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　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

017

2120

http://keitomaturi.sblo.jp/
http://chabashira.wade-japan.com/


　初夏の休日。散歩の途中、茎が長く伸び
てしまった蕗のとうを発見した父は、

「お前もとうが立っちゃったなー」と、うっ
かりな一言。
 「とうが立つ」とは「年頃が過ぎた」と言う
意味だと言うことぐらいは知ってはいた
が、そもそも何の「とう」が立ったのだ～？
スカイツリーですか～？五重の塔ですか
～？
　マリーアントワネットの時代には盛り
髪が流行して当のマリーアントワネット
は豪華客船を髪に盛ったと言うが…

父が言うのはこの事か～？
　いやいや、可愛い娘に向かってそんな訳
が無いでしょう。と往生際悪く調べて行く

と、との記述を見つけ…こっち、こっち！
「すくすく育って立派になったな～」と感

慨にひたった末の一言だったのだッ！（た
ぶん）
　父の目には私の頭の上にどんな「とう」
が見えているのかしら？
 「我が娘ながら、立派な「とう」を立てたな
～」とか？
　そうだ、立派な「とう」は立ったのだ。問
題 は こ の 後 ど ん な 花 を 咲 か せ る か だ わ
ネ？　「とう」を立たせるのにうん十年。立
派に花を咲かせるまでにもまたまたうん
十年かかっちゃうかもしれないけど、毎日
肥料と水と光合成は欠かせませんね。
　青い春はとっくに過ぎて、季節は夏本番。
周りの青草に埋れてしまわないように、

（光合成できなくなっちゃいますからね）
もうひと頑張りいたしましょう！

…語原由来事典

「薹」はフキやアブラナなど花をつけ
る茎「花茎」のこと。薹が伸びると硬く
なり食べごろを過ぎることから、野菜
などの花茎が伸びて食用に適さなく
なることから、人間の年にも当てはめ
られるようになった。

その花茎が垂直に伸びて立派になっ
た様を指す。植物ごとに決まった日数、
日光、栄養などの条件がそろった時に
反応が顕著になる。

「喫茶で Cha Cha Cha」本日は
おすすめメニュー仕込み中の
ためお休みさせていただきま
す～ 
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　東京を自転車で走る醍醐味のひとつは、電車に乗っていてはわからない街と街
のゆるやかなつながりを、肌で感じられることではないだろうか。満員電車が嫌な
とき、運動の必要を感じたとき、自信もやる気もなくなったとき、風をきって自転
車に乗ってみてほしい。
　私の場合はレジャー目的よりも、通勤によく自転車を使う。行きは出社時間が気
になってあまり余裕がないが、帰り道、夜風を切りながらのんびり走るのはとても
気持ちがいい。片道だいたい15キロ、走行時間は50分。帰宅ルートはいくつかあ

るが、そのなかで今日は、題して
「山手通りJCT萌えコース」をご紹
介したい。
　コースの起点は、新宿区と豊島
区の区境にある「南長崎一丁目」
という交差点。目白通りと山手通
りが交わるところだ。そこから南に
ぐんぐんまっすぐずーっと走り、東
中野駅前を通過し、中野坂上駅の
ある青梅街道を突っ切り、「初
台」の交差点が近づいてくると、
頭上には圧巻の「西新宿ジャンク
ション（JCT）」が見えてくる（写
真１）。
　初台のオペラシティあたりとい
えば分かりやすいだろうか。空を

