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“ピクニック気分”

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

picnico
晴れた日の朝は…
故郷忘れ難し
先生を流産させる会
iPhone Snap
おすすめレストラン
歩きながら見つけたもの
Habon News

連載京都綺譚第十回
「座り方」
おわりに
「公民館のような美術館」

photo by Tomofumi Yoshida
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生 活「picnico」
　青空、雲、そよ風、芝生の濃い緑。
それだけあればピクニックを想像す
るには十分だけど、だれかと、どこを
選んで、何をするかでその日その日
のピクニックの思い出はいろいろ
だ。
　あるときはしとしと雨の振る中、
とある公園の中の美術館でのピク
ニック。館内に飲食できるスペース
もなく、ギリギリ雨がしのげるベン
チに座って膝にでお弁当を広げて、
濡れないように身を潜めるように食
べた。思い出すと雨空のグレーで暗
い色だけど、お弁当に入れた空豆コ
ロッケの薄いグリーンが印象的だっ
たので意外とさわやかでかわいい思
い出。
　またあるときは、片手でも食べら
れるようにコッペパンに挟んだハン
バーグサンド。ミッドタウンの無印
良品で飲み物を買って食べて、その
まま芝生の上で昼寝。うとうと気持
ちいいところにいきなり爆音。ド派
手なピンクの番宣のトラックにあっ
けにとられた。このときのピクニッ
クは今思い出してもどピンク。エロ
じゃないのに。
　そして今までで一番ピクニックの
ことを考えたときのピクニック。ま
さにピクニックシートを課題で制作

して、完成した日には青空の下・芝
生の上にシートを敷いてみんなで作
ったお弁当やシナモンロールを真ん
中に、ギター引く人なんかもいて。
　あれこれ悩んだ末に作り上げたお
日さま色のピクニックシートに最高
の天気に恵まれて、なんだかずっと
笑いが止まらなかった。
　色んな人が好きに集まり好きなも
のを持ち寄り好きなことをする、そ
んな人たちみんなを「ピクニ子
(picnico)」と名付けてたくさんの色を
使った。これを思い出すだけで今で
もわくわくするし、いつでもだれか
とピクニックがしたくなるんだ。

ifd (いいフードデザインの略) デザイナー兼
フードスタイリスト。
料理、デザインともに修行中。特にデコレー
ションスイーツに力を入れている。

マツモトエリコ

思ひ出「晴れた日曜日の朝は…」
　日曜日の朝、まだ家族が寝静まっ
ている時間帯にそっと、床をぬけだ
し、炊きたてのごはんを小さな手で、
得意の三角おむすびにする。冷蔵庫
から祖母の漬けたうめぼしと、なす
の漬けものを取り出し、気づかれな
い程度におべんとう箱にうつす。
　うーん。もうちょっとなにかほし
いなあ。戸棚のなか、母がいつもこっ
そり隠している、あしたのおやつを
いくつかバックに入れる。あ、それと
ジュースも忘れずに。
　玄関の鍵を静かに開けて、朝日が
静かにのぼりはじめた街にそっとで
る。まだだれもおきていない。わたし
だけが、このひかりにつつまれた世
界を知っている。
　小さな足で行ける範囲は限られて
おり、まっすぐすすんだ道のさい
しょの曲がり角でみぎに折れ、また
数分歩いたら、最初の曲がり角をひ
だりに曲がる。そう、また家のまえに
もどってきているのだ。
　家の庭は、凝り性の祖父が植えた
たくさんの植物が生い茂り、どの花
も太陽のほうをむいてしゃんとのび
ている。
　芝桜が密集した一角で、用意した
お弁当をひろげた。
　早起きの祖父母が起きた。

　母が階段をおりる足音がする。
玄関からそっと顔をだして、
「楽しそうなピクニックだね」
と、母がにこりとしてまた家の中に
入る。
　あのときと変わらず、週末も早起
きなわたしは、早朝の人気のない時
間帯を狙って外に出て、公園であさ
ごはんを食べている。
　仕事に疲れてどこか遠くに行きた
い、と頭によぎるときは、ひとり、あ
さ、だれにも気づかれないピクニッ
クに出かけると、お弁当を食べ終
わった頃には、いやなことは全部忘
れている。
　母の「楽しそうなピクニックだね」
という声が今も聞こえてきそうだ。

