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Summer 胸元に抱かれし、大衆の午後のひととき。
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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。前号でご
紹介し切れなかった、茶柱探検隊をお読み頂いてる皆様からいた
だいた、多数の嬉しい声をご紹介します。

幻住斎様
‘19 3 月上旬、幻住斎様から TEL を頂きました。僕
のスケッチ風景 曖昧な説明に対し「ハイ、ワカッタ」
の一言でした。
’17 9/22、新宿の居酒屋「薩摩」での「詩句は相手、
その人の気持ちになって書く」の言葉をいつも思い
出しています。

　小俣正樹 いつも素晴らしい本をありがと
うございます。幻住斎さんをお
もいうかべながら拝見しており
ます。
相当な時間と費用をかけて、立
派だなあと関心しております。

古賀直人

　毎号毎号、各自が好きな事・得意な事を自由に発表する場がある
のは素敵な事だと思います。
　しかもそれが漫然と続くのではなく、あちこちに、前号までとは
ガラリと変わった試みが登場して、いつも驚かされます。

「こう来るとは思わなかったでしょ」「コレを見たらみんな驚くぞ」
そんな楽しい企ての様子が思い浮かび、自分も何かやってやるぞと
頭が回りはじめます。
　リラックスして読みながらもエネルギーをチャージしているよう
な、不思議な雑誌だといつも思っています。

愛知出身 H

最近、記事のテキスト量が多いと
感じます。もう少しテキスト量を
少なくしてメリハリがあるともっ
と読みやすくなると思います。

PP兄弟

こんにちは、お元気ですか？私の希望は

①読み切り あるいは数回で終わりの小説。

②関係者又はその回りの方の自伝的読み物

を読んでみたいです。

これからもよろしくお願いします。
三十姓

茶柱探検隊 愛読者様からの声 Part２

いつも楽しみにしています。職

場の上司のところに届くのを見

せてもらったのが始まりです。

猫が好きなので最初は武田さん

のページからでした。それがせっ

かくだから他のページも読んで

みようと思って見たら、結構マ

ニアックで面白くて、今ではと

りあえず全部に目を通していま

す。それにしても、この冊子発

刊の志がとってもいいと思って

います。これからも楽しみにし

ています。
００
れいれい

　初めて『われら茶柱探検隊』をお送りいただいた際、少し怪しいと感じたの
は事実です。これだけ中身のある冊子が、無償で送られてきたわけですから。
　そして恐る恐る読んでみると、なんだか懐かしいという思いになりました。
子供の頃に 10 円玉を握りしめて、よろず屋さんに入ったような雰囲気でしょう
か。興味のあるものからないものまで、ごちゃ混ぜに入っています。
　しばらくしますと、また新しい『われら茶柱探検隊』が届きました。これに
も驚きました。定期的に送っていただいて、本当に恐縮しています。ありがと
うございます。
　なにも力になれませんが、応援させていただきます。

はなげるげ

　いつも楽しみに拝読しています。

　もう20年も前の事ですが、就 職して関西から東

京へ出て、初めて勤めた会社が幡ヶ谷にありまし

た。「茶柱探検隊」が届き、封筒に「渋谷区幡ヶ谷」

の住所を目にするたび、初めての東京生活、社会

人生活にドキドキしていた頃を思い出します…。

そんな超個人的な思い出の地から届く「探険隊」、

これからも楽しみにしています！
今は京都市民

第２回 茶柱探検隊 寄稿者展
～不易流行～開催決定!!

今年も開催します！！

2019 年９月９日（月）～10月５日（土）

　昨年に引き続き今年も「Gallery TEN」亭主の上曽様
のご厚意により、茶柱探検隊の寄稿者が集う展覧会を開
催させていただくことになりました。昨年同様、多種多
彩な作品を展示する予定です。
　是非多くの方に足をお運びいただきたいです。

第１回
開催時の

様子
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〈論文〉 <人と人間>同じか違う
在野 門外

　冒頭から唐突ながら、果たして人間って何だろう。
　そう思った切っ掛けは、「人間」この二文字を見ていて、この言葉は「人」そのものを指
していないのに、少なくとも日本では「人」そのものを指しても使われる。

　これは厳密に言えば不適切では無いのだろうか、そう思ったからである。
　「人間」と、文字が大意を示すのならこれは「人の間」の意味であって、主題は間を指し
ていると考えるのが妥当なのは言うまでも無い。
　それではなぜ、そしていつからその二つの用法はいわばルーズな歪曲をしたのだろうか。
　そう思ったので色 と々調べて見た。

