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度︑振り返って点検すべきだ︒い

のと︒そういう意味で過去を一

色々ちょっとおかしいんじゃない

て正しいってことはないけれど︑

頭切り替えなさいと︒自分がすべ

くれた一つの啓示でね︑そろそろ

のではないかと︒逆に言うと天が

たら︑本当におかしくなっていた

ら︑日本はあと

告︑と思った︒あれがなかった

て言ったけど︑天罰ではなく警

きに石原 東京都知事が天罰だっ

川

年くらいしてい

はないから︒天照大神じゃないけ

ったからね︒自分で考えたもので

やつを目指すことから始まっちゃ

んな坂の上の雲でさ︑すでにある

川

くらないといけない︒

うのもあるのか﹂と言うモノをつ

人やアメリカの人が﹁あ︑そうい

っと自分で考えて︑ヨーロッパの

分で考えずにいた模倣の歴史︒も

教育から軍備︑産業︑すべて︒自

ら欧米に遅れをとっていたから︒

多

ないわけで︒

ないとこれから先のアイデアが出

天の啓示

いもの︑残すべきもの︑この際思

ど︑日本オリジナルのものをもっ

今回の大地震が起きたと

い切って変えたりするもの︑チャ

島

ところが︑残念ながらみ

すべてね︑150年前か

レンジするもの︑そういうものを

と突き詰めれば良かった︒

月＝月の引力︑重力ですね︒火＝
火力︑水＝水力︑木＝植物です︒
金＝金属︑これは金もある︒土＝
地熱であり︑これはみんなエネル
ギーで︑核融合と核分裂も違う︒

島

僕はね︑今︑ものすごく

日本巻き返しの
チャンス
川

面白い時代だと思う︒端的に言え
ば今度の原発の処理︑冷却を含め
てね︒もっと頭下げても︑いくら
お金積んでもいいから一番進んで

助けてもらう︒それがアメリカな

ださいと︒それで︑教えを請うて

いるところに聞けと︒手伝ってく
多

のか︑フランスなのか︑ロシアな

原発は
ジェームスワット
学へ行って気がついたことがあ

多

川

根

島

そう︑その燃料が一番危

燃料が違うだけ︒

駆使して︑

あるらしい︒そういうものを全部

のほうが上に行く分野がいくつか

も︑多分︑最後の後始末は︑日本

先日︑浜岡原子力館の見
る︒あれは何のことはない︑蒸気

ない︒燃料が︑いわば原子爆弾︒

のかは分からないけど︒それで

﹁これはおかしいんじゃないか﹂

いものを

年で︑

年かかるもの

年かかるかもしれな
﹁遅れているのではないか﹂とい

機関︒

根

根

整理する意味で︑今そこから始め

島

猪熊 弦一郎
（1902−93）
の晩年
の作品に出てくる動物たちは、
実
物を見ずに描かれていますが、
若い頃、
対象をよく見て描く修練
を積んだ猪熊は、
今にも羽ばたこ
うとする鳥や、
威嚇する犬の特徴
をしっかりつかんでいます。

う人がいない︒日本は︑エネルギ

おかげさまで成功しましたと︒間

もし成功したら︑世界に向けて︑

を5年で︑5年かかるのを2年で

と︒

さんのご協力のお陰でできました

違えても自慢してはいけない︒皆

ー＝電気と思ってる︒それは大間

木金土というでしょ︒日＝太陽︒

例えば簡単なことで︑日月火水

他にもいっぱいある︒

違いで︑エネルギーっていうのは
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■会報発行によせて

﹁週間ダイヤモンド﹂編集長︑
︵株︶プレジ
デ ン ト 社 代 表 取 締 役︑︵株︶ダ イ ヤ モ ン ド 社
代表取締役会長を歴任された川島 譲氏︒ 年
前︑異色企業探訪という雑誌のコラムの取材
をきっかけに意気投合︑会報誌﹃ダイヤモン
ド・ぬ う び じ ょ ん﹄を 創 刊 し た 二 人 が︑フ ク
シマ︑日本︑そして世界を激論︒
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新年明けましておめでとうござ
います。
沢山の皆さんのご協力と情熱
で会報誌が新しく生まれ変わり
ました。
単なる「生活」の豊かさでは無
く、
「人生」の豊かさを求める『ア
プレ・フクシマ』の時代を生きる
灯明となるべく、益々内容を充実
して行きたいと思っております。
なお掲載出来なかった原稿また
鮮度が決め手の情報は、
これま
た見所満載の新しいウェブサイト
に掲載しておりますのでぜひ、
そ
ちらもお楽しみください。
（『ぬうびじょんくらぶ』で検索）
多根 幹雄
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東日本大震災に寄せて
―ドイツより―
野元 剛

