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市民参加オペラ「天空の町」大阪へ
NPO法人 東京オペラ協会 ＆ オペラプラザ関西

「歌って演じる喜びを広めたい」
銅の製錬所が出す煙で荒廃した山を緑によみがえらせた男のオペラ「天空の町―別
い

ば ていごう

子銅山と伊庭貞剛」が来年５月８日に大阪で公演されることが決まり、主催のＮＰＯ
法人東京オペラ協会などによる実行委員会が発足した。銅山の地元、愛媛県新居浜市
で12年に初演して以来、毎回各地で市民から出演協力者を募って重ねた公演は、海外
も含めてすでに20回。そのパワーは、どこから生まれてくるのだろう。（黒沢 雅善）
石多エドワードさん（68）をはじめ、大阪公演の事務局

みんな友だちになるのが一番

を務めるオペラプラザ関西の人たちや、初演のときから

11月15日夕、大阪市中央区のプッチーニホールという
小さな音楽ホールに、17人の男女が集った。東京オペラ

支援してきた新居浜市の人たち、活動に共鳴する音楽家
たちなどだ。

協会の代表・芸術監督で「天空の町」を作詞・作曲した
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「視点/私点」シンガポール版・書を捨てよほか ６・７
神秘と謎の国・エジプトを再訪
「花を訪ねて」カンラン
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主な内容

「仕事場拝見」市民参加オペラ、大阪公演へ

実行委員会の発会式が始まった。和やかな雰囲気の中
「小さな出会い」味わい深く創作四字熟語
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「とぴっく･ナウ」味わいクールに徒然草ほか 12・13
「朝日カルチャーセンター公開講座」
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「知の点景」国立民族学博物館の「音楽」展示室

14
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に静かな決意を込めて、出席者らが大阪公演にかける思
いを語った。
「別子の山は今、緑が戻ってすばらしい自然に包まれ
ています。その陰に一人の男の尽力があったことを、も
っともっと多くの人々に知ってほしい」
「音楽経験がない人、障害を持つ人でもオペラに参加
できるというコンセプトに感動して、協力させてもらっ
ています」
そして、石多さんがあいさつに立った。
「いろんな人が音楽で結ばれて一堂に会し、ユニバー
サルデザイン（文化・言語・国籍・老若男女といった差
異、障害、能力の違いを問わずに利用できる施設・製品
・情報の設計）でオペラができたら、どんなにすばらし

頂上に煙突がそびえる「えんとつ山」を背にし

いだろうと思って、ここまで続けてきました」

た、かつての山根製錬所＝別子銅山記念館提供

「私の父はフィリピン生まれの日本人、母はフィリピ
ン人でした。日本の戦争に協力したと言われてフィリピ
ンで殺されかけたところを、近所の人たちが助けてくれ
ました。おかげで戦後に大阪で私が生まれ、育つことが
できました。戦争は絶対にしてはいけません。口先でい
くら世界平和なんて言ったって、うそっぽい。力を持っ
た者が勝ちという世界も嫌ですよね」
「みんなが友だちになるのが一番だと思います。音楽
を通じてなら、国や肌の色が違ってもきっとわかり合え
ます。「天空の町」はそんな思いを込めて、脚本も詞も
曲も私がつくりました。みなさんに助けていただいて大
阪でも、舞台で歌う喜びを広め、人と人をつなぐ大きな
輪をつくりたい」
この日は出席しなかったが、発起人には元ＮＨＫニュ
ースキャスターの磯村尚徳さん、作家の加賀乙彦さん、
前滋賀県知事の嘉田由紀子さんらが名を連ねた。

てっきりプロだと思ったが…
次に、石多さんと４人の歌手が「天空の町」から数曲
を、実際の舞台の所作を交えて披露した＝表紙の写真、

演のとき、夫の転勤で新居浜に住んでいて出演者募集を

左から２人目が石多さん。ピアノを伴奏し、ときに立ち

知り、子どもと一緒に軽い気持ちで参加したのが最初で

上がって一緒に加わる石多さんに４人が応え、ホール全

す。練習は厳しく、ついてゆくのが大変でしたが、舞台

体が馥郁とした歌声に包み込まれた。

で歌えた楽しさは忘れられません。一度だけのつもりだ

ふくいく

「うーん、さすがプロですね。圧倒されました」

ったのが、大阪に戻ってからも、『次も頼むよ』と声を

吐息をつく私に、隣席の人がそっと教えてくれた。

かけていただいて抜けられなくなってしまって（笑）。

「違いますよ。みんなアマチュアです。プロは一人も

おかげで、多くの人とつながりができ、世界が広がりま

いません」
「え、うっそー！」

した。今度は地元の大阪で、大きい公演なので、しっか
りお手伝いしなければと気を引き締めています」

驚いて思わず、タメ口が出てしまった。確かに出席者

「天空の町」は、愛媛県内をはじめ、主人公・伊庭貞

の中にはプロもいるが、４人はほかに仕事を持ってい

剛の出身地の滋賀や東京、福岡、広島、長崎などで公演

て、石田さんの活動に賛同した人たちだという。

を重ねた。14年８月にはポルトガルのリスボンでも上演

その中の一人、オペラプラザ関西の大島佳子さん＝同
中央の人＝が、オペラとの出会いを話してくれた。
「改めて音楽を学んだ経験はありません。３年前の初

した。16年には大阪公演の後、７月末にドイツで公演す
ることが決まった。
大島さんと同じようにして育った人たちが、各地に友
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してしまう。後添えをもらい、仕事へと遭進する。し

