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Photo by Yoshiaki Watanabe

“冷たい空気”

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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Last monthHABON“次の一手”な本
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冷たい記憶
冷たい身体
森＋家

iPhone Snap
コンビニの未来
Book Review

ぼくのエリ　200歳の少女
今月のおすすめレストラン

連載京都綺譚第十八回
「岩倉実相院」

おわりに
「今年の目標は？」



音 楽「冷たい記憶」
　この言葉から、想起されるのは、冬の
記憶や、水や氷の記憶又は、誰かに冷
たくされた記憶、ではないだろうか。し
かし、ここで取り上げたいのは、氷のレ
コード盤という冷たい記憶媒体、又は
そこに納まっている物理的に冷たい状
態の記憶だ。
　氷のレコード盤は、八木良太という
作家の「VINYL」という作品で登場す
る。通常のレコード盤は、ある1つの楽
曲を再生するためにできている。氷の
レコード盤も、通常の音楽再生からス
タートするが、氷でできているので次
第に溶けていき、二度と同じ音を聞くこ
とはできずやがて楽曲でなくなりノイ
ズとなっていく。氷のレコード盤を聞い
た者は、ノイズになっていく音楽に耳を
傾け、様々な感情を巡らせる。
　現在僕たちは、様々な形で時間をフ
リーズさせ封じ込める手段を持ってい
る。写真、ＣＤ、テレビ、ビデオ、等々、僕
たちは、その記憶された映像や音楽に
よって、悲しんだり、元気になったり、又
は心を温められたりしている。
　氷のレコード盤は、記憶される音楽
でなく、正確で普遍的な情報を得るの
に適している記憶媒体それ自体に、冷
たい温度を持たせ、さらにそれが溶け
ていくということを通して、時間のはか
なさや豊かさを感じさせてくれるという
点において、とても新鮮だ。

　では、僕たちは氷のレコード盤の様
な建築をデザインすることはできるの
だろうか。（建築に限らず、家具でもプ
ロダクトでもなんでもいいが）建築は、
記憶媒体とは反対に、どうしようもなく
時間という要素がこびりついた側面を
持っている。木や石やコンクリートは、
放っておけば劣化して、いやでも時間
の経過がそこに現れてくる。だとする
と、八木良太が作った氷のレコード盤
の様な建築はそこら中にあふれている
ことになってしまう。
　しかし、氷のレコード盤の様な建築
とはきっとそういうものじゃない。氷の
レコード盤の「時間のはかなさや豊か
さを感じさせる」とう部分に注目するな
ら、氷のレコード盤の様な建築というの
は、太陽の上る時間や、沈む時間、春の
暖かな日差しや、秋の夜の涼やかな風
等、その建物が建っている場所の様々
な時間を豊かに感じさせてくれる建物
のことを言うんじゃないか。
そんな建築を見てみたい、いつか造っ
てもみたい。

東京都で建築設計の仕事をやってます。　
Habonを通して、1人では気づかない考えの
種を発見できればなと思います。

山田 匠

ヨ ガ
　ヨガを教えていると、本当に色々
な人々と出会う。職業も年齢も様々
な、普段は接点がない人々が心身の
健康のために集まる場にいると、健
康について相談を受けることは珍し
くない。中でも「冷え」に関する相
談は多く、そのせいか、私が「冷たい」
という言葉から真っ先に連想したの
は「冷え性」についてだった。
　そもそも冷え性って？なんて考え
てみると、手足が冷える「末端冷え性」
や季節を問わず身体が温まらない「低
体温」などが浮かぶのではないだろ
うか。これらの自覚しやすい冷え性
だけではなく、隠れ冷え性の場合も
ある。ストレスや不規則な生活が原
因で、「肩こりや頭痛がひどい」「お
腹をこわしやすい」「体力がなく疲れ
やすい」などの症状が出てくる。顔
がほてりやすい人も要注意。こうし
てざっと挙げるだけでも思い当たる
方が多いのではないだろうか。
　「冷えは万病のもと」なんて言われ
るだけあって、自覚のある冷え性、
隠れ冷え性、どちらも侮れない。冷
えの悩みは尽きず、私自身も生徒さ
んや身近な人に良い改善方法を提案
できるよう、情報収集と実践が欠か
せない。
　少々暗い話になってしまったが、
冷え性について広く認知されたこと

