英語・ドイツ語に照らしてみた放送の「公共性」
〜「放送の公共性」を考える（2）〜
横山

1. なぜ外国語か
概念を明確化する際に外国語に翻訳してみ
るとよい，というのは，広く指摘されてい

滋

2.「公共性」に対応する英語・ドイツ語
1）public interest（公共の利益）
―― 1934 年のアメリカ連邦通信法

ることがらである。国際比較調査において

「公共性」のことを英語で何と言っている

も質問文を確定するためのプロセスの一つと

かを考えた際に，多くの人が思い浮かべたの

して，日本語で作成した質問を一旦比較相手

は，1934 年のアメリカ連邦通信法の， public

国の言語に翻訳し，それを再度日本語に訳し

interest, convenience and necessity で あ っ

戻して，もともとの質問文とどの程度一致し

た。
「公共性」
とこの文言との関係について，
『放

ているかを検討するということが行われてい

送文化』1950 年 1 月号に掲載された中村重尚

る。どちらの場合にも，想像もしなかったよ

「放送の公共性」は次のように記している。

うな訳語に遭遇して驚くことがあり，そこか

ト・フィリス副会長，米 PBS のロバート・オッ

……現在 Media of mass communication
（公衆への通信傳達の手段）として，印刷，
電信，電話，映畫とならんで，放送は五番
目に數えられる新參者であるにもかゝわら
ず，今ではその重要さから云つて，五つ
のうちのトツプの地位を占めようとして
いる。傳達される地域，時間，人數の點
で他の四つの追隨を許さないからである。

テンホフ副会長を初め，海外の研究者も参加

Mass communication の手段とて（原文ママ）眞

して行われた国際シンポジウムであったか

にうつてつけのものである。そこでこの有

ら何が当該の概念の中核的な内包であるかが
明らかになることがある。
1997 年 3 月，放送文化研究所が「デジタル
時代における放送の公共性 1）」というシンポ
ジウムを開催した時にも，その種の問題が起
こった。このシンポジウムは BBC のロバー

ら，当然のこととして，タイトルも英訳する
必要があった。その際に困ったのは
「公共性」
の訳語をどうするかという問題であった。こ
の時は，それまでのさまざまな訳例を検討し，

力な Medium（手段）の利用のし方によつ
て公衆が利益をうけるか，害をこうむるか
という問題がおこる。そのどちらであつて
も影響する所甚大である。放送の公共性が

結局は public nature2） と訳したのであった

やかましく言われるのはそのためである。
放送の公共性について論ずる前にここに云

が，これも苦肉の策にすぎなかった。

う公共とは何であるかをまずきめてかゝら
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なければならない。
公共を單純に公益すなわち公衆の利益と
解釋すれば，放送の公共性とは，放送が公
衆の利益に役立つことである。
（英語では
公共性は Public service 卽ち公共への奉仕
と云つている。）
放送法案にも放送は「公共の福祉」に適
合することと言つており，
（放送法案，第
一 章 總 則 第 一 條， 第 二 章 日 本 放 送 協 會
第 七 條 ）ア メ リ カ の 連 邦 通 信 法 Federal
Communications Act of 1934 にも「放 送は
……公共の利益，便宜又は必要に役立つこ
とを」規定してある。この場合，
「福祉」と
か「便宜」とかいう概念は，
「公共の利益」に
含まれると見てよかろう。とすれば，放送
番組が此等の條件をみたすとみとめられて，
設立を許可された放送局は，商業局であろ
うと，教育放送局であろうと，すべて一應
公共性を持たなければならないわけだ。
ところがアメリカではこの公共性をめぐ
つて活發な論議が行われている。それはア
メリカの商業放送局がともすると，この公
共性に反した方向に走る傾きがあるからに
外ならない。……3）
（下線は引用者）
周知のように，この通信法はその後もアメ
リカの放送を規定してきた。
「公共の利益」
は，
もしアメリカに放送の「公共性」なるものが
あるとすれば，間違いなくその中核に位置す
べきものであろう。しかし，
話が厄介なのは，
この考え方が責任（responsibility）として放
送局に課せられている点にある。そこから，
public responsibility という概念が生まれる。