　まず外国語との相違点が気になり、常套手段で英語を調べてみると、「人間」はhuman 
beingである。
　そして今度は単に「人」を調べるとman やpersonであり、この２つの言葉は根本で違
いがあると暗に言っているのである。

　続いて日本への言語文化の根源地である中国語でも、「人間」という単語で「人」そのものを
指す事は決して無く、「人間」の意味はいわば「世間」の様なものを指している。
　これはほぼ英語と同じで、やっぱり実に妥当であり、理に適っている。

　また学術用語ではラテン語でHomo sapiensで、霊長類の一種でオランウータンや
チンパンジーやゴリラその他と同じ仲間の「動物」である。
　となると、「人」とはある動物の種類を指す単語で「人間」とは関係性上のある固有
種の存在や行為であると意味付ける事に語弊はないと思われる。
　言い換えれば、「人間」とは属の状態であり「人」はその中の個体、と考えた方が解り易
いし、厳密には言葉上の用法もより正しくなるのではないか。

　そう思うといよいよ日本において、また日本語だけがこの２つの言葉を混同して特殊に歪曲
した用法をしていると言わざるを得ない。

　試しに例文で表すと「私は人間として、より妥当な人となりたい」などとなり、ごく普通に聞こえ
るこの文章も、厳密に言えばちょっとおかしな事となる。
　試しに「私は人として、より妥当な人間となりたい」は意味は同じだが前者より正しい文章だと
いう事が出来るのである
　そしてこんな例は日本語には沢山存在する。

　しかしその中でも論議する必要のない歪曲なら、それこそ慣用に任せるが、それでも慣用
と原義の両方を知っている事は大切な事だと私は思う。
　今度は時代を遡って古代ギリシャ時代まで飛躍すると、アリストテレスが「人」を説明し

ている出典が見受けられる。

　それによれば、「人」とは自然本性の完成を目指して努力しつつ、ポリス的共同体（善く生き
る）を目指す人同士の共同体を作り完成する。と言っている。
　ここでは私の判断だが、要するに「人」→善く生きる→共同体（「人間」）だと読み
取れる。
　今、例に出したギリシャ時代B.C.500年頃の出典もそれを区別しているし、前出の英語や中
国語も時代を通じても同じ扱いで、それらは揃って妥当である。

　やはり日本だけがその事に不誠実な状況なのではないかと私は思う。
　それでは次に、日本においていつ頃「人間」という言葉が使われ始めたのかを考えて
みると、それはやっぱりと言っていいのか、それ程古くは無さそうだ。
　あっさり言ってしまうと、古事記や日本書記、そして万葉集は元より、枕草子、方丈記、徒然

草などそれ以後、どんな文献を当たっても江戸期以降にしかその言葉が出て来る例は無い。
　それにその例も概ねは人と人間の用法は区別されている。
　となると次の疑問は、人と人間という二つの本来は意味の違う言葉がいつ頃から概して同じ
に使用される様になったのか、また区別するのが然るべきかどうかである。

　これは単語と考えるよりも、むしろ口語上の言葉として考えると、どっちでも構わないの
が事実だと思う。
　そして時代の経過と共にそれはそうなって来たのだろう。

　しかし、ある言葉の例として「社会」と「会社」を見比べると、これは同じ漢字を入れ替え
ただけなのに、意味には相当な差があるし、これをどっちでもいいと言う人はそんなにいないと
思われる。それに概ねの人はその用法は考えるまでも無く使い分けている。

　それなら言葉としての「人間」と「人」の違いは「人」の漢字にもう一つ漢字を追加してい
るのに、それに意味は無いと考えるのは甚だおかしいのでは無いか。
　その答えは前出のアリストテレスの出典にある様に、「人」は「人間」でなければあらゆる
意味を失ってしまう生物である事を「人間」の用法は示唆していると思える。
　さもなくば人類15万年前の起源（今の所）に、言葉も必要無かったろうし、言葉が無かった
ら今の私達もいなかったかもしれないし、何よりも、また何をしようが、相手無くしては、人は何
もしないし、出来ないのである。

　人と人の間であったからこそ人は進化したのである。
　さて果たして私自らの「人間」は如何相成っているのやらと思うと、これが中々流暢には行か

ず、アー、と溜息をつく日々を過ごしているばかりで、本来の人間には中 な々れないで
いるのが現状であり、悔悟の念数え切れるものでは無いのである。
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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。

