人生を変えてくれたヒタキ科の妖精たち

2019 Winter

スズメ目ヒタキ科にはルリ
ビタキをはじめキビタキ、オ
オルリ、
コマドリ、ジョウビタ
キなど魅力的な小鳥が目白
押し。当のメジロは残念な
がらヒタキ科にあらず。
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小鳥 に 恋 した 日曜カメラマン
第一回

ルリビタキ

この世の中に小鳥ほど可愛いもの（孫は別ね）
はありません。
忘れもしない平成26年２月22日。この日、東京の
M神社を何気なく散策中、瑠璃色の小鳥が目の前の

得意の
見返りポーズ集

枝にとまった瞬間、僕はルリビタキの虜になって
しまいました。何歳になっても恋に落ちるのに時
間はいりません。それまで野鳥で知っていたのは
スズメとハトとカラスぐらい。
「こんな色鮮やかな
野鳥が日本にいるなんて…」という感動が、
「この
鳥のすべてを知りたい、見たい、撮りたい」とい
う恋心をその日のうちに呼び起こしてくれました。
それからというもの、新しい小鳥たちとの出会
いをいくつも重ねながら、憑りつかれたように休
日のたび（平日もたまに）関東近県で撮影行脚を
繰り返しています。60年の人生のなかでこれほど

まるで数歩先を行く美女が振り向いて、笑顔で「どうしたの？」
「なにか欲しいの？」
と尋ねているようだ。

までに心をそっくり奪われた経験ははじめてです。
小さな妖精たちに生活はもちろん、人生まで変え
られてしまいました。
これから、自宅近くの公園を散歩するとき、木
クリンクリンお目目にひと目でハートを鷲づかみされちゃい
ました。

の枝先や藪のなかを覗いてみてはいかがですか。
きっと素敵な出会いが待っていると思いますよ。

くちばしを少し開いて、ヒッヒッと鳴く声も
仕草も実に可愛い。

写真・文 / 竹田 亮三

京都市出身。出版社
勤務の傍ら休日は
もっぱら日曜カメラ
マンとして“晴撮雨読”
の日々を送る。
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ルリビタキ

夏に標高1500m以上の高地に登ると幼鳥と出会 メスはオリーブ褐色の羽。オスの若鳥と見分
けにくい。
オスは２年目から羽が青くなり始める。
えるかも。

雪の上で遊ぶ。これを “雪ルリ”と呼ぶ。

全長14cm 漂鳥 高い山で繁殖し、
秋から冬にかけて低地に下りて来
る。薄暗い神社の境内や街なかの
公園でも見られる。幸せの青い鳥
のモデル。
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見られる
東京で

か
ん
り
ず
と
こ

文と絵
二川智南美

（かみゆ子ブタ編集部）

Vol.11

ツグミ

とこと
気まぐれにひ

大きさ 24cmくらい 鳴き声 ケケッ
日本には冬の間だけやってきて、
農耕地、河原、
公園など開けた場所を好む鳥。なぜ開けた場所が好き
かというと、
趣味が「だるまさんがころんだ」だから。数
歩歩いては、顔を上げて背筋と羽をピンと伸ばして立ち
止まり、
また地面をつつきながら歩いては、
立ち止まりを
くり返す。鬼がいようがいまいが、
そこは関係ない。
性格は控えめで用心深く、
とにかく無口。日本にいる
間は一切鳴かない様子から、
口を“つぐむ”鳥という意味
で「ツグミ」と名付けられるほど。外見も白い眉が少しアク
セントになっているくらいで、
あとは全身茶色っぽく目立たな
い。教室ではずっと息を潜めているタイプ。ただし、
だるまさ
んがころんだをやるとなると、
途端に出しゃばる。

キンクロハジロ

とこと
気まぐれにひ

70

本日のおすすめ

大きさ 40cmくらい 鳴き声 フィー、クルル

金、
黒、
白･･･。一体何色やねん、
とツッコミたくなる名前だが、
目が
金色、
頭部や胸・背中が黒、
お腹が白のカモで、
きちんと名は体を表
している。冬の公園の池などでよく見かけられ、
まれに漁港にもいる。
後頭部に、
これでもかというくらい盛大な寝癖をつけているが、本
人（鳥）は「まげだ！」とか「オシャレだ！」と主張して譲らない。そのい
かつい寝癖と全身黒っぽい格好から、
ヤ○ザと間違えられることも
しばしばあるが、
実際は他のカモ類と仲良
しな、
温 厚な性格。相手が 見た目にび
びる時は、
水中に潜ってさりげなく
（？）寝癖を直すいいヤツ。首を曲
げて羽の中にくちばしを入れる休
み 方が、
普 段 のいかつい姿とは
ギャップがありキュートだと、
カモ
界の中で人気を博している。

最近映画のロケ地やアニメのモデルに
様の二人で切り盛りされているそうで、今
なっている地を巡る「聖地巡礼」なるものが
戸焼や招き猫（丸〆猫）の歴史を製作途中の
流行っているらしいです。そこで本日のお
ものや浮世絵などをまじえて丁寧に説明し
すすめはズバリ「聖地巡礼」
です。
てくださいました。そして持参した自宅の
私にとっての「聖地」と言うと…。
まあお
今戸焼の招き猫の写真を見ていただいたと
正月ということもありますので、みんな大
ころ、
「白猫のお顔は祖母が、黒猫のお顔は
好き「招き猫」の発祥の地を訪ねてみました。 母が描いたものです」と、お二人して目を細
時は嘉永5年
（1852）頃までさかのぼり
めていました。
ます。浅草花川戸に住んでいた老婆が
次に訪ねたのは、世田谷区の「豪徳寺」
貧しい暮らしの中でも自らの食事を分け与
で す。こ ち ら は 彦 根 藩 主 の 井 伊 直 孝
え一匹の猫と暮らしていましたが、ついに
(1590～1659) が鷹狩りの帰りに豪徳寺の前
生業もたたず泣く泣く愛猫を手放してしま
を通りかかったところ、門前で和尚の飼い
います。ある晩その猫が夢枕に現れ、
「自分
猫が手招きをしたため寺に立ち寄り休憩し
の姿を人形にしたら福徳を授かる」と告げ
た。すると雷雨が降りはじめ、雨に濡れずに
たのです。老婆は猫の姿をした今戸焼の人
すんだことを喜んだ直孝は、荒れていた豪
形を作り、浅草寺鳥居脇で売ったところ、た
徳寺に多額の寄進をし、豪徳寺は盛り返し
ちまち評判になり暮らし向きが良くなった
たというお話です。
（残念ながら猫の人形の
ということです。
話は伝えられていないようですが…）
「聖地」として最初に向かったのは、浅草
噂には聞いていましたがこちらのお寺、
今戸神社近くの「今戸焼 白井」さん。
招き猫だらけです。よく五重塔に
「今戸焼」は16世紀初期に浅草今戸
それぞれの方角に干支の動物が
で土器の瓦や生活雑器を焼くた
彫刻されていますが、亥（いのし
めに誕生し、明治時代中
し）の隣が…子（ねずみ）を従え
期までは50件近い窯元が
た招き猫ではありませんか！
あったそうですが、需要
（びっくりです）直孝の喜びよ
の減少にともなった職人
うがうかがえますね。
の減少等で現在では、
「白
い か が で し た か？
井」さん１軒を残すのみと
今回の「聖地巡礼」
。
なってしまったそうです。
あなたも「聖地」を
通りに面した小さなギャラ
ま わ っ て み た ら、
リー（一坪足らずの）には招き猫をは
予 期 せ ぬ 発 見、
じめ干支の動物、キツネ、たぬき、河童
優しい気持ちに
といろいろな人形が所狭しと飾られて
出会えるかも
います。ギャラリーの奥は工房になっ
です。
ていて、彩色前の素焼きの人形など
「丸〆猫」の後のマークは
「お尻から幸運が漏れないように」の
が並んでいました。
意味があるとか…
6 代目の優しいご主人と素敵な奥
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連 載

