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◆日本アスペン2802年夏季セミナー懇話会

ミュージアムをめくちて樺山紘一

◆アスベン･セミナーに参加して

5泊6日(り知的桃源郷を歩む岩科幸治

｢自然｣｢生命｣を見っめ直す坂英臣

人問も機械も遊びが大事なんです荒木宏

◆アスベン･グループだより

アスベン･ククワヤ正木利和

写真/因習葦治･高田英子･児玉房子

レイアウト/′佐野秦央

古典を手がかりに､人間的価値の本質を探る

アスペン･エグゼクティブ･セミナー

参加していただきたいのは､異質で多様なバックグラウンド

を持った､さまぎまな分野のユダゼクティフ㌔拠りどころとす

るのは､優れた古典や近現代の注目すべき文献｡人間を凝視し､

人間的価値の本質について自由で多元的なR対話''を重ねるこ

とにより､自己への内省と社会への洞察を深め､ヒューマニテ

ィーを高めて､より高次のリーダーシップを発揮する力を磨く

…･｡それが日本アスペン･エグゼクティブ･セミナーです｡

●対象者 企業の役員･幹部社員､官公庁の幹部､学者･

研究者､芸術家､NPO･NGO関係者など｡

●テキスト 東洋･西欧の古典およぴコンテンポラリーな文

献から帝遷し､抜粋･編集した日本独自のテキ

ストを使用します｡

●構成

●開催期間

●饉用言蘭

●その他

モデレーター2名､リソース･パーソン2～3

名を含め､20名強となります｡

5泊8日

日本語

庚則として全日程参批ご夫婦でのご参加を歓

迎いたします｡

⑧

アスペンに学ぶ

1971年､恩師江上不二夫先生が創り出された

｢生命科学｣の研究所への参加を求められた時は､

興奮と同時に戸惑いをおぼえました｡生物の実験

をするだけでなく､その成果を基本にして生命､

人間､自然､社会を考えるところまでを含んだ研

究所という構想は､それまでにない新しいものだ

ったからです｡しかも､先生とお讃をしているう

ちに､最先端の科学研究によって新しい地平を拓

こうという意気込みはあっても､それを支える考

え方をどこに求めたらよいかは､先生御自身もは

っきりとはつかんでいらっしゃらないらしいこと

がわかってきたのです｡

このような時の常として､欧米での活動を調べ

たのですが､その中でとくに印象深かった組織の

一つがアスペン研究所でした｡先人の残した知的

遺産を体系的に学び､それを現代社会を生きる者

として消化し､仕事を進めるにあたっての糧とす

る｡しかも､古典を読み､考えるという作業をグ

ループで行ない､仲間と対話していくうちに自分

の中で考えができ上がっていくという方法に強く

惹かれたのです｡

アスペン研究所は､特定の分野を想定せずに､

正義･自由･所有･民主主義などの基本的価値を

考えるセミナーでしたから直樹口する機会は持

ちませんでしたが､江上先生のもとでの生命科学､

その後独立して立ち上げた｢生命誌｣の活動の底

には､いつもアスペンに学ぶという気持ちがあり

ました｡

緑あって日本のアスペン研究所の活動に参加し

て勉強する機会を与えていただき､長い間憧れて

きたアスペン方式に接することができることにな

ったのは幸せというほかありません｡

自然･生命を知ること

しかも日本の場合､基本構想をお作りになった

先生方が､本家にはない｢自然･生命｣という項

目をお立てになりました｡21世紀の社会づくりに

は､自然･生命を知ること､それも科学のように

事実を解明するだけでなく自分の生き方と照合し

て自然や生命の意味を考えることが大事だと思い

ながら仕事をしている私にとって､これはとても

ありがたいことです｡日本の自然観､生命観を生

かした議論を積み上げていくうちに､他の国のア

スペン研究所でもこの分野が必要と認識されるよ

うになったら素晴らしいと思っています｡

実は､最近ヒョンなことから｢天使｣に興味を

持ち､､本を探したところ､アスペンのアイディア

の主であるM･J･アドラーの『天使とわれら』に行

きあたりました｡彼が編集に参加した『西i羊世界

の名著』の手引き作りのために､偉大な思想を拾

い出し､それを解説するという作業をするにあた

って第一項として選んだのが｢Angel｣だったと

か｡天使など哲学の対象にはならないという仲間

からの強い反対もあったようですが､彼の信念は

揺らぎませんでした｡

アスペンのセミナーで天使と天使学の講義をし

たら(1981年頃)､30年間のセミナ､--で最多の聴講

者が集まり､活発な議論がなされたそうです(聞

きたかったな)｡教養というとつい固く考えがちで

すが､講師も楽しんでいるのがアスペンのよい所

という一餅だと思いました｡



今道友信氏

‡事なかれ主義の国ニッポン
編集部:きょうは現代の日本人の生き方や社会のあり方に

目を向けながら､グローバル化の時代における国際感覚豊

かな知のあり方をめぐって､高度技術社会の新しい倫理学

｢ェコエテイカ｣を提唱しておられる今遣友信先生と､長

く国際派ジャーナリストとして世界を見てこられた松山幸

雄先生にご対話いただき､改めてアスペンの持つ意味につ

いて考えてみたいと思います｡

最近､世間を騒がせているさまざまな不祥事､出来事か

ら見えてきたのは､これまでもしばしば指摘されてきた日

本人の事なかれ主義や無責任体質が､官から民まですみず

みまで行き渡ってしまったという現実です｡このような風

潮をよしとしたままでは､これからの国際社会で日本人は

通用しなくなるのではないかと危惧されますが､まずこの

辺りのことについて日頃どうお感じになっていらっしゃる

のかお聞かせください｡

桧山 いま事なかれ主義が日本人の特色の一つになってい

るという指摘がありましたが､これは日本がある意味では

まだ封建的な身分社会から抜け出し切っていない証拠では

ないかと思うんです｡インドのようなカースト別による厳

然たる封建社会ではなも)けれども､学校を出て就職した段

階である程度身分が決まってしまい､あとは組織への忠誠

心と協調性だけで出世のエスカレーターを昇っていく人が､

少なくともこれまでは主流でした｡そこでは､ユニークさ

とか､人と違ったことをするのは好まれず､自己主張しな

いことがよしとされた｡そういう社会では､どうしても人

は事なかれ主義になります｡いま日本は過渡期にあり､こ

れから変わっていくとは思いますが､さまぎまブ て祥事を

起こした人たちは､そのような事なかれ主義文 刀中で偉

くなった人たちという気がします｡

今道 私はずっと研究･教育の世界にしかおりませんので

あまり広い世界のことはわからないのですが､もし加点主

義と減点主義というものがあるとすると､日本の学校はす

べて減点主義なんですね｡最初に100点がある｡そして100

点以上がない､というのは規定以上の創造性や面白Vlこと

は評価しなくなる可能性が強いでしょう｡そして何かまず

⑥

◆アスペン対話

互いに認め合う文明へ
国際化時代の 相互理解に向けて

今道友信 松山幸雄
●日本アスペン研究所理事

哲学美学比較研究国際センター所長