覆い隠すこの存在感が、たまらな
い。以前、『ジャンクション』とい
う写真集が話題となったが、ここ
を初めて通ったとき、ジャンクショ
ンに萌える人の気持ちが一瞬にし
て理解できた。上京して10年以上
経つのに、この下を通るときはい
つも「あ～東京に来たんだな～」と
アホな感想を抱き、ため息をつい
てしまう。
　そんな初台の交差点を過ぎる
と、代々木方面に向って下り坂に
なるが、その間、圧巻の光景が頭
上につづく（写真２）。首都高と並
走して山手通りをぐあ～っと下る
この区間が、しびれるほど気持ち
いい。
　そんなふうに余韻に浸っている
と、いつのまにか代々木八幡付
近。ここで私の山手通りルートは
終了となる。大きな道路を疾走し
たいとき、都会感に浸りたいとき
に、私がよく選ぶ帰り道である。
　実は、山手通りはアップダウン
がけっこうあって、ママチャリだと
ややしんどいかもしれない。ただ、
幸いなことにオシャレな街は一切
通過しないので、汗だくになっても
OKな格好でチャレンジしてみては
いかがだろう。⬅写真１

首都高速4号新宿線と中央環状線を結ぶ
西新宿ジャンクション

山手通りJCT萌えコース
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写真2➡
地上22mから地下へとカーブし
ながら下っていく中央環状線

新連載
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%96%B0%E5%AE%BF%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%96%B0%E5%AE%BF%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4840120935/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4840120935&linkCode=as2&tag=wade2012-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4840120935/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4840120935&linkCode=as2&tag=wade2012-22
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http://www.amazon.co.jp/gp/product/4062921464/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4062921464&linkCode=as2&tag=wade2012-22
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4062921464/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4062921464&linkCode=as2&tag=wade2012-22


　みなさん大塚国際美術館ってご存知

でしたか？ 私がその名を耳にしたの

はつい先日で、それ以来、気になって

仕方がない美術館となりました。ちな

みにまだ行ったことはありません。し

かし、いつか必ず行ってやろうとHP

で見ていろいろと妄想を楽しんでいる

のです。

　この美術館の存在を教えてくれたの

は、私の髪をカットしてくれる美容師

さんです。この方は、まとまった休み

が取れると突然お城や人里離れた山

寺・秘境の建物などを見に行ってしま

う人で、毎回カットのたびにその旅の

話をしてくれるのです。以前は「足立

美術館に行きなよ～」と言っていたの

ですが、今度の旅の結果「足立美術館

はもういい。大塚国際美術館だ」と。

　大塚国際美術館とは、一言で言うと

1,000点を超える世界の名画を原寸大

の陶板名画で再現した徳島県にある美

術館だそうです。これだけだと彼女の

熱の入りようの理由がわからなかった

ので、帰ってからいろいろと調べてみ

たところ、一気に心をワシづかみされ

てしまいました。これは茶柱で紹介さ

せてもらい、すでに見に行った方がい

たらお話聞きたいなと企んだのです。

　まずは「陶板名画」とは何か？です。

大塚製薬グループの大塚オーミ陶業株

式会社という会社が開発した特殊技術

を使って陶器の板に名画を焼き付けた

ものだそうです。この技術で作られた

絵たちは2000年は色褪せないそうで、屋外にも耐え

られるし、触ることだってできるそうなんです（全部

かどうかはわかりません）。さらにこの美術館には一

番左に列挙した絵画たちが一堂に会しているとのこ

と。それも全てが原寸大で !  横幅が９ｍ近い「最後の

晩餐」も「システィーナ礼拝堂天井画」もオリジナルの

ままの迫力で見ることができるんです。全部で1,000

点以上。「じっくり見たら、一日あっても足りないよ～」

とまで言っていました。

　くどいようですが、私はまだ一度も見に行ってはい

ないのです。どなたか行ったことのある方はいらっ

しゃいませんか？　ぜひとも大塚国際美術館の感想な

どお聞きしてみたいのです。　
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大塚国際美術館
〒772-0053
徳島県鳴門市鳴門町  鳴門公園内
Tel 088-687-3737
開館時間：9:30～17:00
休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、
　　　　１月は正月明けに連続休あり、
　　　　８月は無休
入館料：小中高 540円、大学 2,160円、
　　　　一般 3,240 円  

www.o-museum.or.jp

7月17日の16:40から NHK E テ

レの「なつやすみ！美術館で“び

じゅチューン！”」で紹介される

そうです。って発刊時にはもう

放送終わってますね…。再放送

に期待です。
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https://www.ohmi.co.jp/
https://www.ohmi.co.jp/
http://www.nhk.or.jp/school-blog/300/248803.html
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ライナス・ポーリングの功績

