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今回は、こむずかしい政治の話はナ
シ。ちょっと息抜きしてコロナ疲

れを癒しましょう。

⼼の重⼼を下げる
「頭を下げる」ことで、「⼼の重⼼が

下がる」という効果があります。「⼼の
重⼼」が頭に⾏ってしまっていると、脳は
常に「この先に何をしなければならない
か」を考えます。つまり「気になるこ
と」を繰り返しチェックするので、意識
が先へつんのめってしまい、現在やって
いることに集中できません。勤務につい
ている⼈は勿論、年⾦⽣活者でもご隠居
さんでも現代⼈は、「これをやったら次
はこれをやる」と脳に刷り込まれてしま
っているため、「⾃分の体を感じる」の
を忘れてしまいがちなのです。したがって
⼟⽇にも、また退職してからも、「ゆっ
たりと今を楽しむ」休⽇モードに⼊れな
い⼈が多いようです。

ですが意識的に休憩時間を取り、散歩
したり、ちょっとスポーツやダンスの真
似事をしてみたり、⽝や猫や⼦供と遊ん
だり、寝っ転がって雲を眺めたりするの
をきっかけに、「現在を楽しむ」ことを
思い出せる⼈もいます。まさに、「ヨー
ガ」の⾔葉の語源はサンスクリット語で
「 つ な ぎ ⽌ め る 」 と い う 意 味 で あ
り、「意識を現在につなぎ⽌める」こと
を⽬指します。中国で発展した気功や、
世界各地で様々な形で実践されてきた瞑
想の⽬的の⼀つがここにありますね。

武道やスポ
ーツ、歌、ダ
ンス、演技な
どのように⾝
体表現に関わ
る⼈たちや、
医療、⼼理療
法関係者の中には、⽇常を通じて「⼼の
重⼼が体におりた」すなわち「⾃分を感
じ、現在に集中する」状態を重視する⼈
が多くいます。幼い⼦供たちはこの状態
に居るのではないだろうか？そしてこの
ような状態でこそ、⾃分の中の「⾃然良
能」（⼈間に⾃然に備わる、⾃分を治癒
し健康を保つ本能）が働き始めるのでは
ないでしょうか。「⼦供のようにならな
ければ決して天の国に⼊ることはできな
い」というのはキリストの⾔葉ですが、
なるほどと思います。

お辞儀の効⽤
ところで、「頭を下げる」といえばお

辞儀ですよね。軽い会釈から深々とした
お辞儀に⾄るまで⾊々ありますが、確か
に気持ちを⼊れて深々とお辞儀するほ
ど、⼼の重⼼が下におりてくる効果があ
りそうです。ですがこの効⽤を感じなが
らお辞儀している⼈はそれほど多いとは
思えません。お辞儀が⽇常の挨拶である
⽇本でも、マナーとしてのみやっている
のがほとんどですね。

敬虔なイスラム教徒は⼀⽇に5回、⽇常
⽣活をストップして、メッカにあるカア

バ 神 殿 の ⽅ ⾓ に 向 か って 「 サ ラ ー
ト」（礼拝）をします。祈りを⼝ずさみ
ながら両⼿を膝に当ててお辞儀をし（ロ
クー）、頭を地につけてお辞儀をし（サ
ジダ）、正座のように座って⼼を澄ます
（カーダ）。この動作を繰り返すので
す。

チベット仏教における「五体投地」で
は、両⼿、両膝、額を地⾯に投げ伏して
礼拝します。⽇本でも戦前までは神棚や
仏壇に向かって、⼜は⾼い位置にある⼈
に向かって「平伏」（両⼿をつき、頭が
地⾯や畳につくほどに下げて礼をするこ
と）する習慣がありました。

上下関係を重視する侍の世界では、平
伏をはじめとする礼や挨拶の仕⽅が作法
として細かく決められていました。これ
が武道の世界に継承され、今も道場で稽
古 の 初 め と 終 わ り に 整 列 して 着 座
し、「正⾯に礼」「先⽣に礼」「お互い
に礼」が励⾏されています。オリンピッ
クの柔道の試合で勝った選⼿が喜んで⾶
び回ったりしないで、ちゃんと負けた⽅
の相⼿にお辞儀する（これは⽴ったまま
の⽴礼）というのが話題になったりしま
した。頭を下げることで舞い上がった気
持ちや悔しさを沈めて「我に帰る」考慮
が、⾒て取れます。

⽴ち上がりダンス
⽇本の国技の相撲では制限時間内で

「仕切り」の動作を繰り返します。両者
が向き合って「蹲踞」（そんきょ=膝を折
り、腰を落とした座法）の姿勢をとった
あと、⼀旦⽴ち上がってから腰を落と
し、⼿を前につき、その⼿に重⼼をかけ

て腹に⼒を⼊れて睨み合います。すると
また⼟俵隅に帰って、⽔を⼝に含んだり
思い思いの⼩さな動きをしながら気持ち
を整え、再び⼟俵中央に戻って相⼿と
「仕切り」を繰り返すのです。ちなみ
に、「蹲踞」の「蹲う」（つくばう）と
いう漢字には「平伏」の意味がありま
す。

相撲は、豊作を祈願し感謝する儀式
と、神代の伝説が絡まって古代にできた
ものです。奈良時代には定まっていたとい
うその形式は、実に⻑い歴史を通じて磨
き上げられてきたものであるため、⼀連
の所作に⾝体訓練のためのエッセンスが
詰まっているものと思われます。

さて、「下腹」（したばら）、あるい
は「臍下丹⽥」（せいかたんでん）まで
⼼の重⼼が下がっていくと、気になるこ
とを繰り返し考える傾向が⽌まります。
⼀⽇にせいぜい⼀度か⼆度考えたところ
で先へと保留し、今は「今やっているこ
と」に⼼が集中するのを、私⾃⾝も実感
します。⼼が「今、ここ」に集中して初
めて、「今やっていること」を楽しめる
ものです。不思議なことに、「つまらな
い」と思っていたことでも⼼が現在に集
中すれば、楽しいとさえ感じられたりし
ます。

ここで、⼼の重⼼を下腹におろすため
に⽇頃私が意識してやっていることを、
チャオ読者の皆さんに紹介しましょ
う。「しゃがんだ姿勢や座った姿勢から
⽴ち上がる際には決して機械的に⽴ち上
がらない」ようにし、「⽴ち上がりダン
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ス」というものを挟み込むようにしてい
るのです。
【⽴ち上がりダンス】
（1）まずは肛⾨を締め上げて腹を引き、
腰を上げつつ、頭を深く下げる。（2）下
腹で呼吸しつつ、膝を緩めて上下に揺す
り な が ら 徐 々 に 上 半 ⾝ を 上 げ て ⾏
き、（3）最後に頭を上げ、顔を上げたと
ころで、（4）さらに上下・左右に全⾝を
揺すったり、腰を回したりし、（5）その
勢いとリズムに乗ってスイングしながら
移動し始める。

というものです。仕事中や急ぎの⽤事の
最中でも、ちょっとだけでも「⽴ち上が
りダンス」を⼊れるようにする。時間が
ある時にはお相撲さんが何度も仕切り直
しをするように、⽴ち上がりの仕切り直
しをしきりにやるわけです。腰を解きほ
ぐす運動が習慣として⾝につくことをも
狙っています。

何しろヨーロッパ⼈と⽐べて東南アジ
アの⼈種は腰の周りの筋⾁が弱いようで
す。それが東南アジアなら暑さが筋⾁を
解く効果があるかもしれませんが、⽇本
の秋冬は腰をこわばらせ、坐⾻神経痛を
もたらすことにもなります。⽇本のお年
寄りほどに腰が曲がっている例はヨーロ
ッパではほとんど⾒られませんね。DNA
のレベルで腰がかたまり易い、腰が曲が
り易いと諦めて、われわれ⽇本⼈は腰周り
を運動させる⼯夫を⼈⼀倍やった⽅が良
いと思われます。

お辞儀できるチャンスは逃さない！
おっと、話が逸れました。お辞儀は挨

拶と結びついており、挨拶は相⼿への礼
拝や祈りと結びつきます。挨拶、礼拝、
祈りは相⼿を通じて「⼈間の魂の根
源」「世界の根本」に対して呼びかけ、
感謝や礼を⽰すものであることを忘れる
わけにはいきません。⼈に挨拶して⼼が
清められるように感じたり、モヤモヤし

ていた気持ちがフトまとまったりするこ
とがあるのも、「相⼿を通じて何か⾼い
次元に触れたから」などと説明する⼈も
いますね。

お辞儀をすると⼼の重⼼が下がり、下
腹が緩んで腰から背中の筋⾁がほぐれ、
更には、草が⾵になびくような柔らかさ
と謙虚さが呼び覚まされたりします。そ
こで私は、「お辞儀できるチャンスは逃
さない！」という感じで暮らしていま
す。前に⽴つ樹⽊に魂を感じてお辞儀

し、路傍の花が微笑んでくれるのに向か
ってお辞儀し、⼣焼けの荘厳さに神々し
いものを感じてお辞儀し、横断歩道で⽌
まってくれた⾞に対してお辞儀し、スーパ
ーのレジ係が領収書をくれたらお辞儀
し、危険な任務に就くお巡りさんに対し
てお辞儀し、失くしたものが出て来たら
お辞儀し、⾃分の住居に⼊る時や出て⾏
く時にお辞儀する…。

深々とお辞儀すると、気持ちが落ち着
きます。そして、井⼾から⽔を汲み上げた
かのように、新鮮で爽やかなエネルギー
を感じたりすることもあるのです。

Hal Yamanouchi

Hal Yamanouchi
ローマ在住の俳優、声
優、振付師。数々のイ
タリアオペラを振り付
け、俳優として多くの
伊、⽶映画に出演。声
優としては渡辺謙のイ
タリア語版吹き替えで特に有名。『ラストサ
ムライ』『インセプション』は必⾒！