いことがあるとどんどん減点されていく｡だから､なるべ

く何もしない､事なかれで行くのがいいのです｡

私は野球が好きなので(笑)野球にたとえてお話ししま

すと､野球の世界は50点主義です｡例えばショートがあま

り体を動かさないで正面に来た球を的確に取って投げれば､

これは当り前だから50貞､ティームに残してもらえるでし

ょう｡しかし難しいゴロが乗て構っ飛びに飛びついて球を

はじいたら､エラーにされるかもしれない｡そこで､10試

合ノーエラーでいるために無理しないでヒットにしてしま

うというのが事なかれ主義です｡ヒット性の当たりだから

抜かれて当り前､これは50点もらえるでしょう｡しかし､

エラーに判定されても何でも球に飛びついていく､うまく

捕球できたらファインプレーです｡これを3度くらい成功

させれば､もう110点か120点になるでしょう｡失敗すれば

10点くらいになるかもしれない｡でも野球が面白くなった

り進歩したりするのは､こういう加点･減点二刀流の考え

方を取り入れているからでしょう｡打撃でもそうですね｡

打ってアウトなら50点､だけどダブ/レプレーだったら40

点､その代わりホームラン3本も1試合に打ったら120点く

らいつけていい｡私はこういう点のつけ方をしていたから､

学校秀才は不満のようでしたね｡その代わり､割合いい仕

事をする学者は育てたつもりですよ｡

このように､加点主義を加えていけi£官僚も政治家も

企業人も特に学者が､何かまずいことをして減点されない

ためにできるだけ何もしないでおこうという考え方をしな

くなるのではないでしょうか｡そうしないと､いまの世の

中を変えていくことはできないと思いますね｡

枚山 その事なかれ主義の象徴的な実例の一つが､森前総

理大臣選出のときのやり方ですね｡私はアメリカで日本の

政治について講義をすることがありますが､あのときは本

当に説明に困りました｡私は森さんに何の個人的怨みはあ

りませんが､日本のリーダーの選び方はいつも内々の論理

だけがあって､時代感覚や政策能力は抜き｡それが慣例な

んですね｡日本人のみんなと仲よくやるという文化のよさ

も､この歳になるとわかります｡しかし一方で､目立つの

はまずいとスタンドアウ卜しない体質､これは国際化の進

む時代にあってはもう限界が乗たような気がします｡

今遁 世界がグローバル化することは､自分の中にさまぎ

●日本アスペン研究所理事

共立女子大学名誉教授

まな文化や文明が入ってくることであり､それだけ人間が

文化的に広くなっていくことですね｡そこで大事なのは､

自分を見失わないために自己を確立していくことだと思い

ますが､いま下手に国際化社会の中で自己を確立せよと言

うと､自己をいつの間にか複数化したり､集団化してナシ

ョナリズムを煽るようなことになり､そこが勇医しい｡今年

のサッカーのワールドカップでの騒ぎ方を見ますと､マス

コミの腐り方も気になりましたね｡

樫山 今遣先生から､野球だのサッカーだののお話が飛び

出してくるとは思いませんでした(笑)｡私もちょっとあの

ナショナリズムの煽り方はどうかなと思ったんですが､た

だサッカーにもプラス面があって､例えば韓国の監督はオ

ランタソ､でしたね｡韓国チームは監督に外国人を起用する

ことで､いまも確固と韓国の中にある｢長幼序あり｣とい

う儒教文化､サッカーと言えども先輩絶対で後輩が萎縮し

ているような文化を変えていくことに成功し､強くなった｡

これは､なかなか面白いことだと思いましたね｡

‡企業人も教養人たれ
今道 近年､国際化の時代に日本人としてどうすべきかが

よく問われますが､明治維新によって日本が近代国家にな

ろうとするとき､当時の人々は長州人とか薩摩人としてで

はなくて､日本人としてどう考えるかが問われたわけです

ね｡だから､いまさまぎまな問題はあるにせよせっかく国

際化が進もうとしているわけだから､｢日本人としてどうあ

るべきか｣を考えるのではなく､これからの世界を生きる

者として､つまり人類の一貞としてどう考えるかという視

点を持つべきだと思います｡

を山 その点でアスペンが大事だなと思うのは､国家や組

織を離れて｢人間｣について考える場だからなんですね｡

どんな会社に勤めていようと､月給をいくらもらっていよ

うと､そんなことは人間存在そのものとは関係がない｡そ

れより､われわれがこの地球に生まれてきた人間という存

在であること､そのことの意味を考えるチャンスを与えて

くれる場として､アスペンは非常に意義があると思ってい

るんです｡

企業はもちろん利益追求集団ですから､儲けに役立つ人

松山幸雄氏

を重用するのは結構ですが､長い目で見れば｢国家は人な

り｣｢企業は人なり｣なので､人格的に尊敬されるような立

派な人間が企業の中で育たなければいけない｡そういう意

味で､企業も利潤追求の場だけで終わっていてはいけない

と思うんです｡

この間､ハーバード大学に行ったおり､ちょうど政治学

の教綬のバイバイ･スピーチという学期末に行う授業を聞

く機会がありました｡そのとき教授は｢リード･アンド･

トラベル｣ということを言っていた｡要するに､読書と旅

行を忘れるなというわけです｡読書は考える力を鍛えるし､

旅行の方は､別に観光旅行をしろという意味ではなくて､

いろいろな人生体験を積めということです｡これは日本の

若ものにも大変役に立つアドバイスだと思いますが､アス

ペンはまさにそれをやっている｡ここではさまざまな職種

の人が集まって読書をし､いろいろな人と意見を交換する｡

これは人間にとってトラベルの→つなんですね｡いまはも

う人生帥年､90年の時代ですから､やはりリード･アンド･

トラベルという姿勢は生きてゆく上で大事なことだと思い

ます｡

今遥 アスペン研究所をつくったころのアメリカは､本当

に素晴らしいところがあったと思います｡二現在もまだその

精神が続いているのかどうかはわかりませんが､当時､戦

勝国のアメリカが自分の国の指導者を国際的にも文化的に

も高めようとしたときに､単純にアメリカ主義をふりかぎ

さず､自分の文化で比較的不足している古典研究と哲学が

重要と考え､敗戦国ドイツのゲーテに学ぽうとしたり､シ

ュバイツアーとオルテガを基調講演者に招きました｡

私ほアメリカのアスペン･セミナーには一度しか参加し

たことがないのですが､参加者は真面目に古典を読んで論

じていました｡セミナーと言うと日本では｢経営戦略セミ

ナー｣などと言って企業のサバイバルをかけただけの内容

のものが多いのですが､少なくとも組織の指導者になろう

という人は人類共通の文イb量産をきちんと学び､未来の人

類の幸福を論ずべきです｡その学び方も､一人で好きな本

を読むのではなく､さまぎまな人が集まってこのテキスト

から何を学んだかを語り合い､テキストを基盤にしてその

共同研究による考えのピラミッドをお互いで築き上げてい

く｡アスペンがそういうスタイルのセミナーをつくったこ
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とは､本当に素晴らしいと思います｡

