第29号
2007年9月3日

第3回‑Ⅰ期

社叢インストラクター養成セミナー

社叢の奥深さと保存・育成の技術学ぶ
10人が社叢インストラクターへの第1歩を踏み出す
地域の特性に合わせて社叢を保護管理・育成す
る人材を養成しようとする「第３回(Ⅰ期)社叢イ
ンストラクター養成セミナー」が７月６日から８
日までの３日間、伏見稲荷大社（京都市）と枚岡
神社（東大阪市）で開催された。幅広い知識と経
験が求められる社叢インストラクターへの第一歩
として、実習に基本をおきながらも、社叢の歴史
や都市における存在意義と問題点などについての
講義も行なわれ、10人の受講生が終始熱心に取
り組んだ。
１日目は伏見稲荷大社で正式参拝、開講式の後、
先ず上田正昭理事長が「社叢の歴史、神社の成立
と社叢」と題して講義。この中で理事長は、日本
では古来、森そのものが信仰の対象であったと述
べ、社叢を守る社叢インストラクターの重要性を
強調。この点をしっかり認識して研修に取り組ん
で欲しいと激励した。
この後、社叢インストラクターで当事業担当の
菅沼孝之副理事長が八幡神社（奈良県吉野郡）の
社叢調査報告書をもとに調査の実際とそのまとめ
方について講義。午後からは実際に稲荷山に入っ
て群落と植物相の調査法を学んだ。この時、従来、
稲荷大社境内では見られなかった腐生ランである
タシロランが生育しているのを発見、改めて社叢
の豊かさとその価値を認識した。
２日目は、やはり伏見稲荷大社において、まず
井上満郎理事（京都産業大学教授）が「稲荷神社
成立の国際的環境」と題して講義。日本固有のも
のと思われがちな神道も、その成立時期において
渡来人の信仰の影響を多く受けたことを指摘した。
引き続き、社叢インストラクターの渡辺弘之理事
（京都大学名誉教授）が社叢の土壌生物について
講義と実習を指導し、実際に稲荷山で採取した土

壌中の小動物を実体顕微鏡で観察した。
３日目は枚岡神社に移動し、まず社叢インスト
ラクターの糸谷正俊理事が、都市の中の社叢につ
いて講義、都市開発や近隣の苦情にさらされる社
叢の危機的状況について説明した。続いて社叢イ
ンストラクターの前迫ゆり・大阪産業大学教授と
ともに枚岡神社社叢に入ったが、濱上晋介・同神
社権禰宜から第1回セミナーの受講をきっかけに
社叢の整備に着手、今ではヴォランティアを組織
して社叢管理と植樹を行っているという取り組み
事例を聞いた。さらにこの後、10m×10mの調
査区を二ヵ所設定し、植生調査の実習を行った。
今年度末には第1回，第2回修了生を対象に､社
叢インストラクター資格認定試験の実施を予定し、
当学会では、一人でも多くの社叢インストラクタ
ーを養成して、全国の社叢の保全に資することが
できるよう目指している。

枚岡神社の社叢調査実習

2007年6月9日
（於：木曽御嶽本教霊峰会館）

第14回 中部定例研究会 報告

御嶽教の社叢
話題提供

ｺﾒﾝﾃｰﾀ

武居哲也（御嶽神社宮司）・池田聡寿（三紐伐り保存会会長）
藤澤章人（木曽森林管理署次長）・大家幸雄（元森林管理官）
井原正人（木曽ユネスコ協会会長）
林 進（岐阜大学名誉教授・社叢学会副理事長）