「天空の町」あらすじ
■プロローグ

かし、正義感あふれる彼は、藩閥政治の官界は住むべ
き世界でないと考え、きっぱりとやめてしまう。故郷

優しい大自然

別子山に秘めやかに咲く花と深い緑の木々が優しい

に帰り、家族との束の間の団らんを楽しむ。住友の発

歌を歌っている。そこに旅人がやって来て、活気づい

展のため優秀な人材を探していた広瀬は、伊庭を本店

ていた往時の別子山をよみがえらせる。

支配人に誘う。伊庭は、煙害で大変な状況にある別子

■第一幕

青春

３

弘化４〜明治27年（1847〜1894年）

別子山で働く女たちが、日本のいい男ってどんな

銅山に単身向かうことを決意する。
■第二幕

明治27〜大正15年（1894〜1926年）

晩晴

人？と問いかけながら物語は進む。山の昔からの生活

伊庭は、自然が徹底的に破壊された別子山の嘆きを

の様子、切り上がり長兵衛による鏡山の発見、住友家

深く抱きとめ、過酷な労働にいら立つ鉱夫たちとの折

初代総理事の広瀬宰平による繁栄が次々と展開する。

衝にも誠実に粘り強く向き合い、解決に導く。四阪島

伊庭貞剛は22歳で、尊敬する勤皇の志士の要請で動

に製錬所を移転する決定を下し、山を緑に戻すため、

さいへい

乱の京都へと旅立つ。明治維新以後は宮吏となり、結
婚するが、妻は北海道での勤めで無理がたたり、早世

年間100万本の植林などを次々と実行する。
労使紛争、煙害、緑化など全てを解決に導けたこと
が

を、帰阪して誇らしげに報告する伊庭に、信頼する峩
ざんおしょう

み

「天空の町」の初演。多くの市民が参加して舞台

を支えた＝２０１２年５月、新居浜市市民文化セ

ンター。星川陽二さん撮影、東京オペラ協会提供

山和尚の「世の中まじめに観てな」の一声。やがて、
自分の成功は、難しい事務作業に一生を捧げてくれて
いる部下、多くの鉱夫やその家族、そして大自然から
の恩恵があって初めてできたことなのだと気づく。
謙虚に感謝する伊庭に「晩晴」を見出す。日本人の
本来の心、清貧、陰徳、謙虚、素朴、無為自然、自然
賛美などにこそ世界へのメッセージがあると、死を前
にした伊庭が静かに語る。
■エピローグ

大自然の歌

別子山がもう一度静かに大きく浮かび上がる。自然
こそが神だ、と旅人は語り、ほほえみながら去ってゆ
く。最後に別子山に生きるすべての命がもう一度元気
によみがえり、大自然に抱かれることの幸せが、大合
唱で歌いあげられて幕となる。
（東京オペラ協会ホームページなどから要約）

し さかじま

好団体のオペラプラザをつくって支えている。大阪公演

人島、四阪島（現今治市）に移転させた。裸になった山

にも大勢が応援に駆けつける予定だ。

々に毎年100万本以上、総計約１億本の木を植えた。

伊庭貞剛＝禅にも通じた生涯

その事績や経歴は、上の歌劇のあらすじと次ページの
略年譜を参照していただきたい。財閥というバックがつ

まだ「公害」という言葉になじみがなかった明治時代

いて、企業としてのしたたかな計算も働かせたろうとは

半ば、新居浜近郊では、別子銅山の山根製錬所などの煙

いえ、そして、当時の科学技術では限界があったとはい

突が吐き出す煙に含まれる二酸化硫黄（亜硫酸ガス）に

え、大胆で画期的な対応だったと言えるだろう。

よって、山林や田畑の作物が枯れる被害が頻発した。荒

大企業のトップなのに、地位や名声に執着しなかった

れ果てた田園の姿に心を痛め、「天地の大道に背く」と

ようだ。煙害対策に区切りをつけて別子から大阪に戻っ

嘆いて対策に献身したのが、このオペラの主人公で、銅

て５年後、総理事になって４年後の58歳のときに所感録

山を経営した住友家の第二代総理事を務めた伊庭貞剛

を著し、「事業の進歩発展にもっとも害するものは、青

（1847～1926年）だった。

年の過失ではなくして、老人の跋扈である。（中略）そ

ばっ こ

銅山の支配人となって現地へ単身赴任した。自分の足

の役割をいふと、老人は注意役、青年は実行役」と説い

で野山や町村を歩き、採鉱夫や製錬夫の声にひざ詰めで

て引退。80歳で没するまで、大津市・石山の別荘、活機

耳を傾けた。四国本島の製錬所を閉鎖し、瀬戸内海の無

園に隠棲した。禅にも通じた徳の人だったという。

いんせい

４
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伊庭 貞剛・略年譜

1873

まつと結婚。函館に転任

1875

まつ病没。梅と再婚

鉱山全施設に壊滅的打撃。採鉱

1877

大阪上等裁判所判事

課を除く全施設を新居浜に移転

1879

広瀬宰平の勧めで住友家に

入る。別子銅山を視察
1880

住友大阪本店支配人

1890

第１回衆院選で当選（翌年

近江国野洲郡八夫村＝現滋

賀県近江八幡市に生まれる
1869

刑法官少監察に任官。弾正

台京都支部へ出仕
1872

住友本店に帰任。大水害で

1900

住友家第二代総理事に就任

1901

住友鋳鋼場（住友金属工業

の前身）を開設
1904

住友家家長死去で辞任）
1894

1847

1899

所感録「老成と少壮」を発

表。退職して石山別荘に隠棲

別子鉱山支配人となり改革

1905

のために単身赴任。植林を開始

四阪島製錬所が本格操業。

東平・山根収銅所（鉱毒水の中

1895

山根製錬所閉鎖

1897

四阪島製錬所建設に着手

1923

住友家関係一切の任を辞す

1898

別子鉱山山林課（住友林業

1926

10月、80歳で死去。近江八

司法省司法検事

和施設）設置

の前身）を再設置

そんな伊庭貞剛の生涯をたどる「天空の町」は、二幕
とプロローグ、エピローグで構成される。大自然と一体
となってありのままに生きることと、現代の日本人が忘
れかけた清貧、謙虚、素朴……とはどういうことかとい
う問いかけが縦糸となって、作品全編を貫く。

幡西宿の伊庭家墓所に埋葬

回ほどの練習にできるだけ参加することが条件で、楽譜
・ＤＶＤ・台本代とレッスン料が必要。
ソリストは、声楽の経験がある人が主な対象で、オー
ディションがある。
ともに11月末で応募を締め切り、公演に向けた練習が
12月から始まる。

市民の頼みがきっかけで創作

×

関西スクエア会員の文化ジャーナリスト、白鳥正夫さ
よみがえ

んの著書『ベトナム絹絵を蘇らせた日本人』（三五館、
2012年）のエピローグに、このオペラがつくられた経緯
が紹介されている。

×

×

実行委発会式の後、石多さんに一つ質問した。
――経験も力量も大きく違うプロから初心者までを毎
回とりまとめるのは、大変なご苦労ではないですか。
すぐに答えが返ってきた。

