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 最近度々思うことがある。

 

私は周りの人のおかげで生か
されていると。

 

 こういう言葉は今までにた
くさん聞いたことはあるし、

そうだと思っていた。が、更
に深いその意味に改めて気付

いた。

 

 ある日、体操教室の仕事を
していて、ふと思ったことが

ある。毎週この教室に来てく
ださる人達のおかげで、私は

今働けるのだと。

 

 その瞬間、「あぁ私は皆さん
に私の時間をつくっていただ

いてるんだ」と、深く感じた。

 

 私は周りの人に体操をいか に楽しんでもらえるか、充実
した時間を過ごしてもらうに

はどうしたら良いか？を考え、
実行することが好きだ。

 

 来てくださる体操教室の皆
さんと体操で楽しい時を共有

できることは、とっても幸せ
だ。

 

  私は今年決意を新たに、今
までやった事のないことをど

んどんやって行こうと決めて
いる。

 

 興味のある、なし、好き、
嫌い、出来る、出来ないで判

断せずに、人から勧められた
り、思いついたり、目に止ま

ったことはとにかくやってみ
る！
 

そうやって経験を毎日を積み
重ねて行きたい。

 

 私は今、チャレンジしてい
ることがある。それは、毎日

継続してランニングをするこ
とだ。体と心を鍛えようと始

めたランニング。やってみた
ら、走れない日など一日もな

かった。

 

 面倒だなと思う気持ちに打
ち勝てば、時間は自分でいく らでも作れると実感する。

 

 どんな状況も自分が作り出
していること。状況を言い訳

にせずに、自分の作り出した
時間に責任を持って生活した

い。

 

 私にとって毎日ランニング
するというチャレンジは、自

分の甘えた気持ちと、体を自
己責任で正せる具体的な方法

の一つだ。

 

  本当はまだ何も決まってい
ない、何も制限のない毎日を、

いかに自分で鮮やかに創り上
げるか！

 

 そして、人と関わり、考え
る機会をいただくことで、や

る気やアイディアがよりわい
てくる。

 
すべてのことを大切に！

 

すべての人にありがとう！
 

（ＮＨＫテレビ体操インストラク
ター）  

 
 

    

    昨年の秋、私たち伊那北高
校昭和三七年卒は、総勢一〇

五名で大芝荘にて卒業五十周
年の祝賀会を行った。その記

事を加山君が伊那北関東同窓
会報「いなきた」に報告して

いる。「在校時に母校は三度目
の甲子園出場を果たしました。

新聞には寒中の土方仕事で部
費稼ぎする野球部員の姿も掲

載され、これに感動したハワ
イの高校からはバットが送ら

れてきました。この野球部の
ー為せば為るー成功体験がそ

の他学生にも影響を与え、そ
の後の行動指針となり自信に

なりました。」

 

 飯田線の伊那北の駅から丘
の上にある伊那北高校に繋が

る道路を一万円道路と呼んだ。
建設費用に一万円かかったか

らだと聞いていた。春になる
と道路のわきに桜の花が咲い

た。
 

 雪の中を足袋も履かずに素
足に下駄で通学するバンカラ

な生徒がいたが、みんな貧し かったのだ。

 

 いつもお腹が空いていた。
弁当は二時間目までの授業中

に先生の目を盗んで食べた。

 

 私は現在五十人程度の学生
に講義をすることがあるが、

学生が何をしているか瞬時に
分る。教室で先生に分らぬよ

うに弁当を食った昔の生徒は
えらかった。

 

 学校には購買があった。弁
当を食べてしまった生徒は昼

食になると少ない小遣いから
パンを買った。

 

 昭和三十年代の伊那北高校
には女子の生徒は一学年に十

名ほどであった。

 

 その中にぽっちゃりと頬が
紅色をした可愛い子がいた。

私たちは彼女の制服のスカー
トのひらひらを見ながら、胸

を躍らせて一万円道路の桜の
下を歩いた。

 

 彼女が「明日は何色のセー
ターを着てくるか？」と数人

で賭けをした。負けると勝っ
た者に購買でパンを買うだけ

のお金を出さなければならな
かった。

 

 私は廊下ですれ違うといつ

(2) ふ る さ と だ よ り 

 気
付

き
と

チ
ャ

レ
ン

ジ
 

    

有賀 暁子 
 

一
万

円
道

路
 

井口 昭久 



も彼女に見つめられているよ
うに感じがしていた。話をし

たことはなかった。
 

 卒業後の同窓会で皆が、そ
のように勘違いしていたらし

いことが分った。彼女はかな
り強い近視であったらしかっ

た。何故お前までという奴ま
でもが誤解していたことが話

し合いで判明した。
 

 見つめられていると勘違い
していたことが、学生たちに

勇気を与え、その後の行動指
針となり自信になっていたの

かもしれない。
 

         彼女は卒業してから一度も同
窓会には出てきたことはない。 

 一万円道路の桜の下をスカ
ートひらひらさせて歩く姿は、

我々同窓生には今でもそのま
まに頭の中に残っている。

 

 （名古屋大学名誉教授・愛知淑
徳大学教授） 

       

 

  ３・
11の大震災・原子力

発電所の爆発から二年になり
ます。現在私は都内の私立大

学で教鞭をとっておりますが、
福島と家族がいます横浜との

間を往復しています。まだ福
島市内に家があり、住民票を

置いてあります。福島市は除
染ということを私が居住して

いる地域でも始めようとして
おります。除染といっても庭

の落ち葉や薄く剥がした土を
自分の家の庭の中に埋めると

いうもので、子供だましのよ
うなものです。やらないより

もましでしょうがあまり期待
しておりません。除染をめぐ

る報道もかまびすしいです。
 

 除染などというようなこと
が始まるとつい二年前の事態

を思い出してしまいます。東
北地方の人々は皆それぞれ厳

しい経験をしたことと思われ
ますが、私は原発爆発の月で

ある三月末で福島大学を退職
するというときであり、大地

震のときには横浜の家族のも とにいました。原発の爆発後、
学生や大学の中の状況を知っ

たことにより、新潟・山形・
仙台まわりで福島に帰還しま

した。帰還した翌日、大学に
行くと避難の人々が続々と押

し寄せ、一方では学生を親元
に帰すための作業が続けられ

る中、大学に残っていた先生
方もおにぎりを握っていると

いうような状況でした。その
他言いたいことはたくさんあ

りますが省略します。ところ
で福島に帰って一日か二日経

った頃に自宅に一本の電話が
ありました。伊那市の『伊那

市ふるさとたより』を担当さ
れている職員の方（申しわけ

ありませんが氏名を忘れてし
まいました）からでした。そ

して丁寧なお見舞いの言葉を
いただきました。単身赴任の

自宅で、福島市はもうだめだ
ろうと不安にかられていた時

にいただいた電話はうれしか
ったです。その後、福島空港

からの臨時便で羽田まで帰り
ましたが、福島でつくられた

電力を使っていた都内と福島
の格差（食事等を含めてすべ て）に何とも言えない思いを

したものです。

 

 このような経験をすると原
発の再稼働については考え込

まざるを得ません。原発を稼
働させようとする人々は原発

の必要性を何点かあげて原発
を推進しようとしていますが、

その「枕詞」に原子力発電の
「安全を確認の上」、あるいは

「安全を前提」になどという
言辞を並べます。しかし、原

発爆発を経験したものから見
ると、原発に「安全」などと

いうことはありえないと思わ
れます。このような「枕詞」

は、原発からの安全地帯にい
る人たちが発する一種のペテ

ンです。むしろ危険であるけ
れど日本の産業の発展、大企

業の利益のために我慢してほ
しいとの言辞のほうが正直で

す。
 

 福島市内も落ち着きを取り
戻しています。しかし、農業

に携わる人たちは今も風評被
害を受けて大変です。個人で

は何とも致しようがありませ
んが、現在福島県内の店頭に

出されているものは放射線量 について国が決めた基準以下
ですので、なるべく福島県産

の農産物を食べるようにして
います。

 

     （福島大学名誉教授）

 

                     
  西アフリカの国マリが、か  

つてのアフガニスタンのよう
な戦場になっている。 

 今年一月には、フランスが
軍事介入し、これに抗議する

イスラム過激派組織が、アル
ジェリア・イナメナスの天然

ガス開発現場で、日本人を含
む多数の外国人従業員を人質

にし殺害した。イスラム教徒
とキリスト教徒の憎悪の連鎖

は、納まるところを知らない。 
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(3) ふ る さ と だ よ り 

