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  夏は来ぬ～♪ 
 

春はいつの間に来ていつの間に去ったのか…クリーニングに出すべき冬のコートがまだそこにあると

いうのにあわてて半袖の T シャツを引っぱり出しています。 

晴天続きのゴールデンウィーク、日傘必携。暑いです。 

                   ♪♪♪♪♪ 
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第 13回 春のコンサート（2015.03.28）を開催 

今年は幸いお天気に恵まれ、例年以上のお客様においで頂き、盛会のうちに終えることが出来ました。 

ありがとうございました。 

  

       オープニング：ドレミの歌                   ピアノ連弾 

 

マリンバ 
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なお、春のコンサートではお客様にアンケートをお願いし、何と 81名もの方から回答頂きました。 

集計の結果の一部をご紹介いたします。 

 

    

アゴラ音楽クラブ「春のコンサート」へは今まで何回くらい来られましたか？

初めて 40

1～2回 7

3～4回 18

5回以上 16

演奏をご覧になって、どのように感じられましたか？

大変良かった 71

良かった 8

ふつう 1

次回もおいで頂けますか？

出来る限り来たい 62

予定がなければ来る 16

わからない 3

素晴らしい活動だ 72

見ていて元気づけられる 42

楽器の演奏を学ぶ・演奏することは心身の発達に効果をもたらすと思われますか？

大いに効果があると思う 77

効果はあるかもしれない 4

知的障がいを持つ人が楽器の演奏を学んだり、発表したりすることをどのように
感じられましたか？（複数回答）

 

 

  自由記述では、「感動した」「参加して良かった」「年々進化・成長している」「もっと多くの人に知っても

らいたい活動だ」など、多くのご意見・ご感想を頂戴しました。 

  今後も皆様のご期待に応えられるよう、コンサートのみならず様々な活動に取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 

 

アゴラ太鼓 結成 20 周年記念コンサート 

2015 年 9月 5日（土） 午後 4時 開演予定 

大和郡山城ホール（小ホール）  

入場無料 

友情出演：和奏ユニット「蓮風」、往馬大社太鼓連「鳴神」 
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ツーリーの 

続「こんな台湾を知っていますか？』○53        並木由香  

 

今回は名前について、あれこれご紹介いたします。                                         

 

改名 

 

私の父の名は「豊」、母の名は「かつ子」と言います。母は戦時中の生まれですので、日本が戦争に勝

つようにと、そう名付けられたそうです。 

そして私は、両親の名前から最初の一音をもらって、「ゆか」と名付けられました。幼い頃、悪いこと

をしてこっぴどく叱られる度に、母に「あなた本当はうちの子じゃないの。京都の五条の橋の下で泣い

ていたのを拾ってきてあげたのよ。」と言われました。私は母から自分の名前の由来を聞かされていま

したし、生まれる時は難産で、産声を上げず、足首を持って逆さにし、お尻をペンペン叩いたらやっと

泣いた、という話も聞いていましたが、それでもそう言われる度にとても悲しくて、「あの話は作り話

だったの？なんで五条の橋の下にいたの？本当にお母さんの子じゃないの？」と泣きながら訴えたもの

でした。今になって考えると、母も幼い子供を相手に結構酷いことを言ったものだと思いますが、私が

何をやらかして叱られたのかは記憶にないものの、相当悪いことをやらかしたのかもしれません。 

その母のことを、独身時代からの友人や、母方の親戚の中には「まさ衣（まさえ）さん」と呼ぶ人がい

ます。というのも若い頃、ひょんなことで、ある方に名前をみてもらったところ、旧姓では「かつ子」

はあまり運勢が良くない名前だと言われ、その後暫くは通称として「まさ衣」を使っていたからだそう

なのです。母の名前をみたという方は、「日賀志屋」という社名を「ヱスビー食品」に改名させた方だ

そうです。 

戸籍上の改名の手続きは、10 年以上その名前を使っている、ということを証明する友人とやりとりした

手紙などを裁判所に提出し、認められれば改名できるそうですが、母の場合は間も無く結婚して姓が変

わったので、それ以後は「まさ衣」という名前は使わなくなりました。 

私の台湾人の友人で、本当に改名した人がいます。彼女は二十代の頃、足の具合が悪くなり、一向に治

らないので占いで見てもらった結果、「鈺雪」から「依安」に改名しました。改名のお陰かどうかはわ

かりませんが、現在は足も完治し、いたって元気に過ごしています。ただ、彼女曰く、銀行の名義は勿

論、学校の卒業証明など、昔の名前になっている公的な書類の手続きが沢山あって結構面倒だったそう

です。 

彼女に限らず、台湾では改名する人が本当に沢山います。驚いたことになんと、毎年 12万人程度の人が

改名していますので、彼らにとっては、そう珍しい事ではないようです。台湾人は占いやお寺参りが大

好きで、就職、結婚など、人生の岐路も占いで決定します。そして、日本の様に裁判所に申し出なくて

も、「戸政事務所」という戸籍を専門に扱う役所に行けば、簡単に改名手続きができるのです。また、

「姓名条例」という法律が 2003年に大幅に改正され、さらに改名しやすくなりました。もっと運勢が良

くなる名前にしたい、親が付けた名前が野暮ったくて気に入らない、もっとかっこいい名前にしたいな

ど、かなり自分勝手な理由であっても、二回まで改名できます。身内の病気治癒を祈願して、家族全員 
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が一斉に改名するケースもあるようです。                           

