
 1 

国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN IIDA 

－－－－    飯田市制施行飯田市制施行飯田市制施行飯田市制施行 70 周年周年周年周年記念記念記念記念事業事業事業事業・・・・地球市民地球市民地球市民地球市民のつどいのつどいのつどいのつどい    －－－－ 

「「「「からだはからだはからだはからだは地球地球地球地球（（（（ほしほしほしほし））））からできているからできているからできているからできている」」」」 

 日時日時日時日時    ：：：：    2008 年年年年 3 月月月月 20 日日日日（（（（木木木木））））13:00－－－－16:00 場所場所場所場所    ：：：：    飯田市公民館飯田市公民館飯田市公民館飯田市公民館ホールホールホールホール 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶            牧野光朗牧野光朗牧野光朗牧野光朗    氏氏氏氏 飯田市長飯田市長飯田市長飯田市長 

              藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム代表代表代表代表 

 基調基調基調基調提案提案提案提案        「「「「みどりのみどりのみどりのみどりの地球地球地球地球をををを次世代次世代次世代次世代へへへへ」」」」     －－－－    伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化をををを活活活活かしてかしてかしてかして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな飯田飯田飯田飯田へへへへ    ――――     坂本憲一坂本憲一坂本憲一坂本憲一  氏氏氏氏            国際連合大国際連合大国際連合大国際連合大学学学学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム                                     プロジェクトアドバイザープロジェクトアドバイザープロジェクトアドバイザープロジェクトアドバイザー 

 笛演奏笛演奏笛演奏笛演奏                雲龍雲龍雲龍雲龍    氏氏氏氏 

 記念記念記念記念講演講演講演講演    「「「「からだはからだはからだはからだは地球地球地球地球（（（（ほしほしほしほし））））からできているからできているからできているからできている」」」」 

              佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫  氏氏氏氏      鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期大学大学大学大学長長長長 

 

 議事議事議事議事 

 司会司会司会司会     本日本日本日本日はははは、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中おおおお越越越越しくださいましてしくださいましてしくださいましてしくださいまして、、、、まことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございます。。。。これよりこれよりこれよりこれより、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション／／／／飯田市飯田市飯田市飯田市／／／／STELA WINDOW 主催主催主催主催、「、「、「、「国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションョンョンョン IN IIDA」」」」をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  さてさてさてさて、、、、もうもうもうもう皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお目目目目にもおとまりかとにもおとまりかとにもおとまりかとにもおとまりかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ききききょうのこのょうのこのょうのこのょうのこのステージステージステージステージ、、、、下伊那農下伊那農下伊那農下伊那農業高校業高校業高校業高校のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが育育育育てられたおてられたおてられたおてられたお花花花花、、、、春春春春をををを彩彩彩彩るおるおるおるお花花花花のののの 1 つつつつ、、、、サイネリアサイネリアサイネリアサイネリアがこのがこのがこのがこのステージステージステージステージをををを彩彩彩彩ってくれておりますってくれておりますってくれておりますってくれております。。。。このこのこのこのサイネリアサイネリアサイネリアサイネリアのののの花言葉花言葉花言葉花言葉「「「「いつもいつもいつもいつも輝輝輝輝いていていていて」。」。」。」。これからのこれからのこれからのこれからの時間時間時間時間、、、、いつもいつもいつもいつも輝輝輝輝いていてほしいいていてほしいいていてほしいいていてほしい地球地球地球地球についてについてについてについて、、、、皆様皆様皆様皆様とととと感感感感じられたらとじられたらとじられたらとじられたらと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私、、、、司会司会司会司会をををを務務務務めますめますめますめます、、、、市民市民市民市民グループグループグループグループ STELA WINDOW ののののメンバーメンバーメンバーメンバー、、、、飯田飯田飯田飯田 FM 放送放送放送放送のののの美斉美斉美斉美斉津千夏津千夏津千夏津千夏とととと申申申申しますしますしますします。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 

開会開会開会開会あいさつあいさつあいさつあいさつ 

 司会司会司会司会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、主催者主催者主催者主催者でありますでありますでありますであります、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市、、、、牧野光朗市長牧野光朗市長牧野光朗市長牧野光朗市長よりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつ申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 牧野飯田市牧野飯田市牧野飯田市牧野飯田市長長長長 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。ただいまごただいまごただいまごただいまご紹介紹介紹介紹介いただきましたいただきましたいただきましたいただきました、、、、飯田市長飯田市長飯田市長飯田市長のののの牧野光朗牧野光朗牧野光朗牧野光朗でございまでございまでございまでございますすすす。。。。 
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  ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN IIDA 開催開催開催開催にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、地元地元地元地元のののの主催者主催者主催者主催者をををを代表代表代表代表いたしいたしいたしいたしましてましてましてまして、、、、一言一言一言一言ごあいさつをごあいさつをごあいさつをごあいさつを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、年度末年度末年度末年度末のののの大変大変大変大変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中にもかかわらにもかかわらにもかかわらにもかかわらずずずず、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学とのとのとのとの共催共催共催共催によりますこのによりますこのによりますこのによりますこのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムにににに参加参加参加参加いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、大変大変大変大変ありがありがありがありがとうございますとうございますとうございますとうございます。。。。 

  このこのこのこのゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションといえばといえばといえばといえば、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、ごみをごみをごみをごみをゼロゼロゼロゼロにしようというにしようというにしようというにしようという考考考考ええええ方方方方でございまでございまでございまでございますがすがすがすが、、、、このこのこのこの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、1994 年年年年にににに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学によりましてによりましてによりましてによりまして提唱提唱提唱提唱されたされたされたされた構想構想構想構想とととというようにいうようにいうようにいうように聞聞聞聞いいいいておりますておりますておりますております。。。。環境問題環境問題環境問題環境問題がががが地域地域地域地域、、、、国国国国、、、、そしてそしてそしてそして世界世界世界世界におきましてにおきましてにおきましてにおきまして最最最最もももも重要重要重要重要でででで緊急的緊急的緊急的緊急的なななな課題課題課題課題であであであであるということはるということはるということはるということは既既既既にごにごにごにご案内案内案内案内のとおりだとのとおりだとのとおりだとのとおりだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、関係者関係者関係者関係者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方やややや市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方のののの参加参加参加参加をいただいてこうしたをいただいてこうしたをいただいてこうしたをいただいてこうしたフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがががが開催開催開催開催されますことはされますことはされますことはされますことは、、、、まさにまさにまさにまさに意義深意義深意義深意義深いことではいことではいことではいことではないかというようにないかというようにないかというようにないかというように思思思思うところでございますうところでございますうところでございますうところでございます。。。。 

  最近最近最近最近、、、、よくよくよくよくマスコミマスコミマスコミマスコミでもでもでもでも取取取取りりりり上上上上げられておりますがげられておりますがげられておりますがげられておりますが、、、、このこのこのこの数年数年数年数年のうちにのうちにのうちにのうちに地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化はははは深深深深刻刻刻刻なななな国際的国際的国際的国際的なななな社社社社会問題会問題会問題会問題となっているところでありますとなっているところでありますとなっているところでありますとなっているところであります。。。。7 月月月月にににに日本日本日本日本でででで開催開催開催開催されますされますされますされます洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖ササササミットミットミットミットにおきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、このこのこのこの地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化がががが主要主要主要主要ななななテーマテーマテーマテーマとしてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げられるわげられるわげられるわげられるわけけけけでありでありでありでありますがますがますがますが、、、、人人人人間間間間がががが地球上地球上地球上地球上でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしていくためのらしていくためのらしていくためのらしていくための安全保障安全保障安全保障安全保障にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題とととと言言言言ってもってもってもっても過過過過言言言言ではないようなではないようなではないようなではないような状況状況状況状況になってきているようにになってきているようにになってきているようにになってきているように思思思思うわうわうわうわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。 

  さてさてさてさて、、、、私私私私どものこのどものこのどものこのどものこの飯田市飯田市飯田市飯田市におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、平成平成平成平成 8 年年年年、、、、今今今今からからからから 12 年年年年ほどほどほどほど前前前前になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、第第第第 4 次基本構想基本次基本構想基本次基本構想基本次基本構想基本計画計画計画計画におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、将来都将来都将来都将来都市市市市像像像像にににに環境文化環境文化環境文化環境文化都都都都市市市市をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、同同同同時時時時にににに、、、、飯田飯田飯田飯田市市市市のののの環境環境環境環境政策政策政策政策のののの指針指針指針指針となりますとなりますとなりますとなります「「「「21 飯田環境飯田環境飯田環境飯田環境プランプランプランプラン」」」」をををを策定策定策定策定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、平成平成平成平成
14 年度年度年度年度にににに第第第第 1 次次次次のののの改訂改訂改訂改訂をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。今今今今年度年度年度年度、、、、第第第第 2 次次次次のののの改訂改訂改訂改訂のののの最最最最終段階終段階終段階終段階となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。このこのこのこの「「「「21 飯田環境飯田環境飯田環境飯田環境プランプランプランプラン」」」」やややや、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー・・・・省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー地域地域地域地域計画計画計画計画におきましてにおきましてにおきましてにおきましてはははは、、、、90 年年年年対比対比対比対比におきましてにおきましてにおきましてにおきましてマイマイマイマイナナナナスススス 10%のののの温温温温室効果室効果室効果室効果ガガガガスススス削減削減削減削減のののの目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げておりますげておりますげておりますげております。。。。ここここのののの目目目目標標標標にににに向向向向かいましてかいましてかいましてかいまして、、、、日日日日々々々々温暖化温暖化温暖化温暖化防止対策防止対策防止対策防止対策にににに地域地域地域地域ぐぐぐぐるみでるみでるみでるみで取取取取りりりり組組組組んできているわんできているわんできているわんできているわけけけけであであであでありますがりますがりますがりますが、、、、目目目目標達成標達成標達成標達成にににに向向向向けけけけましてはまだまだましてはまだまだましてはまだまだましてはまだまだ課題課題課題課題がががが多多多多いというのがいというのがいというのがいというのが実情実情実情実情でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、ささささらにらにらにらに積極積極積極積極的的的的なななな施策施策施策施策をををを必必必必要要要要としているようにとしているようにとしているようにとしているように思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ちょうどちょうどちょうどちょうど 1 年年年年前前前前、、、、平成平成平成平成 19 年年年年 3 月月月月にはにはにはには、、、、そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、環境文化環境文化環境文化環境文化都都都都市市市市宣宣宣宣言言言言をををを決決決決議議議議しししし、、、、地域地域地域地域のののの自然自然自然自然文化文化文化文化にににに配慮配慮配慮配慮しししし、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの営営営営みがみがみがみが両立両立両立両立すすすするようなるようなるようなるような、、、、そんなそんなそんなそんな都都都都市市市市をををを目目目目指指指指すすすすべべべべくくくく、、、、ここここれをれをれをれを文化文化文化文化経済自立都経済自立都経済自立都経済自立都市市市市というというというという将来都将来都将来都将来都市市市市像像像像としてとしてとしてとして掲掲掲掲げましてげましてげましてげまして、、、、さらにさらにさらにさらに一一一一層層層層のののの努力努力努力努力にににに励励励励んでいんでいんでいんでいるところでありまするところでありまするところでありまするところであります。。。。 

  本日本日本日本日ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがががが皆様方皆様方皆様方皆様方にとりましてにとりましてにとりましてにとりまして、、、、またまたまたまた私私私私どもどもどもども地域地域地域地域にとりましてにとりましてにとりましてにとりまして有有有有意義意義意義意義なものになものになものになものになりなりなりなり、、、、まさにまさにまさにまさにゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというというというという大大大大きなきなきなきな目目目目標標標標にににに向向向向けけけけてさらにてさらにてさらにてさらに取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいけけけけるようなるようなるようなるような、、、、そんなそんなそんなそんな契機契機契機契機となればということをとなればということをとなればということをとなればということを祈祈祈祈念念念念いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、主催者主催者主催者主催者のあいさつとさのあいさつとさのあいさつとさのあいさつとさせせせせていただきていただきていただきていただきますますますます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションフォーラムッションフォーラムッションフォーラムッションフォーラム、、、、藤村宏幸会長藤村宏幸会長藤村宏幸会長藤村宏幸会長よりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつよりごあいさつ申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長 

  ただいまごただいまごただいまごただいまご紹介紹介紹介紹介にあずかりましたにあずかりましたにあずかりましたにあずかりました藤村藤村藤村藤村でございますでございますでございますでございます。。。。本日本日本日本日、、、、「「「「ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラムムムム IN IIDA」」」」のののの開会開会開会開会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、一言一言一言一言ごあいさつさごあいさつさごあいさつさごあいさつさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。 

  まずまずまずまずはははは、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては 70周周周周年記念年記念年記念年記念をおをおをおをお迎迎迎迎えになってえになってえになってえになって、、、、ほんとうにおめでたいほんとうにおめでたいほんとうにおめでたいほんとうにおめでたいことだとことだとことだとことだと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にににに、、、、飯田市様飯田市様飯田市様飯田市様はははは、、、、環境環境環境環境、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域地域地域地域興興興興しのしのしのしの面面面面でででで大変大変大変大変有名有名有名有名でございでございでございでござい
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ましてましてましてまして、、、、私私私私ももももテテテテレビレビレビレビをををを通通通通じましてじましてじましてじまして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、新新新新聞聞聞聞をををを通通通通じましてじましてじましてじまして、、、、非常非常非常非常にすばらしいにすばらしいにすばらしいにすばらしい地域地域地域地域だなというだなというだなというだなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりまっておりまっておりまっておりましたがしたがしたがしたが、、、、今回初今回初今回初今回初めてめてめてめて訪訪訪訪問問問問することができましてすることができましてすることができましてすることができまして、、、、私私私私もももも田田田田舎舎舎舎育育育育ちではあるんですちではあるんですちではあるんですちではあるんですけけけけどどどど、、、、こんなすばらしいこんなすばらしいこんなすばらしいこんなすばらしい地域地域地域地域があるのだということをがあるのだということをがあるのだということをがあるのだということを実実実実感感感感いたしいたしいたしいたしましましましましたたたた。。。。牧野市長牧野市長牧野市長牧野市長さんのさんのさんのさんの大変大変大変大変すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい指導力指導力指導力指導力、、、、そしてそしてそしてそして市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは行政行政行政行政にににに携携携携わわわわっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方、、、、NGO のののの方方方方、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方がこういうがこういうがこういうがこういう成果成果成果成果をををを獲得獲得獲得獲得されているんだなとされているんだなとされているんだなとされているんだなと、、、、そそそそしてしてしてして、、、、これからもますますこれからもますますこれからもますますこれからもますます発展発展発展発展されていくんだなということをされていくんだなということをされていくんだなということをされていくんだなということを実実実実感感感感いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。今回今回今回今回ののののこのこのこのこのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムはははは、、、、STELA WINDOW というというというという市民市民市民市民グループグループグループグループのののの方方方方々々々々とごとごとごとご一一一一緒緒緒緒ささささせせせせていただくていただくていただくていただくことができましてことができましてことができましてことができまして、、、、大変大変大変大変ありがたくありがたくありがたくありがたく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  きょうはきょうはきょうはきょうは、、、、雨雨雨雨のののの中中中中、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方ごごごご参加参加参加参加いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、市市市市長長長長さんにはさんにはさんにはさんには、、、、市議会期間中市議会期間中市議会期間中市議会期間中でででで大変大変大変大変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、わざわざごあいさつまでいただきましてわざわざごあいさつまでいただきましてわざわざごあいさつまでいただきましてわざわざごあいさつまでいただきまして、、、、まことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございますまことにありがとうございます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、記念講演記念講演記念講演記念講演をしていただきますをしていただきますをしていただきますをしていただきます、、、、鈴鹿短期大学鈴鹿短期大学鈴鹿短期大学鈴鹿短期大学のののの佐治佐治佐治佐治先生先生先生先生、、、、そしてそしてそしてそして雲龍雲龍雲龍雲龍さんさんさんさん、、、、笛笛笛笛のののの演奏演奏演奏演奏をしていただをしていただをしていただをしていただけけけけるわるわるわるわけけけけでございまでございまでございまでございますがすがすがすが、、、、大変大変大変大変ありがありがありがありがたいことだとたいことだとたいことだとたいことだと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、またまたまたまた、、、、今回今回今回今回このこのこのこのゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムをををを開催開催開催開催されされされされるにるにるにるに当当当当たってたってたってたって大変大変大変大変努力努力努力努力をしてくださいましをしてくださいましをしてくださいましをしてくださいましたたたた市市市市、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは NGO のののの関係者関係者関係者関係者のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、、、、そしてそしてそしてそして国連大学国連大学国連大学国連大学のののの関係者関係者関係者関係者のののの方方方方にににに感感感感謝謝謝謝いたしいたしいたしいたしておりますておりますておりますております。。。。 

  先先先先ほどおほどおほどおほどお話話話話ありましたようにありましたようにありましたようにありましたように、、、、国連国連国連国連がががが 1992 年年年年にににに、、、、リリリリオオオオのののの環境環境環境環境サミットサミットサミットサミットでででで、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展というというというというコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトをををを打打打打ちちちち出出出出されましてされましてされましてされまして、、、、それをそれをそれをそれを現実現実現実現実のののの問題問題問題問題としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように進進進進めていくめていくめていくめていくかということでかということでかということでかということで、、、、そのそのそのその行動行動行動行動のためのためのためのためのののの基本的基本的基本的基本的ななななコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトとしてとしてとしてとして、、、、94 年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学がががが持続可持続可持続可持続可能能能能なななな社社社社会会会会をををを構構構構築築築築するためのするためのするためのするためのアプローアプローアプローアプローチチチチののののコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトとしてとしてとしてとしてゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションをををを提提提提示示示示されたされたされたされたわわわわけけけけですですですです。。。。幸幸幸幸いにいにいにいに、、、、社社社社会会会会からのからのからのからの大変大変大変大変なななな支援支援支援支援をををを受受受受けけけけましてましてましてまして、、、、中中中中央央央央のののの行政行政行政行政、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地方地方地方地方自自自自治治治治体体体体、、、、村村村村づづづづくりくりくりくり、、、、町町町町おこおこおこおこしししし、、、、そしてそしてそしてそして企企企企業業業業のののの生産生産生産生産活活活活動動動動、、、、企企企企業活業活業活業活動動動動、、、、それからそれからそれからそれから家庭家庭家庭家庭におにおにおにおけけけけるるるる生生生生活活活活行動態行動態行動態行動態度度度度、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション的的的的なななな方方方方向向向向でででで進進進進化化化化・・・・普及普及普及普及されていったわされていったわされていったわされていったわけけけけですがですがですがですが、、、、なおなおなおなお一一一一層層層層そそそそれをれをれをれを促進促進促進促進するためにするためにするためにするために、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムというというというという組織組織組織組織がががが国連大学国連大学国連大学国連大学のののの中中中中にできましにできましにできましにできましてててて、、、、以来以来以来以来、、、、活活活活動動動動をををを続続続続けけけけているわているわているわているわけけけけでございますがでございますがでございますがでございますが、、、、現現現現時時時時点点点点におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、1 つはつはつはつは、、、、東南東南東南東南アアアアジアジアジアジア、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはヨヨヨヨーロッーロッーロッーロッパパパパもももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、諸外諸外諸外諸外国国国国ににににゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションののののアプローアプローアプローアプローチチチチ、、、、考考考考ええええ方方方方、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその進行進行進行進行のののの状態状態状態状態をををを紹介紹介紹介紹介しししし、、、、海外海外海外海外においてにおいてにおいてにおいてゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションをををを普及普及普及普及ささささせせせせるというるというるというるという教宣支援運動教宣支援運動教宣支援運動教宣支援運動がががが 1 つつつつ大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、やはりやはりやはりやはり何何何何といいまといいまといいまといいましてもしてもしてもしても、、、、生生生生きききき生生生生きとしたきとしたきとしたきとした地方地方地方地方、、、、地域地域地域地域をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げていくげていくげていくげていく。。。。これはこれはこれはこれは全全全全くくくく新新新新しいしいしいしいコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトののののもとでもとでもとでもとで、、、、新新新新しいしいしいしい文文文文明明明明をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げるということになるわげるということになるわげるということになるわげるということになるわけけけけですがですがですがですが、、、、そのそのそのその活活活活動動動動をををを支援支援支援支援していしていしていしていくということがくということがくということがくということが大大大大きなきなきなきな仕仕仕仕事事事事になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというのはというのはというのはというのは、、、、ごみをごみをごみをごみをゼロゼロゼロゼロにするというにするというにするというにするという非常非常非常非常にににに狭狭狭狭義義義義ななななアプローアプローアプローアプローチチチチとととと思思思思わわわわれているれているれているれている面面面面もあるわもあるわもあるわもあるわけけけけですがですがですがですが、、、、そうではございまそうではございまそうではございまそうではございませせせせんでんでんでんで、、、、非常非常非常非常にににに広範囲広範囲広範囲広範囲のののの問題問題問題問題をををを取取取取りりりり扱扱扱扱っっっっておりますておりますておりますております。。。。ですからですからですからですから、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会をつくるためでございをつくるためでございをつくるためでございをつくるためでございますのでますのでますのでますので、、、、資源資源資源資源問題問題問題問題、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題、、、、経済経済経済経済問題問題問題問題、、、、それのそれのそれのそれの新新新新しいしいしいしい格好格好格好格好でのでのでのでのバランスバランスバランスバランスといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、有機有機有機有機的的的的なありなありなありなあり方方方方、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるるそういうものをそういうものをそういうものをそういうものを目目目目指指指指しているわしているわしているわしているわけけけけでございますでございますでございますでございます。。。。 

  きょうのきょうのきょうのきょうの講演講演講演講演、「、「、「、「からだはからだはからだはからだは地球地球地球地球からできているからできているからできているからできている」、」、」、」、これはこれはこれはこれは全全全全くくくく趣旨趣旨趣旨趣旨としてとしてとしてとして根底根底根底根底はははは全全全全くくくく同同同同じじじじでございましてでございましてでございましてでございまして、、、、私私私私たちたちたちたちはははは、、、、母母母母なるこのなるこのなるこのなるこの美美美美しいしいしいしい地球地球地球地球をををを次次次次のののの世代世代世代世代にににに引引引引きききき継継継継いでいくいでいくいでいくいでいく、、、、引引引引きききき渡渡渡渡していくしていくしていくしていく、、、、こういうこういうこういうこういうコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトのもとでのもとでのもとでのもとで生産生産生産生産活活活活動動動動もももも生生生生活活活活活活活活動動動動もやっていかなきもやっていかなきもやっていかなきもやっていかなきゃゃゃゃいいいいけけけけないないないない。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、そのそのそのその基基基基盤盤盤盤になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、新新新新しいしいしいしい文文文文明明明明のもとでのもとでのもとでのもとで構構構構築築築築されるでされるでされるでされるであろうあろうあろうあろう地域地域地域地域のののの新新新新しいしいしいしい形形形形であろうであろうであろうであろう。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、牧野市長牧野市長牧野市長牧野市長さんをさんをさんをさんを中中中中心心心心としてとしてとしてとして、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市はははは大変大変大変大変ななななポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルルルルをををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますしいますしいますしいますし、、、、経験経験経験経験もももも積積積積みみみみ上上上上げてきていらっしげてきていらっしげてきていらっしげてきていらっしゃゃゃゃいいいいますますますます。。。。きのうもきのうもきのうもきのうも、、、、市長市長市長市長さんからさんからさんからさんから歴史歴史歴史歴史的的的的なななな背景背景背景背景もおもおもおもお伺伺伺伺いしていしていしていして、、、、なるほどとなるほどとなるほどとなるほどと思思思思ったわったわったわったわけけけけですがですがですがですが、、、、非常非常非常非常にににに自己自己自己自己開開開開発発発発にににに努努努努められているめられているめられているめられている地域地域地域地域だというだというだというだというふふふふうにもうにもうにもうにも、、、、歴史歴史歴史歴史的的的的なななな理由理由理由理由があるんだなということをがあるんだなということをがあるんだなということをがあるんだなということを実実実実感感感感いたしいたしいたしいたし
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ましたましたましたました。。。。そのそのそのその辺辺辺辺、、、、環境環境環境環境都都都都市市市市モデモデモデモデルルルル地域地域地域地域としてとしてとしてとして総総総総合合合合 5位位位位でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、10万万万万からからからから 30万万万万ではではではでは 2位位位位とととということでございますいうことでございますいうことでございますいうことでございます。。。。これはすばらしいことだとこれはすばらしいことだとこれはすばらしいことだとこれはすばらしいことだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、私私私私はははは、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市ががががぜひぜひぜひぜひ世界世界世界世界一一一一のののの、、、、世界世界世界世界でででで初初初初めてのめてのめてのめての新新新新しいしいしいしいコンコンコンコンセセセセプトプトプトプト、、、、新新新新しいしいしいしい文文文文明明明明のもとでのもとでのもとでのもとで成成成成りりりり立立立立ったったったった地域地域地域地域、、、、これはこれはこれはこれは飯飯飯飯田市田市田市田市とととと周辺周辺周辺周辺のののの農村農村農村農村、、、、山山山山村村村村、、、、森林森林森林森林をををを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、自立自立自立自立したしたしたした、、、、生生生生きききき生生生生きとしたきとしたきとしたきとした、、、、雇用雇用雇用雇用がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん創出創出創出創出さささされたれたれたれた、、、、そういうそういうそういうそういう地域地域地域地域になるになるになるになるポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルルルル、、、、能能能能力力力力をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの地域地域地域地域だというだというだというだというふふふふうにうにうにうに実実実実感感感感しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  私私私私どもとしましてもどもとしましてもどもとしましてもどもとしましても、、、、力力力力はははは強強強強くございまくございまくございまくございませせせせんんんん、、、、微力微力微力微力ではございますがではございますがではございますがではございますが、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方のおのおのおのお役役役役にににに立立立立てるならてるならてるならてるなら大変光大変光大変光大変光栄栄栄栄なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今後今後今後今後、、、、私私私私どもどもどもどもをををを、、、、ぜひぜひぜひぜひ有効有効有効有効におにおにおにお使使使使いいたいいたいいたいいただだだだけけけければればればれば、、、、このこのこのこの上上上上ないないないない幸幸幸幸いでございますいでございますいでございますいでございます。。。。どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。（（（（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

  ここでここでここでここで、、、、このこのこのこの後後後後のののの基調提案基調提案基調提案基調提案のためののためののためののための準備準備準備準備をさをさをさをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。いましばらくおいましばらくおいましばらくおいましばらくお待待待待ちくちくちくちくださいださいださいださい。。。。 （（（（舞台準備舞台準備舞台準備舞台準備）））） 
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基調提案基調提案基調提案基調提案 

 司会司会司会司会     おおおお待待待待たたたたせせせせいたしいたしいたしいたしましたましたましたました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、基調提案基調提案基調提案基調提案にににに移移移移りますりますりますります。。。。おおおお話話話話しいただきますのはしいただきますのはしいただきますのはしいただきますのは、、、、国国国国際連合大学際連合大学際連合大学際連合大学ゼロエミッションフォーラムアドバイザーゼロエミッションフォーラムアドバイザーゼロエミッションフォーラムアドバイザーゼロエミッションフォーラムアドバイザー、、、、工工工工学学学学博士博士博士博士、、、、坂本坂本坂本坂本憲一様憲一様憲一様憲一様ですですですです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ拍手拍手拍手拍手でおでおでおでお迎迎迎迎えくださいえくださいえくださいえください。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 坂本坂本坂本坂本アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。ただいまごただいまごただいまごただいまご紹介紹介紹介紹介いただきましたいただきましたいただきましたいただきました、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの坂本坂本坂本坂本でございますでございますでございますでございます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、30分分分分ばかりばかりばかりばかり、「、「、「、「みどりみどりみどりみどりのののの地球地球地球地球をををを次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき渡渡渡渡そうそうそうそう－－－－伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化をををを活活活活かしかしかしかしてててて持続可持続可持続可持続可能能能能なななな飯田飯田飯田飯田へへへへ－」－」－」－」ということでおということでおということでおということでお話話話話をさをさをさをさせせせせていただきたいていただきたいていただきたいていただきたいとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  今今今今、、、、市長市長市長市長さんからもさんからもさんからもさんからも、、、、私私私私どものどものどものどもの会会会会長長長長からもごからもごからもごからもご紹介紹介紹介紹介がありましたがありましたがありましたがありましたがががが、、、、現在現在現在現在のののの地球地球地球地球、、、、社社社社会会会会はははは、、、、このままこのままこのままこのまま存存存存続続続続ができるであろうかができるであろうかができるであろうかができるであろうかどうかどうかどうかどうかということでということでということでということで非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな危機危機危機危機にににに直面直面直面直面してしてしてしておりまおりまおりまおりますすすす。。。。いろんないろんないろんないろんな問題問題問題問題があるわがあるわがあるわがあるわけけけけでございますがでございますがでございますがでございますが、、、、特特特特にににに地球環境地球環境地球環境地球環境悪悪悪悪化化化化のののの問題問題問題問題、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ごごごご承知承知承知承知のようにのようにのようにのように、、、、化化化化石燃料過剰使用石燃料過剰使用石燃料過剰使用石燃料過剰使用によるによるによるによる CO2濃濃濃濃度度度度のののの急上急上急上急上昇昇昇昇やややや地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化、、、、それともそれともそれともそれともうううう一一一一つはつはつはつは、、、、地球地球地球地球資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、これはこれはこれはこれは大大大大量生産量生産量生産量生産・・・・大大大大量消費量消費量消費量消費によるによるによるによる地球地球地球地球資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇がががが、、、、そのそのそのその大大大大きいきいきいきい要要要要因因因因でででであろうとあろうとあろうとあろうと考考考考えられておりますえられておりますえられておりますえられております。。。。 こういうこういうこういうこういう認識認識認識認識ははははかなりかなりかなりかなり前前前前からからからから持持持持たれておりまたれておりまたれておりまたれておりまししししたたたた。。。。ごごごご承知承知承知承知のようにのようにのようにのように、、、、92 年年年年ににににはははは、、、、今今今今からからからからちょうどちょうどちょうどちょうど 16 年年年年前前前前でございますでございますでございますでございますがががが、、、、地球地球地球地球サミットサミットサミットサミットがががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。そのそのそのその背景背景背景背景はははは、、、、今今今今申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、スライドスライドスライドスライド３３３３のののの左側左側左側左側にににに書書書書きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、自然自然自然自然環境環境環境環境悪悪悪悪化化化化のののの問題問題問題問題とととと、、、、資源枯渇資源枯渇資源枯渇資源枯渇がががが限限限限界界界界ににににきているきているきているきているということということということということ。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、社社社社会会会会経済経済経済経済的的的的なななな要要要要因因因因でございますでございますでございますでございます。。。。ごごごご承知承知承知承知のようのようのようのようにににに、、、、南北南北南北南北問題問題問題問題やややや世代間世代間世代間世代間のののの問題問題問題問題でででで、、、、対立対立対立対立がががが激激激激化化化化しているしているしているしている。。。。こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、価値観価値観価値観価値観・・・・ライフスライフスライフスライフスタタタタイルイルイルイルをををを見見見見直直直直してしてしてして変変変変革革革革しようというしようというしようというしようという 1 つのつのつのつの動動動動きがきがきがきが出出出出てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。それにそれにそれにそれに対対対対ししししてててて、、、、どのようにやるかということはどのようにやるかということはどのようにやるかということはどのようにやるかということは、、、、国国国国のののの間間間間におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、国内国内国内国内におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、一方一方一方一方的的的的にににに物物物物のののの考考考考ええええ方方方方をををを押押押押しつしつしつしつけけけけるということではなくてるということではなくてるということではなくてるということではなくて、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが相相相相談談談談しししし合合合合ってってってって、、、、理理理理解解解解しししし合合合合っっっってててて、、、、合意合意合意合意してしてしてして、、、、それでそれでそれでそれで 1 つのつのつのつの政策政策政策政策をつくっていこうをつくっていこうをつくっていこうをつくっていこう、、、、こういうこういうこういうこういうプロプロプロプロセセセセススススをををを考考考考ええええ出出出出したわしたわしたわしたわけけけけでございますでございますでございますでございます。。。。ここにここにここにここに、、、、行政行政行政行政、、、、市民市民市民市民、、、、企企企企業業業業のののの連連連連携携携携とととと協働協働協働協働があるがあるがあるがある、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会ががががこういこういこういこういううううステップステップステップステップででででできていくであろうできていくであろうできていくであろうできていくであろう、、、、そういうことでございますそういうことでございますそういうことでございますそういうことでございます。。。。 

  92 年年年年のののの地球地球地球地球サミットサミットサミットサミットのののの結論結論結論結論はははは、、、、アジェンアジェンアジェンアジェンダダダダ 21 というというというという行動計画行動計画行動計画行動計画のののの形形形形でででで報告報告報告報告されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、
4 つのつのつのつの内内内内容容容容からできておりまからできておりまからできておりまからできておりましてしてしてして、、、、1 つはつはつはつは、、、、スライドスライドスライドスライド４４４４のののの左左左左上上上上にににに書書書書きましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、社社社社会的会的会的会的、、、、経済経済経済経済的的的的なななな問題問題問題問題、、、、それとそれとそれとそれと、、、、右右右右側側側側のところにありますのところにありますのところにありますのところにあります、、、、開開開開発資源発資源発資源発資源のののの保保保保護管護管護管護管理理理理のののの問題問題問題問題、、、、それとそれとそれとそれと、、、、だれがそういうだれがそういうだれがそういうだれがそういう役役役役割割割割をををを担担担担うかということでございますうかということでございますうかということでございますうかということでございます。。。。特特特特にににに赤赤赤赤いいいい字字字字でででで書書書書きましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、報報報報告告告告書書書書のののの中中中中でででで記記記記載載載載されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、、、、政政政政府府府府とかとかとかとか行政体行政体行政体行政体がががが実施実施実施実施するのはするのはするのはするのは当当当当然然然然でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、ここでここでここでここで強強強強調調調調しておりますのはしておりますのはしておりますのはしておりますのは、、、、女性女性女性女性とかとかとかとか、、、、子供子供子供子供とかとかとかとか、、、、青青青青年年年年、、、、NGO、、、、今今今今までまでまでまで社社社社会会会会のののの弱弱弱弱者者者者とととと考考考考えられていたえられていたえられていたえられていたグループグループグループグループがががが大大大大きなきなきなきな役役役役目目目目をををを担担担担わなわなわなわなけけけければいればいればいればいけけけけないないないない、、、、そういうことでございますそういうことでございますそういうことでございますそういうことでございます。。。。特特特特にににに、、、、地球地球地球地球のののの人人人人口口口口はははは今今今今六十六十六十六十数数数数億億億億人人人人ございますがございますがございますがございますが、、、、先進先進先進先進国国国国はははは 3分分分分のののの 1、、、、途途途途上国上国上国上国はははは 3分分分分のののの 2 でごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、先進先進先進先進国国国国にににに蓄蓄蓄蓄えられたいろいろなえられたいろいろなえられたいろいろなえられたいろいろな資源資源資源資源をををを途途途途上国上国上国上国にににに移移移移転転転転をしてをしてをしてをして、、、、地球地球地球地球全体全体全体全体としてとしてとしてとしてバランスバランスバランスバランスをとっていこうをとっていこうをとっていこうをとっていこうとととと、、、、こういうここういうここういうここういうことでございますとでございますとでございますとでございます。。。。 