で、心温まる相談を受けることも多
くなった。というのも、最近はご自
身の相談だけでなく身近な人のため
に相談を寄せてくれる方が増えてき
たのだ。それはお母さんのためだっ
たり、旦那さんのためだったり、友
人のためだったりする。
　大事な人のために何かできること
はないかと考えている人の、思いや
りのこもった真剣な顔を見るのがと
ても好きだ。だから私も、寝起きに
白湯を飲むやり方や、毎日湯船に浸
かるなど、取り入れやすいやり方を
提案してみたり、その人に合った運
動や、食生活の改善方法を一緒に考
えてみたりする。そんな会話をして
いると気づけばまわりに人が集まっ
ていて、みんなで誰かの冷え改善に
ついて考えていることも。
　冷え改善はひと筋縄ではいかない。
それでも人々のそんな温かさに触れ
るたびに、なんだって悪いばかりじゃ
ないな、なんて密かに思っている。

ヨガインストラクターと会社員の二足の草鞋
を履いています。

磯 沙緒里

「冷たい身体」
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写 真「今月のiPhone Snap」 写 真

「HIGASHI-YAMA　の厨房、男らしい」 

「富士山発見」

「群馬の音楽センターの壁　いい感じ」

「見上げれば菱形」

「友人の実家のゆず　お裾分け」

「甲府UFO」

by Sumire Morita

by Yoshiaki Watanabe

旅
　昨年の 10月、フィンンランドと
スウェーデンを訪れた。北欧といえ
ば、名だたる建築家やインテリアブ
ランド発祥の地であることから、「モ
ダン」という言葉がまっさきに浮か
ぶ。前衛的でスタイリッシュ。でも
実際に訪れてみると、大きくイメー
ジが覆された。
　フィンランドは、そのほとんどが
森に覆われている。都市を抜けると、
まさにムーミンの世界。そのため、
森が生活に密接に関わっている。都
市に暮らす人であっても、休日の過
ごし方は「森で遊ぶ」ことだ。週末、
街の閑散とした様子を目の当たりに
すると、嘘ではないことがよくわか
る。大人も子どもも関係なく皆が森
に入り、思い思いに時間を過ごすの
だという。
　日本の別荘に似た、サマーハウス
という文化もある。日本のように限
られたひとだけが持つものではな
く、多くのひとが山小屋ならぬ、森
小屋を持っている。森の恵みは国民
みんなのものだという法律に則っ
て、夏になればコケモモなどのベ
リー摘みを楽しみ、水温が 10度に
満たないのに、「夏だから」と黒く
澄んだ湖で水浴びを楽しむ。秋にな
ればキノコ狩りをし、冬になれば自
宅のサウナで温まり、雪の中に飛び

込む自然療法をやってのける。家で
の団らんを誘う白夜の短い夏はもち
ろん、長い冬、一年のほとんどが曇っ
ている気候も相まって、森と家とを
静かに往復する姿は、まさにムーミ
ン（妖精）のような人たちだ。
　アルテックのインテリア、イッタ
ラの食器、マリメッコのファブリッ
ク、みんな家で過ごす時間をより
ハッピーにしたいという試行錯誤か
ら生まれたもの。使いやすく、飽き
がこず、気分を明るくする色合い。
なるほど、世界がモダンだと賞賛す
るものは、「森」と「家」から生ま
れたものだったのか。デザインが生
まれる背景は、やっぱり面白い。そ
こには理由がある。それを探す旅も
また、面白く、止められない。

大阪府出身、出版社勤務。雑誌の編集をごそ
ごやっております。
若手のイレストレーターさんを常に探してい
ます。いい方がいたら教えてください。

橘 真子

「森＋家」
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建築をつくりながら、コ
ミュニティト地域再生に
取り組んでます。HABON
もその一つ。これからもい
ろんなコトをおこしてい
きます。

　七大陸最高峰の最年少登頂記録を樹立した野
口健氏の自伝。今まで自伝というものを読んだこ
とがなかった僕が、この本をきっかけに意識的に
読むようになった。
　オススメしてくれたのは松島さん。その理由は
「著者が自分と同じ年齢のとき、何をやっていた
んだと読み、どんなことを考えていたかを知るこ
とで自分の立ち位置を確認するとともに自分も
頑張らなきゃという気になる」ということだっ
た。あぁなるほど。たしかに自分のマイルストー
ンになる。そうすれば目標がより具体的なものと
なり、それを実行するための行動に移しやすくな
る。そうやっていい循環に持っていくための機会
を与えてくれる。これが僕が松島さんに教えても
らった自伝の使い方。
　ただこの本は普通に読み物としても面白い。野
口氏の破天荒な生き方、挑戦する力、凄まじいま
での精神力。刺激たっぷりの１冊なのです。
一度、皆さんも自伝、特にこの１冊を手に取って
いただきたいものです。

