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＜会長の時間＞
「安部公房について」
今日は、若い方はあまり知
らないかもしれませんが、安
部公房という作家について話
しをします。学生の頃、非常
に好きだった作家で、非常に
難解というか不条理な内容でして、
「砂の女」とか「燃えつきた
地図」などの作品があり、熱心に読んだものです。東大医学部を
卒業するも国家試験は受けず、
医者にならないことを条件に卒業。
その理由は、
卒業試験に人間の妊娠についての問題を象の妊娠に
ついて延々と説明したことで、
医者として不適格であるけれども、
大学としては卒業だけはさせてしまえといったようなこととの
こと。牧歌的な時代だったようです。芥川賞をはじめ、多くの文
学賞を受賞し、
ノーベル文学賞候補にも何回も名が挙がりました。
20 年前に 68 才で亡くなられた際に、家族の方以外の女性宅で亡
くなったとの噂があったのですが、
大家であるが故に不問とされ
ていました。
今年の夏に「安部公房とわたし」という本が講談社から出版さ
れ、著者は NHK 連続テレビ小説の主役に抜擢された、その当時
26 才の女優 山口果林 という方で、しかも安部公房と共に歩ん
でみえたとの告白にびっくりしました。
◎ 今日はこのセンセーショナルな話題でなく、
安部公房の評論
の中で、
現代文明批判としての三大モンスターについての記述が
あり、現在でもなるほどなぁと思われますので、少し自分なりに
解釈して紹介いたします。
１つ目のモンスターはゴジラです。
核の脅威としてのモンスタ
ーです。
しかし実際は反核というようなメッセージはあまりなく、
ゴジラ映画は 28 作品上映され、上映されるたびに放射能熱線は
すごさを増し、スパイラル熱線→ハイスパイラル熱線となり、ゴ
ジラ自身が放射能熱線でメルトダウンするまでに威力が激しい
ものに変化し、
よくこんな怪獣を作り上げたなぁと感心したもの
でした。
核の落とし子として生まれたゴジラが最後は人間の手に
よって葬られ、かわいそうなどと思ったものです。
２つ目はキングコングです。行き過ぎた商業主義というか、市
場経済のゆがみとしてのモンスターです。
このモンスターもドク
ロ島に留まっていれば何も起こらなかったのに、
愛すべきキング
コングだなぁと思ったものです。
３つ目のモンスターはフランケンシュタインの怪物です。
人造
人間を作り出すという医学の進歩を超えたというか、
生命という
神の領域に踏み込んだモンスターです。
若き医学生フランケンが
死体を接合して、
雷光の高圧電流を通して新たな人間を作ったの
ですが、このモンスターは優れた体力、優しい心、そして知性を
持っていたのですが、
容貌がかなり醜かったことから周囲から拒

絶され、疎外されたゆえに狂暴になっていき、それこそかわいそ
うな怪物なのです。
安部公房はこの３つのモンスターを生んだ現代社会のゆがみ
に対する批判だけでなく、
この３つのモンスターは人間の持つ欲
望の象徴でもあるので、負の部分を否定するだけでなく、抱えな
がらどう処理してゆくかが大事であるとのような評論でありま
した。
先日、
小泉元総理が脱原発というより即原発ゼロと表明されま
した。２年前の福島の原発の事故以来、原子力エネルギーの見直
し、そして新しい自然エネルギーの利用ということで、私も実は
今年の６月に屋上に太陽光パネル 22 枚を設置し、自然エネルギ
ーを利用しています。
正直言って効率が悪いなぁというのが実感
です。
手塚治虫先生の鉄腕アトムをよく読んだ世代ですので、
今でも
10
原子力エネルギーに対して科学的ロマンを持っているのです。
万馬力の原子炉を内蔵し、制御されたコンピュータ脳を持った、
人類の平和に貢献するアトム。
桑田次郎のエイトマンは小型原子炉、
機動戦士ガンダムの動力
源は核融合炉、ドラえもんは好物のどら焼きから核燃料を造り、
放射能が漏れない処理システムを持った夢の原子炉と。
漫画家の
想像力に脱帽したものです。
安部公房がもし生きてみえれば、
この原発というモンスターを
どのように評価されたかを聞いてみたいものです。

