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音楽活動と少し裏話③
プロデューサー大石さん

ないけど今の君らの音楽では人を

に音楽の力が必要やねん。申し訳

動かすことは出来ひん。そういう

レベルに達していない。何が売れ

るかは誰にも分からんけど、絶対

アカンというものは分かる。君ら

は今のままでは絶対に売れない。

それは分かる。例えば、沢山の人

に聞いてもらいたくて一生懸命ラ

に呼び出され三十分、何がどうな

ソナリティー探してて」と。別室

やってみいひん？ 今ちょうどパー

地元どこなん？」「君ら、ラジオ

えと思うで。今時珍しいんちゃう。

ったんですけど」「いやいや、え

すか。そんな風に考えたことなか

室に案内されました。

ーの大石さんに声をかけられ、別

けた公開収録の後、プロデューサ

初めてバンド形式で行ったライ

た。

えたり、充実した経験をつみまし

募集し、ディレクターと構成を考

録に向けてネタを考え、お便りを

とにラジオの楽しさにハマり、収

思い出せないけど、回を重ねるご

回は緊張しすぎて何を喋ったかも

の冠番組がスタートしました。初

週に一度、三十分のＧＲｏｕｎｄ

めり込み、千葉のＦＭうらやすで

組制作の様子を見て、面白さにの

後日、スタジオの見学に行き番

か付き合いとか、そういう所で君

思うねん。大半は、君らの人柄と

ァンかというと、そうじゃないと

ってたけど、あの人達が君らのフ

行かせてもろうてお客さん沢山入

理やねん。この前渋谷のライブに

結論から言うと、このままじゃ無

れることを真剣に考えてみてん。

「君らをプロデュースして、売

基本になっています。

ら言われた内容は、今でも仕事の

た。一週間後、改めて大石さんか

えさせて。時間ちょうだい」でし

返答は予想と違って「ちょっと考

サーの大石さんに話しかけたが、

りたくて、仕事としてプロデュー

気で、音楽で生活できるようにな

まで、お金をとってライブをすべ

いうものが形になって表現できる

から、ミュージシャンはこれだと

ばやるほどファンを失ってる。だ

今の君らはそういう状態で、やれ

ドか、見んでええわってなるやろ。

んやろ。名前見たって、あのバン

かったら二度と行かへんし買わへ

して、それが素晴らしいものでな

ライブに行ったりＣＤを買ったり

っても気付かへん。自分が誰かの

ん。だから、水面下でファンを失

と向かって正直な事なんか言わへ

のではなく失ってんねん。誰も面

なければ、実はファンを得ている

頂くお金以上の価値があるモノで

それがほんまにいいモノやったり、

イブしてＣＤを売る。やけどな、

展開。詳細を教えて貰い、返事は

ブの後、
意を決して大石さんに「僕

きでないと僕は思うねん。そうい

っているのか分からないままの急

訴える系やねんな」「訴える系で

挨拶する間もなく「君ら意外と、

前号に出てきたラジオ出演をか

後日にしました。その後も、ラジ

たちをプロデュースしてくれませ

さんや仕事の話など貴重な話をし

【プロデュースと価値】

オというメディア、音楽業界、奥

う意味で言うと、君たちはもうフ

克也
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らを好いてくれてるんやと思うけ

宮地
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ど、そういうのじゃなくて、純粋

てくれました。

−

んか？」と伝えました。もっと本

【ラジオデビュー】

−

としての力、店やったら商品の力、

ジシャンやったらミュージシャン

で生活していく事やから。ミュー

事っていう事はそれでお金を稼い

デュースするのは仕事やから。仕

めっちゃ凄い事やけど、僕がプロ

に来て、たくさん人が来てくれて、

ころから始めて、誰も知らん土地

ァンを失い過ぎてる。何も無いと

宣言はその日にさせてほしいとい

も経験しておきたい、活動休止の

くれる次のライブは、今後の為に

底納得し、沢山のお客さんが来て

人とも大石さんの言う通りだと心

を頂戴。それでええか？」と。三

曲、来週までにいいの作ってデモ

ング行こや。せやから、まずは二

介してあげる。一緒にレコーディ

ら僕が仕事してるアレンジャー紹

かん。まずは曲。ええ曲が出来た

たのがきっかけだ。

録ＬＩＶＥで彼に出演してもらっ

私が担当していたラジオの公開収

イヤイヤ書く事にした。

も関わらず書いてくれというので

ないから」と宮地くんに言ったに

全く効果ないよ。僕は全く有名で

私が「このＣＤに何を書いても

いて思う事

ヒゲンジツシュギのＣＤ発売につ

ストアルバム『光と影』より引用）

（以下ヒゲンジツシュギ二枚組ベ

は歌しか無かったように。

楽なのです。奴隷にされた黒人に

何の取り柄も才能もない人間に残

のは、本来“歌”とはこの様な、

ただ１つだけ忘れないでほしい

れを読んだ人はこのＣＤを買った

しい。それがこの二枚組ＣＤ。こ

が無いＣＤを命をかけて作ったら

そんな可哀想な男が売れること

う方向を徹底したらひょっとした

た。「訴えるとか、伝えるってい

していると、大石さんはこう続け

るのに場所を選ばなくなり、近い

ます。技術の進歩により音楽をす

が、“価値”についてはよく考え

ジツシュギの活動を開始しました

ヒラノ君の脱退を経て、ヒゲン

…それが彼らの第一印象だ。今も

で出て来て。絶対に売れないのに

こんな歌で売れると思って東京ま

イクな音楽だった。かわいそうに

んだか病んでる歌詞で本当にブサ

全く売れる音楽を無視し歌詞もな

は歌が下手くそな宮地だ。音楽も

本当に歌が下手くそで私の中で

ら祈っています。

