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平成26年度兵庫自治学会研究発表大会

基調講演要旨

日　　時：平成26年10月４日（土）

場　　所：兵庫県立大学　神戸商科キャンパス

基調講演：「地域の希望のつくり方」

講　　師：玄田　有史（東京大学社会科学研究所教授）

１．秋田県藤里町の成功例
　去年の今ごろ、秋田県の藤里町というところに

ご縁があってお邪魔しました。ちょうど青森県と

の県境、日本で最初の世界遺産になった白神山地

の秋田側の入り口にある山村の町です。山の美し

いところで、この季節だと山菜をてんぷらにする

と本当においしいのです。どぶろくも最高で、ど

れでも飲めてしまうぐらいで、いいところなので

す。ただ、秋田県は兵庫県以上に高齢化、人口減

少が進んでいるところです。藤里は山間部の町で

すから、秋田県の中でもさらに人口減少が進んで

いるのです。

　町役場の周りを歩いていて、シャッター通りな

どは大変なのだろうなと見ていると、確かにお店

も幾つか閉まったりしているのですが、「あれっ」

と思うことがありました。新築の家が結構あるの

です。高齢化の町なのになぜだろう、若い人が

戻ってきたのかと思い、町の人に聞いてみたこと

ころ、「そんなことではないのです」と言われまし

た。では誰が住んでいるのかと聞くと、ここはか

つて林業で栄えた町で、町が役場のある中心地か

ら、山奥まで延びているそうです。山奥は冬にな

ると何メートルも雪が降るので、そこを車を慎重

に走らせて買い物や役場に行くのですが、お年寄

りになると車の運転が不案内になったり、車の運

転をしていたご主人がお亡くなりになったりして、

町に通うのが大変になります。タクシーなんても

ちろんありませんし、バスも１日１～２便しかな

いようなところです。だから、生活できないので、

林業でこつこつ蓄えたお金を思い切ってはたいて、

藤里の町の地域に家を建てて、お年寄りがそこに

住んでいたのです。

　「ああ、そういうことなのですね。では、山奥の

方には誰も住んでいないのですか」と聞いたら、

首を振られて、「そんなことはありません。まだた

くさんいらっしゃるのです。町の方に新しい家を

建てられるのはそれなりに余裕のある方で、みん

ながみんなそうではないのです。余裕のない方は

町から遠く離れたところで一人で一生懸命に、よ

くそんな生活ができているなと思うぐらい厳しい

生活をされているのです」とおっしゃいました。

　そこで、私は町にある社会福祉協議会で話を聞

いてきました。社会福祉協議会の仕事の一つには

介護のお世話があり、ある職員の方は「困ったこ

とがあったら何でも言ってくださいね」と介護を

しながら話し掛けていました。そうすると、お年

寄りは我慢強いので、「皆さんのおかげでいい思い

をさせてもらっています。本当にありがとうござ

います」と言います。しかし、「我慢しないでく

ださいね。心配事があったら何でも言ってくださ

い」と言うと、あるお年寄りが初めてこんなこと

をぽろりとおっしゃったそうです。「私は本当に皆

さんのおかげでいい思いをさせてもらっています。

ただ、一つだけ心配事があるのです。実はこれま

で言っていなかったので、お気付きかどうか分か

りませんが、実は」と2階を指差して、「２階に都
会に出ていった息子が帰ってきているのです」と

言うのです。もう四十何歳になっているのですが、

都会で何かあったのでしょう。最初はやってやる

と思って出ていったけれど、傷ついて帰ってきて、

ずっと部屋に閉じこもっている。「いわゆるひきこ

もりというやつですか」「それになっているのです。

だから、全然ご挨拶にも出てこられません」「お金

は？」「お金はもちろんないので、私の年金で細々
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と暮らしています。もし私が死んでしまったとき

にこの子はどうやって生きてくのだろうと思うと、

心配で寝られない夜もあるのです」。このように

おっしゃったそうです。

　その方は社会福祉協議会に戻って、「今日初めて

こういう悩み事を打ち明けられました」と言った

ら、「実は私がお世話に行っているところでも、そ

れに近い話を聞いたことがある」「私のところも」

と同じ人が出てきたのです。それで、これは１軒

や２軒の話ではないかもしれないと考え、みんな

で分かる範囲で調べてみることになりました。み

んなで何となく話を聞いて調べてみたら、約3,000
人の町の中に、家の中に閉じこもっている10～50
代の人が約100人いることが分かりました。もちろ
ん仕事もしていません。みんな、ひきこもりとい

