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「怪優」佐々木孝丸に魅せられて
ノンフィクション作家

砂古口 早苗さん

志高き悪役の実像に迫る評伝
たかまる

俳優・佐々木孝丸（1898～1986年）をご存じか。古くからの映画ファンなら、名前

は忘れても顔を見ればすぐ思い出すに違いない。「主役食いの名悪役、知の巨人だっ
さ

たこの人を、もっともっと多くの人に知ってほしいの」。ノンフィクション作家・砂
こ ぐち

た

古口早苗さんの新著『起て、飢えたる者よ

〈インターナショナル〉を訳詞した怪優

★ 佐々木孝丸』（現代書館）は、そんな思いを込めた異色の評伝だ。

「インターナショナル」は昔よく歌った。いや、歌わ

愛憎の「インターナショナル」

された。すでにはるかな1970年代。大学紛争の余煙がく
すぶる荒れ果てたキャンパスでは、大小の学生集会が連

私事から書き始めることをお許しいただきたい。

視点／私点

砂古口早苗さん

天津の街並みを楽しむ／和オペラの

ドイツ公演に拍手鳴りやまず 他

花を訪ねて
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2026年完成目指すサクラダ・ファミリア
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朝日カルチャーセンター公開講座
ユンドンジュ
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詩人・尹東柱、生誕100年

17
18

仕事場意見

日開かれた。締めはいつもこの革命歌の合唱だった。
た

育ち盛りで確かに腹は空いていたが、起たなければな

らないほど「飢えたる者」だったわけではない。親や教
師の説教にはうんざりだったが、しゃにむに断ち切りた
いほどの「暴虐の鎖」と感じたわけでもない。

──時代遅れやなぁ。大げさやなぁ。誰やねん。こん

なはた迷惑な詞をつくったんは。

大声を出すのが気恥ずかしくて口パクでごまかし、デ

モの尻尾に金魚のフンみたいにくっついて歩いた。
ばく ち

急いで本を通読し、高松市の砂古口さんのお宅へ、押

しかけ取材を敢行した。

自伝との出会いをきっかけに
「とにかく渋い。声がいい。風格がある。深みがあ
まな ざ

る。そして何より、眼差しだけで人を委縮させる。誰も
どんよく

寄せ付けず、利己的で貪欲でドロドロした権力欲と支配

やくざ映画を鑑賞することは、国家警察権力に屈しない
勇気を奮い立たせるために必修の「課外授業」だった。

3-2-5☎

２２００円＋税
ISBN 978-4-7684-5792-4C0074   

主役の鶴田も良かったが、佐々木孝丸が演じた、麻薬取
引でもうけをたくらむ政界の黒幕フィクサーが、本当に
悪そうで憎らしげで、存在感抜群だった。

03-3221-1321

それもこれも、今では懐かしい思い出だ。

昨年末、砂古口早苗さんから関西スクエアに、新著

（写真右、以下『起て』と略）が届いた。表紙のタイト
ルが目に飛び込んだ。

だったのか。知らなかった。

ページをめくると、「デモはいつも最後尾の見学連で
0

0

0

した」と砂古口さん自身の回想が載っていた。記憶がフ

佐々木孝丸 年譜 『起て、飢えたる者よ』から要約
１月30日、北海道で生まれる。

1898＝明治31

僧侶の父の郷里・現在の高松市に帰る。

1904＝同37

1912＝同45・大正元

高等小学校卒業。京都の寺で真宗学を学

ぶが、約１年で帰郷。隣村の叔父の寺へ修行にやられる。
逓信省通信生に合格し、神戸郵便局の通信事務

1913＝大正２

員に採用。翌年、松井須磨子の新劇舞台を見て感銘。

1917＝同６
1918＝同７

上京。電信局に勤めながらフランス語を学ぶ。

高知出身の幸恵と結婚。生涯の師となる劇作家の

秋田雨雀と出会う。

1919＝同８

この頃からエスペラントを学ぶ。

1920＝同９

ミュッセ著「二人の愛人」を翻訳出版。日本社会

1921＝同10

仲間と雑誌『種蒔く人』を創刊するが発禁に。

主義同盟が結成され入会（翌年解散）。
ま

1922＝同11

作家・有島武郎と出会う。革命歌「インターナシ

1923＝同12

中村屋の土蔵を土蔵劇場とする。劇団・先駆座を

ョナル」を翻訳。スタンダール著「赤と黒」を翻訳。

結成。バルビュス著「クラルテ」を共訳。『種蒔く人』廃
刊。秋田らと共著『エスペラント講義録』を出版。

1924＝同13

２

東京都千
102-0072

）、四六
FAX 03-3262-5906

──へえー！「インターナショナル」は佐々木の訳詞

『起て、飢えたる者よ 〈インターナショナル〉を訳詞した怪優

地に殴り込む。鶴田浩二や高倉健、藤純子が演じる任俠

★佐々木孝丸』 砂
   古口早苗著、現代書館（〒

分の横暴にじっと耐え、ついに堪忍袋の緒を切らして敵

代田区飯田橋

総長賭博」を見た。ワル親

──これはぜひ、もっと詳しくお話を伺わなければ。

判２４８㌻、

その頃、映画「博奕打ち

ラッシュバックし、同世代の友に出会った気がした。

『文藝戦線』創刊。小山内薫が築地小劇場創設。
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1925＝同14

村山知義に出会う。日本プロレタリア文芸聯盟

（プロ聯）創立。治安維持法制定。

1926＝同15・昭和元

共同印刷労働争議団の徳永直に頼まれ

てプロレタリア演劇の出発点となる移動劇団・トランク劇
場創設。さらに前衛座を創立し千田是也が参加。プロ聯が
日本プロレタリア芸術聯盟（プロ芸）と組織変更・改称。

1927＝同２

プロ芸から労農芸術家連盟（労芸）が分裂。労芸

はさらに分裂して佐々木は前衛芸術家連盟（前芸）結成。
小説「山獄党」を落合三郎の名で執筆。クレランド著のポ
ルノ「ファンニー・ヒル」を翻訳、発禁となる。

1928＝同３

前芸とプロ芸が合体し全日本無産者芸術聯盟（ナ

ップ）設立。機関誌『戦旗』を創刊し、劇団名を左翼劇場
とする。日本プロレタリア演劇連盟（プロット）結成。

1929＝同４

前年末に小山内が急逝して築地小劇場は新築地劇

団と劇団築地小劇場に分裂。佐々木は左翼劇場の公演「全
線」で後の悪役の原点となる演技をする。プレハーノフ著
「ロシア階級闘争史概説」翻訳。

仕事場拝見

欲の果てにたどり着いたような虚無感を漂わせる。だか

さく記された著者名。佐々木が1959（昭和34）年に現代

主というわけでもない。（中略）逆に豊かな人生経験と

「読んで目からウロコがポロリ。ストンと腑に落ちま

らといって、見るからに邪悪で悪魔のような様相の持ち
おうのう

教養を感じさせ、懊悩を抱える知的で紳士的な風体をし
ている。その落差もまた魅力である」

『起て』は冒頭からいきなり、佐々木の魅力をずらり

と並べ立てて始まる。「なれそめは『月光仮面』でし

社という出版社から出した自伝だった。

ふ

した」。忘れないように大事なページに付せんを何枚も
挟み、関係する書籍、資料を捜し出しては集めた。書斎
の本棚がたちまちあふれた＝表紙の写真。

『風雪新劇志』は、プロレタリア演劇を志した佐々木

た」。砂古口さんが話してくれた。

が1940（昭和15）年、特高警察に逮捕されて転向声明を

いる……」の主題歌とともにバイクに乗ってさっそうと

げっぱなしである」としている。

「どこの誰かは知らないけれど／誰もがみんな知って

現れ、悪を懲らす正義の味方。テレビが普及した1950年
代末、少年少女に人気を博した冒険探偵ドラマだ。

テレビだけでは飽き足りず、映画「月光仮面」「月光

仮面・第二部

絶海の死斗」を見た。主人公よりも、敵

書かされたところで終わっていて、その後の半生は「逃
──本当にそうだろうか？

たのか？

人生のリベンジは果たせ

どくろ仮面は彼にとっては、敗北者の姿だっ

たのだろうか？

実際の佐々木は、戦後も晩年まで長いこと俳優を続け

役の悪漢・どくろ仮面＝赤星博士に扮した俳優に、すっ

た。その後半生を知りたい。いや、自伝に書かれながら

同じ人が「インターナショナル」を元のフランス語か

たい──との思いが、彼のことを調べるにつれてますま

かり魅せられてしまった。それが佐々木だった。

ら日本語に訳詞したことを、大人になって知った。「イ
ンターナショナル」からどくろ仮面に至る彼の人生に、
いったい何があったのだろう。大きな落差に驚き、好奇
心をかき立てられた。佐々木が自分と同じ讃岐人である
ことも知り、いっそう親近感を持った。

