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s昆23日〔会)

1.情)オピワン・ケヌービーの廃業による	 し出を


受理した。
 

2.以下の委員会報告を了承した。� 

.2000年版ダイレクトリーに編後上の不手際により

幾つかの誤りがあったことを線謝する。ホームベ

ージに関して、残る作業のスケジュー/レを確認し、

運用方法等を検討・協議した。(譲宅募録援出)

また、関踏会員への説明と ために� 6月

28日iこ委員を� l名派遣する。

〈ダイレクトリー委畏会) 

・ドイツ文化センター開催のシンポジウムへの招待

したα7月下旬の関番館見学

を企画している。� CInvitationto JAIP)改紅腹

作成の準備を開始する。� (IJ広報・

ブックブニ£ア・ ゲンでは約訪00

方向の売上があった。昨年に続きこの内より� 20万

円を協会に寄付した。� 

3.第21回民際英語教材展後援受添認した。

|海外ニュースl

ベストセラーも� E-Bookで?

ベストセラ ティ←ブン・キングは、母…book

民

“Riding tえeBullet"後オンライン� i二でのみ絞売して

大評判となったが、その� 2作自を発表することにした。

今屈は連載形式で、読者には穏周貸しによる支払いを求

める。彼はまた、新作については� Simon & Schuster 

後通さず、彼自身の出版社を使って刊行することとした。

このベストセラ一作家が、今後強力な自輩出窓を態調す

るという新たな問題も なっている。

新作“ThePlant"は米完の小説で、…間毎のダウ

ンロード料金は� iドル、あまりに多数の人々が不法に読

み出した場合にはキングが執筆安中止することが決めら

れている。� 

自身のホームページ上で、キングはファンに対して

"Riding tお� Bullet"が刊行されて24時間以内にはも

うハッキングおれ、フザーに公開されてしまったと述べ

ている。「最新の技術が急速に発迷して、著作機を守ろ

うとするあらゆ は、 リスク号をはらんだ危険な計覇

となってしまっている� ジョークみたいだが」O

キングはまた、ホームページ訪問者に、この告-book

を出すべきか、それに対レて料金を払う気があるかをア

ンケート調査したが、� 94%が小説安希望し、料金会払う

と終えている。彼はこの結果に滋足しているようで、

いるようだから、出すことにするj とおっ

ている。� 6月14日fすのコメントによると、プロジェグト� 

匂にh月仁7，まe-book臼に発表し、s月7の最新情報そ

刊行されるとの ζ と。� 

PUBしISHERSWと引くしY/JUNEぬ，� 2000 

次臨翻錦繍鰯繍鱒認鱗議醸翠察機購額欄融機

7・s定年と主色濃現役・…….......…� .3 .….~..	.1・H~..・理事会報告・海外ニュース.
 マインツの主主膝2000年….� ~ . 

H H	 H H H H Hり……� ・・...2 パソコン外論考(主主� 7)....・ ・・・.4 広 告働・� ・・...~.細川場・ H ・ H ・ 6 … ..8

出版文化史治選総~..~.・ H ・ b ・ H ・ H ・-…・5 



第96図 72会ゴルフコンペ

籍課カントリー保護部 

2000年 5 J:l20 8 (土) 

