拝啓

内閣総理大臣

安倍

晋三 殿

司法判断に私たちはサービスで応えます⑪

減車強制する特定地域指定は

青木信明

タクシーの可能性を摘むものでしかない
代表取締役社長

をご利用いただいている

賃を認めず価格を統制す なされるものです。その 業界団体や労働組合から

る公定幅運賃制度の導入 規制強化の２本柱である の要望による規制強化を

と、旧特措法下において 統制価格と強制減車のう 推進してきた政治家の非

は自主的減車であったも ち、前者にあたる公定幅 常識に対して、国民の「お

のを強制的に減車する特 運賃制度について司法が かしいのではないか」と

定 地 域 の 指 定 制 度 と い 「 待 っ た 」 を か け た の が いう常識が優ったのだと

を減車したところで、市

①車庫に眠っている車両

いても、

う、きわめて強い規制が 先 の 高 裁 の 決 定 で あ り、 思われます。

強制減車は必要でしょうか
素朴な疑問があります

値上げを強制する価格 十分に発揮できるように 場に出るタクシー車両数

統制について裁量権の逸 する」ことができるので は変わらないので、一人

脱 が 指 摘 さ れ ま し た が、 しょうか。旧特措法の趣 あたりの売上が増えるこ

続いて強制減車がなされ 旨はタクシーの供給過剰 とはない。

道などによりますと、東 て所得が下がることで超 てしまうと、
その会社を選

旧みんなの党を除く全 京、名古屋、京都を除い 過労働や事故増加など利 ぼうとする利用者の需要

できることとなり、当社 ております。

げさまで現行運賃で営業 お客様にご利用いただい 動きが始まりました。報 りひとりの売上が低下し 働率の高い会社が減車し

す。ＭＫタクシーはおか 開始し、初日より多数の る特定地域指定について によってドライバーひと ②利用者に支持される稼

エムケイ株式会社

国民の常識が優った
政治家の非常識が露呈

近畿のＭＫ４社と個人 賃変更命令の仮の差止め お客様にご迷惑をかける 政党の賛成多数で昨年成 た大都市圏は特定地域の 用者の安全性を脅かすか に応えられない。利用者

タ ク シ ー Ｍ Ｋ パ ー ト ナ を認める決定が去る１月 到底あり得ない大幅な運 立した議員立法である改 候補となり、春ごろに地 ら、安い運賃をなくさな に選ばれるサービスのよ

年に再規制に転じた 定地域に指定することへ ーの台数を減らさなけれ の違いを全く考慮せずに

ー、そして福岡ＭＫに対 ７日に下されました。そ 賃値上げの強制を回避す 正タクシー特措法は、平 域協議会が開催されて特 ければならない、タクシ い会社とそうでない会社

日から大阪ＭＫ、神 タクシー特措法（旧特措 の同意を得て、運輸審議 ばならない、そうやって 画一的な減車はできない。

して大阪高裁、福岡高裁 の後国側は上告をせず仮 ることができました。２ 成

求めていた公定幅運賃の 地裁での本裁判において 戸ＭＫ、福岡ＭＫでは空 法）から、さらに規制を 会に諮問、承認を受ける 利用者を守らなければな ③全国的にタクシードラ

がともにＭＫグループが の決定は確定し、今後は 月

21

ダイコクドラッグのイメージガールズユニット。
「私たちはドラッグストアの店員や本社の事務員、飲食店スタッフとして働きな
がら、毎日ライブパフォーマンスを行ってます！ 応援よろしくお願いします！」
（11 面に関連記事掲載）

離 規 制 ）、 値 上 げ 指 導 を タクシー不足が社会問題

といった素朴な疑問に

も、業界保護とみられる

とう た

正な管理ができない事業

者を指導していけば、適

用して監査を通じて事業

この度の強制減車につ だけではないでしょうか。

保するために必要な規制 ので、それをきちんと適

（

面につづく）

く、利用者の安全性を担 規が純然として存在する ないがしろにするもので

の撤廃を求めるのではな 働基準法をはじめ労働法 ンティブは国民の安全を

はかねてより全ての規制 労働環境を守るために労 る、といった減車インセ

ありではありません。私 た。つまり、タクシーの 事業者には監査を免除す

とが前提ですが、何でも べきと申し上げてきまし されるのです。減車した

商売は市場原理が働くこ な裁量権を行政は行使す 減車は強制せずとも実現

日本は資本主義社会で とそれをするために正常 者 は お の ず と 淘 汰 さ れ、

事業者自身、行政自身が
利用者目線を考えるべき

公共交通としての機能を

措法が趣旨とする「地域 ところです。

ることでそもそも改正特 れたことは記憶に新しい の参画の場を設けようと

が、強制的に減車をさせ く裁量権の逸脱と断じら いう利用者代表や有識者

こ と は 疑 い あ り ま せ ん 制は司法判断でことごと ば、いくら地域協議会と

こ と が 憲 法 違 反 で あ る と、ちぐはぐだった再規 答えることができなけれ

車両数を強制的に減らす 社には監査を免除したり

財産権であるタクシー したり、減車協力した会 になる。

こととなります。

車方法について協議する なくしたり（最高乗務距 ければ数年後にはむしろ

から地域協議会の場で減 選ばれるタクシーを走れ できる業界にしていかな

りではなく、指定されて 益を守るために利用者に い人が希望をもって参入

でしょうか。それで終わ 態としては業界の既得権 いるので減車は不要。若

定がなされるのではない 者保護を掲げながら、実 きる車輌数は減ってきて

れば夏ごろに特定地域指 た。大義名分として利用 高齢化しており、稼働で

下限割れ運賃に対する運 双 方 の 主 張 が な さ れ ま 港定額タクシーの運行を 強化する主旨で、安い運 流れとなっており、早け ら な い と い う 理 屈 で し イバー数は減少し、かつ

ＤＤプリンセス

２

■情報はこちらへ
ＴＥＬ／075（555）3186
ＦＡＸ／075（693）8353
E-mail／mknews@mk-group.co.jp
http://www.mk-group.co.jp/

Vol.824
年間購読８２０円
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今号のトピックス

5面 ＭＫの新人教育を支える 指導員インタビュー⑪

6面 2014 海外研修レポート⑤ ―英国留学を終えて―
12面 観光ドライバーに直撃！ 「おもてなし」への道⑪
京都ＭＫ 伏見営業所 観光課 課長 平井昇二 社員

ないか、
と申し上げます。 ければならないことは山 に安心して空港から目的

京都検定合格者多数！

駐車場を
運営しませんか？

ＭＫ警備は、寺社仏閣 〈オプション〉

車上荒らし対策・精算

をはじめとする景勝地が ●防犯カメラ
多い京都で、厳かな空気

を壊さず、安くて、安全・ 機の監視に。映像はイン

日に行われ ＭＫではドライバーに京 きれいな駐車場のご提案・ ターネットを通じて 時

景観にあった看板やカ

を帯びつつありますが、 ろうかと考えるきっかけ 京都ＭＫでは中央職業能 クシー事業者に自由な創 定）において、ＭＫから ライバーが５名、２級取 ●景観との調和
おります。観光案内から ラーを使用、寺社仏閣・

京都検定とはご当地検 歴史・文化まで、知識豊 自然との調和に配慮、デ

講したり（９面に関連記 よろしくお願いいたしま 都に関する歴史・文化・ お客様をご案内いたしま
産業・暮らしなどの京都 す。
通度を認定する検定試験。
回実績）の難関。 ☎０７５・７５７・６２１２

１級は全国平均合格率４ ◎京都ＭＫハイヤー
％（第

２０１４年

全国最優秀賞

スズキカーズ木津川店

オリジナルラッピング

加工で広告宣伝に。暗い

駐車場も明るく照らして、

地域の防犯・安全対策も。

https://www.mk-bu
s.com/keibi/
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

☎０７５・６９４・２１９０

◎ＭＫ警備

御香宮神社・藤森神社

また枕木で区切り線を。 〈駐車場のご案内〉

自然にやさしい砂利に、

ファルト舗装ではなく、

樹木の根を傷めるアス

●自然を大切に

の職業訓練校を３月に開 使をご指導賜りますよう 定としておなじみの、京 富な京都通ドライバーが ザイン性の高い駐車場に。

都観光ガイド養成のため を促す行政の裁量権の行

て京都で初めてとなる京 をつくり、自主的な退出 が出ました。

私は今一度その前に考え として大きな意義がある 力開発協会の認定を受け 意工夫を発揮できる余地 新たに６名の２級合格者 得ドライバーが２６０名
るべきことがあるのでは と考えます。

ヒト・モノ・カネ・情報・安全安心
タクシーには無限の可能性がある
事掲載）
、
春期研修にて小 す。
タクシー特措法の正式 と取り残されている感が 笠原流礼法から講師を招
いて全社員がおもてなし

タクシーにはヒト・モ の講義を受けるなど、タ

な法律名には「適正化・ あります。
活性化」を目的とするこ

お願いします」という意 いします」という気持ち させる。以前に同様の立
味だと解釈することはで のあらわれであると分析 場にあった人と同様の振
る舞い（言葉づかい）を
私は、単に質問と答え しておけば問題なかろう

きるが、単に「イスラム することはできる。
国」
、あるいは「
『イスラ

ム国』です」でいいとこ が論理的に対応していな という無意識の反応であ
ろを「
『イスラム国』でお いことを「誤り」だと指 る。
もはや一般的になった
本語の実相として、論理 感のある、
「です」でいい

願いします」とこたえる 摘したいのではない。日
わけだ。

他にも
「開運！ なんで 的な対応ではなく、その ところを「になります」
も鑑定団」という番組の 場の状況全体をうけて言 と言う迂遠な言い回しの
司会が、物品の鑑定を依 葉をやり取りする側面が 蔓延も、接客など、人々

位）です。
スズキカーズ木津川店

ＭＫ石油が運営するス ０社中第

の担当者の説明からＶＴ 受賞したのは小型車
テレビカメラの前、つ Ｒが始まるテレビの撮影 部 門 全 国 最 優 秀 賞

うなものだろう。

例えば、テレビのクイ いたというのではない。 万円でお願いします」と というのは単純に次のよ ります」と言う、取材先 より表彰を受けました。 努めてまいります。

ズ番組の司会と回答者が 決して少なくない人がそ こたえるのだ。
金額を聞かれたのに

「答え」を聞かれたの 「でお願いします」とう まり「究極の人前」とい （編集）パターンの定型 （全国約４０００社

対話しながら進行する構 のようにこたえる。

国』でお願いします」と この答えで正否の判定を 専門家による鑑定をお願 “ていねい度”をアップ に違いない。

優秀賞（近畿約６０

に 回 答 者 が「
『 イ ス ラ ム うける。もちろん、
「私の 額は一〇〇万円ですが、 言葉を引き伸ばすことで の強力な拡大装置である 車部門近畿ブロック

ぞ」という司会のセリフ に「でお願いします」と ける。これも「私の評価 う改まった場にあって、 化は、奇妙な言葉づかい 中第９位）と軽四輪

成で、
「では、答えをどう

︱

この度、２０１４年の車 では今後とも、お客様一 ◎スズキカーズ木津川店

い場面が社会に増えたこ ズキカーズ木津川店が、

頼してきた出場者に「ご あると、みなすこともで にそう口にさせる圧の強

平成26年9月現在

１級
５名
２級 ２６０名

︱
「こちらが弊社の新製 両販売業績が優れていた 人ひとりに合ったカーラ 木津川市州見台１ ６

ただ、そのような分析 とを示している。

本人の評価額はおいくら きるからだ。
ですか」とたずねるお決

まりのやり取りがあるの こそ実は理屈の上のこと

観光ドライバー
京都検定 取得者

とが含まれています。今 ノ・カネ・情報・安全安 クシー会社としてできる
のところ供給過剰の車両 心、すべての輸送に関わ ことで京都観光の裾野を
数を減らしたり、安い運 ることができる可能性が 広げております。冒頭で
賃をなくしたりする「適 あることや、２０２０年 紹介した通り大阪・神戸・

正化」についての議論が に向けてこれからますま 福岡にて空港定額タクシ

先行し、本当に業界と利 す増えるであろう訪日外 ーを始めることで、ＭＫ

技術革新・ グループの全国８都市全
用者のために何をすべき 国人対応など、

か「活性化」については 法制整備・従業員の能力 てで空港定額タクシーを

旧特措法の時代からずっ 開発等まだまだ行われな 提供し日本を訪れる方々

英会話を学ぶドライバー

京都通ドライバーがご案内

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11

たまたまそういう人が だが、そこでも「一〇〇 であって、発言者の心理 品『ヒップでポン』にな として、スズキ株式会社 イフをご提案できるよう ☎０７７４・７５・１３５０

信
夫

●自動販売機

回京都・観光文化 都検定受験を勧めており、 設営を行っております。 間いつでも確認可能。

月

京都観光はＭＫにお任せ♪

昨年

PR

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

（１面よりつづき）

あり、これこそ行政の不 昨年大阪市の「タクシー 積みで、それは裏を返せ 地をお供させていただき
安倍総理におかれまし

作為ではないでしょうか。 自由化特区」提案があり ば無限の可能性を秘めて ます。

前号でも提案いたしまし ましたが、まさに事業者 いるということです。そ
たが、今こそ監査権の厳 自身がどうすれば利用者 れは業界全体で取り組む ては、タクシーが「観光