ぐりさんは出会った頃は目が合うとダッ
シュで逃げていくような警戒心の強い
猫で、ブロック塀越しにこちらを見る目
は完全に不審者を見るそれでした。

シマバラさんに気のないぐりさん
は、彼に近付かれることを嫌がるの
ですが、近付かれてもギリギリまで
動こうとしないことがままあります。
「あんたなんかのためになんであた
しが動かなきゃいけないの？」とで
もいうような意志を感じます。

それでも毎回毎回見かけるた
びに声をかけ続けていたある
日、そのブロック塀の上にいた
ぐりさんが、急に、デレた！
声をかけながら近 付くといつ
ものように逃げて行かないの
で、手を差し出しながらじわじ
わじわじわ、ゆっくり間合いを
詰めていって、その体に触れ
たら急に「はい、撫でて」と体
を押し付けてきたのです！
出会った頃のぐりさんは緑の首輪を付けていた
ので付近のお宅の飼い猫さんだと思っていたの
ですが、どうやら引っ越しで手放された猫だとい
うことを近所の方の話で知りました。一緒に暮ら
した猫を置いていけるものかと思いますが、残念
な事によく聞く話であり、ここらにいる猫たちはほ
ぼそのような経緯で外 猫となったようでした。そ
してその首輪はある日なくなっていました。外れた
のか、外されたのか、それは今でもわかりません。

三毛猫は気が強いと言われますが、
ぐりさんもシマバラさんの居場所を
奪って平然とくつろぎ

はんぺんちゃん
が 保 護 され て
路 地からいなく
なった途 端、彼
女の隠れ家を自
分のものにし

時にはしつこいシマバラさんに反撃
もします。

気が乗れば枯れ草にも
じゃれついてくれますが

ぐりさんはそんな他の猫たちと一緒にこの
路 地で暮らしていますが、猫関係というの
はなかなか繊 細なようで、キジトラのシマ
バラさんはぐりさんが好きらしくしつこくつ
きまとうのですが、ぐりさんは全くもってそ
の気がないのです。

その気がなければこの表情。
実に猫らしい。
そんなぐりさんですが、私には非常に
デレます。

次ページへ続く
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しっぽで撫でていったり
出した手に頭を押し付けたり

この人馴れ度合も元飼い猫ゆ
えかと思うとちょっと切なくな
りますが、もしかしたら全然関
係ないのかもしれません。
「あ
んたはそうしてもいい人間だと
思ったから。あたしのカンよ」
と真顔で応えそうな、ぐりさん
にはそういう猫の強さを感じ
てしまうのです。

身を傾けてまで擦り寄ろうと
してくれます。

ぐりさん、ねえ、ぐりさん。この路地
にあなたの気高い三毛柄を見かけ
るのが好きよ。みんなと仲良くねみ
たいな陳腐な事は言わないからさ、
ここらを好きに闊歩していてね。

武田 晶
踊る猫好き。
㈱ぷれす 猫部担当。
mini名義にて猫を撮ったり
文字を書いたり。
blog→satoru-press.com
twitter→@kyonoSatoru
Instagram→kyou_no_neko
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こんな
外ねこさんに
いっぱい
会える
本です !

『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
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「いちばん好きなパンは？」聞かれるたびに悩んでしまう、
この難問に 2018 年に出会ったお店限定で、挑んでみます。
今回のテーマは、じゃじゃ～ん！

また行きたいパン屋ランキング2019

１ 成城パン

（成城）

（上野）

成城石井スーパー本店の近く。100円台中心で、惣菜

御徒町の鮮魚スーパー吉池のB1F。パンダの焼印入り高級食パ

パン、菓子パン、ハード系と種類豊富で食べ飽きない。

ンに惹かれて入ると、惣菜系やハード系も充実。吉池は魚だけで

写真はビーンズフレンチ。次から次に焼き立てが現れ、

なくパンも安くて絶品！ 数年前にリニューアルし、上の階にはユ

店員さんもテキパキ。成城なのに庶民派、地元で愛され

ニクロや GU が入って、ビル自体もおしゃれに。

る 1929年創業の老舗。

７ カリーナ

（練馬）

２ VELVET

（仙台）

上井草駅北口徒歩１分。ショーケースに並ぶ22種の手作りサン

仙台のアーケード外れにある、
フランスっぽいお店。イー

ドは、食パンが驚きのしっとりさ。写真はスペシャル270円とピー

トインあり。月ごとに新しいパンが登場。たとえば５月は

ナツジャム130円。上井草へは何度も行ってたのに気づけなかっ

ザンギバーガー（唐揚げ入り）やフラノメロンピスターチ

たのは14時閉店だったから。もっと早く出会いたかった！

（富良野メロンクリーム入りメロンパン）など、ネーミング
もそそられる～。

８ ブルージン

（大阪）

３ 岡山木村屋

出張の合間、気になるパン屋を数軒まわった後で見つけた、大

（岡山）

阪新阪急ホテル B1F のベーカリーカフェ。時間もお腹にも余裕が

岡山でよく目にする「キムラヤのパン」の黄色い看板。初代が

銀座木村屋で修業後、1919年に創業。
「たくあんサラダロール」
「バ
ナナクリームロール」はじめ、袋パンが充実の、岡山の山崎パン
的存在。コッペパン好きにはも～たまらん！

