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うものだけでなく、歌を聞くものもまた未来を紡ぎ出す
ことをしない。成り行きで男と女が結び付き、成り行き
で子供が生まれ、成り行きで育って行くだけなのだ。歌
に託されるのはそうした私小説の未来だけであって、そ
うした私小説を成り立たせる環境を歌うような、健全で
幸福な人々の暮らしにとって妨げになるような歌はこの
国では売れない。「いじめ」はカッコでくくられて世間
話で片付けられてしまい、それが子供のことではなく、
この国を作っている根本原理であり、気付かずに口にす
る恋歌に、やがて生まれてくる子供が仲間から受けるい
じめの出発点があることも「しゃあない」と諦めること
しか許されていない。

戦後の経済成長は「成り行きであった。」と考えると面
白い。東大の伊藤元重教授によるとそうした「成り行き」
の元は昭和１５年ごろの戦時統制経済に起源があるとい
う。関東軍の独断専行が成り行きで太平洋戦争になった
ように、大蔵省の経済復興における独断専行が成り行き
でバブル経済まで日本を引っぱってきたのだそうだ。こ
の国では「未来」の変わりに「成り行き」が人々の暮ら
しを形作っていると考えると、誰もが未来について真剣
に考えないのも納得が行く。大正１４年、わが国の都市
計画がまだ若く、「成り行き」に支配されることの少な
かった頃に作られた、浜松の最初の都市計画では「所謂
百年ノ計ヲ樹ツルニ於テ誤ナキヲ」と書かれているが、
この頃では１０年間程度の計画を「長期計画」と呼ぶこ
とが多いようだ。「成り行き」で何とか予測できるのは
そのぐらいが限度であり、それ以上は「未来」を考える
作業になるからであろう。

朝日シンブンの評を見て、桑田くんの新しいアルバムを
買ってきた。なかなかヨイ。１０年以上もわが国の音楽
産業に「年期奉公」をやってきた彼ならでは、「オレは
不良ダ。」と胸を張れる。著作件協会とやら称し、世の
ガキどもを不良化から防ぐという大義名分で高給を食
む、天下り役人の５人や１０人は食わせている彼である
から、正面からタンカを切れるのだ。ロックンローラー
というのは元々が不良であるはずなのに、この国で「中
年ロッカー」に出世できるのは彼くらいなのか。この国
で「未来」を考えるのは孤独な作業なのだ。

妻も気に入って、友達に推薦している。「テープに入れ
て。」「相変わらず、何言ってんだか判らないのに、歌詞
カードがゼロックスできないようになってるから、買え
ば。」３, ０００円は高い。著作件協会の天下り役人の給
料も入っていると思うと余計に腹が立つ。そうだ、そう
だ、もっと怒れ。「歳相応になったのかなあ。」「ガキの
顔を見て、『ウチのとうちゃんは不良ロッカーです。』と
ガキに言わせる決心をしたんだよ。」

桑田くーん、十数年前、妻恋のコンサートで一曲終わっ
た場内静粛時、「桑田くーん」とやった幼稚園児は高校
生になり、馬鹿テレビ見つつ、下らん流行歌をギターで
コピーし、間抜けな声を上げておるよ。まったく親の不
徳の致すところ。

今月の本 　　　　　　　　　　　　古山恵一郎

ポートランドに大きな本屋があったぞ、と言ったら、札
幌の永田くんが「本郷の泰雲堂も面白いよ。」と教えて
くれたので、こんど行ってみよう。ポートランドの本屋
はポウェルという店で、１０年ほど前にボストンから
やってきた若者が始めた店だそうだ。ダウンタウンの古
い木造の建物のひと隅から始まって今では２階建ての
１００m 角程のブロック全体がつながっている。アメ
リカには図書の再販売制度など無いらしいので、新本に
古本が混じっている。地方都市の発展史に興味があるの
でそんなところを中心に２日掛かりでうろついてみた。
１９４１年初版の「ポートエンジェルスの歴史」は３ド
ル５０セントだった。良く探すと同じ様な体裁で「ポー
トタウンゼント商工会議所刊」などとしたものが見つ
かった。後で立ち寄ったキャマスというところでは、「街
の歴史は確か商工会にあるはずだ」、と言われて、行っ
てみると品切れで、図書館に行ったらやはり同じ作りの
小冊子が出てきた。１８９９年刊の「ポートミステリー
の米粉工場」というのはまだ開いて無いが、１９００年
前後のアラスカ周辺の鮭工場の親方の自叙伝は、いわゆ
る歴史の教科書などに比べて、はるかに時代の雰囲気を
感じ取ることができて面白い。建築書の棚にはちゃんと
R. VEnturi の"Learning from Las Vegas"が置いてあった。
そして同じ棚に茶色でやや大判の "SHELTER" という本
を発見した私は、思わず声を上げてしまった。

１９７０年頃の既存文明に意義申し立てをするバー
クレーあたりの若者たちが "THE WHOLE EARTH 
CATALOG" という冊子を作って、結構話題になった
ことがあった。その建築、都市計画系の分冊がこの 
"SHELTER" なる本なのだ。「君と僕が家族を作り、街を
作り、やがてそれが国にる。」という過程を、建物の面
から全て手作りで出来ないだろうか、そのためにはどん
な知識が必要だろう、という発想で作られた "SHELTER" 
の表紙にはパオらしき天幕の下に集う人々が描かれてい
る。扉を開くと天地の始まりに狐がただ一人、「何をし
たら良いだろう。そうだ、誰かに出会いたい。」と歌う
話（何となくネイティブ・アメリカンの昔話に出てきそ
うだ。）が紹介されている。僕達のところへ最初これを
持ち込んだのも永田くんであり、それに夢中になった数
人はそれから手作り住宅という分野にのめり込んで行っ
た。あちらこちらひっくり返したおかげで、とうとうバ
ラバラになってしまった "SHELTER" は僕のもっている
本の中でもボロ本の筆頭だ。

あれから２０年、「情報革命」とやらでずいぶん世の中
も変わったように言われるが、実は日本という国はちっ
とも変わっていないのではないかという思いに囚われる
ことがある。「知らしむべからず、依らしむべし」として、

「お上」が「国を形作って」いるところは３００年前と
何ら変わっていない。情報は常に雨のように上から降っ
てくる。というのがこの国の形なのだ。そしてその情報
の元として君臨するはずの為政者の元に、実はなに
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も頼りになる情報はない、という実態をさらけ出したの
が関西大震災だった。役人は責任をとらない。進退極ま
ると公共事業関連企業に天下り、元の職場の後輩にご用
聞きにまわるというのが役人お責任のとり方だ。「全国
総合開発計画」「新全国総合開発計画」「第三次全国総合
開発計画」「第四次全国総合開発計画」の全てに、何ら
かの形で首都機能の地方分散が謳われている。それにも
かかわらず、東京への一局集中が進んでいるのは、計画
策定と公共事業の実施に関わった役人たちの「責任では
ない」。その結果次回の関東大震災では数十万人の死者
が出るだろうが、それも今あるような日本という「国を
形作った」行政機構の「責任ではない」。そうした、ト
ム・クランシーの言い回しなら "CLEAR AND PRESENT 
DANGER" に対し、「知らしむべからず、依らしむべし」、
として為す術を持たない庶民には未来に希望が持てな
い。後から来た設備近代化と、下請け企業の低賃金で世
界一になった自動車産業も息切れである。自給自足で数
百年を過ごした挙句、輸出だけの開国では世界の嫌われ
ものだ。かくて無気力感が広がって行く。

ポートランドでは覗いて見なかったコンピュータ書籍
の棚を浜松で覗いて見たら、"THE INTERNET YELLOW 
PAGES" と言う本の訳本が目に止まった。なかなか面白
い。昨年から急に日本でも話題になっているインター
ネットの案内の一種なのだが、先端技術の解説としてで
はなく、「情報流通って一体何だろう」、と考える上で、
軽いショックを感じることが出来る。買わなくてもよい
から、本屋で見かけたら、めくってみていただきい。ア
メリカという国が「知らしむべからず、依らしむべし」
ではなく、手作りの情報で形作られた国であり、インター
ネットに参加する人々が、「自分たちが国を作っている
のだ」。という自覚を持っていることが感じられる本だ。
２０年前の "THE WHOLE EARTH CATALOG" には、確か
"ACCESS TO TOOLS" と書かれていたように思う。手作
りで国を作り、地球を作るための道具として情報を集め
る、というのが "THE WHOLE EARTH CATALOG" の目的
であった。あのとき僕達が "SHELTER" に熱中したのは

