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（ＣＭ）石川遼です。今僕たち若者の献血が減っています。僕たちが支えることで生きていける命が
あります。Love in Action、日本赤十字社。献血年齢の拡大や英国滞在歴の制限緩和など、採決基準
が一部改正されています。詳しくはＷＥＢへ。
（ＣＭ）エキストラ珈琲は、神戸で初めてのコーヒー豆焙煎問屋として、大正 12 年に誕生。
その伝統ある個性的な存在は、高級コーヒーを厳選し、評価に値する味を提供する店として、広く皆
様に愛されています。大河ドラマ「平清盛」にちなみ、清盛コーヒーを販売中で、
「清盛茶屋」の運営
にも携わっています。本日はエキストラ珈琲様（電話 078-671-0135）のご協力を頂きました。
（ＣＭ）ＪＲ兵庫駅前の「神戸ルミナスホテル」,抜群のロケーション、最新の設備と最高のおもてな
し、ビジネス、観光の快適な拠点として皆様のお越しをお待ちしております。1 階コローレではおいし
いコーヒや紅茶、おいしいランチやお食事なども楽しめます。本日は「神戸ルミナスホテル」様
(TEL:078-511-7700)のご協力を頂きました。
１．オープニング
5 月 21 日は金環日食を見ることが出来ました。なかちゃんは神戸港を 6 時半に出港し洋上から見ま
した。太陽が欠けると風が強く吹くそうです。兵庫県では 282 年ぶりのことです。空から見た人もいた
ので大阪や福岡からの飛行機の日食が見える席は早くから満席でした。あこちゃんは 6 時 50 分より 10
分おきに観察結果を記録していました。金環になる直前のベリービーズも見ることが出来、太陽直径が
69 万 6010ｋｍと観測されました。
２．ゲストコーナ（１）：前田芳一さん（38 陽会 ）
今日は以前ゲスト出演頂いた、兵庫高校ＯＢ合唱団ユウカリプタスの本田啓之さん、井手ますみさん
も同席されています。
兵庫高校前身の神戸ニ中時代は、当時県立中学校は「中」という校章をつけており、一中は金、ニ中
は銀で、銀は金より尊しと思っていた。入学した昭和 20 年は終戦の年で、やっと手に入れた校章が瀬
戸物であったが、ダイヤモンドのように思え、制帽に縫い付け、胸を張って歩いていた。制服のボタン
も瀬戸物であった。
兵庫高校は前田さんの人生にとってすべてである。神戸ニ中、兵庫高校の 6 年間は素晴らしい先生、
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友達に恵まれた。人生の最も大事な時期を、最も充実して、最も楽しく過ごすことが出来た。今自分が
あるのは兵庫高校のお陰であると思っている。兵庫高校ありがとうと言いたい。
昭和 20 年 3 月 15 日に入学試験があるので疎開先から帰ってきた。卒業 30 周年の時に当時の 6 年間
を思い出にまとめたが、その冒頭には「昭和 20 年 3 月 6 日、中学入試のためあたふたと集団疎開先の
岡山から帰神した私は、10 日後には着の身着のままの姿で、我が家の焼跡の上に立っていた。3 月 16
日夜の大空襲だった。
」
成績からニ中は受けられないと言われていたが、父が校長先生に頼みこみ、内申書だけは書いてもら
った。試験は良く出来たので通ったと思った。戦時中で答案用紙の質が悪く、名前を書くところが消え
ていた。試験後中学の試験は名前を書かなくてもいいのだと言ったら、皆から笑われ滑ったと言われた。
翌日家は丸焼けになったが、父親が発表を見に行こうと言ったので見に行くと、1 番から 180 番まで全
員合格していた。空襲に備え答案用紙を明石に疎開させていたところ、そこで焼けてしまったようであ
る。入学してもらった校章がとてもうれしかった。

