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ユーラシアンホットライン
震災から一年。「鎮魂」と「希望」。復興激励の炊き出しと音楽キャラバンを実施します。
今回の活動の協力ミュージシャンは、橋本岳人山（都山流尺八大師範、「２０１１年３月１１日

絆」作曲者、パンチャラマ・サラバンラマ

（ネパール国民的ミュージシャン）、アブドセミ・アブドラフマン（ウィグル・カシュガルラワップ演奏者、東京芸術大学助手）、ウルグン（モ

ンゴル馬頭琴・ホーミー演奏者）の５人。カムイミンタラの浦川治造さん、イーグル・アフガン復興協会の江藤セデカさんとユーラシアンクラ
ブの仲間、そして市民まちづくり風の会東北支部の後藤文吾さん、南三陸町の高橋七男さん、宮城県大河原町・えずこホールの水戸雅彦所長、
石巻日日新聞社の近江弘一社長、ピアノ調律師遠藤信和さんらのご協力で出会った被災者の援助で実施する計画です。皆様のご理解、ご支援、

ご寄附をお願いしています。

大野遼
私は一月中旬、４日間かけて、NPO 市民まちづくり風の会東北
支部代表後藤文吾さんと一緒に、まもなく東日本巨大地震と津波の

被災から1年を迎える南三陸町、石巻市、牡鹿半島を訪問しました。
津波でメルトダウンした福島原発は多くの市町村を町ぐるみ四散さ

せ、東日本全体を深刻な放射能汚染で被いました。津波は、太平洋
沿岸の暮らしの基盤を根こそぎ瓦礫と化し、被災した方々の工夫と
努力が各地で行われているものの、産業再生も雇用創出も道遠しと
いった現状です。

訪れた石巻港は直後の悲惨な状況からは瓦礫撤去が進んでいるよ

うには見えましたが、岸壁に乗り上げたまま放置された船、津波に
破壊され放棄された自宅や工場、海岸に山のように積み上げられた

瓦礫や被災車両など、生活や経済基盤は崩壊したままで経済産業復
興、雇用の創出という点で見通しのつかない暗澹たる空気に包まれ
ていました。机上プランで付いた復興予算も問題が多く、煩雑な手
続きが障害になって復興の必要な現地に出回っていないと聞いたほ
か、一方で復興予算を食い物にして金回りのよくなった「富裕層」

が仙台の夜の街で遊びほうけ、飲み屋街の酒屋は震災前の100倍の
売り上げだという話まで出ました。復興支援事業への助成が打ち切

られ、また雇用保険の支払期限の3月以降どうなるのか、全く予想
ができないという深刻な事態が不気味な重い印象を与えました。

石巻日日新聞社の近江弘一社長をはじめ、私が直接会い、話を聞
いた人は全て、家や会社、家族や仲間を失った方ばかりで、一瞬の
差で命運を分けた当時の悲しみを今も涙ながらに語っていました。

石巻港を望む丘の上の日和神社に毎日通い亡くなった息子に手を合
わせているという元遠洋航海士、娘と孫娘を亡くし、一度は日本海

●復興激励コンサート実施のためご寄付をお願いします。

まで自殺行に出かけたが思いとどまったという写真家の話には涙を

（寄付金の振込先、大野遼の連絡先）

禁じえませんでした。ボランティアと称して写真を撮っているのを

◎

みると怒りが込み上げていたのが、最近は被災の体験を話すと気が
まぎれるようになったといいます。「生きていても傷ついている人が

いっぱいいる」と語ってくれたのが石巻市内今回の慰霊と激励のコ
ンサートの現地協力者の一人です。津波からは逃れたものの避難し

住所：〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6314−1

NPOユーラシアンクラブ・愛川サライ
◎

口座：相愛信用組合中津支店 普通 ０１２８１９０
ＮＰＯユーラシアンクラブ 愛川サライ

連絡先：電話０46−285−4895

た山の上で低体温症で亡くなった人をみた協力者は「極地におかれ

Fax046−265−0167

た時の人間の心をみた」とも語っていました。それでも人は人、海

paf02266@nifty.ne.jp

090-3814-5322(大野遼)

は海。一生懸命向かい合い、寄り添おうとしている人とともに私は
活動したいと考えています。

以下が３月１０日から14 日にかけて、仲間と一緒に実施しよう
という活動計画です。
＜計画概要＞

３月１０日 私は軽トラを借りて、食材、テント、テーブル、椅子、

コンロ、ガス、炊飯器、保温器、食材、食器、スプーン、調味料等
を積んで南三陸町に向かいます。ミュージシャン５，６人を含めて、

20人で行きたいと思います。自己車両を提供していただけるボラン
ティアスタッフを募集します。ミュージシャンも分乗して、石巻の

簡易宿泊所で宿泊。早朝南三陸町に向かいます；1時間半；南三陸
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町での炊き出しの食材は、愛川町で事前に準備し、南三陸町では温

店会で復興激励コンサート。炊き出し昼食終了後、老人の家で慰霊

めるだけで提供できるようにして向かいます。

と復興激励コンサート。その後、最後の小渕浜仮設住宅被災者の激
励コンサートで３日間の活動は終了。簡易宿泊所に戻り休息のあと

南三陸町では早朝から調理、炊飯、昼からの炊き出しに間に合う
ように準備し、音響チェック（音響機材も愛川町から運びます）。2

翌日帰京の予定です。

時からの「鎮魂・希望のコンサート」を行います。またユーラシア

とりあえずは以上のような活動の流れですが、調整の必要もあると

ンクラブの仲間で、野口式整体の専門家が被災者の心と体のケアに

考えています。

も取り組む予定です。また鎮魂のコンサートを機会に仮設団地入居

○今回、南三陸町を３月１１日の会場としたのは、昨年６月２２日、

者のためにピアノを贈呈するという計画も出ています。

宮城県大河原町のえずこホールの水戸雅彦所長等の紹介で南三陸町

12時炊き出し開始（200人分；当日は合同慰霊祭などが想定され、

に訪ねた折、実は尺八奏者橋本岳人山が青年の頃、津波の調査で訪

会場のキャパも２００人ということで、この人数で良いという現地

れていた場所であることを知り、創作曲を依頼した経緯からきてい

2

協力者の意見です）。 時コンサート開始。第一部「鎮魂」。２時４

ます。８月１２日には、愛川町でのチャリティコンサートで日本や

６分１分間の黙祷。その後第二部「希望」

アジアの最高峰の演奏者による合奏が実現し、大きな感動を与えま

コンサート終了後、石巻市の簡易宿泊所に移動します。撤収、ゴ

した。この曲を聴いて欲しいという強い気持ちからです。

ミの持ち帰りの作業をスタッフで行います。

○石巻市をこの機会に慰霊と復興激励の活動の場所に選んだのは、

夜は早く就寝し、早朝の活動に備えます。

実はユーラシアンクラブの仲間で現在大阪で活動する大谷龍雄さん

３月１２日

午前10 時

が石巻出身で、震災直後の被災にも関わらず壁新聞の形で新聞発行

日和神社で津波の被害を受けた石巻港を

を続け、世界のジャーナリズムを感動させた石巻日日新聞の近江弘

望み、亡くなられた方へのレクイエム演奏を実施します。

移動し、早めの昼食を済ませ、12 時 15分から45 分まで、石巻

一社長と親しく、紹介を受けて面談したのがきっかけ。近江社長か
らは、被災地支援をきっかけに移住を選択して、復興支援やボラン

市役所４階で復興激励コンサートを開催します。

２時から、石巻市内２６箇所の仮設住宅団地のうち、石巻市内の

ティアの活動を支援するため名古屋から石巻市へ住所を移転した後

被災者でもあるボランティアの皆さんのご案内で演奏者は３班に分

藤文吾さん、音楽による被災者支援を行なっている遠藤信和さんら

かれ、それぞれ数カ所の仮設住宅団地で慰霊と復興激励のコンサー

石巻で活動する人を紹介され意気投合したのがきっかけです。復興

トに臨みます。

も、支援活動も人の絆がなければできないものだとつくづく感じた

夕方５時半には、アイトピア通り商店街の呉服店「かめ七」で演

次第です。

奏者は合流し、商店街復興激励コンサートに臨みます。

私は今後も被災地への支援活動を続けます。まず今年の第一歩と

して一年目の「鎮魂と激励」の炊き出しとコンサートの活動を完遂

これで１２日のプログラムは終了。簡易宿泊所に戻り、１３日の
炊き出しの準備をして早めに就寝。

します。可能な範囲で皆様のご支援をお願いします。

３月１３日 早朝牡鹿半島の十八成浜・老人憩いの家に向かいます。

所要時間は1時間。炊き出しの準備を行い、演奏者は鮎川浜仮設商

鎮魂と復興激励―慰問コンサートと炊き出し

2012

年 3月 11、12、13日 宮城県南三陸町、石巻市、牡鹿半島

＜＜訪問するミュージシャン＞＞

○ 橋本岳人山（都山流尺八大師範）○ パンチャラマ（ネパールバンスリ；横笛演奏者）○ サラバンラマ（ネパールタブラ；指太鼓演奏者）
○ アブドセミ・アブドラフマン（東京芸大助手 ウィグル/カシュガルラワップ演奏者）○ ウルグン（モンゴル馬頭琴・ホーミー演奏者）