「君と僕が家族を作り、街を作り、やがてそれが国にな
る」という具合に、手作りで国を作れるんだ。という発
想に魅せられてだった様に思う。そしてどうやら現在の
インターネットにも同じ発想が続いているらしいのだ。
３００年前と同じ「お上」のある限り、「情報化技術で
わが国は米国に勝てない」というのもどうやらこのあた
りだろう。

（こやまけいいちろう／ ASK Inc. ／浜松）

ある有閑マダムの秘かな楽しみ　永田

温子

Ｉさんは北海道はＳ市で羊を飼っています。エゾヤマザ
クラの花のころに大騒ぎでその毛を刈って、ゆるゆる
洗って、紡いだり、フェルトにしたりして、いろんなも
のを作っています。やたらと手間暇かかって、『有閑マ
ダムじゃないとできないなあー』といいながらも、外回
りの草 --- イタリアンやオーチャード、クローバー、シ
ダ類、たんぽぽ、おおばこ、いたどり、ササ、タラ、ア
ザミ、ヨモギ、アカソ、ヌスビトハギ、ヤマブドウなど、
要するに何でも --- が羊の身体を通って、ついには何ら
かの形あるものに変化してしまうことに満足で、なおか
つ毛の可能性が一生かけても追いつくせないほど、奥深
く、幅広く、これは手放すことのできない楽しみや喜び
になってしまっています。できあっがたものには、たま
に人からほしいと言われても、なかなか値が付けられま
せん。製品としてのできばえもさることながら、” 売る”
というようなことを考えると、そうでなくても時間のか
かる手作業になお一層の精度が気になって、きっととん
でもない時間単価になってしまい、とても買う人はいな
いでしょう。
そこで、有閑マダムとはいっても、お金に縁のないその
マダムは秘かに妙案を実行しているのです。まず、長い
冬の期間、2 週に 1 度、雪のない有機農家から緑の野菜
が届きます。代わりにこの間、おすすめのセーターを数
枚届け返します。丹精込めて作った野菜に、内心、市場
価格を付けられたくないと思っている農家の女主人と何
だかぴったり志向が合っているようです。
また、短いけれども必ず来る春夏のためのシャツやブラ
ウスなどは、デザインをお互いにあれこれ言いつつ、セー
ターと交換してもらっています。その、キャリアの仕立
屋さんとはツーカーらしいのです。そして、こどもの絵
画の先生には、編み上げたセーターや織ったスカートを
贈ります。それに見合う感じの回数だけ来てもらえるの
です。だから、多忙などでものができない月は来てもら
えないなんてこともあるでしょうが、そこは親としての
マダムが代行してこどもの面倒をみています。
だいたいこんな方法で、この有閑マダムは近い将来、庭
にオリーブやみかんの生えている人、ドラムをたたく人、
器をやく人、古本屋さん、温泉宿の女主人などなどとも
とつながっていきたいと考えているということです。さ
さやかな楽しみがスッゴイ楽しみになったりするかもし
れませんね。つながりたい方がいらしたら、ぜひご紹介
ください。お伝えします。また、そうこうしているうち
に、ふっと気が付いてしまって、『しまった！』と思っ
ていることもあるらしく、今は、早く雪がとけてほしい、
早く羊たちを草はらへ出したい、早くふかふかのベッド
にしてあげたいとあせったりしているともいいます。ま
ずつながるべきは羊。もっと家族のように！もっと大切
な友人のように！ということでしょう、きっと。羊との
交信、秘かな楽しみの一番はここに ....。

（ながたはるこ／小別沢・山羊 2 クラブ／札幌）
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山羊を食べる　　　　　　　　　片桐つくね

あこがれてやっと住むことができた北海道だが、冬にな
ると暖かい海の国に浮気心がむずむずする。そんなわけ
で私は先の年末年始を南の島で過ごし、幸運なことに、
生きた山羊を食べちゃうまで、を見ることができた。
その島では山羊は特別な食べ物である。家庭料理でも日
常料理でもなく、特別な日、それも皆が集まるような棟
上げの日、生年祝、歓送迎会、そして選挙の季節 (?) に
親戚、隣近所にふるまう、スタミナ付けと分け合って食
べること、共食、を楽しむためのご馳走である。ふつう
は屠殺から調理を含めて全て男性が行い女性は山羊料理
作りには関わらない。
山羊は道端の草やサトウキビ、芋等の葉だけで飼う。濃
厚試料や穀を与えると山羊に脂ばかりついて臭くなるそ
うだ。雄の山羊は去勢しない。
屠殺する場合はまず足を縛りトラックの荷台に横に寝か
せて体の上にコンパネを載せる。金槌で眉間をたたいて
失神させた後、コンパネの上に人が乗って横たわる山羊
を押さえ、万が一鳴き声をたてないように口も押さえる。
顎のえらのちょっと下を幅 3cm 深さ 5cm ぐらい柳刃包
丁で斬る。この部分であれば血液は飛び散らず静かに流
れ落ち、山羊汁や炒め物のだし用にきれいに回収するこ
とができる。
放血後の山羊は解体のために海へ運ぶ。毛を除くため、
磯でガスバーナーを使い皮が焼ききれる直前まで表面を
焼く。この作業は昔は薪を使ってやっていたそうである。
真っ黒になった山羊の角と蹄の外側の堅い部分を取り除
き、竹箒で焦げ残った毛を大雑把に掃き落とす。海水
に漬けながらステンレスの束子で表面をこすり流すと、
真っ白な皮が表れる。頭と陰部を落とした後、鎌で胸骨
を開き気管食道から直腸の部分まで内蔵を傷つけないよ
うに外してから、体の内部を海水で十分洗う。海水で洗
うと水洗よりも山羊の身が締まり、味と保ちが増すそう
だ。頭は手斧で割って、だしとなる吻の部分と、肉のと
れる頬、脳の部分に分ける。陰部の内精巣以外は食用に
せず捨てる。全身の剥皮はせず、腹の部分の皮、肢を体
躯から外す。この皮は刺身となる。また骨も、だしとな
るので付けたままにしておく。内蔵は肺、心、肝、脾、
腎、膵、第一胃二胃四胃、大網を使い、細かい構造のた
め食物の残渣を洗いにくい第三胃と腸間は捨てる。肺、
心、肝は細かく開いて中の血合いその他を海水で洗い流
す。胃袋は中身を洗い流し他の物と分けておく。臭いが
きついため、おからをまぶしてゆでこぼしてから使うな
ど別の処理が必要なためである。全ての内蔵は洗いなが
ら変質しているところがないか確認し、悪い部分は捨て
る。こうして海や海岸を汚さず－血液は十分回収されて
いるのでほとんど流れない、捨てられた物は海の生物の
食料となる－海の自浄作用の範囲の中で 1 頭の生きた山
羊がバラバラになるまで約 1 時間半。こうして屠殺解体
した山羊は新鮮な内に食べるのが原則。日を置いたり凍
らせたりすると味が格段に落ちるそうだ。
と、いうわけでその日の私の酒の肴は山羊料理だった。