（挿絵：茶畑） 



しかし、僕が言いたいのは
そのことではない。 

 マリの世界遺産トンブクト
ゥを制圧し破壊しているイス

ラム武装勢力に、十二歳の少
年兵がいることを新聞記事で

知った。少年を戦争に強制徴
用したり、十五歳未満の少年

を兵士として使うことは、国
際法が禁じる「悪」だが、ア

フリカや中東をはじめ世界の
紛争地帯には、「チャイルド

ソルジャー」と呼ばれる少年
兵が二十五万人もいるという。

フランスやアメリカが、シリ
ア国民の正統な代表と認める

反体制派勢力にも、十四、五
歳のチャイルドソルジャーが

いる。  マリだろうが、シリアだろ
うが、少年を戦場に駆り出す

のは「悪」のはずだ。なのに、
最近、ある外電がシリアの少

年兵を美化するような記事を
書いていた。マリのイスラム

勢力は悪で、シリアの反体制
派は善。そんな視点が、マス

コミに二重基準を作らせるの
だろう。僕にも情緒的な黒白

観があるから、よく分かる。  少年兵と聞くと、僕はいつ
も、ロクドッパラの上空で、

キリもみ訓練している赤とん
ぼの機影を思い出す。陸軍の

伊那訓練飛行場があった六道
原を、僕たちは「ロクドッパ

ラ」と呼んでいた。 
 国民学校の四年生だった。

十歳になったばかりの僕は、
七つボタンの予科練に憧れて

いた。  段丘の上の段に、うちの畑
があり、祖母とよく麦踏みを

したが、晴れた日には、はる
か北の空で、赤い羽をキラキ

ラさせて、キリもみする少年
航空兵の訓練機がよく見えた。

僕は麦を踏みながら、胸が締
め付けられる思いで、赤とん

ぼを見つめていた。 
 僕も、あそこで赤とんぼに

乗るんだ。そして、ゼロ戦で
敵艦に突っこみ死ぬんだ。 

僕は今風に言う「チャイルド
ソルジャー」を夢見ていた。早

春の麦畑で、胸に広がる白虎
隊のような悲壮感が、心地よ

かった。  麦を踏みながら、ロクドッ
パラの赤とんぼばかり見てい る僕のことを、祖母から耳打

ちされた母が、予科練に行く
なんて、母さんは絶対許さな

い、と泣いて怒った。母が僕
の頬をぶったのは、この時が

初めてだったが、僕も生まれ
て初めて、大好きな母に逆ら

った。  僕の予科練志望が軍国教育
による洗脳だったとは、今で

も思っていない。現に担任の
先生は、母同様、僕の予科練

志望に、声を荒げて反対した。
僕は自分なりの論理で、ふる

さとのために死ぬ道を選択し
ていたと思う。僕の長い人生

の中で、あれほど純粋に自分
の死に方を考えたことはない。 

 しかし、マリやシリアのチ
ャイルドソルジャーは、今こ

の時も、生死の境で戦わされ
ている。赤とんぼに遠い夢を

馳せていた少年と、現実の少
年兵の間には、無限大の差が

ある。  チャイルドソルジャーには、
武装組織に誘拐されて、兵士

にされたものもいるし、肉親
を殺した者への復讐心から自

ら兵士になったものもいる。 少年兵になった動機は様々だ
が、子どもたちに人殺しをさ

せている大人たちは、一様に
「悪」だ。  マリやシリアの子どもたち

だって、麦を踏みながら赤と
んぼを見ている僕と同じよう

に、幼くて、拙くて、一途だ
ったと思う。その純白の心に、

大人たちは憎悪を染み込ませ
た。そして、子どもそれぞれ

の「赤とんぼ」の夢を、人殺
しの快楽に誘っている。これ

は二重に「悪」だ。 
 それでも、段丘の北の青空

でキリもみする赤とんぼは、
僕にとって、ふるさとの美し

い記憶である。 
          （翻 訳 家） 

               
 

 美篶村に生まれ、彼の大戦
直後昭和二十一年に小学校体

育館に整列したピカピカ（こ
ころだけは）の一年生百二十 人同輩は、六十有余年を諸地

域で活躍、古希を経た。

 

 一年生の担任は、美篶出身
の川上（旧姓春日）みよ子先

生と川上俊夫先生であった。
昭和四十年ころから恩師をお

迎えしての同級会が重ねられ
てきた。

 

 飛んで飛んで、昨年秋のこ
の会は、みよ子先生在住の塩

尻市にて開催。きしくも先生
の目出度き「米寿」を祝福す

る大祝賀会でもあり、祝意と
互いの健康を歌う集い。ご壮

健な恩師から、終戦直後の教
職のご苦労や、この日の再会

の悦びが語られ、一同は、恩
師の愛情あふれるお話に人生

の節目節目を思い出し感無量。 

 終始、喜びと「生」への愛
を感じ共有できた素敵な一ペ

ージとなった。

 

 思えば、「生きる」という
事は、このようないくつもの

人々・社会とのつながりの中
に、己を磨き揉まれ、自らが

機会をとらえ、連携して、歓
びや悲しみのこころを共に有

して成長できることではなか
ろうか。

 

 

言
祝

ぐ
幸

せ
 

伊藤   治 

(4) ふ る さ と だ よ り 



 大震災被災の人々の苦労を
思うにつけ、節目を大切にし

て想いやりを心に刻みつつ次
なるページに進みたい。

 

 恩師の米寿と同輩の元気健
康を共に言祝ぐ幸せを一身に

感じたものである。
 

 川上みよ子先生は、信州を
代表する歌人として活躍され

ており、教え子の誇りである。 
（ここに僭越ですが同日の拙

文詩を表します。ご批判をい
ただきたく存じます。）

 

   「今日を言祝ぐ」 
  山また山の信濃路は  天空高き大自然 

 豊かな恵みの収穫期 
ここに集いし彼・吾ら 

 恩師の米寿に杯を挙げ 
   寿ぎできるありがたさ 

 思えば終戦直後の一年生が 
    六十有余の歳月語る 

 一人ひとりの瞳耀き 
  集えたことを喜びに 

 明日に向かって健やかだ 
 今宵のうたげや たからもの 

 さてさて次は吾等が米寿  その時先生お招きします 
 それまで皆さんお元気で 

 これがみんなの 願いです 
 今日といふ日に感謝して 

 今日といふ日に感謝して 
  （元東京ガス(株)環境担当顧問） 

            故郷は想い出の中にしかな
い、と最近は思い始めていた。

当然の事ながら現在住んでい
りわけでもなく悪友も亡き今、

想い出さえもさまざまな街の
様子の変化とともに色褪せて、

もはや記憶の中だけにしかな
い。

 

 今では、初めての地を訪れ
た余所者と殆ど変わりないこ

とを思い知った。と同時に、
現実の故郷に興味を失いつゝ

きていた。

 

 そんな折り（昨年七月）、住
んでいる団地（四百余世帯）

管理組合の理事の話が来た。
やるなら早いうちがいいだろ

うと引き受けると、元々が広
告のクリエイターであるとい

うことから、広報（イベント
兼任）を任された。

 

 今その団地コミュニティが
抱えている問題は、一昨年の

大震災以来の防災への対応で
ある。

 

 その中での広報の課題は、
いざという時に全住民が結束

して協力しあえる前提条件、
つまりスムースなコミュニケ

ーションを取り合える環境を
作る、ということにあるらし

い。
 

 ご存じのように都会の、特
に団地などは隣の住人の顔も

知らないという有様である。
 

 久し振りに広告屋魂が燃上
った。と言うより、できるな

ら昔ながらの町内会的コミュ
ニケーション環境にしてみた

いと思った。
 

 手始めに声をかけ合う環境
づくりということから毎月二

～三枚のポスターを張り、何 方に限らず挨拶をしよう！運
動を始めた。

 

                すぐにエレベーターやロビー
で「こんにちは！」の声が行

き交うようになってきた。

 

 と同時に、団地祭には青空
マーケット等に加えて、子供

も一緒に聴ける私得意のジャ
ズライブをやり、コミュニケ

ーション環境の基盤づくりを
試みてみた。なかなか面白か

った。
 

 この春には落語会もやって
みようかとも思う。団地があ る町内会ぐるみで音楽と落語

を組み合わせた皆で楽しめる
祭事等を中心に、都会におけ

る故郷町内会はどうあるべき
かを、本気で考えてみようと

思った。そんな中に音楽（ジ
ャズ）と落語が活かせないも

のかと思う。都内の老舗のラ
イブハウスのオーナーが全面

的にバックアップしてくれる
と言うから、今その気でシミ

ュレーションしている。

 

 そんな活動をしながら、「故
郷」について考えている。

 

（広告制作クリエイディブ・ 
ディレクター） 

             

 

 

   昨年、『おくのほそ道を科学
する』を仙台の出版社

(河北新
報出版センター

)から上梓し
た。その際に、芭蕉とともに

旅した諏訪出身の河合曽良
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『旅日記』を読んだ。信州人
らしい几帳面さで、たいへん

細かく旅程が記されている。
『おくのほそ道』『旅日記』を

読んでいるうちに、旧暦を調
べる必要がでてきた。

 

 もともと旧暦というのは
「太陰太陽暦」のことで、月

の満ち欠けを基準にした「陰
暦」と地球が太陽の回りを運

行するのを基準にした「太陽
暦」とを組み合わせたもので

あるが、今でも二十四節気な
どは日常の話題にも出てくる。

また、月の満ち欠けは天気さ
え良ければ見ることができ、

その形から今日は何日なのか
は直ぐ分かる。江戸時代まで

は、日の出とともに働き、日
没とともに休息するのが庶民

の生活であった。当時は「不
定時法」が用いられており、

一時（いっとき）は日の長い
夏至の頃には長く、冬至の頃

には短かった。曽良『旅日記』
によれば、芭蕉の歩いた速度

は非常に大きいと言われてい
たが、最近では、旅日記に記

されている時刻が不定時法で
見直されて、それ程不自然で はないことが分かってきた。

また、旧暦では平年は一年が
十二ヶ月だが、閏年では十三

ヶ月あったこと、大の月は三
十日、小の月は二十九日であ

ったことなど、今ではあまり
知られていない。芭蕉が元禄

二年に江戸を経った年は閏年
で、「弥生も末の七日」つまり

三月二十七日は、新暦では五
月十六日である。したがって、

平年と閏年では、季節感と月
日の感覚がかなりずれてしま

う。そこで考え出されたのが
立春、雨水、啓蟄、・・冬至、

という「二十四節気」である。
 

 今では、名前の通り、旧暦
は旧いものだとの感覚しかな

いが、月の形は毎日変化する
し、自然の移ろいは文化が進

んだところで変わるわけもな
い。古典を読めば、必ず旧暦

で記述されている。恋人と一
夜を過ごした男が別れを惜し

みつつ、「有明の月」を詠みな
がら朝帰りしたなどの生活は

うらやましい話である。時間
を前に戻して旧暦を見直して

みたら非常に面白いものだと
いうことが分かった。今年は、 旧暦の載った暦を使ってみよ

うと思っている。

 

    （東北大学名誉教授） 

                  

 

