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“道が、ある”

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

世界の路地裏から
通いなれた道
リアルな“道”
特別企画「Habon in 仙台」
月刊佐藤純子
街に、関わっていく。
連載京都綺譚第七回「俺の道」

photo by Ryousuke Yoshida
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旅 行

日 常

「世界の路地裏から」
　「道」というテーマなので、昨年歩
いたイタリアの小さな町の話をしよ
うと思う。
　世界遺産として有名なアルベロ
ベッロから電車で一駅、見渡す限り
のオリーブ畑のなだらかな丘の上に
ロコロトンドの円形の旧市街はあ
る。旧市街の入口には木々が茂った
公園があり、道に面したベンチでは
おじいさんが世間話をしている。
　全て真っ白に塗られた壁は隣の建
物と繋がり、細い路地にはブリッジ
がかかっている。路地を挟んで二階
の窓からおしゃべりをしている人た
ちもいる。石畳の道には井戸があっ
たり、パラソル、ベンチや植木などが
出してあり、玄関は開けっ放しに
なっていてどこまでが誰の家なのか
さっぱりわからない。まるで旧市街
全体がひとつの家のようだ。
　僕がこの町を訪れた時はお葬式の
最中だった。喪服姿の一群が演奏隊
を先頭に棺、親族、そして町の人たち
が続く。そうやって町を一周しなが
ら、教会まで歩くのだ。小さい町だか
ら、別のところを歩いていても演奏
が聞こえてくる。
　僕たちがふらーっと歩いている
と、前から来たおばぁさんが何やら
町の教会の説明をしてくれた。残念
ながらイタリア語なのでよく分から

なかったのだけれど。そして道路脇
に腰掛けているおじさんは沢山の
チェリーを持たせてくれて、色々と
話しかけてくれた。
　町を一周して公園に戻るとベンチ
に座っていたおじいさんはまだ世間
話中で、目が合うと手をあげてチャ
オと挨拶してくれた。
　この短い旅で、僕たちは色々な道
を歩いたし、歩いていただけで多く
の人と知り合った。自家製のお酒を
勧めてくれるおじさんや、港で暇そ
うにしていたマリオ、困った時に助
けてくれたアグネス、工房をみせて
くれた職人さん、日本は今大丈夫か
いと心配してくれた夫婦。
　ここの人達は家や職場だけでな
く、路上にも生活があるのだ。だから
道を歩くだけで出会いがあるのかも
しれないし、その魅力的な街路がお
隣さんを家族の様にしてくれている
のかもしれない。そしてそういう道
を歩くと、部外者の僕もほっとした
気持ちになるのだ。
　あたたかな雰囲気に触れたくなっ
たら是非南イタリアの道を歩くこと
をオススメする。

建築の設計の仕事をしています。絵を描く
事、山に登る事、本を読む事が好きで、仕事、
プライベートともにスケッチやイラストを
描いたりしています。

藤木俊大

「通いなれた道」
　自宅から最寄りの駅まで、歩いて
20分ほどの距離がある。そこは横浜
の端っこで、まだまだ田園地帯が広
がる地域だ。途中、田畑の間を抜ける
畦道をしばらく歩くのだが、最近そ
の風景がやけに心に引っ掛かる。自
然の営みを身近に感じさせてくれる
からだ。
　春先に植えられた野菜や稲は、梅
雨を経て暑い夏が到来するころには
どこも青々とした葉を茂らせる。野
菜や稲の成長の早さ、力強さには舌
を巻く。夜、灯りの乏しい道を歩きな
がら空を見上げれば、数多の星のき
らめきが見られる。満月の月明かり
は、想像以上にまぶしい。ここ最近の
ような冷え込んだ朝はいたるところ
に霜が降り、踏みつけるとザクザク
という音とともになんとも言えない
感触が靴底を通して伝わってくる。
　この場所に住み始めて一年弱。自
然に囲まれるというほどではないけ
れど、自然の営みを身近に感じなが
ら日々の生活を送ることが心地よ
い。時間に追われる生活のなかで、
ゆっくりと、しかし季節とともに確
実に移ろいゆく自然というものに対
して向き合えることは、気持ちの上
でも余裕が生まれてくる。

