
最近の驚きといえば、安倍総理の突然の辞
任だろう。テロ対策特措法継続の見通しが立
たなくなったことを理由としての辞任である
が、国会に継続法案も提出しないで、見通し
が立たないと判断して辞任するのはあまりに
早急と言わざるを得ない。
インド洋での自衛艦による給油という方法

が民主党の反対で実現できないのなら、他の
方法による国際貢献という手段もあったはず
である。必ずしも辞めることに結びつかない
と思われる。所信表明演説をすませ、国会で
の代表質問が始まる直前に辞任するのは職責
放棄と責められてもやむを得ないであろう。
たとえ健康状態が悪化していたのだとして
も、一国の総理大臣の行動としては、あまり
に軽いのではなかろうか。
現在の国民は政治に対して失望しきってい

る。年金問題はその最たるものであろう。少
子高齢化社会が進んでゆく中、納めていたは
ずの年金がないと言われたら、国民は怒るに
決まっている。老後の生活に不安を感じるの
は当然である。安心して生活できる国を作る
のが政治の基本ではないのか。
身近な問題としては、貧富の格差の拡大、

都市と地方の格差の拡大問題も政治の重要な
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課題であろう。広い意味での国民生活の安定
をはからないと政治不信は続くであろう。ど
の政党が政権をとっても同じである。国家百
年の大計を立てて、国の将来の姿、国民の将
来の生活設計を具体的に示さなければ政治不
信は続くし日本は衰退の一途をたどるであろ
う。
驚きと言えば、国と地方の借金が８００兆

円に近づきつつあるらしい。この膨大な借金
も、また政治の責任である。将来を見すえた
財政運営をせず、その場限りのばらまきをし
てきたツケが回って倒産寸前の国になってし
まったのである。膨大な借金を返済し財政再
建をはたしながら、国民生活の安定をはかる
のは、ほとんど不可能な話である。しかし、
それをやるのが政治家の使命であろう。今が
日本を立て直す崖っぷちにきている。
強いリーダーシップを持って政策を断行でき
る政治家の出現が望まれる。但し、独裁者で
あっては困るが。
この原稿を書いているうちに福田康夫氏が

総理、総裁となった。福田氏は調整型の人で、
強いリーダーシップは感じられないが、これ
からは、変わるかもしれない。期待しましょ
うか。

驚　き
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ロースクール（法科大学院）とは、法曹
（裁判官、検察官、弁護士）を養成する教育
機関である。法曹の養成に大学（大学院）が
関わるということである。法曹養成は、戦後
長く司法試験合格→司法研修所の研修という
形で行われてきた。ところが、司法試験につ
いて、試験対策だけを重視するという風潮が
出てきて、司法試験予備校も生まれ、試験に
合格することが目標のようになる事態が生じ
ていた。そのため、司法研修所（最高裁判所
に属する機関）に入所しても、法律の基本的
な部分が習得できていない司法修習生が多く
みられる事になってきていた。そこで、制度
を改め、大学院の中で法的思考能力を養うと
いうプロセスを重視した法曹養成をしようと
いうことになったわけである。
平成16年からロースクールが誕生し、法曹

養成にあたることになった。このため、法曹
になるためのステップとしてはロースクール
卒業→司法試験合格→司法研修所の研修、終
了ということになった。そして、司法試験は
新司法試験と呼ばれるもの（ロースクール卒
業生だけが受験できるものが原則）になった。

旧司法試験も5年間は残るが合格者の枠は漸
次減少してゆくことになった。
ロースクールには、 2年コース（既修者コ

ース）と 3年コース（未修者コース）がある。
既修者コースは、法律の勉強がかなり進んで
いる人が対象となる。未修者は法律を全く勉
強したことがない人、あるいは法律の勉強は
したがそれから長く期間がたっている人が対
象となる。しかし、1年間で未修者が既修者
の域に達するのは仲々大変なことである。
平成18年に既修者の第1期の卒業生が出て

新司法試験を受けたが受験者約2000名に対し
合格者約1000名とおよそ50％の合格率であっ
た。ロースクール構想が生まれた時には、卒
業生の70～80％が合格すると言われていた
が、ロースクールが乱立し、在学生が多くな
ったため、合格率は低いものとなった。今年
（平成19年）は未既修者の第一期卒業生が出
て受験をしたが、未修者の合格率は約32％
（合格者635名）、既修者の合格率約46％（合
格者1216名）となり、やはり、既修者の方が
合格率が高い結果となった。（平均合格率約
40％）
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騰させたものでも、日本の水は軟水なのでコ
ーヒーに適しています。この冷たい水で粉末
タイプのインスタントコーヒーを練るように
して溶かし、カップ１杯分のコーヒーにしま
す。そして加熱すれば出来上がりです。加熱
温度はお好みで加減して下さい。加熱すると
コーヒーの香りがすごく引き立ちます。ちな
みに、砂糖などは加熱後が最適のようです。

