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12日（日）国際交流新年会

16日（木）ビールを片手に囲碁を楽しむ

18日（土）第17回日高義樹新春特別講演会

22日（水）パソコン道場「はじめてのブログ」

25日（土）教科書では学べなかった近現代史セミナー⑤

29日（水）多文化交流サロンPART116｢セルビア」

30日（木）ビールを片手に囲碁を楽しむ/絵手紙に挑戦

１/18(土)
PM2：30-4：15

◆

1/12(日)PM2:00
イメージキャラクター

ママママナナナナちちちちゃゃゃゃんんんん

1/５(日)までお休みとさせて頂きます。

1/29(水)PM7:00

TEL06-6764-1282 FAX06-6761-5834
●http://manapi-world.org/occ ●e-mail:occ@manapi-world.org
〒542-0012大阪市中央区谷町9-3-11東谷町ﾋﾞﾙ318号

(地下鉄｢谷町9丁目駅｣4号出口直結)
●振込先:①三菱東京UFJ銀行上本町支店

(普)5111741口座名[NPO国際生涯学習文化センター]
②郵便振替00940-1-92273

口座名[国際生涯学習文化センター]

◆かさやかずひこ◆ 武士道研究の第一人者。新たな
歴史観を提唱し、ベルリン、北京、パリ大学など世
界各国の大学客員教授を歴任し、武士道など日本文
化を説く国際派。気骨溢れる古武士のような性格で
資料に基づいた明瞭な講義は説得力ありと定評！TV
「その時歴史は動いた」等マスメディアに多く出演
し活躍中。現在は国際日本文化研究センター教授。

3巻･現代・未来に生かす…
これからの武士道

1巻･武士とは、その起源と歴史

2巻･武士道とは何か その真髄を探る

3枚セットOCC会員2500円/一般5000円 送料200円

COOL JAPANの原点

世界から注目されている武士道
それは日本人の心に時代をこえて

生きる続けるサムライ魂
武士とは何か、武士道とは、そしてその真髄は

発祥から現代までの武士の歴史をたどり
日本の現代社会や未来に生かす道を

３回にわたり学びます

◆

予約受付中!

２/1(土)2(日)

今年は午年。新しい年のスタートです。
外国の方々とも一緒に交流、国際ゲーム
を楽しみ、世界のお料理を味わいながら、
互いの文化の違いも越えたコミュニケー
ション。国際交流を深めたい人…、

どなたでも大歓迎！

●時間：PM2:00～4:00
●会場：仲間ハウス

(地下鉄谷町9丁目4番出口真上)
●費用：会員3000円・一般3500円
(世界のお料理、飲み物付)(要予約)

● ● ● ● ● ●

バルカン半島東部に位置し北海道程の面積に762万人が
暮らす共和国。1878年のベルリン条約で王国の独立が承認
された。ボヤナさんは首都のレオグラード出身。奨学金で
神戸大学に留学し、社会学で主に日本の家族等を研究中で、
元駐日の外務省官僚が親戚におり日本の文化に興味をもっ
た。日本の文学にも詳しいキュートなレディだ。

●ゲスト：ボヤナ・パヴラシェヴィッチさん

●会場：仲間ハウス(谷町9丁目駅4番出口）

●費用：700円(資料・ティ－)・要予約
※特製セルビア家庭料理、希望者はプラス800円

世界につながる国際協力のお祭り

感じる･ふれあう･助け合う

「共に生きる世界をつくるために、一人ひとりが
できること」をテーマに開催されます。今年も活
動ブース・民族料理ブースで出店します。キャラ
クター犬のまなちゃんも参加しますので是非遊び
に来てください。お手伝いさんも大募集です。
会場:大阪国際交流センター(開催時間10:00～17:00)

地下鉄：谷町9丁目駅/近鉄：大阪上本町駅

第第第第５５５５回回回回

太平洋戦争の真実Part2

原爆はなぜ、投下されたのか！ 日本国民がひとしく抱く
疑問であり憤りである。だがアメリカにおける学校教育
では「戦争を終わらせるためにはやむを得なかった」と
いう言説が支配的である。さらには「日本人の多くの命
もその結果、救われたのではないか」とも。身勝手な言
いようだが、それなりに説得性があるようなので今でも
まかり通っている。しかしながらこれは欺瞞である。そ
の欺瞞の構図を追究していく。

