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日比の友情、
民力でつないだ20年
公益社団法人 アジア協会アジア友の会

水道建設、戦争の恨み乗り越え
大阪のアジア協会アジア友の会（ＪＡＦＳ）は、質の良い水を得られないで苦しむ

アジアの貧しい地域に井戸を掘るなどの支援をしている公益社団法人だ。同会がフィ
リピン、パナイ島のパンダン町に建設した延長 10km の水道は、規模の大きさ、現地

との協力体制づくり、運営のすばらしさで、ＮＧＯ活動の手本とされている。2016年
10月、日比両国の関係者が現地に集い、水道の通水20周年を祝った。 （黒沢 雅善）
まず、おことわりしないといけない。この記事には、
ちゅうりょう

とても頼りにしたタネ本がある。小嶋忠良著『マロンパ
ティの精水
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10月26日、パンダンから20周年記念式典が催される水
源地マロンパティへ向かう途中、ＪＡＦＳ事務局長の村
上公彦は、はるかに続く路面を車窓から見つめ、感慨ひ
としおだった。

すべては、村上にかかっ

てきた一本の電話から始ま
った。1990年。この熱帯の

地のような日差しが焼け付
く真夏だった。

「私ノ町ニ、井戸ヲ掘ッ

テホシイノデス」

声の主の男性は、パンダ

ンから来た留学生で慶応大

ルソン島
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ミンダナオ島

学大学院生のマラグタス・
アマンテと名乗った。しか

し、どうも要領を得ない。村上は改めて彼を大阪に呼ん
だ。アマンテはＪＡＦＳの理事会に出席して訴えた。

パンダンは島の海辺にあって、井戸水に塩分や汚水が

日比関係を考えるとき、第二次世界大戦はやはり避け

混じる。高血圧と心臓病が多発し、感染症で命を落とす

て通れない。フィリピン全土の死者は50万人とも100万

なく使えなくなった。在日フィリピン大使館から国際協

名目で、疑心暗鬼となった日本軍に殺された。「パンダ

人が絶えない。昔、米国の援助で水道ができたが、間も
力機構（ＪＩＣＡ）を紹介されて掛け合ったが、「手続
きに１年はかかる」と言われた。日本のＮＧＯのリスト
を頼りに、あちこちに協力要請もした。しかし、どこか

人超ともいわれる。パナイ島でも民間人がゲリラ退治の
ン町の犠牲者は一二〇人を数えるという聞き取り調査の
結果もある」と『マロンパティの精水』は記す。

しかも、村上は、戦後に同島へ来た初めての日本人だ

らも期待した返事をもらえなかった……と。

った。きれいで安全な水がほしいという願いとは別に、

いわば、万策尽きかけた末の頼みの綱だった。

って話せるが」と村上は言う。「まるで市中引き回しの

唯一、真剣に耳を傾けてくれたのがＪＡＦＳだった。
話は分かった。現地の状況を詳しく知りたい。今度は

村上がアマンテの招待を受けてパンダンへ飛んだ。町長
や郷士会の人々と会った。ところが、みんな無口で妙に
表情が硬い。突き刺すような視線を向けてくる。郷士会
幹部のソニー・アルヒパンの家に招かれ、激しい言葉を
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浴びせられた。「お前たちが、私の子を殺したんだ」。
ソニーの母親だった。
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人々の目が険しくなったのも無理はない。「今だから笑
刑。えらいところに来てしもたと後悔したよ」

反対を押し切って会長が決断
――本当に、井戸で大丈夫だろうか？

いち早く疑問を持ったのは、ＪＡＦＳ理事で後にこの

事業の委員長となる田中久雄（現理事長）だ。電気や水
道の仕事に長く携わった技術者としての直感だった。さ

澄んだ水を満々とたたえるマロンパ

プラインが埋まっとるんやなぁ。

ティの水源＝フィリピン、パナイ島

――この下に、僕らが土と汗にまみれてつないだパイ

フィリピン全土とパナイ島、パンダン町

現地の人たちから険しい視線

仕事場拝見

するＪＡＦＳ会員、川合千代子に意見を聞いた。
「何で、こんなところに井戸が掘れるの？」

川合は即座に看破した。海の近くをいくら掘っても、

まともな水は出ないと。「私がケチをつけたために、多

川合は岐阜市で上下水道の調査・設計などをする太陽

建設コンサルタントの代表取締役、富田和政をＪＡＦＳ
に紹介した。川合本人の言葉を借りると「引っ張り込ん
だ」。富田は村上から「無償で」と協力を頼まれ、ウ〜
ンとうなりながらも、「必ず最後まで完成させる」こと
を条件に引き受けた。「格好いいところを見せたかった

かけた。地形、水源、水量、水質などをつぶさに調べ、
分厚い報告書をまとめた。川合の指摘どおり井戸は「不
可」。町から約10km 離れたマロンパティの山の豊富な

ゆうすい

湧水を水道で導くのをベストとする内容だった。水源地

の標高が町より低いため、途中の丘にタンクをつくり、
ポンプで水をいったんくみ上げるプランも示した。

た。最終的には8,000～9,000万円の大事業となった。

さんざんな目にあった村上だが、いや、だからこそ、

現地の人々と何かをやりたいという思いが日増しに募っ
た。会長の横井克己（故人）に「償いで引き受けるので
はなく、若者同士が手を携える。そんな喜びを分かち合

溝を掘り、１本６㍍のパ

万円程度だった費用予測は、約6,000万円に膨れ上がっ

イプをつないで埋め込む

グランドデザインがようやく見えてきた。当初1,000

鉄筋を張ってコンクリー

富田は自前で、ときに社員を連れ、現地へ10回以上出

ト流しが進む貯水タンク

んだろうね」と少し照れくさそうに当時を振り返る。

コンクリートミキサーを

この一言が事業を正しい方向へ導く転換点となった。

担いで山道を運び上げる

くの人に負担をかけてしまった」と恐縮する彼女だが、

水源を訪ねてサンプルを

断を仰ぎ、さらに、岐阜県大垣市で井戸建設会社を経営

採取。水質などを調べる

要だと確信した。集めた資料を大学の専門家に送って判

水道建設の模様を伝えるＪＡＦＳのアルバムから （１９９３〜９６年頃）

らに現地を見て、将来も水が枯れない恒久的な設備が必

える事業をしよう」と進言した。しかし、ＪＡＦＳには
否定的な声も根強かった。「ＮＧＯには荷が重すぎる」
「こんな対日感情では、とてもやり通せない」……。

93年８月、賛否が真っ二つに割れて結論を出せない理
事会で、ついに横井がたまりかねたように口を開いた。
「僕は、命をかけもてこの事業をやりたい。資金が足

りなければ、僕の生命保険を使ってくれ」

横井は元海軍主計科士官。かつて戦争に加担したこと

への自責の念もあったに違いない。一瞬、部屋が静まり
かえり、すすり泣きが漏れた。もう誰も異議を唱えなか
った。この場を知る人たちは、そう口をそろえる。

頼もしい援軍が続々と現れた
「ちょっと、ロータリークラブへ行ってんか」

東大阪市でテニスクラブを営むＪＡＦＳ理事の坂口久

水道が完成し、蛇口からほとばしるき
れいな水をくんで喜ぶ親とこどもたち
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プレス発表を終えて事業がスタートしたが、難問が山

