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Photo by Eriko Matsumoto

“旅立つ日”

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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旅先で見る夕焼け、あるいは朝焼け
一期一会
旅での出会い
スナフキン、飛んでイスタンブール
日常ワンダフォー
iPhone Snap
特集
「旅へ持っていくもの」
連載京都綺譚第十三回
「嵯峨鳥居本」
おわりに
「ガイドブックを捨てて旅へ出よう」
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旅「旅先で見る夕焼け、あるいは朝焼け」
　就職して以来、遠出をすることは
少なくなってしまったが、学生の頃
は建築スタジオの合間を縫ってよく
長期の旅行に出かけていた。旅の目
的は、建築だったり、食べものだった
り、場所そのものだったり、はたまた
誰かのお供だったりと様々だが、あ
まり綿密な計画を立てない私たちの
旅はアタリもあればハズレもあっ
た。ときに修行の時もあった。しか
し、これまでいろんな場所を旅して
きた中で、これはハズレなしという
時間帯がある。それは夕焼け（あるい
は朝焼け）の時間帯だ。
　普段の生活の中では、何時に日が
昇って何時に日が沈むかなんて全く
意識せずに過ごしてしまっている
が、旅先で出会う夕焼けや朝焼けの
風景にはいつも驚かされる。
　ペルー中部の砂漠の中のオアシス”
ワカチナ”で、砂丘に寝そべりながら
見た夕焼け(この翌日、ホテルの従業
員と支払いの件でトラブルになりか
ける・・・)。西洋と東洋の混在する街、
イスタンブールにて初日の出に照ら
し出されるブルーモスク（この時は
パムッカレからイスタンブールへ向
かう国内便が急遽キャンセルになっ
た・・・そういえば帰国便も離陸1時
間前にキャンセルになったな・・・）。
ミャンマーは”パガン平原”にて、馬車

に揺られて辿りついた仏塔”シュエサ
ンドー・パゴダ”の上から見た夕焼け
（この時は・・・ただ暑かった）。
　旅先で撮ったこれらの写真を見て
いるとその時の感動が、空の色の鮮
やかさと共に（その旅で起こったつ
らい出来事共々）つらつらと思い出
される。そしてそれが、また次の旅へ
と私たちを駆り立てたのだ。
　みなさんもどこか旅に出かけたと
きは、レストランに入る前にふと足
を止めて、あるいは、ちょっと頑張っ
て早起きをして、夕日や朝日を、その
時間の変わり行く風景をじぃっと眺
めてみてください。いいことも悪い
こともひっくるめて、もっと旅が好
きになるはずです。

建築設計事務所勤務。年明けから担当プロ
ジェクトの施工が始まり、約2年間は自宅と
現場を往復する毎日です。初めての超高層に
緊張気味。休日は、最近は旅に出られなく
なったからか、登山にはまってます。山もい
いですね。

高橋 脩

「一期一会」
　旅を一言で表すと、一期一会って
言葉が一番ベタでしっくり来る気が
するのですがどうでしょ？
　仲間内では伝説の旅芸人と呼ばれ
ているほど一人旅と酒を愛する僕
は、旅の際は毎回一人飲み歩きツ
アーを決行します。（地元でも毎日飲
んでます）
　飲み歩きの詳細は割愛しますが、
自分好みの店（僕の好みはアル中の
おっさんがクダ巻いてるようなキッ
タナイ店）に辿り着ければ今日の旅
の酒は勝ち同然。なぜなら自分好み
の店にいる人って、客も店員も自分
と似てるとこがある人が多いんです
よね。あとは酔いに任せて色んな人
と話してると、朝には「みんな友達全
国皆兄弟」になってますよ。そこから
は旅先で毎日一緒に飲み歩きです
ね。
　そんでこっからが本題なのです
が、そういう飲み仲間達って一度旅
先から離れてしまえばなかなか会う
機会がないんですよね。特に昔の人
にとっての旅先での別れって、もう
二度と会わないことを覚悟しての別
れだったと思います。一期一会って
そう解釈されること多いですよね。
　「峨眉山月の歌」っていう僕の大好
きな、李白の詩があります。