御嶽信仰について：御嶽山（標高3,067㍍）は日本百名山
の一つ。剣ヶ峰を主峰に、摩利支天山、継子岳、継母岳の
4峰がある。剣ヶ峰には御嶽神社奥社があり、黒澤口及び
王滝口の両御嶽神社の共通の奥社となっている。1786年
に覚明行者によって開かれた黒澤口は最も古い登山道で、
御嶽教・木曽御嶽本教に関わりが深い。奥社・黒澤口里社
本社・里社若宮の三社で黒澤口の御嶽神社を構成している。
御嶽信仰は、774年信濃国司が疫病平癒を祈願して祀っ
たことから始まり、木曽氏一族の帰依もあって武田勝頼を
始め多くの武将が戦勝祈願に訪れている。江戸時代中期ま
で富士山に次ぐ高い山として信仰を集め、登山が規制され
ていた。天明年間（786年）に尾張の覚明行者が規制を無
視して人々を引き連れて登山したことから規制が外れ、江
戸時代終りには全国から多くの教会・講社が登るようにな
った。木曽川の水源である御嶽山と下流の尾張の人々は、
御嶽信仰や百草丸などの医薬品や林産物を介して固く結ば
れていた。
御嶽山の檜林：御嶽山は活火山で、1300年代は尽山（つ
きやま）と呼ばれて何もなかったが、1600年代には御杣
山（みそまやま）として伊勢神宮の遷宮の用材を送り出す
ようになった。御杣始祭やお木曳きは、応仁の乱から百年
以上途絶えたが、伊勢おかげ横丁の景行院が復活させたと
言われている。木曽檜で大樹となるのは、幼木の頃の葉が
枝になった力枝が、雪害や風害等に会わなかった元気な木
に限られる。力枝が雪害などで折れた木は成長ができず、
枝から胴心へ水が入って中が空洞になる過熟木になる。現
在、樹齢300から350年の木の半分以上が過熟木で、適
正な択伐管理が必要である。
木曽檜は雑木林の中で育ち、冬の大雪で倒れた木が春か
ら秋にかけて必死に起き上がることを繰り返しながら成長
する。真っ直ぐな樹は稀で、龍が天に昇るようにくねりな
がら成長する。伝統的な日本建築は曲り材を必要とするが、
他の檜の産地（吉野・東濃・飯能・土佐など）では曲り木
は幼木時に切り採られて確保が難しい。
檜林管理の課題：木曽地方には昔は営林署が10署あり、
1,400名が働いていたが、現在は流域別に２署96名。目
的も木材生産から公益機能の重視に変わっている。長野善
光寺のサワラ屋根や名古屋城本丸御殿の再建、山口県岩国
の錦帯橋に用材を供給している。管内は人工林44％・天
然林41％。人工林の内訳は檜52％・カラマツ32％で、
内６割は40年生以下であり、今後は間伐管理が必要とな

って来る。
山の仕事と木曽節について：国有林で働く者は深山で自然
を相手の仕事で苦労が多かった。年度初めには「山神祭」
を行い、山泊の事業所では月の1日と15日には「山の神」
と称して仕事を休み、安全作業の祈願をした。仕事に行く
道でオコジョに会うと、神の使いに出会ったとして宿舎に
帰って仕事を休んだ。
「木曽のナーなかのりさん 木曽の御嶽ナンチャラホイ
夏でも寒いヨイヨイヨイ」と始まる木曽節は、大正年代
初期までは「御嶽山（みたけやま）節・なかのりさん節」
と呼んでいたが、福島町長の伊藤淳氏が中央西線開通
（1911年）を機に「木曽節」として復活して木曽谷を宣
伝し、囃子も調子のよい「ナンチャラホイ」にした。意味
はない。それまでは「ナンジャコンナモノホイ」だった。
「ナンジャラホイ」は仏教関係で使われている。
御嶽百草丸について：民間常備薬として全国に広まってい
る御嶽百草丸は、広葉樹のキハダの内皮から抽出する。昔
はキハダが沢山自生していたが、現在は中国から北朝鮮経
由で輸入している。1792年に王滝口登山道を開いた普寛
行者は、秩父の大滝村落合の出身で、行者の出生地の名を
つけて王滝村とした。また、普寛行者は地元に百草丸の製
法も伝えて、貴重な地場産業に成長した。檜の間にキハダ
を植えると共によく育つが、杉とは相性が悪い。現在、中
学生にキハダの植林を指導している。
この日は木曽温泉に宿泊し、翌日は(株)御岳ロープウェ
イのご協力で、百草丸工場見学や霊神碑群・檜原生林散策、
霧しな蕎麦工場見学、木曽馬乗馬などのエクスカーション
を実施、有意義な二日間となった。
文責：岡村 穣

次回予告【第15回中部定例研究会】
◆日 時：2007年10月20日(土) 13:30〜16:00
◆場 所：飛騨一宮水無神社参集殿（高山市一之宮町5323 ℡0577‑53‑2001）
◆テーマ：飛騨一宮水無（みなし）神社の社叢について
◆講 師：藤枝 和泉（飛騨一宮水無神社宮司）他
◆ｺﾒﾝﾃｰﾀ：林 進（社叢学会副理事長・岐阜大学名誉教授）

