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ペンギン好きのみんなは、シルエットだけで何のペンギン
キャラかわかるかな？ちなみに、今回は大人の事情で正解
発表はしないよ。答えはみんなの心の中に !

前回の正解 :Ａ コウテイ / Ｂ キング / Ｃ ジェンツー / Ｄ アデリー

「日本人はペンギンを何だと思っているのか？」
　…というのは海外の生物学者たちの間で前々から疑問
に思われていることなのだとか。
　日本の水族館・動物園で日常的に目にする、ペンギン
に手を振ってみたり、飼育員さんに「触ってもいいです
か？」と尋ねたりするのは、海外ではなかなかの異常行
動だそうです。
　確かにペンギンは独特なシルエットの生き物ですが、
カモメやペリカンと同じ水棲の “野鳥” なのです。例えば、
公園でハトやカラスに「ｶﾜ(・∀・)ｲｲ!!」と悶えて手を振る
のは変わってますよね。しかし、それが我々日本人です。
　有名なキャラクター『ピングー』の絵本を例に出すと、
日本では当たり前のように「ペンギンのキャラクター」
的存在ですが、海外版では「擬人化されたペンギン」と
して描かれ、解釈が違います。
　このように、世界的に見てみると実は読者の皆さんも
日本に生まれ育った時点で、既にペンギン大好きのペン
ギンサイコだったのです。
　今後はその自覚を胸に、ペンギン民族として今より少
しだけペンギンの住みやすい世界を目指していただけた
ら幸いです。 ＜防人歌＞
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いつも茶柱探検隊をお読み頂きありがとうございます。今回、突然なが
ら茶柱探検隊をお読み頂いてる皆様へアンケートをお願いしたところ、
多数の嬉しい声をいただきました。是非皆様にもお伝えしたいので、ご
紹介します。

幻住斎様
いつも「CHA われら茶柱探検隊」をお送り頂き
ありがとうございます。毎号楽しみに待ってい
ます。頁を開く毎に新しい世界に出会い胸がど
きどきの連続です。「茶柱探検隊」のスタイルは
今のままで続けて下さい。幻住斎の独断で発行
して下さい。
人の意見は大切ですがそれを重視すれば、時代
に埋没して特長が無くなるのではと心配します。

「小鳥に恋した日曜カメラマン」ルリビタキがあ
まりにも美しく私の手帳にその姿を描きました。

「吾輩は86歳である」面白かったです。
　建築家  遠藤勝勧

幻のような高尚な雑誌に魅せられて
います。毎回楽しんで読ませていた
だいています。先週湯河原に行きま
した。途中、江之浦（昔は防波堤し
かなかった）に写真の杉浦博士測候
所がありました。全く知らず当地の
知人から教わったのですが、ちょう
と休館日で行けませんでした。中国
文化センターでは湖社（中国の書の
会）の展覧会があり、目をみはりま
した。未知の世界ばかりが広がって
いき、無知と知るばかりです。CHA
の宇宙にもただおどろくのみです。

仏文翻訳家　岡田桂子
いつも楽しく読ませて頂いております！
ありがとうございます。
株式会社ダイアートプランニング 原口

毎月楽しみに、愛読させていただいて

ます。自分では滅多に行けない様な珍

しい場所や上空からの航空写真は感動

的で毎回楽しみです。
そしてさり気ない草や木や花

建造物に至るまで、想像もつかない

アングルでの写真は
圧倒されます！
次号が楽しみです。
いつもありがとうございます！

ベーシスト  若月 均

「茶柱探検隊」という言葉の響きは、僕が

少年の頃憧れていた、あの「少年探偵団」

となんとなく似ているから好きだ。僕はも

う政府がいうところの後期高齢者だが、志

というものは大きく羽ばたいて、大空を駆

け巡っている。「茶柱探検隊」はすこし倦

怠感のある時には格好の興奮剤になってい

る。多くの表現者たちの持ちたくもない、

持たざるを得ないそれぞれの宿痾に触れる

ことは茶碗の中で恭しく直立する茶柱を覗

き込む時の幸せに似ている。
画士　大村泰久

拝啓
約25年前、自転車で縁を結ばせていただいた者です。
大変ご無沙汰しております。
茶柱探検隊の冊子　楽しみに読ませていただいております。
当方、相変わらず自転車を楽しんでいます。
と、いいたいところですが、昨年末に、かつて天皇陛下も患われたＺの癌が発見され、自転車も半年ばかり自粛しております。（体調は頗るよいのですが・・・）
人生まだまだ、赤板（残り２周）くらいかと楽観していましたが、
案外、もうジャンを迎え、もしかしたら、ラスト直線を残すのみなのかもしれません。
しかし、まだまだ自転車にも乗りたいし、他にもやりたいこともあるので、
近々手術を受けることにし、手術後は、早々に体力回復させ、再度自転車に乗り、できれば草レースにも復帰したいと思っています。
ちょうど、10年先輩の幻住斎殿のご活躍を見るにつけ、私もまだまだと思う次第です。末筆になりましたが、茶柱探検隊と御社の益々のご発展を祈念もうしあげます。

