
「Habon のはじまり」
   3 人で中目黒ハウスに暮らし始めて約１年が
過ぎた頃。「みんなでそれぞれ面白いって思う
本をシェアしてみたくね？」と誰かが発した。
共同生活をしていると色んなものをシェアする
ようになる。誰かが面白いと思った漫画の貸し
借りに始まり、旨い飯屋の情報共有だったり、
お出かけ用の服を融通しあったり、最後にはお
互いの友達と一緒に家で飲んだり…。そうする
と色んなことが広がるようになりました。自分
の興味や考え方の幅だったり、情報網の広さ
だったり、交遊関係だったり。
これをもっと広げてみたい！それには本がい
い！と考えました。
   本には “情報” も “興味” も “持ち主の考え方”
も詰まっている。そこに人のつながりを通じて

シェアする仕組みを持ち込んだら、どんどん広
がっていく気がする―。
話は盛り上がり、企画がまとまるのも名前が決
まるのも時間はかかりませんでした。”本”をシェ
アすることで興味や人の繋がりが” 波紋” のよ
うに広がっていく「Habon」。こうして 2010
年 5月 1日、Habon がはじまりました。
　
「Habon に集まる本たち」
   Habon ではシェアする本のテーマは毎回異な
ります。ワールドカップが開催されていた時期
には「日本な本」、記録的な猛暑が続いていた
時には「夏バテに効く本」、秋の夜長には「再
読な本」などなど。
   本屋や図書館のようなジャンル分けではない
ため、小説や写真集、自伝、デザインなど多種

多様な本が集まります。しかし集まるのは参加
者の想いが詰まった本たちばかり。参加者の紹
介を聞くとどれも読みたくなるのは、一つの
テーマで自分のオススメの本と繋がっているよ
うに感じられるからかもしれません。

「Habon Paper のはじまり」
   Habon の細々とした活動も 2 年目に入ろうと
したころ欲が出てきました。Habon に参加して
いる人達の色んなオススメをもっとシェアして
みたい。そんな想いから今回 Habon　Paper を
発刊することにしました。Habon Paper は
Habon に参加する人達のモノコトの視点を集め
て記事にすることで、読者の興味の少し外側か
ら思考を刺激するキュレーションペーパーを目
指していきます。

本をシェアすることで、自分の興味の一歩先にある
“オススメの本” と “人” に出会える新しいシェアの仕組み

Habon
とは
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HABON PAPER
Curation paper Sharing about the viewpiont of “mono-coto”

2011 April issue : 01Habon な人々がもつモノコトの視点をシェアするキュレーションペーパー



Curation paper Sharing about the viewpiont of “mono-coto”

「場を読むグラス」
　桜の舞うこの季節には、何かし
らお祝い事が多くなる。そして私
の頭も幸せな悩みでいっぱいにな
る。祝福のプレゼント選びの悩み
だ。相手の喜んだ姿を想像しなが
らプレゼントを選ぶのはとても楽
しい。今まで数多くプレゼントし
た中でも、特に喜んでもらえたの
が、“SUGAHARA GRASS” だ。
　SUGAHARA GRASS は千葉県に
位置する工場で、“優れた職人”
の手によって一つ一つ制作され
る。彼らに与えられるテーマは一
つだけ “普段の生活を豊かにする
モノをつくること”。
　なかでも私の一番のオススメは
“peco” だ。このグラスは一部が
少しくぼんだ独特のカタチをして
いる。この “くぼみ” がみそで、
デザイン的に強いインパクトを残
すとともに、親指にフィットし、
手に取った人に飲むことを勧め
る。ふちは非常に薄く、まるで水
そのものを口に入れるような感覚
になる。また底にいくほど厚みを
増し適度な重みが感じられる。完
成された一品だ。
　一方で「富士山」というビール

を飲む場をいかに楽しむかという
視点に立った面白い商品も提案し
ている。ビールを注ぐと出てくる
泡を富士山の雪化粧に見立て、グ
ラスをデザイン。これがビールの
おいしさを保つ意味においても重
要な役割を果たす（？）かは、わ
からないが、場を和ませることは
確実である。
　変わらぬ職人の技術と時代の
ニーズに合わせたデザインで、多
くの人の心を捉え続けるこれらの
グラス。あなたもプレゼントとし
て検討してみてはしてみてはいか
がでしょうか。

（杤尾直也）

贈り物。誕生日やクリスマスなどに、恋人
や友達、お世話になった人などに贈る事が
多いが、特に意味がなくても、贈り物があ
ると嬉しい。お世話になった人に対する、
盆や暮れの贈り物は、プレゼントとは言わ
ず『お中元』『お歳暮』と呼ぶ。