2020年10⽉
●17⽇、イタリアの⼀⽇の感染者数1万
⼈を超える。パリ近郊の中学校で、マ
ホメットの⾵刺絵を⽤いて⾔論の⾃由
を説いた教師がイスラム過激派の男に
殺害される。⾸を切断されてい
た。●18⽇、バチカンと中国が暫定合
意を2年延⻑。ローマで⼦供の遊び場に
住みついていたイノシシの家族（⺟親
とウリ坊6匹）を警官が射殺。住⺠と動
物愛護団体が抗議。●19⽇、緊急⾸相
令。バール、レストラン、ゲームセン
ター開店時間制限、地元の祭り禁⽌、
在宅ワーク奨励。●20⽇、ロンバルデ
ィア州で夜11時から朝5時まで外出禁⽌
令。●22⽇、教皇が従来の⽅針を翻
し、同性カップルを受け⼊れる考えを
表明。●24⽇、ナポリで、コロナ対策
の夜間外出禁⽌令に抗議するデモ隊数
百⼈が激化。●26⽇、3⽉のロックダウ
ンから半年後（9⽉14⽇）に再開した
ばかりの⾼校が⼜もや在宅授業に。レ
ストラン、バール18時閉店。ジム、プ

イタリアのニュースかけあし

ール、劇場、映画館閉鎖。●27⽇、閉鎖
令に芸能界、飲⾷業界が抗議。ミラノやト
リノの中⼼街では⽕炎瓶や爆⽵で抗議激
化。⼀⽇の感染者2万2000⼈、死者221⼈
で5⽉以来最⾼。●28⽇、レッチェの⾼校
で教鞭をとるダニエレ・マンニ先⽣がイタ
リア⼈初の「Grobal Teacher Award」受
賞。⼤⼿パスタ会社バリッラがドイツ向け
輸送法をトラックから鉄道に変えて排気ガ
ス70%軽減。●29⽇、⼀⽇の感染者2万
5000⼈。●30⽇、ミラノ⼀⽇の感染者
3211⼈で最⾼値。

11⽉
●3⽇、ウィーン中⼼街のシナゴーグでイ
スラム過激派の男が銃を発砲し1⼈死
亡、15⼈負傷。●4⽇、ウィーン多発テロ
（市内6カ所）の死者4名に。ミラノ市内
の銀⾏で強盗事件。犯⼈7⼈は銀⾏の⾦庫
開封時を狙いマンホールから侵⼊・逃
亡。●6⽇、⾸相令。ロンバルディアとピ
エモンテはレッドゾーンでロックダウン。
⼀⽇の感染者3万4000⼈、死者445⼈。レ
ッドゾーンでは中学校以上在宅授業
に。●7⽇、国内最⼤のコロナ犠牲者を出

したベルガモで、ロックダウンに反対する
商業関係者数百⼈が市⻑の⾃宅付近で抗
議。●8⽇、⼀⽇の感染者4万。●10⽇、
⽶国ファイザー社が開発中のワクチンは予
防率90%と発表。●12⽇、イタリアの感染
者総数が100万⼈に。⼀⽇の死者は623⼈
で欧州最⾼。ジェノバのモランディ⾼架橋
崩落事故を始めとする調査で、⾼速道路の
ずさん⼯事が表⾯化したアウトストラーデ
社のカステッルッチ前代表取締役が逮
捕。●15⽇、テニスのソフィアオープン
で、イタリア⼈ヤニック・シナー選⼿
（19）が最年少チャンピオンに。●16
⽇、ミラノ国⽴癌センターが、コロナが
2019年夏から既にイタリア国内に出回っ
ていた事実を確認。●18⽇、⼀⽇の死者
700⼈超。●22⽇、ポンペイ遺跡で、当時
避難中に死亡した男性2名を新たに発
⾒。●24⽇、コリエーレ紙によると、イ
タリアのコロナによる死亡者総計が5万⼈
を超える。うちロンバルディア州が
40％、平均年齢80歳。●25⽇、ラッツィ
ンガー前教皇の元執事であり、2012年の
「Vatileaks」（=バチカンの秘密⽂書をメ
ディアに流出させた）の主犯パオロ・ガブ

リエレが死去。●26⽇、マラドーナ死
去。コリエーレ紙がトップから11ページ
を同⽒に捧げた。●29⽇、ロンバルディ
ア州とピエモンテ州がレッドからオレンジ
ゾーンに「降格」し、飲⾷店を除く店舗開
店。サルデーニャ中部の豪⾬で家屋浸⽔、
⼟砂崩れ。

12⽉
●3⽇、ジスカール・デスタン元仏⼤統領
（1974〜81）がコロナのため死去（94
歳）。英国で7⽇から世界に先駆けコロナ
ワクチン接種開始。トリノで⾏われたチャ
ンピオンズリーグ、ユベントス対ディナモ
・キエフで初の⼥性審判。●4⽇、⼀⽇の
死者993名。クリスマスから新年にかけて
の⾏動を規制する新⾸相令。●5⽇、ミラ
ノのクリスマス市「O BEI」、スカラ座の
こけら落とし公演など恒例の催しが本年度
はキャンセル。スカラ初演は録画放映の
み。●7⽇、連⽇の⼤⾬でモデナ県のパナ
ロ川が決壊。ナポリで遺伝性筋萎縮性側索
硬化症のため余命1年を宣告された⽣後6
か⽉の⼥児に、世界で最も⾼額な治療薬
（1900万ユーロ）が投与される。●9⽇、

世界に先駆けてコロナのワクチン接種を開
始した英国で90歳の⼥性が第1号に。2番
⽬はウィリアム・シェイクスピア⽒（81
歳）。●10⽇、ミラノ⼤学の調べで、イタ
リア⼈コロナ患者第1号は2⽉20⽇コドー
ニョ市で発症した男性ではなく、2019年
11⽉には4歳男児がミラノで発症していた
ことがわかる。●11⽇、メルケル独⾸相
が最後まで反対だったポーランドとハンガ
リーの同意を得て、懸案のリカバリーファ
ンド⽀給決定。イタリアにEUから2090億
ユーロがわたることに。●13⽇、ロンバ
ルディア、ピエモンテ、バジリカータ、カ
ラブリアの4州がイエローゾーンに。州内
外移動可能、店舗全種開店。バール、レス
トランは18時まで飲⾷可。初⽇の本⽇、
買い物客が中⼼街に殺到。●14⽇、コロ
ナ予防接種実施計画具体化、イタリア全国
300カ所に設置されるテントで1⽉半ばか
ら接種開始。ドイツでは12⽉16⽇〜1⽉
10⽇に全国レベルのロックダウン決定。
リカバリーファンドの件で不満があるレン
ツィ前⾸相を党⾸とするItalia Vivaが、与党
離党の可能性を表明。倒閣の恐れあり。

NatsumiKan

政界アラカルトお正⽉スペシャル

（ｐ.３よりつづく）

bicé Bicchieri ecosostenibili

made in Italy

www.bicebio.combicebio

デジタル技術による⻭科治療
これまでの⻭科治療の⻭型取りでは、

粘⼟のような材料を盛った⾦属を患者さ
んの⼝の中に⼊れて⻭に押し付け、数分
待つ必要がありました。この器具は、ま
るで窒息するかのような不安感を患者さ
んに与えてしまったり、固まった⻭型を
取り出すときに困難を伴ったりします。

ですが今⽇、デジタル技術による⼝腔
内スキャナが⾏われるようになってきま
した。わずかな時間で⼝の中をスキャン
できるペン型カメラを使い、3Dデジタル
データで精密な⻭型をとることができま
す。⻭と⻭茎の形状も⾊も正確に⾒せて
くれます。いま⻭に起こっている問題を
説明したり⻭の矯正を提案したりすると
きに、画像データをPCモニターで映し出
して患者さんにお⾒せすることもできる
のです。

⻭科技⼯⼠さんにはインターネットを
介して3Dデジタルデータが直接送信され
ます（以前は⻭型は⻭科技⼯⼠に⼿渡し
されていました）。⼝腔内スキャナーの
使⽤により、より精度の⾼い補綴物（ほ
てつぶつ＝⻭の詰め物や被せ物、⼊れ⻭
など）が出来上がるようになりました。
つまり、これは、補綴物作成途上で材料
やエネルギーや時間の節約ができるエコ
な⽅法とも⾔えます。

ブレラ⻭科では既に、この⾰新的な技
術を取り⼊れ、治療に⽣かしておりま
す。より⾼度でより精密、そしてより快
適な治療を施すことができ、患者さんに
喜んでいただいています。
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オペラ『蝶々夫人』はご存知のように日本女性の物語。
それも今や希少価値とされる大和撫子のお話。だからイ
タリア製のオペラで表現し切るなんて所詮無理。なんて
おっしゃる方、ご注目ください。正真正銘 大和撫子の蝶
々さんがいるんです。

Ciao 森⽥さんの『蝶々夫⼈』を拝⾒して、主⼈公の、⽇本⼥性
ならではの細やかな⼼の動きを初めて⾒た気がしました。それま
で観てきた蝶々さんでは気づかなかったことに、初めて気づくこ
とができたんです。森⽥さんの蝶々さんは私の⼼の琴線に触れて
しまった。そしてそれが痛快でした。
森⽥ ありがとうございます。⽇本⼈の⽅から褒めてもらえると
特に嬉しいんです。実は、私が『蝶々夫⼈』のオーディションを
受けているときに、私の演技を⾒て審査員が泣き出したことがあ
るんです。
Ciao はい、納得します。森⽥さんの蝶々さんを劇場で観せて頂
いたこともありますが、⼩さいサロンで間近から観たときには、
蝶々さんの⼼の動き⼀つ⼀つがまるで⾃分のことのように感じら
れたんです。古い⾔い⽅ですがドサ廻りで世界じゅうの⼈たちに
観せて歩いてほしい。⽇本の⼈たちにも森⽥さんの蝶々さんを観
せてあげてほしいです。
森⽥ 『蝶々夫⼈』に関しては、数年前から⼩さい劇場での公演

