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今年は、大型台嵐に見舞われた夏でした。

くらしの学習会の活動も、 7月31日に予定していた川之江(現四国中央市)

方面見学が、台風 16号で流され、 9月予定の今治出張例会も、大型台風の合間

とこちらのスケジュールが合わず、流れてしまいました。そのため、今回の会

報は、活動記録のほとんどないものになってしまいました。その代わり、会員

の寄稿文で埋められた紙面になっています。読んでいただければ幸いです。
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聾鰭JIIØ~量黙を iまぐくむ議 報告

土著書m.溝費量生基盤現地毘学金

g月4日(土)、くらしの学習会より 2名参加

[土器}II生物公盟]

土器J!l1こは堤防が壊されるのを防ぐため、「霞堤Jという施設が所々にあり、この護

堤の内部には広い空間が残されています。この空間のひとつを利用して土器川生物公

欝が作られています。そのほか、野球場やサッカー場記ども整備されています。

生物公簡では、水路を張り巡らし、ホタノレ闘や水生植物の観察がで、きる地などが整

備されつつありました。国土交通省土器JII出張所の方の説明を受けながら、閣内を見

学しました。昆患の保護にはある軽度の植物が必要ですが、子供が自然観察を行うに

は、あまり生い茂った草原や林は持まれないので、両者を間屠させることは難しいと

感じました。しかし、これらの関に寵切りを設けることで、近接した場所に観察区域

と保護o:墳を作ることは可能であるし、その意義は大きいと患います。

[満濃公爵騒然生態圏〕

かつて営農によって保たれていた里山空間を利用して作られたのが、満濃公関の自

然生態圏です。自然生態留では、繍簡の跡地を若草地帯として残し、種地性の植物や昆

虫の謀議および観察区域としているlまか、林や地もピオトープとして保全しています。

ボランティアスタップが間行しながら圏内を歩くというスタイルのため、来E覇者は

植物や昆虫についての説明を受けることができ、また開時に自然観察のマナーについ

ても学ぶことができます。非常に良い松藤で管理維持されている擁設だと感じました。

(K. K) 

ティア② 1

、アカタテノ¥ヒメアカタテハなど、騒々な韓類の蝶を観察することができまし

ら現在は、移摘したウマノスズクサは枯れてしまいましたので、一度全ての草を
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大気中の二酸化室素 (N0 2 )の測定結果報告

コープえひめでは、毎年、環境モニターの協力により「酸性雨J r大気j

の測定を全県下で実施しいてます。 2004年度の測定データを入手しましたの

で f大気NO2 J測定結果をお知らせします。

仁酸化窒素(NO2)1 

1.測定日

2.測定地域

3.測定規模

4.測定方法

5.測定gの気候

6.平均値

【行政区別データ集計
行政区 ァータ数

伊予三島市
新居浜市 5 
西条市 4 
小松町
丹原町 2 
東予市 3 
朝倉村
玉川町
波方町 2 
大西町 3 
菊間町
吉海町T¥ 1 
伯方町 3 
上浦町
大三島町
今治市 8 
~t条市 3 
松山市 47 
重信町 5 
中島町 2 

2004年 6月 5B (土)午後 6 時~6 日(日)午後 6 時

愛媛県内 52市町村(昨年比+1)

有効データ 169地点

小型カプセルによる簡易測定法(天谷簡易測定法)

二酸化窒素を吸収させるろ紙を入れたカプセルを 24時間空気中に吊るしておき、

それにザルツマン試薬を注いで発色させ、発色の度合いをユニメーター{比色む:

筑波総合化学研究所製)で測定しました。

各地の①平均②最高③最低の気温は下記の通りです。

新暦浜市 5日(①22.7"(;②27.9"(;③16.2"(;) 今治市5日(①21.0"(;②27.3"(;③14.1"(;)

6臼〈①21.8"C@24. 4"(;③19.5"C) 6 B (①21.8"(;②24.4"(;③19.5"C) 

松山市 5 B (①23.0"C②29. 3"(;争16.0"(;) 字和島市 5日(Q)22.7'C②27.6"(;③16.St;)

6 B (，①23.6'C②28.2'C③20. 7'C) 6日(Q)23.6'C②28.2"(;③20.7を〉

5日は県下で降水はなし。 6E3は新居浜と今治で 2皿、松山と宇和島で 9皿です，

O. 02 3ppm 昨年はO. 03 3ppm 

oom 
平均値 行政区 デーヲ数 平均値
0.024 久万町 3 。-∞8
0.024 面河村 O.∞9 
0.028 美JII村 2 0.006 
0.020 柳谷村 0.1∞8 
0.016 l松前町 3 0.025 
0.027 砥部町 4 0.028 。β19 伊予市 6 0.017 
0.017 長浜町 3 0.014 
0.027 内子町 0.011 
0.032 五ナ崎町 2 0.011 
O.∞9 臆JllIIT 2 0.006 
0.018 湾辺村 0.004 
0.021 大洲市 3 0.013 
0.025 !保内町 0.019 
0.019 伊方町 1 0.009 
0.030 i瀬戸町 1 0.029 
0.038 =崎町 2 0.020 
0.035 八幡浜市 7 0.013 
0.022 明浜町 4 。守∞8
0.020 字和町 3 0.012 I 