  ちょっとちょっとちょっとちょっとひひひひるがえってるがえってるがえってるがえって、、、、我我我我々々々々のののの日本日本日本日本はどうであったかということをはどうであったかということをはどうであったかということをはどうであったかということを考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思いいいいますますますますがががが、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな意意意意味味味味でででで今今今今江戸江戸江戸江戸期期期期というのがというのがというのがというのが研究研究研究研究のののの対対対対象象象象になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、ああああのののの江戸江戸江戸江戸期期期期はははは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな、、、、あるあるあるある種種種種のそういうのそういうのそういうのそういう社社社社会会会会ができていたんじができていたんじができていたんじができていたんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという認識認識認識認識ででででございますございますございますございます。。。。もちろんそのもちろんそのもちろんそのもちろんその当時当時当時当時はははは人人人人口口口口がががが 3,000万人台万人台万人台万人台、、、、平平平平均寿命均寿命均寿命均寿命もももも 40歳歳歳歳とかとかとかとか、、、、50歳歳歳歳にいっにいっにいっにいっ
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ていたかていたかていたかていたかどうかどうかどうかどうかわからないわからないわからないわからない状況状況状況状況、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん電気製品電気製品電気製品電気製品もないもないもないもない、、、、電車電車電車電車やややや車車車車もももも飛飛飛飛行機行機行機行機もないもないもないもない、、、、高高高高層層層層ビビビビルルルルもなかったもなかったもなかったもなかった。。。。我我我我々々々々はははは江戸江戸江戸江戸期期期期にににに戻戻戻戻るこるこるこることはできまとはできまとはできまとはできませせせせんんんんけけけけれどもれどもれどもれども、、、、そのそのそのその時代時代時代時代のののの知知知知恵恵恵恵をををを現現現現代代代代にににに生生生生かすことはできようかすことはできようかすことはできようかすことはできよう、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えるえるえるえる人人人人がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん増増増増えてまいりましたえてまいりましたえてまいりましたえてまいりました。。。。そこにそこにそこにそこに培培培培われたわれたわれたわれた持続可能持続可能持続可能持続可能ななななライフスライフスライフスライフスタタタタイルイルイルイルというものをもうというものをもうというものをもうというものをもう一一一一回回回回学学学学びびびび直直直直してしてしてして、、、、今生今生今生今生きるきるきるきる社社社社会会会会にににに活活活活用用用用していこうとしていこうとしていこうとしていこうと、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが出出出出てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。 

  例例例例をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。このこのこのこの資料資料資料資料はははは、、、、スライドスライドスライドスライドのののの下下下下にににに書書書書いておりますようにいておりますようにいておりますようにいておりますように、、、、日本日本日本日本青青青青年会年会年会年会議所議所議所議所（（（（ＪＣＪＣＪＣＪＣ））））がががが 95 年年年年というというというという早早早早いいいい時期時期時期時期にまとめにまとめにまとめにまとめ上上上上げたげたげたげた報告報告報告報告書書書書をををを引用引用引用引用しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、非常非常非常非常ににににすばらしいすばらしいすばらしいすばらしいレポレポレポレポートートートートでございますでございますでございますでございます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、衣類衣類衣類衣類にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、昔昔昔昔はははは天天天天然然然然素材素材素材素材をををを使使使使ってってってっていたいたいたいた。。。。それからそれからそれからそれから、、、、縫製縫製縫製縫製もももも非常非常非常非常にににに簡単簡単簡単簡単。。。。そしてそしてそしてそしてリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしやすいしやすいしやすいしやすい。。。。それをそれをそれをそれを徹徹徹徹底底底底的的的的にににに使使使使うううう。。。。最最最最後後後後ははははおおおおむむむむつだったわつだったわつだったわつだったわけけけけですですですです。。。。私私私私はははは、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと皆様皆様皆様皆様よりよりよりよりもももも時代時代時代時代がががが古古古古いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも私私私私がががが育育育育ったったったった子供子供子供子供のののの時代時代時代時代はそういうはそういうはそういうはそういう社社社社会会会会でございましたでございましたでございましたでございました。。。。それをそれをそれをそれを支支支支えるだえるだえるだえるだけけけけのののの古着古着古着古着市場市場市場市場、、、、今今今今、、、、別別別別のののの意意意意味味味味でできておりますでできておりますでできておりますでできておりますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの時代時代時代時代にはにはにはには、、、、ちちちちゃゃゃゃんとしたそうしたものをんとしたそうしたものをんとしたそうしたものをんとしたそうしたものをリリリリユユユユーーーースススス、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルするするするする市場市場市場市場がががが整整整整っていたということでありますっていたということでありますっていたということでありますっていたということであります。。。。  現在現在現在現在はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。いろんないろんないろんないろんな素材素材素材素材がががが出出出出てまいりまてまいりまてまいりまてまいりましたしたしたした。。。。オオオオーーーーダダダダーーーー化化化化してきてしてきてしてきてしてきて、、、、1回回回回着着着着てしまうとてしまうとてしまうとてしまうと、、、、もうそれがもうそれがもうそれがもうそれが使使使使えないえないえないえないススススタタタタイルイルイルイルになってしまになってしまになってしまになってしまっているっているっているっている。。。。いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる使使使使いいいい捨捨捨捨てのてのてのての衣類衣類衣類衣類、、、、そういうそういうそういうそういう社社社社会会会会になっているといになっているといになっているといになっているということでうことでうことでうことでございますございますございますございます。。。。 

  食食食食にににに関関関関してはいかがでしょうかしてはいかがでしょうかしてはいかがでしょうかしてはいかがでしょうか。。。。これこれこれこれ、、、、皆様皆様皆様皆様ごごごご承知承知承知承知のようにのようにのようにのように、、、、昔昔昔昔はははは自然自然自然自然食品食品食品食品中中中中心心心心だっただっただっただったわわわわけけけけですですですですねねねね、、、、食品食品食品食品内内内内容容容容にににに関関関関してはしてはしてはしては。。。。太陽太陽太陽太陽のもとでのもとでのもとでのもとで育育育育ったったったった植植植植物中物中物中物中心心心心。。。。だからだからだからだから、、、、今今今今のののの言葉言葉言葉言葉でででで言言言言うならばうならばうならばうならば、、、、健康健康健康健康なななな食品食品食品食品でででで、、、、現現現現代代代代はははは旬旬旬旬のないのないのないのない食食食食物物物物、、、、それはそれはそれはそれは、、、、旬旬旬旬でないときでないときでないときでないときのののの食食食食べべべべ物物物物をををを食食食食べべべべらららられるということもれるということもれるということもれるということも喜喜喜喜びびびびでしょうでしょうでしょうでしょうけけけけれどもれどもれどもれども、、、、やっやっやっやっぱぱぱぱりほんとうのりほんとうのりほんとうのりほんとうの食食食食のありがたみというのはのありがたみというのはのありがたみというのはのありがたみというのは旬旬旬旬のときにいただくのがほんとうののときにいただくのがほんとうののときにいただくのがほんとうののときにいただくのがほんとうの食食食食べべべべ物物物物だとだとだとだと、、、、私私私私はははは思思思思っているわっているわっているわっているわけけけけでありでありでありでありますますますます。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、世界世界世界世界のののの食品食品食品食品がががが入入入入ってくるようになりましたってくるようになりましたってくるようになりましたってくるようになりました。。。。最近最近最近最近いろいろないろいろないろいろないろいろな問題問題問題問題がががが起起起起きてきてきてきて、、、、顕顕顕顕在在在在化化化化ししししてまいっておりまてまいっておりまてまいっておりまてまいっておりますすすすけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ここここれもそのれもそのれもそのれもその一環一環一環一環であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思いますいますいますいます。。。。食食食食べべべべ方方方方はははは、、、、自分自分自分自分でででで調調調調理理理理するするするする、、、、こういうことでございまこういうことでございまこういうことでございまこういうことでございましたしたしたした。。。。現現現現代代代代はははは、、、、加加加加工工工工食品食品食品食品のののの比比比比重重重重がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい。。。。内内内内容容容容もももも、、、、粗食粗食粗食粗食、、、、ぜぜぜぜいたくをしないいたくをしないいたくをしないいたくをしない、、、、それからそれからそれからそれから食食食食べべべべ残残残残さないさないさないさない。。。。私私私私もももも、、、、子供子供子供子供のののの時時時時分分分分、、、、母母母母親親親親からからからから厳厳厳厳しくししくししくししくしつつつつけけけけられたことをられたことをられたことをられたことを思思思思いいいい出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。現在現在現在現在日本日本日本日本はははは、、、、米米米米をををを除除除除いていていていて 70%はははは海外海外海外海外からのからのからのからの食品食品食品食品。。。。なおかつなおかつなおかつなおかつ、、、、投入投入投入投入されたされたされたされた食品食品食品食品のののの 3 分分分分のののの 1 はははは残残残残飯廃棄物飯廃棄物飯廃棄物飯廃棄物としてとしてとしてとして出出出出ているているているている。。。。私私私私はははは、、、、こういうこういうこういうこういう機機機機会会会会があるとがあるとがあるとがあると皆様皆様皆様皆様にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ申申申申しししし上上上上げるわげるわげるわげるわけけけけですがですがですがですが、、、、そういうそういうそういうそういう社社社社会会会会はははは続続続続かないかないかないかないねねねねとととと。。。。私私私私はそはそはそはそれれれれがががが実実実実感感感感ででででございますございますございますございます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーにににに関関関関してはどうでしょうかしてはどうでしょうかしてはどうでしょうかしてはどうでしょうか。。。。昔昔昔昔はははは、、、、太陽太陽太陽太陽とともにとともにとともにとともに起起起起きてきてきてきて、、、、太陽太陽太陽太陽がががが落落落落ちるとともにちるとともにちるとともにちるとともに生生生生活活活活をををを終終終終えてえてえてえて寝寝寝寝るるるる、、、、こういうこういうこういうこういう生生生生活活活活でございましたでございましたでございましたでございました。。。。照照照照明明明明もももも、、、、ろうそくはろうそくはろうそくはろうそくは、、、、そのそのそのその 95%はははは 1 年年年年ないしないしないしないし 2 年年年年前前前前のののの植植植植物物物物性性性性のののの油油油油でででで、、、、化化化化石燃料石燃料石燃料石燃料はははは使使使使っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった。。。。暖暖暖暖房房房房もももも、、、、炭炭炭炭やたきやたきやたきやたきぎぎぎぎ、、、、自然自然自然自然にににに出出出出るものをるものをるものをるものを使使使使っていっていっていっていたたたた。。。。森林森林森林森林をををを壊壊壊壊さないさないさないさない範囲範囲範囲範囲でででで使使使使っていたわっていたわっていたわっていたわけけけけでございでございでございでございますますますます。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、ライフスライフスライフスライフスタタタタイルイルイルイルでございますでございますでございますでございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、寒寒寒寒ささささ・・・・暑暑暑暑さにさにさにさに強強強強かったかったかったかった。。。。現現現現在在在在はははは、、、、豊豊豊豊かになったおかげでかになったおかげでかになったおかげでかになったおかげで人人人人間間間間がががが弱弱弱弱くなったくなったくなったくなった。。。。そしてそしてそしてそして、、、、快適快適快適快適だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる温度温度温度温度幅幅幅幅がががが非常非常非常非常にににに狭狭狭狭くなったくなったくなったくなった。。。。20 度近度近度近度近辺辺辺辺のののの数度数度数度数度におさまってしまにおさまってしまにおさまってしまにおさまってしまっているっているっているっている。。。。だからだからだからだから冷冷冷冷暖暖暖暖房負荷房負荷房負荷房負荷がががが非常非常非常非常にににに増増増増大大大大するするするする、、、、そういうことでありますそういうことでありますそういうことでありますそういうことであります。。。。 動動動動力力力力はどうであったかはどうであったかはどうであったかはどうであったか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、人力人力人力人力もありましたもありましたもありましたもありましたけけけけどどどど、、、、中中中中心心心心はははは牛牛牛牛、、、、馬馬馬馬でででで、、、、歩歩歩歩くくくく社社社社会会会会。。。。現在現在現在現在はははは、、、、車車車車、、、、電車電車電車電車、、、、そういうそういうそういうそういう社社社社会会会会にににに変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、食食食食物物物物貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵。。。。昔昔昔昔はははは基本的基本的基本的基本的にはにはにはには塩蔵塩蔵塩蔵塩蔵とととと乾燥乾燥乾燥乾燥しかなかったわしかなかったわしかなかったわしかなかったわけけけけですですですです。。。。今今今今はははは冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫、、、、冷凍冷凍冷凍冷凍保存保存保存保存。。。。これもこれもこれもこれも非常非常非常非常にすばらしいことにすばらしいことにすばらしいことにすばらしいことだとだとだとだと思思思思いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、逆逆逆逆にににに言言言言ってってってって、、、、家庭家庭家庭家庭のののの電電電電力消費力消費力消費力消費をををを非常非常非常非常にににに高高高高くしているくしているくしているくしているということでということでということでということですすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、生生生生活活活活でのでのでのでの娯楽娯楽娯楽娯楽。。。。これはこれはこれはこれは自然自然自然自然のののの生生生生活活活活のののの中中中中でのでのでのでの楽楽楽楽しみしみしみしみ。。。。盆踊盆踊盆踊盆踊りなんていうのがりなんていうのがりなんていうのがりなんていうのが、、、、
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地域地域地域地域全体全体全体全体がががが集集集集まってまってまってまって、、、、年年年年のののの最大最大最大最大のののの行行行行事事事事だっただっただっただった。。。。飯田市飯田市飯田市飯田市ではではではでは、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、非常非常非常非常にににに美美美美風風風風といいといいといいといいますかますかますかますか、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい伝統伝統伝統伝統がががが残残残残っているっているっているっている、、、、またまたまたまた非常非常非常非常にににに盛盛盛盛んになっているということをんになっているということをんになっているということをんになっているということを聞聞聞聞いていていていて、、、、私私私私はうれしいことだとはうれしいことだとはうれしいことだとはうれしいことだと思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、我我我我々々々々のののの生生生生活活活活がががが非常非常非常非常にににに変変変変わってしまったわってしまったわってしまったわってしまった。。。。 社社社社会会会会全体全体全体全体をををを江戸江戸江戸江戸期期期期とととと現現現現代代代代とをとをとをとを比比比比べべべべてみますとてみますとてみますとてみますと、、、、江戸江戸江戸江戸期期期期はははは、、、、国国国国はははは閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖しておりましたしておりましたしておりましたしておりました。。。。藩藩藩藩もももも、、、、地域地域地域地域のののの基本基本基本基本単単単単位位位位であったわであったわであったわであったわけけけけですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、藩藩藩藩のののの間間間間のののの交流交流交流交流といといといというのもうのもうのもうのも、、、、かなりかなりかなりかなり制制制制限限限限さささされていたれていたれていたれていた。。。。一一一一口口口口でででで言言言言うとうとうとうと、、、、定常定常定常定常型型型型のののの政策政策政策政策をををを江戸幕府江戸幕府江戸幕府江戸幕府がとっていたというがとっていたというがとっていたというがとっていたというふふふふうにうにうにうに考考考考えていいえていいえていいえていいんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思うわうわうわうわけけけけですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、大大大大井川井川井川井川にににに橋橋橋橋がかかっていなかったというがかかっていなかったというがかかっていなかったというがかかっていなかったというのはのはのはのは有有有有名名名名なななな事事事事実実実実ででででございますございますございますございますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、最近最近最近最近、、、、JC のののの本本本本なんかをなんかをなんかをなんかを見見見見ておりますとておりますとておりますとておりますと、、、、多多多多くのくのくのくの川川川川にににに橋橋橋橋がががが制制制制限限限限されていたされていたされていたされていた。。。。それはそれはそれはそれは、、、、軍軍軍軍事的事的事的事的なななな要要要要因因因因だだだだけけけけじじじじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで言言言言うとうとうとうと、、、、公共公共公共公共投投投投資資資資をををを抑抑抑抑えるえるえるえる手手手手法法法法にににに使使使使われていたわれていたわれていたわれていた、、、、こういうこういうこういうこういう見見見見方方方方がされていますがされていますがされていますがされています。。。。既既既既存存存存ののののシステムシステムシステムシステムをををを使使使使っていたっていたっていたっていたということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。現在現在現在現在はいかがはいかがはいかがはいかがかかかか。。。。これはこれはこれはこれは発展発展発展発展重重重重視視視視のののの政策政策政策政策でございますでございますでございますでございます。。。。自由自由自由自由市市市市場場場場ででででのののの競争競争競争競争、、、、世界世界世界世界のののの自由自由自由自由貿易貿易貿易貿易、、、、効効効効率率率率重重重重視視視視。。。。それとそれとそれとそれと、、、、生産生産生産生産拠拠拠拠点点点点のののの世界的世界的世界的世界的なななな再編再編再編再編成成成成がががが行行行行われてわれてわれてわれているいるいるいる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで言言言言うとうとうとうと、、、、個個個個人人人人ののののニニニニーーーーズズズズををををベベベベースースースースにににに成成成成りりりり立立立立っているということだっているということだっているということだっているということだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。現在現在現在現在ののののここここのよのよのよのようなうなうなうなライフスライフスライフスライフスタタタタイルイルイルイルがががが永久永久永久永久にににに続続続続くということはくということはくということはくということは非常非常非常非常にににに難難難難ししししくなってくなってくなってくなってきているきているきているきている。。。。現在現在現在現在、、、、江戸江戸江戸江戸期期期期ののののライフスライフスライフスライフスタタタタイルイルイルイルをもうをもうをもうをもう一一一一回回回回見見見見直直直直しししし、、、、自然自然自然自然とのとのとのとの共共共共生生生生をもをもをもをもっとっとっとっと考考考考えようというえようというえようというえようという活活活活動動動動がががが広広広広がってきていますがってきていますがってきていますがってきています。。。。それとそれとそれとそれと、、、、「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」のののの心心心心というのはというのはというのはというのは
JC のののの資料資料資料資料のののの中中中中でででで非常非常非常非常にににに強強強強調調調調されているわされているわされているわされているわけけけけですがですがですがですが、、、、最近最近最近最近またまたまたまたワワワワンンンンガガガガリリリリ・・・・マーマーマーマータタタタイイイイさんがさんがさんがさんが日日日日本本本本のののの「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」とととといういういういうススススピピピピリリリリッッッッツツツツをををを非常非常非常非常にににに評価評価評価評価されてされてされてされて世界世界世界世界にににに喧喧喧喧伝伝伝伝されたされたされたされた結結結結果果果果、、、、このこのこのこの考考考考ええええ方方方方がががが世界的世界的世界的世界的なななな１１１１つのつのつのつの潮流潮流潮流潮流ににににももももなってきましたなってきましたなってきましたなってきました。。。。現在現在現在現在のののの社社社社会会会会のありのありのありのあり方方方方からもからもからもからも、、、、ライフスライフスライフスライフスタタタタイルイルイルイルをををを変変変変革革革革しししし、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで個個個個人人人人ののののニニニニーーーーズズズズをををを制制制制限限限限したしたしたした、、、、自然自然自然自然とととと調調調調和和和和するするするする生生生生活活活活ということへということへということへということへ動動動動きがきがきがきが始始始始まったまったまったまったのではのではのではのではないかとないかとないかとないかと、、、、私私私私はそのようにはそのようにはそのようにはそのように考考考考えているわえているわえているわえているわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。 ここでここでここでここで、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと物物物物のののの見見見見方方方方をををを考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。日本日本日本日本人人人人はははは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで、、、、日本日本日本日本ががががすばらしいすばらしいすばらしいすばらしい国国国国であるということのであるということのであるということのであるということの認識認識認識認識がまだがまだがまだがまだ少少少少ないないないないのではのではのではのではないかないかないかないかとととと、、、、私私私私はははは思思思思うわうわうわうわけけけけでありでありでありでありますますますます。。。。だだだだけけけけれどもれどもれどもれども、、、、きちっときちっときちっときちっと見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、日本日本日本日本発発発発のののの思想思想思想思想、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会をつくるためをつくるためをつくるためをつくるためのののの日本日本日本日本発発発発のののの思想思想思想思想というのがというのがというのがというのが多多多多くくくく発発発発信信信信されているとされているとされているとされていると感感感感じるわじるわじるわじるわけけけけですですですです。。。。 スライドスライドスライドスライド１０１０１０１０のののの一一一一番番番番上上上上にににに書書書書きましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、社社社社会会会会・・・・経済経済経済経済・・・・環境環境環境環境面面面面からからからから見見見見たたたた指導指導指導指導原原原原理理理理、、、、持続持続持続持続可能可能可能可能性性性性というというというというコンコンコンコンセセセセプトプトプトプト。。。。それとそれとそれとそれと、、、、2番番番番目目目目はははは、、、、そういうそういうそういうそういう社社社社会会会会をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな環環環環境学境学境学境学習習習習、、、、教教教教育育育育、、、、行動行動行動行動をををを記記記記述述述述していますしていますしていますしています。。。。地球地球地球地球のののの秘密秘密秘密秘密であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、キキキキッッッッズズズズ ISO であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、いろんなことがいろんなことがいろんなことがいろんなことが出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、3番番番番目目目目にににに、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを目目目目指指指指すすすす環境環境環境環境・・・・資源面資源面資源面資源面のののの政策政策政策政策。。。。具具具具体体体体的的的的なななな政策政策政策政策としてとしてとしてとして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、エコエコエコエコタウタウタウタウンンンン、、、、3R というものがというものがというものがというものが世界世界世界世界にににに多多多多くくくく発発発発信信信信されているというされているというされているというされているという状況状況状況状況であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。 一一一一番番番番最最最最初初初初のののの、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性ののののコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトでございますがでございますがでございますがでございますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、実実実実はははは日本日本日本日本政政政政府府府府がががが環境環境環境環境とととと発展発展発展発展というというというという問題問題問題問題にににに関関関関してしてしてして国連国連国連国連でででで討討討討議議議議をするようにをするようにをするようにをするように提案提案提案提案されたわされたわされたわされたわけけけけですですですです。。。。それをそれをそれをそれを国連国連国連国連がががが受受受受けけけけ入入入入れましてれましてれましてれまして、、、、1984 年年年年からからからから 87 年年年年までまでまでまで、、、、国連国連国連国連がそのがそのがそのがその研究研究研究研究機機機機関関関関をををを設置設置設置設置してしてしてして実施実施実施実施したしたしたした計画計画計画計画でありまでありまでありまでありますすすす。。。。いわばいわばいわばいわば日本日本日本日本がががが提唱提唱提唱提唱してしてしてして、、、、それそれそれそれをををを国連国連国連国連がががが了解了解了解了解をしてこれををしてこれををしてこれををしてこれを始始始始めためためためた。。。。このこのこのこの機機機機関関関関はははは、、、、環境環境環境環境とととと開開開開発発発発のためののためののためののための委員委員委員委員会会会会とととと言言言言われておりますがわれておりますがわれておりますがわれておりますが、、、、そのそのそのその委員委員委員委員長長長長、、、、委員委員委員委員長長長長にににに就任就任就任就任されたときはまだされたときはまだされたときはまだされたときはまだそうじそうじそうじそうじゃゃゃゃなかったなかったなかったなかったののののですがですがですがですが、、、、後後後後ににににノノノノルルルルウウウウェーェーェーェーのののの首相首相首相首相になられたになられたになられたになられた、、、、女性女性女性女性ののののブブブブルントラントルントラントルントラントルントラント委委委委員員員員長長長長のののの名前名前名前名前をとってをとってをとってをとってブブブブルントラントルントラントルントラントルントラント委員委員委員委員会会会会とととと言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。このこのこのこの中中中中でででで初初初初めてめてめてめて持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性、、、、サステサステサステサステナビナビナビナビリテリテリテリティィィィーーーーというというというというコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトがここでがここでがここでがここで発発発発表表表表されたわされたわされたわされたわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。このこのこのこの委員委員委員委員会会会会はははは、、、、政政政政府府府府のののの委委委委員員員員会会会会じじじじゃゃゃゃありまありまありまありませせせせんんんん。。。。国連国連国連国連がががが世界世界世界世界のののの識識識識者者者者とととと思思思思われるわれるわれるわれる方方方方をををを個個個個人人人人的的的的にににに招集招集招集招集ししししたたたた
20人人人人ばかりのばかりのばかりのばかりの委員委員委員委員会会会会でありますでありますでありますでありますがががが、、、、そこでそこでそこでそこで討討討討議議議議をしたをしたをしたをした。。。。このこのこのこの成果成果成果成果物物物物はははは 87 年年年年にににに「「「「我我我我らららら共共共共通通通通のののの未未未未来来来来」」」」としてとしてとしてとして発発発発表表表表されているわされているわされているわされているわけけけけですがですがですがですが、、、、日本日本日本日本からはからはからはからは、、、、元元元元外外外外務大務大務大務大臣臣臣臣であったであったであったであった大大大大来来来来多多多多先生先生先生先生がががが出出出出られたられたられたられた。。。。大大大大来来来来多多多多先生先生先生先生はははは、、、、このこのこのこの委員委員委員委員会会会会ででででサステサステサステサステナビナビナビナビリテリテリテリティィィィーーーーというというというという概概概概念念念念をををを出出出出すのにすのにすのにすのに非常非常非常非常にににに
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大大大大きいきいきいきい貢献貢献貢献貢献をなされたというをなされたというをなされたというをなされたというふふふふうにうにうにうに私私私私はおはおはおはお聞聞聞聞きしておりますきしておりますきしておりますきしております。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、こういうこういうこういうこういう社社社社会会会会をつくっていくためにはをつくっていくためにはをつくっていくためにはをつくっていくためには、、、、環境環境環境環境教教教教育育育育というのはというのはというのはというのは必必必必須須須須のののの要要要要件件件件でごでごでごでございますざいますざいますざいます。。。。皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご承知承知承知承知でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。実実実実はははは、「、「、「、「地球地球地球地球のののの秘密秘密秘密秘密」」」」というというというという作品作品作品作品があるわがあるわがあるわがあるわけけけけですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、1991 年年年年にににに、、、、島島島島根根根根県県県県のあるのあるのあるのある小小小小学校学校学校学校のののの 6 年年年年生生生生だっただっただっただった坪坪坪坪田田田田愛華愛華愛華愛華さんさんさんさんというおというおというおというお嬢嬢嬢嬢さんさんさんさんがががが、、、、学校学校学校学校からからからから宿宿宿宿題題題題をををを出出出出されたされたされたされたわわわわけけけけですですですです。。。。それをそれをそれをそれを、、、、2カカカカ月月月月かかかかけけけけてててて作品作品作品作品をつくってをつくってをつくってをつくって提提提提出出出出したしたしたした。。。。そのそのそのその翌翌翌翌日日日日、、、、突突突突然然然然ののののごごごご病気病気病気病気でででで亡亡亡亡くなられたくなられたくなられたくなられた。。。。ごごごご両両両両親親親親がががが、、、、50 部部部部だとだとだとだと言言言言っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、ガガガガリリリリ版版版版ににににしてしてしてしてそれをそれをそれをそれを学校学校学校学校にににに届届届届けけけけたたたた。。。。そのそのそのその内内内内容容容容がががが非常非常非常非常にすばらしいんですにすばらしいんですにすばらしいんですにすばらしいんです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、「「「「地球地球地球地球のののの秘密秘密秘密秘密」」」」というというというという格好格好格好格好でででで、、、、こういうこういうこういうこういう書書書書籍籍籍籍がががが発行発行発行発行されておりますされておりますされておりますされております。。。。そのそのそのその後後後後、、、、このこのこのこの内内内内容容容容はははは、、、、子供子供子供子供のののの書書書書いたものといたものといたものといたものとはははは思思思思われないほどのわれないほどのわれないほどのわれないほどの内内内内容容容容なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、10 カカカカ国国国国でででで翻訳翻訳翻訳翻訳されてされてされてされて、、、、出出出出版版版版されておりますされておりますされておりますされております。。。。ここここのののの本本本本はははは、、、、実実実実はははは漫漫漫漫画画画画ススススタタタタイルイルイルイルでかいてあるんでかいてあるんでかいてあるんでかいてあるんですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、皆皆皆皆さんもごさんもごさんもごさんもご承知承知承知承知だとだとだとだと思思思思いますいますいますいますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、日本日本日本日本のののの子供子供子供子供がこれだがこれだがこれだがこれだけけけけのののの貢献貢献貢献貢献をしているということでありますをしているということでありますをしているということでありますをしているということであります。。。。国連環境国連環境国連環境国連環境計画計画計画計画もももも、、、、UNEP 