  私が住む横浜には、父方の
従兄も住んでいます。

 

 食事に誘って頂いたり、ご
自宅に伺うなど、家族ぐるみ

でお付き合いしています。
 

 従兄は釣りが好きなのです
が、偶然、私の夫も釣り好き

で、よく男同士連れだって釣
りに出かけます。初めは、そ

の辺の横浜港で釣っていたの
が、徐々に遠洋漁業？に出る

ようになり、今では、久里浜
から海に出て、カワハギを釣

ってくるまでになりました。
時には、従兄と従兄のパパ友 がワカサギ釣りに誘ってくれ

ます。

 

 私は魚が大好きなので、釣
りに行くのは大歓迎。しかも、

夫は自分の出刃包丁を持って
いて、釣った魚をさばき、お

造りにしてくれます。私が帰
宅すると、料亭のごとく、カ

ワハギのお刺身が大皿に盛ら
れていて（大漁の場合）、あと

は、新鮮な肝とお醤油で美味
しく頂くだけ。まさに『上げ

膳 据え膳』。ヨメとしてはコ
タエラレナイ！釣りは本当に

いい趣味ですね。従兄殿、こ
れからもどんどん夫を釣りに

誘って下さいな。

 

 ところで、この従兄の家は、
一戸建てで、庭があります。

 

私の家はマンションなので、
庭がありません。マンション

住まいは、個人的には気に入
っていて、何ら不満は無いの

ですが、従兄の家に行くと「庭
っていいなぁ」と思う事がひ

とつあります。
 

 それは、山椒の木があるこ
とです。

 
 私は山椒や紫蘇、茗荷、生

姜、などの薬味が大好き。で も、スーパーでは、山椒の葉
は少しづつしか売ってなくて、

高級品。庭で好きなだけ山椒
を摘めるのは羨ましい！山椒

の鉢植えを買おうか迷ったの
ですが、私、そういうのをす

べて枯らしてしまうのです。
農家の娘なのに（笑）。

 

           それに対し、従兄はとても
マメ。山椒の実を乾燥させた

り、佃煮を作ったり。たくさ
んおすそ分けを頂き、助かっ

ています。

 

 どうやら、いまは男性陣の
方がマメなんですね。

 

 こういったお付き合いも、
親戚ならでは。近くの親戚、

有難いです。

 

（㈱キャラウィット代表取締役） 
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      十一月初霜が降りる頃えび
す講の準備が始まる、「おや

き」は、具にお葉漬を細かく
刻み醤油と砂糖で味付け、油

いためしたものを米粉で包み
作るのである。天竜川の両岸

には筵を敷き「お菜洗い」を
一家総出でするのも楽しみの

一つであった、冬に向かう伊
那の風物詩であろう。

 

 私は高校を卒業し大学を経
て社会人としての生活の場は

東京である、伊那には盆暮れ
と冠婚葬祭時に帰省するのみ

で、あっとゆう間に六回目の
年男となってしまった、時の

過ぎる速さに比例し、思春期
の想いは「ゆったり」と心を

動かしている。

 

 東京に生まれ強制疎開で父
の実家である、伊那町古町（現

中央区）に来たのが昭和一九
年三月頃、父の戦死により伊

那での生活が始まった。幼少
のころの記憶は定かでありま せんが、終戦後の食糧難は厳

しく今の物余り時代では想像
できないと思います。祖母の

親戚は農家が多かった為、祖
母に連れられ、沢渡、小出、

上戸、田畑等にコメの買い出
しに歩いて行った。今思えば

良き時代だったと思います。
隣組文化があり、共同井戸、

味噌作り、通学等々大人も子
供も一緒、貧しい時代であっ

たのでしょうが悲しい記憶が
ありません。

 

 小学校入学時の記念写真が
あります。新制教育一期生で

したので御真影（天皇陛下の
写真）のない築山の前で不揃

いで学生服がありません、子
供に見せたら笑っていました

が、みんな可愛く嬉しそうな
顔してます。

 

 こんな時代の少年が年輪を
重ね、仕事を通じ社会貢献や

子育てを成し生活の場は離れ
ていても竹馬の友や故郷への

思いは変わりません、高校時
代同期の我々はホームページ

を開設し全国に居住する仲間
同士で現況や故郷の情報を交

換して明日への心の糧にして います。

 

 年末の話題は正月料理で
「ブリ」、「サケ」の焼き魚、

いや我家では「ブリの粕汁」、
「赤貝の酢味噌和え」、「東

京のように『年越しそば』は
たべねーぞ」と話題は沸騰し

た、但し共通しているのは二
日の「イモ汁」今でも続けて

いるようだ、皆食習慣を通じ、
思いを故郷にはせているのだ

ろう。
 

 故郷は遠くにいて思うもの、
川面に映える天竜河畔の桜を

今年は観に行きたくなりまし
た。

 

（(株)アインプランニング 代表
取締役）             

     二〇一二年は日中国交正常
化四〇周年。ふるさと伊那市

は、高遠さくらまつりでの中
国留学生との交流や北京で行

われた日中の子供達がペアを
組んだ卓球大会への参加など、

次代を担う若者たちの絆の醸
成に積極的に取組まれました。

両国民の国民交流に対する強
い思いは、こうした記念事業

が両国で合計六五九件と三五
周年の二倍以上を記録したこ

とにも表れています。私も幾
つかの事業に係わって参りま

したが、九月中旬以降は、こ
れまでにない厳しい日中関係

の影響から逃れることは全く
できませんでした。

 

本年は日中平和友好条約締
結三五周年、日中の間にもふ

るさとに咲くあの福寿草の芽
吹きが待たれます。

 

 二〇一二年は私の前任地で
ある東ティモールの独立そし

て日本との国交樹立一〇周年
でもありました。この年、東 ティモールは大統領選挙を成

功させ、私が日本政府の選挙
監視団長を務めた国民議会選

挙も平和かつ整斉と実施し、
それは見事でした。これを受

けて昨年末には国連も撤収、
いよいよ自立の中での国づく

りが始まります。それは諸外
国の「支援」に依存した時代

から「協力」を依頼する時代
へと入っていくことを意味し

ます。

 

 そして私が準備を進めてき
ました「日本・東ティモール

協会」（

h
ttp
://w
w
w
.lorosa

e.org）発
足の年でもあります。よろし

くお願い致します。

 

ふるさと伊那市の皆さんと
東ティモールの皆さんとの

様々な交流の芽吹きも、ゆっ
くりと着実に成長して行くこ

とを願って止みません。

 
 （前駐東ティモール日本大使、二

〇一二「日中国民交流友好年」
実行委員会事務局長） 
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     母が高遠の出身です。桜祭
りに一緒に出かけたこともあ

り、見事な桜を折りにふれて
思い出し、ふるさと大使であ

ることを光栄に思っています。 
 昨年一月一日から、フェイ

スブックにいい言葉とコレク
ションの写真を毎日投稿して、

今も続いています。初めはど
のようなシステムなのかさえ

わからなかった僕ですが、今
や世界的なソーシャルメディ

アであり、メッセージを伝え、
大きな人の流れも生んでいま

す。もし毎日何かを知らせる
のであれば、僕は読んだ人た

ちが元気になることや、前向
きな気持ちになるようなこと

を書こうと思って始めました。
ひとつ紹介してみますと、あ

る日は老子の言葉で「上善は
水の如し」 人は誰でも、今より低いとこ

ろに行きたいとは思わないの
ですが、水は高い所から低い

所に流れる謙虚さを持ってい る。そして、どんな形にもな
る柔軟性を持っている。さら

に岩をも砕く強さも兼ね備え
ています。いい人生を送るに

は「謙虚」「柔軟」「強さ」こ
の三つが大切ですね。人間も

体の七〇％以上は水分ででき
ているので、もう一度この言

葉をかみしめるのもいいかも
知れません、と。この日のコ

レクションは水が流れている
ように見える時計を紹介しま

した。  僕は言葉には力があると思
っています。恩師や母の言葉

に救われて人生が変わり、そ
れを心に留めてやってきたの

で今があると言っても過言で
はありません。いい言葉が詰

まった一冊の本、心がこもっ
た歌詞の一曲も同様に感動さ

せられ、背中を押してくれる
ことがあります。 

 一～一〇〇日目、一〇一～
二〇〇日目は二冊の本

「facebook100の言葉」になり
ました。僕の集めた言葉が皆

さんを元気にして、勇気が湧
いて一歩踏み出そうと思って

もらえるような、力を持った 言葉になることを願っている
日々です。 （(株)トーイズ代表取締役） 

                            
 化石とは過去の生物たちの

遺骸やそれらの生活の痕跡な
どをさす。私たちのような人

類も生物の仲間ですから、人
類の進化の歴史は、古生物(過

去の生物)進化の分析から学
ぶことができる。つまりこの

大地（地殻）を造っている岩
石の分布を調べ、それらの中

に保存されている化石を探し
出し、ていねいに分析しなけ ればならない。 

 しかし、すべての生物の遺
骸や痕跡が立派な化石になっ

ているとは限らず、その時代
に生きていた生物のどのくら

いの割合が化石となって残っ
ているのか、またそのどのく

らいの割合が我々の目に見つ
け出され、また採集されるの

かは全く未知数である。言い
換えれば、発見され採集され

たそのひとつの化石が、化石
となって保存されていた生物

の仲間たちの何分の１の個体
であるか、さらにはその仲間

たちがその時代に栄えていた
生物全体の何パーセントに当

たる属種であるかなどは、ま
ったくわからないのである。 

 したがって、「戸台の化石」
の一つあるいは一欠けらから、

中生代白亜紀前半ごろのアジ
ア大陸東側沿岸のどれほどの

広さに堆積していた地層(＝
のちに戸台層と名付けられ

た)に、偶然保存されていた化
石であるかは、「戸台の化石」

から分析し想像してみるほか
に方法はない。どんな小さな

ひとかけらの化石も大切な情 報を持っていると考えられる。 
 十九世紀末に「戸台の化石」

の二枚貝類トリゴニア化石が
発見されてから半世紀は、ト

リゴニア化石を中心とする粗
粒堆積物に保存されていた軟

体動物二枚貝類の古生物世界
から白亜紀層の堆積環境を想

像していた。その後、トリゴ
ニア化石以外の細粒堆積物に

保存されていた多種類の二枚
貝類化石やアンモナイトが発

見され、さらに広範囲の海域
(沿岸から広い陸棚まで)に生

息する棘皮動物のウニ化石・
ウミユリ化石や、やや温暖な

気候帯の海域に生息する腔腸
動物のサンゴ化石が新たに産

出するようになって、「戸台の
化石」を産出する地層の堆積

環境がより幅広い古生物世界
を想像できると考えられるよ

うになった。 さらに海生だけでなく非海
生(半鹹半淡)の軟体動物化石

を産出する岩相なども発見さ
れて、戸台地域に戸台層より

少し古い時代の非海成の白亜
紀層の分布を新たに確認する

ことができた。 
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 一方では植物化石を産出す
る地層の部分も以前よりもか

