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花山天文台が誘う すてきな宇宙
京都大学花山天文台

青木 成一郎 博士と見る

市民愛好家らとともに歩んで85年
か ざん

京都市にある花山天文台は、関西で最も親しまれてき
た天体観測施設だろう。正式名は京都大学大学院理学研
究科附属天文台花山天文台。日本で２番目の大学天文台
として1929（昭和４）年に設立されて以来、現在も研究
員が常駐するだけでなく、天体観望会などの催しを熱心
に開いて市民天文愛好家に広
く門戸を開き、「アマチュア
天文学の聖地」と呼ばれてい
る。愛される理由を知りたく
て、秋の一日、同天文台の青
木成一郎博士に案内してもら
い、施設を見学した。
（黒沢 雅善）

パワー･スポットが集まる京都
京都市山科区の花山山（標高約220m）。はるかに街
並みが見渡せる天文台の周りは、紅葉が深まりつつあっ
た。通された新館の研究室で取材の冒頭、青木さんから
問いかけられた。
「『明月記』をご存じですか」
――読んだことはないけれど、そりゃあ、名前くらい
は知っている。王朝期の歌人、藤原定家の日記。でも、
天文学と何の関係があるのだろう？

かくせい

「明月記には、当時観測された客星（超新星）のこと
が３件記されています。それが20世紀になってから注目
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花山天文台。右奥が本館、中段左が別館、同右の小さな建物が歴史館、
手前が新館＝2014年５月６日、京都市山科区、朝日新聞社ヘリから空撮

