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潮騒 地域デザイン研究会
（泰山塾）

2002. 5月号（No.59）�

先日、土木学会関西支部主催のシンポジウムで、
公団民営化の急先鋒である猪瀬直樹氏の話を聞い
た。私には「これまでの仕組みを変えろ」という
内容であると理解したが、一般的には「公共事業
不要論の展開」と感じている人が多いように思わ
れる。
公共事業を中心とする社会資本整備のあり方は、

数年前から活発な議論がされており、今後の方向と
しては、①環境に対する配慮　②少子高齢化の進展
にあわせた安全・安心まちづくり　③ストックメン
テナンスの重要性　④透明性・公平性の確保　⑤魅
力と活力のある都市・地域づくりなどであり、多く
の人たちの意識そのものは変わっているのは事実で
ある。
しかし、現実の仕組みや体制がその方向に向い

て変わり、改革が進んでいるとは到底思えない。
旧態依然といっては言い過ぎか。思い切り悪態を
つくと、「建設業者やコンサルタントは仕事が減っ
て大変だというばかり」「受注競争は激しくなり、
役所やコンサルタント詣でと依存体質は増すばか
り」「国では族議員が横行し、それに悪乗りする役
人は公共事業を私物化」「地方分権の基本である財
源と権限の移譲は先送り」「役所は競争性がなく親
方日の丸体質が抜けていない」となる。最近の連
続する政治家の不祥事に対し、新聞の論調は、斡
旋利得処罰法、入札干渉罪、官制談合防止法、政
治腐敗防止法、公共事業受注企業の政治献金禁止
などを導入せよとの論調が多いが表面的な対応で
ある。
このような状況を打破するためには、長年染み

付いた官尊民卑の考え、公共事業における発注者
（官）、設計者、施工者（元請及び下請け）が力の
強弱や上下関係を表すものとなっているという体
質や仕組みを変えねばならない。官（役所・行政）
及び行政を動かす根拠（法）が変わらないと日本
の社会は良くならないと考える。私自身ＮＰＯの
名刺で役所を訪れたとき、うさんくさい目で見ら
れているといっては僻みであろうか。元大阪府と
いえば対応が変わる。ましてや一般民間人であれ

ばその扱いは想像できる。
官の人達は個々には人間性や考え方に優れた人

たちが多く、そのことを問題にするということで
はない。その人たちを動かしている仕組みや体制
に問題がある。「会計法」や「地方財政法」におけ
る請負契約の仕組みや発注方式、積算基準や予定
価格制度及び会計検査、建設業法による取締り行
政、公共工事依存体質などに多くの問題が横たわ
っている。これからは消費者や顧客のニーズに的
確に応える製品を競争者より安く提供することに
よって生き残れる時代になっている筈なのに、こ
のような変化に対応できる仕組みがないことが問
題なのである。これを建設業者や施工者に求める
ことには限界がある。川上の「官」が自ら改革を
しなければならない。責任は重大である。
法律の改正には時間がかかる。しかし根本的な

ことではなく、現在の法律の中での運用や考え方
を変えることで改善できることも多くある。例え
ば、一括契約方式でなく、個々の専門業者による
公開のコスト管理に基づく契約、技術審査の外部
化による随意契約の拡大、公共プロジェクトの計
画や効果の外部化（行政が施策決定をしない、市
場原理を導入する）などである。これらを可能に
する前提は、情報公開と意識の改革である。役所
の中にいるとなかなか実感できない。
「建設マネジメント」は本来そのような変革を目
指して、土木学会や大学で研究・調査が進められ
ているが、国や地方自治体が率先して意識改革し、
新たな公共事業や社会資本を創出する基盤を作ら
ねばならない。司馬遼太郎は、「もし国家が聡明で
なければ、この土木人口を養うというだけの理由
で、自然は改変されつづけ、自然から受けつづけ
てきた倫理的感情を枯渇させるばかりでなく、住
んで喜びを感じられない国になりはてるでしょう」
という。国に先んじ、三重県、高知県、長野県、
鳥取県等の地方から公共事業を含む行政の改革が
徐々に進みつつある。
公共事業における「官」の責任は大きい。

公共事業を問い直す　―何故変わらないのか、「官」の責任は大きい―
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泉　英明　（（株）環境整備センター）

