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山鉾巡行の最後を締めくくる南観音山を︑三代にわたって
支えてきた嗽子方︵六九︶が︑昨年十一月八日の朝︑生ま
れ育った鉾町を去った︒

目に見えぬ敵との闘い

｛
４口回国図画■■

ｖｊ唇■

の︑目に見えぬ敵との闘いが始まった︒

の手に渡るのか︒跡地には何が建つのか﹂ｌ木村さんたち

を知ったのはそれから四か月後︒︐職子方夫婦ら六世帯の立
ち退きがすべて決まったあとだった︒﹁土地は最終的に誰

奥さん︵六四︶は当時を思い出して声を落とす︒
北隣の長屋に住む町内会長の木村萬平さん︵六四︶が事

他の人たちと︑ずっとここに住み続けたいと言い合ってき
たのですが⁝︒いまだに何とも言えない気持ちです﹂と︑
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祇園祭は
貴重な
文化遺産

﹁土地を買ったから三か月以内に出て行ってくれって⁝︒

古都らしい町づくりを山鉾町の挑戦
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畷子方の住む京都市中京区百足屋︵むかでや︶町の長屋

マンション住民も祭りに参加した｡太子山町にて

．
､

町衆の心意気を現代に伝える京都祇園祭︒みやびやかな

」 京の町並みを考える L
に︑突然大阪の不動産業者がやってきたのは去年の六月︒↑

夕

特集

穆

二組の路地の人々が︑心ならずも永年住み慣れた町内
から立ち去ろうとされています︒百足屋町のなかでも最も
古くからこの町に住む人々です︒⁝百年にわたって百足屋
町の歴史を知りつくしてきた五つの路地のうち︑一つがま
もなく永遠にその姿を消すことになります︒⁝この立ち退
き問題が︑単に二組路地の人々の個人的な問題ではなく︑
このまま黙っていればホコ町の崩壊につながる重大な社会
問題だととらえましたｌ
これは︑去年の十一月︑木村さんが町内の人々に配った
ニュースビラ﹁シリーズ・ホコ町が崩壊する﹂の第一号だ︒
このビラを通じて﹁山鉾町の町並と担い手を守る会﹂の結

成を訴え︑十二月十日︑町内五十三世帯中四十七世帯百四
名の加入を得て︑会が発足した︒業者の話などからマンシ
ョン建設を予想した﹁守る会﹂では︑十二月十八日に京都
市住宅局と交渉を持った︒しかし︑﹁行政が住民主体の町
裏切られる︒

づくりを援助してほしい﹂という住民たちの思いは見事に

います︒それをマンション反対の住民エゴだとは・・・﹂・木

﹁市は地縁の祭りとも言える祇園祭を全く理解していま
せん︒担い手が町に住んでいなければ祭りはつぶれてしま

以来﹁住民自らが業者や行政に対抗できる力量を持たね

村会長の憤りは大きい︒

ば﹂と︑専門家を招いて︑祭りの歴史や鉾町ならではの町
づくりをテーマに学習会を重ねてきた︒
この間︑今年の二月から三月にかけて長屋は取り壊され
た︒更地になった土地は三月三十一日︑大阪市の業者に転

’

百足屋町の模型を前に話し合う「守る会｣メンバー。指先が予想されるマンション
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工務店︶に転売される︒中京区が地価監視区域︵注︶｜に指
定される四月一日を前にした︑駆け込み買収だった︒

売︑同じ日にさらに長谷工コーポレーション︵当時長谷川

この祭りも︑近年の表面上の華やかさとは裏腹に︑二十一
世紀に伝えられるか否かの岐路に立たされている︒地価の
異常な高騰は︑土地所有者の資産価値を高める反面︑固定

七月一日からひと月にわたって繰り広げられる祇園祭︒
応仁の乱などの壊滅的な打撃を乗り越えてきた歴史を持つ

つき合わすとして︑一時〃祇園祭休戦〃に入る︒

の土地取引を届け出義務制とし︑売買価格を市がチェック︑

資産税や相続税をも押し上げ︑今まで通りの土地の維持を
困難にした︒低層の家屋︑社屋が取り壊され︑高層ビル︑

︵注︶地価監視区域制度Ⅱ国土利用計画法に基づき地価高
騰が激しい地域を京都市長が指定︒三百平方メートル以上

とができる制度︒

不当に高いものについては価格引き下げなどを指導するこ

マンションに姿を変えていく︒土地の〃有効利用〃と言う
訳だ︒先代から祭りを支えてきた人々が町を後にし︑三十
世帯余りの町に五十世帯以上のマンションが建つといった
事になる︒

建設中止を求める訴訟も
ようやく交渉相手の顔が見えた︒﹁守る会﹂では︑︲京都
大学工学部の三村研究室に︑百足屋町の二百五十分の一の

舗二戸︶のマンション建設計画に︑

月︑住民が高さ二十七メートル九階建て︵住居二十五戸店

と仮処分申請を京都地裁に起こす一方︑祭りの保存のため︑
業者を行政指導するよう文化庁に陳情するなど︑一年後に
いったんは計画を白紙に戻させることに成功した︒しかし

た︒業者を相手取り︑マンションの建設中止を求める訴訟

反対連動に立ち上がっ

山鉾町のひとつ木賊山︵とくさやま︶町では︑一昨年四

かのタイプのマンション模型を用いて︑町並みに与える影

模型製作を依頼︑長谷工が計画していると思われるいくつ
響や日照などを調べた︒それを基に五月十三日︑長谷工京
都支店の担当者に▽ワンルームでなくファミリータイプを
建設すること▽高さは三階までとし鉾町にふさわしいデザ

喜びもつかの間︑土地は転売︒業者に損はなく︑住民は全

に価格は確実に上がり︑悪質な業者が介入する可能性も高

くの振り出しに戻されてしまった︒転売が繰り返される度

くなる︒反対運動が再び起きることはなくｙ今年の祭りは︑

インとすること▽入居者の祇園祭︑町行事への参加を入居
条件とすることｌなど十七項目の要求書を提出した︒これ
に対し長谷工側の回答は﹁誠意をもって﹂﹁祇園祭を守り
発展させるという基本姿勢に立って﹂﹁配慮﹂し﹁協議﹂
の上﹁合意させて頂きたい﹂と言う︑はなはだ﹁具体的で

木賊山町の反対運動が始まった頃︑隣の山鉾町︑太子山

建設中のマンションの足元で行われた︒

町では十一階建て・五十三戸のマンションが完成︑入居が
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ない不明確﹂︵木村会長︶なものだった︒住民たちは業者
任せではだめだと︑マンションの基本設計を﹁守る会﹂で
自主作成することを長谷工に通告︑九月に両者のプランを
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長年に渡り祭りを支えてきた唾子方。 この祭りの担い手たちを守ることができるだろうか

れあがる︒

始まっていた︒同町は三十六戸︒一挙に町が二倍以上に膨

当初は建設反対運動を展開したが︑マンション建設その

ものの阻止は無理と判断した住民たちは運動の方向を転換︒
一年余りの交渉の末︑マンションの設計︑施工︑販売の各

業者と太子山町内会との間で協定を締結︒工事中の注意事

項を定めるほか︑販売の際の契約書︑管理規約に﹁入居者
は太子山町内会および太子山保存会に入会﹂し︑﹁伝統的

行事に積極的に参加︑協力する﹂旨を明記することで合意

した心マンションがフ．アミリータイプであったことも幸い
し︑祇園祭や地蔵盆のほか︑子供たちを通じての新旧住民

の交流が深まり︑以後いわゆる﹁太子山方式﹂としてマン

ション問題解決の一つの手掛かりとなっている︒

住むためのルールを模索

︵十八メートル︶を越えない高さに押えられたこのモデル

祭りも終わり︑長谷工との〃約束の日〃を三日後に控え
た九月十九日︑木村会長宅に集まった﹁守る会﹂の人たち
に︑マンションのミニチュア模型が公開された︒新町通に
面した東棟が五階︑中庭を挟んで西棟が三階と︑南観音山

は︑片方信也京都大学工学部助手を中心としたグループ﹁山

鉾町マンション設計委員会﹂が作成したもの︒高さを押さ

え︑中庭を設けたことで︑周囲の日照を確保し︑北側の長

屋との間にあった路地を﹁新しい形で再生し︑北側家屋の

避難・補修工事などに使えるようにした﹂︵同委員会︶と
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谷垣千秋住生活研究所事務局長は﹁最近は入口にオート

が示したのは︑地上二十七メートル・九階建て︵一部七階︶

人の共有物とも言え︑横に広がった昔からの町が︑マンシ
ョンでは縦になっただけと考えるべき﹂と指摘する︒
太子山町のマンションの住民を対象にしたアンケートで

廊下や玄関などの共用部分は長屋の路地と同じ︒町に住む

ロックを採用して︑部外者を締め出すマンションが多いが︑

と︑高さ︑容積率とも︑ほぼ法の制限一杯の計画だった︒

は︑入居時に﹁太子山保存会・町内会加入が入居条件だと

自主設計プランを携えて交渉に臨んだ住民の前に長谷工

いゞっ︒

鉾町にふさわしいかどうかは︑高さだけの問題ではないは

長谷工京都支店担当者は﹁土地の有効利用は我々の使命︒
ず︒五階建てくらいではとんでもない価格になってしまい

知らなかった人﹂が十六％もいたという︒ある若い主婦は
↓祇園祭なんて忙しいだけでした﹂とつぶやいたが︑これ

ンション問題に冷淡だと言う声も聞く︒祇園祭は化石では

一方︑昔からの鉾町に暮らす〃町衆〃も︑発想の転換が
必要だろう︒祇園祭継承の中心となる人たちが︑一連のマ

ではせっかくの﹁鉾町のマンション﹂が泣くと言うものだ・

ます︒︵もし五階建てにしろと言うなら︶住民の方々に︑
上空部分を買い取ってもらわないと﹂と説明︒これに対し︑

木村会長は︑﹁︵どんな形のマンションが建っても︶祭り
の担い手が守られるかは疑問︒その上︑︵九階建てのよう
な︶町並みを壊す建物では問題になりません︒白紙撤回を
求めます﹂と歩み寄りの気配はなく︑解決にはまだまだ時

ない︒その時代の社会と共に変化し︑受け継がれて来たも
のだ︒今の状況だけを見て︑新しい住民︑即祭りの破壊と

考えるのは視野が狭くはないか︒夜間人口ゼロの山鉾町か
ら見ると︑人口の増加はうらやましい限りのはずだ︒千年

間がかかりそうだ︒

町も︑そこに暮らすの人々の生活とともに変わっていく
ものだ︒周囲が無責任な声を上げるべきでないし︑単なる
ノスタルジーから明治村のような〃博物館街〃を求めても

育成しようとしても無理な話︒﹁子供が大きくなった頃に

以上かかって築き上げてきた祭りの担い手を一年や二年で

無意味だろう︒しかし︑業者自身が﹁古都ならではの風格
と悠然さが香る⁝昔ながらの面影を残す魅力的な街﹂と宣

は﹂ぐらいの長い目で見る必要があろう︒
﹁住民の意見が分かれている時には行政が見識を示すべ

きだ﹂・ビルの高さ規制緩和などを盛り込んだ総合設計制

伝するように︑マンションを売る方も買う方も︑昔ながら
の町並みに︑他町にない価値を見い出しているのだ︒その
マンションが﹁昔ながらの面影﹂を壊し︑代々住み続けて

もありません︒祇園祭は単に鉾町や京都だけの祭りではな

度が議論を呼ぶ中︑ある京都市幹部の言葉だ︒しかし木村
会長は﹁総合設計制度導入は山鉾町つぶし以外の何もので

く︑千年以上にわたって受け継がれて来た祭りとして後世

きた人々が意に反して町を去る︒
今︑マンション業者も入居者も︑歴史ある町に建物を建
ないか︒

て︑住むためのルールを模索すべき時期に来ているのでは

9

この幹部は今年の祇園祭・宵山の夜︑夫婦水入らずで山

鉾を見て回ったという︒来年は鉾を見下ろすマンションが
一つ増え︑十年後には鉾が一つ消え⁝などと言うような〃見
重い︒

識〃では困る︒住民たちの暗中模索は続く︒行政の責任は

に伝えることを︑世界中から託された貴重な文化遺産なの
です︒長い歴史の一時点で︑たまたま山鉾町の土地を所有

りません﹂と訴える︒

植村裕植村商店代表取締役
山崎正史京都大学建築学教室助手
谷垣千秋住生活研究所事務局長〔司会〕

することになった人は︑この点を認識し︑土地の所有と今
後の利用に重大な社会的責任を感じていただかなければな

ヨ烈泓熱刷到甑鍬剛

まとめ￨谷垣千秋

に西陣は変貌が激しくて︑マンションが乱雑に建ってきて

変貌すうろ
西陣を語る

なればと思い︑開きました︒最近︑京都の町のなかでも特

●シンポジウム

司会今日のシンポは三田村宗二さんの西陣﹁百家百住﹂

タ

展を記念して︑西陣の文化をもう一度再生していく契機に

京の 町並みを 考える

L
特集
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山崎京都の町のデザインというのは︑人の愛着を呼ぶ建

町並み保存を研究されている山崎先生からお願いします︒

あり方が変わってきています︒そういうことから︑まず︑

います︒その裏側では西陣の織屋さんがつぶれ︑町自体の

まとまっている地域だったんです︒じゃあそれがいまでも

いうのは織物の生産をやっている︑簡潔的にひとつとして

植村西陣てなんやろかというふうに考えますと︑西陣と

一番最初に変容し始めたのはことばであり︑風俗です︒

い︑すでに最終過程にきているのではないか︑と思います︒

そうなのかというと︑もう西陣そのものの中で︑産業構造
が変化してきているわけです︒根本的に変容をとげてしま

物です︒コンクリートのビルなんかが五十年あるいは百年

ところが︑京都の町は︑保存すべきものについてはきち

たっても持ち得ないような︑人の心となじむ性格︒純粋に
美的に見ても︑たいへんすばらしいと思います︒

家は最後にきていると思うんです︒だから︑以前には産業
構造として必要とされた家なり住居というものが︑違うか

たちで存在せざるを得ないということです︒単に生産に従
事するたけでなく問屋の機能も代行していかなければなら

ない︒機屋さんが次々と建てたビルの機能は︑問屋の機能

そういう現状を見ますと︑西陣の町並みは単なるノスタ

ルジアとか過去のいいものを残そうという発想をとびこえ熟

新しく変容していく時代に沿ったかたちで残していかなけ
ればならないと思います︒

司会もう少し構造的変化の説明を

植村戦前から高度経済成長期に入る直前まで︑西陣とい
う町はいわゆる手工業生産の形態をとっており︑ありとあ

らゆる生産物が複雑な分業形態の中で生まれてきたわけで
す︒横方向の生産の種類だけではなくて︑縦方向の生産形

態もある︒それから自動織機なんかが入ってきて︑生産が
飛躍的に伸びた︒資本の社会化の中で︑織元から会社組織

になり︑直接︑生産活動に参加しない生産管理活動が中心

、

んと保存できているという印象を与えているんですが︑実
際はそうではない︒古都保存法がはたらいているのは︑嵯
峨野の広沢の池の近くとか東福寺のあたりとか︑昔でいう
洛外のごく一部なんです︒京都の町の中には︑きっちりと

発生したものです︒

に近いかたちで仕事をせざるを得ないという事情の中から

した保存はむしろありません︒専門的になりますが︑京都
の町の中は︑すなわち︑江戸時代に町であったところは全
部︑すっぽりと準防火地域にはいっています︒この中では︑

基本的には町家は作ってはいけないことになっています︒
それから大きな改造もいけません︒建築基準法でいくと大
体伝統的なものはいけないことになっています︒
保存補修計画できちっと保存したり︑あるいはへ改造し
ながら︑現代の生活に合うように古いものの良いところを
取り入れていく︒それから︑どこか通りを選んで︑着物を
着て訪れたくなるような︑西陣らしい町並みを演出しては
どうでしょうか︒それが私の提案です︒
司会次に︑西陣織に従事されている植村さんの方から︒

新しく変容していく時代

〃

に也勘劇自刷聞もＰ

域としての西陣︑居住環境としての西陣の問題があります︒

わないけれども︑まさしくそういう部分が西陣だったんだ︑

か︒それは織屋ことばというものが象徴している︒もう使

山崎今の建物と居住環境というのは切り離せないもので

で努力する必要があると思うのです︒

どんどん居住環境が悪くなると思うんです︒それで︑住ん
でいる者としては︑西陣のステイタスを上げるという方向

と思います︒

てから少し変わって来ています︒僕は︑建物の使い方と環
境がどう変わって来たかというのは︑必ずしも一致すると
は限らないし︑一致しなければならないということもない

すけれども︑結びつき方についての考え方は︑近代になっ

って︑何か残そうと思えば︑保存の中に将来の産業構造を

持たなければいけない︒伝統産業とか歴史性とか文化性で

産業構造が変わってしまったところの方が︑むしろ環境
が取り残されて町並みがよく残っているんです︒ですから︑
産業構造が変わったら町の姿も全部変化していかなければ
ならないということはない︒生活のビジョンをはっきりと

司会西陣というのは表の華やか部分のほかにそれを支え

ってうめていくのかということが問題になってきます︒

なりたっている商家の人が︑それを全部消してしまって京

て来た人たちがいる︒華やかな西陣を虚像としてとらえて
いる部分があるわけです︒その虚像と実像の落差をどうや

どう考えていくかということです︒そしてもうひとつ︑地

タルジックな感じしか受けない︒今の世の中の流れからい
組み込むようなバイタリティーがなければならないんです︒

この建物を残さないかんのかといった時に︑私は少しノス

というふうに思えるわけです︒それはもう保存できないも
のとして過ぎ去ってしまったものです︒だから︑それでも

は賃機業者の長屋なんです︒それがやっぱり西陣の文化を
逆に特有なものにしていた大きな要素だ．ったんじゃないの

の織元になる︒そこで以前とは根本的に違う発想が出てく

同会〕

二つの問題は︑離して考えられないけれど︑その西陣織が
栄えないと居住環境が良くならないと考えていたのでは︑

植村裕植村商店代裁瞬役

るわけです︒僕らが小さい時から目に焼き付いている光景

山崎正史京都大学建築学教室助手

会場発言者西陣を考える時︑まず︑産業としての西陣を

’
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町がどうなっていくのか︒このあたりが︑われわれが京都

司会近代化を職住分離というかたちでやっていくことで

都の得になるのかどうかとということです︒

いろんな意見があろうかと思いますが︑それと同じ意味で︑

植村京都タワーが諸悪の根源であるか否かという議論は︑

家に住んできた人なんやから︑もう少し何か考えてほしい︒

がそうじゃないんだというやりかたでは︑今抱えている問

今新しい徒弟奉公の方が来られても︑なかなか続かない︒
その中で︑もう昔の建物が同居するというようなことは難
しいという構造と僕は一緒だと思うんです︒だから︑それ

あるいは西陣にこだわっている原因ではないかと思うわけ
なんです︒しかし︑当の西陣の方たちは︑あんまりそんな
ようなんです︒

ことにこだわらんでもええやないかという考え方をされる

題は乗りこえられないと思うのです︒だから︑現実がやは
り重いものとしてあるので︑きちんと仕事として乗りこえ

とが大事になるわけです︒たまに京都に来て京都の町並み

んならんということがだんだん遠のいていきます︒
また︑住んでる人間が実際どう思っているのかというこ

会場発言者職住が分かれたら︑伝統的なものや体で覚え

ことです︒

近代化がそういうものに逆行しているのではないかという

司会今︑西陣に対して僕らが危倶しているのは︑西陣の

思っています︒

意味で︑今となっては︑京都タワーは非常によかったなと

なければならないんです︒この状態を象徴しているという

なければならない︒そのために入れ物としての建物ができ

がどうだこうだと言ってもらっても︑住んでる人間はそこ

京都タワーは名物か

で生活しているわけですから︒京都タワーも︑結果は別に
してあれはあれで名物なんです︒
ワーです︒どの町でも特別に大きいものができれば︑必ず

山崎今の方と少し違う意見なんですが︑ひとつは京都タ
名物になります︒だからこそ町の代表になるような建物は︑
慎重にその町の代表にふさわしいものを作るべきなんです︒

