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だ、と私は断固としていいたいけ

さんに悲しがられるから、さっき
のはここだけの秘密にしてほしい。
もちろん日本人作家で好きな人
はたくさんいる。おもしろいと思
う作品もいっぱいある。おすすめ
の小説はなんですか？とお客さん
に訊かれたら、あれとこれとそれ
と……と何冊でも紹介するからぜ
ひお店に遊びにきてほしい。（そ
う、本屋は「遊びにくる」ところ

かっていたって、鞄に本をしのば
せないと精神が安定しない病人な
のだ。
本にもいろいろあって、よく読
むのは小説だ。
とくに最近は海外小説が好きだ。
日本の作品には飽きてしまった。
なんて書いたのがばれると、よ
くしてもらっている出版社や作家

かいせん

て！いいかね。あいつはあり
もせぬ鼻を何にでも突っ込ん
で来るんだぞ！」
「何ですって？鼻がないんです
か？」

イタロ・カルヴィーノ著『不在
の騎士』のおもしろさは尋常では
ない。
時は中世、甲冑の騎士が剣を振
るう時代、白銀の鎧を着けた、少
々正義感あふれすぎる騎士がいた。
彼はどんなときも鎧を脱がない。
鎧のなかには鼻がない。鼻どころ
か顔も体も存在しない。そりゃ疥

「もちろん、やつは疥癬なぞに
はけっしてかからないからな」
と、机のむこうのもう一人が言
かさ
った、「他人の瘡を掻くよりほ
かにすることはないのよ」
「なぜ疥癬にかからないんです
か？」
「やつにはどんな場所もないっ
ていうのにいったい、どこの
どんな所に疥癬ができるって
のだ？ あいつはな、存在しな
い騎士なのさ……」
れど、それはまたべつのはなし）
国内小説と海外小説のいちばん
の違いはなにか。それはなんと…
…書かれた場所が違うのだ！！！
（耳を澄ます）
紙の向こうから、あったりめー
じゃねーかバッキャロー！という
声が聞こえる。でもきいてくれ。
やっぱりその違いは大きい。
書かれた場所（国）が違えば、
歴史や慣習や宗教や、とにかく自
分の育ってきた国の常識ではわか
らないことがたくさん出てくる。
「はじめて知る」ことがどれだけ
衝撃的でわくわくするか。それを
今日ここで、一冊の本を手にしな

寄生虫による皮膚病のことだ、こ
わ い ）。 甲 冑 の な か は か ら っ ぽ 、
鎧がしゃべり、動き、意志をもっ

癬にも罹らないはずだ（疥癬とは
「うう、やれやれ！またぞろ、
あいつまでが出しゃばりおっ

がら語りたい。

山中 由貴

あなたを読書にさそいにきました

本屋に毎日通っている。
そりゃそうだ、私は書店員だ。
出勤して、その日届いた本を棚に
ならべる、レジで接客する、売場
のディスプレイをする、ＰＯＰを
かく、工作する、写真・動画を撮
る、踊る……、店でそんな仕事を
している。
いやちょっと待て。踊るってな
んだよ？ そう思った人もいるかも
しれない。
これはと思った本を売るためな
ら、中年のからだに鞭うって踊っ
ちゃう、私はそんな書店員だ。
そもそも本が好きだ。
毎日読書しないでは寝られない。
ごはんを食べるとき、お風呂の時
間、ほんのちょっとの空き時間に
本がなければ、イライラそわそわ
してしまう。読む時間がないとわ
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ているのだ。
彼、アジルールフォときたら曲
がったことが大嫌い。常に軍の装
備を点検したりひとの怠慢を注意
したりする厳格さで、お察しのと
おり周囲の人に煙たがられている。
本人もそれを気にして、話しかけ
られた気がして「ええっ？」と気
さくぶって振り返ってみるのだが、
そこには誰もいない。孤独のひと
なのだ。
ほかにも魅力的な登場人物がた
くさんいる。
日本にいて、中世の騎士に夢中
になることがそうそうあるだろう
か。しかし読みはじめたらもうぞ
っこんなのだ。
たとえば女騎士とは知らず、鎧
すがたのあまりの凛々しさにあと
をつけていった若い騎士は、川で
彼女が鎧を脱ぎ、用を足している