3年ぶりに箱根で定時総会が行われ、怒親会。 2次会

のカラオケは理事長はじめ、皆さん会員参加で狭い部践

で、関をすりあわせながら盛り上がりました。

コンペ当日 ん早起きして滋泉にっかり、サウナ

に入り前日 、ての出発作天気予報が当たり、小

雨模様。テニス組はコートがj諮れて中止になったよう O

でもゴルフはやるの もやめようなんて言わない。

傘をさしながらのコンベは何年ぶりか。たまに

鱗めないと o コースは芦ノ湖北側のft!jお原 iこ広がる丘綾

コース。丘陵といってもほとんどブラット

ればすごくされいなコース

さて結巣は。丸善会長鈴木さん、本部長の戎弁さんら、

上誌の朗色をうかがいながらも、逮滋のない松浦さん

うまくまとめあげての優勝。かなり練習してい

るなと想像できるきれいなスイング‘で、体のわりにはロ 

ング・ヒッタ…。ドラコン、ニアピンもとって、今日は

松浦DAY。縁関で長い取引先と連日ウイスキーを主主で

飲んで織ってきて、風邪で調子が悪いとぼやいてい

諮り間好会 キス釣ザ大会 

5 J:113日(土)

去る、 5月13日(土〉綴錦の釣り大会〈ギトス〉が茅ヶ

崎で開かれた。

:燦々 と!織り注ぐ媛光 iこパーノレピンクの魚体が踊る。初

衰の潮風が心地良い。プルプル、ノレンルン空手先から伝わ

ってくる快い魚情。「きた !J欽みかけた飴ビールを置

き、にっこり微笑みおもむろにヲールを捲く O そういう 

1日を思い描いていたが…。 

5名を含む18名が船宿ちが浅さ丸に議っ

が!怒り始めた。何故か協会の釣り大会は雨の臼が多い0

~ザと誰か雨男がいるんだ(殺一人自分だとは思ってい

ない〉。雨でも患者j采さえ良ければいいのだが…。

定亥立の?持50分茅ヶ崎滋を出船し釣り j裁に到着n いよ

いよ釣り大会の開始である。一投目、 三投  

f可処からも「釣れたjの声があがらない。この時騒な予

感が私の脳裏を横切った。

やっと一匹めが釣れたのは、開始から30分穏たってか

らだった。九三ることはいるんだ j設かの凶が簡こえた。

藤さん .P.8)。クラブそ握ると変わるのか、ベスグ

ロキ…プと 2位確保。遊中使用クラブの話になって、ひ

ょうきんな若いネャディーさんいわく、 f家がタツー !J。

プロ;こ選んで、もらったそうですが、桁が違いました。

最近不誠ぎみだった閉山 Eさん〈酉Llr洋議)、久々 に上

位進出でスピーチも嬢しそう。

いつも名門クラ して戴議、ありがとうご窓、い

ます、 ir林さんOご 

グロスハンデネット譲位)1

優勝 拓己  91 14 77 

2位 能生  (U.P.8.) 87 3 84 

3{立西山  〈泊Llr洋書) 99 13 86 

4佼戎井  〈丸善〉 103 15 88 

5位 (日本出絞貿易) 97 s 89 

ベストグロス 斎滋級生(U.P.8.) 44 43 87 

ドラコン 中林三十三(8本出版貿易〉 戎弁忍治(丸善)

大野利夫(臼本出版貿易〉 松締結日〈丸善)

ニアピン 松鴻拓己(丸善) 簡Llr久吉(iZS山洋審〕

鶴三郎〈来援ブック) 鶴議次〈索現ブック)

(記大洋交易和思茂)

その後忘れた顎に釣れてくる。時鴇ばかりが過

そんな小、太陽図書小松誌の竿がメにさく穏を描いた。

大物だ。燦震なやりとりが 5 分以上絞~、上がっ

のは 7 ~800gはあろうかという大穴子、無事タモに取

り込みほっと一安端。嬉しそうな会心の笑顔。羨ましい

本命のニトス l立食い渋り、金員不完全燃焼で続竿となっ

た。釣果は 5佐が最高でなんと 7名、あみだ.くじで以下院

の煩位となった。還も実力の内。

初参加ながらこれだけの悪条件のrþで 4~ くも)釣っ

たrt村君江さん(大洋交易中村氏奥様) !こコメントを求

めたところ「楽しかったわ、 す」とのことの初参

加の皆様次回鯵釣り大会も していま

優勝 鶴(議) ブック 5院 

2伎 !潟村 ワタナベ流滋 5匹 

3位 広瀬 大it交易  5~ 

品位 内問 東韮ブック 5区 

5位 塚水 5匹

(敬称略〉 〈大洋交易側広瀬記} 
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マインツの西腎2000年

