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平成 26 年度

第8回

12月18日（木）
大ホール

た

講

●開 場 午後 5：30
●夢のひろば 午後 6：00
●講 演 午後 6：30
放映されるとたちまち人 気番 組と
なり、次の「夏の北アルプスああ絶
景！雲上のアドベンチャー」など、
次々にＤＶＤ化されました。
ネパール王国より、最高勲章グル
カ・ダクシン・パフ賞、内閣総 理 大
臣賞、環境大臣賞など、数多くの賞
を受賞されています。
2013年、ご自身のがんの余命宣
告、抗がん剤治療の合間をぬっての
登山、病 気の寛 解などの体 験を著
した「それでもわたしは山に登る」
が出版されました。
“力尽きるまで
自分のペースで楽しく突き進む”
“生きていることはやっぱり楽しい”
田部井さんから、たくさんのパ
ワーをいただきましょう。御期待
下さい。

今回の講師は、世界最高峰エベレ
ストおよび七大陸世界最高峰への
登頂に女性で初めて成功された、
登山家の田部井淳子さんです。
田部 井さんは、福島県 三春 町に
生まれ、大学卒業後、社会人の山岳
会に入会、登山活動に力を注ぎまし
た。1年に5～6回海 外登山に出か
け、現在までに71カ国の最高峰最
高地点を登頂されています。
家 族 の理 解を得ながら、夢を実
現させてこられた 道のりを 著した
「エベレストママさん」
「山からの贈
り物」「エプロンはずして夢の山」
「人 生は８合目からがおもしろい」
などの著書が多数あります。
2009年「N H K趣味悠々 山で
元気に！田部井淳子の登山入門」が
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田部井 淳子 氏

世界の山々をめざして - 元気の秘訣は山登り
次 回 のご 案 内
■と

き／ 平成27年1月9日（金）
たかはし

ひ で き

高 橋 英 樹氏
■テーマ／ 桃太郎 芸能人生大いに語る
■講

師／ 俳優

●昭和19年生まれ。高校在学中の昭和36年5月、日活ニューフェース
5 期生として日活入社。「高原児」でデビュー。以後「激流に生きる
男」「男の紋章」シリーズ、「戦争と人間」「伊豆の踊子」等、映画黄
金時代に多数出演。その後、NHK「鞍馬天狗」「国盗り物語」、ほか
「織田信長」「遠山の金さん」「桃太郎侍」「三匹が斬る」等テレビで
活躍。平成27年 NHK大河ドラマ「花燃ゆ」井伊直弼役決定。日本画
や書道にも親しみ、平成19年の東京セントラル美術館「一書一顧」展
では、来館者数新記録を達成。「趣味は家族」と公言するほど家族
を大事にしている。

田部井淳子 氏 のプロフィール

●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
71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。「田部井
淳子の楽しい！山登り入門」等著書多数。
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松平定知 氏

佐世保市日宇町

浦川
恵子

自分のスタンスを持ちたい

果たして、松平氏の頭の中
の歴史の年表は、どこ迄広が
っているのか？ 今回の講演を
通じて、学生時代テスト前に
年代・人物名・戦など丸暗記
していた事がおかしい程恥ず
かしくなりました。限られた
時間で、ただ目的をクリアす
る為にだけ学んできた歴史
を、まるでからくりを説くよ
うな話に、身を乗り出す程に
聴き入りました。勝者の理
論。結果から見ている歴史。
それは歴史に限らず、物事を
判断するにおいても現代に通
じるものがあります。
池田
昇

老いが進むにつれ益々頑固
になり、人の話に聞く耳を持
たなくなると言われないよ
う、冷静に客観的に自分のス
タンスを持ちたいとつくづく
思い知らされました。「歴史か
ら何を学ぶか」まさにいろんな
事を学びました。更に、学ん
だ事をこれからどう生かすか
それが問題です。
来期も期待がふくらみます。

佐世保市今福町

歴史の常識を見直してみる
常識

誰一人としてその場に居合
わせていない過去の出来事（歴

■松平定知さんは、
「殿様」と言われる
代名詞がおありのように、戦国時代の強
い武将に関する沢山の戦例やその関係
者について、細かく熱心にお話しして頂
きました。
高杉晋作は下関での生活の中に３人
の女性がいたこと、織田信長の武力と
経済的戦略の成果、徳川家康と石田三
成の人的関係等、沢山の資料があるが、
今の表現のみでよいか、裏のことも考え
なさいと教えていただきました。勝者、
敗者の言い分を考えましょう。結果のみ
を見ていたら歴史を見誤ります。
佐世保市萩坂町●古達 満雄

