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大久保康雄の風の記憶

元気をいっぱいいただきました

革命に生きた男

★2月21日のできごと
昨年しめ縄作り
を教えていただい
た東海市の若ちゃ
んのご縁で若ちゃ
んと常滑の村上さ
んをお迎えして
おこしもの を
作りました。
お互いの出来を
ほめあいながら、
幼い日のままごと
のようでした 。
ま た、南知多か
らは愛知県技人
（わざびと）の澤
田幸子さんと山下
文子さんに知多の郷土料理の押し寿司を教えていただ
きました。
丁寧にきれいに、色鮮やかに具材を並べたお寿司の出
来はお見事！

★2月24日のできごと
縁が輪をイメー
ジしたとってもや
さしい絵が完成！
水野さんは寒い
季節にもかかわら
ず、いきいきと絵
描きさんを引き受
けてくださいまし
た。
まちの縁側MOMO（マチノエンガワ モモ）
日々の動きがわかるよ。
まちの縁側MOMOブログhttp://86862469.at.webry.info/
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生命文化の営みとしてのまちよみがえり

『チェ・２８歳の革命』を観てきた。この作品は僅

「これっきり、これっきりにならないように」との

まとめの中で小生は「きくち養生詩塾」は、住民の

かな兵のみでキューバ革命を成功に導いた、２０世紀

おばさんの発言は「こんなにみんなのやる気がでてき

くらしと地域の農業・観光等の産業育みを貫く大切な

最大のカリスマと呼ばれたチェ・ゲバラの短い生涯を

たのを何とか続けてものにしましょうヨ」と熱くつづ

ものの見方は、「生命文化」の営みであるとした。生

描いた第一部である。

いた。

命文化の営みとは、①土と緑と水を寿ぐ生き方であ

ゲバラはアルゼンチン生まれの医師であった。裕福

り、②人と人のつながりの中にまちの生命のありかを

な家に生まれたが、２５歳の時になにを思ったか南米

２月２２日（日）、「くまもとまち育て塾」は菊池

見出すことであり、③人々が歴史の魅力を呼吸するこ

大陸全土へ放浪の旅に出る。そこで見たものは貧困と

市で行われた。午前中６つの住民グループからの半年

とであり、④ひとりひとりが身体を動かし、手足を駆

独裁政権の搾取によって苦しむ民衆の姿であった。キ

間の塾活動の成果としての「まちよみがえりプラン」

使しながら創造することを通しての生命の時間をつく

ューバのカストロと出会ったゲバラは、革命家への道

の発表。菊池市は古代・中世からのタカラだらけのま

ること、である。

を進んでゆく…。俗な言い方をすると〈いいとこのボ

ち。１８世紀には「集玄亭」「星堂」「銀月亭」「梅

ンボン〉だった彼が、なぜ医師の道を棄ててまで革命

月書屋」といった私塾が開かれ学問が広まった。発表

「まちよみがえり」とは、これら４つの意味を孕む

家になったのだろうか…。そこら辺は描かれていない

に対するコメントの中で、塾長としてこう提案した。

生命文化の営みを日常生きるふるまいとし、かつ、地

けれど、私としてはそこに一番興味を惹かれるところ

この私塾の伝統を、現代のまちよみがえり楽（学）考

域に根ざした諸産業にすることである。

だ。

究と実践につなぐために「養生詩塾」を設立・運営し

まちの縁側育くみ隊の目指していることも、このよ

革命後にインタビュアに「真の革命家に必要なもの

ては如何…と。「養生」は、いで湯の町の健康と癒し

うな生命文化の回復と再創造にあることを、菊池であ

は何ですか？」と問われた彼は、「愛」だと答えてい

という心身、そして人もまちもともに元気を育むこと

らためて実感した。

る。この「愛」とはもちろん人間愛とか、隣人愛とか

を意味するキーワードである。

という時の大きな「愛」のことである。それを証明す
るように、ゲバラはゲリラ隊を組織して反政府活動を
しながらも、民衆に向けては決して暴力や非道な行い
は許さなかったという。

