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2015 年 4 月
ＮＰＯ法人

ずし楽習塾推進の会

「談話サロン」

談話サロン創立 5 周年に思う
「談話サロンはこうして始まった！」
中久保 靖男（代表幹事）
巻頭言：
「談話サロンはこうして始まった！」
中久保靖男さん
談話サロンは平成
22
年
4
月にスタート
（代表幹事）
しました。きっかけは前年の講座「日本の
中久保靖男（代表幹事）
近代史をめくろう」でした。
中久保 靖男（代表幹事）
講座終了後のアンケートで、もっと近代史
を話し合いたいとの意見と要望が多く、すぐ
受講者を加えた検討会を開きました。そこで、
[談話サロン初めてのチラシ]

自分の考えを自由に話せる場を創ろう、との
意見が有力となりました。

卓話のテーマは自由選択で、近代歴史、政治外

ただ、これは楽習塾では新しい試みでも

交、教育、経済のほか社会問題、文化、趣味の分

あり、いろいろ議論の末、最終的に新規事業

野と多岐にわたっております。時には討論が白熱

（自主事業）と決定しました。

することもありますが、終われば和気あいあいと
談笑するのも楽しみです。
現在例会には毎回２０名前後の出席者があり
ます。特別卓話の開催には行政より協力支援も得
ております。
また、会場の桜逗会館には何かと便宜をはかっ
ていただき、感謝しております。
これからも、みなさんと共に、ふれあいながら

名称は“論友”とか“論談”案もありましたが、

楽しく学びあい、教えあう談話サロンをめざした

「談話サロン」に決まり、４月２８日に二上 薆
さんによる第１回卓話「明治維新西欧文明の伝達

いと思っております。

について」が開催されました。
発足前には、心配ごとも多く、
“みんな話してくれるかな・・”
“全員に少しでも発言して欲し
いね”とか。企画、運営面で、
腐心された方が、Ｓ．Ｔ．さん
及び

Ｔ．Ｋ．さんでした。

-私の作品
１
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談話サロンに参加して：その１
「ネパールの村で」
石井

「感情変化の行方」
陽子

入山

静夫

鮮やかである。社会資本や生活インフ

ひとの感情例えば喜怒哀楽も、その
振幅は体の動きと同じく歳と共にせまく

ラは全くなし、目にする全てからその

なるようだ。ひるがえってみると青少年

困窮ぶりが伝わってきた。以来毎年通

時代はよく声高に笑ったり泣いたりした。

初めて村を訪れた時の衝撃は今も

い続けて１５年になる。村では高齢者にも子供にも
大事な役割があり、それぞれの生き生きした表情が
印象的である。

この頃はどうか。声を出して笑うことは稀有とな
り、TV でも所詮お笑い番組など見たこともない。そ
の一因は若者の近頃の言葉がわからないこともあ
るが、そもそも興味が湧かない。
人と人との繋がりも日本の比ではない。出稼ぎ

反面、悲しみに対する反応は弱くなった気はしな

の家族の送金で米飯やお茶が食卓に上るようにな

い。東日本の大災害では連日被害の詳細が新聞紙

るなど少しずつ豊かになってきたが、未だに食事に

上でも報じられ、泣きながら読む日々が続いたし、

事欠く生活である。全員の夢は「村で農業で食べて

その後の災害ニュース等でも同様である。名曲を聴

いくこと」。村の一番の変化は子供たちの就学率が

いた後、素晴らしい映画を見た時も、昔を上回る感

８割から１０割と飛躍的に良くなったことであり、こ

銘を受けることも少なくない。要するに泣き虫にな

れが国を変えてゆく大きな力になると確信もし、期

った訳だがその理由は私にもわからない。

待もしている。

学校

このように云うと、いかにも人生の巾全体が悲し
い方向に進んでいると思われるかもしれないが、私
利息を村のために使

自身ではむしろ老いてボケの進行は自覚しつつも

使うことを前提に開発

感受性は豊かになったと思い、つとめて外の空気

基金が支援された後、

を吸い込み忙しく過ごしている次第である。

村人が話し合いまず実
施されたのは６ヶ月に
わたる識字教室、つい
で全２４戸に各１っのトイレ作り、さらに全戸ソーラ―
電気導入であった。村は文字通り明るくなり、私は
村人の英知に脱帽し、教えられることばかりであ
る。

（上記３枚は提供写真）
（提供写真：ネパールでの活動風景）
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談話サロンに参加して：その２
「大切な人びと」
大西

