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Photo by Tomohiro Okazawa

晴れの日は気分良く
雨の日は憂鬱
…と教えられたら そう思い込んでしまう
雨の日だって 楽しいことはあるのに

“雨の予感”

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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雨を、少しでも好きになれるように。
流れる雨と時間
天然パーマと梅雨の空
［特集］旅館を一緒につくっていく
iPhone Snap
Hossy’s オススメ・グルメ
連載京都綺譚第十六回

「安井金比羅宮」
おわりに
「スカイツリーから見る東京タワー」
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生　活「雨を、少しでも好きになれるように。」
　今日も、雨が降っている。
　ぱしゃぱしゃ ...といっていたかと
思えば、びしっばしっと叩き付ける
ような音に、いつの間にか変わって
いる。雨とはなんて幻想的で、物憂げ
で、エロティックな現象かしらと思
うことがある。
　ちょっと想像してみて。
　「空」という、普段わたしたちが全
く手の届かないところから、あたり
一面余すところなく、水の雫がいっ
せいに零れ落ちてくる様子。（雲の上
から見れたら、さぞかし素敵だろう
なぁ）
　大粒の水雫が落ちてきたかと思え
ば、小粒になったり、時にはとても細
かい霧雨になったりもするし、横殴
りのアプローチもあれば、なでるよ
うな優しさもあり、ときに真上から
叩き付けてくることもある、この気
まぐれな感じ。
　地上に降り立ってからは、葉や花
にぷっくりとした透明な雫をつけて
立体感を出したかと思えば、女性の
長い髪を独特の匂いでしっとりと濡
らすようなオトナのアプローチもで
きる。かと思えば、とんでもない音と
ピカピカと光る閃光とともに子供た
ちを震えがらせたり、突然ひっこん
だかと思えば七色のアーチを青い空
に描くイタズラもする。

　こう描くと、なんかすごく素敵な
現象に思えませんか？
　雨が好き、という人は私含め実際
多くないと思うけれど、もしまった
く雨という現象がなかったら
日本の「もののあはれ」的な文化は発
達しなかったのではないか、と思う
くらいわたしたち人間に情緒的に働
きかける力が、雨にはある。
　雨が降ると、色々なものが生まれ
ては消えていく。憂鬱な思い出の反
芻、ちょっと本を読む時間、黄色やブ
ルーのレインコートの鮮やかな色が
生まれ、たまった涙、外に出ることに
疲れた笑顔、雨のはねっかえりには
弱い、白やベージュの色は姿を隠す。
そんな様子を見るのは、雨の日の
ちょっとした楽しみになる。でも何
より楽しみなのは....
　雨上がり。
　ぴかぴかの太陽と一緒に現れるの
は、間違いなく沢山のニコニコマー
ク。最後に自分自身が消えて、一番
ハッピーなものを残してくれるなん
て、やっぱり雨はわたしたちの生活
に欠かせないって、思いませんか？

人材系コンサルティング会社勤務。
企業の採用、若手の活躍を支えながら、ライ
ターの夢は消えない、仕事がんばる系女子。

岡部 祥子

「流れる雨と時間」
　雨、、、この字からも描けるように、
雨のイメージはななめの線。しずく
が降りて来て、車の窓にくっついて、
スピードがあがるとそれがだんだん
集まっていって、ある一定の水玉に
なった途端、ぴゅーーーっと落ちて
いく。
　しずくは近くのしずくと合体しな
がら少しずつ大きな水玉になるが、
あとちょっとで落ちるというときに
けっこうな力を帯びて、しばらく粘
ることもあれば、あっさりとそのま
ま落ちていく事もあった。どちらに
しても、自分が見定めていたしずく
がそうやって大きな水玉になって落
ちていく瞬間はなんとも感慨深いも
のだ。
　小学校の頃は、そうやって一粒一
粒をつめては、ピアノの練習に行く
までの車の中で現実逃避をしてい
た。その瞬間だけは、ピアノの練習に
行かないといけない事を忘れ、しず
くがいつ水玉になるかだけを追いか
けていれば良かった。ピアノの練習
から帰る車の中も、なぜかいつも刹
那的な気持ちになる事が多かった。
後先の事はどうでも良くなって、今
のこの時だけを生きていれば良いよ
うな気持ちになるのだ。
　ピアノは幼稚園のときに始めた