積していた。特に資金のめどが立たない。会員・市民へ
坂口は男ばかりの集まりに「コチコチに緊張して」出
しにせ

かけ、小嶋文右衛門と会った。京都の昆布製品の老舗、

松前屋の32代目主人で、京都府、滋賀県などをエリアと
する国際ロータリー2650地区の世界社会奉仕委員長。横

20

月

10

井は小嶋と旧知の仲で、支援をすでに頼んでいたが、ロ

26

日

ータリーが組織として動いてくれるには、広く合意を形

年前に植えたマホガニ

募金を呼びかけるが、大口支援を何とかまとめたい。

水源地に

ーが大木に育っていた＝

代に、横井と村上から声がかかった。

成する必要がある。それを促すのが坂口の使命だった。
小嶋は同地区の責任者であるガバナーの坂部慶夫を説

得して了解をとりつけ、95年３月、パンダンを訪れた。

――彼女の悲しみ、苦しみを全部分かることはとても

横井、田中、坂口も同行した。酷暑の熱帯なのに、風呂

できない。でも、できる限り理解するよう努めよう。

寝。小嶋はそんな環境に弱音も吐かず、町長らから熱心

度目かの訪問のとき、ローザが申し訳なさそうに岩田に

小嶋の熱意が伝わったのだろう。帰国すると各地のロ

ローザの息子の一人が、50歳を超えたばかりで病死し

どころか顔を洗う水も満足にない。夜は狭い部屋に雑魚
に話を聞き、視察を続けた。坂口は心を打たれた。

岩田は、嫌われてもなおレクトラ邸に通い続けた。何

言った。「あなたを誤解していた。ごめんなさい」

ータリーから、「話を聞きたい」という招きが相次い

た。弔問客が絶えたひつぎの傍らに、岩田はローザと長

理事の小原純子（現副会長）も、さまざまなアイデア

「十人の子が九人になった。寂しい。でも、慈悲深い

だ。坂口はスライドと映写機を抱えて飛び回った。

を駆使して資金集めに貢献した。二人とも最初は水道建
設に大反対だったのに、いつの間にかすっかり熱中し、
事業に欠くことのできない存在になっていた。

ロータリークラブは結局、2,000万円近い寄付を集め

い間並んで黙って座った。彼女が静かに話し始めた。

神様は一人を補充してくれた。それは岩田、あなたよ。
今からあなたを息子と呼ばせてほしい」

固まりきった戦争の恨みが、やっと少しほぐれた。

岩田はその後も大阪とパンダンを行き来し、現地との

てくれた。もちろん、多くのＪＡＦＳ会員・市民も多額

融和に奔走した。「僕にできることをしただけ」と言う

ポンプ２台と配水タンクなどをまかなうことができた。

しとげられなかったと、みんながそろって評価する。

の募金を寄せてくれ、水道の心臓部となる日本製高性能

95年５月、パンダンに「政変」が起きた。現職町長が

が、もし岩田の働きがなかったら、この事業はとてもな

こうした間も工事は続いた。「お金を寄付するだけで

選挙で敗れたのだ。新町長アンテロ・レクトラは、政敵

なく、若い人たちが現地に行き、住民と一緒に働く」と

まったく熱意を示さない。事業継続の危機が訪れた。

が、肝心要の住民がなかなか参加してくれない。日本軍

だった前町長が勝手に進めたことだとして、水道建設に
その直前、岩田芳晴がＪＡＦＳに加わった。海外赴任

を含む30年以上の商社勤めを終え、開発途上国の厳しい
環境下で暮らす人々のために、残りの人生で何かをした
いという思いを持っていたという。岩田は早速、新町長
の真意を確かめるためパンダンへ飛んだ。

『マロンパティの精水』にこんな話が出てくる。

レクトラ邸を訪ねた岩田は、アンテロの母、ローザか
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ら「お前は何を得る？」「お前の利益は何だ？」と、い

きなりたたみかけられた。岩田が「利益といえば、友だ
ちができることかな」と答えても信じてくれない。

翌日も訪ねた。少し空気が和んで、家族らと談笑が弾
ク ル エ ル

みかけたとき、またもローザの怒声が響いた。「残酷な
ジ ャ ッ プ

クルエル
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ア イ

ヘ イ ト

ジ ャ ッ プ

日本人！残酷な日本人！」「日本人は大嫌いだ！」
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いう方針で、何度もワークキャンプが行われた。ところ
の悪夢に加え、日々の生活に追われる人々は、日銭も稼
げないボランティアどころではなかったのだろう。

これでは完成できない。完成できても「魂」が入らな

い。ＪＡＦＳが焦りと不安を深めたそのときだった。

途中までできた水道の通水式が催される直前の96年２

月、国際ロータリー2650地区の坂部、小嶋ら12人が駆け
つけた。坂部らは、地面を掘って樹脂製パイプを埋め込
む作業に自ら参加し、現場を奮い立たせた。

６月、さらに強力な援軍が現れた。関西電力労働組合

の人たちだ。スコールや砂崩れに悩まされながらも整然
と作業する姿が、現地の人々を驚かせた。98年１月まで
計６回のワークキャンプに延べ113人が参加し、埋設し

たパイプは計378本、延長2,268m。日本側が工事を受け

仕事場拝見

持った区間7.5km の３分の１近くに達した。

水道が通じ、活気づく工事を見て、それま

現地の人々の協力で建った元日本軍無名戦士之墓に、かつて抗日
ゲリラとして戦った92歳の男性が車いすで来てくれた＝10月27日

で冷ややかだった住民が変わった。『マロン
パティの精水』は「山が動いた！」というタ
イトルで、こんな情景を伝える。

97年11月の朝、彼方から若者の大集団が突
如現れた。手に手にシャベルやつるはし、く
わなどを持っていた。水道建設に賛同した教
育長、アンバイ先生の呼びかけに応えた高校
生たちだった。やがて、近所の人々も集まっ
てきた。すでに参加していた別の高校生たち
と合わせ、いつもは30～40人で作業する溝掘
り現場が、500人近い人々で埋まった。

水道建設を支援していた町長夫人ネリ・レ

クトラも、婦人の会の会員と一緒に訪れた。
何と、建設に消極的だったはずの町長までが

駆けつけ、みんなと一緒にしばらく汗を流した。

の水道を使っている。安全な飲料水供給の町として、フ

が参加した。ついに人々の心が一つになった。

ィンが運営責任者を務める水道公社が、電子システムで

次の日も、その次の日も……。４日間で延べ約2000人
関電労組大阪北地区本部委員長でキャンプリーダーを

務めた下野武志も、この日を忘れない。「もう怖いもの
なーし。どんどん掘り進めー！と大声で叫んだよ」

「この遺産をしっかり次代へ」
このボランティアの働きぶりを、じっと見守っていた

人がいた。退役軍人会パンダン地区会長、ホセ・エバン
ゲリオ（故人）だ。下野は、町の野原に日本人戦死者約
50人の遺体が埋められていることを、ワークキャンプ中
に知った。やがて、そこに酒や線香を供えて祈る関電労
組員たちの姿が、住民の目に留まるようになった。

「水道建設によって日本とは仲直りを通り越し、新時

代が始まっている。日本兵も戦争の犠牲者だ」。ホセは
下野にそう語りかけ、それなら日本兵の墓（慰霊碑）を
建てさせてほしいという下野の願いを快諾した。

ィリピン政府から２回表彰された。ソニーの長男アドウ
管理する。料金納入率が高く経営は順調で、料金額を抑
え、貧しい家庭には割引制度を設けているという。

アマンテは今、国立フィリピン大学副学長を務める。
マロンパティに集った日比両国の「同志」たちは、再

会を喜び合い、ポンプ場の前で記念撮影した＝表紙の写
真。式典でパンダンのタン現町長があいさつした。

「この水道建設で私たちは、ボランティアとは何かを

知りました。友情の大事さも知りました。ＪＡＦＳから
レガシー

学んだのです。この遺産を次代にしっかり伝えます」
×

×

×

朝日新聞大阪本社も、この水道事業をお手伝いした。

マロンパティの水源保全のため、2003年から５年がかり
で「朝日読者の森」をつくり、パパイアなど4000本以上
を植林した。その木々が今、立派に育っている。

朝日の販売局次長として参加した法花敏郎は、ＪＡＦ

ホセが町長らと掛け合い、フィリピン人戦争犠牲者慰

Ｓの趣旨に賛同して入会した。記者経験を買われ、現在

に関わった日本の有志が資金をカンパした。水道の完成

員長。「すっかり引っ張り込まれてしまって」と笑いな

霊塔のそばに最高の場所を用意させた。横井ら水道事業
式と同じ98年２月20日、「元日本軍無名戦士之墓」の除
幕式が行われた。水道建設が取り結んだ友情が、とても
不可能と思われたことを実現させたのだ。