私は以前から旅行が趣味で、どこかのまちに行くと
商店街や繁華街、駅、役所やビジネス街、銭湯などを
まわり、人の生活やまちの雰囲気を感じるのが好きで
ある。大学時代にまちづくりの仕事というものが存在
することを知り、現在、コンサルタントの仕事に就い
ている。

今までの少ない経験からではあるが、私が思うまち
づくりの仕事の魅力は、地域を愛する魅力的な方々と
出会うことができ、一緒にまちの未来の方向を探り、
共同作業を行えることであり、その機会を与えられる
ことはとても幸運である。
その活動は、まさに人間ドラマのようである。数年

前までは、先輩方に従い彼らの意見どおりに動いてお
られた方が、今では、まち全体を見据えた考え方、立
場的に弱い人を思いやる一言、信念を持ってこれだけ
は譲れないという凛とした態度、先輩方もなるほどと
納得するような発言をされる。そんな時は、～さん、
かっこええやん！と静かに感動してしまう。
楽しく、激しく、議論を繰り返し、時には絶望感も

味わいながら、地域の総意をつくっていくのは、本当
に労力がかかる。例えば商売人についても、店を放っ
てまちづくりに明け暮れているのは本当の商売人では
ない、まず自分の店を繁盛させお客さん同士を繋げる
こと自体がまちづくりだ、などとよく言われるが、こ
れ以上まちづくり活動に没頭するならもう離婚よ！と
奥さんに怒られながらまた走り回っているおやじさん
を見ると、このような方々の思い入れと行動が地域を
支えているんだなとつくづく思う。

様々な立場の意見や社会情勢をふまえた、まちづく
りのビジョンと活動のシナリオづくり、実働段階の活
動支援などがプロとしての能力が問われる所で、今後
もより磨いていかねばと思う。
ただ、仕事として関わる者はあくまでも外の人であ

り、そこに生活する人達が中心となり自律した地域社
会を創るべきという原則にのっとれば、地域にべった
り入り続けるのはむしろマイナスになるのでは？とい
う疑問が、活動が軌道に乗れば乗るほど湧きあがり、
そのバランスについて悩まされる。という話を友人と
していたら、「まちづくりの仕事って孤独なものね。

好きになった子をやっと口説いて相手もその気になり
つき合おうという時に、やっぱり俺たち友達関係でい
ようと切り出すようなものじゃない。」と言われてし
まった。うーん、孤独と感じたことはなかったが、確
かにそういう面もあるのかなあ。

これからも、「このまちはわがふるさと」と誇れる
まちづくりに、孤独な（？）仕事としての関わり方に
限らず、様々な形で参加していきたいと思う。

（有）アトリエ・Ｋ　　伊藤　可奈子

昨年末に地域デザイン研究会に入会させて頂きまし
た。パースという仕事を通じて、日本の国の有り様、
まちの有り様、人の有り様、教育の有り様など考えさ
せられることもしばしばありました。パースという"絵
"は、それ自体は外へ出てひとり歩きしますが、描いた
人間が表にでることは決してなく常に黒子の存在であ
ります。故にその習性が身に付いてしまっているので
すが、地デ研に入会させて頂き、分科会の活動に参加
させて頂いて発言の機会も与えて頂き、ここでは黒子
である必要はない、率直に意見を述べていい環境なん
だと感じた時、目の前の幕がサッと取り払われたよう
な感触がありました。学生時代は洋画の専攻で、この
業界に入るまでは三角スケールすら知らない環境でし
たが、土木・建築の分野でお世話になって結構な時間
が経ちました。その間私なりに感じたことを、大変稚
拙で恥ずかしい限りですが述べさせて頂きます。

未熟な技術ながらも独立してパースを描きだした頃
は、ハードな構造物が主体でした。その後"環境"とい
う言葉が登場し"環境に配慮"がトレンドになり、そし
て"環境と人との共生"が謳われ出しました。しかし、
気がつけば共生そのものがとても危うい所まで来てし
まっている。戦後、日本の国の有り様が"この暮らしに
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C O M M U N I C A T I O N