それによると、石多さんは新居浜の一人の女性市民か

「とんでもない。それが一番楽しいんです。音楽を楽

ら「100年以上も前に別子の山を緑に復活させた伊庭貞

しんだことがあまりなくて、最初はか細い声しか出せな

剛を主人公にした歌劇を創作して、世界各地に届けてほ

かった人が、練習を重ねるたびに上手になります。そし

しい」と頼まれた。感銘して構想をあたため、別子を何

て目つきや表情がいきいきと輝き出し、どんどん若返る

度も訪れて地元の人々と交流し、５年をかけて作品を仕

んです。人間って、

上げた。ところが、依頼した人が完成を待たずに亡くな

こんなにすごいこと

る。石多さんは死を悼み、「何としても新居浜で初演を

をできるんだと、こ

成功させたい」と改めて決意した。

ちらが逆に教えられ

大阪公演では、下の表のファクス、メール、ホームペ

ます。そんなときで

ージなどを通して、合唱の40人とソリスト10人の出演者

すよね。ああ、音楽

を市民から募集している。

やっててよかった、

合唱は、音楽経験、障害の有無、年齢に関係なく、だ
れでも応募できる。石多さんらが指導する週１回、計20

幸せだなぁ、と実感
できるのは」

「天空の空―別子銅山と伊庭貞剛」大阪公演の予定
◇とき

2016年５月８日（日）

◇ところ
◇料金

昼夜２回公演

大阪国際交流センター大ホール（大阪市天王寺区上本町8-2-6）

指定席 5,000円

◇問い合わせ先

自由席 3,500円

オペラプラザ関西

Fax：06-4866-0141

URL：http://www.tokyo-opera.gr.jp/opk.html

mail：kansai@tokyo-opera.gr.jp

担当：大島佳子（☎ 090-9137-1976）

市民に出演協力
を呼びかける大
阪公演のチラシ

山根製錬所跡の煙突の前で「えんとつ山倶楽部」の人たちと、研

2015.12

修に訪れた新居浜市職員たちが記念撮影。最前列中央が直野菅男

さん。周囲に木が茂り、豊かな緑に包まれている＝直野さん提供

緑深し 別子銅山

オペラの舞台を訪ねて

５

新居浜文化協会元副会長の直野菅男さんに案内していただき、新居浜
しょうじやま

く

ら

ぶ

かそうと呼びかける市民団体「えんとつ山倶楽部」の代表でもある。
まず、えんとつ山ふもとの別子銅山記念館で山の沿革を学び、マイン
トピア別子本館に向かった。掘り出した鉱石を集めて選り分ける採鉱本
部があったところだ。操業をやめた現在はリゾート施設に鉱山鉄道の駅
が併設され、坑道観光の拠点になっている。銅山の世界遺産登録を目指
す看板が立ち、赤れんが造りの水力発電所が残っていた。常緑樹がうっ
そうと茂る背後の山を直野さんが見上げ、「私が子どもの頃は一面はげ
山でしたのに、よう育ってくれました」と感慨深げだった。
さらに、東洋のマチュピチュ（インカ帝国の山上都市遺跡）と異名を
とうなる

とる山奥の東平地区へ。一歩間違えば谷底へ落ちそうなつづら折りの道
を小型バスに揺られて約30分。「最盛期には山で働く人と家族約5000人
が暮らしていました」。ガイドさんの説明を聞きながら巡った。今は無
人。かつてのにぎわいが信じられない。家や学校、索道（荷物用ロープ

採鉱本部の跡に残る水力発電所。木がほとんどな

山」。標高 144ｍ）頂上に残る山根製錬所跡の赤れんが煙突を現代に生

かった背後の斜面にも、豊かな森がよみがえった

市にある別子銅山の今を訪ねた。直野さんは、生子山（通称「えんとつ

ウェイ）基地の礎石が、深い森と霧の中に静かにたたずんでいた。
翌日、晴れ渡った秋空の下、森の緑に紅葉が混じるえんとつ山に登っ
た。倶楽部の人たちが開いた登山道は、入り口に自由に使える杖が置か
れ、随所に標識や休憩用ベンチが設置されていた。「自然の回復力っ
て、すごいです。茂った木を切るのが大変でした」と直野さん。
頂上は街を見渡す展望台として整備した。新居浜市も煙突を補修し、
校外学習の子どもや市民のいこいの場になっている。市にとっても、職
員が来歴を正しく知っておくべき大事な名所で、倶楽部の人たちが新人
研修の案内・講師役になって協力しているそうだ。
市内に広瀬宰平の旧宅と記念館がある。市美術館を核として今夏完成
した総合文化施設の名は「あかがねミュージアム」。市別子銅山文化遺
産課元課長の坪井利一郎さんが関係書籍・資料・写真を集めた市立図書
館の別子銅山コーナーも貴重なものだ。街の中を歩くとあちこちから、

