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古山恵一郎

ここしばらく北米から建材を輸入して、アメリカ
人の大工に仕事をしてもらっている。
建材の輸入とか、枠組壁工法といった技術的な問
題よりも、大工とは何か、仕事をして収入を得る
というのはいったい何だろうという問題がより大
きなテーマだと思われる。永田くんの言うところ
の「モノツクリ」の意味するところが日本と北米
では大きく違っており、そうした点から見た北米
における「家を建てるということ」を輸入できたら、
というのが最近の興味のあるところだ。そんなわ
けでこの頃は建築関係だけでなく、日系米人の歴
史にも興味がある。北米の人々を知るには、やは
りに日本から移住した人々がどのように社会に溶
け込んで行ったかを知るのが分かりやすい方法の
一つである。
Joy Kogawa と言う人の書いた "Obasan" という小
説もなかなか良かった。第二次大戦中の強制移住
を軸とした日系家族の話である。年寄りの口から
こぼれた日本語の断片が、作者の愛情にくるまれ
て、美しくちりばめられている。
シアトルの取引先に今西君という３世がいて、彼
に紹介された「北米百年桜」という本を読んでいる。
明治１００年に際して伊藤一雄という新聞記者が
集め初め、シアトルの日系人が全面的にバックア
ップしたという一世・二世の膨大な手記の収集で
ある。戦前の日系移民の苦労は現在のわれわれの
想像をはるかに超えている。
そんな歴史を読みながらふと思ったのは、日本と
北米の「正義」の違いだ。暗いところから社会正

義を眺めると、日本が「いじめの国」であるのに
たいして、たとえばアメリカ合衆国は「リンチの国」
という感じがする。我々になじみの無い陪審員裁
判制度というのも実はリンチの洗練されたものが
最後には正義となる、という仕組になっているの
ではないだろうか。もともとが大英帝国に対する
反逆者の作った国なので、カトリック教国におけ
るような絶対的権威が存在しない。大統領でさえ
悪事が露見すると国を挙げてのリンチの餌食にな
る。というのがウォーターゲート事件におけるニ
クソン氏の末路であった。集まった人が正義と認
めたものが正義になる、というリンチの構造は湾
岸戦争でも発揮された。こうした国では憲法もま
た絶対的権威とはならず、全国民的議論の下に時
を得て修正されてしかるべきものである。リンチ
が正義に出世するためにはどうしたって集まった
人々の同意が必要なわけで、アメリカ合衆国にお
ける情報技術はそのために発達してきたとも言え
よう。「通産省と郵政省が仲良くしても情報産業で
アメリカには勝てない。」という話も結構奥が深い
のだ。
これに較べてわが国では「君子仁者」という儒教
的な権威が守られている。正義は選ばれた賢者に
よって定められ、民は与えられた正義によって社
会生活を営むのだ。是非善悪を民に因って質そう
とするものは「主義者」と呼ばれ、社会から駆逐
されてきた。人々が集まったときには既に、どこ
からともなく降りてきた権威によって「いじめっ
こ」と「いじめられっこ」は選別されており、人々
は集団から疎外されるのが怖さに何となくこの選
別を受け入れてしまう。国民意識がオウム真理教
と対決するときも「リンチ」とはならず、
「オウム
いじめ」となる。
こうした儒教的絶対権威によって長く守られてき
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たわが国の正義と、西部劇的正義が正面衝突した
ものが日本国憲法だという説の出てくるのも無理
のないところだ。混乱は十分に自覚されており、
例えば「ガバメントは統治の根源となるものであ
るから、国家以外には「政府」という名前を使う
わけには行かない。県政府、市政府と言うわけに
は行かぬから、ローカル・ガバメントを地方自治
体と呼ぼう。」てな具合だったのではないかと思わ
れる。
今度の日曜日が市議会議員の投票日ということで、
「政策を持った人に立法府で政策の実施をオネガイ
スル」のではなく、
「自分に儒教的権威の伴う賢者
の身分をくれるようオネガイスル」宣伝カーの声
がうるさい。これなども学校で習ったミンシュシ
ュギからは「オネガイスル」方と「オネガイサレル」
方が逆さまだ。
学校で習ったミンシュシュギでは公権力の根拠は
国民にあるのだが、君子仁者的正義の上に成り立
つわが国ではなかなかうまく捗らない。
「世のため、
人のため」はいつしか「お国のため」とすり変わ
ってしまうのだ。NGO を非政府組織と直訳しただ
けでは事態は変わらない。阪神大震災からくたび
れ果てて帰りついたボランティアによると、せい
せいボランティア活動をするには憲法第８９条の
改正が必要だとのこと。条文を読んで見ると、な
るほど前段は国家神道退治ではなかろうかと思わ
れるのだが、一つ目の「又は」の後ろにぶら下が
っているものの正体がよくわからない。
「公の支配」
を確かめる一番簡単な方法は国民投票だと思われ
るのだが、どうだろう。９０年のアメリカ総選挙
のおり、ちょうど西海岸にいたのだが、西部劇の
伝統に則って各地で派手に住民投票が行われてお
りましたゾ。条文を写して諸兄の一考に供したい。
日本国憲法第８９条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若くは団
体の使用、便益若くは維持のため、又は公の支配
に属しない慈善、教育若くは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
（こやまけいいちろう／ ASK Inc. ／浜松）
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3 つの斜面