10年近く前、東京・神田の古本屋で一冊の本を見つけ
た。「思えば運命的な出会いでした」と振り返る。

古びた表紙に『風雪新劇志』のタイトル。その下に小

1930＝同５

朝日新聞に小説「染色体」を連載。マルチネ著

「夜」翻訳。入った印税で放蕩し、ナップ中央協議員・プ
ひ めん

ロット中央委員長罷免、左翼劇場の平団員に降格。
1931＝同６

博多公演で作家・火野葦平に出会う。大阪で講演

が当局に中止され検束。ナップが解消され日本プロレタリ
ア文化連盟（コップ）結成。この頃からプロレタリア演劇
は共産党の非合法的政治運動に隷属させられていく。

1933＝同８
1934＝同９

作家・小林多喜二が特高の拷問を受けて死去。

村山が唱えた新劇大同団結論によって新劇界は新

忘れられてしまった前半生も含めて、多くの人に知らせ
す、砂古口さんの胸に募った。

アカデミズム超えた知の巨人
前置きがすっかり長くなってしまった。佐々木の足跡

を、『起て』からたどってみたい。同著に載った彼の年
譜を２・３㌻の下に要約したので、参照されたい。
「第一章

大正の薫風」「第二章

ョナル」「第三章

ああインターナシ

昭和の暴風」は、佐々木の自伝をは

1944＝同19

歌舞伎座、新橋演舞場、日劇、帝劇などの大劇場

1945＝同21

空襲で東京の家が焼け、神奈川県久里浜に転居。

閉鎖。千田らが俳優座を結成。

1946＝同21

ば

千秋実が「書き下ろし創作劇、新しい現代劇」を
ら

掲げて薔薇座を旗揚げ。
1948＝同23 秋田雨雀を学長として開設された舞台芸術学院に
講師として参加。

1949＝同24

薔薇座で佐々木作「長崎の鐘」上演。薔薇座が第

10回公演を最後に資金難で解散。

協劇団、新築地劇団、文学座に分かれる。佐々木は村山と

1950＝同25

「暴力の街」に暴力団組長役で映画デビュー。以

1936＝同11

千田が提唱する劇団組織改編システムに違和感を

1958＝同33

映画「月光仮面」「月光仮面・第二部

1938＝同11

後に娘婿となる千秋実らが千田システムに反発し

1963＝同38

日生劇場こけら落とし「ものみな歌でおわる」に

1940＝同15

特高に逮捕・拘留。新協劇団と新築地劇団は強制

分かれて千田らと新築地劇団へ。『文藝戦線』廃刊。
持ち、正劇団員を辞めて閑職の文芸顧問に退く。

て新築地劇団を脱退して五月座を創設。

解散。非共産党の団員も治安維持法違反で一斉検挙。築地
小劇場は国民新劇場と改名。文学座の岸田國士が大政翼賛
会文化部長に。新劇は以降、終戦まで国策劇中心となる。

1941＝同16
1942＝同17

日本移動演劇連盟が結成。委員長に岸田國士。
海軍慰問向けの移動演劇を続ける。

降、活動の主舞台を映画に移して百数十本に出演。
斗」に赤星博士＝どくろ仮面役で出演。

絶海の死

出演。千田や水谷八重子の要請に応えたと思われる。佐々
木の戦後の舞台出演歴は、これ以外は不明。

1968＝同43
1971＝同46
1978＝同53

映画「博奕打ち

総長賭博」に出演。

日本俳優連合の理事長に就任（1982まで）。

エスペラント小冊子『私の隠された生涯』刊行。

1983＝同58

「小説吉田学校」に出演。最後の映画となる。

1986＝同61

12月26日、心不全のため死去。88歳。
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じめ、文献・資料を綿密に考証し、舞台演劇人としての

争議団の幹部で後に作家となった徳永直から要請され、

最終学歴は高等小学校卒。大学などのアカデミズム教

で、争議の現場へ慰問に駆けつけた。「トランク劇場」

佐々木の前半生にスポットを当てている。

育は受けていない。実家が貧乏寺だったのか。それと

も、僧職に余計な学問は不要と親が考えたのか。当時、
演劇を目指す若者の多くが都会の裕福な家庭の師弟だっ
たのとは、かなり隔たった境遇だ。京都の本山に修行に
出されたが、１年そこそこで逃げ帰った。僧になるのが
よほど嫌だったのだろう。

芝居の上演に必要な一切合財をトランク一つに詰め込ん
である。日本の移動演劇のはしりで、これがやがて新劇
とプロレタリア演劇を結びつける先駆けとなった。

役者・俳優がスター、タレントである前に、プロレタ

リアートの同胞だった時代。芸術・表現活動が労働者解
放運動と同じ方向を目指した時代。

大正から昭和の戦前・戦中と聞くと、私たちはつい、

しかし、そこから先がすごい。逓信省の通信生に応募

言論の自由も人権もろくに保証されていない暗黒時代を

きながらアテネ・フランセに通ってフランス語を習得し

うが、『起て』は皮相の描写に終わらず、時代の地下深

して合格し、郷里を脱出して神戸へ。さらに上京し、働
た。神戸時代に松井須磨子が演ずる「サロメ」や「復

活」を見て感銘。やがて、作家・有島武郎に資質を見い
だされ、新劇の道へ。村山知義、千田是也らとともに、
左翼演劇界を引っ張る存在になった。
ま

この間、『種蒔く人』『文藝戦線』などの同人誌を仲

間とともに主宰し、ペンネームで小説も書いた。

1922年に訳した「インターナショナル」のほかにも、

連想してしまう。それはそれで、一面では正しいのだろ
くにたぎっていた若く熱いマグマの胎動をとらえてい

る。ひるがえって、これと比べるとずっと明るいかもし
れないが、逆に寒々と冷え切っているようにも見える現
代に対する、痛烈なアンチテーゼと映る。

戦後は百数十本の映画に出演
「第四章

戦後娯楽映画脇役半生」は、前の３章と趣

翻訳を多数残している。アルフレッド・ド・ミュッセ著

を変え、佐々木が戦後に脇役として出演した映画を選ん

洪水」、スタンダール著「赤と黒」、アンリ・バルビュ

1950（昭和25）年、それまで舞台演劇一筋だった佐々

「二人の愛人」、ヘンリック・シェンキウィッチ著「大

で解説・論評している。

ス著「クラルテ」、マルセル・マルチネ著「夜」、ゲオ

木は、50歳を超えて映画に初出演した。山本薩夫監督の

27年にはジョン・クレランド著のエロティック小説

斥に立ち上がった住民運動を朝日新聞浦和支局がまとめ

ルギー・プレハーノフ著「ロシア階級闘争史概説」。

「ファンニー・ヒル（現在はファニー・ヒルと表記）」
を訳し、発禁処分を受けた。「ポルノと侮ってはいけま

「暴力の街」。現在の埼玉県本庄市を舞台に、暴力団排
た本『ペン偽らず

本庄事件』が原作になっている。

堅気の衆にピストルをぶっぱなし、日本刀を振り回す

せん。当時は作家らが翻訳して、知識人の間でひそかに

コワモテ暴力団組長が佐々木の役。砂古口さんは「（佐

初訳本を手に、砂古口さんが解説してくれた。

だしも、興奮して舞台へ飛び上がってきた客から殴られ

読まれていました。水準が高かったんです」。その本邦
原書はフランス語、ポーランド語、ロシア語、英語の

はず。すべてを原語から直接訳したのではないかもしれ
うじゃく

ないが、驚異的な語学力だ。生涯の師、秋田雨雀らとと
もに、エスペラントの普及活動も終生続けた。

20～30歳代の若者が田舎から見知らぬ都会へ出て、働
いて食うだけでも大変だったろうに、どこにそんな力と
余裕があったのだろう。ただ、ただ驚く。

やがて新劇界は分裂・再編を繰り返し、戦争へと突き

進む時代の大波に飲み込まれてゆく。『起て』にはこの

々木は自伝に）悪役をやっていて野次り倒されるならま
たことが一度だけではなかったと書いていたが、この映
画を見てなるほどと合点がいった」と評している。

演じた役はこのほか、右翼の理論家、政界の黒幕、満

州浪人・馬賊、大量殺人兵器をつくる科学者、特務工作
まい す

に関わる軍人、売僧坊主、政争に明け暮れる幕府の重臣
……。チンピラ、小悪党ではない。まれには善人役もあ
るが、最後は主人公に正体を暴かれて成敗されたり、失
脚・転落したりする極悪人役のオンパレードだ。

