こんにちは、茶々です。
本年もよろしくお願い申し上げます。
平成最後もいよいよカウントダウンですね。
「われら茶柱探検隊」も今号と次号で平成版も最後では
ないでしょうか。新しい元号楽しみですね。

さて今回は「日本」をテーマにした切り絵を紹介します。
娘が留学先でお世話になるホームステイのご家族に切り
絵をプレゼントしたのですが、デザインに散々悩んだ末
ベタな「桜・鶴・富士・扇子」と和風三昧に、、、
海を渡ったこの切り絵がどうなっていることやら（＾＾；
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最近は大きなサイズの切り絵を制作することが多いので、肩の力を抜く
意味でも小さな切り絵作りは気持ちも発想もリフレッシュできます。
下の作品もその一つで、スノードームのように小さな雪の世界を作って
みたくて挑戦しました。
静寂な夜の雪景色が手のひらに広がります。

ガラス工芸を習うようになって 1 年が経ちました。
切り絵に比べてはるかに難しく、思い描くように仕上がらず失敗の繰り
返し。でも完成したガラス玉の奥に宇宙が見えると、もっと上手くなり
たいと思ってしまう魅力があります。
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！
新連載

かった。陶芸の公募展というものに初めて応募するとい
うことが第一の意味だった。結果は、落選だった。
後日、その陶芸展に何回も入選している人に傾向と対
策が在るのか訊いてみた。それで分かったのは伝統工芸
展とは違って小さな作品は入選しないという事だった。
話は変わるが、数日おいて、日展の展覧会が美術館で
開催された。興味のある作家の油絵が出品されていたの
で鑑賞に行った。入口で受付の女性に入場券を渡した。

陶芸家：紅里桃江

その時、彼女は私に微笑んだ。私はちょっと戸惑った。

2007年開設のブログ
「陶芸七味」
を毎日更新中。

彼女は朝日陶芸展の搬入作品の受付をしていた人だっ
た。彼女は、私のオカリナを覚えていてくれたのだ。目
的の絵を見終え、会場を出たとき、もう一度彼女に会い
たいと思った。

オカリナ歩きだせ
私は陶芸を始めてから、機会があれば土笛を作ってい

翌日もう一度、絵を観るためではなく、彼女に会うた

た。それは玩具の笛として音が出るだけのものだった。

めに会場に出掛けた。そして、仕事の終わる時間を確か

しばらくして、オカリナ作りに出会った。その時知った

め彼女を食事に誘った。私は、彼女とレストランで食事

オカリナ作りの方法は、形態を作って中を刳り貫く方法

をした。彼女との会話は楽しかった。食事の後、車で彼

か、石膏の型を使って粘土を押しつけて形を作る方法の

女の自宅に送った。家に着き、車を降りるとき、突然、

どちらかだった。

彼女は私が長男ではないかと聞いた。私が長男だと知る

く

と、彼女は長女なのでこれ以後お付き合いは出来ないと
その頃、私は朝日陶芸展というのは陶芸の登竜門の一

言って玄関に消えた。ナンテコッタ、パンナコッタ、テ

つだと聞いた。知人を通じてその陶芸展の募集要項を

ラコッタ・・・・・

貰った。なんとなくそれに出品してみることにした。

私の頭から離れなくなった。

チョウチョウ

それ以後、何故かオカリナ作りが

出品作品は「町長のための奏鳴器」というタイトルに
した。指孔を４個開けドレミファソが出せるようにした。
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何年か経って、私は陶芸を教えるようになっていた。

て びね

そう…「チョウチョ、チョウチョ、菜の花にとまれ」と

手捻りのオカリナ作りは陶芸入門にも良い題材である。

いう曲が吹けるようにしたのだ。その土笛はいろいろ形

というのは、作りかけのオカリナがまだ粘土であるにも

を変えて作り、その中をくり抜き、中空にした。そして、

拘らず、歌口を完成させてそっと息を吹き込むとピーと

歌口、吹き口、指孔を開けて笛にした。いくつも作って

いう音が出る。その時、作っている人は何とも言えない

その中から面白いものを四種類選んだ。

喜びの笑顔になるのだ。

それらを素焼きし、ガラス板とそのガラス板の上に並

もし粘土で私の手が汚れていなかったら、この表情を

べる配置図を添えて作品受付のある百貨店の荷物搬入口

撮影して本人に見せてあげたい、その写真を透明なガラ

に搬入した。土笛が入選するなんてことは全く考えてな

スのケースに入れてプレゼントしたいといつも思う。
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作：ニューマタンゴ

