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潮騒 2001. 12月号（No.57）しおさい 地域デザイン研究会
（泰山塾）

最近のテレビ・新聞は、連日「アフガン空爆」、「狂牛
病」、「児童虐待」等々、心の痛むニュース・事件ばかり
流れている。また、経済状況も一向に回復の兆しをみせ
ず、逆に悪化の一途をたどっており、公共事業への風当
たりも強く、土木の業界などは荒海の中で弄ばれる小舟
の状態に陥っているのが現状であろう。新聞には、○○
建設の倒産、△△コンサルの倒産等々、暗いニュースで
気持ちが落ち込みがちであるが、時流に押し流されず、
ここは一度リセットしてと言うわけにはいかないので、
土木の道に入った頃、コンサル業界に踏み込んだ頃、さ
らに地域デザイン研究会、いや泰山塾の立ち上げの頃に
立ち戻り、当時の血気盛んな頃の「勇気と気概」「情熱」
を思い出すことにより、もう一度元気よく前を向いて進
もうと、不惑の四十五で思い始めている。
７～８年位前不惑への年代への突入直前、今は亡き司

馬遼太郎氏がの土木学会での講演会で、「いままでは社会
の圧倒的な味方だった学問が、社会の敵になる。土木は、
その危険性をこれからは常に孕むことになる。これをど
うすべきか考えるためには、土木技術者及び土木学者一
人ひとりが、哲学者にならなければ難しいのではないか。」
と、今の土木のかかえる根本的問題を予言（？）してい
た。流石である。さらに、「土木はほかの学問や技術と違
って、きわめて国家や行政あるいは社会の中心に座って
しまうところがある。」
「土木技術を追求するのみでは、土木は現実には生き
てこない。社会という、人間の体のような組織の真ん中
に座っているものである。」
「今日で言えば、土木は環境の問題を考えずに成立す
ることはあり得ない。これからの土木は人体と同じよう
な構造をもつ社会に対して、外科的な手術を施す学問で
あり、技術である。それだから、土木行政および土木学
者、土木技術者に必要なのはデリケートな精神。つまり、
社会科学や自然科学、あるいは文学的なことについても
デリカシーが必要であり、いわば教養のかたまりのよう
な人が必要である。」とも、講演の中で、土木びいきのこ
とを言っていた。
まさに、目指すべき理想像であり、このことが泰山塾

の根底に流れる原理ではないかと当時思ったものである。
泰山塾の理念である「まちづくりにおいては幅広い視野
と見識を持ち、多様な人々や考え方・思想との交流・交
遊での自己研鑽によるプロフェッショナルとしてのエン
ジニアの確立を目指すとともに、相互扶助の精神のもと、
社会へ貢献していく」ことに、胸が高鳴ったものである。
しかし、いつの頃からか自己の利益や建前にとらわれ

るようになり、大事なものを見失いがちであったが、た
またま仕事で、今夏に、東京外かく環状道路、名古屋第
２環状、福岡都市高速、北九州都市高速、福島西道路と
慌ただしく、自専道と一般道で構成される幹線道路４路
線及び国道バイパスの現地視察の機会があった。まさに
東奔西走の半月であったが、猛暑の中、自らの足で歩き、
沿道の空気を味わい、滝のような汗を拭くことで、土木
技術者としての誇りと喜びを思い出させてもらえた至福
の一時であった。
余談であるが、それぞれ道路は非常に良くできており、

多くの人とモノを運んでおり、沿道には種々の商・業務
施設、整然と並ぶ街路樹、セミフラットで平坦な幅広歩
道、等々、機能的でよく考慮されたものとなっていた。
ただ、何か物足りなさを感じた。それは何なんだろうと
考えたが、その時、明確な答えは見出せなかった。
－－－人の介在が少なく、暮らしの息吹が感じられないか
らか。いや幹線道路としての機能からすればそれは当然
であろう。でも････。その答えは時間が出すのか。ある
いは、道に関わる全ての人々の生活、暮らしや文化によ
って出されるのか。その答えのための道標は示さなけれ
ば････と、自問自答した不惑の四十五であった。
以前、ある先生に、「計画とは、説得の技術であり、