　震災という、どうしようもないほ
ど巨大な自然（地球）の力を目の当た
りにして、自分の周辺に当然のごと
く存在しているものに対してきちん
と向き合うようになった。そのひと
つが通いなれた道に広がる景色だっ
た。自然の恐ろしさに触れたはずな
のに、もう一度向き合おうと思った
対象は、自分に一番近い自然。
　日々の変化を感じ取れる、心の余
裕を持ち続けよう。

旅行会社勤務。SSP（Sister School Project ／
姉妹学級プロジェクト）のメンバーとして
活動中。仕事の影響もあってか、ヒマがあれ
ば旅行に行きたいと考えている…。

山口 祐太
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「リアルな“道”」
　「―（現状が）イマイチだろーが今
全力を尽くさない限りは、道はつな
がらねえってこと―俺の道は今と地
続きだってこと」
「まだ見えぬ  でも地続きの  俺の道 
by朋美」（リアル第6巻Ｐ23～ 25）
　「道」というお題を聞いてまず頭に
浮かんだのは、最近になってようや
く手を付け出した漫画「リアル／井
上武彦」のこのワンシーン。いつか繋
がることだけは確か。だからこそ、今
を生きる。後半にもこんな感じで繰
り返してます。当たり前のことだけ
ど、何故か新鮮で響きました。
　そういえばＲ・バッジョも似たよ
うなこと言ってたなぁ…。

「道」無き未知な建築を訪ねる
　都市には街路があるし、建築には
パスや動線がある。これらはいわゆ
る空間の「骨格」のようなもので、無
いとどうも間延びして好かない感じ
がしていたのだが…。
　骨格が無い。それゆえ方向性や道
筋がなかなか掴めない。当然、順路な
んてものは無いと言っていいだろう
（実際は床面の目地が道筋を示して
いるがそんなのは無視である）。大き
なワンルームとも言えるし、また細
分化された空間の緩やかな連続とも
言える。従来の美術館とは明らかに

異なる「まったく新しい空間」が体験
ができる。一言でいうと「自由」があ
る。それが千住博美術館である。
　千住博美術館は、碓氷軽井沢ＩＣ
から車を走らせると程なくして現わ
れる。「軽井沢の自然とそれを受けた
アートと建築による空間作りを計画
して参りました。」（ＨＰより）とある
ように軽井沢の自然に恵まれた立地
だ。展示品は千住博氏の作品のみ。こ
の自然と作品の間に西沢立衛氏の建
築（らしきナニカ）が入り込んでい
る。あえて「ナニカ」と言ってしまう
ほど未知の世界なのだ。ちなみに某
知人はこれを「空前にして絶後」と述
べていた。絶後だと困るが（笑）
　以上、建築的にはもっと語りたい
ところだが、今回はテーマの｢道｣に
限定して、道（骨格）のない空間がい
かに自由かというところだけ簡単に
記載した。なので、その他の多くはぜ
ひ一度足を運んで、自ら体験してき
てほしい。
　では、2012年もみなさんにとって
良い一年でありますように！！

建築関連会社在籍。
正月休みでめでたく 2kg 増に成功。
目標まであと 3kg 頑張ります。

小野 優太

建 築

写 真「今月のiPhone Snap」

「月食を待つ狸」
丹沢にて

「年の瀬のおもひで①」
益子にて

「クリスマスの帰り道」
碑文谷にて

「年の瀬のおもひで②」
修善寺にて

「年末の楽しみ」
兵庫宍粟市にて

「年の瀬のおもひで③」
三島にて

by Ryosuke Yoshida

by Naya Tochio
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　この本は、まさに私と仙台を結びつけてく
れた本です。TOST という、東京に拠点のある
チームが仙台でクリエイティブな活動をされ
ている方にインタビューをし、本やウェブ上
に記事を掲載しています。
Http://tost-project.org/

HOUKO 「TO SC3 FROM TOST」
TOST
 -

　“結”を結ぶと解釈し、この本にしました。（そ
もそも家をシェアし、二人の友人と結ばれてい
ます）これからは物を消費しなくても、経済が
成長していかないとたちゆかなくなるなとい
う思いから「消費」でなく「活用」に時間とお金
を使いたいなと。そうしたたくさんのアイデア
がビジネスになった例がのっています。

