7面 2015 海外研修レポート② ―イギリス留学を終えて―

12面 ＭＫグランシニア倶楽部（京都・滋賀地域／65歳以上限定）開始

拝啓

準特定地域協議会

構成員

各位

司法判断に私たちはサービスで応えます⑭

ドライバー減少の歯止めと産業の変革を

青木信明

時代錯誤な減車規制を論じるときでない
代表取締役社長

タクシーは地域に密着した産業
地域住民にとってどちらがプラスか

それに合わせておけばよ ありませんし、駐停車禁

い」という考え方もある 止場所での客待ち等の問

かもしれません。しかし、 題については、各事業者

それではせっかく協議会 の指導教育や、客待ちに

協議会の議決にあたっ の大半は事業者か労働組 に構成員として参加した 頼らない営業形態への転

て、事業者は全社合わせ 合で占められており、自 意味がありません。自治 換によって成し遂げられ

協 議 会 で は、 消 費 者、

て 一 票 の 議 決 権 し か な 治体の発言は多くはあり 体 に は、「 地 域 住 民 に と るべきものです。

く、残り十数票はそれ以 ませんでした。私たちの って同意・不同意のどち

外の構成員が議決権を持 知る限り、自治体の方が ら が メ リ ッ ト が あ る の 学識経験者、警察、労働

っ て い ま す。 な か で も、 積極的に特定地域指定に か」という観点から判断 局など多彩な立場が参加

に指定することが住民サ

大半の協議会では自治体 関する賛否を表明された していただく必要があり されています。特定地域

特定地域指定による地 ービスに直結する保証は

の構成員比率が最も高く 事例としては、大阪府に ます。
なっています。タクシー よる「規制緩和に逆行す

は公共交通機関の中でも るものであり、指定に同 域 住 民 へ の 影 響 と し て 全くなく、必ずやタクシ

最も地域に密着した事業 意できない」という発言 は、例えばタクシー活性 ー活性化議論は横に置か

で あ る こ と を 考 え る と、 と、大津市が「特定地域 化に関する議論がなおざ れ、減車方法についての

や、強制減車により繁忙 き い も の と 認 識 い た だ

「国が進めている制度に 時期・時間帯にタクシー き、タクシー業界の未来

減に関する議論が始まる いることから、自治体は 対し、自治体が異を唱え に乗りにくくなることな のため慎重に一票を行使

Ｋ他数社の反対があった にも５月

日現在で、

実際、協議会でも発言

高齢者ドライバーと言わ

ます。大阪では約７割が

給削減が起こってきてい

いるとはいえず、とまど あるいは「事業者の過半 で、当たり前ですが、減 ます。

、 どが挙げられます。一方 していただきたいと思い
一方札幌では、札幌Ｍ ことになります。全国的 タクシー行政に精通して るのはいかがなものか」

日の札 不同意となりました。

事 業 者 が 同 意 に 反 対 し、 定され、夏頃から供給削 行政は国の管轄となって

滋賀ＭＫを含めた全ての ８月頃には特定地域に指 です。一方で、タクシー 述べたくらいです。

で あ る 」 と 述 べ る な ど、 手 続 き が 粛 々 と 行 わ れ、 いというのは当然のこと 指定に同意できない」と 上は見込めなくなること が費やされるおそれが大

り、指定には猶予が必要 は特定地域指定に向けた 自治体の議決権が最も多 制 度 は 憲 法 違 反 で あ り、 りにされ、サービスの向 不毛な議論に貴重な時間

エムケイ株式会社
特定地域指定の是非を問う協議会
大津は不同意、札幌は同意
大阪、神戸、大津、福 津市域交通圏、
地域で特定地域指定の 議会に出席しました。

岡、札幌、横浜など全国 幌交通圏の準特定地域協

15

と言っているのであれば、 ビスが向上するわけでは

大津では、滋賀県タク だけで、特定地域指定へ 地区が同意、７地区が不 っている自治体も多いの 数が同意もしくは不同意 車したからといってサー

12

開催されており、ＭＫグ シー協会会長が「活性化 の同意が議決されてしま 同意と、結論が分かれて ではないでしょうか。

是非を問う協議会が順次

25

25

日の大 の 取 り 組 み の 途 中 で あ いました。今後、札幌で います。

特定地域は違憲との多くの指摘
憲法違反を看過して良いのか

協議会でも、私の知る たなければならないこと

改正特措法は議員立法 （１４８０号）１０３頁）。 れています。今、手を打

を受けていないため、法 限り事業者等の直接的な は、乗務員不足に陥りタ

律としての出来が悪く憲 利 害 関 係 者 を 除 い て も、 クシーが公共交通として

法違反の疑いが強いとい 前 述 の と お り 大 津 市 や、 機能しなくなる前に、タ

う識者の意見をこれまで 行政法の権威である阿部 クシーを若い労働者が安

も紹介してきました。最 泰隆神戸大学名誉教授な 心して飛び込むことがで
あきなり

近でも国士舘大学の渡邉 どが、特定地域制度は違 きる産業に変革すること

けて外国人観光客が多数

昭成教授が、ＭＫグルー 憲であるという見解を述 であり、２０２０年に向

そもそも、特定地域指 訪れる我が国で多様性を

プによる運賃変更命令の べています。
仮の差止め申立に対する

高 裁 決 定 の 評 釈 に お い 定にあたっては協議会の 持ったタクシーとドライ

て、「 公 定 幅 運 賃 制 度 お 同意が必要である、とい バ ー を 育 成 す る こ と で

よび特措法により新たに う要件を設けたのも、少 す。そのようなタクシー

導入された新規参入・増 しでも改正特措法の違憲 活性化を議論せねばなら

車の抑制、減車の強制を 性を薄めるためのもので な い 重 要 な 時 期 に お い

いるにもかかわらず規制

実 施 し た と し て も、（ 中 ある、とも言われていま て、違憲性を指摘されて

今や高齢化が進みタク によって時代錯誤な強制

略）特措法の目的の実現 す。
が疑わしく、また、その方

法としても必要最小限と シードライバーは徐々に 的な減車を行おうとする

は言えない以上、違憲と 減少しております。運転 議論をしなければならな

（

面につづく）

すべきである」との意見 する人間が減っているの い 理 由 が 見 当 た り ま せ

を公表しています（ジュ ですから当然市場に出る ん。

10月末まで延長！

29

ループでも５月

え み

こ にし

Vol.827
施設訪問
8面 第9回MKチャリティカップ

であり内閣法制局の審査

町家カフェ さわさわ（NPO 法人ブライト・ミッション運営）のスタッフ。
「さわさわではカフェと、胡麻商品の製造・販売も行っています。愛情込めて製
造していますので、一度ご賞味ください。焼き菓子もおすすめです。また、毎週月
曜日には三線ライブを開催していますので、コーヒーと一緒にお楽しみください」
（８面に関連記事）

リスト２０１５年５月号 タクシーも減るという供

２

昌美 さん
かわばた

まさ み

絵美 さん、川端
（左より）小西

■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/
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（１面よりつづき）

「空港定額タクシー」
とお申しつけください。
京都・滋賀・名古屋・札幌は
「MKスマホ配車」
でもご注文いただけます。

も同業者！）を知りまし ならば、多かれ少なかれ 出したい、出世させたい
た。息子は昔から何でも 役員の息子は労務管理な という思いはあります。
自分で決める性分で、か ど人の上に立つ、そうい しかし幸か不幸か息子は
つ自分の性格をよく知っ う目で見られますし、そ 私に頼みには来ずに、一
ていたのでしょう、私は ういう立場に無理をして 人で道を選びました。結
驚きはしましたが、その でも立たされる場面があ 果として考え方が一致し

東京

もそのような能力がなけ て息子に能力がないと言

状況は、今、景気面で回

いや逆に、自信を取り

心配になってくる。

戻しつつある日本人が妙

な自意識から、自らをさ

らに鼓舞しようとするド

自画自讃番組が「日本

ーピング現象なのか。

は素晴らしい」と合唱す

る一方で、ワイドショー

番組までもが政治的でネ

ガティブな海外ニュース

を盛んに取り上げている。

福岡

反面すぐに納得もしまし るかもしれません。もし ていたのでしょう。決し
息子はその後スタンド れば、本人もしんどい思 っているのではありませ

眼精疲労や美肌によい からみたくなる。
揚げ足とりではない。

だ け眺 め て

信夫

神戸

た。

業界の将来性や待遇に見 いをしますし、普通の人 ん。真面目に仕事をこな
で仕事を回してほしいな

切りをつけ（ＭＫ石油は よりも会社に迷惑をかけ し、現に一度も私にＭＫ

はんちゅう

上場企業のなかには役 んて言いに来たことはあ

その頃でもきちんと利益 ることがありえます。
をあげていましたが）、職

人の道へと転じて、最初 員の子どもを会社に入れ りませんし、自分の範疇

は瓦屋に５年、次いで工 ないという内規をもつ企 で仕事をしています。親

営んでいます。おかげさ 業は大きくなりません。 本人なりに考えて仕事を
そのような息子に親と
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関であり、規制緩和によ った協議会が開催されま り、一人一人が自分の持 進学や就職については何 ても、本人は人の上に立 いう類の書名を本屋で見 こがスゴイ！」というよ 取材をしてみたり。

もちろん、番組を企画 復しつつあるとは言え、

番組の基本は、外国人 し、制作・放送している 日本人が希望や意欲をな

って成長の余地はまだま す。構成員の皆様と意義 ち場で一生懸命働くこと も相談を受けておらず、 って指示をしたりするこ かけると、どうも気にな うな類の。

からつけられたとも言わ 元肥を適量施し、よく耕

れ、聖母マリアの花とし して植えます。プランタ とされ、料理やお茶に用

て 世紀ヨーロッパの絵 ーや鉢植えのときは、底 い ら れ る ハ ー ブ の 一 種 実際、「他の言語を話す人
画に出てきます。

にゴロ石を敷き、水はけ 「ポットマリーゴールド ｣が聞いても日本語の響き

「英語に
この植物は鑑賞目的だ のよい園芸培養土に元肥 は、キンセンカ属の別種 は耳に心地よい」

らしたい

326

大西

「世界には好戦的で非道

るのはいいけれど、無粋 日本のことが“好き過ぎ が自ら設え「他讃」の体 たち日本人のやることに

る人たちがいる」といっ

な自画自讃に陥らないよ る”“ユニークな外国人” でやっているところが、 いちいち文句をつけてく

外国人にホメられるの たイメージを日々積み重

が登場したり、日本に興 何とも気恥ずかしい。
ところで、近頃テレビ 味があるのは今や一部の

うにしたいものだ。

では「自画自讃」番組が マニアックな外国人だけ が昔から大好きな日本人 ねるように。

やたらと増えているよう ではないことを実感させ ではあるが、この手の番

大阪

必要なのはさらなる規制緩和

年になります。Ｍ す。

歳 仕事があれば呼んでいた を入れて育てて、その中

私には一男二女の子ど まで元いた工務店からも いろんなところから人材 しています。
もがおります。現在

初は一職員として右も左 と社会に出ました。就職 もなく仕事が忙しいよう にするのは企業として当 れませんが、早く結婚し
もちろん私も人の親で 一 層 仕 事 に 頑 張 れ！ と

たり前のことでしょう。 て身を固め、これからも
よく「息子さんをＭＫ すから、子どもには家族 エールを送ります。

特定地域に指定される もわからぬまま創業者の 先は学校に掲げる求人票 で何よりです。

両をタクシーとして活用 ん。
したり、同方向へ向かう
お客様には乗り合っても かどうかは、その地域の バイタリティに驚かされ、 から自分で見つけ、地元

らうことで安価で提供す タクシーにとって大きな 続いて管理職から役員と のガソリンスタンド会社

日に大 ましたが、ＭＫで働くこ そのとき私はＭＫ石油の か？」と聞かれることが

〜３

「美しくない言 が日本の伝統文化から最 のは日本のテレビ局なの かなか持てないでいるこ
はない、創業者の精神が いて初めて就職先（それ います。仮にＭＫに来た う意味？」