山羊汁は細かく砕いた血合い、皮以外の全ての内蔵、骨
随が出るように割った骨付きの肉に、山羊の臭いと脂と
そして血圧を上げる効果を和らげるため野草のさくな

（長命草；ボタンボウフウ）を薬味としてたっぷり加え、
少々の塩で味を整えてある。好みでおろし生姜を加える
が、それぞれの具から出る旨味が生きた透明なシンプル
なもので、さくなのほろ苦さも相まって香り高く元気が
湧いてくるようなおいしさ。皮の刺身はこりこりしてほ
のかな磯の香りが愉しく、フィレの部分の肉の刺身は赤
く柔らかくあっさりしていて唇を食べているような、な
かなかえっちなかんじで、両方を一時に堪能できる皮付
きロース肉の刺身もある。精巣の刺身は、全く保存が利
かないので島の人たちもなかなか口にできない貴重品
で、牡蛎のような帆立のようなそれでいてそれらの貝の
ような生臭さが全くなく、冷たく冴え冴えとした、口の
中で溶けていく真珠を食べているような ...........。相席の
おじさんから教わった、島酒に氷を入れて冷たい牛乳で
割るアイスクリームのようなアルコールのグラスを重ね
ながらその日の夜は更けていたのだった。
翌日、朝からなんだか具合が悪い。二日酔いにしては頭
はすっきりしているのに、胸より上にこみ上げてくる物
がある。結局その日はあまり食欲がなく早々に床につい
た。その次の日には元気が復活し、いったい何だったん
だろうとよくよく島の人に訊ねてみれば、山羊の脂が胃
の中で固まってしまうので、山羊汁を食べるときは冷た
い物を一緒に呑んではいけないとのこと。そういえばあ
の日、山羊汁を食べてた人はみんな島酒のお湯割りだっ
たし、あのおじさん、牛乳割りは呑んでたけど、刺身し
か食べてなかったな。

おまけ
日本の国のと畜場法第九条ではいくつかの例外を除いて

「何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目
的で獣畜をと殺してはならない～解体してはならない。」
と定められていて、この規則に違反すると、「三年以下
の懲役又は五年以下の罰金に処」せられることになって
います。今までの話は暖かい海の国のお話です。自家用
と殺を含むいくつかの例外、については次の機会に説明
するとして、道端の山羊が美味しそうだからって、真似
してやってはダメだよ～ん！

（？かたぎり？つくね？／獣医師／札幌）



5

星座のたしなみ　４

しし・かに・うみへび　　森　雅之

この冬、「冬の大三角」は見つける事ができたでしょうか。
今回は、その「大三角」を使って、春の星座を３つおぼ
えましょう。　　　　　
①大三角の上辺の２つの星（ペテルギウスとプロキオン）
を結び、東へのばしてゆくと、明るい星がみえます。こ
れが「しし」のα、レグルスです。この星から続く「？」
を逆にした形。これが「ししの大がま」とよばれる、し
し座の頭部です。
②プロキオンとレグルスを結んだ線のほぼ中間、その上
の方にぼんやりした雲のようなものが見えます。これが

「かに」座のプレセペ星団。街では見つけにくいと思い
ますが、双眼鏡で見ると、きれいな散開星団が見えます。

（見つけられない人は、あのあたりだなあ、と思っても

良しとしましょう。）
③同じくプロキオン、レグルス線の中間、こんどは下（つ
まりかに座の下です。）、小さな星のかたまりが「つ」の
字に並んでます。これが「うみへび」の頭部。くねくね
と長く、これもちょっと見つけにくい星座ですが、頭を
見つければ、ＯＫとしましょう。
④さて現在、図の位置に、ひときわ明るい赤い星が見え
ます。これが火星。今、地球に小接近中で、いつもより
明るく見えます。（大接近は 2003 年）惑星は、恒星（星
座をつくる星）と違い、自分で光を出さないので、チカ
チカと瞬きません。夜空に、妙に明るい、瞬かない星を
見つけたら、それは惑星だと思ってまちがいないと思い
ます。

今回は、都会ではちょっと見つけにくい星座かもしれま
せんが、星のよく見える夜、ためしてみて下さい。

（もりまさゆき／漫画家／札幌）

オイリュトミー／織と素描　
加納栄利子

1995 年 5 月 7 日から 21 日まで全国 8 ケ所でオイリュ
トミー公演と同時開催二人展 --- 織と素描 --- を行ない
ます。ルドルフ・シュタイナーの思想に出逢い、スイ
ス、ドイツで学び、現在も学びを深めつつ、ささやかに
実践をしている者達が、今回一つの空間を各地でもつこ
とになりました。瞬時に流れ去る舞台芸術と作品として
そこにとどまる色と形。この” 動” と” 靜” が同じ場所、
同じ時間に表現される時にどのように受けとめられるの
か。私たちの今回の催しは一つにはこのような質をもっ
ています。いいかえれば、オイリュトミーは言葉や音楽
の持っている根源的な力（動き、形成力）そのものに意
識的に働きかけ、物質化し言葉や音楽を再び空間へと解
放する” 動” の芸術です。一方、大地から生成された中
に形を与えられた染め、織り（天然染料、天然素材）、

自然界の働きを平面に定着させようとする素描（フォル
メン線描）は” 静” の芸術です。しかしどちらも内的に
は逆の働きも一方にもっています。
ここに共通しているのは” 存在” しているものの表現で、
違いはその表現のしかたです。” 動” 的なもの”、静” 的
なものという自分の中での慣れがありますが、それをこ
えて自然界のダイナミックスを表現できるか、私達の力
がためされることと思います。全てはじめてのこころみ
ですし、有機的につながっていける空間をめざして行き
たいです。ぜひ観に来て下さい。

（かのうえりこ／織／川崎市）

■ 5 ／ 9 大阪、5 ／ 9 横浜、5 ／ 19 名古屋、5 ／ 20 東京、5 ／ 21 埼玉公演があります。（問）☎ 044-433-6676

■ 5 月 12 日 7 時開演／展示 3 時～
　札幌／教育文化会館小ホール／￥3000（前）￥2500
　（問・チケット = 旭川共）☎ 0166-85-4024 ／三浦、
　　011-378-2455 ／木村
■ 5 月 14 日 3 時～旭川／旭川営林支局 PR 棟木造館
■ 5 月 16 日 7 時～函館／金森ホール
　（問・チケット）☎ 0138-51-7230 ／神
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ものけん　　　　　もの・環境研究会

■研究会リポート・１
「中国の土の家」＆ものけん忘年会
・・・昨年 12 月の出し忘れリポート。FAX. 不調などあ
りまして、おくればせながら講師：八代克彦さんの弁。

かりの犬が陳列されているのをよくみかけます。勿論、
市場には人波に紛れて犬もうろついています。つまり中
国南方の犬は、人間が犬を噛む動物であることを知って
いるのだと思います。いつかこのことを黄土高原の犬達
にも知ってもらいたいとつくづく思う次第です。

（やしろかつひこ／札幌市立高等専門学校教師）

中国の黄土高原にはヤオトンと呼ばれる洞穴住居に住む
人々が今でも４０００万人もいます。留学の２年間を含
め、この１０年間、その穴居を求めて中国大陸をずいぶ
ん歩いてきました。今回ご紹介するスライドはヤオトン
を含め、直径６０メートルもの福建客家土桜、雲南少数
民族の土掌房など中国各地の土の家を中心に、題して「中
國の土の家／１００枚のスライド」です。ギョウザもあ
ります。
ということで、たくさんの方達にギョウザ作りを手伝っ
て頂き、久しぶりにおいしい料理に囲まれてとても幸せ
でした。会場の雰囲気も中国の洞穴住居ヤオトンを想わ
せる何とも懐しいまた心地好い空間で、今回のスライド
会にはピッタシでした。
当日申し上げたように、中国大陸を駆けずり回っている
となぜか中華よりも中華の周辺が気になってきます。勿
論日本も中華の周辺のひとつです。ちなみに中国語で西
洋といえばヨーロッパですが、東洋といえば日本のこと
だそうです。なおかつ日本という呼称に比べてちょっぴ
り軽蔑したニュアンスのようです。そんなわけで中国大
陸を介してこれまでとは違った世界があじわえるわけで
す。それと、スライド会の後で真鍋庵さんが武術の型に
ついて興味あるお話しをしておられましたが、型とかス
タイルが生まれるところには、なにかしら文化なり歴史
があるはずだといつも思っています。それでもって、型
という漢字が土の上に形という字をのせているからとい
うわけではありませんが、世界各地の住居で、土という
材料の使われ型 = スタイルをおいかけていくと、その土
地の文化なり歴史なりが何となく僕でも理解できそうだ
と思っていつも土の家を見ている次第です。少々牽強付
会ではありますが .....。
そういえば会場となった眠花を設計された松橋常世さん
は犬に大変興味を示されておられました。実は僕も犬を
土と同様、文化の指標だと思っています。概して「アジ
アの犬はやたら吠える。けど決して人を噛まない。」と
いうのが僕の認識でしたが、中国大陸ではこれがあては
まらないようです。とくにヤオトンのある黄土高原では
これがあてはまりません。まるで狼です。ガブリッとや
られるのを何度も目のあたりにしました。僕自身、下痢
気味のときに大きな犬に追いかけられて絶対絶命の思い
をしたことが何度もありました。昔あの辺りの犬は狼
だったのが、いつしか飼いならされて番犬になったもの
の、飼い主以外に対してはきっと狼のままなのだと思い
ます。ところが中国の南の方にいくとなぜか犬はおとな
しくなります。これはどうやら人間が犬を食する習慣と
関係があるようです。ちょっとグロな話題ですが、朝市
などで、豚や牛や鶏に混じって、その日の朝、絞めたば

