今月のオデキ

古山恵一郎

「お上」の責任ではないが、可哀そうなので従軍慰
安婦救済のための基金を「民間」に作り、
「お上」
が援助をするのだそうな。我が国の「お上」もこ
の程度である。従軍慰安婦の歴史について考えて
見るとよい。我が国最大の従軍慰安所は言うまで
もなく江戸時代の吉原であった。１６００年の開
府以来、３００年近く、江戸は征夷大将軍の前線
指令部であったわけで、都であったわけではない。
前線の幕営がいつしか「都のようなもの」になる
という異常事態をわれわれ日本人はあまり深刻に
考えもせずに受け入れてしまったのだろうと思う。
良く考えて見るとそれは異常なことなのだと気付
く。そうした異常さを見つめると、いろんなこと
が見えてくる。「江戸の華」も制度の上から見れば、
征夷大将軍の幕営、つまり原住東日本人討伐基地
周辺の賑いなわけで、戦後一時期の米進駐軍基地
周辺のアレと同じものである。東海道筋では祭の
だしものに大名行列をやるところがあちこちにあ
るが、参勤交代というのも、諸国の武家の親分衆
たちが交代で徳川家の前線基地に勤務するわけで
ある。そうした武家の親分衆達用の従軍慰安婦が
吉原のおいらんと言うわけだ。今でもガイジン向
けハトバスなどに乗ると吉原に乗り込んで「高級
従軍慰安婦ショー」を見せるコースがあったりす
るようである。
そうした「異常な日常」がその後どうなったかと
いうと、第二次大戦終結までは銃剣だったものが、
札束に変わっただけで、数万人というフィリピン
の「日系ててなし子」を見ればわかるとおり、
、実
は何も変わっていないのだ。戦争のための「国家
総動員」が産業のためのそれに変わっただけで、
「お上」の言うままに異常をそうとも見ずに突き進
む日本人の姿は、傍から見ると不気味なものに違
いなかろう。明治維新以来第二次大戦終結までの
７７年間の「富国強兵」にも、
その後の「戦災復興」
「高度成長」にもわれわれ日本人はそうして「国家
総動員」で突き進んできた。
従軍慰安婦が「軍事物資」の一種であるのと同様、
現在の日本では全国民が実は「産業資材」として
のみ存在しているのではないかという疑問に囚わ
れることがある。戦争目的の達成のためには従軍
慰安婦の犠牲を当然とする発想は、産業目的の追
及のためには生活を顧みないという発想となって
生き続けているのだ。征夷大将軍の前線基地は経
済的な世界制覇のための前線基地に変わっただけ
で、暮らしの場所からは程遠いままにある。旧幕
府の前線基地であった江戸を「都」に改造しよう
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という努力が明治以降続けられたが、あまり成功
しているようには見えない。地方の暮らしも実は
首都圏とそれほどの違いはない。浜松市は大正年
間に急速な人口集中を見ているが、それを引き起
こしたのは植民地と中国向けに急発展した繊維産
業なのだ。「君とぼくが家族を作り、家族が集まっ
て街を作り、やがて国を作る。」と言うのでなく、
「富
国強兵」にせよ、「高度経済成長」にせよ、「国家
総動員」のために人間を集めると言うのでは街は
できにくいのではないだろうか。我々は植民地出
身の元従軍慰安婦の痛みに思いを馳せるだけの豊
かさを持ち合わせていないのかもしれない。多摩
丘陵を覆う住宅を眺めてふと「地球の表面を覆う
オデキの親方」と言ったところが妥当だな、と い
う気がした。
（こやまけいいちろう／ ASK Inc. ／浜松）

2 × 50 円

永田温子

八洲雄様
いつもいつもどうしていらっしゃる
かなと思い出しています。次は雪印のチーズの映
画を手がけられるとか。日本のチーズ史をたどる
のに、Y 社には山ほどの実際的資料があるに違いあ
りません。とても興味があります。「乳利用の民族
誌」= わくわくする読み物は Y 乳業健康生活研究
所編となっています。
このところ我々は、渋谷 F 社の通販チーズをとっ
て、主にイタリアやフランスのものに親しみ始め
ましたが、特に山羊や羊のチーズの味を身近に感
じています。けんちゃんという、ここの羊のおっ
ぱいを原料にして、毎週小さな一個という割合で
冷蔵庫に寝かし付けているチーズはどんな代物に
なるかわかりませんが、真っ先に八洲雄さんに！
レシピのない食べ物作りに挑戦するとき、いつも
脳裏に浮かんでいるのは義子さんなのです、本当
に。たとえば、ある日、カラコロと木の実の落ち
る音を聞いたら、拾って、いって、秋一番を味わ
った義子さん、『義子さんならどうされるかな？』
と。きっとその時だけ、八洲雄さんのそばを抜けて、
ここに降りて来てくれているのではないでしょう
か。
いつかチーズ旅行をご一緒に !!
惇子様
あなたが帰京されてから、又、どん
よりした日が多く、時折『秋風？』というくらいで、
夏野菜は望み薄、豆に希望を託しています。遊歩
道のシナの木の花はもらいそこねてしまいました。
あれからすぐ花の時期だったようで、もう小さな

