アベノミクス効果もあってか、各種世論調査で高い支持率を得ている安倍晋三首相は３月 日福島

お米「漢方未来米」に対して「この

お米高いんだってね。でも身体に

いいんだってね」と話しコメに精

首相への現状報告後は、関係者

通している一面を垣間見せた。

一同が大広間で地元産の牛やホウ

安倍首相がコメ耕作者など農業
に農業従事者の代表が招かれたも

た郡山市の鈴木農園鈴木清社長宅

佐藤雄平福島県知事が同席した。

興相や森雅子消費者行政担当相、

状を伝えた。この席には根本匠復

れ、各代表が首相に直接、
現状や窮

予定をかなりオーバーするほど

た。和やかな昼食となったようで

精込めて作った手料理を堪能し

漢方未来米などを使って主婦が丹

レンソウ、ニラ、浅葱、なめこ、

従事者と対話したのは 日昼間。

日午

農家の現状を訴えるコメ名人・古川勝幸さん㊨

分。車を降

発事故前に比べると売り上げが半

というだけでコメが売れない。原

の称号を得た古川氏は「フクシマ

漢方を駆使したコメ作りで名人

こぶるご機嫌だった。

たり、記念写真に応じるなど、す

際に関係者や地元の方々と握手し

で、安倍首相は鈴木社長宅を去る

関係者と一

仕事は風評を払拭していくこと

これに対して安倍首相は「政治の

べ、政治の力での改善を求めた。

運動施設、和牛牧場などを視察し

察。昼食後は鈴木農園、子供向け

ている浪江町や富岡町の実態を視

り。午前中は立ち入りが制限され

誠農社・藤田誠二代表も参加

以来、２回目。

首相の福島県訪問は昨年 月

32

24

県内視察の途中、昼食開場となっ

りた首相は

後１時

出迎えた約

日東京駅から午前

人ひとり握

だ。対策をしっかりと実行する」

分発の新幹線で福島県入

手して昼食

と語り、政府が全力を挙げて風評

っている関

日

会場の大広

した。

間に入っ

広間には

係からか、

29

た。

が作ったコ

古川氏が首

安倍首相は昭恵夫人がお米を作

メ、野菜、果

相に見せた

農業従事者

物などの生

12

て午後５時 分に帰京した。安倍

７時

安倍首相は
減したところもある」などと述

のは

の。首相が鈴木社長宅に到着した

には誠農社代表の藤田誠二氏も同席し古川氏をサポートした。

するのは政治の仕事。対策をしっかりと実行する」と語るなど強い決意を示した。首相への説明の場

加須市でコメ作りする際の師匠）が風評被害の実態を説明した。これに対し安倍首相は「風評を払拭

会を作った。耕作者の代表として郡山市在住のコメ作りの名人・古川勝幸氏（農業生産法人誠農社が

県を訪問し、東京電力福島第一原発事故の影響で風評被害を受けている農業従事者などと会話する機

24

被害に取り組んでいくことを約束

12

24

人近くの

24

49

日

月

30

産品が置か

歓声の中さっそうと登場

http://www.nikkansp.co.jp/
FAX0480–21–0970
TEL0480–26–4568
埼玉県久喜市久喜東2–4–1（株）
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▶ひと「荷田光雄さん」
▶加須市が「うどんの日」制定