橋本岳人山

パンチャラマ

サラバンラマ

アブドセミ

ウルグン

＜＜スケジュール＞＞
３月１１日

南三陸町平成の森アリーナ レクイエムコンサートと炊き出し、野口式整体ケア

３月１２日

石巻・ 日和神社

レクイエム演奏 石巻市役所4階復興激励コンサート

音楽家とサポータースタッフが3班に分かれて慰問コンサート １班 橋本岳人山

2班

パンチャラマ兄弟

名振仮設団地ほか

3班

アイトピア通り商店街呉服店「かめ七」復興激励コンサート

３月１３日

水押仮設団地ほか

アブドセミ・アブドラフマン/ウルグン 垂水仮設団地ほか

牡鹿半島・十八成浜復興激励コンサートほか３か所で炊き出しと慰問コンサート

2
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● 浦川治造の映画「カムイと生きる」ロードショー 吉祥寺バウスシアター（東京）3月 24 日〜30日
「東日本大震災『つながり・ぬくもりプロジェクト』
〜自然エネルギーによる被災地支援〜活動報告会」
・パネルディスカッション（会場の皆さんからの質疑応答を交えて

バイオマス、太陽光、太陽熱といった自然エネルギーを利用した

被災地支援プロジェクトの、約1年に渡る活動を報告します。

行います）

特に大型案件として、三井物産環境基金の助成を受けた「岩手県

パネリスト

住田町仮設住宅への太陽熱温水器支援」については、持続可能な木

住田町町長

多田欣一さん

材と自然エネルギーの活用など、全方位的な環境配慮をめざす住田

三井物産環境基金

ご担当者

町長と、実際に活用されている仮設住宅で暮らす被災者の方をお招

自然エネルギー事業協同組合レクスタ 桜井薫

きし、お話を伺います。

ぐるっ都地球温暖化地域協議会

三井元子

バイオマス産業社会ネットワーク

泊みゆき

さらに、会場の皆さんとともに、「復興からのエネルギーシフト」

コーディネーター：WWFジャパン

について考えていきたいと思います
↓詳しくはこちら↓

・ あいさつ／ご支援の呼びかけ

http://tsunagari-nukumori.jp/?p=1299&preview=true

□参加費：無料

□日時：2月 22日（水） 13:30−16:30 （13:15開場）

□場所：日比谷図書文化館 大ホール地下鉄霞ヶ関駅徒歩

岡安直比

16:25

−16:30

□お申し込み

5分

（https://ssl.form- mailer.jp/fms/d83279f5183266）

もしくはFAX で「氏名」「所属」「メールアドレス」「プロジェクト

http://hibiyal.jp/hibiya/guide_13.html

や登壇者に 対する質問（任意）」をお知らせください。

□プログラム

・プロジェクトの全体像について

13:30−13:40

＊この報告会は三井物産環境基金の助成を受けて開催いたします

□お問合せ

つながり・ぬくもりプロジェクト事務局長 竹村英明

第一部：住田町プロジェクトの報告

13:40

−14:40

つながり・ぬくもりプロジェクト事務局

・太陽熱プロジェクト：ぐるっ都地球温暖化地域協議会 三井元子

（特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所内）

・報告「岩手県気仙郡住田町のとりくみについて」：

東京都中野区中央4−54−11

「木で仮設住宅造りました」

03-6382- 6061、FAX:03 -6382-6062
-mail：re- shien@isep.or.jp
URL : http://tsunagari-nukumori.jp/
TEL：

住田町町長 多田欣一さん

住田町仮設住宅入居者 岩森美奈子さん

-----

休憩-----

E

(会場外でパネル展示を行います)

第二部 「復興からはじまるエネルギーシフト」 14:55−16:20

【マレーシア通信４号】マレーシア料理と留学生たち

?

今日もおばちゃんは鍋を振る?

板坂 優一
「おばちゃん、フライドライス一丁！ここで食べ
てくね！」お昼になると私は学校の近くにあるお
気に入りのハラール（イスラムで禁止されてない
もの）チャーハンの屋台によく行きます。そこは

学校周辺の炒め物屋台では一番おいしいと言われ
る（私とアメリカ人の先生だけですが）有名店で
す。しっかりした味付けでエビと鶏肉が入ってい

て、おまけにカリカリに揚げた小魚とペースト状
チリが添えてある。それを食べる事が私のちょっ

とした楽しみです。

以前も書きましたが、マレーシアは複数の人

種や文化の混じり合う国です。そのため、ここで

?経済飯のおかず達 チャーハン屋のおばちゃん?

はアジア各国の料理を口にする事ができます。そして東南アジアの魅力と言えば何と言っても食べ物の安さとそれを提供する屋台です。屋台で
は様々な料理が格安で食べる事ができます。活気溢れる屋台街、その雑踏の中で食べるご飯は他では味わえない、東南アジアならではの醍醐味
だと思います。ここ、マレーシアでの名物料理は何と言ってもナシチャンプルーです。漢字では『経済飯』と書きます。経済飯とはご飯に好き

3
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なおかずを適当に乗っけて食べる、いわば『ぶっかけ飯』であり、安い・多い・うまいの三拍子が見事に揃ったご飯です。おかずの種類は店に
よりけりですが、ステンレスのバットの中にカレーや、野菜炒め、煮物など、十数種類のおかずがあります。タイ料理からインド、中華等あり、

経済飯にはアジア各国の料理が詰まっていると言っても過言ではありません。

このような食の豊かな環境の中で、私の通う学校のアラブ人留学生達はハラール料理しか食べる事が出来ません。学校の周りはハラール料
理屋が少なく、彼らは毎日、その少ないハラール屋台かマクドナルド、または私のお気に入りチャーハン屋でしか食べていません。彼らに食に
関して尋ねた所、やはり食べれるお店が少ないと、不満をこぼしていました。実際、私のクラスメートだったパレスチナ人は毎日マクドナルド
しか食べていませんでした。それを知った時はさすがに気の毒になりました。

何でも食べれる私にも多少の不満はあります。料理はどれもおいしいのですが、濃い味の定食のようなスタイルのご飯がありません。例えば

日本でもチンジャオロースーやホイコーロー等は中華の代表的なおかずとして有名ですが、中国人が沢山いるこちらではあまりお目にかかる事
がありません。ちなみに経済飯はおかずでご飯を食べるというより、おかずの汁とご飯を混ぜてご飯を食べる感覚に近い。また、そのような濃
い味の中華料理はなぜか店頭に並んでいません。経済飯でも満たす事の出来ない『白いご飯とがっつりしたおかずが食べたい』と言う気持ちを
満たしてくれる安価なお店がなかなか無いのが現実です。

マレーシアでは色んな種類の食べ物を楽しむ事が出来ます。しかし外国に長く居る以上、料理の口に合う、合わない、これが食べたいと言っ

た欲求等が必ず出ると思います。その中でおばちゃんのチャーハンは私にとって屋台街に出現したオアシスであり、私の乾きを潤してくれる存
在なのです。そして今もなお、多くの学生達に人気です。今日もおばちゃんは元気に鍋を振っています。

