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表　紙　写　真

第 33 回写真コンクール作品（テーマ「生き物」）
優秀賞　　福原　里美
（寸評）　　�両側にお地蔵さんを携え、目をお地蔵さんと同じようにつむったような

ネコちゃん。素晴らしいシャッターチャンスです。思わず微笑みを誘う
作品ですね。何枚かシャッターを押したなかで、この写真を選ばれた作
者のセンスに脱帽です。蛇足ですが、ペットなど「いきもの」を撮影す
る場合、カメラの位置ってずいぶん重要な点なのですね。できるだけ、
ペットと同じくらいの高さまでカメラを下げて、撮影するのが基本で
す。表情が生き生きと表現できますね。

ホームページアドレス　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｕｉｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ/
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寒い冬

�矢　島　耕　治

今年の冬は非常に寒く、外に出るのも嫌になるくらいの日が何日もありました。

皆様もそのように感じてられる方はたくさんおられると思います。ニュースの長期予報で

今年の冬は暖冬とか寒いとか聞いたりしますが、今年の冬に関しては殆どの気象予報士が寒

い冬になり雪が多いと予報していたみたいです。

その予報の根拠は、ラニーニャと呼ばれる現象が発生している事によるそうです。

ラニーニャによって西太平洋赤道域（フィリピン・インドネシア・ミクロネシア付近）の

海水温が高くなると、同海域では対流活動が例年より強くなる。これに伴い、夏期には、

フィリピン海（フィリピン東方海域）で対流活動が活発化することで気圧が低下する一方、

東寄りの太平洋・日本パターンによって日本の東にある太平洋高気圧が勢力を強め、北に張

り出しやすくなるため、北日本で晴が多く気温が高い傾向にある一方、対流活動活発化の影

響を直接受けて熱帯モンスーン気団（暖かく湿った気流）の流れ込みが強くなり、南西諸島

で雨が多い傾向にある。

冬季には、シベリア高気圧が強まる一方で、太平洋・北米パターンによりアリューシャン

低気圧が例年より西寄り（日本東方近海）に発達して西高東低の気圧配置が強まり、寒冷な

北西季節風も強まって、西日本を中心に気温が低くなる傾向にあるそうです。

ラニーニャ現象により去年は、北海道を中心とした ８月の長期的な大雨・豪雨が起こり、

１９５１ 年に気象庁が統計を取り始めて以来、初めて東北地方の太平洋側に台風が上陸。また、

北日本では平年より ７日～ １０ 日早い初雪・初冠雪を観測し、関東甲信越では、５４ 年ぶりと

なる １１ 月に初雪・初冠雪が観測された。今年に入り皆様もご承知の通り日本海側の豪雪等

１０ 数年に １度の北半球最大規模の大寒波が襲来している状況です。大分前から色々な異常

気象について、取りざたされておりますが去年の夏から現在においても世界的に大きな異常

気象が起こっているといえます。

冬が寒いのは当たり前の事ですが、寒がりでゴルフ好きの私には １日も早く暖かくなるこ

とを願うばかりです。
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印象に残る言葉・出来事

�加　藤　炳　弘

「水の音」の原稿依頼が来て何を書けば良いかと悩みましたが、私が京栄水道に入社して

１５ 年ほど経ち、お付き合いさせていただいている中で、ある程度私がどんな人間であるか

だいたい感じていただいているとは思いますが、これまで私が場面場面で出会ったきた人た

ち、主に先輩方から影響を受けた言葉、心に残る言葉、出来事をご紹介させてもらいながら、

どんなことを経験して加藤炳弘が出来上がってきたか、もう少し私のことを知っていただこ

うと思い書かせていただきます。

決して波乱万丈な人生ではないので、皆様からすれば当り前のことで退屈な話になるかも

しれませんが最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。

高校時代に印象に残っていること。

大学に合格した報告を数学の先生へしに行った時に言われた言葉が「入学できただけでは

おめでとうはまだ言えませんね。大学を卒業できた時に初めておめでとうと言ってあげま

す。」でありまして、今でも心に残っております。

無事大学に合格して受験勉強も終わったと浮かれていた私を戒めてくださったのでしょう。

この言葉は自分の子どもたちの受験の時にも使わせていただきました。志望校に合格して浮

かれていそうな時は「合格したと言って安心して駄目。入ってからが問題。ボーダーライン

ぎりぎりで入れただけで、周りはできる人ばかりなので、ついていくだけで大変になるから

心して頑張らないと駄目。」と言っています。また第 １志望校に入れなかった時は「どこに

行くかが問題じゃなくて、行って何をするかが一番大事。」と言いました。本人たちが理解

してくれているかどうか、本人たちの行動を見ているとまだ解っていないような気がします。

大学時代に印象に残っていること。

大学は関西大学工学部土木工学科というところに行きました。大学に入学してスキーサー

クルに入部しました。雪が降らないと活動しないちょっと軟派なサークルだったのですが、

シーズン中は 2～ 3週間は山にこもっていました。

大学 3回生の時に １ヶ月ほど志賀高原でインストラクターのバイトをしました。その頃は

高校生の修学旅行をスキーに行かれる学校が多く、インストラクターの募集人数も多かった
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ように思います。