ところを目撃して、その黄金の輝
きに（なにが黄金色なのかは想像
してほしい）うっとりと惚れ込ん
でしまう。なんちゅう場面だと思
いながらも、その描写があまりに
も素晴らしいので、こちらもうっ
とりしてしまう、というぐあい。
ところが騎士たちにも慣れ、読
書がノッてくると、急に文体が変
わる。あれっ。
物語の隙をついて、語り手が登
場するのだ。
「この物語をお話ししている私
は、修道尼テオドーラ、聖コロン
バヌス修道会の尼僧なのです」
そこからあとは、騎士の物語と、
それを書くテオドーラの世界が入
り混じりながら、おもしろさがさ
らに加速してゆく。
テオドーラは、女なので戦のシ
ーンをどう書けばいいのかわから
ない、うまく切り抜けられ
るかしら、などと心配顔で、
そのくせ直後にめちゃくちゃ
具体的な戦闘シーンが繰り

槍で切りつけあうのは不毛だ。馬
の鞍と相手の尻の間に槍を差し込
んでひょいしょ！と跳ね上げ、落
馬させるのだという。そんな知識
があるなんて、いったい何者なん
だ、テオドーラ（笑）。
テオドーラは、修道院の務めと
して仕方なしに小説を書き綴って
いるのだが、しだいにその筆はな
んとも気持ちよさそうに紙の上に
物語を紡いでいく。この、白い紙
に走るペンと、アジルールフォた
ちの冒険が、文章のなかでうまく
重なり合い、くるくると入れ替わ
る。
なんだこれ。超たのしい。好き
すぎる。
騎士たちの冒険は終盤で結びつ
き、大団円へとむかう。素晴らし
いフィナーレは胸が熱く震えるほ
どだ。そしてそこにはひとつ、思
いもよらない驚きが待っている。
イタロ・カルヴィーノは大胆で
ユーモラスで、ドラマティックな
物語を書く天才だ。
ところで騎士同士の戦い
がどんなものか想像できる

る人々を書いたものを読むと、そ

感じていただけただろうか。
日本にはない文化、境遇で生き

海外小説のおもしろさ、少しは

だろうか。

の一文一文に発見がある。この一
冊をとっても、騎士や修道院での

広げられる。

全身甲冑をつけた相手を、
互いに馬上にいながら長い

くらし、戦の描写や食事の光景と
いった実務的なことからして、す
でに知らないことで満ちている。
ならば、登場する人々の心の動き
が理解できないかというと、まっ
たくそんなことはない。自分とは
国や時代が違う場所で生まれた物
語でも、不思議なことに、彼らに
なりきって冒険をし、恋をし、泣
いたり笑ったりできる。共感する
能力って、すごいのだ。そのこと
に気づくと、世界は何によっても
分断しきってしまうことはないと
確信できる。違いを知ることもお
もしろいけれど「一緒だ」と知る
こともまた、とてつもなくおもし
ろいのだ。

ゆき

さて、明日はなにを読む？

やまなか

一九八〇年 高知市生まれ。

ＴＳＵＴＡＹＡ中万々店の書店員

なかましんぶん編集長として

やってます
Twitter
遊園地のような本屋さんを目指

してます！
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石田 哲朗

タジアムに足を運んでもらうきっ
かけになると幸いです。
まずは、クラブが歩んできた軌
跡を紹介します。
高知ユナイテッドＳＣは二〇一
六年、「アイゴッソ高知」と「高
知ＵトラスターＦＣ」という二つ
のチームが統合して誕生しました。
クラブが掲げる理念はその当時か
ら現在まで変わっていません。プ
ロスポーツクラブがない高知県で、