での

行政区 データ数 平均値
野村町 2 0.014 
城川町 2 O.∞4 
吉田町 2 O.∞9 
ェ間町 0.010 
i広見町 3 0.011 
l松野町 1 0.011 
日賓村 0.010 
津島町 0.020 
宇和島市 5 0.015 
御荘町 2 0.010 
城辺町 0.008 
一本松町 2 0.004 

直畳一 169 0.023 

※行政区は東予・中予・南予の順ですE

最大値は0.038ppm 北条市

最小値は0.009ppm 河辺村
城川町
一本松町

O.020ppm以下 あまり汚れていない
0.021ppm.....0.040ppm少し汚れている
0.041 ppm -0.060ppm汚れている，
0.061ppm以上 大変汚れている
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{一行政区別データ集計j料、重信簡でi七互か所での平均値0.022哩主
環境基準から、少し再れている植となっています。重{言明の位謹関議でiまど

亨玉三1':1，¥るのか簡単地関iこ表孟してみました。

\~\P 
主主主ミ札止屯 V

巴翌日J 、

/云戸ヲ
/ー愛大医塩J

県選 334号線(松山.}I/内線)

~ i 草寺緯
曽透1 ふ

メ
/

/
 

重信町遠望J
E 

A. ハタダ前の睦事事柱2003年O.田4pp腸 D槍溝口北吉井幼付近2003年O.048p開

2004 /1' O. 0432 " 2004年仏 012" 

B. 牛韓国地40鞭南鱒2002年0.051pp強 E. 重信関役場後ろ 2002年0.033pp穣

県道 193号線(森誘・重信線)

C. 牛B雪上輔

0.100 
0.000 
O.冊。

ppmO.04O 
0.1)20 
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2002年0.030pp個 F. 田窪駅付近

2003" O. 031 // 

2004 N O. 0202 " 

2004年O.024pp麗

A..D地点は交通量的多い道蕗拍い、 B" E .. F地点は道路から歩し嬰に

ある住宅地です。昨年の平均鎮は0.042pp畿で、数量豊が下がって良くなったよ

うに見えますが、画や灘定日が体日註どの最多響も考えられる為、安易に喜ん

でもいられないかもしれません。 r醜性画調定植J (雨水の水素イオク謹度

pHが 5. 6以下に屯った掃のことを酸性掃と呼ぶ)位、県下最大値ph6.2

最小笹pb3.6で、重信関最大歯車pb5.4最小笹ph4.0で、画のf寺れiまあまり噴

善されていないようです。

来年からは東轟市とえEり、 JII内エリアのヂータがないので、環境モニター

が増えて東轟市全体で輔定できるといいですね。私は来年も参加します。

A. M 
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えひめ新献アンケートから見えて救fえひめの現代食事構j

この夏、愛麓新開社のアンケート fえひめの現代金事構jから見えてきた、

五人に一人は輯金を金ベず、六割近くが「一食ぐらい金べ誌くても構わ註いJ

と、若い世代では f金jへの意敏や関心が薄れていることが分かった。食品

購入の棒、賞味期醸成舛の表示を気にする人は二割程度、 BSEや産地鶴装

問題を襲警に誌がった金品麗霊童への在日度も鉱い実態が浮かび上がった。私に

はとても興暁諜い内容でした。このアンケート仁関連した特集『今を食べる

えひめ』が組まれ、興味諜い内容だったのでかいつまんだ内容になりますが

書いて見ることにしました。

「誇 食j家でも外でも、自分のために前向きに、丁寧に禽ベる Q

一家だんらんの対極として、一人っき与の f誕食J家藤がバラバラの献立

を金べる f輯食jなど、寂しく否定的屯イメージで錨らえられがちですが、

二、三十代の女性号争中心に f一人ってカッコイイj という、新たな錨盤鶴が

生まれている申工家で食べるにも、花を麟号、妻子き誌お聴に盛り付け義SL2基
金註ら、たまに詰自分のために驚訳しようとか、自分自身を見つめ菌そうと

かj 自分への投資を構しまない口

「中 食j家屋筆で作る内金と外食の関の意味で、惣菜や弁当額を轄す。

コンピニの普及によって、 Fおiこぎ暫 jや「お茶J，主、いつの関iこか買う

ものになってしまった口この夏の盛暑で、スーパーやヂパ地下の鰹薬売り場

は大繁盛由特に、揚げ鞠、スタミナは付けたいが家で作るのは暑くて大変。

我が家でも昼金iこ時々鞘用させてもらっている。

「家 食(うちしょく)J家鑑で作って金べる鞠。

外食が特期ではts.く主主り、中食の盤葉などが充実してきた今 f内'中・外j

の境界があいまいになってきた。多くの異を鑑いプロが作った豊製薬を盟に移

して轟晶、サイドメニューを蕗えれば「立言葉な家禽J0 アンケートでも、八

書寄りが家麗で措諌金品や霊長売盤整3震を車場用し、六言語p1上註中食事i嬬iこあま暫抵

拡惑がts.いと答えている。が、土舗でご鑑を故いたり、自宅に農大コン口を

つくる本格も増え、手簡をおしまず、割高でもいい鞠巷食べたい人も増えて

きている。食の二極化進行中。
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「信 食Jテレビで「体にいいj と取り上げた商品は翌日売り切れる現象・

