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“やっぱり家族”

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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手紙論
繰り返される家族の風景
桐島、部活やめるってよ

私の家族
福岡のお正月
iPhone Snap
レストラン紹介

「Shun’s オススメ・グルメ」 
HABONな人たちの活動

Sister School Project
連載京都綺譚第十三回
「伏見稲荷大社」

おわりに
「初日の出からの学び」
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生 活「手紙論」
　昨年のクリスマス、女性が男性に
贈って欲しいものベストスリーは、
アクセサリー、現金、バッグ、だった
そうです。２位「現金」という生々し
い結果は、今の日本の物質飽和状態
を表しているようですね。とにかく
ものを捨てろと言われる中で、あえ
て何が欲しいか。この難しい質問に
心温まる答えをくれたのは、毎年誕
生日に手紙が欲しいとご主人にお願
いしている、と言った友人でした。電
子メールが主流の現代において手書
きの手紙には心がこもっている等と
いった巷の「手紙論」をここで繰り返
すつもりはありませんが、確かに、忘
れられない「手紙体験」は私にもあり
ます。
　８歳の頃、私は第二次反抗期真っ
只中にいました。特に、私の役割とさ
れていた布団敷きが心から嫌で、「早
く敷きなさい！」「嫌だ！」という何
の意味があるのかよくわからない反
抗を試みては毎日負けて、ぎゃん泣
きしながら家族４人分の布団を敷く
日々。そんなある日、学校から帰って
きた私は、勉強机に母からの手紙が
置いてあるのを見つけました。
　「なあちゃん、昨日もまた泣いてし
まったね。でも、布団を敷きながら
『きちんと布団を敷くとなんか気持
ち良いんだよなぁ』と言っていたの

がうれしかったです。大事な感覚だ
よね。今日は泣かないで敷けるか
な？」
　後にも先にも、母からこんなこと
を面と向かって言われたことはあり
ません。直接言われたら逆に照れて
しまったかもしれません。手紙とい
う間接的なメッセージは、毎日顔を
合わせているからこそ直接心に響く
ものがありました。
　教育において一番大切なことは、
どんなに悪ぶっている子に対しても
「あなたは大切な存在なのだ」「いい
ところがあるのだ」と様々な形で伝
え続けることだと言われます。その
ひとつの方法として、「手紙」という
伝達手段は、時に絶大な威力を発揮
することがあると、私は身を持って
知りました。この体験は、教師である
今の私が自信をなくした時、強く背
中を押してくれるものでもありま
す。近くにいる大切な人へ、自分の思
いを言葉にして伝えることは、一生
残る贈り物なのかもしれません。

中学校の先生５年目。年末インフルエンザに
かかり、今年は１人隔離された切ない年明け
となりました。が、５日間のひきこもり生活
でやたら部屋がきれいになり、念願のテレビ
購入。今年の抱負は「禍転じて福と為す」。

熊井 直子

「繰り返される家族の風景」
　お正月休みはゆっくりで過ごせま
したでしょうか？？私は、いつもの
ように、広島の実家に帰っていまし
た。そこで、今回のテーマでもある
「家族」について、私がお正月に感じ
たことを書こうかなと思います。
　私には、兄夫婦の甥っ子と姪っ子
がいます。１年に一回しか会わない
ので、今までは毎年忘れられていた
のですが、今年3歳になる甥っ子はつ
いに私のことを「かおりちゃん」と覚
えていてくれました！１歳になる
姪っ子の方は、いつのまにか歩くよ
うになっており、最初はお母さんの
後ろに隠れていて、人見知り真っ最
中でした。甥っ子は、今もっともお姉
さんという種類の人種が好きらし
く、ずっと私に抱っこ抱っことくっ
ついてくれて、私は、可愛くて心の中
でかなり萌えていました笑。
　その甥っ子と姪っ子が、お正月の
朝、２階で寝ている私を二人で一生
懸命、階段を登って起こしにきてく
れました。そんなかわいい二人に起
こされて、すぐに「一緒に降りる
よー」と笑顔で言った私ですが、二人
と一緒に降りようとすると、二人は
なんと登るだけで階段を降りられな
いと。ええー！二人一緒におろすの
は、さすがに重いし、危ないしなーと