実が沢山ぶら下がっていて、代わりに山はアカシ
アの花の香りでむせ返るようでした。アカシアの
花の天ぷらを食べたことがありますか？
羊の堆肥を運んで下さった段々畑もやっと耕し終
わって、ブロッコリーやカリフラワーを定植。レ
タスやサラダ菜も眺める度に青々として来ていま
す。堆肥といえば、その生産者たるけんちゃんの
おっぱいもそろそろしぼり終えて、休養をとって
もらいます。子羊たちもプリンプリンに太って、
離乳完了。半日、親と離した分、平均すると 1 日
350cc くらいだったでしょうか。500cc 近かった
こともあったから、初めてのこととしては成功と
いうことに。松山牧場で見たフライスランド種は
1 日に 2 ℓもの乳量という話でしたが、体も大き
く、足も長く、よく食べそうでしたものね。今秋
は山羊 1 頭と羊 2 頭に種付けして ....、チーズはた
っぷりと完全自給 ....、フフフッ ....。あっ、それと、
ドクダミローション仕上がりました。あなたなら、
そちらの山羊乳で割って飲んでしまうかも。ウオ
ッカを使いましたのでね。
（ながたはるこ／小別沢・山羊 2 クラブ／札幌）

「春の大曲線」

７月 15 日
21 時頃の空

星座のたしなみ

6

森雅之

かんむり・かみのけ・いて・てんびん
７月初旬
21 時頃
南の空

7 月の季節はもう夏ですが、今回は、前回の「春の
大曲線」の続きです。まず、図で「春の大曲線」を、
おさらいしてみて下さい。
1、北斗七星の最後の星とアルクトｳールスをつな
ぎ、それらと三角形をつくる星を、東にさがします。
その小さな星が「かんむり」座。よく見ると、七
個の小さな星が半円を作っています。今頃は天頂
にあるので、みつけやすいと思います。とてもか
わいい星です。
2、今度は、西側に三角形の一点をさがします。と
いっても、肉眼ではちょっと見つけにくいのです
が、図のあたりにぼんやりした光のかたまりがあ
ります。これが「かみのけ」座。小さな星のあつ
まりです。
3、かみのけ座と北斗七星の間に、ポツンとあるの
が「いて」座。あまりめだつ星ではありませんが、
いて座生まれの人は、ぜひさがしてみて下さい。
4、大曲線をスピカまでのばして、その東側。
「く」
の字をさかさにした 3 つの星が「てんびん」座。
同じくてんびん座生まれの人は、どうぞ！
5、さて 7 月初旬、南の空にひときわ明るい星が見
えます。これが木星。実は、その辺りがちょうど
「さ
そり」座にあたります。「さそり」は、改めて紹介
しようと思いますが、よい機会なので見つけてみ
て下さい。赤い星を中心にした長い S 字。わかり
やすい星座です。
今回の目的は、なんといっても「かんむり」と「か
みのけ」。低倍率の双眼鏡（オペラグラス程度で十
分）で、のぞいてみて下さい。必ず、好きになる
星座だと思います。
では、次回からは、夏の星座を。
訂正 -- 前回、図の中「カノープス」とあるのは、
「ア
ルクトｳルス」のまちがいでした。すいません！
（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

「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 20 日（土）夜、ﾌｧﾆﾁｬｰﾃﾞｻﾞｲﾝ・ナッカにて
参加者／約 30 名
19 世紀末のカタルーニャを生きた一建築家

J . M a . J U J O L I G I B E R T : 1879-1949:
Arquitecto: CATALAN,ESPANYA
木下泰男
はじめに -- 先般のスライド会では皆様には、拙い
話で大変恐縮しきりでした。表層的な話でうっす
らとしたものにしか感じられなかったであろうこ
とを申し訳なく感じておりました。そこへ、永田
さんより掲載のお声をかけて頂き、是非とも、皆
さんの記憶の片隅に留めて戴けたならば幸いと思
っております。

や列柱広場天井メダイヨンの特異なデザイン採用
に帰依するとみられ、共にガウディの傑作作品で
のことである。それらを具体的に列挙してみると、
破断タイルの不確実な断片或いは凹凸面への作業
性と表現域の拡大化、役物タイル（不用・不良・
日常磁器・瓶・ガラスと共に）活用、さらに、ア
ナグラムサインの付加、手の軌跡尊重を多用、色
彩の組み合わせの大胆さ、及び、パターン性から
の脱却、感覚的自由さや、増殖性及び自由な半立
体仕上げの可能性を示していると思われる。いわ
ゆる型にはまらない気軽さを持ち合わせていなが
らデザインへの今日的意識を感じさせている。そ
れに応呼するかのようにペインティング／スグラ
フｲットなど、鉄細工の技法にははっきりと一つの
特徴が見い出せる。基本的には在り物からその材
を生かしながら、どの様に変貌を遂げるか。レオ
ナルド・ダ・ヴィンチの紐文様のように鉄を一本
の紐のごとく、やわらかさと一筆書き（連続性）
の意識を用いている。パズル的な要素を兼ね備え
た楽しい作品創作に試みと次時代へ通ずる先見性
を感じずにはいられない。今日的表現方法のひと
つの方向性ではないだろうか。その意味では、早
すぎた建築家であり、そのことに加えて社会状況
の低迷期であったことで、ことごとく時代がジュ
ジョールを生かし切れなかったのではないかとも
言える。

