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見届けたい。
本当の平和戻るまで
宝塚・アフガニスタン友好協会代表

西垣 敬子さん

「私の生きがい」はるかな国を行く
世界中に交通網が四通八達して地球が小さくなったといっても、アフガニスタンは

やっぱり遠い。怖い国でもある。宝塚・アフガニスタン友好協会代表の西垣敬子さん
はそこへ、80才の今も１人で出かける。戦火に傷つき、貧困に苦しむ人々を、既成の
組織に頼らずに支援し続けて22年。「この国の行く末をしっかり見届けたいの。これ
が私の生きがいですから」。情熱とフットワークは衰えを知らない。 （黒沢 雅善）
ヘラートは紀元前から栄えた東西交易の要衝。ここに

こんなすごい文化があるとは
日本からの直線距離約 6500km。イランとの国境に近

いアフガニスタン西部の古都・ヘラートで４月24日、西

垣敬子さんに感謝状を贈る式典が催された。

花を訪ねて

西垣敬子さん

ヒルザキツキミソウ

ポルトガル 大航海時代の残映

本の帯創作コンクール・ワークショップ
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ひつぎ

したティムール朝の王族たちが眠る。黒大理石の棺に彫
ミニアチュール

られた幾何学文や唐草模様の数々は、細密画に象徴され
るイスラーム美術のルーツを今に伝える貴重な宝だ。

主な内容

仕事場拝見

あるガーゼルガー寺院には、14～15世紀にこの地を支配
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▼ヘラートで催された感謝状贈呈

日、アフガニスタン

式典でスピーチする西垣敬子さん

（右）＝４月

での写真はいずれも西垣さん提供

西垣さんが日本語に翻訳して出
▲
版したサワビー教授の論文『ガー

ゼルガーの黒い真珠』（ 三帆舎、

２０００円＋税）

ヘラート大学が西垣さんに贈った感謝状

24

西垣さんは、これらを調査・分析した国立ヘラート大

学美術学部細密画学科のアブドゥル・ナセル・サワビー
教授を知り、その論文に魅了された。ほぼ全文をペルシ
ャ語から日本語に直接訳し、イスラーム研究者の加賀谷
寛・大阪外国語大学名誉教授らに直してもらって３年が
かりで仕上げた。そして昨年末、『ガーゼルガーの黒い
真珠—イスラーム美術の文様

アラベスクの源流を求め

て』と題して自費出版した。それが「ヘラートの歴史的
美術の紹介に努めた功績」として認められたのだ。

会場となったヘラート州政府文化省の建物には、壇上

に本の表紙を大きく写した幕が張られ、政府と裁判所の
要人や詩人ら各界の名士約100人が集まった。文化省、

「ノー。アフガン・ミニアチュール（違う。アフガニ

ヘラート大学、ヘラート文化の研究調査団体から西垣さ

スタンの細密画だ）」

んが司会者に促されて演壇に立った。

イランのものと思い込んでいた。

んに感謝状が手渡され、来賓の祝辞が続いた後、西垣さ
「今、日本でアフガニスタンと聞いたら、ほとんどの

驚いた。それまで細密画といえば、ペルシャ＝現在の
――アフガニスタンにも細密画があるとは。荒れ果て

人が、テロかタリバーンくらいしか思い浮かべないと思

たこの国に、まだ文化が残っていたのだ。

亡人や孤児を支援して20年以上になりますが、こんなに

た。09年夏、兵庫県の宝塚市立国際文化センターでアフ

います。私自身、戦火に虐げられたアフガニスタンの未
すごい文化があることを、まったく知りませんでした」
英語で一語ずつ、かみしめるように話し始めた。

出版記念パーティーをするとは聞いたが、まさかこん

もっと詳しく知りたい、多くの人に知らせたいと思っ

ガニスタンの報告写真展をしたとき、この少年の絵をは
じめ、孤児たちの絵を展示した。

な歓待を受けるとは予想していなかった。実は、前の日

作や研究を、今どこで

に急に頼まれて、宿で辞書を引きながら一夜漬けで考え

誰がしているのかが、

たスピーチだった。ところが、話し進むうちに、これま

なかなか分からなかっ

でに出会った人たちの顔が目に浮かび、話したいこと、

た。アフガニスタンの
大学でただ１カ所、ヘ

聞いてほしいことが、次々に胸にあふれてきた。

「神様がくださったごほうび」

ラート大学の美術学部
に細密画学科があるこ

西垣さんは2006年、カブールの職業訓練施設で絵を学

んでいた元ストリートチルドレンの少年から、彼が描い

しかし、細密画の創

とと、同学科のサワビ
ー教授の名前を、インターネットでたどって、やっと突

た作品を見せられた。きれいな細密画だった＝写真右。

き止めた。

に、少年は憤然と胸を張って、誇らしげに答えた。

ページに載っていたサワビー教授の携帯電話番号を頼り

「ペルシャの細密画？」。見とれて尋ねた西垣さん

こうなると、もうじっとしていられなかった。ホーム
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に、「体当たり」で電話した。

「アイム・ア・ジャパニーズ・ウーマン」

紋切り型で自己紹介すると、少年が描いた細密画を見

て感動したことを告げ、ぜひとも実物を見たい、実際に
描くところを見たい、歴史や技法についても教えてほし
い、と思いの丈を英語で訴えた。

果たしてどこまで通じたか、自信はなかった。ただ、

受話器からかろうじて、「プリーズ・カム」という言葉
が聞こえた。西垣さんの一途な話しぶりから、教授が熱
意をくみ取ってくれたのだろう。

――そうか。「来い」と言ってくれているのか。
早速、行った。11年、それまで一度も足を踏み入れた

ことがなかったヘラートへ単身飛んで、大学にサワビー
教授を訪ねた。細密画の実物を見せてもらった。

加えて、サワビー教授が、15～16世紀の細密画の巨匠

・カマルッディン・ベヘザード研究の第一人者で、自身
も細密画家であることを知った。今回翻訳した論文の原
本も、見せてもらえた。石棺の表面を埋める浮彫の文様
を、教授が１枚ずつ手書きで写しとったという精密な図
に圧倒された。「私は、なぜか不思議に、人との出会い

『ガーゼルガーの黒い真珠』より、バーイスン

しかし、長年続いた戦争と貧しさが、大学にも深い傷

濃い部分は浮き彫り＝サワビー教授による筆写

に恵まれているんです」と西垣さんは言う。

跡を刻んでいた。案内された図書室は、図書室とは名ば

クル王子の墓石表面のデザイン（部分）。色の

かりで、ほとんど空き部屋だった。必要な本や資料を買
う予算がない。そもそもアフガニスタン国内で、研究に
使えるような文献が出版されていない。隣のイランまで
買いに行かなければならないというのだ。

教室で授業を見せてもらい、熱心に絵を学ぶ男女の学

生たちを知った。助けたいと思った。

「分かりました。私が何とかしましょう」

持参した2000㌦をまず手渡し、そこから西垣さんのヘ

ラート通いが始まった。

アフガニスタンには、日本のように完備した郵便網や

銀行の送金システムがない。年金暮らしの生活費を少し
ずつ倹約し、協会の活動などを報告して得た講演料を足
し、日本の同志たちが寄せてくれたカンパを加え、まと
まった額がたまると、自分で持って大学まで届けた。往
復の飛行機は格安航空券。もちろん費用は自分持ち。政
治資金を私的に流用したとして資質と品格を疑われ、辞
職に追い込まれたどこかの知事とは大違いだ。

やがて、最初の2000㌦で本を170冊買うことができた

と、大学から写真を添えた礼状が届いた。うれしかっ
た。翻訳出版した本も今回、こうして無事にヘラートの
人たちに届けることができた。

「アフガニスタンのみなさんを支援し続けた末に、こ

の細密画と、細密画を学ぶ人たちに出会えたことは、神
様が私にくださったごほうびのように思えます」

スピーチを終え、壇上で記念撮影する西垣さんの顔は

サワビー教授（中央）の案内で、ガーゼル
ガー寺院を訪れた西垣さん。文様が彫られ
た黒い石棺を前に記念撮影＝４月27日
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とても晴れやかだった＝表紙の写真、右から２人目、西
垣さんの隣がサワビー教授。