なり厚く保存されていること、
その分布は戸台地区のみでな

く入笠山高原地区にもかなり
の広さで分布していることが

分かってきた。これらの化石
たちは、岩石の変質や地殻変

動に伴い、ぺちゃんこに押し
潰されたり、やや細長く引き

伸ばされたり、二次的さらに
は三次的変形を体験している

ことなども考えられる。まだ
まだ「戸台の化石」から学ぶ

ことは、尽きないのである。 
今年も、六月は三峰川石こ

ろウォッチングを、八・十一
月は化石採集会を予定。   

（図は戸台層から産出したサ
ンゴ化石 ×2.0） 

（「戸台の化石」保存会副会長） 

  

           

 
   今年は政権も変り、明るい

年に成りますようにと期待し
ています。

 

 私どもは伊那市の発展に少
しでも協力出来ますようにと

頑張って居ります。又自然共
生都市伊那市を明るくすべく

協調．．の二文字を胸に進んで参
ります。

 

 正月五日、中野ブロードウ
ェイ商店街に参りましたとこ

ろ、入り口で二段重ねの蒸籠
から勢いよく蒸気が昇り、薪

も焚かれ臼も杵も揃って、正
に

 餅つき大会 です。
 

 山梨県河口湖町主催で、正
月恒例の観光物産展をされて

のサービスとのことでした。
 

 早くも買い物の方々も数十
名となり待つ事少々、一段目

が臼に。杵の音が響き渡ると
見物の人々も笑顔となり私も

自然にその列の中に入ってい
ました。

 

 故郷を出てから六十年、フ
トした切っ掛けから昔が甦る

香りと味覚、思い出はつきな
い…。

 

 実は伊那市でも中野ブロー
ドウェイ商店会には数年前か

らお世話になり伊那市の物産
展の開催をしております。絵

手紙の方々とも交流を盛大に
続けて頂いております。また、

中野区の区長さんとも親しく
少年育成の為の数々のお力添

えをお願いしておるところで
ございます。また既に伊那市

と交流の深い新宿区長さんと
は伊那市会及び県人会に於い

てもご出席を賜り、ご指導を
いただいております。

 

 昨年十一月十七日「まほら
伊那の会」に於いては大使の

皆様のご協力は勿論、伊那市
長さんはじめ伊那市議会、職

員の方々のご協力、ご指導の
もと第十五回「まほら伊那の

会」を盛大に開催することが
出来ました。（出席者百数十

名）新しく特命大使になられ
た方々も参加され好評でした

が、当日は三沢あけみさんが
ご出席くださいまして更に盛 り上がり、デビュー当時の曲

をご披露くださいました。伊
那市観光大使三沢あけみさん

として今後も益々のご活躍を
お願いし期待しておるところ

でございます。

 

 伊那市の観光名所としまし
ては、東洋第一を誇る高遠の

桜をはじめ、南アルプス仙丈
岳、西駒ケ岳、温泉、フルー

ツ等古跡めぐりバス旅行プラ
ンも考えておりますが、何せ

東京からでは力及ばず地元の
皆様のお力を頂いて、観光伊

那市の発展に寄与したいと思
っております。よろしくご指

導下さいますよう重ねてお願
い致します。

 

 今年も元気で頑張って参り
ます。

 

（前東京電音（株）代表取締役会長） 

         

      信州育ちの人ならば、「信濃
の国」の県歌を知らない人は

いない。いるとしたら、成人
してから長野県人になったモ

グリである。「信濃の国」が如
何に歌われるかは、長野県民

であれば誰もが接してきてい
るので熟知している。小中学

校から、高校までの運動会や
文化祭などの行事ごとに歌わ

れたり、地域の運動会や各地
域の催事、はたまた県外の県

人会や、長野県の学校ごとの
同窓会、同級会などでも歌わ

れる。長野冬季オリンピック
では開会式にも歌われ、世界

に知れ渡った。 
 ボクのように、学生時代を

東京・中野の信濃寮で過ごし
た者は、寮の行事ごとに寮歌

と「信濃の国」が歌われた。
そればかりか、年中金欠病の

寮生は、飲み屋でもう少し飲
みたいのに、もう飲み仲間の

財布の中はスッテンテン。そ
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こで打ち上げを装って、「信濃
の国」を全員で斉唱する。大

衆酒場だからこそできるので
あるが、三回に一回のペース

で、お酒のカンパに預かるこ
とができた。  「おい、君たちは信州出身

の学生か」と言いながら、僕
らのテーブルに近づき、「ママ

さん、ここにお銚子十本追加
して、勘定は僕につけといて」

と、先輩から寄付を受けるこ
とができたのである。現代の

ような世知辛い世の中では、
こう言うことはあり得ないの

ではないか。県歌「信濃の国」
はものすごい絆パワーをもた

らすのである。 
 信濃の国は、丁度一九〇〇

年（＝明治三十三年）に完成
した。完成したという書き方

は、先にできた「信濃の国」
は、まったく流行らず、出来

た途端にオクラ入りしている
からである。この歌は、戦前

まで、信州では泣く子も黙る
と言われた信濃教育会の発案

で誕生した。信濃教育会は、
戦前までの教育県信州の中核

をなした教職員団体だった 一九〇〇年に完成した信濃の
国の歌は、歌詞が先にできた。

信濃教育会から県歌を作る委
嘱を受けた委員にいた依田弁

之助は、長野師範学校（＝現
在の信州大学教育学部）で音

楽担当の教諭をしていた。依
田は同じ師範学校出身の浅井

洌に作詞を依頼した。その浅
井は、名門松本中学（現松本

深志高校）の教諭になると、
国学研究の学究肌に変身した。

後に長野県尋常師範学校の教
諭になると、漢学、歴史、国

文の担当教諭についた。修学
旅行では信州各地を引率して、

歴史地理を教えながら、自ら
も歴史探訪の研究に役立てた。 

つまり、信濃の国の歌詞は、
浅井によってしか書けなかっ

たのである。六番までの歌詞
には、長野県の地理・歴史が

まんべんなく散りばめられて
いる。  歌詞は長く、六番まである。

一番では信濃の国は十州に県
境が連なると書き、松本、伊

那、佐久、善光寺の恵まれた
平野（＝耕作地）を上げ、二

番では、信州の地理を山国に たとえ、御岳、乗鞍、駒ケ岳
に加える浅間は活火山だとい

い、北には犀川と千曲川が流
れ、南には木曽川と天竜川が

淀みなく流れると活写した。 
 名勝からは、姨捨山、寝覚

の床、久米路橋を、歴史上の
人物からは、木曽義仲（＝旭

将軍）、仁科五郎信盛、太宰春
台、佐久間象山が取り上げら

れている。そして六番の最後
は、こう結ぶ。古来山河の秀

でたる国は偉人の習いある。 
 この作詞は、文句のつけよ

うもなく評価されて採用され
た。  「信濃の国」のことを聞き、

作曲を申し出たのは、長野師
範学校で、音楽担当をしてい

た北村季晴だった。北村が東
京音楽学校ほかで学んだ、す

べての音楽技法を取り入れ、
七五調を基本に四番を除きニ

拍子で、行進するように軽快
に、勇敢に歌う。四番だけバ

ラードふうに、ゆったりとし
たメロディーに変わる。この

箇所が、歌う信州人の絶頂期
に差し掛かる。 

 ５番、６番はまた元のメロ ディーに戻り、朝日将軍義仲
も～と勇猛果敢に信州人を鼓

舞するように歌い上げる。歌
い終わった信州人は、大きく

深呼吸して、「我信州人に生ま
れて悔いなし」の気分になる

のである。 （ノンフィクション作家） 

    

 

       

 

  ふるさと・伊那谷の歴史や
伝統芸能を題材に映画三本を

つくった。
 

「こむぎいろの天使―すがれ
追い」や「Ｂｅａｕｔｙ―う

つくしいもの」、そして「伊
那谷の戦争『いのちありて』

学徒勤労動員の記録」である。
いずれも地元の皆さんと手を

携えてつくりあげた。
 

 伊那谷には、まだまだ映画 にしたい出来事がいっぱい埋
もれている。

 

 その一つが「百姓騒動」。
江戸時代末期の伊那谷には

「千人講騒動」（飯田）・「紙
問屋事件」

(毛賀村

)・「興津
騒動」

(高遠

)・「南山一揆」
（下伊那郡）などがある。農

民たちが階級制度にしばられ
ながらも生きるために闘いぬ

いた記録が残されている。

 