松山 どの国にもさまぎまな面がありますが､アメリカは

特に極端な二つの顔を持っていて､片方にはウォールスト

リートのような金がすべてという本当にえげつない世界が

あり､片方ではアスペンのようなものがあって､そのどち

らもアメリカなんですね｡いまは少しアスペン精子申を支え

たものは薄れているかもしれませんが､でも今遣先生がギ

リシア語､ラテン語を駆使してプラトンなどを論ずるのを

アメリカ人は本当に感心して聞いていて､日本人のイメー

ジをイチローほどではないかもしれませんが(笑)上げて

いただl)た｡やはりアメリカ人は教養人が好きで､物事の

本質がわかっている人を尊敬するんです｡残念ながら､そ

ういう姿勢がいまの日本人には欠けていますね｡

それから､これはわれわれにも責任がありますが､日本

の大学教育では知識の量と正確さばかりを問題にして､も

のごとに対する判断力､表現力をあまり訓練しないんです

ね｡アメリカでは､｢おまえはどう思うか｣を子供のときか

ら徹底的に聞かれる｡日本の学校は一クラスの人数が多過

ぎるせいもあるんですが､いちいち意見を述べさせない｡

私も大字で教えているので､学生に必ず自分はどう思うか

互いに認め合う文明へ

を言ってみなさいと言うんですが､もともと考えをまとめ

る冒IE練を受けていないし､表現力の訓練も受けていないの

で､ちやんと意見を言えない｡アメリカ人に比べると､日

本の大学生はインテリじゃないんですね｡そこのところは

自分自身が被害者でしたから､本当によくわかるんです｡

日本人はマニュアルを与えないと臨機応変の判断ができ

ない｡まさに藩陽紐解事熊事件がそうであって､臨機応変

の､人間としての判断力がないんです｡これは人から聞い

た話ですが､ファストフード店で友達のところにハンバー

ガーを持っていこうと思って｢20個ください｣と言った

ら､女の子が｢お召し上がりですか､お持ち帰りですか｣｡

ここで2D個召し上がれるわけがないだろう､と(笑)｡で

も､マニュアルにそう書いてあるんだからというわけでし

ょうね｡完全に自己判断停止なんです｡

今道 マニュアル主義は､戦前より戦後の方が流行してい

‡考える開を大切にする
桧山 私はかつてデかレトの｢我思う､ゆえに我あり｣と

いう有名な言葉をもじって､日本人は｢我所属す､ゆえに

我あり｣と書いたことがあるんですよ(笑)｡日本人は集団

に埋没して生きることに慣れてしまい､組織に属している

ことが自己表現になってしまっていて､自分自身で考える

ことを怠るようになっている｡そして驚くほど他者に対し

て無関心､その裏返しで不寛容になっていますね｡

ジョン･ロックフェラー三世は､｢文明の本質はケアだ｣

と言った｡ケアとは気配りという意味です｡他者への気酉己

りは経済=などさまざまな面での余裕がないとできませんが､

それこそが文明の本質だと｡それには､自分自身がいろい

際化時代の相互理解に向けて

ろな教養を積んで視野を広げ､民族あるいは個人にはそれ

ぞれ固有の歴史があり､そこから生まれた思考方法がある

ことを理解する｡要するに､さまざまな民族､個人間での

意見の不一致を認め合うこと､その寛容の気持ちが文明な

んだとしユうことで､これは国際化の時代においては非常に

大事な指摘だと思うんですよ｡

今道 最近､文明間の対話が必要という主張が流行してい

ますが､私は文明は対話できないと思います｡対話ができ

るのはペルソナというか人間だけです｡その人間がどのよ

うな教養を積んでいるかによって､対話が成立したり不毛

に終わったりする｡人間の精神のありようが､大きな意味

を持ちます｡

松山 私が嫌いなのは､おまえの言うことは間違いだと決

めつける人間です｡意見はみんな違うし､また人の意見は

変わっていくものだから｡だから｢おまえは俺とは違うね｣

と､否定するのではなく互いの違いを認め合う｡そういう

気持ちの広さを持つことが大事なんです｡

今適 いまケアのことをおっしゃいましたが､それは本当

に大事なことで､もともと哲学とは自分の魂の世話をする

ことですね｡人間は無意識的にでも意識的にでも身体の世

話はしている｡でも､｢あなたはあなたの魂の世話をしてい

るか｣と問われると､すぐに肯定できない人が多いのでは

ないでしょうか｡私どもが身体の世話のための常識を持っ

ているように､魂の世話のための常識として哲学がある｡

それで私は､論語やプラトン､キケロといったテキストの

存在が大事だと思うのです｡日本で｢教養｣と言ったとき

に-･番欠けているのは､この自己の魂の世話という視点で

すね屯

自分を考えさせるのに最も適した芸術は､文芸でしょう｡

日本は質の高い文芸作品の多い国ですし､詩の伝統は素晴

らしいですから､そういうものをもっとみんなが自由に､

てらうことなしに議題にできるような国になればいいと思

うんですよ｡日本は文明国かもしれないけれども､現状で

は到底文化国家とは言えません｡まあ野蛮国ですね｡

松山 日本はよくも悪くも試験国家ですから､試験のやり

方を少し変えると各段階における教養も変わってくると思

うんです｡フランスの入学資格試験バカロレアでは､｢平等

であることと同一であることとは同じか｣とか｢法律に従

うことは個人の自由尊重と矛盾するか｣といった問題を出

す｡一方､日本の大学の入学試験は､私も聞いたことがな

いお坊さんの名前が5人とお経の名前が5つ並べてあって､

それを線で結ぺと(笑)｡これでは大きな差が出ますね｡

今道 基本的に､文化はオリジナリティーがなければ新し

くなっていかないと思います｡そして､オリジナリティー

はたえず養成していかなければいけない｡そのための教育

が大事なのに､大学の入試が○×式のように知識の正確さ

今道友信氏

をためすだけのものでは､やはりオリジナリティーを持っ

た人間を育てていくのは難しいですね｡与えられた問題の

解決も大事だけれど､大学に入ってからは課題を自分で探

すような人間に育っていかなければいけない｡そのために

も自分で考える教育にもっと力を入れる必要がある｡大学

で自分の課題を探すことは結局､自分の使命の発見にもな

っていきますからね｡

松山 ○×式は､採点する方はすごく楽なんですよ｡誰が

やっても正しく採点できる｡フェアという点では一番フェ

アなんです｡でも､○×式の欠点は､世の中には必ず正し

い解答があると思ってしまうことです｡ところが世の中に

出ると､黒でもない白でもない灰色という､要するに民事

訴訟のような領域が多い｡刑事事件は黒か白かだけですが､

離婚裁判は責任が4:6だったり7:3だったり(笑)｡や

はりそれぞれの言い分がある｡そういうものを調停する能

力は､○×では全然育たないんですね｡

今遣 いま社会は機械文明化して､とにかく料金を払って

ボタンを押せi･封可か出てくるので､理解のプロセスの大事

きが消えつつある｡でも､文化はそのプロセスが大事で､

答えが合っていてもまぐれで当たったのとプロセスを一所

懸命考えて間違ったのとではどちらが後で生きてくるかと

言うと､プロセスを考えて間違えた方ですね｡ですから､

機械文明の世界になればなるほど､プロセスを大事にする

文化､つまりそれは考える時間のある文化だと思いますが､

それが大事になる｡

考えてみると､文化とは考える時間そのもののような気

がします｡だから､われわれの生き方として､そういう時

間を大事にする姿勢が必要ですね｡もし機械によって与え

られたたくさんの時間がただ遊びほうけるだけの時間にな

るのだったら､文明国になればなるほど野蛮人に近づいて

いくということになりますから｡

アスペンの精神は､そういう文化の相互養成でしょう｡
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樺山紘一
●国立西洋美術館長

