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第 1 9 0 回 市 民 映 画 会 の み ど こ ろ…坂本昌隆
「アンテナ」路上ミュージシャン雨ンＢＯＷさんとの出会い…下尾
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風俗歳時記・風伯

表紙デザイン：「 染まる 」中尾 亜結美

仁

カとの出会いは衝撃的であった。
プリティカを抱き上げ、帰りの時
間までを一緒に過ごした私は、自
分の娘とプリティカの置かれてい
る現状を重ねては、もどかしく何
とも言えない悲しい気持ちになっ
ていった。
孤児院からの帰り。シーンと静
まり返るバスの中で、私は今まで
何も知らずに、いや、知らないふ
りをして生きてきたことに恥ずか
しさを感じていた。一人の人間と
して、女性として、母親として、
世の中のためにできることがある
のではないか。何か行動を起こさ
なくてはいけない。それが日本代
表として世界大会へ出場している
私の使命ではないのか。そんな考
えを巡らせながら、わたしの世界
大会は特別賞（エレガント賞）で

元吉

望

幕をとじた。
世界大会から帰国後、私は居て
も立っても居られず、すぐに行動
を起こした。世界一にはなれなか
ったが、ここからが大切であり、
今後、自分自身がどう行動するの
かに意味があることを私はすでに
大会を通して学んでいた。
まず始めたのがＳＤＧｓ（持続
可能な開発目標）の周知活動。Ｓ
ＤＧｓとは、二〇一五年に国連で
採択された、世界共通の目標であ
り、地球を持続可能な状態で未来
につないでいくために必要な目標
のことである。このＳＤＧｓを講
演やイベントの開催を通して伝え
て回った。中でも、よく題材に取
り上げていたのが、チョコレート
とファッション。チョコレートの
原料カカオ豆は、発展途上国であ

エシカルプランナー

私のエシカル（より良い）な生き方

二〇一八年十月、ここはマレー
シア。私は今、ミセスの世界大会
に出場するために、この地に立っ
ている。高知からほとんど出たこ
ともなかった私が、今日から十日
間の合宿生活を各国の代表と共に
過ごすのだ。
合宿のチャリティー活動で、マ
レーシアの孤児院を訪れた時だっ
た。私のもとにやせ細った小さな
女の子が駆け寄ってきた。その子
の名はプリティカ。私の娘と同い
年（当時三歳）のかわいい女の子
だった。この孤児院には両親のい
ない子どもだけでなく、極貧の中、
育てられずに捨てるように預けら
れた子どもたちが身を寄せ合って、
ごくわずかな寄付金で生活をして
いた。日本で何不自由なく過ごし
てきた私にとって、このプリティ

るアジア諸国が原産国であり、そ
の生産現場では、搾取的（低賃金
や過酷労働）な経営がなされ、貧
困にあえぐ現地の人から更に安値
で買いたたき、教育を受けるべき
子どもたちが、働いているという
現状がある。この子たちは貧困と
いう負の連鎖から抜け出せない。
カカオ豆が何になるかも知らずに
収穫している発展途上国の子ども
たち。そんな背景を知らずにチョ
コレートを食べている先進国の子
どもたち。世界にはそんな矛盾し
た出来事がたくさんあることを、
ＳＤＧｓとともに伝えてきた。私
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たちの幸せは、誰かの犠牲のもと
に作られているのかもしれないこ
とを。
帰国後に始めた活動は続き、現
在は拠点となるエシカルショップ
＆カフェＨＩＫＡＲＩを南国市に
オープンし、フェアトレード商品
の取り扱いや、ワークショップを
開催しＳＤＧｓを伝えている。フ
ェアトレード商品とは、発展途上
国などの社会的に弱い立場の人々
の仕事と自立の支援につながる商
品であり、買う人も、作る人も、
幸せになる商品である。合わせて
エシカルプランナーという肩書で
さらに活動を広げ、エシカル（よ
り良い）な生き方、エシカル消費、
エシカルファッション、エシカル

ライフを提案し広げている。
先日、エシカルプランナーとし
て開催したＳＤＧｓエシカルファ
ッションショーでは、フェアトレ
ード商品の洋服をその作られた背
景と共に伝えるという四国初の試
みを行った。ランウェイモデルは
県民から公募し参加型にした。モ
デルたちには、しっかりとＳＤＧ
ｓやフェアトレード、エシカルの
勉強をしてもらうことを条件にし
た。それは今後、彼女たちがエシ
カルアンバサダー的役割を担うこ
とにつながっていくことを望んで
のことである。ショー当日、参加
してくれたモデルたちのステージ
での笑顔をみれば、ファッション
ショーは大成功だったと確信を持
てた。今後は、個
人だけでなく地域
の企業、行政とも
連携を取りながら
更に活動を広げて
い く つ も り で あ る。
一人の行動や思い
が 伝 わ り、 広 が り、
深まり、根付いて
いく。その一片を
このファッション
ショーでみること
ができた私は、き

っとみんなが幸せになる世界は作
れると感じている。この矛盾した
世界に、誰かがメスを入れ、声を
上げなければならない。もしかす
ると私にそのお役目を、神様は用
意してくれたのかもしれない。そ
んな風に感じるほど、今私は、誇
りを持ってこの活動をすることが
出来ている。
ここまでの道のりは、正直、あ
っという間だった。勇気を奮い立
たせ、今まで足を踏み入れたこと
もない世界へと一歩足を踏み出し
た私。世界大会という煌びやかな

世界と貧困や孤児、その世界の格
差のはざまでプリティカを抱き上
げ、ただ茫然と自分の無力さを痛
感したあの日。今思えば、あの日
あの出会いが、私の人生の岐路だ
ったことは言うまでもない。

