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“故郷のおもいで”

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

Habon な人々のモノコトの視点をシェアするキュレーションペーパー
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Last month
HABON“ライトな本”

塔都大阪
歩いても、歩いても
生きつく果ての故郷
福島・裏磐梯
故郷がつながるという偶然
海のある町
連載京都綺譚第四回「藩邸跡」
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建 築

映 画

?

「塔都大阪」
　大阪と聞いて何を思い浮かべます
か？吉本、グリコの看板、阪神タイ
ガース（甲子園は兵庫ですが）、ヒョ
ウ柄の服を着たオバチャン等々、
色々ありますが、大阪が「塔の都」で
ある事はおそらくあまり知られてい
ないと思います。
　私の故郷、大阪の個性的な塔を少
し紹介します。
　まず、大阪の塔の代表格といえば、
ご存知「通天閣」。先代まで遡ると
1912年建造、当時は東洋一の高さを
誇っていました。現在の高さは100
メートルで、スカイツリーや東京タ
ワーと比較するとチビッコな訳です
が、そもそも通天閣は電波塔ではな
く「展望台」なのです。展望台と考え
ると超高層級じゃないでしょうか。
　次は、万博記念公園の「太陽の塔」。
実家が近かった事もあり日常的に見
ていたのですが、今見ても圧倒させ
られるパワーを感じます。高さ70
メートル、左右に伸びる腕の長さは
25メートルという超巨大美術作品で
す。大阪万博の来場者数は6,400万人
なので、おそらく日本一多くの人に
見られたアート作品でしょう。見学
料をとっていないので、この巨体を

ちゃんと維持できているのか心配で
す。
　そして、奇怪建築物「PLの 塔」。
1970年築の高さ180メートルのタ
ワーです。高校野球のPL学園で有名
なパーフェクトリバティー（PL）教団
のシンボルで、正式名称は「超宗派万
国戦争犠牲者慰霊大平和記念塔」と
いう世界平和を祈念する施設なので
すが、外観が穏やかではないです。子
供の頃は見るたびに泣いていまし
た。ガウディ顔負けの奇抜な建築で
す。郊外にありますが一見の価値あ
りです。
　最後は「大阪タワー」です。聞き慣
れない響きですが、実は私も見た事
がありません。梅田の西の方にある
らしいのですが…。見たことのある
方は情報をお願いします。

大阪に来るときは、ぜひ塔巡りを!!

不動産デベロッパー勤務
“スタジオまめちょうだい”にて８月より墨
田区小村井のシェアアトリエに参画。

筒井 佳樹

「歩いても 歩いても」
　シャッシャッシャッシャッ… .ニン
ジンの皮を剥く瑞々しい音から映画
ははじまる。落とし蓋を上げた鍋の
中ではトロトロに煮えた角煮がクツ
クツと心地のよい音を立て、ふかふ
かに茹で上がったじゃがいもがすり
棒でつぶされてゆく。木製のまな板
の上では、ミョウガが美しい音を立
てながらきざまれ、さっと湯からあ
げ粗塩をふられた枝豆が宙を舞うこ
ろには、あなたは既に田舎に集まっ
た家族や親戚のひとりになっている
ことだろう。
　15年前に命を落とした長男の命日
に集った家族の一日を描いたこの映
画では、何も起こらない。  何も起こ
らないと同時に、数えきれないほど
の”日常”が起こる。カメラは、この家
で起こる日常のひとつひとつを、寄
り添うように丁寧に切り取ってゆ
く。台所に立つ母娘の他愛もない会
話、年に数回だけ顔を合わせる親戚
同士のあの距離感、小さな沈黙とそ
の沈黙に耐えかねてはじまる別の話
題。そして、穏やかな日常のなかにそ
れぞれの立場や思い、小さな見栄や
苦悩が散りばめられる。
　この映画の魅力を一言で表現する
ならば、”娯楽としてのリアリズム”だ
ろう。ふとした言葉の切れ端や僅か