杤尾 直也

「落ちこぼれてエベレスト」　野口 健（著）
-
推薦者：松島 由佳

未 来
　年明けから、仕事の関係でコンビ
ニの将来像、だいたい 2020 年くら
いのコンビニはどんな姿になってい
るかということを考えていた。検討
の前提において、その時期にはグー
グルグラスが一般的になっており、
今のスマホのように利用されてい
る、また Amazon Prime Air や自動
運転技術が発達していて、宅配の一
部は、無人小型ヘリや無人ロボット
に置き換わり、商品がすぐに運ばれ
てくる世界を想像した。さらに、僕
たちの購買動向、位置情報、web 閲
覧履歴といった行動データ、心拍数
や睡眠時間といった健康状態までも
が様々な端末によって収集、分析さ
れて、そのひと個人に合ったレコメ
ンドやサービスが今より格段の精度
をもって提供されている世界を想像
した。
　そんな世界がやってきたとき、コ
ンビニはどんな姿になるのか？僕ら
が出した結論はこうだ。
　「コンビニは、顧客が今欲しい商
品を、いつでもどこでも注文、受取
可能なサービスを提供している」
　時代が激変する 2020 年において
もコンビニは、スーパーやネット専
業の amazon 等、小売他社が持ちえ
ない “お店が近くにある” がことが
強みになる。その強みを生かし、技

術の進化等を踏まえると、そのよう
なサービスをコンビニは提供してい
るのだと考えた。
　例えば仕事で客先から自社のオ
フィスに戻る途中、昼ご飯を食べる
ために、グーグルグラスでお弁当を
検索・注文しようとすると、個人の
趣味趣向を熟知したグーグルグラス
は “その人が今日食べたいと感じる
お弁当” をピンポイントで提示、そ
れを注文するとオフィス近くのコン
ビニで受取時間に合わせてお弁当を
温めておいてもらってそのまま受け
取ることや、更に言えばタクシーで
降りる場所やオフィスまで持ってき
てもらえるようになっているのだ。
　2020 年にここまでサービスが進
展しているかは、今後のお楽しみに
しておくとして、僕はこの仮説を作
りながら感じていたことがあった。
「熱がない」
他社の動きや技術の進展を考慮し、
論理的に積み上げれば、こんな世界
が来ることは正しいと思う。ただそ
れは究極に冷めた目で見つめた世界
のような気がしてならなかった。論
理的に積み上げれば積み上げるほ
ど、“できること” と “すべきこと”
に収れんされ、“やりたいこと” が入
り込む余地がなくなってしまってい
るのだ。

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。

吉田 亮介

「コンビニの未来」
きっとコンビニの世界で将来を本気
で考えている人たちは “できること”
や “すべきこと” を超えて、社会へ
の使命感とか実現したいこととか、
“こうしたい！” という強い思いがあ
るのだと思う。それがないまま、“で
きること” “すべきこと” から積み上
げて考えれば考えるほど、熱のない
冷めた世界が出来上がる…。
仕事をしていて感じた最近の出来事
でした。

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。

　東京R不動産は色んな魅力を持っているが、彼
らに惹かれる一番の理由は“目のつけどころ”がと
んでもなく良いことだ。
　主に賃貸物件を紹介する彼らのサイトには、一
般の不動産ポータルサイトではなかなかお目に
かかれない、一癖ある物件が掲載されている。そ
れは家賃や立地、設備といった検索キーワードで
は引っかからないモノばかりである。そんな物件
を集めてばかりいるので、築年数が経過している
部屋が多いのだが、それを感じさせない、むしろ
それが魅力的にいとおしく感じてしまう、なんて
こともしばしばあるほど。
　そんな彼らが、最近目をつけているのが、団地。
一見無機質で、規則的・画一的、時代遅れの遺構
ですととらえられていた（と思う）団地にスポッ
トライトを当てて、その魅力を存分に伝えようと
してくれるのがこの本。さらに団地の借り方、買
い方まで説明されてあって団地に住むための実
用書そのもの。
　団地に住めば、緑豊かな空間とちょっとした近
所づきあい、そして古い物件だからこそのDIYを
思う存分楽しめるんだろうなあ、それは意外と身
近にあって手に入れられるものなんだと感じさ
せてくれます。みんなで団地に住んで暮らしたら
楽しそう…なんて妄想も膨らみます。