にも⼒を⼊
れています。
⼤きい劇場
ももちろん
素晴らしい
ですが、⼩
さい劇場ではまた違った感動があります。お客さんの表情が⾒え
るので直接語りかけている感じがするし、⼀体感が⽣まれて⼩さ
な空間が特別なエネルギーで包まれるのを感じます。 経費の⾯で
も企画しやすくなるし、こういう感じでイタリアだけでなく⽇本
国内も廻れるといいねって⾔い合っているんですよ。

前世は蝶々さんだったかも！
森⽥ 『蝶々夫⼈』って原作がアメリカ⼈で、イタリア⼈が台本
を書いて作曲して、⾳楽はヨーロッパ⾵の壮⼤なもの。そしてそ
こに⽇本的な⾳楽も⼊っていて、実に多⾓的なんです。なので多
⾓的な⾒⽅をした役作りが必要だと思っています。確かに私は⽇
本⼈ですので、この役を演じる時は、少し「⽇本を背負って」舞
台に⽴つような責任を感じるのは事実ですが、「できるだけ忠実
に⽇本⼈⼥性を表現しよう」ではなく、「プッチーニが理想とし
た⽇本⼈⼥性を表現しよう」と考えるんです。そうすると⾃然に

視野が広がり、この壮⼤なオペラに⼊っていけるのです。
Ciao では森⽥さんはこの作品の歌詞についてどう思われますか？
森⽥ ああ、それはもう、素晴らしいです！『蝶々夫⼈』の⾳楽
はもちろんですが、歌詞も本当に素晴らしい。プッチーニは⽇本
に⾏ったことがないのに、どうしてここまで⽇本⼥性のことがわ
かるの？って思います。⽇本の侘び寂びを理解しているようにも
思えるんです。⽇本⼈の優しさと、中に秘めた強い⼼が的確に表
現されています。ひとこと⼀⾔に、フレーズごとに、「こんな⾔
葉を使ってくれて、こんな素敵な⼥性に書いてくれて、⽇本⼈と
してありがとう」って思います。このような役を演じさせてもら
えて私は本当に幸せです。

数あるオペラの中でも『蝶々夫⼈』は私には特別なんです。前
世が蝶々さんだったんじゃないかって思うぐらい…。私、蝶々さ
んにちょっと⼊れ込み過ぎかもしれませんね（笑）。
Ciao あはは。コロナが明けたら是⾮とも⽇本で演ってくださいね。
森⽥ はい、これからは⽇本での活動にも⼒を⼊れていきたいと
思っています。

ピンカートンは許せない？
Ciao 2016年にスカラ座で蝶々さんを演じたソプラノ歌⼿が、
「世界の⼥性に捧ぐ」と⾔ったのを覚えています。実際、私はこ
のオペラを観ているうちにムカムカしてくるんです。ピンカート
ンが許せなくて…。
森⽥ ピンカートンって、どんなにそのテノールが素晴らしくて
も観客から憎まれて、最後にブーイングが出ることもあるくらい

なんです。
Ciao えっ、そうなんですか？それはなんとも気の毒な…。でもそ
れだけリアルなんですね。台本がよくできているということですよ
ね。⼥性に対して何か良からぬことを考えている輩（やから）が
いたら、『蝶々夫⼈』を観なさいって⾔ってやりたいです（笑）。

L’attività del soprano in Italia

Morita Hiroko: in una vita precedentepotrei
essere stata Cio-Cio san!

Come ben sapete, lopera Madama Butterfly
racconta la storia di una giovane ragazza giapponese,
che possiamo definire una vera e propria yamato
nadeshiko (lapersonificazionedelladonnagiapponese
ideale n.d.e.), oramai rara da trovare. Proprio per
questo motivo, lidea di dare a una storia, così
intrinsecamente giapponese, una rappresentazione
italiana sotto forma di opera lirica sembrerebbe a dir
poco irrealistica... fatta questa anticipazione,
preparatevi! Abbiamo qui con noi lautentica Cio-Cio
san!

Ciao: assistendo alla sua interpretazione in Madama Butterfly, ho
potuto ammirare per la prima volta quel delicato vorticare di emozioni.
Tra tutte le Cio-Cio san che ho visto finora, non ero mai riuscita a
percepirne lemotività e a sentirmi così coinvolta come mi è successo
guardando la sua performance. Sono rimasta profondamente colpita!
Morita: grazie mille. Mi fa davvero piacere poter ricevere così tanti
complimenti e sapere che il mio lavoro viene apprezzato anche da
unottica giapponese. Sa, quando ho partecipato allaudizione per
Madama Butterfly, un esaminatore, vedendo la mia performance, si è
messo a piangere.
Ciao: non cè da stupirsene! Vedendo la sua Cio-Cio san dal vivo a
teatro,mi sono sentita talmente coinvolta nella storia, che ho finito per

provare le stesse emozioni della protagonista. Sarebbemeraviglioso se
potesse portare la sua Cio-Cio san in un tour mondiale, passando
anche per il Giappone.
Morita: da qualche anno a questa parte sto cercando di portare
Madama Butterfly anche in teatri più piccoli. Certo, i teatri grandi sono
magnifici, ma in un ambiente raccolto cè molta più intimità: quando
recito riesco a vedere le espressioni degli spettatori e ho sempre la
sensazione di riuscire a trasmettere in maniera più diretta le mie
emozioni. È come se nellaria ci fosse unenergia diversa e mi sentissi
ancora più in sintonia con il pubblico. Anche dal punto di vista
economico, organizzare gli spettacoli in teatri più piccoli è sicuramente
più semplice. È proprio con questidea inmente che ci diciamo sempre
quanto sarebbe bello riuscire a portare la nostra Madama Butterfly in
tour, non solo in Italia,ma anche in Giappone.

In unaltra vita avrei potuto essere Cio Cio san!
Morita: la storia di Madama Butterfly, in realtà, ha origini americane,
mentre il libretto è italiano e le musiche sono in pieno stile europeo.
Nello spartito sono state poi anche inserite arie che ricordano
moltissimo lamusica giapponese. Insomma, un vero epropriomix! Per
questo, penso che per interpretare questo ruolo sia fondamentale
tenere presente tutti i suoi differenti punti di vista. In quanto
giapponese, è naturale che sentissi delle responsabilità
nellinterpretare questo ruolo, quasi come se dovessi rappresentare sul
palco il Giappone intero. Non mi impongo però, di indossare
fedelmente i panni della donna giapponese, ma ho deciso di
interpretarla secondo limmaginario di Puccini. Così facendo, riesco ad
allargare i miei orizzonti e a immedesimarmi naturalmente in Cio-Cio
San.

Ciao: che cosa ne pensa, invece, del libretto?
Morita: ah, quello è davvero splendido! Le musiche di Madama
Butterfly sono senzalcun dubbio magnifiche, ma anche il libretto non
è da meno! Nonostante Puccini non sia mai stato in Giappone, mi
chiedo come abbia fatto a comprendere fino a questo punto il ruolo
della donna giapponese. Per non parlare del concetto di wabisabi
(visione del mondo fondata sullaccoglimento della transitorietà delle
cose, talvolta descritta come bellezza imperfetta, non permanente e
incompleta, n.d.t.). È stato anche in grado di rappresentare con
precisione la gentilezza e il forte spirito, seppur celato dentro noi stessi,
dei giapponesi. A ogni frase, ogni parola che leggo, penso a come sia
grata, in quanto giapponese, a Puccini per aver dipinto la donna
giapponese così magnificamente. Sono davvero felice di poter
interpretare questo ruolo.
Tra le tante opere, per Madama Butterfly riserverò sempre un posto
specialenelmiocuore.Avoltemichiedose inunavitapassatanon fossi
stata davvero Cio-Cio san… o forse sono solo un po troppo presa da
MadamaButterfly (ride).
Ciao: ahaha! Una volta che si tornerà alla normalità, spero che
mostrerà la sua Cio-Cio san anche in Giappone!
Morita: sì, ce lametterò tutta per portarcela!

Riuscirà a perdonare Pinkerton?
Ciao: ricordo che nel 2016, il soprano che aveva interpretato Cio-Cio
san alla Scala di Milano, aveva dedicato lo spettacolo a tutte le donne
del mondo. Devo confessarle che, guardando lopera, sono rimasta
davvero disgustata dal tradimento di Pinkerton. Penso sia
imperdonabile…
Morita: eh già, per quanto il tenore sia stato assolutamente sublime,

Pinkerton è un personaggio che finisce sempre per essere odiato.
Capita addirittura che riceva dei fischi dal pubblico alla fine dello
spettacolo.
Ciao: davvero?! Che cosa terribile! Anche se questo significa che
linterpretazione del tenore è stata senza alcun dubbio realistica e
soprattutto che il libretto è ben scritto. Se mai dovessi conoscere delle
persone che ragionano come Pinkerton, suggerirei loro di vedersi
MadamaButterfly. (ride)
Morita: cè da dire che, quando sono sul palco, mi immedesimo
talmente tanto nel personaggio che non riescomai a vedere Pinkerton
come un personaggio odioso…. Anzi, me ne innamoro ogni volta!
(ride)
Ciao: sono davvero senza parole! La sua capacità di
immedesimazione è sorprendente!