だいくらでもあります。 ある議論ができることを に新入社員も役員も違い どこに行くのかと私が聞 とには向いていないと思 る。「他の言語よりもとい

フレンチ
マリーゴールド

本
暮
してこんなに多彩な言葉

美 し い 表 現 」「 ○ ○ に 関

けでなく、ある地域では を入れて植えます。その ですので注意して下さい。 はない日本語ならではの
地中の線虫予防として、 後、追肥は月に１度の置

があるのは日本語だけ。
繊細な感性から生まれた
……」などと他の言語を
念頭に置いて、優越的に

2
5
2

自らの美点を再確認す を賞讃するというもの。 である。しかも、日本人 な人たちがいる」とか「私

おっしゃる。

ら だ
し け
た 眺
い め
て

信
夫

ニンジン、大根、カブラ き肥と、週に１度の液体
等の被害防止環境保全植 肥料を施し、害虫予防の
物として導入されており、 ため月に１度浸透移行性
またコナジラミの予防に 殺虫剤をまき、ハダニが
もよいとされています。 付きやすいため冠水時に
栽培方法は、種を３～ 葉にもたっぷり水をかけ、
６月初旬頃に蒔く方法も それでも付くときは殺ダ
種 の代表種の一つです。属 栽培するのが簡単でよい 終わったり枯れたりした

フレンチマリーゴール え間なく咲き続ける草花 ありますが、苗を購入し ニ剤で駆除します。咲き

ドは、中南米地方に

キク科マンジュギク（タ リア地方の女神の名に由 日当たりのよいところで、 水濡れで腐り病気の原因

ゲテス）属の一年生園芸 来し、またマリーゴール 土壌は１坪あたりに堆肥 となるので、まめに花茎

暮本

名古屋

安全面の規制強化で悪質事業者退出

和すれば、例えばタクシ あり、特定地域に指定し 年で
ーが近距離の宅配輸送を て優良事業者も悪質事業 Ｋのなかでは創業者を除
担当したり、ワンボック 者も区別なく減車を強制 くと最長になり、この
31

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 語があるとでも？」と、 新技術まで、様々な物事 で、ようするに自画自讃 との裏返しではないかと

合わせてかねてから私 期待しております。

ސǕݫƜ࠾քથǘƺǀƢǡÏÆབྷǄॆࣦǔƽȈǸȀáଝൺŔ

「日本語は美しい」と に感じる。「ニッポンのこ るような、観光客の街頭 組が氾濫しているという

ホームページ
フェイスブック
随時更新中
ツイッター
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

札幌

活性化のためには、規 が主張するように、安全

（名古屋ＭＫ統括）

年に大学卒 受け継がれている、そう 務店に５年務め、今では 業も多々あります。世襲 心からすれば個人事業は

エムケイ株式会社

スカーなど定員の多い車 する必要性などありませ 年のＭＫの歴史に私も最 の息子は高校を卒業する だいたりと、最近は休み で優秀な人を役員、社長 してはありきたりかもし

40

植物で、春から秋まで絶 ドはキリスト教のマリア を ～ ℓ、石灰１㎏ 、 ごと切り取りましょう。
40

大
西

17

20

滋賀

制強化ではなく安全面以 面での規制は強化し、労

私は昭和

寄稿
40

ることが可能になります。 運命の分かれ目です。６ して立場が変わっていき に就職しましたが、実は に 入 れ な か っ た の で す を養うためによい給与を

タクシーはドア・トゥ・ 月 日に福岡、
18

ドアの唯一の公共交通機 阪では一旦継続審議とな との基本は常に同じであ 社長をしていたのです。 あります。親の目から見

17

以上あると言われている 名のタゲテスは、エトル でしょう。植え場所は、 花は、
種ができ弱ったり、

40

京都

博
結城
取締役顧問

外の規制緩和が効果的で 務管理をおろそかにして

あるというのは、現代社 利用者を危険にさらすよ
会においては常識です。 うな事業者に対してどん
タクシーでも改正特措法 どん市場から退出を促す
で問題となっている運賃 ことこそがタクシー業界
規制や台数規制だけでな を救う手段です。仮に台
く、貨物輸送規制や乗車 数が多いのが問題である
定員規制、
乗合規制など、 としても、安全規制を強

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

ます。これらの規制を緩 を削減することが可能で 業後、新卒で入社して今 いう会社であると思いま 独立して一人で工務店を のようなことをすると企 将来心配ですが、本人は

無意味な規制が多くあり 化することで容易に台数

息子へのエール
50
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マーク佐藤

逢坂の関
せみ

に違いない。絵札によっ でありながら、生まれな

高橋源一郎

６. 人生がときめく片づけの魔法

近藤麻理恵

７. あまから手帖 京都和食100選

クリエテ関西

今昔物語集の中で（ここ くるのだが、盲目の皇子
での蝉丸は敦実親王の雑 にはその姿は見えない。
色）博雅が蝉丸から秘曲 その人影こそ、生まれな
流泉・啄木を伝授された がらに逆立った髪故に父
狂乱の身となった姉、逆

2015年5月24日調べ）

（ジュンク堂書店京都店

という説話を踏まえての である帝に疎んじられ、

高瀬 正仁

９. 人物で語る数学入門

わら

５. ぼくらの民主主義なんだぜ

書籍ランキング

野田 洋次郎

９. ラリルレ論

だが、藁の小屋を設け 髪だった。
二人は偶然の出会いを

ルの名称になるのも、百 しかし、この少年が目を 晴明ブームで知った方も の関所の位置は諸説あっ の勤務を通じて、歌舞伎・

東野 圭吾
７. ラプラスの魔女

浜 矩子
４. 国民なき経済成長 脱・アホノミクスのすすめ

もの。
て蝉丸を中へ導き入れる
の不遇を嘆き、別れてい

と、博雅もまた去ってし 喜びながらも、互いの身
まう。

都を遠く離れ、独り身 く。再び独りとなった蝉
び わ

ては帽子を被っているこ がらの盲目のために父で となった蝉丸。粗末な藁 丸、彼の生没年は明らか

という歌で知られる蝉 ともあるので、坊主めく ある帝から逢坂山へ遠ざ 屋の中で慰みに琵琶を弾 ではないが、旧暦５月

人一首の絵札の中でも蝉 開けることはない。延喜 多いだろう。ここで唐突 て不明だが、昭和７年に 能など古典芸能の造詣を

下重 暁子
３. 家族という病

もっと知りたい！
古 典 芸 能

能『蝉丸』

百人一首を知っている

人ならば、一度は「坊主

京阪電鉄大谷駅から徒歩

の記念碑が建てられた。

「坊主」 けられ、出家するよう命 いていると、その音色に 日は蝉丸忌とされている。
めくり」をやったことが 丸だ。ちなみにその特殊 り初心者は蝉丸が

ていはつ

剃髪を終え、供の者た

れが能の蝉丸なのだ。

あるだろう。坊主を引い ル ー ル の 名 は そ の ま ま と気付かなかったなんて じられた不遇の皇子、そ 誘われて人影が近付いて
絵札の中では初老の男

たら持ち札を全て没収さ 「蝉丸ルール」と呼ばれ こともあるだろう。
れるという単純明快なゲ るもので、蝉丸を引いた
ームだが、場所によって 人だけでなく、参加者全 性で描かれることの多い ちが去った後、独りとな

５分。

ためになる
キーワード

京都大学大学院にて西

は特殊ルールが存在する 員が持ち札を捨てねばな 蝉丸だが、能の『蝉丸』 った蝉丸の下へ一人の貴
山城国と近江国の国境

■筆者プロフィール

いる。能の蝉丸は目を伏 と謳われた、源博雅だ。

うた

のをご存じだろうか。そ らないというシビアなル はまるで印象が異なって 人が現れる。管弦の名人 【逢坂関】

行くもかへるも

丸の存在感が大きいから 帝（醍醐天皇）の第四子 に博雅が出現するのは、 大津市大谷に逢坂山関址 深める。現在はフリー。

こんな風に特殊なルー した、
品のある少年の面。 彼の名前は陰陽師・安倍 となっていた関所。実際 洋古典学を研究。劇場で

ールだ。

別れては

是れやこの

れがつまり、

知るもしらぬも

玉ねぎ（スライス）

250ｇ
じゃがいも

少々
塩

200㏄
牛乳

500ｇ

20ｇ
塩

80㏄
水

少々
あさつき（小口切り）

【作り方】

煮込む。
③ ②をミキサーにかけ
① 鍋にバターを入れ、ス て、うらごししたものを
ライスした玉ねぎを加え 冷ます。
牛乳、クリームを加えて

リベンジオブ・ザ
グリーン・ドラゴン

<塩水>

<付け合わせ>

サニーはボスの
知人の娘ティナ
と出会い惹かれ
あう。しかし、
ある事件をきっ
かけにティナは
組織から命を狙
われ、彼女を守
るためサニーは
裏社会を相手に
危険な闘いを仕
監督は『イン

掛けていく。
ファナル・アフ
ェア』シリーズ
１９８３年アメリカ・ のアンドリュー・

55555555555555555555555555555555555555

© 2014 ROTGD
Productions, LLC.
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日

まで有効／有効期間中に

上映される作品にご利用

面

いただけます）を３組６

抜かれ幹部へと昇格した ☎０７５・６６１・３９９３ 覧ください。

プレゼントコーナーをご

力を誇るギャング“グリ 京都市南区西九条東比永 名にプレゼント！

ることだった。地元で勢 ◎京都みなみ会館

きるためにギャングにな

い差別と暴力、そして生 完成した衝撃作。

いたのは、自由とは程遠 実話を元に６年をかけて 賞券（平成 年７月

いた少年サニーを待って ８０年代のアメリカでの ☆京都みなみ会館映画鑑

して１人この地に流れ着 シが総指揮をとり、１９

ズ、中国から不法移民と のマーティン・スコセッ

ニューヨークのクイーン ラウ、『ディパーテッド』

【京都宇治 和束茶フェア】
「京都府景観資産」第1号に登録された京都府和束（わづか）町とコラボレートした人気企画が今年も登場！新
茶の季節ならではの香り豊かな和束茶のお料理やスイーツをお愉しみいただけます。
開催期間：開催中～6月30日
（火）
対象店舗・商品：
◆懐石フランス料理 グルマン橘（地下1階）
：和束茶ランチ3,700円、和束茶ディナー7,000円
◆ラウンジ（1階）
：和束の抹茶とあんずのガトー ミルクシャーベット添え
デザートのみ￥713、コーヒーまたは紅茶のセット￥1,426
◆グルメブティック メリッサ（1階）
：和美茶味～WaBiSaBi～ 1個￥432（和束の抹茶を使用
した濃厚で口解けなめらかなロールケーキ）
※表示料金は税金・サービス料を含みます。

ーン・ドラゴン”に引き 城町

31

て、弱火で色をつけない ④ ③の粗熱がとれたら、
ように炒める。

② じゃがいもは皮をむい 伸ばし、一度沸かして冷
て４分の１にカットした ました塩水で塩味を調整
ものを①の鍋に加え、全 する。
体に軽く炒めてからブイ ⑤ 器に注ぎ、上からあさ
ヨンを注ぎ、塩を加えて つきを散らして出来上が
野菜が柔らかくなるまで り。

27

じゃがいもと玉ねぎの
冷 製 ス ー プ
あ さ つ きととも に
200㏄
クリーム

京 都 み な み 会 館 に て
６/20㈯～７/３㈮上映！ ※27㈯休映

11

1ℓ
ブイヨン

4 3 2−3 0 0 0

【18】
材料（４人前）

###############################################################################
リーガロイヤルホテル京都 情報
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20ｇ
バター

堀川通下立売東南角

エマニュエル・
トッド（著）、堀 茂樹（訳）
２. 「ドイツ帝国」が世界を破滅させる 日本人への警告

堤 未果
１. 沈みゆく大国アメリカ <逃げ切れ！ 日本の医療>

79

記念切手、切手、印紙、新幹線券
株主優待券、商品券、乗車券、贈答品 他

111111111111111111111111111111111111111
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加藤勝美