ミューズからの贈りもの

私はもともと歴史家として､ヨーロッパ中世からルネッ

サンスを含む近世紅頗の時期の歴史を対象に仕事をしてま

いりました｡したがって､本来ならここでは歴史の話をす

るのがふさわしいのかもしれませんが､昨年来､私は国立

西洋美術館の館長の職を承りまして､美術賠長､博物館長

たる者､文字どおりの経営者であるからにはそれなりの経

営努力をせよと常に言われておりますので､はなはだご迷

惑かもしれませんが､きょうは美術館･博物館のお話をさ

せていただこうと思います｡

ミュージアムという言葉は､もともとはギリシア語のミ

ニLし一ズ(=ムーサ､複数形はムーサイ)からきています｡

ご承知のようにミューズ(ムーサ)とは､詩､音楽､舞踊､

天文､演劇などあらゆる芸術および封]的活動を司る女神た

ちの名前で､ゼウスの妻ムネモシュネの9人の娘を指しま

す｡この女神たちを奉るための館としてムーサの飽､つま

りム←セイオン(ミュージアム)と呼ばれる施設が各地に

いくつもつくられた｡よく知られているのはエジプトのア

レクサンドリアの図書館ムーセイオンです｡ミューズ(ム

ーサ)という言葉は､ミュージアム､ミュージック､アミ

ューズメントなど､すべて人々が自分たちの心を喜ばせる

ためのものにつながっています｡現在ではそれぞれの意味

あいも少し違ってきていますが､私たちがいまでもミュー

ズに関わる施設全体を現代社会や現代文化の重要な中核と

して考えていることは疑いの余地がないと思います｡ミュ

ージアムはミューズに捧げられた施設であり､同時に女神

ミューズからの贈りものでもあると考えて､この大きな贈

りものを私たちは今後さまぎまな形で耕していきたいと思

ってV)る次第です｡

さて､ムーセイオン=ミューズの館は､いろいろな形で

まずは地中海を含むヨーロッパ世界で建設･創設されまし

た｡例えば13世寿己末から15世紀末にかけてのルネッサンス

⑧

の時代､北イタリアのフエラーラにあった領主エステ家の

宮廷には動物園があり､ここでは犬猫以外の野生動物を収

集し､それらをできるだけ野生に近い形で生活させていた

そうです｡動物園も博物鮨だと言われると意外な感じがす

るかもしれませんが､動物も植物も､これを収集あるいは

展覧する人たちにとっては博物の一種でした｡ミュ｣ジア

ムという吉葉には博物鮨､美術館だけでなく､動物園､植

物園､資料館なども含まれているのです｡

同じように王侯貴族の宮廷では､早くから美術･芸術作

品を並べたアート･ギャラリーと言うぺき空間が廊下もし

くはサロンに設けられており､かなり多くの作品がすでに

ルネッサンス時代には収集されていました｡もちろんその

設計図や写真が残っているわけではないのですが､16､17

世紀以降､アート･ギャラリー自体を描く絵画の流行があ

り､それによって当時の様子を知ることができるのです｡

当時は､王や貴族がこんなに俺は美術品を持っているぞと

誇示するために自分の集めた絵を隙間なくゴテゴテと四方

の壁に並べるのが習慣となっており､ギャラリー全体を描

いた絵を見ると､壁には100を超える作品が並べられていた

りしている｡しかも､この隅の絵はラファエロの何である

ということがわかるくらい精密に措かれている｡こうした

美術館の前身と言えるプライベートなギャラリーが､たく

さん存在していました｡

このように､さまざまな形でミュージアムというものが

生まれてきたわけですが､これらのものが現在のような形

に本格化するのは18世紀､啓蒙主義の時代と呼ばれる時代

になってからです｡17世寿己から18世系己にかけてのこの時代

は､ヨーロッパの代表的な思想家や科学者たちが輩出した

時期で､彼らは自分も含む世界全体を理性をもって把握し､

宗教的な慣習や伝統や風習によってではなく､自らの思考

と分析によって世界を捉えていった｡しかも､そうして得

た知識や技術で世界全体を変えていくことができると信じ

られた時代でした｡実際に､この啓蒙主義によって､その

後の社会のあり方､社会の組織や人間の生活のシステム全

体が変革されたことはご承知のとおりです｡18世糸己は､ヨ

