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“僕らのシェアライフ”

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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形の無い、シェア
Sharing an Experience
ものを一緒につくること
iPhone Snap
中目黒ハウス的シェア論①②③
Are you hungry?
連載京都綺譚第十四回
「比叡山」
おわりに
「HABON的物件紹介」



論 説「形の無い、シェア」
　シェアを改めて調べてみると、「共
有(する)、分配する、分かち合う、」と
いう意味がある。それこそシェアハ
ウス、シェアオフィスはだいぶ耳慣
れてきたけれど、最近ではカーシェ
アリングや自転車シェアリングとい
うサービスまでできてきた。要は、ひ
とりで独占して所有せず、複数の人
と共有しながら所有するというこ
と。細かな意味は皆さんご存知だと
思うので割愛しますね。
　「シェア」と付く単語を思いつく順
に並べてみたけれど、家、職場、車、自
転車と、全て「物体」だった。だけど、
普段の生活を振り返ってみれば、
様々な場面で『形の無いシェア』を沢
山していることに気付く。例えば、会
議をすれば意思の共有を図り、友人
と映画を観れば感想の共有をしたり
する。コンセンサスを得るまでのプ
ロセスのほとんどが意思の共有であ
り、仕事を含めた生活の大部分がこ
うした＜意思＞や＜感情＞などのコ
ミュニケーション、つまり形の無い
シェアの連続なのかもしれない。
　中でも面白かったシェアは「視
点」。最近「仙台よりみちあるき」とい
うモデルコースのガイドペーパーを
三人チームで制作をしていて、案外
自分と他者の街を見るポイントが違
うことに驚いた。この「仙台よりみち

あるき」は、仙台の定禅寺通を何も決
めずに三人で同時に歩き、それぞれ
が気になるところにひたすら寄り道
した道中を写真と言葉でまとめたも
の。この「気になるところ」がそれぞ
れ違うのが特徴的で、ひとりはカ
フェなどのお店、ひとりは植物、ひと
りは看板や建物のデザインと様々。
寄り道するところはひとりで歩いて
いたら見つけられないところばかり
で新たな発見が多く、街の見え方が
変わったように感じた。なにより、道
中がとても楽しかった。
　自分の中にある意思や感情を他の
人と分かち合うことで起こる、自身
の変化や場の変化とは何なのだろ
う？もう少し時間をかけてじっくり
と考えてみたいと思う。

1982年宮城県生まれ。仙台を拠点に、ものづ
くり、デザイン、催しのコーディネート、聞き
手、編集と様々なフィールドで活動していま
す。小さな街とは架空の街。お店ではなく「ま
ちづくり」。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。
http://chiisanamachi.dtiblog.com/

小野 朋浩 

「Sharing an Experience」
　久しぶりに戻った地元で心地よく
感じたのは個々の自己の強さだっ
た。良くも悪くも自分の考えを持ち、
時には正面衝突しながら意見を交換
する。さまざまな言語、人種、文化が
共存し、それぞれが受け継ぐ世界各
地の伝統を紹介しながらその人自身
と親交を深める。一見、フレンドリー
でオープンに見えて実際には表面的
な付き合いも多い。そんなアメリカ
の「シェア」について考えてみた。
　英語で”share”に相当する日本語は
思いつくだけでも共有、紹介、分け
る、共感、伝える、共に楽しむ、取り
分、配当　…　日本とアメリカでは
「シェア」は少しベクトルが違うのか
もしれない。
　アメリカでは「シェア」というと取
り分、株などの資産的な話から何か
を共有するという広い、時に曖昧な
使い方をする。時間、考え、感情、好
み、。スーパーのレジで並んでるとき
の知らない人とのやさしい会話、職
場での皮肉たっぷりのジョーク、公
園で駄々をこねる子供をみる周りの
大人の笑顔。帰国直後にはその何気
ない「シェア」が妙な懐かしさでくす
ぐったかった。
　時には日本では考えられないもの
も共有する。アメリカの学校ではパ