㈱三城HD
代表取締役社長
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代表取締役社長

Neu Vision Club No.220

多 根 あのときの地震の︒
だね︒

未来から長期で考えることが必要

さま方にお返しします︒いつでも
声をかけてくださいと︒そうやっ

川 島 なるほど︒

クシマ︶﹂と考えた︒

多 根 私は自分で﹁福始真︵フ

から︒

絶好の機会を与えられているのだ

返すしかもうない︒それには今が

優秀な人間は最初から来ない︒外

川

ね︒

企業へ⁝︒これちょっとおかしい

りみたいな︒結局優秀な人は海外

も日本の企業社会はだいたい終わ

多

て日本の存在価値︑技術力を巻き

多 根 こういう新しい名前にし
へ出る︒なぜかというと︑博士号

日本の企業には︑本当に

守り通せるか︑とまず考えるだろ

う世界にだけは絶対に入らないと

たら⁝値段競争︑値引き競争とい

川 島 僕が多根さんの立場だっ

はこのくらいになるらしいってい

日本の平均温度が︑冬と夏︑気温

いって︑統計で分かる︒その時の

口は9500万くらいになるらし

くつかあって︑早い話が日本の人

をずっと考えると分かることがい

せて考えていくね︒

て︑今のうちに

年後を考えてお

離れられるかで多分勝負は決まっ

は︑かなり離れたもの︑どれだけ

かもしれない︒今の小売業から

切り口のほうが一番先に来ている

ないけれど︑あるいは健康という

ンが一緒になっているのか分から

か︑あるいはメガネとファッショ

欠けている︒だからいいというこ

創造しようという意欲がまったく

あるね︒妬みと嫉み︒これだけ豊
かになって︑なにか新しいものを

多

理解しているかもしれないけどね︒

を経営者はわかっていない︒頭では

いと言って拒否してしまう︒それ

ねた

そね

それはもう︑ものすごく

うけど︑それだと伸びない︒ある
うのが︑気象庁に行けば出ている

根

いは限りがある︒そしたら僕は︑

年後と考えていく︒その中で︑
多

いかな︒

拡大を言ってきたけど︑言葉だけ

も﹁前川レポート﹂の時から内需

とを考えようとしない︒

とや前例のないことを︑やること

いかにして三城は︑物を売るので

積極的に取り入れられなくなって

で︑全然成功していない︒日本は

年先へ

はなく⁝それはオシャレ心なの

きた︒それから︑モンゴルで風力

デフレが長いこと続いているけ

ができないような日本の体質にな

後の日本︑中国︑アジア︑あるい

こ そ 命 を賭 し て や る に ふ さ わ し

発電を大々的にやったところが︑

ど︑内需拡大の成功例を東北で作

すっ飛んで︑向こうからこっちを

はアメリカがどうなっているかを

いことをやる︒外国人でもいいん

砂塵がものすごい︒砂のゴミが︒

って︑その事例を中国に持ってい

年後︑

考えてみて︑そこから今度引き寄

ですよ︒あそこで新しいことをやれ

それで全然計画通り行かない︒お

くという方法はどうだろうと︒た

年後︑

川 島 あるとき︑何でこんな風

年くらい無税で︒そし

そらく国家事業のプロジェクトと

だ︑ものづくりで内需拡大を考え

をずっと集めて

けば良い︑ということ︒

年

に日本の企業はだらしなくなった
ばいい︒

して︑完全に失敗だと言うことに

っているし︑権力のある人は︑楽

のだろう︑と思ったときに気がつ
たら優秀な人でいっぱいになる︒

現在なっている︒最後にこれが最

るには限度がある︒だから︑我々

よ︒在任期間決まっているから︑6
年やれば︑上がりみたいなもの︒
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根

それはそうと︑ヨーロッ

島
根

そのためにも

年先から
そうそう︑それが未来型

ました︒

今日はどうもありがとうござい

すね︒

の川島さんらしくて︑一番いいで

多

考えて︒

川

える時代だと思う︒

造性のある内需拡大というのを考

ためにもなる︒本格的な意味で創

実験を東北でやることは︑中国の

だから今のままがいい︒新しいこ

いたのは︑ほとんどの上場企業は

創造性ある内需拡大

大で︑中国は内需拡大をしないと

みたいに一人ひとりに合わせると

なるほど︒今こそずっと

9割がオーナーではない︒サラリ

多

いけない︒ところが︑内需拡大を

いう︑しかもこういった ｉＰａｄ

根

多 根 今回の震災は︑東北で新
パから見ると中国の方の問題が︑

すると︑超インフレになる︒で︑

などがある時代に︑新しい内需拡

そうそう︑それがいい

い特区を作って︑理想をもって︑

10

と

しいことをやりなさいという天の

我々が思うより大きい︒何が問題

大をどういう風にやるか︑という

の町を創ろうと︒国を創ろうとい
の特

を越える

うことでもいい︒韓国でも

根

ね︒自由に︑気ままというか︒

多

た人間も勝手にやらせろと︒

どんどん任せる︒一方で︑年取っ

川 島 僕は︑権限は若い人間に

絶好のチャンスだし︒

人︑志が高かったら︑自立できる

いえばできるし︑若い人︑優秀な

までの理想をやりたい人集まれと

ャンスでね︑それこそ自由に︑今

特区がある︒税制もね︒今こそチ

区があるし︑中国でも

11

歳以上ぐらいの人が行って︑新し

70

30

早稲田大学卒業
週間ダイヤモンド編集部、
編集
長、代表取締役専務、
社長、
会
長を歴任。
プレジデント社代表取 締役、
ダイヤモンド社国際経営研究
所代表 取 締役会長を経て現
在ティーイーエヌ代表取締役
社長、メルコ監査役、
アスクプ
ランニングセンター監査役を
務める。

