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日本橋髙島屋本館

東京の街はどんどん変化する。久し
ぶりに訪ねると風景は変わってしま
い、以前歩いた道を思い出せなくな
る。建て替わると街は綺麗になるが、
必ずしも美しくはならない。日本橋
を訪ねた。重要文化財の髙島屋本館
の隣にできた新館はピカピカで、郊
外のショッピングセンターのようで
ある。かつて自分にとってデパート
は別世界であった。そこへ行くだけ
でワクワクしたものである。それを
もう感じないのは、自分が年齢を重
ねたからであろうか。９年前に描い
たスケッチが、私にとっての大切な
街の記憶である。

岸　成行（きし まさゆき） 建築家

第８話
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　“愛の街パリ”とよく言われるが、誤解を恐れず言えばそれは

セーヌ川に負うところが大きいと思う。セーヌ川沿いの道、河岸、

セーヌ川に架かる橋の上、老若男女問わずとにかくカップルが

多い。みんなセーヌを眺めながら歩いたり話したりしている。

　理屈ではない、この場所は恋人（愛する人）と過ごしたくなる

場所なのだ。

　ボートが作る波、太陽や夜景に照らされる波を見ていると、

人生の大半を東洋で過ごしている自分もとてもロマンチックな

気分になる。さらに河岸で演奏される音楽が聞こえてきた時に

はその気持ちはいっそう強くなる。

　“セーヌ川”＝愛の川、昔も今もこれからも、それは変わらず在

り続けるのだと思う。

20 代の頃、留学で滞在したパリに魅了される。
帰国後も度々パリを訪れ、
パリの風景・パリの人々を描き続けている。

絵・文　近藤貴洋 https://prkondo54.wixsite.com/kondoconte

5/4 - 5/11 Gallery Ohno Atelier （Osaka）  "PARIS Paris Je t'aime"

PARIS①セーヌ川
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　細菌やウイルス、あるいは化学物質が
ヒトにどのような影響を与えるのか、そ
うした研究をする際には、培養した細胞
をそのような対象に暴露してみるのが
手っ取り早い方法です。ところが残念な
がら、ヒトの細胞はなかなか培養ができ
ませんでした。
　こうした中で、1950年代に亡くなった
ヘンリエッタ・ラックスが患った子宮ガ
ンの細胞から、永遠に培養し続けられる
細胞が開発されました。その細胞は、彼
女の頭文字をとって〈HELA細胞〉と呼ば
れています。
　このヒーラ細胞は売買され、いまだに
生理学・医学の分野においてたいへんな
貢献をしています。培養された細胞のボ
リュームはこれまでに5000トンにのぼる
とされているのです。

　かつてこのヘンリエッタ・ラックスと
ヒーラ細胞のドキュメントである『不死
細胞ヒーラ』（原題‘THE IMMORTAL 
LIFE OF HENRIETTA LACKS’）を 読
んだ際、AMAZONに次のようなレビュー
を書いたことがあります。

　例えば、あなたが健康診断で血液検査
を行ったところ、その血液細胞に極めて
大きな特徴があり、それをもとにして不
治の病の治療法が開発されたとする。
　もちろん、結果的に細胞の提供者と
なったあなたには、医学に貢献した名誉
と満足感が得られるかもしれない。
　しかし、その治療法の開発があなたの
いっさい知らないところで行われ、まし
てその治療法や薬品に特許が設定された
上、開発した会社が何千億円という利益
を上げても、その開発の素材を提供した
あなたには何らの利益ももたらされない
としたら…。
　たぶん、多くの人は釈然としない想い
を抱くことだろう。

　市場原理が重視される今日では、この
ような問題はいつでもどこでも起きる可
能性がある。
　しかし、素材の提供者に大きな権利が
認められ、そのような開発に自分の血液
や、細胞が使われることを拒むことがで
きるとすると、医学や科学の進歩の大き
な妨げになるかもしれないのである。
　あなたの血液は、あなたの体の中にあ
る限りあなたのものだが、採血された血
液は、あるいはティッシュで拭き取った
血液については、いったい誰が権利を持
つのだろうか…。本書の著者レベッカ・
スクルートは、本文でヒーラ細胞のド
キュメントを語り終えたあと、いささか
長めの「あとがき」において、この大きく
て重い課題を読者に投げかける。

（以下略）

　《nature》の2013年8月8日号を読んで
いたら、「HeLa細胞株をめぐる和解への
道」と題した記事が掲載されていて、興
味深く読みました。

文   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。

…her father often said he “feels 
compensated by knowing what 
his mother has been doing for 
the world”.

「母が世界のためにどう役立ってき
たのか知ることができれば、報われ
たという気持ちになれる」

　ワクチンの開発や病理学の研究への多
大な貢献と共に大きな富を生み出しなが
ら、本人はもちろん、その遺族子孫が60
年の長きにわたって何も知らされず、日
本でいう「生活保護」を受けるような貧困
にあえいでいたという、この世の中の仕
組みに、どこか理不尽さを感じさせる出
来事ではないでしょうか。

Henrietta Lacks with her husband David.