う人に会ったこともないし、どうすればいいか分

からない。でも、お年寄りでそうやって悩んでい

る方もたくさんいる、どうしようと悩みました。

　ひきこもりにあまり触れたくなければ、「心配

ですね。ただ、時間がたてばご本人も何かのきっ

かけで変わるかもしれません。もしあなたがお亡

くなりになって、それでも働けないようだったら、

ちゃんと生活保護がありますから、その手続きだ

けは何とか相談いただければ、私たちも一生懸命

お手伝いしますから」ときっと言うのでしょう。

　でも、藤里の人たちはそうは考えなかったので

す。最後は生活保護もあるけれど、それで本当に

いいのだろうか。やる気があった人がまだ若くし

て戻ってきて、周りの目もあって出られないとい

う状態は、本人はとても苦しいのではないか。だ

とすれば、外に出ていってやれることをつくるの

が大事なのではないか。その人の希望はこのまま

家に閉じこもっていることではないのではないか。

何とかしようということになったのです。

　そうしたら、町の一部の人から、「そんなひきこ

もり対策はやめくれ。そんなことをして、ひきこ

もりの町と言われたらたまらない。そういうこと

は触れないでそっとしておいてくれ」と言われた

のです。でも、やらなければいけないというせめ

ぎ合いの中、いろいろなことをやってみました。

まず、出ていくきっかけがいるだろうということ

で、「町の公民館でカラオケ大会をやろう。誰でも

ただで参加は自由ですよ。ぜひ来てください」と

チラシをつくって、家々にまいて、ひきこもりの

人たちが出てくるかなと思って待っていたら、誰

一人出てきませんでした。カラオケでは駄目なの

かなと思い、卓球大会をやってみたのですが、誰

も来ませんでした。世間の目のようなものがあっ

て、カラオケや卓球では出られなかったのです。

　どうしようもないかなと思ったあるときに、社

会福祉協議会がたまたま臨時でアルバイト募集を

出したところ、100人のうちの１人の子が「仕事が
したい」と言って、勇気を振り絞って出てきたの

です。そのときに、「みんな仕事がしたいのだ。仕

事をすることで、誰かの役に立ちたいと思ってい

るのだ」と初めて思ったそうです。

　そんな100人近くのひきこもり状態の若者の中
に、こんな子がいたそうです。やはり外には出ら

れなくて、ずっと閉じこもっているのだけれど、

その子には一つだけ趣味がありました。それは車

の運転です。車の運転が大好きなので、真夜中の

みんなが寝静まった時間になって初めて家の車を

出して、隣町や隣の隣の町に行って、24時間開い
ているレストランで何杯もコーヒーを飲んで、ま

だみんなが寝ているうちにそっと帰って、また自

分の部屋に戻るのが唯一の趣味だったのです。

　今、その子は、山奥で取り残されているおばあ

ちゃんが買い物や役場に行くときの送り迎えの仕

事をしているのです。おばあちゃんは買い物に時

間がかかるけれど、別に急かしたりもしません。

じっと待っていて、買い物が終わると、荷物を

持って車に運んでくれたりする、優しい子なので

す。お金なんて大して払えません。ほとんどただ

のようなものです。でも、おばあちゃんに「いつ

もありがとうね。助かるわ」と言われて、「自分に

も役割があるのだ。自分もあてにされているのだ」

とうれしくなるのです。

　普通、ひきこもりというと、厄介だなとか、変

なことをしたら嫌だなと思うのですが、藤里の人

たちは逆転の発想をしました。高齢者ばかり、人

口が減っているという中で、100人近くのひきこも
りの若い人たちがいて、彼らに助けてもらおうと

したのです。こういう人たちを地域のお荷物では

なくて、地域の宝物として一緒にやっていこうと

いうことで、そのような送迎をしたり、マイタケ

がおいしい町なので、白神マイタケを入れたキッ

シュを一生懸命つくったり、そばもおいしいので、

そば屋の大将に弟子入りして、お店に出るのはま

だ苦手なので、厨房で一生懸命そばを打っていた

りするのです。

　それで藤里町は少し注目を集めて、最初はひき

こもりの町などと言われたのですが、今は「それ



兵庫自治学　Vol. 21  2015 11

が何か。私たちは彼らに期待している」という感

じです。困っている人同士がお互いを信頼して支

え合うようになっていけばいいですよね。でも、

この話には大事なところが一つあるのです。山奥

のおばあちゃんと車が趣味だったひきこもりの子

は普通は出会うわけがありません。この間につな

ぐ人がいました。両方の困っている人のことを

知っていて、この2人のご縁をちゃんと合せてくれ
た人がいたのです。この人がいなければ、そうい

うことは起こりませんでした。だから、困ってい

る人と困っている人同士がお互いに支え合うつな

がりをつくる人がとても大事なのです。そういう

人を応援していかなければいけないなと思いまし

た。

２．津波てんでんこの意味
　秋田県からすぐ近くのところに岩手県がありま

す。岩手県はご存じのとおり、福島県、宮城県と

ともに、東日本大震災で大変な被害を受け、今も

苦しい思いをされています。また、兵庫県から多

くの支援を頂き、三陸の沿岸の方々は本当に感謝

していらっしゃいます。

　そんな岩手の三陸地方に昔から伝わっている言

葉があります。それは「津波てんでんこ」です。

「手に手を取って」の「手に手に」で「てんでんこ」

といいます。「手」というのは「自分で」という意

味です。「津波が起こったら、まずはめいめいで自

分の命を守りなさい。周りの人や家族のことも心

配だろうけど、自分のことをまず最優先しなけれ

ばいけません」という教えを「津波てんでんこ」

という言葉でずっと伝えてきたのです。

　でも、この本当の意味は、「てんでんこはそう簡

単にできることではないよ」ということなのです。

2011年３月11日２時46分に地震が起こり、津波が
来そうだということが10分ぐらいして分かりまし
た。そのとき、まだ大人は働いている時間です。

旦那さんも奥さんもみんな職場にいるので、旦那

さんが奥さんに電話をします。「津波が来そうだ。

子どもは大丈夫だろうか。心配だ。まだきっと小

学校にいるに違いない。おまえ、悪いが子どもを

迎えに学校まで行ってくれ。おれは家にいる足が

悪い父ちゃんのことが心配だから、すぐに家に向

かうから頼む」と言ったら、奥さんも「分かった。

気を付けてね」と言って、2人で車を走らせるので
す。そんな光景が至るところで見られました。

　三陸地方はもともと道路がそんなに広くありま

せん。また、複線がなくて、一本道の道路しかな

いところも多いです。そうすると、小学校や実

家のあるところには同じような気持ちで何台も車

が押し寄せます。そうすると、案の定、大渋滞に

なっていきます。しかし、車以外に足がありませ

んから、みんな行きます。そこに何分後かに大き

な波が来たのです。生き残った方は「みんな車で

流されていった。流されまいとして一生懸命ブ

レーキを踏むから、赤いテールランプを光らせた

まま海に吸い込まれていった」と言います。「てん

でんこ」はできないのです。

　日本人はみんな身勝手になって、自分のことし

か考えないと言いますが、みんながみんなではな

いです。大事な子どもがいる、大切な親がいると

なると、日本人はまだまだ自分の危険なんか顧み

ずに子どもや親のことを考えるのです。特に兵庫

県の方は実感されていると思います。あれぐらい

大変な災害を受けると、「最後は家族があってこそ

の人生だよな」と思います。みんな家族が大事な

のです。だから、「てんでんこ」という言葉には「簡

単にそうできるものではないけれど、自分の命を

守らなければいけないのだよ」という意味が込め

られています。身勝手になれという意味ではない

のです。

　では、どうすれば家族を大切にしながら「てん

でんこ」ができるのでしょうか。難しいことです

から分かりません。ただ、一つだけ言えるのは、

日ごろから信頼関係を地域の中でつくるというこ

とです。学校が日ごろから「地震や津波が来たと

きには、子どもさんをこのようにきちんと逃がす

ことになっているから、学校を信頼してください。

まずお父さんが自分の命を守ってください」と話

をして、親が学校、先生、学校の周りの住民の方

を信頼しようとするという信頼関係が根づいてい

るかです。

　子どもも、「心配なんて言わないで考えてみよう。

迎えにくるために、車が列をなしたら危ないと思

わない。きっと大渋滞になるよ。僕はちゃんと自

分で逃げるから、僕のことは気にしないで。僕は

学校の先生や友達と逃げることを日ごろから練習

しているから、まずはお父さんとお母さんの自分

の命を一番に考えて。お父さんやお母さんが死ん

だら嫌だもん」ということを日ごろからしっかり

と言っているかです。

　では、地域の方はどうするか。足の悪い年寄り

がいる。こればかりはどうしようもない。地域の
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中にはいろいろな人がいます。これからは地域包

