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テーマ ●

慶應義塾大学大学院
師 ● メディアデザイン研究科教授

き／ 9月27日（第4日曜日）
師／ 元

開場 17：30
講演 18：30（終了19:50）

き し

岸

ひ ろ ゆ き

博幸氏

講演会は1日2回開催です。詳しくは
裏面のお知らせを必ずお読みください。

ひがしこくばる

ひ で お

東 国原 英 夫 氏
■テーマ／ ピンチをチャンスに！
■講

開場 14：00
講演 15：00（終了16:20）

混迷する政治と経済を斬る

次 回 のご 案 内
■と
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さらに「おもしろく誰にでも理解で
きるような解説」をモットーに、政
治・経済・金融・国際情勢・経営
論・IT・音楽業界・教育と幅広いジ
ャンルの講演をされ、人気を博して
おられます。
岸さんは著書の中で、近年の新聞
やテレビの報道を見ていると、政治
や経済の政策に違和感を感じざるを
得ないと…。そして、報道の大半は、
目の前のことや事件性のセンセーシ
ョナルなことばかりで、これから先
の我が国がどうなるか、多くの国民
は日本経済の将来に健全な危機感を
持ってほしいと言われています。
現在の日本政治に何が問われてい
るのか。混迷する世の中で私たちは
どうすべきかを示唆していただく機
会になりそうです。乞うご期待！

今回は、多くのテレビ番組にご出
演され、ご活躍の岸博幸さんをお迎
えします。
岸さんは、一橋大学経済学部卒業
後 、 通 商 産 業 省（ 当 時 ）に 入 省 。
1990年よりコロンビア大学経営大
学院に留学し、MBA（経営学士号）
取得。その後、経済財政政策担当大
臣補佐官をはじめ、各大臣補佐官、
秘書官に就いて情報通信政策や郵政
民営化などに携わりました。
経済産業省を退官した後は、慶應
義塾大学准教授になられ、2年後に
は慶應義塾大学大学院メディアデザ
イン研究科教授に就任されました。
現在は、グッド!モーニング（テレ
ビ朝日）やビートたけしのTVタック
ル（テレビ朝日）など、コメンテー
タ・パネラーとしてご活躍中です。

講

【１部】
【２部】

開催ご案内 25-9556

宮崎県知事

～元気な地方が日本を変える～

●1957年宮崎県出身。2007年1月宮崎県知事に就任し、独自の感
性と行動力で宮崎県勢の発展に尽力。常に地方の代表として全国
に情報を発信し続け、数々の賞を受賞し、改革派の知事として高い
評価を得る。2011年任期満了で退任。のち衆議院議員に当選、国
政へ進出し2013年辞職。現在は報道・情報番組へのコメンテーター
として、又、タレントとしても数多く出演している。趣味はマラソン。

岸

博幸 氏 のプロフィール

●1962年東京都出身。86年一橋大学経済
学部卒業後、通商産業省入省、コロンビア
大学留学、K EDO及び内閣官房情報通信
技術（IT）担当室へ出向、経済財政政策担
当大臣補佐官及び郵政民営化担当大臣秘
書官、総務大臣秘書官を歴任後、2006年
経済産業省退官、のち現職。以後エイベッ
クス取締役・文化審議会著作権分科会委
員等を歴任。現在、テレビ「グッド！モーニ
ング」「ビートたけしのT Vタックル」等に
出演。著書に「岸博幸の政策ウォッチ」
「オリンピック恐慌」等あり。
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真一 氏
辺

牧

平和がいつまでも
佐世保市早苗町

多津江

テレビでもよくお目にかか
り日本人よりお上手な日本語
に感心したり、お人柄もやさ
しい辺真一氏の講演会に参加
できて、たいへん嬉しく思い
ました。やはり日本や日本人
に対してのご理解などよくお
話しくださって、出席できた
ことを喜んでいます。
私も昭和３年生まれ 歳を
数えますが、戦中戦後を生き
て幸せな今の世の中に巡り合
わせ、平和がいつまでも続き
ますことを心から祈っていま
す 。「 夢 の つ づ き 」 に い つ ま
でも元気で参加できることを
祈念しながら「させぼ夢大
学」に感謝申し上げます。

法本

知恵を出し合って
北松浦郡佐々町

安子

コロナ禍の終息が見えない

■貴重な講演をありがとうございまし
た。日韓関係の難しさを再認識できま
した。次回講演があれば、北朝鮮に関
する話をもっと聞きたいと感じました。
佐世保市上本山町●後藤 益拓