護国修ニ

今年のマインツは忙がしい。ミレニアムに加えて、グ

ーテンベルク生誕600年、グーテンベルク博物館100周年

記念の各穏の催しが墜なるからである。その催しは、� l

年聞を通して博物館内や?インツmの施設を使って行わ

れる。本年行われる依しの主なるものを列記してみよう。

西潜2000:l'f:に向けて、グーテンベルク博物館は数年か

けて改装中であった。展示内容や展示方法を以前と大幅

に変えて年初に一部開館する。全総オープンは4月14切

で、この 81こ大きな祝典が催された。� 1年間を通じて約� 

20回の展示会が計頭忘れている。その中で最大のものは、� 

4 J:!15日から行われた[グ…テンベノレク'アパンチュ-

Jレとアート」と題して行われる緩示会であるG グーテン

ベルクの主主授とその符代及びその技術を展ポ品を通じて

認識でさきる展示会となっているo その他約20@]のコンサ

一人約30@]の講演会、約15認の討論会、約25[0の子供

のための各種の催し、� 4@]の主主義活動、� 5拐のワークシ

ョップでの実演が計画本れている。� 5丹14日には醤際マ

ラソン大会が行われた。また、時認IJ協会、デザイン

額審:館協会、新総社連合、出級社協会、諮問協会、国際

グーテンベルク学会、笠ハネス・グーテンベルク大学で

の{也の会議も一予定されている。

グーテンベルクの生誕を祝うことが行還まとして定着し

たのは、今から了澄100年前であるの� 1900年� 6 J:!24日慾

ヨハネの日iこ、マインツはグーテンベ jレタ生誕500年の

祝賀会ったのぞれは祭り好意のマインツ市設がこれま

ものの中で壮大;な華やかな祭りであった。

祝賀の席上「偉大な息子jであり、可動j活字による活版

印鋭術の発明家であるヨハネス・グーテンベノレク

そ称える悩久的な施設を諮ることそ提案した。その結果

として、� 1901年� 6月25日にグーテンベルク博物館が関館

した。

グーテンベルク博物館は、マインツのや心地で絞殺jの

印腕本が数世紀前に作られた場所から途くない所にあるo 

1000年の燈史を持つ大聖殺の[Q]い側にあるグーテンベノレ

ク博物館は、古いルネッサンス型の建物を利用している。

ぞれは「ローマ泉僚の館」と呼ばれている。この館は、

ワインの取引で獲得したエドムント・ロコッ

ホによって、� 30年戦争� 0618-1648)の培い年月の潤に

個人の館として慾てられた。この擦は、その後マインツ

市の所有となり� 1901年から簿物館として使用されていた

が第2次大戦中(1945年� 2月27日〉全焼した。そして多

くの蔵書類も火災により破壊された。戦後、「ローマ息

子去の舘Jの完全な再建に着手した。そして、博物館を拡

大して広大な援示ホールを裂に造った。開館の祝賀式典

は1962年に行われた。時90年には、グーテンベルクの持

代の部総所を総定した工房が設けられた。

現在の博物館には、約7万掃の害物が収載怠れている。

展示室には、メソポタミア池方で数千年前から後われて

いた粘土板や古代エジプトで使われていたパ

から西j洋及び東洋の古写本、インキューナブラ(揺穏期本〉、� 

16世紀から20ttt紀iこ月]測された建要な作品が展示されて

いる。

となっている特別室には、グー

テンベルクによって印織された作品が展示されている。

ソルムズ・ライバッハ伯爵i日滋及びサー・ジ� g ージ・シャ

クバラ出版の� 2種の� f42仔襲警jがある。前者は1925年

;こ、後者は1978年に博物館が鱗入した。その他、グー

ンベルクの作品の『最後の答判の断片』、� f30fi免界符ム� 

1r40行ドナトゥス文法議J等が展示されている。グーテ

ンベルク時代を想定した叩刷工房では、当時の印刷機、

活字、総娠、活字ケース、怒、インク、インクボ…ルと

いった各穣の部刷用兵が展示され、入館者はそれら

燃に使って550年泌を実際に体験することができる。

印制廃業会体の恐るべき技術家新によって、グーテン

ベルクがこの分野に果たした役割は次第に忠れ去られよ

うとしている。現在ではもはやグーテンベルクによって

発明された方式によって却制されることはほとんどない

だろう。しかし冷静に考えてみれば、現代の電算写植に

よる印劉も葱本的にはグーテンベルクが行った滋躍で作

動していることに気付くはずである。およそ現代的な生

活を営む者にとって、グーテンベルクのお陰を被らない

いないQ グーテンベルク生誕600年にあたって、ま

た第� 2次情報革命という潔只中にある現段、後の発明し

た技術とその時・代をあらためで考えてみる機会としたい

ものである。(丸善・ヌドの図書館長〕�  

3 ← 



新・パソコン外論考(其� 7)

宇田川一彦� Udagawa Kazuhiko 

+Give me the simple life./簡素な生活がいいの・-

子目、敏而好撃、不恥下問、是以謂之文也、� 

Th巴� Mast巴rsaid，'He was quick and eager to 

l巴arn:he was ashamed to s巴ekth巴advic巴ofthose 

who wer巴� beneathhim in station. That is why he 

was called "wen".' 