IT企業の人事。新潟出身。
好きが高じて、今年から神楽坂のお祭りに
実行委員として参加

羽田 美穂
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写 真「今月のiPhone Snap」

「シミソバカス」

「スカイツリー開業しました」
撮影場所：北千住マルイ屋上庭園

「交信中」

「色について」
撮影場所：葛西臨海公園観覧車

「地平分岐線」

「東京都庁舎」
撮影場所：新宿住友ビル 42 階

by Tomofumi Yoshida

by Keisuke Fukano

故 郷「故郷忘じ難し」

材派遣会社勤務
国際交流プログラム SSP（Sister School 
Project や写真的活動 Omusubi Project メン
バー

竹野 渉

　学生の頃、大学の試験が落ち着き、
お盆や正月前になると地方出身の友
人達が口を揃えて地元に戻るという
のを話していた。その話を聞き、私は
内心とても羨ましく思っていた。
　というのも私にとって故郷という
場所は今も昔も東京都国立市であっ
て、地方出身の友人達が言う所謂「戻
る場所や故郷や地元」ではないのだ。
　～いきなりだがここで少しだけ国
立という街を紹介したいと思う。
　東京の大動脈、中央線沿いにあり
新宿から約35分、文教都市に指定さ
れ国分寺と立川の間に位置するので
両駅の頭文字を取って国と立で国立
という名前が付いたと言われる。
　ここ国立には国登録有形文化財の
講堂が有名な緑あふれる国立の一橋
大学、春になると2万人以上が訪れる
という約2ｋｍに渡る桜並木、閑静な
路地に一歩入ると、昭和の雰囲気を
楽しめるブランコ通りのロージナ茶
房など住宅街にしてはなかなかのボ
リュームのある街なのである。～
　ただ今回仕事の関係で今まで27年
間暮らしていた国立市を離れる事と
なり、都内ではあるが留学していた
期間を除いて初めて一人暮らしをす
ることになった。
　そしてこれからは国立市が学生の
頃、夏休み前に友人が言っていた地

元に戻るというあの「故郷」になるの
だ。ホームでもアウェイでもなかっ
た中途半端な場所が、離れる事で
ホームに、「故郷」になる。
　郷愁の念なんて言葉は普段使うこ
とはないが、ここ国立市を離れて改
めて実感するだろう。
産声を上げ生まれ、幼少期を過ごし、
思春期を走り抜けた、その一人一人
の心の中に存在する唯一無二の心に
優しい場所。その温かさに。
　今までの人生の時間軸で圧倒的な
割合を占める今の場所を離れるのは
正直とても寂しい。
　「街が生きている」と感じられるこ
の国立という街の成長をこれから楽
しみにして、またここに帰ってくる
時に己の成長と街の息遣いが変わっ
ていることを期待しながら少しずつ
後ろ髪を引かれる思いで引越しの準
備を進めている。
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食 事

映 画

「今月のおすすめレストラン」
「ニューマルヤ 」

東京都荒川区東日暮里 6丁目 15-4

東京都杉並区荻窪 5-20-7 

「トマト」

外観に一目惚れしたお店。
オムライスやハヤシライスなど
の洋食メニューが並びます。
こじんまりした店内は、昭和を
思わせる雰囲気。寡黙なご主人
が 1 人で切り盛りしています。
とびきりおいしい！というわけ
ではないのですが、すごく家庭
的な味で、ホッとします。
日暮里に来ると必ず立ち寄りた
くなる場所です。

( 飯倉 三智 )

「弦巻茶屋 」

東京都世田谷区弦巻 2-18-2

桜新町駅から徒歩 10 分。
住宅が密集した細い路地にひっ
そりと佇む日本家屋。ここで振
舞われるのは本場仕込みの美味
しいスペイン料理です。
繊細な彫刻が施されたモロッコ
家具が並ぶ店内は、なんだかノ
スタルジックな雰囲気。異国情
緒が漂います。
夜は、モロッコランプの淡い灯
りがなんとも幻想的。穏やかな
時間に身を委ねたいときに是非。

( 飯倉 三智 )

東京都目黒区上目黒 2-10-4

「バル・エンリケ」
これはカレーか？と一瞬戸惑うよ
うな仕上がりのカレー屋さん。３
６種類ものスパイスをじっくり煮
込むことでできるこのカレー。非
常に刺激的で癖になります。野菜
をトッピングするとものすごいボ
リューム感に！！
　付け合わせにあるタマネギのマ
リネ（？）がまたとてもおいしい。
カレーと一緒に食べるとなお良
し。超人気店なのでオープン前に
並ぶことをオススメします。