花山天文台のあゆみ
（京都大学大学院理学研究科付属
天文台のホームページから抜粋）
1929年10月

花山天文台設立

1958年４月

生駒山太陽観測所とと

もに理学部附属天文台として官
制化
1961年

現在の太陽館と70cmシー

ロスタットが完成
飛騨天文台が設立され

1968年11月

60cm反射望遠鏡を花山天文台
より移設
1979年３月

新館完成

1994年３月

太陽フレア観測望遠鏡

格納庫仮設
1996年３月

デジタル専用回線導入

1999年３月

18cm屈 折 望 遠 鏡 に 太

陽Hα単色像デジタル撮影シス
テム完成
太陽館に３次元立体視

2007年５月
装置導入

太陽館の４次元シアタ

2007年10月

ー室改装完成
され、天文学の発展に大きく貢献しました。明月記の定

ーロスタット望遠鏡を使って太陽を観測する施設だ。

家自筆本が伝わる冷泉家は、現代の天文学にとって、忘

石井貴子研究員が太陽の位置に合わせて反射鏡の角度

れてならない大事な場所なんです」。私の戸惑いを機敏

を調節してくれ、光が凝縮されて館内へ導かれた。それ

に察し、青木さんがすかさずフォローしてくれた。

を分光器に通すと、照明を消して暗くした室内の壁いっ

「その冷泉家の前の今出川通を東へ行った先の京都大

ぱいに、巨大な分光スペクトルが浮かび上がった。太陽

学に、花山天文台の前身がありました。時計台の大時計

に存在する様々な元素の吸収スペクトルを詳しく解析で

は、そこの観測データで時刻合わせしたそうです」

きる。今は主に、学生の実習に使われている。後述する

逆に西へ行くと、今出川通の少し南に、安倍晴明ゆか

４次元シアター室も備えている。

りの晴明神社がある。さらに西の大将軍八神社は、陰陽

次は、別館へ。1910（明治43）年のハレー彗星観測

道の方位をつかさどる大将軍神を祭り、江戸時代の天文

のために京大が購入したザートリウス18cm 屈折望遠鏡

暦学者、渋川春海がつくった和製天球儀を保存する。晴

が、小ぶりなドームの中に収まっている。国内で現役最

明の子孫、土御門家の邸宅跡にある円光寺には、星の位

古の望遠鏡だが、現在も水素原子が出すHα線による太

置を測る渾天儀という装置の台石が、また、その近くの

陽観測を行い、最新の研究に活用されているという。

つち み かど

こんてん ぎ

ぼ だい

土御門家の菩提寺、梅林寺には、太陽がつくる影の長さ

「10月に巨大な黒点が現れたときは、刻々と変化する

を測る圭表という装置の台石が、それぞれ残っている。

様子を詳しく記録しました。写真に撮るだけでなく、望

「千年の都の京都にはこのように、天文学にゆかりの

遠鏡のガイド鏡を通して投影板に映した像を紙と鉛筆で

深い場所が多くあり、人々にとって、星々が昔から身近

トレースしてスケッチをつくります。微妙なところはや

な存在でした」と青木さん。花山天文台こそ、そうした

はり、人の目と手が一番の頼りです」。折から観測にあ

数々のパワー・スポットの正系の跡継ぎというわけだ。

たっていた職員の鴨部麻衣さんが説明してくれた。

100年前の望遠鏡､今なお現役

さらに、歴史館へ。旧名は子午線館。正しい時刻を測
るための子午線観測をする施設だった。当時とは別物だ

レクチャーを受けて早速、施設を見せてもらった。

が、今も子午儀が部屋の真ん中に、正確に南北を向いて

まず、一番南側にある太陽館へ。国内最大の70cmシ

設置されている。見学者向けに、古い観測装置や写真も

2014.12

3

別館にある現役で国内最古の18cm屈
折望遠鏡（右）。太陽に現れた巨大黒
点のスケッチを示して説明してくれる
鴨部麻衣さんと青木成一郎さん（上）
シーロスタット望遠鏡の向きを調整す
る石井貴子研究員ら（左）。分光器を
通して室内の壁いっぱいに、巨大な分
光スペクトルが浮かび上がった（下）

展示してある。平屋の建物は、大正〜昭和の洋式木造建
築として貴重なものだそうだ。
そして､ 敷地の一番北にある本館へ。階上へ登ると、
ドームの中央に、45cm屈折望遠鏡が鎮座していた。