４ プチ・アンジュ昭盛堂

（府中）

北府中駅から徒歩10分、晴見町商店街の小さな店に、パンもお

客もぎっしり、試食もたっぷり♪

見た目ドーナツ、食感はベーグ

ルな「もちもちべー」は、他では見かけない珍しい味わい。愛ら
しいショップカードには、国立の姉妹店情報も。

５ ササキパン

（京都）

伏見桃山の納屋町商店街で、店構えも品揃えもレトロな店、

1921年創業（成城パン、岡山木村屋と並ぶ古さ）。朝９時台に行っ
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６ オンディーヌ

なく、食べずに撮影だけして帰京。見た目からして絶対おいしい
はず！次回大阪へ行ったらぜひとも。

９ breadworks

（青山）

隣のカフェ「crisscross」でランチにパンを食べて気に入ってか

ら数年。はじめて店でパンを２個買ったら
「ご試食用の食パンです」
とおまけをくれ（左）、今後はマメに通おうと決意（笑）。表参道
のほか、品川駅と天王洲にも店が。

10 ジュースの森

（駅構内）

渋谷で半蔵門線に乗り換える時

に発見。ジューススタンドの片隅
で売られるパンは、生地に保存料
を使っていないため、ふわふわで

たら早すぎたか、あまりパンが出ていなくて……店の外までずら

はなく食べ応えしっかり。大手町、九段下、永田町などに

～っと商品が並ぶ昼近くにぜひ再訪したいな。

も売店があるそうで、乗り換え時に活用しなくては！

おまけ

寿司とロゼワイン

金沢発の「もりもり寿
司」調布店のワインは
能 登 のロゼ。寿 司 に
ロ ゼ？ 半 信 半 疑 で
頼んで み たら、白に
近い感じで魚介や寿
司によく合う！
次号は春らしくお散歩企画を。Coming soon!!

77

腹ペコ学生を息子に持つ５０代親父の晩飯冒険譚

モリリンクエスト
明けましておめでとうございます。 本年も「モ

第8回

いわゆる文化包丁と 藤原照康刃物工芸の

#1000 前後の中砥石 （レンガ色のやつね）

リリンクエスト」 をよろしくお願いいたします。

ペティナイフ。 モリリンクエストを始めて以来、

さて、 平成最後のお正月。 お正月といえば、

自分で包丁を研ぐようになったのですが、 実

側だけに神経を

で良いと思います。 水の中に浸けておいた

おせち料理！ ですね。 おっ！ ついにモリリン

は、 ズボラな性格を助けるために、 ちょこっ

集中して研げ

砥石を使って、 刃のついている方を 30 回、

クエストも 「おせち」 に挑戦か！？

とだけモリリン流に仕上げてあるのです。

ば、 裏 側 は 包

裏側を５回、 もう一度刃側を 10 回、 裏側

丁の面をぺたん

を２、３回。 これぐらいでも、 気持ちよく切

と砥石にくっつ

れるようになりますよ。 ぜひぜひ！

いやいや、 それはまた来年にでも （WW） と
いうことで、 まったく新年とは関係のない、
今回は道具のお話をさせていただこうかと思
います。 切ったり、 削いだり、 潰したり、 毎
日のお料理に欠かすことのできない調理道具
といえば包丁ですね。
ところで皆さん、 家の包丁…研いでますか？

まずは片刃に研ぎ上げる
一般的な包丁は、 図の左側の様に包丁の
両側に角度

でも、 片刃にしておくと、 角度のついた片

けて、 こすればいいだけなんです。
ねっ？ 簡単でしょ！ 最初に片刃にする時

がついていま

はちょっと時間がかかるけど、 片刃にしちゃえ

す。これを、図

ばこっちのもん。

の右側の様な、

左利きの人は注意！

片側に角度の

切れぬ包丁、怪我のもと

ついた片刃の

先日キャンプ場でレンタルした包丁がまったく

包丁にしてし

奥 側 を 刃 先、

切れなくてですね…、 力任せに刃を入れよう

まうのです。

手前側を柄と

としたら、 刃が横

片側だけに神経集中

見て、 右利き

を向いて危うく怪
我をしそうになり
ま し た （＞＜）。
こ ん な こ と な ら、
マイ包丁を持参す
ればよかった…。
さ て、 モ リ リ ン
が自宅で主に使
用しているのがこの２本。
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お家でも包丁を研いでみてください。 砥石は

ですよね。

一般的な包丁

片刃の包丁

包丁を研ぐ場合、 まず片側に角度をつけ

片刃にする時、 左利きの人は注意してね。

包丁が研げたのだからと、 手を出したの
が間違いでした…。 はさみって、 片刃の
包丁を 2 枚合わせたような作りだから、
同じ要領で研げると思ったんだけど…。
調べてみると、 はさみは擦り合わせの面

の人は右側に

を研いではいけないそうです…。

て研ぎ、 次に

角度を、 左利

反対側を同じ

きの人は左側

様に研ぎます

に角度をつけ

ね。 これを何

るように作ります。

度か繰り返し

これを間違えると、 使いにくいどころか切れな

て研ぎ上げていくのですが、 両側を均一に

くなっちゃうから注意！注意！

研いでいかないと、 ギザギザになっちゃうん

！
いきなり番外編
はさみには手を出すな !

ネットなどで調べてみると、 一番簡単なの
左利き用

右利き用

こんな感じで、 サクサク、 スパスパ、 切れ
る包丁だと、 料理も楽しくなりますよ。

は何枚か重ねたアルミホイルやアルミ缶を
切るのが手っ取り早いとのこと。
やってみると、 おや？ なんか、 切れ味が
復活したような （ｗｗ）、 こちらもお試しあ
れ！
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うよしを事るじ感を節季

っやるばるはでま道海北、い思といたみてっやをりぞ犬かつい
間時 2 約で車電らか駅川旭はろことたし験体、回今。たしまきて

なかなかお気に入りを

、てし用利を校廃はらちこ。すで」redirtuO「るあに町軽遠たれ離

見つけられないツチノコが
ようやく巡り会えた

。すでうそたっなと設施るめし楽がアドトウア

シナ

品をご紹介！

をりぞ犬
てし験体
！たみ

。すまき行にろことるいがちた犬速早てせま済をえ替着、てさ
緊とるれら見に斉一。たしまい程匹 05、く多がフーハの犬と狼

中野富士見町

、め進＝
」クイハ「で特独は声け掛。たしまりわ教を習講のどな声
と」クイハ「にみなち。すでうそだ味意ういとれま止＝」ーォウ「
。すでうそるいてし来由らか gnikih は

