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く7閉会臨 〈

7月8日12時 30分から昼食持参で林さん宅にて 7月例会を行いました。

お料理上手な会員の手作り弁当を前にいつも以上に話は弾みます。

今日の話題は伊予銀行の助成金申請の件、前回話に出ていた自然観察会という

企画は変更して、たとえば蝶カレンダーを作成し、現在脳梗塞で入院されている

奥さまの看病でお忙しい楠先生に、それにコメントをつけていただけないか、一

度おうかがいしてみるということになりました。できそうならその線で申請し、

無理ならもう少し長期的な計画のもとに、会独自の財源で進めていくということ

に決定しました。

その他 8月例会はお休み

9月は中島まで遠出

手1"

と決まりました。

(S . K) 
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三一〈何例会報 告

メァ訪ねゴて
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東撮市民には、中島は合併前、お隣さんの気持ちが強い町でしたが、今は、松

山市の町です。例えてみれば、遠くに引っ越した親戚を訪ねるような気持ちでの

中島上陸になりました。

roさんからのお便りで、皆さんの事を知っているので、初めであったような

気がしません。Jという言葉でYさんに迎えていただいて、早速、 4月に開校し

た3つの小学授が合併した中島小学校へ向かいました。ご丁寧に、校長先生が校

舎の説明をして下さいました。これからの小学生のために建てられた建物は、実

に豪華な立派な学校でした。中でも、体育館の下に作られた雨水耕でトイレなど

の水を賄う設備は、地下の水の残量が子供達の自にもみえる仕組みになっていま

す。又、玄関前に造られた水槽には、廃校になった小学校から持ち寄ったメダカ

が泳いでいました。
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小学校を後にして、議事衣葉桜の木を訪ねました。この後、山の頂iこ上がり、静