敬具
電発輪業　福島隆史

「茶柱探検隊」という魅力的な冊子に自分の写真と文章を発表できる誌面を提供してくださり、
誠にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいでございます。
これからも冊子の評判を落とさないように技量とセンスを磨いていく所存です。

ところで、私のような素人同然の寄稿者に寄稿料がないのはごく当たり前のことですが、一
方でページ数や提供誌数に応じた費用負担がまったく発生しないことに心理的負担がないわ
けではありません。デザイン作成料からはじまって印刷・製本代、送付先への配送料など、
1 号あたりの総費用は大台に乗るのではないでしょうか。名目は問いませんので寄稿者にた
いして会費なりカンパなりを一定額請求されることを検討していただけないでしょうか。

すべて御社の負担では、印刷代を抑えるため製版の前工程を削らざるを得ないことは十分に
理解できます。ほんの僅かでも負担が減れば、例えばその分の一部を現行より精度が高い印
刷方法の代金に充当することも選択肢のひとつに浮上してくるかもしれませんね。

高名な寄稿者に会費を要求するのは現実的ではありません。御社の判断で負担者とその金額
を決めていただくのがよろしいのでは。基準がどうであっても私はその候補者の筆頭にあげ
られるでしょうから、二つ返事で協力いたします。ただ、負担額は１ページあたりお札１枚
程度を上限にお願いしたいです。どの紙幣かは責任編集者にお任せしますね。

編集者　ルリバカおやじ

茶柱探検隊 愛読者様からの声 Part1

次ページへ続く➡
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いつも楽しく拝見させて頂いております。
昨年は弊社 LIFE2.0 Web CM にご出演頂
き誠にありがとうございました。
他に何パターンか制作されていますが、
幻住斎様 Ver. の閲覧率が特に高く、こ
れは幻住斎様の高い語彙力が多分に影
響していると考察します。これからも
様々なジャンルの豊富な雑学をCHAに期
待します。

浅野悦男（マニュライフ生命保険）

私が初参加した頃は、30ページ前後の冊子だった茶柱探検
隊。幻住斎氏の「オレの記事は誰も読んでくれない」との
嘆きをよそに、その後毎号、増ページを繰り返してますが、
不思議と制作スタッフの嘆きが聞こえてこないですね。大
変でしょうけれど今後も楽しみにしております。

写真家　田村収

・記事がバラエティに富んでいる。地

域性が出ているのは様々な記者さ

んがご執筆されているからこそで

すね。（杉並在住もいらっしゃいま

すよね !?）
・猫や動物の記事に癒されています。

　編集者  ナガシマ

ご無沙汰です、お元気そうなのは Life2.0 で拝見しました。CHA いつもありがとうございます。　
たまに通勤していますので電車の中で、楽しく見ています。老眼鏡を出さなくても読める大きさの字がうれしいのと、見れなくても読めている写真が楽しいと思っています。
大人のおもちゃ箱をひっくり返したような内容で、特に深く思うものが無いので通勤カバンに入れておくといつまでも新鮮な気持ちで、何回も開いてみることができます。。
そのうちに購読料の振込用紙が挟まって来るのかな？来ればいいな、ずっと送って欲しいから。。。　と思っています。

好久不見的久、、米飯的米、、我是久米

茶柱探検隊 愛読者様からの声 Part1
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〈論文〉 AIは有能！、で、君は無用？。
在野 門外

　私は今手術台の上にいる。部分麻酔だから意識ははっきりとしている。そして周りの医師達
のやりとりから何と無くではあるがその進行が計れる。

　そして何種類かの機械音がして、時折そこから人工音声が英語で聴こえ、それに導かれる

ように手術は進行して行く。

　それは見方によれば、AI機能と人間能力の共同作業であり、ひと昔前なら、この補助
作業も人間が行なっていたのだろう。

　そして現代ではそれ無くしては事が成り行かない所まで来ているのも事実である。

　それでは、果たしてAIはどこまで人間の領域に迫れるのだろうか。いやむしろ、人間はどこ

までAIの世界で生き残れるのか？
　当然の事ながら、これだけ医学が発達した現代でも、人体全体の調和に対しては及ぶ術を

持たないが、こと大脳機能の代理作業はデジタルと言う新しい閃きで代行の門戸が開かれた。

　今や巷で見かける当たり前な日常のそこはかにAIは当然の様に定着している。

　そして悲しい事に、人がやるよりもAIに任せた方が圧倒的にミスが少ないので、その
選択は至極妥当で、利用者は人力の時よりも、大いなる恩恵を得る事が出来る。

　それではこの先、どこまでAIは我々人間を凌駕して行くのであろうか。

　そう思うとその境界線の見極めとその理由について、現代を生きる指針の幾らかの役に立て

る為にも、もう少し考えていなければならないのでは無いかと思ってしまう。

　その事で私にとって衝撃的だったのが、将棋や囲碁の名人にAIが勝った事である。名人
に勝つと言うのはおかしな表現で、AIの性質上、どんな相手であろうが人に勝てばもう誰にで