「私のシニアライフ」
大西

邦子

一之

週 1 回東京の事務所に通う以外は

「会うは別れのはじめなり」とい
われます。多くの人との出会い、そし

合唱団、ハイキングサークル、中学

て別れがあります。身内、友人、知人

高校時代のクラス会、駐在員時代の

犬猫と、歳を重ねることで別れが多く

グループ会、業界団体時代のＯＢ会

なります。

等々の機会を得て、人との交流の広がりと深ま

懇話会の出会いは、今迄私が経験したことのな

りをあらためて楽しく有意義なものと感じてい

い空間です。豊富な知識、温かい人と人の絆、ホ

ます。

ッとします。創立者の S さん、いつも逗子のこと

また、時々の家族での国内旅行や夫婦での海

を語ってくださった A さんとのお別れ。有難うご

外ツアー参加では、その地の景観、歴史、人々

ざいました。

に触れるだけではなく、素晴らしいと思えるこ
とは自分自身の再発見や同行者と旅での感激を
共感できることです。

私、週二回デイサービスに通所しています。こ
こも終活の大事な空間です。長い人生の貴重な経
験を淡々と語るしわの顔、太い指、年輪です。語
られる話には心をうたれます。９０歳過ぎて世界
旅行された方に「今迄苦労したご褒美ね」と言う
と、笑顔で「オリンピックの年には１０２歳、元

地域での交流・活動では妻がすっかり根を下

気で見るわ」と話していたのに、一か月もたたな

ろしているのに、会社人間のご多分に漏れず極

いで亡くなってしまいました。

めて希薄でしたが、昨年４月から談話サロンに

今後いかに人生の終わりを迎えるか考え、一日

参加して、各様な経験・見識をお持ちの先輩方

一日を大切に、皆さまと楽しく過ごしてゆきたい

に接することができ、大変に良い勉強になり、

と思っています。

感謝しております。
一つのことでもいろいろな見方があり、お互

デイサービスの仲間と制作した作品

いの意見を交わしていく中で随分と大切な部分
が浮き彫りになると感じることが多くあります。
このサロンでの豊富なテーマを学ばせて頂き、
人生をより楽しみなものに出来ればと思ってお
ります。

（提供写真：沖縄県元太田知事夫人と共に
:仲間とマージャン）
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談話サロンに参加して・その３
―白秋期の今、感じることー
小田川 圭甫

「談話サロン・旅・平和」
車 信弘

自己紹介
社会人として５０余年。

フランス革命期の思想家・

（企業３５年、大学１５年）

ブォルテ―ルに｢私は君の意見

この半世紀は、戦後復興・高度

に１００％反対する。しかし

成長・バブルとその崩壊・グローバリ

君がその意見を述べる権利は、

ゼーション深化を経て、展望不明な地殻変動期。

命がけで守る｣という言葉があります。

その中で大甘６０点(自己評価)の来し方を経て、

異なる意見に、腹が立っても、静かに耳を傾け

今やあと、どれ程あるか想定外の残りの人生を、

る寛容さこそ文明の原点であると私は思ってい

多少とも納得度を高めていかに埋めていくか

ます。

――

友人・知人の訃報に接するにつけ、煩悩す

逗子談話サロンは、多様な人生経験の裏付け

ること頻りです。

から、
「戦争責任」などで意見が分かれることも
有りますが、徒にエキサイトすることなく、皆

(趣味：囲碁・トランプ・音楽・旅・水泳・散策)

さんが自由に、のびのびと議論され、終われば
お酒でノーサイドです。

逗子市民の｢民度｣の

高さを、私は誇りに
思っています。

反省・悔恨と、今後の実存的自画像
古希を経て、白秋(白)から玄冬(黒)に向かいつつ
ある

｢人生の昼下がりから夕刻｣

の時期です。

白は青(春)や朱(夏)と異なり、どの色をも受容し、
映じ得る色ですが、およそ、それからほど遠い生
煮えの現実です。

足腰の立つうちにと、
やや焦り気味に世界を

｢知足｣

｢人生看得るは幾清明｣

｢平凡は妙手に勝る｣

｢天空海闊｣

｢着眼大局・着手小局｣

旅しています。自然や史跡の魅力はもちろんで
等

すが、訪れる国の人々との触れ合いをもっと大

の含意を心して、早晩必ず訪れる終焉に向かって、

事にしています。その度に感ずるのが、日本へ

生かされる限り、坦然と馬齢を重ねていくしかな

の好意の強さで、それが「戦争を捨てた国」へ

いようです。

の敬意に思えます。これが何よりの安全保
障ではないでしょうか。
折角の好意を
｢積極的平和主義｣
で損なわないこと
を、祈るばかりで
す。

家

族

授業風景

鎌倉淡青会・円覚寺セミナー
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談話サロンに参加して・その４
｢歌と句と談話サロンによせて」
小林 鴻一