くい国日本"を作ってしまったと思うのです。その時は
良かれと思ってしたことのほとんどが、行政主体のお
仕着せの"善"であったようにも思うし、それが国の方
針であったとしても"切り張りのまちづくり"を全国で
やってしまったコンサルタントにも反省すべき点はあ
ると思うのです。もちろん私もパースでその代弁をし
てきました。山を削って谷を埋め"エエンカイナ"と思
うような法面にせめて絵面だけでもと勝手に小段に植
栽し、担当者にいやがられたこともありましたが、バ
ンバンその類の絵を描き仕事には追われながらも経済
的に困ることはありませんでした。あの時代、誰もが
その恩恵を受けていたと思います。一抹の不安を抱え
ながらも・・・
そんなこんなの結果、"現在の日本の状況"がありま

す。毎日報道されるニュースは暗く重たいものばかり。
世界規模で人心がまともでないようだし、地球環境も
くるところまできてしまった感があります。しかし、
こんな時代であるが故に、人心が乾燥しきっていると
感じるが故に、一人一人の心に水をまく作業が必要な
んだろうと思います。
自殺者が年間３万人を越えるこの異常、人と人の間

に暮らしていながら孤独を感じ希望を持てない人がい
かに多いのかを考えさせられます。あまりに心の病ん
だ人が多い。人の心の健康を取り戻すには、社会その
ものがいい変化をしないとかなわないことだと思う反
面まだ捨てたものではない、元気な人もたくさんいる。
そこで、その元気な人たちに中心になってもらって、
教育とまちづくりを考えて頂きたいと思うのです。一
番大切なのは、教育とまちづくり。
教育はそのまま学校教育ですが、勉強のできる子も

できない子も、裕福な家の子もそうでない子も運動の
できる子もそうでない子も、従来の価値観の枠にはめ
るのではなく存在そのものを喜んであげられる価値
観、生命というレベルでみれば、草も木も虫も動物も
人も皆同じなんだと感じられる気持ちを育む環境づく
りを学校を中心とした地域で出来ないものだろうか。
人間にはいろいろな考えを持つ人がいて、家庭教育も
千差万別ではあるけれども、地域コミュニティが密接
になればなるほど住民の意識も高まり、地域ぐるみで
の活動がより意義のあるものになるのではないだろう
かと思うのです。理想かもしれませんが・・・しかし
子供は国の財産ですし、心の健康は国力が増す元にも
なると思うのです。
孤独や疎外感を感じる人は互いにバリアを張って相

互交流を出来なくしてしまっている。"自己中"といわ
れる現象はこれかなと思いますが、相互信頼がないが
故でしょう。これが解決すれば何も問題はない位です
が、このバリアを一つ一つ崩してゆくこと。一人でカ
エルの歌をうたうより、２人、３人、５人１０人で歌
う方がおもしろくて楽しいことは誰もが経験している
と思うのです。バリアを取って一緒に歌おうと声をか
けてくれるリーダーをつくることが、まちづくりに欠
かせない要素だし、まちづくりはそのままひとづくり
であると思うのです。
では、具体的にと言われると何の策もなく、私にと

ってはとてつもなく大きなテーマだとしかいいようも
ないのですが、例えばワークショップなどの機会に本
当にカエルの歌を全員で合唱してみると、恐らく失敗
する人もいて笑いが生まれる。すると座も和んで緊張
がほぐれる。発言がしやすくなる。今までしゃべらな
かった人も発言するようになる。黒子の発想ですが、
誰しも発言の機会を与えられると心が少しは動くもの
だと・・そういう雰囲気づくりが人が動くきっかけに
なるのではと思いますし、小さなことの積み重ねが大
きな活動になってゆくだろうし、基本は人だと考えて
います。
経済性を優先し、街も整備され便利になり、モノも

行き渡って一見豊かな暮らしにはなったかに見えるけ
れども失ったモノも多くあり、それに気がついた今、
心を病んだ人が一人でも少なくなるよう、うれしいと
か楽しいとか幸せやなと実感できるようなまちづくり
に自分に出来るところから関わって行ければと思って
います。
新参者で、専門の勉強は何もしたことがありません

ので、勉強の機会をなるべく逃さず参加して行きたい
と思っています。今後ともよろしくお願いいたします。
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東洋建設西澤　郁子