Global 500賞賞賞賞としてとしてとしてとして 1993 年年年年にににに表表表表彰彰彰彰されておりますされておりますされておりますされております。。。。坪坪坪坪田田田田愛華愛華愛華愛華さんのさんのさんのさんの業業業業績績績績をしのんでをしのんでをしのんでをしのんで、、、、地球地球地球地球環境環境環境環境平平平平和財団和財団和財団和財団がががが創創創創設設設設されましてされましてされましてされまして、、、、現在現在現在現在もももも、、、、愛華愛華愛華愛華さんのさんのさんのさんの著作著作著作著作にににに示示示示されたおされたおされたおされたお考考考考えをえをえをえををををを世界世界世界世界にににに広広広広げげげげるるるる普及普及普及普及活活活活動動動動をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、ここでごここでごここでごここでご紹介申紹介申紹介申紹介申しししし上上上上げるのはげるのはげるのはげるのは、、、、国際国際国際国際芸術協芸術協芸術協芸術協力機力機力機力機構構構構というというというという団団団団体体体体のののの河邉河邉河邉河邉先生先生先生先生がががが始始始始めめめめられたられたられたられたキキキキッッッッズズズズ ISO というというというというプログラムプログラムプログラムプログラムでありますでありますでありますであります。。。。河邉河邉河邉河邉先生先生先生先生はははは筑波筑波筑波筑波大学大学大学大学のののの物物物物理理理理のののの先生先生先生先生でいらでいらでいらでいらっしっしっしっしゃゃゃゃったんでったんでったんでったんですがすがすがすが、、、、国連大学高国連大学高国連大学高国連大学高等等等等研究研究研究研究所所所所のののの客員客員客員客員教教教教授授授授をををを兼任兼任兼任兼任されていましたされていましたされていましたされていました。。。。先生先生先生先生がいろがいろがいろがいろいろいろいろいろ環境環境環境環境研究研究研究研究をををを進進進進めていくめていくめていくめていく中中中中でででで、、、、夢夢夢夢やややや希望希望希望希望をををを次世代次世代次世代次世代をををを子子子子どもどもどもどもにににに託託託託したいしたいしたいしたい。。。。そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味でででで、、、、子子子子どもどもどもども用用用用にににに ISO14001 をををを書書書書きかえられたわきかえられたわきかえられたわきかえられたわけけけけですですですです。。。。これはこれはこれはこれは大変大変大変大変なななな評価評価評価評価をををを受受受受けけけけましてましてましてまして、、、、スイススイススイススイスにあるにあるにあるにあるＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯのののの本本本本部部部部がががが、、、、ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯのののの国際国際国際国際標準標準標準標準としてとしてとしてとして 2003 年年年年にににに認認認認証証証証をををを与与与与ええええましたましたましたました。。。。日本日本日本日本発発発発のこのこのこのこういうういうういうういうコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトなりなりなりなり指標指標指標指標がががが国際国際国際国際評価評価評価評価のののの基基基基準準準準になったというのはになったというのはになったというのはになったというのは、、、、私私私私はほかにはほかにはほかにはほかに聞聞聞聞かないんかないんかないんかないんですですですですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、これがこれがこれがこれが各各各各国国国国ででででもももも高高高高いいいい評価評価評価評価をををを受受受受けけけけてててて広広広広まりつつありますまりつつありますまりつつありますまりつつあります。。。。 もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムののののメンバメンバメンバメンバーーーーにもなっていただいておりますがにもなっていただいておりますがにもなっていただいておりますがにもなっていただいておりますが、、、、岡岡岡岡田田田田さんというさんというさんというさんという方方方方がががが始始始始めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃるるるるＧＧＧＧＳＳＳＳＡＡＡＡ、、、、Global Sports Alliance（（（（グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ・・・・アライアンスアライアンスアライアンスアライアンス））））というというというというＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯでございますでございますでございますでございます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通してしてしてして環境活環境活環境活環境活動動動動をををを実実実実践践践践していますしていますしていますしています。。。。岡岡岡岡田田田田さんはさんはさんはさんは、、、、すすすすべべべべてのてのてのての活活活活動動動動はははは、、、、それをそれをそれをそれを具具具具体体体体的的的的にににに推推推推進進進進されるされるされるされる方方方方々々々々のののの人人人人数数数数でででで決決決決ままままるとるとるとると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。ススススポポポポーーーーツツツツのののの場合場合場合場合、、、、 （（（（ススススポポポポーーーーツツツツをやるをやるをやるをやる人人人人数数数数））））××××（（（（そのそのそのその意意意意識識識識をををを持持持持つつつつ人人人人のののの割割割割合合合合））））××××（（（（実実実実際際際際にににに行動行動行動行動するするするする人人人人のののの割割割割合合合合））））    になりますになりますになりますになります。。。。世界世界世界世界ででででススススポポポポーーーーツツツツをするをするをするをする人人人人はははは 10 億億億億人人人人、、、、もっといるでしょうかもっといるでしょうかもっといるでしょうかもっといるでしょうか、、、、一一一一応応応応 10 億億億億人人人人ととととしますしますしますします。。。。今今今今、、、、北北北北京京京京でちょっとでちょっとでちょっとでちょっと問題問題問題問題になりつつありますになりつつありますになりつつありますになりつつありますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、ススススポポポポーーーーツツツツはいいはいいはいいはいい環境環境環境環境のものものものもとでしたいとでしたいとでしたいとでしたいとととと思思思思うわうわうわうわけけけけですですですです。。。。だからだからだからだから、、、、１００１００１００１００％％％％。。。。実実実実際際際際にににに行動行動行動行動するするするする人人人人はははは１０１０１０１０％％％％とととと仮仮仮仮定定定定しますしますしますします。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、このこのこのこの運動運動運動運動にはにはにはには 1 億億億億人人人人がががが参加参加参加参加することになるすることになるすることになるすることになる。。。。岡岡岡岡田田田田さんはさんはさんはさんは、、、、そうしたそうしたそうしたそうした運動運動運動運動をををを進進進進めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃるるるる。。。。これもこれもこれもこれも、、、、国際国際国際国際オオオオリンリンリンリンピピピピックックックック委員委員委員委員会会会会（（（（IOC））））、、、、国連環境国連環境国連環境国連環境計画計画計画計画（（（（UNEP））））もももも賛賛賛賛同同同同、、、、北北北北京京京京でもこれがでもこれがでもこれがでもこれが取取取取りりりり上上上上げられているげられているげられているげられている。。。。このこのこのこの Global Sports Alliance のののの世界世界世界世界におにおにおにおけけけけるるるるブブブブランランランランチチチチがががが、、、、もうもうもうもう 30 をををを超超超超えたんじえたんじえたんじえたんじゃゃゃゃないでしょうかないでしょうかないでしょうかないでしょうか。。。。これもこれもこれもこれも日本日本日本日本発発発発のののの 1 つのつのつのつの成果成果成果成果だとだとだとだと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 ここここれはれはれはれは、、、、ユユユユネスコネスコネスコネスコ日本日本日本日本、、、、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省、、、、東東東東京京京京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学がががが一一一一緒緒緒緒にやったにやったにやったにやったアジアアジアアジアアジア・・・・太太太太平平平平洋洋洋洋地地地地区区区区でのでのでのでの環境環境環境環境教教教教育育育育でありますでありますでありますであります。。。。これにこれにこれにこれに、、、、各各各各国国国国のののの政政政政府府府府のののの方方方方々々々々、、、、教教教教育者育者育者育者のののの方方方方々々々々、、、、NPO のののの方方方方々々々々がががが参加参加参加参加されましたされましたされましたされました。。。。そこでそこでそこでそこで参加者参加者参加者参加者ととととおおおお話話話話ししたししたししたししたのですがのですがのですがのですが、、、、例例例例えばえばえばえば、「、「、「、「おしんおしんおしんおしん」」」」のことはのことはのことはのことは、、、、特特特特にににに途途途途上上上上国国国国のののの方方方方はよくはよくはよくはよく知知知知っておられっておられっておられっておられましたましたましたました。。。。もうもうもうもう百百百百年年年年もももも前前前前だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、あのあのあのあの貧貧貧貧しかったしかったしかったしかった日本日本日本日本のののの中中中中でででで、、、、家家家家族族族族のののの中中中中でででで、、、、親親親親とととと子子子子のののの心心心心のののの交流交流交流交流があったがあったがあったがあったということをみんながということをみんながということをみんながということをみんなが評価評価評価評価されるされるされるされる。。。。子子子子どもどもどもどもののののおしんがおしんがおしんがおしんが、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命にににに家家家家族族族族のためにのためにのためにのために働働働働いたいたいたいた姿姿姿姿というのがというのがというのがというのが皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの胸胸胸胸をををを打打打打つんだそうですつんだそうですつんだそうですつんだそうです。。。。 ここにここにここにここに書書書書きましたのはきましたのはきましたのはきましたのはインドインドインドインドのののの事事事事例例例例でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、Pande 先生先生先生先生がやはりがやはりがやはりがやはり非常非常非常非常にににに感感感感銘銘銘銘をををを受受受受
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けけけけたとたとたとたと言言言言っておりますっておりますっておりますっております。。。。彼彼彼彼がやっておりますことはがやっておりますことはがやっておりますことはがやっておりますことは、、、、これはこれはこれはこれはインドインドインドインドのののの山山山山間地間地間地間地帯帯帯帯でのでのでのでの行動行動行動行動でででですすすすがががが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな山林山林山林山林業業業業をやるためにをやるためにをやるためにをやるために、、、、子子子子どもどもどもどもをををを通通通通してしてしてして考考考考ええええ方方方方やややや技技技技術術術術をををを広広広広げげげげるということるということるということるということなんですなんですなんですなんです。。。。学校学校学校学校でででで先生先生先生先生方方方方やややや NPO がががが子子子子どもどもどもどもにににに教教教教えるえるえるえる。。。。子子子子どもどもどもどもがががが家家家家でごでごでごでご両両両両親親親親にににに教教教教えるえるえるえる。。。。わからわからわからわからないことはまたないことはまたないことはまたないことはまた子子子子どもどもどもどもがががが学校学校学校学校にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってって、、、、先生先生先生先生、、、、NPO からからからから聞聞聞聞いていくいていくいていくいていく。。。。地域地域地域地域をこういうをこういうをこういうをこういう形形形形でででで持続持続持続持続ささささせせせせていこうということでありますていこうということでありますていこうということでありますていこうということであります。。。。私私私私はははは、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習はははは大大大大人人人人とととと子子子子どもどもどもどものののの共共共共通通通通のののの会会会会話話話話がががができるできるできるできる場場場場だとだとだとだと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市のようにのようにのようにのように、、、、こうこうこうこういういういういう環境環境環境環境教教教教育育育育というものをというものをというものをというものを非非非非常常常常にににに推推推推進進進進されているされているされているされている地域地域地域地域がすばらしいなとがすばらしいなとがすばらしいなとがすばらしいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションというのはというのはというのはというのは、、、、先先先先ほどほどほどほど藤村会長藤村会長藤村会長藤村会長からもごからもごからもごからもご紹介紹介紹介紹介ありましたようにありましたようにありましたようにありましたように、、、、持続持続持続持続可可可可能能能能なななな社社社社会会会会をををを推推推推進進進進するためのするためのするためのするための 1 つのつのつのつの具具具具体体体体的的的的なななな手手手手法法法法としてとしてとしてとして提案提案提案提案いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。内内内内容容容容はははは、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介ののののあったとおりでございますがあったとおりでございますがあったとおりでございますがあったとおりでございますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ほんとうにほんとうにほんとうにほんとうに日本日本日本日本でででで広広広広がりましたがりましたがりましたがりました。。。。そのそのそのその要要要要因因因因をををを考考考考えてみますとえてみますとえてみますとえてみますと、、、、いろんなことがあるといろんなことがあるといろんなことがあるといろんなことがあると思思思思いますいますいますいますがががが、、、、私私私私はははは、、、、日本日本日本日本人人人人のののの心心心心のののの中中中中にやはりにやはりにやはりにやはり自然自然自然自然とととと共共共共生生生生してきたというしてきたというしてきたというしてきたという遺遺遺遺伝伝伝伝子子子子をををを引引引引きききき継継継継いでいるんだといでいるんだといでいるんだといでいるんだと思思思思うわうわうわうわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。それにそれにそれにそれに火火火火をつをつをつをつけけけけたたたたとととと、、、、このようにこのようにこのようにこのように感感感感じておりますじておりますじておりますじております。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、コンコンコンコンセセセセプトプトプトプトがががが、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションということはということはということはということは、、、、物物物物理理理理学的学的学的学的にににに言言言言えばありえばありえばありえばあり得得得得ないないないないことをあえてことをあえてことをあえてことをあえて打打打打ちちちち出出出出したしたしたした、、、、そのそのそのその言葉言葉言葉言葉のののの新新新新鮮鮮鮮鮮ささささとととと反反反反常識常識常識常識的的的的提唱提唱提唱提唱がががが皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに受受受受けけけけ入入入入れられたれられたれられたれられた 1つのつのつのつの要要要要因因因因であったとであったとであったとであったと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれからコンコンコンコンセセセセプトプトプトプトのののの柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性ですですですです、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、具具具具体体体体的的的的なななな実施実施実施実施方方方方法法法法やややや内内内内容容容容はははは当事者当事者当事者当事者のののの皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお任任任任せせせせしたということであろうとしたということであろうとしたということであろうとしたということであろうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。人人人人間間間間とととというのはおかしなものでいうのはおかしなものでいうのはおかしなものでいうのはおかしなもので、、、、人人人人からからからから押押押押しつしつしつしつけけけけられたらなかなかられたらなかなかられたらなかなかられたらなかなかややややらないんですらないんですらないんですらないんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、自自自自分分分分がががが発発発発想想想想するとするとするとすると、、、、それはそれはそれはそれは積極積極積極積極的的的的にににに進進進進められるめられるめられるめられる。。。。ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションはこうしたところをうまはこうしたところをうまはこうしたところをうまはこうしたところをうまくくくく突突突突いたかなといたかなといたかなといたかなと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、最最最最後後後後のののの 4 つつつつ目目目目はははは、、、、これはこれはこれはこれはマスコミマスコミマスコミマスコミのののの大大大大きなきなきなきな支援支援支援支援があっがあっがあっがあったたたたということですということですということですということです。。。。いろんないろんないろんないろんな要要要要因因因因がががが考考考考えられますがえられますがえられますがえられますが、、、、基本的基本的基本的基本的にににに言言言言うならばうならばうならばうならば、、、、日本日本日本日本のののの伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化やややや日本日本日本日本のののの心心心心とととと共共共共鳴鳴鳴鳴してしてしてして、、、、それでそれでそれでそれでゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションがががが広広広広がったとがったとがったとがったと、、、、考考考考えているわえているわえているわえているわけけけけであであであでありますりますりますります。。。。 

97 年年年年からからからから、、、、当時当時当時当時のののの通産省通産省通産省通産省とととと環境環境環境環境庁庁庁庁ががががゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの考考考考えをえをえをえを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれたエコエコエコエコタウタウタウタウンンンン事事事事業業業業をををを始始始始められましためられましためられましためられましたがががが、、、、97 年年年年にににに 4 つのつのつのつの自自自自治治治治体体体体のののの計画計画計画計画がそのがそのがそのがその認認認認証証証証をををを受受受受けけけけたわたわたわたわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。飯田市飯田市飯田市飯田市、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県、、、、北北北北九州九州九州九州市市市市、、、、川川川川崎崎崎崎のののの 4 自自自自治治治治体体体体でありますでありますでありますであります。。。。そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味でででで、、、、私私私私はははは、、、、このこのこのこの飯飯飯飯田田田田はははは非常非常非常非常にすばらしいにすばらしいにすばらしいにすばらしい先進先進先進先進的的的的なななな町町町町だなとだなとだなとだなと思思思思っているわっているわっているわっているわけけけけででででありますありますありますあります。。。。またまたまたまた、、、、政政政政府府府府はははは、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッションややややエコエコエコエコタウタウタウタウンンンン事業事業事業事業をさらにをさらにをさらにをさらに展展展展開開開開されてされてされてされて、、、、2000 年年年年からからからから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののリリリリデデデデュュュュースースースース（（（（発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制））））、、、、リリリリユユユユースースースース（（（（再再再再利利利利用用用用））））、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル（（（（再再再再使用使用使用使用））））というというというという言葉言葉言葉言葉のののの 3 つつつつののののＲＲＲＲをををを取取取取ってってってって３３３３ＲＲＲＲというというというという活活活活動動動動をををを広広広広めておりますめておりますめておりますめております。。。。それそれそれそれをををを、、、、2004 年年年年ののののアメリアメリアメリアメリカカカカでのでのでのでのシーアイランドシーアイランドシーアイランドシーアイランドののののサミットサミットサミットサミットでででで、、、、当時当時当時当時のののの小小小小泉泉泉泉首相首相首相首相がががが提唱提唱提唱提唱されてされてされてされて、、、、各各各各国国国国のののの大統大統大統大統領領領領、、、、首相首相首相首相がががが同同同同意意意意されてされてされてされて、、、、これがこれがこれがこれが世界世界世界世界にににに広広広広ががががりつつあるとりつつあるとりつつあるとりつつあると、、、、このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。 ここでここでここでここで、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと本題本題本題本題にににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために、、、、私私私私はははは、、、、行政行政行政行政とととと市民市民市民市民とととと企企企企業業業業のののの役役役役割割割割、、、、協働協働協働協働がががが必必必必須須須須のののの条条条条件件件件であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思っているわっているわっているわっているわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、冒頭冒頭冒頭冒頭ににににもももも申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、ステークホルステークホルステークホルステークホルダダダダーーーーがががが理理理理念念念念をををを共共共共有有有有、、、、動機動機動機動機づけづけづけづけをしてをしてをしてをして、、、、それからそれからそれからそれから体体体体制制制制、、、、枠枠枠枠組組組組みをつくりみをつくりみをつくりみをつくり、、、、共共共共通通通通のののの目目目目標標標標にににに向向向向けけけけてててて進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく、、、、こういうこういうこういうこういうススススタタタタイルイルイルイルであであであであろうというろうというろうというろうというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 国国国国のののの役役役役割割割割ということでということでということでということで、、、、ここでここでここでここで書書書書きましたきましたきましたきましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、国国国国はいろんなはいろんなはいろんなはいろんな法法法法体体体体系系系系をををを整整整整備備備備するするするする。。。。それからそれからそれからそれから、、、、それをそれをそれをそれを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための手手手手法法法法をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ考考考考えていくえていくえていくえていく。。。。こういうことでございますこういうことでございますこういうことでございますこういうことでございます。。。。
3番番番番目目目目にににに書書書書いておりますいておりますいておりますいております、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会づづづづくりはくりはくりはくりは構想構想構想構想はははは、、、、今今今今、、、、ままままほろばほろばほろばほろば計画計画計画計画とととと呼呼呼呼ばれていばれていばれていばれていますがますがますがますが、、、、環境環境環境環境省省省省がががが言言言言っておりまっておりまっておりまっておりますのはすのはすのはすのは、、、、定定定定型型型型はないはないはないはないとととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのその地域地域地域地域にににに合合合合ったったったった方方方方法法法法をををを考考考考えてくださいえてくださいえてくださいえてくださいとととと言言言言っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、行政体行政体行政体行政体としてのとしてのとしてのとしての自自自自治治治治体体体体ののののおおおお役役役役目目目目はははは非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい。。。。実実実実際際際際にそういうにそういうにそういうにそういう社社社社会会会会がががが形成形成形成形成されるのはされるのはされるのはされるのは地域地域地域地域でありますでありますでありますであります。。。。自自自自治治治治体体体体はははは、、、、地域地域地域地域におにおにおにおけけけけ



 10 

るるるる理理理理念念念念形成形成形成形成とととと行動行動行動行動ののののプロプロプロプロモモモモーーーータタタターーーーですですですです。。。。ここでここでここでここで一一一一番番番番大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは、、、、やはりやはりやはりやはり地域地域地域地域のののの豊豊豊豊かなかなかなかな成成成成長長長長ということでありましてということでありましてということでありましてということでありまして、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん財財財財やややや物物物物のののの問題問題問題問題がががが重要重要重要重要ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、心心心心のののの問題問題問題問題、、、、歴史歴史歴史歴史とかとかとかとか伝統伝統伝統伝統、、、、文化文化文化文化ということもということもということもということも入入入入っっっったたたた豊豊豊豊かなかなかなかな成成成成長長長長がががが最最最最もももも統合的統合的統合的統合的なななな物物物物のののの考考考考ええええ方方方方になろうになろうになろうになろうとととと、、、、ここここのようにのようにのようにのように考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、地域地域地域地域のののの強強強強さをさをさをさを生生生生かかかかせせせせというこというこというこということでとでとでとでありますありますありますありますしししし、、、、そのそのそのその構想構想構想構想とととと計画計画計画計画がががが持続的持続的持続的持続的ででででななななけけけければならないればならないればならないればならないということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、自自自自治治治治体体体体のののの任任任任務務務務のののの続続続続ききききでございましてでございましてでございましてでございまして、、、、みずからがみずからがみずからがみずからが政策政策政策政策をつくるとをつくるとをつくるとをつくると同同同同時時時時にににに、、、、そうそうそうそういういういういう行動行動行動行動のののの推推推推進進進進者者者者になっていただになっていただになっていただになっていただきたいときたいときたいときたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの自自自自治治治治体体体体のののの事事事事例例例例をををを挙挙挙挙げますがげますがげますがげますが、、、、このこのこのこの北北北北九州九州九州九州市市市市はははは、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業事業事業事業というのがというのがというのがというのが成立成立成立成立しましたしましたしましたしました有名有名有名有名なななな自自自自治治治治体体体体でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、このこのこのこの中中中中でもでもでもでも、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業事業事業事業をををを進進進進めるためにはまめるためにはまめるためにはまめるためにはまずずずず適適適適正正正正なななな分分分分別別別別収収収収集集集集というのがというのがというのがというのが基本的基本的基本的基本的にどうしてもにどうしてもにどうしてもにどうしても入入入入ってくるってくるってくるってくるわわわわけけけけですですですです。。。。それからそれからそれからそれから事業事業事業事業があがあがあがありりりり、、、、それからそれからそれからそれから、、、、物物物物ができてもそれがができてもそれがができてもそれがができてもそれが購購購購入入入入できるできるできるできるルートルートルートルートができなができなができなができなけけけければいればいればいればいけけけけないないないない。。。。それをそれをそれをそれを非非非非常常常常にににに強強強強調調調調されているわされているわされているわされているわけけけけですですですです。。。。そのためのそのためのそのためのそのための仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを、、、、市民市民市民市民をををを含含含含めていろいろおつくになっめていろいろおつくになっめていろいろおつくになっめていろいろおつくになっていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるということでございまするということでございまするということでございまするということでございます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、板板板板橋橋橋橋区区区区はははは、、、、人人人人口口口口はははは 50万人万人万人万人ばかりのばかりのばかりのばかりの町町町町でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、ここはここはここはここは環境環境環境環境教教教教育育育育をををを中中中中心心心心ににににしておしておしておしてお進進進進めめめめになられになられになられになられましたましたましたました。。。。93 年年年年というというというという非常非常非常非常にににに早早早早いいいい時期時期時期時期にににに、、、、リリリリオオオオののののサミットサミットサミットサミットのののの翌翌翌翌年年年年にににに、、、、環環環環境境境境都都都都市市市市宣宣宣宣言言言言をををを出出出出されてされてされてされて、、、、これをこれをこれをこれを着着着着々々々々とととと進進進進めているということでありますめているということでありますめているということでありますめているということであります。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは、、、、現在現在現在現在はははは庄庄庄庄内内内内町町町町ということになりましたがということになりましたがということになりましたがということになりましたが、、、、山形山形山形山形県県県県のののの元元元元立立立立川川川川町町町町でありでありでありでありますますますます。。。。人人人人口口口口 7,000人人人人ばかりのばかりのばかりのばかりの過過過過疎疎疎疎のののの町町町町でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、そこがそこがそこがそこが農農農農山山山山村村村村型型型型ののののゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの推推推推進進進進ということをということをということをということを取取取取りりりり上上上上げられましたげられましたげられましたげられました。。。。いろんなことをおやりになられたわいろんなことをおやりになられたわいろんなことをおやりになられたわいろんなことをおやりになられたわけけけけでありますでありますでありますでありますがががが、、、、1 つはつはつはつは風風風風力発力発力発力発電電電電。。。。非常非常非常非常にににに風風風風がががが強強強強くてくてくてくて、、、、稲稲稲稲がががが倒倒倒倒れたりれたりれたりれたり、、、、野野野野菜菜菜菜がやられたりということががやられたりということががやられたりということががやられたりということがああああるわるわるわるわけけけけですがですがですがですが、、、、そのそのそのその強強強強風風風風をををを逆逆逆逆にににに取取取取ってってってって風風風風力力力力にににに生生生生かしたということでありますかしたということでありますかしたということでありますかしたということであります。。。。2005 年度年度年度年度のののの時時時時点点点点でででで、、、、90 年年年年対比対比対比対比、、、、そのそのそのその風風風風力発力発力発力発電電電電をををを織織織織りりりり込込込込みますとみますとみますとみますと、、、、CO2 がががが 12.7%削減削減削減削減されたということされたということされたということされたということになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。ただただただただ、、、、現在現在現在現在はははは合合合合併併併併してしてしてして人人人人口口口口がががが 3 倍倍倍倍強強強強にににに増増増増えましたからえましたからえましたからえましたから、、、、それはそれはそれはそれは薄薄薄薄まるまるまるまるんですんですんですんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このこのこのこの地域地域地域地域でいろんなでいろんなでいろんなでいろんなエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーをををを生生生生かしたかしたかしたかした計画計画計画計画がこれからがこれからがこれからがこれから進進進進んでんでんでんでいくといくといくといくといういういういうふふふふうにうにうにうに期期期期待待待待しておりますしておりますしておりますしております。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、企企企企業業業業もももも、、、、基本的基本的基本的基本的にににに環境環境環境環境経営経営経営経営がががが進進進進みみみみましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境報告報告報告報告書書書書がほんとうにがほんとうにがほんとうにがほんとうに整整整整ってまってまってまってまいりましたいりましたいりましたいりました。。。。大大大大きなきなきなきな企企企企業業業業ではではではでは、、、、ここここれをれをれをれを出出出出していないところはもうありましていないところはもうありましていないところはもうありましていないところはもうありませせせせんしんしんしんし、、、、それからそれからそれからそれからさらにさらにさらにさらに、、、、一一一一歩歩歩歩進進進進めてめてめてめて、、、、社社社社会的会的会的会的なななな責責責責任任任任、、、、CSR とととと申申申申しますがしますがしますがしますが、、、、それをそれをそれをそれを経営経営経営経営方方方方針針針針にににに掲掲掲掲げないげないげないげない企企企企業業業業はははは信信信信頼頼頼頼されるされるされるされる企企企企業業業業としてとしてとしてとして存在存在存在存在がががが許許許許されないされないされないされないというというというという状況状況状況状況になりつつありますになりつつありますになりつつありますになりつつあります。。。。企企企企業業業業、、、、行政行政行政行政、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの連関連関連関連関がががが今後今後今後今後一一一一層強層強層強層強まっていくというまっていくというまっていくというまっていくというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、我我我我われわれわれわれ市民市民市民市民のののの立立立立場場場場はどうかということでございますがはどうかということでございますがはどうかということでございますがはどうかということでございますが、、、、1 つのつのつのつの例例例例をををを申申申申しししし上上上上げまげまげまげますすすす。。。。名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市はははは、、、、名名名名古古古古屋湾屋湾屋湾屋湾のののの藤藤藤藤前前前前干潟干潟干潟干潟をごみをごみをごみをごみ処処処処理理理理場場場場にするにするにするにする予予予予定定定定だっただっただっただったのがのがのがのが、、、、そのそのそのその計画計画計画計画ををををととととめられためられためられためられた。。。。それでそれでそれでそれで急急急急遽遽遽遽、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市はははは、、、、ごみごみごみごみ非常非常非常非常事事事事態態態態宣宣宣宣言言言言をををを発発発発表表表表してしてしてしてごみのごみのごみのごみの排排排排出削減出削減出削減出削減というというというということをうたったわことをうたったわことをうたったわことをうたったわけけけけですですですです。。。。それがそれがそれがそれが実実実実ってってってって、、、、25%下下下下がりましたがりましたがりましたがりました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、環境大環境大環境大環境大臣賞臣賞臣賞臣賞とととと自自自自治治治治体体体体グランプリグランプリグランプリグランプリをををを受受受受賞賞賞賞したんですしたんですしたんですしたんです。。。。そのそのそのその後後後後、、、、変変変変遷遷遷遷がありがありがありがあり、、、、平成平成平成平成 18 年度年度年度年度にはにはにはには、、、、最大最大最大最大だっただっただっただった平成平成平成平成
10 年度年度年度年度比比比比でででで２９２９２９２９％％％％までまでまでまで低低低低下下下下していますしていますしていますしています。。。。大大大大都都都都市市市市のののの名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市でででで、、、、ごみがここまでごみがここまでごみがここまでごみがここまで下下下下がったのがったのがったのがったのはははは、、、、素素素素晴晴晴晴らしいらしいらしいらしい成果成果成果成果だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。さらにさらにさらにさらに大大大大幅幅幅幅にににに削減削減削減削減するためにはするためにはするためにはするためには、、、、ライフスライフスライフスライフスタタタタイルイルイルイルのののの変変変変換換換換までまでまでまで踏踏踏踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ計画計画計画計画をををを考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるるるる状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、私私私私がががが住住住住んでおりますんでおりますんでおりますんでおります世田世田世田世田谷区谷区谷区谷区のののの代代代代沢沢沢沢中中中中町町町町会会会会のののの事事事事例例例例ですですですです。。。。京京京京都都都都でででで COP3 がががが開催開催開催開催さささされれれれたたたた年年年年にににに、、、、町町町町内会長内会長内会長内会長さんがさんがさんがさんが非常非常非常非常にににに運動運動運動運動されたされたされたされた活活活活動動動動でございますでございますでございますでございます。。。。人人人人口口口口 5,000人人人人ばかりのばかりのばかりのばかりの町町町町内内内内をををを、、、、1軒軒軒軒ずつずつずつずつ回回回回られられられられ省省省省エネエネエネエネをををを訴訴訴訴えられたそうですえられたそうですえられたそうですえられたそうです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果はははは、、、、積極家庭積極家庭積極家庭積極家庭ではではではでは電気電気電気電気・・・・ガガガガススススのののの使用量使用量使用量使用量（（（（ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２排排排排出量出量出量出量））））がががが 5%減減減減ったということでありますったということでありますったということでありますったということであります。。。。一一一一般般般般のののの家庭家庭家庭家庭でででではははは 2%ですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここのののの成果成果成果成果ににににはははは、、、、おおおお金金金金はかかっていないはかかっていないはかかっていないはかかっていない、、、、個個個個人人人人のののの物物物物のののの考考考考ええええ方方方方でここまででここまででここまででここまでいったといういったといういったといういったという
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ことでありますことでありますことでありますことであります。。。。このこのこのこの活活活活動動動動はははは高高高高くくくく評価評価評価評価されてされてされてされて、、、、現在現在現在現在、、、、世田世田世田世田谷区谷区谷区谷区全体全体全体全体にににに広広広広げているというげているというげているというげているという状状状状況況況況であるわであるわであるわであるわけけけけですですですです。。。。市民市民市民市民もももも活活活活動動動動できるできるできるできる場場場場ががががますますますますますますますます広広広広がるであろうということでありますがるであろうということでありますがるであろうということでありますがるであろうということであります。。。。 最最最最後後後後にににに移移移移ららららせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。我我我我がががが飯田市飯田市飯田市飯田市――とととと言言言言わわわわせせせせていただきたいていただきたいていただきたいていただきたいののののですがですがですがですが――97年年年年、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど 11 年年年年前前前前のののの 10 月月月月にににに、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが国連大学国連大学国連大学国連大学地域地域地域地域発発発発ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション 97 というというというというフォフォフォフォーラムーラムーラムーラムをををを開催開催開催開催ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、先進自先進自先進自先進自治治治治体体体体をおをおをおをお呼呼呼呼びびびびしたわしたわしたわしたわけけけけですがですがですがですが、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市からもからもからもからも当時当時当時当時のののの市長市長市長市長さんにごさんにごさんにごさんにご出出出出席席席席いただいただいただいただきましたきましたきましたきました。。。。そのときにちょうだいしたそのときにちょうだいしたそのときにちょうだいしたそのときにちょうだいした資料資料資料資料ががががこれでございますこれでございますこれでございますこれでございます。。。。私私私私はははは、、、、これこれこれこれをいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、非常非常非常非常にににに感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けけけけましたましたましたました。。。。このこのこのこの絵絵絵絵はははは、、、、資料資料資料資料ののののここにここにここにここに示示示示されていされていされていされているこのるこのるこのるこの絵絵絵絵なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、これをこれをこれをこれをパパパパワワワワーーーーポポポポイントイントイントイントにににに入入入入れれれれますとますとますとますと字字字字がはがはがはがはっきりしないのでっきりしないのでっきりしないのでっきりしないので、、、、そのそのそのその字字字字だだだだけけけけ打打打打ちちちち出出出出ししししましたましたましたました。。。。すばらしいですすばらしいですすばらしいですすばらしいですねねねね、「、「、「、「人人人人もももも自然自然自然自然もももも美美美美しくしくしくしく、、、、輝輝輝輝くまちくまちくまちくまち飯田飯田飯田飯田－－－－環境文化環境文化環境文化環境文化都都都都市市市市」。「」。「」。「」。「環境調環境調環境調環境調和型和型和型和型社社社社会会会会のののの実現実現実現実現」。」。」。」。天天天天竜峡竜峡竜峡竜峡エコバエコバエコバエコバレレレレープロジェクトープロジェクトープロジェクトープロジェクト、、、、地域地域地域地域産産産産業業業業のののの振振振振興興興興、、、、こちらこちらこちらこちら側側側側はははは広広広広域連域連域連域連携携携携化化化化型型型型のののの地域地域地域地域づづづづくりくりくりくり。。。。そしてそしてそしてそして環境環境環境環境をををを 1 つのつのつのつの基基基基盤盤盤盤にするにするにするにするということでありますということでありますということでありますということであります。。。。これをこれをこれをこれを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、そのそのそのその下下下下のところにのところにのところにのところに、、、、産産産産業業業業づづづづくりがありくりがありくりがありくりがあり、、、、都都都都市市市市づづづづくりがありくりがありくりがありくりがあり、、、、人人人人づづづづくりがあるくりがあるくりがあるくりがある。。。。このときにこのときにこのときにこのときに私私私私はははは初初初初めてめてめてめて飯田飯田飯田飯田市市市市のすばらしいのすばらしいのすばらしいのすばらしい活活活活動動動動をををを認認認認識識識識したというわしたというわしたというわしたというわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。 このこのこのこの 10 年年年年のののの活活活活動動動動はいかがでありましたでしょうかはいかがでありましたでしょうかはいかがでありましたでしょうかはいかがでありましたでしょうか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、企画企画企画企画課課課課およおよおよおよびびびび環境課環境課環境課環境課のののの皆様皆様皆様皆様方方方方からいろいろからいろいろからいろいろからいろいろ資料資料資料資料をちょうだいしてをちょうだいしてをちょうだいしてをちょうだいして、、、、私私私私なりになりになりになりに勉勉勉勉強強強強ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。やっやっやっやっぱぱぱぱりりりり、、、、ここのここのここのここの活活活活動動動動のののの基基基基盤盤盤盤はははは、、、、全全全全国国国国にににに名前名前名前名前がががが行行行行きききき渡渡渡渡ったりんごったりんごったりんごったりんご並並並並木木木木、、、、それからそれからそれからそれから人形人形人形人形劇劇劇劇ののののカカカカーーーーニニニニバルバルバルバルであるであるであるであるとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。下下下下にににに書書書書きましたきましたきましたきました赤赤赤赤いところはいところはいところはいところは、、、、行政行政行政行政がやられたがやられたがやられたがやられた行動行動行動行動でありますでありますでありますであります。。。。昨昨昨昨年年年年のののの 3 月月月月ににににはははは環境文化環境文化環境文化環境文化都都都都市市市市宣宣宣宣言言言言をなされたをなされたをなされたをなされたということということということということ。。。。そういうそういうそういうそういう成果成果成果成果がががが 2006 年度年度年度年度、、、、これこれこれこれはははは昨昨昨昨年年年年のののの 3 月月月月にににに表表表表彰彰彰彰式式式式があったようでございがあったようでございがあったようでございがあったようでございますがますがますがますが、、、、自自自自治治治治体体体体首首首首都都都都コンテストコンテストコンテストコンテストのののの人人人人口別口別口別口別 2 位位位位にににに入賞入賞入賞入賞されたされたされたされた、、、、それからそれからそれからそれから地域地域地域地域ぐぐぐぐるみのるみのるみのるみの環境環境環境環境 ISO 研究研究研究研究会会会会のののの「「「「ぐぐぐぐるみるみるみるみ通通通通信信信信」」」」をををを毎週毎週毎週毎週発行発行発行発行されてされてされてされているということでありますいるということでありますいるということでありますいるということであります。。。。ブブブブルールールールーのところはのところはのところはのところは、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市のののの企企企企業業業業のののの皆様方皆様方皆様方皆様方がおやりになってがおやりになってがおやりになってがおやりになっていらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるる行動行動行動行動、、、、もっともっとたくさんもっともっとたくさんもっともっとたくさんもっともっとたくさんあるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいます。。。。 そういうそういうそういうそういう結結結結果果果果がどうなったかということはがどうなったかということはがどうなったかということはがどうなったかということは、、、、最近最近最近最近、、、、このこのこのこの地地地地にいろんなにいろんなにいろんなにいろんな大学大学大学大学のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、、、、行政行政行政行政のありのありのありのあり方方方方、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの行動行動行動行動のありのありのありのあり方方方方、、、、企企企企業業業業のありのありのありのあり方方方方をををを勉勉勉勉強強強強にににに来来来来られるられるられるられる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、
JICA のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも来来来来られるられるられるられる。。。。そういうそういうそういうそういう成果成果成果成果をををを海外海外海外海外のののの環境環境環境環境都都都都市市市市とのとのとのとの交流交流交流交流、、、、ウウウウルムルムルムルム市市市市とのとのとのとの交流交流交流交流にににに生生生生かされているかされているかされているかされている。。。。またまたまたまた、、、、JICA をををを通通通通してしてしてして、、、、こちらでのこちらでのこちらでのこちらでの活活活活動動動動ががががフフフフィィィィリリリリピピピピンンンンののののレガレガレガレガススススピピピピ市市市市のののの活活活活動動動動支援支援支援支援にににに生生生生かされかされかされかされたたたた。。。。飯田市飯田市飯田市飯田市からもそのからもそのからもそのからもその指導指導指導指導にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃったというったというったというったということことことこと。。。。世世世世のののの中中中中がががが飯田市飯田市飯田市飯田市のののの成果成果成果成果をををを学学学学びびびび始始始始めたということであろうとめたということであろうとめたということであろうとめたということであろうと私私私私はははは思思思思うわうわうわうわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。このこのこのこの 97 年年年年にににに約束約束約束約束されされされされたたたた事事事事項項項項がががが、、、、具具具具体体体体的的的的なななな活活活活動成果動成果動成果動成果としてとしてとしてとして実実実実践践践践されされされされ、、、、ここここれがれがれがれが評価評価評価評価されてきているのがされてきているのがされてきているのがされてきているのが飯田飯田飯田飯田市市市市のののの姿姿姿姿であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、私私私私のののの、「、「、「、「提言提言提言提言」」」」なんていうのはおこがましいんですなんていうのはおこがましいんですなんていうのはおこがましいんですなんていうのはおこがましいんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。「。「。「。「地域地域地域地域のののの協働協働協働協働でつくるでつくるでつくるでつくる 21 世世世世紀紀紀紀にににに輝輝輝輝くくくく飯田飯田飯田飯田」。」。」。」。飯田飯田飯田飯田のののの特特特特性性性性というのはというのはというのはというのは、、、、恵恵恵恵まれまれまれまれたたたた自然自然自然自然、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化、、、、勤勉勤勉勤勉勤勉、、、、先進先進先進先進性性性性、、、、それからそれからそれからそれから学学学学びびびびのののの心心心心、、、、これがこれがこれがこれが基本基本基本基本であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思うわうわうわうわけけけけでありますでありますでありますであります。。。。そうしたそうしたそうしたそうした伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化をををを生生生生かしながらかしながらかしながらかしながら、、、、行政行政行政行政、、、、企企企企業業業業、、、、市民市民市民市民のののの連連連連携携携携とととと協働協働協働協働がががが進進進進められめられめられめられてててて、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな環境文化環境文化環境文化環境文化モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市ををををぜひぜひぜひぜひともともともとも実現実現実現実現していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。できるできるできるできるならばならばならばならば、、、、世界世界世界世界とももっととももっととももっととももっと交流交流交流交流をををを広広広広げていただきたいげていただきたいげていただきたいげていただきたい。。。。私私私私どものどものどものどもの最大最大最大最大のののの責責責責務務務務であるとであるとであるとであると考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります、、、、緑緑緑緑のののの地球地球地球地球をををを次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき渡渡渡渡すすすす 1 つのすばらしいつのすばらしいつのすばらしいつのすばらしい実実実実例例例例になるんだとになるんだとになるんだとになるんだと、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 私私私私のおのおのおのお話話話話はははは以以以以上上上上でででで終終終終わらわらわらわらせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、司会司会司会司会のののの美斉津美斉津美斉津美斉津様様様様、、、、もしももしももしももしも会場会場会場会場からごからごからごからご質質質質問問問問があればがあればがあればがあれば……。。。。 