（原題は， Public Service
放送に対する責任 4）」
Responsibility of Broadcast Licensees, Report
by Federal Communications Commission ,
March 7. 1946）である。アメリカ的な考え方
に従えば，public interestに適う事 業を行う
ことが public serviceのはずであるから，これ
はpublic interest responsibilityま た は public
responsibilityと読み替えることができる。この
論文の筆者は，この文書について，
「これは放
送番組の内容から見て（原文ママ）5）放送の公共性を
論じたものである」と述べている。
ついでに触れておけば，public interest の
後にもう一つ名詞をつなげて，
「公共性」の
範疇に入ると思われる名詞句を作っている
ケースはまだある。近年のものであるが The
Benton Foundation がまとめた Citizen's Guide to
the Public Interest Obligations of Digital Television
Broadcasters という40 ページばかりの文書の中

だけでも，次のような事例がある。
public interest concern
public interest obligations
public interest performance（of licensees
at renewal time）
public interest goals
the public interest mandate
public interest responsibilities
public interest programming
public interest advocates
public interest activity
public interest media
public interest vision……6）
こ の ように 見 てくると，た し か にpublic

2）public responsibility

interestはそれ自体1つの概念ではあるけれど

――アメリカ FCC の Blue Book

も，それがさらに他の語と一緒になって別の概

同じ論文に紹介されているもう一つの文書

念を構成する力を持っていて，他の要素と結び

は，FCCが1946 年に発表した「放送局の公共

ついたり，他の要素に転換したりする傾向があ
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る。それだけに，public interestは幅広い概念
として多くのものを含み得るように思われる。

3）public service（公共サービス）
すでに見たアメリカの public responsibility
のところにも出てきたが，public serviceの本
場はヨーロッパである。アメリカの商業放送局
にとってpublic serviceは通信法によって――
いわば外側から――義務づけられたものであ
るが，ヨーロッパにおける公共事業体としての
放送局にとっては，本来の事業もしくは使命と
しての public serviceであり，それぞれ，設立
当初からの長い歴史がある。その中でも老舖
はイギリスのBBCであろう。
冒頭で触れた 1997 年の国際シンポジウム
に際して刊行された英文の報告書には，パネ
リストの講演などが記録されているが，BBC
ロバート・フィリス副会長の講演のタイトル
は，Public Service Broadcasting in a Digital
Age である。B5 判，2 段組で 4 ページの講演
の中で，彼は public service broadcasting ま

1980, Robert Stephane（No. 17, 1981）
Some Thoughts on the Nature of Public
Service Broadcasting, Michael Tracey（No.
17, 1981）
Public Service Broadcasting: The Debate in
Britain, Lord Annan（No. 25, 1989）
Production, Technological, Economic and
Audience Factors in Assessing Quality
in Public Service Television, Bradley S.
Greenberg, Robert Albers, Rick Busselle,
Robert Larose, Barry Litman（No. 27 1991）
Towards A New Ethical Environment for
Public Service Broadcasting, Marc Raboy
（No. 29 1993）
Swedish Public Service Television: Quality
for Sale? Peter Hillve, Robert Albers（No.
30 1994）
Public Service Orientations in Broadcasting
‒ Current State and Prospect of Regulation
in Germany, Wolfgang Hoﬀmann-Riem（No.
33 1997）
F u t u r e O p t io n s f o r P u blic Se r v ic e
Broadcasting in The Context of Digitization,
Gerd G. Kopper（No. 34 1999）

たは public service broadcaster（s）以外に「公
共性」を思わせる言葉は一切用いていない 7）。

4）Öﬀentlichkeit（「公共圏」，
「公の場」）

public service という用語はイギリスだけ

「公共性」という訳語を持つもう1つの外国語

でなく，ヨーロッパでは一般的に用いられて

は，ドイツ語のÖﬀentlichkeitである。これにつ

いるようで，放送文化研究所が刊行していた

いては，ユルゲン・ハーバーマスの著作『公共性

Studies of Broadcasting 誌にも，次のように

の構造転換 8）』がよく知られているし，多くの場

フランス，スウェーデン，ドイツなどでも用

合，この書物との関係において言及されている。

いられていることがわかる。
The French Broadcasting System: Public
Service And Competition, Francis Balle
（No. 16, 1980）
The New Technologies: A Challenge for
Public Service Broadcasting ‒ from the
CIRCOM Meeting in Liete, Nov. 25-28,
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Öﬀentlichkeit は日本語に訳し難い言葉で
あるが，Duden の Das große Wörterbuch der
deutschen Sprache in zehn Bänden（1999）を
繰ってみると，語義は大別して 2 つある。