改名の理由として多いのは、日常生活圏内に同姓同名の人がいることです。同じクラスに同姓同名の人 

がいることもしばしばです。ですから、学校や職場、三親等内に同姓同名がいる場合や、半年以上居住

しているところに同姓同名がいる場合、また、公務員への任用時に同姓同名であることがわかり、任用

機関から通知を受けた場合や、犯罪者と同姓同名であるなど、生活する上で不便が生じる場合には何度

でも改名できます。                                     

台湾人の姓は殆どが一字、種類も 2000種足らずなので、確かに同姓同名になる確率は日本人より高いと

思います。陳、林、黄、張、李、王、呉、劉、蔡、楊、の台湾人に多い 10種の姓だけで人口の 5割を超

えます。それに加えて、名前の方も人気の漢字があります。男性は志、建、国、俊、雄、女性なら雅、

惠、淑、君、美、婷、華などを組み合わせた名前を付ける傾向があり、その結果、「市場でその名前を

呼べば、大勢の人が返事するくらい大衆的な名前」という意味の「菜市場名」が多くなるようです。 

ですから名前を呼ぶ時はフルネームで呼ぶのが普通です。 

観光客に人気の、台北の占い横丁に行くと、「日本語 OK」と看板を掲げている占い師が沢山いますが、

占ってもらったら、改名をすすめられることがあるかもしれませんね。 

 

冗談みたいな本当の話 

 

現在、台湾では夫婦別姓です。以前は「冠姓」というのがあって、妻が自分の姓の頭に夫の姓を付けて

結婚後の姓とする場合もありました。例えば「蒋介石」さんと「李香蘭」さんが結婚したとすると、李

香蘭さんの名前は「蒋李香蘭」になるということです。 

では、夫婦別姓の場合、その子供の姓はどうなるのでしょうか。以前は父方の姓が子供の姓となってい

たのですが、戸籍法が改正され、現在は、両親の姓のどちらでも選択できるようになりました。ですか

ら、兄弟姉妹で姓が異なることもあります。出生届を役所に提出する際、姓に関して両親が合意の上、

署名した書類を提出します。 

でも、もし両親が合意に至らなかったらどうしましょう？その時は、役所で抽選して決めます。抽選の

回数は制限が無いので、出生届の提出期限までなら何度でも申し立てをすれば抽選することができます。

しかも、申立人は両親だけに限らず、その人数にも制限が無く、申立人全員が抽選できるので、抽選で

も決まらない場合もあります。その時は、役所の人が抽選して決めます。自分の姓が、見ず知らずの役

所のおじさんが引いたクジで決まった、と聞かされた子供はどう思うのでしょうか。ちょっとモヤモヤ

した感情を抱くのかもしれませんね。 

そういう場合の対処としてなのか、両親によって選択された子供の姓は、本人が望めば、成人するまで

なら両親の同意があれば、一度だけ変更できるそうです。成人後なら両親の同意なしでも変更できます。 

姓は基本的には一生変わらないので、例えば、それぞれ前妻前夫との間に子供がいる男女が、子連れで

再婚した場合、家族全員の姓が違う、という可能性もあります。あ～、ややこしい。 

 

ブルースリー、ジャッキーチェン・・・台湾人は知らないの？ 

 

台湾で、ブルースリーやジャッキーチェン等、世界的に名の知れた中華圏のスターの名前を言っても「誰

のこと言ってるの？？」という顔をされます。台湾では、ブルースリーは「李小龍（リー・シャオロン）」、

ジャッキーチェンは「成龍（チェン・ロン）」という漢字名で認識されているからなのです。台湾の CD 
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ショップでテレサ・テンの CDを買おうとしたって、どこにもテレサなんて書かれていません。日本語が

わかる店員さんに当たらない限り、「テレサ・テン」としつこく連呼してもだめです。鄧麗君（デン・

リージュン）と言わない限り、CDを諦めるほかありません。                    

日本同様、台湾でも韓流の勢いは物凄いのですが、韓国人俳優の名前も全て漢字で表記され、その漢字

を中国語読みします。ペ・ヨンジュンと言ったって通じません。あちらではヨン様は裴勇俊（ペイ・ヨ

ンジュィン）となります。どれもちょっと喩えが古かったですね。因みに、今台湾では、キム・スヒョ

ン（金秀賢 ジン・ショウシェン）とイ・ミンホ(李敏鎬 リ・ミンハオ)が物凄い人気です。 

私が台湾の人と話をする時、最近よく困るのがこれなのです。「プー・ジンホェイ」と言われても「朴

槿惠」と書かれても、「パク・クネ」だとはわかりませんよね。韓国人の名前は本来漢字だということ

はわかってはいても、私の頭には韓国語発音のカタカナしか思い浮かばない、どんな漢字を書くのかも

知らないから筆談すらできない、もうお手上げです。                            

それはさておき、中国語の名前は発音しにくく、覚えにくいので、先述のように、中華圏のスターたち

は海外に出るとイングリッシュネームを使っています。台湾ではスターに限らず、一般人でも、多くの

人がイングリッシュネームを持っています。私の知り合いにもシルビア、アンジェラ、ヴィクトリア、

ジェイ、クリスタル、キャシー、メンディ等々、留学経験のある人は必ず、そうでない人も別に西洋か

ぶれしているわけではなく、仕事でもプライベートでも使っている人が結構います。 

そういえば、私にもハイディというイングリッシュネームがあったのを思い出しました。中学高校時代、

毎週イギリス人宣教師の英会話の授業があったのですが、その授業で使うためにクラス全員がイングリ

ッシュネームを付けました。でも、その授業以外でハイディと名乗ることは一度もありませんでしたし、

普段イングリッシュネームを使っているという日本人は相当珍しいでしょう。 

 