ブリックスピーキングの訓練として
幼稚園から自分の宝物紹介 ”Show 
and Tell” をさせられる。クラス全員
にペットの蛇やウサギのぬいぐるみ
が何故紹介（Share）したいほど大事
なのか発表（これもShare）させられ
る。小学校では自分の誕生日を「シェ
ア」する。仲の良いクラスメートに
「おめでとう！」と言ってもらうだけ
ではなく、親にカップケーキやアイ
スクリームを教室まで持って来ても
らい先生も含めたクラス全員に配
り、授業中の教室でバースデーソン
グを歌い、お祝いをする。夏休み、ク
リスマス休みに誕生日を迎える子は
ハーフ・バースデーで無理やり誕生
日をシェアすることも珍しくない。
私も７月の誕生日を１月にハーフ・
バースデー（１）としてシェアしたこ
とが何回か…もちろん、人工着色料
と砂糖がたっぷり使われたアメリカ
ンなカップケーキを配った。

１）実際の誕生日の6ヶ月前（6ヵ月後）に祝
うバースデー。

台湾と日本から７年ぶりにアメリカに帰
国。SFベイエリアは地元なのに住むのは１
０年ぶりなので浦島太郎状態。広い空と縦
と横が大きい人に囲まれて首の角度は上向
きに固定されている。

Juli Le

海 外
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写 真「今月のiPhone Snap」

「ツインアーチ」 

「シュールな日常①」

「名古屋テレビ塔」

「シュールな日常②」

「東山スカイタワー」

「シュールな日常③」

by Mayuko Umeda

by Michi Iikura

日 常「ものを一緒につくること」

もはやインストラクションの役割を
果たしていないお蕎麦の調理手順

ZARAのフィッティングルームで発見された
場違いな忘れ物。レジに届けるべきだったかな…

まるでポリシーが感じられない注意書看板
@我が社の駐輪場

　2013 年 4月 20日土曜日、墨田区東向島のと
ある一軒家にぞろぞろと人が集まった。新しい生
活が始まったばかりのシェアハウスのリビング
ルームに、壁一面の大きな本棚をつくることが目
的だ。シェアハウスの住人 4人はみんな本が好
きで、それぞれが持っている本をまとめて置ける
本棚が欲しいという話を受けて、僕らは 2日間
の本棚作りワークショップを企画した。ワーク
ショップに参加するのは、住人と、その友達や、
呼びかけに集まってくれたご近所さんたち。そう
して、シェアハウスのお披露目もかねた、本棚を
みんなで作るという少し変わったイベントが始
まった。

　用意したものは、工具と材料だけ。まずはアイ
デア出しから始まる。どんな本棚があったらい
い？この空間に似合うのはどんな形？本を置くだ
けじゃなくて○○もできたらいい… 思い思いの
スケッチが描かれていく。コーヒーと手作りのお
菓子がふるまわれ、キッチンでは、住人の男の子
が自慢の料理を次々とつくっていく。
　「本棚の中に入って本に囲まれたら面白そう！」
という住人のひとりの一声で、みんなのアイデア
は具体化していった。形が決まれば、材料を切り
出すための設計図づくりに入っていく。ここから
はものづくりに慣れたメンバーが中心となって一
気にスピードが上がる。

　晩ご飯の準備が進むと、また人が増えてきた。
シェフ特製のカレーライスを食べたあと、そのま
ま持ち寄りのビールとワインでバータイム。この

時間を狙ってきたご近所の人もたくさんいる。飲
みながら、みんなでまとめたアイデアを発表する。
ご近所の人は新しくやってきた人を歓迎し、友達
の友達が出会ってはいろいろな話が盛り上がる。

　2日目の朝、眠い目をこすりながら施工がス
タート。あらかじめ加工しやすいサイズにしてお
いたコンパネ（構造用合板）を、電動工具を使っ
て切っていく。ほとんどの人が初めてさわる機械。
みんな器用にすぐに使いこなしていく。自然と
チームに分かれたり、役割分担したりしながら
黙々と共同作業が進み、床の上で棚が組み上がっ
ていく。

　そしていよいよ、立ち上げ！壁一面の大きな本
棚が姿をあらわすと、歓声と拍手がおこった。シェ
アハウスのシンボルとなる「ぽ」の文字をかたどっ
た本棚。壁に固定して、棚作りワークショップは

