
季節を感じる事をしよう

熊谷珈琲
埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-46
048-607-5432
JR京浜東北線  さいたま新都心駅
徒歩15分 

 　自家焙煎したコーヒーがお家でも
楽しめるようにテイクアウトコーナーも
あります。定番から限定品まで
常時 10 種類以上用意。
なんと店員さんがひとつひとつ袋詰め、
かわいい熊のハンコをパッケージに
押したりと手間暇かけられて手作り感
も満載です！プレゼントにもおすすめ！！

　本日はこちらにしました！コーヒー
は店主がスペインで買いつけした生豆
でダークベリー風味の「ケニア・メヒ
カーナ」を。甘い果実のような風味が
味わえました。ケーキは「ウイークエ
ンド・シトロン」という、レモンを丸
ごと使用した爽やかな酸味を感じられ
る一品でとても美味しかったです。私
は気分転換したい時によく訪れます。
街は都会的な雰囲気ですがこの熊谷珈
琲は自然に溢れた中にあり、リフレッ
シュ出来るのでとてもオススメ !

焙煎士の
店主が巧みに

焙煎します！

コーヒープレスで
より味わい深い！

お手軽価格！

　日本一長い参道として知られる、ケヤキに囲われた
氷川参道。この参道沿いにひっそりと佇み、香ばしく焙煎された匂いで引
き寄せられる喫茶店があります。お店に入るといつも香ばしく、心地よい
コーヒーの匂いが漂っています。コーヒーは全て店主が自ら焙煎を行い、
こだわりの一杯を丹念に淹れます。
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しました。羽をばたつかせ、ぎぃぎぃとあ