納得の科学である。」と言われ、大いに納得し、このこ
とを肝に銘じつつ仕事を行ってきた。ただ「成長社会か
ら成熟社会への移行」、「都市化社会から都市型社会への
移行」等、近年の都市をめぐる社会環境の変化に対応し
た種々の説得技術、納得の科学を見出しただろうか、ま
た技術者の一人としてより真摯に探求しただろうか、さ
らに地域デザイン研究会という類を見ない集まりでの、
意見交換や自己研鑽等、まちづくりの実践を通して、デ
リカシーのある技術者と成り得たか、もっと自分自身貪
欲に知識を求めたか、社会に本当に求められる人材であ
ったか、と未だ不惑とならず。
ただ、地域デザイン研究会は、体面や面子、建前でな

く、気楽に本音で、熱く、夢や目標を語れる場であると
いうことだけは、惑わず他者にいえるものである。
最後に、司馬遼太郎氏の「風塵抄」の中の「四十の関所」

より、気になる文章がありましたので、引用します。
「すでに人に生まれて、しかも四十年の人身を得た以
上、あとは虚空からこの世に客にきたと思うと気楽では
あるまいか。」

ここまでの境地には･･････、不惑の四十代、まだまだ
修行が足りません。

不惑の四十代
創造計画　金城昌幸
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最近、日本の将来が不安である、先が読めないとい
うことをよく耳にする。特に経済関係でその不透明さ
が目立つ。世の中にエコノミストと称する人、経済に
関係する多くの人達が存在しながら明確な方向を出せ
ないとは情けない。小泉首相に驚異的な支持があるの
は将来の方向に国民が期待しているからである。とこ
ろがいわゆる不景気を理由に旧来のシステムの変革に
対する抵抗が強まっている。その抵抗の強いのは国や
行政が関与する組織や体制或いは仕組みの改革であ
る。一般の民間企業は相当な改革を既に行っている。
日本経済を引っ張ってきた大型公共事業はこれから
少なくなる、従って建設業は縮小せざるをえない。労
働賃金や物価の高さのため中国や東南アジア製の製品
に負け競争力を失っている、従って収益を確保するに
は賃金を低くし土地の収益性を上げる即ち地価が下が
らなくてはならない、などは素人の私にもはっきり分
かる。物が売れないからといってもっと消費せよとい
う評論家がいるがバカかとおもう。バブル期のような
際限のない大量消費を国民は反省し利口になっている。
日本人の多くが本質的に持っている「節約」「物を大切
に」「人並みの生活をする」といった優れた徳目を知ら
ないのかと言いたくなる。消費者に責任はない。
技術革新の新たな対応としてのＩＴは一種のバブル
と言われているが、電子商取引きやブロードバンド
（高速大容量通信）は日本の社会体制を変えることに
よって発展の可能性は当然残されている。しかしこれ
までの大量生産・大量消費、輸出による国際収支の大
幅な黒字等という現象は二度と起こらないものと見る
べきであろう。ここで素人であることを承知の上で、
いくつかの方向を記してみる。
・労働コストの削減や内外価格差の平準化
＝価格の相対的低下

