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風雪に耐えて守り通した涅槃図
京都･浄土宗西山禅林寺派西念寺住職 岩田 浩然さん

念願の修復実現めざし再び公開
京都の街にはときどき、びっくりするお宝が隠れている。もちろん、金銀や宝石で
はない。４月29日から始まる春の非公開文化財特別公開（京都古文化保存協会主催、
さいねん じ

ね はん ず

朝日新聞社特別協力）で再び公開される西念寺の涅槃図は、数少ない平安後期の作で
あることが近年わかり、重要文化財級と鑑定された。幾多の風雪に耐えて生き残った
のは、寺や多くの人々が、ひたむきな信仰で守り通したからこそだ。 （黒沢 雅善）

平安後期作の重文級とわかる
し

せていただくことができた。
上の写真で、壁に掛けた涅槃図の傍らに立つのが岩田

論より証拠。百聞は一見に如かず。まず、実物の写真

さん。比べると、絵の大きさがわかるだろう。２～３ペ

を、じっくりとご覧いただきたい。公開に先立ち、西念

ージの写真が全図。４ページの写真は、お釈迦さまの顔

寺住職、岩田浩然さん（69）のご厚意で、特別に撮影さ

の詳細だ。
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「涅槃図」のお釈迦さまの顔の詳細。図中の他の

人物と異なり、胡粉を用いて白く描かれている

と同時に、胸が痛んだ。
写真からもうかがえるとお
り、涅槃図はさすがに傷みが
激しい。絵の具が退色し、長
年たきしめた香やろうそくの
すすらしい汚れが重なって、
全体が黒ずんでいる。かびも
生えている。巻いたり広げた
りを繰り返したためだろう
か、折りじわやひび割れがあ
ご ふん

ちこちに走る。胡粉で白く塗
られたお釈迦さまの顔と体は
特に目立つ。
ふだんは大切にしまってお
いて、毎年２月に本堂の壁に
ね はん え

掲げ、檀信徒と涅槃会を営ん
できた。しかし、どんなに慎
重に扱っても、絵の一部が少
しずつはく落する。

まわ

縦172.5cm、横207.5cm。絹本着色。錦の中廻しと柱が
天地左右に施され、立派に軸装されている。月光が差し

――このままではいけない。一日も早く、きちんと修
復してさしあげねば。

込む画面中央の樹下に、入滅しようとするお釈迦さまが

幸い、京都国立博物館が「ぜひ引き受けたい」と言っ

金色の蓮を枕にして横たわる。周りを、菩薩と弟子たち

てくれた。ところが、約2,000万円の費用が必要なこと

や、いろいろな動物が取り囲んで嘆き悲しんでいる。

がわかった。

ぼ さつ

最上部に描かれている月は、てっぺんがわずかに切れ

途方に暮れた。拝観料収入などまったくない小さな

ている。絵の具の白が、他の部分と比べて心なしか新し

寺。墓地の使用料さえ檀信徒から取っていない。とても

い。元々の涅槃図はもっと上まであったが、傷むなどし

払える余裕はなかった。補助金を期待して文化財指定を

たため一部を切り落とし、月だけを移して描き直したの

国に求めたが、調査員派遣の見通しさえつかない。
いっそ、博物館に寄贈するか委託管理してもらった方

ではないか、との想像が成り立つ。
下部中央やや左寄りでは、墨染めの衣を着た肌の白っ

が安全で楽かもしれない、との考えも頭をかすめた。し

ぽい僧が１人、お釈迦さまに向かって合掌している。他

かし、陳列ケースに収めてしまったのでは、日々の信仰

のインド人たちとは明らかに容ぼう風体が違う。どうも

から切り離されて、「生きた」宝にならない。

日本人らしい。「おそらく、この絵の願主ではないでし
ょうか」と岩田さんは推測する。

よしとよ

2009年、仏画に詳しい京都国立博物館の大原嘉豊氏が

思い余った末、13年秋の非公開文化財特別公開に加わ
り、涅槃図を初めて一般公開した。多くの人が訪れてく
れた。

この涅槃図を調査し、平安時代後期の12世紀、高野山が

「しかし、まだ必要な額に足りません。傷みはさらに

所蔵する涅槃図（国宝）と東京国立博物館の涅槃図（重

進んで、時間の余裕はなくなっています。これまでにい

要文化財）との間の時期に描かれたものと鑑定した。大

ただいたお志を無にしないためにも、もう一度、みなさ

原氏は、京都国立博物館が11年に開いた特別展覧会「法

まのご厚意にすがることにしました」と岩田さんは、今

然

回の再公開へ向けた思いを語る。

生涯と美術」の図録に、次のように書いている。
さかのぼ

「平安時代後期に遡る涅槃図はわずか数点しか知られ

もう一つの寺宝である本尊の阿弥陀如来像も、同時に

ておらず、いずれも指定文化財になっていることから、

再公開する。像の高さ60.2cm。鎌倉時代初期の仏師、湛

重要文化財級の新発見といえる。柔らかく淡い色調に、

慶の作と推定される像だ。

流麗な描線と繊細な載金模様が生える秀作である」

たん

けい

手の形に特徴がある。腕を胸の高さに持ち上げ、指を

調査結果を知って一番驚いたのは、岩田さん自身だっ

前方に差し出して内側に向け、親指と中指で輪をつくる

た。確かに、かけがえのない寺宝だと先代住職の父親か

「中品中生」の印を結んでいる。この作例は珍しいそう

ら教えられ、大切に守ってきた。

だ。本堂の仏壇に安置され、ほのかな灯明に浮かびあが

――しかし、まさか、それほどのものとは……。

ちゅうぼんちゅうしょう

る姿は、とても優しい。
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本堂に安置された本尊・阿弥陀如来像。下はそ