最盛期は5000人が住んだ東平地区。索

別子の山を愛し、ともに生きてきた人々の思いが伝わってきた。

道基地などの礎石が深い森の中に残る
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

月

法花 敏郎

日、ＹＭＣＡシンガポール。筆者撮影

17

説明資料を手にしたダマン高校などの生徒たち。右から２人目がア

リシャ・タンさん＝

公益社団法人 アジア協会アジア友の会（ＪＡＦＳ）常任理事

10

シンガポール版！「書を捨てよ、町へ出よう」

10月、ＪＡＦＳが主催する国際セミナーに参加する

た両社の共催事業だ。若者にボランティア活動の大切さ

ため、シンガポールへ行った。セミナーが終わった翌日

を教えるとともに、起業家精神を育成し、合わせてリー

土曜の17日朝、ＹＭＣＡシンガポールを訪ねたら、４人

ダーシップも育てようという「一石三鳥」の試みだ。

連れの若者たちが次々とやって来た。みんな、模造紙や

コンテストはシンガポール在住の13歳から25歳の若者

パネルにイラストを張り付けた説明資料やパソコンを持

が対象で、多くは高校生。４人でチームを組み、各チー

っている。年に一度、ＹＭＣＡとシティー銀行が主催す

ムはどれか一つの「福祉団体」の支援活動を街頭で行

る「福祉団体支援の募金活動コンテスト」だ。総勢約

う。各チームに1600シンガポールドル（約14万円）の事

400人の高校生が街頭に出て、チャリティー・コンサー

業資金が主催者から与えられ、これで展開する事業で得

トなどで市民に募金を呼びかけた。劇作家、寺山修司の

た利益を福祉団体に寄贈する。若者たちが手掛けたのは

言う「書を捨てよ、町へ出よう」の現代シンガポール版

Ｔシャツやメダルの販売、コンサート開催など様々。活

である。わずか３か月半で集めたお金は、日本円に換算

動期間は15週間。

して約8000万円。豊かなシンガポールの底力と若者たち
のバイタリティーを見せつけられた。

午前８時過ぎ。今春に応募した約200チームのうち、
一次審査を通過した約100チーム約400人が最終審査会場

シンガポールには環境保護、動物愛護、がん患者のサ

のＹＭＣＡシンガポールにやって来た。表情はみんな明

ポートなどのボランティア活動をしている福祉団体（市

るい。受付の案内役も高校生。コンテストの審査役もボ

民グループ）が数多くある。次世代を担う若者たちにこ

ランティアの社会人だ。コンテストは午前９時きっかり

うした活動に目を向けさせるにはどうしたらよいか。そ

にスタート。地下一階のホールは15か所のブースに分か

う考えたＹＭＣＡシンガポールは、若者たちに資金を与

れ、若者たちが一斉に、今春から取り組んだ街頭活動な

え、期間限定で何らかの事業を展開してもらい、その儲

どを説明した。持ち時間は15分（プレゼンテーション10

けを福祉団体に提供する取り組みを2002年から始めた。

分、質問５分）。

スポンサーはシティー銀行シンガポール。ＹＭＣＡシン
ガポールとともに13年に創設100年を迎えるのを記念し

「がんと診断された子どもたちのうち、５年以内に亡
くなる子がどれだけかご存知ですか？

私たちのチーム
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は小児がん患者を救うために街頭で募金活動に取り組み

チームのメンバーの一人、アリシャ・タンさん（17）

ました。世間の人たちが小児がん患者への理解を深め、

は去年、腫瘍で手術を受け、元気になった。この体験か

援助の手を差し延べることを願っています」

ら、世間に病気に苦しむ子どもが多いことを知り、仲間

しゅよう

どのブースの若者も真剣だ。

を誘って今度の活動に参加した。「コンサートなどの準

ダマン高校などの生徒４人は、病気の子らを支援する

備が大変でしたが、この活動を通して私は成長したと思

市民団体「レインボークラブ」を手伝った。週末や放課

います。将来はお医者さんになりたいです」。そう言っ

後に目抜き通りに立ち、自分たちでデザイン、染色した

て黒縁メガネの底のどんぐり眼を輝かせた。

Ｔシャツやスカーフを売った。学校ではポップ音楽のコ

この取り組みの責任者のホー・チー・ホンさんは石油

ンサートを開催。１万1296シンガポールドル（98万円）

会社のＣＥＯ。最初は審査員として参加し、今年度は責

の募金を集めた。元手を差し引き84万円の収益を上げた

任者になった。「今後も数多くの若者たちに参加しても

ことになる。全額「レインボークラブ」に寄贈する。

らい、ボランティア活動の輪を広げたい」と話した。

帝塚山派文学学会の発起人会のみなさん

フリー・アナウンサー

坂口 智美

で英語を教えていたという。大阪人にとって「帝塚山」

やさしさと恥じらいの
風土が生んだ文学
―「帝塚山派文学学会」が発足

は、品のある憧れの地だった。その学院にゆかりのあ
る文学者らの作品を研究し再評価を進めるための学会
が、創立100周年事業のひとつとして11月１日に設立さ
れた。会場の多目的ホールは、関係者だけでなく近隣住

その昔果樹園だった小高い丘が、私の通った大学だっ

民も参加して超満員。学会の発起人「上方芸能」発行人

た。帝塚山学院大学は一学年400名ほどの狭山の小さな

の木津川計氏は、「戦後70年、大阪は都市格（文化のス

女子大で、創設15年目の当時は文学部のみ。日本文学

トック、景観の文化性、発信する情報）をことごとくな

科、英米文学科、美学美術史学科で構成されていた。私

くしてきた。物静かで声高を避け含羞の美学を身につけ

の卒論は万葉集、恩師は、自らの日記が阿川弘之の小説

た文学者たちを、敬愛のまなざしで再評価し、大阪の都

「雲の墓標」のモデルと言われた古事記研究者、吉井巌

市格を上げるきっかけになってほしい」と語った。

いわお

がんしゅう

くく

先生。「ゼミ生でそろいのトレーナーを作りたい」との

「帝塚山派文学」として括られる作家や詩人は、小野

申し出に「ナンセンス！」の一言が、今でも印象に残っ

氏、杉山氏、庄野氏の他に、藤澤桓夫、長沖一、伊東静

ている。更に、小野十三郎、杉山平一、庄野英二、と錚

雄、芥川賞を受賞した阪田寛夫、庄野潤三ら、昭和の大

々 たる講師陣からも学ぶことができた。タヌキやイタ

阪を代表する文学者たちである。文化や芸術は人の心に

チ、ムカデが出没する学内も、４年間おっとりと穏やか

潤いを与える。文学を専攻した者として、衰弱する大阪

に文学に浸るにはうってつけの贅沢な環境だった。

の文化力にストップをかけたいと思う。

そう

そう

ながおきまこと

一方、帝塚山古墳の傍にある本拠地・帝塚山学院は、

同学会への問い合わせや入会申し込みは、学校法人

万葉集にも歌われた景勝の地・住吉の高級住宅地に大正

帝 塚 山 学 院 創 立100周 年 記 念 事 業 局（ ☎ 06-6672-1954

５年に誕生する。朝ドラ「マッサン」の主人公も小学校

E-mail：100nen@tezukayama .ac.jp）まで。
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神秘と謎の国 エジプト再訪
「クレオパトラとエジプトの王妃展」に寄せて
ひら

7000年前、世界最初の文明を拓いた古代エジプト。長く古い歴史の中にあって、約3000年間もファラオと呼ば
れる王が支配し、ピラミッド、ミイラ、死者の書、ロゼッタ・ストーンなど謎と奇跡の文化を築いてきた。その
王朝を支えていたのが女性たちで、古代エジプト最後の女王となったクレオパトラや、初の女王として君臨した
ハトシェプストらがいた。政治や宗教に多大な役割を果たした王妃や女王に焦点をあてた「クレオパトラとエジ
プトの王妃展」（朝日新聞社など主催）が、大阪の国立国際美術館で12月27日まで開催されている。それに先
立ってカイロを再訪、ナイル川上流のルクソール、アスワンなどを巡った。（文化ジャーナリスト