女性と子どもを支え四半世紀
西垣さんとアフガニスタンとの出会いは、四半世紀近
く前にさかのぼる。タリバーン政権の成立や、米軍の空
爆が始まる前の時代を直接知る数少ない日本人だ。
子育てを終えて神戸大学に学士入学し、中央アジアの

ガニスタンの地を踏んだ。

「落ちても責任は問わない」という書類にサインして

国連のプロペラ機に乗り換え、パキスタン国境に近い東
部、ジャララバードの難民キャンプを訪れた。数十万人
がテントにひしめいて暮らし、酷暑の下で赤ん坊が次々
に死んでいた。布切れを付けた棒が墓標の代わりに、乾
いた地面に無数に突き立っていた。

――この人たちの役に立ちたい。私がやるしかない。

仏教美術史を学んだ。アフガニスタンの古い布の美しい

難民支援を続けようと深く心に決めた。

刺繡に魅せられていた。1993年夏、東京で開かれたアフ

過酷なキャンプ生活もさることながら、気になったの

ガニスタン大使館主催の写真展に何気なく入った。それ

が、女性たちの身の不自由さだった。夫以外の男性に顔

が、西垣さんの生き方を大きく変える転機となった。

を見せないというイスラームのしきたりに縛られ、閉じ

ししゅう

会場に並んでいたのは、ソ連軍に侵攻された生々しい

戦場の写真だった。衝撃を受けた。94年１月、自宅に宝
塚・アフガニスタン友好協会を立ち上げた。４月、同大
使館に頼んで写真を借り、宝塚市で写真展を開いた。そ

の会場で集めた募金約40万円を持って11月、初めてアフ

こもって暮らすことを強いられた。食糧を配る場にも女
性の姿はなく、母子家庭では幼い子らが列に並んだ。
テントに女性たちを訪ねた。「刺繡がしたい」「ミシ
ンがほしい」という訴えが相次いだ。95年、パキスタン
で手回しミシン25台を買い、テントで刺繡と洋裁の教室

西垣敬子さんの
アルバムから

「いつも持ち歩くのは、ちっちゃなカメラです。特別

な高級機ではありません。私はすぐにしゃがみ込んで、
みんなの目線と同じ高さで撮ったり撮ってもらったりし
ます。それで、奥ゆかしいイスラーム教徒の彼女たち
も、警戒を解いて心を開いてくれるのかもしれません」
と西垣敬子さんは言う。20年以上にわたってアフガニス
タン各地の人々と交わり、撮り続けたアルバムには、プ
ロの写真家でもなかなか難しそうな、女性たちの生き生
きとした日常が活写されている。男視点のメディアに
は、ほとんど紹介されたことがない貴重な記録だ。

ジャララバード難民キャンプのテントで、西垣
さんが贈った手回しミシンを使う女性＝1996年

ジャララバード難民キャンプの女性（右）
と抱き合って語る西垣さん＝1996年頃

女性が教育を受けることを禁じたタリバーン政権下
で、西垣さんが支援していた「隠れ学校」の少女たち

2016.07
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を開いた。刺繡した布を日本で売って母子家庭を助け、

打ち込もうとした矢先の95年１月、阪神・淡路大震災で

さらにミシンを買い足した。

自宅が大きな被害を受けた。97年には、彼女を理解し、

96年、タリバーンが全土をほぼ掌握し、女性が教育を

ずっと支えてくれた夫が、がんで亡くなった。

受けることを一切禁止した。対抗して各地に、非合法の

そして、01年９月、突然に中断を余儀なくされた。ア

「隠れ学校」が開かれた。職を失っていた教師たちが先

ルカイダが米国で同時多発テロを起こしたのだ。米軍は

生役になった。西垣さんはそこの関係者から、先生たち

報復として、アルカイダの拠点があったアフガニスタン

の給料を払ってほしいと相談され、引き受けた。１人１

を空爆した。胸が痛んだ。協会の活動を伝えた当時の会

カ月約2000円。それで10人家族がジャガイモやナンを食

報に、西垣さんはこう書いている。

べて生きられた。多いときは17カ所の22人に給料を届け
るため、半年に１度は渡航した。
そんなさなかの2001年、ジャララバードのタリバーン
司令部に呼び出され、「高等裁判所に行って判事の話を

「タリバーンの圧政の下、テレビもない人々はあのニ
はず

ューヨークの映像など見る筈もなく、逃げまどう貧しい
人は、何のために米国の空爆を受けているのかも知らず
誤爆の犠牲となって死んでいった」

聞け」と言われた。「バレた。もうだめだ」。観念しか

タリバーン政権が崩壊すると、すぐ活動を再開した。

けた。ところが、男性判事は西垣さんを笑顔で迎え、こ

11月、隣国パキスタンの難民キャンプへ駆け付け、02年

う切り出した。「私の妻と娘にも給料を払ってくれない

４月にはカブールへ。以前に義足を贈った少女を捜し、

か」。何と、彼の妻子も隠れ学校の先生だったのだ。

支援した孤児院の子らの安否を確認して回った。

支援活動が、ずっと順風だったわけではない。本腰で

米国のアフガニスタン文化研究者、ナンシー・ハッチ・デ

ュプリさん（左）をペシャワルに訪ねた西垣さん＝1998年

社会が一変しても、人々の貧しさは変わらなかった。

カブールの廃墟の町に住み着いた
帰還難民の子どもたち＝2002年頃

戦争は終わったはずなのに、山岳部では空爆が続い

少女たちも学校に行けるようになり、ユニセフか

た。米軍の援助物資を手に持つ少女たち＝2002年

らバッグをもらったが、教室が足りない＝2002年

６
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「みんな学校に戻って勉強しよう」と書かれた看板が立
ち、隠れ学校の生徒たちが大学に進む年齢になったが、
女性が満足に学べる施設、住む場所がなかった。
西垣さんは、ジャララバードにある国立ナンガルハル
大学から要請され、女子用トイレを整備した。さらに、
鉄筋２階建てで約50人が暮らせる女子寮まで建設した。
日本で講演会や写真展を開いて寄付を募り、ボランティ
ア支援団体から援助を受けるなどして建設費約1200万円
を集め、07年夏、計画から４年がかりで完成させた。
西垣さんの活動はまだまだ尽きないが、とても書きき

かったが、許可が出なかった。

西垣さんの胸に不安が広がる。

「この国は、いったいどこへ行こうとしているのでし

ょう。本当の平和は戻ってくるのでしょうか」
しかし、思い直す。

「私は身軽な１人暮らしなので、余分なお金もぜいた

く品もいりません。でも、アフガニスタンに、たくさん
の友と子ども、孫たちができました。もし、少しでも私
を必要としてくれる人たちがいるのなら、いつまでも、
足腰が立つ限り飛んで行きたいの」