台湾人がイングリッシュネームを使うことが、どれくらい当たり前かというと、パスポートに「外文別

名(Also Known As)」というイングリッシュネームの欄があるくらい普通の事なのです。だから、パスポ

ートを持っている人は、全員イングリッシュネームを持っているということになります。中にはイング

リッシュネームを使わない人もいますが、その場合でも「外文別名」の欄を空欄にはせず、中国語名を

アルファベットで記入しています。イングリッシュネームは役所に届ける必要も無く、気に入らなけれ

ばパスポートが変わる度に別の名前にするのも自由です。皆さんは、自分にイングリッシュネームを付

けるとしたら、どんな名前がいいですか？ 

では、この辺で、再見！！ 
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パソコンであんなこと、こんなこと 

  小林 俊彦 

皆さん、こんにちは。ハロー！パソコン教室 富雄校の小林です。早いもので今年ももうゴールデンウィ

ークです。色々なご予定を立てられている方もたくさんいらっしゃるでしょうね。私は最終日に高校の同窓

生とゴルフに行く約束をしていますが、それ以外は寝正月ならぬ寝ＧＷにするつもりです。 

そんな私ですが、ＧＷ中に数年前から毎年植えているゴーヤを今年も植

えました。今年はゴーヤと昨年も育てたキュウリと、今年初めて挑戦するパプ

リカも植えました。ホームセンターのお兄さんによると、「キュウリが育てられた

のならパプリカは大丈夫ですよ」ってことでしたが、うまく育ってくれるかな？

左の写真は上からゴーヤ＋キュウリ、ゴーヤ、キュウリ、パプリカです。今年は、

ゴーヤは沖縄レイシ、中長ゴーヤ、節成ゴーヤの 3種類を植えてみました。こ

れからしばらくは毎朝の水遣りが日課になります。 

ところで、とうとう出ましたね！Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ。私のお友達のリンゴ党の方

は、発売日の４月２４日の午前中に宅配で届いたＡｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ写真をＦａｃ

ｅｂｏｏｋでアップしてくれました。それこそ満面の笑みを浮かべていました。こ

のＡｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈですが、うちのパソコン教室では意外なところで影響が出

ています。ハロー！パソコン教室富雄校はパソコンを使用した様々な試験（Ｃ

ＢＴ）を実施しています。実は今まで試験の際に腕時計の持ち込みは自由だ

ったのですが、通信機能を持ったスマートウォッチが商品化されたことで、試

験室への腕時計の持ち込みが禁止になりました。この調子でいくと近い将来メガネの持ち込みもチェックし

ないといけない日が来るかもしれませんね。 

皆さんのご家庭でも、スマホが一人一台になり、

その他にも充電して使わないといけない機器が増

えて、コンセントがいっぱいになって困っていらっし

ゃるってことありませんか？実は私の自宅でも、充

電のためのアダプターは購入時にそれぞれのデバ

イスについていた純正のアダプターを、OA タップを

使って繋いで充電していました。するとｉＰａｄ用、ｉＰａ

ｄ ｍｉｎｉ用、デジカメ用、ポケットルーター用などたく

さんのコンセントが必要になり、またアダプターによ

ってはコンセントに挿すと隣のコンセントまで塞いで

しまって、ＯＡタップのコンセントが足りなくなってき

ました。そこで今回右の写真のＵＳＢ充電アダプタ

ーを購入しました。このアダプター右の 2 つのＵＳＢ

ポートは高出力用のポートになっていますので、ｉＰａｄのように容量の大きな機器も充電が可能になってい

ます。通常のスマホなど大きな主力の必要ない機器は左の３つのポートにつなぐことができ、同時に大容

量の機器２台を繋いでも問題なく充電してくれました。もうすでにお使いの方も多いかもしれませんが、充

電のためのコンセントが足らなくなった方には、便利なグッズです。私はＡｍａｚｏｎで３，０００円弱で購入し

ました。コストパフォーマンスとしては満足です。
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外出先でのインターネット接続 

前々回・前回とＭＶＮＯを使ったポケットルーターでのインターネット接続についてお話させていただき

ました。ポケットルーターですとデータ通信だけですけれども、今回は音声通話もできるＭＶＮＯのスマホ

についてお話をさせていただきたいと思います。 

 

ＭＶＮＯでのスマホサービスと使用回線 

最近テレビでもたまに「ｍｉｎｅｏ（マイネオ）」などのスマホのコマーシャルを見かけるようになりましたね。ｄ
ｏｃｏｍｏやａｕ、ソフトバンクなどの大手キャリアでスマホを購入する場合は、ほとんどの場合スマホ本体ごと
購入する方法になります。ＭＶＮＯの場合、大手キャリアと同じようにスマホ本体とセットも用意されていま
すが、基本的には通信に使うＳＩＭを購入し通信回線を使わせてもらうようになります。 