えいでから沈黙しました。夏は永い眠りに

ついたのです。K先輩はうつろなまなざし

で、静かな夏の亡骸をみおろして、くわえ

煙草のままゆっくりと腰を落としました。

そうして亡骸にむかって話しかけるように

「来週の月曜休め」と命令しました。「日曜

からキャンプ行くぞ」と付け加え、そっと

亡骸に手を伸ばしました。なんだかその手

はいつもより小さく見えるのでした。刹那、

ギギ！と夏は復活し、ばたつき、K先輩は

ひゃあっと尻餅をつきました。秋のはじま

りです。

　コンクリートジャンゴー東京中心部から

車を１時間半も走らせれば山深く、緑濃く、

空気うまく（うまいというか味が違う）と

いう塩梅で、K先輩が駐車した場所は公道

ではありますが、おそらく１週間に２台通

るか通らないかの山の中腹で、キャンプ場

の入り口と言うよりは、ドライブ途中にど

うしても我慢ならなくなった立ち小便をさ

ばく場所のようでした。K先輩が先にたち、

さらにこの中腹から10分ほど下るというの

についていきました。２人並んでは歩け

ないほどの崖の道でございます。背の高い

　ミンミンゼミの鳴き声つんざく晩夏。さ

よなら夏の午後３時。わたくしとK先輩の

スモーキングタイムでございました。わた

くしたちは「無言で煙をたちのぼらせまっ

しょい選手権～晩夏2018 ～」に出場して

いるようでした。顔を合わせてから一瞬視

線を交えただけで、ろくすっぽ口をきいて

いません。不和になっているわけでは決し

てありませんし、ありもしない選手権の代

表になろうとも思っていません。気がつけ

ばこの状態にどはまりしているのでした。

　わたくしの勤める本屋にもK先輩の勤め

る肉屋にも、サマーヴァケーションなる優

雅なならわしがありません。受動的な、強

制的な「メリハリのメリ」がないのです。

ですから心持ちを間違えたり、思考や感受

の滞りがおこると、昨日と明日を足して2

で割った今日があることになってしまいま

す。そこに連日の残暑なる猛暑が襲うと、

日々はどろどろに溶けてしまい、このよう

な状態に平気で陥いるのです。手つかずの

夏に抱いた漠然とした期待はどこでしょ

う。そもそもほんとうに、そんな甘酸っぱ

いものを欲しがったのでしょうか？

　ミンミンゼミが黙ったかと思うと、ぽと

りとK先輩の長靴の先っちょあたりに落下

　キャンプというとカレーかバーベキュー

しか思い浮かばないのですから、K先輩か

ら渡されたビール12缶と２リットルの水、

小さなシャンパン、赤と白のワイン、それ

と小ぶりなスイカを沢に沈めたらやること

がなく、初秋とはいえまだまだ暑い日ざし

の中、沢の水の冷たさに喜悦するも束の間、

K先輩はあっという間にテントとその上

に、雨よけのひさしになるというタープな

るものを張り終え、さっそくカラカラの喉

にビールを流しこむ運びとなりました。そ

の一口目。思い出すだけでもよだれてしま

います。こんなにも飢（カツ）えていたの

かと思いました。喉が踊り狂い、一息でそ

んなに飲むことはないと頭のどこかで思っ
次のページにつづく▶▶▶

杉やらの木々で陰り、涼やかでございます

が、危機感がなによりも勝り、必死で一歩

一歩に執着しました。何度かK先輩は振り

返っては、「どうだこの自然との一体感は

よ」と叫んでおりました。わたくしはうな

ずくのが精一杯でした。

　キャンプ場は、昔は２世帯が住んでいた

村からひとり、ふたりと去り、最後の村人

がなんとか維持しているといった廃墟チッ

クな場所でした。先におりていたK先輩が

管理人らしきじいさまとなにやら話してお

りました。じいさまは町工場で50年ネジを

作っていたといったような、紺色のような

黒色のようなくたびれた作業着をまとい、

同色のくたびれたハンチングをかぶってお

りまして、場内に点在するバンガローか物

置小屋かトイレらしき建物も同じく、くた

びれておりました。わたくしも負けじと、

崖から逃れてきたばかりですのでくたびれ

ておりました。じいさまはわたくしを一瞥

するとあごで反対側の山の斜面を示して、

「いいのがあるど」と言いました。近づい

てみると澄んだ沢がマイナスイオンを優し

くまきちらしておりました。じいさまを振

り返ると「豪気だべや」と笑いました。前

歯がありませんでした。

ズだ」

「ポ、ポークビーンズですか？アメリカ

の？」

「まあアメリカっぽいな。おい、玉葱みて

てくれ」とK先輩からサイバシを渡され、

なんだか緊張しながら玉ねぎをつつきまし

た。憧れのサッカー部のキャプテンに、汗

を拭いたタオルを持っていてくれと頼まれ

た生娘の気持ちがわかった気がしました。

これは、まさか……と、雨でした。キツネ

の嫁入りというのがピタリの、ドピーカン

なのに結構な大粒の雨でした。わたくしは

焚き火と玉ねぎが気が気でなく、うろたえ、

サッカー部の……もといK先輩を呼ぼうと

しました。するとK先輩は雨に打たれなが

ら缶ビールをグイグイと呑み、のんびりと

近づいてきて、鍋に蓋しとけと豪快に笑い

ました。わたくしは言われた通り鍋に蓋を

しました。

「自然には勝てねえなおい。これだよこれ、

一体感だよ一体感。ハハハハハ」

「はい！キャプテン！」

「は？」

「いや……で、どうしますか？火ぃ消えちゃ

いましたよ」

「まぁとりあえず、やむまでタープの下で

呑むか。通り雨だろ」

５時間後。

　通り雨は通りすぎないばかりか、勢いを

まして降り続けました。じいさまは雨も豪

気でいいだろと言って、山の麓の自宅に用

事があるからとキャンプ場を去り、そのお

ても、魂がうずきました。しびれました。

わたくしたちのあのどろどろの日々に、な

んとなくの暗がりに、羽が生えて浮遊して

いくのでした。半分のビールを体内にとり

こむと、わたくしもK先輩もあえぎにあえ

いで、心底幸福なためいきを洩らしました。

そうして見合って、沢が涼やかに鳴り、口

をそろえて「自然との一体感!!」と叫ぶの

でした。そこにひとかかえの薪を持ってき

たじいさまも加わり、「豪気だ豪気だ、い

や自然との一体感だ」とワイノワイノは

しゃいで、思えばこの時がキャンプで一番

の意気揚々だったのです。

　早くも一番の高揚がでてしまいました、

二番、三番はもうなにがなにやらでござい

ます。しかして高揚がなければいけないわ

けでもないと、いまでは思うのです。

　ワイノワイノのあと、K先輩は鼻唄まじ

りに火打ち石でもって軽やかに着火、炎は

強い日差しのもとでも妖艶でした。K先輩

は火が安定するのをみて沢におり、注意深

く選んだ流木を抱えてもどってくると、

アーミーなナイフと麻の紐でカメラをのせ

る三脚のようなものをつくり、鍋を吊り下

げられるような仕掛けを、これも淀みない

手さばきでこさえました。ここで申してお

きますと、わたくしは女性が好きですが、

ここまでのK先輩のふるまいに、嫉妬と、

それよりも大きな憧れを抱いたことを記し

ておきます。

「カレーですか？」と鍋で玉ねぎとニンニ

クを炒めはじめたK先輩に訊きました。

「いや、鍋洗うの面倒だからポークビーン

ビックリしましたが続けました。

「K先輩、こりゃ自然との隔絶感です、そ

うでしょうよ。俺たちは完全に大雨から逃

亡中です。自然を拒否しまくってますし、

はなから自然は俺たちなんかなんとも思っ

てないでしょうよ、というか、帰りてぇ! ! 」

　わたくしは泣きたくなっておりました。

K先輩はシャンパン入りのマグカップを床

にだんっとおきました。

「俺も帰りてぇんだよもう! ! 帰って風呂

入ってクソしてタオルケットにくるまりな

がら、よくわからんジャズをうっすーら流

しつつ寝てぇ ! ! 」

　渾身の、欲望の、吐露でございました。

どしゃぶりに打たれたテントが、小太鼓の

連打で喝采でございました。わたくしたち

は本当に一体化したのでした。

かげでテント内に吊るされたランタンしか

このキャンプ場には灯りがなく、あたりは

漆黒の闇夜。わたくしたちはタープ下から

テント内に移り、ビールを５缶ずつ、ワイ

ンの赤白を空け、シャンパンにまで手が伸

びていました。朝から水分とアルコール以

外は摂取しておりませんでした。そして寒

く、寝袋を体に巻き付け、「第２回無言で

煙をたちのぼらせまっしょい選手権～オー

タムキャンプ2018 ～」に出場するしかな

くなっていました。わたくしの目の前には

サッカーやらキャプテンやらとは別次元の

老いた、土気色をした顔の肉屋がシャンパ

ンをすすっているのでした。わたくしは眼

をそむけ無闇にテントの隅を凝視しまし

た。すると風で少しゆらめくランタンの弱

い光が小さく反射しているのでした。なん

だろうと手を伸ばすとヒヤリとした液体に

触れたのです。ヒッと手を引っ込めました。

肉屋の野郎がどうしたと訊いてきました。

「水溜まりができてますよこれ、ここ、そこ」

「慌てんじゃねぇ、そんぐれぇは降ってる

から……」肉屋の野郎は一拍おいて、ここ

数時間は言わなかったあの呪文を思い出し

たようで、一周まわって元気に言ったので

した。「自然との一体感が、こら豪気じゃ

ねぇ……」

「嘘つけぇい！」

　わたくしは自分の冷酷な声にビックリし

ました。肉屋の野郎は面を喰らいながらも、

「ちげぇよこれが自然との……」

「こりゃ一体感じゃねぇっつ！」

　またしてもわたくしは自分の冷酷な声に
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しました。羽をばたつかせ、ぎぃぎぃとあ

