
そろそろやるか。  
久しぶり！！を再現する
“久しぶり”の扱い方
ひさしぶり
理想をカタチに
iPhone Snap
連載京都綺譚第十一回
「西院春日神社」
おわりに
「長く続く良いもの」
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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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論 説「久しぶり！！を再現する」
　久しぶり！！を持ち寄って感覚を
共有するのは、個々人で経験が違うん
だから、論理的な帰結として当然に難
しい。そこで「久しぶりっぽい感覚」を
「脳科学的視点から必ず」味わえる（か
もしれない）方法を紹介したい。
　久しぶり！！という感覚（に限らず
あらゆる感情）は、とどのつまり、神経
細胞を通った電気信号だ。あの音楽を
聞いて嬉しくなったのは、A-B-Cの順
で神経細胞に電気が流れたからだ。青
い空を見て嬉しい、と思った時にも、
やっぱりA-B-Cの順で電気が流れてい
るかもしれない。
　おもしろいことに、同じ刺激が繰り
返されるたびに、その経路の繋がりは
強化されるらしい。つまり同じ本を読
むたびに、A-B-Cの繋がりは強化され、
A-B-DやA-B-Eになる可能性が減る＝
他の気持ちが生じることが減るのだ
そうだ。
　久しぶり！！という感覚は、長い時
間を経て同じ経路に電気が流れる（久
しく使われていなかったA-B-C経路に
また電気が流れる）ことで、「あの時と
は違った視点で読んだ」とか「以前と
は違う気持ちになった」のは、昔あっ
たはずの神経細胞がなくなって同じ
経路を通れなかったり、通り道を間違
えたりする（A-B-Cのはずが、Bが無く
なっていたり間違えたりでA-B'-Cに
なる）からなんだそうだ。

　閑話休題。
「文体練習」（レーモン・クノー）とい
う本がある。まったく同じ場面を、99
種類の異なる文章で表現した異色の
本だ。隠喩のみや、擬音語を多用す
る、嗅覚の情報を中心に書く等々。こ
こまで1つの場面を書き分けられる
のか、と驚嘆する（蛇足だが翻訳者に
も頭が下がる）。そして、その99の表
現で、同じ場面から受ける印象は当
然に変わってくる。
　同じ場面だけどちょっとだけ違
う。電気信号が、神経細胞の同じ経路
を通りそうで通らない。これはきっ
と、脳神経から見る「久しぶり！！」
に近い感覚（のはず）。この本さえあ
れば「昔よく使ってたけど、最近は
すっかりご無沙汰な神経回路セッ
ト」なんて必要ない。長い時間をあけ
る必要もない。過去なんて思い出し
たくない！という人でももちろん
OK。この一冊でお手軽に、99回も「久
しぶりっぽい感覚」を脳が味わえる
はずだ。

人事コンサルタントを経て、事業会社の人事
を担当。ビジネス書には飽きてきたので、近頃
はもっぱら素人向けの科学書や、歴史、身体感
覚などの本にハマる。最近のツボは、献血ルー
ムで見かけた「がんばろう俺」って書いたT
シャツを着て血を抜かれてたおっちゃん

佐久間 祐司

思ひ出「“久しぶり”の扱い方」
　自分で作る“久しぶり”と偶然出会
う“久しぶり”、久しぶりにもいろんな
種類があると思う。“久しぶり”の扱い
方もかなり重要。昨年仕事を辞め、ア
メリカに留学し、「日本での生活」と
「仕事をする生活」を一旦ストップさ
せたことで、最近は沢山の“久しぶり”
に出会っている。
　まずは、久しぶりの学生生活。昨年
11月から約8ヶ月間、ニューヨーク
に留学していた。ルームメイトやク
ラスメイトは予想通りteenagerや20
代前半で、彼らにうまく溶け込める
か若干心配だった。それは取り越し
苦労となり、すぐに彼らと仲良くな
れた。年齢に関係なく、しっかりして
いる子はしっかりしている。久しぶ
りに学生に戻って、家族のように仲
が良い友達ができたことは幸せだと
思う。「年齢」というバイアスは幅を
狭める、と久しぶりの学生生活から
学んだ。
　今年6月に帰国して、久しぶりの日
本。帰国後、ほっとしたからか、時差
ボケからか、１０日間くらい寝続け
た。頼れる人、相談できる人が近くに
いることは、かなりの安心感を与え
てくれる。新しい場所には、多くの刺
激があって、学ぶことも多くて、とて
も楽しいけれど、相当緊張して過ご
していたのだと帰国して気付いた。