についてお話しさせていただきま

開催しているホームゲームの様子

の、ＪＦＬ昇格のための全国大会
では勝ち抜くことができない状況

ており、四国では優勝できるもの

ＦＬではなく、その下に位置する
地域リーグ（四国リーグ）で戦っ

地域の人々が一つになって熱狂で
きる存在になりたいという想いで
活動をスタートさせました。
設立当時は現在所属しているＪ

す。この機会に高知ユナイテッド
ＳＣに興味を持っていただき、ス

があります。しかし、高知県には
残念ながらサッカーをはじめプロ
スポーツチームがない状況です。
高知県でも多くの子どもたちが将
来プロサッカー選手になることを
夢見て練習に励んでいますが、や
はり身近に目標となるチーム、選
手がいるのといないのでは大きな
差があり、現在、県出身の現役Ｊ
リーガーは一人もいない状況です。
クラブはそんな状況を変えたい、
子どもたちの将来の目標となる存
在になりたいという想いで活動し
ています。
今回は、私たち高知ユナイテッ
ドＳＣのこれまでの軌跡と週末に

高知ユナイテッドＳＣを観に行こう

高知の皆さま、こんにちは、サ
ッカーチームの高知ユナイテッド
ＳＣです。私たち高知ユナイテッ
ドＳＣは、「大好きな高知のため
に、高知愛をかたちにする」「高
知の子どもたちに夢と目標を」
「スポーツでもっと幸せな高知へ」
という理念のもと、高知からサッ
カーＪリーグ参入を目指して活動
しています。
二〇二一年現在は、四部リーグ
に相当する日本フットボールリー
グ（ＪＦＬ）という全国リーグで
戦っており、二〇二三年のＪリー
グ参入を目標としています。
サッカーのプロリーグであるＪ
リーグ（Ｊ１～Ｊ３）に加盟する
チームはＪクラブといって五十七
チームあり、ほとんどの都道府県
には一チーム以上地元のＪクラブ

が続いていました。やはり、普段
戦っている四国のチームと、関東
や関西など強豪がひしめく地域を
勝ち抜いてきた猛者とは数段レベ
ルが違い、全国大会で勝つことは
容易ではありませんでした。
また、当時は今ほど新聞やテレ
ビなどに露出する機会がなく、県
内の認知度も低く、ホームゲーム
の観客数も今よりずっと少ない人
数でした。ただ、そのような状況
でも毎試合大きな声援でチームを
鼓舞してくれるサポーターの方や、
試合の運営をお手伝いしてくれる

4

文化高知 No.222

ここからはそんな私たちのホー
ムゲームの様子を紹介します。
皆さんは高知ユナイテッドＳＣ
のホームゲームをスタジアムで観

一体となって選手たちを鼓

ボランティアスタッフの方などに
支えられて選手たちは高知のため
に戦っていました。
そのような大勢の方の気持ちが
届き、二〇一九年の全国大会で長
年の挑戦が実を結びＪＦＬ昇格を
果たします。全国大会が開催され
た遠く福島県の会場まで応援に駆
けつけてくれたサポーターと昇格
の喜びを分かち合えた瞬間は今で
も忘れられません。
ＪＦＬ初挑戦となる昨年、シー
ズンは新型コロナウイルスの影響
により、リーグ自体が大幅な変更
を余儀なくされました。試合数が
半分になり、降格チーム無し、試
合によっては無観客試合となるな
ど大きな影響がありました。しか
し、世界的に未曽有の被害が出て
いる中で、無事にシーズンを終え
ることができたこと、大好きなサ
ッカーがプレーできたことに対し
て、支えてくださったサポーター
やボランティアスタッフ、スポン
サー、関係者の皆さまにはとても
感謝しています。
今年も引き続き観客数を抑える
など影響は残っていますが、おか