f親がいくら言っても聞かないのに、みのもんたの言う事は、簡単に信じ

るJココア一杯、錠剤一粒で「帳消しになると信じこんでいる人が多いJメ

ディアが「食が乱れているJrこのままだと病気になるJとあおる。結果、

必要以上に健康食品やサプリメントに依存する「錠食の人jが増えている。

今や、主主ーを'.:1空一主3ヒ?丘jさ墜事Lではなくサプザ、一野菜と"，;tば:/三杢ースを

連想する人が多い。 r基本があっての捕食ではj貿ってしまうのは手軽な

「免罪符j なのだろうか。

「変 食j 自分が思う fおいしいjに変えて食べる事〈例コーラごはん)

「フワフワJ rとろーりjやわらかものの氾量。 rかめない、遅い、少な

いJr空腹はお茶やヲユースをちょこちょこ飲んで満たすj必然的に「三度

の食事j は崩れ、 「常食jや「少量多数回食j へと移行しつつあるo こうし

た「異変jの陰で、給食や家庭の食生活改善によって国民の健康増進を目指

す「食育基本法jが今款の臨時国会での成立が見込まれているo もし、国が

良しとする「食j しか許きれなくなるとしたら一。変な食、変わる食。そし

て変えられる食・本当の危機の始まりかもしれない。

「適 食j食材の来た道をさかのぼる事。

BSEや産地偽装問題を携に、食の安全確保のために、急速に普及したト

レーサピリティー(生産履藍)システムをたどり、西予市場川町の牛の畜産

農家と今治のベピーリーフ生産者を尋ねている。どちらの生産者も「少しで

も安心でいいものを作ろうと頑張っている。消費者にももっと関心を持って

もらいたい。多くの人に食べてもらいたいj と願っている。行ってみれば、

分かることがたくさんある。けれど、消費者と生産者の距離はまだ遠い。

生産履歴をたどって食肉処理会社 rJ Aえひめアイパックスjでは、 JA

全農えひめの委託を受けて処理・加工されているo 牛肉のトレサピリティー

システムを整備したが、実際の利用や問い合わせは多くない。アンケートで

も、食品購入時に細かい履歴を気にする人6. 596、7害事が f見ないj との

結果。コストと手間に見合う成果がある、とは言い難い。トレーサピリティ

ニ皇生些単なるシステム。それが即「安全jを保証するものではない。どこ

亘玄"fl空空事部こ安心な企全。答えはただれにも分からない。
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「貧 食j普通に食べることが撃しい事

