
平成 24年 7月 25日 天候 曇り

≪司 会≫  高田雅司諸 君

、_´ ≪合 唱≫  「手に手つないで」
「静岡東ロータリー」

≪BGM》   「四つのテス ト」

≪ゲス ト》  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

7月 27日 曽根正弘 君
7月 31日 足羽砧治 君

結婚記念 日

7月 29日 /1ヽり|けに樹

7月 30日 大角晋朗

君

君

い程度の言葉」があるそ うで、 トウェインは 「的確な

言葉 と、ほぼ的確な言葉の違いは、稲光と蛍の光ほど

の違いがある」と言つています。我々凡人は 「的確な

言葉」と「ほぼ的確な言葉」に大 した違いはないと考

えがちですが、それは大間違いだと警鐘を鳴らしてい

るわけです。

ですから「そ う読めないこともない程度の言葉」で

は的確な言葉からさらにかけ離れてしまうし、大きく

かけ離れてしまった言葉では本当に伝えたいメッセー

ジは届かないとい うことになります。

我々は日々の仕事のなかで、いろいろな人に向かつ

て言葉を発 しています。その相手は従業員であつた り

株主であつた り、アナ リス トであつた りしますが、言

葉 とい うものは、それを発 した後が大切なのだといつ

も実感 しています。国民の生活に直結する政治の世界

であればなおさらのこと、我々国民は青臭いくらいピ

ュアになって、言葉の重みを追いかけるくらいが丁度

よいのだと思います。

≪会員卓話≫

『祝、富士山世界遺産登録J

中田盛之 君

今 日は、先 日世界遺産に

登録 された富士山について

登録 されるにいたつた経緯

や、世界遺産についてのお

話をさせて頂きます。

先ずは基本的な富士山

の話ですが、富士山の標高は 3776mです。富士山のよ

うに「皆なろう」とい う語呂合わせがあります。その

富士山も日本一高い山ではない時期があ りました。

それは日本が台湾を統治 していた時で、台湾の玉山(新

高山)が 日本一の山でした。昨年の夏は 318,565人が頂

上を目指 しました。最大だった日には、なんと1万人

を超える登山者数が記録 されています。登山ルー トは

4つありますが、その内吉田ルー トが圧倒的な人気で

6割 を占めています。

≪会長挨拶要旨》

先週 日曜 日に参議

院議員選挙の結果が

出て、衆議院の事情

も踏まえれば、向こ

う3年間の政治の方

向性が出たとい うこ

とになるのでしょう。

政権党にはポピュリ

ズムに流されずナショナ リズムに偏 らず、国家と国民

にとつて最善の選択をしていただくよう願 うばか りで

す。

選挙の間、言葉のもつ力とい うものを考えていまし

た。それぞれの候補者の皆さんがそれぞれの立場から

それぞれの考えを表明されていたわけですが、主権者

である国民に対して、それ らが的確な言葉で伝えられ

ていたかどうかとい うことです。
「トム・ソーヤの冒険」で有名なアメリカの作家マ

ーク・ トウェインによると、言葉には 「的確な言葉」

と「ほぼ的確な言葉」、そして「そ う読めないこともな



世界遺産とは、1972年 にユネスコ総会で決められた

世界遺産条約に基づき、世界遺産 リス トに登録 されて

いる物件です。人類共通のかけがえのない財産として

国際的に保護・保全 し、未来に残 していくことが求め

られています。日本は 1992年 に条約に締結 し、現在の

締結国は 190か国です。

現在の世界遺産は今回の富士山登録も含め 981件 あ

りますが、その内文化遺産は 759件、自然遺産は 193

件、複合遺産が 29件 です。複合遺産とは、文化遺産 と

自然遺産の両方の価値を兼ね備えているもので、我々

にもなじみが深いところでは、ペルーの「マチュ・ ピ

チュ」、オース トラリアの「タスマニア原生地域」等が

あります。

世界遺産一覧表への記載プロセスは簡潔 に言えば

①締結国がユネスコヘ世界遺産暫定一覧表を提出、②

締結国はその中から準備が整つたものをユネスコに推

薦(今回日本では、富士山と鎌倉を推薦)、 ③諮問機関

の調査 。評価、④世界遺産委員会で世界遺産としての

記載の可否を決定、となります。③の諮問機関ですが

文化遺産は国際記念物遺跡会議(ICOMOS、 イコモス)