(論語/公治長・ Confucius;The Analects/BookV) 

【超拙意訳;先生はいわれた。「彼は機敏で学問を好き

だったよ。しかも、自分よりも地位能力の下位のものに

も、アドバイスを受けることも恥としなかったんだよ」

【外注，弟子の子貢が「孔“文子"J(衛の重臣で専断

の振舞いが多かった)という立派な謹(おくりな)をも

らうには、いささか疑問の多い人物に対しての評価を先

生に問いただした条文です。それを受けて、孔子は、彼

の人物の問題点よりも、美点のみを取上げたわけです】� 

*Internet関係のパソコン英語*****(3) 

前号では、� E-mailのアドレスの件でした。で、今回

も同様に名刺から始まります。就中、知人(企業勤務の

方)からいただく名刺には、電話・ファクシミリ、【E 

mali】の下に【Website】または【WebPages】の

【URL】、すなわちアドレスが印字されています。

【URL】=UniformResource Locatorとは、インタ

ーネット上の[資源認識別の統一的システム� =Webの

資源探索統一方式]、まあ手っ取り早くいえば、 【Web 

sue】のアドレスということです。

例えば、次のような印字されています。

【http://www.xxxxxX.co.jprsuzukiky/xxxxx.html】

【http】=HyperTほ� tTransf巴rProtocol [多重文書

転送変換規約]の意味で、� protocol(オリジナルは、

条約原案、議定書ですが、� Net上では「通信の取決め」

の意)部分です。なお、� Hyper という接頭語は、様々

な領域で複合語を輩出する現役の造語能力を有している

便利な言葉です。当該関連として後述いたします。

因みに【http】略語の読み方は、ママ、� HTTP(エイ

チティーティーピー)です。【】は、� colon(コロン)。

発音もコロン。【//】は、� slash(スラッシュ=さっと切

りつける意)、� slant(斜線・スラント)。通常は、スラ

ッシュと発音。これには、� 2種類ありまして、【/】の右

上からの斜線� forward slashと、左上からの� back 

slashがあります。この逆スラッシュは、日本語環境の

キーボードでは「￥� (yen)Jマーク記号となっていま

す。このあたりは、後稿のキーボード・記号関係のとこ

ろででも取り上げたいと思っております。

【www】=WorldWide Web [全世界広域組織 (Web=

クモの巣を張るとか織物・組織〕の意] は、� sub-

domain (副領域名)です。発音もママで、ダブリュー・・

・と発音しますが、カッタルイので単に� Webウェブ。


【.】は、� dot(ドット)。かつては、 fullstopとかピリ


オド� periodの方が通りがよかったのですが・-。

【XXXXXX.co.lP】は、前号で既述の� domainです。

【-suzukiky】は、� username (ユーザー名)。

【】は、通常は� keyboardの端にあって、めったに打

つこともありませんが・・・。筆者などは区別的発音記

号ぐらいにしか考えておりませんでした。スペイン語の� 

nの上につくやっ、ポルトガル語では母音の上について

鼻母音を表わすぐらいの知識しかありません。まあ発音

は、かつて筆者が勤めておりました出版社の身内関係校

正印刷用語として、「波型マーク」とか言って誤魔かし

ていましたが、正確にはtild巴(テイルド=区別的発音

符、波型符)。発音も、波型とかニョロニョロとか言わ

ずに、テイルドと言った方が通りがいいようです。� Net

の普及とともに、主役に上がった感じのする文字です。� 

Net上で使用するときは、【XXXXXX.co・lP】のプロパ

イダーのサーバー内に少なくない� sitefee (手数料・隠

語ですが所場代、� street fee/tax)を払って、� suzukiky

氏の� Webpagesがあります、という意味です。

【xxxxx.html】は、� mainfile (主ファイル〕名です。

なお、【html】の略語も、発音はローマ字のママです。/

【html】=HyperT巴xtMarkup Language (多童文書

記述言語)の略語です。� Markupというのは、出版印

刷関係では、「組版指定=組み方、文字種等々」という

意味で使用しています。

この【html】という略語を見て、過ぎ去りし� 15年ほ

ど前の略語【SGML】が忽然と目蓋に浮かびました。

すなわち、� Standard Generaliz巴d Markup Lan 

guag巴の略語です。当時は、� CD-ROMマルチメディア

データフォーマットのハンドブック作成に携わっていた

のです。で、訳語は、「標準汎用マークアップ(マーク

付け)言語」。

当該の【html】は、この【SGML】の簡略版です。

次号は、記号と巴� mail用略語を・。〔乞御期待)� 

-4-
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出競文化史選議一運から東からー(46)

洋曹の歴史雑記帳 C1J 吉利支丹と洋書(1) 

.ザピヱルの日本布教と洋委の将来

日本に洋書の入ってきた起源号機定することは難しい

が、ニドヲシタン笠教師ザピヱ Jレが1549(天文18年)に

日したとさ製書などを持ち込んだのが、記録に見られる

綴初の将米ではないかと，患う。しかし、ザピエノレの来日

以前でも、鉄砲を伝えたポルトガル人は1543(天文12:年)