格な適用を実施し、年１ から優良なサービスを提 べき課題もあれば、個社 立国日本」に欠かせない

回の監査を行ってはいか 供する会社と認められる 個社が努力することもあ 要素であることをご理解
賜り、安倍政権の成長戦

ＭＫグループでは外国 略を妨げかねないタクシ た第

だろうか、行政自身が事 ります。
14

ついて業界での議論が熱 良なサービスとはなんだ 人対応に力を入れており、 ーの再規制を見直し、タ 検定試験（通称・京都検 昨年９月現在１級取得ド 〈施工実例〉

特定地域や強制減車に 業者を指導するために優

がでしょうか。

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

だ け眺 め て
323

信夫

大
西

近ごろ、気になってい こたえるのだ。

大西

2
5
2

らしたい

ら だ
し け
た 眺
い め
て

る言い回しがある。
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しかしながら、能『景

マーク佐藤

もっと知りたい！
古 典 芸 能

能『景清』
とどろ

屋島の戦いにおいて武

わび

別れを告げる親子の情愛

能面「景清」

高橋 こうじ
２. あまから手帖 京都和食100選

クリエテ関西
２. イスラム戦争 中東崩壊と欧米の敗北

内藤 正典

５. 日本人のためのピケティ入門

池田 信夫

６. 日本はなぜ、
「基地」
と
「原発」
を止められないのか

矢部 宏治

書籍ランキング

２. 日本の大和言葉を美しく話す

の声に遂に自分の正体を 地謡、ただ一言言い残し
娘に屋島の合戦での活 は、時代を超えて現在の

明かすのであった。
躍を語って聞かせる老人、 我々の心にも深く響く名

洋古典学を研究。劇場で

京都大学大学院にて西

■筆者プロフィール

景清の心情を切々と語る 作である。

ためになる
キーワード

る。老人は盲目ならばそ ったが、再び聞こえた娘 に由来する。

より
http://nohmask21.com/

【シテとワキ】
の勤務を通じて、歌舞伎・
「東海道五十三次之内」
「宮」
「景清」
能や狂言における主人 能など古典芸能の造詣を
都立中央図書館特別文庫室所蔵
物語は都から遥かに下 のような者を知る由もな 公のことを
「シテ
（為手）
」
、 深める。現在はフリー。

名を天下に轟かせた平家 清』は同じ景清ながらま って、日向の国から始ま いとすげなく人丸を追い その相手役を
はっ た

の大将景清は、壇ノ浦の るで別人だ。かの豪傑の る。生き別れの父景清の 払うが、その後、里の者 「ワキ」と呼

戦いの後、八田知家の屋 面影はなく、シテ（主人 消息を伝え聞き、鎌倉か から実はその盲目の老人 ぶ。現在、一

敷に預けられた。その邸 公）は悲しげに目を閉じ ら遠路はるばる供を連れ こそ景清その人だと教え 般的にドラマ
ろう や

宅で自害したとも、密か た老爺の面を被っている。 て西国へとやってきた景 られた人丸は、里人の計 や映画などで
に落ち延びたとも言われ、 タイトルが伏せられてい 清の娘「人丸」は、侘し らいで再び老人のもとを 「脇役」
と呼ば
歌舞伎や人形浄瑠璃の世 たら、きっとその老人が い盲目の老人に父景清の 訪れる。最初は里人に意 れるのは、こ
ないだろう。

界の中での彼はまさに無 景清その人だとは気付か 行方を知らないかと尋ね 地を張っていた景清であ の能の
「ワキ」
敵の英雄である。

７. 「いつものパン」があなたを殺す デイビッド・パールマター（著）、クリスティン・ロバーグ（著）、白澤 卓二（訳）

10. 21世紀の資本 トマ・ピケティ
（著）、山形 浩生（訳）、守岡 桜（訳）、森本 正史（訳）

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
１. フランス人は10着しか服を持たない ジェニファー・L・スコット
（著）、神崎 朗子（訳）

【作り方】
① 牛サーロインを薄切りに
する。牛すじをフライパンで
焼き、焼き色がついたら角切
りにしたたまねぎと一緒に炒
める。
② にんじんといんげん豆を
塩の入ったお湯でやわらかく
なるまで茹で、水気をとる。
③ ①で炒めた牛すじとたま
ね ぎ を 鍋 に 移 し て 水 を 加 え、
あくをとりながら煮込む。牛

2個
2本
1個
50ｇ

ニック・ケイヴの生誕 在は「アインシュテュル

ュメンタリー。心理学者 で活躍しているブリクサ・

２万日目を描く音楽ドキ ツェンデ・ノイバウテン」

ダイアン・リーダーによ バーゲルトなど、彼の人

るインタビューを織り交 生に大きな影響を与えた

ぜ、ニックの半生や発想 人々が登場。圧巻のライ

の秘密を明らかにする。 ブシーンも見どころの一

主演はミュージシャン

また、かつてデュエット つ。
曲が大ヒットし彼の名を

知らしめるきっかけを作 にして作家、映画でも俳

った歌姫カイリー・ミノ 優・脚本・音楽で活躍す

ーグや、バンド「ニック・ るニック・ケイヴ。また

ケイヴ＆ザ・バッドシー 本作では脚本や音楽にも

城町

京都市南区西九条東比永

◎京都みなみ会館

ジェーン・ポラード。

イアン・フォーサイスと

ズ」の創設メンバーで現 参加している。監督は、

京 都 み な み 会 館 に て
３ ／ ７ ㈯ か ら 上 映 ！

すじがやわらかくなったら、
こして醤油で味を調える。
④〈付け合わせ〉じゃがいも
は蒸しあげてからカットする。
九条ねぎと小かぶは一口大に
カットし、バターでソテーす

年４月

覧ください。

日

面

プレゼントコーナーをご

名にプレゼント！

いただけます）を３組６

上映される作品にご利用

まで有効／有効期間中に

賞券（平成

☆京都みなみ会館映画鑑

☎０７５・６６１・３９９３

79

4 3 2−3 0 0 0

【15】

牛サーロインの京湯葉包み焼き
わ さ び 風 味 ソ ー ス
材料（４人前）

【開業45周年記念 リーガロイヤルトークサロン特別版 ～花のある美空間 家元の素顔～】 ゲスト：未生流笹岡 家元 笹岡 隆甫 様
京都にゆかりのあるゲストをお迎えし、楽しく、そして意外なお話を聞かせていただくトークサロン。
当ホテルが2014年11月に開業45周年を迎えたことを記念し、ゲストに国内外でいけばなの魅力を発信し活躍される、
華道「未生流笹岡」家元 笹岡 隆甫氏をお迎えします。ティータイムには、この日のためにご用意いたしましたホテル
特製デザートと紅茶をお楽しみいただけます。
開催日：2015年3月25日（水） 会場：春秋の間（2階） 時間：13：30～15：00（受付 13：00～）
料金：お一人様 ￥3,500（デザート、紅茶、税金・サービス料含む） ＜完全予約制＞
※3月18日（水）以降のキャンセルにつきましては、全額キャンセル料として頂戴いたします。
ご予約・お問い合わせ：☎075-361-9149（イベント係直通、受付時間 10：00～17：30）

###########################################################################################
リーガロイヤルホテル京都 情報

/20,000デイズ・オン・アース

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

100ｇ
1/2個
50㏄
30㏄
少々
適量

<ソース>
牛すじ
たまねぎ（角切り）
水
醤油
コーンスターチ
わさび
<付け合わせ>
じゃがいも
九条ねぎ
小かぶ（くし形）
バター

る。
ロインと②のにんじん・いん

⑤ 京湯葉を広げ、①の牛サー
げん豆を芯に巻いて塩こしょ
うをし、サラダ油を熱したフ
ライパンで焼く。４分の１に
カットして皿の中央に盛りつ
け、
④の付け合わせを添える。

ニック・ケイヴ
Ⓒ

2014 Pulse Films Ltd./The
British Film Institute/Channel
Four Television Corporation.

27

400ｇ
1本
16本
4枚
適量
少々
少々
牛サーロイン
にんじん（棒状）
いんげん豆
京湯葉
塩
こしょう
サラダ油

堀川通下立売東南角

水野 和夫

７. 資本主義の終焉と歴史の危機

谷 充代
７. 「高倉健」という生き方

2015年2月22日調べ）

（ジュンク堂書店京都店

30

11

⑥ ③に水溶きコーンスター
チでとろみをつけ、すりおろ
したわさびを加えて作ったソ
ースをかけて出来上がり。

1111111111111111111111111111111111111111111111111
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ロンドンからパレスチナへ
きりゅうかずあき

桐生一章

ない。泊まっている間に かし、イスラエル人がエ しい。実際、ある農家を
小さな蛇が家の中に迷い リアＣで営んでいる農家 訪問したのだがその家の
込んできたのは少し驚い ではふんだんに水が使わ 女性は僕らのことを警戒
していることが手に取る

柵に囲まれて近づけない 男性でなければなおさら

車で道を走っていると ようにわかった。地元の

た。寝ているときに蛇が れる。
入ってくる隙間はいくら
でもある。
ようになった水道のパイ だろう。こういう場所で
る。自活できないパレス 交流がむつかしい。ラマ

プを至るところで見られ は現地の人を通じないと

パレスチナはエリアＡ、 チナ人はイスラエル人の ッラーやビリン村など外

イスラエルによる
水の管理

ある街から車で通ってい

タクシーの運転手は村 る。彼はリーダーシップ Ｂ、Ｃに分かれている。 経営する農家に低賃金で 国人、ムスリムでない人

されている。

土地なのに不自由を強制 ないがほぼ毎日彼の家が

大阪府出身 （１９７４年生まれ）

パレスチナカメラマン

水の自由のないヨルダン渓谷

月。ナブ

パレスチナ領内の検問所

２０１３年

ルスからヨルダン渓谷に の名前しか知らない。村 をとるのがうまいようで、 Ａは自治権、警察権の両 働きに行かなければいけ たちに慣れているところ
行くことにした。ヨルダ に着いた後どうやってそ 僕がいる間いつも明るく 方をパレスチナが管轄し、 ないような状況だ。もち ではこんなことはあまり

イスラエル人の農地
パレスチナ人の農地

ン渓谷はナブルスから１ の人を探そうかと考えて 周りの人を巻き込んで、 Ｂは自治権がパレスチナ、 ろん西岸内のイスラエル 感じない。
時間ほど。日本人の知り いると運転手が着いたと 楽しく家の修理などして 警察権はイスラエルにあ 違法入植地ではふんだん
合いの方がヨルダン渓谷 いう。あたりは薄暗くな いた。いつも冗談を言っ り、Ｃは両方ともイスラ に水を使うことができる。

ヨルダン川周辺の風景
はとても印象的だ。基本

「昭和の神戸

昭和10～50年代」

昭和

～

年代までの

神戸の写真約２２０点を

掲載したモノクロ写真集。

神戸港、三宮界隈、元町・

居留地・北野界隈、宝塚、

六甲、有馬、淡路島、須

磨、塩屋、室津など懐か

しい風景が満載。ハナヤ

勘兵衛が撮影した戦前・

点も収録。

終戦直後を中心とする貴
重な写真

～

年代」を１名にプ

☆書籍「昭和の神戸 昭和

レゼント。 面プレゼン

トコーナーをご覧くださ
い。

llllllllllllllllllllll

飯塚 富郎・ハナヤ勘兵
衛／光村推古書院／２０
００円＋税

BOOK

ていない。薄茶色の山肌 とはそんなにないのかも る。パレスチナ人の農地

的に山々には草木が生え

lllllllllllllllllllllllllllll

まってきたと思ったら人 いだろうか。

分程度２車 が見える。かといって緑 になったやかんでミント いと言っていた。その農

村の入り口あたりに降 録映画を作る予定でその の流入を防ぐためとされ 線の道路沿いを歩くのだ が少ないというのではな 入りのお茶を入れてくれ 家では男手がないので家

10

泊まっていた家の前の た。その周りを裸足の子 性がそれも外国人が来る

車両が通る。エリアＣは に生えている木々もある。 たての子羊を見せてくれ ということなのだが、男

パレスチナでは水の自 イスラエルの軍用車が普

いけない。村には水道設 気が小さいのでなおさら て水を沸かし甘い紅茶に る。すぐ道路に面してい に広がるオレンジの木々

パレスチナ人の一家族 備がなくタンクに水をつ だ。ラマッラーやビリン ミントの葉を入れる。言 るところなので目の前を は水がないので立ち枯れ

た。家族は両親と

検問所はパレスチナと 物は彼自身の平和活動の のだった。これが気に入

するらしく村を歩けなか

かったのだが村人が警戒

僕は村の中を歩いてみた

パレスチナの人たちが大 盛り上がってできたよう

はない部外者）の男性と

が家族以外（村出身者で

強いところらしく、女性

ヨルダン渓谷の山並みと羊

ら気まずくなるというこ 気温は

涼しいというく

の柵で囲んであ

帯だ。パレスチナでは（東

（つづく）

周りを２ｍ ほど 管理している。

れている感じで 水や家屋をイスラエルが

は設備が管理さ はまれだ。人間に必要な

ラエル人の農地 そして許可が下りること

地がある。イス 井戸を掘るのも許可制だ。

レスチナ人の農 許可なしではできない。

スラエル人とパ 許可がいる。建て増しも

では、農地はイ てるときはイスラエルの

ヨルダン渓谷 エルサレムでも）家を建

り寒くなる。

レスチナはかな いうことは完全に占領地

らいだ。冬のパ がイスラエルの管轄だと

自治権と警察権の両方

月上旬でもまだ た。

歳ぐ に嫌がらせを受けたり取 ここでは当たり前のこと きた。言葉が通じないか い。空気は乾燥しており 庭に放し飼いにされてい

らいの男の子と少し年下 り上げられることすらあ だ。
の妹とその下に３歳ぐら る。農家は水の供給を受

平和活動のための家

ムスタファさんは屋根 いの小さな子がいた。台 けられないために農作物 ファさんと農家に手伝い

２日目に僕らはムスタ

おうか。深めに座って身

おこ

イスラエルの境だけにあ ために使っている家だ。 ったので滞在中はよくお

ったのが残念だった。後

出しに行ったりしていた。

るわけではない。毎日こ 海外から来た人はそこで 茶をいれる係を引き受け

から気づいたことだがこ

た。彼が修理している建 使って火を熾すというも

ういったパレスチナ領内 寝泊まりができるように た。ムスタファさんはた

ほっとして出発する。

にある検問所でチェック なっている。壁、屋根は まに廃材を持ってきて薪

の辺りは宗教色が比較的

勢いる。ある日突然閉鎖 な家だ。実際滞在中に壁 水を引いてタンクに貯め

接触することを避けるら

され仕事に行けないこと に土を塗った。ムスタフ ている。食器を洗う場合

水道はなくどこからか

を受けてから仕事に行く 土を使っている。地面が の補充をしていた。

村の給水タンク

は車内を一瞥しただけ。 の修理をしているのだっ 所はガスがないので木を が無駄になっていく。し に行ったり、食料の買い

べつ

を隠すようにする。兵士

治区内）に行くとでも言

10

も多い。自分の生まれた ァさんはここに住んでい は外に行かなければいけ

12

番古い街、パレスチナ自 ていたのだろう。

い。ジェリコ（世界で一 らここしかないとわかっ るような感じで住んでい そのときにイスラエル兵 れば普通でないのだが、 ごちそうになることがで 通る。天気はすこぶるよ その家には立派な孔雀が