思い、１人ずつ抱っこして、２往復し
ようと思ったところ、様子を見にき
ていた私の父（二人にはおじいちゃ
ん）が、自分で上がったのだから、自
分でおりなさいと、私は、おお意外に
厳しいとびっくりしました。
　甥っ子、姪っ子はそれでも、降りら
れないといったところ、父はじゃあ、
後ろ向きならどうだ？と言ったとこ
ろ、それなら二人ともできるらしく、
うんとうなずき、後ろ向きでゆっく
りとズルズルと言った感じでおりて
いきました笑。
　その後、登ってくるたびにそう
やって降りていました。その二人の
姿はかなり可愛かったです。私は、父
の言葉にさすが子育て経験者なのだ
なーと思うのと同時に、なぜか覚え
ていないはずの部分の自分の子供時
代を思い出した気がして、こうして
家族は繰り返されて行くんだなーと
不思議な気持ちになりました。今年
は、そんな家族のお正月の風景でし
た。

2013年は仕事で悩まないことを目標に1月
のスタートを切り、現在、必死に自分の価値
観を再構築中。そんな中、癒しは会社で会う
柴犬のはなちゃん。iPhoneの中に入ってい
るはなちゃんの写真は、200枚以上。

大石 香

子 供
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写 真「今月のiPhone Snap」

「Colorful1」

「あくしゅ」

「Colorful2」

「ばーちゃんちに集合！」

「Colorful3」

「やっぱ白味噌やね」

by HOUKO

by Oketani Marico

映 画「桐島、部活やめるってよ」
　学校とは同調圧力という目に見えない磁場に支
配された宇宙であり、その象徴がスクールカース
トだ。あなたも記憶にあるはずだ。学校内の目に見
えない、しかし確実にそこに存在するイケてる／
イケてないというヒエラルキー。そして、その最上
位に君臨するのが桐島だ。バレー部のキャプテン
で成績も優秀、学校一の美人と付き合い、友達から
の人望も厚い。なるほど、さすが部活をやめただけ
で映画のタイトルになるだけのことはある絵に描
いたようなリア充である。しかし、その桐島本人は
最後まで現れない。この物語おいて桐島とは、不在
の中心なのだ。
　この映画は、学校という格差社会をこれでもか
というほど生々しい描写で観る者に突きつけ、あ
なたの青春はあなたが思っているほど美しいもの
だったのか？本当はもっと空虚で痛々しいもので
はなかったか？と問う。それはかつてカーストの
上位に属していた者とて他人事ではない。いや、寧
ろ本作は彼らにこそ美化された青春の記憶の再認
識を強く迫る。
　放課後の校内に響く吹奏楽部の演奏、野球部の
かけ声とバットの金属音、そして無数の笑い声。い
つもと変わらないはずの放課後の風景に差し込ま
れた”桐島が部活をやめた”という噂は、ガス・ヴァ
ン・サントの『エレファント』さながら、異なる人
物の視点から何度も繰り返される”金曜日”によっ
て静かに増幅されてゆく。不安、怒り、猜疑心、苛立
ち....校内には様々な感情が渦巻き、そして、彼らの
日常は崩れる。
　桐島が部活をやめた。ただそれだけのことでな
ぜ彼らの日常は崩れたのか？それは桐島が、彼ら

が盲目的に信じてきたヒエラルキーとそれを支え
る価値基準の象徴であり、桐島の不在と彼が部活
をやめた（＝ゲームからおりた）という事実は、彼
らがこれまで信じてきたルールの無効化を意味す
るからだ。空虚なアイデンティティは足下から崩
れ、足場を失った彼らは桐島という価値基準を求
めて学校中を文字通り右往左往する。
　しかし、そんな桐島騒動に無縁の者たちがいる。
見下され、馬鹿にされ、カーストの最下層でひっそ
りと生きてきた前田をはじめとする映画部員たち
だ。他の者たちが自意識の拠り所とするイケてる
／イケてないという価値基準からとうの昔にド
ロップアウトしている彼らにとって、桐島が部活
をやめようが姿を消そうが知ったことではない。
映画秘宝を片手にロメロについて語り、大好きな
ゾンビ映画を撮ることに夢中になる彼らは、誰に
与えられたのでもない自分自身の価値基準を持っ
ており、故に揺るがないのだ。
　映画部が今まさに撮影を始めようとする屋上。
そこにあるはずの桐島の姿を求めて雪崩れ込むか