　峨眉山月　半輪の秋
　　影は平羌江水に入つて流る
　夜　清渓を発して三峡に向かふ
　　君を思へども見ず　渝州に下る
　故郷に残してきた君を月に例えた
詩との解釈が多いようですが、僕は
月＝旅先で出会って別れた人と読み
ました。ここまで書いといて、僕は旅
先での別れって、別れではないって
思うんです。例えば僕が地元で飲ん
でるとき、旅先の仲間もきっとどこ
かで飲んでるし、海外に旅立った友
達も、今頃金髪美人と遊んでるかも
だし、それこそ死んでしまった友達
も先祖もみんなどっかで飲んでて、
一度出会った人達を、どこかのタイ
ミングで思い出したり感じられた
ら、李白の詩で言えば、月を見て君を
思えたら、それは別れてないってこ
となんじゃないかなーって。
　「もう会えないかも」と「いつかま
た会えるかも」って、実は同義語なの
かも。と思う僕は「旅＝一期一会」を、
いつかまた会えるでしょって読む訳
です。

有名な前世占いを3つほどやったことがあ
るのですが、全て「前世の職業は旅芸人」と
の結果が出ました。世の中各地に笑いを振
りまく仕事って素敵やん？現世は今のとこ
ろweb関連の広告代理店をやっています。
植田です。よろしくお願い致します。

植田 昌基

旅
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写 真「今月のiPhone Snap」

「春日大社で」 

「お気に入りの角度」

「旅の楽しみ」

「妻恋神社」

「旅先でも変わらない習慣」

「妻との身長差」

by Rui Honda

by Eriko Matsumoto

旅「旅での出会い」

旅が大好き２９歳。
海外に住んで２年８か月が経ちました。
今はシンガポールで日々奮闘中です。

渡邉 栄一

　学生時代から何度となく旅を続け
てきた。なぜ旅に出たのか。当初、そ
こに明確な理由はなかったように思
う。旅に出たかったから出たのだと。
旅を繰り返すうち、人との出会いや
初めて出会う景色、非日常感に魅了
されていった。百聞は一見にしかず
で本やテレビでは分からない部分を
実感として知ることが出来た。どこ
に行ってもそこには人々の暮らしが
あり、彼らなりの日常が営まれてい
た。そこにいる自分はあくまでも部
外者で非日常からやってきた人に過
ぎない。旅行者を騙そうとする人も
いれば、本当に親切な人もいる。それ
を判断するのも責任を負うのも自
分。旅は選択の結果で人生に似てい
るようにも思う。
　旅で印象に残っていること。スリ
ランカから来たタミル人難民にイン
ドで出会った。彼は本国では英語の
教師をしていてそれなりの暮らしを
していた。そんな中、紛争に巻き込ま
れ妻をなくし、娘２人とともにイン
ドへ逃れてきた。そうして南部の難
民キャンプで暮らすことになった。
貧しいキャンプ生活をするなかで娘
のためにも仕事を探そうと考えた彼
はチェンナイにやってきた。しかし、
そこで待ち受けていたのは差別と仕
事のない生活だった。彼は難民キャ

ンプに帰るお金まで失い、駅で寝泊
りするようになった。そんななか、自
分は彼と出会ったのであった。最初
に彼と会ったとき、恥ずかしくも彼
が嘘をついているのではないかと
思った。インドでの嘘の嵐に慣れ
きっていたのかもしれない。
　しかし、いろいろと確認していく
うちに彼が本当の難民だと分かっ
た。彼は何も要求しなかったが自分
は彼にガイドを頼んだ。彼の自尊心
が傷つかないように彼にキャンプま
での電車賃を払うためだ。それは自
分のエゴだったのかもしれない。た
だ日本に生まれたというだけで彼に
お金を渡す立場にいる。英語力や仕
事の能力もおそらく彼のほうが上だ
ろう。しかし、自分がお金を渡す立場
に…。これは一体なんなのだろう
か？
　旅では多くのことを考えさせられ
た。このような出会いが今の自分を
形成しているのだと思う。