無事終了。本当はもう 1カ所作りたかったけど、
時間が足りずできなかったからまた次回だね。み
んなお疲れさま！

　僕たちは一緒に本棚をつくり、5回の食事を共
にし（全部住人の手作り！）、時間と空間と体験
を共有した。こうやって過ごした時間は忘れない
し、このシェアハウスはワークショップに参加し
た人々にとって単に他人の家ではない特別な場所
となる。僕らはそんな時間と場所をたくさん作っ
ていきたい。僕らはものをつくることしかできな
いけど、一緒につくることで楽しい出来事を生み
出せる。

建築系ワークショップをやっています。
筒井 佳樹
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論 説
　中目黒でハウスシェアを始めて４
年がたっていた。その前はカップル
と自分での 3 人で１年。オーストラ
リア在住時には、ルームシェアで１
部屋に 3人で住んでいたりもした。
　シェアをしていると人に言うと、
最近だと「今流行りのね」という顔
をされ、逆に少し前はおかしなこと
をしている人としてゴシップ的扱い
を受け、合コンでは初対面の女性に
お説教を２時間受けたこともあっ
た。シェアに対する見方は、さびし
がり屋、流行り、楽しそう・・・な
ど様々。いろいろな側面のあるシェ
アだが、最近よく見かける不動産業
者の営んでいるシェアハウスは、「誰
かと繋がること」を売りにしている
ことが多いように思う。誰かと繋が
ること、それ自体が付加価値になる
ようだ。901 の場合でいうと、例え
るなら（だいぶ語弊がある言い方だ
が）、中目黒の駅から近く、フロー
リングでバストイレ別、追い炊き、
バルコニー付き、おまけに他に「人
間２名」付きで家賃 7.5 万円です、
と言った感じなのだろうか。
　その２名というのがしっかり者風
だがどこか抜けてる大学後輩と、陽
気な建築家である “ご飯ですよ” だっ
たのは幸運だった。何が幸運だった
か考えてみると、自分が暖かい気持

ちになれる二人だったから。ライフ
スタイル、価値観の違いから、いろ
んな自分の価値観外、想定外のこと
が起こっても笑えたし、逆に日常が
彩られたように思う。忙しい日常に
あって、仕事から帰っても面白いと
は何と幸せなことか。そして非日常
的なイベントも一緒に行いたいと思
える同居人。
　個人的な思いとしては、また違う
形で、例えば家族という単位同士で
もシェアができたら・・・そう思っ
ている。

人材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。
現在、事業構想大学院大学にて勉強中。

田鍋 圭助

　野球部だった高校時代、1番好き
だった場所は、ピッチャーマウンド
でもなく、バッターボックスでもな
く、野球部の部室だった。バッティン
グマシンとかバッドとかがしまって
ある大きな小屋の一角に、ビール瓶
のプラスチックの箱を土台にした、
小上がりというには少し広い20畳く
らいの場所が僕らの部室だった。僕
は練習が嫌いだったけど、部活が終
わった後にダラダラ話しているのが
好きで、制服に着替えるかユニ
フォームを着たままなのかどっちつ
かずの格好で、いつも遅くまで駄
弁っていた。
　大学でもその駄弁り感を求めて
サークルを選んだ。大学には談話室
という、名前からして駄弁る為のよ
うな空間があって、朝から晩までそ
こで生活していた。そういえば小さ
い頃から自分の部屋に籠る、という
ことがなかった。いつもリビングで
テレビを見ていた。
　きっと一人で居るのが寂しくて、
人がいると安心したのだと思う。く
だらない話ばかりで、どう考えたっ
て時間の無駄なこの過ごし方も、自
分にとっては必要不可欠な時間だっ
た。
　今はというと、むしろ一人になっ

てあれこれ考える時間が足りないな
…と思うほど、人と過ごさない時間
が増えてきた。金曜の夜にそそくさ
と家に帰り、休みの日も誰とも会わ
ない日もあるくらいに。
　でも、いやだからこそ、みんなが集
まる中目黒ハウスは心地よかった。1
人でいるようで、3人で一緒に暮らし
ていて、僕の友達が来たり、他のメン
バーの友達が来たり、はたまたその
友達の友達まで来ちゃったり。
　シェアハウスの面白さは、つくり
たい家を自分たちで作れることだと
思う。うちらの場合、人が集まってく
る家にしたい、というのが当初あっ
たように記憶している。だから大き
なテラスがある家を選んだし、
HABONも始まった。
　結果、色んな人が集まってくる家
になった。いろんな話が出来る場所
になった。高校の部室みたいな場所
を自分たちでつくる事が出来た。幸
せな時間だった。