違う国で暮らし、日本に戻って感じ
たことは、まずは「郷に入れば郷に従
え」ということ。コミュニケーション
の基本はどの国も一緒だと思う。問
題はそれに合わせられるかどうか。
　そして、久しぶりの就職活動と仕
事復帰。久しぶりの学生生活とはじ
めての無職生活を過ごしたおかげで
仕事に向かう気持ちはかなり変わっ
たと思う。新しい環境になり、再びア
シスタントに戻り、ほんと働くって
大変～と思うが、モノを産み出して
いける仕事ができるというのは幸せ
である。
　長い間出会っていなかった“久しぶ
り”なことは、新しいことにチャレン
ジすることに似ている。なんだか慣
れてきちゃったな、面白くなくなっ
てきたな、と思ったら、ちょっと休ん
でみるのもいい。新しい気持ちで取
り組んだら、違った面白さを発見で
きるかもしれない。

インテリア設計事務所勤務。東京と仙台で
建築を6年学び、東京で3年半ワークプレイ
スと大学のインテリア設計をしていまし
た。昨年、仕事を辞めて、ニューヨークに留
学。1ヶ月前に仕事復帰し、日々奮闘中！趣
味は服作り☆

花ヶ崎 恵美加
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写 真「今月のiPhone Snap」

「Aux Bon Yasumi」
東京に人がいなくなる一週間。私たちだけの街になる。

「家へ帰ろう1」

「Marubell」
浅草仲見世で 90 年スタアを撮り続けた技に触れる。

「家へ帰ろう2」

「Star Child」
伝説のバーテンダーが作る、日本が誇るリキュール星子と。

「家へ帰ろう3」

by Saori Iso

by Eriko Matsumoto

会 話「ひさしぶり」

東向島在住、『ボクらのちゃぶ台（ちゃぶ台
を囲んでの座談会）』主催者。上記は 9/4 に
ヒラキエ(開 康寛（ひらき やすひろ）さん宅)
で行われたボクらのちゃぶ台の会話を編集
したものである。

藤代 康志

　今回のテーマ「ひさしぶり（以下
「◎」）」について数人で考えました。
①「以前のことを覚えてるから◎と
感じる」あたり前のことですが改め
て口頭で聞くともっともだと感じま
す。②「◎とはどのぐらいの期間を明
けると感じるのか？」お年寄りは10
年ぶりとか20年ぶりとかよく言う。
小学生だと夏休み明けにみんなと
「ひさしぶり！」と言う。それまでの
会った頻度で◎と思う期間が決まる
んじゃないか？③「それを常に見て
る・聞いてるとどんなに古くても◎
ではない」私はブルーハーツを聞く
と◎と感じると言ったところ「いや、
よく聞きますよ」と返された。たぶん
彼のiPodかなにかに入っているのだ
ろう。④「確かに◎なんだけどそれを
前からあまり意識してなかったので
◎ではない。」たとえば「リカちゃん
人形をひさしぶりに見た。」と言われ
たところで私は男であり、子どもの
頃あまり遊んでいないので◎の感じ
がない。⑤逆に「それは初めてだけど
◎に感じる」これは懐かしいという
言葉かな？場所の場合はノスタル
ジーなんて言葉になるんでしょう。
⑥「◎な本」卒業アルバム。
　ではどんな時にこの言葉は使われ
るのか？
　「◎にこの人観た」テレビを観なが

