
このコラムで自然現象について取り上げる

ことは少ないが、どうしても異常気象につい

ては記したくなる。実は、テミス第39号

（2010年10月号）でも異常気象について取り

上げている。夏の猛暑、春の豪雨、世界的な

大洪水、ハリケーンである。

今年の特徴は雨だろうか。春に豪雨があり、

土砂崩れがあった。夏には台風が 2個来て豪

雨を振らせた。その後も豪雨が間をあけずに

襲ってくる。広島での土砂流の被害は甚大で

ある。 8月の降雨量は平年の 3倍になるとい

う。昨年を思い返すと逆だった。2013年の夏

は猛暑だった。連日35度を超える日が続い

た。高知の四万十市では41.0度の最高気温が

記録された。ところが、 1年後の今年は雨ば

かりである。 9月に入ってもゲリラ豪雨は続

いている。

温暖だった日本の気候はもはや亜熱帯ある

いは熱帯と化してしまっている。今年の豪雨
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などは熱帯地方のスコールのようである。い

や、スコールなら短時間で降り止むが、日本

の豪雨は何日も降り続く。従来の気象学のも

のさしでは測れない大きな変化が地球に生じ

ているのではないか。地球温暖化の影響であ

ることは間違いないだろう。

温暖化防止が叫ばれて久しい。国際的な会

議で色々議論されているようであるが、目に

見えた効果は窺えない。先進国では自動車の

排ガス規制など進んだ科学技術を駆使して温

暖化防止に取り組んでいるが、そこまで熱心

でない国もある。開発途上国では森林が伐採

され、地球の緑が急速に失われている。二酸

化炭素の吸収能力が減少し、地球の温度が上

昇している。このままでは、北極・南極の氷

がとけ、海中に沈む国、都市が出てくる。私

たちとしては、毎日の生活の中で、節電をし

自動車に乗る事を控えるなど、手近にできる

ことから始めるしかないだろうか。

また異常気象
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問題点の 3番目として「適性評価」制度が

ある。適性評価とは、特定秘密を取り扱う者

について適性があるか評価するという制度で

ある。評価する側は行政機関の長であるが、

評価される側は公務員とは限らない。特定秘

密に関する業務の委託を受けた民間人も対象

となる。しかも、本人に限らず、配偶者、父

母、子、同居人に及ぶ。

評価のために様々な調査がなされる。氏名、

生年月日、住所などは当然調査される。犯罪

歴や、薬物濫用についても当然調査の対象と

なる。精神疾患や飲酒の節度、信用状態等の

経済的状況も含まれる。酒癖の悪さや借金ま

で調べられるということであり、プライバシ

ーの侵害という問題が生じる。

調査の方法としては、対象者本人に質問し

たり、資料の提出をさせるが、本人以外の知

人や関係者への質問や資料提出の求めという

ことも定められている。公務所や公私の団体

に照会し報告を求める事もできるとされてい

る。ここまで広がってくると調査対象者は犯

罪者扱いとなってくる。プライバシー侵害だ

という声が上がるのも当然である。

第 4の問題点として、処罰の範囲が広すぎ

るという点が挙げられる。

特定秘密を取り扱う者が処罰の対象とされ

るほか、業務により特定秘密を知得した者や

提示を受けた者も対象となる。

特定秘密を漏らした場合（既遂）に処罰され

るほか未遂も罰せられるし、共謀したり、教

唆したり、煽動した場合も処罰の対象となる。

過失によって秘密を漏らした場合も処罰され

る。過失というのは様々なケースが考えられ

るので、処罰の範囲があまりにも拡大し過ぎ

ないかという懸念がある。

罰則の広さとからんで、報道の自由に対す

る影響が心配される。この点につき、この法

律には国民の基本的人権を不当に侵害するよ

うなことがあってはならないとか、報道又は

取材の自由に十分に配慮しなければならない

という規定は設けられている。また、取材行

為については、専ら公益を図る目的を有し、

かつ法令違反又は不当な方法によるものと認

められない限りは、正当な業務による行為と

するとされている。しかし、不当な方法によ

るかどうかの判断が取り締まる側の判断にか

かるため、報道機関に対する萎縮効果が懸念

されている。
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事務局 岡　　 悦 子
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「おめでとう～。お孫さん生まれたんだってね
～」と何人もの方に言われ、びっくり。
テミスを読まれた方々の勘違い。前回のは

