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40代からの子育て
思文閣美術館＿宮武外骨展
良寛さま−お歌を拝して
雑

感

最近のお引渡し現場
縮小経済
ガラス破り対策

８月５日、真夏のヒースロー空港に娘と二
人で降り立った。「お兄ちゃんお迎え来てる
かなー。」３ヶ月ぶりの再会に娘の心は逸る
ばかり。
案の定お迎えは運転手のジョンのみで、私
達が一年ぶりの再会に盛り上がっている所に
「ごめん。バイトの打ち合わせが長引いて。」
とやっと息子が姿を見せた。ここ近年お気に
入りのピカデリー中心地にあるル・メリディ
アンホテルで共に一夜を過ごし、今回の目的
地であるザルツブルグへと向かった。
ロンドンヒースローから約２時間。夜のガ
トウィック空港は真夏とはいえひんやりと空
気が冷たい。早々に市内のホテルへと向かい、
眠い目を擦りだした娘と共にベッドに潜り込
んだ。いよいよ明日から10日間、世界遺産
でもあるここザルツブルグの街で世界美術博
が開幕する。
アジアからは唯一実家が参加する事になり、
今回は他の仕事と重なり参加出来ない弟に代
わり通訳を息子が担当する。広い会場には欧
州をはじめ世界各国から、其々の画商や宝石
商が自慢の作品を持って集まっていた。

日本からの社員二人に息子。そしてこのフ
ェアーのために「ドイツ語の通訳を探して欲
しい。」と弟に頼まれた息子が、友人達の伝
を頼りに面接した６人の中から選んだロンド
ンA B C 放送勤務のドイツ人アンケさん。こ
の四人で十日間を切り盛りする。
会場となる大司教宮殿は16世紀に現在の
姿になり、若き日のモーツアルトも演奏を披
露した騎士の間や、ハプスブルク家の肖像画
が飾られた皇帝の間など、多くの部屋からな
る素晴らしい建物である。
周りの装飾品を傷つけない様に、品の良い
囲いに其々の会社名と本社の所在地が刻まれ
る。「SHIBUNKAKU・KYOTO」と刻
まれたブースを見上げ、「じいじが見たら喜
ばはるやろなー。」と息子が囁いた。思わず
日本で今回の息子の参加を手放しで喜んでい
た父を思い、胸が熱くなった。
10代で家業を継ぎ、古書と古美術の世界
で70余年の歳月を費やした。幼い頃から我
が家には日曜日という感覚は無く、父親は一
年中仕事をする人だと思っていた。ただ小学
校の参観日は忙しい中、一度も欠かさず来て
くれた。年の近い私達三姉妹が通う小学校へ
の朝の通学も、30分かけて二歳上の姉から
一つ違いの妹の卒業まで、毎日父が運転する
車で送ってくれた。
どんなに遅く帰宅しても四人の子供部屋を
覗き、頬を撫ぜてくれた。この行為は結婚し
て実家を後にするまで続き、大きくなってか
らは流石に恥ずかしく、よく寝たふりをした。
躾は厳しく年の離れた弟以外は、朝の食事
の準備と玄関掃除に便所掃除と担当が決まっ
ていて、父の言葉には絶対に「ハイ」と従っ

た。
母はお手伝いさん教育にも熱心で、10代で
くるお手伝いさんは同じ様にお稽古をして、
お見合いをし嫁入りの準備も手伝って実家か
ら嫁いでいく。
レセプションがある日は、テスト前であろ
うとお構いなしで父から召集が掛かり、家族
全員参加で手伝いをする。「下がるほど人が
見上げる藤の花」と言われる度に、「耳にた
こ出来るわ。」とふくれた遠い日を思い出す。
「ママレセプション始まるよー。」娘の声
に思わず我に返る。今夜は世界のV I Pが集う
レセプションの日。ザルツブルグ音楽祭に合
わせて欧州をはじめ、一部層の好景気に沸く
ロシアやドバイからもＶＩＰが訪れている。
流石に主催者のお宅に場所を変えて夜が更け
るまで続くレセプションには付き合いきれず、
娘と二人早々にホテルにきりあげた。
連日11時から７時まで会場に詰める息子
達と別れ、娘と共にザルツブルグ観光を満喫
した。日本人ガイド付きの市内徒歩めぐりを
手始めに、マリオネット観劇やウイーン・フ
ィルハーモニーのプラチナチケットまでゲッ
トした。
レセプションや鑑賞会用にと着物を準備し
たが荷物の多さに諦めて、急遽セミフォーマ
ルなドレスにしたが、連日鑑賞会に街を行き
交う人々のゴージャスなロングドレスに圧倒
され、苦肉の策で民族衣装の専門店を訪れ、
娘と共に購入したドレスを着て行く事にした。
娘の大好きな「サウンド・オブ・ミユージ
ック」の舞台でもあるこの街の文化レベルは
高く、毎日が飛ぶように過ぎていく。
７時前には息子達の会場を訪れ、皆で夕食