地域デザイン研究会会員の皆さま、ご無沙汰いた
しております。つい一年半前までは予想もしていなか
ったことですが、昨年初めより応援で東京のＩＳＯ推
進室に、そしていったん6月に大阪へ戻りましたが、7
月から転勤になりました。国際事業部の認証取得の為、
ＩＳＯの規格の勉強と同時進行で認証支援業務（内部
監査実施、外部監査同行含む）に携わり、つい3月に
計画どおり認証取得するまで、なんと7回、海外出張
（フィリピン:マカティ市、パンガシナン州リンガヤン、
カンボジア：プノンペン）に行きました。プライベー
トでは、どこへも行っていないので、フィリピン出張
でのエピソードをご紹介することに致しましょう。

① まず、マニラ空港に到着すると、すごい光景を目
の当たりにします。成田より関空からの到着便は乗客
が個性的です。派手な刺繍のついたジージャンをまと
い、サングラスの体格のよいおにいさん（スキンヘッ
ドだったりすることも）、黒シャツ・白いスーツ・ぴか
ぴか靴の三点セットのおじ様、ブランド物のバッグと
大きなぬいぐるみに多くの荷物をもった無邪気なフィ
リピン人のお姉ちゃん（定番のお土産の一つは、カッ
プヌードルのシーフード味を二箱ガムテープで一くく
りにした荷物）、そのお姉ちゃん達のツアコンのような
おにいちゃんが大半です。単身仕事でやってくる女性
の私など珍客らしく、成田からやってくる上司を待っ
ていたら、空港職員はもの珍しいものを見るごとく、
私のところにやってきて世間話をし掛けてきます。
② 空港を出ると、多くのお迎えのフィリピン人が

います。海外労働者の多いフィリピンでは外貨を持っ
て帰ってくれる家族、知り合いがいると、一行が出迎
えにきて（あるときは、ジプニーというブリキのおも
ちゃみたいなバスをチャーターして）歓迎し、空港近
くの免税店に一緒に着いて行き、「アレ買って」「コレ
買って」とおねだりするのです。政府はよく心得てい
て、免税店のビルへは「入国3日以内」の旅券を持っ
ている人が一緒だと入場できるシステムになっていま
す（なっていますが･･･融通よく入国日を記入ミスす
る気の利いた受付係が多いです）。

③ さて、ほこりっぽい街中を車で約30分でマカティ
市に到着です。以前はマニラ市が商業中心地でしたが、
現在はマカティ市がビジネス街として賑わい、高級ホ
テルや高層オフィスビルが並んでいます。マニラ、マ
カティでは危機管理が問われるでしょう。ここでも日
本人は恰好の標的です。タクシーでぼられる、はまだ
ましな方で、ホテルの部屋においていた財布がない、
ホテル前でタクシーを降りたとたんにひったくりにあ
った、白昼オフィス街でホールドアップに会った、き
れいなおねえさんをホテルに呼んだら財布ごとなくな
った、空港で大金を両替しタクシーで移動中に襲撃さ
れる等々、毎日現地の日本語新聞「まにら新聞」に危
機管理のできていない日本人の被害が載っています。
カバンは斜めがけ、車は目的地のドアの前で降りる、
急いでいても会社の車しか乗らない、財布は人前で開
かない、クレジットカードはゴールドは見せない、買
い物する時に現金は手から手へ、といった基本は守る
べきでしょう。蛇足ですが、その「まにら新聞」には
入国拒否された日本人の記事もよく掲載されています。
④ ところで私の実家のある高槻市とマニラ市が姉

妹都市というのは知っていましたが、この地に来て、
恥ずかしながら、初めて理由を知りました。マニラの
パコ駅（ただいま工事中）の前に、キリシタン大名の
高山右近像があります。高山右近は高槻城主でしたが、
当時は死罪より恥辱であったという島流しにあい、
300名以上のキリシタンとともに小さな船二隻に詰め
込まれ一ヶ月以上の船旅を経てマニラに到着したとの
ことです。マニラでは彼は有名で、同じキリスト教徒
のマニラの市民は彼らを国王か凱旋将軍を迎えるかの

ごとく大歓迎し、又
右近達もサンアウグ
スティン教会で感謝
の祈りを捧げたとの
ことです。しかし、
加賀（前田利家の預
かりの身であった地）
からの船旅の疲れ、
粗末な食事、気候風
土の違いで到着一ヶ
月後に亡くなったの
です。