「中目黒ハウス的シェア論①」

「中目黒ハウス的シェア論②」

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メンバーとして教育にも従
事。

吉田 亮介

論 説
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論 説

「Are you hungry?」 

静岡県富士市岩本 56-2

「Cafe Wookies」　「restaurant Bio-s（レストラン・ビオス）」

静岡県富士宮市大鹿窪 939-1 静岡県富士宮市中央町 1-4

　シェア（あるものを共有する）と
いう概念が一般的になりつつある今
日この頃、僕は少しシェアについて
考えた。
　思いつくところで、シェアハウス
にシェアオフィス、カーシェアリン
グにタイムシェアリング。いろんな
場面でシェアが浸透してきたけど、
今日はこれらの概念を２つに分けて
考えてみようと思う。分けるポイン
トは” 時間” を共有するかしないか
の違い。
　共有しないものの代表としては、
使っていない時間を活用しようとす
るリゾートのタイムシェアリング、
必要なときにだけつかえるカーシェ
アリングなどなどで、効率性を目指
したシェアと言えるかな。一方、共
有するものとしては僕らもやってい
たシェアハウスや職場や仲間を共有
するシェアオフィスなどで、コミュ
ニティ志向のシェアと言ってみる。
　この２つにおいてコミュニティ志
向のシェアは実際やっていたことも
あってとてもいいことだと思ってい
る。友達は格段に増えたし、社交性
も高くなった ( もともと高い方では
あったが…)。３人のつながりも兄弟
のように何でも言える関係になっ
た。お二人さん、僕のわがままをき
いてくれてありがとう。そしてこれ
からもよろしく。
　で、今日話したいのは次のフェー

ズのことで、効率性のシェアにもう
少し感覚が近づいて行かないかとい
うことなんだ。僕はまだこの手の
シェアにしっくり来てないんだよ
ね。なので、どうすればしっくりく
るかを考えていきたいんだ。これを
探ることが、HABON の今後に大き
く関わるような気もしてるんだ。と
いうのも HABON は時間をシェアす
る活動と、シェアしないライブラ
リーという側面の２つを持ってい
て、ちょうど中間なんだよね。だか
らそっちの方にのびて行って、感覚
を広げた方がより楽しくなりそうな
んだ。
　一つあるとしたら時間は共有でき
ないけどその” 履歴” が共有できる
とかならいいのかな。「こんな風に
使われて、こんな想いを持ってココ
にあります、さぁ次の人使ってくだ
さい」みたいなね。HABON でやっ
てるシオリみたいなものだよね。そ
ういえば「PASS THE BATTON」っ
てその感じだよね。ほら、可能性が
見えてきた。
　ということで、これからもみんな
でシェアについて考えていきたいと
思っているので今後もと３人をそし
てHABONをよろしくお願いします。

シェアライブラリー「Habon」共同主宰。。
建築、デザインとコミュニティについて日々
考えています。

杤尾 直也

Tessei Takano
今回は静岡在住の Tessei 氏が、富士 /富士宮エリアで、富士山に負けないぐらいのインパクトを放つ、気合いの入ったお店を紹介してくれます。

岩本山を通る道沿いにある一軒家のカ
フェ。この店を知るためのキーワードは
３つ、SURF、FREEDOM、D.I.Y.だ。オーナー
のパラケンさんは、オープンマインドで
いつもニコニコ迎えてくれるサー
ファー。お店にはクリエイティブな人が
集まっていて、この空気感に惚れ込んで
立ち寄る著名なアーティストも多い。茶
畑に囲まれていて富士市を一望出来る昼
間の眺めも最高だが、オススメは夜。カ
リフォルニアの海岸沿いの丘の上でコー
ヒーを飲む自分を想像してみよう。蛇足
だが、レストランの庭にサウンドシステ
ムを持ち込んで野外ライブをやってるカ
フェを僕は他に見た事がない。ウェルカ
ム トゥ パラダイス！

