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「僕の基本はノンフィクション」
作家

黒川 博行さんと『後妻業』を読む

徹底取材し、半歩先行く犯罪小説
フィクションを地でいくような事件が発覚し、今や流行語になった『後妻業』――
第10回中之島どくしょ会（朝日新聞社主催）が３月13日、大阪市北区中之島２丁目の
も

フェスティバルスイートで開かれた。作者の黒川博行さんが、友だちの歌人・道浦母
と

こ

都子さんを聞き手に、「別の事例をモデルにして小説化し、私の方が先に発表しまし
た」と、作品ができるまでの経緯を初めて詳細に語った。

困り果てた遺族姉妹から相談

ということを、きょうはちゃんとしゃべります。今まで
出ていなかった話がたくさんあると思います。

たくさんお集まりいただいて、ありがとうござ

黒川
います。

『後妻業』ができるまでのこと、本当はどうやったか
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たる人をとりあえずＡ子、被害者である姉妹のお父さん
にあたる人をＢさんとします。
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Ａ子は78歳、Ｂさんは91歳でした。６年前のことで

理なんか、もちろんつくりません。コンビニで買うてき

す。僕は知人である姉妹から「父親が結婚するかもしれ

たような弁当を毎回、毎回渡し、洗濯はそこらのコイン

ん。いかがなものでしょう」相談されました。そのとき

ランドリーへ持っていき、一切世話もしなかったみたい

は「91歳にもなって結婚できたら、御の字でしょう」と

です。
同居の「３点セット」というものがあります。まず、

返事しました。それでＢさんはＡ子と再婚しました。
Ｂさんの最初の奥さんは８、９年前、80代で亡くなり

老人の家に家具＝ベッドとドレッサーとチェストを入れ
る。次に、地域の自治会やゲートボールとか囲碁、将棋

ました。Ｂさんはすぐ、結婚相談所に登録しました。
最初に紹介された方は非常にいい人で、「私は遺族年

のサークルに「このたび結婚しました」という風に顔を

金をもらっているから、あなたと結婚しなくてもいい。

出し、妻であることをみんなに認識させる。住民票も相

息子さん、娘さんは反対しますから」と言いました。葬

手の家に移す。この３つがそろえば、公正証書も遺言書

式費用もあなたからは一切いただきませんと言っていま

もつくりやすくなります。

み

した。でも、最期は看取

そして１年後、Ｂさん

りたいということで、同

は公園で倒れました。脳

居しました。そして１、

梗塞の発作や思うんです

２年で、女性が先に亡く

けど、Ａ子は手を引いて

なりました。

連れ帰り、マンションで

こうそく

Ｂさんは、また結婚相

寝かせていたみたいで

談所に登録しました。

す。多分、死ぬのを待っ

ところが、次に来たの

ていたんです。

が、とんでもない女でし

Ｂさんが倒れるところ

た。「今、男と付き合っ

を見た近所の人が翌日、

ている。手切れ金500万

Ａ子に「おたくのお父さ

円を払ってくれれば、あ

ん、どうしたんですか」

なたと結婚できる」と言

と聞きました。Ａ子は、

われ、Ｂさんは500万円

まずいと思ったんでしょ

を 払 い ま し た。『 後 妻

うね。やっと救急車を呼

業』にもエピソードとし

びました。

て 入 っ て い ま す。 そ れ

Ｂさんは、ほとんど体

で、払ったとたんに逃げ

が動かない、ものも言え

られました。そういう連

ない状態で、近所の救急

中も結婚相談所には巣く
っています。

文藝春秋 刊

病院に運ばれました。人
の区別ぐらいはできたみ

それでもＢさんは諦め

た い で す が、 た だ「 う

ず、また登録しました。

ん、うん」とうなずく程

そして紹介されたのが

度でした。

Ａ子です。Ａ子はＢさん姉妹に、最期は看取りたいと

集中治療室から出たＢさんは、ナースステーション隣

か、自分は看護師の経験もあるとか、顔を合わせるたび

の個室に移されました。ところが、Ａ子が来て、ナース

に違うことを言いました。

ステーションから一番遠い部屋に移しました。Ａ子が見
えん

お姉さんは、頭も切れるし、親切そうでいい人や、と

舞いに来るたびに、Ｂさんは誤嚥性肺炎を起こしたり、

思ったそうです。妹さんは、どうも話がうますぎて油断

点滴が抜けたりしました。姉妹はお父さんが殺されそう

がならない、と思っていたそうです。でも、姉妹は基本

やと心配し、看護師に、Ａ子が見舞いに来たときは必ず

的に結婚に反対しました。子どもの立場からは、当たり

立ち会ってくれと言ったそうです。

前やと思います。
それでもＢさんは、自分の屋敷と別に買っていたマン

Ｂさんは10カ月ぐらい頑張りましたが、亡くなりまし
た。

ションでＡ子と暮らし始めました。通い婚でした。よく

やれ葬式やいう段階になって、Ａ子が「実は、結婚し

あるパターンです。ほかにも、えさを探しているわけで

ていなかったんです」と姉妹に言い、「その代わりにこ

すから。

ういうものがあります」と公正証書遺言を持ち出してき

週２、３回、Ａ子がマンションに通っていました。料

ました。「本宅以外の今住んでいるマンション、動産、

2015.4

不動産はすべてＡ子に遺贈する」という内容でした。

３

全部捨てていました。取材をするのが大変でした。相続

姉妹はもちろん、びっくりしました。

に関する取材、結婚相談所、興信所との報告のやりとり

なぜ籍を入れていなかったのか。

とか、すごく面倒ですけど、調べました。

Ａ子の前夫は淡路島の地主でした。非常に大きな土

『後妻業』に書いた結婚相談所の所長は、実際はいま

地、家を持ってはって、Ａ子はその方の遺族年金をもら

せん。でも、実際のＡ子には男がいました。姉妹がＡ子

っていたんです。なおかつ、前夫の家、屋敷を相続すべ

のマンションに電話をするたびに男が出ました。Ａ子は

く、いろいろと請求をしていた最中だということが、そ

弟やと称していました。

のときわかりました。

そんなことで、『後妻業』の雑誌連載が終わったのが

妹さんが僕に「公正証書遺言を持ち出されている。ど

一昨年秋頃でしたか。そして去年３月、京都の事件がは

うにかならんですか」と電話をかけてきました。民事だ

じけそうになりました。複数の週刊誌に軽く記事が載っ

けではなく、刑事もできる弁護士が相当であろうと僕は

たんです。京都にとんでもない後妻がいると。

思い、ある弁護士を紹介しました。ところが、「遺留分

事件がはじけてからこの小説を単行本にするのでは、

減殺請求以上のことはできない。裁判をしてもむだで

僕がまねをしたように思われます。困ります。なので、

す」と委任を断られました。

その夏に僕は直木賞を受賞しまして、本当に忙しかった

妹さんは納得できんから、別の弁護士に相談しまし
た。その弁護士は、できないとわかっているのに、「了

んですけど、本来は去年11月頃に出す予定やったのを、
急いで原稿を直し、８月末に出版しました。

解しました。私がやりましょう」と仕事を請け負い、実

そして、京都の事件がはじけたのが11月。とりあえず

際は提訴しなかったのに、多額の報酬を姉妹から受け取

間に合いました。今思えば、頑張って早く出したのがよ

っています。したことといえば、遺留分減殺請求の手続

かったと思います。実際、これこれ、こういう風に後妻

きをしただけです。

業をしているやつがいることがわかって。

さらにこの弁護士は、自分が調べるのが面倒くさいの

そもそも、後妻業という言葉は、姉妹のお姉さんが言