退職後の下野は今、京都府亀岡市の過疎集落で、十数

人の仲間と里山再生に取り組む。フィリピンなどアジア
の国々をいつかまた訪れ、自分が新たに学んだ林業技術
を伝えて定着させたいと夢見ている。

現在、パンダン町の人口約35,500人の70％近くが、こ

はＪＡＦＳ常任理事で会報を編集・発行する広報企画委
がら、スタッフらと一緒に海外へも出かける。

（文中敬称略。現地の写真はいずれもＪＡＦＳ提供）
公益社団法人 アジア協会アジア友の会（ＪＡＦＳ）
〒550-0002

大阪市西区江戸堀1-2-14
肥後橋官報ビル５階

☎ 06-6444-0587

FAX 06-6444-0581

URL：http://jafs.or.jp

E-mail：asia＠jafs.or.jp
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女神の化身、象のパレード華やかに

･･･ 視点／私点 ･･･

会員・読者からの寄稿

アジア協会アジア友の会常任理事･広報企画委員長

法花 敏郎

インド、マイソール
ダサラ祭見聞記

公益社団法人「アジア協会アジア友の会」（ＪＡＦＳ）のネットワークセミナーが2016年10月８日か

ら４日間、インド・デカン高原のハイテク都市・バンガロールで開かれ、小生も参加した。この時期は
ヒンズー教のダサラ祭がインド全土で10日間（場所によっては３日間）にわたって繰り広げられるシー

ズンの最中だった。中でもデカン高原の最南端、海抜770mの古都・マイソールで行われるお祭りには

世界中から観光客がつめかける。そう聞いて、小生と西田貞之常任理事、毛利吉男会員の３人はダサラ
祭が最高潮に達する最終日の10月11日、セミナー会場のバンガロールから車を飛ばして150km先のマイ

ソールへ。断続的に降る雨の中、きらびやかな衣装をまとった女神の化身の象や鼓笛隊のパレード、黄
金色のイルミネーションで夜空に光り輝くマイソール宮殿に圧倒され、至福のひと時を過ごした。

光が闇に、善が悪に打ち勝つ
ダサラ祭はインド三大祭りのひとつ。ダサラとは10日

目の意味。場所によってつづりや由来が異なる。言い伝

滅ぼすことを願って女神を礼拝する。マイソールの名前
は魔神・マヒーシャに由来する、といわれる。マイソー
ルのダサラ祭は17世紀初頭に始まり、今年で406回目。

私たちは午前６時40分にバンガロールを車で出発。途

えによると、昔、強い力を持つ魔神・マヒーシャが天界

中、道路わきのマクドナルドで朝食を取った。チキン入

シヴァの三大神は他の神々と力を合わせて魔神を退治す

コーヒーがついて150㍓（300円）。日本のマクドの半額

の神々を追い払う。そこで、ブラフマー、ヴィシュヌ、
るために女神・ドゥルガを誕生させた。ドゥルガは９日
夜（ナヴャラートリ）の戦いの末に魔神を倒す。それは
光が闇を、善が悪を倒したことを意味し、最終日の10日

りのソーセージ、目玉焼き入りハンバーグ、マフィンに
位だ。出発前、タクシー会社の人からは「すごい人出な
ので、８kmぐらいは歩いてもらわねば」と言われた。

３時間後にマイソール到着。早朝だったので、幸いに

目に盛大なパレードをして勝利のお祝いをする。この故

もパレード会場のすぐ近くのホテルにすんなり駐車でき

り、執着、貪欲、プライド、ねたみ）を光と善によって

観光客向けの見物座席のチケットを無料でくれた。

事にあやかり、人々は自分の中にある闇や悪（欲望、怒
６

2017.1&2

Asahi Kansai Square

た。ホテルの受付嬢に会場への行き方を尋ねると、外人
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パレードはかつてのマイソール王国の栄華を伝えるマ

マイソールはインド独立までマイソール藩王国の中心

イソール宮殿から目抜き通りの沿道４kmで夜まで繰り

都市だった。人口104万人。豪紙が発表した世界グルメ

でびっしり。テントを張った外人観光客向け観客席が要

高原にあるため、避暑客やツーリストでにぎわう。この

広げられる。道の両側はサリーを着た女性、家族連れら
所に設けられている。私たちは、その一角のパイプ椅子
に陣取った。祭りの期間中、学校はお休み。毎年、イン
ド各地とフランス、イタリア、ドイツ、オーストラリア
などからの観光客であふれ、その数は30万～50万人。

5000人の警察官が動員される。歩道には木の棒でバリケ
ードが張り巡らされ、人だかりで身動きできない。

神も人も…現代風の歴史絵巻
午後１時35分。雷が鳴り、雨が降り始めた。１時間後

には小雨になり、マイソール宮殿からパレードが出発。
全身を花柄模様の塗料でお化粧し、赤い民族衣装の男性
を乗せた４頭の象が先頭だ＝６㌻の写真、筆者撮影。雨
に濡れた道路をのっし、のっし、と練り歩く。ずっと後

方に、重さ750kgもある黄金のかごを乗せた象がいる。
その中に魔神を倒した女神の化身が載っている。その前
を黄金の仮面姿の兵士たちが刀を手に踊る。

都市ランキング８位。南インドを代表する美食の街だ。
夏は雨が少なくて農作物への影響が懸念されており、会
場の参加者の中にはこの日の雨を歓迎する声もあった。
「これぞ女神がもたらした恵みの雨。農家の人たちも

これで一息つけます」。会場整理に追われていたボラン
ティアの一人、マイソール大学職員のシャマダ・ミシエ
さんは笑顔でそう語った。

マイソールの人々はみんな陽気で親切だった。テント

席の場所がわからずにウロウロしていた私たちのために
わざわざ大会本部まで電話をかけてくれたうえに席まで
案内してくれたのはヴィーク・コマーさん（28）。仲間
と従業員の計６人で衣料品店を経営している。「Ｔシャ
ツや子供服が飛ぶように売れてね。祭り期間中の売り上
げはふだんの２倍です」とえびす顔だった。

10万個の電球に光り輝く宮殿
世界周遊の途中に立ち寄ったバックパッカーの姿もあ

鼓笛隊が軽快な音楽を奏でる。民族衣装をまとった様

った。イタリア、ヴェローナ近郊の町からやってきたマ

ンが次々と登場した。ヒンズーの神々、大英帝国からの

ウリィさん（27）。10年前、学資を稼ぐためともにアル

々なグループの踊りに続いて背丈を超えるデコレーショ
独立の戦い、建国の父・マハトマ・ガンディー像、エベ
レスト登頂に成功したインド登山隊……。さながらイン
ドの歴史絵巻を現代風にアレンジしたかのようだ。

鉛色の空から大粒の雨が降り注ぎ、沿道の群衆はびし

ょ濡れに。テント席にも、古いテントの裂け目から雨水
がしたたり落ちる。毛利さんの靴はずぶぬれに。私もあ
わてカメラにビニール袋をかぶせた。

ルコ・シメオニさん（32）と恋人の建築家、ジルザ・ト
バイトをしていたピザ店で知り合い、恋に落ちた。マル
コさんはネスレの社員、ジルザさんは前年開かれたミラ
ノ・エキスポのパビリオンで働いていた。「この目で世
界を見たい」と一念発起し、そろって退職。９月20日、
15kgのリュックを担いでイタリアを出発した。バルカン
半島のクロアチア、セルビア、イスタンブールを経てイ
ンドへ。ダサラ祭のことはこの地に来てから知った。イ
ンドの印象を尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「どの街もカラフル。カレーもうまい。祭りの参加者
ク

レ

ー

ジ

ー

は熱狂している。みんな楽しんでいるね」

旅の費用は１人当たり１日30ユーロ（4,200円）。こ

れからネパール、チベット、中国経由でアジア各地を回
る。日本にも立ち寄った後、南アメリカを経て１年後に
イタリアに戻る予定だ。帰国後のことは「それから考え
ます」。長年、同じ会社に勤務することが多い私たちに
は何ともうらやましい若さの決断力だ。

祭りに見とれるうちに薄暮が迫ってきた。マイソール

宮殿は10万個の電灯で光り、輝き始めた＝写真左、筆者
撮影。そろそろ帰る時間だ。再び降り出した雨の中、ホ
テルの売店で特産の白檀を求めた後、車中へ。振り返る
と、漆黒の闇の中、オフィスや民家、街路樹などいたる
ところに取り付けられたまばゆいばかりのマイソールの
街のイルミネーションが浮かび上がっていた。
Asahi Kansai Square
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あ