なんて求める時が来ない事を心か

宮地くんよ、普通の生活がしたい

かない。本当に可哀想な男です。

彼には何もない、だから歌うし

されたお金のかからない唯一の娯

たわけです。

という事だと思う。無駄金を使っ

そういう勝負できる力がいるねん。
う頼みを受け入れてもらいこの件

らほんの少しの可能性やけど上手

将来、ＡＩがシチュエーションに

それは全く変わってないが…。

彼 と の 出 会 い は 五 年 程 前 で あ る。

その力が無いことには、なんぼ上
を進めることにした。

目から鱗だった。価値というも

手くやったって通用せえへん」
。

くいくかもしれへん。カッコつけ

合った名曲を作ることが可能にな

のをそこまで真剣に考えたことが

たらあかんで。どこまでも泥臭く、

ると僕は思っているので、これか

【その後】

必死に、人間臭く、正直に本気で

れません。逆に言えば売れない歌
はもう終わっています。という事

なかった。なるほど…とボーっと

一心不乱にやってる姿が君らの唯

らは価値を創造できる様になりた

をずっとここまで歌ってきて人生
最後に、大石さんがベストアル

は、もう歌を一生歌うしかないん

一 九 八 四 年 生 ま れ、 大 月 町 出 身。
大月町役場を退職後ミュージシ
ャ ン に 転 向。 現 在 は ヒ ゲ ン ジ ツ
シ ュ ギ の ボ ー カ ル と し て 活 動 中。

みやじ かつや

名もない大石より

一の武器やねん。ほんで、真剣に

いと思っています。

曲作って、ええ音源作って、しば

バムに寄せてくれた文章を引用し

だ宮地くんは…本当につくづくか

そうです、彼らの歌は絶対に売

僕がプロデュースするなら、ええ
らくライブはせずに練習して、路

ます。

わいそうな男である。

上ライブしながら一からやろう。
次に出る時は皆に衝撃を与えなあ
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これまで

「わたし、これになる！」その
直感を信じて生きてきて十何年。
やっとアメリカで舞台に立つこと
ができました。
現在、ニューヨークを拠点にミ
ュージカル女優として活動してい
ます、西岡舞と申します。アメリ
カ生活はもうすぐ五年になります。
これまで、
『コーラスライン』
『ミ
ス・サイゴン』その他ミュージカ
ルやコンサート等に出演してきま
した。
香美市土佐山田町に生まれ、音
楽、特に歌とダンスが大好きで、
アイドルの真似をしてみたり、お
風呂場で歌ったり、歌手になりた
いと密かに思っていました。が、
まさか本当に仕事にするなんて、
ましてやニューヨークなんて自分
でも驚いています。
人生の転機は中学三年生、劇団
四季のミュージカル『はだかの王

様』でした。大きな拍手、ライト
を浴びてキラキラと輝くダンサー
のお姉さん、歌を歌う出演者たち
の顔。これだ！ 胸にバシッ！ と響
きました。わたしもこの中の一員
になりたい、歌いたい。わたしも
輝きたい 「わたし、これやる 」
そう心の中で強く思いました。
思い立ったらすぐ行動の私。そ
の日からミュージカルの道まっし
ぐら、バレエと声楽のレッスンに
通い始めました。もちろん親はミ
ュージカルなんて知りもしません。
しかも、ミュージカルを見るまで
は、医者になると言っていました
し、いい大学に入ることを期待さ
れていたので、ミュージカル女優
になる、と言った時、何が起こっ
た という感じで、反対されまし
た。が、言い出したら聞かない私。
どうにか説得、いやほとんど無理
やり納得してもらいました。今で
!?

!!

!!

西岡

舞

も、いい大学に入れておけば良か
ったと後悔されます。
大学は「本気でやるなら一流か
ら学ぶべき」という姉の助言で、
東京のミュージカルコースのある
音楽大学に入学し、四年間でミュ
ージカルに必要なほとんどを学び
ました。毎日が楽しくて楽しくて。
「歌もダンスも基本は芝居。気持
ちが大事。気持ちがあるから歌う。
声になる。動きになる」この教え
は今でも私のモットーになってい
ます。

卒業後二年間は、ディズニーへ
所属しました。それも、友人と遊
びに行き、パレードを見た時に「こ
れがやりたい！」と思ったことが
きっかけです。とにかくやりたい
！ と思ったことはやらないと気が
済まない、そして先を考える前に
行動する性格で、ニューヨークへ
行くきっかけも同じでした。姉と
のニューヨーク旅行中、ふと「私
ここにいるかも。多分私、ここに
住むな」と思い、日本に帰ってす
ぐに、ニューヨークへ移り住むた
めの資料を探し、会社に辞めるこ
とを告げ、その半年後、二〇一四
年七月にニューヨークへ発ちまし
た。
ミュージカルの本場、ブロード
ウェイ。その舞台は私に思わぬ衝
撃を与えました。役者が演じてい
る、のではなく、生きてる。本物
だ。これが私が求めているものだ
！ と思いました。
「こんな芝居がしたい！」と、
勢いで来たニューヨークですが、
辛かった。本当に辛かった。舞台
に立つまでの道のりは、想像をは
るかに超えるものでした。
まずは言葉。一番嫌いだった勉
強が英語でしたから、もちろんま
ったくしゃべれませんでした。何
を言っているか聞き取れない。レ
ッスンに行ってももちろん、英語。
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先生の言っていることがわからな
くて、さらに、教えて欲しいと伝
える英語も知らなくて。勇気もな
くて。パニックになって、まった
く英語が出てこなくなる。せっか
くのニューヨークだからと、様々
なジャンルのレッスンにも通いま
したがそれも失敗の原因になった
のだと思います。
食も合わない、生活スタイルも
まったく違う。病気になったり、
生活することだけで必死でした。
何をやってもうまくいかない、ど
んどん自信をなくしていました。
ＳＮＳ上では友人がどんどん舞台