か、姉妹に興信所を紹介してＡ子の履歴を調べさせまし

っていたような気がします。弁護士もこの言葉は知らな

た。姉妹は興信所に１週間で約50万円払いました。

かったようです。お姉さんは実にうまいネーミングをし

興信所の報告書によると、Ａ子の前夫は徳島で自動車
事故によって不審死していました。なおかつ、Ａ子は年

たなと思います。僕がそれを覚えていて、本のタイトル
に使ったわけです。

２回も３回も除籍、転籍を繰り返し、彼女の周囲で９年

京都の事件がはじけてからも、僕は、週刊誌などの取

間に、Ｂさんを含め４人の男性が不審死していました。

材に、みんなぜひＡ子のところへ行ってインタビューを

京都で発覚した今回の事件とよく似ています。

してくださいと言いました。それで、週刊誌や通信社、

弁護士や興信所は姉妹に、もう少しさかのぼりますか

テレビ、新聞も行きました。

と聞きましたが、姉妹は、さかのぼっても同じことやと

ようしゃべるおばあさんです。そのあたりも、京都の

思ってやめました。もし、さらにさかのぼっていれば、

事件の容疑者とよく似ています。でも、ある時期から、

判明しているのと同じぐらいの人が、死んでいるような

さすがに危ないと思うようになったのか、インタビュー

気がします。謄本でわかるのは籍を入れた人だけです。

を受けんようになりました。

内縁で公正証書をとられている人がもっとたくさんいる

そんなこんなで終わりました。京都の事件も小康状態

かもしれません。今回の事件よりも被害者は多いと思い

にあるようですから、僕も、取材あるいはインタビュー

ます。

を受ける機会が最近は少なくなりました。これが、誰に

こんなに悪いやつはいないと思いますが、証拠も何も
ないですから、しゃあないです。

事件はじける前に急いで出版
その後、自分たちの話が小説にならんかと姉妹から言
われました。

も言っていなかった『後妻業』の詳しい内幕です。
今言ったことは事実としてあったことですけれども、
本の中に登場する小夜子とか本多、柏木あたりのキャラ
クターは、まったく別物です。小説というのは、素材は
ありますけれども、キャラクターは作家がつくらないと
いけないものです。

僕は、ならんと思っていました。事実を小説にするの

つくるのは苦労しません。そこはプロですから。で

は案外、難しいんです。モデルなりを僕は知っています

も、取材は大変でした。本当にあったことをちゃんと取

から。でも、小説にして、『別冊 文藝春秋』に連載す

材する。例えば、取材して10個得たとしても、そのうち

ることになりました。

３個も書ければいいところです。でも、知らずに書けな

ところが、姉妹は、興信所からもらった資料とか、弁

いのと、知っていても書かないのは、大きな違いがあり

護士とのやりとりの資料を、もう思い出したくもないと

ます。他人の小説を読んでいても、ここは取材が足りん

４
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なとか、ここは適当にごまかしているなというのは、よ

黒川

そんなことはない。５～６枚は書きます。

くわかります。

道浦

本は年に１冊。

黒川

そうですね。僕はデビューして30数年ですけ

だから、その辺が怖くて、僕は一生懸命、取材をして
います。そのせいもあって書くのが遅いし、出版社にも

ど、本も30数冊しかない。ということは、１年に１冊で

迷惑をかけているんですけれども、そんなことがありま

す。その中にはエッセイ集もありますから、小説は多分

して、『後妻業』が本になって出たということです。

１年に１作も出していなかったです。
道浦

読者が何を喜ぶかを常に意識

ないでしょうか。

（道浦母都子さんが登壇）
道浦

エンターテインメントとしては、少ない方じゃ

道浦でございます。きょうは、みなさんが聞き

黒川

稀有ですね。よくぞ生き長らえてきた。

道浦

黒川さんは、エンターテインメントは読者を喜

たいこと、また、もっとプライベートの黒川さんがわか

ばせなきゃいけないと、よくおっしゃいます。それをも

るようなお話を引き出せたらと思っております。

う少し詳しく。

いましたが、きょうは、姉
妹のお姉さんが言っていた
というお話でしたね。

したら知っているかもしれ
ませんけど。
道浦

それから、私の周

りでも、京都の事件をヒン
トにお書きになったんじゃ

を書けば読者が面白いと思
って読んでくれるかなとい
うことを、ものすごく意識
します。自分が書きたいも
のと、読者が喜んでくれる

目をつけて書けば受けるか

96

が、 な か な か わ か り ま せ

ろがった』でサントリーミステ

弁護士だったら、ひょっと

きたいことがないので、何

っています。でも、どこに

年に『カウント・プ

ね。相続を専門にしている

要するに、僕は書

ものは別物だと、ずっと思

リー大賞。

んどの弁護士は知らんです

ラ ン 』 で 日 本 推 理 作 家 協 会 賞、

かもしれませんけど、ほと

２０１４年に『破門』で直木三十

さんが弁護士から聞いたの

五賞。近著に『悪果』『大阪ばか

そうですね。お姉

ぼんど』『蜘蛛の糸』など

黒川

くろかわ ひろゆき

間であるという風になって

黒川

黒川 博行さん

ういう言葉が弁護士さんの

１９４９年、愛媛県生まれ。京都

と思います。小説では、そ

86

年 に『 キ ャ ッ ツ ア イ こ

得た一つの要因ではないか

市立芸術大学美術学部彫刻科卒

って、それが多くの読者を

業。 大 阪 府 立 高 校 の 美 術 教 師 を

ルに非常にインパクトがあ

経 て、

『後妻業』というタイト

ん。そういう意味で書くの
がつらいんです。今、すで
に話題になっていることを
書いても仕方ありません。
だ か ら、 犯 罪 小 説 で あ れ
ば、半歩先のことを書くよ
うに意識しています。
道浦

歩先をということを、まさ
になさった。

ないかと思っている方が、
かなりいらっしゃるんですが。

『後妻業』は、半

黒川
道浦

結果的にね。

これはいけるというのは、テレパシーみたいな

黒川

たくさんいると思います。

ものでしょう。書いてほしいという依頼があったそうで

道浦

でも、違うんですね。きょう話されたように、

すけれども、だめなものはだめでしょう？

先行してお書きになっていた。連載していらっしゃると

黒川

もちろんそうです。書いてほしいと言われたっ

きからずっと拝見していたんですが、「筆が踊ってい

て、それを書いたところで、それが読者に受けるかどう

る」といいますか、水を得た魚のようにお書きになって

かは、僕が判断するのですから。そういう意味では、運

いたと感じました。

がよかったなと思っています。

黒川

いや、まったくないですね。僕が書きたいと思

道浦

『後妻業』を読んだ男性何人かとお話をしたん

って書いたのは、処女作の『二度のお別れ』というもの

ですけど、男は一人になったら寂しいとおっしゃるんで

だけです。それも、最初の半月ぐらいは楽しかったんで

す。だから、小説に登場する耕造さんの気持ちがわかる

すが、その後は嫌で、嫌で。とにかく文章、小説を書く

と。そういうものなんでしょうか。

のはしんどい。いまだに、ずっとしんどいです。
道浦

漏れうかがったところでは、１日に（原稿用

紙）１枚とか。

黒川

結婚相談所でも取材しました。男というのは、

自分はもてるという風に勘違いしているんですよ。それ
は、資産がもてるんです。資産持ちのじじいは、ものす

2015.4
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ごくもてます。次々と女の人が来ます。自分が70歳、80