（杤尾 直也）

僕らの家中目黒 901 からほど近
いこのお店。スペイン料理の名店
です。もともと下北沢でやってい
たのですが、1 年ほど前に中目黒
に移転。オーナーにお任せで料理
を頼むとその日の新鮮食材を使っ
た料理が運ばれてきます。どれも
おいしいのですが、特にアサリご
飯とレバーのパテはかなりの絶
品。あとたこもおいしかったな～。
何度も行きたいハウスレストラン
です。

（杤尾 直也）

　「妊娠してるっていうことはさ、
セックスしたんだよ。気持ち悪くな
い？」
　思春期特有の教師 (= 大人 ) に対す
る反抗心と性に対する嫌悪感。少女
たちは廃墟となったラブホテルで誓
いを交わし「先生を流産させる会」
を結成する。
　狂気の渦中にいる主犯格の少女の
名はミズキ。画面に映った瞬間から
圧倒的な存在感を放つ彼女の表情か
らは何か大事なものが欠落してい
る。そのミズキが水泳の授業中に初
潮をむかえる。誰よりも性の生臭さ
を憎悪しながら、そんな自分を嘲笑
うかのように確実に大人の女へと変
化してゆく己の身体という自己矛盾
を抱える少女の不安、焦燥、混乱…
混沌とした様々な感情が他者への悪
意へと転化するとき、物語は狂気へ
と突き進んでゆく。
　監督は『牛乳王子』が国内外の好
事家？の間で高く評価された内藤瑛
亮。作品に込める熱量に予算や技術
が追いつかず、また監督が自身の作
家性を重視するあまり、結果として
間口の狭いハードコアな自主制作映
画が多いなか、本作は脚本、演出、
カメラワーク、編集のいずれにおい
ても驚くほど質が高く、また随所に
氏の娯楽映画に対する敬意を強く感

じる。そしてなによりも特筆すべき
はカットごとの画の説得力。なかで
も畦道を歩く彼女の周囲をカメラが
回りながらとらえるのシーンの圧倒
的な美しさときたら。
　愛知県の中学校で起こった実話を
モチーフとした本作。センセーショ
ナルな題材とタイトルにより公開を
前にしてネット上で批判の嵐となっ
ているようだが、テーマ自体が不快
な人は観なければいいし、観て気に
入らない人はそのうえで批判すれば
よい、と個人的にはそう思う。傑作。

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

「先生を流産させる会」
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情 報

作 品

富山県高岡市にある仏具、茶道具、イン
テリア雑貨等の鋳造加工集団。
伝統技術と現代のデザインを融合して
生み出す作品に定評がある

能作

原宿、代官山で「生活と自転車」「遊びと
自転車」を伝える新しい自転車屋。
乗ることの楽しさを教えてくれる気さ
くな店員さん多数。

F.I.G bike

Habon Spin－Off　「愛するということ」読書会 開催！

Habonな人々が生活の中出会った、ずっと大切にしていきたいものを紹介します

「Habon News」

始まりは第 15回 Habon @ 
SHIBAURA HOUSE でのこと、狩谷
俊介君の持ってきた本、エーリッヒ
フロム著の「愛するということ」に
ついて。本の中ではこのようなこと
が書いてある『愛をうたった流行歌、
ラブストーリーを描いた映画が世間
にあふれているのに愛について学ば
なければならないことがあるのだと
考えている人はほとんどいない・・・』
『愛には知識と努力が必要・・・』
マジですか！？ということで、この
テーマで話してみたら面白そうとい
う話になり、やってみました読書会。

後日～、左手には本、右手にはお酒、
テーブルにはパスタとリゾット＠麻
布農園のシェアハウス、総勢７名で
こじんまりと開催。「ほんとに愛は
技術？誰でもできるんじゃない？」
とか、「それって彼氏（彼女）のこ
となのでは！？」みたいなことも飛
び出しサンデルもびっくりの白熱ぶ
りに。「愛」という普段話すには恥
ずかしい話をじっくり話すのが思っ
た以上に面白く、定期的に開催して
みようと CHIBU（＝恥部）が結成さ
れた瞬間でした。