ス『黒い積荷』
（原著１９ 『アミスタッド号の反乱』

ダニエル・Ｐ・マニック かの奴隷関連文献のうち、

実である。私が見たのは 止』で、目を通した何冊

し、これは紛れもない現 ンス革命と奴隷制度の廃

ウソダロウ、とも。しか 刊行された資料集『フラ

きは思わずギョッとした。 典はパリで１９６９年に

下の絵を初めて見たと ９７６年）だったが、出

フリージャーナリスト

ある。奴隷制の問題では め込まれ、右足と左足、

アリではない、人間で 「書棚の本」のように詰

真鍮、鉛の製 資本の原始的蓄積は、鉱 ウンに寄港し、農園主に 欄には「１９４５年生ま

ールの鉄、銅、 易によってもたらされた ド諸島からジェームズタ だった。同書の訳者紹介

き、リヴァプ 海運業が成長し、奴隷貿 月、オランダ船が西イン 講義をする講師がその人

前 の ７ 月、 こ の 場 所 で、 会の故野間寛二郎氏に触

造業者や取引 山、鉄道、紡績工場に投 売り渡した。そのひと月 れ、南アフリカ問題懇話

しんちゅう

必ず言及されるエリック・ 右手と左手を２人ずつ鎖
ページ）
。

ヴァージニア初の植民地 発されアフリカ研究に入

はんぎゃく

議会が開かれた。そして る」とある。そこで野間

それから１年４ヵ月後、 の著書『差別と叛逆の原

奴隷制についてはアメ １６２０年 月、メイフ 点』（理論社、
１９６９年）

民主主義と奴隷制

ページ）。

業者は、「もし 資 さ れ た（『 黒 い 積 荷 』
廃止されれば
町は没落し、

同書によると新世界に 者、無職者、コソ泥、ロ 市民の多くは困窮する」

「廃止されると
町は没落する」

ウイリアムズ『資本主義 で繋がれた（
と奴隷制――経済史から
見た黒人奴隷制の発生と
崩壊』
（原著１９４４年、
山本伸監訳、明石書店、

一人あたりのスペースは ではなく、先住民だった 売春宿の常連、ごろつき （ 同 書 １ ３ ０ ～ ３ ペ ー リカを欠かすことはでき ラワー号から１０２人が を大阪府立図書館から借

、もぐりの と 反 対 の 請 願 を 行 っ た
２００４年）によると、 おける最初の奴隷は黒人 マ（ジプシー）

11

長さ１６８㎝ 、幅 ㎝ 、 が、すぐに音を上げてし はすべて植民地に送られ ジ）。リヴァプールから最 ない。おそらく 年以上 上陸した。アメリカ史に りだして目を通すと、「あ

リヴァプールのブルックス号
の奴隷積載図

まった。次に契約 た。妻を捨てる夫や夫を 初の奴隷船がアフリカに も私の本棚に並んだまま おいてこの植民地議会が とがき」には、
「１９６４

30

（岩波新書、
１９６４年） るが、その事実について なサークルを作り、ガリ

トンの小型船だ 『アメリカ黒人の歴史』 として高く評価されてい 会という規約もない小さ

労働者として使わ 見捨てる妻もおり、ドイ 出航したのは１７０９年、 に な っ て い た 本 田 創 造 アメリカ民主主義の萌芽 年に南アフリカ問題懇話
ったが、１７３０年に

れたのは貧困層の ツからの移民の波は「移 わずか
白人で、封建制度 住屋」を生み出した（

30

を嫌う荘園の小作 ～ ページ）
。
これはいわ 隻、１７７１年には７倍 は「自由と民主主義」の 本田はこう述べる。「アメ 版刷りのニュースを出し

34

抑圧から逃れてき 在のイタリアとアフリカ イギリスの奴隷貿易の８ 文は１９６３年８月 日 誕生と、アメリカ最初の に持続的な関心を持つ日

人、地主や教会の ば“歴史遺産”として現 になり、１７９５年には 国の実像を描き出し、本 リカ最初の代議制議会の た。アフリカの人種抑圧

40

ペ ー アパルトヘイト運動の先

７分の３を占めた。奴隷 始まり、当時の熱気を伝 同じ場所、同じ人間によ とある。これが日本の反

奴隷貿易は冶金産業を 市場が拡大すると、西ア える。俳優のマーロン・ っ て な さ れ た 」（

野間は１９１２年、神

た法案では、浮浪 論が議会に提出されたと フランス、オランダでは ュニアなどもいた。夕刻 ８年まで憲法で保障され 造社、戦後は岩波書店の

６６４年に作られ グランドで奴隷貿易廃止 を収奪した。イギリス、 サミー・デイヴィス・ジ 税金さえ払えば、１８０ 間投獄され、その後は改

イングランドで１ けるための焼き鏝。イン 制が敷かれ、内陸の部族 マヘリア・ジャクソン、 り黒人奴隷貿易は少しの に治安維持法違反で４年

ごて

も供給源だった。 京錠、さらに奴隷を見分 と海岸諸国家間に協力体 ス、歌手のベラフォンテ、 移 住 ま た は 輸 入 」、 つ ま 予科在学中の１９３１年

どだった。 犯 罪 者 するための足枷、鎖、南 アフラ湾では奴隷船船長 スター、カーク・ダグラ 適当と認められる人々の 戸市生まれ、慶応医学部

かせ

出 したドイツ人な つけ、暴動や自殺を防止 に戦争状態が蔓延し、ビ ーマン、バート・ランカ の合衆国憲法は「入国を

まんえん

～４８）から逃げ 隆盛させた。黒人を縛り フリカ海岸の小部族の間 ブランド、ポール・ニュ ジ）。そして、１７８９年 駆のようだ。

年戦争（１６１４

人、ドイツの三十 る。

た ア イ ル ラ ン ド を結ぶ密航業者につなが 分の５、全ヨーロッパの のワシントン大行進から 黒人奴隷制度が同じ時、 本で唯一の存在だった」

28

連載

グローバル・ビジネス・レポート
鈴木

「技大生」であるうちに 建設者たちが、憲法と独

物事典』）。土田は野間に

導かれて運動に参加し、

塾講師としての土田に浪

人である根本が出合った。

ここで『黒い積荷』を 予備校で受験には役立た

南アフリカ問題懇話会

年前の

に思えた。日本も同じア くく、また感情的になっ しかし、幸い長岡技術科 ー・キング牧師が登壇す ジ）。
ジアに位置しているのに、 ている人を見て違和感を 学大学には留学生が多数 ると集会は最高潮に達し
か。

この点に関しては全く異 感じるのではないだろう 在籍している。そこで、 た。彼は「わが共和国の
なっている。

しかし、まわりの環境 留学生の方々と積極的に 立宣言の崇高な言葉を書

54

はこの事件について触れ、 が把握できているという 関わり、多様な疑問点や き記した時、彼らはすべ 巡る小さなエピソードに ないアフリカについて話

ある日の授業中、先生

51

ぐべき約束手形に署名し とだが、この本の訳者の その影響を受けた人物と

ていた。今日、黒人市民 土田ともは私たちのタン 関わる形で、私はこうい

時に韓国語の授業を受け は非常にわかりやすかっ りつけている人や記者の のような、また自分は彼 である。しかも、理性は 工業高等専門学校卒。現 手形の支払いは履行され ルエスサラームの旅行代 安維持法との関連でいえ

北海道生まれ。苫小牧 に関する限り、この約束 ザニア旅行を企画したダ う原稿を書いている。治

とても感情的であるよう と話した。その口調は、 感情的になるということ ■筆者プロフィール

日本人と違って彼らは なに感情的なのだろうか」 る証拠である。一方で、 う。

が取り上げられていた。 「どうして韓国人はこん ことは、理性を保ってい 新たな発見をしたいと思 てのアメリカ人が受け継 触れたい。最近知ったこ すという単独者がいて、

長岡技術科学大学
経営戦略・技術経営・ものづくり経営研究室

韓国語の授業を受けて感じたこと
ちょう

孝一

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll近く、マーチン・ルーサ ることを宣した（ ペー 編集者を務めた（『朝日人

土田とも訳、平凡社、１ れていた。

13

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

と述べ（１～ ページ）、 ８０年代に駿台予備校生 している（『愛知大学を創

ためにここにやってきた」 だった。根本さんが１９ 岩井浄の伝記を書きおろ

きよし

の小切手を現金に換える 根本進さんの高校の先輩 創立メンバーの一人、小

た。これは選択科目であ た。ただ座学をしている 前でひざまずきながら号 らと違って全く感情的で 意図的に失うものではな 在、長岡技術科学大学の ていない。われわれはこ 理店ジャターズの代表、 ば、私は第一次共産党の

このように、外国の

韓国語の授業で使用したテキスト

り、必ず単位を取得しな だけではなく時折、韓国 泣している人などさまざ はないことを示すかのよ い。よって、この「まわ ４学年に在学中。

ければならないというも のお菓子などを持ってき まであった。よくヨーロ うな口調に私には思えた。 りの環境が影響する」

のではなかった。
しかし、 てくれ、現地のお菓子を ッパのサッカーの試合や この「感情的になる」と というのは矛盾してい
ちょうどその頃、日本 グの試合で各国の選手が、 の環境が大きく関係して

私は英語以外の外国語の 体験することもできた。 アメリカのメジャーリー いう人間の性質はまわり るようにも思える。

授業に興味があり、にも

かかわらず今までに受講 の報道番組は大型旅客船 感情的になりすぎるあま いるのではないだろうか。 人々と関わると興味深
話題で持ちきりだった。 を浴びせたり、暴力行為 的になりやすい人々であ ある。通常、外国とい

した経験がなかったので セウォル号の沈没事件の り審判や相手選手に罵声 すなわち、まわりが感情 い疑問や新たな発見が

受講することにした。

代前半の方 うに事件の概要や、生還 見かけるが、
アジアでも、 い。そして、まわりが感 るものではなく、日本

韓国語の先生は韓国国 報道番組では、毎日のよ に及んだりしているのを れば自分もそうなりやす うのはそう簡単に行け

籍の男性で

生のころから在住してお 族へのインタビューなど 感情的になっているよう ば自分も感情的になりに 機会はわずかである。

されたのが１６１９年８

がヴァージニアに“輸入”

リカ最初のアフリカ黒人

４０年も前に遡る。アメ

話はこの大行進から３

え続けられてきた。

がある」という言葉が伝

（つづく）

を予定）

の黒人革命」

界初、ハイチ

（次回は「世

だろう。

うしているの

ところで「わたしには夢 がないアフリカについて 年）。土田という人は今ど

以後現在まで世界の至る だったとき、受験と関係 っ た 男 た ち 』、 ２ ０ １ １

18

http://mk-group.co.jp/limotrip/

便利なWEB予約

11

70

であった。日本には大学 者および行方不明者の親 韓国の人々は同じくらい 情的でない人たちであれ で外国の人々と関わる

40

8：30〜19：00
☎075-757-6212（月〜金
土日祝 8：30〜18：00）

帰ってからのアフリカ②
奴隷制と資本主義の発展

私は、昨年の学部３年 り、日本語は流暢で授業 に見えた。大統領に怒鳴 自分が韓国人ではないか は理性を失うということ

【26】

MK観光タクシー・観光ハイヤー

80

喜寿のタンザニア紀行

６２年、ニューヨーク。 など２冊で同じ絵が使わ

41

（4）
第827号

M K 新 聞
毎月１日発行

2015年（平成27年） 6 月 1 日

ݤɈࠫɉ
NLʗʇʏĜ
ƴ
ĆʧɼʼĜɁā

地道にコツコツ
積み上げるのが一番
松浦正弘 弁護士

って京都に出てきて、た で、同一地域同一運賃が

京都大学法学部卒業

昭和46年

弁護士登録、京都弁護士会に入会

昭和56年

ＭＫ監査役に就任

平成８年

京都弁護士会会長に就任（任期１年間）

中高生１０００人の
京都検定チャレンジを応援

事業者として最多の

もてなしコンシェルジュ」

名が任命されました。

に

1

英会話のできる「京都国

際観光おもてなしコンシ

ェルジュ」には総勢４名

のうち、ＭＫからは２名

京都市では、京都なら す。また、寄付にとどま が任命されました。

日、
ＭＫは、 案内ができる京都

ませんので、地道に積み 要性を訴えました。「裁か 出してしまいます。弁護 同一地域同一運賃は法律 「中学生・高校生１００ のために、社内観

ありがとうございます。 上げるしかありません。 れる立場」に立ったこと 士の仕事は、どういう構 が予定していないことだ、 ０人の受験を目指して、 光 資 格 制 度 を 設