のぞみ

※エシカル（ ethical
）とは、英語
で「倫理的な」という意味を持
つ形容詞。法律の縛りはないけ
れども多くの人が正しいと思う
こと、または本来人間が持つ良
心から発生した社会的規範を意
味する。

もとよし

一九八五年 南国市生まれ
三姉妹の長女。二児のシングル
マザー。二〇一八年、ミセスの
内外面の美しさや品格を評価す
る大会 Mrs.Japan
に出場、日本
代表に四国から初めて選出され、
世 界 大 会（ Mrs.AsiaSupreme
）
へ出場した。その経験から、社
会貢献活動を目的にエシカルプ
ランナーとして、ＳＤＧｓ（持
続可能な開発目標）やエシカル、
フェアトレードの周知活動をし
ている。
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百年生きても、百回しか来ない、
夏は

ゃない人がいてさ。

僕は信じる人なんだけど。

運命は信じていなくって。

僕とここで出会った人は、前世で

は出会ってなかっただろうし。

僕とここで出会った人は、来世で

は出会わないんだよ。

人は生まれ変わるけど。それだけ

ししてすべてをかき消してしまい

かしくなって、消去ボタンを長押

場に立ったあと、すぐに飛び込み、

初めて知った。おんちゃんは持ち

なんて、そんなことはないと思う

そんなに都合よく何度も出会える

杉本 龍哉
どこにいて、何をしているのか

は信じるけど。
もわからないあなたへ手紙を書い

んだよね。

そう思うし、僕はそういう生まれ

この世界から姿を消した。三秒後、
彼は嬉しそうやった。だけど得意

たくなる。
「そちらは元気ですか？」

変わりを信じている。

ても、受け渡すことのできない気
持ちが溜まっていくばかりで、文

げな素振りは一切見せず、泳ぎき

ほんとうに。

僕は結局、それが知りたかった。

った向こう岸で僕のジャンプを見

面もだんだん、日記のような体裁

知りたいけれど、すでに知ってい

になっていく。

たくさんの人が、何かしらの期

旅をする。はじまりはいつも強烈

守ってくれていた。あの三秒の世

な欲みたいなもので、衝動的な何

界には、何があるんだろう？ 三秒
んだろう？ そんなことを思った。

かで、どうしても知りたいと思っ

る気もして。そういう感情の堂々

でも川は、考えることを許さなか

てしまう。やらずにはいられなく

巡りをどうにかやり過ごしながら、

った。三秒間の世界へ飛び込んだ

なる焦燥感みたいなもので、少し

寝て起きたあと、誰も居なくな

（二〇一九年八月三十一日土曜日）

僕は、流されずに向こう岸へ泳ぐ

った家でコーヒー豆をガリガリし

馬路村で中学生ぶりに川へ飛び

のに必死だった。「あなたは、ア

待を持って、ここ以外のどこかへ

ねぇとか、今まではＹＥＢＩＳＵ

込んだ。一緒に飛んでくれた村の

の強迫観念にも似たもので、もう

後、何が見えるようになっている

ビールが一番好きだったんだけど、

おんちゃんは、「大丈夫、たいし

ートで何ができますか？」と、二

僕はこうして手紙を書いています。

今はドイツビールのＪＥＶＥＲも

」

ながら部屋がだんだん朝の匂いに

一番なんだよねぇとか。そんなこ

たことないき！ 夏の思い出よ

き連ねた言葉を集約すると、結局、

げに付け足すのだけど、何行も書

そちらはどうですか？ と興味なさ

捨てた服があんなにも重いことを

てここまできたはずなのに、脱ぎ

た。上等さ！ 威勢良く覚悟を決め

の底の見えなさで足がすくんでい

と言うが、僕史上一番の高さと川

生まれ変わりを信じる人とそうじ

音楽の話をしてもいい？

れたことを思い出す 。

年前の口頭試験で教授たちに聞か

無責任な考え、妄想、思い込みの

まり、知りたいという単なる欲や

いを辿れば自分がいて、そこに至

言葉がついてこなくなる。その思

変わっていく瞬間が好きなんだよ

とをだらだらと書いて、最後に、

そちらは元気ですか？ という意味

る経緯や経験があって。だからつ

になってしまうから、何だか恥ず

!!
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ゃいけないことなんてあるのだろ

のあることをしてまで、知らなき

たとえば、誰かを傷つける可能性

しまう力の可能性がついてまわる。

の言葉やあらゆる行為がふるって

すべてが含み込まれている。自分

い。

はなく、作っていかなきゃいけな

から、立ち位置は確認するもので

分の立ち位置なんてすぐに揺らぐ

存在する。旅をしているとき、自

踏み入れる、距離はどこにだって

のか。アーティストの仕事は、
けっ

とは何で、その中心はどこにある

で何にも変わっていない。アート

す原動力は、原始の時代から今ま

〝何か〟に到達しようとして目指

味だと信じている。そして、その

そういう瞬間は存在すると思うん

交わり、出会い、離れる。

けど。

それだけは信じることができない

時間はつながっていないけど。

んだよ。

らの距離があるということ。何か

きることのなかには、常に何かし

あるのだと知った。自分たちが生

自分にとって無視できない現実が

いでしまう自分の状態のなかに、

の問題。だけどもそれ以上に揺ら

う自分のなかの事実に対する感覚

