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－万葉集１２５０年記念事業－ 

万葉のこころを未来へ 

テーマ『みずみずしい命』 
 

日時：平成２１年５月１６日（土）１３：０５～１６：３１ 

場所：西条市総合文化会館 大ホール 

主催:「万葉のこころを未来へ」推進委員会、奈良県、平常遷都1300年記念事業協会、読売新聞社、 

   西条市総合文化会館 

共催:西条市 

後援:愛媛県、愛媛県教育委員会、西条市教育委員会 ほか多数 

概要:   ＜場内では、撮影禁止だったため、出演者の顔写真、プロフィール等は、リンク先の関係HPを参照下さい＞ 

 

 13：05～13：07 「万葉歌 朗読」 上原まり  

○筑前琵琶奏者 上原まり http://www.ueharamari.jp/ 

○朗読のバックでは、西条市在住三浦聖さんの、石鎚山の写真がスライドショーにて上映された。 

 

 13：10～13：14 主催者あいさつ 読売新聞社大阪本社専務取締役 菊池卓雄  

・西条へ来たのは、初めて。豊かな水、汲み上げた水を飲ませていただき、今日は石鎚山が見えませ

んが、０ｍから２，０００ｍまで、自然豊かな地。 

・なぜ西条での開催なのか。全国８箇所で開催し、第１回が東京、次が福岡、今回の西条、仙台、大

阪、名古屋、札幌、奈良。８つの中では一番小さなまち西条。しかし一番熱心にお招きいただいた。 

・伊予の国と万葉集のつながり、深くあります。市長がお話しされるやもしれません。 

・この前選考した「平成万葉集」１，０００首の中に、愛媛から４名が選ばれた。その選考の講評で、

「和歌を日本人が忘れた時、日本は滅びるか自滅。万葉集の中に、日本がここにある」。 

・日本にどう万葉が伝わってきて、これからどう伝わっていくのか。平成の心にじっくり触れて、平

成の時代を堪能したい。 

 

 13：14～13：20 共催者あいさつ 西条市長 伊藤宏太郎  

・このパンフレットに私達の町、全てを紹介いただいている。加茂川とは「神の川」だと再認識する

と共に、・・・ 

・なぜ、この小っちゃな町での開催となったか。堂々と感性を持った人、町、それが絶好の機会の実

現となった。 

・さらなる次世代へ繋げていく、この一生懸命さを、「努力」の二文字で評価されるのでは。 

・その一生懸命さが、みなさんの素晴らしい感性をさらに磨いてくれる。 

オープニング 
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・さすれば、地球の中の「西条」と、堂々と言える。恵まれた喜びと、どうぞこれを噛みしめながら、

一人ひとりの感性を高めていただき、今日の一日を楽しんでいただきたい。 

・「伊予の高嶺」 万葉の時代から、この地に、こんな言葉があったこと、これをどう前面に押し出

してくか、みなさまの感性が打ち出していく。 

・みなさまの力があったので、「元気情報」を発信できた。(行政は、みなさんに)モブレつきます。

行政にも厳しい声をおかけ下さい。 

・食、人のなりわい、そんな思いと共に、今日の会に臨んでいただき。 

・読売新聞社やみなさまに、「ありがとうございます」で、締めくくらせていただきます。 

・また、県外からの多くの方々へ、ウェルカムであります。 

 

 

 13：20～13：45 「万葉のこころを未来へ」 推進委員会委員長 中西 進  

・感動に打ち震えている。 

 

○命の力 

・現代人は、「命の力」を失ってはいないでしょうか。高齢化していくに従って沈滞化。「働く」より

「楽」をした方がいい。日本人は、生きる力、素晴らしさを忘れてきているのでは。 

・万葉集は八世紀に生まれた。しかし、千年、二千年を超えていくものだと思う。「地下水」のよう

に、日本が力を失った時に、フツフツと沸き出でてくるものが「万葉集」だ。 

・万葉集は、日本の危機のたびに日本人の前に出てくる。日本を救うのは、万葉集しかない。そう２

年前に考え、友人に呼びかけたら賛同いただき、推進会を作れた。 

・昨年は東京で「愛（愛を歌う）」をテーマに、次の福岡は「国際的(国際的に生きる)」。日本は国際

的なものを受け入れ、万葉の時代に日本を作った。 

・３度目の日本の危機の今、「国際性」と言っている。この先駆が万葉集です。 

・「命の力」 これを回復するということを、全国、全世界に訴えていきたい。 

 