とうございます。

これまで努力してきたこ コツコツ積み上げること、 のある人が裁判を行うの 成で書くか、発想法、文 この裁判はいける、と思 後押しするための費用を け、英会話ドライ
役職につくと自分の仕 れ違います。また弁護士

京都市に２００万円の寄 京都検定受験を積

とが評価されたと思って それが遠回りに見えて一 が望ましいと考えます。 体一つとっても人それぞ えるようになりました。 支援したい」との思いで、 バー育成や社員の
事の時間がなくなり、緊 は我の強い人間で、譲り ―松浦先生から見てＭＫ 付をいたしました。今回 極的に推進してい
―京都弁護士会会長、日 張感もありますが、その ません。私も頑固で考え はどのような会社でしょ の寄付により、対象者が ます。３月 日に

います。今後もこの栄誉 番早いと考えています。

に恥じぬよう頑張りたい

と思います。

中学生から高校生までに は、京都市が設置

19

シャルゲストに園田綾香 Ｐルームのご利用お問合

）、宮村 優（俳 せは☎０７５・７０１・
（
Bamvi
（ ト ロ ン ２１３１
Tommy
優 ）、

か、各地各方面で活

ボーン）を迎えたほ

躍するアーティスト
も多数参加。観客も
ど、大盛況のうちに

２５０名を数えるな
終了いたしました。
ご来場の皆様ありが
ＭＫボウル上賀茂

とうございました。
ＶＩＰルームでは本
格的な音楽ライブが
開催できる設備が整
日、ＭＫボ っております。フー

が主催の さい。
MOJO WEST

で 人 気 の ラ イ ブ ハ ウ ス てもぜひご利用くだ

開催いたしました。京都 会、ライブ会場とし

にて「 MOJO BAND &クも幅広く展開して
ライブ」を おりますので、音楽
Jam Flavor

ウル上賀茂ＶＩＰルーム ドメニューやドリン

去る４月

今回のライブでは、スペ ■ＭＫボウル上賀茂ＶＩ

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

お客様のためのタクシ 拡大されると聞いていま した「京都観光お

弁連常務理事を務められ 一方で集中して仕事がで を変えませんから。それ うか。

いるのが強いと思います。

向上という理念を持って

うメリットもありました。 ると安心して信頼できる ーと、ドライバーの地位

―松浦先生が弁護士を目 ましたが、その頃のご苦 き、集中力が上がるとい でも、血のつながりがあ
のはよいところです。

ながらあきらめました。 委員会があり、それぞれ 養子に出るしかありませ 最初は勝てるとは思いま ゆまぬ努力をしていただ
歳のときに志を持 せんでしたが、ある段階 ければと思います。

昭和44年

その後は、父が弁護士 研究や提言を行うのです ん。
していたものですから、 が、委員会が増えすぎて
自然に目指しました。大 うまく回らない状況にな
学は法学部に入学。司法 っていました。それを減
試験は３回目で合格、そ らしていき、規則も作り
また、司法試験合格者

れまでの２年間は大学を かえました。
留年しました。当時は学

昭和19年生まれ（70歳）

プロフィール

ＭＫボウル上賀茂

指したきっかけを教えて 労を教えてください。
平成８年に京都弁護士

子どもの頃は理系の科 会の会長と日弁連常務理 ―松浦先生からみてお父

ください。

学者になりたかったので 事を１年間務めました。 様の松浦武二郎先生はど ―松浦先生にはＭＫの顧 しっかりした思想を持っ
す。雑誌「子供の科学」 京都弁護士会では「機構 のような方でしたでしょ 問弁護士をしていただい て活動しているのは本当

年提訴、 年判 Ｋの今後の発展のために、

お金儲けだけでなく、Ｍ

ていますが、記憶に残る に強いことです。単なる
昭和

苦労人ですね。福井の 裁判はございますか。

を読んだり、付録につい 改革」
に取り組みました。 うか。
ている天体望遠鏡を作っ たくさんある委員会の統

たり。ですが、数学があ 廃合をしたのです。弁護 裕福ではない農家の次男

60

まり得意でなくなり残念 士会の中にもたくさんの で、家督をつがないので 決の運賃値下げ裁判です。 その思想を持ち続け、た

58

29

またま同じ町内の弁護士 おかしいという判断くら
事務所の事務員になった いはもらえるのでは、と
と聞きます。夜学に入っ 思うようになりました。
て勉強。正式の法学部で それはある発見をしたか
当時はインターネット

はない予科で独学で勉強 らです。
して、弁護士になったの
は 代後半になってから などない時代。立法趣旨

小綬章に選ばれました。 ―松浦先生の弁護士とし 裁判官ではなく弁護士経 す。
親子で仕事をすると、 見。そこには、
議員の「運 験３級」の受験機会を提 場として営業所を

去る５月

ＭＫでは、観光

年ほどかけて 期待が出てしまってぶつ とはあるのか」という質 されています（京都市が 案中です。

これまでの経験や取り組 てのモットーを教えてく 験者から裁判官になるべ どうしても甘えと過剰な 賃が違う（複数ある）こ 供するチャレンジ事業を 提供することも提
きだと。

はないと思います。楽し から裁判官になることで、 であれば「いいか」と済 うる」
と答えていました。

これが王道というもの 一人前の弁護士になって かってしまいます。他人 問に、政府委員が「あり 受験料を負担）。

まれた仕事など、お話を ださい。
伺いました。

10

―この度の受章、おめで て上手くいく方法はあり 「当事者経験」を積む必 ませるところもつい口を これを見つけたときに、 この事業の趣旨に賛同し 通ドライバー育成

21

本格ライブ第２弾
MOJO BAND & Jam Flavor
29

費が安かったので、留年 がそれまでの年間５００
司法修習期間中に、裁 増した時期でした。修習

する人は多くいました。 人から、１０００人と倍

判官から裁判官にならな の受け入れがキャパオー

いかと言われたのですが、 バーで２年間の修習がで

弁護士
まさひろ

まつうら

正弘
松浦

当時父が京都弁護士会会 きずに１年半に短縮せざ
長になったので、自分も るを得ませんでした。そ

弁護士の道に進みました。 れらの問題に取り組んで

20

人材育成の必要性に意気投合
した京都市・門川市長（写真
左から３人目）とＭＫ・青木
社長（左から４人目）

とのことです。父が身体 が何か気になって、府議 ではの「おもてなし」を らず、中高生向けの事前
年度から し、京都検定１級

を悪くするまでは一緒に 会図書館に国会の委員会 実践できる人材の育成を 講習会の実施に際
議事録を見に行きました。 目指し、平成

今、娘（松浦由加子弁 やっとの思いで、参議院 希 望 す る 市 立 中 学 生 に 取得者である社員

法曹（弁護士、検察官、 仕事していました。

日、「春の叙 若い頃のことは、過ぎて いました。

ＭＫ監査役・顧問弁護士

旭日小綬章受章記念インタビュー

去る４月

30

しました。
特に、
最初から 護士）と仕事をしていま の運輸委員会の記録を発 「京都・観光文化検定試 の講師派遣や、会

査役・顧問弁護士を務め いう思い出はありません。 裁判官）の一元化も提言

勲」において、ＭＫの監 しまえば特に苦労したと

29

る松浦正弘弁護士が旭日

26
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伏見営業所
やまもと だいすけ

山本 乃輔 社員

何ができるか考えてくだ
さい」と教えていただき
ました。たぶん先輩皆さ
んがやってきたことで、

―大賞受賞、おめでとう ＭＫに根づいているもの

―ＭＫドライバーという

ございます。なぜ、その です。
ような行動がとれたので
自分でも特別な理由は 仕事についてどう思いま

しょうか？

私はＭＫに入ってよか

思い当たりませんが、そ すか？
のお客様に共感を持てた
からだと思います。とて ったです。仕事は奥が深
も家族思いの方でした。 く、単純な答えはありま
私自身、家族ができて仕 せん。車内の温度ひとつ
事を頑張らないといけな とっても、自分の感覚で
い必要から、やった分だ 暑いと思って冷房を強め
け評価されるＭＫに入社 てもお客様にとっては寒
したこともあり、自分と かったりと。それまでは
重ねたところもあります。 営業マンとして働いてい
ただ特別なことをしたと ましたが、今は接客の仕
は思いません。先日も雨 事の奥深さと楽しさを味
が急に降ってきて、美容 わっています。そして、
院からご乗車になったお ＭＫでは周りの支えもあ
客様が傘をお持ちでなか ります。今回の応募も実
ったので、トランクから は、文章を書くのが苦手
傘を出してお渡ししまし な私を見かねて、所長や
た。せっかくのきれいな 先輩、仲間が一緒になっ
髪が濡れてしまうと思う て文章を仕上げました。

山本社員（写真右）
「いつ
でも優しい憧れの先輩」
と慕う水谷社員と一緒に

と、自然と行動していま とても感謝しています。
した。
―人を思いやるのはもと
この仕事を始めてから

もとの性格でしょうか？
だと思います。同じ車両
の昼勤・山川社員はベテ
ランで、「運送以外のプラ
スアルファを提供しなさ
い。ＭＫとしてというよ
りも、あなた個人として

札幌・名古屋・京都・滋賀・大阪・神戸・福岡

機能充実

安心

タクシーで巻き起こる︑数々の物語

第２回

お客様がご自宅に入

数日後、奥様とあの

足を

を通じて注文していた なサンタが運んでくれ
クリスマスケーキが届 た、この年２回目のク

様をご
思い出
○○の

大賞受賞者インタビュー

エピソード大賞
タクシーの仕事は一期一会、毎日たくさんのお

客様にご乗車いただいいます。その中で実際にあ
った「とっておきのエピソード」をグループ全国
８社のドライバーを対象に募集。
この度、応募総数３９８通の中から合計４回に
わたる社内審査の結果、第２回大賞作品を選出い
たしましたので、紹介いたします。

日の夜で

た。出庫前に営業所の ドライバー手袋

が、ふと思い出しまし リークリスマス！」と

とあきらめられました た。
そして所長から
「メ

客様は「もういいよ」 たと所長から聞きまし

の店ばかりでした。お ご挨拶にお見えになっ

スケーキはもう品切れ」 お礼のお菓子を持って

あったため「クリスマ 声の娘さんが営業所に

しかし、

キ屋さんを回ることに。 なりました。

にまだ開いているケー とても温かな気持ちに

いました。
そこで、
一緒 女の子の声を聞いて、

ていない」とおっしゃ 小学５～６年くらいの

が忙しくまだ用意でき お帰り！」の声。その

頼まれていたが、仕事 られると、
「お父さん、

みにしているから』と

してね。子どもが楽し ただきました。

ーキはお父さんが用意 ケーキを受け取ってい

に帰ってきた。
妻に
『ケ った私は、半ば強引に

都合をつけ何とか京都 ちに心を打たれてしま

で過ごすため、仕事の 客様の家族を思う気持

「クリスマスを家族 たが、道中の会話でお

人ご乗車になりました。 客様は最初断られまし

うビジネスマンがお一 提案いたしました。お

単身赴任しているとい ば差し上げます」とご

のＭＫのりば。東京へ のケーキでよろしけれ

そこで、
お客様へ
「私

年 月 日午 られたことを。

ク リスマスプ レ ゼ ン ト
平成
後 時、京都駅八条口

25

いているよと声を掛け リスマスでした。

MKスマホ配車の利用で

25

職員さんから私が会社 いただきました。小さ

10

MKのお財布カード

札幌・名古屋・京都・滋賀では

12

25

利用可能地域
おかげさまで累計100万台配車達成！
好評

10

頃、お客
人だった
私が新 る時 ･･･
い
案内して
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②