くじゃく

こに行くかは言いたくな この村に外国人が来るな がその家に間借りしてい めて持ってくるのだが、 村ではそんなことが起こ 葉が通じなくてもお茶を よ く イスラエル軍用車が ていくことしかできない。

ぎているし、これからど ァさんだった。運転手は

時間はもう午後４時を過 動を続けているムスタフ る。

ったのでちょっと驚く。 いる。彼はここで平和活 ット環境も整備されてい 外な値段で買わなければ いものではない。自分は になった。焚き火を使っ れてぼろぼろになってい ないときもある。家の前

検問所だ。心構えが無か に向かって何やら言って リビングルームもありネ ルの水道会社から水を法 いくのは全く気持ちのい この前でお茶をごちそう ちが着ている服はすり切 ういう場合があってでき

っているとイスラエルの 性が屋根の上からこちら の寝室に分かれている。 スチナの人々はイスラエ スラエル軍用車が通って を飼っている人がいてそ て遊んでいる。子どもた ある。手伝いたくてもそ

狭いなあと思いながら座 方を見てみると一人の男 大きくて女性用と男性用 由はない。ここではパレ 通に走っている。横をイ 道を挟んだ向かいには羊 どもが木の切れ端を持っ となると話は違うようで

拾うのでまた狭くなった。 呼ぶ声がした。呼ばれた 在しているようだ。家は

するがまた道すがら客を かと考えていると自分を ２人ともここには長く滞 味合いが強い。

の一番後ろに座る。出発 ろされ、さてどうしよう 準備に来ているらしい。 ているが、水源確保の意 が、時たまイスラエル軍 い。そこそこに畑や普通 る。小さな茶色い生まれ の修理を手伝ってほしい

数超過で出発。狭い車内

方はベドウィンたちの記 ヨルダンからテロリスト た。徒歩で

ど待つ。だんだん人が集 は５００ｍ ぐらいではな に載せると言う。女性の イスラエルの言い分では 商店の場所を教えてくれ 山で羊を放牧しているの チックが溶けてぼろぼろ 農家では水が確保できな

出発しないので１時間ほ かに連なっている。標高 事をアナーキストの新聞 沿いに指定されている。 い物をしたいと言ったら 地が広がる。たまに禿げ も使われて取手のプラス エルに劣る。訪ねたある

ヨルダン渓谷初日、買 が露わで山間や平地に農 しれない。焚き火に何回 は設備やその他でイスラ

との違い

ラマッラーやビリン村

僕が訪れたときはポー ルダン渓谷はエリアＣに である。

で平和活動をしている人 りかけている。降ろされ ている印象のある人だ。 エルが管轄している。ヨ 入植地には水泳プールま
を紹介してくれたのだ。 たところは山間の畑が広
ナブルスのタクシー乗 がる見晴らしのいいとこ ランド人男性とスペイン なりイスラエルの占領政
り場でその村まで行くタ ろだった。ヨルダン渓谷 人女性が滞在していた。 策の最も厳しいところだ。
クシーを探す。簡単に見 らしい植物の生えていな 男性の方はアナーキスト エリアＣはパレスチナ自

50

16

11

12

10

50

【4】

つかるが人が集まるまで いきれいな山並みが緩や らしい。本国で自分の記 治区内の主にヨルダン川
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『天皇
いう思いが強かったです。 す。仲間の一人は、

いがあってはい

とは言い切れないと思っ でいたのを覚えています。
とるようにして

り確認し、裏を

情報元をしっか

けませんので、

ています。確かにＭＫが 当時の私たちにとって、
います。その点

今でも、エアコンの吹き出し口は綿棒を、シフトレ
バーの溝は歯ブラシを使って掃除する

誇るハイヤーのサービス ＭＫが本当に認められた

では、ドライバ

私は今でも、まだ勝った 陛下が私に…』と涙ぐん

は他社より勝っているか と自信がついた出来事で

のアドバイスを

ー時代よりも今

ＭＫドライバー
という職人

聞いた。「努力す

。
もしれませんが、普段使 した」

そんなＭＫブランドを

れば報われるこ

最後に新人へ

いますね」。

の方が勉強して

築き上げてきたメンバー

いのタクシーももっと選
ると考えています」
。

である松村指導員にサー

んでいただける余地があ

公に認められた
とき

話は中型タクシーそし っている松村指導員に、 とを伝えたいで
す。売上の高い

年代に入ってか ビスの心得を聞いた。「私

「最初のつかみを大切 人はその分陰で

「来週、観光の初級Ｃランク
試験をします。合格してくだ
さいね」

名の観光専属女性ド

前にミラーや窓に映る姿 すると、直後にその場で りますから、お客様がお

やわらかな笑顔、ソフト

ライバーがおりますが、

事があったと続けた。

な人当りでお客様から喜

「車をきれいにするこ のは、車の走らせ方につ 顔で挨拶することです」。

きるよう私たちがバック

す。もっと女性が活躍で

ばれる存在になっていま

祭で国務大臣の方の送迎 たものです」
。

「また、多種多様なお

を任されたことが、ＭＫ

が認められたと感じたと とも、当たり前でした。 いてです。いかにスムー

台が担当。 ました。現在もエンジン 中型はそういうレベルを

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ＭＫボウル上賀茂

ライブで盛り上がる
ＭＫボウル上賀

染谷西郷＆Ｊａｍ Ｆｌａｖｏｒ
日、ＭＫボ

てでしたが、おか

それ以上に気持ちが変わ のボーカル・染谷西郷氏 イブは今回が初め
り、より引き締まる思い と、Ｒ＆Ｂユニット「Ｊ

ｎｇ 」を昨年

月

日に ■ＭＫボウル上賀

トアルバム「Ｔａｓ ｔ ｉ た。

ｌａｖｏｒ 」はファース と う ご ざ い ま し

たしました。「Ｊａｍ Ｆ 来場の皆様ありが

トーク＆ライブを開催い いたしました。ご

になったことを覚えてい ａ ｍ Ｆ ｌａ ｖ ｏ ｒ 」 の げさまで無事終了
ます」
。

昔以上に勉強
する毎日

えたいです」。

きでした。それまでもプ 今以上に手をかけていた ズに途切れずにするか。 客様の要望にお応えでき

指導員となり、新人ドラ 物をお召の年配の女性が タクシー約

「平成２年にハイヤー

タクシー会社の名前をお ドライバーは車外で立っ 時はエンジン周りが故障 課が設立し、私は第２期

去る２月

ったという程度ですが、 にて「ＦＵＮＫＩＳＴ」 の本格的な音楽ラ

求められるものが高くな ウル上賀茂ＶＩＰルーム 茂ＶＩＰルームで

村信治指導員に、ドライ が、最後まで勘違いされ が振り返って私たちに手 日頃から汚れを拭き取る ていることは同じで少し

及びハイヤー課勤務の松 ３回ほどお伝えしました る距離でしたので、陛下 上に手が汚れないよう、 しました。基本的にやっ

所トレーニングセンター Ｋであることを繰り返し と、天皇陛下の目に留ま もありましたから、今以 ヵ月後にハイヤーに所属

今回は、新人専門営業 っしゃいました。私はＭ てお迎えしました。する し、自分たちで触ること メンバーとして、設立３

バイスをしています。

で、指導や仕事上のアド が○○タクシー』と違う ない奥の駐車場に停め、 習となっていますが、当

イバーが一人前になるま 『この車きれいね、さす 他の車両の進入が許され ルームの掃除がＭＫの慣 追及したものです」
。

50

バー時代の体験や新人教 ておられました。それだ を振ってくださったので ようにしていました」
。

いらっしゃったかどうか

いると答えた方は１割も

ましたが、ＭＫを知って

ケートをすることがあり

んでした。私も街頭アン

育の指導について話を聞 けＭＫは知られていませ
きました。

他社や個人タクシー
に勝ちたい

「そのため、１度乗ら

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

年より観光案内 リリースしたばかりの新 茂ＶＩＰルームの

12

年。当時は何

全国植樹祭の裏話を話す「警察からは車内待
機と言われたが、外で立って待つのがＭＫで
すと貫きました」

イバーを中心に指導を行 押し寄せ、大盛況でした。 ２１３１

手ジャンボハイヤードラ 日は２５０名もの観客が ☎０７５・７０１・

専属女性ドライバーや若 しいユニットですが、当 ご利用お問合せは

平成

12

松村指導員が入社した です」
。

仕事は全くありませんで と必死でした。他社や個

した。ＭＫよりも他社や 人タクシーに勝ちたいと

26

のは昭和

在のような貸切や観光の 客様になっていただこう

ー ト だ っ た と 語 る。
「 現 ていただこう、自分のお

もないところからのスタ れたらリピーターになっ

50

11

しての実績を積んだ者が る日曜日のことです。着 Ｋで最上位に当たる中型 と先輩からも言われ続け のように通るか、当時の

がいます。ドライバーと のです。入社間もないあ 大臣のお供には当時のＭ 仕事もろくにできない』 るか、交差点や信号はど て教えるのですが、間違

人を教育する「指導員」 ると言われる時代だった たと思います。特に国務 車である。車が汚い者は いけません。どの道を通 け広く役立つ資料を作っ

アップをしていきますの

昭和23年生まれ
66歳
京都市出身

で、女性の方にも恐れる

勉強会で使用する資料

後輩によく指導していた も半歩でも前に出て、笑

そして忘れられない出来 負ですから、お迎えする でのご注文を受けてお供 す。出会った瞬間に決ま これからは女性が活躍す 在

るようになったと話す。 にお客様に会うときが勝 を任された頃は、台数口 にすることを教えていま 努力しています。そして、 る時代です。ＭＫでは現

たいと、貸切の仕事が入 心がけていました。最初 進む。「私が中型タクシー

ら、高くてもＭＫに乗り は笑顔で挨拶することを てハイヤーのレベルへと 教育方針を聞いた。

昭和
60

「平成３年、全国植樹 を見て、笑顔の確認をし 反省会をしていました。 見えになったら、１歩で

16

指導員

松村

ライベートのご利用はあ と 思 い ま す。
『 職 人 は 道 例えば、８台であっても るように、特に観光につ

時代を超えて生きるもの

ことはありませんよと伝

指導員インタビュー⑪

りましたが、公式行事と 具を大切にするものだ。 ４～５時間途切れずに車 て毎週勉強会を開いてい

ＭＫの新人教育を支える

ＭＫタクシーでは、新 個人タクシーが優れてい してはこれが初めてだっ 我々にとっての道具とは 列をなしていかなければ ます。そこでは、できるだ

ま つ む ら

し ん

じ

趣味：読書、お寺の庭巡り「ど
んなジャンルの本でも『活字』
が好きです。お庭については大
徳寺高桐院が個人的なお気に入
りです」

信治

ＭＫに入社
指導員に就任
昭和50年１月
平成26年５月
トレーニングセンター・
ハイヤー勤務

2015年（平成27年） 3 月 1 日
毎月１日発行

M K 新 聞
第824号
（5）

（6）

４週間目の日曜日の

パリ凱旋門前にて

り込み、レンヌ駅から列

分ほど

熟語やそれらを使った会 ていたテーマについて詳

したが授業で使った表現

に長けているなと感心し 取れていました。早口で

車内、そして少しぶっ 時間がなくて行けなかっ 食べたくてカーン経由

もきれいとは言えない らの週末ツアーで行き、 してもフランス料理が

ほぼ全開で、お世辞に まり観光コースは学校か のですが、パリでどう

エアコンをかけず窓を

まず、ロンドンのお決 サンマロの方が便利な

いの正午近くの時間に 短い旅を実行しました。 ミッシェルに行くなら

ただ、少し暑いくら 回と隣国フランスへ行く した。本当はモンサン

たのは無事に帰ってくる

えてこれを計画し実行し

強行軍でしたが、私があ

今回の旅行はかなりの

くることができました。

朝ポーツマス港へ帰って

事フェリーに乗船して翌

ーポートへ辿りつき、無

車でカーンへ、

遅れて到着しましたが、

３週間の語学学校での

けない」と同情を求め 期間を終え、残りの１週 夜にポーツマス港から

の経費を払わないとい

るような口調で言って 間はイギリス国内で見聞 夜行フェリーでフラン

何とかタクシーでフェリ

語学学校での修了式後

ました。英語を母国語と 英語に耳が慣れてきて、

を広める日帰り旅行を数 スのカーンへ向かいま

について講義をしてくれ 回数を重ねる毎に早口の
しない人に、うまく英語 後半の授業では先生の話
いました。

ースというショッピン 話などです。午後は別々 しく話してくれていたの

きらぼうな態度ではあ た戦争博物館と大英博物 にてパリに行くことに

ことは当然ですが、異国

⑤
の本質を理解させる能力 している内容はほぼ聞き

グモールのファースト の先生の講義が２つあり、 です。ある日の授業で各

まりお客様も乗りたい 館見学は後日行きました。 しました。パリで１泊

今回の英国留学に参加
させていただき光栄に思

アリスお母さんと

午後の授業は慣用句、 や単語、そして取り上げ

ました。

フード店に行って昼食 それぞれ生徒が増えたり 国の挨拶についてのテー

とは思わないだろうな それと、ビートルズのレ して翌日モンサンミッ

ひさよし

をとりました。この中 入れ替わったりして違う マの際に、欧米各国の人

バス・列車を利用してカ のだろうなと思いました。 をしてみたかったのです。

顔を見るとすぐに笑顔で あるとの話になりました。 うかと話し合いました。 挨拶と降車時の「ありが 有名なアビーロードにも ほ ど の 滞 在 で 引 き 返 し、 いでないと満足できない すべのない状況でこの旅

