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エピ ロー グ

︑

竹谷 和之

国際 セ ミナー最 後のプ ログラ ム ワー クシ ヨ ツブ )と して︑神戸市 外国
(
語大学弓道部の稽古場 へ︑バ スク研 究者 名
7 とともに移動 した︒一〇名あ
まりの弓道部員 が私たちを出迎え て︑さ っそく弓道体験とな った︒まず︑
弓道 部主将 による試 技を見学 ︒見事 ︑命中 した︒バ スク人 たち はそれぞれ
のイ メージを作 り上 げ︑ いざ初体験 ! 的 まで五 メート ルほどの距離 まで
近づき︑一 人 に つき弓道部員一 名 の補助 が ついて矢 を放 つが︑的 に嫌われ
てなかな か中らな い︒一 人二人 と的 に中 るよう にな ると︑ガ ッツポーズ も
飛び出 した︒なごやかな雰囲気 の中で︑セミナーの終わりを告げているこ
とを全員 が感 じ取 っていた︒

彼ら が神戸 に全員揃 ったのは八月二日 である︒当日午前 には︑まず神戸
の中心 にある生田神社 の ﹁
生田の森﹂ へと移動 し︑セミナーの成功を祈願
した︒樹齢五〇〇年以上 の楠 が︑静かなたたずまいを見せている︒ ビルに
囲 まれた その ど真 ん中 に︑永遠 を感 じる時空間 があ る︒ この コントラ スト
に彼ら はとても喜 んだ が︑実 はこれ が今回 のテー マでもあ った グ
< ローバ
リゼ ー シ ヨンと伝 統 スポー ツ >に直結 して いるのであ る︒
神戸 は明治期以降 ︑西洋化 によ って共同体変容を余儀な くさ れた都市 で
あり︑また中国 から の移民 による街 の礎 もできあ が った︒ しか し︑人 々の
心 は日本 の伝統を捨てず︑都市化 のなかでいか にそれを維持す るか に腐心
してきた︒小さ いな がら もあち こち に神社 や寺院 が点在す る︒ そして移民
の信仰を制限す ることなく︑カトリ ック教会︑ ユダ ヤ教会︑回教寺院モ ス
ク︑ ヒンズー寺院︑中国廟 ︑な どがご く近 く に存立 して いる︒ そして見事
に調和 している︒
さら に︑都会 から 徒歩 でアプ ロー チでき る六甲山系 は スポー ツのアリーナ
であ る︒日本最初 のゴ ルフやト レ ッキング コー スの開拓 ︑西洋 スポー ツ導
入な どの中心 を担 ってきたのが一〇〇年以上 の歴 史 がある外国人 スポー ツ
クラブ K R & A C (Kobe Re9atta and Athletic Club)のである︒港 はさま

ざまな人や文化 が行き交う︒神戸 での国際セミナー開催 は︑ その意味 で も
最適地であ ったと思う︒

国 際セ ミナー開始 までの期間 は︑ フ ィー ルドワー ク に当 てら れた︒期間
が短 いので︑神戸から日帰りのできる範囲内 であ った︒
八月二日 の午後 は尼崎 まで移動 し︑だ ん じり祭 を見学 した︒午後七 時 こ
ろより︑町内会で区分けされた屋台 山(車 )が︑観衆の面前で正面から接
近 し︑ぶ つかるとき に相手よりも優位な位置をとろうとす る︒バ スクの人 々
は︑次 々と繰 り出さ れる屋台 と それを支え る若者 の威勢 の良さ に圧 倒さ れ
ていた︒夜陰の中 で︑提灯 の淡さ が醸 し出す雰囲気 は格別 で︑別世界 その
ものであ った︒これも競争 ではあるが︑経験豊かな長老 の仕切 りとそれに
呼応す る若者 の行動 が︑明暗をわけていた︒
三日 は︑相生市 のベー ロン体験である︒長崎から持ち込まれたペー ロン
が︑神事を保持 したまま当地で定着 し︑市 の特別な文化 へと変化 した︒毎
年五月最終日曜日 に︑この地区 のべー ロン大会 が盛大 に実施される︒今回
は市政七〇周年記念 の体験乗船 である︒一 般の人 々とともに︑太鼓 のリズ
ムに合 わ せ て声 を かけ ︑擢 を こぐ︒ ク ルー の息 があえ ば ︑ かな りの スピー
ドがでる︒高速で進 んで いる時の︑水中 への擢 の入 れ方 が難 しいと話題 に
な った︒
夜 は︑姫 路城の三 の丸広場 での薪能を堪能 した︒物語 を知らな い彼ら の
興味 は︑も つばら心地よく響く言葉や︑きらびやかな衣装 であり︑そして
独特の空間 であ った︒セ ミナー期間中︑能面制作 と展示 をお願 いしていた
だけ に︑薪能 がどのよう に受け取ら れるか楽 しみであ った︒
四日 は京 都 へお寺参りである︒西本願寺 では境内 の静かさ と︑木 の建 築
がとても気 にい ったようだ︒堂内 では思 い思 いに座 り込 み︑仏像と対峙 し
ていた︒次に︑龍安寺︒石庭で有名 であるが︑あまり に観光客 が多 く︑そ
して暑 く︑静かな環境 は望 むべくもなか った︒三番目 に︑金閣寺︒圧倒的
な輝 きを放 つ金閣 は︑その場 に立 つことで疲れを吹き飛 ばすだけの迫力 が
あ った︒ そして最後 に︑上七軒演舞場︒北野天満宮 の隣 にあり︑す でに多
﹂ と いう女性 への
くの客 でご った返 して いた︒ かれら の興味 は︑﹁ Geisya
関心 である︒京 都では舞妓や芸妓 という が︑芸者 とはいわな い︒身近 に見
る彼女たちの言葉や仕草 と出会 い︑世界観な どに触 れるにはもう少 し時間
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が必 要 であ った︒ それでも︑舞 妓 や芸 妓 の話題 の豊 富さ ︑日 配 り心配 り が
随所 に感 じられ︑大満足 であ った︒
フ ィー ルドワーク最後日 の五 日 は︑神戸 である︒ ロープウ ェイで背山 に
登 り ︑ ひと しき り眺 めを楽 しんだ ︒ その後 ︑ ト レ ッキ ング コー スを下 り︑
貯水湖 や布引 の滝を経て︑新神戸 へ︒ そして灘 の酒蔵資料館 へと移動 し︑
歴 史的な様 々な道具や詳細な作業工程を確認 し︑このあと試飲す る新酒 へ
の思 いを馳せていた︒
フ イー ルワー クは短 期間 に詰 めすぎたきら いはあ るが︑セ ミナー への準
備 としては十分であ ったと思う︒