ら一世を風靡した有名人に向かって
言う。言われるのをわかって出てく
る有名人ってスゴイ精神力ですね。
「◎に夢に出てきた」なんかロマン
チックですね。これが異性だと恋が
始まるんですかね。「◎に銀座に行
く」東京都中央区じゃないこともあ
りますね。「◎に食べる」高価な食品
だと「食べたことある奴が言うセリ
フだろ！」的なツッコミが入るやり
とりがあるんでしょうね。「◎に失敗
した」私の周囲にはこういった言葉
を言う人がいません。これは本当に
失敗ばかりする人が周囲にいるんだ
か謙遜して言わないんだか･･･私は
後者の方だと考えていますよ。今後
のお付き合いもあることですから。
　ちなみにこの会の最後は小柳ルミ
子の「お久しぶりね」を歌って閉めさ
せていただきました。ひさしぶりに
大澄賢也とセットで観たくなりまし
た。 
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街
　最近、イーストトウキョウがアツ
い。アーティストやクリエイターが
集まり、新たなコミュニティが芽生
えはじめている。そういえば、前回
の HABON も float@ 小村井で開催さ
れていた。なのでちょっと散策に
いってみることにした。
　複合商業施設の “ミラー” や書く
楽しさを再発見させてくれる “カキ
モリ”、革製品の　工房兼ショップの
“m+( エムピウ )” といった特徴のあ
る場が立ち並ぶ。どれも良かったの
だが、一際印象に残ったには Nui. と
いうゲストハウスだ。
　事前情報は何もなかったのだが、
印象的なエントランスに自然と足が
止まった。
古ぼけたビルにおさめられた無骨な
スチールのサッシュ、その周りを彩
る植栽が何とも言えず魅力的な雰囲
気を醸し出している。中に入り最初
に目にするのは空間の真ん中に鎮座
する巨大な流木だ。まるで突如ビル
の真ん中に木が生えてきたような印
象を与える。横には流木を削ってつ
くられたバーカウンターが納まり、
その雰囲気にうっとりしてしまう。
そうしていると気さくなスタッフが
声をかけてくれた。それがオーナー
本間貴裕君だった。
　海外にはゲストハウスが多く存在
し、バックパーカーの交流を深める

場として重要な機能を担っている
が、日本にはほぼそれがない。そこ
に目を付けた。『あらゆる境界を越
えて、人々が繋がる場所を』をコン
セプトにゲストハウスを提案してお
り、その 2 件目だそうだ。（ちなみ
に１件目は入谷にある toco.）
　Nui. を創っていくにあたり大切に
したことは自分たちで創ることだそ
うだ。知り合いの職人さんに手伝い
をしてもらいながらも塗装や家具製
作は自分たちでしたそうだ。自分達
のゲストハウスに対する愛着が増す
のだ。
　そう語る本間君を見て僕もあるこ
とを思い出した。小学生のとき、ワ
クワクしながら自分たちの理想をカ
タチにした秘密基地のことだ。久々
に思い出したその感覚はこの上なく
心地よい気分にさせてくれた。
　夜にもう一度 Nui. を訪れた。滞在
するバックパッカーやフランクなス
タッフと話しながら改めて自分の理
想をカタチにする感覚を味わいたい
と心底思った。
　アツいイーストトウキョウ。今後
の広がりにも注目していきたい。

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

「理想をカタチに」

保険会社勤務。
9月29日20時半現在、そう
めん作りに勤しむ30歳。
趣味はお菓子づくりとバ
レエ。

400文字の文章を書く。なんとも言って気が重い。
子供の頃から書けるときは、それこそ『降りてくる』
とでもいうくらい一気に書けるが、ダメなときはも
うどうやって字数を稼ごうかとそればかり。ともあ
れ、頼まれたからには何か書かなければ。と
HABONペーパーをひっくり返して、ガサゴソ漁る
と、一冊『ワタシヲヨンデ』と言っている本が。『 道の
本』に出された『夕子ちゃんの近道』。なんともかぁ
いらしいタイトル、よしよしお姉さんが読んでやろ
う、という気にさせる。
内容は、人生のモラトリアム期間に勝手に入った男
とその周りの人々の日常をモラトリアムらしくゆった
りしたタッチで描かれているもの。冒頭若干の拙さ
が残る書き出しだと思っていたが、中盤、あ、ノッて
きたなこの作家、と思わせる章があり、あとは一息
に読める。みんなそれぞれ勝手に生きてて、ちょう
ど良い距離感で繋がっていて。読後もさわやかで
気持ちが良い。
さて、今から近道でもゆっくり探しに行こうかな。

石川夏紀

「夕子ちゃんの近道」長嶋 有
第 14 回 Habon “道の本”
紹介者：松元 絵里子

ビデオゲーム開発エンジ
ニア。高校同窓の新年飲
みで乗せられて、フルマ
ラソン出場の公約をして
しまいました。夏は暑さ
で練習をサボり気味でし
たけれども、残り2ヶ月、
完走目指して頑張りま
す。