括福祉の時代ですから、地域のお年寄り同士が支

え合うのです。どこに足の悪い人がいて、どこに

どれだけ助けてくれる人がいるかを把握して、日

ごろからお互いがやれるだけのことをするのです。

何が起こるか分からないけど、お互いがきちんと

助け合う関係をつくっておいて、「子どもが死んで

泣くのは親なのだから、そのときは決して戻って

くるな。親を信頼しろ。その代わり、たまたま災

害が起きたのが土日であなたたちが地域にいると

きには、あなたたちが死にもの狂いになってみん

なを助けてくれ。それでお互いに一緒にやってい

こう」ということをどれだけ日ごろから話し合っ

ているかです。難しいことだけれど、日ごろから

そういう信頼づくりをしていけるかどうかです。

　津波で被害のあった地域の人たちは全国に呼ば

れ、「とにかく逃げてください」とお話しされます。

でも、そのためには、今の「てんでんこ」のよう

な話をしないといけないのでしょう。どれだけ日

ごろからそういう信頼づくりをしているのかがと

ても大事なのです。

３．希望と幸福の違い
　私は震災前の2006年から釜石市とお付き合いが
あって、何年に何回かお邪魔していました。なぜ

かというと、今日のテーマである希望と関係して

いたからです。「希望」という言葉は今大会のテー

マにも使われていますが、「希望ある地域社会」と

並んでよく言われるのが、「幸福な地域社会」です。

　希望と幸福は同じように見えますか。違うよう

に見えますか。私はいろいろ考えて、少し違うの

ではないかと思っています。皆さんはどういうと

きに幸せを感じますか。私は昨日の晩から神戸で

飲んでいて、こちらにはおいしいお酒があります

から幸せでした。幸せなときはもう一杯飲みたい

ものです。もう少し飲みたいな。このままずっと

飲んでいたいなと思います。温泉もそうです。温

泉に入ると、疲れた体に気持ちいいな。もう少し

入っていたいなと思います。

　幸せな人はこの状態が続けばいいなと思います。

幸せに飽きてしまいましたという人はあまりいま

せん。幸せな人はどちらかというと継続を求める

ものです。希望とは未来に向かってそうなってほ

しいなということです。今は宇宙飛行士ではない

けれど、将来宇宙飛行士になりたいという、今で

はないものになることです。幸福が継続だとすれ

ば、希望は変化に近いです。だとすれば、希望あ

る地域社会と幸福な地域社会は両方大事です。地

域にとって変わらずにずっと守り続けたい幸せ

なことは何だろう。それをみんなで話し合って、

守っていこうとすることが大事ではないでしょう

か。

　では、今のままでずっといいかというとそうで

はなくて、ここはまだ困っているから変えていこ

うということもみんなで話し合って決める。変わ

らず守り続けたいものと、この状態が変わればみ

んながもっとうれしくなる、楽しくなるなという

希望の二つが車の両輪のようになったときに、初

めて地域も元気になるのです。

　もう一つ、希望に似ている言葉に「夢」があり

ます。「夢と希望を子どもたちに」と言ったりして、

こちらの方が幸福以上に希望とセットで使われま

す。夢と希望はどのような関係だと思いますか。

夜に寝ていて夢を見るように、夢は無意識です。

　夢という言葉が好きな方は、例えば金メダルを

取ったスポーツ選手です。澤穂希選手が子どもた

ちに「夢を大切にしてください。夢は必ずかない

ます」と言います。どうして澤さんたちが夢と言

うかというと、その夢がかなったからです。しか

もそれをずっと諦めることなく追い続けていたか

らです。非常に純粋な気持ちで夢を持つ大切さを

自分の経験で語るのです。他には会社の経営者で

す。もうかっている会社の経営者が若い社員に「夢

を持ってください」と言っています。本田技研と

いう会社をつくった本田宗一郎さんは「夢を力に」

と言っていました。そういう方は夢のアイデアが

どんどん湧き出てくるのです。

　それに対して希望というのは何か。以前に検索

のプログラムを開発しているエンジニアの方にお

目にかかったことがあります。その方は日本で一

番古い毎日新聞の記事を全てコンピュータの中に

データとして持っていて、その記事を使って、言
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葉と言葉の今まで見えなかった関係を見つける研