なる時がある。何かが違うってい

たかったのかまったく分からなく

と向き合っていたのか、向き合い

立ち位置もなくなって、自分が何

うか？ など考えていると価値観も

されることもある。こうして時間

取り囲む環境の変化と共に、評価

があるはずで、十年後、百年後、

いるはずだから。そこに〝何か〟

作り上げるために、信念を持って

限らない。なぜなら、その作品を

するのは、必ずしもその瞬間とは

うでないかという評価がはっきり

それが素晴らしいものなのか、そ

という経験が僕にはある。だけど、

読み取れないし、感じられない」

るのか考えてみるけれど、「何も

る作品が、何を訴えようとしてい

アートの分野でも、目の前にあ

です。

う。アートは、僕にとっても実践

じて作品を作っていられたらと思

け止めてくれる人がいることを信

大きなことではなく、どこかに受

か、影響を与えたいとかっていう

かなぁ。社会的に認められたいと

うな距離感をもって反応されるの

いもよらない地球の裏側までのよ

しれない。僕が作った作品は、思

の共感も必要としていないのかも

に大それたことではなくて、多く

い。もしかしたらアートはそんな

して展覧会を開くことだけではな

ほんとうに。

信じている。

そう思うし、僕はそういう時間を

だよね。

たつや

に関わろうとする以上、自分は決

二〇一九年
Espace de Réflexion
（ Spiral Garden,
東京）
二〇一九年
Parallel
Picnic
（ Krebs-Kontor, Hamburg
）
もし感想や質問があれば、ぜひ
（
tatsuya.sugimoto.jde@gmail.
）まで連絡してください。
com

一九九三年 高知県生まれ
二〇一六年 京都造形芸術大学
卒業
二〇一九年
Hochschule
für
（ハ
bildende Künste Hamburg
ンブルグ美術大学）在籍
グループ展
二〇一九年
Ibasho,The
place
（ Frappant
where I/we can be
）
e.V. ,Hamburg
二〇一九年
の MOSA
TOSA
（藁工ミュージアム，高知）

すぎもと

して正しくはありえない。そうい

音楽の話をするけど、
時間のつながりを信じる人とそう
じゃない人がいて。
僕はそうじゃない人だけど。
過去と今と未来が、つながること
なくどこかに点在していて。
人間に流れる時間のどこかで、ほ
んの一瞬だけ、交わることがある
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を超越出来るのも、アートの醍醐

Minigolf

う絶対に分かりえない領域に足を

Birthdaysong for someone

チッソによるＪＮＣ（ジャパン・
ニュー・チッソ）という会社の設
立、水俣市議会による「公害環境
対策特別委員会」という名称から
の「公害」の文字削除など、今な
おある住民の沈黙、枠組みや名前
・言葉を操作することで認識まで
操作しようとする加害者の姿も浮
かび上がってきた。
舞台から飛び降りてフロアを走
りまわり、個人の言葉を聴き、「み
っちゃんって呼んでください」と
言うかと思えば、質問者の男性に
「たーかちゃん」と呼びかける。
その姿は個人を見、そこに水平的
な関わりを生み出そうとする彼女
の在り方そのものに見えた。
寺尾紗穂さんの『彗星の孤独』
（スタンド・ブックス刊）には高
知新聞に第二・第四水曜日連載中
のエッセイ『時には旅に』からも
何 篇 か 作 品 が 収 録 さ れ て い る た め、
会場に連載読者がいるか尋ねると

多くの手が挙がった。須崎市出身
の曽祖父が魚雷の部品を作って儲
けを出したことなどがこれまでの
自身の比較的恵まれた教育環境に
無縁ではないと考えていること、
魚雷によって傷つけられた人々の
話を直接聴き、自身の加害者性を
考えざるをえないことが語られる
場面もあった。私がしたことでは
ありませんから、と被害者側に立
てば、誰かを悪役にして楽で安全
な立場から批判だけできるのに紗
穂さんはそうしない。
お二人とともに登壇をお願
さやか
いした森明香さん（高知大学・
環境社会学）は、水俣病につ
いて資料を使って説明してく
れ、背景の理解を助けてくれ
た。森さんは高知市の新堀川
の埋め立て工事をめぐって、
行政に住民の声を聴いてほし
いと地域住民とともに活動も
されている。工事が進められ

田邉 佳香

ひとりであること、
いっしょにいること
七月二十七日に自由民権記念館
で「ひとりであること、いっしょ
にいること 寺尾紗穂『彗星の孤
独』×永野三智『みな、やっとの
思いで坂をのぼる』」というトー
ク＆ライブを〔シンフォニア〇三
一一〕名義で開催した。
永野三智さんは、水俣で生まれ、
現在は相思社（『苦海浄土』の石
牟礼道子さんも立ち上げに関わら
れた患者支援組織）で水俣病事件
の被害者の身体症状や思いを聴く
日々を重ねている。昨年出版され
た『みな、やっとの思いで坂をの
ぼる～水俣病患者相談のいま～』
（ころから刊）は、現在の水俣に
暮らす人たちの状況と心情を伝え
ている。七月二十七日のお話では、
三智さん自身が長く水俣出身であ
ることを隠し自分を偽って生きて
いた苦しみと、その解放の契機と
なった故溝口秋生先生の生き様が
語られた。また、加害者側である