が、小学校二年生くらいになったと
き、またそんな雨の日の車の中で1歳
年上の姉と、私たちもうこんなに大
きくなったんだね、一瞬一瞬を見
張ってないと時間ってあっという間
に過ぎるよねという話をしたのを覚
えている。
　一粒一粒、一瞬一瞬を見張ってい
たはずが、ちょっと気を許すと一気
に時間が進んでしまうような気がし
て恐かった。
　28歳になった今も雨の日の窓を見
ると、あれからこんなに時が過ぎた
のかと思う。そして、一瞬一瞬を見張
る事を忘れずにいようと思い直す。

茨城県土浦市生まれ。山と川と田んぼとパ
チンコに囲まれて育つ。趣味は木登りとク
レープ作り。好きな木の種類、常緑高木。特
に泰山木。

稲見 幸　

昔
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「Hossy’s オススメ・グルメ」 ～何を頼んでも美味しいお店～
「まきたや」

東京都世田谷区赤堤 5丁目 31－2
最寄り駅　京王線下高井戸

　自宅周辺に良い居酒屋があると捗
ります。下高井戸駅から徒歩 3~4 分
の場所にあるこの お店は、充実した
日本酒のラインナップだけでなく

「何を食べても美味しい」料理が魅
力 です。  
　日本酒は通常サイズ ( 多分一合 )
とその半分くらいの小サイズを用
意。値段も小サイズ は 290~390 円
くらいで、日本酒好きだから色んな
種類を飲みたいけど量はそんなに、
と いう人にもぴったりかと思いま
す。もちろんビールとか焼酎、果実
酒もあります。あらご しみかん酒と
かヨーグルト酒なんかもとても美味
しかったです。  

　お品書きは多様で週変わりもあり
ます。今週は「鱧のフライ」「赤メ
バル刺し」「子持 ちワタリガニ」な
どが供されるようです。また、最後
のシメで個人的におすすめしたいの 
が、味噌汁です。かなり上質な魚の
アラでとったであろう出汁の効いた
この味噌汁は、ア ルコールで鈍った
口にたまらなく染み渡って行きま
す。  人気店なので、週末に多人数で
行く場合は予約が必要かもしれませ
ん。日本酒好きなら ば、間違いなく
ハマるお店です。

藤沢 実果

星野 晃平

 腑抜けた日本の中華料理にウンザリ
していませんか ? ここは新宿歌舞伎
町のストリップ 劇場隣にある薄汚い
中華料理屋ですが、味は保証されて
います。日本にある外国料理屋は 多
くの場合、「日本人向けアレンジ」
と称して牙を抜かれた状態になって
いるように思い ます。しかしこの玉
蘭は、非常にパンチの効いた味を提
供しており、特に香辛料系の料理 に
おいてその魅力を感じる事ができま
す。  
　こんなに美味いのにいつも比較的
空いていて不思議なのですが、店主
とおぼしきお婆さ んによると「出前

で忙しい」とのこと。確かに頻繁に
電話が鳴っているので、周辺のホス 
トクラブ、キャバクラ、ヤク●事務
所など味にうるさい (?) 方々にも大
人気なのだろう と推測されます。

「北京料理 玉蘭」

東京都新宿区歌舞伎町 1丁目 8－2
最寄り駅　新宿駅

「モンゴル料理 青空」

東京都渋谷区幡ヶ谷 2-7-9 仲ビル 2F
最寄り駅　京王線幡ヶ谷

　もしあなたが野性的になりたいと
感じているのなら、ここがおすすめ
です。ここに来る までモンゴル料理
は食べた事はありませんでしたが、
大変エネルギッシュな料理であると 
感じました。極東から馬に乗って
ポーランドまで出向き、ワールシュ
タットで鬼神の如き 戦いをしたモン
ゴル人が食べたものですから、それ
は当然、精がつくものなのでしょう。  
　例えば骨付き羊肉の塊をまるごと
塩ゆでしたものがゴロッと出された
り、鹿肉を串刺し にして香辛料を
ぶっかけて焼いたものが出てきたり
します。意外にカレーとかも美味し

