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かたばるな。、?r
「がんばれ ‖タブチ くん1」 とい う四 コマ漫画 が面 白かつた。阪神 タイガース
の実在 の選手 が主人公で した。 実際にも阪神時代 にス ター として頑張 つたので
す が優勝 はできず気 がつ けば西武 に トレー ドとな りま した。悔 しか っただろ う
けど頑張 つたので移籍先 では優勝 を経験す ることがで きま した。
「がんばろ うKOBE」 は阪神淡路大震災時 のオ リックス・ ブルー ウェー ブの復
興 ス ロー ガ ンでこの年 リー グ優 勝 を果た し被災地神戸を励ま して くれ ま した。
イチ ロー は来なか つたですが仰木監督はたか とり救援基地にも来 て くれた ので
す よ。 また東 日本大震災の時は 12球 団がそろつて 「がんばろ う‖日本」 をかけ
声に復興支援 が行 われま した。 いずれ に しても直接的 な人 と人 との 関 りや絆 が
その元気づ けで した。
「がんばるな、ニ ッポン。」このハ ッとす るキャッチ コ ピーはある企業 の今年
の CMで す。 これまで労働歌な どでも 「がんばろ う」で したが 「がんばるな」 の
耳慣れ ない言葉 が聞 こえて きま した。 コ ロナ の影響 なので しょ うか。価値観 が
変 わ つて しま う時代を私 たちは経験 してい るよ うです。
「一生懸命」 は命 がけで頑張 るとい うこと。 そ のルーツの 「一所懸命」 は自
分 の領 地 を守 る こと。 また会社人間 の仕事ぶ りを 「一社懸命」 ともい うらしい
です。私 にはなんだか ロー カルなイメージです。因み に 「一所不住」 はお坊 さ
んが一所 に留ま らず に諸国を行脚す る ことです。
「グロー カル 」 とい う言葉 があ ります。 ロー カル Localと グ ローバル Global
の合成語 です。 生 きるとは ロー カルに頑張る こととすれ ばグローバル な視野 の
中で ロー カル に生きることが大切だ との言葉 にな ります。 そ うす ると 「がんば
るな」は ローカルか らグロー カル ヘ の招 きの言葉 と読み解 きま しょう。 (例 えば
「怒 る」 と 「叱 る」 の違 い もローカル とグローカルの違 いか と思 うのです)
コロナ ウィルスの真 つ只中にい る私たちは二つの大きな分かれ道 に差 しかか
ってい るよ うです。今 まで以上に ロー カルに閉 じこもつて しま うのか、それ と
もグ ローバル な視野の 中で生き直す のか。「がんばるな」をグローカル化 のキー
ワー ドとす るな らば、アフター コ ロナ のニ ュー ノーマル に とも思 うのです が 、
そもそも、ユ ダヤ教にル ー ツを持 つ キ リス ト教 の福音 とは、 この 「がんばるな」
のことを言 つてい るのではないのか と思 つてい るのです。
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