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路地裏の小劇場 語り演じて44年
紙芝居師

鈴木 常勝さん

「子どもたちから教わるんや」
鈴木常勝さん（68）は、今では数少ないプロの紙芝居師だ。20歳代半ばで当時すで
にほとんどなり手がなかったこの仕事に飛び込み、44年になる。「紙芝居はね、『こ
いざな

こと違う別世界』へ子どもを誘う路地裏の小劇場。語り聞かすだけやない。子どもた
おれ

ちから俺も教わるんや」。研究者として著作し、大学などの教壇に立つ一方、とって
おきの出し物と駄菓子を積んだ自転車を引いて、自ら街へ繰り出す。 （黒沢 雅善）
せんこう じ

１月24日、大阪市平野区平野本町４丁目の全興寺境内

半世紀前へとタイムスリップ

にある駄菓子屋さん博物館。毎月第４日曜に地元の商店

ぎつね

「さあ、きょうは『まだら狐』いうてな、怖～いキツ
ネの怪物の話やで」

などが催す平野町ぐるみ博物館に合わせて開く、街頭紙
芝居実演の日だ。

満を持して、真打ちが登場した。
紙芝居師・鈴木常勝さん

とぴっく・ナウ
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妖魂まだら狐

そっと手で制し、鈴木さんが語り始めた＝表紙の写真。

なかよし会

ちくら作

たけち画

待に胸を膨らませて開演を待った。
きょうは、どんな話が出てくるのだろう。冒険活劇、

「昔の江戸時代の話。わかるかな？」
「わかる」と子どもが返事。

時代劇、怪奇物、薄幸なヒロインが登場する継子いじめ

「大阪城、行ったことある？」

物、おなかを抱えて笑える漫画……。おっちゃんの紙芝

「はーい」「はい」。さっと数人の手が上がる。

居はどれも、親や学校の先生から聞かされる上品な童話

「これはなんやと思う？」

や昔話とまるで違っていた。誤解を恐れずに言えば、博

「火の玉」

愛、平等、平和、民主主義などという世の建前なんかく

「そう、狐火といってな、魔物が恐ろしい力を持って

そくらえで、ちょっとうそっぽいところはあるけれど、

きつねび

集まって来ました。大阪城でいったい何があったのでし
ょうか。ケー！（と魔物の叫び声をまねる）」
本当は淡路島の洲本城が舞台なのだが、細かいことに
こだわらず臨機応変。ご当地アドリブを織り交ぜる。
げん ば

きつねばば

ハラハラドキドキの楽しさにあふれていた。
ただ一つ残念なのは、いつも話が佳境にさしかかった
ところで、「さて、続きは明日のお楽しみ〜」の決めぜ
りふが入ることだった｡

「悪い家老の大槻玄蕃と恐ろしい狐婆の一味が、城を

つぎをあてたジャンパー、よれよれの作業ズボン、腰

乗っ取るために家来たちを殺し、殿様をかみ殺そうとし

に洗いざらしの手ぬぐい。いで立ちを見れば、おっちゃ

ていたのです。ケー！」

んが決していわゆる勝ち組でなく、暮らしが楽でなさそ

ここでひと息。ジョークを挟む。

うなのは、子ども心にもわかった。たそがれの中を遠ざ

「な、そやから、ほんまにキツネをいじめたらあかん

かる後ろ姿に、ひりつくような哀愁が漂っていた。

で。きつねうどんを10杯食べたら、こないなるで」
「うそやー」「９杯ならだいじょぶや」。子どもたち

今振り返ると、幼い私たちを親や先生の元からしばし
連れ出して夢を見させてくれた紙芝居屋さんは、実は、
ハーメルンの笛吹き男の生まれ変わりだったのだ……と

が、すかさず切り返す。

私には思えてならない。

私も、つられて笑ってしまった。
──ああ、確かに、こんな紙芝居屋さんがいたなぁ。
はるか半世紀以上前の少年時代を思い出した。

「もっとのんびり生きていい」
そんな紙芝居を鈴木さんは、「子どもが人生の最初に

チリン、チリン。カン、カン。学校が終わって日が西

覚える悪所通い」で「家庭と学校が子どもの目から覆い

に傾く頃、鐘と拍子木の音を響かせて、おっちゃんは毎

隠そうとする大人の世界のからくりを、垣間見せてくれ

日どこからともなくやって来た。

るのぞき窓」だったと評する。

私たちは、五円玉、十円玉を手に握りしめて走りだし

子どもたちはそこで、親や親類でも先生でもない他人

た。おっちゃんが売る水あめやソースせんべいを買い、

と、初めて本格的に向き合った。そして、毎日が平穏に

紙芝居を積んだ自転車の前に押し合いへし合いして、期

過ぎてゆく「ここ」とは別に、外にはとてつもない世界

さるむこ 前・後編

柳田うにお作

玉雪リンタロウ画
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の すけ

旗本退屈男・早乙女主水之介がスーパーマンの姿で淡路島へひと
っ飛び。お家乗っ取りをたくらむ悪家老と狐婆の一味を退治する。
東京都江東区立
深川図書館所蔵
「知らない人について行っちゃだめ」と言われる。ガキ
大将に率いられて外で遊ぶ子がいなくなり、かわいい笑
い声が街から消えた。家と学校や塾を往復するだけの毎
日。「しっかり勉強して勝ち抜け」と追い立てられる。
息が詰まることはないのだろうか。
止めようがない時代の流れかもしれないが、「これで
いいのか」「何とかしたい」という気持ちが募る。
「人生いろいろ。『もっとのんびりして、ええんやな
いの』と伝えたい。子どもは、学校で教わることが万能
でないことを、ちゃんと知ってる。ほんまは、生きて成
熟するために役立つ知恵を教わりたいんやと思う。昔の
紙芝居屋のおっちゃんは、たとえ貧乏でも、本から得た
教養はなくても、苦労を知ってる人生の先輩やった。う
そっぽい話の中に、生きるヒントがキラリと光り、失敗
や挫折を包み込んでくれる優しさがあふれとった。そん
な路地裏文化に育ててもらった恩返しをしたくて、俺も

かわいい呼び込み
ら

「紙芝居が始まるよー」。実演

紙芝居をやめられへんのやろなぁ」

の前、子どもたちが拍子木と銅

最盛期には５万人の紙芝居師

ど

羅を打ち鳴らして街に触れ回る＝１月24日、大阪市平野区

今のように絵を引き抜いて演じる紙芝居は、日本独自
が広がっているらしいこと、そこではしばしば「悪」が

の芸能だ。鈴木さんの著書『紙芝居がやってきた！』

「正義」を圧倒して絶大な力を振るっていること、一生

（河出書房新社ふくろうの本、2007年）と『紙芝居は楽

懸命がんばっても結果が常に報われるとは限らないこと

しいぞ！』（岩波ジュニア新書、同年）をもとに、その

などを、紙芝居と紙芝居屋さんから、少しずつ教わって

歴史を少しひもとこう。

了解したというのだ。
では今、その悪所がなくなって、子どもたちは幸せに
なっただろうか。

1930（昭和５）年頃、あめ売り商人が客寄せのために
始めたとわれている。冒険活劇『黄金バット』（鈴木一
郎作、永松武雄画）が31年に大ヒット。『少年タイガ

鈴木さんには、残念ながらそうは見えない。

ー』（山川惣治作画）、『ハカバキタロー』（伊藤正美

確かに、豊かになった。ほしいおもちゃも絵本も、簡

作、辰巳恵洋絵）などが続いてブームが起きた。

単に買ってもらえる。でも、みんな何だか窮屈そうだ。

折からの不況下、多くの人が紙芝居屋になった。社会

して殺し、涼しい顔で実家に戻って親孝行を尽くすという怖い話。

鈴木常勝さん所蔵

畑仕事を手伝ってくれたサルと結婚させられた娘が、サルをだま
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チョンちゃん、
タコになるの巻