以下、ネタバレを避け、『起て』で論評された作品

間の経緯が詳しく記されているが、演劇の門外漢の私に

名だけをあげる（人名は監督、洋数字は西暦製作年）。

いが素通りする。しかし、個々の事実を記述した行間か

信、54）、「貴族の階段」（吉村公三郎、59）、「博奕

気が、ひしひしと伝わってくる。

（山本薩夫、74）、「人間の條 件

で、労働者の首切りからストライキが起きた。佐々木は

斗」（小林恒夫、58）、「戦艦大和」（阿部豊、53）、

は、複雑すぎて何度読んでもよく分からない。申し訳な
らは、佐々木をはじめとする演劇人たちの志の高さと熱
例えば、1926（大正15）年、東京・小石川の印刷所
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はん らん

「密輸船」（杉江敏夫、1954）、「叛 乱 」（佐分利

打ち

総長賭博」（山下耕作、68）「華麗なる一族」
じょうけん

第一部」（小林正

樹、59）、「月光仮面」「月光仮面・第二部

絶海の死

仕事場拝見

砂古口早苗さんが『起て』を書くために探し出して見た、佐々木孝丸が出演している映画ソフト
の一部。ビデオテープだけでＤＶＤ化されていない作品があり、現在では入手困難なものも多い
「上海の女」（稲垣浩、52）、「大東亜戦争と国際裁

判」（小森白、59）、「たけくらべ」（五所平之助、
く

も のす

55）、「独眼竜政宗」（河野寿一、59）、「蜘蛛巣城」
（黒澤明、57）、「隼の魔王」（松田定次、55）、「あ

なた買います」（小林正樹、56）、「怒れ！力道山」
（小沢茂弘、56）。

出演した映画は、砂古口さんが調べて分かっただけで

百数十本。テレビドラマは数知れない。ごくわずかな例
外を除き、演劇舞台に再び立つことはなかった。

「逃げっぱなし」じゃなかった
『起て』に登場する二人の主要人物、佐々木の演劇上

の盟友だった村山知義と千田是也は戦後、対照的な軌跡
をたどった。あくまで門外漢の私見だが、かつて「天

才」とたたえられた村山は、左翼的な演劇理論を信奉し
て活動を続けながらも、次第に飽きられ、時代から忘れ
られた。一方、千田は、俳優座の代表を終生続け、演劇
界に重鎮として長く君臨したが、民衆とともに歩むとい
う左翼演劇の原点から遠ざかった。

砂古口さんは、この二人と対比しながら、どちらにも

くみしなかった佐々木の生き方に共感を寄せる。

か。佐々木だけでなく、新劇出身の実力派俳優たちが主
役スターの脇を固めたから、戦後に優れた映画が数多く
生まれ、隆盛を誇れたのではないでしょうか。佐々木の
怪優ぶりは、舞台ではもう見られません。けれど、映画
で残ったからこそ、その一端を私たちが、こうしてうか
がい知り、楽しむことができるんです」
×

×

×

佐々木の自伝に一つだけ織り込まれたという戦後のエ

ピソードが、『起て』の序章に紹介されている。

1955（昭和30）年頃、映画のロケ地で、近くにピクニ
ックに来ていた若者たちが歌い始めた。やがてロケ隊の
若い人たちも加わって合唱になった。その中の一人が佐
々木に近づき、「一緒に歌いませんか。歌詞は教えてあ
げますよ」と声をかけてきた。佐々木は困った。その歌
が「インターナショナル」だったのだ。彼は「いや僕は
……」と言葉を濁してその場を立ち去った。

砂古口さんは「これを読んだだけで、佐々木孝丸にす
ほ

っかり惚れ込んでしまった」と述べ、「佐々木の半生は
どうして『逃げっぱなし』だったのか（中略）。謎は何
としても解かねばならない」と思ったと書いている。

でも、きっと砂古口さんには、その答えの半ばは最初

「彼は難しい理論を述べ立てず、商業娯楽映画という

から想像できていたのだ、と私は思う。もし、佐々木が

した悪役を演じることで、都会の恵まれた人だけが見ら

ル」を歌うような人だったら、そもそも惚れ込むことな

新しい場を借りて、ひたすらに演技を続けました。屈折
れる舞台劇よりも、はるかに多くの人々に夢を届けまし
た。役者の正道を歩んだ人だと思います。舞台を捨てて

若者たちと一緒になって得意満面で「インターナショナ
どなかったに違いないから。

私も、久しぶりに「インターナショナル」を歌ってみ

高いギャラがもらえる映画に走ったのは、やはり堕落で

ようかなという気になった。古臭い革命歌としてではな

上で映画やテレビは下という意識にとらわれていません

オマージュとして。

はないか、という批判があるかもしれませんが、舞台が

く、映画の楽しさを教えてくれた謙虚で偉大な悪役への
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会員・読者からの寄稿

㊧張学良旧邸博物館の前に立つ私
㊦五大道を緩やか

に駆ける観光馬車＝いずれも中国・天津市、筆者提供

旧租界時代を偲ばせる
天津の街並みを楽しむ
天津櫻花国際日語学院 講師

遠藤 雅一

昨年は天津と京都との往還に明け暮れた１年でした。

天津櫻花（さくら）国際日語学院は、以前に勤めていた
山東省の大学と違い、中学生から年配の方まで幅広い層
の方が集う民間の語学学校です。昼間の学業や仕事を終
えてから来られる方が多く、仕事の中心は夜間でした。
ビジネスホテルに宿泊していた私は、ホテルの朝食に

間に合うように起床し、食後はシャワーを浴びたり、洗
濯をしたり、ネットで日本のニュースをチェックしたり
して過ごしました。お昼に悠然と出て夜更けに疲れて戻
ってくる私に、ホテルのスタッフはいつも笑顔で「ニー
ハオ」と声をかけてくれましたが、内心では「夜の商売

です。堅牢な机、座り心地の良さそうなソファ、調度品

ん。学校へは、健康のことも考え、歩いて通いました。

階段、絨毯、照明器具など私を包み込む環境の中で、心

に精を出している日本人」と思われていたかもしれませ
片道40分の散歩は、旧フランス租界の装飾美あふれる建
築物の数々に心躍らせるひとときでもありました。

ある日、櫻花日語の学生で、天津外語大附属高校生で

の一つ一つがその時代の美の芳香を放っています。床、
じゅうたん

が躍動するのを禁じ得ませんでした。バルコニーからの
ほうふつ

眺めも往時の有様を彷彿させるに足るものでした。

そして何といっても圧巻は、３階の広々としたダンス

もある趙さんの案内で、中国の軍人・政治家、張学良の

ホールでした。舞台やバーもしつらえてあり、華やかな

の豪邸に、張学良は８年間過ごしたそうです。屋敷の中

る空間がありました。美食家、健食家として知られた彼

舞い降りたような充足感に満たされました。

よれば、張学良の遺体を解剖したところ、胃から木の根

旧居を訪ねました。フランス人の豪商が建てたというそ
に一歩足を踏み入れた瞬間、ある意味で古き良き時代に
もともと大正という時代に強いノスタルジアを抱いて
いと

いる私にとって、そこはこよなく愛しい世界に思えたの
６
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しの