舞します。試合に勝ったと

戦したことがあるでしょうか？ き
っと多くの方はまだスタジアムに
足を運んだことがないと思います。
高知ユナイテッドＳＣのホームゲ
ームではサッカーが好きな人・そ
うでない人、小さいお子さんから
おじいちゃん・おばあちゃんまで
老若男女楽しめる、感動していた
だけるスタジアムづくりを
目指しています。
皆さんにスタジアムを楽
しんでいただく上で、まず
は何と言っても選手たちの
プレーを見てください。選
手たちは試合終了のホイッ
スルまで諦めることなく全
力でプレーします。今は、
新型コロナウイルス感染防
止のためサポーターの皆さ
んが声を出して応援するこ
とはできませんが、高知ユ
ナイテッドＳＣのサポータ
ーは手拍子や鳴子で会場が

げさまでたくさんの方にスタジア

ときは悔しがる、この瞬間

きはみんなで喜び、負けた

ムに来ていただき試合を開催でき
ています。

は感動すること間違いなし。そん
な瞬間をスタジアムで一度でも体
験すると高知ユナイテッドＳＣを
好きになっていただけるはずです。
また、プレー以外でも来場者に
楽しんでもらえるように工夫を凝
らしています。
スタジアムに入るとまず、美味
しそうな匂いがする飲食ブースが
目に飛び込んできます。高知県な
らではの美味しい食材を使った味
をお腹いっぱい満喫できます。飲

食ブースで食欲を満たしたらスタ
ンドへ向かいます。その途中で高
知ユナイテッドＳＣの選手たちが
皆さんを出迎えます。選手たちと
挨拶を交わすとサッカーを知らな
い人でも親近感を持っていただけ
ます。スタンドで席に着き、試合
開始が近づいてくると皆さんの緊
張も高まってきます。そんな時に
は試合前に小学生のチアダンスチ
ームによるパフォーマンスを見て
少しリラックスしましょう。子ど
もたちが元気に踊る姿を見ると皆
さん笑顔があふれます。
そしていよいよお待ちかねの試
合開始。九十分間、片時も目を離
すことができない試合をお楽しみ
ください。
高知ユナイテッドＳＣの選手、
スタッフ一同皆さんのご来場をお

てつろう

待ちしています。ぜひ会場でお会
いしましょう！

いしだ

一九八七年 東 京 都 中 野 区 生まれ。
高知ユナイテッドスポーツクラブ
営業・広報
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「イタドリといえば高知」なのか？