実際にＭＶＮＯでスマホを扱っているサービスは、前述の「ｍｉｎｅｏ」以外に前回データ通信でもご紹介し
たｉｉｊ社が行っている「みおふぉん」や、「楽天モバイル」、レンタルビデオのＴＳＵＴＡＹＡがやっている「ＴＯ
ＮＥ」などたくさんあります。これらのＭＶＮＯのサービスの中で、「ｍｉｎｅｏ」と「ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ」の２つのサー
ビスは、ａｕの回線を使ったサービスで、残りのほとんどはｄｏｃｏｍｏの回線を使ったサービスを行っていま
す。 
 

ＭＶＮＯのスマホを使うには －ＳＩＭのサイズとスマホ本体の選び方－ 

ＭＶＮＯのスマホを使うには、まずそれぞれのサービスを行っている会社と回線を使用する契約をして、
使用するＳＩＭを送ってもらうことになります。この際スマホ本体とセットの契約をされるか、スマホ本体は自
分で別途購入するかを選ぶことになります。その際、一ヶ月での通信料の制限などで会社ごとに料金が設
定されていますので、スマホでどれくらいの通信をするかをご自身でよく検討されてからプランを選ぶ必要
があります。また大手のキャリアのような無料通話がついていない場合がほとんどですので、電話をよく発
信される場合は結局大手のキャリアの方が安くつくといったケースもあるようです。 

スマホ本体をご自分で選ぶ際には、使いたいスマホ本体で使えるＳＩＭの大きさ（標準ＳＩＭ・ｍｉｃｒｏＳＩ
Ｍ・ｎａｎｏＳＩＭの３種類があります）を選ぶ必要があります。また、スマホ本体もｄｏｃｏｍｏやａｕ、ソフトバンク
といった各キャリアのスマホはＳＩＭロック（自分の会社のＳＩＭしか使えないようにしてあります）がかかって
いるので、使用できません。一般的にはＳＩＭロックのかかっていないＳＩＭフリーのスマホ本体を使う必要
があります。ただし、ＭＶＮＯの会社が使っている通信会社と同じキャリアのスマホ本体は使える場合が多
いです。例えばＩＩＪｍｉｏの場合ですと通信回線にｄｏｃｏｍｏの回線を使っていますので、ｄｏｃｏｍｏのスマホ
はほとんどの機種が使用することができるようです。またｍｉｎｅｏはａｕの回線を使っていますので、ａｕのス
マホはほとんどの機種がつかえます。ただし機種によっては使えない場合もあるようですので、スマホ本体
の購入の際には必ずＭＶＮＯの各社のサポートに問い合わせるか、ホームページなどで動作可能機種の
一覧を確認してください。 

ＭＶＮＯスマホの料金 

では実際にＭＶＮＯのスマホでどれくらいの利用料金がかかるのでしょう？月額の基本料金だけで言う
と 
１，０００円/月を切っているプランもいくつかあります。大雑把に言うと月額の基本料金は月に利用できる
データ通信量などによってかわりますが、１，０００円～２，５００円程度のプランが多いようです。ただし音声
通話に関しては、ほとんどの会社で無料通話はついておらず、２０円/３０秒程度の通話料がかかるようで
す。 

音声通話が中心なのか、それともデータ通信が中心なのかなどで、大手のキャリアも含めてご自身にあ
ったサービスを選ぶことが大切です。 

 
ハロー!パソコン教室 富雄校 
〒６３１－００７６ 奈良市富雄北１丁目１２－４ アゴラハイム１Ｆ 

ＴＥＬ （０７４２）４６－４１８６（ヨイハロー） 

ｅ－ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｈｅｌｌｏ－ｐｃ．ｃｏ．ｊｐ 

ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｌｌｏ－ｐｃ．ｃｏ．ｊｐ／ 
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「チョイ悪親父のボランティア日記」その 22 

山田穗積 

～ ネパール大地震緊急支援活動 ～ 

 2015年 4月 25日（現地時間の 11時 45分）にマグニチュード 7.9

の地震がネパール中部を襲いました。ネパール 70郡の内、35郡が大

きな被害を受けていると報告されています。現段階で死者数 8,000 人

を超え、被災者数800万人にものぼると言われています。このボランテ

ィア日記に何度も登場している、アジア協会アジア友の会でも、ネパ

ールには提携団体があり、私自身も 2基の井戸を贈った縁のある国で

す。26 日に、アジア協会スタッフが現地入りし、被災地に物資を配布

しながら、より大きく支援が出来るよう被災地調査をしている現状報告

をお伝えしたいと思います。 

□■１ 4月 27日 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

  2015年 4月 27日、本会の支援地の一つであるカトマンドゥ郡チュニケル村の調査に入りました。地震発生直後は、

幸いなことに麦の収穫のために家屋内にはおらず、全員が無事でしたが、築 30年以上の古い家などは、全て倒壊しま

した。現在、村人は、野ざらしのまま生活を送っており、今後のことに対して大変不安な思いをしております。今のところ

政府からは、何らかの策はとられておりません。未だに電気も届いておらず、街には、支援に関する噂ばかりで情報が

錯乱しているほか、政府もレスキューに取り組んでいますが、人員不足で確実に機能がマヒしています。また、給水車

は少しずつカトマンドゥ市内に入ってきていますが、今後の状況は未だに不明です。 

□■２ 4月 28,29日 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 4 月 28 日にシンドゥパルチョーク郡の関係者から現場のスタッフに連