ている様子を見ながら、三智さん
や紗穂さんが示した問題が高知の
私たち自身の足元にない、と言え
るだろうかと問わずにいられない。
また、ビキニ核被災の遺族であ
る下本節子さんがこの催しに寄せ
てくれた文章には「ビキニ核被災
被害者への行政の対応と、公害で
ある水俣病患者への対応が共通し
ていると感じた」とあった。東日
本大震災後に小さな娘さんととも
に高知へ避難してきた友人の文章
には「たまたま、そこにいたから。
あなただったかもしれないし、私
だったかもしれない。これからだ
ってたまたまそこにいたから。あ
なたかもしれないし、私かもしれ
ない」とあった。核災害にもまた
水俣と同じ構図が重なって見える。
私たちはそのどこに位置している
だろう。
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寺尾紗穂さんのライブでは、紗
穂さんが『蝉路』を歌うと中庭の
蝉が加勢するかのように大きく鳴
き出した。紗穂さんの後ろ全面に
広がるガラス越しに少女が虫取り
網を持った父親らしき男性と現れ、
一瞬こちらを見て通り過ぎていっ
た。
ライブが進むにつれ背景も夕暮
れ、すっかり暗くなった頃、三智
さんが朗読のため登場した。朗読
の前に、三智さんは『流転』（高
知新聞社刊）を手に、この高知の

元七三一部隊の尾原さんの記録は
水俣のきみえさんを思い出させる、
と言った。最近になってやっと思
いを語り始めたきみえさんは、一
度話し始めると尾原さんと同じく
溢れるように話し、私の存在を認
めてほしい、といつも最後に言う、
と。
朗読では、きみえさんの姉きよ
こさんが地べたで桜の花びらをつ
まみあげようとして、水俣病の中
枢神経障害のためにかなわず、に
じりつけるイメージが夜闇に浮か
び上がり、光が差し込むように紗
穂さんのピアノが鳴った。
『死んだ男の残したものは』と
いう谷川俊太郎作詞の曲も歌われ
た。「 死 ん だ か れ ら の 残 し た も
のは／生きてるわたし生きてるあ
なた」と歌う紗穂さんの声を聴く
と、わたしは『流転』のサブタイ
ト ル を 思 い 出 す。「 そ の 罪
誰 が 償 う か 」 ―「 生 き て る
わたし生きてるあなた」透
きとおるような声が胸に響
く。 少 な く と も 知 ら な い で
い い と は 思 わ な い。 語 ら れ
た言葉を引き受ける人たち
をひとりにしておいていい
と も 思 わ な い。 地 域 に 生 き
る無名の私たちにできるの

は、ともにある誰かをひとりにし
ないこと。その総体が自分たちの
文化をつくり、分断統治と新たな
戦前を押し返して子どもと生きる
すべとなると信じたい。
今後も関わる催しが続く。寺尾
紗穂さんは、十一月二日にカーニ
バル の出演者として来高される。
十一月二十一日には「水俣・ひと
てん
いを
り芝居『天の魚』を高知に呼ぶ実
行委員会」として宿毛市出身で『天
こう ち
の魚』を引き継ぐ川島宏知さんに
よる上演を行う。二〇二〇年三月
七日には〔シンフォニア〇三一一〕
としてアーサー・ビナードさんに
よ る 紙 芝 居『 ち っ ち ゃ い こ え 』
を予定している。また、今年の八
月 二 十 五 日 に、〔 い の ち つ な ぐ 〕
として開催した「『愛と法』上映
＆戸田ひかる監督・岡田健一郎さ
ん（高知 大 学・ 憲 法 学 ） ト ー ク 」
の ド キ ュ メ ン タ リ ー 映 画『 愛 と
法』は、レインボー高知主催の映
画祭で十一月十六日に再び自由民
権記念館で上映される。十一月四
日にはＮＰＯ法人地域文化計画と
意志ある司書さんたちによって映
画『ニューヨーク公共図書館』が
美術館ホールで上映される。
紗穂さんはこんな歌も歌ってい
る。

ひとりとひとり
ひとりでもふたり
胸にあなたが生きてゆく
だからわたしはただうれしいの
また夢をみる

１羽が２羽に
１人が２人に
ただそれだけで

よしか

願わくば、私たちひとりひとり
が、築きたい未来に見合う自分で
ありますように。

たなべ

一九七九年 高知生まれ
東 日 本 大 震 災 後、
「シンフォニア
〇 三 一 一 」 や「 い の ち つ な ぐ 」 の
名 義 で、 多 く の 方 と と も に、 カ タ
ストロフィと生存について考える
ドキュメンタリー作品の自主上映
やライブ、トークの場を開いている。

文化高知 No.212

7

岡田健一郎さん・戸田ひかる監督

00

は三十二歳）生きてきて今まで一
度も考えたことがありませんでし
た。しかし人生とは不思議なもの
で今私はここにいます。当時室戸
についての知識は全くなく、台風
で有名だよねと知人から言われて
も、それすら知らない情報でした。
なぜそんな縁もゆかりもない地に
移住して来たかというと、夫が室
戸市の地域おこし協力隊に採用さ
れたからです。
室戸に来る前は、関東でダンス
の仕事をしていました。地元の熊
谷市と、夫と住んでいた茨城県つ
くば市のスポーツジムでのインス
トラクター、カルチャーセンター
やアートスクールなどでダンスを
教える仕事と、東京の劇団「解体
社」で舞台出演などをしていまし
た。現在は室戸でダンススタジオ
を持ち、ストレッチや、コアトレ
ーニング、サルサやコンテンポラ
リーダンスのレッスンをしながら、

イベントなどではダンスのパフォ
ーマーとして活動しています。一
番踊りで好きなのは即興で踊るこ
とです。それは同じ瞬間は二度と
ない、この世界で生きていると強
く感じることができるからです。
その時の舞台の雰囲気や観客が、
一つ違えば踊りもガラッと変わる、
逆を言えば、それが存在しなけれ
ばその踊りは生まれなかった。全
ての存在が必然で、その瞬間そこ
にいる者（物）たちと一緒に時を
刻めていることの尊さを、自分の
身体を使い表現できればと思い踊
っています。
コンテンポラリーダンスとは、
日本では「現代舞踊」と言われて
います。サルサやヒップホップな
どジャンルがある踊りには、ある
程度既存のステップや体の動かし
方、リズムの取り方、音楽に決ま
りがありますが、コンテンポラリ
ーダンスは、ステップ、音楽、全