三邑会

作・画ユー坊

の指導層も人気にあやかっ
て、布教のための伝道紙芝
居や、幼稚園児・児童向け
に学校などで演じる教育紙
芝居を、印刷してつくるよ
うになった。さらに戦時色
が深まると、政府と軍の後
押しで国策紙芝居がつくら
れ、大人にも見せて戦意高
揚 を あ お っ た。 こ う な る
と、単なる紙芝居では済ま
ない。罪が深い。
戦争が終わると、街頭紙
芝居はたくましく復活し
た。最盛期は1953年頃。全
国に約５万人の紙芝居屋が
いたという。毎日見ていた
子どもは、数百万～一千万

シンペイ

国は違っても

台湾・新北市を訪ねた鈴木常勝さん。ここでも街頭に立っ
て子どもたちに紙芝居をした＝2015年10月、鈴木さん提供

人規模になるだろう。
だが、50年代半ばに高度経済成長が始まると、急速に
普及したテレビにヒーローの座を奪われた。正確な統計
はないが、鈴木さんによると、街頭で商売する紙芝居師
は現在、全国で10人に満たないのではないかという。
最初はアルバイトのつもりで始めた鈴木さんだが、師
匠の下で学ぶうちに、すっかり熱中した。紙芝居だけで
しんきゅう

は食えない。鍼灸師の資格などを取りながら続けた。
復権を目指すのはもちろん、特定の目的に縛られない
正系の街頭紙芝居だ。
「紙芝居の裏に隠された大人の打算や身勝手を、子ど
もは実に鋭く見抜くね。何の後ろ盾も持たずにつくられ
こうとう む けい

子どもとかけ合いし、どれだけ心を通わせ合えるかが、
紙芝居師の腕の見せどころやろうね」とも言う。
どんなに立派な御託宣を並べても、子どもにそっぽを
向かれたら負け。目を輝かせて食い付いてもらえたら勝
ち。プロの道はシビアなのだ。

民族と言葉を越えて交わろう
アジアの各地へも、紙芝居を抱えて出かける。日本で
鍛えた勘と経験で勝負する「他流試合」だ。
ネパールで『チョンちゃん、タコになるの巻』を演じ
たが、山国ではさっぱり理解してもらえなかった。

て、『荒唐無稽』『俗悪』『無教養』『不衛生』などと

インドネシアのバリ島では、イスラム教徒が忌み嫌う

親や先生から非難を浴びながらも、子どもたちの確かな

ブタの紙芝居をしてしまった。バリ島はヒンズー教圏だ

鑑賞眼に鍛えられ、路地裏で演じられ続けた作品やか

と後で気付き、ホッと胸をなで下ろした。

ら、今まで残ってこられたんや」と鈴木さん。
学校や公民館の紙芝居とも一線を画す。例えば『さる
むこ』＝前ページ＝のような少々アブナイ内容の作品で
も、優れたものは場合に応じて取り上げる。

北京の天安門前広場では、集会禁止を知らずに100人
を超す聴衆を集め、警官に問い詰められ、また失敗。
でも、心に残った交流もたくさんある。『紙芝居は楽
しいぞ！』には、こんなエピソードが載っている。
ランユイ

「見せて語り聞かせるだけなら、紙芝居はテレビや映

鈴木さんは台湾で1995年、南東部の小島、蘭嶼島に住

画のアニメにとてもかなわへん。紙芝居を仲立ちにして

む少数民族、タオ族の子どもたちと出会った。今度こそ

2016.03
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チョンちゃんは、海でタコを釣った。「命は助けて」と泣いて頼
まれたのにゆでて食べ、その恨みで手足が８本になってしまった。
鈴木常勝さん所蔵

と『チョンちゃん、タコになるの巻』を、習い覚えた中

「アジアの国々にはね、まだガキ大将がいるんです。

国語で熱演した。「泣いてるタコは食べないようにしよ

外で元気に遊ぶ子どもたちに出会えるので、昔の日本に

うね」とオチで締めくくると、海の子たちが笑ってくれ

帰ったような、懐かしい気持ちになります。民族と言葉

た。鈴木さんがタコを「章 魚」と言うと、「ぼくらは

は違っても、子ども同士通じるものがあることを実感し

『八脚魚』と呼ぶよ」と訂正してくれた。

ました。異人になっていろんな人と交わるだけでなく、

チャンユイ

パーチャオユイ

これが縁になって、蘭嶼島をはじめ台湾のあちこちか
ら声をかけられるようになり、毎年のように訪ねる。

まれびと

一緒になって笑えるのが楽しい」
空飛ぶ紙芝居の旅は、まだ当分やめられそうにない。

戦争と紙芝居―新聞の責任問いかけ
（新曜社 4,500円＋税）
『占領期生活世相誌資料 Ⅲ巻 メディア新生活』
著作も多い鈴木さん。前出『紙芝居がやってきた！』

指導方針を下達するための

『紙芝居は楽しいぞ！』は、自らの体験を随所に交えた

組 織 だ っ た。 そ の 機 関 紙

街頭紙芝居のガイドブック。一方、新刊の本書は、研究

『 紙 芝 居 』 は 戦 中 の『 協

者としての労作だ。

会』の機関誌『紙芝居』の

米国メリーランド大学が保管するプランゲ文庫（占領

後継復刊誌として発行され

軍が日本で検閲した大量の出版物のコレクション）から

た。紙芝居業界では、人脈

山本武利・早稲田大学・一橋大学名誉教授が監修してま

も機関紙も『戦中の継続』

とめたシリーズの最終巻。鈴木さんは同巻の編者、土屋

だったのである」

礼子さんとともに第三章「活字と娯楽に飢えて」を担
当。戦中と戦後の混乱期に紙芝居が果たした役割を、当
時の雑誌などの記事を紹介しながら分析している。
解説文には、私たち新聞づくりに携わる人間にとって
耳が痛い記述がある。