鈴木 常勝

紙芝居屋を続けている大阪市東住吉区の長居公園で、

警備員に「注意」された。2016年10月のことだ。「この

自転車を引いて長居公園を訪れ、親子を集めて紙芝

あ

居を演じる私＝大阪市東住吉区、豆塚猛さん撮影

嗚呼！公園紙芝居屋の
運命や、いかに？
紙芝居師･紙芝居研究家

座や温泉の演芸場で飲み食いしながら芸を楽しむ日本的
道楽の本道を、紙芝居屋は伝えている。ある親たちの

「駄菓子は汚いからダメ」という声を耳にしながらも。
路地や長屋のガキが「ただ見」をしても、おっさんは

公園で紙芝居屋をするな」ということらしい。警備員は

問題にしない。遊園地に行く金のない親のもとにいる子

チームＳ」の社員だ。公園内のＳ事務所に話に行く。事

負けぬ飛びっきり楽しい桃源郷にしようと意気込む。

公園の指定管理者になっている民間会社「プロサッカー
務員はこちらの言い分も聞かずに、「公園所有者である

たちと一緒に、この休日の、この狭い路地を、遊園地に
寒い日は、流行のロボコン音頭を踊って体を温めてか

大阪市の公園事務所に行け」と言う。

ら、「紙芝居の始まり、始まりー！」。みんなで、肩寄

指定管理会社に代わり、駄菓子売りの紙芝居屋を追い詰

て、学校で小さくなっている子が、紙芝居屋の前では元

「ショパ（縄張り）」の仕切り役がやくざから、今は

める。大阪市の公園なのに、会社の利益にならない奴は
「ショパ内での商売は許さぬ」との姿勢を示す。そのく
せ、最終責任は大阪市に丸投げする。

おっさん（私）は1973年、大阪府の営業許可を取って

紙芝居屋を始めた。警備員も若い親たちも、紙芝居屋を

せ合って見る楽しさ。勉強ができなくて、家に金がなく
気いっぱい。おっさんが言い間違えば、すかさずツッコ
ミを入れるカシコサがある。

子どもたちは、おっさんが駄菓子売りで稼いでいるこ

とを感じている。

「こんな商売で稼げるの？」「他の仕事は？」「子ど

知らない世代は「不法営業」だと見なすのだろう。紙芝

もは、いてるの？」

る親たちの姿を見ながら、そう思う。大阪の街から消え

を思いやる。紙芝居屋にはボランティアの余裕はない。

居屋の言い分を聞こうとしない警備員を遠巻きにながめ
た、薬売りの蛇使い、きびがら細工売り、ロバのパン
こ

む そう

屋、猿回し、街頭手品、獅子舞、虚無僧……の面影が浮
かぶ。行商人、大道芸人、門付け、行脚僧……さすらい

売り上げがわずかだと見て取って、おっさんの暮らし

生活者として子どもと出会う。子どもはおっさんの姿か
ら、大人の稼ぎと暮らしをかいま見る。

紙芝居は、暮らしの真っただ中に現れる、さすらいの

人たちの居場所は、今どこに……。

芸。突然現れて、どこへともなく去って行く。サーカス

ロイキで三十数年、おっさんは週末に長居公園で実演を

んの行方もわからない。

だからこそ、「紙芝居屋は街角で生き残ろう」のココ

続けてきた。親―子―孫の紙芝居ファンにも出会う。

がどこへ去ったかがわからないのと同じように、おっさ
だから子どもは決まって聞く。「これからどこへ？」

「おっちゃん、まだ、やってんのん」と笑顔で声をかけ
てくれる。

紙芝居屋は大道芸人と駄菓子売りを兼ねる。水あめを
だい ご

み

食べながら物語にひたるのが、紙芝居の醍醐味。歌舞伎
８
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おっさんは答える。「夕焼けの向こうに」

今、大阪にある小さな近隣公園には、肝心の遊ぶ子ど

もが居ない。塾通いや、室内での一人遊びのゲームが大
は

や

流行り。大きな公園は、指定管理制度によって会社の利

視点／私点

益を生む「ショバ」と化している。

屋は1930年に始まったばか

んは数年前から、台湾・新北市「夢想社区」（台北の隣

て、「紙芝居が＜俗悪＞

でも自然に、生き抜く場所は出てくるもんや。おっさ

町）での街角フェスティバルや、台南市の若者通り・神
農老街で、紙芝居を中国語で演じている。「駄菓子もあ

るよ、寄っといで 」と呼びかけると、台湾でも子ども
じんかんいた

ところせいざん

の笑顔に囲まれる。「人間到る処青山あり」のココロザ
シ。青山には「緑あふれる山」と「骨を埋める場」の意
味があるそうや。さすらう紙芝居屋には、似合いかも。
さて、その運命や、いかに？
×

×

×

紙芝居屋を見る世間の目の歴史（と言っても、紙芝居

りの浅い経歴だが）を追っ
だったころ」 という一文
を、中江桂子編著『昭和文
化のダイナミクス

表現の

自由とは何か』（ミネル

ヴァ書房、2016年11月刊、
3,000円＋税、写真）に書
いたばかり。その筆者が、
街角の紙芝居屋の末路を味

としての自責の念もあって、あいかわらず毎月福島に通
ひ ばく

い、被災地の放射線環境を見立て、どうすれば被曝を減

日

16

らせるかについての提言や相談活動に取り組んでいる。

「復興五輪」が掲げられながらも、やはり

原発被災地・福島の話題はオリンピック報道
から次第に遠のき、人々の意識からも薄れつ
つあるように見える。「ニュース」の語源が
“new”の複数形であれば、６年近く経つなか
で「鮮度」は失われつつあるのかもしれない
が、やはり報道関係者が被災地の人間の生に

日

17

向き合って問題意識を絶えずリフレッシュ
し、この人類史的な災厄への関心を掘り起こ
し続けて欲しいと、心からそう感じる。

2016年11月26日、憲法問題に関する講演のために福知
山を訪れた。私は話の冒頭で、その日が「ペンの日」で
あることに触れ、レジュメに、「1935（昭和10）年11月
26日、日本ペンクラブ創立。文学を通じて相互理解を深
め、表現の自由を擁護するための国際文学者団体。PEN

は“ペン”を表すだけでなくpoets（詩人）、playwrights（劇

作家）、essayists（随筆家・評論家)、editors（編集者）、
novelists（小説家）の頭文字にも由来。語呂はともかく
ジャーナリストも入れたいもの。日本は“報道の自由度
ランキング”で72位と低迷している」と書いた。“ジャー
ナリスト”については、「news reporters（取材記者）の

福島県飯舘村の農家で、依頼者と対

くされ、やるかたない思いで暮らしている。

話しながら汚染を調べる。左から２

人目が私＝２０１６年９月

なお８万人をこえる人々が避難生活を余儀な

福島原発事故からほぼ５週間

放射線防護学を専門とする私は、原子力分野の科学者

71

歳の誕生日に福島県の

安斎 育郎

後、

―「ペンの日」に思ったこと

浜通りで、土の汚染状況を調

べる私＝２０１１年４月

忘れてほしくない「福島」報道
立命館大学名誉教授
安斎科学・平和事務所所長

めぐ

わう当事者になる。何の因果か、因果は廻る。

頭文字の“n”がPENの“N”に含意されているという理解を

付加してはどうか」と問題提起した。もちろん、この問
題は単なる語呂合わせ以上の問題だが、「ペンの日」の
背景にある制定の歴史的事情を勘案して語呂にも配慮し
てうまく含意できるのなら、それもまたこの日の意味を
リフレッシュする契機となろうとも感じたのだ。

その後ある人から、「ジャーナリズム」の重要性とと

もに、「教育」の重要性について改めて強調された。
PENの“E”は「educationalists（教育者）」の“e”も含意し
ていると理解することも、確かに意味があるように思
う。
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文化ジャーナリスト

白鳥 正夫

さかのぼ

古代ギリシャの起源は、紀元前7000年に遡るとされる。古代ローマよりずっと古い紀元前3000年に、
あけぼの

地中海につながるエーゲ海の島々を曙とする文明が発祥し、初期青銅器時代に入る。ギリシャ本土のア
ルカイック時代、クラシック時代、アレクサンドロス大王のマケドニア、ヘレニズム時代、そしてロー
マ時代へと続き、西洋文化の源となる。その壮大な歴史の流れを総合的に紹介する特別展「古代ギリシ
ャ