史）について、今を生きる私た
ちが唯一それを窺い知る事が
出来るのは、残された史料に
頼るしかない。しかし、その
史料についても、真実をあり
のままに、何の枝葉も付け
ず、何一つ削りもせずに今日
に至っているかどうかは甚だ
疑わしい。史料が残っていな
いこともあるし、史料が残っ
ている場合も、何処までその
史料を信用するかが大きな問
題となる。
「歴史から何を学ぶか」とい
う以前に、その歴史そのもの
が非常に疑わしく、心許ない
と切り出した松平定知氏。そ
の理由を具体的に熱く語る。

■夢のひろばでとても懐かしい曲を素晴
らしいコーラスで聴かせて頂き、心が暖
かくなりました。
楽しみにしていた松平さんのお話を楽
しく聴かせてもらいありがとうございま
した。歴史の概念として本に載っている
ことを真実と考えていたことに対して、そ
の時にその場所にいた人は誰もいなかっ
たという話をきき、本当にそうだと納得
し、また違う面から歴史を見なければと
思いました。テレビでのお姿と、語り口
を目の前にして、とてもわかりやすくお話
をされて、楽しい時間をありがとうござい
ました。
佐世保市大宮町●田中 美祢
■本日の夢のひろば、久しぶりに女声合
唱で晩秋にふさわしい、素晴らしい舞台
でした。懐かしくなり思わず口ずさんでい
ました。
講師の松平氏のお話、歴史というもの
を一方 向からだけ見るのではなく、勝
者、敗者両方から、結果からのみではな
く判断すべきだとの事、終わり良ければ
全て良しではないのですね。
佐世保市赤崎町●木村 典子

■講演された松平さん、張りのあるお声
はお変わりないですね。歴史の裏側を覗
いて見ればヘエーと驚きの事実があるん
ですね。知らないお話がたくさん出て来
ました。今でも地元では殿様と呼ばれて
いる松平さん。これからも歴史の表裏を
語って下さい。
歴史が好きな受講生でした。
佐世保市木風町●西 照美
■歴史は、結果から見た勝者の主観で、
だ
れも見ていない想像の集積であるとの話
は、現代にも通じる真理ではないでしょうか。
人は得てして、
その場にいた訳でもない
のに、人の話（特に悪口）
だけで、物事の
優劣や善悪を判断し烙印を押しがちです。
本当の真実を知るためには、現場に足
を運び、人と会って話すことが重要だと思
われます。
佐世保市早苗町●牧 千尋
■松平さんの歴史を愛する心は、歴史
に対する造詣の深さ、引き出しの多さ、
そして間口の広さから醸し出された正真
正銘の本物で、プロの話術の巧みさも相
まって、講演にぐいぐい引き込まれ、時
間が経つのを忘れてしまいました。
佐世保市光月町●国松 仁志
■ 理事長の「いい夫婦の日」のお話の
後、来年度の講師陣について素晴らしい
顔ぶれをご紹介いただき「来年も受講で
きますように」と祈る気持ち♡で氏のご
登壇を待った。9 0分の間、原稿なしで
歴史上の人物名、年代等諳んじておられ
流石だと感じた。今まで私が知り得た歴
史も結果のみを見ずその原点に立って見
直すと、捉え方も自ずと変わってくるだろ
う。「もっと勉強しなさい！」と頭をつつ
かれたような刺激を頂いた。
佐世保市京坪町●太郎浦 幸子

織田信長・徳川家康の連合
軍は長篠の戦いで、父・信玄
の喪を秘して長篠城を包囲し
た武田勝頼を破る。その勝因
は ３，
０００挺の歩兵・鉄砲隊
の三段戦術にあり、伝統ある
武田軍の騎馬隊に壊滅的打撃
を与えたことは、新兵器鉄砲
の画期的華々しい歴史への登
場である、と言うのがこれま
での常識とされた。しかし如
何に鉄砲と雖も、当時のそれ
は雨に弱い火縄銃、一年で一
番雨の多い時期に、しかも前
日は大雨が降った。そんな中
で果たして鉄砲が勝利をもた
らす主役で在り得たかどう
か？ 松平氏はむしろ、武田軍
の騎馬隊が攻めて来るであろ
う所に壕を掘り、馬防柵を設
けた事こそが勝利の主役では
なかったか。松平氏はその様
な研究者もいることを紹介し
つつ力説する。
また松平氏は、史料となる
「信長公記」も、信長に仕え
た太田資房なる人物が書いた
もので、そこにはやはり、我
が主君である信長を、グレー
ド・アップして後世に残した
いとする気持ちが、往々にし
て働いているのではと説く。
私たちは須らく、これまで
教えられて来た「歴史の常
識」について今一度、冷静な
目で見直して見ることも必要
なのではあるまいか。そうす
る事で歴史への興味は尚一層
深まって行く。
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殿！歴史の面白さを説く

