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　2011 年 3 月 11日の東日本大震災発 生から
300 日を経過しようとしていますが、現地の復旧
はまだまだの状態です。復旧・復興支援の方法は
さまざまあるでしょうが、小社では、「まず、東北
に行こう」を提唱したいと思います。ボランティア
はもちろん、「観光」で行くことも大きな被災地支
援になります。一般市民としてできる経済的な支
援は、「観光客」として現地に少しでもお金を落と
すことだからです。
　もちろん、「被災した建物の前でピースポーズで
写真を撮っている」無神経な旅行者が批判されて
いますが、現地に出向き、被害の実際を見ること
や現地の方々の話を聞くことは、今後の防災のあ
り方を考える上でも大切なことです。また、震災
直後に多くの人がそうであったように、社会のあり
ようや生き方などについて、改めて考える機会を与
えてくれます。
　損壊建物や瓦礫の処理、道路や交通機関、宿泊・
観光施設の復旧は、エリアによってさまざまです。
震災や原発事故の被害はまったくなかったのに、
風評で観光客が激減しているところもあります。
　東北向けの旅行企画を提供している旅行会社も
ありますので、家族やグループ旅行、一人旅……
さまざまな旅の企画に、ぜひ東北エリアを選んで
ください。

東日本大震災の津波で骨組みだけとなった南三陸町の防災対策庁舎。近
く取り壊される予定。「（保存は）つらい記憶が蘇る」という地元の方の
意見もありました。（2011 年 12 月 8 日撮影）

東日本大震災の津波に耐えた岩手県陸前高田市の「奇跡の一本
松」。復興のシンボルとして保存活動が進められていたが、再
生不可能として断念されました。（2011年12月8日撮影）

震災から 4 か月以上が経過した気仙沼市の様子。（2011 年 8 月 1 日撮影）

「石巻焼きそば」など、ご当地
グルメの店も、徐々に復活し
ています。
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骨肉の争いから生じた
「史実」のウソを暴く
　茨城県大洗町にある願入寺は、浄土真宗の開祖・親鸞
の孫である如信が鎌倉時代に開いた寺。もともとは福島県
にあったが、徳川光圀が水戸藩主だった時代、現在の地
に移されたという。その第27世管長が、親鸞に関する通説
を覆す画期的な本を出版した。
　晩年の親鸞が自分の名代として関東に遣わした息子・
善鸞を勘当したという、いわゆる「義絶事件」。真宗史の
中では歴史的事実とされてきたことだが、著者は、「親鸞
聖人の教えからして義絶はあり得ないのではないか」とい
う疑問を抱く。そして、さまざまな文献にあたって考察を深
め、「義絶事件とは、教団が確立される過程における法弟
脈と血脈、血脈同士の骨肉の争いから必然的に生じてき
たもの」であり、実際には存在しなかったと結論づける。
　30年余に及ぶ研究から生まれた本書は、仏教に興味の
ない人にとってもスリリングだ。

善鸞義絶状は偽作だった
親鸞聖人はわが子善鸞を勘当せず

大網義明（釈如鸞）／著
諏訪書房

（ノラ・コミュニケーションズ）
定価 2,940 円（税込）
四六判 142 ページ

【著者紹介】大網義明（おおあみ・よしあき）
第27世・釈 如鸞（しゃくにょらん）。1938年、新潟県生まれ。
55年、真宗大谷派本山にて得度。60年に中央大学経済学部
を卒業。関東光学工業、千葉プロパンガス、東亜開発に勤務
したのち、茨城県東茨城郡大洗町にある願入寺の第24・25・
26世管長の招請により、69年、法脈血脈相続のため晋山。
72年、大本山願入寺第27世管長ならびに住職となる。

日本で一番嫌われている政治家を
支持するのはどうしてなのか
　本書の編者である「小沢一郎を支援する会」のメンバー
たちは、「日本で一番嫌われている政治家を支持するとは
どういうことなのだ」と、よく詰問されるという。「小沢か
ら金でももらっているのだろう」と言われることさえあると
か。しかし、会の活動は、小沢氏の政治団体とも後援会と
も一切関係ない。
　自民党から民主党へと政権が代わる直前に始まった｢小
沢攻撃｣。検察やマスメディアによる執拗な攻撃の怪しさに
気づいた一般市民が、「これを見過ごすことは、日本の真の
民主主義を阻害することにつながる」という危機感から、
立場も主義も超えて集うようになった。そんな会設立の経
緯と、各界の識者を招いて行っているシンポジウムや会報、
ホームページの記事などをまとめたのが、本書である。
　手に取れば、物事を多角的に見、自分の頭で考える力を
養う一助となるはず。