に聞き取りやす

週末の過ごし方

ありません。観光知

ことは使わないと簡

識もですが、覚えた

単に忘れてしまいま

週末は観光地へ
（写真はストーンヘンジ）

理由はまさにそ

す。今後の課題は、

に増やせるかだと感

ＥＴＣインターナショナル
カレッジへようこそ！

れぞれの言語の がら金、土、日曜日のこ

学んできた英語を日

週末とは当然のことな

発音が大きく影 とです。金曜日は授業が

く感じました。

響しています。 午前だけで終わり、土、

本で使う機会をいか

の英語発音は伝

じています。

毎週金曜日にはよく昼

また、日本人 日は学校が休みです。
わらないことが 休みに、学校でできた友

「

話せるようになりた

ができ、またもっと

の楽しさを知ること

は英語を覚えること

今回の留学で、私

多かったです。 達とランチを食べに出か
例 え ば 私 は けました。ホストファミ

語をいつも２、 イギリス料理を食べてい

（部屋）
という単 を中心とした、いわゆる

い！ と い う 強 い モ

一緒に生活した期間は

私の部屋は個室で、勉 日朝食を一緒にとり、一

チベーションを持て

この度は大変貴重な経 ただきました（洗濯は週

強机、スタンドライト、 緒に歩いて通学し、夕食

３回言い直さな ましたので、外ではお米

ました。本当に感謝

ルーム」 リーの家では毎日、お芋
Room

今回の２ヵ月間の留学 ベッド、収納タンス、ヒ をとりました。３人とも

いと伝わりませ が食べたくなり、日本料

た。

にありがとうございまし

は、私にとっては初めて ーターなど必要なものは 私より英語のレベルが高

んでした。いつ 理店、韓国料理店、中華

また家はとても綺麗で、 一緒に過ごすときの何気 己紹介をしたこと以外は も「なぜこんな簡単な単 料理店などに行くことが

の海外生活でした。
また、 揃っていました。
日本から出たのも恥ずか

語が伝わらないんだ？？」 多かったです。そして夜 ウサンプトンなどの観光

最後になりますが、も

また、サッカー好きの私 この度は大変貴重な経験

翌日からは毎日４コマ と思いながら、伝わるま は友達とＰＵＢで集まる 地へ毎週出かけました。 う一度御礼申し上げます。

しながら初めてのことで やや潔癖症な私は安心し ない日常会話がとても勉 全く覚えていません。
強になり、話す練習にも

また土、日には学校が はどうしてもプレミアリ をさせていただき、本当

の授業を受けました。午 でいろんな発音を試しま のが定番でした。
前の２コマは会話を中心 した。違いを文章で説明

とした授業で、午後は文 することは難しいのです 企画するスクールトリッ ーグの試合を生で観戦し にありがとうございまし

ＭＫでは本年より海外

………………………

いよいよ始まった学生 法中心の授業。様々な国 が、英語を含めて他言語 プがあり、申し込みをす たいと思っていたので、 た。

学校での勉強

また出発前に心配して なりました。

した。そのため、正直、 て生活ができました。
「買い物はちゃんとでき
るのか」
「 ホ ス ト フ ァ ミ いた

環境もしっか
Wi-Fi

出発前にホストファミ

リーの英語は聞き取れる り整っていました。
のか」
「初日の通学は迷

わず行けるか」などの不 リーの希望を書く書類が 生活の初日は、オリエン から来ている生徒たちと には日本語では使わない れば学校のミニバスで観 インターネットを使った
発音がたくさんあるとい 光地へ行けました。私は りいろんな人に聞きなが

最後の週末にはフラン

先生方は様々な工夫を オックスフォードとポー 戦しに行きました。

平成４年より開始した

度を開始しました。

１週間が過ぎた頃から、 うことを実感しました。 そのスクールトリップで らチケットを入手して観 研修制度を強化し、新制

安はありました。
しかし、 あり、私は希望として、 テーションとクラス分け 一緒に学びました。

留学を終えて帰ってきた 「徒歩で通学ができる、 テストから始まりました。

がある、綺麗な家」 オリエンテーションにつ 耳が慣れてきたのか、授
Wi-Fi

２～５名を１ヵ月間イギ

このように、休日の過 リスに語学研修に派遣し

ではより各人のレベルに

見合った能力向上をはか

るため、期間や行先を変

私にとって今回の留学 えた上級・中級・初級の

最 後 に

ています。

この家で私は合計で３ ことでそれほど大きな影 長です。それからは、授 私も楽しく学べました。 やコーフキャッスル、サ ごし方にはとても満足し ておりましたが、新制度
質問をするよう意識しな

人のハウスメートと生活 響はなかったように思い 業でも積極的に発言し、
をしました。韓国人の女 ます。

クラスメートは毎週月

クラス分けテ がら取り組みました。

はとても幸せな時間でし ３つのコースを設定し、

たが、私は健康と節約を

通学することも可能でし

所にありました。バスで

徒歩にて約 分ほどの場

いう町にあり、学校から

が半分くらいし 徒がとても多く、発音も

言っていること た。特にリビアからの生

とや他の生徒が る発音に初めは驚きまし

が言っているこ いて、それぞれの特徴あ

でも私は、先生 ナショナリティの生徒が

た。正直、ここ バーもいました。様々な

授業に入りまし んずっと変わらないメン

る部分の一つかと思いま 伸二社員の６名が１月

これが留学で一番価値あ 社員、名古屋ＭＫの河野

することができました。 吉田皓一朗社員、加藤裕

語はいつでもすぐに実践 イヤー課の土居宏章社員、

ていました。

えていき、とても充実し た。京都ＭＫ伏見営業所

く。友達はどんどんと増 スへ２ヵ月間滞在しまし

見知らぬ土地へ旅行に行 スのイギリス・ボーンマ

今回は全員が中級コー

兼ねて２ヵ月間毎日徒歩

か理解できてい 特徴的でした。私個人の

す。しかし、日本では、 日に出発。去る３月 日、

ストはパソコン

で行いました。 曜日になると新しい生徒

た。毎日規則正しい生活 年３回の派遣、１年にお

私のホストファミリー
はホストマザー、ホスト

午前はテストで が入ってきたり卒業して

を送り、英語だけに専念 よそ

名を派遣します。

ファザー、猫が１匹とい

して勉強しながら週末は

で通学しました。

ませんでした。 感想としてはアラビア語

せっかく覚えた言葉を実 研修を終えて帰国いたし

また、学校で学んだ英 営業所の北垣学社員、ハ

18

到着した日曜日の夜、

の丸川祐輔社員、上賀茂

初めて会ったホストマザ

記念すべき初授 やスペイン語を使う人の

さいました。そしてトイ

際に使う機会はほとんど ました。

15

35

レやシャワーの使い方、

じめに簡単な自 生徒の発音の方が圧倒的

業の記憶は、は 発音より、韓国や中国の

場所は

40

ーは快く私を迎えてくだ

と
Branksome

時間が過ぎ、午 いったりと少しずつ変わ

金曜の晩には友達とＰＵＢで集まる

後からはついに っていきました。もちろ

ロンドンでＭＫ全員集合
（左から３番目が吉田社員）

うご家族でした。

ホストファミリー
ハウスメート

と思います。

単にお伝えしていきたい 通った形となりました。 しかし内容がわからない に感じた自分の小さな成 語に向き合っているので、 ンドン、ストーンヘンジ

私の留学生活の一部を簡 結果的に全て私の希望が か理解できませんでした。 した。これが、私が最初 の生徒たちも一生懸命英 プを使わず個人的に、ロ きました。

思っています。
これより、 たまかもしれませんが、 いしか何を言っているの わかるようになってきま 導してくださり、また他 の日にはスクールトリッ スのパリへ行くこともで 英国留学制度では、毎年

本当に行ってよかったと などを書きました。たま いて、私は正直３割くら 業の内容や先生の説明が しながらわかりやすく指 ツマスに行きました。他

今、そんな不安も忘れ、

しています。

い生徒たちでしたので、

それぞれ違いますが、毎

毎日の食事の時間、洗濯 性、トルコ人の女性、コ

吉田皓一朗 社員



の日などの説明をしてい ロンビアの男性です。
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第一線のドライバーに直撃！
伝統と革新で拓く

「おもてなし」への道 ⑬

第９回ＭＫチャリティカップ

学生・地元の人から愛さ ｍ もの浸水に
れる食堂（四季の味・勇
遭い、現在の
気）
成美大学内に

移転し、再開

しました。「利

用者の工賃を

上げ、自立し

た生活ができ

るように」と

具・設備費及び、昨年８

ィ金１８０万円を福祉用

では、集まったチャリテ

には点字メニューや、弱 祉サービス事

しいただきました。店内

感じました。

は強い意志を

「みんなで作った、お花受け取っ
て！」（ちくもう・福知山市）

月に豪雨被害に見舞われ

視の方のためのパソコン 業 所 ち く も

語る一井義光

た福知山市の障がい者施

の環境設定が整っており う」では、床

「交通ルールは面倒と思
わずに」と注意する松本
社員（※掲示と異なり実
際には検挙者はいない）

広がるチャリティの輪
今年も寄贈先の施設を訪問
昨年開催した「第９回

ＭＫ のドライバーは、 観 光 の お 客 様 ・ 海 外 の お 客 様 、 ビ ジ ネ ス の お 客 様 な

がかからないように心が 設の修繕費用として、京

（文字色反転や文字サイ 上 ㎝ の浸水被害を受け と語るのは大槻あけみ理

ＭＫチャリティカップ」

どそれぞれのお客様に合 っ た 対 応 を 日 々 追 求 し て い ま す 。 時 に は 上 司 や 先 輩

けています。急発進、急 都府共同募金会を通じて

ズ変更が簡単にできるな ましたが、ボランティア 事長。地域とのつながり

OMOTENASHI

からノウハウを受け継ぎ 、 時 に は 新 た な ニ ー ズ に 応 え る べ く 創 意 工 夫 を 重 ね

停止をしないために、危 寄贈し、この度協賛会社

ど）、どなたにとっても心 の方の支えもあり復旧。 の強さを感じました。

経験から伝える

と注意され、それだけは
守ってきました。事故を

「障害者福

副理事長から

ています。このコーナー は そ ん な 現 場 の 第 一 線 で 活 躍 す る ド ラ イ バ ー に ス ポ

険を予測します。渋滞時 を代表して弊社常務取締

地よく過ごしやすい空間 訪問した当日は、たくさ

「何て読むの？」点字レ
クチャー中（町家カフェ
さわさわ・京都市）

ットを当てるものです。 今 回 は 、 女 性 で 乗 務 課 長 を 務 め る 伏 見 営 業 所 ・ 松 本

は車列の向こう側から人 役・荒木一ほかＭＫボウ

光子社員に話をうかがい ま し た 。

が出てくると考えますし、 ル上賀茂所属の石橋孝プ

女性らしい運転

して得することはありま

「視覚障がい」について

入れてくださり、お手製

の花束をいただき、スタ

直接訪問することで、

ッフ一同元気をもらいま 「 な ぜ 支 援 が 必 要 な の

か？」から「なぜその備

「みらい学園」は、ま 品が必要なのか？」まで、

日には「ぶどう した。

きと過ごせる居場所

子どもたちがいきい

新人当時は女性という 乗務車両がハイブリッド ロ、ＭＫ職員が合計６施 動を行うなど、地域貢献 づくりがされていました。 んの利用者の皆様が迎え

パン・お菓子作りを

もっと理解を広げたい

５月

同日訪問した「町家カ の木」（南丹市）を訪問し、

私たちに
できること

せんので、先を急ぐ気持
私は部下や後輩に口う ち、確認を面倒くさがる
また、昔は新人専用の もありました。今ようや いても気づかれないと考

るさく言う方ではありま 気持ちが損に思えます。 ことだけで驚かれること 車なので静かすぎて近づ 設を直接訪問しました。 にも意欲的です。
せんが、事故を２度起こ

した人と車が汚い人には 営業所や車両はありませ く「女性らしいやさしい えています。イヤホンを

通じ、地域貢献を
４月 日には「ワーク

スおーい」
（亀岡市）を訪 フェさわさわ」（京都市） 草刈り機やジャンパーな だ改修ができておらず、 福祉の現場を知ることで、

接客については、お客 問しました。クリーニン には、エアコン・洗濯機・ どの農園用具を寄贈しま 壁には水の跡が残ってい 一層理解が深まり、必要

大会をより一層

盛り上げて、意

義あるチャリテ

ィ活動を行って

いきたいと考え

ますので、今後

ともご支援・ご

協力のほどお願

い申し上げま

また、東日本

す。

大震災復興支援

チャリティ金の

寄付について

は、別号にて報

告いたします。

足袋のみ

声をかけています。事故 んでした。新人は先輩が 運転」と評価していただ つけて乗っている自転車

を重ねる人はめったにい 大切に乗っている車を休 けるようになりました。 には特に注意をして距離
分ご乗車

ませんが、自分の経験を みの日に
病院を退院され、 をとります。
「貸してもらう」 ある時、

このような寄贈ができ

も新人の頃、当時の課長 に返しなさい」と言われ つも車酔いをする主人が、 ただける空間を考えます。 茶など幅広い活動を行っ ＮＰＯ法人ブライトミッ 障がいを持つ子どもたち メになって、壁もカビだ えております。