40 41



こんにちは、茶々です。
ちょうどこの原稿を作成しているときは桜も満
開なのですが、皆さんがこのページを目にする
ときは新緑の季節を迎えていることでしょう。
今回は 4～ 5月の季節を意識して「桜」「藤」
を背景に艶やかな舞妓を描いてみました。
きめ細やかで美しい着物の絵柄は切り絵として
ピッタリの題材になりました。
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季節を感じる事をしよう

　冬の寒さも和らぎ、春めいた季節になりましたね。
　今回は立体切り絵作家の濱直史先生のワークショップに参加し
ました。濱先生とはウエイドでもお仕事をする機会があったので
すが、なかなかお会いする機会がなく、お会いできるのをとても楽
しみにしていました。場所は御茶ノ水の「エスパス・ビブリオ」とい
うデザイン事務所が運営している写真集やデザイン関係の本を扱
い、カフェを楽しみながらゆっくりできるお洒落なところでした。
ワークショップやトークショーも随時行われているみたいです。

いよいよ濱先生にご指導いただく！
　濱先生のご挨拶があり、今回制作する桜の模様が入った鶴の説
明をしていただきました。最初に道具の説明で、カッターのもち
方と切り方を一から教わりました。カッターは引く力で切るの
が、一番きれいに切れるそうです。無理に力任せにやってもカッ
ターマットを切っているだけで、無駄に疲れます。持ち方はカッ
ターを垂直に立ててもつことが大事で、紙も垂直に切れますの
で、断面がきれいになります。先生の通りにやると、今までに比べ
てとてもきれいで楽に切れました。

ウエイドも立体切り絵をやりました！
　ウエイドでも今回の濱先生の刊行にあたり、社員一
同で一作品作り上げました。一人1時間近くやったで
しょうか、合計10時間ぐらいかかりましたね。濱先生に
も見て頂き、とても感激されていました。この蝶の写真
も撮ってくれました。今後とも東京でワークショップ
をやる機会を増やすということなので、また行きたい
と思います。

　そして、次は折り線をつけて切り抜きです。折り線は先の尖った
ピンセットでつけます。筋をつけるときは、ピンセットでほんの軽
くなぞる程度です。力が強すぎると紙を切ってしまいますので、要
注意です！必要な部分を切り抜くのですが、カッターの刃は逆に寝
かせて、安定させて切ります。

 　次に山折り、谷折りと先生の指示で組み立
てます。折り方は普通の折り鶴と比べて違う
ので、先生の言う通りに折っていきました。も
う完成なのですが、先生のおすすめは翼の部
分を指で折り曲げていき、カールをつけて、動
きを出すことです。桜の模様がとても美しく、
春らしさを感じます。

濱直史の「花模様の立体切り絵」
しなやかで繊細な曲線が
重なる美しいペーパーアート
河出書房新社

立体切り絵に
挑戦！

きれいに切り抜かれたよ

蝶々が頭に止まったよ！

お茶をしながら、ご歓談♪
　最後は質疑応答でみなさん熱心にご質問してい
ました。先生は作品を作るのに何時間も座りつづ
けるのですが、下半身のむくみ対策にバランス
ボールに座って作業されるそうです。意外ですね。
あと、カッターの刃やカッターマットも惜しみな
く変え、カッターの刃は250枚、常時ストックして
いるみたいです。

今回、立体切り絵
をした本だよ！
ぜひ、挑戦してね！

刃は常に垂直に立てて、
向きが変わるときは
用紙を回転させてね！
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　学生時代、関西出身の友人が東京のうどんは
つゆの色も味も濃すぎて嫌いと言った。蕎麦好
きの私は、幼い頃病み上がりに消化によいと食
べさせられた、柔らかいうどんが苦手だった。
　ところが雑誌編集者として全国に行くと、秋
田の稲庭うどんや京都のカレーうどん、讃岐の
セルフなど、各地で様々なうどんに出合い、出
汁や醤油の味の違いや旨さがわかった。関東と
関西のつゆの違いは出汁の取り方にあり、その
原因は水にある。同じ軟水でも、関西の水はよ
り軟らかく昆布の出汁が早く取れる。関東では
分厚い真昆布や利尻昆布で出汁を取るのは時間
がかかりすぎ、薄っぺらい日高昆布が一般に使
われる。鰹節も同様で、出汁が薄いから、醤油
で味を整えざるをえない。東京に出店した京都
の名料理店が、水も運ぶという話も頷ける。
　地下に琵琶湖並みの水がめがある京都は、出
汁はもちろん、豆腐や京野菜、お茶からお酒まで、
食は水の恩恵を受け、鴨川や疏水など水辺が美
しい景観を生む。暮らす旅舎の本『水の都　京都』
（実業之日本社）は、水をキーワードに京都の旅
の魅力をまとめた１冊だ。
　また最新刊の『福を呼ぶ　京都　食と暮らし
暦』（小宮理実著　青幻舎）は、著者が生まれ育っ
た京都の家庭料理の魅力を年中行事とともに伝
える本だ。かつては京都の蕎麦つゆにがっかり
したものだが、今では美味しい蕎麦屋さんが京
都にも増えた。昨今、日本中どこでも各地の味
が味わえるようになったが、この本を通してま
だまだ知らない食文化を発見できた。

暮らす旅  京都

出汁の決め手
文／松岡伸吾（暮らす旅舎）

写真協力／ studio BOW 濃い昆布出汁のはもと新玉葱の鍋。

白川にある行者橋で撮影した表紙。

下の料理等50品を紹介した最新刊。
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1
2
3
4
5
6
77
8

Welcome Pavilion
Health Centre and Restaurant
Room Block
Yoga Pavilion
Service Block
Waste Water Pond
WWaste Water/ Sewer Treatment Plant
Swimming Pool

LAYOUT PLAN

Ε

足を踏まれ、ようやく選んで向かったレジ
は激混みでイライラ、電車の時間も迫りハ
ラハラ……と肉体的かつ精神的苦痛を「味
わう」ことになる。なので、あらかじめリ
サーチして狙いを定めておいて、サッと買
うことをおすすめする。

　僕は「これ」というのを決めており、そ
れは岩手県の駅弁「平泉 うにごはん」であ
る。店の入り口のところで平積みになって
いる人気の品で、迷うことなく手にしては
すぐさまレジに並び、パスモでピピッと会
計してその場を離れる。
　手のひらにちょうどいいサイズの弁当
で、蒸したうにがご飯の上を半分占め、醤
油づけのいくらも入っている。数年前に東
北に行った際、一ノ関駅で購入したときは、
ここが本場なのかとじーんときた。