■研究会リポート・２
「日本の木の椅子 100 脚展 in 高山のリポート」

講師／高橋三太郎
「サンフランシスコの町並とくらし」

講師／永田まさゆき
1 月 22 日（日）夕／新年会をかねて・・・
ファニチャーデザイン・ナッカにて
参加者／約 20 名

椅子展については’ 94 年 9 月（社）日本インテリアデザ
イン協会企画で開かれたもののリポート。日本で制作さ
れた木製の椅子を明治から現代まで。「昔の椅子は、な
んかさわやかだなー」「工芸運動ってのはどうなっちゃっ
た？きちんとさせなくては・・・。」
シスコについては’ 94 年 12 月ウォッチングのリポート。
ビクトリアンハウスの町並とエネルギーあふれる多人種
同居の暮らし。自由？未来？いずれにせよ前向きに。

■研究会リポート・３
モリスの夢の実現／ 100 年前の美しい町並

「ハムステッド・ガーデンサバーブ」
講師／小林令明氏（北星学園女子短期大学助教授／造形

作家）
2 月 17 日（金）夜、北星学園女子短期大学教室にて
参加者／約 30 名

１９０５年、ロンドン北郊のハムステット北斜面には美
しい田園風景が残っていた。地下鉄ノーザンラインの延
長決定により、開発業者の乱開発で無神経な町になって
しまうことを恐れた牧師の妻バーネットは、建築家アン
ウィの協力で感動的に美しい田園都市であるハムステッ
ト・ガーデンサバーブを作り上げた。この計画には強く
モリスの理想が生かされている。約１００年前のイギリ
スを知ると、今の日本の悩みと同じ姿が見えてくる。こ
れからの良き日本を作る上で、イギリスは教科書となる。

（こばやしれいめい）

以上、報告担当／永田まさゆき
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次回　ものけん
「エジプトだより」
講師／八代克彦氏（札幌市立高等専門学校教師）
　　　小林令明氏（北星学園女子短期大学助教授）
3 月 17 日（金）午後 6 時～ 8 時半
会場／北星学園女子短期大学、C-422 室
　　札幌市中央区南 4 条西 17 丁目（地下鉄東西線／西
　　18 丁目下車歩 5 分、P あり）☎ 011-561-7156
参加費／￥1500

※小林先生と相前後して＜時を越えてロマンに出逢う古
代エジプト＞というツアーに正月早々参加しました。ロ
マンには出逢わなかったのですが、中国の古代建築とは
ひと味もふた味もちがう、石の建築文化に圧倒されてし
まいました。カイロ、ギザ、アプシンベル、アスワン、
コムオンポ、エドフ、エスナ、ルクソール、メンフィス、
サッカラの１０都市のスライド各５枚、５０枚を用意し
ます。（八代）
※八代先生のスライドで、エジプトの魅力を楽しく理解
できましたところで、エジプト史にそってピラミッドや
葬祭殿を見ていきたいと思います。（小林）

《参加申込は、ものけん事務局／家具工房 SANTARO 高
橋まで = 札幌市北区拓北 6-2-5-23、FAX.011-773-6676
／お早めに》

したもの→組立直前のパーツを原寸図のように並べたパ
ネルとか、笠木の製作過程を見せるパーツのパネル、Ｙ
チェアーを 2 つにカットし、それを原寸図にくっつけ、
まさに原寸図からＹチェアーが立ち上がってくるような
パネル ....。（もっとも、このアイディアは、今回のイス
の展示に協力された、イスの研究者織田憲嗣さんが計画
中のイスのミュージアムのオープニングイベントとして
考えられていたものだそうである。）

この 1 年間、いくつかの椅子展を見た。

1994 年 6 月　「20 世紀の椅子 - 生活の中のデザイン」　
　　　　　　富山県立近代美術館
権力者たちの力の象徴としての意味から解き放たれトー
ネット以後の椅子、美術、建築も含めた造形運動の新し
い世紀のはじまり。アールヌーボー、ドイツ工作連盟、
バウハウスそして第二次大戦。その後の黄金の 50 年代、
それに続く 60 年代。そしてポストモダンから現代まで
の椅子　155 脚の展示。

1994 年 9 月　「日本の木の椅子 100 脚展」　
　　　　　　主催　高山木のフェスティバル
　　　　　　企画　日本インテリアデザイナー協会
明治以後の日本の木の椅子を年代順に 100 脚。
この展のことは、今年 1 月のモノ環境研究会でスライド
と、1、歴史的社会的事項　2、日本の木の椅子・インテ
リア関連事項　3、世界の椅子・建築事項の 3 つの項目
別の年譜を使ってレポートをした。

1994 年 12 月　「楽椅子・楽座展」　
　　　　　　　企画　ＢＣ工房（東京）
ＢＣ工房という、家具の製作・企画・販売をするショッ
プのオーナーで、日本インテリアデザイナー協会の会員
でもある鈴木恵三さんが呼びかけたデザイナーの新作が
30 点ほど集まった。テーマは、＜楽椅子 - 低座のイー
ジー・チェアー＞、＜楽座 = 楽ちんなスツール＞。参加
者には岡村孝、長大作、垂見健三、柳宗理、田辺麗子・・・
等々。そうそうたるメンバーも。肩の力の抜けた品の良
い、見てるだけで楽しくなるまさに楽椅子・楽座。また
9 月の「日本の木の椅子 100 脚展」もこの鈴木氏の力に
寄るところが大だったそうだ。

そして今回の「ウエグナー展」。
モノが生まれるためには、モノが生まれる背景がある。
モノが育つためには、それが育つための背景が必要であ
る。ウエグナー展の図録を引用する。

『デンマークデザインのコンセプトは、30 年前にさかの
ぼるデザインの発達史の文脈の中で理解する必要があ
る。1920 年代、バウハウスすなわちインターナショナ
ルスタイルとともに、新しい何かが姿を現わした。それ
は建築と工業デザインにおける、純粋な機能への回帰と
装飾の意図的な欠如を基本にした表現だった。「装飾と
罪」は、オーストリアの建築家アドルフ・ロースの新し
い理念を先取りした 1908 年の論説に与えられた、