保育園児並の食事しか取らない近頃の若い女性。 r食べたいだけ食べてた

ら絶対太る。食べなければやせるし、お金もかからない。体に悪いと言われ

でも今は元気だから、着たい服が着られないよりいいJ食は生命維持や健康

といった[体の内情jの問題を腫れ、外見・ファッションという「外側jの

話になりつつある。常に周聞においしくて高カロリーで手頃な食べ物があふ

れ返っている時代。せめて、食と生とのつながりを学び、きちんとした食品

を選び取る f技術』を何とか身に付けてほしい。飢えにおびえ、 「腹いっぱ

い食べられさえすれば幸せJだった時代から、我慢と抑圧の中で f腹いっぱ

い食べたら罪悪惑に苦しむj時代へ。矛盾だらけの現代の食卓。

f脳 食j 自分の日より数字。衰えた本能や f眼力jを情報で補うこと。

賞味期限〈未開封の状態で美味しく食べられ期限〉を過ぎても食べられな

いわけではない。しかし、 「賞味期限信仰j というべきか、絶対的な基準と

思い込む人が増えている。 r胃袋で食べるjから f踏で食べるjへ。そこに

は、 f信じたいことだけを信じてしまうj危うきものぞく。 r新型肺炎 (S

AR S)にはキムチが効く Jrooでガンが治るjなどの一部の「パイプル

本」が虚偽誇大広告に当たるとして、厚生省は七月、慎重な取扱を求める通

知をした。こうした「食べ物や栄養の人体への効果を過大に信じたり、信じ

込ませる噂jを fフードフォヂイズムj という。(加藤信一郎 fへルシーフ

ードの神話j広済堂出版〉限りなく細分化された情報の誤水が、次第に食の

全体像を見失わせつつある。

f忘 食j食べることに興味かが無く、どうでもいい事

飽食の行き着いた先は f忘食J0 rおなかはすかないりど、食べた方がい

いから食べるJ rアイスクリームで済ませることもあるJ rあれが食べたい、

という欲求はあまりない。何でもあるものを適当につまむだけj やせたいか

らと無理に蓑慢を重ねる人も多い一方、食べる意味や楽しさを見いだしかね

て、食から遠ざかっている人も少なくないように思われる。だが、口は肥え

ていてまずいものは「まずいj と言い、平気で残す。目指してきた f豊かさ」

を手に入れ、誰もが手軽に何でも選べるようになったのに、かえって迷い、

途方にくれている現代。果たして十年後、私たちは何を食べているのだろう c

A. M 
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i雑感i

猛暑、豪雨、落雷、日本選手大詰曜のオリンピックとあわただしく過ぎた八

月が遠い昔のことの様に思える程、九月に入ってかもも浅間山の噴火、東海道

沖を麓糠とする地震、台属、ハリケーン、世界中のテロ事件、日本各地で毎日

の機におきる殺人事件、と百々鞠が痛むこユースばかりです。

このところ世界中の首麟違は口をそろえてチロを封じ込める為の先制攻撃の

必要を説いています。しかしアメリカでパウヱル関務長官がイラクでの大量融

壊兵器を今後も見つけることはできないだろうと発言しました。“イラクに大

量披壊兵器が存在する円この一点を大義に国連の誤認も無いままアメリカはイ

ラクを攻撃し、日本も期麗にi車臨した替でした。イラクで亡くなった多くの人

達、そして今なお戦時下の日々を過ごしている入選にどう説明するのでしょう。

イラク攻撃も、ロシアとチェチェンやグルジアとの紛争もすべて眠りある石油

の利権争いが棋患にあるのだと識者連は解説します。私選の生活のほとんどす

べての部分が石油由来むものに支えられていると言っても苦い過ぎではないで

しょう。地球が太古の普から蓄えてくれていえ人間への贈物者私達はあまりに

もわがままに捜い過ぎています。そして石地が無くなりそうだと判るといとも

短縮的に露子力に頼ろうとして各地に原発を造っています。先日美浜でおきた

震発事故はとても悲壊なものでしたが、原発の事故としては最も小さく不幸中

の幸いのものだと患います。人間が失散し、機域拡故離する可能性はどんなに

しても皆無にはならない以上、原発iこ頼らない工夫ζそ必要だと患います。私

謹一人一人が不農を受け入れる覚構をし、そのかわり大きな安全を手に入れる

為の知麗を出し合う時だと患います。例えば“輸送の為の燃料を模わない地元

の食材を糟費する門付句の金轄を利用する'¥そうすれば、舗格も安く栄養も豊

富で良いことばかりです。

私事ですが、 2年前に相次いで縄親を亡くし、今も丹に何度か土、日一治二

日で実家のかたづけの為呉に還っています。大型犬も同伴していますので四回

の食事の内一間分はコンゼニ等のお弁当を科期するのですが、その時の軟費プ

ラスチックゴミの重量が勝大なものなのです。今治ではゴミ袋詰一切艶布されず

最初の一枚から自己最担で購入するのですが、大中小と 3つのサイズがあり、

もちろん小さい襲安いので自然にゴミ減らしに投立ちも私は気に入っています。

我家の場合普段は軟費プラスチックゴミは少々きゅうくつですが還に一関
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“Ij¥ " の袋で{可とかまにあいます。それが実家へ行った時は，“小"の倍以上

の“中"の袋でも入れるのが大変な位です。一四分のゴミが一週間分とほぼ関

量になるのですから驚きです。コンゼニは何かの時に本当に喜連利ではあります

が、毎食コンピニ利用という人も多い昨今、これは少し考えてみないといけな

いというのが実感です。善意利さを追求することで失ってしまうものの大きさに

も留を向けていかなくては、と患います。

九月には我家でも事件がありました。我家のアイドル大五郎がいなくなって

しまったのです。大五郎は名前の通り大型犬ですが、とても気が小さいのです。

台愚でゆがんだアンテナの修理の人が盤根に上がった時丁度私は家の中へ入っ

てしまったので、パニックになって塀を越えて逃げ出した識です。まさか塀を

越えるとは考えてもいなかった私は大五郎の吠える声がしなくなったのであき

らめたのだと思い込んでしまったのです。修理が轄わりまだ開けていなかった

雨戸を開ける為轟にまわった私はそこにも大五部がいないことを知り様てまし

た。散歩コースをまわっても見当たらず、見かけた人もいないので最寄りの交

番に麗けに行きました。いつも無人の交番にたまたま幸運にもおまわりさんが

いてくださり、写真と一緒に届けを出し、市役所と保鍵所にも届けておく様助

言をいただきました。大五離の母犬のご家族の方選は、宣伝カーの苧配等の方

法とか親身にサポートしてくださり、宅急鰻のドライパーの方も連絡を下さっ

たり、本当に人の藤かさと親切が身にしみました。皆さんの支えが無かったら

私達は一晩どんなに心細かったことでしょう。幸い次の呂のお昼前、市役所の

方から、今治域の犬主主りと呼ばれる所に、それらしい犬がいると連絡をいただ、

吉越えに行きました。その時も、鑑席に敷くシートを準構していたとはいえ、

犬を乗せることを快く承諾してくださったタクシーの運転手さんにも心から感

謝!!です。こうして抵んとうに沢出の人たちの暖かさのおかげで、 24時間ぶり

に大五離は我家にもどって来ましたが、患の裏は 4本とも無穆に農がはがれて

赤くただれ立ち上がれない状態になっていました。嬬宅して一週間余、ょうや

く 20分位躍に出るととが出来る程度に間復しました。子育て関様、一時の抽

断が大変なことになることを改めて痛感させられました。

おばあさん猫の1)1)は九月の初めに、そろそろ知れが近いかもしれないとい

う状態になり心艶しましたが、朝夕の謀長誌と共に元気をとりもどし、今はiまと

んど一日中芸誌の中にいる大五離をからかっています。大五離が立ち上がれなか

った時、普段自分かちはあまり近寄らないリリが大五離の顔の近くであれこれ
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からかつてくれたおかげで大五郎に立ち上がろうとする意欲が出た様に思えま