20

若い人たちも一緒になって︑それ
川島 譲

ーマンだからちょっと無理です

啓示みたいなものだと︒できるだ

この中国で上手に内需拡大を安全

30

のうちにする方法が難しい︒日本

ら先の 年を考えたときに︑

わけだから︑そういうわかる数字

本は︑社長の俺より何で給料が高

島

歳定年で︑どう

ましょうとか︑具体的に︒フクシマ
をとったり︑特許を持っていたり

一般に

以後というのを︑あのことがかえっ
すると︑社長よりも給料が高いっ

根

てプラスになったと︑本当にそう思
て言うこともありうる︒だけど日

60

見ればかなり見えてくるんじゃな

30

で困っているかというと︑日本の

20

改めて今の時代︑あるいはこれか

年先から考える

うようにみんながならないと︒

東北で新しい理想

川 島 そうそう︒これを全部皆

年後の世界

30

福島の原発のお陰で原子力発電を

30

け規制を少なくして︒少なくとも

30

あそこに特区︑または新しい理想

30
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タブレット

は﹁ 瓦 板 付 き 石 板 ﹂

インターネットと高齢者
よし あき

思い知らされている︒これも腐敗

学省は︑自分たちのやったことを
物知りは平成の時代遅れになった︒

高齢者の自信を奪い︑江戸時代の

れた︒技術革新と情報化の激動が

とだ︒高齢者は今や若者の代わ

らなかった︒不適応は進化のも

とだ︒かつての若者もものを知

い︒ものを知らないのはいいこ

うえ むら

である︒坂本 龍馬は姿を消し︑岩
インターネットの世界から高齢者
りを演じることになる︒

上村 義明

１９２９年に始まる大恐慌が紆
崎 弥太郎はホリエモンになっ
は疎外され蚊帳の外におかれる︒

高齢者が日本を救う

余曲折の末︑１９３９年の第二次
た︒明治から１００年の制度疲

いるように見える︒我々の関心は

機からの
者︒直接民主制を志向するとすれ

歳以上となった今︑多数派は高齢

ているのだ︒周りの三分の一が

の寂しさを癒し︑手足の不自由を

ＩＴは記憶の薄れを助け︑孤独

がアクセスだ
し︑
ク ラ ウ ド︵※注 4︶

れ だ︒
タッチパネルがメカを追放

︵※注2︶
や ネ ッ ト ブ ッ ク︵※注 3︶
がそ

身し よ う と し て い る︒タブレット

世界は今や幕末状況

世界大戦に雪崩れ込む過程を︑２

二つの禁じ手︒地に落ちた社会主
ば高齢者が立つ他ない︒少なくと
カバーして買物ができるなど︑高

周りの人に聞くだけ

労︒代議員制と官僚制の限界がき

義と原水爆を抱えた戦争︒どのよ
も準備はしなければなるまい︒
齢者にこそ必須なのに︑その世界
け で 事 足 り る 状 況 を 創 り 出 し た︒

パソコンもここにきてそろそろ変

うな解決が可能なのだろうか︒左
︵※注1︶の出現である︒

世紀の大変動はサイバーワールド

若者の代わりを演じる
高齢者

手の社会主義には暗い過去がある
うばすて

し︑右手の戦争は人類の破滅を招き

ら︑高齢者の知識と経験は尊重さ

た︒社会の変動が少なかったか

江戸時代高齢者達は尊敬され

もたらした経済格差に重なった︒

来を生み出して︑金融資本主義が

い真実は報道しないことが︑東北

マスメディアも政府も都合の悪

しかし︑希望が無いわけではな

齢者は歳を取るのも許されない︒

今を生きねば年寄りではない︒高

前の世界を生きている︒年寄りは

４００万人の独居高齢者は

べて天上へ︒

それでよい︒
保持すべきものはす

無 視 す る︒
ダウンロードは諦める︒

み な す︒バ ッ ク に あ る パ ソ コ ン を

試みにiPad を自立したものと

から遮断されて︑現代の姥捨が完

安保の後目覚めた若者を︑さめた

が世界を席巻しているのだから︑

の地震・津波・原発事故などを通

成した︒

若者に変えるのに成功した文部科

お上は本来︑小学校ならぬ老学校

じて理解されるようになった︒前

この大津波は情報格差の黒船襲

その意図を読めば事足りる︒あ
を 開 い て リ テ ラ シ ー 教 育 ︵※注5︶

の大戦を経験した者にとっては︑

年

とは使いこなすこと︒それは周
をやらねばならない︒生産に関与

これは当たり前のことであるが︒

ソロバンが︑人々が生きてゆくの

：インターネット端末として用いられる安価で小型軽量なコンピュータ。インターネットを通して取り込んだ書籍を読むための端末とし
（※注３） ネットブック（netbook）

：「クラウド」は雲、あるいは（雲のような）大群の意味。ここでは、あたかも雲から何かが降ってくるかのようなイメージで、ネットワーク上にあ
（※注４） クラウド（cloud）
て使われることが多い。

