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開いた寺、
もっと生かす人の輪を
「いのちの文化」を市民と育む

浄土宗應典院

再建20周年。
新たな展開へ変革中
だん か

だいれん じ たっちゅう

おうてんいん

檀家を持たない。葬式・法事をしない。大阪の浄土宗大蓮寺塔頭、應典院は、型破

りなお寺だ。「今の仏教でいいのか」と根源的な問いを投げかけ、宗教・非宗教、宗
派を隔てず、市民に広く門を開いてさまざま企画を仕掛けてきた。来年は寺再建から
20周年。さらに新たな展開を目指して変革に取りかかっている。今春、第三代主幹に
みつ き

就任した秋田光軌さん（31）をはじめ、スタッフたちの志は熱く高い。（黒沢 雅善）
町台地の西側を南北に走る松屋町筋との交差点を右に折

子どもからエンディングまで
ミナミの繁華街から千日前筋を東へ歩いて約10分。上
浄土宗應典院

花を訪ねて

シュウメイギク

21世紀の茶室―設計国際コンペ
中之島クロストーク

井上章一さん
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寺には見えない。道に面した山門の脇に立つ「大蓮
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れると、左手に円筒形のドームが近づいてくる。
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西側の松屋町筋から眺める
應典院。コンクリート製の

▶ 円筒形ドームは、音楽ホー
ルかミュージアムのようだ
＝いずれも大阪市天王寺区

寺」の石碑と、少し先のコンクリートを打ち放した玄関
にかかる「應典院」の表札で、やっとそれとわかる。

何はともあれ、どんなことをしている寺なのだろう。
８月27、28両日に開かれた「キッズ・ミート・アート

2016」という催しを見せてもらった。應典院と、大蓮寺
が母体となって創立した学校法人蓮光学園パドマ幼稚園
が、「子どもとおとなが一緒に楽しむ創造の場」をテー
マに毎年開いている。会場の同幼稚園講堂に、事前に申
し込んだ家族連れが、朝から続々とやって来た。

１日目最初のプログラムは「ゴロゴロゆるゆるコンサ

ート」。大阪城南女子短期大学講師のピアニスト、山田
ち さと

千智さんらがクラシックや童謡を披露。さらに幼稚園の

先生たちが出演し、親子50組が歌と踊りを楽しんだ。

午後は「ゆめじぞう」。大阪総合保育大学教授の栗山

誠さんが講師になり、親子が紙粘土でお地蔵さん風の人
形を思い思いにつくり、その中に、願い事や夢を書いた
紙をカプセルに詰めて埋め込んだ。

２日目はまず、「心の中のおじぞうさま」。講師は大

阪城南女子短期大学講師の彫刻家、村上佑介さん。ひと
り一人が自分を支えてくれているもの、守ってくれてい
るものを、お地蔵さまに見立てて粘土でつくった。

最後は「親子でカラダ・コミュニケーション」。大阪

総合保育大学准教授、弘田陽介さんが、最新の筋肉トレ
ーニングや日本古典の身体技法などを取り入れ、心身を
すっきりさせる遊びを、実技を交えて教えた。

建物の中に、線香のにおい
はしない。読経も法話も聞
こえない。２階に上がる階
段の途中に座っているお地

▶

蔵さまが、ここが寺である
ことを気づかせてくれる

が聞こえてきそうだ。実は私も、子どもたちの歓声に引
き込まれながら、気がかりが頭を去らなかった。

――準備するだけで大変そうだなぁ。せっかく開いて
も、布教にも、お寺のＰＲにもならないのでは……。

ちょうどそんなとき、「心の中のおじぞうさま」が終

わった。それまで黙って見守っていた秋田光軌さんが、
参加者たちに語りかけた。「まだお時間がある方は、少
しだけ残って、お話を伺わせてくださいませんか」

そして、子どもの目線まで腰をかがめ、できあがった

お地蔵さまに近づいて尋ねた。

「これは、誰のことを思ってつくったのですか」
「お父さん」

「お父さんは、やさしい？」

「うーん」と考え込む子ども。少し間を置いて、
「ときどき……、こわいけど……、やさしい」
隣では、そのお父さんが、ちょっと苦笑い。

秋田さんはさらにテーブルを一巡して、一人ひとりに

各プログラムとも、参加費は無料か、材料などの実費

語りかけた。あたりを走り回っていた子どもたちも集ま

はもっぱら、受付や案内などの黒子に徹し、進行役は講

きっと、初めて間近で見るお坊さん。小さな胸に宗教

のみ。家族そろって安価で楽しめる。應典院のスタッフ
師と幼稚園の先生たちに委ねる。宗教色はまったくと言
っていいほどなし。

「でも、それ、仏教と関係ないじゃないか」という声
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って来て、かわいい視線を注いだ＝表紙の写真。

心の種が宿るのは、こんなきっかけからなのだろうか。
――難しい法話はいらない。これでいいのだ。
ふと、そんな思いに包まれた瞬間だった。

仕事場拝見

住み慣れた地域で、日常のまま、その人らしくどう人生を全うするか――「エンディングセ
ミナー2016」で語り合う、左から、秋田光彦さん、櫻井徳恵さん、浦嶋偉晃さん＝９月24日
９月24日、今度は大蓮寺などと共催した「エンディン

グセミナー2016」という集いを聴かせてもらった。副題
つい

は「もうひとつの『終のすみか』

ホームホスピスから

家族・地域を考える」。一転して重いテーマだ。
さくらいよし え

さんが加わった。二人とも親を介護した経験を持つ。光
彦さんは應典院初代主幹で、應典院住職も務めている。
冒頭から、二人の鋭い質問が飛んだ。

「地域に看取りの文化を広げると言いますが、幻想を
れいきゅう

この日のゲストは櫻井徳恵さん。社会福祉士でクリス

持っていませんか。救急車も霊柩車も頻繁に来るでしょ

設「ホームホスピスみぎわ」を運営するＮＰＯ法人の副

「そもそも、なぜ、親でも家族でもない他人さんの看

チャン。今春に奈良県大和郡山市にできた居宅型介護施
理事長を務める。櫻井さんは約60人の参加者に、「夕暮
れに光あり」という旧約聖書ゼカリヤ書の言葉を紹介し
て「あなたは最期をどこで迎えたいですか」と質問し、
「病院も特別養護老人ホームも従来型のホスピスも、そ
れにふさわしい所ではありません」と切り出した。
み

と

「みぎわ」は、自宅での最期、看取りを望みながら、

制約があって難しい本人と家族に、自宅に近い環境での
終末介護サービスを提供している。櫻井さんは、答の中
で最も多かった「自宅の畳の上で」をかなえるための大
事な条件として「タイミングを逃さない」「公的支援を
利用する」「力になって支えてくれる人がいる」の３つ
をあげ、①本人の意思を尊重する

