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「最良の問い」
を提示したかった
作家

吉村 萬壱さんと『ボラード病』を読む

大震災後の社会状況に違和感
平易な文体と、東日本大震災後の世界を思わせる、重く難解な問いかけ――『ボラ
ード病』（文藝春秋）は、不思議な読後感を引き起こす小説だ。第８回中之島どくし
ょ会（朝日新聞社主催）が12月１日、大阪市北区中之島２丁目のフェスティバルスイ
まんいち

ートで開かれた。作者の吉村萬壱さんが「ボラード病って何ですか。書いた本人がわ
からないんです」とざっくばらんに語り、執筆のきっかけや経緯を明かした。

「書いた本人がわかりません」
吉村萬壱です。僕は27年間、教員をしていました。最

帰り、府立高校で８年、支援学校、昔の養護学校ですけ
ど、知的障害の生徒さんを教える学校で十数年やりまし
た。今53歳です。

初は都立高校で、倫理社会、すなわち哲学、心理学、宗

50代になると、勤めを終え、家に帰ってご飯を食べた

教といったものを教えていました。３年間やって大阪へ

ら、とても小説を書くどころではなくなり、去年（2013
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年）、教員を辞めました。そうしたら、朝起きんでいい
し、楽ちんになりましたが、同時に収入もなくなるわけ
です。そこがつらい。幸いにして退職金が若干残ってい
るので、それで食いつないでいる感じです。
本当に筆一本で食べようと思ったら、ふた月に１冊は
本を出さなあかんのと違いますか。例えば、1,000円の
本でいくら著者に入ってくるかというと、100円。１割
です。特に、芥川賞系の作品は純文学に分類されるんで
すが、純文学の本は売れないんです。
貴志祐介さんとか、東野圭吾さんみたいなエンターテ
インメント系、直木賞系の本であれば、100万部とかで
売れますでしょう。1,000円の本なら１億円です。半分
ぐらいは税金がとられますけど、やっていけますやん。
文藝春秋 刊

純文学系は、とにかく初版、何部刷ってくれるのか。
私の場合は、初版が4,000部ぐらいでしょうか。100を掛
けると40万円。増刷されなかったら、年間に本を６冊出
しても240万円ですわ。これは厳しいですよ。
仕事を辞めてから３カ月は遊んでいました。気楽でし
た。自然に目覚めるのが、これほど健康的かと思いまし
た。ふっと目が開くと、朝が来ている。すばらしい。そ
れまで27年間、目覚ましの音でたたき起こされていたん
です。「本当にいい生活になったわ」と思いましたが、
だんだん嫌になってきました。人間って変ですね。

分析できないんですが、残っています。
元々、地球上には何もなかった。なかったところへ我

それで、「よしっ、ちゃんと本を書こう。俺は専業作

々がつくったんですね。そこへ津波が来た。全部がなく

家や」と思って、文藝春秋の『文學界』という雑誌の編

なった。結局、元々の姿になっている。そういうことに

集者に頼んで締め切りを切っていただき、ほぼ１カ月か

何となく気付きました。

けて『ボラード病』を書きました。

長い歴史を考えると、いずれ人間は消滅すると思うん

いろいろ経緯があるんです。2011年３月11日（東日本

です。恐竜のように。最も繁栄した生物は、最も絶滅が

大震災）の後、『文學界』の編集者から「大きな災害が

近いといわれます。人類は60億以上の個体で地球上を覆

ありました。大変なことになっています。宮城県へ行き

い尽くしていますけれど、そこが一番危ない。進化上、

ませんか」と言われ、連れて行ってもらいました。何で

生き残るのは、一番隅っこに置かれた非常に小さくて弱

なのか、よくわからなかったんですけど、「吉村さん

い存在なんです。人類は、僕の勝手な想像ですけど、そ

は、行ってこなあかん」と言われて、「そうなんや、

んなに長くないんじゃないかと、すごく思いました。

俺、行ってこなあかんのや」と思って行きました。

じゃあ、何を残すのかというところに、バヤリースオ

石巻とか女川町を見てきました。６月でしたけど、ま

レンジが目に飛び込んできた。これが人類の遺産なん

だ手つかずの状態。大変でした。特に女川町は、町全体

だ。後は何もない。そういうふうに、生物として宇宙の

が海に向かって三角形に開かれています。周りは全部、

歴史から消えていくんだ。「だから何やねん」という話

山で。津波が来ると、周りにパンパンと当たって、どん

ですし、今日、明日の問題じゃないですけけど、そんな

どん狭くなっていく。高さが20ｍにも達して、そこか

ことを感じて帰ってきました。

ら、さーっと引いていくわけですから、ほぼ全部がのま

ところが、テレビとかつけたら「がんばろうニッポ

れ、全部が持っていかれました。阪神大震災のときは町

ン」とか「日本はひとつ」「みんなはひとつ」とか言っ

が壊滅したという感じでしたが、3.11の場合は、町がな

ているでしょう。嫌でした。何でかわからないんですけ

くなった、消えたという感じですね。建物の土台だけが

ど、とにかく嫌で、嫌で。

残っているんです。

例えば、僕の身内が津波で持っていかれ、どこにいる

地面を見ると、バヤリースオレンジが落ちていまし

かわからない状態であったなら、「がんばろう」と言わ

た。しかも、中身が入ったやつ。何もないところに、鮮

れたくない。「みんなひとつって、何がひとつやねん」

やかなオレンジ色がぽつんとあって、何かものすごく大

と思うでしょう。そんなものすごい違和感を、何とか吐

きなものを感じました。それがいまだに、自分でもよく

き出したいと思って書いたのが『ボラード病』です。
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書きながら１カ所、思わず泣いたところがあります。
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れがなかったら、作家はやっていけません。