るサーバのサービス（プログラム、データ）を活用できるというコンピュータの利用形態を指す。従って、自分のコンピュータ端末には最小限の能力とデータをも

：読み書き能力のこと。情報リテラシーは、情報活用能力。
（※注５） リテラシー（literacy）
たせればよい。

：ユーザー個人個人が「ツイート」 と称される短文(つぶやき)を投稿し、閲覧できるインターネット・コミュニケーション・サービス。
（※注６） ツイッタ―（twitter）

サイバーワールドの出現

りの人に聞くこと︒それがイン
しないからと言っても︑消費には

情報は主体的 に摂取しなければい

に︑今のお上にも理解できていな

に必要と考えた︒それで寺子屋を

タブレットをもったコンピュータを「タブレット型コンピュータ」というが、ここでは「タブレット」だけでコンピュータそのものを意味している。

年

ターネットの主旨なのだ︒試験
関与する︒国富の大半は高齢者が

けない︒ツイッター ︵※注6︶やフェ

い︒各自自習してくれというの

やったまでで︑役人に頼まれた訳

は、その拡張として「情報化社会」あるいは「コンピュータ化社会（電脳社会という言葉もある）」を指していると考えられる。

日本では若者は走らない︒

場で解答を世界に呼びかけたあ
にぎっている︒しかし︑黒船の意

ことがあると思う︒先ずはエンジン
をかけることだ︒

ノーブレス・オブリージュ
そこで現代の隠居の方々に呼び
かけたい︒周りの高齢者方に瓦板
付き石板をおすすめ願いたい︒周
りのより若い人々はそれを支援し
てほしい︒元々ものをよく見たい
が為にメガネをお求めの高齢者に
は︑そのメガネの視野に新しい世
界が入っていることをお知らせい

だ︒そこで隠居が腰をあげるしか

で は な い ︒ 隠 居 の 矜恃 で あ る ︒

江戸時代の隠居たちは読み書き

ただきたい︒

ない︒寺子屋を開いて識字運動を

︵位高ければ徳高
noblesse oblige
きを要す︶といえば解り易いと思

きょうじ

やろうというのである︒
﹁瓦板付
き石板﹂を全高齢者が持ち歩く︒

う︒

：「タブレット」は「平たい板」の意味であるが、iPadのように、一枚の液晶パネルの上で、情報の表示や操作を行えるコンピュータ用端末。
（※注２） タブレット（tablet）

クラウドの思想だ︒人工物は

の受験生こそお手本だ︒平気で
味が幕府に理解できなかったよう

で︑それは自然法則であるが︑
その上に乗っかるソフトは人の
作品である︒自然法則の理解力
と少々のアイディアと小説の先
読み能力の﹁ないまぜ﹂がいわ
ゆる﹁強さ﹂を表しているが︑
それに手こずっても気にするこ
た

とはない︒世事に長けているこ
とが要求されているのだ︒後者
については﹁自分ならどう作る
か﹂ぐらいしか指針はない︒そ
れが製作者の考えと合うかどう
かは勝手にしてくれと言いた
い︒ともかくも取りあえずニー
ズが満たせればそれで良い︒後
は︑じわじわやってくる︒必ず
発信するようになる︒
かわらばん

﹁瓦板付き石板﹂
と寺子屋
ここで江戸時代の隠居に注目し

これが理想︒

：「サイバー」とは「コンピュータの」とか「インターネットの」とかを意味する形容詞として使われている。
「サイバーワールド」
（※注１） サイバーワールド（cyberworld）

60

たい︒読み書きソロバンの新板

イスブックの働きなど耳にされた

隣りの人に聞くことだ︒データ

かねない︒方向が定まらない︒

年が再演しようとして

００８年リーマンショック金融危

上村 義明

処理と通信の基礎は電磁気学

10

65

21

10
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1929年九州に生まれる。敗戦後結核を患
い、小石川高に転入（後輩に小沢 一郎など
がいる）。1957年東大理学部卒（教養学部
以来、鈴木 良次 先生と親交を結ぶ）。三菱
系で10年余会社勤めの後、東京から京都に
移り、京都産業大学に赴任。時代に先駆け
産学協同の二足のわらじを履く。大型ソフト
造りのナショナルプロジェクトを手がけ、
シリ
コンバレー（ここが栄えるのはこの後）で完
成。その後、
ソフトウェアとは何かを研究。50
歳代後半より禅寺に入る。今は門前に庵を
組んでいる。京都産業大学名誉教授。

2011年10月4日に京都四条烏丸店2Ｆで上村 義明 先生を囲んで「上村宣言」を聴いた。
当日は京都地区のGM、CS、
リーダー店長ほか13名が集まり、熱の入った歴史的宣言を拝聴した。

I T 寺子屋

ＩＴ 寺 子 屋

iPad

美勝流 押絵神戸信美会
会長

梶原 千歳

50年以上に渡り、押し絵制作にたずさわる。
■主な活動
1975年 パリ三越百貨店にて展示会
1977年 姫路市文化センターにて展示会
1978年 神戸三宮さんちかギャラリーにて展示会
2003年 メガネの三城三宮店にて展示会
制作にあたり材料（呉服）の入手に手間をかけました。それと美人画の顔を描く
のにあたり美人画を教えていただける先生がいなくて独学で学びました。
どの顔も精魂こめて描いたのが思い出されます。