らっぽの強者たち。そして吹奏楽部の奏でるワー
グナーのローエングリン「エルザの大聖堂への行
列」のクライマックスとともにこれまで決して交
わることのなかった両者が屋上で対峙するその
時、虐げられてきた者たちは遂に反逆の狼煙を上
げ圧倒的なカタルシスが押し寄せる。
　この時点で既に眼球がもげるほど涙が止まらな
いのだが、更に胸を打つのは、屋上で起こったヒエ
ラルキーの逆転劇を、かつてのカースト低位者が
ルサンチマンを晴らし溜飲を下げるための単純な
勧善懲悪の物語に貶めることなく、その向こう側
を見事に描いて見せたラスト。”桐島に最も近い
男”の心に起こったある重大な変化を、その表情だ
けで捉えたあの美しくも残酷なカットに嗚咽が止
まらない。

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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生き方

食 事「Shun’s オススメ・グルメ」 ～普段使いのリピート名店たち～
「Torattoria Tsukiji PARADISO! 」ナポリ系南イタリア料理

東京都中央区築地 6-27-3

東京都目黒区鷹番 3-19-19

「Pisero」　焼売バー /台湾料理

「築地に行ったらお寿司か海鮮
丼」…ではなく「南イタリア料理」
が裏正解なお店。イタリアはア
マルフィ海岸にある名店ロ・ス
コーリオから海外で初めて暖簾
分けを許された骨太亭主が、最
高の海鮮イタリアンを食べさせ
てくれます。出される一品一品
は、港町らしく海産物特盛のワ
イルドな出来映えが多し。店内
は昼でも夜でも常連が多いので、
初めてであれば予約をするが吉。
友達とシーフード目当てにワイ
ワイ食べに行くのにオススメ。

「Partenope ( パルテノペ )」ピッツェリエ /南イタリア料理 

東京都渋谷区恵比寿 1-22-20

「真のナポリピッツア協会」所属
のお店。他店ではなかなか食べら
れない「ボッコンチーニ・ピッツ
ア」が特に絶品。オイルベースで
ありながらも、モッツァレラ、ルー
コラ、チェリートマトの組み合わ
せをモッチリ生地が包み込んで、
口の中で至福の味を演出してくれ
ます。美味しさの基準として持っ
ていた「パスタ＞ピッツア」とい
う先入観を、「パスタ＜ピッツア」
にひっくり返されたお店です。

東京都港区六本木 5-9-14

「貝政」　にぎり寿司
日本では珍しい台湾料理を肴に
しっとり飲めるお店。料理は、そ
の時々にアレンジされた焼売や蒸
し料理が相当に旨い。台湾的な薬
味の効いた前菜たちも旨い。また
お店に置いてるイギリスの辛口
アップルサイダー「ストロングボ
ウ」が台湾料理と非常に合う。席
数はカウンター７席と非常にコン
パクトな分、マスターやお隣さん
と自然とフレンドリーに成れる不
思議空間が広がります（ただしソ
ロ来店もしくは電話確認が必須）。

その時々の旬のネタを銀座の三分
の一の値段で頂ける優しいお寿司
屋さん。六本木・芋洗坂の途中に
あり、23 時まで営業されている
ので少人数での〆会にとっても便
利。ビールもしくは日本酒で一杯
やりつつ、カウンターでお寿司を
頂くのがカッコイイ。個人的には
ここで食べた「蛤の旨煮のにぎり」
が忘れられない。