国国国国際際際際日日日日本本本本文文文文化化化化研研研研究究究究セセセセンンンンタタタターーーー教教教教授授授授笠谷和比古氏
●かさやかずひこ● 新たな歴史観を提唱し、ベルリン・パリ・

北京など、世界各国の大学で学生に武士道を説く。当センター

でも人気の名物講師。

●テーマ●

●時間:PM2:00-3:30 ●費用:1200円(要予約）
●会場:OCC事務局

●入学金5000円 ●曜日：月/火(その他の曜日は相談可)
●受講料:１カ月 8800円/３カ月 24000円/６カ月 40000円

■ひだかよしきハドソン研究所客員上級研究員、
ハーバード大学大学院諮問委員等を務める。日
本とアメリカを駆け巡りオピニオンリーダーと
して活躍中！当センター顧問

★愛する日本に捧ぐ辛口レクチャー！

●会場：楽問塾セミナールーム

(地下鉄谷町線・長堀鶴見緑地線｢谷町６丁目駅｣７号

出口下車 東へ２分/広場奥)●時間：PM2:30～4:15

●費用:会員800円/一般1500円(当日1800円)

●会場：大阪府社会福祉会館(全席指定)

(地下鉄谷町６丁目駅４番出口南へ３分)

●費用：会員1000円/一般1800円(当日2300円)

※ローソンでも発売中！

2014年の世界と日本は
どこへ向かうのか？気
鋭のジャーナリストが
激動する世界をリアル
タイムで分析し、日本
の進路を指し示す!
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1/25(土)
PM2：15-4：１5

日本の言葉や文化に造詣も
深く生活スタイルが参考に
なるというボヤナさん



当センターの創立当初より、講師としてま

た顧問として長年にわたりご指導頂いてお

ります谷口弘行先生が、アジア太平洋地域

の研究を通し、若い学者らの国際交流に貢

献し、一方で神戸学院大学長として学内改

革を断行されたことが称えられ、皇居にて天

皇陛下より受勲されました。また全国に先駆けて、医者でな

く患者の立場で考える総合リハビリテーション学部の創設にも

尽力されています。

OCC PLAZA

IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAATTTTIIIIOOOONNNNAAAALLLLククククリリリリススススママママススススパパパパーーーーテテテティィィィ
■地下鉄谷町9丁目駅下車4号出口直結
(東谷町ビル1階)
■使用料:1時間/会員1500円･一般1800円
※詳しくはOCC事務局まで

仲間ハウスの 楽しカルチャー

アットホームな集いです。
◆営業時間PM6：30～10：30 土/日/祝日はお休みです。

●●●●1111////11116666((((木木木木)))) 33330000((((木木木木))))ビビビビーーーールルルル片片片片手手手手にににに囲囲囲囲碁碁碁碁をををを楽楽楽楽ししししむむむむ
みんなで囲碁を楽しんでいます。お気軽にご参加ください。

★参加費800円（ビール１杯付き)★PM6:00～

●●●●1111////33330000((((木木木木))))絵絵絵絵手手手手紙紙紙紙にににに挑挑挑挑戦戦戦戦
まだまだ寒い日が続きますが、心がほっと温まる春を発見し

絵手紙にしてみませんか？お気軽にご参加ください。

★参加費500円（お茶・お菓子付・要予約)★PM7:00～

ＯＯＯＯＣＣＣＣＣＣＣＣ望望望望年年年年会会会会

京京京京都都都都 大大大大徳徳徳徳寺寺寺寺大大大大仙仙仙仙院院院院ごごごご住住住住職職職職のののの良良良良章章章章
和和和和尚尚尚尚よよよよりりりり、、、、新新新新年年年年のののの色色色色紙紙紙紙をををを頂頂頂頂ききききまままま
ししししたたたた。。。。

多多多多文文文文化化化化交交交交流流流流ササササロロロロンンンンPPPPaaaarrrrtttt11111111５５５５ アアアアルルルルメメメメニニニニアアアア

昂々: 馬が走るさま いななくさま 志や行
ないがすぐれて高いさま
馬というと「人間万事塞翁が馬」の故事が有
名です。皆様の一年が志高く、意気軒昂で、
何事もウマくいく年でありますように。