Ilmomentaneo stop dellattività artistica
Ciao: per via del Coronavirus, in Italia è stato momentaneamente
imposto uno stop dellattività artistica. Dopo 3 mesi di lockdown, di
cosa si sta occupando adesso?
Morita: quando hanno iniziato a circolare notizie della presenza del
Coronavirus in Italia, ero a Londra a esibirmi. Appena rientrata, sono
stati cancellati tutti gli spettacoli che avevo in programma, anche quelli
cheavrei dovuto tenere a luglio e agosto inGiapponee inCina.Quando
questestate lItalia ha allentato le restrizioni,mi sono improvvisamente
ritrovata sommersa di lavoro: ero più impegnata degli anni scorsi.
Certo, non erano grandi lavori, ma giravo per tutto il Paese. Sono stata
molto fortunata. Peccato che, come era prevedibile, non avendo
cantato per parecchio tempo, mi sono dovuta riabituare ai miei vecchi
ritmi: unimpresa non da poco. A giugno, quando ho ricominciato a

イタリアで活躍するソプラノ歌⼿
森⽥裕⼦さん私の前世は蝶々さんかも！

こんなVitaのインタビュー もりたひろこ
オペラ歌⼿。東京芸術⼤学卒、同⼤学院
修了。林康⼦、アルド・ヴェッレッキア
などに師事。『オルフェオとエウリディー
チェ』で新国⽴劇場デビュー。『椿姫』
でイタリアデビューの後、欧⽶各国の主
要歌劇場にて公演。レパートリーは多岐
にわたるが、特に『蝶々夫⼈』では「完
璧な蝶々さん」と絶賛され、これまで世
界各地で300回以上公演。最近ではウクラ
イナ国⽴歌劇場、ミラノのアルチンボルデ
ィ劇場で⼤成功を博した。藤原歌劇団団
員。www.hirokomorita.com

MoritaHiroko
Cantante lirica. Laureata presso lUniversità Statale di Belle Arti e Musica di Tokyo,
dove ha conseguito un Master di Specializzazione post lauream. Ha inoltre
studiato sotto la guida di Hayashi Yasuko e Aldo Verrecchia per poi debuttare al
Shin Kokuritsu Gekijō (Nuovo Teatro Nazionale di Tokyo) con lo spettacolo Orfeo
edEuridice. Dopo il via della sua carriera in Italia ne LaTraviata,MoritaHiroko si
è esibita nei più importanti teatri dopera in America ed Europa. Il suo repertorio è
incredibilmente vasto e la sua interpretazione di Cio-Cio san in Madama
Butterfly le ha garantito il plauso della critica: ha interpretato questo ruolo in più
di 300 spettacoli in tutto il mondo e di recente ha ottenuto un grandissimo
successo al TeatroNazionale dellOpera diOdessa e al Teatro Arcimboldi diMilano.
È inoltremembro della compagnia FujiwaraOpera.

©Dmitry Skvortsov

©Виктор Собко
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森⽥ でも私は舞台上では蝶々さんになりきっているのでピンカ
ートンが⼤好き。憎たらしいと思ったことなんか⼀度もないんで
す。だからそんな⾒⽅はまさに他⼈事のよう…（笑）。
Ciao それは凄い！凄すぎます。

芸術活動がストップする今
Ciao 今、コロナのせいでイタリアでは芸術活動がストップして
いますね。3⽉のロックダウン以来、森⽥さんの活動は？
森⽥ イタリアにコロナが出始めたとき、私はロンドンで公演中
でした。帰ってきた途端、そのあとの全公演がキャンセルに。7
⽉と8⽉の⽇本・中国公演も全てキャンセル。ですがイタリアで
は夏はロックダウンが解除されたので、国内での仕事が急遽どん
どん⼊ってきて例年より忙しいくらいでした。⼤きい仕事はなか
ったのですが全国を駆け回っていました。私は⼤変ラッキーでし
た。

でもやはり、歌わない期間が⻑くあったため調整が⼤変だった
のは事実です。6⽉に久しぶりに仕事をしたときには緊張しまし
たし、何より感動して初⼼に戻った気分でした。その時、感謝の
気持ちでいっぱいになり、歌が⾃分にとってどれだけ⼤事である
かを改めて実感しました。
Ciao 10⽉終わりに歌劇場が再び閉鎖されたとき、指揮者のリッ

カルド・ムーティが⾸相に⼿紙を書いて、「芸術活動を余計なも
のとして扱うことは無知な⾏為であり、⽂化や感性の⽋如を⽰
す。精神の貧困は⼈間の健康を害する」などと訴えましたね。
森⽥ オペラの国イタリアでオペラがこんな⾵に扱われるとは。
「芸術は⽣活を豊かにするだけではなく⽣活に⽋かせないもの
だ」という感覚が無いことに、少しがっかりしています。

Ciao イタリアという国の芸術に
対する⼀般的な姿勢をどう思われ
ますか？
森⽥ 素晴らしいと思ってやって
来たイタリアですが、芸術の待遇
には常に驚いています。芸術の国
の筈なのに芸術が⼤事にされてい
ないように感じますね。
Ciao 芸術家はイタリア国外で成
功してイタリアに戻って来る、と
よく⾔われますよね。イタリアは
「持っている原⽯を磨かない」と
も。⼀⽅で、アドリブに⾒るイタリア⼈の感性は？
森⽥ はい、それは素晴らしいと思います。稽古中、そして舞台
上でのリアクション、誰かが間違ったときの咄嗟のフォローの仕
⽅など…。特に喜劇ともなると、本番の舞台でみんな実際に笑い
ながら演っているんですよ。私も今アドリブで対応できるように
なっているのは、イタリア⼈の皆さんと⼀緒に仕事しているおか
げなんです。

最後に⼀⾔！
今⽇は蝶々さんの話に花が咲きました

が、私は他にもいろんな役を演っています。
全くタイプが違うコミカルな役も演ってい
ますので、皆さん是⾮観にいらしてください
ね。

オペラ『蝶々夫⼈』（MadamaButterfly）
プッチーニ作曲。1904年2⽉17⽇スカラ座初
演。⻑崎の没落藩⼠令嬢の蝶々さんとアメ
リカ海軍⼠官ピンカートンの恋愛悲劇。当
時ヨーロッパでジャポニスム（⽇本趣味）

が流⾏していた中で、プッチーニも⽇本の⾳楽を収集し、⾵俗や
習慣を調べ、⽇本や⻑崎の事情を⽇本⼈から聞いてこのオペラを
作曲したとされる。『宮さん宮さん』『さくらさくら』『お江⼾
⽇本橋』『君が代』などの⽇本の楽曲を美しく編曲して作品中に
組み⼊れており、⼀⽅のアメリカを表す⾳楽として『星条旗』を
⼊れている。

Servizio di JunkoKataoka
（traduzione in italiano：Camilla Troisi）

lavorare, eroagitata,maanchecommossa.Mi sembravaquasi di essere
tornata agli inizi! Ero davvero felice e grata: mi sono resa conto ancora
una volta di quanto sia importante perme cantare.
Ciao: a fine ottobre, quando sono stati di nuovo chiusi i teatri, il
direttore dorchestra Riccardo Muti ha scritto una lettera al Presidente
del Consiglio dicendo che «definire come superflua lattività teatrale e
musicale è espressione di ignoranza, incultura e mancanza di
sensibilità. Limpoverimento della mente e dello spirito è pericoloso e
nuoce anche alla salute del corpo.»
Morita: lItalia è per eccellenza il Paese dellopera lirica e il fatto che
venga trattata in questo modo, che non si ritenga più lArte come un
elemento indispensabile nella vita, mi lascia un po con lamaro in
bocca.
Ciao: cosa ne pensa quindi dellatteggiamento generale nei confronti
dellArte in Italia?
Morita: ho sempre trovato lItalia un paese magnifico, ma quando
vedo il trattamento che le riservano rimango sempre interdetta. Questo
dovrebbe essere Il Paese dellArte, eppure non le viene data
limportanza chemerita.
Ciao: Ecco perché si sente sempre dire che tutti gli artisti italiani
vadano allestero e che tornino in Italia solo dopo aver avuto successo.
LItalia è un paese pieno di diamanti allo stato grezzo, che nessuno ha
la pazienza di lucidare. Cosa ne pensa, invece, dellarte italiana
dellimprovvisazione?
Morita: ah, penso che sia incredibile! Le loro improvvisazioni, che
siano durante le prove, sul palco, o quando commettono un errore,
sono formidabili. Soprattutto nelle commedie, tutti gli attori recitano
sempre con un sorriso malizioso sulle labbra. È solo grazie ai miei
colleghi italiani, se anchio ora sono in grado di sfruttare questa
tecnica.

Unultimo saluto!
Una volta che inizio a parlare di Cio-Cio san non riesco più a fermarmi,
ma questo non significa che non abbia interpretato altri ruoli: indosso
anche i panni di personaggi completamente differenti, anche comici!
Quando ne avremo di nuovo la possibilità spero possiate venire a
vedermi a teatro!

MadamaButterfly: lopera
Creata da GiacomoPuccini. La prima rappresentazione fu il 17 febbraio
1904 alla Scala di Milano. Si tratta di una tragedia che narra le vicende
della giovane Cio-Cio san, figlia di un samurai vassallo di Nagasaki in
rovina, e dellufficiale della Marina americana Pinkerton. Durante il
boom del giapponismo in Europa, anche Puccini non ne fu immune:
iniziò a collezionarne la musica, a informarsi sugli usi e i costumi del
Giappone, facendosi raccontare dai giapponesi stessi di Nagasaki e del
loro Paese… fu proprio così che nacque Madama Butterfly,
introducendo arrangiamenti di composizioni musicali giapponesi, tra
le quali Miya-san Miya-san, Sakura Sakura, Ō Edo Nihonbashi e
linno nazionale del
Giappone Kimi ga Yo e
a mo di contrasto,
anche linno nazionale
americano.