す。殺されるのは嫌ですよ。でも、嫁はん（夫人は画家

歳にもなって、20歳も30歳も年下の女の人が寄ってきた

・黒川雅子さん）よりは僕の方が先に死ぬし。

ら、少しおかしいと、普通は思わないといけません。そ

道浦

（後妻業に引っかかると）観念しているわけ？

れが何べんも重なると、「俺はもててる」と勘違いする

黒川

いや、それは大丈夫です。嫁はんが先に亡くな

んですね。男はゆるい。
道浦

高齢になって、もてても、それは自分がもてて

いるのではなくて、財産がもてているわけですね。
黒川

そうです。

道浦

それと、私も『後妻業』で一つ勉強しましたの

は、公正証書というものが非常に威力を持っているとい
うことです。どの程度なんでしょうか。
黒川

正式には遺言公正証書、あるいは公正証書遺言

っても、僕は結婚することはないですね。また一からの
関係をつくっていくのは、めんどいです。
は再婚しないと。
再婚しませんよ。今、この会場に嫁はんがいる

黒川

んですから。
でも、『後妻業』が売れちゃったから、セレブ

道浦

だからと狙われるかもしれませんよ。

というのかな。「ゆいごん」じゃなくて「いごん」と読

黒川

むんです。裁判の一審判決と同じぐらいの効力がありま

んて。

す。だから、これを覆すのは本当にしんどい。

今、誓いましたね。奥さんが亡くなっても、僕

道浦

誰が僕を狙うんですか。そんなやつは、おらへ
それと話は全然違うんですけれども、本多とい

道浦

道浦

（普通の）遺言よりも効力があるわけですね。

う探偵が出てきますね。黒川さんの小説には、あっちの

黒川

ずっと効力があります。原本が公証役場にあり

方の人たちの話などが出てきます。

ますから、偽造したりできません。
道浦

今回は結婚相談所が舞台になっています。もち

黒川

暴力団関係？

道浦

そうです。そうです。私はちょっと言葉を控え

ろんまじめで、ちゃんと仲介をしている相談所もあると

ましたが。そういうことは、元警察の方に取材されると

思いますが、ちょっと怪しい相談所もあるわけですね。

おっしゃっていましたが、『疫病神』シリーズなどがそ

黒川

結婚相談所が今、日本に4,000あると聞いてい

うでしょうか。

ます。4,000って、すごいですよ。そりゃあ、大手から

黒川

中小の相談所まで、たくさんあります。どの相談所も、

きます。

一部でそういう悪い女の人、悪い男の人が巣くっている

道浦

ということは知っています。知っていますが、登録料が
入ります。成約したら、成約料が入ります。だから、相

そうです。新聞記者と退職警察官によく話を聴
退職した警察官の方は、よく話をしてくれます

か。
黒川

退職している人はよくしゃべってくれます。自

談所は、経営していくためには、そういう人を切るわけ

慢話が多いですけど。自分が捜査をしたときに、こうい

にはいかないし、「あなたが悪い」と言っても、どこが

うことをしたとか、こうやって逮捕したとか、こういう

悪いのかを証明できません。それは仕方がないです。あ

風に現場に踏み込んだとかです。

と、登録するときに年収を書かせます。住所、家族関係
も書かせます。

道浦

そうですか。まったく架空の本多という探偵を

つくって、物語を動かしていったりするわけですが、そ

道浦

それは、資産がもてるのと同じことですね。

ういう虚構というか、フィクションは、最初からいろい

黒川

さすがに、資産を書けという相談所は少ないと

ろ考えられるのですか。

思いますけど、年収と住所、マンションであるか一戸建

黒川

今回は、刑事を主人公にしませんでした。刑事
いんろう

てか、高級住宅街かどうかなどを書かせます。そういう

が持っている警察手帳は、水戸黄門の印籠みたいなもの

ことで、ある程度、その人の資産がわかりますから。あ

で、それを出せば、ほとんどの情報は入ります。でも、

と、持病があれば言うことはないですね。

探偵は警察手帳を持っていません。一から謄本や除籍証

私、たまたま電車に乗っていましたら、前に中

明、過去の死因とか被害者の死体検案書をとっていくと

年の女性が２人、座っていて、『後妻業』の話をしてい

いう面倒な手続きを踏ませることで、小説が膨らんだか

たんですね。耳をそばだてて聞いていたんですが、「主

なという感じはあります。

道浦

人が死んだら後妻業ね」って言っているんです。でも、

道浦

フィクションであるけれども、ノンフィクショ

殺されるのがほとんど男性で、甘い汁を吸うのが女性と

ンのような形で、今回はかなり書いていらっしゃいます

いうのは、どういう風にお感じになりますか。

ね。その取材が大変だったんでしょうか。

黒川

いいのと違います？

道浦

いいですか。

す。すべてがそうです。ノンフィクションの上にフィク

黒川

どうせお金は墓場の中まで持っていけんのです

ションが成り立つわけです。ノンフィクションの部分を

から。そのときが楽しければ。僕は、そう思っていま

ないがしろにすると、絶対に破たんします。僕の小説で

黒川

フィクションって、基本はノンフィクションで
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も、破たんしているところがたくさんあると思います。

黒川

いっぱいありますよ。だから、消極的な後妻業

けれども、僕はできるだけ、自分の中では、ノンフィク

って、あるでしょう。夫が死ぬのを待つわけで、そうい

ションの部分でうそをつかない、本当のことを書くとい

うのはいっぱいあります。70歳過ぎのタレントが若い子

うことを考えています。

と結婚したら、間違いなくそうでしょう。

埋もれた事件がまだあるはず

う。

『後妻業』の取材で一番大変だったのは、どの

道浦

あたりでしょうか。

でも、それで男性は満足しているわけでしょ

道浦
黒川

そりゃあ、京都の事件の被害者のひとりにした

って、周囲には止められました。「あの女は危ないか

相続関係と、死因を突き止めるための死体検案

ら、やめとけ」と言われたけれど、「ええんや。俺はお

書とかの取り方ですね。自分の死体検案書も他人の死体

金を持って死ねるわけやない、だまされててもかまへ

検案書もとるわけにはいかんですから、その辺はネット

ん」という風に籍を入れて、１カ月もせんうちに亡くな

で調べたり、自分の父親の除籍謄本を取り寄せたりし

りました。

黒川

て、小説に取り入れるようにしました。それが一番大変
でした。相続関係については、出版社の顧問弁護士にチ

が、男性はそうではないんですね。

ェックしてもらいました。ほとんどフリーパスでした。
間違いはなかったと思います。

黒川

ね。でも、Ａ子のような女性、それから京都の事件のよ

道浦

るんじゃないかと思うんです。

られた質問に、黒川博行さんが答えた。 （抄録）
結局、Ａ子はBさんか

ら総額いくらぐらい巻き上げたのでしょうか。
多分、8,000万円ぐらいやと思います。
お金にまつわる話、興味深く読みました。
大阪人って、本質的にお金なんですね。だか

黒川

ら、僕の小説の登場人物は必ず職業を持っています。
何をして、どういう風に収入を得て、こんなところで
酒を飲んでいられるということを書きます。ある意
味、職業は人をつくります。だから、職業をないがし
ろにした小説は書かないようにしています。
『後妻業』の中で、銀行の応対がとてもうまく

Ｑ

描かれています。個人的な経験ですか。取材されての
ことですか。想像かフィクションでしょうか。
自分も銀行へ行って窓口係の人とやりとり

黒川

しますし、銀行員の友だちからも取材します。
『後妻業』の表紙の写真は、非常にインパクト

Ｑ

があります。どういう方なのですか。
黒川

うちの嫁はんのおやじです。嫁はんが描いた

84歳のときの絵です。もう本人は死んでいますから、
何も言われません。
Ｑ

単行本の『後妻業』の結末は『別冊 文藝春

単行本で小夜子に罰／映画化なら大竹しのぶさん

中之島どくしょ会の後半では、来場者から寄せ

Ｑ

黒川

だから、オレオレ詐欺と後妻業は裏表ですね。

オレオレ詐欺は、女の人が子どもにだまされる、後妻業

■ 質問に答えて ■

黒川

やっぱり隣に女性がいてほしい、そういう願望

が男性にはずっとあるわけですね。

うな女性、埋もれているこういう事件って、たくさんあ

Ｑ（道浦さんが読み上げ）

男は、寄りつかん子どもなんかどうでもいいん

です。今いる女の人、隣にいる女の人が好きですから。

かなり正確に取材ができていたということです

道浦

女性は財産を子どもに残したがるといいます

道浦

秋』に載った終わり方と……。
違っています。

黒川

小夜子をもっといじめて、いじめて、司直の手

Ｑ

に渡すとかいう結末は考えなかったんですか。
連載時は、わりに結末がなかったんですね。

黒川

小夜子が死ななかったんですけど、できあがった後、
編集者から、やっぱりここは小夜子に何かの罰を与え
るべきやという指摘がありまして、そのとおりやなと
思って、原稿用紙で20枚ぐらい書き足して、ああいう
結末にしました。
『切断』という僕の小説も、連載時と単行本、文庫
で結末が違います。
『後妻業』が映画化されるとしたら、どんな俳

