PARIS②色
大都市には必ずと言っていいほど地下鉄があり、
メトロ

それはパリではMétroと呼ばれている。
メトロのホームには鮮やかなベンチが備え付け
てあり、
それはオレンジ色だったり、
緑色だったり、
赤色だったり。
薄暗いメトロホームの中で一際目立
つ色になっている。
ベンチの上の壁には必ず大きな
ポスターがあり、
不思議なくらいベンチの色と合っ
ている。
この絵ではオレンジの上には水色のポスターが
あった。
ブルーとオレンジの関係は専門的には補色
と言われ、
隣り合わせにするとお互いを強調する色
同士である。
フランスの知人にオレンジと青を隣り合わせて
あることが多いことを伝えると
「そんなの当たり前
だよ」
と答えた。
小さい頃からこういう色彩環境で
育ったフランス人にはごく当たり前の色の組み合
わせなのだ。
“補色”なんて事はむろん考えていない。
とてもじゃないが色彩ではフランスには敵わな
いなあと思う。

絵・文

近藤貴洋

https://prkondo54.wixsite.com/kondoconte

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。
初夏のパリ、スケッチ旅行から帰国。さらに秋の滞在も計画中！
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こんにちは、茶々です。
私の作風として大切にしているのは躍動感です。

今回の作品は白馬をテーマにしました。

ダイナミックさを表現するためにペン描きをあえ

走る姿を表現するために背景をどうすればいいか考えたのが

て清書せずに荒々しい走り描きをそのまま切って

蹴り上げる砂ぼこりに朝陽が反射して光っているような幻想

いきます。

的な世界を描いてみました。

綺麗な線を切るより難易度が上がります。
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作：ニューマタンゴ
水道道路

古美術
なまづや

6号通り商店街

【;h】
カフェ
セミコロン
幡ヶ谷

至Bar
ニュー
マタンゴ

京王新線
幡ヶ谷駅北口 たいやき屋

甲州街道
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※写真は昨年の様子

【;h】
カフェセミコロン幡ヶ谷

京王新線 幡ヶ谷駅より300m
平日 11:00～23:00／土日祝 11:30～21:00
月曜定休
東京都渋谷区幡ヶ谷2-48-4 ☎03-3379-0287

ニューマタンゴこと小林さんとの出会いの
きっかけにもなった仮面展。
初開催だった昨年は、
評判を聞きつけた
仮面愛好家が集まり様々な出会いがあったとか。
今年はどんな仮面が登場するのでしょう？
（編集部H）
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●アジア

パキスタン～アフガン国境地帯のパシュトゥン人集落では、
家族経営の工房で AK の密造が行われている。彼らは 19 世紀、
イギリスからの独立闘争の際に英軍の銃をコピーした職人たち
の末裔だ。AK 密造自体は 1979 年に始まったソ連のアフガン
侵攻が契機である。彼らの偽造テクニックは徹底していて、偽
の製造国マークや製造番号まで刻印する。性能自体もオリジナ
ルとそう変わらないという。この密造AKが
両国の山岳地帯に出回る。険しい渓谷に集落
が分断されていて、中央政府が治安を維持で

“カラシニコフ”ーそれはソ連の銃設計者の名前であり、彼が

きない。住民は AK で自衛する他ないのだ。

開発した自動小銃の名でもある。カラシニコフ小銃こと AK-47
は、生産が容易で過酷な環境でも故障しない革新的銃器だった。
東側諸国で大量に生産され、世界中の紛争地帯にばら撒かれた。
朝日文庫『カラシニコフ』はAKを中心にそれを使う人々の姿を
追う。なぜ世界には銃が溢れる国があるのか。そこでは何が起
こっているのか。過酷な現実を突きつけるルポルタージュだ。
●アフリカ

まず本書が目を向けるのがシエラレオネだ。政府が統治能
力を失った「失敗国家」である。ここでは反政府組織という
名の盗賊が村々を略奪して回る。彼らは
子供を拉致し、AKを渡して兵士に仕立て