えいでから沈黙しました。夏は永い眠りに

ついたのです。K先輩はうつろなまなざし

で、静かな夏の亡骸をみおろして、くわえ

煙草のままゆっくりと腰を落としました。

そうして亡骸にむかって話しかけるように

「来週の月曜休め」と命令しました。「日曜

からキャンプ行くぞ」と付け加え、そっと

亡骸に手を伸ばしました。なんだかその手

はいつもより小さく見えるのでした。刹那、

ギギ！と夏は復活し、ばたつき、K先輩は

ひゃあっと尻餅をつきました。秋のはじま

りです。

　コンクリートジャンゴー東京中心部から

車を１時間半も走らせれば山深く、緑濃く、

空気うまく（うまいというか味が違う）と

いう塩梅で、K先輩が駐車した場所は公道

ではありますが、おそらく１週間に２台通

るか通らないかの山の中腹で、キャンプ場

の入り口と言うよりは、ドライブ途中にど

うしても我慢ならなくなった立ち小便をさ

ばく場所のようでした。K先輩が先にたち、

さらにこの中腹から10分ほど下るというの

についていきました。２人並んでは歩け

ないほどの崖の道でございます。背の高い

　ミンミンゼミの鳴き声つんざく晩夏。さ

よなら夏の午後３時。わたくしとK先輩の

スモーキングタイムでございました。わた

くしたちは「無言で煙をたちのぼらせまっ

しょい選手権～晩夏2018 ～」に出場して

いるようでした。顔を合わせてから一瞬視

線を交えただけで、ろくすっぽ口をきいて

いません。不和になっているわけでは決し

てありませんし、ありもしない選手権の代

表になろうとも思っていません。気がつけ

ばこの状態にどはまりしているのでした。

　わたくしの勤める本屋にもK先輩の勤め

る肉屋にも、サマーヴァケーションなる優

雅なならわしがありません。受動的な、強

制的な「メリハリのメリ」がないのです。

ですから心持ちを間違えたり、思考や感受

の滞りがおこると、昨日と明日を足して2

で割った今日があることになってしまいま

す。そこに連日の残暑なる猛暑が襲うと、

日々はどろどろに溶けてしまい、このよう

な状態に平気で陥いるのです。手つかずの

夏に抱いた漠然とした期待はどこでしょ

う。そもそもほんとうに、そんな甘酸っぱ

いものを欲しがったのでしょうか？

　ミンミンゼミが黙ったかと思うと、ぽと

りとK先輩の長靴の先っちょあたりに落下

　キャンプというとカレーかバーベキュー

しか思い浮かばないのですから、K先輩か

ら渡されたビール12缶と２リットルの水、

小さなシャンパン、赤と白のワイン、それ

と小ぶりなスイカを沢に沈めたらやること

がなく、初秋とはいえまだまだ暑い日ざし

の中、沢の水の冷たさに喜悦するも束の間、

K先輩はあっという間にテントとその上

に、雨よけのひさしになるというタープな

るものを張り終え、さっそくカラカラの喉

にビールを流しこむ運びとなりました。そ

の一口目。思い出すだけでもよだれてしま

います。こんなにも飢（カツ）えていたの

かと思いました。喉が踊り狂い、一息でそ

んなに飲むことはないと頭のどこかで思っ

杉やらの木々で陰り、涼やかでございます

が、危機感がなによりも勝り、必死で一歩

一歩に執着しました。何度かK先輩は振り

返っては、「どうだこの自然との一体感は

よ」と叫んでおりました。わたくしはうな

ずくのが精一杯でした。

　キャンプ場は、昔は２世帯が住んでいた

村からひとり、ふたりと去り、最後の村人

がなんとか維持しているといった廃墟チッ

クな場所でした。先におりていたK先輩が

管理人らしきじいさまとなにやら話してお

りました。じいさまは町工場で50年ネジを

作っていたといったような、紺色のような

黒色のようなくたびれた作業着をまとい、

同色のくたびれたハンチングをかぶってお

りまして、場内に点在するバンガローか物

置小屋かトイレらしき建物も同じく、くた

びれておりました。わたくしも負けじと、

崖から逃れてきたばかりですのでくたびれ

ておりました。じいさまはわたくしを一瞥

するとあごで反対側の山の斜面を示して、

「いいのがあるど」と言いました。近づい

てみると澄んだ沢がマイナスイオンを優し

くまきちらしておりました。じいさまを振

り返ると「豪気だべや」と笑いました。前

歯がありませんでした。

ズだ」

「ポ、ポークビーンズですか？アメリカ

の？」

「まあアメリカっぽいな。おい、玉葱みて

てくれ」とK先輩からサイバシを渡され、

なんだか緊張しながら玉ねぎをつつきまし

た。憧れのサッカー部のキャプテンに、汗

を拭いたタオルを持っていてくれと頼まれ

た生娘の気持ちがわかった気がしました。

これは、まさか……と、雨でした。キツネ

の嫁入りというのがピタリの、ドピーカン

なのに結構な大粒の雨でした。わたくしは

焚き火と玉ねぎが気が気でなく、うろたえ、

サッカー部の……もといK先輩を呼ぼうと

しました。するとK先輩は雨に打たれなが

ら缶ビールをグイグイと呑み、のんびりと

近づいてきて、鍋に蓋しとけと豪快に笑い

ました。わたくしは言われた通り鍋に蓋を

しました。

「自然には勝てねえなおい。これだよこれ、

一体感だよ一体感。ハハハハハ」

「はい！キャプテン！」

「は？」

「いや……で、どうしますか？火ぃ消えちゃ

いましたよ」

「まぁとりあえず、やむまでタープの下で

呑むか。通り雨だろ」

５時間後。

　通り雨は通りすぎないばかりか、勢いを

まして降り続けました。じいさまは雨も豪

気でいいだろと言って、山の麓の自宅に用

事があるからとキャンプ場を去り、そのお

ても、魂がうずきました。しびれました。

わたくしたちのあのどろどろの日々に、な

んとなくの暗がりに、羽が生えて浮遊して

いくのでした。半分のビールを体内にとり

こむと、わたくしもK先輩もあえぎにあえ

いで、心底幸福なためいきを洩らしました。

そうして見合って、沢が涼やかに鳴り、口

をそろえて「自然との一体感!!」と叫ぶの

でした。そこにひとかかえの薪を持ってき

たじいさまも加わり、「豪気だ豪気だ、い

や自然との一体感だ」とワイノワイノは

しゃいで、思えばこの時がキャンプで一番

の意気揚々だったのです。

　早くも一番の高揚がでてしまいました、

二番、三番はもうなにがなにやらでござい

ます。しかして高揚がなければいけないわ

けでもないと、いまでは思うのです。

　ワイノワイノのあと、K先輩は鼻唄まじ

りに火打ち石でもって軽やかに着火、炎は

強い日差しのもとでも妖艶でした。K先輩

は火が安定するのをみて沢におり、注意深

く選んだ流木を抱えてもどってくると、

アーミーなナイフと麻の紐でカメラをのせ

る三脚のようなものをつくり、鍋を吊り下

げられるような仕掛けを、これも淀みない

手さばきでこさえました。ここで申してお

きますと、わたくしは女性が好きですが、

ここまでのK先輩のふるまいに、嫉妬と、

それよりも大きな憧れを抱いたことを記し

ておきます。

「カレーですか？」と鍋で玉ねぎとニンニ

クを炒めはじめたK先輩に訊きました。

「いや、鍋洗うの面倒だからポークビーン

◀◀◀前のページのつづき

ビックリしましたが続けました。

「K先輩、こりゃ自然との隔絶感です、そ

うでしょうよ。俺たちは完全に大雨から逃

亡中です。自然を拒否しまくってますし、

はなから自然は俺たちなんかなんとも思っ

てないでしょうよ、というか、帰りてぇ! ! 」

　わたくしは泣きたくなっておりました。

K先輩はシャンパン入りのマグカップを床

にだんっとおきました。

「俺も帰りてぇんだよもう! ! 帰って風呂

入ってクソしてタオルケットにくるまりな

がら、よくわからんジャズをうっすーら流

しつつ寝てぇ ! ! 」

　渾身の、欲望の、吐露でございました。

どしゃぶりに打たれたテントが、小太鼓の

連打で喝采でございました。わたくしたち

は本当に一体化したのでした。

P.S.食べられる図鑑シリーズを持って、秋を収穫した
いです。実りの、短い秋。お粗末でした。

かげでテント内に吊るされたランタンしか

このキャンプ場には灯りがなく、あたりは

漆黒の闇夜。わたくしたちはタープ下から

テント内に移り、ビールを５缶ずつ、ワイ

ンの赤白を空け、シャンパンにまで手が伸

びていました。朝から水分とアルコール以

外は摂取しておりませんでした。そして寒

く、寝袋を体に巻き付け、「第２回無言で

煙をたちのぼらせまっしょい選手権～オー

タムキャンプ2018 ～」に出場するしかな

くなっていました。わたくしの目の前には

サッカーやらキャプテンやらとは別次元の

老いた、土気色をした顔の肉屋がシャンパ

ンをすすっているのでした。わたくしは眼

をそむけ無闇にテントの隅を凝視しまし

た。すると風で少しゆらめくランタンの弱

い光が小さく反射しているのでした。なん

だろうと手を伸ばすとヒヤリとした液体に

触れたのです。ヒッと手を引っ込めました。

肉屋の野郎がどうしたと訊いてきました。

「水溜まりができてますよこれ、ここ、そこ」

「慌てんじゃねぇ、そんぐれぇは降ってる

から……」肉屋の野郎は一拍おいて、ここ

数時間は言わなかったあの呪文を思い出し

たようで、一周まわって元気に言ったので

した。「自然との一体感が、こら豪気じゃ

ねぇ……」

「嘘つけぇい！」

　わたくしは自分の冷酷な声にビックリし

ました。肉屋の野郎は面を喰らいながらも、

「ちげぇよこれが自然との……」

「こりゃ一体感じゃねぇっつ！」

　またしてもわたくしは自分の冷酷な声に
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　子どもの頃、お絵かきが好きで、ク
ラスでちょっと上手い子だったんです。
マンガも好きだったから、マンガっぽ
い絵をかいていたんです。同人誌もやっ
てましたよ。でも、10代後半くらいの
頃に、他にもっと絵が上手い子がいる
なぁって感じることがあって、途中で
絵をかくのをやめちゃったんです。で
もなにか作れるといいなぁと思ったと
きに、同人誌仲間がwebサイトを立ち
上げ始めて、フォトショップなどのソ
フトがあるというのを知ったのがきっ