　2012 年 8 月。だんなさんができ
ました。私はどんなことを大切に思
い、どんなことを夢見て生きていく
のだろう。そんな風に思っているさ
なかのできごとでした。
　2011 年。私にとって、一番つら
い時でした。信じるべきものがわか
らなくなり、「前を向く」の「前」
さえ分からない時期でした。机上の
空論で生きていくような人にはなり
たくない。でも、きれいごとだけじゃ
仕事にならない。そんな葛藤を抱え
ながら、悩んで悩んで、どうしてい
いかわからないときに出会ったのが
彼でした。
　再会してすぐに、結婚を決め、（人
生で出会って 5回目に婚約！）でも、
お互い、なんにも迷いはないような、
そんな決意でした。どんな生き方を
していても、私の価値観は私。そん
な風に思える人でした。初めて、自
分の分身みたいな、自分より大切な
人ができました。大切なことはただ、
丁寧においしいものをおいしいと思
い、大切な人を大切に思うという、
そんなシンプルな暮らしなんだと気
付いたのでした。
　けれど、実は私の新しい家族はだ
んなさんだけではなかったんです。
その年、新しく通い始めたパーマカ
ルチャー講座。（持続可能なライフ
スタイルのデザイン）。たったひと

月に 1 回だけの講座なのに、一生彼
らは強いつながりで結ばれていくの
だろうという気持ちにさせられたの
でした。自分の弱い部分を当たり前
のように出すことができて、お互い
ができることをさりげなくフォロー
しあう。生きるというのは、自分が
できることを誰かのために精一杯す
ることなんだ。そう学ばせてくれた
のが同期のみんなでした。
　今の経済活動においては、「得す
る」ことのない生き方。
でも、10 年後、50 年後、仲間たち
を見たら、きっと、当たり前のよう
に助け合っているだろうって思え
る。そんな仲間に会えたことも
2012 年の私の新しい家族の発見で
した。
　正解なんてない。ものさしは人に
よってちがう。けれど、私が、今自
信を持って言えることは、大切な『家
族』に出会ったということ。そして。
それを大切にしたいと思っているこ
と。これからもどうかたくさんの大
切な家族に出会うことができますよ
うに。

12年住んだ東京から、岐阜県飛騨に
移住。「シンプルでていねいな暮らし」
をテーマに、飛騨での暮らしをつむ
いでいる。最近はじめたのは珈琲豆
の焙煎と、贈り物の研究。

藤沢 実果

狩谷 俊介

「私の家族」
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故 郷

新連載「HABONな人たちの活動」

　結婚して２年。奥さんのおじい
ちゃんちに行くのは３回目だ。奥さ
んは同郷だが、親戚の家にお邪魔す
るのはまだまだ緊張する。おじい
ちゃんちは福岡の南端、田園広がる
風景の中のいかにも実家感のある建
物だ。ここで毎年お正月に親戚の集
まりがあるのだが、僕の奥さんは親
戚が多い。
　まず、奥さん、お父さん、お母さ
んは勿論、８９歳になるおじいちゃ
ん、そしておばあちゃん、おじさん
×３、おばさん×３、その息子×３、
娘さん ×４と旦那さんとひかりちゃ
ん、うたろうくん、お兄さん夫婦に
れんくん、らんちゃん・・・僕を含
めて２６名と犬１匹。
　僕の実家では親戚が少ないのでこ
んなに大人数の宴会は新鮮だ。しか
もみんな酒豪。ちなみに僕の家系は
全員お酒に弱い。広間に長机を繋げ
た会場におせち料理がならび、おじ
いちゃんの挨拶で会が始まる。僕は
早々に酔っぱらい、おじさんたちは
ゴルフの話で盛り上がり、子供たち
はバタバタと走り回り、とても賑や
かだ。皆さんは映画「サマーウォー
ズ」をご覧になったことがあるだろ
うか。まさにそんな感じである。
　年に一度しか顔を出さない僕に、
おっかなびっくりの子供たちも少し

ずつ慣れてくれる。玄関で大人しく
しているタロー（柴犬）を散歩に連
れて行く。おじいちゃんがお酒をつ
いでくれるのでビールを飲み干す。
お土産にと畑でとれた白菜を持たせ
てくれる。まだ若干緊張するけど、
新しい家族に仲間入りできたみたい
で嬉しい。
　おじいちゃんは「旦那さんが仕事
に打ち込める環境を作ってあげなさ
い」と奥さんに言い、「心のノート
にメモしとくね」という奥さんに
「ちゃんと紙に書いとかなぁいかん」
と言ってくれる。
　締めにみんなで味噌汁をすすりな
がら「こうやって年に一度集まって
語り合わんといかん」というおじい
ちゃんの言葉に、こういう家を、こ
ういう習慣を、こういう家族の関係
をこれからも続けていきたいと思う
お正月でした。