5 10
金曜日

（隔月10日発行）
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4 ▶読者プレゼント「江戸扇子」

23 ▶特集「歌舞伎座に行ってみよう」

２０１３年
（平成２５年）

人気の安倍首相がやってきた
福島の農家に
「風評を払拭するのが政治の仕事」
と約束

新歌舞伎座開場・ゲン担ぎ六曜星

先勝＝午前中は吉。午後
日に

伎俳優による世紀のお練
陽と月」「男と女」「表と

れるように、この世は「太

「防災計画」策定

ことを説いているのです。

裏」など相対的関係にある

浜松市の茶畑崩落事故など

最近頻発に起きる地震や

加須市が今春発表

銀座中央通りで行った祭典

また五行とはこの世は木

り」と銘打って３月

日」＝

は凶。先んずれば勝ち。
友引＝朝晩は吉、昼だけ
も旧暦は「２月

市は今春、念願の「地域防

て重視されてきたが、加須

で危機管理の重要さが改め

「大安」でした。

凶。凶事に友を引く。勝負

金（ こ ん ）
、 水（ す い ） の ５

、
５月といえば大相撲皐月 （ も く ）、 火（ か ）、 土（ ど ）

災計画」を策定した。

なき日。

安」「仏滅」「先勝」など

つの要素から成り立ってお

は「六曜星」です。「六曜

り、これが循環することで

私たちの日常は普段は新

「大安」だったからです。

技館で始まります。この相

万物が生成されていると説

新装歌舞伎座が開業しまし

撲の世界にも旧暦と馴染み

明しています。

を耳にしたり、語ることも

を変えよう」。こんな会話

いきます。そのあと今度は

安、赤口の順に振り分けて

勝、友引、先負、仏滅、大

までをまず「月」ごとに先

今回歌舞伎座のこけら落

祝い事大凶。

ら午後１時頃まで）は吉。

赤口＝午の刻（午前 時か

き日。

「十干十二支」の基となる

と切っても切れない関係の

「白房」「黒房」は、旧暦

すが、「青房」「赤房」

にしたことがあると思いま

ＮＨＫの大相撲中継で耳

ですから土俵の東には青房

は黄色、西は白、北は黒。

く、東は青、南は赤、中央

色彩との相関関係。五行曰

「白房」「黒房」は方角と

土俵の「青房」「赤房」

定したことだ。

る」ことを前提に計画を策

大転換させて「災害は起こ

う」という意識を１８０度

での「震災はないであろ

災の教訓を踏まえ、これま

し）は旧暦と関係があるの

あると思いますが、

としが「４月２日」になっ

日から両国国

仏滅＝仏も滅亡するという

の深いものはあります。そ

です。そうです、この日が

これも旧暦に左右さ

日までを先勝、友

「日ごと」に１月なら１日

する我々ですが、つ

生活していると自負
口と順番に割り当てるだけ

引、先負、仏滅、大安、赤

ーで探ると新暦４月２日は

たのも今年の旧暦カレンダ

きます。

「陰陽五行説」の中に出て

らの意見、市議会での発言

討に入ったもので、市民か

害発生時にすぐにマニュア

が、西には白房が、南には

ルとして活用できるよう工

赤房が、北には黒房が下が

今回はここまでとし次回

夫を凝らした。防災計画は

などを基に、地震などの災
思想の原点。森羅万象を表

に陰陽五行の詳細を紹介し

っているのです。

安」となっていました。ま

ましょう。

陰陽五行説とは古代中国

「六曜星」の意味を旧暦

す道標です。陰陽とは「ひ

日」＝「大

です。

かげ」「ひなた」に代表さ

「風水害対策編」など５編

「総論」「震災対策編」

た歌舞伎座こけら落としの

計に携わった。

人柄を知ってもらおうと、

ある本多静六博士の業績、

から構成されている。
本多静六博士は明治から

久喜市では郷土の偉人で

昭和にかけて東京日比谷公

記念室を設けたが、それが

料。

曜、祝日は休館）、入場無

前に松竹が「史上初・歌舞

いただくと次の通り。

年の記念事業

館には本多家から寄贈され

園、北海道大沼公園、会津

東日本大震災と東電福島

として整備したもの。記念

博士没後

博士の松村さんに説明して

旧暦の「２月

い「ゲン」は担ぎた

くなるものなので

よく耳にする「大

す。

している」と語っており、

た博士直筆の資料をはじ

鶴ヶ城公園、水戸偕楽園、