田鍋 圭助 「シェア」
レイチェル・ボッツマン /ルー・ロジャース

日本放送出版協会

小野 朋浩 「仙台まち歩き」
西大立目 祥子
河北新報出版

本田 類 「プロフェッショナルの条件」
Peter F. Drucker
ダイヤモンド社

　結→結ぶ。芹沢銈介は型絵染作家です。文字
をモティーフにすることが多く、布を結んだや
うな形で表現しています。その独特な形が私は
大好きです。仙台市の東北福祉大学には芹沢銈
介美術工芸館がありますよ。

若生 明才 「芹沢銈介の文字絵・讃」
 芹沢 長介
里文出版

　佐藤雅彦さんは、モノゴトを結びつけるのがう
まい人だとよく思う。普通だったらコンセプトを
具体的なレベルまで落とし込めなくて悩んだり、
既存の枠組みに縛られてもがいたりしてしまう
ものだけど、この人はそれを軽やかに飛び越えて
る。この本では属性というとても抽象的な概念
を、個々の経験という手触りのあるところまで結
び付けてくれた作品が紹介されています。

　11月初旬、HabonメンバーのHOUKOさんのお誘いをきっかけに、初
の出張Habonを仙台で開催してきました。
　不用になった傘を生まれ変わらせる「CASA PJOJECT」を手掛ける
HOUKOさんが、仙台の小さな街さんやユトリコさんらと共に企画し
た「CASAと本」のワークショップ。そのワークショップの1コンテンツ
として、Habonも参加してきました。
（ちなみに「CASAと本」では不要傘の生地をリメイクしてブックカ
バーを製作したりしました。）
　「Habon in 仙台」の舞台となったのは、ブックカフェ「火星の庭」。仙
台中心部からほんの少し距離を置いた、けやき並木通り沿いにある古
本屋さん。アートや絵本、文学などを中心にセレクトされた本棚の隣
にカフェがある、なんとも居心地の良い空間でした。
　そこに集まった仙台と東京で活動する人たち。そしてテーマは
「結」。おのずと仙台と東京、特に仙台と何かを結ぶ本が多く集まりま
した。そんな8冊の「結」の本をご紹介します。

吉田 亮介 「属性」
佐藤 雅彦
求龍堂

オリジナル雑貨のお店『ユトリコ』にて撮影

　著者の西大立目さんが、そこに住む人と関わ
り合いながらまとめられた一冊。こうした関係
からできあがるという所がとても“良いな”と
感じました。

 　僕とドラッガーを結んだ人という事で「上
田 惇生」先生の本を持ってきました。訳者か
ら直接本の内容について、講義を受けるとい
う贅沢な３ヶ月間で学んだことをシェアした
いと思います。結果を求める為の意思決定の
方法を変えてみませんか。

　４人の主人公がそれぞれの人生を歩みなが
らも最終的に１つに“つながる”。あらゆる伏線
がグワッと一気につながってくる疾走感が爽
快。舞台が仙台というのも僕の大学時代に“つ
ながり”懐かしさを感じる。また同著者の他人
とのつながりもおもしろいところ！！

杤尾 直也 「ラッシュライフ」
伊坂 幸太郎 

新潮社

　仙台を舞台にしたオムニバス作品。第一話の
主人公「民子」とその義理の母、母の友人、父・・・
と目線をかえて物語が進む中で、人のつながり
が結びついてゆくような気がして、この本を選
びました。仙台の方言も出てきて、ちょっと仙
台の勉強もできるかも。

ユトリコ 「月のうた」
穂高 明 
ポプラ社

特別企画「Habon in 仙台」
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マ ン ガ

仙 台

「月刊佐藤純子」

仙台を拠点に、地元作家
と一緒にプロダクトデザ
インや地元の視点で伝え
るガイドブックの製作、
CD-R 専門の音楽レーベ
ル、蚤の市やライブ /トー
クイベントなどの企画を
したり、様々なフィール
ドで活動をしています。
小さな街とは、架空の街。
お店ではなく、「まちづく
り」をしています。街に
完成が無く絶えず変化す
るように、小さな街も変
化していきます。生活や
文化をもっとよく知り、
身の丈に合った活動をし
ています。

