になりたいと願いながら一枚 の絵にいのち
の証しを刻み込んで戦地に若 者たちは発ち
ました。『無言館』館主の窪 島誠一郎さん
（水上勉の息子です）が学生 たちの遺した
作品・遺品を全国各地に訪ね収集しました。
『人が人を愛すること』、『 生命あるすべ
てのものを愛すること』への 願いが静かに
伝わってきます。
このドキュメンタリー映画 のナレーショ
ンは俳優座気鋭の若手俳優・ 若井なおみさ

南千住駅から消えた
「みどりの窓口」

○○時ごろの新幹線、△△駅まで、大人 二枚

ありますか？」のように口で言えば良か った

わけですが、南千住駅ではそれはもうで きま

せん。パソコンを操作できない人、クレ ジッ

トカードを持たない人は、「えきねっと」サー

窓口 が 廃 止 さ れ た こ と で 、 盆 暮 れ の 混 雑

ビスは利用できません。

時に受け付けてくれた「キャンセル待ちサー

ビ ス 」や 、 人 気 の 高 い Ｓ Ｌ 臨 時 列 車 な ど の

こ んに ち は。 メ ガネ の サ トウ ４ 代目 で す。 予約を、発売日の早朝（窓口営業前）に 受け

今年は九月に二回、十月にも一回三連休 があ 付けてくれたサービスも利用できなくな りま

でしょう。そこで、列車で旅行に行こう と計 窓口で一ヶ月前の朝

り、秋の旅行にお出かけになる方も多い こと した。ちなみに自動券売機では、他駅の 有人

いただいた、大澤豊監督作品 の映画『いの

画し、南千住駅で切符を買おうと行って みた 券が、

んです。去年このミニコミで も宣伝させて
ちの山河（日本の青空２）』 に出た俳優さ

ら、「…あれ？」と戸惑った方が、たく さん 人気列車の指定券は売切れになる恐れも あり

時売り出し開始の 指定

階ホールで開かれます。私はその呼びかけ

んです。一緒に荒川ＣＡＴＶ にも出演させ

いらっしゃると思います。

時

人代表の一人です。冒頭私がご挨拶をさせ

ていただきました。この映画 と同様にいの

分にならないと買えないの で、

民間企業のＪＲとしては、一部の利用 者に

ます。

ていただきます。佐藤真子さんの歌もあり

ちの大切さが分かる映画だと 思います。当

きっぷ」のようなおトクな切符 も、 員に提示する）、有人の窓口（日暮里駅 また

佐藤 祐一郎】

【消費生活アドバイザー

車券や定期券、身障者割引の乗車券、寝 台特 南千住５丁目

の 【コツ通り】

ない切符などがあります。例えば、学割 の乗 ◆メガネのサトウ◆

ところが、一部、自動券売機では購入 でき

あまり困らないように思います。

きねっと」サービスもあるので、一見す ると す。

ジットカードで指定券を予約購入できる 「え から無料の往復乗車票がもらえるとのこ とで

券売機で買えますし、インターネットと クレ は北千住駅）を利用したい場合は、改札 係員

「青春

kyoshida@acp.metro-cit. の張り紙があります。確かに、私がよく 使う 乗車券は券売機の小児用で代用でき（改 札係

や、新幹線 特
･急等の指定券、定期券 回･ 数券 の正しい行いなのでしょうが、非常に残 念で
など、すべて自動券売機で購入するよう 案内 す。なお、問合わせたところ、身障者割 引の

有人切符販売の窓口「みどりの窓口」は 、廃 不便を強いても、人件費を切り詰め、不 採算

先月（八月）末をもって、ＪＲ南千住 駅の

ます。すでに東尾久、西尾久、南千住、日

,

-

日券は１２００円ですが、前 売り券は１０

-

トルコのお土産ナザールボンジュー
を差し上げます！！

ac.jp

、

ぜひご覧いただければ幸いです。 電 話

暮里（私は日暮里で生まれ育ったので代表
があります。また平和憲法を守る荒川の会
共同代表も呼びかけ人に名を連ねています。
野田首相が組閣する前に民主党の前原政
調会長が、ワシントンで『自衛隊とともに

20

（火）

時

６時

７時

分～

分～

月…４（火）、 （土）、

機で購入できる切符にしても、その操作 が、 ９月…

日頃使わない人や、高齢者、目をはじめ とす

日、土・日・祝日…
×

感じるかもしれません。今までは、券売 機が 平日（月～金）… ９時
苦手な方は、窓口で係員と対面で「○月

（日）

急（ カ シオ ペ ア・ 北 斗星 あ
･ け ぼ の号 な ど） ℡０３（３８０６）４９３０
の寝台券などは購入できません。また、 券売 ★休業日のごあんない…当店は不定休です★

43

9898
MAIL
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27

FAX
3801

月 日（水）午後６時半からムーブ町屋３

メガネの
祐一郎君の
アドバイス

る体の不自由な人にとっては、非常に難 しく ★営業時間のごあんない★

10

行動する他国軍隊を急迫不正の侵害から防

10

18

0145

衛できるようにする』と述べ、 （国連平
８月末からトルコに技術史探訪の旅に行っ
和維持活動）での自衛隊の武器使用基準緩
てきました。数千年前のヒッタイト民族が
和や武器輸出三原則の見直しを言いました。
鉄をはじめて生産したとされていますが，
全く憲法九条に違反するとんでもない発言 それ以前に鉄の生産がなされた可能性があ
です。今こそ九条を含めた憲法を守る運動 ります。日本アナトリア考古学研究所等に
を強化しなければならないと思っています。 伺い調査してきました。また長女が 年前
『荒川九条の会連絡会』発足集会の前後に からトルコに在住しているので久しぶりに
（一回目は午後３時から二回目は午後７時 会ってきました。その際トルコのナザール
半から約 分）、表題に書いたドキュメン ・ボンジューという魔除けのお守りのキー
タリー映画『無言館』の上映を計画しまし ホルダーをお土産に買ってきました。何年
た。『無言館』は長野県・上田市の美術館 か前にも差し上げましたが、本誌読者でご
希望の方に差し上げますので、鬼塚さんに
ご連絡いただければ幸いです。
です。志を果たすことなく戦場に散った画

学生の絵が静かにならんでいます。絵描き

PM

PM

PKO
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10 AM

23

30

30

90

3801

００円です。なお、中高生は８００円です。 止になってしまったのです。長距離の乗 車券 の分野はどんどん縮小するのが株主に対 して

10

委員のひとりになっています）に九条の会

『荒川区九条の会連絡会』発 足総会が

都立産技高専 吉田喜一

『無言館』を見ませんか

ドキュメンタリー映画

吉田喜一
教授の
ものつくり
工学便り
12