い わけです。酒も珍品が揃っており、
黒蟻をつけこんだものや馬乳酒など

「なんかわかんな いけど精がつきそ
う」な感じです。  
　なお、おそらくモンゴル人の店主
もテンションが高く楽しいお店に
なっています。

「モンゴル料理 青空」

http://www.100ninmap.com/HABON 広告特集
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スタイル
　梅雨が嫌いないちばんの理由──
それは、蒸し暑いからでも、靴や服
が濡れるからでもなく、髪型がきま
らないからです。
　小さい頃から、天然パーマに悩ま
されてきました。中学生時代が特に
ひどく、肩までのボブヘアーは、理
想とはかけ離れた、まるでベートー
ヴェン……。どんなに頑固なクセ毛
でも、サラッサラのストレートにな
ると評判の「縮毛矯正」にも挑戦し
ましたが、髪質に合わなかったらし
く、あえなく断念しました。
　それ以来、ずっと付き合ってきて
いる天パですが、成長とともにクセ
も変わってきたのか、いまではかな
りゆるやかなパーマに落ちつきまし
た。
　だけど、前髪だけは、どうしても
許せない。普段は一生懸命ドライ
ヤーでのばしていますが、梅雨には
歯がたちません。努力もむなしく、
時間がたつにつれ、湿気を吸いとっ
たかのように膨張していきます。そ
んなときは、大袈裟でなく、仕事も
用事も、何もかも放りだして、家に
帰りたくなってしまします。
　女性にとって、髪型は一大事。そ
れは、小さな女の子にとっても同じ
です。そんな気持ちがよくわかる、
かわいらしい絵本を紹介します。

　タイトルは『でこちゃん』。お母
さんに前髪を切られすぎてしまっ
た、てこちゃんは、かわいいおでこ
が丸出しに。「てこちゃんがでこちゃ
んになった！」とみんなにからかわ
れます。それから、何をしていても、
おでこが気になって気になって……
ちっとも楽しくありません。恥ずか
しくて幼稚園にもいけないといって
泣きだした、てこちゃんに、お姉ちゃ
んがいいことを教えてくれました。
そのアイデアとは……？
　ぜひ、絵本を見て確かめてみてく
ださい。気にいらない髪型も、ちょっ
とした工夫ひとつで、好きになれる
かもしれません。

こどもの本の出版社で編集をしています。好
きな絵本作家は佐々木マキさん。趣味は水族
館にいくこと。最近、近所の水族館の年間パ
スを買ったので、仕事帰りにいって、ぼーっ
としています。

池田真純（いけだ ますみ）

写 真「今月のiPhone Snap」

「西日射す、補欠の背中」 

「貰い物①」

「新人は見て学ぶ」

「貰い物②」

「ひとめぼれ」

「貰い物③」

by Ryosuke Yoshida

by Ayako Yamamoto

会社の先輩の引き出物。南部鉄器 大学の先輩からの新居祝い。CHEMEX 妻のお母さんからの誕生日プレゼント

「天然パーマと梅雨の空」
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特　集
　兵庫の奥地に湯村温泉という温泉地がある。なん
でも荒湯という温泉の源泉温度は９８度。日本で一
番高温な温泉である。今回、そこにある旅館の改修
を手がけた。
　コンセプトは「編む」。地場産業である豊岡杞柳（き
りゅう）細工はコリヤナギを編み込んだものでこれ
をモチーフに兵庫を発信していく旅館をつくること
となった。またリノベーション案件であったので、
過去と未来を編み込む。お客様とスタッフをあみこ
む。ということを考えた。　まず豊岡杞柳細工では
伝統工芸士であるたくみ工芸の主人寺内卓己氏との
コラボレーションで照明のデザインをさせていただ
いた。大きなボックスをランダムに積み重ねた姿は
四周どこから見ても異なる表情を魅せるものとして
つくった。面自体の編み方も変えてもらっ足り気さ
くである。またそろばんの生産量日本一を誇る兵庫
県小野市からそろばんでつくられた時計をつくって
もらった。こちらも伝統を活かそうというス腹いい
活動の一つです。そして最後にそのそろばんを活か
してスタッフの皆さんが作家となってつくるアート
を提案した。思い思いにつなげられた木玉。これら
を照明の周りにおくことでもの事態の美しさととも
に、照明がついた際に放射線状に陰ができるという
おもしろさを演出した。
　あらゆることで、「編む」と「兵庫県の発信」を
試みたこの旅館。名前も「ゆあむ」といいます（※
湯浴みとかけています）。時間のある方はぜひお立
ち寄りいただけると幸いです。