の正面詳細。両手が中品中生の印を結んでいる

為転変」という熟語が思い浮かんだ。
禅林寺（永観堂）を総本山とする浄土宗西山禅林寺派
みなもとのとおる

に属する。源融の邸宅、河原院跡に16世紀に創建された
と伝えられ、豊臣秀吉の命によって本願寺領が設けられ
た際に現在地に移された。当時は３つの末寺を持ち、相
当な格の寺だった。
江戸時代に火災に遭ったが、寺領は残った。ところが
きしゃく

じょうち

明治初期の廃仏毀釈によって出された上地令によって、
境内地と墓地だけを残して政府に没収された。
さらに、第二次世界大戦中の建物疎開が追い打ちをか
けた。1945（昭和20）年、空襲時の延焼を防ぐため、五
が らん

条通を幅50ｍに広げた際に残った伽藍も取り壊され、墓
地と合わせて４分の１の広さに削られた。
現在は岩田さんが､ 総本山に人権擁護推進室長として
奉職しながら、１人で寺を守る。大阪府の中学校長を退
職して2011年、先代から引き継いだ。
12〜13世紀の絵や仏像が、16世紀にできたこの寺にど
んな経緯で伝わったのかは、残念ながらわからない。手
がかりになりそうな寺の過去帳などが、江戸時代の火災
ですべて焼けてしまったからだ。
それにしても、京の街は古来、応仁の乱（1467年）や
かいじん

禁門の変（1864年）などの大火で、たびたび灰燼に帰し
た。たとえ涅槃図と本尊だけでも、無事に残ったこと自

寺宝抱いて井戸に潜んだ先代

体が奇跡に近いだろう。
岩田さんが、こんな話をしてくれた。

西念寺は、いわゆる観光寺院ではない。かなり詳しい

「父は第二次世界大戦中、空襲警報が鳴るたびに涅槃

京都のガイドブックにも載っていない。市中を東西に貫

図と本尊を両手に抱え、境内の墓地の隅にある井戸に身

く幹線道路の五条通が高倉通と交差する東南角にある。

を潜めたそうです。詳しい来歴はわからなくても、これ

外観は一見、普通の住宅だ。玄関脇に掲げた寺名の表札

だけは命にかけて守らなければいけないと、体にたたき

か、母屋の隣に立つ小ぶりな本堂によほど注意を払わな

込まれていたのでしょう」

ければ、お寺とさえ気付きにくい。
同寺の歴史を岩田さんに教えていただきながら、「有

過去の厄災のときにもきっと、住職や檀信徒たちが、
同じようにして懸命に寺宝を救い出したに違いない。往
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五条通の南側の歩道に面した西念寺の外観。

母屋の左手奥に隣接する白い壁の建物が本堂

時の光景がまぶたに映るような気がした。
はし

「『箸よく盤水を回す』ということわざを今、かみしめ
ています」と岩田さんは言う。
「たらいに水を入れて根気強くやってみたら、ほんま
に回るんですね。微力な私ですが、一生懸命に走った
ら、多くの人たちが手を差し伸べてくださり、あと一歩
のところまでこぎつけることができました。貴重な老後
の蓄えを『役立ててください』と寄付してくださった独
り暮らしのお年寄りもいます。ここまで来たら、何とし
てもなしとげねばと、心を新たにしています」
念願かなって涅槃図を修復できたら、感謝を込めて、
浄財を寄せてくれた人たちの名前を網羅した目録をつく
り、しっかり後世に伝えたいと考えている。

堪能してほしい京都の奥深さ
京都古文化保存協会の後藤由美子常務理事・事務局長
は、春秋の年２回行っている非公開文化財特別公開の趣
旨を、次のように話す。
「多くの人に、ふだんなかなか目にする機会がない貴
重な文化財に触れていただくことで、文化財愛護の精神
を養っていただき、文化財を未来へ継承するお力添えを
していただくことを目的にしております。みなさまから
いただく拝観料が、文化財の保存修理・修復・維持管理
に充てられ、文化財保護に役立てられます。有名社寺だ
けでなく、市井の目立たない寺院や神社でも、さまざま
空襲警報が鳴るたびに先代住職が涅槃図と

な宗教的、文化的な営みが何世紀にもわたって積み重ね

本尊の阿弥陀如来像を抱えて身を潜めた井

られてきた京都という街の奥の深さを、ぜひこの機会に

戸が、今も境内の墓地の一角に残っている

堪能してください」

【全 面 広 告】
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中之島どくしょ会、
好評いただき２周年
関西スクエアと朝日新聞大阪本社生活文化部が企画・
運営する中之島どくしょ会が２周年を迎えます。読者の
みなさまから聴講の希望を募り、関西にゆかりのある作
家を講師に招いて自作について語ってもらう催しです。
2013年６月13日の第１回から今年５月12日に開く予定の
第11回まで、ほぼ１カ月おきに回を重ねてきました。
毎回、多くのご応募をいただいています。会場の制約
で、お聴きいただけなかった方も多いと思いますが、会
の模様は後日、本会報で詳報しています。ご愛読くださ
い。みなさまからのご要望にこたえながら、今後さらに
充実させて続けていきたいと考えています。
これまでのご支援に感謝し、会場でお配りしたチラシ
を誌上に再掲して、２年間の歩みを振り返りました。
（日付はどくしょ会の開催日。名前と『 』内の書名は
講師の作家と取り上げた著書＝敬称略）