予離の揮を見ました。この景色が最高で、沈む夕日を想、橡しました。務やかな埠

と島と小さく見える掛の愚景i士、まさに、絶景です。意義されるとし寸言葉がぴっ

たりの場所でした。

墨食はプライベートピーチがあるあまの換。すぐそこに、揮を克ながら、日常

を忘れさせてくれた時間になりました。 Yさんのご親戚だと開きました。ありが

とうございました。

墨食後、 Yさんのかつての勤務校、廃校になった天谷小学校へ行きました。く

すの本が大きく、どっしりと、出迎えてくれました。子供還や先生違も護ってい

たくすの木です。つい4月までは、少数ながら、子供遣の声が響いていただ、ろう

天谷小学校ですが、運動場に雑草が生え、寂しい機子でした。

ですが、中島町はトライアスロンで代表されるように、地元が持つE主力が現存

する島だ、ということも事実です。

松山からフェリーで 1時間です。次屈は桜の季宣告に行きたいですね。

Yさん 本選にお世話になうましたおかげさまで鍾い糟車時措を実iこ害動に過ご

せました。感謝です。

9月3日午前 8時30分日さん宅出発

10時10分 三者撃港からブエリーに乗船

1 1時30分大浦港着

中島小学校{めだかと雨水耕〉

熊田 議事衣黄桜の木

昼食〔あまやの誤〉

天谷Jj小jト、学技(めだ

午後 2時10分大;滞富謹 フエリ一乗船

3時32分三樟港蕃

4時 30分婦宅

〉事Yさんど議長えまiζ井戸鵡だ糾 50号ど蟻めくる議のふど

五ヶ詩皐ど女震の蛤最官きょ長議長葬送いたL事iた

z、
a 
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くすのきで風を感じる・

天谷小といえばくすのき。威風堂々、まさに天谷のシンボルでしょう。

2人の子供が天谷小に通った問、学校を訪れる度に、くすのきに優しく包み込まれ穏や

かな気持ちになったように思います。

5月から講師として天谷小に通うようになった私をまず迎えてくれたのがその、、くすの

きN でした。「おばちゃん先生、がんばれ!Jと言ってくれたみたいでした。

天谷小で仕事をさせてもらった2ヵ月半の中で、たくさんの思い出がありますが、中で

もくすのきにまつわるシーンが思い浮かびます。

ある昼休み。校庭でワーワー、にぎやかな声がします。何だろうと出てみると、くすの

きの所に先生や子どもたちがたくさんいます。木に登っている子、先生にお尻を押しても

らってまさに登ろうとしている子、登ろうかなと迷っている子、下から楽しそうに見てい

る子、それを温かく見守る校長先生。一度に 10人位登っていたでしょうか。押し合いへし

合い足を置く位置を考えて、うまくバランスをとっています。

木から降りる時もまたワーワー。勇気を出して飛び降りる子、先生に手伝ってもらう子、

まだ降りたくない子、降りたかと思うとすぐ登る子。

先生方も子供たちといっしょに挑戦しています。ほとんどの先生が登ったでしょうか。

私?もちろん見学です・

児童と先生が一緒になって校庭の大きな木に登るなんて、天谷小ならではの体験だと思

います。まるで母のふところのようにみんなをつつみ込むくすのきがますます好きになり

ました。

天谷小での 3校集合学習の時、他校の児童にも天谷小の良い所を感じて欲しいなと思い、

校庭のくすのきの写真を撮り教材に使いました。

「木に登ったらどんな気持ちかな?何かが聞こえるかな ?J この間し、かけにいろいろな言

葉が出てきました。その中で、ある天谷小の子どもの言葉に、はっとしました。

『かぜがうごく』

そうか、木の上では、、風を感じるw のか・・。まさに体験が感性を育て、すてきな言葉にな

ったのです。

こんなすばらしい環境の天谷小が閉校になるのはもったいなく、寂しいですが、くすの

きはいつでもみんなを温かく迎えてくれ優しい風をおくってくれるでしょう。私もいつか

くすのきに登って(無理?)風を感じてみたいなあ。

くすのきと一緒に、私からもみんなにエールを送ります。

『天谷っ子、がんばれ u ， 
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〈子l'→五一ゎぐ
20年位前から、地球議暖化や空気汚染に関心を持ち、岳分なちによ

いと思うことを試みているc 今年からテレピや新関で話題に立ってい

るグリーンカーテンを実施している。

JAグリーンで売っていたゴウヤを 2本買いポットに植えた。較にタ

に水をやち被患を時々与えていると、伸びる悼びる;曹の窓の網戸に正

にカーテンとなった。要が手をイ申ばし自分の掴まるところを探して拡

がっていく姿に構物の生きるカに驚いているc 黄色い小さな花が、蝶

が止まっている識にいっぱい咲いている。その中に 2センチ位のゴウ

ヤの赤ちゃんを見つけると、次の畏からは、一日一日と大きくなる。

実を眺めたりさわったりと、グリーンカーテンのおまけを探して詰一

人喜んでいる。

今謡に 8本は 20センチ程になったので、理って妹にあげて料理に使

ってもらった。まだまだ初本韓は収理出来そうだ。残念ながら我が家

は夫が透析患者なので使えない。

目標にしているグリーンカーテンの効果は素晴らしい力を発揮して

いる。輯 s時頃に窓を開け、朝の空気を入れると、ゴウヤの香ちと一

緒に涼しい患が入って来る。東も北も窓を開けると部患の君主度は 28

度となる。 8時{立に高から入る風iこ扇愚機を付けると 29度{立で 11時

位迄、クーラーなしで生活できる。

日時半に辻クーラーに切り替えるが、 5時間は電気代の節約となっ

ている。7月 S月と昨年の電気代と比べてみないと分からないが 5，000

円は安くなっていると思う O

一人のエコ生活で今の地球謹暖化に協力しているとは蓄えないが、

一人から始める事で大きい力になるのではなかろうか。サミットで提

案した今より部パーセント C02を減らすという事は大変なことだと

患うが地球積壌を止めないと生きていけない。

思力発電、太楊光発電、水素電気といろいろ進んでいるが、お金が

ない者;まお金の掛からない方法で工夫して小さいカでも謹変化を訴ぐ

生活をしていきたいと考え実践している。

(Sa . K) 
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ぐ玉通事証言奇麗主ご
8月翻旬、夫と二人、書127まで京童軍事業葡轄で霊童書量中の rJI.<ープル美喜軽量露