永田温子

スロープ 1. 少しだけ残る雪をよけて、今年は 4
月 17 日に初めての福寿草が花開きました。かすか
な甘い香り。南窓の向かいのスロープ、花畑の始
まりの合図です。福寿草にわずか遅れて、エゾエ
ンゴサクが次々と花を咲かせます。背丈が小さく、
葉も茎もきゃしゃなのに、種は大きく、多く、あ
れっと思うようなところにも毎年広がって行って、
まるでしきつめたように地面は空色に埋っていま
す。ところどころに福寿草の黄色！続いて、二輪
草、ヒトリシズカの白とスロープは色を変えてい
くのですが、そのころには花そのものよりも一面
の緑が印象的になります。めでる花から食べる草
のころになれば、やっと、山羊のここへの登場です。
というわけで、今の季節の、このスロープの美し
さを口にせずにはいられません。
スロープ 2. 私は気の毒なことをしています。3
月末に 2 頭の雌羊を産んだ” けんちゃん” を、1 日
に 5 時間子羊と離して、N の設計室の向かいに放
し始めたのです。4、5 ヵ月ぶりの外ですが、この
スロープにごちそうがいっぱいならまだしも、沢
山のクマザサと少しのふきのとうやいらくさがあ
るだけ。羊にとっては粗食もいいところです。け
んちゃんは近所迷惑の大声で、「ウウァーン」と鳴
いています。3 日目、4 日目とだんだん鳴く回数
の減っていることが救いですが、他の 3 頭から離
れて柵の入り口付近にたたずんでこちらを見てい
たりします。なぜ、今、このスロープかといえば、
まず、初乳から 3 週間たっぷりおっぱいを吸った
子羊を親から離すことによって、たまるはずの残
りのおっぱいをいただくため、それと仕事場の向
かいのササを春一番のなまものとして食べてもら
って、代わりに牧草の種をまき、柔らかな緑の草
はらに変えてしまおうというわけです。
それで、ネコババしている羊のおっぱいといえば、
大さじで、いえ、小さじで計るほどの量です。でも、
とにかく出る！ 3 日目には、しぼる右手にジワッ
と「出ている」という感触がありました。私にも
けんちゃんにも初めてのことで、隣で、『お母さん
が戻ってきた！おっぱい！おっぱい！』とはねま
わっている子羊とけんちゃんとの両方に向かって
の戦いといった風な面もありますが、ピュッピュ
ッとしぼれる瞬間は、羊と同じ目的に向かってい
る同志のような感じがします。羊との一体感がど
うも必要らしく、そうなれば、何だかステキな領

分に入り込みそうで、
『今日はうまくいくかしら？』
と午後の「搾乳」を楽しみにしているこのごろです。
スロープ 3. 住宅の 2 階の西窓から見えるスロー
プは向かいからでなく、上から眺められます。右
手の、芽がふくらみ始めたさくらんぼの大木、す
ぐ眼下の、まだ手つかずの畑から目を移していく
と、左手に上がって下がっていく、なだらかな美
しい丘陵で、草がそろそろ 10 センチ近くにはえ
そろってきました。ここに羊を放せれば、羊もや
っとまともな食事にありつけるというものです。
おっぱいも本格的にしぼれることでしょう。今年
は 5 月半ばからでしょうか。早く早くと気がせい
たりもしますが、草は自然のペースで育つのだし、
自分の技からいえば、それまでの間に十分落ち着
いてけんちゃんのお相手ができるように、腕を磨
かねばならないわけです。とらぬ狸ですが、少な

星座のたしなみ

5

くとも 1 日 500cc 余りの量はほしい。チーズはそ
の約 1 割から 1 割 5 分に減って仕上がるのですか
ら。羊もしあわせ、人もしあわせという状況は、
このスロープがオーチャードやクローバーなどで
濃い緑におおいつくされる、その時から始まるは
ずです。
3 つのスロープを囲む雑木林から、チュピチュピ、
チョチョチョチョ、ピヨピーヨ、ホーホケキョな
どと鳥のさえずりがにぎやかに聞こえて、楽しい
BGM 付きの春の風景が予定通り訪れました。
（ながたはるこ／小別沢・山羊 2 クラブ／札幌）

森雅之

うしかい・おとめ・からす・コップ
さて 5 月。
今回はまた、北斗七星から始まります。北の空高く、
例のひしゃく星を見つけて下さい。
1、ひしゃくの柄を、そのカーブのままのばしてゆ
くと、オレンジ色の明るい星が見えます。これが「う
しかい」のα、アルクトウルス。
2、そのカーブをさらにのばしてゆくと、白い明る
い星。これが「おとめ」のα、スピカです。そし
てこの、北斗七星からスピカまでの大きなカーブ
を「春の大曲線」といいます。
3、大曲線をのばして、スピカの少し先。南の空に
小さな 4 つの星が、台形にならんでます。これが「か
らす」です。なお、日本からは見えませんが、「か
らす」の南、35 度下がったところに、南十字星が
あるそうです。南の国へ行ったら、ぜひさがして
みて下さい。
4、「からす」の横に「コップ座」というのがあり
ますが、見えにくい星ばかりなので、「からすの横
にはコップがある」ということで、見つけたこと
にしてしまいましょう。
今回の目的は「春の大曲線」です。アルクトウルス、
スピカはすぐ見つけられると思います。
星座全体を見つけるのは難しいので、とりあえず、
この 2 つの星を見つけて良しとしましょう。
（もりまさゆき／漫画家／札幌）
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ものけん