サークル内では結構上手な方とちょっと自信はあったのですが、いざ入ってみると元全日

本とか現役で活躍されている方も所属されており、関東方面の大学生の上手な方もたくさん

バイトに来られていて、自分が一番へたくそなのが一目で分かりました。

その時のスキースクールの壁には「知恵を出せ。知恵を出せない者は汗を出せ。知恵も汗

も出せない者はすぐに山をされ。」と書かれていました。

昼間は修学旅行の高校生相手にレッスンし、夜は自主練のためにナイターで滑り、ナイ

ターの営業が終わっても月明かりの中、スキーを担いで登っては滑り、登っては滑りを繰り

返しました。知恵は出なかったので、反復練習により感覚を掴む、汗を出すことにしました。

スキー漬けの毎日でした。その時は １シーズンでかなり上達したと思います。正しい知識、

高い技術そして高い意識を持っている環境に自分の身を置かなければ成長しないな、井の中

の蛙ではいけないなと感じられた経験でした。

また修学旅行生のレッスンは ８名ぐらいをグループにして 3日間ほど受け持つのですが、

生徒にゼッケンをつけてもらって自分の受け持つメンバーを把握します。最初は「はい次

ゼッケン番号○○番来て。」という風に番号で呼んでいたのですが、生徒たちのとの距離は

なかなか縮まりませんでした。

ある時バイト仲間から（女性でしたが）「名前で呼んであげるとぐっと距離が近くなる

よ。」ということを聞き、レッスン時に「次誰々降りてきて」と名前で呼び、点呼の時やリ

フトで横になった時や一緒に昼食を食べる時もできるだけ名前で呼ぶようにすると、生徒か

らも「先生どこから来てんの」とか、「どこの学校」とか、「彼女いてんのか」とか向こうか

ら話しかけてくれるようになり、親しくなって一緒に撮った写真や手紙を送ってくれる子も

出てきました。相手の顔を覚えて名前で呼んであげることの大切さに気付かされました。

社会人になってからは、出席した会合ごとに名刺をファイリングし、次の会合前には名刺

を眺めてどんな人であったか思い出しながら、できるだけ見覚えのある人は名前でお声かけ

するように心がけています。でも最近は物覚えが悪くなり名前と顔が一致しなかったり、見

たことはあるんだけど名前が出てこないということが多くなってきました。

社会人になって印象に残っていること。

大学を卒業してすぐに京栄水道に入社したわけではなく、日水コンという、水に関するコ

ンサルタント会社に入社しました。上下水道施設の設計や河川環境保全、海外事業も展開し

ている会社で、ほぼ １００%役所を顧客とする会社で社員数は ７００ ～ ８００ 名くらいだったと思

います。その業界では大手の会社でした。私はそこに １０ 年ほど勤め、下水道管の計画・設
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計を主に携わっておりました。入社して最初の配属先は横浜事務所で横浜スタジアムのすぐ

隣に事務所はありました。その時の上司に言われた言葉が、「いくらいい報告書を書いても

顧客にウケなければなにもならない。ウケる報告書を作りなさい。」という言葉でした。

言葉での説明が不得意な私は、図や表を駆使して一目で分かり易くすることくらいしか出

来ませんでしたが。京栄水道の仕事につながっているところでいうと、ウケる＝かゆいとこ

ろに手が届くというか、お客様の望んでいることを察知して仕事をすることですかね。お客

様にありがとうと感謝してもらって、費用も気持ちよくお支払いただけるような仕事をして

いると自然と京栄水道のファンになっていただけます。そこから口コミで広めていただいた

り、リピーターなっていただけるので、そこを切り口として顧客拡大を計っていきたいと思

いながら日々仕事をしております。

結婚式での言葉

私は 2７ 歳の時に結婚して今年で 2４ 年になります。うちの実家も妻の実家も自営でしたの

で、招待客の皆様は自分たちが披露宴当日お会いする方々もたくさん居られ、会場の都合上

本人たちが呼べた友人関係は １テーブルだけの典型的な家どうしの披露宴という感じでした。

当時私はまだ日水コンに勤めていましたので、父の仕事関係からの祝辞は早く父の仕事を継

ぎなさいと言われ、日水コンの上司からは社内で将来を有望される人材であると言われ、そ

れぞれの立場からお話されるので当たり前なのですが、あいさつで各テーブルを回った時に

は「お前どうすんねん？」とたくさんの方に聞かれて返事に困った記憶があります。

そんな祝辞の中で心に残っているのは大学時代に研究室でお世話になった教授からの言葉

です。

「おまえら二人は両親に恵まれて今まで何不自由なく育てられてきていると思うが、これ

が当たり前と思ったらあかん。手鍋下げても一緒になるくらいの覚悟で、これからは自分た

ちの力で生活していきなさい。それが親孝行になるし、周りの方から認めてもらえることに

なるから。」とおっしゃってくださいました。

社会に出てもまだまだ親のすねをかじっていたのを見透かされているようでした。己の身

の丈を知り、背伸びせず身の丈に合った暮らしをしろと戒めてくださいました。

京栄水道入社後に印象に残っている言葉。

今の仕事になって １４ 年ほどになり、いろいろな方の講演会や研修に行かせてもらってい

ますが、先日、妙心寺退蔵院の松山大耕副住職のお話を聞く機会がありました。副住職はま

だお若くて今年で 3８ 歳になられますが、そのお話の中で共感したことがありましたので披
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露させていただきます。