巌』を第一目的とし、以喜奇から語れてみたかった F大出輔出荘莱鱗盤jを予

定にλれ、鏡詰いくつか神社仏語霊を時開の議事事撃をし誌が込捧観し、神戸も1>

し棄しもうと暑さを考え誌が色予定を立て、時年蓄量与にーー拾で喜華麗へ出かけ

ました。

控賂拡朝一番から望者けるように翻めて高速パス巷事~J君臨 「大樹花火大会J

の挟滞iこ巻き込まれ輪出事費絹分運れで出発。観光パスよ号はゆった与でした

が器時罪華麗号っ離し拡正菌きっかった。事い雛ろ醸露震が空きだった拐で遠藤

せずシート者動かせたけれど、長身的夫誌季五よりもきっかった事でしょう。

京事事事需拡襲撃立った時の解離蟻時轄調でしたむ荷鞠をコインロッカーへ入れ簡

単屯朝金を筆記ピル内で譲静、 3時から縄轄の京書事前英輔豊富へ早めにタクシー

で出発。鶴JII拾いのサルスベリの花が醸瞬不患の自巷重軽しませてくれ、おし

ゃべりな運転手の互支部弁で重量光モードに鵠り替わりました。

開館2草分前にも関わらず開人軽震の人が並んでいました。テントが聾つで

あり木々を麓ってくる嵐で気持ち農く持‘つことができました。 fJ!.t-プル美

幸軽量産巌-11世紀ヨーロッパ絵画一フェルメールくレースを嬬む京>をiまとめ

ループル至高明コレクション11点が集結』当轄のヨーロッパの聾を f歴史の

鵠点から捧き上がらせようとする試みで、レンプラント、フェルメール、ベ

スケス、プッサン、ルーベンス、ラ@トウール…時代を彩ったキラ畢的ご

とき画家たちの作品安葉しみました。 30世年以上高蓄に轟かれ長く人々を棄

しませて来た作品誌とても言葉しくクリアに見えます。量毎秒 iま指しにせず管理

がしっかり撞き枇ているのだと盛じました。ルーブル査痛の畿顧聖域った争

奪翼賛し誌がらさ長く掠めきしむ昔カ昔、さすが豊富和島年金舗で2番目に建てられ

公立の英範鑑告しさを離し出していますく今思うと中学の轟学藤行で Fツ

タンカーメン黄金のマスクjを見ためもこめ葉鑑鶴かも、平安神宮の舗だっ

たよう誌記櫨が藤哲ます〉業鑑轟を語れる露まに患うのですが、幸弘詰自治宝悪い

ので醸舗のレンズを謹し鶴踊接見ていますが、レンズなしで詰どの事譲に蕗え

る的だろうかと日

京都市美構轄を畿に真言宗韓本LUr東寺』へ。弘語大量属生離のま麗@大賄事事
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好的ために間関各地幸遍躍した騨をたどった避として間観霊場八十八ヶ選暫

の地に住む人関として、弘法大輔(空梅〉的智が結集した寺は是非語れてみ

たかった訴でした。 n草寺』的建識として離しまれている五重審働金堂 e 講

堂@大高層堂。建鞠内に鶴められている霊堂々の仏重量いずれも闘宝@童文と、と

ても葉輔らしい至宝でした自 {一身拡高野晶時棄寺に おさめを詣く 大

舗の審い 薪誌りけ静j 平安京践来千二百年の簡に童華麗も台量、露大兵大

えまど的薬害者受け、堂藩郡大半を鑑失したが、その毒事露室、一韓民難的信輔の

力により元的整区援きれた暗今も毎月21日大喜善的命日誌鰹される「弘法さんj

誌、境内に千軒J;1上の重喜臨が並rJ20万人践上の人出でにぎわい、大監事に寄せ

る民離の信輔のま撃さを表しているといえましょう申空襲轄を選割、再選芝舞鶴し

「弘法さんj を棄しむめもいいです担。

F東寺』巷畿Bこ京護軍事提へ。昼金を醸り、 J1主豪農富豪で宇捨 F平等臨』へo

十円三豆のE霊童震で知品れる平等院 0052年〉鶴自藤顕頼識によって関轟毒事紅、

重量購堂(1053年〉詰問事事蛇朝来を費置する関撃事階堂として建設された自曜関

誌静土式の構最麗霊蝿として吏髄名勝薩騒に指定されている。平等鞍区長わる

議々屯宝鞠者舘存、麗訴するため的事事鞠豊富である轟事事館紅謀、鷲鐘@露轟産量一

交番@雲中供養菩重量韓関体@ヂヲタル技鱗を駆醸した菌室輪重量システムなどが

犠えられている由轄に111埜事誌の払重量毒事としては曜ー麓る『霊申書生盤蕃轟轟52

体Jii"いず枇も雲iこ乗り議々えま棄署善幸棄で舞うなど持rJ神rJと輔舗に覇番号

上げられ、鍾葉さと司霊堂らしさを合わせ持った豊富性豊かな仏書震でした日 n重

宝韓議システム主 による融監堂色事纏元映重量位時朱色を中心に位彰豊かで、

現在私たちが目白こする十円五のイメ-:;)と措かけ離れたものでした母暑さの

中、 f平等院』を見るだけの識に罷を静ばしてよかったと騒いましたB

宇治巷畿SこJRで京事事題提へ暗観ピル内のヂパ地下で1>しの禽轄を購入し、

葡鞠豊富し、寵描先のホテルヘ岱革関ピル内の轟鶴巻通らずJ\~量轟りを西日を

雪をけま長くこと10分。ホテル弾事雪時3こ時汗びっしょり、日ピー拡結構麓難して

いたがフ百ント受付詰手寧く襲え部崖へ襲内されホッと一息時まず誌議事蝿呂容

汗を事撃しすっきりすると、一日中、暑さF邸中重量語圏った重量れがドッと出て、

もう議事に酪ていく気分になれず、結属、ヂパ撞下で買った食料とホテル内

の自霊長擁で貰った轍み鞠でタ金を講ませ、平々にベッドに人号事夢の中。
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スッキリ目覚め、モーニングビュッフェでしっかり朝食を取り、チェック