中沢新一という名前を知ったのは、この本が出版さ
れたのがきっかけだったと記憶していますが、これ
まで読む機会がありませんでした。読み始めてみる
と、といいますか、思うようになかなか読み進めら
れない、困りました。書評の約束までしてしまったの
に！
著者は学者なのに、何かの論拠が曖昧で強引な転
用があるのも気になります。「某の資料でどうこう
言ってた（と憶えているのでそうに違いないよ！）」
という調子が目について、腹落ち感が弱いのです。
これは、この本に「真面目に得られるものを期待し
ているのが間違い」だったのかもしれません。内容
はあえて問題とせず、書き手の態度に注目してみる
と見えてくるものがありました。
読み出しでは、東京の原始の姿を地形から想起して
今の街の姿を説明付けをしているものと考えてい
たのですが、それが次第に、著者が東京に抱いてい
る恋心のように思えてきました。まるで思いが募っ
た異性として東京に過剰に意識し妄想を抱き、それ
を自覚のないまま書き上げてしまった、公開ラブレ
ターのような作品なのではないかと。理由なく人を
好きになれるように、大好きな東京を語るのに正し
さは必要ないのではないでしょうか。

當間 知明

「アースダイバー」中沢新一
第 18回 Habon “東京の本”
紹介者：磯部 裕介
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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

稲見 幸 「スタンフォード・インプロバイザー」 
パトリシア・ライアン・マドソン 

東洋経済新報社 

松元 絵里子 「ペンギンと暮らす」 
小川 糸

幻冬舎文庫

電車では呼んでいてニヤけてしまうので読め
ず、夜中では止まらなくなってしまうのでオス
スメできず、ピクニックで寝コロがりながら読
むしかないイチイチくだらない本。
「人見知り」のくせに「出たがり」という面倒な
性格の三谷幸喜の妄想たっぷりのスライス オ
ブ ライフ エッセイ。CHAGE＆ASUKA の回と乳
首の回が笑えます！

狩谷 俊介 「オンリー・ミー　私だけを」 
三谷 幸喜
幻冬舎文庫

「転校生の会」という地域コミュニティに、転校
したことのない主人公が参加してみるという
お話から始まります。
不思議なかんじのする小説ですが、ひとのきも
ちを上手く表現している本です。

　第17回は「ピクニック」をテーマにHabonな人たちのオススメの本を集
めました。 5月といえば5月病・・・。そりゃなりますよ、だって春がきて夏
にむけての暖かくなって、晴れた日には外でなんかしないともったいな
いって思ってしまう。そんなわけで、ピクニックがてら代々木公園という
屋外で紹介しあった14冊の本を紹介します。

本田 萌 「だれかのいとしいひと」 
角田 光代 
文春文庫

ピクニックに行くような軽い足どりで色んな
ことにチャレンジできるようになる本です。

小川糸さんの日記エッセイ集。日常の楽しいこと、辛
いこと、そして見つめなければならないことも、素直
に丁寧に綴られている。
「色んなシーンを楽しく過ごす」ピクニックの過ごし
方にも通じる、こんな暮らし方もしたいなーと思える
一冊。

過激派の父を持つ小学６年生の男の子が主人
公の話。父は最後にユートピアを求めて旅に出
るのだが、その感覚がピクニックに出る感覚と
似ていて清々しい。読んだあとの爽快感もいい
い。父の偉大さがわかる大好きな本です。

杤尾 直也 「サウスバウンド」 
奥田 英朗
角川書店

その構図、言葉選び、省略のセンスに、残された
行間の美しさを感じた。設定はハードSFなの
に、登場する人物がそんなこともあるだろうと
なんとも自然に状況を受けいれてみせるリア
リティ・ラインのすり替えも逆に心地よかっ
たりする。

岡崎 翔太 「虫と歌」 
市川 春子
講談社

田鍋 圭助 羽田 美穂「夜のピクニック」 
恩田 陸
新潮社

「かかわり方のまなび方」 
西村 佳哲
筑摩書房

べたですがコレ。「みんなで夜歩く、それだけの
ことなのに、なんでこんなに特別なんだろう
ね」という言葉が、夜にピクニックすることへ
の興味を非常にかきたてる。内容も、クラスの
人間関係、恋愛、家族事情、学校での思い出が歩
く中でパズルのようにつながっていき、ちょっ
としたミステリー小説のような感じで◎。