ーロッパにとってきわめて重要な意味を持った時期でした｡

ちょうどその時代に､さまぎまなミュージアム組織が本

格的に形成されたわけです｡例えば､1759年に建設され､

現在でも世界貴大の博物館と言われる大英博物館｡これは

もともとは一人の名望家のコレクションの公開から始まり､

その後イギリス中で収集されていた多くの文物をそこに集

めて新たな博物館を建設したものです｡また､フランス革

命が勃発した直後の1793年に公開されたルーブル美術館､

スペインのマドリードにあるプラド美循緒など､ヨーロッ

パの主だった美術館･博物館はほぼこの時期に出そろって

います｡これらにいくらか遅れて､アメリカ合衆国におい

てもスミソニアン博物館やボストン美術館が建設され､18

世紀後半から19世紀前半の半世紀あまりの間に､現在私た

ちが知っている多数の美術館･博物館はほぽその姿を現す

ことになりました｡

l啓蒙主義の中から

18世紀に成立したこれらの美術鴨･博物館のもっとも大

きな特徴は､文字どおり啓蒙主義というこの時代の思潮と

深く結びつき､その思想を具現化するものだったというこ

とです｡つまり､それまでモノを所有し､モノを見る､観

察する､それについて考える､解釈するという行為を､限

られた少数の学者･研究者､所有者が自らのために行って

きた歴史を改め､関心を持つすべての人々が共同で観察･

考察し､所有するものにしようという発想が色濃く押し出

されるようになります｡したがって､大英博物館は函館し

てから現在まで､一貫して入場は無料です｡これは､博物

館のものはすぺての市民に対して公開され､富める人も貧

しい人も同じように鑑賞することができるようにするとい

う､啓蒙主義の大原則が確立された結果です｡むろんさま

ざまな制限はありましたが､この原則はヨーロッパの数多

くの美術館･博物館で共通に承認されることになりました｡

展示されたものは､市民たちがやってきてまずはもの珍

しげに見るだけにせよ､いずれそれが市民たちにとって個々

人の素養を開発するための学習手段ともなる｡だから公開

にも学習という視点が重規され､市民が低廉な価格で学習

することができるようにという高邁な理想によって全体が

運営されていました｡実はこのことも啓蒙主義と呼ぼれる

ものの大きな特徴で､つまり人間は学習することによって

個人の生活を向上させることができ､その延長で社会も変

えていくことができると考えられた｡そのための場として

博物鰭･美術階はあるのだと｡それまで王侯貴族の富と権

力の象徴であったコレクションは､この時代に市民という

存在に引き継がれ､美しい理想のもとに人々に提供された

のです｡

このようにして18世紀に広義のミュージアムが誕生した

わけですが､実は啓蒙主義をバックとした新しい施設の誕

生は､並走者を生み出すことになりました｡その一つが図

書館です｡図書館も､18世紀以前をたどってみれ♭£先ほ

どの古代アレクサンドリアに存在したと伝えられる巨大な

図書館ムーセイオンがあります｡これは火事で焼失してし

まい､多くの古代の書物が失われましたが｡また､中世ヨ

ーロッパにおいては､のちに大学となる鮭織にも図書館が

あり､また修道院にも写本童あるいは書物室と言われる部

屋があって､修道士たちが勉強するために必要な書物が集

積されていました｡それらは少数の人々のものでしたが､

18世紀に美術飽･博物館が成立すると､それに並行してヨ

ーロッパ各地で公共の図書館が誕生します｡例えば大英博

物館は､同時に大英図書館でもありました｡先年､さすが

に大英博物館は大きくなりすぎたということで図書館は別

の機関に移ったので､現在は大英博物館から書物はなくな

りました｡それまでの大英博物館の閲覧室はとても広くて､

整然とり｣ディング･デスクが並んでおり､カール･マル

クスはそこで『資本論』を書いたわけです｡

このような公共の図書館では､一般市民は必要とあれば

誰もが書物を無料で閲覧できました｡学習によって個人の

⑨
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素養を高め､社会を変革することができるという啓蒙主義