●追伸

つい先日、この原稿を頂いた板坂さんからメールをいただきました。
「こちらはまた暑さが増してきました。毎日プールで遊べる位です。

寒いと聞いて久しぶりに鍋などが恋しくなりましたが、いまこちらで食べると汗だくになってしまいます。日本の凍える寒さが恋しいです。日
本は大雪とも聞きましたがどうでしょうか？体調管理に気をつけてください」。今から18年前、この時期に、日本から北へ、マレーシアほどの

距離のところにあるチュコト半島にいたことがあるが、360度凍結した大地で、オーロラが蠢く零下45度の深夜、トナカイの皮で二重に覆われ
たテント・ヤランゲの中で若夫婦は一才の赤ちゃんを間にアネクドートで笑い転げていた。トナカイを追う凍土牧畜の暮らしは、朝昼晩とパン

と紅茶と塩ゆでのトナカイの肉だけの暮らしだった。暖房は鉄板で被った箱ストーブで燃える小枝。木一つ生えていない大地のどこからか、一
日がかりで苦労して集めてきたものだった。皮の布団での一夜は暖かだった。薪ストーブのこの我が家の寒さはどうだ。（お）

メディア・ユーラシア情報

ネットリサーチ 中村幸志 菅野陽

[東ヨーロッパ]
●【クレムリン経済学】ウクライナ、対ＥＵ関係悪化で袋小路

権は対露交渉を進める上でのＥＵ接近というカードを失ったばか

■

りか、国内でも前首相の支持率がヤヌコビッチ氏を上回る袋小路

天然ガス紛争

再燃も強気姿勢

ロシアとウクライナの 天然ガス紛争

が再燃している。ウク

に陥った。

◆勢力圏回復の武器に

ライナのヤヌコビッチ政権がロシア産天然ガス価格の引き下げを

求めているのに対し、ロシアはウクライナを通る欧州向け基幹ガ

ロシアは天然ガスなどの資源を武器にして自国の勢力圏を回復

ス・パイプラインの権益などを要求して激しい条件闘争を展開し

する方針を鮮明にしている。（以下略）（遠藤良介）

ているのだ。事態はヤヌコビッチ大統領の政敵、ティモシェンコ
前首相の投獄劇も絡んで複雑な様相を見せている。

[SankeiBiz] 2012年 1月 16日
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120116/mcb1201160502004

（中略）ヤヌコビッチ政権は、欧州連合（ＥＵ）とロシアの間で

- n1.htm より

のバランス外交を掲げ、急進的な親欧米路線をとったユシチェン

●天然ガス大手ガスプロム、黒海経由の送ガス管網建設開始を前

コ前政権期に悪化した対露関係の改善に動いた。ロシアとの

倒し

解け

雪

を目指すのは、安価なガス供給がウクライナの経済運営に

ロシア国営天然ガス大手ガスプロムは前週末の役員会で、ロシ

ア産天然ガスを黒海の海底と中継地のブルガリアを経由して欧州

は不可欠との認識だからだ。

ただ、ティモシェンコ前首相の投獄にＥＵが猛反発したのは政

各国に送るガスパイプライン「サウス・ストリーム」の建設を当
初計画の１３年から１２年１２月に前倒しで開始することを決め

権の誤算だった。

た。

前首相は０９年１月のガス契約で不当に高い価格を受諾したと

して職権乱用罪に問われ、昨年末に禁錮７年の控訴審判決が下さ

ガスプロムは１０年６月の取締役会で、１３年からサウス・ス

れた。この投獄劇には政敵排除に加え、ガス契約が「違法だった」

トリームの建設に着手することを決めていた。サウス・ストリー

としてロシアに価格改定への圧力をかける狙いもあったとされて

ムは１１年２月までに建設に必要な技術面や経済面の問題を整理

いる。

したうえで工事に着手し、１５年１２月の稼働開始を目指してい

る。

これに対し、ＥＵは「政治的裁判だ」とウクライナの民主化後

退を非難し、ほぼ合意に達していたウクライナとの自由貿易協定

完成すれば中央アジアのトルクメニスタンとロシアで産出され

（ＦＴＡ）などの締結を先送りすることを決定。ヤヌコビッチ政

る年間６３０億立方メートルのロシア産天然ガスが黒海を経由し
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て欧州のハブ拠点となるブルガリアに送られ、さらに、イタリア
http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do
ユーラシアンクラブ ニュースレター第147号

?rncNo=625140 より

やオーストリア、セルビア、ギリシャ、スロベニア、ハンガリー、

クロアチアに輸送される。総延長は約９００キロ。

[モーニングスター社]

2012年 1月 23日

[北アジア (含むロシア)]
●ロシア大統領選候補者、５人で確定 ２氏は却下

ると立候補できない。両氏ともこの規定に抵触したという。ヤブ
リンスキー氏は地元メディアに「裁判に訴える」と語った。

３月のロシア大統領選をめぐり、中央選挙管理委員会は２７日、

リベラル野党「ヤブロコ」の創始者、ヤブリンスキー氏の立候補

最終的な顔ぶれは、プーチン首相、共産党のジュガノフ委員長、

を却下した。イルクーツク州知事のメゼンツェフ氏も立候補を認

民族右派「自由民主党」のジリノフスキー党首、中道左派のミロ

められず、５人の候補者が確定した。インタファクス通信が伝え

ノフ前上院議長、実業家で大富豪のプロホロフ氏。（モスクワ＝関

た。

根和弘）

[朝日新聞]

昨年の下院選以来続く反与党・政権の集会ではヤブリンスキー

2012年 1月 28日

氏への支持が厚い。国会に議席を持たない政党の候補や無所属の

http://www.asahi.com/international/update/0128/TKY20120128

候補は立候補に２００万人の署名が必要で、５％以上の不備があ

0301.html より

[西アジア]
速

●トルコ軍元参謀総長を逮捕 政府転覆計画関与と、緊張高まる
【カイロ共同】トルコ司法当局は６日、同国政府転覆計画に関

欧州連合（ＥＵ）は２０日までに、核開発を継続しているイラ

与したなどとして、軍のバシュブー元参謀総長を逮捕した。トル

ンへの新たな制裁措置として、同国中央銀行の在外資産を凍結す

コメディアが同日、伝えた。２００３年の政府転覆計画をめぐり、

ることで暫定合意した。週明け２３日の外相理事会で、７月から

現役士官ら数百人が訴追されており、逮捕はその一環とみられる。

のイラン産原油の輸入停止とともに決定する。国際社会による制
裁の圧力が強まるなか、イランでは経済の先行きに対する国民の

トルコ軍は同国の国是である政教分離の守護者を自任している。

軍トップである参謀総長の経験者が逮捕されたことで、軍と対立

不安が高まり、同国の通貨リヤルを外貨に替えようとする動きが

関係にあったイスラム色の強い与党、公正発展党（ＡＫＰ）政権

活発化。政府は締め付けに躍起になっている。（中略）

イラン中銀のバフマニー総裁は、制裁が問題を引き起こしてい

との緊張が高まるのは必至だ。

ることを否定したうえで、リヤルの下落を政治的な行き詰まりに

政府転覆計画は０９年に発覚。バシュブー元参謀総長は一連の
捜査のさなかの１０年に退任した。

結び付けた。
「敵は心理的な緊張を生み出すことに頼ろうとしてい

[共同通信]

る。われわれがおじけつけば、敵の思うつぼだ」と強気の姿勢を

2012年 1月 6日

http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012010601001656.html よ

崩さない。

り

◆インフレ圧力上昇も
しかし貿易決済に欠かせないドルなどへの需要が急増している

●イスラエル首相が対イラン強硬姿勢、「ホロコーストを忘れるな」

［エルサレム

２４日

ロイター］

イスラエルのネタニヤフ首

ことは、国際社会によるイラン制裁の本格化を前に、同国の国民

相は２４日、イランの核開発疑惑をめぐり緊迫する国際情勢につ

の間に不安が高まっていることを示すものといえる。

いて、第２次世界大戦中のナチス・ドイツによるユダヤ人大量虐

リヤル相場の下落は、エネルギー関係を中心に計５００億ドル

殺（ホロコースト）を教訓とし、自国防衛のためには単独行動も

超の補助金が廃止された１年前から加速しているインフレ圧力の

辞さないとの考えを示した。（以下略）

上昇にもつながる。国際通貨基金（ＩＭＦ）によるとイランのイ

[ロイター]