究をされていました。そこで、「私は希望というこ

とを考えているのですが、希望という言葉と深く

つながっている日本語は何かと調べられませんか」

と言ったら、「調べられますよ。では、やってみま

しょうか」と調べてもらったことがあります。希

望という言葉と、毎日新聞ができた明治時代から

今までで一番深くつながっている言葉は何か。最

初に出てきた言葉に少し驚きました。

　それは「水俣」でした。九州新幹線ができて、

新神戸から水俣へ随分便利に行けるようになりま

した。私も３年ほど前に初めて水俣に行きました。

不知火湾の辺りを車で通っていると、南国特有の

明るい陽が射して、素晴らしい風光明媚なところ

でした。夜に着いたらもちろん飲むわけですが、

魚もおいしいし、山菜なんかも本当においしいの

です。昼はちゃんぽんも最高で、いいところなの

です。また、水俣は環境問題への取り組みで有名

です。兵庫でもごみの分別回収は当たり前にやっ

ていますが、日本で最初に始めたのは水俣です。

水俣では二十何回も分けるのです。日本で最も環

境対策の進んだ町で、国も環境首都と認めている

ぐらい素晴らしいです。

　ただ、希望という言葉と深くつながっている水

俣というのは、もちろん風光明媚だったり、食べ

物がおいしかったり、環境問題の先進地域の水俣

ではなく、水俣病という大変な被害が発生してし

まった地域の水俣なのです。だから、水俣という

と、どちらかというと希望なんかよりも、多くの

命が失われたり、健康被害や風評被害、偏見差別

などで、ありとあらゆる失望や絶望を経験した町

なのだろうと思われます。でも、希望とつながっ

ているというのです。

　夢というのは無意識に持つもので、自然と湧き

上がってくるものですが、希望は違うのです。希

望は意識して持つもの、つくるものなのです。し

かも湧き出るどころか、いろいろなことが枯渇し

そうになったとき、もう駄目かもしれない、それ

でもいい明日になるかもしれないという思いのと

きに希望という言葉をつぶやくのです。だから、

水俣なのです。

　皆さん、既にご想像と思いますが、記事を見て

いると、阪神・淡路大震災から数カ月たつと希望

という言葉が以前に比べて出るようになりました。

震災直後はさすがにそんなことは言っていられま

せんでしたが、前に向かうときは人々は希望とい

う言葉を語るのです。東日本大震災の後も希望と

いう言葉は語られました。希望というのは、困難

を経験してきた人がそれでも明日に向かうときの

言葉なのです。だから、夢とは少し違うのです。

子どもにはどちらかというと夢の方が似合います。

大人の方が希望と言うのです。岸洋子の「希望と

いう名のあなたを訪ねて～」という歌詞の「希望」

という歌が昔ありました。岸洋子さんは有名なオ

ペラ歌手になろうと思って東京に出ていったので

すが、病気になって挫折して、悩みながらも流行

歌の歌手になっていくのです。彼女の困難な経験

を作詞家の方が歌にされたものです。希望とはそ

ういうものです。

　釜石に行った理由はそれなのです。釜石は今回

の東日本大震災でも1,000人以上の方が亡くなった
り、行方不明になったりして、大変な困難の中に

あります。ただ、釜石はもともと近代製鉄が発祥

した地域なのですが、その近代製鉄の高炉ができ

た数年後に明治の津波で当時の釜石村の半分の方

がお亡くなりになっているのです。その中でもう

一回立ち直って、近代製鉄の日本の礎になってい

きました。昭和に入っても、また大きな津波で被

害がありました。他には戦争です。あと数週間で

終戦というときに、米軍の艦隊から艦砲射撃を受

けるのです。鉄の町ですから、武器につながる恐

れがないわけではない。日本が決して武力を持た

ないようにするには製鉄の施設を全て破壊すべき

だということで、町は完全に壊滅しました。その

中から釜石は立ち上がって、再び製鉄の町になっ

ていくのです。こちらは神戸製鋼ですが、その前

に新日鉄釜石製鉄所がラグビーのV7を実現した
り、困難の中で常に希望を失わずに頑張ってきた

町だったのです。

　困難や試練に直面すると、それがトラウマに

なって前に進めなくなる人もいるのではないで

すかとよく言われます。では、なぜ前に進めるの

か。どうやったら前に進めるのか。それはなかな

か難しいです。だから、いろいろなことを経験し

た人に話を聞くのが一番だと思って、釜石に行っ

て話を聞いたのです。ただ、最初は難しかったで

す。「希望の話を聞かせてください」と言うと、「お

れたちに希望がないのを笑いにきたのか」と言わ

れたりしました。私たちは「東大さん」と言われ

ていて、「東大さんがまた来るのか」と言われたり

しました。でも、それこそ何度もお目にかかって、

「呑ん兵衛横丁」で飲んでいるうちにだんだん親し
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くなりました。最後、飲んだ勢いもありますから、

「私は釜石がとても好きになったので、これから一

生お付き合いさせてください」と約束したのです。

　ちょうどそのころ、釜石の隣の民話の里、遠野

を結ぶ仙人峠を貫く仙人トンネルができ、そのお

かげで随分町がにぎやかになってきました。それ

から、湾口防波堤といって、50mの世界最新の防波
堤をつくりました。これで釜石は安全で、また希

望が持てるというようなときに震災が来たのです。

「そういう状況の中でずっと応援しています」とい

う話をしていたのです。希望の話を聞きに行くと、

最初は厳しいです。「希望について教えてください」

と言うと、「そんな難しいことは分からない」とい

つも言われました。「そんなことは東大さんが考え

ろ。おれらはそんな暇ではないから」と言われた

りして、結構冷たくあしらわれたりしました。

　ただ、何度も行くと、「何も言うことはねえぞ」

と言われながらも、あるとき、こんなことを言わ

れたのです。その方の会社は平成に入ってから大

変厳しい経済状況を経験して、震災前ですが、膨

大な借金を背負って倒産寸前までいっていたので

すが、一生懸命みんなの頑張りによって何とか経

営の軌道が立ち直ってきて、いい感じになったの

です。その方に「希望って何ですかね」と聞いたら、

その方は「希望なんてものは分からない。ただ、

おれが言えることがあるとすれば、それは一つだ。

希望に棚からぼた餅はないな」とふと言われまし

た。「動いて、もがいて、ぶち当たるものが希望な

のではないか。誰かに希望を与えてもらおうなん

て言っている限りは駄目なのではないか」と言わ

れました。がつんと来ましたね。いいなと思いま

した。

　それから私は、希望という言葉を口にするとき

に、誰かに希望を与えたり、誰かから希望を与え

てほしいという、“与える・与えられるもの”とし

て希望を言うのはやめようと思いました。20世紀
にいろいろな政治家が登場しましたが、20世紀最
大の希望の政治家は誰かというと、人によっては

こう言うのではないでしょうか。ヒトラーだろう

と。第1次世界大戦後、ドイツが敗戦し、大変な損
害賠償を背負うことになり、ドイツ国民が希望を

失って、前を向くのが難しい状態だったときに彗

星のように現れたのがヒトラーです。弁舌さわや

かに希望を語って、「この人に付いていけば希望を

与えてくれるかもしれない。この人は希望を与え

てくれる存在なのだ」となって、ヒトラーのナチ

スの歴史が生まれていくわけです。

　従って、与える、与えられると言っている限り

危ないのではないかと思います。では、何が大事

かというと、先ほどの人の話です。動いて、もが

いて、ぶち当たるのが希望だ。そうか。希望は与

える、与えられるではなくて、動いて、もがくこ

とによって自分たちの手でつくっていくものなの

だ。自分たちでつくっていけるのが希望なのだ。

そのように考えなければいけないのではないかと

思うようになりました。

４．希望のつくり方
　そんなことを考えて、希望のことを研究してい

るうちに、たまに学校から希望について話をして

ほしいと講演を依頼されるようになりました。ど

ういうことに気を付けて話せばいいか学校の先生

に聞くと、「一つ言っておくことは、うちの生徒に

は希望がない」と言われました。「えっ」と言うと、

「うちには、経済的に豊かな家庭の生徒は決して多

くない。むしろほとんどいない。だから、高校を

卒業した後に大学に進学できるような生徒はほと

んどいない。そういう地域なのだ。そういう高校

なのだ。では、就職はというと、こういうご時世

で、周りには正社員の就職口なんてほとんどない。

しかもうちはいろいろな意味で困難な学校だと地

域で思われているから、うちの学校に対して求人

なんてほとんど来ない。仕事もない。進学もない。

だから、学校を卒業したって何の希望もないとう

ちの生徒たちは思っている。ただ、そういう子た

ちにも希望はあるのだという話をしてほしい」と

言われるのです。難しいですよね。

　難しいから、最初は躊躇もしましたが、行って

話をしました。それで、「希望はありますか」とい

う話をすると、若者ですからもちろん「別に希望

なんかない」と言うわけです。ただ、それにひる

んではいけません。なぜひるんではいけないかと

いうと、先ほどの希望と夢の話です。困難な状況

にいる人たちは希望を必要としているのではない

か。ただ、必要だと思うのだけれど、「どうせ自分

には無理だ」と思っているから、「希望なんかなく

ていいのだ」とむしろ自分に言い聞かせようとし

て、希望なんてないのだと思っているのではない

かと思っているからです。

　本当は希望をつくりたいのだけれど、つくり方

が分からないから苦しいのではないか。だから、

「希望がない。分かった。では、今日希望をみんな
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でつくろう。一人一人に希望をつくろう。希望は