今、次の渡航計画を、少しずつ練り始めている。

れない。ひとまず筆を置こう。
今、気がかりなことがある。アフガニスタンの治安が
とても悪くなっているのだ。表向きは戦争が終わり、民

宝塚・アフガニスタン友好協会（ＴＡＦＡ）

主的な政権ができたのに、市民を巻き込む爆破や銃撃な

URL：www010.upp.so-net.ne.jp/k-tafajapan/

どのテロが止まない。駐日アフガニスタン大使館は、渡

e-mail：keikotafa2003@yahoo.co.jp

航者の安全を保証できないとして、同国のしかるべき人

FAX：0797-84-8446

の招請状がない限り、ビザ（入国査証）を発行しない。

寄付金郵便振込先：01150-1-4145

西垣さんの今回の渡航も、サワビー教授の招請状が届

いてビザを申請してから、発行までに１カ月半待たされ
た。女子寮の様子を確かめにジャララバードへも行きた

◆『ガーゼルガーの黒い真珠』については、本誌今年４
月号（No.180）「とぴっく・ナウ」で紹介しました。

花を

訪ねて

大阪市西区の街角の公園で

現代版の強い月見草

ヒルザキツキミソウ

アカバナ科

花言葉：無言の愛 ほか

「待てど暮らせど来ぬ人を

よいまちぐさ

宵待草のやるせなさ…

もいう。即物的な名付けで少々情緒に欠けるが、分か

のは待宵草のこと。月見草と同属で、ともに初夏〜盛

「ピンクレディの派手な月見草」という意味か。これ

…」と大正ロマンの画家・詩人、竹久夢二がうたった
マツヨイグサ

ツキ ミ ソウ

夏に黄色い花を、名前のとおり夕刻に開かせて翌朝に
か れん

しぼませる。一夜限りの命のはかなさ、可憐さが、こ
こではもっぱらモチーフにされている。

りやすい。英名は Pinkladies Showy evening primrose 。
も長い。きっと言うのが面倒だからだろう。学名の属
名 Oenothera から、単にエノテラとも呼ばれる。

北米原産の多年草。元々は観賞用に日本へ入ってき

本種も同属の仲間。ただし、写真のとおり、見た目

た。今では、あちこちの日当たり良い乾燥地に半ば野

葉が隠れて見えないほど群れ咲く花は、昼間も開き

例えたプロ野球監督がいたけれど、現代版の月見草は

の趣はかなり違う。ずっと華やかで今風だ。

続けて２〜３日持つ。ヒルザキモモイロツキミソウと

生化している。少し昔､ 自分のことを地味な月見草に
十分に強く、しっかり自己主張するようだ。

（雅）
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海外進出に関わった航海者らの像が刻まれた
発｢見のモニュメント
｣＝筆者撮影

ポルトガル

大航海時代の残映

リオデジャネイロ・オリンピックの開催が８月に迫り、テレビのニュースにブラジルを象徴す

るコルコバードの巨大なキリスト像＝写真①、ウィキペディアから転載＝が映し出される。それ
を見る度に、昨年12月に訪れたポルトガルのリスボンに建つ「クリスト・レイ」の像＝同②＝を
そび

思い出す。広い大西洋をはさんで聳える２つのキリスト像は関わりが深い。ブラジルの像は、ポ

ルトガルの植民地から独立100周年を記念して1931年に完成した。それを模してポルトガルにも

1959年に造られた。15～17世紀、未知の世界に勇躍し一大海洋国家を築いた大航海時代の輝かし
い歴史を持つポルトガルは、鉄砲伝来やキリスト教布教などで日本ともつながる。私にとって初
めてのポルトガル紀行を、断片的ではあるが報告する。

かつての属国ブラジルで五輪
「ここに地終わり、海始まる」とはポルトガルの国民

的詩人ルイス・デ・カモンイスの叙事詩の一節だ。リス
ボンから西方約30km、ユーラシア大陸の最西端にロカ

岬がある。雄大な大西洋が広がり、白い波頭が岩に砕け
ている。カモンイスが詠んだ詩の一節が彫られた石碑が
立つ。その上に十字架が空に突っ立っている。背後に大
国スペインが君臨する、最果てのこの国にとっての活路
は海に求めるしか、なかったのであろう。

首都リスボンに面したテージョ川には全長17.2km の

欧州一のヴァスコ・ダ・ガマ橋が架かる。もう一つの４

（文化ジャーナリスト

白鳥 正夫）

月25日橋は、「リスボンの春」と称せられる革命を記念

して改名された2277m の吊り橋だ。ここを渡った南岸
①

②
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に、高さ110m のキリストが両手を広げた姿で立つクリ

った。14世紀、エンリケ王子の父親のジョアン一世が築

街などが一望できる。リオ・デ・ジャネイロの像と、は

かれた「白鳥の間」があり、天正遣欧少年使節団ももて

スト・レイがある。エレベータで足元まで上れば、旧市
るか大西洋をはさんで向かい合っているという。

かつて属国だったブラジルでは、現在もポルトガル語

が使われ、宗教はじめ文化のあらゆる面で多大な影響を
受けている。しかし今やブラジルはロシアを除いた欧州
③

いた後も増改築が繰り返された。天井に27羽の白鳥が描
なしを受けた。ドーム天井一面に王家の紋章があしらわ
れた「紋章の間」、絵タイルで覆われた「アラブの間」
えいよう

など、大航海時代の栄耀栄華が偲ばれる。

リスボンは７つの丘からなり、坂道と石畳が続く美し

全土より広い国土を擁

い港町だ。地下鉄やバスと並んで市街にケーブルカーも

済規模を誇る。その地

歩いて行けた。レストランの名物はイワシの塩焼きで、

し、世界で７番目の経
でオリンピックが開か
れる一方、ポルトガル
は財政苦境にあえぐ。
何という歴史の皮肉で
あろうか。

テージョ川のほとり

に世界遺産の「ベレン

の塔」＝同③＝が立つ。四角い石塔に優雅なテラスが付
けられ、司馬遼太郎によって「テージョ川の貴婦人」と
ようさい

称賛された。船の出入りを監視し、河口を守る要塞だ。

６層からなり、国王の間や礼拝室、マリア像などがあ
り、砲台が備えられている。なんと地下は水牢となって
いて、政治犯を投獄し虐げた所とされる。

塔のほど近くに「発見のモニュメント」がある。エン

リケ航海王子500回忌を記念し、帆船をモチーフに建て
られた。船上には王子を先頭に、インド航路を開拓した
ヴァスコ・ダ・ガマや初めて世界一周を達成しフェルナ
ン・デ・マカリャインス（マゼラン）ら海外進出にか関
わった航海者の像が刻まれている。日本で布教したイエ
ご

ズス会宣教師のフランシスコ・ザビエルも伍している。
リスボンの中心地から約28kmの深い緑に包まれた山

中にシントラの街がある。大航海でもたらされた交易の
富で繁栄を遂げた様子を如実に伝えるのが「シントラ王
宮」＝同④＝だ。歴代の王家に避暑地として愛され、王
宮をはじめ貴族の館、ブルジョアーの別宅などが点在

走る。連泊したホテルは中心街にあり、ロシオ広場にも
お

い

塩加減が良く、美味しい。大阪万博で有名になったファ
ドは、ポルトガルギターの音色を伴奏に人生の機微を哀
愁たっぷりに歌い上げる大衆歌謡だ。そんなファドをワ
イン片手に聴き入るのも格別だった。

世界遺産３修道院と巡礼の地
ローマ・カトリックが国民の97％を占めるポルトガル

だけあって、大規模な宗教施設が各地にある。日本の国
土の４分の１ながら15の世界遺産を有し、そのうち修道
院が４つも含まれる。今回の旅では３つの修道院のほ
か、マリア出現の地とし
て世界的に有名な巡礼地
となった「ファティマ」
と、ポルトガル北部に隣
接するスペインの「サン
ティアゴ・デ・コンポス
テラ」を訪れた。