元二を送る

渭城の朝雨 軽塵をうるおす
客舎青青 柳色新たなり
君に勧む 更に尽せ一杯の酒
西のかた 陽関を出ずれば故人
無からん

江南の春

千里 鶯啼いて 緑 紅に映ず
水村 山郭 酒旗の風
南朝 四百八十寺
多少の楼台 烟雨の中

終戦直後は本当の先生はおられず、戦地から引き揚げてきた方、会社がつぶれた方が先生で、また当
時は大学を卒業すると中学校の先生の資格が得られたので、兵庫高校ＯＢの先生が来られていた。後輩
の生徒は食べるものがなく、よれよれの服を着ていたので先生は腹が立ってしようがなかった。京大理
学部を出られた田原先生には、お前はどうして勉強が出来ないんだと言って怒られた。お前が出来ない
はずがないといいながら涙を流されていた。友達からは何故先生を泣かしたのかと言って責められた。
大学受験で失敗した生徒 40～50 人を集め補習科を作ってくれた。浪人生を教えるのは嫌だと言う先
生が多い中で田原先生は最初の授業で、「君たちはがっかりしているであろうが、僕は君たちをもう 1
年教えることが出来て本当にうれしい。」と言われたので歯を食いしばって頑張ることが出来た。神戸
大学の経済学部に入学した。
もう一人の先生は、後日兵庫高校の校長先生になられた姉崎岩蔵先生は漢文の先生で、お酒にまつわ
る詩をよく教えられた。中国に行った時、陽関のそ
ばの万里の長城の西端に行き酒を飲んで姉崎先生を
偲んだ。

王
<維 >

杜
<牧 >

昭和 21 年 11 月、ラグビー部が全国優勝をした。
当時のことを昨年書いた文章には、
「思い起こせば
66 年前、終戦の翌年の昭和 21 年、私が神戸ニ中 2
年生の秋でしたね。場所は当時の西宮ラグビー場、
中学 3～4 年生を主力にした我が母校ラグビー部は
決勝で天下の勇、秋田工業を 16 対 8 で圧勝し、全
国制覇を成し遂げました。思えばあの食糧難の時代、
たらふく秋田米を食っていた熊のような大男たちを
相手に、米粒が数えるほどしかないお粥しか食べられない都会っ子の私たち先輩が、スクラムを組むと
あっという間につぶされるが、敏捷なリスのようにグランド中を走りまわり、4 トライをあげ快勝しま
した。選手も先生も応援の生徒も方を組んで泣きました。」在学中にこんなにうれしかったことはなか
った。
３．ミュージック：溝口恵美子「LOVE ME DO」
今日は西宮在住のジャズシンガー溝口恵美子さんの LOVE ME DO です。神戸クイーンジャズコンテス
トでクイーンに選ばれました。大阪音大出身で声楽のクラシックを専攻したがジャズに転向し、様々な
ライブハウスに出演している。2 年ほど前に難病を患い活動を控えていたが、最近少しづつ再開してい
る。7 月には体を慣らすためのライブを六甲で企画している。言葉を大事にされる歌手で、日本語の曲
も書いている。
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４．ゲストコーナ（２）
終戦後ニ中から兵庫高校になった時に兵庫県第四高等女学校と合併した。それまでは硬派で鳴ってい
たが、合併すると女性の方を向きだし、運動部はかっこ良さをアピールし、頭の良い人は実力考査の成
績が張り出されるのでアピールが出来たが、前田さんは相手にされなかったので純粋小説を書いていた。
目と目を合わせただけで去っていくというさよならの美学にあこがれ、カッコよく辞めたいと思ってい
た。また、中国を選んだ理由は姉崎先生から教わった、陶淵明の「帰去来辞（かえりなんいざ）」があ
る。陶淵明は官職がありながら 帰去来兮
帰りなんいざ
途中で官職を捨て、田舎に帰る。 田園将蕪胡不帰
田園将に荒れなんとす なんぞ帰らざる
粗食の人でもあった。陶淵明の 既自以心為形役
既に自ら心を以って役となす
このような状況にあこがれてい 奚惆悵而独悲
なんぞ恨み悔やんで独り悲しむ
た。
悟巳往之不諌
すでに往きしは諌めざるを悟り