京都タワーを見ると︑日本の人はそこから﹁京都﹂をイメー
そこが問題なんです︒それから︑建物については︑生活が

ジするはずです︒それが西陣にとってよかったかどうか︑

てはまったくそのとおりだと思うのですＣただ︑京都の町

変わったからそのまま保存するのが無理だと︑それについ
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活性化の方向性に問題が
植村江戸時代には︑京都は日本最大の先端工業都市であ
ったわけです︒そういう日本最高のハイテク技術を駆使し
た工業都市がハンドクラフトの世界まで衰退したと工業的
には言えるわけです︒その反面︑衰退したと同じ理屈で京
都の文化が延々と築かれてきた︑そしてこの文化を利用せ
な損やないかということも言えるわけです︒だから今︑京
都の活性化と言っている時︑文化の方がまた捨てられてい
くという歴史的前例のようになっていくのではないかと思
います︒もし文化が捨てられなければ︑これを利用してや
っていかんと仕方がないという先生の考え方も分かるんで
すけど．：︒

高橋常務理事エトランゼ的な山崎さんの考えですが︑そ
れほど西陣について思い入れられているというのはうれし
いことだと思います︒しかし︑先生のおっしゃっている保
存と︑植村さんのおっしゃっている生産・生活の場という
のは相容れないと思います︒保存は飽くまでもう死んだも
のであって︑それをいかに保つかということです︒
産業構造の問題からいいますと︑伝統産業の良さという
ものは︑全部地場で生産できるというのが特長です︒京都
市の行政としても︑地場で産業をするということについて
特例を作っていただかないと︑この町が活性化しないと思
います︒新しい繊維工業と伝統産業の二つに区別して西陣
というものを考えていかなければならない︒

司会京都は激しく変わってきているわけですが︑知らな

い間に自分が生まれた町ではないような町に変わってきて

います︒言うべきことは言って︑ちゃんとした方向に変え
ていかないと︑後で後悔すると思います︒
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■■■菫の町並募を==る￨■■

移り変わる上賀茂社家町の
鍵

牧野文夫

明神川沿いに並ぶ社家

東山区の﹁産寧坂﹂と﹁祇園新橋﹂︑右京区の﹁嵯峨烏

居本﹂についで︑今年の五月︑京都市の﹁伝統建造物群保
存地区﹂に指定された北区上賀茂の﹁社家町﹂が︑十一月︑

文化庁の選定を受け︑国から補助を受ける対象地区になっ
た︒上賀茂はさらに﹁社家町﹂周辺の十一町︑二十二ヘク
タールの地区が︑このほど﹁歴史的界わい景観地区﹂に指

大都市では地価の高騰によって︑建造物の高層化が急速

定され︑保全整備地区が拡大されることになった︒

に進んでいる︒古都・京都も例外ではなく︑西陣に代表さ
れるように︑都市景観が荒々しく変貌しつつある︒
こうした流れの中で︑今回の指定はその地区の景観特性

を生かし︑古い町並みを保存しようというものであり︑こ
の点は評価しなければならない︒

しかし問題がない訳ではない︒道路︑交通機関の整備に

よって上賀茂地区の地価が急激に上昇しており︑税金対策
や土地利用計画など住民側の受け止め方も複雑である︒︽社

し︑さらに快適な都市環境の形成に向けて︑景観地区の保

家町固有の景観を保全し︑住環境の構成を今後ともに継続

るか︑注目しなければならない︒

全整備を進める︒︾という京都市の方針がどこまで貫かれ

変わらない清らかな流れ

北山連峰の水を集めた賀茂川が京都盆地に入り︑川床を

広げて緩やかな流れになる辺り︑左岸に上賀茂地区がある︒

農作に水を潤す別雷︵わけいかづち︶を祭神とする上賀茂
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神社は︑この北西部に位置している︒

が十八戸︑町家が十五戸である︒

上賀茂には水の文化が生き続けてきた︒区切り毎に名前

百人一首に収められている鎌倉時代の歌人藤原家隆の歌
〃風そよぐならの小川の夕ぐれはみそぎぞ夏のしるしなり

水であった︒

水であると同時に︑かけがえのない生活用水であり農業用

なかでも明神川の水は︑上賀茂の人々にとって︑神聖な

をかえる川︒それは流れが住民に強く意識され︑生活に深
くかかわっていたことをうかがわせる︒

ける〃は当時の夏越祓の情景を詠ったもので︑その清らか

神宮寺山から神域に注ぐ御物忌川は︑本殿を挟んで西側
を流れる御手洗川と境内で合流して楢の小川となる︒

な流れはいまも変わらない︒幅が五メートル程のその流れ
菖蒲園川と東に折れる明神川に分れる︒上賀茂の﹁社家町﹂
は︑この明神川に沿って残る歴史的町並みである︒

命があった︒一方︑生活用は勝手口に引き込まれて︑野菜
洗いや洗濯などに使われる︒そして︑汚水は庭に掘られた

が設えられ︑毎日のみそぎに使われる神聖な水としての使

社家に取り込まれた水は︑庭園の池水と生活用に分けら

明神川の護岸の石積みの上には社家の土塀が続く︒
明神川の四メートル程の流れには板橋や石橋がかかる︒

深さが五〜六十センチ程の穴に捨てて地中に吸い込ませる

こうした社家の心配りによって︑明神川の水はどこまで

﹁スイモン﹂あるいは﹁スイコミ﹂などと呼ばれる直径と

れる︒池用は池尻で川に戻されるが︑池の辺にはみそぎ石

社家の門は脇にくぐり戸を備えた薬医門︑腰羽目板の袖壁
をもつ引戸の腕木門︑脇に部屋がある長屋門︑そして茶屋

仕組みである︒

は︑境内を出て﹁内川橋﹂をくぐると︑そのまま南に下る

を思わせる数寄屋風と様々である︒切妻平家建て桟瓦葺が
原則の社家は︑道路から後退して建てられ庭木の緑を生か

も清流を保ち︑最終的にはかんがい用に使われていた︒

ない︒

賀茂社の創建は極めて古く︑六世紀にはすでに現在の葵
祭の原形の賀茂祭があったと伝えられている︒平安遷都と

葵祭りの原形は六世紀に

現在は上下水道が備わり明神川の生活用水としての用途

している︒門や土塀との間は池を配した庭園である︑目敏

は殆どなくなったが︑この流れが町並みと同じように社家
町の景観に大きな役割を果たしていることはいまも変りが

内川橋から二百数十メー＋ル︑明神川が南に少し片寄る

い人は土塀の基礎の護岸の石垣に開いた水の取入口に気付
くはずだ︒明神川の流れはその口から社家の邸内に入り︑
庭園の池を巡って下手の池尻から川に戻る︒

この家並みと丁度向かい合った藤ノ木通沿いの町並みと

辺りに楠の大木が植わった藤ノ木社がある︒昔ながらの社
家の町並みをよく止めているのはこの辺りまでである︒
が伝統的建造物群保存地区としての︑いわゆる﹁社家町﹂
である︒この地区の五十二戸のうち伝統的建造物は︑社家
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と︑十六世紀末から十七世紀末にかけての上賀茂集落の戸
数は︑社家二百戸前後︑寺家三十戸前後︑地下︵農家︶二

社家はこの上賀茂神社の神官の家柄である︒文献による

勅使が立つ勅祭社である︒

天皇の皇女が斎王として奉仕した︒そして現在も葵祭には

王城の地主神となり︑伊勢神宮に次ぐ格を与えられ︑歴代

共に御所の丑寅・北東に当たるところから鬼門の守り神へ

伝統的建造物群保存地区の場合︑行政側は保存物件を認
定し︑その修理や周辺の建物の修景︑環境等の整備︑経費

竹ケ鼻町︑向梅町︑蝉ケ垣内町のほぼ全域で︑面積はおよ
そ二十二ヘクタールに及んでいる︒

路町︑岡本町︑梅ケ辻町︑池殿町︑中大路町︑南大路町︑

うものである︒その地域は上賀茂山本町︑藤ノ木町︑北大

うした﹁社家町﹂周辺の町並みまで含めて保全しようとい

百七十戸前後︑合計五百戸余り︒人口二千八百人程の大規
模な門前集落であった︒そして神社を核として成立し︑明
治維新まで社家町という特別の性格を保ってきた︒
しかし︑時代と共にその姿は次第に失われ︑維新の廃仏
穀釈はその流れを加速させた︒明治二年神主家七家の制度
は廃止され︑五年にはすべての神職を解かれて士族に編入
されている︒現在上賀茂に残る社家はおよそ四十戸である︒

地域特性を継承
社家は﹁社家町﹂周辺にも二十数戸が現在も散在してい
る︒社家の住宅は新しいもので百年余り︑古いものでは二
百年以上経っているが︑中でも系図が国の重要文化財に指
定さている岩佐家住宅は︑家蔵の文書によると︑明和二年
︵一七六五︶以前に建てられたもので︑建造年代は十八世
紀前半のものと推定され︑主家と庭園が京都市の文化財に
指定されている︒これら二十数戸の社家とこれに隣接する
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古い町家の町並みをどうするのか︒
今回の﹁上賀茂歴史的界わいの景観地区﹂の指定は︑こ

岩佐家･庭園(京都市指定文化財）

よそ二千万円が計上されている︒

の補助等を行うことになっており﹁社家町﹂では今年度お

市長及び教育委員会の許可を受けなければならない︒
これに対し歴史的界わい景観地区の保全の指標は︑
・建築物については︑地域の景観特性を継承し︑落ちつい

士石類の採取︒そして︑水面の埋立てや干拓︑等について︑

一方︑住民側は︑新築や増改築をはじめ︑修繕など外観
の変更︒宅地の造成など土地の形質の変更︑木竹の伐採や

･ ･･今後の課題だ

せっかくの景観もこれでは

/8

家の場合︑土地の価格は間違いなく億単位である︒

考える時︑アンケートの高い数字が現在も果たして生きて
いるであろうか︒一千平方メートル前後の敷地が標準の社

た町なみ景観の雰囲気を高めること︒
・主屋と塀や門の間はできる限り前庭を配置することであ

の﹁都市イメージ﹂についてのアンケート調査の結果を掲
載している︑それによると︑他都市の人達の目に映る京都

わい景観地区とは異なった立場である︒
十一月七日付京都新聞朝刊は︑東京と指定都市十一都市

現状では一般住宅としての社家がそれ自体利益を生むも
のではないだけに︑他の伝統建造物郡保存地区や歴史的界

り︑住民の意志乃至自主性に負う所が大きい︒

すさまじい地価の高騰
五十三年三月に京都市計画局が発表した京都大学の研究
グループによる﹃上賀茂・町なみ調査報告﹄は上賀茂地区

は︑﹁歴史・伝統のある街﹂︑﹁芸術・文化・教育の街﹂︑

の性格を次ぎのように述べている︒

﹁まず伝統的景観に不調和な建物が増加しつつあること
である︒調査地区の周辺では区画整理のあとに住宅開発が

いる︒

しかし︑西陣地区の中高層マンション化に見られるよう

﹁都市景観がすぐれた街﹂︑﹁自然の豊かな街﹂となって

すすめられつつあり︑没個性的な景観をあらわしはじめて

である︒

に︑京都では伝統的町並みが急速に失われているのが現実

いるが︑調査地区の内部でも伝統的な町なみへの配慮に欠

ける新改築が目につくようになってきた︒﹄↑

とも本誌の記事の通りである︒

また人口の空洞化で祇園祭の維持が難しくなっているこ

この調査から十年︑上賀茂地区の変ぼうは驚くほどの速
度で進んでいる︒マンションの建設が進み︑すぐきを特産
する農地はその谷間に点在する有様である︒北山通やそれ
に繋がる道路網の整備はそれに拍車をかけた︒更に地下鉄

るが︑京都の魅力は矢張り都市景観である︒京都市が今年
四月に導入した総合設計制度による高さ規制の暖和は︑果

たして都市景観を考慮しているのか︑地区景観の保全はそ
れはそれなりの価値があるが︑現在市民や観光客大多数が

保存ばかりでは都市の活力は生まれないことも事実であ

烏丸線の延長は︑この地区を交通の辺地から︑ターミナル

求めているのは総合的な都市景観の保全であろう︒

地区にかえようとしている︒
先の﹁町なみ調査﹂では永住意識として住民のほぼ七十

％がずっとここに住み続けたいと答え︑住環境として五十

参考文献﹃上賀茂町なみ調査報告﹄京都市計画局

これは単に行政だけでなく︑京都市民が総力を上げて取

六％が良いとしている︒そして︑上賀茂らしさの保全につ

り組むべき課題である︒

い勢いである︒固定資産税の値上がりや土地の有効利用を

いて︑八十五％が残すべき︑あるいは残したほうがよいと
答えている︒しかし︑この十年間の地価の高騰はすさまじ

ﾉリ

沁戸一一

杉浦翠さんに聞く

一力亭の女将

︵本誌編集委員︶

●牧野文夫

お茶屋の現状を伺った︒

の歴史も古い︒ 女 将 の 杉 浦 翠 さ ん に

忠臣蔵の舞台となった一力亭は︑そ

凸

くなって久しい・歌舞伎の仮名手本

は百軒余り︑庶民の息抜きの場でな

軒もあったというが︑現在︑その数

から明治にかけて︑その数は七百余

のぼる︒江戸時代末期の文化・文政

達した︒その発生は平安時代にさか

する社寺の︑門前町の茶店として発

祇園のお茶屋は︑東山山麓に散在

楽して儲けるのは
つまらん人生やと田領ます

TOMORROW
ｲンタビュー

2(）

▼TOMORROWｲﾝﾀビｭｰ

ごまかすためていうのはタテマエで

たという形跡が多いので︑敵の目を

杉浦別にそういうようなものは

なものはあるのですか︒

あって︑やっぱり女好きであそびが

牧野建物を修理なさっています

好きやった︒人間味のある方やっ
た︒そういう方やないとあれだけの

が︑何年毎にとか︑時期を決めてや
ございませんけれども︑四十七士の

でが史実であって︑どこまでがお芝

大仕事は出来ませんやるし︑どこま

争があって途絶えておりましたし︑

杉浦別に決めておりません︒戦

っておられるのですか︒

日の﹁大石忌﹂にそういうもん蔵か

中の蔵之助さんをはじめ︑いろんな
方の書がございましてね︒普段はお
蔵にしもてありますけど︑三月二十
ら出して︑皆さんに御覧いただいて

いろいろすることがおおうて︑大屋
して︒

も︑仮名手本忠臣蔵のお芝居はよう

居か︑そんなこと詮議立てするより

根まではなかなか手が回りませんで

いますのやけど︑初音の三味線とい
うのがございましてね︒﹁初音﹂と
さった地唄の︑蒔絵の三味線ですの

大石内蔵助の遊ぶ姿を描いた織物

牧野この一帯はいろいろ規則が
あって︑設備も難しいのでしょう

やけど︑大石さんが弾かれて初めて

﹁鳴神﹂いうて︑大石さんが愛用な

杉浦一番困りますのが消防屋さ

ね︒

んです︒この座敷の煙感知器も︑本

ます︒祇園で遊んでおられた時に︑

音色が出たといういい伝えがござい
﹁狐火﹂というのと︑﹁里景色﹂ど

け目をむいたようになりますし︑天
井と同じようにふ茶色に合わして塗

そうです︒そんな才能もあったんど

すか︑地唄のウタが大石さんの作や

当は白なんですけどもね︑あそこだ

いて⁝︒うちはお泊りがございませ

ることだけを特別に許可していただ

す︒なかなかの粋人さんやったらし

山科の閑居から滑石越えて︑伏見

いのどす︒

の橦木町のささやという所へ足繁く

られんらしいて︑会社でもここで

んし︑大層にせんでもどうもないと
思うのどすけど︒なかなか法は曲げ

通うておられたのどすけれども︒だ
いたい︑大石さんというお方は遊び

すのでようけんかします︒

牧野一力亭の場合︑仮名手本忠

好きで︑島原から祇園︑大阪︑吉野

も︑おんなし法律で押してこられま

臣蔵の一力茶屋のイメージが強いの

の方まで足を伸ばして遊んでこられ
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ですが︑それについての記録のよう

灘

出来てますから︒何べん見ても泣き
ます︒判官晶貝とほうがん晶眉があ
って︑悲劇の義経と︑大石さんも切
腹なさったからみんなの同情が寄る
ので︑四十七士がみんな生きてはっ
の主人公に対しては︑日本人は特に

たら芝居も出来ませんやるし︑悲劇
同情がありまつさかい︒

祇園情緒を守らんと
牧野最近︑京都の町並みが急に
が︒

壊れて行くような感じがするのです

杉浦花見小路の南だけでも︑祇
園情緒があるところとして守りたい
と思います︒外国やら見ますと︑ド

説

おりますけども︑増えたと思うと襟

杉浦・舞妓さんはちょっと増えて

どうなんですか︒

杉浦そうどすねえ︒
牧野芸妓さんや舞妓さんの数は

ますが︑ビルがどんどん建つようで

踊誇沖生干晶咋

舞坤

とまってますしね︒フランスはフラ

イツはドイツらしい建築でずっとま

両
,b 設
h

和が崩れますね︒

識爵

すと︑祇園の情緒といいますか︑調

#蕊

ンスていうふうに⁝︒日本はどこへ

亭

：；

藍蕊

､零
砂蛭

行ってもアーケードがあって︑おん
なしようにね︒個性がございません
やろ︑それが一番腹が立ちますね︒

牧野この界隈にもビルが建つと
いうことで︑お茶屋の女将さんや芸
妓さんたちも反対運動をはじめてい

§ :欝 鷺

.
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里

､

祇園町の風情を残す−力の周辺
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；
殿
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シ煙