ニューマタンゴ

京王新線 初台駅より700m/幡ヶ谷駅より800m 21:00～翌5:00
東京都渋谷区本町2-16-7 ☎03-3373-4115
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第７話
江ノ島に向かう橋を渡ると大きな鳥
居が見えてくる。その鳥居をくぐれ
ば、江島神社に向かう参道である。
観光客で賑わう参道は、昭和の風景
が色濃く残る。
海水浴客が訪れる真夏と違い、早春
の江ノ島は違った表情を見せる。土
産物屋をひやかしながら参道を登り、
神社に参拝する。島内をゆっくり歩
き、汐風にあたりながら、富士山の
向こうに沈む夕陽を眺める。若いこ
ろには真夏の江の島が眩しく見えた
が、今の自分には早春の江ノ島が魅
力的である。
岸

成行（きし まさゆき）建築家
江島神社参道にて
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芸術家のマルセル・デュシャンは、か

を与えることが芸術家の作業」だと言い

つて「私は、作品を見る者にも、作品を

切った。この「泉」とアイロニカルなタ

つくる者と同じだけの重要性を与える」

イトルを付された作品は、騒動を起こす

と述べた。それは、見る者の解釈によっ

ほど物議を呼んだが、モダンアートにお

て、いや脳裏に生じたその作品に対する

ける「レディメイド」という考え方のさ

感覚が、芸術を成り立たせるという意味

きがけとなった。

だったのではなかろうか。
彼のこのアイデアは、その３年ほど前
この「R.Mutt」と署名された小便器は

に制作された（といっていいのか？）
「ビ

工業生産品だが、彼は「人間が芸術的で

ン掛け」の方がむしろ徹底していてさら

ないものをつくるはずがない」と述べ、

に極端だ。そこではサインすら妹に任せ

工業製品であっても充分に芸術としての

てしまったのだから。それでも、オリジ

価値があるとした。それに
「自分でつくっ

ナルには芸術としての Aura が、確かに

たかどうかは問題ではない、新たな見方

存在しただろう。

その「オリジナル」はいずれも紛失さ
れてしまったが、
「なくなってしまった」
という事実すら、当のデュシャンはきっ

それでもパリのヘゲモニーを壊すのに躍
起になっている」と批判していた。
そして、
「あるとすれば、それは東京

と喜んだに違いない。なぜなら、形は消

だろう」とも言っていた。1960年代のこ

えてしまっても、その作品は人々の記憶

とだが、それでも日本人としては興味深

に永遠に刻まれたからだ。それはあたか

い。

も、
『不思議の国のアリス』に登場する
チェシャ猫のように、実体が消え失せて

デュシャンは最後に『遺作』という作

も概念だけが残るという、極めて逆説的

品を準備した。大股を広げて横たわった

な面白みが感じられるではないか。

裸婦の彫刻を、穿たれた穴から覗くとい
う、いかにも彼らしい人を食ったような

「ルーブル美術館なんて全然行ってな

ものだった。これを見て脳裏に「？」を

い。面白くないもの」と言っていたデュ

浮かべた見物者を、デュシャンはきっと

シャンは、
「パリにもニューヨークにもヘ

あの世で「うまくいった！」とほくそえ

ゲモニーなど存在しない。アメリカ人は

んでいるに違いない。

マルセル・デュシャン「泉」

マルセル・デュシャン「ビン掛け」

文・写真

上曽

健一郎（うわそ・けんいちろう）

建築設計事務所、出版社などを経て、現在、新橋の〈Gallery TEN〉亭主。
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ダミー
①ショップ
②せせらぎ
ラウンジ
③せせらぎ
散策道
④ツリーハウス
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旅 の空気 を定着 させる