から「一度起こした事故 てきました。そのため、 今日は酔いませんでした」 例えば一人暮らしの年配 ている同事業所には、喫 ション・松永信也理事長 が通う施設。小麦やハー らけに。でも、ご近所さ

と同じ事故は起こすな。 今でも車の汚れに敏感に と喜ばれました。水が流 の方は会話を楽しまれる 茶「ぱすてる」で使う製 からは「視覚障がい者は ブなども育てており、で んが片付けを手伝ってく ましたのも、大会に関わ

が、
ほとんどは弱視です。 りに取り組むなど、子ど ものをくださった。皆さ 協賛社様、プロボウラー

同事業所では、期間限 人によって障がいの程度 もたちにとってかけがえ んのおかげで、また居場 の皆様のおかげであり、

役に回ります。また、目 いたしました。
の不自由な方であればお

収穫したての玉ねぎ片手に、ハイ
チーズ（みらい学園・福知山市）

声がけを多くします。お 定で京都府共同募金会・ は違うため、視覚障がい のない経験ができる施設 所 を 作 る こ と が で き た 」 改めて御礼申し上げます。

浸水被害の福知山
各施設の今
同日、昨年夏浸水被
害を受けた「しあわせ
ネット・勇気（四季の
味・勇気）」「障害福祉
サービス事業所ちく
も う 」「 み ら い 学 園 」
の３施設を訪問しまし
た。
レストラン「四季の
味・勇気」は、障がい
を 持 つ 方もともに働く
お店です。床上１・５

≰≮

40

わせて注意をします。私 「借りたときよりきれい いただいたお客様が「い 様が心地よく過ごしてい グ・農園芸・製パン・喫 掃除機を寄贈しました。 した。同事業所は、発達 ました。「当時は家具もダ な支援を行えるものと考

もとに、事故の内容に合 という状況でしたので、 ご自宅まで約

14

釣りを渡すときは、種類 市社会福祉協議会と連携 についての理解をもっと でした。

子どもたちと一緒に耕し
た、自慢の畑！（ぶどう
の木・南丹市 ）

別に１枚ずつ、
１００円、 してパンやお菓子の売上 広げていきたい」とお話
客様との出会いは最初で

パン作りのプロ！「焼き
立てを召し上がれ♪」（ワ
ークスおーい・亀岡市）

２００円と数えます。お を地域福祉に寄付する活
最後だと思いますので、
き

大切にしたいのです。
【松本社員に訊く】

おすすめスポット
加茂街道が、四季を感
じられるので好きです。
春は桜、今なら新緑がき
れいです。心が落ち着く
ので、できるだけ加茂街
道を通るようにしていま
す。

下駄のみ

上だけの法被

27

れるように、Ｇ（加速度） 方が多いのでうまく聞き パン・製菓用機器を寄贈 全盲だと思われがちです きた作物を使ってパン作 れ、家具や棚など必要な ってくださったお客様、

やすく、主婦をするには都合がよいです」

一部のみ和装

着物･ゆかた

同じミスを繰り返すな」 なっています。

「シフト制でよく平日が休みになります。銀行や買い物に行き

≰≮

30

ＭＫでの働きやすさ：

プロフィール

京都市出身

割引の対象とならない場合

※ご乗車時に和装の方がいらっしゃる場合に適用
※時間制運賃には適用しません

割引の対象となる場合

京都MKコールセンター

きもののお客様は
メーター運賃 1 割引 （京都MKのみ）

甚平
作務衣
僧衣
装束
法被

袴

松本 光子
乗務課長

ＭＫ入社
平成16年２月

社員
まつもと みつ こ

伏見営業所

きものが似合う町、京都

きもの割引

（8）
第827号
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弁護士

相馬 達雄

事業者は消費者に対し、 不告知と言わざるを得な ている。契約対象につき
契約締結を「勧誘」する いものと解されている。 将来における価額、将来
に際し、その過程で不実 なお、
住宅建築において、 において消費者が受け取
の告知や断定的判断を提 「杉」材使用と言いなが るべき金額、その他の将
供してはならぬのはもと ら他の木材を使用してい 来における変更が不確実
より、故意に不利益な事 た場合は、債務不履行問 な事実について、断定的

短期集中特別訓練

「京都観光ガイド
養成コース科」修了

去る５月

【修了生の声】

覚えられないが、充実し

・これまでも観光ガイド た現地実習で非常に記憶

の講習は受けたことがあ に残りやすかった。

るが、今回ほど観光ガイ ・今回学んだことを生か

や階段での誘導方法、脱

今回４名の受講生が全 いだ靴の管理方法といっ

課程を修了し、修了式を た実務に沿った内容でよ
かった。

受講生と講師で記念撮影

年間サンガとともに かもしれませんが、実際

私は、小学校６年生か しいねんと思う方もいる

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

・座学だけではなかなか

力を伝える仕事をしたい。

ドに役立つ訓練はなかっ し、多くの方に京都の魅
た。

日、ＭＫ教 の観光ドライバーを講師 ・知識だけではなくおも

した場合には、消費者に 個別消費者に対する違法 して販売する行為も断定 成コース科」が修了しま

なし、その結果契約をな 等の配布のみについては、 絶対に値上がりすると称 訓練「京都観光ガイド養 いました。

により、消費者が誤認を 配布や宣伝パンフレット 金融商品が将来において 定を受けた短期集中特別 習科目を交えた訓練を行 ・トイレ前での注意喚起

違法な契約「勧誘行為」 思われる単なるチラシの わち金や株式、その他の 職業能力開発協会より認 勉強会や模擬ガイドの実 ナーの重要性がわかった。

る。したがって、これら に影響を与えていないと れるところである。すな 営業所）において、中央 である学科科目と、現地 ぶことができ、接遇・マ

止されるに至ったのであ 別の契約締結の意思形成 誘」をすることも禁止さ 習センター（ＭＫ上賀茂 として、観光知識の座学 てなしの心の大切さを学

実を告知しないことも禁 題と考えられている。個 判断を提供して、
契約
「勧
12

日から２ヵ月間 行いました。
13

しかし、「この英語学校 にわたり、ＭＫタクシー

３月

おいて同契約を遡って取 な「勧誘」行為には含ま 的判断提供の違法販売と した。
「必ず勝てます」等と

消費者と事業者の各種 れていると言わねばなら 消し得るものとなしたの れないと考えられている。 なる。

取引について、消費者契 ず、消費者に対しては当 である。
例えば、「この魚は新鮮 弁護士に言われて、弁護 に１年通えば、英語検定

村田 直樹

約法は、①不実申出の禁 該契約締結の意思決定に

ら

しく思えてきますし、サ

年野球をしていたので、 緒に戦う仲間というべき

りました。それまでは少 を持ってくれ、今では一

がきっかけで、好きにな ジアムに足を運んで興味

で小学校に選手が来たの ありませんでした。スタ

時に、サッカースクール 最初はサッカーに興味が

とです。私が小学５年の 今一緒に観戦する仲間も、

プロサッカーチームのこ 際、私もそうでしたし、

ガＦ．
Ｃ．』という京都の うになると思います。実

サンガとは、『京都サン ッカーにも興味を持つよ

ています。

サンガとともに生活をし 空気に交じってみると楽

過ごしてきて、今現在も その場に足を運んでその

12

止、②断定的判断提供の つき必要な情報が企業者 で す よ 」
「 こ の 品 は お 買 士に訴訟提起を依頼した ２級合格確実」と言われ
禁止とともに、③不利益 より十分に提供さるべき い得ですよ」等と言って が、その結果裁判に負け ても、不実の告知、断定
事実の不告知についても、 である。適切な情報のな 販売されたが、魚が新鮮 た場合も、本来裁判の勝 的判断の提供による違法
これを厳格に禁止してい いままに、消費者が契約 でもなくその品がお買い 敗は見通しが困難と言う 「勧誘」にはならないも
る。すなわち、現代社会 を締結させられると、消 得でもなかったとしても、 べきで、不実の告知また のと解されていることに
こうむ

において、取引内容はき 費者は不測の損害を蒙る 新鮮・不新鮮や、お買い は不利益事実の不告知と 注意が必要である。各種
しかし、
観的な問題にすぎず、必 映画は、絶対に面白い」 々のＰＲをなす。

わめて多様化し複雑化し 事態にならざるを得ない 得か否かなどは、単に主 は言えないとされ、「この 契約につき、事業社は種
従前の民法上の
「詐欺」 ずしも不利益事実の不告 と言われてＤＶＤを購入 その全てが違法勧誘とな

ており、企業者と消費者 かも知れぬ。

の間には絶対的な情報格

差が存し、日常の各種の 「錯誤」規定だけでは、 知と言い得ないものとさ したとしても、面白いか るものではなく、消費者
肉だと称して、オースト な細評に他ならず、「絶対 保護されているものの、

消費者契約締結に際して もはや、消費者保護が不 れているが、他方、和牛 否かは、その人の主観的 契約法により、消費者は

勧誘行為は誠実にこそな 年、ついに消費者契約法 ラリア産の牛肉を販売し に面白い」は違法な勧誘 消費者自らも賢明でなけ

は、企業者側の契約締結 十分と考えられ、平成

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<サッカーにもサンガにも 存在になっています。
年、３度目の防衛戦 けにぶっ倒れました。リ の後、世界王者を 度も 全く興味がありませんで
京都放送で 時から『 B-横浜で行われた２度目の で人だかりに混じって待
これからも私はサンガ
』というス 防衛戦も横浜まで観に行 ちました。結構な至近距 を大阪に観に行った時の ングに倒れた時のバーン 防衛する名チャンピオン したが、今ではサンガが がなくならない限り応援
TRIBE TV

されるべきことが要請さ が制定されるに至った。 た場合には不利益事実の 行為に該当しないとされ ればならない。

（平成26年度入社）

西五条営業所
14

〜消費者取引における不利益事実の不告知〜
12

!𠮷 !

塩見

多一郎

ホームゲームは ％以 して何が楽しいの？』と

『あんな弱いチーム応援

なければ生きていけない し続けます。周りからは、

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

一方、辰吉選手はその くらい愛しています。
年、王者返り咲きを 後も引退することはなく、

ィレクターをしています おりると、ものすごい人 したよ（笑）
。辰吉選手の という選手で、リング入 れられません。

トリートダンスの番組デ きました。新横浜の駅を 離で松坂大輔投手を見ま 相手がタイのウィラポン ッ！ という音が未だに忘 になりました。

98

狙ったウィラポンとの再 ノンタイトルの試合を続 上の割合で観戦に行って、 言われることもあります

戦は、大阪ドーム（今の 行しましたが、年齢など サポーター席で飛び跳ね が、私自身にとってはチ

京セラドーム大阪）で行 のライセンス規定により 大声を出して応援してい ームが弱い・強いという

われました。日本人のボ 事実上現役続行が不可能 ます。もちろん試合中だ ことは正直関係ありませ

クシングの試合がドーム に。それでも現役にこだ けではなく、ウォーミン ん。もちろん強い方が応

球場で行われるなど、辰 わりつづけ、引退宣言は グアップの応援や試合前 援もより楽しくなるでし

吉選手の人気がいかにす せず今に至っています。 の準備等も怠りません。 ょうけど、自分が声を出

ごかったかがわかります。 トレーニングも欠かさな 試合開始４時間前にはス して飛び跳ねて応援する

僕は２階席から見ていま いそうです。『天職に往生 タジアムへ足を運び準備 ことが何より大好きです

したが、けっこう早い段 際はない』という言葉が をしています。サポータ から、負け続けていよう

年、シリモンコンに て辰吉がやってくるのを というかたちで消化不良 囲まれて、おびえるよう 階から不利な展開になり、 ぴったりの辰吉選手。僕 ーをやっていて一番楽し と弱かろうと応援し続け

ষ
၂

ので、こちらも興味ある だかりで、え？ もしかし 試合はというと負傷判定 場の時に大阪のファンに
日に、ダンサー 方はチェックしてくださ
じゅ い き

歳でプロボクシ

さて前回、辰吉寿以輝

デザインは僕が行いまし っかけに、その父、浪速
たので、
どうぞよろしく。 のジョーこと辰吉丈一郎
」 と い 選手の想い出を書きまし
SHOW UP!!!!