に立っている写真を目にしては僻
んだり、家族には「ニューヨーク
楽しい！ 頑張ってるよ！ うまく
いっている」とうそをつき、相談
できる人もいない。一体自分が何
をやりたいのかわからなくなりま
した。そんな生活が続いた一年半
後の冬。
「もう諦めて帰ろうかな」
と本気で考えました。今までどん
なことがあっても笑顔で乗り越え
てこれましたが、その時だけはど
うにもできなかった。辛くて、逃
げたくて仕方なかった。こんな自
分じゃなかったと思い、自分のこ
とが大嫌いでした。
そこから救ってくれたのは、「本
当は何がしたいの？」という言葉
でした。考えました。何がしたい
のか。何の舞台に立ちたいのか。
そして自分の生活を見直し、通っ
ていたレッスンもミュージカルに
近づくものだけにしました。
すると、全ての流れが変わりま
した。素晴らしい先生に出会い、
必死で練習を重ね、見事、初めて
のアメリカでのオーディションに
合格しました。
もちろん、セリフも歌も全部英
語です。オーディションで役を取
れるか取れないか、重要なのは発
音です。アメリカ人が聞いて、聞
き取れなかったり、日本人アクセ
ントがあったらアウト。いかに、

ネイティブに近づけるか。発音の
レッスンに毎日通い、映像で口の
形を見ては真似し、舌の動きを研
究し、言葉一つ一つをチェック。
それはもう気の遠くなるような練
習でしたが、楽しかった。夢にま
で出てきていました。
発音をクリアしたら、表現とし
て見せる。オーディションは人生
で味わったことのないほど緊張し
ました。合格してからも大変でし
た。大勢のアメリカ人の中に私一
人だけ日本人。稽古中も指示は英
語。共演者たちの会話も英語でど
んどん進んでいきます。その期間
で相当英語は鍛えられましたね。
辛い頃を乗り越え、努力の上で
初めてアメリカでたった舞台『コ
ーラスライン』では舞台上で号泣
でした。諦めなくてよかった。や
っと、生きてると感じられました。
これまで起こった辛いこと、楽
しいこと、全てには意味があった
と思います。辛い時期があったか
ら、そこに戻りたくないと、必死
になって練習をしました。あの時
諦めなかったから、時間はかかっ
たけれども結果として現れた。辛
いこともたくさんあります。でも、
自分の選んだ道はこれでよかった
と感じています。そして、自分の
好きなことをさせてくれている家
族に感謝をしています。

まい

まだまだ、夢の実現の途中です。
次の夢は、ツアーのカンパニーに
入って、ミュージカルをしながら
世界中を回ることです。日本にも
舞台の一員として戻ってきたいで
す。そしていつか、高知でミュー
ジカル公演ができたらいいなと思
っています。

にしおか

一九九〇年生まれ。香美市出身。
ミュージカル女優。昭和音楽大
学ミュージカル学部を特別優秀
賞で卒業後、某有名テーマパー
クに二年間所属。日本でＦａｍｅ
（カルメン）、Ｓｏｕｎｄ ｏｆ
Ｍｕｓｉｃ（ブリギッタ）、ね
こはしる（主役・ラン）、賢者
の贈り物、等の舞台に出演。
二〇一四年に渡米。現在アメリ
カ・ニューヨークを拠点に、ミ
ュージカル女優としてコーラス
ライン（コニー）、ミス・サイゴ
ン、ジーザス・クライスト＝ス
ーパースターや、その他オリジ
ナルミュージカルに出演する他、
世界的に有名なカーネギー・ホ
ールにもシンガーとして出演す
る等活動の場を広げている。
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自分が今見たい作品で、高知に

社会派ドキュメンタリーから猫まで

■ジャンルは音楽、食、農、民族、

続いて私たち夫婦が東京で「大

トの主軸になるものと思っていま

てこないので、これからもゴトゴ

マニアックでなかなか高知にやっ

味のあったジプシーの芸能を描い

た『キューバップ』、以前から興

降のキューバジャズシーンを描い

もそうでしたし、ブエナビスタ以

品『スーパーローカルヒーロー』

高知市中心地での最初の上映作

ス』、福島第一原発事故で汚染さ

を世に問うた『シュガー・ブルー

を一から作る』、砂糖の過剰摂取

ら命の尊さを学ぶ『カレーライス

ティフルアイランズ』、食べ物か

温暖化問題を追った傑作『ビュー

『ザ・トゥルー・コスト』、地球
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妹デュオ『カピウとアパッポ』、