！トータスよいよい

施、ずら足が雪積は回今、がすまり走に緒一とちた犬の匹 4

ブーランジェリールボワ

今 回 は、中 野 富 士見 町 に あ る 小 さ な パン 屋

さん「 ブーランジェリールボワ」をご紹 介！

丸の 内 線 中 野 富 士見 町 駅 よ り 徒 歩 ５分。こ

じ ん ま り と し た 可 愛 ら し い 店 に 入 る と、

ショーケースには小 さなパンがズラ〜リ。ハー

バゲットのサンドウィッチ。

ド 系 バゲット 類、デニッシュ類、デ ザート 類 …
と、色 々 あ り ま す。お す す め は 自 家 製 の ミニ

個 人 的 に は、サ ン ド ウ ィッチ は 具 が 楽 し み で

食べることが多いのです が、ルボワのサンドウィッ

チ はパン も 楽 しみ。素 材の 味 が 感 じ ら れ、かめ ば か

むほ ど 美 味 しい。一番のお 気 に入 りのサンドウィッチ

は、
「カ ン ト リ ー ロ ー ス ト」
。豚 ロ ー ス ハ ム と チェ ダ ー

りのパリパリ とした 食 感と、かみ ごたえのあるパンとの相

チー ズ、きゅう り をミニバゲットではさんだ一品。きゅう

他のサンドウィッチやパンも美 味しいので是 非！

性 がとてもよく、バターの風 味 が贅 沢 な感じです。

け掛や方り乗のりそ、方け付の輪首のちた犬に初最！！すまし張

しにとこるやで方の山、でのいな来出はトータスらか辺周の設
とりそ、きつに口り入の道山で程分 01 とこうか向で車。たしま
。たしまし備準をどなけ付輪首のちた犬
坦平で㎞ 71 長全。トータスに共と声け掛の」クイハ「
、ざい
乗。たしまりあ々様でま坂り下や坂り上、りま始らかろことな
。すでたっか速に外意にうよのかるいてっ走で車転自とる
上、がたしまい思となかのな楽ばれいてっ乗ままのそとっーず
中途、りたし押をりそもらからちこで子様いつきりはやは坂り
結とりたけかを声け掛はこそでのたっあもとこるすりたっま止
。すまれさ癒は心でのないれきは色景
、もで。たしまい使を力体構
でルーゴで間時 2 約かとんな、らがなみ挟を憩休か度何てしそ
！たっか良、たしまき

息一の後たっわ終

ゲいか暖は後最てっ戻に設施

ブーランジェリールボワ
東京都中野区弥生町2-52-4-101
TEL:03-3229-8015

http://www.boulangerielebois.com/

パストーミのカシゾエで中のル

redirtuO

町軽遠郡別紋道海北
校学小別湧支旧 532 別湧支上滝白
1192-84-8510
有迎送りよ駅滝白 RJ
」雪大「
急特りよ駅川旭 RJ
間時 2 約
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! ーシルヘで身赤

せく。たしまきだたいをィテッゲ
。すでたっかし味美もてと、くなが
らもてしをり送見おでま駅滝白
終くし楽に事無は験体りそ犬、い
。たしまりわ
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光ピンセットの構造

Haradaの

さて、いよいよ光ピンセットです。顕微鏡のレンズ
を通してレーザー光を物体に当てると、光の屈折で

科学教室

生じる力と、光が物体を押し出そうとする力がつりあ
う所に、物体が固定されます。
この位置から物体がずれると、元の位置に戻すよ

第12回

本庶佑博士の受賞に湧いた２０１８年のノーベル賞発表でしたが、日本人以外の受賞でも
実生活に影響のある発見が選ばれています。
しかも受賞者は９６歳。ノーベル賞の歴史上
最高齢の受賞です。その内容について、調べてみました。

水が受ける力

光の屈折で生じる力

82

レンズ

物体

光ピンセットの利用
を当てながら観察していて、最初は「バクテリアは光
が好きで集まってくるのかな？」と思ったそうです。

作用・反作用の法則
そもそも、光ピンセットって何でしょう？
それは、レーザー光を使って微小な粒子を捉え
りんごが
受ける力
て動かす、超精密な装置です。
本文 12Q
もしくは 8.5pt 以上
ホコリよりも小さな粒子を、
そっと動かす力しか
ありませんが、力が弱い分だけ動かす対象を壊さ
手が受ける力
りんごが落ちないように上向きの力を
ないので、細胞レベルの小さな世界の物を扱うの
加えるとき、手はりんごから同じ力を
に適しています。
受けている。

く、とても不思議に思えます。

レーザー光

アーサー・アシュキンはバクテリアにレーザー光

光ピンセットとは？

光ピンセットで物をつかまえるのに利用するの
は、光が屈折するときに生じる力です。
高校の物理の教科書にも具体的には出てきませ
んが、光が曲がる時、曲げた物体は力を受けます。
ホースから勢いよく流れ出た水流の向きを変え
ようとすれば、向きを変える板が水に押されるのと
同様と考えれば、雰囲気が想像できるでしょうか。
力学の基本法則「作用・反作用の法則」を考え
れば、そういう力が働くことは、「言われてみれ
ば」当然の理屈ではありますが、あまりにも弱い力
なので、生活の中で見かけたり体感することはな

うに力が働きます。中心部に近いほど、レーザー光
が強くなっているからです。

光ピンセットの原理

ノーベル賞は順番待ちの時代

物質が受ける力

光が屈折するとき、光を曲げる力の分、
物質も力を受ける。
ただし、光はものすごく軽いので、その
力はものすごく弱い。

独占されることなく、世界に公表されて、さらに科学
が進歩していく、すごい時代に生きているんだなぁ
と、あらためて感じ入ります。

板が受ける力

光と物質の作用・反作用
光が受ける力
光

生体内分子の機能の研究

りんごを支えている手の力の１兆分の１程度と、と
タンパク質や遺伝子の機能の解明
てもとても弱い力ですが、バクテリアのような小さな
マイクロマシンの研究・駆動
細胞や、さらに小さなタンパク質を、壊さずに捉える
ミクロな歯車を光で回すことも可能
ことができるのは、分子生物学の研究では大変に有
微生物の分別
本文 12Q もしくは 8.5pt 以上
効です。
触らずに一つ一つを捕捉可能
実際に神経細胞の軸索上でタンパク質がどのよう
細胞の人工的な整列
に運ばれているのかなど、生命活動の謎を解明する
→人工臓器？
のに重要な役割を果たしています。