 いま、最も取り組みたいの
が「南山一揆」。南山は現在

の龍江・泰阜・千代・上久堅
地域だが、当時は三十六ヶ村

に区分けされた小さな農村が
点在していた。ここは幕府直

轄の「天領」だったが、弘化
三年、奥州白河藩の「阿部氏

領」に変った。白河藩では、
原町陣屋（下伊那郡市田村）

を据えて、郡奉行・務川忠兵
衛が治めることとなった。

 

 務川は、それまでの「税法」
を改め、重い年貢を取り立て

始めた。

 

 南山は山間地であるため、
米の収穫も天候に左右され不

安定。年貢米が納められず苦
しみつづけた。農民たちは、

伊
那

谷
の

百
姓

一
揆
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生きるために「訴願八ヶ条」
を願い出るが、務川は拒否。

逆に「入牢」・「手鎖」の刑
で農民をしめつけた。農民は、

幕府や藩に対する闘争のやり
方を計画。分担を決め「講談

師」や「按摩」となって数年
がかりで三十六ヶ村を団結さ

せた。
 

 安政六年十二月。蜂起した
農民一六〇〇人が「嘆願書」

を携えて原町陣屋へ押しかけ
た……（略）

 

「村」を守るために、自分た
ちの命と生活のすべてをかけ

て闘った大規模な南山一揆。
今から一五〇年前、この闘争

に立ち向かったふるさとの先
人たちを顕彰し、正義を貫き

通した農民たちの魂の根源を
さぐりたいと思う。そして、

彼らの血をひく「子孫」が、
今を生きる私たちであること

を心に刻んでいたい。

 

 ＴＰＰでゆれる日本。天国
の農民たちは、どんな思いで

見ているだろうか。私たちは、
良い報告をしなければならな

い。

 （映画監督） 
    

  先日私は七〇歳の誕生日を
迎えた。さすがに七〇歳とも

なるとふるさとへの思いが強
くなる。それに今年の三月に

は今まで勤めていた松本大学
を退職する。それ以後は職も

無く年金生活による、悠々自
適の生活に突入することにな

る。この大きな節目に当たっ
て、ふるさとへの思いを述べ

る。
 

 『私にはふるさとが四つあ
る。一つは生まれてから高校

時代までを過ごした伊那市西
春近で、二つ目は現在住んで

いる安曇野市三郷である。三
つ目は家族と一緒に過ごした

アメリカ留学のコロラド州の
デンバーで、四つ目は調査旅

行で何回も訪れた中国青海省
のマシン（チベット）である。

何れも私にとってはかけがえ
のないふるさとである。なか

でもマシンはこの写真にもあ
るように、自然が豊かで、そ こに生活する人々のほとんど

が素朴なチベット高地人であ
る。老後はこんな自然豊かな

大地に山小屋でも建てて、現
地の人たちと文化の交流をは

かりたいものだと考えた。で
も最近はこのチベットの奥地

にも近代化の波が押し寄せて、
今まで活躍してきた馬もオー

トバイに代わりつつあるのだ
が…』

 

            これは私が還暦の時に編集
した自分史『夢へのかけはし』

の中の一節である。このよう
な郷愁や望郷の気持ちは加齢

とともに強くなり、それも幼
少期に体験した光景が全ての

源となっている気がする。そ
のようなことから、幼児期教 育の大切さを実感していると

ともに、子供たちの育つ環境
の整備と充実が地域の発展に

大切なことだと思う今日この
頃である。

 （松本大学 教授） 

              昨春以来完全に引退して、
近所の老人たちと体操やコー

ラスなどに参加する余生を感
謝しながら送っています。執

筆のご案内をいただいたので、
以前に投稿したことのある題

ですが、再吟味してみます。

 

 昭和二六年に初めて伊那か
ら京都に出て、知り合った人

に自己紹介をする機会が重な
ったころ、人に聞かせるよう な経歴も係累もないので、も

っぱら、アルプスの信州・勘
太郎の伊那谷出身というのが

自己紹介の売りどころでした。
そのころまでは勘太郎月夜唄

が全国的に流行っていました。
この唄のお蔭で伊那の地名が

知れわたったことは幸運だっ
たと思います。勘太郎が実在

の人物だと思っていました。
しかし実際は創作劇の舞台と

して、当時知られ過ぎていな
かった地名が適していたとい

うことかもしれず、最近のご
当地ソングのように現実を謳

ってはいないものでした。

 

 その点本誌でも縁の河野實
さん発「愛と死を見つめて」

の全国に及んだメディヤ効果
は、現実的な感動を伴って勘

太郎以上だと思います。テー
マ曲の歌詞に伊那が直接に出

ていないのがちょっと惜しい、
などというと、谷間育ちの心

の狭さと蔑まれるでしょうか。 

 この映画や歌がブレイクし
ていた当時、私は留学してい

て知らずに過ごし、最近のリ
バイバル物で知った次第です。

忙しくて八方不義理がちな生
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涯でした。
 

 最近のご当地ソングは、既
に知られた地に更に付加価値

を与えるもののようであり、
私が転勤で回ったころ、名古

屋や奈良で「ウチを題材にし
たヒット曲がない」という嘆

きをよく聞いたものです。
 

 もう一つ、イナと言うと、
埼玉県の伊奈町（人口四万）

と紛らわしく、以前は茨城県
にも伊奈町があり、（現在は合

併統合で、つくばみらい市＝
人口四万五千）、またイナック

スの伊奈製陶（愛知県常滑焼
の窯元の名に由来する社名＝

ウォシュレット開発）なども
紛らわしいですが、幸いにと

いうか、イナックスもリクシ
ルに統合されているようです。 

 本誌で、市ご当局や執筆者
かたの様々なご尽力、ご知見、

マスメディヤ関係でのご活躍
などを知り、伊那市が一層発

展し、知名度も上がることを
期待します。

 

（帝塚山学院大学非常勤講師） 

   

          

 

  二〇一二年十二月二十七日
から二〇一三年正月三日まで、

娘と二人でエジプト旅行をし
てきました。最初にギザの三

大ピラミッドやスフィンクス
を見、それ以降、世界遺産発

足の出発点となったアブ・シ
ンベル神殿、それにフィラエ

神殿、王家の谷など二人だけ
で歴史遺産を訪れました。

 

            日本が縄文時代だったとき、
この地にはこれだけの巨大な

 

石を使った文明が花開いてい
たことに、改めて感嘆の声を 上げました。また、私たちは

白い石の柱などの写真を見る
機会が多いので、砂漠という

印象と共に、白や灰色の世界
を思い浮かべがちなのですが、

カルナック神殿やルクソール
神殿などに残る彩色に、エジ

プトの文化が豊かな色の世界
であったことを再認識しまし

た。

 

             久しぶりに娘と一緒でした
ので、ゆっくり話ができまし

た。娘からすると、お父さん
たちの世代は若い者が駄目だ

と言うけれども、若い者と一
括りにしないで欲しい、一部

の人を見て勝手に判断しない
ように。また、現代社会にお いては経済力によって行くこ

とのできる大学もほぼ決まっ
てしまい、自分の力だけでは

どうにもならないことが多す
ぎる。若者に夢がないという

が、夢をみることができない
ようにしたのは誰か。などな

ど、頭が痛い問題がいっぱい
出てきました。

 

 あれだけ偉大だったエジプ
トの文明は、現代に直接つな

がっていません。どんな文明
にも出発点があり、成長の時

期があり、場合によると終焉
もあります。私たちの伊那市

はどの段階にあるのでしょう
か。これから日本国は、世界

はどこに向かおうとしている
のか。難問山積の状態です。

 

 このような時代だからこそ、
ふるさと伊那の歴史を振り返

り、未来を語っていきたいも
のですね。

 

      （信州大学副学長） 

      

            
 私の住む大樹町は、北海道

の道東にある。道東は、北海
道の中でも道北と並んで寒さ

が厳しい。長野市の知人が、
伊那は長野より寒いと言うが、

北海道も太平洋側の冬は乾燥
して凍てつく。最近、避暑地

として注目され始めた釧路は
夏の気温も低く、我が家から

は海沿いに車で一時間半ほど。
割に近い。  日本一寒いと言われる陸別

町は、大樹と同じ十勝地方に
ある。大樹は襟裳岬に近くず

っと南寄りだが、この冬は陸
別と肩を並べる寒さだ。低温

の原因の一つは町を貫く大き
な川、歴舟川にもありそうだ。

真冬に川沿いの家の傍を歩く
と、あり得ない程しばれる！ 

 そんな十勝で昨年、雪解け
とともに庭造りを始めた。有

名な観光庭園である。関東の
暖地で三月下旬にドカ雪が降

ることもあるのだから、北海
道の、しかもしばれのきつい

エ
ジ

プ
ト

旅
行
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地域で三月から造園工事など
できるわけがない。それでも

凍結に慣れた職人たちが工夫
して、なんとか五月の連休に

は形だけできた。形とは言っ
ても、基礎工事があらかた済

んだという程度で、内地や中
国からの観光客には大いにひ

んしゅくを買った。皆さん、
北海道の連休には桜どころか

梅も咲いていないとは全くご
存じないようだ。 

 さて、その庭園に苗が植え
られたのは、六月も十日が過

ぎてから。霜の心配がなくな
るまで待っていたのだ。しか

し、それからの季節の移り変
わりには驚く。木々は若葉が

展開して夏の大きな葉を茂ら
せ、緑の深々とした林をつく

る。七月から八月、花々はた
っぷりと咲いて愛らしく、空

気は涼やかでひんやりと気持
ち良い。それは言葉では説明

しきれない素晴らしさだ。 
 私は伊那の夏が大好きだっ

た。風が透き通って水色に感
じられた。大樹町の夏には、

その清々しい同じ空気が満ち
ている。夏は三十度、冬はマ イナス三十度のしばれる土地。

寒さもこの土地の良さ、美し
さだと思う。冬が終わる頃、

毎年、残念に思うのだから。 
（ガーデンデザイナー） 

             
 

                    