　そんな駅弁との出合いは子どもの頃に遡
る。帰郷する際、母と妹と３人（父は仕事
の関係で数日遅れで帰省）で、決まって幕
の内弁当を食べていた。まだ新幹線はなく、
上野駅に停まっている特急の指定席に僕と
妹と荷物を残して、母はそそくさとホーム
の弁当売場に向かった。それが必ず幕の内
弁当だった。なので駅弁というのは幕の内
しかないものと思っていた。

　僕の実家は長野県にあり、年末年始やお
盆休みには必ず帰省するようにしている。
実家と言っても育ったのは神奈川県だし、
長野県民として住んだのは10代の頃の４年
間だけなので、信州のことについて聞かれ
てもわからないことが多い。まあ、何はと
もあれ、近すぎず遠すぎずといった場所に
実家があるのはよいものである。
　以前は帰省ついでに東京駅のコインロッ
カーに荷物を預け、周辺をぶらついてみた
り、気になったお店でご飯を食べたりした
ものだけれど、ここ数年は行ってみたいと
ころもないし、店はどこも混んでいて落ち
着かないし、寄り道せずに帰るようになっ
た。ようするに面倒くさくなったのである。
トシだ。

　そうは言っても、何もせずにただぼけっ
と新幹線に乗って帰るだけというのもわび
しい。そこで普段は食べることのできない駅
弁を買って、車内で楽しむことにしている。
　東京駅には全国の有名な駅弁を売ってい
るところがあり、店名の「祭」そのもの、
いつ行ってもすごい人だかりである。「さて、
何を食べようかしらん？」などと甘い気持
ちで向かうと、目移りしてなかなか決めら
れず、行き交う人のショルダーバッグでボ
ディーブローを食らい、キャリーバッグに

　おそらく母は、ご飯と種々のおかずとい
う食卓の様子をそのまま弁当に収めている
という点でベストだと考えていたのだろう。

　最初は駅弁というだけでウキウキしていた
ものの、途中の高崎駅にある「だるま弁当」

（だるまの形をした赤い容器で食後は貯金箱
にできる）や、横川駅の「峠の釜めし」（益子
焼のずっしりした土釜に入っている）など
の存在を知るにつれ、幕の内弁当の持つ食
卓の縮図的日常性に満足できなくなった。
　小学校も中学年になると「脱・幕の内宣
言」をして、峠の釜めしまでの２時間弱を
ひとり我慢することにしたのである。（補
足：今は新幹線ゆえ２時間弱待っていると
長野駅に到着してしまう）
　横川駅では、群馬県と長野県をまたぐ碓
氷峠を越えるために、特急列車の後方に機
関車２両を連結するためしばらく停車す
る。だから、小学生でも慌てることなく、
ホームで立ち売りしている釜めしを買って
戻って来られたのである。土釜に入ってい
るせいか、まだ少し温かいことに感激した
ものだ。
　次の軽井沢駅まではトンネルばかりなの
だが、そのトンネルとトンネルの少しの間
に見られる景色はこのうえなく、眼下に流
れる川や、廃線となった古いレンガのめが
ね橋、濃い緑や白銀に彩られた山々といっ
た偉容に目をみはった。車窓からの絶景を
眺めながら食べる釜めしは、格段に美味し
いと感じたものだ。

　そんな駅弁にまつわる記憶でもっとも衝
撃的な出来事は、父と２人で仙台を旅行し
た帰りのことである。大ヒットしていた大
河ドラマ「独眼竜政宗」が放映されていた
昭和 62 年。
　観光を終え、仙台駅始発の新幹線に乗り、
荷物を網棚に載せた父は「駅弁を買ってく

るけど何がいい？」と聞いた（どうしてう
ちの親は車中で荷物監視ばかりさせて、駅
弁売場に自分の息子を連れていかない！）。
仙台には、だるま弁当も峠の釜めしもない
だろうし、駅弁の知識もなかったので「幕
の内弁当」と答えた。
　列車が走りだし、窓際の席が取れなくて
残念だな、と思いながら食べていると、缶
ビールを飲んでいた父がおもむろに袋から
自分の弁当を取り出した。なんと、牛肉が
たっぷりご飯の上に載ったとんでもなく美
味しそうな駅弁なのである。
　母はベジタリアンで、これまでそんな罪
な弁当が世の中にあることなどひと言も口
にしなかったのだ。
 「少し食べるか？」と父は僕に肉を分けて
くれたけれど、もっと分けて、いや、いっ
そ丸ごと取り換えて、とまではさすがに言
えなかった……。
　このときの幕の内弁当による挫折感は非
常に大きく、幼心にもう二度と食べるもの
かと固く心に誓ったのである。

　ところが、平成最後の冬にして、なんと
数十年ぶりに食することとあいなった。学
生時代の友達が静岡県の三島に住んでいる
ことがわかり、１泊して久しぶりの再会を
楽しんだ帰りのこと。前の日はうなぎを堪
能し、夜更けまで昔話に花を咲かせてしこ
たま飲んだ。朝寝坊したその日は、適当に
喫茶店で軽く食べただけだったので、夕方
近く少しお腹がすいていた。
　新幹線の指定を取っていなかったのだ
が、東京まで直通で帰れる「踊り子号」に
乗れることがわかった。自分が小学生の頃
から走っている特急列車である。
　切符を取って時間まで待っているあい
だ、友達が「車中で」と缶ビールと駅弁を
買って渡してくれた。それが幕の内だった
のである。数年前に大ヒットしたラブコメ

　新幹線開通により、横川駅はルートから
外れてしまいました。「峠の釜めし」は東京
駅で購入できるものの、時間帯によっては
紙容器でしか手に入らず、それじゃあ「紙
めし」じゃん、と突っ込んだ人も多いとか。
　小話はさておき。
　引用文献や参考文献のタイトルを調べる
際に頼りにするサイトの一つが「国立国会
図書館サーチ」です。試しに簡易検索で「駅
弁」を入力すると、「本」「記事・論文」「新聞」