新新新新社社社社会会会会見見見見学学学学ババババススススツツツツアアアアーーーー

11月28日(木)新社会見学ツアーの一

環として、今回は福井県の関西電力大

飯原子力発電所を訪問した。当日は、

身分証明書を提示するなど、テロ対策

への厳重な警備のもとでの見学。その

後、現地の専門スタッフから説明を聞

き、活発な質疑応答が行われ、今後の

エネルギーを考える充実した一日だった。

テロ対策への厳重な警備のもとで見学
原子力発電と今後のエネルギーを考えた

古代ローマの影響？エキゾチックな文化
グリゴリさんは料理の得意な青年だった！

12月13日(金)、アルメニア出身で神戸

大学で経済を学ぶグリゴリさんを迎え

多文化交流サロンを仲間ハウスで開催。

母国では、男性はお料理を作れないと

結婚できないとのことで、一緒に調理

を手伝うなど、熱心なゲストと文化を

理解し交流を深めた。

お料理：アルメ
ニアン ピラフ、
チョップ サラダ、
トルティーヤ

メリークリスマス！手作りのお料理と
身振り手振りを交えての交流を深めた
12月21日(土)Internationalクリスマ

スパーティをマークさん、マーティン

さん、そしてアルメニアのグリゴリさ

んらを迎え開催した。メリークリスマ

ス！の乾杯後、ゲームやコミュニケー

ションを楽しみ、キャンドル

サービスでは灯火に今年一年

に思いを馳せた。

美美美美術術術術散散散散見見見見会会会会

12月1日(日)晩秋の京都・東山を大

國義一先生と共に巡った。法性寺で

非公開の遺仏・千手観音像の神々し

さに感動。東福寺では、国宝の三門

など巧みな建築物に目を見張った。

お昼に京料理の松花堂弁当を頂き、

石組みや白砂の美しい重森三玲作の庭も鑑賞し、鮮やかな紅

葉の中、自然と歴史を体いっぱいに感じた一日だった。

東福寺にて重森三玲氏作の庭園を説
明する大國義一先生

大飯原子力発電所PR館前にて

サンタの気分でハイ・
ポーズ、左：手作り
のパーティ料理

人生は決して一様な向上的発展をなすものではなく、たえ

ず変動をくりかえし、起伏つねならぬものである。従ってこ

うした現実に対処する仕方、つまり「生き方」にも直線的と

曲線的、鋭角的と鈍角的、収縮と拡張、集我と放我といった

様々な姿勢がなければならない。こういうわけで人間にとっ

て、勉強は生涯つづき、また、続けねばならない

のである。

例えばここに一人のサラリーマンがいるとしよ

う。この人も就職の当初は 「日々これ勉強」 で、

自分で気ままに手を抜いたりすると、一緒に入社

した仲間からおいてけぼりをくいはせぬか、とい

うおびえみたいなものが心のどこかに残る。とも

かく職場のことについて一つでも多く学び知るこ

とが、一人前になるための正当な道であることは間違いない。

問題はそういう心構えがいつまで続くかということである。

つまり事務なり、機具の操作なり、自分の仕事に必要な事項

を一通りおぼえてしまったら、“後は野となれ山となれ?”で

は困るということは、誰もが一応心得ているはずだが、通常

のサラリーマンの職務というものは、基本的な、大まかなと

ころでは、それほど目立った個人差はないといってよかろう。

つまり基本や大まかなことを習得しさえすれば、あとは一種

の「慣れ」に身を任せておいても、大過なくやってゆける様

なところがある。ややもすればこの様な「慣れ」 に安住しが

ちなのは人の世の常で、それに伴って「勉強」の方はおろそ

かになることが多い。「初心忘るべからず」 の戒の存する所

以である。そこで、学び問うという「学問」 の原点が、現在

の社会で意味をもつようになってくる。とは言っても、何も

勤労者たると同時に、日夜書を繙く学者たれ、という様なしゃ

ちほこばったことではない。社会人である限り、生涯学び問

い続ける根性だけは持たねばならないということである。

社会の移り変わりは近来とみにその歩を速め、そういうな

かで「慣れ」に安住するのは「一生参学」「生涯教育」の拒否

につながる。学び問うのは何も社会の為ばかりではない、本

来はどこまでも自分の為である。まことに、「学問」は学者の