に種子烏に米航しているし、また1944(天文13年)には 

fアジア放浪記J (161めで、著名なポルトガル人メンデス・

ピントが来臼し、 1547(天文16年〉にポルトガルの商人

でザ、ピニ[.JHこ日本情報後提供したジョルジュ・アルヴァ

レスが薩摩半島の山)11港に入機しているので、彼ら

なかったという確証もない。

それるが、『アジア放浪記J(江上;波夫訳・解説〉

はおーロッパで広く愛読された探検記で、

いては疑わしい点が多いと

いわれたが、緩近では/レボルタージュ文学みして、 16世

紀のアジアの姿を伝える策重な文献と評価容れている。

この本には、彼自身議子島iこ鉄砲を伝えた 3人のボルト

ガル人の一人であると記しているが、ボルトガルの研究

と日本の資料「鉄泡記』告と比較・総合して、ダモッ夕、

ゼイモト、ベイショットの 3

し、そして鉄砲はその翌年再来航したゼイモトによりも

たら容れたと解釈する学者もあり(所校浅・陳舜住 F鉄

}磁{去)/U U日本史探 11入問洋人による日本発見の年

代は、研究者の関でも 1542年か1543年か確定していない

という。ともあれ大航海時代「鍛の島 J(ザビヱル書簡〉

として冒険蕗人たちの憧れた日本は、こうして西洋との

通交が始まったのである。 1542(天文11年)というと、

室町米期、戦国乱tttが動きだした時代であった。 

8て、イエズス会創立苦言の一人であったフランシスコ・

デ・ザ、ピヱル (Franciscod記 Xavier1506-52)は、イ

ンドや東南アジアでの布教のさなか臼本人の弥次郎(ア

ンジロウ〉にめぐり合い日本での宣教を決意した。そし

て、数名の笈教締を伴い嵐の予定シナ海を越えて 1549

文18年〉に鹿児烏湾の奥深く、稲荷川iの河口に聞かれた

戸柱滋に上陸した。現在、当時の港より沖合に広がった

;涼め立て地の紙園之洲iこザビエル上陸記念碑が立ってい

-ヱド;の際書銭 鈴木陽ニ

る。ザどょに Jレ;立、…衣帯氷の桜島が噴煙をよ:げる災しい

光景  lこ心を奪われ、また米るべき布教の苦難を予感して

身の引き締まる j思いだったに違いない。

鹿児島では 1年ほどのj滞在で徽偲などの迫害もあって

布教そ断念し、また渡航前から考えていたとおり国去に

して布教の許可を得ょうと、王手戸へ渡り山口そへて

京都に向かった。しかし、応仁の蓄し以後の度家主主る兵火

した都のありさまに布教の希援をつなげず、 11日

間の滞殺ののち堺から船出して 1551(天文20年)に符び

山口に入った。フロイス f日本史』によると、大内義隆

にインド総替とゴアの大蒜教の警機そ提出し、数々の贈

り物脅して布教の裁許を受け cW'群書類従J I大内義隆記j 

iこも符合する文面あり〉、また挿絵入りの霊祭畿な聖設と

炎しく飾りのつい したとあり、

洋警の搬入が縫認できる。

ザピエノレは説教所として廃寺大滋主与を与えられ、日本

で初めて生まれた教会で布教を始めた。現在その地はザ

ピニ[.Jレ公園と tJ，って、大正15年に建てられた記念碑が彼

の事跡を私たちに諮ってくれる O また、絡はi公闘近くに

はザピヱルの山ヨ来訪400年を記念して、バスクのザビ

エル城を模したロマネスク様式の謹厳な記念資堂が昭和 

26年に建立され、礼拝設には彼の生涯を物語る懇箆なス

テンドグラスが掲げられて、訪れる人々の数度な{言仰心

をかき立てていた。このi日聖堂はJ惜しくも平成 4年に焼