「児童書」「レファレンス情報」「デジタル資
料」「その他」「立法情報」を含む「すべて」
の条件で、なんと 1123 件もヒットしました。
駅弁に関する言及を含めるものという広い
意味ではあるものの、数多くの記述がある
ことに驚きます。
 「本」に絞って古い順に並べ変えてみたと
ころ、瓜生忠夫さんの『駅弁の旅』という、

出版の窓

ドラマのワンシーンに登場したものらし
い。掛け紙には切り絵のような富士山と松
が描かれている。
　ありがたく頂戴して、お互いに照れくさ
い言葉を交わし再会を約束して別れた。
　
　踊り子号の車内は、改装により利便性が
図られてはいるものの、やはり昭和の列車
だった。そのたたずまいは、子どもの頃の
帰省の特急にどことなく似ていた。老朽化
によって近々引退してしまうらしい。
　三島駅を出発してしばらくすると車窓か
ら海が見えた。夕刻の曇り空だったけれど、
間近に海が見えるのは気分がいい。弁当の
とじ紐をほどくと、古式ゆかしい幕の内が
現れた。缶ビールを開けて喉を潤し、俵形
のご飯を静かに口に含んだ。

　駅弁で不思議なのは、冷たい弁当にもかか
わらずそれに疑問を抱かせないことである。

　駅にあるコンビニで買った弁当を温めず
に車内に持ち込めば「こんな冷たいメシ食
えるか！」と不機嫌になりそうだが、駅弁
の場合おかまいなしに「ああ美味しいな」
と思える。
　おそらく、各地の名物というブランド力
や、新幹線や特急列車のシートに座るイベ
ント性が思考にフィルターをかけているの
だろう。
　もっと言えば、移動する車内で食べると
いう時間と空間の特殊性により、現実を少
し飛び越えてしまうのかもしれない。車窓
に見る景色は、不思議と心象という内的な
動きを呼び覚ます。窓の外の過ぎ行く風景
と、心に浮かび上がるイメージ。この種々
のシーンの展開は、味覚に魔法をかけて、
何もかも魅力的なものに変えてしまう。
　だからこそ、それが冷たい幕の内弁当で
あろうが、もうそんなことはどうでもよく
て、もくもくと箸をすすめてしまうのだ。

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。

著者プロフィール

日本能率協会から1740年に出版されたも
のがトップに表示されました。しかし、1740
年は徳川吉宗の時代です……。制約事項に
ある「国立国会図書館蔵書の「出版年」の
不正確な表示にあっけなく遭遇してしまい
ました。検索方法を変えてみたところ、その
本の出版年は1974年が正しいようです。
　同サイトで、タイトルに「駅弁」の文字が
入った最初の「図書」で探してみると、1963
年の早川書房による『駅弁日本一周』と出
ました。そう、東京オリンピックの１年前で
す。もしかしたら、2020年に向けて駅弁の
本や特集記事などがこれから増えるので
は？と期待に胸を膨らませるこの頃です。
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2007年開設のブログ
「陶芸七味」を毎日更新中。

　ブードリオ村はどうやったら行けるの？
　土笛で音楽が演奏できるものを一般的にオカリナと呼ぶ。オカリナはブードリ
オ村というイタリア・ボローニャ県のドナッチという人によって、土笛を改良さ
れ楽器として創製されたそうだ。
　ウイキペディアでオカリナを調べると、概要には以下のように示されている。
－オカリナ（ocarina）という名称は、イタリア語の「oca（ガチョウ）」に由来す
る造語 で、 「-ina」は "小さい" を意味する接尾語であるから、「小さなガチョウ」と
いった意味合いである。－
 
　ある日、私がアトリエで轆轤を引いていると２人のかなり年輩の男性が訪ねて
きた。「自分たちはNHKのカルチャーセンターでオカリナ演奏を習っているのだ
が、あなたがオカリナについて詳しいので教えて欲しい。」「演奏は出来ないがオ
カリナの作り方なら教えてあげられる。」と、私は答えた。その日から毎月２回、
NHKのオカリナの講座のあった日、半年間、彼らは私のアトリエに通った。
 

ろく ろ

　私は、三つの方法を彼らに教えた。まず最初、①粘土を手の中でオカリナの形
に作り、その真ん中を細い針金で切って中をくり抜いて空洞にし、歌口を作って、
二つの切り口を接着する方法、次に②事前に用意しておいた石膏型に粘土を押し
つけて空洞を作る方法、そして、最後に私のオリジナル法、③竹串１本を道具に
粘土をつまみながら仕上げる方法を教えた。
 　私はそれまでオカリナをたくさん作っていたが、その歴史とか、市販されてい
るものがどんな方法で作られているのか気にした事はなかった。それがこの２人
の男性にオカリナの話を何度もしていくうちに、楽器として成立させたドナッチ
の生まれたブードリオという土地を見たいと思うようになった。
 
　それ以後、ブードリオ村に行けたら面白いという事が心の中に広がっていった。
　ある日、街に出たとき、ふと、旅行社に立ち寄った。あまり客が居なかったの
でついブードリオというイタリアの村へ行くにはどうしたらよいのかと旅行社の
人に尋ねた。その人は、素早くネットで検索し、いつ行くのかと私に尋ねた。私
は仮に行くならば気候の良い５月、連休の少し後位？……と答えた。すると彼女
は透かさずどの位の期間行くのかと再度尋ねた。私は一週間くらい行けたらと答
えた。その時は、まだ彼の地へ行く事など真剣に考えてなかったが、ふと具体的
にどれくらい費用が掛かるのか気になった。それを私は小さく口の中で呟いた。
すると、彼女はそれを聞き逃さず、期間、ホテル、航空機代などを打ち込み、即
座に旅行の日程表と費用をプリントアウトした。
　その流れの中で私の意識は、ブードリオに行くことに決めてしまっていたみた
いだった。