手狭となったため支所内に

本多静六博士
記念館開館

め、公園の模型や写真な

移転した。
た。

久喜市は４月 日、菖蒲

ど、博士ゆかりのものが数

大阪箕面公園、広島宮島公

加須のうどんの特徴は、

総合支所５階に「日本の公

園、九州霧島公園などの設

ぴかぴかの光沢、瑞々し

園の父」と言われる本多静

多く提示されている。開館

軒あるという。

西高校に避難してきた被災

が経過した中、加須市旧騎

第一原発事故から既に２年

被災者支援
人の輪

さ、手打ちならではのコシ

は午前９時～午後５時（土

に

年前に菖蒲文化会館内に

の強さとのど越し。加須市

六博士の記念館を開設し

久喜市

手打うどん会によると市内

決れば公表する予定。

22

２年前の大震災後から検

から

場所が５月

最悪の日。

の一つは土俵上の房の色。

先負＝午前中は凶、午後は

の吉凶占いに用いられてき

大安＝万事が吉。大変めで

吉。先んずれば負け。

ました。

たい日。成功せざることな

星」は室町時代に中国から

顔を覗かせます。たとえば

その仕組みは極めて単純

入ってきた考え方で、時刻

「何月何日が大安なのでそ

です。旧暦の１月から 月

暦を基準に行動しています

いのだろう、どうして２日

の日を結婚式にしよう」

が、意外なところに旧暦は

なのかと不思議がる方もい

「何日は仏滅なので日取り

た。４月１日の方が区切り

るかと思いますが、歌舞伎

最大の特徴は東日本大震

座のこけら落とし（杮落と

がいいのに何故１日にしな

４月２日に待ちに待った

27

16

れているからです。

12

合理的に割り切って

は４月 日の取材で「６月
日にどういった取り組み

をしたらいいかを現在検討

中村時蔵を先頭に銀座中央通り
をお練りする歌舞伎俳優の面々

11

12

21

「うどんの日」
制定
25

まち興しの一環で６月 日

うどんの町として加須市
は有名だが、市は町興しの
一環として「うどんの日」
を制定することで準備に入
った。

者を支援している「加須ふ

れあいセンター」が３月

１に減少した。

０人もいたが現在は 分の

た被災者は震災直後１６０

合っていた。高校に避難し

つなげていく」ことを誓い

し、「この輪を大切に次に

ラ、ジャズ演奏などを堪能

群馬ジュニアオーケスト

加、歌に踊り、マジック、

催しには約４００人が参

催した。

日、同高校でイベントを開

17

加須うどんの歴史は文献
によると江戸元禄時代が始
まり。関東三大不動に数え
られる總願寺の古文書によ
ると、当時の住職が館林城
主松平清武に加須名物の
「温飩粉」（うどんこ）を
持参したところ、後日館林
城主から礼状が届いた。そ
の日は正徳元年（１７０４

日を

日とある。

そこで市は６月

年）６月

「うどんの日」とした。市
商業観光課の岡田正美課長

10

12

春開幕とともに農業生産法人誠農社の活動が
活発化してきた。その一つ「農業イベント」の
第一弾が３月23日に加須市割目の同社農園で行
われ、老若男女20人が参加した。この日はジャ
ガイモの植え付け、ミントとラベンダーの種ま
きなど。国立市から初参加した男性は「土地い
じりがこんなに楽しいとは思わなかった。人間
回帰につながる。また参加したい」と満足そう
に語っていた。

30

れんげまつり

60

ジャガイモづくり

25

30

ＧＷ初日となった4月28日、久喜市の春の恒
例行事「れんげ祭り」が田植え前の久喜377番
地の田んぼで盛大に行われた。一面れんげが咲
き誇る広大な会場には市によると約2万5000人
が来場、
春うららの行楽日和の中、
家族連れなど
が楽しいひと時を過ごしていた。
午前9時から午後3時30分まで開催された市民
交流祭典は今年で25回目。地元伝統芸能ささら
獅子舞などが披露され、歌謡ショー、カラオケ
大会、お楽しみ抽選会などが催された。また23
年ぶりに「ミスれんげコンテスト」も復活、第
二次選考11人の中から清水郁奈さん
（20）
が選ば
れた。会場内にはカレー、焼きそば、農産物販
売所など42ものテントが林立。農業生産法人誠
農社のテントでは漢方農法米コシヒカリで作っ
たおにぎり（2個300円）とけんちん汁（150
円）が販売され、昼すぎには完売した。

