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徳島市では ﹁第十の堰﹂の
住民投票がある︒ 住民投
票は次の問題がある︒ 一︑
日本国憲法に国民投票 ︵政
策に対しての直接投票︶は
憲法改正時のみ︒ 沖縄︑
名護市の住民投票結果は法
的位置づけがないことがその
後展開で証明される︒ 私は
国︑ 県当局がいう ﹁公共工
事に住民投票はなじまない﹂
とは思わない︒ 住民投票の
制度をきちんと整備し︑ そ
れによって決まるのなら最良
と思う︒ 現に外国で住民

投票が規定されているとこ
ろではやっていることであ
る︒ しかし︑ それには憲法
を改正し︑ 国の秩序の変革
が必要になる︒ 二︑ 例え
ば私は勝浦川の住民であ
る︒ 行ったこともない第十
の堰の是非を語るのはおこが
ましい︒ 私のように吉野川
と関係ない市民が何割かは
いるだろう︒ 三︑ 代議制民
主主義の第二次大戦後の合
衆国で一部の地域で住民投
票を行った︒ ﹁なぜ︑ 彼ら
だけに権利があるのか﹂ と

問題になった事実もある︒
謹賀新年二〇〇〇年 ︵ミレニアム︶を迎えて 吉
野川は徳島市のみ川では
ない︒ 県西部から最東部ま
私たちは佛教徒だが︑ 千 詳︒ 解体修理でその解明が
で流れる大河だ︒ その中に
年という記念の年に生きて 期待される︒ 仁王さんは昨
第十の堰に関係ある住民は
曼荼羅秘宝展﹂ どれだけいるのか︒ それを
いる︒ 前の千年紀は長保二 年そごうに ﹁
徳島市民だけ行うのは法の
のご出仕︒ 当山の佛像の中
年の平安時代︑ 翌年 ﹁
枕
下の平等に反するのではない
でもっとも大きく痛みの少
草子﹂が発刊さた︒ 今年
か︒ 四︑ 住民投票は公職
一年生きると二世紀にまた ないりっぱな佛様である︒
選挙法と同じ方法でよいの
解体修理には当山専属の
がる︑ 一年先の目標がはっ
か︒ 公職を選ぶのと︑ 意見
きり見えてくる歳である︒ 宮前建設︑ 宮前稔社長を
を集約するのとは意味が違
当山では ﹁平成の大修理﹂ 総大将とし︑ 棟梁に ﹁鐘
う︒ 徳島市の条例はその部
分をよく議論されていない︒
として仁王門の解体修理を 楼門解体修理﹂時︑ 文化
それに対し︑ 今の政治不
したい︒ 昭和五十七年 ﹁鐘 財上級認定棟梁矢野栄久
信の原因は住民の意見が繁
楼門解体修理﹂の折︑ 昔の 氏 ︵山梨県︶の門を叩き︑ 栄
されないことにある︒ 最
仁王門の位置から現在位置 その後︑ 文化財棟梁の道を 良は先述のとおり制度を完
へ家曳きの技法で移築した︒ 進んで︑ 一昨年矢野と同
備して住民の意志が繁栄さ
昔の位置は最良だが︑ 林道 じ文化財上級認定棟梁の資
れるようすべきだ︒ そのため
格を取得した竹内秀雄棟梁 の第一歩として徳島市民の
の開通により意味がなく
意志を打ち出すことにある
なったことによる︒ その時は ︵八万町長谷︶があたる︒
という意見もある︒
若干の屋根の補修のみ︒ 爾 重要文化財なみスタッフで
長良川河口堰の調査にあ
来二十年弱の間に瓦の傷み ある︒ 仁王門は未指定文
たった︒ ある大学の名誉教
から屋根裏が腐食で垂れ下 化財だが郷土徳島の誇る建
授は ﹁日本には河川工学は
がり︑ 数年来わからぬよう 造物である︒ ゆえに完璧
あっても︑ 河川学がない﹂
と︒ 法事の席でのこと詳し
ブルーシートで覆っっていた︒ を期したい︒
くは聞けなかったが︑ 老博
不景気の昨今だが︑ 建造物 どうか皆様︑ この二〇〇
士のいわんとするところは人
がこれ以上待ってくれない︒ 〇年紀事業の一部分にでも
文科学︑ 自然科学を総合
仁王門の創建は徳川末か ご参画いただくようお願い
した河川の関する集大成し
明治初年と推定するも不
申し上げます︒
た学問がないことをいわれ
たのだろう︒ 河川工学とい
うのはつまるところ対処療
﹁第 十 の 堰 ﹂ の 住 民 投 票
法でしかない︒ 今流れてい
る情報はあまりにも河川工
学的なものか︑ 情緒的自然
科学或いは扇動的政治的な
ものばかりである︒
とはいっても︑具体的に
﹁
第十堰の可動堰化﹂是非を
投票することにある︒ しか
も︑ 徳島市民は他市町村民
の羨望の中でのこと責任は重
い︒ 八十三万徳島県民を代
表して投票する気概を持て
ねばならぬ︒ さてさてどう
すべきか︒ 四千五百万円ば
かりの市民の金を使う以上︑
五十％を割って無効となるこ
とだけさけたいものだ︒
徳島市多家良町中津峰
TEL088‑645‑0008FAX645‑0508
http://www.nmt.ne.jp/ nyoirin
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武市一夫奉賛会長ご逝去