2012年 1月 25日

ンフレ率は過去１０年の平均で約１５％だったが、国営イラン通
信（ＩＲＮＡ）によると現在は２０．６％に加速している。

http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPTYE81K0FI20120
125 より

ＩＲＮＡは、イラン中銀が金や為替相場の乱高下を抑制するた

●イラン経済は壊滅状態＝制裁の効果強調−米大統領

め、市中銀行の預金金利をインフレ率より高い水準に引き上げる

【ワシントン時事】オバマ米大統領は１９日、ニューヨーク市内

ことを決めたと伝えた。（以下略）

での集会で、
「イラン経済が壊滅状態にあるとイランさえ認めざる

[SankeiBiz] 2012年 1月 21日

を得なくなった」と述べ、米国が主導する国際社会の対イラン制

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120121/mcb1201210501002

裁の効果を強調した。

- n1.htm より

大統領は、イランの核兵器保有を阻止するため前例のない規模

●イラン核兵器製造は年内に行われず、ウラン濃縮能力に限界＝

の制裁を科したと指摘。「以前はこうした動きに決して同調しなか

米研究所

った中国とロシアのような国々をまとめることができた」と述べ、

［ワシントン

イランに圧力をかけ続ける方針を示した。（2012/01/20-14:31）

安全保障研究所（ＩＳＩＳ）は２５日、核開発疑惑が深まるイラ

[時事通信]

ンについて、２０１２年に核兵器を製造することはないとの見通

2012年 1月 20日

２５日

ロイター］

米シンクタンク、科学国際

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012012000557 より

しを示した。核兵器製造に必要なだけのウランを生産する能力を

●イラン市民、外貨に殺到 制裁への不安反映、自国通貨売り加

保有していないことが理由だという。
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のような証拠は入手できないとした。（以下略）

[ロイター]

のウラン濃縮能力は限定的であることから、同国が早急に核兵器

2012年 1月 26日

を製造する可能性は低い」と説明。イランが核爆弾開発を決定し

http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPTYE81K0QQ20120

たとする証拠は出てきていないとし、イランが核兵器製造に必要

126?feedType=RSS&feedName=worldNews より

なウランの量を早急かつ秘密裏に生産できるようになるまで、そ

[中央アジア]
●中央アジア・カフカス：駐在５大使座談会 際立つ中国の存在

マップはできておらず、不満が募る可能性もある。

感

◇米基地の行方不透明−−丸尾氏
◇破壊勢力の浸透懸念−−黒田氏

米国が中国の台頭を視野にアジア重視戦略への転換を打ち出し、

●対欧米、露、中関係は

国際情勢の新たな変動が予想される中で、中国、ロシア、中東に
囲まれた中央アジア・カフカス（英語名コーカサス）地方諸国の

−−中央アジアは欧米とロシアなどの「グレートゲーム」の舞

動向が注目されている。旧ソ連崩壊で独立した各国は今年、日本

台とされてきました。最近は中国の台頭で米中のにらみ合いも強

との国交樹立２０年。一時帰国した渡辺修介（駐アゼルバイジャ

まっています。こうした駆け引きをどう実感されていますか。

ン）、黒田義久（駐ウズベキスタン）、原田有造（駐カザフスタン）、

丸尾氏 キルギスには米露両国の軍事基地がある。米同時多発

丸尾真（駐キルギス）、蒲原正義（駐グルジア）各大使に現地の情

テロ後にできた米軍基地は０９年、「中継輸送センター」と名称変

勢を語ってもらった。【聞き手・大木俊治、井出晋平、岩佐淳士、

更した。ロシアが当時のバキエフ政権に対して、融資を条件に基

真野森作、写真・須賀川理】

地閉鎖を要求したといわれている。だが、実態は変わらないので

◇変化より安定求める−−渡辺氏

はないかとロシアは思っている。アタムバエフ大統領は１４年以

◇汚職撲滅、治安も回復−−蒲原氏

降は米軍基地を置かないと言っているが、民間基地にする可能性

●現在の状況は

もあり、どう決着するかは分からない。中国はレアアースなどの

−−昨年は「アラブの春」に始まり、欧米の反格差デモ、ロシ

資源を求めて援助をしている。

黒田氏 ウズベクは南側のアフガニスタンから破壊勢力が浸透

アのデモなど民衆の不満が大きな声を上げた年でした。中央アジ
ア・カフカス諸国の状況はどうでしょうか。

してくる可能性を懸念している。（１４年までに）米国などのアフ

原田氏 カザフスタンでは昨年１２月、西部のジャナオゼンで

ガン駐留軍が撤退するが、ウズベクにとっては心配の種だ。北の

解雇された石油労働者らが暴動を起こし、当局側の発砲もあって

ロシアも中央アジア一帯が流動化すると困る。昨年１２月２０日

１５人ぐらいの死者が出た。しかし、限定された地域での特定グ

にモスクワで行われた独立国家共同体（ＣＩＳ）の非公式な首脳

ループの不満が事件の背景で、カザフ全体では資源価格高騰を背

会議で、「集団安保条約機構」の加盟国内に第三国の軍事基地を設

景に経済状態が非常に良く民衆レベルでの不満が広がっていると

置するには全加盟国の合意が必要になった。ウズベクにできるか

はいえず、アラブの春のような事態になるとは考えにくい。

もしれない米軍基地へのけん制だ。カリモフ政権がどちらに重心

黒田氏 ウズベキスタンは国内の治安は保たれている。アラブ

をおくか。今後はそういう構図が地域を理解する重要な要因にな

の春の飛び火を権力エリートたちは心配しているが、組織化され

っていくと思う。

た反体制グループは無く、インターネットなどでの情報伝播（で

原田氏 カザフでは独立以来、欧米、ロシア、中国などが各国

んぱ）にも制約があるといわれている。若者らはロシアなどへ出

の需要に基づき、それぞれの得意分野を生かして積極的に資源開

稼ぎに行っている率が高く、自国で不満のガスがたまらないよう

発に関わってきた。中国は経済本位で、圧倒的な資金力を強みに

になっていると指摘する人もいる。

存在が目立ってきている。カザフ側も、各国企業の技術力、資金

丸尾氏 キルギスでは昨年１０月の大統領選挙でアタムバエフ

力、経営力などをうまく使って経済成長に結びつけているのでは

ないか。

氏が当選。日本の国会議員団も選挙監視を行い、公正な選挙と評
価している。経済的な問題などはあるが、今後、司法改革が徹底

−−カザフは今後、ロシアが提唱した「ユーラシア同盟」に参
加するのでしょうか。

すれば真の民主主義が実現していくとみられている。

渡辺氏 アゼルバイジャンは独立前後にアルメニアとの紛争な

原田氏 現実に動いているのは（ロシア、ベラルーシとの）「関

ど困難に直面したので、国民には社会の急激な変化より安定を求

税同盟」。今年からは「経済共同体」としてサービス分野まで協力

めるという心理がある。石油・天然ガス産業も順調で、この５年

範囲が広がる。経済規模は圧倒的にロシアが大きいが、カザフは

間で国内総生産（ＧＤＰ）は３倍になった。ただ、ロシアに似て

市場が１０倍に広がるというプラス面でとらえている。旧ソ連に

所得格差が大きく、汚職や若者の就職難など問題を抱えている。

は否定的だが、今のロシアに対する否定的な意識はない。経済的

ロシアの反政権デモへの関心も高く、衛星放送やネットの普及で

に同一化していくことには積極的だが、それによってロシアに支

国民は外の世界をよく知っている。

配されるといった危機感は持っていない。

蒲原氏 グルジアは欧州連合（ＥＵ）、北大西洋条約機構（ＮＡ

蒲原氏 グルジアはロシアと政治的には対立関係にあるが、昨

ＴＯ）への加盟が最大の目標。旧ソ連圏では唯一、汚職撲滅に成

年から直行便が再開し、陸上国境も開かれている。実務面（の対

功し、治安回復も成し遂げた。バルト３国に次いで西側に近い状

露関係）は動いている。また、中国の存在感は日本よりはるかに

態を実現しているのではないか。ただ、ＥＵ加盟などへのロード

大きい。日本は資源がないとほとんど関心を払わないが、中国は
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お金になるならと何でもやる。小売業がまず出てきて、今はイン