かけで、デザインの世界に興味を持ち
ました。「デザインだったら何かできる
かも」って。
　20代前半に地元のスクールに通っ
て、DTPの勉強をし、その後、東京の
全日制の専門学校で２年間勉強しまし
た。楽しかったです。習った機能を使っ
て自分なりにポスターなど色々な作品
を作りました。

　初めてデザイナーとして就職したの
は27歳でしたが、苦労の多い日々でし
た。
　学校の課題としてのデザインと、仕
事でのデザインとではまったく違って
いたんです。
　学校の課題は、習った機能を使って、
わりと自由に作品を作っていたんです
が、仕事となると太刀打ちできない自
分を痛感しました。

　求められるクオリティーの高さや時
間との闘いになかなか追いつけなくて
打ちのめされてばかりいました。当た
り前のことですが、仕事の依頼なので、
自分が満足して完成で終わりではなく、
相手の要望に応えていかなければなら
ない。学生時代とは、使う頭が全然違っ
ていたなって思うんです。相手の要望
に対して、それをどうデザインに落し
込んでいくのか、というところに日々
苦労していました。社会人になったば
かりという新しい環境も重なり、かな
りテンパっていました。周りからは怒
られることばかりで、あの頃はほんと、
苦しい時代だったなぁ…。
　今振り返ってみると、あの頃の私自
身の心持ちは、「できなくてもしょうが
ないよ、だって…」とか、「できないの
は◯◯のせい」と、原因を他に向けて
いたんだと思います。

　そんな苦悩が続き、２社目に就職後、
２年くらいお休みをしていました。も
うデザイン業を辞めようかなとも思っ
ていて。
　でも、母親の、「もったいないから、
もうちょっとやってみたら？」という

だから。相手あっての、やりとりで、
相互に盛り上がって形をつくっていく
ことにやりがいを感じます。
　また、会社組織に属していることで、
仲間の頑張る姿に日々励まされて切磋
琢磨できるのもいいなって。
　私って、「起きてる間、ず～っと眠い
人」なんです。ついだらけたくなっちゃ
う（笑）
　だから、仲間に囲まれていることで
いい刺激になっているなって思います。
　デザインの仕事って、ときには難し
いリクエストをされることもあるけれ
ど、相手もいいもの、売れるものを作
りたいって本気だから、私もそれを必
要としている人の心にしっかり響くよ
う、貢献できるようこれからも試行錯
誤していきたいです。

　依頼者からの言葉でのリクエストを
汲み取って、デザインというカタチを生
み出していく木下さん。彼女からは、
相手の思いを感じ取る豊かな感性や、
相手の心に響くデザインをとことん考え
抜くパワーを感じます。その根底にあ
るのは「自分も相手もハッピーになる
ために」という愛に溢れた想いでした。

退化してしまう」ということ。世の中
の流れが早い中で、普通にやっていた
ら成長できない。できるかぎり日々努
力し続けていきたいって思っています。
なかなか難しいことですけど（笑）
　でも、そういう心の在り方になって
からは、だんだんと、人とのやりとりや、
仕事が、いい感じに回り始めていった
んです。
　自分もハッピー、周りもハッピーで
いられる気持ちの在り方ってこれなん
だって思いました。
　昔は、何か起きたら誰かのせいにし
ていたけれど、「自分に出来ることはな
かったか」っていう視点に立つことが
大切なんだって思っています。
　私、もともとじっくり考えることが
好きなんです。オタクなので（笑）
　だけど、昔と今では考える方向が全
く違っています。うじうじとネガティ
ブ思考だったのが、今は、どうしたら
前に進めるのかなって考えられるよう
になっています。

　デザインの依頼をきっかけに、人と
コミュニケーションしていくことが楽
しいです。
　「こういうコンセプトの本なら、こん
なふうに見せたら面白いかも」といっ
た感じに、アイデアを出し合って膨ら
んでいくことがとても楽しくて♪　こ
れって、自分ひとりではできないこと

一言に背中を押され、就職活動を再開
したんですよね。おそるおそるでした。
　そんなときに、デザイン学校時代の
親友の結婚式の二次会に参加したんで
す。３社目の会社（今のウエイドの前
進の会社）の面接に行く直前でした。
　その親友とは、本当に仲良くしてい
て、当時はデザインのこと、将来のこ
とについてときには涙ながらに熱く語
り合う仲でした。彼女はバイタリティー
があって、好奇心も旺盛で、就職先で
もとても出来る子、頑張っている子だっ
たんです。それで、そんな彼女の頑張
りを今の旦那さんが見染めて結婚に
至ったという話を聞いたときに、すご
く感動したんです。
　「あぁ、頑張っていたらいいことある
んだ」って心から思えた瞬間でした。
　そんな気持ちを胸に、面接に臨んだ
ら受かったんです。嬉しかったなぁ。
　だから、感謝の気持ちとともに、頑
張ろうって前向きになりました。
　職場では素敵な人たちに囲まれて、
とにかく力になれるように頑張りたい、
最初はフォローされることのほうが多
いけど、少しでも誰かの助けになれる
自分でありたいって必死でした。
　新たなことにチャレンジするのはと
ても不安だったけど、失敗も次に活か
しながら、積極的にチャレンジしてい
きました。
　仕事をしていてよく思うことは、「周
りの人たちも頑張って成長しているか
ら、自分がそのままでいたら相対的に

次のページにつづく▶▶▶

身の回りのステキな人、なんだかとても
気になる人っていませんか？　そんな人たちが歩んできた
人生の物語をうかがって、輝きのヒントを探っていきます。

株式会社ウエイド所属グラフィックデザイナー

ゲーム大好き。マンガ大好き。アニメ大好き。
最近は着物も大好き（勉強中）なデザイナー。
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　子どもの頃、お絵かきが好きで、ク
ラスでちょっと上手い子だったんです。
マンガも好きだったから、マンガっぽ
い絵をかいていたんです。同人誌もやっ
てましたよ。でも、10代後半くらいの
頃に、他にもっと絵が上手い子がいる
なぁって感じることがあって、途中で
絵をかくのをやめちゃったんです。で
もなにか作れるといいなぁと思ったと
きに、同人誌仲間がwebサイトを立ち
上げ始めて、フォトショップなどのソ
フトがあるというのを知ったのがきっ

かけで、デザインの世界に興味を持ち
ました。「デザインだったら何かできる
かも」って。
　20代前半に地元のスクールに通っ
て、DTPの勉強をし、その後、東京の
全日制の専門学校で２年間勉強しまし
た。楽しかったです。習った機能を使っ
て自分なりにポスターなど色々な作品
を作りました。