       異常気象といわれて暑い夏
日が続いたと思ったら、今度

は寒い冬日が続く昨今です。

 

東京多摩地域にも、寒波が
やってきて十五センチほどの

積雪がありました。その夜寒
いのに遅くまで、暖房のきい

た部屋で「エネルギー談義」
が続きました。話しているう

ちに、一九四〇年ごろ幼小時
代を高烏谷山の麓、福地あた

りの山間を飛び歩いていたこ
ろの寒い夜の思い出話に。囲

炉裏や炬燵や火鉢を囲んでい
る大人たちが、杯を交わし暖

をとっていたという話です。
夜も更けてきたので、この話

の途中で仲間はそれぞれ家路
につきました。

 

一人になった私の脳裏をか
すめたのは、里山（裏山）を

家ごとにもち、それぞれの持
ち山のクヌギ、コナラ、クリ、 ヤマザクラ、マツなどの雑木

を切り出し炭窯まで運び窯に
つめる手伝いをした思い出で

した。

 

当時、各集落ごとに炭を焼
いた炭焼窯の管理システムは

どのように行われていたのか、
また、その窯は今どうなって

いるのかなどを知りたくなっ
て、とりあえず小学校同窓生

や、伊那図書館長さんなどの
方々に尋ねてみました。また、

手元にあった「土とふるさと
の文学全集」や「柳田国男集

第二十一巻」などの民俗学関
係者の資料や関東甲信越地方

の各県史などを見ながら炭窯
が地域のエネルギーとしてま

た生活の糧にどのくらい役に
たっていたのか、それぞれの

地域でどんな相違があったの
かなど、また、炭焼きを生業

としながら生計を立てていた
地域の環境や風景は、どうで

あったろうかなどなど。

 

南関東地域の山村地域で
は江戸を中心に出荷した地域

や、それぞれの地域の町へ炭
を運んだ記録も目にしました。

しかし、伊那地方ではどうで あっただろう。林業として生
業のために炭焼きをやってい

るところや、各集落でつくり
管理している共同の炭焼き窯

で各家の一年間に使用するエ
ネルギーとしての炭やばら炭

を、各家ごとに、一年間の使
用する量を確保したようです。

それが暮らしのエネルギーの
原点でもあったようです。し

かし、一九五五年頃から木炭
利用による囲炉裏・暖炉・火

鉢などの生活も変化し木炭の
利用機能もかわってきていま

す。

 

木炭づくりの炭窯の歴史
は古く、また集落で支えてき

た炭窯文化は、今日の生きも
のと生きものが織り成す自然

生態系から私たちが受けてい
るさまざまな恵み「生態系サ

ービス」の一つです。集落で
支えていた炭窯について調べ、

学ぶことは、これからの地域
のエネルギー確保を通じた生

態系保全の実現に役立てるこ
とができそうです。

 

具体的には、市民環境学習
の開催と関係資料の収集。ま

た、地域の自然環境と暮らし
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に学ぶエコパーク認証に向け
た取り組みの一つとして、市

民が支える伊那のエネルギー
「炭窯分布とその原風景を知

る」などのテーマを取り上げ、
地権者、市民グループ、専門

家・行政など関係者の協働事
業として、実施できればと考

えてみました。
 

     （千葉大学名誉教授） 
   写真 吉田稔 提供 

 写真集富県のあの頃 
 ・北福地に共同使用の炭

 

焼き窯が、６ケ所あり、
 

１９５５年頃まで続く。 
写真 大正時代の伊那町

の４俵筒馬で運ぶ

 

１９４５年頃の、ばら炭
焼き風景と炭焼窯風景

 

          

・最近炭が見直され

,２０
００年から「たかづや炭の

会」により炭焼きがおこな
われている。写真炭焼窯と

炭焼き風景
 

                         

                       
    こんにちは。新年を迎え日

常の生活やお仕事がはじまり
ました。  私事では、昨年ＮＨＫ大河

ドラマ「平清盛」を担当させ
ていただきました。視聴率が

ふるわずさまざまなご意見を
頂戴いたしましたが、わたく

しにとってはとても大切な作
品のひとつです。なにしろこ

の作品で担当した「人物デザ イン監修」は耳慣れない、一
般的ではない仕事内容です。

作品のなかに登場する役柄の
扮装（姿形）を決める仕事で

すが、ひとりにつきどのよう
な衣裳、髪型、化粧をして、

どのような小道具を持ってい
るのかを、全員分決めなくて

はなりません。また一度決め
れば良いのかというとそうで

はありません。生きているか
ぎり成長の具合によって姿も

変化させていく。場所や立場
によっても変えなければなり

ません。  大河ドラマともなりますと
セリフをいう役者だけでも四

〇〇人以上、まわりの軍勢な
ど団体で表現するひとびとも

数えれば一〇〇〇人は優に越
えます。またそれらが変化し

ていきますので数えきれない
ほどの姿を決めさせていただ

くわけです。 
 平安末期は九〇〇年ほど前

です。この頃の五十年間は「史
学暗黒の五十年」と呼ばれ、

資料がほとんど残されていま
せん。絵巻や文献などは源氏

方に有利な歴史表現になって いたり、鎌倉時代以降すでに
変わってしまった装束で図柄

が描かれていたりもします。
そのような不正確な資料をは

ぶき、数少ない一級資料をも
とに想像力を働かせて生み出

されていたのがこの作品でし
た。  膨大な情報と作業によって

なりたっております「人物デ
ザイン監修」ですが、「龍馬伝」

と「平清盛」を担当させてい
ただきましたことにより、「人

物デザインの開拓に対して」
という評価で、第三十回毎日

ファッション大賞鯨岡阿美子
賞をいただくことができまし

た。これはファッション業界
でもっとも権威ある賞となり

ます。これを励みに、またさ
まざまな表現活動に邁進し、

伊那のひとびとに明るい話題
をご提供できればと存じます。 

 （人物デザイン／ビューティーデ
ィレクター）     
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  私は、これまで書いてきた
作品群を「史伝文芸」という

ことばで考えている。これは
歴史小説、歴史エッセイのみ

ならず、史論、伝記をもふく
む枠組みである。

 

 昨平成二十四年（二〇一二）
に私が出版したのは長編小説

一、新書一、歴史エッセイ集
三、文庫本四―あわせて九冊

だったが、そのうち信州を主
な舞台、あるいは場面の一部

とした作品は長編小説『真田
三代風雲録』（実業之日本社）

と歴史新書ｙ『保科正之―民
を救った天下の副将軍』（洋

泉社）だった。

 

 前者は幸隆、昌幸、幸村と
つづいた真田家三代の史実を

大河小説として描いたもので、
幸隆、昌幸の二代は武田信玄

に仕えた時代が長かった。当
然、川中島の合戦、二度に及

んだ上田合戦、武田勝頼の滅 亡と高遠城における仁科盛信
の籠城戦についてもていねい

に書きこむ必要があったから、
私は戦国時代の信州にタイ

ム・スリップして各地を旅し
ているような気分だった。

 

 これまでも真田家のことは
よく小説化されてきた。しか

しそれらの多くは猿飛佐助が
空を飛んだりする通俗時代も

のなので、史実をきちんと踏
まえた作品を書いておかねば、

と思い立ったのだ。
 

 後者の主人公は、表題のご
とく高遠で育った天下の名君

保科正之。私は正之について
は「信濃毎日新聞」ほかに連

載した長編小説の『名君の碑 
保科正之の生涯』（文春文庫）

のほか何冊かの史論を書いて
いるが、これは正之が初代藩

主となった会津藩の領土を含
む福島県のブロック紙「福島

民友新聞」に連載した正之に
関する入門書である。

 

 今も会津には正之の転封の
お供をして高遠からやってき

たのがわが御先祖、という伝
承を持つ家が少なくない。昨

年は、それらのみなさんたち と高遠町と長野市若穂保科に
ある保科家の菩提寺広徳寺

（宮沢孝典住職）とを訪問し
てきた。今年は二月に長野市

で講演したあと、越後の史跡
を訪ねる予定でいる。

 

            （作 家） 

                  二〇一一・三・一一の東日
本大震災による未曾有の大災

害は、私達に様々な貴重な教
訓を与えつつあります。また

最近の東南海地震の予測や、
地球温暖化由来と考えられる 異常豪雨による大規模な地盤

災害等の報道を聞くと不安に
駆られます。

 

 人と自然との共生を考える
時、最近は、いきおい人間の

都合優先の環境つくりが卓越
し、自然の都合を無視した環

境つくりが目立ちます。この
ような時、自然条件をクリヤ

ーしようとする人間の働きか
け、いわば「脱桎梏」（だっ

しっこく）による人間に対す
る自然の「ツケ」が次第に大

きくなりつつあり、今日のこ
のような場が頻度激しく被災

しています。人間が、自然領
域内生活から次第に人間領域

内生活へと大きく進展するに
つれて、いわば「計り知れな

い自然の都合」を窺い知る努
力と能力も退化しつつあるよ

うな気がいたします。

 

 四十数年前、当時の長谷村 
南アルプス山麓小瀬戸峡の地

質調査の折、村の森林組合長
さんが一日地域の案内をして

くれました。土地に関わる
様々な事をご教示いただく途

上、彼は度々立ち止まり耳を
そば立てますので私は、『ど うされました？』と問うと、

『いや習慣だ』といい、「森
や林を通り抜ける風や渓流の

反響音などはいろんな事を教
えてくれるね…」更に「風水

の異常時など下流に嫁いだ娘
やその家族の安泰をと思い異

常な時は知らせるんだよ」と
述べていました。いわば森や

林を通過する「風のことば」、
渓流が岸壁に衝突する時の

「水のつぶやき」、大小の動
物の挙動や植物の様子などを

注意深くキャッチし、異常を
予測するのだろうか などと

推測していました。

 