占有物ではなく、万人のものでなければならない。「学ぶ」と

は真似履む、倣って実践することであり「問う」とは、いわ

ば「慣れの人生」に疑問符を打つことであり、日常性の枠を

突き破ろうとする試みである。

ところで、学び問うはたらきによって常に滞りなく思い通

りの結果が得られるとは限らない。むしろ学び問いつづける

過程で 「悩み」が、それに伴って 「苦しみ」 が生

じることの方が多い。たしかに 「悩み」と 「苦し

み」は 「学びと問いの人生」 に立ちはだかる壁で

ある。しかしこれを恐れていては人生の向上は望め

ない。悩みのないところに悟りはなく、苦しみのな

いところに喜びはない －これは人生の必然の定めで

あって何故を言うを許さぬことである。この壁がい

かに厚かろうと、人はそれに挑み、新しいもの独自

なものを追求しなければならない。殊に若人は常に新しい希

望を燃やし、壁に突き当って苦闘を続け、これに打ち克たね

ばならない。若人にはそれをなし得る可能性がある。ほかな

らぬこの可能性のあることこそ、若人を若人たらしめる要因

であり、若人固有の特徴であり、特権である。老いたる我々

が若者に魅力を感じ、欣然と未来を託するのは、このような

若者のすばらしい可能性を信ずるからである。

かかる若者によって、二十一世紀の日本は支えられてゆく。

日本社会は、先進諸国に追随することによって発展してきた

が、今やすでに、手本のない自らが創造的に切り開かねばな

らない時代に入りつつある。それゆえ、我々老人は、知的好

奇心にあふれ、創造的意欲に燃えた若者の為に双手を挙げて

万歳を三唱せざるを得ないのである。

ここここののののオオオオピピピピニニニニオオオオンンンンはははは、、、、当当当当セセセセンンンンタタタターーーー22220000周周周周年年年年記記記記念念念念にににに頂頂頂頂いいいいたたたたメメメメッッッッセセセセーーーー

ジジジジをををを掲掲掲掲載載載載ししししてててておおおおりりりりまままますすすす。。。。田田田田中中中中健健健健二二二二先先先先生生生生はははは、、、、明明明明治治治治44444444年年年年長長長長野野野野県県県県生生生生

ままままれれれれ、、、、東東東東大大大大文文文文学学学学部部部部独独独独文文文文科科科科卒卒卒卒業業業業後後後後、、、、昭昭昭昭和和和和33335555年年年年よよよよりりりり大大大大阪阪阪阪大大大大学学学学教教教教授授授授

にににに就就就就任任任任、、、、ドドドドイイイイツツツツ古古古古典典典典主主主主義義義義文文文文学学学学をををを研研研研究究究究しししし、、、、幅幅幅幅広広広広くくくく活活活活躍躍躍躍さささされれれれてててておおおお

らららられれれれままままししししたたたた。。。。先先先先生生生生ににににはははは創創創創立立立立当当当当初初初初よよよよりりりり講講講講師師師師、、、、そそそそししししてててて相相相相談談談談役役役役ととととしししし

てててて永永永永年年年年ににににわわわわたたたたりりりり様様様様々々々々なななな面面面面かかかかららららごごごご指指指指導導導導いいいいたたたただだだだききききままままししししたたたた。。。。講講講講座座座座・・・・

合合合合宿宿宿宿ゼゼゼゼミミミミナナナナーーーールルルルでででではははは、、、、「「「「学学学学問問問問のののの意意意意味味味味」」」」ななななどどどどドドドドイイイイツツツツのののの話話話話、、、、古古古古典典典典

のののの話話話話をををを交交交交ええええてててて数数数数多多多多くくくくののののここここととととをををを学学学学ばばばばせせせせてててて頂頂頂頂ききききままままししししたたたた。。。。

重要記録を保存・活用
し、未来に伝達するこ
とをアーカイブという。

OCC LECTURE

学学学学びびびびとととと問問問問いいいいはははは慣慣慣慣れれれれのののの人人人人生生生生にににに疑疑疑疑問問問問をををを持持持持ちちちち
そそそそのののの枠枠枠枠をををを突突突突きききき破破破破ろろろろううううととととすすすするるるる試試試試みみみみででででああああるるるる！！！！