一方、鈴木さんが共感を込めて紹介したのは、例えば
紙芝居作者による次のような雑誌の記事だろうか。
ようや

「昭和五、六年頃といえば、日本の軍閥が、漸く世界
侵略の魔手をのばしはじめた頃で、ストライキは続発す
ちまた

るし、失業者は巷にあふれ、まったく世相はアンタンた

「『（日本教育紙芝居）協会』は一九三九年頃から日

るものであった。（中略）学校のひからびた教育に反抗

中戦争にかかわる国策紙芝居の発行を始めた。一九四一

したコドモたちは、自身の手で、『黄金バット』をつく

年には朝日新聞社の子会社『日本教育画劇株式会社』を

りだしたのである。（中略）『うわはつはつはつ!!』／

販売部門とした。政府機関、陸海軍、翼賛団体からの注

悪きものを完膚なきまでに叩きのめし、神出鬼没の活躍

文を引き受け、アジア太平洋戦争の時期には、日本最大

は、コドモたちのもとめるコドモたち自身の救世主であ

の国策紙芝居製作組織となった。印刷発行数の七割が町

っただろう。『黄金バット』の笑声こそ世の中のオトナ

会、工場などで演じられる大人向け作品であった。（中

どもを峻烈に批判したコドモたち自身の怒声ではなかっ

略）銀座の朝日新聞社別館に置かれていた『協会』は、

ただろうか。その笑声は教室内にみなぎり修身の教えを

敗戦後、アメリカ軍の日本占領に備えて、編集部と販売

笑殺し、日本歴史を蹴とばしてしまったのである」（マ

部門にあった軍国主義鼓吹の国策紙芝居を焼却し、一九

キ・イチロー「コドモの目はオソロシイ」＝『紙芝居』

四五年末に解散した」

復刊第四号

紙芝居を自分に都合よい目的に利用しようとした者
に対する批判は辛らつだ。矛先は占領軍にも向かう。
「戦後の『日本紙芝居協会』は、実質的にはＧＨＱの

しゅんれつ

第八巻二号、1948年４月３日）

権威に寄りかからず、本物の紙芝居を目指し続ける人
ならではのまなざしだ。
Ａ５判・上製、356㌻、ISBN978-4-7885-1461-4 。
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イベント・出版等の情報

第12回 近畿の環境団体情報交流会
NPO法人

エコネット近畿さまから

一郎＝京のアジェン
ダ21フォーラム／岡

環境活動をより広めていくため、近畿の環境団体が地

見厚志＝World Seed

域と分野を越え互いに情報共有しゆるやかなつながりを

／數井美智子＝自然

築くことで、連携の芽が育つことを期待し開催します。

倶楽部Ｉ／栗本知子

◇とき

＝あおぞら財団／正

６月24日（金）12時半～
25日（土）15時＝１泊２日

阿彌崇子＝ジュゴン

生駒山麓公園ふれあいセンター (奈良県生

保護キャンペーンセ

駒市 http://ikoma36-park.jp/）※近鉄奈良線・けいはん

ンター／寺川裕子＝

な線・生駒線の生駒駅からバスで約15分

里山倶楽部／中島秀

◇ところ

和 ＝Bee Forest Club

◇内容
60団体を募集。エネルギー、

：ミツバチと森をつくる会／新田章伸＝里山倶楽部＝

自然保護・保全、ごみ・リサイクル、食と農、公害な

実行委員長／久隆浩 ＝近畿大学総合社会学部／宮嶋

ど多様な事例から学びます

啓太＝ナック（ＮＡＣ）／韋菁華＝エコネット近畿／

・１日目

活動事例発表

・２日目

テーマ別分科会

６～８テーマで 、世代や

立場、問題意識などをじっくり話します。テーマを参

◇主催

ＮＰＯ法人エコネット近畿、一般財団法人セブ

ン-イレブン記念財団

加者からも募集します
◇定員

辻郁子=同

100団体・名、申込締切６月10日。先着順で定

◇お申し込み
06-6949-8288

員になり次第締め切ります

エコネット近畿（☎ 06-6881-1133 Fax
E-mail：yoyaku＠econetkinki.org へ、所

環境市民活動団体または環境市民活動団体の設

属団体・組織・企業名（フリガナ）／氏名（同）／年

立を考えている方。団体や活動をある程度紹介できる

齢  （ 何歳代か）／性別／電話番号／住所／Ｅメール

方や、学生、若い方、環境団体と話したい方、企業や

アドレス／エコネット近畿会員・一般・学生の別／発

行政の方の参加をお待ちしています

表する・しないの別／テーマ別分科会で話してみたい

◇対象

◇参加費 一般・発表あり 7,000円、同・発表なし 8,000
円、エコネット近畿会員 5,000円、学生 4,000円
◇企画・運営

近畿の環境団体実行委員会2016（石崎雄

テーマ、を記して。お問い合わせも上記へ
※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/blog160201173258.html

スポットのお茶教室

「心が躍る 春の中国茶・台湾茶」
高級茶藝師・茶遊サロン代表 前田 久美子さんから
あんきちしろちゃ

最高級緑茶「安吉白茶」、甘味と渋みの絶妙なバラン
ほうおうたんそう

ぶ

い

ス「鳳凰単叢」、世界遺産の地、武夷山でとれる「武夷
せいがんちゃ

正岩茶」など、春にふさわしい中国茶のそれぞれの効能
を学びながら、色、香り、味、形を楽しみます。また、
し

い

心に沁みるお茶の淹れ方もマスターしましょう。
私が朝日カルチャーセンターくずは教室で開くスポッ

◇会場・お申し込み・お問い合わせ先

朝日カルチャ

トのお茶教室です。

ーセンターくずは教室（〒573-1121 大阪府枚方市楠

◇とき

葉花園町14-1 京阪くずは駅ビル３階

３月８日（火）13時30分〜15時30分

◇受講料（税・材料費込）：カルチャー会員 3,510円
一般 3,888円

☎ 072-850-1500

https://www.asahiculture.jp/kuzuha/course/99286f34-a8387b71-a98d-562af80e7aa4）
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「新シク開イタ地

井上明彦・hyslom」

京都市立芸術大学教授

オペラ「天空の町」出演者募集

井上 明彦さんから

NPO法人 東京オペラ協会代表
石多 エドワードさんから

旧湊川を埋め立てた土地が「新開地」と呼ばれたと
いく

き、詩人竹中郁は「ヘンな名だなあ」と感じたという。

荒廃した山に緑をよみがえらせた男を描いた市民参加

「新しく開いた地」が固有名詞として定着し、今の地名

オペラ「天空の町～別子銅山と伊庭貞剛～」を大阪で、

がある。このプロジェクトは竹中郁の違和感に立ち戻る

下記のとおり初公演します。出演してくださる方を募集

ことから出発する。「地が新しく開く」とはどういう

しています。年齢や経

ことか。それは無人の

験は問いません。練習

大地に人が住み始める

がすでに始まっていま

ときの光景を想像させ

すが、まだ応募を受け

る。人の住めない大地

付けています。ふるっ

の一部が開発と所有を

てご参加ください。

経て人の住む士地にな

◇とき

い

５月８日(日)