第３回

2013年11月14日

藤野 可織『爪と目』

第４回

2014年１月28日

貴志 祐介『ダークゾーン』

第１回

2013年６月13日

津村 記久子
『ウエストウイング』

第２回

2013年９月20日

原田 マハ
『楽園のカンヴァス』

西 加奈子『ふくわらい』

第５回

2014年３月18日

澤田 瞳子

第６回

2014年５月27日

和田 竜『村上海賊の娘』

『満つる月の如し』

第７回

2014年７月31日

久坂部 羊『悪医』

第８回

2014年12月１日

吉村 萬壱『ボラード病』

第９回

2015年１月27日

後藤 正治『天人 深代惇郎
と新聞の時代』

第10回 2015年３月13日
黒川 博行『後妻業』

2015.5

第11回

木下 昌輝 さん

作家対談

きのした・まさき 1974年、大阪市生まれ、奈良市
育ち。近畿大学理工学部建築学科卒。「宇喜多の捨
て嫁」でオール読物新人賞。同小説を表題作とする
連作が、デビュー作にして直木賞候補となった

朝井まかて さん

あさい・まかて 1959年、大阪府生まれ、大阪市在
住。甲南女子大学文学部卒。歌人・中島歌子の一生
れん か
を描いた「恋歌」で本屋が選ぶ時代小説大賞と直木
お ら ん だ
賞。「阿蘭陀西鶴」で織田作之助賞。

◆「宇喜多の捨て嫁」（文藝春秋）または「阿蘭陀西鶴」（講談社）を読んでご来場ください

●と

き

阪神梅田

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

【お申し込み方法】聴講は無料ですが、聴講券が必要。希望者１人
の名前、年齢、郵便番号、住所、電話番号を記入し、はがき（〒5308211＝住所不要）かメール（sq-sybox@asahi.com）で朝日新聞関西ス

西梅田

主催・朝日新聞社

大阪市北区中之島 2-3-18 中之島フェスティバルタワー 37階

ＪＲ大阪

四つ橋筋

●ところ

５月12日（火）
18時30分 ～ 20時30分
フェスティバルスイート
2015 年

Ｎ

堂島川
渡辺橋

大江橋

京阪中之島線
●
大阪市役所

聴講のお申し込みは
クエア「中之島どくしょ会」係へ。４月23日（木）必着。定員80人。
応募多数の場合は抽選し、聴講券発送で発表とさせていただきます
締め切らせていただきました。
本誌６月号（No.172）に詳報を掲載する予定です。
中之島フェステ
ィバルタワー
土佐堀川

肥後橋

淀屋橋

京阪淀屋橋
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知ってるようで知らない？――関西
タンポポといえば、サクラやスミレとともに、誰でも知る身近な春の花。ところが、近年は外来種が各地で増
えて国内の在来種を圧迫している――などという話を漠然とは聞いても、詳しいことはあまり知られていないら
しい。今年はタンポポ調査・西日本2015が、近畿・中国・四国・九州の19府県が参加した実行委員会によって昨
年から続いて行われている。リーダー的役割をつとめる木村進・大阪府立泉北高校教諭（公益社団法人大阪自然
環境保全協会理事）に、関西のタンポポ事情と在来種・外来種の見分け方などを教えてもらった。（黒沢 雅善）

12種が見つかった在来種
vs.２種が分布する外来種
●

どんな種類があるのか

●

まず花の形状をよく調べ
花粉の大きさやＤＮＡも
●

どうやって見分けるか

●

タンポポは、キク科タンポポ亜科タンポポ属（学名：

まず、花の形状を調べる。下の図が「タンポポ調査・

Taraxacum）の草本の総称だ。多年生でユーラシア大陸

西日本2015」のチラシに紹介されている見分け方だ。左

を中心に広く分布する。

端の１が典型的な在来種。花を包む総 苞 外 片 が上向き

タ ラ ク サ ク ム

国内に元々自生する在来種は、カントウタンポポ、ト
ウカイタンポポなど、地域に分かれていくつか種類があ

そう ほう がい へん

で、その上の内片に密着している。典型的な外来種は、
これが右端の５のように下向きに開いて反り返る。

る。関西に最も多いのは二倍体のカンサイタンポポ。近

関西で黄色い１の花を見つけたらカンサイタンポポ、

畿一円から北は福井県、西は岡山県と四国東部までを主

白い花ならシロバナタンポポの可能性が高い。５ならば

な分布域にしている。

セイヨウタンポポかアカミタンポポだ。

倍数体のシロバナタンポポも各地に多い。岡山県や四

ただし、近年は外来種と二倍体在来種の交雑が進んで

国西部にはキビシロタンポポが分布する。図鑑に載って

２～４のような中間型が増えてきた。１型の雑種もあ

いない黄花の倍数体もあり、タンポポ調査を通じて、特

り、外見だけでは判別が難しくなっている。

徴や生態が少しずつ明らかになってきた。2010年の前回

そこで次に、顕微鏡を使う。二倍体在来種は花粉の大

調査では、19府県でこれら計12の在来種が見つかった。

きさがそろっている。倍数体である在来種、外来種、雑

外来種は、明治時代にすでに日本に入ってきていたと

種は、花粉の大きさがバラバラなので区別できる。

いわれ、セイヨウタンポポとアカミタンポポの２種が知

さらに見分けが難しい雑種はタネのＤＮＡを調べる。

られている。ともにヨーロッパ原産の倍数体。調査した

セイヨウタンポポとしたものの約60％が雑種であること

すべての府県で、在来種との雑種も含め、広く分布が確

が、調査でわかった。アカミタンポポの雑種率は約３％

認されている。

と低かった。この差がなぜなのかは、まだわからない。

見分けるポイント：総苞の形に注目せよ（「タンポポ調査・西日本2015」のチラシから）
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万博公園を歩いてみたら
カンサイタンポポが健闘
●