まずリスボンの「ジェ

ロニモス修道院」＝同⑤
＝は、エンリケ航海王子

⑤

とヴァスコ・ダ・ガマの
たた

偉業を讃え、新天地への航海の安全を祈願して、マヌエ
ル一世によって1502年に着工した。50年後に聖堂や回廊
が完成するが、工事完了まで100年の歳月を要した。

建物の幅が400mもあり、壮麗な修道院の南門にはエ

し、1995年に「シントラの文化的景観」として、世界遺

ンリケ王子や聖職者の像が浮き彫りで飾られている。中

が突き出た円錐形が特徴的な建物で、王家の夏の離宮だ

マやその偉業を叙事詩に謳いあげたカモンイスの石棺が

産に登録されている。その中心は高さ33mの厨房の煙突

④

に入ると西側にはサンタマリア教会、ヴァスコ・ダ・ガ
うた

ある。中庭を囲む55m 四方の２階建ての回廊にも繊細
ぜい

な彫刻が施され、優美な柱など贅を尽くしたものだ。ま
さに大航海時代の栄華の残り香といえよう。

次のリスボンから北へ約120kmにある「バターリャ修

道院」の正式名は、「勝利の聖母マリア修道院」とい
う。その由来は、アルジュバロータの戦で侵入してきた
スペイン軍２万以上の大軍を１万足らずの兵で奇跡的な
勝利をもたらしてくれた聖母マリアへの感謝の為に建設
が始められた。バターリャには戦闘という意味があるそ
うだ。修道院前の広場にはジョアン一世の騎馬像があ
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る。

てんがい

修道院入り口の天蓋の下には、旧約聖書に出てくる王

面に「栄光の門」、スペインバロック様式の主祭壇、聖
ヤコブの墓が納められている。大聖堂を含む旧市街は

・天使・預言者・聖者78体もの聖像が飾られている。

1985年に世界遺産となった。

1388年から1517年もの期間をかけて建築が進められ、身
廊・創設者の礼拝堂・王の回廊などで構成されている

ポルト、コインブラ…魅力の街

天井のない礼拝堂もある。

り、リスボンに次ぐ港湾都市だ。大航海時代は海外進出

道院」は、レコンキスタ（イスラム教徒からの国土回復

トガルの経済の中心地でもあった。ドウロ川に架かる道

始まり。壮大な建物は西の丘上に建てられ、テンプル騎

のように美しい。橋の上から眺める夜景もすばらしい。

が、完成には至っていない「未完の礼拝堂」と呼ばれる

サンティアゴに近いポルトはポルトガル発祥の地であ

３つめの、リスボン北東約120kmにある「トマール修

の拠点となり、またポートワインの輸出でも栄え、ポル

戦争）で貢献した騎士団に国王が土地を与えたのが街の

路・鉄道併用橋のドン・ルイス一世橋と市街の光景は絵

士団の城と、騎士団が創建した修道院がある。

2013年に世界遺産に登録された「コインブラ大学」

マヌエル一世により再建されたポルトガル特有のマヌ

は、ポルトガルの初代国王とその後継者たちが、コイン

な石彫は、マヌエル１世のイニシャルの「Ｍ」がデザイ

された大学が400年間にわたって、ポルトガルの文教・

載せている。大航海時代を支える存在でもあった。当時

図書館には蔵書が約３万冊あり、蝙蝠に本の虫を食べて

エル様式の傑作である。とりわけ集会室の窓を飾る見事

ブラを首都とした際に生活した宮殿だった。ここに創設

ンされ、その上にはキリスト騎士団の紋章（十字架）を

芸術の中心地でもあった。中世の建物に囲まれた大学の

の装束を身に纏った騎士らが観光案内をしていた。

もらうが巣を造られないよう金網が張ってある。図書館

こうもり

これら３つのキリスト教修道院は、いずれも1983年に

の横に礼拝堂があり、卒業生の挙式に使われている。

「ファティマ」は第一次世界大戦中の1917年５月13

着く。その名は、８世紀に西ゴート王のロドリゴが携え

跡が起こり、世界から注目された。それから100年後、

ったことに由来する。２kmにおよぶ美しい海岸線があ

なり、現在は荘厳な教会や65mのバジリカの塔などが建

初めてのポルトガルの旅は、駆け足だったとはいえ、

世界遺産に登録されている。

コインブラから南下すると、大西洋に面してナザレに

日、３人の子どもの前に聖母マリアが出現したとする奇

ていたマリア像が、はるかイスラエルのナザレのものだ

オリーブの木が点在するだけの荒地の小さな町が聖地と

り、夏はポルトガル内外のバカンス客でにぎわう。

ち、30万人以上を収容できる大広場も設けられている。

想像していたより魅力的な街並みや文化遺産に富んでい

1981年にローマ法王ヨハネ・パウロ二世がバチカンで

た。そして何より大航海がもたらせた繁栄はすっかり衰
しの

襲われた日も５月13日だったが、奇跡的な回復で翌年に

退してしまったとはいえ、開拓者を偲 ぶ文化財は守ら

と10月の13日の大祭には、世界各地から10万人もの巡礼

ポルトガルの歴史は、古代にはローマ帝国、中世にも

お礼参りをしている。毎月13日には奉献がなされ、５月

れ、その精神がまだいたるところに息づいていた。

者が訪れるそうだ。

ゴート人やイスラム勢力の支配を受けた。12世紀にポル

ゴ・デ・コンポステラ」は1000年を超す巡礼地だ。キリ

た。大航海時代には、海外へと進出。南米ブラジルのほ

説によれば、聖ヤコブは紀元44年頃、エルサレムで殉教

た時期もある。

リシア地方に流れ着き、９世紀の初めに、その墓が発見

ン戦争でポルトガル王室はブラジルに遷都する事態にも

見当初はガリシア地方に限定されていたサンティアゴ巡

く。しかし1974年４月25日、無血クーデター（リスボン

地からピレネー山脈を経由しスペイン北部を通る道を指

リカ各地の植民地が独立するなど、激動と浮沈の歴史を

者が集まり、12世紀の最盛期には年間50万人を数えた。

近年、ユーロ圏の中でも、ギリシャの次に経済危機の

「ファティマ」は20世紀に開かれたが、「サンティア

トガル王国が成立し、13世紀にほぼ現在の領域が確定し

ストの十二使徒の一人、聖ヤコブの亡骸が眠る地だ。伝

かアフリカやアジア各地で植民地を獲得して隆盛を極め

したが、その遺骸は風まかせの航海の末、スペインのガ

その後、スペイン王の支配下に置かれたり、ナポレオ

され、ローマ、エルサレムと並ぶ三大聖地となった。発

追い込まれている。近代には内戦や独裁政権なども続

礼は次第にピレネー山脈以北に広がり、主にフランス各

の春）による民主化が実現した。これを契機にしてアフ

すようになる。11世紀にはヨーロッパ中から多くの巡礼

歩んだ。

仏教の普及した日本でも四国88ヶ所や西国33ヵ所の巡

情報も流れた。しかし国際支援の下で財政再建を行い、

ヨーロッパの盛んだった聖遺物崇拝と修道会の繁栄によ

なく存亡を繰り返す困難にあえぎながらも、その都度克

ポステラ」にはロマネスク様式の大聖堂があり、聖堂正

の再生に期待したい。

礼の旅も盛んだが、サンティアゴ巡礼の広がりは、中世

危機的な状況を脱しつつある。ポルトガルは過去幾度と

るところが大きい。終着地の「サンティアゴ・デ・コン

服してきた。日本とも古くから絆のあるポルトガルの真
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伝わるかな〜、本のミリョク
が
本の帯
創作コンクール

ワークショップ、小学生ら40人チャレンジ
児童書を読み、その本の表紙に巻く「帯」を小学生が

デザインする「大阪こども本の帯創作コンクール」をご
存じですか？

小学生の読書意欲を高めようと、書店や

出版社などでつくる大阪読書推進会と朝日新聞大阪本社
が2005年から続けています。例年１万点以上が集まり、
読書感想文と並ぶ表現の場として定着しています。

12回目を迎えた今年は５月末から作品の募集が始まり
ました。コンクールをＰＲしようと、６月12日に大阪市
北区のグランフロント大阪北館で、ワークショップ「帯
で伝えよう！