 司会司会司会司会 
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  はいはいはいはい。。。。皆様皆様皆様皆様のののの中中中中にににに、、、、坂本坂本坂本坂本先生先生先生先生にごにごにごにご質質質質問問問問のあるのあるのあるのある方方方方いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、手手手手をををを上上上上げていたげていたげていたげていただだだだけけけけますかますかますかますか。。。。いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。せせせせっかくですのでっかくですのでっかくですのでっかくですので、、、、どんなことでもどんなことでもどんなことでもどんなことでも結結結結構構構構ですよですよですよですよ。。。。 

  先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話、、、、大変大変大変大変わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく、、、、理理理理解解解解しやすかったのでしやすかったのでしやすかったのでしやすかったので、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり聞聞聞聞けけけけたたたたのでのでのでのでははははないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。先生先生先生先生、、、、おおおお話話話話、、、、どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。（（（（拍手拍手拍手拍手）））） 飯田市飯田市飯田市飯田市にはにはにはには、、、、ほんとうにほんとうにほんとうにほんとうに大大大大切切切切なななな生生生生活活活活というのがどういうものなのかをというのがどういうものなのかをというのがどういうものなのかをというのがどういうものなのかを考考考考えているえているえているえている団団団団体体体体、、、、たくさんありますたくさんありますたくさんありますたくさんあります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ふふふふだんのだんのだんのだんの生生生生活活活活のののの中中中中からからからから、、、、大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは何何何何かとかとかとかと見見見見つめつめつめつめ直直直直していしていしていしていらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃるるるる方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。そういったそういったそういったそういった方方方方たちからたちからたちからたちから全全全全市民市民市民市民がががが、、、、坂本坂本坂本坂本先生先生先生先生がががが提案提案提案提案してしてしてしてくださったくださったくださったくださった「「「「輝輝輝輝くくくく飯田市飯田市飯田市飯田市づづづづくりくりくりくり」、」、」、」、ぜひぜひぜひぜひしていきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます、、、、していきましょうしていきましょうしていきましょうしていきましょう。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、改改改改めましてめましてめましてめまして、、、、今今今今おおおお話話話話しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきました、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラムアドバイザーーラムアドバイザーーラムアドバイザーーラムアドバイザー、、、、坂本憲一坂本憲一坂本憲一坂本憲一先生先生先生先生にににに大大大大きなきなきなきな拍手拍手拍手拍手をおをおをおをお送送送送りくださいりくださいりくださいりください。。。。先生先生先生先生、、、、どうもありがどうもありがどうもありがどうもありがとうございましたとうございましたとうございましたとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 
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笛演奏笛演奏笛演奏笛演奏 

 司会司会司会司会 

  「「「「……私私私私たちのたちのたちのたちの体体体体をををを構構構構成成成成していしていしていしているするするするすべべべべてのてのてのての物物物物質質質質はははは、、、、光光光光がががが、、、、星星星星がががが光光光光りりりり輝輝輝輝くくくく過過過過程程程程でつくられでつくられでつくられでつくられ、、、、そのそのそのその星星星星がががが超超超超新新新新星星星星爆爆爆爆発発発発というというというという形形形形でででで終終終終焉焉焉焉をををを迎迎迎迎ええええ、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙にににに飛飛飛飛びびびび散散散散ったったったった、、、、そのかそのかそのかそのかけけけけらですらですらですらです」」」」。。。。これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、記念講演記念講演記念講演記念講演でおでおでおでお話話話話しいただくしいただくしいただくしいただく、、、、理理理理学学学学博士博士博士博士、、、、鈴鹿短期大学学長鈴鹿短期大学学長鈴鹿短期大学学長鈴鹿短期大学学長、、、、佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫先生先生先生先生がおがおがおがお書書書書ききききになられたになられたになられたになられた「「「「からだはからだはからだはからだは地球地球地球地球（（（（ほしほしほしほし））））からできているからできているからできているからできている」」」」のののの中中中中のののの一文一文一文一文ですですですです。。。。 

  ここからのここからのここからのここからの時間時間時間時間はははは、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの中中中中にににに今今今今もももも輝輝輝輝いているいているいているいている星星星星のかのかのかのかけけけけらをらをらをらを思思思思いながらおいながらおいながらおいながらお過過過過ごしくだごしくだごしくだごしくださいさいさいさい。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず、、、、笛笛笛笛によってによってによってによって、、、、1 つつつつ 1 つのつのつのつの笛笛笛笛がつがつがつがつづづづづってくれるってくれるってくれるってくれる世界世界世界世界、、、、地球地球地球地球のののの響響響響きをきをきをきを感感感感じてじてじてじてくださいくださいくださいください。。。。世界世界世界世界水水水水フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムでのでのでのでの演奏演奏演奏演奏やややや、、、、ガガガガイアイアイアイアシンフォシンフォシンフォシンフォニニニニーーーー第第第第 6 番番番番にもごにもごにもごにもご出出出出演演演演されたされたされたされた笛笛笛笛のののの奏者奏者奏者奏者、、、、雲龍雲龍雲龍雲龍さんにさんにさんにさんによるよるよるよる演奏演奏演奏演奏でででで、「、「、「、「地球地球地球地球のかのかのかのかけけけけらのらのらのらの響響響響きききき」、」、」、」、きょうはどんなきょうはどんなきょうはどんなきょうはどんな笛笛笛笛がががが登登登登場場場場するのするのするのするのでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、記念講演記念講演記念講演記念講演、「、「、「、「からだはからだはからだはからだは地球地球地球地球（（（（ほしほしほしほし））））からできているからできているからできているからできている」。」。」。」。飯田飯田飯田飯田にもにもにもにもフフフファァァァンンンンはははは多多多多いのいのいのいのでででで、、、、ごごごご存存存存じのじのじのじの方方方方もももも多多多多いかといかといかといかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、パパパパイプイプイプイプオオオオルルルルガガガガンンンンでででで奏奏奏奏ででででながらながらながらながら宇宙宇宙宇宙宇宙についてのについてのについてのについての講演講演講演講演やややや、、、、天天天天文文文文台台台台でででで真昼真昼真昼真昼のののの星星星星のののの見見見見学会学会学会学会をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、ユニユニユニユニークークークークなななな活活活活動動動動をされているをされているをされているをされている、、、、鈴鹿短期大学鈴鹿短期大学鈴鹿短期大学鈴鹿短期大学学長学長学長学長、、、、佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫先生先生先生先生のおのおのおのお話話話話ですですですです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。 （（（（雲龍氏雲龍氏雲龍氏雲龍氏、、、、佐治学長佐治学長佐治学長佐治学長によるによるによるによる演奏演奏演奏演奏）））） 
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記念講演記念講演記念講演記念講演 

 佐治学長佐治学長佐治学長佐治学長     皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。とてもとてもとてもとても素素素素敵敵敵敵なななな飯田飯田飯田飯田のののの町町町町でまたおでまたおでまたおでまたお話話話話しできることをとてもうれしくしできることをとてもうれしくしできることをとてもうれしくしできることをとてもうれしく思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほどはほどはほどはほどは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの藤村藤村藤村藤村先生先生先生先生とととと坂本坂本坂本坂本先生先生先生先生からからからから、、、、非常非常非常非常にににに示示示示唆唆唆唆にににに富富富富むむむむおおおお話話話話をいたをいたをいたをいただきましただきましただきましただきました。。。。それをそれをそれをそれを受受受受けけけけましてましてましてまして、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙研究研究研究研究にににに携携携携わってきたわってきたわってきたわってきた人人人人間間間間のののの立立立立場場場場からからからから少少少少しばかりおしばかりおしばかりおしばかりお話話話話をしてみたいをしてみたいをしてみたいをしてみたいとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  実実実実はははは今今今今皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞いていただいたいていただいたいていただいたいていただいたピピピピアアアアノノノノ曲曲曲曲はははは、、、、今今今今からちょうどからちょうどからちょうどからちょうど 31 年年年年前前前前、、、、NASA がががが太陽太陽太陽太陽系系系系・・・・外外外外惑星探査惑星探査惑星探査惑星探査をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして打打打打ちちちち上上上上げたげたげたげた探査探査探査探査機機機機、、、、ボボボボイジイジイジイジャャャャーーーーにににに、、、、もしもしもしもしＥ．Ｔ．Ｅ．Ｔ．Ｅ．Ｔ．Ｅ．Ｔ．とととと遭遇遭遇遭遇遭遇したしたしたした場合場合場合場合をををを想想想想定定定定しししし、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙のののの共共共共通通通通語語語語はははは数学数学数学数学とととと音音音音楽楽楽楽であるというであるというであるというであるという観観観観点点点点からからからから、、、、地球地球地球地球からのからのからのからのメッメッメッメッセセセセージージージージとしとしとしとしてててて搭搭搭搭載載載載されたされたされたされたバッバッバッバッハハハハのののの作品作品作品作品ですですですです。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま、、、、そのそのそのその仕仕仕仕事事事事にににに少少少少しばかりしばかりしばかりしばかり関関関関わったわったわったわった者者者者としてとしてとしてとして、、、、弾弾弾弾かかかかせせせせていただきましたがていただきましたがていただきましたがていただきましたが、、、、ボボボボイジイジイジイジャャャャーーーーについてはについてはについてはについては、、、、のちほどのちほどのちほどのちほど、、、、時間時間時間時間があればがあればがあればがあれば、、、、改改改改めておめておめておめてお話話話話しさしさしさしさせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 ところでところでところでところで、、、、世間世間世間世間ででででエコロジーエコロジーエコロジーエコロジーといえばといえばといえばといえば、、、、単単単単にににに自然自然自然自然環境環境環境環境のののの保保保保護護護護というようなことをというようなことをというようなことをというようなことを意意意意味味味味ししししているようですがているようですがているようですがているようですが、、、、実実実実はははは、、、、自然自然自然自然環境環境環境環境のののの保保保保護護護護はははは、、、、同同同同時時時時にににに自然自然自然自然のののの破破破破壊壊壊壊もももも伴伴伴伴うということをうということをうということをうということを理理理理解解解解しておくしておくしておくしておく必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、川川川川をををを守守守守るためにるためにるためにるために護護護護岸岸岸岸工工工工事事事事をするということはをするということはをするということはをするということは、、、、逆逆逆逆にそにそにそにそのことによってのことによってのことによってのことによって自然自然自然自然をををを破破破破壊壊壊壊していくしていくしていくしていく場合場合場合場合もありますもありますもありますもありますねねねね。。。。このこのこのこの両両両両者者者者をうまくをうまくをうまくをうまくバランスバランスバランスバランスささささせせせせてててていくのがいくのがいくのがいくのが人人人人間間間間のののの知知知知恵恵恵恵でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。創創創創造造造造とととと破破破破壊壊壊壊はははは、、、、実実実実はははは表表表表裏裏裏裏一一一一体体体体でででで、、、、同同同同時時時時進行進行進行進行でででで生生生生起起起起しているしているしているしているというのがというのがというのがというのが宇宙宇宙宇宙宇宙のののの根源根源根源根源的的的的性性性性質質質質ですですですです。。。。 さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、せせせせっかくっかくっかくっかくピピピピアアアアノノノノをををを用用用用意意意意していただいていますのでしていただいていますのでしていただいていますのでしていただいていますので、、、、ピピピピアアアアノノノノをををを使使使使ってのってのってのってのおおおお話話話話からからからから始始始始めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。実実実実はははは、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが音音音音をををを聞聞聞聞くというくというくというくというププププロロロロセセセセススススはははは、、、、よそからのよそからのよそからのよそからの音刺音刺音刺音刺激激激激がががが耳耳耳耳にににに入入入入ってってってって、、、、それがそれがそれがそれが脳脳脳脳にににに伝伝伝伝えられるということなのですがえられるということなのですがえられるということなのですがえられるということなのですが、、、、ただそれだただそれだただそれだただそれだけけけけではなくではなくではなくではなく、、、、皆皆皆皆ささささんのんのんのんの耳耳耳耳自自自自身身身身がががが、、、、かすかなかすかなかすかなかすかな音音音音をををを自然発生自然発生自然発生自然発生的的的的にににに発生発生発生発生ささささせせせせながらながらながらながら聞聞聞聞いているといういているといういているといういているという事事事事実実実実もあるのもあるのもあるのもあるのですですですです。。。。自分自分自分自分でででで音音音音をををを出出出出しながらしながらしながらしながら聞聞聞聞いているということですいているということですいているということですいているということですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、１１１１978 年年年年にににに、、、、ロンドンロンドンロンドンロンドン大学大学大学大学ののののケケケケンプンプンプンプ教教教教授授授授がががが、、、、非常非常非常非常にににに小小小小さなさなさなさなイイイイヤヤヤヤホンホンホンホンととととマイクマイクマイクマイクがががが内内内内蔵蔵蔵蔵されたされたされたされた検検検検知知知知器器器器をををを耳耳耳耳のののの中中中中にににに入入入入れれれれてててて、、、、実験実験実験実験をしていたところをしていたところをしていたところをしていたところ、、、、笛笛笛笛のようなのようなのようなのような微微微微弱弱弱弱なななな音音音音がががが耳耳耳耳のののの中中中中でででで発生発生発生発生していることをしていることをしていることをしていることを突突突突きききき止止止止めめめめましたましたましたました。。。。これをこれをこれをこれを、、、、耳音響耳音響耳音響耳音響放放放放射射射射（（（（ジジジジオオオオンンンンキキキキョョョョウウウウホホホホウウウウシシシシャャャャ））））とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、ミミミミのののの音音音音ととととソソソソのののの音音音音をこのようにをこのようにをこのようにをこのように同同同同時時時時にににに鳴鳴鳴鳴らしてらしてらしてらして耳耳耳耳にににに聞聞聞聞かかかかせせせせますとますとますとますと、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの耳耳耳耳はははは自発自発自発自発的的的的にににに耳耳耳耳のののの中中中中ででででドドドドのののの音音音音をつくってをつくってをつくってをつくって発生発生発生発生ささささせせせせていることがわかったのですていることがわかったのですていることがわかったのですていることがわかったのです。。。。ドミドミドミドミソソソソというというというという和和和和音音音音をつくってをつくってをつくってをつくっているということですいるということですいるということですいるということです。。。。このこのこのこの和和和和音音音音はははは、、、、音音音音楽楽楽楽をををを構構構構成成成成するするするする上上上上でででで、、、、一一一一番番番番基本基本基本基本になるになるになるになる音音音音ですがですがですがですが、、、、考考考考ええええてみればてみればてみればてみれば、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、無無無無意意意意識識識識的的的的にこのにこのにこのにこの協和協和協和協和音音音音をつくってしまうということでをつくってしまうということでをつくってしまうということでをつくってしまうということで、、、、驚驚驚驚くくくくべべべべきかきかきかきからくりですらくりですらくりですらくりです。。。。このこのこのこの事事事事実実実実はははは、、、、音音音音のののの数学的数学的数学的数学的性性性性質質質質からもからもからもからも、、、、理理理理解解解解することができますすることができますすることができますすることができます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、ピピピピアアアアノノノノのののの下下下下のほうののほうののほうののほうのドドドドのののの音音音音をををを今今今今弾弾弾弾いてみますいてみますいてみますいてみます。（。（。（。（ドドドドのののの音音音音））））これはこれはこれはこれは 1秒秒秒秒間間間間にににに 130回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい振振振振動動動動ししししていますがていますがていますがていますが、、、、このこのこのこの振振振振動動動動数数数数のののの 2 倍倍倍倍のののの音音音音はははは、、、、このこのこのこの音音音音にににに対対対対してしてしてして１１１１オオオオククククタタタターーーーブブブブ上上上上ののののドドドド。。。。それではそれではそれではそれでは 3倍倍倍倍のののの振振振振動動動動数数数数をもつをもつをもつをもつ音音音音はははは、、、、といえばといえばといえばといえば、、、、１１１１秒秒秒秒間間間間にににに 390回回回回ほどほどほどほど振振振振動動動動するするするする音音音音でででで、、、、ソソソソのののの音音音音になりますになりますになりますになります。。。。振振振振動動動動数数数数がががが 4倍倍倍倍になるとになるとになるとになると最最最最初初初初のののの音音音音のののの２２２２オオオオククククタタタターーーーブブブブ上上上上ののののドドドドのののの音音音音ですですですです。。。。5倍倍倍倍はこのはこのはこのはこの音音音音ででででミミミミ、、、、6倍倍倍倍ははははこのこのこのこの音音音音ソソソソですですですです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、振振振振動動動動数数数数がががが 2 倍倍倍倍、、、、3 倍倍倍倍、、、、4 倍倍倍倍、、、、5 倍倍倍倍、、、、6 倍倍倍倍になるようなになるようなになるようなになるような音音音音をををを同同同同時時時時にににに弾弾弾弾いてみますといてみますといてみますといてみますと、、、、ドミドミドミドミソソソソというというというという和和和和音音音音になりますになりますになりますになります。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの体体体体のののの中中中中ではではではでは、、、、物物物物理理理理的的的的にににに数数数数学学学学のののの数数数数列列列列でででで表表表表されているようなされているようなされているようなされているような響響響響きをきをきをきを作作作作っているということなのですっているということなのですっているということなのですっているということなのですねねねね。。。。宇宙宇宙宇宙宇宙のののの数学的数学的数学的数学的ななななからくりがからくりがからくりがからくりが、、、、体体体体のののの中中中中にあるということのおにあるということのおにあるということのおにあるということのお手手手手本本本本ですですですです。。。。とことことこところでろでろでろで、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの雲龍雲龍雲龍雲龍さんのさんのさんのさんの笛笛笛笛のののの音音音音はははは非常非常非常非常にににに澄澄澄澄みきったみきったみきったみきった美美美美しいしいしいしい音音音音でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、そのそのそのその中中中中にににに、、、、音音音音のののの厚厚厚厚みをみをみをみを感感感感じることができるのはじることができるのはじることができるのはじることができるのは、、、、同同同同じくこのじくこのじくこのじくこの音音音音のののの中中中中のののの振振振振動動動動数数数数がががが 1対対対対 2対対対対 3対対対対 4対対対対 5対対対対 6 というようなというようなというようなというような数学的数学的数学的数学的なななな規則規則規則規則があるよがあるよがあるよがあるようなうなうなうな音音音音をををを含含含含んでいるからですんでいるからですんでいるからですんでいるからです。。。。笛笛笛笛はははは、、、、筒筒筒筒のののの中中中中でででで空空空空気気気気がががが振振振振動動動動することによってすることによってすることによってすることによって音音音音をだしますをだしますをだしますをだします
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がががが、、、、そこではそこではそこではそこでは、、、、空空空空気気気気のののの波波波波のののの振振振振動動動動数数数数がががが、、、、さきほどおさきほどおさきほどおさきほどお話話話話ししたししたししたしした整整整整数数数数のののの比比比比になりますになりますになりますになります。。。。弦弦弦弦のののの振振振振動動動動もももも、、、、パパパパイプイプイプイプのののの中中中中のののの空空空空気気気気のののの振振振振動動動動にもにもにもにも、、、、同同同同じようなすじようなすじようなすじようなす数学的数学的数学的数学的なななな性性性性質質質質があるわがあるわがあるわがあるわけけけけですですですです。。。。 ところでところでところでところで、、、、話話話話はははは変変変変わりますがわりますがわりますがわりますが、、、、皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、どうしてまばたきをされるのでしょうどうしてまばたきをされるのでしょうどうしてまばたきをされるのでしょうどうしてまばたきをされるのでしょう。。。。実実実実はははは、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問いかいかいかいかけけけけからからからから小小小小学学学学生生生生相相相相手手手手のののの授授授授業業業業をしたことがありますをしたことがありますをしたことがありますをしたことがあります。。。。はじめにはじめにはじめにはじめに、「、「、「、「みんなみんなみんなみんな立立立立ってってってってくださくださくださくださーーーーいいいい。。。。今今今今からからからから１１１１分分分分間数間数間数間数えるからえるからえるからえるから、、、、まばたきしちまばたきしちまばたきしちまばたきしちゃゃゃゃだめだよだめだよだめだよだめだよ。。。。もしもしもしもし、、、、まばたきしたらまばたきしたらまばたきしたらまばたきしたら座座座座ってくださいってくださいってくださいってください。」。」。」。」そしてそしてそしてそして、「、「、「、「用用用用意意意意、、、、始始始始めめめめ」」」」とととと始始始始めますめますめますめます。。。。子供子供子供子供たちはたちはたちはたちは、、、、目目目目をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい開開開開いていていていて頑張頑張頑張頑張りますりますりますりますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、1 人人人人座座座座りりりり、、、、2 人人人人座座座座りりりり、、、、3 人人人人座座座座りでりでりでりで、、、、1 クラスクラスクラスクラスのののの中中中中でででで最最最最後後後後までまでまでまで立立立立っていっていっていっているるるる子子子子はははは、、、、1人人人人かかかか 2人人人人。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、そのそのそのその子子子子のところにのところにのところにのところに行行行行ってってってって聞聞聞聞きますきますきますきます。「。「。「。「ははははーーーーいいいい、、、、よくよくよくよく頑張頑張頑張頑張ったったったったねねねね。。。。どうだどうだどうだどうだったったったった？？？？」。「」。「」。「」。「目目目目がががが痛痛痛痛かったかったかったかった」。「」。「」。「」。「どうしてどうしてどうしてどうして目目目目がががが痛痛痛痛かったのかなかったのかなかったのかなかったのかな」。「」。「」。「」。「うちのおうちのおうちのおうちのお姉姉姉姉ちちちちゃゃゃゃんんんん、、、、コンコンコンコンタタタタクトクトクトクトしているしているしているしているけけけけどどどど、、、、目目目目がががが乾乾乾乾いていていていて時時時時々々々々痛痛痛痛くなるっていってくなるっていってくなるっていってくなるっていって、、、、目目目目薬差薬差薬差薬差しているよしているよしているよしているよ」。」。」。」。「「「「そうだそうだそうだそうだ、、、、乾乾乾乾くとくとくとくと痛痛痛痛くなるんだくなるんだくなるんだくなるんだ」」」」とととと、、、、いういういういうふふふふうにうにうにうに、、、、子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは考考考考えていきますえていきますえていきますえていきます。「。「。「。「そうかそうかそうかそうか、、、、目目目目がががが乾乾乾乾くとくとくとくと目目目目がががが痛痛痛痛くなるんだくなるんだくなるんだくなるんだねねねね。。。。なるほどなるほどなるほどなるほど。。。。だからだからだからだから、、、、まばたきをしてまばたきをしてまばたきをしてまばたきをして目目目目のののの表表表表面面面面をををを涙涙涙涙でででで濡濡濡濡ららららしてしてしてして痛痛痛痛くならないようにしているんだくならないようにしているんだくならないようにしているんだくならないようにしているんだねねねね。」。」。」。」ということにということにということにということに気気気気がつきますがつきますがつきますがつきます。。。。そのことからそのことからそのことからそのことから何何何何ががががわかるのでしょうかわかるのでしょうかわかるのでしょうかわかるのでしょうか？？？？ヒヒヒヒントントントントははははササササカカカカナナナナにありますにありますにありますにあります。。。。みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは、、、、まばたきをするまばたきをするまばたきをするまばたきをするササササカカカカナナナナををををごらんになったことがありますごらんになったことがありますごらんになったことがありますごらんになったことがありますかかかか？？？？いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいまいまいまいませせせせんんんんねねねね。。。。魚魚魚魚はははは、、、、いつもいつもいつもいつも水水水水のののの中中中中にいますにいますにいますにいますからからからから、、、、四四四四六六六六時中時中時中時中、、、、目目目目がががが濡濡濡濡れていてれていてれていてれていて、、、、まばたきをするまばたきをするまばたきをするまばたきをする必必必必要要要要がないのですがないのですがないのですがないのです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、このことこのことこのことこのことからからからから、「、「、「、「人人人人間間間間のののの祖祖祖祖先先先先ははははササササカカカカナナナナだっただっただっただった」」」」のかもしれないのかもしれないのかもしれないのかもしれない・・・・・・・・というというというという考考考考えがえがえがえが浮浮浮浮かんできますかんできますかんできますかんできます。。。。事事事事実実実実、、、、受受受受精精精精後後後後 32 日目日目日目日目あたりのあたりのあたりのあたりの人人人人間間間間のののの胎児胎児胎児胎児のののの映映映映像像像像をををを見見見見るとるとるとると、、、、それはそれはそれはそれは、、、、まるでまるでまるでまるでササササカカカカナナナナですですですです。。。。それそれそれそれからからからから 48 時間時間時間時間、、、、つまりつまりつまりつまり 2 日日日日後後後後にはにはにはには、、、、鼻鼻鼻鼻からのどにからのどにからのどにからのどに抜抜抜抜けけけけるるるる管管管管のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが見見見見えてきてえてきてえてきてえてきて、、、、およおよおよおよそそそそ 1 週週週週間間間間のののの後後後後にはにはにはには、、、、すこしすこしすこしすこし人人人人間間間間らしいかたちになりますらしいかたちになりますらしいかたちになりますらしいかたちになります。。。。このようにしてこのようにしてこのようにしてこのようにして、、、、母母母母胎胎胎胎のののの中中中中でおでおでおでおよそよそよそよそ４０４０４０４０週週週週間間間間過過過過ごしてごしてごしてごして、、、、人人人人間間間間としてとしてとしてとして出産出産出産出産しますがしますがしますがしますが、、、、これとこれとこれとこれと同同同同じじじじプロプロプロプロセセセセスススス、、、、つまりつまりつまりつまり原原原原初初初初のののの生生生生命命命命体体体体からからからから人人人人間間間間にににに進進進進化化化化するまでするまでするまでするまで、、、、地球地球地球地球がががが駆駆駆駆けけけけ抜抜抜抜けけけけたたたた時間時間時間時間はははは４０４０４０４０億億億億年年年年くらいということですかくらいということですかくらいということですかくらいということですからららら、、、、あえてあえてあえてあえて言言言言ってしまえばってしまえばってしまえばってしまえば、、、、おおおお母母母母さんのおなかのさんのおなかのさんのおなかのさんのおなかの中中中中でのでのでのでの 1 週週週週間間間間はははは地球地球地球地球のののの一一一一億億億億年年年年にににに相相相相当当当当するするするするということになりますということになりますということになりますということになりますねねねね。。。。そこにそこにそこにそこに、、、、生生生生物物物物がもっているがもっているがもっているがもっている驚驚驚驚くくくくべべべべきききき特特特特徴徴徴徴がありますがありますがありますがあります。。。。まばたきまばたきまばたきまばたきからからからから命命命命のののの不不不不可思議可思議可思議可思議さをさをさをさを実実実実感感感感ささささせせせせ、、、、算算算算数数数数のののの授授授授業業業業にまでにまでにまでにまで発展発展発展発展ささささせせせせるるるる授授授授業業業業もももも可能可能可能可能だということでだということでだということでだということですすすすねねねね。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、手手手手足足足足はどこからやってきたのでしょうかはどこからやってきたのでしょうかはどこからやってきたのでしょうかはどこからやってきたのでしょうか。。。。それはそれはそれはそれは、、、、大大大大昔昔昔昔にににに、、、、地球地球地球地球にににに星星星星ががががぶぶぶぶつつつつかってきたこととかってきたこととかってきたこととかってきたことと関係関係関係関係がありますがありますがありますがあります。。。。海海海海がががが干干干干上上上上がりがりがりがり、、、、水水水水のののの中中中中にえさがなくなってにえさがなくなってにえさがなくなってにえさがなくなって、、、、陸陸陸陸地地地地のののの近近近近くまでくまでくまでくまで探探探探しにこなしにこなしにこなしにこなけけけければならなくなったればならなくなったればならなくなったればならなくなったササササカカカカナナナナたちはたちはたちはたちは、、、、前前前前とととと後後後後ののののひひひひれをれをれをれを、、、、手手手手とととと足足足足にににに進進進進化化化化ささささせせせせてててて生生生生きききき延延延延びびびびてきたともいわれていますてきたともいわれていますてきたともいわれていますてきたともいわれています。。。。春夏春夏春夏春夏秋冬秋冬秋冬秋冬がががが生生生生じたじたじたじた原原原原因因因因もももも星星星星のののの衝衝衝衝突突突突ですですですです。。。。これもこれもこれもこれも地球地球地球地球ができたてのころができたてのころができたてのころができたてのころ、、、、月月月月のののの大大大大きさきさきさきさぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの星星星星ががががぶぶぶぶつかってつかってつかってつかって地球地球地球地球のののの自自自自転転転転軸軸軸軸がががが傾傾傾傾いたといういたといういたといういたというのがのがのがのが定定定定説説説説ですですですです。。。。そのおかげでそのおかげでそのおかげでそのおかげで、、、、四季四季四季四季のののの変化変化変化変化としてはとしてはとしてはとしては、、、、一一一一番恵番恵番恵番恵まれたまれたまれたまれた環境環境環境環境にあるのがにあるのがにあるのがにあるのが、、、、緯緯緯緯度度度度的的的的にいってにいってにいってにいって日本日本日本日本なのですなのですなのですなのですねねねね。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、そういうそういうそういうそういう宇宙宇宙宇宙宇宙進進進進化化化化のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中をををを潜潜潜潜りりりり抜抜抜抜けけけけてててて、、、、今今今今といといといというううう私私私私たちのたちのたちのたちの生生生生活活活活があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその衝衝衝衝突突突突のときにのときにのときにのときに、、、、地球地球地球地球のののの一一一一部部部部がががが飛飛飛飛びびびび散散散散ってってってって、、、、かたまったのがかたまったのがかたまったのがかたまったのが月月月月だとだとだとだと考考考考えらえらえらえられていますれていますれていますれています。。。。そこでそこでそこでそこで話話話話はははは飛飛飛飛躍躍躍躍しますがしますがしますがしますが、、、、おおおお月様月様月様月様ができができができができたおかげでたおかげでたおかげでたおかげで音音音音楽楽楽楽があるともいえるのですがあるともいえるのですがあるともいえるのですがあるともいえるのですねねねね。。。。これもかつてこれもかつてこれもかつてこれもかつて行行行行ったったったった小小小小学校学校学校学校のののの授授授授業業業業ののののテーマテーマテーマテーマででででしたしたしたした。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、月月月月があるとがあるとがあるとがあると、、、、そのそのそのその引力引力引力引力でででで、、、、地球地球地球地球のののの海海海海水水水水がががが引引引引っっっっ張張張張られられられられ、、、、潮潮潮潮のののの満満満満ちちちち引引引引きがきがきがきが起起起起ここここりますりますりますります。。。。それがそれがそれがそれが地球地球地球地球のののの自自自自転転転転ににににブブブブレレレレーーーーキキキキをかをかをかをかけけけけてててて自自自自転転転転をおくらをおくらをおくらをおくらせせせせ、、、、当当当当初初初初はははは一日一日一日一日がががが 8 時間時間時間時間だっだっだっだったものがたものがたものがたものが、、、、3 倍倍倍倍にににに長長長長くなってくなってくなってくなって、、、、今今今今、、、、24 時間時間時間時間になったとになったとになったとになったと考考考考えられていますえられていますえられていますえられています。。。。もしもしもしもし、、、、大大大大昔昔昔昔のののの地地地地球球球球のようにのようにのようにのように、、、、自自自自転転転転のののの速速速速さがさがさがさが今今今今のののの 3 倍倍倍倍であったとすればであったとすればであったとすればであったとすれば、、、、毎毎毎毎日日日日、、、、ものすごいものすごいものすごいものすごいハハハハリリリリケケケケーンーンーンーンがががが吹吹吹吹きまくってきまくってきまくってきまくって、、、、そのそのそのその轟音轟音轟音轟音でででで音音音音楽楽楽楽どころではなかったでしょうどころではなかったでしょうどころではなかったでしょうどころではなかったでしょう。。。。計計計計算算算算してしてしてしてみるとみるとみるとみると、、、、風風風風速速速速 300 メメメメートルートルートルートル。。。。音音音音だだだだけけけけではなくではなくではなくではなく、、、、石石石石ころもころもころもころも飛飛飛飛んでくるしんでくるしんでくるしんでくるし、、、、砂砂砂砂もももも飛飛飛飛んでくるしんでくるしんでくるしんでくるし、、、、海海海海はははは大大大大荒荒荒荒れれれれ。。。。大変大変大変大変なななな状態状態状態状態になっていたでしょうになっていたでしょうになっていたでしょうになっていたでしょう。。。。そこからそこからそこからそこから、、、、おおおお月様月様月様月様があったからこそがあったからこそがあったからこそがあったからこそ、、、、音音音音楽楽楽楽がががが存在存在存在存在しえたとしえたとしえたとしえたと
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いういういういう結論結論結論結論がががが得得得得られますられますられますられます。。。。我我我我々々々々のののの体体体体型型型型もももも含含含含めてめてめてめて、、、、人人人人間間間間にににに備備備備わっているあるわっているあるわっているあるわっているあるゆゆゆゆるるるる特特特特性性性性やややや機機機機能能能能、、、、それからそれからそれからそれから文化文化文化文化とかとかとかとか文文文文明明明明にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、すすすすべべべべてててて宇宙宇宙宇宙宇宙のののの進進進進化化化化とととと大大大大きくきくきくきく関関関関わっているということでわっているということでわっているということでわっているということですすすすねねねね。。。。いいかえればいいかえればいいかえればいいかえれば、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙のののの研究研究研究研究とはとはとはとは、、、、実実実実はははは人人人人間間間間をををを知知知知るためのるためのるためのるための研究研究研究研究だといってもいいすだといってもいいすだといってもいいすだといってもいいすぎぎぎぎではありまではありまではありまではありませせせせんんんん。。。。 ところでところでところでところで、、、、皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、愛愛愛愛するするするする子供子供子供子供、、、、愛愛愛愛するするするする人人人人をををを抱抱抱抱きしめるそのきしめるそのきしめるそのきしめるその手手手手でででで、、、、憎憎憎憎いといといといと思思思思うううう相相相相手手手手のののの首首首首をををを絞絞絞絞めることさえできるめることさえできるめることさえできるめることさえできる・・・・・・・・・・・・。。。。このこのこのこの二二二二面面面面性性性性はどこからやってくるのでしょうかはどこからやってくるのでしょうかはどこからやってくるのでしょうかはどこからやってくるのでしょうか。。。。それそれそれそれもももも、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙進進進進化化化化のののの中中中中でのでのでのでの哺乳哺乳哺乳哺乳類類類類のののの足跡足跡足跡足跡をたどってみるとをたどってみるとをたどってみるとをたどってみると、、、、見見見見えてくるようですえてくるようですえてくるようですえてくるようです。。。。みずからのみずからのみずからのみずからの命命命命をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには、、、、相相相相手手手手をををを抹殺抹殺抹殺抹殺したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うううう心心心心もももも、、、、ヒヒヒヒトトトトからからからから人人人人、、、、人人人人間間間間へのへのへのへのプロプロプロプロセセセセススススのののの中中中中でででで培培培培われたわれたわれたわれた特特特特性性性性のようですのようですのようですのようです。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで音音音音をををを聞聞聞聞いていただきましょういていただきましょういていただきましょういていただきましょう。（。（。（。（CD 再再再再生生生生））））このこのこのこの音音音音、、、、何何何何のののの音音音音にににに聞聞聞聞こえまこえまこえまこえますかすかすかすか？？？？おそらくおそらくおそらくおそらくカカカカエルエルエルエルとかとかとかとか小小小小鳥鳥鳥鳥のののの鳴鳴鳴鳴きききき声声声声をををを連想連想連想連想されたのではないでしょうかされたのではないでしょうかされたのではないでしょうかされたのではないでしょうか。。。。生生生生きききき物物物物のののの声声声声にににに聞聞聞聞こえたでしょうこえたでしょうこえたでしょうこえたでしょう。。。。答答答答えはえはえはえは、、、、太陽太陽太陽太陽からからからから吹吹吹吹いてくるいてくるいてくるいてくる風風風風のののの音音音音、、、、太陽風太陽風太陽風太陽風ですですですです。。。。今今今今このこのこのこの会場会場会場会場にもにもにもにも吹吹吹吹きこんでいますきこんでいますきこんでいますきこんでいます。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの耳耳耳耳にはそのままではにはそのままではにはそのままではにはそのままでは聞聞聞聞こえまこえまこえまこえませせせせんがんがんがんが、、、、ここにここにここにここにアンテアンテアンテアンテナナナナをををを張張張張っっっっててててラジラジラジラジオオオオにつなげばにつなげばにつなげばにつなげば聞聞聞聞くことができますくことができますくことができますくことができます。。。。これはこれはこれはこれはオオオオーロラーロラーロラーロラをををを起起起起こすこすこすこす原原原原因因因因にもなるにもなるにもなるにもなる太陽太陽太陽太陽からからからからのののの電子電子電子電子のののの流流流流れですれですれですれです。。。。太陽風太陽風太陽風太陽風のののの電波電波電波電波をををを音音音音にしたものとにしたものとにしたものとにしたものと、、、、生生生生きききき物物物物のののの鳴鳴鳴鳴きききき声声声声がががが似似似似ているというこているというこているというこているということからとからとからとから、、、、地球地球地球地球とかとかとかとか太陽太陽太陽太陽とかというとかというとかというとかという、、、、生生生生物物物物でないものでないものでないものでないもの、、、、無無無無生生生生物物物物とととと、、、、カカカカエルエルエルエルとかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人間間間間とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは小小小小鳥鳥鳥鳥とかというとかというとかというとかという生生生生物物物物のののの先先先先祖祖祖祖はははは共共共共通通通通のののの同同同同じものかもしれないということがじものかもしれないということがじものかもしれないということがじものかもしれないということが推測推測推測推測されますされますされますされますねねねね。。。。宇宙宇宙宇宙宇宙とととと人生人生人生人生とのかかわりはとのかかわりはとのかかわりはとのかかわりは非常非常非常非常にににに深深深深いということですいということですいということですいということです。。。。 ここでここでここでここで、、、、さきほどのまばたきのさきほどのまばたきのさきほどのまばたきのさきほどのまばたきの話話話話にににに戻戻戻戻りますがりますがりますがりますが、、、、授授授授業業業業のののの中中中中でででで、、、、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに「「「「昔昔昔昔、、、、きみきみきみきみたちはおたちはおたちはおたちはお魚魚魚魚だったよだったよだったよだったよ」」」」とととと言言言言うとうとうとうと、「、「、「、「うそうそうそうそーーーーっっっっ」」」」とととと騒騒騒騒ぎぎぎぎたてますたてますたてますたてます。。。。しかししかししかししかし、、、、よくよくよくよく考考考考えみてくだえみてくだえみてくだえみてくださいさいさいさい。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、胎胎胎胎内内内内ではではではでは、、、、羊水羊水羊水羊水のののの海海海海のののの中中中中にいましたにいましたにいましたにいましたねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、出産出産出産出産によってによってによってによって、、、、ササササカカカカナナナナというというというという生生生生きききき物物物物でいることとでいることとでいることとでいることと決決決決別別別別してしてしてして、、、、人人人人間間間間というというというという新新新新しいしいしいしい生生生生きききき物物物物になるということですになるということですになるということですになるということですねねねね。。。。出産出産出産出産のときにのときにのときにのときに、、、、勢勢勢勢いよくいよくいよくいよく「「「「おおおおぎぎぎぎゃゃゃゃああああ」」」」とととと泣泣泣泣くのはくのはくのはくのは、、、、肺肺肺肺のののの中中中中にたまったにたまったにたまったにたまった羊水羊水羊水羊水をををを吐吐吐吐きききき出出出出してしてしてして、、、、陸陸陸陸ではではではでは生生生生きられないきられないきられないきられないササササカカカカナナナナからからからから人人人人間間間間になるというになるというになるというになるという通過通過通過通過儀礼儀礼儀礼儀礼のようなものですのようなものですのようなものですのようなものです。。。。魚魚魚魚であるであるであるである生生生生涯涯涯涯をををを一度一度一度一度そこでそこでそこでそこで閉閉閉閉じてじてじてじて、、、、人人人人間間間間になるということですになるということですになるということですになるということです。。。。あるあるあるある見見見見方方方方からすればからすればからすればからすれば、、、、死死死死とととと再再再再生生生生、、、、つつつつまりまりまりまり復復復復活活活活のののの物物物物語語語語ですですですです。。。。これがこれがこれがこれが宇宙宇宙宇宙宇宙のからくりですのからくりですのからくりですのからくりです。。。。星星星星にもにもにもにも誕誕誕誕生生生生がありがありがありがあり、、、、死死死死がありますががありますががありますががありますが、、、、星星星星がががが最最最最後後後後にににに爆爆爆爆発発発発してしてしてして終終終終焉焉焉焉をををを迎迎迎迎ええええ、、、、そのかそのかそのかそのかけけけけらかららかららかららから、、、、新新新新しいしいしいしい星星星星ができるということのができるということのができるということのができるということの繰繰繰繰りりりり返返返返しがしがしがしが、、、、このこのこのこの宇宙宇宙宇宙宇宙のののの「「「「いとなみいとなみいとなみいとなみ」」」」ですですですです。。。。星星星星のののの進進進進化化化化についてはについてはについてはについては、、、、後後後後でおでおでおでお話話話話ししますししますししますしします。。。。 さてさてさてさて、、、、考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、このこのこのこの地上地上地上地上にはにはにはには、、、、約約約約 4,500種類種類種類種類ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの哺乳哺乳哺乳哺乳類類類類がいますががいますががいますががいますが、、、、そのそのそのその哺乳哺乳哺乳哺乳類類類類のののの中中中中でででで唯唯唯唯一一一一人人人人間間間間がががが持持持持っているっているっているっている特特特特性性性性はははは、、、、自分自分自分自分とはとはとはとは何何何何かというようなことをかというようなことをかというようなことをかというようなことを自分自分自分自分にににに問問問問いかいかいかいかけけけけることができることですることができることですることができることですることができることです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらくネコネコネコネコとかとかとかとかウウウウササササギギギギさんはさんはさんはさんは、「、「、「、「私私私私はははは何何何何のためにのためにのためにのために生生生生まれてきたまれてきたまれてきたまれてきたんだろうんだろうんだろうんだろう」」」」などとはなどとはなどとはなどとは考考考考えてはいなえてはいなえてはいなえてはいないでしょういでしょういでしょういでしょうねねねね。。。。自分自分自分自分とはとはとはとは何何何何かをかをかをかを問問問問うことができるうことができるうことができるうことができる唯唯唯唯一一一一のののの生生生生物物物物はははは人人人人間間間間だだだだけけけけのようですのようですのようですのようです。。。。このこのこのこの自己認識自己認識自己認識自己認識とはとはとはとは、、、、見見見見方方方方をををを変変変変えればえればえればえれば、、、、自分自分自分自分をほかとをほかとをほかとをほかと区区区区別別別別するするするするということなのですからということなのですからということなのですからということなのですから、、、、それにはそれにはそれにはそれには、、、、他他他他のののの存在存在存在存在がががが前前前前提提提提になりますになりますになりますになります。。。。あなたあなたあなたあなた一一一一人人人人ではではではでは、、、、存在存在存在存在のののの意意意意味味味味がががが成立成立成立成立しましましましませせせせんんんん。。。。人人人人間間間間のののの存在存在存在存在にはにはにはには他他他他とのとのとのとの共共共共存存存存がががが条条条条件件件件になりますになりますになりますになります。。。。それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、自自自自分分分分がががが必必必必ずずずず死死死死ぬぬぬぬであろうというであろうというであろうというであろうという未未未未来来来来予測予測予測予測ができるというのもができるというのもができるというのもができるというのも人人人人間間間間のののの特特特特質質質質だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。 そこでそこでそこでそこで、、、、おおおお伺伺伺伺いしますがいしますがいしますがいしますが、、、、皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、ごごごご自分自分自分自分のののの顔顔顔顔をごらんになったことがおありでしょをごらんになったことがおありでしょをごらんになったことがおありでしょをごらんになったことがおありでしょうかうかうかうか？？？？それはそれはそれはそれは不不不不可能可能可能可能ですですですです。。。。もしもしもしもし、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの目目目目がががが顔顔顔顔からとからとからとからとびびびび出出出出してしてしてして、、、、向向向向こうこうこうこうからからからから眺眺眺眺めればでめればでめればでめればできるかもしれまきるかもしれまきるかもしれまきるかもしれませせせせんがんがんがんが、、、、もしそれができたとしてももしそれができたとしてももしそれができたとしてももしそれができたとしても、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは目目目目のないのないのないのない自分自分自分自分のののの顔顔顔顔しかしかしかしか見見見見るるるることができないことができないことができないことができない。。。。鏡鏡鏡鏡でででで見見見見るるるる顔顔顔顔はははは、、、、上下上下上下上下はそのままですがはそのままですがはそのままですがはそのままですが、、、、左左左左右右右右はははは反反反反対対対対。。。。写真写真写真写真のののの中中中中のののの顔顔顔顔はとはとはとはといえばいえばいえばいえば、、、、すすすすべべべべてはてはてはては、、、、点点点点点点点点のののの集集集集合合合合でしかないでしかないでしかないでしかない。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは自分自分自分自分のののの顔顔顔顔をををを見見見見ることなくることなくることなくることなく、、、、生生生生涯涯涯涯をををを終終終終えるわえるわえるわえるわけけけけですですですです。。。。それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、人人人人のののの誕誕誕誕生生生生やややや死死死死にはにはにはには立立立立ちちちち会会会会うことができますがうことができますがうことができますがうことができますが、、、、あなたあなたあなたあなた自自自自身身身身のののの誕誕誕誕生生生生やややや死死死死をあなたをあなたをあなたをあなた自自自自身身身身でででで見見見見ることはできないることはできないることはできないることはできない。。。。自分自分自分自分のことはのことはのことはのことは、、、、他他他他人以人以人以人以上上上上にににに謎謎謎謎なのですなのですなのですなのです。。。。 