いす　　　　　　　　　　　　　　　高橋三太郎

2 月の最後の週末、新宿パークタワーでリビングセン
ター OZONE 企画による「巨匠ハンスウエグナー展 -50
年の軌跡と 100 脚展」を見た。
年代順に並べられた 100 脚のイス。それぞれのイスの
完成度の高さと、いくつかのテーマを繰り返し作り続け
ることによって、さらに完成度が高まっていくプロセ
ス。たとえばチャイニーズ・チェアーのいくつかの展開
とその 1 つとしてのＹチェアー、そして 1952 年の 3 本
脚の最初のモデル、ハートチェアーと、なんと 37 年後
1989 年の 3 本脚のイスのシリーズ。また展示方法も非
常に興味深かった。たとえば、ピーコックチェアーの全
パーツの荒木取りしたものをパネルにしたもの→荒加工
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明示的なタイトルである。
機能主義はイデオロギーとなり、そして本来の意図から
外れて、やはり一つの様式になった。
理想的な形態が、置線、平面、円と球、角度と円錐から
構成された。建築と工業製品が、その機能にとって自然
であるか否かを問わず、このシンプルな幾何学形態に押
し込まれた。それは多くの場合、事物自体が自ずからと
る形態の表現というよりも、製図用具とデザイナーの限
界を示す形式言語になってしまった。
ルードヴィッヒ・ミース・ファン・デル・ローエ、ワルター・
グロピウス、ル・コルビジェなどの名匠の手によって、
新しい理念をもとにすぐれたデザインが生まれた。だが
より劣った才能のための基本的理念になったとき、それ
はある種の形式主義に導かれる他なく、機能主義は不名
誉な名称になってしまった。
デンマークデザインは、機能主義に欠けていたものを導
入した。すなわち、使用者と道具との相互関係への純粋
な関心と、形態についてのより有機的な理解。事物はもっ
とピュアでシンプルでなくてはならない̶そして視覚的
体験だけでなくすべての感覚に訴えるような体験を引き
起こさなくてはならない。
なかでもポール・ヘニングセンの照明、アルヴァ・アア
ルトの仕事、そしてグンナール・アスプルンドの 1930
年の歴史的なストックホルム展によって先取りされたこ
の有機的機能主義は、一躍、デンマークデザインのコン
セプトについてのナショナルなイデオロギーになった。
その平易、軽快そしてほとんど生命体のような製品は、̶
公式イデオロギーとしての機能主義から三十年を経ても
なお̶規範であり続けていた機能主義と硬直した建築と
インテリアデザインの両方から、きっぱりと断絶してい
た。』

1927 年に始まるコペンハーゲン・キャビネット・メー
カーズ・ギルド展は 1966 年に幕を閉じるまで 40 年
間続いた。これは、家具メーカーの職人とデザイナー
との協動の成果の年 1 回の展示発表の場であった。こ
の詳細は、グレーテ・ヤルクが” 40YEARS of DANISH 
FURNITURE DESIGN-THE COPENHAGEN CABINET-
MAKERS GUILD EXHIBITION 1927-1966" 　10 年 1 冊、
計 4 冊の本に当時の図録、新聞等の記事、写真を編集し
た本にある。キャビネットメーカーズ・ギルド展への参
加は 1941 年に始まり、1966 年まで 25 年間続く。そ
のギルド展への参加の意味を知るために、今回のウエグ
ナー展の図録からいくつか引用する。

『1、彼らは、後にもたらされる国際的な成功を当初から
意図してキャビネットメーカーズ・ギルド展に出展した
のではなかった。「あれはゲームみたいなものでした。」
とウエグナーは語る。「秋になると何かしら新しいもの
を出展しなくてはなりませんでした。私が設計してそれ
をヨハネス・ハンセンが製作しました。出展した椅子が
売れるのは、うれしいことでした。それ以上は望んでい
なかったのです。」

2、「戦争の終結は、大きな安堵感と喜びをもたらしまし
た。眼前には世界がひらけており、私たちは自分たちの
可能性を見せたいと望んでいました。」ウエグナーはこ
う述べている。「私たちの目標は、事物をできるだけシ
ンプルで純粋に表現すること、私たちの手で創り出せる
ものを示すこと、木を生きたものにすること、木に魂と
生命力を与えること、そして事物を私たちにしかできな
いほどナチュラルに表現することでした。」

3、「やるべきことがたくさんありましたし、評価に応え
ようとみんな頑張っていました。それから個人的な競争、
とくにボーゲ・モーゲンセン、フィン・ユールそして私
の間の競争もありました。』

1950 年のアメリカの「インテリアーズ」誌が世界で最
も美しい椅子として、ウエグナーのラウンドチェアーを
カバーに取り上げた。そのラウンドチェアーは、1949
年のギルド展に出品されたもので、同時に出品された
のが、PP512　フォルディング・チェアーと、1 脚しか
製作されなかった成型合板のプロトタイプのイス　シェ
ル・チェアー。そして、この同じ年のギルド展でニール
ス・ホッダーと組んだフィンユールがあのチーフティン・
チェアーを発表しているのである。
椅子の歴史上で、名作中の名作と言われるウエグナーの
ラウンド・チェアーとフィンユールのチーフティン・チェ
アーが、同じ年の同じ場所で発表されたのである。そし
てこのように、デンマーク・デザインの黄金の 50 年代
が始まった。
では、日本の木の椅子 100 脚展では何が見えて来るの
か？
日本の戦後は 2 万戸つくられる進駐軍用住宅の家具を
GHQ のデザインブランチのチェックのもとに工芸指導

ウエグナーが巨匠ウエグナーとなった背景は 3 つある。
1 つ目は 1940 年、ウエグナー 26 才の時、家具職人の
マスター、ヨハネス・ハンセンとの出会い。2 つ目は、
幸せなパートナーシップの成果を試す場としてのギルド
展。3 つ目は多くの良きライバル達。
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1882 年鹿鳴館のための様式家具のコピーから始まる。
セレクトされた椅子以外にも当然数えきれないほどのも
のがあるのだが、1952 年の渡辺力の紐イスから 1962
年の豐口克平のスポークチェアーまでの 10 年間で 26
脚、その後の現代までの約 30 年間で 48 脚の展示であ
る。　このように、日本においても大戦後の 50 年代は
躍動感のある実り多い時代だったのである。そして、こ
の 50 年代に吉村順三事務所で家具の設計を担当、松屋
のグッドデザインコーナーのデザイン、独立後も清家清
等の建築家と共働で家具デザインを発表し続けた松村勝
男はこれに続く時代に対してこんなことを言っている。

『60 年代は池田内閣の所得倍増時代を迎え、東京オリン
ピックを目指して高度成長へとまっしぐらに進んでい
く。だが、デザイン自体は純粋さを失なっていく。何事
も、草創期は貴重だと思う。こんにちのような難しい時
代こそ、原点をみつめる必要がある。基本は不変、加え
て個人の感性、時代感覚が加味されていく。』

（松村勝男は私の一番好きなデザイナーであったが、　
1991 年に惜しくも他界。1992 年に松屋デザインギャ
ラリーで遺作展が開かれた。上記はその図録からの抜粋）

バブルのパンクにより、金持ち日本の化けの皮がはがさ
れ、阪神大震災によって、高度に発達した文化国家、先
進国、豊かな国日本の内実がまたバレてしまった。
我々は、ますます困難な時代に生きている。ルイス・カー
ンを引用するまでもなく、モノの型も重要なのだが、む
しろモノが生まれる前の部分が問題なのである。時間の
流れるスピード、モノの流れるボリュームをもう少し
我々の側に引き戻す必要がある。モノの生まれ方、モノ
の伝え方も含めてモノを考える必要がある。我々が昨年
の 7 月に始めた月 1 回の集まり、「モノ環境研究会」
も、その方法の一つになればと考えている。