バル意識もある。このため「中央アジア＋日本」の枠組みの重要

フラ整備の大きな案件をかなり落札している。

性は認識されているようだ。日本の果たす役割はかなり大きい。

渡辺氏 アゼルバイジャンは石油、天然ガスが豊富で、ユーラ

渡辺氏 （グルジアとウクライナ、アゼルバイジャン、モルド

シア大陸と欧州を結ぶ地政学的に重要な地域に位置するので、米

バで構成する）「ＧＵＡＭ」（グアム）と日本との話し合いも行わ

国、ロシア、ＥＵが大きな関心を持っている。トルコ、イランの

れている。新興国の民主主義と市場経済を支援するという理念に

存在も大きい。中国との関係では、やや保守的で、カスピ海の石

基づいた動きだ。観光振興や防災支援などを行って関係を深めて

油・天然ガス開発という中枢の産業に中国はまだ浸透していない。

いる。

蒲原氏 グルジアには資源はないが、観光で何とか外貨を稼ぎ

◇日本の役割大きい−−原田氏
●各国とどう付き合うべきか

たい。ただ、日本のことがどれだけ知られているか。日本でもキ

リスト教のはるか以前からヨーロッパ文明の一翼を担っていたグ

−−日本は中央アジアやカフカスの国々とどのように付き合う

ルジアはほとんど知られていない。今年、試験的にある旅行会社

べきでしょうか。

黒田氏 「中央アジア＋日本」の対話は０４年から続いている。

がグルジアへのチャーター便を飛ばす準備をしている。こうした

中央アジア各国は元々はばらばらだが、日本はそれを一つでとら

試みをうまく利用して、もう少し互いに具体的なイメージがわく

えるという発想で対話を続けてきた。一方、経済面ではたとえば

ような端緒をつかみたい。

ウズベクの対外貿易で日本は２１番目。対日貿易は全体の０・７％

[毎日新聞]

に過ぎない。こうした現実はよく考えなければならない。

http://mainichi.jp/select/world/news/20120112ddm0070300290

原田氏 中央アジアの国同士ではコミュニケーションがなかな

2012年 1月 12日

00c.html より

か難しく、特にカザフスタンとウズベキスタンは首脳同士のライ

[南アジア]
政府当局者によると、ギラニ首相は１４日に国防委員会の会合

●タリバーンがカタールに事務所開設、米国と対話の用意

カブール（ＣＮＮ）

を開く予定で、カヤニ陸軍参謀長も出席する見通し。協議を通じ

アフガニスタンの反政府武装勢力タリバー

ンの報道官を名乗る人物が３日、「外国との対話」に向け、カター

て緊張関係を緩和する狙いがあるともみられている。

ルに事務所を開設すると発表した。タリバーンが米国との対話に

メモが明るみに出たことをきっかけに激化した政府と軍の対立は、

前向きな姿勢を公に示したのは初めて。（中略）

１９９９年に発生した軍によるクーデター以来、最悪となってい

アフガニスタンの和平交渉担当者は「慎重ながらも楽観的」な姿

る。

勢を示す一方、和平交渉は「アフガンのプロセス」だと強調。「米

カヤニ陸軍参謀長は１２日、軍の最高司令官らと会合を実施。

国がアフガン国家に代わって決定を行うことはできない」と述べ、

軍側が政府に対して我慢の限界に達したとの見方も出ている。軍

タリバーンとの直接交渉による和平合意を模索していると伝えら

事筋は、ザルダリ大統領の辞任は歓迎すると述べる一方で、クー

れた米国などの動きを牽制（けんせい）した。

デターによる政権倒壊の可能性は否定した。

[CNN]

2012年 1月 4日

ザルダリ大統領は１２日にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイ

http://www.cnn.co.jp/world/30005141.html より

に入国し、大統領府によると、１３日早朝に帰国。大統領は昨年

●パキスタン国防次官解任「危機的結末の可能性」と軍が首相批

１２月にドバイの病院に急送され、これを受けてクーデターの憶

判

測が出ていたが、その２週間後に帰国している。

［イスラマバード／ドバイ

１３日

ロイター］

[ロイター]

パキスタン軍

2012年 1月 13日

は１１日、ギラニ首相が国防次官を解任したことなどを受け、「危

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE80C03U2012011

機的な結末を引き起こしかねない」と警告した。同国では、ザル

3 より

ダリ大統領が軍弱体化への協力を米政府に求めたとされるメモが

●パキスタンのムシャラフ前大統領が帰国延期、政界からも距離

昨年明らかになったことで政府と軍との関係が悪化しているが、

イスラマバード（ＣＮＮ）

国防次官解任で対立がさらに深まる可能性もある。

ムシャラフ氏は、パキスタンの政情が落ち着き、同氏に対する訴

パキスタン前大統領で現在亡命中の

訟が解決するまで帰国を延期した。ムシャラフ氏の所属政党、全

ギラニ首相は同日、政府と軍との間に「誤解を生じさせた重大
な不正と違法行為」を理由に、軍出身のロディ国防次官を解任。

パキスタン・ムスリム連盟の幹部が２７日に明らかにした。

また、軍や情報機関がメモの存在をめぐって憲法に違反したと批

（以下略）[CNN 2012/1/28] →

判した。一方、パキスタン軍は、首相の発言が同国にとって「危

http://www.cnn.co.jp/world/30005423.html

機的な結末を引き起こす可能性がある」と強く反発した。

[東南アジア]
●ミャンマー：６武装組織と和平合意 大統領「５組織とも交渉」

現に楽観的な見通しを示した。（以下略）

[毎日新聞]

【バンコク西尾英之】ミャンマーのテインセイン大統領は２６

2012年 1月 27日

日、連邦議会（国会）に書簡を送り、「これまでに六つの少数民族

http://mainichi.jp/select/world/news/20120127ddm0070300960

武装組織と和平で原則合意した」と明らかにした。大統領は「残

00c.html より

る５組織とも交渉を続けている」とし、少数民族との完全和平実

●メコン川で中国商船襲撃相次ぐ
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飛び交っているが、いずれも具体的な証拠はなく謎は深まるばか

【北京＝矢板明夫】中国からミャンマー、ラオス、タイへ、イ

ンドシナ半島を南下しながら流れるメコン川で昨年から、中国商

りだ。（以下略）

[msn 産経] 2012年 1月 6日

船が正体不明の武装勢力によって襲撃される事件が相次いでいる。
「麻薬密売グループによる縄張り争い」「東南アジアの過激派によ

http://sankei.jp.msn.com/world/news/120106/chn120106224400

る中国人排除」、果ては「米情報機関の陰謀」とさまざまな臆測が

04- n1.htm より

[東アジア]
●【中国】モスク取り壊しが原因で、イスラム教徒と警官が衝突

●強制送還のウイグル族に終身刑 米政府系ラジオ

警察と村民の証言の食い違い

英新聞Ｔｈｅ

米政府系放送局のラジオ自由アジア（電子版）は２８日までに、

Ｔｅｌｅｇｒａｇｈが2日に報じたところ、昨

カンボジアに密入国し２００９年１２月に中国に強制送還された

年 12月 31日、中国寧夏回族自治区（ねいかかいぞくじちく）中

ウイグル族のうち、テロ行為を行ったなどとして４人が終身刑、

部の桃山村で、村人と約1000 人の武装警官が衝突した。1987 年

１２人が１６〜２０年の懲役刑を言い渡されたと伝えた。家族ら

に建設され、昨年改装されたばかりのモスク（イスラム教礼拝堂）

が明らかにした。

を警官たちが取り壊したのが原因である。（中略）

１１年９月から服役しているという。米政府はこうした情報に

中国政府は、国内の宗教活動を常に厳しく監視している。モス

懸念を表明、中国側に事実関係の確認を求めた。

クや教会、その他の礼拝所の建設には政府の承認が必要である。

これは、それらの場所が反政府活動の拠点となることを恐れてい

中国当局は、新疆ウイグル自治区でテロや暴動の阻止に向け引

き締めを強化している。

るからである。

送還されたウイグル族は、同自治区ウルムチで０９年７月に起

ここ数年中国では、主に新疆維吾爾自治区（シンチアンウイグ

きた暴動に関与したとして迫害される恐れがあるためカンボジア

ル自治区）のイスラム系民族の暴動が何度か起こっている。（情報

で難民申請。カンボジアの送還措置に国際人権団体などから非難

提供：ネット選挙ドットコム）

が集中した。（共同）

[サーチナ]