もの・環境研究会

■研究会リポート 1

「エジプトだより」

「陶芸 19 人展」について

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）夜、北星学園女子短期大学教室に
て

エジプト雑記

八代克彦

小林令明先生と相前後して、＜時を越えてロマン
に出逢う古代エジプト 8 日間＞というツアーに正
月早々参加して参りました。ちなみに費用は食事
込みで 26 万円。ロマンには出逢わなかったのです
が中国とはひと味もふた味もちがう巨石建築文化
に圧倒されてしまいました。訪問した都市は、順に、
カイロ、ギザ、アブシンベル、アスワン、コムオ
ンボ、エドフ、エスナ、ルクソール、メンフィス、
サッカラの 10 都市です。
はっきり言ってエジプト旅行はお薦めです。私自
身、3 月 17 日に小林氏のスライド会を拝聴し、見
落としたものの多さに気付いて、またまた旅の虫
が体内で騒ぎ始めています。
エジプトはナイルの賜物と言われるように、印象
に残った風景は不思議とすべてナイルがらみです。
ナイルの下流は想ったよりも川幅が狭くて肩透か
しでしたが、アスワン辺りに行くと思わず吸い込
まれそうなほどの蒼さでした。でも、この辺りに
はワニがたくさんいると聞きました。
そうしたなかでアレッと思うような風景がありま
した。それはスフィンクスの右脚です。世界各国
の援助で補修がちょうど完了したばかりとのこと
でしたが、なぜか右脚だけツルツルなのです。補
修があまりにも完璧でそこだけエジプトの風景に
なじまないのです。聞けばその部分は日本の大手
ゼネコン K 社が請け負ったとのこと。我が日本の
建設技術を誇るべきなのか、エジプトという歴史
風土のコンテクストを解することのできない日本
人の生真面目さを嘆くべきなのか、考えさせられ
ました。
（やしろかつひこ）
■研究会リポート・２
ギャラリーツアー

「陶芸 19 人展」・「北の家具作家 3 人展」
講師／前田英伸氏（札幌市立高等専門学校教師）
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中村昇氏（ファニチャーデザイン・ナッカ）
４月２日（日）さいとう Gallery・青楓舎・
ひつじ倶楽部（ディスカッション）
参加者／約 10 名
永田まさゆき

コメンテーターをお願いした前田氏に原稿をいた
だきたかったのですが、御自身の個展準備で超多
忙なため残念ながら実現しませんでした。ものけ
ん当日のディスカッションでは彼の興味深い話を
たくさん聞くことができました。前田氏の展示会
は現在開催中です（インフォメーション参照）。今
度は行って、ぜひ言いたいことを伝えましょう！
さて「陶芸 19 人展」ですが、会場は新設なった
「さいとう Gallery」、そのトップを飾るものです。
旧ギャラリーが地下１階と地上２階にあるという、
訪れる人にとっては気軽で便利な場所だったのに
比べ、新しい方はビルの５階。アクセスがやや面
倒なのが残念です。今回の件とはまったく関係あ
りませんが、誰か市内の目抜き通りの１階にギャ
ラリーを開く、肝っ玉の太い御人はいないのでし
ょうか。また作り手のほうにしても、このことに
ついてなんらかのモーションを起こすべきときと
思われます。
展示は出展者が個々にコーナーを確保し、それぞ
れを見せるというものでした。道内の中堅作家が
19 人も集まって、ということがまず意義深いこと
だったかもしれません。しかし集まることにより
何かを成すという意思を表明するのがデパートな
どの展示との違いだし、それに向けた努力は避け
られないことだとぼくは思います（商うという点
においては彼等はもっときちんとやる）。何か共通
のテーマを設けるなりして、「みせる」仕掛け作り
をもうすこしやってほしかったなあと感じました。
このところ複数での展示の試みが良く見られます。
なぜ複数なのか、答えを見い出せないままとりあ
えずならべた、としか受け取られかねないよう自
戒しつつ、このスタイルのさらなる展開を期待し
たいものだと思います。（ながたまさゆき）

北の家具 3 人展

中村昇

青楓舎のオープニング企画として 4 月 1 日（土）
〜 30 日（日）までの 1 ヵ月間開催。
もの研では 4 月 2 日（日）さいとうギャラリーの「陶
芸 19 人展」と合わせて、新設の 2 つのギャラリー
ツアーを企画しました。2 時 30 分さいとうギャラ
リーに集合して館内の見学の後、ボンゴ車に便乗
して青楓舎ヘ移動し 3 人展を拝見しました。
「何の変哲もない古い木造アパートに手を入れて、
45 坪の空間をショップギャラリーにしてみました。
インテリアを中心にナチュラル、シンプル、アン
ティーク、エスニックと種々なテイストを織り込
み、個性的な『しつらい』
、心地よい暮らしヘの提
案を考えてみたいと思います。
・・・」とは太田氏
の開店に当たってのメッセージです。
こけらおとしに選ばれたのが、勝水喜一、川股弘昇、
高橋三太郎の 3 氏。隠れファンと共にビジネスフ
ァン（こんな言葉ある？）がいて、こんなロケー
ションの提供を受けた 3 氏にやきもちを焼きたく
なろうと言うもの。3 氏 3 様の表現が実に楽しい
雰囲気を醸し出していました、空間は欲を言えば
1 人分のスペースに理想と思ったが、無機的なギャ
ラリーの作りとは違って物との相性が比較になら
ない良さで光っていたと思います。
勝水氏の一連の作品には、強烈な力と個性の豊か
さがあります。その個性が素材と共鳴し、INAX ス
ペースで見せた「牀の間」劇に連動しているので
しょう。「個性的であるがために規格からはみ出る
力を持った材を選び、勝負を挑んでいますが、あ
くまでも木を『読み』
、木を『組み』
、木を『映す』
ことに徹しています。
・・・」と INAX の高橋さん
が解読しています。
「私にとって木を扱うことは、木の樹齢からしても、
とてもおよびつかない生命の蓄積と共鳴していけ
る立場に立つことと思っています。それは、私の
現在持ちえた肉体が、生命存続活動のほんの一瞬
を担っているにすぎないことを認識せざるをえな
い行為であり、その一瞬のなかに、その生命の生
きた記録を刻み込めていく仕事として、取り組ん
でいかなくてはならないことのようです。（工房だ
より 9405）
」さらに、伝統の定義についてのご
本人の弁では、
「その時代に同レベルの価値観をも
って存在すること、すなわちその時代の流れを反
映し、生きずいて初めて後世へ語り始めることが
できるように思います。床の間の裏側で用いられ
た『車知栓』による技法が時を越えテーブルの中
に甦ったとき、伝統として未来へ通じて行ける予

