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“実りの予感”

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

実らない場所
桔梗の葡萄
KANの歌のような建築
魅了される街
実らない　切ない映画街
政治の成果
連載京都綺譚第五回「地蔵盆」

photo by WATARU TAKENO
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旅

自 然

「実らない場所」
　この夏、ボリビアに行ってきまし
た。成田から飛行機で24時間。やっと
着いたラパスは、すり鉢状の地形に
並ぶ赤いレンガの家々、ふわっとし
たスカートの民族衣装に身を包む
チョリータさんと、何ともアンデス
的雰囲気満点！でも旅のメインはそ
こから更にバスで10時間の「ウユニ
塩湖」。行った人が皆魅了されるとい
う噂。じゃあ魅了されようじゃない
かと行ってみると・・・
　そこは一面真っ白の世界。ううん、
白よりもっと強い。光の洪水。一面の
塩の上に、太陽がこれでもかと反射
する。眩しすぎて目が開けられない。
カメラだって「露出オーバー」。
　とはいえサングラスをかけて目を
開けると、あら？全体の色がトーン
ダウン。何だか平らなスキー場っぽ
い、と冷静になりつつ車に戻って塩
湖の上の大移動を始めたら・・何が
何だかわかんない感覚に襲われた。
今進んでるのか進んでないのか、こ
こが何なのか、真っ白すぎてわけが
わからなくなった。見えるのは車の
タイヤの跡だけ。
　ふと「孤独」って言葉が浮かんだ。

塩が強すぎて何もない。この土地は、
植物を育むことも出来ない、動物も
住めない。ただ一面、塩。
　本当は、ボリビア的実りを探そう
と意気込んできたこの旅。でもそん
なの吹っ飛んだ。
「塩しかないぞ。それが何だ。」
そう言わんばかりのこの景色。実り
への執着が、全て剥がれ落とされた
気がした。
　何だかスッキリしてラパスに帰っ
た ら、友 達 が 開 口 一 番「ＵＦＯ見
た？」と。何だかよく目撃されるらし
い。先に知ってたら探したのにと残
念がってたら、何だか塩湖に咎めら
れてる気がした。まだ形を求めて、目
で捉えようとするのかって。感覚っ
てモンを粗末にすんなよって。
　全く塩湖ってやつは。後まで引き
ずるぐらいインパクト大でした。
　まとまった時間が取れた方、ぜひ
一度足を運んでみて下さい。

ＩＴ企業勤務。グローバル人事部所属。ＵＫ
－東京の混成チームで日々カルチャー
ギャップに奮闘中。東京マラソン出場狙い中
Sister School Project立ち上げメンバー

末松 佳子

「桔梗の葡萄」
　はらこ飯、さんま、柿、梨・・・夏の
日差しも和らぎ始め、秋の気配が感
じ取れるようになってくると、とた
んに食べたいものが増えてくる。も
ちろん、他の季節にもそれぞれ旬の
ものがあり、季節の変わり目がやっ
てくると、その度に次の季節のもの
を食べたくなってしまうのではある
が、秋に対して多少なりともひいき
にしてしまうのは、秋という季節の
彩りの華やかさと、その影に、次に必
ずやってくる冬を感じてしまうから
だろうか。
　僕の育った街は、宮城県の仙台市。
太平洋と奥羽山脈に挟まれ、海に行
くにも山に行くにも車で１時間程で
ついてしまう小さな街である。そん
なもんだから、この季節になると、家
族や友達と近くの港町に出かけて魚
を食べ、帰りに街道沿いの露店で果
物を買って帰る、というようなこと
を面白がってやっていた。
　そんな仙台から程近い、宮城県南
部に位置する亘理郡山元町の海沿い
の一角に、梗長兵衛商店という小さ
な醸造所と葡萄畑があった。そこは、
県内唯一のワイナリーで、ワインや

