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言葉の力を信じたコラムニスト
作家

を読む
後藤 正治さんと『天人 深代惇郎と新聞の時代』

活字ジャーナリズムへ「頑張れ」
朝日新聞朝刊一面のコラム『天声人語』の筆者として昭和の後期に光を放ち、若く
ふかしろじゅんろう

して惜しまれながら世を去った深代惇郎――第９回中之島どくしょ会（朝日新聞社主
催）が１月27日、大阪市北区中之島２丁目のフェスティバルスイートで開かれ、ノン
フィクション作家の後藤正治さんが、伝説のコラムニストの足跡を多くの人の証言を
もとにたどった新刊『天人

深代惇郎と新聞の時代』（講談社）について語った。聞

き手は、元朝日新聞記者で関西スクエア初代事務局長の落合健二さん。

読みごたえある記事が減った

どのようにして見つけるんですか」と聞かれるのです
が、探しても、なかなか見つかりません。何か自然に、

みなさん、こんにちは。長く深代さんの評伝を

出会いがしら的に仕事が始まります。ただ、それ以前

書きたいと、ぼんやり思ってきました。よく「テーマを

に、潜在的に対象への興味とか関心がなければ、そもそ

後藤

「中之島どくしょ会」後藤正治さん・・・・１〜８
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も出会うことはないわけです。私の自宅も朝日新聞をと

字ジャーナリズムは、厳しい時代を迎えています。新聞

っていたので、深代さんの『天声人語』を読んでいまし

だけでなく、出版もそうです。若い人たちが活字を読ま

た。40年も前の若き日です。『天声人語』を誰が書いて

ない、活字離れが起こっています。一方で、ネットなど

いるかは、読者にはわかりませんね。でも、何かひきつ

の新しいメディアが進出してきています。

けられるところがあって、かなり熱心に読んでいたとい
うことが前提にあるわけです。

この大きな時代環境の変化に、私はどこかで抵抗した
い気持ちがあり、言葉の力を信じたいと思っています。

それで、なぜやろうかと思ったかといいますと、自分

ジャーナリズムの中で、新聞は、目抜きの大通りという

自身、年をとったこともあると思いますけれども、いい

言葉を使っていると思いますが、一番の中心軸になって

文章に心をひかれます。深代さんの名前を知ったのは、

きたし、これからもそうであってほしい。新聞がジャー

彼が亡くなって、『天声人語』が本になって出てからで

ナリズムの柱なのは、これからも変わらないと思いま

す。私の本棚に大事にしてきた一冊でした。一気に通読

す。しかし、どうも紙面力といいますか、コラムとか論

できたこと、さっと読めたことは一度もありません。常

説を含めて、読みごたえがある記事が、昔に比べて弱い

に、読者にものを考えさせるというか、ふっと立ち止ま

ような気がするんですね。もう一度、言葉の力を見つめ

らせるものがあって、５つか６つを読むと、ちょっと小

直してほしい。かつて、これほどのコラムを書いたコラ

休止したくなる、不思議な味わいの本であり続けてきま

ムニストがいたんだということを知ってもらいたい。そ

した。いつか、こういう文章を書いた新聞記者の足跡を

ういう意味も込めました。

たどってみたい、とぼんやりと思いながら、そのままに

個性ある同僚らが取材に協力

なってしまっていました。
2011年に朝日新聞の書評委員といって、日曜日に載る

落合

３年間かかったんですね。

読書感想のページの委員になりました。２週間に１回、

後藤

こればかりをやっていたわけではないのです

東京本社で読書委員会があり、その席で朝日の担当の方
とかＯＢの方に「深代さんって、どんな人だったんで

が、取材、執筆を含めて３年ほどかかりました。
落合

僕も後藤さんから「天人を今やっているんだ」

すか」「親しかった人で今、ご健在の方はおられます

と言われて、そのときは、難しいんじゃないかなと思い

か」、あるいは「彼が勤務した横浜支局の名簿はありま

ました。『清 冽 』は、茨木のり子さんという戦前、戦

せんか」とか尋ね、少しずつ情報をもらって取材を始め

中、戦後の厳しい時代を凛として生き抜いた女性詩人そ

ました。そんなふうにして少しずつ書いた本です。

のものに光を当てて書いていけます。しかし『天人』と

せい れつ

りん

本論に入る前に質問を一つさせてください。本

なると、確かに深代惇郎さんは、後藤さんが高く評価し

の序章に「信頼というのは間違いを犯さないという意味

たように、コラムニストとしては、おそらく最高の人だ

ではない。人はだれも間違うときがある。間違いを小さ

と思いますが、ただ、この人だけで書くのは、素材があ

く小さくしていく努力。そして間違いをしたさいの謙虚

まりないんじゃないかな、という疑問があったからで

さと誠実さである」という文言があり、僕の心に残りま

す。ところが、実際に読んでみると、非常に面白い。登

した。この本が出た2014年10月は、朝日新聞が従軍慰安

場人物がたくさんいるんですね。何人ぐらいに会ったん

婦問題で厳しい批判を受けていた時期です。後藤さん

ですか。

落合

が、あえて付け加えたんじゃないですか。
ジーツー

後藤

いつも取材はぜいたくをしたいというか、むだ

『天人』は、『Ｇ２』という講談社の季刊ノン

でも足を運びたい、と思ってやってきました。特にたく

フィクション雑誌に連載してまとめました。そのときす

さんの取材をした記憶はないんですけれども、それでも

でに「人は間違うことはあり得る」と書いていました。

数十人には会ったと思います。

後藤

昨秋からの、いわゆる朝日問題というか、バッシングみ
たいなことには、かかわりありません。

落合

亡くなった人がいますし、まだ健在な人も出て

きます。深代さんの周辺にいた人たち、特に同僚記者と

わかりました。それから、もう一つ。書く動機

か、よその新聞社の記者とか、一人一人が非常に強烈な

を語ってくれましたが、この本の中で「言葉の復権」と

個性を持って、深代さんとともに『天人』の中で生き生

いう表現を使い、あとがきに、文章の品格という意味で

きと描かれています。後藤さんのこれまでの表現に近い

「文品」という言葉も出てきます。具体的にどういう意

んですが、『リターンマッチ』ともちょっと違う意味合

味を込めたのですか。

いがあって、非常に面白いと思いました。

落合

ぶんぴん

深代さんの足跡をたどりたいというのが、この

僕はあの頃、支局や社会部で一番末端の記者でした

本を書いた一番の動機ですが、もう一つ、裏側に動機が

が、はるか天上を見る思いで、ここへ出てくる、キラキ

ありました。私もノンフィクションを書いて、広い意味

ラと輝く朝日新聞の人たちが書く記事を読んでいまし

でジャーナリズムにかかわってきましたが、今、特に活

た。よくもこれだけの人と会って、取材に協力してもら

後藤
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印象を持っておられ、46歳で亡くなられて、あまりにも
惜しい、悔しい、という思いを共通に持っておられたと
いうことだと思います。
落合

新聞記者というのは非常に行儀が悪くて、身だ

しなみも悪い。下品であると僕自身、思っているんです
が、この本には、みなさんが約束の10分前には背広とネ
クタイで現れる紳士ばかりだったと書いてあります。
後藤

いえいえ、落合さんも紳士です。新聞記者が行

儀が悪いというのは、いろんな意味があると思うんで
す。ちょっとやんちゃな、無頼風が好きという方もいま
すし、スタイルは人それぞれですが、深代さんに関係し
た人たちは、みなさん紳士でした。世代もあるんじゃな
いでしょうか。同世代の人たちは、昭和３年から７年生
まれぐらいでしょうか。みなさん、きちんとされてい
講談社 刊