【プレゼント】

「旅立ちのカフェ」
　浦和のパルコ、その中にあるユ
ナイテッドシネマズに併設された
一つのカフェがある。その名は、
slouc cafe。音楽やファッション、
デザインをコンテンツに、今まで
の商業施設とは一線を画す空間を
創ってきたトランジットジェネラ
ルオフィスが手掛けカフェだ。
コンセプトは、“映画館で　読む
楽しみ　食べる楽しみ”。
　映画を切り口に音楽、旅、小説、
自然など様々なジャンルの本が
1000 冊以上集められ、自由に手
にとって読むことができる。たま
たま見つけた良さげな本を片手
に、何時間でも過ごせてしまいそ
うなこのカフェは他のお店には無
い心地良さがある。
　理由はいろいろある。長時間座
るように設計された映画館の椅子
を使っていたり、間隔が広い席の
配置だったり̶。
　しかし slouc cafe の本当の良さ
は別のところにあるような気がす
る。このカフェに居ると、時折映
画の上映開始を告げるアナウンス
が流れてくる。それが、ある状況
とそっくりなことに気付いた。

　海外に行くとき、余裕をもって
空港には出発の２、３時間前に到
着するものの、手続き等がスムー
ズにいくと、出発まで多くの時間
をもてあましてしまう。そうして
空港のベンチやラウンジで搭乗す
る飛行機を待っていると、出発が
近づいた様々なフライトの搭乗ア
ナウンスが流れてくる。そのアナ
ウンスを聞く度に自分のフライト
を確認し、同時に旅立ちへの期待
が高まる̶。
　slouc　 café は、搭乗アナウン
スが流れる空港と同じように、映
画への期待を高めてくれる雰囲気
がある。ゆったりだけど、ワクワ
ク。そんな slouc café は旅立ちの
カフェ、映画を待ちながらそう
思った。

（吉田亮介）

飛行機の乗り継ぎで空港で接続便を待つこ
とをいう。30 分から 1 時間程度が多い。
燃料や食糧を補給するためにいったん着陸
し、航空機を乗り換えない（機材が変わら
ない）場合をいう。航空機を乗り換える（機
材が変わる）ものは、トランスファーと呼
ばれる。

【トランジット】
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「東京タワーのチラリズム」
 　 「東京タワーは限られた場所か
らしか見えないからいいんだ。」
大学時代、都市の研究をしていた
教授が何かのタイミングで話して
くれ言葉。教授によれば、東京の
都市は計画的につくられていない
ため、東京タワーの姿を見るのは
容易ではないらしい。例えばパリ
の都市計画は、エッフェル塔がど
こからでも眺められるように設計
されているらしく、道路という軸
線を通して街の中心となってい
る。
 　一方、東京は明確な都市計画
もなく、高層ビルが乱立してし
まっているため、東京タワーへの
視界が広がらない。「東京タワー
が見える都市」を全く考慮してい
ないのだ。しかし、見えないこと
が逆にその魅力を高める。東京タ
ワーが見えたとき、多くの人が

「あっ東京タワーだ！」と思わず
言葉を発する。いつもは見えない
東京タワー。それを幸運にも見る
ことができた瞬間の嬉しい驚き。
それは富士山と同じなのかもしれ
ない。天気がよく空気が澄んだ日
には、中目黒ハウス ( 僕らの家 )

のベランダからくっきりと富士山
の雄大な姿が見える。しかし、美
しいその姿は見えない日の方が多
く、その見えないことが逆に魅力
を高める。
　もっと簡単に言ってしまえば、
パンチラなのかもしれない̶。
存在は充分すぎるくらい知ってい
るけど、いつもは見えない。それ
が偶然見えるから興奮する。
“東京タワーのチラリズム”。
東京スカイツリーが目標の 634m
に到達したことを告げるニュース
を見て、変わらない東京タワーの
魅力を思い出した。

（吉田亮介）

東京都港区芝公園 4 丁目にある東京地区の
集約電波塔である。1958 年（昭和 33 年）
10 月 14 日竣工、同年 12 月 23 日に完工式
が開かれた。一般的に東京のシンボル・観
光名所として知られる。高さ 333m。正式
名称は建築主に因み「日本電波塔」である。

【東京タワー】

「味噌づくりやMBAや」
　今同居している 3 人で払ってい
る家賃は 22.5 万円。年間 270 万
円を見知らぬ他人に払っているこ
とになる。この金額を見るといっ
そのこと買ってやろうか ?! と思
うこともしばしば…。しかし、買
うためには、収入増を期待してし
まう。でもこんな景気で見込める
のか。では支出を減らす？いや、
美味しいものは食べていたい！そ
うなると今あるお金をどうにかし
て増やすしかないという結論に。
早速アマゾンで資産運用の本の発
注。不動産投資、FX、どれもい
いことばかりかいているようで怪
しい。
そんな時に行ってみたのが早稲田
大学エクステンションセンターの

「資産設計塾」。週１回の全５回で
約１ヶ月で完結。費用2万4千円。
ビジネススクールが軒並み１０万
円超、講演でも約５千円する中で
ほどよい力の入れ具合と費用感。
　ここでは他に、「１２時間で学
ぶ MBA エッセンス」というビジ
ネス系や、「英会話基礎」などの
語学系など幅広く取り扱ってい
る。もちろん明治大学や東京大学