私たちはなぜ小沢一郎を
支援するのか
日本に真の民主主義を
確立するために

小沢一郎を支援する会／編
諏訪書房（ノラ・コミュニケーションズ）
定価 1,050 円（税込）
新書判 228 ページ

【編者紹介】
「小沢一郎議員を支援する会」は、2010年に伊東章弁護士
らの呼びかけで発足した。伊東氏と小沢氏は高校時代の同
窓生だが、個人的なつき合いはないという。会のメンバーや
賛同者も、「政治家としての小沢一郎とは距離をおく」人々
がメインで、その職業、年齢、思想信条はさまざま。これまで
政治に関心のなかった主婦や学生、会社員も多い。
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危機管理において本来、
想定外はあってはならない
　東日本大震災の直後、｢想定外｣という言葉がしきりに飛
び交った。しかし、危機管理において本来、想定外はあっ
てはならない——そんな理念のもと、ＬＰガス販売事業者
にとっての｢危機｣を徹底分析。地震、津波、停電、ＣＯ中
毒事故、クレームやインターネット上の悪意の書き込み、ラ
イバル業者による不法切り替え、新型インフルエンザの流
行などなど、ありとあらゆる危機を想定し、その対策をわか
りやすく紹介していく。
　災害や事故、各種トラブルを未然に防ぐために、何を
すべきか。万一のときに被害を最小限にとどめ、ピンチを
チャンスに変えていくにはどうしたらいいか。さらには、
パワハラ･セクハラといった労務管理上の危機管理まで網
羅。お客様への謝罪文や周知文、各種災害時における事
業継続計画のモデルなど、すぐに参考になる具体例も多数
掲載している。

 2月 3日
 3月 1日

 3月 3日　
（3月11日 東日本大震災）
 4月26日
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 6月10日

 6月30日

 7月 4日

 7月15日

 8月26日
 9月26日
10月18日

10月18日
11月17日

12月25日

「リフォーム研究会」主催（東京・五反田）
「空室対策から新ビジネス創出へ」（NORACOMI 
BOOKLETS 24）発行・発売

「相続と事業承継セミナー」主催（仙台）

「グッドドッグ・ステイ〜愛犬ボーが教えてくれたこ
と〜」（集英社）発売

「右手康登がコーチするあなたも今日から大家さん
〜ビギナー向けアパート経営術〜」（諏訪書房新書）
発行・発売

「私たちはなぜ小沢一郎を支援するのか〜日本に
真の民主主義を確立するために〜」（諏訪書房）発
行・発売

「Kikuchi ちゅん吉の震災絵日記」「震災被災地支
援セット」発行・発売

「LP ガス販 売事業 者の危 機 管 理 入門〜地 震
災害からクレーム 対 策まで〜」（NORACOMI 
BOOKLETS 25）発行・発売

「愛犬との暮らしをもっと豊かに楽しくするために
〜安心・安全・快適な住まい『愛犬家住宅』〜」（諏
訪書房新書）発行・発売

「春秋余情〜私のほどほど人生〜」（諏訪書房）発行・
発売

「アハメドくんの いのちのリレー」（集英社）発売
「星のカルテ」（集英社）発売
（一社）兵庫県エルピーガス協会 CM 制作納品（関
西エリアで放映）
第 9 回三愛ガス会オープンセミナー設営

「事実婚〜新しい愛の形〜」（集英社新書）発売さ
れる

「善鸞義絶状は偽作だった〜親鸞聖人はわが子善
鸞を勘当せず〜」（大本山願入寺）発売

NORACOMI・諏訪書房
2011出版・イベント実績ＬＰガス販売事業者の

危機管理入門
地震災害から
クレーム対策まで　

ノラ・コミュニケーションズ
（タスクフォース21事務局）／編

ノラ・コミュニケーションズ
定価 3,000 円（税込）
Ａ４判 100 ページ

【編者紹介】
「タスクフォース21」は、ガス体エネルギー業者の情報交換
の場として1996年に発足。業態や取引系列、地域や競合状
況を問わず、会の理念に賛同した事業者を参加メンバーとす
る「入退会原則自由」のフォーラムである。本書は、そこで交
わされた議論と、これまで事務局（株式会社ノラ・コミュニ
ケーションズ）がまとめた資料等を編集したもの。