建築家。伝統工芸に興味を持ち、あらゆるプ
ロジェクトでコラボレーションを試みる。

杤尾 直也

「旅館を一緒につくっていく」

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。

　仕事をしていてよく思うのは、お客さんをやる
気にさせるのはとっても難しいということ。
　ある経営課題について、お客さんと共にプロ
ジェクトを立ち上げて、課題解決の為の方策や対
策を検討する。時にはそのお客さんが抱えている
課題自体は何なのか？を明らかにするプロジェ
クトもある。
　いずれにせよ、お客さんと課題や解決策を検討
して、その後それを実行していく。だがその実行
するという部分が一番難しい。時には実行すらさ
れないこともある。みんな課題も解決策も分かっ
ているのに、である。
　僕はその根本には、「自分事ではない」という気
持ちがあるからだと思っている。自分たちが主体
的にやる、という強い想いが無い限り、物事は前
に進まない。だが立場も異なる様々な人が参加す
る大企業で、多くの人の「自分事」にするのはとて
つもなく難しい。それがまちづくりになれば難易
度はその比ではないはずだ。
　にもかかわらず、山崎さんはまちづくりを地域
の人達の「自分事」にして、どんどん街を元気にし
ている。それをどのように実現するのか？この本
にはそのヒントがあるように思う。

吉田 亮介

「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
第 19 回 Habon “ひさしぶりの本”
推薦者：今井 茜  

Shijo  St.

Oike  St.
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京都支店の近くはいい
なあ。おしゃれなカ
フェがいっぱいある。

猫カフェにいっ
たよー（=^ｴ^=）

「レストアの森」でお昼です。
ここはカフェと自転車店とセ
レクトショップがひとつに
なったような、不思議な空間。

二度目のよーじや
カフェなう！

憧れのお店に来た。カ
フェとは思えない外見
がイー (>_<)

コーヒーと焼き
菓子ふたつセッ
トで 500 円。

今日のランチは
北欧カフェ。

お買い物して疲れ
たので少し休憩

音楽も落ち着くし、
インテリアも素敵

結局入った

超遅モーニン
グ ^^; レ ジが Mac と iPod 

touch で管理されてた
最先端なカフェにて

カフェ de 念力 アイス
コーヒーを注文すると
上田のラスク付き！

ずっと気になってたオ
ガワコーヒーザカフェ
でカプチーノ o(^▽^)o

VEGAN 竜田バーガー。
全部植物性の食材のお
店です。

大人な雰囲気 のカ
フェ。いや、珈琲飲め
るバーみたい。

http://www.100ninmap.com/参加申し込みはwebで！>>> 

第１回 三条・四条編 7 / 27(Sat)

1  0  0 人 で 京 都 の 街 を ぷ ら ぷ ら 歩 い て 、
感 じ た こ と を 携 帯 電 話 で 発 信 し た ら、
「街 の 感 じ 方」の 立 体 地 図 の で き あ が り ！

HABON 広告特集
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この本は６つの物語が入った漫画です。６つ
は全くつながりはないけれど、どこか共通し
ているのは “感覚” を共有できるマンガであ
ることです。「シェア＝共有する」というテー
マで「感覚をシェアしたい」あるいは「子の
感じ共有できたらいいな、優しく、楽しくな
れるな」と思います。