旅 ”惑星” の「平面図」
お久しぶりです。前回から 1 年以上

実は私 20代の若かりし頃、転勤で札

間が空いてしまいました。また空いて

幌に住んでいたことがあります。東京

しまうかもしれません…でも元気にし

はまだ暑い８月のお盆過ぎに着任した

ています。

のですが札幌大通り公園の夜はすでに

今回は札幌です。随分前にグランド

秋の気配が漂い始め、ジャケットを着

ホテルについて書きましたが今回は今

てちょうど過ごしやすかったことを良

や同じホテルグループとなった札幌

く覚えています。転勤した時期と同じ

パークホテルです。ホテルは札幌市民

タイミングで訪れたことにややセンチ

の憩いの場、中島公園の中にあり、大

メンタルになりつつも、爽やかな空気

通り公園からすすきのを抜けた更に先

感の中島公園にある豊平館をスケッチ

にあるので観光拠点としては少し便の

しにいきます。描き終わるころ閉まり

悪い立地です。だからこそ観光客が増

かけた館の中へ急ぎスタンプを押して

え続ける札幌においても静かな環境が

もらった後いったん道具を部屋に置き、

保たれています。青いタイルの外観は

公園とすすきのの入り口をぶらぶら。

少し古めかしくも見えますが、札幌の

住んでいた当時できたバーやレストラ

清廉な空気感が良く表現されていてと

ンの建物が残っていることにいちいち

ても好感がもてます。ホテルのホーム

感動しながらしばし散歩です。

〜 札幌、お盆過ぎたころ

ページによると有田焼の青磁で日の当

夜はホテルの会員制クラブのパーク

たり方で色など異なった表情を見せる

クラブへ。会員制でビジターは入れな

とのことで、こういうことを知るとま

いと思っていたのですが、部屋におい

た違った季節、時間に訪れたくなります。

てある案内を見ると宿泊客は入れると

部屋は近年改装したためモダンな雰

のこと。しかも宿泊者限定プランなる

囲 気、白 い

ものがあって飲み物 2 杯と食事ワンプ

壁とひのき

レートで 2,000 円！夕食はルームサー

色の家具が

ビスでもと思っていたのでとってもお

またまた清

値打ち。バーはさすが会員制、上品な

廉・シ ン プ

しつらい、派手すぎないシャンデリア、

ルな印象で

そして穴グラのような雰囲気。日曜の

す。部 屋 か

夜ということもあってお客の入りはさ

らの景色は

ほどでもなく本当にゆったりとした時

パークビュー、

間を過ごしましたが、そんな時も暗～

中島公園の

いバーで運ばれてくる飲み物、食べ物

緑とその奥

をいちいちスケッチしていた私です。

アラカルトで頼んだきたあ
かりのフライドポテトが
思った以上のボリューム。
ビールは当然サッポロ。
バターの味付けがしっかり
効いたビーフピラフでおな
か一杯、大満足の夜でした。

に札幌のシ
ンボル藻岩
山が一望で
す。
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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。
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２０１９年は亥年。世の中が劇的に動く年とされ、前回
の２００７年は食品偽装、消えた年金問題、安倍首相退陣
問題などがあり、さらに前々回の１９９５年にいたっては阪

❻

神淡路大震災、地下鉄サリン事件と空前絶後の災害・事
件が起きた。果たして今年はどうなるのだろう？ それはさ
ておき今年も１月２日と７日に日本橋七福神に参拝に行っ
た。２日は毎年恒例になっている小生自身の正月行事、７
日は友人２人に依頼され案内を兼ねての参拝だった。距離
にして４キロ以内。御朱印をもらうとなると行列次第のとこ
ろがあるが、大体３時間もあれば回れるのが魅力だ。
「茶
柱探検隊」読者の皆さんにもお勧めしたく筆を執った。
１月７日（月）１３時、地下鉄人形町駅 A２出口で待ち
合わせ、早速一年中参拝客が絶えないという安産・子宝

❺

祈願で有名なご存知「水天宮」（弁財天）へ［写真❶］
。
弁財天は「財」の文字から金運の神と思われがちであるが、
実際は学問や芸術の神様。子供の受験を控えている家族
にはうってつけである。続いて水天宮からは２００メートル
で「茶ノ木神社」（布袋）
［写真❷］
。ビルの狭間にある江
戸時代より地元町内の人々に愛されている小さな神社であ
る。次に茶ノ木神社から反対方向へ２００メートルほどで
「松
島神社」
（大国神）［写真❸］
。祭られている大国神は大黒

❼

❹

天がモデルで豊穣をつかさどる。さらに進むと、
「末広神社」
（毘沙門天）［写真❹］
。明暦の大火で移転するまで吉原
遊郭
（旧吉原）
があった場所だ。すぐ近くが
「笠間稲荷神社」
（寿老人）［写真❺］
。三大稲荷の一つとされている茨城県
笠間稲荷の分社で、江戸時代笠間藩の下屋敷だったとい
う。笠間稲荷神社から日本橋富沢町、日本橋堀留町へと
すぎのもり