「聖地」存続へ寄付を呼びかけ
花山天文台は開設以来、山本一清・初代台長が先頭に
立って施設を市民に公開し､ アマチュア天文家の育成を

「ロープを引っ張り、滑車の原理で金属のおもりを持

助けてきた。昭和初期に撮ったと思われる、望遠鏡を間

ち上げます。おもりが少しずつ落ちる力で望遠鏡を回

近で見上げる和服姿の女性や、本館ドームの前に列をな

し、天体を追尾する手動式です」。青木さんが解説し、

す見学者たちの写真が残っている。

実際に動かしてくれた＝表紙の写真。「初代」の30cm

この志を受け継いで2006年５月に設立されたのが「Ｎ

望遠鏡の跡を継いで69年に設置され、花山天文台の主力

ＰＯ法人 花山星空ネットワーク」だ。黒河宏企・京大

観測装置だった。現在は一線の観測から退き、一般向け

名誉教授や柴田一成・現京都大学天文台台長らが中心と

の天体観望会などに使われている。

なって呼びかけた。市民から会員を募り、天文台のスタ

最後は、再び太陽館へ。４次元シアター室で、３Ｄ眼
鏡で見る宇宙の動画映像を鑑賞させてもらった。

ッフらが協力して、惑星、月、太陽などの天体観望会や
施設見学会、講演会などを次々に開いている。

地球を、月を、太陽系の諸惑星を、立体的に、時間軸

「京都千年天文学街道」もその活動の一つ。「平安

も行き来して、伸縮自在にあらゆる角度から眺めること

京」「明月記」「京大花山天文台ハイキング」など、天

ができる。視点はさらに銀河系を飛び出し、138億光年

文学ゆかりのスポットを探訪するコースを設定し、ネッ

彼方の宇宙の地平線へ向かう。

トワークや天文台のスタッフらが天文博士や歴史ガイド

最新の知見を交えた青木さんの解説に聴き入り、時の

役になって巡るまちあるきツアーだ。

たつのをすっかり忘れた。子どもの頃に見たプラネタリ

さらに同ネットワークは、宇宙科学の研究成果をわか

ウムとは、けた違いの楽しさ、面白さだ。昼下がりから

りやすく市民と青少年に伝える場として、最新式の４次

始まった取材は予定時間を大きくオーバーし、やっと外

元宇宙プラネタリウムと宇宙観測学習館からなる「花山

へ出たとき、つるべ落としの秋の夕日はすっかり暮れき

宇宙科学館」を、京大に協力して天文台の敷地内につく

って、夜空に星が瞬き始めていた。

ろうという将来構想を描いている。
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月
日、京都市山科区

29

元慶寺の境内でガイドの梅本万視さん（右端）の説明を

聴くハイキングの参加者たち＝
11

ところが今、その前に暗雲がさしてきた。京大は、東

「暦をさかのぼって計算すると、帝が兼家の息子、道

アジア最大となる3.8m新技術光赤外線望遠鏡を、岡山

兼にそそのかされ、出家するために内裏をひそかに抜け

県浅口市に設置する計画だ。望遠鏡は今年度中に完成予

出した夜は、月齢22日の半月、月の出が23時頃でした。

定だが、ドームの建設資金がまだ調達できていない。

ちょうど、月が星団すばるを隠す『すばる食』が、18年

研究・観測の中心は現在、68年にできた岐阜県の飛騨

周期で巡ってきました。安倍晴明は、帝の一行が自分の

天文台に移っているが、同天文台の主力装置であるドー

屋敷の前に来たとき『帝が退位されることを示す天変が

ムレス太陽望遠鏡を維持するだけでも大変で、研究費配

あったが、すでに退位してしまった』と叫びました。彼

分の面からも、３つの天文台を維持するのは難しい。

は天文博士ですから、すばる食が起きることを元々知っ

先端研究の役割を終えた花山天文台を閉鎖するか。市

ていたはずです。本来は帝へ知らせるはずが、知らせず

民と研究者が交流する社会学習の場として活用できる道

に藤原氏と何か取引したらしいことが、晴明の後の出世

はあるのか。「聖地」は大きな岐路に立たされている。

ぶりからうかがえます」

そこで京大は今年３月、３天文台体制を実現・維持す

なるほど。単なる博物館や記念館では、こんな「生き

るために寄付を募る「天文台基金」を創設した。法人、

た」面白い歴史は教えてくれそうにない。やっぱり花山

個人とも1,000円から受け付け、5,000円以上の寄付者向

天文台は存続してもらわねば、と改めて思った。

けに観望会を随時開催している。年間1,000万円程度集
まれば、花山天文台に職員を常駐させ、研究を続けられ

×

×

×

花山天文台は2013年１月、京都市の「京都の財産とし

るという＝５ページに基金の問い合わせ先。

て残したい『京都を彩る建物や庭園』」に選定され、さ

生きた歴史学べる天文学街道

らに今年、その中でも特に価値が高いとされる「認定」
を受けた。

11月29日、「京都千年天文学街道」のハイキングに同

のみならず、意外な人たちから愛されているようだ。

行させてもらい、花山天文台を再び訪ねた。途中、ふも

シンガーソングライターの故河島英五さんは、1977年

との山科の街中で、地名とゆかりの深い花山天皇（在位

リリースのＬＰアルバム『信望』のジャケット写真を、

984〜986）が退位して出家した元慶寺へ立ち寄った。

歴史館の前で撮影した。

がんけい じ

みかど

帝は、このときまだ19歳。当時権勢を誇った藤原兼家

小西真奈美さんと市原隼人さん主演、富樫森監督の映

が外孫の懐仁親王（後の一条天皇）を即位させるために

画『天使の卵』のハイライト・シーンのロケが2005年11

画策した陰謀にはめられた。「これを天文学の視点から

月、太陽館の屋上で夜通し行われた。

やすひと

見ると、次のようにも想像できます」。本業は管理栄養

音楽家の喜多郎さんは、「京都を彩る建物や庭園」に

士の歴史ガイド、梅本万視さんと、天文博士役の青木さ

選ばれたことを記念する特別公開ウィークの無料コンサ

んが、タブレットに仕込んだ豊富なデータを駆使して、

ートを13年９月、本館ドーム前広場で開いた。

ま

み

参加者たちに解説してくれた。

いずれも、青木さんから教えてもらった話である。

一般公開に訪れ、18cm屈折望遠鏡をのぞ
いて太陽を観察する親子＝2006年９月30日

日食を観測する研究者ら。右端が山本一清・初代台長＝１９３５年１月

朝日新聞が撮った
花山天文台

日

19

「金星の太陽面通過」観望会。投影板に映る太
陽と金星を見る参加者たち＝2012年６月６日
花山天文台

〒 607-8471 京都市山科区北花山大峰町

☎ 075-581-1235

Fax 075-593-9617

☎ 075-581-1461

Fax 075-593-9617

URL：http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/
NPO法人 花山星空ネットワーク 〒 607-8471 京都市山科区北花山大峰町

Ｅメール hosizora@kwasan.kyoto-u.ac.jp URL：http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/hosizora/
京大天文台寄金

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 京都大学理学研究科４号館（宇宙物理学教室）４階

（天文台分室=問い合わせ先）

☎ 075-753-3893 Fax 075-753-4280

メール tenmondai-kikin@kwasan.kyoto-u.ac.jp

URL：http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/kikin/
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論じて
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マチカネワニ・サミット
2014
マチカネワニの化石が大阪府豊中市の大阪大学構内で
発見されて今年で50周年になるのを記念したシンポジウ

降水量、気温などの古気候や海水準などの環境の変化を
知ることにもできる」

たか な

ム「マチカネワニ・サミット2014」（大阪大学主催、同

日米を拠点に活動するピアニスト・作曲家、宮本貴奈

大学総合学術博物館企画、朝日新聞社など後援）が11月

さんは、記念ソング『マチカネワニブギ』を発表した。

16日、豊中市立アクア文化ホールで開かれた。国内外の

「しっぽ おしり あし うで あたま おくち ガブリ～!!