感がします。」
勝水氏の仕事には形態や機能を超越した素材迫力
があり、その素材が選択された思考の中に既に機
能も形態も整っているように思われます。デザイ
ンの論理が口をはさむ余地はなさそうです。今後
の推移を楽しみにしているのは私一人ではないは
ずです。
高橋氏の作品には長年のキャリアに裏付けられた
安定感があり、純度高い仕事を見せています。氏
はデザイン理論を背景にコンテンポラリーを指向
していて、形態の純化は形態消化を経なければ求
められないと言えるかもしれないが、着実にその
プロセスを歩んでいます。
「さっぽろのデザインを考える・・・」の中で氏は、
デザインについてこう書いています。「デザインと
は計画の概念であり、必ず目的がある。その目的
に至るコンセプトがある。表面的な形の遊びでは
なく、表層的な情報の操作でなく、物事の内部ま
ではいっていく。椅子であれば、人間工学的な機
能だけでなく、手でさわって気持ち良い、座って
気持ち良い、その空間にその椅子があることが気
持ち良い、というような人間の自然が持っている
感性を型にする。住宅であれば、個々の家族が人
間たちが、そこで暮らすということはどういうこ
となのかを型にする。街であれば、なおさら表面
的な効率性、短期的な有効性ではなく、多くの色々
な人がそこで幸せに暮らすということはどういう
ことなのか？という基本的な物事の内部にまで入
ってデザインすべきである。」
デザインをする前提条件に必然性と必要性を探り、
その意味と情景をイメージした価値の創造を訴求
工房だより 9505
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している姿勢が伺えます。
川股氏の作品は表面的には伝統的な形態を指向し
ているが、ディティールに欧米のクラフトマンの
ティーストが感じられます。形態の上での折衷を
意図していると言われていたが、氏の形態浄化に
は至っていないように感じました。早速ですが、
ここで氷見晃堂の木工理念のご登場をお願いした
いと思います。晃堂は氏の思想の終着点ともいう
べき木工理念を、没する前年に確立しています。
その内容は木芸八訓、八則、八範に凝縮されてい
ます。材（素材の味を損なわない活用が基本。木
はそれだけで美しいが、新しい生命の形を与える）。
技（自分の技術を高度に発揮することは重要であ
るが、控え目に行って素材の美しさを優先させる）。
線の調和を考える。量（太さのバランス、木割り）。
間（空間のバランス）
。用（何に使うか、いつ、ど
こで、誰が使うかの心積もり）
。触をわきまえる。
色（逆らわない）の八つの基本要素を整えると言
うものです。材を生かし、技を慎み、線を修め、
量を満たし、間を整え、用に適し、触を弁え、色
に順う。八訓、八則を省略して八範を紹介しまし
たが、この木工理念は私の仕事の大切な信条とし
て、常に問いかけています。物つくりをしている
川股氏に共通したテーマと考えます。
10 名ほどの参加に止どまって少々寂しいツアーで
はありましたが、ひつじ倶楽部ではシェフご自慢
でこだわりの羊肉料理を堪能し、話もおおいには
ずみました。ご参加いただきましたみなさんに感
謝いたします。
（なかむらのぼる）

次回

ものけん

「ジュジョールとガウディとカタルーニャの周
辺」
講師／木下泰男氏（建築意匠研究者）
５月 19 日（金）午後６時〜８時
会場／ファニチャーデザイン・ナッカ
札幌市南区澄川３条３丁目４- ７
（地下鉄南北線・澄川駅５分）
☎ 011-832-7711
参加費／￥1.500
■ Jujol という建築家・画家が GAUDI 作品の中で
果たした、そのディテールのデザイン。二人の家具・
建築作品にみる比較。そしてカタルーニャ文化の
周辺等について。滞在の経験を踏まえて。
家具・内外部仕上げ・照明・ステンドグラス・ペ
インティング・ロマネスク・北部民家・アンダル
シア民家・・・etc.
■ガウディの主たる作品に見られるコラージュ的
なタイル貼り・鉄細工・エスグラフィド（掻き画）
デザインなどを担ったのが、年齢 27 才の若さであ
りながらガウディ作品の表層を飾っていった Josep
Maria Jujol Gibert（1879-1949）その人なのである。
ジュジョールはガウディの元で才能を引き出され、
さらにその後の作品作りにおいて楽しく、面白く、
難解であったり、分かり易かったり、なんとも興
味深いのである。
（木下氏著作より）
《 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》

イギリス、スコットランド
についての雑記
池野泰明
イギリスとスコットランドは同じ国なのだけど、
僕はいつも並記してしまう。やっぱり違うんです
よねえ。昨年秋、3 ｶ月ちょっとほど滞在するチャ
ンスを得た。2 ｶ月は中北部、ウエストヨークシャ
ーのブラッドフォード、その後グラスゴーへ 1 ｶ月。
自治体の補助による研修旅行だったのですが、初
めての海外、しかも一人旅、さらに飛行機はこれ
が 2 度目と、今思うとよく実現したなあなどとも
工房だより 9505

-6-

思ってしまう。なんと今時めずらしく 27 年間飛行
機乗ったことがなかった。最初の飛行機もお役所
がらみで、こっちは副業？の音楽の方で、岩手で
800 人の前でフリージャズなどぶちかまして来て、
山下洋輔とセッションなんかまでして来た。
で、今回の渡英は、一応本業？の木工関連で結局