夜会と多彩な人々との交流が昨日のことのように偲ばれ

は百歳の長寿に恵まれました。櫻花日語の張教務主任に
が見つかったのだそうです。

世界に関かれた貿易港として発展した天津は、今も旧

視点／私点
ひづめ

租界時代の建築物を重要な観光資源として守り維持して

けています。そして馬車道では今日も観光馬車が蹄の音

代の雰囲気と精神が生きているように感じられたことで

ティは天津で垣間見ることができるのです。

います。それとともに興味深かったのは、そこに民国時
しょうしゃ

した。瀟洒な洋館に国民党の天津支部やその他の政党の

も軽やかに走っていることでしょう。そう、かつてのシ

と

かん

また、天津の人々は「天津飯」を知りませんが、「関
だ

看板が掲げられたりしています。それが単に民国時代を

東煮き（おでん）」はよく食べます。関西で死語に近く

かねますが、旧フランス租界最大の観光資源ともいうべ

戸と定期航路で結ばれていた縁なのでしょうか。伝統的

偲ばせる観光目的なのか実体を伴ったものなのかは測り
きカトリック教会の聖堂では、中国人司祭のもとで荘厳
なミサが執り行われています。門前には救済を求める人
がいるのも事実なのです。

民国時代を再現する壮大なテーマパークなのか、それ

とも未だに民国時代の名残をマグマのようにどろどろと

なったこの言葉も、天津ではよく目にします。かつて神
に中国と関西・西日本との結びつきの深さも、こんなと
うかが

ころから窺うことができます。ちなみに台湾でも「関東

煮き」と呼ばれています。そういえば、天津と大阪は航
空路で結ばれていますが、東京とは結ぼれていません。
ただ、天津もお隣の北京も、冬場は大気汚染がひどく

潜ませたある種の魔界なのか、そのいずれとも知れない

なるので注意を要します。私も集団暖房が始まる前に日

しれないと思うようになりました。

学生相手の日本語授業の仕事をいただきました。日本語

こんとん

ところが、いかにも中国らしい混沌とした魅力なのかも
旧英国租界は、通称「五大道」とも呼ばれ、重厚な建

物群の中では往時と同じように金融機関が今も営業を続

啓明大学校との交流35周年
日韓大学の国際学術セミナー
在日韓朝鮮大学人協会会長

ソ

ヨンダル

徐 龍達

本へ引き上げました。幸い12月から２月まで、京都で留
学習を契機として日本文化のあれこれをお伝えできたら
と念願しています。

討論も示唆に富む指摘であった。両大学の交流は、1981
年締結の学術・教育・文化交流協定書に始まり、昨年12
月で35周年を迎えたが、当初の２年間は両大学で１回ず
つ研究会が開かれたので、セミナーは37回目となった。

その間、学生の歴史文化セミナーで541人の往来、学

昨今の日韓関係は、政治的には日帝時代の従軍慰安婦

生の語学研修では169人、大学院留学生も多数に及ぶ。

案が山積している。ただ、観光などによる「民際交流」

が往来し、さらに職員研修として啓明大から６年間にわ

トク ト

はんらん

や独島（竹島）問題からヘイトスピーチの氾濫など、懸
や学術・文化の交流などは、それなりの進展がみられる
ことは何よりである。

昨年12月、桃山学院大学聖ペ

また、教員の特任教授・交換教授や短期研修では107人

たって58人が来阪したのである。

両大学の多角的な「民際交流」は、日本では珍しいも

テロ館で、第37回啓明大・桃山
大国際学術セミナーが開催され
イ

ジ

ウ

た。啓明大学校から李枝雨・経
営大学長を団長とする５名の教
授たちが来阪し、そのうち２名
が研究発表、２名が討論者とな
った。桃大側からも同数の教授
たちが参加し、それぞれ英語に
よる計４テーマでの報告と討論
が交わされ、参加者からの質疑
と応答がなされて盛会だった。
とりわけ注目された報告は、

桃大国際教養学部の青野正明教
授による「植民地朝鮮における
国家神道の論理」で、同社会学
部の松澤俊二准教授による問題

国際学術セミナーで報告した青野正明・桃山学院大学教授（左端）、中央
が筆者、その右隣が李枝雨・経営大学長＝大阪府和泉市の桃山学院大学
Asahi Kansai Square

2017.03

７

視点／私点

のと思われる。その背景には、日本の４年制大学で初め

た。徐ゼミの研修は続き、その後の1970年代の桃大にお

と推進者の存在、学術交流システムの樹立、「韓朝鮮

日付朝刊記事を参照）、差別撤廃・人権教育の一環とし

ての定住外国人教員の採用に始まる学長らトップの理解
学」教育研究のインパクトがあったことを明記しておこ
う（徐龍達・伊代田光彦「日韓学術・教育・文化交流

史」（Ⅰ）＝『桃大総合研究所紀要』第42巻第１号、
2016年７月を参照）。
桃大における日韓交流の先駆けは、1968年の徐ゼミナ

ール一行18人の訪韓交流であった。各大学での学生交

歓、史跡探訪、現地歴史講座などは、「日本からの初の
大学生訪韓団」として、広く韓国のマスコミに報道され

ける韓朝鮮語の第２外国語開講（朝日新聞1970年10月４
ての「韓国・朝鮮史」「韓国・朝鮮文化論」の開講など
により、1980年代からの「韓国歴史文化セミナー」の現
地開設、翌81年の両大学姉妹校結縁が実現した。

一般に日韓大学交流は、1988年のソウルオリンピック

以降に始められたが、その先鞭をつけた啓明・桃山の交
流継続は、異文化との協調と相互理解に大きく役立つも
のと信じており、今後の発展が期待される。

「天空の町―別子銅山と伊庭貞剛」ドイ

石多 エドワード

ツ公演の模様を大きく伝えた現地の新聞

東京オペラ協会代表・芸術監督

和オペラのドイツ公演に拍手鳴りやまず
クラシック音楽の力に圧倒されて音楽の世界に飛び込

みオペラ活動を始めたものの、国際結婚した両親が体験
した戦争の悲惨さから「戦争だけは起こしてはならな

い」と強く言っていたこともあり、私が代表・芸術監督

町―別子銅山と伊庭貞剛」について報告させていただき
ます。ミュンヘン郊外のヴォルフラーツハウゼンという
小都市にあるロイザッハハレ劇場で公演しました。

西洋音楽の本場とも言える保守的なドイツで、私が作

を務める東京オペラ協会は、一般のオペラ界とは違った

った和洋折衷の音楽がどう受け止められるか、しかもオ

国際相互理解を願ってのオペラによる国際交流と、障

と不安が交錯していましたが、一気にそんなものは吹き

目的で活動するようになりました。

害の有無にかかわらず誰もが参加できるユニバーサルデ
ザインによるオペラ、この二本柱での活動です。現在、
関西など全国６カ所の支部の皆さんと連携しながら、一
味違ったオペラを楽しんでおります。

さて今回は、昨年夏にドイツで公演した歌劇「天空の

８
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ーケストラ伴奏ではなくエレクトーン伴奏ですし、期待
飛びました。出演者の気迫あふれる演奏がドイツ人の深
い共感を呼び、一曲ごとに湧き起こる拍手は、今まで日
本でさえ一度もなかったことです。エレクトーン伴奏に
も驚くほど大きな拍手が送られました。終演後もスタン
ディングオーベイションによる鳴りやまぬ拍手で、２度

視点／私点

もカーテンコールされたことも初めてのことです。

宣言していた他の文化担当者も結局いらっしゃり、見終

の明快な感動表現は、音楽に対する感性、国民性、ある

す。

自慢話のようになってしまいましたが、ドイツ人のこ

いは歴史観の違いから来るものでしょうか？

日本のオ

わった後ガラッと態度が変わったと、報告を受けていま
また地元のドイツ人との交流を願っていたので、私た

ペラをはるばる届けに来た私たちに対する歓迎の気持ち

ちの半分はホームステイ先を探していたのですが、それ

歌は、世界をつなぐ素晴らしい手段であること、この確

名乗り出て大歓迎してくださったことも印象的でした。

も手伝ったかも知れません。いずれにせよ、音楽、特に
信を更に深めた公演になりました。

実は、ほとんど無名の東京オペラ協会ということもあ

り、ヴォルフラーツハウゼン市との連携がうまく取れ

ず、直前まで観客動員を心配していたのですが、天の助
けかたくさんのお客様がおいで下さいました。終演後も
市の文化参事官が、この次は入念な受け入れ態勢を作る
ので１年以上の準備期間をくださいと、申し出てくださ
いました。当初このオペラ公演に反対して見に来ないと