本のミリョク」が開かれました。梅花女

子大（大阪府茨木市）が協力した初めての企画で、小学
生を中心に約40人が参加しました。

学生に絵本の作り方を指導をしている、こども学科の

こう そ

か

べ

香曽我部秀幸教授（66）が講師を務め、本の帯は大正時
はかま

代からあり、「袴」「腰巻き」とも呼ばれていたこと、
帯は大きく分けて「実績強調型」「推薦文型」「内容紹介

型」
「詩的表現型」の４つに分類でき、本を手にとって
読みたくなるような様々な工夫がこらされていることな
どを説明しました。その後、絵本作家、長野ヒデ子さん
が20年以上前に出した「おかあさんがおかあさんになっ
た日」と、その続編の「おばあちゃんがおばあちゃんに
なった日」の２冊を題材に帯を作ってみました。参加者
は本の内容をわかりやすく伝える言葉を探しながら、挿
絵を参考にイラストを描いたり、図案化した文字を入れ
たりし＝上の写真２枚＝、独創性あふれる力作がそろい
ました。感想を尋ねると「楽しかった」と子どもたち。
ある母親は「帯の作り方がわからなかったので、とても
参考になりました」と満足そうに、話していました。

香曽我部教授にとっても帯づくりの指導は初めてでし

香曽我部教授（左）のアドバイスを受けながら
アイデアを練る参加者＝６月12日、大阪市北区

たが、「大切なのは作者が何を伝えようとしているのか

だした１日でした。もし、ご家族やお知り合いに小学生

くみ取って、すてきな作品ができたと思います」。本の

けてみてください。

を読み解くこと。帯の意味をよく理解し、作者の思いを
帯という新しい読書の楽しみ方に、大きな可能性を見い

のお子さんがいれば、ぜひコンクールへの参加を呼びか
（朝日新聞大阪本社社会部大阪版編集長

石木 歩）

応募要領と課題図書

１・２年
おばあちゃんがおばあちゃんに
（童心社）

課題図書部門と自由図書部門

◇対象 図 書

課 題 図書 は 低 学 年（ １・ ２ 年 生 ）、 中学年

（３・４年生）、高学年（５・６年生）ごとに６冊ずつ、
計18冊を指定。協力出版社13社の推薦図書から、大阪府と
大阪市の学校図書館協議会役員らが選定しました。

自由図書の部門は全学年対象で、現在流通する児童書のう
ちコミック、辞典、事典、図鑑類を除きます。
と。表現方法や道具類に制限なし。

◇応募資格

小学生が対象。学校でまとめて応募できます。

◇締め切り

９月７日（水）消印有効。応募作品は返却しま

また、個人での応募も受け付けます。
せん。

◇表彰式

11月12日（土）に、大阪市中央区北浜東の「エ

ル・おおさか」で表彰式と入賞作品の展示会を開きます。

はっくしょんしてよ かばくん

読書推進会に属し、ポスターなどの広報活動に利用される
〒530-0047 大阪市北区西天満4-10-7

大阪府書

店商業組合内、大阪読書推進会事務局（☎ 06-6361-5577
http://www.osaka-books.ne.jp）

３・４年
駒ちゃんは片翼のオオハクチョウ

（あすなろ書房）

巣のはなし くふういっぱいの、

こばなし

十二支のどうぶつ小噺

（ＢＬ出版）

光を失って心が見えた

（金の星社）

34

きみへ

ようかい

（汐文社）

つ く も

妖 怪一家 九 十 九 さん
うだい学校へ行く

妖怪きょ

（理論社）

仲良し妖怪きょうだい
の３人は、隣町の廃校に
遊びに行くことに。する
と、 不 思 議 な 出 来 事 が
次々と起こって。

のメッセージ

全盲先生

世界でいちばん貧しい大統領から
わたしは自分を貧しい
とは思っていない。いま
あるもので満足している
だけなんだ。大統領から
のメッセージ。

いきものたちのいえ（ほるぷ出版）

歳で全盲になった教
師のノンフィクション。
絶望の底から周囲の支え
で希望を取り戻し、復職
するまでを描く。

（ＢＬ出版）

じゅうにし

十二支を落語風の小
噺で紹介する。イモばか
り食べる蛇がいまして、
ときおり一発やるんで
す。「へ、びっ」

わすれものの森

（汐文社）

音楽の時間に笛をなく
したツトム。放課後の教
室に探しに行くと、黒い
マントを着た奇妙な２人
組に出会った。

（徳間書店）

バイオリンの練習に通
うルイージ。バスの車中
で、いつもいじわるをす
る兵隊を懲らしめる名案
とは――。

ん

へ

青銅の短剣

石ころの巣、泡ででき
た巣、泥でつくった巣。
卵から巣立ちまで、子を
守る親たちの知恵と工夫
の数々を紹介。

ルイージといじわるなへいたいさ

ようこそ、ペンション・アニモー
都会から山奥のペン
ションに引っ越してきた
新菜。最初のお客様は大
きないびきをかく鈴木さ
ん。その正体は？

（小学館）

満月の夜は、猫たちに
とって特別な日。ひとり
ぼっちのノネコも友達を
探しに出かけました。さ
て、何が起こる？

がいっぽん

（鈴木出版）

少年ヒュラスは山の中
で暮らしていたが、ある
日、 黒 の 戦 士 に 襲 わ れ
る。青銅器時代を舞台に
展開する冒険物語。

（くもん出版）

神々と戦士たちⅠ

フランシスさんは森の
絵描き。大切な森がこわ
されそうになった時、奇
跡が起きる。生命に満ち
た森の物語。

まんげつの夜、どかんねこのあし

やだやだベティ

５・６年

フランシスさん、森をえがく

翼が傷つき飛べないオ
オハクチョウを見守る人
や動物の姿を、湖の四季
を織り交ぜながら著者の
視点で描く。

（新日本出版社）

（くもん出版）

大きなくしゃみでびっ
くりされてばかりのかば
くん。すっかりおちこん
でしまったかばくんにお
友だちは――。

府書店商業組合加盟の書店などに並びます。著作権は大阪
ことがあります。

にげだした王さま

バナナの皮をむけない
ベティはだだをこね、教
えてもらっても泣いてし
まう。なぜ泣くの？ 親
子で考える１冊。

（小峰書店）

課題図書の優秀作品の一部は印刷されて本に巻かれ、大阪

◇応募先

（金の星社）

「さま」をつけて呼ば
れる「王」の文字はいつ
も、いばりんぼ。怒った
ほかの文字たちに責めら
れ逃げ出した。

（あすなろ書房）

帯の縦サイズが本の３分の１を超えないこ

小学生まじょのふしぎなぼうし

もう会えないパパへ向
けて海に流したはずの贈
り物がなぜかママの部屋
に。人を思う気持ちの大
切さに気づく本。

◇作品の規格

だいすきなパパへ

１１

昔、まじょだったリリ
コのおばあちゃん。部屋
にまじょのぼうしがある
のを見つけて、こっそり
借りると……。

なった日

孫が生まれて大はりき
りのおばあちゃん。いっ
しょに道草したり、おふ
ろに入ったり。野球もす
るよ。

◇部門

2016.07
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悠久の風

に吹かれてきました

叡電鞍馬駅のホームに多数の風
鈴がつられ、涼しい音を奏でて
乗降客を迎えた＝京都市左京区

東日本の被災地を応援
ゆうきゅう

「この夏も洛北に『悠久の風』を吹かせます。和みのひとときをお過ごしにいらっしゃいませんか」。京都市
た ぬき

上京区の旅の情報図書サロン「風の駅」駅長・太貫まひろさんからお知らせをいただき、催し初日の６月１日に
早速出かけた。牛若丸＝源義経ゆかりの京都市・鞍馬と岩手県・奥州平泉を結び、「南部風鈴によせて」のサブ

タイトルで、風の駅と叡山電鉄（叡電）が共催する納涼イベント。今年が４回目になる。会場の叡電鞍馬駅で
は、多数の南部風鈴が谷を渡る風にこたえて涼やかに鳴り響き、旅人たちを迎えた。

（黒沢 雅善）

１３
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盛岡育ち京都在住で今春亡くなった木版画家・井堂雅夫さん
が、東日本大震災からの復興を祈ってふるさと岩手の風景を
さん げ