な表情の変化、さりげない仕草の細
部にわたるリアリズムがエンターテ
イメントになり得ることを是枝氏は
知っている。ともすれば観る者にざ
らついた印象を与えてしまうリアリ
ズム描写を親切過ぎるほどわかりや
すいかたちで提示することで、あく
まで娯楽映画を観せる手段として使
いこなす氏のバランス感覚には頭が
下がる。
　また、役者人の演技も素晴らしく、
中でも樹木希林演じる田舎の母親の
実在感は見事の一言。物語の後半、お
しゃべりで愛らしい彼女が急に表情
を変えて呪詛のように言葉を絞り出
すあの怪演には背筋が凍った。唯一
ラストのナレーションは不要だった
ように思うが、それを差し引いてな
おまぎれもない佳作。
　さあ、この夏は忙しくて帰れない
などとほざいている親不孝者のおま
えら、いますぐ荷物をまとめなさい。
「人生は、いつもちょっとだけ間にあ
わない」のだから。

某化学メーカーの経理G在籍。
好きなダムのタイプは重力式コンクリート
ダム。

岡崎 翔太
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「生きつく果ての故郷（ふるさと）」
　『世界にはこんなにも沢山の国や
地域が存在する。この地球に生まれ
てきたのだから、それを知らずに生
きていくことなんてもったいない。
地球のほんの一部でしかない日本と
いう国なんかに納まるな、自分！』そ
んなことを意気衝天と思っていた。
で、学生のときや社会人になってか
らも幾つかの国に旅に出ながら、
ちょっとだけ冷静になって「こんな
風に海外を旅したい気持ちって、ど
こからくるんだろう？」と自分に問
うてみたことがあったんです。そこ
で行きついた答えというのが『自分
の故郷を認識したいんだろうな。』と
いうこと。
　「あなたの故郷はどこ？」って聞か
れたら、普通自分の場合、日本、実家
のある埼玉県羽生市、出生地の山形
のどれかってことになると思うんだ
けど、たぶん自分はどこかで「他に故
郷があるかもしれない!?」と思ってい
るところがあるみたいで…。それは、
この地球のどこかまだ見ぬところで
ある可能性があって、だとしたら実
際に自分がそこを訪れてみないとい
けないだろうな、と思うわけです。事
実、旅したインドとラオスでは、なん

か懐かしいというか、心がどこか落
ち着く感じを覚えたりもしている。
でもその一方で、海外を旅すると、よ
り日本や実家や出生地を好きになっ
ている自分もいる。日本人でよかっ
たと感じるし、この環境で生まれて
きたことに感謝したい気持ちも湧き
上がってくる。
目で、耳で、鼻で、舌で、肌で。その総
てで、なるべく沢山の国や地域を感
じた結果として、自身の故郷を強く
認識することが出来たならば、それ
はとても幸せなことなんじゃないか
な!?その故郷というのが、最終的にど
こになるかは、一種の”人生の楽しみ”
として捉えたいなと思っている。た
だ、自分自身で納得できるように旅
は続けていきたいなと思う。
今回、「故郷（ふるさと）」というテー
マを聞いたときに、一番最初に思い
浮かべたことでした。

広告会社勤務。バングラと日本の小学校を
つなぐ姉妹学級 SSP メンバー。誰かの想い
を写真にのせて届ける活動を展開中。

岡澤 友広

旅

写 真「今月のiPhone Snap」

「景色Ⅰ」
谷中散歩後上、野公園にあるビアガーデンから

「山、花、雲」
谷川岳山頂より

「景色Ⅱ」
東名高速富士川 SAのスタバから

「電車、灯り、トンネル」
日本一のモグラ駅 “ 土合駅”

「景色Ⅲ」
倉敷－広島を結ぶ在来線の車窓から

「水、落ちる、岩」
水上の大きな滝、泳ぎたくなる

by Naoya Tochio

by Ryosuke Yoshida
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自 然

食

「福島・裏磐梯」
　典型的な東京の郊外で生まれ育っ
た僕は’ふるさとに想いを馳せる’なん
てことは皆無に等しい。たまに実家
に帰っても懐かしさを感じないし、
都心から1時間程度の埼玉・川口は、
「遠きに在りて思ふもの」でもない。
小さい頃、夏休みやお正月に遊びに
行っていた栃木の親戚の家が、唯一
懐かしさ覚えるくらい．．．
　7月初旬、ちょうど梅雨が明けた
頃、その栃木の叔父・叔母とうちの
家族で福島・裏磐梯へ行った。郡山
から高速で車を20分、さらに高速を
降りて磐梯山の脇を通りながら山道
を登ることまた20分、あちらこちら
に湖沼が現れはじめ、磐梯高原にた
どり着いた。
　磐梯高原は、他の高原とは少し趣
の異なる自然に恵まれていた。沼の
水の色が少しずつ違って見える五色
沼や、山頂が大きく窪んで岩が露わ
になっている磐梯山（猪苗代湖から
はそう見えない）、その荒々しい山と
対照的な穏やかな草花．．．変化に富
んだ磐梯高原は歩くことを楽しくさ
せてくれる場所だった。
　軽井沢や那須とも違った景観は、
明治時代、約120年前の磐梯山の大噴