ブドウ液など家族で好んで買いに出
かけていた場所だった。僕がまだ小
さかった頃には、店先でスイカやら
なにやらご馳走になってもいたらし
い。（正直それはあんまり覚えていな
い。）
　今、その場所には崩れかけた廃墟
と、雑草が繁茂する荒地が、ただある
だけである。３月１１日に東北を
襲った津波は、長大な砂浜と水田が
広がる美しいこの土地から、全てを
根こそぎ持っていってしまった。し
かし、じっと目を凝らすと、小さいな
がらも確かに実を結んだ葡萄の木が
数本、雑草の中にぽつぽつと残って
いることに気付く。桔梗の葡萄は、津
波にも塩害にも耐え、実ったのだ。

建築設計事務所勤務。暇があればぶらぶら
と良好してます。次世代をになう建築とは
何かを模索中。

高橋 脩
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「KANの歌のような建築」
　去年の夏から今年にかけて、谷口
吉生という建築家の作品を見る機会
が何度もあった。東京国立博物館の
法隆寺宝物館に始まり、香川県東山
魁夷せとうち美術館や広島市の環境
局中工場（ごみ焼却場）、愛知の豊田
市美術館など、数えてみると計7作
品、法隆寺宝物館は3回訪れていた。
　谷口吉生は、CASABRUTUSで特集
を組まれる安藤忠雄や金沢21世紀美
術館を設計したSANNAのような知名
度も派手さもないが、ニューヨーク
のMOMAの設計者に選ばれる等、超
がつく程の実力派建築家だ。
　例えるならば、さしずめ建築界の
KANといったところだろうか（キャ
ラは全然違いそうだけど）。
メロディーは明快で歌詞もシンプ
ル。でもその洗練された旋律や磨き
込まれた言葉は、他に類を見ないほ
ど独創的。だから初めて聞いた曲で
も、すーっと体の中に入ってきて、
ずーっと心に残る。そんなKANの歌
のような建築、というイメージ。
　それに加え、（趣は全く異なるけ
ど）KANがライブで警察官の姿を披
露するように、谷口吉生も粋な演出

を用意する。せとうち美術館では作
品を鑑賞し終えた後、豊田市美術館
では鑑賞途中に用意されたサプライ
ズ、環境局中工場ではごみ焼却場を
魅せる空間「エコリアム」などなど、
一度訪れたら二度と忘れない程、琴
線に触れる仕掛けが施されていた。
　さらにさらに、KANの曲がずっと
昔から歌われ続けてきた雰囲気を醸
し出しているように、彼の建築も昔
からそこに佇んでいるかのような存
在感を放っていた。
　そしてその空間に包まれて過ごす
時間は心地良かった。
　2013年、京都国立博物館に建設中
の平常館が開館するらしい。後年、谷
口吉生の晩年の作品と呼ばれるかも
しれない平常館は、彼の集大成とし
てどんな実りとなるのか、今後要注
目です。
　ここ一年、KANの歌もよく聞きま
した。“よければ一緒に”という歌が好
きです。

建　築

写 真「今月のiPhone Snap」

幾重にも  重なる命
ミナギル緑  見直す野菜

「小、色、生」
カエルのいる場所

あと何度  過ごせるだろう  夏の思ひ出  
それはいつもの  このソラの下

「大、高、勢」
香港のビル群

見上げると  優しいヒカリ
熱が冷め  夜で感じる  秋の訪れ

「中、素、安」
熱海の海

by Naoya Tochio

by Wataru Takeno

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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海 外