第二章 ジュジョールが社会状況に恵まれなかっ

序章 まず始めに、ジュジョール（Fig 1) は、皆
さんがガウディ作品のガウディらしい表層表現で
あると思われている表現を担当した建築家であり、
ガウディの懐に飛び込むことのできた唯一の建築
家その人なのです・・・。

第一章 ジュジョールのタイル表現技法の評価に
ついて、ガウディやドメネク、プッチ、ムンクニ
ール等々カタルーニャの建築家達の伝統的手法を
駆使し多様化した最高潮の雰囲気の中にあって、
ジュジョールは一種独特な違いをはっきりと呈し
ているのである。ブリコラージュの引用であるそ
れは、ガウディ作品での製作に関わることでジュ
ジョールの潜在的感性が一気に引き出された感が
あり、カサ バトリョのファサード外壁や中庭側
バルコニー仕上げ・パルケグエルでの蛇行ベンチ
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たことが、実は建築空間まで追求仕切れなかった
はがゆさの感が否めない。残念ながらガウディの
ように思うがままの作品を実現できた建築家とし
ての評価は難しいものの、しかし、ジュジョール
が改修をこなした建築空間への行為は、空間とし
ての建築を目指すための助走期だったのかも知れ
ない。カサ プラネリヤスやトーレ デ ラ ク
レウ、ヴィスタ ベーリャ教会そしてモンフェリ
ーの教会など数少ない建築作品からの更なる展開
を見てみたかったと思うのは自分だけだろうか。
ジュジョールの表現は素朴で簡易であるが故に、
今日のテクノロジーを飛び越えたところで再認識
されている一つの表現であると考えられ、今日だ
からこそディテールの荒さに新鮮な印象や共感を
受け、整然とし寸分の狂いのない納まりへの反動
があるのではないだろうか。当時ジュジョールは
純粋に歴史を踏まえ感性を思う存分に表現へと駆
使していったに違いないわけで、前衛の前の前衛
（ブリコラージュ等）とも言えるのかも知れない。
スペインの一地域でのことを我々が知るに至るま
でには今日を待たなければならなかったと言える。
更に、ジュジョールは煙突など全面に押し出され
ていない見過ごしそうな「ふとした所」に関心を

示したように見える。今井兼次（1895-1987）が
一早くガウディ作品を国内に紹介し、その表現の
中で信仰的精神性を把握し、26 聖人殉教記念堂で
の表層仕上げ表現に於いて、裏の部分のまさに見
逃しそうな部分にまで意識を注いでいる点は、ジ
ュジョールを確かな眼差しで感じとっていたと解
釈できるのではないだろうか。

第三章 さて、前回カタルーニャ モデルニス
モ期建築についてオフィシナデトｳリスモ発行
（japones 版）のものでおおよそ周知戴けたかと
思うが、個性ある建築家達が数々登場し、バルセ
ロナ（カタロニア州）の都市に繊維工業・鉄道が
発達し、中産階級が財を成し、人口の増大をきた
し都市計画を考えざるを得ない状況が訪れるので
あ る。 そ こ で 登 場 す る イ ル フ ォ ン ソ セ ル ダ ー
（1815-1876）によって街区整理がオリジナル案
（1859）よりも高密度化された実施案において、い
まのバルセロナの市街地形成を歩み始めるに至る。
つまり、バルセロナは精神的にも経済的にもカタ
ロニア文化が開花する土壌が培われ呈していたこ
の時間軸の延長上にプッチ、ドメネク、ガウディ
等が時代と相まって生き、これらの終焉期にジュ
ジョールの創作活動が本格化し始めるのである。
市民への影響についてはなんとも言えないものの、
Ｊ．ミロ、Ｓ．ダリ、Ｐ．ピカソが、Ｐ．カザル
スがグエル公園へ足を運ばなかったとは言えない。
特に、ミロについてはグエル公園のモチーフを意
識した作品を残しているのである。直接的ではな
くとも姿形を変えて芸術家達の表現を借りて間接
的な影響を与えているのではないだろうか。
この華々しいモデルニスモ期の建築周辺やジュジ
ョールについて、諸外国での出版が多数試み始
められていますが、LA IGLESIA-SANTUARIO DE
MONTFERRI:1926. TARRAGONA の未完作品につ
いてのオリジナル実測図を 1989 年迄に起こして
いるのは、CATEDRA GAUDI スタッフとおそらく
私の手によるものと多少の自負を持っております。
自身にとって、J.MA.JUJOL I GIBERT を考察するこ
とは、少なくともこの北海道で建築の領域を意識
することに関し、何かが見えてくる気がしていま
す。
Sapporo, 10.julio.1995;［終稿］
きのしたやすお：1984 年道都大学卒。1984 年宮下計画所所員。
1989 年渡スペイン。1991 年北海道造形デザイン専門学校常勤。
1994 年道立釧路芸術館設計競技佳作入選受賞（作品 No.102 ／
メインアーキテクト）
。

■研究会リポート２
「ＥＣの田園づくりに学ぶもの」
講師／小椋護氏（地域計画プランナー）
６月 10 日（土）夜、北星学園女子短期大学教室にて、
参加者／約 30 名
ＥＣの田園づくりから