音楽も捨て切れず、楽器の制作なんかをして来た
わけだったりする。楽器は学生時代から作ってた
りしたんですが、そろそろちゃんと勉強しとこう
かななんて思って、しかし補助の対象が指導者養
成ということで、書類を通すのに 4 ｶ月ほどかかっ
てしまい、なかなか大変でした。この制度を利用
した人はけっこういるようですが、みんなこんな
に大変だったのでしょうか。とはいえ、” 木工指導
者養成事業” ということで無事通過。もともと僕
自信、楽器制作なんて木工以外の何ものでもない
と思っていたわけですから。
で、現地では、ブラッドフォードのアーリーミュ
ージックショップという楽器メーカーの工房でク
ラヴィコードという鍵盤楽器を作り、グラスゴー
ではハープ制作者のティム・ホブロウ氏のもとマ
ンツーマンで中世スタイルのハープを制作して来
ました。
実は 5 月末、これについての報告会を開催するの
で、詳しい説明が気になる方はぜひご参加下さい。
楽器制作のプロセスや資料なんか展示したりもす
る予定です。もちろんスライドもあり。会場のキ
ャパが 100 人もあるので、集客のためちょっとだ
け宣伝したりすると、とりあえず写したフィルム
が 30 本、全部ラッシュにしたので、すべてスラ
イドに使えるんですが、時間の都合もあるので、
100 〜 150 枚ぐらいですかねえ。工房での制作風
景や、英国内の楽器コレクション、週末に写した
観光写真なんかもいれようかな（これがなかなか
英国を知るのに役に立つ）。僕は根が正直なので、”
指導者養成” という一行が頭から離れず、そうい
った資料もぬかりなくそろえています。といって

も雑誌集めただけだったりするんですが、なにせ
毎月 6 〜 7 冊発売になるので、これだけでも日本
の状況を考えると、十分に工芸的な背景を持って
いるんじゃないでしょうか。たばこ屋で”木工事典”
は買えないでしょう。てな具合に、英国の工芸環
境についても話ができればと思っています。もち
ろん作って来た楽器も用意するので、実際触って
みて下さい。演奏者が確保できれば、ちょっとし
た演奏も考えています。僕自信は自分の楽器はぜ
んぜん弾けないんで。
ではここらで、報告会では時間的におそらく話せ
ないだろうというのを少し。むしろ報告するまで
もないという話かな。アーリーミュージックショ
ップは大きな楽器屋の 1 セクションで、この楽器
屋はウエストヨークシャーで最大級の店です。札
幌の人はヤマハセンターみたいのを想像して下さ
い。実際、ヤマハの音楽教室もあったりする総合
楽器店なわけで、ピアノも管楽器もたくさんある
のだが、そのほとんどが中古というのが英国らし
い。経営はそれぞれ独立していて、たとえば木管
楽器のとこなんかは名前が既に” ウッドウインズ
エクスチェンジ” だったりして、中古売買が前提
になっているわけですね。個人的に僕はサックス
マニアだったりするので、もう目に毒といったも
のばかりでした。しかもヴィンテージ扱じゃなく
て普通の中古の値段だったりする。日本の市場は
異常です。これに限らず。こんなことなら現地調
達するんだったんだけど、自分の楽器携行してっ
たので、せっかくだからセッションなんかもして
来ました。どこへ行っても” 枯葉” などは誰でもで
きる。人前で何かやるってのは理解しあうのにて
っとり早い。一芸のある人はためしてみたらどう
でしょう。特に路上パフォーマンスには寛容な土
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地なので（評価される、しないは別ですが）、次に
渡英することがあれば、羽織・袴で尺八でもと思
っていたりする。
グラスゴーにはひと月滞在、ここはＣ．Ｒ．マッ
キントッシュの生地なのでマッキントッシュグッ
ズなんてのがやはりある。彼の仕事も沢山残って
いて、” ウイローティールーム” では今でもお茶を
飲めます。しかもカッシーナ製じゃなくて、オリ
ジナルに座れます。ただ土日はけっこう混むので、
やはりウイークデイがいいです。僕はあいにく 12
月の滞在だったのでだめでしたが、9 月ぐらいま
ではマッキントッシュの建物をまわるバスツアー
もやってます。ただし、一般に博物館で彼の椅子
などは写真とれません。彼のオリジナルを見ての
印象ですけど、彼の作品はどちらかというと直線
的な幾何学的イメージが強いですが、やはりオリ
ジナルはさにあらず、とても有機的です。多くの
植物画のスケッチや、それをモチーフにしたステ
ンドグラスや壁面の装飾なんかを見るとよく判り
ますが、アンティークの分類でも、彼のものはア
ールヌーボーに入るので当然といえば当然ですが、
カッシーナしか知らない人はぜひオリジナルを見
ることをおすすめします。ラダーバックでさえ有
機的です。
以上、まったくもって雑記でしたが、報告会では
実のある話をしたいと思ってます。ただ、あんま
り堅い話ではないので、気軽におこし下さい。
＜告知＞
5 月 26 日（金）6：00p.m. 〜
かでる 2.7. 520 会議室
参加費 1000 円《詳しい告知はＤＭ又はチラシ等、
近日中に配布したいと思ってます。給料あとです
が、飲みになど行かずによろしく・・・。》
（いけのやすあき／音楽・木工／札幌）
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バトンルージュだより