そのうち妻の写真集を作りたいと思っています。 妻と行く場所。秋葉原にあります。 37センチあります。
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旅

旅グッズ「旅へ持っていくもの」 

　旅ってなんなのか。それは「非日
常」でしょう。もの心ついたとき初
めて認識した旅人は、ずばり「スナ
フキン」。春にムーミン谷に帰って
きて、ほかの季節は旅に過ごすスナ
フキン。音楽もできて、声も顔も素
敵で、いつもちゃんと見守ってくれ
る。もしかして理想の人。。？
　スナフキンはそのうえ優しい。で
も厳しいところもある。今思えば最
高にかっこいい大人。旅するってこ
とは、責任を自分で負えるってこと。
自分で決めるってこと。強くあるこ
と。弱さに気付くこと。優しくして
もらうこと。危険にさらされること。
自分について知ること。
　4 月から、同い年の友人妙齢女性
がトルコのイスタンブールに移住を
決めました。結婚などではなく。「ト
ルコが好きすぎる」という理由から
の決断。「短い間だったけど、異国
の地に足を踏み入れて生活してみた
らひとりじゃなーんもできなくて、
ひとの力借りないと全然ダメで。で
もだからこそ人生をシンプルに考え
るようになって。日本にいると何不
自由ないし、便利だし、そうすると
何でもかんでも複雑に考えちゃうけ
ど私が歩みたい人生って、きっと、
もっとシンプルだなぁと思い。」（※
メール抜粋）いや、ずしっときます
ね。やっぱストレートが一番球速が
でるっていうの？
　物事は過ぎてからその軽重がわか

るもの。とはいえ最近印象に残って
いる私の旅が、7 年くらい前（東京
移住前）に東京から京都への最終の
新幹線に乗り遅れて、同情した品川
駅の駅員さんから、今はなき「ブルー
トレイン」を教えてもらい、人生初
の寝台車経験をして上洛したこと。
というのはちょっと小さすぎない？
と自問してしまいますね。でも、初
体験効果はすごいもので、当時のこ
とは結構全部忘れているのに、翌日
何事もなく出社して上司と話した時
の空気や、朝日をよく覚えています。
　今年は（ちゃんと）旅をしたいと
思います。どんな旅をスナフキンは
してたのかな。ムーミンは（記憶に
ある限り）旅をしなかった。こども
だった私の分身でした。
　「ぼくは、あっちでくらしたり、
こっちでくらしたりさ。今日はちょ
うどここにいただけで、明日はまた
どこかへいくよ。テントでくらすっ
て、いいものだぜ。きみたちは、ど
こかへ行くとちゅうかい？」
by スナフキン

京都から東京へ、はや 5年。私の脳内で京
都が夢の都と化しています。帰りたい。で
も帰れない。Habon も楽しいしね。本社
移転により三十路にして丸の内OLデ
ビューしました。日本一お洒落な場所の一
つの、たぶん日本一お洒落な会社の一つで、
とくにお洒落感は必要ない、法務を担当し
ています。

樫本容子

　本当は、旅に必要なものなんて、
なにもないのかもしれない。身ひと
つでどこまででも行ける、それが旅
というものであってほしい。
　だけど、旅先で読んだ本は、その
ページをめくるとき、淡い記憶の中
からある風景を呼び起こす。旅先で
聴いた音楽は、いま中野の自宅で聴
いても、そのときの気持ちを新たに
また感じさせてくれる。
　そして匂いも。当時つけていた香
水と混ざり合った街の匂い。それが
忘れられずに、また同じ香水をつけ
て同じ街へと旅立つ。カルバン・ク
ラインのNY、ニナリッチのパリ。
　五感によって記憶される旅の思い
出が、写真よりも鮮明に自身の中に
色濃く残る。感じる記憶。
　だからわたしは旅にまだ読んだこ
とのない本を、聴き始めたばかりの
音楽を、新品の香水を持って行く。