モザンビーク国旗。
AK が描かれている
●中南米

る。これはユーゴ製で、

中南米では格差に抵抗する社会主義ゲリ
ラがいくつも組織されたが、すぐに麻薬密

リビアが地域での影響力

売と営利誘拐が目的の犯罪集団と化した。

を高めるため流したもの

密輸、軍の横流しでこの地域にもAKが氾濫

だ。カダフィは死んだが

している。1996年のペルー日本大使公邸

AK は今もそのままだ。

占拠事件で犯行グループが使っていたのも
AKだ。彼ら全員が理念に燃える闘士という
わけではなく、仕事がなくグループに入っ
た者や、強制的に参加させられた貧困地域
の者さえいた。

7.62x39mm 弾
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開発者カラシニコフ本人のインタビューも載っており、
彼は国防のため開発した銃が紛争地帯で使われることに

中国製の民間用 AK。アメリカのピストル型グ

心を痛めていた。しかしAKが開発されなかったとしても

リップを規制する法を回避するためグリップと

別の銃が出回っただろう。貧困、腐敗、政府の機能不全。

銃床が一体化している。これがアメリカを経由

これが暴力と銃が蔓延する理由だ。世界中で詳細な取材

してコロンビアの麻薬組織に流れるのだ。

を重ねた本書だが、これを解決する魔法は載っていない。

ミハイル・カラシニコフ
（1919～2013）
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石
を立てる
44

髙﨑康隆／石組師

石をたてん事 、
まづ大旨をこころうべき也

天を指す一石によってぴりっと引き締

『作庭記』の書き出しである。日本最古、あるいは世界最古の

を目の当りにする。私の石組ランキング

作庭理論書の、その冒頭が「石をたてん事」である。庭作りに

第一位である。

まっている。福井県城戸ノ内町一乗谷朝
倉氏館跡庭園群のひとつ湯殿跡庭園の立
石群では、戦国時代の武将が立ち並ぶ様

おいて、いかに石が、そして立てることが重要か。これまでに

『作庭記』にも書かれているように、古

三宝院「藤戸石」と栖雲寺「鯉魚石」を紹介した。京都市伏見

来作庭のお手本は「自然」である。
「自然」

区の醍醐寺三宝院「藤戸石」を間近に見る機会を得たことがあ

の本質はフラクタル性にある。この自然

る。背後直近や左右からの観察が出来た。左右の２石を含め、

の性格があるがゆえに、石の中に小さな

あの立て方しかないという完全性が確認

宇宙を見ることが出来る。どこを切り取っ

できた。この石は「天下の名石」として

ても自ずと然りという性質の、大きな起

有名で、庭園のど真ん中に直立して在る。

源の一つは重力にあると考える。雨は重

豊臣秀吉が聚楽第にあったものをこの庭

力に従って降下し、流れ下って川となり

に持ち込んだことが知られ、さらに前所

地形を刻む。植物は光を求め、重力に逆

有者は織田信長、さらには細川高国、足

らって上へ上へと伸びていく。川の形態

利義政（銀閣寺）、義満（金閣寺）と遡り、

と樹木の形態はよく似ている。重力は分

時の権力の象徴とされた。山梨県大和村

子の有する質量に由来する。

木賊には天目山栖雲寺庭園の「鯉魚石」

全ての自然が完全な存在であれば、自

がある。ここの石群は、巨大な岩を含む

然を素材とした芸術は必要無いだろう。

土石流の痕であり、その自然に手を加え

人間に芸術が必要な理由は、ただの自然

て仏教の世界観を表現する庭が造られた

には満足しないからだと考えられる。偉

とされる。全体の中では小振りのその立

大な重力に反する「立つ」存在は特別で

石は、夥しい数の石の群れの中にあって

ある。その特別感に対して人間は強く魅

存在感が際立っている。垂直に立てた石

かれる。自分が16年前に作庭した「田園

というものは特別の意味を持つ。岩手県

調布の四季の庭」において６トン以上あ

平泉町の毛越寺庭園にある池中の立石も

る根府川石を立てた時、地中から湧き上

見事である。広大な境内地は仏教の理想

がって来るエネルギーを表現しようと考

郷を現出させたものであり、その空間が、

えたのは、そういうことかと思う。

写真及びスケッチ「田園調布の四季の庭」髙﨑康隆作庭

髙﨑康隆
高崎設計室有限会社 代表取締役。石組師。
古庭園からモダンランドスケープまでを視野
に入れ、コンセプトワーク、デザインから石
組までの実作を展開している。かつて二子玉
川に「茶柱石」
を立てられた御仁で、我々は「平
成の小堀遠州」とお呼びしている。
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写録