遠枝 恵実

ダンスをもっと日常に。
〜キューバと室戸で生活をして〜
皆さん、初めまして。遠枝恵実
と申します。ダンサーとして活動
しています。今日は私のダンスに
対する想いをお話しできたらと思
います。
季節はすっかり秋になりました。
夏から秋に季節が移り変わり、風
が冷たくなっていくのを感じると
少し寂しくなります。そしてこの
少し冷えた風が吹くと、去年初め
て室戸に来た時のことを思い出し
ます。実際に室戸に移住してきた
のは二〇一八年の十二月末で、こ
ちらに住み始め一年を迎えようと
しています。
出身は埼玉県熊谷市という山に
囲まれた地域です。関東以外で生
活をするのは今回が初めての経験
で、最初はなんだか海外に来た様
な感覚でした。西日本、四国、さ
らに高知、さらに室戸という高知
県の一番右端に住むなんて、三十
二年間（現在は三十三歳だが当時

てが何でもありで、身体の表現方
法を自由に創造する踊りとなりま
す。自由に自分で踊りが創れると
いうことは、踊りを観ている側は
その人の人生を直に感じることが
できるということだと思っていま
す。そんな「踊り（身体で何かを
表現する）」が日常に息をするく
らい当たり前に溶け込んでいる環
境を、周りに広めていきたいとい
う想いで今はダンスに関する活動
をしています。その想いのきっか
けは二年間のキューバでの留学経
験にあります。
キューバへのダンス留学は、東
京でナルシソ・メディナ氏という
キューバ人ダンサーのコンテンポ
ラリーダンスの舞台に感銘を受け
決意しました。それまでは趣味で
ダンスを踊れれば良いかなと思っ
ていました。でも彼の舞台を観て
「これだ、これしかない」とはっ
きり意思が固まった感覚は、今で
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も鮮明に
思い出せ
ます。そ
して彼の
様に踊り
たい。踊
れる様に
なるため
には、彼
と同じ生
活 環 境 で、
彼が見て
きたもの、感じてきたものを経験
しないと踊れないと思い、当時勤
めていた会社を辞め、すぐにキュ
ーバに旅立ちました。キューバで
はコンテンポラリーダンスの他に、
サルサやルンバなどキューバ発祥
の踊りも習いました。キューバが
芸術大国ということはキューバに
行って初めて知りました。街は音
楽や踊りや絵画で溢れ、いつも賑
やかでした。特別な日だからとい
うわけでもなく、毎日色々な家か
ら音楽が爆音で流れ、若い人から
年配の方まで、家族親戚、友達が
集まり一緒に飲んで騒いで踊りま
す。キューバに二年間滞在し、踊
りの技術の他に、私の中で踊りが
どんな物でありたいか、そしてカ
ッコ良く踊れる、綺麗に踊れるこ
とだけが「踊る」ということでは
なく、自分の気持ちを身体で表す、
それが「踊り」であり、身体を通
しての人との交流だということを
学びました。
室戸は少しキューバに似ている
所があると思います。電車が走っ
ていないこと、電車が走っていな
いので終電を気にせず大いに呑め
ること、スーパーに行けば誰かし
らに会ってしまうこと、色んなと
ころで顔見知りが増えてしまうな
ど、人との距離が近いこと。そし
てこれは私だけが感じていること
かもしれませんが、何だか昭和の
まま止まってしまっている様な街
の雰囲気がキューバに似ているな
と初めて室戸に来た時に感じまし
た。室戸に住んでから色々な人に
室戸は何
もなくて
不便でし
ょうと質
問されま
すが、あ
まり不便
と感じた
ことはあ
りません。
確かにス
ーパーは

近くには
ないし娯
楽施設も
ありませ
ん。でも
幸いにも
不便と思
うよりも
楽しい気
持ちの方
が先行し
て生活を
送れています。たくさんの友達も
あっという間にできました。友達
が友達を紹介してくれて、そして
また友達になり、イベントに行け
ばいつもの知っている人たちが集
まり飲み会が始まります。
そんな室戸の方々と身体の表現
を通して出会える場を作りたいと
いう想いが強くなり、ダンススタ
ジオを始めました。スタジオの名
は、室戸の港の様に人々が行き交
う玄関になって欲しいという想い
を込め、スペイン語で港を意味す
る「プエルト」と名付けました。
九月にオープンし、今はストレッ
チのクラスが人気でたくさんの人
が来てくれています。自分の身体
に意識を向けている人が多くいる
ことを私は嬉しく思います。私が

めぐみ

キューバで見た景色の様に、これ
からこのスタジオプエルトを、年
配の方から若い人までが一緒に踊
れる場所にしていきたいと思って
います。

とおえだ

一九八六年 埼玉県熊谷市生まれ
キューバ人ダンサー、ナルシソ・
メディナ氏の舞台に感銘を受け、
二〇一三年に東京の会社を退職。
二年間、キューバへダンス留学
に。国立芸術大学の現代舞踊科、
また、国立舞踊団に所属し、現
代舞踊、サルサなどキューバ民
族舞踊を学ぶ。帰国後、関東圏
のアートスクールなどでダンス
指導を開始。また、身体表現パ
フォーマンスグループ「劇団解
体社」に所属し、東京公演に出
演。二〇一七年には中米グアテ
マラ、メキシコにてダンス指導、
現代舞踊自主公演を行う。
二 〇 一 八 年 末、 夫 と 室 戸 市 に
移 住。「 自 然 と 共 に、 時 の 中 で、
自分を踊る」をコンセプトに表
現活動を広げている。
スタジオプエルト
https://www.