時空を超えた旅」（朝日新聞社など主催）が、神戸市立博物館で2017年４月２日までのロングラン

で催されている。ひと足早く昨秋、東京国立博物館で開かれた報道内覧会に参加した。あのパルテノン
ひ

神殿やコバルトブルーのエーゲ海に惹かれて2011年に訪れたギリシャ紀行を添えて、お伝えする。

40カ所以上から厳選の325件
地中海を挟んで壮大な文明を築いた古代エジプトに負

けず劣らず長く古い歴史を有する古代ギリシャ。約3000
年間もファラオと呼ばれる王が支配した古代エジプトと
異なり、古代ギリシャは多数のポリス（都市国家）が並
び立ち、マケドニア王国に征服されるまで統一国家を形

くり、祈りを捧げた。紀元前3200年近くになると、初期
青銅器時代に入る。エーゲ海の真ん中のキュクラデス諸
島に興った文明は独特な大理石小像を生んだ。《スペド
ス型女性像》❶（前2800～前2300年、キュクラデス博物
館蔵）は、腕を胸の下で組み、両脚を閉じて伸ばすとい
う素朴でシンプルなポーズを取る。

第２章「ミノス文明」（前3200年頃～前1100

成することはなかった。そうした権力基盤の違いでもあ

年頃）は、エーゲ海の南に浮かぶクレタ島にお

ッタ・ストーンなど謎と奇跡に満ちた古代エジプトに比

る牡牛や双斧を表した祭具や、装

ったのか、ピラミッド、ミイラ、死者の書、そしてロゼ

ける開放的な海洋文明で、聖なるモチーフであ
そう ふ

べ、古代ギリシャの文明は地味であったように思える。

飾土器、繊細な装身具に加え、色

今回の展覧会は、ギリシャ国内40カ所以上の国立博物

鮮やかなフレスコ画が、当時の美

館などから厳選された325件もの古代ギリシャの貴重な

術や工芸技術のすばらしさを伝え

文化財が集められ、日本でかつてない規模となってい

る。《牛頭形リュトン》❷（前

る。展示品は大理石を削ってつくった小さなキュクラデ

1450年頃、イラクリオン考古学博物館蔵）

つぼ

ス偶像や、幾何学様式の壺絵からマケドニアの美しい金

は、クレタ島のザクロス宮殿より出土し

製品、ほぼ等身大のヘレニズムの神像まで、歴史の変遷
とともに高度で洗練された技から生まれた。このように
時代や地域によりさまざまな美術が花開いたが、その中
心は一貫して神々と人間の姿の物語だった。

ていねい

❷ た。黒い緑泥石を彫りぬいてつくられ、牛
の毛並みや斑点模様が、浮き彫りや毛彫り

で丁寧に仕上げられている。

《漁夫のフレスコ画》❸（前17世紀、テラ

展覧会は８章構成で、ほぼ時系列に展示。新石器時代

先史博物館蔵）は、色鮮やかなフレスコ画

前2000年頃）では、人々は定住して農耕や牧畜を行うよ

き生きと描かれている。この絵が描かれてし

の第１章「古代ギリシャ世界のはじまり」（前6800年～
うになり、神々への祭祀や葬祭のために人の形の像をつ
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❶

で、収穫の魚を両手にぶら下げる若者が、生
ばらくした頃、テラ島の火山は大爆発を起こ

❸

▲夜の街からライトアップされたパルテノン神殿

究極の美、
時空を超え

特別展「古代ギリシャ」に寄せて

特別展「古代ギリシャ」

し、灰に埋もれたことで残存し、遺跡から出土した。

第３章「ミュケナイ文明」（前1600年頃～

前1100年頃）は、ギリシャ本土のミュケナイ
（ミケーネ）を中心に紀元前1450年頃にはク
レタ島を征服する。後述するが、丘の上に建
ち、堅牢な城壁に守られていた。権力者は優
れた戦士であることを誇り、死後は立派な武
❹

まった。最初は徒競走だけで、次第に５競技（徒競走、
円盤投げ、槍投げ、走り幅跳び、レスリン
グ）や総合格闘技、競馬や戦車競走などに
増えた。優勝者はこの上ない名誉を得、そ
の彫像が神域に奉納された。

展示品では《赤像式パナテナイア小型ア

具や黄金の装身具で飾られて埋葬された。

ンフォラ ボクシング》❽（前500年頃、ア

紀、デロス考古学博物館蔵）は、猪の兜をか

しに革ひもを巻き付け、どちらかが倒れる

《戦士の象牙浮彫り》❹（前14～前13世

ぶり、８の字の盾を持った戦士が浮き

彫りされている。《円形飾り板》❺

❺

（前16世紀後半、アテネ国立考古学博

か降参するまで殴り合い、長く耐えた方が勝者になった
という。《競技者像》（前２世紀後半）や、《円盤投げ

金を豊富に産出したため、権力者の墓に数多くの黄金の

の黄金のマスク》とともに発見した。

第４章の「幾何学様式～アルカイック時代」（前900

年頃～前480年）では、ミュケナイ文明崩壊後、長い暗

黒時代を経て、紀元前1000年紀に入り幾何学様式時代を

迎える。紀元前８世紀にはギリシャ各地でポリスが生ま
れ、ギリシャ文字もつくられた。紀元前７世紀の東方化
様式時代には、幾何学文はオリエント由来の動
物や植物のモチーフに変わり、神々や人間を表
現。同世紀末から紀元前６世紀のアルカイック
時代には、等身大の大理石彫刻が登場する。

《クーロス像》❻（前520年頃、アテネ国立

考古学博物館蔵館蔵）は、その時代の男性裸体
もも

立像。両手を腿につけて直立し、片足を前に踏

み出すポーズを取る。《コレー像》❼（前530

年頃、アクロポリス博物館蔵）は女性着衣立
像。キトンと呼ばれる衣の上に薄いマントをま

第５章「クラシック時代」（前480年～

❽

第７章は「マケドニア王国」。ギリシャ北方の同国は

リーマンが王家の墓で《アガメムノン

とい、右手で衣の裾をつまんでいる。

テネ国立考古学博物館蔵）によると、こぶ

小像》（前500年頃）なども出品されている。

物館蔵）は、後述のハインリヒ･シュ

❻

紀、オリンピアのゼウス神域で４年に一度の競技祭が始

❼

前323年）。紀元前509年にアテネは民主政
に移行。パルテノン神殿が建設され、演劇
や哲学が盛んになる。人間の理想美を具現
化した美術作品のほかに、オストラキスモ

品々が副葬された。展覧会には、新石器時代からヘレニ
ズム時代の墓に至る冠や宝飾品が展示されている。《ギ
ンバイカの金冠》❾（前４世紀後半、テッサロニキ考
古学博物館蔵）は、マケドニアのテッサロ
ニキ近郊にあるデルヴェニ墓地で見つかっ
た。アフロディテの聖樹であるギンバイカ
の冠は女性の死者のためのもののようだ。

《アレクサンドロス頭部》（前340～前

330年、アクロポリス博物館蔵）は、フィ

❾

リッポス二世は紀元前338年にギリシャ連合軍を破った
後、オリンピアに円堂を建てて自分の家族の肖像を奉納
した。一方、アテネ人たちは、王の機嫌を取ろうと、彼
と息子のアレクサンドロスの肖像をアゴラに立てたとい
う。アクロポリス出土のこの肖像は、王子時代のアレク
サンドロスではないかと考えられている。

最後の第８章「ヘレニズムとローマ」（前323年～）

では、アレクサンドロス大王の死後、その後継者たちが
建てた諸王国が互いに争ったヘレニズム時代に
なり、ギリシャ美術は多様性を獲得。その中で
も、驚くほどリアルな肖像彫刻と、官能的で繊

細優美な女性像は特筆すべきものだ。中でも
《アルテミス像》❿（前100年頃、アテネ国立

ス（陶片追放）の名が刻まれた陶片や、公

考古学博物館蔵）は、小さな頭部と長い首と細

の証しだ。また人々が神々にどのように祈

の痕跡があることから狩りの女神のアルテミス

職者を公平に選ぶくじ引き道具は、民主政
りを捧げたのか、アポロン、アルテミス、

デメテルとコレー、さらにアスクレピオスの信仰にもス
ポットを当てている。《アリストテレス像》（１世紀後
半）は哲学者アリストテレスの胸像でローマ時代のコピ
ー。新アクロポリス博物館の工事中に出土したという。
第６章「古代オリンピック」コーナー。紀元前８世