建築設計事務所勤務。現在動物園の
ゲートとレストランを担当中。子供
達からお年寄りまでわくわくする様
な建築をつくりたい。休みの日は山
を歩いたり絵を描いたりしてます。

藤木 俊大

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

　バングラデシュと日本の子ども
の交流の橋渡しをする活動。一言
で言うと、それが姉妹学級プロジェ
クト Sister School Project (SSP) で
ある。今年で活動10年目を迎える。
　基本の活動は、日本の小学校で
授業時間をもらい、バングラデシュ
という国のこと、そこにいる自分
たちと同年代の子ども達の生活な
どを伝える。直接会って、お互い
の顔を見ながらコミュニケーショ
ンできるのが一番よいのは当然。
子どもなら、尚のことそれが早い。
それをメンバーが日本の子ども達
の” 想い” を持って代わりにバン
グラに行くことや、Skype を通し
た交流のサポートをすることで、
少しでも直接交流に近づけたい、
と考え活動している。
　2012 年 11 月、自分はこの活動
で初めてバングラを訪れることと
なった。日本の子ども達が作って
くれたプレゼントを持って。
　そこでの一番の衝撃。それは 15
歳そこそこの子ども達が、自分た
ちを大歓迎し、家に招き食事をご
馳走してくれる。子どもの親や家

族も温かい目でそれを見ていてく
れる…。
そこで「考えた」ことが３つほど。

■ 活動に関わる子どもたちへの
　 影響を「考えた」
交流先のバングラの子ども達は、
かつての民族問題や生活水準のこ
ともあり、少なからず” 閉じた環境”
にいる。その子ども達が、” 日本”
という対象を入り口に、外の国や
人々に想いを寄せる” きっかけ”
になっていることは確かに実感で
き、その意味では小さくない影響
をもたらしている、と考えた。

■ 活動を継続させるべきか否かを 
　 「考えた」
この 10 年間少なくても年に１回
以上はＳＳＰメンバーが現地に
行っている。この事実が、バング
ラの人達からの” 親しみ” と” 信頼”
に確かに繋がっている。このバン
グラの人達の気持ちにはすっと応
えていきたい、と考えた。

■ 自分が SSP で活動する意味を　 

「考えた」　　　　
上記で、自分にとっての意味は十
分だ、と考えた。

　SSP という活動を、更には自身
のライフワークにおけるプライオ
リティーを、改めて自分の中でセッ
トし直すよい機会に巡り会えたこ
とに感謝。こういう機会を自ら設
定して、『曖昧を排除してブレない』

そして『時間を有効に使う』生き
方をしたいと感じた。

HABONに参加している人のなかで、興味深い取り組みやプロジェクトを行っている人に焦点をあて、その活動を紹介するコーナー。

「福岡のお正月」

第一回 「Sister School Project」
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子供の頃、料理やお菓子を作り始めた時に祖
母からもらった本。家庭のおやつが中心だけ
ど、昭和のころ珍しかった材料や果物、舶来
菓子への憧れが詰まった一冊。ページ一枚一
枚にも懐かしいイラストや文字が散りばめら
れているのにも、いちいちキュンとしてしま
う。あなたの誕生日は、いったいどんな物語
の日でしょうか？

松本 絵里子 「楽しいお菓子」
指導 / 宮川敏子　他

主婦の友社

ストレートに仕事に直結している本。リゾート
地と思われがちなハワイの本当の歴史、素顔を
教えてくれる。旅行って本来はこうあるべきで
はないかな、と考えさせられた一冊。

山口 佑太 「ハワイイ紀行」
池澤 夏樹
新潮社

中国の思想から西洋哲学、あるいは医学や社会
学まで広範に及ぶ教養、生き方が書かれた本。
「どうやるか」というハウトゥでなく、人はどう
あるべきかということが書かれており、よくあ
る自己啓発本というよりはもっと根底の話。人
事という人を相手にする仕事から、
こちらにしました。