studiopuerto.com
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第一九〇回市民映画会のみどころ

田舎に帰省する。そして老父、姉
夫婦ら家族や、ワイナリーを営む
幼なじみのパコと再会を果たす。
結婚式の喜びもつかのま、ラウ
ラの娘イレーネが失踪し、まもな
く何者かから三十万ユーロという
巨額の身代金を要求するメールが
送られてくる。パコは時間稼ぎに
奔走し、ラウラの夫もアルゼンチ
ンから駆けつける。疑心暗鬼に陥
った家族に、長年隠されていた秘
密があらわになっていく。果たし
てイレーネは無事に帰ってくるだ
ろうか。
ラウラを演じるのは日本でも人
気のあるペネロペ・クルス、パコ
役には実生活で彼女の夫であるハ
ビエル・バルデム。名優夫婦の共
演もみどころの一つだ。
娘の誘拐事件が家族問題として
内へと入り込んでいくことが本作
の特長だ。教会や十字架が効果的
に描かれ、ミステリー好きの方に
は、途中で謎解きの一つがわかる
かもしれないが、本作のテーマは
あくまで緊迫感満ちる人間ドラマ

坂本 昌隆
© 2017 Inkpot Films Private Limited, India
（あなたの名前を呼べたなら）

『あなた
の 』は、
社会性が盛
り込まれた
ラブストー
リーで、私
の好きな作
品だ。最近
観た映画の中でもトップ３に入る。
インドの大都会ムンバイで住み
込みメイドとして働くラトナ。彼
女の雇い主は建設会社の御曹司ア
シュヴィン。階級差がある彼女と
彼の間にどんなドラマが待ち受け
ているのだろうか。
ラトナとアシュヴィンの関係は
立場をわきまえた主従関係で、一
つ屋根の下で暮らす二人の生活が
丁寧に描写されている。カメラワ
ークと、生活音の録音などが巧み
で映像に説得力がある。
女性監督ロヘナ・ゲラはプネー
（インド）生まれ。海外で教育を
受けてキャリアを積んだため、外
−

だ。

『
—誰もがそれを知っている』と『あなたの名前を呼べたなら』 —

毎回私たちを楽しませ、感動さ
せてくれる市民映画会もついに一
九〇回を迎える。
今回の上映作品は、大作ではな
いものの滋味がある秀作となって
いる。同会は、今では珍しい二本
立てで入れ替えなし。途中入場も
可能だ。テレビ画面では気づかな
い作品の細部まで大スクリーンで
確認できる。
『誰もが 』
—は、二度のアカデ
ミー賞外国語映画賞に輝くアスガ
ー・ファルハディ監督が自らの脚
本で挑んだ極上のヒューマン・サ
スペンスだ。
アルゼンチンで暮らすラウラは、
妹の結婚式に出席するために多忙
の夫ア
レハン
ドロを
残し、
二人の
子ども
を連れ
てスペ
インの
©2018 MEMENTO FILMS PRODUCTION MORENA FILMS SL - LUCKY RED - FRANCE 3
CINÉMA - UNTITLED FILMS A.I.E.
（誰もがそれを知っている）

まさたか

からと内から両方の視点で現代の
母国に生きる女性を紡ぎ出す。し
かも、この視点が極めてポジティ
ブで優れている。また香港映画の
名作『花様年華』の影響を大いに
受けている。
ラトナ役のティロタマ・ショー
ムは、ニューヨーク大学で演劇教
育の修士号を取得した実力で哀し
みと喜びを表現し我々を魅了する。
劇中の美しいサリーの数々はエ
スニックな物をお好きな方にはた
まらない。本作は、最近では珍し
く上映時間が九十九分と比較的短
いので、よくできた短編小説のよ
うな味わいがある。
ここではスマホが活躍するのが
ポイント。そして、訳詞が付いた
挿入歌が耳に残る。余韻あるラス
トシーンとともにエンドクレジッ
トも最後までゆっくりとご覧頂き
たい。
市民映画会でなければ銀幕で観
られない二作品だ。お見逃しなく。

さかもと

一九六二年 高知市生まれ
映画研究家。高知大学人文学部卒。
在学中に映画文化研究会の副部長
を務める。大学卒業後、会社員を
経て現在に至る。
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「 ア ン テ ナ」
路上ミュージシャン
雨ンＢＯＷさんとの出会い