絡がありました。現在、村は壊滅状況にあり、92名の死者がでました。各

世帯の備蓄の食料を分けあいながら生き延びている状況にあります。ポ

テシパ村に建設したパイプラインに関しては無事であり、その水がある

から助かっているとの報告も受けています。4 月 29 日、カトマンドゥ郡チ

ュニケル村、その他周辺カ村の調査に入りました。調査だけはという現

場の思いから、わずかな食料（インスタント麺）を買い込み、配布をしな

がらとなりました。 

その若干の食料は家族に、子どもたちにはキャンディを配りました。被災か

らの疲労もありましたが、子どもたちと少しボール遊びをすることにより、少し

気持ちが癒されただろうと思います。その他、改めてカトマンドゥ周辺を訪問

しました。少しずつ給水車が増えてきていますが、首都機能が完全にマヒし

ているので、なかなか、支援は進んでおりません。 
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□■３ 4月 30日～5月 2日 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 ボテシパに支援物資をもっていくためにバネパという町で米 1740キ

ロ 、塩 200キロ、石鹸 100個、高カロリーチョコレート 150個、グルコ

ース 24キロ。その他、タオル 50枚、ファーストエイド用のさまざまな用

品を購入しました。シンドゥパルチョークの支援のために、私たちが目

指すのは崖崩れがところどころ起きている山の上の村です。崩れてき

た土や石をシャベルなどでどかせながら道を進んできます。なぜ、

我々がこのようなところに進んでいけるかというと、ボテシパ村出身のド

ライバーだからです。道の状況を熟知しているから進んで行けますが、

一般の運転手は躊躇して引き返します。 

村の 8校の中で唯一、新しく増設していた 3教室が被害から免れた学校に避難している 32家族 250人の人たちに

物資の半分を渡しました。子どもたちは、地震の恐怖で、夜になると泣き出したり、大きな声を出したりする子がいるとの

ことでした。次に向かったのが、ボテシパ村のダラガウン 56家族のエリアです。2月にパイプラインを設置したところで

す。ダラガウンで残っているのは、その水のパイプラインと最近設置をはじめた数個のトイレのみ。家屋はすべて倒壊

です。 

これまで、時間をかけて村の人たちが築いてきたものがすべて失われ絶望

感しかない人たちも多いです。しかし、命が助かったのだからと、できることし

ていかなければという人々が我々との繋ぎ役となってくれています。 

 この村の家屋は、木の柱に石と土の壁つくりであるためにペッチャンコの形

で全壊しているので、中から保存している食べ物をとることが出来ない状況で

あるのと同時に衣服も同じくです。また中にまだ埋まったままの人もいるとの事、

家畜もかなり死亡しているが、人を優先して火葬しているので、家畜の方の処

理が十分でなく、土をかぶせただけで転がっているケースも多く、我々がわた

ってきた川にも何頭も死骸がありました。すでに下痢が子どもたちに出てきています。コレラがはやらないかと懸念され

ています。食料や衣類などの支援以外、人々の希望は家屋をたててほしいことが第 1のようです。 

シンドゥパルチョーク郡の特にアクセスの悪いところが被害が甚大でありながら、支援が少なく、今後はそれらのとこ

ろに支援をフォーカスしていこうかと調査の中でわかってきました。また、そのような地域で今後心配するのは、雨によ

るがけ崩れで、道路が寸断されることです。今日も途中で崖崩れで道が寸断され 1時間ぐらい足止めを食いましたが、

雨が降っておらずとも地盤が緩くなっていて少しの揺れなどで崖崩れが起きます。雨季になったらどんどんひどくなる

でしょう。また、蚊が大量に発生する時期なので、雨季対策を含めた支援を講じないと、感染症の拡大につながりま

す。 

★ 最後に ------------- 

現在、必要なものは、米、ダル豆、スパイスのような食料品、今後の食料確保のためのとうもろこしなどの種、生活品

としては、石鹸やファーストイドキット、その他、雨露をしのぐことの出来るビニールシートを被災者に供給していきたいと

思っています。現在、支援を予定しているのはシンドゥパルチョーク郡の複数の村になります。皆様からのご支援、ご協

力をお待ちしております。            →http://jafs.or.jp/news/20150426/ 
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Leaf’s “English at a glance” 89 
                               Larry Dodds / 西潤子 

 

Have a heavy foot 

 

 今春、長女が高校を卒業し、春休み中は、自動車教習所に通い、無事免許証を取得しました！せっか

く免許を取ってもペーパードライバーになってはもったいないと、出かける時はいつも長女に運転を任

せ、ラリーと私は、横と後ろから、「あ～、寄せすぎ！溝に落ちるで！」やら「OK！車は来てない。今

や！右に車線変更！」やら、うるさく口を出していました。娘はきっとうんざりしていたことと思いま

す。でも、教習所の先生の細やかなご指導のお蔭で、無事、安全運転ドライバーになれた（今のところ

は！）と思います。 

 では、今日の会話文の意味を考えてみてください。 

  

conversation – (with a friend)  

 

A: My husband got a speeding ticket yesterday. 

B: Oh, no!  How fast was he driving? 

A: He was going 75 km/h in a 50 km/h zone. 

B: How much was the ticket? 

A: ＄125 and he’ll lose 2 points. 

B: I hope he’s learned his lesson! 

A: I don’t know…he’s usually got a heavy foot. 