映 画

「魅了される街」
　様々な文化、人が集まる街ニュー
ヨークに来てから早くも３ヶ月。海
外生活は今年で９年目。いろんな国、
街を旅してきましたが、やはり
ニューヨークは規模が大きい。街を
歩いているだけで、いろんな国を体
験できる。聞いたことのない言葉や
音楽がそこら中から聞こえてくる。
顔立ちも違えば、背丈も違う、服装も
何もかもが多種多様な人々で賑わっ
ている。地下鉄に乗れば、必ずスト
リートミュジシャンの人たちが、地
下鉄という薄暗い場所を元気づけて
くれる。街の通りには、市場が新鮮な
野菜や果物を並べて、食欲を誘う。セ
ントラルパークを歩けば自然を楽し
め、タイムズスクエアを歩けば演劇
や映画、ファッションなどの様々な
文化を体感できる。数えきれないほ
どの文化や人々の交錯、街が作り出
す音と混じり合ってニューヨークと
いう街は人々を自然と引き寄せる魅
力を常に放っている。
　今では、ニューヨークの魅力の虜
になったが、来た当初は全くの逆で、
がっかりしたのを覚えている。 衛生、
治安面の悪さ。JFK空港について、タ
クシーに乗り向かった新しい住居
地、マンハッタン。日本の夏のように
蒸し暑く、タクシーの中は、蒸し風呂

状態で気分が悪くなっていった。一
時間くらいして着いたアパート。治
安が悪いのは一目瞭然。粗大ゴミは
そこら中に散り、街の通りから漂う
匂いは自分の危険に対する五感が一
瞬にして働き出したのを覚えてい
る。実際に、自分の住んでいたアパー
トから１００メートルも離れていな
い公園で、少年が殺害されたのを聞
いて血の気が引いていったのを鮮明
に記憶している。
　大都市の裏の顔。常に多様な文化、
人々が出入りするせいか、そんな中
から生じるマイナス因子も仕方ない
のかもしれない。様々な夢、希望が渦
巻く都市の陰で脱落していく人々。
正直シビアな街だなと感じる。現実
と夢の共存。スリルに近いものを感
じるが、自分も含めておそらくそこ
に人は魅了されるのではないだろう
か。未知の場所での自分発見そして
確立、様々な出会い。やはり旅はやめ
られない。

人材系広告会社勤務。初代「Habon」メン
バー。

小畠 康代

コーネル大学院建築学部在籍。アメリカ、
ヨーロッパと旅をしてきて９年。かっこい
いおじいちゃんになるために、猛勉強中。

新井 克哉

「実らない。切ない映画」
　実りといったら秋、というキー
ワードがまず思いつきました。あき、
秋、芸術の秋…ということで、私から
は秋に見たいオススメの映画をご紹
介したいと思います。
　夏が終わる頃になると涼しくなっ
て嬉しい反面、少し寂しい気持ちに
なります。そんな時に見たいのが切
ない映画。切ない映画の中でもオス
スメなのが、ジュリアロバーツの「my 
best friends wedding」。ネタバレし
ちゃいますがストーリーをご紹介。
　主人公のジュリアロバーツ演じる
ジュリアンが久しぶりに、親友であ
り元カレでもあるジョージから留守
電をもらうことからストーリーは始
まります。留守電にはすぐに話した
いことがあるというメッセージが。
　その日は彼女の28歳誕生日の数日
前。そう、そういえば昔二人で約束し
たこと…「２８歳の誕生日に、お互い
独身だったら…その時は結婚しよ
う」。彼女はその約束を何年ぶりかに
思い出し、どきどき半分、そわそわ半
分の気持ちをむねに彼に電話をしま
す。プ ル プ ル プ ル …「hello, 
beautiful ！（ジョージの台詞）」、電話

越しに聞く彼の声に安心したのもつ
かの間、そこで待ち構えていた彼の
言葉は「僕、結婚するよ」。あまりにも
期待とはかけ離れた彼の報告にジュ
リアンはショックと彼を失うことへ
の焦りに「とにかく、シカゴまで向か
うわ！」と空港へ。
　そして、空港で迎えてくれた彼の
隣にいるのは美人でかわいいお嬢様
のフィアンセ。そこからジュリアン
のジョージ略奪作戦は始まります。
３人でいる時に二人の昔話で盛り上
がったり、フィアンセの両親が実は
ジョージの職業を不満に思っている
と嘘にも近いこを言ってみたり。。。
でもどんなにジュリアンが頑張って
もジョージとフィアンセの愛は固く
引き離せません。「姑息な手を使って
もうだめ」、、、決心したジュリアンは
彼に「ずっと愛してた、私を選んでほ
しい」と伝えます。でも、時は既に遅
し。結局彼はフィアンセを選び、ス
トーリーは終わります。
　エンディングももちろん切ないけ
れど、最高に切ないシーンは、ジュリ
アンとジョージが式の数日前に、二
人の思い出の歌を鼻歌に船のデッキ