て、取材で不快な思いをしたことは、まったくありませ
ん。

最後まで貫いた「私は」の主語
落合

たまたまかなと思いますけれども、28年組が朝

日新聞の中では、書き手がそろっているんです。後藤さ
んは、そうした人たちを取り上げて紹介しているので、
えましたね。
後藤

非常に読ませます。特にユニークな人、印象に残る人

取材を始めたとき、深代さんにかかわる情報

は、『深代惇郎の天声人語』『続深代惇郎の天声人語』

は、誰かいますか。
後藤

それぞれに深代さんの思い出を語っていただき

『深代惇郎の青春日記』『深代惇郎エッセイ集』の４冊

ました。この人の本質といいますか、根っこにあるもの

の本（いずれも朝日新聞社刊）がすべてでした。それ以

は何だろう、ということが、私のすべての作品のベース

外の知識、情報はゼロでした。こうしたことは、他の場

にあるんです。ですから、そうでないものには、あまり

合も同じなので、さほど珍しくはありません。

こだわりません。深代惇郎の本質は何かということを求

深代さんは昭和４（1929）年の生まれで、今生きてお

めて、周辺を歩いてきました。深代さんを語ってくれた

られたら80歳代半ばです。確かに優れた書き手でした

人々の中で、本質に届いている言葉がいくつかあったと

が、単独でぽんと、こういう人が生まれてくることは、

思います。

まずありません。同時代を生きた人たちも一人ずつ違い

例えば、バーナード・クリッシャーさん。『ニューズ

ますから、一括してくくることはできませんが、彼の世

ウィーク』誌の東京支局長をつとめ、深代さんと長いつ

代を追う中で、深代さんが浮かび上がってくるんじゃな

き合いがあった人です。深代さんについて、こういうふ

いかと思いました。

うにおっしゃいました。「あらゆる出来事に対して懐疑
シ ニ カ ル

最初に取材したのは朝日新聞の同期入社の人たち、昭

的であり、しかし決して冷笑的でない」。ジャーナリス

和28（1953）年に入社された人たちです。一番仲のよか

トというのは、本当だろうか、相手は本当のことをしゃ

った方が病床にあって会えずに終わりましたが、何人か

べっているんだろうか、と疑い深い人が多い。職業的に

に会うことができました。みなさん、深代さんについて

そうです。私も疑い深いところがあります。だから、ク

語りたいことを持っておられたのでしょう。「よく来て

リッシャーさんの言葉は、とても印象的でした。

くれた」「久しぶりに深代君のことを話せるのはうれし
い」と言ってくださる人がほとんどでした。
はな え

懐疑的というのは、一つは、世代的なものがあるかも
しれません。思春期を迎える頃に日本が戦争に負けて、

服装デザイナーの森英恵さんは、深代さんのニューヨ

一気に価値観が変わりました。深代さんは最後の海軍兵

ーク時代から亡くなるまでおつき合いのあった人です

学校予科に入学し、いわゆる軍国少年だったと思うので

が、「後藤さん、どうしてもっと早くやらなかったの？

すが、戦後、いろいろなイデオロギー、新しい主張が押

今やらないと、みんな死んでしまうわよ」と言われまし

し寄せた時代に青春期を過ごしました。そういう中で、

た。私は「10年前、20年前には思いつきませんでした」

本当だろうか、どこか変なところがあるんじゃないか

と答えて笑われました。みんなが深代さんに対しては好

と、主義主張というものに疑念を持ち続けた人だと思い
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ば、（山形県の）米沢です。あそこは山奥の雪深いとこ

ます。
一方で、非常に温かい人でした。これは深代さんの一

ろで、深代さんは雪の話を『天声人語』に書くために、

番の美質だと思います。彼は東京の下町で生まれ育ちま

米沢通信局（現在の支局）という、記者が奥さんと一緒

した。目線が低いといいますか、常に、市井の人たち、

に駐在しているところへ行っています。山奥にも通信局

町の中で生きているおじさんたち、おばさんたちの目で

というものがあって、そこで勤める新聞記者は、一生、

見て、書くという意識は、最も大切にしていた部分では

東京や大阪の本社で勤めることがないかもしれない。そ

ないかなという気がします。

ういう人もいるわけです。深代さんのようなエリートコ

いろいろな人を登場させて、面白いエピソード

ースを歩む記者もいれば、一方で奥さんと一緒に大雪の

を聞き出そうとされる。後藤さんは大変優れたインタビ

正月を過ごす記者もいた。深代さんは、そこへ訪ねて行

ュアーだなと思います。例えば、三浦甲子二さんが登場

ったんですね。それから何十年後かに、後藤さんは、当

します。深代さんの親戚ですか。もう亡くなられている

時の米沢通信局長に会ってインタビューをされている。

んですけれど。唯一、朝日らしからぬ、と言うと三浦さ

こういう話は、いいなと思いました。

落合

き

ね

じ

んはあの世で怒るかもしれませんが、政治部の記者で、

後藤

今、落合さんがご指摘になったコラムは、こう

非常にユニークな人でした。発送部という現場の部門か

いう冒頭です。「ただ雪が見たくなって米沢にきた」

ら入社して編集に移り、記者をしながら大学へ行きまし

と。深代さんのコラムには、なぜ力があったのか。私は

た。政治部時代は、読売新聞の渡邉恒雄さんとか、ＮＨ

『天人』を書きながら気づいていったんですが、結局、

Ｋの島桂次さんとか、一くせも二くせもある記者が周囲

彼の主語は「私」なんです。もちろん、朝日新聞の看板

にいました。三浦さんは自民党の河野派にくっついて、

コラムですから、社を代表して書いているという意識は

実際に派閥の人事にまで口を出していました。この三浦

あったでしょう。ただ、最後のところで「私は」という

さんまでが登場されて、非常に印象的でした。

主語のもとで書いていたコラムニストだったと思いま

三浦さんは、いわば伝説の政治記者ですね。今

す。朝日新聞が雪を見たいと思うわけはなくて、私が雪

とはだいぶん時代が違いますけど、本当に政界の深いと

を見たいと思って米沢へ行ったのですね。絶筆となった

ころと通じ合い、辣腕家といいますか、その意味では優

法隆寺にかかわるコラムも、「いつかもう一度、法隆寺

れた記者だったと思います。プライベートになりますけ

を訪ねてみたい」という言葉で終わっています。もちろ

れども、深代さんの最初の奥さんが、三浦さんの妹さん

ん、主語は「私」ですね。

後藤

らつわん

でした。その後、結婚生活は破たんして、深代さんは亡

深代天人の特徴はこのように、主語を失わなかったこ

くなる前に再婚されるんですけど、三浦さんは義兄だっ

とです。深代さんはバランス感覚というか、抑制のきい

たわけです。だから、三浦さんのことに触れざるを得な

た方ですので、「私」が文脈の中にうまく埋もれていく

かった。エピソードはたくさんあって、面白い話もたく

んですね。しかし、彼は究極、朝日を代表して書いてい

さん聞きました。

る気はなかったと思います。「深代惇郎個人はこう思

ただ、人となりとしては、深代さんとは遠い人です。

う」という姿勢は、終生変わらなかった。だから、文に

どこの会社でも、派閥とか、いろんなグループがありま

力があったんじゃなかったかという気がします。

すよね。朝日新聞にもあって、創業者と経営陣の対立も

権力監視の原点、微動だにせず

ありましたが、深代さんは、そういうことにはまったく
かかわっていない。珍しい人だったと思います。社内の

落合

後藤さんは『天人』の中で、後藤さんなりに気

いろんな出来事に、関心がないとは言わないけれども、

に入った深代天人をかなり使っていますね。一番面白か

そこにエネルギーを注ぎ込む人ではなくて、筆一本で生

ったのはどれですか。あまり触れられていなかったけれ

きた、いい原稿を書くことにすべてのエネルギーを傾注

ども、深代さんは非常にユーモラスな人で……。

した新聞記者でした。深代さんは、ニューヨーク支局か

後藤

読んでいて、ニヤッとするというんですか。例

らロンドンのヨーロッパ総局へ行って海外勤務も長く、

えば、毎日、コラムを書いていると、今日は思うような

論説に所属しましたが、『天声人語』を書いた２年９カ

素材がないときがある。新聞記者というのは、素材がな

月、あのコラムを書くために生きてきたという感じがし

いときは動物園に電話をする習性があって、上野動物園

ました。大変な読書家で、さまざまなものを吸収せんと

へ電話をしたんだけど、変わったことがない。困り果て

する努力家だったと思います。いいコラムを書くために

て、こういうときは政治の悪口を書いて、お茶を濁し

人とつき合い、本を読み、旅をし、常に考えていまし

た。そういうことを書いておられるんです。僕が大変好

た。努力を怠りませんでした。だから、あれほどのコラ

きなコラムです。ユーモアとウイットは、天性のものだ

ムが書けたのだという気がします。

ったと思います。

落合

後藤さんは、いろんな人を訪ねましたね。例え

一方で、深代天人の基軸は、微動だにしないものがあ
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りました。「ジャーナリズムは何のためにあるのか」と

三島由紀夫が市谷の自衛隊駐屯地へ乗り込んで割腹自

いうことです。大きな意味で権力、政府をきちんと監視

殺しました。そのとき、みんながおろおろしました。ノ

する。厳しく批判をする。それが社会にとって、ジャー

ーベル賞候補にあがった高名な文学者であり、ときの権

ナリズムにとって不可欠なものだということは、深代天

力者、財界から政治家からいろんな人を知っていて、権

人に貫かれたものだと思います。

力に近い立場にいた人、しかも右翼に影響力を持った人

一番有名なのは、田中角栄内閣のときのコラムです。
ゴルフ庁ができることになったということで、架空の閣

でもありました。その彼が、なぜああいう行為をとった
のかを誰もはっきりとよう言わない。

議の模様を書きました。これが内閣を激怒させ、官房長

僕はそのとき、なぜ、みんな、はっきり言わないんだ

官から抗議が来たんですけど、翌日の天人で「やはり

と思いました。愚劣な行為であると、誰も言わない。文

『あの冗談は冗談でした』というほかはない」と切り返

学的な解釈ばかりして、結局、何ぞやということが、誰

しています。こういうセンスと、ジャーナリズムは権力

もわからないまま、うやむやにしていたんですね。今

の監視人だという姿勢は、ずっと持ち続けられていた。

も、むしろ英雄視するというか、「さすが文学者だ。国

さんは、そこは譲りません
でした。
それから、戦争責

落合

東京裁判のときの戦争指導
者を強烈に批判していま
す。正確な文章は忘れまし
たけど、東京裁判で戦争指
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ある、と厳しく切り捨てて
いるんですね。僕は後藤さ
んの『天人』を読んで初め
後藤