そんなことはめったにないんですけど。アケミちゃんが

100枚書いたら40万円。『ボラード病』は220枚ぐらい

死んで、お葬式がありますね。アケミちゃんのお父さん

です。わかりやすく2 0 0枚としたら80万円。うまいこと

がスピーチをするでしょう。「海塚の市民として、海塚

雑誌に載りました。本になったら印税が40万円。雑誌に

の歴史にアケミを刻んでいただきたいんです」と。あの

載る方が高いんです。だから、嫌がられるのは、書き下

シーンです。そのときには、よくわからないんです。で

ろしです。雑誌に載せずに、直接本にするというもので

も、泣いちゃったんです。

す。そうすると、せっかくの80万円を飛び越えて40万円

ということは、僕は海塚市民、つまり「何もなかった
んだ」と思い込みたがっている人たちに、ものすごくシ
ンパシーを感じていたとも、言えると思うんです。

ということになるわけです。こまめに雑誌に書いていく
と、ちょこちょこお金が入ってくる感じです。
その点、エンターテインメント系の人は没があります

実際は、大栗恭子という主人公に同調して書きました

ね。「読者は面白がらないよ」となったら、没になりま

が、じゃあ、誰が悪者で、誰がいい者なのかはわからな

す。僕も「吉村さん、エンタメも書いてみ」とか言われ

い。書いた後でも、僕自身わかりません。しかも、「ボ

て、何回か書かせてもらったことがあります。芥川賞を

ラード病って何？

いったい何を指してるの？」と言わ

とった『ハリガネムシ』はかなりひどいエログロ小説

れたとき、大栗恭子がボラード病なのか、それとも海塚

で、読まん方がええと思いますけど。「何を書いてもい

の市民がボラード病なのかも、僕はよくわかりません。

いですから」と言われて。思い切り、その手のやつを書

みなさんに聞きたいぐらいです。ボラード病って何です

いたら、「一応、載せますけどね」みたいな感じで載せ

か。書いた本人がわからないんです。

てもらって、２回目も何とか載せてもらったけど、３回

これが、エンターテインメント系の小説と、純文学系

目ぐらいになると、音沙汰がなくなってしまいました。

の小説の違うところかもしれません。スカッとはしなか

やっぱり、エンターテインメント系には「こうでなく

ったんじゃないですか。「もやもやしただけで、何かは

てはならない」というセオリー、定石みたいなものがあ

残ったけれども、スコーンといかへんやないか」という

るんです。それでスコーンと抜けなあかん。それで「本

感じを、みなさん持たれたと思います。

当に面白かった」という満足感を買ってもらう。

よく言われることですけど、小説にアンサーは要らな

ところが、純文学系は、お金を出して買ったのに、も

い、解答は要らないらしいです。必要なのは問いです。

やもや感しか残らないとなると、「え？」みたいなこと

最良の問いを提示できれば、その小説は非常に優れた小

でしょう。だから、今日は覚悟をして来ました。みなさ

説だと僕は思っています。もし、『ボラード病』が、あ

ん、もやもや感を抱えてここにいらっしゃったと思いま

る意味でそういう問いをみなさんに問いかけていたので

す。だから、後半の質疑応答は、わあっと来るかなと。

あれば、すごくうれしいです。

純文学を代表して答えたいと思います。

この小説は、よくわからんでしょう。「何が言いたい

でも、そんなことばかりじゃない。例えば、ロシアの

んですか」という感じ、それはよくわかります。でも、

作家、ドストエフスキー。純文学に分類されていますけ

この世の中も、よくわからないじゃないですか。例えば

れども、『罪と罰』は一級のサスペンスだと思います。

「あいつは悪者だ」と言ったとき、世の中がガーッと動

青年が金貸しの老婆を殺す。「１人の英雄のためには何

くときがありますね。そのときは大概、間違っているよ

百人の凡人が死んでも許されるのだ、ナポレオンを見

うな気がするんです。わかりやす過ぎて。

よ」と、自分は英雄だから業突く張りな金貸しの老婆を

ろう ば

例えば、鬼畜米英。アメリカは敵やとなったときに、

殺しても罪にならないという理論を組み立てて。ところ

「そうだ！」と、日本全体が動きました。正しかったで

が、良心の呵責に苦しむ。そこに心のきれいな娼婦の女

しょうか。選挙でも必ず「あいつは、あの政党は悪だ。

の子が出てきてという展開になるんですけど、すべての

我々に任せておいてくれ。あの政党の欺瞞を我々が暴い

登場人物がキャラ立ちしています。超個性的で、１度読

てみせるから」という形で言いますけれども、どこか、

んだら忘れられない小説です。

ぎ まん

かしゃく

しょうふ

うそくさい。誰に入れたらいいのか。本当にわからない

安部公房の『砂の女』は、昆虫が好きな男の話です。

ですね。何が正義なのかも、わからない。だからこそ問

穴に落ちて出られなくなる。そこは砂の村なんです。砂

いたいんですね。

の女と無理やり結婚させられて、「ここで俺の一生が終

目標は純文学＆一級エンタメ

わってしまうのか」と絶望する。男はラストで、砂の穴
から脱出できる機会を得ます。ところが、「やった、俺

偉そうに言っていますけど、原稿料をいただいてなん

は自由だ」となったときに、彼はその穴から出ないんで

ぼの暮らしになっています。雑誌に載せるともらえま

す。なぜ出ないのか。自由とは何か。最良の問いです。

す。僕の場合、原稿用紙１枚で4,000円になります。こ

それが最後にどーんと来るように仕組まれているんで
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よしむら まんいち

吉村 萬壱さん

1961年、松山市に生まれ、大阪で育つ。京都教育大学卒。
東京都、大阪府の高校教諭・支援学校教諭を務める。2001

年、『クチュクチュバーン』で文學界新人賞、03年、『ハリガネムシ』で芥川賞。
他の著作に『バースト・ゾーン――爆裂地区』『ヤイトスエッド』『独居45』
す。一級のエンターテインメントだと思います。
僕が目指しているのも、そんな文学ではあるんです。

堺市自由都市文学賞とオール讀物新人賞、その後、松本
清張賞もおとりになって、まだ現役の教員もやってはり

でも、まだまだ修業が足りないということです。

ます。その方がこの10、11、12月、３カ月連続で徳間文

三咲光郎さんに導かれ新人賞

庫から小説を刊行されました。僕は専業になって、筆一

僕は本当に平凡な教員で、小説家になろうなんて思っ

本ですけど、その方は今でも兼業作家。ものすごいなと
思って、大尊敬している方です。

ていませんでした。中学生の頃にオカルトブームがあり

僕は、小説よりノンフィクションの方が価値が高いと

まして、ユリ・ゲラーが来日したり、関口少年がスプー

思っていて、そういう事実みたいなものを書きたかった

ンを曲げたり。当時は中岡俊哉さんという人が有名で、

んですけど、いろんな小説を読み始めると、小説も面白

『密教念力入門』とか、いろんな本が出ていました。僕

い。けれど、これがなかなか書けない。原稿用紙で数枚

も『念力入門』とかが書きたくてしようがなかった。自

から先が全然いかない。書き損じばかりを積み上げて。

分の本を出したいと思いながら過ごしていました。

職場の国語の先生がつくっていた同人誌に初めて、ち

高校時代に、ものすごくええかげんな国語の先生がい

ゃんと人に読んでもらう小説を、30枚ぐらいだったと思

て、図書室の司書と、ずっとだべっていました。「こん

いますけど、載せてもらいました。複数の国語の先生が

なに楽なのか。高校の教員にならな損やな」と思ったの

「吉村さん、あれ、面白かったで」と言うてくれたんで

が、教員になったきっかけです。もう１つは、字を書く

す。国語の先生が言っているなら間違いありません。そ

のが好きで、国語の教員は黒板に字を書くじゃないです

の後に入ってこられた三咲さんにもいろいろ聞いて、同

か。「これや。これしかない」と思って、教員養成系の

人誌には定期的に年３回ぐらい書きました。

大学に入ったんです。でも、小学校の先生になる学科に
しか入れませんでした。

いろんな文学賞に出し始めたんですが、全然だめ。特
に、地方賞はだめでしたね。ゲテモノみたいな作品は受

小学校４年生の教育実習に行ったら、すごいパワーな

け付けてくれません。僕のは、宇宙人が攻めてきて、人

んですね。特に、女の子。どーっと走ってきて、「せん

類がぐちゃぐちゃになっちゃうみたいな話でしたから。

せ～！」とか言って、体当たりをしてくるんです。こっ

「三咲さん、どこかとってくれへんかな」と聞いた

ちは吹っ飛びますよ。「身がもたへん」と思いました。

ら、文學界新人賞しかないと言われました。それで文學

大学で副免というのがあって、高校の教員免許もとっ

界新人賞に応募するようになりました。３回目ぐらいで

て、採用試験を受けて高校の教員になりました。

すね。最終候補に残りました。宇宙人こそ出てきません

東京で教員になったときは、まだ、かなりええかげん

が、人間が何の理由もなく、事務机とか、いろんなもの

でした。体育の先生が授業中に体育準備室でビールを飲

に変化していく、ＳＦともつかない、わけのわからんや

んで、窓を開けて、グラウンドにいる生徒に「走れー

つでした。

っ」と言うんです。それで、またこっちでビールを飲ん

応募した途端に、これは小説じゃない、少なくとも文

でいる。そんな時代でした。大阪に帰ってきてからは、

学じゃないと思って、フロッピーディスクに入れて、放

「もうちょっと、ちゃんとせなあかんな」と思いまし

ってしまっていました。完全に忘れていたら電話がかか

た。それでも楽しい職場ではありましたね。

ってきて、「あなたの書いた『クチュクチュバーン』と

その頃、僕が勤めていた高校にプロの作家さんが転勤
み さきみつ お

して来はったんです。三咲光郎さんとおっしゃる方で、

いう小説が最終選考に残ってます」と言われました。そ
うしたら、そのまま受賞になって。そこからですね。
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選考委員だった山田詠美さんがサイン会で大阪に来ら
れたので、あいさつに行きました。「あなたが『クチュ
クチュバーン』を書いた人？
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けないですけど、締め切り直前にならないと書かない。
今日から心を入れ替えますけど、なかなか難しい。

デビューおめでとう」と

うちの親は「絶対に教員は辞めるな」と言っていまし

言われ、「いや、まだまだ素人です」と言ったら、「何

たけど、80歳を超えたら「もう、好きなようにせえ」と

を言っているんですか。受賞したらプロなのよ」と、え

言うてます。僕が芥川賞をとった43歳のとき、教員を辞

らい怒られました。そのとき「あっ、そうなんや」と、

めるという手もありました。でも、辞めずにいて、よか

ちょっと自覚ができました。でも、それからが大変でし

った。芥川賞をとった方で、みなさんが知っている方

た。書けないんです。どんどん没になるんです。

は、そんなにいないと思うんです。

さすがに文藝春秋の人も「しようがないな。全然わか

昔は今と違っていました。受賞会見から帰ってきた

ってないな」と思ったんでしょうね。アイデアを10個、

ら、家の周りはマスコミだらけ。そう思っていました。

書いてこいと言われ、９つまでは宇宙人が攻めてくるや

僕は、東京で発表があって、フラッシュをぱーっとたか

つですが、10個目に私小説的なやつを入れたんですね。

れて。石田衣良さんと村山由佳さんが直木賞で、３人で

それを見て「これでいきましょう」。それで書いたのが

「すごいな」とか言いながら、マスコミから質問がわー

『ハリガネムシ』です。ひどい小説ですけど、一応、宇

っと来て、「日本中で俺のことを知らんやつはいない」

宙人は出てきません。何とか芥川賞をもらいました。

と思ったんです。

僕はバンダナをしていますけど、文學界新人賞から芥

飛行機で帰って、当時住んでいた岸和田の自宅が近づ

川賞までに３年ぐらいかかりました。その間、本当に書

いてきて、一緒にいた嫁さんに「ちょっと見てこい」と

けなくて、円形脱毛になったんです。１つじゃなくて、

言うて見させたら、誰一人いないんです。しーんとして

５つ、６つ、ぼこぼことできて、つながって、ヘビみた

いて。夜ではあったんですけど。僕自身は、芥川賞はす

いに蛇行しているんです。めっちゃ格好悪い。

ごいと思っていましたけど、ほとんどの人にとってはど

最初は頭がかゆくて、コリコリかいていたら、髪の毛

うでもええんや、ということに気付くまでに何日かかか

が２～３本抜けたんです。すーっとやったら、25本、抜

りました。賞は年２回もありますが、10年に１回でええ

けたんです。数えたんです。もう少し力を弱めて、する

と思います。僕がもらったからそう思うんですけど。

ーっとやったんです。また25本、抜けるんですね。もの

最新刊は字を間違えて『臣女』

すごく怖くなりました。人間が事務机になるような小説
を書いたたたりじゃないか。

僕は教員の仕事が忙しかったこともあって、結局、４

それで、丸はげにしました。でも、つるっぱげにした

年ぐらい本を出しませんでした。普通、そんなに出さな

ところと抜けているところは、よく見たら、わかるんで

かったら、おそらく作家として終わりだと思うんですけ

す。剃ったところは青いんですけど、抜けたところは肌

ど、何とかなったのは芥川賞のおかげと、出版社の方が

色。だから、うっすらと青い中に５つの肌色がある感じ

気長に面倒を見てくれたからかなと思っています。

になって、「これは、あかんわ」と思って、バンダナを

こうやってみなさんの前でお話しさせていただけるの

するようになりました。今は、おかげさまで治っていま

は、ひとえに『ボラード病』という小説がそこそこ評判

すけど、53歳ですので、普通にはげています。これでス

になったからであって、本当に綱渡りです。みなさんが

トップかなと思ってやっております。

おうちに帰られて、「今日、誰かの話を聞いたけど、名

専業作家になったら、どんどん書けるはずですやん

前を忘れたな」と思われ、そこから１年たち、３年た

か。でも、僕はめちゃくちゃな生活です。大阪府貝塚市

ち、今日の記憶すらなく

に住んでいるんですけど、夜中３時頃に24時間営業のス

なる頃、僕はどこかでホ

ーパー銭湯へ行って、お酒を飲んで、ちょっと歌いたい

ームレスみたいになって

なと思って朝６時までやっているカラオケに寄って、帰

いる可能性もあります。

ったら夜が明けている。「あっ、寝なあかん」。申しわ

それが自由業の厳しい
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ところです。実際、24時間営業ですね。サボっていると