を新聞社が知って呼びかけて下さり、何と隣町の方々が
終演後の翌日改めて感謝を申し上げると、「当然です、
逆の立場だったらあなた方もこうしたでしょ」と代表者
がほほえみながら話されたことも、心に残りました。

やはり、私たちが目指すオペラを海外で理解していた

だくには、時間と労力がかかる、ということでしょう
か？

いや、日本でも同じですね？？

ゆきましょう（笑）。

まあ、気長にやって

花を

訪ねて

半世紀隠れていた女王

カトレヤ・ラビアータ

ラン科

花言葉：優美な貴婦人 他

の経緯が「『失われた』蘭の物語」と題して、英国
王立キュー植物園のホームページに載っている。

英国人ウィリアム・スウェインソンが1818年にブ

ラジルで見つけ、同植物園を介して園芸家ウィリア

やっと再発見できたのは50年以上も後。フランス

の花好きな昆虫学者の家で、ブラジル北部の昆虫採
集人から届いた株が開花したところへ、学者の友人
の蘭栽培家が偶然訪ね、幻の花だと確認した。

日本の温室では秋～冬に咲く。今も交配親に使わ

ム・カトレイの手に渡った。小さな体に大輪の花を

れ、カトレヤ属や近縁属のランとの間に多くの新

ち人々を魅了した。しかし、スウェインソンは詳し

あるようだ。写真はセルレアという亜種。

６週間も開き続ける風変わりな着生植物は、たちま
い採集地を告げずに国外へ旅立ってしまった。大勢
のプラントハンターが南米に渡り、血眼になって探
し回ったが、誰も目指す花に出会えなかった。

種、新品種を生んでいる。原種も花の色などに幅が
ラン科は地球に最も遅く現れた被子植物で、全世

界に700属以上、約15,000種が分布する。今も進化

大阪市鶴見区・咲くやこの花館で

ラン

洋蘭の女王・カトレヤの原種。その伝説的な発見

しており、未発見の種がかなりあるという。（雅）
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2026年
完成めざす
聖家族教会

――地中海３都市 船の旅

文化ジャーナリスト

白鳥 正夫

思い立って昨年暮れ、地中海クルーズに出向いた。と言ってもわずか３泊４日に過ぎ

ないが、スペインのバルセロナ、フランスのマルセイユ、イタリアのジェノバの３カ国

３都市を巡るツアーだった。とりわけバルセロナにはホテルで一泊し、地中海が生んだ

しんちょく

年ぶりの再訪だ。近年急ピッチ

（写真はいずれも筆者撮影）
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天才建築家のアントニオ・ガウディが設計し、没後も建築が続いている聖家族教会（サ
グラダ・ファミリア）の観光が組み込まれていた。約

き、さらには初めてのクルーズ体験をリポートする。

見たかった。サグラダ・ファミリアを巡る話題を中心に、マルセイユとジェノバの街歩

で工事が進められ、２０２６年にも完成との見通しが発表されていて、その進捗状況を

10

ファミリア
サグラダ

ひも

おもり

団体であるサン・ホセ教会が、個人の寄付に依る贖罪教

時は無名だった。

しょくざい

錘 を用いた実験道具を使って構造を検討したとされ、

1926年、73歳の時に市電にはねられ死去するまで建築に

ルが無償で設計を引き受けた。1882年に着工したものの

ガウディは設計を一から練り直し、大型模型や、紐と

会として計画し、初代の建築家フランシスコ・ビリャー

ウディで、1852年にカタルーニャ地方に生まれ、31歳当

お目当てのサグラダ・ファミリアは、民間カトリック

意見の対立から翌年に辞任。その後を引き継いだのがガ

バルセロナ

巨匠も驚く技術の進化

地中海３都市 船の旅

が施された彫刻＝写真上＝を見たが、当

時は300年かかるであろうと想定されて
いた。ところが３ＤソフトウエアやＣＮ
Ｃ（コンピュータ数値制御）加工機が使
えるようになったことや、多額の入場料
収入や寄付金の支えがあって工期が半減
し、150年以上短縮されたのだ。

ガウディはサグラダ・ファミリア以外

にも、独創的な高級アパートのカサ・ミ
ラはじめ、グエル公園やグエル邸など７
のこ

つの建築物を遺し、いずれもが世界遺産
に登録されている。ただ現代技術を駆使

取り組んだ。しかし仔細な設計図を残しておらず、弟子

して完成するサグラダ・ファミリアは厳密に見れば、ガ

ずかな資料を手がかりに後を継いだ建築家たちがガウデ

れないかもしれない世紀の巨大建築の威容とガウディの

たちが作成した資料なども大部分が内戦で消失した。わ
ィの設計構想を推測するといった形で現在も建設が行わ
れ、９代目の設計責任者のジョルディ・ファウリは、ガ
ウディの没後100年に当たる2026年に完成をめざす。大

きなクレーンが据えられ、敷地内の工事も急ピッチで進

ウディ作品とは言いがたいと思われる。完成を見届けら
偉大さを心に印し、サグラダ・ファミリアを後にした

高台に黄金の聖母子像

マルセイユ

バルセロナに一泊した午後、大型客船「ＭＳＣスプレ

められていた。

ンディダ号」に乗船した。テロ対策もあって乗船は厳重

（建物正面）と、鐘塔を持つ。イエスの生誕を表す東フ

撮影し、コンピュータ管理され、寄港地の上下船でもチ

約17,000㎡の敷地に建つ聖堂は、三つのファサード

ァサード＝前㌻の写真＝、イエスの受難を表す西ファサ
ードや内陣、入り口から主祭壇に向かう身廊などはほぼ
完成したが、イエスの栄光を表すメインファサード、イ
エス・キリストと聖母マリア、十二使徒などを象徴する
18本建てられる内の塔の８本が未完成である。
これらの建築群のうち、生前のガウディが実現できた

地下聖堂と生誕のファサードが2005年にユネスコの世界
遺産に登録された。その２年後の2007年11月、私が初め

て現地を訪れた。この時は生誕のファサードから聖堂内
へ入り、時間をかけて内部を見学した。まるで巨大な生
き物の胎内を覗くような感じだった。高くそびえる柱や
内装のデザインも見事。全てではないが、ステンドグラ
スの入った窓の美しさは格別だった。石で作られた巻貝
ら せん

の螺旋階段もすばらしかった。信者しか入れない聖域の
地下礼拝堂にガウディは埋葬されているという。

今回はエレベーターで塔に登りたかったが、待ち時間

だ。荷物の安全審査は当然として、一人一人の顔写真を
ェックされる。船内のことは最後に触れることにして、
いよいよクルーズのスタートだ。夕刻６時に出航。翌朝
にマルセイユに入港した。

午前中は市内観光にあて、マルセイユ市街を一望でき

る標高約150mの高台にそびえるノートルダム・ド・ラ

・ギャルドバジリカ聖堂＝同下＝を訪れた。ニーム出身

のマルセイユの建築家エスペランデュー(1829～1874) が
設計し、1853年に定礎され、1864年に献堂された。

聖堂はそれほど大きな面積ではないが、屋上に大規模
な鐘楼があり、その上
に高さ12.5m の塔を土

台 と し て、 高 さ11.2m

の巨大な黄金の聖母子
像が据えられている。
マリア様は銅製だが、
は

金箔が貼られ黄金色に

が長いため、周囲を回り、外観の写真を撮ることに時間

輝く。市内や海の上か

めての説教を行うまでの逸話が彫刻によって表現されて

は、港町マルセイユの

をかけた。生誕のファサードにはキリストの誕生から初
おり、双眼鏡を片手に眺めた。「聖母マリアの戴冠」な
どをカメラに収め、受難のファサードに回る。ここでは
ばんさん

たっけい

「イエスの最後の晩餐」から「キリストの磔刑」、「キ
リストの昇天」までの有名な場面が彫刻されていた。

最後にこの壮大な教会が着工した年の「1882」の数字

らも仰ぎ見られる聖堂
シンボル的存在となっ
ている。

聖堂には、数多くの

船の模型や絵画が納め
られ、天井からはいく
Asahi Kansai Square
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地中海３都市 船の旅