吉田 亮介

「団地に住もう！」　東京 R不動産
第 23回 Habon “シェアの本”
推薦者：岡澤 友広  
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論 説映 画
　”冷たい”というテーマに合わせて、
真っ白な雪に覆われたストックホル
ム郊外の街が舞台の、スウェーデン
産ヴァンパイア映画を紹介したい。
　母親と二人暮らしのオスカーはク
ラスメイトから苛められている。や
り返す勇気のない彼は中庭の木をい
じめっ子に見立てナイフで切りつけ
ることで鬱憤を晴らす日々。そんな
ある日の夜、オスカーはアパートの
中庭で隣りの部屋に越してきた少女
エリと出会う。母性と少女性の同居
したミステリアスな雰囲気を湛える
エリに惹かれていくオスカー。その
頃、街では謎の失踪事件や殺人事件
が発生。やがてオスカーはエリが
ヴァンパイアで一連の事件の犯人で
あることを知る。
　とまあ、ストーリーのさわりはこ
んな感じ。ジャンル映画特有の B級
感や露悪趣味の一切を排し、派手な
特殊効果に頼らない抑制の効いた画
づくりが印象的な本作は、静謐さを
湛えながらもどこか物悲しさと閉塞
感の漂う北欧の街並みにヴァンパイ
アという存在が構造的に内包する”
悲劇性 " を重ね合わせることで詩情
豊かな世界観を作り出すことに成功
しており、画面を静かに埋め尽くす
雪の” 白 " と雪の中に佇むエリとオ
スカーのきめ細かな肌の” 白 "、そこ

に飛び散る鮮血の” 赤” は恐ろしく
鮮やかで文学的だ。
　一方で、ホラー映画としてのサー
ビス精神も決して忘れていないとこ
ろがこの映画の小憎いところで、や
り過ぎずそれでいて抜かりのないゴ
ア描写に加え、殺気立つ猫たちや炎
に包まれる女など古典的なジャンル
マナーも実に的確に押さえている。
特に”ヴァンパイアは家人に招かれな
いと部屋へ入れない”というマイナー
設定を物語に取り込む手際は実に見
事で、エリに対するオスカーの心情
の変化と幼さ故の残酷さを見事なま
でに生々しく切り取ったふたりのや
りとりには何度観ても胸が締めつけ
られる。原作からの改変もまた巧み
で、エリと暮らし、彼女のために人
間の血を集める中年男ホーカンのペ
ドフィリア設定を意図的に削ること
で、犯行に失敗した彼がエリに捜査
の手が及ばぬよう自ら硫酸で顔を焼
くシーンは、エリと出会い、恋に落
ち、彼女に人生を捧げることを選ん
だ男のあまりに切な過ぎる末路が観
る者の胸を強く打つ。
　そして、なんと言っても本作の最
大の魅力はラストカットの後に広が
る深い余韻だ。無音の水中に切断さ
れた頭部と腕が舞うあの美しいプー
ルでの殺戮シーンから俯瞰ショット

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

食 事「今月のオススメレストラン」

「Junkadelic」 「ビーフキッチン」 「驀仙坊（ばくざんぼう）」

by Keisuke Tanabe

「ぼくのエリ 200歳の少女」
を挟んで画面が切り替わると、ひと
気のない電車の窓際に腰掛け車窓を
眺めるオスカーの姿が映し出され
る。傍には大きなスーツケース。「ト
ントン、ツー、トントントン」時折
中から聞こえるのはオスカーがエリ
に教えたモールス信号だ。頬を緩め
スーツケースをそっと指でなぞるオ
スカー。そう、彼はエリとともに街
を去ることを選んだのだ。一見ハッ
ピーエンドに見えるこのラストカッ
トが暗示する、これからふたりを待
ち受けているであろう未来にハッと

したところで画面は暗転。不老不死
のエリとともに生きていくことを決
めたオスカーは 30年 , 40 年後、第
2のホーカンになるのだろうか。エ
ンドクレジットを眺めながら込み上
げる何とも言えぬ余韻を是非味わっ
ていただきたい。