⑥

25

25

400

26

旧 暦 のすすめ
加須市

２０１3年（平成２5年）5月１0日 （2）

聞
新
時
農

ギャラリー

れも５階にあ
り、庭園は約

今年４月２日に開場した

この広場は日頃無料開放さ

場などが点在しています。

ンビニ、喫茶店、切符売り

産物屋やお弁当屋さん、コ

場には歌舞伎ならではの土

無休）。入場料５００円

できます（６月 日までは

まつわるものが展示、見学

具・小道具類など歌舞伎に

華絢爛な歌舞伎衣装や大道

近で見ることができない豪

したギャラリーには普段間

瓦などが置か

舞伎座の屋根

籠や第４期歌

にあった石灯

河竹黙阿弥宅

切れない作者

とは切っても

内には歌舞伎

５月はバラの季節。バラ

実 野 里
ガーデン

新装歌舞伎座で気軽に行け

れており、出入り自由。ま

（小学生未満は無料）。開

直売所で有名なのは久喜市

４５０㎡。園

るスポットとしてお奨めな

た同広場は大震災など万が

時から午

れており、午

日にオープン

のは「木挽町広場」に「歌

一の時は帰宅困難者１００
館時間は午前 時から午後

また４月

舞伎座ギャラリー」「一幕

０人の受け入れが可能なス

情報

見席」「屋上庭園」など。

ペースとして活用すること

新歌舞伎座

「木挽町広場」は、東京

にしています（歌舞伎座全

木挽町広場
メトロ日比谷線・都営浅草

体では約３０００人を受け
ところで歌舞伎と聞くと

入れます。ぜひ一度観てく

れば１５６人までは確実に

と。開演前に並んでさえい

るのが粋であり、乙なこ

には最適です。

いるのでちょっとした散策

後７時まで無料開放されて

一幕見席
観劇料がウン万円するので

ださい。これにハマッタと

前

線「東銀座」駅から歌舞伎

６時まで。

座ビルの地下２階に直結し
入れる予定）

いう方が必ず出ます。

「屋上庭園」と「歌舞伎

は花が新鮮でしかも豊富な

こと。それとスタッフが充

実しているのでバラ育成の

コツも教えてくれるのが有

難い。いつも来ると長居し

てしまう。とくに春と秋の

バラのシーズンともなると

大型バスが来るほどの人気

です」。実野里ガーデンの

年前に

女性ファンはこう語ってい
ました。

同ガーデンは約

設立。本場英国のブランド

なイングリッシュ・ガーデ

リットガーデン）。本格的

前 時～午後

ーのひとつ。営業時間は午

にお届けすることがポリシ

時。（年中
ンの空間が魅力的で広さは

菖 蒲 の 「 Minori Favorite を大切に高品質・丈夫で大
（ 実 野 里 フ ェ イ バ きな苗と立派な花をお客様
Garden

ており、約１５００㎡の広

敷居が高いと思っている方

１５００円・２０００円・

座ギャラ―」は、歌舞伎座

屋上庭園

が大勢いますが、歌舞伎の
醍醐味、様式美を予約なし

２５００円）で見られるの

の後ろにそびえる 階建の

で、しかも低料金（５月は

が一幕見席。この席は意外

できる素敵な食堂・カフェ

園を見ながら食事や喫茶が

約２５００㎡。園内には庭

枝郷４０９。交通アクセス

所在地は久喜市菖蒲町柴山

無休。年末年始休みあり）

―１３７８へ。

など同園の詳細は☎０４８
０―

スペースがあります。
「ここのガーデンの魅力

対応してくれてのは儘田

春雄店長。花は毎日約 人

歌舞伎通が日常通う一幕見

それと２～３階、および

「北川辺農産物直売所」の

所」「騎西農産物直売所」

い関連の「加須農産物直売

て代表的なのはＪＡほくさ

産者が毎日持ってくるので

かく安い。「ここの花は生

ーゴールド１００円ととに

円、ジキタリス 円、マリ

オフィス棟のエレベーター

の生産者が持ち込むそう。

席（当日売りのみで１５６

新鮮、だから長持ちする」

と知られていませんが、歌

農 作 物
直 売 所

◆客席空間ですが、新装

席）は傾斜を強くしたこと

と儘田さん。１日の来場客

を利用していきます。いず

歌舞伎座は１階が８９７

３つ。いずれも生産者が花

舞伎通にとってはここで見

席、２階が４４１席、３階

を持ち込み、売れればＪＡ

値段を見るとパンジー

り、またバリアフリーも実

から従来では観られなかっ

加須市内の花直売所とし

現。高齢者や身体障害者に

た花道のスッポン（役者が

た。

身は一変していました。そ