深代さんは、柔ら

かい文章を書く人であった

せいれつ

前後に書かれたコラムで、

深代さんは、愚劣な行為で

し、考え方も柔軟性があっ

賞、詩人・茨木のり子の生涯を描

る年（1975年）の８月15日

す。それを、当時の社説で

て知りました。

いた『清冽』で桑原武夫学芸賞。

深代さんが亡くな

後藤

近著に『奇蹟の画家』『探訪 名

ろがありましたね。

ノンフィクション』など。『後藤

面白さ、ユーモラスなとこ

正治ノンフィクション集』（全

いるんですけど、どこか、

巻、ブレーンセンター）刊行中

任者に対する怒りは持って

らえ方が多いように思えま

とう まさはる

はそうあるべきだと。深代

ご

はなくて、ジャーナリズム

を憂う文学者だ」というと

後藤 正治さん

憎いと思って書いたわけで

１９４６年、京都市生まれ。京都

います。別段、田中角栄が

大学農学部卒。定時制高校のボク

かすような話を書き続けて

シング部を描いた『リターンマッ

しばらくすると、また冷や

チ』で大宅荘一ノンフィクション

政府から抗議を受けても、

て幅広い人だった。ただ、
先ほどの、ジャーナリズム
は権力の監視を担うという
ことも含めて、戦後の民主
主義社会を大切に考える人
でした。この点は、決して
譲りませんでしたね。
ここでは、三島由紀夫の
文学的業績は問題にしてい
ません。彼がしでかした行
為は愚行の極みということ

導者たちは、個人としては
決して戦争に賛成しなかったけれども、いやしくも国策

で、最後は「民主主義とは、文士劇のもてあそぶ舞台で

がそうなった以上は止められなかったと弁明につとめ

はない」という言い方で断罪しています。三島が市谷へ

た。このことに対して深代さんは、個人として責任をと

乗り込んで自衛隊員に檄文をまき、割腹自殺をした。そ

らなかった日本の為政者たちの姿は、実は、日本という

の行為自体を深代さんは、許せないと思ったんでしょう

社会の風土そのものではないかと暗然とする、と書いて

ね。民主社会とはまったく相いれないことだと。その点

いる。そういう主旨のコラムだったと思うんです。

でのあいまいさは、みじんもありません。

それを読んで読者も「本当にそうだな」と思い至る。

げき

落合

それから、深代さんの（新人記者だった）上野

深代天人は、高説を垂れるとか、知らないことを読者に

署時代のことも印象深かった。僕も（大阪の）南警察署

教えてあげようということは、まずないですね。読者に

を回った経験があるので、非常に懐かしい思いで読みま

考えてもらう。読み手にボールをぽんと投げかける、そ

した。今はメディア同士がぎすぎすしていて、お互いに

ういうコラムであったと思います。

協力しない社会になっています。悪口を言い合い、メデ

もう一つは、非常に深い洞察力ですね。印象に

ィアがメディアを否定するという、悲しい時代です。と

残ったのは、後藤さんが引用した、深代さんが書いた社

ころが、深代さんの時代は、メディア同士が一定の節度

説です。

を持っていたんじゃないか。後藤さんは、それを書いて

落合
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朝日新聞大阪本社が保存している深

そういう時代的相違は、けっこうありますね。

後藤

代惇郎の著書の初版。いずれも深代

の没後に朝日新聞社から出版された

いますね。

代から、だんだん余裕がなくなったということじゃない
かと思います。

深代さんにとって警察回りは、青春期だったと思いま

ところで、後藤さんは非常に名文家といわれていて、

す。事件に強い記者ではなく、警察回りをサボって、他

硬質な文章ですけれども、非常にわかりやすい。ガラス

社によく抜かれていたというんですけど。昔はよかった

ペンで書いたように硬いけれども、それ自体が情感を漂

と言いたいわけではありませんが、当時の新聞社は、若

わせているなと、特に最近そういうことをつくづく思い

い記者たちの個性を大事にしたようです。深代さんは、

ます。ご自分の文体を、どう思いますか。

熱心な事件記者ではなかったけれども、暗黙の中で、将

後藤

文体というのは、自分ではわからないんです。

来『天声人語』を書く器だと、上司は考えていたと思い

こういう文章しか私は書けません、と言うしかないので

ます。だから、自由に羽ばたかせたというのがあったん

すが。深代さんには、遠く及びもしませんが。

じゃないでしょうか。

深代さんの本、今こそ読みたい

他社との関係で言うと、朝日はリベラル色。保守色の
強い新聞もありますし、出版社もあります。でも、個人

落合

おさむ

最近、青木理さんというノンフィクション作家

的なつき合いは当時、けっこうあったようです。そうい

が『抵抗の拠点から

う意味で言うと、当時の方がジャーナリズムに余裕があ

という本を講談社から出版されました。従軍慰安婦が存

ったというんですかね。田中角栄批判は最初、雑誌の

在したこと自体を否定しているような、ひどいことにな

『文藝春秋』に角栄研究という形で出たんですけど、

っている現状に対する反論をお書きになっている本です

『天声人語』で深代さんがこれをサポートするコラムを

けれども、その中で後藤さんの『天人』を取り上げ、

書いています。

「やはり『天人』は、いまこそ読まれるべきだと思う」

刊行後ですが、当時『文藝春秋』の編集長だった田中
健五さんに会う機会がありました。立花隆さんの角栄研
究によって社が窮地に追い込まれるかもしれない。でき

朝日新聞「慰安婦報道」の核心』

とはっきり言っています。会場へお越しのみなさんも、
ぜひ周りの人に勧めていただければと思います。
後藤

今回『天人』を出して、はがきとか、お便りを

るだけ敵を少なく、味方を多くしたいと思っていた。朝

たくさんもらいました。その中で何人かの方が「後藤さ

日が何とかサポートしてくれたらいいなと思っていた

んの本を読んで、深代さんの『天声人語』を読みたいと

――と言っていました。深代さんと田中さんは親しい間

思ったら、絶版になっているんです」とおっしゃってい

柄ではなかったけれども、面識はもちろんあったし、保

ました（事務局注：朝日新聞社から出た『深代惇郎の天

守とかリベラルという社風を超えて、ときの権力、内閣

声人語』など深代さんの４冊の単行本も、そこから後に

と対峙したときは、広い意味で共同戦線を張ることは当

朝日新聞出版の朝日文庫になった『深代惇郎の青春日

たり前ということが、彼らの時代にはあったんじゃない

記』『深代惇郎エッセイ集』も、同文庫『天声人語』の

ですかね。今はそれが崩れていて、つらい時代だなと思

深代さんの巻も現在、すべて品切れ・絶版）。インター

います。

ネットのアマゾンの古書店で、数千円とか１万円するそ

たい じ

落合

そうですね。まだ僕が現役の頃は、よその社の

人と一緒に飲んで、ぐちをこぼし合うことがありました
ね。文春の記者が取材に来て、ネタについて、「これを
教えてくれないか」と言ったら教えました。そういう時

うです。何とか復刻ぐらいは、していただけたらいいん
じゃないかなと思います。
落合

ここには朝日新聞社の現役の人もみえています

ね。ぜひ、復刊してください。

2015.3

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、後藤正治さんが答えた。 （抄録）
最近の『天声人語』についてどう思いますか。

Ｑ

私は、面白くないと思っています。きれいごとばかり
で、スローガンみたいで、だから何なの？と。知識を
ひけらかしただけで、心に引っかからないものばかり
です。書き手の素質、力量の違いでしょうか。
ときどき、いいものもありますが、率直に言

後藤

うと、物足りないものが多いと思いますね。深代さん
は特別な書き手だったと思いますので、彼と比べてど
うこういうのは、現在の書き手の方に気の毒ですが、
ただ、「朝日新聞は」とか「私たちは」とかいう主語
が見えない形でなく、もっと「私はこう思う」と主語
を一人称で書かれてはいかがでしょう。
『天人』を書き終えて、まず何が頭に浮かびま