つもの船の模型が吊り下げられ、壁一面には大小さまざ
まな船の絵が掛けられている。いわば船乗りたちのため
の神聖な寺院とも言える。テラスからの眺めが360度の
パノラマ展望で、眼下の市街の先には地中海と遠くには
山並みが続く。

ジェノバ

貴族の豪華な大邸宅群

この日は夕刻５時、マルセイユを出港した。翌朝ジェ

ノバ港に到着後、午前中は観光に出向く。イタリア北西
部にある港湾都市で、中世には海洋国家（ジェノバ共和
国）として栄え、商工業・金融業の中心地としての長い
歴史を持つ。現代においてもミラノ、トリノなど北イタ
リアの産業都市を背後に持つイタリア最大の貿易港であ
り、地中海有数のコンテナ取扱高を誇っている。

16世紀に総督ドリアのもと、スペインと同盟を結び、
欧州カトリック世界のメイン銀行となって金融業で繁栄
したジェノバ共和国には、世界から訪れる来賓用迎賓館
の必要性から、17世紀初頭にかけて、富裕貴族層が住む
豪華な館・大邸宅を厳選し、「ロッリ」と呼ばれるリス
トに登録させて、国家の来賓の宿泊先として法で制定し
ていた。

これらの大邸宅群は建築的にも価値あるものが多く、

通り沿いは美しいルネッサンスやバロック様式の館が建
つ有力諸貴族の豪奢な大邸宅地となった。その名残であ
る「ジェノバ：レ・ストラーデ・ヌオーヴェとパラッツ

ィ・デイ・ロッリ」は、「新しい街路群」の意味で、
2006年に世界遺産に登録されている。
ドーリア・トゥルシ館＝写真上＝は現在市庁舎になっ

ている。1564年から79年に建設された建物で、柱廊と回

ても過言ではない。

毎朝、船内新聞が発行され、その日のシアターの内容

廊を持つ長方形の中庭が美しい。内部の天井にはフレス

やバー・レストランの案内、寄港地の観光情報などが掲

く。ロッソ館（赤の館）とビアンコ館（白の館）なども

乗船客には地中海一周組もいる。

きら

コ画が描かれ、中央にクリスタルのシャンデリアが煌め
あり、街歩きを楽しめた。

載されている。私たちは３泊４日だが、世界各地からの
波乱に明け暮れた2016年が去り、夜明けを告げるはず

帰船して翌朝、最後の寄港地はローマに近いイタリア

の鶏の年を迎えた。21世紀になっても世界各地で紛争が

から、再びドバイを経て帰国した。最後に、初めてのク

世界にあって、混迷を深める世界は広く複雑だ。そんな

のチヴィタヴェッキア港。下船してフィウミチーノ空港
ルーズ体験について記しておく。乗船した「ＭＳＣスプ

レンディダ号」＝同下＝は、137,940t、全長338m、乗客
3,274人という世界で５番目の大型客船だった。
船の構造は18階層になっており、まるで超大型のビ

ルだ。船の面積が150万㎡もあり、室数は1,751部屋に及
び、自室に戻るのにも迷うほどだ。船内にはバーやラウ
ンジをはじめ、複数のプールやジェットバス、各種スポ

ーツ施設や、映写室、図書室、さらには500人以上入場
可能なシアターまで備わっている。従業員が約2,000人

もいて、5,000人以上の人が住む街が動いていると言っ
１２ 2017.03
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続き、年が明けてもテロがやまない。グローバル化した
感懐の中で、船上デッキで仰いだ地中海の日の出の光景
は至福のひと時だった。

全 面 広 告

公式サイト：http://www.greece2016-17.jp
Asahi Kansai Square

2017.03

１３

イベント・出版等の情報

写真展「アフガニスタン 1994―2016
22年の援助活動を
振り返る」
宝塚・アフガニスタン友好協会代表

西垣 敬子さんから

1994年秋、一人の主婦が援助活動者になって、遠いア
フガニスタンへ出掛けた。アフガニスタンは内戦中で難
民が続出、赤ん坊にミルクはなかった。援助の対象は女
性と子ども。イスラームの国では男は家族以外の女性に
近寄ることも、素顔を見ることも出来ない。ましてや写
真を撮ることなど不可能。しかし私は女であり、その上
50歳を過ぎていたので女たちを自由に撮ることが出来
た。アフガニスタンの子どもたちは目が大きい。そして
人を真っ直ぐに見る。過酷な戦争の日々を黙って受け入
れ、それでも無邪気に愛らしく幼い妹や弟の世話をし、
く

フォトグラファー

水汲みをして親を手伝う。私は photographer ではない。
活動の記録として撮ったものである。いつも「これが最
後になるかもしれない」と思いながら撮ったものであ

る。（展示会場・アメリカ橋ギャラリーのホームページ
から）

◇とき

３月23日（木）～27日（月）11〜19時（最終日

は16時まで）

◇ところ

AMERICA-BASHI GALLERY＝アメリカ橋

ギャラリー（〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-22-3
☎ 03-6303-1414

URL：AmericaBashiGallery.com）

※ＪＲ山手線・埼京線恵比寿駅東口から徒歩５分、地下
鉄日比谷線恵比寿駅１番出口から徒歩７分

◇内容

1994〜2016年に訪れたアフガニスタンの各地域

＝カイバル峠、ジャララバード、バーミアン、サラン
ま がい

パス、スルフコタル、摩崖彫刻―マシャレク、パンジ

シール、ヘラート

◇入場無料

◇主催・お問い合わせ先

宝塚・アフガニスタン友好

協会＝ＴＡＦＡ（Ｅ-mail：keikotafa2003@yahoo.co.jp
FAX：0797-84-8446

URL：www010.upp.so-net.ne.jp/

人々を支援し続けてきた。タリバーン政権成立や、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。
西垣さんの活動を、本誌2016年７月号（No.183）で特

集した。取材に伺ったときに西垣さんから、「実は、こ
んなものもあるんです」と、数百枚の写真を見せられ

た。アフガニスタンの女性や子どもたちが、印画紙やパ
ソコンの画面に生き生きと写っていた。

日本で募った寄金や支援物資を携え、いつも一人でア

フガニスタンへ行った西垣さん。当局から「身の安全を
保証できない」と言われた地域にも足を踏み入れた。

――果たして無事に日本へ帰れるだろうか。これが最

後の訪問になるかもしれない。
いち ご いち え

日本風に言えば「一期一会」。そんな思いでシャッタ

k-tafajapan/）

女性の目で見た素顔のアフガン
西垣敬子さんは、1994年に宝塚・アフガニスタン友好

協会（ＴＡＦＡ）を自ら立ち上げ、81歳の現在まで四半
１４ 2017.03

世紀近くにわたり、長年の戦火で傷つき、貧困に苦しむ
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ーボタンを押した。大の男でさえ心細くなるに違いない
旅路を勇気づけ、和ませてくれたのが、逆境にも笑顔を
失わないで生きる人々の姿だったという。

いつも使うのは小さなカメラ。相手と同じ目線までし

とぴっく・ナウ

ゃがみ込んで撮る。「私が女性だから、奥ゆかしいイス

区民センター／３月11日（土）14時

ん」。そこにはプロの写真家も男視点の既成メディアも

野市・ラブリーホール

ラームの彼女たちも、心を開いてくれるのかもしれませ
取り上げたことがない、素顔の日常が活写されている。
本誌では残念ながら、そのごく一部しか紹介できなか

った。今回は、パネル約40枚に加え、プリントしきれな
かったコマもデジタル映像にして見てもらうという。東
京でだけでなく、関西でもぜひ開いてほしい展示会だ。
今回の展示を西垣さんは、「これまでの集大成で最

後の活動」と位置づけている。ご自身の年齢のこともあ

るが、アフガニスタンが治安悪化のためにビザ（入国査
証）発行を停止し、支援に渡航できない状態がずっと続

兵庫県西宮市・カ

トリック夙川教会／３月14日（火）14時

大阪府河内長

◇入場料 前売り 2,000円（学生 1,500円）
◇演奏曲目

当日 2,500円（学生 2,000円）

リスト「慰め」「ハンガリー狂詩曲第2

番」／ショパン「ノクターンOp.9 No.6」「英雄ボロネ
ーズ」／ヒナステラ「アメリカ前奏曲No.6」ほか

◇お申し込み・お問い合わせ先

公益社団法人アジア協

会アジア友の会（〒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 Email： /asia@jafs.or.jp URL：http://jafs.or.jp）