ペインからのマニュ、 のですか？」と言い合っ キスをしないし好ましい 神戸、京都、各地の名所 況が随分と違ってくるか

それは、フランスのパリ の旅行では英国ではもち の料理との相性もよく本 語を話す若いフランス人

ちょう

そして、今回の英国留 ーン駅に戻り、再び夜行 全ての料理を３人で「回 実際、英語で気持ちよく

内できるようになりたい

クェートからのハディ て握手をし、ペアやグル とは思っていないようだ、 や魅力等についてそれぞ も し れ な い と 思 い つ つ、 学中にどうしても実行し フェリーでポーツマスに し食べ」しましたが、フ 応じてくれたタクシーの

午前中のクラスはス 「あなたはどこから来た そして、日本人は（頬に） そして、その日、札幌、 とう」があるだけでも状 行きました。

気持ちが高まり、今回の

ー、フランスからのル ープになっていろんなテ キスの代わりにお辞儀を れ英語でスピーチし、学 このタクシーを降りまし たい計画がありました。 戻る超強行日程です。こ ランス産の赤ワインはど 運転手や本当に流暢な英

ン州からの老夫婦旅行者

ロンドンでもタクシー へ行きフランス料理を食 ろん、フランスでもチケ 当に幸せなひとときを過 女性、アメリカ・ミシガ

そして、早朝の７時４ と列車で同席したり、達

私は思わず「お辞儀は最 言葉を述べ、「日本を訪れ を利用しました。いわゆ べて帰ってくることでし ットの確認から購入まで ごしました。

らの桂さんと私の５人 会話の練習などを行いま がありました。
そのとき、 徒たちへの感謝とお礼の

ーシー、そして日本か ーマについて意見交換や すると先生が言ったこと 校と先生、世界各国の生 た。

年以上前）に

英国留学に応募させてい
言っても

ある日午後のクラスで 良の挨拶方法です。なぜ た際は、是非ＭＫを利用 る黒色のロンドンタクシ た。この計画をＭＫから すべて英語のみで行いま

りましたが、ここ数年間 兵士で、日本の横須賀に で呼びます。ちなみに私 ときに、私がお寿司やう い風邪をひいている時で くりました。（写真）

３週間の語学学校の生 車したタクシーがあった 上さんと神戸ＭＫの藤井

込み、レンヌ駅到着、

の従業員、夜の雨の中モ

パリではモンマルトル 分後に出発のツアーバス ンマルトルの丘の麓の地

20

なま

ユ 誇る世界遺産モンサンミ 語で親切に教えてくれた

英語でどんどん話してく 日本から持ってきた箸を そのとき風邪気味のフラ が、世界中から英語を本 る戦争博物館から大英博 りました。語学学校期間 ーロのお安い値段で宿泊 ッシェルに到着しました。 カフェーの従業員など数
いる色々な国の色々な人 ら、白人の初老と思われ 徒歩

分ほどにあるフェ から歩いて３分ほどの小 古い歴史を持つこの修道 た。これらはすべて英語

今回の留学期間中、こ るのが驚きでした。担任 学校に持っていき、使い ンキー先生は笑顔で答え 気で学ぼうとやってきて 物館までの料金を聞いた 中にアリスお母さんから できました。そして、宿 １３００年前から始まる 多くの出会いがありまし

ここでは政治的、民族 たち（私の娘、息子と同 るドライバーは「状況に リーポートからフランス さな感じのよさそうなレ 院は海岸の「岩山」の上 という共通の言語があっ

り外に出て、英語を聞き の家でのホームステイス はおばさん（失礼しまし 方の説明をして学生達に てくれました。
（写真）

ポンドぐらい きるとの情報をいただき、 大の目的であるフランス の下から海岸へと発達し

ポーツマスへ帰ってき

の中で全く同じ立場で厳 込みました。車内は思っ どを調べました。また、 ３人で前菜、メイン、デザ たとのことです。また、 トファミリー宅へ寄り大

娘さんが子どもを連れて リーや学校生活、英語の 徒以外は、ほとんど上手 どん発言させるよい雰囲 へやってきている人まで） だろうと見当をつけ乗り 便数や発着時間、料金な 料理をいただきました。 ていき、現在の姿になっ たその日の朝、私はホス

と、結婚して近くに住む ストの際にホストファミ けでした。アジア系の生 がら各個人の意見をどん 子を残してはるばる英国 おそらく

このお友達が時々来るの で、毎週金曜日の確認テ らったところ、
これが大う 的な話題をうまく避けな じくらいの歳の人から妻 よる」と不愛想な返答。 のカーンへ行くことがで ストランに入り、私の最 に建てられ、村は修道院 たための出会いでした。

話す機会を持つようにし チューデントは私だけで、 た！）のジャッキー先生 消しゴムを待ち上げても
ました。

95

そして、３週間の学校 しく、そして楽しく英語 たより広くて対面で５人 フランスのカーンに到着 ーの計９品と赤ワインボ 英国との１００年戦争の きな荷物とアリスお母さ

来るとき以外は、私と、 学習状況等について色々 く消しゴムを持ち上げる 気がありました。
い

日
（土）
の午前の きれいなブリティッシュ と聞いていただきました。 ことができません。 あ る

２ 人暮らしの
ホームステイ
９月

10

６人はポーツマスのホー てもらったとおりに学校

ムステイ宅まで順番に送 に行って届け出を済まし
私のホームステイ宅は り私は同じ上賀茂営業所

り届けていただきました。 た後、すぐにテストがあ
？歳（お年は詳しくは の桂さんと同じクラスに

リスお母さん一人暮らし から学校に来ることにな

のお宅ですが、アリスお った世界各国の生徒たち
各国の生徒たちと

イギリスのタクシー事情

た。目的地の大英博物館 人の生徒にも聞きまくり らもリーズナブルな値段

めは半分も内容が理解

を進める先生で、はじ

生はかなり早口で授業

午後のフランキー先

ときは、
大喝采でした。

は「あまりよくないし、 英博物館に入りました。 ルの調整をしてみたとこ 表現しかできません、本

ー歴４年の黒人の運転手 知れないと思いながら大 心しました。スケジュー ませんのでこんな乏しい

した。タクシードライバ 大旋風を巻き起こすかも そちらにも行くことを決 しく（私は食通ではあり

ることがあるのか聞きま 出したらこちらの業界に としきりに勧めるので、 り味付けされており美味

距離のお客様をお乗せす ここロンドンにＭＫが進 ェルに行った方がよい」 牛、鶏）はどれもしっか

クシー業界の景気と、長 ませんでした。もし仮に、 なら絶対モンサンミッシ した。メインの肉（鴨、

を利用した際、ここのタ がとう」の言葉は聞かれ シーが「カーンに行くの ほんとに美味しく感じま

量が多く、さすが大柄の

モンサンミッシェルか になってすぐ、ホストフ

フランスの誇る世界遺産
モンサンミッシェル

（７面につづく）

巨石のストーンサークル

４５００年前に築かれた

ソールズベリー駅に到着。

ンジバスツアーの起点の

間半ほどで、ストーンヘ

ツマス駅から電車で１時

見に行くためです。ポー

とソールズベリーの街を

群遺跡のストーンヘンジ

の世界遺産で、謎の巨石

た。イギリス国内で最古

に到着すると ポンド弱 ました。そうこうしてい でした。初めて食した大 ら帰りのツアーバスに乗 ァミリー宅を後にしまし

で、チップを含めて ポ る内にフランスから来て きなエスカルゴはこんが

できない状況でした。

ポーツマスでタクシー ンド渡しましたが、「あり いるクラスメートのルー りとほどよく焼けていて、

また、突然課題のテー

ものとなりました。

ールで時間が超タイトな いただきました。また、

ろかなりの強行スケジュ 当に申し訳なく思います）

長距離はごくまれ」との
こ と で し た。 そ し て、

マについて意見を求め

「会社に週３００ポンド

念願のパリで
フランス料理
られしどろもどろの返 フランキー先生（右から
答をしたり…。
しかし、 ３番目）と生徒たち

ち上げることができた

に何とか消しゴムを持

も上手くいかず、 最 後 を残すためにも、最後の

揚、速読など幅広く英語 何度持ち上げようとして がここで学んだと言う証 ました。

日（日）朝にヒ リスお母さんの２人暮ら 発音、文章を読む際の抑 女性）は初めて使う箸で のＭＫから来た我々６人 意義であったと強く感じ 車内はきれいな印象でし フランスから来ている数 合計１２０ユーロとこち 見せたそうです。（写真） 産赤ワイン）を渡し身軽
人

ースロー空港に到着しま しでした。
（写真）
した。フォード社製

日（月）朝、前日

英語を本気で学ぶ
９月
15

んと無事お会いし、我々 にアリスお母さんに教え

にきていたドライバーさ

乗りバンタイプ車で迎え

10

母さんとお友達（ボーイ と、近くのガンワーフキ

13

14

聞きませんでした）のア なりました。昼はこの日

70

11

し、翌日

便で関西国際空港を出発 イングリッシュを話すア この先生は文法、語彙や 生徒（クェートから来た 生活の締めくくりに日本 を学べたことは本当に有 まで座れる構造でした。 してからのことも調べ、 トル１本で、チップ込み ときには不落の強固さを んへのお土産（フランス

13

10

の英国留学中は可能な限

を感じておりました。こ ていました。

ん錆びついてきているの ド北部訛りの英語で言っ な陽気で初日から早口な 箸の話をしました。
翌日、 そうだ。君は正しい」と 短かったかもしれません いました。乗る前に今い とで一緒に行くことにな テルの３人部屋に、

さ

どなく、英語力がどんど ことがあるとイングラン 呼ばれていました。みん 物！）等の話をした際に す」
と言うと、「なるほど、 活は語学を学ぶためには ので、それに乗ろうと思 さんが参加したいとのこ の丘の街中の小さなホス に乗り、無事フランスの 下鉄の駅までの道筋を英

英語を使う機会がほとん １週間ほど滞在していた はヨシ、桂さんはノビと どん、
肉じゃが
（私の大好 もお辞儀なら全く安全で

のとちょうどお客様が降 ところ、伏見営業所の井 ってこれました。

（もしくは愛称） 各国の料理の話になった なら、相手がかなりひど してください」と締めく ーです。雨が降っていた 同行のメンバーに話した したが、何とか無事に帰 分パリ発のＴＧＶに乗り 者な英語を話すホステル
して住んでいたことがあ のお友達は元英国海軍の トネーム

ア州サンノゼに駐在員と を迎えてくれました。こ 生も含めみんなファース

アメリカのカリフォルニ フレンド？）と２人で私 でした。こちらでは、先 した。

25

ただきました。以前（と

らのお客様を英語でご案

高本 仁斎 社員

うと同時に、ＭＫの皆様
の数人は３週間の語学 顔ぶれの生徒と一緒に授 たちは頬にキスを何回す

京都ＭＫ上賀茂営業所

に大変感謝いたします。

学校で最後まで同じク 業を受けました。新しい るとかキスをする順番が 修了証授与式で何かしよ と感じました。乗車時の コードジャケット写真で シェルに行き、３時間半 欧米人の胃袋はこれくら フランスで英語しか頼る

10

英国留学に際して不安も



ありましたが、家族の後
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ラスでした。
（写真）
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刑務所で受刑者の方に