小椋護

ものをつくることの雑感
●田園づくりは、そこの地にある生態を生かして
人間がどのようにして心地良い持続できる共生関
係をつくっていくかということに尽きるであろう。
生態関係でとらえる以上、人間にとって不都合な
ことや不便なことも我慢しなければならないだろ
う。というより、少し不都合なことや不便な環境
の中に居ることの方が、生きていく上で楽しいと
思えるような人間の価値観の転換行為に田園づく
りの本質があるかもしれない・・・と私は考えは
じめている。
●ものつくりで大切にしたいことは、つくるとい
う行為に続く、つくったものが少しづつ朽ちてい
くことを見守ることにあるような気がする。生態
が生と死のくり返しの中で系が維持されていると
すれば、死に至る現象を理解できなければ生や生
育の根源的な意味も理解できないような気がする。
●この春、我が家に 2 人目の娘が産まれ、その時、
同時に嫁さんの父親が体の不調で入院した。子供
を育てることの義務感ばかりつのらせていた時に、
親にどのように心地良く老いていってもらえるか
ということが、子育てに劣らぬ大切なことだと感
じられた。「成長」と「競争」と「勤勉」が 20 世
紀の価値であるとするならば、そのことによって
私たちは子供をいい環境の中で育て、親を良好な
環境の中で見送っていくことの相当を犠牲にして
きたような気がしている。
●育てられていつかは老いていく世代を通して共
有できる環境づくりやものつくり・・・。緑を育
て残していくために自分が少し汗をかいてみる。
汗をかいた分だけ緑が残っていく・・・気休めで
もいいからそんな環境づくりをやっていきたいと
思う。
●「工房便り」
（9505 号）に出ていた永田さんの「ト
ンネル山に学校みたいなものをつくるプラン」に、
自分が流すことができる汗の分だけ、私も参加し
てみたいと思っている。できれば、流す汗の意味
がもっとも子供たちに理解してもらえるような場
にならないかと願っている。

参考文献：JUJOL,GENT NOSTRA 77.,J.Bassegoda N., 1990.Nou
Art Thor. Barcelona,Espanya.
出典：Fig1 同上、P2; J.Ma.JUJOL I GIBERT

スケッチ（晩年頃？）

（おぐらまもる／地域計画プランナー／札幌）
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■研究会リポート３

「ウェグナー・ウェグナー！！」
講師／織田憲嗣氏（北海道東海大学教授）
６月 24 日（土）夜、札幌ワールドレストランにて
参加者／約 35 名
今年２月に東京新宿・パークタワービルにて、デ
ンマーク・デザインセンターと織田氏の協力によ
って開催された” ハンス・J・ウェグナー展” の御
自身によるリポートが話題の中心。この展示会に
ついては「新建築住宅特集 9506」に詳しくとりあ
げられている。抜き刷りが入手できるので希望者
にはおわけできる。ものけんまで連絡を。
以下はこの展示について以外の主な話題。
●デザインミュージアムについて
・椅子を中心としたデザインミュージアムを計画
中。（中心的なコレクションは椅子になる。900 種
程）
・椅子のみを並べるだけなら、単なる博物館にな
ってしまう。そこで研究活動が活発に行える「デ
ザインミュージアム」にしたいと切望している。
・現在、道内に希望する土地が見つかり買収の段
階に入っている。
・６年前、旭川からミュージアムのためにコレク
ションを持って来ないか、と誘いがあり大阪から
来た。しかし、計画がなかなか進まず、あと２年
位が限界かと感じていた。
・手に入る椅子は実際に使用されたものもかなり
ある。新品で購入することばかりでない。使ったり、
売ったりの目的ではなく、あくまでも研究資料と
して手に入れるので、オリジナルのデザイン性が
損なわなければ、それでも構わないわけである。
●子供の椅子のデザインについて
・「子供は一人の人間である。」ということから、
幼稚ではない真面目な子供用家具が、北欧ではデ
ザインされる伝統がある。（時には医療関係者と共
にプロダクトという場合も）
・北欧の著名なデザイナーは子供用家具を積極的
にデザインして来た。中でもリートフェルトは子
供椅子、ベビーベッドなどをたくさんデザインし
た。（ジグザグチェアの子供用など）
●デンマークとイタリア、椅子のプロダクト・デ
ザインの手法・工程の相違について
デンマークの場合・・・
１、ラフスケッチ
２、１/ ５図面
３、１/ ５スケールモデル
（プロポーションをチェック。実物と同じ手法で制
工房だより 9507
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作。生産効率、コストの検討）
４、原寸図面
５、プロトタイプ（機能、強度チェック）
６、メーカーとのディスカッション（量産にむい
たデザインか検討）
７、製作原図
８、商品化
９、商品の強度チェック（国で定められている。）
＊使い手の立場からデザインされる。
＊家具職人とデザイナーが対等の立場。
＊デザイナーは職人を経てなれるもの。
イタリアの場合・・・
１、ラフスケッチ（わりときちっとしたもの）
２、原寸図（製図専門家が描く）
３、プロトタイプ（モデラーが製作）
４、メーカー、デザイナー、モデラーでの検討（流
行を１番に考える。）
５、サローネに出展
６、５で反応がある場合商品化（モデラーと手直し）
＊はじめにデザインありき。
＊プロセスの中でいろいろな人が関わる。
（文責：木谷和恵）