アーサー・アシュキンの96歳という受賞年齢は、
ノーベル賞級の発見がどんどん増えて、受賞待ちの
長い列ができていることを象徴しているように思い
ます。それだけ科学の進歩が加速しているというこ
とでもあるでしょう。
そういえば、2017年のノーベル化学賞もクライオ
電子顕微鏡でした。新たな発見を可能にする、観測
装置の実現が、まず受賞する時代です。
こうした新しい装置や発見の成果が、一部の人に

ホースの水の向きを変えれば、
板は水から力を受ける。

光ピンセットの利用

photo by Bengt Nyman

アーサー・アシュキン
（1922～）アメリカ出身

微小な物質をレーザー光で捉えて操作
する光ピンセット技術を開発し、生物学
に応用。2018年ノーベル物理学賞。
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2018年に占術協会の認定占術士

3年、
現在の伽藍が完成して今日に

試験
（第一次から三次試験があり、

至っている

吉田寺の資料より」

書類選考、
筆記、
面接と）
に合格し、
再出発する際に占術名及びペン
ネームを2019年1月から各務好紀
かがみ

西蒲原郡分水町北域の伝承よる
と本尊としての聖観世音菩薩は、

こうき

（旧 朱里好）
に改めた。
占術を学び始めた頃、姓名判断
で著名な先生に名付けて頂きまし
たが、
当時はかけだしで、
名前に負
けそうで名乗ることができなかっ
た。現在は、
勇気と実力に自信が後
押しされたと自負している。
名前の由来は、旧姓「中務」から
一文字とり付けて頂いた。
「 中務」
を読める人は、ほとんどなく中務
は、律令制における八省の一つに
ある。
それは中務省である。
「中務」のルーツを辿ると旧姓の
菩提寺は、
新潟県燕市
（旧新潟県分
水町字渡部）
にある吉田寺である。

京都西国観音霊場二十一番札所か

なか つかさ

なか つかさしょう

「元号が変わる」
ということになってから、
何かにつけて
「平成最後の」
という枕詞を
よく耳にするようになった気がします。
家族と、
平成に元号が変わったときのこと、
覚えている？という話になり、
ふと思いを馳せてみましたが、
当時４～５歳でしたの
でさすがにその頃の記憶はありませんでした。
ふと、
幼い頃の記憶って、
どのくらい
のころがよく覚えているのかなあ、
と考えてみると、
おそらく自分にとって最古の記
憶は保育園のころに遡りました。
誰誰ちゃんと遊んで～…という、
ふわっとした記
憶はあるのですが、
顔とかはほとんど覚えていないのです。
う～ん…人の記憶って
曖昧…なのか、
私の記憶力がなさすぎるのか…？その後、
小学校～中学校～高校

した。
高校三年間は吹奏楽に励み駆け抜け、
専門のころは学校の課題が多い中、
友
人たちと課題とは別にいろんなものを制作した記憶が強いです。
高校のころが
ちょうど2000年でしょうか。
ミレニアムイヤーと言われながらも、
2000年問題な
んて話題もありました。
専門を卒業し、
働きはじめると本当、
アッという間に過ぎ
て、
現在に至ります。
昭和から平成にかわるときは、
大騒ぎだったと聞きます。
今年
の５月はどんなふうに迎えるのか、
今からワクワクします。
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「三十三観音霊場 二十一番札所
聖福山吉田寺 曹洞宗
吉田寺のご本尊は、古来より黒滝
城の守り本尊として聖観世音菩薩
（行基菩薩御作）であります。戦国
時代の城主照田越前・日下部吉傳
は深く仏法に帰依し、自ら出家し
石瀬種月寺の第七世崇文詔禅師の
弟子となり、
永正年間
（約480年前）
城主内に寺を建立して自分の名前
を付けて吉傳寺と称した。
1578年 御館の乱起こり黒滝城
落城と共に数名の武士が命懸けで
当砦を現在の地
（西蒲原郡分水町、
後の燕市渡部）に移して寺を立て
亡武士の供養をした。
（吉傳寺から
吉田寺となる）
何度かの火災にあい、特に大正14
年11月不慮で伽藍悉く焼失し昭和

ルーツ

と、
順に思い出していくと、
一番記憶に残ってるのが高校生活と専門時代の記憶で

きち でん じ

ら日下部吉傳がいろいろな伝手を
得て吉田寺に運ばれてきた。その
聖観世音菩薩をお守りする為に新
潟県分水まで付き添ってきたのが
「中務」であった。寺の境内に住居
も許され（当時は境内に住居を共
にする事はありえない事だった）
ご
本尊様を見守り世話をしていたら
しい。
のちに吉田寺に自身の墓を建立
し現在に至る。京都での生活と新
潟へ来るまでの中務の歴史を調べ
る書物は、何回も火災に遭った事
もあって定かではない。過去をひ
も解くすべは焼失し残念である。
だが、
いつの日か京都へ行き、
今の
自分の証を書き残したいと思って
いる。東京に住む末裔である私た
ちにとって墓参りも大変な事であ
るが 祖 父 母 、父 、母 、兄 が 静 か に
眠っている。そして見知らぬ先祖
を想像し感謝している。
墓で眠っている先祖代々の人々
は、高台にある吉田寺から日本海
（寺泊港）
を眺めながら中務の歴史
（知る由もないが）を思い出して、
日本海の荒波を観て永遠の時間を
過ごしているだろう。
私は、
想像する。
墓の中で炭火の
堀こたつを囲んで、それぞれの人
生を語っているのではないかと。
かがみ

