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平成 26 年度

第7回

11月20日（木）
大ホール

●開 場 午後 5：30
●夢のひろば 午後 6：00
●講 演 午後 6：30
ある意味「偏った見方での歴史」で
あったということです。これまでの
歴史は「勝者の歴史」で語られるこ
とが多く、
「敗者の言い分」が注目
されることはあまりありませんでし
た。歴史は結果から語られることが
多く、その視点からだけでは、歴史
を見誤ってしまうかもしれません。
松平さんの長年の経験で身につ
けられた「歴史の見方」を基に、私
達が偏らない視 点で「歴 史から何
を学ぶべきか」について、とってお
きのお話を聴けることと思います。
様々な「歴史の実例」にはどんな
お話が登場するのか、それも楽しみ
ですね。どうぞご期待ください。

「その時歴史が動いた」・・・
番組での落ち着いた語り口と、そ
の活躍は、皆さまの記憶に鮮明に残
っていることでしょう。今回の講師
は、元NHKアナウンサー松平定知
氏。N H Kを定年退職後も「シリー
ズ世界遺産１００」、
「ＮＨＫスペシ
ャル」などで活躍を続けていらっし
ゃいます。
ＮＨＫ在籍時代の局内でのニック
ネーム は「 殿 」。徳 川 家 康 の 異 父
弟・松平定勝を祖とする旗本の子孫
という、まさに歴史を語るに相応し
い方です。
その松平さんが、番組「その時歴
史が動いた」での9年間を通じて感
じられた事。それは、
「歴史」とは、

講
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師 ● 京都造形芸術大学教授、国学院大学客員教授
元・NHKキャスター
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歴史から何を学ぶか

次 回 のご 案 内
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田 部井 淳 子氏
■テーマ／ 世界の山々をめざして
−元気の秘訣は山登り
■講

師／ 登山家

●1939年福島県三春町出身。昭和女子大学英文科卒業後、社会人
の山岳会に入会。69年女子登攀クラブを設立。75年エベレスト日
本女子登山隊の副隊長兼登攀隊長として世界最高峰エベレストに
女性世界初の登頂に成功。92年女性で世界初の七大陸最高峰登頂
者となる。海外60ヶ国の最高峰・最高地点を登頂。文部省スポー
ツ功労賞・環境大臣賞等受賞多数。NPO法人日本トレッキング協
会会長､昭和女子大学理事等を務める。「田部井淳子の楽しい！山
登り入門」等著書多数。

松平定知 氏 のプロフィール

●1944年11月生まれ。1969年早稲田大学卒
業後、同年NHK入社。
「連想ゲーム」
「日本語再
発見」などの司会を経て「朝のニュースワイド」
等テレビニュースを15年。その後「世紀を超え
て」
「新シルクロード」等NHKスペシャル各シリ
ーズや、海外長時間生中継シリーズ・選挙開票
速報・昭和史報道・紅白歌合戦等特別番組に出
演。退職 後も「その時歴史が動いた」「藤沢
周平作品朗読」等を担当。現在もNHK「世
界遺産100シリーズ」等で活躍中。「心を豊か
にする言葉術」など著書多数。
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紺野美沙子 氏

阿部
禮子

やさしく考えさせられました

佐世保市瀬戸越

チェロの演奏が少し珍しく、
耳に慣れた音と、新しい音楽と
が次なる講演の幕開けにつなが
っていったような気がしまし
た。
相変わらずお歳を感じさせな
い、若々しい紺野さんのお話
は、どんなことが聴かれるか楽
しみでした。
Ｕ Ｎ Ｄ Ｐ、耳慣れない語彙、

はじめてこのような機関もあ
り、活躍されていたことを知り
驚きでした。特にこの頃の内外
のニュースに触れながら思うこ
と、誰かが考えることではな
く、だれもが考え、感じていか
なければいけない国際協力の大
切なことも考えさせられまし
た。そして、今までにお会いし
た方々からの素敵な言葉は、思
わずうなずくことばかりでし
た。
「老いは姿勢からくる」そう、

■「夢のひろば」でチェロ演奏を
聴き、とても爽やかな演奏者の方
で作品や作曲者のことを丁寧に
説明してくださり、楽しんでひと
ときを過ごすことが出来ました。
近藤理事長のお話で「良く生
きる」ことは、
「良く死ねる」と言
うことをうかがって本当だなと思
いました。
紺野さんの穏やかな語り口で、
小学校の頃に女優さんになりた
いと思い、それが実現し、努力を
してきたことを、わかりやすく話
され、日々の暮らしの中で１日を
前向きに過ごすことが大事だと
思いました。
佐世保市大宮町●田中 美祢