©Teatro Bellas Artes de Bogotá

©Виктор Собко©Виктор Собко

そもそも⼤和撫⼦って？
ヤマトナデシコは植物の名称です。そ

の本名はカワラナデシコで、「河原に⽣
えている可憐な花」の意味。そして「撫
でし⼦」とは、「なでるようにしてかわ
いがる⼦」という意味なんだそうです。
中国から⼊ってきた唐撫⼦（カラナデシ
コ）と区別するために、⽇本の撫⼦であ
る河原撫⼦を「⼤和撫⼦」と呼ぶようになりました。

この「⼤和撫⼦」という⾔葉は、⽇本⼈⼥性の美称としてよく知
られています。でも「美称」って⾔っても、どういった感じのも
の？もはや国際的辞書となっているウィキペディアでは「⼤和撫
⼦」はどのように定義されているでしょうか？
⽇本語版：態度や表情が穏やかで、容姿端麗、清楚で⾔葉使いが美
しく、男性を⽴てるような⼥性を指す。
英語版：理想化された⽇本⼈⼥性の擬⼈化。純粋で⼥性的な美し
さの縮図を意味する。美しく優しく、落ち着きがあって優雅、控え
⽬で忍耐強く、⾼潔。敬意を表し、慈悲深くて正直、忠実。

⽇本語版では「男性を⽴てるような⼥性」とあり、⽇本男児が理
想とする⼥性を指していることがわかります。英語版でも「理想化
された⽇本⼈⼥性の擬⼈化」とありますが、「⾼潔」という⾔葉が
ちゃんと使われています。

⽇本の古い時代を舞台とする映画などでは常に、⽇本⼥性の⾼潔
な雰囲気が醸し出され、⽇本⼥性の「⼼の強さ」が感じられます。
現代の映画でも、例えば宮崎駿の映画に出てくる⼥の⼦たちは全員
たくましい。⼤和撫⼦は清楚で純粋であることには違いありません
が、それだけではなく、芯が強くて凛とした⼥性なのです。

ということで、ウィキペディアには表現を少し⾒直していただき
たい。⽇本男児諸君、どう思いますか？

Chi èuna yamatonadeshiko?
Yamato nadeshiko è il nome di un fiore che in italiano si chiama
dianthus superbus (garofanino frangiato). In Giappone era
originariamente conosciuto come kawara nadeshiko, il cui significato
è grazioso fiore lungo il greto; il termine nadeshiko di preciso indica
una fanciulla che viene coccolata e accarezzata (撫でるnaderu,
accarezzare). Il nome yamato nadeshiko è stato attribuito
successivamente, inmododadistinguere il fiore da quello cinese, kara
nadeshiko.

©Mauro Martina
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Il termine è conosciuto soprattutto come espressione metaforica elogiativa per indicare una
donna giapponese. Ma che significato ha? Indaghiamo consultando Wikipedia, ormai nostro
vocabolario internazionale.
versione giapponese: indica unadonnadai comportamenti ed espressioni tranquilli; unadonna
pura e di piacevole aspetto, capace di usare le parole con eleganza e di portare rispetto per il
ruolomaschile (n.d.t. facendosi da parte).
versione inglese: espressione che indica la personificazione della donna ideale giapponese; è
una metafora che indica la bellezza pura femminile. Si tratta di una donna decorosa, gentile,
serena, elegante, onesta, paziente e nobile danimo. Unadonna rispettosa,misericordiosa, leale
e fedele.

La definizione giapponese donna che porta rispetto
verso il ruolo maschile (n.d.t. facendosi da parte)
lascia intuire che si tratta di un ideale elaborato dagli
uomini giapponesi. In quella inglese è scritto
chiaramente personificazione della donna ideale
giapponese; solo in questultima però si parla di
nobiltà danimo.
Se guardiamo i film ambientati nel Giappone antico,
nonpossiamo fareamenodi notare unacertanobiltà
che contraddistingue i personaggi giapponesi
femminili, e la determinazione che regna in loro.
Anche nei film più attuali, come ad esempio in quelli
di HayaoMiyazaki, le protagoniste si distinguonoper il
loro coraggio.
Possiamo concludere dunque che una yamato
nadeshiko non è semplicemente una figura pura ed
elegante,ma una donna decisa e dignitosa.
Cari lettori, non pensate che la definizione
giapponese suWikipedia sia damodificare?

クッキングしチャオ！

Ristorante Hazamaの⾓煮です。
今回はScamoneを使っています。

今⽉のナイスショット

新年あけましておめでとう
ございます！

今年は丑年（うしどし）。⼗⼆⽀の2
番⽬の⼲⽀（えと）ですね。丑の年には
「⽜の歩みのように⼀歩⼀歩ゆっくり
と、だが着実に確実に歩む」ことが⼤切
なんだそうです。⼀⽅、前年の⼦年（ね
どし）には「ネズミのように忙しく動き
回って情報を集め、種蒔きをする」。だ
から今年は、その種が芽を出して成⻑し
ていく年になるはず。

丑の年は、基礎を固め、結果へと繋が
る道をじっくり作っていく時期であっ
て、結果を出すには時期尚早なんだと
か。私たちも焦らず、いま⾃分に出来る
ことをきっちりこなしながら、前に進ん
でいきたいものですね。

La foto del mese

Felice anno nuovo!
Questanno è lanno del bue (o bufalo), il
secondo segno dello zodiaco cinese (⼲

⽀, eto in giapponese). La
tradizione consiglia per lanno del
bue, di avanzare passo dopo
passo con la stessa tranquillità di
un bue, assicurandosi che ogni
mossa sia coscienziosa e sicura.
Lanno precedente è stato quello
del topo, un anno che augurava di
essere pro-attivi quanto un ratto,
per raccogliere informazioni da
seminare e coltivare. Questanno
quindi, dovremo vedere
germogliare i semi.
Lannodel bue sarà un anno in cui
si rafforzeranno le nostre basi, un
anno in cui costruiremo le vie che
ci condurranno verso il nostro
obiettivo; ma attenzione, per
raggiungere lagognato traguardo
bisognerà attendere ancora un
po. Cerchiamo quindi di andare
avanti senza fretta, facendo
esattamente le cose di cui siamo
capaci.

⽜⾁（Manzo）
丑年にちなんで⽜⾁（Manzo）の部位の

お話を。
イタリアのスーパーでは、パック詰めに

した精⾁の部位は提⽰してあるもの
の、「カレー⽤」「⾁じゃが⽤」「すき焼
き⽤」などの指⽰があるはずもなく…。そ
れぞれの料理に適した部位はどれなのか、
⼾惑うことはありませんか？

今回は、ミラノの懐⽯レストラン
「Hazama」に、⽜⾁の各部位に適した調
理法をご教⽰いただきました。

Collo=⾸：⾸は筋⾁が発達しているため、
粗くて硬い部位。だが⾚⾝が多く、コクと
⾵味があるので、カレーやシチューのよう
にじっくり煮込む料理にグッド。ひき⾁に
もよく使われる。
Stinco=前脚スネ⾁：煮込み料理に。
Spalla=肩：脂が細やかに⼊っている。
⾁じゃがや煮込み、カレーなどに。ピエ
モンテ州の郷⼟料理「Bollito Misto」で
は、Spalla、Lingua（⾆）、Codaなど
数種類の部位と野菜を⼀緒に何時間もか
けて茹で、ソースをつけて⾷べる。ソー
スは「Bagnèt verd」が代表的。バニ
ェット・ヴェルデはピエモンテの⽅⾔で
「緑のソース」という意味。プレッツ
ェーモロ、アンチョビ、にんにく、オリ
ーブオイル等で作ったもの。
Costata=リブロース：ローストビーフ、ス
テーキ⽤の部位。柔らかく霜降りが多い。
コトレッタにしてもグッド。
Lombata（ミラノではRoast beef）=サーロ
イン：柔らかく霜降りが多く、⽜⾁の中で
最⾼質の部位。この部位の中の下⽅がヒレ

⾁。ステーキ、ローストビーフ、カルパッ
チョ。薄切りにして、しゃぶしゃぶ、すき
焼きにも。
Costolette=リブロース⾻つき：コトレッ
タ。もしくは、グリルして脂を落としたあ
とで煮込む。
Pancia=バラ⾁：脂が多く⾓煮にグッド。
またはグリルして脂を落としてから煮込
む。
Scamone=ランプ∕Fesa interna=うちもも
∕Fesa esterna=そともも：これらの部位は
煮込みに。脂少なめの⾓煮を作りたい場合
にもグッド。
Gamba=前ずね・ともずね：スネ⾁。硬い
が濃厚でコラーゲンも多く美味しい。煮込
みやスープにグッド。
Coda=テール：ワイン煮込みなど。

※イタリアの⽜⾁料理は基本的に「焼く」

か「煮込む」か
です。とはいえ
「煮込み」に関
し て は 、 何 で
（例えば⾚ワイ
ンなどで）どの
ように煮込むか
が、地⽅によって
違います。その違
いが各地の郷⼟
料理を⽣み出し
ているのです。

RistoranteHazama
Via Savona,41Milano
☎02-09955972
www.ristorantehazama.com

今年はウシ年だモ～
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古参の菅義偉⽒が新⾸相に
私は東京に住むイタリア⼈である。前号では、8年にわたった安
倍政権が残したものについて簡単な分析をしてみた。今回は、
安倍⾸相の後継者となった菅義偉（すが よしひで）新⾸相につ
いて話してみよう。

安倍⾸相辞任の予兆があった時、次期候補として既に、内
閣官房⻑官であった菅⽒の名が挙がっていた。⽇本の制度

では与党のリーダーが⾃動的に⾸相に任命される（1993年と2009
年に2回短い中断があったものの、⾃由⺠主党が65年間政権を握っ
ている）。菅⽒は他の候補者とのちょっとした果たし合い（総裁
選挙）の結果、安倍⽒に代わって⾃由⺠主党総裁になり、続いて
⾸相となった。

経済
私がこの⽂章を執筆している今、菅政権の樹⽴（9⽉16⽇）から

3ヶ⽉余りしか経過していないので、まだ肝⼼なところを⾒るには
早いし、結果を⾒たり⼤きな変化があったかどうかを知るには早
い。しかし現段階で顕著なのは、少なくとも経済に関しては安倍
政権の路線に⾮常に近いということだ。