でダンスをするシーン。愛しい彼を
目の前に思いを伝えらない不器用な
彼女をなんとも愛おしく感じます。
好きで好きで仕方がない、でもその
思いはそう感じていた時に伝えない
と時は過ぎてしまう。。。切ない気持

ちになりたい時にオススメの秋の映
画です。
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食 事

政 治「政治の成果」

長野県生まれ。大学院卒業後、会社勤務を
経て「議論の力で強い民主主義をつくり出
す」ことをミッションに政策評価／政策提
言を行うNPO法人に所属。ジャズ好き。

山下 泰静

　先日、日中間のある国際シンポジ
ウムが中国は北京市で開催された。
スタッフとして思うことがあり、パ
ネリストとして参加した石破茂の
『国防』を読んだことから、今回の
テーマである「実り＝成果」について
少し考えてみた。
　「安全保障における成果とは何
か」。答えにある程度の幅はあれ、そ
の答えは究極的には「何も起こさな
いこと」だと思う。そのことを思う
と、私たちは戦後66年、こうした分野
において腰を据えて物事を考えるこ
とを強く自制されてきたことを改め
て感じる。
　翻って、政治家の役割とは何なの
だろうか。「国民の声を聞け」と言わ
れるが、本当にそうだろうか。「増税
反対」「戦争反対」「高齢者に優しい社
会を」との声に答え、それを声高に唱
えることが、政治家の役割とは私に
は到底思えない。どんな世界でも、
「成果」は目の前にある課題に真っ向
から立ち向かう姿勢からしか生まれ
ないし、その課題はいつだって厳し
いものだ。現実から目を背け、何かを
与えようとすることだけが、政治の
「成果」ではない。
　「われらは、平和を維持し、専制と
隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めている国際社会に

おいて、名誉ある地位を占めたい」。
日本国憲法は、前文でこう謳う。平和
がそこに「ある」わけではないことを
認識するのなら、名誉ある地位を占
めるために、まずは地に足をつけた
現実的な議論を始めなければならな
い。
安全保障だけではない。この国の政
治の「成果」とは何なのか。我々は政
治家に何を求めるのか。一人ひとり
が考える時期に来ている。政治家は
ダメだというだけでは、民主主義の
仕組みを否定し、自分たちの無能さ
をひけらかしているに過ぎないだろ
う。
　最後に、前著で触れられている渡
辺美智雄の言葉をご紹介したい。
「どうでもいい奴が百人いても二百
人いても国家は変わらない。確信犯
が三十人いれば国家は変わる。おれ
はそういう集団を作りたい」。
政治家を志して代議士になるまでの
時期、石破はこの言葉を聴き続けた。
どんな仕事に携わるにせよ、自分も
そんな確信犯でありたいと思う。

「今月のおすすめレストラン」
「根津 鷹匠」

文京区根津 2-32-8

目黒区上目黒 3-7-8 セイコウビル 2F

「Positive Imbalance 歩路庵 NAKAMEGURO」
レストランを選ぶ際、どこの料
理を提供してもらえるのかって
結構気にする。この歩路庵は淡
路・播州の素材を活かした料理
を提供してくれる。そう、まさ
に僕の地元だ。それだけで好き
になったのでが、店員さんのフ
レンドリーな対応と粋な計らい
はともていい。もちろん料理も
うまい。オススメはシラスのペ
ペロンチーノ。

（杤尾 直也）

朝食べられる手打ち蕎麦屋。そ
う、ここのおすすめは「朝蕎麦」
です。
休みの日の朝。根津にひっそり
とたたずむこの店で、一杯やり
ながらちびちびと蕎麦をすする。
とにかくこれが幸せな時間です。
新しい休日の使い方がここには
あります。