■日本に一番近くて遠い国になってし
まった韓国、又進展が中々進まない北
朝鮮との交渉の行方に注目。今秋のア
メリカ大統領選、そして北朝鮮の経済
立て直しを計る来年1月の党大会の行方
と、これに中国を含めた4か国の行方に
期待と注目が集まった辺氏の講演に納
得しました。
東彼杵郡波佐見町●田添 穂澄

横山

春美

なぜ近くて近い国になれぬ
佐世保市南風崎町

私が常々残念に思う事は、
最も近い隣国である韓国と、
なぜ友好的になれないのかと
いう事だ。今回の講師は、テ
レビでおなじみの朝鮮半島問

題の専門家の辺真一氏。大い
に期待した。その語り口は温
和で謙虚で、好印象を受け
た。
まずは日韓の現状を史上最
悪の関係と分析。日韓には慰
安婦問題や徴用工問題等々、
様々な問題が山積している。
しかし、日本は「日韓基本条
約」や「日韓請求権協定」で
解決済みとの立場。それに対
し韓国の司法判断は、個人の
請求権は消滅していないと
し、真っ向から対立してい
る。
歴史を遡ると、日韓併合や
豊臣秀吉による朝鮮出兵な
ど、確かに韓国に対し大いな
る苦汁を与えた加害責任があ
る。しかし既に戦後 年。
日本政府は反省の上に立
ち、折に触れ謝罪をしてき
た。私を含め国民の多くも思
いは同じだと思う。太平洋戦
争による加害責任がある、他
の多くのアジア諸国とは良好

■今回はジャーナリストの辺真一氏の
朝鮮半島情勢と日本についての講演
で、韓国との日本経済問題、慰安婦問
題、拉致問題、コロナ感染まで様々な
内容があり、勉強になりました。
佐世保市栄町●曽我 菜穂子

次々に起こる難問にいかに
立ち向かうか、知恵を出し合
って、向こう三軒両隣仲良く
していけないものか。
拉致、核、ミサイルと重い
テーマも残されているが、こ
の秋のアメリカ大統領選の結
果次第では、又日韓関係にも
影響を及ぼして揺れ動くのだ
ろうか。
未来志向で何十年か先、日
本から隣国韓国へリニアモー
ターカーが直通運転するなん
て考えるだけでもワクワクす
る。世界中が平和で繋がりま
すように。

■拉致問題やアメリカの選挙につい
て、とても興味深いものでした。今、
一番気になる問題も改めて考えさせら
れました。
佐世保市鹿町町●肥後屋 千鶴

中の今日の夢大学、講師 辺
真一氏も先ずこの話題から。
大石内蔵助の精神力にぞっ
こん、おしんの話と日本への
愛を察するに余りある。さて
辺氏のコロナ禍の切り口は？
日本と韓国のコロナに対す
る取り組み方の違いや情報開
示の仕方など、細やかに数値
をあげながら、日韓の違いを
説かれた。
少し近寄りがたい印象の辺
氏が、難しい底なし沼のよう
な日韓関係について、厳しさ
を時折覗かせながらジャーナ
リストの顔で本題に入られ
た。不買運動、慰安婦問題、
徴用工の問題など、よく聞く
言葉だが難しくて、よく分か
らない。
日本と韓国の国民性の違
い、歴史認識が百八十度違う
など、理解し合うのは難しい
かもしれないが、お互いに支
援し合ったこともある、其の
ことを思い出してみよう。

■日本と韓国、北朝鮮の関係につい
て、第三者の視点から見えるような講
演だった。ただ、もう少し音響がクリ
アーだったら良かった。
佐世保市御船町●井川 朋和
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■二つの国の間の様々な話をされた辺
先生。今、世界が大変なのにどうして
話し合いが出来ないのでしょう。横田
さんの話もされましたが、胸が痛みま
す。コロナでスタッフの皆様、お疲れ
さまです。ありがとうございました。
佐世保市木風町●西 照美

75

■日韓関係で国家間の話は政治家に任
せて、国民同志が仲良くなるためには、
交流を今以上に行い、友達になること
です。
佐世保市権常寺町●田中 和之
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もったいない！現在の日韓関係

な関係にあるが、なぜ韓国と
は友好的になれないのか。
辺氏によれば、両国の信頼
関係に原因があると。両国の
世論調査でも互いの不信感が
如実に表れる。本来なら両国
が協調して、東アジアの安定
のために寄与すべきだ。北朝
鮮の拉致問題に関しても、日
朝の嘘偽りのない信頼関係が
不可欠と力説。専門家でなけ
れば見えない視点での講話、
有難うございました。更なる
ご活躍をお祈りいたしており
ます。今後の日韓の信頼関係
の向上を待望します。