が４７０席の１８０８席。

ムースになった」としてい

の代表は「高齢化対応」

これは従来の１８６７席に

段でした。それが新装歌舞

第５期歌舞伎座は写真で

も優しい劇場へと大変身し

レベーターでの移動とな

ご覧のように第４期（１９

ました。

・

◆舞台機構の面では、舞
台の大きさ（間口

数は１日平均３００人前

後。ピーク時は３５０人だ

に販売価格の ％を場所代

ったというので極端な減少
設して

売所（加須市浜町４― ）
を訪問してみました。

分～午後

時、土・日

分～午後

５時（☎０４８０― ―１

曜日は午前 時

時

営業時間は平日は午前

る証拠とも言えそう。

安さを消費者が支持してい

となっていないのは品質と

と差し上げ、あとは生産者

歌舞伎座が東京木挽町に誕生
年）。第 ５期歌舞

したのは１２５年前の１８８
９年（明治

伎座の着工は２０１０年５
日。設計は世界的な建築家・

月、竣工は２０１３年２月

年近くなる加須直

セリ上がってくる穴）も観

と。同時にこれまで１階客

が貰うシステム。そこで開

れるようになったのが嬉し

とりを持って芝居を楽しん

席の後方にあった柱も撤

いところ。

席減ですが、これ
もお客様に快適に観劇を楽

比べて

「舞台機構」「客席空間」

◆高齢化対応では従来の

月）と外観はそっくり。で

歌舞伎座は移動はすべて階

てのこと。その配慮は１～

しんでいただきたいと思っ
者さんへの配慮もあって４

２席では椅子の幅を前後は

ｍ、高さ６・ ｍ）こそ役

代目と同様ですが、最大の

でいただくようにしたこ

６㎝、左右は３㎝広げ、ゆ
ｍ）から奈落の深さを従来

ことや、これまで松竹梅と

隈研吾が担当、施工は清水建
設、総工費は約４３０億円。

10

の３つ。

70

9

特徴は廻り舞台（径 ・

の４倍強の ・４ｍにした

３つあったセリに加えて大

去、舞台を見やすくしまし

江戸扇子を読者プレゼント
応募の詳細は４面参照

ゼリ（縦３・７ｍ、横 ・

５ｍ）を設けたこと。これ
によって「演出上の幅が広

37

30

57

18

80

30

30

18

がり、舞台転換が極めてス

ョンにバラ」と語ります。

の季節はやはりカーネーシ

田店長によると「これから

４０７。休日は火曜日）。
儘

61

26

6

9

22

27

11

も松竹経営情報企画部の安

3年前までの第4期歌舞伎座

形泰介室長に取材すると中

今春開場の第5期歌舞伎座

59

５０年 月～２０１０年４

ます。

10

30

伎座ではエスカレータ、エ

5

得

第５期歌舞伎座の特徴

10

10

30

久喜
加須

29

85

24
10

36

16
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「自分で値段が付けられ
る商品を作れなければだめ

）。

だ」―こう語るはすだ農園
社長の荷田光雄さん（

のこだわりとは「大量生産することより良質を

重視し、化学肥料や化学合成農薬を極力使わな

じ ねんじょ

い地道な努力」と話す。この心意気、真摯な姿

勢が荷田さんがつくる「自然薯」や「米」「イチ

この結果、今では自然薯や米には固定のファ

ジク」を求める原動力になっていると思った。

ンが大勢いる。また農園経営を支える３大商品

のひとつ
「イチジク」は３年前に商品化に成功。

きっかけは７年前のある会合で耳にした「イチ

ジクに含まれているカルシウム、マグネシウ

ム、水溶性植物繊維などは高血圧、成人病など

の予防にいい。
それと体内の塩分を出してくれ

るので若さが保てる」との一言。高齢社会であ

り、女性は常に若さを保ちたいとの願望が強い

ことから
「いけると判断した」という。
荷田さんが選択したイチジクは我々が知って

いる茶系で口が開いているものではなく、表層

はエメラルドグリーンで口が開いておらず割る

と中身は薄紅色のヨーロッパ産。大きさは琵琶

大。現地から苗木を購入し、７年前から試行錯

誤、創意工夫を凝らして商品化に成功した。

カ所で

イチジクは毎年夏と秋の２回収穫できるので

埼玉県内の三芳サービスエリアなど約
６個入り５００円前後で販売している。このイ
チジク栽培には他の農業従事者も注目してい
る。生産農業法人誠農社も荷田さんを師匠に今