②民家で少人数がと

ない看取りをできるよう支援する

④医療・介護などの

もに暮らす

③困難な状況下でも最期まで生き、悔いの

専門職やボランティアが生活を支える

⑤死を、今を生

う。地域が理解し、喜んで受け入れてくれますか？」
取りに、そこまで献身的に打ち込めるのですか？
密着介護では、嫌になっても逃げらませんよね」

完全

櫻井さんは、ときどき言葉を止めながら、ていねいに

答えた。「いくつか候補地を回って地元の方に難色を示
され、やっと受け入れてくださったのが今の場所でし

た。地域に根付くのに大事なのはやはり、『おばあちゃ
んがそこで亡くなったよ。いい看取りだったよ』と認め
ていただけることだと思います」「自分もスタッフも、
神様から与えられた仕事だと思ってしています。うまく
言えませんが……。私がクリスチャンだと告げると、自
分の信仰に振り向かれる入所者もおられます」

予定調和的なハウツー入門講座を予想していた私は、

本音のガチンコ・トークに驚かされた。

議論をとりまとめて、光彦さんが結んだ。

「キリスト教と仏教の違いはあるけど、『みぎわ』は

きる人につなぎ、看取りの文化を地域に広げる、といっ

お寺のようなもんやね。出会いの『場』があり、日常生

て、「みぎわ」で生活する人々の毎日を紹介した。

とりこぼしてきたものを拾い直すことやと感じました」

たホームホスピスの基本理念を説明。スライドを映し

……とここまでは、よそでもありそうな講演会。本当

の聴きどころは、その後に繰り広げられた討論だった。

うらしま

奈良県のホスピスとがん医療をすすめる会会長、浦嶋

ひであき

偉晃さんと、秋田光軌さんの父の大蓮寺住職、秋田光彦

活という儀礼がある。看取り文化とはそこで、私たちが

契機になったオウムと大震災
應典院の歴史は古い。1550（天文19）年創建の大蓮寺
せい よ ざいけい

いんせい

の三世、誓誉在慶の隠棲所として、大阪冬の陣が起きた
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1614（慶長19）年に建てられた。第二次世界大戦時の大
阪大空襲で大蓮寺とともに焼失し、廃寺同然になってい
たが、大蓮寺創建450年を前に1997年、当時は大蓮寺副
住職だった光彦さんが中心となって再建した。

その前後の経緯を光彦さんが、『葬式をしない寺

阪・應典院の挑戦』（新潮新

大

書、2011年）＝写真＝に詳し

ミナー室やギャラリーを備えた異色の寺が完成した。

「葬式しません」「どなたでもご利用ください」と呼

びかけたが、すぐに反響があったわけではない。文字通
りがらんどうの１年が過ぎた頃、いち早く見つけてくれ
たのは、アマチュア演劇の若者たちだった。新築で立地
がよく、手軽に借りられる。口コミで評判が広がった。
今、「日本一若者が集まる寺」と呼ばれている。演劇

く書いている。あいにく現

関係を中心に、年間約３万人が訪れる。

い。概容を紹介しよう。

か、應典院でこの１年間に開かれた主な催しを、ホーム

きなきっかけになったのは、

吃音教室」「上田假奈代・ＡＰＭ『詩の学校』」「コモ

在、版元品切れで入手が難し
再建する寺の姿を考える大

80年代末から90年代にオウム
真理教が起こした一連の事件

もちろん、演劇だけではない。前に紹介した２つのほ

ページから名前を拾うと、「いのちと出会う会」「大阪
ンズフェスタ」「まわしよみ・イスラーム～宗教記事を

読み解く連続会」「セッション！ 仏教の語り芸～伝統

だった。「優秀な若者が、な

VS創造」「ブッダのめがね」「グリーフタイム」……。

とつぶやいた光彦さんは、若

どの案内チラシが山のように置かれている。ごく一部を

あんた方がぼやぼやしてるからやないですか」

時の閉門まで連日、明かりがともって声が絶えない。

ぜあんなカルト宗教に……」
い檀家から痛烈な一撃をくらった。「そら、住職さん、
さらに95年、阪神・淡路大震災が起きた。光彦さんは

玄関を入ったロビーには、全国から寄せられた演劇な

４・５㌻の下に紹介する。ホールやセミナー室には夜10
應典院の責任者である主幹は、初代・光彦さんの後、
ひろのり

被災地で救援活動をしながら、延々と広がる惨禍にぼう

第二代・山口洋典さん（現・立命館大学准教授）が10年

自分に何ができるだろう。答の出ない問いに悩んだ。

軌さんや齋藤佳津子主査らスタッフと、会員約100人の

然とした。多くの人々が救いを求めて寺に来た。僧侶の
オウムになくて寺にあるものは何だろうと考えた。か

間務め、今年４月、光軌さんがバトンを引き継いだ。光
ク

ラ

ブ

ＮＰＯ組織、應典院寺町倶 楽 部 が連携し、学び、アー

つて大蓮寺が、現在の天王寺高校となった寺子屋を開い

ト、ケア、まちづくりなど、寺を拠点とした多くの事業

帳や勧進興行を催したりした歴史に着目した。

トナーとして、物心両面から支える。

たり、近松門左衛門の「曽根崎心中」にも登場し、出開
――そうや。地域の「学び」「癒やし」「楽しみ」の

拠点だった原点に立ち返ろう。広く街に向かって開かれ
た「場」をつくろう。そこに行けば、必ず誰かと出会え
る場所。演劇や美術展を催し、生病老死について語り合
い、我を超えたかかわりあいが得られる場所。

東京に出て学生のときから映画プロデューサー兼脚本

家になり、元祖フリーターのような生活を送った経験が
ある光彦さん。同じような境遇にある若者たちに寄り添
い、その志を支えたいという気持ちもあった。

を展開している。さらに、大蓮寺とパドマ幼稚園がパー

寺を揺さぶり動かしてほしい
駆け足で見学と取材を終えて、光軌さんに、感想とい

くつかの質問を投げかけた。

――應典院には、お葬式や墓地の維持管理など、従来

型の寺の役目を担う大蓮寺からのサポートがあり、光彦
さんらが積み重ねられた活動の実績があります。とても
恵まれた環境に見えます。
秋田

その通りです。應典院寺町倶楽部の会員やパド

広告会社代表、まちづくり研究者ら仏教外の仲間が、

マ幼稚園のマンパワーにも支えられています。そのおか

階建て、本堂は音響・照明設備を備えた円形ホール、セ

でも、だからこそ、与えられたものの上に、あぐらをか

プロジェクトに共鳴して集まった。鉄筋コンクリート二
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げで、自由な発想で思い切ったことをできるわけです。

仕事場拝見
さ り ゅ

｢S alut｣ は應典院寺町倶楽部の

「市民との協働」広報紙で語り合い

広報紙だ。フランス語で「救い」
という意味。開くとほぼＡ２判大
で、隔月刊で活動状況や催しを知

らせる。７・８月号の vol.104 ＝
写真＝では、事務局長の秋田光軌
さんと会長の西島宏さんが、「市
民の持つ創造力と協働しよう」な
どと、倶楽部が目指す新しい組織
運営を語り合っている。