す。

最後に訂正させていただきたいことがあちます。前回紹介した“式子有構円

の出版元がまちがっていました。正しくは“倉j風社出瓶押です。読んでくださ

った方の評判がとても良く嬉しい醸りです。 (K・0)

患い出ば悲し

先語の者夏、 長男とニ人で過ごす時関がありました。お母さん、この昔話を覚

えているiJ~という問いかけ誌、すっかり悲れていたことが思い出されました。

4字離り選ると、藩言警の小寵iこでも1cl.りそうt6.ことでしたので、 コーヒーブ

レイタに(霊襲名越私がかつてにつけました。築いをとれると成功け

{その り 大人のうそ{轄にでてくるおじいちゃんとおばあちゃん措主人

の調親)

事量がまだ幼韓輯か小学続的 1毒事盤!こと輩、 おじいちゃんが重体みに験覇に

連れて特ってくれたことが晶ったよね。その映臨時、 確かドラゴンポーんじ

ゃったと患うんだけども もうその轄iまその醜童書豊穣iま毘てい先んだけど、 お

輔さんがおじいちゃんに時見ていることを奮ってiまいけませんと曹ったかも、

韓暗黙っておじいちゃんに付いて持つ先んだけど 撲として時どうして毘たこ

と費しゃべったらいけませんとお母さんが曹うたんか解からんかった。

お盤iこおじいちゃんの識に持ったと曹に、どうしてもこの覇軍tfl鏡iこ詰って、

横として時おぱ議うちゃんiこ開くしかえまいと患っていて、安重量のと曾!こ、どうし

てお母さんがそう震ったのかを動指たち皆がしーんとしてしまって、、、

その輔、おばちゃん3拡大人!こiまついていいうそが選うるんよといったこと覚

えてる?

{そのま) 罷上の入って?

おiま島ちゃんが、学校で、先生!こどん詰ましゃべ明方をしているめ?と瞬いた
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ので穫はこんなんよといったら、盟上のλiこi乱そういう曹襲じゃ結くて、

丁寧説書麓でしゃべちんといかんのよと曹ったんだけど。

器量i草、先生iま醤よじゃ患いよって嘗ったら、先生は罷上よ!とおば遣うちゃん

がいうので、事襲iまおか品事ん位、先生時覇上じゃ患いよね?っ開いたも、お母

さんも先生iま関上よというので、お母さんは懇書黄金で先生iこi立金ってるの!こな

ーって不思議じゃった。お母さんは先生の藤豊ちゃんと晃たんじやろうかつて。

先生の麗は覇には騒いぞー。ちゃんと麟に護寄るぞ一。

f奇麗か揺が繰ザ題された畿、おばあちゃんがぶーって故者出した畿、髄が関

よという雷麓を知らえまいと重量がつ曹一件藩蕃!