「御諏訪太鼓」
は、長野県諏訪地方に古来より伝わる。
甲斐国の戦国武将・武田信玄は、陣太鼓と
して採用し、合戦の際に味方を鼓舞し敵を威圧した。現代の御諏訪太鼓は小口大八（故人）
がこの
武田陣太鼓の編成を参照しながら復活させたものである。現在、御諏訪太鼓組は全国に広がるが、西
野恵（写真上）
らが率いる「鼓絆塾」
は、東京を中心に欧米でも演奏を行う。
その壮烈な演奏を追う。
写真・文
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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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日本 を知らない
日本人 のための
日本文化入門
第四回

三品隆昭

香道大枝流

家元、山形大学連携研究員

―「歳時記」をいただく―

愛読している本の一冊に、辰巳芳子先生の本があ

東京以南では「雑菓子」というそうな。
（ホー

ります。辰巳芳子先生の本は、お母様の辰巳浜子先

辰巳芳子先生は、「夏の和菓子では何がお

ムページによる）石橋屋さんは、石切町・

生の教えを受け継いで、二世代にわたる料理研究家

好き」と書き出しました。それが、中身は

上染師町など職人の町の中、藍染に用いた

としての、「歳時記」的な生活経験を、さりげなく、

仙台のことになっていました。いささか長

掘割の橋の傍に位置する。石橋屋の石橋幸

実用的に、書いておられます。
「恩師、加藤正之先生

目の引用になるが、辰巳芳子先生の息遣い

作翁は、アマゾンによると、四点の本を上

は“料理は二十五年やって自分の足らないところが

を含めて、お伝えいたします。

梓している。いずれも出版社は、未来社で

わかる。五十年で思うようなものが作れる”と言わ

「和菓子職にも深いわきまえを身に付けた

ある。会長の西谷良雄さんに御縁を尋ねた

れた。」ともおっしゃいます。
（
『味覚旬月』
「食材の

方がおられた。仙台の駄菓子作り石橋幸作

四季

茄子」
、ちくま文庫、2005年、273ページ）こ

翁である。翁は、人々の童心に己が心をそ

の一文から、二世代にわたる料理研究家の大事さが

わせ、生涯を
“菓子狂い”と言われるほどに

これらの本を書くことが、石橋幸作翁の思

わかります。家庭料理では、早く早く！が大事にさ

打ち込まれた。翁の資料の一部は、明治村

索を深めることに貢献したであろう。辰巳

れます。そんな方でも、次の文に出会うと、辰巳芳

に寄贈されているから、ごらんになるとよ

芳子先生の理解を得ることにも貢献したで

子先生の本の価値をお認めいただけるのかなあ、と

い。翁の菓子をすすめる口上の一部に“俗

あろう。

思います。いわく、
「夏休みに備え、餡を余分に練り

界を離れ、楽土に遊ぶお気持ちで”という

上げ、小分けして冷凍する。餡の類は冷凍しても味

言葉がある。翁は菓子作りの模索の中で、

本書『味覚旬月』の「ちくま文庫」の装幀者は、

が変わらぬから、水汁粉に、白玉、かき氷にかけて

おいおい本分を要約され、ついに短く“楽土”

安野光雅先生です。安野光雅先生は、大人

もうまく、重宝する。金一万円の水ようかんも、お

という言葉に置き替えられた。

気の絵かきであり、文化勲章の授賞者です。

そらく千円で惜しまず振舞える。
」

しろ

ことがあった。息子の奥さんが、宮城県白

いし

石の出身の御縁による、と聞いたものだ。

私事を付けくわえさせていただきます。

菓子と人間とのかかわりを、何と密に言

私には、雲の上の方です。ある時、安野光

い得ているだろう。水ようかんの話が“楽土”