・土地利用のコストを下げる必要が生ずることから
くる地価の低下

・公共サービス料金の引き下げ（現状は行政の財政
難からの料金値上げが見え隠れする）

・大型建設事業から生活対応型建設業への転換
＝ゼネコンの統廃合と再編成

・循環型社会へ向けてのビジネスの活性化

（国民の意識は確実に変わっている）
・住宅着工戸数、大型店舗等の新設は減少。
民間建設投資も減少する。

・スーパー、コンビニ及び専門店の勝ち組、
負け組がはっきりする。

・その結果、人々の住み方や生活スタイル
及び交通の質が変わる。

等であろう。
日本の置かれている状況は確実に変化している。対
処の仕方としては、第一にそれらを直視し十二分に認
識することであり、第二はその上に新たなシステムや
手法を構築することである。私達は今まで現実に追い
回され需要追随の対応をし、明確な戦略を持っていな
かった。日本の社会やまちづくりでこれから最も必要
なのは目的・目標である。変化する状況を的確に把握
し、新たな価値観や概念に基づく目標を設定しシステ
ムを構築することが求められている。こんな面白いこ
とはない。
都市計画は100年の大計といわれるが、これは基本
的な骨格の部分を言うのであって必要な変更は時代を
見通して臨機に行わねばならない。現在こそ都市行政
の規制緩和や柔軟性を必要とするときはない。都市は
変化しながら生きつづける。今までの交通計画、土地
利用計画、住宅政策、区画整理や再開発は極論するな
ら通用しないと思ったほうが良い。地域デザイン研究
会での今までの取り組みから、新しい世紀の都市や街
のあるべき姿や方向はある程度イメージとして固まっ
てきていると思う。そこに上記の変化を組み込みなが
らソフトやシステムを構築することをはじめねばなら
ないと考えている。
そのための重要な視点は、これまでのシステムが供
給側からの論理でつくられ、それが破綻しかかってい
ることを率直に認めた上で、これを需要側言い換えれ
ば利用者や住んでいる人たち、市民に置くということ
に他ならない。ＮＰＯの役割はそこにある。

将来が読めない？
地域デザイン研究会代表　平峯　悠
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R E P O R T

錢高組経営企画部　　井上洋和

皆さんお元気でお過ごしでしょうか、大阪を離れ
て東京に移り住み早くも４ケ月が経ちました。丁度、
１年前に『肺ガンの疑い有り、場合によっては左半
分を切除する』と脅かされつつ大きな手術を受けサ
ラリーマン生活で初めて２ケ月休職していました。
背中に１５ｃｍ程の傷が残りゴルフ場で風呂に入る
時、ややこしい人と間違われないかと多少、気が引
けます。でも運が悪ければ東京よりもっともっと遠
い『あの世』から『思えば遠くへ来たもんだ』を執
筆していたかもしれません。
入院にかかわるエピソード。当社では幹部？社員

が入院する時は一切、極秘扱いとなり、社員の見舞
いも限定されます。このような状況下では悪い噂ば
かりが流れるものです。『どうも危ないらしい』『入
院ではなく贈収賄で警察に引っ張られているらし
い』等々。入院先が呼吸器専門の大きな国立病院で
殆どが肺ガンの患者さんです。喫煙室が１ケ所有り
まして私もノコノコと出かけましたが雰囲気がとて
も暗い。聞くと治る見込のある人はタバコを吸わな
い。見込の無い人は吸うとの話を聞いてやむなく禁
煙しました。又、入院した時は新入りが来たと言う
事で皆さんから大事にされましたが手術の結果がガ
ンでなかったと分かると雰囲気的に仲間外れとなり
ます。居たたまれず早々に退院しました。
まぁ色々な経験をしまして退院後、現在の本社経

営企画部に移ったわけですが、ゼネコンが厳しい環
境下に置かれている時の今の部署は大変です。おま
けに直属上司が社長であり、これも大変。７月に今
の東京１極集中の時世では部署を東京に移すべしと
の判断で大移動を行ないました。東京はミニバブル
です。時々、大阪に出張しますが地方に来たなぁと
感じます。以前は『東京がなんぼのもんや、所詮、
田舎もんの集まりやないか』と言っていたんですが。
但し、大阪弁は徹底して使っています。３ケ月の楽
しい単身生活の後、先月から奥さんと犬が引っ越し
て来ました（娘１人を大阪に残して……今でも奥さ
んに愛されている証拠です）。
先日、地デ研のメンバーで昨年から東京に単身で