に色々な店を訪れた。ザルツブルグでは唯一
の日本人ガイドである小山さん夫婦とも親し
くなり、周辺のザルツカンマーグートやドイ
ツにも小山さんの車で足を伸ばした。
滞在２日目、ホテル近くの公園で木登りを
して遊んでいると、年も娘と同じぐらいの女
の子がシッターさんと遊びに来ていた。「日
本人なの？」突然話しかけられた娘はただキ
ョトンと頷いている。「私のパパとママはガ
イドしてるの。」その一言から偶然にも小山
夫妻の一人娘のりかちゃんだと分かり、午前
中の一時間余りを共に過ごした。
後日、この偶然から子供の教育問題にも花
が咲き、ドイツ語と日本語の両立が大変で公
文のプリントをしているだの、娘さんが通う
カトリック系の学校では毎年数名の子供が進
級出来ずにもう一年同じ学年の勉強をするだ
のと聞き、この旅行の為に毎日必死で山の様
な宿題をこなした娘も苦笑いをしている。
そんな浮かれ気分の私達とは裏腹に、何よ
り商品の売り上げが気になる息子は、毎日が
その事で一杯で売り上げの悪い日は機嫌まで
悪く、日中遊びやショッピングに明け暮れて
いる私と娘は息子のテンションに合わせて高
まった興奮を抑えるのに苦労した。
努力の甲斐あって、最後の日に大きな売り
上げを決め、心地よく最終日を終えた私達は
ザルツブルグ滞在最後の日、地元人であるア
ンケさんを除いた今回参加の総勢５人で、朝
早くから小山氏運転のバンに乗り込み、ドイ
ツはロマンチック街道にある：ノインシュバ
ーンスタイン城：へ約500kmの小旅行に出
掛け、長かった夏休みも幕を閉じた。

奇想の編集者
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〒606‑8203 京都市左京区田中関田町2‑7
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○ 沖 津 風 痛イく
浜は
我が垂乳根の奥墨き處＝

思文閣美術館

お墓の在る處と示してくれました︒

E‑mail
office@yamasyo.net
U R L http://www.yamasyo.net

自然法爾 法爾自然
じ ね ん
親鸞上人も自然とは自ら然らしむるという
言葉である︒と︒
良寛に辭世あるかと人問えば
南無阿彌陀佛というと答えよ 良寛
合掌拝具

（但し祝日の場合は開館、翌火曜日休館）

□入 館 料 ：一般700円(600円)
高大生500円(400円)
中学生以下無料
（ ）内は団体10名様以上・前売料金

謹 白

□開館時間：午前10時〜午後5時
□休 館 日：月曜日

正信念仏偈

＜対談＞
吉野孝雄（本展監修者・外骨研究家）
南伸坊（イラストレーター）

親鸞さまのお書きになった教行信証という
ウ タ
本の中にある讃偈であります︒

午後2時

先着100名様

○

※要予約

○

【イベント】 平成20年11月9日

本願名号正定業
西本願寺本山
正定院釋真德 院
号下附済
俗名 山内徳三郎

筆禍による入獄４回をはじめ数々の
罰金や発禁処分にひるむことなく、風
刺とユーモアに富んだ記事、独特の活
字、カラフルでモダンな挿絵や表紙な
ど、多彩な編集・表現技法を駆使して、
生涯に44タイトルの新聞雑誌を創刊し
た明治期のジャーナリスト宮武外骨。
本展では、奇想天外な外骨の生涯を
辿りながら、『滑稽新聞』など代表的
な新聞雑誌の展示を通して、ジャーナ
リスト外骨の風刺精神とその編集美学
の魅力を掘り起こします。

隨 筆
この頃

平成20年11月1日〜12月7日

[難解な漢字]
①毳立つ、②美人局、③天鵝絨、
④減張、⑤鉄漿
[野菜]
①茗荷、②大蒜、③菠薐草、④若布
[海に生きる動物]
①海豚、②海豹、③海驢、④海胆、
⑤海星、⑥海月
[色]
①緋色、②臙脂色、③枇杷色、④鴇色、
⑤濡羽色、⑥純色、⑦縹色
「乱読症候群」未だ完治せず、「読めそ
うで読めない漢字2000」（加納喜光氏著、
講談社＋α文庫）なる書籍を買い求めた。
若手某アナウンサーが横書き原稿「旧中
山道」を何の躊躇いもなく「いちにちじゅ
う、やまみち」と読んでしまったと言う嘘
のような本当の話しがあったとか。勿論こ
れは「きゅうなかせんどう」が正しい読み。
４百頁強のこの一冊の中に、面白いことが
多々書かれている。
[外国都市編]
①羅馬、②埃及、③紐育、④桑港、
⑤牛津、⑥剣橋
[紛らわしい漢字]
①柿落とし／柿渋を塗る
②刺身の桶／樋の下
③堪え切れない／優美さを湛える
④佇まい／侘住まい
⑤己／已／巳