知来者之可追
来者の追うべきを知る
退職時の挨拶状に以下のよう 実迷途其未遠
まこと道に迷うこと それ未だ遠からずして
なことを書いた。
覚今是而昨非
さとる今は是にして 昨は非なるを
「なお、9 月以降は西宮市のご 舟遥遥以軽揚
舟は遥遥として 以って軽揚し
斡旋によりまして、その姉妹都 風飄々而吹衣
風は飄々として衣を吹く
市紹興（浙江省）の外語専門学 問征夫以前路
問うに征夫の前路を以ってし
校に日本語教師として奉職する 恨晨光之熹微
恨む晨光の熹微なるを
ことになりました。紹興市は、
古来越の国の首都として、また王義之、陸游、魯迅等、文人ゆかりの地として、さらにはまた、その名
を冠した名酒の産地として知られております。歴史と自然と人情に富んだこの江南の地に、新しき出会
いと読書の時を借りたいと考えております。
」
最後に「花は再び開くことあれども、人は再び少年となることはなし（花有重開日 人無再少年）」
という漢詩を書き添えた。これは自分は少年となって再び中国で頑張ると言う意味で書いた。中国で 18
年過ごし 4 年前に帰国した。紹興の田舎の学校で先生をしていた時、中国政府の教育部から辞令があり
広州市の中山大学の特任教授に任ずると言う話があった。びっくりして出かけると外国貿易を教えてく
れと言うことで、半信半疑、喜んで出かけた。当時は 1990 年代の鄧小平さんの時代で、中国は自由主
義の国と貿易に乗り出したところであった。広東省広州市は貿易の中心地で貿易論や日本経済論を話し
たが非常に好評で、経済の先生まで聴きに来ていた。その後中山大学、武漢大学、広東外国語外国貿大
学で外国貿易論を講義した。この学校は都市の郊外にあり、大きな公園のようなところにあり、先生も
全寮制の学生も皆が住んでいる。学校内に市場、郵便局、銀行、小学校、幼稚園、映画館、カラオケ屋
もあり、小さな町を形成している。外人教師は冷暖房のついたマンションに住み、学生が毎日のように
遊びに来ていた。学校で教えた以上にプライベートで交流を深めた。
日本人との違いと言う面では、今の日本の学生より一生懸命勉強し、非常にまじめである。自分で判
断するというより知識中心主義である。日本文化についても唐と交流のあった時代などについて講義し
た。中国は封建時代やその前の時代については、共産主義であることからあまり教えていない。支配者
である唐の玄宗皇帝、始皇帝など個性的な人物は教えられていない。中国の教える日本の歴史は現代史
のみである。
一般的な日本人は中国人に対し、約束を守らない、交通信号を無視する、人前で大声で話をする、行
列に割り込みをするなどと言うが、1 つの時代のせいなので、この 20 年間文明が急速に進み、世界との
窓も開かれているのでそのようなことは自然に解消されていくと思う。相手の国の習慣が自国と合わな
いと駄目だと言いがちであり、中国の習慣があながち悪いとは思わない。中国の若者は非常に敬老精神
がある。バスなどに乗ると 100％席を譲ってくれる。
中国が日本をどのように見ているかについては、企業人を通して日本人を見る場合は非常に勤勉であ
るとして尊敬の念で見られている。日本の企業文化と言う言葉があるが、これは礼儀正しい、与えられ
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た仕事に忠実に取り組んでいるという意味である。中国は部下の功績を上司がとることがあるが、日本
人は部下の面倒をよく見るので喜んでいる。
中国は日本を国として見る場合は全く異なる。日本人の侵略について、当時の事を忘れない施設が全
国にたくさん残っている。南京事件の展示館には骨や朝日新聞の記事が展示されており、修学旅行生が
見学に来ている。このような悪いイメージの施設は早く撤去してほしいと思う。1998 年にイギリスが香
港を返還したと同時に、アヘン戦争の同様の施設が跡形もなく撤去された事実がある。英国の知恵を学
びたい。中国は日本のことを侵略主義、帝国主義と思い警戒心を持っている。愛国心高揚のために日本
を利用しているところがある。
前田さんの教え子は毎年神戸大学に何人か入学し、彼らは日本に来たことを喜んでおり、日本企業に
勤めたり、結婚したりしている。
５．なかちゃんの「こぼれた話、こぼれなかった話」：見た？ 世紀の体験「金環日食」
すごかったですね～。見ました？ 金環日食。
私は、２１日朝４時に起きて、ハーバーランドからコンチェルト号に乗って金環日食を観察する特別
クルーズに行って来ました。６時３０分にモザイクを出航して、神戸港の洋上で７時３０分頃に金環日