[msn 産経] 2012年 1月 28日

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0105&f=natio

http://sankei.jp.msn.com/world/news/120128/asi120128180000

nal_0105_109.shtml より

06- n1.htm より

●台湾総統選 馬政権に託された中台安定（1月 16日付・読売社

●中国当局がチベット族デモにまた発砲、2人死亡＝人権団体

説）

［北京 ２５日 ロイター］ チベット独立を支援する人権団体

2012年 1月 5日

台湾の有権者は、中国との融和路線による中台関係の安定を選

「自由チベット」によると、中国四川省カンゼ・チベット族自治

択したということだろう。

州色達県で２４日に治安部隊がデモ参加者に発砲し、２人が死亡

台湾総統選で、中国との経済交流を重視する与党・国民党の馬

した。同自治州では、２３日にも炉霍県で治安部隊がデモ隊に発

英九主席が、「台湾独立」志向が強い最大野党・民進党の蔡英文主

砲する事件が起き、犠牲者が出ている。（中略）

席を破り、再選を果たした。

中国国営通信の新華社は２３日、炉霍県で数十人規模のデモ隊

同時に行われた立法委員（国会議員）選でも国民党が過半数を

が警察と衝突し、１人が死亡したと伝えている。

維持した。ダブル選の結果は、「台湾独立」でも中台の「統一」で

中国では、チベット僧らが政府に抗議するために焼身自殺を図

もない現状維持を求める多数の民意を反映したといえる。

るケースが過去１年間で１６件発生している。

（以下略） [読売新聞] 2012年 1月 16日

[ロイター]

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120115-OYT1T0081

2012年 1月 25日

4.htm?from=y10 より

http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPTYE81K0JI20120
125 より

▼気になるメディア・ユーラシア情報▼（●は抜粋記事掲載4−7 頁）
東京外国語大学「日本語で読む中東メディア」が注目

http://www.tufs.ac.jp/common/prmeis/fs/

です。（編集部）

[東ヨーロッパ]
8件
フィンランド大統領選：親欧州派ニーニスト氏が首位−決選投票へ [ブルームバーグ 2012/ 1/ 23] →
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LY86NY0D9L3501.html
［相撲］把瑠都、横綱昇進なら母国で勲章！大阪でパレード [スポーツ報知 2012/ 1/ 24] →
http://hochi.yomiuri.co.jp/osaka/sports/article/news/20120124-OHO1T00030.htm
73 歳の「おばあちゃんＤＪ」、ワルシャワで活躍 [ロイター 2012/ 1/6] →
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPTYE80404J20120105?feedType=RSS&feedName=oddlyEnoughNews
●【クレムリン経済学】ウクライナ、対ＥＵ関係悪化で袋小路 [SankeiBiz

2012/ 1/16] →

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120116/mcb1201160502004-n1.htm
一村だけに伝わる年越し行事「ツァーリ」、ベラルーシ

[AFPBB News

2012/ 1/16] →
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http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2850988/8298534?utm_source=afpbb&utm_medium=topics&utm_campaign=txt_topics
●天然ガス大手ガスプロム、黒海経由の送ガス管網建設開始を前倒し

[モーニングスター社

2012/ 1/23] →

http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=625140

[毎日新聞

2012/ 1/17] → http://mainichi.jp/select/world/news/20120118k0000m030091000c.html

夫がチェコに亡命申請 ウクライナ前首相収監で [msn 産経

2012/ 1/6] → http://sankei.jp.msn.com/world/news/120106/erp12010619380003- n1.htm

欧州委：ハンガリー制裁へ 「ＥＵ法令に違反」

[北アジア (含むロシア)]

13件

赤の広場で 冬時間廃止の功罪 [msn 産経 2012/1/11] → http://sankei.jp.msn.com/world/news/120111/erp12011103180000-n1.htm
カレリア共和国で犬ぞりレース開催

[ロシアの声

2012/1/13] → http://japanese.ruvr.ru/2012/01/13/63805352.html

ザバイカル地方 マンモス牙や軟玉 中国密輸を摘発
極寒の地シベリアに心和ませる日本庭園
サハ共和国と極東、異常な寒さ

[ロシアの声

[ロシアの声

[ロシアの声

2012/1/22] → http://japanese.ruvr.ru/2012/01/22/64365044.html

2012/1/7] → http://japanese.ruvr.ru/2012/01/07/63503170.html

2012/1/11] → http://japanese.ruvr.ru/2012/01/11/63650301.html

[ロシアの声 2012/1/21] → http://japanese.ruvr.ru/2012/01/21/64334725.html
[朝日新聞 2012/1/28] → http://www.asahi.com/international/update/0128/TKY201201280301.html
領土交渉「静かな環境で」＝実質協議は持ち越し−日ロ外相 [時事通信 2012/1/28] → http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012012800197&rel=j&g=pol
サハリンに道産の防雪柵 札幌の企業 州の工事に初参加 [北海道新聞 2012/1/12] → http://www.hokkaido- np.co.jp/news/economic/342946.html
正教会のＸマス、モスクワ雪なし 年末年始、記録的暖冬 [共同通信 2012/1/8] → http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012010801000956.html
ロシアの昨年 史上最も暖かい年トップ3に [ロシアの声 2012/1/3] → http://japanese.ruvr.ru/2012/01/03/63346386.html
地球：北極海の新しい見方 [ネイチャー 2012/1] → http://www.natureasia.com/japan/nature/updates/index.php?i=86613
伝説的ソ連スパイ Ｇ・ワルタニャン氏死去 [msn 産経 2012/1/11] → http://sankei.jp.msn.com/world/news/120111/erp12011120220008-n1.htm
アルタイ地方 マイナス３０度の中で抗議集会

●ロシア大統領選候補者、５人で確定 ２氏は却下

[西アジア] 19件
「アラブの春」１年で何が変わったのか

[日本経済新聞

2012/1/28] →

http://www.nikkei.com/news/editorial/article/g=96958A96889DE1EAE1E4EAE7E0E2E0EAE2E3E0E2E3E08297EAE2E2E2;n=96948D819A938D96E38D8D8D8D8D

[毎日新聞

エジプト：観光苦境 「アラブの春」の陰で…外国人客、不安定な治安敬遠

2012/1/16] →

http://mainichi.jp/select/world/news/20120116ddm012030031000c.html
アルメニア人虐殺否定禁止法案、仏両院を通過 トルコ反発

北キプロスのデンクタシュ元大統領、死去

レバノンのビル倒壊、死者27人に

[ロシアの声

[AFPBB News

2012/1/24] → http://www.cnn.co.jp/world/30005378.html

[CNN

●トルコ軍元参謀総長を逮捕 政府転覆計画関与と、緊張高まる

[共同通信

2012/1/6] → http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012010601001656.html

2012/1/14] → http://japanese.ruvr.ru/2012/01/14/63851941.html

2012/1/18] →

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/accidents/2851492/8316886?utm_source=afpbb&utm_medium=topics&utm_campaign=txt_topics

[毎日新聞

蜷川幸雄さん：イスラエルで１２月に劇 ユダヤ系とアラブ系、３言語で共演

2012/1/13] →

http://mainichi.jp/select/world/news/20120113dde007040047000c.html

[ロイター

●イスラエル首相が対イラン強硬姿勢、「ホロコーストを忘れるな」

2012/1/25] →

http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPTYE81K0FI20120125
シリア財政窮乏、イランが支援 資金途絶えれば大量離反も

[msn 産経 2012/1/10] →

http://sankei.jp.msn.com/world/news/120110/mds12011022590005-n1.htm
アラブ連盟、シリアでの監視活動を凍結 治安は悪化の一途