Öf｜fent｜lich｜keit, die; -:
1. als Gesamtheit gesehener Bereich von

Menschen, in dem etw. allgemein bekannt
[geworden] u. allen zugänglich ist:

2. das Öffentlichsein; das Zugelassensein für
die Öffentlichkeit （1）: das Prinzip der
Ö. in der Rechtsprechung; die Ö. einer
Gerichtsverhandlung wiederherstellen.
続いて独和辞典の記述を見ると，三省堂
『クラウン独和辞典』はそれぞれに次のよう
な訳語を与えている。

❶《 集 合 的 に 》公（ 大 ）衆 , 世 間 . ― die
breite 〜 一般大衆 . unter Ausschluß der
〜 非公開で . im Licht der 〜 stehen 世間
の注目を浴びている . et4 der 〜 übergeben
〈何 4〉を一般に公開する . ―《前置詞と》et4
an（in/vor）die 〜 bringen〈何 4〉を世間に
発表（公開）する . an（in）die 〜 dringen
（情報などが）世間一般の知るところとな
る . mit et3 an（vor）die 〜 treten（芸術家
4

などが）
〈何 〉を世に問う . sich an die 〜
wenden 世間に訴えかける . in aller 〜 衆人
環視のなかで , 公然と .
❷（裁判・会議などの）公開 .
第 1 の語義は集合的にとらえられた人間集
団で，そこではすべての人間にあることが知
られる，または誰でもがそれを見聞きする可
能性があるということである。訳語には趣味
の問題もあるであろうが，日本語で最も語感
が近いのは「公の場」ではないかと思う。花田
達朗が指摘して以来 9），この Öﬀentlichkeit と
いう語は空間的なものとしてとらえられ 10），
花田の提唱になる「公共圏」という訳語が一部
で用いられている。しかし，
「圏」は，
①ませ

11）

④くま 13）。さかひ。
……14）
であるから，
「仕切られた空間」ではあっても，
そこに人間の影は射していない。Öﬀentlichkeit
の訳語としては，Duden の記述に見られるよう
に「集合的にとらえられた人間」というニュアン
スが必要であると私は考える。
ここは訳語を選定すべき場所ではないし，

Öf・fent・lich・keit〈女〉〜 / （英 public）

3

②をり 12）。
③をりに養はれる家畜。

。かこひ。しきり。……

訳語ということになれば，その語の造語能力
も考慮しなければならないので，何がよいの
かというのは容易に決められる問題ではな
い。しかし，語義を正確にとらえておくとい
う点で，Öﬀentlichkeit に「人間の目が見てい
る――あるいは，見ようと思えば誰でも見ら
れるであろう――」というニュアンスがある
ことは重要であると思う。
いずれにしても，ハーバーマスの書物に日
本語版の訳者である細谷貞雄が「公共性」と
いう言葉を用いたところから，日本人の「公
共性」のレパートリーの中に Öﬀentlichkeit の
意味する「人間空間」（「公の場」）という内包
が加えられることになった。
放送文化研究所が刊行していた研究誌『放
送学研究 15） 』の第 25 号（1973 年）は「放送と
公共性」を特集しているが，その中に石村善
治による「放送の公共性――西ドイツを中心
に――」という論文がある。その「はしがき」
の部分で石村は次のように書いている。
西ドイツにおけるこのような意味での「放
送の公共性」を把握するためには，まず，一
般的に，
ドイツでは「公共性」
（Öﬀentlichkeit）
の概念が，どのような歴史的性格をもって
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いるかが問われる必要がある。16）