識＃

の舞妓さんの数というと︑二十人前

返して一本になる人があって︑全体

後というところで︑なかなかそれ以

けられますかねえ︒先を考えると暗

上増えませんし︑いつまでそれが続

たんとしたものがございますけど
ね︒昔は二千人からの芸妓さんがい

たらしいですけど︑芸のできない人

とか︑顔の悪い人とか︑どんどんは

したけど︑このごろはもう来てさえ

ずされて︑お茶屋に権力がございま

で︑行儀が悪いとか︑目に余ったら

くれはったらええというようなん

おこりますけど︑立場が逆になりま

ますが︑一軒に一人当たらんぐらい

したね︒お茶屋が百件余りやと思い

どすね︒そういうところは二次会で

日は遊んどりますし⁝︒

寄っていただくとか︑うちでも暇な

お茶屋の女将のおつとめは

牧野祇園のお茶屋としての日常

︑Ｏ

のお仕事はどんな風なのでしょう

杉浦普通のもんとかわりません

力

会合

フフ

けれども︑私が嫁入りして一番たた
一つの昔の人のチエやないかおもて

けどね︑やっぱりどんといわれると

いて⁝︑理屈ではそういいますにや

のお盆に三日間しかお休みがなかっ

てないかとか︑掛軸がゆがんでへん
けどす︒きょうのお客が何人さんや

かとか︑そういうことを見て回るわ

ろ︑昔はこどもっさんというて︑仲

たわけどす︒従業員は︑仲居にし

ね︒そして︑各お部屋のお花が枯れ

ったら︑どこのお部屋がええとか︑

居のタマゴが居りましたし︑最高四

き込まれましたのは︑この一力が何
一に有難く思って︑朝晩ご先祖とと

そういうことをみて回って⁝︒

十人いたそうどす︒みな二階で沢山

百年かもっているのは︑ご先祖を第

もにあるという敬神の念があるか
ら︑いままで栄えさせていただい

︲牧野この家にお入りになっても

うて︑昔は井戸水でしたが︑いまは
ました

して︑あっというまに四十一年たち

杉浦終戦後の二十二年に参りま

から︑夜通しいつづけなさるお客さ
んもあるし︑もう二時三時はざらや

寝て︑その頃は時間てございません

その当時は︑二月に三日間と︑夏

た︑それを一番に叩き込まれまして

う何年になりますか︒

いややいうて・・・︒

ります︒起きましたら一番に初水い

ね︒十五か所ほど神さんが祀ってあ

水道の水を取りまして︑神さんのお

ら︑華やかなりし頃の夢どすけど
ね︒現在はパート入れて十五人程し

ったから誰かが起きてご用してるか

杉浦やっぱり民主的になりまし

日いましたやろ︑いまは時間ですか

かおりませんけどね︒それも昔は一

牧野その間︑お茶屋の変化も大

掃除して︑どうぞ元気で働かしてい
ただきますようにと拝んでから一日

たな︑すべてが︒芸妓さんもそうど

変だったと思いますが︒

すけど︑従業員にたいしても︑昔は

が始まりますね︒それはどんな時で
一番がお伊勢さんですね︑それか

どんづけでね︑お花どんとかお菊ど

杉浦それでも︑何ていいます

も欠かさず⁝︒

ら八坂神社︒うまいことできてまし

んとか︑それ言われるのがみないや

か︑祇園では一日先に出ても姉さん

変わってくるのでしょうね︒

牧野四十年以上もたって人情も

らね︒

てね︑昔の人のチエか︑あちこちに
祀ってあるところをずっとお掃除し

ら︑決してさげすんでいう言葉やな

はどのがなまっていうたことやか

がりましてね︒先代がどんというの

れ︒庭にもありますし︑そやから︑

ながら拝んで行きますと︑殆ど家中
が見回れるようになってますにや

個性がございませんやろ夢れが一番腹が立ちますね︒
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日本はどこへ行ってもアーケーＫかあって︑

▼TOMORROWｲﾝﾀピｺｰ

いうて︑昔の軍隊と一緒でね︑秩序
がきっちりしてますから︑その点で
はかえって素人さんよりもオリメキ
リメはちゃんとついていると思いま
す︒あとは芸がよっぽど出来る人は

◎

それだけね格は上がりますけれども

社用族ばかりおおなって
牧野お客さんの種類も変わって
いるのでしょうか︒

杉浦昔は個人で見えた方が多
く︑無論︑会社のご宴会もございま

︾え︒

さんはようおあそびになったんどす

牧野何人か総理大臣の書もあり
ますが︑政治家はどうなんですか︒

ね︒特に警察なんか気の毒ですわ︒

杉浦少のうございますね︑昔は
府庁とか市とかが中央からみえたお
客様を接待なさるので︑警察にして
も随分おおございました︒私が来ま
した当時でもおおございました︒府
庁の宴会もおおございましたえ︒け
どこの頃は全然ございませんもの
それこそいわれはりますからね︑全

牧野昔は文学や絵の題材にもな

然ないんです︒

に浴衣がけで︑ぶらりとすずみがて

杉浦昔はね︑絵描きさんが︑夏

って文人や芸術家のお客も多かった

すけども︑もういま個人でお遊びに

気の毒といいますかね︒社用族とい

らあそびに見えたり︑ご家族と見え

ようですが︒

いますか︑会社の接待だけですし

たり︑個人で遊んでおられましたけ

話題がないのちがいますやろか︒そ

見える方は︑︲ほんとに数えるほどし

ね︒それもだんだんワクが切りつめ

ども⁝︒このごろは画商に呼ばれて

かいられないし︑その点では何かお

られているようでね︑お遊びがせせ

みえるとか︑デパートの美術部に呼

舞妓にしる内娘さんとかいうのが数

杉浦そうですね︑あまり面白い

くなりましたが︒

牧野最近では小説にも登場しな

こましいなりましてね︑昔のおおら

芸妓さん舞妓さんが少のうなって︑

ういいますのは︑祇園のはえ抜きの

最後ですやろか︒

かさがないていますかね︒お客さん

て︑なかなかね︑橋本関雪さんやら

ばれてみえるとか︑そんなんがおお
は一週間いつづけなさった︑あれが

の主流は銀行関係︑商社関係︑重工
業関係︑自動車関係とか︑大きな会
社が多いですね︑それに︑昔から坊

｜

日本男性のあこがれの客間

2イ

ね︑ずっといついてしもたらくつで

ら来たもんでは話になりませんわ

える程しかおりませんやろ︑地方か
だん慣れてきまして︑いまはありが

の十年は泣きましたけれども︑だん

杉浦日本人は畳に対する郷愁が

か︒

はるのですね︑畳を毎年十二月に替

あるのか︑若い人がものすごく喜ば

たいとおもてます︒

︐祇園の女将はほとんどその家の娘

牧野祇園のお茶屋の女将は︑そ

わ︑どの部門でもそう思いますわ︒

の積み重ねどすね︒何でもそうどす

杉浦そうです︒結局︑一日一日

ということでしたが︒

世界で育って覚えるのが値打ちや︑

伎の門閥も︑生まれたときからその

牧野片岡仁左衛門さんにインタ
ビューでうかがったのですが︑歌舞

やけどね︒

て育つので︑その雰囲気がでますの

どしたえ︑やっぱり祇園町で生まれ

けど︑舞妓さんでたった三人ぐらい

えろうても女は女やと思いますわ︒

ね︒計画的なことが︑判断が︑やっ
ぱり男のえらさですね︒なんぼ女が

もうつぶれてたかも分らしれません

が女だけでずっと来たのやったら︑

ことがおおございますからね︒これ

や息子に言われて︑なるほどと思う

ことしか分りませんから︑私も主人

は考え方が違いますし︑女は目先の

思いますね︒女が表面に出ますし
ね︒けど︑やっぱり根本的に男と女

屋は男性にとっては気の毒な商売や

るというケースもございます︒お茶

って︑長い間いて次の女将さんにな

さんです︒仲居さんで住み込んでは

ぱり不経済ですしね︑下着から全部

しますからね︒二重生活したらやっ

いから：︒︑夏はアッパッパ着てます

ど⁝︑私らね︑結局着物の生活が多

ざいますけどね︒東京はもうほとん

のや︒．京都は割合いと和服がおおご

たら雨みんな振り返ってみやはんす

山通りを無地の着物を着て歩いてい

か残らないのでしょうか︒

年替えるのは大仕事ですけどね︒

ますね︑いいにおいだなあいうて毎

えますやろ︒半年ぐらいにおいがし

地の人は数えたことございません

すけど⁝︒

の家の女性が継ぐように聞いていま

外はほとんど洋服ですわな︒着物で

茶の関係とか︑芸能関係とかの方以

かえんなりません︒このごろは︑お

けれども︑冬はほとんど着物ですご

杉浦私が年会で東京へ行って青

牧野着物や日本髪など祇園でし

すが︑外から入ってこられて大変だ

牧野古くから伝わってきた京都
のよさというものが︑どんどんなく
なっていきますがどうなるでしょう

杉浦私は東京の出ですがはじめ
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ったのでしょうね︒

井上八千代さんは相当なお年ですが︑
でんと祇園のおもしみたいなお方ですから︑

▼TOMORROWｲンタビュー

も慣れたら利口に着られますのやけ

ますと︑百年忌からやったと思いま
十六年に二百年祭ですか︑この年に

すね︒嘉永五年に百五十年︑明治三

洋服はひとつすんだらポイどすけ

れど⁝︒

ど︑着物はなんべん手通ししても

︒

に︑うたを全部おつくりいただいて

八千代さんは祇園のおもし

ましたが︑井上流と祇園のかかわり

牧野井上八千代さんの名前が出

年に来てから︑五年目に二百五十年
祭を︑亡くなった父がしたわけです

鉄斎さんやらから絵を描いていただ
いていますわ︒で︑戦後私が二十二

ね︑母のものから娘へ︑いいもので
したらまたゆずれますし︑経済的や
と思いますけどね⁝︒

はいつごろからですか︒

幾つになったらせんなりません︒息

せん︒あと十四年どすか︑私が七十

祇園新地の舞の師匠の片山春子︑こ

めに︑当時の知事がうちの九代目と

たあと︑さびれた京都を復興するた

杉浦明治維新で東京に都が移っ

ね︒こんどは三百年祭をせんなりま

似合いますね︒

子がしてくれると思いますけど︑三

のお方が三代目井上八千代ですが︑

牧野特にこの界隈では着物姿が
杉浦特に男性は長い髪と着物に
あこがれるみたいですね︒夏でも

百年祭は盛大にせんならんとおもて

二人にはかって京都博覧会のために

ね︑きちっと浴衣着てはるとすずし

牧野毎年の大石忌にはどういう

ますのやけど︒

な暑い時でも︑夕方お風呂に入りま

げなもんどすえ︒あたしらでもどん

二代目さんぐらいから祇園で教え

都をどりを創設なさいました︒

てはったけれども︑島原とかよそで

杉浦お客様︑親類︑出入りの商

人をお呼びするのですか︒

人︑家族のお友達とか︑千二百ほど

きたのは︑都をどりを明治五年に始

をきゅうっと締めると︑それで一つ

すね︒それできちっと着物着て︑帯
の生活の区切りがつきますがね︒こ

出しますにやけれど︑遠方の人もあ
りますし︑実際は七百人ほどお見え

す︒もう八十三歳で相当なお年です

んも︑大変厳しい指導をなさいま

いまの家元の四代目井上八千代さ

がはっきり確立したわけどすね︒

も入れないという交換条件で︑それ

えんかわりに︑祇園ではほかの流儀

も教えてられた︒ちゃんと約束がで

れからお仕事という︑気持がしゃん
としますわね︒

めたときですね︒井上流をよそで教

て︑その時につくっていただいたん
かと思います︒明治三十六年のとき

芸妓さんの﹁宿のさかえ﹂の舞がご
ざいます︒両方とも冷泉家の三代ほ
ど前のお方が︑ようおあそびにみえ

井上八千代さんの﹁深きこころ﹂

になります︒

牧野祇園にはいろいろ年中行事
がありますが︑ここの大石忌という

のはずっと続いて来たのでしょう
杉浦それまで法要はしてられた

か︒

のですが︑一般公開といいますか︑

お客さんをお呼びしたのは記録を見
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方ですから︑まだまだ元気でやって

が︑でんと祇園のおもしみたいなお
ませんわなあ︒わたしらでもなかな

道でも厳しなかったら︑いいもんう

杉浦なんでもどすけれど︑どの

いのでしょうね︒

牧野舞ひとつ取り上げても厳し

か出られませんからね︒

いただきたいと思います︒

牧野古い祇園の歴史のなかで︑
のでしょうか︒

やはり現在が一番厳しい時代になる

日厳しい言われて︑自分なりに積み
重ねていってすべてが出来ますねや

まれませんやろ︒ええ加減では︑毎

のころから明治にかけての六十年間

い︑会得できる人がねえ・

けどね︒そこまで思いつく人が少な

杉浦祇園町の発祥は室町の末期

が一番華やかな時代で︑お茶屋の数

ごろからで︑江戸末期の文化・文政

が七百余軒もあったんどすね︒芸

牧野その積み重ねが人間の値打
ちになると思いますが⁝︒

妓・舞妓が三千を越えたと書いてあ
りますね︒現在はお茶屋百十二軒︑
芸妓・舞妓百五十余人︒これはだい

ええと︑ひちめんどくさい舞なんか

どね︒ただもうお客自体が若けりや

杉浦自分の肥になりますのやけ

ていますね︒

ぶ前のことで︑いまはちょっと減っ

というご宴会もおおなって︒たまに

けどすわね︒きょうは舞いらんえ︑

見んでもええという方も増えてるわ

杉浦一番少ない時代ですね︒そ

見えた方は︑それは見たいと思いや

四条河〆原町

本店

参

牧野そんな数とは現在では比較

れでも︑大阪や神戸からみますと︑

な行きたがりますやろ︑ですから︑

すけども︑楽な方へ楽な方へとみん

パルコ店東京池袋パルコ4F
名古屋店名古屋市天白区八東石坂641

阪神店

ポルタ店京都駅前地下街ポルタ

銀座5丁n6‑7(すずらん通）
大阪梅Ⅲ阪神百街店5F

東京賎

京都駅観光デパート2F

京都駅店

になりませんね︒

れますからね︒結局︑時間でしばら

が︑なんか一番のテーマみたいな︑

京都は若い妓がいてええなあといわ
れて自由がない︑いまの人は自分の
生活を楽しむということを一番に出

ますけどねえ︒

それではね︑つまらん人生やと思い

いまの時代は楽して儲けるというの

しますやろ︑それが時間にしばられ

つワ
ム／

たら︑いろいろ制約をうけると出来

京ごふく

わたし鋤
チャレンジ

大阪府立婦人会館長

津村明子

底浅くの大阪府へ

￨

や〃
11鰯

１

印代からのとらはｌゆ

謝しています︒

話はかわって︑このたび二十八年

間のＮＨＫ生活に終止符を打って︑

この四月一日に大阪府の職員に転職

﹁京都で学んで大阪で働き︑神戸
に住む﹂と言うのが関西人の理想の

いたしました︒大阪府からの突然の

おさそいで︑﹁ＮＨＫでの経験を︑

府の女性政策の分野で生かしてほし

私は小学校五年生︵当時は国民学

生き方だと聞きます︒

校︶の時︑芦屋市で戦災にあい︑大

い﹂とのことでした︒

たとはいえ︑極度の食糧難だった事

を定めました︒京都は戦災から免れ

れて放送番組を作り続けることはた

親しんできた同僚や後輩たちに囲ま

は六十歳︒このまま︑これまでなれ

私はいま五十三歳︑ＮＨＫの定年

阪府大東市︑和歌山県橋本市と転々

を思い出します︒その後︑万博の年

っぱいあります︒

やすいことです︒やりたい番組もい

として︑翌昭和二十年に京都市に居

の昭和四十五年まで二十四年間京都

した︒

親しい友人たちもみんな反対しま

市民としてお世話になりました︒

高校に入学するやいなや︑担任の

中でもショックだったのは︑当の

先生から﹁女の子もどんどん大学に
いきや﹂と励まされ︑一年浪人して

た人を受け入れにくい体質がある︒

たことでした︒理由は︑﹁外から来

きっといじめられて苦労する﹂﹁外

大阪府の女性職員たちから反対され
らん﹂﹁大学に行くような女は嫁に

いていの地域では︑﹁女に学問はい
貰い手がない﹂などと保守的な進路

部の人にポストを奪われたくない﹂

京都大学文学部に進学しました︒た

指導が多かったときき︑進取の気に

などでした︒
長年︑共働きを支えてきた夫も︑

反対者の一人でした︒

あふれていた京都に来てほんとうに
良かった︒今の私の基礎は京都の中
学校︑高校時代に築かれたのだと感
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てきたんだから︑この上知らないと

﹁もうＮＨＫでもだいぶがんばっ

ところを︑スピーディーに仕事を進

もおつかれさまでした﹂と言うべき

もありがとうございました﹂﹁どう

のテンポが落ちてしまいます︒

にリラックスできますが︑少し仕事

府ではみんなが大阪弁なので非常

﹁どうも︑どうも﹂と簡略化してし

める現場感覚から︑﹁どうも﹂とか

間やって来ました︒他のグループで

教育・教養番組ひとすじに二十八年

私は︑ＮＨＫ入局以来︑いわゆる

ころへ行って苦労することなんかな
い︒もうそろそろゆとりを持って仕

まっているのです︒アナウンサーな

の芸能番組︑報道番組などがありま

で幅が広いのですが︑ＮＨＫの仕事

は︑ドラマや音楽︑お笑い番組など

のつけ方は︑最初に新人で配属され

オから出てくると﹁どうもでした﹂

人の電話や挨拶でやたらと耳にする

た分野に一生いるケースが多いので

どは︑ニュースを読みおえてスタジ

のが﹁えらいすみません﹂・最初の

す︒仕事のおぼえ方は︒先輩のする

けれど︑私の決心は大阪府からお話
があった時︑ほとんど決まっていま

うちは﹁どうしてこんなにあやまっ

通りをまね︑少し実力がつくと自分

ょうの料理﹂から﹁ＮＨＫ特集﹂ま

てばかりいるのかしら﹂と思いまし

す︒教育・教養番組といっても﹁き

府の女性政策に係わって府民の女性
と直結することは多いにやりがいが
あること︒ＮＫＨでは私の後任にた

たが︑だんだんなれてくると︑それ

わゆる徒弟制度で︑ディレクター養§

独自のテクニックを加えていく︑い

と挨拶することもあります︒

ぶん新しい女性が採用されるだろう

が大阪府職員の常套句であること力

︑大阪府の職員になって︑まわりの

こと︑などが理由でした︒

わかってきました︒ＮＨＫの﹁どう

した︒民間からの人材導入が大阪府
始まって最初の例であること︒大阪

事をした方がいい﹂と言うのです︒

寺︑１

ＮＨＫも合理化による人手不足の
折から三月二十八日まで普通に仕事

も﹂は︑大阪府の﹁えらいすいませ

成のマニュアルはありません︒

をし︑四月一日付で大阪府立婦人会

細かい専門分野があり︑番組グルー

教育・教養番組の中にも︑もっと
ラジオやテレビのお笑い番組で︑

が︑現在では﹁生活情報﹂﹁生涯教

プは時代の波とともに変わります

育﹂﹁学校教育﹂﹁科学産業﹂にわ

かなり大阪弁は行きわたりました
とで︑日常会話となると︑アクセン

かれています︒これらの垣根は比較
的低く︑部内の異動は頻繁です︒１
しいそうです︒

トや抑揚はかなり真似るのがむつか

が︑やはり︑特徴的な部分だけのこ

ん﹂に相当するわけです︒

館長に就任しました︒

﹁どうもどうもの世界から﹂︑

﹁えらいすみません﹂の世界へ
ＮＨＫでは︑仕事や打ち合せが終
った時や︑電話での話を切る時の常
套句は﹁どうも﹂なのです︒﹁どう
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転勤の対象になっていず︑最近にな