「人間は自分のことを自分ではどんな人間なのかよくわかっているようでわかっていない。

周りの人から何かしらの依頼は、この人は私にはこんなことが出来ると印象をお持ちだから

依頼して来られるのだと。それで自分はどういう人間であるということが理解でき、また成

長していける」と考えられているそうです。

なのでどんな依頼内容であっても、自分の時間の許す範囲内であればお断りせずお受けす

ると言われていました。なかなかそういう気持ちは持っていても実行することは大変だと思

いますが、私もそんな風になれたらなあと常日頃思っております。頼まれごとは試されごと

として、できる限りことはやって行こうと思っておりますので、今後ともより深く深くお付

き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

パ ズ ル「頭のジョギング」②

冠

扁 トリ 旁

足

問題　表の真ん中にある「トリ」上下左右に手を加えて漢字を考えてください。
上（冠）は　⇒　5字� 下（足）は　⇒　1文字
左（扁）は　⇒　10 文字� 右（旁）は　⇒　10 文字

を合格ラインとします。合格ラインを目指してチエを絞ってください。
� （出題・早川嘉美）
� （答えは 10 頁にあります）
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青年会ページ

石原設備工業㈱　�佐　藤　博　一

私は、この業界に入り彼是、2６ 年目に入りました。月日の経つのは年々早く感じるとつ

くづく、そう思うようになってきました。

2４、５ ？歳の時に入会した青年会も約 2０ 年の在籍年数となりました。

そして、今年の ４月末日において、青年会の正会員を卒業する規定となっております。今

の自分を作ってくれたのは、もちろん前の勤め先の会社の会長、社長ですが、青年会に所属

して、青年会で出会えた先輩の方々、そして現会員の皆様方、そして協会の事務局の方々も

大きく起因しています。

青年会に入会後、京都の青年会の所属の人間関係の親睦を深めるだけではなく、当青年会

は特に名古屋、神戸、和歌山の青年部の所属の方々との親睦も深めており、私の場合は、６

年前には当青年会の会長職にもつかして頂くご縁から、４年前から 2年間は、全管連青年部

協議会の京都出向理事として全国の同世代の方々と親睦も深められました。

親睦の輪は、単に飲食の楽しい時間の共有だけではなく、いろんな時事に対する情報交換

や、諸問題の対応などいくつもの場面で、親睦の輪の力を発揮する事も実感してきました。

そんな、いい経験を積ませて頂いた青年会ともあと数ヶ月で卒業を迎えます。僕らの年齢で

は今年度 ５名の正会員が卒業予定です。

正直、私が入会した頃から考えると親会の会員数の減少に比例し青年会の正会員数も減少

している事態が生じているのも事実です。

入会者の立場的に言えば、会社の中枢の世代で、時間の都合がつかない等の理由も有り、

中々参加できない等の理由もありますが、正会員は皆同じ立場の集まりです。青年会に入会

する魅了が無い？とかいろいろ意見は聞きますが、現役員の方々もいろんな事を試行錯誤し

ながら魅了の在る青年会を築いていく為に邁進していくと思います。ですから是非共、当組

合の会員様で青年会に入会させてみようと考えている代表者の皆様、どうか温かく若手育成

の為に青年会入会に進言をご提案お願いいたします。

最後に、今迄皆様方には青年会在任期間中いろいろとご協力頂きありがとうございました。

今後共、もっと成長していきたい所存ですので、皆様方からの温かなご支援賜りたく宜しく

お願い申し上げます。

青年会卒業を目前に
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㈱ウイシステム淀　�鈴　木　顕　一

現在、京都府管工事工業協同組合青年会は正会員 2７ 名、協力会員 ５名、合計 32 名。年齢

層も 23 歳～ ４９ 歳まで幅広い形で活動しています。その中でも私の在籍年数は １、2 の古株

になってきました。

入会のきっかけは組合訓練校同期でもある親友から誘いを受けて何もわからないまま入会

して早 2０ 数年。当時は ４０ 名近くの人数で総会と言えば今ではほとんど見かけなくなったダ

ブルのスーツ、スマホや LINEどころかメールなんかも無かった時代。思い出としてあるの

は研修旅行で行った建設中の関西新空港の見学。今となっては絶対に見ることのできない空