進み「椙森神社」（恵比寿）
［写真❻］
。江戸時代には富く
じがここで行われていたという。境内には富塚があり宝く
じ祈願の参拝者や場所柄御用始めと思われるサラリーマン
諸氏が多く訪れていた。最後は「小網神社」
（福禄寿）
［写

❸

どうかん

真❼］。江戸城築城の太田道灌の崇敬も篤く社名も道灌公
が名付けたとされ、社殿中央に彫られた「登り龍」と「降
り龍」は強運厄除けの龍として人気がある。

❹

以上、日本橋七福神めぐりは終了（所要時間 2.5時間）
したが、途中甘酒横丁で甘酒、たい焼きでエネルギーの
補給をするのもよし、付近には江戸情緒あふれる場所も多
いので是非一度お試しあれ。
最後に七福神の覚え方を紹介。都々逸の七・七・七・

❷

五調で「恵比寿大黒・毘沙門弁天・布袋福禄・寿老人」

❶
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文責

荻野眞
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かるてっとん -Quar�etton- の世界
ヤギ爺、初花合わせ

by たんたん
【Instagram】quartetton.halfway

ヤギ爺、初勝利ならず…。
「今年もあかんかったかぁ～。
ま、ええねん、ええねん。ほんまの至福はこっちやし。
」

ヤギ爺

「今年こそ、
ぎゃふんと言わしたりまっせ」
50

思いつきで行動し、す
ぐ目移りする。関西弁
をしゃべり、
「思い立っ
たが吉日」がモットー
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１月２日に、35 周年の千葉の夢の国
に行ってきました。
今回も…人が多かったです。
ミニーマウスの耳を装備した母
とスター・ウォーズのヨーダ
の帽子を装備した娘（ワタ
シ）
「うかれポンチ」です。

母

ひさびさ（８年ぶりくらい？？）のディ
ズニーランドで、しかも母といっしょ
で「うかれ」てしまいました。

スター・ウォーズ
の R２-D２を 買い
ました。念願

そして、スター・ウォーズが好きなの
で… 3D 映像でスター・ウォーズの世界を楽しめる
アトラクション、スターツアーズでさらに「うかれ
ポンチ」に！
ヨーダの帽子、R２-D２（キャンディー入り）を買って

パカっと
開く★

しまいました。良いお正月でした。
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季節を感じる事をしよう

犬ぞりを
体験して
みた！

いつか犬ぞりをやってみたいと思い、北海道まではるばるやっ
れた遠軽町にある「Outrider」です。こちらは廃校を利用して、アウ
トドアが楽しめる施設となっています。
と犬のハーフが多く、50頭程いました。一斉に見られると緊張し
ます！！最初に犬たちの首輪の付け方、そりの乗り方や掛け声な
どの講習を受けました。掛け声は独特で「ハイク」＝進め、
「ウォー」
＝止まれという意味です。ちなみに「ハイク」とはhikingから由来

のり

こ

七十歳を目前にしてなお迷走を続ける
おじさんはどんな 2019 年を迎えたので

駅伝選手を応援しています。
走る選手には沿道から惜しみない応援
が送られます。長い苦しい闘いの

しょう。
第 95 回 箱根駅伝（東京

中、選手はどれほど勇気と力を得

箱根間往復大学駅伝競走）

ることでしょう。そして病室で

をテレビ観戦されていた人

闘病中の患者さんとそのご家族

4頭の犬たちと一緒に走りますが、
今回は積雪が足りず、
施設の

も多かったと思います。選

には、選手が全力で駆抜ける

周辺からスタート出来ないので、山の方でやることになりまし

手を応援する各大学のノボ

姿に勇気と希望を感じてい

リが沿道を埋める中で、大

ただいたことと思います。

しています。

いよいよスタート！

た。車で向かうこと10分程で山道の入り口につき、
そりと犬たち
の首輪付けなどを準備しました。
いざ、
「ハイク」の掛け声と共にスタート。全長17㎞で平坦なと
ころから始まり、上り坂や下り坂など様々ありました。乗ると自
転車で走っているかのように意外と速かったです。
ずっとそのまま乗っていれば楽なのかなと思いましたが、
上り
坂はやはりきつい様子でこちらからもそりを押したり、途中止
まったりすることもあったので、
掛け声をかけたりと結構体力を
使いました。
でも、
景色はきれいなので心は癒されます。
そして何度か休憩を挟みながら、なんとか約2時間でゴールで
きました。
良かった！