写真家  下瀬 成美
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　氏は語らない人である。その情熱すら微塵も感じない人である。〈幻住斎〉
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凄まじい程の人形たちの思い、人形        たちも生きそして死んでゆく。その道程に痛いほどの断ち切りがたい想いを引きずりながら。

撮影：畑 亮

佐々木芙美子
1981年人形制作開始以来、「創作粘土協会
全国作品展 審査員賞受賞」や作品集「大地
に生きる」の刊行、個展開催など代表的な
現代創作人形作家として活躍。

第 1回

“幸せの道” インド ジャート族

その昔、インド大陸はアフリカ大陸より分離して生まれた。
砂漠には森が茂り、河が流れていたと言う。
遠い記憶の森に向かって、灼熱の大地を踏みしめ進む。
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ー山口県大島郡周防大島町下荷内島（無人島）ー
　みかん畑の出作り小屋が2～3軒見える（1981
年９月撮影）。白い灯台、山の上の灯台は下荷内島
灯台。地元では「ハコ島」と呼ばれています。この
島は満潮の時だけ上陸できる。

ここにも人がいる。遠い古の弥生の時代に、この列島の人々は狩猟をやめた。

そしてあらゆる場所で人々が採収した訳があるように、ここで採収するのにも長い物語がある。
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ダナン　ベトナム
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gotcha Photographer 南雲保夫
instagram y.nagumo

芽は伸びる、雲をつくほどに、芽はさらに伸び雲を追う。
雲は行く、私はどこへも行けず見上げるだけで想いを潰す。〈幻住斎〉
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　６月上旬に12日間の行程で、カナダに滞在した。数年前より、カナダ在住の叔
母から国に訪れるようにお誘いを受けていたこともあり、ようやく今年になって
最適のシーズンとされている6月に計画を立てることが出来た。羽田空港からト
ロント行きの直行便に乗って12時間のフライトで、ついに現地に到着した。
　往復の移動日数を省くと実質9日間ではあるが、滞在中は基本的に叔母の家に
宿泊して、予め滞在期間中のスケジュールを立てていただいたおかげでストレス
フリーで生活することが出来た。しかし、昼夜逆転の国への渡航は、17年前にヨー
ロッパへ滞在して以来で、前半は時差ボケが長引いたこともあり、現地時間に体
を合わせるのに数日間を費やしてしまったことは誤算であった。

　まず滞在3日目から叔母と一緒に２泊３日のバスツアーに参加した。キングス
トン～オタワ～モントリオール～ケベック・シティと滞在してトロントまで戻っ
てくる行程で、長距離の移動に時間のかかる弾丸ツアー要素満載の旅であった。
　印象に残った滞在地として、2日目に訪れたケベック・シティは旧市街が世界
文化遺産にも登録されていることで有名な場所。フランスの植民地であったこと
も影響され、フランス文化や伝統が刻まれており、フランス系住民も多いため、
店員がフランス語で話したり、フランス語表記の看板など独特の街でもある。ヌー
ヴェル・フランスの総督の邸宅として建てられて、現在は最高級ホテルとしてリ
ニューアルされたフェアモント・ル・シャトー・フロントナックが街の象徴的な建
物としてそびえ立ち、観光客が多いものの周辺に広がる整備された旧市街も一体
となっていて、高台にあるビルの展望台から街を見下ろす景観は絶景であった。

　また、ツアー最終日に訪れたサウザンド・アイランズは、オンタリオ湖の東、
セント・ローレンス川に浮かぶ大小1,800の島々で、個人が島ごと買い取ってそ
の土地に別荘を建てているという特長も兼ね備えた別荘地。今回は船で周遊する
１時間クルーズに参加した。木が1本でも生えていれば島とされる条件のもと、
別荘も城のような大きな建物から1LDKほどの小さな建物までと多種多様で、期
待してなかった割には楽しめた。ただ、国内もあちこち旅行に出かけられている
叔母曰く、ここは観光地化されていて面白くないし、北部にはもっと多くの島々
が存在する美しい場所があるそうで、色々と興味深い話も聞くことが出来た。
　旅の前半が終わった時点でも、再訪欲をかき立てられるような発見や、新たな
興味も湧いてきていることを実感しつつ、旅の後半は次号へ続く。