「初心忘るべからず」
小林 登志子

若さがもつ輝きは羨やましく

表題は、談話サロンが６年目に入

思えるものの、加齢を衰とは思

る今、私自身に言い聞かせている言葉

わず、意味も無く毎日が眼の前

です。

を通りすぎて行きます。

「近代史をめくろう」の受講者のうち

とは言え、時には自分を振り

９名が「もう少し時事、近代を学び、話し合いま

返ってみることもあります。

しょう。」と発足以来５年。知性感性を備えた素晴
らしいメンバーが次々と加わり、今では３０名近

「暗き心にさやるなく家をかこみて、ふぶく
秋風」

という歌にひとしきり感能するもの

「てふてふがひらひら甍をこえた」

という句に

我が身をさらして、今日という日も終ったなと思

く。月当番の真摯な調査準備を経てまとめられた
レポート（歴史・時事・趣味・紀行と多岐）に啓
発され、教えられ、考えさせられ、おかげで老い
こんでいる暇がありませんでした。

う時もあります。
「散りぬべき時こそ知りて世の中の花も花なり、
人も人なり」

という歌に

「捨て切れぬ、荷物

の重さ、まえうしろ」という句を重ねてみたりし
ています。

世の高齢化はいよいよ進
み、福祉行政も曲がり角。

「黄なる草山一人行く後姿を見る人もなし」
という歌に

「眞砂子なゐ暗き夜空のその中に我

をみつめる星二ツ三ツあり」

と結び付けたりも

しています。

公助から共助へ、そして
自助へと言われ出している
昨今。この会のように熟年
高年でありながら、自主的、知的にアクティブな
会は特色があり、介護予防の点からも光っている

この世は定めなきことこそ、いみじけれという

と思います。

言葉もありますが、恙なく、ほんのりと命の秋を
楽しみたい思っています。

今後も会の本旨を見失うことなく、良いメンバ
ーを得て「悪貨が良貨を駆逐する」ことなく「古
き革袋に新しき芳醇な酒を満たし」ながら発展し

談話サロンの賑やかさを加えて。

ていくことを願います。私の老化防止になった
「談話サロン」よ本当にありがとう。
亀ヶ岡神社

海の幸

若い頃山が好きでした

＊短歌・俳句は明智玉子、正岡子規、種田

（提供写真：信州の我が家と山歩き

山頭火、牧水参照

：作品）
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談話サロンに参加して・その５
「史上最小の誌上展」
今

「日々是好日」
晃

坂元節夫

半世紀にわたる一事の勤めを終え

逗子市と葉山町が共同で、平成

て八年を過ぎる。

１９年に「国定史跡長柄桜山古墳

趣味の書は、こうじて日常の一部と

群パトロール員」制度が組織され、

なり暇があれば筆に遊ぶようになった。

発足しました。それと相前後して、市主催の講

書は文字を媒介して成り立つ精神表現の作業で

座を受託する為に、[ＮＰＯ法人]｢ずし楽習塾推

ある。製作には、その時の己の心理状態や好みに

進の会｣

合う詩文を選ぶことが多い。

に新風を吹き込む事が出来ました。

素人仲間８人の開催する２年に１度の書展も、

を組織・活動を開始し、市の教育行政

しかし、時が経つにつれて、講座内容の消化

今年で７回目を迎える。

不良と、自分の考えを、お互いに交換し、啓発
したいという欲求が、一部の会員並びに受講者

素
手
で
雪
食
ら
う

生
き
ね
ば
な
ら
ぬ

指
で
歯
を
み
が
く

から強くなり、自由に意見交換の出来る｢場｣を

泥
水
を
含
み
て

組織したいとの機運が強くなってきました。
有志が集まり相談の上、平成２２年４月にスタ
ートしたのが｢談話サロン｣です。その運営につ
いては、｢推進の会｣の運営との調整にご苦労さ
れていると思いますが、当サロンとしてはサロ

