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あなたの参画が多様性を認め合うコミュニティづくりの輪へ
あなたの余剰を分かち合う優しさが丹波の自然をまもる輪へ
あなたのすてきな能力の提供がコミュニティの自立と共生へ
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多方向の視線
井上靖の文章に『街に出かけたときには、ビルの 3、4 階ぐらいのところから街を見降ろす。東
京が生きていると思うのはこの時だ。5、6 階になると高すぎて、街が玩具に見えてしまう。ただ
し、百貨店の場合には屋上へ行く。屋上では街を見降ろさないで、雲を見ることにしている。い
つでも必ず東京の上にはどこかに雲が湧いている。』（わたしの一日）というのがある。これは新
聞記者としての経験から彼が身に付けたものかもしれない。昨今のように超高層の建造物が林立
する状況では、彼はどのような視線で街歩きをするのか想像するのも楽しい。
私も時に外国の中で何処が美しいかといったことを尋ねられることがある。答えに詰まる質問
であるが、それはどの視点から見るかによってランクが異なると思うからである。ある国では路
面はゴミが散乱しているが、視線を上げていくと旧い街並みが保存されているといった場合など
である。これは外国に限ったことではなく、国内でも同じようなものであろう。
自分からの視線だけでなく、自分に向けられた視線を考えてみることも必要であろう。阿川
佐和子の『屋根の上の目』には次のような文章がある。鼠小僧が死の間際になって、親に捨てら
れたら少年に向かって『いいか、坊主。いつだって屋根から誰かが見ていると思っていな。誰か
がおまえのことをいつも屋根の上から見ているってな。』と諭すように吐く。
行動の基準は多様化しているのは事実であるが、傍若無人な振る舞いが苦々しく非難される
ことが多々ある。良いことをしても悪いことをしても、なんとなく誰かに見られたかと思うこと
がある。誰が見ているかは定かではなく、確証がなくてもいつも折々に自らを律するような感覚
をどこかに持っているのは悪くないように思われる。さらに、視線の方向は時間軸でも多様であ
ると、過去と未来の目を推し量ることも必要であろう。
未杜男
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「予告」
＜10 月未杜カフェ＞

日時：10 月 28 日（水）13 時 30 分
場所：氷上住民センターつどいの間
内容：高齢化に伴う耕作放棄地等の課題について
講師：市会議員他
少子高齢化に伴い丹波市には空き家も増加、現在
一人住まいや夫婦のみの世帯は多く、今は農地の
耕作ができても 10 年後には果たしてどうなるか
を考えると不安でならないという声を聴きます。
徐々に体も衰えていくことが分かっており今後
の安心できる対応策はあるのか、不安を抱えてい
る人は多い。市会議員さん達の声を聴くと共にみ
んなで話し合います。
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＜9 月未杜カフェ＞
年輪の里にて未杜ひばりと歌を楽しみました

＜11 月未杜カフェ＞
テーマ：鐘が坂の 3 つのトンネルハイキング
明治、昭和、平成にそれぞれ新たなトンネルが建
設され、同一の峠に別途 3 つのトンネルが設置さ
れるという、全国的にも珍しいトンネルへのハイ
キングを楽しみます。
日時：11 月 18 日（水）9 時 30 分
場所：鐘が坂のジャパン駐車場に集合
案内：観光ボランティア 瓢芳夫さん
＜12 月未杜カフェ＞
内容：ポットラックパーテ＆死生学
日時：12 月 19 日(土)10 時
場所：無量寺（氷上町小野）
内容：河口住職と共に話し合います
ポットラックパーティは持ち寄りパーティで
す。参加者は昼食用に好きなものを持ってきてみ
んなでわ分け合っていただきます。

「報告」

＜7 月未杜カフェ＞
黎明館にてオープンカフェ「ＬＥＴＳ」開催

＜会員から会員へ＞
未杜が大きくきれいに広がりました
花づくりが大
好きな会員さ
んが未杜カフ
ェで小さなポ
ットの一輪を
50 未杜で受け
取りました。そ
の一輪が下の
ように見事に
成長して可愛
い花をつけま
した。「未杜」
の広がりもこ
んな風になり
たいですね。

サービスを受けてもマイナス未杜は記入せず
与えた人がプラス未杜だけを記入すればどうか
と意見が出ました。皆さんはどう思われますか。
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＜みつみ学苑訪問＞
去る 9 月 23 日「未杜ひばり」は山南町のみつみ
学苑を訪問しました。学苑の方たちと共に歌を介
して楽しいひと時を過ごしました。