港の裏側まで見たりして青年会に入っていないとなかなかこんなのを見る機会なんて無いよ

な～と若いながら感動しました。それから、たくさんの事業活動、他府県同業者、全管連青

年部、地元の異業種との交流、メーカーを始めいろんな内容での勉強会、ゴルフコンペ、家

族懇親会など。そして、年月が経ち設立 2０ 周年、3０ 周年記念式典も開催してきました。

しかしながら活動に参加するには本来の仕事中に時間を作ったり夕方以降などといった形

ではありますがお金には代えられない人と人との繋がりがいろんなことに参加することで増

えてきました。

例えば、近年では人手不足とも言われ職人さんが少ないときでも会員同士の繋がりで応援

してもらったり、同じ職種と言えみんなが同じことをしているわけではなく、外部工事を主

にやっていたり、マンションや戸建ての新築、工場などの配管、個人宅の細かい改修など会

社によってさまざま。自社では不得意な依頼が来ても築いた人脈、繋がりである仲間の助け

で顧客からの要望に応えることで信頼も増し、助けてくれる仲間も仕事が増えいろんな意味

で「WIN：WIN」の関係が築けるのではないかと思います。

又、これは京都内だけで言えることではなく、時には地方での仕事の依頼がきても他府県

青年部との繋がりで助けを求めることもできる。そんな繋がりを築けるのもこの青年会です。

水道工事だけでなくてもいろんな業種についても青年中央会といった異業種の交流で得た

繋がりによって絆となり自分の財産となっています。そんな財産を作るにはこの青年会に入

会しないと繋がりは得られません。迷っていても繋がりは増えません！

１人でも多くの若い力が集まり、たくさんの情報交換をして「人」という財産を増やせる

「京都府管工事工業協同組合青年会」への入会をお待ちしています。

青年会！

青年会ＰＲ
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平成 28 年度認定職業訓練校教職員合同研修に参加して

京都府建築設備高等技術専門校

認定職業訓練校教職員合同視察研修は、教職員の見識を高め訓練校の運営に役立てるとと

もに、各訓練施設間との連携を深めるための相互交流の場として京都府職業能力開発協会が

行っています。

毎年の開催内容については、各訓練校の意見を踏まえながら実行委員会で決定され、今年

度は、８訓練校の教職員 １2 名と今回の視察研修を企画立案して下さった京都府職業能力開

発協会の専務理事、主事及び主査の総勢 １５ 名が参加し、平成 2９ 年 １ 月 2５ 日（水）に昨年

とは違いよい天気に恵まれ（本当は日向が恋しい寒い一日）、ハンドメイドのソファを展開

するNOYES と熱田神宮を訪問しましたので紹介させて頂きます。

1.株式会社NOYES（ノイエス）［名古屋市港区当知 2丁目 1911 番地］

㈱NOYES は、エヌワイ工業として、１９８９ 年に創業し、その後組織改正され、「普遍的な

機能美」をコンセプトとして、2００2年に現在のNOYESを創立されたソファ専門の会社です。

見学させていただいた工場は、名古屋市内ということもあって、説明を担当していただいた

方も言っておられましたが、敷地は決して大きな工場ではありませんでした。

まず見学の始まりは、映像でソファができるまでの各持ち場の仕事や品質にこだわる熟練

職人さんや入社して間もない職人さんの仕事風景等を見せてもらいました。そして、いよい

よソファを制作する手順に沿って工場の見学です。作業場は限られたスペースを有効に使い

効率のよい業務配置に感心しました。また、ソファのクッションも背中に当たる部分と腰を

下ろす部分ではクッションの層の厚さや構造も何重にもなっており座り心地等が良く考えて

作られています、また顧客から目に見える外側部分の縫製は人が変わると縫い方が変わる場

合があるので、均一した商品を出すために一人で完

成まで行うという徹底ぶりでした。目に見えるとこ

ろから目に見えないところまで、いいものを永く

使ってもらいためにプロフェッショナルとしての意

識を持って作業に取り組んでいるとの事でした。

また、NOYES の製品は、デザインから生産まで

一貫して行い、販売についても東京・名古屋・大阪
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の三か所にショールームとインターネットを通じて、ダイレクトに、全国の顧客に販売がさ