ＯＷさんと仲良くなっていった。

ーマンスグループといった感じが

まぜながらのはちゃめちゃパフォ

バーでショートムービーを撮ろう

二〇一九年五月、年頃男子メン

いいのであろうか。

初めて会った時の印象と一八〇
度変わり、話しやすく、つっこみ
やすい人であった。
雨ンＢＯＷさんと出会って二年

と出会い繋がることができる。ア

周波数を合わせば、いろんな人
ってきた。その中に雨ンＢＯＷさ

いる喫茶店に五名のお客さんがや

それから何日かして僕のやって

年頃男子は結成当初から、ライヴ

四十九歳、何故だかわからないが、

は、「年頃男子」。現在平均年齢

僕を含め五人で組んだバンド名

しれません。

ロの役者はすごいなと感じるかも

ひどいものだと思うと同時に、プ

素人が演技をすれば、こんなにも

年頃ＴＶと検索してみて下さい。

という話になり、僕が脚本を書き、

ンテナを高くたて沢山の人と繋が

んがいた。しかしこの時も雨ンＢ

ハウスやクラブ、イベント、テン

今年で雨ンＢＯＷさんは路上ミ

ぐらい経ったころ、店のお客さん

ろう。

ＯＷさんとはほとんど話をするこ

ト芝居、ラジオ、桂浜水族館ハロ

ュージシャン二十周年とのこと。

カメラはスマートフォン。主演は、

今から七～八年程前、帯屋町ア

とがなかった。だが、なにを気に

ウィンステージなどに呼んでもら

もし街でポコポコ見慣れない打楽

とバンドをやろうとの話になった。

ーケードでかぐや姫の『神田川』

入ったのか、雨ンＢＯＷさんは、

えるようになる。バンドといって

器を叩いているおじさんを見かけ

雨ンＢＯＷさん。もし少しでも興

を熱唱していると、一人の強面の

ちょくちょく店に来てくれ、少し

も音楽だけではなく、芝居などを

もちろんドラムは雨ンＢＯＷさん

男性が近づいてきた。

ずつ話をするようになった。

仁

何か文句でも言われるのかと思

雨ンＢＯＷさんは学生の時

下尾

ったら、「あなたは、いったいど

からドラムを始め、今までい

味がありましたらユーチューブで

ういった方ですか？ かなり向こう

ろんなミュージシャンとバン

である。

の方まで声が聞こえてきたんです

ドを組んだり、高知交響楽団

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。

しもお ひとし

話しますよ。

話しかけてあげて下さい。喜んで

んです。噛みついたりしないので

たら、たぶんそれは雨ンＢＯＷさ

が」と話しかけられた（歌は上手

に在籍したり、演劇をしたり、
う打楽器を一人で夜な夜なポ

ではないが声の大きさには自信が
話しかけてきた男性の名前は田

コポコ叩いている少し変わっ

路上ではスリットドラムとい

崎一郎さん、ニックネームは雨ン

たおじさんであった。

ある）
。

ＢＯＷ。

ちょっと変わった人に興味
のある僕は、どんどん雨ンＢ
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この時はなんだか怖かったので、
かるく挨拶をするだけだった。

スリットドラムを叩く雨ンＢＯＷさん

９ 〜 12 月 の 事 業 か ら

知市文化プラザかるぽーと小ホールで開催

し、九月十四日（土）・十五日（日）に高

公演を劇団と高知市文化振興事業団が共催

阪の小劇団「空晴（からっぱれ）」の新作

り涙ありのテンポ良い舞台を作っている大

夫婦、家族など、身近なテーマで笑いあ

いものでは

越えられな

辛さが乗り

そしてその

しいこと、

辛いこと苦

女の別れが

空晴第十八回公演
「明日の遠まわり」

しました。

もう知って

な い こ と も、

ッフ。自ら舞台設営、会場準備、リハーサ

る！」と言

公演前日に高知へ到着した出演者とスタ
ルと、出演者とスタッフが力を合わせて作

うセリフに
は、観客そ

っていくアットホームなスタイル。
本番前のリハーサルでは、高知が四都市

進化を続けていく舞台の醍醐味が垣間見え

弁しつつ、それでも観終わった後には、前

心の中にある辛い経験や苦しい気持ちを代

公演の最後の舞台であるにもかかわらず、
れぞれの心
出演者の表情、動きにも細かな修正が入り、 にぐっとくるものがありました。私たちの
ました。途中、厳しい指導場面もありまし

を向いて明日へ歩いてゆく気持ちにさせて
観客の中には、二日間とも来場された方

たが、そこを笑いに変えていくのは大阪な
上演中は、座長の圧倒的なパワー、それ

もおり、一度観たら二度三度と観たくなる

くれる空晴ならではの優しい作品でした。

に応える出演者たちの技術の高さ、本気で

劇団空晴に魅了されたようです。

らでは。

舞台に向き合う姿に圧倒される素晴らしい

できないことで別れる男女、さまざまな立

〈入場者数百六十五名〉

く寄せられました。

公演でした。
今回が初めての高知公演でしたが、また
劇中では、子どもを持つこと、作らない、 高知公演をとの声が観客、出演者からも多
場で悩み苦しむ四十・五十代が描かれ、「男
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キエフ国立フィルハーモニー交響楽団

本公演では観られませんが、ピアニストの
経験を取り入れた弾き振りも得意としてお
り、最近は日本語でも少し会話ができるよ
うになったそうです。
ソリストも、オペラや宗教曲、ミサ曲に
も造詣が深いイワンナ・プリシュ氏（ソプ
ラノ）とオリガ・タブリナ氏（アルト）、
バリトンからテノールに転向し活躍の場を
広げるオレクサンドル・チュフピロ氏（テ
ノール）、ドイツやウクライナ国立歌劇場
での経験をもとに活躍中のアンドリー・マ
スリャコフ氏（バリトン）と、豪華な布陣
となっています。
『合唱付き』に出演する合唱隊は、本公
演のために高知県合唱連盟の協力のもと結
成された総勢百名を超える合唱隊です。当
日までに本番に出られなくなる方がいる可
能性を考慮し、約百五十名のメンバーが七
月から練習を行っています。歌うときの発
音（〝バー〟なのか〝ベー〟なのか等）に
は流行りや主流があるそうで、初回の練習
は歌詞を読んで発音を合わせることからス
タートしました。パート練習後に行う全体
練習は、約百人が集まるため、練習段階か
ら圧倒され、練習を重ねるごとにホールで
の本番が楽しみになっています。
二〇一九年の締めくくりに、クラシック
の本場・ヨーロッパのオーケストラによる
『新世界より』と年末の定番『合唱付き』、
豪華二本立てをぜひ聴きにいらっしゃいま
せんか？ 総勢約二百名の演奏者と一緒に、
皆さまのご来場をお待ちしています。