アウトをし、今度は駅ピル通路を通り京都駅へo rアサヒピール大山崎山荘

美衛館』へ向かう為 JR京都線で山崎駅へ。

<アサヒピール大山崎山荘美術館>

この美術館は、ニッカウヰスキー設立にかかわった、大阪の実業家加賀正

太郎が自ら設計し1912年から約20年かけ造られた山荘で、 1954年主が亡くな

り1967年には加賀家の所有から離れ、主を失った山荘は荒れ1989年取り壊し

マンション建設の話が持ち上がるが、直後、地元を中心に保存運動が起こり

1991年ニッカウヰスキーを通じて加賀家と交読のあったアサヒピールが京都

府と共同で山荘の貿取りを決定。今、美術館は山荘の趣をそのまま生かした

本館と1996年のオープンに合わせて建てられた安藤忠雄氏設計による新館

f地中の宝石箱Jからなる。 r大山崎山荘j は日本にお砂る洋蘭栽培のメヲ

カとして知られ、加賀が自ら過去約30年に護る蘭議培の集大成としてまとめ

制作した r蘭花譜J (木版画83点・カラー図版14点・単色写真図版7点 私

財を投じて300セット限定〉をはじめ、榔宗悦や河合寛1x朗ら大正末期に

f民芸運動jを展開した作家の陶芸作品約千点・モネ r睡蓮』五点を含めた

西洋絵画や彫刻などを所蔵、年間約十万人が訪れる観光名所と成長した。

山崎駅は伊予鉄横河原程度の小さな駅舎、タクシーも常駐していないので

歩くか障害者や高齢者優先的送迎パスしか足がない。幸いにも送迎パスがす

いていて乗せて麗けたのですが、山荘というだけあって結構勾配のきつい山

道でパスのエンジン音が凄くて、この山道を荷物を持って登って来るのは大

変だったと想像でき大変助かりました。パスを降り、古めかしいトンネルを

抜け広葉樹の林を数分歩くと、しゃれた洋館の rアサヒピール大山崎山華美

術館』に到着。チューダー・ゴシックと呼ばれる英国の建築様式の美しい建

物の入り口には、美術館であることを主張し過ぎない控え目な小さな f大山

崎山荘j と書かれた木製の札が。小さな木製のドアーを入るとシックで落ち

着いた内装。受付で荷物を預かつてもらい〈リュック程度大の荷物なら入る

ロヲカーは用意しである) r顔jをキーワードにした展鷺会 fかおかたち無

援大jは、作品の中の数々の頚を探すうちに、ふと何でもない物にまで顔に

見えてくる棄しい展示で素敵な内装と共に棄しみました。本館を後Sこ半地下
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ていくのだ。私が初めて彼らを教え始めたのは 2002年だが、中iこ辻婦盟後も連絡をとりつづけ、