 今日のような多面的な情報
手段がない当時は、自然界の

息吹や動植物の挙動をキャッ
チし、長年の経験によって異

常を把握し対応していたとい
う事が考えられます。今日得

られる地盤の様々な観測・観
察手段による情報も貴重であ

り不可欠でありますが、計測
等の手段のみでは追跡できな

い地域地盤の特性があります。
自然が示す様々な挙動には計

り知れない自然の息吹と形質
も潜在しており、自然との共

「
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生を目論む今日「自然観察の
意味・計測の結果」などをふ

まえた「自然を読み正しく恐
れる」努力を重ねたいもので

あります。
 

（防衛大学名誉教授）
 

                

 普段は滅多に連絡してこな
い父から、メールが届いた。

取材で南米を廻りはじめて一
ヶ月。フィッツロイ山を望む

アルゼンチン・パタゴニアの
小さな街のモーテル。カウン

ターだけの質素なダイニング で朝食をとりながらメールを
チェックしていた時のことだ。 

 そこには南米アンデスを夢
見ながら、若くして山で亡く

なった父の岳友との思い出話
が綴られている。不慣れなキ

ーボードと格闘した痕跡がみ
られるメールだった。

 

 「地図をひろげたらパタゴ
ニアのもじが飛び込んできま

した。岳友の憧れの地でした。
アンデスに登りたいと大きい

地図をひろげて説明してくれ
た。ホーン岬、プンタアレナ

ス、プイツロイ山、サンチヤ
ゴ、アコンカグア山南米最高

峰、と夜があけるまで夢を語
ってくれた。スペイン語を習

うため夜に松本まで毎日かよ
っていた。その夢も甲斐駒の

岩場で二十五歳で散った。母
が体調を心配しています」

 

 父はかつて山岳会の代表も
務めた山男だ。彼がボクより

も若いときに友人と語り合っ
た情景が目に浮かぶ。だが、

ボクが産まれたときに父と母
が交わした「冬山へは行かな

い」という約束を守ってか、
徐々に山への足は遠のいてい た。ハイキングのような山行

は連れて行ってもらったが、
ボクは父の山への熱い思いを

あまり知らずに育ってきた。
それでも父の中にはその思い

が確実に残っていた。息子に
伝えたい何かがあったのだと

気づかされた。父が若い頃に
語り合った岳友の『夢の地』

に息子がいる。それが、父に
不慣れなメールを打たせるき

っかけになったのだろう。短
いメールだったが、父の思い

に触れたような感覚になり、
心に響いた。

 

 部屋に戻りカーテンを開け
るとパタゴニアの山々に朝日

が映えている。
 

 図らずも地球の裏側で、ボ
クが産まれる前の父と会った

気がした。
 

（テレビディレクター） 
        

                    
盛夏、老農婦が町にやって

きた。手にあまる買い物を置
き、汗をふいた。ふと見ると、

店先に一台の機械があった。
ジュースの自動販売機だった。 

 大きなガラス球が上部にあ
り、中を果汁が環流している。

小銭を入れボタンを押せば、
果汁が出る。だが同時に、備

え付けの紙コップを、自分で
受け皿に置かねばならない型

式だった。  農婦は小銭を入れ、心待ち
に機械を見つめた。やがて果

汁が流れ出てきた。しかし、
いたずらに受け皿に落ち、排水

口に流れさっただけだった。
農婦は立ちつくした。 

 ややあって、空っぽの受け 皿に手をのばすと、農婦は、
指先についた果汁の滴をそっ

となめた。  通りの反対側からそれを見
ていた小学生は、心の中で舌

打ちした。なんて馬鹿なおば
さんなんだ。  昭和三〇年代、少年時代の

忘れえぬ光景である。 
 ドイツ文学研究に発し、近

年、科学イメージと人間の関
係を研究している。人間が世

界や自然と向きあうとき、も
はや科学の手を借りずにすま

すことはできない。電気釜や
自動車にはじまり、コンピュ

ータや携帯電話に至るまで、
人と関わるにも、社会や自然

と関わるにも、科学技術を介
したモノを通してしか、暮ら

しは成り立たなくなった。科
学技術は「第二の自然」にな

ってしまったのだ。 
 だからこそ、人間と科学技

術との関係を、まっとうなも
のにしなくてはならない。人

間を失った機械ほど、恐ろし
いものはない。今般の原子力

発電所事故も、その関係がい
びつなものになっていたから
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だ。  晩夏、少年は恥じた。老農
婦を笑った自分が許せなかっ

た。今でも、あの光景がボク
の研究の原点である。あの夏

を忘れたら、ボクの研究は死
ぬだろう。       (早稲田大学教授) 

                    

 

   敗戦の年、私は国民学校の
一年生だった。いわゆる玉音

放送なるものは直接聞いた覚
えはない。しかし、しばらく

すると周囲の大人たちの雰囲
気から子供心にも日本は戦争

に負けたらしいという事は分 かった。その後学校で教科書
の戦争に関する部分を墨で黒

く塗りつぶすことを強制され
た。当時の教科書は軍国主義

一色であったから本はほとん
ど真黒になってしまった。

 

 戦後の焼け跡には、ものす
ごいインフレ、食糧難、失業

が襲ってきたが、唯一の希望
は新憲法であった。この憲法

によって、日本は戦争を反省
し、永久平和主義を宣言した

からである。
 

 ところが最近の日本には戦
争を知らない政治家が多くな

り、ついに改憲勢力が衆議院
議員の三分の二以上を占める

までになった。平和国家の国
是が怪しくなってきている。

 

 日本は憲法第九条を厳守し、
世界の平和のためには貢献す

るが、自分の方からは一発の
弾丸も撃たないという姿勢を

今日まで七〇年近く堅持して
きた。これを今後一〇〇年、

二〇〇年と続けていけば「平
和国家日本」として世界中か

ら尊敬されることになると思
う。こうした道徳的権威こそ

が一番の防衛策になるのだ。

  このような考えを「空想的
だ」と冷笑する人がいること

は知っている。強大な軍事力
を持てば何か安心、という感

じがするのも分る。しかし、
強大な軍隊を持っていて戦争

に敗れた国は史上たくさんあ
る。技術の発達により軍事力

は第二次大戦時とは比較にな
らぬ程強力になった。その分

戦争の惨禍も巨大なものにな
ってきている。全人類が絶滅

する可能性もないとはいえぬ。
このような時にあっては、国

際政治を支配する力の論理を
脱し、平和主義に徹すること

こそが最も確実な自衛策なの
だ。ほんの幼児期に戦争をわ

ずかに体験した者として、敗
戦の教訓＝永久平和主義を是

非守って行ってほしいと思う。 
（中京大学名誉教授・法学博士） 

        

      今年は寒すぎますが、いか
がお過ごしでしょうか？

 

 私は、去年はすばらしい年
でした。伊那市観光大使、そ

して十二月には、第五十四回
日本レコード大賞・功労賞受

賞と。歌手としてスタートに
レコード大賞新人賞をいただ

き、歌手生活五十周年には、
功労賞を沢山いらっしゃる歌

手の中で受賞させていただい
た事に、心より感謝いたして

おります。

 

 これも一重にふる里の皆さ
んの応援のたまものと、改め

て感謝いたしております。

 

 この賞をはげみに、六月に
は私のふる里 長野をテーマ

にした新曲、「高遠ざくら」
を制作中です。そして歌のふ

るさと奄美大島をテーマにし
た曲「花咲く季節に」も進め

ております。
 

 どうぞ六月を楽しみに。ま
た地元の皆様のサポート、応 援、よろしくお願いいたしま

す。

 

 今年も精いっぱいガンバり
ます。

 （歌 手） 
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     一月七日付、朝日歌壇に伊
那市在住・小林勝幸さんの

 
  伊那谷の

 

美篶に井月の墓ありて
 

 誰ぞおりおり地酒を供う
 

 という短歌が載っている。井
月は郷里、越後の長岡を捨て

て「ほかいびと」となり、安
政の頃から伊那の地で、食と

酒を乞い俳句を読む放浪の旅
を続け、明治二十年、六十六歳

でその人生を終えた。辞世に
 

  何処やらに 

 

鶴（たず）の声聞く霞かな

 
 と読み、その句碑は、いま、

美篶・笠原の堤に立っている。
井月をこれだけ引きつけた伊

那の地の魅力とは何だったの
だろうか。

 

 今から七十年以上も遡る。
私は野底の分教場（分校）に

通う小学生であった。学校が
引けて棚沢川の橋のたもとに

立つと、前方数百メートルに わたって緑の稲田が続いてい
る。そこを流れる小川が私た

ちの主戦場である。セセリを
使い、足で魚を追い、小魚を

捕まえる。ときに、鯉とか鰻
が捕れると、天にも昇る心地

だった。（旧制）中学校へは、
四キロメートルの道を歩いて

通った。食物のない時代であ
った。学校の帰り、レンゲ草

の広がるたんぼに入って蜜蜂
を捕まえ、その蜜襄を食べて

空腹をしのいだ。
 

 いま郷里に帰省してみる。
かつての桃源郷は跡形もなく

消え、広い田園地帯は工場・
レストラン・スーパーストア

に変身し、周りの自然環境も
激変した。夏の風物詩のウマ

オイが消え、スガレ（黒雀蜂）
が消えた。伊那市周辺の経済

構造が変化し、それに伴って
人口の流入が起きた。人々の

生活のスタイルは変化したが、
文化のレベルでの大きい変化

があったわけではない。ここ
に住む人びとの伊那の地に対

する愛着はどう変わったのだ
ろうか。

 