お話をしに行くと、あた

り前に「できる」という

ことがいかにありがたい

のか実感します。仕事が

辛いとしても、その仕事

もできない人がいます。
えているとそれが言葉や

けです。自分で自分を大 ＭＫ
事にしなくては誰も大事
にしてくれません。自分 勉強会
について

自分を粗末にしているだ

悪いところばかり見ても、

リジナルの内の１枚があ き、本当にＭＫの皆様に 開催など、今後更に日本 マナー・教養などを身に

また、マグナカルタのオ 重な経験をさせていただ ０年の東京オリンピック に通い、英語・国際感覚・

は、誰が、どうして、どの （写真）にも行きました。 と楽しさを再認識させて ４年より毎年、英国留学

（６面よりつづき）

完全には判明していない
謎多い遺跡です。（写真）

いただきました。

を行っております。英国

富士山や富岡製糸工場 で約１ヵ月間ホームステ

京都の存在がより一層ク ９月

日～

月

この歳で、これらの貴 の世界遺産登録、２０２ イをしながら、語学学校

おわりに

ＭＫグループでは平成

で楽しい方に持っていき

るソールズベリー大聖堂 学ぶということの難しさ

ましょう。そして、自分

感謝いたします。英語を が世界から注目される中、 つけます。平成 年度は

ようにして造られたのか

のために仕事をすること

日の日

ローズアップされること 程で、京都ＭＫ伏見営業

当欄「こんな話あんな

は自分のためになると考

になるでしょう。そして、 所の井上睦久社員、上賀

できるよう、ＭＫドライ ＭＫの蝦名聡社員、神戸

客様を気持ちよくお迎え 課の巻木茂徳社員、札幌

ま き

京都を訪れる全世界のお 高本仁斎社員、ハイヤー

ひさよし

えて仕事に向かってくだ 話～ＭＫ勉強会から」は、
さい。

全員業務集会は、毎月

マイ ボ ウ ラ ー
名の
真剣勝負＆チームワーク

名

パン株式会社・中村諭

リヂストンタイヤジャ

となった個人戦は、ブ

ルの高い白熱した戦い

ラーだけあって、レベ

した。全員がマイボウ

リング競技会を行いま

戦２ゲームで競うボウ

個人戦２ゲーム、団体

の方にご参加いただき、

ＭＫ を含む 社

としています。

員の健康増進を目的

企業間交流やクラブ

ボウリングを通じた

てご参加いただき、

をお持ちの方に限っ

の中からマイボール

ラス会会員企業各社

ーであるＭＫハート

のビジネスパートナ

ブは、ＭＫグループ

たしました。当クラ

ボウル上賀茂にて開催い に乗って優勝されました。

の制度を強化しています）

ブ」の第３回例会をＭＫ よい雰囲気を作り、勢い きました。

グクラブ「ターキークラ Ｔ混合チームがチームで 用意し、お楽しみいただ

ハートラス会のボウリン 体戦は、オムロン・ＮＴ 揚げたて天ぷらなどをご

去る２月 日に、ＭＫ 社長が見事優勝。一方団 うどん、目の前で揚げる

Ｋ特製カレー、こだわり

事には、熱々おでんやＭ

開催いたしました。お食

ケットルームで懇親会を

競技会終了後は、バン

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

………………………

しました。（本年より従来

バーとして日々努力して ＭＫ芦屋営業所の藤井辰

あ

月は火焚神事 り、月によっては各営業

ひ たき

があります。
その他にも、 報告や安全運転講習、役
じさい

陽花祭、

ご講演を賜っております。

の秋祭なども行っていま 所にご来賓をお招きし、
す。

ました。

ています。４つの武者行

ちしながら駈ける技など 出席します。内容は営業

す。駈馬には馬上で逆立 必ずそのいずれかの回に

２月の節分祭、６月の紫 員による訓話などからな

内では駈馬神事を行いま 行われ、ＭＫ社員は全員

かけうま

いく決意を新たにいたし 弘社員の６名が留学いた
英国の世界遺産ストーン
ヘンジ

列と鼓笛隊が巡行し、境 ＭＫの全営業所で各２回

仏習合の風習を今に残し のです。

大社や東福寺を回り、神 分）の一部をまとめたも

けるご来賓の講演（約

これからますます増える 茂営業所の桂伸隆社員、

が会社のために、ひいて

12 26

ＭＫの全員業務集会にお

10

所作にも染み出てきます。
限りある人生の貴重な時
間を楽しいか辛いか決め
るのは自分であって、思
いと取りようなのです。

ソールズベリー大聖堂

13

できないことと比べてあ

りがたいのではなく、た

だ「できる」ということ

がありがたいのです。
また、辛いとばかり考
ふじのもり

藤森神社は、平安遷都
まつ

年には１８

以前から祀られている古

社で（平成
ごう し

００年祭を開催）
、
近郊の
３つの社が合祀され、現
在の姿となっています。
祭であり、
菖蒲は尚武に、
そして勝負に通じ、勝運
のご利益があると言われ
み こし

ています。藤森祭では３
基の神輿（現在は女神輿
が増え４基）が伏見稲荷

日産自動車販売㈱・篠原
耕治常務がターキークラ
ブキャプテンを務める

68

氏子区域は広く、その中
には伏見稲荷大社の社地
も含まれています。
祭礼の中で最も大きな
しょうぶ

整備など不満解消 マスコミ、医療、福祉、
Wi-Fi
の取組や、ＭＩＣＥ誘致 学問、芸術、伝統工芸、
や閑散期対策などの集客 宗教など様々な分野で活
戦略を通じて、２０２０ 躍されている方々におい

費額１兆円を目標に、世 機会を通じて、
社訓
「われ

ＭＫ社員はこのような

年までに外国人宿泊客数 でいただきました。
３００万人、年間観光消

界的な京都ブランドとし らの信念」
にある
「われら

全員業務集会での講演

ない」
を実践しています。

完成に努めなければなら

て日本の観光を牽引した は学習に心がけ、人格の
いと考えています。
三つ、祈りをささげて雨
を降らすと書く字の通り、
水を供給する神です。今
でも水回りを預かる女性
を「おかみさん」と呼ん
女性には縁結びの神社と
き ぶ ね

して有名ですが、これは

でいますね。また、若い

「氣生根」と書いて、気
力が生じる根元の意味か
ら、運が開け、物事が成
いわ

第３回例会開催

ものが５月５日の藤森祭

これまで講演をしてい
ただいたご来賓は、昭和
月度まで
年で２７２１人。

年から本年

当りの観光消費額アップ の約

２

が重要です。英語表示や 官公庁、警察、経済界、

40

です。菖蒲の節句発祥の

昨年、米国の大手旅行

ョンを行っています。
人口減少時代では経済
的・財源的にも観光、特
にインバウンドが重要で
す。同時に、宿泊客室数
には限度があるので一人

11

就するとの謂れです。

ストライクの度にチーム全員が盛り上がる

懇親会では熱々のおでん
が人気を集めた

スコアアップを狙い、リスタイを試着
する参加者

雑誌『トラベルアンドレ

ジャー』で京都が世界で
れました。外国人宿泊客

１番行きたい都市に選ば

年前の

は過去最高の年間１１３
万人を記録し、
京都では特に、京都の強

２・５倍となりました。
みである日本文化への憧
れが強い欧米の富裕層を
ターゲットにプロモーシ

るものです。さらにその
水を口にすると
「ああ！」
と感動さえ覚えます。
おかみ

貴船神社は水の神様を
まつ

「龗」の神
祀っています。
と言って、龍の上に口を

68

48

13

24

清らかな水は人の心を
和ませるものです。特に
日本人は水を物質ではな
い霊的なものと感じると
ころがあります。相撲の
力水や、玄関先の打ち水

などにも、心を清らかに

する神秘的なものがあり

ます。
現代の私たちでも、
例えばハイキングでのど
が渇いたときに、水の音

を聞くだけでも元気にな

30

様

西五条営業所

吉田 楽道
長正
真代

和大

17

₂月₄日

様

山科営業所

藤森

₂月₅日

様

伏見営業所

三重野

₂月₉日

様

上賀茂営業所

高井

₂月12日

金剛禅総本山少林寺
宇治道院 道院長
宗教法人 藤森神社
祢宜
京都市役所・産業観光局観光MICE推進室
MICE戦略推進担当部長
貴布禰総本宮 貴船神社
宮司

10

あたり前がありがたい
伝統を今に伝える神事
世界的ブランドとして日
本の観光を牽引する京都
水が持つ不思議な力
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「もう限界」

お焦げの握り飯をよく食 無いのだ。小さい子と遊
滞在４日目、最

時ごろ全員起

日（木）、５

終日。

はお焦げにお目にかかる ルギーを要することは孫
床、アレックス

アレックスさんと全員で記念撮影

ことは絶無、何十年ぶり で経験済みだから、野原

べたものだが、電器釜で ぶのはとてつもなくエネ

かだった。後はチャパテ を見渡して休める木陰を
さんが焼いた卵

村の供託所事務所と倉庫 樹が大きな影を提供して

図。そばにコーヒー豆の 村々では必ず何本かの大

問。壁に手書きの村の地 ういえば、バスで通った

出して、村の事務所を訪 も木陰にやってくる。そ

ある村の中心部へと歩き シ」に疲れた子どもたち

「サラカ
９時半に保育園などが あった。やがて、

でキリマンジャ

コーヒー販売所

間、知り合いの

出発までの時

ってバス停へ。

食。車で山を下

ィと飲み物の朝

焼き、チャパテ

流し込む気になれない。 ン、パプリカ、ピーマン、

んの一口味わってみたが、 炊き込みご飯と、ニンジ

好意を無にしないようほ 夕食は骨つき鶏もも肉の

くなる。片岡さ

ども、目頭が熱 かに。この日がルカニ村 演に触れた。

を経ているけれ 語とスワヒリ語でにぎや と『おおきなかぶ』の公 の間、ずーっと聞いてい

らすでに５ヵ月 り、あとは

る今はその時か う。キマロ園長は先に帰 深いふかいお礼を述べ、 アフリカ音楽の番組を探

たのか、寝ていたのか、
日（金）、ホテルの朝 あの「ボレロ」を編曲し
食のとき用意されている た女性ヴォーカルが印象
すいか

西瓜のジュースのうまさ に残った。 日の夕刻、
は格別。そのあと、近く 関空着。思いがけず、西
にある旅行代理店のジャ 宮に住む孫たちが迎えに
ターズ事務所を全員表敬 来てくれていた。（次回最
訪問（アレックスさんは 終回では「帰ってからの
ここのスタッフの１人）。 アフリカ」というテーマ

（つづく）

その後昼過ぎまで自由行 でアフリカについて考え
動だが、疲れていて積極 てみたい。）
的に行動する気になれな

去る２月５日、「日本ル

ワンダ学生会議」の学生

団体が、観光産業を学ぶ

ためＭＫを訪問されまし

た。この団体は、日本と

人気機種もお得な価格

日、ドコモ ドコモ光が始まります。

ドコモショップ山科
リニューアルＯＰＥＮ

去る２月

ショップ山科店がリニュ

ーアルオープンしました。 で取り揃えています。お

広く明るくなった店内に 客様のお越しをお待ちし

はアクセサリーなどの展 ております。

示品も増え、外からも店

０１２０・６３２・４１５

内の様子が見やすくなり ◎ドコモショップ山科

時～午後８時（新

３月１日より、お家の 年中無休

ました。

インターネットと家族の 午前

スマホをドコモにまとめ 規・機種変更の受付は同

広々とした空間

て月々がお得なサービス、 ７時まで）

外からも店内が見やすい

555555555555555555555

の両方に人気があり

企業、神社などを回られ 化・歴史を学ぶ観光

都府観光連盟や伝統産業 然を巡る観光や、文

は観光産業をテーマに京 ラや熱帯雨林など自

都、佐賀に招待。京都へ り、マウンテンゴリ

れます。本年は東京、京 人の入国観光客があ

学生を日本に招いておら す。年間約１００万

ており、毎年ルワンダの 力を入れられていま

解を目指した活動を行っ 挙げて教育や観光に

ルワンダ共和国の相互理

55555555555555555555555555555555555555555

ゃっていました。

いきたい」とおっし

観光発展につなげて

さらなるルワンダの

回の訪問を活かし、

を学ばれました。「今

における現状の課題

国からのお客様対応

を知るとともに、外

スとしてのタクシー

光案内などのサービ

手段だけではない観

は、単なる移動

ＭＫへの訪問で

中部アフリカに位置す ます。

ました。

るルワンダは、現在国を

10

探すと、手ごろな木陰が

がある。温暖化の影響で いた。帰るとき、キマロ

さずに歩く。
「ああ、御堂 よなら）
パーティのため、 崩れている。札を１枚手 に同行した。お土産ある

子どもたちにあげ、私以 昼食後、皆が出た後、少 いたが、計量機はイング ゆっくりしたペースを崩 いたので、クワヘリ（さ ぶんハンセン病でかなり い。女性たちの布地買い
渡すと「アサンテ（あり いは自宅の飾り用らしい。
夕刻、宿までキマロ園 がとう）」。タンザニア入 昼食後、ミニバスでダル

保育園に行くと、キマ 筋の反原発デモのペース 帰路、ビールを調達。

外は皆実際に折ってみせ し横になってからティー ランド製。

ると、われ先にほしがる バッグの日本茶を飲み、

ので、際限がない。ひと ポットのお湯に蜂蜜を溶 ロ園長が近くの運動場へ や」と思いながら、昨日

騒ぎの後、全員で記念撮 かして飲み、外に椅子を 子どもたちを連れ出した。 私だけ参加しなかった小、 長が来訪、いつも通り、 りをしてからたびたび使 エスサラーム空港に移動

影。こちらでは「チーズ」 出して少し書きものをし、 野原である。園長が「サ 中学校前に差し掛かると アレックスさん（クリス ってきたのがこの言葉だ し、ドバイ空港行きの便
を少し繰り返すと体が楽 一斉に横転など、いろん がぞろぞろと出てきたと 後、乾杯。食事が終った ルエスサラームに戻って、 ドルとシリングを使いき

ではなく「チャパティ」 本を読んだり、朝の体操 ラカシ」と号令するや皆 広いグランドに生徒たち チャン）の短いお祈りの った。バスで５時間、ダ を待つ間に、残っていた

だ。

帰る途中、アレックス になった。夕陽のきれい な運動を思い思いに開始 思うと、驚いたことに一 頃、村の小学校の男の先 到着日に泊まったスリー るため免税店でコーヒー
さんがバナナ酒を造る店 さに誘われて、カメラを し た（ 写 真 ）
。 ど う や ら 斉にわれわれに向かって 生３人もやってきて食事 プインホテルヘ。夜は旅 と黒檀の首飾り２つを買
に案内してくれた。ビー 持って歩き出し、キリマ 「サーカス」という意味 「ウントコショドッコイ を始めたが、皿に盛った 行代理店ジャターズの中 って持ち金はゼロに。 こ
。
思わぬ大歓迎に 量は確実にわれわれの２ 華料理店でのクワヘリパ の首飾りをだれにやった
ルジョッキーほどの容器 ンジャロがくっきりと見 らしい。縄跳びをするこ ショ！」
帰りの機内のＴＶ（前

になみなみと注がれて出 える地点まで行くと、巡 とになり、子どもたちが われわれは大感激、誰も 倍はあった。このうち２ ーティ。各自が滞在の感 らいいものか。
てきたものは混濁した色 業帰りでにこにこ顔の一 近くの木の茂みに入って 予想していなかった感動 人はわれわれの宿にいつ 想を述べることになり、
つた

皆敬遠。こうして宿に帰 オニオンの煮物と、ポテ

んの喜びは深か

で見るからにまずそう。 行にばったり。この日の 蔦を取ってきた。縄など の瞬間。これを書いてい も寝泊まりしているとい 私はアレックスさんへの の席の後ろにある）で、