近況報告してくれる学生もいる。今臨はそのうちの二人にソウノレヘ行く皆連絡した。そうした

ら、それぞ、れの学年の元交換学生に連絡を回してくれて、結馬213に亘号棟らと会う機会を設

けてくれた。それぞれの学年の学生が初対話ということもあるのに、私の教え二子つながりでぬ

名の元交換生がそれぞれの都合に合わせて 2自に分かれ集まってくれた。本当にうれしかった。

1胃吾、事前のメールでどこに行きたしゅ通喜善かれ、みんなの大学へ行きたいと言ったら、一

人が 3時半にホテノレまで迎えに来てくれて、あとの五人は大学で待機していてくれるとしサ O

通えの時間まで一人で地下鉄を駆穫して、世界遺産宗痛と昌鶴宮などを見学し、 2時ごろホテ

ルに実り、シャワーを裕がて着替えて学生を待つ。地下鉄で建国大学へ。建国大学は大きい大

学で、地下鉄の駅もある。門がなく、歩いて行くとそのまま白熱に構内に入っていく。学生か

ら開いていた大きな地は、市民が憩う絶好のスポットになっているようだ。畜産学部の宥名な

牛の繰の前で写真をとってもらったc 医学部病院は高くそびえたっている。法学部は蔦のから

まる落ち着いた藤だ。学生寮;土、小山の奥にあるa 時間的に遅くなってしまったので¥建物の

内部までは見せてもらうことはできなかったが、十分雰囲気を味わうことができた。大学院に

進んでいる入、休学してバイトをしている入、日本のあとアメリカにも留学した人などそれぞ

れのその後を開くことができてうれしかった。食べ物の希望を聞かれ、みんながよく食べるも

のが食べたいと言ったら、学生衝のj互に連れて行ってくれて、かき氷入りの冷たーい黒い(葛

入ちとか)冷妻語、それに能向、豆麗入り較子{かなり大きい〉者頼んでくれた。領jの地下鉄料

金の識を聞いてみた。 揮と例のカードは認識から 18議用の学生カー lどだったのだ。コンピニ

のr官員はなぜ持も言ってくれなかったのか命 o それにしても世界中どこへ行っても日本

語でコミュニケーションがとれる宮本語教師は本当に幸せな職業だと改めて感じた。

2日岳は、 7年前に教えた学生たちが中心だったc そのうちの二人が、日時にホテルまで適

えに来てくれて、有名な景掻宮行きにも付き合ってくれるという。二人とも会社員でどちらも

百本の会社(東京エレクトロニクス、三菱)のソウ/レ支社に勤めている。 7年ぷちの再会だ、っ

たが、変わっていなかった。景福宵まで地下鉄で行く。{7IJのカードは事{曹を知ったのが 2産屈

のチャージをした後だ、ったので、どうしょうかと患ったが、二人に大丈夫大丈夫と促されて能

ってしまった。よく観察していると、大人用のカード辻読み取り機にかざすと 1屈しかチンと

鳴らないが、鰐のカードは2密鳴るのだのしかし、あたりに駅員も誰もいないし、清算もでき

ないので、仕方なく捷うことになってしまった。見つかったら罰金ものだ、ろう。蟻梅。

景福宮;土、積兵交代にも、日本語ガイドのある時間帯にも捕に合う時間に着いたので、ラッ

キ~-tざったc 日本語ガイドさんの話に耳を額け、 2 時間くらいかけて広い敷地をさ長い?と。豊窪

よって壌かれたとか、告本植民地時代に壊されたとか開くと、 R本人として本当に串し

ないと患う。ここはこれからも復元工事が続くということだっ

まず遅い塁議事室長を食べる。二人が連れて行ってくれたの辻、韓定食が有名なレ

ストランで題のある主義物だ、った。薄切り大接の詐襲けに開種の薬味を乗せて巻いて食べる食べ
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もの、豆腐チゲ、境肉、竹筒に入った喪入りもち米ごはんなどどれもおいしかった。二人は、