Ｑ

したか。
この間、彼の『天声人語』をいつもかばんに

後藤

入れ、喫茶店や電車の中でも目を通しました。そんな
中で、こんなふうに思いました。いい文章を読むとい
うのは、大変気持ちのいいことなんだ。音楽を聴いた
り、絵画を見たりすることと重なっていると。いい時
間を過ごさせてもらったと感じました。
評伝を書くとき、これだけは絶対にやろうとし

Ｑ

ていること、これだけは絶対にしないでおこうとして
いることがありますか。
ノンフィクションや評伝を書く場合、一番思

後藤

うのは、その人の本質は何かということです。深代さ
んという書き手はどうして生まれたのか、彼の根っこ
にあるものは何か。もう一つは、彼の生涯を描くこと
でジャーナリズムをもう一度考え直してみたいという
思いがあって、「新聞よ、元気を出してくれ」という
か、そういうメッセージが裏側にありました。
それ以外のこと、例えば私生活上のことなどは最小
限にとどめました。取材先から、いわゆる「ここだけ
の話」ということで聞く話も多いので、そういう約束
は守ってきました。知り得たことを全部書いているわ
けではありません。ただ、本質的なものは、ある程
度、書けたかなという気がしています。
どのような人物に一番興味を持たれますか。

Ｑ
後藤

ある人に「後藤さんは結局、あなたが好きな

人のことを書いてきた作家ですね」と言われました。
そのとおりだと思います。どこかで自分が共感を覚え
ないと、仕事が始まらなかったと思います。スポーツ

もっと一人称の『天人』を／その人の根っこにあるものを書く／読んで飽きない藤沢周平さん

■ 質問に答えて ■
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会場に黒川博行さん
直木賞受賞作家の黒川博行さんが会場に訪れ
た。後半の冒頭、受講者にあいさつし、「後藤さ
ん、落合さんと30年来の飲み友達です」と自己紹
介＝写真。後藤さんの文
章について「後藤節とい
うのがあるんですね。文
章は硬質なんですけれど
も、情感が豊かで、読ん
でいるうちに、次はどう
なる、次はどうなるとい
うリーダビリティ（読み
やすさ）がすごくある。
うまいです。対象への愛情がこもっているんです
けれども、それをどう表現するかという点におい
て、本当に優れています」と語った。

次回は黒川さんの『後妻業』
次回の第10回「中之島どくしょ会」は黒川博行
さんを招いて３月13日（金）に開き、黒川さんの
小説『後妻業』（文藝春秋）を読みます。受講申
し込みは締め切りました。４月初旬に発行予定の
本誌４月号に詳報を掲載します。
ない部分の方が多かった。ただ一点、グラウンドでは
すばらしかった。だから、そのことを書いたつもりで
す。深代さんについては、嫌なところ、嫌いなところ
は、思い返してもまったくありません。彼の文章、考
え方、いわば、まっとうな精神が大変好きでした。
後藤さんが最も数多く読み返した本、フィクシ

Ｑ

ョン、ノンフィクションは何ですか。最も好きなタイ
プの文章を書く作家・ライター、好きな野球選手、好
きなプロボクサー、好きな馬とジョッキーを教えてく
ださい。
後藤

小説家では、文章という意味で言うと、繰り

返し読んで飽きないのは、藤沢周平さんですね。非常
に端正な時代小説で、情景描写がすばらしく、あれほ
ど美しい文章はまれです。
ノンフィクションは自分の仕事としてきましたの
で、影響を受けた人が多いです。本田靖春さんも好き
な作家です。『不当逮捕』とか『誘拐』とか、文章も
非常にうまい。難しい言葉は使わない。深代さんもそ
うです。お二人とも文学的なものを宿した人だったと
思います。ドナルド・キーンさんが、深代さんの『天

・ノンフィクションでいえば、江夏豊の物語を書きま

声人語』は文学だとおっしゃっていました。僕もそこ

した。彼のこと全部が好きかというと、むしろ好きで

にひかれたんじゃないでしょうか。
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男、川藤幸三さんのことを書いたのが初仕事です。ボ
クサーで印象深いのはファイティング原田さん。気持
ちのいい人物で、引退後もきちんと生きている人だと
思います。
競馬も何本かノンフィクションで書きました。名馬
はたくさん浮かびますが、人で特に印象に残っている
のは福永洋一さん。残念ながら落馬事故で名ジョッキ
ーの人生を絶たれました。息子さんの福永祐一さんは
今、日本のトップジョッキーで、好青年です。父と子
の物語ということで、彼にも何度か会いました。最近
は競馬場にあまり行かなくなりました。馬の名前が覚
えられないんです。昔のタニノムーティエとかはすぐ
に出てくるんですけど……。
Ｑ
後藤

書きたいと思う人を、どう選ぶのですか。
先ほど、出会いがしら的にやってきたと言い

ました。「次は何にしよう。３年後、５年後はこうし
よう」とはあまり思っていません。例えば、（49歳ま
で無名だった神戸の画家・石井一男を取り上げた）
『奇蹟の画家』は、私は神戸の大学に５年ほど勤務し
ていたのですが、たまたま文化講座で１枚の絵がプロ
ジェクターに映し出されたのを見て、すごく心をひか
れたのがきっかけで始まりました。
ただ、雑誌の仕事の多くは、出版社の編集者から
「やってみませんか」持ちかけられて始まっていま
す。最近は怠け者になって、できるだけ仕事をしたく
ないのですが、向こうは私の好みを知っていて、私が
興味を持ちそうなことを用意してくるので困ります。
Ｑ

『天人』の210ページに「なべて形容詞はあま

り信用しない方がよい」という部分があります。私の
息子も地方紙の記者をしています。先日、記事の表現
を先輩から注意されたと言っていました。まだまだ活
字離れに対抗できる力を、新聞は持っているのでしょ
うか。
後藤

形容詞を信用しない方がいいというのは、深

代さんの言葉ですね。深代さんと親しかった後輩たち
は、何人かが直接、その言葉を聞いています。常套句
といいますか、決まりきった言い回しがあります。澄
みわたる秋とか、気忙しい年の瀬とか、舌づつみを打
つとか。本当にそれにふさわしい形容詞を使っている
ならいいけれど、頭の中で言葉が先に立って、それか
らはめていく文章は考え直した方がいいという意味だ
と思います。深代さんの『天声人語』を注意深く読ん
でいると、常套句はほとんどありません。言葉につい
ては考え抜いて書いていたと思います。
活字ジャーナリズムの将来を、私は心配していませ
ん。新聞が紙でなくて電子媒体になるかもしれません
が、新聞自体がなくなることは、あり得ないと思いま

新聞はなくならない。人間は言葉を欲する存在／いい言葉「文品」／本田靖春さんを読み込み中

野球はタイガースファンということもあって、代打

す。情報が大事だ、情報が欲しいという以前に、人間
は言葉を欲する存在だと思っているからです。
『天人』のあとがきに文品という言葉がありま

Ｑ

す。私は中学生のときに『天声人語』を書き写し、意
味はわかりませんでしたが、まさに文章の中にある品
格に感動したのを覚えています。後藤さんにとって、
絶品に値する文章とはどんなものでしょうか。
後藤

文品というのは、文章の品ということです

ね。あまり使われませんが、いい言葉だと思います。
柳田邦男さんに文庫本の解説を書いていただいたとき
にこの文字があって、脳裏に残りました。そのとき連
想的に浮かんだ文章は、深代天人でした。
月並みですけど、「文は人なり」と言いますね。深
代さんの文品が高いとすれば、彼の品性が高かったか
らだと思います。深代さんを神格化するつもりはない
んです。彼の『天声人語』でも、できが今ひとつかな
というものもあります。しかし、そういうものを含め
て、やっぱり彼は人として豊かだった。だから、あれ
だけの文章を書けたのだと思います。
下世話な質問ですが、非常に知的で紳士で、周

Ｑ

囲の人から悪口も聞かれない好人物の深代さんが、ど
うして家庭ではうまくいかなかったのですか。
深代さんは、三浦甲子二さんの妹さんと最初

後藤

は結婚されています。どういう理由で家庭がうまくい
かなかったのかは、私もわかりません。長女と長男と
お子さんが２人いて、深代さんもいろんな悩みや思い
があったと思います。
私は、社会の中で敬意を払われ、人格が優れ、問題
がないと思われる男性と女性が、家庭を持って、いい
家庭になるのかどうかというのは、ちょっと違うこと
だと思います。だから、深代さんの最初の家庭がうま
くいかなかったということは、不思議ではないんです
ね。深代さんは、本当に魅力的な人であったと思いま
す。しかし、深代さんの家庭での出来事は、位相が違
うといいますか、人間とはそういうものだと思いま
す。
もう一つ、深代さんは影というか、暗さのようなも
のを持っていた人だと思います。孤独な人でもあっ
た。でも、自分の弱さとか後悔とか、そんなものがな
い人生を送っている人が、人の心を打つ文章を書ける
はずがありません。実生活においていろいろ苦労があ
ったと思いますが、一方でそれが彼の文章の肥やしに
なったというふうに私は思いました。
今後、取り上げたい人物はいますか。