昭和四十六年︑ 当山奉賛
会発会以来奉賛会長をして
いただいた︑ 武市一夫先生が
昨年十二月十四日︑ 八十歳
を一期として都卒浄土へ旅立
たれた︒ 先生は昭和十六
年︑ 東大の最終学年時当山
で高等試験 ︵
所謂高文︶受
験のため三人の学友といっしょ
に山籠もりで勉強された︒
そのとき︑ 我が父は若い学
生の刺激を受け︑ 五十歳でが
んばって私が生まれたという︒
私の幼名は三津保︑ 三人の
学生にちなんで付けた名前だ
とか︒ かくして当山を住職
二代にわたり外護いただいた︒
特に私の代になって︑ 若輩
浅学な私の後をいつも見守っ
てくださった︒
先生のご功績については昨
年三月号の本誌に叙勲記念
として述べさせていただいた
が︑ 当山の道路は峰越し林
道として林道高規格のものが
新設されたときの日本第一
号︑ 県道並の高規格舗装も
同様日本最初というもので
あった︒ 建設当初はたくさん
県外から視察が来たものだっ
た︒ これも先生の先見の明の
証と特記しておきたい︒
実は先月十五日に先述の
﹁
仁王門解体修理﹂について
のご相談に行こうと思ってい
た前日に先生の訃報である︒
驚きと落胆の究であった︒ 十
六日の葬儀には五十年を越
えるおつきあいの方々がをは
じめ︑ 旧知の方々の千人のご
会葬があった︒ 先生のご人徳
のしからしむるところであろ
う︒ 衷心よりご冥福をお祈
りします︒

二〇〇〇年庚辰 ︵かのえたつ︶ 近藤義二
庚には三つの意味があ これが庚の意味です︒
ります︵一︶継承︑継続
辰には理想に向かって
︵二︶償う︵三︶更新で
辛抱強く︑かつ慎重にい
す︒前年からのものを断 ろいろと抵抗や妨害と闘
絶することなく継続して︑ いながら歩みを進めて行
いろいろの罪︑汚れを払 く意味があります︒辰の
い浄めて償う︒とともに 厂の次に書いてある二は
思い切って更新して行か 上︑天︑神︑理想を表す
ねばならぬということで 指事文字で振︑伸︑震と
す︒革命︵ Revolution
︶に 相通ずる意味を持ってい
持っていかず︒進化
ます︒
︵ Evlution
︶へ持っていく︑

ソマリアといえばすぐ思い
出せる人が何人いるだろう
か︒ アフリカのインド洋に面
した半島︑ 砂漠地帯であ
る︒ そこに住む遊牧民の少
女が十四歳で父親に結婚を
強いられ︑ 砂漠を逃亡︒
母親の親戚がイギリス大使
をしていた縁でイギリスでメ
イド︒ その後︑ 大使家族か
ら逃げるようにしてイギリス
に残りモデルに︑ その後︑
アメリカに渡った彼女はとう
とうスーパーモデルとなっ
た︒ しかし︑この本は成功
物語ではない︒
家内のところに時々ＦＧＭ
なる団体から手紙が届く封
筒の外側に女性性器切除と
ある︒ 私はこの本に出会う
まで︑ 何のことなのかわか
らなかった︒ 旧約聖書に割
礼という言葉ある︒ 私たち
日本人にない風習だ︒ それ

も男子のみのことと思ってい
た︒ ところが世界の回教徒
の多くは女性に割礼を行
う︒ ソマリア人の場合︑ 女
性性器の大部分を切り取
り︑ 生理的穴のみを開け
て膣を縫合してしまう︒
ディリー自身も子供のとき
ジプシーの老婆に割礼を受
けた︒ 非衛生的でそれがも
とで死に至るものも多い︒
彼女の場合︑ 小便に十分
以上を要し︑ 生理時の痛
みは並大抵のものではなかっ
た︒ 幸いイギリスでその理解
ある医者の手術うけ痛みか
らは解放された︒ が︑ 性の
喜びは知らないと告白す
る︒ ＦＧＭはこれをなくそ
うという運動である︒ 彼女
はそのために国連特別大使
になった︒ だが︑ 宗教的な
因習故に文明国の回教徒社
会にまで輸出されていると
いう︒