　初めてデザイナーとして就職したの
は27歳でしたが、苦労の多い日々でし
た。
　学校の課題としてのデザインと、仕
事でのデザインとではまったく違って
いたんです。
　学校の課題は、習った機能を使って、
わりと自由に作品を作っていたんです
が、仕事となると太刀打ちできない自
分を痛感しました。

　求められるクオリティーの高さや時
間との闘いになかなか追いつけなくて
打ちのめされてばかりいました。当た
り前のことですが、仕事の依頼なので、
自分が満足して完成で終わりではなく、
相手の要望に応えていかなければなら
ない。学生時代とは、使う頭が全然違っ
ていたなって思うんです。相手の要望
に対して、それをどうデザインに落し
込んでいくのか、というところに日々
苦労していました。社会人になったば
かりという新しい環境も重なり、かな
りテンパっていました。周りからは怒
られることばかりで、あの頃はほんと、
苦しい時代だったなぁ…。
　今振り返ってみると、あの頃の私自
身の心持ちは、「できなくてもしょうが
ないよ、だって…」とか、「できないの
は◯◯のせい」と、原因を他に向けて
いたんだと思います。

　そんな苦悩が続き、２社目に就職後、
２年くらいお休みをしていました。も
うデザイン業を辞めようかなとも思っ
ていて。
　でも、母親の、「もったいないから、
もうちょっとやってみたら？」という

だから。相手あっての、やりとりで、
相互に盛り上がって形をつくっていく
ことにやりがいを感じます。
　また、会社組織に属していることで、
仲間の頑張る姿に日々励まされて切磋
琢磨できるのもいいなって。
　私って、「起きてる間、ず～っと眠い
人」なんです。ついだらけたくなっちゃ
う（笑）
　だから、仲間に囲まれていることで
いい刺激になっているなって思います。
　デザインの仕事って、ときには難し
いリクエストをされることもあるけれ
ど、相手もいいもの、売れるものを作
りたいって本気だから、私もそれを必
要としている人の心にしっかり響くよ
う、貢献できるようこれからも試行錯
誤していきたいです。

　依頼者からの言葉でのリクエストを
汲み取って、デザインというカタチを生
み出していく木下さん。彼女からは、
相手の思いを感じ取る豊かな感性や、
相手の心に響くデザインをとことん考え
抜くパワーを感じます。その根底にあ
るのは「自分も相手もハッピーになる
ために」という愛に溢れた想いでした。

退化してしまう」ということ。世の中
の流れが早い中で、普通にやっていた
ら成長できない。できるかぎり日々努
力し続けていきたいって思っています。
なかなか難しいことですけど（笑）
　でも、そういう心の在り方になって
からは、だんだんと、人とのやりとりや、
仕事が、いい感じに回り始めていった
んです。
　自分もハッピー、周りもハッピーで
いられる気持ちの在り方ってこれなん
だって思いました。
　昔は、何か起きたら誰かのせいにし
ていたけれど、「自分に出来ることはな
かったか」っていう視点に立つことが
大切なんだって思っています。
　私、もともとじっくり考えることが
好きなんです。オタクなので（笑）
　だけど、昔と今では考える方向が全
く違っています。うじうじとネガティ
ブ思考だったのが、今は、どうしたら
前に進めるのかなって考えられるよう
になっています。

　デザインの依頼をきっかけに、人と
コミュニケーションしていくことが楽
しいです。
　「こういうコンセプトの本なら、こん
なふうに見せたら面白いかも」といっ
た感じに、アイデアを出し合って膨ら
んでいくことがとても楽しくて♪　こ
れって、自分ひとりではできないこと

◀◀◀前のページのつづき

一言に背中を押され、就職活動を再開
したんですよね。おそるおそるでした。
　そんなときに、デザイン学校時代の
親友の結婚式の二次会に参加したんで
す。３社目の会社（今のウエイドの前
進の会社）の面接に行く直前でした。
　その親友とは、本当に仲良くしてい
て、当時はデザインのこと、将来のこ
とについてときには涙ながらに熱く語
り合う仲でした。彼女はバイタリティー
があって、好奇心も旺盛で、就職先で
もとても出来る子、頑張っている子だっ
たんです。それで、そんな彼女の頑張
りを今の旦那さんが見染めて結婚に
至ったという話を聞いたときに、すご
く感動したんです。
　「あぁ、頑張っていたらいいことある
んだ」って心から思えた瞬間でした。
　そんな気持ちを胸に、面接に臨んだ
ら受かったんです。嬉しかったなぁ。
　だから、感謝の気持ちとともに、頑
張ろうって前向きになりました。
　職場では素敵な人たちに囲まれて、
とにかく力になれるように頑張りたい、
最初はフォローされることのほうが多
いけど、少しでも誰かの助けになれる
自分でありたいって必死でした。
　新たなことにチャレンジするのはと
ても不安だったけど、失敗も次に活か
しながら、積極的にチャレンジしてい
きました。
　仕事をしていてよく思うことは、「周
りの人たちも頑張って成長しているか
ら、自分がそのままでいたら相対的に

モルモットの
「ふれあいコーナー」
人多すぎ（涙）

モルモットの
「ふれあいコーナー」
人多すぎ（涙）

フェネックかわいい♥
なんかシルエットが
アニメキャラっぽい♪

フェネックかわいい♥
なんかシルエットが
アニメキャラっぽい♪

暑い日だったので
日陰にあつまる
サルたち…

暑い日だったので
日陰にあつまる
サルたち…

…と本人（本ヤギ？）が
思ってるかは、わからない
けど、そんな雰囲気でした

…と本人（本ヤギ？）が
思ってるかは、わからない
けど、そんな雰囲気でした

顔（笑）顔（笑）

今回は…
井の頭自然文化園に
行ってきました。
人が多かったです。
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題名
『旅に出よう』

❶色鉛筆……焼き鳥の串を削って
　　　　　 着色
❷鉛筆立て……突張り棒の端っこ
❸刷毛……アイスクリームの棒と、
　　　　 使い古した絵筆の毛先
　　　　 で作成
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猫
の
履
歴
書
『
く
さ
か
ん
む
り
ち
ゃ
ん
編
』

毎
朝
塀
の
上
で
寝
て
い
る
こ
の
猫
、い
つ
も
出
窓
か
ら
外
を
見
下
ろ
し
て
い
る
そ
の
猫
、

毎
度
目
が
合
う
た
び
に
逃
げ
て
行
く
あ
の
猫
。

日
頃
見
か
け
る
猫
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
、
生
き
て
き
た
道
が
あ
る
。

あ
の
猫
は
ど
う
し
て
そ
こ
に
い
る
の
か
な
。
そ
ん
な
猫
た
ち
の
、
本
当
の
お
話
で
す
。

連  載 くさかんむりちゃんと出会った
のは、闇鍋さんのカリカリが置
かれたフォークリフトの上でし
た。小柄で真っ黒で目付きが
悪く警戒心は強いようでした
が、近付いてもなぜだかあまり
逃げて行かず、それ以上近寄
るなというオーラを発しながら
こちらを見ているのです。よく
見ると、猫としてはなんとなくタ
レ目で三白眼。なかなか個性
的な顔をしています。　