○みずみずしい水 みずみずしい命 「死」とは 「永遠」とは 

・「みずみずしい水」 西条駅のホームの水に触れ、水に濡れたみずみずしい青い岩。駅を出ると、

新しい木の香り。青々とした、こんこんと湧く水、豊かな木の香り。この地で開催することは「正

解」だと思った。 

・そもそも万葉集は、みずみずしい命を持っている。「たまきはる・・・」とは、霊魂が続くこと。

みずみずしい命が、全体にあふれている。これが万葉集。 

・現在は？ 呼吸を止めた時、「無」でしょうか。聖徳太子は、今も(我々の中に)存在する。呼吸が

止まって、魂が離れていく、これが「死」。しかし、魂は次へ次へと、魂の媒体によって、聖徳太

子は永遠に続いていく。そんな考え方が万葉集。 

プレゼンテーション 
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・命とは永遠のもの。魂とはどう表現、生きているとはどう表現されるか。 

・我々は、呼吸が止まると、枯れること、水分が無くなること、魂が無くなること。 → これが、

生体として生きるということ。魂という形で、その人の輝きなど、存在を認識している。 → 魂

とは永遠の命を持ったもの。 

 

○「しなう」とは 

・水分が無くなる 「しなう」 万葉時代の命の中心の言葉。水分が無くなることは、一時的に死ぬ

ようになることであって、「死ぬ」こととは違う。 

・マイクを曲げようとすると、ポキンと折れるが、「しなう」ことはない。ここにあるお手ふき、こ

れは「しなう」ことが出来る。竹がわかりやすい。竹は曲がることが出来、この弾力の力がすごい。

万葉の人にとって「しなう」とは、力を貯め、次に跳ね返る力、と考えた。 

・６０年間教師をやっているが、「教育」とは何かと考えた。時計を輪ゴムでつるして引っ張ると、

ゴムが伸び、それを離すとピーンと上まであがる。教育とは、伸びたゴムをつけ、はじけることが

出来るようにすること。ダメ教師は、「ダメな生徒なので、高いことを教えてもしょうがない」と、

ゴムを引くことをしない。 

・「しなう」ことの応用。いったん、たわむことの実証。 大阪商人の、「まけますよ」 負けるとは

戦いに負けること、敗北すること。部分では負けても、商人の全体としては負けていない、大きな

利益を生み出している。大阪商人はうまく敗北を認めたわけです。それが大きな収益を生んだ。 

・大きな戦争（ウォー）に勝てばいい。一つ一つの小さなバトルを、全て勝つことは難しい。 

・「しなう」 竹が跳ね返すには弾力がいる。しなうには弾力が必要。しなうことが、その人の美徳

と考えた。 

・「たおやめ」「たおやか」 しなやか、大きな弾力を持っている、ハツラツとした生命力を持ってい

ること。押せ押せではなく、しなやかさが、万葉の時代の美徳です。 

 

○「うち」とは 「うつ」とは 

・最後に、「たまきはる内の大野に馬なめて朝踏ますらむその草深野」 「内（うち）」とは、命のこ

と。「うつ」と同じ、「うつつ」と同じ。「うつ」とは、現実のこと、「うつす」とは、２番目の現実

のこと。現実である イコール 命である。 

・奈良には「うつ」という地名がある。その地は、生命が充満している地。それを「うち」と呼んだ。 

・古代人の生命の概念 日本人は「死」という概念を持っていなかった。そういう生命観を持ってい

るだけで、ビフェービアが変わってくる。 

・みずみずしい命、それを実感できるのは、ここ西条。 

 

○みなさんが主役です 

・シンポジウム これは、みなさんがどう実行していく(かが大事)、みんさんが主役です。 
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 13：45～14：41 「旅の歌」 作家 立松和平  

○人はなぜ山に登る 

・西条には何度か来ている。「百霊峰巡礼」 原稿を書くために、毎週、毎週、おなかが痛くても、

親が死んでも、山に登らねばならん。25回分を１冊にまとめ、今は２冊出ている。百まで出す。 

・なぜ登るのか？ 宗教心から日本人は山に登る。肉を絶ち、ヘトヘトになり、山に登る。山に登る

ことは、神様、仏様に会いに行くこと。ゼイゼイ、ハアハア、自分の、人間のちっぽけさを、自分

の小ささを知ることが大きい。 

・それが、ある時、西洋からの影響で、山は「征服」する、山頂に立たねばならない山登りとなった。

昔は、真っ直ぐ登るキツイ道を造っている、修験道の道、真っ直ぐ苦しい道。近代の道、西洋の道

は、合理的に楽に登れる蛇行した道。 

・石鎚山の恵みを、本当に味わいました。水、恵み、日本有数の場所、生命の場所と感じる。 

 