元患者のおじさんは、出来そうなこと

ク』の赤いノボリがなぜこ

を出来るうちにやったと満足感をいただ

こに？と気付いた人もいた

くことができました。募金活動のため大

ようです。

きな声も出せたし。自己満足？その通り

医療機関にお正月休みが
あっても、病気と闘う患者
「骨髄ドナーを
さんに休日はありません。

です。おじさんはいつも、病と闘ってい
る患者様とご家族を応援しています。
今年も心の欲する所に従い。

待ちながら、お正月も病
室で過ごさなければなら
ない血液疾患の患者さん
る『骨髄バンク』のノボ
リでエールを送りたい！」

施設に戻って最後は暖かいゲ

「病室にいても一人じゃな

ルの中でエゾシカのミートスパ

いよ、みんなここにいる
Outrider

よ！」そんなメッセージ

0158-48-2911

ンクでは毎年箱根駅伝沿

がなく、とても美味しかったです。 北海道紋別郡遠軽町
白滝駅までお見送りをしてもら 白滝上支湧別235 旧支湧別小学校
い、犬ぞり体験は無事に楽しく終 JR白滝駅より送迎有
わりました。

学とは関係ない『骨髄バン

に、テレビに映しだされ

終わった後の一息

ゲッティをいただきました。くせ
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－小鉄翁－

てきました。今回、体験したところは旭川駅から電車で約2時間離

さて、着替えを済ませて早速犬たちがいるところに行きます。狼

でヘルシー !
赤身

もう一つの箱根駅伝

JR旭川駅より特急
「大雪」
にて約2 時間

を届けるために、骨髄バ
道各地にボランティアが
出向き、ノボリを持って
55
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文・写真 : 三十姓

２年程前に、相続した土地の近所の方

り水を必要としないもの。現在は、ニンニ

から、土地が荒れ放題でイノシシや不法

ク、玉葱、壬生 菜、ほうれん草、かぶ、

投棄の心配があるとの苦情があり、市か

大根、ルッコラ、白菜、春菊、ブロッコ

ら是正の電話がありました。

リー、カリフラワー、ごぼう、空豆を栽

仕方なく、人の背以上に雑草が伸び、
蔓が巻いて門も開かない様な土地を休み
のたびに刈り払っていました。しかし、
刈っ

培中です。
種取りも出来ているのはルッコラとニン
ニクです。

てもすぐに雑草が伸びるので、これなら

今年からは枝豆、種から育てているア

いっそのこと耕した方がいいと耕し始めま

スパラ、小芋、ゴーヤ、西瓜を増やすつ

した。すると、無農薬で、有機でゆっく

もりです。

り育てた野菜が美味しく、流されて始め
た野菜作りが楽しくて仕方なくなってきた
のです。

知人から牛糞、家具屋さんから木屑、
刈った草や木で焚き火した灰に依る土壌
の中性化など、完全循環までは遠いです

もともと、水道もガスも止まっている古
川を流されて行く様にいろんな方と出
会い、助けられて、今 生きています。
ある日、流されるまま仕事をしています
と、幻住庵を訪ねられた幻住斎とお会
いして「茶柱探検隊」への投稿の機会
を頂きました。
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屋の回りの荒地なので灌水が難しく、つ

が、できるだけ自然な循環を目指して行こ
うと思います。

い最近まで20ℓのタンクを３つ車に積んで
畑まで運んでいました。普段、当たり前

種も同じ土地で作り続けると、その土

の様に便利に水を使って恵まれているなと

地に合ったものが残っていくそうです。ま

痛感しました。

だまだ知らない事だらけですが、百姓に

灌水が難しい事もあり、当初はマルチ
を使いニンニク、玉葱、大根など、あま

はなれなくても三十姓ぐらいに成れるとい
いなと思ってます。
57
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さっ、今年も頑張ろうとか、ギターでも