失し、現在は三三角錐のそダンな建物に変わり山口のカト

リック f言仰の中心になっている。

ザ、ビエルの日本における布教は、この二度目の山口の

時代が…番満たされたものであったろう。 2ヵ月で 500

名の患者を獲得した(1ザビエル警衛J)。彼は  5先月で

山口安去り最後に赴くが、居残った宣教師によって布教

が続けられた。しかし、天文20年開崎貸の謀叛で義践が

自刃し布教が危機に直面したが、

け、メンデス・ピントの資金で教会もよみがえり、

期2.000人の入言者受数えたという。〔参照文献(文中以

外):河野純徳『塑フランシスコ・ザビヱノレ全生波J/岸

野久 F西欧人の日本発見J/治旧小五郎『ザグィエノレJJ 
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定年と生、涯現投

丘

どの会社も学校奨係も定年というものがあり、

年齢iこ達すると引返させられてきたし、A，も変わりない。， 

E建立大学では東大は60歳、筑波大は63歳、

など、私立大では65設から 70歳という

あるが、定年退職のないところはない。たとえ働く

もあり、また企業にとつて茸献震も E ま主だ期符待士で、議るまとだ E

社員でで、もι恥

大学の場合;はま、定年後は全く無!認係になるわけではな

く、勤務年限の条件を満たし、推薦されれば、それぞれ

の大学の名誉教授になるわけである。ある

で長老の教授が「私の夢は定年制のない大学を作りたいJ

と挨拶されて、会場から拍手喝采を受けたこと与を思い出

す。サンフランシスコ郊外に住んでいる私の友人は65餓

以上が入学する大学 CFrommInstitut日)を作って地

元の高齢者から喜ばれているが、このような試みが日本

でも試みられでもよいのではないだろうか。

ついこの問、新大阪駅構内の売誌で購入し

のエッセイ集 f老いの気概j C経済界、本;年発行〉そ線

路の新幹線で読んでいたら、定年織について、鋭い指摘

が回にiとまった。 ii高齢化社会、少子化現象を長渡そう j

という見出しで次のように書かれている。

{¥円五十年前は、定年と亮がほぼ一致していたのに

対い現政は定年から二十年以上無為に主主き議げろ

という社会なのだ。それも大誌をして再起の気力も

体力もない人や、寝たきりなら分からなくもないが、

少なくとも過半数の定年後世代は、知力、体力、気

近演のへナヘナした若者なん

かより、よほど頑張りが利く。J (125頁〉

まずこ、元気隠の高齢者まで、産業廃棄物のよう

それでいて、その高齢者を養う年金や福祉

していることを指摘されている。

昭和20年代の日本人男性の平均寿命は54歳だったそう

'"z了、 していた定年制は55歳で平均寿命

と じだった(諸井氏、同書125頁)。今や平

り四半世紀も延びている。私のまわ

り または英諮教育関係の人たちである

や患部が?少なくない。

務い人たちが昇進するのを妨げてはならない、あるい

は、後還に還を譲らなければならない、との

を迎える人;はま黙つてE いミぺく ο辞幸めて L しかし、多く

は、辞めていく教授から少しでも多くのことを学び取ろ

うとして、退職前に、最終講義をお額いして、深い知識

と叡主uを拝聴するというイヴェントを設定する。これは

るほうも、:ffi選を与えられた気持ちでうれしいもの

であるし、また、最終講義を|臨く側もよい研修の場とな

る。

ではどうであろうか。学会の関係で M.A. K. 