超大作です。エンターテインメントとしても読めるよ

きも、頭の隅に常にあるんです。「書かなあかんな」

う、私なりに工夫させていただいております。
きょじょ

「次の小説、どうしよう」「不安やな」「生きていける

最初は『巨女』にするつもりでした。心斎橋にリズー

かな」……。ですから、せめて、ここにおられる方たち

ルというバーがあって、定期的に作家の朗読会をやって

だけでも、僕の名前を覚えてください。また新しい本も

います。そこで『巨女』、『死の巨女』だったかな、を

出ますので。

朗読しました。生原稿をプレゼントしようと思って、最

おみおんな

『臣女』という本（徳間書店、12月９日発売）です。

初の部分をみなさんにお配りしたら、「巨女」が間違え

浮気をした夫の妻が、でっかくなっていくんです。最終

て「臣女」となっていて、お客さんが「おみおんなや

的には５ｍになります。夫は妻を世間にさらしたくない

な」と言うていたんです。

ので、トラックに積んで町はずれの海へ行って、そこで

そのとき来てはった徳間書店の編集の方の頭に、それ

「あの島に渡ろう」と言って２人で泳いで行く。そうし

が入っちゃったみたいなんです。「『死の巨女』はだめ

たら、妻が力尽きて死んでしまうという話です。感動の

ですか」と言ったら、「死とつくのは、もうひとつや

中之島どくしょ会の後半では、来場者から寄せ
られた質問に、吉村萬壱さんが答えた。 （抄録）
題名のボラード病は、どういう経緯でつけられ

Ｑ

たのでしょうか。
僕は、住んでいる貝塚市の近くの海へよく行

吉村

きます。すると、ボラード＝係船柱という、船の綱を
ひっかける鉄の硬いやつがある。形と触った感じが好
きで、絶対に動かないものの象徴になると思いまし
た。ボラードと呼ぶことは、ほとんどの人は知らない
でしょう。歩道に立っている杭みたいなものもボラー
ドです。記念に覚えて帰ってください。
ボラードという言葉を、元々ご存じだったので

Ｑ

すか。タイトルのために後から調べられたのですか。
あの鉄の杭を、とにかく小説に出したいな、

吉村

と思って調べました。パソコンが普及して本当に便利
ですね。女の人の物って、まったくわからないんです
けど、通信販売のカタログで、「これをストールって
いうんだ」とかすぐわかる。大変重宝しています。
書き手は、読み手に問いを投げかけるだけでよ

Ｑ

いものなのでしょうか。
吉村

そういう意味じゃないんです。最良の問いに

は、答えがいくつもある場合があると思います。答え
が１つやと、間違う可能性がある。絶対に正しいとい
う形で、みんなが「そうだ、そうだ」と言うと、これ
もまたボラード病的で、僕はそう思えないところがあ
ります。でも、古代ギリシャの時代から、人間とは何
かとか、いろんな問いがあり、人間の知の歴史が解答
を与えるために連綿と続いている。最良の問いである
から、みんなが考え続けている。だから、答えを出す
のは人類の仕事であっても、一作家の仕事ではないよ
うな気がするんです。

絶対に動かないものの象徴／考え続け答えを出すのは人類の仕事

■ 質問に答えて ■

どんな作家さんが好きですか。

Ｑ

桐野夏生さんは好きですね。エンタメ系やけ

吉村

れども、扱っている問題が「ああ、スカッとして気持
ちよかった」では済まないところまでえぐってくる。
東野圭吾さんも好きです。代表的な作品は読ませてい
ただいて、ぶっ飛んでいます。貴志祐介さんもそうで
すが、すごい筋肉ですね。質が全然落ちない。しか
も、すごい量を書きはる。安部公房とかは、すごく好
きです。今の作家さんでは、津村記久子さんとか。デ
ビューのときから注目していました。
支援学校で教えていらっしゃって、一般の人と

Ｑ

違った社会の面も見ておられると思いますが、それは
小説の中にも生かされているのでしょうか。
具体的にはないです。支援学校は一つの壁の

吉村

中にあると思うんです。障害者に対して、みんながど
のように振る舞えばいいかわかっていれば、あんな学
校は要りません。支援学校の生徒さんを連れて買い物
学習とかへ行くと、すごい視線を浴びます。差別じゃ
なく、戸惑いの視線なんです。つまり、教育されるべ
きは支援学校の生徒じゃなくて、我々なんですね。
Ｑ

プロットを、どれほどの詳しさで、どの程度の

時間でつくられますか。
吉村

一番長いので820枚の長編小説があります。

『バースト・ゾーン』というＳＦですけど、そのとき
はさすがに、プロットみたいなものをつくりました。
模造紙に「こうなって、ああなって、ここがこうつな
がって」というチャートみたいなやつを。でも、半分
ぐらいまで書いたときに、まったく役に立たなくなり
ました。このままではだめだ、まったく別のアプロー
チが必要だとわかってくるんです。『ボラード病』は
プロットなしです。カズオ・イシグロの『わたしを離
さないで』という小説が念頭にありました。とても及
びませんでしたけれど。
Ｑ

トーク番組に出演してみてはいかがですか。

2015.1&2

ね。『臣女』でいいじゃないですか」と言うてきはっ

木下
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ずうずうしくも、

宣伝させてもらえたらと思

干不安なんですけど、小説に出てくる浮気をした夫は小

って、今日は来ました。宇

説家で、彼が「巨女」と書いたときに字を間違えるとい
うことが、そのまま書いてあります。
ありがとうござい

柏崎歓・朝日新聞生活文化部記者

ます。今日は、会場にもう一人、作家さんがいらっしゃ

木下 昌輝さん

て、こうなりました。よくわからないじゃないかと、若

喜多直家という、黒田官兵
衛の大河ドラマにも出てく
る戦国武将の話です。直家
は裏切りばかりをしてきた

まさ き

っています。どうぞ前へ。木下昌輝さん。大阪市在住の

男ですけれども、調べてみ

作家さんです。オール讀物新人賞という、直木賞をとる

ると、それだけの人ではな

人が何人か出るような大きな賞を最近とられ、それが本

いような気がしまして、直家の二面性といいますか、残

になりました。『宇喜多の捨て嫁』（文藝春秋）です。

酷さと人間性みたいなものを書いてみました。もしよけ

大変迫力のある物語になっています。

れば、読んでいただければと思います。

す。でも、１回、テレビに出たことがあります。芥川
賞のとき。亡くなられた児玉清さんがやってはったＢ
Ｓの『週刊ブックレビュー』という番組で、30分ぐら
いしゃべりました。面白かったです。児玉さんは本物
の教養人です。海外でミステリー小説が出たら、取り
寄せて英語で読んでいました。誰よりも早く海外ミス
テリーを読むことを楽しみにしていた人です。
お話がとても面白く、楽しいのに、作品の不気

Ｑ

味さとのギャップが不思議です。世の中がゆがんで見
えているような本ばかりではないでしょうか。
そのとおりです。何も返す言葉はございませ

吉村

ん。僕は基本的に人間嫌いではないんですけど、人類
は嫌いです。数の問題じゃなくて、人類という生物が
嫌いみたいなんです。僕の小説は、宇宙人が地球にや
ってきて、地球人を見たらきどう見えるかという視点
で書いています。すると、これほど危険な生物はいな
い。20世紀の100年間に、戦争、内戦、虐殺、粛清な
どで人間が人間を殺した数は１億人といわれていま
す。現時点でも、いろんなところでそういうことが起
こっているでしょう。大問題やと思います。
徳間書店といえばジブリのイメージがあって、

Ｑ

『臣女』が徳間書店発行というのは、少し意外な感じ
がします。
いや、『臣女』はジブリですから。ジブリに

吉村

も、大きいのが出てきますやん。三咲光郎さんが３カ
月連続刊行された版元が徳間さん。「吉村さんも徳間
さんに会うか」と言われ、紹介してもらったんです。
それで「吉村さんも、ちょっと書いてください」とい
う運びになったということです。
Ｑ