は３年前の正月をまるで覚えていません

トルのジャガイモは掘り出されたように

けれども確固たる水色が、視界のすべて

弾けるようになろうかしらとか、あの神

でした。K先輩はまっすぐな眼差しでわ

散乱していました。叔父さんは腰を抜か

を覆っていました。

保町の大通り、休憩のタバコ、肉屋の店

たくしの瞳、そこに映っている小さな自

して丸一日大穴と過ごし、K先輩を東京

先、冷凍庫、バラシ場などなど、そうい

分を観察しているようでした。そうして

から呼びつけ、大穴の実測をさせ、今日

うものがなんとなくいいものに思えて、

口を開きました。

の朝にもう一度実測をさせ、大穴が１日

見上げた空は揺るぎない快晴で、薄い、

隣で同じようにしているであろうK先
輩が言いました。
「こんな感じに天気がよくて、ほどよ
い静けさで、ハルノウミを聴いたらな…」
わたくしはなにやらごそごそしている
K先輩を振り返らずに訊きました。
「ハルノウミ？強そうなお相撲さんで
すね 」

る」
「なんとなくわかりますよ」

「まぁ、そんな不透明な現実は放っと

でおよそ1.5センチ大きくなったことを確

いてだな、とりあえず目の前のえらいク

かめると、断固、ここを離れないと宣言

リアな現実からあたろうか」

したのでした。その理由は言ってもわか

「だけどな、餅を喰い飽きたころにな

その言葉を合図にわたくしたちは、先

るとな、ギターのことなんかこれっぽっ

ほどから目を背けていた“えらいクリア

ちも覚えてないし、春だな夏だな言って

な奇怪な現実”と、また向き合いました。

K先輩がごそごそをやめると、一拍お

たら一歳老いて、うす寒くなったらもう

いて、テン、テケテケテンテンテンと琴

年末だ。ここ十年はそうやってきてるん

の音色が聴こえてきました。どうやらス

だな」

2018年の12月30日でした。

らないだろうから言わないとのことでし
た。ヘックション。
くしゃみ以外にでそうなものはありま
せんでした。わたくしは田畑や雑木林、

ジャガイモ畑の真ん中にいました。

人家や遠くの共同墓地を眺め、ときおり

マホから流しているようで、くぐもって

「まぁそんなとこでしょうね。でも健

足元の回りには無数のジャガイモが転

頭上を通過する飛行機の音に耳をそばだ

いましたが、ジャパニーズなら誰でも聴

康で不自由なく平穏だからいいんじゃな

がっていて、視線を少しずつあげていく

てたりしました。K先輩は足元のジャガ

けば、お正月を感じるあの曲でした。も

いんですか？」

と直径およそ８メートル弱の大穴、その

イモをちょこんと蹴って１列に並べてい

先にK先輩の叔父さんが座り込んで大穴

ました。そのうちに叔父さんがK先輩を

を睨んでいるのでした。

呼び、防寒対策の焚き火に薪を足すよう

れなくわたくしは日本晴れのお正月の昼

「良い悪いじゃねぇんだ。本当に俺は

下がりの気分に、穏やかな高揚を覚えて、

それらを選んでいるか？ってのがポイン

あいや！っと嘆息しました。

トだな。本当にいまの生活を選んでいる

わたくしたちはやはり、ときおりの北

指示しまして、取り残されたわたくしの

「正月だろ」

かってことだよ。もちろん、十年前お前

風に鼻白むことしかできませんでした。

所在は本当になくなったと感じました。

「そうですね。これを元横綱のハルノ

は本屋で働くことを選んだんだろうけ

ヘックション。

ウミが奏でているんですね？」
「全然ちがうな。春の海って曲だ。そ
うじゃなくてな、正月だろ？静かな穏や
か な … な、そ し た ら 思 わ ね ー か？
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なんだかフワッとエナジーがわいてく

のを待つと決めた叔父さんと、無力な

ど、例えば３年前にお前は本屋で働こう
と選んだか？」

刻々と拡がる穴、それに呑み込まれる

ことの経緯はこうでした。三日前に叔

わたくしたちはもう澄んだ空を見上げ

父さんがジャガイモの様子を見に来た

ていなく、見合っていました。わたくし

ら、畑に大穴があり、大穴から周辺５メー

ジャガイモたちを前に、わたくしになに
が差し出せるでしょう。
次のページにつづく▶▶▶
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◀◀◀前のページのつづき