富士宮が世界に誇るワールド・ヘリテー
ジ『ロック屋』は、シン・シティ富士宮
中央町の路地裏の秘密基地。富士宮を心
から愛するナイスガイ、オーナーたくさ
んの部屋に遊びに来たような店内は、パ
ンクテイストと昭和の香りが調和してい
て、不思議と居心地が良い。冬はおでん
に焼酎、夏はタコスにテキーラ。浅間大
社のすぐ近くなので、夜の散歩のついで
ロック屋で一杯引っ掛けてまた夜の街に
消えて行く、そんなあなたはもう立派な
ローカル。毎月第３土曜日には音楽イベ
ントのロック屋ナイトも開催されている
ので、是非挑戦して貰いたい。ロック屋
を知るためのキーワードは、ジョー・ス
トラマー、シェイン、マヌ・チャオだ。

「大衆酒場ロック屋」

（祝）富士山世界遺産登録

「中目黒ハウス的シェア論③」

レストラン・ビオスは恵
比寿の『ジョエル・ロブ
ション』の総給仕長まで
務めたオーナー松木さん
が、鍬一本で畑を耕すと
ころから始まったフレン
チレストラン。
自分達の手で農薬も化学
肥料も使わずに育てた野
菜と地域で採れた食材の
みを使い、磨き上げられ
た調理方法で、魔法の一
皿に仕上げる。しかも、

建物は無駄な装飾のない、柔らかいナチュラルな空間。どちらも素
材の良さが活かされていて、食事をしていると自然と豊かな気分に
なれる。素材を慈しむ心が伝わって来るビオスは、箱の中にコスモ
ロジーを表現した現代の茶室と行っても過言では無い。と言っても
敷居が高い訳ではないので、フレンチなんて緊張する、、って人に
こそ行って貰いたいお店。

－ オーナー松木さんについて
レストランで見せるプロの表情と、畑で見せる農家のおじさんの笑
顔、どちらも魅力的な松木さんの生き方はカッコイイ。理念が先行
する感のある「中山間地域における有機農業」だけど、ビオファー
ムまつきのビジネスモデルは、生産者が愛情と創意工夫を持って取
り組むことで新たな価値を生み出せることを示しているし、僕ら消
費者にも、無理をしなくても楽しみながら健康的で地域にも優しい
食生活を送れることを教えてくれている。



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

旅に行くと、どこかで必ず買ってしまう、現地
の料理の本です。
トルコ、イスタンブールのイスティクラール通
り（？）を歩いている時に、ふっと立ち寄った本
屋で買った本。文章は読めないけれど、見てい
るだけで、何だか少し、現地の文化に近づいた
気がします。

髙橋 脩 「natali - Tarifler & Amlar -」
Natali Gökyay
Remzi Kitabevi

ゴーストが東京の景色を旅するというテーマの
ZIN。東京の景色にゴーストがからみついていま
す。家を一歩出れば旅。東京を歩くことを楽しんで
ください！

本田 類 「Cities and nature with ghost」
著者
出版社

これは真っ白な本です。
昔、経文を書き写し、それをお寺に納めた方にその
証としてお寺の宝印を押しておられました。それが
御朱印のはじまりです。
自分の足で寺社仏閣をめぐり、その個性のある御朱
印を集めることを楽しんでください。あとからみて
も楽しいです。

杤尾 直也 「御朱印帳」
田端宏章 ( 編集 ), 尾原史和 ( その他 )

飛鳥新社

高野 哲成 「辺境中毒」
高野 秀行
集英社

池田 真純 「変なお茶会」
佐々木 マキ

絵本館

「渋滞」をキーワードに分野横断的な論考。人、
アリ、インターネット・・・。渋滞するのは車だ
けでじゃない。

岡崎 翔太 「渋滞学」
西成 活裕
新潮社

”IT“が自分の“MISSING PIECE”を探して旅に出る物
語。文体も内容もとてもシンプルなのに、読み終え
た後、なぜかかんがえさせられる本。

第22回は初の夜開催。お酒を飲みながら、楽しい時間を過ごしました。「旅」を
テーマにHabonな人たちの オススメの本を集めました。 
主人公が旅にでる、自分が旅に持って行く、旅で買った、旅にはつきものの・・・
などなど、各自の旅にまつわる本のご紹介です。
それではお楽しみください。