いているからだ。宝塚・アフガニスタン友好協会のホー

ムページに「３月末にて、22年間の援助活動を終了し、

両陛下のお庭を彩る四季の草花

て、アフガニスタンへの関りを続けて参りたいと決意を

御所の花 安野光雅

新たな出発を決意いたしております。今後は、個人とし
新たにしております」と書いている。

（黒沢 雅善）

学校に通いたいアジアの子どもたちのために

東大阪市民美術センターさまから
絵本作家・画家・装丁家として多くの人々に愛されて

いる安野光雅氏は、天皇皇后両陛下の本を装丁したご縁

瀬田敦子チャリティコンサート

から、 2011年１月から翌年４月にかけて御所の庭を写

公益社団法人 アジア協会アジア友の会さまから

た。御所のある吹上御苑は、武蔵野の野山のように自然

この催しは、阪神大霞災で友人を失ったピアニストの

生する機会に恵まれ、作品「御所の花」が生まれまし

が残り、その自然のままの庭は、両陛下が時間をかけて

瀬田敦子さんが2001年、インド西部地震に心を痛め、何

作り上げられたものと

Ｓ）にかけた電話がきっかけで始まりました。10年には

れた130点の植物は、

の支援に役立てられま

て移植されたものなど

チエンマイで、地元の

シより要約）

が共演し、東日本大震

年と市民美術センター

のためのコンサートを

示として、御所に咲く

学生たちと初共演して

水彩画130点を一堂に

阪で催しました。

◇とき

たちが参加し、音楽を

◇ところ

かお役に立ちたいと、アジア協会アジア友の会（ＪＡＦ

いわれています。描か

５都市で催し、寄付の一部はタイで音楽家をめざす若者

自生するもの・縁あっ

した。12年にはタイ・

多様です。（案内チラ

交響楽団や若手演奏者

東大阪市の市制50周

災とタイ大洪水被災者

開館20周年記念特別展

開催。15年にはタイの

四季折々の花を描いた

東京、京都、兵庫、大

展示しています。

半まで。月曜休館（３月20日は開館、翌日21日休館）

今回もタイの学生

愛し、貧しい人々に手を差しのべたタイのプミポン前国
王をしのびます。寄付金は、社会・経済的な理由で学校
に通えない子どもたちが学校に通えるよう、ＪＡＦＳの
「里親の会」を通して支援に充てられます。
◇とき・ところ

３月９日（木）19時

３月26日（日）まで、開館10～17時（入館16時

大阪市・阿倍野

東大阪市民美術センター（〒578-0924 東

大阪市吉田6-7-22

☎ 072-964-1313

URL：http://

higashiosaka-art.org）※近鉄奈良線東花園駅北東へ徒歩
約10分

◇入場料

東大阪市花園ラグビ一場南側

一般（高校生以上）500円。中学生以下と65

才以上、障害者手帳などをお持ちの方は無料
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とぴっく・ナウ

かしく祭の司会進行を務めます
上方文化評論家

福井 栄一さんから

禁酒・節酒の祈願寺として名高い曽根崎・法清寺（別

称：かしく寺）の「第269年忌
り厳修されます。

かしく祭」が下記の通

私が芸能奉納の企画・制作・当日の司会＆演目解説を

担当しております。ご参加に特段のお申し込みは要りま
せん。皆さま、ぜひお運び下さい。

◇とき

３月18日（土）正午〜15時頃。

◇ところ

法 清 寺（ 大 阪 市 北 区 曽 根 崎1-2-19

☎ 06-

6364-8967）※梅新交差点の北東徒歩２分
◇行事次第

（１）法要（法清寺ご住職）
（２）芸能奉納

上方落語「お楽しみ」（桂二乗）／狂

言「鞍馬参り」（安東元・山田師久）／舞踊「石橋」
（篠塚瑞桜・津塚美葉）

司会＆演目解説：福井栄一

◇入場無料

「21世紀の茶室」フランス出身女性がコンペ１等
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）が主催する新しい
時代にふさわしい茶室デザインの国際コンペティション
「21世紀の茶室」＝本誌2016年10月号（No.185）と同12
月号（No.187）に記事＝の

高さに改めて驚き、励まされています」と話す。

最終審査では近藤氏と團氏が応募者に、「コンペを通

じて知り合えた人を財産として、これからもより良い仕
事に取り組んでください」と励ましの言葉を贈った。

最終審査が2016年12月10

日、同大学であり、１等
に、デンマークで活動して
いるフランス出身の女性建
築家、Juliette Valat さんが
選ばれた。

元文化庁長官・近藤誠

一、建築家・團紀彦、佐伯
センター長の３氏が審査委
員となり、この日は、先に
発表した入選20作品の中か
ら、さらに絞られた上位６
候補作の代表者が、作品の
狙いなどを映像を交えてプ

レゼンテーションした。一般の人にも公開された。

Valat さんの作品＝写真上、京都と茶文化研究センタ

ー提供＝は「現代の化石」というタイトルで、都会の高
層建築の一角に草木を配した茶席をしつらえている。２
等（２点）には中国の建築家 Li Wenjia さんら３人と、神
みずき

戸大学大学院生の瀬川瑞 さんが選ばれた。入選20作品

は、昨年11月10日～今年１月14日に同大学で、２月20～
25日には東京でもパネル展示公開された。
海外から、上位入賞者だけでなく、多数の応募があっ

た。佐伯センター長は「建築・デザインを志す若手から
意欲的で斬新なアイデアを広く募りたいとの狙いで、コ

最終審査の参加者と審査委員たちは翌日、「忠臣

加を呼びかけました。茶文化そして京都に対する関心の

人有斐斎弘道館。京都と茶文化研究センター提供

ンペ情報を紹介する海外向けウェブサイトにも載せて参
１６ 2017.03
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蔵茶会」を楽しんだ＝京都市上京区の公益財団法

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

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

時半まで）

休館日：第１・３・５日曜と祝日（振替休日含む）

まで近代日本文学史に残しました。霊
界と現世、歴史と伝説、生と死、夢と

大森 亮尚

現実、一人称と三人称―これらが交

民俗学、国文学から芸能史などあらゆる領域で独自の

錯して読者を魔界へ導くこの古代小説

しゃく ちょうくう

古代学の体系を打ち立てた折口信夫は、釈迢空の名で詩

を読み解いていきましょう。

歌の世界まで裾野を広げました。そればかりでなく『死
者の書』という単なる歴史小説ではない特異な古代小説
い

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

折口信夫『死者の書』を読む
古代民俗研究所代表

◇とき

◇受講料

か

認知症の老人に如何に接すべきか

４月５日（水）13時～14時半

カルチャー会員 3,024円、一般 3,564円

小説『老乱』の世界
しょうへい

大阪大学招聘教授
大阪天満宮文化研究所研究員

久坂部 羊 作家・医師

高島 幸次

久坂部羊さんの新作『老乱』は、認

野に入れて認知症介護を考えます。と

と、その介護に振り回され潰されそう

と、落語のコラム連載中の高島さんの

知症により狂乱していく老人の不安
な家族の苦衷を描いた認知症小説で

す。老人と家族の双方の視点から迫ることにより、認知
症介護の本質を浮かび上がらせます。聞き手に歴史学者

はいえ、新作落語も作る久坂部さん
ひ そう

ことですから、深刻悲愴な空気に陥ら

ず、笑いのある明るい対談になることでしょう。
◇とき

ひも一本で体が変わる、
体が動く！

ヒモトレ講座

の高島幸次さんを招き、日本史上初の老々介護時代も視

４月８日（土）13時～14時半

◇受講料

カルチャー会員 3,456円、一般 3,888円

小関アスリートバランス研究所代表・バランストレーナー・ヒモトレ発案者

小関 勲

ひもを使って体のバランスを整え、本来持っている能力を引き出しま

す。体の不具合の多くは自分自身の無意識のクセによるもの。そのクセ
を、ダイレクトに外すのがヒモトレの役目。簡単なエクササイズや、た
だ巻くだけで効果が期待できるポイントをお伝えします。快適な日常、
疲れにくい体、ケガ予防、介護、スポーツ、仕事、教育にあらゆる場面
で役立つ内容です。全く新しい体づくりをご体感ください。日経新聞や
雑誌『an・an』『クロワッサン』でも取り上げられたメソッドです。
◇とき