彼の許容範囲を超えて近付くと、爪有りのガチ
パンチが飛んできます。猫の多くは手を出されな
い限りは威嚇などして警告し、それでも人間が近
付く場合は逃げる事の方が多いのですが、くさ
かんむりちゃんは威嚇することなく突然殴りか
かってきます。なかなかレアな攻撃力です。私も
私で懲りずに近付き、何度スマホを叩き落され
たことか（笑）

私の存在に慣れてくると、闇鍋さんを撫でたり撮っ
たりしている所にすーっと近付いてくるようになりま
した。闇鍋さんは大人しく穏やかなおばあちゃん
だったので、くさかんむりちゃんが近付いてきても
威嚇をすることはありませんでしたが、そう歓迎して
いる風でもありませんでした。なかなか後姿を見せ
てくれなかったのですが、くさかんむりちゃんが去
勢されていないオスだと確認できたのは、ここでう
ろついている頃だったと思います。

いっとき闇鍋さんのいる路地から少し南下した
ところにある、まれをやだーちゃんが暮らす公
園の入り口で見かけるようになりましたが、そ
れからしばらくして彼に会ったのは公園から１
㎞程北上したところにある、シマバラさんたち
の暮らす路地でした。

路地に居つくようになったくさかんむ
りちゃんは、シマバラさんたちにゴハ
ンを運んできてくれるおじさんからゴ
ハンを貰うようになり、ここに暮らす猫
たちのお気に入りの場所でくつろぐよ
うに。そこははんぺんちゃんの場所な
んだけどな。

ここで何度も会ううちにだいぶ近付かせてくれるよう
になりましたが、油断してはいけないのです。

先住の猫たちは余所者であるくさかんむりちゃ
んの存在が気に入らないらしく、バトルに発展し
ないまでも近付くと威嚇しそれでも相手が引か
ないとみると無視を決めこみ、露骨に不機嫌に
なります。

攻撃的なはずのくさかんむりちゃんは先住の猫
たちにバトルを挑む事はおろか威嚇する事すら
せず、じっと近くにいるのです。

次ページへ続く
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武田 晶

『明日はキャット
　幸せになれる』
株式会社ぷれす (編集)
武田 晶 (写真)

出版社:神宮館 

こんな
外ねこさんに

いっぱい
会える

本です !

付かず離れず黙って居座り続けたくさかんむり
ちゃんでしたが、次第に見かける頻度が減ってい
きました。最近全然姿を見せないなと思った頃、
夜道でばったり会ったくさかんむりちゃんがいた
のは、路地から大きな通りを渡ったビルの裏道。
こっちはあんまり猫にゴハンくれる人間いないよ、
あの路地の方が安全だしゴハンもあるんだよ、路
地に戻りな。と声をかけておきましたが、猫ですか
ら。わかってくれたらいいのだけれど、猫ですから。

ビルの裏道でばったり会ってからまたしばらく
経った冬のある日、くさかんむりちゃんの姿はあの
路地にありました。大きな通りをよく渡ってきたね。
そして君が今鎮座しているのはさくらちゃんのお
気に入りの場所だよ。相変わらずだね。
　戻ってきて良かったと思ったのも束の間。ここ
からまたしばらく彼の姿を見かける事はありません
でした。

オス猫としては小柄なくさかんむりちゃんは、時に図々しく
時に攻撃的でなければ生き抜いて来れなかったのかもしれ
ません。険しさの消えたくさかんむりちゃんの顔に、切ない
胸のつかえがおりるような気がしました。

今度はいつどこで会えるかな、くさかんむりちゃん。また会
いたいから探すね、くさかんむりちゃん。

そして今年の 8 月、酷暑のさなかに見かけたくさかんむりちゃんは、更に北上
した路地にいました。夏毛の時期でほっそりして見えるけど元気そうです。ここ
いらでゴハンを貰っているのかな。そして何より別猫かと思う程穏やかで可愛
らしい顔立ちになっています。こんなに可愛いくさかんむりちゃんは初めて見ま
した。おめめキラキラさながら美少女のようです。近付いても触れこそしませ
んがパンチもされませんでした。居場所を求めて放浪していたくさかんむり
ちゃんも、ようやく落ち着ける場所を見つけたのでしょうか。

猫
の
履
歴
書
『
く
さ
か
ん
む
り
ち
ゃ
ん
編
』 26cmくらい キュルルルル

カイツブリ

コゲラ

ことりずかんことりずかんVol.10Vol.10

文と絵
二川智南美
（かみゆ子ブタ編集部）

東京で見られる

大きさ

15cmくらい ギイーギイー大きさ 鳴き声

　公園などの水辺でカモたちとよく一緒にい
る水鳥。古語では「鳰（にほ）」といい、日本書
紀に登場したり、琵琶湖の別名が「鳰の海」
と言ったりするほど、昔の人にはなじみ深
かった。ところが最近は、カモより二回りほ
ど小さいためか、子どものカモに間違えら
れることが多く、得意の潜水で水中に潜っ
てはいじけている。少しでも大人に見られよ
うと、全体を黒のコーデでビシッと決め、頬からのど
にかけて赤茶色の化粧で決めているのだが、やはりカモの子どもに間違えられる。
　生まれたばかりのひなは、何かあると親の背中に逃げ込むという、非常にかわい
らしい光景が見られる。背中に乗せても痛くないほどメロメロな一方で、ひなを背
負ったまま水中に潜ることもあるらしく、あめと鞭をたくみに使い分けている。

　スズメほどの大きさしかないキツツキ。街
路樹や緑が多めの公園にさりげなくいたりする。
キツツキの仲間なので、木をコンコンと叩かずにはい
られない……というわけでもないらしく、エサとなる虫が多い春
夏は、わざわざ木を叩くなんて面倒なことをせず、木の葉につい
ている虫を食べる。外に出てくるエサが少なくなると、木の幹に
耳を押し当てて虫の居場所の見当をつけてから、木に穴を開けて
補食するというかわいらしい姿が見られる。
　オス、メスともに白とこげ茶色という地味な容姿だが、オスは
耳に小さな赤いリボンをつけている。風が吹かないと露わになら
ないほど小さなリボンのため、見られたら超ラッキー！

気まぐれにひとこと

いいか！カモの
子どもじゃないぞ！

れっきとした
オトナなんだからな！

気まぐれにひとこと

地方ごとに模様に
バリエーションが
あるんだよ♪

鳴き声

8180



2018年９月30日、東京タワーがテレビ電

波送信の電波塔としての役目を終えまし

た。約60年も電波を発信していたそうで

す。今後は一部のラジオ放送や、災害緊

急時にスカイツリーが使えなくなった際

に使用されるそうです。

私が初めて東京タワーを訪れたのは、家

族に連れられて２歳の頃だそうです。

まったく覚えていないのですが、展望台

から外を見せたらすごい勢いでギャン泣

きしたそうです。まったく記憶にないので

すが……どうやら私、高所恐怖症だった

ようです。今はそんなこともなく、高いと

ころは大好きです。しかしこの東京タ

ワーを建設する際、落下防止ネットも安

全帯もない状態での作業だったとか…そ

れはさすがに高所恐怖症になってしまう

かもしれないなあと感じました。

さて、ギャン泣きする私に困った家族は、

１階にある土産物屋で欲しいものはない

かと尋ねると、某夢の国の女の子キャラ

のぬいぐるみを欲しがったので買い与え

ると、ピタッと泣き止んだそう。実は東京

タワーでの思い出で、このぬいぐるみを

買ってもらったことはしっかり覚えてい

ました。我ながら現金だなあと思います。

大人になってからは一年ほど六本木で働

いていた時期に遠くから眺めたりもして

いました。特別展望台（今年の３月から

トップデッキという名前になったそう）に

も登ったことがないので、機会をみて

登ってみたいと思います。

日は密かに上段の氷に手をのせ涼
んだ。日中に大きなたらいに水を
張り庭に放置すると、夕方にぬる
ま湯になり行水ができた。東京都
貯水池が干上がり水準より低くな
ると真夏日は断水時間を決めて実
施された。（日中の13時から16時ま
でとか）