○伊予と聖徳太子の関わり 

・「伊予」というと聖徳太子。はっきりと、この地に来たと書かれている。石碑がある。 

・聖徳太子は、二十歳で摂政（せっしょう：君主に変わって政務を行いこと）。どうやってこの国で、

生きていけばを示した。仏教の解説書「教典」に、菩薩
ぼさつ

になることが書かれている。人を殺すこと

がなんでもない荒れた時代に。 

・人は「泥」の中にしか生きられない、泥の中から綺麗な花が咲く。この国のビジョンを立てたのが、

聖徳太子。しかし、この理想、１，３００年経ち、未だに実現していない。 

・嘘をつかないと真実を語れない。それが文学。研究とは違う。 

・聖徳太子のビジョンとして、こちらからも人を出し、外国からも人を入れるには、海上交通をしっ

かり作らないといけない。海賊に対する対策が必要。大阪が玄関口だった。大阪から外国へ出て行

くには、（瀬戸内を横断していくので）伊予の国を穏やかにしておかねばならなかった。 

・日本は統一したと言っても、小さなものがバラバラだった。日本は、一つにならないと、外国にや

られる。とことん語り合えば、理解しあえる。それが「十一条憲法」。こんな事を温泉に入りなが

ら語った。これが、小説です。 

 

○聖徳太子の人柄 

・聖徳太子の歌 「家にあらば 妹が手まかむ 草枕 旅に臥やせる この旅人あはれ」 → 家に

いれば妻の手枕で寝られたであろうに、旅先で餓死しているこの旅人は、なんと痛ましい。 

・哀れに思った聖徳太子は、この旅人を埋葬し、自分の衣を墓にかけてやった。その後心配になりそ

の墓を部下に見に行かせると、墓はモヌケノ空となり、衣がキッチリとたたんで置かれていた。「だ

るま大志が見に来ていたんだ」との伝説。「雅人伝説」 

スペシャルスピーチ 
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・柿本人麻呂 どこの人かわからない。石見の歌があるので島根の人かなぁ。宮廷歌人で、天皇の元

で、綺麗な歌を歌ってきた。 

 

○技術の伝承 

・３７～３８歳が人の寿命の時代。３０年ほどしか生きられない。 

・伊勢神宮は、２０年ごとに全てを造り直し、古い物を焼くか埋めることをした。「技術伝承」をす

るため、作ってみないと、覚えられない。そのために、２０年に一度作り直す。建物から、生活用

の道具まで全て。２０年に一度遷宮すれば、一生のうちに一度か二度、遭遇することが出来る。非

常に深い。コピーして、技術を繋いでいく。 

・米の一粒が８００粒になる、それを繰り返し、そうして伝えていく文化。 

 

○大切に使う 

・法隆寺 １，４００年前に建てられ、１，３００年前に再建された。法隆寺は、一度作ったものを

大切に使っていくやり方。ヒノキ、樹齢１，３００～１，４００年という太い木。せめて、補修材

を作ろうと、森を作っている。最低でも四百年かかる。 

 

○私の好きな詩 

・一つ詩を選びなさいといわれているので 「いづくにか 我が宿りせむ 高島の 勝野の原に こ

の日暮れなば」 → どこで宿ろうか 高島の勝野の原で 日が暮れてしまったら 

・昔の旅は物見遊山の旅ではない、公務、野宿で、その日その日を過ごしていく旅。 

 

○万葉集のおもしろさ 

・万葉集の面白いところ 「等身大」の歌がたくさんある。勝手に、自分なりに解釈すれば良いんで

す。 

 

○筑前琵琶奏者 上原まり http://www.ueharamari.jp/ 

 

○パネリスト：中西 進（奈良県立万葉文化館 館長） http://www.manyo.jp/ 

       立松和平（作家） http://www.tatematsu-wahei.co.jp/ 

       大高 翔（俳人） http://www.shootaka.jp/ 

○コーディネータ：竹田美喜（子規記念博物館 館長）http://www.city.matsuyama.ehime.jp/sikihaku/ 

 

 

14：55～15：23 ミニコンサート 「万葉の調べ」 上島まり 

15：24～16：30 トークスクエア 「みずみずしい命 万葉のこころを未来へ」 
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○好きな詩は 