雅先生が新潮社の『波』に書かれた一文の

ております。人によっては、お菓子とお抹茶をいた

にたどり着くとは思ってもいなかった。つ

中に、私の経営する書店の名前を見つけた

だくことは、茶道の専売特許で、香道でいただくこ

いついであった。」

ことは、ありがたくもうれしい思い出です。

私は、香道のお席で、お菓子とお抹茶を差し上げ

辰巳芳子先生はこの文に続けて、代表的

全国的に書店が店を閉じつつある中で、東

おしゃべりをしながらいただくお菓子とお抹茶のひ

駄菓子の大白飴にも触れている。読者のあ

北地方に二店、残ってほしい店がある、と

と時は、得難いものです。お香の席中で、氷がゆっ

なたにも、この引用で｛文章の品格｝をも

いうものでした。ほかのお店は、岩手県北

くり漆器の中で溶けてできた水で点てたお抹茶のお

感じていただけたら嬉しい。私は、
｛文章の

上市の北上書房さんでした。私の店は、今

いしさは、茶道の方には未知の味のようです。和菓

品格｝
を感じる。なかなか得がたい感覚です。

は別の世界に変わらずに残っています。

子では、仙台に、虎屋さんと同格の日本一の和菓子

仙台に住む私には、
「仙台駄菓子」という

屋さん（新宿の伊勢丹のバイヤーの認定）がござい

言葉には違和感がない。石橋屋の説明によ

好き」という問いに、
「森の香本舗の“水無月”

ます。お陰様で、仙台にいるありがたみをお香の会

ると、
「駄菓子」の表現は、東京以北のもので、

が好き」と答えます。

とに違和感を抱く方もおられます。御香の席の後で、
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の皆さんと共有させていただいております。

たいはくあめ

辰巳芳子先生の「夏の和菓子では何がお
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の上にボール紙の型紙を載せてナイフで切り抜く。そして、その切り抜いた粘土
を丸っこくして形を整える。形が滑らかになったところで「しっぴき」でオカリ
ナの形を二つに切る。そして、中の粘土をヘアピンで作った中繰りカンナで刳り
抜く。刳り抜いた吹き口の付いた片方に歌口を作り其処に向って気道を竹箆で作
る。もう片割れの接着するところを手の平で塞いで息を吹き込む。きちんと説明