まだ結婚していない。この学年は四人の交換生だったが、唯一の男性は、最近結婚して、今日

は用があって来られないとのこと。今で、も四人は時々会っているとのことだ。一緒に留学した

という幹は強いらしい。一人から結婚についての相談を受けた。今付き合っている男性が、誘

われると断れない性格で、毎晩遅くまでお酒を飲んで帰るらしい。性格はいいのだが、その点

だけが気になって結婚に踏み切れないという。いい回答が出せるわけもなく、話を開いてあげ

て、自分の体験談を話して・・・女三人のおしゃべりに花が咲いた。そのあと、ぶらぶら歩き

をしてコーヒーショップで一休み。二人が大好きだというホイップクリームが上に山のように

のっているアイスコーヒーを運んできてくれた。二人は、昔うちに招待したときに食べたチー

ズケーキの味が忘れられないという。私がすべておごるつもりでいたのに、景福宮の入場料も

昼食もこのコーヒーも、どんなに払うといってもお金を受け取ってもらえなかった。今度松山

に行ったら、チーズケーキをまたごちそうしてくださいと言われた。そんなことならお安い御

用だが、教え子におごってもらうとは…何だか申し訳ない気持ちでいっぱいだった。

二人はここで、夜の部の二人とパトンタッチ。一人は午前の二人と同じ学年で、彼女は交換

留学後、再び松山に戻ってきて、松山大学の大学院を修了後 2年前に帰国、韓国の大企業サム

ソンに就職した。もう一人は2年前の交換生で今建国大学の院生、ピアノが上手で、うちで弾

いてくれたのを思い出す。三人で仁寺洞でのショッピングを楽しみ、晩御飯は最近はやりだと

いう豚肉の嬢肉を食ベビールを飲み、暗くなったところで、タクシーでソウルタワーまで行っ

た。ソウルタワーまでタクシーで乗りいれられるのは、パスポートを持った人だけだというこ

とで、私のパスポートが役に立った。土曜日の夜とあって、人出がすごい。タワー頂上に登る

エレベーターは、チケットの番号で呼び出されるまで1時間近く待たなければならなかったo

南山の頂上にあるので、見晴らしがいい。ソウルの夜景は素晴らしかった。恋人間土で蝶番の

鍵をかけると別れないというおまじないが流行ったとかですごい数の蝶番がととろ構わずかけ

てあった。一時撤去するとい動きがあったらしいが、市民の反対で撤回されたとか。

タワーに上って見たソウルの衝は圧巻だった。世界の主な衝がそれぞれの方向に書いてあっ

たので、東京の文字のあるところで写真を撮ってもらった。三人で撮った写真はいい思い出に

なる。もう会えないのかまた会えるのかわからないが、これからも連絡が続けていければいい

なとつくづく思った。二人が今後どんな人生を歩んでいくのか、見守り続けていきたい。

充実したソウノレ滞在を終えて、 23日松山に戻ってきた。帰りの飛行機は、一日冒ホテルまで

迎えに来てくれた学生が、日本人の彼氏に会うために松山に来るのと一緒で、隣の席だったの

で、ずっと話しながら帰ってきた。日本は新型インフノレヱンザが流行っているので、韓国に婦

ったら大学に出られるまでの自宅待機期間が決められているとのこと。それでも、彼に会いた

くて、親の反対を押し切ってきたと言う。復学するつもりだったが、ワーキングホリデーの審

査に合格したら、再び日本に戻ってきたいということだった。空港には長身でカッコいい彼が

迎えに来ていた。彼女の真の幸せを祈らずにはいられなかったo (T. H) 
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く二亙 聾馨 と
践しく輝く夏らしい空を見ることが少ないまま、秋さ芝に鱗繋が浮かんで、います。

北f毎道の大警雪山系1I皇岳では2月 12自、平年より 12Sも早く初冠雪が犠謝され、ピークを迎えてい

る紅葉と共民秩と冬が競摸する愚景が、訪れる観光客の毘を楽しませているそうです。

那現太郎氏の持「音の議時記j によると9~ は「切りり到。霞みに、 1月 fしいん」、 2月「びしりJ 、

3~ rたふたふJ 、 4月「ひらひらJ 、 5~ rさわさわん 8月「しとしとj 、 7月「ぎょぎょJ 、 8~ rかなかなj、

10月「かさこそJ、11丹市くさくJ、12月「しんしんJ(2009.9.5.朝時新聞天声人語)。自で、耳で、

愛でるE本の四季。大切にしたいと患います。

7月2呂、天野之弥ウィーン国際機関政府代表部大穫が箆際原子力機関(IAEA)の次期事務賭

長に選出され 12月から「核の番人jをつとめることになりました。

唯一の核被爆撞であり、非核三原闘を纏い、嘗ての総理が/、ーベノレ平和賞を受糞した詰本の代

表がどのように手腕を振るうのかヒロシマ出身の私には大いに興味が有り、期待したいところです。

しかしきれいごとを並べつつアメヲカの核の傘に守られ続け、その為の様々な密約を続けてきたと

言われる富本の立場は微妙だともいえます。

アメリカのオパマ大統領は4丹、プラハで「アメリカi士、接兵器を穫ったことがある唯一の閣とし

て行動すべき道義的費任を持つ。核兵器のない世界の平和と安全保障を追求することを約束す

るjと譲説しました。被曝から64屈自の憂を迎えた広島、長崎では接濯絶への期待が高まっていま

す。今までは敢えて法島で被曝したことを自分から語ることのなかったデザイナ一三宅一生氏も7

男性自ニューヨーク。タイムズ紙に「オパマ大統領が、広島の平和大構を護る時、それは核の脅

威のない世界への、現実的でシンボリックな第一歩となることで、しよう。そこから踏み出されるすべ

ての歩みが、世界平和への着実な一歩となっていくと需じています。 Jと締めくくる一文を寄稿して

います。オパマ大統領の接説については構澱も含めて機々に評されていますが、 20年以上前、コ

ロンピア大学の学生だった21畿のオパマ誌が既に「接攻撃に対し、てそれ以上の核能力を持つこ

とが相手に攻撃を思いとどまらせるというゆがんだ論理こそ、区大軍事企業を利してきたjという、

接なき世界を志向する評論を学内誌に書き、今年7月の米ロ嘗騨会談で、アメリカが東敢に寵備

する予定のミサイル防衛(MD)システムについての対立点を残しつつも軍繕を合意、遂に9月には

懸案の東歌MD配錆計璽の中止を正式に発表するなどの行動を見て、後の言葉をイ言じたいと患っ

ています。昨年のノーベル物理学賞を受賞した益)11敏英先生の「人間は需遣しもおかすけれど、

100年症の長さで克ると長い方向に進んでいると思いたいJとの発曹を思い出しています。

友人の勧めで、坊ちゃん劇場でよ寝中の“鶴簸伝説"を観ました。大三島に長わる結説を墓に

したミュージカノレで、したが、「戦によっては真の平和は簿られないj品、う一貫したメッセージと舞台

を持ち上げている一人一人の溝々しL吋膏黙が缶わってくる素晴らしい空需でした。「命はし1つ尽き

る会もしれない、大窃な入には今こそ素甚な想いを結えよう」と語る乳母の強カモメ。“嘘つきアー

ニャの真赤な真実ぺ米原万霊蕃〉を読み終えたiまかちで、前臣、大拐な友人が一ヶ月前に亡くな
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ったとむち知らせをもらったばかちの私は漢を止めることが出来ませんで、した。“九条の会日の世話