食をこの目にしてきました。曇り空で心配させられましたが、６時３０分頃のかけ始めあたりから雲が
切れて来て、７時３０分頃はほぼ青空という幸運にも恵まれました。夕方のような薄暗さのなか、勢い
を増した強い風が吹きつけ、海原は青ではなく黒色に近いざわめきを見せていました。家族連れやカッ
プル、通勤前の若者たち、この世の見納めと張り切るシルバーたちの１５０人の乗客たちは、船長さん、
レストランのシェフさん、大勢のテレビクルー・ラジオスタッフも、その瞬間は拍手がわき上がり、大
盛り上がりでした。今回は、皆既日食と違って金環日食でしたので、太陽が全部隠れなかったので少し
明るかったのが印象的でした。皆既日食の時は、本当に薄暗くなるそうです。
近隣では、神戸市立青少年科学館や、明石市立天文科学館、高校では、県立御影高校、市立科学技術
高校、洲本の柳学園高校、三田昌祥雲館高校、北須磨高校、須磨東高校などで、観察会や観測が実施さ
れました。
そもそも、神戸・兵庫で金環日食が見られたのは、２８２年前の１７３０年江戸時代の享保１５年６
月１日の午後に今回と良く似たルートでした。次に神戸・兵庫で金環日食が見られるのは、８３年後の
２０９５年１１月２７日の午前だそうです。
また、日本国内で見られる日食は、２０１６年３月９日の昼頃、皆既日食の部分食が全国で、２０１
９年１月６日と１２月２６日に部分食、２０２０年６月２１日の全国で部分食、２０２３年４月２０日
は僅かに欠ける程度、そして、２０３０年６月１日に北海道で金環日食、全国で部分食、２０３５年９
月２日には石川県～茨城県で皆既日食、全国で部分食が予定されています。
まあ、一生に一度有るか無いかの金環日食でしたので、日本国中大騒ぎになったのは当然ですね。ち
なみに金環日食の経済効果は、関西大学の宮本先生の試算によると、全国で１６４億円だそうです。日
食グラス購入や、宿泊・日帰りの観測旅行ツアー、プラネタリウム入場、関係書籍・グッズなどの直接
分に波及効果を含めて、たった３分間のイベントにしては大きいものがあります。
今回、特筆すべきこととして、金環日食と部分日食との境目、
「限界線」といいますが、これがどこ
を通るか、アメリカのＮＡＳＡの予測と、日本の学者の予測と限界線の位置が約４ｋｍ違っていました。
そこで、明石市立天文科学館など全国の研究者たちの「金環日食限界線研究会」が全国の限界線付近の
観測者に呼びかけて、約１万６千人から実際の観測結果の報告が集ったそうです。
これには、兵庫県下の先程の高校を中心に、高校天文部の生徒たち小中学生たちが呼応して観測結果
を明石市立天文科学館に報告したそうです。その結果は、幅１０ｋｍ程度のばらつきが見られて現在分
析中です。地元の北須磨高校のチームによると、限界線は、市営地下鉄の「西神中央駅」の南を通過し
たそうです。我が家は、惜しくも７００～８００ｍほど北に外れており、部分日食地域でした。ですか
ら、明石市から西神ニュータウン南部、北区の道場付近から南の地域は、ＦＭわいわい局も、金環日食
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の地域に入っていたそうです。
６．ゆうかり大好きコアラさんの地域かわら版
6 月 2 日福原遷都まつりが開催されます。遷都パレードは平野小学校を出発、200 名の参加者が平安
の公達に扮してパレードします。16 時～19 時 35 分、2012 ひらの清盛祭りが日新信用金庫平野支店駐車
場で開催されます。ステージプログラムでは兵庫高校吹奏学部演奏、ギター部アンサンブル演奏、
ダンス部が出演します。6 月 3 日（日）は平清盛像完成記念式典が 10 時から平野交差点東南角広場で開
催されます。
7 月 19 日（木）松方ホールでハンガリーの「プロムジカ女性合唱団」の神戸公演があります。19 時
開演です。
ユウカリプタスも出演します。
入場料は一般 4000 円（ユウカリプタスに連絡頂くと 3500 円）
、
小・中・高生 3500 円です。
7 月 8 日（日）17 時より「沖縄の島守」を想う夕べが神戸朝日ホールで開催されます。入場料は 1000
円です。

７．来月のゲスト
来月は水中写真家の宮道成彦さんにお越しいただきます。

番組に対するご意見、ご感想はこちらまで：yuukarinikanpai@gmail.com
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