入局当時はまだ女性ディレクターは

局に腰をおちつけてしまいました︒

ですが︑私はついに二十八年間大阪

の移動をともなう︶をするのが普通

や広報については業者への丸ごと発

との学識経験者への諮問︑イベント

いるのかを見ますと︑セクションご

です︒仕事上の専門性を何で埋めて

して汎用的なのか大きな疑問の一つ

強いのに比べて︑地方公務員はどう

ます︒国家公務員がかなり専門性が

えば婦人会館から税務へ︑次は学校
事務︑統計︑福祉とポストが変わり

ております︒

依頼が相次ぎ︑大車輪で走りまわっ

主催する講座やシンポジウムに出席

は︑近畿各府県の市町村や公民館が

だく貸し館業務があります︒私自身

やホールを一般府民に利用していた

電話︑面接による相談業務︑会議室

まされるほどでした︒このほかにも

り︑そのうえ毎回テレビの取材に悩

って﹁男女雇用機会均等法﹂がらみ

注のケースが多いようです︒

婦人会館は設立二十五周年になり

さらという感じで︑もう一人の同期
の女性ディレクターと共にどっかり

ますが︑初期のおけいこごとの講座
の受講生たちは︑個々に自主グルー

な存在になりました︒

と居座り︑さながら古池の主のよう

プを組んで活動を続けています︒

現在︑婦人会館の主催する講座は

先機関﹂との間に何となく差別感が

大阪府職員も転勤が厳しく︑三〜
四年きざみで部署をかわることをは
じめて知りました︒﹁本庁﹂と﹁出

で︑新館長の顔を見ようと応募した
人︑ビデオカメラに挑戦しようとい

は︑私自身が講師を務めましたの

企画しました︒中でも︑ビデオ講座

座﹄﹃カウンセリング講座﹂などを

の啓発﹂﹃女子学生のための就職講

とに︑﹃ビデオ作成による女性問題

めざして前進できれば幸いです︒

用もふやし︑ともに府政の活性化を

奪われたというような狭い受け止め

民活で大阪府の女性のポストが一つ

んなにうれしいことはありません︒

組織の接点になることができたらこ

出ませんが︑まったく異なる二つの

四月以来︑私はまだ異邦人の域を

す︒

るのと大いに異なり︑大阪府の人事

あること︑ＮＨＫが専門職集団であ

う人などで︑予定数を大きく上回

﹁女性学セミナー﹂のタイトルのも

は︑できるだけたくさんの部署を経

方でなく︑どんどん女性の管理職登

験することを目的にしています︒例

何となく感じる差別感

いま︑一番欲しいのは︑責任のあ
るお話をするための学習の時間で

のキャリア政策の中で︑東京への転
勤のお勧めもありました︒が︑いま

男性は三〜四年で広域転勤︵住居

’

Ｌ

欲

し
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い

学

モーツァルト室内管弦楽団の一行

が向こうに知られるようになり︑今

などはしていないとのこと︒西側に

である︒主催者に問うと︑特に動員

くらべ娯楽に乏しいお国柄とはい

回の招聰となったものである︒

ものになっているからであろう︒

え︑芸術音楽が地についた日常的な
町寺︑

聰国までの往復の渡航費はこちら力

満席の会場にもまして感動的だっ

この種の海外公演の常として︑招
負担するというのが条件となってい
る︒われわれの場合半額を楽団員の

いえない暖かさである︒ドレスデン

での演奏会は八時に始まり十一時近

たのは︑東ドイツの聴衆のなんとも

くまでかかる長いものであったが︑

個人負担としたが︑残る費用をどう
た︒さいわい︑京都財界有志や一般

中座するひとは見当たらず︑拍手が

して捻出するかが最大の問題であっ
のファンの方々からの御寄付によっ

ルで行われた︒ベルリンのシャウシ

公演は大小︑新旧さまざまのホー

に呼び戻されるという︑日本ではま

あとも鳴りやまぬ拍手にひとり舞台

何度か︑オーケストラが引っ込んだ

延々と続いた︒私個人はこの旅行中

ュピールハウス︑ドレスデンのヒギ

だいた︒

ず出会えない感激を味わわせていた

い︒

て賄うことができ︑感謝に堪えな

ら十三日まで同国内の演奏旅行を行

省の招聰により︑今年の六月一日か

エネムゼウム︑ドレスデン近郊の有

四十二人は︑ドイツ民主共和国文化

った︒一九七○年の楽団創立以来初

名な磁器の町マイセンの古城アルブ

この旅行で得た貴重な体験を財産

めての海外演奏旅行である︒公演は

させるとともに︑地域文化のなかで

として︑今後の演奏活動をより充実

レヒッブルク︑ヘンデルの生地ハレ
のブールヴァール・ホール︑ライプ

の演奏のありかた︑聴衆との関わり

ヒなど主要都市を含む東ドイツの十
都市で行われた︒

ッィヒの有名なゲヴァントハウスな

合いといった面で一層の模索を続け

ベルリン︑ドレスデン︑ライプッィ

モーツァルト室内管弦楽団と東ド

である︒

われわれにとって大きな驚きだっ

門良一︵京都産業大学教授︶
モーツァルト室内管弦楽団常任指揮

どは東ドイツの代表的な音楽ホール

レ・ドレスデン主席奏者︶が八三年

たのは︑それらすべての会場が満員
であったことだ︒知名度ゼロの日本

者

イツの結びつきは︑ホルンの名手

に来日した折の共演に始まってい

のカンマーオーケストラの初公演が

なければならないと考えている︒

る︒ダムとの共演はその後八六︑八

〆

ぺｌター・ダム︵シュターッカペ

八年と三度に及び︑われわれのこと
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…
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り柄の軽い女性ではない︒アメリカ

﹁身体と精神の関係は︑心理学で
も研究課題なの・・身体を動かすこと

も行動的になりますね︒でも厳しく

びこむ︒

身体を動かすことが大好き人間︒

ても楽しい教え方が大事なんです﹂

によって人間は積極的になり︑性格
といっても決して︑行動力だけが取

！

に情熱を燃やし︑爽やかな新風を呼

京都生まれのアメリカ育ち︒ダン

長岡京市での公演(1 1月3日）

の大学で心理学科ダンス専科博士課

畿識蕊蕊

程を卒業した︑一味ちがう女性だ︒

や

ス・アーチストの高安マリ子さんは

鐸

鰐墨＝
情熱を
』

三十歳︒今︑京都で新たな芸術創造

古都の伝統牛かし
新しい創作ダ ンｽに

笑顔をふりまきながら語る︒幼い頃

﹁格子戸のある風景が好き︒そこ

の京都を語ってもらった︒

にツバメの巣を見つけて︑何とも言

えない情緒を感じました︒路地のな

かに︑コカコーラ自動販売機を見て

合うのが京都なんでしょうね﹂

古いものと新しいものとの調和が似

彼女は伝統を大切にしながらも︑

その一つに︑きものをダンスにとり

常に新しいイメージを追い続ける︒

いれたりする︒京都での原体験と︑

自由な青春時代を送ったアメリカで

の生活が見事に一致︒着物は一見非

﹁着物は大量生産では得られな

行動的な気がするがＩ︒

い︑繊細な美の感覚があります︒で

も活動的ではないのは事実でしょ
う︒ですから着方を工夫すればい
い︒アメリカでハイヒールでボウシ

をかぶってダンスに使いました﹂

伝統を時代にマッチさせるように

絶えずチャレンジをする姿勢がこの

﹁日本のものは︑性能がよすぎて

人の持ち味だ︒

遊びがないし︑個性も感じられな
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癖

議鋳
驚藤峠袖

溝

2噌鍛

騨

ダンスしているときはいつも輝いている
スポーツはなんでもこなす

京笥R生まれの元ﾒリｶ育ち高安マダ子鋺，

い︒それに能力のある人を育ててい

では京都と聞けば︑そこの住民は伝

く姿勢が弱いように思えます︒欧米

っていますよ﹂

統と芸術に造詣のある人ばかりと思

自然との出会いを求め

彼女は幼い頃から︑挑戦する生き

方を選んだ︒それを保証したのは親

の温かいまなざしであった︒剣道︒
馬術・バレエ・スケート︑茶道・華

道など︑娘の適性をみつけるために

そして︑日本の学校では個性が開

親はあらゆることに打ち込ませた︒

た︒そのために英語の修得に情熱を

花しないと︑アメリカ留学を考え

燃やす︒小学校の頃︑家の近くの二

条城に通い外人観光客相手に英語の

武者修行に励んだ︒中学校の頃に

は︑英語で詩を書くまでに実力をつ

﹁私は医者になることが夢っだた

け︑教師を驚かせた︒

の︒でも︑日本の大学はアメリカの

物真似ばかりで︑物足りなかったか

壷ら・・・﹂
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篭
難

トランド州立大学で心理学科ダンス

た︒十六歳︒ハイスクールからポー

きな夢を乗せてアメリカに飛び立っ

入︒そして二年後︑小さな身体に大

彼女は一九七二年︑神戸のカナデ
ィアン・アカデミー中学三年に編

な状況に陥ったこともある︒ダンス

という︒

れたように思えます﹂

があるの︒野生の動物とも友達にな

ると︑自然が母のように感じること

に染みました︒何日も一人で山にい

方に暮れているとき︑インディアン

だが︑そんな彼女も危機的

雪山で遭難しかけたこともあった

京都の中心四条烏丸明るく楽しいスタジオです。

忌詞遇

Ｎ万４１１

孟冠浸酋銅

１

わせ下さい。

に助けられました︒人の温かさが身

もと行動的な人だから︑その進路は

W

︑隙

四条スタジオへお問い合

大同四条ビルBIF〒600

．

専科をえらんだことから︑しだいに
ダンスの世界にひかれていく︒もと

いうケガを負った︒二一歳だった︒

深い挫折感︑夢が消えかけた︒病院

界にデビューした頃︑股関節脱臼と

が彼女の内面では見事に結実してい

の白いベットで苦悩の日々を送っ

必然だったかもしれない︒心理学と

た︒アメリカに滞在中は︑数々の経

た︒が︑一人の少年に出会った︒彼

ダンス︑一見無関係の分野のようだ

験を積んだ︒それはまさにヘゴーリ

そのあと演出と振り付けで活躍︒

の両足は義足だった︒

したといってよい︒大いなる旅は︑

キが理想とした﹁私の大学﹂を体験

また︑︲ベトナム戦争で心身を深く病

んだ人々や︑障害を背負った子供た
ちにダンスを応用し︑治療に力をそ

﹁私にとっておばあちゃんは︑か

《くわしいお問い合わせは下記まで》

京都市下京区四条烏丸西入ル北側

腱(211)8392

※各所スタジオについては、

l

ll

ll

l

司直巴

（シャワー･ロッカールーム完備）

多くの出会いがあり︑人を豊かにす
を自覚させてくれる︒そこには︑管

で生活できる基礎ができたが︑故郷

そいだ︒このままアメリカでダンス

る︒また自然との出会いは命の尊厳
理された教育では得られない魂の触

それは祖母との永遠の別れがキッ

京都に帰ることとなった︒

れ合いがある︒

彼女は学業に励む一方︑一人旅を

けがえのない人でした︒亡くなる寸

カケだった︒

﹁大鹿に追い掛けられて︑馬にし

るロッキー山脈まで足を運んだ︒

好んだ︒あるときは︑馬を友に母な

がみついて逃げました︒深い森で途

●見学及び体験レッスン歓迎。

四条過り

｜

,序

●入会は随時受け付けております

E

ソアター

ダ￨ンス

マーリア子
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て自分の夢を多くの人に伝えるのが

と聞きました︒それで︑京都に戻っ

前に︑私の名前を何度も呼んでいた

京︑大阪などダンススタジオを訪ね

いたのは日本の閉鎖性であった︒東

に帰国︒しかし︑彼女を待ち受けて

十一年間の滞在生活をへて五年前

しさが見えないのでは︒また︑世界

識が強すぎて世界の大きさや素晴ら

に京都の伝統と心理学を生かし﹁静

あって︑四条烏丸で﹁マリ子・ダン
スシァター﹂を開き︑後輩にジャ
ズ︑モダン︑エアロ等を指導︒さら

ざした︒仕方ないので︑親の援助も

いる︒芸術を通じて京都の文化に新

で表現する新しい創作に取り組んで

今︑マリ子さんは心理劇をダンス

が見えないと思う︒京都にいても世
界を感じてほしい﹂

を過大評価すると日本の素晴らしさ

﹁多くの人は︑日本人としての意

点ではなかろうか︒

なのは地球的規模から京都を見る視

義務であり︑使命であると帰国する

索している︒

と動﹂を表現する新しいダレスを模

ては非常に冷酷な面を持つ︒それを

る︒伝統文化は︑新しい創造に対し

風を吹き込むために精力を注いでい

歴史の重みが残る町︒

能が要求される︒が︑マリ子さんは

乗り越えるには︑かなりの情熱と才
﹁東京は軽いと思います︒確かに

その障害をきっとクリアするにちが

証かもしれない︒

マリ子さんの生は︑そのことの実

教えるとは︑共に夢を語ること﹂

﹁学ぶとは︑真実を胸に刻むこと︒

ンは死ぬ直前に語った︒

革命詩人といわれたルイ・アラゴ

言えるような人間になりたい﹂

﹁死ぬ時には︑いい人生だったと

いない︒

情報はすごく多いですね︒でも︑消
化されていない感じ︒ニューヨー
ク︑パリ︑ロンドン︑ミラノなど世
界の都市と比較すれば情緒がないよ

うな気がします︒戦災で焼けて
︽味︾もなくなったのでしょう︒そ

の点︑京都は歴史の重みが残ってい
ます︒でも︑このまま放置すると東

なかなか厳しい指摘だ︒今︑必要

京のようになってしまうのでは﹂

ユタ

たが彼女の経歴を見てどこも門を閉

ことになりました﹂
後輩の指導に汗を流す

一一一一国

●長尾憲彰

今や：；
形骸化した
空

問われる

市の背信行為

しかし同時に心の充足をそれと同じ重さで求めてきたのが
その日本人のｌｌとくに庶民の宗教的心情でありくらしの
哲学でありました︒この場合心の充足とはたんなる個人意
識のことではなく人間関係の調和ということです︒しかし
高度成長は︑経済至上の方向を走りましたから﹁安﹂と
﹁楽﹂とのバランスが崩れ︑﹁楽﹂つまり便利さ︑物質的

向上にかたよってしまいました︒ｖ︲

心を持つことのない生活者です︒権力や地位にも関係なく︑

カしい古都税騒ぎだった︒同じように長期間もめ続けてい

今川市政︑二期︑七年余︒この間の六年にもまたがって
市民の注目︑関心︑怒りをあつめ続けたのは︑あのバカバ

︵甲田寿彦﹁デリー大学助教授サマビトリ・ビシュワナ
タン女史との往復書簡﹂﹃争点﹄一九七七年秋号︶

いちばん身近な近隣社会から︑二百戸︑三百戸の﹁むら﹂

缶条例制定までの四年間︑とりわけ︑京都市空き缶条例專

しかし零落し果てたこの京都にも︑逗子同様︑全国から
の熱い期待と与望を誇らかに担った一時期があった︒空き

いほど恥ずかしい︒

多くの金を血眼になって追いかけるようなこともしません︒

づいていたことはたしかです︒ｖ
八経済的にらくになることは普遍的な願望であります︒

あり︑くらしの哲学ともいえますが︑日本の歴史の中で息

社会で︑犯さず犯されずほどほどに生きるのが﹁安楽﹂と
いうものでした︒これは仏教からくみ上げた庶民の心情で

る都市に逗子市がある︒だが︑その内容や︑市民︑市長の
応対ぶりを比較すると︑京都市民としては顔も上げられな

八庶民といわれる私たちはいつの時代でもおおそれた野

例

提
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門委員会がデポジット・リファンド制を評価した中間答申
から︑これを不服として政治的対決に終始する業界とやむ
なく妥協した最終答申まで１１の︑いわゆる﹁空き缶戦争﹂
の六か月である︒

それまでの京都市政には絶えてなかった特色が見られる︒

船橋前市長の﹁空き缶回収条例﹂︵企業の回収・再資源
化責任を強調して使われた当初の略称︶制定の手法には︑
まず第一に︑自治体での条例化の動きに先立って︑市民運
動の展開があったこと︒つまり︑市民︑生活者主導の自治
体立法だったこと︒第二に︑現行法に上乗せの形を取りな
がら︑国の立法に先行するものだったということ︒
この種の自治体立法は︑六○年代末から七○年代前半に
かけて︑都市・公害問題の激化に伴い各地で活発化したが︑

その後︑中央集権的風潮が強まる中で立ち枯れて行ったも
のである︒ただ京都の場合︑身近な先例として武村前滋賀
県知事の合成洗剤追放住民運動への相乗りがあった︒両者
とも︑所期の目標より後退し妥協に終った点まで似通って
いる︒

しかし﹁びわ湖富栄養化防止条例﹂の方は︑とにかく妥
結案通り実施されているが︑﹁空き缶条例﹂の方は︑そう
簡単には運ばなかった︒両条例の産業界全般に与える影響
の違い︒﹁空き缶条例﹂制定直前︑船橋市長が倒れて空白
期間︑混乱期間が生じたこと︒その後継者が御し易い今川

率⁝蝋

職総

璃啄

鶏．

卿

声鞍淑鷺墜
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蕊

氏だったこと︒妥結によってデポ制と世論という業界にと
って何よりも怖かった市の武装が解かれ︑行政と市民の関

係も平常に復したこと等々︑多くの市にとって不利な要因

塵ヨ

ｿ

−部地域で始められた空き缶分別回収

が︑業界を再び強気に転じさせ︑今川市長その後の迷走と
相まって︑﹁空き缶条例﹂の方は制定後まる七年︑未だに
完全実施には至っていないのだ︒それどころか︑業界との
論争妥結時に合意を見︑条例制定時に市会および市民に説
明された条例の基本理念まで︑かの古都税騒ぎの中ですっ
かり形骸化されてしまったのである︒

メーカーの消極姿勢も
まず︑完全実施されていない実態はどうか︒①家庭ごみ
の分別排出︒これは七年経った現在でも︑まだ実験と称し
て四区と一地域しか行なわれていない︒②﹁指定容器﹂の
告示は︑その後使い捨てびんやプラスチック容器が急増し︑

﹁審議会﹂でも再三意見が出たにも拘らず︑未だ缶だけに
とどまっている︒③条例中︑唯一具体的細目まで条文化さ
れていた自販機届出制の実施すら︑現在有名無実の状態で

ある︵注表参照︶・
つぎに︑条例の基本理念を形骸化するような市の方針転
八五年五月︑条例制定以後三人目の清掃局長︑大西盛治氏

換︑市民への背信行為をわれわれがはじめて知ったのは︑
との懇談会︵ごみ問題市民会議主催︶の席上である︒この
とき大西局長はＡ私は条例制定後に就任したので経過はあ
ずかり知らないがｖと前置きし︑次のような発言をしてわ
れわれを驚かせた︒八再資源化は市の責任においてやる︒
条例による総合施策では︑事業者との共同組織の活動は︑
重点地域の環境美化の範囲に限られている︒ｖ︵﹁ごみ公