研究者による最新知見の講演あり、歌とダンスありで、
専門家にも一般参加者にも楽しい一日となった。
基調講演者は、米国アイオワ大学のクリストファー・
ブロシュー准教授。ワニ研究の第一人者で、肉食恐竜テ

／おいらはマチカネワニさ／永い眠りから覚めた」
市内てしま幼稚園の園児30人余りと豊中市のキャラク
ター、マチカネくんがステージに登場し、宮本さんのピ
アノ演奏に合わせて歌とダンスを披露した＝同下。

ィラノザウルス・レックスの発掘調査も手がけた。「今

日本の研究者も、次々に登壇した。

は恐竜よりもワニが好きです。本当に生きているシーン

早稲田大学大学院の武川愛さんは、戦前に台湾で発見

が見られるのはワニだからです」と前置きし、日本のワ

されていた、マチカネワニと同種と考えられる化石を紹

ニ・恐竜研究者である小林快次・北海道大学准教授の通

介。島根県・隠岐諸島で見つかった巨大ワニについて河

訳で、多数の映像を交えて講演した＝写真上。

野重範・栃木県立博物館研究員が、大阪府岸和田市で見

「ワニは恐竜時代の終わりに現れた比較的新しい動物

つかったキシワダワニについて北海道大学大学院の飯島

だが、わかっていないことが多い。その中で、マチカネ

正也さんがそれぞれ報告し、マチカネワニ研究にも関わ

ワニが属するトミストマ亜科は、重要なグループだ。

った小林准教授が「鳥に一番近い現生動物がワニ。ワニ

5500～5000年前にヨーロッパで生まれた可能性が高いと

を調べることで、恐竜が鳥に変化する過程が見えてく

されているが、いつ、どういう経路で日本まで来たのか

る」などとワニ研究の重要性を語った。

／どこかで海を渡らなければならないはずで、海水に耐

さらに、林昭次・大阪市立自然史博物館学芸員は、骨

える力があったのではないか／長い鼻がどのようにして

の内部組織からマチカネワニの性別、年齢がわかったこ

形成されたのか――と学術的な興味が尽きない」

とを紹介。小原正顕・和歌山県立自然博物館主査学芸員

「マチカネワニのような全身骨格化石が持つ情報は非

は、マチカネワニとともに見つかった貝の種類から、当

常に多い。現生ワニのＤＮＡを比較する研究などと補完

時の出土地はワンドのような淡水域だったと述べた。

し合い、進化の系統樹をたどる大きな手がかりになる。

※10月号（No.165）でマチカネワニを特集しました。
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『木琴デイズ』ダブル受賞

吉田秀和賞、サントリー学芸賞

のほど、第24回吉田秀和賞と、第36回サントリー学芸賞
の社会・風俗部門に選ばれた。
吉田秀和賞は、吉田氏が館長を務めた水戸芸術館の開
設を記念して1990年に設立。音楽、演劇、美術などで優
れた評論をした人に贈られる。サントリー学芸賞は、政
門あり、広く社会と文化を考える独創的で優れた研究・