背中を丸めないように気をつけ
て歩こう。そして、向上心をな
くさないように…。今ではたく
さんご飯を食べてくれる家族は
遠くに行ってしまったけれど、
自分のために工夫をしたり、自
分らしさを失わず、楽しい時間
を持ちながらいけば、いつ幕が
下りても悔いはない、そうあり
たいと思ったお話でした。
ゆったり、ふんわり、そして
豊かな今日の夢大学、ありがと
うございました。

■紺野美沙子さんは、美しいと
同時にお話の間中立ち姿がきれ
いな方だと感心してお話を聞きま
した。ご本人が姿勢の良さを心
がけていらっしゃった結果だった
のですね。U N D P親善大使とし
て国際協力にも力を注いでおら
れ、
「かがやいて生きる」を実践
していらっしゃる事にも感動しま
した。
佐世保市春日町●有吉 成子
■自分が誰かに必要とされてい
て、自分の仕事で喜んでもらえる
ことをモットーに、無 報 酬の国
連 開 発 計 画 親 善 大 使などで 活
躍。特にアジア、アフリカの貧困
層の児童労働の撲滅、学校教育
の普及などの素晴らしい活動に
拍手。
佐世保市南風崎町●横山 春美

■紺野美沙子さんは幼少の頃か
ら、人のためになる行動の出来
る女優になりたいという夢を持っ
て35年間努力され、現在に至っ
ておられます。成長の過 程では
同業の大先輩の方あるいは、監
督さん達から受けた注意指導を
真剣に受けとめ努力されました。
挨拶の仕方、若さの維持の仕
方等、今後の老後の人生の送り
方に夢を持つ必要があると思い
ます。向上心を持って、生きなさ
いと。夢大学で夢を持つことの
大 切さをおしえていただきまし
た。ありがとうございました。
佐世保市萩坂町●古達 満雄
■35年もの長い間、女優という
仕事に日々精進されている真摯
な姿に打たれました。また、残念
ながらまだ認知度の低い国連開
発計画親善大使という大役を、
多忙な中を精力的にこなされて
おられる姿にも感銘しました。女
優さんの立ち居振る舞いは美し
いの一言です。
佐世保市光月町●国松 仁志
■結果がすべての弱肉強食の厳
しい競争社会を生き抜いて、夢
を実現させるためにはどうしたら
よいのか。
紺野美沙子さんのお話から私
なりに考えた結果、以下の結論
になりました。健 康 第一で姿勢
を正し、笑 顔を忘れない。そし
て、厳しくも愛 情豊かで本 気の
大人（先生や先輩等）とめぐりあ
えるように努力し、元気と喜びを
与えて下さるファン（お客様）を
大切にする。
やはり、当たり前の事を当たり
前にする事が大事だと思います。
佐世保市早苗町●牧 千尋

■音読から興味を持たれ、俳優
になられた紺野さん。もう三十数
年ですか。やさしい感じは変わら
れないですね。壁に当たった時
もあると言われましたが、それも
乗り越えてUN D P大使を長年続
けておられるとは、驚きです。子
ども達に朗読をされる素敵なお
母さんですが、舞台では独身(？)
としていつまでも輝いて下さい。
佐世保市木風町●西 照美
■奥ゆかしい感じの紺野美沙子
さんが本日の講師である。国連
開発計画親善大使とは、人徳あ
る彼女には最適なボランティア
活動であろう。話題の中心は「夢
をもつことであり、夢をつかも
う」であった。人生は長いようで
短い。夢をもって愉快に暮らそう
ではないか。私も86歳になった
ばかり、頑張ろう。
佐世保市松川町●杉山 源次郎
■私も６年前、カンボジア、ベト
ナムへ娘と二人でノート、鉛筆を
持って水上生活をしている所の
学校を訪問したことがあります。
その時、子供達に何度も「オーク
ン（ありがとう）」と言われたこと
を思い出しました。
帰国する時、その国の歴史、生
きるという事など痛感しながら帰
りました。
日本に生まれ育った事に感謝
をしました。改めて無理のない自
分らしく思いやりの気持ちを忘
れず、人様のお役に立てるよう、
努力したいと思います。
佐世保市田原町●中村 京子

典子

編曲

源田俊一郎

◦長崎の鐘

作詞
作曲
編曲

サトウ ハチロー
古関 裕而
松田 松洋

日はまだまだ若いチェロ奏
者。舞台のお花のお題のよう
に今後の「みのり」を期待し
ています。頑張って下さい。
本日の講演の紺野美沙子氏
は 年前の「虹を織る」を想
い出しつつ、テーマ「夢を持
つことの大切さ」のお話を聴
かせていただきました。
国連開発計画親善大使の開
発援助活動を展開されている
との事、お忙しい時間のやり
くりをされているのだろうと
推察しています。我々も課題
を大きく挙げるよりも先ず
は、自分の身のまわりの事か
ら少しずつ始めていけばいい
との考え方、賛同させられま
した。親の介護、孫の守り、
そこから始める事を継続して
いくこととします。
誰かに「ありがとう」と感