[便所]
①憚り、②手水場、③御不浄、④雪隠、
⑤後架、⑥東司、⑦尿殿、⑧西浄、
⑨用所、⑩隠所
[数字の変り読み]
①二進も三進も、②三一、③三鞭酒、
④九十九折、⑤万里小路
[縁起文字]
①香和家、②公臭便所、③護美箱、
④御手茂登、⑤寿喜焼、⑥お四季施
[詰まり読み]
①素頓狂、②尻腰、③突慳貧、
④真平御免、⑤木端微塵、⑥初端、
⑦蓮葉、⑧十指

[唐人読み]
①剽軽、②蒸籠、③胡乱、④行火、
⑤水団、⑥外郎
[漢文読み]
①所謂、②為人、③為体、④為替、
⑤勿忘草、⑥蒙御免
[さかなへんの漢字]
①鮴、②鯊、③鮖、④ 、 ⑤
⑥鯆、⑦鯏、⑧鯑

、

千五百年程前に中国から伝わってきた漢
字。中国のことを一般的に「漢」と呼んで
おり、昔はただ「字」といえば漢字のこと
で、仮名と区別するためにわざわざ「漢の
字」といったまでのこと。
「読めそうで読めない漢字2000」に出て
くる漢字・漢字・漢字。読めるものあり、
そうでないものあり。手紙を直筆で書くこ
とないではないが稀。やはりワードで打ち
込み変換していることが多い。ここで必要
な知識は漢字の読み方と使い分け。これを
間違ってしまうと笑い者になる。
前半で挙げた漢字は私自身が読めなかっ
たり読み間違えたもの。
お分かりになられますでしょうか？
正しい読みは後半に書かせていただいてお
ります。

[身体語]
①睫、②項、③踝、④靨、⑤鳩尾
⑥臀部

[外国都市編]
①ローマ、②エジプト、③ニューヨーク、
④サンフランシスコ、
⑤オックスフォード、⑥ケンブリッジ
[紛らわしい漢字]
①こけらおとし／かきしぶをぬる
②さしみのおけ／といのした
③たえきれない／ゆうびさをたたえる
④たたずまい／わびずまい
⑤おのれ／すでに／み
[難解漢字]
①けばだつ、②つつもたせ、③ビロード、
④めりはり、⑤おはぐろ
[野菜]
①みょうが、②にんにく、
③ほうれんそう、④わかめ
[海に生きる動物]
①いるか、②あざらし、③あしか、
④うに、⑤ひとで、⑥くらげ
[色]
①ひいろ
：深い赤色
②えんじいろ：黒味を帯びた赤色
③びわいろ ：びわの実のような黄色
④ときいろ ：朱鷺の羽のような淡紅色
⑤ぬればいろ：しっとりと艶のある黒色
⑥にびいろ ：濃いねずみ色
⑦はなだいろ：薄い藍色
[便所]
①はばかり、②ちょうずば、
③ごふじょう、④せっちん、⑤こうか、

界的な問題であり、世界経済の根本を揺
るがす深刻な一大事のようです。

縮小経済
宮 川 浩 一

Ｓ様邸 新築工事

平成20年10月お引渡し

本文を書いている今日は、日経平均株
価が９千円を割り、巨人が優勝し（CSで
はありません）、日本人ノーベル賞が４
人も出ています。いろんな意味で記憶に
残る日です。
20年以上前、私が社会人となった頃、
いわゆる「バブル」の時代の株価が３万
円台後半だった事を考えると、実に４分
の１以上の価格まで下がったという事で
す。
恥ずかしながら、私は株や為替の事に
ついてはあまり詳しいほうではなく、今
の株価や為替が経済に及ぼす影響につい
ては、それ程深く突っ込んだ詳しい事を
述べる事は出来ません。
ただ、株価が下がると資金調達能力は
落ち、当然企業の体力は低下し、信用不
安が起きる事は理解出来ます。企業も経
済も縮小方向に向かう訳です。
テレビ・ラジオを見聞きしていると、
今回の暴落は日本単一の問題ではなく世