ることになったが、道を ト風味のバナナスープ。

道の脇を清水が

時頃まで英 ルカニ村の朝の神秘体験 し出し、 時間もの飛行

それてアレックスさんの 調味料はザンジバル産の

ました」
。

っ た。
「涙が出

園児たちの
「サラカシ」

流れている。ア

山に近づくと

一苦労。息を切らしてよ

レックスさんは

キマロ園長と筆者

10

30

7

ィに蜂蜜。

水不足になっており、コ 園長はわれわれ全員にロ

ロコーヒーを買

かんがい

ーヒーのフェアトレード ースト前のコーヒー豆を

く、迎えの車が来てくれ が幼児と一緒にいて、物

。 大 木 に 着 い て 程 な った。路上で１人の女性
の利益を森から引く潅漑 プレゼントしてくれた。 す 」
たので、運転手さんに５ 乞い。これが一種の“商
人そろった写真を撮って 売”の場合もあることは
もらった（写真）
。ロボッ 知っていたが、ポケット

午後からは大木がある トダンスのマモー君は翌 にあった何枚かの硬貨を

「ウントコショドッ
コイショ」の声が

業”する予定なのだが、 設備に当てているという。 純粋キリマンである。
ここで無理をすると翌日 バナナは自家消費なので
日 に支障が出るかもしれな 「女性作物」
、
コーヒーは
と言うそうだ。倉庫には

こういう時は日本での 上質の豆とそうでないも 見晴らしがいい場所への 日からサファリグループ 幼児の手に。別の場所で

京都サンガＦ.Ｃ.サッカースクール
2015新年度生募集！
無料体験スクール開催中！
！

cccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccc

農地に入った。柔らかな カラフー（丁子）
。

赤土の斜面に足を取られ

日（水）
、ルカニ

うやく宿の背後に出たの 村滞在の最終日。朝食は

それを手ですく

８月

は１時すぎ。日本を出て 昨夜の炊き込みごはんを

って口に含み

て転ばぬようにするのに

からもう８日目。疲れが そのまま温めたので、お

「これは飲めま

29

10

20

28

ていた折り紙の鶴や箱を 日常を再現するのがいい。 のを分けて袋詰めにして 遠出。アレックスさんは に合流することになって 座っている男性は足がた

片岡雅子さんが持ってき

おきなかぶ』
の上演の後、 休むことにした。

（火）
。前回紹介した『お い。「もう限界」
「男性作物」
と言って、 輸出用なので

２０１４年８月

加藤勝美

出てきてもおかしくはな 焦げができていた。小さ
園児たちの「サラカシ」

日本ルワンダ学生会議がＭＫを訪問

喜寿のタンザニア紀行

い。
午後から小学校へ
“巡 い頃、釜で炊いたご飯の

ルワンダ観光の未来を拓く

フリージャーナリスト
27

ルワンダの伝統工芸品で
縁起物のアガセチェをＭ
Ｋにプレゼント

観光におけるＭＫタクシーの役割を学ぶ

4月からのスクール入会をお考えの方に向けた「無料体験スクール」を開催します。
期
間：2015年2月2日（月）〜3月14日（土）
会
場：全スクール会場（京都・滋賀13会場）
対
象：2015年2月1日時点 年中児〜大人まで
参 加 費：無料
申 込 方 法：専用フォームにてお申込みください。
↑申込専用フォーム
https://s360.jp/form/31122-4/
お問合せ先：京都サンガF.C.サッカースクール事務局 TEL 0774-55-7621
京都サンガF.C.オフィシャルサイト 募集ページ
http://www.sanga-fc.jp/youth_teams/event_detail/2368/

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

思わぬ大歓迎
に大感激
第４回
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連載

グローバル・ビジネス・レポート

ール政府は介護を家族に

しまっている。シンガポ

ビスが機能しなくなって

あまり、介護の公的サー

長岡技術科学大学
鈴木孝一
経営戦略・技術経営・ものづくり経営研究室

シンガポールの敬老・介護教育と
日本の高齢者介護問題

現在、私は、長岡技術 は、私たち日本人が学校 まかせっきりにしてしま
日本も長年にわたり、

科学大学の経営情報シス で漢字を読み書きできる っているのである。

テム工学課程の３年生で、 ように教育されるのと同

昨年の秋から経営学を専 じように、親はもちろん 高齢者介護の問題をどう

門とする経営戦略・技術 高齢者を介護できるよう すべきかという議論が絶

弁護士

相馬 達雄

しゃ

慰謝料を①無形の損害

「こんな場合、慰謝料 は「慰藉料」という。

まちまち

むち

ただし、例外として他 所により慰謝料額算定が 料を約３０００万円とし、 権」侵害として慰謝料請

級として約１００ の中にいる自分の写真の

人の「名誉」を侵害した 区々となれば、ひいては 軽い鞭打ち後遺症につい 求ができるのか。人混み
場合には、裁判所は慰謝 裁判の公平を疑わせるこ ては

料支払いを命ずるにとど とにもならざるを得ず、 万円の慰謝料を認める等 無断撮影は肖像権の侵害

まらず、被害者の請求あ 裁判の実務上、今日では である。一眼を失ったり、 となるのか。プライバシ

れば、名誉を回復するに ほぼ一定の基準が定立さ 一下肢につき足関節以上 ーの侵害はどこまでが非

適当な他の処分も併せて れていると言ってよい。 を失った場合は５級とさ 財産的損害として慰謝料

命ずることができるとし 例えば、夫の不貞による れ、その慰謝料は１４０ 請求の対象になるのか、

ところで、慰謝料の認 的権利だらけの時代であ

ている。新聞等に一定の 妻の離婚慰謝料は２００ ０万円程度となっている。 等々。とにかく、非財産
謝罪広告掲載を命じたり、 万円前後が規準であり、

関係者に対し謝罪文の送 名誉毀損の慰謝料は、毀 定については、その他に り、いつ多額の慰謝料請

付を命じたり、公開の法 損の態様にもよるものの、 も数多くの法律上の問題 求を受けるやも知れず、

廷で謝罪を求めたり、裁 １００万円前後の判決が が存する。各種の法人は 御用心あれ。

判所が名誉回復宣言をな なされている。日本の裁 人の組織または人の集団

判所による慰謝料額認定 であるが、法人に慰謝料

しかし、あくまでも非 は諸外国に比して低額と 請求権は認められるのか。

したり等々である。

では、なぜ、シンガポ 敬老・介護教育に見習う では、いくら請求できま に対する塡補そのものと 財産的損害についても金 言われており、現在、裁 また、死者に対する名誉

経営・ものづくり経営研 に教育されているのだ。 えない。シンガポールの は請求できるんですか。
究室に所属している。本

。
弁護士がよく受け 解するのか、②加害者に 銭賠償が原則であるから、 判官たちによって、もう 毀損は成立するのか。む
研究室ではまず、経営学 ールでは学校で敬老・介 点もある。私たち日本人 すか」

を学ぶ前にレポートや論 護に関する教育が重要視 にとって漢字が読めるの る質問の一つである。民 対する制裁と解するのか、 裁判所は非財産的侵害の 少し高額に認定をなすべ しろ、遺族たちの死者に
も

対する侵害と理解すべき

「他人の身体、自由 ２つの説が存するが、い 態様、被害者・加害者の きではないかと議論され 対する敬愛追慕の情念に
文の書き方について学ん されているのだろうか。 と同じくらい、常識的な 法は、

なお、交通事故におけ なのではないか。ラジオ

だ。本学やゼミ生の出身 その主な理由としては、 能力として高齢者を介護 若しくは名誉を侵害した ずれを強調するかの問題 年齢、職業、家庭環境、 ているとか。
校ではレポートや論文を シンガポールには介護保 する能力があれば、高齢 場合又は財産権を侵害し であり、双方の意が含ま 職歴、資産等の一切を考

の漢字氏名を日本読みし

書く授業はあったものの 険 が な く 介 護 も 家 族 に 者介護の問題はまた別の た場合、加害者は、非財 れていると解すれば足り 慮して、自由な裁量によ る後遺症慰謝料等につい のアナウンサーが韓国人
「書き方」を学ぶ授業は 頼らなければならないこ 問題になっていなかった 産的損害についても賠償 よう。民法は、他人に与 り慰謝料額を算定するこ ては、症状を１級から

※受講生の募集は終了しました。

14

なく、それらを書く力が と、そして老人を敬う文 のかもしれない。
しかし、 しなければならない」と えた損害回復については、 ととなる。そして、判決 級までに類型化し、級に た場合、氏名権の侵害と

14

（例えば、名誉の毀 ている。したがって、非 詳細を必ずしも説示する 試みられている。すなわ るか。バス・電車の乗客
ことにある。法律でも、 れ過ぎてしまい、シンガ 損害」

MK教習センターで、求職者の方を対象
に、観光業界への就職や観光ガイドとして
の独立を目指して職業訓練を行います。

〜慰謝料とその算定〜

十分に備わっていなかっ 化 が 衰 退 し て し ま っ た 敬老・介護教育に力を入 規定している。「非財産的 「金銭賠償」を原則とし においては、算定理由の 応じて慰謝料の定額化が して慰謝料請求をなしう

3月13日開講

世相と
法
律

論文の書き方を学んだ １ ９ ９ ６ 年 の 両 親 扶 養 ポールのように公的サー 損、各種精神的苦痛等） 財産的損害賠償たる慰謝 必要なきものとされてい ち、死亡やこれに匹敵す が聞きたくもない車内放

たためである。

☎０７５-５５５-３１８６

【23】

歳以上で自ら生計 ービスをどう組み合わせ

募論文に応募した。私が により、成人した子ども 敬老・介護教育と公的サ
選んだテーマは少子高齢 が、

化社会に関するものであ を立てられない親、それ るかが、今後の日本の高
った。公募論文を執筆す より若くても病弱な親を 齢化対策の重要な論点で

北海道生まれ。苫小牧

■筆者プロフィール

るにあたって、私は海外 扶養することが義務づけ あると考える。
しかし、シンガポール

の高齢者福祉に関する事 られている。
例を調査した。

そこでシンガポールの の敬老・介護教育は必ず 工業高等専門学校卒。現

の足で帰宅。

当時のブレイクダンス ております。
それほどダンスに影響 の先生が、今のダンス界

うとどうしても、「不良」 岡市の体育教員のための

上 を 目 指 す こ と を 目 的 母校でもある亀岡市立東

それが好きだ…という

００名に、ストリートダ 時点で、その人はその才

に、ＴＡＲＢＯは京都に 輝中学校の全校生徒約７

中学１年の時、体育館

だと思います。

年後を思うと、本

そうやって今の少年た

年間 当にわくわくしますね！

：

～

ＴＶ編集後記
B-TRIBE
ＴＶ
B-TRIBE

校長先生はじめ諸先生 （参考）

それから 年ほどたち、 けて母校に凱旋。

ダンスシューズをはき続

ージを覆していきました。 てた少年竹村が、

ストリートダンスのイメ １周でバッシュを脱ぎ捨 ちの

た規模とペースで開催し、

会を、これまでになかっ した。

様々なイベントや発表 ンスを教えにいったので 能を生まれ持っているの

を設立。
B-TRIBE

年前

これぞまさに故郷に錦

「派手」「態度がわるい」 講習会講師としてＴＡＲ を飾るというか、

にこの風景を想像した人

そして２０１５年冬に は、おそらくゼロに近か

高校、大学とダンスを 「反抗的」というイメー ＢＯが呼ばれました。

多一郎

と、原田さんから聞い 時ストリートダンスとい

２０１４年夏には、亀 えたのでした…。

子どもたちにダンスを教 【ブログ版】 http://foot
hat.blog118.fc2.com/

ートダンスが認められる な体育館で、７００名の

亀岡市から京都市まで に来てから帰るまで、た 村の活躍は、京都、関西 文化的観点からもストリ つくことのなかった大き ア中！

「当時の竹村くんは練習 ームを得てからの少年竹 入れられるなど、教育的、 かく迎えられ、ボールを ＫＢＳ京都放送でオンエ

塩見

ボー）というダンサーネ っ た ダ ン サ ー の 地 位 向 は、なんとＴＡＲＢＯの ったでしょう。

生の頃は毎週土曜日、１ ＤＨＩＰ）さんたちでし 続け、ＴＡＲＢＯ（ター ジがつきまとい、そうい

バスケ部を体育館１周 を受けた少年竹村。中学 の重鎮、マシーン原田（Ａ
で退部しました…。

!