　そして旅から戻った後、その本に
挟んだままのレシートやコーヒーの
シミ、折れたページを、いとおしく
眺める。十数年経った今でも。時の
流れを感じて心が豊かになる瞬間。
　一歩。踏み出すことによって始ま
る旅は、たとえそれが１日で終わる
ものであっても、何年も続く果てし
ないものであっても、その人にとっ
てのかけがえのない経験となる。
　そんな経験を共にする「モノ」。
だけどそれは特別なモノではなく、
いつもあなたのそばにある、ありふ
れたモノなのかもしれない。
　わたしの日常にある本、音楽、匂
い。特別ではない。けれど、それら
がわたしにとっての旅グッズでもあ
る。さあ、あなたはなにを持ってど
こへ出かける？

（森田 優子）

　旅は、身軽がよい。その土地の空
気を吸い、美味いものを食べ、旅先
で気の向くままに足を延ばすには、
荷物はいつも軽くしておきたい。何
より、日常の物々を旅先に持ち込む
のは勿体ない。旅は、旅先の地に全
身で溶け込むこと。それには裸に近
い方が良い。
　そう考えると「旅の必需品」なん

てビーチサンダルくらいなものであ
る。友人と気ままに東南アジアを
巡った春も、結婚を機に妻とのんび
り思い出の地・南イタリアを訪ねた
夏も、思えばそれを履いていた気が
する。ちゃんと記憶に残っているの
は、朝日に照らされるアンコール
ワットや、目覚めの悪い友人を放っ
ておいて散歩した街の景色や、ただ

のんびり過ごした海の輝きであり、
ビーチサンダルではない。でも、物よ
り思い出。ビーチサンダルは、裸に近
い自分を用意するための、ちょっとし
た必需品である。

（浦田 裕彦）

「スナフキン、飛んでイスタンブール」
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旅
「今まで行った中でベスト３は？」
「そういう質問はとても困る。３つ
なんかに絞れるわけがない。」
　なんて一人憤慨してみる。でも実
は困らない。もうとっくに決まって
いる。流氷の海に沈む知床の夕日、
日高地方の草原に沈む夕日、函館出
張から札幌に車で帰る際に見た噴火
湾に沈む夕日・・・全部呼吸が数秒
止まった。
　思い返せば、旅のスタンスも随分
変わった。深夜特急や猿岩石に影響
を受けて、10 代後半に東南アジア
を初めて旅してから、熱にうなされ
るようにアジアを回った。気を抜い
たらヤラレテしまいそうな、あのゾ
クゾクするような視線に痺れた。一
晩中鳴り響くクラクションの音と、
体にまとわりつく湿気と、排気ガス
とタバコが混ざった不思議と甘い香
りと…脳みそも体も溶けてしまいそ
うな、そんな感覚の虜になった。
そんな旅にも刺激が足りなくなり、
20代前半の旅は目的地が重要になっ
た。いわゆる秘境と呼ばれるような
場所を探しては出かけて行った。高
山病と脱水症状で、夢と現実の狭間
をうろうろする、そんな感覚の中毒
になった。「もっと欲しい、もっと
欲しい…」。そんな危うさの一方で、
常に「オレハココデナニヲシテイ

ル？」という疑問が頭を離れなかっ
た。そんな時、日本の素晴らしさを
知った。美瑛の丘、与論島の海、白
神山地、四万十川の清流、地元秋田
の稲穂、自分の国はこんなに美し
かったんだと再発見した。個人的な
ルネッサンスだった。
　そんな旅の価値観も今は変わり始
めている。さらに日常にとても近い
ところに大好きな風景がある。日比
谷線が南千住駅前で地上に出る時に
目に飛び込んでくる夕日、常磐線が
荒川を越える際に見える夕日…。
　40 代・50 代の旅は、もっともっ
と日常生活に近づいていくのだろう
か。ブルーハーツの歌にこんな歌詞
がある。
“なるべく小さな幸せと　なるべく小
さな不幸せ　なるべくいっぱい集め
よう　そんな気持ちわかるでしょ”
　ほんの小さなことに幸せを感じ、
日常を愛せる、そんな人間に近づい
ていきたい。