奥 眞純が選ぶ

（東久留米市

炎）

緑雨）

蒼風）

焦絞）

新歌舞伎座に出店

５名様

の。色は日本の青色の代表

的な百郡（びゃくぐん）、

澄み渡った空を表していま

から愛されてきた栗梅色に

ため、扇子の骨は江戸時代

す。この色を引き立たせる

の老舗。以来、日本橋小舟

年）。徳川家康とともに江

１階ロビー土産物店内にも

日に開場した新装歌舞伎座

した特製扇子（１
本３１５０円）を
販売している。こ
の扇子を農時新聞
の読者５名様にプ
レゼントします。
扇子は歌舞伎俳優
の役者模様を組み

応募要領

扇子ご希

望の方はハ

ガキに本紙への感想、今後

取り上げてほしいテーマと

住所、氏名、年齢、電話番

号を明記のうえ、〒３４６

―００１６久喜市久喜東２

―４―１フジタビル内「農

日までに郵送く

時新聞読者プレゼント係」
まで５月

ださい。希望者多数の場合

品の発送等をもって発表に

は抽選で当選者を決定。商
ーンに染め上げ仕

代えさせて頂きます。

を農家は作らなくなって

しまった、ということな

ルの合唱が聞こえてき

を終えた田んぼからカエ

自宅に帰る途中、田植

歌を情感込めて歌えるの

は見たこともない風景の

のだろか。でも子供たち

「菜の花」を教えている

かってきた農地を守って

ぎに関係なく先祖から預

無くなってしまった。稼

自然豊かな風景も当然

のだろうか。

た。どこからともなく心

いくことが天命であるの

に暮らしてきたのが農家

が農家。土地から離れず

である。住んでいる村は

当たり前に目の前に存

だろうか。

の端霞深し」とのメロデ

お金がなくても暮らして

いける。しかし、都会の

人々は稼ぎがないと暮ら

していけない。都会には

生産性がないカエルや

在していたものが、いつ

菜の花がいなくなるのな

はどこに消えてしまった

なぜだろうか。お金を

ら、いずれ人間もその場

稼ぎのない命ある生き物

稼ぐことに絶対的な価値

所から消える運命にある

は暮らしていけない。
だろうか。おそらく、菜

を置いたので、農作物も

のまにか消えて行ってし

種油の原料である菜種も

商品になってしまい、経

まう。

輸入した方が安いので作

のだろうか…。

のか。農家の方はなぜ菜

らなくなったのだろう。

済的に成り立たない作物

 （徳）

小学校では今も唱歌で

の花を作らなくなったの

校で歌ったあの菜の花畑

遠い昔、子供のころ学

な気がした。

ィーが聞こえてくるよう
徳徳 さんの

に入り日薄れ、見渡す山

に沁みる唱歌「菜の花畑

唱歌
「 菜の花畑に…」

立てた素敵なも

合わせた柄を綿ロ

染色されています。

町に本店を構える。４月２

戸に上った浜松商人伊場屋

出店した。そして歌舞伎座
開場を祝って制作

勘左衛門が興した江戸扇子

前の１５９０年（天正

伊場仙の創業は４００年

「老舗・伊場仙の扇子」

謡拙）