田鍋 圭助 「運命を創る」
安岡 正篤

プレジデント社

メゾンドヒミコ、アカルイミライなど主に映画
で活躍するスタイリストさんの本です。ただ服
を用意するたけでなく細部にまでリメイクを
ほどこす技術にいつもほれぼれしてしまいま
す。個人的に、映画など架空の世界での服は普
段着ないようなユニークなデザインであって
欲しいと思います。その世界でしかみれない服
の強さをいつも感じさせてくれる尊敬すべき
スタイリストさんの本です。

飯倉 三智 「衣裳術」
北村 道子

リトル・モア

岡崎 翔太 「耳かき仕事人　サミュエル」 
堀 道広 

青林工藝舎

狩谷 俊介 「ご機嫌な職場」 」
酒井 穣

青林工藝舎

　第20回は「仕事」をテーマにHABONな人たち
のオススメの本を集めました。
　台風が直撃した前回とは打って変わって、
穏やかな日差しの中、中目黒のKEYAKI Café に
て開催しました。HABONではそれぞれの仕事
について深く話す機会が無かったこともあ
り、本を通じてその人の仕事のスタイルや大
切にしていること等も共有された興味深い
HABONとなりました。
　そんなHABONの人たちの12冊の仕事の本
達。どうぞお楽しみ下さい。

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

広がりそうで広がらないストーリー、回収され
そうで回収されない伏線、ありそうでまったく
ないメッセージ性。読んだ後に驚くほど何も残
らないところがよい。

仕事を楽しくするためには何が必要か？仕事
が楽しいのは仕事自体が楽しいのか、それと
も仕事に伴うコミュニティが楽しいのか？・・・
その辺について社会的背景を含めてまるっと
書いてくれている本です。理想的な懇親会の
あたりが勉強になります。

普段食べている肉が肉になるまでを専門家で
はない人の視点で書いた本。いつもではなくて
いいから、時々“肉ができるまで”について考え
てほしいから、苦手でなければ読んでもらえた
らなぁ。

坂本 有希 「世界屠畜紀行」
内澤 旬子
解放出版社

原題は「THE LOAD GOD MADE THEM ALL」“主
の創り賜いしものたち”といった幹事かな？広
大な自然と命を相手にする職場でのエピソー
ドがいつも心をすっきりさせてくれる大切な
本です。あっ 獣医さんのお話です。特に大好き
なのは第10話と下巻の最終話かな。

樫本 容子 「ドクター・ヘリオットの毎日が奇跡」
ェイムズ・ヘリオット

集英社



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

7 / 8

Habon is Share book library system.Habon is Share book library system.

仕事上、数多く発生する課題・問題。その中で、何
が本当に解くべき課題なのか？これを見極めて、
問題を解決していく思考プロセスが書かれた本。
この本はデザイナーからの反響も多かったとか。
問題を解くのも、デザインするのも原則は不変な
んですね。

吉田 亮介 「イシューからはじめよ」
安宅 和人
英治出版

全くつながりのないようなこの２つ。しかし、
ものつくりという視点で見ると何も違いはな
い。デザインを考える上で、非常に大切なこと
が書かれています。デザイン関係の仕事の人は
必読。著者の思考の素晴しさに触れられます。

杤尾 直也 「フェラーリと鉄瓶」
奥山 清行
PHP 研究所

“仕事”というのが自分にとって何なのかなーと
もやもやしていたときに読み、なんだか涙が止
まらなかった本です。有名な本で読んだコトあ
る人も多いと思いますが、私もその一人で、全
身全霊で生きてくことの中の一部に仕事が
あって、それを体現している姿に、とても影響
をうけました。

松島 由佳 「裸でも生きる」
 山口 絵理子 

講談社

広告クリエイター１９人の「チーム論」。
それぞれの観点で「チームとはどういうもの
か」をつづった本です。
今まさに「チーム」で仕事をしているので、改め
て読み返そうと思いました。「仕事」な本という
ことで現職に関する本にしました。