つくれるよ」と言うのです。希望には４本の柱が

あり、その柱を一人一人に打ち立てれば、必ず自

分たちで希望の家はつくれるのです。

　１本目の柱はwishです。wishとは願いや祈りな
ど、いろいろな意味を持つ言葉です。私が好きな

のは、やれる、できるという気持ちです。これが

大事なのです。オリンピックでも、ワールドカッ

プでも、高校野球でも、大事な試合を前にして選

手にインタビューすると、必ずみんな「ここまで

来ると、技術という問題ではないのです。気持ち

で負けたら終わっています。気持ちだけは絶対に

負けません」と答えます。「気持ちなんてあやふや

な」と言う人はあまり真剣勝負をしたことがない

のではないでしょうか。本当に何かに挑もうとす

れば、やる、やれるという強い気持ちを持つこと

が大事なのです。

　２本目の柱はsomethingです。気持ちさえあれば
いいのかというとそうではなく、具体的な何かに

対して強い気持ちを持つことです。「何となくうま

くいけばいいんじゃないの」というのは残念なが

ら希望になりません。いろいろあるけど、これと

これだけは何とかしたいということを自分たちで

地域の中で思い定めることです。

　３番目の柱はcome�true、実現させようとするこ
とです。皆さんも中学生のときになりたかった仕

事があったと思いますが、それはかないましたか。

私は希望について研究する中で、二十歳以上の成

人を対象に「中学２年生のころになりたかった仕

事に就けましたか」と聞いたことがあるのです。

その結果、小さいときから先生になりたくて、今

なりましたというような人は15％ぐらいです。多
くはないですね。小学校６年生のとき、漫画家に

なりたい、野球選手になりたいと思ってなれた人

は８％です。９割以上はなれていないのです。

　今の子たちはそういうことを知っています。昔

の子は大体あほですから、「日本一の何とかになる

のだ」というようなことを平気で言いました。私

の小さいときの夢はピンクレディーに会える人に

なることでしたから、あほですよね。その中でご

くたまに本当にそれになったりする人がいます。

昔は情報がなかったので、思い上がりができまし

た。今の子たちは難しいです。いろいろ調べれば

情報があるので、これは私の実力では無理だと

早々に見切りが付けられます。だから、情報があ

る社会がいいなんていうのは、私は本当かなと思

います。

　例えばラーメンを食べようと思って、ラーメン

屋さんに入ってメニューを見たときに、塩ラーメ

ン、みそラーメン、しょうゆラーメンしかなけれ

ば、「今日はみそかな」と選べます。今の子たちは

ラーメン屋さんに入って、メニューを見たら３万

種類ぐらい書いてある感じです。トムヤムクン風

何とかラーメンや南米風何とかラーメンなど、あ

りとあらゆるラーメンがあります。「情報がたくさ

んあります。この中であなたに一番合ったラーメ

ンを選んでください」と言われて、「ええっ」と思っ

て、みんな何を選ぶと思いますか。３万種類の中

から店長のお勧めを選ぶのです。今の子たちは実

現化しにくいことを知っているから、諦めやすい

です。今の社会は危ないのです。

　ただ、15％も８％もゼロではないのです。どん
なsomethingだって絶対不可能ということはないか
もしれない。だとすれば、その確率を上げること

ができるのです。すぐには100％実現しなくても、
こうすれば実現に一歩近づくのではないか。自分

ができなくても、次の世代の人たちの実現する可

能性が少し高まるのではないか。その実現の可能

性を諦めないで、道筋を探す強い気持ちを持つこ

とです。大切な何かを思い定めること、そして、

実現の可能性を半歩でも、一歩でも高めようとす

ること、これが３番目の柱です。

　４番目の柱はやり方です。これは先ほどの釜石

の人の言葉なのです。アクション、動いて、もが

いて、行動する。希望は心持ちの問題と言われま

すが、違うのです。希望は必ず社会とつながって

います。希望は社会の中で起こることです。とい

うことは、行動がないところに希望は生まれてこ

ないのです。だから、希望は強い気持ち、大切な

何か、実現、行動を自分の中ではっきりと見定め

るところからできるのです。
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　「今、希望がないとすれば、どれかが見つかって

いないのだよね。そこを一つ一つ見つけることか

ら始めようか」と言うと、子どもたちも考えます。

すると、「将来何となくうまくいけばいいと思って

いたけど、それでは駄目なのか」「自分は無理かも

しれないけど、世界が平和になることが希望」「私

はそんなことは考えられなくて、自分の希望は弟

や妹がちゃんと高校に行けること」「自分は女優

になりたいという希望がある。そのためにはオー

ディションを受けなければいけないけれど、最近

は落ちてばかりで、アクションしていなかった。

落ちても、オーディションを受け続けるアクショ

ンがなければ駄目ですよね」と言いだすのです。

そこは子どもたちを信じなければいけません。

　希望はその人たちにとっての大切なsomething
を自分のアクションによって必ずcome�trueするの
だという強いwishです。これを自分たちの手で打
ち立てるのです。では、地域の希望はどうするか。