れています。このことにより、メーカーと顧客の距離が近くなることで、安心して永く使っ

てもらえるアフターフォローを心掛けているとのことでした。

最後に、NOYES という社名は、「できない」にNOを。「できる」にYES（カタログよ

り）と言おうとチャレンジ精神を込めた社名だそうです。

2.熱田神宮［名古屋市熱田区神宮 1-1-1］

熱田神宮は三種の神器の一つである草薙神剣（くさなぎのつるぎ）を祀る神社で、平成

2５ 年に創祀 １９００ 年を迎え、大祭が行われた歴史あるところです。また、毎年初詣で多くの

参拝客が訪れる場所で、年間では ６５０ 万人が訪れる神社です。神苑の面積は約 １９ 万㎡で、

自然が豊かでクス・ケヤキ・カシ等の広葉樹が多く、中には樹齢が千年前後といわれるクス

があり思わず見入ってしまいました。また、境内には、本宮と別宮とは別に １2 摂社、3１ 末

社が祀られておりお参りする所が多くあります。数多くある中で、印象に残った所を紹介さ

せてもらいます。最初に、本宮から一之御前神社・清水社あたりが「こころの小径」という

所で、熱田神宮の聖域とされ、静かな雰囲気があり、のんびり散歩するには良いところです。

次に「信長塀」です。織田信長が桶狭間の戦いに赴くときに、熱田神宮に立ち寄り戦勝祈願

を行った。そして、大軍を率いた今川義元勢に対して少人数で奇襲をかけた、尾張大名の織

田信長が勝利をした。そのお礼として築いたとされる塀の一部が現存し「日本三大土塀」の

一つとなって残っているところです。最後に、清水社で、湧水がありその湧水の中に楊貴妃

の墓だといわれる小石があり、この石に柄杓で水を掛け、祈願すると肌がきれいになり美人

になるといわれる場所があります。私も子供の頃からのアトピー性皮膚炎が治らないので少

し期待し水を掛けてきました。

最後に、今年の催しを企画していただきました実行委員会、京都府職業能力開発協会の皆

様たいへんありがとうございました。
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写真同好会

水道協会　�中　山　博　登

当同好会は １月 2０ 日、京都の中心部と伏見を結ぶために物流用に開削された運河である

高瀬川を散策しました。

現在の高瀬川は、鴨川によって京都側と伏見側とに分断されており、上流側を高瀬川、下

流側を東高瀬川、新高瀬川と呼ばれております。三条通から四条あたりにかけての歓楽街は、

春には桜風景がきれいな桜の名所となってます。

当同好会は、年 3回以上いろいろな場所に行って写真撮影をし、懇親会を開催しておりま

す。皆様も奮ってご参加お願いします。

パ ズ ル「頭のジョギング」② 解答

いかがでしたか？　すごくあるものですね。
上（冠）⇒醤　醫　酋　鷺

さぎ

　鴛
おし

鴦
どり

　蔦
つた

　鷹　鷲　鳶　鶩
あひる

　鳶
とんび

　など
下（足）⇒鳧

かも

左（扁）⇒酒　栖　鵙
もず

　鴎
かもめ

　鴨　鶏　鳴　鴉
からす

　鶉
うずら

　鳩　鸚
おう

鵡
む

　鶴　鴻
右（旁）⇒�配　酩　酊　酌　醜　酔　醸　酸　酪　醍醐　醒　酎　酬　酢　など

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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協会・組合通信
月・日 京水発 京管発 件　　　　　　　　名
12.26 42 トラブル防止への取り組みについて
1.20 1 特定区間で使用する止水設備の変更等について（その２）
1.22 2 1 代表者変更のお知らせ
2. 3 3 2 1 月　理事・監事会議事録

協会・組合　近況報告
月・日 曜 時　間 行　　　　　　　　　　　　事
1. 6 金 18：00 協会・組合新年賀詞交歓会（ウェスティン都ホテル京都）
1.11 水 18：00 青年会役員会
1.12 木 16：00 業務委員会
1.13 金 16：00 事業・企画委員会
1.15 日  9：15 北部　配管技能実技試験（宮津市民体育館）
1.18 水 15：30 財務委員会
1.20 金 17：00 広報・防災委員会
1.25 水 15：00 総務委員会
1.25 水 15：00 会計監査
1.25 水 16：00 理事・監事会
1.28 土 18：00 京都衛生設備研究会新年会（きむら）
1.29 日  9：15 南部　配管技能実技試験（京都府立京都高等技術専門校）

会員・組合員の異動
項　　　目 内　　　　　　　　　容 変　　更　　日

代表者の変更

株式会社　本田設備
（変更前）
　代表取締役　本田　博志
（変更後）
　代表取締役　山形　典正

平成 28 年 12 月 5 日
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風　塵　抄
�大　原　　　正

「思い出の名作映画への誘い」（4回シリーズ第 2回）

木下恵介―柔軟で繊細な描写で、情感あふれんばかりの傑作を作る反面、そのロマンティシ
ズムは激しい現実嫌悪に支えられているようである。画面背景に流れる音楽は見るものの
胸を激しく打つことから、音楽的作品とも呼ばれている。黒沢明が男性的な力強さを持つ
のに対して、女性的なやさしさを打ち出している。
監督作品―「花咲く港 43」「陸軍 44」「大曾根家の朝 46」「カルメン故郷に帰る 51」「日本
の悲劇 53」「女の園 54」「喜びも悲しみも幾年月 57」「笛吹川 60」「楢山節考」
「二十四の瞳 54」―壺井栄の原作。叙情的性格が最も色濃く最も上手く映し出された。
若い女性教師大石先生（高峰秀子好演）と 24 の瞳を持つ 12 人の生徒との師弟愛が戦争
や家族制度、貧困といったものに踏みにじられて行く様子を長期間ロケした小豆島の美
しい自然の中に木下恵介は対照的に映し出した。叙情的なメロディを得意とする弟木下
忠司の音楽もこの題材に合致し、涙なくして劇場から出ることは出来なかった。
「野菊の如き君なりき 55」―伊藤左千夫の「野菊の墓」の映画化。木下恵介のリリシズ
ムの世界。詩情あふれる撮影。回想シーンを白地に楕円形のマスクで囲い、古い写真帳
をめくるような手法が印象的であった。美しい信州の大自然を清純な少年少女の心象風
景として見せる無垢な物語。もう二度と戻らない日本の情緒と風景を悲しくて美しく映
像化した。