てもらえればすぐ出てき

Ｈ Ｏ Ｗ Ｕ Ｐ 』 で 検 索 し す。

Ĭ36:ĭ


勝って世界王者返り咲き 待ち受けてるの？ と思っ の感はありましたが、僕 な表情をしていたので、 またしてもＫＯ負け。あ もその生き方に影響され いのは、やはりスタジア ます。サンガを愛する気

97

と、もう放送開始から６ も少し生活に余裕が出て 日甲子園で優勝した横浜 れた背筋を生で観られた ていたのですが、なんと と思うと恥ずかしいくら 悪い人生を送っています。 ねて声を出して応援をす たくありません。

宣伝ついででいきます を果たした辰吉選手。僕 て人に聞いてみたら、前 は辰吉選手の鍛え上げら これは楽勝やな、と思っ ぁこれでもう引退だな… て、いい意味で往生際の ムで仲間と一緒に飛び跳 持ちは、絶対誰にも負け

ます！

95

24

す。ジャケットの撮影と ングデビューしたのをき

ＣＤが全国発売になりま 選手が

ＯＭＯの２ｎ ｄシングル

からシンガーになったＭ いね！

５月
20

う曲です。
『ＭＯＭＯ Ｓ た。今回はその後半戦で

「

〜サンガを
愛する心〜

世相と
法
律
18

99
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が、毎週木曜日、ＫＢＳ に行くようになりました。 ことで僕もミーハーなの 斐はあったと思いました。 吉選手は失神ＫＯで仰向 ました。ウィラポンはそ

年 目 に 突 入 し て い ま す きたので、生で試合を観 高校が帰ってくる、との だけで、横浜まで来た甲 壮絶な打ち合いの末、辰 いに客席で泣いてしまい 【ブログ版】 http://footることです。サッカーに
愛するサンガよ俺たち
hat.blog118.fc2.com/ 興味がない人は、何が楽 とともに歩んでいこう…

（9）
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◎一白水星生まれの人

高島 寿周

北・南西。
に処理をすること。吉方 ◎九紫火星生まれの人
明るい光に照らし出さ
れて、情熱的な炎が人と

吉方位は東南。

維持が大切な月です。吉 位は南西・西北・東南。 る月でもあります。吉方

う。
好運の月であるから、 るでしょう。また、何事 分を怠らないことが大切

徳 島 ヴ ル．ネット（西院）、ＭＫ

７月８日（水）の「京 シエル（四条烏丸）、シエ
都サンガ

ご優待券でのチケット購

入者先着５ ００ 名様に

「Ｍ Ｋ × サ ン ガ オ リ ジ

ナルてぬぐい」をプレゼ

ＳＢ自由席が当日料金

ントいたします。

の半額で購入できる特別

優待券は京都駅八条口の

りば、
ＭＫボウル上賀茂、

閉店、７月１日よりオー

昨年の様子

特設ブース」にて、特別 了となります。

ンズスクエア内の「ＭＫ す。なくなり次第配布終

西京極スタジアムフレ プン）で配布しておりま

ペシャルデー」。

グループによる「ＭＫス インターＳＳは現在一時

ォルティス」戦は、ＭＫ 石油スタンド全店舗（東

F.
C.
VS

◎四緑木星生まれの人
位は西北。
ますます運気に勢いが 人との交流の中で灯り、

運気が弱まっています ◎八白土星生まれの人

静かに過去を振り返り、 ◎六白金星生まれの人
自分の領分をわきまえ、
落ち着いて手堅い行動を ので、不慣れなことや新
することが大切です。辛 規の着手は見送った方が 出てきて、何事にも意欲 あらゆる物事が明白とな
労が多く何事をするにも 無難です。特に健康面と 的になれます。諸事好調 ります。高い信用や名誉、

備え、万全を期する要素 す。吉方位は南西。

見込みのあることは進ん も明るみに出る暗示があ です。諸事滞りがちであ

位は東北。

方位は南西・西北。

人間関係が華やかにな ◎七赤金星生まれの人

◎五黄土星生まれの人

物事が順調に進む好調
運気はやや持ち直し、

吉方位は東北・南西。

です。吉方位は東南・西 備として何事も月の後半

平成二十七年六月
平成二十七年旧五月
壬 午 一 白 中 宮

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

頑張れ!!京都サンガＦ.Ｃ．
７月８日㈬ ＭＫスペシャルデー開催！

来訪が続く。

学びたい」
との来訪続く。

鍬は、ツルハシのよう 鍬などを日常的に使うこ

３月には、例年の京都 農場では、
年齢を問わず、 な使い方しないよう実演 とのない社会は、やがて

５月の山村に、新緑さ 精華大学の
「農的暮らし」 畑から野菜採り、マッチ で示す。しかし、しばら 「手仕事をなくして、文

自衛隊・大手会社の若者
「百姓しんどい」と…

入れ替わりに

なんでも、締めつけが ない往来自由の「百姓体 い暮らしの百姓を「体験
もう

年になるが、多 で、実際に「限界集落」

厳しく、またサベツが多 験居候」のところである。 居候」した若者たちの手
く、精神的な病気（うつ

代の若 病など）があるが、
「外に いときは、年間３００人 と呼ばれ、廃村になると

◎あ～す農場

（５月

人くらいで、 がえっている。

日）

者（男性）たちがやって もれることのない不気味 もの来訪があったが、最 言われた我が村が、よみ
～

全く農薬・化学肥料を

でも、「循環型社会を目 反百姓」である。

また、ちゃっかり、
「こ

「居候」を体験した若

豊かで美しい。

人く

自足自立の百姓をやって

志している。実際に自給

の思いをもって、百姓を

い」と言う若者もいる。 やかながら、“縄文百姓”

アベの「地方創生」を
乱す「百姓体験居候」

我が農場は、農学校で いる者は、全国に

アベたちの「地方創生」

らしの場」で、金によら まきでなく、金によらな

日７６７

長い者で３年から、短 兵庫県朝来市和田山町朝

本人たちはまだ気づい 上は来訪している。

まあ今まで３０００人以

彼らの親は、私の世代 くる。私を紹介した本を なムラ社会やなぁ」とボ 近は

。
して振り返ると、柄がボ ん）

わやかに風が吹く。赤紫 ゼミ（本野一郎教員）の すって火をつけ、カマド くして“ボキッ”と音が 明 を 失 う 」
（塩野米松さ

のフジの乱舞がうれしい。 学生たち６人が来訪。全 でご飯炊く。

ところが、マッチが使 キッと折れている。「仕方

「 大 森 さ ん と 違 っ ある。
ぁ」と言うが、なんと、 く と、

歳）の指導の えない。もうびっくり。 ない。直さんとあかんな であり、父親のことを聞 読んだり、知人の紹介で ソボソと話す。

歳） て女性である。
利君（
下、
カマドでご飯を炊き、

私は、鎌・鍬持って、 てないが、どうも、言わ

出して、若い者に任せた さいと言うと、ただじー 畑がそれぞれ 枚と、果

今、２～４アールの田

テレビ漬け」と冷ややか 草刈り・耕作の手本を示 れないと体が動かず、適 い者で３日である。

ポンと放ったらかして、 て、年金暮らしで、毎日
「別の取ってきます」
。

4

兆円もの利益）で、４年 も農家民宿でもない。縄

が出るが、「鍬持ったこと やるせない！」と深い嘆 「大手会社（２年連続２ も農塾でも農経営会社で らいはいるだろう。

と。

14

結婚したちえ（
が、山吹採りに熱中し、
指先を黒くしている。
白と黄の菜の花が風に 鶏をさばき、野菜を採っ
そよぎ、三つ葉、うるい、 てチキンカレーを作った

話してくれるという。

「口だけ 当に判断してやってくだ
我が鍬へのこの仕打ち である。母親は丁寧に世 し、ともに働く。
に、私は呆然である。

「私が働かんと、わか

友人は、「私のまわりで ら」と近在の人は言う。 っとほとんどできない。 樹園、ニワトリたちの「三

てい

「百姓が れしい。
１０００万人の若者に てくる。しかし、

真摯に答えることなく、 る。
今までどんな仕事をし
代の年寄 逮捕、多くの者がケガし ていたのか聞くと、一人
4

りである。「もっとしっか て死した時代の、息子た は「この前まで３年間、

～

それにしても、彼らの 力で弾圧し、６千余人の

使うようにした。

柄を短くして、孫たちが しての異議申し立てに、 は！」と思わず本音が出 れからの人生の糧にした 者たちは、それぞれささ

み、疲れる。仕方なく、 よる、時の大人に身を挺 こんなにしんどいもんと

ままである。私の心は痛

待するが、帰るまでその ３万人とも言われている。 いこともあり、私につい ってきます」の笑顔はう 使わず、耕さない田畑は、

「直そう」とするのを期 がおり、全国で２万とも らんようで」と動く。若 指したい。また友人とや

置く。
そのうち気づいて、 も、 代の“ひきこもり”

折れた鍬を、玄関口に

10

ノビルら山菜が豊か。田 り、薪割りして五右衛門
んぼは、カエルがケロケ 風呂をわかしたりして楽
ロと鳴き黒いオタマジャ しく体験。「卒業してもこ
クシの群が動く。
ヘビ
（青 んな暮らし目指したい」
神戸大学４年の女性が、

大将）もひょろひょろ、 と顔を輝かす。
あぜ

トカゲは日向ぼっこ。も

ぐらの動き盛んで、畦の ひょっこり来訪。
熱心に、
ニワトリも卵を産み出 のがうれしい。「就活はし

穴の修理が大変である。 不耕起の畑仕事をこなす

す。
「ジィちゃん！ アヒ てない。卒業したら、畑

ルが卵産んでいる！」と 仕事をしながら百姓を目
仕方ない」と言う。

28

60

息子たちは、有名大学 間、非正規で働いていた」 文百姓の「自給自足の暮 の美名のもと、金のばら

数年放置されていた畑 ないのだから仕方ない」 き。

を手にして畑に行く。

さて、仕事である。鍬 り動かんか」とついぐち ちのこんな姿を思うと、 自衛隊にいた」、他の者は

くわ

みのり（８歳）が小屋に 指したい」との笑顔は美 「使ったことがないので 動きは、

ああ！
～ 代の男たち

50

入り、
「あったかい！」と しい。

ほほえむ。

若い女性たちの笑顔

40

手の延長の道具、鎌、 出身である。

～ 代の男性
（独身） に畝立てし、ジャガイモ とこれまた返ってくる。

50

場に、
「百姓体験居候」の たちの「大森さんの百姓 の種植えを行う。

春になると、あ～す農

50

90

大森昌也
縄文百姓

32

40

80

第196回 「百姓体験居候」の力

29

20

山村の５月

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

事も努力のしがいがある 東北・東南。

物事を処理できます。何 ともあります。吉方位は はっきりするには良い月 来月の良い運気の月の準

て実力を発揮し、堅実に からプロポーズされるこ 人は要注意です。物事を から怠らず努めると良い。

目上の引き立てを受け で企画すると良い。恋人 りますので、秘密のある るが、努力しがいがある

◎二黒土星生まれの人

い。
何事も静観の月です。 ゆとりも出てくるでしょ を世に問う機会に恵まれ び事も起こりますが、本

開始を見合わせた方が良 が舞い込み、経済的にも 在となったり、研究成果 金回りが良くなったり喜

ださい。普請や新事業は 種々の良い報せや喜び事 で、グループの中心的存 上昇に一歩近づきました。

ることにも気をつけてく 運です。
交際面で拡大し、 り、行動意欲が出ますの

中傷や訴訟、司法に関す

が大切です。反目、離反、 ◎三碧木星生まれの人

をつけて、後々の発展に やケガ、過労に要注意で 現状維持で変化の月です。 可能性があります。現状 来することがある。吉方 未婚の男女は結婚が決ま

中のことにも一応区切り 心臓、肋骨、右足の病気 長引くため注意のこと。 家庭内で問題が発生する ら思いがけない好事が到 利益を得ることがあろう。

と心得てください。実行 すべて吉。首、大腿骨、 またこの月に発病すると なことをしてきた人は、 ことに辰巳（東南）方か 好調です。また遠方から

攻めるより守りの時期 普請、移転、婚姻、開店 始は特にしない方が良い。 うです。異性関係で不実 ず積極的にする方が良い。 人間関係も金銭面も全て

月である。新事業開始、 困難が伴うので、新規開 金銭面が思わしくないよ に運ぶから、ぐずぐずせ 良い評判を得て、仕事も

高島易断鑑定所

↓6月6日︵亡種︶〜7月6日まで

7
ॢ
Ɉ
ۿ
౬

40

50
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ルーヴル美術館展
日常を描く―風俗画にみ
るヨーロッパ絵画の真髄