分野を超える探究心

　古典物理学では説明できない現象を研究した結
果生まれた量子力学が、まさに確立していく時期
に、ポーリングは学生時代を過ごしました。その量
子力学を、当時分子配列は解明されていたものの、
なぜその形になるか判っていなかったベンゼンなど
の化合物に適用して、化学結合の性質を理論的に
説明し、量子化学という分野を切り拓きます。
　こうした化学結合に関する研究成果によって
1954年にノーベル化学賞を受賞しました。
　また第二次大戦後にアインシュタインを議長と
する「原子力科学者による非常委員会」に参加し
て、核兵器の危険を一般人に警告する活動をしま
す。特に地上核実験の一時停止や米英ソの部分的
核実験禁止条約締結などに尽力して、1962年に
ノーベル平和賞を受賞しました。

　20代で次々に量子化学の輝かしい研究成果を連発していたポーリングは、若くし
て著名で影響力のある存在となりました。核兵器反対運動をした時には、共産主義
者とのいわれなき疑いをかけられ、パスポートを差し押さえられるなどの圧力を受け
ました。若き成功者には賞賛が大きい分、バッシングも激しかったのです。
　また1970年代にビタミンCブームを巻き起こした分子栄養学の研究も、医学会か
ら大きな批判を受け、現在まで続く大論争に発展しました。
　医学会側から見れば、自分たちの長年研究してきた分野で、専門外の有名人が突
然大きな顔をし始めたのが面白くないという気持ちがあったのでは、と思います。
　共産主義者のレッテルも影響して、ポーリングの反論は社会に受け入れらません
でしたが、周囲からいかに批判されようと、正しいと信じることは堂々と主張し、理
論と実験で証明を試みました。

　この他にもタンパク質の立体構造、DNAの構造、鎌状赤血球病、電気自動車、ビ
タミンC療法、分子生物学など、研究分野は驚くほど多岐にわたり、どれも最先端の
成果を世界の研究者と競い合っていました。
　成功した研究ばかりではありませんが、常に多くのアイデアを抱え、価値があると
思えば分野を飛び越えて研究に没頭する、探究心あふれる人物でした。

　調べていると、結構感情的な一面もあった様子もうかがえます。
　特に「マンハッタン計画（原爆開発）の化学部門トップに誘われたが、平和主義
者だからと断った」というエピソードが、ノーベル平和賞と相まって美談として語ら
れたりしますが、実は大戦中に火薬やミサイル燃料のアイデアを軍に提供していま
す。そして、マンハッタン計画のリーダーが、若き日の共同研究者オッペンハイマー
で、彼がポーリングの妻に言い寄ったために不仲になったと知ると、「はは～ん、戦
後はともかく、この時の平和主義はこじつけか」という気分になります。
　また、年配者と対話する時のアドバイスとし
て、こんな言葉を残しています。
　「自分の知性以外は何も信頼してはいけませ
ん。白髪だろうと頭髪が無かろうと、ノーベル
賞受賞者だろうと、年寄りは間違っているかも
しれない。だから、いつも懐疑的であるべきで
す。いつでも自分で考えるのです。」
　これは単なる教訓ではないように思えます。
　自分を嫌い批判する人と、無批判に受け入れ
てしまう人ばかりになり、互いに批判し合いな
がら真理を探求していける仲間が居なくなった
ことを、どこか寂しく思っていたのかも。
　私は批判されると、つい感情的に反論してし
まいがち。冷静に、論理的に議論しなければ…。

ライナス・ポーリング
（1901～1994）アメリカ出身

ノーベル賞を2度受賞したことがあるのは、わずかに4人と１団体。その中でも化学賞と

平和賞という全く異なる分野での受賞は、このライナス・ポーリングだけです。

日本ではあまり知られていませんが、華麗なる功績は今も化学史に輝いています。

成功者であるが故？ 圧力や批判にさらされる

ライナス・ポーリングの人間味を垣間みる
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://www.nobelprize.org/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%8C%96%E5%AD%A6
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旅〝惑星〞の「平面図」