い肩、小さな胸。装飾的な編み込みの髪。矢筒
とわかる。勇ましさや力強さはなく、ヘレニズ

ム後期に特有の優美でなよやかな女性像だ。

❿

《ミロのヴィーナス》と、同じ頃に同じキュクラデス諸
島でつくられたものだ。

長い歴史の中で、美術、文学、哲学、スポーツなど世

界に先駆けさまざまな文化が花開いた古代ギリシャ。中
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特別展「古代ギリシャ」

でも「人類史上もっとも美しい」とも評されるギリシャ
美術は、その後の西洋文明の「美」のお手本となった。

眺望は圧巻。アクロポリスの丘
私が初めてギリシャを訪れたのは、国家破綻危機が報

じられていた2011年12月だった。同年３月に神戸市立博

物館で「大英博物館所蔵

古代ギリシャ展」を鑑賞し、

日本初公開の傑作《円盤投げ（ディスコボロス）》の美

の聖地であった考古遺跡のデルフィは、紀元前にアポロ

と気持ちが動いたのだった。お目当ては大英博物館にあ

（地球の中心）と考えられていた。アポロン神殿は巫女

しさに驚嘆した。そこで「何としても次はギリシャへ」
った彫刻の数々が施されていたアテネのパルテノン神殿
だ。そしてもう一つの楽しみはエーゲ海クルーズだ。島

ンの神託が行われていた。またこの地は「大地のヘソ」
による神託を受けた所で、６本の円柱が残っていた。

メテオラからデルフィへの途中、映画「300」で話題

々に遺された神殿や古代遺跡は、なお脳裏に鮮明だ。

になったセルモビーレスに立ち寄った。紀元前480年ス

は壮観。高台にある古代の遺跡から現代の都市景観が一

れ、服従を要求するが、レオニダスはこれを拒否し、そ

海抜154mのアクロポリスの丘から眺めるアテネの街

望できる。逆に市内のどこからもアクロポリスの丘を仰
ぎ見ることができ、夜の街からライトアップに照らされ
る古代の景観も格別だ。悠久の歴史が混在している光景

パルタ王レオニダスの元に大帝国ペルシアの使者が訪

の使者を殺害。そしてわずか300人の軍勢で100万人のペ
ルシア軍を迎え撃った激戦地で、記念碑が建っていた。
帰国前日にはエーゲ海の一日クルーズに出かけた。あ

に感動する。もちろんアクロポリスの丘は、1987年に世

いにくの曇天。まずイドラ島へ上陸。細い急坂の路地に

と、大英博物館にあった彫刻の数々が思い浮かぶ。神殿

続いて降りたポロス島には、ポセイドンの神殿跡や、

界遺産に登録されている。パルテノン神殿の遺跡に立つ

入ると、そこは迷路。ロバが活躍し、車は無用だ。

を飾っていた破風彫刻の女神や「騎士たちの行列」「座

ビザンチン時代の宗教壁画が残るゾオドコス・ビギ修道

・復元されたなら、どれほどすばらしい光景が眼前に広

た所だ。雨になったが、島の守護女神アフェアを祀る神

せる神々」などの浮き彫りはすばらしい。この地で修復
がるのであろうか、と複雑な思いにかられた。

大英博物館の展示品は19世紀にイギリスに持ち帰った

エルギン伯爵の名にちなんでエルギン・マーブルズと呼

院があった。最後のエギナ島はアテネと並び繁栄を誇っ
殿があった。保存状態が良く、かなり原形をとどめてい
て、後期アルカイック神殿の最高傑作とのことだ。

日本では縄文晩期から弥生早期にかかる時期に、大理

ばれ、至宝中の至宝となっている。ギリシャ政府は返還

石をふんだんに使用した重層建築の神殿が出現していた

る」と拒否し続けている。ユネスコは「両国が話をする

を確立したアテネだが、宿敵スパルタに敗れ、民主政治

を要求をしているが、イギリス側は「保管状態が悪化す
場を提供することです」と、難題を率直に認めている。
保存工事のためクレーンが置かれたパルテノン神殿の

北に、カリアティードと呼ばれた優美な６体の女人像を

のだから驚きというほかない。世界に先駆けて民主政治
は衰退し、その後もアレクサンドロス大王のマケドニア
やローマ帝国、ピザンティン帝国などに支配される。

さらにあのパルテノン神殿も建造後2100年にして、オ

柱廊にしたエレクテイオンの建物が望めた＝写真右上。

スマン帝国の火薬庫になっていたため、ヴェネツィア軍

跡のミケーネに足を伸ばした。トルコのトロイの遺跡を

こここに秘めるギリシャは魅力的だが、歴史の興亡を繰

アテネから約130km、前17世紀末に栄えた古代都市遺

発掘したハインリヒ・シュリーマンが、ミュケナイ時代

うた

から何百年も語り継がれたトロイア戦争を詩文にして詠
ったホメロスの叙事詩「イリアス」を信じて発見し、円
形墳墓跡から黄金のマスクなどを発掘している。王宮跡
や城壁、巨大な切り石を用いた獅子門などの遺構から、
その繁栄ぶりがしのばれた。

1988年に世界遺産に登録された有名なメテオラは、湖
が風化して岩石が露出したという。奇岩は高さ20〜30m
から400mに及び、建物はいずれも修道院だ。15〜16世

紀には24も数えたそうだが、いまは６カ所のみだ。古代
１２ 2017.1&2 Asahi Kansai Square

の砲撃で大爆発を起こし崩壊した。古代文明の名残をそ
り返し、21世紀になって国家破綻の窮地に立ってしまっ
た。現在は一時のような危機は脱したとはいえ、財政事
情はＥＵ頼みだ。世界史に輝かしい歴史を持つギリシャ
だけに、国を挙げて困難を乗り切って欲しいものだ。そ
えいごう

のこ

して「美の宝」を未来永劫に遺してもらいたい。古代の

神々も自力再生を見守っているのではなかろうか。

※文中の写真は、❶が©Nicholas and Dolly Goulandris
Foundation- Museum of Cycladic Art, Athens, Greece、
❷〜❿が©The Hellenic Ministry of Culture and SportsArchaeological Receipts Fund、そのほかは筆者撮影。

全 面 広 告

公式サイト：http://www.greece2016-17.jp
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イベント・出版等の情報

旅のお供に末永く―『気になる京都３』できました
風の駅駅長
『気になる京都３

うれ

って見せてくださいます。嬉しく思います。創刊号「出

太貫 まひろさんから

ます がた

あの店・あの場所』を出版しまし
お

た。今回はパン屋さん特集です。京都にはたくさんの美
い

町桝 形 商店街」編、第２号「三条会商店街」編ととも

に、第３号もぜひご愛読、ご愛用ください

創刊号と第２号は、売上金の一部を、東日本大震災被

味しいパン屋があります。パンを目的にする京都観光も

災地の三陸鉄道さんに寄付させていただきました。風の

す。約100軒のパン屋さん

り、第３号の売上金の一部を、熊本地震被災地の熊本県

楽しいかと思います。そんな方に、便利にご利用頂けま
などを載せた、見やすくて

駅には九州出身の方が多くお越しになるというご縁もあ
へ寄付させていただきます。

書き込みもしやすいオリジ

お問い合わせは、風の駅へ。〒602-0828 京都市上京

ナル「叡電・京阪で行こう

区 桝 形 通 出 町 西 入 る 二 神 町176-2-2F

ています。

ージ：http://kazenoeki.main.jp/

おさんぽＭＡＰ３」が付い

営業時間12〜18時

そのほかにも、高い確率

☎075-251-6467

不定休＝ブログで要確認

ホームペ

ブログ：http://kazenoeki.