６／ ～９／
京都市美術館
パリのルーヴル美術館

のコレクションから、ヨ

ーロッパ風俗画の多様な
世紀半ばま

展開をたどる展覧会。
世紀初頭～
での各国・各時代の巨匠
の名画から厳選された約

日は同８時まで）
。

大相撲京都場所
今年も大相撲が京都に
やってくる！！！

津アリーナ京都」下車す
ぐ）にて、 月 日（日）
午前８時開場。１席５０

組

名ご招待

第 節

第 節

第

日（月・

日

日は

休館）。午前９時

は開館、

休館（７月

祝）まで。月曜

～７月

６月９日（火）

下車すぐ）にて

三十三間堂前」

節

第 節

重要文化財 行道面 十二天の
うち梵天 京都国立博物館蔵

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
特集陳列
「日本の仮面
人と神仏、鬼の多彩な表情」

６／９～７／
京都国立博物館

分前

分～午後５時
面 を 展 示 す （入館は

京都周辺の社寺に伝来
した仮面

名ご招待

nnnnnnnnnn

５組

る。儀礼や芸能で使用さ まで）。一般５２０円、大 ☆読者プレゼント

博物館☎０７５・５２５・

れ、各時代の特徴を表す 学生２６０円。京都国立

所・氏名・年齢・電話番

号・ご希望のプレゼント

番号・興味を持った記事・

〒６０１―８４３２京都

ＭＫへの一言を明記の上、

市南区西九条東島町 ―

１、ＭＫ新聞「プレゼン

日（月）消印有効。当

選者の発表は発送をもっ

見板」で掲載させていた

早朝から深夜まで運行時間拡大！

９時～午後５時（９月
日・
分前ま
００円～１４０００円。
よりチケット販売開始！

セルはできません。

時～午後６ ※購入後の変更・キャン

／
電話予約：チケットぴあ
島津アリーナ京都
☎０５７０・０２・６６ 手数料が必要となります。
（京都府立体育館）
００（午前

昨年に続いての開催と 時）
なる京都場所。横綱、大 店頭販売：全国のチケッ

午

☎０７５・２１１・７６

関、三役、幕内、十両力 トぴあ店舗、全国のセブ 大相撲京都場所実行委員
年に１度の ークルＫ・サンクス

士が参加する。今回は上 ン イ
– レブン、全国のサ 会

賀茂神社の

式年遷宮に合わせて、横 インターネット販売：チ ２２（土日祝を除く

綱の奉納土俵入りも予定 ケ ッ ト ぴ あ http://pia.前 時～午後５時）
jp/t/sumo-kyoto/
名ご招待

島津アリーナ京都（市 ※チケットの購入には、 ☆読者プレゼント

する。

５組

日 ～）０７ ５・

日（土） ５・３５２・０２２５／
日（水・祝）ま （７ 月

日 ６３２・０００９
日は

日・８月 ☆読者プレゼント
日・９月

京 都 国 立 博 物 館 平 成 ２４７３（テレホンサー

多彩な表情に迫る。

知新館（市バス「博物館・ ビス）

名ご招待

面）

いたご意見は「読者ご意

徳 島 ヴ ォ ル す。なお、お寄せいただ

⑧ＪリーグＪ２「京都サ て代えさせていただきま

５組

面）

⑦京都国立博物館「日本 ト」係まで。締切は６月

組

①京都みなみ会館映画鑑 面）
賞券（３面）

面）

②京都市美術館「ルーヴ の仮面」（

３組６名にプレゼント

名ご招待

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

日は２回）
。
自由席当日 加料金にて入場可）

日・祝は３回公演（７月 日まで通用）、土日祝は追

休演）
。平日は２回、土・ （平日無料招待（８月

日・

は開演、７月

で。木曜休演（８月

～９月

バス）にて７月

阪「淀」駅よりシャトル ス京都公演事務局☎０７

バス「府立体育館前（島 チケット代金の他に別途

奇跡のホワイトライオン
世界猛獣ショー

木下大サーカス

７／ ～９／
ＪＲＡ京都競馬場

創立１世紀を越え１１

３周年の記念ツアーで、 券料金３２００円、中学
５年ぶりとなる木下大サ 生以下２２００円、３歳
グラムは、奇跡のホ

ーカスの京都公演。プロ 未満無料。木下大サーカ

Ｊ ＲＡ京都競馬場
駐車場特設会場（京

名ご招待

ル美術館展」（
０店、毎回３万人以上の ５組

ティス」（

１組２名ご招待

京都
神戸

雨にも強い、低燃費タイヤ。

入館はそれぞれ
で。一般１６００円、高
６月 日（午前

名ご招待

名ご招待

時～）

大生１１００円、小中生

京都市美術館（市バス ６００円。ハローダイヤ

待望の初来日となる。
「岡崎公園 美術館・平安 ル☎０５０・５５４２・

５組

日 ☆読者プレゼント

神宮前」下車）にて、６ ８６００
月 日（火）～９月
日開館）
。午前

（日）
。月曜休館（７月
日・９月

術作品とともに展覧する。 円、
小中生２００円。
奈良
奈良県立美術館（Ｊ Ｒ 県立美術館☎０７４２・
「奈良」駅より奈良交通 ２３・３９６８
組

名ご招待

名ご招待

※ご応募に際してご記入

セ レ ッ ソ 大 ご了承ください。

いただいた個人情報につ

※掲載の料金は6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。

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

（WEB予約は2日前の19時まで）

2,000円〜

神戸・芦屋⇔関空

点を紹介、中でもフェ

ルメール《天文学者》は

国際現代アート展なら
２０１５：前期特別展

日（土）～７

バス「県庁前」下車）に ☆読者プレゼント
て、６月
日、

月 日（月・祝）
。
休館は６月

５組

組

面）

来場者が集う西日本最大 ③奈良県立美術館「田中 ン ガ
京都パルスプラザ大展

のアンティークフェア。 一光 美の軌跡」（

ンガ

面）

示場（地下鉄・近鉄「竹 ④兵庫陶芸美術館「坐 丹 ⑨ＪリーグＪ２「京都サ だく場合がありますので
面）

阪」（

（島 １組２名ご招待
日（日）。 ⑤「大相撲京都場所」

名ご招待

田」駅西口より無料送迎 波（夏）」（
日（金）～

バスを運行）にて、６月 ５組

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

2 ,400 円

vs 徳島ヴォルティス

⑩ＪリーグＪ２「京都サ きましては、弊社プライ

ご応募は、ハガキに住

300
1,300
800
800
150
190

「田中一光 美の軌跡」

６／ ～７／
奈良県立美術館
７月６日・ 日
（ム

本展では、奈良県出身 ジークフェストな
で現代でも世界中で評価 ら２０１５開催期
されるグラフィックデザ 間 中 は 開 館 ）
。午
分前ま

インの巨匠・田中一光の 前９時～午後５時
作品を、幼少期から親し （入館は
み、その創典の原点とも で ）
。一般６００

７・３９６１

ワイトライオン世界
田中一光「 Nihon Buyo
」ポス
猛獣ショー、地上
ター 奈良県立美術館
©Ikko Tanaka 1981 / licensedｍ 決死の新空中大車
輪など。
by DNP artcom

約 分
「兵庫陶芸美術館」

「相野」駅より神姫バス

兵庫陶芸美術館（Ｊ Ｒ ☆読者プレゼント

丹波焼の写真も紹介。

言える伝統的な日本の芸 円、高大生４００

兵庫陶芸美術館
開館 周年記念特別展

坐 丹波（夏）
―田中寛コレクション

第 回
京都大アンティーク
フェア

６／ ～
京都パルスプラザ

時～午後５時（最 津アリーナ京都にて）（

国からの出店が増え３５ ７７・５２２・２３０７ ＲＡ京都競馬場にて）（

10

総参加者数
（名）

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

20

21

3,100 円
2,100 円

3 ,600 円

■京都サンガF.C.インフォメーションセンター
1075・212・9911 http://www.sanga-fc.jp/

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
国際会館催事カレンダー 〈６月の主な会議〉

LCC対応

あなたと、つぎの景色へ

7月22日（水）午後7時
vs アビスパ福岡

63

☎075–705–1218

20

19

Photo Xavier Martel

11 F.
C.
VS

本当の走りに出会う。
GREAT BALANCE

下車）
にて、
６月６日
（土）

時～

日は開館、

～９月６日（日）
。休館は
月曜（７月

日は休館）
。
午前

午後７時
（７～８月の金・
土曜は同９時まで）
、
入館

丹波焼の歴史を辿る展覧 中学生以下無料。兵庫陶

会。日仏の写真家による 芸美術館☎０７９・５９

10

☆「7月8日徳島ヴォルティス戦」「7月18日セレッソ大阪戦」
「7月22日アビスパ福岡戦」の観戦チケットを各1組2名
にプレゼント！ プレゼントコーナーをご覧ください。

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ホームゲーム日程 ※会場はいずれも西京極スタジアム
11 F.
C.
VS

蒐集の軌跡―

６／６～９／６
兵庫陶芸美術館

和骨董から中国美術、 午前

11

30

ヨハネス・フェルメール《天文学者》
1668年 Photo © RMN-Grand
Palais (musée du Louvre) /
René-Gabriel Ojéda / distributed
by AMF - DNPartcom

ア ビ ス パ 福 バシーポリシーに基づき
機のひとつとなった“田 一般６００円、大学生５
西洋アンティークまであ 終日は同４時まで）
ンガ
。
入場 面）
あか ど べ
岡」（ 面）
中寛コレクション”から ００円、
高校生３００円、 丹波 赤土部徳利 江戸 らゆるジャンルの 万点 無料。京都大アンティー ５組 名ご招待
厳重に管理しております。
時代前期 兵庫陶芸美術
以上を展示即売する。全 クフェア実行委員会☎０ ⑥「木下大サーカス」
（Ｊ １組２名ご招待
館
（田中寛コレクション）

分前まで。

21

25

7月18日（土）午後6時
vs セレッソ大阪

24

6月21日（日）午後7時
vs 栃木ＳＣ
19

7月8日（水）午後7時
22

20

30

10

ＭＫスペシャルデー

30

15

13

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
17

11

11

NEW

11

11

11

10

10
22

10

20

10

20

10

23

頑張れ!!京都サンガF.C.
20

18

10

18

16

35

10

10

10

10

F.
C.
11 VS

22

23

26

10

21

10

12

18

19

20

18

21

18

10
20
10

15
15

催事名

６月15日〜18日
第25回関西高校模擬国連大会
19日
第66回近畿中学校長会研究協議会 京都大会
20日
平成27年度公益社団法人京都府看護協会定時総会
21日〜24日
第７回国際新興・再興豚病学会
25日〜26日
（公社）日本植物園協会創立50周年記念大会
26日
第17回力学量標準トレーサビリティ・ワークショプ
公益財団法人 国立京都国際会館 http://www.icckyoto.or.jp/

開催日

兵庫陶芸美術館設立契 はそれぞれ

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

20

10

27
16

20

10

62

30

20

30

19

15

21

10

27

10

16

19

13

21
13

13 29

80

16

20
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■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/

京都・滋賀地域

広告

MK公式
キャラクター
「マシュー」
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提携店
募集開始 !
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MK（株）経営企画部 ☎075-555-3186

b.kikaku@mk-group.co.jp

★

★
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Karon

（12）

@MKoﬃcial̲PR

公式キャラクター
「マシュー＆カロン」
が更新！
MKグループ
最新情報発信中！
MKタクシー