桶谷 真理子 「ひとつ上のチーム。」 
眞木 準

インプレスジャパン

旅行会社勤務。
ハワイ部所属だけど世界
中どこでも行ってみたい。

　「かっこよすぎるー！」
　読後一番の感想はこれでした。実在人物を扱う
時代小説では珍しい主人公、渋川春海。高校の日
本史の資料集で見た時には変わった名前だなー
くらいの憶えしかありませんでした。でも固定し
たイメージがないからこそ、まるで余すところな
く史実であるかのように錯覚できてしまう小説
です。
　とはいえ、成した事業や登場する人物と交流が
あったという描写はおそらく事実。そう思うと、
自分と同じ人間が、日本人が、今よりあらゆる物
が揃っていなかった時代にこれだけのことをや
り遂げたという真実に胸を熱くせざるをえませ
ん。
　和算の祖といわれる関孝和やマッチョな光圀
公といった人物の描き方も秀逸、他にも春海と関
わる人皆が皆魅力的でした。
　彼らのひたむきに何かを追い求める人生が、精
進する生き方が眩しい。『実り』のテーマ回で紹介
された本ですが、確かに何かがたわわに実ってい
る印象を受ける本でした。因みに個人的には保科
正之推し。かっこよすぎる。

西田 絵里子

「天地明察」　冲 方丁
第 12 回 Habon “実りの本”
推薦者：田鍋 圭助 

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。

　蒼井優が、10代最後にアメリカへ行った時の写
真集「トラベル・サンド」。
　“踊る”をテーマに岡澤友広氏が紹介してくれた
一冊で、「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」との紹介文が。蒼
井優好きの僕は早速本を手に取り、ページをペラ
ペラめくり始めると、すぐに“オドリ”始めました、
僕の心も。
　もちろん蒼井優ちゃんが、かわいすぎることも
あるのだけど、それ以上に「俺も彼女と旅行してこ
んな写真を撮りたい！」と思って心が躍り始めた
のです。旅行中、時たま見せる彼女の笑顔や不思議
なしぐさだったり、偶然入ったカフェでご飯を美
味しそうに頬張ったり、宿でベッドに寝っころ
がって気持ちよさそうにする姿だったり．．．．。ど
の写真も蒼井優が被写体ながら、一緒に旅をして
いる人との楽しい時間が感じられるのです。
「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」と友広氏が
いうように、二人の類い稀な才能と関係性がある
からこその写真集であるものの、それはそれ、これ
はこれ、ということで自分流の「トラベル・サンド」
を作ってみたいと思うのでした。

吉田 亮介

「トラベル・サンド」　蒼井 優 ( 著 ), 高橋 ヨーコ ( 写真 )
第 16 回 Habon “踊る本”
推薦者：岡澤 友広



千本鳥居という圧倒的な光景を生
み出したのだ。鳥居はやがて朽ち
るが、それ以上に新しくつくられ、
山道を覆い尽くしていった。
　しがない自営業を営む我が家
も、ご利益にすがろうと毎年伏見
さんにお参りする。ちなみに奉納
者名の反対側の柱には必ず、「○
年○月　吉日建之」（吉日、之を
建つ）と記されている。それに気
づいた私の母は感嘆の面持ちで、
こう漏らした―「ヨシダタテユキ
さん、すごい数の鳥居つくってる
わ。めっちゃ金持ちやねんなぁ」。
こんな笑い話を提供してくれるの
もまた、家族のいいところである。

アクセス：ＪＲ「稲荷」駅、京阪電鉄「伏
見稲荷」駅から徒歩すぐ。

連載「京都綺譚」

おわりに

第十三回　伏見稲荷大社
　新年あけましておめでとうござ
います。
　毎年元旦には、私の家族は伏見
稲荷大社に初詣に行く。京都在住
の私は、年末は兵庫県姫路市に里
帰りするのであるが、元旦のお昼
頃にはまた京都の土を踏み、そし
てすぐに姫路に戻って親戚と会う
のだから、随分と慌ただしい。
　伏見稲荷大社といえば「千本鳥
居」で知られよう。初詣客でごっ
たがえす本殿の脇を抜ければ、
延々と続く鳥居の列があらわれ
る。その数は実際には千本では済
まないらしい。鳥居に導かれて山
道を駆ければ、ある種のトランス
状態を味わうことができる。
　これらの鳥居は、「伏見さん」
をたのむ人々が奉納したもの。伏
見稲荷大社は商売の神様として名
高く、日本全国の商売人たちがこ
ぞって鳥居を奉納するのである。
各々の鳥居の柱には、それを納め
た個人や企業の名が彫り込まれて
いる。一人ひとりの信心の集積が、