火によって生まれたらしい。山頂が
吹っ飛ぶほど大きな爆発で、大量の
岩石や土砂がその爆風とともに流れ
くだり、周辺の谷を埋め、川の流れを
せき止めた。その結果、多くの沼や湿
地が出来上がったとのことだった。
　噴火した当時、この辺りは想像を
絶する世界になっていたのだと思
う。それが120年経った今、噴火を微
塵も感じさせないほどの豊かな自然
に、いやむしろより美しさを増した
のではか、と思えるほどの自然に生
まれ変わっていた。
　自然の力によって破壊された自然
は、自然の力でより強くより美しく
蘇る――。
　そんな磐梯高原は、故郷のように
年に一度は帰りたいと思わせてくれ
る印象深い高原だった。

「故郷がつながるという偶然」
　私の故郷は兵庫県宍粟市一宮町と
いうドがつく田舎である。この周辺
は播磨地方と呼ばれ、日本一の生産
高を誇る”素麺産地”だ。皆さんも一度
は口にしたことがある揖保乃糸はこ
こでつくられる。そして、私の実家も
揖保乃糸をつくっている。
　私には故郷がもう一つある。大学
生という自由で楽しい６年間を過ご
した宮城県仙台市だ。建築を勉強し
ていた私の実際の教科書になった都
市で、非常に多くのそしていろんな
思い出のある場所だ。
　3.11東北大震災が起き、いても
たってもいられなくなった私は支援
活動を始めた。いろんな縁がある中
で宮城県石巻市の支援を継続的に行
い始めたのだが、前回の訪問で思わ
ぬ偶然が起こった。
　実家が揖保乃糸をつくっていると
いうことで、被災地の子どもたちに
素麺で楽しい時間と食事を提供でき
たらと思い、”素麺流し”を企画した。
前日に現地確認に行くと近くで見覚
えのあるのぼりが飛び込んできた。
「あれ？母親が気を利かせて揖保乃
糸ののぼりを送るというサプライズ
か」と思ったらそうではなく、なんと
私の故郷である宍粟市が石巻市を支
援していて、たまたま名産である揖

保乃糸を振る舞っていたのだ。しか
も、市長も訪問されており、「阪神大
震災のときはいろんな人に支えても
らった。今度はお返しする番」と。そ
の言葉を聞き私は自分の故郷を誇り
に思った。と同時に、熱いものが込み
上げてきたがぐっと我慢。翌日の成
功を祈って固い握手。
　素麺流しは今までにない大盛況。
子どもも大人もびしょびしょになり
ながら、おいしく頂きました。イベン
ト終了後に主催者さんに「今までの
支援の中でこんなに盛り上がったこ
とはない。被災者も支援者もみんな
が一体となったイベントでした」と
いう一言で僕の疲れは吹っ飛びまし
た。
　とても遠い２つの故郷が思わぬカ
タチでつながる。そしてみんなの笑
顔をつくっていく。これは本当に偶
然だろうか。実はもっとすべてが身
近にあるのかもしれない。みんなの
故郷もそこら中にあっていろんなカ
タチで僕らの生活を支えてくれてい
るのかもしれない。そんなことを強
く感じた一日だった。

建築設計事務所勤務。建築家。シェアライ
ブラリー「Habon」共同主宰。コミュニティ
をつくるをキーワードに設計活動中。

杤尾 直也

ビジネスコンサルティング会社在籍。
シェアライブラリー「Habon」共同主宰
Sister School PJ メンバー。

吉田 亮介
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食 事

暮らし「海のある町」

某企業にて、MD・PR・商品開発・ワーク
ショップ運営などの担当を経て、現在は
WEB デザインを学びながら独立・開業に向
けて準備中。book pick orchestra メンバー
としても活動中。