恵子

相手を思いやるところから
浦川

張りだこの先生は、健康面は
大丈夫なのだろうかと、そち
らの方を心配しながら画面越
しに伺っておりました。いつ
も穏やかな口調と表情で声を
荒げられる事も無く、自ら学
びたいところでございます。
今回は、特に拉致問題につ
いて「本音のところどうなの
か」と、とても関心を持って
おりましたが、なかなか解決
までには、一山二山も越えな
ければならない事を深く感じ
ました。誰もが幸せに暮らす
為に、まずは私達が身の回り
から相手を思いやるところか
ら始まるのではないかと、改
めて感じたところです。

夢のような日本と韓国の話
中村トシ子

郵 送 先：〒857-0863
佐世保市三浦町4-30 松蔵ビル3F
F A X：0956-25-9545
E-mail：sasebo_yumedai@yahoo.co.jp

佐世保市須田尾町

◎せっかく頂いた原稿でも、紙面の都合上掲載
されない場合があります。また一部省略させ
ていただくこともありますので、ご了承くだ
さい。
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◎締め切りは講演日の1週間後（必着）といたし
ます。感動がさめないうちになるべく早く書
いてお出しください。

未来志向で両国民にアピール
すべきなのだと主張されま
す。
今の最悪の日韓関係はもっ
たいなさすぎる。争っている
場合ではない！ このままでは
両方がジリ貧になると警鐘を
鳴らされる辺さんに、未来に
向けて、さらに発信を続けて
いただきたいと心から願って
います。

◎講演直後、三行感想文（60字程度）を書いて、
出口の「夢のとびら投稿箱」にお入れください｡
なお､1週間以内にはがき、FAX、メール等で
投稿していただいてもかまいません｡
年間に2回以上掲載の方には記念品をお送りし
ます。

のために絶大な支援を交わし
たことがあったのに、その歴
史をみんな忘れてしまってい
ると嘆かれます。１９９７年
に韓国が経済破綻の危機にあ
った時、韓国を救ったのは日
本。日本の金融支援により韓
国は見事に復活したのです。
２０１１年の東日本大震災
のとき、韓国は日本を救うた
めに、全国を挙げて日本を救
うキャンペーンを行いまし
た。韓国の新聞に、異例の日
本語による応援の見出しが躍
り、多数の韓国人ボランティ
アが日本に向かったのです。
辺さんの大きな夢は、日本
と韓国を、英仏のように海底
トンネルでつなぐこと。日本
の海底トンネルの技術は素晴
らしい。そこを、リニアモー
ターカーでつなげば 分で行
ける！ そうすれば、世界中か
ら旅行に来てもらえる。当然
貿易も増える。こんな夢を、

◎600字程度にまとめて、させぼ夢大学事務局
まで、郵便・FAX・メール等でお送りくださ
い。短文でも結構です。掲載分にはささやか
ですが記念品をお送りします。

佐世保市日宇町

今回も貴重な講演、ありが
とうございました。
韓国、北朝鮮の問題が発生
する度に、マスコミから引っ

東京で生まれ育ち、韓国に
ルーツを持つからこそ、両方
の立場に立って考えることが
できる辺真一さんの講演に、
興味深く聞き入りました。
残念なことに、日韓関係は
底なし沼にはまったような最
悪の状況。しかし、経済はも
ちろん、観光や文化面でも交
流の深いごく近い隣国同士だ
から、もし、両国の関係が良
好であれば、お互いにウイン
ウインの関係を築くことがで
きる。だから、本当に「もっ
たいない」という辺さんのお
話に心を動かされました。
辺さんは、お互いに、相手

講演を聴かれた感想を
お待ちしています！！

事 務 局だよ り

★マナーについて
①スマホや携帯電話等の「 電
子機器類の電源は、確実にお
切りください」
② 座席取りはおやめください。
③講演中や演奏中の私語は
慎んでください。
④写真撮影及び録音・録画は
禁止です（著作権法の関係上）
。
⑤つばの広い帽子の着用は
ご遠慮ください。
⑥ホール内での飲食はでき
ません。