ではそんな一大事の中、私たち中小企
業はどうすれば良いのか……。
大変だ、大変だと言っていても解決で
きる問題ではなさそうですし、仮に政府
の緊急経済対策があったとしても、大手
の銀行や企業への救済が優先されるのは
予想がつきます。また、対策の効果が国
民一人一人にどれ程現れるのか…？
期待薄と感じるのは私だけでしょうか。
例に漏れず、当社も深刻な不況業界に
身をおきながらも、何とか迷いながら努
力し前を向き進んでいる一社であるので
すが、そんな迷える日々の中で、実は私
を支えてくれている言葉があります。
これは数年前にお聞きしたお話です。
「不況、不況というけれど、だからと言
って＜業界がゼロになるわけではない＞。
どんな不況になろうとも、やはりその業
界の中ではしっかりと業績を上げ、むし
ろ成長している企業はどの業界にも必ず
存在します。ゼロにならない事がはっき
りしているのであれば、なぜ必死になっ
て生き残る事を考え、勉強しないのでし
ょうか。組織を変え、戦略を変え、様々
な挑戦はまだまだ出来ます。経営者の怠
慢や心が折れたときに、その会社はなく
なります。」
本当にその通りだと、感動しました。
そして同時に凄く単純ですが、「ゼロに
ならないんだ」と安心をしました。

⑥とうす、⑦しどの、⑧せいちん、
⑨ようじょ、⑩いんじょ
[数字の変り読み]
①にっちもさっちも、②さんぴん、
③シャンパン、④つづらおり、
⑤までのこうじ

ガラス破り対策！
お宅は

大丈で夫すか？

[縁起文字]
①かわや、②こうしゅうべんじょ、
③ごみばこ、④おてもと、⑤すきやき、
⑤おしきせ
[詰まり読み]
①すっとんきょう、②しっこし、
③つっけんどん、④まっぴらごめん、
⑤こっぱみじん、⑥しょっぱな、
⑦はすっぱ、⑧じっし
[身体語]
①まつげ、②うなじ、③くるぶし、
④えくぼ、⑤みぞおち、⑥でんぶ
[唐人読み]
①ひょうきん、②せいろう、③うろん、
④あんか、⑤すいとん、⑥ういろう

戸建住宅の空き巣の侵入手口で、
もっとも多いのは「ガラス破り」
で、71.1％にまで達しています。
犯人は、①クレセントや ②サム
ターンを狙って侵入をするので、
窓に ③面格子を付けたり、窓ガラ
スに ④防犯ガラスに交換するか既
設のガラスに ⑤ガラスフィルムを
貼るなどして、窓からの侵入を困
難にしましょう。

サムターン
②

[漢文読み]
①いわゆる、②ひととなり、
③ていたらく、④かわせ、
⑤わすれなぐさ、⑥ごめんこうむる
[さかなへんの漢字]
①ごり、②はぜ、③かじか、④たちうお
⑤とど、⑥いるか、⑦あさり、
⑧かずのこ

この方との出会いまでは、私の心のど
こかに「会社は私がいくら努力しても、
私の努力の及ばないところで、もっと大
きな流れに吹き飛ばされてなくなってし
まう事もある」と呪縛されていました。
だから努力や勉強だけじゃ成り立たない
こともあると…。
前述の通り、大変だ大変だと言ってい
ても何も変りません。私も強い人間では
ないですから、時には弱気になり（ほと
んどかもしれません）、時には心が折れ
そうにもなります。そんな時に＜ゼロに
なる訳ではない＞という言葉が私を支え
てくれ、もう一度お客様のため、社員さ
んのため、社会のため、家族のために今
日何が出来るか、今月何が出来るか、来
年、５年後を考えさせてくれます。
言葉の持つエネルギーは本当に強いも
のです。この言葉との出会いに感謝です。
会社の浮き沈みとは、経済の膨張や縮
小が会社に直接負の影響を与えているの
ではなく、経済の状態に一喜一憂して立
ち止まっている経営者が、会社に直接負
の影響を与えている事を強く感じます。
ゼロにならないなら、最後の１社にな
ろうとも生き残る気概をもって、皆様の
お役に立ちたいと、本文を書きながら気
を引き締めなおす今日でした。

① クレセント

対策１
③面格子
面格子がネジでとま
っている場合は、ネ
ジの頭をつぶして、
簡単に取り外せない
ようにしましょう。

④防犯ガラス

対策２
２枚の板ガラスの
間に特殊な材質で
出来た中間膜を挟
んで対貫通性を高
めたもの。
強度はバツグンで
すが価格は少しア
ップします。

対策３
⑤ガラスフィルム
ガラスフィルム

板ガラス

防犯ガラスで使用
されている中間膜
素材を、既設の窓
ガラスに貼ります。
強度はやや落ちま
すが、安価なのが
メリットです。