森田 優子 「THE MISSING PIECE」
シェル・シルヴァスタイン

HarperCollins Publis

筆者のことを知って貰うのが、この本を紹介する最
良の方法だと思うので、エピソードを１つご紹介し
ます。高野さんは、雨が降っても傘をさしません。傘
を勧められると、断固拒否します。そんな人が、辺境
を紹介する本なので磁場が歪んでいます。

１年に１回届く、お茶会への招待状。世界中か
ら色々な衣裳を身につけた人たちが、変わった
乗り物に乗ってやってきます。
お茶会でだされるのは、岩山からわく天然のコ
コア！これが本当においしそう。
一見、大人向けに見えますが、子供にも大人気
の絵本です。

前回のHabonの帰り道、ぱっと頭に浮かんだのが、
「それは、どんな長い長い旅にも必ず終わりが来る
ことに似ている」という言葉でした。大崎善雄の人
との出会いと別れを描いた「パイロットフィッ
シュ」に出てくるこの言葉は、ジョン・バースの「旅
路の果て」の引用だということを知り、ぜひこれを
紹介しよう！と購入＆読破！が、肝心の言葉は見つ
からず・・だれかかわりに見つけて下さい☆

熊井 直子 「旅路の果て」
ジョン・バース
出版社白水社

テキーラが好きなので、いつかメキシコへ行き
たいと思っている私が一目ぼれして買った本。
写真がきれいで見ているだけでもわくわくな
本。いつかボリビアのウユニ塩湖に行ってみた
い。

坂本 有希 「中南米スイッチ」
旅音

 新紀元社

家を捨て、妻子を捨て、放浪旅行に身を置いた、
種田山頭火の一生を書いた、伝記です。
全て捨てて、旅したい。

植田 昌基 「酔いどれ山頭火」
植田 草介

河出書房新社
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Habon is Share book library system.

『遠くまで行かずとも、一歩外を出たら旅の始
まり。」ということで持ってきた本です。スリバ
チ状の地形をこよなく愛する人の集まりであ
るスリバチ学会の会長の本です。渋谷、日比谷、
雑司ヶ谷など、スリバチ状の地形が学会ならで
はの視点で書かれています。知っている街がこ
れを読めばまた新しい発見ができるはず。ちな
みに私も学会メンバーです。

飯倉 三智 「東京「スリバチ」地形散歩」
皆川 典久
洋泉社

樫本 容子 「春にして君を離れ」
アガサ・クリスティ

早川書房

旅をするきっかけや目的って、人それぞれあっ
て、それを共有するのって、とても楽しいこと
だと思う。ただひたすら、タワーを目的に旅に
出るようになったのけれど、みんなはどうだろ
う！？単純にそんな会話をしたいと思い、この
本を選んだ。

岡澤 友広 「世界のタワー」

パイインターナショナル

ミステリの女王の休息として書かれた本。最初
は「メアリ・ウエスマコット」の名義でミステ
リではない普通小説として発表されました。日
常を完全に離れた旅の中で１人の中年女性が
出会う「本当かもしれない」自分自身の姿。まず
い推理小説よりドキドキさせてくれます。第二
次大戦中の空襲下のロンドンでかっきり3日で
書き上げられた。本人快心の作。

この本は、単なるインドの旅行記とはちがいま
す。インドをこよなく愛し、通い続ける著者が
インドという地で感じたこと、見たものを素直
な言葉で表現したからこそ、読む人の心にも、
一言一言が心にすっと入ってくるものがあり
ます。旅の目的の一つが日常からの「現実逃避」
だとしたら、日本とはまるでちがう生活を体験
できるインドこそ、最高の現実逃避の場だと思
うのです。