の思想は､このような形で近代社会の中で受け入れられて

いきます｡

また同じ18世紀に､ヨーロッパ各地で百科事典が誕生し

ています｡1720年代にイギリスで生まれた小さな百科事典

と､その発想を拡大したフランスのF百科全書』｡百科事典

の歴史はここから始まります｡百科事典は､文字どおり世

界に関する百科､万々にわたる知識をそこに収蔵している

という意味では､書物の形で表された博物館と言えます｡

そして､それを用いて学習することによって個人も社会も

変革することができるというこの時代特有の思想は､百科

事典の中にも明確に投影されています｡百科事典もまた､

博物館や公共図書館ときわめて似た理想や内容､機能を持

ったものでした｡

さらにもう一つ｡同じく18世紀の後半ごろから､ヨーロ

ッパの各地で､現在私たちが博覧会と呼ぶイベントが行わ

れるようになります｡最初は勧業博覧会とでも言いますか､

新たに開発された産業技術およぴその製品を展示して商品

の宣伝を行うとともに､その技術を相互に共有しようとい

うものでした｡その背景には､18世紀後半から末にかけて

イギリスで始まった産業革命があります｡やがて19世紀の

半ばになると､ヨーロッパ全体で博覧会をやろうではない

かという声が上がり､1851年ロンドンで最初の万国博覧会

が催され､大成功を収めます｡イギリス各地から500万人も

の人々がロンドンのクリスタルパレスに押し寄せたそうで

す｡この万国博覧会はその後､パリやウィーンなどヨーロ

ッパ各地でも開かれ､はるか極東から江戸幕府が参加する

といった事態にもなっていきます｡

公共図書館､百科事典､勧業博覧会｡どれもみな少しず

つ形は違いますが､基本的にはその前後に生まれた博物館･

美術館と同じ理想のもとに生まれ､相互に結びつきながら

発展していったのでした｡

lブームの中のお寒い現状

このように､美術館･博物館は啓豪主義の中から生まれ

発展してきたわけですが､それが成立するためには長い間､

人々が膨大なエネルギーを投入してきたコレクションがあ

り､それを分類し､人々に説得力のある仕方で展示･展観

しようとするさまざまな工夫がありました｡また､遠く離

れた非ヨーロッパ世界の文物をも一つの場所に集中させる

ことによって､人類の文化遺産を全体として見渡すことが

できる場所として､美術館･博物館はさまぎまな可能性を

開くことになり､その結果､市民たちは大きな成果を享受

できるようになったわけです｡しかし､そこから問題もま

た起こってきています｡

美術鰐･博物館の多くは､かつての宮殿とか貴族の館な

どを利用しており､収蔵品は窓のあまりない大きな建物の

中に整然と収められているのが常でしたゥ それは貴重な文

化財の保存･保護のためにはよかったけれども､それは同

時に､そこに収蔵されたものに独特の権威を与えることに

なった｡つまり､そこは通常の市民社会の空間で行われて

いる創造活動とは違った空間になってしまい､うやうやし

く仰ぎ見るものになってしまった｡当然ながら､やがて人々

の間に､それにヌ寸する強い批判､抵抗感が生まれてきます｡

美術館･博物館をもっと市民社会と連続させ､通常の人々

の生活空間の中に置こうではないかという声が上がってき

ます｡その結果､19世紀末から2(I世紀初頭にかけて､芸術

作品を市民の中に開放しようという近代芸術革命と呼ばれ

る運動が起き､美術館解体とも言うべき主張も三現れました｡

結果として解体はされませんでしたが､以後､美術館･博

物館をもっとオープンな空間にしようではないかと､積極

的に外光を採り入れた建造物をつくったり､街路に彫刻作

品を置いたりと､さまぎまな試みが各地で行われるように

なりました｡

ここまでぎっと美術館■博物館の成立と展開を見てきま

したが､最後に日本のミュージアムが直面している間是割こ

ついてお話ししておきたいと思います｡

欧米各国では､美術館･博物館の活動は国の政策のもっ

とも重要な一環として進められており､ミュージアム行政

がまっとうに進んでいるかどうかは､それぞれの国の文化

政策､広く言えば国の政策全体がうまくいっているかどう

かを占う重要なカードにさえなっていると言ってもいいく

らいです｡わが国でもミュ｣ジアムを建設することは､単

に国家や地域の栄光を表すだけではなくて､市民や学校教

育にも貢献するものとしてもてはやされ､戦後になって各

地でミュージアムが盛んにつくられるようになりました｡

ご承知のとおり､現在､日本には地方公共団体や私立も

含めて､膨大な数のミュージアムが存在しています｡個人

の小さな施設もあって､実際の正確な数はわかっていませ

んが､行政的に把握されて1)るものだけでも､現在､日本

には1095館のミュージアムがあるとされています｡~この中

には博物館､美術館､動物園､植物園､産業博物館､資料

館､民俗資料館などが含まれますが､図書館は含まれませ

ん｡この約1100絶という数は､25年前に比べるとちょうど

2倍になります｡その意味ではわが国は､地方公共団体を

中心に大変なミュージアム･ブームが起きていると言って

も過言ではありません｡実際に､毎年毎年､各地で美術酪､

博物館､資料鰻が建設され､それらの施設が所有する品物

やそれを鑑賞する機会は格段に増えてきました｡

しかし､そこに問題がないわけではありません｡これら

の美術館･博物館の多くは財政的にはきわめて厳しい状態

にあるため､建物は建てたけれどそれを運営するのがやっ

とで､新しくコレクションするだけの費用がなかったり､

スタッフが足りないために来館者に啓蒙活動ができなかっ

たりという､残念な事態があちこちで起こっています｡一現

在､日本にある約110僻のミュージアムの1年間の入場者

数は､少しずつですが右肩下がりになっており､それに反

比例して施設の数は着々と増えている｡ということは､1

館当たりの入場者数は着々と減っているということになり

ます｡

したがって､さまぎまな公的支援が得られる国立や公共

団体の場合はともかく､企業や個人がつくってきたいくつ

もの代表的な美術館･博物館はきわめて深刻な事熟こあり､

デパート系の美術館が相次いで閉倉酌こ追い込まれたことは

記憶に新しいところです｡さらに､いま深刻なのは動物園

です｡上野動物園では､この10年間で入場者は半分になり

ました｡30年前にパンダがやってきたときは､1年間に800

万人近いお客さんが入ったそうですが､いまは30([万人余り

です｡

このように､いま美剥祀巨･博物館に対する社会的な注目

度は上がっているにもかかわらず､逆に入場者の数は減っ

ている｡こうした状況の中で､美術館･博物館が社会教育

や学校数育にどのような形で貢献していくことができるか

という難しい問題に直面することになりました｡よくご指

摘をいただくのですが､ヨ｣ロツパに行くと美術館･博物

館にチビもたちが授業の一環として先生に連れられてやっ

てきて､床に坐り込んで先生やスタッフの説明を聞いてい

る｡ああいうことを日本はどうしてできないんだと｡ヨー

ロッパの場合はボランティアの存在も大きいのですが､わ

が国よりはるかに多くのスタッフと予算を持っています｡

何しろルーブル美術館の全スタッフは2500人､私のところ

は31人です(笑)｡このような状態の中で､どうやって日本