人の一人でもある益)11先生の「九条が真に危うい状態になった時には私は研究者をやめて九条

を守る行動に専念するJとの言葉をかみしめながらの観劇でした。

かつて東ティモールやシエラレオネの題連 PKOで紛争処理や武装解掠を担当しアフガニスタ

ンで田本政府特別顧問として武装解除を指帯した伊勢崎賢治氏i士、「ソマリア沖への自額縁派遣

法『戦後最大の違憲派兵』であるにも関わらず、ろくな反対運動もおきない今の罰本人には憲法九

条はもったいなしリと指摘します(2009，5.2.朝日新開)0 r一部の護憲派は『一国平和主義ではい

けなしせとする憲法前文を忘れているとしか患えないJことに墳離し、「九条のもとで自衛践が出来

る活動は訳出有る。前文と九条の聞に験開を見つけ、そこを突いて対テロ戦に持ち込んだ総理も

いたが、我々は前文と九条をつなぐ努力をしなければならない。大事にしたい。 Jと語っています。

平和から遠い土地で、軍や、武装集屈を前;こ命をさらして活動した人の重い言葉だと患います。

日本国憲法の前文を読み返してみました。人として、関家として、あるべき理想、が見事に書きつくさ

れています。この機な憲法を持つことに誇りを持ち、守っていきたいと改めて強く感じています。

NHKアーカイブスで“言葉を覚えたチンパンジーアイちゃんの子育て日記押の再放送を観ま

した。アイは愛知県犬山市の京都大学霊室長類研究所にいる天才チンパンジー。アキラとの簡に産

まれたアユム。アイは怒らない。指導しない。アユムの好きなようにさせ、アユムに合わせ喜分のや

り方を変えていく。一見、放任とも甘やかしとも見える子育てです。しかしアユムはアイの“背中"を

見て達しく育ちアイを越えていきます。私は子供を怒ってばかちいました。先密りして自分に都合の

良い指導をすることに必死でした。チンパンジーは出産後5"'6年は次の子供を作らず親しい者に

も我子に触れさせずひたすら子育てに専愈し、子供が自立出来てから次子を出産するといいます。

チンパンジーにも人間関様“新生児微笑"が見られるそうで、す。この微笑によち母親法子供への愛

を深め、母親も微笑む。その繰り返しから子どもは豊かな感構とそれに伴う表構を身に着け、社会

に適思していき、母親も“真の母親"として成長していくのだといし、ます。我が家の娘たちが生まれ

たiまかり頃、眠ってし喝娘たちが時折徴笑むのを見て「産土神様の贈り物Jと言っていた母の雷

葉を患い出します。

確かな親子関係を構築するのに充分な時開を持つことが出来る様な子育て支援を政治に望み

たいと患います。女性の社会参加は大切なことです。託児擁設の増設や、支援金の給付だけでは

なく、長期の育児休暇がとれること、その後容易に職場復揮できる環境露首りこそを頼います。どん

な時でも自分を愛し、守り、認めてくれる人が麗るという安心感と自告を持った子供達。そんな子洪

遣は長じた時「誰でもいしリとしづ哀しい事件はおこさないに違いないと患うからです。

“外食"と称しての我が家の大型犬、大五部の撲のや号車しの為のハイキングiこ加えて、 30年援

ちにキャンブ。を始めましたO 山黙のキャンプ場を華IJ贈したー居留i玄関に崇られましたが、 30年前の

テントをはじめとする道具の全てが現役だ、ったこと、大五都の想録以上のJij震思議りに感動しまし?と。

二国霞は謹辺。午前2時半、ふと醤覚めるとテントを覆い尽くすような星空。手をf車iませば届きそう
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な近さです。東の低空に大きく輝くオリオン産。 9月にオヲオン窪が見えることに驚き、キツネにつま