夢 のひろば

のリズムで

◦Fly me to the Moon…シ ナトラの歌で有名なス
タンダード

◦Spain…巨匠チックコリア の名曲

拓音君のドラムソロは圧巻!!
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これからも偏らない見方で
歴史を楽しみたいとつくづく
思いました。おもしろいお話
に感謝いたします。

花の森コーラス、コールトワニー、リリコ・コーロの
みなさんによる女声合唱

平成27年度 募集について
【応募用紙による申し込み】
平成27年

1月初旬

｢夢のつづき｣1月号に 申し込み応募用紙 同封
※紙面に24期講師予定掲載

【はがきによる申し込み】

1月10日㈯ 新聞折り込み
●各新聞に「募集要項」折り込み

(長崎・西日本・毎日・朝日・読売の5紙）

●折り込みの範囲

1月9日㈮ 講演会

高橋英樹氏

申し込み受付

(佐世保市内、佐々町、川棚町、波佐見町、西海市、有田町）
☆「募集要項」に掲載のはがきか、
官製はがきにて受付

募集締切（1月21日㈬ 当日消印有効）後、一括コンピュータ抽選を行います。

※今月の締め切りは 月 日 ㈬（午前中必着）
※宛先は、させぼ夢大学事務局まで

27年度（第24期）の募集は、今年度と同じく夢のつづき1月号に応募用紙を同封し、主要新聞には
1月10日に募集要項を折り込みして行います。募集受付期間内（締切日当日の消印有効）に応募されたもの
をまとめて、一括で「抽選」にて決定しますので、ご了承下さい。なお、申し込みはお一人様1枚とします。

講演を聴かれた感想をお待ちしています！

目（解説）

◦枯葉…ジャズスタンダードの定番
◦Close to You…カーペンターズのヒット曲をラテン

日

◆曲

りグレードアップして書き残
している事もあるので、書か
れている事が事実とは限らな
い。あえて書かなくても解っ
ているからいいでしょうとい
うのは興味深いですね。
途中の経過を見落とすと、
歴史がゆがんで偏った見方に
なるという事も見逃せませ
ん。織田信長と徳川家康の連
合軍が新鋭の鉄砲隊の威力で
武田軍を破ったと今までずっ
と思っていた長篠の戦いのく
だりは、「火縄銃は水に弱いで
しょう。１５７５年５月 日、
今で言えば梅雨時にそれは無
いでしょう」と言う見方は実
にあっと驚かされました。ほ
んとうに歴史とは、おもしろ
いものですね。

佐世保を基点に九州各県で活動するジャズユニット
「Milk Boys」。今回は歌姫 荒木眞衣子さんと、天才少
年ドラマー 山近拓音君をフィーチャーして繊細かつダイ
ナミックなJAZZをお届けします。

１５７５年５月

◆出演者紹介
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悦美

（佐世保北高一年生の天才少年ドラマー）

中溝

◦荒木眞衣子：ボーカル
◦前田 和隆：ギター&ボーカル
◦富永 弘樹：ピアノ
◦福田 将之：ベース
◦山近 拓音：ドラム

佐世保市東山町

時／12月18日㈭ 午後6時00分〜20分
目／バンド演奏（JAZZ）
演／Maiko & Milk Boys with Takuto Yamachika

今度の講師は、前からとて
も楽しみにしていました。予
想通り、松平さんのまるでそ
の時代に生きていた人の様に
ぐんぐん引き込まれるリアリ
ティあふれる話しぶりは、と
ても感動致しました。
見た事がない事の集積が歴
史であると言われましたが、
実にその通りですね。又史料
の見方もとても大切で、歴史
の勝者側から書かれている事
が多いが、敗者の言い分も注
目しないと歴史を正しく見て
いるとはいえない。
歴史上で史料を書き残す人
は、後世の人に対して事実よ

◆日
◆演
◆出

12
24

ちかし

８
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26

へんげ

ます。 月 日まで開催中
です。ぜひご覧ください。

24

次回の講演会は、
平成 年１月９日㈮
です。

12

★ 松平定知さん、ありがとう
ございました
女声コーラスによる懐か
しい童謡の数々のあとに登
場された松平さん。
歴史番組や大河ドラマ等
を例にあげながら、歴史と
史実は同じではないという
事をお話していただきまし
た。