Ｑ
後藤

先にお話しした、『天人』にも出てくる本田

靖春さんの仕事の足跡をたどってみたくて、少し前か
ら彼の本を読み込み、彼の本に携わった編集者たちに
思い出を聞いたりし始めています。
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関西スクエア賞に２氏

関西の各界で活躍する若い才能を応援する朝日新聞社の第７回「朝日21関西スクエア賞」に、地域の陸上競技
クラブで後進の指導・育成にあたる北京五輪銅メダリストの朝原宣治さん（42）と、エレクトロニクスの広い分
野に実用化が期待される透明の紙をつくった大阪大学産業科学研究所准教授の能木雅也さん（41）が選ばれた。
３月３日に大阪市北区のヒルトン大阪で開かれる関西スクエア会員交流会で贈呈式をする。

朝原 宣治さん（42）

明日のアスリート
地域に根ざし育成

大阪大学産業科学研究所准教授

の ぶ は る

北京五輪陸上競技銅メダリスト

あ さ は ら

の

ぎ

ま さ

や

能木 雅也さん（41）

広い用途に使える
21世紀の透明な紙
ナノメートル

現役時代と変わらないスリムな体。「自分で走るのと

紙の素材であるセルロースを約15ｎ ｍまで細くする

勝手が違い、教えるのは難しいですね。でも、やりがい

と、繊維のすき間が減って光が散乱しにくくなり、透明

があります」。トラックでの超特急ぶりと対照的に、言

な紙ができる。この表面に細い銀のワイヤを塗り、電気

葉を選んでとてもていねいに話す。「街から子どもの遊

を通す透明な紙の基板をつくった。他の研究者の技術と

び場が少なくなり、学校の部活動も減って、地域が果た

合わせた紙の太陽光発電電池は、軽くて折り畳める。さ

すべき役割は大きくなっています。いろいろな人がかか

らに、プラスチックより熱に強いので、ディスプレー、

わる安全な場所を提供していきたい」。新しいスポーツ

アンテナ、トランジスタ、メモリーもつくれる。「これ

人生に、確かな手応えを感じているようだ。

らを統合して近い将来、薄型軽量スマートフォンができ

神戸市出身。同志社大学在学時の1993年、陸上100ｍ

ると思います」「原料を身近で調達できる。環境を汚さ

の日本記録を樹立。2008年の北京五輪男子400ｍリレー

ないで処分でき、再生も容易。私たちの暮らしを大きく

で銅メダルを獲得した。現在、大阪ガスに所属し、兵庫

変える可能性を秘めています」と夢を膨らませる。

県西宮市の同社グラウンドを拠点に、小学生から一般ま

広島市出身。2002年、名古屋大学大学院生命農学研究

でがレベルに合わせてトレーニングできる陸上クラブ

科博士（農学）取得。産業技術総合研究所、京都大学国

「NOBY T&F CLUB」を主宰する。地域に根ざした取り

際融合創造センター、日本学術振興会特別研究員ＰＤ

組みが評価された。

（京都大学生存圏研究所）などを経て現職。
◇朝原宣治さん、能木雅也さんの活動ぶりを後日、本誌で詳報する予定です
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朝日新聞大阪本社は、近代・現代日本の歩みをたどるうえで貴重な資料を多数保存している。1879（明治12）
の創刊以来、新聞社の活動を通して蓄積したものだ。そのうち1281件（約２万点）は2003年、大阪市教育委員会
から有形文化財に指定された。新聞編集用だけでなく、社外からの閲覧要請にこたえ、展示会にも貸し出し、学

空にあこがれた熱血児の航跡追う

たけいしこう は

武石浩玻（本名・道之助）は、日本の民間飛行家の草

日目だった。現兵庫県西宮市の鳴尾競馬場を飛び立った

分け。朝日新聞社が1913（大正２）年に催した京阪神都

飛行機は、大阪城東練兵場を経て京都深草練兵場を目指

市間連絡飛行のパイロットをつとめたが、京都で着陸に

した。しかし、深草練兵場の観客が帽子や手を振る目の

失敗し、民間飛行初の犠牲者となった。衝撃的な最期が

前で、突然に急角度で墜落。浩玻は運ばれた病院で死亡

注目を集め、国内に飛行機熱が高まるきっかけをつくっ

が確認された。飛行家としての日本での活動は１カ月に

た。その功績を顕彰する「あこがれの空へ 民間パイロ

満たなかった。多くの人が、朝日新聞によって行われた

ットの先駆け・武石浩玻」展が水戸市立博物館で開か

葬儀に列席し、ひつぎの葬送を沿道で見守ったという。

れ、朝日新聞社所蔵の資料が貸し出されている。

後世、浩玻を愛し続けてやまない識者たちがいた。例
たる

展示を後援している一般社団法人日本航空協会の『航

えば、自分も若いときに飛行家を目指した作家の稲垣足

空と文化』ＷＥＢ版2012年６月15日号が、浩玻の経歴を

穂は、『ライト兄弟に始まる』（徳間書店、1970年）の

詳しく紹介している。

後半約100㌻を浩玻についての記述に割き、墜落原因の

1884（明治17）年、茨城県生まれ。旧制水戸中学を卒

ほ

分析などを試みている。

ら

ふ

業して渡米した。当初は文学者を目指したが、米国で飛

今回貸し出されたのは、米国の日本語新聞『羅 府 新

行機を身近に見て飛行機熱を高め、サンディエゴのカー

報』大正２年元日付の記事切り抜き、浩玻と朝日新聞社

チス飛行学校に入学して操縦資格を取得した。

が交わした飛行覚書、伏見警察署の検屍調書謄本控など

飛行機を携えて帰国したばかりの浩玻を、朝日新聞社

22件。中でも『羅府新報』は、立ち遅れた日本の飛行界

が飛行パイロットに招いた。悲劇が起きたのは、催し２

へ「覚せい」を促す浩玻の記事を載せた珍しいものだ。

「あこがれの空へ 民間パイロットの先駆け・武石浩玻」３月22日（日）まで、水戸市立博物館（〒310-0062 水
戸市大町3-3-20

☎ 029-226-6521

Fax 029-226-6549

URL http://shihaku1.hs.plala.or.jp）で。入場料：一般200

円、団体20名以上150円、高校生以下、65歳以上、障害者手帳などを持つ人と付き添い１人無料、月曜休館

▲日本の飛行界の「覚せい」を訴える浩玻の記事を載せた、大正２（１９１３）年元日付の『羅府新報』

武石浩玻の肖像写真を掲げた水戸市立博物館の展示場

で玉川里子館長（右）と佐々木靖章・茨城大学名誉教

授。左手後ろにあるのは浩玻の事故機の車輪と操縦輪

①「民間パイロットの先駆け・武石浩玻」展

術研究、社会教育に役立っている。その一端を紹介したい。 ＝取材協力：朝日新聞大阪本社 社史編修センター
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浩玻と朝日新聞社が交わした飛行覚書

展示の協力者で、武石日記を復刻して近く出版する予定

みました。歴史に埋もれかけた飛行家の業績を知る貴重

の佐々木靖章・茨城大学名誉教授は「大阪市の『季刊市

な手がかり」と話す。武石家側の協力で、事故の模様を

政研究』を読んでこの存在を知り、驚いて閲覧を申し込

伝える当時の写真や絵はがきなども展示されている。

② 朝日会館と『會舘藝術』

多彩に華開いた中之島モダニズム

朝日会館の舞台の両脇を飾ったレリーフの石こう模型
かいかん

「會舘の時代

中之島に華開いたモダニズムとその後」展が３

月７日から、東京都目黒区の東京大学駒場博物館で始まる。
旧フェスティバルホールの前身で、大阪・中之島にあった朝日
会館（1926～1962）は、演奏会、映画、演劇、展覧会などが連日
催された総合文化施設だった。機関誌『會舘藝術』を発行し、関
西のみならず日本の芸術・文化の普及と発展に貢献した。
東大のヘルマン・ゴチェフスキ准教授を代表とする東西７大学
の講師、研究者16人が２年前に朝日会館・会館芸術研究会をつく
った。資料収集、関係者へのインタビュー、『會舘藝術』のデー
『會舘芸術』。

発表する。朝日新聞社から、『會舘藝術』原本、舞台脇に据えら

上から1931年５

れたレリーフの模型、公演プログラムなど27件が貸し出される。

月の創刊号、33年３月号、36年４月号

「會舘の時代

中之島に華開いたモダニズムとその後」

物館（〒153-8902

東京都目黒区駒場3-8-1

３月７日（土）～４月５日（日）、東京大学駒場博

☎ 03-5454-6139

Fax 03-5454-4929

E-mail komabamuseum@adm.