梅田 麻友子 「インド・アフター・インド」
鈴木 博子
花伝社

景色のよい観光スポットや美味しいレストラ
ン、お洒落な雑貨屋さん、町家風のお宿・・・そ
んな情報がぎっしり詰まったガイドブックも
いいですが、寺社建築、町家、現代建築・・・一
冊すべて、端からは端まで建築オンリーのこの
本も一緒に、京都へ行くのはいかがでしょう？
オシャレカフェの近くに見どころ満載の寺社
建築が発見できるかも！？

吉田 亮介 「建築MAP京都mini」
ギャラリー間
TOTO出版

金貨を探すという旅を通して、人の一生の不思
議さや、人との出会いがとても大きなものであ
るということを感じさせる本です。
自分のまわりの人達や、日常を大切にしたいと
思えました。

須永 菜美子 「三千枚の金貨」
宮本 輝
光文社

松元 絵里子 「旅するお菓子」－ヨーロッパ編－
山本 ゆりこ
リベラル社

世界一の景色を探しに・・・自転車ひとつで世
界を横断する旅行エッセイ。偶然からはじまる
めくるめくストーリーが、読んでいてドキド
キ、ワクワク。今すぐ旅に出たくなる一冊です。

橘 真子 「行かずに死ねるか」
石田 ゆうすけ

幻冬舎

世界各国の郷土菓子と、そのレシピが紹介さ
れた本。自分も読んでいてその国の文化に触
れた気持ちになるし、お菓子教室をやるとき
に、人にも食文化を伝えるヒントになる大事
な一冊。

料理人、漫画喫茶オーナー、スタイリスト、アー
ティスト、カメラマン、花屋、国連職員、鍼灸師 
etc...　人生という長い旅の途中で“パリ”にた
どりついてしまった10人の日本人たち。彼ら
の人生観、志、過去、色んなものが読み手の胸を
熱くさせます。一度きりの人生に最大限なまで
に積極的な人たちのエネルギッシュなインタ
ビュー集。写真が Cool !!

狩谷 俊介 「パリでメシを食う」
川内 有緒
幻冬舎

「いつも異国の空の下」
石井 好子 

河出書房新社1950年代、離婚後単身アメリカに留学、そのま
まパリに行き、モンマルトルのレビューで1年
間スタートして出演し続けた日本人女性の
エッセイです。
冷淡ともいえるほどに達観した人物描写は、他
の女性のエッセイとは一線を画します。
1950年代ヨーロッパのショービジネスの様子
がよくわかり、空気感にドキドキする本です。

石川 夏紀

すごい旅情をそそられる写真の数々！特に表
紙の破壊力はすさまじく、その表紙でその次の
旅行の行き先、テーマが決まってしまう。
最近では行く先が決まってから、その地につい
ての過去の CREA TRAVELER のバックナンバー
を探して発注するほどはまってます。

田鍋 圭助 「CREA TRAVELER」

文藝春秋
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の見る比叡山は異なっているだろ
う。しかし比叡山は泰然不動で、
われわれも時代を超えて感情を
share できている気にもなる。そ
れほどまでに、永代変わらぬ山だ。
いや、でも待て。比叡山にはかつ
て堕落した僧兵が巣食い、京の町
でも乱暴狼藉をはたらいていたと
いう。当時の比叡山は実におっか
ないものとして眺められていただ
ろう。そこに織田信長が行なった
のが焼き討ちだ。なりふり構わず
進撃し、泣き叫ぶ幼子の首さえ落
としてゆく織田軍、ごうごうと燃
え上がる比叡山。ひえー！！！
… share と書いて、シャレとも読
みます。さて今回はうまく身をか
わせたかしら。

アクセス：行かなくても見えるが、行くと
すれば公共交通機関よりも車を薦める。

連載「京都綺譚」

おわりに

第十五回　比叡山
家族、旅、そしてシェア。近頃の
ハボンはテーマがド直球すぎて、
思わずうわっと身をかわしたくな
ります。デッドボールは、痛い。
昨今よく使われる share の語は、
「ビールのシェア何％」という奪
い合うものでなく、「同じものを
共有する」ことを指すらしい。し
かし本当に同じものなのかどうか
と勘繰りたくなるときがある。特
に価値観や思い出のシェアは可能
か。シェアしていると思っている
思い出は、あなたにとっては特別
でも、私にとっては至極平凡なも
のかもしれないのだ。
閑話休題。京都の人にとって比叡
山は大事な存在だ。盆地をぐるり
取り囲む山の中でもひときわ高
く、美しい。市内いたるところか
ら比叡山は見え、京の鬼門を守る
どっしりとした姿には安心感すら
覚える。
いろいろな人がその山を見てい
る。琵琶湖側からでも見えるし、
昔の人も見ていた。もちろん各々