石塚禎幸
某ハウスメーカーに勤めながら、年数
回の国外旅を軽々こなすアジアン
フィールドワーカー。

某ハウスメーカーに勤めながら、年数
回の国外旅を軽々こなすアジアン
フィールドワーカー。

　キューバに行ってきました。メキ
シコシティ経由ハバナ行きのフライ
トは日本を 14 時に出発、時差の関係
でその日の夜にハバナに到着する乗
り継ぎがとても良い便でした。ハバ
ナ空港に到着し両替を済ませ（これ
がまた長蛇の列！） その夜は翌早朝
発のキューバ南端の街バラコア行き
に搭乗するため、空港ロビーに泊ま
りました。翌朝４時に国内線ロビー
に移動し掲示板をみると、どうやら
搭乗便が遅延らしい。まぁ飛行機の
遅延ぐらい想定の範囲だと思っては
いましたが……
　いろいろあって結局搭乗したのは
その更に翌日、つまりハバナに着い
てから２日後の夕方、しかも行き先
はバラコアではなくその次の目的地
のサンティアゴ・デ・クーバ。バラ
コアへ行けなかったことは残念です
が、それよりようやくハバナの空港
から離れられ、キューバの旅が始ま
ることにそれまでの暗澹たる想いは
徐々に晴れ、サンティアゴ・デ・クー
バに到着。ひとまず翌日に泊まるこ
とになっていたホテル「カーサ・グ
ランダ」にタクシーで向かい、ホテル
ロビーで事情を話しその夜の宿泊を
お願いしました。
　カーサ・グランダはサンティアゴ・
デ・クーバでは最も歴史のある 1914
年創業のホテルで、街の中心である
セスペデス広場に面しています。同
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てから２日後の夕方、しかも行き先
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のサンティアゴ・デ・クーバ。バラ
コアへ行けなかったことは残念です
が、それよりようやくハバナの空港
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ることにそれまでの暗澹たる想いは
徐々に晴れ、サンティアゴ・デ・クー
バに到着。ひとまず翌日に泊まるこ
とになっていたホテル「カーサ・グ
ランダ」にタクシーで向かい、ホテル
ロビーで事情を話しその夜の宿泊を
お願いしました。
　カーサ・グランダはサンティアゴ・
デ・クーバでは最も歴史のある 1914
年創業のホテルで、街の中心である
セスペデス広場に面しています。同

じくセスペデス広場に面して建つ旧
市庁舎はカストロ元議長が革命後最
初の演説をテラスから行った由緒あ
る建物です。
　さて案内された部屋はそんな広場
には面しておらず中庭側の少し湿っ
ぽい部屋。が、部屋に入るとロビーに
いるときからずっと聞こえていた陽
気かつ時折哀愁漂うキューバの音楽
ソンがより良く聞こえます。空港に
長い時間閉じ込められていたのも過
去のこと、早速音の出処のカーサ・
デ・ラ・トローバへ行きます。ここ
では一人500円ほどで夜中までやっ
ているライブをずっと楽しむことが
できます。この日も赤い服を着た女
性だけのバンドが演奏し、それに合
わせてお客さんが踊っていてとても
楽しそう。これぞキューバ！苦労し
て来た甲斐がありました。
　翌朝、広場に面したカフェで朝食
後のコーヒーを飲んでいると広場で
は朝からバンド演奏。
　この国の風景は音楽でできていま
す。
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合うパン屋、合わないパン屋
　タイミングが合わず、なかなか一緒に飲め