ご自分の本の読者を、どのような年齢層と想定

されていますか。
吉村 『ボラード病』は、小学生からいけるよう
に、わかりやすく、エログロも控えて書きました。

人間嫌いではなく人類嫌い／しばらく放っておいてから読み返す

「絶対にやめてくれ」と、妻に言われていま

吉村

若い人たちの読書についてお考えをお聞かせく

Ｑ

ださい。つまり、本離れが進んでいると一般的にいわ
れている傾向について。
本に力がない。だから、いろんなメディアに

吉村

かなわないんでしょうね。でも、本は消えないと思い
ます。若者がプチプチやっているのは、全部、電子メ
ディア。大きなサイバー・テロが将来起こると思うん
です。そうしたら、全部ダウンです。電子書籍は、便
利やし、いいと思います。でも、今ある電子情報はぜ
い弱です。宇宙から電磁波みたいなのが来て、全部、
消えてしまうかもわからない。本なら、津波とかが来
て水に浸かっても、何とかなります。
『海塚讃歌』は『君が代』ではないかと思いな

Ｑ

がら読みました。そのとり方も個人の自由なのでしょ
うか。
そういう解釈もありだと思いますね。僕は、

吉村

『君が代』としてはイメージしませんでしたけど。
一日の執筆時間は、平均どれくらいですか。

Ｑ

15時間ぐらいで30枚ぐらいの短編を１日で書

吉村

いた後、１カ月休むとか。短期集中です。
教員時代は、どうしていたんですか。

Ｑ
吉村

家に帰って１時間ぐらいですかね。土日に、

ちょっとまとめて書く。僕は字を書くのが大好きです
が、小説を書くのはあまり好きじゃない。だから、わ
ーっと書いて完成させてしまう。それで、ぽーんと放
っておく。しばらくして読み返すんです。昨日、『カ
ント女』という、イマヌエル・カントという哲学者の
『純粋理性批判』という本を読んだ女の話を読み返し
ました。１日で書いて「箸にも棒にもかからんわ」と
思い、放ってあったやつなんですけど、読み返してみ
たら、もちろん、いっぱい変えなあきませんけど、面
白かったですわ。
日記も一緒です。夜に書いた自分の文章は「私っ
て、すてきや」とか書いてあるんですけど、次の朝に

2015.1&2

読んだら「うわっ」と思いませんか。でも、読み返さ
ないで、ノート１冊、続けてみてください。それで、
２度と見ない勢いで放り投げておくんです。２冊目を
書き終えたときに１冊目を読んでみたら、けっこう面
白いです。
僕は20歳から33年間、日記をつけ続けています。自
己嫌悪の固まりのようなときでも何か書いてあり、読
み返すと大笑いです。「何やってるねん、こいつ」っ
て。本音が書いてあるやつほど嫌なんです。嫌やけ
ど、人が読む、もしくは自分が客観的に読むと、これ
以上面白いものはない。だから、書いた後で嫌になっ
た小説ほど勝算があると思うんです。逆に、「やっ
た。大傑作を書いた」と言っているときは、大概だめ
です。経験上、そう思います。
作家になってよかったなと思われますか。

Ｑ

思います。僕は、正解がある仕事はだめなん

吉村

です。例えば、会計士さんは、１円でも違ったらいけ
ない。それはだめなんです。アバウトじゃないと。教
育界というのは、けっこうアバウトです。生徒を型に
はめて、１mmも外さずにつくらないかんということ
はない。生徒は生き物ですから、ものすごく遊びがあ
ります。それは、面白かったですね。小説も一緒で、
すごく遊びがある。だって、正解はないんですから。
そういう意味では、この仕事は好きです。
海外小説の翻訳を読む人が減っていると聞きま

Ｑ

す。それについて、どのようにお考えですか。
残念なことですね。いいのがいっぱいあると

吉村

思いますわ。僕は、海外物で古典みたいなやつは一通
り、というても、歯抜けだらけですけど、ドストエフ
スキー、トルストイ、カミュ、サルトル、そのあたり
は、ざっと読みましたね。
お名前の萬壱さんの由来を教えてください。

Ｑ

万に一つしか本当のことを言わないというこ

吉村

せんみつ

とです。高校の職場に「千三」といわれて、千に三つ
くらいしか本当のことを言わない、ほら吹きな日本史
の先生がいました。一緒に飲んで、彼もだいぶん酔い
が回ってきたときに、僕が「タンザニアにプランテー
ションを持っていて、年に２回、査察に行かなあかん
のですわ」と言うたら、千三先生が「ふうん」と言う
たんです。それで僕の勝ちということで、萬壱になり
ました。
東京から大阪へ来て、新しい職場になじめず、もん
もんとしていときでした。みんなが「萬壱」とか「萬
さん」と呼んでくれるようになって、すごく居心地が
よくなりました。いい名前やと思って、ペンネームに
使わせていただきました。
Ｑ

どうやって物語のネタを探し、どういうときに

アイデアを思いつかれるのですか。

正解がないこの仕事が好き／千三先生に勝ってこのペンネーム／「ヤイト」が天から降ってきた
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絞り出すという感じですね。小説を書くきっ

吉村

かけは、何らかの違和感です。「ちょっと嫌」「ちょ
っと不思議」がきっかけになって。それは、村上龍さ
んも言っていましたね。何か、ひっかかる言葉みたい
なものが頭に刺さるんですって。それをどんどん追求
していくと、何かが出てくるらしいんです。
タイトルが天から降ってくるというのもあります。
一回しか経験がないんですけど、車を運転していた
ら、「やいと」という言葉が浮かびました。関西弁
きゅう

で、お灸ですよね。「やいとを据えるぞ」「やいと据
えっど」、これ、いけると思って、『ヤイトスエッ
ド』という短編を考えつきました。まずタイトル。次
にどういう小説にしようかなと思って、女の人を襲っ
てお灸を据える怪人を書いたんです。関東の人は、わ
からなかったみたいですけどね。
（公務員の方から）教員以外の公務員でも、作

Ｑ

家と兼業できるのでしょうか。
大丈夫です。特に、公務員はいけます。ただ

吉村

し、公僕ですから、副業をしてはいかんという職務専
念義務があります。兼職兼業ではないという届け出を
せなあかんのです。教員の場合、原稿用紙１枚ぐらい
の仕事でも、それについて書類１枚を書いて判こをつ
いて、教育委員会へ出します。それで、しかるべき人
から許可の判こをもらって、初めてできるんです。
公務員の信用失墜行為という規則もあって、僕が書
いている小説はエログロ・バイオレンスでしたが、大
阪府教委の人は忙しいですから、僕の小説なんか読ん
でいなかったと思います。僕は『ハリガネムシ』の本
を府教委へ持って行って配らされました。芥川賞をと
ったときに教育長からコメントをもらいましたから、
「ありがとうございました」と言って、８冊を紙袋に
入れて配ったんですけど、読まれていたら、終わって
いたかもしれません。
仕事を辞めて３カ月、何をして遊ばれていたの

Ｑ

ですか。
吉村

僕が一番好きな遊びは、自分はまだ教員を辞

めていないと想像してみることです。例えば、昼間の
２時ぐらいに、仕事場で大の字になって寝ながら「今
は仕事をサボって、ここにおる。どうするねん」みた
いな感じで。もう一つ、勤務の時間帯に、バイクで、
職場だった学校のすぐ近所まで行くんです。校庭から
子どもたちの声が聞こえてくる。みんなが仕事をして
いるのが、ありありとわかります。それをじっと見て
から、ちょっと先にある温泉へ行って湯に浸かるんで
す。悪質でしょう。でも、これが、えも言えない。で
も、そんなに長いことは続きませんでした。３カ月ぐ
らいで喜びも消えて、あとは「自分の人生、どうする
ねん」みたいになってきましたからね。

2015.1&2

普及させたいペレットストーブ
ヒ

る、暖かそうな炎。
まき

薪ストーブではな
い。木くずをカプセル
状に固めたペレットを
燃料にしている。

バ

ナ

株式会社 Hibana 代表取締役 松田 直子さん

京町家の座敷にとも

あり
人

ペレットは10㎏１袋が500円。部屋の広さ
などにもよるが、１時間当たり１㎏程度使う
ので50円。電気、ガスはもとより、石油より
も安い。再生・循環できるバイオ燃料なの
で、将来も安定供給が見込める。バケツ程度
の容器があれば、燃料置き場は不要。
ストーブは改良が進んで燃焼効率が高い。
正しい燃料を使えば、空気汚染も少ない。
「簡単な吸排気管をつなげば、普通の一戸
建てやマンションで使えます。欧米では広く
普及しています」と松田さん。木に囲まれた
暮らしに憧れて町家に住んだ。隙間が多い家
の冬の寒さを防ぐために使って10年になる。
ときどき燃料を足し、灰を掃除する手間はか
かるが、暖かさは抜群だそうだ。
そこから先がすごい。
このストーブをもっと普及させたいと考え
て８年前、会社を立ち上げた。店舗「京都ペ
レット町家ヒノコ」（〒604-0931 京都市中
京区寺町通二条下ル榎木町98-7
6038

Fax 075-741-8023

☎ 075-241-

URL：http://www.

hibana.co.jp/）を市役所近くに構える。
燃料組合から「あなたは斜陽業界に10年
ぶりの新規加入者」と驚かれた。京都・北山
質な燃料を供給してもらうルートを開いた。