09
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東日本大震災に寄せて

ドイツ人には
他人事とは思えない

のか︑クリーンエネルギーの事業
考にし︑紹介させていただきま

背景にした新聞記事・小冊子を参

野元 剛

展開︑エネルギー関連会社の事業

私たちは︑あなた方のことを忘れない︒
あなた方のことをいつも見ています︒
世
―界の国々から

まより﹁このフレームは日本製？

後︑南ドイツ・オーストリア・ス

大丈夫なの？﹂﹁フクシマからレ

イスには放射能の雲が流れてきま

す︒

の背景について述べたいと思いま
した︒この事故を子どもの頃に体

転換などの内容が目につきます︒

す︒ドイツのマスコミでは︑﹁恐
験したドイツ人は︑何週間も遊び

ンズが届くの？﹂といった質問を

いていた募金箱をお客さまが見つ
怖の原発﹂といった悲観的で不安
場が警察によって立ち入り禁止と

被災されたみなさまが早く普段

けられ︑お客さまの真心も頂戴い
をあおる論調がなぜ目立ったの
なり︑学校帰宅時に雨が降ってい

原発事故を教育に反映

さて日本には︑ドイツのマスコ

たしました︒これが︑当店での震
か︒ドイツ国内で反原発運動が広
ると︑雨が止むまで校内で待たさ

行動の背景

ミがこの東日本大震災・フクシマ

災・原発問題直後の反応です︒残
がりをみせ︑メルケル首相に世界
れたことがありました︒また︑葉

投げかけられました︒さらに︑妊

原発事故を過剰に報道したと思わ

念ながら︑ドイツでは日に日に震
で い ち 早 く ︑﹁ ２ ０ ２ ２ 年 ま で に

物野菜が食べられず︑朝食には粉

の生活に戻られること︒そして被

れる方々がたくさんいらっしゃる

災の記事が少なくなっていきま
ドイツは脱原発する﹂という方針

ミルクとヨードの錠剤がつきまし

娠をしていた女性スタッフは﹁こ

のではないでしょうか︒特に︑原

す︒原子力問題に関しては︑何が
を決定させたのか︒反原発を掲げ

災された地域の復興をお祈り申し

発問題は︑被災された方々に対し

起こっているのかという報道から
る﹁緑の党﹂が︑選挙で躍進し続

１９８６年４月に起こったチェ

て︑配慮なしに︑ただ︑ただ不安

違う話へと展開していきます︒現

た︒当時の子どもたちはここで︑

ルノブイリの原発事故です︒事故

をあおっているかのように⁝︒

在は︑原子力発電の是非から︑い
けるのか︒ドイツの歴史と教育を

この寄稿では震災・原発問題発

実際デュッセルドルフ店では︑
かにしてドイツ国内で電気を賄う

説は︑ドイツで学校の国語教材と

生当初へ戻って︑ドイツ人の行動

原発問題直後にドイツ人のお客さ

は︑ドイツで原子力発電所の事故

して採用されていきました︒

こで働いて大丈夫？﹂と聞かれま

放射能や発ガン率まできちんと教

が起こり︑放射能漏れが起こると

１９８８年にドイツ児童文学賞

降り始めます︒その後の展開は︑

やがて放射性降下物を含んだ雨が

逃げようと駅に集まった群衆に︑

た群衆が描かれています︒遠くに

は︑原子力発電所がドイツ国内に

リがフクシマで起こっていること

しています︒第２のチェルノブイ

た世代がドイツで今︑行動を起こ

この歴史を経験し︑教育を受け

原発事故の小説さえ教材に

を受賞した﹃みえない雲﹄︵グー

皆さんも想像がつくと思います︒

ある限り︑ドイツ人に大きな不安

過敏な反応

育を受けました︒それと同時に放

いう設定がなされています︒ここ

トルン・パウゼヴァング著︶とい

放射能汚染の怖さを綴ったこの小

引用／参照 NIPPONip vol. 20
﹁東日本大震災の特集記事﹂

いただければと思います︒

を少しでも日本の方々に理解して

いること︑ドイツ人の今回の行動

切れませんが︑ドイツで起こって

ツ人に影響を与えているとは言い

この歴史と教育がすべてのドイ

す︒

クシマは他人事と思えないので

ているけれども︑ドイツ人にはフ

シマからドイツは約9千㎞も離れ

を知りたいと思っています︒フク

を呼び起します︒ドイツ人は真実

射能の恐怖が幼い子どもたちの心

した︒その反面︑カウンターに置

1995年入社 大阪府出身。
2011年1月よりシンガポールから
ドイツ勤務となった。

では原発事故後︑パニックになっ

ドイツ人の行動

剛

のもと

上げます︒

Paris Miki International GmbH

に刷り込まれました︒

う小説があります︒この小説で

他人事と思えない福島

ケルン大聖堂
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※他にも各国より寄せられた原稿をwebサイトにて掲載しております。 http://i-nvc.jp