　中目黒商店街をいき、突き当たりを右にすぐ。
メキシコ料理！雰囲気も雑多だけどアットホームな
感じがいい。料理もビールによくあう。ついつい食
べ過ぎてしまうお店！テイクアウトもあるよ。

　オシャレな店内の焼き肉屋さん。中目黒商店街の
真ん中位に位置する地下のお店。地下だけど、天井
高く、店内も開放感のあるつくり。焼き肉激戦区中
目黒にあって、その中でも美味しく費用も手頃。

　おそば屋さん。お蕎の種類も多く、サイドメニュー
も揃えていて、お酒が飲みたくなる。イタリアンや
焼き肉など多い中目黒の中で貴重なお店。
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“自らのした行動が何かにつながっている” 自
分が寄付をしたセーターをアフリカで着てい
る男の子と出会い、そのことを実感した筆者
の自叙伝。一歩を踏み出し、自分で道を切り
拓くことの大切さ、素晴らしさを教えてくれ
る本です。

松島 由佳 「ブルーセーター」
ジャクリーン ノヴォグラッツ ( 著 )　北村 陽子 ( 翻訳 )

英治出版

28歳、MIT教授、数学とプログラムをバックグ
ラウンドに斬新なアートを発信するスプツニ
子！彼女がどのように育ってきたか。どのよう
にアーティストの道を志すことになったか。こ
の本を読んでパワーをもらって下さい！！

花ヶ崎 恵美加 「はみだす力」
スプツニ子 ! 

宝島社

本全国の山々を踏破した深田久弥氏の山岳紀
行文集です。普段パラパラとめくって、まだ
行ったことのない山に思いを馳せ、次に登る山
を決める参考にしています。単に標高の高い山
だけでなく、近場で親しまれている山も百名山
に選ばれていたりするので、気軽に手にとって
見てください。

高橋 脩 「日本百名山」
深田 久弥
新潮社

橘 真子 「近代美術史テキスト」
中ザワヒデキ
トムズボックス

梅田 麻友子 「７月２４日通り」
吉田 修一
新潮社

第25回は「次の一手」をテーマにHabonな人たちの オススメの
本を集めました。 久し振りのHabonみんなでワイワイ、面白い
本を集めて、シェアしました。今回は秋の夜長Habon!というこ
とで、土曜日ですし、じっくりのんびりやりました。
主催者野我々が節目を迎えてたり、次のステージに進もうとし
ていたり…ということで、「次の一手」としました。次の一手を決
めるきっかけになった本かもしれないし、次の時代を論じてい
る本かもしれないし、将棋の本かもしれない等々、捉え方は様々
ですが、それぞれ「次の一手」て閃いたオススメの本をシェアし
てもらいました。
次の一手を考えるための本、ぜひお楽しみください。

美術の歴史は、「次の一手」＆「リセット」で作ら
れました。その流れが30分で分かる本です。読
めば一気に美術ツウに。

タイトルや目次の小見出しがまず興味を引く
この小説。どこにでもいる控えめで、ちょっ
と夢見がちな OL の小百合が色々なことにコ
ンプレックスを抱えながらもひたむきに生き
ていく姿に人間らしさを感じます。クリスマ
ス前に読みたい、ほっこりできる恋愛小説で
す。

日常生活、普段の自分に嫌気が差して家出をする子供
達の物語です。ただ家を出る、のではなくてメトロポリ
タン美術館で生活をします。美術館で生活、ある秘密を
追求することで、自分が抱えていたもやもやしたもの
の原因を見つけ出すことができます。児童文学ですが、
奥が深いフトーリーです。

森田 寿美礼 「クローディアの秘密」
E.L. カニグズバーグ ( 著 )　 松永 ふみ子 ( 翻訳 )

岩波書店 

字通り命を削りながらひたすらに名人位を目
指し続け29歳で夭折した天才棋士 村山聖の壮
絶な人生。読み進めるほどに、まるで二次元か
ら飛び出してきたような村山の生き様を愛さ
ずにはいられない。

岡崎 翔太 「聖の青春」
大崎 善生
講談社

この本は、劇作家　野田秀樹の最新（おそらく）
戯曲集です。どの作品もタイトルから内容を予
想することができず、読むと衝撃をうけます。
次の一手（新作はいったいどんな手で観客に彼
の思想をつたえてくるのか）が待ちきれませ
ん。