よし こ

治・経済、芸術・文学、社会・風俗、思想・歴史の４部

水戸芸術館での吉田秀和賞授賞式

平岡養一 ｢天衣無縫の音楽人生」』（講談社）がこ

で、右から館長の指揮者・小澤征

11

月２日、田村邦男さん撮影

ズ

爾、平岡養一の次女・清水良子、

つうざきむつ み

バ・木琴奏者、文筆家、通崎睦美さんの著書『木琴デイ

通崎睦美、指揮者・井上道義の各

氏＝

今年の第６回朝日21関西スクエア賞を受賞したマリン

評論をした人に贈られる。『木琴デイズ』は、戦前に米
国で活躍した世界的木琴奏者、平岡養一（1907～81）の

した。新たに勉強したことを多くの人にわかりやすく伝

伝記。関西スクエア賞の選考でも、音楽にとどまらない

え、読んで得したと思ってもらえる本にしたくて、てい

広い知識と的確な資料考証などが、高く評価された。

ねいに書いたつもりです。ですから、異なる２部門から

ダブル受賞を通崎さんは「最初は木琴という楽器を知

評価していただけたことが、とてもうれしい」と喜ぶ。

ってもらうために軽いタッチの読み物を考えていたので

通崎さんが平岡の愛器を弾くコンサート「今、蘇る！

すが、資料を集めて調べると次々に発見があり、平岡さ

木琴デイズ」を２回、京都で開いた。立ち見が出るほど

んの人生を丸ごと描かなきゃという状況に追い込まれま

の盛況で、来年５月28日に第３回を開く予定だ。

よみがえ

花を

訪ねて

京都府宇治市・巨椋神社で

冬枯れの森に青々と

ヤドリギ
ビャクダン科

花言葉：困難に打ち勝つほか

宿り木ならまだしも、寄生木とも書く。身もふたも

ろうか。縁起が良い植物とされるようだ。

ない字をあてたものだ。確かに、他の木の幹にちゃっ

晩秋の一日、同じ杉本さんの『みちの辺の花』（94

かり根を食い込ませて養分を吸い取る。当然、駆除さ

年、講談社）に出てくる宇治の巨椋神社を訪ねた。境

れるから、手入れされた森ではあまり見かけない。

内裏手にそびえるムクの大樹に、本の記述どおり、ヤ

お ぐら

フランス文学者、杉本秀太郎さんの随筆集『続・洛

ドリギがびっしりと張り付いていた。つくばね形に開

中生息』（1979年、みすず書房）に、冬枯れのブロー

いた葉の付け根のところどころに、まだ銀色に熟れ切

ニュの森に青々と茂るヤドリギを思い出しながら、姪

っていないかわいい実が付いているのが見えた。

めい

こっとう

がパリの骨董屋で買ってきたアール・ヌーボーの宿り

一帯は、京都の南に広がっていた巨椋池のほとり。

木形ブローチを愛でる文章が載っている。国が変われ

今はすっかり住宅地だが、かつては深い森だった出自

ば評価も変わる。たくましい生命力が称揚されるのだ

を、そっと主張しているのかもしれない。

め

（雅）

中之島まるごとフェスティバル2014「震災復興を願う報道写真展」から
来年2015年は、1995年１月17日に阪神・淡路大震災が起きてから20年、2011年３月11日に東日本大震災が起きてか
ら４年を迎える。「震災復興を願う報道写真展」が10月28日から11月７日まで大阪市北区、中之島フェスティバルタ
ワー13階の朝日新聞社ロビーで、「中之島まるごとフェスティバル2014」の関連企画として開かれ、これまで同新聞
に掲載された写真と記事約60点がパネル展示された。会場へ来られなかった本会報の読者にもぜひ届けたくて、展示
の一部を誌上に再現した。