たけし

野元
支配人

ドイツより

のんびりとした光景の影に悲しい歴史が…

津波が教えてくれたもの
宮城大学 地域連携センター 復興まちづくり推進員

ごとう

かずま

後藤 一磨

ました︒そして高台へ行って海を
見下ろすと︑さっきいった風景が
広がってたんです︒︵もともとの
海と︑引き潮があった写真を見せ
分ぐらいしたら︑水平

ながら︶その後こう引いていった
んです︒
線上に白い帯が見えた︒﹁あぁ︑

1000年に一度といわれる東日本大震災︒そこから日本人として何を学び 何を活かすか？
年前の津波の波高プ

来たな﹂︒

多分新しい︑新しいビジョンなのだ

でしょうか？﹁ぬう﹂っていうの は

ぬうびじょんくらぶ︑フランス語

とにかく生き延びること︒地球の

とかなる︑というように考えて︑

て健康でさえあればいつかまた何

とか財産とかそういうものは生き

れないのではないでしょうか︒家

分の命を守る︒それ以外は考えら

天災の場合はまず逃げて命︑自

すが︑結局集落全滅︒とにかく

す︒最終的に到達したのは︑高さ

するみたいに家を砕いていくんで

波になってて︑それがローリング

てくる︒その頃には

れるから︑2階の屋根が落っこち

柱がベキベキッと折られる︒折ら

日に

と理解してよろしいでしょうか？
一部を私たちは借りて生きていま

名は 月
㎝でつくった堤防︑それが

今︑車中から見てわかるとお
す︒そして︑地球︑自然の恵みに

mくらいの

り︑実は映像とか新聞とか雑誌で
戸あったんで

mの津波でした︒

10

名ち

mくらいの所に集

うちの集落は︑

〜

は︑決して伝わってこないもの
皆︑一番高い

た津波だったと思います︒

大きな津波は9回
日︑私は母校の中学校に

23

っていたんだけれども︑実は︑津

ち︑何にもなくなったなぁ﹂と思

と本当に涙が出ました︒
﹁俺た

って︑﹁やぁ︑
生きてて良かった！﹂

ていただきたい︒

とを学ぶためにもぜひ︑ここを見

起きたときにどうするか︑そのこ

起きない保証はないし︑じゃあ︑

地域でもそういうことがまったく

ではないかと思います︒皆さんの

お金が取れて楽して金が儲かって

今日より明日︑明日より明後日︑

その中で気付いたこと︒それは︑

ことばかりじゃなかったんだな︒

ういうことで︑震災の全部が悪い

にみんな絆とか︑仲良くとか︑そ

何でもいいから逃げろ！﹂と言い

くても

ましたので︑﹁早ければ

棚から落ちたものを片付けだして

た︒家へ行ったら︑女房と息子が

いました︒ものすごい横揺れでし

ちが仲良くしているっていう状況

できる︑家族がいる︑親しい友だ

常がきちんと継続していくことが

む必要もない︒こんなに小さな日

要もないし︑森ビルの何階かに住

思うことは︑別にBMWに乗る必

た︒残っている家は一軒もありま

た︒集落の姿は一変していまし

かりました︒当初︑みんな流され
て俺には何もなくなった⁝こんな
感じだった︒そのうちテレビで映
ったりすると︑﹁あいつは生きて
あそこにいるらしいぞ﹂と情報が
伝わると︑来るんですよ︒がれき

分で津波は来る︒

余震の恐怖の中 避難
次の朝5時ごろ夜が白み始め

億人を数え

な人間の関係をプツン︑プツンと

条例って言う条例を出して︑みん

ゃなんない︒それに個人情報保護

も︑競争相手で顔を突き合せなき

これまで仲良くしていた友だち

高校を卒業しても就職口がない︒

規にわかれて︑子供たちは大学︑

振り返ると︑会社員も正規と非正

て︑雨露しのげる場所にいって︑

でようやく衣服をかけてもらっ

私たちは︑逃げて︑飲まず食わず

てきたんじゃないんでしょうか︒

欲望︑そういうものがあって進め

は︑一人ひとりのそういう個人の

難することは簡単なんです︒実

力︑政府の責任っていうことを非

力って形に変わっていった︒電

化︒それで温暖化にならない原子

い︑でも化石燃料を使うと温暖

がエネルギーを作らなきゃならな

なエネルギーが必要で︑電力会社

現地での講演から記事にさせてい

波が教えてくれたのだと思います︒

思っています︒それが私たちに津

てる時代になったのではないかと

ービジョンというものを︑打ち立

とができる︒新しい︑それこそニュ

に豊かでなくても幸せを感じるこ

を経験として新しい︒物はそんな

は︑この津波が教えてくれたもの

ことが指摘されています︒私たち

水不足︑さまざまな問題が起きる

じような生活をすれば︑食糧難︑

ました︒その人たちが私たちと同

日以前の私たちの生活を

切る︑そういうギスギスした社会

それで幸せだな⁝と一気に原点を

３月

で生きてきた︒それが︑地震が起

ただきました︒

をかきわけて︒両手にこう荷物も

大きな津波は9回もありました︒

波は人の関係︑絆までは流しはし

があれば︑幸せになれるっていう

分︑遅

なかった︒そのうち︑全国︑ある

⁝そういう生活を私たちはずっと

ことを経験しました︒

10

経験しているんです︒幸せだって

物が無くても幸せを感じる
新しいビジョン

（写真上）一回目の津波が引いた後の志津川湾。
この後最も大きな津波が。
（写真下）最後まで町民に避難を叫び続けた
遠藤 未希さんがいた旧南三陸町役場。
彼女は秋に結婚式をあげる予定だった。