「歩きながら見つけたもの」
　今年の GWの一大イベント、立山
アルペンルート横断。期待に胸を膨
らませ、いざ行ってみるとそこは、
霧と雨で 10m先すら見通せない天 
気の悪さ。壮大な立山連邦の稜線は
見る影も無く、雪の大谷は空の色と
同化して迫力もいまいち。がっくり
肩を落として下山する事になったも
のの、それはそれで良い事は起きる
もの。
　ぽっかり空いた時間を使って、能
作の本社に行き、運良く工場も見学。
錫純度 100%の製品が生まれる過程
を一部垣間見ることができました。

　購入したのは、箸置きセット。曲
げ方を工夫して箸置き以外にも使い
たいけど、曲げる時のピキピキとい
う音を楽しみたいけど、まだ勇気が
なくて箱の中。これが本来の役割を
果たす時がくるのはいつだろう。

（吉田 亮介）

中目黒から恵比寿に向かう道中にそ
の店はある。開放的なエントランス
には色とりどりの自転車がおかれ、
通行人の目を惹く。よく遊びに行か
せてもらっている自転車屋さんだ。
ここで去年の冬、大切な出会いが
あった。
　彼女は色白で滑らかな肌にスレン
ダーなカラダを持ち、一瞬にして僕
を虜にした。お店を訪ねるたびに彼
女への想いは大きくなり、押さえき
れなくなったのが今年の春。GWを
目前に控え、ついに大枚をはたいて
買ってしまいました。
　でも彼女を手に入れてからという
もの、生活が一変しました。今まで

の無骨で荒々しい彼もそれはそれで
良かったのだが、彼女は非常にしな
やかで伸びのある乗り心地を提供し
てくれる。しかもめちゃ早い。
　早朝の少し肌寒い中、この自転車
をぶっ飛ばして、風を切る。この感
じ、この時間を得たことだけで、彼
女を買ったことを正解だと感じた。
これからも彼、彼女といろんな場所
を訪れられたらと思う。( 杤尾 直也 )

「ZINE STOP tohoku」に出展@Cyg art gallery IWATE!!
　先日仙台に行った際に先輩から
「東北にゆかりのある人たちがつく
る ZINE の展覧会が岩手で開催され
るよ。HABON PAPER も出してみた
ら？」といわれたので、勢いに乗っ
て応募してみました。そしたら運良
く出展することができました！！！
パチパチ～！！
　しかも運営者から内容を絶賛され
ました。嬉しいですね。あと、
HAOBN PAPER 07 が仙台特集だった
ことも功を奏しましね～。というの
も佐藤純子さんや若生明才さんがお
知り合いでかつ出展もされるという

ことで好感を持っていただけたよう
です。
　ギャラリーの場所が岩手なのでな
かなか行くことは難しいかと思いま
すが、機会があればぜひ！！！ 6月
３日までです！！！
ちなみにそこでは、過去のHABON 
PAPER を素手て購入することができ
ます。しかもちょっとおしゃれ ( 完
全な個人の趣味ですが…) なオリジ
ナル封筒入りで。

彼：Bianchi PISTA FLAT

彼女 :COLUMBUS ZONA
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「自分の誕生日に事件が起こる本が読みたい」
そんな子どものリクエストを受け、編集者が
356 日、それぞれの日にちに事件や嬉しい出
来事が起こる本を集めたブックレビュー本で
す。物語の中に自分の誕生日の日付が出てく
る・・・。それはとても心躍る瞬間です。友
達や友人の子どもたちへの誕生日プレゼント
にもオススメです。

飯倉 三智 「子どもの本のカレンダー」
鳥越 信

ゆまに書房

地元を盛り上げたい女の子と、華やかな東京から不本
意ながら田舎にダンス講師に来た女性が主人公の、フ
ラダンスをテーマにした映画のパンフレット。それぞ
れ与えられた環境が不遇だったりするが、本人の心持
ちが変わることで人と人の心が通い合い、一つの舞台
を作り上げ炭鉱だけの町に新たな文化まで作り上げら
れる流れが、私たちの日常うまくいかないことも、腐ら
ずポジティブになれば何でも自分の糧になるんだと励
みになる映画。パンフレットには蒼井優など出演者の
写真が味があって素敵です！かわいい！