陶芸家：紅里桃江
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今回ご紹介したい視覚玩具は「ソーマトロープ」

1824年頃、イギリスで発表されました。

表と裏に描かれた絵を回転させることで交互に見え、

残像現象によって1つの画像に重なります。

残像を利用するという点で、

アニメーションの元祖と言えるのではないでしょうか。

視覚玩具とは19世紀に発明されたアニメーションおもちゃ。

くるくる回すとまるで魔法のように絵が動き出す

映画、アニメーションの原点と呼ばれる玩具です。

200年ほど昔、テレビもなかった時代の人々は、

色々な工夫をしてアニメーションを楽しんでいたのですね。

❶紙を丸く切り抜きましょう。 ❷表と裏に違う絵を描いてみよう。
　上下を逆に描くとうまく重なるでしょう。

❸両端に小さな穴を作り
　輪ゴムを通します。

❹輪ゴムをねじり回して見てみよう。
　表と裏の絵が混ざって見えるよ！

「ソーマトロープ」作ってみよう！

http://www.hilameki.com

イラストレーター／アニメーション作家
手作り視覚玩具を使った展示、
ワークショップなど開催しています。
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た。アパートの住人同士の接点も
なく、オーナーとも顔を合わせる
事もなくなった。入居から退去ま
で面識すらなく、仲介業者に一任
にされ、互いにプライバシーを尊
重する世の中になった。　
　
　母が他界し、私はなつかしい実
家のオーナーになった。
　部屋の契約期限が切れ、退去す
る人も時々あり、その住人との縁
もこれで終わりかと思っていた
が、それから１年後位にアパート
の隣に住む従姉のところへ突然、
退去した住人の訪問があったと、
連絡を受けた。
 「いまでも近くの美容院に来てい
るので寄ってみたの」と、旅の土産
を持って現れた。「入居時は、あま
り話もしなかったのに」と従姉は
言っていた。数日後、また別の退去
した住人が「郷里から柿を送られ
てきたので、寄ってみた」と、訪問
の連絡を受けた。従姉は「私、大家
じゃないのにねぇ」と「従姉が親切
だったからよ。なつかしくなった
のね」と、従姉に礼を言った
　たぶん、２人の退去した住人た
ちは、それぞれ人生の１ページに
この町があるのだと感じた。プラ
イベート条例が施行され、人との
交わりが少なくなっても、まだ人
の心に思い出が残ると心が温かく
なった。
　ほとんどが核家族となった現
代。やはり人との交わりを心底で
求めている。それは身内ばかりで
なく血縁のない他人でも同じでは
ないのか。

　こうして新元号（2019年５月）に
なっても次世代へ、はだで感じる
ものを大事にしたい。

　昭和30年代の東京、どこもかし
こもほとんどが畑や田んぼが一面
に拡がっていた。世田谷の町もほ
とんどが畑で、畑の隅には人の排
泄物を蓄積した肥溜め（幅90㎝×
縦180㎝位だが深さは予想がつか
ない、肥料にする糞尿を溜めてお
くための器）があった。

　副都心の新宿の街まで私鉄で20
分程、その私鉄も各駅停車と急行
電車しかなく（現在は特急、準特
急、快速もある）、駅から４分のと
ころに私の育った家があった。２
階は学生、社会人に部屋を貸して、
母は下宿屋のおばさんをしてい
た。下宿といっても４畳半にガス
台があり、トイレと流し台は共同、
風呂は銭湯を利用だが入居する人
が多く、いつも満室だった。母と下
宿人は、挨拶は勿論の事で、時間が
ある時は茶の間に上がってお茶を
飲みながらいろいろな話をしてい
た。新潟出身の母は、日常会話は新
潟弁で話し、時々、会話が噛みあわ
ないことがあったが私には違和感
はなかった。
　下宿人が大家宅のぬれ縁のガラ
ス戸をトントンたたき「おばさん」
と声をかけると、母は「お茶でもど
うかね」と茶の間に招き入れた。

「おめさん、なじら？」「やだ、おば
さん 今２時よ」と時 計を指 す。

「ちゃうて、お加減は、いかが？」
と、そんな感じで大笑いし、下宿人
と大家は身内のような親しみが
あった。

　21世紀になり、時代は急速に変
わった。あの頃の田畑は住宅地と
なり、アパートはワンルームでも
キッチン、バス、トイレ、洗面台付
きで、下宿からアパートへ変貌し
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き

5958



　いつもの日常の中で特別
ではないけれど、ゆっくり
本でも読みながら、おいし
いコーヒーでもあったら…
お気に入りの喫茶店で過ご

す日曜日の午後っていいですよね。いやい
や喫茶店だけに限らないのでは？緑の多い
公園でも、川の堤防でも「日曜日の午後の喫
茶店」のような気分になれる場所ってある
んじゃない？（個人的にですが…）というこ
とで今まで色々紹介してきましたが、今回は
28 回目にして初めての喫茶店です。本日の
おすすめは府中市にある喫茶店「菩提樹」。
　特に目的もなくぶらぶら散歩するのって
楽しいですよね。下調べもしないで自分の
ペースで好き勝手に歩くのです。そ
して歩き疲れたら…最近では便利な
ものがありまして、google マップを
“ポン”と開くのです。GPS 機能をオン
にしていれば今いる場所が表示され
るでしょう？そしてその周辺の飲食
店などの情報も。気になる名前のお
店があったらそこに向かって GO で
す。大体は「普通」で中には「はずれ」
もあるのですが、たまにとんでもな
い「大当たり」のお店があったりする
のです。
　実家のお使いで府中に行った際に、
少し散歩しようかな～と、いつもの
ように歩き始めて大國魂神社のわき
道を入ったところで、google マップ
を “ポン” として表示されたのが今回
おすすめの「菩提樹」でした。
　住宅街を通り抜けて「こんな所
に？」と不安になってきた頃に、竹林
の中から「ホー、ホケキョ」と鶯の
声！「う～ん。なんだかいい感じ」。少