（岡澤 友広）

「カレーライス協会 」

渋谷区恵比寿南 2-31-3

とにかく入りにくい店構え。不
定休で、営業時間もまちまち。
メニューは１品のみ。サラサラ
としたカレーに大量の野菜、と
いう完全オリジナル。これが旨
い。
さすらいの美術商であるマス
ターがとにかく素敵。でも、広告・
宣伝が嫌いとの噂なので、仲良
くなっても、「ここを紹介された」
とは言わないでください。

（岡澤 友広）

祐天寺の住宅街にひときわ大き
な窓を持つ木造家屋。” 豆種菌”
なんて読むかわからないが、ど
んなものをだしてくれるかは想
像できる。豆や穀物、米麹や麦
麹といった菌を使い発酵させた
食品が振る舞われる。素材その
ままの味を楽しむのもいいが、
一癖加えた発酵食品もまた一興。
食べた後何だか健康になった気
がするのもさらによろし。帰り
道、優しく佇むその姿を眺めな
がら” 今日はいいことあった” と
心から思える食事である。

（杤尾 直也）
目黒区五本木 1-6-3

「発酵食堂 豆種菌 / まめたんきん」
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塗師である筆者が様々なジャンルで仕事をする人を
訪ねて、その人にとっての「美しいもの」への思い
を引き出します。
各々の考えはすべて異なり。時には正反対の考えや
主張もあるけれど、仕事、暮らし、理想がその人の
人となりを表していて、誰かの故郷も垣間見ること
のできる一冊です。

松元 絵里子 「美しいもの」
赤木 明登
新潮社

この本に出会ったのは1週間前。仙台にある「火星の
庭」というbookカフェにちょこんと置かれていまし
た。私の故郷は京都なので会津ではないのですが、こ
んな風に故郷を想ってステキな本を出版している人
がいるんだなぁと思いました。今は大変な状況の福島
ですが、会津塗りを訪ねてみたいなぁと思っていま
す。

井上 萌子 「oraho 会津のいいもの」
shoko yamamoto oraho

Taking place in San francisco,this book is set in 
California,my home state. With numerous stories of 
chinese immigrants, i t  shows how diverse yet 
secluded the country is.

リー米田樹里 「Joy Luck Club」
Amy Tan
角川書店

留学中に、人生で初めて父親から送られた思い出の
本。実際に生き方のヒントになっています。この本を
開くたびに、故郷（家族）を懐かしく感じます。

仁科 順子 「生きるヒント」
五木 寛之
角川書店

舞台は今から約40年ほど前の横浜・山手の丘。当時の
時代背景と共に、私の故郷で繰り広げられる青春ス
トーリーです。この夏、ジブリで映画化された話題
作！スラスラと読めるので寝苦しい夏の夜に読んで
みてはいかがでしょうか？

池田 麻美 「脚本　コクリコ坂から 」
宮崎 駿
角川書店

東京生まれ、東京育ちの私には故郷がありません。“故
郷”の話をする人を本当にうらやましく思っています
が、そんな私が唯一、日本の中で思い入れのある場所、
それが「喜界島」です。母方の祖母、祖父がこの島の出
身で、戦後に東京に出てきた家族なので、今も親戚の
集まりではこの島の歌を歌い、ごはんを食べます。ま
だ足を踏み入れたことのないこの“故郷”に行くことが
私の夢です。…って本のコト一言もふれてないや（笑）

松島 由佳 「喜界島・鬼の海域―キカイガシマ考」
福　寛美

ダイヤモンド社

小畠 康代 「100 回泣くこと」
中村 航
小学館

加勢 泰庸 「故郷 /阿 Q正伝」
魯迅
光文社

「都市計画」という概念に初めて本格的に触れた本で
す。東京の成り立ちの基本がすっきりと分かり、以後
東京について考える際の基盤の知識になります。東京
は故郷ではないですが、故郷よりも断然知ってしまい
ます。東京は街自体の「コンテンツ力」のポテンシャル
が高い、と思っています。