いてはいけません。先人の志をしっかり受け継ぎ、さら

化祭ともいうべき催しです。ここの参加者、出演者にも

――今でもすでに、十分に立派な活動をされているよ

り入れ、「がらんどう」の正反対、いわば共有の場とし

に開かれた寺にしなければと思っています。
うに思います。どこが問題なのですか。
秋田

これまでは、普段の演劇公演を別にすると、寺

の側が場を整えて門を開き、いろいろな企画・催しをし
て引っ張ってきた20年だったと思います。次の20年は、

入会を呼びかけます。外から新しい知と血を積極的に取
て１年中開かれ、来ればいつでも、何か新しいことに出
会えるといった應典院を目指します。

――「変革」は、もう動き出しているのですか。
秋田

第20期が始まった６月に「新運営検討会議」を

もっと多様な市民が集まって協働を活性化させ、寺がお

立ち上げました。寺町倶楽部の事務局と、深く継続して

「こんなこともしたい」「ここの門をもっと開いて」と

年度内に結論を出し、2017年に実際の組織変革をスター

膳立てした催しに受け身で参加するのではなく、逆に

寺を揺さぶって動かす人の輪が広がってほしいのです。
――具体的に、どんな構想を。
秋田

寺町倶楽部の会員を増やし、機動力を高めたい

と考えています。これまでは基本的に、スタッフ、事務
局主導で活動してきましたが、今後は会員同士がふだん
から提案を交わし、実際に事業を企画し、運営を担って
くれる仕組みをつくります。

例えば、毎冬開いている「コモンズフェスタ」は、市

民が自由に企画して集う、アートとＮＰＯの総合芸術文

関わってきた同倶楽部の会員らが議論を進めています。
トさせます。

静かだが明快。決意に満ちた言葉が返ってきた。

浄土宗大蓮寺塔頭 應典院

〒543-0076 大阪市天王寺区下寺町1-1-27
☎ 06-6771-7641

FAX 06-6770-3147

E-mail：nfo@outenin.com
URL：http://www.outenin.com/
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21世紀の茶室を
設計しませんか
新時代にふさわしい立礼式茶室の空間をデザイン

してください――同志社大学京都と茶文化研究セン
ター（佐伯順子センター長＝社会学部メディア学科
教授）が国際コンペティション「21世紀の茶室」を
企画し、幅広い応募を呼びかけている。

「1872年、日本初の国際博覧会・京都博覧会で裏

千家第十一代当主・玄々斎は『立礼式』と呼ばれる
椅子とテーブルによる茶会の形式を考案しました。
しかし、畳の上での正座形式と比べるとカジュアル
な印象を与えていることは否定できません。一方、
お身体が不自由な方やご高齢の方、畳の生活に慣れ

ない若い世代や海外の方には正座形式は不向きで
す。お客様へのホスピタリティーを大切にする街で
ある京都で再びグローバルなおもてなし精神に基づ
いた立礼式の茶室が生まれ、より多くの方たちに茶
文化を親しんでいただければと願っています。世界
の建築とインテリアデザインに携わる方々や学生の
皆様に『21世紀の茶室』への素晴らしいアイディア
を呼びかけたいと思います」（案内チラシより抜粋
・要約）

作品の応募要領と選考方法などは、次ページ上段

の通り。茶室は20人程度の茶会が開けることが条件
で、和風・洋風、伝統的・前衛的などといった設定
は自由だ。平面図の縮尺は必ず表記し、使用言語は
日本語または英語とする。

同志社大学・京都と茶文化研究センターが国際コンペ

高齢者も若者も

楽しめる立礼式
えんのうさい

だ八重は、裏千家13代家元・千宗室（圓能斎）の母
ゆ

か

こ

・猶鹿子に出会って茶道に親しみ、圓能斎に入門し
て茶道教授の資格を得ました。新島旧邸にある茶
じゃくちゅうあん

へんがく

き ごう

室、寂中庵の扁額は圓能斎の揮毫です。八重は、襄
と死別した後も篤志看護婦として社会参画し、人々
をケアする一方、86歳で他界するまで茶道に打ち込
み、時代に先駆けて多くの女性に教授し、今日につ
ながる大きな功績を残しました。裏千家15代・前家
元千玄室氏も本学で学ばれました。同志社はお茶
と、とても縁が深いんです」

「京都には、千年余の歴史を背景に、次代ヘの文

化継承を目指す数多くの拠点が点在しています。本
センターでは茶文化をテーマに、これらと積極的に
協同し、緻密なネットワークを形成しながら地域活
性化に貢献し、国内外に向けて新たな文化を発信し
ていくことを目指しています」

同志社大学京都と茶文化研究センターは、2014年

７月に開設された。同大学の文系・理系の研究者と
在京の行政、製茶業界、出版関係者ら計10人が研究
メンバーとして名を連ねている。京都と茶文化の関
わりなどについてこれまで、学内外から講師を招い
て研究会を重ねた。昨年10月には公開シンポジウム
「古典の美が創る京都の魅力」を 同志社大学創造経
済研究センターと共催した。

佐伯センター長はさらに「茶の様式美・伝統文化

佐伯センター長は、同志社大学の創立者・新島襄

としての面だけでなく、将来的には、茶の廃棄物利

ンだった新島八重に託して、「現代の茶」への思い

めざしています。今回のコンペを、センターの活動

の妻で、ＮＨＫの大河ドラマ「八重の桜」のヒロイ
を語る。

「明治維新後に兄・山本覚馬を頼って京都に住ん

６
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用など、理系の成果も発信して社会貢献することを
のウイングを徐々に広げるきっかけにしたい。多く
の方々の参加をお待ちしています」と話している。

21世紀の茶室

国際コンペティション「21世紀の茶室」

◇主催

同志社大学・京都と茶文化研究センター

◇参加資格

特になし

◇第一次審査資料

Ａ１判ヨコ使い上下２段パネル展

示を想定したPDFデータ。Ａ１パネル２枚それぞれ
の左上隅にE-maiアドレスを12㌽サイズで記載する

◇第一次審査資料提出期限

2016年10月10日

◇審査資料送付・問い合わせ先 rc.kycha@gmail.com
件名は「同志社大学／京都と茶文化研究センター茶

室デザイン係」とし、メール本文に氏名、経歴、
e-maiLアドレスを書き添え、PDFファイルと共に
送ってください

◇審査委員

近藤誠一（元文化庁長官）／團紀彦（建

築家）／佐伯順子（同志社大学教授・京都と茶文化

研究センター長）

◇賞

１等１点、２等２点、佳作３点。以上入賞者６

名の京都茶会へのご招待／記念品の授与

◇審査過程

第一次審査で入選20作品を選定し、10月

20日 に Ｈ Ｐ［http://kyoto.cha.doshisha.ac.jp］ に 結 果

を公表します。パネル製作を主催者側で行い、11月
10日より2017年１月15日まで同志社大学ハリス理科
館付属ギャラリーにて、東京・銀座ギャラリームサ
シにて2017年２月20日より２月25日までそれぞれ展

示する予定です。審査委員会は2016年11月10日に６
点の最終候補案を選定しＨＰに公表するとともに、
参加チーム代表各１名を京都へ招待し、12月10日に
同志社大学において公開審査形式による第二次審査
を行い、上記入賞者を決定します。