これを一人一人打ち立てて、それをルー大柴さん

的に言えば、togetherするのです。そうすると、一
人一人の希望が地域の希望になっていくのではな

いでしょうか。希望をつくる上で大事なことはこ

れなのです。

　震災の後でよく使われた言葉には、希望の他に

絆があります。地域を語るときに絆の大切さが随

分言われました。本当にそのとおりなのですが、

実は社会学という学問の中では、絆には少なくと

も２種類のものがあるといわれています。

　一つ目の絆は強い絆（Strong�Ties）です。これ
は、毎日生活を共にしている家族や、何年も会社

で一緒に働いている仲間、毎日やりとりをしてい

る恋人同士、いつも連絡を取り合う親友など、会

う頻度が高く、何も説明しなくても自分のことを

分かってくれる人との絆のことです。この絆は、

損得ではなく、理屈を超えて自分とつながってく

れる人がいるという安心感を与えます。

　もう一つの絆は緩やかなつながり（Weak�Ties）
です。これは、自分と違う地域に住んでいたり、

自分と違う仕事をしていたりして、たまにしか会

わないけれど、信頼している人との関係です。た

まに会うと、率直に「最近どうしているの」「へえ、

そうなのだ。すごいね」という話をする。皆さんもそ

ういう間柄の人がいませんか。それも絆なのです。

　実はこの緩やかな絆がとても大事なのです。強

い絆には安心感がある。緩やかな絆には何がある

かというと、びっくりマークです。たまにしか会

わないけれど信頼できる人と話していると、「ああ、

そういうことがあるのか」「それはいいな」という

ことがありませんか。それは比較的こういう間柄

から生まれるものなのです。自分と違う世界で生

きているから、自分と違う情報を持っていたり、

自分と違う成功体験、失敗体験をしたりしている

ので、「ははあ」ということが意外とあるのです。

　それはインターネットでは駄目なのでしょう

か。確かにインターネットにはいろいろな情報が

あります。しかし、多過ぎて、これが本当に自分

にとってどうかというのがよく分からないのです。

しかも、みんなが見ているのは店長のお勧めのよ

うなものですから、意外とみんな同じようなこと

をして、同じような情報に振り回されているので

す。

　従って、この緩やかな絆を大事にしている人ほ

ど希望を持ちやすいということなのです。幸福と

希望は車の両輪のようだと言いましたが、やはり

安心と希望も車の両輪です。強い絆を大事にしな

がら、緩いつながりも大事にすることで、いろい

ろな発見や気付きがあり、そこから希望が生まれ

るのです。

　災害からの復興を見ていると、どちらかという

と地域の限られた仲間だけと付き合っていた人よ

りは、いろいろな業界の人たちやいろいろな地域

の人たちと無理なくつながる関係を持っていた人

の方が、復興が早いような気がします。そうする

と、地域社会を考えるときに絆は大事だけれど、

その絆の意味を少し幅広く取って、本当に強い結

束力のある地域と、ある部分で緩く開かれた地域

の両方を持っていることが、その地域にとっての

希望と安心、希望と幸福につながるのだと考えた

方が、希望ある地域社会にはいいかもしれません。

　何となく日本人はこれまで希望というと強い絆

で、地縁、血縁や終身雇用のような仲間の結束力

で何とか問題を乗り越えていっていました。それ

もとても大事なのですが、これからは仲間の知恵

だけでは解決できない予期せぬことが起こるかも

しれません。そのときに、自分と違う世界を経験

していたり、自分と違う情報を持っていたりする

人と緩くつながっていることで、いろいろな未知

の問題に対処するための知恵が得られるかもしれ

ない。そう思うと、限られた仲間だけを大切にす

るような発想から少しわれわれ自身も変わってい

かないと、楽しく希望がつくれはしなくなる気が

します。
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５．希望活動人口
　特に、人口減少や高齢化の中でどうやって希望

をつくっていけばいいのでしょうか。釜石に、私

の大好きな、八幡登志男さんという昭和５年生ま

れの人がいます。彼は戦争の経験もありますし、

過去の苦しい経験を知っている人です。釜石に生

まれ、釜石で育ち、本人は釜石で死んでいくと

言っています。彼は苦しいときの釜石をよく知っ

ていて、いろいろなことに挑戦してきました。子

どもたちの元気がなくなれば、小さな遊園地を開

いてみたり、あそこは鉱山があって水がいいので、

天然水の販売をしたりしています。決してうまく

いっていることばかりではないのですが、八幡さ

んに「なぜそこまで頑張るのですか」と聞いたら、

「生まれた場所は選べないから」と言うのです。「で

も、うまくいっていないことも多いですよね」と

言ったら、「いいのだ。誰かがそれを見ていてくれ

れば、それでいいのだ」と言うのです。

　あるとき、八幡さんと２人で釜石にある釜石東

中学校に講演に行きました。釜石東中学校は「夢」

というテーマを生徒全体の取り組み目標にして

夢について考えていて、地域の中で夢を追い求め

ている八幡さんと、夢に近い希望ということを考

えている東大の先生ということで、私が呼ばれて

いって話をしたのです。

　八幡さんがいろいろしゃべると、子どもたちは

びっくりします。今の子たちは、例えば東京の渋

谷のことは東京の子以上によく知っているのです

が、自分の地域のことはあまり知らなかったりし

ます。それを教わる機会もありません。だから、

自分たちが生きている地域に、八幡さんのように

地域に希望を持ってずっといろいろな活動をして

きた人がいるのだと知らなくて、びっくりして、

少し感動するのです。最後に中学生が「八幡さん

は夢をずっと持っていてすごい。八幡さんの今の

夢は何ですか」と聞いたら、八幡さんは照れくさ

そうにしながら言いました。「夢はあるよ。夢を

持ったまま死んでいくのが夢。だから、みんなも

夢は諦めないでね」。かっこいいなと思いました。

子どもたちも「あっ」と思うような感じでした。

　今、どちらかというと、夢や希望は実現しなけ

れば意味がない、実現しない夢を持ってもしょう

がないと思われています。でも、八幡さんは「夢

は大事だ」と言います。「もちろん実現するのも大

事なのだけれど、実現するように夢を追い掛け続

けることがとても大事なことなのだ。夢や希望を

諦めずに、その夢や希望を自分たちの手で育てて

いくことが大事なのだ。たがら、自分も死ぬまで

夢を追い掛け続けていきたい」。その姿を見て、誰

かがまたバトンを継いでくれればとどこかで思っ

ているのです。そういうことを地域の大人たちが

口にしないと駄目なようです。

　「うちの地域なんてこんなんだから」と言うので

はやはり難しいです。多少空元気、やせ我慢を含

めて、「希望はあるよ」と口にしないと駄目です。

私は、「私はこの地域に希望を持って何かしていま

す」と答える人の人口を希望活動人口と言ってい

ます。今、人口減少がいわれていて、もちろん大

変なのですが、例えば人口が仮に１万人から5,000
人になったとしても、１万人のうちに希望活動人

口が100人しかいないのと、5,000人になっても希
望活動人口が1,000人いるのでは、私は5,000人の地
域の方がむしろ将来があるような気がするのです。

住民全体の数ももちろん大事ですが、その中で本

気で活動している人たちがどれだけいるのかの方

がずっと大事だと思います。

　では、声にさえ出せばいいのでしょうか。もち

ろん声にして、活動しないといけません。ただ、

何より希望について語ることが大事なのです。希

望なんてあやふやだと言う人にはこんなふうに言

います。例えば希望と全然違う概念で、お腹が痛

い、頭が痛いなどの痛みがあります。前に医学の

人に聞いたのですが、この痛みは実は今の医学の

中でまだ十分に解明されていないのだそうです。

お腹が痛いなと思って病院に行ってみたら、「どこ

も悪くないですけど」と言われることがありませ

んか。反対に、本当に苦しくて、痛いはずなのに、

いろいろなことがあって、「全然痛くないです」と

言う人もいます。

　そこで、痛みなんていうのはよく分からないか

ら、こんなものは放っておいていいのだと言うと、
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医学はストップしてしまいます。今の医学ではま