仁科 順子

　ー海のある町。　
私は、瀬戸内地方の小さな町で生ま
れ、留学する高校二年生までの十七
年間をそこで過ごした。
　自然豊かで、美しい景色。雨降りの
少ない、温暖で穏やかな気候。そし
て、暮らしの息づかいが素朴で優し
い町並みと人々。  絵に描いた様な
「田舎」のシーンをそのまま象徴でき
そうな位に、小さくて何も無いと感
じていたその場所を、子どもの頃は
どこか窮屈に感じていたのかも知れ
ない。もっと広い世界が見てみたく
て、高校三年生になる年、私は故郷を
離れた。
　オーストラリアのタスマニアとい
う島にあるその場所は、私が生まれ
育った町以上に田舎で、人口よりも
羊の数の方が多い、自然に囲まれた
とても静かな町だった。
　ーそこにも、海があった。
波立ちの少ない静かな海と、朗らか
で親しみやすい町の人々に、私は、瀬
戸内の故郷を重ねていた。そして、そ
れら二つの故郷に、同じ「海」という
共通点があることに気付いたのは、
つい最近のことだ。
　今、東京という巨大都市に暮らし、
圧倒的な情報量と、田舎とは比較に

ならない程の物質的な豊かさを持つ
この場所は、私をワクワクさせてく
れ、スピード感やある種の安心感も
与えてくれるけれど、同時に時々、猛
烈な心労と閉塞感を感じてしまう。
そしてそんな時には、大抵決まって
「海が見たい」とか、「海のある町に還
りたい」と思う様になった。
　ー東京にも、海はある。
しかし、何故か、何処か違うその海を
「見たい」と思うことは少ない。心が
「還る」ことをしないのだ。郷愁の念
を感じ、でも、それでもここで、もう
しばらく生きていくと決めている私
に、知らず知らずの内に、故郷の海が
私にとってとても身近な存在で、と
ても大きな存在だということに気付
いたのだ。
　ーそして私は、「海に還りたい」と
思う。
　いつかまた、故郷と同じ、海と寄り
添いながら暮らす日を夢見て。

「今月のおすすめレストラン」
「一饗」

目黒区上目黒 2-10-7  1F

世田谷区代沢 3-12-20 ビラ・アズマ 1F

「東京料理タケハーナ」
世田谷代沢にあるレストラ
ン。創作料理と名のつくお店
が巷に溢れかえるこのご時
世、ここは東京料理。揚げ出
しコロッケとかこんにゃくの
フリットとか、センスの良い
ひねりが効いた料理たちは、
どれも経験したことのない味
だけど、どれも経験したこと
ないほど美味。

吉田 亮介

中目黒にある割烹。最初に飲
み物を頼むが、ここでは器を
選ぶことができる。口当たり
や手に持った感じまでこだ
わっている。料理はメニュー
に書かれているものからは想
像できない変化をして出てく
る。それを一品一品丁寧に説
明してくれる。
特に、地鶏のネギソースかけ
と生ハムおにぎりは絶品。

杤尾 直也

「ARBOL 」

新宿区神楽坂 4-7  1F

渋谷区桜丘町 2-12  8F

「conceal.cafe SAKURAGAOKA」
食事をするとき、そのお店の
雰囲気は非常に重要である。
特に彼氏彼女と行くときはな
おさら。コンシールカフェは
渋谷のど真ん中を一望できる
カフェだ。折り重なるビル群
と動きのある山手線、銀座線、
そして眼下には 246 を流れる
無数のライト。都会にいるこ
とを実感しながらゆっくりで
きる。一杯飲んだあとに立ち
寄りたい。

杤尾 直也

神楽坂の１軒家レストラン。
雰囲気勝ち。食べログでは
サービス云々書いてたりしま
すが、全然問題無いと思いま
す。

田鍋 圭介
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　2010年12月出版、原発事故前の原発最新事
情を網羅した本。日本の原発技術の先進性とそ
れを輸出することにより世界がHAPPYになる
明るい未来が、希望あふれる文章で綴られてい
る。
3.11後のパラレルな現実。何が正しいのかとい
うことを考えさせられる。

筒井 佳樹 「日本の原発技術が世界を変える」
豊田 有恒
祥伝社

　暗い暗い場所にいる人にも光があたる、そん
なストーリーの本です。辻村さんの本は、他の
作品の登場人物がふとでてきたりします。ぜひ
他の作品も読んで頂き、そのつながりにニヤニ
ヤしてほしいです。個人的にはミステリー作家
だと思っています。どんでん返しに期待してく
ださい！