 17 

さきほどさきほどさきほどさきほど、、、、人人人人間間間間はははは未未未未来来来来予測予測予測予測ができるとができるとができるとができると唯唯唯唯一一一一のののの生生生生きききき物物物物だといいましたがだといいましたがだといいましたがだといいましたが、、、、それそれそれそれ故故故故にににに、、、、人人人人間間間間にはにはにはには、、、、未未未未来来来来へのへのへのへの不不不不安安安安、、、、死死死死へのへのへのへの恐怖恐怖恐怖恐怖などがつきまとっていますなどがつきまとっていますなどがつきまとっていますなどがつきまとっています。。。。それをそれをそれをそれを解解解解決決決決するのがするのがするのがするのが、、、、宗宗宗宗教教教教やややや芸術芸術芸術芸術なのでしょうがなのでしょうがなのでしょうがなのでしょうが、、、、私私私私たちにはたちにはたちにはたちには未未未未来来来来がががが見見見見えないがえないがえないがえないが故故故故にににに生生生生じるじるじるじる不不不不安安安安とととと同同同同時時時時にににに、、、、そのそのそのその裏返裏返裏返裏返しとしてしとしてしとしてしとして、、、、見見見見えないがえないがえないがえないが故故故故にににに安心安心安心安心してしてしてして生生生生きられるということもありますきられるということもありますきられるということもありますきられるということもあります。。。。すすすすべべべべてててて、、、、未未未未来来来来がががが見見見見えていたらえていたらえていたらえていたら怖怖怖怖くてくてくてくて生生生生きられまきられまきられまきられませせせせんんんん。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは何何何何月月月月何何何何日日日日のののの何何何何時時時時何分何分何分何分にににに自動自動自動自動車車車車とととと衝衝衝衝突突突突をしてをしてをしてをして、、、、怪怪怪怪我我我我をするというようなことがあらかじめわかっていたとしたらをするというようなことがあらかじめわかっていたとしたらをするというようなことがあらかじめわかっていたとしたらをするというようなことがあらかじめわかっていたとしたら、、、、怖怖怖怖くてくてくてくて生生生生きることができることができることができることができないでしょうきないでしょうきないでしょうきないでしょう。。。。ですからですからですからですから、、、、未未未未来来来来がががが見見見見えないえないえないえない故故故故にににに希望希望希望希望がもてるのだとがもてるのだとがもてるのだとがもてるのだと考考考考えてもいいですえてもいいですえてもいいですえてもいいですねねねね。。。。未未未未来来来来がががが確確確確定定定定していないからこそしていないからこそしていないからこそしていないからこそ、、、、夢夢夢夢をもつことができをもつことができをもつことができをもつことができるのでするのでするのでするのです。。。。 ところでところでところでところで、、、、これもこれもこれもこれも私私私私のののの小小小小学校学校学校学校のののの特特特特別授別授別授別授業業業業でのでのでのでの話話話話なのですがなのですがなのですがなのですが、「、「、「、「自分自分自分自分のののの心心心心臓臓臓臓がががが動動動動いていたこいていたこいていたこいていたことにとにとにとに気気気気がついていたがついていたがついていたがついていた人人人人、、、、手手手手をををを上上上上げてげてげてげて」、」、」、」、あるいはあるいはあるいはあるいは、「、「、「、「自分自分自分自分がががが息息息息をしていたことにをしていたことにをしていたことにをしていたことに気気気気がついてがついてがついてがついていたいたいたいた人人人人、、、、いるいるいるいる？？？？」」」」とととと問問問問いかいかいかいかけけけけたことがありますたことがありますたことがありますたことがあります。。。。大大大大半半半半のののの人人人人はははは、「、「、「、「ああああ、、、、そうかそうかそうかそうか。。。。そうそうそうそう言言言言われれわれれわれれわれればそうだったばそうだったばそうだったばそうだった」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに、、、、自分自分自分自分のののの心拍心拍心拍心拍やややや呼呼呼呼吸吸吸吸にはにはにはには気気気気づづづづいていまいていまいていまいていませせせせんんんん。。。。みなさんみなさんみなさんみなさん、、、、いかいかいかいかがでしょうがでしょうがでしょうがでしょう。。。。とすればとすればとすればとすれば、、、、心心心心臓臓臓臓をををを動動動動かしているのはかしているのはかしているのはかしているのは、、、、いったいいったいいったいいったい誰誰誰誰なのかということになりまなのかということになりまなのかということになりまなのかということになりますすすす。。。。息息息息をするようにをするようにをするようにをするように仕向仕向仕向仕向けけけけているのはているのはているのはているのは、、、、どこのどこのどこのどこの誰誰誰誰なのでしょうなのでしょうなのでしょうなのでしょう。。。。これはこれはこれはこれは、、、、あるあるあるあるカカカカトリックトリックトリックトリック系系系系小小小小学校学校学校学校でのでのでのでの特特特特別別別別授授授授業業業業でのことだったのですがでのことだったのですがでのことだったのですがでのことだったのですが、「、「、「、「今今今今からからからから心心心心臓臓臓臓さんにさんにさんにさんに 30 秒秒秒秒とまってもらいとまってもらいとまってもらいとまってもらいましょうましょうましょうましょう。。。。心心心心臓臓臓臓さんさんさんさん、、、、もうもうもうもう動動動動いてばっかりいていてばっかりいていてばっかりいていてばっかりいて、、、、疲疲疲疲れるかられるかられるかられるから、、、、神神神神様様様様におにおにおにお願願願願いしていしていしていして、、、、30 秒秒秒秒くくくくらいらいらいらい休休休休んでもらいましょうんでもらいましょうんでもらいましょうんでもらいましょう。」。」。」。」といってといってといってといって、、、、神神神神様様様様におにおにおにお祈祈祈祈りするためのりするためのりするためのりするためのバッバッバッバッハハハハののののコラールコラールコラールコラールををををパパパパイイイイププププオオオオルルルルガガガガンンンンでででで弾弾弾弾いていていていて、、、、神神神神様様様様へのおへのおへのおへのお祈祈祈祈りをさりをさりをさりをさせせせせますますますます。「。「。「。「天天天天にましますにましますにましますにまします我我我我らのらのらのらの父父父父よよよよ、、、、願願願願わくはわくはわくはわくは、、、、このこのこのこの心心心心臓臓臓臓さんをとめてくださいさんをとめてくださいさんをとめてくださいさんをとめてください・・・・・・・・・・・・」。」。」。」。純純純純真真真真なななな子供子供子供子供たちはたちはたちはたちは本本本本気気気気でででで祈祈祈祈りをりをりをりを奉奉奉奉げますげますげますげます。。。。でもでもでもでも、、、、心心心心臓臓臓臓はははは止止止止まりままりままりままりませせせせんんんん。。。。心心心心臓臓臓臓はははは自分自分自分自分でででで動動動動きたいのですきたいのですきたいのですきたいのです。。。。動動動動きたくてきたくてきたくてきたくて仕仕仕仕方方方方がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、自分自分自分自分でででで一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命動動動動いていますいていますいていますいています。。。。だとすればだとすればだとすればだとすれば、、、、動動動動きたきたきたきたいいいい、、、、動動動動きたいときたいときたいときたいと思思思思っているっているっているっている心心心心臓臓臓臓さんをとめるこさんをとめるこさんをとめるこさんをとめることはとはとはとは悪悪悪悪いことかもしれないいことかもしれないいことかもしれないいことかもしれない。。。。そこからそこからそこからそこから、、、、人人人人をををを殺殺殺殺すのはいすのはいすのはいすのはいけけけけないことだということをないことだということをないことだということをないことだということを理理理理解解解解ささささせせせせるのがるのがるのがるのが、、、、このこのこのこの授授授授業業業業のののの目的目的目的目的でしたでしたでしたでした。。。。 御御御御飯飯飯飯をををを食食食食べべべべるとるとるとると、、、、必必必必ずずずず胃液胃液胃液胃液がががが出出出出てててて消消消消化化化化をををを助助助助けけけけますますますます。。。。皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、御御御御飯飯飯飯をををを召召召召しししし上上上上がったがったがったがった後後後後にににに、、、、「「「「ああああああああ、、、、おいしかったおいしかったおいしかったおいしかった。。。。ごちそうさまごちそうさまごちそうさまごちそうさま。。。。さあさあさあさあ、、、、胃液胃液胃液胃液くんくんくんくん、、、、出出出出てきてくださいてきてくださいてきてくださいてきてください」」」」とととと要要要要請請請請するするするするでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。自然自然自然自然にににに出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。誰誰誰誰がそういうがそういうがそういうがそういう命命命命令令令令をををを下下下下すのかすのかすのかすのか、、、、どうやらどうやらどうやらどうやら、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、自分自分自分自分のののの力力力力でででで生生生生きているときているときているときていると考考考考えるのはえるのはえるのはえるのは錯覚錯覚錯覚錯覚でしかないようですでしかないようですでしかないようですでしかないようです。。。。 つまりつまりつまりつまり、、、、私私私私をををを生生生生かしてくれているかしてくれているかしてくれているかしてくれている力力力力のののの源源源源泉泉泉泉はははは何何何何なのかなのかなのかなのか、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな考考考考ええええ方方方方があってがあってがあってがあって、、、、宗宗宗宗教教教教をををを信信信信じているじているじているじている人人人人はははは神神神神様様様様だとだとだとだと言言言言うでしょうしうでしょうしうでしょうしうでしょうし、、、、宗宗宗宗教教教教とはとはとはとは無無無無縁縁縁縁のののの人人人人はははは、、、、自然自然自然自然のからくりだとのからくりだとのからくりだとのからくりだと言言言言うでしょうしうでしょうしうでしょうしうでしょうし、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、何何何何かかかか、、、、我我我我々々々々のののの力力力力がががが及及及及ばないばないばないばない、、、、超超超超自然自然自然自然的的的的なななな何何何何者者者者かというかというかというかということになりそうですことになりそうですことになりそうですことになりそうですねねねね。。。。自分自分自分自分でででで生生生生きているのではないということをきているのではないということをきているのではないということをきているのではないということを感感感感じることはじることはじることはじることは大大大大切切切切なこなこなこなことですとですとですとです。。。。 考考考考えてみればえてみればえてみればえてみれば、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、自分自分自分自分のののの体体体体はははは自分自分自分自分のものだとのものだとのものだとのものだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、病気病気病気病気になになになになるとるとるとると、、、、はじめてはじめてはじめてはじめて、、、、そうではなさそうだということにそうではなさそうだということにそうではなさそうだということにそうではなさそうだということに気気気気づづづづきますきますきますきます。。。。おなかがおなかがおなかがおなかが痛痛痛痛いいいい時時時時にににに、、、、ちょちょちょちょっとっとっとっと痛痛痛痛いのをやめてくれないかといのをやめてくれないかといのをやめてくれないかといのをやめてくれないかと願願願願ってもってもってもっても、、、、時期時期時期時期がががが来来来来ななななけけけければなおりまればなおりまればなおりまればなおりませせせせんんんん。。。。自分自分自分自分のからのからのからのからだはだはだはだは自分自分自分自分のののの所所所所有有有有物物物物だとだとだとだと思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、錯覚錯覚錯覚錯覚でありでありでありであり妄妄妄妄想想想想ですですですです。。。。環境環境環境環境とのかかわりもとのかかわりもとのかかわりもとのかかわりも、、、、自分自分自分自分とととと環境環境環境環境はははは別別別別のものだとのものだとのものだとのものだと考考考考えるえるえるえる錯覚錯覚錯覚錯覚がががが、、、、環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊ににににむむむむすすすすびびびびつくのだとつくのだとつくのだとつくのだと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、環境環境環境環境のののの一一一一部部部部分分分分なのですなのですなのですなのです。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次のののの音音音音をををを聞聞聞聞いていただきましょういていただきましょういていただきましょういていただきましょう。（。（。（。（CD 再再再再生生生生））））これもこれもこれもこれも電波電波電波電波のののの音音音音ですがですがですがですが、、、、先先先先ほほほほどとどとどとどと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、このこのこのこの部部部部屋屋屋屋のののの中中中中にもにもにもにも満満満満ちているちているちているちている電波電波電波電波のののの音音音音ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今からからからから 137 億億億億年年年年のののの遠遠遠遠いいいい昔昔昔昔、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの宇宙宇宙宇宙宇宙がががが、、、、1粒粒粒粒のののの光光光光からからからから爆爆爆爆発発発発するようにするようにするようにするように生生生生まれたというまれたというまれたというまれたという証証証証拠拠拠拠になるになるになるになる電波電波電波電波のののの音音音音ですですですです。。。。いわいわいわいわゆゆゆゆるるるるビビビビッグバンッグバンッグバンッグバンのののの残残残残りりりり火火火火のののの電波電波電波電波雑雑雑雑音音音音ですですですです。。。。最近最近最近最近になってになってになってになって、、、、宇宙誕宇宙誕宇宙誕宇宙誕生生生生のののの時期時期時期時期がががが、、、、確確確確定定定定されるきっかされるきっかされるきっかされるきっかけけけけになったになったになったになった証証証証拠拠拠拠のののの電波電波電波電波雑雑雑雑音音音音ですですですです。。。。すすすすべべべべてはてはてはては、、、、根源根源根源根源においてにおいてにおいてにおいて、、、、同同同同じものかじものかじものかじものか
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らららら始始始始まったまったまったまった。。。。ということはということはということはということは、、、、もしもしもしもし皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの足足足足元元元元にににに 1匹匹匹匹ののののアリアリアリアリがいたとするとがいたとするとがいたとするとがいたとすると、、、、そのそのそのそのアリアリアリアリはははは、、、、
1粒粒粒粒のののの光光光光からからからから、、、、枝枝枝枝分分分分かれをするようにかれをするようにかれをするようにかれをするように分分分分かれてかれてかれてかれて、、、、さらにさらにさらにさらに枝枝枝枝分分分分かれをしてかれをしてかれをしてかれをして、、、、さらにさらにさらにさらに枝枝枝枝分分分分かれしかれしかれしかれしてててて、、、、アリアリアリアリ君君君君なりになりになりになりに 137 億億億億年年年年のののの歴史歴史歴史歴史をををを歩歩歩歩んでんでんでんで、、、、今今今今いるいるいるいるアリアリアリアリとしてとしてとしてとして存在存在存在存在しているということでしているということでしているということでしているということですすすす。。。。あなたはあなたであなたはあなたであなたはあなたであなたはあなたで、、、、137億億億億年年年年というというというという時間時間時間時間をかをかをかをかけけけけてててて、、、、分分分分岐岐岐岐をつをつをつをつづけづけづけづけ、、、、今今今今、、、、ここにあなたとここにあなたとここにあなたとここにあなたとしてしてしてして存在存在存在存在していますしていますしていますしています。。。。あなたとあなたとあなたとあなたとアリアリアリアリはははは、、、、このこのこのこの宇宙宇宙宇宙宇宙のののの中中中中ではではではでは同同同同等等等等のののの存在存在存在存在価値価値価値価値をもっているとをもっているとをもっているとをもっているということですいうことですいうことですいうことですねねねね。。。。 そこでそこでそこでそこで、、、、１１１１37億億億億年年年年前前前前にににに 1 つのものからすつのものからすつのものからすつのものからすべべべべてがてがてがてが生生生生まれたというのであればまれたというのであればまれたというのであればまれたというのであれば、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの存在存在存在存在はははは、、、、関関関関わりあっているということになりますわりあっているということになりますわりあっているということになりますわりあっているということになります。。。。同同同同じじじじ両両両両親親親親からからからから生生生生まれたまれたまれたまれた兄弟兄弟兄弟兄弟はははは似似似似ていまていまていまていますすすすねねねね。。。。命命命命のののの源源源源がががが同同同同じだからですじだからですじだからですじだからです。。。。同同同同様様様様にににに、、、、同同同同じじじじひひひひとつとつとつとつぶぶぶぶのののの光光光光からからからから生生生生まれたのであればまれたのであればまれたのであればまれたのであれば、、、、すすすすべべべべてのものはかかわりてのものはかかわりてのものはかかわりてのものはかかわり合合合合っているということになりますっているということになりますっているということになりますっているということになります。。。。 皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお手手手手元元元元にあるにあるにあるにある 1 枚枚枚枚のののの紙紙紙紙。。。。そのそのそのその紙紙紙紙はははは、、、、紙紙紙紙からできているのではありまからできているのではありまからできているのではありまからできているのではありませせせせんんんんねねねね。。。。紙紙紙紙はははは紙紙紙紙以外以外以外以外のものからできていますのものからできていますのものからできていますのものからできています。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、樹樹樹樹木木木木ですですですです。。。。同同同同様様様様にににに、、、、あなたはあなたからであなたはあなたからであなたはあなたからであなたはあなたからできているのではなくてきているのではなくてきているのではなくてきているのではなくて、、、、あなたあなたあなたあなた以外以外以外以外のものからできているといったのものからできているといったのものからできているといったのものからできているといった方方方方がががが正正正正しいしいしいしい言言言言いいいい方方方方ですですですです。。。。紙紙紙紙のことにのことにのことにのことに話話話話をををを戻戻戻戻せせせせばばばば、、、、紙紙紙紙ははははパパパパルプルプルプルプからからからから、、、、パパパパルプルプルプルプはははは樹樹樹樹木木木木からからからから、、、、樹樹樹樹木木木木をををを育育育育てたのはてたのはてたのはてたのは水水水水、、、、そのそのそのその水水水水をもたらしたのはをもたらしたのはをもたらしたのはをもたらしたのは雨雨雨雨、、、、雨雨雨雨をををを降降降降ららららせせせせたのはたのはたのはたのは雲雲雲雲、、、、雲雲雲雲をををを作作作作ったのはったのはったのはったのは太陽太陽太陽太陽ののののエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー・・・・・・・・・・・・ななななのですからのですからのですからのですから、、、、このこのこのこの 1 枚枚枚枚のののの紙紙紙紙のののの中中中中にににに、、、、太陽太陽太陽太陽のののの光光光光をををを感感感感じじじじ、、、、雨雨雨雨のののの音音音音をををを聞聞聞聞きききき、、、、木木木木々々々々のそよのそよのそよのそよぎぎぎぎのののの音音音音をををを聞聞聞聞くとくとくとくと言言言言ってもってもってもっても、、、、これはこれはこれはこれは詩詩詩詩人人人人だだだだけけけけがががが抱抱抱抱くくくく幻幻幻幻想想想想、、、、想想想想像像像像ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、科科科科学的事学的事学的事学的事実実実実だということになりますだということになりますだということになりますだということになりますねねねね。。。。それがそれがそれがそれが科科科科学学学学のののの心心心心ですですですです。。。。科科科科学学学学のののの芽芽芽芽はははは「「「「驚驚驚驚くくくく」」」」ことのことのことのことの中中中中にありにありにありにありますますますます。。。。科科科科学学学学とはとはとはとは、、、、新新新新幹線幹線幹線幹線をつくったりをつくったりをつくったりをつくったりロロロロケケケケットットットットをををを飛飛飛飛ばしたりするばしたりするばしたりするばしたりする技技技技術術術術のことをのことをのことをのことを意意意意味味味味するだするだするだするだけけけけではなくではなくではなくではなく、、、、語語語語源源源源的的的的にはにはにはには、、、、ラテンラテンラテンラテン語語語語でいうでいうでいうでいうススススキキキキエンテエンテエンテエンティィィィアアアア、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、驚驚驚驚いていていていて「「「「知知知知るるるる」」」」といといといということをうことをうことをうことを意意意意味味味味していますしていますしていますしています。。。。水水水水はははは何何何何からできているのでしょうかからできているのでしょうかからできているのでしょうかからできているのでしょうか。。。。水水水水はははは水水水水からできているのからできているのからできているのからできているのではなくではなくではなくではなく、、、、水水水水ではないではないではないではない水水水水素素素素とかとかとかとか酸酸酸酸素素素素とからできていますとからできていますとからできていますとからできています。。。。先先先先ほどもほどもほどもほども言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、ああああなたはあなたからできているのではありまなたはあなたからできているのではありまなたはあなたからできているのではありまなたはあなたからできているのではありませせせせんんんん。。。。あなたをあなたにしているのはあなたをあなたにしているのはあなたをあなたにしているのはあなたをあなたにしているのは、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、人人人人間関係間関係間関係間関係でででで言言言言えばえばえばえば他他他他者者者者ですですですです。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの脳脳脳脳のののの中中中中にはにはにはには、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの記記記記憶憶憶憶、、、、きのうのきのうのきのうのきのうの記記記記憶憶憶憶、、、、おととおととおととおとといのいのいのいの記記記記憶憶憶憶、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは未未未未来来来来へのへのへのへの希望希望希望希望などがなどがなどがなどが全全全全部入部入部入部入っていますっていますっていますっています。。。。きのうきのうきのうきのう、、、、ささいなことでささいなことでささいなことでささいなことで彼彼彼彼ととととけけけけんかをしてしまったんかをしてしまったんかをしてしまったんかをしてしまった。。。。今今今今度会度会度会度会ったらったらったらったら「「「「ごめんごめんごめんごめんねねねね」」」」とととと謝謝謝謝ろうなどといろうなどといろうなどといろうなどといったようなったようなったようなったような記記記記憶憶憶憶があがあがあがあなたのなたのなたのなたの脳脳脳脳のののの中中中中にににに入入入入っていてっていてっていてっていて、、、、あなたになっているわあなたになっているわあなたになっているわあなたになっているわけけけけですからですからですからですから、、、、あなたをあなたにしていあなたをあなたにしていあなたをあなたにしていあなたをあなたにしているのはるのはるのはるのは、、、、人人人人とのつながりだとのつながりだとのつながりだとのつながりだけけけけをををを考考考考えてもえてもえてもえても、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな人人人人とのかかわりがあってこそとのかかわりがあってこそとのかかわりがあってこそとのかかわりがあってこそ、、、、あなあなあなあなたになっているわたになっているわたになっているわたになっているわけけけけでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。すすすすべべべべてはてはてはては、、、、他他他他とのかかわりにおいてとのかかわりにおいてとのかかわりにおいてとのかかわりにおいて、、、、存在存在存在存在しているというしているというしているというしているということですことですことですことですねねねね。。。。 ところでところでところでところで、、、、いろいろなものといろいろなものといろいろなものといろいろなものと共共共共存存存存できるできるできるできる条条条条件件件件といえばといえばといえばといえば、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが、、、、同同同同質質質質のものであったのものであったのものであったのものであったらららら、、、、安定安定安定安定なななな存在存在存在存在はありえまはありえまはありえまはありえませせせせんんんん。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙のののの中中中中のののの電荷電荷電荷電荷のののの量量量量はははは、、、、プラスプラスプラスプラスのののの電気電気電気電気のののの量量量量ととととママママイイイイナナナナススススのののの電気電気電気電気のののの量量量量はほとんどはほとんどはほとんどはほとんど同同同同じじじじ。。。。もしもしもしもしプラスプラスプラスプラスのののの電気電気電気電気のののの量量量量がががが多多多多いといといといと、、、、余余余余分分分分になったになったになったになったプラスプラスプラスプラスのののの電気電気電気電気同士同士同士同士はははは同同同同じじじじ符号符号符号符号ですからですからですからですから反反反反発発発発しますしますしますします。。。。もうもうもうもう少少少少しししし具具具具体体体体的的的的にいえばにいえばにいえばにいえば、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙のののの中中中中でででで、、、、プラプラプラプラススススのののの電気電気電気電気ととととマイマイマイマイナナナナススススのののの電気電気電気電気ののののバランスバランスバランスバランスがががが 5%違違違違っているとっているとっているとっていると、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙はははは 100分分分分のののの 1秒秒秒秒ででででバランスバランスバランスバランスをををを崩崩崩崩しししし、、、、壊壊壊壊れてしまいますれてしまいますれてしまいますれてしまいます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、安定安定安定安定なななな宇宙宇宙宇宙宇宙がががが存在存在存在存在するためにはするためにはするためにはするためには、、、、プラスプラスプラスプラスのののの電気電気電気電気ととととママママイイイイナナナナススススのののの電気電気電気電気というというというという反反反反対対対対のののの性性性性質質質質をもつをもつをもつをもつ電荷電荷電荷電荷のののの量量量量がほとんどがほとんどがほとんどがほとんど同同同同じじじじ、、、、いいかえればいいかえればいいかえればいいかえれば、、、、反反反反対対対対のものものものものののの同士同士同士同士がががが仲良仲良仲良仲良くくくく共共共共存存存存していなしていなしていなしていなけけけければならないということですればならないということですればならないということですればならないということです。。。。 今今今今、、、、このこのこのこの机机机机のののの上上上上ににににタタタタオオオオルルルルがありますがありますがありますがあります。。。。これをこれをこれをこれを持持持持ちちちち上上上上げてげてげてげて手手手手をををを放放放放しますしますしますします。。。。落落落落ちますちますちますちますねねねね。。。。ななななぜぜぜぜでしょうでしょうでしょうでしょう。。。。地球地球地球地球がががが引引引引っっっっ張張張張っているからですっているからですっているからですっているからです。。。。皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも地球地球地球地球がががが引引引引っっっっ張張張張っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、地球地球地球地球のののの中中中中心心心心にににに向向向向かってかってかってかって落落落落ちていきまちていきまちていきまちていきませせせせんんんん。。。。それはそれはそれはそれは、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの体体体体をををを、、、、地球地球地球地球がががが引引引引っっっっ張張張張っているっているっているっている力力力力とととと同同同同じじじじ大大大大きさのきさのきさのきさの力力力力でででで椅椅椅椅子子子子がががが反反反反対対対対にににに押押押押しししし返返返返しているからですしているからですしているからですしているからです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、世世世世のののの中中中中のののの「「「「ものものものもの」」」」がががが存在存在存在存在するためにはするためにはするためにはするためには、、、、反反反反対対対対のものがのものがのものがのものが同同同同じじじじ量量量量あってあってあってあって、、、、互互互互いにいにいにいにバランスバランスバランスバランスしていないとしていないとしていないとしていないと存在存在存在存在できできできでき
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ないのですないのですないのですないのです。。。。善善善善とととと悪悪悪悪もももも同同同同じですじですじですじです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、親親親親鸞聖鸞聖鸞聖鸞聖人人人人のののの『『『『歎異抄歎異抄歎異抄歎異抄』』』』のののの中中中中にににに、、、、善善善善人人人人とととと悪人悪人悪人悪人ののののパパパパラドックスラドックスラドックスラドックスについてについてについてについて言言言言及及及及したしたしたした有名有名有名有名なななな一一一一節節節節がありますががありますががありますががありますが、、、、ここではここではここではここでは、、、、あるあるあるある小小小小学校学校学校学校でのでのでのでの授授授授業業業業体体体体験験験験をおをおをおをお話話話話しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。そこでのそこでのそこでのそこでの授授授授業業業業テーマテーマテーマテーマはははは、、、、あるあるあるある同同同同じじじじ事事事事柄柄柄柄がががが、、、、良良良良いことになったりいことになったりいことになったりいことになったり悪悪悪悪いいいいことことことことになったりするになったりするになったりするになったりする例例例例をををを考考考考えさえさえさえさせせせせるものでしたるものでしたるものでしたるものでした。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい体験体験体験体験をををを聞聞聞聞かかかかせせせせてくてくてくてくれたれたれたれた児児児児童童童童がいましたがいましたがいましたがいました。「。「。「。「私私私私のおのおのおのお母母母母さんはたくさんのさんはたくさんのさんはたくさんのさんはたくさんの本本本本をををを読読読読みなさいといつもみなさいといつもみなさいといつもみなさいといつも私私私私にににに言言言言いますいますいますいます。。。。だからだからだからだから、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが本本本本をををを読読読読んでいるとんでいるとんでいるとんでいると、、、、おおおお母母母母さんはさんはさんはさんは、、、、とてもとてもとてもとても喜喜喜喜んでくれるのでんでくれるのでんでくれるのでんでくれるので、、、、本本本本をををを読読読読むむむむこここことはおとはおとはおとはお母母母母さんにとってさんにとってさんにとってさんにとって、、、、いいことだといいことだといいことだといいことだと思思思思っていましたっていましたっていましたっていました、、、、あるあるあるある日日日日のことのことのことのこと、、、、本本本本をををを読読読読んでいるとんでいるとんでいるとんでいると、、、、おおおお母母母母さんがさんがさんがさんが声声声声をかをかをかをかけけけけましたましたましたました。。。。““““おおおお母母母母さんさんさんさん忙忙忙忙しいからしいからしいからしいから、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと手手手手伝伝伝伝ってくれないってくれないってくれないってくれない？？？？””””とととと。。。。こここここでこでこでこで、、、、おおおお母母母母さんにとっていいことであるはずのさんにとっていいことであるはずのさんにとっていいことであるはずのさんにとっていいことであるはずの本本本本をををを今今今今読読読読んでいるのだからんでいるのだからんでいるのだからんでいるのだから、、、、といっておといっておといっておといってお母母母母さんのおさんのおさんのおさんのお手手手手伝伝伝伝いをいをいをいを断断断断ったらったらったらったら、、、、本本本本をををを読読読読んでいることがんでいることがんでいることがんでいることが、、、、おおおお母母母母さんにとってさんにとってさんにとってさんにとって突突突突然然然然、、、、悪悪悪悪いことにいことにいことにいことになってしまうなってしまうなってしまうなってしまう」」」」というのですというのですというのですというのです。。。。皆皆皆皆さんはどのようにおさんはどのようにおさんはどのようにおさんはどのようにお思思思思いですかいですかいですかいですか？？？？考考考考えてみればえてみればえてみればえてみれば非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題ですですですですねねねね。。。。 あるあるあるある日日日日、、、、立立立立場場場場がががが違違違違えばえばえばえば、、、、突突突突然然然然にににに、、、、善善善善がががが悪悪悪悪になるということもあるということですになるということもあるということですになるということもあるということですになるということもあるということです。。。。金金金金子子子子みすみすみすみすゞゞゞゞというというというという人人人人のよくのよくのよくのよく知知知知られたられたられたられた詩詩詩詩がありますがありますがありますがあります。「。「。「。「すずめのかあさんすずめのかあさんすずめのかあさんすずめのかあさん」」」」というというというというタタタタイトルイトルイトルイトルのののの詩詩詩詩でででですすすす。「。「。「。「子子子子どもがどもがどもがどもが子子子子すずめつかまえたすずめつかまえたすずめつかまえたすずめつかまえた。。。。そのそのそのその子子子子のかあさんわらってたのかあさんわらってたのかあさんわらってたのかあさんわらってた。。。。すずめのかあさんそれすずめのかあさんそれすずめのかあさんそれすずめのかあさんそれみてたみてたみてたみてた。。。。おおおお屋屋屋屋根根根根でででで鳴鳴鳴鳴かずにそれかずにそれかずにそれかずにそれ見見見見てたてたてたてた」。」。」。」。人人人人間間間間のののの子供子供子供子供がががが、、、、どこからかどこからかどこからかどこからか落落落落ちてきたちてきたちてきたちてきた子子子子ススススズズズズメメメメををををつかまえましたつかまえましたつかまえましたつかまえました。。。。そのそのそのその人人人人間間間間のののの子子子子のおのおのおのお母母母母さんはさんはさんはさんは、「、「、「、「よくつかまえたよくつかまえたよくつかまえたよくつかまえたねねねね」」」」とととと言言言言ってにこにこってにこにこってにこにこってにこにこ笑笑笑笑っっっっていましたていましたていましたていました。。。。一方一方一方一方、、、、自分自分自分自分のののの子供子供子供子供をををを人人人人間間間間につかまえられたにつかまえられたにつかまえられたにつかまえられたススススズズズズメメメメのおのおのおのお母母母母さんはさんはさんはさんは、、、、心配心配心配心配とととと恐恐恐恐ろろろろしさのあまりしさのあまりしさのあまりしさのあまり、、、、屋屋屋屋根根根根のののの上上上上でででで、、、、鳴鳴鳴鳴くこともできずにいるくこともできずにいるくこともできずにいるくこともできずにいる、、、、というというというという情景情景情景情景ですですですです。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつ。。。。これこれこれこれもももも有名有名有名有名なななな詩詩詩詩ですからですからですからですから、、、、皆皆皆皆さんもごさんもごさんもごさんもご存存存存じだとじだとじだとじだと思思思思いますがいますがいますがいますが、「、「、「、「大大大大漁漁漁漁」」」」というというというという詩詩詩詩をををを読読読読んでみましょんでみましょんでみましょんでみましょうううう。「。「。「。「朝焼朝焼朝焼朝焼小小小小焼焼焼焼だだだだ、、、、大大大大漁漁漁漁だだだだ。。。。大大大大羽鰯羽鰯羽鰯羽鰯のののの大大大大漁漁漁漁だだだだ。。。。濱濱濱濱はははは祭祭祭祭りのやうだりのやうだりのやうだりのやうだけけけけどどどど、、、、海海海海のなかではのなかではのなかではのなかでは何何何何萬萬萬萬のののの、、、、鰯鰯鰯鰯のとのとのとのとむむむむららららひひひひするだらうするだらうするだらうするだらう」。」。」。」。漁師漁師漁師漁師はははは、、、、魚魚魚魚がとれながとれながとれながとれなけけけければればればれば生生生生きていきていきていきていけけけけまままませせせせんからんからんからんから、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの魚魚魚魚がとれたとがとれたとがとれたとがとれたと言言言言っておっておっておってお祝祝祝祝いをするのはいをするのはいをするのはいをするのは当当当当然然然然のことですのことですのことですのことです。。。。そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの仲仲仲仲間間間間をををを人人人人間間間間にににに殺殺殺殺されたされたされたされたイイイイワワワワシシシシ君君君君たちがたちがたちがたちが、、、、海海海海のののの中中中中でおでおでおでお葬葬葬葬式式式式をするというのもをするというのもをするというのもをするというのも、、、、うなずうなずうなずうなずけけけけることですることですることですることです。。。。同同同同じことがじことがじことがじことが、、、、立立立立場場場場をををを変変変変えるとえるとえるとえると、、、、このようにこのようにこのようにこのように豹豹豹豹変変変変するということですするということですするということですするということですねねねね。。。。一一一一体体体体、、、、善善善善とととと悪悪悪悪といといといというのはうのはうのはうのは何何何何をもってをもってをもってをもって区区区区別別別別されるのでしょうかされるのでしょうかされるのでしょうかされるのでしょうか。。。。左手左手左手左手にににに聖聖聖聖書書書書をををを持持持持ちちちち、、、、右右右右側側側側にににに剣剣剣剣をををを持持持持ってってってって正正正正義義義義ののののためにためにためにために相相相相手手手手をををを殺殺殺殺すということもすということもすということもすということも大義大義大義大義名分名分名分名分のののの下下下下にににに認認認認められてきためられてきためられてきためられてきた我我我我々々々々人人人人間間間間ですですですです。。。。ほんとうにほんとうにほんとうにほんとうにそれはそれはそれはそれは正正正正義義義義なのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか。。。。相相相相手手手手とととと自分自分自分自分のののの立立立立場場場場ををををひひひひっくりっくりっくりっくり返返返返してしてしてして考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、それはどそれはどそれはどそれはどうなるのでしょうかうなるのでしょうかうなるのでしょうかうなるのでしょうか。。。。そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを考考考考ええええ、、、、悩悩悩悩むむむむことができるのもことができるのもことができるのもことができるのも、、、、哺乳哺乳哺乳哺乳類類類類のののの中中中中でででで唯唯唯唯一一一一人人人人間間間間だだだだけけけけですですですです。。。。ジジジジャャャャンンンンヌヌヌヌ・・・・ダダダダルクルクルクルクとはとはとはとは何何何何であったのかであったのかであったのかであったのか。。。。イエスイエスイエスイエス・・・・キキキキリストリストリストリストのののの処処処処刑刑刑刑とはとはとはとは何何何何であっであっであっであったのかたのかたのかたのか。。。。死死死死刑刑刑刑とはとはとはとは何何何何なのかなのかなのかなのか。。。。難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題ですですですです。。。。 たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、ＡＡＡＡとととと B をををを比比比比べべべべてててて、、、、A がががが B よりよりよりより大大大大きいきいきいきい。。。。ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、B のほうがのほうがのほうがのほうが A よりよりよりより大大大大きいきいきいきい、、、、といったといったといったといった議議議議論論論論がくりがくりがくりがくりひひひひろげられているとしましょうろげられているとしましょうろげられているとしましょうろげられているとしましょう。。。。これをこれをこれをこれを、、、、どちらのどちらのどちらのどちらの立立立立場場場場のののの人人人人にもにもにもにも、、、、納納納納得得得得してもらうようにしてもらうようにしてもらうようにしてもらうように共共共共存存存存ささささせせせせるにはどうしたらいいでしょうかるにはどうしたらいいでしょうかるにはどうしたらいいでしょうかるにはどうしたらいいでしょうか。。。。A とととと B ををををひひひひっくりっくりっくりっくり返返返返してしてしてして考考考考えることにすればえることにすればえることにすればえることにすれば、、、、結結結結局局局局ＡＡＡＡ＝Ｂ＝Ｂ＝Ｂ＝Ｂにならざるをえなくなってしまうにならざるをえなくなってしまうにならざるをえなくなってしまうにならざるをえなくなってしまう。。。。物物物物理理理理のののの話話話話でいえばでいえばでいえばでいえば、、、、原子原子原子原子核核核核のののの中中中中ではではではでは、、、、陽子陽子陽子陽子とととと中中中中性子性子性子性子がががが、、、、中間中間中間中間子子子子というというというという粒粒粒粒子子子子をををを放放放放出出出出したりしたりしたりしたり吸吸吸吸収収収収したりしてしたりしてしたりしてしたりして、、、、たがたがたがたがいいいいにににに姿姿姿姿をををを入入入入れれれれ替替替替えることによってえることによってえることによってえることによって、、、、結結結結びびびびついているのですがついているのですがついているのですがついているのですが、、、、たがいのたがいのたがいのたがいの立立立立場場場場をををを入入入入れれれれ替替替替えるえるえるえるというというというという操操操操作作作作がががが新新新新しいしいしいしいパパパパララララダダダダイムイムイムイムをつくりだすということになりますをつくりだすということになりますをつくりだすということになりますをつくりだすということになります。。。。互互互互いにいにいにいに入入入入れれれれ替替替替わりなわりなわりなわりながらがらがらがら同同同同等等等等のののの存在存在存在存在価値価値価値価値をををを認認認認めめめめ合合合合うということはうということはうということはうということは、、、、後後後後でもでもでもでも触触触触れますがれますがれますがれますが、、、、シンシンシンシンパパパパシーシーシーシーからからからからエンエンエンエンパパパパシーシーシーシー、、、、共感共感共感共感へのへのへのへの転転転転換換換換をををを意意意意味味味味しますしますしますします。。。。それがそれがそれがそれが共共共共存存存存ですですですです。。。。人人人人間間間間同士同士同士同士のかかわりでいえばのかかわりでいえばのかかわりでいえばのかかわりでいえば、「、「、「、「私私私私ととととあなたあなたあなたあなた」」」」からからからから「「「「あなたとあなたとあなたとあなたと私私私私」」」」ににににひひひひっくりっくりっくりっくり返返返返してしてしてして考考考考えてみるということですえてみるということですえてみるということですえてみるということです。。。。 