「小学生くらいでも、火を知らないという

「４年前は市内でうちだけだった、このス

子が多くて、ショックを受けたんです。確か

トーブとペレットを扱う店が、今はそれぞれ

に、ガス化、オール電化が進んで、家庭で赤

20店前後まで増えました」。京都市がペレッ

い火が燃えることが、まったくと言っていい

トストーブの購入費の一部を市民に補助する

ほどなくなってしまいました。かまどで煮炊

制度を設けたことも、追い風になった。「石

きし、火鉢で暖まった昔に戻るのは無理でし

油やプロパンガスのような燃料の配達サービ

ょうが、世の中、便利さや経済性だけでもな

スが整えば、もっと広まるでしょう」。少し

いと思います」「最近、小さいお子さまがい

ずつ確かな手応えを感じている。

る30～40歳代ご夫婦のお客さまが増えてきま

デリバリー

「子どもたちに、本当の火をもっと見せて
あげたい」とも言う。

した。お子さまの情緒を育むためにもぜひ、
と導入をお勧めしています」 （黒沢 雅善）

京都ペレット町家ヒノコで

のペレット工場から、間伐材を原料にした良
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健やかで、
ずっと舞台に立ち続けたい
剣 幸さん＆未央 一さん

同期生トーク

「ウタコ」
「ウル」怒られ、笑い、励まし合い
つるぎみゆき

み

お はじめ

宝塚歌劇団元月組トップスターの剣幸さんと、元男役の未央一さんをゲストに招き、同歌劇団の100周年を記
念した第３回「ライブ☆タカラヅカ」（朝日新聞社主催）が11月26日、大阪市福島区のＡＢＣホールで催され
た。２人は宝塚の同期生で大の仲良し。息のあったトークで音楽学校や歌劇団時代のエピソードを披露し、さら
に歌と物まねコントを交えて、約300人が詰めかけた会場を、笑いと感動で包んだ。

ベッドで語り、お好み焼き食べ
桂紗綾・ＡＢＣ朝日放送アナウンサー（司会）お２人
は、どのように出会われたのですか。
宝塚音楽学校の同期で、寮生だったんだよね。

剣

そう、すみれ寮。

未央

食べ、最後は焼きそば。グレーのベルトがぷっと破裂し
た。帰ってきてから、また、ぼんち揚げを１袋食べて。
部屋に山のように、おかきの袋があった。

剣

１年上の方にご指導いただいているとき……。

未央

合同反省会というやつです。

剣

私が怒られるとウタコ（剣さんの愛称）は「失

未央

桂

舞台の後ろに写真＝次ページ＝が出ています。

礼します。加藤さん（未央さんの本名）は悪くありませ

剣

うわっ、誰？これ。

ん。みんなが物まねをしてと言ったので、したんです」

すみれ売りの写真なんですけど。

未央

これ、本科生？

剣

私は、予科のとき富山から親元

を初めて離れて寮に入って。
私は大阪やってんけど、途中から入りました。

未央

違う部屋だったんですけど、予科生のときは３人

剣

部屋で、シングルベッド１つと２段ベッド。私は２段ベ

って。いつも正義の味方でした。
そういえば、いつも合同反省会のときは、後ろで

剣

「ぷーっ」とものすごい鼻息が聞こえ、必ず私の髪の毛
がぱーっとなる。いつもウル（未央さんの愛称）は笑い
をこらえて、吹き出していたね（笑）。
未央

覚えてる？

知り合うために交換ノートを。ウ

ッドの上を我が陣地に。そこで、いろんな話をしたね。

タコは達筆で、水森亜土さんの漫画が上手で、ウタコが

一緒にお好み焼きも。私はブタ玉を３枚ぐらい

トップになったとき、宝塚の劇場で売ろうかなと思った

未央

2015.1&2

んですけど、やめました。今でも私の宝物です。
幼い、何も知らない者同士が一緒に、厳しい世界

剣

にいるから、ものすごい力になったのはウルだった。
（以下、舞台スクリーンに写真を映しながら）
ウタコの初トップ。次はフィナーレですね。

未央

どれがどのときの衣装かなんて、わかんない。

剣

次は、まん中が３頭身ですけど。（未央さんと

未央

風間イリヤさん、大浦みずきさんの３ショット）
キーコさんとなつめ（大浦さんの愛称）の間にウ

剣

ルがいるわけ？

11

サヨナラ公演だね。けっこう日本物が多かった

剣

な。日舞なんて、まったく踊れないのに踊らせてもらっ
て……。

男性に教わった女役の演じ方
では次。『我が愛は山の彼方に』という、私が

未央

辞めるときの公演で、ポロチョという武人の役。ヒゲを
付けて、頭は三つ編み。戦いには強いけど、照れ屋で、
めっぽう女には弱い。すごく好きでした。
ぴったりだね。今の宝塚の方は、みんなきれいだ

剣

うん十年前、キーコさんが月組から、なつめが

しスタイルもいいけど、こういう役を本質まで考えて、

雪組から星組に変わったとき。バウホールのカラオケ大

美しいところから抜け出した、１つ上のことができるか

会で私が『宿なし』を歌って、２人が踊ってくれたの。

どうか。ぜひ、これを見て学んでほしいなと私は思うの

未央

ね。ウルは、この人間をそのまま

ゴージャス！。

剣

次は『ミー・アンド・マ

表現している。見た目だけ、きれ

イガール』。私、退団して、朝日

いなだけじゃない。ごめんなさ

新聞の『Ａ＋１』で舞台記事を書

い、偉そうですけど。

未央

かせていただいていたの。最初に

今日を私の誕生日にして

未央

見たときの衝撃は忘れられへん。

いいですか。こんなにほめていた

これはイギリスの話で、階

だいて、ありがとうございます。

剣

剣

いただけるかと大変だった。みん

未央

すごくいい表情をしてる。

級の違いをどうやったらわかって

次。私の退団公演のショ

なでいろいろ考え、宝塚らしい作

ー。私、女役なの。酒井澄夫先生

品ができたかなと思うんですね。

が「辞めるときぐらい、かわいい
衣装を着せたるわ」って。

来世も宝塚に入れて、ウ

未央

タコと同期になれたら、こうして

宝塚って面白いね。男の格

剣

（弁護士役の）パーチェスターを

好して男を演じているから、「か

やるのが夢です。

わいいピンクのドレスを着せてあ

うん、やりたいね。

宝塚音楽学校時代の剣幸さん（右）と

げるよ」と言われても、すぐに女

次も懐かしい。

未央一さん＝宝塚ファミリーランドで

っぽくはなれない。

剣
未央

『ミー・アンド・マイガー

剣

ル』の『街灯』かな。私は背も低かった。「頑張って男
役をやっていたんだな」って感じ。
剣幸の男役像って、すごく成立していた。『ガ

未央

イズ＆ドールズ』もよかった。
次は、ウタコの鼠小僧。私の持ち物なんです。

未央

私、在団中やってんけど、ブロマイドを買ってん。
まじで。

剣

ずっとアルバムに貼ってて。大好きでした。中

未央

条きよしさんばりの、本当に色っぽい流し目でね。
中条さんと対談したことあります。「兄弟のよう

剣

だ」って。
次は『新源氏物語』。光源氏のウタコだよね。

未央

私、初めて日本でやるブロードウェーのミュージ

剣

未央

さんと組んで、ぱっとリードしたりとかはなかった？
俊ちゃん（田原俊彦さん）にたたかれた。退団

剣

後初の舞台で手をつなぐんだけど、「何やってんだよ
（笑）」と言われて。男役が染み付いていて、歩幅とか
も広いし、ドス、ドスって……。
わかる。『梅川忠兵衛』で舟木一夫さんが忠兵

未央

衛、ピーターさんが男で女の梅川、私が抜てきで女将を
のれん

やらせてもらった。お引きずりで暖簾から入って（所作
を交え）稽古場でこうしたら、「あかん。それ男、男」
って。ピーターさんにすごく教えてもらいました。
つな

『心を繋ぐ６ペンス』のときは、私のお母さん役

剣

が、花組芝居でずっと女をやっていらっしゃった篠井英
介さんで、すごく教えてもらった。

カルから、こういう宝塚の伝統的なものまで、１つの色

未央

や格好いいだけに収まらない、いろんなことをさせてい

剣

ただけて、幸せだったなと思います。
未央

次の写真は、『川霧の橋』ですか。

宝塚を辞めてから、男優

次は『ル・ポワゾン』のときですか。
そうです。サヨナラの最後ですね。今見ても、す

ごい羽根だね。羽根自体の重さって、そんなにないんで
すけど、風圧がかかるんです。だから、前へ進もうと思

12

2015.1&2

か。中がすごく蒸れてハゲそなくらい。でも、髪をぐっ

次へ行きましょう（剣さんのサヨナラ公演）。
見に行ったな。花道で泣いたわ。

未央

「最後まで演じ切らなきゃいけない。あいさつま

剣

していたところはあったかな。ウルは、どうだった？
ね。下を向いて泣いてくれた日向薫の背の高さとか、鼻
水を垂らして見てくれた、あづみれいかとかが胸に残っ
ている。ありがたいな、温かいなと思いました。
わかるなぁ。さて次は。