間違いなく、今⼀番の課題はコロナ禍でひどく損害を受けてい
る経済の持ち直しだが、解決まではまだまだ⻑い道のりのよう
だ。もちろん、世界経済のなかで⽇本が単独で物事を進められな

いのは⾃明のことで、⽇本の経済回復は、
他の国々がどのような発展を遂げるか、⼜
それらの国々との通商関係や政治的・外交
的関係によるだろう。

菅政権はコロナによる経済停滞を回復さ
せるために「GoToTravelキャンペーン」の
継続と推進に⼒を注いでいる（が、コロナ
悪化のせいで12⽉28⽇〜1⽉11⽇の間、全

国で⼀時停⽌になっている）。当キャンペーンは安倍政権の下で
⽣まれた企画であり、国内観光需要喚起と国の経済活動促進を⽬
的としている。

12⽉初めに菅⾸相は新たな経済対策として73.6兆円規模の事業を
実施することを宣⾔。これは、上記キャンペーンを拡⼤・強化す
るだけでなく、その他の計画（看護師を取り巻く環境の整備や⾏
政のデジタル化など）にも充てられる。

また、10⽉に⾏った「⽇本カーボンニュートラル宣⾔」
は、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにす
る」ことを⽬指すものだ。その⽅策や経済的・産業的⾒地に⽴っ
た事業について当初は明⾔しなかったが、年も押し迫った12⽉25
⽇になって、「菅政権が掲げる2050年カーボンニュートラル達成
のためのグリーン成⻑戦略」というものが経済産業省より発表さ
れ、現在の課題と今後の政策（予算、税、規制、国際連携、etc）
が説明された。

YoshihideSuga, un vecchio volto come
nuovopremier
Nello scorso numero ho cercato di analizzare brevemente la figura
di Abe e la sua eredità dopo 8 anni di governo, allindomani delle
sue dimissioni. In questo articolo parleremo di chi gli è succeduto,
Yoshihide Suga, il nuovo primoministro del Giappone.

Sin dalle prime avvisaglie di potenziali dimissioni da parte di Abe, uno
deipiùpapabili per la successioneeraYoshihideSuga, alloraSegretario
generale del governo. Per come funziona il sistema giapponese, il
leader del partito al governo (LDP, in carica praticamente da 65 anni, a
parte due brevi interruzioni nel 1993 e nel 2009), è automaticamente
eletto comepremier.
Suga, dopo un breve duello con altri contendenti, è diventato leader
del partito al posto dello stesso Abe e, di conseguenza, primoministro.

Economia
Sonopassati pocopiùdi 3mesidal 16 settembre, quandoSugaèsalito
al potere, ed è dunque ancora presto per vedere risultati o capire se ci
sarannogrossi cambiamenti in vista. Almomento, quello che emerge è
che il suo approccio, almeno dal punto di vista economico, èmolto in
linea con le politiche di Abe.
Lobiettivo importante è sicuramente quella di cercare di risollevare
leconomia fortemente danneggiata dal Covid-19, e al momento la
risoluzione del problema sembra essere ancora lontana.
Ovviamente il Giapponenonpotrà fare le cose da solo: in uneconomia
globale la sua ripresa dipenderà anche da come si evolvono le

situazioni negli altri Paesi, dai rapporti commerciali e dalle relazioni
politico-diplomatiche.
Al momento Suga sta concentrando i suoi sforzi sul mantenimento e
potenziamentodella GoToTravel campaign (sospesadal 28dicembre
all11 gennaio, per via dellaumento dei casi Covid), uniniziativa nata
durante lamministrazione Abe volta a stimolare il turismo interno e,
nei piani del governo, leconomia del paese. I primi di dicembre, Suga
ha dichiarato di voler approvare un nuovo piano di recovery da 73.6
trilioni di yen (584 miliardi di euro), con lintento di estendere e
potenziare la sopra citata campagna, insieme ad altre misure per il
potenziamento delle strutture ospedaliere e la digitalizzazione
dellamministrazione.
Lo scorso ottobre, il primo ministro ha anche dichiarato che il
Giappone sarà carbon neutral entro il 2050, quindi che si impegnerà
a ridurre a zero le emissioni di gas serra. Il 25 dicembre, sono stati poi
annunciati dal Ministero dellEconomia, del Commercio e
dellIndustria i piani e gli orientamenti politici (il bilancio, il sistema
fiscale, i regolamenti, la cooperazione internazionale ecc.) della
strategia di crescita verde per realizzare limpegno del governo di
Suga.

Politica interna e società
Dal punto di vista politico, a differenza di Abe, Suga sembra
politicamente più pragmatico e meno immerso in uno spirito
nazionalista. Proveniente da una famiglia modesta nella rurale
prefettura di Akita, si è fatto le ossa come homo novus, non avendo
alle spalle il sostegnodiuna famigliadi politici, comeAbe, Aso,Koizumi
e tanti altri illustri predecessori del panoramapolitico nipponico.

Il Giappone visto da un italiano residente a Tokyo

⽇本を斬る！

調味料の話⑤：塩その3

⾷材に下味をつける「ふり塩」には、
⽔分量が少なくて粒の細かいサラサラし
た塩を選ぶ⽅がいいでしょう。しっとり
した塩、つまりニガリの多い塩は⼿にく
っついて作業がしにくく、本来「ふり
塩」に向きません。また、ニガリの味が
強すぎると⾷材そのものの味が変わって
しまいます。

ですが焼き⿂には、ニガリ⼊りの個
性の強い塩を使うと⿂の⾵味がより複雑
になって、味わい深くなる気がします。
また、お⾁には⼤粒の塩のほうが美味
しいですよね。おむすびや天ぷらなど、
塩を粒のまま⾷べるような場合には、
塩そのものの味が重要になってきます。
ご⾃⾝の⾆で確かめて好みの味を⾒つ
けてくださいね。

さて、塩漬けの数の⼦やワカメなどの
塩気を抜く「塩抜き」ですが、真⽔では
なく1.5%ぐらいの薄い塩⽔に浸してく
ださい。これを「迎え塩」といい、ほ
どよく塩気を残しつつ、うまく「塩抜
き」することができます。バカラという
塩漬けのタラをイタリア料理ではよく使
いますが、同じ⽅法で「塩抜き」すると
聞きました。

そして、アサリの「砂出し」では海⽔
の塩分濃度（3%）に近い塩⽔に浸しま
す。⾙の体内の海⽔まで吐き出させてし
まうと美味しさが逃げます。塩⽔は⾙に
かぶる程度で少なめにし、蓋をして光を
遮断して冷暗所で砂を吐かせます。

野菜の「⾊出し」のための塩⽔濃度は
1%、リンゴの変⾊防⽌には0.5%が⽬安
で、これ以上濃いと⾷材に塩味がついてし
まいます。塩に関してはこの辺で終わりに
して、次回からは⽇本の発酵調味料につい
て話していきます。

Condimenti della cucinagiapponese (5)
Il sale, parte tre
Per quanto riguarda il furi-shio (letteralmente

“sale che viene cosparso”) utilizzato per insaporire
gli ingredienti, è meglio optare per il sale liscio, a
grana �ne e a basso contenuto d’acqua. Il sale
umido, con una maggior percentuale di acqua
marina nigari (caglio naturale che si ottiene
dall’evaporazione e puri�cazione dell’acqua
marina), si attacca alle mani ed è di�cile da
lavorare, e quindi per sua natura è inadatto per la
lavorazione degli ingredienti. Inoltre, se il nigari
è troppo forte, si altera il sapore stesso di questi
ultimi.
Invece riguardo al pesce cotto, utilizzando sale
contenente nigari è possibile renderne il gusto
più complesso e saporito; per la carne al contrario
è meglio utilizzare del sale grosso. Per pietanze
come gli onigiri o la tempura (piatti in cui il
sale viene utilizzato sotto forma di grano), il
sapore del sale è essenziale: vi consiglio di ottenere
la sapidità che preferite, in base al vostro gusto.
Per quanto riguarda lo shio-nuki (letteralmente

“sottrarre il sale”, ovvero la dissalazione) che è
necessario ad esempio per i kazunoko (uova di
aringa) e il wakame (alghe) marinati nel sale, vi
consiglio di immergere gli ingredienti in acqua
leggermente salata, circa 1,5%, invece che in acqua
pura. Questo metodo si chiama mukae-jio
(letteralmente “accogliere il sale”) e permette di
conservare la giusta sapidità dell’ingrediente

tramite una corretta dissalazione. La rimozione
del sale viene eseguita in un modo simile per la
preparazione del baccalà, la tipica pietanza
italiana.
Anche quando pulite le vongole dalla sabbia
utilizzate dell’acqua con livelli di sapidità
all’incirca del 3%, simile a quella del mare.
Dell’acqua pura eliminerebbe la sapidità
marina delle vongole, con conseguente
impoverimento del loro sapore. L’acqua deve
ricoprire appena le vongole che, una volta
coperte per farle stare al buio, espelleranno
tutta la sabbia.
Per donare un colore brillante alle verdure
(iro-dashi, ovvero “tirare fuori il colore”)
utilizzate dell’acqua contenente l’1% di sale. Per
le mele invece basta una percentuale dello 0,5%
per evitare che cambino colore. Attenzione a
non esagerare o renderete troppo salati gli
ingredienti! Per quanto riguarda il sale, questo
è tutto. Dalla prossima volta parleremo delle
spezie fermentate giapponesi.