文化高知 No.212
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ふたつの「第九」
コンサート
二〇一九年の自主事業は、十二月二十五
日（水）に開催する、
東欧の最も優れたオー
ケストラと称されるキエフ国立フィルハー
モニー交響楽団のコンサートが最後になり
ます。演奏曲目は二曲で、どちらも交響曲
第九番。ドヴォルザークの交響曲第九番ホ
短調 ． 『新世界より』と、
ベートーヴェ
ンの交響曲第九番ニ短調 ． 『合唱付き』。
キエフ国立フィルハーモニー交響楽団は、
ウクライナを本拠地とする国立フィルハー
モニー協会の専属オーケストラとして設立
され、近年、ドイツやフランスで高い人気
を誇っています。
指揮者のヴァハン・マルディロシアン氏
は、二〇一五年に実
施した、当時九十二
歳のヴァイオリニス
ト、イヴリー・ギト
リス氏のリサイタル
でピアノ伴奏を務め
たピアニストですが、
最近は指揮者として
の活躍が著しく、ピ
アニストとしての活
動は激減（ほぼ休止）
しているのだとか。
Op

95

Op

125

（平成30年11月23日

梼原町）

入交 貞悦

高 知 を 撮る

今年は大役じゃ
第35回写真コンテスト入賞作品

地区の秋祭り、津野山神楽の日の、みこし行列に参加する古老です。

伝えること、プレゼン術等々、言
葉にかかわる研修会を行うことがあ
る。最近は、面接や小論文を指導す
ることも増えてきた。こんな中で、
「し ゃ べ り が 上 手 く な る に は ？ 」
「コミュニケーション力を高めるに
は？」皆が同様に、この疑問にぶつ
かり苦悩している。というのも、教
育現場のみならず、企業や社会でも
コミュニケーション力
が人生を左右するほど
大切になっているとい
うのだから。
就活では、面接は最
終、その前にグループ
ディスカッションでふ
るいにかける会社が増
えてきている。大学入
試も然り。受験生同士、
グループになって討論
したりプレゼンしたり。
その一連の作業や表現
力、役割等を総合判断
して、次のステップに
行けるかどうかが決まる。グループ
の中で、自分はどのような役割を担
い、どう表現するのか。リーダーや
発表者の方が高評価なのか、その辺
りは受験生が迷うところである。上
手く伝える第一歩は、人の話をよく
聞くこと。発表している人、発言し
ている人が言い尽くせなかったこと
を嫌味なくフォローし、わかりやす

おしゃべりの
魔法

く伝えること。相手が理解したかど
うか相手の表情を見ながら瞬時に判
断し、必要なら補足すること。ただ
し簡潔に。しゃべりのポイントはこ
んなところだろうか。
「話し始めると止まらないのよね
ー」と言って、持論を延々と展開す
る人がいる。あるいは、中身より何
となく心地よい言い回しで煙に巻く。
その辺の政治家にも
いそうだが、人に伝
える上で最も大切な
の は、
「要点を押さ
えて端的に」
。その
ためにも、質問や相
手の言葉をしっかり
聞くことである。
「人前で話すこと
が全く得意ではあり
ません」と、私の元
へやってくる生徒た
ち。数か月、Ｑ＆Ａ
を繰り返しているう
ちに、魔法にかかっ
たように質問者の意図を逆算して的
を射た返答ができるようになってく
る。自分自身もまだまだ研鑽が必要
だが、定年退職後は、多くの人にお
しゃべりの魔法がかけられるよう今
から準備しておこう。
（立花香）

風俗歳時記
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やりたいことを、
いつものように

亜結美

中尾

染まる

毎日履いている靴が紅葉の色に染まっ
ていく様子を描きました。
あたたかさを感じてもらいたかったの
で、特に手書き感を大切にしています。
ほんの少しでも秋の季節を感じていた
だけたら幸いです。

（なかお あゆみ／
国際デザイン・ビューティカレッジ２年生）

に入ってくる。
「ＪＡＬの羽田沖墜落事故」や「フ
だから、「自分のやりたいことをい
ォークランド紛争」「三宅島、大島な
つもと同じようにやっている」と、さ
どの火山噴火」など、これまでさまざ
らりと言うところに味がある。なかな
まな未来を「世見」したことで知られ
かこうは言えない。
るＴ・Ｍ女史のブログをたまに覗くこ
毎日のように仕事に追われ、休日は
とがある。たまたま開いたら次のよう
ただぼんやりと過ごす時間が多い我が
なことが書かれていた。
「スマホもパソコンも出来ないので、 身を振り返り、本当にやりたいことは
、 、
なんなのかも判然としない。たとえ分
情報の先取は出来ません。（中略）自
かったとしても、女史のように「いつ
もと同じように」はなかなかできない
のだ。それを「自己流」と言ってのけ
る言葉の熟れにも憧れる。
自分にもあれもこれも、やりたいこ
とはたくさんある、そんなことを「い
つもと同じように」やっていたい。だ
がその内の一つだけでさえやれないで
いる。
いつか、「自分のやりたいことをい
つもと同じようにやっているだけ」、
そして「まあボクの自己流ですけどね」
といつの日かさらりと言ってみたい。
そんな境地に立ってみたい。 （霖）
分のやりたいことをいつもと同じよう
にやっています。意外と自己流ってい
いですよ」
取り立てて言うほどもない言葉だが、
いろんなモノや情報が溢れ、本当にや
りたいことが分からなくなっているの
か、やりたいことがあまりに多過ぎて、
本当はなにがやりたいのか分からなく
なっているからか、言葉がふわりと心
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