　いつもの日常の中で特別
ではないけれど、ゆっくり
本でも読みながら、おいし
いコーヒーでもあったら…
お気に入りの喫茶店で過ご

す日曜日の午後っていいですよね。いやい
や喫茶店だけに限らないのでは？緑の多い
公園でも、川の堤防でも「日曜日の午後の喫
茶店」のような気分になれる場所ってある
んじゃない？（個人的にですが…）というこ
とで今まで色々紹介してきましたが、今回は
28 回目にして初めての喫茶店です。本日の
おすすめは府中市にある喫茶店「菩提樹」。
　特に目的もなくぶらぶら散歩するのって
楽しいですよね。下調べもしないで自分の
ペースで好き勝手に歩くのです。そ
して歩き疲れたら…最近では便利な
ものがありまして、google マップを
“ポン”と開くのです。GPS 機能をオン
にしていれば今いる場所が表示され
るでしょう？そしてその周辺の飲食
店などの情報も。気になる名前のお
店があったらそこに向かって GO で
す。大体は「普通」で中には「はずれ」
もあるのですが、たまにとんでもな
い「大当たり」のお店があったりする
のです。
　実家のお使いで府中に行った際に、
少し散歩しようかな～と、いつもの
ように歩き始めて大國魂神社のわき
道を入ったところで、google マップ
を “ポン” として表示されたのが今回
おすすめの「菩提樹」でした。
　住宅街を通り抜けて「こんな所
に？」と不安になってきた頃に、竹林
の中から「ホー、ホケキョ」と鶯の
声！「う～ん。なんだかいい感じ」。少

し入り口が分かりにくいながらも無事到着
です。
　広くもなく狭くもない店内の窓からは竹
林しか見えません。流れる音楽はクラッ
シック。「どうぞ好きなだけリラックスして
ください」と言わんばかりの「日曜日の午
後」にピッタリの雰囲気です。ここで〇ひと
つ付きました。この日はマンデリンとマロ
ンケーキをいただきましたが、スッキリと
雑味のないコーヒーと洋菓子と和菓子のイ
イとこ取りのようなケーキで◎。素敵なお
店見つけちゃいました！目と耳と舌で癒さ
れます。居心地が良すぎて時間を忘れてし
まいそうになりますので、予定のあ
る日は避けてくださいね。

　

し入り口が分かりにくいながらも無事到着
です。
　広くもなく狭くもない店内の窓からは竹
林しか見えません。流れる音楽はクラッ
シック。「どうぞ好きなだけリラックスして
ください」と言わんばかりの「日曜日の午
後」にピッタリの雰囲気です。ここで〇ひと
つ付きました。この日はマンデリンとマロ
ンケーキをいただきましたが、スッキリと
雑味のないコーヒーと洋菓子と和菓子のイ
イとこ取りのようなケーキで◎。素敵なお
店見つけちゃいました！目と耳と舌で癒さ
れます。居心地が良すぎて時間を忘れてし
まいそうになりますので、予定のあ
る日は避けてくださいね。

　

珈琲  菩提樹…大國魂神社より徒歩 4 分

本日のおすすめ

珈琲  菩提樹 東京都府中市
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―「過渡期」を生きる―

　まもなく、元号が変わります。元号は、時間の塊と
して、一時代を形成する。まさに今、その始まりにい
ます。そのうえ、４月から新年度が始まり、５月には
春から夏への季節の変わり目にもあたります。
　私は、「昭和から平成」への移行期には、無意識に、
時の過ぎ行くままに身を任せました。マスコミの「平
成回顧」をみていると、自分のことだけ、目の前のこ
とにおわれ、「私の、私にとっての平成回顧」ができ
ていません。準備さえ出来ていないことを自覚しま
した。
　「過渡期」には、「安定期」としての繰り返しの日々と、
「過渡期」にしかない価値観の変容の日々とがありま
す。ここでは、「過渡期」を生きる考え方と暮らし方
を提案してみます。一言で言えば、「いちいちの出来
事に動ぜず、暦や季節感を大切に、日々の感性を研ぎ
澄まして、生きてみませんか？」というものです。
　ご存知のとおり、新元号の開始は５月１日で、新年度
は４月１日から始まっております。新年度はひと月先
行しています。外国人労働者の受け入れや残業の規制
など、新年度から始まる新制度のいくつかは、新元号
の時代のありように影響を与える要素になりえます。
　変わらずにめぐりくるのは季節です。季節は春から
夏へと、移ろいます。春は、２月４日の立春から始ま
りました。立春は、春の始まりというだけでなく、一
年の始まりでもあります。茶摘が始る「夏も近づく八
十八夜」、台風が来る「二百十日」「二百二十日」の数
え始まりは、立春の日が起点になります。今年の立夏
は、５月６日です。この日から、夏が始まります。立
夏の前日までが、春です。５月５日までです。
　５月５日は「こどもの日」と呼ばれていますが、も
ともとは「端午の節句」と呼ばれて「五節句」のひと
つです。「五節句」は、１月１日の元日、３月３日の
雛祭り、５月５日の端午の節句、７月７日の七夕、９
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第三回