ピラミッド近くに新大博物館

白鳥 正夫）

そのピラミッドと、貴重な文化遺産約12万点を所蔵す
るエジプト考古学博物館は２度目の訪問だった。博物館

私がエジプトを初めて訪れたのが2003年。カイロを中

前の広場は、2011年と2013年に起こった反政府デモの舞

心に、地中海の表玄関でクレオパトラの王宮のあったア

台となった所で、整備が進められていた。老巧化した現

レキサンドリアや、スエズ運河に架かるムバラク橋を横

在の博物館は革命記念館になる。日本の円借款などに

断し、紅海のリゾート地ラスセドルを経て聖なる街セン

よって今年５月に完成を目指していた大エジプト博物

トカタリーナーへ出向いた。シナイ山頂で荘厳なご来光

館は、ギザのピラミッドから２kmの近くで建築中だ。

を仰ぎ見ることが目的で、午前２時に宿を出て、山頂近

2017年に一部開館し、順次移管される予定だ。

く雪の参道を登った思い出もよぎる。

博物館では前回同様、２階の「ツタンカーメン王の黄

最初の旅のとき、ピラミッドは大砂漠の中にあると

金のマスク」「パピルス文書」などを重点的に鑑賞し

思っていたが、車がカイロ郊外に抜けると視野に入って

た。１階では、ルクソールにあるハトシェプスト葬祭殿

きた。有名なギザの三大ピラミッドは近づくにつれ、や

のテラスにあった「オシリス柱頭部」が、王として振る

はり巨大なものだった。紀元前2700～同2200年ころの古

舞った彼女の威厳のある姿をよく表していた。

王国時代に築かれたといわれているが、何のため、どの

ツタンカーメンは紀元前1336年に即位し、同1327年に

ようにして造られたかなど、多くの謎に包まれている。

18歳で死去しているが、その墓室が発見されたのは3300

それにしても多くの人力でピラミッドを建造したファラ

年後の1922年だった。古代エジプトの都のあったテーベ

オたちの権力に感服する。

（現在のルクソール）近くの「王家の谷」に盗掘を免
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れ、ほぼ完全な形で残っていた。今回の旅で訪ね、王の