着ている住友信託銀行の今中君から蕎麦打ちが趣味

の私にお誘いが有り蕎麦を打ちました。はるばる埼
玉県の越谷にある某公団事務所に晩、集合しまして
食堂で蕎麦打ちパーティをやったわけですが、何と
何と、その事務所の所長Ｉさんが以前、関西に勤務
されており、１度、泰山塾に参加した事があるとの
事。地デ研もグローバル？ですな。この時の感想が
『思えば遠くに来たもんだ』です。ひょっとしたら
地デ研東京支部が出来るのか。大阪時代の仲間がた
くさん東京に流れていますから。
最近、大阪に主張した時に懐かしく道下さんの事

務所に手ぶらで寄せてもらいましたが、景気の悪い
中でもいつもの通り元気で頑張ってはりますな。鎌
田さん、清水さんからも頻繁にメールをいただき返
事もしないですみません。新聞で関西の記事をみた
り、岩本さんの名前なんか見つけると何かほっとし
ます。
そうそう、今、とにかく東京の土地勘を養うべく

徹底的に地図を片手に地下鉄に乗りまくっています
が、２層、３層になっていて階段が１００段以上あ
るところ、乗り換えに相当歩かなければならないと
ころ、東京の都市計画はどうなってるんや。但し地
下鉄は１６０円で大抵の所はいける。大阪の地下鉄、
私鉄はチョット高いんと違いますか。又、エスカレ
ーター、大阪は右に立つのに、東京は何で左に立つ
のかこれも不思議。
東京本社は英国大使館の向かいですので警視庁の

警戒も厳しいですが、一時はタリバンのテロ攻撃に
巻き込まれないかと真剣に感じる事もありました。
今は、世田谷の駒沢という閑静な住宅地の中の築

３０年を経過したマンションで快適な東京暮らしを
満喫しています。皆さん、東京にお越しの時は声を
掛けて下さい。蕎麦のおいしいところ御案内します。
それでは皆さん高齢化にめげす益々地デ研の発展の
為に頑張って下さい。

思えば遠くへ来たもんだ

東　京
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元大成建設株式会社　佐々木昭男

去る10月末で36年7ヶ月勤めた大成建設株式会社を定
年退職しました。再就職は来年の春頃を考え、それま
では自宅で溜まっていた身辺の整理や、新しい仕事の
準備を始めるつもりです。退職直後は厚生年金や健康
保険、雇用保険の手続き、人間ドックの再検査、退職
の報告などあわただしいひと月を過ごしましたが、最
近やっと落ち着いた日々を迎えております。自宅で一
日過ごすと当然運動不足になりますので、日課として
毎日1～3時間の運動を目標にしています。自宅まわり
の散策が中心ですが、時にはゴルフのクラブを持って
近くの打ち放し練習場まで徒歩で行くこともあります。
現在居住地である京田辺市には平成4年から住んで

おり、それまでは京都市内に50年近く住んでいました。
京田辺市は転居当時はまだ綴喜郡田辺町といっており
ましたので、娘たちには京都市内から綴喜郡に引っ越
すのには少し抵抗があったようです。こちらに住んで
はや10年経ちますが、会社中心の生活のため地元につ
いての十分な知識はあまりありませんでした。最近分
かったことですが市の観光ガイドマップには自宅の近
くに「いにしえやまのてコース」と名づけられたハイ
キングコースが載っておりましたので、先日そのコー
スを忠実に踏査しました。
そのコースの中に月読（つきよみ）神社という神