jugem.jp/

で「あれ」が出る場所、秘
密のカフェ、人を不安にさ

通算27冊目の単著
『卵より先のニワトリばなし』

せる？謎多き店など、普通
のガイドブックにはない情
報を載せています。

Ａ５判、48㌻＋２㌻、フルカラー、800円＋税。編集

・文・写真・レイアウト：太貫まひろ、イラスト：たぬ

上方文化評論家
ことし平成29（2017）年
え

と

とり

きまひろ、発行：風の駅。

の干支「酉（鶏）」の珍談

す。ところが、お客様の案内に使えるような京都の本が

書『卵より先のニワトリば

風の駅は、京都市上京区にある小さな観光案内所で

なかったんです。もっと身近に良い場所がありますよ、
入りにくそうなあの店は実はこんな方がされていて、怖
くないですよ……と多くの方に知らせたいと感じたの
が、出版を思い立ったそもそものきっかけでした。
コーヒー

長く使えるように作っています。珈琲２回分の料金で

５年は楽しめると思います。時々お客様が既刊の分を

福井 栄一さんから

奇譚を集めたユニークな一
なし』を刊行しました。通

算27冊目の単著です。十二

支シリーズとしては11冊目

にあたります。ぜひご購読
下さい。

発行元：技報堂出版、価

「こんなにボロボロになるまで持ち歩いています」と言

格：1,600円＋税。

講演会

ています。医療改悪を阻止するために、貴重な話を聴い

医療が壊される いのちの危機
地域医療を考える奈良の会

深江 誠子さんから

私たちに身近な医療を考える講演会です。

日本では、保険証１枚あれば、全国どこでも安い料金

で診断や治療を受けられます。この国民皆保険制度が、
次々と壊されようとしています。アメリカの製薬会社・
医療業界がオバマケアで大もうけし、今度は日本を狙っ
１４ 2017.1&2 Asahi Kansai Square

て、みんなで考えてみましょう。まだ間に合います。
◇とき

◇ところ

１月21日（土）14～16時

奈良県文化会館ＡＢ集会室（奈良市登大路町

6-2）※近鉄奈良駅１番出口東へ徒歩約５分
◇講師

塩見俊次さん（医師、奈良県医師会長）

◇入場料500円、要予約
◇主催、お申し込み先

地域医療を考える奈良の会

江誠子（☎ 090-4291-3832

FAX 0742-49-2472）

深

泊まれます。アートな釜ヶ崎
日雇い労働者の街、大阪・釜ヶ崎を拠点にしてアート

隣のノートに書き込める＝同左下。壁とカーテンはシン

するココルームが、「ゲストハウスとカフェと庭」と銘

１階にカフェと事務所があり、いろいろな人が入れ替

か

な

よ

な表現活動を展開している詩人、上田假奈代さんが主宰

プルな白。原稿を書くのに向きそうだ。

打って変身し、近所へ移転した。少し遅まきながら、新

わり訪れるくだけた雰囲気は、以前と変わらない。奥の

何より変わったのは、ホテルのように宿泊できるよう

術大学の講座の会場にもなる。同右下（ココルーム提

しい施設を見学させてもらった。

になったことだ。意匠を凝らした部屋が客を迎える。

写真上は、スペシャルトリプルルーム。その右下の小

庭は季節の草木が茂る憩いのエリア。催し物や釜ヶ崎芸
供）は、ここで10月にあった「釜ヶ崎オ！ペラ３」。

料金（税込）は、ドミトリー（相部屋、原則男女別）

さな写真は、入口に置かれた看板。ゴッホ、チェ・ゲバ

2,500円〜、シングル 3,500円〜、ツインルーム（二段ベ

ルームの活動を支援している現代美術家、森村泰昌さん

約や問い合わせは下記へ。

ラ、アインシュタイン、マリリン・モンロー……。ココ

ッド）5,400円〜、スペシャルトリプル 12,000円〜。予

のセルフポートレート作品が壁一面を埋める。別の側に

◆ココルーム 〒557-0002 大阪市西成区太子2 - 3 - 3

は、釜ヶ崎の書家、坂下範征さんの書が掛かる。寝室と
いうより、ベッド付ギャラリーといった趣だ。

同じくココルームを支援している谷川俊太郎さんの詩

が読めるシングルルームもある。谷川さんが実際にこの
部屋で書いた詩が机に置かれ、宿泊客が続きを創作して

（雅）

地

下鉄御堂筋線動物園前駅２番出口南へ徒歩約５分、Ｊ
Ｒ新今宮駅東口から徒歩約10分

1612
org

営 業 時 間 ９ 〜22時

☎ & FAX：06-6636-

E-mail：info@cocoroom.

ホ ー ム ペ ー ジ：http://cocoroom.org

Facebook：

www.facebook.com/cocoroome
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とぴっく・ナウ

歌劇
「天空の町」
をいかがですか
小規模版で全国巡演します
東京オペラ協会代表

石多 エドワードさんから

私たちが2012年に愛媛県新居浜市で初演した歌劇「天
い

ば ていごう

空の町―別子銅山と伊庭貞剛」は、一昨年のポルトガル

全曲上演は３時間近くかかりますが、今回の巡演は、
90分程度の小規模にまとめた形でさせていただきたいと
考えています。当然ながら、公演費用も徹底的に抑えて
上演できるように工夫しました。音楽関係者のみなら

ず、教育、町興し、人興し、環境問題、社会福祉、障害
者支援などの取り組みとして、いかがでしょうか？

音楽ホールのほか、公民館、体育館、多目的ホールで

公演、昨年のドイツ公演が大成功し、今年は日本各地を

上演が可能です。当協会の公演と重ならないように、時

望がございましたら、ぜひ、声をおかけください。

東京オペラ協会事務局（〒160-0022 東京都新宿区新宿

記念巡演させていただくことになりました。公演のご希
滋賀県で生まれ育ち、煙害で荒れ果てていた四国・新
かえ

期を調整させていただきます。詳細につきましては、
2-14-6-405

☎ 03-5269-7895

Fax 03-5269-7893

E-mail

居浜の別子銅山を緑に還し、住友中輿の祖と呼ばれた人

：office405tokyo-opera.gr.jp）へお問い合わせください。

方により、プロ、アマ、障害者の有無を問わず、各地で

◆歌劇「天空の街―別子銅山と伊庭貞剛」と東京オペラ

を主人公とした歌劇です。ユニバーサルデザインの考え
地元から出演者を募り、公演を重ねてきました。

協会のホームページは、http://www.tokyo-opera.gr.jp/

協会を本誌2015年12月号（No.177）で詳報しました。

花を

訪ねて

本家のモミジより紅い

ニシキギ

ニシキギ科

花言葉：危険な遊び 他

地球はやっぱり、確実に温暖化しているようだ。

紅葉が最近は、師走半ばを過ぎても見られる。

そもそも、木々はなぜ紅葉するのだろう。花とは

違うから、花粉を運んでくれる昆虫を集めるためで
あか

はなさそうだ。紅い色は、ポリフェノールの一種の
アントシアニンという色素。枝から落ちる前の葉の
クロロフィル

ナカマド､ フウ、ドウダンツツジ、メギ、ヤマボウ
シ、オオデマリ、ヒメシャラ……。どれも負けずに
紅さを競う中で、ひときわ色鮮やかなのが写真のニ
シキギだ。家の近所の散歩道で見つけた。ウィキペ
ディアによると、「ニッサ・スズランノキと共に世
界三大紅葉樹に数えられる」そうだ。

や はず

日本､ 朝鮮､ 中国に自生する。茎に矢筈のような

中では、葉緑素が青い光によって分解され、有毒な

特徴的な突起がある。夏までほかの草木に紛れてま

弱め、活性酸素を消し去る、という説がある。

して輝き出す。「夕暮れに光あり」。取材先で教わ

活性酸素ができる。そこで、この紅い色で青い光を
「本家」のイロハモミジをはじめ、ハゼノキ、ナ
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ったく目立たなかった低木が、年の終わりに満を持
った旧約聖書の言葉が、ふと胸に浮かんだ。（雅）