本業は中小企業支援。プライベート
では、ビジネスだけでなく様々な小
さなプロジェクトに関わっていきた
い。「ビール@アウトドア」「地方」「農
業」「ギター」「ライブ」をこよなく
愛する。

國松  永喜

日産自動車でボディ設計
を４年担当後、より速いス
ピードのものづくりに携
わるべくワークスアプリ
ケーションズに転職。
｢変化の速く多様化する市
場二―ズに応えるプロセ
スづくり｣が日本のものづ
くりの課題であると考え、
ものづくり革命を起こす
べく日々奮闘中。

　地域の課題を｢ハコモノ｣ではなく｢ヒト｣で解
決することの重要性を訴える書籍が増えている
中で、この本が特に面白い点は、地域の多様な課
題に｢フィットさせた｣解決事例がとても具体的
に記載されていることだ。
　場所、人、歴史、行政など様々な要因によって、
地域の課題は地域毎に大きく異なる。それに対し
て、単一的なコミュニティデザインではなく、解
決の主体となるコミュニティを最適にデザイン
していることがとても面白い。
　例えば、岡山県の笠岡諸島の総合振興計画プロ
ジェクトでは、島々の慣習に囚われできない理由
を並べる大人達を主体に置くのではなく、敢えて
子供達が主体で計画をつくることを選択してい
る。島を横断した子供達のコミュニティから生ま
れた振興計画の副題は、｢10年後の笠岡諸島への
手紙｣。知識や歴史に囚われない子供達が発見し
た笠岡諸島の魅力と10年後への願いは、行政を含
め大人達の気持ちを動かし本気にさせていった。
　その他にも、｢ヒト｣によって構成される｢企業｣
の課題解決にも応用できそうな事例がたくさん
詰まっている本なので、興味のある方は是非。

内田 修平

「コミュニティデザイン～人がつながるしくみをつくる～」　山崎 亮 ( 著 )
第 1９回 Habon “ひさしぶりの本”
推薦者：今井 茜 

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。

　極端な話をすれば、家にあるあらゆるものを無
印良品で埋め尽くしても、嫌な気持ちはしない。む
しろ、心地よく住める？と思うほどだ。MUJIの魅
力って何だろう。使いやすくてデザインも良い。そ
して手ごろな値段感。でもそれだけじゃない。いわ
ゆる「かゆいところに手が届く」的なイメージが
MUJIの商品にはある。
　じゃあなんでそんな商品を生み出し続けられる
の？そんな疑問を解く手がかりが、この「無印良品
のふしぎ」。著者であるコピーライターの鵜久森氏
が、商品についているタグに注目することでMUJI
の魅力に迫っている。基本、MUJIのタグは、商品名
と簡単な説明文で構成されている。例えば、商品名
「種つきプルーン」。「種を残した大粒のプルーン
を、ソフトな触感に仕上げました。種のまわりの栄
養分はそのままです」とか、「ステープラー」「コ
ピー用紙が約20枚とじられます」とか。
　こんな感じで様々な商品を続けて読んでいく
と、自ずと気付かされる。「あっ MUJIの商品って一
言で説明できるんだ」。言いたいことが明確でグッ
とくる。それが商品に反映されているんだから、魅
力的でないわけがない。
　この本を読むのも楽しいけれど、きっとMUJIの
お店に直接タグを見に行ってみるのが一番かも。

吉田 亮介

「無印良品のふしぎ」　鵜久森 徹 ( 著 )
第 15 回 Habon “甘い本”
推薦者：本田 類

「日常ワンダフォー」
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男の人とつき合いながら、考え方や感覚がちが
うことに何となく気がついていましたが、中学
生の男の子達を相手にしているうちに、「本当
に女の子と違う生き物なんだ！」ということを
最近やっと理解しました。女の人にも男の人に
もおもしろい再認識ができる本だと思います。