日本ではほとんど上映されていな

いが世界的には数々の賞を受賞し

た『遊牧のチャラパルタ』、最近

ではアメリカのけったいなレコー

ドマニアに密着した『さすらいの

レコード・コレクター』という地

ゴトシネマの黎明期については、

やってこないものを選んで上映し

地を守る会」というオーガニック

誠一

ゴトゴトシネマは、高知市土佐

もっと深い話がたくさんあります

ていますので、実はジャンルにこ

系の会社で働いていた関係もあり、

前田

味に傑作な音楽ドキュメンタリー

山桑尾地区に住む我々・前田ファ

ので、ご興味のある方はぜひゴト

だわりはないのですが、これまで

「食、農、環境もの」。これには

も上映しました。音楽系の作品は、

ミリーが運営している自主上映団

ゴトシネマホームページから「ゴ

に上映してきた作品を紐解きます

とあっさり語りましたが、ゴト

体、というか家族です。名前は、

トゴト通信」というページをクリ

と、まず「音楽もの」。これはゴ

■土佐山生まれの移動映画館

当地桑尾にある県内最大のスピリ

ックして過去の発行物をご覧くだ

た『ジプシー・フラメンコ』、子

れた畜産牛を守る『被ばく牛と生

強い関心があります。作品で言う

どもの頃から好きだったジャニス

きる』などなど。食、農、環境関

トゴトの大きな特徴になっている

ジョプリンの『ジャニス：リトル

係の映画もゴトゴトラインナップ

とファッション産業の闇を描いた

・ガール・ブルー』、アイヌの姉

かと思います。

す。

ュアルスポット・ゴトゴト石に由
さい。

行うようになりました。

ら月一でお山を降りて上映活動を

映場所を移し、二〇一六年三月か

客が見込める高知市の中心地に上

ということで、配給料を払える集

あり、新しい映画も上映したいな、

またお客さんからのリクエストも

その後、自分の映画熱が高まり、

で上映を開始したのが始まりです。

し、二〇一四年の十二月から月一

いが起こせないかなと思って企画

ある桑尾公民館を使って何か賑わ

来しています。もともとは地域に

1 周年は桑尾公民館で 8 本立てのＦＥＳを開催

の中に。』、聴覚障害者が自分た

敵な活動に密着した『幸福は日々

ルの学校』、知的障害者施設の素

います。移民問題を描いた『バベ

と呼ばれる映画も好んで上映して

にきまってますので、「社会派」

く生きていける世の中の方がいい

また、なるべく多くの方が楽し

五十年前の世界の民族文化を映像

久高島の秘祭「イザイホー」や、

俗もの」にも興味があり、沖縄・

文化人類学を学んでいたので、「民

いのですが、自分が若かりしころ

後はですね、「音楽もの」に近

てくれればいいなと思っています。

え、思いを寄せるきっかけになっ

れていなかった人たちのことを考

をきっかけに、今まであまり知ら

った『獄友』など。これらの映画

ンズ』は、海に沈むと言われるツ

ったり、『ビューティフルアイラ

いじめの問題にもつながる話であ

ス：リトル・ガール・ブルー』は、

てみましたが、たとえば『ジャニ

ちょっと便宜上ジャンル分けし

います。

ら続々とやっていきたいと思って

からもいいフィクションがあった

ご好評いただいております。これ

ーリーの『心と体と』を上映し、

からも高知にやってこない、いか

つながっておいてください。これ

ある方はぜひ、ゴトゴトシネマと

ブックなどＳＮＳでアカウントの

してくる予定ですので、フェイス

ないほどマニアックな作品も登場

が幸せになると本気で感じでいま

せになれば人が幸せになり、地球

さんも言っていました。「猫が幸

場版

ています。猫だってそうです。『劇

には欠かせません。

ちで〝音〟を表現した無音の六十
に残した「ＥＣフィルム」のゴト

した映画を続々と上映していきた

いと思いますので、皆様ぜひぜひ

今後は上映作品のチラシを作れ

す」。私もそう思います。

世界ネコ歩き』の岩合光昭

分『ＬＩＳＴＥＮ』、ネパール地

ゴトシネマセレクションなんかも

バルの豊かな音楽、芸能を前面に
フューチャーした作品であったり

よろしくお願いいたします！

■上映作品に込めた想い

震後の復興を描いた『世界でいち

上映し、好評を博しています。

と、それぞれ実はジャンルをまた

そうそう、忘れてはいけません。
「猫もの」もゴトゴトシネマの大

よく聞かれるので、ちょっと考
えたことがあるのですが、私とし

いだ内容の作品が多くあります。

猫を追った『猫が教えてくれたこ

ては、やはり均質化したこの日本

きな特徴。一家揃って猫好きなの

岩

の社会が生きづらく思っており、

一九六八年生まれ、高知市在住。
ゴ ト ゴ ト シ ネ マ の 主 宰 と し て、
様々なジャンルの映画を市内各
所で上映している。

まえだ せいいち

です。トルコイスタンブールの街
と』、高知初上映の『劇場版

グローバリズムに征服されつつあ

シネマで上映する映画に関しては、

合光昭の世界ネコ歩き』は、高知

それらのアンチテーゼとなる作品、

県下の猫好きの皆さんがたくさん

以上ご紹介した作品はすべてド

人間が人間らしく楽しく暮らして

る世界のあり方がよろしくないと

キュメンタリーなのですが、別に

来てくれてとっても盛り上がりま

こだわっているわけではなく、今

いけるための道しるべとなるよう

思っています。だから、ゴトゴト

年の九月にはゴトゴトシネマ初の

な作品を上映していきたいと考え

した。

フィクション映画にしてラブスト
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ばん美しい村』、冤罪被害者を追
毎月定期上映を行っている帯屋町の喫茶メフィストフェレス２Ｆシアター

!!