2007年7月29日

第２回 福岡県定例研究会 報告

（於：太宰府天満宮宝物殿講座室）

風景と緑
講

師：杉本

正美（九州芸術工科大学名誉教授
・文化財保護審議会天然記念物部門専門委員）

緑の保護行政について
講

師：磯村

幸男（福岡県教育長総務部副理事兼文化財保護課長）

風 景と 緑
風景と景観：英語でランドスケイプ、独語でラン
ドシャフトというが、翻訳すると「景観」「風景」
という言葉になる。この二つの言葉の違いだが、
「景観」は客観的であって科学的に分析しながら作
り上げていくもので、視覚が意識的に使われている
視覚的環境であり、「風景」とはより主観的で、心
象的な人間の心も含めて、環境の雰囲気的なものま
でを意味するものだということになろう。学術的な
場面では、「景観計画」などという言葉を使ってい
るが、「風景」は身近によく使われており、一般に
は風景のほうがわかりやすく、そこに人間の営みが
入っているように思われる。
どんな都市や町、空間にも個性があるのは、風景
が人間の営みに関係しているからだ。ところが最近
のランドスケイプの一番大きな問題は、この個性、
「らしさ」がなくなってきたことだ。世界中が同じ
風景になってきているところが気に掛かる。
社叢林は、昔からその地域にあるひとつの風景で
個性がある。ところが多くの場合、山が削られ建物
が建って、日本中、世界中で同じデザインの街が生
まれてくるという問題が生じた。「らしさ」「個
性」というものが、景観・風景の原点にあるとする
と、この個性はどのように生まれるのだろうか。自
然と人間の営みが絡み合う中から生まれて来る「風
土」こそが、風景を論ずる時にでてくるキーワード
ではないか。「風土」は長い時間軸の中で醸成され
ていくもので、風土があるからこそ文化が生まれて
くる。風土論とはすなわち文化論であり、風景はこ
うした様々な視点から論じなければならない。

人は視覚だけではなく、五感を通して風景を感じ
取っているのであり、それぞれの感覚によっても捉
え方が異なる。そうした感覚の違いを乗り越えて、
風景をどう評価するのかが重要になってくる。風景
に良し悪しがあるわけではなく、どういう景観や風
景がよいのかという質の評価は、風景と人間の相互
の関係により決まると考えたほうがよいだろう。あ
る人はこの風景を良いとし、別の人はつまらないと
言うかもしれない。多くの人が納得して良いと言う
のが良い風景なのだ。富士山や桂離宮は誰が見ても
美しい、すばらしいと言うが、評価というものは自
然と人間の関係の中でできてくるのだから、一つの
要素で決まることはない。この関係性が重要で、特
にデザイン面では二つの関係性がまずいと全体的に
まずくなってしまう。ランドスケイプデザインでは、
このようにして風景を捉え、できてくる風景、作ら
なければならない風景、守らなければならない風景
をどの様な視点で感じ取るかが大切なのだ。
様々な要素によって作られている風景は、全体と
してバランスよく納まっていないと人は満足できな
い。だからデザイン者にとって、その風景の構成は
何か、一番主張されるべき要素は何か、それらをど
の様にデザインしてはめていくか、が原点になって
いる。これをトータルランドスケイプと言う。ただ、
良きデザインによって風景が出来上がっても維持管
理ができなければ、そこに快適さは得られない。
緑：山を右左に分けて水は上から下へ流れていく。
山の上の方には原生林があって、中間あたりに社叢
林があり、都市のほうに下るとまったく森はない。
そこで我々はどうするかというと、木を植えて緑地

次回予告【第27回関西定例研究会】
◆日
時：2007年９月22日(土) 14:00〜16:00
◆場
所：ビル・葆光（京都市中京区室町御池西南角 ℡075‑211‑4171）
◆テ ー マ：下鴨神社糺の森の景観変化と江戸中期の森の維持管理
◆話題提供：今西 亜友美（京都大学地球環境学堂
森川里海連環学（ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）分野）
◆ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ：小椋 純一（京都精華大学人文学部教授 ）
◆ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：森本 幸裕（京都大学教授・社叢学会理事）

を作っていくことになる。守る緑、活用する緑、この
形からデザインする時、福岡や山口では「北」を意識
するが、東京や大阪では「南」の方になる。だから東
京の人が福岡に来てデザインすると、イメージが東京
にあるので、根本的デザインの間違いが起こる。
風景全体をコントロールしていくものは緑であるの
だから、ランドスケイプを作り上げるのは、世界のそ
の場所しかない緑だということになる。すなわち、緑
こそが風景･景観を作り上げているものなのだ。