も勝てるのであるが、それ迄はまさかAIがその世界で人間を打ち負かすなどとは誰が考え
ただろうか。

　そして恐らくあの時に、その両者の境界が少なくとも私の中では脅威として明確になったと思っ

ている。

　幾らか極端な表現が許されるなら、今や人間の考える事ぐらいなら、AIは全てやってしまえ

るのである。

　それでは、AIに変換し得ない事とは果たして何だろう。

　まず第一に考えられる要件は費用の点である。

　具体的に、AIの費用を掛けるなら人件費の方が安い時である。

　この要件は永遠に残るだろう。そしてこの領域で人間はその存在理由を明確に主張し続けられ

る。しかしこの時問題なのは、人間の尊厳を自他共に維持する事が危うくなる弊害が発生

するだろう。

　現に今も非正規社員が中心の軽就労の分野では人手不足が深刻な問題として肥大し続け

ている。

　恐らくこの問題もいずれ広域なAI化が進み、解決されて行くと私は思っている。
　そしてその時には、例えばコンビニやファーストフード業界では、1店舗当たり1～2名の高能

力な専門職員が従事し、それにより就業尊厳も確立するだろう。

　正に今はその過渡期だと私は思っている。
　しかしその時問題になるのは、選ばれた者以外の人類に残された就労は軽作業のみとなり、

結果、貧富の差は今より拡大するのは明白だ。
　次にAIに出来ない事はAIに何をどうさせるかを考える事である。

　そしてその費用対効果を判断する事である。

　この分野は遥か未来では、ひょっとするとAIに置き換わっている可能性を完全に否定できな

いが、当分は人がAIを凌駕して行くだろう。

　最後に人間とAIの代替えが全く不可能な事柄を考えてみよう。

　それによって、この話の結論めいた事を導きだせるかも知れない。

　果たして最もAIに出来ない事とは何だろう。と、周りを見回してみても中々それが見え
てこないし、聴こえても来ない。

　なぜ見つからないのだろう。

　恐らくそれは、身近にある危機を日常で考えていないからだろう。

　それは自分が、AIに満ちた、又はAIでも済む事に満ちた日常を流されるままに送っている

からでは無いだろうか。

　確かに現代は、便利にかつ手軽に情報や快楽を得られる時代になり、人間同士の会話の

中ですら、お互いの情報交換の共有だけに終始する事が殆どで、心の底から慈愛に満ちた

心理交換をする事はまず稀である。

　しかしどうやらそれが最も重要な事で、どれ程慈愛に満ちた日々 を自分の周囲に働き掛ける
かはこの先もAIに決して出来ない。

　何故なら、それをAIに出来るようにする事は簡単だろうが、費用の点から、また機能や効

果の点からも永遠に凌駕する事は無いので、開発する前に結果は見えているから決してAI化

しないのである。

　さてそれなら、明日からどう生活していくか、現代の余りある膨大な情報の中から検索し、そ

の答えは見つけられるだろうか?  また、もし途方に暮れるとすればそれは何故だろう。
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ー沖縄県水納島ー

隆起環礁島。瀬底島民の出作り畑だったが
今は移住して住んでいる。

ミン ナ ジマ

この群青の海に身を任せた文字は、本来の意味の伝達を忘れて、タップン、浮遊する快感だけをお伝えします。　　　〈幻住斎〉

せ そこ
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ミトー　ベトナム
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和田堀散歩
杉並を流れる善福寺川は、全長 11.3kmの小河川です。
中流域の、和田堀公園には、カワセミ・サギ、
雑木林には、モズ・アオゲラなども見られ、
都会に残る格好の散歩道です。