そして︑神戸市外国語大学三木記念会館における四日間のセミナーは︑
午前八時半から午後六時 まで︑ぎ っしりとプ ログラ ムが詰 ま っていた が︑
ほぼ予定通りに進行 した︒最初は今福先生 の日西二言語 による特別講演で
ある︒初 めての試 みであ ると言われて いた が︑参加者 を圧 倒す るプ ロロー
グ であ った︒
日本の講演や発表 は︑グ ローバリゼーシ ヨンの意味 や それにともなう文
化的変容 について各専門分野 歴(史︑人類学︑民俗学︑思想 ・哲学︑など )
から アプ ロー チさ れた︒ そしてグ ローバ リゼ ー シ ヨンの内 包す る問題点 を
批判的 に議論さ れた︒ そこではグ ローバ ルスタンダー ドと しての西洋的価
値観あるいは思想 ・哲学 が反映され︑それに基づ いて スポー ツ文化 が影響
を受けて変容 している︑という︒
一方 ︑バ スクから は︑当該テー マに ついて スポー ツ社会学 の運動行動学
的視点 から発表さ れた︒ つまり︑グ ローバリゼーシ ヨンとは結果であ って︑
意味 よりも現況 の構造的理解 に焦点をお いたものであ った︒日本から の視
点 である西洋文化 のグ ローバ ル化 に ついては︑当然な がら アプ ローチされ
なか った︒
テ キ ストの日西両言語 への翻訳 は活発な議論 への足 がかりとな っていた
ようである︒この差異の理解 にこそ︑今回セミナーの目的 の一 っであ った︒
能面 の面打実演 では︑﹁
目 で みて︑手 が動 く﹂ と いう表現 と その事実 が
バ スクの人 々にと っては︑驚 き であ った︒ごく普通 に会話 を しな がら ︑ ど
ん どん面 が仕上 が って いく︒ ﹁
無 意識﹂ の究極 を目 のあたり にしたようだ︒

また︑太極拳では︑わざわざ東京 から日帰 りで︑李自力老師 が駆け つけて
くださり︑表演を していただ いた︒ その流 れるような静かな動きの中 に︑
力強 さ ︑柔ら かさ ︑ そ して気 の動 き が見え る︒バ スクの人 々は︑東 洋 の身
体の一端を垣間見たのではな いかと思う︒

そして最後の西谷先生 の特別 講演 では︑哲学 ・思想 の世界から は じめて
具体的 に スポー ツ文化 に ついて語 っていただ いたと思う︒ そして︑私たち
に新 たな視点を提供 していただ いた︒私 はこれを ﹁
贈与﹂ として受け取り︑
﹁
返礼﹂ ができるよう に努力 したいと考えている︒

今回の国際セミナーでは︑稲垣先生 は じめ学外 の実行委員 の皆さ まに大
変お世話 にな りました︒ありがとうござ いま した︒テ キ ストの日西翻訳 は︑
本学 イ スパ ニア学科 の教員︑院生 ︑学生 の皆さ まのご協力 がなければ実現
しなか った︒最後 に︑準備段階から の神戸市外大研 究所の献身的な支援 に
感謝 いたします︒

〇一三年四月三日