c.u-tokyo.ac.jp URL http://museum.c.u-tokyo.ac.jp/index.html）で。入場無料、火曜休館

■ 次号につづく ■

タベース化などを進めており、その成果をシンポジウムと展示で
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

全国の世界遺産地域、関西からの呼びかけで連携
歴史街道推進協議会ネットワーク事業部長

井戸 智樹

平成26（2014）年10月24日、日本国内初の「世界遺産
サミット」が京都にて開催され、文化・自然遺産を有す

多大な時間とエネルギーを費やさざるを得なかった。し
かし全国の各地域はこうした関西のリーダーシップを、
きわめて好意的に待っていてくれたというのが、結成に
奔走しての実感だ。

る21市町村長が全国から集まった＝写真、撮影：京都

最後に、東京五輪を控え今後、会として是非取り組み

市。また、当日から12月中旬まで、二条城にて京都の世

たいことに、世界遺産と新幹線のコラボによる外客誘致

界遺産登録20周年記念事業「アートアクアリウム城～京

がある。あまり「関西の一人勝ち」を目指さず、東京―

都・金魚の舞～」が開催され、28万人の観客で賑 わっ

京阪神のゴールデンルートを姫路・広島・宮島はもちろ

た。売り上げ３億6700万円の１割が、二条城修復や祇園

ん平泉（一関から約10分）や白川郷（金沢から約１時

祭の鉾の復元、世界遺産のＰＲなどに充てられることに

間）などにも拡大したい。こうしたことにより、国の

なっている。

「光」をよりうまく発信でき、宿泊拠点となる関西もス

にぎ

ほこ

こうした動きの中心となっているのは、筆者がお世話

マートに潤うことになるのではないかと考える。

役をつとめる「『世界文化遺産』地域連携会議」であ
さんけい

る。現在、（23市町村にまたがる紀伊山地の霊場と参詣
道を例外に）世界文化遺産に関わる全国40市町村がすべ
て参加。研究者・メディアや旅行関係者100名の民間人
を交え、情報・ノウハウの交換や「世界遺産特別法」制
定運動など、様々な共同事業に取り組んでいる。
さて、わが国初の世界遺産として姫路城と法隆寺が登
録されてから今年で22年。関係する地域がこうした形で

京丹後にＸバンドレーダー基地
近畿で進行する
「沖縄化」
京都造形芸術大学歴史遺産学科客員教授
「沖縄化」とは何だろう？

仲尾 宏

本土に少なくて沖縄に集

全国的に交流・連携していこうという動きがなかなか出

中して存在しているもの、といえば誰もが亜熱帯性の気

てこなかったのには、いくつかの理由がある。

候や風物をまず思いだす。だが、それとともに、沖縄に

その一つは恐らく、多数の世界遺産を有する関西に、

一歩足を踏み入れればすぐに目につくことが、米軍基地

全国を見渡す発想・余裕があまりなかったことだろう。

の多さである。今、辺野古への新基地建設が、地元では

実際、４年前の会の結成時には「関西の団体は関西のこ

県をあげての最重要課題であることは、誰もが知るとこ

とだけ考えていればいい」という人々を説得するのに、

ろである。
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いう。
この周辺は、冬は名だたる荒波
と多雪地帯だが、夏は海水浴や美
味しい魚介類をもとめて、京阪神
から多くの人がやってくる。
名が駐屯して基地としての活動を
開始する。地元では地権者の一部

27

日、米

そこへ米軍の軍人・軍属約180

経ケ岬の現地では、米軍基地の建設工

ドという最新鋭のレーダー基地と

事が始まった２０１４年５月

れつつあるのだ。なにやらＸバン

軍Ｘバンドレーダー基地反対・京都連

京都府京丹後市の経ケ岬に建設さ

絡会の人たちが緊急抗議行動を行った

＝同連絡会のホームページより

その米軍基地が近畿の最先端、

がさまざまな基地公害を心配して
反対意見を出したが、区長会や京丹後市、京都府などは

成り行きと実態をよく注視してほしい。

「安全・安心」だと言い募って、昨年10月にレーダー本
体の搬入を事実上、認めてしまった。地元ではこの間、
住民の半数を超える「基地協力撤回署名」が集まり、市
議会へも陳情書が提出された。
さてレーダー搬入後、地元では何がおこっているかと
いえば、まず連日、夜を徹しての発電機の大騒音、そし

阪神・淡路大震災から20年
「1.17のつどい」に初めて参加
フリーアナウンサー

て米軍関係者による交通事故の多発。中には道路脇の電

坂口 智美

柱をへし折る重大事故も発生した。事故後の処理につい

「ただ今から午前５時46分をお知らせします。プッ、

ては地元民には何も知らされていない。また一部を除い

プッ、プッ、プー」。20年目のその時、神戸は静寂に包

てテレビにも新聞にも、この基地のことはほとんど報道

まれていた。竹灯籠の炎が揺らめき、真っ暗な中に時報

されていない。

の音と人々の呼吸だけが聞こえる。「黙とう―」。東遊

しかし、この「沖縄化」現象は、ごり押しで進行して

どうろう

園地に集まった14000人の中に私はいた。

いる。このたびの衆議院議員総選挙の結果にみられるよ

阪神・淡路大震災の年の秋から３年間、神戸元町から

うに、基地について沖縄県民の多数が不安に感じ、「要

ラジオの生放送を毎日担当していた。主に、復興してい

らない」という意思を表明した。事態は沖縄と同様であ

く街の様子をレポートした。あれから17年、東遊園地の

る。さて、近畿の住民はどう反応するのか。しばらくは

「阪神淡路大震災1.17のつどい」に今年初めて参加し

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/

14

2015.3

た。仕事以外で、被災していない自分が当日そ
の場にいてはいけないのでは…と思い、ずっと
ちゅうちょ

躊躇していた。しかし、毎年メディアで一斉に
報道される現場が、その日どうなっているのか
知りたくて、前日から神戸入りした。
あか

午前５時、「希望の灯り」から分灯された光
が一人一人に分けられていく。「絆」や「夢」
と書かれた竹灯籠の中に浮かぶろうそくにとも
す＝写真。雨あがりの夜明け前だが、少しも寒
さを感じない。寒風で揺らめく炎は、まるで命
の吐息のようだった。６時40分頃には空が白々
となり、小鳥のさえずりと共に、７時には太陽
が顔を出した。気がつくと千人以上いるのでは
ないかと思うくらいの報道陣だった。

る舞いもあり、冷えきった身体も温めてくれた。

記帳して白菊の花を受け取り、「慰霊と復興のモニュ

「つどい」の場は、誰でも参加できる。その場でないと

メント」周りの水面に浮かべる。会場内には、東日本大

感じられない思いもたくさん生まれた。20年の間には、

震災の犠牲者を追悼する「3.11」の竹灯籠（14時46分黙

人それぞれいろいろな出来事があっただろう。震災で亡

とう）、雪地蔵、交流テントやパネル展なども設置され

くなった人々を追悼する場であるとともに、人々が寄り

ていた。会場を歩いて、たくさんの人と話をするだけ

添い、前を向いて生きていくための「心のよりどころ」

で、心が温かくなった。おかゆや豚汁などの炊き出し振

だと実感した。来年も足を運んでみたい。

花を

訪ねて

大阪府豊中市・服部緑地植物園で

もうすぐ春と告げる

ロウバイ
ロウバイ科

花言葉：先導・先見・慈愛

ロウバイ、オウバイ、マンサク、トサミズキ、ヒュ

「ああ、もうすぐ春だ」と元気づけられる。
キ

モ

ナ

ン

サ

ス

ケ イ モ ン

ウガミズキ、サンシュ、レンギョウ……。冬から早春

学名の属名 Chimonanthus はギリシャ語の cheimon

にかけて咲く木々は、黄色い花が多い。なぜだろう。

（冬）＋ anthus（花）の意。英名は winter sweet 。鼻

日本植物生理学会のホームページの「植物Ｑ＆Ａ」

を近づけると甘い香りがする。中国原産。蝋のような

に、「早春にいち早く活動を始める昆虫にはアブやハ

つやがあって臘月（陰暦12月）に咲くのでこの名がつ

エの仲間が多く、これらは黄色い色に敏感だといわれ

いたという。後水尾天皇（在位1611～1629）の時代に

ています」という回答が載っていた。なるほど。

朝鮮から渡来したと『原色牧野植物大圖鑑』（北隆

ロウバイ

アンサス

ろうげつ

ごみずのお

その中で一番先に咲くのが蝋梅。よく見るのは、鮮

館）に載っている。わりに新しい園芸植物のようだ。

黄色で丸い花弁の素心蝋梅という写真の品種。寒空の

普通の梅とは全く別種。夏～秋に熟する種子は、有

そ しん

下で雪の帽子をかぶったこの花に出会ったりすると、

ウメ

毒アルカロイドを含む。食べてはいけない。

（雅）
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イベント・出版等の情報

アジア協会アジア友の会常任理事

法花 敏郎さんから

公益社団法人アジア協会アジア友の会は、飲料水が乏
しいアジアに井戸を贈る運動を中心に、植林、教育など
様々な国際協力活動を
しています。この自然
学校は、世界の諸問題
に子どものときから関
心を寄せ、思いやりや
助け合う精神、自然環
境を保全する意識や行
動を体験を通じて学ん
でもらうことを目的に