小さな街　小野 朋浩

「街に、関わっていく。」
　昨年の 3月に起きた “それ” は全
てを止め、自分の足元、そして身近
な周囲を見回す大切な機会を僕に与
えてくれました。もちろん、「機会」
と捉えたのは僕の個人的な受け取り
方ですが、そこで考えた事について
書いてみようと思います。
　僕の住む街は沿岸部からほど遠く
直せる範囲の被害な為、時間の経過
と共に少しずつ以前の姿へ戻りつつ
あります。景色も、仕事も、人々の
活気も。しかし、僕の中の「何か」
はまだ止まり続けています。いや、
正しく言うと止まってしまった「何
か」がなんなのかを自分自身に問い
かけながら、日々生活をしています。
　震災以降、継続して考えている事
は「今ある繋がり、関わりを改めて
大切にしたい」という事。直後から、
今ある繋がりの上で何が出来るのか
を、自分の為、家族の為、仲間の為、
暮らしの為に、被災という括り以外
の視点で色々考えては出来る事を、
出来る範囲で行動してきました。思
えば、周りを見渡しても同じ姿勢の
方がとても多く、ただ元に戻すので

もなく、被災に留まるのでもなく、
各々のやり方で「少し先」を見つめ
ながら行動している。そんな感じが
しました。
　様々な情報が、僕の街の事をとや
かく言います。ですが、その情報は
極端に断片的で全てではありませ
ん。言わば、ほんの一部です。野菜
の事は近くの生産者の方へ訊けばす
ぐにわかるし、流通の事はお店の方
に訊けばわかる。その他の事も然り。
日々その土地に暮らす現場の方は、
知っている事を分かる範囲で全て教
えてくれます。情報の選択が話題に
なっていますが、もしかすると「選
択をしない」という手段もひとつな
のかなと最近感じます。むやみやた
らに選択する以前に、既に関わり合
いの中には必要最低限の情報があ
り、得る事が出来るのですから。ま
ずは、「関わる事」を大切にしたい。
そう感じています。
　年は変わり、もうすぐ１年が経と
うとしています。震災以降の行動が
新たな繋がりを生み、その関わりの
中で物事の捉え方や考え方に大きな

刺激を受けました。この繋がりを大
切に育み、自分らしく関わっていく
事が出来ればなと思います。
　最後に、まだ「何か」の答えは見

つかりませんが、数多くの “変わっ
てしまったもの”と “変わらないもの”
を受け止め、大切に考えていきたい
なと思います。

ジュンク堂書店仙台ロフト店で文芸書、文
庫、新書を担当する書店員。仕事の傍ら
「BOOK ！　BOOK ！　Sendai」や漫画「月
刊佐藤純子」の発行など精力的に活動中。

佐藤 純子
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飯倉 三智 「それでも人生にイエスと言う」
V.E. フランクル

ランダムハウス講談社

岡澤 友広 「海外ブラックロード」
嵐 よういち

彩図社

　持ち運ぶのに厳しい本。教科書にはまってい
て、心理学、脳科学、次は社会学！！と思って購
入したけれど、重すぎて持ち運びづらく、ひざ
にのせて読むのも重く、結局一章しか読んでま
せん。是非どなたか読んで下さい。

花ヶ崎 恵美加 「社会学　第５版」
 アンソニーギデンズ

而立書房

　「集団」という大きな力に対して、「個」で戦お
うとする話。最後は主人公は死んでしまう、
シュールな終わり方、社会をシュールに捉えた
作品だと思います。

　立冬が間近に迫る10月30日、冷え込みが本格化する前に一度、ぽかぽか太陽の下、芝生の上でHabonをし
てみたい！ということで、第13回Habonは代々木公園で開催しました。震災後に実施した「優しい本」から約
半年ということもあり、今回はその時とは真逆の「厳しい本」をテーマにHabonな人たちのオススメの本を
集めました。
　集合時天気はよかったものの、始まってみると、小雨がぱらつき始めるまさかの展開。そんな厳しい環境
の中でのHabonとなりましたが、集まった本も色んな厳しさがありました。
　まず、あまりの分厚さに読破するのが厳しく、持ち歩くことさえ厳しい「社会学第五版」。花ヶ崎氏が
ニューヨークへ旅立つ置き土産として持ってきてくれました。HabonLibraryに堂々たる風格で居座ってい
ます。次に岡澤氏紹介の「海外ブラックロード」。名前からも表紙からも世界の厳しさをひしひしと感じさせ
てくれるこの本、当日、彼は世界のブラックロードシリーズを10冊近く持ってきていました．．．。そんな中、
多かったのが逆境にめげず、厳しい環境を生き抜いてきた人たちの本。「奇跡のリンゴ」や「凍」、「それでも人
生にイエスという」、「憂鬱でなければ、仕事じゃない」などなど。厳しすぎる環境を乗り越えてきたからこそ
の今。どれもすごい！と思うと同時に、果たして自分にここまでできるのだろうか…？と打ちひしがれてし
まうぐらいの衝撃。
　そんな本たちが集まった第13回Habon。気になったものがあればぜひHabonLibraryにお越しください。