苦
し
か
ろ
う
に

ン参加者の利便を優先して、円滑に運営されて

冷 友 水
た 眠 底
か る に
ろ
瓦
う
礫
に
の
下
に

いるものと思っております。気楽に｢談話｣の出
来る｢サロン｣としてスタート出来たと思います。

中国、屈原の詩
「漁夫」の１節

２５年第６回の書展では、前年の 9 月、私は

淡水会書展

3・11 被災地を、八戸から松島までの 300K を

2009 年 1 月

旅した時のあの炸裂し

今日まで皆さんの良識と互助の精神で、恙な

た名状しがたい衝撃的

く支障なく、毎回盛会裡に運営されており、ご

な体験を、気仙沼市の

同慶にたえません。あれからもう７６回と、益々

後藤善次氏の歌２首と、

盛会で大いに啓蒙されている昨今です。大変結

被災地の方々に希望を

構だと喜んでおります。

与えた名曲「花は咲く」

月１回の諸兄姉との社交の場として、明るく

の終節を作品にした。

楽しく集える場であり続けることを、期待して
おります。

｢隋處楽｣！

｢日々是好日｣！

1
20×40
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談話サロンに参加して・その６
「談話サロン五周年によせて」

櫻田

「人生・考え方の転機は海外経験＆生活」
田中 秀和

和子

誰しも齢（よわい）７０あたりにくると、自分

私の人生・考え方で大きな影響与えたの

の人生の中で培った貴重な体験や知恵、知識等を

は、やはり海外経験＆生活だろう。海外

溜め込んだ「玉手箱」を心の中に持つようになる

業務全体約 20 年、出張は空調＆家電

と思う。各々のそれは二つと同じものはなく、又

ビジネス中心に中近東・アジア・欧州・

二つとない色合いをもって輝いている。

南北アメリカ等約 40 ヶ国、内赴任国は

「談話サロン」と名づけて有志の各人がその「玉

米国(シカゴ、中高進学控えた息子 2 人含む

手箱」を開けて、月一回「卓話」と称して披露し

家族 4 人)、タイ(バンコク、家内と 2 人)に及ん

ているのが、何時の間にか五年経った。亡き主人

だ。

の勧めで参加させてもらって欠かさず拝聴してき
たが、多方面に亘るジャンルからの発表は、気が
ついてみると自分の内面の痩せた土壌を肥沃にし
て、徐々に自分が日々見るもの聞くものを豊かに
し、その上に「やさしさ」の奥義をも学ばせて頂
いていることに気付く。

‘

高齢になって尚自分を前進させてもらえるチャ

サウジ油田にて

ンスを得たことは、なによりの主人からの贈物だ
と思っている。皆様御一人御一人にこの紙面を借

米国シカゴ

家族 4 人

40 才過ぎで急遽命じられた海外業務、語学は

りて感謝します。

勿論、イスラムの異文化含む中近東、また副社長
として米国での独善色強い米国人管理、新規事業

「談話サロン」

立ち上げ、また息子 2 人の進学含めた家族問題、

が始まって一

その中で起こった数々の公私に及ぶトラブル対応

年目にあの東

等・・まさに人生や考え方が根本から影響受けた。

日本大震災が
起きた。
「鎮魂」は震災
からニヶ月後に
出品したもので
もともと草稿は

特に億単位での契約法務裏面を利用された詐欺
「鎮魂」

まがい契約破棄対応、品質事故対応、労務人事、

横浜市長賞

違うもので出来つつあったものを、居ても立って

また家族を含めた現地人種差別対応、同種々のト

もいられない気持で変更し、あの東北の（太平洋）

ラブル対応等・・

海へ消えていかれた多くの方々の「御霊 安かれ」

その中で多様性受容、自己考え確立、日本人と

との祈りを込めて制作したものです。

しての自覚・・等々の重要性が学べたと思います。
もう一点は

「逗子市の木」で
ある椿を、毎年春
先に道や住宅の庭
等のあちこちで出
会うのを、愛する
一市民として製作
「冬あたたか」

したものです。

米国人スタッフ一部

７

タイ人スタッフ女性中心
15032９
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談話サロンに参加して・その７
「近頃感じること」
中島

「小鳥の贈り物」
實

長島

淑子

最近、諸会合に出席すると、大正

もう何年前になるでしょうか。我

生まれが少ないのに驚く。私は今年

が家の玄関近くで草取りの最中に見

卒寿になるが、幼少年期、青年期の

つけた小さな苗木。ひょっとしたら

初めを軍国主義の真っただ中に送った。

桜かもと思い、抜かないで見守って

昭和の初め、軍人による政治干渉事件

いたところ、ぐんぐん成長して今で

５、１５・２，２６事件が起こり、昭和１５年

は沢山の花を咲かせる大木になりました。

頃には軍が完全に政治を握っていた。

初めて花が咲いた時は、ピンク色の可憐な山桜
の花びらに感激し、近くの桜山古墳から運ばれて
来たかと想像も膨らんで、種をプレゼントしてく
れた小鳥に大いに感謝したものです。