平田富子

１年の半分近く住むようになって３年近くなりま
すここバトンルージュは、ミシシッピー川がメキ
シコ湾に注ぐアメリカの南部です。この地の人達
はフランスからの移民が多く、バトンルージュと
はフランス語で赤い矢を意味します。今でも、家
族間でフランス語の会話という人達も多いようで
す。フランス文化も色濃く残っていて、他のアメ
リカとは料理も全く違うと言われています。体格
も小柄な美人の多い所で、日本男性から見ると好
ましい女性が多いそうです。車で一時間の所に有
名なジャズ発祥の地ニューオルリンズがあり、日
本人観光客も多く訪れます。何よりも日本で良く
知られたのは、名古屋の高校生服部君が射殺され
たという悲しい出来事でしょう。でも、この美し
い静かな町でと信じられない気持ちです。ここは
亜熱帯に属しますので、一年中暖かく、特に秋か
ら初夏にかけてすばらしい季節です。植物の成育
は早く、種類も多く、自然豊かでどの家も広く大
きな前庭があり、又バックヤードは起伏に富んで
きれいに芝が手入れされ、大きな木の下には色と
りどりの花が咲いて、この家が好き、あの家も素
敵と散歩してまわるのは楽しみです。ここには古
いプランテーションハウスも残されていて、訪れ
ますと映画の 「風と共に去りぬ」の世界です。黒
人のメイドさんが現われそうですが、留守番のボ
ランティアの老婦人達がおしゃれして陽気にお茶
のサービスをして下さいました。
町で一番有名で又観光名所となっているのは、ル
イジアナ・ステイト・ユニバーシティー略してＬ
ＳＵと呼ばれている大学です。この大学はとてつ
もなく大きなもので、ありとあらゆるものがあり
ます。珍しいものでは、牧場、ホテル、ゴルフ場、
ゲームセンター、ボーリング場、劇場、映画館、種々
の教会、２０万人入れるフットボール場、その他
のスポーツセンター、日々発行される新聞、放送局、
レストランも日本のホテル並生演奏つきと立ち食
いまであります。消防の学校もあり、火をつけて
は消しているので、はじめて煙を見た時はほんも

のかとびっくりしました。
今はクロフィッシュと呼ばれるザリガニのシーズ
ンです。大きなドラムカンに種々の香辛料を入れ、
ポテトとコーンと共にゆでたものを大きなテーブ
ルで食べるパーティーが催されます。夕方、屋外
でホタルの飛ぶなかのパーティーは、素朴で、豪
快で、北海道と似たところがありますね。竹の子
のシーズンでもありますので、町でただ一人の竹
の子料理人の私は、大学の竹薮の中をゴソゴソし
ております。煮しめ、ごもく寿司を作って喜ばれ
ています。
私の住んでおります家は学生街の中の古い家です。
大きな窓から裏のジャングルを眺めますと、木の
葉に陽が当たり影になった部分との濃淡、風でゆ
れてキラキラ輝き、何とすてきと思わず口から出
ます。長く住むには人種問題や教育、政治の問題
があるようです。又いつかその事も書かせて下さ
い。

（ひらたとみこ／バトンルージュと広島を往復中）

現代通信事情

坂井正周

昨年の暮れあたりからやたらマスコミの間でイン
ターネットなる言葉が取り沙汰され一応名前だけ
は知っていたがそれがどういうものなのかはよく
わからず、興味はあったが必然性もなく目的もよ
くわからず手を出す気にはならなかったというの
が正直なところであった。
しかし今年に入ってとある人からインターネット
について聞かれてはたと余りにも何も知らない事
を自覚して、いくらなんでも根拠のない憶測だけ
で漠然と理解していてはどうかと思い、とりあえ
ず資料集めに本屋へ出向いたがあまりにもインタ
ーネット関係の出版物が多いのに唖然。なんだ、
なんだという感じだったがとりあえずインターネ
ットの雑誌を一冊買って読んでみた。まるで何の

ことかわからずじまいであったが、今はどうにか
おぼろげながら輪郭が見えてきたところ。で、あ
とは実際にインターネットに参加して操作してみ
ないとわからないし、先には進まないであろうと
いう所であるが、正直いって今だに自分にとりイ
ンターネットへの必要性も必然性も目的もよく分
からないでいる。しかし興味だけは以前より増し
ている。というのはインターネットの本を読むと
どれも共通して書いてあるのが、どれほどすばら
しいものかは文章では書けないので実際にやって
みて体感して欲しいという事であった。私は単純
なのでこうこられると、いっちょ試してやるかと
なってしまう。やらずしてなにをいわんやでもあ
る事だし、意外な発見もあるかもしれない。思え
ば 9 年前初めてマックに関わった時もそれ程大き
く期待していた訳でもないし、まさかこれが自分
にとっての将来を大きく左右するものになるとは
全く予想だにしていなかった。ある意味ではこの 9
年間マックのおかげで食わせてもらったようなも
のだったかもしれない。そういう事でインターネ
ットにはちょっぴり期待している（しかし期待は
裏切られる為に存在する事が多い）。
しかしインターネットに参加するにはなんと金の
かかる事。高速モデムとプロバイダーへの入会申
込み（しかも札幌から接続できるプロバイダーは
数少なく入会料や会費が高い）だけでも 10 万円近
くかかってしまう。
しかしだからこそトライしてみる価値があると、
他人には理解のしがたい理屈で自分を納得させて
いる。（9 年前マックは白黒 9 インチモニターで
70 万円もした。それから比べリャ安い！）
話は変わるが今年 2 月にとうとう携帯電話を持つ
という暴挙？に出てしまった。私にとって携帯電
話というのは余りいいイメージがなく、余裕のな
いジャパニーズビジネスマンの象徴みたいな偏見
的印象があった。（携帯型のマックであるパワーブ
ックにも同様の偏見的イメージがあって今だに好
きになれないが ......）しかし事務所に昼間不在が
ちな事が多く、一部の知人から電話番のスタッフ
を雇うか携帯電話を持てと忠告され続け、どうい
う訳か携帯電話を所有した直後電話番をしてくれ
るスタッフまで加えてしまった。スタッフが居る
のなら携帯電話はいらなくなると思ったが、実際
一ヵ月程使用してみて結構面白い所も見えてきて、
これはこれで持っていてもいいかと今は納得して
いる。
通常の電話と携帯電話の大きな違いは片や家或い
は会社等の大なり小なりの集団の窓口につながる
通信コミュニケーション（一人住まい或いは一人
の事務所では違うが）に対し携帯電話は完全なパ
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ーソナルな通信コミュニケーションであるという
所、例えでいうならばホワイトハウスに電話して
大統領秘書を通じて伝言を伝えるのが今までの電
話で大統領直接につながるホットコールが携帯電
話、の違いであるか。ホワイトハウスの秘書を経
由しないで大統領に直接電話する用事というのは
組織を介入させないで、トップクラスのみで直接
会談するという、それもかなりの緊急事態におい
てという事になっている。私は大統領ではないし
（アトリエの代表者ではあるが）
、緊急事態でのト
ップクラスの会談も私には今後そう機会があると
は思えないが、携帯電話にかけてくる内容という
のが目的のはっきりとした用事であり、もちろん
大豆の投機の勧誘や融資のお誘いなどは携帯には
かかってこない。（もちろん特定の人にしか番号を
知らせていないという事もあるが）
通信内容の種類が違う電話が事務所と個人とそれ
ぞれあっても面白いのではないか。現に私が事務
所に居ても携帯の方に電話をかけてくる知人もい
る、多分逆の立場だったら私もそうするかもしれ
ない（電話代を気にしないのであれば）
。コンピュ
ーターを使って設計の作業を行う事が表現の選択
肢の追加という解釈と同じく従来の電話機と違う
目的をもつメディアの電話がもう一つあれば、こ
れも選択肢の追加という解釈になるだろう。選択
数の多い事がいい事か悪い事か？私はいい事だと
思う、なぜなら選択をできない或いは誤るという
のは選択する人に問題があるからであって、選択
できる数ではない。極論かも知れないが可能性は
多いにこしたことはない。
携帯電話もコンピューターも持ち運べるようにな
って、やがてそれがだれもが当り前に持つ頃がく
るのだろうけどその事をそんなに警戒も期待もい
らないのかもしれない。所詮持つ人は持つし持た
ない人もまた存在するだろう。今さら、時計も本
も持ち運べなかった時代を懐かしんで語る人もい
ない様に。
しかし私が携帯電話を持って一番喜んでいるのは
多分うちのカミさんだと思う。仕事帰りの車の中
で携帯電話が鳴り家に着く前に買い物を頼まれる
事が、携帯電話を持つ前と後で私の生活サイクル
の一番変わった所かもしれない、いつぞや外で打
合せ中に『子供が風邪ひいて急熱が出てるから夜
間の病院へ連れていきたい。早よ帰れんか』とき
たときもある。私にとってこれは携帯電報かもし
れない ...........。
（さかいまさちか
／お茶の水設計工房アトリエ 808 ／札幌）
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「ミニ断食のススメ」