小野  優太 「魔王」
伊坂 幸太郎
講談社文庫

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

　第二次世界大戦中、ナチスの強制収容所を体
験した精神科医、フランクル氏の講演をまとめ
た本です。死について、生きる意味、自分の価値
などの思想が、すっと心にしみ入る言葉で書か
れています。苦悩の中にも生きる意味があると
いう確信をもたせてくれる、そんな本です。

　今回はわりとストレートに。。。世界には、
色々な「きびし～い」環境とか、出来事があっ
て、それを読む事は、やっぱり面白い事でし
て・・・。ただし、自分で実際に旅に出たい
と思って、ウズウズすることになるのです
が・・・。

　有名な詩ですが、毎回読んで、最後の“ばかも
のよ”のところで、背筋が伸びる気持ちになり
ます。自分が甘えてたなと素直に反省すること
ができます。

大石 香 「自分の感受性くらい」
茨木 のり子

花神社 　厳しい業界と言えばクラブミュージック界
隈。風営法とかレコード離れとかそもそも、遊
んでるオトナが少ない！という事を嘆いても
何も始まらないので、そもそも、どんな音楽が
かかっていて、それってどこで買えるの？と
思っているアナタは是非一読を。聴きたい音楽
の傾向を整理する為に"レーベル買い"で自分
の好みを探してみてください。日本からはご存
じJazzy Sportも特集されています。

本田 類 「GROOVE」
GROOVE 編集部

リットーミュージック

杤尾 直也 「奇跡のリンゴ」
石川 拓治
幻冬舎

藤木 俊大 「スリー・カップス・オブ・ティー」
グレッグ・モーテンソン

サンクチュアリパプリッシング

　絶対不可能と言われたリンゴの無農薬栽培
に成功した秋山さんの物語。どんなに厳しい状
況に追い込まれても、最後まであきらめず、挑
戦し続ける姿勢に心を打たれました。仕事で厳
しい状況に追い込まれることが多い僕。心が折
れそうになったとき、この本をみているとあと
少しやってみるかという気になります。あと石
川さんのドキュメンタリー本は素晴しいです。

 　アメリカ人登山家のグレッグはK２登山に
失敗しパキスタンの村で助けられる。恩返しを
するため、学校建てることを決意し、資金を集
め再びパキスタンを訪れる。しかし、2001年、
アメリカでは9.11のテロ事件が起きていた。監
禁されたり、資材を盗まれたりし、またアメリ
カ国内からも批判され、苦しい状況に追い込ま
れるが、その生活の中で彼は村人たちとの信頼
関係を築いていく。感動のノンフィクション。
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　見城徹さんは角川書店に入社し、退社して幻
冬社を立ち上げた方。タイトルにあるように、
朝起きて３つ憂鬱な仕事がないと不安になる
らしい。仕事はご機嫌に行いたいが、これをみ
るとまさにご機嫌というか、憂鬱になるくらい
に取り組まないといけないなと改めて気が引
き締まる、そんな前向きになれる厳しさが書い
てある本。

田鍋 圭助 「憂鬱でなければ、仕事じゃない」
見城 徹、藤田 晋

講談社

　この本を手に取ったきっかけは、「凍を読ん
でいると自分の手足まで凍りつきそうな感覚
になるんだよ」というてっちゃんの一言でし
た。クライマー山野井夫妻が遭遇した過酷な環
境、これがノンフィクションということに驚き
ます。こんなことが現実に起こったんだという
こと以上に、自分が経験したかのように指先の
動きまで伝わってくることに。

