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朋友だより
本屋でたまたま手にした本がきっかけで、隣の国 韓国に
興味を持ちました。折りしも、今年は植民地支配を糾弾した
「ダーバン会議」から、20 年目です。
植民地支配した過去を振り返る良い機会です。
２０２１年６月
(有)コンサルタント朋友
代表取締役 奥 長 弘 三

隣の国のこと

久しぶりの茨木のり子詩集
朋友だより 2021 年 6 月号です。当初の予定
を変えます。従って前号でお約束した東京渋
谷で開催中の「古代エジプト展」の紹介は取り
止めとさせていただきます。
茨木のり子詩集と再会できたのは、若い韓
国人女性金智英(ｷﾑ･ｼﾞｮﾝ)氏の著書との出会
いがあったからです。たまたま書店で本を眺め
ていたとき、本の題名に引かれて読んだのがき
っかけです。
『隣の国のことばですもの―茨木のり子と韓
国―』 金智英著（筑摩書房 2020 年 12 月）
この著書によると、茨木のり子は、1976 年、
50 才になってから、ハングル語の勉強を始め、
韓国をより深く知ろうと努めたとのことです。
韓国の美術を愛してやまなかった彼女は、
ハングル学習のあと、朝鮮美術の美しさや日
本美術への影響などを日本に伝えることに力
を注ぎました。韓国の詩人を日本に紹介した
『韓国現代詩選』（花神社 1990 年）があります。
今回、改めて茨木のり子詩集を読み返しま
した。20 年ぶりのことです。彼女の詩の中で私
が最も好きなものは、比較的初期の作品、「わ
たしが一番きれいだったとき」です。長文です
が、ご紹介します。
わたしが一番きれいだったとき
茨木 のり子
わたしが一番きれいだったとき
街々はがらがら崩れていって
とんでもないところから
青空なんかが見えたりした
わたしが一番きれいだったとき
まわりの人達がたくさん死んだ
工場で 海で 名もない島で
わたしはおしゃれのきっかけを落としてし
まった

わたしが一番きれいだったとき
だれもやさしい贈り物を捧げてはくれなか
った
男たちは挙手の礼しか知らなくて
きれいな眼差しだけを残し皆発っていった
わたしが一番きれいだったとき
わたしの頭はからっぽで
わたしの心はかたくなで
手足ばかりが栗色に光った
わたしが一番きれいだったとき
わたしの国は戦争で負けた
そんな馬鹿なことってあるものか
ブラウスの腕をまくり
卑屈な町をのし歩いた
わたしが一番きれいだったとき
ラジオからはジャズが溢れた
禁煙を破ったときのようにくらくらしなが
ら
わたしは異国の甘い音楽をむさぼった
わたしが一番きれいだったとき
わたしはとてもふしあわせ
わたしはとてもとんちんかん
わたしはめっぽうさびしかった
だから決めた できれば長生きすることに
年とってから凄く美しい絵を描いた
フランスのルオー爺さんのように
ね

ダーバン会議から 20 年
今年は、ダーバン会議から丁度 20 年になり
ます。過去の植民地支配を振り返る絶好の機
会です。
2001 年 8 月～9 月、南アフリカのダーバン
で、国連を中心に「人種主義、人種差別、外
国人排斥および関連する不寛容に反対する
世界会議」が開催され、「ダーバン宣言」が採
択されました。

この会議は、国連を中心とした会議で、約
8,000 人が参加し、170 ヵ国、950 の NGO が参
加した大きな会議でした。
ダーバン宣言には、次の文言があります。
「植民地主義によって苦痛がもたらされ、植
民地主義が起きたところは、どこであれ、いつ
であれ非難され、その再発は防止されねばな
らないことを確認する」
植民地体制を許さないだけでなく、過去にさ
かのぼって「植民地責任」と「植民地犯罪」が
問われるのです。
この点では、日本の現状は重大な問題を抱
えています。
「韓国併合」についても、いまだに不当・不
法なものだったと認めていませんし、日本軍に
よる「慰安婦問題」でも、きちんとした国として
の謝罪や賠償を行おうとしていません。
「ダーバン宣言」の精神にたって、日本もき
っぱりとして行動をとらなければなりませんし、
また必ず歴史によって要請されることになるで
しょう。
上記の文章は、志位和夫著『綱領教室第 2
巻』（新日本出版社、2013 年 4 月）P.118 ～
124 を参考にしました。

改めて韓国に関心を持つ
朋友だよりで「アジアの問題」を取り上げた
のは、第 162 号（2020.2.25 付）でした。そのと
きにも、告白したのですが、私自身の関心がア
ジアより、欧米の方に向きがちなのです。韓国
については、これまで、特に関心をもつことは
ありませんでした。
今回、前述のように金智英の著書や茨木の
り子を通して、改めて韓国に関心を持つことが
できました。
日本とは、また異なった豊かな歴史と文化を
持つ国です。戦前、戦中の植民地支配により、
日本は大きな犯罪を犯しました。特に「創氏改
名」はとんでもない誤りです。祖先から受け継
いだ自分の姓を権力により、無理矢理変えさ
せられました。
朝鮮における「創氏改名」の事実は小学生
のとき、学校で習い、知っていました。今回は
じめて、被害者の立場に立って考えることがで
きるようになりました。