花を

訪ねて

秋の風を呼び込む客人

シュウメイギク

キンポウゲ科

花言葉：忍耐ほか

かに彩る紅葉もいいけれど、秋には確かに、白い花
がよく似合うようだ。

本種は、古い時代に中国から渡来した。各地の里

山などに野生化している。原種は赤紫色の一重の花

ぼ たん

しゃくやく

も、秋牡丹、秋芍薬、加賀菊、越前菊など、異名、

ご当地名が多い。名前は菊だがキク科ではなく、春
に咲くイチリンソウ、ニリンソウなどと同じキンポ
ウゲ科のアネモネの仲間だ。

ほかにもキショウブ、ハルジオン、ヒメジョオ

だが、写真の白い品種もよく見かける。木陰から涼

ン、レンゲ、シロツメクサ、マツヨイグサ、フジバ

た心身を、ふっと元気づけてくれる。いささか型ど

が付いて、今ではすっかり在来種のように思われて

しげな風情を投げかけて、夏の猛暑に痛めつけられ
おりだが、日本の里の秋をしみじみと感じる。

漢字で書くと秋明菊。京都・貴船でよく見られた

ことから、関西では貴船菊の名で親しまれる。他に

カマ、シュウカイドウ、ヒガンバナ……。和風の名
いる花々も、ルーツをたどると、外国から入ってき

▲大阪府豊中市・服部緑地公園で

「青春」「朱夏」に対して「白秋」。野山を鮮や

まれびと

たものが多い。これらの客人を抜きにして現代の四
季の風景は、もうほとんど考えられない。

Asahi Kansai Square
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http://www.kosetsu-museum.or.jp/

日、朝日新聞大阪

㊦井上さんの

㊧語り合う井上章一さん（左）と白

井聡さん＝８月

本社アサコムホール

著書『京都ぎらい』（朝日新書）

11

戦火を抑止した京の街並み
第９回

井上 章一さん（建築史家）

観光ブームが変えてしまった
さとし

政治学者の白井聡さんがホスト役を務める対談・対論

イベント「第９回

関西スクエア中之島クロストーク」

が８月11日、大阪市北区の中之島フェスティバルタワー
であった。著書『京都ぎらい』が話題の建築史家、井上

心意気で街づくりを」と話した。

話題は天皇制に移った。井上さんは「戦後、天皇制を

存続させることに不安を感じる国々を安心させるため

に、マッカーサーは憲法９条を用意した」。白井さんも

章一さんをゲストに迎え、建築と戦争のかか

「天皇制の存続と憲法９条はワンセット。憲

た。

現在のあり方も揺らがざるを得ない」と話

わりや天皇陛下の生前退位について語り合っ

法改正を論じるのであれば、象徴天皇という

白井さんは戦後71年の終戦の日を前に、第

し、生前退位をにじませた天皇陛下のお気持

２次大戦について話題を振った。井上さん

ち表明が持つ歴史的な意味を語った。

は、イタリアがローマを空襲された直後に敗
北を決めたことを紹介した。「ローマ帝国の

陛下のビデオメッセージについて、白井さ

んは「象徴として務めを果たすことは、単に

遺産やバロック時代の宝物のような建物があるローマが

生きて心臓が動いていればいいということではないと明

東京に初めて爆弾が落ちてから３年以上持ちこたえた。

だめだと言い切った。そこに天皇の思想を感じた」と話

火の海になることに耐えられなかった。一方、わが国は
守るべき建築文化がなかったと、しみじみ思う。街に宝
のような建築があると戦争の抑止になる」

戦後の京都について、井上さんは「戦争中はおおむね

古い街並みは守られたのに、観光客が増え始めた1960年
ごろからすっかり街を変えてしまった」。2015年から京
都に住む白井さんは、「規制が厳しく高層ビルが建てら
れず、不動産価格が高い。実利的な住み心地がよくない
のであれば、いっそのこと『京都を中世に戻す』という

確に言い、摂政が長年にわたって代行することも絶対に
した。

井上さんは「敗戦時、昭和天皇を上皇にする話があっ

た。京都の仁和寺に迎えることまで考えられた。上皇に
関する規定はなかったけれど、その気になれば、やれな
いことはないと思っていたのかな」と話した。

◇この日の詳報は、８月23日付朝日新聞朝刊に掲載され
ました。朝日新聞デジタル（http://digital.asahi.com/）
でもお読みいただけます＝有料

Asahi Kansai Square
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歩み出そう。復興へ
熊本地震報道写真展から
「2016年４月14日と16日。熊本県は最

大震度７の激しい揺れに二度襲われ、そ
の後も1500回を超える余震にさらされま
した。何が起きたのか、人々はどのよう
に立ち上がり、どのような一歩を踏み出
そうとしているのか。被災地と心をあわ
せ、復興へ歩み出す一助となれば幸いで
す」（主催者のあいさつ文から要約）

朝日新聞熊本地震報道写真展が９月１

～16日、大阪市北区中之島２丁目の中之
島フェスティバルタワー13階ロビーで開
かれました。展示の一部を誌上で紹介し

ます。10月28日（金）～11月６日（日）
にも同会場で、中之島まるごとフェステ
ィバル2016の一環として、東日本大震災
の写真とともに一部を再展示します。開
屋外の避難所で毛布にくるまり寒さをしのぐ女性＝４月15日早朝、益城町

場午前10時～午後11時。入場無料。

山肌や崖が崩れて国道
号を寸断。阿蘇大橋（右下）も崩落した＝４月

57

被害にあった自宅付近で、土砂の中から思い出の品
を見つけ笑顔を見せる少女ら＝４月19日、南阿蘇村

日、南阿蘇村、本社ヘリから

16

屋根瓦が落ちた熊本城＝４月

避難所を訪れ被災者の髪を洗う
美容師＝４月25日、熊本市南区

感謝の言葉を書いたのぼりを
持つ女性＝４月22日、高森町

日、熊本市中央区、本社ヘリから

16

活動を再開し、保育園で歓迎を受けるくまモン＝５月５日、西原村

全 面 広 告
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http://marimekko-exhibition.jp/

イベント・出版等の情報

生きた話しことばのプロによる生きた日本語論
『賢人の雑学』佐藤 弘樹〈著〉（ケイエスティープロダクション 1,200円＋税）
本の中ほどに「言わずもがな」と題し

1993年から四半世紀近くにわたってパーソナリティーを

た短い文が載っていて、日本を世界一の

務めている。その前には京都外国語大学で英米語学を学

エドワード・ホールの学説が紹介されて

在は京都外国語大学や同志社大学で教壇に立つ。生きた

ハイコンテクスト カルチャー

高文脈文化国とする米国の文化人類学者
いる。高文脈文化とは、ことばより言外のニュアンスの

ローコンテクスト カルチャー

割合が多い「言わずもがな」の文化。反対に低文脈文化
とは、ことばがすべてで、ことばにしないと伝わらない
文化だ。高文脈文化の国は、日本の次に韓国、サウジア
ラビア、中国が続き、最も低文脈文化の国はスイスで、
ドイツ、オランダ、米国が続く。