 

 友人二人の会話です。A さんが、「うちの主人、昨日スピード違反でつかまったのよ。」と友人に言い

ます。“get a speeding ticket”は、「スピード違反でつかまる」という意味です。B さんは、「あーあ！

どれくらいスピード出してたの？」と聞きます。A さんは、「制限時速 50 キロの道路で、75 キロで走っ

てたのよ。」と言います。B さんが、「罰金はいくらだった？」と更に聞くと、A さんは、「罰金 125 ドル

で、しかも 2 点減点よ。」と言います。B さんは、「これで、懲りてくれればいいけどね。」と言います。

ここでの“lesson”は、「教訓、見せしめ」といった意味で、“learn one’s lesson”（「教訓とする、（失敗

した）経験から学ぶ」）は熟語的表現で、日常会話でも非常によく使われます。最後のセリフでは、あき

らめ気味の A さんが今日の表現を使っています。“have a heavy foot”は、「スピードを出して運転する、

スピード狂である」という意味です。ですから、「どうかなあ。うちの主人、たいていスピード出しすぎ

て運転してるからなあ。」のようになります。また、細かいことですが、この会話文では have が使われ

ていないことに気が付かれた方がいらっしゃるかもしれません。これは、会話的な表現で、have＝have 

got と置き換えてあるだけで、意味は同じです。ですから、この文章の主語の部分 he’s は分解すれば、

he has となります。 

  

 では、今日のコミックです。 
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 [１コマ目] 私の友人が、「うちの主人、昨日またスピード違反でつかまったのよ。」と言い、私が、「あ

ぁー！」と同情しています。［2 コマ目］友人が、「これが最初じゃないのよね。スピード狂だわ、あの人！」

と怒っています。 [３コマ目]私が、「私は、ラリーを車の中にさえ入れないわ。バスにのればいいのよ！」

と言い、私の友人も、私の強い調子にたじたじです。 

 娘の運転を見ていると、「そうそう、確かに、教習所ではそう習ったよねー！今はやらないけど。」と

思うことばかりです。路上駐車している車を避ける時も、ウィンカーをまず、右に出し、右側車線に半

分はみ出したかと思えば即座に左に切り替えて元の車線に戻る、左折するときは、スクーターなどが入

り込まないよう車をきっちり左に寄せる、走行中の道路の制限速度を守る（当然のこのながら）・・・な

どなど。私たちも初心に戻り、安全運転を心がけようと、改めて思いました！ 

 

 

 

 

奈良市富雄元町 2 丁目 5－20（トミオプラザビル１Ｆ） 

tel:0742-52-3933 fax:0742-52-3934 
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アレルギーの診察室から 53 

-- 興福寺北円堂 --             

                        土居 悟 

 

NHK E テレの「趣味どきっ！国宝に会いに行く 橋本麻里と旅する日本美術ガイド」の第 5 回「迫力

のリアリティー 東大寺の金剛力士像」（4 月 28 日放送）を、録画で連休中にみました。番組の前半は、

東大寺の金剛力士像をとりあげていました。金剛力士像の阿形（あぎょう）と吽形（うんぎょう）のう

ち、口を閉じた吽形（うんぎょう）はやや無理な姿勢をとることによって、立体感に富む迫力を生み出

しており、これが運慶の作風とされています。番組の後半には、興福寺北円堂の弥勒（みろく）如来像

が紹介されていました。正面の運慶作の弥勒如来坐像に向かって右側が無着菩薩立像で左側が世親菩薩

立像で、無着（アサンガ）、世親（ヴァスバンドゥ）とはインドの実在した兄弟僧侶です。番組では、弥

勒如来には玉眼を入れずに永劫の中にいることを表現し、無着、世親には水晶の玉眼を入れて、生きて

動いて私たちに教えを伝える人間の僧侶であることを示し、玉眼の有無で内面のリアルさをよく表現し

ていると解説していました。さすが天才仏師、運慶ですね。 

新聞で春日大社の御本殿特別公開が 4月 1日から 5月 31日までと知り、行きたいなと思っていたとこ

ろに、興福寺北円堂特別開扉が 4月 25日から 5月 10日までと聞いたので、両方ともにと、5月の連休中

に久しぶりに奈良公園を訪ねました。 

140年ぶりに開門した春日大社の後殿

（うしろどの）から参拝した御本殿の初

公開の「磐座（いわくら）」は全体を白

い漆喰で塗り込められていました。この

磐座は春日大社に伝わる文書や絵巻に

記載がなく謎の石でした。拝観料は1000

円で、特別記念品付とちらしに書いてい

たのですが、記念品は「春日 三笠香」

というお香でした。 

話が前後しますが、午前中にまず訪ね

たのは興福寺北円堂のほうでした。東か

らお堂の中に自然光がはいり、無著菩薩

立像、世親菩薩立像にゆっくりとお会い

できました。お久しぶりです無著さん、

昔から大好きです。無著、世親の兄弟は

4世紀の初めに、今日のパキスタンのペ

シャワルでバラモンの家系に生まれま

した。兄の無著がいずれかといえば内省

的であるのに対して、弟の世親は活動的

であり、この 2人を中心に唯識（ゆいし

き）学派が組織されました。興福寺はこ

の唯識学派の思想を継承する法相宗の 



 αγоρα No.251 MAY. 2015 

- 14 - 

 

 

お寺です。書物によると無著は兜率（とそつ）という天上にのぼり、そこで弥勒菩薩から教理を学び、

地上に戻ってその説を伝えたとされています。兜率という天上には、未来に仏陀となって出現すべき弥

勒が待機しているという古くからの信仰があります。北円堂では弥勒菩薩ではなく弥勒如来ですが、そ

の教えを無著、世親が説くという構図になっています。 

 