次回 ものけん
「スェーデンで育んだものつくり」
講師／ Anders Olsson 氏
（スェーデン交流センター木工工房インストラクター）
７月 29 日（土）５：00- ８：00・後パーティー
会場／（財）スェーデン交流センター
センターホール２階
当別町スェーデンヒルズ・ビレッジ
☎ 01332-6-2360
JR 石狩太美駅よりバス 10 分
参加費／￥2.000（パーティー含）

予告
連続講座「くらしをきたえる」
今秋第一ステージ “ものからの発言”
第１回

「スカンジナビアのモダンデザインと日本」
講師／島崎信氏（武蔵野美術大学教授）
９月 22 日（金）18：00-20：00
会場／北星学園女子短期大学（交渉中）
以降、柳宋理氏・柏木博氏など交渉中
実行委員会体制で運営を行いたく、委員募集中。
もの研事務局（FAX.011-773-6676）までﾖﾛｼｸ！！

ＭＥＤＩＡＴＥＲＳ
ＭＥＤＩＡＴＥＲＳ
精神世界の航海士達

内在と外在の偏光集散、
関係性を囁き合う意味達、そしてその蜜月。

精神世界の航海士達
真鍋
真鍋

庵
庵

未耕の記憶への探索、発見へと向かう者達。
未耕の記憶への探索、発見へと向かう者達。
感覚世界と言うよりは、精神世界の表象。
感覚世界と言うよりは、精神世界の表象。
無限定の没個的感性への信奉と、
無限定の没個的感性への信奉と、
科学的還元主義を乗り越え。
科学的還元主義を乗り越え。
発明、いわゆる絶えざる創造への
発明、いわゆる絶えざる創造への
強迫観念を打ち捨て、
強迫観念を打ち捨て、
超越的世界へと探索の航海へ・・・。
超越的世界へと探索の航海へ・・・。
古来、和琴は霊界との交信装置で在った。
古来、和琴は霊界との交信装置で在った。
平均的調律に基づいた音曲の為ではなく、
平均的調律に基づいた音曲の為ではなく、
その場に合わせた調律を以て、
その場に合わせた調律を以て、
弦の振動に音声をそっと重ね合わせてゆく、
弦の振動に音声をそっと重ね合わせてゆく、
而して、虚空に問いかけ、
而して、虚空に問いかけ、
超越的世界より密やかなるお伝えを聞く。
超越的世界より密やかなるお伝えを聞く。
所謂、言寄せである。
所謂、言寄せである。
そして、抽象芸術の黎明。
現代に於ける言寄せ師達は、
精神世界への扉を大きく押し開く。
軽やかに、そして確実に、
自己を客体的座標軸に宙吊りにし、
自己と他者を底通する地層に向けて問う。
超越的精神世界との交流を一つの視座に
据えること。
創り手的態度より、寧ろ、受け手的姿勢に
変換された地点に立ち、
新絵画主義、新表現主義を迂回し、
精神科学としての芸術表現に進路を取れ。
哲学的情動の稜線を遡行する眼差し。
浮遊する霊的振動、
密やかに反応する心的写像。
鉱物的感性と、植物的悟性とが、
反射し溶解し合う臨界点。
微分された夢影、共振する概念の回路。

私は、美術作品等の論評なるものが、ただ単に作品
を解説・説明するものではなく、読み手に対して、
想像力を喚起するより刺激的なもので在って欲しい
と常々思っていました。
作家と受け手が作品を媒介し、互いに触発され反応
し合い、さらにまたそれら作品が展開している地平
に向けて、再度問いかけなおす、その様な、相互補
完的関係性の上に美術評論等も含めて美術的表現を
捉えたいと思っているからです。
その様な意味もあって、今回、友人のベルナ−ル・
シャ−マンの来日を期に開かれる美術展に対して、
上記の拙文を寄せ、現代美術の現在に対して私なり
のある視線をトレ−スしてみました。
ドイツ人のベルナ−ル・シャ−マンと札幌に在住の
４人の作家のア−トセッションが、どのように展開
するか楽しみにしております。
どうぞ、御高覧下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ＭＥＤＩＡＴＥＲＳ
精神世界の航海士達
場所：大同ギャラリ− ☎ 011-241-8223
札幌市中央区北３条西３丁目
札幌大同生命ビル
期間：７月２４日（月）〜２９日（土）
ＡＭ 10：00 〜ＰＭ 6：00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参加作家：
Ｗｅｒｎｅｒ Ｓｃｈａａｒｍａｎｎ
佐々木 徹
清水 博子
松居 勝敏
鈴木 誠子

思考の剪断力、精神の進化。
文学的表象よりも考古学的ひらめきを。
情念の電解発色、散在する想念の遺伝子群。
工房だより 9507
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バリだより