熊井 直子 「男の子を追いつめるお母さんの口ぐせ」
金盛 浦子
静山社

家族の中でも、ある意味特別な存在。もともと
は他人であって、そこから家族になる配偶者
（僕にとっては妻）に対して、こういう目線で見
つめていたいと思える写真集です。

岡澤 友広 「妻を撮ること」
中村 泰介
雷鳥社

“私の妻”目線で語られるこの話は、先が気にな
るドラマと似ている。相談しながら見て下さ
い。ミチルちゃんとタケトの行く末はいかに？

本田 類 「身の上話」
佐藤 正午
光文社

中学生だった頃、父からもらった本。父もこの
本を読んで、家族のあり方について悩んでいた
こころの処方を探していたのかも。大人になっ
てから読んでも著者の河合隼雄さんは特別な
存在だなあ、と感じる一冊。

坂本 有希 「心の処方箋」
河合 隼雄
新潮社

樫田 裕子 「リア王」 
ウィリアム シェイクスピア ( 著 ), 福田 恆存 ( 翻訳 )

新潮社

植原 祐介 「ツレと私のふたりぐらしマニュアル」
細川 貂々
文藝春秋

　第21回は「家族」をテーマにHABONな人たちのオススメの本を集めました。
大人数の１７名の参加。いつもお世話になっている KEYAKI Cafeもぎりぎり収
容といった感じ。本を通して、こんな夫婦で・・・高校の時親と・・・といった
会話が自然とされる、家族観が垣間見える回でした。
　そんなHABONな人たちの17冊の”家族の本”達。どうぞご覧あれ。

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

「家族」というテーマと聞くと、家族愛とかのイ
メージが浮かぶので、こういったドロドロした
家族の話も良いかなと思い選びました。
シェイクスピアの4大悲劇の１つであるリア王
とその3人の娘を中心に繰り広げられる悲劇で
す。

この本は映画にもなった「ツレがウツになりま
して」の著者、細川 貂々さんの本です。売れない
漫画家「テンテンさん」と主夫である「ツレ」、そ
れと息子達（イグアナの「イグ」、カメの「橋本君」
や「星野君」など）の日常をユーモアたっぷりに
描いた一冊です。

1歳から100歳までの老若男女100人の夢が
載っている本です。人の人生のうつろいと、ど
んな年齢になっても夢を持って生きられると
いう事を学ぶことができます。小さい夢から大
きな夢まで、読んでいて元気をもらえます。ま
た“家族”が中々”人の夢”に影響を与えているの
も興味深い。

狩谷 俊介 「1歳から 100 歳までの夢」 
日本ドリームプロジェクト ( 編集 ) 

いろは出版

今も昔も、親子の絆は変わらない。けれど、
昭和 30 年代の今とは違った地域の人とのつ
ながり、周りの人のちょっとおせっかいな位
の関わり。そんな中で不器用で何でも正面か
らぶつかって後ろに倒れるタイプの父、ヤス
さんと、息子アキラの親子が、ぶつかりながら、
必死に向き合い生きて行く話。本当に魂ゆさ
ぶられる親子愛の名作。

岡部 祥子 「とんび」
重松 清
角川書店
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Habon is Share book library system.

各家族にそれぞれのストーリーがある。それは
幸せなストーリーだけではない。家族以外の誰
にも言えないストーリーがある。ずっと胸のつ
かえだった、そんなストーリーを人に話した
時、ちょっぴり人生が愛おしくなる。
主演 西田敏之。

國松 永喜 「欅の木」
内海 隆一郎 , 谷口 ジロー

小学館

４人兄弟で、兄２人と弟１人で育った私にとっ
て姉という存在は、憧れだったのでこの本を選
びました。るり姉の視点で語られることはな
く、るり姉をとりかこむ５人の人物から”るり
姉”との日常を語られています。その日常の中
から、るり姉への愛情、るり姉からのみんなへ
の愛情を感じます。

大石 香 「るり姉」 
椰月 美智子

双葉社

9.11 で父親を失った少年と彼を取り巻く周囲
の話。唯一の理解者である父を亡くし、どう
していいかわからない少年の心を様々な描写
で表している。最後に、彼は一人じゃない、
ということがあたたかく描かれている。映画
も見応えがあるのでおすすめです。