び、在ケニア日本国大使館在外派遣員などを務めた。現
話しことばとしての日本語と英語の、プロ中のプロの使
い手で、教え手だ。いったいどんな言語感覚を持ってい
る人なのだろう。興味を持ってページを開いた。

ベストセラーになっている井上章一さんの『京都ぎら

い』（朝日新書）も取り上げられている。著者は、京都
には何種類かの「暗証番号」があり、

なるほど、そういうことか。最近よ

それを知っていれば、「開かずの扉」

く出くわすさまざまなコミュニケーシ

でも簡単に開くが、番号を決して公言

ふ

ョン不全が、ストンと腑に落ちた。

してはならないし、番号が変更されて

不幸は、それが国際化の大波にさら

いないかの確認を常に怠ってはならな

された外国との関係だけではないこと

い……などと述べ、同書を「今の暗証

だろう。「一から説明しないとわから

番号を知っている仲間からの告発の書

んのか」と言う中年と、「言ってもら

と言えるだろう」と書いている。暗証

わないとわかりません」と言う若者。

番号を知らない私には、何やら謎めい

両者とも、自分が発信者のときは高文

ているけれど、意味深長で想像をかき

脈文化を背景とし、受信者のときは低

立てられた。

文脈文化を理由にして、都合よく使い

ネタバレになるといけないので、以

分けていると著者は指摘する。

前者は伝えようとする努力を怠り、

下、目次のタイトルだけを記す。

「顔のないヒトラーたち」「ニホン
た

後者は相手の真意を測る想像力を欠く。何が人々をそう

ゴガツウジナイ…」「角を矯めて牛を殺す」「元気です

いう側面は確かにあるかもしれないが、時代の病根はも

理由」「塩梅」「ますます増えそう、変な日本人」「そ

させたのかと突き詰めると、若者のことば理解力低下と
っとはるかに深いことに気づかされる。卓見だ。

正直に白状しよう。新聞記者の多くは「活字メディア

こそ言論・言語文化の王道」などとうそぶきながら、実
は、同じくことばを扱う稼業であるラジオのパーソナリ
ティーに、抜きがたいコンプレックスを抱いている。
い

何しろ、発することばの活 きのよさが違う。談論風

発、アドリブ自在。ゲストとのやりとりは丁々発止。し

か？

と聞かれたら」「日本人が英語ができない本当の
あんばい

ひきょう

れ皆、卑怯さ故なり」「同じ世代のパワハラ考」……。
小ぶりな本だが、読みごたえはズシリと重かった。タ

イトルにも帯にも、それとは一言もうたっていないが、
出色の生きた現代日本語論だと感じた。

ケイエスティープロダクション（KST Production

〒

604-0866 京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町1602

☎ 075-708-5304

FAX 075-708-5314）は、今春新し

かも、紙面に載るまでに多くの人が目を通し、書き直せ

くできた編集プロダクション。本書が初めての刊行書籍

どうしてあんなに度胸よく、すらすらとことばが出てく

いる。代表取締役の時岡伸行さんは「まだまだ販路も狭

る新聞記事と違い、生番組なら瞬時にリスナーへ届く。
せんぼう

るのだろう。嫉妬と羨望を抑えることができない。
アルファ-ステーション

著者は、ラジオ、エフエム京都（α-STATION）の番組
アルファ-モーニング

キ ョ ウ ト

「α -MORNING K YOTO」（月～金曜朝７～10時）で、

だという。表紙の下に「知的シゲキ Books」と銘打って
く、これからの会社ですが、良書を意欲的に刊行してい
きたい」と話している。

Ｂ６判、192㌻、ISBN：978-4-908717-00-0。
Asahi Kansai Square
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とぴっく・ナウ

①

②
栄の歌が聞こえる」

私の「子どもたち」が
ＤＶＤ作品集になりました
映画監督

◇港さんの映画「花のように

港 健二郎さんから

長編劇映画「ひだるか」＝チラシ写真①

長編ドキュメンタリー映画「荒木栄の歌が聞

こえる」＝同②

・2013年
・2015年

長編劇映画「あした天使になあれ」＝同③
長編ドキュメンタリー映画「花のように

るがままに〜在日コリアン舞踊家

ペ

イ ファ

https://www.youtube.com/watch?v=_

watch?v=kACHsY3mLwM

のような映画を作って参りました。
・2008年

④

V7HKeD3ho0／「 ひ だ る か 」https://www.youtube.com/

私はこれまで、多くの方々からご協力をいただき、次

・2005年

③

あ

裵梨花」＝同④

アン舞踊家

あるがままに〜在日コリ

裵梨花」を本誌2015年７月号（No.173）

で詳報しました。

「食と健康」をテーマに
第５回「はかる」シンポジウム
大阪市計量検査所所長

今西 正則さんから

「はかる」ことの重要性を再認識し、適正計量に努め

この私の可愛い子どもたちが、ＤＶＤ『港健二郎作品

てもらうことを目的として実施している「はかる」シン

「映画は見てもらってナンボ」の世界でもありますの

る今年は、昨年に続き

集』として世に出ることになりました。

で、発売元のラインコミュニケーションズに心から感謝
するとともに、これらの作品にかかわって頂いたスタッ
フ、キャストの皆さん、応援して頂いた方々に少しでも
恩返しができるかなとうれしく思っています。
まず、「花のように

あるがままに」が８月20日に、

次いで「あした天使になあれ」が９月20日に発売され

ました。いずれも定価4,104円（税込み）。10月20日に
「荒木栄の歌が聞こえる」、11月20日には「ひだるか」

が続きます。そして、来年１月20日には、現在製作中の
「ＩＤＯＭＵ

挑む！～東洋の真珠・山本喜洋・英美の

世界」がリリース予定です。いずれの作品も、アマゾ
ン、ＤＭＭなどの通販サイトにアップされることになっ
ていて、「花のように

あるがままに」「あした天使に

なあれ」は発売中で紹介されています。

４作品の予告編はインターネットで、YouTube の下

記のページからごらんいただけます。
「花のように

あ る が ま ま に 」https://www.youtube.

com/watch?v=2pdnbLBQ8xg／「 あ し た 天 使 に な あ れ 」
https://www.youtube.com/watch?v=RE27j_AggtA／「 荒 木
１４ 2016.10
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ポジウム。第５回とな
「食と健康」の関わり
を取り上げます。身近
な事例をもとにした基
調講演に加え、基礎科
学も、一見計量とは無
縁に思える絵本も「は
かる」に大いに関わり
あることを再認識して
いただく講演とパネル
ディスカッションを開
催します。
◆第一部

基調講演「『はかる』とわかる！体の健康」

山下陽子氏（神戸大学助教）／講演１「方位磁石でノ
ーベル物理学賞を見る」齋藤吉彦氏（大阪市立科学館
長）／講演２「絵本『おおきいサンタとちいさいサン
タ』の朗読」谷口智則氏（絵本作家）

