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〈第二1部》:映画上映会 14:00～ /卜 ‐ク 15:50～

「ギアナ高地の伝言
橋本梧郎南米博物誌」 仁o3分 )
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西田幾多郎記念暫学館
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11/4(日 )

■講演会 1  14:00-16:00

「ほんとうのさいわい」をさがして
、 一宮沢賢治と『銀河鉄道の夜』を中心に一

1鎌田東二 ぃまたとうの
京都大学こころの未来研究センター教授。東京自由大学運営委員長

1951年徳島生まれ。神職の資格を持ち、神道ソングライターとし

て作曲・演奏も行う宗教学者。國學院大學大学院博士課程 (神

道学)満期退学。筑波大学にて博士号 (文学)を取得。早稲田

大学や國學院大學の非常勤講師、国際日本文化研究センター客員

助教授、ダブリン大学 (アイルランド)ケルティック・スタディーズ客

員研究員、京都造形芸術大学教授を経て、現職。猿田彦大神フォ

ーラム世話人代表。著書に『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」精読』『宗

教と霊性』『聖なる場所の記憶』『神界のフィールドワーク』『霊的

人間―魂のアルケオロジー』『神と仏の出逢う国』『超訳 古事記』
『霊性の文学 霊的人間』『霊性の文学 言霊の力』等。

11/11(日 )

■講演会 1  14:00……16:00

(仮)ゆっくり生 きる幸せ
―ブータンと日本の「幸福」一

辻 信一 (っ じしんじつ
明治学院大学教授・ナマケモノ倶楽部世話人

1952年東京生まれ。アメリカ・コーネル大学で博士号 (人類学 )

を取得。「100万人のキャンドルナイト」呼びかけ人。「スロー」や
「GNH」 というコンセプトを軸に環境 =文イヒ運動を進め、社会的起

業であるスロービジネスにもとりくむ。著書に『考える絵本 しあわせ』
『自然農という生き方～いのちの道を、たんたんと』『いよいよロー

カルの時代～ヘレナさんの「幸せの経済学」』『幸せって、なんだっ

け―「豊かさ」という幻想を超えて』『「ゆっくりJでいいんだよ』『ハ

チドリのひとしずく―いま、私にできること』『スロー・イズ・ビューティ

フル』、訳書『しあわせの開発学―エンゲージド・プディズム入門』等。

映画上映会 ① 1230～ ② 16:30～

「happy一 しあわせを探すあなたヘー」(76分 )

アカデミー賞ノミネート監督ロコ・ベリッチ (『 ジンギス・

ブルース』)が放つ、幸せをテーマにしたドキュメンタリー。

本当の幸せとは?どうしたら私たちはより幸せになれるのか

?日本人プロデューサー清水ハン栄治と共にGNH(国民

総幸福量)で話題のブータンなど5大陸 16か国を巡る4

年間のロケを敢行し、心理学や脳医学の世界的権威と発

見した幸福度を高める鍵とは?製作総指揮は『ナッティ・

プロフェッサー』『ブルース・オールマイティ』監督のトム・

シャドヤック。

11/171.L)
■講演会Ⅲ 1400-1000

生きる意味と幸せ―フランクルをめぐって一

山 田 邦 男 (ゃ まだくにお)大阪府立大学名誉教授

」941年大阪生まれ。京都大学大学院博士課程中退。専門は、

人間学、人間形成論、哲学。NHK番組 『こころの時代』「生きる

意味を求めて～ヴィクトール・フランクルと共に」に出演 (2012.04)。

著書に『生きる意味への問い』『(自 分〉のあ|り か』、編著『森本

省念老師』『人間であること』『フランクルを学ぶ人のために』、共

著に『教育人間学の根本問題』『禅と現代世界』『悟りの構造』『論

語と禅』『禅と哲学』、共訳・監訳に『それでも人生にイエスと言う』『宿

命を超えて、自己を超えて』『意味への意志』『意味による癒じ 口

ゴセラピー入門』『フランクル回想録』『苦悩する人間』『人間とは

何か 実存的精神療法』 (いずれもV・ 巨・フランクル著)等。

11/18(日 )