酒井 英恵 「棒がいっぽん」
高野 文子

マガジンハウス

資本社会の次は健康主義の社会がくる。資本よ
りも健康であることが優先される。そんな想定
の中、超リアルに描かれた小説。カラダの中に
名のチップが埋め込まれ毎日健康状態が報告
される。そしてその情報は同時に国会にシェア
される。そんな社会の中である事件が起こる。
シェアが進んでいくとこういったことが起こ
りうるという感覚がとても興味深い。

杤尾 直也 「ハーモニー」
伊藤計劃

ハヤカワ文庫 JA

みどりとの関わりを考え直すきっかけになっ
た本。みどりを考えてみたら座禅がしたくなり
座禅をしたら、朝、ここぞという朝に座禅をす
るようになった。みどりと禅に深いつながりが
あるように、日本人としての根底に、根が広が
る。

若狭 健 「日本野」
「日本野」製作委員会

日経 BP社

花ヶ崎 恵美 「運をつかむ技術」
澤田 秀雄
小学館

竹野 渉 「DAYS JAPAN」

デイズジャパン

第 2３回は「シェア」をテーマにHabon な人たちの オススメの本を集めました。 
シェアハウスが注目されつつある昨今、皆シェアってどうとらえているのだろう？という興味でこのテーマ
にしました。実際にシェアハウスに住んでいた僕ら３人の捉え方と、みんなの違いを感じることができれば
とおもっていました。
　開催前日は大雨だったこともあり心配しておりましたが、当日は快晴！！なのでテラスも開け放ってオー
プンテラスで行いました。
本はシェアハウス（ムーミン）の話や自分自身がシェアされている？！本や、シェアが進んでいくとこんな
世界もあり得るという本など個性的な本が集まりました。
詳細は下記より。それでは厳選された「シェア」の本お楽しみください。

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

シェアハウスの本棚にあった本をシェアしま
す。HIS会長であり、ハウステンボスの社長であ
る著者が、ハウステンボスの再生秘話と彼のこ
れまでの人生について買いています。
運をつかむためには、ポジティブでいることが
大切であり、ポジティブでいるとポジティブな
人やコトが集まってくるそうです。

広河隆一さんが編集長をつとめる月刊雑誌。
国内では目にする機会が少ない国内外の諸問
題や紛争、環境問題や自然災害にフォーカス
をあて、印象的な写真とともに編集されてあ
る。日常生活では触れる事が少ない、目を背
けたくなるような事実がある。離れてはいけ
ない事実がある。

『新明解国語辞典』第四版
どうぶつえん【動物園】
生態を公衆に見せ、かたわら保護を加えるためと称し、
捕らえて来た多くの鳥獣・魚虫などに対し、狭い空間
での生活を余儀無くし、飼い殺しにする、人間中心の施
設。

岡崎 翔太 「国語辞典の使い方」
サンキュータツオ
角川学芸出版 

ムーミンの家は実はシェアハウスだった！
そして、ムーミン谷の仲間達の語るコトバは、
シェアする暮らしの真髄にあふれている。
shere = 「分ける」と「ふえる」。
幸せが、ありがとうが、豊かさが・・・！

山下 ゆかり 「ムーミン谷の仲間たち」
トーベ・ヤンソン ( 著 ), 山室 静 ( 翻訳 )

 講談社

SNSやTwitterなど、今自分を“シェア”するツール
は沢山ある。その”シェア”から生まれる闇や心の
奥からわき出るやっかみ、妬み・・・それを就職
活動という「自分をどうみせるか」ということに
必死になる若者たちをメインにえぐり出した作
品。読後感はとっても悪い。ただ、SNSを使ったこ
とある人なら、誰しも経験している”シェア”の裏
側を鮮やかに描き出してます。

岡部 祥子 「何者」
朝井 リョウ

新潮社
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http://www.100ninmap.com/
HABON 広告特集

Habon is Share book library system.