小林重予

こーんなおそろしいかっこうもこのごろは慣れて
きてます。まさに、まさかりのようなものでパン
パン木を cut することもできるようになりました。
今は毎日 MAS 村の木の工房に通って作品をつくっ
ています。日本もこうやって、足でおさえて cut
していたのかなー。大学で仮面の授業受けていた
時は、おっそろしくて素足ではできなかったけど、
慣れとはおそろしく、平気です。水分をいっぱい
ふくんだ木をパンパン cut してゆくのです。この前
すんごい大カゼで、セキで死ぬかと思うくらいひ
どかったので、その時考えた肺シリーズを今 3 点
作っているんですよ。
今、7 ヵ月に一度の祭りのため、皆大忙しです。こ
れと同じのが 12 月 26 日から又あるので、その頃
どうですか？楽しいですよ。皆うかれてて。
札幌の一番ステキな時だ、今は、って思い出して
ます。地中に色でもまかれてるかのように、あっ
ちこっちで草花がせっそうなく咲き乱れ、緑のう
すい、とてもおいしいお茶の葉のひらいた時の色
のする季節ですもんね。Bali は、これからだんだん
朝夕が寒くなります。それで多くの人がカゼをひ
いています。でもお祭りがあるので、とーにかく
うかれています。男達はニワトリでトウケイをす
るため、手入れをせっせとしています。木の工房
のアルジもニワトリを飼っていて、キズの手入れ
に、私がもしものために持参したマキロンをセッ
セとニワトリにつけてます。
今回の個展は少し絵もやろうと思っています。札
幌でも又やれるといいんだけどなー。今はぜいた
くにも作品のことだけ考えられる毎日をおくって
います。現在、円がすごく強いので、私の宿代も 3
食付で 250 円位になっています。このままずーっ
といたい気分です。
（こばやししげよ／造形作家／在バリ：インドネシア国立芸術大
学）

7 ／ 6-31 小林重予展
CONTEMPORARY ART
GALLERY cemeti
Julan Ngadisuryan 7a,
Yogyakarta, INDONESIA :
Phone./Fax.
(0274)371015
9：00-13：30、月曜休

工房だより 9507
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ハドー、エブリバディーⅡ

三上敏視

前号で紹介した「ミニ断食」は現在も続行中。
で、一回目の食事を取るまでは水を飲んでいるの
ですが、今「波動水」と言う奴をいろいろ試して
います。「波動水」の説明を詳しくすると長くなる
ので簡単にしますが、共鳴磁場分析（ＭＲＡ）と
言うもので人間の各器官や感情などの状態を波動
として数値化し、異常な波動を正常時の波動に中
和するための波動を水に転写したものが「波動水」
という事になります。水が磁気テープのような性
格を持っていて波動をキープするんですね。日本
ではＬＦＴという名前でやっているところと、Ｍ
ＲＡという名前でやっているところとあるようで
すが、私はＭＲＡの「国際波動友の会」というと
ころから情報を得ています。
で、厳密にやると個人の波動の状況をオペレータ
ーに細かくチェックしてもらい、それに合わせた
波動水を作るのですが、このチェックまだ需要に
供給が追いつかず長く待たされる状態のようです。
それで、基本的に免疫を上げるとか、ストレスを
中和するとか、電磁波障害を除去するとかいうレ
ディーメイドの波動水があり、それを今試してい
るところ。
ま、今の私はおかげさまでこれといって具合いの
悪いところはなく、ただ過去に医者から「無力体質」
と言われた虚弱っぽいだけのことなので、個人チ
ェックは深刻な状態の人に譲った方がいいわけで
す。
それで今手元にあるのが、基本的に免疫を上げる
「波動水」とコンピュータや携帯電話（私は使って
ないすけどね）、などから発せられている電磁波の
影響を中和する「テクノ君Ａ」（ちなみに「テクノ
君Ｂ」はレントゲン撮影の前後に飲んで被爆の影
響を少なくしようと言うもの）、それからアメリカ
のロレンツェンという人が開発した「Ｄｒ．ロレ
ンツェンＬ−２００」と「Ｃ−４００」の４種類。
「Ｌ−２００」はコーカサスのケフィア菌の波動を
プリントしたもので「Ｃ−４００」はアマゾンの
クラクラという「奇跡の木」と言われる木の樹液
の波動をプリントしたもので、どちらも免疫機能
が上がると言うことになっています。
これを飲むと確かにお腹から生命力が涌いて来る
実感があるし、この２週間ほどシングル生活で思
いっきり遊びまくったんですが、無力体質の割に
はもちました。以前紹介したＥＭＸπウォーター
と同様の効果が確認されました。
気になるのはコストですが、専用の希釈水（１．５
ℓで約１８００円）を使っても一日２００円から

３００円でしょうか。
「Ｃ−４００」などはメキ
シコで臨床に使われ癌や関節炎に効果を上げてる
そうですから、薬と考えると安いもの。実際、メ
キシコでは医薬品として申請されているそうです。
成分を分析してもただの水なんですが。私も癌の
手術後の身内とか、知合いの具合いの悪い人に飲
みはじめてもらっています。 ただし、これは今
の医学では認められているものではないです。だ
って認められたら医者から病院から製薬会社から
多くの医療関係が、とりあえず失業しちゃいます
からね。もう少し知れ渡ったらＥＭの時と同様に
バッシングも始まるでしょう。でも自分達だけが
利用して元気になればいいというのではオウムと
同じになっちゃうので、波動医療が２１世紀の技
術として認められてほしいもんです。※参考図書
「波動と水と生命と」
（ＰＨＰ研究所）
「完治」（た
ま出版）
Ｐ．Ｓ．本業の音楽の方ですが、先日クラブ系若
者達のパーティーで禅宗の僧侶と一緒にパフォー
マンスしました。ディジェリドゥーとお経のジョ
イントなんですが、けっこうハマって受けました。
あやしげな夜遊びの場所で、おシャレな女の子が
「座禅やりたいんです」なんて言ってきたりして、
やはり宗教への興味はあるみたい。坊さんがちゃ
んとしないからオウムにつけこまれるわけだね。
それと札幌のＤｕｂｒｅｘ Ｒｅｃｏｒｄという
レーベルが作ったテクノのコンピレーションアル
バム「ＡＮＡＬＯＧ ＩＮ ＭＹ ＭＩＮＤ Ｉ
ＳＳＵＥ ２」にやはりディジェリドゥーをベー
スにした曲で参加してます。よろしく。
（みかみとしみ／ MICA BOX ／札幌）