一冊の本 ﹃砂漠の女ディリー﹄草思社
ワリス ・ディリー 武者圭子訳
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ネパール紀行 ・
ネパール十年の発展
︵続ブータン紀行︶
今回をもって本紀行を閉じ
たい︒ カトマンズの喧噪を離
れ︑ 十五㎞ほど離れたバド
ガオン ︵バクタプル︶へ向か
う︒ ネパールの田園風景を
楽しんでいると車が止まっ
た︒ ここからヒマラヤを見ろ
という︒ 限りなく続く畑︑
青い空のかなたに浮かび上が
るように真白き神々の峰ヒマ
ラヤの連山︒ カトマンズ市内
の喧噪とはうってかわっか田
園風景である︒ サンスクリッ
ト語でヒマは雪︑ アラーヤは
たくわえるもの︑ 雪の倉の
意である︒ バスの中から 出
した全自動のカメラが動かな
い︒ しばらく構えていると
やっとシャッターがおりた︒
薄暗いバスの中からいきなり
高い照度の戸外にでたものだ
からカメラがびっくりしたら
しい︒ 十年前の機材はこうい
うこともある︒ バクタプルで
はチェックポイントで入場料
︵ここでは文化財保護基金︶
を払い︒ のんびりことを散
策する︒ カトマンズから十五
㎞ほどでかくも雰囲気が違
うものか︒ 十五世紀から十
八世紀にかけてのマッラ王朝
時代に三王国の首都の一つ
として︑ 最盛期をむかえた
ネワール文化で大発展をし
た ﹁帰依の町﹂という意の
町である︒ のんびりはいいの
だが建造物はだいぶ老朽化し
ている︒ 文化財をあずかる
一人として保存がたいへんだ
ろうと思う︒
バスを降りたところから二

人の少女がついてきた︒ イン
ドの物売り少年のように
﹁これやすいよ﹂ と何人もが
ついてくることはない︒
我々を遠巻きにして時々︑
唯一の商品野球帽をみせ
る︒ おみやげにちょうどよ
い︑ 時間をかけじっくり値
切ろう︒ 十年前より品物は
カラフルで良質である︒ ま
た︑ 古い建物を利用して土
産物屋もある︒ そこの店を
覗くと大学の日本語学科の
学生がアルバイトをしている
という︒ 値切りにかかると
あまり経験がないか︑ 日本
語のみ一生懸命︒ 好感がも
てるのでカシミヤのショールを
買う︒ 中央広場の五階建て
の望楼に喫茶店がある︒ 休
憩をしていると先の少女た
ちが盛んに帽子をすすめ
る︒ 上と下で手真似のやり
とりする︒ この手の買い物
ははバスの前で最後の取引を
するにかぎる︒ 初めてのイン
ド︑ 鷲峰山の頂上で数珠を
買った︒ それで取引は終わ
り︒ 山頂から重い荷物を自
分で運ばねばならない︒ こ
の場合頂上から二十分の道
を値切りながら下るべきだっ
た︒ 荷物は先方の物だから
当然持って降りる︒ かくし
て︑ バスの直前でこ野球帽
を買った︒ その子が ﹁私の
親友が商いがないのでネパー
ル帽を買ってくれないか﹂と
泣き顔でいう︒ 友情なのか
手口なのか分からない︒ 彼
女たちのおかげで楽しく過
ごせた︒ お礼と思い買って
やるとうれしそうに二人仲
良く見送ってくれる︒ やは
り一人だけの商いでは友にせ
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と手をはってくる︒ ずっと
以前に紹介した本 ﹃逃﹄の
主人公の画家がここの灯籠
でしばらく生活する様子が
あった︒ 最低限で生活でき
るらしい︒ この付近はアンモ
ナイトの化石が多い︒ 陽気
なカトマンズ観光にあってこ
こだけは暗い︒ 神聖な人の
最終儀式を観光気分で見る
贖罪感からだろう︒
私たちはここを最後にカト
マンズ中心街のネパール料理

レストランで夕食︒ ネパール
独特の︑ 野菜︑ ご飯︑ 肉に
スパイスのきいたソースをかけ
る料理︒ ここでは酒 ︵チャ
ン・焼酎︶の燗をしたものに
火をつけ小さい杯に一メート
ルぐらい上のところから注い
でくれる︒
昔︑ 斎藤道三が油売りの頃
一文銭の穴に油を通したよ
うな技である︒ 満腹になっ
たところで六回目のなれた道
を空港へいよいよ彼の地をお
別れした︒ ー完ー

