孫降臨、もう一つは、海の神さまの宮殿で生まれ

開します。やっと天空から降りてきたばかりです。もう

てくるというもの、そういうものがあわさって初期王権

少し山の物語をしてもよさそうですが、突然、海幸彦、

ができているということです。

山幸彦の物語に切り替わります。舞台でいえば、急に暗

悪いもの切り取るための道具

転するわけです。

かむ あ

た

つ

邇々芸命は薩摩半島の先端近くの阿多の地で神阿多都

これで海の物語が終わりまして、剣の話に移ります

比賣という女神と結婚します。そして、海幸彦、山幸彦

が、剣はざっとした話で終わらせていただきたいと思い

の話に転換します。

ます。今日の話は、なぜ神社のご神体として剣をお祀り

ひ

め

いそのかみ

弟の山幸彦は、兄の海幸彦が持っている釣り針が欲し

するのか。石上神宮についてお話しします。神宮という

くてしようがないんですね。「お兄ちゃん、釣り針を貸

と伊勢神宮もありますが、『日本書紀』で先に出てくる

してくれよ。すぐに返すから」と言うと、「おまえ、ち

のは、石上神宮です。
み たま

ゃんと返すんやな」と言って、貸してくれますが、山幸

御霊を祀るのが神宮です。神社は、神さまをお祀りす

彦は釣り針をなくしてしまいます。兄は怒って、許さな

るところです。伊勢神宮は天照大神の御霊をお祀りして

い。困り切って、泣きながら海岸で、どうしようかと思

います。では、石上神宮は誰の御霊であるかというと、

っているときに、助けの神に連れられて、海の底にある

これは剣です。ご承知のとおり、物部氏が石上神宮をお

海の神さまの宮殿へ行くわけです。この辺のモチーフ

守りした。石上神宮は武器の倉庫であり、物部氏はそれ

は、浦島太郎とよく似ています。このモチーフの源流は

を管理していたということです。

長江（揚子江）の中流にある洞庭湖あたりです。

しち し とう

石上神宮が所蔵する七支刀は、今回の大古事記展の目

泣き泣き、海の神さまの宮殿へ行って、やはり結婚の

玉です。本物が出てくるようです。ぜひ行かれたらいい

話です。結婚しないと物語が展開しません。山幸彦は豊

と思います。これは国宝で、めったに見られるものでは

玉 毘 売 という、きれいなお嬢さんと結婚します。そし

なく、たまに大きな展覧会があるときにお出ましになり

て、生まれてきた子どもが、鵜葺草葺不合命です。

ます。それ以外は、神宮の奥の奥にしまっていらっしゃ

とよ

たま ひ

め

うがやふきあえずのみこと

何でこんな、おかしな名前の神さまがお生まれになっ

います。ただ、七支刀はご神体ではありません。

たかというと、子どもを産むときに海岸べりに産屋とい

（写真を映して）ご神体はこちらです。神武天皇は宮

うのをつくって、そこでお産をする。それが、海洋民族

崎あたりから瀬戸内海を通って、東大阪あたりから大和

の風習でしょう。産屋の屋根は鵜の羽でつくりますが、

に入ろうとしたけれども、邪魔をされたので、熊野のほ

あまりにも早く子どもが生まれたので間に合わなかっ

うへ回ると、荒ぶる神がいた。神武天皇の軍勢の邪魔を

た、鵜の羽で葺くことができなかった（不合）神さま

したというので、熊野の高倉下なる豪族が、建御雷神が

と。おもしろいでしょう。こんな人間的な神さまが出て

天空から降ろした長い刀を神武天皇の軍勢に捧げ、熊野

くるというのが、『古事記』の楽しみです。

の荒ぶる神を切り倒したと『古事記』に書いてありま

ここで、また今日のテーマですが、鵜が魚を捕る、か
なり変わった漁法も、長江の河口部あたりから日本に

たかくら じ

たけみかづちのかみ

す。非常に有名な伝承です。

さ じ ふ つ の か み

次に、「この刀の名は、佐士布都神と云ひ、亦の名は
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ふつのみたま

甕布都神と云ひ、亦の名は布都御魂と云ふ。この刀は石
いま

上神宮に坐す」とあります。矛盾していますね。神武天
皇の物語を書いて、熊野でこの刀が天空から降りてきた
奈良県天理市の石上神宮に伝わる国宝「七支刀」（表）。大古事記展に実物が出品展示されている＝写真提供：奈良県

と書いているのに、「石上神宮に坐ます」と書いたらお
かしいのやないか。物語として一貫性を持たせたらよか
ったのにと思いますが、こういうふうに書いてしまっ
た。つまり、石上神宮にご神体として布都御魂の刀があ
った。この刀を使って、何かおもしろい物語をつくろう
ではないかというのが、『古事記』神話の創作性といい
ますか、操作性が見えるわけです。
明治時代に、布都御魂を発掘しようとした菅政友とい
う宮司さんがいました。石上神宮の禁足地、絶対に入っ
てはいけないところを掘ってみようと。たいしたもので
す。彼は研究者ですから、知りたかったのでしょう。
そ かんとう た