⽇本⾷協会理事 KyokoHiguma

ザ・和⾷

救命センター118

救急センターって？
今回はAndrea Ronsivalle先⽣にお話を伺います。ロンシヴ

ァッレ先⽣は「Istituto Clinico Città Studi Milano」の救急セ
ンター責任者です。

救急センターってどんなところなんでしょう？
Dr. 患者さんが救急⾞で救急センターに搬送される場合（あら
かじめ受け⼊れ態勢が整っている）と、ご⾃分で直接いらっし
ゃる場合がありますが、いずれの場合も、特別な訓練を受けた
看護師が症状や病歴などを⾒て4つのカテゴリーに判別します。
⽣命に関わる状態で直ちに治療が必要な最優先の「レッドコー
ド」、⽣命を脅かす状態に陥る可能性がある「イエローコー
ド」、⽣命を脅かす状態に変化する可能性は無く、治療を待て
る状態の「グリーンコード」、⽣命に危険が無い「ホワイトコ
ード」です。緊急度の⾼い患者さんから順に診察を⾏いますの
で、待ち時間が⻑くなる場合もあります。16歳未満の場合、必
要があれば⼩児病院の救急センターに移送されます。

救急センターによっては、その症状に対応できる専⾨医がい
ないこともありますので、ご⾃分で直接⾏かれる場合には予め

「112」や「118」に問い合わせ、専⾨医のいる病院を教えても
らうことをお勧めします。

現在は私どもの救急センターの⼊り⼝も、コロナ感染の疑い
がある⽅とそうではない⽅のために⼆つに分かれています。

救急センターに⾏く際に必要なものって何でしょう？
Dr. ⾝分証明書、税務コード（Codice fiscale）、健康保険証
などを提⽰して下さい。健康保険証をお持ちでない場合は医療
保険の有無などが尋ねられるでしょう。観光客など⼀時滞在の
⽅はパスポートが必要です。患者さんの常⽤薬や既往症、検査
結果などは⼤切な情報ですので、可能であればお持ち下さ
い。

この様な緊急サービスは地域保険サービス（SSR）で賄われ
ています。滞在許可証を所持していれば、「SSR」に登録して
健康保険証を取得し、ホームドクターの無料診察、予防接種、
薬の割引ほか様々な医療サービスを受けられます。⾼齢者や持
病のある⽅は優先的に予防接種を受けることができますので、
ホームドクターに相談なさって下さい。

Servizio diMasakoKawashima

Yoshihide Suga was inaugurated
as Prime Minister on September
16, 2020
©内閣官房内閣広報室∕Creative Commons
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裁判所宣誓翻訳サービス（伊英・伊⽇）承り
ます。イタリアの⾼校から外国の⼤学へ進学
する際にイタリア語の卒業証書や成績表等の
宣誓翻訳証明書が必要になります。お問い合
わせは⽇本語かイタリア語で副島まで。
mas a ta ke . s o e j im a@ou t l o o k . com
☎340-0931539 www.studiolinguisticosoe.it

イタリア•フィレンツェより旬な情報をオンラ
インツアーで配信中！詳細はFB松井純⼦よ
り。イタリア語通訳&フィレンツェ観光ガイ
ド/サイト:https://mosh. jp/Matsuko24

貼るホッカイロ。30個10ユーロでお譲り致
します。ミラノで受け渡し（⽇本語可）。
⼤量受け取り可能です。
kirishima1110@yahoo.co.jp にて詳細。

ネイティブによるイタリア語レッスン致し
ます。ミラノの語学学校、⼤学での豊富な
教授経験をもとに、⽇本⼈が間違えやすい
ポイントをおさえ⼊⾨から各レベルに対応
します。良⼼的な料⾦で⾃宅、出張、オン
ラインも可。
liliana.musazzi@gmail.com（⽇本語対応可）

地域の⽇本⼈家庭の⼦弟教育の為に新しく⽣
まれたMilanoGlobal LearningAcademy。
国語教育を中⼼に、少⼈数制で4歳児から⾼
校⽣までを教授経験豊富な教師陣が丁寧に指
導します。授業体験も可能です。お問合せは
milano.gla2020@gmail.comまでどうぞ。

バドミントンサークル ミラノの体育館で⼀
緒に練習出来るメンバー募集中。経験者
（男⼥問わず）⼤歓迎、初⼼者でも⽇本⼈
コ ー チ が 教 え て く れ ま す 。 池 ⽥
milano.ikd@gmail.com

ミラノのブレラ⻭科はコロナウィルス簡易検
査キット常備の指定医院です。感染予防策を徹
底 して い ま す の で 安 ⼼ して ご 来 院 下 さ
い。Ciao!誌持参の⽅は初回診察無料。⽇本語
専⽤電話（340-2497054）でご予約を。詳細
はp.1の広告にて。

下宿⼈募集 Via Luigi Ornato,111（ミラノの
ニグアルダ地区、Parco Nordの側）地下鉄
3号Maciachiniからトラム4番で12分、停留
所Cascina Californiaの真ん前。
☎3202647651岡林まで

計算⼒、集中⼒、やりぬく⼒がつくと近年
再注⽬されているそろばんの⽣徒募集（ミ
ラノ）。初⼼者から珠算検定受験まで指導
致 し ま す。 貸 そ ろ ば ん 有 り 。 中 村
misacian@yahoo.co.jp

ミラノ補習授業校では児童⽣徒、および教員登
録をしていただける⽅を随時募集しておりま
す。詳しい内容についてはミラノ補習授業校ホ
ー ム ペ ー ジ を ご 参 照 く だ さ い 。
http://www.kitaitalia-nihonjinkai.it/hoshuko/
お問合わせは以下ミラノ補習授業校事務局迄。
連絡先：milanohoshuko10@gmai.com

⾼級貸アパート。在管理⼈。テラスに⾯した
リビング、4部屋、バルコニー&トイレ付キッ
チン、物置、バスルーム。家具&空調付。学
⽣さんはお断りしています。可能であれば会
社名義でご契約を。☎ 3 3 5 - 2 0 3 5 9 3
modigliani1@interfree.it

Ciao Journal in piazza

こちらは、読者の皆さんの告
知コーナーです。コン

サートや展覧会の情報など、どしどしお送
りください。
営利⽬的（⼈材募集も含む）の告知に関し
ては有料です。詳細は以下の通りです。

Questo spazio è dedicato agli annunci
dei lettori. Mandateci informazioni

di mostre, concerti ecc.
Gli annunci a scopo commerciale (incluse
offerte di lavoro) sono a pagamento. Per i
dettagli, leggete in basso.

※１単位（全⾓20字×4⾏。英数の半⾓は2⽂字
で1字）/Tariffa base per unità (40battute per
4righe) - 20 euro

※ロゴ付き（全⾓11字x4⾏とロゴ2cmx2cm以
内/直径2cm以内）/con il LOGO（22battute per
4righe in italiano+ logo di massimo 2cm per
2cm/diametro non superiore a 2cm - 40 euro

告知掲載の仕⽅
上記料⾦を銀⾏送⾦した後、掲載⽂と銀⾏振
込書をciao@ciaojournal.comまでご送付下
さい。
Come pubblicare un annuncio
Dopo aver fatto il bonifico, inviateci il testo
con la ricevuta del pagamento allindirizzo
ciao@ciaojournal.com

銀⾏⼝座Conto Bancario:
CARIPARMA agenzia Milano 13
名義 Intestato a: Geienneffe Editore S.a.s.
di Funabashi
IBAN : IT13M0623001602000057063791

●印刷版…21ユーロ（イタリアのご住所への
発送のみ）を下記⼝座にお振り込みいただい
た 後 、 「 お 振 り 込 み デ ー タ 」
と、Ciao ! Jou rna lをご送付する「ご⽒
名」「ご住所」をciao@ciaojournal.comまで
お送り下さい。詳細はお問い合わせ下さい。
Geienneffe Editore S.a.s.
IBAN: IT13M0623001602000057063791

※ P a y P a l で お ⽀ 払 い の ⽅ は
HP（www.ciaojournal.com→「定期購読」）
をご覧ください。

●Abbonamento annuale CIAO! Journal in
versione cartacea…21 euro
（labbonamento è rivolto
esclusivamente ai residenti in Italia）
Dopo aver fatto il bonifico, invia la ricevuta
del pagamento allindirizzo
ciao@ciaojournal.com

con il nome e lindirizzo su cui desideri
ricevere Ciao!Journal.
- Fai il bonifico al seguente IBAN:
Geienneffe Editore S.a.s.
IBAN: IT13M0623001602000057063791

●WEB版…無料。ご希望の⽅はお名前とメー
ルアドレスをお書きのうえ、
ciao@ciaojournal.comまでお申し込みくださ
い。また、お友達にご⾃由に転送なさってく
ださい。
●Versione Web di CIAO!
Journal…GRATIS. Se desideri ricevere la
versione Web della rivista, scrivi allindirizzo
ciao@ciaojournal.com indicando: nome,
cognome e lindirizzo mail su cui vuoi
ricevere la rivista. Ciao! Journal può essere
condiviso liberamente con tutti!

CIAO!Journal年間定期購読∕ CIAO!JournalAbbonamentoannuale

Altra cosa degna di nota è che, allinterno del LDP (Partito Liberal
Democratico), Suga non è esponente di nessuna fazione politica: se da
un lato, lessere stato eletto comecapodel partito è testimonianzadelle
sue abilità diplomatiche e di networking, dallaltro, potrebbe essere
fonte di instabilità non potendo contare sul sostegno incondizionato
delle varie fazioni necessarie per governare. Daltro canto, le sue
iniziative volte allo sviluppo delle zone rurali del paese e proiettate ad
alleviare i problemi quotidiani della popolazione (come, per esempio,
labbassamento della tariffe telefoniche e il miglioramento della
gestione delle liste dattesa per gli asili), potrebbero procurargli il
sostegno di una fetta consistente della popolazione.
Inoltre, si sono susseguiti annunci da parte di Taro Kono, Ministro delle
Riforme Amministrative, e Yoko Kamikawa, Ministra della Giustizia, che
fanno ben sperare: dal superamente del sistema degli hanko e la
digitalizzazione delle procedure burocratiche, alle maggiori tutele per
gli stranieri residenti, anche dal punto di vista legale e giuridico. Con
tutta questa carne al fuoco, resta da vedere se agli annunci faranno
seguito i fatti.
Suga stessohaanchedichiaratopiù voltedi voler potenziare il supporto
ai cittadini per i trattamenti contro linfertilità per cercare, almeno in
parte, di limitare il pericoloso trend di bassa natalità che attanaglia il
Giappone ormai da anni e scongiurare dunque un collasso socio-
economico (si prevede che, di questo passo, nel 2050 la percentuale di
over 65 in Giappone raggiungerà quasi il 40% della popolazione, un
disastro immane per leconomia e per il sistema sanitario).