（協力：朝日新聞ブランド推進本部ＣＳＲ推進部、大阪本社代表室アサコムホール）

1995/1/17
阪神・淡路大震災

忘れるものか

倒壊

路面が波打って倒れた阪神高速道
路＝95年１月17日、神戸市東灘区

供花
年１月

立ち上る煙

日、神戸市長田区

19

地震発生から12時間以上
たっても燃え続ける神戸

市長田区の市街地＝1995年１月17日

▼12ページにつづく

焼け跡に花を供え、亡くなった人の冥福

を祈る＝
95

津波襲来
日午後３時
分

15

秒、宮城県南三陸町、高橋勲さん提供

31

２つの大震災

生きて！

いつもの街並みが、津波が到達してから１分ほどで押し流された＝２０

１１年３月
11

2011/3/11
東日本大震災

がれきと化した集落から消防隊員らに救出さ
ゆりあげ

れる住民＝11年３月12日、宮城県名取市閖上
▼13ページにつづく

配給食

避難所の炊き出しで、配給
のパンをもらって涙を流す

女性＝11年３月16日、岩手県釜石市

祈り込め

年５

野島断層は保存館となり、多くの
人が訪れるようになった＝

17

月６日、兵庫県北淡町

神戸の街に震災の犠牲
日

者を追悼する２つの数
月

１

１・ と３・

字が浮かび上がった＝ 年

12

米大リーグ、マリナーズ（当時）

日

11

のイチロー選手が神戸市西区のオ
年１月

17

17

98

リックス球団合宿所を訪れ、犠牲
者の冥福を祈った＝

02

児童６人が犠牲になった兵庫県芦屋市立

日

精道小学校の追悼集会で、紙でつくった

年１月

17

小さな手

花を手向け、手を合わせる子どもたち＝

06

津波被害を受けた宮城県名産の養
殖カキが解禁された。県内初の仮

「ガレッキ」

津波の記憶が染みついた被災地のがれき

年４月

日

を集めて打楽器をつくる宮城県名取市・

閖上小学校の子どもたち＝

26

津波で壊滅的な被害を受けた福

日

待望

日、宮城県南三陸町

12

島県浪江町で、防護服を着た警
年４月

察官らが行方不明者の捜索にあ
たった＝

景勝地・高田松原で津波に耐え
て残った「奇跡の一本松」。中
秋の名月がいたわるように照ら
す。衰弱のため枯れたが、特殊
11

日、岩手県陸前高田市

月

15

25

加工されてモニュメントに＝
年９月

年

設処理場が完成し、殻むき作業をする人
たち＝

10

誓う復興

12

11

12

12
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イベント・出版等の情報

「犠牲」をもたらす「国策」
原爆･原発から改めて検証
山口 研一郎さんから

現代医療を考える会・代表
このたび、『国策と犠牲

ッコウのように美しい歌声の少年ナムジルと、恋人ソロ
ンゴの愛の物語を単行本絵本として発表いたします。私
はこの絵本を、司馬遼太郎先生のモンゴル案内人である
故ツェベックマさん（没後10周年）に感謝を持って捧げ
ます。ぜひお申し込みください。

原爆・原発そして現代医療

『フフーナムジル』。文＝もり・けん、絵＝いとう

のゆくえ』を出版しました。福島第一原発爆発事故の後

ゆりこ、Ａ４判上製本、40㌻、2,500円＋税、発行所＝

に開催した第24・25回「現代医療を考える会」の集大成

Ｈ・Ｕ・Ｎ企画（〒530-0037 大阪市北区松ケ枝町6-12

ともいうべき書です。題名の通り、戦中・戦後を通じ

西栄ビル２Ｆ

て、「国策」がいかに多く

メール

の国内外の人々に「犠牲」

hunhun.jp/）、印刷＝大日本印刷株式会社。

☎ 06-6352-8005

Fax 06-6353-1393

Ｅ

hunhun@cardandmedia.co.jp URL：http://www.

をもたらしたか、そしてそ

12月初旬発売（発送は12月中旬あたり）の予定です。

の事実がことごとく葬られ

本の収益金は、モンゴルの孤児院やその他で困ってい
る子どもたちのために使われます。

る実態を明らかにしていま
す。
2011年３月11日の東日本
大震災で起きた福島第一原
についても、例外ではあり
ません。本書では、「ヒロ
シマ・ナガサキ」を見直す
中から「フクシマ」を改めて検証する必要性を強調して
います。
社会評論社刊。四六判、370㌻、2,600円＋税。
また、2015年1月31日（土）13時半から高槻現代劇場
（大阪府高槻市野見町2-33）で、小林圭二さん（京大原
ぬでしま

子炉実験所元講師）、橳島次郎さん（東京財団研究員）

おじさん・旅人…

発事故後の被曝による被害

100人以上からの贈り物です

らをお呼びして、「原爆・原発・生命科学」に関する講
演会を開催します。本書のご購読と共に会へのご参加を
お願いします。
お問い合わせは、やまぐちクリニック（☎ 072-690-

詩人・ココルーム代表

上田 假奈代さんから

大阪市西成区の釜ヶ崎で2011年から13年の３年間に取
り組んだ詩のワークショップで生まれた詩を集めた詩集

5265）へ。

です。
ＮＰＯ法人こえとことばとこころの部屋（ココルー

モンゴル国に伝わる
馬頭琴のいわれを絵本に
童話作家、ハーモニカ奏者

もり・けんさんから

小学校の教科書にも載っている馬頭琴の由来にまつわ
る民話『スーホの白い馬』は、モンゴル国の人は誰も知

ム）が主催する「まちでつながる」「釜ヶ崎芸術大学」
には、地域内外のおじさんたち、旅人、若者、通りすが
りの人たちが参加しました。さまざまな人たちがまじり
あい、お互いの話に耳を傾け、ことばをそっと包み、詩
をつくり、声にした時間。100名以上の人が参加し、贈
り物のような詩が生まれました。こころのたねをそっと
受けとり、芽吹く春をまっています。