分︑

いは全世界から︑色んな支援が入

望んできたんですね︒よりうまい

ものすごくあったかいんです︒助

るようになった︒ ﹁あぁ︑ 良か

今︑地球の人口は

して肩寄せあってこうして一晩︒

てわがんね︒︵ダメだ︶﹂︒焚き火を

ごい晩でした︒﹁あぁ︑ダメだ︒寒く

ょっと︒横殴りに雪の降るものす

50

ものを食べ︒その想いが実は大き

3月

70

22

った﹂︒

え得ないものが︑お伝えできたん

ちがどんなに伝えようとしても伝

なった姿︑そういう中から︑私た

吹く風︑海のにおい︑何もなく

よって︑私たちは命をつないでい

た︒堤防沿いの家に到達すると︑

全然関係なく︑スッと入ってき

ラス

先ず現地をこの目と脚でみようと﹁東日本復興支援ツアー﹂を実施︒参加者

10

宮城県南三陸町を訪れた︒現地案内して下さった後藤一麿さんの一般報道とは別の強烈な体験

被災地にて当時の体験を語られる後藤 一麿さん（右）とツアー参加者たち

50

が︑あの風景から皆さんに伝わっ

とにかく生き延びる

50

まって︑人数確認したら︑

２９

ます︒そのことを改めて感じさせ

１
１

たと思います︒

２１

40

き︑津波が起き⁝となったとたん

30

談に参加者は涙した︒

せん︒道路だった場所に船がボー
ンと︒それで︑入り組んだ谷あい
に︑がれきと家の残骸が押しこま
れていた︒そして2・5㎞くらい
先の施設に私たちは一時避難しま
した︒1・5㎞行くのに2時間〜
3時間かかる︒途中でまたすぐ余
震があるんです︒ガラガラガラガ
ラ︒また津波くるかと思って﹁少
し高い所さ上がれ！﹂って︑それを
繰り返しながら︑お年寄りの手を
引きながら行ったんです︒施設に
着くと︑そこは︑毛布もあってと
ても幸せでした︒ただ︑情報とし
て流れてくるのは︑車で逃げた人

世話になりました︒９月まで５カ
月間くらい暮らしました︒内陸は
天国でした︒毎日お風呂に入れ
て︑食事もきちんと取れますし︑
保健師とか︑お医者さんとかがき
ちんと手当てしてくれる︒人々が

ぬうびじょんくらぶ

※紙面の関係上、一部しかご紹介できませんが、全文は webサイトにてご覧になれます。 http://i-nvc.jp
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80

70

のカーラジオからだけ︒１万８千
のうちの１万１千人が行方不明︒
私たちのところは３５０人ぐらい
いました︒グランドを掘ってトイ
年くらいの

レを作ったり︑小川を掃除して洗
い場にしたり︑昭和

日過ぎて︑内陸部へ行ってお

津波は人の絆まで
流さなかった

生活に戻ったように感じました︒

35
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東北視察
ツアーより
20

川柳

課題﹃味﹄

小野 真備雄 選

岡山地区 理事

入選

伊勢崎市

剣持

昭

里 帰 り 家 族 で 囲 む 母の 味
味わってください旬のこの私
岡山市 工藤千代子

久保田良弘

内緒だよそっと教える隠し味
伊勢崎市

寿子

三ツ星の味より亡母の五目飯
岡山市 伊藤

初めての孫の手料理乙な味
福山市 柳井喜美子

雅美

この味を褒めてほしいが一人です
倉敷市 富安

味付けの違いが分かる嫁姑
茨城県 久保田達男

奈良市 北野

利市

味わった苦労が生きて今の僕

神戸市 久世

勝也

上手ではないが味あり父の筆

伝 統の 味 が 行 列 作 ら せる
岡山市 新田すすむ

孝

師のくれたゲンコツの味今もなお
姫路市 圓尾

鹿野久美子

見かけより味が勝負の鍋料理
美濃加茂市

敦

妻の味ちょっとは母に似てきたか
神戸市 大森

私たちは一ヶ月後に被災地に行ってま
いりました︒

考え

未曾有の大震災と向き合って︑今私た
何をしなければならないのか？

ちには何ができるのか？
ねばと痛感致しました︒
被災地訪問ではスタッフ全員が人と人
との触れ合いの大切さを身にしみて感
じ︑﹁ありがとう﹂の言葉の重みを被災さ
れたみなさんに教えていただきました︒
現地で感じた事︑学んだことの継続を
しなければなりません︒