無形民俗文化財の指定制度を創設、民俗文化財の制度
を充実した事と、この年に伝統的建造物群保存地区制
度が創設された。福岡県内では、朝倉市秋月・うきは
市筑後吉井・八女市八女福島の３ヵ所が指定されてい
る。平成8年には、文化財登録制度で建造物だけの登
録制度ができ、現在、建造物登録件数は６千件を超え
ている。平成11年には地方分権という流れの中で、
都道府県・政令指定都市に権限委譲をする法律改正と
文化審議会の改革が行われた。
最近の大きな改正では平成16年に「文化的景観」
緑の保護行政について
という重要な保護制度ができたことで、平成8年の登
日本における文化財保護は、明治以降が中心である。 録制度は建造物だけだったのが、それ以外の文化財に
明治に入って神仏分離、廃仏毀釈会の結果、仏像等が
ついても登録制度の対象にすることになり、こうした
壊されたり、美術品が海外へ流出していく中、これを
流れの中で、天然記念物の保存も行われてきた。
止めるべく明治4年に古器旧物保存法が太政官布告と
記念物には、史跡・名勝・天然記念物とあり、文化
して発令されたが、正式に法的保存の手立てがとられ
財的景観については国が選定した重要的価値のあるも
たのは明治30年の古社寺保存法からであり、美術工
のが、重要文化財的景観に指定されている。重要文化
芸品と建造物関係が保存されるようになった。
財・特別史跡・特別名勝・特別天然記念物の中で特に
例えば太宰府天満宮の本殿は国の重要文化財に指定
価値の高い重要かつ尊い文化財は国宝に指定される。
されているが、それは明治40年で、観世音寺の仏像
天然記念物には指定基準があり（昭和26年5月文化
は、明治39年に古社寺保存法によって保存されるこ
財保護委員会告知第2号）、二の植物の項に、（1）
とになった。大正8年には史跡・名勝・天然記念物保
名木・巨樹・老木・畸形木・栽培植物の原木・並木・
存の法律が定められた。古社寺保存法により、建造物
社叢となっている。「植物」の指定基準のトップ項目
や美術工芸品等は保存されるようになったがその周囲
に、社叢が中に入っていることから、重要な指定の対
のもの、例えば神社の森などの保存の必要性が指摘さ
象物件であることが窺える。現在、山形県三瀬気比神
れ、特に天然記念物保存の議論が中心となって、史蹟
社や大分県宇佐神宮社叢など30件の社叢が指定され、
名勝天然記念物保存法ができた経緯がある。大正9年
保存されている。
に天然記念物指定、大正10年に史跡指定が施行され、
福岡県の天然記念物は、保護条例に基づいて定めら
太宰府はこの年の指定である。その後、昭和4年に国
れ、植物・樹木の指定が多い。この天満宮の境内にも
宝保存法ができ、昭和8年には重要美術品ノ保存ニ関
大きなクスがあり、単木で指定されているが、県内の
スル法律ができたが、戦後、それらすべてを統括する
天然記念物一覧表でもクスが多く、特別天然記念物
形で文化財保護法が昭和25年に制定され、それまで
（２件）内の1件はクスである。国指定天然記念物は
個々の法律で保存されていたのが、一括して保存され
25件、県指定は118件あり、筑後市水田天満宮の水
るようになった。
田の森（イチイガシ）、太宰府天満宮の天神ノ森、春
文化財保護法は大きく何度かの改正が行われている。 日市春日神社の春日の杜などが社叢として県指定を受
特に昭和43年の改正で文化庁が発足し、初代長官に
けている。これは、昭和50年代後半の全国的な国土
民間から今日出海氏が就任した。昭和50年には民俗
開発の中で、次第に削り取られたり、なくなろうとす
資料を民俗文化財に改め、重要有形民俗文化財、重要
る神社の森を保護しようと定められたものである。

講 演と 映 像 上映 の お知 ら せ
◆日
◆場
◆講

時：2007年９月29日(土) 13:30〜16:00
所：國學院大學渋谷キャンパス120周年記念1号館4階1402教室
演：日本本格昔話における自然と登場人物との関り
〜日本人の自然観とブルガリア人の伝統的自然観（日本語）
◆講
師：ゲルガナ・ペトロヴァ
(ブルガリア国立ソフィア大学日本文化学科専任講師)
◆映像上映：日本は森の国より第２話｢森のまつり｣（愛・地球博出展作品)
◆主
催：國學院大学現代GP環境教育プログラム
◆共
催：NPO法人社叢学会
◆問合せ先：社叢学会関東支部（℡03‑5875‑8423） ※事前申込不要