だが︑大西氏があずかり知ろうと知るまいと︑経過の跡

論﹂６号記載議事録より︶
は歴然と残っている︒

八一年二月︑中間答申のデポジット制を棚上げし︑これ

に代わる﹁総合施策﹂案を根幹とした﹁最終答申﹂が公表

された︒当時業界がこの答申を高く評価し歓迎したことは︑

新聞各紙が報じている︒だがその﹁最終答申﹂には︑八事

業者の責務ｖとして︑八︵１︶﹁総合施策﹂に基づく﹁指

定容器﹂の散乱防止︑回収及び再資源化︒︵２︶散乱防止・
回収及び再資源化に関し︑共同責務を履行するための組織
いる︒

化︵﹁事業者共同組織﹂︶とそれへの加入ｖがうたわれて

さらに同年十月︑今川新市長最初の市議会に条例案が提
出された際︑﹁総合施策︵第十条︶﹂への説明資料︵市清
掃局名︶が同時配布されている︒これは施策根幹部分の具

体的細目が︑制定後事業者を交えて作られる﹁審議会﹂の

審議待ち︑という異例の条例案となったため︑市がその審
たものである︒

議会に諮問する腹案の大綱を︑予め市会に資料として示し

はいずれも︑散乱防止だけでなく回収・再資源化の面でも︑

さらにまた︑条例制定後にも︑市が市民へ各戸配布した
色刷りパンフレット﹃京都市空き缶条例﹄には︑上述フロー
図と同じ趣旨のイラスト入解説が掲載されている︒これら

事業者が市と共同責務を分かち合う内容となっている︒当

時の新聞解説も︑﹁最終答申﹂公表時と同様︑﹁第三セク

ター方式﹂として報じている︒

38

匿司

「グー出言訂E」ロ＞言雲

62．7％

調査数53
有39

(同上）

73．5％

議霧鰯
篭
市役所周辺

調査数53

易…

調査数198

有114

(同上）

…
鯵
左京区内

もう一つの証檬を付け加えよう︒条例実施後三年目の八

四年六月二十七日には︑朝日新聞が夕刊の一面をさいて﹁成

果上がらぬ空き缶回収︒京都市条例施行からまる二年﹂と

の中で︑市の木下稔担当助役が業界への憤感をぶちまけて

いう﹁検証﹂記事を掲載した︒すべて順調とする事業団報
告とはおよそ裏腹の実態を︑詳しく報じたものだった︒こ

いる︒八極論すれば︑メーカーは︵美化︶事業団の経費の

半分を負担しているにすぎない︒再資源化にまで積極的に
責任をもってもらいたい・ｖ

前記大西新局長の転向宣言は︑この助役発言の一年足ら

ず後ということになる︒従って︑この一年足らずの間に︑

市民も審議会も市会もあずかり知らない所で︑業界と市と
の間に何らかの取り引きがあったと見るしかない︒

市民会議の結成へ

時あたかも古都税騒ぎの大きなヤマ場︑市の条例施行に

関する申請書類が府から自治省に移り︑水面下の政治工作
合戦が熾烈化︑更に情勢不利と見た仏教会側がひそかに西
山氏を抱え込み︑市長選前のマッチ・ポンプ作戦に華々し
く打って出た時期だ︒それはまた︑再選が危ぶまれ出した

大西局長発言以後の筋書進行は︑世論風化の進み具合を

市長と︑空き缶条例つぶしの橋頭壜だった商工会議所正副
会頭との蜜月の時期でもあった︒

にらみながら︑間延びするほどゆっくり︑さりげなく事務
的に運ばれた︒再資源化工場ｌただし市の八六年度予算で
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ドのデータのみ信をおく厚生省の危険極まる﹁安全宣言﹂

線となるやに見えた︒だがこれも︑八五年七月︑業界サイ

で︑全国自治体の折角の起ち上がりも押え込まれてしまっ
たのである︒京都市・関東知事会の空き缶︑乾電池︑塩ビ

建設︑経営は身障者授産施設﹁横大路学園﹂への委託︒こ

のみ︶︑三月︑件の如く予算市会を通過︑八七年五月より

の計画は八六年二月︑件の如く審議会を通過︑三月︑件の
如く予算部会を通過︵反対意見は高月紘︑角倉太郎の両氏

の間には無力感と無関心が拡がっている︒その間に環境・
廃棄物行政の方はますます産官癒着︑官僚的中央集権を強

文明の批判的視座

進んでいる︒

化し︑最大生産︑鰻大能率︑最大消費の産業体制づくりが

の汚染問題︑フェニックス計画強行と相つぐ挫折から︑人々

稼動している︒家庭ごみの分別排出については︑八七年四
月より︑上京︑中京︑東山区で︑八八年九月には山科区︑
伏見醍醐地区が加えられ︑実験的な実施にとどまっている︒
当然︑大西局長以上に条例制定の経過などあずかり知らな
い大半の市民は︑これまで進捗しなかった﹁再資源化対策﹂
がこれでやっと動き始めたものと︑単純に受け取ったにち

人々はこの巨大な体制の中で︑能動制を封じられ︑ひた
すら体制が作った消費の欲望を追及して無力感をいやし︑

もちろん︑条例制定経過に詳しいごみ問題市民会議の面々

がいない︒

は︑そう甘くはない︒﹁京都市ごみ問題市民会議﹂は︑八
三年六月︑条例制定運動の主力部隊となった第二次市民参

ある︒

逆で︑物と体制への依存をより深めているにすぎないので

十一年前の七七年十月︑われわれが空き缶のデポジット・
リファンド制の条例化を市と市議会に要求した時︑私の脳

あたかも物の主人になったつもりでいる︒しかし実はその

足したものだ︒

加組織﹁京都市散乱ごみ対策協議会﹂が発展的に解散し︑
条例の適正実施の監視と協力を推進する市民団体として発
条例実施直後の一年余の動きには︑早くもうさん臭いも
のが漂い始めていた︒こうした共通の危機感が市民会議結
成への動機となっている︒

①デポジット・リファンド制を確立することにより︑消

裡には次の三つの狙いがあった︒

費者と生産者にごみ処理の痛みを分有させ︑使い捨て文明

市民会議の活動以外にも︑京大の群嶌︑高月両先生︑そ
れに私も加わって︑消え行く世論の火を掻き出すように︑

への自覚的制御を学ばせること︒

③市民自治の復権︒産・官体制という強大な力を相手に

ることで︑地方分権を前進させること︒

②地方自治の復権︒国に先行する自治体立法を成功させ

講演活動︑雑誌︑本への寄稿などに励んだのもこの時期で

ある︒八二〜三年頃より急浮上し︑忽ち全国的に社会問
題化した乾電池と塩化ビ −１ルによる水銀︑ダイオキシン
汚染は︑再度適正処理困難物に対する企業責任追及の導火
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雷

当時の清掃局長︑渭水武彦氏がまずこれに共鳴して下さ

回す運動方式として︑市民参加を持ち込み︑これを定着さ
せることで︑永年のオール与党体制がもたらした行政と市
会のなれ合い︑市民不在の市政体質を変えること︒
った︒われわれは慎重な船橋市長の出方を心配していたが︑

市長の隠された反骨精神を知る清水氏のはからいで︑初め
ての市民参加方式も採り入れられた︒おかげで現在の市役
所では考えられないような︑創造的な市民体験をもつこと
ができた︒運動は結果として失敗したが︑その中で多くの
市民が身につけた経験は︑結果以上に貴重なものではなか

つ︵︾Ｏ

ったか︒これを証明できるのは︑今後の行動にかかってい
今年の春︑ごみ問題市民会議は解散に踏み切った︒今川
市長・大西局長︵現在外部団体アバンティ社長︶による背
信的な条例空洞化後も︑なお会の一部に残る行政依存色を
払拭して︑今一度まやかしの空き缶条例を空き缶回収条例
に戻し︑デポジット・リファンド制への市民運動を再開で
きる組織とするためへ現在鋭意準備を進めているところで
ある︒︹準備会事務局は市役所の向かい﹁グループ・市民
の眼﹂トミタヤ・ビル四階電二二・Ｏ八三七︺
市長選を前にして︑われわれは最も効果的な行動をとれ
る時期に入っている︒まやかしの方式を後生大事に抱える
ことは︑後から出来るものの前進まで妨げる・貴重な経験
がまだ生きている内に︑使い捨て文明の中毒がこれ以上進

しるこの人は底抜けの楽天家やからなぁ﹂私は歯の欠けた
口を大きくあけて呵々と笑った︒彼も底抜けなのである︒
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行しない内に︑われわれは急がなければならない︒
最近︑私のすばらしい友人がぼやくように云った︒﹁何

円高の影響で再処理施設も休眠状態。常寂光寺

ソキョンシク
ｿジュンシク

徐兄弟3人に
とづての

原都,とは
情況からの発言

徐京植さんに聞く

ききて一谷本さやか

﹁私は兄たち二人を片時も忘れることのできない生き方の
モデルとして持ちながら︑まだ︑今でも迷いながら京都で

ｿｽﾝ

ｌご兄弟皆さん京都生まれの京都

祖父母の時代から京都に
役七年に加えて非転向を理由にした

京都との関係の話をしますとね︒

育ちですか︒

たちの父方の祖父母が一九二○年代

京都とは私たちは因縁が深くて︑私

に阪急電車の西院から大宮までを地
ソソキョンシク

この二人の兄を家族の中心となっ

んですよ︒

下に掘る︑地下鉄工事のために来た

Ｉ連れてこられた？

て支えてきた京都在住の弟︑徐京植
っていただいた︒

さんに﹁兄弟にとっての京都﹂を語

プ︵︾Ｏ

んは今も大田矯導所に投獄されてい

テジョン

獄だった︒しかし︑無期囚の徐勝さ

保安監護十年という獄苦のすえの出

とともに逮捕されてから十七年︒懲

透スパイ事件によって兄の徐勝さん

暮らしているというところです四徐京植さん
京都で生まれ育った在日韓国人︑

徐さん兄弟︒小誌の創刊号でも日高
ソジュンシク

六郎氏が﹁徐俊植さんの出獄メッ
セージ﹂という一文を寄せて下さっ
ソスン

ている︒良心の囚人として知られる
して本国で逮捕された最初の政治犯

徐勝︑徐俊植兄弟は︑母国留学生と

放された︒一九七一年の春に学園浸

化の嵐の中︑徐俊植さんはついに釈

今年の五月二十五日︑韓国の民主

であった︒

徐勝､徐俊植､徐京植
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連れてこられたというよりも︑強
制連行というものが始まるまでに︑

の事をいいますとね︒徐勝はある程

へ行ったから︑手紙などでも京都へ

度成熟して︑大学も出てから向こう

の愛着をとても素直に現わしていま
す︒この手紙︵大田矯導所・一九八

た︒

たこともあったけれど︑だいたい右
京区を中心にずっと暮らしてきまし
私や徐俊植が生まれたのは︑右京
区花園という所です︒妙心寺とか花
園大学の近くで︑当時は京都工繊大

で最も美しい下鴨から岩倉あたりま

ァ︑向こうで百姓で喰い詰めてね︑

学があって︑その裏門の所です︒今

での清らかで穏やかな風景が想い浮

まだこの後︑十年ほどあります︒︒ま

今でも西院とか西大路三条とかあ

は団地になっていますが︒その小さ
な家でみんな犬の子のようにして暮

ことです︒

んか︑飯場の仕事に来て︒京都とは

て︑京都に対しては非常に愛憎綾な

で︑京都市内を転々として生きてき

九年に嵐山に移った︒そういう形

よく書きます︒それは正直な気持ち

懐かしいとか︑好きだということを

渭滝とか嵐山とかね︒そういう所が

こういう風に︑たとえば鳴滝とか

書いてますね︒

かぶ︒いつその美しいところを散策

八年七月二十六日︶を見ると﹁京都

の辺に私の同胞が多いんですが︑そ

することができるだろうか？﹂と︑

そういう仕事に応募してきたという

の人たちのルーツを手繰るとあの土

らしていました︒

それ以来︑一九二八年以来の縁で

す気持ちですね︒やはり好きだとい

それから中京区の円町に移り︑六

木工事に来たケースが多いです︒地

す︒今年で六十年たったわけです︒

下鉄工事の人夫︑まァ︑人夫頭かな

Ｉその間︑ずっと京都ですか︒

が裂けてもそういう事はいわない︒

下の兄︑徐俊植の方はね︑絶対口

だと思います︒

だから心の中でそう思ってないかど

うか知らないけれど︑京都が懐かし

Ｉその愛憎綾なす京都を語ってい
僕のことはさて置いて︑兄貴たち

ただけませんか︒

ります︒

う気持ちと憎らしい気持ちと両方あ

夕ロ

京都府内を転々としたけれども︑

京都府外で暮らしたことはないんじ
ゃないかな︑わたしたち一家は︒戦
争の激しい時に周山︑今の北桑田郡

京北町︒そこで半農半商で暮らして

いちその半天Ｌい一所を助藍眼できるだろ員フか﹂大田矯導所からの手紙

‘3

豆果都で最も美しい下鴨から岩倉あたりまでの
清らかで穏やかな風景が想い浮かぶ．
徐勝さん

●情況からの発言

いとか︑京都が美しいとか絶対に言
わない︒本当に二人は違います︒ど
ちらがいいとは言えないけれど︑徐

俊植は︑出獄後のインタビューで
﹁自分の中の日本的なるものをアル

コールで拭いてしまいたい﹂という
ぐらいの人間ですから︒過去十七年
の間にたくさんの手紙が来ました
が︑そういう事を言ったことは一回
たとえば︑親が懐かしいというこ

もないんです︒

とは言いますけれど︑自分の幼少期
を過ごした所へのノスタルジアとい
うことを素直な形でなく︑屈折した
形で現わしますよ︒

ｌ比哺的にですか︒
そう︒たとえば自分たちが育った

徐京植さ

の中にはそういうイメージとしてあ

だという︒そうでもないんだけど︑

階級が平穏な暮らしをしている地域

京都の花園という所は︑いわば市民

１１ほかのご家族の方はどうです

な感じがしますね︒

できない中間を︑さ迷っているよう

にとっては愛だ憎悪だと決める事の

そのような切実さがないから︑私

私の母も京都がとても好きだった

か︒

貧しい地域だったんだけど︑彼の頭
る︒もっと民衆的なもの︑もっと貧

んです︒母は一九八○年に第二日赤

しい人々の中にいたい︒自分は穏や
かな安穏無事な生活を自己否定して

で︑よく病院で外出許可されたら︑

病院で死にましたけど︑京都が好き

る︒

いるという形で︑京都が出てく

車に乗せて広沢の池などいろいろな

たりして︒そんなとき︑いい風景で

所をドライブして︑日向ぼっこをし

ｌ徐京植さんの京都は？
私はやっぱり愛憎綾なしますね︒

んだけれども︑母がその時に語る自

慰められ︑母もその事を喜んでいる

嫌いだと言うより好きですけど︒け
ととういうんでしょうね︒徐俊植の

分の経験談というものは︑とても可

ようにアルコールで日本的なるもの
を拭いとるという事の切実さは︑頭

哀想なものですよ︒

この河川敷の土木工事で私の父親が

た︒そういう話︒嵐山に行くと︑こ

西陣の織り子の時ここで苦労し

で理解しながらもそこまでの熾烈な
そもそも日本で生まれてずっと育

す︒良かった︑美しい︑懐かしい︑

苦労したというような話ばっかりで

経験そのものはしなかったし︒
ってきた三十八年の人生で︑彼らの
ように対象的に突き離して京都とい

きれいなだけではすまないものが︑

う場所︑まア日本と言ってもいいん
だけど︑見る機会がないでしょう︒

ね︒

恨みが込められているわけですから
の中で︑自分の生れ育った場所を思

彼らは自分の祖国の︑しかも刑務所
い返しているわけですから︒

／

イ

●情況からの発言

するんでしょうね︒

ｌ風景さえ︑ほんとうに愛憎半ば
所属しても︑どちらも完全に同化さ

ｍａｎ︑性格の異なる二つの文化に

マン︵境界人Ｉｍａｒｇｉｎａｌ・

一貫したそういう生き方もある︒徐

るかわからないけど︑論理は非常に

したね︑内心はどうすっきりしてい

やっぱり︑この風土やこの景色が

れないでいる︶ですよ︒徐俊植が自
分のことをそう言っているけど︑
我々マージナルマンとして︑マージ

ような生き方もある︒それはまァ︑

から知ろうとする意欲を保ち続ける

の声に満ちているということを︑忘

も︑いろいろなものをいろんな角度

勝のように︑獄中に置かれながら

ナルマン的情況から出発しながら︑

嫌いだというと嘘になりますけど︑

何事かを為そうとするときに︑徐俊

しかし︑一歩踏み込むととても怨嵯

ですね︒

れることができない︒そういう気分

チといえるかもしれませんが︒

良かれ悪しかれ知識人的なアプロー

そういう気分のいわばマージナル

私はそういう兄たち二人を片時も

ルとして持ちながら︑まだ今でも迷

忘れることのできない生き方のモデ

ところです︒

いながら京都で暮らしているという

十七年前の京都は：．︒

京都の話をもう一つだけしますと

ね︒ほんとうに皮肉な話だけども︑

韓国で徐俊植がインタビューを受け

﹁なぜ︑在日韓国人でたくさんの

た時の話です︒

政治犯が捕まっているのか︒その背

景にはどういう事があるのか﹂と︒

実際︑たくさん捕まっていて現在獄

中に三十人ほどいます︒

ｲゴ

植のような非常に果敢ですっきりと

長さん兄弟の母･呉己順さんも嵐山の風景は好きだったという力

私が京都で府京古同校へ通っていた時︑

を見ても教育の制度を見てもね︒

という所は全然塗められない︒国体

ただ︑現在韓国の体制側とか︑中

間的知識人の中で一番言われている

本人が後押しをして﹁自分たちも二

韓国だ﹂という論調です︒これを日

京都の知事は革新知事で⁝陰植さん
その後︑十七年︒日本でどんな事

のが﹁日本の二十年前の姿が現在の

が起こったかを彼はあまりリアルに

で人が死んだり︑いろいろあった︒

日本でも学生連動があり︑羽田闘争

徐俊植は﹁韓国の国内では︑解放

体というものが︑やがて金権主義や

安田講堂もあったんだ︒二十年経っ

十年前は︑今の韓国みたいだった︒

現状追従主義︑生活保守主義とかの

解っ．ていない︒革新知事や革新自治

前で崩れていった状況から離されて

こうなっているんだ︒韓国もそこへ

てみて︑世の中どうなっている？

共主義の風土というものがあって︑

とても神経質な拒否感というもの
が︑社会主義や共産主義という言葉
自体に対してもあったが︑自分たち

いるんです︒彼の頭の中には良かれ

直後に内戦を経験したり︑激しい反

在日韓国人は︑そういうことが比較

悪しかれ︑そういう京都があるんで

にすぎませんよ﹂と︒今︑一生懸命

行きますよ︒そういう道のりの一つ

的自由化されている日本という社会
で育った︒日本には合法的に社会党

言っているわけです︒

す︒

っている徐京植さんは︑彼の発言を
彼はそれを別に無前提に褒めてい

とを言っててもダメなんじゃないか

Ｉ変質の激しいこの間の京都を知

るわけじゃないけれど︑そういう所

という思いがありつつも︑しかし︑

も共産党もある︒だから︑本国の人
のような拒否感がない︒そういうセ

これは韓国という現実の中に生きて

たとえば今年の六月に学生たちが突

ｌそういう見方は多いですね︒で

いろんな誤解が生まれたり︑衝突が

いる人間と︑現実がこのように変質

然﹁南北学生会談﹂をやろうといっ

どう受け止めていますか︒

起きたりする事があるのだろう﹂・

したり︑転落したり︑たくさんの

たでしょう︒その時︑韓国の大人た

ンスを持ったまま韓国に来たから︑

彼はそう言いつつ﹁私が京都で府
立桂高校へ通っていた時︑京都の知

人々が変身するのを見て来た私たち

ちも︑私のような世代でもいきなり

僕の中ではあまりに純真すぎるこ

対する封じ込めと言えませんか︒

も︑それは徐俊植さん的な生き方に

が推した知事が京都にはいたんだ︒

事は革新知事で︑社会党や共産党が
多数派として議会にいた︒その両方

ね︒私は今そういう意味でね︑京都

とは︑少し違うなァと思いました

で育って韓国に行ったという事実︒

きた﹂と︑答えているわけです︒

そういう京都で自分は教育を受けて
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もない主張でね︑そんな事を受け入