る。逆に巨大災害を経

昼の部：13時開演／

て土地は大地に戻る。

夜の部：17時半開演

そもそも「地」とは何

◇ところ

大阪国際交

なのか。（案内チラシ

流センター 大ホー

より）

ル

創立20周年を迎える

◇チケット代

神戸アートビレッジセ

ば ていごう

指定席

5,000円、自由席 3,500円

ンターが位置する「新開地」を、美術をとおして考える

◇チケット申し込み先

専用Fax 06-4866-0141 または

展示です。

mail：kansai@tokyo-opera.gr.jp

◇とき

募集しているのは合唱の出演者です。月２回木曜の

２月25日（木）～３月６日（日）
12～19時

火曜休館

夜、大阪市内での練習に参加できる方。楽譜やＤＶＤの
資料代として 3,000円、参加費として１カ月 4,000円が必

◇入場無料
◇ところ・主催

神戸アートビレッジセンター（〒652-

0811 神 戸 市 兵 庫 区 新 開 地5-3-14

☎ 078-512-5500

http://kavc.or.jp/art/eam/shin-kai-chi/）
※神戸高速新開地駅８番出口から徒歩約５分ほか
※期間中、ワークショップ、レクチャーなどの関連企画
あり。詳細は主催者へ

お問い合わせは、オペラプラザ関西（大島）☎ 0909137-1976 または上記メールへ。
◆本誌2015年12月号（No.177）で、オペラ「天空の町
～別子銅山と伊庭貞剛～」と東京オペラ協会について
詳報しました

禁酒･断酒の守り神
大阪の風物詩「かしく祭」
上方文化評論家

要です。

福井 栄一さんから

寛延２（1749）年、大坂の遊女「かしく」は、酒のう

で、今年が268回忌となります。
ご縁があって、私が世話人を務めさせて頂いていま
す。当日は制作・司会・演目解説をいたします。どうぞ
お参り下さいませ。
◇３月18日（金）正午～15時
◇ところ

法清寺＝通称：かしく寺（〒530-0057 大阪

えの過ちから実兄を刺殺し、死罪を申し渡されました。

市北区曽根崎1-2-19

☎06-6364-8967）※JR東西線北

牢内のかしくは、役人に油揚げを所望し、その油で乱れ

新地駅から東へ約250ｍ

た黒髪をなでつけてから市中引き回しに臨みました。さ

◇式次第：

らに、刑の執行にあたって、「我、死して、禁酒・断酒

・法要：法清寺ご住職

の守り神たらん」との誓願を立てたといいます。

・奉納芸能：上方落語「お楽しみ」（桂出丸）／琉球舞

このことが当時の浪花っ子の評判を呼び、ついにはお

踊「かぎやで風」「四つ竹」「日傘」（武島久美子、

芝居にまで仕立てられました。彼女の祥月命日に墓のあ

岩崎寿英、西山朝子）／上方舞「鐘が岬」（吉村文

る法清寺（日蓮宗）にて執り行われるのが「かしく祭」

章、菊寺智子、菊萌文子）
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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）

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
休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

アイルランドの歴史

大英帝国からみる

大阪経済大学教授

山本 正

古代はケルトの影響を受け、中世以降はバイキングの
侵攻や800年にわたるイギリスの支配、大飢饉による新

☎ 06-

９時半～18時半（第２・４日曜は13

文中の受講料は消費税込み

ィノス（全５回）の１回目を体験下さい。
◇とき
◇受講料

４月９日（土）13時〜14時半
カルチャー会員2,376円、一般2,808円

【定期講座】４月９日から第２・４土曜、13時〜14時半
（５回）、カルチャー会員11,880円（要入会）

天地への移民、20世
紀になってからの独
立など、アイルラン

ローマ帝国を読み解く

ドの歴史は起伏に富

関西大学非常勤講師

んでいます。16世紀

塩野七生著『ローマ人の物語』は、

以降、アイルランド

英雄や悪漢たちの内面にも迫りつつ、

統治は、大英帝国建

ローマの栄光や挫折を鮮やかに書き綴

設の重要な布石とな

っています。一方、ローマ史には、掘

りました。大多数を占めるカトリックと少数のプロテス

り下げられていないテーマもまだ残さ

タントの対立が続く中、フランス革命に触発されたナシ

れています。『ローマ人の物語』に基づきつつ、地中海

ョナリズムが勃興し、次第に反英の気運が高まっていき

世界を統一した古代ローマ帝国を深く読み解きます。

ます。「王国」にして「植民地」という位置づけに焦点

◇とき・テーマ＝各回10時半〜12時

を当てながら、独立運動の節目となったイースター蜂

４月18日（月）

つづ

ローマの栄光は「伝説」なのか？

起から100年となる今年、その歴史を具体的に解説しま
す。（６カ月コースの前半です）＝写真はキルデア聖堂

──ローマは一日にして成らず
５月16日（月）

ローマは「対外支配」を行ったのか？

◇とき・テーマ＝各回13時〜14時半
４月９日（土）

複合国家イギリスとケルト周縁

──ハンニバル戦記・勝者の混迷
６月20日（月）

──スコットランド、ウェールズの場合
５月14日（土）

アイルランドの特異性（１）
──繰り返された戦乱と征服、植民地化

６月11日（土）

同（２）
──イングランド型宗教改革の挫折

◇受講料 カルチャー会員8,748円、一般9,720円（３回）

西洋の神秘思想 １日体験
京都工芸繊維大学教授

比佐 篤

秋富 克哉

カエサルは「異人」なのか？
──ユリウス・カエサル

◇受講料

カルチャー会員8,748円、一般10,368円（３回）

明治の実業家・五代友厚
商都大阪はいかに作られたか
大阪大学名誉教授・大阪企業家
ミュージアム館長
宮本 又郎

近世の大阪は、諸藩の蔵屋敷が立ち
並ぶ「天下の台所」でしたが、明治維
新後は、廃藩置県によって年貢米の販
ひ へい

西洋の哲学や宗教の歴史を地下水脈

売がなくなり、経済が急速に疲弊しました。薩摩藩出身

のように流れる伝統に、神秘主義があ

の実業家、五代友厚は、多くの事業を起こし、大阪商法

ります。絶対的存在と自己との神秘的

会議所（現・大阪商工会議所）や大阪商業講習所（現・

合一を重視する神秘主義は、世界各地

大阪市立大学）、大阪株式取引所を設立し、近代大阪の

に見渡されますが、体験者や思想家に

礎を築きました。「東の渋沢（栄一）、西の五代」と称

よって多様な表現形態を取り、とりわけギリシア思想と

された明治の大実業家は、混乱の時代をいかに乗り切っ

キリスト教の伝統ある西洋では特異な位置を占めてきま

たのか。ＮＨＫ連続テレビ小説「あさが来た」の時代考

した。定期講座では、代表的な思想としてプロティノ

証をつとめた講師が、その実像をお話しします。

ス、アウグスティヌス、エックハルト、ベーメの４人を

◇とき

順次取り上げ、４期12ヵ月にわたり考察します。プロテ

◇受講料

4月27日（水）13時半〜15時
会員2,916円、一般3,456円
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日、朝日新聞ア