描いたハスの花びら型の散華も、風鈴の短冊に使われている
風景を味わえる趣向です」と太貫さ
ん。計190本の風鈴を９月30日
まで同駅につるす。

また、同期間中、車内に

風鈴をつるし、下記のフォ

トコンテストの昨年の入賞作

品を展示した特別電車「悠久の

風」号を走らせる。

では、なぜ岩手県なのか。

タイトルにはうたっていないが、この催しに

は東日本大震災の被災地復興を応援するという、も

う一つの趣旨がある。

叡電オリジナル短冊仕様の南部風鈴５種（各1,200

うちわ型の一日記念乗車券（1,000円）＝写真＝を始

発の出町柳駅で買って、ワンマン運転の電車に乗った。
雲一つない青空が広がり、近づく梅雨がうそのようだ。
しばし街を離れて山あいを走ること約30分。木々の深緑
に染まる終点、鞍馬駅に到着した。ホームの軒に釣られ

円）を叡電鞍馬駅と風の駅で販売し、売上金の一部を、
震災で大きな被害を受けた岩手県の三陸鉄道へ寄付す

る。鞍馬駅を案内してくれた叡山電鉄鉄道部営業課の泉
水晃課長は「同じ鉄道事業を営む者同士、何か役に立て
ることがないかと考えました」と話す。

催しの一環として開くフォトコンテスト（下記「とぴ

た風鈴が、折からの風にそよいで一斉に鳴った。

っく・ナウ」参照）は、鞍馬や叡電の風景を撮った作品

る人がいる。記念撮影する家族連れがいる。改札を出た

募対象としている。入賞作品は、三陸鉄道の駅でも展示

「あ、今年も始まったんや」。うれしそうに声を上げ

先の待合室でも、風鈴が鳴っていた。

すべて岩手県の南部鉄製。「今年は短冊に、これまで
あなとおしいそ

きょうりょう

の岩手山と一本桜、穴通磯に加え、浄土ヶ浜、大沢橋梁

からの三陸鉄道と海を、私が描きました。鞍馬で三陸の

だけでなく、岩手県や三陸鉄道の風景を撮った作品も応
する。

「悠久の風」の詳しい内容は、風の駅のホームページ

http://kazenoeki.main.jp と、叡電のオフィシャル・ホーム
ページ https://eizandensha.co.jp/ で紹介されている。

イベント・出版等の情報

◇テーマ

10月31日（月）締切。当日消印有効
①叡山電車鞍馬駅の風鈴のある風景写真

叡山電車の車両または駅舎が写った風景写真
県の風景写真（山、川、海、街、人等)
の車両または駅舎が写った風景写真

◇応募条件

②

③岩手

④三陸鉄道

今年６月以降に撮影した未発表の作品。①

～④の中からテーマをお選びください。1テーマ１作
品とし、最大４作品まで応募できます。

◇応募資格

プロ、アマチュア、年齢、性別、国籍を問

次ページに続く

「悠久の風」号の車内に展示された

◇応募期間

太貫 まひろさんから

昨年の大賞作品、岩手県奥州市、達

「風の駅」駅長

下才子さんの「本気出しました」

第４回 悠久の風
フォトコンテスト作品募集
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いません。18歳未満の方は保護者同意の上、応募して
ください。

◇作品規定

デジタル画像データのみです。JPEG最高

画質またはRAWで撮影されたもので、大判サイズの

◇賞

大賞１点「いわての食材詰め合わせ」（１万円相

当）、最優秀賞１点「同」（6,000円相当）、優秀賞

１点「同」
（3,000円相当）、入選17点「いわてご当地
キャラグッズ」

ポスター等の使用に耐えうるものとします。レンズ交

◇発表

上の最高画質での撮影を推奨します。

◇主催

紙を同封し、郵便または宅配便でお送りください。

※応募上の注意を詳しく載せた応募要領と応募用紙を、

換できないカメラで撮影される場合は、1000万画素以
◇応募方法

作品データをCD又はDVDに入れ、応募用

◇応募・お問い合わせ先
端壱町田町8-80

〒606-8007 京都市左京区山

叡山電鉄㈱鉄道部営業課「フォトコ

ンテスト」係（☎ 075-702-8111）

伝統の「大阪せともの祭」
熊本地震の義援金も募ります

2017年１月下旬予定。叡山電車ホームページと

入選以上の方に郵便にてお知らせします。
◇後援

叡山電鉄㈱、風の駅
岩手県

◇協賛

三陸鉄道㈱

叡山電車オフィシャルホームページからダウンロード
できます。叡山電車各駅にも置いています。よくお読
みいただき、ふるってご応募ください。

永年間より西横堀川西岸一帯は、せともの間屋が軒を並
べせともの町と称され、火除けの守護神、火防陶器神社
に陶磁器皿作り人形を奉納し茶碗を供養する盛大な夏祭
りを行ってまいりましたが、昨今の交通事情に勝てず、
平成12年をもつてせともの町での祭りは終了しました。
江戸時代から大阪は「天神祭」と「大阪せともの祭」

が、夏の風物詩として大阪観光の双壁でした。平成14年
大阪府陶磁器商業協同組合は、なにわの景気回復を祈願
し火防陶器神社を中心に、茶碗供養口招き猫展など多彩
にぎ

な企画を持つて「大阪せともの祭」の賑わいを復活いた

しました。平成21年４月、永きにわたり守つてまいりま
した、「火防陶器神社のせともの祭」が「大阪市指定無
形民俗文化財」に認定されました。

当組合は、うつわを通じて「健全な食のあり方」「日

大阪府陶磁器商業協同組合顧問理事 土居 年樹さんから
◇とき

７月21日（木）～ 23日（土）

◇ところ

ひ ぶせ

坐摩神社・火防陶器神社・坐摩神社会館５階

（〒541-0056 大阪市中央区久太郎町４丁目渡辺３号）

※地下鉄本町駅15番出口から西へ１つ目の角を左に徒歩
約３分、同駅21番出口から東へ２つ目の角を右に徒歩
約３分

◇主催・お問い合わせ先

大阪せともの祭実行委員会

（事務局 〒550-0005 大阪市西区西本町1-3-4 大阪府陶
磁器商業協同組合内

☎ 06-6532-4393

りたいと考えています。陶磁器業の衰退は益々激しく、
このままでは次世代に日本の器文化を伝え残す事も出来

11時〜20時（最終日、５階会場のみ17時）
いかすり

本の伝統文化の継承」「うつわ文化の啓蒙」を図つて参

FAX 06-6532-

9820）
「大阪せともの祭」は江戸時代初期から受け継がれて

きた、300有余年の歴史と伝統を誇る行事です。古く寛

ない状態であります。「大阪せともの祭」が陶磁器業界
の復権に寄与し、現存する陶磁器業の個店の復権に繋げ
たいと考えています。

（祭の趣意書より要約・抜粋）

陶器人形の展示＝写真＝や恒例の「願掛け皿」「招き

猫大集合」に加え、本年は「和食つていいなぁ～・日本
の器」をテーマにした「テーブルコーディネイト展」や
各種セミナー、参加型の手作り教室などを開催します。
7月21日午前10時30分より「茶碗供養祭」を執り行い
ます。ヒビや割れてしまったお茶碗に思いを込めて、毎
日健康に食事が出来る事に感謝し、祈願致します。本年
は産地からの協力を得て、供養後に新しい茶碗を差し上
げ、熊本地震の義援金を募ります。

＜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。８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７月18日（月）までにお送りください。
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第９回
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田辺聖子文学館ジュニア文学賞 作品を募集！