剣
未央

み

や

これは在団中のタンタン。瀬戸内美八さんのリ

サイタル。マリオネットを操らせてもらいました。
大変やったよね。

剣

90

年、月組ト

私は大阪で辞めて。みんなが迎えてくれるのよ

未央

85

～

で、剣幸でやらなきゃいけない」と自分をコントロール

富山市出身。１９７４年、『虞美

それができる人は、あんまりいないね。才能や。

剣

人』で初舞台。

と押さえて、ハゲた後の地肌をつくるのは自信がある。

みゆき

私はハゲかつらばかり被ってた。汗かきやん

つるぎ

未央

幸さん

いていると、首が前に出ちゃうぐらいの重さがあった。

剣

暑かったし、シルクハットにダイアストーンが付

剣

ップスター。同期に大浦みずきさん、遥くららさん。演

暑かったでしょう。

未央

技・歌・踊り三拍子そろい、ミュージカル『ミー・アン

ド・マイガール』初演は１年間ロングランを打ち立てた

ったときに、ちょっと斜めに行かないとならない。

そうか。

未央

宝塚をただで見せてもらえるのが、うれしくて。

剣

入った43人中40番の劣等生で、みんなは歌とか、バレエ

普通は３年かかるところを３カ月でということ

とか、個人レッスンに行くんだけど、私は学校の授業だ

で、「人形でなく、生きている友だちだと思って、けん

けでいっぱい、いっぱい。放課後は自由時間だったの。

かしてください」って言われました。だから、「タンタ

だから、見に行くしかない。それか、ファミリーランド

ン、あと１週間で初日やねんから、私の言うことを聞い

のジェットコースターに乗って、学校のピアノ教室でみ

てね」とか、糸が絡んだら「何でそんなに絡むねん」っ

んなが必死になってレッスンをしているのを眺めて、

て怒った。寮の同室だった安寿ミラが「ウルさん、とう

「わー、みんなやってるわ」。

未央

とう、ここ（頭）に来た」って思ったみたい。
私は、涙が出そうになった。ウルしか目に入らな

剣

ウタコ、そんなのしてたっけ。

未央

小さいときからバレエを習っていたわけじゃない

剣

かった。魂が宿っているみたいで、１つのことを一生懸

し、工業高校だから音楽の授業はなかったし、音符読め

命やると通じるんだな、すばらしいと思った。

なかったし。元々できないところから入っているから。

あと、瀬戸内さんから「ウルやったら、やって

未央

私なんか、物まねばっかりしとった。

未央

くれる」と言っていただいた気持ちがうれしかった。こ

剣

れも宝塚時代の最高の思い出かな。

未央

そのとき私、自分の初舞台を思い出した。『虞美

剣

入試のときに、誰の物まねをしたんだっけ？
中学の頃に兄が辺見マリさんを好きで、辺見え

みりさんのお母さんで、ちょっと色っぽい歌で。
剣

引く人が２カ月ぐらい前から、ちゃんと慣れてもらうよ

未央

♪やめて～♪

人』という大作で、本当の馬が出てくるんです。手綱を

それをやってん。落ちると思っててん。中卒や

うに、朝必ず馬小屋へ行って、えさをあげてた。おかげ

し、来年受かったらいいかなと思って。同期生が「物ま

で、馬は絶対に暴れなかった。それと同じで、ウルのタ

ね、誰ができるの」って言うから「辺見マリさんとか、

ンタンも大変だろうなと思った。

吉永小百合さん」って言って。それで辺見さんをやっ

反抗しながらも必死に学んだ

て、次の面接では先生方がみんな知ってはって。「宝塚
うつ み しげ のり

音楽学校でつらかったこと、苦労されたことは。

ます」と言ったら、内 海 重 典 先生が「誰かできへんの

ウタコが講堂で、甲にしきさんの『ポップ・ニ

か」と言うから、吉永さんをした。全然似てなかった。

桂
未央

ュース』、ほうきを持って♪飛んでゆけ、青い空♪とい
うのを踊ってくれ、何て格好ええんやろうと思った。
剣

の人はできないのか」って言うから、「入ったら勉強し

それで呼び出されて「掃除をせないかんのに、何

をしてるの！」と、とんでもなく怒られた記憶が。

度胸と違うかな。
剣

ものすごくインパクトがあったと思う。私が内海

先生で覚えているのは、新譜を見て歌わなきゃいけない
んだけど、８小節ぐらいで20回ぐらい止まって。

2015.1&2

み

未央 一さん

お
はじめ

大阪府岸和田市出身。コミカルな

演技が光る男役、脇役として星組

を組んでいる

で活躍。代表作は『風と共に去りぬ』のマミー役。１９

８４年退団。物まねの達人で舞台で活躍。あづみれいか

さん、春風ひとみさんとユニットＳＴＫ
30
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かけがえのない「宝物」
「太陽」
桂

思い出に残っている作品を教えてください。

剣

それぞれに思い入れがあるので、難しいですね。
私は、全部が好き。さっきのマリオネットのタ

未央

ンタン、バウホールの『Sing, Sing, Sing！』というショ
ー、退団公演もそうだし、『誰がために鐘は鳴る』のア
ンセルモという役もすごく好きでした。
ウルさんにとってウタコさんはどんな存在？

桂

未央

宝塚100年の歴史のトップスターのお１人でい

らっしゃいますし、私の宝物。ときどき箱を開いて見る
もの、ずっとそばにある暖かいもの、自分を励ましてく
れるもの、支えてくれるもの。そして、キラキラして常
にぶれない、変わらない存在です。だから、ウタコとこ
うやって仕事ができるのは、今、宝物をずっと見ている
ような、いい緊張感と幸せな……何かうまいことを言う
てるな、昨日、お風呂の中で考えたんや（拍手）。もっ
たいない、拍手は好物です。

ほんま？

未央

全然読めなかった。内海先生が「君、どれぐらい

剣

桂

ウタコさん、ウルさんはどんな存在ですか。

剣

予科のときから、太陽みたいな感じかな。ずっと

声楽を勉強したの」って言うから「20日間です」と答え

上にあって、もちろん日常生活の中で、昇って、沈ん

たら、「そうだろうな、ははは」って、いすからズリッ

で、遠くにある存在だけど、たまに会うと、北風に向か

と落ちて。私、それで落ちたと思った。

ってコートの襟を立てているのをほこっと脱がせてくれ

わかるわ。あと、音楽学校でピアノの授業があ

未央

ったやんか。ウタコも初めてやった？
初めて。バイエルから始めた。

剣

るように、ほっこりするというか、温かいというか。
これで、あと５年は生きていける。今の言霊、

未央

胸にしかと。ありがとうございます。

先生に２人で反抗したことあったやんか。鉛筆

桂

お２人のこれからの夢、やってみたいことを。

を立てて、ぽんと落ちたのに○付けて、ウタコは８点、

剣

健康で、好きな舞台を続けられたらいいなと。新

未央

私は４点。席次が42番ぐらいまで落ちた。ウタコは、ほ

しいものにチャレンジをして、新しい役をつくっていく

かがちゃんとできてたけど、私は全然できなくて。

のが私の夢ですね。年をとっても、パンツとかジーパン

でも、私、追試だったもん。

剣

私も追試だったよ。先生が「ピアノができなか

未央

を格好よく着られるようでいたいな。
私も、心身ともに健やかで笑顔で生きていける

未央

ったら宝塚ではスターになれないんだよ」と言われるの

こと。精進してウタコの舞台に出演すること。一緒にお

で、むかついて、最初だけものすごく頑張って、♪チャ

芝居ができるなら、ハゲも、ヒゲも、何でもやります。

ンチャチャンチャチャン、ダダダダーダン♪。次が、♪

剣

チーン、タタタ♪とやったら、「チーン！」と言われ
て、32点ぐらいやったかな。今やから言える。

ありがとう。楽しみです。
×

×

×

続いて、会場からの質問に２人が答えた。

まじめか不まじめかに分かれてた。

催しの後半では、剣さんが、芸能生活40周年を記念し

怖いもの知らずで、できたこと。

て８月に出したＣＤアルバム『kohibumi』の中から『流

剣
未央

みんな舞台が好きだし、多感な時期だし、必死に

剣

やっていたというのはあるよね。
合同反省会とか、紅茶がアールグレイで、ケー

未央

キが付いて、天使が飛んで、みんながニコニコしている

星の丘』を披露。未央さんは得意の物まねで、大ヒット
した『ベルサイユのばら』の脚本、演出を手がけた植田
しん じ

紳爾さんや、宝塚の歴代スターらを次々に演じ、会場に
爆笑を巻き起こした。

中で注意を受けるのかなと、15の春は思っていました。

さらに未央さんが、ポロチョを演じた宝塚退団のとき

私は、こんな何もできない人間が入れてもらえ、

の思い出の曲『我が愛は山の彼方に』を歌い、フィナー

１年でも早く舞台に立った人からいろんなことを教えて

レは、再び剣さん。サヨナラ公演の演目『ル・ポワゾン

もらう世界なんだなと思った。合同反省会も普通の伝統

愛の媚薬』から、名曲と評価の高いテーマ曲『ル・ポワ

だと思って、つらいとか感じたことはなかった。

ゾン』を熱唱した。

剣
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･･･ 視点／私点 ･･･
①

会員のみなさんからの寄稿

②

③

④

デンマークの自然エネルギー事情を見てきました
井上 保子

全国ご当地エネルギー協会副代表幹事、非営利型株式会社 宝塚すみれ発電代表取締役
自然エネルギー活用の「先進国」デンマークを2014年

談しました。40代のとても魅力的な女性です＝同④。
う

よ

秋、同国政府と産業界の共同組織であるステイト・オブ

「デンマークがここまで来るのには、紆余曲折があり

・グリーン（S o G）の招きで見てきました。全国ご当地

ました。日本は、始めたばかりではありませんか。まだ

エネルギー協会のメンバーが秋田県大潟村の行政、議会

まだ、できることがたくさんありますよ」

幹部のみなさんと一緒に、足かけ５日で巡りました。
デンマークは「2050年に自然エネルギー100％」を公

そうだ、これからなんだ。大いに勇気を授けてもらっ
て、帰ってきました。

式決定し、官民あげて風力やバイオマスエネルギーなど

全 国 ご 当 地 エ ネ ル ギ ー 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ http://

