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　本業の建築写真とは所以なく、ひょん
な事から人形写真を頼まれてもう30年。
本業の傍ら人形を車に乗せて旅の途中で
人形の求める風景を見付けてはその時空
を切り抜いてきました。
　ある日ふと送付頂いている「心の茶柱
を探して…」を思い出し、回数が増える
毎に愛着の湧くこのネパールの子供（人
形）こそ私にとっての心の茶柱だと感じ
ました。
　私は何時もこの人形を見る度に、ネパー
ル原風景への懐かしさや世界共通の子供
の逞しさを感じるのです。（この撮影し
た場所はネパールでは無く奥多摩の良き
日本の風景です）
  「茶柱探検隊」の読者諸兄に是非見て頂
きたいとの思いで寄稿致した次第です。
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　４月16日深夜１時25分、携帯電話から緊急地震速報
の着信音が鳴り響く…
　間髪入れず東日本大震災の時に都内で体感した揺れを
思い起こすような地震に寝床から飛び起きた。もしや震
源地が近づいたのかと慌ててテレビの地震速報を見てみ
ると前日よりも東寄りには移っていたが、震度７を表示
していた。
　その時、私は撮影仕事で佐賀を訪れていた。震源地の
熊本からは若干距離は離れているものの揺れは大きく、
本震では広範囲に揺れを感知したようで宿泊のために滞
在していた佐賀市は震度５強。14日から現地入りして
いたこともあって、前夜にも大きな地震を体感したばか
りであった。
　
　２夜連続の地震ということもあって、日中撮影の間も
余震が度々起こり、建物が「ミシ、ミシッ」と音を立て
てきしむと一瞬身構えて、しばらく揺れがおさまるのを
待ってから撮ることもあった。私が訪れていた地区では
震災被害は特に無かったが、住人の中には東日本大震災
を期に東京からわざわざ佐賀へ移住してきた方もいらっ
しゃって、熊本の被災状況も考えるとせっかく安住の地
を求めて来たにも関わらず、精神的に不安の募ることになってしまったようで、いたたまれない。いつど
こで地震が起こってもおかしくないという昨今の様子を考えると、どこに居場所を求めれば良いのか誰も
分からない。よりによって地震が起こった時に九州にいるという私の状況も予測出来なかったことなので、
やはり時の運に仕方ないと受け入れるしかない。仕事を早めに終えて帰ろうと思っていたが、結局、地震
による熊本空港の閉鎖や JRも熊本との県境で折り返し運転となってしまった影響で、長崎～博多間の列車
にも遅れが出てしまい、翌日の日曜日にようやく東京へ戻ることが出来た。
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　滞在期間中、現地ではテレビの地震速報を放映する度に、闇夜にライトアップされた熊本城が土煙をあ
げている様子を流していた。今回の地震の象徴的な映像で今でも脳裏に残っている。思い起こせば熊本に
は今までに数回訪れているが、いずれも撮影仕事がらみで滞在地区も偏っていた。それでも市街地近辺に
観光目的で１度だけ訪れていたことを思い出して、撮影したフィルムを探した。訪れた記憶の程度にしか
撮っていなかった熊本城や街・港の写真ではあるが、こうして見返すことで地震前の熊本の様子を少なか
らず自分の目で見ているという事実と、修復されるのに10年あるいは20年かかるという熊本城のことも考
えると、時を経て思わぬ所で写真との関係性が生まれてくる。

　依頼仕事での撮影のように目的意識のはっきりした写真とは違って、あるきっかけが要因となって偶然
落ちていた過去のカケラを引っ張り出してくるような、撮影してからずっと後になって表出してくる写真
は、自身の中でそこに写る事実の意味合いが変化していることに気づく。奇しくも前号で東日本大震災の
被災地である陸前高田のことを掲載させていただいた。たまたま震災前に訪れていたこの地も“被災地” と
なり、震災から５年後に訪れた記事を書いて掲載された冊子が出来上がった頃に期せずして熊本地震が起
こって、熊本市もまた“被災地” となることも偶然からの事実である。時の流れのままに周辺で起こった事
実を写真や文章と合わせて伝えること。記事を読んだ人によってその事実が様々に受け止められて、思い
もよらぬ所で展開されていることは情報発信が容易となった今日では当たり前なのかも知れないが、そう
いうことに疎い私にとっては戸惑いがあるものの、瞬時に話題が広がるネットワークには驚かされること
も多い。

　この冊子で写真とともにとりとめのない文章を書く度に次回の投稿はどうしようかと漠然と考える日々
が流れる中、知人の送別会にて“幻住斎” 氏に偶然お目にかかって個々のバイアスについての話しを聞く。
バイアスにもそれぞれ善し悪しあると思われるが、氏曰く、誰しもある種のバイアスのかかった部類に属
するのだという。私自身、なるべく周囲の様々な方と関わりを持つことで平坦に流れそうな日常を意識的
に起伏をもたせている部分もあって趣向の好みに偏らずに色々な企画に携わったりもしてきた。考えてみ
れば、たとえ忘備録的な文章を綴った見開き２ページのこの世界でも、バイアスがかかっているのかどう
かも分からないままに、それでも締切を目処に答えを出している。そして再び次回の話題に頭を巡らす３ヶ
月が始まるのである。
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田村　収

田村　収　の光景
〈有機物としての時間軸〉
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雌猫です。雄猫です。２匹は夫婦です。仲良し夫婦です。
仲良し夫婦の間に子猫が生まれました。

踊る猫好き。
猫を撮ったり猫にまつわる文章を書いたり。
blog→satoru-press.com
twitter→@kyonoSatoru
Instagram→kyou_no_neko