第 3 回オープンカフェ「LETS」報告
形式：輪読会 著書「地域通貨」ミネルヴァ書房
編著者：西部忠（北海道大学経済学部研究科教授）
会で出た質問等を「○」で、西部先生のコメン
トを「◎」で表します。
（テキストの難解な言葉についての質問）
○「コミュニケーションメディア」と「経済メデ
ィア」を分かりやすく説明して ほしい
◎「コミュニケーション・メディア」はルーマン
というドイツの社会学者の言葉で，実に広い意味
を持っています。ルーマンのコミュニケーション
とは，単に情報を送り手から受け手へと送るとい
うことではありません。情報，伝達，理解という
三つのレベルで人間が主体的に選択することで
形成される創発的で統合的な営みです。ここに理
解も含まれていることに注意してください。
このため「メディア」も，マスメディア（テ
レビ，ラジオ，新聞等のマスコミ），伝達手段，
媒体などを表す通常の用語法よりずっと広いの
です。ルーマンのコミュニケーション・メディア
とは，人間と人間のコミュニケーションを媒介す
るすべてのものです。つまり，言語に始まり，文
字，記号，絵画，印刷，写真，映像，通信技術な
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ど言語の到達範囲を広げる［拡充メディア」，そ
して，言語や拡充メディアを利用しながら意味や
象徴性を具現する貨幣，真理，規範，権力，愛な
どの「象徴的に一般化されたメディア」まで人
文・社会科学（文学，教育学，法学，経済学）の
対象ほぼすべてを網羅しています。というのも，
ルーマンによると，社会は人間のコミュニケーシ
ョンの繰り返しによって再生産されており，経済，
政治，科学，教育，宗教等は社会の部分システム
だと考えられるからです。
しかし，私はもう少しわかりやすく，コミュ
ニケーション・メディアを分類します。すなわち，
コミュニケーション・メディアは基本的に「文化
メディア」である「言語」（法，規範，道徳を含
みます）と「経済メディア」である「貨幣」（数，
算数を含みます）の二つに分けられると考えます。
なぜなら，この二つが猿から人間が進化するとき
に必要であった基本的なメディアだと言えるか
らです。
○「ルーマンはメディアと形式を区別している」
の記述の箇所がわかりにくい
◎メディア（媒体）とフォーム（形式）の区別に
ついて説明します。メディアは，社会を主体が緩
やかに結びついて繰り返す動的な「過程」だとい
う見方に基づきます。他方，形式と実体は，社会
を個々の主体が強く結びついた静的な「構造」だ
ととらえる見方によります。メディア（媒体）が
動く流れ（フロー）を表現するのに対して，フォ
ームは動かない実在（ストック）を表現すると言
えるかもしれません。
（未杜の利用に関する意見）
○「マイナスが増えると心の負担になるからカー
ドに書かずプラスだけ記入すればいいのではな
いか」
この意見に対する先生のコメント
◎心の負担になるのでマイナスだけを記録しな
いというのは無責任です。提供する側（プラス側）
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も提供してもらう側（マイナス側）もきちんと記
帳すべきです。すべてのプラスとマイナスを足し
合わせた合計がマイナスならば，その分はメンバ
ー全体からなるコミュニティに対する借りです。
それには銀行からの借金と違って，返済期限はあ
りませんし，利子も付かないので，何かを少しず
つで可能な範囲でコミュニティに返していけば
よいわけで，それほど大きな心の負担とはならな
いはずです。
別の会員の意見
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会員 紹介
今月は兵庫県立大学の畑正夫先生です

８０歳以上の高齢者人
口が初めて１千万人を
超えた。高齢化と少子
化の中で進む人口減少
社会に対応するため、
全国ほぼ全ての自治体
で、将来ビジョンと戦
○ マイナスが増えると何とかしなくては・・・
略の策定が行われてい
という気持ちになる。だから自分で何かできるこ
る。若者を引き留めるための隣接市町に比べ低い
とはないかと探すようになる。いろいろな農作物
サービスの改善、新規就農者のために儲かる農を
を下さった方がある日、体調を崩された。彼女は
めざした６次産業化等、従来の路線上の取組みが
未杜カフェに参加したいと言われていたので送
中心になっている。“いまさら感”が強い中で、
迎をした。大変喜ばれ自分にもできることがある
果たして漸進的な手法で複雑さを増す課題に対
ことが分かりうれしかった。こういう気付きがあ
応できるのだろうか。課題の複雑性について、世
るのが大事だと思う。
界的な変革ファシリテーターと呼ばれるアダ
ム・カヘン氏は３つの視点から示唆を与えてくれ
◎先に述べたように，通帳の残高がマイナスなら， る。一つは「ダイナミックな複雑性」。多くの地
誰か特定のメンバーに対してではなく，コミュニ
域社会は地域外の世界とつながり、ギリシャ危機
ティに対してその額の借りがある状態です。その
のように他の地で生じた事象が身近な地域に変
時，「何とかしなくては」という気持ちになり， 化をもたらす。社会全体の俯瞰が重要となる。二
「自分で何かできることはないかと探すように
つは「社会的な複雑性」。多様なものの見方によ
なる」のはいいことです。自分の家で持ち腐れて
り、従来の専門家が持っていた知識だけでは解け
いるものがないか，自分の中で眠っている才能や
ない課題が増加し、関わりのある人の解決策の検
技能はないかと考えたり，人が困っているときに
討や解決への参加が不可欠となる。三つは「生成
助けてあげることはないかと気を付けたりする
的な複雑性」。これまでにない予測不可能な事態
ことになるからです。「いろいろな農作物を下さ
に過去の解決策が当てはまらず、状況の変化に沿
った方がある日体調を崩された。彼女は未杜カフ
った新たな解決策が求められる。このように、課
ェに参加したいと思われていたので送迎をし
題の発生状況と解決方法は変化している。さて、
た。」とは，大変よい気付きだったのではないで
皆さんの地域ではこうした視点を踏まえた創造
しょうか。
的な地域づくりの取組みがデザインされている
だろうか。オリンピックのエンブレムではないが、
短い間にビジョンと戦略が見直されないことを
期待したいものだ。焼き直しでない地域にあった、
地域のためのビジョンと戦略が必要とされてい
る。