にわか静岡県人の僕が、静岡の街に入り込む
きっかけになったフリーペーパーです。フラン
スの生活や文化について、生活者目線で書かれ
ていて、写真も文章も素敵です。エクラタンは
編集者、カメラマン、ライター設置点のつなが
りで作られていてぜひ皆さんに知って貰いた
いのでご紹介します！静岡県内、東京でもとこ
ろどころで取れます。

高野 哲成 「eclatant」
エクラタン編集部（代表 山本ひとみ）

静岡日仏協会・アミデクラタンの皆さん（協力）

坂本 有希 「カンガルー日和」
村上 春樹 ( 著 ), 佐々木 マキ ( イラスト )

講談社

岡澤 友広 「団地に住もう！」
東京 R不動産
日経 BP社

こんな風に自分の好きな映画を人に紹介出来
たらいいなと思う。この本は沢木耕太郎さんが
暮らしの手帳で連載していた映画紹介をまと
めたもの。批評ではなく、紹介と書いたのは、面
白かった映画を誰かと共有したいという想い
で書かれているのが伝わってくるから。どの映
画も今すぐ観に行きたくなる本です。

吉田 亮介 「「愛」という言葉を口にできなかった二人のために」
沢木 耕太郎

幻冬舎

ビリーミリガンという人間を24人の人格が
シェアする、多重人格者のお話。事件を起こし
て逮捕されて初めて世間一般に多重人格とい
う病気が知られたことでも有名。別の人格にな
ると視力が変わったり、言語が変わったり・・・
普通ではかんがえられない変化が瞬時に起こ
る。１人の人間が苦しんだ歴史でもあり人間の
不思議を考えさせられる本でもあります。

飯倉 三智 「24 人のビリーミリガン」
ダニエル キイス

早川書房

New Books of Habon Library 

“佐々木マキさん”の絵に心惹かれて手にとっ
た本でした。結果として”村上春樹”が好きに
なった、私にとっては大事なきっかけをくれた
本になりました。何をすすめようか迷ったら、
たいていこの本をすすめています。

団地は、生活の中に “シェア” をとり入れる
可能性を沢山持っていると思う。
人が集まる場所だからこそ、やれることが多
いし、新しい生活のカタチができるはず。
都内 23 区でも、使われなくなった団地を目
にする。可能性を広げたいところだと思う。

将棋は、小さい頃におじいちゃんとの時間をシェアす
るための貴重なツールだった。寡黙で、あまり動かない
おじいちゃんとはあまり接点が持てなかったが、将棋
はよくした。おじいちゃんは僕に対しても手をぬかな
く、負けてばかりだったが、終わっておじいちゃんが
勝った時にニカっと笑う顔は今でも覚えている。
今でも将棋は好きで、羽生さんの将棋をYou Tubeで探
しては見ている。

田鍋 圭助 「羽生善治の思考 」
羽生 善治 

ぴあ

「”シェア”な本」ということで、月並みですが
シェアハウスの本をご紹介。
年齢も性別も職業もバラバラな5人が暮らす東
京のアパートの一室。毎日同じ家に帰ってくる
のに、お互いの生活には深入りしない5人。今時
流行のシェアハウスのスタイルとはちょっと
ちがう、「人との関わりって何だろう？」と考え
させられる本です。

梅田 麻友子 「パレード」
吉田 修一
幻冬舎

B級グルメを紹介するだけのマンガです。
読んでいると腹が減ります。

植田 昌基 「めしばな刑事タチバナ」
坂戸 佐兵衛（著）　旅井 とり（イラスト）

徳間書店

アフリカのモザンビークで協会をたちあげ、女
性のための支援をおこなっている栗山さやか
さん。
今まで60カ国以上を旅し途中に立ち寄ったエ
チオピアで体験した医療ボランティアが彼女
の人生を変えました。彼女の壮絶な体験をつ
づったブログをまとめた本です。

池田 真純 「なんにもないけどやってみた」
栗山 さやか 
岩波書店



完済したい」「夫と浮気相手が早
く別れ、相手に天罰が下りますよ
うに」など重い願い事もちらほら。
以前私は友人女性とここを訪れた
ことがあるが、お札を見るうちに
彼女の顔もひきつってしまった。
　そんな彼女も、今度めでたく結
婚するという。この神社のご利益
は本来二つあり、すなわち「悪縁
を切り」「良縁を結ぶ」。きっと彼
女はその後者の方を授かったのだ
ろう。
　ただ、艶やかに湿った彼女の肌
に、私が密かに心惹かれていたこ
ともまた事実。今度は私が、一人
であの神社に詣でる番であろうか
…。