＜幹事報告＞
＜例会変更＞
高山………12 月 26 日(木)は
忘年例会のため
18：30～
角正 に 変更
1 月 2 日(木)は、定款により 休会
1 月 9 日(木)は、新年例会のため
17：30～ 洲さき に 変更
可茂 …… 12 月 4 日(水)は、ホタル保護清掃奉仕のため、
1 日(日) 8：00～坂祝町迫間川周辺に変更
12 月 25 日(水)は、ｸﾘｽﾏｽ家族例会のため、
23 日(祝) ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂 に 変更
可児……… 12 月 19 日(木)は、ｸﾘｽﾏｽ例会・夫人の集いのため
18：30～ ｸﾞﾘｰﾝ・ｷｬﾒﾛｯﾄ に変更
12 月 26 日(水)は、定款により 休会
1 月 2２日(木)は、年末年始休会
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15年9月 国土交通省 総合政策局 国際建設課付

＜出席報告＞

（併）外務省 大臣官房

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

16年 2月 （併）外務省 在マレーシア日本国大使館 二等書記官

前々回

35 名

10 名

45 名

50 名

90.00％

16年3月 外務省 在マレーシア日本国大使館 二等書記官

本日

38 名

－

38 名

50 名

76.00％

19年3月 国土交通省 道路局 企画課付
19年4月 内閣府 沖縄振興局参事官（振興第一担当）付専門官
21年7月 国土交通省 道路局 企画課付
21年8月 国土交通省 総合政策局 事業総括調整宮室 調整官
23年7月 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
環境・リサイクル企画室課長補佐
25年4月 国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所長
本日は｢高山について感じたこと｣と題しお話いただきます。
宜しくお願いいたします。

オーストラリアよりベスのご両親・お姉さんが来高され、例会
に参加されました。お父様より英語での謝辞があり、クラブへ
のお土産の品を贈呈いただきました。

｢高山について感じたこと｣
国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所長 増田 仁 様
今年４月に国土交通本省より高山国道事務所長を拝命いたし
ました増田です。本日は、お招きいただきありがとうございま
す。私の父はサラリーマンで、私も役所に入省以来、いろいろ
なところに住んで参りました。私の履歴をご紹介しながら、高
山について感じたことを少しお話ししたいと思います。
①歴史や文化を大切にしている
・福岡県立修猷館高等学校という創立２００年を越える古い