田村　収
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理想に生きる彼女には、

何も関係ないらしい。

悩みも痛みも死も悲しみも。

どうしてそうした苦痛を混ぜて

絞り出すものが

愛なのか。

「杜若に愛を注す」
Love San Marino

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

展覧会参加中
6/18～9/22
フランス　ル・マン
エパウ修道院追想する

ということについて
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師が時々電話を呉れます。師の電話は用件だけでアッサリと切れるのに、その度に私は            大いに励まされるのです。
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野生では色々なペンギンのアルビノ種とメラニズム種が発見
されているよ。どんなレアペンギンがいるのかチョットだけ
のぞいてみよう! 中には動物園で飼育中のペンギンも。

　存在しないものの比喩として「白いカラス」が挙げ
られたりします。でも、存在しますね。白いカラス。
　いわゆる＜アルビノ＞※と言われるもので、生まれつ
き黒い色素を作りにくい個体のことです。実はカラス
以外にも白象、白蛇、白獅子、白鯨など、そして白ペ
ンギンも存在します。とても神秘的な姿です。
　今回はそんな珍しいアルビノ白ペンギン、そしてそ
の逆、＜メラニズム＞と言われる全身黒いペンギンたち
にへぇ～とか、ほぅなどと言って、少しふしぎな超現
実の世界を体験していただければ幸いです。

　そもそも、なぜ体が白だったり、黒だったりすると
希少な存在になってしまうのでしょうか？
　大体お察しかもしれませんが、単一色の体は自然界
では悪目立ちします。また、ペンギンの白黒ツートン
カラーには生存戦略上の理由があり、色が偏っている
のは不利なので自然と淘汰されてしまいます。

　しかし、ペンギンのコミュニティ内ではその限りで
はないようです。「キング」だ「ロイヤル」だのという
名前がつけられているペンギンたちですが、意外と生
まれついての性質にはこだわらない様子。
　彼らにとって大切なことは、生涯を通していかに美
しく立派に成長できるのか。
　全身が白や黒のペンギンたちも、クチバシや頬、冠羽
の色は、食べ物に含まれるカロチンの色素が由来なの
で普通のペンギンと変わりません。毎年生え変わるこ
れらの鮮やかさが健康状態を表すバロメーターになっ
ていて、「＝狩りの上手さ」というわけです。体の色が
白いの黒いのはあまり気にしないのです。 　＜防人歌＞

※カラスの場合、必ずしもアルビノではなく白い種類のカラスもいます。

アデリーＰ<白・黒>
キングＰ<黒>

ケープＰ<白>
ポーランドの
動物園で公開中。
飼育下では世界
でココだけだ！

ジェンツーＰ<白>
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sumsumhomhom@gmail.com
@sumsumhomhom
h_sumireko
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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。

女がいけ　　　 ないんだ。私をいつまでもこうする。永遠に消えることのない、啜りあう残り香。
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小俣正樹
の世界

　1941年生まれの私が国立駅
を初めて見たのは小学生の頃
です。
　葛飾区に住んでいて、両親
と山梨の田舎にいく中央線の
旅は楽しみでした。標識を見
て「コクリツ」というのは面
白い駅の名だと思っていたよ
うです。
　高校の時、小金井市に引っ
越して来ました。国立という
と、まず浮かんでくるのが「赤
い三角屋根」の駅舎の風景で
す。駅前のロジーナ茶房には、
女房と度々通っています。
　1954年創業以来、山口瞳や
石原慎太郎など有名人が愛し
た喫茶店、今でも盛況という
のは凄いと思っています。
　忌野清志郎の歌で知られる
多摩蘭坂あたりは、1950年頃
は炭焼小屋があり、キツネや
イタチが暮らしていたという。
 「赤い三角屋根」の JR 国立駅
舎の復元を願う者です。

いにしえの記憶、傍にいた父のにおい、母のにおい、子供だった私と見たあの　　　赤い駅舎、気づけば私はもうその頃の彼らの歳を超えてしまった。   〈幻住斎〉

「旧国立駅の思い出」
イラスト応募作品 H30.2.13
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神奈川県立歴史博物館

久しぶりに訪ねた横浜の街。自分に
とってはそのままであった。学生時
代に毎日かよった記憶は、４０年も
昔のことになる。相変わらず不思議
な魅力を持つこの地に来ると、なぜ
か街に溶け込めず、異邦人のように
客観的に街を眺める自分がいる。
馬車道を歩き、県立博物館を描く。
かつての銀行の建築を博物館に改修
された恩師の作品である。無心で描
いているが、走馬燈のように学生時
代の思い出がよみがえる。影には二
つある。それを描き分けなくては。
そんな恩師の言葉を思い出した。

岸　成行（きし まさゆき） 建築家

第９話
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