※締め切りは講演日の 週間後（必着）
※宛先は、させぼ夢大学事務局まで

瀨戸﨑

齊

颯爽と登壇の容姿端麗な女
優さん。〝あなたは世界にかが
やいて生きている人だ〟そん
な印象を強くした今回の夢大
学であった。
直立の姿で、とても明瞭な
口調で、話された中身、それ
は今日のテーマであり、紺野
さんご自身の生き方だったと
思う。その一コマ一コマに夢
があり、かがやいた生き方に
深い感銘を受けることができ
た。まさに感動と感服の 分
だった。
音読が好きだった紺野さん
は、小学五年で学校の演劇部
に入部、演劇への第一歩を踏
み出された。厳しい指導と稽
古にもめげず、先生や家族の
賞賛もあって、芝居の面白さ
を感じたとおっしゃる。
やがては、Ｎ Ｈ Ｋの朝ドラ
のオーディションに合格。ヒ
ロインとして出演。それが女
優としてのスタートとなった
のであるが、これがよかった
ので、女優として 年も続け
られたのだろうとおっしゃ
る。けれどもその間の努力
は、人並みではなかったと思
う。
好きな事、好きな仕事をす
ることがありがたいと思いな

西海市西彼町

世界にかがやいて生きる人

謝のことばをかけること、又
かけられることは、皆平等に
できる事ですから。

講演を聴かれた感想をお待ちしています！

木村

◦故郷
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90

本気の大人に出逢った
言うくだりは、特に印象に残
り、今からの子ども達にも
「本気の姿」を見せることで
将来のいい結果が得られるそ
うです。
親善大使としてのお仕事、
本当に頭が下がりますが、ま
ず は 本 日 、 そ の 活 動 を「 知 る 」
と言うだけでも、大きな力に
なれる様な気がします。まず
は背筋をピンと伸ばし、向上
心が無くならないように、何
事にも好奇心を持って日々過
ごして行こうと思います。

佐世保市赤崎町

陸也

34

西本琢人さんのチェロ演奏

身のまわりの事から少しずつ

寺嶋

恵子

かりです。準備から忙しさと心配と感激の日々でした。
 20代から80代までの103名が同じステージで歌える
機会を再び頂きましたことに感謝いたします。
歌っている間元気、歌っている限り平和だと信じて。

 先月10月5日、第３回ジョイントコンサートを終えたば

10

◦女声合唱とピアノのための「ふるさと」より

浦川

◆出演者紹介

芸術の秋ということばがピ
ッタリとあてはまるような、
９月・ 月の夢のひろば。今

編曲

・夕焼け小焼け
・荒城の月
・海
・野菊

（三団体の合同合唱です）

リリコ・コーロ

阿久 悠
羽田健太郎
作詞
作曲

◦九十九詩人

佐世保市日宇町

指 揮／坂井 洋子
ピアノ／江口友規子、白石あかね

想い出しました。いつか山
口県萩の旅館のフロントに大
きな額に入った紺野美沙子さ
んの写真を見たことです。そ
れがいつだったか記憶をたど
っていると、今日それがピッ
タリ合っていました。朝ドラ
のヒロインをされていて、た
ぶんそこで撮影があった名残
だったと思います。とても美
しくて可憐で、あれからもう
年が過ぎたとは全く感じら
れない程、立ち居振る舞いも
若々しく、羨ましく思いまし
た。講演も一言一言に心がこ
もって、はっきりとした口調
でとても優しく耳に入り心に
染みていきました。
「本気の大人に出逢った」と

目
◆曲

「虹を織る」のヒロインは、
「本気の大人」だった
夢 のひろば

30

時／11月20日㈭ 午後6時00分〜20分
目／女声合唱
演／ 花の森コーラス、コールトワニー、
◆日
◆演
◆出
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がら、「紺野にこの仕事はさせ
よう」と言われるような努力
を重ねてこられたのである。
夢を描くことはだれにもでき
る。しかし、それを実現させ
るには並の努力では不可能で
あ る 。「 向 上 心 を な く し た ら
…」との木下恵介監督の言葉
を始め、多くの人の意見に耳
を傾けると同時に自分って何
だろう。何ができるだろうと
自問自答しながら常に前進を
続けてこられたのである。
さらに、夢は世界へと広が
り、「国連開発計画親善大使」
の拝命となり、人々の貧困の
撲滅に尽力されているとのこ
と。これこそ世界でのかがや
きである。更なる大きなかが
やきをなさることを念願して
止まない。