Ｑ

優さんをキャスティングされますか。
今、話が来ています。大竹しのぶさんが小夜

黒川

子になってくれたら、一番いいなと思っています。
物語の舞台は南大阪が多いのは、なぜですか。

Ｑ

僕が南大阪に住んでいるからです。

黒川

大阪で好きな場所はどこでしょう。

Ｑ

天神橋筋商店街とか、西成のジャンジャン横

黒川

丁とかが好きです。
東京へ行かないで関西で頑張ってきた、その理

Ｑ

由を教えてください。
黒川

東京が嫌いなわけじゃないですよ。たくさん

本は売れるし。でも、東京で大阪弁をしゃべるのはお
かしいでしょう。東京を舞台にして、標準語でしゃべ

2015.4

は、男が隣にいる嫁さんにだまされる。裏表やと僕は思
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まされません。

っています。

女性は、そういうことにだまされないで、大丈

道浦

プライベートで黒川さんと話していたとき、後

夫だそうです。でも、あれだけ言われてもオレオレ詐欺

妻業の次は後夫業だとおっしゃっていましたね。ここに

がなくならないんですから、みなさん、後夫業にも後妻

も女性がたくさんいらしていますが、リッチでセレブな

業にも、気をつけるようにいたしましょう。

道浦

女性は気をつけてください。若い男性が近づいて来て
「イケメンだわ」なんて思っていたら、後夫業につかま
っちゃうかもしれません。今度、これにヒントを得て、

後藤正治さんがエール

後妻業や後夫業が増えるんじゃないかな。高齢者の恋愛
は増えていますからね。

黒川博行さんの友人で、前回の中之島どくしょ

後夫業、一人だけ知っています。47～48歳の、

会で講師をつとめたノンフィクション作家、後藤

出張介護の男性が80幾つのおばあさんのところへ行っ

正治さんが会場に訪れ、後半の冒頭、受講者にあ

て、一緒の布団に入ったり、キスを迫ったりするんです

いさつした＝写真。

黒川

けど、おばあさんは、ものすごく冷静ですね。娘さんに

後藤さんは黒川さんを評して「『後妻業』はシ

「今、出張介護に来てる、こういう男が、こんなことを

リアスな物語ですが、古

するの」と言いますから。その男は、すぐ娘さんに切ら

美術シリーズとか、ちょ

れましたけど。

っとユーモアのある、ほ
っこりするというか、ワ

40何歳の出張介護って、私なんかは危険を感じ

道浦

ルはワルでもおかしみが

ますね。

あるというか、まったり

危ないです。でも、女性は、そういうことにだ

黒川

としたというか、そうい

けど、無理です。いわゆる大人がしゃべっている東京
弁とか共通語はせりふに書けますけど、おじいちゃ
ん、おばあちゃんとか、高校生、中学生の子どもがし
ゃべっているような言葉は無理です。
関西弁の会話を書くとき、どのようなことに気

Ｑ

をつけていますか。
普段しゃべっている関西弁をそのまま書いた

黒川

ら、意味がわかりません。なので、関西弁らしき標準
語をしゃべらせています。
すいこう

会話の推敲には、時間をかけますか。

Ｑ

ああでもない、こうでもないと、ワープロを

黒川

打ちながら、ひとり言をべらべら、ようしゃべってま
す。飯を食うてるときも、ひとり言が漏れてます。嫁
はんによく「漏れてるぞ」と言われます。とにかく、
時間をかけます。せりふで読者に楽しんでもらいたい
という意識がすごくありますので。
登場人物に名前をつけるコツはありますか。

Ｑ

鈴木とか佐藤というありふれた名前は端役で

黒川

すね。難読の文字も使いません。高校時代の生徒名簿
から適当に拾ったりしています。
Ｑ

け

ら

漢字のタイトルが多いですね。私は『螻蛄』が

読めませんでした。何か意図があるのですか。
黒川

簡単やからです。連載を始めるとき、とりあ

えずタイトルをつけないといけません。いきなり詳し
いタイトルをつけるなんて無理です。僕の場合、500

会話推敲「漏れてるぞ」／平凡・難読な名前は避ける

る小説を書いてくれと、デビュー当時は言われました

う味が僕は大好きです。
大阪弁が抜群にうまいで
すね。生き生きと躍動した言葉で会話が書けるの
は、黒川さん以外に思い浮かびません」と語り、
「大阪、関西は、司馬遼太郎さんや陳舜臣さん
ら、多くの作家を生み出した地です。黒川さんは
現役で書き盛りですので、かつての大作家の跡を
継いで、この大きな文化を担う柱に、もうすでに
なっておられますけれども、いっそうなって頑張
っていただきたい」とエールを送った。
ページぐらいあるカラオケの本をぺらぺらとめくっ
て、よさそうなものをとってつけてます。
初期の頃の大阪の警察もの、ユーモアのある

Ｑ

ものはもう書かないのですか。
この年になったら老い先がないですから、も

黒川

う元には戻れないと思います。
現役の刑事、暴力団関係者にも取材しますか。

Ｑ

現役の刑事はしゃべりませんから、取材した

黒川

ことはないです。退職した刑事にはよく聴きます。本
当の暴力団員とか組長も、一切したことないです。
『国境』では、実際に北朝鮮へ取材に行かれた

Ｑ

のですか。
黒川

ピョンヤンと、今はラソン市、当時はラジン

・ソンボン市という経済特区へ約１週間ずつ行きまし
た。しんどい国です。貧しいです。みんな、特に男の
人は小さいです。食べ物がないです。焼き肉なんか、

2015.4

肉はほとんどなくて。日本に生まれてよかったなと実
感しました。
直木賞を受賞して、生活が変わりましたか。

Ｑ

半年間、忙しかったです。先日、西加奈子さ

黒川

んが受賞されましたので、その忙しさは西さんに向い
てきています。今は平常に戻りつつあります。
奥さまの旦那さまへの尊敬度は増しましたか。

Ｑ

いや、まったく一緒です。僕は嫁さんを尊敬

黒川

していますけど、嫁はんは一切していません。
日常生活をつづられた面白いエッセイは、実は

Ｑ

黒川さんの奥さんが書いているのではありませんか。
多少、そのとおりのところがあります。嫁は

黒川

んの言うことで、「男の発想にはないな」と思う面白
いことがたくさんあります。それをインプットしてお
いて書きます。嫁はんがいなければ書けないと思いま
す。非常に助けてもらっています。
黒川さんは「ばくち」好きだそうですが、「飲

Ｑ

む、打つ、買う」の中で一番たちが悪いのではないで
しょうか。いまだに続けている理由は……。
主にマージャンをします。してよかったと思

黒川

うのは、本当に友だちが増えたことです。勝っても、
負けても、自分の金を国にとられるより、友だちにと
られる方がずっと楽しい。ばくちには人の本性が出ま
す。本当に人がいいとか、ずるいところがあるとか、
金払いがいいやつやとかが、よくわかります。
ばくちって、人生トータルでもうかりますか。

Ｑ

マージャンでだいぶん勝ち越し、カジノと競

黒川

輪、競馬では、ものすごく負けています。トータルす
ると、だいぶん勝っていると思います。
マージャン友だちとは、いいものですか。

Ｑ

いいものです。僕は初対面の人に「あなた、

黒川

ばくちしますか」って聞きます。「マージャンをしま
す」と答えられると、その人に対するハードルがすご
く下がります。いきなり「こいつは、ええやつや」
と。
奥さまとマージャン、どちらかを選ぶとなる

Ｑ

と、どちらをとりますか。
そら、嫁はんに決まってますわ。

黒川

大阪へのカジノ誘致を、どう思われますか。

Ｑ
黒川

大賛成です。ぜひしてください。ギャンブル

依存症が一番多い国は日本です。パチンコ屋があるか
らです。１時間に２万円、３万円も負けるようなパチ
ンコは、完璧なギャンブルです。同じギャンブルをす
るなら、老人、子どもから遠いところにあるカジノ場
をつくって、そこでまともな税金をとれば、依存症は
減ると思います。警察はパチンコ屋の許認可権という
実質的な利権を握っているので、大反対すると思いま
す。だから、非常に難しいとは思いますが。

「マージャンします」で初対面のハードル下がる／カジノ誘致は大賛成／悪い地方議員を連載中
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一緒につるんで楽しい作家さんは誰ですか。