風雅・風流・和歌列歌

頬そめて静かにゆれし花菖蒲



（渋谷区

庭先の色あでやかな花菖蒲はかなく揺れてこころざわつく



（文京区

いたずらに花の心をはからいて我が身ざわめく５月の空よ



（狭山市

蛙鳴き梅雨近き空に鯉およぐ錦敷きたり山間の菖蒲田



（港区

菖蒲湯に折り紙兜に鯉のぼりふるさとの初夏祖父の在りし日



歌舞伎俳優の役者模様を組み合わせた扇子

名刺には「こだわりはまごころ」とあった。そ

若さが保てると人気の欧州産イチジクを栽培する
「はすだ農園」社長・荷田光雄さん（68）
年からイチジク栽培を開始した。

ん曰く「我々は怖くない。品質のよい

今ＴＰＰ問題が農家を席巻しているが荷田さ

（平）
次号のお題は「ビール」

18

68

ものをどうやって作るかが勝負です」
と胸を張る。



いま映画「降りてゆく生き方」
が
話題になっている。
映画館で上映し
ない映画、
ＤＶＤ化もしない、
ＴＶ放
映もしない、
しかも制作者側からは
ストリーの詳細は教えないと言って
いるにも関わらず、
全国各地の任意
団体が自主上映実行委員会などを立
ち上げて上映している。
既にこのス
タイルは４年目に入った。
この映画のキーワードは生き方。
戦後日本人が信じてきた物質的・経
済的な豊かさこそが幸福への道だと
いう考え方は幻想ではなかったかと
捉え、
右肩上がりの時代が終焉した
今だからこそ新しい生き方を模索し
ようと提案している。
原作はなく、
青
森県弘前市でリンゴ栽培をしている
木村秋則さんなどの生き方に焦点を
当てている。
監督は倉貫健二郎、
撮影
は赤川修也。
出演は武田鉄矢、
沢田雅
美、
苅谷俊介、
石田えりなど。
主演の武田鉄矢氏は映画ＰＲビデ
オで「人間は大きい天下国家の話を
角館定男）

25

したがるが、
今の時代にとって一番
大事なのは自分が心地いい人と出会
えて心地いい会話ができるかどうか
だ。
小さなミニチアサイズのモデル
や理想の形を作れない人はどんな大
型のモデルも作れない。
この映画は
本当に小さなモデルだが、
映画でモ
デルになってくれた方々は僕らジェ
ネレーションの旗です。
地方の人が
今日本が進む旗印を担っていると思
う。
自分の旗を持ている人たちをモ
デルに演じられたことは本当に幸せ
だった」
と語る。
そして「日本人の考え方が転機に
来ているのは間違いない。
今まで昇
って行く生き方を探し求めてきたが
その先には幸せはありそうもないぞ
と感じてもきた。
これからは真逆の
降りてゆく生き方の中に自分の命が
輝く瞬間がある気がする」
と話す。
加須市で無農薬漢方米を作ってい
る農業生産法人誠農社の鈴木学理事
は高い評価を得ているこの映画を
11月の加須市民祭りの際に上映し
ようと検討に入った。
なお映画に関する公式サイトは
http://www.nippon-p.org
（写真
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