アクセス：京阪「祇園四条」駅から徒歩
10分

連載「京都綺譚」

おわりに

第十六回　安井金比羅宮
今年の梅雨は、雨が少なくありま
せんか？ここでは雨の代わりに、
京都有数の「しっとりとした」神
社をご紹介しようと思う。　
　花街の名残を色濃く残す歓楽
街、祇園。舞妓や芸妓が行き交う
表通りを抜けた妖艶なホテル街の
一角に、その神社はある。名を、「安
井金比羅宮」と言う。境内、本殿
ともに決して大きくはない。その
中でひときわ目を引くのが、体
じゅうに白いお札をまとった不気
味な物体だ。実はこの神社、「縁
切り神社」として知られている。
縁切りを望む無数の参拝者が、願
いをお札にしたため岩に貼り重ね
るうちに、この姿になったという。
さながら人の怨念がつくりだした
獣である。
　お札の内容を見てみよう。「タ
バコとの縁を切りたい」「失恋の
ショックを断ち切り、素敵な人と
結ばれますように」。初めのうち
は笑って見ていられるけれど、「詐
欺師○○との悪縁を切り、借金を

「スカイツリーから見る東京タワー」
　東京スカイツリーが完成してから約
一年。来場者数は 5000 万人を突破し
たそうで、単純に考えればおよそ日本
人の二人に一人はスカイツリーに足を
運んでいて、一日に換算すると約 14
万人が来場している計算。スカイツ
リータウンという名の通り、一つの街
が出来上がった印象で六本木ヒルズが
来場者数 4000 万人というのと比較し
ても、スカイツリーパワーを垣間見る。
　一方、いつもスカイツリーと対で語
られる東京タワー。こちらも相変わら
ずの人気のようで、展望台への来場者
数は 12 年度 243 万人で、11 年度よ
り 2 万人増えたとのこと。スカイツ
リーとセットで展望台に訪れる人が増
えたというのが理由らしく、いわゆる
棚ぼたである。
　東京タワーに上っても普通の展望台
では、隣のに眺める形になってしまい、
高いところにいるという特別感は皆無
であるけど、それでも登る人が多いの
は、スカイツリーが誕生したことで東
京タワーの輝く姿が際立ったからだと
思う。昼は古びてくたびれた感を醸し

出しているが、夜になると一気に輝く。
　曇りの日等、空にかかる雲まで橙色
に染めるほどに輝く。全体がくまなく
ライトアップされた東京タワーは、満
月の月のように自ら輝き、美しい。
　きっとスカイツリーの展望台から見
える夜景の中で、東京タワーが一番美
しいのだと思う。だからセットで登り
たくなってしまうのではないだろう
か。東京タワーに上ってしまうと、そ
こには美しい姿はないのだけれど…。

「未定」
次回のHabon

HabonPaper issue 17
同時発行

HabonPaper issue 16

「雨の予感」

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

甲殻機動隊　ARISE GHOST IN THE SHELL
Movie

新たなシリーズとして劇場版全4部作として展開さ
れることが発表された攻殻機動隊。シリーズ構成・
脚本は、あの私大好きな「天地明察」を書いた冲方丁
さんが担当。これはまずは見てみないと！

田鍋 圭助

LOVE展:アートにみる愛のかたち
Museum

「愛」という壮大なテーマに著名人から新人、古典か
らデジタルが一同に会する展覧会。いわゆる美術の
カテゴリーにとらわれないコレクションはHABON
のカテゴライズに似ている。今まで出会わなかった
新たなアートに会いに行ってみてはいかが？

杤尾 直也

NHK「デザインあ」
Music

日本のトップクリエイター達が制作するNHKの教育
番組『デザインあ』のサウンドトラック。コーネリア
スが音楽を担当しています。「あ」しか言っていない
曲なのに、とっても引き込まれます。子供だけに聞か
せておくのはもったいない！

  　　　　吉田 亮介

杤尾直也　吉田亮介
田鍋圭助
Habonメンバー一同

Staff
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