㊧語り合う堤未果さん（左）とホスト

の白井聡さん＝２月

㊦堤さんの近著『沈み

アメリカ〈逃げ切れ！日本

サコムホール

ゆく大国

の医療〉』（集英社新書）

10

国民皆保険も脅かすＴＰＰ
第６回 ゲスト 堤 未果さん
（ジャーナリスト）

身の回りから行動を起こそう
み

か

ジャーナリストの堤未果さんをゲストに迎えた第６回

統領個人ではなく、政策が作られるプロセスを見なけれ

「中之島クロストーク」（朝日新聞社主催）が２月10日

ば、と力説しました。「安倍政権、許すまじ」となって

夜、朝日新聞大阪本社アサコムホール（中之島フェステ

政治家個人に向かうと、官僚や民間議員らによる政策決

ィバルタワー12階）で開かれました。ホスト役は、政治

定の仕組みの方に目が向かなくなる、と指摘しました。

学者で京都精華大専任講師の白井聡さんで

今回の「中之島クロストーク」は定員100

す。日米関係を軸に、環太平洋経済連携協定

人に対して約400人の読者から聴講の応募が

（ＴＰＰ）や米大統領選挙、憲法改正の動き

ありました。会場では質問用紙を配って質問

について話が展開しました。

を募りました。18歳選挙権にからみ、17歳の

ＴＰＰについて、堤さんは、農業や関税の

参加者から「なぜ自民党がおかしいのに、自

ことしか報道されないが、一番の問題は「非

民党が勝つのだろう。どうしたら変えられる

関税障壁」の撤廃だと指摘。食の安全、医

のか」という疑問が出され、堤さんは「どん

療、インターネット、言論統制、ＩＳＤＳ（投資家と国

な社会に自分が住みたいかを最初に考えてほしい」と提

家間の紛争処理）条項、政府・自治体のサービス、金融

案しました。さらに米国での取り組みを例に、家族や地

などに幅広くかかわり、日本が世界に誇る国民皆保険制

域の幸せをめざして「自分の身の回りで小さなアクショ

度が脅かされていることを説明しました。白井さんも非

ンを起こすこと」が、社会を変えていく活動で長続きす

関税障壁を「グローバル資本が世界展開する時に障害に

るやり方だと説明しました。

なり得るすべてのものを含むわけです」と応じました。

「中之島クロストーク」は４月以降も２カ月に１回の

新聞の五大紙がＴＰＰに賛成で、非関税障壁の問題が十

ペースで開催する予定です。ご期待ください。

分に書かれていないことへの不満も表明されました。

◇ こ の 日 の 詳 報 は、 朝 日 新 聞 ２ 月25日 付 朝 刊 に 掲 載

８年前の米大統領選でブッシュ政権からオバマ大統領

さ れ ま し た。 朝 日 新 聞 デ ジ タ ル（http://digital.asahi.

に代わったのに、アフガニスタンへの増兵や銀行救済な

com/） とWEBRONZA（webronza.asahi.com/） で も お

ど、ほとんど違いが無かったことを挙げ、堤さんは、大

読みいただけます＝いずれも有料
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「アート」「アーティスト」と言えばかつては、芸術と芸術家に対す
る畏敬の念を込めた呼び方だった。少なくとも、創造する人が自作を堂
々と「アート」と言い、自ら「アーティスト」と名乗ることはあまりな
かった……ような気がする。それが変わったのは、いつ頃からだろう。
今、多くの人が名刺に「○○アーティスト」と刷り込み、市民サークル
のポスターやチラシにも「××アート」の文字が躍る。「芸術がこんな
にたやすく街中にあふれて、いいのかなぁ」「いやいや、垣根が低くな
ってみんなが楽しめる。これでいいのだ」――相反する思いを胸に抱き
ながら、身近で見つけた「アート」な催しを訪ねた。

けた人たちが取り囲む。「時空を超えて、旅するアート
プロジェクト」とうたった催しの「練り歩き」が１月11
日、大阪市天王寺区の街角で繰り広げられた。
人力車をつくって引いたのは、ネパール人美術家、ジ
ュピター・プラダンさん。「日本で発明されたジン・リ
キ・シャはアジア各地に広がって改良され、今では暮ら
しに欠かせない足になっています。そのすばらしさを発
祥の地・日本のみなさんに紹介できるのがうれしくて、
引き受けました」。12月半ばに来日し、町工場の助けを
得て製作した。車輪は自転車の前輪、引き手は竹、座席
は日曜大工店で見つけたソファ。日本で身近な材料を使
い、ネパールから持ってきた鐘などを取り付けた。
呼びかけに応えて、多くの子どもたちが協力した。ジ
ュピターさんがネパールから持ってきた神様のお面に、
絵の具で色を塗って仕上げた。人力車の車体に金色、銀
びょう

色の鋲を打ち付け、花を描いて飾り付けた。
「練り歩き」には約50人が参加し、天王寺区のお寺、

おうてん

應典院を起点にして約２ｋｍを巡った。ジュピターさん
が引く人力車はこの後、約１週間かけて北区中之島の大
阪新美術館建設予定地へ移動し、さまざまな市民参加の

ろにかかわりの声、そしてわたしの声〉芸術祭Ⅲ」に参
加した市民たち。大学と連携して文化庁の助成を受け、
ジュピターさんと１年かけて打ち合わせを重ねた。
メンバーの一人、上野美子さんは「型破りで、楽しく

や、ありふれてうち捨てられた物に目を向け直すきっか
けにもしたい――そんな狙いで、とっても欲張りました
が、多くのみなさんが助けてくださり、手ごたえを感じ
ることができました」と話す。
一連の催しの模様は、ホームページ http://air15npl.wix.
com/air15npl で、写真、動画を交えて紹介されている。

12
23

日、大阪市中央区

りながら歴史を学べ、ふだん何気なく通り過ぎている街

月

て、多くの人に参加してもらえて、世界の人々とつなが

ネパールの神様のお面に、手本を見ながら色

企画したのは、大阪大学の「〈声なき声、いたるとこ

を塗る＝２０１５年

イベントを１月24日まで展開した。

お帰りなさいジン・リキ・シャ

飾り付けた真っ赤な人力車を、異国の神様のお面を着

（黒沢 雅善）
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ジュピターさんが引く人力車の周りを参加者たちがネパールの神様の
お面を着けて取り囲み、街を練り歩いた＝１月11日、大阪市天王寺区