★講演中に御手洗い等のた
めに、席を立たれてもかま
いません。

★優先者席について
１階会場の最後尾列に、
車イス等の方のために、優
先者席をご用意しています。

★館内の空調について
フロア及び座席の位置に
よってはかなりの温度差が
生じることがあります。十
分に準備をされた上でご出
席ください。

★音響不具合のお詫び
今回の講演会では、音声
が聞き取りにくいとのご意
見があり、大変ご迷惑をお
かけいたしました。今後、
音響改善に努めてまいりま
す。

大切なお知らせ
4

◦9 月17日の講演会は、新型コロナ感染による3密を避けるために、1日2回講演にて実施します。
ご理解とご協力をお願い致します。
◦1回目講演と2回目講演の振り分けは、「入場ハガキ」でお知らせします。
◦各 講演の時刻表、健康チェック表を記載した入場ハガキに、必要事項をご記入の上、学生証と
共にご持参ください。
◦第 1回目講演は15時から、第2回目講演は18時30分から開始しますが、新型コロナ感染防止の
ため、ホールの開場前に健康チェックを行います。
◦ご入場の際はマスク着用をお願いします。
◦ホールの客席は一席ずつ空けてお座りいただきます。ご協力をお願いいたします。
（カラーテープ
を貼った席には座らないでください）
◦学 生ご本人が欠席で代理出席の場合も、必ず、学生証と入場ハガキをご持参ください。もし、
両方ともない場合は、万が一、感染者が発生した場合、捕捉追跡ができませんので、入場をお
断りすることになります。
◦学生証を失くされた場合は、学生申込時に登録された住所・氏名を確認できるものを添えて、専用窓口（ホール
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入り口右手側に準備します）にお申し出ください。

地層が分布しています。地層は
西～北西へ最大 度ほど傾むい
ており、南九十九島よりも傾斜
が急です。さらに、堆積岩だけ
では無く、高島では北松浦玄武
岩の見事な柱状節理が、黒島に
は「黒島みかげ」と呼ばれる閃
緑岩などの火成岩も見られ、地
質的には、断然面白さがありま
す。これには、北と南を分ける
佐々川河口に、前回お話しした
佐々川衝上断層が走っているこ
とも関係しています。
それにくわえ、小佐々町楠泊
の沖合に浮かぶ野島には淡水
性の貝類化石が豊富に見られま
す。野島化石群としてよく知ら
れていて、１９７８（昭和 ）年
に「小佐々野島の淡水貝化石含

有層」として県指定天然記念物
となりました。ガマノセガイや
タニシなど 種ほどを産出し、
同類の化石は五島の奈留島でも
発見されています。ガマノセガ
イ属の現生種は、多くは東南ア
ジアや中国南部の暖地の内陸湖
水や河川に生息していて、当時
の環境が想像されます。野島層
群の名前は、この野島に由来す
るものです。
野島自体は瀬渡しが必要で容
易には観察できませんが、対岸
の魚見崎東側海岸にも同じ地層
が露出しており、貝化石の他、
珍しい哺乳類や鳥類などの足
跡化石も観察することができま
す。また、本土最西端の碑があ
る神崎鼻付近では、野島層群中
の火砕流堆積物である「小島崎
凝灰角礫岩」も観察することが
できます。当時の火山活動の名
残です。

６００字程度にまとめて、させぼ夢大学事務局まで、郵便・ＦＡＸ・
メール等でお送りください。締切日は原則として、講演日の１週間後の木曜日
（必着）
です。

講演を聴かれた感想をお待ちしています！

地球科学紀行
−Vol.3−

佐世保の地質３
〔九十九島〕

直弥
松本
長崎県地学会

九十九島は言うまでもなく佐
世保の宝、西海国立公園を代
表する景観で、展海峰などの展
望台からの眺めは素晴らしいと
思います。数年前、よく比較さ
れる宮城県の松島へ行きました
が、島の密集度も美しさも、
九十九島の方がひいき目なしに
優っていると感じました。芭蕉
先生に九十九島へも来ていただ
いて、是非一句詠んでもらいた
かったところです。
さて、九十九島は佐々川河口
で南北に分けられています。南
九十九島には主に相浦層群の中
で最も古い尼潟層の地層が分布
しています。砂岩を主体とした
地層で、地層の傾斜は水平に近
く、風化浸食により造りだされ
た奇岩を、九十九島を巡る観光
船で見ることができます。
一方の北九十九島は、アクセ
スの良さでは南九十九島に一歩
譲りますが、杵島、相浦、佐世
保、野島層群と幅広い第三紀の

写真２：魚見崎の鳥類の足跡化石
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写真１：展海峰からの南九十九島の景観
相浦層群尼潟層の砂岩を主体とする

ふるさと
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