上流のルクソールやアスワン、アブ・シンベルなど古代

ミイラも見ることができた。ミイラの顔の部分を覆って

エジプトの遺跡巡りだ。９月末とはいえ日中は40度を超

いた「黄金のマスク」は「エジプトの顔」ともなったわ

す暑さなので、観光は午前と夕刻になる。ルクソールは

けだ。高さ54cm、幅40cmほどだが、純度の高い金の厚

新王国時代の都市テーベで、ナイル川の東岸に神殿遺

板を用い、全体をいくつかの部分に分けて打ち出し、成

跡、西岸に「王家の谷」がある。

形後に鋲でつなぎ合わせ研磨していた。幼い時に即位

詩人ホメロスによって「百門の都」と称された東岸の

し、夭 逝 したファラオの相貌が迫真的に表現されてお

古都にはカルナックとルクソールの２つの神殿がある。

り、なおも黄金の輝きを失っていない。

より規模の大きいカルナックの中核をなす主神アメンの

よう せつ

ひつぎ

これ以外にも、装身具や「黄金の棺」などが置かれて

大神殿は、レンガ積みの壁を600～700m四方に巡らせた

いるが、さらに別の部屋には黄金のベッドや玉座なども

広大な敷地。入り口に聖獣40頭が左右に並ぶスフィンク

あり、紀元何千年もの大昔にこれほどの芸術品を生んだ

ス参道を通ると、中央に第１塔門がそびえ奥へ奥へと塔

古代エジプト文明のすごさを印象付けられた。

門が続く。

威容を誇るハトシェプスト女王葬祭殿＝筆者撮影

神秘と謎に包まれた古代エジプト文明の解明の歴史は

第２塔門の前に高さ６～７mのラメセス二世像が立

浅く、まだ200年に過ぎない。この間、エジプトの歴史

つ。足元にはベントアナト王女の小像が添えられてい

的な逸品は流出を続けた。カイロの博物館以外に、フラ

る。ここを抜けると100本以上の円柱が林立する広間が

ンスやイギリス、アメリカをはじめイタリア、ドイツ、

あり圧巻だ。第３塔門を抜けたところに高さ21mを超す

オーストリア、ベルギーなどの美術・博物館のコレク

トトメス一世のオベリスク、第４塔門と第５塔門の間に

ションとなってしまった。かつて先進各国から派遣され

は30mを超えるハトシェプスト女王のオベリスクが聳え

た遠征隊や発掘隊によって持ち出され、分散した。

立っている。

そび

輝かしい歴史を持ちながら、過去の遺産を観光資源に

西岸の「王家の谷」は、中王国時代以降、テーベが王

している貧しい国、エジプト。それもそのはず古代王朝

都となってからファラオたちはピラミッドを築くのをや

を経て3000年余を絶えず外国の支配に苦しみ、その収入

め、専ら王族たちの墓所となった。62もの王墓が確認さ

と資源を食いつくされてきたのだ。やっと独自の道を歩

れているが、ほとんどが盗掘されている。現地ガイドに

み始めたのは1952年の革命だ。

よると、盗掘したのは墓所を築いた工人だったそうだ。

近年、チュニジアのジャスミン革命に触発された「ア

盗掘を免れた「ツタンカーメン王の墓」はミイラも

ラブの春」（民主化運動）の動きはエジプトにも波及

あって印象的だった。公開されているいくつかの王墓を

し、2011年から大規模な反政府デモが発生し、約30年に

見学した。これらの王墓は、冥界での復活を願った王た

及んだムバラク政権に終止符を打った。新たに樹立され

ちが財力の限りを尽くして築造したのだった。しかしそ

たモルシ政権は経済の低迷から脱し、生活の改善を国民

れは叶わぬ望みであり、後世盗掘によって無残に破壊さ

に示すことが最大の課題であったが、経済は低迷し、再

れていることを思えば虚しさが漂う。

び2013年に反政府デモが勃発し混乱が続いた。2014年に

「クレオパトラとエジプトの王妃展」でも取り上げら

なって誕生したシシ大統領によって治安は安定に向かっ

れていたハトシェプスト女王の葬祭殿を訪ねた。当時は

ているが、課題は山積だ。

広大な敷地に参道があり、両側にスフィンクス像が並ん

栄光と復活へファラオの執念

でいたという。後にトトメス三世によって壁画や銘文が

今回の旅のハイライトは、クルーズによるナイル川の

削られるなど、一部破壊を受けたが柱廊に円柱が残り、
礼拝堂も。初の女王としてカリスマ性を発揮した権威を
ツタンカーメン王の
黄｢金のマスク
｣

建設中の新博物館＝筆者撮影

アブ・シンベル大神殿＝筆者撮影
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物語る遺物だ。

に高さ10mの立像が６体並んでいる。これらの神殿は、
1041個の岩塊に解体され、水位の及ばない高さに移され

「世界遺産」創設のきっかけに

た。神殿の真下に広がるナセル湖は全長500kmに及び琵

観光した遺跡をすべては紹介できないが、最後に取り
上げたいのがアブ・シンベルの神殿だ。アスワンでク
ルーズを下船し、砂漠の中を約３時間半のバス旅だ。

はんらん

琶湖の８倍にも相当する。
ラメセス二世といえば、ルクソールの二大神殿にも自
身の巨像を建造したが、ここでは高さ20mもの巨像を４

途中アスワン・ハイダムを見学した。ナイル川の氾濫

体も並べて造った。ナイルの果ての地に、これほどの建

防止や電源確保の目的で、ナセル大統領がソ連の支援を

造物を遺す絶大な権力は、ただただ驚愕するばかりだ。

受けて1901年に完成させた。ダムによって、上流の流域

前回シナイ山にまで足を伸ばしながら未踏の地であっ

が水に沈み、ヌビア人約10万人が、政府の手で移住させ

たファラオたちの夢の跡への旅は宿題ともいえた。敬虔

られた。さらに古代ヌビア文化の遺跡の多くが水没する

なイスラム教国家でありながら、旧約聖書の世界を抱く

ことになった。その中の最も重要な遺跡が、3300年前に

エジプトは、なお神秘と謎に包まれている。

ラメセス二世の建造したアブ・シンベル神殿だった。

きょうがく

けいけん

数多くの大規模遺跡に感銘を受けるとともに、その歴

遺跡を救済しようと、ユネスコの呼びかけで国際的な

史や国家、人間の営みについて問いかける精神的な深さ

専門家チームが４年半をかけて移設した。工事は1963年

を感じさせるものがある。国民の半数が20歳未満の若い

から５年間、3600万㌦の費用を投じ、1968年９月に完成

国家には今後の可能性が期待される。一方、豊かとはい

した。このプロジェクトがきっかけとなり、遺跡や自然

え高齢化と安保法案を許し、平和ボケの日本の現状を危

を保護しようと「世界遺産」が創設された。

惧せざるをえない。

大神殿は幅約38m、高さ役33mの岩肌に４体のラメセ
ス二世像があり、小神殿は王妃ネフェルタリの像を中心

花を
訪ねて

◆「クレオパトラとエジプトの王妃展」については、
16㌻の広告をご覧ください。

文人好み。
渋いんです
カンラン

ラン科

花言葉：熱意、勝利
ラン

世界中で愛されている蘭の花は、洋の東西で好みが
大きく分かれる。カトレヤ、デンドロビウム、シンビ
ジウム、ファレノプシス……。欧米で改良された洋蘭
けんらん

は、これでもかというほど絢爛豪華。なのに、日本や
中国で古来愛好されてきた東洋蘭は、同じ科と思えな
いほど地味で渋い。文人好み。盆栽の感覚に近い。
にぎやかなパーティー会場に飾っても映えない。一
いんえいらいさん

鉢を花台に載せて床の間などに置き、「陰翳礼讃」の
境地で、ほのかな光の下で眺めるのが似合う。
カンラン

シュンラン

代表格が秋〜冬に咲く寒蘭。春に咲く春蘭とともに
シンビジウムの仲間だ。緑、白、黄、茶などの微妙な
花色がある。人為的に作出されたというよりは、各地
の愛好家らが、山野で見つけた変わり種を選別し、大
事に守り伝えてきた。写真は展示会で撮影した。「土
佐産

豊雪」と名札が付いていた。

本州南部や四国、九州の暖温帯に自生するが、乱獲
されて激減している。環境省のレッドデータブックで
は、近い将来に絶滅する危険性が高い絶滅危惧ⅠＢ類
に指定されている。現代の文人たちは残念ながら、ま
ことの風雅を解する人ばかりではないようだ。 （雅）

大阪市鶴見区・咲くやこの花館で

2015.12

丁目、京阪中之島線なにわ橋駅内のアートエリアＢ
１で10月31日と11月１日に開かれた「第３回釜芸 in
中之島

ワタシの手あか展」の会場で見つけた。
らくがき

つくったのは、展示会を主催した釜ヶ崎樂描の会
ひょう

の人たち。釜ヶ崎芸術大学で絵を教える本宮氷さん
が、釜ヶ崎の労働者らと始めた絵のサークルだ。
墨でつづった色紙が数十枚、テーブルに並んでい
た。来場者が自由に参加できるラボカフェ（セミナ
ー）が開かれ、本宮さんと会員らが意味を解説して
くれた＝写真、左が本宮さん。
当前奇跡＝「競馬で奇跡のような大穴を当てたん
です。でも、よく考えたら、何もなくても、こうし
て当たり前のように生きていられることの方が、ず

味わい深く創作四字熟語

おや、見慣れない四字熟語。大阪市北区中之島１

っと奇跡なんですよね」
老眼美女＝「年輪を重ねるにしたがって、美のス
トライクゾーンがどんどん広がり、多くの女性が美
人に見えてきました。年を取るって、いいなぁ」
この夏、会のみんなで京都の河井寛次郎記念館を
見学した。陶芸や木彫作品に混じって、寛次郎がつ
くった四字熟語の書が展示してあった。
喜者皆美。心刀彫身。手考足思。楽在其中……。
「ぼくらもつくってみようと会員が提案し、名匠
の心境に少しでも近づきたくて始めました」と本宮
ふ

さん。一読してストンと腑に落ちるものあり、難解
でウーンと首をひねるものあり、さまざまだ。ただ
し、作者の意図に縛られないで想像を膨らませ、自
由に解釈していいそうだ。

体感しませんか 新聞印刷の迫力

トッパンメディアプリンテック関西

朝日新聞 大阪工場
〒 553-0001

お申し込み・お問い合わせは

☎ 06-6454-3636

１１

（雅）

２
名
様
か
ら
見
学
受
付

大阪市福島区海老江 3-22-61

月～金曜
（祝日除く）10～16 時

www.toppan-tmk.co.jp/
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イベント・出版等の情報