オマーンに亡命打診か イエメン大統領

[CNN

2012/1/29] → http://www.cnn.co.jp/world/30005430.html

[msn 産経 2012/1/25] → http://sankei.jp.msn.com/world/news/120125/mds12012512400004-n1.htm

アラブ地域：湾岸君主国が台頭 エジプト、シリアに代わり

強権で民主化抑え込み

[毎日新聞

2012/1/19] →

http://mainichi.jp/select/world/news/20120119ddm007030163000c.html
イラクでシーア派狙う自爆テロ、死者５３人 米軍撤退後最悪 [CNN
●イラン経済は壊滅状態＝制裁の効果強調−米大統領

[時事通信

2012/1/15] → http://www.cnn.co.jp/world/30005279.html

2012/1/20] → http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012012000557

●イラン市民、外貨に殺到 制裁への不安反映、自国通貨売り加速 [SankeiBiz 2012/1/21] →

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120121/mcb1201210501002-n1.htm
イラン大統領側近に禁錮刑 最高指導者ハメネイ師を侮辱 [msn 産経

2012/1/16] →

http://sankei.jp.msn.com/world/news/120116/mds12011601130001-n1.htm
●イラン核兵器製造は年内に行われず、ウラン濃縮能力に限界＝米研究所

[ロイター

2012/1/26] →

http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPTYE81K0QQ20120126?feedType=RSS&feedName=worldNews
イラン

ペルシャ絨毯を訪ねて

美しい街に受け継がれる伝統 [msn 産経

2012/1/18] →
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http://sankei.jp.msn.com/world/news/120118/mds12011811540004-n1.htm
アゼルバイジャン

[ロシアの声

外国のテレビドラマの放送禁じる

●中央アジア・カフカス：駐在５大使座談会

2012/1/17] → http://japanese.ruvr.ru/2012/01/17/64037947.html

[中央アジア]
際立つ中国の存在感 [毎日新聞

5件
2012/1/12] →

http://mainichi.jp/select/world/news/20120112ddm007030029000c.html

[中国国際放送

中国とカザフスタンなど国交樹立20周年祝電交換

2012/1/6] → http://japanese.cri.cn/881/2012/01/06/163s185383.htm

カザフ、下院選結果に千人抗議デモ 野党指導者を逮捕 [msn 産経

2012/1/29] →

http://sankei.jp.msn.com/world/news/120129/erp12012908190003-n1.htm
キルギス、唇縫い合わせハンスト

[共同通信

待遇改善求め服役囚千人超

新疆、国際貨物運送量は300万トン初突破

[朝日新聞

2012/1/28] → http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012012801001089.html

2012/1/24] → http://www.asahi.com/business/news/xinhuajapan/AUT201201240101.html

アフガン系ユダヤ人の謎解明へ前進、約1000 年前の巻物発見

[南アジア]
8件
[ロイター 2012/1/24] →

http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPTYE81K0B520120124
●タリバーンがカタールに事務所開設、米国と対話の用意

2012/1/4] → http://www.cnn.co.jp/world/30005141.html

[CNN

●パキスタン国防次官解任、「危機的結末の可能性」と軍が首相批判

[ロイター

2012/1/13] →

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE80C03U20120113
●パキスタンのムシャラフ前大統領が帰国延期、政界からも距離

2012/1/28] → http://www.cnn.co.jp/world/30005423.html

[CNN

[インド新聞 2012/1/19] → http://indonews.jp/2012/01/post-5475.html
[朝日新聞 2012/1/6] → http://www.asahi.com/culture/update/0106/TKY201201060543.html
人口２０００万人のスリランカに野良犬３００万匹＝政府、殺処分再開を決定 [時事通信 2012/1/9] →
【インド】子供は母のカーストも選択可能：最高裁

インドでも輝く？巨人の星 講談社、クリケット版放映へ

http://www.jiji.com/jc/a?g=afp_soc&rel=j7&k=20120109028172a
クーデターを未然防止 バングラデシュ

●ミャンマー：６武装組織と和平合意

[msn 産経 2012/1/19] → http://sankei.jp.msn.com/world/news/120119/asi12011922400006-n1.htm

[東南アジア]
大統領「５組織とも交渉」 [毎日新聞

9件
2012/1/27] →

http://mainichi.jp/select/world/news/20120127ddm007030096000c.html
●メコン川で中国商船襲撃相次ぐ

メコン川岸で栄える犬密輸ビジネス ペット犬も犠牲に
６０年に一度「水龍」年逃すな

2012/1/6] → http://sankei.jp.msn.com/world/news/120106/chn12010622440004-n1.htm

深まるなぞ [msn 産経

[CNN

2012/1/26] → http://www.cnn.co.jp/business/30005404.html

2012/1/19] →

マレーシアで盛り上がる春節商戦 [SankeiBiz

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120119/mcb1201190500004-n1.htm
【シンガポール】家政婦の派遣停止、インドネシアが検討

[サーチナ

2012/1/5] →

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0106&f=national_0106_092.shtml

2012/1/28] → http://sankei.jp.msn.com/world/news/120128/asi12012800510000-n1.htm
[ロイター 2012/1/18] → http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPTYE80H03620120118
人類、４万年前から釣りか 東ティモール遺跡で新発見 [共同通信 2012/1/20] → http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012012001001335.html
パプアニューギニア：軍同士衝突 「首相２人」混乱続く [毎日新聞 2012/1/28] → http://mainichi.jp/select/world/news/20120128ddm007030157000c.html
日系工業団地で大規模デモ インドネシア、５千社影響 [msn 産経
インドネシアで母乳の配達サービス、働く母親を支援

[東アジア]
中国の都市部人口、歴史上初めて農村部を上回る

●強制送還のウイグル族に終身刑 米政府系ラジオ

[朝日新聞

13件

2012/1/18] → http://www.asahi.com/international/reuters/RTR201201180072.html

[msn 産経 2012/1/28] → http://sankei.jp.msn.com/world/news/120128/asi12012818000006-n1.htm

●中国当局がチベット族デモにまた発砲、2人死亡＝人権団体

[ロイター 2012/1/25] → http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPTYE81K0JI20120125
●【中国】モスク取り壊しが原因で、イスラム教徒と警官が衝突 [サーチナ 2012/1/5] →
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0105&f=national_0105_109.shtml
2011年「考古学の10大発見」、中国の犬肉スープ入り青銅器が選ばれる―米誌

[レコードチャイナ

2012/1/27] →

http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=58270
氷の彫刻、色鮮やかに ハルビン国際氷雪祭 [AFPBB News

2012/1/9] →

http://www.afpbb.com/article/life-culture/culture-arts/2849708/8263689?utm_source=afpbb&utm_medium=topics&utm_campaign=txt_topics
●台湾総統選 馬政権に託された中台安定（1月 16日付・読売社説）

[読売新聞
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http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120115-OYT1T00814.htm?from=y10
白虎？７世紀モンゴルの墓に「高松塚」似の壁画
（５０）静岡大教授の楊海英さん

[読売新聞

己を見つめ生涯の仕事知る

2012/1/22] → http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20120121-OYT1T00524.htm
[msn 産経 2012/1/14] →

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120114/bdy12011407010001-n1.htm

[朝日新聞 2012/1/26] → http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201201250194.html
[朝日新聞 2012/1/21] → http://www.asahi.com/culture/update/0120/TKY201201200470.html
釧路市教委解析、渡り鳥介し欧米へ？ [毎日新聞 2012/1/9] →

漆文化に多様性 他分野との共同研究で成果

元寇船発見の海底、国史跡に指定を諮問 文化庁

マリモ：世界に生息、日本起源か

http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20120109ddr041040003000c.html
鳥居龍蔵が見た台湾を紹介 県立博物館、企画展始まる

[徳島新聞

2012/1/28] →

http://www.topics.or.jp/localNews/news/2012/01/2012_13277287618.html

◎ 愛川町立中津小、田代小で、音楽鑑賞教室

‐今年度最後の「アジアの未来を子どもに託すプロジェクト」実施‐
「スーホの白い馬」の本物の馬頭琴が聴けた―。２月１日、愛川町立中津小学校と田代小学校で、２，３年生を対象としたモンゴルの代表的
楽器馬頭琴の鑑賞教室が開催されました。演奏したのは、８月１２日のチャリティコンサートにも出演していただいたアヨシ・バトエルデネ