大城 将範 「東京都市計画物語」
越沢 明
筑摩書房

この本は、ハワイにある家を中心にした物語です。波
の音と共にゆったりと過ぎていく日々の、その雰囲気
に、ふと、いったことのない、“ふるさと”を感じる瞬間
があります。

第11回は「故郷」をテーマにHabonな人たちのオススメの本を集めました。8月は暑い夏が来て、お盆の時期にはそれぞれの想いを抱えて実家に帰
省する人が多いと思います。そんな想いが詰まった「故郷」な本、18冊を紹介します。

高橋 脩 「カイマナヒラの家」
池澤 夏樹
集英社

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

バイクが大好きな少年が、色んなものを失いそうにな
りつつ、取り戻したり、何とかなる人生。なんだかんだ
でHAPPYな人生を送る。そんなずーっとHAPPYな人生
が続くと思っていたのに。。。というクライマック
ス！！

今回は、自分の手元にある本ではなく、テーマを基
に新たな本を手に入れてみました！Habon は、本を
媒体にして、人や本のつながりが広がるのを狙いと
しているので、Habon のテーマをキッカケに自分の
中でも新たな本と出会えるのもステキかな…と♪

故郷って想像するのはやっぱり家族。もう少し広げ
て、地域とか地元とか。海外にいるときは、日本そのも
の。「サマーウォーズ」は全部詰まってます。
長野の夏の大家族のいる家。田舎だから、地域の繋が
りも強い。ネット上の仮想世界だけど、地球（日本）を
救うために皆が力を合わせて立ち上がる！・・・アニ
メの方がオススメですが、夏に故郷を感じる一作♪

岡部 祥子 「サマーウォーズ」
岩井 恭平
ポプラ社

東京の街に出てきました。相変わらずわけの分からな
い事を言っています。そんな歌です。作詞をした岸田
繁は京都出身で、メジャーデビューする際にレコー
ディングするために上京した時に、その気持ちをこの
歌に書きました（と思います）。地方出身者にとって、
東京とは故郷を想う場所なのかもしれませんね。

太田 聖 「東京」
くるり

ビクターエンタテインメント
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岡崎 翔太

　落伍者、社会不適合社、ダメ人間云々、、、町田
康の描く物語の主人公はそんな人物ばかり。本
書の主人公、楠木正行もたいそうダメな男で、
「ふと、働くのは嫌だな、毎日ぶらぶら遊んで暮
らしたいな」と仕事を辞め、くる日もくる日も
酒を飲んでぶらぶらしている。
　しかしこのダメ人間について語るとき、私は
「愛すべき」という一語を添えずにはいられな
い。なぜなら、彼は少し世間一般のそれとずれ
た価値基準をもちながら、実に真面目でそして
己に正直に生きているのだ。それに比べ、行く
先々で彼を待ち受ける登場人物たちのなんと
横暴なことか。あまりに自己中心的で毒の強い
人々のあまりに理不尽な言動や行動に翻弄さ
れながらも、なんとか眼前の難局を乗り切ろう
ともがく楠木の姿は実に滑稽で、そして愛おし
い。全編が楠木の独白により展開される文章も
一見乱暴に書きなぐったようなで、その実非常
に周到に練られておりなんともリズミカルで
心地が良く、随所に展開される独特の言語感覚
がまた実に可笑しい。「一生そこでへらへらし
てろ、たにし野郎が」、、、たにし野郎って 笑

「くっすん大黒」
町田 康
第 10 回 Habon 
　　　“ライトな本”
推薦者：小野 優太

　ふだん写真が多く入っている本は、雑誌以外
あまり読まないのだけれど、Habonで机に並べ
られている時に、表紙の写真に惹きつけられ、借
りることにしました。
　この本の表紙には、こたつに三世代、家族団
欒のあたたかい風景の写真が載っていて、この
本を読み始めるときにちょっと笑顔にしてくれ
ます。ただ、表紙に「何もない家族はない。すべ
てある家族もない。」と書いてあるように、家族
とは、ときに煩わしく、理不尽な思い出のひとつ
やふたつあります。そんな思い出こそが家族の
絆になっている気もします。
　家族とは？自分にとって家族ってなんだろう
と思う時には、この本を読んでみてください。そ
こには、毎日一緒に一生懸命頑張ってるいろん
な家族の日常の風景に出会って、今いる自分の
家族に少し感謝しようかなと思ってきます。