紙のアートに祈りを込めて

第３回 土と水と緑の自然学校
in 美山

毎年開いています。か
やぶきの里散策、あま
ご釣り体験、白尾山登
まき

山、薪割り体験、農作
業などの自然体験プログラムが、地元の方々が先生、大
学生が子どもたちのリーダーとなって行われます。タイ

H i r o shima

紙一枚から切り出した原爆ドーム。『ヒロシマ』

からの学生との交流プログラムも予定されています。

と題したデザイナー長谷川晶一さんの作品だ。高さ

◇とき

約18㎝。縦長に折り畳んだ紙を開くと、オブジェが

３月26日（木）～29日（日）３泊４日

◇ところ

京都府南丹市美山町大内（集合／解散：JR

大阪・京都・園部各駅）
◇参加費用

のヒロシマの「ロ」の字がくり抜かれ、「声なき死

21,000円（食費、交通費、保険料、プログ

ラム費含む）
◇募集対象
◇定員

者からのメッセージを聴くための心の窓です」など
と日本語と英語で記した説明書がついている。

小学校３年生～中学校３年生

「妻の身内が被爆し、亡くなりました。原爆は過
去の他人事ではありません。今年はあの日から70

30名（先着順）

◇申込締切

姿を現す。写真では裏側になって見えないが、表紙

３月10日（火）

◇申し込み・問い合わせ先

年。80歳近い今日まで多くの商品デザインを手がけ
主催の公益社団法人 アジ

ましたが、実用を離れ、改めて平和を祈るよすがに

ア協会アジア友の会（〒550-0002 大阪市西区江戸堀

したくて、つくってみました」。問い合わせは長谷

1-2-14 肥後橋官報ビル５階

川晶一デザインスタジオ（〒541-0046 大阪市中央

☎ 06-6444-0587 Fax 06-

6444-0581 E-mail aoki@jafs.or.jp URL http://jafs.or.jp）

区平野町4-6-12

☎ ＆ Fax 06-6231-6372）へ。

担当＝山竹／青木
のあとは、参加者みんなでフリートークをします。
けい ひ どく

エコネット・カフェ「経皮毒」
NPO法人

エコネット近畿さまから

環境のこと、活動のこと、将来のこと。お茶とお菓子

◇お話

山本 修巳さん（環境カウンセラー）

◇内容

身体に安心／安全な日用品を使うことが、結局

は環境負荷を減らすことにつながるのです。 “生分解
度の低い化学物質を垂れ流さない”

これだけでも水

質汚濁防止に貢献できます。頭で考える前に先ずは行
動を！

をいただきながら、気軽な気持ちで話しませんか。毎月

◇とき

一度のペースで開催している環境井戸端会議です。お話

◇ところ

３月18日（水）14時半～16時半
エコネット近畿事務局（大阪市北区天神橋２

16
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丁目北1-14
◇参加費
◇定員

天二ビル４Ｆ）

200円（お茶・お菓子代）
15名程度（要予約）

◇お申し込み・お問い合わせ先
06-6949-8288

エコネット近畿（Fax

上方文化評論家

E-mail yoyaku@econetkinki.org）。お申

し込みは、①所属団体・組織・企業名
電話番号

講演「世界三大美女の一人
小野小町の生涯」

④住所

②氏名

③お

⑤Ｅメールアドレスを記載してお

◇とき

３月21日（土）13時～14時半

◇ところ

神戸市立甲緑地域福祉センター（神戸市北区

緑町2-7-28

願いします
※下記のホームページで詳細をお知らせしています
http://www.econetkinki.org/blog150211210532.html

◇講師

福井 栄一さんから

☎078-582-3936）

福井栄一

◇入場無料・ご予約不要

『フフーナムジル』できました

もり･けんさん

ゴル（中国）の話で、モンゴル国の人は
誰も知りません。モンゴル国に伝わるオ

本誌2014年12月号（No.167）の本欄で

リジナルを、ぜひ本にしたい」。長年か

紹介した、童話作家・ハーモニカ奏者、

けて、多くの人から聴き取りした伝承を

もり・けんさんの新作絵本『フフーナム

再構成し、やっと念願を果たした。

ジル』ができあがった。馬頭琴のいわれ

絵を担当したのは、日本児童出版美術

としてモンゴル国に伝わる、カッコウの

家連盟会員、いとうゆりこさん。もりさ

ように美しい歌声の少年ナムジルと恋人

んとともに現地を訪れて取材した。繊細

ソロンゴの愛の物語だ。

なパステル画で、イマジネーション豊か

もりさんは、『週刊朝日』に連載され

に物語を支える一方、遊牧民の衣装やテ

た司馬遼太郎『街道をゆく』のモンゴル

ントの細部までリアルに描写している。

紀行を読んで憧れた。43歳で会社を辞め

本の収益金は、モンゴルの孤児院など

て以来20年間にモンゴルを43回訪れ、貧

で困っている子どものために使われる。

しい子たちの支援などをしている。
この間、ずっと胸に温めてきた思いが
あった。「日本の教科書に載っている馬
頭琴の民話『スーホの白い馬』は内モン

走記』を昨年出版した京都市の中野圭子
さんが、同著の子ども向け絵本版『「赤
紙」って、なに？

中野信夫の回想

イ

ンパール作戦』をつくった。
ミャンマー（当時はビルマ）で展開さ
れた同作戦は太平洋戦争で最も過酷な戦
いといわれ、日本兵約6,5000人の半数以
参加。復員後は京都で眼科医を務め、立
命館大学国際平和ミュージアムの設立を
助けるなど、2010年に99歳で亡くなるま
で、反戦・平和運動に献身した。
「父が戦場を思い出しながら描いたス
ケッチと日記をもとに、『軍医殿…』よ
りさらに易しく、孫やひ孫の世代まで平

co.jp）刊、Ａ４判上製、40㌻、2,500円＋税。アマゾンでも買える

和の願いがしっかり伝わるようにと念じ
て編集しました」と中野さん。市販はせ
ず、国際平和ミュージアムへ見学に来る
児童、生徒に配る予定だが、「どこかに
この絵本のお役に立つところがあれば、
お知らせください。１冊からなん冊でも
お届けします」と話している。
※本誌2014年６月号（No.161）に中野圭
子さんの「人あり」を掲載

32

㌻。お申し込みは、

上が戦病死した。信夫さんは軍医として

E-mail hunhun@cardandmedia.

ほむぎ出版刊、Ａ５判横、

インパール作戦ビルマ敗

Fax 06-6353-1393

☎ ０７５ ７-４４ ０-３４７（ファクス専用、中野
圭子あて）へ。３００円（税・送料込み）

やられました

☎ 06-6352-8005

中野 圭子さん『
「赤紙」って、なに？』
インパール作戦を絵本に

お父さんの戦争体験記『軍医殿！腹を

Ｈ･Ｕ･Ｎ企画（〒530-0037 大阪市北区松ケ枝町6-12 西栄ビル２Ｆ
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が本書だ。「幼少の頃」「受験の花道・

『夢がかなう法則』が新装版に

三矢 直生さん

宝塚歌劇団編」「同・東京芸術大学編」

宝塚歌劇団100週年を記念した第１回

の三章構成。宝塚同期の真矢みきさんら

「ライブ☆タカラヅカ」（朝日新聞社主
みつ や

な

とのエピソードも紹介されている。

お

催）に出演した三矢直生さんの著書『夢
がかなう法則

17

10年前に他の出版社から出した本が絶

宝塚が私に教えてくれた

版となり、ファンから再発売を望む声が

こと』が、新装版になって出版された。

高かった。三矢さんは「自分がかなうぞ

三矢さんは中学卒業後、宝塚音楽学校

と信じてきた夢。一人では、かなえられ

に首席で合格。宝塚歌劇団では歌える男

ませんでした。こうして、また、みなさ

役として活躍し、90年に『ベルサイユの

まのおかげで、一つ夢をかなえることが

ばら』のジェローデル役を最後に退団し

できました！」と話している。

た。さらに、31歳で大検を経て東京芸術

※本誌2014年１＆２月号（No.157）に第

大学に進み、声楽を学んだ。現在、歌手

１回「ライブ☆タカラヅカ」を詳報

としてコンサートやオペラで活動し、宝
塚歌劇団音楽講師を務めている。
二つの大きな夢を持ち前の頑張りと明
るさで実現した半生を、自らつづったの

敬文舎（〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-23 ファミール西新宿
405号

☎ 03-6302-0699

Fax 03-6302-0698

ocn.ne.jp）刊、四六判、256㌻、カラー口絵８㌻、1,250円＋税

朝日カルチャーセンター

中之島教室 公開講座

やさしい刻字入門１日体験
講師のていねいな指導のもと、刻字を体験して１文字を彫ってみませ
んか。彫りやすい板を使うので、
どなたでも簡単に取り組めます。
１日で仕上がり、プレゼントにも
なります。
◇講師