桶谷 真理子 「EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE」
Jonathan Safran Foer
 Mariner Books; Reprint

ミラクルおじいちゃんが活躍するマンガ。
宇宙兄弟でヒットした小山宙哉さんの処女作。
盗みをおかす悪いじじいだが随所に名言が！
ここにしみる一冊です。

杤尾 直也 「GGG１」
小山 宙哉 
講談社

アシュリー・ヘギはカナダ生まれ。持って生ま
れた早期老化症（プロジェリア）によって、人の
１０倍の早さで年をとってしまう。まだ14才な
のに90才近い身体で死に直面するアシュリー。
家族の愛に支えられながら、前向きに生きるア
シュリーの姿に心打たれます。

廣田 初美 「アシュリー」
アシュリー・ヘギ

 扶桑社

昔、大学のゼミで読んだ本。家族の愛について
の記述は多くはないが、愛することの大切さ、
難しさが書かれている。「赤の他人を愛するこ
とができなければ、身内を愛することはできな
い。」（P192）と書いてあり分け隔てなく愛せる
人になりたいと思わされた。興味のある方はぜ
ひご一読下さい！！

加勢 泰庸 「愛するということ」
Erich Fromm ( 著 ), 鈴木 晶 ( 翻訳 )

紀伊國屋書店

15 歳でハイスクールをドロップアウトした息
子に父が出した条件は、「週に３本、２人で映
画を観ること」。

岡崎 翔太 「父と息子のフィルム・クラブ」
David Gilmour ( 原著 ), 高見 浩 ( 翻訳 )

新潮社

明治末、キリスト教がヤソと呼ばれ迫害されて
いた時の話。母親がキリスト教信者だったため
家を出ることなり、幼少時別々に過ごす事に。
母親への憧れと、宗教への違和感と・・・そう
した葛藤の中、成長していく主人公が、物語の
ラスト壮絶なクライマックスをむかえます。
家族、友人との関係、人間の在り方について考
えさせられます。

田鍋 圭助 「塩狩峠」 
三浦 綾子
新潮社

ヴェネチアのある裕福な一家に伝わる遺伝病。
中年期に発症し、異常発汗や頭部硬直、瞳孔収
縮を経て、数年のうちに不眠状態に陥って死ん
でしまう。ジャーナリストでもある筆者が一族
の病気の解明を追ううちに、話は18世紀での
羊のメリノ熱、パプアニューギニアの未開部族
にみられる奇妙な風土病におよび、次第にプリ
オン蛋白由来の病であることが明らかになる。

山川 早霧 「眠れない一族」
ダニエル T. マックス ( 著 ), 柴田 裕之 ( 翻訳 )

紀伊國屋書店



か寂しい。訪れる人もまばらで、
土産物屋も夕方五時には店をたた
み始める。
ただしこの鳥居本も、昔は賑やか
だったそうだ。鳥居の先には峠道
があり、それを越えると火除けの
神として知られる愛宕山がある。
特に江戸時代には愛宕詣でが流行
し、鳥居本はその門前町として栄
えたのだ。今に残る立派な建物も、
その多くが茶屋や宿屋だった。京
の人々はここでひと休みして、山
へと向かったのである。
終わりに思えても、実は何かへの
始まりだという話。京終駅のホー
ムから列車はするすると出発し、
私の旅も天理から飛鳥へと続いて
いった。