陶芸家：紅里桃江

通りに作っていればまだ生の粘土ではあるがピーと音がする。

2007年開設のブログ
「陶芸七味」
を毎日更新中。

さて、予行演習通り講座が進行したかというと思いのほか時間が掛かった。し

喜びのオカリナ作り

かし、この音が出た時の講座参加者の皆さんの笑みは格別だった。音の出ない人

私は、オカリナを作るのが面白くて、自分でオカリナ作るとともに色々な人々
にもオカリナを作って貰いたかった。

たちは、格闘して手間取って、時間が掛かる。徐々に手の暖かさで粘土の水分が
抜けて少し粘土が硬くなっていく。粘土が固くなると作業がし易くなって徐々に

初めてオカリナ作りを不特定多数の人に教えることになったのは、町の図書館

鳴りだすオカリナが増えた。

から教養講座の一環として「親子オカリナ作り」を講習して欲しいと頼まれた時

さて、この音が出た人は粘土の切り口に水を摺り込み二つを接着する。そして、

だった。それは小学生と母親または父親の親子で、オカリナを作ろうというもの

接着して出来たオカリナに指孔を開ける。自分の指で押え易い所に位置を決める。

だった。その時は、まだ竹串だけでオカリナを作る方法を開発してなかった。

一番初めの指穴を開けない音をドとする。小指の位置に小さな穴を開け塞いでド、
解放してレになるように調律する。順番に穴の数を増やし８つにすると１オク

開講日までに信楽粘土1kg入を人数分、会場まで届けてくれるように業者に手

ターブの音が出るようになる。音が高くなると鳴りにくくなるので時々は気道の

配をした。それとともに箆を竹で削って作ったり、オカリナの形をしたボール紙

調節を講師がすることになった。どういう訳か、親より子供の方が素直に音が出

を切り抜いたり、
「しっぴき」という細い針金の両端に摘みを取り付けたもの、ヘ

た。それでも一部音の出ない人もいたのでそれは講師が調節して全部鳴るように

アピンを加工して中繰りカンナなどを作った。食卓で使うナイフもそれぞれ人数

して差し上げた。

へら

分揃えた。
大勢に教えることに不慣れだったので、
事前にスムースに講座が進むように私は何

出来上がったオカリナは私の窯場に持ち帰って
乾燥させた。後日、800度で焼いて図書館に届けた。

回も練習した。粘土を袋から取り出し、そ
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北京
（＝薊）

「もし、
この先、
戦場でお会いしたら、
しゃ
その時は３舎だけ軍を引きましょう」

黄

河

約1,220㎞

これは、春秋五覇の一人に数えられる晋の
ちょう じ

文公こと「重耳」という人が、楚の成王に言っ
た言葉です。実の父に命を狙われ、逃亡生活を
続ける晋の王子・重耳。彼はしばらく匿っても

現在は
飛行機で
2時間10分

らっていた楚を去る時、それまでの厚遇のお

約320㎞

絳

晋

礼として、もしお互いに戦う時が来たのなら、

済水

洛邑

ぼく

約865 ㎞

濮の戦い）し、重耳は約束通り３舎退いてから

南京

戦いに挑んだそうです。

さて、それでは３舎って一体どれくらいな

武漢

江

１舎は何キロメートルなの？

郢

長

ホントにあの広い
中国大陸を徒歩で
ウロチョロしてたの？

西安

じょう

実際、BC633年に両軍による合戦が実現（城

楚

商丘

わっ
せ

第5回

わっ
せ

楚に有利な状況にしてから戦いましょうとい
う約束をしたのです。

城濮の戦い

現在の都市
春秋戦国時代の都市

重慶

のでしょうか。１舎は軍隊が１日進める距離
のことをいい、およそ30里とされています。そ

りあれだけ広い中国大陸をよくもまあ歩い

㎞。1日35㎞進むとして約2 5日間。なんとか

してこの時代の１尺は約23.1㎝なので、
１里（＝

て戦いに行ったものだと感心します。

なる数字じゃないですか。

1800尺）は約416m。１舎＝416m×30＝12.48㎞

現在の北京は戦国七雄の一つである燕と

の戦いに参加した晋と楚が一体何日かけて

いう国の首都・薊のあった場所です。ちなみ

ちなみに人が普通に歩くスピードは時速４

戦場まで行ったのかを勝手に検証してみた

に中原のほぼ北端に位置するこの薊から南

㎞だそうで、そうすると１日３時間の行軍し

いと思います。楚は春秋戦国時代の中で僻

端の楚の首都・郢までの距離は1,430㎞。札幌

かしない計算になります。江戸時代、江戸から

地の野蛮な国という立ち位置で、戦争する

～博多間とほぼ一緒なのです。

京都へは約２週間かかったそうで、距離は500

ための移動が一番大変な国なのでバッチリ

㎞ほどなので、一日約35㎞は進んでいる計算

な題材です。

になります。

いいって
いいって
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お約束
しましょう

えん

丁度、城濮の戦いが出て来ましたので、そ

けい

“三舎を避く”という故事成語
さ

になります。昼間の9時間ぐらい歩くとすると

それでは上の地図をご覧ください。まず

丁度いい数字ですね。となると１舎＝12.48㎞っ

基準として現在の北京と西安の距離を調べ

紹介します。もちろん、この城濮の戦いで重

てのはどうなんでしょうか？

てみたところ約1,220㎞ということが分かり

耳（晋の文公）が三舎退いたという逸話から

最後に「三舎を避く」という故事成語をご

ました。その距離を元に定規で測って計算

生まれています。その意味は「辞退したり、

本当に歩けるのか？

して見ると……晋の首都・絳から城濮まで

しりごみをすること、転じて、謙遜して相手

しかし、本当にあの広大な中国大陸を歩き

は約320㎞。そしてさらに遠い楚の首都・郢

に一目置くこと」をいいます。これもちょっ

回って戦争をしていたのでしょうか。私はど

からは約865㎞。先ほど、江戸と京都の距離

と本来の話とは意味合いが違って残ってい

うしても納得できなかったりします。日本よ

を出しましたが、江戸と博多の距離が約890

る言葉ですね。

こう

えい
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ますが、日本史の中だけでも突然の気候変動
による不作は史実に残っているだけでもいくつ
もあり、記録されない細かなものは数知れな
いと思います。
小さな集落で家ごとに多種の野菜を作って
いた昔とは違い、最 近の日本の農 業はIT化、
大規模化を進める感じです。