そんな事を言い出したつ．て︑突拍子

第三の﹁日本﹂のような位置にいっ

いことですけど︑少なくとも第二・

もう少し研究して言わないといけな

ら︑高麗大学の運動場に迎えよう﹂

に北の代表をドコドコ︑高麗大学な

す︒それから﹁自分たちは何月何日

するわけもない︒あまりにも突出し

れられるわけもないし︑国民が支持

かで遮断されてしまうんだけど︑と

ても日本では理解できないほど︑支

とかね︒そういう動きは︑全てどこ

持を得ていることは確かです︒

てはならないし︑いかないような条
うに思います︒

ｌそれは南北両権力を揺るがすだ

件は︑非常に大きく韓国にはあるよ

た要求だ︒みんながそう思ってたん
だけれども︑アレョアレョというう
ちに統一運動が盛り上がった︒

たよね︒真実が今もって解らないけ

けの圧倒的な力になりますか︒

Ｉ大韓航空機失畭事件がありまし
れど︑あの事件で膨大な政治宣伝が

にさせるべく事をしている人々がい

それがただ学生の中で起きただけ
じゃなくて︑そういう闘いがあった

行われても︑学生たちが積極的に登

るということですね︒それは︑勝つ
今︑韓国の新聞でいうと︑新聞に

べて見ることはできるけれども︵笑

ないという百の論拠を︑お互いに並

んだという百の論拠と︑決して勝て

勝つんだという百の論拠とね︑勝て

そこで主体的に︑自分はそういう

い︶︒

な団体が全く自発的にね︑例えば開

というような意見広告が出るんで

﹁何月何日に開城市に集合しよう﹂

︲・ケソン

城という町が北にあるでしょう︒

意見広告が出せるんだけど︑いろん

そこは難しい︒まァ︑圧倒的な力

から︑盧泰愚の七・七宣言とか︑南

場していく︒南北分断の事実の重さ

を切り拓いたわけです︒それは日本

ノテウ

北の予備会談とかね︑そういう局面

はすごいですね︒

的な常識では計れないような﹁南北
分断﹂というものが及ぼす力︑与え
てる影響力の強大さを思いますよ︒

実際こう見ていると南北分断のため
に︑身内が北にいるが消息がわから
はその事のために行われている思想

ない︒一目会いたいとかね︒あるい
弾圧とか︑その事のために行われて

いる社会での不公平さとか︑社会生ｉ勝つんだという百の論拠とね︑
勝てざいという百の論拠の間になって︑
主体的に﹁どう唯きてい︑のかと

問われてるだけだと思います

そこから切り離すということは難し

活のあらゆる分野でね︑恐ろしく影
響を与えています︒経済生活だけを

僕は断言できないんだけれども︑

いと僕は思う︒

\7

﹁どう生きていくのか﹂と︑問われ

少なくともそういう問題意識からあ

にいわばなっているわけです︒タイ

安く雇って中東に送る︒収奪する側

るとしても日本の重要性はドンドン

日本がいて︑アメリカがその上にい

いうシステム自体の〃ある頂点〃に

ると五分の一ぐらいでしょう︒そう

者の半分ぐらいだから︒日本と比べ

の労働者の賃金のほうが韓国の労働

ないという百の論拠の間に立って

か︒

１１具体的にいうと経済問題です

ね︒

まりにも遠い所で︑日本の中の人た
ちは日本を論じていると思います

るだけだと思いますね︒

なければ︑究極的にもう一人の兄︑

まァ︑僕にしてみるとそういう事で
徐勝の釈放も難しいだろうと思いま
す︒徐俊植自身もそのような闘いの

帰趨と︑自分の運命がまったく一体

韓国の政府なり企業人は︑日本を

に立ち回ったものが勝つんだとか︑

デル︑すごく簡単にいうとね﹁利口

全世界的な不公平とか収奪の体系

はっきりしないと︑韓国はどこへい

実践においてもどう否定するのかを

ういう価値観に支えられているよう

ここのところで︑この日本的なモ

私はまァ︑もう少し理論的にとい
うか︑科学的にっていうか︑それじ

モデルとしながらその一の番頭とし

金がすべてだとか︑きれい事を言っ

上がっていく︒

ゃどうすることが第二・第三の日本

て日本が伸びていけば︑日本を越す

たってはじまらないんだとか﹂・こ

で見ると︑収奪されつつも収奪する

っていいのかわからないわけです

メチャクチャに大きい︒

にならない道なのか︒また逆にいう

ことはないんだけれども︑日本の忠
実な部下として一緒に上っていきた

日本という国の重要性とか責任と
かは︑ものすごく大きいですよ︒全
世界の中で日本が占めている位置は

っては︑我々にとっても大変なわけ

と日本がこのままダメになってしま

なこの日本的なものを︑哲学的にも

になっているわけですから︒

ですから︑日本がまともになるため

いということですから︒

側になっていく︒日本にたくさんお
金を吸い上げられながらも︑しか

ｌ否定の論理とは︒

には日本の人はどうするべきなの
と思います︒

か︑そのあたりをもう少し考えたい

し︑自分としては吸いとる側に回り

と︒

総合的にいうと日本の中から出ない

これを否定する論理は︑韓国なら

よ︒

ういう行き方ですか︒

ｌ日本のまともな行き方とは︑ど

たい︒こういう形で運動しているわ
けでしょう︒図式的ないい方ですけ

んなが具体的に認めていることは︑

現状で〃いい〃というように︑み

中からいろいろ出てくるんだけど︑

韓国︑フィリピンならフィリピンの

また︑端的な顕れは︑韓国の企業
がたとえばタイならタイの労働者を

どね︒

っていることです︒その全体をどの

全世界的な恐るべき不公平の上に立
ように正すのかということですよ︒
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期には想像も出来なかったけど︒過

なものが︑朴正煕時代や全斗煥の初

兵器があって︑反核運動と言うよう

ている︒だから日本にものすごい期

爆者の問題への関心が急速に広がっ

島・長崎の原水禁運動とか︑韓国被

そうなってきて初めて︑日本の広

チョンドファン

の中のどういう人と友人として交わ

日本の中の誰と協力して︑日本の
中のどういう人々を支援して︑日本
去三年ぐらい核兵器の撤去を求める

待感があるんです︒

バクチョンヒ

りを結びながら︑この世界的なシス
ます︒

連動が︑ものすごく台頭してきてい

話︵○七五︶八○一三五二四へ︒

※資料に関しては︑徐君兄弟を救う
会︵代表・東海林勤氏︶京都市下京区
仏光寺通堀川西入ル・西村誠方︒電

さんに会って﹄︵三○○円︶

◇﹃徐俊柄出獄メヅセージ﹄細集・
発行Ｉ徐君兄弟を救う会︵四○○円︶
◇﹃渡韓報告集・釈放された徐俊植

＊

︵一九八八年一月刊︶

道のりｌ徐兄弟・獄中の生﹄影書房

著書◇糊訳書﹃徐兄弟獄中からの
手紙﹄岩波新書◇﹃長くきびしい

徐京杣一九五一年水都市生まれ︒
上四年早稲田大学文学部︵フランス
文学科︶卒業︒京都市右京区在住︒

かと思っているわけですよ︒︑

す︒すごい活動家がいるんじゃない

運動に四十数年の伝統のある国で

日本はなんといっても原水爆禁止

テムの全体を超えていいのか︑わか
ても︑中南米から見ても︒

らないでしょう︒フィリピンから見
それを日本人は︑韓国に行けば解
答を教えてもらえる︒フィリピンへ
行けば教えてもらえるんじゃないか
と思う人がいる︒しかし︑それでは

韓国の立場から見ているだけだか
ら︒だから︑誰とほんとうの友人と
なるべきかの解答は日本人が出さな
いと︒．

Ｉ何々主義という価値観では世界
が見えない時代に︑どんな価値観で
世界を見ればいいのかが︑いまだ日
本人の中に確立されていない︒

現在韓国で︑こういう現象が起き
ていますよ︒韓国にはたくさんの核

解答は日本人が出さないと．

，

誰とほんと舅フの友人となるべきかの
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徐京植さノ

ーマスコミ

年振りの不作である︒そして︑秋か

今年は異常気象続きで︑米作は五
きである︒

テー﹂対策は万全であったと見るべ

の時期には︑用意はほぼ整い︑﹁Ｘ

向に導いたのである︒

講じ︑放送時間を自由に確保する方

ところが︑今回突然のご不例であ

し入れの見出しで次のような記事

﹁天皇報道﹂客観的に日放労が申

十月十九日付の朝日新聞夕刊は︑

らはマスコミの﹁天皇報道﹂旋風が

り︑事情も通常の場合と異なってい

を掲載している︒

吹き荒れて︑祭・行事等の中止が相

次ぎ︑国民生活に大きな影響が出

た︒特に放送各社は︑オリンピック

に︑ＮＨＫに対し﹁天皇報道﹂につ

組合︑略称日放労︶は十八日まで

﹁日本放送労働組合︵ＮＨＫの労働

た︒多難な年であったといえる︒

に入っていて︑﹁Ｘデー﹂とは別の

放送を中心とした︑特別編成の時期
異常事態によって︑その対応を迫ら

今回の天皇のご不例は︑九月十九
ソウル・オリンピックの開幕直後で

日夜の大量吐血に始まった︒丁度︑

れることになった︒しかし︑民放各

だ﹂と申し入れた︒十三〜十五日の

度の意見を客観的にとりあげるべき

数年を冷静にみつめ︑さまざまな角

いて︑﹁戦前の二十年と戦後の四十

あり︑マスコミ各社は︑十二年振り

害毒道のもたらすもの

天皇の病状の報道は︑公共放送とし

定期中央大会で﹁九月十九日以来の

の指摘が相次いだのを受けた︒﹄明

ての節度を疑わせるものだった﹂と

ピック報道を押し退け︑﹁天皇報

十日を境に様相は一変した︒オリン

波にも似た﹁天皇報道﹂の洪水を誘

間の延長︑さらに番組変更と︑山津

ク放送の間断なき中断︑

日の終夜放送に始まり︑オリンピッ

放しである︶︑緊急放送を出せる態

︵曲名の説明もなく︑文字通り流し

は定時放送終了後も終夜音楽を流し

各社が既に十年以上も前から準備に

デー﹂の対応については︑マスコミ

天皇崩御の日︑いわゆる﹁Ｘ

継の中断という視聴者無視の手段を

道﹂最優先の口実によって︑競技中

ンピックの特別編成を︑﹁天皇報

し︑ほぼ病状の発表毎に︑無用と思

宮内庁玄関前に中継カメラを設置

勢をとっている︒そして︑テレビは

ＮＨＫは十月二十日現在︑ラジオ

道﹂の洪水が日本全土を襲い始めた

発した︒本来︑足珈となる筈のオリ

入っていて︑昨年九月の天皇の手術

一ユース時

のである︒

確な内部告発である︒

たことで︑救われた形であった︒当

修
社は︑ＮＨＫがそのガイド役を勤め

白

の東西参加のスポーツイベントに︑

川

メディアの大半を割いていたが︑二

●
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われる記者出演の病状報告を続けて
話はまた別であるが⁝︒

化して︑不快と感じていないのなら

た﹂と︑同紙は﹁読者の目﹂に書い

多数がこの論旨に対する批判であっ

ているが︑全国紙の編集責任者の論

いる︒緊急放送用にこの場所にカメ

ご病状報道の批判に答える﹂とし
て︑十月十一日付﹁読者の目﹂欄
に︑岩見隆夫東京本社編集局次長が

﹁日中戦争から太平洋戦争にかけて

比べ多少異常に映っても︑歴史の証

果たせるのかと私は問いたい︒﹂

観的に記録するのなら新聞の役割は

ないで現時点の事実だけを克明︑客

は日本人だけでも幾百万人といたＱ

投書で反論している︒

当然ながらこれには読者が同欄の

旨としては︑空しい限りである︒

執筆している︒要旨は次の通りであ

天皇の名のもとに生命を絶たれた人

新聞はどうか︑毎日新聞は﹁天皇

と見られるが︑﹁公共放送としての

る︒﹁天皇ご重体の緊急事態は国民
の大関心事である︒新聞社内にも

れた︒この歴然とした過去を直視し

他国ではもっと数多い人が命を奪わ

ＮＨＫの視聴料の値上げは︑今年

節度を疑わせる﹂放送を行ってい

﹁過剰気味だ﹂という疑問の声がな

ラを設置したためである︒

放送にはもう一つ問題がある︒そ

て︑視聴者を納得させられるのか︒

いわけではないが︑通常一一ユースに

言者として︑時代の重要な時点を克

度見送られたことで︑来年度は必至

﹁下血﹂という言葉である︒食事時

れは天皇の病状報告の中で使われる

明︑客観的に記録するのは新聞の当

今回のマスコミの﹁天皇報道﹂

と︒

の﹂である限り︑普通の人間にはき

然の役割ではないか︒

に聞かされるこの言葉は︑たとえ天
皇のものであれ︑それが﹁しものも
わめて不快である︒放送は平常︑食

は︑報道機関としての節度を疑わせ

な病気を生む︒中略天皇報道が

報道量の多さだけでファシズム呼

自粛︑記帳等をあおったという声も

事の時間帯には視聴者が不快に感じ

血以来何日間下血がない︑という表

あるが︑結果的に行き過ぎ自粛など

るものであったことは間違いない︒

現は全く無用ではないか︒その時放

につながったことは否定しないとし

りに短絡的で︑情報不信という新た

送に携わっている者は︑勿論食事を

ても︑扇動ではない︒原因は複合的

ばわりし︑戦前想起と進むのはあま

していない状態であるが︑食事の時

である︒﹂後略

る言葉を使わないよう努めてきたの

間毎に﹁下血﹂の言葉を聞かされる

である︒下血がない時も︑何日の下

国民は︑いつまで我慢しなければな

﹁読者から二百通近い投書の圧倒的

､刃

らないのか︒放送各社が天皇を神格

’

ＴＯＭＯＲＲＯＷ・エッセイ

の物性を尊重し︑自然にさからわず

の前兆ではないかと思われる︒天然

出雲屋産業社長金田吉造

素と窒素︵根粒バクテリアも含む︶

大豆から量−フード
古い時代︑﹁ゴリラ﹂は︑自分の

端を担う素材である︒その生命力の

てゆく︒自然界の蛋白源摂取の最先
したたかさは︑人間の今後の食生活

が供給されることで︑どんどん育っ

タミンを自身で体内につくることが

に必須な栄養素材としての付加価値
を︑ますます高めてゆくだろうし︑

もちろん︑京都で生まれたものであ
るし︑丹波産の大豆を用いている

体内でビタミンをつくる力を備えて

できたようだ︒が︑現代はどちらに

研究課題の意外性にも富んでいる︒

はいない︒要はいかに所定の品質と

が︑けっしてこのことにこだわって

らには︑このアイスデザートの主原

品種を確保するかが肝要となる︒さ

んな意味と希いが込められている︒

れか

スデザート﹁エミュール﹂には︑そ

私共がつくりあげた︑大豆のアイ

る︒当然︑体内での自然治癒力も低

もその力が衰弱しているといわれ

今日の農業問題の側面からみると︑

調製してゆくＩ︒

下しているわけだ︒一因に︑環境の

大切に育てなければならない素材と

いた︒近年まで︑人間も同様に︑ビ

ているのであろう︒いま人間は︑幾

破壊と食生活の激変も︑深く関わっ

考える︒また食品としての面︑輸入

酸﹂を多量に含有しており︑それに

素材の規格チェックや食品添加物な

は血中のコレステロールを溶解する

を経てきたものを食べて栄養を摂取

どの問題も含めて︑あまりにも情報
過密な加工食品の氾濫のために︑
．体どういうものを食べさせられ

働きがあるといわれている︒その意

種類もの栽培品や加工の複雑な過程
しているが︑それならいっそ︑その

ているのだろうか︑これでいいのだ
も︑将来の食糧危機につながる一つ

味でも︑この製品は︑今後の高齢化

植物油は︑周知のとおり﹁リノール

料として﹁紅花油﹂を用いた︒この

うが︑どれほど効率がよいかわから

ろうか﹂との疑念が湧いてくること

素の︑そのものずばりを摂取したほ

出した動機はそれなのである︒

ない︒私どもが﹁大豆﹂と取り組み
﹁大豆﹂は︑水と空気︑ことに酸
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つことにも心がけねばならない︒

れた以上︑京都らしい美味しさを保

ているが︑それだけに︑京都で生ま

社会にも役立つのではないかと思っ

て︑その場で出展の内諾を得た︒

キャンセルがあったことが幸いし

を紹介された︒運よく︑一ブースの

すぐにジェトロ︵日本貿易振興会︶

んだ︒﹁これは異色な製品だ﹂と︑

格を得たいために︑農水省へ足を運

側との姿勢が﹁唯一の商談と知遇を

ない民族性のゆえか︑出展側と参観

に溢れていた︒余り物事にこだわら

わらず︑会場は大変な来場者で熱気

このようなストの真只中にもかか

深める場﹂との認識に立っていたか

ぐまいってしまった︒

での需要を伸ばしてゆくことが先決

が︑何よりも︑メーカー志向で国内
で︑新製品を理解していただくこと

な商談の場なのである︒そして︑そ

ってはまたとない︑唯一に近い重要

に︑既成の製品の重みに屈すること

ギーとなって伝わってきた︒と同時

のあり方への教示が︑心強いエネル

発明製品を育ててゆく基本的な土壌

く︑大豆に対しての期待の大きさ︑

過去に日本で普及したもののなか

んな場で︑世界各国の︑大豆に向け

なく︑今こそ︑真面目な製品の定着

らこその盛況だったのか︒とにか

で︑そのルーツの地が京都であった

る熱いまなざしは︑回を重ねてエス

って︑外国でのそれは︑出展者にと

ということが意外とあるものであ

カレートしてゆくばかりであった︒

にむけて着実に精進を積まねばなら

昨年はケルンでｗアヌーガの催し
があった︒日本の見本市とは少し違

る︒けれども︑京都では︑せっかく

ないことを痛感した︒

るのが現状である︒

発想と創生がなされても︑すべて伝

くないため︑今回は︑現地生産の商

私共は単なる商品の紹介に終らせた

や︑物流ルートの獲得に苦しんでい

統のあるもの︑名前の通っているも

イキに見舞われ︑ことにメトロ︑
ＲＥＲの電車網のダイヤがズタズタ

パリでの開催期間中︑交通ストラ

ゆかねばならない︒

種々の宿題は︑ぬかりなく解決して

た︒その中で顧客から課せられた

談に標的をしぼってアプローチをし

の以外は︑それが育ちにくい土壌が
あるのだろうか︒

国際見本市に出品
今年も十月十七日から︑パリで︑

国際食品見本市鯛シアルが開催され
十余か国三千二百社あまりが一堂に

一つ手前の会場駅への通勤には︑全

にされて︑市内からドゴール空港駅

わがアイスデザートも参加した︒七
会した世界的な食品展である︒思え
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ば二年半程前︑稲シアルヘの出展資

澪

1

●

ヒット︑日本の対南ア貿易額が世界

しかし︑映画﹃遠い夜明け﹂の大

取り組んでいるにすぎなかった︒

う地理的条件もあって︑一部の人が

だ︒が︑日本では地球の反対側とい

は︑反アパルトヘイトの闘いが活発

リカのアパルトヘイト政策︒欧米で

中の国から批判を浴びている南アフ

﹁人類に対する犯罪﹂として世界

映画｢ワールド･アパート｣から｡(提供朝日シネマ

､.