できあがった人力車の車体に鋲を打って花の

模様を飾り付ける＝１月８日、大阪市西成区

◀みんなでつくった ▶

１２

2016.03

踊らにゃ損､損。釜ヶ崎オ！ペラ
わかった顔して、よくわかる記事なんて、書けそうも

本番を見て、納得した。

ない。ギブアップした。１月31日に大阪市西成区民セン

詩、ガムラン、合唱、ダンス、演劇、天文学……。各

ターであった「釜ヶ崎オ！ペラ２」は、既成アートの枠

講座に集った「学生」と講師たちが、次々に成果を披露

にとても収まらない催しだった。

した。１年間みっちり学んで、中身は細部まですでに十

か

な

よ

詩人の上田假奈代さんが代表を務めるＮＰＯ法人こえ

分詰まっている。あわてることなど何もなかったのだ。

とことばとこころの部屋（通称：ココルーム）が日雇い

司会の上田さんと、芸術監督の作曲家、野村誠さんが、

労働者の街で開いている釜ヶ崎芸術大学（通称：釜芸）

トークと音楽で幕間をゆるやかにつないだ。

2015の成果発表会。昨年に続き２回目の開催だ。
「不吉」な予感は、最初からあった。
事前にもらったチラシに「カンオケハイク

舞台は低く、客席と自由に往来できた。「会場のみな
さんも、ご参加ください」と随時アナウンスが入った。

おっと、

いつもの釜芸の授業と同じ、飛び入り歓迎だ。

どうなる。大阪のこのまち、この人たち、」とサブタイ

フィナーレは、圧巻だった。

トル。どんなことをするのか上田さんに尋ねたが、「ぜ

舞台中央に置いたカンオケから、元日雇い労働者の山

ひ来てください。楽しいですよ」とほほえむばかり。

下さん（仮名）が復活し、「釜芸で４年間、いろいろな

胸騒ぎを覚えて、練習場を訪ねた。開演まで１週間を

ことを学ばせてもらいました。生きててよかった。普通

切ったのに、まだ衣装や小道具をつくっていた。当日の

の大学なら卒業の年ですが、まだまだ続けます」とあい

プログラムの下書き、のようなものが壁に大きく張って

さつ。その続きは、上の写真をご覧いただきたい。いつ

あり、次々と変更が書き加わった。なのに、誰に聞いて

の間にか観客も加わり、舞台が人で埋まっていた。

も「大丈夫」「何とかなるよ」と涼しい顔。この自信、
この余裕は、いったいどこからわいてくるのだ。

釜ヶ崎版「春の祭典」。勝手な連想かもしれないが、
名作ロシア・バレエのクライマックスを思い出した。
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クに詩の朗読。右端は、講師＆司会の上田假奈代さん

▲

▲

タイ人の３人と釜ヶ崎の子どもも加わった影絵をバッ

１３

フィナーレ。カンオケから生き返った山下さん（前列

の長髪の人）を囲み、参加者らが思い思いの衣装で舞台狭
しと踊った＝いずれも１月31日、大阪市西成区民センター

おきゅうど

釜芸の講師の一人、尾久土正己・和歌山大学教授がルネ

▼サンス時代の天文学者に扮し（舞台上の黒衣の人）、ガ
ムランの演奏に合わせて「カンオケ宇宙論」を講義した
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

アウシュヴィッツに
「戦争の狂気」を見た

文化ジャーナリスト

白鳥 正夫

新年に６度目の年男を迎えた私は、ほぼ戦後70年の歳月を生きてきた。この間、平和
ニッポンの恩恵に浴してきたが、世界では戦争や紛争・テロなどのニュースが後を絶た
ない。朝日新聞記者になって最初の任地が広島だった。広島商工会議所の記者クラブに
籍を置き、道路を隔てて向かい合う原爆ドームを毎日のように眺めた。その原爆ドーム
が1992年、負の世界遺産に登録された。それから数年後、アカデミー賞を受賞した映画
「シンドラーのリスト」を見た。舞台となったポーランドのアウシュヴィッツは、1979
年に負の世界遺産に登録されていた。いつの日か現地を訪ねてみたいといった宿願を、
今年になって果たせた。忘れてはならない歴史の記憶を記しておきたい。

「シンドラーのリスト」の現地
アウシュヴィッツとビルケナウは、アドルフ・ヒト
ラー率いるナチス党政権下のドイツが第二次世界大戦中

た。主人公のオスカー・シンドラー（1908－1974）は実
在のドイツ人実業家でナチスの党員だった。収容したユ
ダヤ人の虐待や惨殺を見るに見かね、ユダヤ人を雇用
し、一説には1200人を虐殺から救った、とされる。

に国家をあげて進めた人種差別的な抑圧政策により、最

この実話をオーストラリアのトーマス・キニーリー氏

大級の惨劇が引き起こされた強制収容所である。日本を

が執筆し、ユダヤ人でもあるスティーヴン・スピルバー

発つ前、現地の気温は零下10度以上と聞いていた。厳冬

グ監督が映画化したのだった。一連の経過をドキュメン

の１月に行ってこそ、現実感があるように思われた。も

タリー風に撮っていて、モノクロの映像がより迫真性を

ちろんワルシャワをはじめいくつかの観光地も巡った

高めていた。もちろん演出や脚色しているが、「この地

が、最大の目的地だったアウシュヴィッツにしぼって報

で何があったのか」を想像できた。実際に現地を見て、

告する。

映画の場面がいくつも検証できた。

出発前に「シンドラーのリスト」をビデオで見直し

予習と言えば、『アウシュヴィッツ博物館案内』
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収容所入り口にある「働けば自由になれる」と書