業 予習でE幹部エゼソードi草山のようにあったのですが、この騒は金く悲

れていました。子供は主義襲までに親孝持者をしていると、思審翼翼の離しい覇寄贈!こ

錦、母親関士で慰めあった艶櫨があります。愚署警離を過ぎ、大人iこえEろうとし

ている子供たちにも、親とのかかわりを患い出す毒事も晶るんだとbか哲、合し、

品が事自みましたo (糊 @τ}

護審E走事11~を見て

離害事事Hこ欝響されて毘iこ詩書ましまと。車製麓といっても、醜犠をくっつけてい

るので、ノンフィタシ君ンという購じわ換離でした。この験E覇が麓をとった時

l;i~ 軍基翼だか告患のか、品くまで、映鶴{作り鞠}としてわ善事舗患のか、よく

わから本いというのが開畿でした。

ブッシュ大統舗の行覇者の記録を集めて鵠り彊ザしているようえ~j覇葡記、最初

は戸惑いましたが、マイケ)J...・ムーア霊童舗の各験犠の輔自己え方が翼翼怠ら、 t撃

の中華動かせるカを持った人の護者え方で控界iま変わってしまうと恐ろしく器官

ました。

醜覇培、 事11のチ自の畿、吉月 13罷!こiまどンラヂィン覇震に関犠するアメ

ザカ謹住の人々聖職瞬時::;~是関の飛行機を告患って韓外!こ量撃がしたことや、ブッシ

ュ議員やまま癖の銅器耕輔錯する傘議iま戦争麓襲撃を健避する企業であるかもブッシ

ュ散権iま戦争費鱗げることが費量髄先されるというメッセージを轄していました。

麓しい関舎で、戦争!こ行ftfま主主j醤が議iこ騒ると動欝号をする事事鞍や車分の子供

田明 j争叩



!こも兵襲撃に持くこと豊進める母親が醜りましたが、子棋tfl戦死してしまってか

ち{草、母親が寵分の考えは関連っていたと諜えまがらに訴える饗の醜犠i事、人簡

の轟かさの重量織だと患いました。重重しい生活から脱却を試みたい舞持ちはよく

理解で者ますし、子供には教曹を童!f"t在せ去こい観持ちも親なちさ語黙です@

本当記載争が世界のため主主ら、アメリ力的融轟の子患が費量鍵先で戦争iこ行け

ばいいと患ったのはムーア監聾だけで遣うザません@

大統額遊撃の離だけに、 7メザカの覇内事f曹にあまり韓しくえtt'私!こは、こ

の鞭麗を銅盤まで鐸じればいいのか、来だに半種主幹鰻ですが、先自の鞠盟事再開

iこは、富2鮮の覇酷Iま豊富連よりでi立母くアメリ免よりに事変わると轟いて晶りまし

た。本謹でしょうか?麗を守っているつもりが知も騒いうちに勉富牽鰻略して

いたという事位協定Eりませんように!盟主主は戦争豊験饗すると聾った酷ですか

ち。

(M . T) 

行ってみたアメリカ

事丹時自に日本を発って、アメリカへ行って来た。プリンストン大学で開鑑

された日本語関保の学会参加が主習的だが、この離なかなか機会がなくて行け

なかった、アメリカ旅行も計画した。

草月間昌午前 10時半〈現地時間)ごろ、アメリカ JFK空港に障り立った。

出発寵離に、チロ著書戒レベルが上がっていたので、どんなに入国が大変かと危

模していたが、何のことはない、こんなんでいいの?と拍子抜けするぐらい簡

単。成田での出国の方がよiまど厳重だった。

すぐ、飛行機で一緒だった学会出賭仲間 2人と、タクシーでニューヨークの

ミドルタウンまで行った。タクシーは、空港からマンハッタンのどこで下りて

も45ドルという料金設定がしてあり、最初に下りた一人のホテルまでで 45ド

ル、その後は、メーターをあらたにして加算するという方法で、私と今国の旅

の関行者が下りたペンステーションまでチップを入れて 62ドjしだった。{チッ

プは、料金の 15%程度〉

学会前に、 2自ほど余揺を持って行ったので、フィラヂルフィアまで患を延
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ばすことにした。それでペンステーションかち学生割引(放送大学生)を控い

アムトラック〈長距離電車)に乗って、フィラヂルフィア 30番駅まで行き、

タクシーでホテルまでたどり着いた。早速街の諜察に。フィラヂルフィアはギ

リシャ語で「兄弟愛Jを意味し、 1682年英国王チャールズ2世の命で、クエー

カー教護ウィリアム@ペン{以下ペン〉が開いた植民地に、後が異教捷@翼民

族の和を折る気持ちを込めて名付けたと言う。 1774年、第 1国大陸会議が開か

れ、 1776年ジョブアーソン語草の独立宣言が署名され、さらに、 17前年憲法

制定、 1789年 13州による最拐の連邦会議が関鑑されるなどいずれもとの地が

舞台となっている。いわばアメリカの独立に探く関わっており、アメリカ人が

一度は訪れてみたい場所の一つになっている。

そのベンの鏑蟻が塔の上に立っている市庁舎を定切りに翌日の観光は始まっ

た。市庁舎の上が壊望台になっていて、 5人ずつを限慶にエレベーターでそこ

まで運んでくれる。フィラヂルフィアの舗が一望の下におさめられ、見上げる

と、すぐ頭の上にはベンの銅像がそびえているs ペンは、碁盤の自の街造りに

も探く関わっているということで、種人と崇められているようだ。

市中央者走っているマーケット還りを行くと、強立記念館(強立宣言が可決

署名されたところ)、コングレスホール(フィラヂルフィアが首都だった打開

~時00盟会議事堂として梗われた)、宣言の家(ジェファーソンが強立宣言の

草案を書いたところに畠由の鐘パピリオン〈強立宣言の時高らかに鳴らされ

た鐘で、今はここに移されて公開されている〉、カーペンターズホール〈大工@

左官の集会所として建設されたが、 1774年イギリスの植民地政策に対し、その

権利安めぐる第 1回大接会議が開寵されたところ〉、ベッティ・ロスの家〈最

拐の星条旗をデザインして縫い上げた人の家〉が集まっていて、歩いて全て回

れるほどだ。ほとんど無料で場所によってはガイド付きで見て踊れる。重量欲に

見て由った後、ヂラウエアーJrIのほとりに出た。ペンが上陸した地として有名

で、昔のi腕船が繋寵されている。その後、独立戦争当時の居酒麗を護元したレ

ストラン、「シティ@タパーンJ で、地ピ~)vを欽みながら食事をした。余り

に量が多くて残してしまったが、もったいないので、持ち掃っていいか尋ねた

ととろ、もちろんと言ってウエーターが料理を引いていった。何と、アルミ箔

できれいに自鳥の形に作った中に残った料理が入っていて、なかなか心構い積

出だった。

次の自は、ブイラヂルフィア美術館に真っ先に行き、開館と問時に入号、美
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術鑑賞三味。すごいコレクション。その後、直ぐ近くにあるロダン美術館へ。