た﹁南部アフリカ問題研究会﹂の存

に誕生した︒研究会的な要素が強か

在は見逃せない︒同会は一八八一年

ったが︑今年にはいって活発な行動

を展開しはじめた︒

来年三月に新聞発表

運動の輪を広げるために南ア製品

のボイコットの取り組み﹁市民セン

ここに集まったメンバーが中心にな

ター左京﹂で市民の集いを開いた︒

り︑コンサートの開催︑﹁京都市民

﹁商品ボイコットも大事な活動で

宣言﹂の活動に発展した︒

い面があります︒そこで参加者から

す︒でも積極的な表現にはなりにく

コンサートもすればという発案があ

明さんは語る︒このコンサートには
二百人が見にきた︒また﹁京都宣

﹁南ア研﹂の中心人物である神野

ことを決めました﹂

都宣言﹄を来年の三月に向けて出す

と︑京都人の意志を示すために﹃京

一になったこと︒さらに︑電力会社

の︑長年この問題に精力を注いでき

アパルトヘイトの運動も活気づい
た︒もちろん地味ではあったもの

こうした背景もあって︑京都の反

明︒にわかに関心が高まった︒

ウランを﹁密輸﹂している事実が判

て︑南アで闘う人々を励ますこと

南部ｱﾌﾘｶ門題研究会神野明氏

り︑十月の末にひらきました︒そし

｢京都市民宣司をめざし

が国連決議に違反して︑南アが不法

反アパルトヘイト

に占領しているナミビアから大量の

市昂菫動釧'一プDLO==LF
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一泉

内

夕４

ＵＤＦには︑六○○近い団体︑約二

で大きな転機となる統一民主戦線
︵ＵＤＦ︶が結成された︒この

対に立ち上った︒そこで南アの歴史

す︒﹃夜明け﹂は近いと感じていま

匹敵する歴史的意義があると思いま

闘争を続けていますよ︒私はこの闘

今年を反アパルトヘイト元年とし

いは︑フランス革命やロシア革命に

○○万人が参加︒南ア史上最大の反

す︒﹂

て︑数々の取り組みを行ってきた︒

十二月には︑神野氏が﹃遠い夜明

このような人民の抵抗運動に危機

アパルトヘイト組織となった︒

け﹂以上と折り紙付きの反アパルト

国際都市京都が︑名実とも国際都

常事態宣言を布告︒一旦解除したも

市と呼ばれるには︑まだまだ時間を

感を覚えたボタ政権は︑八五年に非

されたという︒拘禁とは︑軍．警察

要しそうだ︒が︑その樹は確実に大

ヘイト映画﹁ワールド・アパート﹂

が﹁おまえは危険だ︲｜と判断するだ

が京都の朝日シネマで上映される︒

けで司法の介入なしで逮捕できるシ

のの︑八六年には全土に拡大させ

の六点︒これを基軸に︑賛同者から

た︒その間三万人以上の人々が拘禁

メッセージを募り宣言文を起草する

地に根をはっているといえそうだ︒

一日もはやく実がなることを願う︒

ステム︒

ここで少し南アの実情についてふ

を狸運びとなっている︒

︵高橋章三︶

神野明氏

国際都市京都に恥じぬよう

南アの解放は歴史的意義が

ンワ︼

蕊典篭

鵬︾れ雑誌蛾惟夕政権は八四年に黒人
﹁八十六年に鉱山の事故で百七十

ストには三十七万人が参加しまし
抱いたボタ政権は︑今年に入って二

た︒そんな抵抗の高まりに危機感を

七人が亡くなりましたが︒その追悼

輌譲菫︵アフリカ人︶を排除した憲法改正
門宣民の目玉として人種別の三院制議会を
酔極補強行︒それまで選挙権のなかった力

月に︑反アパルトヘイト十七団体に
活動禁止命令を出しました︒しかし

溌

鷺

区都詔

京京諾ラード︵混血︶とインド人に選挙権
症朴罪を与えてアパルトヘイト体制の存続
諏睦犀をはかった︒当然︑より一層分断を

南アの人民は弾圧に屈することなく
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お伽癖進めようとする新憲法にたいしては
琴庫率反発が強く︑多くの団体︑個人が反

鍵

馬耳東風︑馬の耳に念仏︑ぬかに

拝啓今川市長殿
られるのではないかと︑実はそのお

釘︑のれんに腕押し︒お見事でし

京都市議会

今川正彦殿︒もう半年もすれば市

がいかがなものでしょうか︒なにし

元気そうな様子から想像するのです

■議会報告

長選をむかえますが︑このごろの市

ろ﹁辞める﹂とはひとことも発言さ

昨年の九月市会︑十月市会での古

た︒

長さんのお顔を遠くから拝見してい
ますと︑肌もつやつやなさって元気

こととしても︑議事録を読み返して

党が不信任案を提出したのは当然の

を覚えておられますか︒野党の共産
今川市長︑ちょうど一年前︑去年

都税廃案をめぐる議会でのやりとり

の初冬のころといえば︑世界歴史都

みますと︑与党会派からもクソミソ

界では一寸先は闇です︒

市会議も無事に終わり︑ほっとされ

に言われましたね︒

れたこともありませんし︑政治の世

了し︑さぞかしご満悦のことでしょ

者スポーツ大会もとどこおりなく終

ていた時だと思いますが︑世界歴史

一杯のご様子でなによりです︒この

う︒また来春には︑市制百周年の行

都市会議を花道に市長を辞されるの

秋大きなイベントだった国体と身障

事もたくさん予定され︑ますます張

聞ともいうべき失態を演じた責任を

税を施行中に廃止せんとする前代未

自民党の木俣議員は﹁法定外普通

り切っておられることでしょう︒

ではないかと噂されていました︒し

ところで︑巷では︑来夏の市長選

果たす措置︑これは当然のこととし

の表明がないのは一体どうしたこと

が︑今日までそういった態度の何ら

かし︑あの噂はなんの根拠もない︑

精神力をお持ちです︒古都税紛争の

か︒誠に無神経極まることであると

まったくのデマでした︒なにしろ貴

す︒また市長与党からも︑もう一期

最中でも︑また古都税廃案をめぐる

言わねばならぬのであります﹂と言

の候補者をめぐってさまざまな人の

今川体制でいこうと声があがってい

され︑けなされ︑責任を追及されて

議会のなかで︑与党議員からも批判

い︑民社党の富きくお議員は﹁俗に

て市長の辞職を伴うものであります

ないことも御存じのことと思いま

人間の一生はその人のひつぎの蓋を

殿は︑常識では考えられないダフな

す︒しかし︑ひょっとして︑市長ご

及されることはありませんでした︒

も︑けっして自らの進退について言

のを耳にされていることと思いま

自身は﹁勝手に言うがよい︑ワシが

名が上げられ︑噂がとびかっている

もう一期やる﹂とひそかに思ってお
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■市議会報告

ように︑その評価はやはり後世の人

覆ってみて初めて分るといわれます
長︑身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ

社会党の西田輝雄議員からは﹁市

のでしょうか︒まさか居眠りをして
いたということではないでしょう

思いでこれらの発言を聞いておらた

を終えたそうですね︒市長はどんな

の秋を知る﹂と一言付け加えて発言

︵略︶あの古都税の今川市長という

たちにゆだねざるをえません︒

ともうします﹂と言われ︑また自民
党の木下弥一郎議員からは﹁広く多
くの人心を寄せつける徳と指導力は

か﹂と発言︒

答が返ってくるのではないでしょう

明治四十四年生まれの今川市長さ

ね︒

ん︑たしか︑来年には七十八歳にな

はありません﹂と批判された︒また

られるかと思いますが︑どうか高齢

まっとうしてください︒井上清一︑

社会党の安井勉議員は﹁京都の古い

富井清︑船橋求己の各市長は︑任期
半ばにして病に倒れられました︒

化社会のチャンピオンとして長寿を

観光客の皆様がたにもご迷惑をおか

が︑今川市長には︑巨額の退職金を

る﹂と言い︑市長の答弁が﹁市民や

ておりまして改めて深くお詫び申し

けすることとなり︑誠に遺憾に存じ

手に︑引退後の生活を楽しんでいた

ことわざに︑人代ってよろず改ま

に︑安井勉議員は﹁エンドレステー

上げます﹂と言う繰り返しの答弁

ていただきたい︒そしてくれぐれも

発展のために勤め︑有終の美を飾っ

のこる任期をどうかお元気で市政の
民社党の岩本弘議員からも﹁市長

早い機会に引退表明されんことを願

だきたいものだとねがっています︒

の答弁は同じことを読みあげておら

プを聞いているような印象でありま

れ︑毎回︑そうですね︑もう相当な

うばかりであります︒

す﹂とあきれはてる︒

同じ言葉でこざいます︲一とひにくら

れた︒さらに社会党の小林あきろう
いしきをどこかにお忘れになってき

議員は﹁あなたははずかしさという
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たように思えてならない﹂と批判し
たあと︑最後に﹁柿一つ落ちて京都

…

なくなっていると断言しても過言で
市民を振り回した古都税問題。 「解決｣−しただろうか｡相国寺にて､昨年￨ 月

見害の可否をめぐって各会派の思惑

まらない︒どうも消費税に対する意

二十九日︑待てど暮せど本会議が始

通りの閉会の本会議のみと言う九月

もなく︑最終日に至る︒あとは形式

は︑補正予算の審議︒たいした波乱

九月の定例府議会の主要な案件

会では知事与党とはいうものの︑竹

を賑わせている︒社・公・民は府議

れにリクルート問題は連日マスコミ

国会が召集され︑消費税は大きなヤ
マ場を迎えているということだ︒そ

は︑七月に税制国会と言われる臨時

しい︒しかし︑状況が六月と違うの

共産の三つの意見書が提出されるら

ンで︑自民と社・公・民︵新政︶と

か﹂と消費税反対の意見書提出を拒

とて︑ただ傍観はしていられないだ
ろう︒﹁同じ与党同士じゃないの

ないだろうと思われる︒一方自民党

ている公明党がなかなかウンと言わ

にするということに対しては︑連日

だのだ︒

反対の意見書の採択を﹄と意気込ん

とか共産をも取り込んで︑﹃消費税

消費税 法案に反対する意見耆

がカラミそれで本会議の開会が遅れ

下内閣に対しては野党であり︑三党

京都府議会

ているらしいとのこと︒蛇足なが

とも消費税導入絶対反対を叫んでお

て意見書を提出できるのである︒

相打ちで済まされないのである︒そ

張しているのである︒六月のように

り︑リクルート疑惑の徹底究明を主

らしい︒定刻なら午後一時に開かれ

もとで︑本会議の開会が遅れている

もうとするだろう︒こうした背景の

名のみで︑すぐ休憩に入り︑さあ︑

六月の定例府議会の時も消費税に

ということでもあるのか︑他府県議

開する気配がない︒入ってくる情報

すっかり夜になったが︑なかなか再

対する意見書が各会派から提出され

会の民社の弱腰に比べると消費税反

では︑共産党も共同発議をあきらめ

っと開会︒しかし︑これは開会とは

った︒それはそれで時間的にすった

対の態度が明らかな方であるらし

たようだし︑自民党もやるだけのこ

るはずだが︑午後四時半になってや

もんだはなかったはずだ︒今回はな

い︒そこで︑社会公明両党は︑ここ

れに京都府議会の民社党はさすがに

ぜこんなに本会議が開かれないくら

は一番社・公・民足並みを揃え︑何

民社党副委員長の地元で︑反塚本？

いにモメてるのだろう︒入って来る

う三者相打ちですべてが共倒れとな

情報では︑やはり前回と同じパター

たが︑自民対社・公・民対共産とい

﹁赤旗﹂紙上で池田問題をたたかれ

しかし︑共産党をも共同の発議者

より︑地方自治体議会は︑国に対し

ら︑地方自治法第九十九条第二項に

議会報告
■

、ﾗ8

■府議会報告

いる時は︑理事者側は知らぬ顔の半

党が中央の政策がらみで暗闘をして

のである︒それに︑このような各政

そすれ︑トクをすることは全くない

は︑三％の消費税の被害者になりこ

らしいのだ︒なぜだ︒地方自治体

に抵抗しているのは理事者側である

聞こえてくる情報では︑どうも頑強

か？なんと敵は本能寺にあり︒もれ

いうのに再開されようとしないの

のにどうして夜の十時も過ぎようと

なことはしていないらしい︒それな

リ押しに他会派に割ってはいるよう

とはやったとスジだけは通して︑ゴ

ど︑自治省の若手キャリア組がしっ

総務部長︑財政課長︑地方課長な

聞にもれず︑知事も自治官僚出身︑

現在の地方自治だが︑京都府もご他

七割方以上︑自治省の言うがままの

のだ︒三割自治の名のとおり︑もう

トップの栄誉？を担うことになった

せようとしたために︑京都府議会が

日程を無理して九月いっぱいで終ら

ま今年は国体が開かれるので︑少し

決議しはじめるのだろうが︑たまた

そうなれば︑他府県もジャンジャン

府議会は十月上旬まで期間があり︑

はまだなかった︶例年なら九月定例

のことを報じていた︒自民党が絶対

などは地方版ではなく︑第一面にそ

プということもあってか︑朝日新聞

ある︒やはり都道府県議会ではトッ

くて賛成多数で提出が決まったので

に反対する意見書﹂案に賛成し︑か

社・公・民︵新政︶の﹁消費税法案

意見害を提出︑否決されたものの︑

問題の意見言だが︑共産党は独自の

前になってようやく本会議が再開︒

んだのだ︒こうして︑深夜の十一時

か？というウワサがしきりに乱れ飛

ら自治省のキャリア組ではないの

大の勢力は︑自民党ではなく︑これ

害の採択を阻止しようとしている最

をのぞかせた一幕であった︒︵ろ︶

過半数を握っていないといういい面

かりと中枢をおさえているのであ
つまり︑今回の消費税反対の意見

る︒

兵衛を決め込むのが普通であるはず
これはあくまでウワサであり︑確

である︒

たる証拠はないのだが︑いくら︑大
蔵省と自治省がその勢力を競いあっ
ているとはいえ︑現内閣が命運を賭
の議決のトップを切るのが︑京都府

けている消費税に反対の意見害提出
議会とあっては︑自治省官僚の心中
穏やかでないというわけだ︒︵この
ところはあったが︑都道府県議会で

時期︑市町村議会では決議している
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カエルの教育委傍聴記

子ども不在のシナリオ通り
｢みみずの学校｣校腸高橋幸子

で

区役所へはネ︑住民票の交付だの
市民税の支払いだの︑蛙も行く機会

・ところがドッコイ︑まず開催の公

だ︒

示がないの︒ある町もあるけど京都

する窓口が錆びてしもてる︒電話を

市はないの︒つまり市民の声を反映

でも市役所こそ︑市民が一票を投

かけつづけたら突然﹁明日﹂だっ
て︒そんな急なはずないでしよ︒名

はあるんだけど︑市役所なんざメッ

し︑市長さんが原則的に出勤して︑

じた議員さんが否が応でも出入り

のだから︑開催の期日はもっと早く

誉ある教育委員さんがお越しになる

タァ行かないんだよな︒

わが住む京都市の行く末を決めてる

いそぎ出かけたら︑暗いんだネ市役

と思いながら仕事を中断して取り

決まっているはずでしょうが︒

とこなんだな︒こどもたちが毎日ほ
事なアレコレを取りきめる教育委員

とんど勉強して生活する学校の︑大

く顔出すべきでした︒

会も開かれる所なんだ︒もっと親し

たよ︒どこだ︑どこだと尋ねて四階

い直して﹁教育委員会﹂を探しまし

所︒伝統ある建造物なんだからと思

市役所も市民の出入りに慣れてな

へあがったら︑教育委員会という札

でもこちらが御無沙汰のせいか︑

い︑応対がまるでなってないの︒

えてたらイカッイおじさんが出てき

をみつけた︒この部屋がそうかと考

言いに︑何か得体のしれない力をも

て﹁傍聴は三人だけ﹂って︒その物
実は﹁教育委員会﹂を傍聴しよう

った教育委員会を感じる︒市民のた

開催の公示がない

と思いましてネ︒﹁今の学校おかし

うやら招かれざる客のよう︒

﹁三人に限るのは部屋が狭いとい

めの市政と思った蛙が甘かった︒ど

うあくまで物理的な理由﹂・でも狭

いなぁ﹂という議題が井戸端会議で
のように反映していただいているん

しばしば出るもんでさ︑いったいど

だか︑蛙は見聞したいと思ったん

’
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いる︒移せばいいじゃないか︒

けりや同じ四階に広い部屋も空いて
のだから︑狭くて窮屈なのは蛙たち

へ簡易椅子を三脚ムリに詰めこむも

についてご質問はありませんか？﹂

ところではございますが︑﹃××﹂

議長が﹁先程評議会で検討を行った

いや︑陣とりなどどうでもよろし

だったんだ︒．︑

・しかしまあ︑蛙も初体験だからム
リは言わん︒言わんがここに傍聴希

尋ねるふり︑尋ねられるふり︒でも

﹃××﹂は原案通り可決いたしま

いる︒﹁それでは﹁××﹄について

ようやく蛙にもわかってきたよ︒

会﹄がはじまった︒議長がまず﹁議

最初から質問は出ないようになって

﹁シーン｜・

望者は十人集まったんだ︒入室は三
人でも︑傍聴する旨を申請する手続

題はお手元に配布した通りでござい
ますが︑何かご質問はございません
か﹂﹁シーン﹂﹁では採決を取りま
す﹂で三人の教育委員が速やかに挙
手する︒十秒ほどで何かが決まっ

す﹂︒

い︒いよいよ﹃第八一五回教育委員

きは何人でもできるはずだ︒

た︒でも配布されていない傍聴人に

この日蛙は三人の一人に選ばれて︑

管理用務員の給料についての特例に

次は﹃給食調理員の給与に関する

これより秘密会に入ります

﹁全員賛成であります︒したがって

三人が迅速かつ静粛に挙手すると︑

採決をとります﹂でまた教育委員の

は何が決まったか︑さっぱりわから

さて廊下でスッタモンダしてる間

あわてて入室しました︒

ん︒次の議題は﹃市立学校における

に︑はじまっちゃうよ教育委員会︒

け︑は正しかった︒

ウ？なるほど傍聴席︑狭うて狭
うて身動きもままならぬ︒三人だ
いや部屋は広いんですよ︒三十畳

について︑のようだった︒

そっくり同じパターンでくりかえさ

関する全部を改正する規則の制定﹂

なぜオボロゲながらも蛙が条文を

う︒まん中にいる三人の教育委員さ

覚えているって？だって議長が読

れ︑シナリオ通りの進行だった︒

はあったな︒議長の机は文豪のよ

る︒被告席に見えなくもないが︒ご

ん︵一人欠席︶の席もゆったりして

みあげたこの条文を事務局の担当者

×﹂は⁝︒では﹁××﹄の説明を終

そこで﹁××﹄を⁝︒よって﹁×

ご説明いたします︒﹁××﹂は⁝︒

式を前にしてこどもたちの教育行政

れも大事だよ︒しかし卒業式や入学

題がどうでもいいとはいわない︒そ

管理用務員や給食調理員の給与問

クンレイの制定﹄についてのよう︒

夫君がノーベル賞博士のあの人も一い

がね︑﹁それでは﹁××﹄について

の人が二十一人もならんで包囲して

については一切出てこないの︒むろ

では何が狭いって︑背後に事務局

るぞ︒

いる感じ︒よって傍聴席なんか︑も

ります﹂と幾度も繰り返し︑次には

ともと用意されていなかった︒そこ
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二分︑そして三分︒

れてもある日は七分︒次はたったの

ヵ月も開かれないまま︒やっと開か

るぐらい︒

え﹂する図︒逆に文部省が困っては

るのに︑優等生が露骨に﹁右に習

の﹃君が代﹄斉唱なんかも任意団体

は指導だ﹂って？そうね︑卒業式

もきくんだって︒先取りという使命

り︑傍聴人にもお茶出して参考意見

生じゃないからね︑ザ・ッと車座にな

︑︒ｋ︲升判︐プハノグ・ふふ人心作品し〆Ｕ土袷ｎｌｒＩＩか１ナノ知︼／誼１ノＬｎ幅ピな寄

これが小規模の都市になると優等

の校長会で暗にほのめかし︑じわじ

﹁１
い吋や
文部省は命令しない︒あれ
よ︲Ｔ／立口今ＥｌＩ〆口２丁１Ｌ＋ん︲Ｖ４．十４

ん論議もない︒あとで議事録を調べ

わ強制してきたのさ︒﹁まさか強制

ます﹂
﹂と
とい
いちおう決議を取り︑﹁傍

そして﹁これより秘密会議に入り

しろ文部省は各々の教育委員会に自

とは︑校則の見直しを見たまえ︒む

人︑力関係のなかで唯ウロウロして

室体制から傍聴人を警戒してはるだ

でも教育長さんたち︑まあ長年の密

天下
ｒの
の茶
茶番
番劇
劇だ
だよ
よ︑
︑根
根回
回し
し日
日本
本︒

令・監督を受けず︑文部大臣や教育

保障され︑地方公共団体の長から命

の合議によって職務を行う合議制の
行政機関であり︑独自性と自主性が

暴力︑イジメ︑受験戦争などが拡大

とも思わん︒しかし登校拒否︑校内

て屈辱的だ︒テキに不足あり︑テキ

はると見た︒

けで︑悪意などないはず︒むしろ善

主性を勧めてる﹂って？うん︑明
記されている︒﹃教育委員会は委員

﹁ まあ
あ人
人事
事問
問題
題な
など
どは
はや
やた
たら
ら公
公開す

委員会相互においても︑事務委任を

し︑まま個人の責任に転化される︒

まで﹁自主的﹂に文部省の思惑を先

しかし何が自主性か︑だれ︒あく

は︑ともう後見人の気分なんだよ︒

として市教委を見守らなきゃ︑自主
性のある大人に育ってもらわなくて

想が居座っているんだ︒だから住民

だから蛙はあほらしい︒傍聴なん

ると混乱するので﹂とおっしゃる

受けた場合以外は指揮・監督を受け

まさか︑子供の受難の蔭には政治思

の︑一
一歩
歩で
で廊
廊下
下に
に出
出る
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てむしろ指令を控えるふりをしてい