吉田 亮介 「凍」
沢木 耕太郎

新潮社

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。

　想像力を刺激する本。
　かつて日本の発展を根底から支えた黒ダイヤ
の島。数々の国内初ランキングを総ナメにする
土木を中心にした技術の先駆けや、国から保護
された裕福な生活。長尺480m、短尺160mあま
りの半人工の海上に浮かぶ島。
　これだけで大いに興味を刺激すると感じたの
に、写真を眺めながら読み進めると、どんどん引
き込まれ、当時の住人の生活、その息づかいま
でがアタマに浮かんでくるようである。
　さらに想像力をかきたてるオススメの読み方
としては、巻末につけられている「軍艦島島内地
図」を常時広げながら本文を読み進める形。そ
の場をアタマの中で把握しながら読むことに
よって、さらに立体的で深い想像の世界に連れ
込まれた気分になれる。
　決してマニアックなものとしてではなく、自身
の想像力を刺激するツールとして、この本を捉え
ていただいてはいかがでしょうか。

岡澤 友広

「軍艦島 全景」
第 11 回 Habon “故郷な本”
紹介者：遠藤 マイコ

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。

　明太子と食べるラー油を混ぜ合わせるとめちゃ
くちゃ旨い！この冬に発見した、アツアツ白ごは
んの最高の食し方。そんなまさかのコラボを実現
した素敵な本が、Habon Libraryにもありました。
共同通信文化部の記者と、「浅田家」で有名な写
真家浅田政志がタッグを組んだ「家族新聞」。写
真集と呼ぶには長すぎるキャプション、新聞記事
のスクラップと称するには味わい深すぎる写真。
そんなこの本がテーマにしたのは、“家族の肖像”。
短いながらも家族の5W1Hがしっかり表現された
新聞特有の文章と、家族の様態の一瞬を上手に
切り取った写真。この二つが組み合わさると、そ
れぞれの“家族の肖像”がじんわり浮かび上がり、
読み続けていると、“今の日本”の姿も見えてくる。
新聞記者と写真家のコラボレーションに酔いし
れます。
　構成がしっかりしている本だけど、ペラペラと
ページをめくりながら目に留まった写真の家族か
ら読んでみるのもオススメ。
これから一段と冷え込むこの季節、ベッドにもぐ
り込んでぬくぬく布団とコラボしながら、いろん
な家族の温かさに触れてみてはいかがでしょう。

吉田 亮介

「家族新聞」浅田 政志
第９回Habon “優しい本”
紹介者：岡部 祥子

　大人顔負けの駒さばき。地元では神童と呼ば
れ、いつしかプロの棋士を夢見るようになり奨
励会の門を叩いた少年たちは、そこではじめて
自分が少し将棋の強い平凡な子どもであるこ
とに気づく。満26歳の誕生日までに四段、さも
なくば退会。これが奨励会の鉄のルール。十代
から二十代という人生で最も瑞々しく多感な
時期の全てを将棋に捧げた少年たちは、いつし
か自らの誕生日が迫るのを身を焦がすような
焦燥感とともに恐れるようになる。そんな厳し
い戦いに破れ人知れず奨励会を去って行った
少年たちに温かい目を向けたノンフィクショ
ン。

岡崎 翔太 「将棋の子」
大崎 善生
講談社文庫

Habon is Share book library system.



　ただ同時に、道は個々人の歴史で
もある。たとえば、私が今日スーパー
からの帰りに通った西小路通や高辻
通、名前も知らぬ路地のような道な
ども、「私が通った」という仕方で、
それはそれで意味づけられている。
私は道を歩いていく。或る時は一人
黙然と、或る時は雑踏に身を委ね、
或いは手を取り合い或いはまた別れ。
ときには道端の石ころに宇宙を見付
け、そしてときには己の精神を訝し
みながら…。
　これからも、道は続くのだろう。
それをとことん果てまで歩ききる覚
悟なんて毛ほどもないが、おそらく
はきっと、必然的に、歩き続けてい
くのだと思う。