社があります。観光ガイドには『創祀はあきらかでは
ないが、旧綴喜郡中最も古い神社のひとつで「延喜式」
の中にあげられている。その中で大社の格を有し、月
次（つきなみ）新嘗（にいなえ）があり、朝廷から崇
拝されていた。中世兵乱によって、社運が衰微した。
10月14日（私の誕生日と同じ日です）の例祭には「大
住隼人舞」「隼人踊り」が奉納される』と記載されて
おります。ちなみに「大住隼人舞」については「大和
時代に九州大隅半島から移り住んだ隼人たちが、宮中
で舞ったと言われる舞を、近年再興し、今に伝えてい
ます」と記されております。この神社のあるこの辺り
の地名は大住といい、大隅半島から移り住んだ隼人と
関係があるのでしょう。
史跡の多い京都市内から移り住んできた私にとっ

ては歴史を思い起こす謂れを聞くことは大いに興味の
あることです。地元の史跡としては他に一休寺として
知られている報恩寺が車で10分弱のところにありま
す。一休和尚のお寺として室町時代の趣を今に伝えて
います。
さらにこの寺の南西部に甘南備（かんなび）山と

いう山があり、この山頂には甘南備神社という古い神
社があります。
この神社のある辺りはちょうど平安京に朝廷が住

んでいた大極殿の真南にあたり、この地から真北にあ
る京の都を護っていたようです。私が以前住んでいた
京都の自宅も市内の旧大極殿史跡の近くにありました
ので、同じ南北線上を南に移ってきたことになり偶然
の面白さを感じております。
一休寺は大徳寺納豆が有名で数日前に予約してお

けば精進料理を食することもできます。新緑の季節か
特に紅葉の時期はお勧めのところです。

C O M M U N I C A T I O N

ペンリ
レー

いにしえやまのてコース
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M E M B E R S ' S Q U A R E

パシフィックコンサルタンツ株式会社

四国支社　三好將博

２度目の単身赴任となった四国は、本州四国三架
橋時代を迎えるとともに、四国横断・縦貫自動車道等
の高速道路の整備が進められ、広域的な交流や連携が
活発化してきている。
特に四国の玄関口としての高松は、「サンポート高

松」として人々が集い、交流し、憩う場所としての魅
力があり、ここにわが街としてご紹介したい。
高松駅周辺は、明治４３年本州と四国を結ぶ宇高

連絡船が就航して以来、「四国の玄関」として、人々
の交流の場として親しまれている。
サンポート高松は、美しい瀬戸内海の景色を生か

した海と親しみ憩える水辺案内や玉藻城（玉藻公園）
と一体となって、創り出す優れた都市環境と都市創造
を形成する中核施設をあわせ持つ高松の中心にふさわ
しいシンボルゾーンをつくり、一部ＪＲ高松駅舎、全
日空ホテルクレメント高松、高松駅前広場、ハーバー
プロムナード、高松港レストハウス等オープンし、県
外から多くの人々が来高されています。
高松駅前広場は、当社が設計を担当し、終着駅、

始発駅、いわゆるターミナル駅としての特徴を生かし
た広場および陸と海とが接する港という場所性を感じ
る広場ということで「海の鼓動を感
じる広場」～出会い、そして旅立ち
～とし、基本コンセプトは
〇シンプルなデザインを基本とする。
〇駅を降り立ってから３方向への
空間の豊かな広がりを表現する。
〇海水を導入し、海を感じさせる。
〇広場に方向性を与え、また海を
連想させるものとして羅針盤を
舗石上にデザインする。

〇植栽については、クスノキ、ケ
ヤキ、オリーブを組み合わせる。

〇長年親しまれてきた花時計をシ
ンボルとして設置する。

特に花時計と海水池は、

■花時計
海水を取り入れ、海辺を再現した駅前広場。そこ

に設置されるこの花時計は只時を知らせるだけでな
く、四季の移り変わりを知らせてくれると共に更に海
辺雰囲気を盛り上げてくれるものである。
針は金属のフレームでヨットの帆の形をしていて、数