わたくしは大穴に近づいて覗きまし
た。キラキラと無数の銀河のようなもの

起こしてもらい、謝りました。

は残念だろうよ」
「肉屋はどうするんですか？」

K先輩が棒立ちのわたくしに言いまし
た。

が、中心部の漆黒へとうねりながら消え、

「いや、俺がもっと注意するべきだっ

どこからともなく現れては消えるを複雑

た。この穴にはなにかしら、惑わす力が

「先輩も呑まれたいんですか？」

きれば少し上を見ろ。そうして歩きはじ

的に繰り返していました。極上のシルク

あるのはなんとなく感じてたからな、俺

「バカだねお前は。俺はおっちゃんの

めればいい。そっちが前だ」

に滑らせた指を、ずっと滑らし続けたい

は見ないようにしてたんだ」

衝動のように、わたくしはこの大地にで
きた真っ黒なソラに囚われました。そう
です、ソラです‼
「K先輩‼こりゃソラですよ‼」
わたくしはこのアイデアの虜でした。

「じゃあ、叔父さんも惑わされたから
ここをう……」
「違うな、全然違うな。お前みたいな
ファンタジックな脳はおっちゃんも俺も
持ち合わせてない。じんぼ、いいか、おっ

無我でした。魅惑のソラめがけて喋り続

ちゃんは俺を呼んで助けてもらおうなん

けるのでした。

て考えていなかった。穴が拡がっている

「やめだ」

手助けをして呑まれるのを見届けたら、
日本穴学会みたいなとことかテレビ局と
か呼びまくるんだよ。稼がなきゃならん
からな」
またも叔父さんが叫んでK先輩を呼ん
でいました。
「も う 神 保 町 に 戻 っ て こ な い ん で す
か？」

「こう穴を指差しますねっ‼指のベク

かどうかの確認をしたかっただけなん

トルは地面です、下です、大地です。で

だ。おっちゃんは決めていたんだ。穴が

この町は何もないがそんなに悪くはな

も違いますっ‼このベクトルはずっと先

拡がっているなら呑まれてやろうと選ん

い。呼んどいてあれだがお前はもう帰り

でも変わんなくてですね、あのブラジル

でいたんだ」

な」

の方々からしたらですねこのベクトルは
ソラなんです相対的に?ええそうですよ、
絶対的に相対的にソラでしてね、ソラな
ら翔べま……」

「それでいいんですか？大切な叔父さ
んが穴に呑まれていいんですか？」
「だから良い悪いじゃねぇんだ。選ん
だことがすべてなんだ」

「そうだよ。お前が遊びに来ればいい。

K先輩はそう言って背を向け、叔父さ

りと背を向けました。
K先輩の声が聴こえました。
「できるじゃねえか。いい本屋でいる
んだぞ」
わたくしは一歩、そしてもう一歩と歩
みはじめました。
K先輩が怒鳴るのでした。
「またな‼」
K先輩は遠くなってもずっと言ってく
れました。
またな、またな、またな……

まった二人に掛ける言葉を探しました
が、思い浮かんだそれらは大穴に吸いと

ゆっくりと確実に、視界がすべて薄い、

てきました。K先輩はあいよと返事をし

られるように声になりませんでした。K

確固たる水色に染められて、仰向けのま

て、わたくしを助ける際に落としていた

先輩の言う単なるでかくて深くてでかい

まどすんと地面に叩きつけられました。

薪を拾い、大穴に唾を吐きました。そう

穴は、“単なる”のくせに絶対的にわた

水色の画面にK先輩の鬼の形相がフレー

してわたくしに振り返りました。

くしを、二人のところへ行かせてはくれ

「こりゃ単なるでかくて深くてでかい

なさそうでした。これで終わりなので

穴だ。ソラでもなけりば、翔べもしない。

しょうか?K先輩と煙草を吸ってふざけた

だがおもしろいことに少しずつでかく、

話をできなくなるのでしょうか？ワカサ

間髪いれず、首がふっ跳んでジャガイ

おそらく深くなっていく。俺はおっちゃ

ギ釣りやキャンプに行けないのでしょう

モたちと同じく畑に転がってしまった

んの手助けをしてやろうと思うよ。腰を

か？わたくしはどこに行けばいいので

と、錯覚するくらいの張り手の激痛に、

抜かしたまま焚き火すらできないから

しょうか？

時間は元の速さで進みはじめ、わたくし

な。呑まれる前に餓死か凍死しちまうの

んじゃねぇ）
。ばかたれが‼」

わたくしは静かに泪しました。ゆっく

わたくしはこの強固な意志を持ってし

そこで叔父さんがK先輩に薪を催促し

「チョーされてんじゃねぇ（騙されて

「大丈夫だ、穴に背を向けるんだ。で

んのところへ向かいました。

転瞬、わたくしは浮遊しておりました。

ムインして、怒号がとんできました。
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はわたくしを取り戻しました。K先輩に

end.