大石　香

「家族新聞」
共同通信社
第９回Habon
　　　 “やさしい本”
推薦者：岡部 祥子

岡崎 翔太 「郊外の社会学―現代を生きる形」
若林 幹夫
筑摩書房

岡澤 友広 「シュナの旅」
宮崎 駿
徳間書店

囀(さえずり)の高まり終り静まりぬ。旅行などで海外
へ行くとき恋しくなるのは日本食と日本語だと思
う。、俳句が海外で思い出す寿司やラーメンのような
魅力があることに気付かせてくれた本。俳句と共に写
真とさりげない解説が添えられており、俳句初心者に
とっては有難い。

吉田 亮介 「俳句」
高橋 睦郎

ピエ・ブックス

なんさん、むしょんよか兄ちゃんと可愛か姉ちゃん
は、こん本ば読んでみなっせ。
読んだばってん、どんこんいかんなら、その辺ば、ほっ
つきまわっとる熊本ん人にきいてみるとしゃが、ピ
シャっと教えてくれるけん。ばってん、たまにあく
しゃば打たるっかもしれんばってんね。

本田 類 「これが九州方言の底力！ 」
九州方言研究会

大修館書店

国道沿いに立ち並ぶコンビニ、ファミレス、パチンコ
店、大型のホームセンターにジャスコ．．．地方都市の
総郊外化が叫ばれて久しい我が国において、これこそ
まさに故郷の風景ではなかろうか。
これまで比較的ネガティブな文脈によって論じられ
ることの多かった“郊外”に少しだけあたたかな眼差し
を向ける筆者のスタンスが本書の特徴。

なによりも “故郷” を想う心からすべてが始まり、長
い旅を経て、故郷へ帰る。ワクワクドキドキの人生
の象徴ですな。

僕の大好きな本の一つ。旅をするのは故郷があるか
ら。なので、旅の本を選びました。星の王子様が自分の
星を出ていろんな大人たちに出会っていろんな気づ
きを与えてくれる。自分がなくしてしまいそうな感覚
を取り戻すための本。この翻訳が一番いい！！

杤尾 直也 「星の王子さま」
サン=テグジュペリ   内藤 濯（訳）

岩波書店

ご存知、三浦展の出世作！！
パチンコ！ヤマダ電機！マクドナルド！そしてイオ
ン！！！情けない日本のロードサイドの風景をブッ
タ切る！！！！！！

筒井 佳樹  「ファスト風土化する日本―郊外化とその病理」
三浦 展
洋泉社



欠けるので並べるのは甚だ恐縮で
はあるが…）、そのメンバーで、
地蔵盆にかこつけた「地蔵盆ＢＢ
Ｑ」なるものを開催しているのだ。
友人やご近所の方たちを招いた、
夏の終わりのバーベキュー。高級
和牛や手料理の差し入れもいただ
き、毎年日が変わるぐらいまで盛
り上がる。会場は家の前の道。あ
りったけの椅子やソファを持ち出
して、足りなくなれば「ジベタリ
アン」。それもまた、楽しからずや。
　道での行動というのは、私の研
究が対象とするところの一つだ。
いまや「車道」になり果てた道で、
人間が楽しむ。そのことが、行き
詰まった日本の都市に新たな実り
をもたらしてくれるのではない
か。私は、そう考えている。
 