鐡 真孝 「凍りのくじら」
辻村 深月
講談社

　「ライト」と言えばこの人。僕の憧れである高
田純次氏の考え方が詰まった本です。悩んでい
るとき、行き詰まったとき、重く考えずに楽し
く行こうよって言う感じが全面にでて、気が楽
になる本。基本は極論した馬鹿なことしか書い
ていないけど、たまに、本当にたまに極論まで
行ったが故の真実を突きつけられ、ぐさっとく
ること請け合い。

杤尾 直也 「適当教典」
高田 純次

河出書房新社

　紹介者の海外逃亡のため、今回の紹介はお休
みさせていただきます。

田鍋 圭助 「スウェーデン式アイデアブック」
フレドリック・ヘレーン

ダイヤモンド社

岡崎 翔太 「烏有此譚」
円城 塔
講談社

小野 優太 「ラクをしないと成果は出ない」
日垣 隆
大和書房

　ランナーにとって「正しい」こと、それは速い
ことではない。速さを求め続けた天才ランナー
「カケル」が、「ハイジ」と出会い、見つけた答え
とは…。あー箱根駅伝を目指す学生の話です。

太田 聖 「風が強く吹いている」
三浦 しをん

新潮社

　アンデルセンの中でも有名な一冊。絵本のよ
うに短く、分かりやすく、ファンタジーな作品
です。読みやすくてライト！また月の光（ライ
ト）によって照らし出される物語は、主人公の
心をとらえていきます。あなたの心もきっとと
らえられるはず…

第10回は「ライト」をテーマにHabonな人たちのオススメの本を集めました。「ライト」っていろんな捉え方がありますよね。 “right”と書くと「権
利」、「正しい」、”light”と書くと「軽い」、「光」など、人によって解釈は様々。個性的な「ライト」な本が集まった16冊の本を紹介します。

池田 麻美 「絵のない絵本」
ハンス・クリスチャン・アンデルセン

新潮社

New Books of Habon Library 

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” に出会える新しいライブラリーの仕組み

Habon
とは

　本文と同じ分量の注釈。煙に巻かれる快感。 　「ライト」を「軽い」と「楽」ということで選書
しました。「楽」をポジティブに解釈していく
と、いろいろな場面でよい結果に結びつくこと
があるんではないかまぁと思います。

　奥さんを亡くした旦那さんが、49年間かけ
て再生の一歩を踏みだすストーリー。当たり前
すぎてつい気づかない、まわりの人たちの優し
さに感謝したくなる本です。私の尊敬する友人
の1人が編集した本です。

鈴木 麻希 「四十九日のレシピ」
伊吹 有喜
ポプラ社

　気軽に明るくなれる本、です。極端に憶病で
好奇心の低いほむらさんは、現実に対して
ちょっとずれた見方をしてしまう…それが“確
かに”と納得できたり、“いやいや”とつっこみた
くなったり、ついついクスクス笑ってしまう本
です。

高橋 脩 「にょにょっ記」
穂村 弘
文藝春秋
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1984年熊本生まれ。眼科
とメガネ屋さんで見かけ
る機械を作っている会社
で、アジア•中東•アフリカ
向 け のSales&Marketing
のチームに所属。昼ビー
ル協会優良会員。モノポ
リー好き。

本田 類 「烏有此譚」
博報堂ケトル

太田出版

松元 絵里子 「57577 Go city,go city,city 」
桝野 浩一
角川書店

　「天地明察」です。ライトな本ということで…
まず読みやすい小説。時代小説なんだけど戦や
剣客とかそういうものも出てこない。そういう
意味でのライト。もういっこは「明察」。英語で
言うとThat's right ！数学と天文学を愛する渋
川春海の生涯。ひとつのことに打ち込めるすば
らしさを感じられる本。

藤木 俊大 「天地明察」
冲 方丁
角川書店

　テキスタイルデザイナー、ロッタのスケッチ
ブック「Inspiration」。北欧で生まれ育った彼女
の表現するテキスタイルは、自然のゆったりと
した時間を思わせてくれる様な優しい色彩と
デザインが印象的な本です。
「かわいいモノ好き」な女子なら誰もが手に取
りたくなる一冊。を、男所帯のHabonさんへ―。

仁科 順子 「Inspiration」
Lotta Jansdotter
ピエブックス

　僕にとってのライトな本とは雑誌。買って読
んだら誰かにあげてます。パンダ好きとデーブ
好きにはたまらない企画満載のこの雑誌は、
2011年6月創刊。ケトルとデーズで何か思い出
した貴方には揚玉ボンバー差し上げます。