小野間 萌 「21 世紀を信じてみる戯曲集」
野田 秀樹
新潮社

New Books in 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
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蟻はどうやって餌場を他のありに伝えるの
か！？空中を飛ぶ蜂は？最初の少ない個体が
多くの個体に影響を与えているシンプルな
ルールが解き明かされます。そのルールをしる
ことで次の一手を差ししめる人になるかもし
れないし、集団に影響されずに自分の道を進む
指針になったりもするかも！？

田鍋 圭助 「群れはなぜ同じ方向を目指すのか ?」
レン・フィッシャー ( 著 )　松浦俊輔 ( 翻訳 )

白揚社

高野 哲成 「STEAL LIKE AN ARTIST」
オースティン クレオン ( 著 )　千葉 敏生 ( 翻訳 )

実務教育出版

渡邊 吉晃 「スープ教本」
坂田 阿希子

東京書籍

これからの自分の働き方を考えたとき、１つの
理想があった。一緒の会社にいるわけではな
く、１人１人が独立して自由に動きながらも
くっついたりはなれたり、できる集落のような
もの。それを15年も前に考えていた人々の話。
理想です。

杤尾 直也 「ようこそようこそ はじまりのデザイン」
graf

学芸出版社

これから、新しいことを始めようとする時、集
中して何かに向き合うことはとても重要。その
トレーニングとして、座禅に代表される禅の作
法はとても効果的、次の一手を打つタイミング
だからこそ、生活の中に、禅を取り入れるいい
タイミング。

山田 匠 「暮らしの中に生かす 禅の作法」
永井 宗直

学研パブリッシング

（本屋で面置きされている本をオススメするの
もおこがましいのですが・・・）クリエイティ
ブになりたいと思う人の為に書かれた本で、自
分が無意識に踏んでいるブレーキや、ダメだと
わかっているけど止められない習慣に気づか
せてくれます。そして、全ての章が簡潔に書か
れていて、上がった熱量が本に吸収される前に
行動に移せます。オススメ！（笑）

食べることは生きること。毎日の生活を丁寧
に過ごしたいと思うようになった近頃。まず
は簡単に栄養のある美味しいものから始めよ
うと思う。100 種類のレシピ。

表紙からは想像できませんが、水草水槽という
ジャンルを紹介した本です。
著者がこの水草水槽にハマり、作品を作り上げ
ていく過程を追体験できます。読み終わった後
には一気に水草水槽の美しい世界に心を奪わ
れること間違いなし。何か新しい趣味を探して
いる人にオススメです。

吉田 亮介 「部屋へ！ 」
タナカカツキ

パルコ

70年代に出された小説で当時実際にあった
霧ヶ峰に有料道路を建設するという長野県と、
それに反対する市民団体の戦いを描いたもの。
新田次郎の悔しさと、次の世代に込められた想
いがあつく、自然に対して次の一手を考えさせ
られる。

藤木 俊大 「霧の子孫たち」
新田 次郎
文藝春秋

ラスベガスで16歳の少年がカジノから飛び降
り自殺をした事件を取り上げ、あるエッセイス
トが寄稿しようとした記事が、事実関係が正確
性を欠くということで雑誌社にはねられたこ
とから生まれた本。たった1本の記事をめぐっ
て、筆者とチェッカーとの事実検証の応酬が隙
間なく延々と繰り広げられる。ノンフィクショ
ンにとって事実とは何なのかを問う意欲作。

山川 早霧 「The Lifespan of a Fact」
John D'Agata

W W Norton & Co Inc



息を呑んだ。紅葉の折には床も赤
く染まるそうで、今の時期ならし
んしんと降る雪を映し出すであろ
うか。私はその光景をじっと眺め
ていたいと思う。でも住職はお座
布団を貸してくれるかしら、それ
とも「心を無にせよ」とおっしゃ
るか。
　ところで実相院を思うと、私は
少し冷や汗をかく。一緒に行った
相手との有耶無耶な関係を思い起
こすからである。「これじゃ心を
無になんて、とてもできんわな」
―苦笑いひとつ、私は酒を飲み干
した。そろそろ原稿を送信し、暖
かい寝床に入るとしよう。