三上敏視

テレビをつければオウム関連という今日この頃。
オウムはどうでもいいのだが地下鉄サリン事件は
気になるのでついつい見てしまい、報道のレベル
の低さに気分が悪くなる。
さて、その報道を見ていて唖然としたことのひと
つは、オウムの食事が一日二食ということを「非
常識」のように扱っていた事だ。中には「戦争中
を思いだしてせつなくなる」みたいな発言もあっ
て、つい「おいおい」とテレビに向かって文句た
れてしまった。だって私は今、一日二食の食生活
なのだから。もしこの報道陣とオウムの信者を健
康面で比べたら、おそらく報道の方が糖尿病とか
心臓病とかを患っていて不健康の筈だ。仕事のス
トレスと言うこともあるが、絶対食べ過ぎている
はずである。それも肉食中心で。現代人の病気の
原因の多くが食べ過ぎであることはわかっている
のに、そして昔から「腹八分目」と言われている
のに、いまだにお腹いっぱい食べることが「幸福」、
それも肉が多ければ「豊か」という、それこそ「戦
争中じゃあるまいし」の感覚が残っているのはど
ういうことなのだろう。
そこで断食の話。
知り合いで、飲み過ぎで体調を崩すと時々二週間
ほどの断食をして「気持ちがいい」と言っている
人がいて、断食に興味は津々なのだが、まだどう
も実行には到らずにいる私だが、戦前に一世を風
びしたという西式健康法の継承者で甲田光雄さん
という内科医の提唱している一日単位の断食「少
食療法」なら出来そうだということで、現在これ
を実験中。これは早い話が「朝食」を抜くと言う
もので、その根拠は「前日の老廃物を出し切って
から食べるのが順序ではないか」というもの。断
食中の尿を調べたら飢えているときに老廃物がた
くさん出てきて、その中には一旦体内の脂肪に沈
着したら５年も１０年も出てこないと言う農薬の
ＢＨＣもあったそうで、老廃物が出ていないのに
食物を入れてしまっては血液が消化器に集まって
腎臓に回らず、いつも濁ったままだと言うわけだ。
一日単位の断食と言うことで本格的な断食には及
ばないものの治療法としてかなりの効果があるら
しい。
しかし、世の中の風潮は朝食重視である。特に脳
の働きに必要なブドウ糖が午前中は足りないから、
しっかりと食べないと頭が働かないというのが現

代栄養学の「常識」なわけで、この先生も常に栄
養学者からは袋だたきにあってるそうだが、ブド
ウ糖がなければ脂肪を使うようになるという研究
報告もあり、甲田先生にも理はあるようだ。
実際にこの先生はかれこれ１０年、起床は朝の４
時半だが朝食は夜の８時という「異常」な食生活
でバリバリ元気な７１才。断食やこの少食、西式
の独特の運動療法で多くの難病患者を治している
そうだ。
で、私もこの一ヶ月、べつに具合いが悪いわけで
はないが朝食抜きの一日二食を実験している。体
調は良好だし脳の方もまあまあじゃないだろうか。
フラフラもしないし貧血もない。この文章も午前
１１時頃にパソコンにて作成中。ただし水はいい
ものを飲むようにしているが。
食には執着があるので一食抜くのに未練もないわ
けではないが、逆に残りの二食がとても大事にな
って感謝の心なんてのも自然に出て来る。（食費を
同じとすれば、量が減ればその分いい食材が買え
るという理屈も成り立つ）そして腹も引っ込んだ
し朝の時間も有効に使えるし、今のところ自分に
とってマイナス面は思い当たらない。一日目の午
後に早くも宿便のようなものが出てびっくりした。
いつまで続けるかは判らないが、今の年齢（４１）
には結構合っている気がするし、これからの食料
事情などを考えてみても流れは少食に向かってい
るのではないだろうか。断食には興味があるがな
かなか実践できないと言う人をはじめ、やせたい
人、忙しい人などに、この一日単位のミニ断食が
おススメである。
（みかみとしみ／ MICA BOX ／札幌）