↑ ７月植え付け用の白ネギの苗。種から育ててます。
●

そこには担い手が無く放棄される土地の問
題、集約して大規模化しないと職業として成立
しない現状も有ると思いますが、植物の耐病
や、収穫量を重視した種作りと相まって何処か

第３回

でしっぺ返しを喰らう様な気がします。

文・写真 : 三十姓

自分の様な農家でも無い中途半端な者が意
見する事ではないかもしれません。が、中途

↑ 昨年の種から育てている西瓜です。
●

半端な者だから見えたり感じたりする事にアン
テナを張って少量ずつ栽培していきます。
こんにちわ三十姓です。なんだか涼しい梅雨

好きでやってるだけですが ...

ですが、どんな夏が来るのでしょうか。
今年の春は種まきから発芽するものの、一
← ６月収穫の淡路玉
●

葱 で す。今 年 は
良く出来ました。

度気温が下がり過ぎて育たなかったり、一度
とう だ

冬があって春が来た様にまだ小さいのに董立

最後に
うちの畑ヘビロテ
料理を
紹介します。

↑ 昨年の小芋を発芽させました。これから大きくな
●
ります。

ちして開花したり、うちはハウスの様な設備が
ないので自然の影響をモロに受けています。
くうしんさい

ようやくオクラ、空心菜が大きくなってきま

●空心菜は太い茎とその他に分ける。

気がします。

●少し塩を入れた多めの湯で先に太い茎入れて、強火
で再沸騰させてから残りを入れて全体がしんなりした
ら早めにザルにあけます。岡上げにします。

悪い事ばかりでもなく、玉ねぎ、にんにくは
に育っています。
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です。

した。里芋、西瓜は例年より成長が少し遅い

例年以上の出来でした。冬用のネギ苗も順調
→ こちらも６月収穫の
●
６片にんにく。１片を植える
と９ヶ月で１個になります。

空心菜のごま和え

●ザルの中央に穴を開けるように水切りして、少し暖か
いうちに、ポン酢かだし醤油とすりゴマで和えます。
●炒め物も美味しいですが、こちらの方があっさりと沢
山食べれます。

地球温暖化などと言うと急に話が大きくなり
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京都で外食といえば、多くの人は京料理をイ
メージするだろう。旬の食材を使った繊細な味

暮らす旅 京都

着だおれは 昔の話
文／松岡伸吾（暮らす旅舎）

付けと季節感を演出する器づかいや盛付け。今
やユネスコ無形文化遺産となった和食だが、そ
のルーツは京都の食にある。３ツ星の高級店に
行かずとも、気楽なカウンター割烹の店やおば
んざいの居酒屋でも充分に美味が楽しめる。
しかし京都人の朝食はお粥、というわけでは
ない。実は京都の人はパンとコーヒーが大好き。

「京都

食手帖」（実業之日本社）

チェーン店だらけの東京と違って、老舗の珈琲
店も多く残る。また菓子パン名物のパン屋から
本格的なブーランジェリーまで、その数は、東
京の 10 倍は下らない和菓子店並にある。
さらにあっさり味の中華やボリューム勝負の
洋食も、京都ではそれぞれ個性溢れる進化を遂
げている。もちろんフレンチ、イタリアン、コ
リアン、エスニックなど各国料理も充実し、中
でも自然派ワインが楽しめるバーやビストロは
東京よりも身近だ。
そんな「食いだおれの町」京都の食の魅力を
まとめたのが「京都食手帖」
。５年前の本ではあ

絶品オムライス。六波羅蜜寺そば。

るが、今も自信を持ってオススメ出来る店を紹
介している。ただし中には取材拒否の店もあり、
紹介したくてもできなかった店もある（ご連絡
いただければ個人的にお教えします）
。
もっとも脱ガイドブックを目指す暮らす旅舎
としては、自分の脚と勘で気に入りの店を発見
する喜びを知ってほしい。先日も烏丸御池で、
洋食のつもりで偶然入ったスペイン料理店のラ
ンチが、安くてしかも美味しかった。こんな経
験があるから、旅は楽しい。
見た目もサッパリ。花街の酢豚。 写真協力／studio Bow
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たらのアヒージョ。烏丸御池駅近。
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間違いありません。写真ではプールのように
見えますが、奥から滝のように温泉が湧き出