黒沢明―「堪能させるご馳走」を提供することを使命とする黒沢明は、完全主義を可能にす
るための斬新な製作システムを次々と取り入れている。「娯楽」と芸術の一体化という永
遠の命題に挑み続けるエネルギーの凄まじさには、ただただ驚嘆するばかりである。自身
で描いた絵コンテを中心として演出の基本とすることから絵画的作品といわれる。日本が
世界に誇る映画監督の第一人者。
監督作品―「姿三四郎 43」「酔いどれ天使 48」「野良犬 49」「白痴 51」「蜘蛛巣城 57」「ど
ん底 57」「悪い奴ほどよく眠る 60」「赤ひげ 65」「影武者」「乱」「夢」
「羅生門 50」―日本映画として初めての国際映画祭でグランプリを獲得し、敗戦のダ
メージに打ちひしがれていた日本全体に希望を与えてくれた記念碑的な作品。芥川龍之
介の「薮の中」に題材をとった人間のエゴイスティックな心理と愛欲を真正面から描い
た強烈なエロティシズムを浮き彫りにした黒白の色感が印象的な映像美が圧巻。美貌の
人妻京マチ子を巡るその夫森雅之と盗賊三船敏郎のからみが素晴らしい。
「七人の侍 54」―日本の時代劇に西部劇の面白さを取り入れた黒沢映画の最高峰という
よりも日本映画史上のナンバーワン。一切の妥協を排して描くその集団戦闘シーンは、
降りしきる雨の中という設定の妙とマルチカメラシステムの導入による卓越した編集に
よってすざまじい迫力となった。三船敏郎や志村喬もすばらしいが、ストイックな剣豪
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を演じた宮口精二のリアルな存在感が圧倒的であった。単純な主題メロディをオーケス
トラで繰り返す早坂文雄の音楽が印象に残る。
「用心棒 59」―三船敏郎の用心棒もよいが、仲代達矢の存在感が光る。軽快な佐藤勝の
音楽が出色。その面白さにおいてこの「用心棒」を越える時代劇はない。セルジオ・レ
オーネ監督の「荒野の用心棒」の元となった痛快娯楽時代劇。
「生きる 52」―黒沢ヒューマニズムの最高傑作で、ベルリン映画祭の銀熊賞を得た。志
村喬の一世一代というべき熱演で、ガンに冒された主人公がブランコに乗って「ゴンド
ラの唄」を口ずさむ場面は感動的である。
「天国と地獄 63」―誘拐事件に題材をとったスリル、サスペンス、ダイナミズムのどれ
をとっても第一級の映画。密室から新幹線こだま号への場面転換の鮮やかさ。身代金受
け渡しのトリックの見事さ。黒白画面に赤い煙だけを着色するという実験的な試みも意
表を突いた。

野村芳太郎―52 年に「鳩」で監督デビューしブルーリボン新人監督賞を得た。娯楽作品作
りに専念し、観客を満足させるエンターテインメントに忠実に、サスペンス、喜劇、メロ
ドラマ、時代劇に多くの作品を提供し続けた。
監督作品―「張込み 58」「拝啓天皇陛下様 63」「五弁の椿 64」「昭和枯れすすき 75」「八つ
墓村 77」
「砂の器 74」―松本清張原作を映画化したサスペンス大作。美しい四季を芥川也寸志の
壮麗な音楽をバックに年老いた巡礼と少年の二人連れが日本を巡る光景は目に焼き付い
て離れない。

工藤栄一―政治の暗部を描き、暗殺の何たるかを残酷な殺陣シーンの中に描く。西部劇さな
がらにダイナミックに描く集団時代劇という分野を開拓した。
監督作品―「大殺陣」「十一人の侍」「五人の賞金稼ぎ」「まむしの兄弟、二人合せて三〇
犯」
「十三人の刺客」―集団抗争時代劇を代表する作品。個性あふれる刺客たちが悪虐非道の
大名の一行をある宿場町に誘い込んでのそれぞれの戦いぶりをスピード感あふれる映像
にして見せた工藤栄一の演出は素晴らしくラストの延々 30 分にわたって繰り広げられ
る落合宿の大殺陣は日本映画屈指の殺陣として傑出している。