右手  康登　著
新書判　160 ページ　
定　価　1,050 円（税込）
I S B N　978-4-903948-40-9 C0234

諏訪書房新書
愛犬との暮らしを
もっと豊かに楽しくするために
安心・安全・快適な住まい「愛犬家住宅」

中嶋  宏一　著
新書判　220 ページ　
定　価　1,050 円（税込）
I S B N　978-4-903948-43-0 C0234

諏訪書房新書

右手康登がコーチする
あなたも今日から大家さん
—ビギナー向けアパート経営術―

研修用一括購入割引は、専用申込書またはホームページでご確認ください。

東北エリアの観光のお問い合わせは小社または下記の専門会社へ

有限会社 みちのくセンター　〒 709−0622 岡山市東区城東台東 1−9−21
TEL（086）279-3964　FAX（086）279-7734　MAIL mitinoku@ninus.ocn.ne.jp
　みちのくセンター（本社・岡山市、神崎尚司社長）は、東北エリアの旅館・ホ
テルを専門にご紹介する会社です（予約も代行します）。また、東北旅行のプラ
ンニングのお手伝いもいたします。観光バス、観光貸切タクシーもご用命くださ
い。（航空券や鉄道切符・指定席の予約・購入は、航空会社・鉄道会社・旅行業者（代
理店）に依頼してください）



CFC No.30

4

“神の一滴”とたたえられる
オリーブオイルとの出会いから、
第二の人生が始まった

●NORACOMI 編集部門の仕事●

エミール・シェラザード（神野さち）／著
集英社　定価 各800円（税込） 文庫判 128ページ

あなたは何座？
西洋占星術で自己分析をしてみよう

　紀元前2000年紀にバビロニアで生まれ、その後ギリシ
ャで発達したと言われている西洋占星術。人生は生き方次
第で変わるものだが、生まれた時間の太陽や惑星の位置も
その人の性格や運勢に大きな影響を及ぼすという。
　輝く舞台と正義を求めて迷いなく突き進む牡羊座、愛に
も自分の目標にも一途な思いを貫く蠍座、センサーが敏感
で、喜びも悲しみも深く感じる魚座……。自分の星座につ
いて知れば、迷ったときに何を選択すべきかがクリアにな
り、知らなかった自分に気づくことができる。
　本書は「やじうまテレビ！」（テレビ朝日系）の占いコ
ーナーも担当している売れっ子占い師エミール・シェラザ
ードによる西洋占星術の最新刊。１星座１冊のため、各星
座の基本性格やシチュエーション別の行動パターンにつ
いてたっぷりと知ることができる。2012年から2016年ま
での恋愛運、仕事運、健康運などのジャンル別運勢早見表
や、12星座別の相性表も掲載。

星のカルテ

諏訪書房はノラ・コミュニケーションズ
の出版物のブランドです。
NORACOMI では、大手出版社や諏訪書房での企画出版、
出版社と著者がリスクを負担し合う協同出版、さらに
自費出版など、さまざまな形態での企画・編集から出版・
販売管理までをお手伝いしています。

◎出版をお考えの方はご相談ください。
（企画出版、協同出版、自費出版）

鎌田實／著  安藤俊彦／画
ピーター・バラカン／英訳   
集英社　定価 1,500円（税込）
四六判 132ページ

憎しみの連鎖を断ち切る
「やさしさのリレー」

　イスラエル兵に12歳の息子を殺されたパレスチナ人の
父親が、苦悩の果てに下した決断。それは、息子の臓器
を敵国の病気の子供たちを救うために提供することだっ
た……。新聞で読んだ小さな記事に衝撃を受けた著者は、
少年の父と、心臓を移植された少女に会いに行く。60年
以上にわたって諍いが続く、憎しみの大地へ。
　諏訪中央病院名誉院長で、『がんばらない』など心にし
みるエッセイ集で知られる鎌田氏が、5年来の夢を実らせ
上梓したノンフィクション絵本。憎しみの連鎖を断ち切
る「やさしさのリレー」に、心洗われるよう。

アハメドくんの
いのちのリレー

東京都新宿区高田馬場２-14-6

ページ