の開発・利用に取り組んでいます。かつてはエネルギー

communitypower.jp/ に、詳しい視察報告をアップしてい

資源の９割以上を輸入の石油に頼り、1970年代のオイル

ます。ぜひ、ご一読ください。

ショックで大打撃を受けました。水力発電をできる山が

（談）

＝写真はいずれも、全国ご当地エネルギー協会提供

ほとんどなく、状況は日本より厳しかったでしょう。
郊外や農村のあちこちに、発電用風車が立っている＝
写真①＝のが印象的でした。麦わら、木質チップなどの
バイオマス燃料による発電と地域暖房も盛んです。市町
村や農家１戸単位で発電・給電できる仕組みができてい
ます。2012年現在、自然エネルギーで、国全体のエネル
ギー需要の４分の１近くをまかなっているそうです。

徐ゼミナールの訪韓から
大学間交流35回に発展
桃山学院大学名誉教授

ソ ヨンダル

徐龍達

オーフスという町の、エネルギーについて中立的な立

2014年11月11日から２日間、桃山学院大学（大阪府和

場から無料で助言する機関を訪ね＝同②＝、さらにそこ

泉市、前田徹生学長）の聖ペテロ館第４ホールにおいて

が運営するサムソ島の発電施設＝同③＝で、風力発電や

「第35回国際学術セミナー」が開催された。韓国の啓明

わらを燃料にした地域暖房をつぶさに見ました。多くの

大学校（大邱市、申一熙総長）から５人の教授団（代

人々がエネルギーを自分たちの切実な問題ととらえ、生

表、崔武振・同大学産業経営研究所長・教授）が来阪さ

き生きと働いているのを目の当たりにしました。

れ、メインテーマ「日韓の経済・経営および文化の諸問

石油火力や原発から脱却するメリットは、環境面がも

題」について、それぞれの報告と討論が展開された。

ちろんですが、加えて、発電・売電による利益が、燃料

両大学間の国際セミナーは、飽きることのない「ぎく

費として海外に流れていくのではなく、地元に雇用を生

しゃくの継続」ともいえる政治状況に左右されずに学

み出し、地元に還元されることが大きいと思います。

術・文化の交流が推進され、その成果が着実に出版され

なぜ、日本で同じことができないのでしょう。

た実績は高く評価されている。

施設や機械は、日本は十分につくれる技術力を持って

日韓間の大学交流は、1988年のソウル・オリンピック

いるはずです。要は、法律と制度、そして指導にあたる

の後から始まった事例が多いが、桃大・啓大間の35回交

政治家と国民のやる気だと、改めて感じました。

流の実績は最長記録ともいえる。ここにその交流の前史

訪問最終日、私たち一行は、デンマークの環境相と懇

をかんたんに紹介しておきたいと思う。

2015.1&2

1965年の日韓条約成立後も、韓国における
よ じん

厳しい反日・条約反対運動の余燼がさめやら

15

日韓両大学の国際学術セミナー来阪者たち。右から４人目が
崔武振所長、その左が私＝2014年11月11日、桃山学院大学

なかった68年３月、桃山学院大学徐ゼミナー
ル一行は、下関から船便で釜山着後、慶州の
史蹟をめぐってソウルに入る。東洋テレビの
マスコミセンターを見学して、日本から初め
ての大学生訪韓団だというので珍しく放映さ
れた。その翌日、イギリス国教系の大韓聖公
会本部で、李天煥大主教（延世大学校理事
長）をはじめとする役職者と大学生らによる
歓迎パーティに招かれ、交歓・対話が実現し
た。その後、幾度ともなく徐ゼミ訪韓団が継
続され、主として西江大学校と慶熙大学校の
学生たちと交流できたが、慶熙大交歓が主流
となった。その理由は、大阪大学に留学して
経済学博士号を取得した金柄夏教授（徐の友人）の在職

ナー」（徐団長）の派遣と、啓明大側からの来阪調査団

大学だったからである。その金教授が後年、大邱の啓明

などの往来を経て、両大学の教育文化交流協定が調印さ

大学校に転職されて、両大学交流への基盤が固まった

れ、今回の国際学術セミナー35回目を迎えたことは、仲

（桃大経済経営論集41巻３号を参照）。

介当事者としてもこのうえない喜びであり、今後の日韓

80年８月26日から９日間の「第１回韓国歴史文化セミ

文化交流の発展を期待してやまない。

花を
冬に映える日本の花

サザンカ
ツバキ科

花言葉：理想の恋ほか

大阪府吹田市・万博記念公園日本庭園で

訪ねて

代表的な冬の花である。

降り積もる季節のイメージで、多分②だろう。

200を超す品種が現存し、３つのグループに大別さ

万博記念公園日本庭園のハス池のほとりに大樹があ

れる。①九州や四国に自生する原種を改良したサザン

り、名残りの紅葉が散り終わった後も、枝いっぱいに

カ群

花を付けていた。野趣あふれる純白の一重で、品種名

シシガシラ

②獅子頭という品種に代表されるカンツバキ群

③ツバキと交配させて生まれたハルサザンカ群。

は不明だが、①の原種に近いものだと思う。

花期は①が最も早く、紅葉が色づき始める頃から咲

ツバキと近縁でよく似ているが、葉が小さいのと、

いて年内に終わる。②は年末年始から真冬頃。③は早

ツバキの花は花弁がつながったまま落ちるが、サザン

春にツバキと重なって咲く。童謡『たき火』に歌われ

カはばらばらに散るので、容易に見分けがつく。「山

ているのは①。演歌『さざんかの宿』に出てくるの

茶花」の漢名をあてるのは誤用らしい。日本固有種

は、歌詞にそうとは書かれていないが、いかにも雪が

で、中国には元々、サザンカはなかった。

（雅）
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イベント・出版等の情報

自作小説を朗読したＣＤ付き
作品集が出版されました
作家

金 真須美さんから

新しい本が出ました。2014年12月発売の『ロスの御輿
太鼓

金真須美作品集』で

円＋税。

『羊が一匹 羊が二匹
ぐっすり眠れる羊のはなし』
上方文化評論家

す。第12回大阪女性文芸賞

え

福井 栄一さんから

と

をいただいた『贋ダイヤを

2015年の干支「ヒツジ」

弔う』と表題作に加え、新

に関する薀蓄がぎゅっと詰

聞３紙に連載したエッセイ

まったヒツジ大百科を2014

などを収録し、多様な内容

年12月10日 に 刊 行 し ま し

となっています。

た。 私 の 通 算25冊 目 の 著

うんちく

本の帯は、作家の宮本輝

書。干支シリーズとしては

先生が過分な文章を書いて

第９弾です。ヒツジのあれ

くださいました。『贋ダイ

これを100話集めました。

ヤを弔う』を私が朗読した

発行は技報堂出版株式会

ＣＤが付いています。

社（☎ 03-5217-0881）。本

社会評論社刊、239㌻、ISBN：978-4-7845-1134-1、1,800

第20回エコネット・カフェ

今年は「玄武」で凧揚げ大会
フリーアナウンサー＆飛鳥応援大使

坂口 智美さんから

ことほ

体2,100円。

飛鳥で新年を寿ぐイベントで、４年目を迎えました。
今年のテーマは「玄武」。キトラ古墳や高松塚古墳の壁
画の朱雀、青龍、白虎と続き、これで四神全てが飛鳥の
空に舞い上がることになります。

「健全な自然が維持できる、
懐かしい未来を創造する」
NPO法人
ど

エコネット近畿さまから

こ

何処かで聞いた。「われわれは、この地球を親から相
続したものではなく、子どもたちから前借りしているも

たこ

飛鳥応援大使が準備と凧作り指導を行います。ゆかい

のだ！と言う事を忘れるな」。私たちは、里山竹林や里

な凧賞、よくあがっ凧賞、応援大使特別賞などが選ば

川の保全修景活動を行ない、自然を取りこんだ文化的な

れ、それぞれ賞状と明日香村特産物等が贈られます。見

伝統を持続したいと考えています。いま、全国のたたず

学や熱い応援も大歓迎です。

まいが画一化になり地域の特色をなくしている事は実に

◇とき

９時半：受付、10時：凧作り

さみしいことです。地域の活性化、次世代の子どもたち

開始、13時：凧揚げ開始、15時終了予定＝雨天時は凧

が希望と夢が描ける自然環境づくり、など共有の課題に

作りのみ実施

取り組む方たちと意見を交わし合えればうれしいと思い

１月11日（日）

◇凧作り会場
香村祝戸303

飛鳥の宿「祝戸荘（奈良県高市郡明日

ます。（講師談）

国営飛鳥歴史公園祝戸地区内

◇お話

☎0744-

ジェクト”「太市の郷」代表）

54-3551）
◇凧揚げ会場

国営飛鳥歴史公園石舞台地区芝生広場

※大会終了後、振る舞いぜんざいあり
◇参加料
◇定員

崎谷久義さん（ “ふるさとの原風景再生プロ

係（☎ 0744-54-3338

エコネット近畿事務局（大阪市北区天神橋２

丁目北1-14
◇参加費

40名程度（募集締め切り１月７日）
（公財）古都飛鳥保存財団

１月28日（水）14時半～16時半

◇ところ

500円（材料費・イベント保険込）

◇お問い合わせ先

◇とき

凧揚げ

Ｅメール info@asukabito.or.jp）

◇定員

天二ビル４Ｆ）

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

2015.1&2

局（ ☎ 06-6881-1133 Fax 06-6949-8288

Ｅメール

yoyaku@econetkinki.org）

◇ところ
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サンケイホールブリーゼ（大阪市北区梅田
ブリーゼタワー７Ｆ）