◆第二部

パネルディスカッション「大人にも子供にも

大事なこと！はかること!!」

コーディネーター：藤

原明氏（りそな総合研究所株式会社リーナルビジネス

とぴっく・ナウ

部長）／パネリスト
智則氏

◆第三部

山下陽子氏、齋藤吉彦氏、谷口

参加者の中から抽選でＧＴパックを10名様、

活動量計を８名様、200g分銅を50名様にプレゼント

◇とき

11月５日（土）13時半～16時（開場12時半）

◇ところ

大阪産業創造館４Ｆイベントホール（大阪市

中央区本町1-4-5）

※地下鉄中央線堺筋本町駅２番

出口、同堺筋線堺筋本町駅12番出口から各徒歩約５分

◇定員260名。参加無料。応募者多数の場合は抽選
◇申込方法・期間

申込者の住所、氏名、電話番号、フ

ァクス番号を明記し、次のいずれかへ10月17日（月）
までにお送りください。参加が決定した方には、当日
用の参加票を送ります。

・はがき

〒552-0005 大阪市港区田中3-1-126

大阪市

計量検査所「はかる」シンポジウム係。当日消印有効

・ファクス

06-6577-5808へ。

・E-mail keiryou5889@city.osaka.lg.jp へ。

※１人１件のお申し込みが必要｡ 複数で参加ご希望の場
合は、人数分を別々にお申し込みください。座席が必
要な連れのお子さまの分も別にお申し込みください。

◇主催・お問い合わせ先
6577-5888

大阪市計量検査所（☎ 06-

受付日時：平日９時〜17時半）

環境NPOのスキルアップへ
役立つセミナー３講座

NPO法人 エコネット近畿さまから

「伝えたい人」に「伝えたいコト」を届けるスキルみ

◇内容

環境事業運営に必須の資金調達。 一人で悩ん

でいませんか？

資金提供者に思いの伝わる企画書の

作り方、本当は教えたくない助成申請書のコツなど具
体的アクションにつながるワークショップをします。

第２回「共感を生み出す三つ折りリーフレットづくり」
◇とき

11月17日（木）18時半～21時

◇講師

林田全弘さん（小さなＮＰＯを応援するデザイ

◇内容

読み手の心をギュッとつかむリーフレット作り

◇ところ

大阪市立総合生涯学習センター第５研修室

ナー）

を通して、共感を呼ぶ活動の伝え方、見せ方のポイン
トを学びます。団体のリーフレットをすでにお持ちの
方も、これから作る方にも役立つ講座です。

第３回「顧客管理から学ぶ市民団体の運営方法」
◇とき

12月１日（木）18時半～21時

◇講師

細谷崇さん（元ＮＰＯ代表理事のＷＥＢシステ

◇内容

会員を集めたい！寄付をもっともらいたい！活

◇ところ

大阪市立総合生涯学習センター第５研修室

ム屋さん）

動にもっと参加してもらいたい！

その前に、団体か

ら情報を伝えたい人の情報をちゃんと整理できてます
か。顧客管理と情報整理の方法を学びます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◇各講座とも定員20名（先着順）
◇参加費

一般：各回1,000円、全３回一括2,500円（初

回受付時にお支払いください）。会員：各回 800円
（申込同時の入会可・割引適用）

◇お申し込み

06-6949-8288

ＮＰＯ法人エコネット近畿事務局（FAX
☎ 06-6881-1133

E-mail：yoyaku@

がきの３日間です。平成28年度大阪市ＮＰＯ・市民活動

econetkinki.org）へ、参加希望の講座／お名前／所属

す。初回開催までに全３回一括お申し込みいただいた方

電話番号／E-mail アドレス／セミナーに期待するこ

企画助成事業として、下記のテーマで３講座を開催しま

団体／年齢○○歳代／性別／住所／お昼間連絡のつく

には、参加費割引があります。

と／ご質問、を記入し、FAXまたは E-mail で。各講

第１回「環境事業に必要不可欠な資金調達のノウハウ」
◇とき

10月13日（木）18時半～21時

◇ところ

大阪市立総合生涯学習センター第８研修室

（大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第２ビル５階）

◇講師

寺川裕子さん（特定非営利活動法人里山倶楽部

理事・事務局）

座の申込締め切りは、全講座に参加する＝10月７日／

第１回＝10月７日／ 第２回＝11月11日／第３回＝11
月25日。お問い合わせもエコネット近畿事務局へ。

※講座の詳しい内容と、申込用紙が付いた案内チラシを

http://www.econetkinki.org/blog160818224334.html に ア
ップしています。

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからのご寄稿を、

・案内で、できるだけ簡潔に。いずれも写真・図付

活動報告、時事ニュースへの感想・提言、身辺雑記

で朝日新聞関西スクエア事務局（19㌻に連絡先）

お待ちしています。「視点／私点」は仕事や研究の
など。800字（400字詰原稿用紙２枚分）を目処に。
「とぴっく・ナウ」は催し物や出版などのお知らせ

きを歓迎します。郵便またはファクス、Ｅメール
へ。11月号への掲載をご希望される分は、10月17日
（月）必着でお送りください。
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大学ミュージアム スタンプラリーとギャラリートーク
かんさい・大学ミュージアム連携実行委員会さまから
関西圏にある17の大学ミュージアム（博物館・美術館・文学館等）が連携して、大学組織の枠組みを越えた人

材育成や地域貢献を行っています。様々な可能性を持つ大学ミュージアムの扉を、ぜひ開いてください。
☆スタンプラリー☆

13時半～14時半。定員20名。無料。要申込。 http://

各大学ミュージアムでスタンプ台紙を入手して窓口で

スタンプを押してもらい、スタンプが10種類集まった

ら、各大学ミュージアムの窓口へお持ちください。大学
ミュージアムグッズの詰め合わせをプレゼントします。
◇とき

◇連携館

９〜12月

ム／大阪青山歴史文学博物館／大阪医科大学歴史資料
館／大阪大谷大学博物館／大阪音楽大学音楽博物館／
大阪芸術大学博物館／大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学
館／大阪商業大学商業史博物館／大阪商業大学アミュ
ーズメント産業研究所／大阪大学総合学術博物館／関
西大学博物館／関西学院大学博物館／滋賀大学経済学
／常翔歴史館／奈良大学博物館／武庫

川女子大学附属総合ミュージアム設置準備室／和歌山
大学紀州経済史文化史研究所

※プレゼントのお渡しは、来年１月20日までに受け付け
たもので、お１人様１回限りの交換とし、なくなり次
第終了します。各ミュージアムの開館日、開館時間な
どは、ホームページなどでご確認ください。

☆ギャラリートーク☆

期間中に開催されるギャラリートーク参加者にオリジ

ナルシールを配ります。シールを３枚集めたら、大学ミ
ュージアムグッズ１点をプレゼントします。各館先着30
名。プレゼントはなくなり次第終了します。

※ギャラリートークの詳細は、各ミュージアムのホーム
ページをご覧ください。実施日程は予告なく変更する
ことがあります。

：bungakukan@osaka-shoin.ac.jp

・大阪商業大学商業史博物館

11月10日（木）14時～

14時半。無料。申込不要。http://ouc.daishodai.ac.jp/

10月８日（土）、11月２日

（水）、30日（水）すべて14～15時。無料（別途入
館料が必要）。申込不要。 https://www.osaka-aoyama.
ac.jp/facility/museum/