会社近くの英会話教室の一室を間借りしてい
た頃。９時のオープンと同時に街にでなければ
いけない中、この本を片手に近所の公園で１人
ピクニックを楽しんでいました。家の庭にあ
る、木の上に部屋を作り、日中１人で過ごす主
人公の少年と自分をほんの少し、重ね合わせて
みたり。時々、非日常的な空間に浸りたくなる、
オススメの１冊。

太田 聖 本田 類「「日本の街道を旅する」  
佐々木 節 ( 著 )、学研パブリッシング ( 編集 )、平島 格

学研パブリッシング

「女子校育ち」 
辛酸 なめ子  
筑摩書房

ピクニックといえば、歩く。歩くといえば、道と
いうことで紹介です。
学生時代の旅行の中で一番印象的だったのが、
東海道の全てを含む、京都～筑波までのランニ
ングの旅でした。いつかまた、そのスケールの
ランニングの旅をしたいなと思いこの本を手
にとってみました。次は松前街道を走ってみた
いな。皆様も「旧街道の旅」やってみたらいかが
でしょうか？

我々、男子生徒の憧れの場所「女子校」。そのサ
ンクチュアリを、なめ子先生が丁寧に解説して
くれました。
P１４女子校タイプ別図鑑は、圧巻です。
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吉田 亮介 「磯崎新の「都庁」－戦後日本最大のコンペ」
平松  剛

文藝春秋

超高層ビルが立ち並ぶ新宿副都心。その中で最
も高くランドマークとしての圧倒的な存在感
を示す東京都庁舎。しかしその庁舎は副都心で
最も低い中層建築になっていたかもしれな
かった…。そしたら今の副都心はどんな景色に
なっていたんだろう？
実現した建築よりも実現しなかった建築に憧
れを抱いてしまうのは僕だけでしょうか。

すごく知的な本です。でも読むのがしんどくな
く、気取ってなく、オシャレで・・・すごくオス
スメです！

樫本 容子 「午前 4 時、東京で会いますか ?―パリ・東京往復書簡」
Richard Collasse  , Shan Sa

ポプラ社

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。

當間 淳子 「拝啓、父上様」
倉本 聰
理論社

筒井 佳樹 「濹東綺譚」
永井 荷風

新潮社

文体が独特でとても読みづらい本ですが、戦
前、墨田区に私娼窟があった頃のまちの空気
や、人々の生活が色濃く書かれています。
今の町と比べて読むと、似ている部分と、全く
異なる部分があって楽しめると思います。

　第18回は「東京」をテーマにHabonな人たちの オススメの本を集めました。
今回のHabonは押上にて。梅雨の６月、雨は降ってないけど空は灰色。空とス
カイツリーの色が近くて、存在感が薄まっている。東京といえばスカイツリー
となるには時間がかかりそうと思うのは、空模様のせいだけではなさそう。で
は東京って？そうして集まった13冊を紹介します。
　また今回は、floatメンバー案内による下町散歩も同時に企画。老舗コッペパ
ン屋さんや昔ながらの長屋等を探索した後、floatのアトリエで開催しました。

人間の望み得る最大のピクニック、というチョ
イス。
これから人類は、どう宇宙と向き合うか、とい
う立花隆の問いかけがエキサイティング。

佐久間 祐司 「宇宙を語る」 
立花 隆

中公文庫

　
日常では接することが少なくなった古き良き日
本語について、昼下がりの公園なんかで寝転が
りながら語り合うなんていいねと選んだ1冊。
小気味良い口調で語っている「あのひと」とは村
上春樹氏の奥さま。はじめは春樹氏の日常を伺
い知ることができて楽しんでいたはずが、気が
つけば彼女の嘘のない生き方についてもっと知
りたくなっているのです。

磯 沙緒里 「あのひとと語った素敵な日本語」 
あのひと」＋ユビキタ・スタジオ

KTC 中央出版

相川 麻子 吉田 亮介「ロングシーズン」 
佐藤 伸治

河出書房新社

「新しいバカドリル（上巻） 」 
タナカカツキ 天久聖一

ポプラ社

風の感触、木々のざわめき、小鳥のさえずり、遠
くの雑踏。現在も根強いファンをもつ伝説的バ
ンド、フィッシュマンズ。フロントマンであっ
た佐藤伸治の言葉は、日常の何気ないひととき
にそっと寄り添ってくれる。コーヒーを持って
公園で小休止。１人のピクニックに最適な1冊
です。

ピクニックに持っていくには重くて大きくな
い？確かにそう。でもそこをぐっとおさえて一
度持って行ってほしい。
のほほんな週末に、芝生で寝っころがりながら
バカドリルを開けばそこは楽園。
iPadみたいに誰かと一緒にのぞき込める大き
さなので、2人程度のピクニックに最適です。
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Habon is Share book library system.