Ｑ

さぎさわめぐむ

一番仲がよかったのは藤原伊織と鷺沢萌でし

黒川

た。二人とも亡くなりました。二人ともマージャンを
しました。今、本当に古いつき合いでは東野圭吾です
けど、彼はすごく忙しいですから、めったに顔を合わ
せることはないです。寂しいです。
小動物が好きだそうですが、現在、何を育て、

Ｑ

１日どれくらい時間をかけていますか。
朝起きたら、仕事部屋のメダカにえさをやり

黒川

ます。水も替えます。庭にたくさん置いた火鉢にもメ
ダカと金魚がいます。それにもえさをやって。あと
は、マキというオカメインコが、僕と同じ部屋で寝て
います。朝、えさをやって、一緒に下へ降りて嫁はん
と飯を食うて。生き物の世話に１日30分以上かかって
いると思います。
ヒキガエルのヒロコちゃんは、５～６年前に亡くな
りました。生き餌しか食べないので、ミミズやナメク
ジをとって。大変でした。
大勢の前で話をするのは苦手と言っていました

Ｑ

が、教師をしていた頃、授業や保護者との懇談はどう
していたのですか。
高校の教師を10年間していましたけれども、

黒川

美術です。美術の教師は「始めなさい」「これで終わ
ります」で済むんです。懇談のときは、きれいなお母
さんが多かったので、楽しみでした。
黒川さんの小説にはビールがよく出てきます。

Ｑ

お好きなのですか。
ビールはあまり飲みません。家では一切、飲

黒川

みません。外で飲むだけです。あと、僕の小説に食事
の場面が多いのは、時間調整です。登場人物にとりあ
えず飯でも食わせておいて、夜を待って、そこでけん
かをさせようと、そういう風に考えています。
黒川さんの作品の中で、これを読んでほしいと

Ｑ

いうのを、紹介してください。
一応、代表作は『国境』とされていますけれ

黒川

そうこう

ども、僕は『蒼煌』という作品も好きです。美術界の
日展の内幕を書いたものです。

く どく

黒川さんの文学にとって、功徳とは何ですか。

Ｑ

じじい

だま

『後妻業』の本の帯に「爺を騙すのは功徳や」と書い
てありました。
だまされるじいさんが喜んでいるなら、いい

黒川

んじゃないでしょうか。僕も、だまされたら喜ぶと思
います。
自分が書きたいと思うテーマは、本当にないの

Ｑ

ですか。
黒川

ないです。でも、今は、悪い地方議員につい

て取材しています。『野生時代』という雑誌に連載を
始めています。
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･･･ 朝日新聞社からのお知らせ ･･･

日本の戦後70年を問う
第１回

ゲスト

学院社会学研究科博士後期課程単

19
21

時

18

日
（土） 〜

1977年、東京生まれ。一橋大学大

４月

社会思想史家。

思想家、神戸女

学院大学名誉教授。1950年、東京
生まれ。東京大学文学部仏文科卒
業。専門はフランス現代思想。著

戦後日

書に「日本辺境論」「街場の戦争

本の核心』が話題を呼んだ。４月

論」など。神戸で武道と哲学のた
がいふうかん

ＪＲ大阪

から京都精華大学専任教員に就任
西梅田

阪神梅田

めの学塾「凱風館」を主宰

梅田

JR北新地

国道２号

御堂筋

地下鉄御堂筋線

地下鉄四つ橋線

四つ橋筋

応募締め切り

内田 樹
うちだ・たつる

12

位取得退学。専門は政治学・社会
思想。著書『永続敗戦論

朝日新聞 アサコムホール

大阪市北区中之島２ ３
- 中之島フェスティバルタワー 階

しらい・さとし

ホスト

白井 聡

18

Ｎ

４月２日(木)

堂島川
渡辺橋

◇お申し込み方法

聴講は無料です

が、聴講券が必要です。希望者１人の

大江橋

中之島フェステ
ィバルタワー
土佐堀川

肥後橋

淀屋橋

京阪中之島線
●
大阪市役所
京阪淀屋橋

主催：朝日新聞社

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）かメール（sq-sybox@asahi.com）で朝日新聞関西スクエア「中之島クロス
トーク」係へ。４月２日（木）必着。定員100人。応募多数の場合は抽選し、聴講券の発送で発表とさせていただきます

9
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本物を知る「京おんな」に
届けます

＆
⑤『ハンケイ500m』

現代京都の職人づくし絵
イタリア料理店で出会ったパンのおいしさに魅せられ、

碁盤の目の街を丸～く歩いて
「ハンケイ」とは半径のこと。毎号、京都市内のど

まき

学生街の一角で薪窯を使ってパンを焼く女性…… 。

こかのバス停留所を中心にして、半径500ｍ以内の街

普通の街で普通に暮らす人たち。しかし、自分の仕事

区を紹介する。表紙の題字下に「良い店には良い職人

に自信と誇りを持って働く人たちだ。広い意味でタウン

がいる。これが『京都らしさ』なのだろうか。本物を

情報誌といっていいのだろうが、通常のグルメ誌、ショ

知る『京おんな』のためのフリーマガジン。」とサブ

ッピング誌とは、まったく違う世界が広がる。

タイトルが付いている。

こう

2011年５月の創刊号は、上京区の市バス停留所「荒

じんぐち

神口」を取り上げた。

まるで、現代京都の職人づくし絵ではないか！
あるとき前出の自家焙煎カフェに置いてあったこの雑
誌を見つけ、ふと手に取ったのが最初の出会いだった。
2

巻頭のグラビア・ページに、1960～70年フランス映

「π R で3.14×５×５ ＝78.5ha か。 結 構 広 い 範 囲 や な

画のファッションを愛し、生地選びから仕立て、縫製

ぁ」「道が碁盤の目の京都を丸～く歩くと、抜け落ち、

まで自前でする姉妹の仕立屋さんが登場する。さら

重なりが出るんちゃう」「『京おんな』のためってこと

に、14年間切り盛りした店を閉め、もっとおいしいも

は、よそさんの男はお呼びでないのかな」などととりと

のを求めて40代から料理を学び直した洋食店シェフ。

めないことを頭に浮かべながらページをめくるうち、私

居心地良い空間と硬派な風味にこだわり、ハンドロー

はすっかり引き込まれた。新しい号が出る頃を見計ら

スターで自家焙煎したコーヒーを供するカフェ店主。

い、いただきにカフェへ行くのが楽しみになった。

2015.4
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◀『ハンケイ500m』を発行する union.a
のスタッフ。左から、中山みゆきさん、円
城新子さん、篠本暁人さん＝京都市左京区

モノクロに
こだわって

しないで、私たち3人が自分の
足と目で確かめたことを載せま
す。半径500ｍの範囲をとこと
ん歩く。これはと思う店を見つ
けたら、入って飲んで食べて品
物を買う。それで納得できた
ら、了承をいただいて改めて詳しく取材する。巻頭のグ
ラビア＝上のモノクロ写真参照＝はすべて、そうしてつ
くっています」
――写真がモノクロなのはなぜですか。
「撮影は社外の専門家に頼んでいます。何にでも色が

健全な雑誌をつくりたかった
発行元の株式会社 union.a を訪ねた。「小さな花」と
いうカフェと一緒になった事務所で、円城新子・代表取
しのもと

締役、中山みゆき・制作ディレクター、篠本暁人・営業
ディレクターが取材に応じてくれた。
――創刊のきっかけを。

付くのが当たり前になっているので、逆にとても新鮮で
インパクトがあると思います」
とはいえ、発行を続けるには、しっかりした財源の裏
付けが必要だろう。
――広告は、どうしているのですか。

「今、多くの活字メディアが、ネットに情報があふれて

「フリーマガジンですから、大事な収入源。同時に、

いるのを、読まれないことの言い訳にしているように見

雑誌のセンスを左右する大事なコンテンツです。広告

えます。本当にそうでしょうか。健全な雑誌をまだまだ

主、代理店がつくって

つくれるということを、示したくて始めました」

持ち込む版下を、その

――「健全な雑誌」とは…… 。

まま載せることはあり

「当たり前のことでしょうが、既成の情報をうのみに

ません。先方の要望を

12
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十分に聴き、さらにこちらから取材し直して記事形式に