Politica internazionale
Suga, da sempre un politico dietro le quinte, potrebbe avere dei
problemi a gestire le relazioni internazionali come Abe; è comunque
ancora presto per esprimere giudizi e il nuovo premier potrebbe

sorprenderci sviluppando una sua strategia diplomatica. Di massima
importanza sarà la gestione dei rapporti con la Cina, con gli Stati Uniti e
il non deterioramento dei rapporti con la Corea del Sud.
Come molti dei premier che lhanno preceduto, la sua prima visita di
Stato è avvenuta nel Sud Est asiatico, a voler ribadire limpegno del
Giappone su questo teatro geopolitico anche per i prossimi anni.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, bisognerà vedere che tipo di
approccio avrà il nuovo presidente Joe Biden, e che tipo di rapporto
vorràmantenere con il Giappone.

La gestione del Coronavirus
Laltra grande sfida di Suga è e sarà la gestione del Coronavirus. Il
Giappone è al momento nel pieno della terza ondata, con numeri mai
visti nei mesi precedenti, neanche durante il periodo di stato di
emergenza di aprile-maggio, e la testardaggine del governo nel voler
puntare sul turismo per risollevare leconomia durante una pandemia,
sta iniziando a creare un forte malcontento, sia da parte della
popolazione che dagli amministratori locali (come già detto in
precedenza, la campagna Go To Travel è momentaneamente sospesa,
ma ci sono voluti mesi di pressione sul governo per far sì che prendesse
unadecisione in tal senso). Le terapie intensivesonogiàvicinealcollasso
in diverse prefetture, tra cui quella di Osaka, che ha appena richiesto
linvio di infermieri dellesercito per supportare lo staffmedico locale.
Ecco perché il virus è da subito diventato un tasto dolente nelle
performance della nuova amministrazione. Limmobilismo del
governo è diventato ancora più lampante in questi primi giorni
dellanno: i governatori di Tokyo, Kanagawa, Chiba e Saitama hanno
pubblicamente richiesto al governo di dichiarare lo stato di
emergenza.
La comparsa della nuova variante inglese del Coronavirus ha

内政と社会
安倍前⾸相に⽐べると、菅⾸相はそこまで国家主義者ではなさそ

うであり、実際的なイメージだ。秋⽥県の⽥舎の村に⽣まれ、ゼロ
から這い上がってきた「ホモ・ノウス」である（Homo Novus=共
和制ローマ後期において⽗祖に⾼位の公職者を持たず執政官に就任
した者を指す。転じて実際の⾝分を乗り越えて⼤出世する⼈のこ
と）。安倍⽒、⿇⽣⽒、⼩泉⽒や多くの⽇本の政治家のように
は、「政治家ファミリーのコネ」に頼ってきていない。

他にもう⼀つ、菅⾸相が⾃由⺠主党の中でどこの派閥にも所属し
ていないことも特筆に価する。彼が⾃⺠党総裁に選ばれたこと
は、その如才なさと⼈脈作りの上⼿さを証明しているわけだが、そ
の⼀⽅で、様々な派閥からの全幅のサポート（統治には必須の）を
期待できないため、不安定でもありうる。農村地域の発展を考
え、国⺠の⽇常的な問題に⽴ち向かっている（例えば電話代の値下
げ、「幼稚園待機児童」問題の改善）ことに関しては、結構な⽀持
を得ることができるだろう。

また、河野太郎⾏政改⾰⼤⾂と上川陽⼦法務⼤⾂らが相次いで⾏
なっている宣⾔には期待したい。「脱ハンコ」「お役所仕事のデジ
タル化」「⽇本在住外国⼈に対する法的保護の強化」など多くの
事項が発表されている。実現できるか⾒ものだ。

⾸相⾃⾝は、不妊治療の⽀援を強めたいと何度も⾔っている。⽇
本を⻑年悩ませている低出⽣率という危機的傾向を部分的にでも抑
え、社会経済の崩壊を防ぎたいと。2050年には65歳以上の割合は

全⼈⼝のほぼ40%になると予測されており、これは経済と医療シス
テムにとっては壊滅的な数字である。

国際政治
これまで常に「舞台裏」の政治家であった菅⽒は、前⾸相に⽐べ

れば国際外交に関して苦労するかもしれない。だがとにかく、まだ
審判を下すには早すぎる。もしかしたら素晴らしい外交⼿腕を⾒せ
て我々を驚かせてくれるかもしれない。特に重要なのは中国そして
アメリカとの関係であり、韓国との関係を悪化させないことであ
る。アメリカに関しては、バイデン新⼤統領がどのように動き、⽇
本とどの様な関係を望むかを⾒なければならない。そして、これま
での多くの⾸相と同様、菅⾸相の最初の訪問先は東南アジアだっ
た。⽇本がまたこれからもこの地域に熱⼼に働きかけることを再確
認するかのように。

コロナ禍
菅⾸相のもう⼀つの⼤きな課題は、コロナ対策だ。⽇本は第三波

の只中にある。感染者の数は4⽉5⽉の緊急事態宣⾔下でさえ⾒たこ
とのない数に達しており、観光需要を喚起することにこだわる政府
に対する国⺠及び知事らの不満が出始めている（上述のようにキャ
ンペーンに関しては12⽉28⽇〜1⽉11⽇の間、⼀時停⽌になってい
るが、それは何ヶ⽉にもわたる国⺠からのプレッシャーの末の、や
っとの決断だった）。そして、多くの県では集中治療が既に限界に

全国すし商⽣活衛⽣同業組合
連合会加盟店
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近づきつつある。⼤阪府では⾃衛隊看護官の⽀援を要請した。
新政府にとってコロナはたちまち悩みの種となった。年が明け、

政府の現状維持的傾向が更に明⽩になったため、東京都知事と神奈
川、千葉、埼⽟の知事らが緊急事態宣⾔の発出を要請。更に、コロ
ナの変異株がイギリスで発⾒された結果、⽇本に現住所を持たない
外国⼈の⼊国に対する規制は強化された。

有権者の菅⾸相に対する好感度は既に急激に低下しつつあるが、
それはコロナだけが原因ではない。9⽉に、⽇本学術会議（科学的な
事項に関して政府に助⾔することを⽬的とした特別機関）が新会員
として内閣府に推薦した専⾨家6⼈の任命を、⾸相が拒否したこと
は、⼤変な混乱を招いた。野党やマスコミは「⾸相はこの6⼈が反政
府であるとみなした」「学問の⾃由と表現の⾃由に反する」と管⽒
を⾮難した。また、安倍前⾸相から引き継いだスキャンダル（コロ

ナ禍の真っ最中に何千もの参加者を伴って開催された「桜を⾒る
会」に流れた公的資⾦問題など）も、新⾸相の⼈気を損なっている。

そして、コロナの⾏⽅に関係する⾮常に⼤きな懸念は、2021年
に延期されたオリンピックだ。この何ヶ⽉かで、開催されるかど
うか、開催の場合はどのように開催されるかを決定することにな
る。⽇本国⺠のオリンピック熱は冷めきっており、完全な中⽌を
求める声もある。菅⾸相と⼩池都知事は「オリンピックは開催さ
れる」「政府は可能な限りのことをする」と宣⾔しているが…。

オリンピックは昔から「名誉であり負担」だ。運が良ければ
（そしてかなりの努⼒を伴うが）、国際的な⽇本のイメージを回
復・改善する良いチャンスとなるかもしれない。世界的なパンデ
ミックがもたらしたトラウマから⽴ち直った国として、世界のシ
ンボルとなれるかもしれない。

comportato inoltre un ulteriore inasprimento delle
regole di accesso al paese per gli stranieri non
residenti.

Il gradimento di Suga da parte dellelettorato è già in
netta flessione non solo a causa della gestione del
virus: qualche settimana fa ha creato una bufera la
decisione del premier di annullare la nomina di sei
esperti dal Science Council of Japan (un comitato
apolitico con lobiettivo di consulenza al governo per
questioni scientifiche). I media e le opposizioni
accusano Suga di aver preso questa decisione
perché considera i sei esperti in opposizione al
governo, cosa che andrebbe a ledere la libertà
accademica e di espressione. Ulteriori danni alla
popolarità del premier sono dovuti a scandali
ereditati dal precedente primo ministro Shinzo Abe,
come la questione dei fondi pubblici utilizzati per
feste hanami con migliaia di partecipanti in piena
pandemia.

Un altro grosso grattacapo, strettamente collegato
allevoluzione della pandemia, è la questione delle
Olimpiadi, posticipate al 2021: i prossimi saranno
mesi chiave per determinare se i Giochi si faranno e, in
caso affermativo, in che modalità. Lentusiasmo della
popolazione per i Giochi è aiminimi storici e cè chi ne
invoca la cancellazione definitiva. Suga e Koike, la
governatrice di Tokyo, hanno recentemente
dichiarato che i Giochi si faranno, e che si farà tutto il
possibile affinché siano un successo.
Come sempre, le Olimpiadi sono un onore e un onere:
con un po di fortuna e tanti sforzi, potrebbero
rappresentare una buona occasione per ristabilire/
migliorare limmagine del Giappone a livello
internazionale, diventando il simbolo del mondo che
si rimette in piedi dopo il trauma globale della
pandemia.
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