広大な景色ふたりじめです。近くのスーパー

ていて、右横には打たせ湯みたいなシャワー

で買い出ししてきて、夕食は庭で。

も。１日６ユーロとお手頃だし、ここを目当

チヴィタ チェルキアラ
アルトモンテ
アマンテア

チロ

ラメーツィア・
テルメ空港

キアナレア

「地球の歩き方」

てに水着も持参していましたが、近くのレス

トラヴァージンオイルの試食もさせてくれた
宿の人から、こんな質問が。

た の は ５ 月下 旬、残 念 なり… … 水 温 が 約

Why did you choose Calabria?

30℃と低い冷泉のため、暑い時期限定のよう

unknown…

です。
今回訪ねた “美しい村” のうち、一番印象

ページしか情報が

深かったのはチヴィタ（Civita）です。岩肌

な い、イタリア の

に貼りつくように存在する家々、私が泊まっ

つま先に位置する

た B＆B の部屋からのパノラミックビュー、た

カラブリア へ。情

またま選挙前で夜は広場で候補者の演説。と

報 が 少 な い た め、

いっても堅苦しさはなく、最初にライブ演奏

ツアー客が押し寄

つづいてギリシャ側の海

があったり、ちょっとしたお祭り感覚？ 宿の

せることもなく、観光客慣れしたお土産店で

辺へ。細長い地形で、海と

マダムや、昼に買い物した食材店の売り子さ

「コニチワ～」と呼び止められることもなく、

山を行ったり来たりしやす

んも見に来ていて、手をふられたり声をかけ

いのも魅力です。ワインの

られたり。東洋人カップルは覚えられやすい

「イタリアの最も美しい村」協会のサイトや

産地チロ（Ciro）のミニスーパーで「地元産

のでしょう。

It’s

（どうしてカラブリアへ？有名じゃないのに…）
That’s why－unknown!
（まさにそう、知られていないからです！）

ヨーロッパの田舎が好きで何度も出かけて
いるのは、unknown の静けさと贅沢さを求

BS日テレ「小さな村の物語 イタリア」で

のワインはありますか？」と聞いて、「これ」

めていたのだと、問われて気づきました。イ

紹介の村を地図にマークし、カラブリアを旅

と指されたのは、素っ気ないペットボトル。

タリアの秘境カラブリア、ぜひもう一度行き

した人のおすすめ情報をプリントして、ラメー

なんと１リットルのミネラルウオーターの空

たいです。温泉が確実に開いている６～ 10

ツィア・テルメ空港から、レンタカーで出発。

瓶入りで、１本２ユーロ。地元の人が愛飲し

月に、チヴィタへ泊まって洞窟温泉へ。

空港の名前からしてテルメ（イタリア語で温

ているワイン、おいしいに決まっています。

泉の意味）、温泉も多いのです。

迷わず赤白２本購入。

思い出のチロとチビ太と温泉と

おいた温泉地の中で最も気になる、チェルキ

今回はパン的発見はなかったけれど、パス
タ三昧で充実の食生活でした。とりわけ絶品
だった の が、アマンテア（Amantea）から

海を堪能した後は、山間部へ。下調べして
まずは海沿いの “美しい村” へ。シチリア

が 目と鼻 の 先 に ある 漁 村 キアナレ ア
（Chianalea）、魚

ア ラ（Cherchiara）の 洞 窟（Grotta delle
ninfe）へ近づくと、硫黄の匂いがプンプン、

10km ほど北の国道沿いのホテルで食べた、
それにしても、チロ＝犬か猫、チヴィタ＝

魚介リゾットとイワシのパスタ。カラブリアの

チビ太のおでん、日本人には親しみある響き

家庭では唐辛子をよく使うらしく、スーパー

ですよね（笑）
。

介レ ストラン が
多 く、昼 間 は ラ
ンチ目当てに 結

で瓶入りペーストを何種類も見かけましたが、
レストランで は

カラブリアはイタリア人も認める秘境！
チヴィタから車で１時間弱、やはり “美し

辛 い メ ニ ュ ー、
それほど目立つ

構 な 人 出でした

い村” のひとつで、イタリア語で「高い山」

感じは ありませ

が、朝 晩 は 静 寂

を意味するアルトモンテ（Altomonte）の郊

ん。辛いのが苦

に包まれます。
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敷地内のオリーブ搾り工場の見学、エキス