　なんとなく口ずさみたい歌（短歌）が 4 コ
マで表現されます。
57577 のリズムが軽くて心地よい。好きな本。

　何かを発見したとき、素敵な人と知り合った
とき、心にぽっと明かりが灯ったことはありま
すか。もともとはウォーホル嫌いだった私は、
この画集をキッカケに好きになりました。ブレ
イクする前のファッション誌に描いていたイ
ラストは、女性やシューズ、アクセサリーを暖
かな筆致で表しています。ポップだけじゃない
ウォーホルの魅力を知るのにオススメな一冊。

　実はこのHabonに集う男子の多くは建築が
バックグラウンドにある事をご存知でした
か？そんなある意味Habonらしい本を読ませ
て頂きました。初めて会った筒井くんが紹介し
てくれた「住宅読本」。彼もまた建築に趣のある
人物で、なかなかのイイ男です。
　この本、「"住宅"というものは、ただ身体的に
人が住み、日常生活が行われる容器であるばか
りでなく、心もまた、安らかに、豊かに、
しっくりとそこに住み続けられる場所でなけ
ればならない。」という著者・中村好文氏の優
しい解説が、うんうんと頷かせてくれます。
　打放しのコンクリートがどうとか、屋根の
シェイプがどうとかではなく、”家に暮らす”と
は何か？を考えるいいきっかけになりました。
部屋は住人を写す鏡ですから。それを構成する
家具や雑貨も気になってしまいますね。え、読
み終えた後？　もちろん、部屋を片付けました
よ。笑。

山本 綾子 「andy Warhol/fashion」
WARHOL

THAMES & HUDSON

　ケンタロウの料理のいいところは男目線。と
いうか、白米目線。紹介されているレシピはい
かに白米を美味しく食べるか？に焦点を当て
ているんだなと思うくらい、牛角カルビにも王
将餃子にも匹敵するくらいご飯がすすむ。まさ
に白米の為のレシピ満載。
手軽に作れてガッツリ食べたいときにはもっ
てこいの本です。

吉田 亮介 「ケンタロウ絶品！おかず」
ケンタロウ
主婦の友社

本田 類

「住宅読本」中村好文
第 9回 Habon “やさしい本”
推薦者：筒井佳樹

人事コンサルティング会
社在籍。プライベートを
犠牲にしても大手企業の
採用を支援するアクティ
ブ女子。得意言語はイタ
リア語。

　にわかファン、を体現してしまった。「中華料
理？大好き！よく食べるよ！」と言いながら
おこげを食べたことがない、みたいな。とにく、
遠藤周作好きだといいながら見逃していた本作
に、HHabonで出会えてとても嬉しい。
　本作のテーマは、人が抱えるそれぞれの人生、
そこに張り付く「業」。それを洗い流すのは、
聖なる河、ガンジス。人生の業はもちろん、生き
物の生死も、深すぎる慈愛で悠然と飲み込む。
出てくる登場人物のそれぞれの「業」のどれかひ
とつに、自分を重ねて読むこともできるので
「信仰」がテーマではあるものの、身近に感じら
れる。妻を失った平凡なサラリーマン、人を愛し
た経験を持てない30代の女性…。
　印度、ガンジス河への疑似トリップとともに、
普段は感じることの少ない自分にとっての「神」
やそこに捧げであろう祈りに、思わず想いを馳
せてしまう作品。深い懐をもった河のほとりで、
あなたは誰に、どんな祈りを捧げますか？ 

岡部 祥子

「深い河」遠藤 周作
第 1回 Habon “オススメな本”
推薦者：笹本 直裕



回りに１周。しかし名残は見つか
らない。立ち話のご老人に伺って
みても、「場所はおおてるみたいや
けど、町内のもんでも、誰も知らん
ねえ」との返事をいただいた。一方
南向かいの福井藩邸跡には、勤王
の志士・橋本左内居跡の石碑が
立っており、少し妬いてしまう。
　かくして、今回の私の目的は果
たされなかった。京都といえども、
都市は着々と変わってゆくのだ。
多くのものが残される中で、それ
以上のものが記憶の彼方へと去っ
てゆく。そして我々は、過去から連
綿と続く世界の中で、現在という
時間を機嫌よく生きている。