「猫の赤ちゃん」の登場でした。念の為。
最近、機械に振り回されている気がする。例

えば車のナビ。ナビの案内は無責任。目的地に
着きそうになると「目的地周辺です。ご注意下
さい」「え～。ここからが詳しく知りたいんだろ
うが！」近くで迷いまくる。
それに、認識出来ない道だと黙り込む。頼み

の綱はぷっつん。トホホ。
性格が素直でない私は、ナビをあまり信じな

い。かたや主人は、指示に従うタイプ。
以前、高松ー大阪の高速道路を車で移動する

ことがあった。高松への帰路の事。
ナビに、大阪市内を通過する迷路のような道

案内をされ、大変な目にあってしまった。
後日同じコースの帰路。前の失敗を元にナビ

の指示を無視することに。運転手は主人。
左の方を走れというナビの指示に、主人「わ

しは、こっちに行きたいんじゃ～」と右の方を
走る。しかし、ナビはすぐ左へ指示。主人「も
うだまされんぞ！わしはこっちや～」右の方へ
向かう。やれやれ静かになった。と思いきや、
ナビは懲りずに「左、大阪市内方面です」。
主人、大きな声できっぱりと怒鳴った。「私は、

あなたの言うことは聞きません！」そのお陰か、
ナビはやっと静かになった。
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61番香園寺。子宝、安産に御利益がある「子安
大師」として知られており、子安大師堂がある。
本堂、大師堂が一緒になった建物は鉄筋コンク
リート製で壮大である。

68番神恵院の本堂もコンクリート製であるが、
スケールがまるで違う。香園寺のものは荘厳と
いう感じがする。左脇階段を上ると中が本堂と
大師堂となっている。

大同年間に大師がこの寺を訪れた時、身重の
女性が苦しんでいるのを見かけ、祈祷したとこ
ろ、女性は無事出産したという。そこで、大師
は、安産、子育て、身代わり、女人成仏を祈る
「四誓願」をして、香園寺を四国霊場に定めたと
されている。
香園寺は駐車場も広く、境内も広い。春には

桜が美しい。雨の日も風情がある。近所の人ら
しき参拝者もあり、地域になじんでいる様子で

ある。近代的ではあるが、落ち着きを感じる寺
である。

ところで、今年（2014年）は、四国八十八カ所
遍路が開創されて1200年の区切りの年である。
納経帳には1200年を記念した特別の印が押され
る。通常の年は朱印だけであるが、紫色や青色、
緑色など色彩のある印が押される。また御影
（おすがた）も通常のもののほかに赤色の御影が
頂ける。御影とは各札所のご本尊を描いた短冊
のようなお札である。1200年には、その他、寺の
秘仏の開帳をしている所もある。色々お得なの
で、八十八カ所巡礼をしようと思っている方は是
非今年行ってみてください。来年（2015年）5月
まで、色彩の印や赤い御影を頂けます。
また、来年は高野山開基1200年となります。

特別な催し物があると思いますので、高野山へ
もお参りください。 （Ｙ．Ｏ）
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事務局 北　　　和　代

子供の頃、私の実家は五右衛門風呂だった。鋳
鉄製で体が鉄肌に触れると熱いし、底板がずれる
と大変なことになるので、そっと縁に触らないよ
うに入った。祖母がよく「どんなんなぁ～。」と
湯加減を聞きながら追い炊きをしてくれた。
祖母は若い頃、教師をしていて共働きだった。

朝は、かまどや七輪で朝食とお弁当を作っていた
らしい。昔の生活の手間の掛かり方は、現代人に
は考えられない苦労があったと思う。
今では、毎日お風呂を沸かすボタンを押す度に

「お風呂の栓はしましたか？○度で○�のお湯張

りを始めます。」と機械に確認される。その進化
はどんどん加速してきて、昭和のアナログ人間は
戸惑うっ～！

早朝、ゴミ捨ての帰り、近所のよく知ったおば
さんが、うちの畑の枝を拾い、おまけに草抜きを
してくれていた。急いで側まで行き「有難うござ
います。草まで抜いてもらって。」と声を掛けた。
「アーッ！久しぶりやなぁ。」と元気な声。それか
ら暫く近況を話し、アルミの代車に枝を積んで坂
道を帰って行った。
おばさんは80代後半。今もお風呂を沸かす為に