「HABON的物件紹介」
　今回は、中目黒駅から徒歩 5 分、駒
沢通りにある螺旋階段が目印のシェア
ハウスをご紹介。
「せっかくなので、まずはテラスから
見てください」取材に伺うと住人さん
は開口一番、そう言ってテラスを案内
してくれました。
「どうですか？このテラス！僕らはこ
れが決め手でした。」
確かにとんでもなく広い。もう一軒家
が建てられそうなくらい広い。そして、
それにも増して驚くのが、三方に広が
る壮大な景色。
「東側は東京タワーとその先にスカイ
ツリーがセットで見えます。西側は冬
になると富士山が現れるんです。でも
僕が一番好きなのは、リビングから眺
める夕日です。夕方ソファに座ってい
ると、部屋も真っ赤になるほど綺麗な
夕日に出会えるんです」
でも、と住人さんは付け加えて言った。
「住んでみて一番良かったのは、この
家がたくさんの人が訪れる場所になっ
てくれたことです。」
彼らは、3 人で住むことを決めた時、
いろんな人が集える、みんなのシェア
ハウスにしようと話し合っていたとの

こと。だからこのテラスはその為に必
須だったのだ。
「テラスは大活躍でした。春はソーメ
ン流し、夏には星空映画祭、秋が来た
ら BBQ、冬は…さすがに寒くてやりま
せんでしたが ( 笑 )。」
BBQ の時は煙が立ち上り上階の住人さ
んに怒られたとのことですが、まさに
みんなが集まれる家になっていたよう
です。
　最後にどんな人がこの家に向いてい
ると思いますか？と聞いてみました。
「僕らは 3 人で住んでいたので、また
シェアハウスで住んでもらえたらいい
なという思いもあります。したらまた
僕らも遊びに行けるかもだし笑。でも
シェアハウスじゃなくてもこ
のテラス・景色を独り占めせず、みん
なで楽しもうという人に向いているん
じゃないでしょうか？なんせ広すぎで
すから笑。」
建物自体は古いですが、人が集まるテ
ラスがあるこの家、興味を持った人は
ぜひ。
※中目黒ハウスをうちら視点で紹介し
ました。R不動産で現在募集中です。

吉田 亮介

「雨な本」
次回の!"#$%

HabonPaper issue 16
同時発行

開催日：6月29日（SAT）18:00～　　
　　          ＠未定

HabonPaper issue 15

「僕らのシェアライフ」

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

!"#"!

Recommend 3M

ハッシュパピー
Movie

無名の監督と役者で第65回カンヌ国際映画祭でカ
メラドールなど4部門受賞という快挙をした作品。世
界のはずれの美しい村で育った子供が、嵐を契機に
生きることに立ち向かう物語。日本にいるからこそ
感じる感情もあるだろうし、予告編で垣間見える雄
大な景色と健気で意思を持った目の少女の描写に気
持ちが動く。アフリカに行ってみたくなる！　 田 鍋

フランシス・ベーコン展
Museum

フランシス・ベーコンの個展が、約30年ぶりに東京
国立近代美術館で観られます。まだの人は、今すぐ見
に行くべきではないでしょうか。東京での展覧会は5
月26日迄。間に合わない人は、その後開催される豊
田市美術館へ！叫ぶ教皇の絵は必見です。

吉田

ゴールデン・ベスト RCサクセション
Music

なぜだか聴きたくなる音楽がある。昔、何度も何度も
聴いた曲、久々に聴いてまたはまってしまった。独特
の歌い方と直接的な歌詞にやられます。いろんな隠
れた名曲がきけるこのCDはおすすめ。僕のお気に入
りはトランジスタ・ラジオと僕の好きな先生。聴い
てた頃のことを思い出したりしながら。

杤尾

2013年5月12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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