★ 今月の感想文は 月 日㈬
午前中必着です！
今月は年末年始の関係
上、感想文の締切が早くな
ります。 月 日㈬ 午前中
までに、事務局あて必着で
お願いします。

★学生証について
○講演会当日に学生証をお
忘れの方には、「ご本人に限
り」当日のみ有効の学生証
を発行します。ご本人の確
認は申込時の住所・氏名で
行っています。それ以外で
はご本人確認の方法があり
ませんので、確認できるも
のを添えて窓口へご提出く
ださい。
○ご本人が欠席の場合は、
学生証があれば代理出席が
可能です。ただし、代理出
席の方で学生証がない場合
は、残念ながら入場をお断
りせざるをえません。代理
出席の方は必ず学生証をご
持参下さい。

25
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★次年度講師について
月講演会の理事長挨拶
で簡単に紹介をしました
が、平成 年度第 期講師
の選定は順調に進んでいま
す。正式に決定次第お知ら
せしますので、今しばらく
お待ち下さい。
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以上の風雪を超え、往年の人々
の祈願と石工の確かな技術が
脈々と今に伝わってきます。
壮麗な堂宇の奥深く、貴族や
僧侶の手で大切に保存されて
きた木像、金銅仏といった本尊
は、国宝などの文化財として国
家が保護してきました。
石仏は、大衆性ゆえに、多く
露座であり、さほど大切な扱い
は受けてきませんでした。その
過酷な状況で多くは失われ、空
しく元の石ころと化して行った
ものが大半です。その中で生き
残った石仏こそは、まさに大衆
文化の代表であり、国宝とは違
った尊いものと思います。
東漸寺のシンボル、県指定天
ねかた
然記念物の大楠の根方に集め
られた三十三観音のたたずまい
は、何回訪れて拝んでも、あき
ることの無い慈愛を届けてくれ
ます。

★折紙ツリーについて
回目を迎える「バラの
折紙ツリー」は、今年もア
ルカスＳＡＳＥＢＯ ２階で展
示しています。 月 日に
点灯式を行い、毎日 時か
らライトアップをしていま
す。今年は東大野幼稚園、
日野幼稚園、潮見幼稚園、
大宮幼稚園の園児さんによ
る可愛いツリーも飾ってい
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紀建立と思われます。このころ
は、宗家の前途に暗雲が見えだ
したころ。家臣にもその状況を
憂い、観音の広大な慈愛にすが
ろうとした心情は十分に納得の
行くところです。
三十三もの姿に変化し、人々
に救いの手を差し伸べる観音菩
薩への信仰は、地蔵菩薩と共に
室町時代に盛んになりました。
庶民を代表する武士は、その後
ろ盾となる大小の領主を通じて
信仰など中央の情勢によく通じ
ていました。
茶の湯、いけ花、連歌など、
文化が大いに興隆した室町時
代は、仏教の信仰も文化の香り
が漂いました。前の時代の鎌倉
期、念仏、禅など庶民に広まっ
て行った仏教の中で、運慶を代
表とする慶派の仏師が、血の通
った人間くさい仏尊を彫刻奉納
し大人気を博しました。
庶民の石仏も、この慶派隆盛
を反映し、新しい時代の石仏と
して大衆化したのです。東漸寺
の三十三観音は、中世石仏の特
色である下半身の省略が
見られ、その分上半身の
装飾や手足の緻密な彫出
が見事です。
仏頂手の千手観音のほ
か、愛らしく小首を傾げ
た如意輪観音、三面六手
の馬頭観音、立ち姿の聖
観音と、いずれも五百年
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中里の東漸寺は、佐世保市域
で最古級の観音石仏が十数基残
っています。この地にゆかりが
深かった松浦宗家の家臣が、何
らかの祈願の筋を込めて三十三
観音を寄進したとみられます。
この稿の写真はその一つ、千
手観音さま。特色は千本の手の
中の左右一対が、頭上に伸びて
ぶっ
仏の像を捧げている姿です。 仏
ちょうしゅ
頂手と呼ぶこの手が彫り出され
ている石仏は、全国的にもあま
り例がありません。
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「中里東漸寺の千手観音」

宗家松浦は、丹後守親の代に
平戸松浦の軍門に降り、戦国の
表舞台から去りました。竹辺か
ら、大野大智庵の城へと移り、
最後は相浦飯盛山の城で衰勢の
挽回をはかったものの挫折した
のです。
三十三観音は、室町時代の応
仁から明応にかけての十五世
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石仏紀行
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