久喜市 山中

三郎

おふくろの味もスーパー売っている

方巳

薄味にさらりと溶かす妻の愛
岡山市 大沢

幸子

養子ゆえ味のほめ方気をつける
奈良市 中村

土田

勝亮

古稀過ぎて初恋の味もう一度
伊勢崎市

幸子

苦労人言葉仕種に味があり
岡山市 皿井

文彦

好きな味一緒でやはり家族です
倉敷市 荻原

節子

美味しいと孫に言われてふるう腕
姫路市 桑名

岡山市 大森

伸一

食卓へ喧嘩のあとのほろにがさ

島根県 川西

幹夫

パソコンより手書き味ある年賀状

■投稿要領について

﹃絆﹄

次回課題
︻ 応 募 方 法 ︼ハ ガ キ で 1 人 三 句 ま で

138

︻ 締 め 切 り ︼ 月 末 日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶
8048

姫路市飾磨区三宅 1

︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2
INVC本部事務局

はじめは無口そうに見えた方もハン
ドトリートメントで手と手を触れ︑じ
っくりお話を聞いていると色々なこと
を話して下さいます︒
ご自身の趣味︑今までの仕事︑どん
なところに旅行に行ったか︒
仕事で船に乗って世界中の国を巡ら
れた事など︑私の知らない事を熱く語
って教えて下さいます︒
女性の方はお礼にと古紙で作った手
作りの物入れを﹁これあげる︑これも﹂
と私たちの為にたくさん持って来て下
さいました︒
時間をかけて隅々まで丁寧に折られ
た古紙の小物入れに温かい心を感じと
ても嬉しく思いました︒

私たちは二年前より︑三城在宅訪問の

︻編集後記︼ 長寿の意義︒
それは人生におい
て何が大事かを︑
ゆっくり考える時間が得ら
れ る こ と に あ る の で は な い で し ょ う か︒
2011年は3・ にはじまり︑
ユーロ危機︑
アラブの春︑
タイの洪水︑
スティーブ・ジョブ
ズ氏の死︑
そしてブータン国王夫妻の来日等
々︒
大変だったけれど︑
我々に本当に大切な
ものが何かを考えさせてくれた貴重な年で
もあったと思います︒
新しいＩＮＶCが皆さまの人生に輝きを
添えることを祈念して︒
益々素晴らしい年で
多根 幹雄
ありますように︒

すると﹁足がかさついて粉がふいて
るのよ﹂と言われたので︑ズボンの
裾を少し上げ︑靴下を下げてジェル
を塗ってあげました︒それを見て︑
ご自身の手で塗りながら﹁わぁ︑す
べすべ︑つるつるになったわぁ﹂と
若い頃を思い出されたかのような喜
びよう︒
﹁明日から自分でするわ︑楽しみ⁝
ありがとう﹂とお部屋に帰って行か
れる後ろ姿が弾んで見えます︒
口々に﹁今度いつきてくれるの？﹂
と待って下さっている言葉に︑また
会える楽しみと元気をいただいてお
ります︒

癒されます︒
隣でメガネの洗浄をされている間
に︑私はおばあちゃんの手︑肘︑腕
のマッサージをしながら会話が弾み
ます︒

﹁こんにちは﹂と大きな声で挨拶
をすると︑続々と集まって来られる
みなさんの満面の笑顔で﹁こんにち
は﹂再会の時です︒
一ヶ月振りのこの笑顔と言葉に心

宛

発表は商品の発送をもって、代えさせていただきます。

三光

東槇ますみ

︻天 ︼
添うてきて
夫好みの
味になる
瀬戸内市

全

幹雄

﹇評﹈夫 唱 婦 随 の 言 葉 の 生 き て い る 世 の 男
性にはうらやましい限りのカップル
である︒でも塩分は控えめにしてあ
げてください︒

藤生

︻地 ︼味付けは
パパに任せて
ママテレビ
伊勢崎市

野島

︻人 ︼
旬の味
生かして母の
五目寿司
岡山市

佐々木 正美

世界中に影響を与えた昨年の

スタッフの方に同行させていただき︑姫

ハガキまたはFAXに、〒・住所・氏名・電話番号・
商品名を明記して、下記までご応募ください。
下記ぬうびじょんHPの会員のページからも
ご応募ができます。
しか ま く
〈ハガキ〉 〒672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1-138
INVC本部事務局 プレゼント係
〈 F A X 〉（079）224−5888

村椿 美佐

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://i-nvc.jp
ぬうびじょんくらぶ

締め切り2012年2月15日（当日消印有効）

下記ホームページにて公開いたしております。

〒140-0001
東京都品川区北品川4-7-35
御殿山トラストタワー9F
FAX／03-6408-8645

※受付時間／10：00〜18：30

応募方法
11

『辰柄 お年賀トレシー』を
101名様にプレゼント！
プレゼント
コーナー

お年賀用として
「辰」
をモチーフとしたトレ
シーです。東レのトレシーはメガネレンズは
もちろんアクセサリーや携帯電話など、
さま
ざまな物に使用できます。

イーフェイス品川本部
企画開発コールセンター

﹁三・一一東日本大震災﹂

路市内のケアハウスを訪れております︒
形は違いますが︑何かお役に立てる事
を私たちの喜びとし︑今年は少しでも訪
問先を増やしてまいりたいと思っており
今年こそは良い一年になりますように

ます︒
と願っております︒
イーフェイス代表
伊豫 亜嬉子

-

-

1
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220号 二〇一二年新春号

発行／国際ぬうびじょんくらぶ

兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138
-

〒672 8048
-

TEL︵079︶224・5700︵代表︶