熱くならずに読み解きました
『味わいクールに徒然草』
京都書房編集部

岩﨑 夏子さんから
つれづれぐさ

京都書房ことのは新書の新刊です。兼好法師の徒然草

品の販売、購入で様々な人が「働きもん」の応援団にな
って頂く活動をしています。代表の西村俊昭さんに、お
話ししていただきます。
エコネットカフェは隔月一度のペースで開催している
環境井戸端会議です。お話のあとは、参加者みんなでフ
リートークをします。

から序段を含む四十四段を選び、現代語訳―解説―原文

◇とき

の順で紹介しています。古文になじみのない方にも読み

◇ところ

やすい構成です。著者は長年高校で国語を教えられ、現

２丁目北1-14 サンプラザ南森町401号室（旧天二ビル）

在は大和大学教育学部准教授の木村雅則先生です。

◇対象者

12月２日（水）14時半～16時半

どなたでも

◇定員

「スペシャリスト」「人

エコネット近畿 事務局（大阪市北区天神橋

15名程度（要予約）

づ き あ い 」「 酒、 そ し て

◇参加費

恋」「時間」「ライフスタ

◇お申し込み・お問い合わせ先

200円（お茶・お菓子代）
エコネット近畿事務局

イ ル 」「 不 思 議 な 話・ 説

（☎ 06-6881-1133 Fax 06-6949-8288 E-mail yoyaku@

話」の六章構成。現代語訳

econetkinki.org）。お申し込みはメールまたはファク

は２㌻以内。手軽に、興味

スで、①所属団体・組織・企業名

を持ったところから読んで

番号

いただけます。

ます

こう じ

④住所

②氏名

③お電話

⑤メールアドレスを記載してお願いし

※ホームページ http://www.econetkinki.org/ で詳細をお知

教科書の定番「柑子の木

らせしています

の柵にがっかりする話」
かなえ

「かぶった鼎 が取れなく
なった話」も収録していま
す。これから徒然草を勉強
する生徒さんはもちろん、懐かしく読み返したい方にも
手に取っていただける一冊です。兼好法師の助動詞や敬

「花のように あるがままに」
大阪・シネ・ヌーヴォで公開
関西スクエア事務局から

語の使い方など、ちょっとクールな、教育現場を知る先
生ならでは解説もお楽しみください。
新書判、192㌻、740円＋税。㈱京都書房（〒612-8438
京都市伏見区深草フチ町５

☎ 075-647-0121＝営業部

本誌７月号（No.173）で特集した京都の在日コリアン
ペ

イ ファ

二世舞踊家、裵 梨 花 さんのドキュメント映画「花のよ
うに

あるがままに」

URL：http://www.kyo-sho.com）刊。ネットのアマゾンな

（港健二郎監督）が、

どでもご注文いただけます。

同10月号（No.175）で
特集した大阪のシネ・

第25回エコネット・カフェ

「就労移行支援×環境エネルギー
TEAM CHAKKA の活動の今」
ＮＰＯ法人

エコネット近畿さまから

ヌーヴォで11月28日か
ら公開されます。映画
の内容や映画館につい
ては、関西スクエアの
ホ ー ム ペ ー ジ（http://
w w w. k a n s a i - s q u a r e .

T E A M C H A K K A は、滋賀県東近江圏域で、障がい

com）で読める本誌を

者、引きこもりの若者の働きたいを応援するプロジェク

ご参照ください。小ホ

トチームです。廃くん炭（又はくず）と廃棄ろうそくか

ー ル の シ ネ・ ヌ ー ヴ

らオリジナル着火材を、廃食用油からリサイクルせっけ

ォＸ で12月18日まで毎日２回上映（17日は１回）。一

んを、木くずから木質ペレットをそれぞれ製造するな

般1,300円、学生・シニア1,100円。詳しくは、シネ・ヌ

ど、未利用資源を活用して小商いのしくみをつくり、就

ーヴォ（〒550-0027 大阪市西区九条1-20-24

労支援活動をしています。また、未利用資源の提供や商

1416

エックス

☎06-6582-

URL：http://www.cinenouveau.com）へ。
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クリスマスイヴイヴ
ジャズパーティー