こうき

各務好紀
（朱里 好）
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なんでも

て
書いていいっ

ないか！
ゃ
じ
た
っ
第３回
言

ったもの
と
し
写
が
ラ
メ
カ
三輪しののい

過日、学生時代の友人たちと旅行したの

F4はプロ機なのでニコマートの方を選

だが、誰一人カメラを持っていないことに

び、一眼レフのハウツー本を 1 冊読んで試

気付いた。デジカメすらない。自分を含め、

行錯誤を重ねた。フラッシュまで使いこな

みなスマホで撮っているのである。

す気はなかったので、日が暮れると撮影終

「ミワくん、
もうカメラ持ってこないんだね」

了である。

同窓会的に集まった時など、ここぞとば

中古で気に入ったカメラを買ったりも

かりにシャッターを切っていたのは遠い昔

し、図書館に行ってはあれこれと写真集を

である。

見て、構図や被写体との距離感などを吸収
していった。

20代後半のある時期、熱に浮かされたよ

そこまで入れ込むと、自分の写真の腕が

うにカメラをたすき掛けにして、あちこち

気になりだす。ときどき買っていたカメラ

撮影に出かけていた。ミケランジェロ・ア

雑誌に毎月のコンテストがあったので、そ

ントニオーニ監督の『欲望』を見たか何かで、

こで実力を試してみることにした。

興味を抱いて触ってみたらハマってしまっ

さっそく気に入った写真数枚を送ってみ

たのだ。祖父から受け継いだニコンの一眼

たところ、箸にも棒にも掛からず撃沈（そ

レフ（オートフォーカスのフラッグシップ

もそもハガキサイズで送る時点で気合いが

機「F4」と 1970 年代の中級機「ニコマー
ト」
）があったので、初期費用は電池とフィ
ルムだけですんだ。

88

た。何かを予感して僕はファインダーを覗

そんな折、ふとしたきっかけで高校時代

いて構えていると鳩がキスをし始めた。最

の親友が立体造形やイラストレーションの

初は隣り合ってくちばしをつつき合ってい

仕事で活躍しているのを知った。ある作家

た鳩だが、１羽が僕に背を向ける形になり、

の単行本のカバーにも使われていた。連絡

首を 45 度に傾げ、もう 1 羽が上を向いて

は途絶えていたので、ネットで調べてみる

そのくちづけを受けるドラマチックなポー

と大阪を拠点に活動しているようだ。

ズを決めてくれた。そしてそのショットは、

「あいつは本当に自分の名前を世に出した

１次選考を通過したのである。

んだな」と思った。高校生の多くがそうで

予選通過者の欄に自分の名前を見つけた

あるように、肩を組んで「ビッグになろう

時はすごく嬉しかった。少なくとも自分の

ぜ」などと無邪気に夢を語っていたのだ。

写真は間違っていない。

彼は絵筆で、そして僕はバンドを組んでギ
ターで。学校というとても狭い世界だった

年も押し迫った夕方、河川敷を散歩して

けれど、それなりに期待の目を向けられて

いたらぽつんと立つ木を見つけた。空に向

いたのだ。けれど僕のギターの情熱は叶え

けて、葉を落とした枝を火花のように広げ

ようとする前に消えてしまった。

ている。対岸の空の陽はもう少しで沈む。
辺りには誰もおらず、ただ木の横に自転車

彼の活躍は嬉しくもあったけれど、激し
い動揺をもたらした。

が１台、まっすぐ川の方に向けて停めて

結局のところ自分はいつも中途半端なの

あった。太陽と木が重なり合う場所に移動

だ。思い返せば、勉強にせよ恋愛にせよ何

して適度な距離をとり、僕はカメラを地面

にせよ「惜しいね」というケースで終わる

ギリギリまで下げて、逆光の中、ファイン

ばかりだった。

ダーを見ずにシャッターを切った。そして
それも１次選考を通過して名前が載った。
選考の写真家は以前とは別の方だったし、

惜しい、けれどあとひと頑張りで達成で
きるよ―――。
その「あとひと頑張り」が、どれほどの

自分には写真のセンスがあると小躍りして

努力を必要とするのかに目を背け、達成に

しまった。

近いところにはいる、という言い訳に甘ん
じていたのだ。当たり前だが「惜しい」で

夏だったろうか。電車に乗ってぼんやり

終わることは、結果ゼロであり、何も成し

足 り な い）。以 降 は50
厳選した写真を４切

と窓の外を眺めていると、空を縦にジグザ

とにした。

に隠れた太陽がその雲の輪郭の一部をほん

この写真のコンテストでは絶対に結果を

のり赤く照らして線をつくっていたわけ

出そう。それまでだったら予選通過者の欄

だ。雲はあっという間に形を変えてしまう。

に名前を見つけるだけでよかったかもしれ

急いで次の駅で降りて、屋根のないホーム

ない。けれど、名前を載せてもらうために

の先まで走った。ジグザグのてっぺんの雲

写真を送っているのではない。写真を掲載

が薄らいで煙のように広がり始めていた。

してもらうためにコンテストに挑んでいる

僕はひらめき、送電線の柱からそのジグザ

のだ。

（254㎜×305㎜）に引き伸ばして送るこ

本格的に入れ込むようになったのは、仲

ある日、勝鬨橋に足を運んだ際、橋脚の

のよかった女友達を撮ってからだ。その子

上にある建物の柵に、つがいの鳩がいるの

はカットモデルなんかをやっていたのでカ

を見つけた。季節は秋で、昼の光が少し和

メラに抵抗がなく、
「始めたのなら撮ってよ」

らいだ時間。左に聖路加ガーデンのビルが

と言うので、散歩しながら好き勝手にシャッ

聳え、手前の佃大橋の向こうにタワーマン

ターを切ってみたら、仕上がりをとても気

ションが林立して見える。川はその建物を

に入ってくれた。自分には才能があるのか

切れぎれに映しながら悠々と流れ、うっす

もしれないと思い込んだというわけだ。

らと雲をたなびかせた青い空が広がってい

てはいない。

グの線で描く不思議な雲に遭遇した。後ろ

グが出ているような構図でシャッターを
切った。それは 2 次選考通過作品となった。

ある秋の午後、それまで目にしたことの
ない雲が窓の外に広がっていた。魚の骨の
次ページへ続く ➡ 89

形をした雲が、うろこ雲に食い込んでいる

サルだ。あえて木々を下部に配置すること

のだ。僕はリバーサルフィルム（フィルム

にして、空の広がりが伝わるようにした。

自体に撮影時の色が再現される）を入れて

フィルムを丁寧にカットし、専用のプラス

おいたカメラを手に、ベランダから身を乗

チックの枠にセットして、いよいよ３枚の

り出して、躍動が感じられる構図を探して

組写真が出来上がった。

シャッターを切った。向かいのマンション
の住人が怪訝そうに僕を見ていたけれど、

雑誌の発売日。期待に胸を弾ませてペー

雲を撮っているのだと気付いたら同じよう

ジを開くと、予選通過者の欄に自分の名前

にびっくりして眺めていた。あんな雲、誰

はなかった。なぜなら入選ページに写真が

も見たことないのだ。

載っていたからである。選考はハービー・

よく撮れた写真だったが、この１枚では

山口さんだった。その掲載が自分にとって

完結していない感じがした。同じくリバー

どれだけの重みを持っていたか、ハービー

サルで撮った、雲の隙間から陽光が強烈に

さんはもちろん知らない。これからの人生、

射している「天使のはしご」の写真を組み
合わせてみた。かなりインパクトがある。
それでも何かが足りない。おそらくこの２

原田君に挑戦！ ～第１8 回～
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

牧場に３頭の牛がいます。１頭目は
一年間に牧場の6分の１、２頭目は8
分の１、 ３頭目は12分の１の草を食
べます。
３頭が牧場の草を食べ尽く
すのは何年何ヶ月後でしょう？