弥勒菩薩について調べてみると、渡辺照宏『仏像百態』（淡交新社）が、1964年 10月 14日発行ですの

で東京オリンピックの開催中に出た古い本ですが、特に興味深く、そこから弥勒についてお話したいと

思います。 

弥勒は釈迦牟尼仏（しゃかむにぶつ）の弟子のひとりですが、実在したことが確実です。弥勒はベナ

レスの宰相の家にうまれました。この子が母の胎内に宿ってから、母はまったく別人になったようにす

べての人々に親切をつくしました。それは胎児の影響に違いないというので、この子の名をマイトレー

ヤ「慈悲ふかきもの」とつけました。この言葉を漢字にうつして弥勒といいます。生まれながらに凡人

とは異なり、占者はその人相をみて輝かしい将来を予言しました。ところが、この子の噂が国王の耳に

入ると、将来、この子のために位を奪われるのではあるまいかと気をまわし、国王はひそかに人をやっ

て殺させようとしました。これに気が付いた宰相は、ひとをつけて親戚のバーヴァリというバラモン学

者のもとに送りとどけました。弥勒少年はそこで成人し、学問の理解が極めてすぐれていました。 

バーヴァリは釈迦牟尼仏が世にあらわれたことを知り、弥勒を含む 16人の弟子を送りました。釈迦牟

尼仏は、多くの弟子のうちで容貌も心境も他にぬきんでていた弥勒が、そののち 12年たってベナレスの

家にもどり、そこで入滅して兜率天にのぼることを予言しました。そして５６億７千万年ののち、ふた

たびこの世にくだり、出家修行して仏陀となり、釈迦牟尼仏のときに救われなかったものを教化すると

いうことになっています。 

弥勒信仰はインド以来、広く行われてきました。無著が兜率天にのぼって弥勒の教えを学んだとされ

るのもその例です。弥勒の名は仏教以前からあった古い信仰とも関係があるかもしれません。インド最

古のヴェーダ神話のなかにミトラという神があり、愛情および契約の守護神でした。同じ名の神はイラ

ンにもあり、かつて、ミトラ信仰はギリシアからエジプトにも広がりました。ミトラとマイトレーヤ（弥

勒）との関係についてですが、ミトラから派生した名詞にマイトラ（中性名詞）とマイトリー（女性名

詞）とがあり、どちらも友情、親切、好意、善意という意味で広く用いられ、マイトレーヤ（弥勒）は

それの類語です。この古い有力な神、ミトラ神の信仰が釈迦牟尼仏の弟子においてマイトレーヤ（弥勒）

として具現され、さらに将来の人類救済の希望の象徴になったのではないでしょうか。 
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ドイツだより 113 
新田 イエルマー 淑子 

 