これで初出店が出来るぞ 道が開
けた。
いよいよ初出店の日、屋外でテ
ントを張り、テーブルとイスのセ
ッティングをし終わり、オープン
すると同時に、強風が吹き荒れテ
ントが吹き飛ばされるというハプ
ニングが起きた。強風の中では、
タロットカードを広げることは出
来ないので、出店することを諦め
て知り合いの出店者さんのお手伝
いをすることにした。それはそれ
で楽しかったし、色々な方々と知
り合うことが出来た。初めて屋外
でのイベントで気付かされたこと
は、私の場合、風が弱点だという
ことだった。

Ｋａｎｎｏｎ

しばらくして、ある時なにげな
くスマホを手に取り Instagram
（以
下、インスタ）を開くと、イベン
ト 出 店 者 募 集 の 画 面 が 目 に 入 っ た。
詳細を見る限りでは占いでの募集
は無いのかと諦めてスルーしてし
まった。二～三日経ち、やっぱり
気になる…。あの募集の画面は何
処へ行った、と探すもののなかな
か見つからない。これで見つから
なければ御縁が無いのだと諦めよ
うと思いながらも検索画面で様々
なワードを入力し、インスタの検
索機能を駆使し、必死で探したと
ころ、やっと見つけ出すことがで
きた その主催者さんに、占いで
出店したいと希望してみたら、大
!!

突然主催者になる

私は、タロット占いをしていま
す。活躍の場所を広げるためイベ
ント出店したい！ という思いが強
くなり、まずは行動しなければと
思っていたとき、いつもお世話に
なっているじんぜんじゅカフェへ
行くとなにげなくテーブルに置か
れていたフリーペーパーが目に入
った。なんと、そこにはマルシェ
の情報が まずは電話で問い合わ
せてみればいいのだが勇気が出ず、
もしや友人の知り合いかもと思い、
友人に連絡を取ってみたら、世間
は狭いもので色々な情報が入って
きた。その情報を元に勇気を出し
て主催者の方に電話してみたら快
く出店させて頂ける事になった。
!!

丈夫だとのことだったので、何事
も聞かずして諦めてしまうのはい
けないのだと実感させられてしま
った。せっかく道があるのに自分
でふさぐことになるところだった。
このときは屋内で出店させて頂け
るとのことで、私の弱点の風は無
い。今度こそチャレンジすること
が出来た。これが初出店の第一歩
になった。そしてなんと二か月に
一回の継続出店が決まった。
何回か出店させて頂いているな

8
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か、突然主催している方が主催を
辞めるという話があり、一緒に出
店している仲間がザワついた。
あーこれでここでのイベント出
店は出来なくなるのかぁ。この先

どうしよう…、また出店できると
ころを探さなければ、誰か引き継
ぐ人はいないだろうか…と思って
いたが、いや待てよ！ 私がやるし
かない！ せっかく道が出来たのに。

ピンチはチャンスだ と思い直し、
私は突然イベントの主催者となっ
た。
初めて手掛けることに不安は全
くなく、楽しみでしかなかった。
みんなには「大変で」
と言われるけれど、私
の中ではただ出店する
だけから大きく変わり
はしたけれど大変な思
いはしていないのだ。
出店者を探す時は一番
最初のイベントで出会
った方との御縁を大切
にしていたこともあり、
声をかけると集まって
くれ、今までの仲間も
集まってくれた。人と
のつながりは偶然にあ
ったものでなく出会い
自体が必然で、つなが
りを大切にしてきた賜
物のように思う。そん
な大切な仲間の為にア
プリシエーション（感
謝、鑑賞、味わう）と
いうグループ名を付け
た。アプリシエーチョ
ンの仲間のおかげもあ
り、主催者としての第
一歩を踏み出した 今
モーテマルシェ
×
アプリシエーション

!!

!!

後もお客様も出店する側も楽しい
イベント作りをしていきたい。そ
して二か月に一回ではなく一か月
に一回、イベントを開催し、知名
度を上げていく決心もしている。
あの時、イベントの主催者にな
って続けていく決心が無ければ、
今頃どうしていただろう…。そし
て人生の中で大きく変わったこと
で、こうやって執筆の機会もでき、
人生って面白い そんなふうに思
っている。

かのん

一九七五年生まれ、高知市在住。

タ ロ ッ ト 占 い 師。 モ ー テ マ ル

シェ×アプリシエーションを毎

月第一週目の土日に開催。十時

～十六時、モーテ桂浜にて。ハ

ンドメイド、アクセサリー、焼

き菓子、ハンドマッサージ、占

いなど。
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!!

「アンテナ」

仁

人ぐらいで、各々がやりたい放題、
壊れたテレビをロープで引っ張り、
ただただ進んでいく踊り子、スト
ッキングを被って引っ張り合いを
する踊り子…。僕は、「なんなん
だ、このチームは」と思わず釘付
けになってしまった。
それまで賞を狙うために真面目
に練習をし、本番に挑んできたが、
このチームを見て目からウロコが
落ちる感じがした。
彼らは、本気でよさこいを楽し
み、一人一人が主役になっていた
のである。
そう思ったとき、僕はこのチー
ムのファンになってしまった。チ
ームの名前は知る人ぞ知る「Ｍ・
Ｉ」。僕はこのチームで踊ってみ
たいと思ったが、自分にはまだ彼
らのように自由に表現する事が出
来ないと思い、次の年もその次の
年もこれまでのチームに参加した。

下尾

よさこいチームＭ ・ Ｉ
との出会い
周波数を合わせば、いろんな人
と出会い繋がることができる。ア
ンテナを高くたて沢山の人と繋が
ろう。すると、面白いことがやっ
てくる。
皆さんは、よさこい祭りに参加
したことはありますか？
今から十五年程前、僕は某よさ
こいチームで毎年よさこい祭りに
参加していた。そのチームは毎年
受賞するようなチームで、練習も
鳴子の鳴らし方や隊列の綺麗さを
意識したり、賞を取るため真面目
に練習をしていた。
そして、みんなの士気を高める
ため、掛け声は「目指すは金― 」
というようなチームであった。
ある年、踊りの待ち時間の時、
他のチームを見ていると、なんと
も異様なチームがやってきた。ゴ
ミ袋とダンボールで作っただけの
ような地方車、踊り子も十～十五
!!