在来種に未来はあるか

●

では、在来種が都市部で「失地」を奪回できる見込み
はあるのだろうか。４月中旬の一日、実物のタンポポを
探して大阪府吹田市の万博記念公園を歩いてみた。

西タンポポ事情
花粉を運ぶ昆虫なしでも
タネつくって増えられる
●

ちょうど花盛りで、随所に咲いていた。刈り込んだ芝
生や土が露出した広場には外来種が多かった。半面、林
に近いやや草深い場所になると、カンサイタンポポとみ
られる在来種が多く見られた。10・11ページ上の写真は
私が撮影したもので、左がカンサイタンポポ、右がセイ
ヨウタンポポと思われる。前述の見分け方に従った。た
だし、自己流の分類なので、100％の自信はない。
すごい数なので、とても正確には計れないが、大雑把

●

に見て、在来種が外来種と互角に渡り合っているという

在来種は開花期が３～５月。ミツバチなどの昆虫に花

印象を受けた。同公園は、1970年の万国博覧会会場跡地

外来種はなぜ強いのか

粉を運んでもらって受精し、タネをつくる。

にゼロから草木を植えて造成された。土地の履歴からみ

一方、外来種は開花期が長く、夏～秋にも咲く。生育

て外来種優位を想像していたので、少し意外だった。人

力も、一つの株が付ける花数も多い。そのうえ、受精せ

工的な環境でも年月を経て安定すれば､ 在来種が栄える

ずにタネをつくる無融合生殖ができる。昆虫が少ない季

チャンスは大いにあるということだろうか。

節、昆虫がいない場所でも、どんどんタネをつくって風
に乗せ、飛ばすことができるのだ。
この特性が、荒れ地や人の手で造成された更地などで
は有利に働く。在来種タンポポやライバルになりそうな

もとより、生き物に正邪貴賎の別はない。在来種が育
つ環境を良しとするのは、人間とりわけ先住民の勝手な
都合かもしれない。それでも、幼い頃から親しんだ花が
元気に育つ姿を見られるのは、やっぱりうれしい。

他の植物が進出する前に、いち
早く繁殖できる。
右図は「タンポポ調査・西日
本2010」でわかった在来種と外
来種の分布比較だ。特に京阪神
など都市化が進んだ地域では、
外来種が優位になっている。
一方、和歌山県、岡山県、四
国東部など、田園的な自然環境
が比較的豊かに残っていると思
われる地域では在来種が多い。
「経済成長によって開発が進む
とともに外来種が増えた」とい
われるのが、うなずける分布傾
向になっている。

「身近に咲く花を送って」
市民へ広く協力呼びかけ
●

自然環境保全協会（〒530-0041 大阪市北区天神橋1-913 ハイム天神橋202号

☎ 06-6242-8720）が窓口役にな

り、福井、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌
山､ 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島､ 香川、愛

●

媛、高知、福岡、佐賀の19府県の博物館、大学、地域の

「タンポポ調査・西日本2015」は公益社団法人大阪

植物研究会、環境保護団体、教育関連団体などが参加し

タンポポ調査・西日本
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近な花を通して自然環境を知る調
査として、1974年に大阪で始まっ
た。以来、ほぼ５年ごとに行って
新しい課題を見つけながら調査範
囲を広げ、2010年の前回に現在の
形になった。歴史の古さ、規模、
継続性ともに日本を代表する市民
参加型調査となっている。
今年の調査は昨年から続くもの
で、期間は５月31日まで。昨年分
とあわせて２年間の結果をまとめ
る。これまでより精度を高め、各
地域を１km四方の範囲で集計して

集まったタンポポの花を調べる木村進さん

（左端）ら実行委員会の人たち＝大阪市北区

た実行委員会が運営している。身

外来種と在来種の割合を詳しく調
べる。昨年は24,600個の有効データが集まったが、多く

入し、採取したタンポポの花やタネと一緒に、各府県の

のタンポポが必要で、まだ足りないため、実行委員会で

実行委員会宛てに６月10日（水）までに送る。

は、一般市民へ広く協力を呼びかけている。
子どもから大人まで、誰でも参加できる。所定の調査
用紙に「調べた日」「調べた場所」などの必要事項を記

調査への参加方法などの詳細は、下記ホームページ
に紹介されている。調査用紙もダウンロードできる。
http://gonhana.sakura.ne.jp/tanpopo2015/