（たかはしさんたろう／家具工房・SANTARO ／札幌）　

所が設計することから始まる。これをきっかけとして、
量産家具の研究を開始する。（戦前にも 1922 年　F.L. ラ
イトの帝国ホテルとそのための家具、1923 年の関東大
震災、その復興のプロジェクトの一つとしてできた同潤
会アパートの一室では 1928 年に型而工房が豐口克平ら
によって、スタートする。そして、日本楽器家具部から、
まさに機能が形態となったシンプルでコンパクトな家具
シリーズ、その名も文化セットの発表。1930 年の飛騨
産業の曲木の三角イス、同じ年の豐口克平の肘掛イスが
ある。）1952 年に剣持勇がアメリカから帰国し、「ジャ
パニーズ・モダンスタイル」を提唱。この年柳宗理らと
日本インダストリアル・デザイナー協会を設立。そして、
この年発表された渡辺力の紐イスは婦人画報社から発刊
された「モダンリビング」誌創刊号を飾る。
1954
　剣持　勇　ダイニング・チェアー　　　　
　柳　宗理　　　バタフライ・スツール（1957 年のミ
　ラノのトリエンナーレでグランプリを受賞）
1955
　剣持　勇　スタッキング・チェアー
　豐口克平　トヨさんの椅子
　水江忠臣　小椅子
　長　大作　小椅子（1960 年のミラノのトリエンナー
　レでグランプリ受賞）
　この年、松屋のグッドデザインコーナー第一号選定家
　具に渡辺力の紐イス、水江忠臣の小椅子、長大作の小
　椅子
1956
　渡辺　力　トリイスツール
　ジョウジ・ナカシマ　コノイド・チェアー
　アントニン・レイモンド　井上邸のイージー・チェ　
　アーとダイニング・チェアー
1960
　長　大作　低座イス
　剣持　勇　柏戸チェアー
　田辺麗子　ムライスツール
1962
　豐口克平　スポークチェアー
年代順に並べられた「日本の木の椅子 100 脚展」は
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ンドが宇宙的に感じられたのは音が途切れないからでし
た。初期に作られた音色もディジェリドゥーの音色に似
ています。）
ここまで出来るようになると音の振動で体はマッサージ
されるし、循環呼吸で呼吸法のエクササイズをやってい
る感じになるし、ほとんど瞑想の世界です。アボリジニ
が自然の精霊とのコミュニケーションをこの楽器によっ
てとっていたことは明かで、ディジェリドゥーを吹くこ
とはかなりスピリチュアルな行為なんですね。
驚異の発声法と言われるチベット密教僧侶の「声明」に
も響きがよく似ていて、その発声法も声で頭骸骨を震わ
せるようにするそうですから、目指すところが近いかも
知れません。最も高度に発達した宗教と言われるチベッ
ト密教と、世界最古の文化を持つと言われるアボリジニ
にこれだけよく似たサウンドがあるということは、注目
していいのではないでしょうか。最近、中沢新一さんが
アボリジニ文化に接近しているのもその兆しかも。
というようなわけで、まるでドラッグのようにディジェ
リドゥーにはまっている今日このごろで、こんなに一日
中楽器を離さないのは中学の時のギター以来です。今度
吹いているときの脳波を測ってもらって、脳が休まると
言うような結果になったら皆さんにもおすすめしましょ
う。今でも気持ちがいいからそれだけで十分ではあるん
ですが、やはりデータは説得力がありますからね。
ディジェリドゥーに参考文献は見つからなかったです
が、アボリジニについては『アボリジナル』サイマル出
版会、『精霊の民アボリジニー』明石書店、などがあり
ます。

（みかみとしみ／ MICA BOX ／札幌）

 ほぼ３０年ぶりに楽器にはまって
いる私　　　　　　　　　　　　　　三上敏視

１月１７日、阪神大震災のあったその日にオーストラリ
アへ向い、アボリジニの友人と１１日間過ごし、２９日
に日本に戻りました。成田で早朝のニュースは見ました
が、これほどの惨事になるような感じではなかったので、
向こうで見た新聞やテレビで事の重大さを知った次第で
す。
 震災についてはここではおいといて、まずは今私がは
まっているデイジェリドゥー (Didgeridoo) についてちょ
いとご紹介。
ディジェリドゥーはオーストラリアの先住民であるアボ
リジニの伝統楽器で、長さ１．５メートルほどのユーカ
リの枝で作られていて、中が白蟻によって空洞になって
いるものです。世界最古とはいいませんがかなり古い楽
器であることは確かで、広いオーストラリアに５万年前
から住み、５００部族くらいいて、言葉も習慣も少しず
つ違っていたと言われるアボリジニのほとんどが儀式や
踊りの際にこの楽器を使うということです。
アボリジニのロックバンド、ヨス・インディが積極的に
この楽器を使っているし、日本でも人気のあるアメリカ
のジャミロクワイと言うロッカーが、このディジェリ
ドゥーの音を曲のイントロで使ったり、渋谷のストリー
トミュージシャンにもこれを吹いている日本人がいるの
で、その音を聞いた人もいると思いますが、実に不思議
な音のする楽器です。　吹き方はトランペットのように
唇を震わせて音を出しますが、口を緊張させないで、低
い音が出るようにします。そして口の形を変えたり、舌
を動かしたり、同時に声を出したりして、倍音を増やし
多彩な表現をします。音階は出ませんが、音階がない
から出来る表現があるんですね。動物の鳴き声やカンガ
ルーの跳ねている様子、ブーメランが飛んでいる様子な
どを吹き分けます。これはアイヌのムックリにも共通し
ているもので、口や舌で音色が変わるところなどそっく
りです。
で、これにどうはまっているかというと、吹くと気持ち
がいいんです。基本的な音が出るまでに少し練習がいり
ますが、誰でも音は出るようになります。（ただし、ア
ボリジニの文化の中ではこれは男が吹くもので、女が吹
くと霊的パワーがなくなるといいます。たぶんペニスの
意味もあるんでしょう。私のディジェリドゥーもアボリ
ジニの友人を通じオーストラリアの精霊に託されたもの
なので女性には遠慮してもらってます。）音が出るよう
になると、その低い振動が体に伝わり、特に頭に心地よ
く響きます。脳がマッサージされている感じなんです。
そして音が出るようになったら、今度はそれを循環呼吸
で長く出し続けるように練習します。具体的には口に貯
めた空気を送り込んでいる間に鼻からすばやく空気を吸
い込むもので、これが出来るようになると何分も音を途
切れさす事なく吹き続けられるというわけです。（余談
ですがシンセサイザーが登場してきたときに、そのサウ
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事実は真実にあらず　　　坂井正周

一昨年の 9 月私は奥尻島に 1 週間程滞在していた。あ
の北海道南西沖地震による防衛施設関係の被害調査とや
らの仕事依頼であったが、この地震の時は 1 週間後にニ
セコでレースを控え事務処理等でとても忙しくしていた
矢先で当然道南方面の被害は間接的に影響を及ぼし特に
東京からレーシングカーを運ぶ参加者もいたので果たし
てまともに道を通れるかとかサーキットのある倶知安も
震度がたしか 4 近くあったと思うがレースそのものが開
催できなくなる等も十分考えられたが翌日からの奥尻島
の被害状況が分かるに連れてそんな事をやる気分すらな
くなってしまった。がサーキットがなんともなく函館か
らの通行も大丈夫という事でなんとか開催したのである
が地震の起きた事を消極的に捕えていてもなにもならな
いということでせっかくこういう人の集まる機会を活用
しようということでサーキットで義援金の募金を行いま
た、レースの景品や参加記念品等に用意した衣類を全て
寄付しようと誰かれなく言うこともなく決まったいきさ
つがあった。
それから二か月後何の縁かその奥尻を訪ねた。惨状のひ
どさはいまさらいうまでもないがなによりも印象に残っ
ているのはついさっきまで普通に生活していた家の匂い
とか生活の匂いがはっきりと残っているのに誰もいない
静けさで、それは当然のことながら我々がいつも目にし
ている新築の家の或いはまだ入居者の入る前の分譲住宅
地のそれとは全く正反対のもの。誰もいなくとても静か
でありながら生がそこいらに感じられて同時にそれは死
を意味する無人の町がそこにあった。
今年 1 月の 16 日に私はクラシックカーのショーが東京
晴海で行われ知り合いの車屋さんがマックを使ってスラ
イドショーのデモンストレーションをするので手伝いに
行ってた。
丁度我々の間向かいのブースに知り合いの部品屋さんが
出展していたので正月の祝酒を片手に色々と話をした、
その彼は神戸市の長田町に店を持ちそこから晴海まで来
ていたのである。私は 16 日の夕方の便で北海道帰り彼
は 16 日夜 8 時頃東京を発ち車で神戸に帰った。その次
の日から約一週間その生存が全く分からず毎日ニフティ
サーブの地震情報にて名前がない事を祈りながら死亡者
リストを見ていた。彼は助かり知人の情報では 2 週間後
の 1 月 29 日に横浜で行われたイベントに商売しにやは
り神戸から車で来ていたという。
地震というどうしょうもない自然現象の前でなすすべも
なく町も生活も奪われる様子がメディアを通じ一方的に
情報は入ってくるが相変わらず真実は伝えられることな
く部分的な事実が全ての事の様に報道されている。事実
は真実ではないという言葉が頭をかすめるのである。長
田町の彼は無事でありいつもと同じように車に商品を積
んで行商に行くのである。これも一つの事実だ。
昨年奥尻の新築住宅の図面書きの依頼を受けた知り合い
が図面をみて驚いたという。
そこには基礎の深さのほとんどない矩計スケッチがあり