連 

載 写真家  下瀬 成美

オオタカ

ワカケホンセイインコ

1918



gotcha

自然が創り出す矩形の連続は、人が作る造形を常に凌駕する。
それは全ての自然物の表象に織りなされ、我々の日々の目に今も挑みかかっている。    〈幻住斎〉

Photographer 南雲保夫
instagram y.nagumo
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　３月上旬に仕事で１週間ほど九州を訪れることになった。飛行機で大分から入っ
て、宮崎・熊本と移動して鹿児島から帰るというタイトなスケジュール。天気の移
り変わりが目まぐるしく、雨に降られたりもしたが、６日間で仕事自体は終了して
いた。せっかく予備日として１日猶予が出来たものの天気は雨。帰りの飛行機は夜
８時半ということもあって、今回は雨でも時間がつぶせる鉄道旅をすることにした。

　舞台となるのは１日３往復しかしないJR
肥薩線。起点となる人吉駅のある熊本県人
吉市は、県内屈指の温泉地で多くの人は温
泉目当てで訪れる。私も当然、前日に宿泊
して温泉に入って満喫したが、本題はそこ
ではない。まず、駅に着いて目に入るのが
ホーム脇にそびえる岸壁に点在する大村横
穴群である。度々、茶柱記事で横穴墓を題
材にしているが、公共交通によるアクセス
の良さは日本随一だ。墓の数自体は少ない
が、“装飾古墳” という部類に含まれ、場所
によって穴の入口脇に武器や食器や動物等
の彫刻が掘られている特長がある。ただ、
立入禁止柵があって近寄れないため、なん
とか絵柄が判別出来る程度にしか見えない。

　出発時刻が迫ったので、列車に乗
り込む。終点の吉松駅まで間にたっ
た３駅しかない列車だが、当日は日
曜日だからなのか指定席は満席。各
駅５分ほど停車してそれぞれの駅周
辺を楽しむというタイムトライアル
的な要素の観光列車である。最初に
停車する大畑駅は、“大畑” と書いて
“おこば” と読み、この駅と隣駅間に
ある日本で唯一ループ線にスイッチ
バックがあるということで、路線内
で一番有名な所らしい。私は鉄道オ
タクではないのでそのことには興味
が湧かなかったが、この駅舎におび
ただしい数の名刺が貼られているの
が面白い。ここに名刺を貼ると出世
するという噂が立ち、平成４年頃か
ら貼られるようになったらしいが、今では問題になることもある個人情報だらけの
この空間には妙なエネルギーを感じた。駅を出発してから自分の名刺を貼ることす
ら頭に思い浮かばなかったことに気づき、出世に全く興味がないということなのか
と変に納得して、そのまま列車を乗り継いで鹿児島空港から帰途に着いた。                    
　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　収
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　吾輩は「のこぎり屋根」である。我ら

の仲間を探し出し、撮影を続けている女

子がいる。それも半端ではない行動で、

全国闊歩しているそうだ。私を探しあて

たのは数十年前にさかのぼる。３回も来

た。彼女の嗅覚が私を探しあてた。その

時の驚き顔が面白かった。写真を見てく

れたまえ。数メートルの距離に本家と分

家の、のこぎり屋根が建っているのだ。

10連が本家、８連が分家だ。彼女は万歳

をして「うっそーほんとー」と飛び跳ね

て喜んだ。面白いから仲間の変わったの

こぎり屋根を教えてやった。またいつか

紹介しよう。吾輩は、愛媛県今治市別府

に佇んでいる。

　のこぎり屋根とは、屋根の一形式で鋸

の歯の形をしたギザギザ三角屋根をい

う。採光面（ガラス面）から光を取り入れ、

工場建築に用いられる。通常ガラスは北

側に設置し、天候に関わらず一定の明る

さが得られるという大きな利点がある。

［文・写真 吉田敬子］

本家の鋸屋根工場（安野農具製作所 唐箕工場（操業停止））
とう み

分家の鋸屋根工場（安野金網製作所）

のこぎり屋根
吉田敬子・写真家
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夏を育み

秋を刈り、

冬を備えて箱に種。

巡る春を生む機械のうなり、

伸ばす手に彼の嘘のなさ。

「畦畔を塗る、瑠璃紺に春」
Furrow coating, Chathams Blue in Spring

追想する
ということについて

千葉 尋 ( Hiro Chiba ) 

写真作家
東京造形大学大学院
造形研究科 修了
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ササキタクジ 東京生まれ。武蔵野美術大学卒。
90年代、職場であり、青春を謳歌した青山三丁目エリアで、
多くの友達と出会い、酒を飲み、人生を語り……その時の
流れの中で、描き綴ってきた数々の絵は、輝きを放つ。

クローズドハイハットが刻む　　　 シャッフルのリズムが青い闇に浸み込んで、うねるヴォーカルの波間を漂う12小節の旅、そう、ＢＬＵＥＳ。
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茶
柱
絵
画
館

小俣正樹
の世界

バスが止まる度に窓の色が塗り替わる、フィレンツェの温い風は時折川面の香りを運び、　　　　屋並の日々を包み込んで行く。〈幻住斎〉
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