  困困困困ったったったった話話話話でいえばでいえばでいえばでいえば、、、、たがいにたがいにたがいにたがいに核兵核兵核兵核兵器器器器をををを保有保有保有保有するというのもするというのもするというのもするというのも、、、、それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが、、、、保有保有保有保有することすることすることすることによってによってによってによって、、、、牽牽牽牽制制制制しししし合合合合いいいい、、、、バランスバランスバランスバランスをををを保保保保っていっていっていっているるるる状態状態状態状態であるともいえますであるともいえますであるともいえますであるともいえます。。。。しかししかししかししかし、、、、牽牽牽牽制制制制にににに
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使使使使ううううエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーをもっとをもっとをもっとをもっと別別別別のことにのことにのことにのことに使使使使ってってってってバランスバランスバランスバランスをををを保保保保つつつつ方方方方策策策策もあるでしょうもあるでしょうもあるでしょうもあるでしょう。。。。そのそのそのその問題問題問題問題をををを考考考考えることにこそえることにこそえることにこそえることにこそ、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーをををを使使使使いたいものですいたいものですいたいものですいたいものです。。。。 

  幸幸幸幸せせせせとととと不不不不幸幸幸幸もももも同同同同じですじですじですじです。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの幸幸幸幸せせせせをををを支支支支えているものはえているものはえているものはえているものは他他他他者者者者のののの不不不不幸幸幸幸かもしれまかもしれまかもしれまかもしれませせせせんんんん。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、世世世世のののの中中中中はははは、、、、そのようにそのようにそのようにそのように反反反反対対対対のものがのものがのものがのものがバランスバランスバランスバランスすることによってすることによってすることによってすることによって成成成成りりりり立立立立っていますっていますっていますっています。。。。だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、良良良良いいいい・・・・悪悪悪悪いいいい、、、、白白白白・・・・黒黒黒黒というというというという二二二二分分分分法法法法ではではではでは解解解解決決決決できないできないできないできない。。。。今今今今のののの世世世世のののの中中中中のののの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、ほとんどがほとんどがほとんどがほとんどが二二二二分分分分法法法法でものごとをでものごとをでものごとをでものごとを処処処処理理理理してしまうしてしまうしてしまうしてしまう傾傾傾傾向向向向がががが著著著著しくしくしくしく強強強強いことですいことですいことですいことです。。。。彼彼彼彼はははは悪悪悪悪いこといこといこといことをしたをしたをしたをした、、、、だからだからだからだから罰罰罰罰してやろうしてやろうしてやろうしてやろう、、、、刑罰刑罰刑罰刑罰をををを与与与与えるということでえるということでえるということでえるということで、、、、みんながみんながみんながみんなが安心安心安心安心してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。国国国国家家家家でさえもでさえもでさえもでさえも、、、、法法法法によってによってによってによって、、、、相相相相手手手手のののの死死死死をををを望望望望むむむむ傾傾傾傾向向向向がががが強強強強まってきているまってきているまってきているまってきている世世世世情情情情がががが心配心配心配心配ですですですです。。。。できできできできごとのごとのごとのごとの結結結結果果果果だだだだけけけけからからからから一義的一義的一義的一義的にににに判断判断判断判断するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、そのそのそのその結結結結果果果果にににに至至至至ったったったったプロプロプロプロセセセセススススをををを考考考考えるこえるこえるこえることこそとこそとこそとこそ大大大大切切切切なのではないでしょうかなのではないでしょうかなのではないでしょうかなのではないでしょうか。。。。 伊伊伊伊勢勢勢勢名名名名物物物物のののの““““赤赤赤赤福福福福もちもちもちもち””””のののの問題問題問題問題をををを考考考考えてみましょうえてみましょうえてみましょうえてみましょう。。。。世間世間世間世間はははは赤赤赤赤福福福福をををを袋袋袋袋たたきにしましたたたきにしましたたたきにしましたたたきにしました。。。。たしかにたしかにたしかにたしかに、、、、責責責責められるめられるめられるめられるべべべべきききき点点点点はありましたがはありましたがはありましたがはありましたが、、、、かといってかといってかといってかといって赤赤赤赤福福福福だだだだけけけけがががが責責責責められればすめられればすめられればすめられればすむむむむこここことだったのでしょうかとだったのでしょうかとだったのでしょうかとだったのでしょうか。。。。そのそのそのその問題問題問題問題をををを私私私私がががが考考考考えるきっかえるきっかえるきっかえるきっかけけけけになったのはになったのはになったのはになったのは、、、、あるあるあるある大学大学大学大学のののの大学大学大学大学院院院院生生生生からからからから聞聞聞聞いたいたいたいた話話話話でしたでしたでしたでした。。。。彼彼彼彼がががが伊伊伊伊勢勢勢勢にににに民民民民族族族族学学学学のののの調調調調査査査査にににに来来来来たときのことたときのことたときのことたときのこと、、、、せせせせっかくっかくっかくっかく伊伊伊伊勢勢勢勢にににに来来来来たたたたのだからとのだからとのだからとのだからと赤赤赤赤福福福福のののの本本本本店店店店にににに行行行行っておもちをっておもちをっておもちをっておもちを買買買買いいいい、、、、郷里郷里郷里郷里にににに戻戻戻戻ってってってって、、、、友友友友達達達達にあげたところにあげたところにあげたところにあげたところ、、、、そのそのそのその友友友友達達達達がががが「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう。。。。これこれこれこれ、、、、どこでどこでどこでどこで買買買買ったのったのったのったの？？？？    名名名名古古古古屋屋屋屋、、、、それともそれともそれともそれとも京京京京都都都都のののの駅駅駅駅？？？？」」」」とととと、、、、こうこうこうこう言言言言ったのだそうですったのだそうですったのだそうですったのだそうです。。。。なるほどなるほどなるほどなるほど、、、、名名名名物物物物はははは、、、、そのそのそのその土土土土地地地地にににに行行行行ってってってって買買買買ってこそってこそってこそってこそ、、、、初初初初めてめてめてめて名名名名物物物物なのなのなのなのにににに、、、、どこでもどこでもどこでもどこでも買買買買えるということはえるということはえるということはえるということは、、、、赤赤赤赤福福福福自体自体自体自体ののののアイアイアイアイデデデデンテンテンテンティィィィテテテティィィィーーーーがががが消消消消失失失失しているというしているというしているというしているということだったのですことだったのですことだったのですことだったのですねねねね。。。。このこのこのこのアイアイアイアイデデデデンテンテンテンティィィィテテテティィィィーーーーのののの消消消消失失失失にににに一一一一役役役役買買買買ったったったった責責責責任任任任はははは、、、、世間世間世間世間にもあっにもあっにもあっにもあったのではないでしょうかたのではないでしょうかたのではないでしょうかたのではないでしょうか。。。。にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、赤赤赤赤福福福福をさんざんをさんざんをさんざんをさんざん袋袋袋袋だたきにしただたきにしただたきにしただたきにした人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、営営営営業業業業がががが再再再再開開開開されたされたされたされた途途途途端端端端、、、、おおおお店店店店にどっとにどっとにどっとにどっと押押押押しかしかしかしかけけけけてててて、、、、現在現在現在現在ではではではでは、、、、入入入入手手手手困困困困難難難難になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった。。。。北海北海北海北海道道道道銘銘銘銘菓菓菓菓のののの「「「「白白白白いいいい恋恋恋恋人人人人」」」」もそうでしたもそうでしたもそうでしたもそうでしたねねねね。。。。先先先先日日日日、、、、札幌札幌札幌札幌にににに出出出出張張張張したしたしたした折折折折にににに、、、、どこにいってもどこにいってもどこにいってもどこにいっても、、、、売売売売れれれれ切切切切れのれのれのれの札札札札ばかりがばかりがばかりがばかりが目目目目にににに付付付付きましたきましたきましたきました。。。。かつてかつてかつてかつて、、、、国国国国をあげてをあげてをあげてをあげて非非非非難難難難したはずのおしたはずのおしたはずのおしたはずのお菓菓菓菓子子子子がががが、、、、今今今今度度度度はははは、、、、作作作作ってもってもってもっても作作作作ってもってもってもっても売売売売れにれにれにれに売売売売れてれてれてれて品品品品薄薄薄薄になってしまうになってしまうになってしまうになってしまう・・・・・・・・。。。。世世世世のののの中中中中ののののバランスバランスバランスバランスがががが、、、、どどどどこかでこかでこかでこかで狂狂狂狂ってしまっているようですってしまっているようですってしまっているようですってしまっているようですねねねね。。。。創創創創造造造造とととと破破破破滅滅滅滅がくりかえされているようにがくりかえされているようにがくりかえされているようにがくりかえされているように思思思思われてわれてわれてわれてなりまなりまなりまなりませせせせんんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、一一一一見見見見するとするとするとすると矛盾矛盾矛盾矛盾ともともともとも思思思思えるこれらのえるこれらのえるこれらのえるこれらの現現現現象象象象ををををひひひひとくくりにしてとくくりにしてとくくりにしてとくくりにして論論論論じたじたじたじたのがのがのがのが、、、、宮宮宮宮沢沢沢沢賢賢賢賢治治治治でしたでしたでしたでした。「。「。「。「農民農民農民農民芸術概論芸術概論芸術概論芸術概論綱綱綱綱要要要要」」」」のののの中中中中のののの最最最最後後後後にににに書書書書かれているかれているかれているかれている有名有名有名有名なななな１１１１節節節節、「、「、「、「永永永永遠遠遠遠のののの未未未未完完完完成成成成これこれこれこれ完完完完成成成成であるであるであるである」。」。」。」。あるあるあるある見見見見方方方方からすればからすればからすればからすれば、、、、結結結結果果果果よりよりよりよりプロプロプロプロセセセセススススがががが大大大大切切切切だということだということだということだということですですですですねねねね。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、生成生成生成生成、、、、消消消消滅滅滅滅はははは同同同同時時時時進行進行進行進行でででで起起起起こっていてこっていてこっていてこっていて、、、、全体全体全体全体としてとしてとしてとして、、、、見見見見通通通通さないかさないかさないかさないかぎぎぎぎりりりり、、、、ほんとうのことはほんとうのことはほんとうのことはほんとうのことは見見見見えてこないということでしょうえてこないということでしょうえてこないということでしょうえてこないということでしょう。。。。さきほどもおさきほどもおさきほどもおさきほどもお話話話話ししたことですがししたことですがししたことですがししたことですが、、、、誰誰誰誰かがかがかがかが悪悪悪悪いことしたいことしたいことしたいことした。。。。それならばそれならばそれならばそれならば、、、、罰罰罰罰しようしようしようしよう。。。。どうしてそうなったかどうしてそうなったかどうしてそうなったかどうしてそうなったか、、、、はははは別別別別にしてにしてにしてにして、、、、そのそのそのその結結結結果果果果にににに対対対対してしてしてして制制制制裁裁裁裁をををを加加加加えることでえることでえることでえることで、、、、安心安心安心安心してしまうというしてしまうというしてしまうというしてしまうという構構構構図図図図はははは、、、、典典典典型型型型的的的的なななな二二二二分分分分法法法法でででで、、、、そそそそれがれがれがれが現現現現代代代代のののの特特特特徴徴徴徴でもあでもあでもあでもあるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、そのようなそのようなそのようなそのような考考考考ええええ方方方方はははは、、、、人人人人間間間間とととと動動動動物物物物のののの違違違違いをいをいをいを峻峻峻峻別別別別しようしようしようしようとするとするとするとするキキキキリストリストリストリスト教教教教的的的的なななな考考考考ええええ方方方方ともともともとも関関関関わっているようにわっているようにわっているようにわっているように思思思思えてなりまえてなりまえてなりまえてなりませせせせんんんん。。。。それはそれはそれはそれは、、、、神神神神様様様様かかかからみてらみてらみてらみて、、、、人人人人間間間間をををを動動動動物物物物とはとはとはとは別別別別物物物物としてとしてとしてとして特特特特別別別別扱扱扱扱いにしたいにしたいにしたいにした考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙論論論論のののの視視視視点点点点かかかからららら人人人人間間間間のののの進進進進化化化化をををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、人人人人間間間間はははは、、、、動動動動物物物物のののの延延延延長長長長戦戦戦戦上上上上にいるにいるにいるにいる存在存在存在存在でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。このことをこのことをこのことをこのことを主主主主張張張張したしたしたしたダダダダーーーーウィウィウィウィンンンンがあるがあるがあるがある時期時期時期時期、、、、非常非常非常非常にににに迫害迫害迫害迫害されたのもされたのもされたのもされたのも、、、、動動動動物物物物とととと人人人人間間間間をををを峻峻峻峻別別別別するするするするキキキキリストリストリストリスト教教教教思思思思想想想想とととと相容相容相容相容れなかったからなのかもしれまれなかったからなのかもしれまれなかったからなのかもしれまれなかったからなのかもしれませせせせんんんん。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、日本日本日本日本のののの神道神道神道神道はおおらかではおおらかではおおらかではおおらかですすすすねねねね。。。。石石石石にもにもにもにも水水水水にもにもにもにも火火火火のののの中中中中にもにもにもにも、、、、すすすすべべべべてててて神神神神様様様様がががが宿宿宿宿っていてっていてっていてっていて、、、、崇拝崇拝崇拝崇拝しますしますしますします。。。。それをそれをそれをそれをアアアアニニニニミミミミズズズズムムムムというというというという言言言言いいいい方方方方ででででひひひひとくくりにしてしまうのはもったいないとくくりにしてしまうのはもったいないとくくりにしてしまうのはもったいないとくくりにしてしまうのはもったいない考考考考ええええ方方方方でででで、、、、むむむむしろしろしろしろ、、、、西欧西欧西欧西欧ではではではでは、、、、「「「「ススススピピピピリリリリチチチチュュュュアリテアリテアリテアリティィィィ」」」」などといってなどといってなどといってなどといって関関関関心心心心をもたれはじめているようですをもたれはじめているようですをもたれはじめているようですをもたれはじめているようです。。。。二二二二分分分分法法法法がががが根強根強根強根強いいいい西欧西欧西欧西欧のののの考考考考ええええ方方方方とととと、、、、すすすすべべべべてをてをてをてを包括包括包括包括してしまおうというしてしまおうというしてしまおうというしてしまおうという日本日本日本日本のののの考考考考ええええ方方方方のののの源源源源泉泉泉泉はははは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく風風風風土土土土のののの違違違違いによるものかもしれまいによるものかもしれまいによるものかもしれまいによるものかもしれませせせせんんんん。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、砂砂砂砂漠漠漠漠とととと森森森森のののの違違違違いですいですいですいです。。。。砂砂砂砂漠漠漠漠でででで見見見見るるるる星星星星とととと森森森森
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でででで見見見見るるるる星星星星とはとはとはとは、、、、まったくまったくまったくまったく様様様様相相相相がががが違違違違いますいますいますいます。。。。砂砂砂砂漠漠漠漠でででで見見見見るるるる星星星星はははは、、、、日本日本日本日本でででで見見見見るるるる星星星星とはとはとはとは違違違違っていてっていてっていてっていて、、、、天天天天とととと地地地地をををを歴然歴然歴然歴然とととと分分分分けけけけていてていてていてていて人人人人間間間間をををを寄寄寄寄せせせせ付付付付けけけけないないないない雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気をををを漂漂漂漂わわわわせせせせていますていますていますています。。。。しれはしれはしれはしれは、、、、全全全全くくくく人人人人間間間間のののの世界世界世界世界とととと隔絶隔絶隔絶隔絶されたところにされたところにされたところにされたところに光光光光っているっているっているっている絶絶絶絶対対対対的的的的存在存在存在存在、、、、神神神神のののの世界世界世界世界のようでもありますのようでもありますのようでもありますのようでもあります。。。。どどどどんなにんなにんなにんなに手手手手をををを伸伸伸伸ばしてみてもばしてみてもばしてみてもばしてみても、、、、届届届届かないかないかないかない天天天天上上上上のののの世界世界世界世界ですですですです。。。。一方一方一方一方、、、、日本日本日本日本のようなのようなのようなのような風風風風土土土土のののの中中中中ではではではでは、、、、森森森森のののの中中中中にはにはにはには、、、、おだやかなおだやかなおだやかなおだやかな霊霊霊霊気気気気がががが漂漂漂漂いいいい、、、、小小小小さなさなさなさな虫虫虫虫からからからから大大大大きなきなきなきな樹樹樹樹木木木木までがまでがまでがまでが、、、、共共共共存存存存していてしていてしていてしていて、、、、そそそそのののの上上上上にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい星星星星のののの光光光光がきらきらがきらきらがきらきらがきらきら光光光光りながらりながらりながらりながら見見見見守守守守っているといったようなっているといったようなっているといったようなっているといったような平平平平和和和和なななな情景情景情景情景があがあがあがありますりますりますります。。。。八八八八百百百百万万万万のののの神神神神のののの世界世界世界世界ですですですですねねねね。。。。そのようにそのようにそのようにそのように、、、、環境環境環境環境によってによってによってによって人人人人間間間間のののの考考考考ええええ方方方方やものごとのやものごとのやものごとのやものごとの判断判断判断判断基基基基準準準準にはにはにはには大大大大きなきなきなきな違違違違いがでてくるのはいがでてくるのはいがでてくるのはいがでてくるのは当当当当然然然然のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、日本日本日本日本人人人人にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、外外外外国国国国のののの人人人人にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、すすすすべべべべてのてのてのての人人人人たちにとたちにとたちにとたちにとってえこってえこってえこってえこひひひひいきしないでいきしないでいきしないでいきしないで存在存在存在存在するものはといえばするものはといえばするものはといえばするものはといえば、、、、それそれそれそれはははは宇宙宇宙宇宙宇宙でありでありでありであり、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙的的的的視視視視点点点点からからからから人人人人類類類類にとってにとってにとってにとって普普普普遍遍遍遍的的的的なななな存在存在存在存在のののの価値価値価値価値をををを見見見見つつつつけけけけてててていこうというのはいこうというのはいこうというのはいこうというのは、、、、とてもとてもとてもとても意意意意味味味味のあることだとのあることだとのあることだとのあることだと思思思思いますいますいますいます。。。。さきほどさきほどさきほどさきほど、「、「、「、「永永永永遠遠遠遠のののの未未未未完完完完成成成成これこれこれこれ完完完完成成成成であるであるであるである」」」」というおというおというおというお話話話話をしましたがをしましたがをしましたがをしましたが、、、、信信信信州州州州上田上田上田上田にににに前山前山前山前山寺寺寺寺というおというおというおというお寺寺寺寺がありますでしょうがありますでしょうがありますでしょうがありますでしょう。。。。そこにあるそこにあるそこにあるそこにある三三三三重重重重のののの塔塔塔塔、、、、ごごごご存知存知存知存知でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。どういうわどういうわどういうわどういうわけけけけかかかか未未未未完完完完成成成成ですですですですねねねね。。。。欄欄欄欄干干干干がないがないがないがない、、、、彫彫彫彫刻刻刻刻がないがないがないがない。。。。しかししかししかししかし、、、、美美美美しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。永永永永遠遠遠遠のののの未未未未完完完完成成成成としてのとしてのとしてのとしての完完完完成成成成というというというという雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気にににに満満満満ちていまちていまちていまちていますすすす。。。。室町室町室町室町時代時代時代時代のののの能能能能のののの作作作作者者者者、、、、世世世世阿弥阿弥阿弥阿弥のののの『『『『風風風風姿姿姿姿花伝花伝花伝花伝』』』』のののの中中中中にににに、「、「、「、「時時時時分分分分のののの花花花花」」」」というというというという項項項項がありますがありますがありますがあります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、時時時時をををを分分分分けけけけるとるとるとると書書書書きますがきますがきますがきますが、、、、そのそのそのその心心心心はははは、、、、人人人人それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの修修修修行行行行のののの段階段階段階段階でそれぞれのよさでそれぞれのよさでそれぞれのよさでそれぞれのよさがあるとがあるとがあるとがあると主主主主張張張張しているところにありますしているところにありますしているところにありますしているところにあります。。。。 実実実実はははは、、、、私私私私はははは今今今今朝朝朝朝、、、、朝朝朝朝早早早早くくくく起起起起きてきてきてきて、、、、東名東名東名東名阪阪阪阪、、、、湾岸湾岸湾岸湾岸、、、、東海北東海北東海北東海北陸陸陸陸自動自動自動自動車車車車道道道道、、、、中中中中央央央央高高高高速速速速とととと、、、、車車車車をををを運運運運転転転転してしてしてして来来来来ましたましたましたました。。。。なるなるなるなるべべべべくくくくガガガガソソソソリンリンリンリンをををを使使使使わないようにわないようにわないようにわないように気気気気をつをつをつをつけけけけてててて運運運運転転転転してきたのですがしてきたのですがしてきたのですがしてきたのですが、、、、やはりやはりやはりやはり距離距離距離距離がががが 200 キキキキロロロロをををを超超超超すとすとすとすと、、、、心心心心身身身身ともにともにともにともに疲疲疲疲れますれますれますれます。。。。年年年年をををを重重重重ねねねねるとるとるとると体力体力体力体力もなくなるしもなくなるしもなくなるしもなくなるし、、、、記記記記憶憶憶憶力力力力、、、、咄嗟咄嗟咄嗟咄嗟のののの判断判断判断判断力力力力もももも衰衰衰衰えるえるえるえる。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、死死死死にににに向向向向かってかってかってかって歩歩歩歩いていることをいていることをいていることをいていることを実実実実感感感感するのですするのですするのですするのですがががが、、、、そのそのそのその反反反反面面面面、、、、考考考考えてみればえてみればえてみればえてみれば、、、、加加加加齢齢齢齢によるによるによるによるメリットメリットメリットメリットもありますもありますもありますもありますねねねね。。。。以前以前以前以前、、、、しばらくしばらくしばらくしばらくぶぶぶぶりでりでりでりで友友友友人人人人にににに出出出出会会会会ったときったときったときったとき、、、、挨拶挨拶挨拶挨拶もそこそこにもそこそこにもそこそこにもそこそこに、、、、まずまずまずまず、、、、思思思思いいいい出出出出したのはしたのはしたのはしたのは、、、、かつてかつてかつてかつて、、、、そのそのそのその友友友友人人人人にににに貸貸貸貸したまましたまましたまましたまま返返返返してもらっていないおしてもらっていないおしてもらっていないおしてもらっていないお金金金金のことでしたのことでしたのことでしたのことでした。。。。我我我我ながらながらながらながら、、、、嫌嫌嫌嫌悪悪悪悪感感感感にさいなまれたのでにさいなまれたのでにさいなまれたのでにさいなまれたのですがすがすがすが、、、、最近最近最近最近ではではではでは、、、、昨昨昨昨日日日日、、、、貸貸貸貸したおしたおしたおしたお金金金金のことものことものことものことも忘忘忘忘れてしまうようになりれてしまうようになりれてしまうようになりれてしまうようになり、、、、そのそのそのその分分分分、、、、無無無無駄駄駄駄ななななスススストトトトレレレレススススからからからから開放開放開放開放されていますされていますされていますされています。。。。これもこれもこれもこれも、、、、年年年年をををを重重重重ねねねねることのることのることのることのメリットメリットメリットメリットでしょうでしょうでしょうでしょうねねねね。。。。どうやらどうやらどうやらどうやら、、、、人生人生人生人生にはにはにはには、、、、赤赤赤赤福福福福のようなのようなのようなのような賞賞賞賞味味味味期期期期限限限限はなさそうですはなさそうですはなさそうですはなさそうですねねねね。。。。 そのそのそのその時時時時々々々々がががが一一一一番番番番いいということなのかもしれまいいということなのかもしれまいいということなのかもしれまいいということなのかもしれませせせせんんんん。。。。そのそのそのその基本基本基本基本はははは、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの側面側面側面側面ををををひひひひとつのとつのとつのとつの方方方方向向向向からだからだからだからだけけけけ見見見見てててて論論論論じるじるじるじるのではなくのではなくのではなくのではなく、、、、全体全体全体全体ののののプロプロプロプロセセセセススススとしてみながらとしてみながらとしてみながらとしてみながら、、、、総総総総括括括括的的的的にににに理理理理解解解解していこうとすることですしていこうとすることですしていこうとすることですしていこうとすることです。。。。あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、とてもとてもとてもとても日本的日本的日本的日本的なななな考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。 ところでところでところでところで、、、、地球上地球上地球上地球上にににに存在存在存在存在するするするする哺乳哺乳哺乳哺乳類類類類のののの中中中中でででで、、、、人人人人間間間間にしかにしかにしかにしか存在存在存在存在しないものにしないものにしないものにしないものに、「、「、「、「おばあさんおばあさんおばあさんおばあさん」」」」がありますがありますがありますがあります。。。。チチチチンンンンパパパパンジーンジーンジーンジーはははは、、、、人人人人間間間間にににに一一一一番番番番近近近近いいいい存在存在存在存在ですがですがですがですが、、、、おばあさんはいまおばあさんはいまおばあさんはいまおばあさんはいませせせせんんんん。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、チチチチンンンンパパパパンジーンジーンジーンジーのののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんをんをんをんを生生生生むむむむ能能能能力力力力がなくなったときにがなくなったときにがなくなったときにがなくなったときに、、、、そのそのそのそのメスメスメスメスはははは寿命寿命寿命寿命もももも尽尽尽尽きるのだそうですきるのだそうですきるのだそうですきるのだそうです。。。。人人人人間間間間のおばあさんはのおばあさんはのおばあさんはのおばあさんは、、、、赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんをんをんをんを産産産産めなくなってもやらなめなくなってもやらなめなくなってもやらなめなくなってもやらなけけけければればればればならないならないならないならない仕仕仕仕事事事事があるがあるがあるがある。。。。それはそれはそれはそれは、、、、おばあさんのおばあさんのおばあさんのおばあさんの知知知知恵恵恵恵にににに裏裏裏裏打打打打ちされたちされたちされたちされた教教教教育育育育にににに関関関関与与与与するというこするというこするというこするということですとですとですとです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、哺乳哺乳哺乳哺乳類類類類のののの中中中中でででで唯唯唯唯一一一一人人人人間間間間があるがあるがあるがある意意意意味味味味ではではではでは未未未未熟熟熟熟児児児児としてとしてとしてとして生生生生まれるまれるまれるまれる運運運運命命命命にあるにあるにあるにあるということともということともということともということとも関連関連関連関連しますしますしますします。。。。かいつまんでいえばかいつまんでいえばかいつまんでいえばかいつまんでいえば、、、、人人人人間間間間はははは「「「「考考考考えるえるえるえる動動動動物物物物」」」」ですからですからですからですから、、、、脳脳脳脳ををををしっかりつくらなしっかりつくらなしっかりつくらなしっかりつくらなけけけければいればいればいればいけけけけまままませせせせんんんん。。。。そのそのそのその大大大大切切切切なななな脳脳脳脳はははは頭頭頭頭蓋骨蓋骨蓋骨蓋骨でででで保保保保護護護護しなしなしなしなけけけければなりまればなりまればなりまればなりませせせせんんんんがががが、、、、もしもしもしもし、、、、そのようにそのようにそのようにそのように、、、、しっかりしたしっかりしたしっかりしたしっかりした頭頭頭頭蓋骨蓋骨蓋骨蓋骨でででで保保保保護護護護されたされたされたされた状態状態状態状態でででで出産出産出産出産したらしたらしたらしたら、、、、母母母母親親親親のののの体体体体がががが損傷損傷損傷損傷しますしますしますします。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、人人人人間間間間だだだだけけけけがががが、、、、脳脳脳脳がががが未未未未熟熟熟熟なななな状態状態状態状態でででで出産出産出産出産しししし、、、、そのそのそのその分分分分、、、、後後後後からのからのからのからの教教教教育育育育がががが必必必必要要要要になるのですになるのですになるのですになるのです。。。。ウウウウシシシシでもでもでもでもネコネコネコネコでもでもでもでもイイイイヌヌヌヌでもでもでもでも、、、、生生生生まれたばかりのまれたばかりのまれたばかりのまれたばかりの赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんはんはんはんは、、、、自分自分自分自分のののの足足足足でででで立立立立っておっておっておってお母母母母さんのさんのさんのさんのおっおっおっおっぱぱぱぱいをいをいをいを飲飲飲飲むむむむことができますがことができますがことができますがことができますが、、、、人人人人間間間間はできまはできまはできまはできませせせせんんんん。。。。未未未未熟熟熟熟児児児児だかだかだかだからですらですらですらです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、つきっきりのつきっきりのつきっきりのつきっきりのケケケケアアアアがががが必必必必要要要要になりになりになりになり、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、成人成人成人成人するまでのするまでのするまでのするまでの教教教教育育育育もももも必必必必要要要要にににに
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なりますなりますなりますなります。。。。そこにそこにそこにそこに、、、、おばあさんのおばあさんのおばあさんのおばあさんの出出出出番番番番があるわがあるわがあるわがあるわけけけけですですですです。。。。世世世世にいうにいうにいうにいう有名有名有名有名なななな““““おばあさんおばあさんおばあさんおばあさん仮説仮説仮説仮説””””ですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう一度一度一度一度、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しますがしますがしますがしますが、、、、人生人生人生人生にはにはにはには賞賞賞賞味味味味期期期期限限限限がないがないがないがない。。。。そのそのそのその折折折折々々々々のすのすのすのすべべべべてのてのてのての瞬瞬瞬瞬間間間間にににに、、、、人生人生人生人生のののの意意意意味味味味はあるということですはあるということですはあるということですはあるということですねねねね。。。。 さてさてさてさて、、、、さきほどのおさきほどのおさきほどのおさきほどのお話話話話にににに戻戻戻戻りますがりますがりますがりますが、、、、1 つのつのつのつの存在存在存在存在にはにはにはには相相相相反反反反するするするする二二二二面面面面性性性性があるとおがあるとおがあるとおがあるとお話話話話ししまししまししまししましたしたしたした。。。。ここでここでここでここで、、、、少少少少しししし、、、、エエエエゴゴゴゴについてについてについてについて考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、人人人人間間間間がががが生生生生きていくたきていくたきていくたきていくためにはめにはめにはめには、、、、エエエエゴゴゴゴがながながながなけけけければればればれば生生生生きられまきられまきられまきられませせせせんんんん。。。。エエエエゴゴゴゴがあるからこそがあるからこそがあるからこそがあるからこそ人人人人のののの分分分分までまでまでまで、、、、食食食食べべべべ物物物物をををを食食食食べべべべたいとたいとたいとたいと思思思思いいいい、、、、おなかがへればおなかがへればおなかがへればおなかがへれば、、、、人人人人をををを押押押押しのしのしのしのけけけけてでもたくさんてでもたくさんてでもたくさんてでもたくさん食食食食べべべべたいたいたいたい。。。。これはこれはこれはこれは、、、、生生生生きききき延延延延びびびびるためのるためのるためのるための自然自然自然自然のののの姿姿姿姿ですですですです。。。。ここでここでここでここで、、、、重要重要重要重要なことはなことはなことはなことは、、、、自分自分自分自分ははははエエエエゴゴゴゴイステイステイステイスティィィィックックックックであるからであるからであるからであるから生生生生ききききていられるというていられるというていられるというていられるという認識認識認識認識をををを持持持持ったったったった上上上上でででで、、、、さらにさらにさらにさらに同同同同じようにじようにじようにじように、、、、相相相相手手手手もまたもまたもまたもまたエエエエゴゴゴゴイステイステイステイスティィィィックックックックでででであることをあることをあることをあることを認認認認めようとめようとめようとめようと努力努力努力努力しなしなしなしなけけけければればればれば、、、、安定安定安定安定したしたしたした共共共共存存存存関係関係関係関係はははは成立成立成立成立しないということですしないということですしないということですしないということです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、人人人人間間間間にしかできないにしかできないにしかできないにしかできない知知知知恵恵恵恵ですですですです。。。。自分自分自分自分のののの権権権権利利利利をををを主主主主張張張張するするするする一方一方一方一方でででで、、、、相相相相手手手手のののの権権権権利利利利もももも認認認認めめめめるということをるということをるということをるということを““““ククククレレレレメンテメンテメンテメンティィィィアアアア””””とととと言言言言いますいますいますいますがががが、、、、そのそのそのその心心心心構構構構えのえのえのえのひひひひとつがとつがとつがとつが美美美美しいしいしいしい文文文文章章章章としとしとしとしてててて表表表表現現現現されているのがされているのがされているのがされているのが、、、、新新新新約約約約聖聖聖聖書書書書のののの中中中中のののの「「「「コリントコリントコリントコリント人人人人へのへのへのへの第第第第一一一一のののの手手手手紙紙紙紙」、」、」、」、第第第第 13章章章章 4節節節節からからからから 8節節節節ですですですです。「。「。「。「愛愛愛愛はははは寛寛寛寛容容容容でありでありでありであり、、、、愛愛愛愛はははは慈悲慈悲慈悲慈悲深深深深いいいい、、、、またまたまたまたねねねねたたたたむむむむことをしないことをしないことをしないことをしない。。。。愛愛愛愛はははは高高高高ぶぶぶぶらないらないらないらない、、、、誇誇誇誇らないらないらないらない、、、、不不不不作法作法作法作法をしないをしないをしないをしない、、、、自分自分自分自分のののの利利利利益益益益だだだだけけけけをををを求求求求めないめないめないめない。。。。苛苛苛苛立立立立たないたないたないたない。。。。恨恨恨恨みをみをみをみを抱抱抱抱かないかないかないかない。。。。間間間間違違違違いをいをいをいを喜喜喜喜ばないでばないでばないでばないで、、、、真真真真理理理理をををを喜喜喜喜ぶぶぶぶ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、すすすすべべべべてをてをてをてを忍忍忍忍びびびび、、、、すすすすべべべべてをてをてをてを耐耐耐耐えるえるえるえる。。。。だからだからだからだから愛愛愛愛はいはいはいはいつまでもつまでもつまでもつまでも途途途途絶絶絶絶えることがないえることがないえることがないえることがない」」」」というというというという箇箇箇箇所所所所ですですですですねねねね。。。。このこのこのこの部部部部分分分分にににに書書書書かれていることのかれていることのかれていることのかれていることの真真真真髄髄髄髄はははは、、、、耐耐耐耐ええええ忍忍忍忍ぶぶぶぶということとということとということとということと、、、、自分自分自分自分のののの利利利利益益益益だだだだけけけけをををを求求求求めてはならないというところめてはならないというところめてはならないというところめてはならないというところにありますにありますにありますにあります。。。。相相相相手手手手とととと自分自分自分自分をををを入入入入れれれれ替替替替えてえてえてえて、、、、たがいにたがいにたがいにたがいにバランスバランスバランスバランスをとっていきなさいというのですをとっていきなさいというのですをとっていきなさいというのですをとっていきなさいというのです。。。。大大大大切切切切なのはなのはなのはなのは、、、、相相相相反反反反するするするする存在存在存在存在、、、、考考考考ええええ方方方方をををを共共共共存存存存ささささせせせせるためのるためのるためのるためのバランスバランスバランスバランス意意意意識識識識ですということでしょうかですということでしょうかですということでしょうかですということでしょうか。。。。ラテラテラテラテンンンン語語語語でででで言言言言えばえばえばえば、、、、モモモモードードードードゥゥゥゥムムムム（（（（modum））））のののの精精精精神神神神ですですですです。。。。このこのこのこの言葉言葉言葉言葉からからからから出出出出てきたのがてきたのがてきたのがてきたのが、、、、音音音音楽楽楽楽用用用用語語語語にもなっているにもなっているにもなっているにもなっているモデモデモデモデラートラートラートラート（（（（moderato）。）。）。）。モデモデモデモデラートラートラートラートというのはというのはというのはというのは、、、、アンアンアンアンダダダダンテンテンテンテととととアアアアレレレレグログログログロのののの間間間間、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど中中中中庸庸庸庸ということですということですということですということですねねねね。。。。そこからさらにそこからさらにそこからさらにそこからさらに、、、、モモモモードードードードとかとかとかとか、、、、ミミミミデデデディィィィアムアムアムアム、、、、あるいあるいあるいあるいはははは、、、、ミドルミドルミドルミドルといったようなといったようなといったようなといったような派派派派生生生生語語語語がでてきましたがでてきましたがでてきましたがでてきました。。。。いずれもいずれもいずれもいずれも、、、、中中中中庸庸庸庸をををを意意意意味味味味しますがしますがしますがしますが、、、、ここここここここででででのののの中中中中庸庸庸庸とはとはとはとは、、、、中中中中途途途途半端半端半端半端にということではありまにということではありまにということではありまにということではありませせせせんんんん。。。。相相相相反反反反するするするする矛盾矛盾矛盾矛盾したものをしたものをしたものをしたものを全全全全部部部部包括包括包括包括したしたしたした上上上上でででで、、、、新新新新しいしいしいしい価値観価値観価値観価値観をつくろうというのがをつくろうというのがをつくろうというのがをつくろうというのが、、、、モモモモードードードードゥゥゥゥムムムムのののの精精精精神神神神、、、、中中中中庸庸庸庸というというというという考考考考ええええ方方方方でででですすすす。。。。 そのそのそのその例例例例はははは、、、、アインシアインシアインシアインシュュュュタタタタインインインインのののの相相相相対対対対性性性性理理理理論論論論のののの考考考考ええええ方方方方のののの中中中中にもみることができますにもみることができますにもみることができますにもみることができます。。。。それそれそれそれまでのまでのまでのまでのニニニニュュュュートンートンートンートン力力力力学学学学ではではではでは、、、、時間時間時間時間とととと空空空空間間間間をををを完完完完全全全全にににに別別別別のものとしてのものとしてのものとしてのものとして考考考考えていましたえていましたえていましたえていました。。。。たしかたしかたしかたしかにににに、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの日日日日常生常生常生常生活活活活ののののレレレレベベベベルルルルではではではでは別別別別物物物物ですですですです。。。。空空空空間的間的間的間的にはにはにはには、、、、どちらのどちらのどちらのどちらの方方方方向向向向へもへもへもへも行行行行ったりったりったりったり来来来来たりできますたりできますたりできますたりできますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、時間時間時間時間はそうはいきまはそうはいきまはそうはいきまはそうはいきませせせせんんんん。。。。未未未未来来来来にににに進進進進むむむむばかりでばかりでばかりでばかりで、、、、過過過過去去去去へはへはへはへは戻戻戻戻れまれまれまれませせせせんんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、アインシアインシアインシアインシュュュュタタタタインインインインはははは、、、、それらをそれらをそれらをそれらを数学数学数学数学のののの力力力力をををを借借借借りてりてりてりて、、、、実実実実にうまくにうまくにうまくにうまく融融融融合合合合してしてしてして、、、、それぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれを時時時時空空空空というというというという世界世界世界世界のののの側面側面側面側面だとしてだとしてだとしてだとして理理理理論論論論をををを構構構構築築築築しましたしましたしましたしました。。。。そこではそこではそこではそこでは、、、、よくよくよくよく世間世間世間世間でででで言言言言われているようにわれているようにわれているようにわれているように、、、、ニニニニュュュュートンートンートンートンがつくったがつくったがつくったがつくった力力力力学学学学はははは古古古古典典典典力力力力学学学学であってであってであってであって、、、、要要要要するにするにするにするに間間間間違違違違いだないだないだないだなどとはどとはどとはどとは一言一言一言一言もももも言言言言っていまっていまっていまっていませせせせんんんん。。。。相相相相対対対対性性性性理理理理論論論論のののの中中中中でででで、、、、光光光光のののの速速速速度度度度がががが無無無無限限限限にににに速速速速いといういといういといういという仮仮仮仮定定定定をすをすをすをするとるとるとると、、、、いつのまにかいつのまにかいつのまにかいつのまにかニニニニュュュュートンートンートンートン力力力力学学学学にににに移行移行移行移行できるようにできるようにできるようにできるように組組組組みみみみ立立立立てられていますてられていますてられていますてられています。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、相相相相反反反反するするするする矛盾矛盾矛盾矛盾をををを見見見見事事事事にににに包括包括包括包括したしたしたした上上上上でででで、、、、新新新新しいしいしいしい次元次元次元次元のののの考考考考ええええ方方方方ののののパパパパララララダダダダイムイムイムイムをををを創創創創ったというこったというこったというこったということですとですとですとですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの日日日日常生常生常生常生活活活活のののの中中中中でもでもでもでも、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの人人人人がががが、、、、ものごとをものごとをものごとをものごとを大大大大局局局局的的的的にににに鳥鳥鳥鳥瞰瞰瞰瞰してしてしてして、、、、相相相相手手手手をををを認認認認めつつめつつめつつめつつ、、、、考考考考ええええ方方方方をををを一一一一歩歩歩歩でもでもでもでも前進前進前進前進ささささせせせせようとようとようとようと努力努力努力努力することがすることがすることがすることが、、、、平平平平和和和和へのへのへのへの第第第第一一一一歩歩歩歩だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ククククレレレレメンテメンテメンテメンティィィィアアアアのののの精精精精神神神神ですですですです。。。。自分自分自分自分にもにもにもにもエエエエゴゴゴゴであるようにであるようにであるようにであるように、、、、あなたにあなたにあなたにあなたにももももエエエエゴゴゴゴがあるがあるがあるがある、、、、たがいにそれをたがいにそれをたがいにそれをたがいにそれを認認認認めめめめ合合合合ったったったった上上上上でででで、、、、それではどうしようそれではどうしようそれではどうしようそれではどうしよう・・・・・・・・、、、、とととと考考考考えることえることえることえることがががが大大大大切切切切ですですですです。。。。共共共共通通通通項項項項をををを見見見見つつつつけけけけるというるというるというるという意意意意味味味味ではではではでは因因因因数数数数分分分分解解解解にににに似似似似ていますていますていますていますねねねね。。。。 さてさてさてさて、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが、、、、理理理理屈屈屈屈ぬぬぬぬきできできできで幸幸幸幸せせせせをををを感感感感じるじるじるじる瞬瞬瞬瞬間間間間というのはというのはというのはというのは、、、、他他他他者者者者にににに喜喜喜喜んでもらったんでもらったんでもらったんでもらった時時時時でででで