たい公共放送のせめぎ合いを見ることができ
る。概念規定 1 つにも，さまざまな利害が絡

この論文には英語のAbstract が付いていて，

み，さまざまな配慮が働いている。

その中ではÖﬀentlichkeitにpublic characterと

この「機能的任務」の原語 Funktionsauftrag

いう訳語が示され，最後の部分では，1か所だ

のうち，Funktion は「機能」であるけれども，

けであるが public natureという語も用いられて

Auftrag は，「使命」や「任務」または「注文」

いる。このことは，1973 年当時において，日本

として「付託されたもの」のことである。だ

語の「公共性」がすでにpublic interestやpublic

とすれば，これを「付託された機能」と解す

responsibility，public serviceなどには置き換

ることは可能であろう。

えられない含意を持っていたことを示している。

石川明が指摘しているように，
「基本的供給」
から「機能的任務」への移行はあるとしても，

5）Grundversorgung と Funktionsauftrag
ドイツで用いられている概念の中で，ここ
で触れておきたいものが 2 つある。その1つは

ドイツにもし「公共性」に相当するものがある
とすれば，その中にこの Grundversorgungと
Funktionsauftrag は含まれているであろう。

Grundversorgung（基本的なサービスの供給）
であり，もう1つはFunktionsauftrag（
「機能
的任務」と訳されることが多い）である。

6）publicness
1997 年の国際シンポジウムに際して「公

Grundversorgung は， 言 っ て み れ ば 上 記

共性」の訳語を所内で検討した際，日本語の

の Öﬀentlichkeit（一般公衆）に報されるべき

「公共性」を，public interest や public service

基本的な情報を提供するというサービスのこ

と訳した場合，日本語の意味内容から失わ

とである。この「基本的供給」という概念は，

れてしまう部分のあることが問題になった。

西ドイツ（当時）の連邦憲法裁判所が 1986 年

そこでもっと抽象的な意味の名詞を探した

の第四次放送判決で公共放送が遂行すべき

ところ，辞書の public という項目の末尾に，

サービスの内容として初めて導入したもので

publicness という派生語が示されていた。

あるが，「この概念は公共放送の業務範囲を
固定化しかねないために，その後これに代
えて，
『機能的任務』ということばが用いら
れる様になって 17）」来ているという。ここに
は，公共放送と商業放送の緊張関係が反映さ
れていて，公共放送の業務範囲をできるだけ
具体的に狭く限定することで自分たちのパイ
を大きくしたい商業放送の考え方と，特許状
によって基礎づけられ，大きな裁量の余地を
持つイギリス BBC のような業務範囲につい
ての或る程度のフリーハンドを確保しておき
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pub・lic /p bl I k/ −n

1 [ the 〜，
〈sg/pl〉] 人民，国民，公衆，社会，
世間，…… 2《ある階層の》人びと，…界，
…世間，…連中，…… 3《口》→ PUBLIC
HOUSE. in public 公然と，人前で（opp. in
private ）.
〜・ness n
（研究社『リーダーズ英和辞典』
。なお，ここ
での引用は 1999 年の第二版によった。下線
は引用者。
）
しかし '97 年当時，寡 聞 にして実際に英語