　昭和から平成になり家庭電器も
普及が進み、エアコンのない家庭
は、ほとんどない。冷蔵庫も大型の
電気冷蔵庫となり氷も充分に作れ
る。シャワーもいつだって使用可
能だ。
　2018年の夏は、異常の酷暑。半世
紀以上も生きてきた人にとって考
えられない気温である。9月も半ば
に入り、台風発生が多くなり台風
の被害もあったが日々秋が、忍び
足でやってきている。ひと雨毎に
季節が変わる「暑さ寒さも彼岸ま
で」と昔から言われている様に最
高気温が30度にとどかない日が多
くなった。その上、ゲリラ雷雨も例
年より激しかった。
　来年は例年通りの夏を願ってい
る。

平成30年9月　　朱里　好

　今年は、昭和に大活躍した多く
の人々が昭和を締めくくる様に又
次世代への歴史を残して遠い旅路
に逝った。心からご冥福をお祈り
申し上げます。共に昭和育ちに青
春の１ページをありがとう。
ここに付記したい。

　平成30年7月、平成元号の最後の
夏となる。7月に入り猛暑・酷暑の
連日。都心で気温37度超え、国内で
記録的な40度超えが観測された。
「できるだけ外出を控え、熱中症に
気をつけてください。エアコンも
24時間フル稼働させ、水分と塩分
を摂取する様に心がけて下さい」
と連日テレビのニュースで流れ
た。熱中症原因死亡がニュースの
メインになった。エアコン24時間
稼働とは電気代が気になったがエ
アコンなしでは、とても過ごせな
かった。階段も一段一段上がる毎
に気温の高さを肌で感じた。家の
中にいても熱中症になるから氷を
入れた麦茶ポットと塩飴を毎日準
備した。

　昭和30年代頃、我が家には扇風
機もエアコンもなかった。ほとん
どの家庭にもない時代。寝る時は、
窓はすべて鍵をかけ「川の字」に寝
ていると、母がうちわでパタパタ
あおぐ音が聞こえるだけ。そんな
時「足の裏が暑くて眠れない」と訴
えると母は涼の方法を教えてくれ
た。それは我が家では毎日、廊下の
雑巾がけ後、廊下の端と端に絞っ
た雑巾を広げて置く習慣があっ
た。その雑巾の上に立ってきなさ
いと。それがとても爽やかに感じ、
眠りにつく事ができた。日中でさ
え30度を超す日は、ほとんどなく
31度～33度の日は、皆は溜め息を
ついたものだ。冷蔵庫は外観木製
で二段のドアの上段は毎日氷屋さ
んが届けてくれる氷を入れ、下段
では食料品を冷やしていた。暑い

昭
和
か
ら
平
成

そ
し
て
来
年
は…
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昭和の記憶     ＜オジサンの独り言＞

　昭和という時代は戦前と戦後に大きく分
かれていました。ここでは昨年から自分の
記憶にある戦後の昭和について、思いつく
まま書いてみました。時代と共に便利な世
の中になりました。かまどで炊いていたご
飯はスイッチポンで炊けるようになり、井
戸端で手洗いしていた洗濯は「白色家電」
任せでよくなりました。戦後復興の原動力
は電気と石油を大量に消費することでした。
それで人は幸せを手にしていったはずです。
　秋は台風の季節、ニュースでは「激しい
台風」が数多く報じられています。海面温
度の上昇が大きな台風を産みだしているこ
とは間違いのないこと。記録的、経験した
ことがないほどの暴風雨と言うのは自然の
営みではなく、人間が作り出してしまった
のです。無計画な二酸化炭素の大量排出に
よる温暖化。
　24時間営業のレストランもコンビニも無
かったころの昭和のモーレツサラリーマン
は、炊事・洗濯をしてくれる人が居ないと
生活が不自由でした。生活のために結婚す
る男性も少なくありませんでした。そして
独身男性の多くは賄い付きの下宿が当たり
前、大家のお節介オバサンにお見合いを勧
められたりして。その頃は「貧乏人の子沢
山」という言葉はあっても「少子化」とい
う言葉はありませんでした。
　夜、街を歩く塾帰りの子供を見かけるこ
とがあります。昭和の子供たちは夕方にな
ると家でラジオの前に座り「一丁目一番地」
を聴いていました。遅くまで外で遊んでい
るとお節介な大人が「早くお家に帰りなさ
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い」と声をかけていました。塾と言えばそ
ろばん塾か書道塾くらい。そして９時には
就寝。今は子供に対する教育費がかかりす
ぎるとか。その為に子供を複数育てること
を諦めている家庭も多いと聞いています。
本当はナントカなるのですが。
　戦後の昭和に生まれた「戦争を知らない
子供たち」は親世代に向かって「あなたた
ちは戦争に加担した、そして誰も止められ
なかった」と非難しました。そして昭和な
オジサン達は高度経済成長期の日本を担っ
てきました。わき目もふらず、煙草を吸い
ながら一生懸命労働することが大人として
正しい姿だと信じて。
　平成の次の世代の人に言われるに違いな
い「あなたたちはこの地球を取り返しのつ
かない温暖化に加担した、そして誰も止め
られなかった」と。オジサンは幸せを願っ
て一生懸命働いてきたつもりですが…
　昭和64年１月７日を最後に元号は平成に
変わりました。その平成ももうすぐ新しい
元号に変わります。いつまでも後ろを振り
返って昭和を語るのはもう止めにします。
　春に桜を見て、梅雨の季節が過ぎると蝉取
りの夏が来る。縁台将棋のオジサン。紅葉の
季節、遠足、運動会そして雪の中を転げまわっ