1
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ちょうずいし

★紺野美沙子さん、ありが
とうございました
清潔感にあふれ折り目正し
く可憐なたたずまい、又、柔
らかさの中にも鋭い知性を合
わせ持っておられ、爽やかな
風に心が洗われる様なひとと
きでした。まず家族を大事に
すること、特に食や教育の重
要性を強調された紺野さん。
ひとり一人が心身の健康を保
ち、日々の生活の中で少しで
も自他のためになることを行
うことが、社会ひいては世界
をより豊かなものとするにあ
たり大きな力となるとのこ
と。誠実にしなやかに初心を
忘れず、それぞれの立場で向
上心を持ち続けることの大切
さを再確認しました。

★体調管理について
アルカス大ホールの空調は
部分的な調節ができません。
季節により又、座席の位置に
よって寒暖の差が異って感じ
ることがあります。各自、十
分な準備をされた上でご出席
ください。

お出かけください！

縁日に集い、持ち寄った料理を
食べ、終日楽しく過ごす女性解
放の日でした。
半跏という姿の地蔵尊は、自
分に助けを求める信者のもとに
すぐ駆けつけますよ、という意
志を示しています。他の仏さま
と違い、頭を丸めたお坊さんの
しょうもんぎょう
姿を借りた声聞形の地蔵尊。こ
の身近ないでたちも、すばやい
救済の強い意志表示に違いあり
ません。
この世だけでなく、あの世で
もお地蔵さんは子どもを護りま
す。吾が子を亡くした母親は、
石の地蔵尊に子どもの匂いの染
み付いた赤いよだれ掛けを捧げ
て「これが吾が子の匂いです」
と懸命に格別の助けを念じま
す。
さい
かわら
賽の河原で鬼にいじめられる
吾が子を思う母の情愛。これが
ひと昔前の母子像でした。

日時 ■ 11月29日(土) 午後5時〜6時
場所 ■ アルカスSASEBO１階ロビー

平成27年２月11日㈬
講師「須田 慎一郎」氏

させぼ夢大学では、今年もアルカスSASEBOの共催
を得て、第12回「バラの折紙ツリー」を、11月29日㈯
から12月25日㈭までアルカス2階ロビーに展示します。
11月29日㈯には「ツリー点灯式」と「ロビーコンサ
ート」を行います。どうぞお誘い合わせの上、お出か
けください。

2月▶日程のみ変更

小島寺入口の延命地蔵尊は砥
川石工の作。砥川石工の代表と
して、江戸時代初期の十七世紀
に活躍した平川与四右衛門がよ
く知られています。砥川の常福
禅寺には、与四右衛門作の半跏
地蔵が残されています。
砥川石工は、佐世保の三川内
から早岐、江上、柚木まで活動
していました。黒髪神社、早岐
神社には鳥居にその名を残して
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平成27年１月９日㈮
講師「高橋 英樹」氏

います。石仏のほかに、 手水石
や墓石塔など、記名の残らない
石造物も数多く手がけていたと
みられます。
石工は庶民の暮らしの向上と
共に栄えました。江戸時代、
人々のふところが暖かくなり、
講と呼ばれる共同体が盛んにな
ると、寄進される石仏の数が増
えたからです。
小島寺の延命地蔵を寄進した
小島村、神揚村の女観音講は、
もと
観音講という信仰を基にした集
まりです。封建体制の中、しい
たげられてきたとされる女性
も、観音信仰の集いで団
結し、地蔵尊を共同で寄
進するほどのゆとりを持
つまでになりました。
現代まで続いている観
音 講 も あ り ま す 。「 朝 は
朝星夜は夜星」と言われ
る働きづめの過酷な女性
でしたが、講は仏さまの
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1月▶日程・講師とも変更

「江上小島寺のお地蔵さん」

江上町の国道沿いにある 飯盛
ざん
山小島寺。参道入口にある延命
地蔵菩薩は、左足を立て膝にし
はん か
た半跏像です。寄進したのは、
小島村、神揚村観音女講中。文
化四（一八〇七）年の安座と記さ
れています。
“石の地蔵さん”は石仏の代
名詞となるほど広く建立されて
とう
います。中世の六地蔵幢と共に
室町時代から近現代まで、絶え
ることなく地蔵尊石仏はつくら
れてきました。三陸大津波の慰
霊仏としてもニュースに登場し
不慮の死を遂げた多くの人々の
供養を体現しています。
これら石仏をつくった石工職
人は、長崎、佐賀両県下で広
く活躍した「肥前石工」です。
と がわ
小城市の砥川に職人が集まって
住む石工の里を核に、嬉野市塩
田、玄海町値賀川内なども石工
の里になりました。

2

講演会の講師と日程（1月、2月）
が変更になりました。但し、時間
は変わりません。
会員の皆様には、大変ご迷惑を
おかけし、申し訳ありません。よ
ろしくお願い致します。

隆義
筒井
郷土史研究
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石仏紀行
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変更について！

ふるさと
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