の論文や記事の中で publicness が使われてい

とである。このことは「性質」や「性格」を意

る例を知らなかった。そこで public nature

味する「性」の字が添えられていることから

という訳語を選択したのであるが，後に触れ

も明らかであり，それは，
「サービス」や「事業」

るように，近年にいたってこの言葉が用いら

のことではない。

れるケースが現われてきている。

しかし，public interest の個所で見たよう
に，public の付く語にはどうやら強力な造語

3. 考察と今後の課題
対応する外国語のない「公共性」

能力があるらしく，次々に他の名詞を従えて
新たな概念が自然に形成されてしまう。それ
に，ドイツ語からの訳し難い言葉に対するや

これまで見てきたように，敗戦後，日本の

や不用意な訳語が当てられたことなどもあっ

放送の基本的な問題を考えるに際して，アメ

て，日本語の語感がとうてい及ばない「人間

リカ，イギリス，ドイツなどの制度や考え方

集団」や「人間空間」のようなものまでを含む

を参考にしながら，関係者や研究者は「公共

概念になってしまった。花田達朗も指摘して

性」を分析し検討してきた。これらの過程を

いるように，「Öﬀentlichkeit の概念そのもの

通じて一貫しているのは，外国語の概念をよ

が日本語圏で一層把握しにくいものになって

りルースなものにし，より広げる方向で概念

いる 18）」だけでなく，それ以前から日本語で

の輸入が行われてきたということである。
ところが，今，初心に立ち返って，手許の国

「公共性」の概念の下に行われてきた議論を
も混乱させている。

語事典で「公共性」がどのように理解されている

一面からすると，
「公共性」という言葉は

のかを確認してみると，次のようになっている。

非常に使いやすい言葉である。ほとんど何
を放り込んでもそれを受け止めてくれる大き

【公共性】公共の生活（または利害）にかか

な袋のようなものである。しかし，
「何もか

わる度合。「――が・高い（強い）
」柴田武・
山田明雄・山田忠雄『新明解国語事典』
（第
五版）
，三省堂，1997 年

も放り込んで」きた結果，もはやそれはほと

【公共性】広く社会一般に利害や正義を有
する性質。
『広辞苑』
（第五版）
，岩波書店，
1998 年

ページ以下で見た中村重尚は「英語では公

んど何も言わないに等しい，曖昧な言葉に
成り下がっているのではないか。例えば，36
共性は Public service 卽ち公共への奉仕と云
つている」というが，日本語の「公共性」が

【公共性】
〔名〕ある事物，機関などがひろ
く社会一般に影響や利害をおよぼす性格，
性質。
『日本国語大辞典』
（第二版）
，小学館，
2001 年

「public service」なのではない。また，イギ

あまりにも当然のことであるが，これらの

ではない。同様にハーバーマスの流れを汲む

記述を見ると，日本語で常識的に理解されて

Öﬀentlichkeit も，
「公の場」とでも称すべきも

いる「公共性」は「度合」もしくは「性質」のこ

のであって，
「公共性」ではない。

リスを中心に広くヨーロッパ各国で用いられ
て い る public service broadcasting も， そ れ
は「公共サービス放送」であって，
「公共性」
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概念の明確化と publicness の行方
研究に際しても議論に際しても，用語の定
義が重要であることは言うまでもない。それ
が「公共性」のように放送事業の根幹にかか
わるようなものであれば，なおさらのことで
ある。しかし，これまでに見てきたように，
日本語の「公共性」は，この 60 年余りの間に，
まことに正体のハッキリしないものになって
しまった。それにもかかわらず，小誌先月号
に記したように，その「公共性」を錦の御旗
にして放送事業を掌る人々の自己正当化が行
われている。
私見によれば，現在，日本で「公共性」と
して理解されているすべてをこの一語に包含
し続けるよりは，「公共（的）――」というよ
うに，もう一つの名詞を添えて，概念の具体
化を図ることが望ましい。それらの新しい概
念は，人によって理解の食い違いを生まない
ような，明確なものでなければならない。
「放
送」概念の再構築と並んで，
「公共性」に代わ
る新たな概念の構築は急務であると私は考え
ている。
残された課題の 1 つは，publicness という
概念の浮上をどう理解するかということであ
る。例えば，BBC の Mark Thompson 会長も
最近のスピーチでこの言葉を用いている。も
う 1 つは，「公共性」という概念が日本で，い
つごろから，どのようにして形成され，定着
していったかについての検討である。このあ
と，研究者や実務家たちがこの概念とどう取
り組んできたのか，その歴史を辿ってみたい
と考えている。
（よこやま しげる）
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注:
1）「〈国際シンポジウム〉デジタル時代における放
送の公共性」，
『放送研究と調査』，1997 年 6 月号，
pp. 2-31
2） International Symposium Public Nature of
Broadcasting in the Digital Age , March 14, 1997,
NHK Broadcasting Culture Research Institute
3） p. 17 一部，新字を用いた。
4） 私見によれば，このタイトルは「放送免許を
受けた者の公共サービス責任」と訳すべきであ
るように思われる。
5）「――から見た」の間違いか。
6） http://www.benton.org/pioguide/index.html
7）ついでに触れておけば，カナダから参加した
Marc Raboy（モントリオール大学）は，演題を
Public Obligations of Broadcasting in the Digital
Age とし，講演の中では public service, public
service broadcasting, public interest obligations,
public broadcasting, public fund（ing）, public
interest mechanisms, public communications,
public interest を用いている。
8）Jürgen Habermas, Strukturwandel der
Öffentlichkeit ‒ Untersuchungen zu einer
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft , Neuwird
（Luchterhand）, 1962. 邦訳は，
『公共性の構造
転換』
，細谷貞雄訳，未来社，1973 年。
9） 花田達朗『公共圏という名の社会空間』
，木鐸
社刊，1996 年，24-26 ページ。初出は，
『ソシ
オロジカ』第一五巻第二号，
創価大学社会学会，
1991 年 3 月，19-47 ページ
10）その証拠には，その後に出た『[ 第 2 版 ] 公共性の
構造転換――市民社会の一カテゴリーについての探
求』
（細谷貞雄・山田正行訳，未来社，1994 年）では，
花田が主張したとおり，Öﬀentlichkeit にも第一版
で die öﬀentliche Sphäre に与えられていたのと同じ
訳語「公共圏」が当てられている。また，同書の英
訳 The Structural Transformation of The Public
Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois
Society でも sphere という語が用いられ，これが空
間的な概念であることがはっきりと示されている。
11）ませ【籬】①〔雅〕柴（しば）などで作った垣
根。②劇場の「枡（マス）」の仕切り。――『新
明解国語辞典』
（第五版）
12）
「檻」の意。
13）
「隈」の意であろう。
14）諸橋轍次『大漢和辭典』（大修館書店，1956 年）
15）2003 年，
『放送メディア研究』と改題。
16）69-70 ページ
17）石川明
「公共放送と社会−日独比較の視点から−」
，
『関西学院大学紀要』
，2003 年 3 月
18）花田達朗，前掲書，24 ページ