Hallidayという著名な言語学者と数年前オーストラリ

アで夕食後共にする機会があったので、日本で行われて

いる ようなものがあるかどうかを伺ったこと

ようなものは行わず、数人の教え

に行き、諮り合うのが楽しみだと答

えたの というのは日本人が考え

出し なのだろうか。

しも ってし吋 o 人の世話;こならないで、余生

れながら生きていくのはそれな

りの努力がいるよう も指摘されておられるが、

るとダンデ イ そ爵絡し、{本も清潔に保つことが2

き方で手本となるの人はいくつも応

る。 マレーシアのマハティー

どもそうであろうが、まわりを見渡すと、案外手

本となるよう るものだ。

も、機緩安保ち、予言怒義な活動をするにはメン

タルなものとフィジカルなものとの挺紛が必要なようだ。

運動会しない人でも結構長生きしている人もいるし、適

して汗会流し、おさを{添っ年読者もいる。メ

ンタ lレなものとは顕によい刺激が絶えず2伝わっていると

いうことかもしれない。外悶務の学習や外閑語の使用は

その意味で役史つであろう O また、:燃の運転も脳への刺

激という意味ではよいのかもしれない。 運転中は反射神

経を絶えず刺激す崎るからだ。物事にとらわれないで晴耕

雨読の生活lこ憧れる人も少なくないが、人聞はその文字

が表すように人と人とのつながりで生きていくものかも

しれない。 また、人と し合うのも

若さを保つ霊嬰な饗葬祭である ょう。 
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し七いる人、さらに活躍できる潜在力 また、ブィジ 3む i立、テニスなどがよいだろう。

ちが多い。実際にこれまで、的才以上 ただし、テニス とさきはで 2まないし、コート

どで活動していた先輩 りたり、手続き こともあり、多く 
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スポ…ツを主主しめるという点では点球がよい候補になる