いんふぉめいしょん
■前田英伸モールドワーク展
PORCELAIN DREAMS
５月１日（月）〜 22 日（月）10：00 〜 18：00
８日（月）18：30 ／オープニングパーティー
Gallery R-Box
松下電工ナイスプラザ・札幌３F
札幌市北区北９西２☎ 011-727-5066

■オイリュトミー大阪公演
※前号訂正（失礼！）
５月７日（日）２：30 開場、３：00 開演、
展示 12：00 〜
びいどろほおる￥3.000
問い合わせ／ 0721-53-1091 中道（18：30 〜 21：

■「地球交響曲 第二番」特別試写会＆
龍村 仁トークショー
５月８日（月）６：00 開場、６：30 開演
ＭＢＳギャラクシーホール（大阪梅田・茶屋町）
￥3.000
問い合わせ／パラダイス・シネマ☎ 06-282-1460
春の収穫祭

■フリースパーティ in Tobetsu
５月 13 日（土）12：00 〜 17：00
ガラガーエイジ（株）倉庫前
石狩郡当別町金沢 166 ☎ 01332-2-3060
JR 学園都市線／金沢駅より徒歩７分
羊の毛刈り、国産羊毛・羊仲間による手作り作品・
機類の販売、
羊の丸焼き（予約〜電話同上〜井田氏まで）
問い合わせ／ニュージーランドファーム染織教室・
Tel.&Fax.011-778-6736 下村好子

■加藤祐子 - ファイバーアート展
5 月 15 日（月）〜 20 日（土）、10：00 〜 18：
00
（最終日
17：30）
大同ギャラリー／札幌市中央区北 3 条西 3 丁目
札幌大同生命ビル☎ 011-241-8223
※ここ数年続けている、40 ㎝× 40 ㎝の布のシリー
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編集後記

永田まさゆき

■おたのしみ第２回戦のプレイボール！とあいな
りました。
昨年度に引き続き、今年も隔月刊〜奇数月はじめ
の発行です。
原稿は偶数月の 25 日を締切とします。よろしく。
■雪を脱いだ土の上をぬるい風がわたり、羊が『ブ
エェー！小屋からデルゾオォー！』
。ああいかん、
机の上のオシゴトはとりあえずさておいて、ゴム
長靴に軍手（戦争の小道具、日本で考え出され大
戦前は輸出されていたそう）のいでたちで、さあ
「野」へ！という日々が、去年、ニュースレターを
始めたときと同じように再開。
まず「野」でやりかけたことは山羊×１＆羊×４
+ ２のための放牧場の整備。仕事場の机から見える
南斜面、地主の先代が切り拓いた畑は数十年間放
置された結果、雑木とクマザサの天下になってし
まっていた。やっと去年、ぼくが電気牧柵をはる
スペース〜巾１メートルほどをトラ刈りにし、な
んとか１反位の広さの運動場らしきものをこしら
えたのだが、その囲いの中は依然、雑木とクマザ
サ状態のまま。せまい小屋の中から解放してあげ
たとこちらは思っても、彼女たちにしてみればは
なはだ迷惑といった感じなのだった。
３日かかってクマザサを刈り、雑木を倒し（今ど
き切っちゃいかんのだけどね）
、あちこち摺り傷つ
くり、あとは刈ったクマザサをかたずけ牧草をま
くという、たぶん３〜４日分の作業を残したとこ
ろで「机」にリターン。
■トンネル山に学校みたいなものをつくるプラン
ぼくはこのトンネル山で何をしたいのか・・・現
在の気持ちをちょっとだけアピール。
① ６〜 7000 坪あって、大通り公園まで５キロ
ほどの、緑豊かなこのへんてこりんな場所を、個
人的に所有し（現在借地）
、その枠内で使っていく
というのは物足りない、というより勿体ない気が
する。
② 「ものつくり」の学校（のようなもの）という
のはどうだろうか。
③ いわゆる学校というものには手垢がつきすぎ、
ひっかかるものも多いが、
「もの」を「つくること」
を考え・実践することを通じ、新しい暮らしのス
タイルを追求する場（それを学校と呼ばなくても
よいが、学校性のようなものは伴うのではないか）
が今あったら愉快だし、必要だとも思う。なにか
それにふさわしい名前は探したほうが良さそうで
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はある。
④ 「もの」は暮らしに必要なものということ。暮
らしを考えるのに、ある「住まい方モデル」を設
定してみるということもありうる。その場の担い
手の集合（あるいは分散）居住の形態はおもしろ
い課題になるはずだ。インターナショナルなもの
にもできると楽しい。
⑤ 暮らしには食べ物である。そして「ものつくり」
には、それなりの「農」のセンスが欠かせないだ
ろう。メダマは山羊・羊文化の再構築か・・・な？
⑥ こういう場には、ある「拠点」的な性格が求
められると思う。また、ネットワーキングを意識
するということ。独自性を求めつつもその場で完
結することなく、連携プレーの触手を広くさしだ
すということ。
少しづつ準備を始めたい。参加していっしょにイ
メージづくりからはじめたい人をつのりたいと思
う。
こ・の・指・と・ま・れ！

予

告

で
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す

「山と鳴る」
■トンネル山ワークショップ 95
・・・山に集まり、音の出るオブジェクトをこしらえ、
鳴らします。すこし街をふるわす・・・。
７月末か８月はじめの週末３日間を予定。キャン
プ可。運営スタッフ募集！希望者はアトリエオン
（Tel.011-664-5148、Fax.011-664-6144）まで。