住宅不足のおり工期を短縮してどんどん作らねばならな
いからという。本当の話だとすれば私にすれば地震より
もはるかにコワイ事である。
それにしても 4 月の岡山で行われる予定だった F1 が 10
月に延期されたがなぜか高校野球は予定通り行われると
いう。
そして誰一人疑問に思わないでいる事がオソロシイ。な
ぜジドウシャレースはだめでコウコウヤキュウは許され
るのか、おかしいと思いません？（と廻りの人をつかま
えて聞くとオカシイのは君だという顔をされる）

最近とうとう携帯電話なるものをもつ羽目になった。次
回は携帯電話とインターネットにからめて何か書ければ
と思う。
※テレビの報道番組よりパソコン通信の情報のほうが役
に立つことが分かりました。

　　
　　（さかいまさちか／お茶の水設計工房アトリエ 808

／札幌）

ニセコばんざい！　　　　沢田正文

いやー、世の中何があるか分からないですね。
虻田のレンガ工場が倒産して、耐火レンガを手に入れる
ことができる事になり、その工場に行ったのですが、見
た瞬間　ワーワーすごい、とにかくサッポロ・ファクト
リーのアトリューム並みの大きさにまして、その古さ、
空間のすばらしさ。一目で惚れてしまいました。その後、
我が家に帰って来ても落ち着かず、翌朝とにかくニセコ
へ車を走らせてしまいました。
そして、見つけてしまったのだ、ジャガイモ倉庫！
一度はやってみたかった設計屋さん、、、、
これがまた、たのしいんだなーこれが、、、なんて言いな
がら、図面を描いているうちに三ヵ月があっというまに
過ぎてしまいました。
そしてあっという間に、1995 年も一月が終り少しはニ
セコの生活に体が慣れてきました。
このジャガイモ倉庫、いろいろ聞いているうちにルーツ
があきらかになってきました、もともとはデンプン工場
だった昭和 23 年頃に、当時では最新鋭の工場で、モデ
ル工場と言われ、その後真狩に新しいデンプン工場が出
来るまで生産していたそうです。それからは、農協が改
装してデンプン倉庫にしたのだそうです。
そして今度は僕がアトリエに改装、第二のラム工房のス
タートとなりました。
とにかく生活をするだけの空間は出来たものの、建て直
しの予算の準備がまったくなっかたので、すべてが下地
工事でおしまい、後は自分でなんとかするしかない。壁
のペンキ塗り、床のフローリング、電気工事、洗面台、
本棚、お風呂の床暖、、、、幸い、おたすけ軍団が泊りが
けで来てくれて助かりました。しかし完成までにはまだ
まだ後 5 年はかかるかな？
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震災に遭われた方々のことを思うと胸がいたむ。自
分の身に置き換えてみるとなおさらだ。------ もし生
き埋めになった真っ暗な中で三歳の娘を横に抱えて
いたとしたら、残された何日か何時間かも知れない
間に何を我が子に語ったら（残したら）良いのだろ
う。助かるのはどちらかかも知れない。..... トトロの
歌か桃太郎のお話しで元気づけようか。海水浴や動
物園に行った時の話なんか自分も慰められるかな。
それともなにか教訓的なことを話さなきゃだめだろ
うか。------ 横で寐る子供の寝息を聞きながら、ふと
んの中でこんなことを考えてしばらく眠れなくなっ
てしまった。
今年も子供のことが生活の中心になりそうだけれど
も、どんな生活をするのがいいのかを一生懸命
考える中で、自分なりのものを作り見いだしていき
たい。
　清水郁太郎／しみずいくたろう／工房・遊木民

札幌市西区小別沢 29　☎ FAX.011-666-4221

宿泊して農業体験をどうぞ

たまごの会は、農場を持つ消費者団体（市民団体）
です。鶏、豚を中心とする家畜、田んぼや畑を持っ
ています。今年から農場施設を開放して、会員でな
い方にも利用していただけることになりました。6
～ 10 畳の個室が 4 室、24 畳の広間、台所、風呂、
トイレがあり、自炊により宿泊できます。

（一泊二食　3000 円、子供半額、食材提供）
又、この施設を使い、会として、イベントを企画し
ています。
第一回は、田植えを主とした農作業体験「田んぼに
入ってみませんか」、5 月 3 日～ 5 日です。二泊三
日　10000 円、一泊二日　6000 円。詳しくは、下
記までお問い合わせ下さい。
Tel.&Fax.  0299-43-6769　たまごの会八郷農場（茨
城県新治郡やさと町）担当：宇治田一俊

■遠藤ミチロウ　アコースティック
ソロ・ライブ

◎ 4 月 7 日（金）19：00 開演
◎会場／札幌ペニーレーン 24
◎前売り￥3.000

過激なパフォーマンスで日本のパンクシーンをリードし
たスターリンのミチロウが、今アコースティック・ギター
の弾き語りで新たな活動を展開中。
といっても、もともと彼がフォークソング・シンガーだっ
たことはよく知られていて、山形にいたころは遠藤賢司
のライブを企画。東京まで契約書を交しに来た話なども
あります。友部正人が日本のボブ・ディランで遠藤賢司
がニール・ヤングとすると、ミチロウはジム・モリソ
ン！！
40 代なかばで原点に帰ったミチロウのライブを、ぜひ
同世代の人達に聴いてほしい！！
◎主催／ペニーレーン 24、企画・制作／ MICA BOX；
　011-631-7615

■ Dusan Kallay 個展
　※スロヴァキア在住の画家です。

◎ 3 月 21 日（火）〜 4 月 23 日（日）
　「森ヒロコ・スタシス美術館」／小樽市
◎ 4 月 28 日（金）〜 5 月 4 日（火）
　「読書公園人魚館」／岡山県赤坂町

いんふぉめいしょん

たとえば、一本の枝が折れたとして、その時点から
枝は幹の成長とともに内在された節として、永い年
月のうちにのみ込まれてゆきます。記憶と同時に再
生というエネルギーが隠されていて、作品が仕上が
りに近ずくと、もうそこは欠点とは言えない、もっ
と尊い何かを感じさせる力を持っています。この
自然の再生する過程から感じられる波動は、私
が地球に暮らしている実感であり、これから、自然
環境と共存してゆくための一つのキーポイントであ
るような気がします。

麓工房／勝水喜一／かつみずきいち／阿寒町 13 線
34 番地☎ 0154-66-2881

でもニセコに来てよかった。まず静かです。橋の上を通
るバスやトッラクの音が少し気になりますが、お昼にな
ると役場からウーーーとサイレンが鳴り、めし時をつげ
る。するとすべての動きが止まり静かな昼食の時間とな
るのです。晴れた午後、暖かい部屋の中で、昆布岳を見
ながら食べるラーメンはかくべつ。-20℃以下の晴れた
朝は、尻別川から湯気が上り、ダイヤモンドダストが朝
日に照らされ、キラキラ輝いてそれはそれは美しい光景
です。が、アトリエは大変。二台のストーブを最大にた
いても、12 時過ぎても 5℃。吐く息は白く、触る物す
べて冷たく指先が凍りそう。それもそのはず、アトリエ
には断熱材が一つもはいっていないのです。おまけにす
きまから外が見える、雪も舞い込んで来る、なかなかの
環境なのです。
少しずつ改装しながらニセコになじんで行こうと日夜が
んばっています。
ニセコにお立ち寄りの際はぜひ遊びに来てください。お
いしいケーキでも手土産にして、、、？！

（さわだまさふみ／ RAM 工房／ニセコ町）
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永田まさゆき

一年間「紙つぶて」をお送りしました。
お付き合い下さってありがとうございました。
また次の年を始めようと思います。
再び付き合って下さる方は誌代振り込みをお願いしま
す。（すでにいただいているかたは失礼）

●毎奇数月はじめ発行～1995年度初号は5月刊行予定。
　年間 6 号分　￥1000。
●郵便振替　02750-7-56227
●口座名　　工房だより

※名簿整理の都合上、3 月末までに手続きをしていただ
　けるとありがたいです。
　また、原稿執筆もお願いします。偶数月 25 日が締め
　切りです。ヨロシク！

工房だよりをつづけます 幻の役者イトウと出合う喜び！

・映画「みんな〜やってるか！」（北野武監督）　　
一部公開中
・「レンタル・キャリア」NHK：FM ラジオ　FM　
シアター／３月１８日夜１０時
・映画「マークスの山」（崔洋一監督）松竹系／　　
ゴールデンウィーク
・舞台「ハムレット」（蜷川幸雄演出）銀座セゾン　
劇場／９月～１０月
・映画「フラート」（ハル・ハートリー監督）公開　
未定
・初夏に、北海道浦河町の映画館「大黒座」（永田　
まさゆき氏設計）にて、一人芝居（？！）を上　演
したいと思っております。上演にこぎつけた暁　に
は、是非、幻の魚ならぬ役者のイトウを観にお　越
し下さい。