小林正樹―木下恵介の助監督を務めた後、昭和 27 年「息子の青春」で監督昇進。五味川純
平の「人間の条件」を映画化し、全部で５部、９時間 38 分に及ぶ大作に仕上げた馬力と
粘りは驚異的なもので、稀な完全主義者といえよう。
監督作品―「壁あつき部屋 56」「黒い河 57」「人間の条件（第１・２・３・４部 59）」「人
間の条件（完結篇）61」「化石 75」
「切腹 62」―滝口康彦の原作を橋本忍が自費で脚本を書き各方面に配送して映画化する。
封建社会の不合理の前に個人の力で報復しようとした怨念のドラマ。仲代達矢の熱演が
光り、小林作品の最高傑作。カンヌ映画祭特別賞受賞。

成瀬巳樹男―夫婦生活の機微、女のふしだら、若者の余生といったもの、やるせない人生を
ひたすら描き続け、ついにその頂点ともいうべき「浮雲」（1955）に達する。その林芙美
子の原作で高峰秀子の主演で「めし」「稲妻」「妻」「晩菊」「流れる」「あらくれ」「乱れ
る」など、ゆらぐ妻の座や若者やバーのホステスの裏幕を描いては並ぶものの無い名人芸
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を見せた。この人の凝り性はただ一徹の一語に尽きる。終生酒をたしなみ、肴は豆腐、そ
れ以外のものは考えられないという一局集中主義で人生を送った。
監督作品―「めし 51」「稲妻 52」「妻 53」「あにいもうと 53」「晩菊 54」「流れる 56」「あ
らくれ 57」「乱れる 64」
「浮雲 55」―林芙美子の最後の長編小説の映画化。主人公を演ずる高峰秀子、森雅之の
緊張感みなぎる絡み合いは最高の演技であり、舞台を変えながら繰り返される二人の会
話の悲しさ、せつなさ、愚かさ、その呼吸の妙は絶品の一語に尽きる。

谷口千吉―「銀嶺の果て」で監督デビューした。みずみずしい感覚で壮大な自然を背景に、
男の世界を早いテンポで描いたものが多い。八千草薫と結婚し、仲睦まじい結婚生活を
送っている。
監督作品―「ジャコ万と鉄 49」「暁の脱走 50」「潮騒 54」
「銀嶺の果て 47」―黒沢明との共同執筆によるシナリオで、日本映画界初の山岳映画と
して、雪深い日本アルプスの山中にロケを敢行しての本格的なスリラー・アクションで、
鮮烈な映像を作り上げた。強盗犯の悪役として三船敏郎のデビュー作としても記録する
価値がある。

溝口健二―生涯をかけて自らの職人気質とあらがい、芸術家たらんとして、多くの傑作をも
のにするとともに多くの駄作をも残した。みずから巨匠、大芸術家をもって任じ、他から
も畏怖された映画人であった。
監督作品―「祇園の姉妹 26」「残菊物語 39」「西鶴一代女 52」「山椒太夫 54」「近松物語
54」「楊貴妃 55」「新・平家物語 55」
「雨月物語 53」―上田秋成の「雨月物語」から「浅茅の宿」「蛇性の淫」の２編を取り出
して脚色された溝口健二監督の代表作。撮影の宮川一夫のカメラワーク、早坂文雄の音
楽、美術の伊藤嘉朔らの超一流の仕事ぶりに驚嘆する。戦乱の世における人間の生命の
はかなさを色濃く描き、能の動きや表情を取り入れた京マチ子の演技が印象的であり、
日本の幽玄さを映像化した最高の作品といえる。ヴェネツィア映画祭銀獅子賞受賞。

吉村公三郎―「暖流」によって監督デビューした。珍しい消化力とスケールの大きさに特色
がある。仕事に余裕を持って対している。洗練された知性を生かし、あらゆる表現力で、
どんな題材とも取り組んで一応の作品に仕上げている。
監督作品―「安城家の舞踏会 47」「夜の河 56」
「西住戦車長伝 40」―新しく軍神に指定された西住戦車長を菊池寛原作・野田高梧脚本
によって演出する日中戦争の武勇伝。西住戦車長に上原謙が扮し、佐分利信や笠智衆が
出演している。
「偽れる盛装 51」―京都の花街祇園を舞台に繰り広げられる男と女の葛藤を進藤兼人の
シナリオによって活写する。君蝶という肉体派の芸者に京マチ子、捨てられて最後に君
蝶を刺す落ちぶれた中年男に菅井一郎が好演。