2-4-9

※地下鉄四つ橋線西梅田駅10号出口から徒歩約３分、Ｊ

第６回"THE JAZZ"

Ｒ大阪駅桜橋口・阪
神電鉄梅田駅・ＪＲ

New Year Concert
「関西発 JAZZ NOW」
NPO法人

東西線北新地駅から
各徒歩約５分
◇ 料 金 一 般 4,000円

関西ジャズ協会さまから

（全席指定）／関西ジ
ャズ協会会員 3,600

第一部
『三管編成・ハード・バップ』

今西佑介セクステット

『ヴォーカル・スペシャル・エディション』

円（当日指定）／大学

小柳淳子

生以下の学生 2,500
円（当日指定、関西ジ

(vo)、池田杏里(vo)ほか
スペシャルゲスト『ギネスブック登録記念』（申請中）

ャズ協会のみ扱い、

ゴールデン・シニア・トリオ

座席指定券と引換時
に学生証要提示）

第二部
『Enjoy New Big Bands!』

◇ご予約・お問い合わせ先

MIKI HIROSE JAZZ

（☎ 06-6341-8888

ORCHESTRA、YOKOO! BB
グランドフィナーレ
◇とき

出演者全員

◇主催

朝日カルチャーセンター
☎ 06-6222-5222
土曜

Fax 06-6222-5221

11〜18時）、NPO法人 関西ジャ

ズ協会（☎ 06-6442-0370）

１月25日（日）14時半開場、15時開演

朝日カルチャーセンター中之島教室

ブリーゼチケットセンター

〒530-0005

NPO法人 関西ジャズ協会、㈱ブリーゼアーツ

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）

早春の健康法〜若々しい体に
早春は、人生に例えると誕生の時期。体の若々しさが

実習します。体が大きく変化するタイミング、見晴らし

戻り、心がときめき、元気で美しく

のよいスタジオでのびのびと体を動かしましょう。

なる季節です。体の土台となる骨盤

◇とき

２月14日（ 土）10～12時

や腰椎のしなやかさを培い、一年を

◇講師

天野泰司（ＮＰＯ法人気功協会運営責任者）＝

生き生きと健康に過ごしましょう。

写真

花粉症も気になる頃。早めに肩をゆ

◇受講料

るめておくと楽に経過するので、骨

※靴下、上履き（必要な方は）、筆記用具をご用意のう

ようつい

盤を気持よく動かすことと合わせ、肩が楽になる気功も

会員 2,484円、一般 3,024円

え、動きやすい服装でご参加ください。

「困った人」との上手なつき合い方
プライドが高すぎる人、むやみに干渉してくる人、言
うことがコロコロ変わる人、どんよ

タイプなのかを見きわめ、対応することが必要になりま
す。

りしている人、ズレている人…。こ

そこで、「困った人」の精神構造をタイプ別に精神科

ういう「困った人」、あなたの周り

医の視点から分析し、どんなふうにつき合えばいいの

にもいませんか？

か、どう対処すればいいのかについてお話しします。

できるだけ関わらないようにする

◇とき

２月14日（ 土）15時半〜17時

のが一番ですが、実際に身近にいた

◇講師

片田珠美（精神科医）＝写真

ら、そういうわけにもいきません。まず観察して、どの

◇受講料

会員 2,700円、一般 3,024円
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関西大学博物館

☎
②

③

〒 564-8680
大 阪 府 吹 田 市 山 手 町 ３ ３- ： http://www.kansai-u.ac.jp/Museum/
URL

06-6368-1171

①

35

④

写真をしのいだ画家のまなざし
菅楯彦筆『職業婦人繪巻』
「活写する」とは、こういうこと
を言うのだろうか。

を写したものはほとんどない。

なざしを感じます」と山口さん。

机の上に、大福帳に代

森さんは「写真が思い及ばない視

「もっとも大阪らしい画家」とた

わって洋式帳簿が並ぶ。女性はまだ

座と、細部までおろそかにしない観

たえられた菅楯彦（1878～1963）が

和服で、インクびんの隣に昔ながら

察眼がすごい。昔の絵を手本とした

大正10（1921）年に、11職種の働く

の硯や煙草盆もあり、過渡期のオフ

だけでなく、実地を見て描いたので

女性を描いた風俗絵巻。幅33.8cm、

ィスの様子がわかる。

しょう。忘れられた近代を知るうえ

②事務員

すがたてひこ

長さ13.2ｍもある大作だ。

すずり

たばこ

魚を差し出す漁師の妻

で、貴重な手がかりになります」と

カフェの女給がいる。美容師がい

らしい女性は、頭に魚の桶を載せる

民俗史料としての価値に注目する。

る。電話交換手、料亭の仲居、病院

台らしいものを付けている。左手前

楯彦自身は、積極的に世に出すつ

看護婦、派出看護婦、ヨイトマケ＝

の表玄関とは別に、勝手口の周りで

もりはなかったようだ。しばらく手

建設作業員、事務員、棒手振りの魚

女中や子守が歓談している。

元に置いた後、日頃のもてなしの返

ぼ

て

③魚売り

ふ

売り、農婦、機織りと俵編み。

④農婦

おけ

むしろ

穀物を筵の上に広げて脱
からさお

礼に、知人へ贈った。その人の家族

関西大学博物館が所蔵する実物を

穀している。使っている殻竿という

見せてもらった。同大学文学部教授

道具は木製が普通で、絵のような竹

2009年に同博物館が催した絵巻展

の森隆男さんと同博物館学芸員の山

製は珍しい。女性たちは口を開き、

の図録に、楯彦の言葉が紹介されて

口卓也さんが、解説してくれた。

仕事唄を歌っているらしい。

いる。「どうも金持ちにならぬ方が

うた

地固め作業の傍ら

「懐古的、伝統的な題材が多い楯

で、れんがの角を金づちでたたいて

彦の作品中で、異色な存在です。同

形を整えている。洋式建築の完成写

時代人を美化せずそのまま描き、働

真は多くあるが、こうした裏方さん

く女性を見詰める作者の、温かいま

①ヨイトマケ

が関西大学博物館へ寄贈した。

いい。（中略）親切はやっぱり貧し
い人にあるようです」。
清貧を生涯愛した画家らしい一巻
だと思った。

（黒沢 雅善）
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▼正月なので、めでたい「鯛」の話を。といっても、餡

目当てをいただけました。失礼ながら、たかが大根と、

この入った鯛焼きの話です。

あまり期待をしていなかったのですが、一緒に焚いたお

東京には麻布十番の浪花家総本店、人形町の柳屋、四

あげさんともども、おしょうゆが染み込んで、とても美

ツ谷のわかば、といった鯛焼きの有名店があるのに、大

味でした。参拝者は地元の人が多いようで、「おばあち

阪や京都では鯛焼き屋の影が薄い気がします。そう思っ

ゃんにお土産や」と子どもが大根を密封容器に入れて持

て探していて昨夏見つけたのが大阪・天五中崎通商店街

ち帰る姿もほほえましく、観光化したメジャーな祭りと

の大阪浪花家さんでした。若い店主が東京の浪花家で修

は違った趣。鎌倉時代に建てられた国宝の本堂は、応仁

業し、独立したそうです。（詳しい経緯は2014年12月16

の乱でも焼失を免れ、京都市内に現存する最古の仏教遺

日の朝日新聞夕刊に紹介されています）

構だそうです。ありがたいごちそうを食べ、由緒ある建

実は、明治42年創業の東京の浪花家の屋号は、初代が

物を見て、ほっこりとした気分になりました。（黒沢）

大阪出身だったから、とされます。その鯛焼きが大阪へ

▼「中之島どくしょ会」は今回で第８回を迎え、吉村萬

戻ってくる不思議。明治時代に東京で「浪花」を掲げた

壱さんの『ボラード病』がテーマ。吉村さんはサービス

先人の心意気と工夫に思いを馳せました。

（臼倉）

精神おう盛に、おもしろおかしく話をしてくださりつつ

▼新年の無病息災を祈願に週日の12月８日、休みをもら

も、文学についての哲学的な思いや人類の危機感など、

って妻と、京都・千本釈迦堂の大根焚きに行きました。

ご自身の骨太な信念が垣間見え、今回も魅力的な会とな

門前は表通りまで長蛇の列。30分ほど並んで、やっとお

りました。

せんぼんしゃ か どう

だい こ

だ

（北野）

＜投稿のお願い＞2015年２月は発行を休み、次は３

点」は仕事や研究の活動報告、時事ニュースへの感

月号となります。会員のみなさまからの３月号掲載ご

想、身辺雑記など。800字（400字詰原稿用紙２枚分）

希望の原稿は、郵便またはファクス、Ｅメールで下記

を目処に。「とぴっく・ナウ」は催し物や出版などの

へ２月16日（月）必着でお送りください。「視点／私

お知らせ・案内で、できるだけ簡潔にお願いします。

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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