武田 晶

しばらく経つと、母猫は追いかけてくる子猫を威嚇するようになりました。
乳離れと同時に子離れしたようです。
子猫はひとりぼっちになりました。
ゴハンと雨風しのげる場所を提供してくれるニンゲンが近くにいたので、
お腹を空かせる心配はありませんでしたが、
子猫はひとりぼっちになりました。

ひとりぼっちになった子猫は猫風邪に感染したのか、
くしゃみと鼻水がひどく、鳴き声は小さく、
目やにで目を開け辛そうにするようになりました。

ある日、子猫は詰まった鼻で苦しそうな息をしながら、固く縮こまっていました。
その時、ああ、この子とはもう会えなくなるのかな。と思いました。
手を伸ばしてみると、避ける気力もないのかすんなりと触ることができました。
通りすがりのおばさんたちが、「あら小さい猫、撫でてもらって、かわいいねえ。」とか
笑顔で話しかけてくるのが切なかった。
いまこれそんなふわふわした状況じゃないし。

ほわほわの毛の下は華奢な肉と骨。
まだこんなにちいさいのになあ、と撫でていると

ごろごろごろごろごろごろごろごろ

詰まった鼻をブフーブフー鳴らしているその奥で、
ちいさーくかすかに喉を鳴らし、私の手に体を預けてきました。

その時、ああ、この子は大丈夫だ、と思いました。

その数日後、なんとか持ち直したらしい子猫は私の事を覚えてくれていて
見かけると遊んでくれるようになりました。
私は撫でたりじゃらしたりしながら、
垂れてる鼻水や目やにをティッシュで拭いてやったりしていました。

だいぶ元気になった子猫とは公園でよく遊びました。
呼びかけるとかけよってきて、とても可愛かった。

少し育った子猫は、公園にいた雌猫と仲良くなったようです。
しばしば一緒にいるのを見かけるようになりました。
子猫はひとりぼっちじゃなくなりました。

ある日猫のお腹から内腿にかけて皮膚炎なのか、
ごっそりと毛が抜けていることに気付きました。

外暮らしの猫の寿命は、家猫よりもだいぶ短い。
このまま悪化していく様を見続けたり、会えなくなったりするのは嫌だなあ、
と強く思いました。
他にも猫はたくさんいるのに、
なぜだかこの猫とはそうして会えなくなるのが、
嫌だなあと思いました。

そして
その猫は今

私の家にいます。

彩女（あやめ）と名付けられた彼女は、
あっさりと家暮らしに馴染み、
先住猫にバトルを挑み、彼のお気に入りの場所を奪い、
あんなに撫でさせてくれたのに、
気安く触らないでと身を翻す。

まったく立派な女王様に育ちました。

この子は大丈夫だ。

私の直感は実に正しかったようです。
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こんにちは、茶々です。
いよいよ夏本番ですね～
今号は夏をテーマに挑戦した切り絵を紹介します。

鮮やかな緑に生茂る季節に、花へと移りゆく蝶は華やかで繊細なイメージです。

触角や脚のか細さや、ひらひらと舞う軽やかな羽を切り絵にすることでミクロ

な世界が見えてきますね。

涼しげに泳ぐ鯉を見ていると暑さを忘れさせてくれますよね。
錦鯉を切り絵に、水面の揺らぎを下絵にデザインして納涼らしさを演出して
みました。

納涼には静かに線香花火もいいですよね。
切り絵で挑戦してみたけどうまく表現
できたようなできてないような・・

まだまだ挑戦したい切り絵がたくさん
あるので、これからも暑さに負けず
頑張りたいと思います！
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14㎝くらい チュンチュン大きさ 鳴き声

13㎝くらい ツィピー、ツツピー大きさ 鳴き声

　だれもが知っている、日本代表のことり。東京の
どこにでもいるが、人間の食べ物ならなんでも食
べるため、食べ物屋さんの近くや、パンがたくさん
落ちている公園、ディ○ニーランドに大変よく出没
する。そしてとにかく、おなかまわりが太い。人間と
一緒にいることが好きだけど、近づかれたら逃げる
ツンデレな性格。朝と冬には弱い低血圧で、寝坊
魔。寒くなると羽の間に空気を溜め込んで、さらに
ふっくらとしたスズメになる。
　そんなスズメたちの間で問題視されているのが、少子化。とある調
査では、90年代から6割もスズメの数が減っているんだとか。特に東
京は少子化が顕著で、大好物の米をつくらない & 巣をつくることが
できる瓦屋根の家を建てないせいだと、東京人への抗議が殺到中。

　東京で小さいけど茶色くないことりを見かけたら、だいた
いこいつ。むしろ、人間がいるところにしかいないスズメに対
して、シジュウカラは大都会・東京に限らず森の中にも生息
しているため、適応力ナンバー１説がひそかに唱えられてい
る。木の実や虫が好物なので、ちょっと静かな裏道の街路樹
や、木がたくさんある公園が、東京でのお気に入りスポット。
　とにかく協調性が高く、さまざまなことりと一緒に群れて
いる。逆にいうと突出した個性がなく、まわりに合わせること

しかできない日本人気質のことり。常に立
派なネクタイを締めている、東京サラリー
マンの鏡だ。好物はヒマワリのタネで、食べ
るためならあの固い殻もなんのそので叩き
割る。まるで、おいしいスイーツや限定販売
のグッズのためなら数時間並ぶこともいと
わない人間のようだ。

気まぐれにひとこと

気まぐれにひとこと
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