アクセス：
ＪＲ嵯峨嵐山駅より徒歩 20～ 30分

連載「京都綺譚」

おわりに

第十四回　嵯峨鳥居本
数年前に電車で奈良を訪れた折、
「京終（きょうばて）」という名の
駅に停車した。ＪＲ桜井線、奈良
駅の一つ南にある。文字通り、平
城「京」が「はてる」場所だった
のだろう。乗降客はほとんどなく、
うら寂しい駅の雰囲気も手伝っ
て、なんとも言えぬ「もののあは
れ」を感じたものだった。
京都には「京終」の地名はなく、
似た意味合いの「京極」はいまや
繁華街。しかし京終同様の哀愁を
感じられる場所ならいくつか思い
当たる。今回は嵯峨鳥居本を紹介
しよう。
京都の西方・嵐山のさらに奥、ほ
とんど山に分け入るような場所に
その集落はある。集落に入るあた
りでは漆喰壁の蔵や町家が目立つ
が、やがて茅葺きの大きな家が増
え始める。そのまま進むと正面に
赤い鳥居があり、そこで集落は終
わる。いかにも都市の果てのよう
な感がある。建物は一つひとつ立
派なのだが、その立派さが、どこ

「ガイドブックを捨てて旅へ出よう」
　旅に出るとき、必ず持っていくもの
があった。それは、ガイドブック。海
外への比較的長期間な旅はもちろん、
国内を車でドライブするときも手元に
置いていた。
　ガイドブックは旅に計画性を与えて
くれる。その町、国の見所を紹介して
くれ、オススメポイントが一目でわか
る。自分が目指す場所の行き方も、丁
寧に記載されている。その土地のおい
しい料理だって、店ごとに見比べられ
るようになっている。
　ガイドブックは効率的な旅を演出し
てくれる。事前に行きたいところを簡
単にピックアップできる。目的地まで
迷わずたどり着け、見知らぬ誰かに行
き方を得る手間を省いてくれる。
時間に追われながら旅をしようとする
現代人にとって、計画的に効率よく旅
が出来ることは、とても重要なこと。
ガイドブックは、現代人の期待にどん
ぴしゃで応えてくれる、絶大な信頼を
寄せる便利な本なのだ。
　でも、ガイドブックがなかったらど

んな旅になるんだろう？きっと、行き
当たりばったりの旅になるのかもしれ
ない。例えば観光名所に行きたいと
思っても、どうやって行けばいいかわ
からない。例えば地元のうまい飯を食
べたくなっても、何処にあるのかわか
らない。だから、いろんなことを人に
聞かなきゃいけない旅になる。車を停
めてタバコを吸っているおじさんに、
どうやったらこの場所までいけます
か？人のよさそうな買い物帰りの地元
のおばさんに、どこかにおいしい料理
屋はありませんか？と。
　そうすると、人と関わり合いの頻度
が増えていく。おじさんは、ここなら
うちの近くだから乗せていってやる！
おばさんは、仲のいい友達のお店が安
くておいしいわよ、紹介するわ、と。 
もしこんなことが起きたら、目的地だ
けでなく、そこまでの過程さえも楽し
める。
ガイドブックを捨てて、旅へ出よう。
そこには無計画で非効率な、味わい深
い旅があるかもしれない。

「シェアな本」
次回のHabon

HabonPaper issue 15
同時発行

開催日：未定　　
　　          ＠keyaki cafe

HabonPaper issue 14

「旅立つ日」

京都大学助教。「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

キャビン
Movie

「LOST」「クローバーフィールド」の脚本を手がけた
ドリュー・ゴダードの初の監督作品。絶対に読めな
い展開だというトレーラーに魅せられてものすごく
気になっています。定番を裏切ることが大好きな私
にとって、これほど参考になるものはないのではな
いかと思っています。まぁまだ見てないんですけど
ね…。

杤尾 直也

HOUSE VISION 2013
Museum

原研哉氏を中心としたこれからの住まいのあり方を
議論、発信しているHOUSE VISION。アツく議論をし
てきた彼らは、そこで得た考え方を実践して、お台場
に家を作ってしまいました！。今回はそれを展覧会
というカタチで私たちに提示してくれています。個
人的には山本理顕氏の地域社会圏とR不動産の編集
の家に興味があります。

吉田 亮介

レ・ミゼラブル
Music

映画は言わずもがなですが、サントラもいい！
映画はほぼ歌いっぱなしですが、それが忠実に再現
されている。仕事で挫けそうな時にこの力強い歌声
とメロディーが力をくれます。

  　　　　吉田 亮介

2013年2月23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
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