ち

事実、発掘されました。素環頭大刀という、柄頭に円
形あるいは楕円形の丸い輪をつけたもので、古墳時代前
期の刀です。ご神体だと思います。
くさなぎのつるぎ

熱田神宮のご神体も剣、草薙剣です。そこで問題です
が、なぜ神社に剣というものが御祭神として祀られるの
か。これは簡単といえば簡単です。剣も太刀も、悪いも
のを切り取る道具であるわけです。つまり、魔物からみ
ずからを守るために剣というものがある。人を殺すもの
ではないということです。
もちろん、『古事記』にも人を殺す剣はたくさん出て
きますが、神社で御祭神として祀られるのは、この神社
は非常に清浄なところである、魔物がいない場所なのだ
と言うためです。
それとセットになるのが鏡です。今日は鏡の話をしま
せんでしたが、鏡も『古事記』に出てきます。鏡も自分
の顔を見るものではなくて、魔物を退散させるというこ
とで、中国の道教教典には、身を守るために鏡を持って
山に登るのだとあります。
ですから、剣と鏡が一緒になったときに、これが二種
の神器になるわけです。我々、日本人は三種の神器と言
いますが、本来は二種です。剣と鏡。これが天皇霊の清
浄性のシンボルとして、代々、継がれていくわけです。
以上、剣のところは簡単にすぎたような感じがいたし
ますけれども、終わりたいと思います。ご清聴ありがと
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つるぎ

出演

剣

みゆき

幸さん

◇11月26日（水）14時〜
◇申し込み

み

お

はじめ

未央 一さん

トーク＆歌

ＡＢＣホール（大阪市福島区福島1-1-30）

参加希望者１人の名前、年齢、郵便番号、住所、電話番号を記入し、は

がき（〒530-8211

住所不要）か、Ｅメール（sq-sybox@asahi.com）で朝日新聞

朝日２１関西スクエア「ライブ☆タカラヅカ」係へ。無料。定員300人（抽選）

朝日新聞社

必 着

第３回 ライブ☆タカラヅカ
主催

応募締め切り
月６日
（木）

うございました。
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼「しみじみと秋を感じる料理」といえば、私にとって

を譲っても、礼も言わずに当たり前顔で通り過ぎます。

は、松茸の土瓶蒸しです。器からして、家ではそろわな

腹が立つので私は、断固譲らないことにしました。自転

いので、もっぱら料理屋さんで頂くわけです。今秋も近

車は車両なのですから、急ぐなら車道を走ればいいので

所のお店で出てきました。スダチをたらして熱々の汁を

す。家の近くの幹線道路に長い坂の歩道があり、最寄り

杯で飲むと、身体も心も暖まります。ふたを取って、中

駅に向かう自転車が猛スピードで走り下ります。怖いの

で湯気を立てている鱧や銀杏を箸でつまみます。

で、妻が管轄の土木事務所に１年がかりで掛け合い、減

はも

ぎんなん

この料理で一番感心するのは、具の香りや味わいが汁

速を促す警告標識を、歩道わきに約50ｍ間隔で10本立て

の中にしみ出ているところです。焼いた鯛やグジ（甘

てもらえました。今のところ、抑止効果が多少出ている

鯛）を食べたあと、残った骨や皮にお湯をかけ、そのス

ようですが、いつまで続くか。やがてスズメにばかにさ

ープを飲んだりしますが、あれも同じでしょう。魚のう

れる田んぼのかかしにならないかと心配です。（黒沢）

まさがしみ出していて、ほかにはない味がします。

▼最近よく大阪市立図書館を利用するのですが、絵本だ

年に１度か２度しか食べませんが、だからこそ、土瓶
蒸しが季節を感じさせる料理なのです。

けでも蔵書の豊富さに驚きます。話題のものや名作と言

（臼倉）

われる作品はもちろん、大阪が舞台のお話や大阪のはな

▼自転車のマナーは、いつからこんなに悪くなってしま

し言葉でかかれたものも書架に並んでいたり、戦争を題

ったのでしょう。走りスマホ、雨の日の傘さし、夜の無

材にした作品も自然に手に取るようになっていて、子供

灯火……。狭い歩道で傍若無人にベルを鳴らします。道

たちに伝えていくきっかけになっています。

（北野）

率直な助言や提言をいただいています。また、朝日

「朝日新聞 関西スクエア」とは

新聞の紙面づくりに役立てるため､ 随時、会員らを

「関西からのメッセージ集団」を目指し、朝日新

講師に招き、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

主催イベントの詳報、会員からの寄稿や関西スク

たゆるやかな会員組織です。「スクエア」とは、過

エアの活動報告、朝日新聞社からのお知らせなどを

去・現在・未来にかかわるさまざまな問題を自由な

載せた会報を毎月つくり、インターネット上のホー

立場から語り、論じ合う知の広場を意味します。関

ムページを通じて公開しています。

西にゆかりを持ち、学問、経済、文化、芸術、芸

また、2009年に「関西スクエア賞」を創設し、さ

能、スポーツ、市民運動などの多彩な分野で活躍さ

まざまな分野で活躍する若い才能を、毎年表彰して

れる方々500人以上に入会していただいており、よ

います。会員交流会も毎年開き、会員同士や朝日新

りよい社会づくりに向けて提言していただきます。

聞社員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

未来に向けて私たちは、どんな社会を目指せばい

ポジウムやフォーラム、講演会などを開きます。そ

いのか。そして関西の役割とは。そのグランドデザ

の成果は、朝日新聞の特集などの紙面でその都度、

インを、みなさんの知恵をお借りしながら描いてい

広く読者へ伝えています。

きたいと考えています。多くのみなさんがこの関西

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、

スクエアに集い、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。

＜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。12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11月20日（木）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】