宮崎駿
はやお

―漫画を少年少女のみならず、大人向けにまで昇華させた手腕はすばらしい。映画
監督、アニメーション作家。スタジオジブリを設立。1980 年「ルパン三世カリオストロ
の城」で第 18 回大藤信郎賞を受賞し監督デビュー。1994 年「風の谷のナウシカ」で第 23
回日本漫画家協会賞受賞。日本の観客にどのように受け入れられるかを最も重要に考えて
いる。地域性と民俗性をきちんと表現して行きたいと語る。1941 年１月５日、東京都生
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まれ。
監督作品―「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」「となりのトトロ」「魔女の宅急便」
「紅の豚」
「もののけ姫 00」―日本の中世の室町時代、東北の山里に潜み暮らす一族の若者アシタ
カはタタリ神となった大猪の死の呪いをかけられ、その謎を解くために旅に出る。西の
国では民のために豊かな土地に変えようとするエボシ御前がタタラ製鉄集団を率い、人
の子でありながら山犬に育てられたもののけ姫と戦っていた。自然を開拓しなければな
らない人間とそれとともに滅び行く自然と神々の葛藤を日本の中世に主題を絞って描い
た自然と愛の賛歌。「生きろ」をテーマに自然と人との壮絶な戦いを描きつつ、自然と
人間との共存の可能性を探る問いかけは現代にもあてはまる課題である。
「千と千尋の神隠し 02―第 52 回ベルリン映画祭金熊賞」―トンネルの向こうには土地神
や下級神、半妖怪や化け物たちが病気と傷を癒しに通う温泉町であった。父や母は豚に
変身し、独りそこに残された 10 歳の現代の少女千尋は名前も奪われ、千と言う名でそ
の温泉街で下女として働く。眠っていた千尋の生きる力が次第に呼び覚まされて、謎の
美少年ハクと出会う。千尋ははたして自分の名を取り戻し、人間の世界に生還すること
が出来るのか。妖しい異形の世界が繰り広げられる中に、踏み込んだ少女の冒険物語。

森谷司郎―助監督として成瀬巳樹男について演出技術を教わり、黒沢明について「悪い奴ほ
どよく眠る」から「赤ひげ」まで 5本の助監督を務め、これが彼を決定づけたといってい
い。1966 年「ゼロファイター・大空戦」で監督デビューし、東宝の青春映画に自意識を
注入するという異色作を監督した。小松左京の SF小説の「日本沈没」、新田次郎原作の
「八甲田山」で成功を収めた。
監督作品―「首 68」「兄貴の恋人 68」「日本沈没 73」
「八甲田山 77」―日露戦争前の満州出兵を想定した日本陸軍の悲劇の雪中行軍を扱った
問題作。足掛け３年間にわたって四季の青森ロケを行った。

山田洋次―喜劇映画に卓抜した才を示し、喜劇ベースの中に辛らつな社会批判を込めたその
作風は斬新で慄然とさせるものがある。「男はつらいよシリーズ」を大ヒットさせ、日本
映画の救世主として押しも押されない存在である。
監督作品―「馬鹿まるだし 64」「馬鹿が戦車でやってくる 64」「運がよけりゃ 66」「男は
つらいよシリーズ 69 ～」
「幸福の黄色いハンカチ 77」―夕張炭坑の家の前に無数になびく満艦飾の黄色いハンカ
チ―高倉健のストイックな刑務所帰りの男に武田鉄矢の饒舌な若い男のからむ会話の面
白さと、北海道の雄大な風景を伏線に、山田洋次演出は心憎いばかりにラストを盛り上
げて行く。
「男はつらいよシリーズ」―世界一の長寿シリーズ。原作者であり、監督でもある山田洋
次は「笑い話のかたちを借りてしか伝えられない真実というものがある」と語っている。
渥美清の演じる柴又帝釈天の門前町に住む「フーテンの寅」こと車寅次郎のやるせない
片思いの恋愛譚でそれを取り巻く妹の倍賞千恵子をはじめとする下町の常連の人々がま
た良い。
「たそがれ清兵衛 02」―藤沢周平の同名小説の映画化。時代劇初にしては見事な演出。
主演の真田広之、宮沢りえも好演。日本アカデミー作品賞。
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編 集 後 記
寒い季節が終わり、いよいよ暖かい春がやって来ようとしているようだが、うちの
会社はまだまだ寒い。何がって？実は消費税前期の支払いが、2月にあるからなので
す。とはいえそのお金を何とか工面してそれこそ新たな春の日を迎えようと思った月
末のとある日、税務調査の電話がかかってきました。ここで私は彼らに主張したい！
うちの会社は疚しさだらけだが、対して儲かっていないことはわかってくれ！と。
� 加藤　友成
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京都本社
〒601-8356
京都市南区吉祥院石原京道町６番地
TEL075-280-9088　FAX075-288-3030
http://www.nakakei.co.jp/

省スペース型
掃除口付継手

楽々開閉！







http://www.sedia-system.co.jp
■業務内容：管工機材、住設機器、農業資材、鉄鋼建材、
　土木資材の販売、並びに企画、設計。
■京都サービスセンター
　〒601-8123　京都市南区上鳥羽南塔ノ本町 13
　TEL：075-693-8462　FAX：075-691-3752
■本社　〒130－0014　東京都墨田区亀沢1－4－7　TEL：03－3626－3131

水・住まい・農業の明日へ。そこにセディアシステム







  本　社 京都市下京区五条通堀川西入

〒600-8357 TEL(075)801-3221　FAX(075)841-9267
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会社 井　尻　商　会
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人を守る　街を守る

ネオファルト工業株式会社
〒612‒8243 京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町54‒5
 ＴＥＬ（075）623－2720
 ＦＡＸ（075）623－2721

常温アスファルト製造販売
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