大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館学芸員

住友 元美さんから

田辺聖子文学館では、表現力豊かな若い世代を育てる教育活動の一環とし
て、ジュニア文学賞を主催し、今年も中学生・高校生による■小説
セイ

■エッ

■読書体験記を募集します。本文学賞では、読書体験記部門選考長に

中西進館長（兼審査委員長）、小説およびエッセイ部門選考長〔中学生の
部〕に作家林真理子先生、同〔高校生の部〕に作家小川洋子先生を迎え、最
優秀賞にあたる「田辺聖子賞」は田辺聖子先生が選考します。また学校賞と
して文部科学大臣賞・(公財)文字･活字文化推進機構賞もあり、毎年３月に
は大阪樟蔭女子大学（東大阪市）において受賞者を招いて表彰式を開催して
おります。是非ともステキな作品をご応募ください。
◇応募資格

全国の中学生・高校生

◇応募締切

2016年10月21日（金）＝当日消印有効

◇発表

2017年２月中旬＝予定

◇表彰式

2017年３月21日（火）＝予定

◇応募先

大阪樟蔭女子大学内「田辺聖子文学館 ジュニア文学賞」事務室

◇お問い合わせ先

同上

大阪樟蔭女子大学にて

〒577-8550 東大阪市菱屋西4-2-26

☎ 06-6723-8182

FAX 06-6723-8387

※募集要項などの詳細は「田辺聖子文学館」ホームページ http://bungakukan.osaka-shoin.ac.jp をご覧ください。

第15回特別展示

マージャンの魅力展

大阪商業大学アミューズメント産業研究所さまから
か

あるときは頭脳バトル／あるときは命を懸けた賭博／

はたまた四角い宇宙を舞台にした神々の闘い／しかして
とりこ

その実態は…／明治の文豪を、そして世界を／虜にした

／ 青野滋（アミュー
ズメント産業研究所
研究員）

ゲーム、マージャン／その発祥からトランプ、かるたに

７月16日（土）「マー

マージャン人口の減少がささやかれる昨今、電子機

押川雲太朗氏（漫画

つな

繋がる／壮大な一大叙事詩を大公開！

器の普及によりオンラインゲームによるマージャン人

ジャン漫画の裏話」
家）

口は増えています。今やマージャンは、頭脳ゲームと

７月23日（土）「麻雀

味で、現在はマージャンの転換期ともいえます。この

望」井出洋介氏（プ

してのイメージが強くなってきています。そういう意

機会にマージャンというゲームの面白さを再認識して

の現状と今後の展
ミュー

ロ雀士、麻雀連合μゼネラルマネージャー）

いただける「マージャンの魅力展」を開催します。

７月30日（土）「麻雀大好き社長のずーっと麻雀」松岡

◇とき

８月６日（土）「世界のゲームカードの歴史―マージャ

（案内チラシより）

７月２日（土）〜８月６日（土）

10時〜16時半（会期中無休）
◇ところ

大阪商業大学アミューズメント産業研究所

学術センター U–BOX３階

※近鉄奈良線河内小阪駅北東へ徒歩７分
◇入場無料

【講座】以下の日時、テーマ、講師で開きます

７月９日（土）「新しいマージャンゲーム『ポーラース
ター』解説と体験会」谷岡一郎（大阪商業大学学長）

博文氏（マツオカ株式会社代表取締役社長）

ンもトランプも花札もつながっている―」高橋浩徳
（アミューズメント産業研究所研究員）

◇時間

いずれも13時半～14時半

◇受講無料（事前申込制）

◇主催・講座お申し込み・お問い合わせ先

大阪商業

大学アミューズメント産業研究所（〒577－8505 東大
阪市御厨栄町4-1-10
4069

☎ 06-6618-4068

FAX 06-6618-

Email：amuse@oucow.daishodai.ac.jp）
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◇とき

ボクネンの世界展
イアイ
～風の伝言を彫る～

開館時間10～17時（入館は16時半まで）

※会期中は休まず開館します

◇ところ・主催・お問い合わせ先

東大阪市民美術センターさまから

な

７月31日（日）～８月31日（日）

東大阪市民美術セ

ンター（〒578-0924 東大阪市吉田6-7-22

か ぼくねん

名嘉睦稔は、木版画に裏手彩色という技法で、風や自

1313 FAX 072-964-1596

然からの伝言を表現する作家で、大自然に育まれた特別

☎ 072-964-

URL：http://higashiosaka-art.

org/）

な感性は、美しく繊細

※近鉄奈良線東花園駅北へ徒歩約10分、東大阪市花園ラ

画以外に、絵本制作や

◇入場料

など多くの分野で才能

【記念対談】

学校の教科書にも採択

◇講師

で、また壮大です。版

グビー場南隣

彫刻、琉歌、作詞作曲

才以上・身体障害者手帳など持参の方は無料

を発揮し、作品は小中

◇とき

されています。本展覧

授）

会では、作家活動25年

「ボクネンの時空を読む」

往復はがきに住所・氏名・年令・電話番

号・参加希望の旨を明記の上、東大阪市民美術セン

「大礁円環」（畳12枚

ターまでお申し込みください。申込締切は８月２日

大）や、24節を表現し

（火）消印有効で定員80名。はがき１枚で１名のみ申

た「節季慈風」のほか、切手原画など82点を展示いたし

込可。参加申込多数の場合は抽選となります。

※記念対談参加費は無料ですが、入場料が必要です。

（案内チラシより）

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
時半まで）

いしがみさとし

名嘉睦稔氏×石上敏氏（大阪商業大学大学院教

◇申込方法

か ら、 代 表 的 な 大 作

6222-5222

８月11日（木＝祝日）14時～15時半

◇テーマ

間の作品約2500点の中

ます。

一般（高校生以上）500円。中学生以下・65

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）

ホメーロスの叙事詩
「イーリアス」・
「オデュッセイア」を読む
京都大学非常勤講師

勝又 泰洋

古代ギリシア最高の詩人ホメーロス

☎ 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

いきます。（全５回完結）
◇とき

８月19日から毎月第3金曜、13時～14時半

◇受講料（５回）カルチャー会員 14,580円
一般 16,200円

太宰治から二葉亭四迷へ
『星はらはらと 二葉亭四迷の明治』
出版記念講座

の手になる二大叙事詩、「イーリア

作家

ス」と「オデュッセイア」を読みなが

太田 治子

ら、そこにあらわれる古代人の思想に

太宰治の作品は、その生き方と共に

ついて学んでいきます。古代の人々に

現在も根強い人気を誇っています。彼

とってこの二作品は文字通りの意味で「教科書」でし

の代表作のひとつ「人間失格」は、二

た。彼らは作品内に描かれる人間たちの生き方を自らの

葉亭四迷の名作「浮雲」ととても似た

人生の模範としたのです。作中の出来事をつぶさに観察

ところがあります。２人の生き方とそ

することによって、当時の人々がどのような生き方を目

の時代、作品に描かれた人物の魅力についてお話ししま

指したのかが明らかになることでしょう。両叙事詩の世

す。

界を翻訳を使って味わうということを基本に、その理解

◇とき

をさらに深めるようなヨーロッパ絵画作品も併せて見て

◇受講料

８月５日（金）15時半～17時
カルチャー会員

3,024円、一般 3,564円
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･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

ソ ヨンダル

徐龍達

鳴り物入りの伊勢志摩サミットは、５月27日「Ｇ７伊

勢志摩首脳宣言」で閉幕した。世界経済に関する安倍首
相の所説や、反論したキャメロン英首相らの論の正否は
さておき、「１泊50万円」のたくましい商魂は健在で、
大ホテルはほくほくであった。地方創生へのメリットと
共に、地域住民へしわ寄せはなかったのであろうか。
う がた

サミット直前の５月24日、私は志摩市の鵜方駅で国際

観光旅館福寿荘の木村圭仁朗社長の出迎えを受けた。車
で大王崎、和具、御座白浜など各地を観光したが、多数
の警官が配置され、いたる所で停車命令・車内点検を受
けた。賢島行特急も数日前から鵜方止まりとなり、特別
仕立てのバスに乗り換えさせる徹底ぶり。緊迫感が身を
覆う。飲食店はすべて休業。空腹に耐えかねて、スーパ
ーでラーメンをぱくつく。つまり、地域庶民はその前後
約１週間、営業どころではなかったのである。
わた か