近所の畑の枝拾いを日課にしている。以前から畑
の枝を拾い、草まで抜いてもらっている。息子家
族と同居しているので、あえてお風呂を沸かす必
要はないのだが、こうして体を動かすことが、お
ばさんの元気の秘訣なのだろう。
おばさんの姿に実家の祖母を思い出した。
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今、野菜づくりに夢中になっている自分がい

ます。ガソリンスタンドを経営していた頃、何

かしら満足感が得られることが無いまま40年も

の月日が経ってしまいました。残りの人生、自

分に向いた仕事をしてみたいとあれこれ思い、

現在経営している仕事に行き着いたのです。与

えられた仕事ではなく、自ら造形物を作り出す、

物作りが自分には向いているのではないかと判

断した結果でした。

その仕事というのは、圧倒的に数が多い団塊

の世代が老後を迎えるにあたって、ゆっくり楽

しめる施設を作ることでした。それが三木町に

あるイングリッシュガーデン『レールサクレ』

という名称で展開している『癒し』をテーマと

した場所なのです。庭内では、結婚式、レスト

ラン、野菜づくり、輸入ガーデングッズの展示

販売、庭の設計施行等を行っています。それら

に通ずるイズムは『癒し』。その中で特に力を入

れているのが農業なのです。

『癒し』がテーマである、レールサクレが作る

おいしくて、体にやさしい野菜は、土づくりに

こだわって、農薬を一切使わない生産方法を選

択しています。自家菜園であればこの方法で問

題はないのですが、現在のところ、7000坪の野

菜畑を運営している農家にとっては非常に難し

い生産方法なのです。と言いますのは、現代の

慣行農業は、戦後から今日に至るまで量の拡大、

見た目のきれいさを追求してきましたが、おい

しさとか体にとって良いか悪いかは二の次にさ

れてきたのです。また、消費者もそれに慣らさ

れ、良しとした経緯があります。ですから、慣

行農業は化学肥料、化学農薬を使うことによっ

て成立した農業なのです。日本におけるオーガ

ニック野菜の流通シェアはわずか0.4％なので

す。ちなみに先進国においては10％に近いシェ

アを保っている国もあります。この違いはどこ

から来るのでしょうか。野菜本来の持つ特徴を

阻む現在の農業慣行はどこからくるのでしょう

か。手間隙、経費がかかることを嫌い、農協指

導に頼り切る姿勢から来るものではなかったの

でしょうか。栄養価も高く、おいしさも数段上

で体にも抵抗がない野菜を売るための流通手段

が狭く、消費者の認知がまだまだ低い現在、早

く市民権を得ることが大切です。

いろいろ問題を抱えている農業ですが、それ

だけやりがいも大きいのです。美味しい食材を

広めることを目標とし、色々と試行錯誤しなが

ら生産、販売していきたいと考えています。

イングリッシュガーデン レールサクレ　代表 小　松　洋　子

えてくれる等、様々なことに対応してくれます。
こういった事務的な使い方をするのが一般的で
すが、このsiriさんは、会話もかなり楽しいのです。
面白い例をご紹介。
私「ありがとう」→siri「お役に立つことこそ私
の使命です」
私「生麦生米生卵」→siri「では負けずにこちら
も。赤巻紙青巻紙黄巻紙」
私「愛してる」→「他の携帯電話にも同じ事を
言ってるんじゃないんですか？」
こんな風にユーモア溢れる返事をしてくれるの
で、ついつい話しかけたくなるsiriさんなのでした。

携帯電話のiphone6（アイフォン6）が発売され
話題です。その中で便利な機能に「siri（シリ）」と
いうものがあります。「音声認識アシスタント機
能」という、人間の声を聞いて、自動的に操作を手
伝ってくれる機能です。（他にも同じ機能が搭載
されたスマートフォンもあります）

起動すると「ご用件は何でしょ
う？」と聞かれるので、例えば私が
「朝7時に起こして」と喋ると、携帯
自身が 7時にアラームをセットして
くれます。また「今日の天気は？」
と聞けば自分のいる場所の天気を教

事務局 岡　　 美和子
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