だ解明されていないけれど、痛いと言うのだから、

なぜ痛いのかを一生懸命考えようとすることから、

新しい病気が発見されて、病気を治すための取り

組みが始まります。痛いはずなのに、痛くないと

言う人に関しては、何かがあるとつらさを和らげ

ることができるのかもしれないと考えることから、

解決策が見つかっていくのです。

　大事なことは、分からないからと無視しないこ

となのです。分からない希望を口にすることが大

事なのです。とにかく動いて、もがいてみること

です。希望活動人口がどれだけ地域の中にあるの

か。兵庫の地域の中にどれだけ増えていくのか。

人口の減少は避けられない事実ですが、希望活動

人口はやり方によっては増えもするし、減りもす

ると思います。

６．ユーモアの重要性
　私は希望のことを10年以上考えてきて、釜石な
ど、いろいろなところで学んだのですが、私が一

つ好きな話があるので、それをして終わりにした

いと思います。ある方から伺った話です。「ねえ、

絶望の反対は何だと思う？」と聞いたそうです。

それに対して「絶望の反対は希望ではないですか」

と答えたそうです。彼女は「そうかな？」と言い

ました。「では、何だと思います」と聞いたら、彼

女はこう答えたというのです。「私にもよく分から

ないけど、私は絶望の反対はユーモアではないか

と思うの」。私はこの話がとても好きです。

　この話を哲学者の鷲田清一さんに話したら、彼

も「いいね」と言ってくれて、「フランクルの『夜

と霧』をその人は読んだのかもしれないね」と言

いました。フランクルの『夜と霧』という有名な

本があります。これは、ナチスのアウシュヴィッ

ツ収容所に収容されて、奇跡的に生き残ったユダ

ヤ人の心理学者の手記です。アウシュヴィッツの

中での壮絶な体験を書いているのですが、彼はど

ことなくある部分飄々として生き残っていきます。

絶望の淵に何がしかのユーモアめいたものを彼は

持とうとして生きて、生き残っているのです。そ

れを読んだのではないかと言うのです。

　ただ、絶望の反対はユーモアというのはいいな

と思いながらも、あらためてユーモアは何かと考

えるとよく分からないなと思って、辞書を引いて

みました。日本で一番売れている、枕にもぴった

りな『広辞苑』という厚い辞書を見たら、もちろ

んユーモアは載っていたのですが、「ユーモアとい

うのは上品なしゃれである」と書いてあったので

す。見た瞬間に「『広辞苑』にはユーモアがないな」

と思いました。絶望の反対が上品なしゃれという

のはしゃれにもならないなと思って、絶望はしま

せんでしたが、かなり失望しました。

　ただ、希望のことを考えて分かったのは、簡単
に諦めては駄目だということなので、「そうだ、新
解さんに聞いてみよう」と思いました。お好きな
方もいらっしゃると思いますが、『新明解国語辞
典』という少し変わった辞書があるのです。それ
の「ユーモア」の欄を見て、「えっ」と思いました。
今でも空でも言えます。「社会生活（人間関係）に
おける不要な緊迫を和らげるのに役に立つ婉曲表
現によるおかしみ」と書いてあったのです。「すご
いな、新解さん」と思いました。
　「社会の理不尽、不条理に対する鋭い指摘を絶妙
なユーモアで包み込む」のように書いてあって、
お見事と思いましたが、はっとしました。今、な
かなか将来に対して希望が持てない人がいるとき、
足りないものはこれではないかと思ったのです。
将来のことを考えると緊張します。ストレスも抱
えます。ある部分、緊張感を持つことは大事だと
思いますが、必要以上に「駄目だ。これも駄目だ」
と思ったら、生きるのが嫌になってしまいます。
本当に必要な緊張感だけを持って、「あとはまあ何
とかなるよ」という多少浦島的なものを持ちなが
ら生きていくのが大事で、不要な緊迫を和らげて
いく地域の取り組みが大事だと思います。
　次に、婉曲表現です。婉曲とは、つまり回り道
しようということです。今は効率が求められて、
何でもストレートに、一番分かりやすく、簡単に、
単純にということが言われていますが、これでは
生きるのがしんどいです。大体希望なんてことは、
回り道して、遊びの中で発見されたりしますから、
時にはあえて回り道してもいいのではないのと思
います。本当にあってはいけない無駄とあえて残
す無駄なことを考えて、遊びをあまり排除し過ぎ
ないようにしないと本当に希望がなくなります。
　そして、おかしみです。おかしみというのは、
お菓子と違って別にお腹も膨れませんが、おかし
みは大事ではないですか。本当の意味でのおかし
みというものを分かるためには、その裏側に書い
てある悲しみというものと向かい合わなければい
けません。別に人を笑わせることがユーモアでは
なくて、緊迫を和らげたり、遊びを持ったりする

ユーモアが大事です。
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７．まんざらじゃない地域社会
　私は希望のことを研究するようになって、好き