「惜しい」で終わるのはよそうと決めたこ
とも。
写真をやってよかったと思う。そして、

枚の続きが、きっと「あとひと頑張り」に

高校時代の友人の活躍が自分を相対化して

違いない。

くれたことにも感謝している。

その答えは新宿御苑にあった。そろそろ

たとえスマホでしか撮らなくなったいま

帰ろうかと思っていたら、ひつじ雲が風に

でも、カメラが教えてくれた物事への向き

乗って大移動してきたのだ。その頃はもう

合い方、もっと言えば人生に対する向き合

F4を使っており、光の乱反射を抑える円偏

い方はずっと自分の深いところにある。

光フィルターをレンズに付けていた。空や

あの頃ファインダー越しに見つめ、ピン

雲の色が鮮やかにコントラストもくっきり

トを合わせていた被写体は、結局のところ

と表現される。もちろんフィルムはリバー

他でもない自分自身だったのだ。

?

?

?

?

?

?

ものなら背筋の凍る思いで数え直したりデスクを捜索

?

写真を借りによくお使いに行ったものです。厳重に管理
しつつも「あれ、
１枚足りなくない？」という声を聞こう

?

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。

頃は、マウント（本文言及のフィルム専用の枠）された

?

前回の問題

本に使う写真はもっぱらデジタルとなった今日。20代の

?

出版の窓

したり……（結局先輩の勘違いだった）
。ライトボックス
の光にかざして、専用のルーペで見る楽しみがなくなっ
たのは少し寂しい。先日、教科書会社の編集者との打ち
合わせの際に、そんな話で盛り上がりました。ちなみに、
いまの高校の資料集にはQRコードが付いていて動画が
見られるものもあるのですね。教材も変わるものです。
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著者プロフィール
三輪しののい
1976年生まれ。神奈川県出身。編集・
校閲プロダクションで、おもに校閲を
担当。

前回の解答
黒１台、赤１台、青１台の計３台
または
黒赤青以外の色の車が２台

問題に出てくる３色だけで成り立つ答えと、それ以外の色も
考慮した答えの両方そろって正解です。イラストの車が黄色に
なっているのも実はヒントだったのです。
どちらか片方を思いつくと、もう片方を考えられなくなってし
まいがちです。かく言う私も、見事にひっかかってしまいました。
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に火を使うことが禁じられ、冷や飯を食べます。

太陰太陽暦が
現代に
伝えること

端午節
（端午の節句）

旧暦５月５日
くつげ ん

旧暦５月５日は端午節です。楚の詩人“屈原”