松元 絵里子 「フラガール（映画パンフレット）」
監督：李相日
シネカノン

ダンスする事に、世間は非常に厳しいようで
す。良い音楽を聴ける環境がどんどん減ってい
るけど、お気に入りのアーティストのアルバム
が出たら買い続ける。この日課は守っていきた
いです。この雑誌はもう廃刊になっちゃったけ
ど、踊る為には必要なのです。

本田 類 「Strait No Chaser」

デカイコト、それは男のロマン。ただ大きく、そ
こに存在する、その事実を体感することはとて
も心躍ることである。
この本は日本全国の巨樹・巨木をリストアッ
プしている。この本だけでは心は踊らないが、
この本を見て次はどの木の歴史を体験しよう
と考えると、心躍るのだ。眠る前に読んで興奮
してください。

杤尾 直也 「巨樹・巨木―日本全国 674 本」
渡辺 典博 
山と溪谷社

田鍋 圭助 「空のとびら」 
HABU

PHP 研究所

石川 夏紀 「ふしぎなキリスト教」
橋爪 大三郎 ( 著 ), 大澤 真幸 ( 著 ) 

講談社

Children are happy at the smallest thoughts. 
What made me happy and chancing when I 
was a toddler was Whinnie the Pooh . This 
book is very important and exciting that Tigger 
is introduced. He brings so much bounce and 
spunk into the 100 acre woods. Please enjoy 
the world I fell in love as a child , as the silly old 
bear never fails to brighten my day.

リー 米田 樹里 「The House at Pooh Corner」
 A.A. ミルン ( 著 ), E.H. シェパード ( 著 )

講談社インターナショナル

「おどる」テーマにまさにぴったりの、とっても
イイ映画です。目の前で本当におどっているか
のような３D映像。体全体で表現する力強さ、
必見です！現在公開中（５月頭現在）なので、映
画館へどうぞ。

第16回は「踊る」をテーマにHabonな人たちの オススメの本を集めました。 サクラサク、４月は花咲き心躍る季節です。
そんなこの季節に、踊るにまつわる15冊の本を紹介します。

井上 萌子 「Pina/ ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち」 
監督 :ヴィム・ヴェンダース

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

空の海などの写真と、作者のエッセイ。いろい
ろな場所で撮られた空の写真は気持ちを旅へ
いざなう。また作者が広告代理店の仕事をやめ
て写真家になろうと決めた気持ちを書いた
エッセイは、選択して“生きる”ことの楽しさ、
自由さを思い出させてくれ、心が躍る。

神様に踊らされている世界の構造がわかりや
すく描かれています。

心がおどる瞬間は、日常の中にたくさんかくれ
ている。丁寧に、のびやかに、そんな日常を書き
つづったエッセイ集。

磯部 裕介 「猫の散歩道」
保坂 和志 

中央公論新社

古事記をわかりやすく、ちょっとププっとなる
猫風の漫画で紹介した本。神様のマンガで紹介
した本。神様のマンガを作ろうと思っていた
ら、これを見つけ心が躍りました。

山本 綾子 「レッツ古事記」
五月女 ケイ子

講談社
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Habon is Share book library system.

出版社勤務。
普段は写真を撮ったり、音
楽を聴いたりしています。

稲見 幸 「まいあ」
有吉 京子
平凡社

岡澤 友広 「トラベル・サンド」
蒼井 優 ( 著 ), 高橋 ヨーコ ( 写真 )

ロッキング・オン

週１回のピアノ教室を楽しみにする。中学生の女
の子のお話。その日だけが先生とその子とその親
友の特別な日。あのころを思い出す時のちょっと
したファンタジーな感じ。

佐藤 宏美 「アーモンド入りチョコレートのワルツ」
森 絵都
角川文庫

“おどる”のエネルギーや元気なイメージから
この本を選びました。ベッキーが写っている笑
顔の写真とベッキーの日々の心がけを読むと
元気をもらえます。笑顔な女性や素敵な女性、
前向きな女性を見ると心躍ります。

大石 香 「ベキーの♪心のとびら」
ベッキー
幻冬舎

踊るというテーマで４月ということで、もし何
かを始めるとしたら、ぜひダンスを始めてもら
いたいと思いこの本を選びました。自己表現の
ツールとして、また新たな出会いの機会として
ペアダンスは最適だと思います。