 上伊那郡の南端に中川村が ある。四十代で会社を辞めて
村に移住してきた曽我逸郎さ

んは、町村合併反対派に押さ
れて村長になった。村長は日

の丸におジギをしない。「お
ジギをしなさい」と言われて、

黙ってそれに従う気風が嫌い
である。ひとを愛国者にする

のは、日の丸ではなく、日本
を世界に誇れる国にすること

である。村も同じである。日
本一を誇れる村になったら、

誰でもその村が好きになる。
中川村は自然と笑顔とやすら

ぎのある村を誇りにし、「日
本で一番美しい村」に登録さ

れている。
 

 誰もが住みたい伊那の地を
つくるには何を目指したらい

いのだろうか。「第二の井月」
を伊那に呼び寄せるにはどう

したらいいのだろうか。一人
で安心して暮らせる町、お互

いに笑顔で助け合う町、人々
が交流し生きることが楽しめ

る町。私の目が黒いうちに、
伊那市が「日本で一番美しい

町」になることを心から願っ
ている。

 （日本大学名誉教授） 

     「仕事に惚れ、ところ

(所

)

に惚れ、そして妻に惚れろ」
と教えられ世にいう転勤族の

一生であった。生来土着性の
強い故か行った先々の土地で

の生活はまさにその土地に惚
れる生活であった。

 

 伊那の地に生を享け、職を
得てからも長野市に通算十年

余の生活を送ったから長野県
人としての血肉でできあがっ

ている。東京付近での生活は
最も長いわけであるが東京人

あるいは千葉県人としての意
識は極めて薄く、短期間であ

っても地方で暮らした経験は
その土地に強い愛着を持って

いる。
 

 大分県庁に出向し三年余の
生活を送った。一村一品運動

で有名な平松知事の薫陶をう
け県内各地の農林業青年と話

し合ったりしていかに地方か
らの活力を出すかなど話し合

った。当時、山村にはまだ活
力があり森林造成も順調に進 んでいたのであるが、後の平

成三年の台風で大被害を受け
たのには涙した。

 

 青森は二年余の短い生活で
仕事はそれなりに苦労もあっ

たものの、冬はスキーなど雪
を楽しんだ。豪雪もそこに入

ってしまえば意外に苦になら
ないものでむしろ積極的に雪

を利用する「利雪」に関心を
持ったりした。

 

 余談であるが青森に在勤し
た人は青森を恋する心が特に

強いらしく在勤当時は単身赴
任者で結成された「青晴会

(じ
ょっぱりは強情なといった津

軽弁

)」が東京に戻って「東京
青晴会」を結成し今日まで二

十余年にわたり例会を年四回
程度行っている。金融・情報・

官等異業種の面々が時には青
森の地を訪れリンゴの収穫等

を通じて旧交を温めたりして
いる。

 

 そんなわけで長野はもちろ
ん、青森・大分と聞けば耳を

そばだてる。好きな大相撲で
は青森と大分の力士が時には

ぶつかりどちらを応援したも
のかと悩んだりする。大分県

と
こ

ろ
に

惚
れ
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は小さい県ながら偉人の出る
ところであり実業界でも名の

知れた人を輩出している。そ
れに引きかえ長野県はやや寂

しい気がする。
 

(㈳日本林業技術協会顧問） 
                     政府は、首相直属で、六・

三・三・四制見直しを行う方向
だ。第二次世界大戦後の連合

国軍総司令部の占領下、昭和 二十一年に、教育課程の大規
模な改編を行った。これによ

り、六年（小）、三年（中）、
三年（高）、四年（大）へと改

革された。これは、教育の機
会の均等を目的とし米国の制

度を導入したものと観念され、
日本の伝統的社会に馴染むか

当初から懸念されて来た。戦
後六十七年の現在、其の見直

しは、言わば当然の推移であ
る。  本稿は、海外の大学で教え

る者として、米国と比較しな
がら、日本の高校大学教育の

問題点を指摘したい。同じ六
三三四制でもかなり差がある。 

 １．米国では、高校までが義
務教育である。そこで、大

学へは、一層の勉強を望む
いわば選ばれた学生が大学

に進学する。日本では、中
学までが義務教育で、日本

の大学生はあまり大学では
勉強しない。大学入試のた

め、高校ではよく勉強する
が、大学では勉強の意欲が

半減している。米国の大学
生は、本当によく勉強する。 ２．日本の大学は、入試のみ

で入学の合否を決めるから、
入試対策が高校生の最大の

関心事だ。米国では、全国
一般の学力テストの結果と、

高校での成績と推薦状の三
本を大学が総合判断して決

める。従って、米国の大学
は、入学は容易であるが、

卒業は難しい。日本は反対
だ。これでは、日本の大学

生が勉強しないのは当然で
ある。 ３．日本の企業にも責任があ

る。卒業一年残して就職を
決めてしまう。これでは、

日本の大学生は四年目は勉
強しない。米国では、卒業

まで就職は決まらない。学
生は四年間最後まで猛勉を

せざるをえない。 
４．経済がグローバル化して

いる中で、教育が依然とし
て国内志向であってよいは

ずがない。高校、大学教育
の国際化、特に生きた英語

による授業を積極的入れて
いかないと、日本の教育は

世界に遅れる。 
 今回の教育改革が、こうし

た諸問題を上手く吸い上げて、
国際的に誇れるシステムを構

築することを期待して止まな
い。

 

(ハワイ大学経営学部大学院教授) 
                        

      一九八五年一月二五日

~二
七日に開催されたフランス・

アングレーム市主催の「アン
グレーム・コミックフェア」

に参加した。このフェアは、
長期政権を誇っていたドゴー

ル大統領の失脚を記念して一
年後から始まったらしい。失

脚のきっかけを作ったのがコ
ミックで、それを記念して漫

画家と編集者が語り合ったの
が、現在の「アングレーム・

コミックフェア」に発展した
といわれている。この年は、

第十二回のフェアだった。

 

 海外に初めて出すのは、単
行本「アキラ」の第一巻だっ

た。当初の予定では、単行本
第一巻を数十冊あらかじめ先

に送っておき、派手に展示す
る予定だったが、作者大友克

洋氏のチェックが入り、また
訂正訂正の連続で遅れに遅れ

て、出来上がったのは東京出
発間際になってしまった。仕

教
育

改
革

に
思

う
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方なく、出来たてホヤホヤの
四冊だけ、スーツケースに詰

め込んで運んだ。ヨーロッパ
の漫画家と編集者の「アキラ」

に対する反応をどうしても掴
みたいと思ったからである。

 

 案の定だった。一日目の夕
刻近くだった。一人の若い編

集者が、フランス人だったが
目ざとく「アキラ」を見つけ

てページをめくりだした。食
い入るように見ている……。

やがて、

 

「売ってくれないか」と言っ
てきたのだ。

 

「今回は冊数が少ないので見
てもらうだけだ」……残念そ

うに引き上げていった。

 

 ところが翌日、三人、四人
と漫画家・編集者を連れてき

ては、ページをめくりながら
議論しているのだ。

 

 アングレーム市はパリから
特急で二時間という距離にあ

り、古都の佇まいのムードを
醸し出している魅力的な地方

都市だった。フェア前日から
降り出した雪が、開幕当日も

ほぼ一日降り続いて五〇セン
チ以上も積り、古都を白一色 に染めた。雪景色はきれいだ

ったがブーツで歩行もままな
らず、ホテルに帰る際には閉

口させられた。

 

 結局、ロンドンに持って行
く分は一冊だけにして、三冊

はパリの編集者に渡した。

 

（元週刊少年マガジン編集長） 
                

 

 新政権になって経済対策が
動き始めた。当面の危機突破

のためには有効かと思われる
が、実は日本社会の本質的、

構造的問題は人口減少にある。
明治以来一〇〇年あまりで人

口が四倍になった国が、次の
半世紀後には半減する恐れさ

えあるのである。

 

 私はこの欄で一〇年ほど前
にもこのことを指摘したのだ

が、当時はまだ現実のことと して認識されていなかった。
人口の水平を維持するために

は女性の生涯出生数が２．０
８人必要といわれるが、近年

１．３人台で推移している。
昨年は実際に二〇万人人口が

減少した。女性の生涯出生数
が１．３人ということは、男

性を含めて考えると国民１人
当たり０．６５人しか再生産

されないということである。
これを言い換えれば子供の代

には１億人を大きく割り、孫
の代には人口六，〇〇〇万人

程度の国になるということで
ある。朝鮮半島より少人口に

なる可能性が高い。
 

 これまでの国の政策は人口
増加と需要拡大を前提として

きたが、これからはその基本
的姿勢を根本的に変えなけれ

ばならない。人口が増えなけ
れば何事も始まらないのであ

る。そのためには新しい家族
意識に即した出産優遇策を他

のすべての政策に優先して措
置しなければならない。子供

ができれば仕事を辞め教育費
と住宅ローンに追われて終わ

るだけの一生から離脱しなけ ればならない。出産、育児の
ための休暇、同一職場への復

帰、正規雇用と非正規の間の
給与、休暇、退職金、医療、

年金などの期間のみに比例し
た就労条件の完全均一化、保

育施設及び学校終了後の保護、
教育費及び生活、交通、教養

経費の支援など抜本策を講ず
ることにより「子を持つ負担」

を「子を持つ特典」に替えて
行かなければならない。

 

 人口減少は先進国共通の悩
みであるが、欧州諸国は手厚

い対策により出生率を復元さ
せている。アメリカはいつの

間にか人口が３億人を超えた。
経済の停滞が常に懸念されな

がら世界一流の経済力を維持
している根源には移民を含む

人口の増加がある。シンガポ
ール、カナダ、オーストラリ

アなどは富裕層、高学歴の移
民を積極的に受け入れている。 

 いわゆる景気対策だけでは
需要の先食いであって、持続

的な国家の存続にはつながら
ないのではないかと心配して

いる。
 （元運輸省運輸審議官）                     

再
び

人
口

問
題

に
 

つ
い

て
 向山 秀昭  

(20) ふ る さ と だ よ り 

平成２４年より新たに設置された伊那市特命大使の皆様をご紹介します    ●観光大使  あさみちゆき 
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