秋の夜長。美味しいコーヒーなんていかが
でしょうか。普通のインスタントコーヒーに
一手間加えて、本格的なコーヒーに大変身さ
せてしまう良い方法があるんです（某Ｎ○Ｋ
の番組でやっていたみたいですけど）。方法は
２つあるのですが今回は簡単な方をご紹介。
まず水を用意して下さい。ミネラルウォータ
ーでなくてもＯＫです。水道水を２～３分沸

事務局　　入　谷　多 延 子エ ト セ ト ラ

事務局　　隅　田　仁　美

香川といえば『うどん』ですが、うどん屋
巡りの合間に、道の駅滝宮（綾歌郡綾川町）
で『うどんアイス』なるものを見つけました。
一般向けの「さっぱり」、チャレンジャー向け
の「純こってり」「超こってり」の３種類があ
ります。

もちろんここは超こってりにチャレンジ。
かつおダシの味がして、イリコがつぶつぶで
入っています。うどんもちゃんと入っていて、
口溶けした時のもちもちの食感がいい感じで
す。お口に合うかどうかは…ぜひチャレンジ
してみて下さい♪
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今年の夏は例年になく格別暑かった。
関東では最高気温40.9度を記録する暑さの中、
東京へ家族旅行へ行った。とにかく暑かった～。
元気な子供たちはディズニーランドへ。
年寄り組の私たち夫婦は、はとバスを予約。昔
ーし、東京に住んでいた二人は久しぶりのお上
りさん。東京駅に集合。思ったよりいっぱいの
お上りさん。10分おきに、はとバスが出発。
私たちが悩みに悩んで選んだのは「あの町こ

の町」コース。東京駅をスタート→浅草観音と
仲見世→ホテルグランパシフィックメリディア
ル「花かがり」にて昼食→お台場散策→東京湾
クルーズ（船の中でティータイム）→東京駅到
着、約６時間のパック（行くとこ行くとこ、は
とバスでいっぱいでした）。

最初に連れて行かれたのは浅草。雷門の前で
は、写真を写したくなるらしい。
珍しく主人が写してくれと言うので、私が提灯
の前に立つ主人に向かい「はいポーズ」。

デジカメの“ぽっち”を押した。デジカメはす
ぐ写っているかどうか確認出来て便利。画面を
見てみると写っていない？人がとぎれる瞬間を
待ってもう一度「はいポーズ！」・・・やはり写
っていない。おかしい。どうでもいいのに主人
はあきらめない。もう一度写せという。しゃー
ない、「はい！バター」。
“ぽっち”を押す。また写ってない。
４回目に私の様子を見ていた主人は気が付い

た。
「おまえどこ押しよんや、シャッター押さん

と、電源切りよるやないかー」
「あらま～。カメラを縦にして写せってややこし
い事言うからー。シャッターがわからんように
なって違うとこ押しとったー。」
一枚の写真をやっと写して、暑～い珍道中が

始まったのでした。（Ｅ．Ｏ）

はとバス

企画に参加してきました。でも、一体何をする
のか聞かされないまま5000人がアジア・ワール
ド・エキスポに集合しました。
どんなチャレンジかとワクワクやる気満々で

したが、内容は隣の人と組みになって30秒間握
手をするという簡単なものでした。
でも、ギネスの審査員が大勢、確認したり、

カウントしたりと、さすがはギネスだと感心し
ました。それから数ヶ月後、正式に認定され、
記念のバッチも送られてきました。
さて、来年発売に掲載されるか？楽しみ！

2月に事務局の仲間入りをしました。暫く若
葉マーク状態ですが、この仕事に携われた事に
感謝し、頑張りますので、どうぞ宜しくお願い
します。
ギネスブックは、世界中の世界一記録を集め