市民版「日野・まちづくりマスタープラン」
市民が作ったまちづくり基本計画
A4 版 152 頁 ￥1.000（送料実費）
申込先／日野・まちづくりマスタープランを創る会、事務局
〒 191 東京都日野市日野台 1-19-1-801 金井透
TEL 0425-83-1618,FAX 0425-93-2133

「GO EQUAKE」
パソコン・ネットが伝えた阪神大震災の真実
編者／高野孟 ￥1.200
発行／祥伝社 / 東京都千代田区神田神保町 3-6-5

7 ／ 5 Sacred Run 95 札幌交流会
北海道教育会館（ホテルユニオン）７階
札幌市中央区南３西 12 ☎ 011-561-6161

18：00-20：30、￥500
主催／ Sacred Run 95 アイヌモシリ実行委員会☎ 011-891-4310

旧車競争会と地球環境について 坂井正周
雪がなくなって乾いた空気が漂う頃、いろいろな
人がいろいろな事情で動き出す。自然が活動を始
めると波及効果や相乗効果やらがあちこちで起き
てにぎやかになってくるというのが北国の春のら
しい所、東京じゃ味わえない空気のひとつ。私に
とっても旧車倶楽部による中年自動車競技大会の
季節がやって来た訳で、さっそく 5 月の 14 日に主
催者兼受け付け兼雑用兼ご用聞き兼参加選手とい
った一人 4 役くらい兼ねて、まだ残雪のあるニセ
コの神々から新緑の白樺林を満喫しつつ自動車競
技専用道路を滑走してきた。毎年この季節にこの
場所に来ると、イタリア辺りにあるお金持ちのエ
ンスージャスト所有する私設サーキットに居るよ
うな、なんとなく優雅な気分になれるのが気持ち
よい。これでパドックにてランチパーティでもや
れたら、こんな遊びも少しは大人の娯楽として社
会に認知されてもいいかとさえ思ってしまう。そ
んなことを思いながら夕べ泊まった旅館の作って
くれたおにぎりをパクついて毎度ながらの 4 役に
追われて、気がついたらスターティンググリッド
についていたというのもいつもの事。気を取り直
してテンションのボルテージを一気に上げてレッ
ドシグナル点灯からブルーシグナルに変わると、
気分は昨年亡くなったアイルトンセナかはたまた
引退した知性派アランプロストかになりきって
次々と迫り来るコーナーとゼブラゾーンを、そろ
そろ中年に染まりつつある身体にちょっとこたえ
る横 G( 遠心力の原理で身体にかかる重力）に耐え
ながらレース展開を考えなくてはいけないのだが、
そこは所詮アマチュア、銭もらって生活かかって
る訳でなし、気楽にしかし真剣に時間を楽しもう。
迫り来るコーナーのその向こうに広がる風景を北
イタリアのアルプスに見立てて、それではわたし
は伝説の男ヌボラーリかなどと人には言えない妄
想の時をここでは楽しむことにしている。
自然を愛する方々からはヒンシュクを買いそうな
趣味である。なにが面白くてこの美しい空気を排
気ガスで汚して遊ぶ。それも排ガス規制のない 30
年も前の、それも巷で簡単に手に入らない高オク
タン価の航空機用有鉛燃料を燃やして社会的に絶
対許してくれない程の爆音（わたしはミュージッ
クと呼んでいるのだが）を奏でて。問い詰められ
ればなにも反論の余地のない遊びかもしれないし、
そこに心が痛むのもこれも本当の所。でも誤解な
きよう言い訳させてもらうとジャンボ機一回離陸
するのにの排出すが何十億人と皆それを望むと地
球の自然は全て喰尽くされてしまいます。人間は
工房だより 9507
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高密度に集中して自然のテリトリーを残す事。こ
れは理想論ではなく現実に起こりつつある事 ..』的
な回答だったと記憶にあるが、印象に残っている
のがその時の会場の何とも白けたというか気まず
いというか一瞬であるが重い空気が流れた事。
（私
の気のせいかな？）あまりにも考えたくない位現
実的でそれは理想論の付け入る余地の全くない
程。20 世紀後半に生きていることを恨むしかない
のではと思える程絶望的な指摘に感じましたよ確
か。一人が庭付の家に住むことを望むとその面積
分だけ確実に全地球上の自然環境を犯していると
.....................。あまり考えすぎるとニュースを飾るあ
の宗教団体の総師の世界にはまりそうでコワイか。
どうして自動車競技が最後に宗教の話になるのか、
話に収集がつかなくなって困ってしまったが、願
わくばあと数十年間は庭付の木の住宅の設計の仕
事あることを祈るばかりか ..................。
PS/ 7 月 2 日と 9 月 3 日倶知安にある北海道スピ
ードパークで、クラシックカー競技大会やってま
す。興味ある方はいらしてみて下さい。
（さかいまさちか／お茶の水設計工房アトリエ 808
／札幌）