しかし、賞を取るために踊ると
いうようなよさこいコンテストに
疑問を抱き始めていた自分は（も
ちろん一生懸命練習して賞を取る
チームもすごいと思う）、初めて
Ｍ・Ｉを見てから五年、ついにチ
ームＭ・Ｉの扉を叩いてみた。リ
ーダーは、世界でも活躍する映像
作家の大木さんというすごくやさ
しく気さくな方で、踊り子も県内
・県外の芸術家がほとんどであっ
た。
初めて参加するＭ・Ｉ。与えら
れた振りを踊るのではなく感じた
ように踊ればいい。だが、それが
実に難しい。しかも観客は白い目
で見ている（僕はそう思った）。
しかししばらく踊っていると、何
かに取り憑かれたように体が動く
動く。白い目も気にならなくなり、
これが「自由は土佐の山間より出
づ」、まさに自由である。
それからは、毎年のようにＭ・
Ｉでよさこいに参加させてもらっ
ている。
ある年は音楽無しという奇抜な
発想 より大きな音で競い合うよ
うに爆音を発する地方車が多い中
での無音。さすがに音楽無しでは
踊りにくいので、前のチームや後
ろのチームの音を聞いて踊らせて
もらった。
!!

中央公園で踊
る時、Ｍ・Ｉの
踊りを観客はど
ういうふうに見
ているのだろう
と、僕は観客に
紛れてＭ・Ｉの
踊りを見た。観客の反応は、ゲラ
ゲラ笑う人や、早く終わればいい
のにと口に出して言う人、様々で
あった。
もちろん観客の感じ方も自由で
あっていい。それを間近で見れて
面白かった。
沢山のチームが各々のコンセプ
トで参加し、沢山の踊り子が自分
に合ったチームを見つけて参加す
る。なんでもありの自由な祭り、
その中でも自由中の自由、「チー
ムＭ・Ｉ」。

ひとし

Ｍ・Ｉとは、『〈ま〉と〈む〉
のあいだの〈み〉』という事らし
いが、まさにそれはアートである。

しもお

一九六九年生まれ
岡豊高校一期生。二十五歳ぐらい
に演劇に目覚め、日夜面白い事は
ないかとキョロキョロしている。
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回高知市夏季大学
十八日（水）は、マルチプラン
ナーの小林さやかさんにご登壇い
ただきました。「ビリギャル」の
モデルとなった小林さんの講演に
は、大変多くの高校生の来場があ
り、ご高齢の受講生からは「夏季
大学がとても活気づいたようで、
大変良かった」というお声もいた
だきました。
十九日（木）は、カーリング選
手の本橋麻里さんに、プロスポー
ツ選手と家庭を両立するご自身の
生き方についてご講演いただきま
した。ちょうど二〇一八年二月に
行われた平昌オリンピックで銅メ
ダルを獲得したこともあり、会場
はメダリストを迎えるという独特
な熱気を帯びていたことが印象的
でした。
二十日（金）の講師は、早稲田
大学教授の中林美恵子さんで、ア
メリカの国家公務員として勤務し
たご自身の経歴を踏まえ、トラン
プ大統領就任後大きく変化してい
る現在のアメリカのリアルなお話
を聞くことができました。
二十一日（土）は、東京大学教
授・宇宙線研究所長で、二〇一五
年にノーベル物理学賞を受賞され

た梶田隆章さんにご講義いただき
ました。講演後の質疑応答の時間
では受講生からの質問が途切れる
ことが無く、講演全体を通して大
変濃密な知の空間が広がっていま
した。
二十四日（火）は、爆発的なブー
ムとなっている『漫画 君たちは
どう生きるか』の漫画家・羽賀翔
一さんと、その企画を担った株式
会社マガジンハウス取締役編集担
当・鉄尾周一さんのお二人から、
小説を漫画化するに至った経緯や
そのねらいなどのお話を聞きまし
た。講演の中ではライブドローイ
ングやプレゼント企画も実施しま
した。
二十五日（水）は、将棋棋士、
加藤一二三さんにご登壇いただき
ました。将棋界のレジェンドなら
ではのお話に、会場は時に笑い、
時に真剣に、その挑戦を続ける人
生のお話に聞き入っていました。
二十六日
（木）の講
師は、お笑
いタレント
の中田敦彦
さんでした。
講演のほか、
ご自身から
の要望で、
急遽来場者