館山海軍砲兵術学校跡で

「社会をよくする会」仲間

吾が国は米国に仕掛けられた戦争に乗り、遂に
昭和１６年に日米英蘭支と戦う大東亜戦争にのめ
り込んだ。

道路からよく見え、ソメイヨシノに先駆けて近

そして昭和２０年８月、軍人民間人参百万余と

隣のどこよりも早く咲くこの桜花を、今では楽し

いう犠牲と、焦土と化した国土という悲惨な結末

みに待っていてくださる方も増えて、缶コーヒー

を迎へた。私は海軍少尉として敗戦を迎へたが、

片手にお花見の人も現れるようになりました。

ここで見たものは吾国民の驚くべき豹変振りであ

台風で痛めつけられた年もあれば、毛虫に丸坊

った。勝者アメリカ支配に揚々諾々と従う政治家

主にされた時もあり、メジロが巣を作り、皆を楽

のみであった。

しませてくれる実生の桜。置かれた場所でしなや
かにしっかりと生きている姿に考えさせられるこ
とが沢山あります。

「朝起きの会」仲間と

旧海軍関係者仲間と

あれから７０年戦後民主主義という慣れ合い政
治のもと節目の年を迎へている。諸悪の根源は押
し付けられた米製憲法に在るというのに、改憲賛
成派は３０％と言う現状である。
日本の将来はどうなるのか暗澹たる気分である。
嗚呼

止んぬるかな日本

我が家の実生の桜

の感あるのみ。
８
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談話サロンに参加して・その８
「明治維新と昭和日本の禍期、教育と教養と」
―談話サロン 5 周年に思うー

二上

薆

「談話サロンに参加して」
葉山 富弘
“時”の移ろいを切々と意識する
昨今である。寿命が延び、人生 100
年も視野にある中、今 70 才を越え

逗子近辺の住民の教養のため
に企画された逗子楽習塾の談話

戸惑いを覚えつつも“これからの時”

サロンは、発足以来 5 周年を迎え

を如何に充実させて過ごして行くべ

たとか。私も、ほとんど毎回参加させ

きか真剣に思わざるを得ない。私自身は流行りの

ていただき、有難味を得たものであります。

言葉で言えば、
“ありのままに”無理せず、焦らず、
自然体で、そして、いつまでも前向きに日々を重

最初の回、なぜ
明治維新のような

ねていきたいと願っているが、遂には天の差配に
ゆだねざるを得ないのであろう。

大改革が、戊辰戦
争というただ一つ
の戦いのみで平和
に行われたのか
かねて不思議に思
っておりました。しかし豊臣秀吉から徳川幕府に
なって、万世一系の天皇制のもと幕府が政治をつ

つらつらそんな事を思っている時に「談話サロ

かさどり、仏教は各地居住民の菩提寺として組織

ン」へのお誘いを受け、何回か参加させて戴いて

的に管理され、寺子屋教育として住民すべてが読

いるが、私の時間割りに新たに有意義な科目がプ

み書きの術を学び、さらに明治維新の際は外国人

ラスされたものと嬉しく思っている。

教師が多く新改革の意義を教えてくれた意味がわ
かりました。
かの悲しむべき、大東亜戦争、終了の妨害とな
った近衛首相、尾崎・ゾルゲ事件の歴史的見解を
談話サロンのある会の日、高年夫人である小林登
志子様が語られ、まさに談話サロンの素晴らしさ
を強く感じたこともあり、若手の教育の大切さと

人生の先輩方も多く、その都度の談話テーマも

高年者の経験、歴史認識の大切さを強く思わせ高

硬軟幅広く、また、内容も深考されており、私に

年者が考えることの大切さと楽しさを思わせてく

とり贅沢にして幸福な時間となっている。

れる良き会、談話サロンの有り難さを御伝えし、
拙文の結びと致します。

何よりも参加者が皆元気溌剌としている事が嬉
しい。和気藹々の雰囲気の中、知的空間の中に身
を置く心地良さを十分満喫させて頂いている。
世話役の方には感謝多々である・

(上記写真 6 点は何れも葉山さん作品)
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