7 ／ 8 ベリーオーディナリ フランダース・リコーダー・
ーピープル＆ 10 万人とふ カルテット
7 ／ 11 立川市民会館
れあうコンサート
白石区民センター

18：30 〜

札幌市白石区本郷通り３丁目北１- １

前売り￥3.000、当日￥3.500

17：30-20：00 支援金￥1.000（小

7 ／ 15 ロバハウス

学生以下無料、但し親同伴）主催／ 10
東京都立川市幸町 6-22-32 ☎ 0425-36-7266
万人とふれあうコンサート協力会
☎ 011-861-3788（白崎）
18：30 〜
浦河町に自分たちで会社を作り活動し
ている「べてるの家」という福祉施設 前売り￥3.500、当日￥4.000
があり、この活動をドキュメンタリー いずれも問い合わせはロバハウスまで。
映画にしようという試みがあります。
この日は「予告映画（監督：四宮鉄男）」
「プロデューサー・清水義晴氏の講演」
「矢吹紫帆シンセサイザーコンサート」

友部正人コンサート
7 ／ 14 札幌・GEE ☎ 011-251-4417
7 ／ 15 釧路・Moo ホール（問）☎ 0154-43-0688 奈良
7 ／ 16 富良野・ピルカフラヌイチャシ（問）☎ 0167-23-1890 山谷
7 ／ 18 旭川・志乃☎ 0166-22-2461（問）☎ 0166-34-1498 野澤
7 ／ 29 東京上野水上野外音楽堂
17：30 〜 , 高田渡、どんと共演、入場無料 ,
招待券有優先入場／申込：〒 221 横浜市神奈川区鶴屋町 2-9-22-515（有）マイ
ンド『たか・とも・どん』招待券係り：切手を貼った返信用封筒に住所氏名希
望枚数（5 枚以内）記入したものを送付（7 ／ 24 着まで有効）。

工房だより 9507

-10-

JACK KNIFE POETRY

片桐麻美 + １コンサート
7 ／ 21 ゲスト／早川義夫
7 ／ 22 ゲスト／鈴木祥子
7 ／ 23 ゲスト／柳原幼一郎
赤れんがホール
札幌五番館 SEIBU

19：00 〜（21、22）18：30 〜（23）
前 売 り ￥3.605、 当 日 ￥
4.000

8 ／ 9-12
第 15 回サマーミュー
ジックキャンプ
青 童 舎東京都西多摩郡桧原村
481/ ☎ 0425-98-0213
対象は小学生のみ , 定員 40 人

参加費￥35.000
申込 7 ／ 17、10：00 より。
主催／ロバの学校
東京都立川市幸町 6-22-32 ロバハウス
☎ 0425-36-7266

8 ／ 10-12
有機農業体験とガーデンベンチつくり
たまごの会八郷農場
茨城県新治郡八郷町柿岡 ☎ 02994-3-6769, 定員 20 人

参加費￥13.000（小学生￥10.000）

編集後記

永田まさゆき

■夏至の曲がり角に今年も来てしまいました。
暑くならないせいもあり、緑の勢いはいまいちの
ような印象。丘の上の羊の吐く息が白い日もある。
ずいぶん虫に喰われた樹木の葉が目立つ。庭のさ
くらんぼは全滅。野鳥が減っているんだろうか？
■「トンネル山に学校みたいなもの」が言い放し
です。コノユビに止まってくれた人にはゴメン。
どうすすめるか、ずーっと考えているのだけれ
ど・・・。そうだ、身ぢかな所にあるものに手を
つけるところから始めるのが自然だなと思い、発
案。「開拓団」ってのどうですか？
かつて畑に使っていて、今はすっかり雑木林に変
身しているところがかなりあります。そこを開拓
し直すのです。潅木をたおし、クマザサを刈り、
畑にして、炭も焼いて・・・サウナ小屋も！？
エステとかジョギングもいいけれど、山で汗を流
すってのも良さそう。具体的な見返りがあるのが
魅力。汗が麦になり、麦がビールになり・・・と
らぬ狸！！農家のマジな生産とは違うスタンスは
過分に「ごっこ」だし、きっとだらしなくてそれ
が申し訳ない気分もあるわけだけれど、そこから
見えてくるものもあるはずだと思うのです。畑作
りからはじめる学校というヤツ、いいと思いませ
ん？
●今年のおおよその予定（案）
７月／開墾、一部種まき
８月／サウナ小屋つくり（開墾の副産物で）
９月／『山と鳴る』〜音楽の自給？！？！？！
10 月／漬物作り、収穫祭（え？！）
11 月／かたづけ、冬の用意・・・

9ページ、最後から２段目の行、「するのにの排出すが何十億人と皆それを望むと地」の部分、「
排出す」の次に以下の分を挿入して読んでください。