■映画上映会 十トーク by岡村淳 (映画監督)

ブラジルから人生と幸福を考える
共催 :か ほく市国際交流協会

(第一部〉映画上映会1030～ /1140～ トーク

「赤い大地の伸 問たち フマニタス25年の歩み」俗6分 )

2002年初版制作・2003年改訂版制作/66分 (改定版)

2006年 日本語・ポル トガル語バイリンガル版制作

制作・構成・撮影・編集・報告 :岡村 淳

若き日本人神父・佐々木治夫さんが、ブラジル奥地の

ハンセン病患者の隠れ里に迷い込み、何の知識も資金

もないまま、彼らのための診療所作りを始めた。やがて「フ

マニタス (人類愛)慈善協会」はハンセン病の診療セン

ターに始まり、ストリート・チルドレンの更正・授産施設や、

土地なし農民たちの支援にまで活動を広げる。ブラジル

奥地にも及ぶグローバリゼーションの荒波は、新たな貧困

と差別を生み出し続け、フマニタスの闘いは尽きることが

ない。第三世界の社会的弱者と共に生きる日本人神父

と修道女たちの愛と闘いの記録。

〈第二部〉映画上映会 14:00～ /15:50～ トーク

「ギアナ高地の伝言 橋本格郎南米博物誌」(103分 )

2005年制作/制作・構成・撮影・編集・報告 :岡村淳

未知の植物にあこがれ、軍国化する日本に背を向けて、

21歳でブラジルに渡った橋本梧郎さん。以来、名声とも

金銭とも縁のないなか、在野の立場から植物の採集と分類

に没頭してきた。その孤高の植物学者が、満 92歳を迎え、

「地上最古の秘境」といわれるベネズエラ・ギアナ高地に

悲願の旅を決行する。篤志家の出現と奇跡的な体調回復

でようやく現地入りが実現したが、現地では予期せぬトラブ

ルが続出。旅のメインの目的、「ネ申々 の家」とインディオた

ちが口乎ぶテブイ:テーブルマウンテンを目前にするのだが…

岡本寸 ,享 (ぉかむらじゅん)映画監督
1958年東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。「すばら

しい世界旅行」「知られざる世界」「スーパーテレビ情報最前線」

(日 本テレビ)、「新世界紀行」(丁BS)な どのディレクターを経て、

現在、ブラジル在住のフリーランスの記録映像作家。小型ビデ

オカメラを用いた単独取材によるドキュメンタリー作りを得意

とし、NHK、 朝日ニュースター、東京 MXテ レビなどで20本

以上の作品を放送。自主制作映像では、ブラジルの日本人移民、

そして社会・環境問題をテーマとした作品を制作し続けている。

その代表作に「郷愁は夢のなかで」、「ブラジルの土に生きて」、

「アマゾンの読経」、「あも一る あもれいら」二部作等。

11/25(日 )

|1言匿カミぢやⅣ  14100-… 16:00

アランの幸福論一情念と幸せ―

米 山  優  (ょねやままきる)名古屋大学大学院教授

1952年東京生 まれ。東京大学大学院人文科学研究科修了。

イタリア・シエナ大学招待研究員を経て、現職。博士 (学術)。

専Plは、美学・哲学・情報学。アランを愛 し、ライプニッツや

西田幾多郎を研究する哲学者。著書に『モナ ドロジーの美学』、

『情報学の基礎』、『自分で考える本』、『情報学の展開一情報文

化研究への視座』、訳書にライプニッツ『人間知性新論』、共訳

書に『ライプニッツ著作集 (第 8・ 9巻 )』 、監訳書ピエール・

レヴィ『ヴァーチャルとは何か』等。