花を

訪ねて

うつぼ

大阪市西区・靭公園バラ園で

新世紀を開いた太陽

バラ その２
バラ科

花言葉：友情・献身ほか

バラに青い花はない。つくれたらノーベル賞級の快

を園芸種と交配させてつくり、1900年に発表した。

挙といわれ、世界中の育種家が長年、躍起になってき

誕生の経緯は半ば伝説となっている。多くの人が同

た。最近は遺伝子組み換え技術まで駆使して他の植物

じ方法を試み、すべて失敗した。願った花をつけてく

から色素を取り込み、それらしい藤色や紫ができた。

れたのは、彼の畑の隅で母木に隠れるようにして咲い

しかし、正真正銘の青には、まだ遠いようだ。

た、１株の小さな自然実生苗だった。花の女神が熱意

現在は普通に見られる黄色も、１世紀余り前までな

にほだされて、そっとほほえみかけたに違いない。

かった。写真はその記念すべき第１号。ソレイユ・ド

四季咲きのモダンローズと違って、春にしか咲かな

ール（Soleil d'Or）という品種だ。フランス語で黄金

い。病虫害も多く、決して栽培しやすくない。それで

の太陽。リヨンの育種家、ジョセフ・ペルネ＝デュシ

も、園芸店などでときどき苗木を売っている。奇跡と

ェが、ペルシャン・イエローという中近東産の野生種

も思える出自が、今なお愛されるのだろうか。（雅）

2015.5
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イベント・出版等の情報

「…しあわせな『迷い人』」をテーマに
今年も京都吉田山に世界の茶が集います
中国茶教室「茶遊サロン」代表・高級茶藝師

前田 久美子さんから

日本各地のこだわり茶の生産農家や茶房、中国、台

◇入場無料（一部に予

湾、韓国、トルコ、インド、アフリカ、南米など世界の

約受付有料茶席があ

お茶が一堂に集まる大茶会。第６回の今年のテーマは

ります）

「あれもこれもおいしくて

わたしは、しあわせな『迷

◇企画・主催

京都吉

い人』」。私も出展します。お茶に欠かせないお菓子の

田山市民大茶会実行

販売、茶器・茶道具の展示や販売、東日本大震災復興支

委員会

しょう

援グッズの販売、笙と能管の特別演奏もあります。どな

◇協力

吉田神社

たでもご参加いただけます。おいしいお茶を飲んで！飲

URL：http://www5.

んで！あなたもしあわせな「迷い人」になりましょう。

ocn.ne.jp/~yosida/index.html

◇とき

６月６日（土）、７日（日）両日とも10～17時

◇ところ

吉田神社（〒606-8311 京都市左京区吉田神

楽岡町30）境内

雨天時は境内幼稚園で開催

◇事務局

日中文化交流サロン岩茶房

URL：http://www.gancha-bou.co.jp/
◇お問い合わせ先

岩茶房京都（☎ 075-211-3983）
岩茶房東京（☎ 03-3714-7425）

※京阪電車出町柳駅から南東に徒歩約20分。バスは四条
河原町方面から203系統で京大農学部前下車徒歩約5

※昨年やそれ以前の茶会の様子を私の「茶遊サロン」の

分、京都駅方面から206系統北大路バスターミナル行

URL ：http://chayusalon.blog67.fc2.com/blog-entry-998.

で京大正門前下車徒歩約５分ほか

html などで紹介しています

JAZZ SINGERS
SPECIAL Vol.10
NPO法人

関西ジャズ協会さまから

関西ジャズ協会が贈る恒例のヴォーカル・ステージ。
ジョージ・ガーシュウィンをあなたに…５人のシンガー
がプレゼントします。
◇とき

◇予定曲

'S Wonderful、Summertime ほか

◇チケット

3,000円（ジャズ協会員は300円割引）

※全席自由。当日券は割引なし
◇チケット取り扱い
64 -9485）

西宮市プレラホール

（☎ 0798-

／ ロ ー ソ ン チ ケ ッ ト（ ☎ 0570-084-005

Ｌコード：56198）
◇主催・問い合わせ・チケット取り扱い
会（☎ 06-6442-0370

関西ジャズ協

E-mail kjs@kjsnet.org）

５月２日(土)