この日は時間節約のためパスも利用した。 1回2ドル，降車を知らせる装置は、

何と窓にぐるりと張つである紐を引っ張るというものでした。面白いと言うか

原始的というか。前日行きそびれた場所を重点に回った。政治家としても、発

明家としても知られているベンジャミン・フランクリンが住んでいた家を保存

し、郵便局と、地下を博物館としたフランクリンコートは面白い所だった。合

衆国造幣局は、事前予約が必要とかで、入れなかったのは残念。クライスト教

会には、ジョージ・ワシントンやベンジャミン・フランクリンやベッティ・ロ

スなどの指定席だった所に飾り板が付けられていた。この日は、暗くならない

うちに学会開催地プリンストンの、ホテルに着かなければならなかったので、

心をフイラデルフィアに残しつつ、次の地へ電車で向かった。プリンストンで

の学会が充実したものだったことは言うまでもない。かのアルパート・アイン

シュタインはこの地をこよなく愛し、この地で生涯を閉じたし、古くアメリカ

猿立戦争では、窮地に追い込まれたジョージ・ワシントン率いるアメリカ軍は、

1777年油断するイギリス軍を背後から攻め、初めて勝利、そしてナッソウホー

ル奪回に成功、ここからアメリカ独立への本当の道が開けたと言う。何ととの

ナッソウホールでは、 1783年 7月国会が開かれ、プリンストンは 11月までの

短期間アメリカの首都だったそうだ。ナッソウホールのあるプリンストン大学

は、映画 fビューティフルマインドJの舞台になったところで、主人公ノーベ

ル賞を受賞した数学者ジョン・ナッシュ博士でも有名だが、落ち着いた、林の

中の大学といった感じの素敵な大学だった。

プリンストンで 3泊し、(一部屋を 4人でシェア アメリカは一部屋いくら

だから多人数でシェアするほどお得)、 8月 23日いよいよニューヨーク入りし

た。ニューヨークにとったホテルは、ミッドタウンの大変使利なところ。すぐ

近くに、ロックフエラー・センターもブロードウェイもタイムズスクエアもあ

るという地の利をいかし、早速ニューヨーク見物に繰り出した。ラジオシティ

ーの見学ツアーに参加。毎年有名なクリスマス公演が行われるミュージックホ

ールや、ロケッツ(ラインダンス)の衣装を見、お姉さんとの記念撮影、その

後、 NBCスタジオ見学にも。ロックフエラー・センターの前のゴールドの彫刻、

クリスマスツリーとアイススケートリンクで有名なロウアープラザ、どれもテ

レビや映画などで見たことのある光景。タイムズスクエアの派手な広告も自に

収めた。夜は、ハーレムのジャズツアーに参加した。ハーレムは、今は、前ニ
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ューヨーク市長の再開発のお韓でかなり安全になっているとか。クリントン前