かれた標語は、「Ｂ」の字が上下逆になっている

【前ページの写真】高さ４㍍もある二重の有刺鉄

線の柵。かつては高圧電流が流れていた＝いずれ

もアウシュビッツ、２０１６年１月、筆者撮影

（2005年、凱風社）を読んだ。著者は現地で働く唯一の

ダヤ人はナチス親衛隊員によって選別された。労働力に

日本人公式ガイドの中谷剛さんだ。神戸市生まれで1991

ならない老人や妊婦、赤ん坊はガス室へ。残った人々は

年から居住し、97年に公式ガイドの資格を得た。その著

男女とも丸坊主にされ、軍需工場や石切り場で１日12時

書のあとがきに「僕と同世代の人やもっと若い日本人の

間以上働かされた。虐待や陵辱は日常茶飯事だった。

なかたに たけし

多くは、何の苦労もなく手に入れたためか、自由や平和

収容された建物のいくつかを公開し、ナチスの犯罪の

の尊さや民主主義を忘れがちだ。僕は、被害者としても

痕跡と、その証拠を展示している。廊下の壁をずらり囚

加害者としてもアウシュヴィッツ強制収容所に直接関わ

人たちのポートレートが埋め尽くす。後年には数が多す

らなかった日本人の一人として、同胞に伝えられること

ぎて、写真撮影もされなかった。持ち物や衣類はすべて

があるのではないかと考えた」と綴っている。

没収される。名前や住所の書かれたトランクや衣服、靴

髪の毛や毒ガス缶が犯罪語る

などがうずたかく積まれている。遺体から取り外された

つづ

第二次世界大戦によって国土の大半が焦土と化した
ポーランドの中で、奇跡的に破壊を免れた歴史遺産の都

メガネや義足・義手、杖などもある。人の髪の毛も集め
られ、カーペットなどの織物や布団の綿に代用された。
三つ編みのまま切り取られた髪もあり、痛々しい。

市クラクフに泊まって、早朝からアウシュヴィッツへ。

強制収容所は、ソ連軍により解放された。無条件降伏

西へ54キロ、バスで約１時間の距離だ。ＪＴＢのツアー

のドイツは直前に証拠隠滅を図ったが、間に合わなかっ

添乗員が「日本人のガイドでしたらいいのですが」と繰

た建物や遺物が、歴史の証拠となった。毒ガスの「チク

り返し告げた。名前を明かさなかったが、私は中谷さん

ロンＢ」の缶も展示されている。シャワー室を装ったガ

と知っていたので、著書を持参していた。しかし、私の

ス室や遺体の焼却場も見学できる。

グループはポーランド人ガイドで、中谷さんは別の日本

屋外には集団絞首台や、収容所の元所長が処刑された

人ツアーの担当だった。途中で出会ったので挨拶した。

絞首台もある。政治犯や死刑囚が入れられた棟の中庭に

中谷さんのアウシュヴィッツ観を聞けず残念だった。

は、彼らが銃殺された「死の壁」があり、献花されてい

あいさつ

収容所の入り口だったゲートの上部に標語が掲げられ

た。思わず手を合わせた。冬には酷寒の地で死を待つ

ている。ドイツ語で「ARBEIT MACHT FREI」――「働

日々を過ごした収容者たちを偲ぶ。あの「シンドラーの

けば自由になれる」という意味だ。しかしこのアルファ

リスト」の場面が現実に行われていたことが浮かび、戦

ベッドをよく見ると、ARBEIT の「Ｂ」の字が上下逆に

慄を覚えた。

しの

せん

りつ

なっている。看板を作ったのはユダヤ人で、せめてもの

クラクフには数多くの収容所があり、犠牲者は百数

抵抗だったようだ。自由どころか、まさに地獄への入り

十万人に及ぶと言われている。アウシュヴィッツを見た

口だった。

後、約２km 離れたビルケナウに向かった。この季節、

高さ４ｍもある二重の有刺鉄線の柵には6000Vの高圧

一面雪に覆われている。が、140ha の広大な敷地に300

電流が流れていた。敷地内には地下室と屋根裏のあるレ

棟以上のバラックが建っていたそうだ。現存するのはそ

ンガ造りの28棟が整然と並ぶ。ここに連れてこられたユ

の一部だ。
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廊下の壁を埋め尽くす囚人たちのポートレート
毒ガス「チクロンＢ」の缶

鉄道の本線から続く引き込み線が、監視塔のある「死
の門」をくぐって敷地内へ入り込んでいる。貨車に詰め
よみがえ

込まれたユダヤ人らが送り込まれた様子が蘇る。「この
門を入ると、お前たちの出口は煙突だけだ」と言われた
という逸話が残されている。線路の尽きた場所に石碑が
あり、その脇に20カ国の小さな慰霊碑が建つ。いかに多
くの人々が犠牲になったかを物語っている。
ここは自由に見て回れ、いくつかの棟をのぞいた。蚕
棚のような木造の簡易ベッドや、間仕切りもないトイレ
など、見ただけでも、苛酷な収容生活が生々しく伝わっ

銃殺が行われた「死の壁」

てくる。最後に監視塔に登って一望した。「シンドラー
のリスト」でも印象深い光景が広がる。表現しがたい
せきりょう

寂寥感に覆われた。

忘れてはならない歴史の記憶
２つの収容所をほぼ３時間かけて回ったが、寒さも感
じなかった。私にとって一生忘れられない場所となっ
た。ヒロシマとアウシュヴィッツの悲劇から約70年しか
経ていない。第二次世界大戦がもたらせた「戦争の狂
気」としか言いようがない。この惨劇は忘れてはならな
い人類の歴史の記憶であり、そのためにも繰り返し伝え
ていかなければならないと痛感した。

ナチスによるユダヤ人や戦争捕虜の虐殺は、その３倍
もの数だ。人間を虫けらのように扱ってきた罪は深い。

100歳で逝った映画監督の新藤兼人さんは『新藤兼

しかし、救いもある。私が現地を訪れているとき、ドイ

人・原爆を撮る』（新日本出版社）の「『あとがき』に

ツやアメリカからの若者の姿も見かけた。ポーランドの

かえて」に、短編小説「蟻」なる一文を寄せている。そ

学生には、収容施設の見学が教育の一環として実施され

の中で、「ポール・ティベッツは、広島の上空に達した

ている。日本の若い人も、ぜひ訪れてほしいものだ。

あり

とき、望遠鏡をのぞいた。蟻が忙しく駆けずり回ってい
た。彼はふり向き、原子爆弾投下係の部下に合図を送っ
た。ボタンは押され、原子爆弾は投下された」との寓話
を紹介している。その一発の原爆は一瞬にして約14万人
の命を奪った。被爆後も合わせると犠牲者は40万人を超
すと推計されている。

アウシュヴィッツ４号棟の入り口に次の言葉が掲げら
れている。
「歴史を記憶しないものは、再び、同じ味を味わわざ
るをえない」
このメッセージは、人類の犯した取り返しのつかない
罪を深く心に刻む。
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マルキョク