第26回 関東定例研究会 報告

2007年6月16日･17日
（於:日光東照宮･日光杉並木街道）

日光東照宮の社叢と杉並木について
講 師 青山 隆生（日光東照宮権宮司）
柿沼 清一（日光東照宮森林技師）

今回は6月16日・17日の2日間に亘り、日光東照宮
の社叢と日光杉並木街道を青山、柿沼両氏のご案内によ
り視察させて頂いた。参加人数約20名。宿泊は日光東
照宮昇陽苑、広大な庭のある静かな施設だった。
１ 日光東照宮の社叢（16日 青山氏のご案内より杉
を中心とする社叢を視察）
日光東照宮は徳川家康公を奉祀する為、元和３年
（1617年）に創建された。現在の社殿はその20年後
に三大将軍家光公により造り替えられたものである。こ
れらの造営費用は全て幕府により賄われた。精巧優美な
装飾が施された諸社殿は国宝・重要文化財指定を受け、
平成11年に世界遺産として登録された。世界に誇る社
叢の樹木は鎮座後に将軍や大名により植林されたものも
多く現代に至るまで植樹、手入れが続けられている。境
内地に配植された樹木の多くは信仰の象徴や社殿の守備
としてはたらきを持っている。
① 樹木
・楓（ふう）：古代中国では天子宮殿の庭にある樹木と
され、八代将軍吉宗が三本輸入し東照宮と江戸城内に
植えた。しかし東照宮の楓は幕末に枯れ、現存してい
る木は昭和天皇より下賜された実生から育てたもので
ある。
・八房梅：家康公御遺愛の鉢植えを移植したと伝えられ
ている。
・高野槇：二荒山神社境内には弘法大師御手植と伝わる
木があり、神厩・本殿西側・奥宮等に植えられている。
・菩提樹：仏教では釈尊の悟りの象徴木であり、参拝者
がその実を拾いお守りにしている。
・ななかまど：本殿脇等に落雷よけとして植えられてい
る。
・櫟：神階の正一位の象徴として本殿背後に植えられて
いる。
・葵：神社のご神体山にある霊草で、京都の賀茂神社の
神紋である。徳川氏は賀茂神社の氏子である故、東照
宮の神紋は三葉葵である。
他にも石楠花・桜・椿・五葉躑躅・雪ノ下・大文字草
等を始めとし、四季折々の草花も多種植えられている。
② 建造物
旧社務所・表参道・石鳥居・五重塔・表門・神厩・

神庫・御水舎・輪蔵・鼓楼・鐘楼・朝鮮鐘・オランダ灯
籠・西淨・陽明門・神輿舎・神楽殿・唐門・拝殿・石の
間・本殿・透塀・坂下門・奥社拝殿・宝塔・銅庫等を視
察し特色を伺った。これらの建造物の多くは細やかな彫
刻や絵画で装飾されてある。人物・動物・鳥類・植物・
自然現象などをモチーフとした彫刻や絵画は、精巧優美
でそれぞれに神秘的な意味を持ち適所に配置されている。
このように森羅万象を巧みに建造物に取り込むことによ
り、社叢全体の神威をより高めるように工夫され、手入
れされ続けている。
２ 日光杉並木街道（17日 柿沼氏のご案内）
日光例幣使街道の杉並木は家康公の近臣である松平家
が東照宮に寄進した樹木である。現存する杉はおよそ
12,500本である。国の特別史跡・特別天然記念物の二
重指定を受けている。この街道は東照宮への参詣路であ
ると同時に五街道の一つとして人・物・情報が行き交う
重要な交通路であった。今回視察させて頂いた今市氏瀬
川地区は江戸から約34里（約136㌔㍍）に位置する。
現在杉並木は東照宮の所有であるが、国指定文化財とし
て文化庁の所轄で栃木県の管轄下にある。しかし国道で
ある為、道路は建設省の管轄と複雑な管理体制を強いら
れている。
歴史的にも貴重な杉並木は、環境の悪化や管轄の複雑
さ故の手入れの困難により少しずつ失われつつある。昭
和52年より杉並木管理計画が始められ、専門の森林技
師による個々の樹木の管理や、ポカラ工法（土壌を詰め
た中空コンクリートブロックを埋設し杉の根を保護）・
木柵工法（木の根の露出を木柵により保護）により樹木
の生長促進保護事業が行われている。これらの費用は杉
並木オーナー制度の運用益や様々な団体の寄付により賄
われている。
戦国時代に終止符を打ち、約260年にわたる天下泰平
と日本文化の基礎を確立した家康公は、没後、古代より
山岳霊場として栄えた日光の自然の中に鎮座し、現在に
至るまで神威を放ち続けている。森羅万象に逆らうこと
なく、常に調和に努めることにより自然と人、人と人と
が心豊かに共生できる世の中が実現・持続可能であると
いうことを日光東照宮は指し示しているといえる。
（文責：佐々木百合子）