日刻展審査会員候補
堀 柊堂

◇とき

３月16日（月）10～12時

◇受講料

会 員 2,700円 、 一 般

2,916円（税込み、材料費を含む。道具は貸し出します）

音で楽しむジャズの歴史 第５弾
ジャズになったミュージカルやシネマの名曲たち
ジャズで演奏される曲には大きく分けて、既存の有名曲と、ジャズマ
ン自身の作曲によるオリジナル曲があります。前者には案外知られてい
ないのですが、出自がブロードウェイのミュージカルからのナンバー
や、ハリウッド映画で使われた主題曲の場合が多く
あります。今回は、誰でも一度は耳にしたことのあ
るおなじみの曲が、ジャズとしてどう料理されたか
を、たっぷり楽しんでいただきます。
◇講師

作家

◇とき

３月27日（金）15時半～17時半

丹波 元＝写真

◇受講料（税込み）

E-mail keibun-sha@aria.

会員 3,024円 一般 3,348円

※CDなどを聴きながら解説する講座です、生演奏はありません。

朝日カルチャーセンター中之島教室
〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18
之島フェスティバルタワー18階
6222-5222

Fax 06-6222-5221

www.asahiculture.jp/
～土曜

中

☎ 06URL：

窓 口 営 業 時 間： 月

９時半～18時半（第２・４日曜

は13時半まで）

休館日：第１・３・５

日曜と祝日（振替休日含む）
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大震災に耐え、
開封まであと２年
神戸・メリケンパークのタイムカプセル
昨年末の中之島どくしょ会で吉村

まんいち

萬壱さんの小説『ボラード病』を読
んでから、港でボラード（係船柱）
を捜すくせがついてしまった。
阪神・淡路大震災から満20年を迎
えた前日の１月16日、神戸港を歩い
た。メリケンパークの突堤の先で、
特大のボラードに出会った＝写真。
寸法を測ったら、高さ、頭部の直径
とも70㎝あった。塗装がはげてさび
そう い

た鉄の地肌がのぞく。満身創痍の姿
けみ

が、閲した歳月をしのばせる。
さらによく見ると、「タイムカプ
セル

1987－2017」と文字が彫って

ある。緑青が吹いたプレートに「神
戸開港120年を記念して、神戸市民
の将来の夢と30年後の市民へのメッ
セージを託したものです。埋蔵日
1987年４月29日／開封日2017年吉日
神戸市長宮崎辰雄」と書いた説明文
が、かろうじて読める。
神戸市に照会したら、当時の経緯
を直接知る職員はもういないとの返
事。同市みなと総局みなと振興部振
興課の西口毅・振興係長が、詳しい
来歴を調べてくれた。カプセル本体
は、ボラードにつないだ鎖の先から
海中に沈められている。メリケンパ
ークと神戸海洋博物館の完成式と同
じ日に埋蔵式をし、小中学生と公募
に応じた市民らが、手紙や絵260点
を納めたという。それにしても、よ
く残ったものだ。

メリケンパーク

神戸市中央区波止場町2

ＪＲ・阪神元町駅、阪急・

山陽高速花隈駅から徒歩各15分 、地下鉄県庁前駅から徒歩20分ほか

港の姿も、大きく変わった。

てて造成されたポートアイランドや

夢がついえた。物に託して時の流れ

すぐ近くのメリケン波止場や中突

六甲アイランドに移った。

に委ねることで、かろうじて伝わる

堤は開港以来、ミナト神戸の象徴だ

そして大震災が襲った。メリケン

夢がある。ボラードとタイムカプセ

った。1958年に石原裕次郎が主演し

波止場はコンクリート岸壁がひび割

ルの間の鎖は、忘却の海に向けて投

た『赤い波止場』という映画があっ

れ、本物のボラードや街灯と一緒に

げられた、希望をつなぐ一条の蜘蛛

て、外国船や多くの人と車が行き交

波間に没した。その姿のまま、震災

の糸のように私の目には映る。

うこの一帯が舞台になった。

メモリアルパークとなって保存・展

今、かつてのにぎわいはない。国
際港の機能の中心は、新たに埋め立

示されている。
多くの命が奪われ、数えきれない

く

も

開港150年となる2017年まであと
２年。晴れの日には、どんな夢が披
露されるのだろうか。（黒沢 雅善）

2015.3
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼わが家には、食べ盛りの高校生と中学生の息子がいま

局長や先輩記者からしかられ、ライバル紙に抜かれ、夜

す。毎朝、カミさんが出勤前に朝食と弁当を作り、晩ご

討ち朝駆けに疲れ果て、涙を抱き枕にして毎晩聴きまし

飯の支度もしています。その神業的な手際の良さには頭

た。もし、この曲と出会わなかったら、とっくにくじけ

が下がります。こちらも多少力になれればと、作り置き

ていたでしょう。彼女は私と同学年で、もう還暦を過ぎ

できる総菜を前の晩や週末に作ります。カツ、シューマ

たはず。なのに、スクリーンいっぱいに歌う姿は、声の

イ、ハンバーグ、ブリ大根、肉団子などなど。

張りが少しも衰えず、とっても若い。懐メロでなく今も

先月は久しぶりにミートソースを作りました。ひき肉

現役バリバリなのに、何よりも圧倒されました。――私

１キロ、トマト缶は２リットル。大きな鍋で煮込んでか

も負けてられないなぁ。「旅を続ける人々は／いつか故

ら一晩寝かして出来上がり。ジップロックの袋に小分け

郷に出逢う日を……」。昔口ずさんだ歌詞を思い出し、

して冷凍庫へ入れます。こう書くと、簡単そうですが、

またまた勇気を授かって映画館を出ました。

私がやると、野菜を刻むだけでも結構時間がかかりま

▼花屋の店頭に並ぶ切り花が柔らかなものや華やかなも

す。これがサクサクやれたら……。１人で食事を作り、

のが増えてくるこの季節は、家に花を生ける機会も増え

家庭内で自立すること。道はまだ半ばです。

（臼倉）

ます。わが家では、桃のお節句を前に、小さめの花器に

▼中島みゆきさんのコンサート・ライブ映画「縁会2012

桃の枝を効かせ、根締めには菜の花を。お手本通りの組

〜 3 」を、妻と見に行きました。みゆきさんが歌う『時

み合わせながら、あしらいにモンステラを合わせて楽し

代』はン十年前、私の新米記者人生の応援歌でした。支

みました。

あ

（黒沢）

（北野）

ため､ 随時、会員らを講師に招き、社内勉強会を開

「朝日新聞 関西スクエア」とは

いています。

「関西からのメッセージ集団」を目指して、朝日

主催イベントの詳報、会員からの寄稿や関西スク

新聞大阪本社が1998年、創刊120周年を前に発足さ

エアの活動報告、朝日新聞社からのお知らせなどを

せたゆるやかな会員組織です。「スクエア」とは、

載せた会報を毎月つくり、インターネット上のホー

過去・現在・未来にかかわるさまざまな問題を、自

ムページを通じて公開しています。

由な立場から語り、論じ合う「知の広場」を意味し

また、2009年に「関西スクエア賞」を創設し、さ

ます。関西にゆかりを持ち、学問、経済、文化、芸

まざまな分野で活躍する若い才能を、毎年表彰して

術、芸能、スポーツ、市民運動などの多彩な分野で

います。会員交流会も毎年開き、会員同士や朝日新

活躍されている方々500人以上に入会していただい

聞社員との交流を深めています。

ており、21世紀のよりよい社会づくりに向けて提言
していただきます。

未来に向けて私たちは、どんな社会を目指せばい
いのか。そして関西の役割とは。そのグランドデザ

さまざまな分野の、さまざまな問題についてフォ

インを、みなさんの知恵をお借りしながら描いてい

ーラム、講演会などを開きます。その成果は、朝日

きたいと考えています。多くのみなさんがこの関西

新聞の特集などの紙面でその都度、広く読者へ伝え

スクエアに集い、元気な関西をつくっていくために

ています。また、朝日新聞の紙面づくりに役立てる

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。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。４月号掲載ご希望分

（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。「とぴっく・

は３月18日（水）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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