さん（世界馬頭琴協会理事長）。バトエルデネさんは、子どもたちに向かって冬の寒さや衣服、馬やラクダなどモンゴルの暮らしや文化、楽
器の構造などについて説明、質問にも答えながら、子供たちのオペレッタ「スーホの白い馬」や朗読に合わせて演奏し、「コギツネコンコン」

など子供の歌声に合わせて演奏しました。鑑賞教室には、児童の父兄も参加。延べ２００人の児童、教諭、父兄が初めて聞く馬頭琴の本物の
音色に拍手を送っていました。

昨年夏から、篠笛・尺八のワークショップとその成果の発表を兼ねた第２回愛川町音楽祭（チャリティコンサート：アジア・シルクロード

音楽フェスティバル）、勤労祭に参加したウィグルの音楽と踊り、神奈川県立あいかわ公園で開催した「中津川モンゴルフェスティバル」と

実施してきましたが、今回の活動で「アジアの未来を子どもに託すプロジェクト」は終了しました。一連の活動は、愛川町の小学校6校、中
学校３校、高等学校１校の全児童にチラシを配布しあるいはすべての教室にポスターを貼って子供への参加を呼びかけたり、地域の２３行政
区や青少年育成会、三増獅子舞保存会、遊遊バンド、ひまわりの会、愛川町自然観察会、中津川仙台下クラブ、財団法人宮が瀬ダム周辺振興
財団や愛川町内外の理解者と協力して実施されました。
昨年から、「まちづくりネットワーク中津川」が設立され、「ほっとベンチ」を中津川流域を中心として町内に設置する運動が始まろうと
しています。私が、中央アジアの各地で街路沿いのベンチで近所のお年寄りが談笑する姿を目にして、あれは今の日本に必要なものだと考え、

愛川町へのパブリックコメントで提案した事項の一つですが、この提案とは関係なく、私の住んでいる愛川町・下谷でも既にベンチを置いて
コミュニティの潤滑油にしている人がいました。私は地域のみなさんと協力してベンチづくりと設置に取り組むことができるのを願っていま

す。近々、ベンチづくりの研究会を行おうと思っています。
今後の愛川町の活動としては、子供たちと一緒に俳句をつくり音楽と融合する取り組みや中津川音楽ツアーの企画を検討中です。また「中
津川新聞」を発刊しようと考えています。今後ともご理解、ご支援をお願いします。

愛川町立田代小学校での鑑賞教室

愛川町立中津小学校での鑑賞教室

●

ユーラシアンクラブ・愛川サライの運営スタッフを募集します。アジア・シルクロードの諸民族の方々との交流を通して、アジアを視野

に国家民族宗教を超えた理解親睦協力を促進し、諸民族の共生、自然との共生を模索して活動します。

●

アジア各地からの投稿を歓迎します。ユーラシアンクラブ・企画編集委員会までお知らせください。
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日本・ウズベキスタン国交樹立20周年記念・シルクロードコンサートツアー

卒寿（90 歳）の挑戦・加藤九祚先生のカラテパ遺跡発掘激励・遺跡保存支援
‐アジアの音楽史：音楽のシルクロードを訪ねる旅‐
2012年 9月 5日（水）〜12日（水）ウズベキスタン・テルメズ、サマルカンド、ブハラ、タシケント
玄奘三蔵が訪れ、楽人が行き交ったウズベキスタン。時空を超えて日本（橋）とつながる音楽のシルクロ

ードの西端ウズベキスタンで開催する国交20周年交流コンサートツアーに参加しませんか。
○一昨年米寿のコンサートでウズベキスタン・テルメズ市を訪ねたネパールのバンスリ（横笛）天才奏者、

パンチャラマは帰国後、加藤九祚先生が20年間かけて掘り上げたアムダリア川右岸の仏教伽藍遺跡を人が

行き交った都市と構想した「悠久の都」を作曲。活力、生命力を感じる仕上がりとなっています。
パンチャラマは一昨年の米寿の音楽ツアーに先立って、アムダリアを南から北に渡った楽人のいたことを

証明するアイルタム仏教遺跡の楽人像をイメージした「アイルタム幻想」を作曲、同行の尺八の橋本岳人
山、篠笛の木村俊介らとカラテパ僧院跡やテルメズ市内で演奏し、加藤先生、ツアーの参加者、テルメズ
市民、学生に大きな感動を与え、テルメズ市の副市長から「ぜひまた来てほしい」と発言がでました。

今回の20周年記念音楽祭は、こうした高い評価を踏まえて再度実現するもので、多くの参加者を募集して
います。
○今年は一昨年のメンバーに加えて、イランのバルバットやウズベキスタン

のウードそしてアイルタム楽人像に描かれた楽人と深いかかわりのある薩摩
琵琶奏者首藤久美子を加え、玄奘三蔵も訪れたカラテパ遺跡でのコンサート
のほか、サマルカンドのレギスタン広場（右）、一昨年のコンサートツアーで

は 10 人の音楽仲間が駆けつけてくれた古都ブハラでのコンサートをぜひ実
現したいと希望しています。

○また今年は、卒寿を迎える加藤九祚先生が、病を押して発掘の再開を決め
たカラテパ遺跡発掘の成果と遺跡の保存を祈ってコンサートをしたいと考え
ています。

○昨年から今年にかけて、東日本大地震による甚大な被害に対して、ウズベ
キスタンをはじめ世界の人々や国から、心強い支援や励ましをいただきまし

た。昨年８月１２日に神奈川県愛川町で発表し、海に向かい合って生きる鎮魂と希望の曲

「2011年３月１１日 絆」をウズベキスタン各地でも演奏します。
※

国交樹立20周年を迎え日本とウズベキスタン両国の外務省は、今年一杯両国で行われる文化事業を「日本・ウズベキスタン国交樹立20
周年記念事業」として認定し、広報効果をより高める計画で、機運は盛り上がっています。今のところ、1月末に国交樹立記念レセプシ
ョンが実施されたほか、3月に日本映画祭と震災復興記念東北の写真展、3月と5月に日本語弁論大会、10- 11 月に日本舞踊など、様々な

事業が予定されています。いずれも20 周年記念事業として実施するもので、今回の「日本―ウズベキスタンシルクロードコンサートツ
アー」も記念事業となっています。20周年にあたっての首脳や外相の祝辞の交換なども予定されています。

パンチャラマ

サラバンラマ

木村俊
介

橋本岳人山

アイルタム
首藤久美子

琵琶を弾く人

発行：特定非営利活動法人ユーラシアンクラブ 発行人：大野 遼

編集後記：優勢な勢力が影響力を行使するシステムとして国家が登場

住所：〒103- 0022 東京都中央区日本橋室町1-11 -5 TEL：03- 5376- 9343

して３千年。リビア、エジプト、シリアだけではない。人類史の断末

支部愛川サライ〒243-0303神奈川県愛甲郡愛川町中津6314−1

魔。国家の機能不全は日本も含め全世界に及んでいる。断末魔のグロ

-285-4895 FAX：046-265-0167 E-MAIL：paf02266@nifty.ne.jp
郵便振替：00190-7-87777ユーラシアンクラブ お振込の場合：ゆうち

ーバリズムだ。私のできることは命じるところに従って人と向き合う

ょ銀行０一九店 当座預金

0087777 ユーラシアンクラブ サポート

青年の志をもう一度思い出して、新しい人類の枠組みを目指したい。

会費、ご寄付はこちらへ。会費は年間一口6、000 円、一口以上のご協

国家民族宗教を超えて自然との共生民族の共生を模索する、特に先住

力をお願い申し上げます。

少数民族にウェートを置いてと始めたクラブは、これからが本当の一

TEL：046

http://eurasianclub.cocolog- nifty.com/
2012 0201 Non Profit Organization Eurasian Club

12

ことでしかない。それは難しいことだが。知恵や工夫。忍耐と努力。

歩を踏み出す時だ。これまでの２０年は助走に過ぎなかった。これは
私の未熟さのなせる業も含まれるが、全ての経験が必要だった。（お）