連載「京都綺譚」

おわりに

第十八回　「岩倉実相院」
　私が原稿に着手した今、既に「ハ
ボン」の二日前である。編集部か
ら忘れられ、つい最近まで執筆依
頼が来なかったのだ。「随分冷た
い仕打ちだな」とぼやきながら私
は考える。机には毎夜の友となっ
ている冷酒。スピーカーからは、
ゆらゆら帝国の怪曲「冷たいギフ
ト」が流れてきた。
　さて。京都で冷たいのは、何よ
り寺の床である。夏はひんやりと
心地よいが、冬には強烈な底冷え
となって我々を刺す。その冷たさ
だけでも、仏の道の厳しさがわか
る気がする。
　大覚寺の諸堂を巡る長大な廊
下、借景庭園に至る圓通寺の縁側
などを私は思い浮かべる。その中
でも特徴的な床として、岩倉実相
院客殿のそれが挙げられる。ここ
の床は漆で磨きこまれ、つやつや
と黒光りしている。私が訪れたの
は夏の日の夕暮れ時だったか、庭
の緑を映しこんだその美しさには

「未定」
次回のHabon

HabonPaper issue 19
同時発行

開催日：未定

HabonPaper issue 18

「冷たい空気」

京都大学助教。「都市の様相」に関する
研究を展開している。

アクセス：京都駅からは、地下鉄の終点「国
際会館前」よりバスで 15 分程度。
※紹介した床は撮影が禁じられているた
め、庭園の写真でご勘弁を。

北 雄介
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「今年の目標は？」
　今さらですが、明けましておめでと
うございます。2014 年最初の号が無
事に発刊されました。
新年といえば、みなさんは年初に目標
を立てるのでしょうか？僕は、仕事か
ら日常のことまで何個か目標を立てて
います。ここで披露するのは恥ずかし
いのですが、話のネタに紹介すると、
例えばダイエット。これは去年体重が
4 ㎏くらい増えたことを反省し、6 月
までに元の体重に戻すことを心に決
め、毎日体重計に乗ること、週 2 回の
ランニングを自分に課しました。他に
は英語。これは毎年常連ですが、一向
に上達しないので、今年は英語を趣味
化することを目標に、毎日通勤時間を
使ってリスニングをすることに。そも
そも目標なのかって話もありますが、
要は音楽を聴くのをやめただけ。それ
ともう一つは、facebook。やっぱ今の
時代、自分からいろいろ発信しないと
ダメだよね。自分自身がメディアにな
らないとね、なんて考え、facebook を
週の半分くらい更新することを課しま
した。

…で、一か月経った今の状況はという
と、かろうじて続いているのは英語だ
け。ダイエットも facebook も全く続
いておりません。ダイエットに至って
は、寒くて一度もランニングしなかっ
たくらい。“継続は力なり” 以前の問題。
目標を立てて満足するという、自分に
甘い典型的なダメ社会人丸出しであり
ます…。
とまあ、そんな感じなのですが、年明
けから自分のダメさを話したかったわ
けではありません。年初に掲げた取り
組みは続かなくとも。HABON は今年
も続いている、ということを話した
かったのです。
そんな人間が運営していても、毎回参
加してくれる方たちや、運する仲間が
いるからこそ HABON は今年も開催さ
れたのだと思います。環境が変わり、
HABON を開催するペースや、やり方
は少しずつ変わっていくかもしれませ
んが、今年もゆるく続けようと考えて
います。
そんな HABON、今年もどうぞよろし
くお願いします。

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 3info

文化庁メディア芸術祭
Festival

2月5日～2月16日まで開催。毎年可能な限り見に行
こうとしている。数年前にここで紹介されていた、地
面にプロジェクターでボールを写し、それを足では
じくとちゃんとその通り動くものが、すでにフィッ
トネスジムで商品化されていて驚いた。

田鍋圭助

新宿グランベルホテル
Hotel

アートに囲まれた空間で泊まりたい。という想いを
モッ tコトはないだろうか。昨年末、新宿にそんな夢
をかなえるホテルがオープンした。アジアのネクス
トアーティスに出会える場として楽しい時間を提供
してくれます。ちなみに、設計担当しました。

杤尾直也

CANAL CAFE
Place

飯田橋駅西口の改札を出て坂を下った左手にあるカ
フェ。狭い土地にいろんな建物がひしめき合う東京
で、ここだけすっぽりと空いた空間。これが何とも気
持ち良い。奥行きのある景色を楽しむには、夜よりも
昼がオススメです。
大学時代、ここで告白すると必ず成功するという都
市伝説もあったりなかったり。

  　　　　吉田 亮介
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