25 年ぶりに（！）5 月の日本に里帰りしました。一人で 2 週間足らずの日程でしたが、時まさに「目に青

葉 山ほととぎす 初鰹」です。気温は初夏なみに上がりましたが、山々の緑、満開のツツジが、さわやかな

風と陽の光に輝いて見えました。 

実は大学時代の同級生から（とはいっても彼女は津田塾女子大の英文科を卒業してから芸大の邦楽科能楽能管

専攻という変わり種―才女―で、年齢も少し上です）5 月 10 日に和歌山市にある緑風舎という、私邸を改装

して庭園とギャラリー、こじんまりとしたコンサートホールになっている所で一緒にコンサートをやりません

か？という問い合わせがあり、「緑風舎」という 5 月の薫風のイメージにぴったりの名前に誘われて即返事を

してしまいました。 

能管奏者天野サチさんとは、その昔 1987 年だったか大阪で「イマジストの夕べ」というコンサートをご一

緒しました。絵本作家のトミーウンゲラーの「月男」を題材にした歌や、アメリカの女流詩人エミリーディキ

ンソンの詩に天野さんが作曲したシャンソン風の歌をうたったのでした。1990 年にはエミリーディキンソン

ばかり取り上げて、ディキンソンの研究者を招いてのサロンコンサートも開きました。サチさんは国際伝統音

楽学会の会員で、世界各地で開かれる学会にも何度か参加され、そこでは能管のレクチャーコンサート、他国

の民族音楽のメロディーも取り入れた独自の曲を吹いたり西洋音楽の記譜法で能のメロディーを表す方法を

あみだしたり、曲をピアノでアレンジしたり、と自分の世界を広げていっておられます。1995 年には学会の

帰途にミュンヘンを訪れ、近郊のシュタルンベルクの私の主人の学校でやはりレクチャーコンサートを開いて

不肖ながら私もドイツ語の訳を読み上げたり作品を歌ったりしたのでした。また 2008 年には京都でエミリー

ディキンソンの学会があり、その会員でもある彼女が催しの一つとして自作の歌をコンサートで披露すること

になり、ちょうど夏で里帰り中の私とのコンビが復活、今回はそれからまた 7 年ぶりということになります。

「Play in Noh Play」と銘うった能音楽のピアノとヴォカリーズのアレンジ、「謡をうたう」ということで「放

下僧」の和歌の部分から「鶯の涙」、「班女」の「秋の扇」に西洋風のメロディーをつけたもの、それにエミリ

ーディキンソンも 3 曲再演しました。10 日当日は快晴の気持ち良い日で、83 歳の母も高齢の二人の伯母を誘

って和歌山まで遠足気分で聴きに来てくれ、楽しんだようです。 

12,13 日は弟の車で母と東京まで父の墓参りに出掛け、台風に追っかけられるようにでしたが、大した雨に

も合わず、その夜は富士山麓の温泉ホテルで 1 泊。雨風もひどかったようですが、翌朝は台風一過の快晴に恵

まれて、富士山も新緑のあざやかな裾模様と頂上に向かって残る雪化粧で素晴らしい眺めでした。新東名を走

りながら富士を右に、後ろにと長く楽しみ、緑のさまざまなグラデーションにおおわれた山々を通り抜けなが

ら、あゝ日本は美しい国なんだナー本当にこの日本の美しい自然を壊さないよう、いつまでも大事にしてほし

いと心から思ったことです。 
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島本真梨子 

  

 庭のはっさくの花が開き、甘くていい香りがそこらじゅうに漂っています。３月なかばの予定だった出

産が、なんと３週も早く、心の準備が出来ていないまま２月末に訪れました。急なお産となりましたが、 

幸いだいたいの育児用品と、入院の用意はしてありましたし、大いにネットショッピングに助けられまし

た。 

と、いうことで、 

はじめまして！ 

息子・サミー（愛称）です！ 

日々まるまると巨大化して

おり、もはや首は見えなく

なってしまいました。６か

月ぐらいがピークで、まだ

まだ太るよ！と言われまし

たが、まだ２か月なんです

けど…これ以上丸くなる

の？月見団子でも食べたく

なる丸さだけど大丈夫？満

月みたいよ？ 

 

まだまだ母親業も日が浅く、母ふたりと夫に助けられつつ過ごす毎日

ですので、今回はご挨拶だけ…。 

 

次号には首もすわり、少しは余裕が出ているかな？ 

 

 ＊真梨子＊ 

 

            NPO 法人アゴラ音楽クラブからのお知らせ 

 

指導者や、介護士さんたちのための 

3 回連続 和太鼓講座 

日時： 8 月 23 日(日)、30 日(日)、9 月 6 日(日)  

午前 10:00～12:00 

会場：オープンスペース AYUMI 

   （奈良市秋篠町 1381-1） 

参加費：9,000 円（３回、バチ・テキスト含む） 

 

子どもたちから高齢者まで楽しめる和太鼓！ 

基本を学んで、音楽の授業や音楽レクリエーションに

取り入れてみてはいかがですか？ 

お問合せは水野（090-3941-6892）まで 

ハンディキャップを持つ子ども、発達に不安の

ある子どもたちのための音楽あそび 

どんひゃら広場 

日時： 6月 21日（日），8月 9日（日） 

10:30～12：00  

会場： オープンスペース AYUMI 

会費： お一人 500円（付添いのご家族も） 

 

お問合せ、参加申し込みは  

Email: eriko@agora-mc.com    

又は   

Tel./Fax.0774-93-4120島本まで） 
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あとがき 

◇ゴールデンウィークの最終日、帽子・サングラスで

紫外線対策怠りなく、散歩に出掛けました。徒歩圏

内にある秋篠寺。祝日にもかかわらず閑散としてい

ます。お堂の中も観光客が 10 人ばかり。伎藝天は美

しく穏やか。薄暗いお堂の中でもひときわオーラを

放って静かに立っておられます。それにひきかえ反

対側の陰に置かれた愛染明王、煩悩と愛欲を表すメ

ラメラ燃えるようなお顔は 30 ㎝くらい近づかない

と見えません。懐中電灯持ってくれば良かった… 

 

          秋篠寺本堂 

  ここから東へ 30 分くらい歩くと御陵群の中でも大

きい前方後円墳、神功皇后陵。こんもり茂った森は

毎日見ているけれど、中に入ったのは初めて！一人

おられた女性が「あんまり静かで誰もいないので怖

くなって…」と私の登場にホッとされた様子でした。 

 

         神功皇后陵 

運動不足の今日この頃、こんなにいい環境なのだから

もっと散歩に出掛けよう、と決めました。 

◇3月 28日の春のコンサートはおかげさまで無事終了

致しました。皆さまのご支援のおかげでこうして毎

年コンサートを開催でき、本当に嬉しい限りです。

アンケートを見ると初めておいで頂いた方も多かっ

たようで、少しずつでも活動を知って下さる方が増

えればいいなと思っています。今年はアゴラ太鼓を

結成して 20年の節目の年、 

9 月 5日（土）16：00開演 

大和郡山城小ホール 

にて記念のコンサートを開催の予定です。入場は無

料です。ぜひお出かけくださいませ。 

◇追悼 

突然の悲しいお知らせがとびこんできました。5 月

13日早朝、鎮目久美子先生が亡くなったのです。 

鎮目先生はアゴラ音楽クラブ創設時より 13 年にわ

たりダンスの指導にあたってくださり、NPO 法人ア

ゴラ音楽クラブの理事でもありました。ご病気を宣

告されてからもそのような様子は微塵も見せず、明

るく皆のために尽くして下さいましたし、アゴラ音

楽クラブの春のコンサートでも熱心にダンスの指導

をして下さったのにいまだに信じられない思いで

す。あまりに早すぎるお別れになってしまいました。

アゴラ音楽クラブにとって大きな損失です。 

      

心から感謝を申し上げ、ご冥福をお祈りしたいと思

います。合掌 

            (惠理子) 

 