字の１２が｢舵｣３.６.９が船を止める「舫い」他の数字
は「ブイ」の形をしたステンレスの球体で出来ている。
花壇は季節の花を使って波やカモメなどの海に関

係するものを表現する。
夜は文字や盤に埋め込まれたＬＥＤ（発光ダイオ

ード）や照明でファンタジックな世界へ導く。
また色の違うＬＥＤにより現在時刻を表示し、毎正時

には海に因んだメロディがオルゴールの音で流れる。
縁石はベンチとなっており、列車を待つ人や家族

やカップルの会話の場となる。
■海水池
瀬戸内海から直接海水を引き込み、海と同じよう

に波や潮汐をおこして瀬戸のおだやかな砂浜や磯辺を
駅前に再現し、海を身近に感じていただける憩いの場
とした。オープン後子供達が８０匹前後のチヌを放流
し、その成長ぶりは著しい。
なお、海水池は実際の高松港の干満にあわせている。

終わりに「四国自立宣言」にみられる具現化と２
１世紀に生きる人々への癒しの心･･･街づくり（ひと
づくり）の起爆剤になればと思えるまちである。
ぜひ、来(き)まい高松へ。

わが街紹介
～瀬戸の都・サンポート高松　「来(き)まい高松へ」～
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パシフィックコンサルタンツ株式会社

中部本社　庄司　優

前回、依頼を受けて「潮騒」に寄稿したのは、当
社中国支社（広島市）在任中のことでありました。
昭和４８年、札幌駅から津軽海峡を渡って上野駅

に着いて以来、それぞれの勤務地で所属学会、団体に
お世話になり始め、住所だけの変更を行ってきた結果、
アイデンティティの無いのがアイデンティティである
という勘違いをするに至りました。一方で、地域に落
ち着こうとすればする程先の土地が呼び始める「渡り
鳥のジレンマ？」状態に陥ってしまうことになるみた
いなのです。かくして、大阪勤務、奈良在住を辞して
丸８年、現在の勤務地は名古屋市、住まいは愛知県春
日井市と相成っている次第です。
さて、このように色々な地域に接して最も困るの

は「地名」の呼び方であります。北海道時代は、殆ど
の地名がアイヌ語を漢字に当てたものですから、読み
にくいのは当たり前、内地（北海道では本州以南を内
地と称します）の地名に困ることは想像もできません
でした。
ところが、ところが此の地においても地名は、ひ

らがな読みに意味があり、漢字はやっぱり当て字なの
でした。（漢字の義で表す地名もあります）
こうして、勤務地での発表資料原稿には前もって

ルビが振られますが、自分で確認しないと時には嘘や
勘違いがあります。発表後、それを指摘されるのは全
く恥ずかしきこと、渡り鳥のネオンサインをアドバル
ーンであげているみたいなものなのです。
愛知県にも難読地名があります。ご存知の方はご

めんなさい。以下の地名を正確に読んでください。
「挙母」「足助」「猿投」「一社」「上社」「御器所」

「新瑞橋」「味美」「幡豆」「引佐（これのみ静岡県）」。
答えは、「ころも」「あすけ」「さなげ」「いっしゃ（次

をひっかけるための囮です）」「かみやしろ」「ごきそ」
「あらたまばし」「あじよし」「はず」「いなさ」です。
２つほどその意味を紹介すると、「挙母」は、ご存

知世界のトヨタの豊田市の旧名で、クル（包）モ（接
頭語）－川に包まれた袋状の地－が語源だそうです。
コロモ自動車では、だめだったんでしょうなあ。次い

で「幡豆」、ハテ・ハズレの意味があり、中部国際空
港の埋立土砂の土取場候補地で、跡地利用に地元の大
きな期待が寄せられていましたが、手続きの遅れ、浚
渫土使用により事業中止、期待はずれに終わってしま
いました。
また、現在は「知立（チリュウ）」の字が当てられ