＜本日のプログラム＞ 環境保全委員会
委員長

蜘手 康介

高校を卒業。実家も築８０年を越える家。
→高山の古い町並みは、その維持管理にエネルギーが係ってい

本日は、国土交通省 中部地

ることを感じる。

方整備局 高山国道事務所長の

→作り直しているところも感じる。

増田 仁 様にお越しいただき

→歴史は積み重ねていく物で過去の歴史は新たに作ることは出

ました。早速ですがプロフィー
ルをご紹介いたします。

→維持管理は大変。

昭和 47 年 3 月 5 日生まれの
41 歳。ご出身は兵庫県で、平成 9 年 3 月 大阪大学大学院 工学
研究科修了されています。

→歴史的景観は着実に消えている
・沖縄関連の勤務をしたときに、沖縄の景観保全業務をした。
しかし、本当の沖縄らしい景観はすでに亡くなりつつある。

平成9年 4月 建設省採用

→大変だが、町並みの保全、歴史の保全をよろしくお願いした

平成9年 4月 建設省 北陸地方建設局 金沢工事事務所 工務第二課
10年 4月 建設省 北陸地方建設局 信濃川工事事務所 調査第一課
11年 4月

来ない。

建設省 建設経済局 宅地課 係長

13年 1月 国土交通省 総合政策局 宅地課 関連施設係長
13年 4月 国土交通省 国土計両局 特別調整課 振興拠点地域係長

い。
②外国人を大切に
・マレーシア大使館勤務の際に、西洋人、マレー人、中国人、
インド人とお付き合いする機会があった。
・初めてこの４月に高山に伺った際に、西洋人の多さに驚い
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たが、東南アジアの人も良く目にした
・仕事では英語を使うが、英語は苦手。でもうまくいった理
由は、マレーシア人も英語が苦手。
・しかし、マレーシアでは、観光客に非常にやさしい。
・高山に観光に来る東南アジアの人は、それなりの収入と学
歴。英語は話せるが、自信はない。
・英語に自信が無くても、東南アジアの人はそれなりに対応
してくれるので、是非、積極的にコミュニケーションを取
ってあげて欲しい。
・なお、私がマレーシアにいたときには、現地に冬物を売っ
ている店が無くて、日本に一時帰国するときに非常に困っ
た。安い、防寒方法を教えてあげるといい
③木材のリサイクル
・今年４月まで国交省で建設系の産業廃棄物や、東日本大震
災で発生した災害廃棄物の担当をやっていた。
・東日本大震災と福島の原子力発電所で改めてエネルギー問
題に焦点が当てられているが、その中で「バイオマス」発
電が良く話題となっている。
・国交省関連でいうと、住宅解体の時の建設廃材や、道路や
河川の維持管理で発生する草木など。
・現在「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法」に基づき、太陽光、風力、バイオマス
等により発電された電力会社が全量買い取りするというも
の。
・この買い取りに必要な資金を、今皆様が支払われている電
力料金に上乗せされている。
・私の担当の建設廃材は、発電に非常に有効なバイオマス。
理由は都市部で発生することと木が乾燥していること。
・飛騨地域は森林豊かな地域。木材をはじめとするバイオマ
ス資源は豊富なるも、その山の中からの輸送コストと木材
が乾燥していないことから、活用が困難と聞いている。
・最近、山に手が入らなくなり、様々な災害が発生してきて
いる。
・公共事業で対策は打てる。しかし、元を正せば皆様の税金。
・これからの時期だと除雪や、中部縦貫道と言った新しい道
路の整備に予算を振り向けるためにもまた、地域活性化の
観点からも、新たな産業について、是非ご検討いただけれ
ば、と思う。是非、バイオマス発電を通して山を整備して。
④まとめ
・高山は、日本の古き、良きところを大事にしている非常に
いい場所だと思う。
・しかし、それを維持していくのは非常に大変。
・高山国道事務所は、国土交通省の出先機関として、道路の
整備維持管理を始め、様々国交省関連の案件について支援。
・道路だけでなく、例えば河川、都市計画、地域活性化、建
設業、観光、等々事務所に相談を持ちかけて頂ければ、出
来る限りお手伝いさせていただくので、よろしくお願いし
たい。

＜ニコニコボックス＞
●山下 明さん
①国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所長 増田 仁 様、
ご多忙の中ご来訪ありがとうございます。お仕事の事だけで
なく様々な体験談等もお話いただけるとの事、楽しみにして
います。
②エリザベスのご両親、お姉さん、寒い高山へようこそ。ベス
はびっくりする位日本語がうまくなっています。
●寺田 昌平さん
①国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所長 増田 仁 様、
ご多用の中ご来訪いただきありがとうございます。本日の卓
話よろしく御願いたします。
②ベスのご両親とお姉さんの来訪を歓迎申し上げます。日本の
良い思い出をみやげ話にして下さい。セフティファストで旅
行を楽しんで下さい。
●蜘手 康介さん
国土交通省 高山国道事務所長 増田 仁 様、本日は大変忙しい
所お越しいただいてありがとうございます。卓話楽しみにして
おります。よろしくお願いいたします。
●新田 敬義さん、平 義孝さん
国土交通省 高山国道事務所長 増田 仁 様のご来訪を歓迎い
たします。
●鍋島 勝雄さん
エリザベス、久し振りに両親家族に逢えて良かったね。ご家族
の方々、良く当クラブにお出で頂き大歓迎します。また本日は
お忙しい中、国土交通省 高山国道事務所長 増田 様、講演を
楽しみにしています。
●内田 幸洋さん、伊藤 松寿さん
コックスファミリー、はるぱる遠い日本、高山へお越しいただ
きありがとうございます。楽しい旅行が出来る事を祈ります。
●塚本 直人さん
本日はエリザベスのご両親とお姉様にお会いできてとても嬉し
く思います。11 月 30 日より我が家でホームステイする予定にな
っております。家族全員とても楽しみにしています。高山で良
い思い出が出来ます様に。
●田中 武さん
11 月 18 日、結婚記念日を忘れていました。ケーキが届き気がつ
きました。皆で食べました。有難うございました。
●洞口 良一さん
結婚記念日、女房の誕生日、それぞれお祝いを頂きありがとう
ございました。家族内であまり会話がないため近頃分かった次
第です。お礼が遅れて申し訳ありません。
●井辺 一章さん
山のきのこも、もう終わりです。最後のモクダイ、なめこ今年
も沢山いただきました。
●井上 正さん
いよいよ冬の訪れも各所で感じられる今日この頃ですが、ミニ
ソフトバレーも 12 月 12 日は山王小、19 日は宮小学校で練習が
あります。私ももちろん参加いたしますので、ご都合が合われ
る方は是非ご一緒出来ればと思います。本日はＰＴＡ会長を務
めます日枝中で文化発表会があり、合唱に出場するため 13:00
にて早退させて頂きます。宜しくお願いします。
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