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しょうしょうしょうしょう。。。。何何何何かかかか人人人人にしてあげてにしてあげてにしてあげてにしてあげて、、、、心心心心からありがとうとからありがとうとからありがとうとからありがとうと言言言言われたときにはわれたときにはわれたときにはわれたときには、、、、どんなにどんなにどんなにどんなに苦労苦労苦労苦労があがあがあがあったとしてもったとしてもったとしてもったとしても、、、、それらはそれらはそれらはそれらは一一一一瞬瞬瞬瞬ににににしてしてしてして霧霧霧霧散散散散しますしますしますします。。。。あなたがおあなたがおあなたがおあなたがお腹腹腹腹をへらしているをへらしているをへらしているをへらしている他他他他者者者者ににににパパパパンンンンをあげてをあげてをあげてをあげて、「、「、「、「これでこれでこれでこれで僕僕僕僕はははは生生生生きられますきられますきられますきられます。。。。ほんとうにありがとうほんとうにありがとうほんとうにありがとうほんとうにありがとう」」」」とととと言言言言われたとしますわれたとしますわれたとしますわれたとします。。。。喜喜喜喜んんんんだのはだのはだのはだのは、、、、相相相相手手手手ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、それにもましてそれにもましてそれにもましてそれにもまして、、、、パパパパンンンンをあげたあなたもうれしいでしょうをあげたあなたもうれしいでしょうをあげたあなたもうれしいでしょうをあげたあなたもうれしいでしょう。。。。他他他他者者者者とのとのとのとの共共共共存存存存のののの中中中中でしかでしかでしかでしか生生生生きられなかったきられなかったきられなかったきられなかった人人人人間間間間のののの歴史歴史歴史歴史からからからから考考考考えてもえてもえてもえても、、、、人人人人のののの喜喜喜喜びびびびがががが自分自分自分自分のののの喜喜喜喜びびびびになるのはとてもになるのはとてもになるのはとてもになるのはとても道道道道理理理理にかなったことですにかなったことですにかなったことですにかなったことです。。。。 内内内内戦戦戦戦がががが続続続続くくくく戦戦戦戦場場場場でででで、、、、実実実実際際際際にににに起起起起こったこったこったこった場場場場面面面面ですがですがですがですが、、、、日本日本日本日本のののの若若若若いいいい看看看看護護護護師師師師さんたちがさんたちがさんたちがさんたちが、、、、海外海外海外海外青青青青年年年年協協協協力力力力隊隊隊隊としてそのとしてそのとしてそのとしてその地地地地にににに赴赴赴赴きききき、、、、負負負負傷傷傷傷者者者者などのなどのなどのなどの救救救救援援援援看看看看護護護護にににに当当当当たっているときのことですたっているときのことですたっているときのことですたっているときのことです。。。。地地地地雷雷雷雷でででで片片片片手手手手をををを吹吹吹吹きききき飛飛飛飛ばされたばされたばされたばされた子供子供子供子供がががが担担担担ぎぎぎぎ込込込込まれてきたまれてきたまれてきたまれてきた。。。。そのそのそのその若若若若いいいい看看看看護護護護師師師師ははははパパパパニニニニックックックックになったになったになったになった。。。。血血血血をとめるためのをとめるためのをとめるためのをとめるための止止止止血血血血帯帯帯帯がないがないがないがない、、、、薬薬薬薬がないがないがないがない。。。。狂狂狂狂ったようにったようにったようにったように「「「「止止止止血血血血帯帯帯帯はどこはどこはどこはどこ？？？？ガガガガーゼーゼーゼーゼはははは？？？？」」」」とととと叫叫叫叫びびびびましたましたましたました。。。。そのときですそのときですそのときですそのときです。。。。傍傍傍傍らにいたらにいたらにいたらにいたススススペペペペインインインインからからからから来来来来たたたた看看看看護護護護師師師師がががが彼彼彼彼女女女女にににに冷冷冷冷やかにやかにやかにやかに言言言言いいいい放放放放ったったったった言葉言葉言葉言葉はははは、「、「、「、「あなたのあなたのあなたのあなたのブブブブララララウウウウススススがあるでしょうがあるでしょうがあるでしょうがあるでしょう！！！！」」」」でしたでしたでしたでした。。。。日本日本日本日本というというというという国国国国がいかにがいかにがいかにがいかに危機危機危機危機感感感感にうといにうといにうといにうとい国国国国であるかであるかであるかであるか、、、、とことんとことんとことんとことん追追追追いいいい詰詰詰詰められたことのないめられたことのないめられたことのないめられたことのない豊豊豊豊かなかなかなかな国国国国であるかであるかであるかであるか・・・・・・・・をををを思思思思いいいい知知知知らされてらされてらされてらされて、、、、なんともいえないなんともいえないなんともいえないなんともいえない気気気気持持持持ちになりましたちになりましたちになりましたちになりました。。。。だからといってだからといってだからといってだからといって、、、、私私私私はどちらのはどちらのはどちらのはどちらの国国国国ががががいいいいいいいい、、、、悪悪悪悪いといといといと言言言言ってってってって品品品品定定定定めをしているのではあめをしているのではあめをしているのではあめをしているのではありまりまりまりませせせせんんんん。。。。そういうそういうそういうそういう危機危機危機危機感感感感のないのないのないのない国国国国のののの幸幸幸幸せせせせをかみしめることがをかみしめることがをかみしめることがをかみしめることが悪悪悪悪いことだといっているのではありまいことだといっているのではありまいことだといっているのではありまいことだといっているのではありませせせせんんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの地球地球地球地球をををを持続持続持続持続ささささせせせせるためにはるためにはるためにはるためには、、、、いつもなんらかのいつもなんらかのいつもなんらかのいつもなんらかの危機危機危機危機感感感感にににに対対対対してのしてのしてのしてのセセセセンサーンサーンサーンサーをををを持持持持つつつつ必必必必要要要要があるがあるがあるがある、、、、というというというということですことですことですことです。。。。自分自分自分自分一一一一人人人人ぐぐぐぐらいでしてもらいでしてもらいでしてもらいでしても、、、、微微微微々々々々たることだからたることだからたることだからたることだから、、、、といってといってといってといって行動行動行動行動しなしなしなしなけけけければればればれば、、、、いいいいつまでたってもつまでたってもつまでたってもつまでたっても、、、、いいいいいいいい方方方方向向向向にはいかないでしょうにはいかないでしょうにはいかないでしょうにはいかないでしょう。。。。個個個個々々々々人人人人のののの力力力力はははは小小小小さくてもさくてもさくてもさくても、、、、皆皆皆皆がががが同同同同じじじじ方方方方向向向向をををを目目目目指指指指すというすというすというすという体体体体制制制制がががが重要重要重要重要だということですだということですだということですだということです。「。「。「。「Le Petit Prince」」」」というというというという作品作品作品作品がありますがありますがありますがありますねねねね。。。。作作作作者者者者はははは、、、、フランスフランスフランスフランスのののの作作作作家家家家、、、、サンサンサンサン・・・・テグジテグジテグジテグジュュュュペペペペリリリリ、、、、童童童童話話話話のののの形形形形をとってはいますがをとってはいますがをとってはいますがをとってはいますが、、、、中中中中身身身身はとてもはとてもはとてもはとても難難難難しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。日本日本日本日本ではではではでは「「「「星星星星のののの王王王王子子子子さまさまさまさま」」」」とととと訳訳訳訳されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、そのそのそのその作作作作者者者者がががが、、、、別別別別のののの作品作品作品作品のののの中中中中でででで、、、、こんなことをいっていますこんなことをいっていますこんなことをいっていますこんなことをいっています。「。「。「。「愛愛愛愛しししし合合合合うとはうとはうとはうとは、、、、互互互互いにいにいにいに見見見見つめつめつめつめ合合合合うことではなうことではなうことではなうことではないいいい。。。。互互互互いにいにいにいに向向向向かうかうかうかうべべべべきききき同同同同じじじじ方方方方向向向向をををを共共共共にににに見見見見ることだることだることだることだ」」」」とととと。。。。見見見見つめつめつめつめ合合合合ってばかりだとってばかりだとってばかりだとってばかりだと、、、、あらばあらばあらばあらばかりがかりがかりがかりが見見見見えてきてえてきてえてきてえてきて豊豊豊豊かなかなかなかな未未未未来来来来へのへのへのへの一一一一歩歩歩歩はははは踏踏踏踏みみみみ出出出出せせせせないということでしょうないということでしょうないということでしょうないということでしょう。。。。それがそれがそれがそれが人人人人間間間間でででですすすす。。。。見見見見つめつめつめつめ合合合合うよりもうよりもうよりもうよりも、、、、同同同同じじじじ方方方方向向向向をををを目目目目指指指指してしてしてして、、、、手手手手をとりあってをとりあってをとりあってをとりあって歩歩歩歩いていこういていこういていこういていこう、、、、といっていといっていといっていといっているのでするのでするのでするのです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、悪悪悪悪いいいいエエエエゴゴゴゴからいいからいいからいいからいいエエエエゴゴゴゴへのへのへのへの転転転転換換換換はははは、、、、自分自分自分自分がががが他他他他者者者者のためにのためにのためにのために何何何何かをしてかをしてかをしてかをして、、、、それにそれにそれにそれによってよってよってよって他他他他者者者者がががが心心心心からからからから喜喜喜喜んでくれたときのんでくれたときのんでくれたときのんでくれたときの感感感感動動動動をををを素素素素直直直直にににに受受受受けけけけ取取取取ることがることがることがることが出発点出発点出発点出発点になるになるになるになるのではないでしょうかのではないでしょうかのではないでしょうかのではないでしょうか。。。。 そろそろそろそろそろそろそろそろ話話話話をまとめなをまとめなをまとめなをまとめなけけけければならないればならないればならないればならない時間時間時間時間になりましたになりましたになりましたになりました。。。。ここでここでここでここで、、、、もうもうもうもうひひひひとつとつとつとつ 3 番番番番目目目目のののの音音音音をををを聞聞聞聞いていただきたいといていただきたいといていただきたいといていただきたいと思思思思いますいますいますいます。（。（。（。（CD再再再再生生生生）。）。）。）。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今までのまでのまでのまでの音音音音とととと違違違違ってってってって、、、、機機機機械械械械がががが壊壊壊壊れたときのようなれたときのようなれたときのようなれたときのような音音音音ですですですですねねねね。。。。星星星星のののの臨臨臨臨終終終終のののの信信信信号号号号のののの音音音音ですですですです。。。。星星星星がががが、、、、燃燃燃燃やすものをやすものをやすものをやすものを全全全全部部部部使使使使いいいい果果果果たたたたしししし、、、、大大大大爆爆爆爆発発発発というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで木木木木っっっっ端端端端微微微微塵塵塵塵にににに宇宙空宇宙空宇宙空宇宙空間間間間にみずからのにみずからのにみずからのにみずからの体体体体をまきちらしますをまきちらしますをまきちらしますをまきちらします。。。。超超超超新新新新星爆星爆星爆星爆発発発発といいますがといいますがといいますがといいますが、、、、そのそのそのその時時時時、、、、星星星星のののの中中中中心心心心にはにはにはには、、、、桁桁桁桁外外外外れにれにれにれに密密密密度度度度のののの高高高高いいいい小小小小さなさなさなさな星星星星のののの芯芯芯芯がががが残残残残りまりまりまりますがすがすがすが、、、、それがそれがそれがそれが、、、、毎秒毎秒毎秒毎秒 13回回回回というすさまじいというすさまじいというすさまじいというすさまじい速速速速さでさでさでさで回回回回転転転転しているときにしているときにしているときにしているときに出出出出しているしているしているしている電波電波電波電波のののの音音音音ですですですです。。。。パパパパルサールサールサールサーといいますといいますといいますといいます。。。。 一一一一般般般般的的的的にいえばにいえばにいえばにいえば、、、、星星星星のののの誕誕誕誕生生生生はははは水水水水素素素素のののの雲雲雲雲のかたまりからのかたまりからのかたまりからのかたまりから始始始始まるのですがまるのですがまるのですがまるのですが、、、、それがそれがそれがそれが重重重重力力力力でででで縮縮縮縮まってまってまってまって、、、、中中中中心心心心部部部部のののの温度温度温度温度がががが上上上上がるとがるとがるとがると、、、、水水水水素素素素ががががヘヘヘヘリリリリウウウウムムムムにににに変変変変わるわるわるわる核融核融核融核融合合合合反応反応反応反応がががが起起起起こりこりこりこり、、、、光光光光りりりり輝輝輝輝きはじめますきはじめますきはじめますきはじめます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、水水水水素素素素がががが枯渇枯渇枯渇枯渇してくるとしてくるとしてくるとしてくると、、、、ヘヘヘヘリリリリウウウウムムムムがががが 3 つつつつ集集集集まってまってまってまって炭素炭素炭素炭素をつくるをつくるをつくるをつくる反反反反応応応応にににに転転転転じますじますじますじます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、炭素炭素炭素炭素ににににヘヘヘヘリリリリウウウウムムムムがつくとがつくとがつくとがつくと窒窒窒窒素素素素になりになりになりになり、、、、酸酸酸酸素素素素になりになりになりになり・・・・・・・・というというというというふふふふううううにいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな元元元元素素素素をををを生成生成生成生成していきますがしていきますがしていきますがしていきますが、、、、最最最最後後後後にあなたのにあなたのにあなたのにあなたの血液血液血液血液のののの中中中中にもにもにもにも入入入入っているっているっているっている鉄鉄鉄鉄をつをつをつをつくったくったくったくった時時時時点点点点でででで、、、、星星星星のののの中中中中のののの核融核融核融核融合合合合反応反応反応反応はははは停停停停止止止止しししし、、、、星星星星のののの命命命命はははは尽尽尽尽きるのですきるのですきるのですきるのです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、鉄鉄鉄鉄にはにはにはには吸吸吸吸熱熱熱熱反応反応反応反応があるためにがあるためにがあるためにがあるために、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上のののの核核核核反応反応反応反応をををを起起起起こすことができなくなるためですこすことができなくなるためですこすことができなくなるためですこすことができなくなるためです。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの
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血液血液血液血液のののの中中中中にににに含含含含まれているまれているまれているまれている鉄鉄鉄鉄はははは、、、、星星星星がががが最最最最後後後後につくったにつくったにつくったにつくった産産産産物物物物だったのですだったのですだったのですだったのです。。。。そのようにそのようにそのようにそのように、、、、星星星星のののの中中中中でででで反応反応反応反応がががが起起起起こらなくなるとこらなくなるとこらなくなるとこらなくなると、、、、自分自分自分自分のののの体体体体重重重重をををを支支支支えきれなくなりえきれなくなりえきれなくなりえきれなくなり、、、、さらにさらにさらにさらに収収収収縮縮縮縮しししし始始始始めますめますめますめます。。。。それによってそれによってそれによってそれによって、、、、再再再再びびびび温度温度温度温度がががが上上上上がるとがるとがるとがると、、、、残残残残ったったったった燃料燃料燃料燃料にににに火火火火がついてがついてがついてがついて、、、、大大大大爆爆爆爆発発発発をををを起起起起こすのですこすのですこすのですこすのです。。。。今今今今、、、、聞聞聞聞いていただいたいていただいたいていただいたいていただいた音音音音はははは、、、、そのそのそのその爆爆爆爆発発発発のののの後後後後にににに残残残残されたされたされたされた星星星星のののの芯芯芯芯がががが、、、、発発発発しているさようならのしているさようならのしているさようならのしているさようならの信信信信号号号号ですですですです。。。。 それではもうそれではもうそれではもうそれではもうひひひひとつとつとつとつ、、、、音音音音をををを聞聞聞聞いてくださいてくださいてくださいてくださいいいい。（。（。（。（CD 再再再再生生生生））））いろいろないろいろないろいろないろいろな音音音音がまざっていたのがまざっていたのがまざっていたのがまざっていたのがおわかりでしょうかがおわかりでしょうかがおわかりでしょうかがおわかりでしょうか。。。。ゴゴゴゴーーーーというというというという音音音音。。。。これはこれはこれはこれは 137 億億億億年年年年前前前前にににに宇宙宇宙宇宙宇宙ができたときのができたときのができたときのができたときの名名名名残残残残のののの電電電電波波波波のののの音音音音ですですですです。。。。チチチチンンンンチチチチンンンンチチチチンンンンというようなというようなというようなというような音音音音がががが聞聞聞聞こえましたこえましたこえましたこえましたねねねね。。。。生生生生まれたばかりのまれたばかりのまれたばかりのまれたばかりの赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんん星星星星、、、、まだまだまだまだ、、、、温度温度温度温度がががが低低低低くくくく赤赤赤赤外外外外線線線線しかしかしかしか出出出出していましていましていましていませせせせんからんからんからんから、、、、人人人人間間間間のののの目目目目にはにはにはには見見見見えまえまえまえませせせせんんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、電波電波電波電波だだだだけけけけはだしていますはだしていますはだしていますはだしています。。。。赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんのんのんのんの鼓鼓鼓鼓動動動動のののの音音音音のようですのようですのようですのようですねねねね。。。。ココココツツツツココココツツツツココココツツツツココココツツツツというというというという音音音音もももも聞聞聞聞こえていましたこえていましたこえていましたこえていましたねねねね。。。。爆爆爆爆発発発発というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで一一一一生生生生をををを終終終終ええええ、、、、最最最最後後後後にににに私私私私たちにたちにたちにたちに視視視視界界界界からからからから消消消消えてえてえてえていくいくいくいく直前直前直前直前のののの星星星星、、、、さきほどさきほどさきほどさきほど、、、、おおおお話話話話したしたしたしたパパパパルサールサールサールサーがががが発発発発しているしているしているしている電波電波電波電波のののの音音音音ですですですです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの音音音音はははは、、、、天天天天のののの川川川川にそってにそってにそってにそって電波望電波望電波望電波望遠遠遠遠鏡鏡鏡鏡をををを動動動動かしていくとかしていくとかしていくとかしていくと、、、、星星星星のののの一一一一生生生生のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな側面側面側面側面をををを聞聞聞聞くことがでくことがでくことがでくことができるというわきるというわきるというわきるというわけけけけでででで、、、、今今今今からからからから生生生生まれようとしているまれようとしているまれようとしているまれようとしている赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんん星星星星からからからから、、、、一一一一生生生生をををを終終終終えようとしてえようとしてえようとしてえようとしているいるいるいる星星星星にににに至至至至までのまでのまでのまでの星星星星たちがだしているたちがだしているたちがだしているたちがだしている電波電波電波電波のののの音音音音がががが聞聞聞聞こえてくるというわこえてくるというわこえてくるというわこえてくるというわけけけけですですですです。。。。星星星星のののの一一一一生生生生のののの一大一大一大一大絵絵絵絵巻巻巻巻ですですですですねねねね、、、、そしてそしてそしてそして、、、、星星星星がががが終終終終焉焉焉焉をををを迎迎迎迎ええええ、、、、宇宙空宇宙空宇宙空宇宙空間間間間にばらまかれたにばらまかれたにばらまかれたにばらまかれた星星星星のかのかのかのかけけけけらかららかららかららから地地地地球球球球ができができができができ、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが誕誕誕誕生生生生しましたしましたしましたしました。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの命命命命のののの主主主主成分成分成分成分になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、炭素炭素炭素炭素ですですですです。。。。生生生生物物物物体体体体がががが焼焼焼焼けけけけるとるとるとると黒黒黒黒くなるのはくなるのはくなるのはくなるのは、、、、いきものがいきものがいきものがいきものが炭素炭素炭素炭素でできていることのでできていることのでできていることのでできていることの証証証証拠拠拠拠ですですですです。。。。そのそのそのその命命命命のもとになのもとになのもとになのもとになるるるる炭素炭素炭素炭素はははは、、、、星星星星のののの死死死死によってによってによってによって、、、、宇宙空宇宙空宇宙空宇宙空間間間間にもたらされるわにもたらされるわにもたらされるわにもたらされるわけけけけですからですからですからですから、、、、星星星星のののの死死死死はははは、、、、次世代次世代次世代次世代のののの新新新新しいもののしいもののしいもののしいものの誕誕誕誕生生生生をををを約束約束約束約束しているということになりますしているということになりますしているということになりますしているということになります。。。。消消消消滅滅滅滅とととと再再再再生生生生、、、、復復復復活活活活、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは輪輪輪輪廻廻廻廻だといってもいいかもしれまだといってもいいかもしれまだといってもいいかもしれまだといってもいいかもしれませせせせんんんん。。。。 すこしすこしすこしすこし、、、、言言言言いいいい方方方方をををを変変変変えればえればえればえれば、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙をををを舞台舞台舞台舞台にしたにしたにしたにした壮壮壮壮大大大大なななな物物物物質質質質循循循循環環環環ののののひひひひとこまとしてとこまとしてとこまとしてとこまとして、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは、、、、今今今今、、、、ここにここにここにここに存在存在存在存在していますしていますしていますしています。。。。さきほどごさきほどごさきほどごさきほどご紹介紹介紹介紹介したしたしたした金金金金子子子子みすみすみすみすゞゞゞゞのののの詩詩詩詩でででで締締締締めくくりたいめくくりたいめくくりたいめくくりたい思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それはそれはそれはそれは「「「「繭繭繭繭とととと墓墓墓墓」」」」というというというというタタタタイトルイトルイトルイトルのののの詩詩詩詩ですですですです。。。。 「「「「蚕蚕蚕蚕はははは繭繭繭繭にににに入入入入りますりますりますります。。。。窮屈窮屈窮屈窮屈そうなあのそうなあのそうなあのそうなあの繭繭繭繭にににに。。。。けけけけれどれどれどれど、、、、蚕蚕蚕蚕はうれしかろはうれしかろはうれしかろはうれしかろ、、、、チチチチョョョョウウウウチチチチョョョョになになになになってってってって飛飛飛飛べべべべるのよるのよるのよるのよ。。。。人人人人はおはおはおはお墓墓墓墓へへへへ入入入入りますりますりますります。。。。暗暗暗暗いいいい、、、、寂寂寂寂しいあのしいあのしいあのしいあの墓墓墓墓へへへへ。。。。そしていいそしていいそしていいそしていい子子子子はははは羽羽羽羽がががが生生生生ええええ、、、、天天天天使使使使になってになってになってになって飛飛飛飛べべべべるのよるのよるのよるのよ」。」。」。」。やさしいやさしいやさしいやさしい悲悲悲悲しさにしさにしさにしさに彩彩彩彩られてはいますがられてはいますがられてはいますがられてはいますが、、、、持続持続持続持続するするするする命命命命へのへのへのへの壮壮壮壮大大大大なななな賛賛賛賛歌歌歌歌ですですですですねねねね。。。。命命命命のののの連連連連鎖鎖鎖鎖のののの中中中中のののの 1 コマコマコマコマをををを占占占占めているのがめているのがめているのがめているのが、、、、今今今今のののの私私私私たちのたちのたちのたちの存在存在存在存在ですですですです。。。。 時間時間時間時間があればがあればがあればがあれば、、、、ここでここでここでここで、、、、私私私私がかかわったがかかわったがかかわったがかかわったボボボボイジイジイジイジャャャャーーーー計画計画計画計画のののの中中中中でででで、、、、太陽太陽太陽太陽系探査系探査系探査系探査をををを終終終終えたえたえたえた探探探探査査査査機機機機ボボボボイジイジイジイジャャャャーーーーがががが、、、、太陽太陽太陽太陽系系系系をををを後後後後にににに、、、、未未未未知知知知のののの宇宙空宇宙空宇宙空宇宙空間間間間へとへとへとへと旅旅旅旅立立立立つつつつ日日日日にににに、、、、65 億億億億キキキキロメートルロメートルロメートルロメートルののののかなたからかなたからかなたからかなたから地球地球地球地球をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって撮撮撮撮ったったったった写真写真写真写真をおをおをおをお見見見見せせせせしたかったのですがしたかったのですがしたかったのですがしたかったのですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら時間時間時間時間切切切切れになってしまいましたれになってしまいましたれになってしまいましたれになってしまいました。。。。ごごごご縁縁縁縁があればがあればがあればがあれば、、、、私私私私のののの本本本本にににに掲掲掲掲載載載載されていますのでされていますのでされていますのでされていますので、、、、ごらんくごらんくごらんくごらんくださださださださいいいい。。。。1990 年年年年 2 月月月月 15 日日日日でしたでしたでしたでした。。。。65 億億億億キキキキロメートルロメートルロメートルロメートルというというというという距離距離距離距離はははは、、、、光光光光のののの速速速速さでさでさでさで走走走走ってもってもってもっても 4 時時時時間間間間 15分分分分かかるくらいのかかるくらいのかかるくらいのかかるくらいの遠遠遠遠いいいい距離距離距離距離ですですですです。。。。太陽太陽太陽太陽まではまではまではまでは、、、、8分分分分 15秒秒秒秒、、、、月月月月まではたったまではたったまではたったまではたった 1秒秒秒秒、、、、1秒秒秒秒間間間間でででで地球地球地球地球をををを 7回回回回半半半半もももも回回回回ってしまうほどってしまうほどってしまうほどってしまうほど速速速速いいいい光光光光でででで走走走走ったとしてもったとしてもったとしてもったとしても、、、、4 時間時間時間時間 15分分分分もかかるとこもかかるとこもかかるとこもかかるところからろからろからろからボボボボイジイジイジイジャャャャーーーーはははは、、、、振振振振りりりり返返返返ったのですったのですったのですったのです。「。「。「。「ボボボボイジイジイジイジャャャャーーーーくんくんくんくん、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを生生生生みみみみ出出出出したおかあさしたおかあさしたおかあさしたおかあさんのんのんのんの地球地球地球地球をををを最最最最後後後後にににに振振振振りりりり返返返返ってってってって！！！！」」」」というというというという信信信信号号号号をををを電波電波電波電波でででで送送送送りりりり、、、、それにそれにそれにそれにボボボボイジイジイジイジャャャャーーーーがががが「「「「ははははーーーーいいいい」」」」とととと返返返返事事事事したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、それがそれがそれがそれが地球地球地球地球にににに届届届届くにはくにはくにはくには、、、、呼呼呼呼びびびびかかかかけけけけてからてからてからてから 8 時間時間時間時間半半半半後後後後になるほどになるほどになるほどになるほど、、、、遠遠遠遠いところにいところにいところにいところにボボボボイジイジイジイジャャャャーーーーはいたのでしたはいたのでしたはいたのでしたはいたのでした。。。。そこからそこからそこからそこから撮撮撮撮ったったったった写真写真写真写真にはにはにはには、、、、針針針針のののの先先先先ほどのほどのほどのほどの小小小小さなさなさなさな青青青青いいいい地球地球地球地球がががが太陽太陽太陽太陽からのからのからのからの光光光光のののの中中中中にににに 1 個個個個だだだだけけけけポポポポツツツツンンンンとととと写写写写っていますっていますっていますっています。。。。もしもしもしもし地球地球地球地球にににに何何何何かがかがかがかが起起起起こったこったこったこったとしてもとしてもとしてもとしても、、、、どこからもどこからもどこからもどこからも救救救救援援援援にかにかにかにかけけけけつつつつけけけけてくれるだろうてくれるだろうてくれるだろうてくれるだろう気気気気配配配配はありまはありまはありまはありませせせせんんんん。。。。６５６５６５６５億億億億キキキキロメーロメーロメーロメートルトルトルトルのののの距離距離距離距離からからからから見見見見たたたた孤独孤独孤独孤独なななな地球地球地球地球のののの姿姿姿姿ですですですです。。。。あのあのあのあの小小小小さいさいさいさい点点点点のののの中中中中にににに、、、、あなたもいるしあなたもいるしあなたもいるしあなたもいるし、、、、あなたあなたあなたあなたのののの家家家家族族族族もいるしもいるしもいるしもいるし、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。敵敵敵敵もももも見見見見方方方方もあのもあのもあのもあの小小小小さなさなさなさな点点点点のののの中中中中にいるのですにいるのですにいるのですにいるのです。。。。 
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これまでこれまでこれまでこれまで、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと思思思思いつくままのことをおいつくままのことをおいつくままのことをおいつくままのことをお話話話話ししてきましたがししてきましたがししてきましたがししてきましたが、、、、まとめますとまとめますとまとめますとまとめますと、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙のののの研究研究研究研究からわかったことはからわかったことはからわかったことはからわかったことは、、、、おおまかにいえばおおまかにいえばおおまかにいえばおおまかにいえば、、、、三三三三つあってつあってつあってつあって、「、「、「、「すすすすべべべべてはてはてはてはひひひひとつのものかとつのものかとつのものかとつのものからららら生生生生まれたということまれたということまれたということまれたということ。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、すすすすべべべべてはかかわっているということてはかかわっているということてはかかわっているということてはかかわっているということ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、それそれそれそれらがらがらがらが共共共共存存存存するためにはするためにはするためにはするためには、、、、相相相相反反反反するするするする性性性性質質質質がががが仲良仲良仲良仲良くくくくバランスバランスバランスバランスしていなしていなしていなしていなけけけければならないればならないればならないればならない」」」」というというというということですことですことですことです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、語語語語呂呂呂呂合合合合わわわわせせせせのようにはなりますがのようにはなりますがのようにはなりますがのようにはなりますが、、、、自分自分自分自分というというというという言葉言葉言葉言葉のののの「「「「自自自自」」」」とはとはとはとは、、、、自自自自然然然然のののの「「「「自自自自」、」、」、」、自分自分自分自分のののの「「「「分分分分」」」」はははは、、、、分分分分身身身身のののの「「「「分分分分」」」」だとだとだとだと考考考考えてはどうでしょうえてはどうでしょうえてはどうでしょうえてはどうでしょう。。。。自分自分自分自分とはとはとはとは自然自然自然自然のののの分分分分身身身身だというだというだというだという意意意意味味味味だったのですだったのですだったのですだったのです。。。。だからこそだからこそだからこそだからこそ、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、たがいにたがいにたがいにたがいに他他他他にににに寄寄寄寄りりりり添添添添ってってってって生生生生きるしきるしきるしきるしかないということですかないということですかないということですかないということです。「。「。「。「私私私私とあなたとあなたとあなたとあなた」」」」からからからから「「「「あなたとあなたとあなたとあなたと私私私私」」」」にににに見見見見方方方方をををを変変変変えましょうえましょうえましょうえましょうというこというこというこということですとですとですとですねねねね。。。。相相相相手手手手にににに寄寄寄寄りりりり添添添添うということはうということはうということはうということは、、、、sympathy のののの sy をををを em にににに変変変変えてえてえてえて empathy にしましにしましにしましにしましょうということですょうということですょうということですょうということです。。。。同情同情同情同情ではなくではなくではなくではなく「「「「共感共感共感共感」」」」ということですということですということですということです。。。。 ここでここでここでここで、、、、ほんとうのほんとうのほんとうのほんとうの優優優優しさとはしさとはしさとはしさとは何何何何かということをかということをかということをかということを金金金金子子子子みすみすみすみすゞゞゞゞのののの詩詩詩詩をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しておしまいしておしまいしておしまいしておしまいにしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「ささささびびびびしいときしいときしいときしいとき」」」」というというというというタタタタイトルイトルイトルイトルですですですです。。。。 「「「「私私私私がががが寂寂寂寂しいときにしいときにしいときにしいときに、、、、よそのよそのよそのよその人人人人はははは知知知知らないのらないのらないのらないの。。。。私私私私がががが寂寂寂寂しいときにしいときにしいときにしいときに、、、、おおおお友友友友達達達達はははは笑笑笑笑うのうのうのうの。。。。私私私私がががが寂寂寂寂しいときにしいときにしいときにしいときに、、、、おおおお母母母母さんはさんはさんはさんは優優優優しいのしいのしいのしいの。。。。私私私私がががが寂寂寂寂しいときにしいときにしいときにしいときに、、、、仏仏仏仏様様様様はははは寂寂寂寂しいのしいのしいのしいの」」」」というというというという詩詩詩詩でででですすすす。。。。私私私私はははは、、、、かつてかつてかつてかつて、、、、たがいにたがいにたがいにたがいに宗宗宗宗教対立教対立教対立教対立しているしているしているしている国国国国々々々々のののの青青青青年年年年たちたちたちたちにににに講講講講話話話話をするをするをするをする機機機機会会会会にににに恵恵恵恵まれまれまれまれましたがましたがましたがましたが、、、、話話話話のののの出発点出発点出発点出発点をすをすをすをすべべべべてててて宇宙宇宙宇宙宇宙にしたことがにしたことがにしたことがにしたことが効効効効をををを奏奏奏奏したのかしたのかしたのかしたのか、、、、まったくまったくまったくまったく混乱混乱混乱混乱はははは起起起起こりこりこりこりまままませせせせんでしたんでしたんでしたんでした。。。。そのときそのときそのときそのとき、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙研究研究研究研究からからからから知知知知りえたりえたりえたりえた最最最最新新新新のののの知識知識知識知識をもとにしたをもとにしたをもとにしたをもとにした平平平平和和和和教教教教育育育育もももも可能可能可能可能だというだというだというだという思思思思いをいをいをいを強強強強くくくく感感感感じたのでしたじたのでしたじたのでしたじたのでした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それはそれはそれはそれは、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙教教教教育育育育をををを平平平平和和和和教教教教育育育育ののののひひひひとつとしとつとしとつとしとつとしてててて位位位位置置置置づけづけづけづけるきっかるきっかるきっかるきっかけけけけになったになったになったになった貴貴貴貴重重重重なななな経験経験経験経験にもなりましたにもなりましたにもなりましたにもなりました。。。。 