取りする感じ︒文部省は憲法が怖く

ん だ よよ
ねれ︒
︒
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環境保全は

るべく電力を使わない方がよいので

だけれど︑どんどんつくる前に︑な

オ︑アーケードなどのために︑どれ

半島︑沖縄白保サンゴ礁のような美

だけの人が原子力発電所の傍に住む

はないか︒ネオン︑パチンコ︑ビデ

る︒それは︑ある意味でのドレス

危険性を認めるだろうか︒もちろん

いるか︑なる危険性が高くなってい
アップに見えてしまうが︑やはり必

しい自然が観光地になってしまって

要なのは︑自然と人間のコミュニ

しい問題だが︑電力の使い方もまた

安全性も廃棄物の処理もなかなか難

十分ですか

然様僕らは同じだ：・ハーモ︸一Ｉして

ケーションだと思う︒例えば︑﹁自

考えなければならないと思う︒政治

日本はもちろんいいところもある

生きていこう⁝お互いに大事にしま

なることが多い︒

が︑環境問題に関してはかなり気に

ういうことは本当に考えることがで

家は大会社の言うことを聞くが︑こ

きない︒これはアメリカでも日本で

しょう⁝あなたの必要なことや大切

も気になることである︒

一例をあげると︑京都の鴨川辺な

観光そのものは悪くないと思うが︑

りたい﹂というようなことである︒

少くとも国立公園︑知床︑白保など

のバランスがとれていないことであ

現在の日本では環境保全と経済開発

さを決して忘れない⁝もっと深く知

一緒に暮らすことは生き物同士の関

は大事な生き物の生息地であり︑素

のパーマはちょっとおかしい︒犬と
係をつくるチャンスだと思う︒人間

晴らしい自然環境は︑全体として残

ど犬の散歩道などで見かけるペット

も犬から人生のシンプルさと本当の

したほうがよい︒そうしないと︑自

にしようという気持ちで生きていき

十分尊敬し︑感謝して︑心から大事

しむことができる︒生き物と生命を

が自然をよく理解し︑一緒に暮らす

てしまうだろう︒白保問題は日本人

る︑あるいは教える場所がなくなっ

然との関係について︑つくる︑わか

ないといけないかもしれない︒

の産業化と近代化もブレーキを直さ

はそんなによく働いていない︒日本

イクはよく走っているが︑ブレーキ

る︒象徴的に見れば︑日本の車とバ

しかし︑ここで述べたいことは︑

でコミュニケーションをしながら楽

素直さを学び︑犬も人間とある意味

たい︒ペットのパーマは外見をかわ

ことのかわりに︑地球の観光者にな

いても同じようなイメージが湧く︒

話は変わるが︑原子力発電所につ

ター︒京都市中京区在住︒

生まれ︒二九歳︒フリーランスライ

ラニング・マーティン︒アメリカ

いく見せるだけのもといえるだる
このようなことは自然環境につい

もちろん︑経済もエネルギーも大切

ろうとしていると言えるだろう︒

てもよくある︒﹁経済が一番﹂とい

︾っＯ・

う考え方によって︑国立公園︑知床
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投稿

投稿﹁学校は︑今⁝﹂を読んで

矢野隆夫

れども積極性や自立心を養う上には

委員会が持たれた︒

そこで大体次のような意見が出て

員会と京都市小学校長会の名で﹁学

会は忙しすぎるということ︒要する

面では行き届いているけれど︑運動

区制ができあがった︒われわれの祖

都道府県や都市とは異なる独特な学

▽京都市は明治五年以来︑他の

いる︒

校は︑今⁝﹂という小冊子がくばら

に集団指導のチャンスが少ないし︑

先が地域のために︑子弟のために多

運動場︑施設や用具の利用という

イマイチということ︒

れた︒・副題はｌ小規模校の明日をみ

むつかしいということだ︒

一九八八年の二月︑京都市教育委

んなの課題にしていただくためにＩ

指し︑さらにどの学年も一学級で二

は学級数が六〜十一学級の小学校を

れたり︑近隣校との合同学習を考え

まで縦割りのグループ活動をとり入

ているのでない︒一年生から六年生︐

もちろん小学校では手をこまねい

べきものではない︒

移すべきで︑そんなに簡単に行なう

て︑年数をかけ︑順序立てて実施に

めてむつかしい︒十分時間をかけ

来たものを簡単に改めることはきわ

大の資産をなげ出してつくりあげて

というのである︒小規模校というの

十人未満の学級がある学校を小人数

く︑たくましい子供を育てようとい

たり︑校外学習を企画したり︒強

人口のドーナツ化現象がすすみ︑

そして今小規模校に大切なものは

いるのだが︑やむをえず他校へ移っ

う例がある︒実は一人か二人は実際

かり九人で女子が一人もいないとい

▽具体的にあるクラスで男子ば
協調性と向上心をうたい︑さしあた

た︒親ごさんとして真剣になやみ親

ろいろな工夫がこらされている︒

校というそうである︒

とくに都心部で児童数が大幅に減少

ラスを二十人以上にし︑さらに一学

りクラスに活気をよびもどし︑一ク

の身になれば身につまされるが︑早

役割をあげ︑三十年程の児童数の推

ある︒

小冊子はよくできている︒簡単な

年二クラスであれば︑クラス替えも

しているのはすでに御承知の通りで

京都市の小学校の歴史的伝統とその

族会議を開いての結論だという︒そ
ンスもできるのではないかと提案し

可能になり︑新しい友達を得るチャ

急に統合を考えてみるべきだ︒

区︑下京区の小学校の児童数と学級

移を説明し︑現在の上京区︑中京

▽；大阪市の例であるが︑統合し

再統合しなければならなくなった︒

たら又数年後に生徒数が足りなくて
うむね行きわたった頃︑小規模校学

らよいのかが問題となってる︒

その場合のはどめをどのようにした

この小冊子が出て︑その趣旨がお

ている︒

のおえらさんたちをまき込んで対策

区内ではＰＴＡを中心として︑学区

その上に立って小規模校の光りと

数を示している︒

要約すると︑小人数だからこそて

影をとりあげている︒

いねいな行き届いた指導ができるけ
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読者のページ

▽小学校八人で修学旅行に行っ
たけれど︑まるで家族旅行のようで

Ｏ

あった︒やっぱり統合しなくては
その他いろいろまちまちの意見で
ある︒要するに保守慎重派︑自己主

名案はとても考えられないが︑敢

うか︒

高齢者の増加が問題になる︒若い人

小規模校と裏はらに地域における

◎︑明治以来全国的にも独特な学

えて私見を述べてみる︒

区制は残すべきである︒学区民のよ

い︒高齢者のための福祉の施設利用

住民のための文化ゾーンも望まし

設利用も必要であろう︒

も考えられる︒それに併せて保健施

がどっと押し寄せる要素は先ずな

る︒

りどころを失うことになるからであ
◎︑小学校はこの際︑二校及び三

い︒郷土資料館︑産業記念館︑発表

○

張派︑傍観派︑革新派︑少数意見派

とも大切なことは従来の学区制にこ

校統合すべきであろう︒その際もっ

しいブロックの各学区において役割

会ホールなどの施設もよい︒要は新

現在のところ検討委員会の活発な

ク内︵仮称︶の交流︑親睦を一層深

だわることな§︑統合されたブロッ

をはっきり明確化してはどうだろ

は約二年後というが延びる可能性も

めることであろう︒

進展は見られない︒タイムリミット
ある︒

ァつ︒

常勤講師︒機関紙編集︒

精神薄弱者授産施設理事長︒大学非

矢野隆夫京都市出身︒六四歳︒

それにしてもビジョンにあふれ詞

面排他的であり︑又隣の学区といえ

いものである︒

行動力のある若い人が出現してほし

従来の学区内は集結力が強く︑反

な案が出てから改めて意見を云い︑

に異なることはみとめざるを得ない

ども気質がちがい︑しきたりが微妙

市や教育委員会の何らかの具体的

もするという︒

その出方によっては協力もし︑反対

へもって行くべきではないか︑成否

がこの際はそれを克服して大同団結
の鍵はこの一点にあると思う︒

一方︑市や教育委員会側や住民︑

とまった具体案が出れば︑それに応

なカルチャーセンターを開いてはど

して公民館を設置したり︑いろいろ

った学区は新しく公民活動ゾーンと

ゾーンであろう︒一方︑小学校が移

小学校を存続される学区は教育

設をどのようにすれば良いか︒

◎︑小学校の移ったあと地とか施

とくにＰＴＡ側の方から何らかのま
じるという︒

どちらも主体性をゆずって腹のさ
ぐり合いというか︑敢えて火の粉を
かぶりたくないという態度︒

ほな︑どうしたら
よるしおますか
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投稿
投稿文化財を残す役割
濱田晃世︵静岡市在住︶

テレビで︑京都の町に変化が起こっ
ていることを知った︒

戦災を受けなかった京都は︑車の
増加で︑道路が狭くなった様に錯覚
する程だ︒信号や標識が立ち並び︑

古都に相応しい風景とはおよそ合わ
ない所となった︒地価の高騰で高層
ビルが次々に建てられて行くと︑今
迄見えた諸々の風景が見えなくなっ
てしまう︒

全国から京都を訪れる観光客は︑

自分達の町では見られなくなった古
ではないのか︒戦後の復興は経済的

都の町並みを見るのが︑一つの目的
なものを主体に発展させて︑文化的

からであろう︒これは︑考え方によ

十数人の方々からご投稿をいただい

した編集局の気持ちが通じたのか︑

表紙に投稿用のはがきをデザイン

ツ化現象によって問題になっている

れば︑今後共文化財を守る事が︑最

寄せられた︒いろいろ隙路はあろう

大の防衛に繋がる一つの条件といえ

全体で守る事が必要だと思う︒

が︑小規模校の統合は︑児童の教育

の中心部の過疎化︑いわゆるドーナ

来年市制百周年を迎える静岡市で
は︑いろいろな問題が起こった︒市

効果の点や敷地を含めた学校施設の

た︒なかでも︑矢野隆夫氏は京都市

の中心にある駿府城阯は︑現在駿府

るのではないか︒京都市民は古都の

公園として︑市民の憩いの場所とな

ことも事実である︒京都市民にとっ

活用などの点で︑多くの利点がある

町並みを保存する為の方法を考え︑

っているが︑百周年行事を行なうた
そ二か月間﹁駿府博﹂会場に利用さ

見を期待したい︒

野提言﹀について︑いろいろのご意

て︑大きな問題であるだけに︑︿矢

小規模校の在り方について︑提言を

めには︑相当数の樹木を抜き︑およ
れる︒樹木の移転には一億八千万円

れる橋本寅太郎さん︵八六︶は﹁新

綴喜郡田辺町の府立洛南寮におら

程掛るが︑市民に知らされたのはそ
今︑全国的に﹁何々博﹂という行

聞の紹介記事で創刊を知り購入した
が︑まず新鮮な香りがした﹂と感想

の直前で︑大きな問題になった︒

事が多いが︑市民を含めての計画が

八年︑退屈な生活をどうエンジョイ

を寄せられた︒﹁老人ホームに入寮

なければ個性のない行事になる︒

たまたま︑今回﹁京都

するか︑私は読書に求めている︒出

な事がらが後回しになった為︑人︑

ＴＯＭＯＲＲＯＷ﹂の創刊を知り︑

版不毛の地でそれに挑戦する勇気と

て世界的には経済大国になったが︑

物︑金の中で︑金に第一に力を入れ

感じた次第である︒

れるが︑ご期待に背かないよう努力

頑張りにただ敬服﹂︑と述べておら

是非古都の町並みを守ってほしいと

且下品１

ではないか︒古都・京都は︑日本文

読者の声

人間としての問題が取り残されたの
化を内外に説明するのに非常に大き
な力を持っている︒戦争で空襲を免
れたのは︑文化財を持つ町であった
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読者のページ

したい︒

勝るという事を是非とも証明してほ

電気通信事業法の改正によって︑

動グループがパソコンネットワーク

可能になったが︑これまで︑市民運

三年前から日本でもパソコン通信が

東京都目黒区のジャーナリスト︑

しい﹂と書いて来られた︒

二︶は﹁少ない紙数の中で︑多彩な

に参加できる共同利用施設はなかっ

京都市中京区の西堀道雄さん︵七
論説が盛られて感心しました︒しか

井川一久さん︵五四︶も表紙を使わ

市民運動家︑市議会議員︑大学院生

た︒これを知った京都市左京区在住

すね︒これだと普通の地域誌と変わ
りません︒﹁千年の都﹄が泣きま
す︒京都で雑誌を出す意味は︑広く

めてきたもの︒

などが集まりこの七月から準備を進

れた︒．﹁面白いのですが︑ちょっと

に活動︑行動されるのか︑単なる論

日本と世界の知性︑感性の再興の舵

地域内部の問題に拘泥しすぎていま

っておられる︒スタッフの実力から

を取るところにあるはず︒その点で

の実現に対して︑具体的にどのよう

しばらくは論集にならざるを得ない

平和︑人権問題を扱う﹁ピースネ
ット﹂︑環境︑エネルギー問題の

し︑﹃論﹂﹃意見﹄﹃提案﹄は︑そ

が︑﹃論﹂で地域社会の変革を試み

見の方向に進むべく精進したい︒

少々失望しています﹂と指摘され
た︒まだまだ力が及ばないが︑ご意
ほかにも多くの方々からご意見ご

ットワークに接続︑日本と全世界の

ャックさん︵四四︶の呼びかけで︑

のジャーナリスト︑デビッド・クビ

たい︒西堀氏は表紙のはがきについ
て︑切るに忍びず官製はがきにし
激ではないか︑京都の大衆を動かす

感想をいただいた︒その趣旨を紙面

運動団体との交流を図る︒

東京都江東区の学生︑義野陽子さ

イトなどさまざまな問題に取り組む

環境破壊︑人権問題︑アパルトヘ

をし︑参加者に広く利用を呼びかけ

パーティーでは︑実際にパソコンを
使って通信のデモンストレーション

このほど開かれたオープン記念

ラカリネット﹂など四つの世界的ネ

にはキッスギルと書いて寄越され

に生かして行く所存である︒︵文︶

集に終始されるのか伺いたい﹂と言

た︒表紙の切り取りはあまりにも過

﹁エコネット﹂︑第三世界問題の

た︒その通りであるが︑アピールし

ん︵一九︶は表紙を切ってこられ

市民運動団体が︑パソコン通信を通

団体が一万円︒個人が四千円︒連絡

一ｚ詞◎詞宝諺菖◎Ｚ

た︒﹁なかなか内容の濃い本だと思

じて世界中の運動団体と情報交換を

先は︵○七五︶七七一・四一○九︒

まった︒ご理解いただきたい︒

たい我々の気持ちがそれを越えてし

います︒私は福井の者ですが京都に

しようと︑﹁国際市民アクセスセン

同センターは会員制︒年間会費は

た︒

は興味があります︒京都は京都人は

ター︵略称ＫＯＳＡＣ︶﹂を開設し
た︒

もちろん︑日本の財産でもあると思
います︒権力よりも庶民の声の方が
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投稿募集
﹁求都ＴＯＭＯＲＲＯＷ﹂は︑表
紙にも八それぞれの京都論ｖを掲
げているように︑京都の現状に対
し︑﹃もの申す﹄雑誌を目指してい
ます︒ぺｌジ数が少ないため︑十
分なことはできませんが︑読者か
らの提言︑意見︑感想などを掲載
したいと考えています︒
︿提言﹀⁝字数は三千〜四千字程
度︒

︿意兄・感想﹀⁝一千〜二千字程
度︒

末です︒

▽締切Ⅱは原則として偶数川のⅡ
▽原稿の取り扱いについては糊集
部に一任願います︒紙面の都合で
本旨が変わらない程度に割愛する
場合があります︒．ご了承下さい︒

編集後記
表紙の﹁それぞれの京都論﹂の文字が大
きかったためか︑誌名がそれと間違われ︑
書店で﹁京都ＴＯＭＯＲＲＯＷ﹂・という雑

誌は置いていない︑と言われたり︑一部読
者にそう受け取られたりしてご迷惑をかけ
てしまった︒２号で誌名の文字か少し大き
くなったのはそのせいである︒︵文︶
創刊号がでたあと︑マスコミ各紙が紹介
の反響があった︒特に意表をついた﹁表紙﹂

記事を書いてくれたせいもあって︑かなり

ラフ・メッセージを旧人が送ってくれた︒

は評判がよく︑なんとあのハガキを使って
嬉しい︒一時は︑大胆にも増刷を考えた︒

が︑慎重に対処したのは正解だったようだ
また︑なかには︑編集作業を手伝いたいと
イ︵章︶

いう﹁勇士﹂も登場︒世の中はイトォカシ

ボストンのチルドレン・ミュージアムに
京都の町家が保存されていることは︑︑京都

に訪れた町家は日本とこのボストンの関係

市民はご存知だろうか︒この旧月に４年目

のレスリーには︑いずれ世界中でここだけ

者の努力で完壁に維持されていた︒担当者
に京都の町家が残ることになるかも知れな
いから大事に守って行って欲しいとお願い
を切に祈りたい︒︵Ｏ︶

してきた︒これがジョークに過ぎないこと

社〒600京都市下京区堺町通四条下ル経済不動産ビル
a(075)351‑4567(ffj FAX(075)351‑2446

本

▽﹁京都ＴＯＭＯＲＲＯＷ﹂編集
部・投稿係までお送り下さい︒
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「そりゃ町内にいた方滉
一杯ひっかけてから､さあ行くかってね｣と、
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全雑草の向こうを鉾が行く。
この町しか知らなかった。

山鉾巡行の日､職子方は五十数年ぶりに鉾を降りた。
PHOTO￨中山和弘

￨SSNO915‑1036
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