その頃、少年竹村が興 人で京都市までダンスを た…。
味を持ったのが１９８３
僕がディレクターをし 年公開の映画…

高齢者介護に関する興味 しもよい成果だけを得ら 在、長岡技術科学大学の ているダンス番組の、Ｍ 「フラッシュダンス」。そ
でもある竹村さん、通称 ス」の１と２。

深い記事を見つけた。そ れたわけではない。シン 経営情報システム工学課 Ｃでありプロデューサー して映画「ブレイクダン
れは、シンガポール政府 ガポールでは、敬老・介 程の３学年に在学中。

ＴＡＲＢＯ（ターボー）

実家の隣がレンタルビ

の高齢化対策のターゲッ 護教育に力を入れすぎる

さんについて、先日テレ デオ屋だったこともあり、

年前の１９８ した。

何度も何度も借り続けま

ビ取材したので書きます。 この３本の映画を５年間、
今から

30

ストリートダンスが取り 方、大勢の生徒さんに温 は毎週木曜深夜

中学校体育の必須科目に

30

トが学校に通っている子
どもたちであるというも
のであった。シンガポー
ルの子どもたちは、学校

途中から店員さんもあ
少年竹村は、京都府亀岡 きれて、タダで貸してく

５年、中学１年生だった
とう き

15

年代終わりの頃、当 時代が来ました。

はちょいと距離がありま ったの一言もしゃべらな にも響き渡りました。
通い続けました。

と、そのビデオをくれ すが、休むことなく毎週 いおとなしい子だった…」
した…が、少年は１周目 たそうです。

回りランニングでありま

初日の練習は体育館の外 「もうやるわ」

バスケ部に入部しました。 つぶれるときには、

市立東輝中学校に入学。 れたほど…。ついに店が 習いにいきました。

Ĭ367ĭ
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༃
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60

経営戦略・技術経営・ものづくり研究室前にて

00

30

30

24

で敬老・介護教育を受け

ている。親孝行の精神か

ら介護の仕方、老人ホー

ムでのボランティア実習
に至るまで様々な教育が
重点的に行われている。

つまり、シンガポールで

90

で走るのが嫌になり、そ

後、その実践としてゼミ 法（
ビスが機能しなくなって を金銭に評価した結果の 料も金銭賠償たることが る。とはいうものの、同 る重症例については、後 送を長々と聞かされた場
Maintenance
of
とら
）の制定 しまうのも問題である。 賠償金を「慰謝料」また 原則となる。
生は各自、関心のある公
種の事案について、裁判 遺症１級としてその慰謝 合、「囚われの聴衆の自由
Parents
Act
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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高島 寿周

いことがあります。病気

は枝からヤニの出る枝折

病や縮葉病・ウドンコ病・

iPadを使ってワンタッチ

たことが明るみに出てく ◎九紫火星生まれの人
愚かな者が表に立って

黒星病など、害虫はアブ

どなた様もお困りの際はお気軽にVIPステーションへどうぞ

◎六白金星生まれの人
先月とは違って今月は、 るでしょう。上運の月な

花 桃

ラムシ・ハモグリガ・ハ

ダニなどがあり、発見次

第処理しますが、冬場に

マシン油を散布すると被

害が軽減できます。

つぼみ

漢方薬として「種子」

は血行改善、「蕾」は利尿・

便秘薬、
「葉」は乾燥させ

て（生は害があり危険）

風呂に入れるとあせもな

どの皮膚の炎症によいと

京都MK

◎四緑木星生まれの人
生みの苦しみを味わう
兆しがあります。急進し 公的なことより私的なこ ので何事も急いで仕遂げ 活躍し、聡明な者が退い
たり準備を怠れば、苦労 と、異性や金銭に関する たい気持ちになるが、急 ているような不条理なと
ことわざ

方位はなし。

ひな

桃の節句（雛祭り）や だけでなく、矮性・枝垂 されています。また、
「樹

誕生日などの節目の時に れ・ほうき立ちなどがあ 木」は割れにくく丈夫な

災いを除き福を招くとさ り、花期は品種により３ ため箸などに、
「樹皮」は

桃と言うと果物を思い の開花までで、花色は桃・ れています。

れてきた、縁起木・桃。 月～桜（ソメイヨシノ） 煎じて染料として利用さ

がちですが、桃の木は食 赤・白・紅白咲き分け、

用の実桃と、花を楽しむ 花形は一重・八重・菊咲

栽培場所としては屋外

より遅れて出てきます。

花桃に分けられ、今回は きと多彩です。葉は、花
花桃は、バラ科サクラ

花桃を紹介します。

また、古賀茂明さんは、 地は中国。
『古事記』に出 日を避け、日当たりがよ

せん

「『 人 命 第 一 』 と い う の てくることから、日本へ く、水はけのよいところ

行いますが、成木は強い

が進み、現在もその多く があるので注意しましょ

江戸時代には品種改良 剪定を行うと枯れること

されていたようです。

「イスラム国」は、
「唯 は、まったくのウソ」と は古い時代に渡来し栽培 とします。剪定は花後に

映と言える。

ただ

ウソや誤りは、糺して

一神アッラーの法だけが 指摘する。
支配する単一のイスラム

沖縄の新聞「琉球新報」 が身近に栽培されていま う。施肥は、配合肥料を

帝国を、世界に、本気で こそ活きる。
建設しようとしている。

日）

※タクシーのりばは24時間営業

や悲しみが増すばかりで ことで動きがあります。 いては事を仕損ずるとい きです。沈運の時期で、
す。運勢が思うように運 未婚の男女には恋人が現 う諺どおり。急がず怠ら 何事もはかどらないから

るが、従来通りにしてい て目上の人の意見に従え がない方が良い。普請、

様々な局面で隠れてい

とりかえしのつかない
誤り犯し、

この目的のためには、暴 は、「安倍首相は集団的自 す。樹形は立性で、桜の 寒肥と８月下旬に行いま

力やテロもいとわない」 衛権の行使容認に踏み出 ように大きく広がる品種 すが、多いと花が咲かな

////////////////////////////////////////

（２月

に似る。全長約１ｍ 。背

は灰色で翼が青黒色。

◎あ～す農場

日７６７

VIPステーション

↓3月6日︵啓蟄︶〜4月4日まで

ちゅうちょ

普請、 あせらない方が良く、普
速にすれば結果がよく、 ばないときだから、何事 れたり、結婚のプロポー ず進む方針がよい。

高島易断鑑定所

◎一白水星生まれの人
今月はじっくり地盤固 躊躇すると調わない。普 も控え目が良い。星が中 ズをされる月です。喜び 造作、移転、旅行、新規 段虚弱な人は病難に注意

めをするべきです。です 請造作、移転、旅行、婚 宮に入る月は静観してい 事の多い月だから業務や 開店は吉。難事件の解決 する必要がある。また盗
中の怪我や病気、冷えに 普請、開店、婚姻は吉。 は東北。

から、雑用、世話事など 姻、開店は吉。吉方位は るのが一番良い。腰、背 身分上に喜び事があり、 月でもあります。吉方位 難、遺失物にも注意。吉
も、後回しにせずに片付 北・南・東北。

吉凶相交わり、変化変

◎七赤金星生まれの人

注意。吉方位は北・南西。 吉方位は南・東北・南西。
些細なことにも腹を立

今月は積み重ねてきた ◎五黄土星生まれの人

けておくと良いでしょう。 ◎三碧木星生まれの人
善悪ともに世間の評判ほ
どではないから、新規事 ことが形を成したり、隠
業開始は見合わす方が良 れていたことが表に現れ てやすく、人と争う傾向 動の気運に包まれた微妙
い。月の後半にいくほど てきます。転業、転宅な があるからケガに注意。 な時です。何事も急には
方位はなし。
る方が良い。共同事業は ば間違いが少ない。上下 移転は病難にかかりやす

良い運気になります。吉 どしたい気持ちが生まれ なるべく気を平静に持っ 調わず、気はあせるが急
◎二黒土星生まれの人
障害物が徐々に取り除 確 実 な 見 込 み が あ れ ば の和合を計り、目上や経 いので見合わす方が良い。
かれ、明るい運気の今月 差し支えない。未婚の男 験者の助言に従い、老若 現状維持が基本の月です。
は、活動範囲が広がりま 女 は 結 婚 の 決 断 に 良 い 協力して事に当たること。 吉方位は南。

4

吉方位は北・南・東北。

す。長男に関わる喜び事 月です。吉方位は北・南 普請、移転、開店は吉。 ◎八白土星生まれの人
が起こります。何事も急 西。

4

「まるで、考え込む哲 サをジィーと狙っていて 富を手にしている格差社 誤ちを犯した」と言う。 属の落葉小高木で、原産 で（寒暑に強いです）、西

4

西さんは、呆然と見送

（笑）

「哲学」
であったのだ！ 会。崩壊前夜の社会の反
曲がり耐え、逃げ遅れた 学者！」と、これまた感 の

樹々は、雪に乗られて

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
あやま

「哲学者」
アオサギ
この「哲学者」は、今

子鹿が雪の中で死に、小 嘆しきり。

「コケッコッコー」
と、 鳥たちは軒下に避難し、
どんな思いをいだいてい

雄鶏が、
夜明けを告げる。 我が猫が台所に羽根を散 頃の世界・日本について っている。

起き上がり、窓の外に目 らかす。
不耕起冬水田んぼは、 る の か？ 聞 い て み た い

「人命第一」とまったく
のウソ

した。それが、中東から

さて、安倍首相は、日 も米国追従と目され、過 予算も減らすという安倍 そして朝からのビール、 Ｋに決めていますが、Ｍ

この頃、伝わってくる （佐藤優）のである。
ニ ュ ー ス は、
「イスラム

転手さんに驚きます。私

国」による日本人２人の 本人が人質にとられてい 激派組織などの攻撃の理 政権の偏狭さ。それは身 私たちの進む道を示す光 Ｋ新聞を読んでいない運

差別を乗り越える道と は、一人ひとりに、てい

を感じます。

世紀の資本』ではな 直 人 さ ん は、
「 安 倍 首 相 なのに、手のひら返すよ と伝わってきました。乱 ら便り、小言届く。

京都市在住の南さんか 兵庫県朝来市和田山町朝

運転手さんに驚き

ＭＫ新聞読んでいない

ただく。感謝です。

てください」との便りい トリ目サギ科。形はツル

力、健康第一に示し続け （注）アオサギ…コウノ

山村は未来を拓く、ご尽

常々敬服してきました。 す」と…。

年の平和国家と 不気味に“グゥァー”と と示しておられること、 れることを勧めておりま

学者」は、樹上にあって、 平和な暮らしは、一つだ にねいにお話して、読ま

腹のふくれた、かの「哲

斬首、ヨルダンのパイロ るのに、
「選挙に不利」だ 由を与えるようなことが に返る。
ット火あぶり、女子大学 と、知らぬふりし何ら手 あるとすれば放置できな
戦後

生による老女惨殺、幼い を差し伸べず、議会で多 い。
子ら殺しなど、無残・悲 数を占める（実際は、有

惨なものばかりである。 権者の ％余りの得票） しての歩みを見つめ直し、 叫び鳴く。
身も心もいっそう凍てつ と、中近東を訪問し、周 中東諸国に粘り強く日本
く。

力が、今こそ必要だ」
（２

京都の槌田さんから、

京都の読者・
辺の敵国に、２億ドルも への理解を求めていく努
槌田さんの便りに
感謝です
飛び立つ「哲学者」ア 支援すると言明する。

「８５００㎞も離れて 月２日社説）と述べる。

それにしても、“辺野古

いう沖縄の民意が、この 前号、雪の山での、いの

と 非 難 さ れ る の は 当 然 には基地作らせない”と 「いつも読んでいます。

ケ ロ ッ ケ ロ ッ と 鳴 き の愚かさに、あきれてい いながら、
十字軍に参加」

『

「私は、タクシーはＭ

イビススタイルズ
( ホテル
京都ステーション 1F )
MK VIPステーション（8：00〜19：00）

テレビ電話でリアルタイムに通訳

をやると、一面すっぽり
と、
「魔女の白いマント」 雪に乗られ凍てつきもが
に覆われている。
天では、 く。畑では、玉ネギ・イ
お月さんが、白く笑う。 チゴなど雪の下で大地に
我がアヒル・アイガモ・