関西ジャズ協会 さまから

at RUGTIME OSAKA

ＮＰＯ法人

◇入場料

第一・二部とも前売 2,500円（当日3,000円）

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

上方舞小川流舞踊会で
演目解説を担当します
上方文化評論家
◇とき
◇ところ

「高津の富」亭（高津宮境内

◇演目

◇ところ
14

17時〜

第二部

◇出演者

20時〜（入れ替え制）
☎ 06-6214-5306）

シ（ds）、井口直己（vo）、山口恵美（vo）、西脇千

◇料金

お１人様 3,000円（全自由席、当日会場にてい

ただきます）
◇主催・お問い合わせ先

花（vo）、ハヤオカヒロミ（vo）

上方舞小川流（☎ 090-6065-

7068）

朝日カルチャーセンター

中之島教室 公開講座

〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18

朝日カルチャーセンター中之島教室
時半まで）

（舞）四世 小川照ほか、（歌・演奏）菊寺

智子、（落語）林家菊丸、（演目解説）福井栄一

大塚善章（ｐ）、宮本直介（ｂ）、田中ヒロ

6222-5222

☎ 06-6762-1122）

地歌「影法師」「浪華の袖」「萬歳」、落語

◇出演者

ラグタイム大阪（大阪市中央区心斎橋筋 2-6-

アクロスビル４Ｆ

大阪市中央区

「お楽しみ」

12月23日（水／祝）

第一部

福井 栄一さんから

12月12日（土）14時開演

高津1-1-29

◇とき

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）

特別展示「大同生命の源流"加島屋と広岡浅子"」記念講座

豪商・加島屋久右衛門を通して
見る大坂米市場

出版記念講座

伊勢神宮とは何か

いまやパワースポットばやりですが、本当の聖地はど
ういう特徴を持っているのでしょう

ＮＨＫ連続テレビ小説「あさが来

か。神社仏閣はこの日本列島に数え切

た」の主人公のモデル・廣岡浅子は、

れないほどありますが、そのどれもが

京都の三井家から大坂の豪商・加島屋

本来の聖地があるべき場所とはちょっ

に嫁いできた女性です。嫁いだのは分

と違ったところに位置しているようで

家にあたる家で、本家・加島屋久右衛

す。伊勢神宮といっても内宮・外宮・

門は、鴻池屋善右衛門と並び称された商家でした。豪商

別宮・摂社末社・所管社を含めると

と言いますが、何を商っていたのでしょう。なぜ江戸幕

125社あるわけですが、何がそこに含

府は久右衛門を「格別の家柄」と褒め称えたのでしょ

まれ、何が除外されてしまったのか、

う。大坂米市場を舞台として躍動した久右衛門の経営に

写真家、松原豊氏によるスライド（未

ついて解説します。終了後、講座協力の大同生命大阪本

公開の写真を含む）を見ながら、みな

社内特別展会場で、当時の資料や記録を見学します。

さんと一緒に考えてみたいと思いま

◇とき

2016年１月18日（月）

す。

教室13 時〜14時半、特別展15〜16時

◇とき

2016年１月22日（金）19時〜20時半

神戸大学経済経営研究所准教授

◇講師

宗教人類学者

◇講師

１３

高槻泰郎＝写

真＝ほか
◇受講料（税込み）

写真家
カルチャー会員 2,700円
一般 3,024円

植島啓司＝写真上

松原豊＝同下

◇受講料（税込み）

カルチャー会員 3,240円
一般 3,564円
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06-6876-2151

国立民族学博物館

☎

〒 565-8511
大阪府吹田市千里万博公園 10-1
： http://www.minpaku.ac.jp
URL

ちょっと昔のものへのまなざし
国立民族学博物館の「音楽」展示室
「点景」と呼ぶには少々大きすぎ

うれし恥ずかし青春時代の思い出

る国立民族学博物館。世界各地の貴

が、たちまち脳裏にフラッシュバッ

そう、新しいのだ。

重な民族・民俗資料の数々に見とれ

クする。

1970年代、さかのぼってもせいぜ

て展示場を巡っていると、いつもな
ぜか、この一角に足が向く。

同館の笹原亮二教授（民俗学）が
展示の狙いを説明してくれた。

な新しいもんばかりやないか」。

い50年代。私が子どもの頃、小遣い
がたまったら買いたいと憧れ、つい

よそと違う風が吹いている。懐か

「ギターは、世界中で最も広く親

昨日までは多くの人々が普通に持っ

しい。例えば、ギターの歴史をたど

しまれている楽器です。ヨーロッパ

ていたものたち。やがて世の中が便

ったこのコーナー＝写真。

で生まれ、交易や移民のルートに乗

利になって、ＣＤやネット配信のハ

アタウアルパ・ユパンキがいる。

って南北アメリカなどに広がり、と

イレゾ音源が普及すると、黙ってど

ロバート・ジョンソンがいる｡ プレ

きに差別された人々や民族の悲しみ

こかへ去っていったものたちだ。中

スリーが、ボブ・ディランが、ビー

や戦争への怒りを込め、様々な音楽

古レコード店などへ通う収集マニア

トルズが、ストーンズがいる。岡林

を奏でてきました。楽器を見せるだ

でもなければ、おそらく大半が、文

信康、井上陽水もいる。

けでなく、そうした人々との関わり

化財的、骨董的な価値はあまりない

に光を当てて構成しています」

ジャンク品だろう。

古今東西、大小さまざまな形のギ

こっとう

ターと一緒に壁を埋めるのは、ギタ

レコード・ジャケットを使ってい

でも、いいな！と思う。外へ、世

ーを手にしたミュージシャン、スタ

るのは、来館者になじんでもらいや

界へと視線を広げるだけでなく、身

ーたちの、おびただしい数のＬＰ・

すいうえ、資料写真などと違って、

近にありふれた品々にも学問的な愛

ＥＰレコード・ジャケットだ。

自由に展示できるからだそうだ。

を忘れていない。ちょっとだけ昔の

――ああ、このアルバム。昔よく
聴いたなぁ。

傍らを見学のカップルが、つぶや
きながら通り過ぎた。「何や、みん

ものへ注ぐ、温かいまなざしが伝わ
ってくる。

（黒沢 雅善）
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼仏ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」を味わう機

忠、青木繁、藤島武二、小磯良平ら日本を代表する画家

会が２回ありました。１回は「日本酒でもビールでもア

の作品の数々に圧倒されました。彼らを後援したのが、

ルコールなら何でも」という呑兵衛仲間10人ほどの集ま

第15代当主の吉左衛門友純（春翠）ら銅山を経営した住

り。もう１つはご近所の人たち30人ほどで小樽を開ける

友家の人々でした。初代総理事の広瀬宰平も、財政難に

会。それぞれ趣向の違った面白さがあります。が、いず

陥った東京美術学校（現東京芸術大学）に援助を惜しま

れの席でも「今年のヌーボーはおいしい！」と一致しま

なかったそうです。別子が産した銅が、近・現代美術を

した。新酒にありがちなジュースのような軽さ・甘さで

支え育てる大きな力になったのですね。市美術館のみな

はなく、しっかりした飲み心地がしたからです。

さんの目利きと企画力に脱帽し、新しい芸術は大都市か

のん べ

え

たる

毎年言葉を換えて出来の良さをＰＲするのが習いのボ

ともいと

しゅんすい

さいへい

ら地方へ一方的に広がるのだとステレオタイプに信じ込

ージョレ・ヌーボー。今年は日照に恵まれたそうです。

んでいた先入観を、たたきのめされました。

（黒沢）

彼の地がテロの惨劇に遭ったばかりで、心穏やかならぬ

▼だんだん朝晩の冷え込みを感じる季節になってきまし

方も多いでしょう。思いを馳せつつ、毎年の季節行事を

た。今年は11月に入っても比較的気温が高かったように

今年も楽しめたことに感謝します。

（臼倉）

思うのですが、晩秋はあっという間に過ぎ、まもなく冬

▼別子銅山の取材で訪ねた新居浜市美術館で、ちょうど

到来です。この時期の私は、朝布団から出るというワン

開催中の開館記念展「新居浜―日本

回想の新居浜美術

アクションを起こすのに一苦労。寒さに負けずすがすが

1890－2015」を見せていただきました。黒田清輝、浅井

しい朝を迎えられるようになりたいものです。（平野）
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

出版などのお知らせ・案内。できるだけ簡潔に。写真

ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の活動報

・図付きを歓迎します。郵便またはファクス、メール

告、時事ニュースへの感想など。800字（400字詰原稿

で下記へ。次は2016年１＆２月合併号とします。掲載

用紙２枚分）を目処に。「とぴっく・ナウ」は催しや

ご希望分は12月16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
なつ こ

スタッフ：臼倉 恒介、黒沢 雅善、平野 邦字、田中 故郷、河野 通高､ 佐藤 建仁、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

１６

2015.12

【全 面 広 告】