自然遺産は国際自然保護連合(IUCN)が 調査をします。

昨年 8月 29日 から9月 5日 まで、富士山の調査にカナ

ダ人の女性が来られたのを覚えていらつしゃると思い

ます。

そのイコモスの評価基準は、①記載(世界遺産に登録

が妥当)、 ②情報照会(追加情報を求める)、 ③記載延期

(登録は見送るべき)、 ④不記載(世界遺産にふさわしく

ない)と 4段階に分かれます。今回富士山は①、鎌倉は

④と評価 され、富士山はそのまま世界遺産委員会で登

録が決定されましたが、鎌倉は④の評価だつたことで
ユネスコヘの推薦を取 り消しました。それは、そのま

ま世界遺産委員会へ持ち込んでも、恐 らく不記載 とな

るであろうと予測 され、そ うなると原則 2度 と世界遺

産登録にチャレンジできなくなるからです。世界遺産
一覧表への記載基準は、「顕著な普遍的価値」、「真実性」
「完全性」、「保護管理体制」があること。そして、「世

界遺産条約履行のための作業指針」で示される、(i)
～(x)の「登録基準」に合致することです。富士山は(h)
と(宙 )に該当すると認められました。

富士山は、初めは自然遺産としての登録を目指 して

いましたが途中で断念 し、代わりに「信仰の対象」と
「芸術の源泉」をポイン トとして、文化遺産 として登

録を目指 してきました。 自然遺産登録を断念 したのは

よく言われているゴミ問題もありますが、自然遺産 と

しての「登録基準」(前)～ (x)のいずれも満たすだけの

価値を見いだせなかったからです。
「信仰の対象」の一例 として、重要文化財である「絹

本著色富士曼茶羅図」に富士山への登拝の様子が描か

れています。その図の一番下には駿河湾と、イコモス

で除外が言い渡され、世界遺産委員会で逆転 して構成

資産 として認められた 「三保の松原」が描かれていま

す。
「芸術の源泉」としては、印象派 らにも影響を与え

たと言われる、葛飾北斎の 「富嶽三十六景」や、歌川

広重の「東海道五拾二次」があります。「神奈り|1沖 浪裏」

は、 ドビュッシーが交響詩 「海」の制作にインスピレ

―ションンを受けたと言われているものです。富士山

は日本のみならず海外にも影響を与えてお り、このよ

うな山は世界に 「唯一無二」であることが世界遺産登

録の決め手となりました。

よつて、登録の名称は、単なる「富士山」から、精

神性 と芸術的関連性を反映させるため、「富士山一信仰

の対象 と芸術の源泉」と変更されました。

富士山はこれからより注 目され、観光客も増えるも

のと思われますが、世界遺産委員会からは、「資産をひ

とつの存在 として、また文化的景観 として管理するた

めの管理システムを実施可能な状態にすること」との

勧告を受けてお り、2016年の世界遺産委員会に保全状

況報告書を提出するよう求められています。これ らの

宿題がクリアされないと世界遺産からの除外もありま

すので、これからはより富士山を大事にしていきたい

と考えます。

《第 286回 くらく会報告》

平成 25年 7月 23日 (火 )於 静岡倶楽部

出席 6名 投句 1名

兼題 「甚平」「草いきれ」 他当季雑詠

第 1席 三才と八十路の甚平夏まつ り  渡辺陽夫

第 2席 初恋のまつ りの宵のくさいきれ 渡辺陽夫

第 3席 甚平で揃いて涼む親子かな   丹羽 亨

父が着た甚平はお り我も父   小山宏之

《スマイル報告≫

森下登志美 君   先週は私のつたない話をお聞き

いただき、ありがとうございまし

た。中田さんお疲れ様でした。

≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

7/25 55(54)

7/18 56(54) 8

7/11 56(54) 5 7 87 04%