の美術館･博物館は社会的な責務を果たしていけるのか｡

このように､きわめて困難な中で関係者が苦労しているこ

とをご理解いただきたいと思います｡

どういうわけか日本のエグゼクティブの方々は､日本で

はあまり美術棺･博物館に行かれないのに､外国に行くと

まっ先にルーブル美術館や大英博物館を訪れたというお謡

を耳にいたします(笑)｡それも結構ですが､どうか日本の

美術館･博物館にもぜひ足繁くお運びいただきたいと思い

ます｡
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アスぺシ･セミナ上にノ

参加して

岩科季治さん
●東京電力株式会社取締役技術開発本部副本部長

5泊柑り知的桃源郷を歩む

｢あまりまじめでない参加者だったと思うので､君に偉

そうなことを言える柄ではないが､一つだけ失敗例を参考

として話そう｡実は多忙にかこつけ(事実超多忙な要職に

つかれていた)セミナーの教材を秘書にあずけっばなしに

して事前勉強を全くしないで参加してしまった｡

学生時代は哲学書を読みあさった方だったが､記憶が曖

昧になっていて､立派な先生方の前でいい加減なことを言

えず､初日は皆さんのディスカッションを聞く一方だった｡

やむなく泥縄式だったが翌日の予習のため遅くまで勉強

せぎるを得ず､大事なアフターファイブの交流を疎かにし

てしまった｡前もってしっかり勉強しておいた方がもっと

楽しいセミナーになったのでないかと反省しているところ

だ｣

あの人懐っこい微笑みを浮かべ､ざっくばらんにアドバ

イスをしてくれたのは､1999年2月のセミナーに参加し､

誠に残念でならないが昨年10月11日に黄泉の国に旅立たれ

た山本副社長でした｡

私の参加予定の2000年2月は､当社火力組織の初めての

大々的な改編の時期に重なり､その準備責任者として､会

社では10月頃から毎日が息も抜けない状態でありました｡

オブザーパーとして参加させていただくことになった妻

がとても難しいとつぶやきながらも､図書館から関連図書

を取り寄せては読み進んでいくのを横目で見ながら､正月

休みに纏めて読むことにしようと高を括っていた私は､山

本さんですらこのように反省されているのだから､これは

相当の覚悟で教材に取り組まなければならないと､毎日少

しずつ目を通すこととしました｡

ところが当然のことながら教材は全て古典で､まず難解

なる言葉の意味から理解しなければ次にすすめず､特にカ

ントの『実践理性批判』は言葉の意味が解っても理解に苦
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しみました｡さらに教材のほとんどがエッセンスのみを抜

粋したもので前後の脈絡がつかめず､字面のみ追って良し

としてしまったものもありました｡このようなとき､独身

時代に購入していた中央公論社の『世界の名著』全集を紐

解いて全体を拾い読みして理解の一助と出来たことは意外

な喜びでもありました｡

この機会がなければ一生お会しユできなかっただろう今道

先生はじめモデレーター､リソース㌧パーソン､多くの同

窓生と共に過ごした5泊6日のかずさアカデミアパークは､

世俗から離れた知的桃源郷を歩んでいる思いでありました｡

これほど現実の世界から離れ､深く本物に対瞳した経験は

いままでなかったことでありました｡

セミナ｣終了後､家に帰ってからも､家庭内の会話に自

然に､認識･普遍性･倫理･謙虚･科学的･理性･多様性･

価値等々が出てきて我が家も少し高尚なる家庭になったか

なと笑いながら話しております｡

私より妻の方が哲学･古典･美学に傾倒して､読売文化

センターの今遣先生の講座にせっせと通わせていただいて

おりました｡私もゲーテのFファウスト』だけは参加させ

ていただき､一層刺激を受けた思いです｡

電力業界も自由化が進み競争が激化してきましたが､利

益の追求を第一とするのでなく､今道先生の｢エコエテイ

カ｣に言う企業倫理を重視しながら､真にお客様のお役に

立つ企業とならなければ永く存続することは出来ないとの

思いが強いこの頃です｡

先生方､同窓生をはじめ事務局の皆様にあらためて心よ

り感謝いたします｡

アスへ少･セミナ⊥に

参加して

ケ

〈2∝廿年7月良川回参加〉
坂 英臣さん
●肢早県農林水産局長

｢自然｣｢生命｣を見っめ直す

アスペンとは何であるか､また､どのような内容のセミ

ナーなのか確認もせず､二つ返事で上司に参加の意志を伝

えたのち､事務局から送付されてきた資料でその全貌を知

ることとなりました｡セミナー開催日までは､古典まして

哲学なるものの基礎知識のない私が参加される皆さんと共

に｢対話｣できるか､不安と参加を希望したことへの自責

の念を持っていたのですが､しかし､モデレーターの先生

より､セミナー開催当日｢このセミナーの運営の基本は参

加者の人格･意見をお互いに認め合うことにある｣との話

をお聞きし､一応安堵させていただきました｡

セミナーを通じ､改めて自分の知識のないことは勿論の

こと､読解力や洞察力のなさに加えて､今まで目先の事象

のみにこだわり､その本質を見ていなかったことを反省す

る一方で､残された自分の人生を考える一つの構会とさせ

ていただきました｡

このセミナー､中でもゲーテに始まりレイチェル･か一

ソン､エドワード･ウィルソン等､古き人々に接しさせて

いただいた｢自然･生命｣のセッションを通じ､県職員(農

業系〉である私の歩んだ35年を振り返って見れば､人の生

命に深く関わる農業を､効率追求のあまり他産業と同様に

考えてきたのではないかと反省させられました｡

また､昨年の7月のセミナーから帰って､9月にはBSE

の発生､また､中国からの輸入野菜の残留農薬の問題など､

まさに人の健康に深く関わる問題が次々に発生｡仮に国や

地方の行政に携わる多くの職員がアスペン･セミナーに参

加しておれば､このような事態は未然に防止できたのでは

ないかと思います｡

物の豊かさを実現した我が国の21世系己のキーワ←ドは｢健

康｣と｢環境｣と言われています｡私どもの知事は､常々

｢農業は特にこのキーワードに深く関わっている｡今後の

農業政策は､この観点から進めることが重要｣と申してお

りますが､今回のセミナーに参加し､その真の意味を理解

することができました｡

豊かな社会は､｢｢物｣と｢心｣が共に充たされ初めて実現

できると言われています｡欧米の人々は､すでに｢心の豊

かさ｣とは何かを模索し始めています｡新たな時代の中で

の真の豊かさを発見するには､古き(原点)に立ち返る､

それは古典に接するということを､今回のセミナーに参加

して改めて実感させていただきました｡

異業径の者が集まり､古典を題材にお互いに｢対話｣す

るこのセミナーは､自分の仕事のあり方を見直すに絶好の

機会であり､また､21世紀の新たな社会､経済の仕組みづ

くりに大変意義あるものと思います｡願わくは､このよう

なセミナーに国や全都道府県の職員も多く参加してほしし)

ものです｡そして､このセミナーを通じ､我が国の21世系己

を支える人材が育つことを大いに期待します｡

セミナーの午後､川村記念美術館を訪ねて
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トアスペン･グループだより