　実家へは、8月の14日に戻ろう
と思います。

連載「京都綺譚」

Recommend 3M おわりに

第四回　藩邸跡
　編集局より受け取った「故郷」と
いうお題を前に、はたと困り果て
た。なぜなら、私の故郷は京都では
ない。兵庫県・姫路なのだ。京都を
「第二の故郷」と呼ぶのはた易い
が、あの白鷺の城を見上げながら
過ごした日々は、忘れるべくもな
い。
　そこで今回は、京都の中で私の
故郷にゆかりのある場所を訪ねる
こととした。まず図書館にて資料
を漁り、幕末の古地図の中に、姫路
藩主「酒井家」の文字を探す。―見
つけた。二条城の東向かいに堂々
と一街区を占めている。将軍滞在
の城の眼前という重要な立地に、
なぜだかほくそ笑んでしまう私。
京都のことだ、門扉や石碑ぐらい
は残っているに違いない。早速自
転車で出かけてみた。
　勿論屋敷は残っておらず、古い
町家とビル、マンション、駐車場の
混じりあう典型的な現代京都の風
景。屋敷跡地を、右回りに３周、逆

モールス
Movie

　雪に閉ざされた町。母と暮らす12歳の少年の家
の隣に、謎多き少女アビーが越してくる。孤独を抱
える二人は、壁越しのモールス信号で絆を深めて
いく。が、やがて町では残酷な猟奇殺人が頻発し、
捜査の手は二人が住む団地へ及んでいく…。ア
ビーの秘密と事件が繋がった時、少年はどんな決
断を下すのか？

「仏像との対峙」
　先日、奈良で仏像巡りをした。2日
間の短い旅程だったが、西大寺から
巡り始めて、東大寺や興福寺といっ
た有名どころから、今回初めて訪れ
た中宮寺や秋篠寺等、7カ所くらい
のお寺を見て回った。
　これまで仏像自体に興味はあった
が、実際に見ても美しいとか素晴ら
しいと思うようなことはあまりな
かった。菩薩と如来の違いも、明王の
役割も、そもそも仏教に関する知識
も、ほぼ無知に等しい。それでも、今
回見てきた仏像たちには見入ってし
まった。感動すら覚えた。
　それは西大寺で、目をカッと見開
き、口を大きく開いた獅子を見たの
がきっかけだった。自分の立った場
所と背の高さが偶然にもぴったり
だったのか、その獅子とばっちり目
が合う。どこかの大型犬に威嚇され
ているようで少し恐怖を感じたが、
そのまま目をそらすのも何だか悔し

くじっと見つめていると、獅子が話
しかけてくる感覚を味わった。どち
らかといえば、その表情は僕に真を
問うてきている。そしてぼくはその
ことについて、獅子と対峙しながら
じっと考えることとなった――。
　この感覚がその後も何度か訪れ
る。中宮寺の菩薩半跏像の優しい微
笑みを見たときも、興福寺の阿修羅
像の眉を寄せて少し厳しさのある表
情を見たときも。
　不思議な感覚だった。仏像が話し
かけてきたからではない。実際は自
分が自分に問いかけているのだと分
かっていた。その問いが仏像によっ
て僕の潜在意識からひっぱりだされ
る感覚が、不思議だった。
　結局、問われたことの答えは出な
かったけれど、不思議なその感覚は
どこか心地よく、いつまでも飽きる
ことなく仏像を見入っていた。

家の外の都市（まち）の中の家 展
Museum

　第12回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展・
日本館の展示を新たにバージョンアップした帰国
展「家の外の都市（まち）の中の家」。北山恒、アトリ
エ・ワン、西沢立衛が考えた家から、東京で都市と
のつながりを持ちながら、ともに生きるための
「家」のかたちを考える展覧会。

若者のすべて / FUJIFABRIC
Music

　ap bank fesに行くため予習していたときに出
会った一曲。何とも切ない歌詞と独特のメロ
ディーに一気に惹き付けられる。そして、花火を一
緒に見たあの人のことを思い出したりする。この
切なさがたまらない。

「実りの本」
次回のHabon

HabonPaper issue 05
同時発行

2011.09.23(fri) 　　　
　　          ＠未定

HabonPaper issue 04

「故郷のおもいで」

京都大学大学院博士課程在籍。
都市の様相の解読とそのデザイン方法
を研究中。ustuwa 代表。

北 雄介
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