４月15日（土）10時半～12時半

◇受講料

薬だけに頼らない

☎ 06-

カルチャー会員 3,348円、一般 3,888円

「高血圧・脂質異常・糖尿病」の正しい予防・治療法
大櫛 陽一

った治療による病気の悪化や合併症が多くみられるのが

問題となっています。欧米では2004年

話しします。正しい知識を身につけて自分自身や家族を

東海大学名誉教授

世界的に過剰診断と多重投薬が社会

に、治験方法や、医師と製薬会社の癒
着が問題となり、その後10年かけて診
断基準や治療目標の見直しが行われ、

新しいガイドラインや食摂取基準が次々と更新されてい
ます。一方日本では、不要な投薬による副作用や、間違

現状です。薬だけに頼らない正しい予防法・治療法をお
守りましょう。
◇とき

４月23日（日）13時半～15時

◇ところ

アサコムホール（中之島フェスティバルタワ

◇受講料

カルチャー会員 2,916円、一般 3,456円

ー12階）
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詩人・尹東柱 生誕
年

100
偲ぶつどい・出版・新たな記念碑
太平洋戦争中に留学先の京都で治安維持法違反に問わ
ユンドンジュ

れ獄死した韓国の国民的詩人、尹東柱（1917〜1945年）
の生誕から今年は100年。詩人の命日２月16日の前後に
ゆかりの地であった二つのつどいを訪ねた。

尹が学んだ京都市上京区の同志社大学にある「尹東柱

詩碑」の前では２月11日、同志社ＯＢらでつくる尹東柱
しの

パクヒギュン

を偲ぶ会（朴熙均会長）など主催の献花式があった。尹
の代表作「序詩」を高校生が韓国語と日本語で朗読し、
訪れた大勢のファンが碑に花を捧げた＝写真上。

式後の交流会では韓国の尹東柱文学館がつくった記録

映画が上映され、参加者らが詩人への思いを語った。
た

ご きちろう

元ＮＨＫディレクターの作家、多胡吉郎さんも駆けつ

けた。1995年に「ＮＨＫスペシャル」で尹を特集し、日
本で人気が高まるきっかけをつくった人だ。尹について
いのち

の調査・研究をまとめた「生命の詩人・尹東柱──『空

と風と星と詩』誕生の秘蹟」（影書房、1,900円＋税）
＝同中＝を２月に出版した。新著を手に多胡さんは「番
組をつくり終えると過去をすぐ忘れるのがテレビ人間の
悪いくせですが、尹東柱だけは『はい、さよなら』でき
ない宿題でした。今も私の人生の支えです」と話した。
尹が逮捕直前、最後に旅した京都府宇治市では２月18

日、詩人尹東柱記念碑建立委員会（代表＝安斎育郎・立
おも

撮った同じ日に撮られた別写真（尹は写っていない）を
多胡さんが見つけた。それをもとに建立委が調べ、一行
が当日食事をし、尹が友に乞われて「アリラン」を歌っ
たのが、この付近の河原だと分かった。地元の志津川区
が趣旨に賛同し、土地を提供してくれることになった。
つどいでは安斎代表が「詩人が最後の足跡を残した地

にふさわしい発信の拠点としたい」などど述べ、これま
での経緯が参加者に、この新たに公表された別写真など
を映写しながら報告された＝同左下。

「記憶と和解の碑」と名付けられた高さ2.1m の碑は

命館大学名誉教授）の「第25回尹東柱の想いを今につな

すでに10年前に完成している＝同右下、建立委提供。建

の場所が決まったことが発表された。同志社大学、京都

たいとしている。問い合わせは建立委事務局（☎ 0774-

ぐつどい」が催され、席上、記念碑を建てる宇治川河畔

立委は、工事費用などを寄付で募り、今夏までに建立し

造形芸術大学に続く関西で３番目の記念碑となる。

24-7094 紺谷延子さん）へ。

場所は、天ケ瀬吊り橋と上流の天ケ瀬ダムとの間にあ
はっこう

る白虹橋の右岸たもと。尹と学友たちが吊り橋で写真を
１８ 2017.03
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（黒沢 雅善）

※本誌2015年８＆９月号（No.174）と10月号（No.175）
の２回、「知の点景」で尹東柱を取り上げました。

･･･ 事 務 局 か ら ･･･
▼昨年度お休みした「関西スクエア賞」が復活します。

（もちろん取材を兼ね）、改装を終えた大阪・九条のシ

ため、08年度に創設。学問、芸術、ビジネス、スポーツ

い沈黙」「美しい夏キリシマ」「父と暮せば」「紙屋悦

この賞は、関西を元気にしてくれる若い人材を顕彰する
など様々な分野からこれまで９人を表彰してきました。
朝日新聞の取材網や関西スクエア会員の推薦を通じて

候補者をリストアップ。今年度から夕刊連載「挑む！」
に登場した人も候補にしました。「挑む！」は関西スク
エアホームページにこれまでの記事が載っています。

関西、そして日本を引っ張っていってくれそうな13人

が最終候補者になっています。関西スクエア会員で12年
度受賞者の上田假奈代さん、作家の後藤正治さん、京大
教授の伊藤公雄さんらが選考、３月15日の会員交流会で
表彰式を開きます。

（湯浅）

▼「見ないまま終われるか！」と一念発起し、忙しかっ
た若い頃に見逃した名作映画を追っかけています。１月
は会報発行が休みで時間ができたので、会社を抜け出し

ネ・ヌーヴォに４回行きました。戦争を扱った「とべな
子の青春」。故黒木和雄監督の特集です。週日で空いて
いるかと思ったら、各回ほぼ満席でした。なるほど、見
て納得。激しい戦闘シーンも、声高な反戦スローガンも
出てきませんが、細やかなタッチが心にしみました。ス
ペクタクルに流されないで確かな作品を選ぶ映画館があ
り、それに応えて訪れる人々がちゃんといる。頼もしい
市井の文化に触れて、うれしくなりました。

（黒沢）

▼寒かった今年の冬がようやく終わりに差し掛かり、３
月15日の会員交流会が近づいて参りました。お忙しい中
出欠の返信はがきをお送りいただいた皆様、ありがとう
ございました。お知らせいただいた情報を元に、順次名
簿のメンテナンスも行って参ります。ご出席いただける
皆様は、どうぞお気をつけてご来場ください。（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」はお仕事やご研究の報告、

時事問題への感想・提言、身辺雑記などで、800字を目安に。「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。ともに写真・図付きを歓迎します。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。４月号への掲載ご希望分は３月15日（水）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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全 面 広 告

休館日：月曜日│ただし3月20日［月・祝］は開館し翌日休館
開館時間：10 : 00 ～ 17 : 00

金曜日は10 : 00 ～ 19 : 00（入場は閉館の30 分前まで）
主催：国立国際美術館、
ウィーン美術史美術館

TBS 、MBS 、朝日新聞社
後援：外務省、
オーストリア大使館
特別協賛：

│協賛：大日本印刷

協力：オーストリア航空、
ルフトハンザ カーゴ AG、
ルフトハンザドイツ航空、
アリタリア-イタリア航空、
日本航空、
日本通運、
ダイキン工業現代美術振興財団
観覧料金（税込）
［当日］
一般 1,600 円、
大学生 1, 200 円、高校生 600円

［前売 ／団体］一般 1, 400 円、大学生 1, 000 円、高校生 500 円
●

団体は 20 名以上 ●中学生以下は無料 ●心身に障害のある方とその付添者 1 名無料（証明

●前売券は、
できるものをご提示願います）
11月21日
［月］
から2017 年 1 月27日
［金］
までの販売

●

（セブンチケット、チケットぴあ、
ローソンチケットほか主要プレイガイド 手数
チケット販売：各プレイガイド
料がかかる場合がございます。）●国立国際美術館では前売券の取り扱いはしておりません

［お問い合わせ］事務局 06 - 4862 - 5777

平日10 : 00 ～ 17: 00（左記以外の時間はアンサーガイドによるご案内）
展覧会ホームページ http://www.tbs.co.jp/vienna2016 /
国立国際美術館ホームページ http://www.nmao. go. jp/
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国立国際美術館ホームページ
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www.nmao.go.jp/