連載「京都綺譚」

Recommend 3M おわりに

第五回　地蔵盆
　この季節、しかもお題が「実り」
とくれば、すぐに思い浮かぶのは
祭だ。だが調べてみると、京都に
おいて収穫に感謝する祭は思いの
ほか少ない。京都三大祭の謂われ
を並べても、祇園祭は無病息災を
祈り、時代祭は平安神宮の創立を
記念して、葵祭は上賀茂・下鴨両
神社の神事、という調子。やはり
この地は都なのだ、ということを
再認識させられる。
　祭の話ついでに「地蔵盆」につ
いて書こう。地蔵盆は八月下旬に
行われる、関西を中心に全国的な
風習のようだ。あなたの地元には
あるだろうか？京都では地蔵盆の
時期になると、お地蔵さんの周り
の道端に近所の大人こどもが集
まって、のんびりと過ごしている
姿がよく見られる。
　さて、実は我が家でも地蔵盆は
毎年の行事になっている。私も
シェアハウスに住んでいて（中目
黒の家のような都会的センスには

黄色い星の子供達
Movie

ナチス・ドイツにおけるユダヤ人迫害は知られてい
るが、自由・平等・博愛を標榜するフランスでもユ
ダヤ人は迫害されていた！？これまで明かされて来
なかった歴史の側面。そのフランスで、家族と引き裂
かれながらも過酷な運命を懸命に生き抜く子供達の
真実の物語。                                             （田鍋圭助）

「日本最南端のトンネル」
夏休みに西表島を訪れた時のこと。
シュノーケリングツアーに参加する
ため、バスに乗って海に向かう途中、
小さなトンネルにさしかかった。ト
ンネルあるんだ～と思っていると、
ツアーガイドのお姉さんが、「この
トンネルは日本最南端のトンネルな
んですよ！」と笑顔で話してくれた。
するとその瞬間から、小さなそのト
ンネルが、一気に何か希少性のある
特別なトンネルへ姿を変えた。なん
なら道路トンネル日本最長の関越ト
ンネルと同じくらいの価値を持った
トンネルを通っている気がしてき
た。これが日本全国無数に存在する
トンネルの中で最も南にあるトンネ
ルなのか．．．と。
ただただ、そう思ってもう一度窓の
外に目を向けてみても、見た目は
やっぱりどこにでもある何の変哲の
ない普通のトンネル。日本最南端っ
ていうだけのただのトンネルで

しょ。台湾とかにはここより南のト
ンネルあるでしょ。ガイドさんに言
われなきゃ普通のトンネルとしてや
り過ごしたでしょ。と頭では理解し
つつ、でも何だか特別な体験をして
いるような気分。日本最南端なんて
言葉に煽られて感動しないぞ！と考
えながら、心のどこかでおぉ～！と
いう気持ちの高ぶりを抑えられない
自分。日本最南端という言葉のなん
としたことか！
日本最南端！とか日本最北端！とか
言われるだけで、ワクワクしてきて
しまうのは自分だけ？
ちなみに西表島には日本最南端の信
号と日本最南端の温泉もあるそうで
す。
日本最南端の信号を渡った時も、な
んだか特別な気持ちになりました。

カップヌードルミュージアム
Museum

　ひょんな事から内覧会にお邪魔することになった
"安藤百福発明記念館"(これで何のことか分かったア
ナタは3分の所を2分半で行くタイプですね。)こと、"
カップヌードルミュージアム"。学生時代、なぜ午前3
時にBIGを食べれたかを小1時間考えるにはいい機会
だと思います。つけ麺好きの女子とのデートには向
きません！！　　　　　　　　　　　　　(本田 類)

Her Ghost Friend / DJObake
Music

DJObakeのデビュー作「Her Ghost Friend」が、アート
ユニオンから発売されました！キラキラした聴きや
すいメロディに胸きゅん。かと思えば大地を蹴り出
すような重強い電子音にダンス！珠玉のテクノポッ
プをご堪能いただけます。また、YouTubeにＰＶ『放
課後のシソーラス』が近日公開予定です。（山本綾子）

「厳しい本」
次回のHabon

HabonPaper issue 06
同時発行

2011.10.30(sun) 　　　
　　          ＠未定

HabonPaper issue 05

「実りの秋」

京都大学大学院博士課程在籍。現在の
研究テーマは「都市の様相の解読とそ
のデザイン方法」。

北 雄介
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