りません。あのお話はモンゴル国ではなく、内モンゴル

ココルーム文庫刊。Ｂ５判、200㌻、1,200円＋税。

自治区（中国）のお話なのです。

お 問 い 合 わ せ は、 コ コ ル ー ム（ 〒557-0001 大 阪 市

私は、20年に43回モンゴルを訪れ、モンゴル国に伝わ
る、馬頭琴のいわれ話を絵本にすることにしました。カ

西 成 区 山 王1-15-11

☎ ＆ Fax 06-6636-1612

Ｅメール

info@cocoroom.org URL：http://www.cocoroom.org）へ。

13

2014.12

X’mas Charity Concert
インド農村に生きる
子どもたちの未来のために

◇料金

前売 2,000円、当日 2,500円

◇申し込み・問い合わせ先
ア友の会
堀1-2-14

アジア協会アジア友の会常任理事 法花 敏郎さんから

（公社）アジア協会アジ

担当・青木（〒550-0002
肥後橋官報ビル５Ｆ

☎ 06-6444-0587

大阪市西区江戸

URL：http://jafs.or.jp

Ｅメール asia@jafs.or.jp）

公益社団法人 アジア協会アジア友の会（ＪＡＦＳ）

アジア協会アジア友の会の設立35周年を記念して開く

は、1979年からアジアの途上国で「安心して飲める水」

チャリティー・コンサートです。1996年にインド・カル

や学校を贈るなどの活動をし、環境保全支援の一環とし

ナータカ州ビジャプー

て途上国で植林などを行うとともに、国際グリーンスカ

ルの農村地域に、貧困

ウト活動を推進し、環境教育などを通してアジアの農村

の子ども達が教育を受

の貧困を解決し自立を支援しています。

けられる学校として、
日印友好学園コスモニ
ケタンを設立しまし

クリスマスイブイブ
ジャズパーティー

た。学校に通うことが
でき、夢が実現できる
よう、子ども達と学校

ＮＰＯ法人

の運営を支えていくこ
とが必要です。収益金

◇とき

は、子ども達の教育に

スコットランドの新星ダニエル・レイニー。英国で高い
評価を得ており、初来日です。共演は日本の管弦楽グル
ープ、サウンド・オブ・ピースにご協力いただきます。
大阪南港サンセットホール

14

※ニュートラ

ム南港ポートタウン線トレードセンター前駅直結

第二部

20時〜（入れ替え制）

ラグタイム大阪（大阪市中央区心斎橋筋 2-6-

アクロスビル４Ｆ

◇出演者

☎ 06-6214-5306）

大 塚 善 章（ｐ）、宮 本 直 介（ｂ）、田 中 ヒ ロ シ

（d s）、麻生優佳（vo）、宇根崎緑（vo）、木田折子（vo）、ジャ
ネット・井上（vo）
◇料金

12月6日（土）開場14時半、開演15時

◇ところ

17時〜

◇ところ

けんさん

バイオリン奏者は英国王立音楽院大学院で研鑽を積む

◇とき

12月23日（火・祝）

第一部

役立てられます。

関西ジャズ協会さまから

第一部、第二部とも前売 2,500円

当日3,000円

◇ご予約・お問い合わせ先 ＮＰＯ法人 関西ジャズ協会
（☎ 06-6442-0370）

朝日カルチャーセンター

中之島教室 公開講座

国産ウィスキーの軌跡―竹鶴政孝とリタが紡いだ物語
った日本のウィスキーの父・竹鶴政孝。スコットランド
への留学、寿屋（現サントリー）の鳥居新治郎との協力
と別れ、北海道余市での再出発…国産ウィスキー誕生ま
での道のりを中心に、リタ夫人とのエピソードをお話し
します。波乱に飛んだ政孝の人生を支え、どんな苦境も
乗り越えていくリタ夫人の内助の功にも焦点を当てま
す。94年前、文化を超えて強く結ばれた「マッサンとリ
タ」の生きざまに加え、ウィスキーの製造法、おいしい

◇とき

2015年１月30日（金）13時半～15時

飲み方や種類なども紹介します。

◇講師

ニッカウヰスキーアンバサダー

（協力：アサヒビール株式会社）
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

◇受講料

カルチャー会員・一般とも2,160円

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）

簑輪 陽一郎

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）

ニッカウヰスキー創業者

竹鶴政孝と妻リタ

ＮＨＫ朝の連続テレビ小説『マッサン』のモデルにな

14
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スロー・プリント、真心を込めて
宝蔵院の鉄眼版一切経版木
この欄は原則として、朝日新聞に
載った記事を後追いしないことにし
ている。しかし、今回は例外。
京都府宇治市の宝蔵院で、秋の非
公開文化財特別公開の期間中、国重
てつげんばんいっさいきょう

要文化財「鉄眼版一切経版木」を使
って実際に刷るところを見せてくれ
る、との記事を10月31日付朝刊で読
んだ。活版印刷のルーツ。というこ
とは、新聞のご先祖でもある。逃す
手はない。早速取材に出かけた。
一切経（大蔵経）とは、インドで
できた仏教経典の漢訳集大成。鉄眼
おうばく