なども行っているし、関西学院大
も東京で同様の講座を行ってい
る。各大学がそれぞれ特色あるカ
リキュラムを組んでおり、目移り
してしまう。
　大学生のうちに “もっと勉強し
ておけばよかった” と思った事の
ある皆さん、大学はいつでも門戸
を開いて待っていますよ。違いは
親のお金か自分のお金かのみ。親
のありがたみを改めて感じます！
折しも 5 月 8 日は母の日。東京
農業大学主催の「世界でひとつ、
オリジナルみそ作りツアー」で
作った味噌のプレゼントなどはい
かがでしょうか？

（田鍋圭助）

大学で行われている学術の研究成果を地域
の皆さんにも還元し、市民の学習機会の場
を提供するために実施されている事業で
す。 広く一般市民を対象とした講座で、ど
なたでも気軽に参加していただけます。

【公開講座】



連載「京都綺譚」

Recommend 3M おわりに

第一回　上賀茂神社界隈
   京都人 10 年目の筆者が、「東の
京都」の方々に向けて発信する京
都情報。よろしくお付き合いくだ
さい。
“行く川のながれは絶えずして、
しかも本の水にあらず”
   「̶変化」というお題をいただ
いてまず思い浮かべたのが、鴨長
明のこの名文である。それを現代
において体感するならば、上賀茂
神社（賀茂別雷 [ かもわけいかづ
ち ] 神社 ) の界隈を散策するのが
よろしい。
　雲ヶ畑を源流とする賀茂川は、
上賀茂神社のやや上流から、水路
として市街地に取り込まれる。神
社の境内を縫って流れる水は禊
[ みそぎ ] の儀式に用いられるも
ので、我々も、腰をおろして足を
浸すことができる。境内の南から
流れ出ると、そこには社家町[しゃ
けまち ]（神官の屋敷町）が広がる。

水はその庭園に取り込まれ、池と
なり、あるいは草木を潤して水路
に戻る。さらに辿ると畑混じりの
住宅街。水は今でも、農業用水と
して使われているという̶。
　この流れみちは古からの不変
項、しかし、そこにある人や街並
みは、どうか。ぼちぼちと流れに
沿って歩きながら、そんなことを
考えた。

アクセス：京都駅より市バス４系
統、終点「上賀茂神社前」下車　

（北雄介）

賀茂別雷神社（かもわけいかずちじん
じゃ）は、京都市北区にある神社であ
る。上賀茂神社（かみがもじんじゃ）
の通称で知られる。式内社、山城国一
宮、二十二社の一社で、旧社格は官幣
大社。

【賀茂別雷神社】

わたしを離さないで
Movie

長崎県出身のイギリス人作家カズオ・イシグロに
よる長編小説が原作。映画史上かつて描かれたこ
とのない〈秘密〉。この命は、誰かのために。こ
の心は、わたしのために。

「春の訪れは、洗濯物から」
　目黒川沿いの桜が開花した。
電車待ちをしている駅のホーム
から春の風物詩を見つけた。だ
が自分の中では既に春の訪れを
知っていた。梅が咲くとか春の
嵐が吹き荒れるとかではなく、
もっと日常生活のなかで。洗濯
物がとても早く乾くようになっ
たからだった。
　3 月中旬の週末、いつものよ
うに朝干した洗濯物が、お昼過
ぎにはすっかり乾いている。
ちょっとした驚きだった。少し
前まで朝から夕方まで洗濯物を
干しておかなければ十分に乾か
なかったのが嘘のようだ。
　全自動洗濯機がいつでもどん

な天気でも洗濯物をすっきり乾
かしてくれることが当たり前に
なった今、天気予報を気にしな
がらベランダで洗濯物を乾かす
人だけが感じる季節の変化だ。
桜が満開に咲き乱れる景色はす
ばらしい。が、季節の移ろいを
喜べる瞬間は、なかなか乾かな
かった洗濯物がすぐ乾いたとき
なのかもしれない。
　HabonPaper も満開の桜のよう
な特別なものではなく、Habon
な人々の日常生活のオススメを
シェアするキュレーションペー
パーを作っていきたい。
洗濯物をとり込みながら、そん
なことを考えた。

国宝 燕子花図屏風 2011
Museum

尾形光琳の国宝「燕子花図屏風」。明るい金地を
背景に、濃淡の青と緑のみによって描かれた花々
が、計算しつくされた造形的韻律を奏でながら、
しかし堂々と、はつらつとした息吹を放つ。

ORDINARY DAYS / toe 
Music

震災支援の一環として作曲された一曲。優しくも
力強いメロディが印象的に心に残る。
一日でも早くみんなが普段の日々＝Ordinary 
Days に戻れるように。

「やさしい本」

次回の!"#$%

HabonPaper issue 02
同時発行

2011.05.29 (SUN) 　　　
　　          ＠中目黒ハウス

Habon Paper issue 01 　「変化」

2011年4月17日　第1刷発行

発行所　中目黒ハウス901

連絡先　Habon@gmail.com　
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