と患う。たまたま、地方で、下渋卓jという?言葉をエまにし

たα 渋谷と離れていても?スメディアのおかげで、新し

いニュースは国内どこで=も共有話されるようになったので

あろうか。

私自身も初めはテニスをしていたが、相手を見つける

こともコートを確保する ζ とも爵倒なので、

した。卓球は年を取ってもできるスポーツであり、私自

も楽しんでいるので、少しそのこと望書いてみたい。 

1960年の頃は日本は卓球王国であったようだ。イギリ

スの滞在中、が球をするのが日本人ということだけで、

見に来てくれる人が少なくなかった。 日中綴警は卓球を

;還してということをど記憶の方も多いであろう。

どを聞いた際、辞書編集で有名なイギリス

人の教授も卓球が好きで講義が終わるとすぐに院生たち

と点球をするのが楽しみにしていたそうである。家球は

やり始めると奥行きが深いことが分かった。カの入れ方、

ラケットとの擦り万とその角度、相手のコートのどこ安

狙うかなどで様々な作戦が生まれる。うまい人のうケッ

トは卓球合に平行に保たれているので、相手のコートか

らボールがはみ出してしまうことが少ない。

卓球には男女が共に楽しめるという利点がある。主事球

には馬鹿力はいらないからである。スマッシよみする角度、

カーブのさせ方、ポジションなどを組み合わせて作戦安

立てれば、女性も相手の発性を打ち負かすこともぜきる。

難しいのは紹手のボーノレの間転と達者台の位惑を読み取る

ということだ。ぞれを紫早く感知できればそれに対応し

た攻撃に移ることができるからである。

手主のtl:んでいる区には区一立のスポーツセンターがおり、

卓球、水泳、バレーボールなど区民が楽しめるようにな

っている。私は過に 1日はネ涼クラブに行 t 3時間ほ号、 

ど卓球号をして河こを流すことにしている。全部で?耐の卓

球台があるが、いつも一杯になる。おそらく 20数名が参

加していると思う。コーチがきて毎関一人ずつ順番に指

導してくれているので少しは私ち向上しているのかもし

れないが、試合にあまり慣れていないせいか、{休が議!く

なって思うにスマッシ A ができない。クラブの中には77

才の高齢者がいる。しかし実力はコーチとほぼ互角の腕

前で私たちメンバー してくれている。その

方も釘分の技術向上を絶えず試みている。「練習をしな

いと力が洛ちるので、上達しないまでも現状を維持する

ために毎適ゃるようにしていま 1灯、と震われた時、練

習の継続はスポーツばかりで、なく、 f践のことにも当ては

まると患った，特に英語のカも絶えず英語に接していな

いと力が落ちるのではないかと思う。むかし、石橋容太

郎という英語学の先生が英語の勉強は山の斜面に荷準そ

引っ張り上げるようなもので、一日やらないと{停滞する

のではなく、一日分下がってしまうということ

たのを読んだことがある。何年かして、偶然先生にお会

いしたとき、その ζ とを伺ったが、先生ど自身も、夜ど

んなに帰宅が遅くなっても、就寝する前に、必ず英語の

研究をしていると詰られた。大学者はやはり人一徳努力

をされているということを知り、身の引き締まる患いが

した。

最近の新開雑誌安読むと暗い記事が多い。特に強盗、

殺人、問殺などの記事が絶え聞ない。誰も死にたいとは

忠わないだろうが、自殺者の数が交i遂事敏で亡くなる人

の 3fおもいるというのは残念なことである，経済的な関

家族やまわりから冷たくされるなどが自殺に追いや

る原因なようでるる。人生の百標、例えば、スポーツの

技術向上のような小さな目的をもっていると、気持ちを

明るく保つことができると怠う。このようなクラブに入

り、スポーッを楽しむことによってずいぶん気分も明る

くなるものだ。

しかし、スポーツを余り好きでない人も少なくない。

足腰も弱り、スポーツは無斑と患っている人もいる。ス

ポーツ以外にも人生を楽しむ機会は他にもいろいろある。

例えば、ホテルや様々なクラブなどを中心とした集いで

ある。国際的なホテルチェーンをj還して、…替で考えら

れないほど幅広い交わりが可能になった。夫婦のどちら

かが60歳になると「気軽に自由を楽しみたい」、!今だか

らこそ新しい自分にチャレンジしたいj夫婦に関かれて

いるクラブがある。毎月 4-己的の講演会、食事とト

クの会、臨地ツアーなどが行われ、楽しい仲龍作りや知

識作りが行われているようだ。年会費も一人 3万円前後

である。私自身も楽しい努閥気セおだやかな出会いの持

いものだ。しかしそれは将来の楽しみに取ってお

きたし、これまで、やりたくてもまだやっていないことが

あまりにも多すぎるからだ。

勺 needyou."という声がある限り人生舞台で

動は年齢iこ鵠わりなく続けるほうが望ましいのではない

かと思う。

(淡城二子リ スト教大学教授)e
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宥併制動備........._..唱.霊園.F--司~，匝宿泊f~ト吊内章子I~ワフ7軽自航空巻十フラi
 ・.� 'fr ~ 

~スタ"';I~ードワラスil\チIL く大火大> -

インターシチィー京子11.ブうン ヱワむ11.シ方…11.ホテILブラシ
 

5)自78￥245，000	 5)87日￥� 250，000
※王将央駅近く、見本市会場まで徒主長約� 10分 ※中央駅近く、見本市会場まで徒歩約応分

~フターストワラスil¥チIL<食会食女>-
一	

ホチ11.モノポー11.ブうア ?ラべラシヱうトシコンヴレスブう〉 

5泊γ日￥� 270，000 5j自7邑￥� 275，000
※中央駅近く、見本市会場志位で徒歩約� 15分 ※~;.;ド市会場家で市電iこて約 20 分

~ラ沿う'yワスワラスil¥デIL<大食会食女>-

?ラべラシエうトンヴランドブう"';1 1 じ11.ト"';111¥チ11..ブラア
 

5)878￥355，000 	 5)自γ臼￥� 350，000
※市中心、見本市会場家で家iこて約10分 ※市中心近く、見本市会場まで薄まにて約10分
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路日航空券のみの手配考承りますのでぜひと臨言葉下おい。

(各離さを会社エコノミー、と.:;;ネスつうスのヂイスカウシトチケットをご紫内頚します)

務社でlまi二詑廃車部への視察療行を密主事企画し2どおります。

ま夜、主記以外のご欝告予定や、ご出張なとごさいまし芝ら、ぜひと輯隷下おい。� 
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