べき ら

今の世では太陰太陽暦は単に旧暦と称され

子という字が「食」
「交」
「子」の三文字にな
ることから、
古い年と新しい年が「交」わり、
「子」

（中国では農暦という）の一言では淋しい気が

の刻に「食」べるという意味でお正月にふさ

して、現代に残る数々の旧暦の行事について

わしい食べ物とされたという訳です。
深夜零時になると爆竹が鳴り響きますが、近

書いてみたいと思います。
日本は明治６年に新暦採用以来、年中行事

年、都市部では自粛するようにとのお達しが出

から節句まで全て新暦に一本化してしまいまし

たり、爆竹自体を禁止する所もあるようです。

チワン族が旧暦３月３日に行う祭りで、数人
ずつが組となり、歌掛けを競います。この祭

われます。端午節は食べるのは、なんといって

りが終わると春の種まきが始まります。
●火把祭（たいまつ祭り）

形が牛の角に似た牛角ちまきなどがあります。

旧暦６月24日か25日に行われるペー族、ナ

雄黄酒（硫黄の粉を焼酎に混ぜてもの）を毒

シ族の祭りです。門前や広場にたいまつを

ゆうお うしゅ

ています。中国四千年の歴史ある暦が、旧暦

●歌節、歌垣の祭り

が汨羅に身を投じた日とされ“詩人節”ともい
も
“ちまき”
です。塩肉ちまき、
ナツメ入りちまき、

都筑石根

事で竜船レースが行われ、水をお互いに掛
け合って祝福を与え合います。

除けとして飲みます。また、竜船レースが行わ

たてて、暗くなると点火して歌や踊りで祝い

れるのも端午節です。

ます。

七夕
（七夕祭り）

●三月街（三日市）
旧暦７月７日

旧暦７月７日の夕方行われるのが“七夕”で、
き こうせつ

ペー族が旧暦３月15日から７日間催す行事で
す。古くは定期市でしたが、物資の交流や

“女節”
“乞巧節”
とも呼ばれます。女性が織女星

歌舞が盛大に行われ、民族間の交流の場と

に針仕事が上達するよう祈る日でもあります。

しての役割も果たしています。観音市とも呼

中秋節

ばれて一千年以上の歴史があります。

た。しかし中国では新暦に変わった今でも、主

下弦の月より７日経って新月となります。即

な節句は旧暦通りに行われています。その中

ち新月が正月なのです。2019 年の旧暦でみ

旧暦８月15 日の夜は満月と呼ばれます。
月は

でも最大のイベントは新年を祝う「春節」です。

ると新月は２月５日です。この日を中国では「初

中秋の頃とりわけ明るいといわれ、この夜に月

一」即ち元日と呼んでいます。この新月の日

見をします。“団円節”
“八月節”“秋節”とも

牛の供養の日・旧暦４月８日に行われるチワ

から15日後の満月の日を
「元宵節」
と言います。

いわれ、春節と並ぶ伝統行事です。この日は

ン族の祭り。

春節
春節を迎える前に、ひとつの目安となる「小
年」があります。旧暦の12月23日で下弦の月
の日に当たります。小年は「掃年」とも呼ばれ、

もちろん
“月餅”
を食べます。アズキあんの月餅、

ユエンシャオセツ

元宵節

新年最初の満月

新年最初の満月の日、真っ赤な提灯を街中

新年を迎えるために部屋を掃除し、特に「かま

に吊り下げます。巨大灯籠が飾られ、大勢の

ど」をきれいにして「かまど」の神様に甘いお

見物客でにぎわいます。

菓子をお供えします。

元宵節では、ゴマ、クルミ、サンザシなどの

じょせき

旧暦８月１５日

●牛王節

●中元節

クルミ・松の実・落 花 生などが入った月餅、

中元・うらぼん、旧暦７月15日、道教では

焼きハムの入った月餅もあります。団欒の酒を

中元節、仏教では盂蘭盆会。

酌み交わし、中秋の名月を賞します。

重陽節

う ら ぼん え

●歌会、歌垣の祭り
旧暦７月20日、トン族などの男女が歌垣で歌

旧暦９月９日

30日は大晦日「除夕」と呼ばれ、正月準備

甘いあんやハムなどの塩味のあんを、もち米を

旧暦９月９日は重陽の節句で、別名菊の節

に入る日です。玄関の入口の両側に
「春聯」
「年

こねた皮で包んだ“元宵団子”
を食べます。ま

句“重九”とも呼ばれます。厄除けのために

しゅんれん

◎その他の主要な祭り

を通して愛を語ります。
●冬至節
12月 22 日または23日、最も古くからある節

画」を貼り、提灯を吊るします。これらは全て

た灯籠に書いた「なぞなぞ」を当てて遊んだ

郊外の小高い丘に登り、菊の花やナツメを入

気です。この日にイヌの肉を食べるところも

めでたい色である赤です。昔は年女の人が赤

りします。爆竹を盛大に鳴らし、新年初めての

れた蒸し菓子を食べ、菊花酒を呑みます。

あるといいます。日本では南瓜や冬至粥を

い下着を着けたそうですが、現在では女性は

満月を祝います。

皆ラッキー下着として赤一色に身を包みます。
縁起の良い言葉や縁起の良いものには目がな

清明節
（彼岸）

◎その他少数民族の行事
な だ む

旧暦４月４日～６日頃

●蒙古族の那达慕祭り
旧暦７月８日に催す盛大な祭りで期間中は競

食べたり、柚子湯に入ったりします。
東南アジア全域では現在でも旧暦で色々な
行事や祭りが行われています。残念なことに日

い中国人です。春聯や年画に書かれる文句で

二十四節気の一つで旧暦４月４日～６日頃。

ある「年年有魚」は、魚と余の字が発音が似

清明の前日または前々日を「寒食」といい、

馬、射芸、蒙古相撲、物々交換の大市場な

本では明治６年の新暦切替時点で旧暦の行事

ていることから、毎年財に余裕があることを意

春秋時代の忠臣“介之推”とその母が焼死し

どが開かれます。

が全て新暦の日に置き替えられました。しかし

味しています。そして大晦日の夕食には一族

た日といわれています。祖先の墓参りや郊外

郎党が全国から集まり、餃子を食べます。餃

に出掛けたり、凧揚げをしたりします。煮炊き

92

かい し すい

●溌水節
タイ族のタイ暦正月（４月中旬頃）を祝う行

旧暦の名残りは８月15日の盂蘭盆会のように今
でも私達の生活の一部となっているようです。
93

日本 を知らない
日本人 のための
日本文化入門

三品隆昭

香道大枝流

家元、山形大学連携研究員

ご存知ですか？
お正月が、１・２月に九回もあることを。
九回のお正月をどういかしますか？
この文章をお読みいただく頃は、興味の中心は、バ
レンタインデーになっているかもしれませんが、実は、
まだ、お正月の真っ最中です。そんなお話をさせてい
ただきます。
質問です。あなたに中学生の子どもがいて、今頃、
１月の下旬になって、
「お正月って、いつなの？」と
聞かれたら、ナント答えますか。二年前の、福島県の
県庁所在地の福島市のほぼ中心地で、「子ども英会話」
の先生が聞かれた質問です。読者のあなたの答えを伺
いたいのですが、当の先生の答え。
「年賀状が届きま

第二回

せんでしたか？その日がお正月ですよ」あなたに中学
生の子どもがいて、この質問が出ない暮らしをなさっ
ていますか？『日本国語大辞典』
（全二十巻）によると、
このおにいちゃんの暮らしを、
「ホイドの正月」とい

1太陽暦の12月31日と１月１日。
大晦日と元旦。
2太陽暦の１月６日と７日。

うと書いてあります。

販の暦のページを掲載いたします。小さく
なってごめんなさい。

「お正月、って何ですか？」公式発表的には、
「お正

「六日の年越し」と「七草」

九回もお正月がある事になった事情につ

月の神様年（歳）神様をお迎えする行事です。きれい

3太陽暦の１月14日と15日。

いては、前回紹介させていただいた明治５

に オ キ ヨ メ を す る 大 晦 日 と、

「十四日の年越し」と「小正月」

年11月９日の布告、が原因です。
①太陰暦で

お迎えした年神様と一緒に食

4太陽暦の１月19日と20日。「二十日正月」

やっていたものを、太陽暦でやることにし

事をして、一年間の健康と無

5太陽暦の節分と立春。

た、
②太陰暦の日付けの行事を太陽暦の日付

事を祈る元旦、とのセットで
構成されています」というこ
とでいいと思います。
「お 正 月 は い つ で す か？」と
いう質問に、
「12月31日と元旦」

今年は、２月３日と４日。
6太陰暦の12月31日と１月１日。
大晦日と元旦。今年は、２月４日と５日
7太陰暦の１月６日と７日。
「六日の年越し」と「七草」。

けにした、無理があります。結果として、
２倍の行事になりました。
九回あるお正月のノウハウをどう生かす
のか？私の提案は、年賀状に書いたとおり
です。元旦の仕事のひとつは、
「一年の計を

とこたえますか？この答えは、

今年は、２月10日と11日

立てること」です。
「この一年をどんな年に

九回ある正月のうちの一回を

8太陰暦の１月14日と15日。

するのか？」を考えて、計画を立てること

言 っ た に 過 ぎ ま せ ん。そ う、
九 回、お 正 月 が あ り ま す。書
いてみましょう。

「十四日の年越し」と「小正月」。

です。元旦のたびに手直しをして、実現性

今年は、２月18日と19日

の 高 い も の に 仕 上 げ ま せ ん か？お 読 み に

9太陰暦の１月19日と20日。

なった今日からでも、まだ間に合います。

「二十日正月」。今年は、２月23日と24日
94

以上のようになっております。参考に、市

始めてみませんか？
95
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われら

茶柱探検隊
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