た

「焼く」と「焚く」

火

は，熱であり，光であり，炎である。

づくりなどの手仕事を経て，近現代の工業発

燃える火は，暖める，照らす，調理

展や大量輸送につながっている。一方，焼き

や暖房に使うなどの役割を担っている。こ

畑農業は今も世界各地で営まれ，焼かれた大

の「火」を使うことを表現することばに，
「焼

地は，灰による肥料を得て，恵みを与え続け

く」
「焚く」がある。

てくれている。春の風物詩とも言える野焼き

「焼く」には，
「稲わらを焼く」
「魚を焼く
（加

も，新しい芽吹きにとって欠かせない。海辺

熱して食べられるようにする）
」のほかに，
「恋

では，藻塩焼きが古歌にしばしば登場するの

に身を焼く
（心を悩ます）
」
「世話を焼く
（面倒

も，風情を感じさせる。

を見る）
」など心の働かせかたを比喩的に言う

火はまた，生き物にとって恐ろしいもので

こともある。恋に身を焼く男女がいなければ

もある。
「焼け野の雉」という成語は，親が子

演歌は存在しない。また，世話焼きが他人を

を思う愛情の深さをたとえたもので，巣を営

助けてくれる世の中はありがたい。
ほかにも
「海

んでいる野を焼かれたキジは，ひなを守るた

で肌を焼く」
「茶わんを焼く」
「写真を焼く」
など，

めに自分の体で巣をおおうという。激しく恐

「焼く」はさまざまな場面で使われている。
一方，
「焚く」の代表とも言える「焚き火」は，

ろしい力を持っている火に対して，親キジが
精いっぱいの誇りを示していると言えようか。

実生活から遠ざかってきたし，
「燃料を火の

日本海の隠岐，西ノ島の焼火山の中腹に「焼

中に入れて燃やす」ときの用例である「石炭や

火神社」という古社がある。山道を 2 キロ，

まきを焚く」も，やや古めかしいイメージを持

大岩の間からせり出すように建てられた力強

ちつつある。
「風呂を焚く」は風呂そのものに

い造りの社は，鎌倉時代，後鳥羽上皇が隠岐

火をつけるわけではない加熱の動作だが，火

に流され遭難しかかったとき，神火を放って

吹き竹にプーッと息を吹き込んだ日々の暮ら

御座船を導いたと言われる，海上安全の神で

しは，はるか昔になってしまったのだろうか。

ある。
「我こそは新島守よおきの海の荒き波

またほかに，
「枯れ枝を燃やす（炎が立つ
ようにする）
」
「ファイトを燃やす（感情を高
ぶらせる）
」などの「燃やす」も，
「火」に関係
したことばとして使われる。
ものを作り出すときに火を用いることは，
旧石器時代の打製石器づくりで火を補助的
に使ったことや，玉はがねを鍛える日本刀

風心して吹け」という上皇の和歌は，隠岐で
詠んだものとされている。
役に立つが使い方を誤るとこわい存在とな
る「火」
，そして「ことば」
。さまざまなことば
をどう導いてさばくか，新たな心構えで年を
越したいものだ。
小板橋靖夫（こいたばし やすお）
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