――「よそさん」が愛読しても構いませんか。

したり、連載にしたり、必ず双方向で仕上げます」

「もちろん、大歓迎です。ＪＲ東京駅八重洲口の『京

荒神口のほか、第２号から今年３月発行の24号までに

都館』にも置いてもらっています。旅行者向け、観光用

取り上げたエリアは、千本中立売、一乗寺下り松町、

を意識した編集ではありませんが、ほかの雑誌にないつ

西洞院六条、神泉苑前、太子道、北大路駅前、浄土寺、

くりが、ご好評をいただいているようです。本当に京都

七条御前通、東山二条、太秦開町、府庁前、近衛通、小

を好きな方が、本物の良さを知る手がかりにしてくださ

松原児童公園前、西大路松原、新町御池、五条京阪前、

れば、うれしいです」

朝露ケ原町、京橋、今出川浄福寺、二条駅前、田中大久

◇「フリペ＆フリマガ ウォッチ」は随時掲載します。

にしのとういん

うずまさ

（黒沢 雅善）

保町、岩倉操車場前、泉涌寺道。
――どうやって地域を選ぶのですか。

『本物を知る「京おんな」のためのフリーマガジン

「決まりはありません。地域が偏らないよう、地図を
にらみながら決めています」

ハンケイ500m』
隔月奇数月の10日発行

――ネタが尽きてしまう心配はありませんか。

Ａ４判、全ページカラー

「一冊出すたびに、すばらしい職人さんが京の街には

配布場所

発行部数

こんなに大勢いるのかと、驚かされることの連続です。

25,500部

京都市営地下鉄全駅など京都、奈良、芦

屋、東京の計約150カ所

まだまだ私たちの探索が足りなくて、ほんの一部しか紹

発行責任者

介できていません。当分、大丈夫です」

発行所

円城 新子

株式会社 union.a（〒600-8119 京都市左京

区北白川西平井町22-2

☎ 090-7358-8681）

URL http://www.hankei500.com

よそさんの愛読「大歓迎です」
最後に、かねてからの疑問を、恐る恐る尋ねた。

花を
訪ねて

ビルの都に春を呼ぶ
シダレザクラ

バラ科

花言葉：精神の美ほか

春の花と聞けば、すぐ思い浮かぶのが桜。しかし、
厳密にはサクラという植物はない。バラ科サクラ属
（あるいは亜属）の木々の総称だからで、個々の種に
は○○ザクラなどと、それぞれ名前がついている。
至る所で咲くソメイヨシノを好きになれない。色が
青みがかって冷たい。江戸時代末頃に生まれた「新参
者」なのに、日本古来の桜の代表のように大きな顔を
しているのも気に入らない。せっかく見に行くなら、
もっとはんなりとして温かい花がいい。
写真は、京都・六角堂境内のシダレザクラ。花山法
み ゆき

皇の六角堂御幸をきっかけに西国三十三所観音巡礼が
始まったとの伝承にちなみ、御幸桜と呼ばれる。
花期はソメイヨシノより１週間ほど早い。咲き始め
は白くて、満開になるにつれてビンクに染まり、周り
をビルに囲まれた洛中のオフィス街に春を呼び込む。
やがて散った花びらが、樹下に並ぶ十六羅漢像の上や
みな も

池の水面に降り積もる。
シダレザクラの多くは、本州から九州にかけて広く
分布するエドヒガンの園芸変種。小ぶりでかわいらし
い花は、親ゆずりの美質のようだ。

（雅）

京都市中京区・六角堂で

2015.4
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文豪の足跡をたどる「谷崎潤一郎展

けん らん

絢 爛 たる物語世

界」が、横浜市中区の県立神奈川近代文学館で４月４日
から始まる。朝日新聞大阪本社から、同新聞に連載した
こくびゃく

小説『黒白』の自筆原稿８枚と、同じく連載小説『痴人
の愛』の挿絵原画の１点が貸し出される。
谷崎と関西を結びつけたのは、1923（大正12）年の関
東大震災だった。大谷晃一著「仮面の谷崎潤一郎」（創

㊦同連載小説『痴人の愛』の

今年は作家・谷崎潤一郎（1886～1965）の没後50年。

㊤朝日新聞に連載された小説『黒白』の

関西との出会い伝える原稿・挿絵

自筆原稿

挿絵原画＝いずれも朝日新聞大阪本社蔵

③「谷崎潤一郎展 絢爛たる物語世界」

前号からつづく

元社、1984年）によると、彼は箱根にいて難を逃れた
が、横浜の自宅に帰れず、大阪朝日新聞社を訪ねた。着
の身着のままで当座の旅費にも事欠く様子なので、朝日
は連載小説を書いてもらう約束で、1,000円を渡した。