  少少少少しししし、、、、所所所所定定定定のののの時間時間時間時間もももも過過過過ぎぎぎぎましたましたましたましたけけけけれどもれどもれどもれども、、、、人生人生人生人生はははは旅旅旅旅のようなものだということをのようなものだということをのようなものだということをのようなものだということを付付付付けけけけ加加加加えさえさえさえさせせせせていただきていただきていただきていただき、、、、おしまいにしたいとおしまいにしたいとおしまいにしたいとおしまいにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ここでここでここでここで留留留留意意意意しておきたいことはしておきたいことはしておきたいことはしておきたいことは、、、、旅旅旅旅とととと旅旅旅旅行行行行のののの違違違違いですいですいですいです。。。。旅旅旅旅行行行行とはとはとはとは行行行行きききき先先先先がはっきりがはっきりがはっきりがはっきり決決決決まっていてまっていてまっていてまっていて、、、、そこにそこにそこにそこに行行行行ったらったらったらったら再再再再びびびび元元元元のとこのとこのとこのところにろにろにろに戻戻戻戻ってくることでってくることでってくることでってくることで完完完完結結結結しますしますしますします。。。。それにそれにそれにそれにひひひひきかえきかえきかえきかえ、、、、旅旅旅旅にはにはにはには戻戻戻戻ってくるってくるってくるってくる必必必必要要要要がなくがなくがなくがなく、、、、ただただただただひひひひたすらたすらたすらたすら続続続続けけけけるものるものるものるもの、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そこにはそこにはそこにはそこには不不不不安安安安とととと希望希望希望希望がががが同同同同居居居居していますしていますしていますしています。。。。松尾芭蕉松尾芭蕉松尾芭蕉松尾芭蕉のののの「「「「奥奥奥奥のののの細細細細道道道道」」」」のののの冒頭冒頭冒頭冒頭のののの部部部部分分分分にににに書書書書かれているかれているかれているかれている通通通通りですりですりですりです。「。「。「。「月日月日月日月日はははは百百百百代代代代のののの過過過過客客客客にしてにしてにしてにして、、、、行行行行きかきかきかきかふふふふ年年年年ももももまたまたまたまた旅旅旅旅人人人人なりなりなりなり」。」。」。」。月日月日月日月日はははは永永永永遠遠遠遠にににに旅旅旅旅をををを続続続続けけけけるるるる旅旅旅旅人人人人のようなものであってのようなものであってのようなものであってのようなものであって、、、、毎毎毎毎年年年年去去去去ってはってはってはっては来来来来たりたりたりたり、、、、来来来来たってはまたたってはまたたってはまたたってはまた去去去去っていくっていくっていくっていく、、、、まさにまさにまさにまさに旅旅旅旅人人人人のようなものだのようなものだのようなものだのようなものだ。。。。人生人生人生人生もそうでしょうもそうでしょうもそうでしょうもそうでしょう。。。。そういえそういえそういえそういえばばばば、、、、ウウウウナギナギナギナギもももも旅旅旅旅をするようですをするようですをするようですをするようですねねねね。。。。6,500キキキキロロロロ、、、、稚稚稚稚魚魚魚魚かかかからららら成成成成魚魚魚魚になるまでになるまでになるまでになるまで。。。。しかししかししかししかし、、、、人人人人間間間間ととととウウウウナギナギナギナギのののの違違違違いはいはいはいは、、、、芭蕉芭蕉芭蕉芭蕉のののの最最最最後後後後のののの作品作品作品作品とされているとされているとされているとされている有名有名有名有名なななな句句句句にににに集集集集約約約約されていますされていますされていますされています。「。「。「。「旅旅旅旅にににに病病病病んんんんでででで、、、、夢夢夢夢はははは枯枯枯枯野野野野をかをかをかをかけけけけ廻廻廻廻るるるる」。」。」。」。芭蕉芭蕉芭蕉芭蕉はははは、、、、途途途途中中中中でででで病気病気病気病気になってになってになってになって、、、、足足足足でででで歩歩歩歩くというくというくというくという現実現実現実現実のののの旅旅旅旅はできはできはできはできなくなりましたがなくなりましたがなくなりましたがなくなりましたが、、、、夢夢夢夢のののの中中中中ではではではでは、、、、未未未未だにだにだにだに旅旅旅旅をををを続続続続けけけけているというのですているというのですているというのですているというのです。。。。人人人人間間間間のののの特特特特質質質質はははは、、、、夢夢夢夢にににに生生生生きるということができるということでしょうきるということができるということでしょうきるということができるということでしょうきるということができるということでしょう。。。。これからさきこれからさきこれからさきこれからさき、、、、いろいろのいろいろのいろいろのいろいろの問題問題問題問題とととと遭遇遭遇遭遇遭遇するでしょうがするでしょうがするでしょうがするでしょうが、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、夢夢夢夢をををを持持持持ってってってって第第第第一一一一歩歩歩歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。第第第第一一一一歩歩歩歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出さないさないさないさない限限限限りりりり、、、、旅旅旅旅はははは始始始始まらずまらずまらずまらず、、、、成果成果成果成果ははははゼロゼロゼロゼロですですですです。。。。地球地球地球地球外知外知外知外知的的的的生生生生命命命命体体体体、、、、つまりつまりつまりつまり E.T.探査探査探査探査のののの草草草草分分分分けけけけ的的的的なななな存在存在存在存在としてとしてとしてとして有名有名有名有名ななななモモモモリリリリソソソソンンンン博士博士博士博士のののの言葉言葉言葉言葉をををを借借借借りればりればりればりれば、「、「、「、「E.T.がいるかがいるかがいるかがいるか、、、、いないかいないかいないかいないか、、、、そのそのそのその探査探査探査探査がががが成成成成功功功功するするするする確確確確率率率率をををを予予予予見見見見するのはするのはするのはするのは難難難難しいしいしいしい。。。。しかししかししかししかし、、、、もしもしもしもし、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが探査探査探査探査にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切らならならならなけけけければればればれば成成成成功功功功するするするする確確確確率率率率はははは完完完完全全全全ににににゼロゼロゼロゼロであるであるであるである」」」」ということですということですということですということですねねねね。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、行動行動行動行動ですですですです。。。。 

  定定定定刻刻刻刻をををを 5 分過分過分過分過ぎぎぎぎてしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました。。。。好好好好きききき勝勝勝勝手手手手なことをおなことをおなことをおなことをお話話話話ししましたがししましたがししましたがししましたが、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの心心心心のどのどのどのどこかにこかにこかにこかに、、、、ほんのほんのほんのほんの些細些細些細些細なことでもなことでもなことでもなことでも残残残残っていればっていればっていればっていれば、、、、大変大変大変大変うれしくうれしくうれしくうれしく思思思思いますいますいますいます。。。。御御御御静聴静聴静聴静聴ありがとうありがとうありがとうありがとうございましたございましたございましたございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 司会司会司会司会 

  佐治佐治佐治佐治先生先生先生先生、、、、どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。 
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ここでここでここでここで、、、、いまいまいまいま一度一度一度一度、、、、笛笛笛笛をををを吹吹吹吹いていいていいていいていただきましたただきましたただきましたただきました雲龍雲龍雲龍雲龍さんにごさんにごさんにごさんにご登登登登場場場場いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いまいまいまいますすすす。「。「。「。「地球地球地球地球のかのかのかのかけけけけらのらのらのらの響響響響きききき」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして笛笛笛笛をををを演奏演奏演奏演奏していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました雲龍雲龍雲龍雲龍さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして、、、、「「「「体体体体はははは地球地球地球地球（（（（ほしほしほしほし））））からできているからできているからできているからできている」」」」とととと題題題題してしてしてして講演講演講演講演していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫先生先生先生先生ですですですです。。。。おおおお二二二二人人人人にもうにもうにもうにもう一度一度一度一度拍手拍手拍手拍手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手））））どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、いかがだったでしょうかいかがだったでしょうかいかがだったでしょうかいかがだったでしょうか。。。。少少少少しししし余余余余韻韻韻韻にににに浸浸浸浸っていたいっていたいっていたいっていたい感感感感じがしますよじがしますよじがしますよじがしますよねねねね。。。。私私私私もももも、、、、思思思思いをいをいをいを整整整整理理理理しようとしようとしようとしようと思思思思うんですうんですうんですうんですけけけけれどもれどもれどもれども、、、、もっともっともっともっと聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい、、、、もっともっともっともっと知知知知りたいりたいりたいりたい、、、、もっともっともっともっと考考考考ええええたいたいたいたい、、、、もっともっともっともっと調調調調べべべべてみたいというてみたいというてみたいというてみたいという思思思思いがいっいがいっいがいっいがいっぱぱぱぱいでいでいでいで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか整整整整理理理理ができないができないができないができない状態状態状態状態ですですですです。。。。 

  きょうのこのきょうのこのきょうのこのきょうのこの時間時間時間時間がががが皆皆皆皆さんにとってよきさんにとってよきさんにとってよきさんにとってよき時間時間時間時間がががが過過過過ごごごごせせせせたならばたならばたならばたならば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの時間時間時間時間がががが、、、、よきよきよきよき飯田市飯田市飯田市飯田市づづづづくりくりくりくり、、、、そしてよきそしてよきそしてよきそしてよき地球地球地球地球づづづづくりにつながればとくりにつながればとくりにつながればとくりにつながればと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上をもちましてをもちましてをもちましてをもちまして、「、「、「、「国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN IIDA」」」」をををを終終終終了了了了ささささせせせせていたていたていたていただきますだきますだきますだきます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、ごごごご来来来来場場場場いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、まことにありがとうございましたまことにありがとうございましたまことにありがとうございましたまことにありがとうございました。（。（。（。（拍手拍手拍手拍手）））） 

 

――    了了了了    ―― 
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