の

その夜は、周囲４kmの観光島「渡 鹿 野 」の福寿荘に

くつろぐ。木村社長は、三重県旅館ホテル生活衛生同業
組合の理事長として、観光業界の重鎮である。彼との出
会いは古いが、忘れもしない1977年12月６日、渡鹿野島
に完成した国際観光ホテルの落成式典に招かれた。幸運
にも国会議員・藤波孝生氏の隣席が指定されていた。

72年から国公立大学外国人教員任用運動を続けていた

私は、同氏に率直な所見を申し上げた。それまでの５年
間、国立大学協会、公立大学協会、日本学術会議の会長
らと会見し交渉しても進展しなかった難題であった。藤
波氏と国会でもお会いして、自民党の文教政策集団「新
生クラブ」の秦野章元法務大臣、森喜朗元総理、河野洋
平元衆議院議長ら多数の協力が得られた。最終的には、
石橋一弥元文部大臣らの議員立法で1982年８月20日、外
国人教員任用法が成立し、９月１日施行となった。

藤波氏は中曽根内閣で官房長官をされ、物静かで謙虚

な「支え役」で、将来は首相候補と目された人物だった
が、リクルート事件で受託収賄罪が確定。政界を引退さ
れて2007年10月28日に逝去された。いま、文部科学省の
統計によれば、2015年末での国公立大学外国人教員任用
数は3,088人となっている。藤波氏はその恩人であるこ
ゆる

とを、私は後世に伝えたいのである。犯罪は赦 せない

が、外国人教員任用法制の功労者であった事実は明らか
である。ここに藤波氏に重ねて深甚の謝意と敬服の念を
おも

表しつつ、想い出の福寿荘をお訪ねした次第である。

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

福寿荘門前で、木村圭

桃山学院大学名誉教授

仁朗社長（左）と筆者

外国人教員任用法制の恩人
藤波孝生先生を伊勢にしのぶ

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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㊧語り合う水野和夫さん（左）とホス

日、朝日新聞

㊦水野さんの近著

トの白井聡さん＝６月

アサコムホール

『 資 本 主 義 が わ か る 本 棚 』（ 日 経 プ レ

ミアシリーズ、税込９１８円）

11

グローバル化で成長は幻想
第８回 ゲスト 水野 和夫さん（経済学者）

極大資本主義に代わる政策を
元大手証券エコノミストで法政大学教授の水野和夫さ

白井さんが「低成長による需要不足で、需要を無理に

んをゲストに迎えた第８回「中之島クロストーク」が６

増やす手段の一つが借金。お金を借りさせて、物を買わ

で開かれました。政治学者で京都精華大学専任講師の白

分析したのを受け、水野さんは「70年代から政治と経済

月11日（土）午後、朝日新聞大阪本社のアサコムホール
井聡さんがホスト役を務め、アベノミクスや

せる。そのどん詰まりがリーマン・ショックだった」と
の秩序がおかしくなり、それを打破するのが
金融の自由化だった」と解説。「ところがグ

国債のマイナス金利といった政策について語

ローバリゼーションを進めても先進国の成長

り合いました。

率はあがらず、新興国の代表の中国は過剰生

金融緩和、財政出動、成長戦略によって豊

産に陥った。グルーバル化でさらに成長でき

かさを取り戻すと掲げたアベノミクスの「三

る、というのは幻想です」とし、極大化する

本の矢」について、水野さんは「なぜ効かな
いか。流通するお金の量を増やしても国内の

資本主義に代わる政策の必要性を訴えまし

投資に向かわず、グローバル化で簡単に海外に逃げてい

た。

かるかを考えるものなのに、金融が自由化され、株式市

市場が『もう成長しない』と答えを出した」との見方を

あす売った方が得じゃないか」という思考に市場がさら

は、国民の財産を減らすことであり、家計にとって優良

く」と指摘しました。投資は本来10年単位でいくらもう
場へのアクセスが簡単になったため、「きょう買って、
されるようになったと説明。そのような近視眼的な物差
しになってしまう根本的な要因として、世界的な供給過
剰を挙げました。「中国は、製鉄が生産能力の６割、自
動車は５割しか工場が稼働していない。投資して生産能
力をあげたところで、需要は伸びない。そのギャップが
根っこにある」と語りました。

「水野理論が的中していると映るのがマイナス金利。

白井さんが示すと、水野さんは「マイナス金利の導入
な資産を取りあげてしまうこと。やってはいけないこと
です」と話しました。

◆この日の詳報は、朝日新聞６月28日付朝刊に掲載され
ました。朝日新聞デジタル（http://digital.asahi.com/）

とWEBRONZA（webronza.asahi.com/）でもお読みいた
だけます＝いずれも有料
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･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼参院選が始まりました。18歳選挙権、合区、アベノミ

って周りが見えなくなります。先日も「難しそうな顔し

改憲勢力が国会発議に必要な３分の２に達するかどう

づきました。あいさつはやっぱり難しいです。（黒沢）

クスの評価。論点はいろいろありますが、最大の焦点は
か。結果はともあれ、今回の参院選が時代の分岐点だっ
たと将来振り返られることになる気がします。大学時代
は不勉強な憲法ゼミ生でした。卒論では「表現の自由」
を取り上げたはずですが、どう論じたか思い出せないほ
ど。ただ、言論をめぐる今の息苦しい空気には危機感を
覚えます。新聞記者として、日々、何を書いていくべき
なのか。その覚悟が問われていると思います。５月から
編集局長補佐と兼務で関西スクエア事務局長になりまし
た。どうかよろしくお願いいたします。

（中西）

▼毎朝出社して最初に顔を合わせるのが、１階の玄間に
立つ警備員さんです。 ｢おはようございます」と声をか
けてくれ、私もあいさつを返します。その当たり前がこ
の頃、どうも当たり前でなくなっています。声をかけら
れても、２人に１人くらいが知らん顔で通り過ぎます。
社員の品格が下がったのでしょうか。この会社、大丈夫
かな、と少し心配になります。私もエラそうなことは言
えません。職場は多くの人が行き交う大部屋なので、つ
いあいさつが雑に。会報をうまくつくれないと、煮詰ま

てますね」と目の前で後輩に話しかけられて、初めて気
▼世界に誇る大阪の演劇人が先日亡くなりました。劇団
「維新派」を率いた劇作家、演出家の松本雄吉さんで

す。大阪弁をいかしたせりふを５拍子、７拍子のリズム
に乗せてしゃべるように歌う「ヂャンヂャン☆オペラ」
は、白塗りの役者ばかりで一見70年代のアングラ劇のよ
うでしたが、深い世界観とスタイリッシュな演出は多く
の観客に支持されました。大阪・南港の空き地や岡山の
離島といった公演場所で、劇団員自らが１カ月以上かけ
て劇場と客席、巨大なセットを手作りしながら稽古を重
ね、壮大な野外劇を見せつけたあとはクギ一本残さな

い。「蜃気楼劇場」とも呼ばれた唯一無二の舞台がもう
見られないと思うと、寂しさが募ります。

（桝井）

▼通崎睦美さんのコンサート「今、甦る！木琴デイズ」
を聴きに初夏の京都を訪れました。今回のテーマは「宿
命のライヴァル、マリンバ登場」。木琴の軽やかで弾む
ような音に、マリンバの美しい残響が重なった素晴らし
いハーモニーが、赤レンガ造りのレトロな会場に響きま
す。素敵な時間を過ごすことができました。

（平野）

朝日新聞 関西スクエア事務局
なつ こ

会報編集スタッフ：中西 豊樹、黒沢 雅善、桝井 政則、平野 邦字
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
「朝日新聞 関西スクエア」とは

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
ため､ 随時、会員らを講師に招き、社内勉強会を開
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。

２０

【全 面 広 告】
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展覧会公式サイト

http://heibayou.jp/