大阪府豊中市・千里中央の公園で

今月も花をお休みして、木の話。

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

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）

歌誌「白珠」代表

９時半～18時半（第２・４日曜は13

憲吉・森園天涙がいました。そういっ
よ

た歌人が中之島界隈を詠んだ作品や、
ふう

同じ時期に中之島公園を訪れた今中楓

安田 純生

けい

溪・岡野直七郎らが詠んだ作品を紹介

かいわい

大阪の中之島界隈は、近代の歌人にゆかりの深い土地

です。そこにあった会社に勤務していた歌人を、明治の
末から大正期までの期間に限ってあげても、朝日新聞に
ろ

☎ 06-

文中の受講料は消費税込み

近代短歌と中之島界隈

ひ

中之島フェスティバルタワー18階

し

は花田比露思が、住友には川田順が、毎日新聞には中村

し、当時の中之島界隈がどういう場所
◇とき

であったかをしのびます。

◇受講料

２月３日（金）13時半～15時

カルチャー会員 2,808円、一般 3,240円

見て知る活断層
柴山 元彦

滋賀県・花折れ断層谷

自然環境研究オフィス代表

関西は日本の中でも、活断層が特に集中している地域

です。大阪平野の活断層の基礎知識、断層との違いや大
きさ、いろいろな型を知り、その断層地形を３Ｄで見る
方法を体験します。また、簡単な実習で断層モデルを作
り、活断層の基本を学びます。

現地講座は大阪平野の真ん中にある上町台地を訪れ、

実際に断層地形と生活の関わりなどを見ます。
◇とき

【教室】２月18日（土）

【現地】３月18日（土）各10時半～12時

ワクワクすることをしよう
翻訳家

こう や

山川 紘矢、山川 亜希子

最近、“あーす・じぷしー”という団体名で活動中の双

子の姉妹と一緒に、『受け入れの法則

幸せになるため

の宇宙の法則』（リンダパブリッシャーズ、1,300円＋
税）と言う本を
出しました。ま

◇受講料（教室、現地それぞれ）

カルチャー会員 2,808円､ 一般 3,240円（現地費用別）

の体験を交えてお話ししたいと思います。（講師記）
◇とき

◇受講料

２月18日（土）13～15時

カルチャー会員 3,456円、一般 3,996円

古代の女帝と生前譲位
堺女子短期大学教授

水谷 千秋

諸外国の王と比較して、日本の古代

だ29歳の若い二

には多くの女帝（女性天皇）が即位し

らの生き方のコ

位の生前譲位が定着しました。女帝は

た。それはワク

慣例は江戸時代末頃まで長く続きました。『女帝と譲位

ことです。心ののぞむままに生きていると、どんどん人

の特質ともいえる女帝と譲位の謎について話します。

を全て受け入れること。そんな生き方について、自分達

◇受講料

人から、これか

ています。また奈良時代頃からは、皇

ツを学びまし

奈良時代の終わりとともに途絶えましたが、生前譲位の

ワクして生きる

の古代史』（文春新書、780円＋税）の著者が、天皇制

生が開けてくるのです。そして、自分にやってくること

◇とき

２月25日（土）10時半～12時

カルチャー会員 2,916円、一般 3,240円
Asahi Kansai Square
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月
日、朝日新聞大阪本社ア

㊦上野さんらが始めたウ

４

㊧語り合う上野千鶴子さん（左）と白井

聡さん＝

サコムホール

ェブサイト「ウィメンズ アクション ネ

ットワーク（ＷＡＮ）」のチラシ表紙

12

政治は人の手で変えられる
第11回

上野 千鶴子さん（社会学者）

３・11後の社会運動を討論
社会学者の上野千鶴子さんをゲストに迎えた第11回

白井さんは「僕と同世代をみていると、権力構造の中

「中之島クロストーク」（朝日新聞社主催）が12月４

心部にふれること、たてつくことを避けて通る人が多す

ティバールタワー12階）で開かれました。ホスト役は今

る。３・11の衝撃で、どっと街頭へ人が出てきた。単に

日、朝日新聞大阪本社アサコムホール（中之島フェス

ぎると感じている」。一方、「今、チャンスが来てい

回も政治学者で京都精華大講師の白井聡さ

安倍政権を退陣させようということではな

た社会運動をテーマに討論しました。

が課題だ」と述べました。

ん。2011年３月11日の東日本大震災後に起き

く、どう社会構造の変革へつなげられるのか
上野さんは「原発でも憲法でも、男女間で

2015年夏、おおぜいの人が国会前を埋め尽
くした。上野さんはまず、この社会運動にふ

温度差がある。女性は男性より、反原発、護

と考え、やむにやまれぬ思いで街頭に繰り出

いない。女性が物事を決める場所に出て行っ

れ、「３・11で日本は変わらないといけない

憲だ。女の人たちの声が一向に政治に届いて

した」と述べました。「あのとき国会前に集まったの

てもらいたい」と語りました。

行動）の若者たちと、安保、学園闘争世代の60代、70

野さんは「革命とか、遠くのことを言わない。獲得可能

することに冷笑を浴びせる政治的シニシズムが40年間続

育園落ちたの私だ』と言って、政策を少しだけ変えさせ

シ ー ル ズ

は、20代のSEALDs（自由と民主主義のための学生緊急

代。そのまんなか世代が抜け落ちていた」「社会運動を
いた」と指摘しました。

さらに、上野さんは「既得権益を持った人たちが今の

システムを死守しようとしがみついている。変化に抗す
る力だ。しかし、現状維持は衰退だ。政治は人の手で変
えられる。国会前に現れなかった世代は何をしているの
か」と白井さんに問いかけました。
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会場から、社会を変えていく方法について問われた上

な小さな目標を掲げ、勝ち癖をつけることが大切。『保
た」。さらに、女性と女性の活動をつなぐ認定ＮＰＯ
ウィメンズアクションネットワーク「ＷＡＮ」を紹介し
ました。

◇この日の詳報は、朝日新聞12月23日付朝刊に掲載され
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

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼川内原発が運転再開しました。新聞の一面で扱うニュ

変だ。もっと川に近い便利な場所に住んだらいいのに、

た。世論調査によると、原発運転再開に「反対」は57％

みんなのもの。いろんな動物たちが飲むんです。私たち

ースでもなくなり、原発再稼働は日常の光景となりまし
で「賛成」29％を圧倒しています。それなのに、川内原
発停止を公約に掲げ、当選した鹿児島知事は運転再開に
ついて、事実上容認の姿勢に転じました。

原発が動かないと電気代が上がる、国際競争力に影響

を及ぼす、温室効果ガスが増え続ける…こうした問題は
原発なしで、ほんとうに解決できないのでしょうか。

福島原発事故が何をもたらしたのか、ドキュメンタリ

ー映画「残されし大地」に描かれています。京都国際映
画祭クロージング上映作品。来春、全国公開予定です。

と親に尋ねたら、とんでもないと叱られた。「川の水は
がそこを占領してしまったら、彼らが怖がって来られな
いじゃないですか。だからせめて、人間で一番弱い子ど
もたちを行かせるんです」。モンゴルの孤児を支援する
活動をしている童話作家・ハーモニカ奏者、もり・けん
さんから聞かせていただいた実話です。地球の環境を守
ろう、他者を思いやろう、と型どおりのスローガンを言
われるより、ずっとずしりと心にしみました。（黒沢）
▼暑い暑いと思っていたら急に寒くなり、気がつけば

2016年も終わり。月日が経つのは本当に早いものです。

機会があれば、ぜひごらんになってください。（湯浅）

新年からは、毎年恒例の「関西スクエア会員交流会」の

移動式住居に泊めてもらった。朝になると、幼い子ども

おります。会員の皆様には、また正式に招待状をお送り

▼モンゴルの大草原を訪ねて、遊牧民のゲルと呼ばれる
たちが遠い川まで水をくみに行く。重たくて運ぶのは大

準備を本格的に始めます。今年度は３月15日に予定して
いたしますが、ご予定いただければ幸いです。（平野）

＜投稿のお願い＞会員のみなさまからのご寄稿をお待ちしています。「視点／私点」は仕事や研究のご報告、時

事問題への感想・提言、身辺雑記などで、800字を目処に。「とぴっく・ナウ」は催し物や出版などのお知らせ
・案内で、できるだけ簡潔に。写真・図付きを歓迎。郵便またはファクス、Ｅメールで朝日新聞関西スクエア事
務局へ。2017年２月は発行を休み、次は３月号です。掲載ご希望分は２月16日（木）必着でお送りください。

朝日新聞 関西スクエア事務局

〒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

バックナンバーも、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

見学者通算３万人を達成しました
お申し込み・お問い合わせは

☎ 06-6454-3636

朝日新聞 大阪工場
〒 553-0001

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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展覧会公式サイト

http://www.dino2016.jp/