～こんなとこ行ってきたよ～

フィリピン出張雑記帳

サンアウグスティン教会



⑤ 長期滞在者用のホテルに泊まりますが、「（ラウ
ンジの）新聞はまだですか？」に対して、彼らは「ま
だ今の時間だとロビーに届いた頃だと思います。」と
丁寧に答え、その場に立ったままです。でも顧客がど
うしてそういう質問をしたか、と考える人は少ないよ
うです。次からは、同じ答えが返ってきたら「あと20
分、ここで食事をしていますので、新聞を持ってきて
ください。」といえば、とってきてくれます。以前メ
キシコやアジアのいくつかの国で旅行した時も割と同
じような傾向があったことを思い出し、それ以来、状
況を聞いて、無理がないようなら、要求をはっきり示
すことにしています。

わが社のマニラ営業所（マカティ市内）には、多
くのローカル職員がいます。ここでのおもしろいエピ
ソードもご紹介いたしましょう。

⑥ 一日に５-６回食事する。朝家を早くでて通勤し
ている職員が多く、朝食を家か会社に着いてから食べ
ます。二回目は10時です。12時に昼食、15時におやつ、
そして晩御飯です。初めて10時や15時にローカル職員
だけがいっせいに台所へ波が引くかのごとく移動して
いくのを見たときはびっくりしました。何かの集会で
もやっているのかと。ところがこれは習慣ですので、
仕方のないようです。当の本人達も日本人はそういう
習慣はないということは心得ていて、食事が終われば
さっさと席に戻って職務に戻ります。その後台所へ行
くと山のように積まれた食器をユーティリティー職
（オフィスの片付け、お茶だし、コピー係）が片付け
ています。
⑦ 誕生日は、本人が皆にご馳走する。日本をはじ

め私の知る限りの国では、誕生日を迎えた人が他の人
からお祝いをもらうと思っていましたが、ここでは逆
のようです。ある日3時、ハンバーガー、アイスクリ
ーム、お菓子などお皿にあふれんばかりのおやつが届
きました。理由は日本人職員の誕生日でした。誰がお
金をだしたのか聞くと本人でした。「お世話になりま
した。おかげさまで○才になりました。」ということ
でしょうか。出張中に誕生日を迎えなくて内心ホッと
していました（笑）。

マニラから車で5時間のリンガヤンにある50km以上
ある現場。実際はすごい砂埃で、バックホーとかダン
プカーが行き交っていました。

担当業務が変わり、しかも転居が３回（大阪⇒東
京⇒大阪⇒東京）、出張も海外国内と多く、住環境や
仕事に慣れることは想像以上に精神的にも肉体的にも
大きな経験でしたが、出かけた先でこういった事象、
習慣の違いをみつけては、好奇心たっぷりの私はほっ
こりした気分を味あわせてもらっていました。フィリ
ピンの他の地やバンコク経由プノンペンでのエピソー
ドは又いずれの機会に致しましょう。
当社も長くお世話になりました当会を昨年度末で

退会したとのことです。会員の皆様方のご健勝をお祈
りしますと共に、また面白そうな行事や関東に転勤さ
れた方で集まられる際には是非ご連絡ください。

連絡先：nishizawa-ikuko@toyo-const.co.jp

M E M B E R S ' S Q U A R E
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アグノ川河川改修工事現場(パンガシナン州リンガヤン)
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阪神高速道路公団　中尾　恵昭

守口市　　　　　　吉川　一典

2001年早春、「ミレニアム研修旅行」と銘打ってヨ
ーロッパ5ヵ国8都市を巡ってきた。全日程は11日と非
常にハードな旅であったが、得られた収穫は大きく記
憶に残る大移動であった。男4人の手作り旅で添乗員
も一切なく、5ヵ国とも言語・通貨が異なっており混
乱もあったが、いい経験を残せた。節約旅行（基本料
金約18万円）で、ホテルも2～4星という、今にして思
えば危ない、恐ろしい旅であった。

日程
2001年1月5日(金)～15日(月)

訪問国（都市）
トルコ（イスタンブール）
スペイン（バルセロナ）
オーストリア（ウィーン、バーデン）
イタリア（ベネチア、フィレンツェ、ローマ）
ギリシャ（アテネ）