荒木 宏さん
●王子キノクロス株式会社社長

人問も機械も遊猟;大事なんです

社の方針で参加することになったセミナーですが､受け

る以上は効果のあるものにしようと､2カ月前にテキスト

が届いたときすぐに読み始めたんです｡そうしたら難しく

て､もう初めからこれは大変だなと気が重くなりました｡

一番困ったのは哲学ですね｡哲学の本を読んだのはもう30

年以上も前､大学の教養学部で学んだとき以来かもしれま

せん(笑)｡けれども今回セミナーに参加して改めてわかり

ましたが､哲学というのはまさに人間そのものを扱う学問

であり､生きるとは何かということが全部含まれている｡

それを参加者の皆さんと対話という形で読みといていくわ

けですから､セミナーのインパクトは大きかったですね｡

ただ､業種は違っても皆さん私と同じような立場にあり､

同じテキストを読んできていながら､私には思いもつかな

いような発言をされるんです｡人によってものの見方はず

いぶん違うものだと思いましたね｡私の考え方がユニーク

すぎて､どうも議論から外れているなと感じたこともあり

ましたが(笑)｡また私のときはNGOの方が参加されてい

たのですが､やはりビジネス界ではない人の考え方も違い

ますね｡そういう方々と話をするのが楽しいんですよ｡い

ろいろなアイデアをもらったり､生きる道を教えてもらっ

たり｡いまは年賀状や暑中見舞いの葉書を出すくらいです

が､やはり1年に1回ぐらいは会って旧交をあたためたい

ですね｡

私は休みの日になると本屋さんに行って何冊か本を選び､

それをサーッと乱読するのが習慣でした｡これまではビジ

ネスに関係のあるものばかりを何気なく選んでいたように

思いますが､セミナーに参加してからは､俳句など風流の

世界や芸術､哲学の本も読むようになりました｡女房にも

読む本の種類が変わったと言われましたよ｡そういう本を

読むことで､いろいろな方面に興味を持つようになりまし
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た｡これは他の人が判断することですが､自分ではものの

見方の幅が広がったんじゃないかと思っています｡そして､

それがビジネスマンとしてもプラスになっているのではな

いでしょうか｡だから､会社の研修でも必ず言うんです｡

｢ビジネスとは関係のない本も読みなさい｡それがあなた方

の人間の幅を広くします｡そして､そこにビジネスの新た

なヒントがあるだろうし､周りの人間とのつきあいの幅も

広くなっていく｡何よりも､あなたたちはビジネス界だけ

に生きるのではなく､70､80歳と長い人生を生きるわけだ

から､それは必ずプラスになります｣と｡研修でこういう

話をするようになったのもアスペン効果ですね｡

私は､世阿弥の『風姿花伝』や松尾芭蕉など日本の花鳥

風月の世界は哲学に通じるものがあるように思うんです｡

でも､日本では花鳥周月の話をすると､そんなものは所詮

は道楽､遊びの世界じゃないかという風潮がある｡しかし､

けっしてそうではないんですね｡例えば､精巧な機械と言

えども緩衝材､つまり遊びの部分が絶対に必要なんです｡

ちょっとした外圧に対して､遊びがない機械はすぐに壊れ

てしまう｡遊びがなければ本当の意味での強い機械にはな

れない｡そして､そのような遊びをつくるためには､技術

者にも幅の広い知識や経験が必要であり､遊びがつくれる

ようになってようやく｢人前だと認められると思うんです｡

古典もそれと同じような役割を持っているのではないでし

ょうか｡ふだん仕事に追われているわれわれ産業人の人間

の幅を広げるためにも､アスペンの灯は絶対に消してはい

けないし､今後は若い世代が参加できるようなプログラム

をぜひつくってほしいですね｡ (談)

アスペン･ククワヤ

正木利和
第7回同期会連結担当

2DOO年7月猛暑の午後､かずさアカ

デミアパークの一室で､緊張した面持

ちの18名が､これから始まる苦痛(?)

の6日間を思い浮かべながら席につい

ていました｡しかし､セミナーが進む

につれ､本間先生･坂部先生を始め､

素晴らしいリソース･パーソンの皆様

のお蔭で､不慣れで難しそうな課題を

共に考え､語ることの楽しさを体験さ

せていただきました｡

また､オフの時間も非常に楽しく賑

やかに過ごさせていただき､5日目の

フェアウェル･パーティー後の2次会

にて､同期会をつくり今後も｢対話｣

を中心とした活動をしていきましょう

という話が即座にまとまりました｡

同期会会長はごく自然に鈴木正一郎

さんと決まり､セミナー期間を通じて

ミネルヴァのふくろうの話題が頻繁に

出てきましたので､それに因んで私た

ちの同期会を｢アスペン･ククワヤ｣

と命名することになりました(ギリシ

ア語でふくろう)｡

ククワヤのこれまでの活動は､次の

通りです｡

発会式 2001年1月

今後の進め方の話し合い

●第1回アスペン･ククワヤ

2001年7月 参加者12名

課題書籍 大森荘蔵『流れとよど

み』

●第2回アスペン･ククワヤ

2002年7月 参加者11名

セネカ『人生の短さについて』他

特別講演

渡辺正氏(東京大学教授)

｢環境問題とマスコミの取り上げ方

について｣

一年に一度の哲学的対話､ククワヤ

のメンバーだからこそ､スッと入って

いくことができます｡モデレーター役

の山本さん､橋本さんが対話をリード

し､皆さんが自由に語る｡そして鈴木

会長が豊富な人生経験に基づさ内容を

噛み砕いて私たちに解説してくださる

場面もあります｡対話の後は､美味し

い食事をいただきながらの懇親会､そ

してバーに移っての懇談会へと続きま

す｡翌日は自由行動｡観光をしたりゴ

憑彗覿零塾塾世型l

岳鼓…ニニ;可シ

アスベン･ククワヤの勢一回参加メンバー

ルフをしたりと気ままに過ごしていま

す｡ククワヤ当日にはどうしても都合

のつかない人もいらっしゃいますので､

これからは2月頃に食事会を開こうと

いう声も上がりました｡また､夫婦で

の参加が可能なククワヤもたまにはつ

くりましょうとも｡

さあて､次回にはどんな課題書籍を

山本さんに提案していただけるか､い

まから楽しみにしている次第です｡

こんな貴重なご緑をいただきました

日本アスペン研究所の皆様には心より

厚く御礼申し上げますと共に､益々の

ご発展をお祈り申し上げます｡
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