P.S. 三日後、K先輩から「アケオメコトヨロ

アナ

ナクナル」とドラえもん電報で連絡がありました。
世界穴図鑑をつくりたいです。良い年にしましょう。
お粗末さまでした。
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春秋時代

何が違うの？
春秋と戦国

「春秋戦国時代」は、周の幽王が美女に溺れて
国を傾けてしまったBC770年から、秦の始皇帝

BC450年頃～BC221年

周王ただ一人

王

諸侯たちも王を称する

中には君主を殺害してしまう者も
いたが、
上下関係は厳しい。

主従関係

君主以上に権力を持つ家臣が出現。
さらには君主に取って替わる者も。

負かした国を従属国とする。

敗戦国への
処遇

負かした国は滅ぼし、
自国領土とする。

一言で
いうと

弱肉強食

秩序第一
違い❷

戦国時代はカオスな世

が中国を統一するBC221年までを指す時代区分

争で破った国を容赦なく滅ぼし、自国に取
り込んでしまいます。そして、最後は秦の
始皇帝によって全ての国が滅ぼされ、中国
が統一されることになるのです。

ですが、細かくいうと「春秋」と「戦国」の二

春秋時代はあの「孔子」が説いて回った

つの時代に分かれます（２つの時代の境となる

ように秩序と伝統を重んじる空気に満ちて

年は諸説あります）。その時代名は、それぞれの

いましたが、戦国時代になるとそれは一変

時代のことを記した書物の名前から付けられて

します。各国で王が乱立するだけでなく、

いのですが、考え方は真逆といって良い程

いますが、政治制度などの面から見るとさほど

その各国内も乱れていきます。家臣たちが

違います。何故ここまで変わってしまった

差異はありません。今回はこの春秋時代と戦国

権力を強め、中には家臣に主君の座を奪わ

のか？

時代の違いをご紹介したいと思います。

れてしまう国も出てきます。

違い❶

王がいっぱい戦国時代
春秋時代、王というと「周」の王様が唯一の
存在です。他の諸侯たちは「斉の桓公」など、
あくまでも「○公」などという肩書を持ち（辺
境の国は除き…）、王を補佐する立場から逸脱せ

春秋時代にも亡命する家臣はいましたが、

２つの時代で制度的な違いはほとんどな

それはまず、楚や呉といった辺境の国々
の影響が強いと思います。そもそも周王を

戦国時代はそれがもっと激しくなり、何ケ

敬う気のない彼らの振る舞いは、徐々に諸

国もわたり歩き、活躍する強者も現れます。

侯たちに伝播し、周王軽視→王座奪取の気

違い❸

負かした国に容赦なし

最後に挙げるとすると、戦後処理です。

運が生まれたのでしょう。
それに追い打ちをかけたのは春秋末期か
ら活躍し始めた「諸子百家」です。彼らが
実力で様々な国で登用されるようになる

ずに、諸侯同士でのマウンティングを繰り返し

春秋時代には相手国をこてんぱんにやっつ

と、彼らの生み出す新しい考え方は、次々

ていました。日本でいうと天皇と幕府の関係に

けたとしても、国を滅ぼして全部自分の領

に伝統的な権威や立場といったものを打ち

似ていますね。

土にすることはありませんでした。これは

壊していきます。また、彼らの多くは下級

先祖の霊を祀る者がいなくなると祟りが起

層から成り上がった者達で、彼らの成功に

きるという考え方があったからです。

よって「下の者が上の者を凌駕しても構わ

しかし戦国時代に入ると、もはや「周王は不
要！ 自分が王になる」と言わんばかりに、各諸
侯は競って「王」を名乗り、国取り合戦を繰り
広げていきます。
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戦国時代

BC770年～BC450年頃
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ココが 違うよ！春 秋と戦国

戦国

春秋

徹底比較

2019 Winter

しかし、戦国時代になると最終的には自
分が天下を取ろうと思っていますので、戦

ないのでは？？」という空気が中国社会全
体を覆っていったのだと思います。
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