バベルダオブ島
︵パラオ本島︶

吉会長）の人たち38人と一緒に慰霊訪問しました。

した。

パラオ
国際空港

撃墜されてジャングルに残る零戦の機体の前で

月、ペリリュー島。写真はいずれも筆者撮影

どを、同年11月13〜16日、関西防衛を支える会（濵野晃

けられていま

太平洋

コロール島

４月に慰霊に訪れられたパラオ共和国のペリリュー島な

れ、祭壇が設

パラオ諸島

太平洋戦争の激戦地の一つで、天皇皇后両陛下が昨年

テントが張ら

パラオ共和国

福山 琢磨

太平洋

パプア
ニューギニア

新風書房代表

フィリピン

ペリリュー島を慰霊訪問

日本

手を合わせる慰霊訪問団の人たち＝２０１５年

太平洋戦争の無残さ今に伝える

11

ペリリュー島

アンガウル島

10km

大阪護国神社の柳澤忠麿宮司が斎主、妙見宗河楠教会
の小西正純住職が導師を勤められ、慰霊祭をしました。

日本の南約3000kmにある南北約10km、東西３kmの小

神・仏合同は珍しく、両氏が以前から同会の会員だった

島です。第一次世界大戦後から日本の委任統治領になり

ため実現しました。過去にサイパン、フィリピン、ビル

したが、1944（昭和19）年９月、米軍が上陸作戦を開始

マ、ボルネオと４回、合同でしているそうです。
み たま

しました。４万人を超す大軍に日本軍は１万人で立ち向

参加者が「君が代」を斉唱して英霊の御霊に黙とうを

かいました。米軍は３日で陥落させるつもりでしたが、

捧げました。柳澤宮司が降神の儀の後に祝詞を奏上さ

３カ月の死闘が続きました。しかし、今、美しい島々を

れ、濵野会長が「本上防衛の捨て石となる覚悟を決め勇

眺めると、戦争があったとはとても思えません。

猛果敢に戦われ、艦砲射撃の弾雨にも地下壕で耐えられ

バベルダオブ島（パラオ本島）から南へ約50km 。高

た」と戦死者をいたみ、「祖国防衛と世界平和のため、

速ボート２隻で渡りました。外洋はうねりが高く、波し

大和魂を引き継いで参ります」と述べられました。小西

ぶきをかぶって悲鳴をあげる人が続出しました。

導師は表白を独特の節回しで朗々と奉読されました。読

ひょうびゃく

島でただ一つの小学校を訪ねました。米国と同じ８年

経の流れる中、全員が祈りを捧げて「海ゆかば」を合唱

制で70人が在校しています。一行から金一封と、消しゴ

し、日本から持って行った酒や花、菓子、たばこなどを

ムや金魚すくいのセットなどを贈りました。

祭壇に供えました。

島の南端の岬に立つ西太平洋戦没者の碑には、すでに

ゼロ

そこから車で５、６分走ったジャングルの中に、零戦
の機体が朽ち果てていました。操縦者はどんな思いだっ
たろうと胸が熱くなりました。さらに行くと、軽戦車の
残がいが赤茶けた姿をさらしていました。機体や車体の
間から勢いよく芽吹いた草木の青さがまぶしく、兵士た
ちの霊の生まれ変わりのように思われました。
また少し行くと、日本軍司令部の建物跡が現れました
＝写真左。鉄筋コンクリートの柱と天井だけの荒れ果て
た姿が、巨大な亡霊の城のように見えました。米軍の艦
砲が撃ち込まれたらしく、直径10ｍもの大穴が空いて、
１階から青空が見えました。柱や天井にも弾の跡が生々
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しく刻まれていました。次に訪れた「みたま墓地」に
は、戦車隊の碑文が並んでいました。

島へ入ってすぐのところが旧首都コロールの官庁街。
南洋庁の支庁がいかめしい姿をとどめ、公民館の正面に

洞窟が巨大な地中要塞となっていました。真っ暗な穴

は、日本人が教えたという木材の彫刻画が飾られていま

を前を歩く人の服につかまりながら進むと、明かりで照

した。裁判所や議会が入り、役所にもなっているという

らされた土中に、割れたビールびんや酒びんが埋まって

大きな建物が南洋庁本部のあったところです。その近く

いました。

にも、水陸両用の戦車が残されていました。

今回の訪問で特に印象的だったのは、このようにペリ

飛行場跡には草が茂っていましたが、ジャングルが一

リュー島やコロール島のいたるところに、日本が残した

直線に切り開かれているので、すぐにそれとわかりまし

戦争の遺物、遺跡が、大切に保存されていることでし

た。飛行場のすぐそばの浜は遠浅で、米軍上陸地点の一

た。資源や産業が乏しいため観光立国を目指し、移動や

つとなったところです。

破壊を法律で禁止しているそうです。それにしても、現
地の人たちのご厚意がありがたく、頭が下がりました。

海も空もとてもきれいでしたが、祖国の土を再び踏め
なかった将兵を思うと、やりきれませんでした。

一行が泊まったパラオ本島のホテルに近い海軍墓地で

帰国の途中に立ち寄ったグアムで、修学旅行で来た日

慰霊祭を、ここでも神・仏合同でしました。古庄幸一・

本の高校生たちと出会いました。「戦争遺跡は回った

第26代海上幕僚長、パラオ日本大使館の川添忠吉・一等

の」と尋ねたら、「時間がなくて、だめだった」と言っ

書記官兼領事もおいでくださいました。

ていました。これではいけません。多くの人がペリリュ

パラオ本島からコロール島へは橋で渡ります。米軍の
艦砲で破壊された昔の橋の横に、日本の援助で立派な鉄
筋の橋がかけられていました。橋のたもとに「日本・パ
ラオ友好の橋」と英語で書いた標識がありました。

ー島やコロール島を訪れて、戦争の無残さを知っていた
だきたいと改めて感じました。
（１月22日に新風書房主催の「新風サ
ロン」で行った講演などから要約）

花を

訪ねて

天を向き、スイセンの花は地にうつむく。
画家ダリは1938年、後に彼の代表作の一つとなった
へんぼう

「ナルシスの変貌」を抱え、ナチスから逃れてロンド

京都市左京区・京都府立植物園で

神話に思いをはせて

スイセン
ヒガンバナ科

花言葉：うぬぼれ、自己愛

同じ春咲き球根でも、チューリップの花は真っすぐ

がる思いで助けを求めたのかもしれない。
地中海沿岸など原産。属名ナルキッソスも花言葉も
この神話に由来する。栽培の歴史は古く、形や系統で
13に区分され、万に近い種・品種があるという。

ンに来たフロイトを訪ねた。オウィデウス著「変身物

写真は大杯スイセンのアイス・フォーリスという品

語」に出てくる、水面に映る自分の姿に恋して一茎の

種。関西では兵庫県・淡路島のニホンズイセン自生地

スイセンに変えられた美少年を題材にした油絵だ。

が名高いが、さすがにあれだけ群れ咲くと神秘性が薄

自分が精神分析の優秀な理解者であることを見せた

れる。展望台から眺めるより、こちらもかがんで花の

かったとの説があるが、それだけではないだろう。癒

顔がわかる距離まで近寄り、神話の寓意に思いをはせ

やしがたい過剰な自己愛に苦しんだ天才が、わらにす

るのが、ふさわしい愛し方のような気がする。（雅）

ナルシシズム

ぐう い

2016.03
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼アイルランドの新しいウイスキーを飲みました。「テ

さまに見ていただけることになりました。同工場で印刷

ィーリング」という2012年にダブリンにできたばかりの

したカラー広告や英字新聞を素材にし、見学案内スタッ

蒸留所です。熟成が命のウイスキー。創業後まもない出

フが手づくりしています。本誌

荷は無理なはずですが、父親が設立した別の蒸留所時代

昨年10月号（No.175）に取り上

のものを大事に新蒸留所へ持ってきたそうです。

げ、朝日小学生新聞１月26日付

18世紀のアイルランドには小さな蒸留所が2000あった

と、朝日新聞１月30日付夕刊に

とか。19世紀末までに数十社に統合され、20世紀には米

も紹介されました。ウェディン

国の禁酒法や旧英国領からの閉め出しで数社に減ってし

グドレス、打ち掛け、門松、ひな人形＝写真＝、金魚、

まいました。ジェイムソンやタラモア・デューが知られ

行楽弁当などが並ぶ予定です。22日は12〜18時、23、24

ます。代表的なブッシュミルズはアイルランド共和国で

両日は10〜18時。無料。詳しくは同工場へ。

なく、英国の北アイルランドにあることを知りました。

▼今年の冬は例年より気温の高い日が多くありました。

そんな説明を聞きながらグラスを傾けると、味わいも

この時期の週末は長野でスキーをして過ごすことが多い

知識も深まります。何とも楽しい勉強でした。（臼倉）

のですが、雪の量や雪質がいつものトップシーズンとは

▼本社大阪工場（下に広告）の新聞紙アートが３月22～

違うように感じられました。２月も折り返しを過ぎたな

24日、大阪市北区、中之島フェスティバルタワー13階の

ぁと思っていたら、朝刊に河津桜が見ごろを迎えている

朝日新聞大阪本社受付前ロビーに展示され、読者のみな

という記事が。複雑な気持ちのこの頃です。

（黒沢）

（平野）

＜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（金）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

Fax：06-6232-2347

朝日新聞大阪本社内

E-mail：square.k@asahi.com

過去の会報も、ここからご覧いただけます

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

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/

２０
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【全 面 広 告】