シリーズ（不定期）でその概要を紹介したい。

Ⅰ．トルコ（イスタンブール）
1月5日13:35 ＴＫ（トルコ航空）49便　関空発

20:00 アタチュルク空港着
7時間の時差があるので13時間余搭乗したことに

なる。むろんエコノミーで、症候群が出ないよう、し
ょっちゅう機内を歩いていた。
到着して早速両替。１万円で5,000万トルコリラ。
すごいインフレ、まだ進行している模様。買物をす

るときは親指で札の 000を隠して計算した。トルコリ
ラの紙幣は高額になるほど単色刷りで小型であった。

空港から路線バスで市内に入った。夜９時に下
町のホテル（1,000万TL／人、朝食付）に着いて、早
速周辺の探索と食料、ビール（50万TL）の確保。道
行く人の顔はほりが深くエキゾチック。まさに、東洋
と西洋の接点。

朝の5時、地響きと大騒音が町中をかけめぐった。

何事かと窓から見ると暗闇にダンプトラックがゴミを
積み込んでいる。街角に置かれたゴミ箱を別のバック
ホーが吊り上げて投入するときの騒音であった。気を
取り直してベッドに入ると市内のモスクから一斉にコ
ーランがボリューム一杯に流れ始めた。寝ているどこ
ろではない。時計を見れば６時であった。多難な旅行
を暗示させる異国での幕開けの朝となった。
朝食前にバレンス水道橋まで散策。イスラムのミ

サの声がマイクを通じ街頭にこだましている。つい寺
院に入る。敬虔な気持ち。
朝食後、路面電車トラム（25万TL) に乗ってオスマ

ン帝国スルタンの居城トプカプ宮殿へ。戦利品、貢物
のダイヤモンド、ルビー等々世界各地から収集された
目も眩むばかりの財宝、秘宝の数々。オスマンの王ス
レイマンⅠ世の野望と対照的なハーレムの艶めかしさ
がそこに在った。
ギリシャ正教を奉じるビザンティン帝国、コンス

タンティノープル時代のキリスト像が漆喰で塗り込め
られ、オスマンによってイスラムのモスクとされた壮
麗なアヤ・ソフィア。一級の土木建造物、地下宮殿に
横たわるメドゥーサの首。隠された歴史の謎が顔を覗
かせる。世界で最も美しいと称されるオスマン建築の
最高傑作ブルーモスク。中央のドームを６基の塔が囲
み、ドームの中はイズニック・タイルで彩られ、ステ
ンドグラスから射し込む光は神秘的。聞こえてくる神
アッラーを讃える言葉。壮大にして荘厳。

昼食はケバブ。香辛料がふんだんに使われている。
中国・フランス料理と並ぶ世界三大料理の一端を味わ
う。さて、昼からはグランド・バザール、エジプト・
バザールまで歩く。移動手段は徒歩か、トラム、バス。

ブルーモスク

ヨーロッパ大遠征顛末記
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何せ金がない。庶民の賑わい、喧騒。場所柄か、あら
ゆるものが店頭に並ぶ迷宮市場。その後、金角湾に架
かるガラタ橋を渡り、世界で一番短い地下鉄チュネル
に乗りガラタ塔へ。塔の上から見えるアジアとヨーロ
ッパを分かつボスポラス海峡、そして夕暮れに染まっ
たモスクのシルエット、旧市街地。あちこちのジャミ
ーから聞こえるコーランの音。オスマントルコの栄華
と東洋・西洋のカオスが全身で感じられる。まさに哀
愁のイスタンブール。

ガラタ塔から降り、狭い路地に入ると大勢の男た
ちと出会う。後をついて行くとそこにあったのは艶め
かしい紫のネオン。幅3～5m位の通りが奥へ50m位続
いている。Ｔ字路になったその路地の入口には木製の
柵があり、1人がやっと通れる門があった。男達に続
いて我々もその入口になだれ込んだ。その瞬間、大き
な警告音とライトが点滅し始めた。すぐに入口横の建
物から制服を着た男性が飛び出してきた。我々は何が
起きたのか理解できずにその場に立ち尽くしている
と、その男性の制服の肩に「ポリス」と読める字があ
った。警察に拘束か、と思った瞬間、警官は我々を上
から下まで眺めた後、「ツーリスト・ノー」と宣言し、
柵の外に出る様ジェスチャーした。そこには外国人は
立ち入れない現在のハーレムがあった。

気を取り直して、次の都市スペイン・バルセロナ
に向かう。

〔つづく〕

哀愁のイスタンブール