になった言葉が一つあります。それは「まんざら

じゃない」という言葉です。この言葉は、白鵬の

ような人が言うと嫌味に聞こえます。「いろいろ苦

労して、ぎりぎり頑張ったけど、７勝８敗で勝ち

越せなかった。でも、今場所を諦めずに最後まで

取ってよかった」など、成功ばかりではなくて苦

しい経験もした人が、「それでも人生は悪くなかっ

た」と思えるようなときにつぶやく言葉が「まん

ざらじゃない」ではないかと思うのです。生きて

いると、いいことばかりでもないし、そんなに幸

福に満ち溢れて、安心社会というわけでもないで

すが、まんざらじゃない地域社会はみんなが共有

すればつくれるのではないかと思うのです。

　前に講演でそんなことを言いましたら、終わっ

た後に３人組の女性がいらっしゃって、「あなた、

今日まんざらじゃないという話をしたね」と言う

から、「しました」「私たちはそれを考えたの」「何

を考えたのですか」「私たちは30年以上キャディを
やっている仲間なの。ゴルフのキャディをやって

いると分かる。この人はテレビに出て有名な人だ

けれど、この人の人生はどうなのだろうねと疑問

に思う人もいれば、この人は多分壮絶な修羅場を

経験してきた人なのだろうけど、ゴルフに対する

態度や私たちに対する態度からして、人生はまん

ざらじゃないと生きている人なのだなと分かる人

もいる」「分かるのですか」「分かるよ」「どういう

人がまんざらじゃないという人なのですか」「私た

ちの結論は一つだね。まんざらじゃないという言

葉が似合うのはみんな60歳を過ぎている。あんた、
幾つ」と言われて、そのとき、私は四十幾つでし

たから、「四十幾つです」と言ったら、「ふーん、

頑張んな」とぽんぽんと肩をたたかれました。

　今日は長い時間お付き合いいただきましたが、

こちらから拝見すると、私と一緒で、もう少し「ま

んざらじゃない」という言葉が似合うために、い

ろいろ挑戦しなければいけない方もいらっしゃる

し、一方で、今のうちに「まんざらじゃない」と

言っておかないと間に合わない方も何名かちらほ

らおいでのようですので（笑）、ぜひこの学会の取

り組みで兵庫に希望ある地域社会が広がっていく

ことをお祈り申し上げます。ご清聴ありがとうご

ざいました。

質疑応答

�（Ｑ1）　今日は希望について深めていただいて、

ありがとうございました。

　震災に遭われた方の明日への希望には、精神的

な祈りが込められているように思うのですが、先

生のお考えとしてはいかがでしょうか。

�（玄田）　阪神・淡路大震災のことは、私はその
とき日本にいなくてよく分からないので軽々なこ

とは言えないのですが、東日本大震災の経験の後

に希望について伺ってみると、いろいろな変化が

あって、いろいろな町で被害に遭われた方がいま

すが、その被害が何とか自分で克服できそうな被

害だった人、例えば一時的に仕事を失ったり、家

が壊れてしまったり、そういう人たちにとっては、

かえってその被害を克服してきたということが生

きる希望になっていることはあるようです。

　ただ一方で、克服できないぐらい大きな傷を

持っていると、「それについては今答えたくないの

だ」と言う方がいます。発災直後に希望という言

葉は非常に難しくて使えませんでしたが、やはり

今でも軽々には使えません。

　私は震災後にたまたまNHKの「クローズアップ
現代」に出て、初めて釜石の被災した人たちに会

いましたが、あのときに「希望を持ちましょう」

とは言えず、「残念でしょうがない」としか言えま

せんでした。ただ、ある程度時間がたってきて、

その中で被害に向き合えることになってくると、

希望という言葉でつながる人たちが出てくるので

す。ただ、希望という言葉が苦しいという人たち

が今でもいらっしゃるので、被災地に行って希望

の話をするのは今でもとても勇気が要ります。

　特に、希望の中身が変わってきている感じがし

ます。日本人は一般的に希望というと、「自分らし

い仕事がしたい」「安定した仕事につきたい」「子

育てが終わったら仕事に戻りたい」など、仕事に

ついて語ることが多かったです。それが、震災の

経験だけではないと思いますが、希望とは仕事で

はなく、希望とは家族であり、希望とは健康であ

り、希望とは社会とつながることであるという人

がだんだん増えてきました。それがいいことかど

うかという判断はできません。ただ、被災者に限

らず、何のために働いているのか考えたときに、

最後は家族と温かいご飯を食べることだという気

持ちに全体的になってきているのではないでしょ
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うか。ですから、その家族に対する希望や健康に

対する希望は祈りに近いものではないでしょうか。

非常に大きな傷を持っていらっしゃる方には希望

を与えることなんて到底できないし、「希望を持ち

ましょう」と言うのも難しいです。ただ、阪神・

淡路大震災を経験した私の友人が当時兵庫に住ん

でいて、何日かたった後のNHKの深夜ニュースの
中で、最後にアナウンサーが半分涙声になりなが

ら「それでも希望を持ちましょう」と視聴者の方

に訴えたのが今でも忘れられないと言っていて、

希望は本来祈りなのだと思うのです。

　希望というのは、日常の中でそんなに使う言葉

ではありません。だから、希望は何かと聞かれる

と、「えっ」と思うことがあると思います。ただ、

それも何かをやっているうちに、だんだん自分の

中で湧き上がってくるというか。つまり、希望と

いうのは、少し大げさな言い方をすると、多くの

方にとって人生の物語の一つらしいです。単なる

未来の目標というよりも、自分がこれに希望を

持って生きているのは、自分のあの過去の経験が

つながっているからだと分かったときに、初めて

自分が目指すものが見えてくるのです。

　もしかしたら祈りとはそういうものかもしれま

せん。いろいろな苦しみのようなものと自分が向

き合って、それが自分の中ですとんとはまったと

きに、初めて「生きていていいのだ」「こういうこ

とを望んでもいいのだ」となるので、祈りも希望

も、単なる未来を志向することではなくて、過去

と現在を含めた自分の人生の物語の一つを紡いで

いくことで、お互いの希望を尊重し合うことが大

事なような気がします。

�（Ｑ2）　私は建築設計事務所を自営していますが、

まちづくりのNPOにも参加しています。今日の先
生のお話には、希望という心の明るくなるお話と、

困難を乗り越えるところで泣かせる話がたくさん

ありました。精神的なものには愛というものもあ

りますが、愛について先生はどのような考えをお

持ちですか。怒りではなく愛で社会を改革してい

くという気持ちはありますか。

�（玄田）　希望の話に非常に関心を持ってくださる
のは、キリスト教を信仰されている方が多いです。

『聖書』の中では大切なものが三つあって、愛と信

仰と希望です。この三つは密接につながっている

のではないでしょうか。

　正直に言うと、私はあまり愛について語れるよ

うなことはないのですが、どちらかというと、私

が希望を考えるようになって強く意識するように

なった言葉は信頼です。希望を持って何かしてい

る人の特徴の一つに、子どものころに、家族が裕

福だったとか、愛情をたくさん受けたということ

ももちろんあるのですが、周りの大人に信頼され

ていた記憶があることが挙げられます。それは生

きる勇気に影響しているようです。誰も自分のこ

とを信頼してくれなかった記憶を持っている人は、

そう多くはないのかもしれませんが、前を向くの

は難しいようです。だから、信頼という言葉をす

ごく考えるようになりました。

　あとは遊びということもすごく考えるようにな

りました。釜石で私がまちづくりに関わったとき

に、みんな仮設住宅になって、遊び場がなくなっ

てしまったのです。それで、公園づくりの専門家

に「どうやって遊び場をつくればいいのでしょう

か」と聞いたことがあって、そのときに言われた

ことを今でも覚えています。「玄田さん、子どもは

大人がつくった遊び場では遊びませんよ」と言わ

れました。遊びという場は子どもたちがつくって

いくものであって、それを支えるのが大人の役割

です。「本当に遊び場をつくりたかったから、むし

ろ『ここは大人に隠れて、ああいうことができた

な』『ここはみんながほっとしたな』など、今の大

人が子どもだったときに遊んで、楽しかった場所

はどういう場所かという地域の記憶を掘り起こし

た方がきっといい遊び場ができますよ」と言われ

ました。

　「希望は与えるものではなくて、自分でつくるも

のだ」と言っておきながら、一生懸命遊びを与え

ようとしてきた自分の愚かさにがつんと言われた

ような気がして、遊びや信頼ということから希望

はつくっていくのだなと思いました。もしかして

信頼や希望、遊びを包み込んだものが愛情である

のであれば、それはとてもいいなと思います。愛

を語るのは何歳ぐらいからできるのですかね。考

えます。