ていますが、本来は東海道五十三次２９番目のの宿で
あった「地鯉鮒宿」、理解しやすいですよね。
わが街、と云い始めるとまた次の土地がおいでお

いでをする様な気がしてしまうのですが、わが街「春
日井」には諸説があるようです。一般的には、春日神
社による伝搬地名とされ、カ（神）ス（栖）ガ（処）
の義ですが、カス（滓）ガ（処）：水の乏しいところ
（これは近代の度重なる洪水の歴史からは、little John
と同義のユーモアとしか思えないのですが）カシ（傾）
ガ（処）等とも云われています。また、朝鮮語でカ
（大きい）スガ（集落）イ（居）の義があてられるこ
とから、朝鮮渡来の人たちが移り住んだ土地との説も
あるようです。
歴史や地域形成の意味を含んでいる「地名」、生ま

れ出てその生をを終えるまでの原点となる「土地の
名」。これこそ地域づくりのシンボルとして長く残し
ていくべきものでは無いのでしょうか。
最後に、酷寒の地北海道十勝郡にあった地名「凋

寒」、これは見てのとおりしぼむ程寒い地「しぼさむ」
と読むそうです。これから春まで冬です。会員の皆様
のご健康をお祈りいたします。
雑文にてご無礼いたしました。

参考文献：「地名のルーツ」吉田允義
「地名用語語源辞典」
「日本歴史地名辞典」

わが街紹介
～愛知県春日井市に住まいて～
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柳田　保男

●台北科技大学昼食会余談
台北科技大学への訪問は，２泊３日組の帰りの都

合もあって、１１時少し過ぎから
の昼食会でもって終了するこになっており，その

あと，個人としては故宮の見学とＭＲＴの試乗を考え
ていた。
ところが，終了まぎわになって，日本のNPOなる

ものへの問いがあり，うっかり行政の縦割り問題に触
れたところ，それでは，続きは２次会でやることにし
て残れ，というはめになってしまった。
帰阪組のバスを見送って食堂に引き返し，新たな

参加者を含めて，禁煙無視？のビール（ロック）を飲
みながらの論議ということになったが、お互いに背景
などをよく理解していないままの勢いにまかせてのも
のになったのではないかと反省している。そして，通
訳していただいた石川夫人に多大なご迷惑をかけるこ
とになったことも反省している。
従って，いま考えてみての要点のようなものを次

に記して，余談とさせていただくものである。
①行政の縦割り問題は，台湾にも存在する。但し，
２つの中国というものがどのように影響してい
るのかは不明。
②NPOと税金との関係は，日本においては今後の
課題とされているが、台湾においてはNPOその
ものが今後の課題か？

●花蓮ツアー余談
花蓮行きが決まったのは，台北へ到着した日である。

予約が不可能ということから，あてにしていなかった
こともあり，事前に知識を仕入れないまま，朝早くツ
アー仕立て屋の迎えを受けて花蓮へ飛ぶことになった。
精進のよいメンバー構成であったためか，雨もや

み薄日もさすなか，貸切バス（上等の代物とはいえな
いが）で禪光寺，慈母橋，九曲洞， 徳寺へのお定ま
りのコースをたどることになった。同乗者は，ほとん
ど日本人の１０人余りの少人数（夏休みが終わったこ
ともあってか？）で，ツアー仕立て屋の思惑どおりに
動かされることになったようである。

つまり，余談としては，次のようなものである。
①コース最初の大理石工場での表札の売り込み
（帰りに間に合うように仕上げてくれるので買う
人もいるようであるが）は，漢字の共通という
ことから，なるほどとも思った。

②緑水というところで名水なるものをコーヒーで
飲むことにしたが，邦貨換算で約６５０円であ
った。日本人相手の値段とも考えられるが，今
後のことは余計なお世話か。

③案内人（もち論、日本語での）が経営する店
（食堂とみやげ屋を兼ねての）がセットされてお
り，ツアー仕立て屋の仕組みに興味もあったが，
これは，聞かないことにした。

以上，編集者のご依頼もあったので，思い出すままに
書き下ろすことにした。まことに悪文で申し訳ないとあ
らためて反省しており，ご容赦を乞うものである。

台北レポート
～台北シンポジウム余談～