岡崎 翔太 「映画の瞬き　映画編集という仕事」
ウォルター・マーチ
フィルムアート社

山本 綾子 「江戸城を歩く」
黒田 涼
祥伝社

台東区、墨田区など、東京の「下町」とよばれるエ
リアを、ちょっとかわった視点で紹介している本
です。この本をよんでから実際に散歩すると、新
しい下町が見えてくるはず！！
私の家のとなりに住んでいる岸本さんおすすめ
の本です（笑）

HOUKO 「スカイツリー　東京下町散歩」
三浦 展

朝日新聞出版

ハイパーモダンな都市、東京の街に縄文地図を
重ね合わせると何が見えてくるのか・・・。東
京の表面からは見えない死霊とエロスを、
ちょっといかがわしい論理でつづった書。

磯部 裕介 「アースダイバー」
中沢 新一
講談社

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。

江戸城跡を歩いて訪れるお散歩ガイドブック。
古地図を見ると東京の道・川・町の作りが江
戸城と密接に関わっていることがわかります。
想像が膨らみまくる一冊。

東京にあこがれて買ったこの本を１０年ぶり
に読み返してみると、何で東京に来たか？と考
えしまいました。

本田 類 「STUDIO VOICE 2002 Nov 東京 100 景」
INFAS パブリケーションズ

田鍋 圭助 「2050 年の世界地図―迫りくるニュー・ノースの時代」
ローレンス・C・スミス 

NHK 出版

東京、将来はどうなっているかに興味を持ち手
にとった本。世界の都市の人口の動きは？その
時東京はどうなってる？表紙にあるニュー
ノースってことは北国？ BRICsのほとんどが
南なのに北？？という事に興味を持ったらぜ
ひこの本を！

森達也という映画とかドキュメンタリーを
撮っている人が週刊新潮で連載していた文章
を単行本化したものです。森氏が東京の様々な
スポット（東京タワー、山谷とか）に行って、そ
こから捻り出てきたものが書かれています。
対象となるスポットは比較的、「陰」に属する場
所が多いと思います。これを持ってそのスポッ
トを散歩するのもいいと思います。

星野 晃平 「東京番外地」
森 達也
新潮社

多田 佳子 「おさんぽ　東京下町」
ジェイティビィパブリッシング

知ってるようで知らない、それが東京！実は素
通りしていたトコに素敵なお店があったり、い
い味出してる昔からのお店があったり。東京の
ことをもっと知れる一冊。お散歩のお供に。

解体直前の歌舞伎座の、舞台、俳優のみならず、
稽古場、裏方までを等しく記録した本です。歌
舞伎座とは観客に喜んでもらうための全てが
組み上がって初めて成立するアートなのだと
思い知らされます。

當間 知明 「歌舞伎座」」
安齊 重男

松竹株式会社

Habonの場  「float」
様々な出来事や人・物が漂着(float)する場所。今回のHabonは、東京の
floatは東京都墨田区にある廃業したプレス工場を改装したシェアア
トリエ兼イベントスペースで開催されました。
２人の住人がを含む６人の作家・デザイナーがアトリエとして利用
しており、不定期でイベントスペースとして利用し、もの作り・まち
作りの活動をしている様々な人と一緒にイベントを企画しています。

お問い合わせ : staff@f-l-o-a-t.info
URL                  ：http://f-l-o-a-t.info/



われに与える。私たちの調査によ
ると、この西院地域も戦後の頃ま
では「集落」と呼ぶにふさわしい
形態をとっており、周りには田園
風景が広がっていた。もしこの街
を六十年ぶりに訪れる人がいるな
らば、住宅や大小の工場が建ち並
ぶその雑然とした風景に対して何
と言うだろう。そして彼にとって、
「無線 LAN」は一体どんな意味を
もつのだろうか―。兵器か何かと
勘違いされそうで、少し心配に
なってしまう。（神社で戦争はし
たくない）