「初日の出からの学び」
　大晦日の夜。ふとした会話から、羽
田空港へ初日の出を見に行こうという
ことに。日の出時刻は6時50分。シェ
アカーを 5 時 30 分に予約し、翌朝に
備えて早めに就寝。
　アラームが鳴り響いた朝 5 時。起き
ようとすると眠い寒い！考えてみれば
テラスからでも日の出は見えるし、わ
ざわざ羽田まで行かなくてもいいか
…。布団の中から予約の取り消し。す
ると、「1500 円キャンセル料がかかり
ます」との表示が。それに目が覚め、
強い気持ちを持って駐車場まで行きナ
ビをセット。案内に従い車を走らせる
と、路肩の自転車や植物と接触するよ
うな狭い道に。
　その道を 200m 程行くと、道の真ん
中になんと不動のコンクリート柱が！
この道をバックで戻るのか…ただ慎重
に行けば戻れないことはない。すると
次の瞬間、突如激しい腹痛が。トイレ
に行きたい…。でも近くにトイレはな
い。車で家まで戻るんだ。と自分に言
い聞かせ、悪魔の 10分を耐えて道を

抜け、無事トイレへ。
　このトラブル、時間のロスは痛い。
が、日の出にはまだ間に合う。急いで
空港へ向かい到着。だが駐車場は長蛇
の列。考えることは皆同じ。これじゃ
あ駐車場で日の出を迎えてしまう…。
近くにどこかいいとこない？ナビの広
域ボタンを押すと、海に面した「城南
島海浜公園」という文字。急遽、目的
地を変更して、その公園に向かうと、
雲の隙間から綺麗な朝日が…。
　初志貫徹、冷静沈着、臨機応変。
初日の出から、改めて学んだことです。
おかげで良い初日の出を見ることがで
きました。

「旅な本」
次回のHabon

HabonPaper issue 14
同時発行

2013.2.23(sat) 19:00～　　
　　          ＠keyaki cafe

HabonPaper issue 13

「やっぱり家族」

京都大学特定助教。「都市の様相」に関
する研究を展開している。

北 雄介
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Recommend 3M

フライト
Movie

飛行機事故を救った機長から、アルコールが検出さ
れてしまう。彼はヒーローか？犯罪者か？機長の役
をデンゼルワシントンが演じる。これは「交渉人」の
映画を彷彿とさせる設定では！？デンゼル・ワシン
トンは苦悩しつつも力強い役がよく似合う。事故の
際のジャンボジェットが地上近くを逆さに飛ぶ映像
は圧巻！！　　　　　　　　　　  　　　田鍋 圭助

「デザイン あ」展
Museum

個人的に大好きな番組が展覧会になります。その名
も「デザイン あ」。佐藤卓、中村勇吾、小山田圭吾とい
う豪華な顔ぶれでつくられるこの番組は、身近にあ
るもをデザインという視点で再認識させてくれま
す。難しいことを考えなくてもすっと入ってくる感
じ、音楽がいいからなんだろうな。展覧会ではどんな
風に変換されておるのかとても楽しみです。

杤尾 直也

beautiful glider
             / BUMP OF CHICKEN

Music

アルバム「COSMONAUT」の一番最後に収録されてい
る曲。一生懸命必死にもがいている誰かを見守って
いる歌です。こんな風に誰かを励ますことが出来た
らいいなあ、と感じてしまいます。曲自体がとてもき
れいで、歌詞と見事に融合しています。何度聴いても
聴き足りません。

  　　　　吉田 亮介

2013年1月20日　第1刷発行
発行所　中目黒ハウス901
連絡先　habonPJ@gmail.com　

杤尾直也　吉田亮介
田鍋圭助
Habonメンバー一同

Staff

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