14時開演
◇ところ

西宮市プレ

ラホール（兵庫県西
宮 市 高 松 町4-8

「邦楽さろん：地歌でめぐる島々」

プ

上方文化評論家

レラにしのみや５
階）
◇出演者

福井 栄一さんから

地歌と楽しいお話です。手を伸ばせば届きそうな間近
西田あつ

で、生演奏をお楽しみ下さい。お問い合わせは、筝三絃

子、高田英子、十川

なかにしへお電話を！

尚子、西口直生、石

◇とき

田原美鈴 (以上vo)、

◇ところ

大 塚 善 章(p)、 宗 川

29

５月９日（土）14時開演
筝三絃なかにし（兵庫県西宮市甲子園口2-1-

☎0798-67-1719）

信(b)、御薬袋 一男 (ds)、高橋知道(ts)、

※ＪＲ甲子園口駅南改札から徒歩１分

司会：紀平 真理

◇演目

島にゆかり深い地歌３曲=「繁太夫 千鳥」「竹

14
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生島」「千鳥の曲」
◇出演

福井栄一（演目解説）

菊聖公一（歌・三絃）、中萩あす香（箏）、

2,000円、先着30名様

◇演奏曲目

通崎睦美コンサート

今、甦る！木琴デイズ vol. 3
「日本を奏でる」
木琴・マリンバ奏者、文筆家
拙著『木琴デイズ

◇料金

通崎 睦美さんから

「六段の調（八橋検校）」「甦る５つの歌

よりその３（沢井忠夫）」「ＳとＭのボレロ（神田佳
子）」「フライラッハ（伝承曲／野田雅巳編）」「平
城山（平井康三郎）」「松島音頭（山田耕作）」ほか
◇使用楽器

アーティスト・スペシャル・ザイロフォン

No.266（1935年製、1962年改造）、スーパー・ライト

平岡養一「天無縫の音楽人生」』

・ウエイト No.834（1928年、平岡がデビューリサイ

（講談社）を、音楽で辿るコンサート。（中略）木琴奏

タルで使用したものと同型、座奏用木琴）＝ともにデ

者平岡養一（1907-1981）は、50代を迎

ィーガン社製

えた頃から晩年にかけて、日本をテーマ

◇料金

一 般 ＝ 前 売 り3,500円、 当 日

にした作品を委嘱するなど、強く「日

4,000円

本」にこだわりました。「これが本当の

3,500円（いずれも消費税込み）

日本の音であって日本人が書いたんだと

学生＝前売り3,000円、当日

※全自由席。未就学児童の同伴・入場は

いうものでなきゃ、やっぱりいけないの

ご遠慮ください

ですよ」「日本育ちの影響から、我々日

◇チケット販売

本の曲ってものを割合、バカにしたでし

0570-02-9999

ょ、でも、もうそんなことしちゃいけな

ローソンチケット（☎ 0570-00-0407、

いと思うんだな」。平岡が遺したそんな

570-08-4005

言葉をあらためて考えてみると、「日本

ブ レ イ ガ イ ド（ ☎ 0570-08-9990）、

の音」「日本の曲」という捉え方は、人

セブンチケット（セブンコード 035-

それぞれで全く異なるものなのだろうと

415＝ セ ブ ン-イ レ ブ ン 店 頭 販 売 の

チ ケ ッ ト ぴ あ（ ☎

Ｐ コ ー ド 253-051）、
Ｌコード 52045）、ＣＮ

思えます。また、時代につれ変化していくものともいえ

み）、イープラス（http://eplus.jp/otonowa/）、高島屋

るでしょう。（コンサートのチラシから）

京都店７Ｆチケットショップ（☎ 075-221-8811㈹＝店

◇奏者

通崎 睦美（木琴）、平林和子（ピアノ）

頭販売のみ）、大丸京都店７Ｆ商品券売場（☎ 075-

ゲスト＝西陽子（箏）

211-8111㈹＝店頭販売のみ）、otonowa（☎ 075-252-

５月28日（木）昼＝13時半開場、14時開演

8255＝電話予約のみ）

◇とき

夜＝18時半開場
◇ところ

19時開演

京都文化博物館別館ホール（京都市中京区三

条高倉）

◇ 主 催・ お 問 い 合 わ せ 先 otonowa（ ☎ 075-252-8255
10～18時、日曜・祝日休み、土曜不定休。ホームペー
ジ http://www.otonowa.co.jp）

町家に映えるお雛さま
ひな

月遅れの雛祭りの４月３日、京都で町家ぐらしを楽
しむ大阪市立大学名誉教授・伊藤正人さんが、所蔵す
る雛人形を自宅床の間に飾って公開した＝写真。18〜
19世紀に京都でつくられた亨保雛や古今雛。こまやか
なつくりの顔と手足、きらびやかな王朝衣装の、職人
の技をうかがわせる品々だ。
「少しずつ集めては、自分で修復したりしてきまし
たが、町家に移って、やっと飾るにふさわしい場を持
つことができました。このうれしさを、多くの人と分

公開したのに続く第二弾で、この秋にはさらに、肉筆

かちたかった」と伊藤さん。昨秋、江戸絵画を自宅で

浮世絵の美人画展を計画している。

2015.5

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
6222-5222
時半まで）
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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）

自分が正しいと思い込んでいる
人に振り回されない方法
自分が正しいと思い込んでいる人、あなたのまわりに
いませんか？自分の価値観が絶対に正しいと信じ込んで
いて、他人に押しつけたり、それ以外の価値観をけなし
たりする人。あるいは、自分の思い通
りに他人を動かさないと気がすまず、
何から何まで支配しようとする人。
こういう人が身近にいると、本当に
困ります。モラルハラスメントのよう
なことにもなりかねません。そこで、

股関節の負担軽減をめざす

自分が正しいと思い込んでいる人に振り回されないため

◇講師（Ａ、Ｂとも）

◇とき

6月６日（土）15時半〜17時

◇講師

精神科医

理学療法士

佐藤 正裕＝写真

にはどうすればいいのか、具体的にお話しします。
片田 珠美＝写真

◇受講料（税込み）

Ａ 正しい立ち方、歩き方の実践

カルチャー会員 2,700円

様々なメディアを通じて、股関節に良いとされるト

一般 3,024円

レーニング方法が多数紹介されます。ただし、内容に
よっては負担を招き、悪化させることも少なくないよう
です。普段日常では欠かすことのできない、「正しく立
つ、歩く」ために必要な筋力トレーニングの方法をご紹
介させていただきます。椅子でのトレーニング方法を中

一生リバウンドしない！
奇跡の３日片づけ

心に、安全で効果的な運動療法を実践してまいります。

家は毎日の生活の基礎になる場所。きれいな家に暮ら

杖の有無にかかわらず、自力で床からの立ち上がりが可

すと心が満たされ、考えも整理され、理想の人生も見え

能であれば、ご参加いただけます。

てきます。家を片づけきっ

◇とき

た後の達成感は「どんなこ

６月１日（月）13時〜14時15分

◇受講料（税込み）

とでも乗り越えられる」と

カルチャー会員 5,400円

一般 6,210円

いう気持ちにもさせてくれ
ます。『一生リバウンドし

Ｂ 家でもできるストレッチと筋力トレーニング

ない！奇跡の３日片づけ』

股関節痛を抱えている方にとって運動は不可欠です。

（講談社＝写真）著者の石

しかし、病院で紹介されるトレーニングが必ずしも効果

阪京子さんが、300軒以上

があるとは限りません。実際に運動後、痛みを抱えご相

を片づけ、見つけた独自の

談いただくケースも増えています。股関節専門の理学療

メソッドを紹介。実際のビ

法士の視点から、日常生活の中で取り組み易い安全で効

フォー・アフターの実例写

果的なストレッチ、筋力トレーニングの方法をご紹介さ

真をもとに、片づけられる

せていただきます。

思考になる方法や “奇跡が起こる” 片づけを話します。

◇とき

６月１日（月）14時45分〜15時45分

◇講師

片づけアドバイザー

16時15分〜17時15分

◇とき

６月25日（木）13時半～15時

◇受講料（税込み）
カルチャー会員 4,320円

石阪 京子

◇受講料（税込み）
一般 4,968円

カルチャー会員 2,916円

一般 3,456円
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

人生の痛みを避けようとする若者たちへ
新刊『ものは試しだ!』に寄せて

島田博司編著。本稿の趣
旨に沿って、学生たちの
ライフスキルアップを目
指したプロジェクトの記
録集。「ほめ力」「美人
力」「質問力」など実践
的なテーマに分けてまと
めている。Ａ４判、160
㌻。 交 友 プ ラ ン ニ ン グ
センター 友月書房（☎
078-221-4886）刊