完成しました

"縁側"に行きたくなるインフォメーションペーパー

最近のイスラエルとパレスチナの情勢を報道で聴い

午後、幻燈会のあとパネルディスカッションが行わ
れた。藤原恵洋さん（九州大学教授）は、絶妙にパネ
リストとフロアの住民発言を引き出しつなぎ、方向感

ていると、民衆を何百人も殺害しても悪びれることな

をわかちあう状況づくりとしての名手。西英子さん

い。いや、中東情勢に限らず、アフガニスタンのタリ

（熊本県立大学准教授）は、デンマークの経験から子

バンとか、最近のゲリラたちはテロリストと名前を替

どもも大人も身近なところにまちづくりへの関心を呼

えて、民衆を犠牲にすることも辞さない感じだ。ゲバ

び覚ます仕掛け・場づくりの重要性を示された。地元

ラが生きていたら、この蛮行をなんというだろうか

の商工会会長の笠愛一郎氏は横の連携をしっかりとと

…？

まあ、中東問題は民族対立、宗教戦争、アラブ

りながら「養生詩塾」の実践的運営をやろうの意見が

の油田を巡っての利権問題と、いくつもの問題が根底

出された。別府からやってこられた写真家・藤田洋三

にあるから、キューバ革命と一緒にしてはいけないけ

さんは、今日から私は藤田「養生」と名乗りますと笑

れど…。第二部の『チェ・３９歳別れの手紙』ももち

わせながら、生命文化を育む視点が、このまちのよみ

ろん見にゆく予定だ。

がえりの肝心なキーワードであると指摘された。

大久保康雄（オオクボヤスオ）
まちの縁側育くみ隊の理事であり、紙芝居集
団・風穴一座座長を務めるなど、多種多様な
顔をもつチェアウォーカー

延藤安弘（エンドウヤスヒロ）
NPO法人まちの縁側育くみ隊代表理事。愛知
産業大学大学院教授。錦二丁目まちの会所・
世話人代表。

□まちの会所情報
【錦二丁目まちのデザイン塾】
学びながら、触発された思いをカルタに表現する、錦
二丁目まちのデザイン塾。
場 所：夢目的施設本丸４階セミナー会場

地区内外の方、専門家、学生・・・みなさまどうぞご
参集下さい。
□まちの縁側MOMO情報
【まちのエンガワ絵本展】
日 時：3月3日(火)〜28日(土) 13:00〜17:00
※毎週月曜日と8日(日)、14日(土)、22日(土)はお休み

□まちの縁側MOMO情報
【手作り楽しもう会】
あら、簡単！まあ、楽しい！をテーマに・・・
3月と4月は「布を貼った裁縫箱」をつくります。
日 時：3月6日、13日、27日 10:00〜12:00
参加費：700円(お茶代込)＋材料費600円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【延藤安弘絵本幻燈会】
2台のスライドプロジェクターがくり出す美しい映像
と語りの世界
日 時：3月15日(日) 14:00〜15:00
参加費：1,000円(お茶代込)
定 員：先着30名
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【朗読とアルパのコラボレーション】
※パラグァイ衣装の紹介もあります。
朗
読：近藤よし恵さん
アルパ演奏：大宮陽子(アルパ：インディアンハープ)
日 時：3月7日(土) 14:00〜15:00
参加費：1,000円(お茶代込)
定 員：先着30名
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【心とからだのストレッチ】
ストレッチ体操で心と体をほぐしましょう！
日 時：3月16日(月) 13:30〜14:30
講 師：Dance Studio Cozy 奥田寛明氏
参加費：1,000円(お茶代込)
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて
※開催日が第4火曜日から第3月曜日に変更になりま
した

【山田郁子さんの伴奏のもとにさあ歌いましょう！】
童謡からシャンソンまでおなかの底から声を出して歌
いましょう
日 時：3月10日(火) 10:30〜12:00
参加費：500円(お茶代込)
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

【ダンボール工作】
ペッタンマグネットを作ろう！！
日 時：3月19日(木) 15:30〜17:30
講 師：図画工作むらた
参加費：500円
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

□まちの縁側育くみ隊情報
【ジネンカフェvol.025】
テーマ：地域の人に支えられての子育て支援
「みどり子育て応援団」
日 時：3月7日(土) 14:00〜16:00
会 場：くれよんBOX
ゲスト：荒川 直子さん（保育士）
参加費：300円（カフェ代別途）
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

■まちの縁側MOMO問い合わせ先：（担当 延藤節子）
TEL*FAX/052‑936‑1717 E‑Mail/momo@engawa.ne.jp
※イベントはすべて「まちの縁側MOMO」で行なわれます

■ジネンカフェの問い合わせ先：（担当 大久保）
TEL*FAX/052‑936‑1717 E‑Mail/ookubo@engawa.ne.jp
ジネンカフェだより http://blog.goo.ne.jp:80/jinencafe/

■まちの会所問い合わせ先：（担当 名畑）
TEL*FAX/052‑201‑9878 E‑Mail/info@engawa.ne.jp
錦二丁目まちづくりHP / http://www.kin2.bpl.jp/index.html

OPEN: 月・水・金13:00〜17:00
記入無
錦二丁目関連
N
まちの縁側育くみ隊
E
延藤安弘個人

3月
月

火

水

木

金

土

【食楽だんらんもも屋」を開催します！】
どなたもご自由にお出かけ下さい
日 時：3月21日(土) 19:00〜21:00
参加費：1,500円（軽食＆ワンドリンク付）
※お酒・おつまみの持ち込み大歓迎
【マーガレット一家たっちゃんの紙芝居】
風船遊び・なぞなぞ・ねりあめなど子どもたちワクワ
ク企画
日 時：3月28日(土) 14:00〜15:00
参加費：子ども500円 大人1,000円
定 員：先着３０名
お申込：下記のTEL又はFAX、メールにて

□まちの縁側MOMO
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