・大阪大谷大学博物館

〔講演会〕10月８日（土）14

～15時半。無料。申込不要。http://www.osaka-ohtani.
ac.jp/facilities/museum/

・大阪芸術大学博物館

・大阪商業大学アミューズメント産業研究所

10月25

日（火）14時～14時半。無料。申込不要。http://ouc.

daishodai.ac.jp/ams_labo/
・大阪大学総合学術博物館

10月20日（木）、11月17日

（木）ともに14～15時。定員20名。無料。申込不要。
http://www.museum.osaka-u.ac.jp/

・関西大学博物館

10月13日（木）、12月７日（水）

ともに14時～14時半。無料、申込不要。http://www.
kansai-u.ac.jp/Museum/

・滋賀大学経済学部附属史料館

10月13日（木）、14日

（金）、27日（木）、28日（金）、11月10日（木）、
11日（金）すべて12時半～13時。10月22日（土）15時
10分～16時10分。すべて無料。申込不要。http://www.
econ.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=10/1

・和歌山大学紀州経済史文化史研究所

11 月 11 日

（金）13時～14時半。無料。申込不要。http://www.
wakayama-u.ac.jp/kisyuken/index.cgi

☆関連行事☆

・上方伝統文化体験講座「上方歳時記

黒御簾音楽」

10月28日（金）14～16時。会場・お問い合わせ先：関
西大学博物館（☎ 06-6368-1171

http://www.kansai-u.

ac.jp/Museum/）

・大阪青山歴史文学博物館

10月20日（木）12時40分から約

30分。無料。申込不要。http://www.osaka-geidai.ac.jp/
・大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館
Asahi Kansai Square

・シンポジウム「江戸時代のコメと納税―幕府領年貢
の江戸廻米と納庄屋―」

11月19日（土）14時～16時

半。会場：大阪商業大学ユニバーシティホール蒼天。
お間い合わせ先：大阪商業大学商業史博物館（☎ 066785-6139 http://ouc.daishodai.ac.jp/museum/）
・大学ミュージアムをめぐるシンポジウム「学校の歴
史と大学ミュージアム」（仮題）

12月11日（日）

13時半～17時。会場：グランフロント大阪ナレッジ
キャピタル

カンファレンスルームC01+02。お問い

合わせ先：大阪大学総合学術博物館（☎ 06-6850-6714

geidai/facilities/museum/
１６ 2016.10

E-mail

museum/

追手門学院大学附属図書館宮本輝ミュージア

部附属史料館

bungakukan.osaka-shoin.ac.jp/ ☎ 06-6723-8182

11月11日（金）

http://www.museum.osaka-u.ac.jp/）

とぴっく・ナウ

通崎睦美コンサート

今、甦る！木琴デイズ

木琴・マリンバ奏者、文筆家

通崎 睦美さんから

木琴奏者・平岡養一（1907〜1981）は、戦前アメリカ

に渡ってラジオのレギュラ一番組を持ち、10年９ヶ月に
わたって毎朝の生放送を続けました。人気を博した理由
の一つには、平岡独特の郷愁を誘う叙情的なトレモロが
あ

挙げられます。同音を連打するトレモロは、音を伸ばす
だけではなく、弦楽器や管楽器のヴィブラートのよう

に、音楽に表情をつける役目も担っています。トレモロ
を多用する楽器として、木琴と並んで思い浮かぶのが

「マンドリン」。イタリア発祥、ヴィヴァルディの時代
な

じ

からヨーロッパで親しまれましたが、日本でも馴染みの
ある楽器となりました。詩人の萩原朔太郎、画家の藤田

つぐはる

vol.６「郷愁のトレモロ」

待草、〈木琴＋ギタ
ー〉ピアソラ：「タ
ンゴの歴史」より、
〈木琴＋チェロ〉ヴ
ィヴァルディ：「忠
実な羊飼い」より、
〈マンドリン＋ギタ
ー〉ポンセ／平倉信
行編「エストレリー
タ」、〈木琴＋ギタ
ー＋チェロ〉モンテ
ィ：チャールダシュ
ほか

嗣治、陶芸家の富本憲吉など多くの文化人が愛好してい

◇入場料（各税込み）一般＝前売3,500円、当日4,000円

トリオとして川口さんと活動を共にされている、ギター

※全自由席。未就学児童の同伴入場はご遠慮ください

ます。マンドリンの名手、川口雅行さんと、カヴァサン
の松本吉夫さん、チェロの成川昭代さんに加わっていた
だきます。（案内チラシから要約）
◇とき

11月16日（水）昼＝13時半開場、14時開演

◇ところ

夜＝18時半開場

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）

◇出演

通崎睦美（木琴）、ゲスト：川口雅行（マンド

リン）、松本吉夫（ギター）、成川昭代（チェロ）

◇曲目

〈木琴ソロ〉鷹羽弘晃：木霊〜木琴独奏のため

の、〈木琴＋マンドリン〉多忠亮／西邑由記子編：宵

台風ニモ暑サニモ負ケズ
岩手県のＰＲキャラクター、そば

っちさんに、京都で会いました。

叡山電車と風の駅が主催、岩手県

大阪事務所が後援して叡電鞍馬駅で
ゆうきゅう

開いていた「悠久の風」＝本誌７月

号（No.183）参照＝の一環で、京都
と岩手のお酒を電車の中やホームで
味わうイベントのために訪れたので
す。９月１日、叡電出町柳駅前に立
って道行く人々と記念撮影し、「来

学生＝前売1,500円、当日2.000円

◇チケット販売

チケットぴあ（☎ 0570-02-9999

Ｐ

コード 300-387）、ローソンチケット（☎ 0570-00-

0407、0570-08-4005

Ｌコード 58305）、ＣＮブレ

イガイド（☎ 0570-08-9990）、イープラス（http://
eplus.jp/otonowa/）、高島屋京都店７Ｆチケットショ
ップ（店頭販売のみ）、大丸京都店７Ｆ商品券売場
（同）、otonowa（☎ 075-252-8255＝電話予約のみ）

◇主催・お問い合わせ先

otonowa（☎ 075-252-8255

10～18時半、日曜・祝日休み、土曜不定休。http://
www.otonowa.co.jp）

かり。間に合うかどうか心配でした
が、「約束だからね」と万難を排し
て飛んで来たそうです。

京都市内は、気温が連日30度を超

す猛暑。それでも、源義経ゆかりの
鞍馬寺などを歩き、鞍馬温泉でしば
し疲れを癒やした後、２日後の本番
で岩手県をしっかりＰＲし、ふるさ
とへとんぼ返りしました。きっと休
む間もなく、台風被災地の慰問など
に駆けつけたのでしょう。

10・11㌻の熊本地震の写真グラフ

てね」と呼びかけました＝写真。

に登場したくまモンさんもそうです

直撃を受けて大きな被害を出したば

に改めて頭が下がりました。（雅）

その前々日、岩手県は台風10号の

が、ゆるキャラさんたちの働きぶり

Asahi Kansai Square
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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