三品隆昭　香道大枝流　家元、山形大学連携研究員

月９日の重陽の節句、をいいます。お気づ
きのように、奇数が重なる日です。古来、
奇数を陰とし、偶数を陽として、「陰陽」と
いいました。奇数の陰が格上で、偶数の陽
が格下として理解されてきました。今風に
言うと、パワーのとても強い日が「五節句」、
といえます。「五節句」を太陽暦で表現する
ようになったのは、明治５年 11 月９日のこ
とです。この日付けは、太陰暦（お月様の
運行を基準にした暦。当時までの千数百年
間は、太陰暦が基準の暦。サブが太陽暦で
の二本立ての暦でした）によります。それを、
大隈重信公が、日付けの数字だけを太陽暦
に入れました。結果として、梅雨空に向かっ
て七夕をする暦を作りました。名付けて「太
陽暦採用記念日」。前にも書きましたね。回
り道をしましたが、もともとの「端午の節句」
は、６月７日になります。笹餅をいただく

日です。待ち遠しいですね。
　日付けのことを書いてきました。元ネタ
は『暦』です。各種市販されておりますが、
幕末までは、幕府発行の「伊勢暦」が中心
でした。農事歴としては、日本全国をひと
つの暦で対応させることができないために、
福島県会津地方の「会津暦」、岩手県では、
文字を読めない方にも伝わるように「南部
目くら暦」など、地方ごとに、工夫された
暦が生まれました。
　季節の言葉を集めた『歳時記』も編集さ
れました。私たちの祖先は、姿のない風や
気温にまで言葉を、名前を与え、実際に使い、
五，七，五，七，七の 31 文字の短歌や五，七，
五の 17 文字の俳句として遺しました。季節
の言葉、季語と俳句をまとめたもので『季
寄せ』というバリエーションもあります。
一度、本を開いてみませんか？
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日本初の暦は百済から伝わる
　日本で最初に暦が登場するのは「日本書紀」
です。欽明天皇14（553）年のことです。朝
廷が「暦博士、易博士などが交代の時期である
から代わりの人を送って欲しい」と百済に遣いを
送ったところ、百済から暦博士が渡来し、中国
の暦本をもたらしたといわれています。
　当時の百済では南朝宋の元嘉暦を使用して
おり、日本にもこの暦が伝えられたと思われま
す。平成15（2003）年２月に奈良県高市郡明
日香村の石神遺跡で、持統天皇３（689）年の
３、４月を示す「木簡暦」が出土し、新聞にも大
きく報道されました。そこに記されていたのは
日本で最初に採用された元嘉暦でした。
　元嘉暦は中国南北朝時代の宋でつくられ、
445年から使用されていたもので、百済でも
宋と同じ時代から採用されていました。しかし
当時の日本には暦を編纂する知識がなかった
ため毎年の暦は百済から渡来した暦博士によっ
て編纂されました。
　中国では皇帝は天命を受けて即位したとみ
なされており、正しい暦を民に授ける行為は皇
帝の義務であり、特権とされていました。特に
天体現象は天の意志の現れであり、そのため
新王朝は新しい暦を天命として作成しました。
こうして定められた暦法は中国の臣下とされた
百済をはじめとする近隣諸国にももたらされて
いました。日本には、宋の元嘉暦以降、唐の
麟徳暦、大衍暦、五紀暦、宣明暦と合わせて
五つの暦が伝来しました。

中国の暦をそのまま使用
　日本人は多くの産業、技術分野で朝鮮半島
の渡来人に依存していましたが、６～７世紀に
なると大和朝廷は中央集権的な支配を強化し、
中国の隋や唐の諸制度を取り入れ政治機構を
整備し、いわゆる律令国家を成立させました。
　推古天皇８（600）年から遣隋使、そして舒
明天皇２（630）年から遣唐使が派遣されるよう
になると、中国へ渡った留学生が中国書を持
ち帰ったり、中国の学者僧が来日するようにな
り、中国の政治制度、学問、文化の情報が直
接わが国にもたらされるようになりました。７世
紀には天文暦学を管理する役所として「陰陽
寮」が設立されました。陰陽寮には「陰陽頭」と
いう長官の下に天文現象の天文博士、暦の計
算・編纂に責任を持つ暦博士、陰陽道に基づ
く占術を行う陰陽博士などが置かれました。
　しかし、中国から渡来した暦をそのまま使用
していたので、そもそも緯度・経度が中国とは
違うため日食・月食などはズレることが多く、
季節の予報もかなり違ったようです。

長年使われた宣明暦
　10世紀に陰陽頭を務めていた賀茂保憲は、
暦道を息子に譲り、天文道を弟子の安倍晴明
に伝えました。それ以降は賀茂家が暦道を、
安倍家が天文道を世襲するようになりました
が、宣明暦が採用された後は実際の天体現象

（日食や月食など）と誤差が生じても改暦は行わ
れず、800年以上も使い続けられていきます。

一説には宣明暦が難解であった上に、これを
研究しようとする人物が現れなかったからだと
いわれています。また、賀茂家が一族で暦博
士の職を独占し、暦道が家業化されてしまった
ことが研究の停滞を招いたともいえます。
　長年使用されていく中で、各地の暦師は宣
明暦に地方色を取り入れた独自の暦をつくるよ
うになりました。伊豆の三島神社が発行した三
島暦が最も早く世に現れた地方暦とされていま
す。その他に会津暦、丹生暦、京暦、南都暦、
大坂暦、鹿島暦、大宮暦、泉州暦、伊勢暦、
薩摩暦、江戸暦などがあります。
　このように宣明暦を基にした地方暦が多く発
行されたことで、江戸幕府は暦の全国統一の
必要性を感じ、貞享２（1685）年の日本独自の
暦の誕生につながるのです。

日本独自の暦の完成
　16世紀に日本の天文学に転機が訪れます。
突如、種子島にポルトガル人を乗せた外国船
が漂着したのです。この漂着を皮切りにイエズ
ス会の宣教師などが来日するようになり、西洋
天文学が伝えられました。この時、日本人は自

分達の住む大地が丸い球状であることを初め
て知りました。
　19世紀になって幕府の碁方として仕えてい
た渋川春海（安井算哲）は実際の日食や月食と
のズレを改めようと、暦の研究に没頭し、貞享２