すごく個人的すぎて申し訳ないのですが、“僕”
の“心”が“オドル”本です！！とにかく蒼井優
ちゃんがかわいすぎる。カメラマンである高橋
ヨーコさんとの関係と、もちろん本人が持って
いるもの。そのかけ合わせで、見ていて心がぞ
くぞくとオドリ出す写真集かと思います。

故・森稔社長の都市づくりの夢を実現してき
たデベロッパー・森ビル。この本を読むと都市
や建物の見方が変わります。都市には、人々の
夢と欲望と物語が詰まっている。だから大都
市・東京はおもしろい。

　R２５で連載されていたエッセイを単行本化したも
ので、ものすごい８０年代臭のする文章です。著者名で
ググルと１９６１年生まれとのことなので宜なる哉で
すが、それでは一体何が８０年代っぽさたらしめてい
るのでしょうか。
　それを分析するだけのデータベースはありません
が、序文で「最近の若者は」風味の若者論が展開されて
しまったあたりもザ・バブル世代という感じで、非常に
惹きつけられるものがあります。
　これもステロタイプな見方になってしまいますが、こ
うした所謂バブル世代と氷河期世代以降であるはずの
R２５読者層とのフィーリングの間には、大変な深淵が
横たわっているはずなので、こういったエッセイはどの
ように受け取られたのか興味深いところです。こうした
文化的背景に基づいた読解をすると何か面白い発見
があるかもしれません。
　恐らく著者のパーソナリティなのでしょう、基本的に
自虐的だったり諦観に似た脱力感のある視点によって
書かれた文章である一方、著者が持つある種の自信の
ようなものも感じられます。
　思うにR２５世代が同様のエッセイを書いた場合、よ
り深刻なものになるか、あるいはより純真なもの、また
は無色透明なものになる気がします。個人的にはこの
自信のフレイバーが８０年代っぽさたらしめているも
のだと思いました。じゃあそれがどうしたんだ、と言うと
良く分からないのでこれから考えてみよう。そんな気に
させてくれる本です。

筒井 佳樹 「ヒルズ　挑戦する都市」
森 稔

朝日新聞出版

星野晃平

「結論はまた来週」高橋 秀実
第 15 回 Habon “甘い本”
推薦者：吉田 亮介 

昼間のお仕事である乳酸
菌販売をしながら、人と
人を繋ぐAwasetaiの隊長
として活動中。街を歩い
てはスカウト活動に精を
出している。

　今回借りた本は、世界初エベレスト登頂のインター
ネット生中継に挑戦する栗城史多さんという自分の限
界に挑む登山家の著書だ。
　限界- 物事の、これ以上あるいはこれより外には出ら
れないというぎりぎりの範囲。- goo辞典
　今の私のぎりぎりはインプロという即興劇。
シナリオのないところで自分の感じたままを演じる。
久々にお腹が痛くなるほど緊張する。もうそのまま帰っ
てしまおうかと思うくらいだ。どうなっちゃうのか分から
ない怖さと自分を表現する事への恐怖。
　でもインプロに間違いはない。失敗もない。自分の感
じるものに深く入っていって、その場で相手を信頼し、
創造する。ぎりぎりが連れて行ってくれる場所には恐怖
と開放がある。
　本能的に登りたいという自分と、危険だからやめてお
こうとする自分。両極端にふたりの自分がいる。そのふ
たりの摩擦が大きければ大きいほど、山は面白くなる。- 
No Limit 本文より
　ぎりぎりを楽しむ、ぎりぎりを感じれる場所に自分を
いざなう。その面白さをこの本は教えてくれる。
　私もぎりぎり中毒になりたい。

稲見 幸

「No Limit - 自分を超える方法」栗城 史多
第 8回 Habon “変化な本”
推薦者：押野見 操



にその姿を晒してみたいというの
も人情ではなかろうか。たとえば
右の写真は昨年行なった蹴上（け
あげ）の花見でのひとこまである
が、写真向かって右側、彼らの座
る土手の下から三条通という大通
りが伸びており、まるで桜の舞台
のような設えになっている。通り
を見下ろし、そして通りから見上
げられながら、我々は春のひとと
きの露出狂的な愉悦を味わったの
であった。このとき一人でやるの
はいけない、さすがに居心地の悪
さが勝る。皆で共同し、一種独特
の世界をつくりあげることが肝要
のようである。
この野外活動における、眺望－隠
れ処理論と露出願望との奇妙なる
競合。あなたはどうですか？