生きとし生けるものは、 感謝である。
じーと耐え、
静寂である。
朝一番、薪ストーブに ニワトリたちは、雪をつ
つき、大地をほじくり、

///////////////////////////////////////////////////////////////

なんのことはない、エ いが、１％の者が ％の は、取り返しのつかない うに知事との面会を拒み、 入テン、大食のお孫さん、

韓国語 に対応

中国語

火をつける。
赤い炎に見入り、身と ひたすら太陽の光を待ち
る（笑）
。

心を暖め、今日一日の平 わびる。私は雪見酒であ

穏なことを祈る。

京都からやってきた西

70

元レバノン大使の天木 間の選挙ですでに明らか ちある暮らし、いきいき

高値なのによく売れて か

彼女の大声など介せぬ 声！ す ー と、 ア オ サ ギ る

と叫ぶ。

20

大森昌也
縄文百姓

（ ）が、私を気遣って、 を見つめ、ジィーとうず きな口ばしに、カエルを い る と い う ピ ケ テ ィ の
（注）である。

屋根に上って
“雪下ろし” くまっている。アオサギ くわえている。

する。

50

英 語

スイッチを入れたテレ

ビは、「今季最強の寒波襲 さん（女性）は、
「ここは、
水車小屋
（水力発電）
の上

来」を伝える。北陸の豪 別世界」と感嘆。
「あっ！

雪地帯では、積雪が３ｍ

第193回 アオサギが見つめる世界

随時更新中

હ
ᆶ
ᄄ

Ɉ
ॢ

を越す。知人の悲鳴が聞 に、
大きなトリがいる！」 ものだと思っていると…。 オサギも、おごる人間共

こえてくる。
～ ㎝

⁉

21

MK VIPステーションにて多言語通訳サービス開始！

（京都駅八条口向かい）

平成二十七年三月
平成二十七年旧二月
己 卯 四 緑 中 宮

⁉

我が山村は、

80

の積雪である。娘のあい よう、ただひたすら前方 が田んぼの方へ飛ぶ。大

70

11

4
ॢ
Ɉ
ۿ
౬
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特別展
みやこ

―洛中洛外図の時代―

京を描く

３／１～４／
京都文化博物館

鉄「烏丸御池」駅５番出
口より徒歩約３分）
にて、
３月１日（日）～４月
日（日）まで。休館は月

分ま

時～午後６時

曜※会期中展示替えあ
り。午前
（ 金 曜 は 同７ 時
で）
、入場はそれぞれ

国立歴史民俗博物館の 分前まで。一般１２００

国内有数の洛中洛外図屏 円、高大生８００円、小

風コレクションを中心に、 中生４００円。京都文化

京都文化と都市のありよ 博物館☎０７５・２２２・

重要文化財 洛中洛外
図屏風 歴博乙本 右
隻（国立歴史民俗博物
館蔵）（３月１日㈰～
日㈰展示）

分前ま

特別展

ガウディ×井上雄彦
―シンクロする創造の源泉―

３／ ～５／
兵庫県立美術館
ギャラリー棟３階

チや建築模型、家
具など貴重な資料
約１００点と、井
上雄彦による描き
下ろし大型作品約
点を紹介する。

兵庫県立美術館

ギャラリー棟３階

Ⓒ gaudinoue 2014-15

日 高校生・

歳以上７５０

（Ｊ Ｒ「灘」駅より徒歩 ０円、大学生１０００円、
日（日）。 円、中学生以下無料。ロ

建築家・ガウディと漫 約 分）にて、３月
画家・井上雄彦、
日西を代 （土）～５月

表する２人のアーティス 休館は月曜（５月４日は ーソンチケット☎０５７

ル」にて『さくらスペシ
ャルランチ』
（数量限定）
が楽しめる。
国立京都国際会館・庭
園（地下鉄「国際会館」

５組

名ご招待

画像提供：国立京都国際会館

学可。レストラン「グリ ２１８

分前まで）
。
一般１５０

時～午後６時（入館は ☆読者プレゼント

トによる時空を超えたコ 開館、７日は休館）
。午前 ０・０６３・０５０
ラボレーション。本展で
はガウディ自筆のスケッ

さくら・桜
スペシャルデイズ

４／４・５
国立京都国際会館

駅５番出口より徒歩５分）
分～

比叡山を背景に約１５ にて、４月４日（土）
・５

催（雨天時室内）
。館内見 館☎０７５・７０５・１

だ後、本堂での声明を聞 ４３２・４０９０
き、会食（魚山園）後に
大原勝林院塔頭 宝泉

ライトアップを鑑賞する。
院（地下鉄「国際会館」
駅で集合解散）にて、５

ばんかん

額縁の庭園「盤桓園」

nnnnnnnnnn

nnnnnnnnnn
第 回

京都大アンティーク
フェア

３／ ～
京都パルスプラザ

賞券（３面）

ＭＫへの一言を明記の上、

番号・興味を持った記事・

①京都みなみ会館映画鑑 号・ご希望のプレゼント

３組６名にプレゼント

②書 籍『 昭 和 の 神 戸 昭 〒６０１︱８４３２京都

１、ＭＫ新聞「プレゼン

市南区西九条東島町 ︱

年代』（４面）

和

～

１名にプレゼント

日（月）必着。当選者

③京都文化博物館「特別 ト」係まで。締切は３月

面）

展 京を描く―洛中洛外

名ご招待

図の時代―」（
５組

の発表は発送をもって代

えさせていただきます。

ベールに包 ご意見は「読者ご意見板」

④大阪文化館・天保山「魔 なお、お寄せいただいた
女の秘密展
面）

ください。

合がありますのでご了承

まれた美と異端の真実」 で掲載させていただく場
（

名ご招待

⑤兵庫陶芸美術館「青磁 ※ご応募に際してご記入

５組

のいま―受け継がれた技 いただいた個人情報につ
面）

名ご招待

http://www.mk-gr
oup.co.jp/privacy/

厳重に管理しております。

バシーポリシーに基づき

と美 南宋から現代まで」 きましては、弊社プライ
（

⑥兵庫県立美術館「特別

５組

展 ガウディ×井上雄彦

面）

―シンクロする創造の源

名ご招待

泉―」（
５組

ご応募は、ハガキに住

所・氏名・年齢・電話番

日（金）～ 日（日）。

555555555555555555555

国からの出店が増え３５

時～午後５時（最

終日は同４時まで）。入場

０店、毎回３万人以上の 午前

京都パルスプラザ大展 無料。京都大アンティー

来場者が集まる。

万点 田」駅西口より無料送迎 ７７・５２２・２３０７

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

以上を展示即売する。全 バスを運行）にて、３月

らゆるジャンルの

西洋アンティークまであ 示場（地下鉄・近鉄「竹 クフェア実行委員会☎０

和骨董から中国美術、

63

ＤＤプリンセス

お披露目ライブ開催

デビュー曲をお披露目
（写真は東京公演）

※掲載の料金は3月1日現在のものです。
今後は変更となる可能性がございます。

うを絵画、文献、考古資 ０８８８
名ご招待

料など多様な資料を用い ☆読者プレゼント
５組

描く
『魔女』
」
も開催する。 入館はそれぞれ
大阪文化館・天保山
（地 で。
一般１５００円、
高大
下鉄「大阪港」１番出口 生１２００円、小中生６

名ご招待

ンサンブルコンサート開 場無料。国立京都国際会

ト☎０５７０・０６３・ 一般公開。各日２回のア 午後４時。申込不要、入

より徒歩約５分）にて、 ００円。ローソンチケッ ０本の桜が満開の庭園を 日（日）
。午前９時
３月７日（土）～５月
日（日）
。会期中無休。午 ０５０
５組

時～午後５時
（土曜・ ☆読者プレゼント

宝泉院
ライトアップ特別茶会

５／７・８
大原勝林院塔頭 宝泉院

分集合、同８

月７日（木）
・８日（金）。
観光寺院を借り切り、 午後３時

ライトアップと声明を堪 時解散。席主は鈴木宗博
「 額 縁 の 庭 氏。２万５０００円（税・
分前まで。 能 す る 茶 会。
名。淡交

平岡八幡宮（市バ

接待付き。

去る２月６日、大阪・ や販売で働くスタッフを

北新地のライブハウス型 中心に２０１３年に結成、

レストラン「 Restaurantドラッグストアでの業務
」 に て、 に加え、普段お店を利用
DDP Theater

ダイコクドラッグのイメ しない層へのアウトリー

ージガールズユニット・ チ活動も行っている。デ

目ライブが開催された。 ム 」（振付はラッキィ池田

ＤＤプリンセスのお披露 ビュー曲「一大告白タイ

同グループは同社で事務 氏）は３月４日発売。

2 ,400 円

（WEB予約は2日前の19時まで）

2,000円〜

神戸・芦屋⇔関空

て紹介する。
京都文化博物館（地下

魔女の秘密展
ベールに包まれた美と異端の真実

３／７～５／
大阪文化館・天保山
前

日本初の「魔女」をテ 日曜・祝日は同６時まで）
、

ーマとした展覧会。ドイ

ツ、オーストリア、フラ

分「兵庫陶 はそれぞれ

春の特別拝観

ス「平岡八幡前」下
車徒歩３分）にて、
３月６日（金）～５

29

3,100 円
2,100 円

3 ,600 円

11

国際線22：45到着便まで
国内線22：55到着便まで

【空港行】空港着時間6：00〜22：00 【空港発】最終シャトル

50

11

早朝から深夜まで運行時間拡大！

LCC対応

京都
神戸

あなたと、つぎの景色へ

10

10

11

〈３月の主な会議〉

国際会館催事カレンダー

☎075–705–1218

http://www.icckyoto.or.jp/

国立京都国際会館

16

27

ンスの美術館・博物館か

ーンバス約

５組 名ご招待

花の天井

８００円、高校生５００ 濃茶席と薄茶席を楽しん 社文化事業部☎０７５・

で知られる宝泉院で、 食事含）
、定員
芸美術館」下車）にて、 一般１０００円、大学生 園」
３月７日（土）～５月

日（日）
。休館は月曜（５ 円、中学生以下無料。兵
時 ～ 午 後 ６ ５９７・３９６１

月４日は開館、７日は休 庫陶芸美術館☎０７９・
館）
。午前

日～５月

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
555555555555555555555555555555555555555555555
公益財団法人

10

11

10

10

22

時、４月１日からは同７ ☆読者プレゼント
時まで（４月

月 日（日）
。午前

10

ら絵画やまじない道具、
魔女裁判に関する資料な
ど日本初公開を含む約１
展示「現代日本人作家が

００点を紹介、また特別

―受け継がれた技と美

青磁のいま
南宋から現代まで

３／７～５／
兵庫陶芸美術館

々を魅了する「青磁」に

３／６～５／
平岡八幡宮

分前まで）
。拝

時～午後４時（受付
個人・団体を問わず、 は

ら「花の天井」へと案内 八幡宮☎０７５・８
する。無病息災の大福茶 ７１・２０８４

15

京都☎075-778-5489（電話予約は前日昼12時まで）／神戸・芦屋☎078-302-0489（電話予約は前々日夜8時まで）

京滋カンパニー

ブリヂストンタイヤジャパン株式会社

29

30

3,500
2,000
450
200
570
200
2,400

27

24

総参加者数（名）
マイナビ就職セミナー合同企業説明会
第51回日本腹部救急医学会総会
第33回認定証授与式
第26回全国車いす駅伝競走大会出発式
2014 TPM Awards Ceremony
宝ヶ池シンポジウム「いのちにぎわう宝ヶ池公園を未来へ」
介護報酬改定説明会

３月1日
５日〜６日
７日
８日
18日〜19日
22日
22日〜23日

催事名

開催日

21

宮司が境内を説明しなが 観料８００円。平岡

深見陶治《屹》
2０１2～１４年

6１

65

24

17

24

10

30

40
10

17

30

焦点を絞り、歴史的な名

品から現代作家の最新作
兵庫陶芸美術館（Ｊ Ｒ

までを紹介する。
「相野」駅より神姫グリ

30

10

21

30

10

10

時代を超えて多くの人 ６日は同９時まで）
、
入館

29

雨にも強い、低燃費タイヤ。

本当の走りに出会う。
GREAT BALANCE

NEW

きつ

すえはる

10

30 10

12

30

10

15

10

30

10

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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女性や高齢者に人気の「花の天井」

30

12

24

ルイ=モーリス・ブーテ・ 10
ド・モンヴェル≪サバトへ
行く前のレッスン≫１８８０年
ヌムール城美術館
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き、今出川烏丸の冷泉家 常 備 し て い る オ ー バ ー
のお屋敷前を通り、ここ ソックス
は編者の藤原定家の子孫

しでも京都を味わってい

でも歌を紹介します。少

寒い時期に寺社に観光

私の必需品

の 家 と い う 話 を し ま す。
お客様が「中学の時に覚
えたわ…」と反応があれ
ば、次は崇徳院ゆかりの
白峯神宮で、さらに菅原

Ｍ Ｋ の 観 光 ド ラ イ バ ー は、 観 光 地 へ の 送 迎 だ け で は な く、 同 行 し て の 説

道真ゆかりの北野天満宮

明 案 内 や 観 光 プ ラ ン の 提 案 な ど、 豊 富 な 知 識 と 洗 練 さ れ た 接 客 で 多 く の お
ま た、『 古 事 記 』 を 読

ただきたいのです。
むのも好きです。神社の

です。暮らしの中で人々 のあたりの情報を的確に 説明に役立ちます。ここ
１年～１年半前のこと とありますが、その理由

が幸せを願って行われて 把握することが大切です。 は酒の神様、恋愛の神様
きたもので、そこに歴史

れた車いすの年配の女性 に私は神社本庁が監修す 冷えやすく、ゆっくり観

を改めて感じました。帰 い で す 。 お 客 様 に 、 来 た を 離 さ ず 涙 を 流 さ れ ま し

つか用意していま

バーソックスをいく

私はお客様用のオー

が あ り ま す。 そ の た め、

今は、京都のよさを伝 が、帰りの新幹線のホー る神社検定の３級を取得 光していただけないこと

って京都のラジオを聞い と き よ り も 京 都 を 好 き に た 。 心 が 通 い 合 っ た 証 、

す。また、脱いだ靴

これから観光ドラ

あります。

目印を付けることも

おき、お客様の靴に

のクリップを持って

があるので、大きめ

た と き は 涙 が 出 ま し た なって帰っていただくこ 楽しんでいただいた証だ

客様のニーズを知らなけ
ればなりません。行きた
い場所を伺うと、京都が
この仕事をしてから小

60

伏見営業所

課長
観光課


のです。

でしょう、心が落ち着く

深みというものがあるの

に は 奥 ゆ き を 感 じ ま す。

はありませんが、その庭

きですね。広大な敷地で

私は圓徳院のお庭が好

えん とく

おすすめ
観光スポット

【平井社員に訊く】

き

よいと思います。

いという思いで接すると

好きになっていただきた

です。お客様にも京都を

必要なことだと伝えたい

を好きになることが一番

には、知識はテクニ

イバーを目指す後輩

プロフィール

京都市出身 昭和36年生まれ
（53歳）
平成15年８月 ＭＫ入社
趣味：映画のチラシ収集
「中学の時に
『燃えよドラゴン』
が流行しました。以来約40年間、
映画館へ行ってはチラシを集め、今では約１万点のコレクションが
あります」

父 母 の 誕 生 日 の お 祝 い のなど縁が深いもの 首

ひら い

しょうじ

ックにすぎず、京都

平井 昇二 社員

か、歴史好きの子どもの ほどです。例えば京都駅 通り道も話題になる
夏休みの研究なのか、そ 前から金閣寺に向かうと （冷泉家住宅付近）

家族で来られた場合、祖 京都の地名が詠まれたも

のかがわかります。また、 倉百人一首を覚えました。

初めてか、リピーターな

京都を味わう

ね。 私 が 特 に 好 き な の と が 私 の 目 標 で す 。 喜 ん と 、 こ ち ら も う れ し く な

Vol.824

を間違えられること

■情報はこちらへ
ＴＥＬ／075（555）3186
ＦＡＸ／075（693）8353
E-mail／mknews@mk-group.co.jp
http://www.mk-group.co.jp/

は、長く伝わる年中行事 で い た だ く た め に は 、 お り ま し た 。

離れてみて、京都のよさ え る 仕 事 が で き て う れ し ム で 、 握 手 を し た 私 の 手 し ま し た 。

ム シ ッ ク に な り ま し た。

身赴任をしたとき、ホー り ま す 。

前職で京都を離れて単 が積み上がって重みがあ です。家族と一緒に来ら がわかるのです。ちなみ すると、板の間で足元が

京都が好き

バーを務める平井昇二社 員 に 話 を う か が い ま し た 。

客 様 よ り ご 好 評 を い た だ い て お り ま す。 今 回 は、 伏 見 営 業 所 で 観 光 ド ラ イ

OMOTENASHI

「おもてなし」
への道 ⑪

観光ドライバーに直撃！
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