連載「京都綺譚」

Recommend 3M おわりに

第七回　俺の道
　新年、おめでとうございます。
以前も書いたように、私は道に着目
して都市の研究をしている。一度、
通りの「果て」が気にかかり、調べ
たことがあった。京都の東西の目抜
き・四条通は、東は八坂神社の楼門、
西は松尾大社の大鳥居に終点をもっ
ており、これはさすが堂々たるもの
だ。方や京都駅の正面を北に伸びる
大通り・烏丸通は、北大路通との交
差点で急に細くなって住宅街に入り、
間もなく今宮通との三叉路に消える。
私が大学との往来に日々車を走らせ
る五条通は、京都の西のはずれに行
くともはや「国道９号線」と呼ばれ
るのが常。その後山中や田園地帯を
走り、やがては山陰地方の大動脈に
なるという。
　あの平安京グリッドプランの敷設
から千二百余年。道はさまざまな変
貌を遂げながらも、京の内外を結び
つけ、人々に共有される都市イメー
ジをつくっていることは、いつの時
代でもかわりがない。

サラの鍵
Movie

　1942年のナチス占領下のパリで行われたユダヤ人迫害。
アウシュビッツに送られた家族について取材をする女性
ジャーナリストが収容所から逃亡した少女サラとある鍵の
存在を知ったことで、人生を変えるほどの決断に迫られる。
全てが明かされた時、サラの痛切な痛みを全身で受け止め
た彼女が、見出したひとすじの光とは――？    （吉田 亮介）

「本年も少しずつ」
　年末、というには少し早い昨年の
12 月下旬、栃木県益子町へ足を運ん
だ。きっかけは、たまたま手に取っ
た観光ガイドブックの表紙が、味わ
いのある美しい色をしていたこと
だった。その「d design travel」とい
う本の巻末に、益子焼の作品と記さ
れており、さっそく訪れてみた。
　益子を歩くと、益子焼ストリート
とでもいうべき、大小様々な焼物屋
が軒を連ねる通りがあった。
　最初、手当たり次第店に入って焼
物を物色していたが、数件覗くと、
大量の焼物を所狭しに売る大きな店
より、数は少ないもののセレクトさ
れた焼物を売る小さな店の方が面白
いことに気付き、こじんまりした店
を中心に見て回った。そこでもう一
つ、気付いたことがあった。
　花瓶や大きなお皿等、ウン万円す
るものも中にはあるが、普段使うコー
ヒーカップや茶碗は、作家の名前が
出ているものでも 1000 ～ 3000 円
で売られているものが多く、思った

以上に高くない。
　これまで焼物＝年配の方たちの趣
味、故に高級品というイメージを勝
手に持っていたが、一気に大量に買
い揃えること難しいにしても、これ
なら自分でも少しずつ買い足してい
ける。
　そう思って今回、心地よい茶色が
かった、手触りの良いマグを2つ買っ
てみた。購入する際、囲炉裏に座っ
て店のお母さんからお茶をもらい、
益子の小話も聞けて、何だか心地の
良い時間も過ごせた。
　そんなわけで、これからたまに益
子に立ち寄って、陶器を少しずつ買
い足していく楽しみができました。
Habon も大型書店のような大量の本
はないけれど、Amazon のような大
量のレビューもないけれど、みんな
のとっておきの一冊を、今年も少し
ずつ集めていければいいなと。
　それでは本年もどうぞよろしくお
願いします。

今和次郎展
Museum

　考古学という学問は有名だけど、考現学はご存知です
か？現代の社会現象を独自の手法で調査し、世相や風俗を
分析する考現学の創始者、今和次郎。本展は、彼が残したス
ケッチ、写真、調査資料、図面等の膨大で多彩な資料をとお
して、類い希なる眼力の持ち主であった今和次郎のユニー
クな活動を紹介する展覧会。                             （吉田 亮介）

Shakespeare / Kenmochi Hidefumi
Music

　すべての楽器を自分で演奏するというKenmochi氏によ
る３作目のCD。今までのやさしい感じはのこしつつも、
ジャズやロックの要素も入っており、新しい境地を切り開
こうといている。寒くて部屋にこもることが多くなるこの
季節、ぜひ部屋でゆっくり聞いてほしい。　（杤尾 直也）

「“甘い”本」
次回のHabon

HabonPaper issue 08
同時発行

2012.02.26(sun) 　　　
　　          ＠未定

HabonPaper issue 07

「道が、ある」

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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