トランの人に聞くと「営業は６月から」
。訪ね

最新版にたった３

土地の生活感を味わえました。

貸し切りで。母屋とはかなり離れているため、

外で、アグリツーリズモに泊まりました。オリー

手な方も安心し

ブやぶどうの木に囲まれた２階建ての宿に、

てお出かけを♪

イタリアの最も美しい村協会
https://borghipiubelliditalia.it/
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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
大人の遠足、 聖地巡礼！
毎年恒例になっている （もう17年近く続い
ています） 大人の遠足 ・ 阪神ファンの聖地甲
子園巡礼の旅へ、 仲間たちと行ってきました。
球 場 （売 り 子 さ ん か ら ビ ー ル 買 い ま く り）、

こんなふうに美味しいものを食べるのも、
大人の遠足の醍醐味なんです。

プラスオンでミートソース

三次会（寿司屋）、四次会（ラーメン居酒屋）と、

お話。 晩御飯の

毎年この遠足は体力勝負。

メニューは、冷蔵
庫の中身やス

がメインの旅ですが、 今年は大阪城、 そして

ト ッ カ ー の 具 材、

最終日には姫路まで足を伸ばして国宝にして

食べる人数 （１人

世界遺産の姫路城も観てきました。 大阪城

～３人） を考慮して、 いつも前日に考え、

は絢爛豪華、 姫路城は美麗粛々。

足りない具材があれば、 翌日調達して晩御

観光だけではな

飯に備えます。
その日のメニューはスパゲティミートソース。

く、お好み焼き、

ベースのミートソースはレトルトのものを使い

たこ焼き（たまご

ますが、 これにひき肉や玉ねぎをプラスして、

焼き）、イカ焼き、

ちょっとズボラに贅沢に仕上げます。 この日

かすうどん、姫路

はナスが余っていたので、 ナスもプラス。

おでん、ラーメン

てきたら、 ここでレトルトのミートソースを注入。
ソースがグツグツしてきたら、 ここでナスをプ

250度で15分程焼けば、 ズボラこんがり
ミートドリアのできあがり。

ラスオン。
さてそろそろ、 スパゲティを茹でますかね。

さて、お料理の

もちろん応援、
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くり抜かれていました。

祝 勝 会 （高 級 中 華）、 二 次 会 （カ ラ オ ケ）、

もちろん、 甲子園球場でのタイガース応援

第10回

では作ってみましょう。 はじめに、 みじん

などなど（炭水化

切りにした玉ね

物祭り）、試合の

ぎを炒め、 しん

合間に、美味しいものも食べて食べて食べま

なりしてきたらひ

くってきました。

き肉 （この日は

なかでも、 生姜醤油で食べる姫路おでんは

牛）を投入、ひき

初体験。 そのお店では、 こんにゃくがお城に

肉の色が変わっ

と、 ストッカーの中を見たら…あれ？

…スパゲティがない！

メニュー変更！ミートドリア！

さぁさ、 熱々のうちに、 召し上がれ～～。

ミートソース
は出来上がっ
ちゃってるので、
これを生かし

！

いきなり番外編

てメニューを

ご飯が焦げつかない

ミートドリアに

耐熱皿にご飯を盛る前に、容器にバター

変更します。
耐熱皿にあ
まりご飯を敷
き詰め、 その
上に先程でき
上がったミート
ソースをまんべんなく盛っていきます。
そして最後に、 とろけるチーズを、 これで
もか～、 とい
う ほ ど 乗 せ て、
オーブンで焼
きます。

やマーガリンを塗っておくと、 出来上がり
時に切り分ける時、 ご飯がお皿にくっつ
かない！
そんなの常識、 いつもやってるよ、 と言
われてしまいそうですが…。 いざ取り分け
る時の、 お皿からのスルッ！！とはがれた
感覚は感動モノでした。
バターを塗っておくと、 ちょっぴりご飯も
バターライス風になるしね （笑）。
下準備って大切ですね。 ふぅ、日々勉強、
まだまだですね （励）。
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