りょう

『痴人の愛』の挿絵は田中良作。鎌倉らしい海水浴場
の場面のペン画で、「Nº78」などと添え書きがある。

この来阪が縁になり、谷崎は間もなく関西へ移って阪

この小説は1924（大正13）年３月20日から大阪朝日新

神間や京都に晩年まで住み続け、日本の伝統美に根ざし

聞に連載された。読者の反響は大きかったが、当時とし

た後期の傑作群を次々に生み出してゆく。

ては大胆な性・風俗描写に検閲当局から圧力がかかり、

『黒白』は、谷崎には珍しい推理小説。大阪と東京の

６月14日の第87回を最後に連載中止となった。
こ

朝日新聞に1928（昭和３）年３月25日から７月19日まで

その３日後の朝日朝刊に谷崎自身が「此の小説は、私

117回連載された。原稿は和紙の用紙に墨で書かれ、新

の近來會心の作であり、（中略）出來るだけ早く機會を

聞社が加えた赤字が入っている。連載時の学芸担当幹部

求め、他の雑誌か新聞紙上で續きを發表いたします」と

の息子（元朝日社員）が保管し、2001年に大阪本社に寄

異例のコメントを寄せている。そして、小山内薫が編集

贈した。元社員は「震災のときのことがきっかけで父は

総顧問をつとめていた大阪の文芸雑誌『女性』に、同年

谷崎と親しくなり､ 原稿を譲り受けたと聞いた」と社に

11月から翌年７月まで掲載された。

語った。大谷氏もこの幹部から取材したという。
「没後50年 谷崎潤一郎展

（おわり）

＝取材協力：朝日新聞大阪本社 社史編修センター

けん らん

絢 爛 たる物語世界」 ４月４日（土）～５月24日（日）、県立神奈川近代文学館

（〒231-0862 横浜市中区山手町110

☎ 045-622-6666

URL https://www.kanabun.or.jp/）。観覧料 一般600円、

65歳以上・20歳未満・学生300円、高校生100円、中学生以下無料、団体割引あり。月曜休館（５月４日開館）

14

2015.4

イベント・出版等の情報

アジアの子どもの未来に向かって
瀬田敦子ピアノチャリティコンサート
公益社団法人 アジア協会アジア友の会（JAFS）常任理事

法花 敏郎さんから

「何かお役に立ちたい」。阪神大震災で友人を失った

ール（兵庫県川西市

ピアニスト・瀬田敦子さんが2001年、インド西部地震の

・阪急川西能勢口駅

被害に心を痛めてJ A F Sにかけてくれた電話が、このコ

東口から徒歩約５

ンサートのきっかけでした。以来毎年、アジアの子ども

分）

たちの未来のために開いています。12年にはタイのチェ

円

前売り 1,000

当日 1,500円

ンマイで地元交響楽団や若手演奏者らと東日本大震災と

◇４月18日（土）14時

タイ大洪水被災者支援のコンサート、13年には大阪でフ

開演（13時半開場）

ィリピン台風被災者支援のコンサートを開きました。

東梅田教会（大阪市

瀬田さんは大阪府池田市出身。1996年にイタリアで開

北区・梅田駅地下街泉の広場Ｍ14出口から徒歩約10

催されたマスタープレイヤーズ国際音楽コンクールで優

分）

勝し、欧州各地で精力的に演奏活動をしています。2008

◇曲目

前売り 2,500円

当日 3,000円

ベートーヴェン『熱情ソナタ』『エリーゼのた

年、チェンマイに移住。タイ王国パヤップ大学客員教授

めに』／ショバン『幻想即興曲』『革命』／リスト『ラ

を務め、タイの音楽教育にも力を注いでいます。

・カンパネラ』／ヒナステラ『アルゼンチンダンス』

今回は、パヤップ大学の学生４人と共演します。集ま
つた寄付金は、社会的・経済的な理由で学校に通えない

／学生による演奏『タイプライター』など
◇申し込み・問い合わせ先

主催のアジア協会アジア友

子どもたちが学校に通えるよう、アジア協会アジア友の

の会（〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-14 肥後橋官報

会「里親の会」を通して、教育支援に充てられます。

ビル５階 ☎ 06-6444-0587 Fax 06-6444-0581 E-mail

◇４月14日（火）18時半開演（18時開場）

遊youひよ

aoki@jafs.or.jp URL http://jafs.or.jp）。チケット申し込

しホール（京都府南丹市・ＪＲ山陰本線鍼灸大学前駅

みは電話か、住所、氏名、電話番号、Ｅメールアドレ

から徒歩１分）

ス、希望日程、チケット希望枚数を明記したファクス

前売り 1,000円

当日 1,500円

◇４月17日（金）19時開演（18時半開場）

みつなかホ

またはＥメールで

第15回 全国菜の花サミット in 東近江
NPO法人 菜の花プロジェクトネットワーク代表

藤井 絢子さんから

「菜の花プロジェクトは、ほんまに地域を元気にする

吸する町」を求めて

んかいのぉ～」この問いかけがあったのは、第３回全国

〜／各地の事例報告

菜の花サミットin大朝（広島）でした。それから12年。

／パネルディスカッ

今日までの「資源循環型社会」構築をめざす菜の花プロ

ション「菜の花プロ

ジェクトの取り組みは、本当に「地域の豊かさ」に結び

ジェクトはほんまに

ついたのか。そしてさらに進めていくには何が必要か。

地域を元気にしたん

ぜひ東近江に、確かめに来てください。（チラシから）

かいのぉ」

詳しい内容は、主催者へお問い合わせください。

18時

半〜20時半、八日市

４月25日（土）
◇シンポジウム

◇菜の花交流会

12時半〜17時半（開場12時）、八日市

ロイヤルホテル。参加費：一般6,000円

文化芸術会館。参加費：一般1,000円､ 学生500円（２

４月26日（日）

日目の分科会・閉会式典分を含む）。経済評論家・内

◇分科会

橋克人氏の基調講演：『ＦＥＣ自給圏を築く』～「 呼

学生3,000円

９時半～11時20分、あいとうエコプラザ菜の

花館研修室ほか。①ＢＤＦは地産池消エネルギー！～

2015.4

集める・つくる・使う地域循環モデルをつくろう
菜種オイルソムリエを目指そう

15

②

③わたしたちの望む

豊かさ～ ヒト・モノ・カネの地域循環 ～
◇閉会式典

11時半～12時、愛東コミュニティセンタ

ー。サミット宣言を採択の予定
※分科会、閉会式典のみに参加の方も１日目のシンポジ
ウムと同じ参加費が必要
◇エクスカーション（小旅行）

12～15時、集合：愛東

コミュニティセンター。Ａ．満開の菜の花畑散策とフ
ァームキッチン「野菜花」、参加費2,500円（昼食代
を含む）／Ｂ．近江商人のふるさと五個荘見学と高校
生レストラン、参加費3,000円（同）
･･････････････････････････････････････････････
第15回全国菜の花サミットin東近江実行委員会

（〒527-0162 滋賀県東近江市妹町70 あいとうエコプ
ラザ菜の花館内

☎ 0749-46-8100

Fax 0749-46-8288

e-mail support2@ai-eco.com）
◇共催

NPO法人 菜の花プロジェクトネットワーク

◇お申し込み方法

① Ｗebサイト https://v3.apollon.nta.

co.jp/nanohana/ ②Fax 0748-48-6698 のいずれかで
※複数名でのお申し込はWebサイトが便利です。Faxを
ご利用の方には、専用の申込用紙を送りますので、下
記にお問い合わせください
◇お申し込み・宿泊についてのお問い合わせ先

東近江

市観光協会（☎ 0748-48-2100）

ニュージーランドを
もっと知りたい講演会
キウイサロン代表

塩田 晴康さんから

川面がまるごと美術館

◇主催

春めいた川面のど真ん中に彫刻やオブジェが並ぶ
＝写真。京都市の平安神宮前から知恩院門前にかけ
て流れる白川を会場にして３月８日から22日まで、

キウイサロンは、ニュージーランドが大好きな人たち

初の白川野外美術展が開かれた。伝統の街並みの中

の交流サロンです。ニュージーランド学会と共催で、講

に突然出現したアバンギャルドが楽しい。開催中の

演会を開催します。ニュージーランドに行ったことのあ

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015に連携して

る人、興味のある人、どなたでも大歓迎です。

京都彫刻家協会（山田実会長）が主催し、40人が約

◇とき

700mの間に、思い思いの作品を展示した。 （雅）

４月18日（土）13時半～16時40分

◇ところ

大阪市立福

島区民センター 302
会議室（大阪市福島

◇参加費

区吉野3-17-23）

無料

非会員 500円

◇内容とスピーカー

※講演終了後、スピーカーを交えて懇親会を、近くのレ

・ ニュージランドの
羊肉はおいしい

ニュージーランド学会員

ストラン「フェルマータ」（☎ 06-6441-6673）で17時

尾

から開催します。ぜひご参加ください。会費は3,500

崎登さん

円。飲み物は各自でご注文のうえ、お支払いくださ

・ニュージランド学会
のユニークな研修旅行

い。懇親会のみの参加もできます。お気軽にお問い合
大石恒喜さん

・マオリのカパハカについて

土井冬樹さん

わせください
◇申し込み・問い合わせ先

ニュージーランド学会・大
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石（E-mai tepapa@mbj.nifty.com ☎ 090-8079-5116）、