島田 博司

甲南女子大学教授

今、「コミュニケーションがうまくとれない」「自信
がない」「自分のことが嫌い」「人を信頼できない」
「居場所がない」という学生＝若者は少なくない。
では、彼らはこれらの悩みを克服するために、なにか
にチャレンジしているだろうか。残念ながら、そういう
動きは鈍く、弱い。
できそうなことも、失敗を恐れてやろうとしない。
「無理」「しんどい」「面倒」といって、
とりあえずやらなくてすむようにする。や
らざるを得なくなると、うまくできる保
障、あるいはうまくいかなかったときの保
険をほしがる。それがなければできないま

甲南女子大学で学生たちと。後列左端が私＝神戸市東灘区

まの方がラクだと考える。「やればでき
る」といって逃げ道を用意しようとする。
人によく思われたい気持ちが強く、嫌われ
ることを恐れる。できないことを人に知ら
れると自分が傷つくので、人とのかかわり
を避け、殻に閉じこもる。そんな自分はダ
メだとわかっているので、自分のことが嫌
いになる。自信もつかない。その姿は痛々
しい。
こうした学生をみるにつけ、教師として
なにかできないかと思い、1990年代後半か
らライフスキルをつける試みをはじめた。
立ちあげたプロジェクトは、今や30近くに
なる。当初は、教師による「公助」プログ
ラムとしてスタートした。だが、教師のサ
ポートがなくなると、元の木阿弥になって
しまう。そこで、教師がいなくても自己教
育できる「自助」プログラムや学生同士に
よる「共助」プログラムを開発していった。

う」と学びを促し、「場数を踏もう」と応援し、「考え

やろうとしない学生を「まずはやってみよう」「とり

よう」と失敗から学ぶように指導する。総じて、うまく

あえずやってみよう」と行動へいざなう。一度はじめる

いかないことを想定内のこととして、それに対処する方

と、なにかがはじまっていく。「自分なりにやってみよ

法を身につけさせていく。

う」「みんなとやってみよう」と次々と仕掛けていく。

学びの過程では、たんに＜自分試し＞をするだけでな

やってみるとできる。他者とつながっていく。やる気

く、＜他者探し＞＜自分さらし＞＜自分開き＞をしてい

が高まり、どんどんやれるようになる。自信がつく。人

くことで、＜自分づくり＞＜自分磨き＞に拍車がかか

を信頼できる。人の役にたち、居場所もできる。

り、生き生きと生きられるようになっていく。ゼミの学

うまくいかないときは、どうするか。「教えを請お

生によると、「幸せオーラが漂うようになる」。

2015.5

人は、自分ひとりでは人になれない。ひきこもってば
かりでは、なにもはじまらない。やはり人は、人とのか
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かわりのなかで人となっていく。
「若者よ、こもるな。開け。人とつながろう！」。

「命の花」を咲かせて
―プロジェクトゼロ
フリーアナウンサー

坂口 智美

「大切に育ててください。」女子高生から手渡された
鉢植えは、こころなしか温かかった。
３月15日、東京・恵比寿ガーデンプレイスで「命の花
プロジェクト」が開催された。青森県立三本木農業高校
動物科学科愛玩動物研究室の生徒たちが、殺処分された
犬や猫たちの骨をレンガで砕き、土と混ぜ合わせて種を
まいて花を咲かせ、配布する活動だ。犬猫や野生動物を

分された。古代から人間の

救い守る活動をしているフリーアナウンサー、滝川クリ

大切なパートナーだったは

ステルさんが代表をつとめる財団とコラボレーションし

ずなのに。

て約150人が参加した＝写真上。私も高校生と一緒に鉢

我が家にも犬がいた。自

上げ体験をした。「もっと長く生きたかった」という犬

分を犬と思っていないくら

や猫たちの思いが遂げられるような気がした。

い過保護だったが、私が仕

４年前に彼女たちが動物愛護センター職員から「殺処

事から帰るまで息を引き取

分することの辛さや悲しみ」を聞き、ごみとして捨てら

らなかった。ペットは最後

れる骨にショックを受け、命の尊さと青森県の殺処分の

まで家族であるべきだ。どうして捨てられるのか理解に

現状を訴えたいと始めた。心ない中傷もあったという

苦しむ。国家の文化度は動物への対応でわかるという。

が、これまでに1500鉢以上を配り、その輪は全国的に広

この現実を知るきっかけをくれた藪口雄也氏の写真集

がりつつある。しかし本来は、この活動がなくなること

が出版された。『コンテナの中の瞳』（同下、辰巳出

＝殺処分ゼロが目的なのだ。

版、2,200円＋税）。保護施設のコンテナの中からレン

いつの間に、日本はこんな残酷な国になったのか。環

ズを見つめる犬の表情を５年間捉えている。本の収益の

境省によると2014年１年間に12万8241頭の犬や猫が殺処

一部は前記財団に寄付され、動物愛護に役立てられる。

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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演奏するゴールデン・シニア・トリオ。左から大塚善章さん（ピアノ）、宮本直介さん
（ベース）、鍋島直昶さん（ビブラフォン）＝４月10日、兵庫県・西宮市プレラホール