た本ですが、中を覗くと色んなジャンルの驚き
のチャレンジや出来事が掲載されています。昨
年だけでも、65000件もの申請や問い合わせがあ
り、2000件余りの記録認定がされているとかで、
あまりの数の多さで認定されてもギネスブック
に掲載されるとは限らないそうです。
実は、香港でギネスにチャレンジするという
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最近、観光ボランティアガイドなるものが
各地に誕生していますが高松市も例外でなく
６～７年前から「玉藻公園」、「屋島」、「サン
ポート」（栗林公園は県の管轄）又、今年から
市町合併により牟礼源平地区も高松市観光ボ
ランティアガイド協会に入るべく準備中です。
私も平成15年 4月から講習を受けて、週末

の時間がとれた時だけ参加していますが最初
の頃はお客様に教えてもらう事も度々で数え
切れない程、恥をかきました（笑）
しかし、継続こそ力なりと言うか、門前の

小僧…経を読みで今はその場その場へ立つと
自然に言葉が出てきますから不思議です。
基本的な考え方としては「観光ガイド」で

すから観光客とガイドが楽しい時間を共有し、
いい思い出ともう一度行きたい・・・と思っ
て頂けるよう誠意を込めて一期一会の心でお
接待する。
ただ、私の場合には調子に乗ると「毒舌ガ

イド」となりやすいので毒舌をユーモアと受
け止めてくれなかった場合は悲惨な結果が待
っています・・・
年に 1～ 2度の研修会がありますが何年か

前の研修で、ある講師が「観光とはその地の
風物、産物、人物を観ることだ」と言った言
葉が心に残り、事あるごとに観光客に請け売
りしています｡
ただ、昔はその通りだったと思うのですが、

今はマスメディアが発達し特にインターネッ
トによるホームページやブログ（ウエブログ）
それらにリンクしたライブカメラで自室に居
ながらリアルタイムに楽しめる環境ができま
した。
最後の「人物を観る」、つまりその地の人達

との交流はどうでしょうか？犯罪が多発し、
利己主義者が横行する殺伐たる昨今、「さわら
ぬ神に祟りなし」で、お節介をすれば逆ギレ
されるのなら見てみぬふりをするのが一番。
そんな風潮ができてきてないでしょうか？
でも、旅先での親切や、心温まるふれ合い

は嬉しいものですが、私はそんな大げさなも
のでなく友達感覚で「屋島のことならまかせ

まい」と案内できればと思ってやっています。
そして、「今日は天気はまぁまぁですが、日

頃の行ないもありますから少し霞んでいます
ね～♪」「でも、綺麗な眺めは私が一年中ブログ
を発信してますからアクセスしてアーカイブ
を覗いて見て下さい。満開の『可松桜』も写真
がありますよ～」と言えば、99％の人が苦笑
しながらも頬を緩ませてくれます。ちなみに
無反応の 1％は耳の遠いお爺さんでした（爆）
屋島も一時は「屋島ケーブル」が運行を休

止し、水族館も経営母体が変わるなどしまし
たが、昨年暮れから『新屋島水族館』として
生まれ変わり、土日祝日は麓～山上へのシャ
トルバスも運転していますし、ウィークディ
ーも運行する計画も上がってきました。
私たちは今後の目標として、「屋島はお寺と

血の池と水族館しかない」から滞在時間は一
時間しか割り振りしない大半の旅行会社の既
成概念を打ち壊し、東回りは源平の古戦場、
西回りは瀬戸の島々から瀬戸大橋の橋脚まで
ゆうに三時間は見て回れる観光資源を観光客
に知って欲しいと思っています。
ちなみに私が発信しているブログ「観光ボ

ランティアガイドのここだけの話」 http：//
gaidono.blog60.fc2.com/ が今年 3月中旬から
yahooのセカンドライフ「旅」の中で特選ブロ
グ 3件の中に入っているのがわかりました。
次の特集になれば多分除かれるとは思います
が今は観光客との会話の中でも話の一つとし
て盛り上がっています。
海外旅行もいいですが、身近なところでも

新しい楽しみ方とか新しい発見などで楽しめ
ると思います。
最後に屋島の事、皆さんどれだけ知ってい

ますか？
南嶺、北嶺、屋島寺、血の池、千躰堂、三体堂、
重要文化財、貞応の鐘、仰之碑、可松桜、獅子
の霊巌、源平合戦を彫った石の屏風、新屋島
水族館、談古嶺、遊鶴亭、千間堂経塚、朝鮮式
山城「屋島城」、県木園、一等三角点、第 4展
望台、四天門、ミステリーゾーン、不喰の梨、
加持水、太三郎狸、etc・・・

観光ボランティアガイドとウェブログ
高松市観光ボランティアガイド

小　 西　　　勇
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