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

6222-5222
時半まで）

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

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

「人生の意味」について考える

龍と四神信仰の源流を求めて
邪馬台国・飛鳥への道
奈良大学教授

精神科医

せい じ

小林 青樹

泉谷 閑示

私たちは、物質文明の高度な発展に

古代の四神信仰のなかで龍は最初に

よって、使い切れないほどの情報と物

関わりました。弥生時代後半頃に青龍

かし、それは私たちを必ずしも幸福に

日本列島に流入し、国家形成に大きく

質に囲まれた生活を送っています。し

の図像表現が大陸から伝わり、同時に

水の神、雨乞いの神、そして王の象徴という龍の象徴的
な意味も伝わったのです。卑弥呼の時代には王権の象徴
となり、その後、四神も表現されるようになり、キトラ
古墳壁画の四神像が生まれ、四神思想は都城の設計にも
影響しました。龍と四神信仰の起源はどこにあるのか。
また、四神信仰のなかで、なぜ龍が卑弥呼の時代まで重
宝されたのか。２回にわたりその道筋をたどります。
◇とき・テーマ＝各回10時半～12時
11月４日（金）
11月18日（金）

７つのキーワードで解き明かす
最新の恐竜学 国立科学博物館
標本資料センター・
ディレクター
真鍋 真

近年、２週間に一つ以上の割合で、世界のどこかで新

種の恐竜が誕生しています。2015年は、恐竜初・飛膜を
持ったイー、肉

©

坂田智佐子

ウルスなど、注
目の恐竜が生ま
れました。講座

では、最新かつ最重要な恐竜学の話題を、起源、植物
ひしょう

食、飛翔、水生適応、赤ちゃん、恒温化、鳴き声の七つ
のキーワードで、わかりやすく話します。また、大阪文
化館・天保山で2017年１月９日まで開催される「恐竜博
2016」（朝日新聞社など主催）を徹底解説します。
◇とき

◇受講料

11月19日（土）10時半～12時
カルチャー会員 3,024円、一般 3,672円
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方に暮れる人が増えてきています。これまでのように、
欠乏を埋めようとする「ハングリー・モチベーション」
が生きる目標にはなり得ない現代にあって、私たちは一
体どんなことに「意味」を見つけることができるでしょ
うか。本講座では、受講者の皆さんとの双方向的な対話
を取り入れながら、この大切なテーマについて、深く掘
11月27日（日）14時半～16時

◇受講料

◇受講料（２回）カルチャー会員5,616円、一般6,480円

をもったチレサ

ような空虚感にさいなまれ、生きる意味が見出せず、途

◇とき

弥生・古墳時代の龍と四神信仰

をすりつぶす歯

しているようには見えません。むしろ、かつてなかった

り下げてみたいと思っています。（講師記）

古代東アジアの龍虎と四神信仰

食恐竜初・植物

☎ 06-

カルチャー会員 3,024円、一般 3,672円

京都の名庭を解く 無鄰菴庭園
作庭家・庭園史研究家

重森 千靑

京都は長く日本の中心地として栄え、それに伴って庭

園文化もさまざまな形態へと変貌してきました。その美
と豊かな構成、作者や様式による美しさの相違など、毎
回いろいろな時代から名庭
を 取 り 上 げ て、 見 所、 見
方、楽しみ方をお話ししま
す。今回は、京都疏水脇に
む りんあん

ある無鄰菴庭園＝写真＝を
取り上げます。本庭園は、

明治・大正・昭和初期にかけて京都を中心にして全国の
じ

へ

え

庭作りに大活躍した、第七代小川治兵衛の出世作として
知られている庭園です。自然風景のような作りですが、
従来のような池泉庭園を中心とした手法ではなく、水の
流れをテーマとした庭園で、さらに水の音に対しても気
配りされていることで知られています。本邸の魅力を余
すところなくお伝えしながら、細部に至るまで本庭園の
美をひもといてみたいと思います。（講師記）
◇とき

◇受講料

11月30日（水）13時～14時半
カルチャー会員 2,700円、一般 3,240円

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼旧日本軍が連合国軍捕虜やアジア人労働者を酷使し、
たい めん

タイとビルマ（現ミャンマー）の間に建設した泰 緬 鉄
しょくざい

道。陸軍の通訳として関わり、戦後、タイで贖罪と和解

に尽くした岡山県の男性を追ったドキュメンタリー映画
『クワイ河に虹をかけた男』が、各地で上映されていま
おんしゅう

す。「絶対に許さない」という元捕虜、恩讐を越えた友
情、夫婦愛。見どころ満載ですが、全編を通じ、日本の
戦後処理のあり方が問われています。監督は瀬戸内海放
送記者の満田康弘さん。初任地・高松で一緒にサツ回り
をした同い年の旧友です。20年間も男性を追い続けた満
田さんのジャーナリズム魂に刺激を受け、自分に何がで
きるのか、考え始めたところです。

（中西）

▼「十数社落ちて、うつになった時期もあったけど、た
くさんの会社、すばらしい人に出会えました」。就活を
支援する「朝日学生キャリア塾」の塾生が某大手メーカ
ーの内定を獲得、弊社を訪れ喜びを語ってくれました。
キャリア塾ではエントリーシート書き方講座、模擬面

接などを実施し、私はこの４年間で285人を指導しまし
た。就活売り手市場とはいえ、志望企業に内定するのは
簡単ではありません。就活を通じて、幼かった学生さん
たちは見違えるように成長します。「来春から働けるの

朝日新聞 関西スクエア事務局

が楽しみ。わくわくしています」。10月内定式を前に、
目を輝かせて話していました。９月からスタッフに加わ
りました。どうぞ、よろしくお願いします。

（湯浅）

▼若いときに読めなかった世界の名作文学を、やっぱり
読んでみたくなって、書店を巡りました。ところが、な
いのです。ゾラ『ジェルミナール』、フォークナー『八
月の光』、マルロー『王道』……。かつて本屋に普通に
いと

置いてあった、あの愛しの文庫本たちが。店頭の検索シ
ステムで調べたら、軒並み「在庫なし」「見つかりませ
ん」。読まれなくなった。つくらなくなった。どちらが
卵でどちらがニワトリなのか。古典・定番だからいつで
も買える、と安心していたのが甘かったようです。活字
離れを思い知らされました。こうなったらもう、足腰を
鍛え直して古本屋を回るしかありません。やっと涼しく
なってきたので、にわか筋トレを始めました。（黒沢）
▼関西スクエア事務局で仕事をさせていただいてから、
早いもので１年が過ぎました。あっという間でしたが、
どくしょ会やクロストークなどのイベントに関わって様
々な刺激を受けた１年でした。次回どくしょ会の課題本
のジャンルは時代小説。この仕事をきっかけに様々な本
や話題に触れられることをうれしく思います。（平野）

〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18

FAX：06-6232-2347

なつ こ

朝日新聞大阪本社編集局内

E-mail：square.k@asahi.com

会報編集スタッフ：湯浅 好範、黒沢 雅善、平野 邦字

URL：http://www.kansai-square.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
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大阪市福島区海老江 3-22-61

月～金曜
（祝日除く）10～16 時
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