関利用者を敬い、コミュニケーションを図れる方

キ ウ イ サ ロ ン・ 塩 田（E-mail shiota1202@maia.eonet.
ne.jp

◇受講料

☎ 090-4763-6968）

182,000円（税別）＝研修Ⅰ・Ⅱの一括払い

／91,000円（同）＝研修Ⅰ・Ⅱ単独受講・分割払い
◇主催

大阪大学大学院医学系研究科 国際・未来医療

学講座
◇申込方法など

医療通訳養成コース
受講者を募集
大阪大学教授

ホームページ http://conso-kansai.or.jp/

interpreter/index.html に詳しい内容を紹介し、申込フォ
ームを載せています。必要事項を記入し、４月６日
（月）までにご応募ください

林田 雅至さんから

厚生労働省の医療機関における外国人患者受入環境整
備事業でつくられたカリキュラム基準に基づき、医療機

講演
「日本の文芸におけるキツネ」

関で活躍できる医療通訳者を養成します。外国の方も受
講できます。４月から１年間開講し、専門技能者として

上方文化評論家

の知識・技術・姿勢を身につけてもらいます。奮ってご
応募ください。
◇とき

ちょうりょうばっこ

毎週土曜午後に開講

その跳梁跋扈を活写します。

大阪大学中之島センター（大阪市北区）

◇対象言語
◇定員

日本の文学作品・古典芸能等に登場する妖狐たち。

４月～2016年３月

◇ところ

◇とき

英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語
原則20歳以上／各対象言語で主催者が目安

◇講師

福井栄一
岸和田健老大学（☎ 072-431-

1575）

地域の習慣、社会常識を理解している方／文化や社会

◆４月から、四條畷学園大学看護学部の客員教授に就任
します。講義「感性と芸術論」を担当します

面での異なる価値観を認めることができる方／医療機

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

南海岸和田駅から徒歩約５分）

◇主催・お問い合わせ先

高校卒業程度の知識がある方／母語・対象言語の国や

時半まで）

岸和田市立福祉総合センター（大阪府岸和田

市野田町1-5-5

とする能力を持つ方／母語で大学入学程度の語学力と

6222-5222

４月28日（火）14時40分～16時

◇ところ

計30人程度

◇募集対象

福井 栄一さんから

中之島教室 公開講座

〒530-0005 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

Fax 06-6222-5221 URL：www.asahiculture.jp/ 窓口営業時間：月～土曜

☎ 06-

９時半～18時半（第２・４日曜は13

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

囲碁１日体験

切らずに作る「作り帯」〜お太鼓をつくる

囲碁は脳の活性化に最

簡単にお太鼓が結べるように、手

適で、「集中力を高めて

持ちの帯を折りたたんで、６ヶ所糸

学力向上に効果的」と子

を留めます。この作り帯＝写真＝だ

供たちにも広がっていま

と、２〜３分で帯が結べて、着付け

す。社会人には広い視野を育てる戦略的な

がとても楽になります。帯を切る必

考え方が経営や営業に役立ちます。また、

要がありませんので、糸を解くと元

脳体操として無理なく脳全体を動かすリハ

の形に戻ります。手早く装着するコ

ビリ的効果は高齢者にもピッタリです。初

ツもお教えいたします。

めての方や少し経験のある方に、まずは囲

◇とき

碁のルールと基本の打ち方を指導します。

◇講師

◇とき

４月25日（土）10時〜正午

◇講師

関西棋院八段

◇ 受 講 料（ 税 込 み ）
2,430円、一般 2,754円

家田 隆二＝写真
カルチャー会員

５月８日（金）15〜17時

和らく会代表
◇受講料（税込み）

桑山 奈津子
カルチャー会

員 3,240円、一般 3,564円（教材費
540円）

2015.4
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本社・商品センター 〒537-0011 大阪市東成区東今里2-8-9

株式会社エンジニア

☎ 06-6974-0028

Fax 06-6974-5661

URL http://www.engineer.jp/

少数の声に耳を傾けて大ヒット
万能プライヤ「ネジザウルス」
さび付き、頭がつぶれたネジ。プ

い」という要望が７枚あった。

ライヤなどでつかんで回し、引っ張

たった７枚。順位は５番目。応え

ってみる。それでも抜けなければ大

るか。無視するか。社員の間から、

抵の人は、仕方がないと諦める。

技術的にはできると声が上がった。

ところが、諦めない人がいた。大

「よし、応えよう」

i Fプロダクトデザイン賞……。国内
外で十指に余る賞をもらった。
どうして、こんなに売れたのだろ
う。後から考えて気付いた。
「マーケティング、パテント、デ

阪の工具メーカー、株式会社エンジ

多数意見は誰でも聴く。少数の声

ザイン、プロモーション。頭文字Ｍ

ニアの社長、高崎充弘さん( 6 0 )だ。

にどこまで耳を傾けるかが企業のセ

ＰＤＰのすべてを、ＧＴはしっかり

2002年、ネジをつかみやすいよう

ンス、との思いがあった。先端を少

踏まえていました。製品が私たちに

にプライヤの先端に縦溝をつけた初

し鋭角に改良した。デザインも、自

経営を教えてくれたんです」

代ネジザウルス＝写真左端＝を考案

ら手を上げた若い社員に任せてアー

意外な使い方もできる。広口びん

した。続けて、大きなネジ用のＸＰ

ミー調に一新した＝右から２番目。

の固いふたを、取っ手で挟んで開け

＝左から２番目＝、小さいネジ用の

ＧＴと名付けて09年に売り出した。

る。空になった家庭用携帯ガスボン

みつひろ

Ｍ２＝中央＝をつくった。

使えそうな独自技術は海外でも特

モ

ノ

ベに穴を開けてガス抜きする。

そこそこ売れた。そこへリーマン

許を取った。イメージキャラクター

まだまだ満足していない。大型で

・ショックが襲った。従業員30人の

「ウルスくん＝円内」をつくった。

楽にネジを回せ、薄い板もつかめる

会社は、存亡の危機に立たされた。

わらにもすがる気持ちだった。

ように先端の溝を歯車状にかみ合わ
せたＲＸ＝右端＝を新発売した。

「良い新製品をつくるしかない」

大ヒットした。14年までに海外を

愛用者カードが手元に約1000枚集

含めて累計200万本が売れた。その

「常備工具として一家に一本普及

まっていた。その中に「頭が低いト

大半をＧＴが占める。グッドデザイ

させるまで、改良を重ねてつくり続

ラストネジも回せるようにしてほし

ン賞、ＤＩＹ協会会長賞、ドイツの

けます」

（黒沢 雅善）
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㊤スピーチする麻原宣治さん 左( 、)能木雅
㊦「金明竹」を語る林家花丸さん
也さん

朝原さん・能木さんに関西スクエア賞贈呈
100人が出席し2014年度会員交流会
朝日新聞主催の関西スクエア2014年度会員交流会が３

能木さんは「より

月３日、大阪市北区のホテル、ヒルトン大阪で、会員と

軽く、より入手しや

朝日新聞社員ら計約100人が出席して催され、地域の陸

すいものへ…が情報

上競技クラブで後進を指導・育成している北京五輪銅メ

伝達ツールの歴史で

ダリストの朝原宣治さん（42）と、エレクトロニクスの

した。紙はぴったり

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

の素材。しかもプラ

大学産業科学研究所准教授の能木雅也さん（41）に、第

スチックより熱に強

７回「朝日21関西スクエア賞」が贈呈された。

く、循環再生できま

スピーチに立った朝原さんは「五輪後の活動で大きな
賞をいただくのは初めてです」と前置き。「子どもにだ

す。ペーパーデバイスで明るい未来ができたら、これぞ
自然の恵み。植物って、いいですよ」と語った。

きんめいちく

けでなく、障害者、高齢者にまで裾野を広げ、私が競技

続いてゲストの林家花丸さんが、古典落語「金明竹」

者として学んだ、スポーツが持っている機能を、社会に

を披露した。第二部は部屋を移してパーティー。会員と

広く伝えていきたい」と語った。

朝日新聞の記者らが懇談して交流を深めた。

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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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼朝日新聞大阪本社の入る中之島フェスティバルタワー

庭用は50％を市内で自給するとする「宝塚エネルギー

の西側で、２棟目のタワー「ウエスト」の工事が進んで

2050ビジョン」を発表しました。石油などの化石燃料や

います。鉄骨がみるみるうちに上へ伸びています。

原発から完全脱却するというのです。エネルギーや環境

本社がまだ西側の場所にあったころ、「朝日食堂」と

の指標を定めた自治体は多いが、ここまで思い切った内

いう名の社員食堂が社内にありました。人気メニューは

容と具体的な数値目標を立てたのは全国初だそうです。

小さな鍋もの。調理場に並んだガスコンロで１つずつ暖

すでに取り組んでいる太陽光発電事業への支援などの再

めてくれるからです。ネギマ鍋、すき焼き、おでん、中

エネ、省エネを市民、事業所と協働していっそう進め、

華鍋など、日替わりで多彩でした。

地域分散型で安心、安全な街を目指すとしています。目

食堂が閉鎖する時、みんなで思い出集を作り、従業員

標はとても高く、達成までに多くの困難があると思いま

の方々に贈りました。そのお返しに、在庫で残っていた

すが、ぜひ応援したい気持ちになりました。

ステンレスの小鍋をもらいました。一昨年、東京へ単身

▼先日出席した卒園式で、園長先生が園での幼児教育に

赴任し、「一人鍋」をする時、これが重宝しました。味

ついて「私たちは保護者の皆さんと一緒に、3年かけて

は朝日食堂に及びもつきませんでしたが……。（臼倉）

子供たちがこれからの生きていくための根っこの部分を

▼兵庫県宝塚市が３月、市内で使う家庭・業務・産業用

耕してきました」と挨拶されていました。先生方の想い

の電力と熱源を、35年後の2050年までに太陽光、風力な

に感謝するとともに、そんな子供たちが大きく根を張っ

どの再生可能エネルギーに100％切り替え、そのうち家

て健やかに育ってくれることを願っています。（北野）

（黒沢）

おも

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。５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４月16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

20

2015.4

【全 面 広 告】