まれたような気持ちでしたが、婦宅後調べると、夏でも夜明け前の少しの簡は見えるのだとか。偶

然にもそんな最重な時を自撃できた幸せに感離です。 5時前、まだ暗い空の水平繰が薄紅く染ま

った頃、新月産前の細い鎌のような月と明けの明星が東の上空に。少しずつ赤みを増す空。黒い

影で浮かび上がっていた景患が少しずつ本来の生を取り麗し始めた境、近くの林から甲高い鳴き

声がしたと患うと一斉に鳥の群れが飛び立ちます。水平線からの臼の出。感動と感激の連続でし

た。窓外で、終呂過ごすと今まで、見ていなかった議々なものに出会えるととに改めて驚いています。

山道で、は所々ハぜが赤く色付き秋の装いを始めています。遅まきながら訪れた私にとっての“セ

ンス@オプ@ワンダー"です。レイチェノレ暴力一ソンのとの本を教えてくれた友人に感謝で、す。“蝶のく

る庭聞と共に今の私にとって手放せない本になりました。今屈のキャンプ旅行で、出会った蝶辻、モ

ンキアゲ、ハ、ナミアゲハ、アオスジアゲハ、クロアゲ、ハ、ナガサキアゲハ、等々。もっと沢山の蝶に

出会ったかもしれません。二自のキャンプで現役と患われていたテントも少しずつ続びが見えるよ

うになちました。私達問機、老化が進んでいるようです。私達も、以前出来たこと、昨日出来たことが

今毘も出来ると通信しないで、無理のない範踏で、感動を味わいたいと患っています。

自宅の周りも出会し泊丸、っぱいで、す。

立秋の朝、南上がりの空に大きな虹が架かっていました。

46年振りの皆既呂食も曇天の中、お隣の塀に寄り掛かりながら一時間、デ、ジカメのディスプレイ

に映る変化に自を礎らしました。，鵜連が夕暮れと間違えて右桂左往しているのが可哀そうでした。

このところ、薄い雲が拡がる日が多いため、毎日のように大きくて真っ赤なサクランポの様な夕鶴

を楽しんでいます。

今年は畦道に咲くオトギリソウの神間がし五つもより多い様な気がしています。

友人の勧めで“「千年の森に集うj全額大会 in石鎚円で山折先生のお話を開くことができました。

「お韓日噺まで明治政府の富盟強兵政策に合わせて内容が変わってしまった。 CO2の排出権取引

やカーボンオフセットは“ベニスの麗人"的なものの見方に飽ならない。農地問様、森も人の手が

入らず放棄されている。関f文材で火葬したらどうだろう。 Jと。引き込まれました。火葬の話は先生が

お生まいの京都では反対する人が多いそうです。私自身は重油でゴミの様に境却されるより私選

と共に生きてきた薪で漉いてf究は木々の根元に轍いて欲しいと患います。

私還にとって待よりも大拐詰水。その水を産み出す森。その森が荒罪すれば人関を舎む動植物

総ての舟そのものが危うくなることをもっと真剣に考えるべき時で、す。快適、便利な生活はそのまま

に環境に優しいというエコ高品も完全なもの泣皆無とすら悪えます。“二兎を追うものー兎をも得

ず"i::.ftる需に、告要素iJさ、決選さを追求することから卒業し、不額を甘受する党揺が必要な時だと患

えてなちません。残念ながら迷っている時需はあまち残されていないのかもしれません。

本搭的な政権交代が務めて戒されました。暫く見守りたいと患っています。 (K.O.)
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10月例会のお知らせ

10月6日(火)午前 10時

くらしの学習会では、随時会員を募集しています。

活動会員 2，000円/年 購読会員 1，000円/年

振込先口座番号(郵便局) くらしの学習会 01610・5・21026

問合せ先 TEL/FAX 089・964・6956

E-祖国l:kt・hayash渇出晶子∞m

編集後記

蒸し暑かった夏が終わり鈴虫の鳴き声が心地いい季節になりました。

8月の暑い中、 Mさん、 Hさん、 0さんは夫々の形での旅で感動された様ですね。

私もシルバーウィーク期間中に東京から海iまたるを通り千葉の勝浦のホテル三

日月で 1億 2千万円の黄金風呂に入ってきました。さてどんなご利益があるのや

ら・・・。ホテノレも満室。千葉の太平洋側の海岸はサーブア一族で、また銀座の歌

舞伎座建てかえのため、さよなら公演も、そして秋葉原も大変な賑わいでした。

その一方、上野駅・上野公爵では多くの段ボ}ノレ族を見ました。民主党政権下で

は、この人達に少しでも生活が成り立つ様に何らかの措置をしてあげてほしいもの

です。

E本を始め今世界が大きく変化しているのを感じます。鳩山総理は、準室効果ガ

スを 2020年までに 1990年比 25%削減を国連総会の演説で世界中に約束しました。

さしずめ私は、 15年余り続けているごみを減らすこと、身近な所から環境問題に

関心を持ち続けること、これくらいなら出来るかな?，.;

7A例会で話し合った伊予銀行の助成金を受けて自然観察会をとの話は構先生

の都合がつかず残念ながら見送ることになりました。 (S. K) 
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