次回予告【第27回関東定例研究会】
◆日 時：2007年10月20日(土) 13:30〜16:30
◆場 所：國學院大學渋谷キャンパス
◆テーマ：社叢空間を軸とした都市緑地の展開
◆講 師：藤田 直子（東京大学大学院・農学生命科学研究科森林科学専攻・
リサーチフェロー環境学博士(東京大学)）

参

加

者

募

集

中

ベトナム・ラオス実践手法スタディコース

ご住所等をご変更されました時には、必ず事務
局にご一報下さい。｢鎮守の森だより｣等、本会
からの送付物は、ほとんどが宅配便を利用して
おり、新住所への転送が出来ませんので、よろ
しくお願いいたします。また、E‑Mailアドレス
を変更されました時も、必ずお知らせください
ますようお願いいたします。

(独）環境再生保存機構 地球環境基金が開発途上地
域の環境問題を学ぶ海外派遣研修の参加者を募集
している。日程は11月25日〜12月8日で所属団
体を通しての申込が必要。締切は9月20日。
※ 社叢学会事務局に申込書が来ていますので、
ご関心の向きはご連絡下さい。

会誌｢社叢学研究」第6号への投稿締切は、11
月30日(必着)です。研究論文だけではなく、鎮
守の森での様々な活動の報告などの投稿もお待
ちしています。また、書評の対象となりますの
は、会員各位の手になる著作です。ご出版の節
は、ぜひ、事務局宛てご献本下さい。

事務局に来る会合やセミナー･見学会などのご
案内を掲載いたします。会員の皆さまの主催さ
れる催しなどにつきましてもご案内いたします
ので、事務局に情報をお寄せ下さい。
地球環境市民大学校

CO2 マイナス60をめざして
〜地球温暖化を防ぐ５つの行動提案〜
NPO法人環境市民（www.kankyoshimin.org/）
が温暖化防止に向けての講演会を行う。参加費は
各回千円。詳細は直接、NPO法人環境市民（TEL
075‑211‑3521）へ。
・環境首都からみえる脱温暖化社会 〜ドイツと日
本の先進事例から〜 9月29日(土) 13：00〜
16：30 於：京エコロジーセンター1Fシアタ
ー 講師：白石 克孝（龍谷大学法学部教授）・
すぎ本 育生（環境市民代表理事・グリーン購入
ネットワーク代表理事）
・自然が感じている温暖化の真実 〜野外植物調査
で実態を知る〜 10月14日(日)10：00〜16：
00 於：京都御苑(予定) 講師：片山 雅男(夙川
学院短期大学准教授）※この回に参加希望者は
10月12日(金)午後5:00までに申し込むこと
・Co2マイナス60が当たり前の社会に 〜温暖化
防止は対策ではなく戦略が必要〜 10月20日
(土)13：00〜16：30 於：キャンパスプラザ
京都第１会議室 講師：植田 和弘（京都大学経
済学研究科教授）

遅〜い梅雨明けの後の長〜い猛暑。それにして
も暑いわ。。。このエネルギーを使わんテはない
よなと思うんだけどなぁ。だって、アスファルト
の上で目玉焼きが出来るんならわざわざコンロに
火をつけることなんてないじゃん。
話かわっておふらんす。どうもヤツラの生活態
度はユルイ。土曜の朝、買い物籠をぶら下げたお
っさんが市場でまず向かうのは酒屋の店先の１杯
飲みコーナー。買い物に来たんだか、飲みに来た
んだか。大して暑くもない癖に延々と夏休みだし。
たまに開いてる店でも店員がケータイでおしゃべ
りしながら客に応対（実際は待たせてるんだけど
ね）しているし。だからといって客が目くじらを
立てるわけでもなく（立場かわれば自分だってそ
うだしね）。様々な問題はあるけれど、それでも
社会はそこそこ回っている上に、国際社会では妙
に態度がデカイ！ どうせ問題ありなんだったユ
ルイ方が好きだなぁ。。。
（勤務態度も生活態度もユルメの 藤岡 郁）