全員との握手会を行うなどハプニ
ングもありましたが、高校生を中
心に、大変多くの若年層の来場が
あり、モニター席を含め会場は満
席となりました。
二十七日（金）は、脳科学者の
中野信子さんにご講演いただきま
した。脳科学という難しい内容で
ありながら、大変わかりやすく、
そして非常に面白く解説していた
だきました。また、当日券を購入
された方が過去最高を記録するな
ど、受講生の期待値の高さも窺え
る講義でした。
最終日、二十八日（土）は、明
治大学教授で教育学者の齋藤孝さ
んにご講演いただきました。コミ
ュニケーションについて、受講生
を巻き込んだワークショップ形式
で講演を進める時間もあり、予定
時間を大きく超えてしまいました
が、大変満足度の高い講演でした。
もう一度講演を聞きたいという声
が非常に多く寄せられたことも印
象的で、齋藤先生にしかできない
特別な講演となりました。
会場のアンケートで寄せられた
様々なご意見も参考にしながら、
来年度以降の講師陣や会場運営な
ど、より充実し、多くの方に参加
いただける夏季大学となるよう検
討したいと思います。
〈受講者数・延べ八九三〇名〉
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第
平成三十年七月十七日（火）か
ら二十八日（土）まで、日曜日と
月曜日を除く十日間、第 回高知
市夏季大学を開催しました。
夏季大学は中央公民館事業とし
て一九五一年にスタートしました。
「市民の知的開発、文化教養の向
上、情操の涵養を図る」という開
講当初に掲げられた目的のもと、
毎年、経済・科学・政治・芸能・
社会・歴史・スポーツなど、各界
で活躍する著名人・有識者の皆様
にご登壇いただいております。
本年は、例年以上に各種メディ
アで活躍する皆様に多くご講義い
ただくことができ、二〇一一年以
来、七年ぶりに、さらに発売開始
からわずか五日で受講票が完売と
なり、梅雨明けと共に大変な酷暑
となったにも関わらず、たくさん
の受講生にご来場いただきました。
初日十七日（火）の講師、東京
大学大学院教授の石井直方さんに
は高齢の方でも効果的に筋力を強
化できる筋力トレーニング法「ス
ロートレーニング」について、ト
レーニング方法を実技も交え、わ
かりやすく解説していただきまし
た。
68

68

８ 月 の 事 業 か ら

Ｌａ Ｂａｒａｃｃａ
「さかさまのお話」
一九七六年、イタリアで一番最初にでき
た児童劇団「 La Baracca
」（ラ・バラッカ）。
ヨーロッパを中心に子どものための作品を
発表し続けている。
『さかさまのお話』は、スロヴェニアや
ルーマニアのフェスティバルで審査員賞を
受賞する等、世界各地で高い評価を受けて
おり、日本では高知が初演となる。
本作は、アンドレアとカルロッタ、二人
のイタリア人が一言もしゃべらないで、芝
居をする四十分の無言劇。
本番前日、
「リハーサル
僕たちは何度
もこのお芝居をやってるから必要ないよ。
本番を楽しみにしてて」と言われ、テクニ
カルリハーサルのみを終えて、観光に行く
二人。言葉がないお芝居に、子ども達は飽
きることなく見られるのだろうか…という
不安は、開演五分で払拭された。
数種類の音楽、簡単な照明の切り替え、
言葉を発しないことの難しさ、それを感じ
させない表情と演技。
舞台美術は、大きな紙とペンで用意でき
るほどシンプルな作りでありながら、想像
力をかきたてられるお話し、そして分かり
やすい構成。
多くの子どもの笑いを生み、一緒に見て
いる大人もそれに喜ぶ。観客の反応を楽し
みながら、表情を微妙に変えていく演技。
観客との絶妙な距離感。
どれもが素晴らしく、ヨーロッパで長年
評価され続けているその実力を、見事に魅
せてくれました。
終演後、出演者であるアンドレアは、今
回の感想を語ってくれました。
!?

「僕は、背が高く
て体も大きく、ひげ
もたくさんだから、
恐がれられることが
多いんだ。
最初は、なんだこ
の大きい外国人はっ
ていう目で、彼ら（日
本人の子ども達）は
僕 を 見 て く る。 け ど、
今回やってみて、僕
は、日本人の子どもを大好きになったよ。
僕らが登場した時には、彼ら（日本人の
子ども達）との間には大きな壁があったん
だ。でも、僕が演技を始めると、その壁を
一つひとつ壊していき、彼らの方からどん
どん近寄って来てくれた。最後には、フレ
ンドになれた。演じていて、すごくおもし
ろかったよ」。
日本食や日本のアニメ、日本文化に国民
性、とにかく日本が大好きなアンドレアと
カルロッタ、「次来た時は神戸牛が食べた
いよ」と言って、次の地へ向かいました。
アンケートより --------------------------------------------・子ども達が使う紙と絵の具でこんなに素
敵なステージができるなんて、言葉がな
くても子どももよく分かっていて、登場
したネコも実物みたいで、とても感動し
ました。
・言葉がなくても言葉以上の気持ちが伝わ
ってきて、風や街や川も感じられ、大人
でも充分楽しめた。
・子どもが舞台に引き込まれていた。舞台
の作り方、演技力の高さ、すごく良かっ
た。
開催日時 二〇一八年八月二日（木）
会場 高知市文化プラザかるぽーと小ホール
入場者数 一回目七十五名、二回目七十九名
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い一本のリボン
につかまって、
命綱なしで時に
身体をリボンに
絡ませたり、危
なげなポーズを
とったりしなが
ら登っていくタ
トゥーも鮮やか
な屈強な男性の
演技に、息を詰
めてステージを
見守り、緊張感
でいっぱいのシーンが続きました。
フラフープを使った技やバランス芸など
多彩な演目の合間には、ピエロが登場し、
舞台上に張られたワイヤーの上で曲芸を披
露し、わざと？ の失敗でどっと笑いが起こ
ったり、客席を巨大なバルーンを転がして
駆け回ったり、お客さんとやりとりするコ
ーナーもあって、公演終了後のインタビュ
ーでもたいへん喜ばれていました。
夏休みのイベントで子どもが多い中、お
年寄りの姿も多くあり、娯楽の少なかった
幼い頃のイメージや、サーカスにある種の
郷愁を感じる世代なのだろうかと思わせら
れました。
（入場者数 四六〇名 二回公演）

「サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス」
二〇一八年八月一五日（水）、高知市文
化プラザかるぽーと大ホールにて、「サン
クトペテルブルグ国立舞台サーカス」公演
を開催しました。
このサーカス団は旧レニングラード国立
舞台サーカスとして一九九一年に来日して
以来、何度も全国各地を回り日本では親し
まれていますが、高知での公演は初めてで
す。
テントでの興業でなく、ホールのステー
ジで行う「舞台」サーカスは耳慣れないと
あって、来場者もかるぽーとでどうやって
空中ブランコ？ と幕が開くまで興味津々。
派手な衣装の司会者とクマのキャラクタ
ーがまずステージに現れ、話術と着ぐるみ
のかわいさでお客さんの期待を高めていき
ます。
やはりサーカ
スの花形は空中
ブランコで、青
いきらびやかな
衣装の女性が華
麗に宙を舞い、
技が決まるたび
に歓声と拍手が
起こりました。
同じ空中曲芸で
も、天井から下
がった大きな赤
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濱本 秀雄
梼原町三嶋神社）
第34回写真コンテスト入賞作品

負けてません！しかめっ面（平成29年10月30日

高 知 を 撮る

梼原町の津野山神楽。鬼に抱かれた赤ちゃんの顔が…。鬼に負けてないしかめっ面が面白い。

自然や街並みなど地域資源を活か
し、住民が主体となって取り組む芸
術文化活動・高知アートプロジェク
ト（以下ＫＡＰ）が始動して三年。
今年度も十五の芸術文化活動が各地
域で行われている。その中で唯一、
三年連続ＫＡＰに採択された事業が
ある。四国山地の懐に抱かれた大豊
町の八畝（ようね）という限界集落
で、演劇とジビエを
楽しむオータムフェ
スタである。
高知市から、当日
のみ運行されるバス
に乗り約一時間半か
けて八畝へ。棚田が
広がり、空との距離
を近く感じる集落は、
高知市民にとっては
別世界。県内の山間
部に点在する限外集
落の一つだが、ＫＡ
Ｐの日には演劇好き、
ジビエ好きの人が県内外から訪れる。
地域の人たちが育て収穫した野菜や、
狩猟で射止めたシカやイノシシを肴
に、地キビで作った焼酎を酌み交わ
す。山間部ならではの珍味を味わう
前後に、演劇を楽しむ。野外ステー
ジでは、背景の棚田が、ホールで言
うホリゾント幕のように役者さんた
ちを引き立てていた。

限界集落と芸術

ＫＡＰの八畝のイベントは年一回
だが、高知大学のボランティアの学
生さんが、定期的にこの地域を訪れ、
耕作放棄地で地キビ作ったり、日本
一のシャクヤク畑を目指してシャク
ヤクの世話をしたりして、住民との
交流を深めている。そこへ芝居とい
う要素を、志を持った劇団が企画し、
学生たちと一緒に盛り上げている。
学生も、「山奥で植
物の世話をすること
だったら、他の県や
地域にもあると思う
が、演劇もコラボし
ているのは全国的に
も珍しい。いい経験
です」と微笑みなが
ら、この日も率先し
て手伝っていた。
芸術文化は、贅沢
品のような扱いにさ
れがちだが、私は常
に、産業振興や地域
の活性化、心の豊かさにつながる必
需品だと思っている。
「限界集落に芸術や文化を仕掛ける」
こんな仕掛け人が増えれば、地域
が元気になる突破口が見いだせるの
ではないだろうか。
（立花香）

風俗歳時記
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の進展
数日前、通販サイト Amazon
で千趣会が大量のリストラを出したと
いうニュースが流れた。一つの時代が
終わり新しい時代に変わり始めている
のだろう。数え切れないほどの汚職や
粉飾決算、データの改ざんなど、既に
始まっている新しい時代に対応できな
い古い世代が洗い出されているのでは
ないかと思う。この数年で世界、そし

時代が変わる
て日本も、これまでの価値観や感覚が
通用しない、時代の大きな変化が押し
寄せているのを感じる。
既存メディアが重要な部分の真実を
報道できなくなって、それに替わる情
報発信がいまものすごい勢いで普及し
ている。ニュース番組さえ冗長なテレ
がより専門性
ビに替わって、 YouTube
が高く有益で幅広い情報を伝えている。

隆也

中田

「すっかり秋ですね。
」

秋をテーマにどんぐりやイチョウをた
くさん描いて、しんぷるで可愛い作品に
仕上げました。
そして、冬眠に備えるために食べ物を
求め、どんぐり（食べ物）を見つけたう
れしさと、秋にめぐりあえた２つのうれ
しさでとてもよろこんでいるクマの様子
を描きました。

（なかた たかや／
国際デザイン・ビューティカレッジ２年生）

のパートナープログラムによ
YouTube
って高収益がもたらされるユーチュー
バーたちの、自分の持てる知識、身体
と人生をかけた映像が、面白くないわ
けはない。最近のテレビモニターは You
の 動 画 も 見 ら れ る 。新 聞 に 替 わ
Tube
ってさまざまなその道の専門家による
ブログサイトがネット上に溢れている。
確かに玉石混淆の情報が溢れてはいる
が、受け取る側のフィルターさえシッ
カリしていれば、これほど有益な情報
源はない。
こうした新しい情報発信が既存メデ
ィアの広告収入を侵食し始め、 YouTube
の母体である Google
の広告収入でさえ、
奪いは始めているそうだから、なんと
も皮肉な話である。広告が命の既存メ
ディアにとっては、死活問題であろう。
いま世の中を動かしている世代に次の
世代が取って代わると、今の世の中は
すっかり変わっているように思える。
（霖）
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