（1685）年に日本初の暦法「貞享暦」を完成さ
せます。中国一辺倒から脱却した初めての暦
です。彼は暦だけに限らず天文学にもよく通じ、
暦と天文学とをうまく併合して貞享暦をつくっ
たのです。
　その後も幕府の天文方により、宝暦暦、寛政
暦、天保暦が製作され、改暦が行われていきま
した。弘化元（1844）年に完成した天保暦は西
洋天文学の知識をほぼ全面的に取り入れたも
のであり、太陰太陽暦としては、完成度の高
さで知られています。そして明治６（1873）年
に太陽暦への改暦が行われ、天保暦は旧暦と
呼ばれるようになりました。
　暦の統一と地方暦の合作で色々なことが判
りました。八十八夜や二百十日など、これに加
えて占いの要素が加わってきました。一応暦の
話はこれくらいにして、また暦と占いについて
書きたいと思います。

太陰太陽暦
日本での暦の暮らし

いままで中国における太陰太陽暦について書いてまいりましたが、
それでは日本ではどうであったかということについて色 な々文献を
参考にしながら書きたいと思います。
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日本で使用された中国暦と日本暦

※日本では古来輸入された中国の暦をそのまま使用していたが、渋川春海の貞享暦以降、中国の暦を日本の
　風土に合うように改変した国産の暦を使用した。内田正男編著「日本暦日原典」参考

暦　法 施行年（西暦） 行用年数 制作国・制作者
元嘉暦 推古天皇12年（604年） 93年 宋
儀鳳暦（麟徳暦） 文武天皇元年（697年） 67年 唐
大衍暦 天平宝字８年（764年） 94年 唐
五紀暦 天安２年（858年） ４年 唐
宣明暦 貞観４年（862年） 823年 唐
貞享暦※ 貞享２年（1685年） 70年 渋川春海
宝暦暦 宝暦５年（1755年） 43年 土御門泰邦ら
寛政暦 寛政10年（1798年） 46年 高橋至時ら
天保暦 弘化元年（1844年） 29年 渋川景佑ら
太陽暦 明治６年（1873年） 現在に至る 内田五観ら

参考資料：嘉数次人「天文学者たちの江戸時代」／中村士監修「日本の暦と和算」／石原幸男「暦はエレガントな科学」
　　　　 中村士「東洋天文学史」／上田雄「暦読本」

りょう おんようのかみ

都筑石根
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　初めて台湾を訪れたのは1981年10月、
得意先との取引関係での訪問であった。以
来現在まで、ビジネス、観光、友人のお嬢
さんの結婚式出席などで何度も訪れてい
る。昨年2月には念願であった阿里山駅よ
り森林鉄道で終点祝山駅まで行き、駅前の
展望台より玉山山系から顔を出す太陽を拝
むことができた。
　2019年3月、友人の病気見舞いを兼ね
て台北市を訪れた。台北市内は3年ぶりで
あったが台北メトロと呼ばれている台北捷運
MRT（俗称MRT）が6路線2支線と拡大
されていた。まもなく8路線までに拡大され

　淡水駅１番出口から左前方に淡水河に沿った
老街が見える。ぶらりぶらり両側の店を散策しな
がら進んでいくと右側に「可口魚丸」と書かれた
看板のある店があり、その店の「魚丸湯」は具
だくさんのスープと口の中で染み出す魚のすり
身団子が絶品である。その上非常に安い(１杯30元、日本円で約108円)。
　またすぐ近くには対岸の八里地区に行く船乗り場があり、7～ 8分で八里に到着

すると目の前に「余家孔雀蛤大
王」の看板が目に飛び込んでく
る。この店の孔雀蛤が口では表
せないほど超美味い。この店に
来る客全員がこの孔雀蛤を目当
てにやってくる。御多分に漏れ
ず小生、台北に来ると必ずこの
店で食する。

　入場後、左手に進むと「パンダ
館」があり、親子２頭が元気に遊
びまわっている。入場制限などは
なく、ゆっくりと鑑賞できる。今
回は小学生の団体が何組かあっ
たが、並んで待つことはなかった。

前回訪問した時、見物客は我々しかおらず、監視する係員のほう
が多かったということもあった。また蝶
が好きな方には「昆虫館」をお勧めした
い。２０種類以上の蝶が室内を乱舞して
おり、見物客の頭や衣服に停まり時に
は蝶からのkissもあるかも。

　以上３か所お勧めしましたが、MRT
がまもなく8路線に拡大され台北市内をほ
とんど網羅するので観光スポットに出かけ
るにはますます便利になると思われます。

荻野　眞

るという。市内を巡るには非常に便利であ
る。例を一つ上げると、多くの台湾旅行者
が一度は行くという小籠包で有名な「鼎泰
豊」は、今までタクシーを利用するか、最
寄りの駅から約20分歩かなければならな
かったが、淡水信義線・中和新蘆線「東門」
駅5番出口の前にあった。
　小生、「茶柱探検隊」の読者の皆様方に
台北MRTで行くお勧めの場所を３か所紹
介いたします。このお勧め場所は日本人個
人の訪問は偶にはあるものの団体ツアー客
はほとんどありません。

淡 水第２ 淡水信義線終着駅

　日本が台湾を植民地統治した頃、昭和町
という高級住宅街だった現在の青田街。
　日本家屋をリノベーションした茶藝館が数

件あり、古き良き昭和の面影に
浸りながらゆっくりとお茶を楽し
める。今回訪れた「青田茶館」
は窓の外の景色を計算して整え
られており、樹齢100年を超え
るマンゴーの大木はみごとで
あった。

青田街第3 東門駅5番出口
徒歩10分

台北市立動物園 文湖線終着駅
下車徒歩２分第1
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