連載「京都綺譚」

おわりに

第十回　座り方
お題、「踊り」に続いて「ピクニッ
ク」ときた。ハボンの皆様の楽し
そうな姿が目に浮かびます。
さて、人間の行動に関するセオ
リーの一つに、アップルトンとい
う学者が提唱した「眺望－隠れ処
理論」がある。眺望を確保しなが
らも自らの身は隠せる場所を本能
的に人は好むのだ、ということを
言っている。たとえば山の中腹に
家を建てるというのがそれで、街
を見晴るかしながらも自らは斜面
と木々に護られる。男女で食事に
出かける際には必ず女性を壁際に
座らせよとの金言は、さすがの私
でも心得ている。
これはピクニックのような野外活
動にも当てはまる。公園や野山で
は皆斜面を背にして、あるいは木
陰の下に座っているだろう。広場
の真ん中や遊歩道の脇は、どうに
も居心地が悪い。
しかしピクニックのような、現代
都市においては非日常となってい
る出来事であればあるほど、人様

「公民館のような美術館」
　「こんにちはー。」「どうもー。」
すれ違う人、みんなが挨拶をしてくれ
る。というか、みんなが挨拶をしあっ
ている。どこかのちょっとした集まり
ではない。とんがり帽子の屋根が特徴
的な小さな美術館での出来事だ。
　ゴールデンウィーク前半、熱海と三
島の間にあるかんなみ仏の里美術館を
訪れた。大学時代の友人、真泉洋介が
一から設計を担当した初めての建築
で、どんなもんができたんじゃい？と
いうことで見学に行ったのだった。
　美術館は、山間にある田畑と人家の
間に周囲に溶け込むような感じで建っ
ていた。それもそのはず昔小学校が
あった場所だったらしい。収蔵されて
いる作品は、仏像。重要文化財に指定
されている阿弥陀三尊像といくつか
の、決して数が多いとは言えない仏像
群が展示されていた。
　「決して多いとは言えない」それは
ここが収集した作品を展示する美術館
ではなく、ここの地域に住む人たちが
遠い昔から守り続けてきた仏像群を保

存・継承する美術館であることを意味
していた。
だからなのか美術館、というより地元
の人が集う公民館みたいな雰囲気が
あった。挨拶をし合う人々や、美術館
近くで訪れた人の為に花畑をつくるお
ばあちゃん達にとっては、地域の集っ
ていたお堂が近くの違う場所に移った
だけ、という感じなのかもしれない。
　恐らく、それは建築のデザインによ
るところが大きく、建物の配置や屋根
の形、展示方法等の集積が、その結果
を生んでいた。そして、そんな美術館
を設計した友人を羨ましいと思った。

「東京な本」
次回のHabon

HabonPaper issue 11
同時発行

2012.06.24(sun) 　　　
　　          ＠float

HabonPaper issue 10

「ピクニック気分」

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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Recommend 3M

happy - 幸せを探すあたなへ
Movie

　GNH（国民総幸福量）で話題のブータンなど世界5
大陸16か国を巡り、心理学者や脳医学者と「幸せに
なる方程式」を明らかにするドキュメンタリー映画。
奇しくも同時期公開中の映画に「幸せの教室」「幸せ
へのキセキ」など「幸せ」映画まっさかり。「幸せ」を考
える機会は盛りだくさん、あとはアナタ次第です。

田鍋 圭助

「KATAGAMI Style - 世界が恋した日本のデザイン」展
Museum

　日本の染め物に使われていた型紙。19世紀半ば、
この型紙が世界のアート界に大きな影響を与えた。
この展覧会はその影響を受けたアート作品を世界中
の展覧会から集め邸ます。日本が世界からどう見ら
れているのかを再認識するためのいいきっかけにな
るかもしれない展覧会ですね。

杤尾 直也

ENDLESS SUMMER NUDE
/ 真心ブラザーズ

Music

　もう15年も前にリリースされた曲。最近、たまた
ま聞く機会があって一気に中毒になりました。ほど
よいテンポ感とほどよい脱力感。0655の「朝が来た」
等、真心ブラザーズの曲はなぜこんなにもきになる
のだろう。カラオケで歌いたい一曲

  　　　　吉田 亮介
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