①①①①９９９９月月月月11114444日日日日((((土土土土)))) 幕幕幕幕末末末末かかかからららら近近近近代代代代へへへへのののの夜夜夜夜明明明明けけけけ（ビデオ聴講可）

②②②②11110000月月月月11119999日日日日((((土土土土)))) 明明明明治治治治国国国国家家家家とととと国国国国際際際際情情情情勢勢勢勢 ～～～～日日日日清清清清戦戦戦戦争争争争・・・・日日日日露露露露戦戦戦戦争争争争～～～～（ビデオ聴講可）

③③③③11111111月月月月11116666日日日日((((土土土土)))) 満満満満州州州州事事事事変変変変かかかからららら日日日日中中中中戦戦戦戦争争争争（ビデオ聴講可）

④④④④11112222月月月月11114444日日日日((((土土土土)))) 太太太太平平平平洋洋洋洋戦戦戦戦争争争争のののの真真真真実実実実 PPPPaaaarrrrtttt1111 （ビデオ聴講可）

◆◆◆◆2222000011114444年年年年
⑤⑤⑤⑤１１１１月月月月22225555日日日日((((土土土土)))) 太太太太平平平平洋洋洋洋戦戦戦戦争争争争のののの真真真真実実実実 PPPPaaaarrrrtttt2222
⑥⑥⑥⑥３３３３月月月月８８８８日日日日((((土土土土)))) 東東東東京京京京裁裁裁裁判判判判のののの真真真真実実実実

⑦⑦⑦⑦３３３３月月月月11115555日日日日((((土土土土)))) 近近近近現現現現代代代代史史史史のののの問問問問題題題題点点点点をををを探探探探るるるる

●講師：国際日本文化研究センター教授 笠谷和比古氏
●時間：2:30pm～4:15pm
●会場：楽問塾セミナールーム(自由席)

参加費(7回セット)：会員5000円/一般9000円 /各講座の個別聴講1500円

お申込は当センターTEL06-6764-1282へ師師師師キキキキャャャャララララククククタタタターーーー
熱熱熱熱 ササササムムムムラララライイイイ君君君君

近近近近現現現現代代代代史史史史をををを知知知知ららららななななけけけけれれれればばばば
現現現現代代代代ががががわわわわかかかかららららなななないいいい

鮮やかな紅葉の中、日本の美を堪能した
感動の一日だった

一年の締めくくり。互いに今年を振り返り、
来年の希望を語り合った

12月27日(金)今年最後の催し、ＯＣＣ忘

年会が開催された。ＯＣＣの忘年会は、未

来志向で来年を望む望年会。豪華景品あり？

で、今年も大いに盛り上がった。

1911～1995

元産経新聞記者、田島政雄氏から、当セ

ンターの会報にご掲載頂いたコラムを一冊

の本にまとめました。今読み返しても斬新

で、時代を超えて私たちの心に響き、厳し

くも温かいメッセージが散りばめられてい

ます。（Ａ5サイズ120ページ・一冊500円）

●●●●謹謹謹謹んんんんででででおおおお悔悔悔悔ややややみみみみ申申申申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。

歴歴歴歴史史史史ウウウウオオオオーーーーククククのののの講講講講師師師師ととととししししてててて長長長長年年年年おおおお世世世世話話話話ににににななななりりりりまままま
ししししたたたた桶桶桶桶谷谷谷谷哲哲哲哲三三三三先先先先生生生生がががが11111111月月月月11119999日日日日ににににおおおお亡亡亡亡くくくくななななりりりりににににななななりりりり
ままままししししたたたた。。。。京京京京都都都都やややや奈奈奈奈良良良良をををを中中中中心心心心にににに時時時時をををを越越越越ええええてててて息息息息づづづづくくくく歴歴歴歴
史史史史をををを丁丁丁丁寧寧寧寧にににに解解解解説説説説ししししてててて頂頂頂頂ききききままままししししたたたた。。。。本本本本当当当当ににににあああありりりりががががとととと
ううううごごごござざざざいいいいままままししししたたたた。。。。心心心心よよよよりりりりごごごご冥冥冥冥福福福福ををををおおおお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし上上上上げげげげ
まままますすすす。。。。

■お便り＆メッセージ