た冬。それはもうオ
ジサンの思い出の中
にしかないのかもし
れません。
　明日は友達を誘っ
てみよう「たまには

呑みに行こうよ」と。LINE じゃなく電話で。
小鉄翁
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　まもなく11月９日が来ます。146年前というと明治５年に
なります。146年前の日本全国、11月９日の夜はどんな風に、
混乱の一日が終わったのでしょうか？
　この日、政府から布告が発せられました。「12月３日を新
年の元旦とする。暦をこれまでの太陰暦（お月様の動きを
中心にした暦）がメインで、太陽暦（太陽の動きを中心に
した暦）がサブであった状態を変えて、太陽暦だけの暦と
する。これまでの、太陰暦に基づく行事は、日程をそのま
ま太陽暦にスライドする。」ということでした。
　一ヶ月もしないで「お正月」を迎えることになる。喜ぶのは、
お年玉を待っている子どもだけだ。御歳暮の用意さえでき
ていないのに、新年の準備だなんて、できるはずがない！
　さらに、１月１日以降の予定は、一度すべてキャンセル
して、それぞれに先様と日程の調整が必要だ。このひと月
弱の内にやっておかなければ。などなど、考え始めたらキ
リがないほど、やらなければならないことが、山積です。
　暦は古代中国文明の賜物として、東アジア地域に広がり
ました。日本、台湾、ベトナム、インドネシア、シンガポール、
など。暦は長いこと、お月様と太陽の二本立てで運営され
てきておりました。明治の初めに欧米の影響で、お月様中
心の暦から太陽中心の暦へと、メインとサブを入れ替えて
生活習慣の激変を避けてきました。それが日本だけ、太陰
暦の日付の行事をそのまま太陽暦に組み込みました。梅雨
空のもとで七夕という星祭を行うことになりました。テレ
ビのアナウンサーは決まって「あいにくの空模様」をいう
ことになりました。仙台などでは「月遅れ」という知恵で、
年に一度の織姫と彦星の逢瀬を見ることができます。
　年賀状にも影響があります。「初春のお慶びを申し上げま
す」というフレーズを使うのは、明治５年までの古い感覚
です。１月は冬本番です。小寒があり、大寒と続くひと月です。
立春（２月３日頃）にこそふさわしい言葉です。
　ここで、お煎茶が入りました、と。手の平のお茶碗の中で、
茶柱が立っています。いいことがありますように。お後が
宜しいようで。

日
本
を
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ら
な
い

日
本
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日
本
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第一回

三品隆昭　香道大枝流　家元、山形大学連携研究員
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歴史の苦手な原田君が知能クイズで反撃！？ 
貴方は何秒で解けますか？
歴史の苦手な原田君が知能クイズで反撃！？ 
貴方は何秒で解けますか？
正解は次号で発表します。
貴方の解答をメールでお送り下さい！
  　  → genjusai@gmail.com

広い駐車場があります。
黒くない車が２台あります。
赤くない車が２台あります。
青くない車が２台あります。
この駐車場には何台の車が停まって
いるでしょうか？
どの車も１色で塗られています。

原田君に挑戦！～第１7回～

　赤の裏が偶数になっているかどうか確かめなければいけな
いのはもちろんですが、それだけでは不十分です。
　７の裏がもし赤ければ、規則に合わなくなってしまうので、７
の裏が赤くないことを確かめなければいけません。
　ウェイソン選択課題という、心理学で有名な問題でした。

一方の面には色が塗られており、もう一方の面に
は数字が書いてあるカードがあります。
これらのカードに「もし色の面が赤いならば、そ
の裏面は偶数である」という規則があてはまって
いるかどうか確かめるために、どうしてもめくっ
てみなければならないカードを選んでください。

前回の解答

前回の問題

赤のカード、７のカード

赤 黄 4 7

? ? ? ? ?

? ? ? ? ?
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緊急独断レポート！

当記事
責任編集員
はらだくん

浅野悦男さん
マニュライフ生命
プランライト・アドバイザー
幻住斎とは旧知の仲。
自分らしい、これからの生
き方「Life 2.0」を体現する
幻住斎を推薦。

こちらは前日、幻住斎の音楽活動の取材
兼下見の様子。ディレクターの菊地美和
ちゃんが素敵でした！

話しながら撮影もしていて、
セッション風景も動画に登
場します！

spicebox の取材チーム＆
機材たちで部屋は一杯

営業さん
ディレクターさん

カメラさん 1

カメラさん 2 音声さん
チェック用モニタで
リアルタイムに映像を確認

間接照明

ポンちゃん
ムンちゃん

大川さん
幻住斎

本格取材チーム＆機材にビックリ !!
　取材本番の当日、集合してみて驚きました。カメラや三脚
や照明など、本格的な機材が続々と車から下ろされ、スタッ
フも続々と集まってきます。せいぜい３人くらいかなと勝手
に思っていたのは大間違いでした。
　カメラマンが二人にディレクター、音声、営業 と制作会社
のメンバーだけでもアトリエは一杯です。さらに依頼元であ
るマニュライフ生命の方々も加わって、映画も撮れそうな雰
囲気です。
　出演するわけでもない私まで、意味なく緊張してしまいま
すが、準備は着々と進行していきます。

新鋭ディレクターの活躍で順調に撮影
　今回ディレクターを務めた菊地さんが、撮影本番の前日に下見に来て、幻住斎と
も打ち解けていたので、インタビューは順調に進みました。
　ヘリコプターや車の通る音で中断撮り直しになった以外は、ほとんど撮り直しも
ありません。内心はどうだったのか分かりませんが、幻住斎は緊張する様子もなく、
知らない人が見たら俳優さんだと思ってしまいそうでした。

１日＋αの撮影が３分に凝縮 !!
　インタビューあり、対談あり、ほぼ丸
１日の撮影で、２時間番組が作れそうな
勢いで、これどうやってまとめるんだろ
うと思いましたが、確認用の映像を見
てびっくり！見事に３分の動画にまと
められていました。
　１０月中には公開されるそうなので、
みなさんもぜひ見てみてください！

我らが責任編集長・幻住斎が、マニュライフ生命の提唱する
自分らしい、これからの生き方「Life 2.0ガイド」の
Webサイトに動画で登場するとの情報を得た本誌編集部。
嫌がる幻住斎を説得し、ページを確保し、逆取材を敢行！
当ページは編集長の責任範囲から逃れ、
責任編集員の独断でお送りします !!

完成映像は近日公開!

http://life2.0guide.jp/

マニュライフ生命
Life 2.0 ガイドの
WEB サイトは
コチラ !!

※もちろん実際の動画ではモザイクはありません

幻住斎?! ?
本
誌
編
集
長
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案内係の
ペッパーくんも
しっかりニット

を着用。

日本ヴォーグ社『毛糸だま』創刊40周年記念イベント

会場の日本ヴォーグ社は入り口から編み物だらけ！

飾り付けもみーんな編み物！
編み物好きの笑顔があふれていました。

古い編み物道具や世界各国の作品も大量展示！ さすが老舗手芸出版社！貴重な蔵書読み放題！

サボテン

大王イカ

中野富士見町駅

BMW

東京メトロ丸ノ内線
「中野富士見町駅」徒歩7分

第12回 グラスアートコンクール作品展
今後のイベント

2018年10月28日（日）～10月30日（火）
10：00～17：00　入場無料

日本ヴォーグ社秋の手づくり市
2018年11月17日(土) 12:00～18:00
2018年11月18日(日) 11:00～17:00
入場料 ￥300

方南通り

神田川

CRAFTING
ART GALLERY

（日本ヴォーグ社 2F）

CRAFTING ART GALLERY
（日本ヴォーグ社 2F）

中
野
通
り

潜入
レポート

「ヴォーグさんのイベントが
盛り上がっているらしい」
そんな噂を聞きつけた編集部員Ｈ。
会場の近くにいたので、急遽アポなし、
一般入場で様子を探ってきました。
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