ジャズと友あり。
現役世界最高齢
ゴールデン・シニア・トリオ
なお てる

ビブラフォンの鍋島直 昶 さん88

「気持ちを込めてゆっくり」「そ

も女もない。全員が前向きで、ただ

歳、ピアノの大塚善章さん81歳、ベ

このＢフラットいらんわ。装飾や」

ひたすら良い音楽をつくることに一

ースの宮本直介さん78歳。３人の平

「もっとかけ合いができんかなぁ」

生懸命。気がついたら日が暮れきっ

均82歳（2015年４月現在）をプロ現

音の合間から遠慮ない声が飛び交

役ジャズバンド世界最高齢として、

う。私の耳には十分完璧と聞こえる

――これが元気の源泉か。

ギネス記録に登録申請中だ。

が、エンディングがうまく合わない

そして本番が始まった。私はすっ

ぜんしょう

４月10日夜、兵庫県・西宮市プレ

らしい。何回も入念に繰り返す。

て、開場時刻が近づいていた。

かり圧倒され、つまらない疑いを抱

ラホールであったコンサートを取材

そうかと思うと別の曲では、初見

した。「練習も舞台裏も全部見せる

の楽譜をチラっと見ただけで、大塚

前もって考えてきたこまごました

から、いらっしゃい」と超太っ腹な

さんがイントロを紡ぐ。歌手が口ず

質問なんか、もうどうでもよくなっ

返事をいただき、喜んで出かけた。

さむ旋律を聴くや、宮本さんがビー

て、３人に１つだけ尋ねた。

失礼ながら、ひそかに私は疑って

トをたたき出す。「テンポはこんな

「長続きの秘けつは何ですか」

いた。新聞記者の性分なので、どう

かな」と鍋島さんがマレットを打つ

即座に明快な答えが返ってきた。

かお許しいただきたい。

と、たちまち演奏が流れ出る。

大塚「あとの二人がいるからさ」

――年をとれば反射神経が鈍る。

何でそんな芸当ができるのと驚い

記憶力も衰える。ジャズの変幻自在

たら、大塚さんに「そりゃ商売だか

なアドリブと複雑なコード進行に、

ら」と軽くいなされてしまった。

本当についていけるのだろうか。
子や孫の世代のゲスト奏者と歌手
を加えて、リハーサルが始まった。

見ていて、とてもわかりやすいの
だ。人と人の交わり方が。
老いも若いも、上司も部下も、男

いたことを深く恥じ入った。

鍋島「ミスっても、すぐカバーし
てくれるからね。大船に乗れる」
宮本「そこまで頼られたらもう、
頑張るしかないでしょ（笑）」
黄金のコンビネーション。関西が
誇る宝だと思った。 （黒沢 雅善）

2015.5
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
すすき

▼８月の札である芒の山には大文字の送り火が燃え、10

書きください」「（書類を見せられて）お客様の電話の

月の鹿は舞妓さんが乗っている――。老舗かるたメーカ

内容は、これでまちがいございませんか」「データをバ

ー「大石天狗堂」（京都市伏見区）の「京都花札」で

ックアップされた方が安全です」「では、電池の消耗度

す。伝統的な図柄をベースにしながら、京都の名所や名

をお調べしましょう」と、とめどない質問や指示。あま

産をあしらった遊び心いっぱいの花札です。

り大げさなので、びっくり。あげくに「50％しか働いて

かきつばた

５月の花は杜若。菓子づくしになっています。10点札

いません。お取り換えしましょうか」。これには私も、

の八ッ橋の図柄は、そのまんま、八ッ橋で描かれ、あん

「だから、取り換えてと最初から言ってるでしょうが」

こ入りの生八ッ橋も添えてあります。短冊の５点札には

と、つい声を荒らげてしまいました。５分もあれば済む

五色豆、カス札は粽とみたらし団子が、杜若の花と競い

と思ったのに、所要時間25分。いやはや。便利さって何

合います。

だろう、と深〜く考えさせられた一日でした。（黒沢）

ちまき

はも

ほかにも鱧 や湯豆腐、ぶぶ漬けが登場する６月（牡

▼「中之島どくしょ会」も４月にスタートした「中之島

丹）、京野菜が満載の９月（菊）もあります。思わず膝

クロストーク」も、とてもたくさんの応募メールや葉書

を打ちつつ、見ていて飽きません。

（臼倉）

が事務局に届きます。聴講券を締め切り翌日に発送でき

▼長年使い慣れたガラケーの電池が弱ったようなので、

るよう、送り先などを順次登録し、すべてを会が終了す

交換に行きました。サービス・ショップで用件を告げた

るまで保管します。今日は最後の大切な仕事、シュレッ

ら、「（タブレットを渡されて）お名前と暗証番号をお

ダーで廃棄処分して受付業務が完了しました。（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。６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５月18日（月）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、河野 通高､ 朴 琴順、諏訪 和仁
ご連絡・お問い合わせはこちらへ

→

〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18

URL：http://www.kansai-square.com

ファクス：06-6232-2347

朝日新聞大阪本社内

Ｅメール：square-k@asahi.com.

過去の会報も、ここからご覧いただけます
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【全 面 広 告】

2015.5

彼 女 が み つ け て 、 愛 したもの たち 。

2015.

7.25 Sat - 9.27 Sun

開館時間：火曜～金曜／10 時 ～ 2 0 時、土・日・祝日／10 時 ～18 時
休 館 日：月曜（ ただし祝日および 8 月10日、17日、24日、9月14日は開館［10時～18時］）
※サマータイムデー：8月8日
（土）
、9日
（日）、15 日
（ 土）
、16日
（日）は閉館時間を20 時に延長します
※いずれも入館は閉館の 30 分前まで

あべのハルカス 16 階
〒545-6016 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1- 43 あべのハルカス16 階
お問い合わせ：TEL. 06-4399-9050 【美術館公式 HP】http://www.aham.jp/
主催：あべのハルカス美術館、朝日新聞社
後援： フィンランド大使館 協賛： エプソン販売（株）、日本写真印刷
協力： フィンランド国立アテネウム美術館、
（株）
タトル・モリ エイジェンシー、フィンエアー、フィンエアー・カーゴ、
（株）
河出書房新社、
（公財）ギャラリーエークワッド、（株）講談社、S2（株）、オルビス（株）
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