日本にとって地理的に最も近い外国が韓国
です。これからハングル語の勉強を含め、積極
的に韓国の歴史、風土、生活などについて勉
強していきたいと思っています。

近年の日本の右傾化傾向を憂う
最近の日本の政治、社会の右傾化傾向が
心配です。
とくに韓国最高裁での徴用工判決以降、そ
の動きが顕著です。事実を事実として認め、そ
れにきちんと向き合い、そこから次の歩みを始
めることが、本当の「科学的態度」です。この科
学を大切にする心については、朋友だよりの
前号（№169）で取り上げたところです。
現在、世界的に進行中のコロナ禍は、世界
中の人達が小異を捨てて、人類として大同団
結して、予想以上に手ごわい新型コロナとの
闘いに臨むことが求められています。不必要な
差別をあおる現在の、右傾化傾向を早急に克
服したいものです。
2021.5.30 付の東京新聞「時代を読む」欄に、
東大教授の宇野重規さんが、「一切を棄つる
の覚悟」というテーマで論考を載せておられま
す。戦前のジャーナリストで、戦後首相になっ
たものの病に倒れた石橋湛山の評論「一切を
棄つるの覚悟―太平洋会議に対する我が態
度」にふれられながら、論じておられます。
まさに、今こそ、一切を棄てる覚悟で、コロナ
ウイルスとの闘いで全力を上げるときです。

§ 読者企業紹介 ７１ §

株式会社 せいじつ屋
（東京都新宿区：代表取締役 川端 協 氏）
広告代理店業を営む創業 26 年の会社です。従業員数 12 名、登録アルバイト約 100 名。同社が読者
企業紹介欄に登場するのは、3 回目です。本欄に三度登場する企業は初めてですが、同社の場合、常に
前回を上回る著しい進化・発展を遂げています。これが同社の大きな魅力です。
（同社の企業紹介欄へ
の登場、第 1 回目は№104（2010.6.25）
、第 2 回は№156（2019.2.25）
。
コロナ禍の中で、自社の立ち位置を明確にし、コロナ以降に備えています。売上が減少する中で、
経営理念に立ち戻って、自分たちは何をすべきかを考えます。そして出できた結論が、自社の寄って
立つ軸足は、生活者であり消費者です。この真のお客さんに対し自社では何ができるか、お客さんが
本当に望んでいるものは何かを追求します。
そしてコロナ禍を嘆くだけでなく、コロナの感染阻止に関わる仕事についても模索しました。その
結果、これまでにパーテーションの開発、PCR 検査 BOX の販売などに取り組み、新しい貢献と共に売
上実績をつくることが出来ました。
今年に入っては新しい仕事として、デリバリーの仕事を始めました。大手システム会社と業務提携
という形でスタートしたのですが、将来的には単なる下請けでなく、自社の主体性をもってデリバリ
ー事業を継続できるビジネスモデルを作り上げる仕事に今から取り組んでいます。
「集客を創出する」
の一つ先の次元に、気づいたのは見事です。
川端社長は、
「当社の社員の成長がすばらしい」
、
「当社は現在、創業以来、最強のメンバーで仕事に
取り組んでいる」と言います。そして、コロナ禍のあと、自分達は生き残れるという手ごたえを感じ
ています。

経 営 理 念（2019.6.1 改定）
１．私達は『人』の活躍で集客を創出する、地域活性化企業を目指します。
１．私達は関わる全ての人の期待を超える誠実なお役立ちで永続します。
１．私達は幸せな人生にために、お互いを尊重し挑戦と成長を続けます。
お問い合わせ：株式会社 せいじつ屋
〒160ー0023 東京都新宿区西新宿 8-5-8 西新宿服部ビル 3 階
TEL 03-3367-8785
FAX 03-3367-6770
URL：http://www.seijitsuya.co.jp
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朋友だより 170 号をお届けいたします
今日(6/21)は夏至です。日照時間が立夏から立秋にかけての中間にあたり、暦の上では夏の盛りの
頃となります。東京では梅雨に入ったばかりで実感はこれからでしょうか。7 都道府県で今日から『緊
急事態宣言』が『まん延防止措置』へ移行しましたが、このあと 1～2 か月はコロナ禍の中で、オリ・
パラの開催、都議会議員選挙、夏休みと”人流”の活発な動きの影響が心配されます。ワクチン頼みも職
域・大規模会場と進みつつはありますが、もう少し速い対応があれば良かったと思います。私は自治
体に申し込みましたが、1 回目が 7 月中旬の予約となり、7 月中接種完了枠からは取り残されたよう
な気もします。政府は安全・安心を信じ国会を閉じたのでしょうか。皆様は如何でしょうか。
(野上)

有限会社 コンサルタント朋友

朋友

〒174-0064 東京都板橋区中台 1-35-10
TEL．090-4439-4550 FAX．03-3935-3510

e-mail foryou91@tokyo.email.ne.jp
URL:http://www.consultant-hoyu.co.jp