ない。あるいは、飲むといつも同じ話ばかりで

物足りない。そんな相手、たまにいませんか？

　パン屋にあてはめると「バゲットが欲しかっ

たのに売り切れてた」「臨時休業だった」「お

いしいけど、いつ行っても品揃えが同じ」て

な感じでしょうか。

　人も店も「好き｣で｢合う」のがいちばん。

やっぱり相性って大事だと思います。好きで

も合わないお店（人）とは、だんだん疎遠

になりがちです。

　府中にある好きなパン屋は「日曜・祝日・

第１、３、５土曜定休」、通勤圏外で土日し

か行かないので、店が開いているチャンスは

第２と第４土曜の２回のみ。なのに何度も

買えているのは、合うのかも。駅の南側、大

国魂神社の近くです。

　同じく府中の駅北側にも、大人気のおいし

いパン屋があり、こちらは毎週土曜営業なの

に、いつ行っても品薄または完売。欲しい時

に買えないが続くと足が遠のきます。久しぶ

りに「食べログ」でのぞいたら「惜しまれつ

つ閉店」とありました。

ランチもお茶も夕食もOKの頼れる2軒
　早朝から遅くまで開いていて、夕方行って

も食事パンが残っていて、イートインできて…

自分含め、買う側は、本当にわがままです。

でも、そんな欲求にこたえてくれるお店が代

官山にあります。パン好きには有名な「メゾ

ン・イチ」、朝８時 OPEN でモーニングあり

ランチあり、ティータイムにはタルトセット、

パンやデリのテイクアウト可、夜はビストロ

営業、味も雰囲気もよし。ランチは 1000 円

～（ソフトドリンク＋200 円、ビール・ワイン

＋600 円）で、パンは数種類盛り合わせがつ

いてきて、おかわり OK。ここのパンはやや

高めなので、ランチでいろいろ食べ比べられ

てお得感あります。

　六本木ヒルズの「ローダーデール」も平日

朝７時からふわっふわのオムレツやスフレな

どがいただけます。バジル・トマト・チーズ

入りオムレツを頼んだら、まさかの緑色！う

れしい初体験でした。サラダ・バゲットつ

きで 750 円（＋150 円でクロワッサンに変更

可、＋150 円でコーヒーおかわり自由）。ラン

チ・ブランチはもちろん、夜は自然派ワイン

が楽しめるビストロに。場所柄か外国人客が

多く、非日常気分を味わえます。

　いつ誰とどんな状況で行っても使い勝手の

いい 2軒です。

インポーターからワイン選び
　ワイン売場で、フランス・イタリア・スペ

インなど、地域別に並んでいる棚から選ぶの

に飽きてきた。そんな時はインポーター（輸

入業者）から探してみてはいかがでしょう。

　ワインのラベル（仏語ではエチケット）の

情報を読みこなすには知識がいりますが、低

価格の家飲み用なら、むしろ裏面に注目。エ

ノテカ、モトックス、三国ワインとか、インポー

ター名が書かれていますね。たとえば、飲ん

で気に入ったのがイタリア産だったら、次は

同じインポーターでスペイン産のを買ってみ

る。やっぱり相性ってあると思うんです。

　「ワインホリック」や「ワインショップピコ

レ」など、インポーター別に検索できる通販

サイトもありますよ。

　個人がインポーターから直接買うことはで

きませんが、生産者紹介やワインの知識など、

サイトをのぞくと結構ためになります。私が

信頼している業者のひとつ「ラシーヌ」のサ

イトには「ラシーヌのワインが楽しめるお店」

として商品を扱っている酒屋やレストランが

紹介されていて、ちょっとしたグルメガイド的

役割も。自分が好きなワインを置いているレ

ストランなら食事も期待できそう！　ワインの

楽しみ方が広がりますよね。

●メゾン・イチ・・・・・・・・・・・・・blog.goo.ne.jp/maison-ichi
●ローダーデール・・・・・・・・・www.lauderdale.co.jp
●ワインホリック・・・・・・・・・・・www.wineholic.info/site/
 importer/importerselection.html
●ワインショップピコレ・・・www.picole-wine.com
●ラシーヌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・racines.co.jp

fromローダーデールfromメゾ
ン・イチ
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