　アクセス：阪急「西院」駅より
北西に徒歩３分程度。西院は見所
に乏しいけれど、私の家も近いの
で、もし気が向いたらお立ち寄り
ください。

連載「京都綺譚」

おわりに

第十一回　西院春日神社
　春日神社は私の住む西院（さい
いん）地域の守り神である。観光
地として知られてはいないが、天
皇家による平安時代の創建で、社
格も結構高いらしい。建て込んだ
住宅街の中で開けた境内と朱塗り
の本殿が清々しい。私はここらに
住み始めた三年前に何度か訪れた
記憶があるが、今回あるプロジェ
クトの現地調査のため、久しぶり
に訪れた。
　すると見つけたのが右写真の札
である。謡曲などの公演に用いら
れる古めかしい舞台の前に「無線
LAN」の文字。おそらくこのよう
な状態を「ツッコミ待ち」と言う
のだろう。この札たった一枚の設
置により、神社の境内は私の知っ
ていたかつてのそれよりも、随分
とユーモラスな空間へと変容した
ように感じられた。
　こんな妙な体験は稀だとして
も、なじみの場所への久しぶりの
探訪は常に、以前と変わらぬ懐か
しさと変貌の驚きとの両方をわれ

「長く続く良いもの」
　HABONPAPER も今回で第 11 号に
なりました。10 号を発行したのが今
年の 5月。これまで 1ヶ月～ 2ヶ月単
位でコンスタントに発行してきたこと
を考えると、10 号から 11 号は随分間
が空いてしまったことになります。
定期的に発行し続けるというのはなか
なか難しい、というか体力がいる作業
で、メンバーが多忙な時期と重なった
こともあり、お休み期間が長くなりま
した。
　その間に iPhone5 が発売されまし
た。毎年コンスタントに改良を重ねて、
人々をワクワクさせるそれは魅力的
で、今の iPhone の調子が悪いことも
あり、買おうかなと思っていました。
そんな時、twitter か facebook で誰か
のこんなコメントを見つけました。
「常に新しくなるものより、長くずっ
と使えるケータイが欲しい」
　新しいことはもちろん良いことだけ
ど、それは「良い」から新しいものを
好むわけで、「良い」は一時的なもの
よりも、長く続く「良い」方が良いわ
けで、その「良い」かどうかは作り手

以上に、使う側次第の話なのかもしれ
ないと思わされました。
　自分が作る側の時は、長く続く良い
ものどうしたら作れるか、自分が使う
側の時は、どうしたら長く良く使い続
けられるかを考えていくことが必要だ
なと。HABONPAPER もこれから先、
何回読んでも、何年後かに読んでも、
新たな発見があったり何かを考える参
考となったりするようなものにしてい
きたいと思います。とりあえず、ホー
ムボタンが反応しにくくなった iPhone
は様子を見てから修理に出すことにし
ます。

「仕事の本」
次回のHabon

HabonPaper issue 12
同時発行

2012.11.4 (sun) 　　　
　　          ＠未定

HabonPaper issue 11

「そろそろやるか。」

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

危険なメソッド
Movie

　精神分析の礎を築いた2大心理学者、ユングとフロ
イト、さらにユングの患者である女性サビーナとい
う実在した3人の物語。
　人間の、理論や思想を追求していく姿と、本能や情
動に突き動かされていく姿の両面を描いた作品は一
見の価値あり。

吉田 亮介

Future Beauty 日本ファッションの未来性
Museum

　80年代「脱構築と革新」、90年代“生きるコンセプ
トを「Attitude（態度）」として見せる世代の表現”、
2000年代"日々の行為＝「Behavior（ふるまい）」をも
とにした「共感」世代のデザイン"。過去３０年を通覧
することで、日本ファッションの未来性がみえてく
る、らしい。気になる！

田鍋 圭助

高木正勝氏
Music

　「おおかみこどもの雨と雪」の音楽をてがけている
高木正勝氏。最近ではオンワード樫山の組曲のCMの
サントラなども手がけている。ジブリの音楽で活躍
した久石譲氏を思い起こさせるものの、また少し違
う趣の音楽。自然を感じさせ、のびやかで、どこか暖
かく、心に響くメロディー。知っている人は知ってい
るのでしょう。私はこれから要チェックです。

田鍋 圭助

2012年9月30日　第1刷発行
発行所　中目黒ハウス901
連絡先　habonPJ@gmail.com　

吉田亮介　杤尾直也
田鍋圭助
Habonメンバー一同

Staff
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