どうこう

版は黄檗宗の禅僧、鉄眼道光（1630
いんげん

～1682）が宗祖・隠元から授かった
明朝版をもとに、開版を志した。３
度の全国行脚をして資金を募り、13
年をかけて1678年に完成させた。
量にまず圧倒される。鉄筋の収蔵
庫の２、３階を埋める棚の天井まで
版木が重なっている。縦26㎝、幅82
㎝、厚さ1.8㎝の山桜材の両面に20
字×20行４枚分1,600字が彫られて
いる。6,956巻、約６万枚が伝わる。
仮に１文字10分で彫るとする。版
木１枚で16,000分。１人が１日500
分＝８時間強働いて32日かかる。
６万枚彫るには192万日。13年で完
成させるには、毎日400人以上を動
員した計算になる。気が遠くなりそ
うな作業、すごい信仰だ。
さらに驚くのは、版木が330余年
後の今も、立派な「現役」であるこ

黄檗山宝蔵院

〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄三番割34-4

☎ 0774-31-8026

URL：http://www.tetsugen-zakura.com/

とだ。これで刷ったお経は、京都の

あげると目詰まりがとれ、墨がなじ

貝葉書院から出版されている。

んで、刷り師の思いにこたえてくれ

私は「デジタルデータ化すれば、

ます」「１日に刷れるのは200～300

もっと速く簡単に印刷できるでしょ

枚でしょうか。きょうは、ちょっと

うに」と口から出かけた言葉を、あ

机上に寝かせた版木の汚れを拭っ

少ないかなぁ。でも、見学の方がい

わてて飲み込んだ。そんな効率しか

て入念に墨を塗る。黄色い厚手の和

らして、たくさん質問してくださる

考えない姑息な経済原理なんかどう

紙を、四隅の見当を合わせて載せ

ので、とても楽しいです」

でもいい。真心を込めたスロー・プ

はいよう

刷り師の矢野俊行さん（64）が、
収蔵庫の奥で働いていた。

ば れん

る。上から馬簾でしっかりこする。

やがて静かに版面を離れた紙の表

「版木は生きてるんです。使って

に、大般若経の経文の墨文字が、く

っきりと映えていた＝写真右下。

こ そく

リントの中にこそ仏は宿る、と感じ
た瞬間だった。

（黒沢 雅善）
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼早くも師走です。我が家では、ここ数年、年越しそば

ターで、我らがヒーローだった。耐えに耐えた彼がつい

を近所の蕎麦屋さんに頼むことにしています。といって

に殴り込みをかける『昭和残俠伝』の道行きの場で、客

も、ざるそばや暖かいそばを届けてもらうのではなく、

たちは『唐獅子牡丹』を合唱した。「てめえのような悪

そばを打っておいてもらうだけです。大晦日の昼ごろ取

党は死んで貰うぜ」のキメぜりふに「異議なし！」を連

りに行き、夜、家で茹でて食べます。

呼した。私は「あんな風に生きたいなぁ」と友と語り合

そ

ば

ゆ

みそか

もら

蕎麦屋さんの方でも、大晦日は店を開けず、持ち帰り

った｡ スターと貧乏学生と境遇は違っても、同じ時代の

客のためだけに、そばを用意してくれています。前の晩

空気を確かに吸ったという連帯感がある。だから、後年

から一晩中、そばを打ち続けて準備していることからし

のシブい性格俳優ぶりも悪くないが、やっぱり、あの頃

て、同じように頼んでいる家が沢山あるようです。

のカッコいい健さんが一番好きだ。人生の先達がいなく

大晦日こそ外で飲み食いするという向きには、帰りが

めいもく

なって、これからどうしよう。瞑目。合掌。

（黒沢）

けに蕎麦屋へ寄って年越しそば、というのもよいでしょ

▼わが家は、にわかサッカーファンで、今年からガンバ

う。私は、家族ができて「静かに家」派となり、うちで

大阪を応援しています。ホームゲームも何度か万博記念

熱いそばをすすれるのが、ありがたいです。

（臼倉）

競技場で観戦しましたが、目の前でのゲームは、想像以

▼高倉健さんが亡くなった。悲しい。40余年前の学生時

上に興奮する楽しいものでした。注目の試合はテレビ放

代、学園紛争で荒廃したキャンパスを抜け出して、紫煙

映もあり、12月もまだまだ白熱した試合が見られそうで

にけぶる場末の映画館へ通った。健さんは任俠映画のス

す。

にんきょう

（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。写真・図付きを歓迎します。郵便また

報告、時事ニュースへの感想、身辺雑記など。800字

はファクス、Ｅメールで下記へ。2015年１月号掲載ご

（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。「とぴっく・

希望分は12月16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

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/

16

2014.12

【全 面 広 告】