竹田:みなさん、好きな歌を一つずつ紹介して下さい。 

中西:くにほめ 国を褒めることは、国を見ること。石の霊魂の山、石鎚山。 

立松：二七五 高市黒人「いづくにか 我が宿りせむ 高島の 勝野の原に この日暮れなば」 高市

黒人は、孤独な歌が多い。万葉の中で、先端的なことを拓いていった詩人かなあ。 

大高: 女性と男性の読み歌を一つずつ。 

   六六一 大伴坂上郎女「恋ひ恋ひて 逢へる時だに 愛しき 言尽くしてよ 長くと思はば」 → 

恋て恋て、会える時を大事にして、その時に使う言葉も大事にしよう。恋人、親子、友達でも。私

の思う理想の女性はたくましい女性。 

一〇七 大津皇子「あしひきの 山のしづくに 妹待つと 我立ち濡れぬ 山のしづくに」 → 

恋しいお前を待っていて、山のしずくで、随分と濡れてしまった。 理想のみずみずしい男性。自

分の感情を美しく表現できる男性。 

中西：二つお教えしておきましょう。一つ目は、「うるわしい言葉」 相手をイライラさせない、不愉快

にさせない言葉、破綻のない言葉。二つめは、「女性には勝てない」 「あなたをずぶ濡れにした、

そのしずくになりたかったわ」と、打ち返される。それが女性の強さ。 

  二七五 高市黒人 疑問の言葉をたくさん使う人。不定詞。それぐらい、魂がさまよっているこ

とを歌う。 

竹田：自分の好きな歌をいってもらうと、その人のことがわかると思って。立松さんは不定詞、さまよ

っている。 

立松：いつも旅をしている、さまよっている。 

 

○万葉集について 

中西：大浦川の河口、琵琶湖の北西、天候の変わりやすいところ。万葉はそれをちゃんと歌ってある。

旅をしている立松さんが、この歌を選んだのは･･･？ 

立松：いぶきやまを登ってきた。雪もなく、スキー場も止まっていた。万葉に歌っている姿の法が、あ

るべき姿かなあと思う。 

大高：万葉集から学びたい。「相聞（そうもん）」 俳句で相聞をやってみよう。男役と女役で２月から

ブログで、公開しながらやってみた。 http://haikudesky.exblog.jp/ 

ルールとして、相手の句から漢字一字を必ず受けて俳句を詠む。 

私から  風邪声をだして失恋日和かな 

相手から かげろへる夜は邪推の夢ばかり （「風邪」が、「邪推」へと変化） 

私から  逢うことの叶はぬ春の夢に飽く （「夢」が、季語季題の「春の夢」に） 

相手から 恋猫の飽きてしまひし闇を出づ （「夢に飽く」を「飽き」に） 

そのまま返さないところが、万葉集のこころを感じる。 

相聞（そうもん）：（消息を通じ合うの意）万葉集の一部の巻に見える和歌の分類の一。広く唱和・贈答の歌

を含むが、恋愛の歌が主。「あいぎこえ」ともよむ。（広辞苑より） 
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○伊予の高嶺で・・・ 

竹田：伊予の高嶺を歌っている詩を中心に進めていきたい。また、みずみずしい西条について･･･ 

三二一 

三二三 

中西：「こごしい」「こごしき」岩石に対する山に、古代人は信仰を持っている。尾道の千光寺（せんこ

うじ）、これも岩石の山。全体を考えましょう。道後温泉から新居浜の半島までを一つに考えるべき

だ。その中心が「西条」だ。 

竹田：お日さまが平等にみんなを照らすがごとく、みなさんに温泉が湧きいずる。椿が温泉を覆ってい

る。 

立松：仏教の教え お天道様の平等さ。 

大高：松山にいたが、知らなかった。こういう場所だったということを、改めて読みました。 

中西：阿波 ＝ 日のいずる所 伊予は日の沈むところ。香川は何もない。緑色の岩石の美しさには驚き

ました。「いわね」 

立松：石鎚山は、さまざまな言葉でたたえられている。 

竹田：駅のホームで水を飲み、駅前の緑の岩を全てさわって「力」をいただいてきた。「こごしき 高嶺」

の意味がわかった。さすが西条でやった甲斐があった。 

中西：くにほめ ひとほめ たくさんの中で、そのなかで、君が一番だよ。基本のパターン。「とき」は

時刻、「とこ」は時間の概念。全体は「とこ」に委ねられる。 

    「とこ」＋「ろ」＝「ところ」が空間概念。       宇宙は、「う」＋「ちゅう」 

    「とこ」が時間概念                      時間 ＋  空間 

立松：「他界感」 空間認識があったのかなあ。 

大高：「いんりつ」 昔は制約と思っていたが、限られた時間のなかで、生きていくしかないことを教え

ていると、感じた。 

中西：心がけで、永遠、ういういしい   不可能と決めることが良くない。 

          みずみずしい命   可能と考えること。 

 

 

司会よりアナウンス： 

本日のシンポジウムの概要は、読売新聞で紹介される予定。 

次回は、７月１１日（土）、仙台市で「限りなき風土への愛 －万葉のこころを未来へ」をテー

マとして開催。是非、ご都合のある方はご参加を。 

 

－ 以上 － 