大統領もこの地誌に住んでいるらしい。ただ、いわゆるスラム簡は、より郊外

に追いやられたと言うだけで、なくなってはいないと聞いた。ヒルトンホテん

を夕方 6時過ぎに出発して、マイクロパスでハーレムへ。まず、ハーレムの家

捷料理を出すレストラン「シルゼアjでタ金を。どれもおいしかった。その後も

ジャズのj吾「レノックス e ラウンジjへ。素晴らしかった。胸にしみるサック

スの音色、ホテルに喪ったのは 12時過ぎだった。

24日は愛媛大学援学部の研究員だった教え子一家がホテルまで来てくれ、一

緒に自曲の女神像見物に繰り出す。ブエリーに乗って、リパティー島に譲り、

開涯に自崩の女神を見る。フランスからの贈り物であるとの鎮の原型はパワの

んクサンブール公盟にある。この富月から台~まで上れるようになったのだが、

事前予約が必要だったとかで、残念だった。エリス島では、もと移民局入盟検

査所の移民博物館で悲穆な移民の腰史を見る。お墨は、チャイナタウンのレス

トランに招待してもらい感識。どとの閣にもチャイナタウンがあるが、強特の

活気をもたらしている。午後はメト口ポリタン英輔館へ。さすが世界四大英補

鰭の一つだけのことはある。とても全部詰観きれない。

25自は、関室の友人と由る。前自 l週間パス@地下鉄乗り放題 21ドjしとい

うメト口カードを買っていたので、それをフルに活用すべく朝から出掛ける。

ちなみに、ニューヨークのパスの捧車の麟誌、窓枠の横の黒いゴムテープを押

して知らせるようになっている。関連本部ピ)vを皮切りに、ニューヨーク市立

E望書館の見学ガイドツアーに参加。蔵書数もさることながら、職員数 32関名

には欝く。ヱンパイア勿ステートぜんから見る四方のニューヨークの眺めは最

高だった。喪景を見るチャンス誌なかったが、さぞかしと思う。主主は、ブロー

ドウェイミュージカんを堪能、「アイーダj を、前から 23司自のオーケストラ

賭から見る。歌もセットも衣装も素晴らしかった。エルトン・ジョンの畜楽も

よかった。俳鍾の患づかいも開こえるほどの近さと迫力に毘関される。はまり

そう。また、機会があれぱ是非観たいものだ。

26日も二人で。友人は 30年前 3年半抵どニューヨークに住んでいたことの

ある人なので、パスに乗るにも地下鉄に乗るにも付いていけば迷わず自的地に

着ける。その友人が、昔に比べ本当に舗も地下鉄もきれいになったと驚いてい

た。私自身、映画で見るような怖い街という印象は一つも受けなかった。公共

交通機関はきわめて便利。待ち時間ほとんどなしで、次から次へとくる。便利
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だから市民が利用する。車なんて要らない。いい循環がそこにはあると思った。

ニューヨーク最古の歴史を持つトリニティ教会を経て、ウオール街へ。証券取

引所のあたりは、さすがに警備が厳しい。警察のワゴン車が数台と警察犬、そ

れに私服警官らしき人も。写真を撮るのも慣れる。共和党全国大会を間近に控

え、一段と警備を強化しているのかもしれない。ジョージ・ワシントンが大統

領就任の宣誓をした地を記念するフェデラル・ホール見学の後、 911の現場、

世界貿易ピルの跡地グランド・ゼロへ。網越しに見る現場には、まだ何もない

が、 2∞8年には世界で一番高いアメリカ狼立年と閉じ数字の高さ (1776フィ

ート)のピルが建つとのことだ。 3年前のテレビニュースの悲惨な状況は、今

はもうない。

ニューヨーク近代美術館が今増改築中のため、その間クイーンズに仮移転し

ている MoMAQNSに足を延ばす。途中の地下鉄(といってもこの辺りでは、

外に出ている)からの景色が、マンハッタンとは違う。落書きも多い。郊外だ

からか。少しすさんだ感じもする。不思議だ。 MoMAで目当てにしていたゴッ

ホの f星月夜j は、ドイツに貸し出し中で、 9月にならないと返ってこないと

のこと。ショック。しかし印象派のコレクションは素晴らしかった。建築予定

の世界の高層ビル展(全て完成予定の縮小模型)も面白かった。生活用品のデ

ザインの視点も他にない独自性がある。クイーンズからルーズベルト島におり、

そこから、メトロカードでローフウェイに乗ってマンハッタンへ。パスでセン

トラルパーク近くまで行き、セントラルパークをぶらつく。ニューヨークを堪

能して、一旦ホテルに帰り、その晩、例の教え子が私と友人を自宅に招待して

くれたので、地図を片手に、ブロンクス方面へ再び出掛ける。地下鉄の駅まで

彼が迎えに来てくれて、早速自宅に連れて行ってくれる。ホテルじゃない、生

活臭のある家庭を見るチャンスがあって嬉しかった。中国人である彼は、腕に

よりをかけて、中国料理のフルコースでもてなしてくれた。丁度奥さんのご両

親も来ていらっしゃって、前に愛媛でもお会いしたととがあるので、お互い抱

き合って再会を喜んだ。こんな自が来ようとは思っていなかった。生きている

ことの喜びを改めてかみしめた。教え子との別れはいつも悲しいが、こんな風

に再会できることもあるものだと、自分の仕事に感謝したくなった。帰りは、

彼がホテルまで車で送ってくれた。途中の夜景は素晴らしかった。こうしてニ

ューヨーク最後の日は、最高の演出の下過ぎていった。

私のアメリカ旅行は 28日松山着をもって無事終了した。今、イラク戦争、
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テロ事件と、世界は決していい状態とは言えない。アメリカの動向は、世界の

動向に撞結している。アメリカが変わればひょっとしたも世界がいい方に変わ

るかもしれない。良きにしろ悪きにしろ、アメリカには、そんな力がある事を

実感した旅だった。 (T・日)

(おことわり:紙面の枚数を整えるため、長々と書くことを余犠なくされ

ました。担当者はつらい!でも皆さんはどうぞ適当に飛ばしてお読みくださ

い。)

♂' 

2眠時年9月21日をもって、くらしの学欝会の所在地も変わりました。

位空1-0204 東湛帯意津)111199-9 くいの学欝金1誌がで司

含盤盟査lE

@次田耕i創立、主具立旦主麓11畳二〈林郁こか

@ペルーの方と結婚した友人がいます。一慶べjレーの話をしてくれること

ピなっています。夜になるかもしれませんが、自時が決まり次第ご連絡し

ます。

@今治出張例会もいつか実擁したいと患っています。

くらしの学習会では、髄時会員を募集しています。

活動会員 2(駒市年 購読会員 H腕丹/年

振込先口麗番号(郵領局) くらしの学習会む1610-.5-21026

問い合わせ先 TELlFAX 089一964-69.56

E司臨ail:kt-havashi@niftv.com 

古島 21 詩重量錯簡とm肉瞬が合併 麓謹?告書量生しまし止。どれかちどう怠って持く

のでしょうか。重量揮の地名が捕えてしまうのにー韓の顧しさを聖書じますo (τ 悶 H)
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