　
（イトウ哲哉／テツヤ／役者／東京都）

広告的自己紹介　井上駿（男）1933 年生まれ

イネの栽培技術者のつもり（本人は少なくとも）。
いずれ農業技術士の資格試験に挑戦して、合格すれ
ばその内に（65 才をすぎてから）事務所を開こう
かと、鬼の笑うようなノーテンキなことを考えてい
る気楽な奴。テニスとスキーは初心者には教えられ
るつもり。お灸の心得少々。自分と家内の健康に役
立つ他、時には他人にして上げることもある。近々

「工房だより」に「美の本質について」などという
大それた「論文」を投稿しようかと思っている。
誇大宣伝陳謝。

（いのうえすすむ／神奈川県平塚市在住）

割れない食器 -------- 石皿
食べられる食器 ----- じゃがいも皿
食器が石つぶてになり、食料になる日 .....。
どんなめし碗で喰べていますか？

　　　　　　　　

　　　　　　　　松原茂樹／まつばらしげき／楓窯
　　　札幌郡広島町大曲 784 ☎ 011-377-3595

春は毛刈りをします。
　　（羊の都合の良い時、連絡ください）
夏は自転車に乗って enjoy  the sun !!
　　（早く薄着がしたい、冬服は飽きた）
秋は Felt を作ります。
　　（人数が集まったら講習会しますよぉ）
冬も Felt を作ります。
私の心をとらえて止まない rhythm,passion,dance....
  Irish Party,Latin Party を又企画し

ます。
この次は please come with tight,short & sexy 
costume....  こんな気持ちで何か作れたら．．．と思う
今日このごろです。　　　　　　Love  Leiko
　　　　　　　　　　　　　　内山礼子　　　
（うちやまれいこ／フェルト制作・羊の毛刈り夕張

郡由仁町西三川 722 ☎ 01238-7-3929）
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と叫んでいる人の姿が TV に映っていたが、日本でない
ならいいのか、と皮肉のひとつも言いたくなる。行列
はロシア並みだし、焼け野原はボスニアやレバノン並み
だ。日本だけが特権的な平和をむさぼってきたが、地震
によって神戸だけが「アジア並み」になった。ようやく
本当の「国際都市神戸」になったのである。そしてこれ
は日本全体がやがて「アジア並み」になっていく予兆で
ある。温暖化で南極の氷が溶けたり、原発や核廃棄物貯
蔵施設が事故を起こしたりすれば、もっとはるかに広域
が今の神戸のようになりかねない。だからこそ、一足早
く「アジア並み」になった神戸で「明るい難民」がどん
な新しい感受性とライフスタイルを育てられるかが、か
けがえのない大切なことなのである。もともと好きで東
京から移住してきた神戸が、今ますます好きになってい
る。去年から脇浜の神戸製鋼の工場跡地の、周辺もいれ
れば合計 12 万ヘクタールにもなる廃虚を「癒しの森」
にしよう、と市民サイドから提案していく動きに私もか
かわってきた。神戸の大部分が廃虚になってしまった今、
あらためて神戸全体を「癒しの森」として再建できるか
どうかが問われていると思う。安全を無視して開発を進
め、うわべばかりを華やかにしていく都市作りでなく、
本当に世界に誇れる緑の都市、癒しの力を持った都市を
作っていきたい。もっと強い都市を作っても、もっと強
い地震があれば壊れるだけである。別の、もっと調和的
なソフトパスはないものだろうか。』《“震災後 5 日目の
神戸から” より》
■津村さんの言う “森” とは少しニュアンスの違いがあ
るのかもしれないが、実はぼくも札幌の“街を森にしよう”
と考え続けてきた。
まずハゲチョロの大通り公園にたくさんの植樹をし拡幅
をはかる。同時に西は円山原生林、東は豊平川につなぐ。

「円山のキツネが豊平川のシャケをねらいにいく」とい
うシナリオで作ったこの計画案を、かつてさるコンペ
に出したのだがボツになり、わからんヤツはカワイソウ
ナノダとたかをくくったまま放り出したままにしてあっ
た。津村さんの便りを読み進むうち、また計画進行のシ
グナルがチカチカし始めてきてしまった。

「キツネ～シャケ案」では、大通り公園の改変と共に、
点在する都市公園の緑化率を上げること（管理は地域
で）、公園・既存緑地どうしの拡張・ネットワーク化、道路・
河川敷・再開発地域などへの可能な限りの植樹を同時進
行させて、市域全体にゆくゆくは森が育ってしまうこと
をもくろむ。

『都市を森に埋めよう』などということがどれほどの現
実性を持つものなのか。折り合いをつけねばならない問
題がやまほどありそうだし、また仮に森が出現したにし
て、それで人がどのくらい変われるものなのか、一個人
にはわからないことだらけではある。しかし、少なくと
も誰かにそれをやらせるというのでなく、市民の自主的
かつ多様な参加によって、それがなされるプロセスを経
た場合には、その人々の気持ちのなかに必ず森が育つだ
ろうし、今そこにかけて動きだす楽観さとフットワーク
の軽さをあわせ持つことが必要なのだと信じたい。
神戸と連帯を！

編集後記　　　　　　　　　　　永田まさゆき

■ 1995 年 1 月 17 日、日本のへそで起きた地震はいろ
いろな事を人に知らしめた。ぼくも自分の目とアタマで
考えるべく、神戸へ行かなくちゃと思いながら、まだ実
行していない。なのに、こういう物言いはヒンシュクか
も知れないが、罹災者の救援になんらかの手をさしのべ
る一方で、神戸にいない自分もまた、程度の差こそあれ
罹災したのだという意識に立つ必要があると考えてい
る。それはカンパンやポリバケツを買いあさり、来るべ
きものに備えるというのとはちょっと違う。今、いつど
こでも罹災しうる街の暮らしの「しくみ」の、自主的な
改変が必要だということである。
神戸・淡路でガレキの山と化したのは、建物や道路ばか
りでなく、そういったモノを必要とした暮らしの「しく
み」でもある。それを根底から検討し直すことなく「震
災に強いモデル都市」に向けての復旧計画に、多くのカ
ネや組織が投入されることになりそうである。
■今、ぼくが気掛かりなのは、いずれ何とかなるだろ
うと思われてきた “些細” な事柄が、実はかなり世の中
を左右する大きな要因になっていると感じられること
だ。たとえば移動のスピード。遠くヨーロッパまで飛行
機でひとまたぎというのは日常的なものになってきてい
る。その際いやおうなく生じるであろう人の生理的な混
乱は、「便利」のひと声でどこかへすっ飛んでしまうが、
それではたして帳消しにしてよいものなのか・・・。
もっとふだんの暮らしに近いことでは、居住空間。高層
の集合住宅に住む人の割合は、今なお増え続けている。
あの建物自体を支える力学的なエネルギー量、あるいは
そこに住む人達が消費するライフラインの維持に必要な
エネルギー量は、当然、ひとりのハダカのニンゲンには
どうすることもできないほど巨大すぎるものだ。これら
が構成する “磁場” のような中におかれたニンゲンはど
うなってしまうのか・・・。楽観的すぎる仮説の世界を
生きているのではないか？また、ニンゲンだけにこれ程
までのエネルギーの独占が許されるものだろうか？
子供が荒れているといわれて久しい。子供の柔らかいア
ンテナが、これらのことをキャッチし、するどく感応し
ているからということもできると、ぼくは思う。
■マスコミが伝えるのとはかなり様子を異にする神戸か
らのユカイな便りに接することができた。もちろん生き
延びた、津村喬さんからのものである。一部、紹介したい。

『行政の対応に不満があって、「ここはニッポンかー！」