バ、グミなどで、菓子類などはめ

ったに食べられなかった。……イ

タドリは立派なおやつだった。」

（四二九頁）

先に述べたようにイタドリは日

本全国に分布しており、子どもの

おやつや食材として日本各地で広

中国や台湾などにも分布する。日

東アジア原産で、日本だけでなく、

イタドリ（ Fallopia japonica
）
は、タデ科の多年生の植物である。

酸っぱい。塩漬けにしたり乾燥さ

した歯ごたえで、瑞々しく、少し

を剥いて生で食べると、カリッと

という小気味よい音がする。表皮

若茎の中は空洞で、折るとポコッ

表皮にかすかな紅色の斑点がある

る若い茎部の先の方である。緑の

ろう。食用にするのは、春先に出

と言えそうだ。

ると、「イタドリといえば高知」

と言っている。こうしたものを見

イタドリを「高知のソウルフード」

に掲載されているある記事では、

高知県庁のホームページ（※２）

いため」が挙げられている。また、

の郷土料理として「イタドリの油

というページ（※１）には、高知

けというわけではないようだ。

に馴染み深いのは、どうも高知だ

三八頁）と述べている。イタドリ

がうかがい知れるであろう」（四

がどれほど身近な植物であったか

その地方名の多さから「イタドリ

いっていい」（四三六頁）とし、

する草木の方言では最多であると

の呼び名があり、「わが国に生育

岩佐 光広

く親しまれてきた。有岡は、イタ

本の場合、北海道から九州にかけ

せたりして下ごしらえしたものは、

ドリには約六〇〇種に及ぶ方言で

て、全国の山野や荒れ地などに生

イタドリとは

えている。春先になると、地中を

煮ものや炒めものなどさまざまに

て書かれた文献や資料を読んでみ

しかしである。イタドリについ

横走する地下茎から新芽が芽吹く。

料理される。

ると、必ずしも言えないようにも

べる。「むかしの田舎の子どもた

の章の冒頭で有岡は次のように述

う。その本の「虎杖（イタドリ）」

書房、二〇〇五年）を取り上げよ

中心に、地域住民の方にインタビ

五年ほど前から、高知県東部を

次のような経験があるからだ。

言えると私は思っている。それは

り、「イタドリといえば高知」と

しかしである。それでもやっぱ

高知の暮らしに埋め込まれた
イタドリ

かすかな紅色の斑点のある茎は直
立し、一・五メートルほどに達し、

思えてくる。たとえば、有岡利幸

このイタドリを好んで食べるこ

ちのおやつといえば、野山に生え

日本植物文化誌』（八坂

とを高知の地域性とみなすような

ているイタドリ、キイチゴ、スイ

『資料

語り口はよく耳にする。たとえば、

錐状にまとまった白や赤の小花を

楕円形の葉をつける。夏場には円

日本各地で親しまれてきた
イタドリ

イタドリは、漢方薬、観賞用の

農林水産省の『うちの郷土料理』

咲かす。冬期を迎えると、地上部

生花、染色などさまざまに利用さ

を越す。

の茎などは枯れ、地下茎だけで冬

れるが、最も一般的なのは食用だ
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越えて歩いて嫁いできたというサ

集落にやってきた。徳島から山を

二十歳の頃にお見合い結婚でこの

半の女性である。出身は徳島県で、

住んでいるサチコさんは七〇代後

安芸郡北川村の山間部の集落に

しよう。

の好きなエピソードをひとつ紹介

タドリが登場することがある。私

ューをしていると、話のなかにイ

本としている。そうしたインタビ

での人生を語ってもらうことを基

って、生まれてから現在に至るま

一人の方に二時間ほどの時間をと

ュー調査を行っている。そこでは、

教えてもらって、一緒にご飯を食

のあとはイタドリの料理の仕方を

ら、またいろいろな話をした。そ

らい、車座になって作業をしなが

て下ごしらえ。やり方を教えても

を剥ぎ、水にさらし、塩をまぶし

くさん採った。戻ると今度は、皮

話しながら、イタドリやフキをた

連れ立って山に入り、ワイワイと

てみた。同じ集落の数人の女性と

折角のお誘いだからと一緒に行っ

なかったので少し驚きながらも、

徳島ではイタドリを食べることが

か？」とサチコさんを誘いにきた。

が「一緒にイタドリ採りに行かん

そんなある日、近くに住む女性

いていて印象的なのは、イタドリ

に、高知の年配の女性にお話を聞

サチコさんのエピソードのよう

しだそうである。

れた女性たちとは、いまでも仲良

イタドリがつながりをつくってく

するのもお手の物のサチコさん。

まではイタドリを採るのも料理を

なった女性たちだったという。い

を支えてくれたのは、この仲良く

して、不慣れな高知の山の暮らし

ち解けることができたという。そ

サチコさんは集落の女性たちと打

れる。そして、その度ごとに思う

付いているのだと強く感じさせら

ちの暮らしのなかにしっかりと根

リが高知の人たちの、特に女性た

な語りを耳にするたびに、イタド

が登場してくることである。そん

りのなかに、ごく自然にイタドリ

生のいろいろな時期を振り返る語

もの頃の思い出にとどまらず、人

をおやつとして食べたという子ど

天日干しにされるイタドリ

html

いわさ

みつひろ

soshiki/120801/2018072600125.

https://www.pref.kochi.lg.jp/

※２

itadorinoaburaitame_kochi.html

ryouri/search_menu/menu/

keikaku/syokubunka/k_

https://www.maff.go.jp/j/

※１

いえば高知」だと。

のである、やっぱり「イタドリと

チコさん。急峻な山の谷間を流れ
べた。

このイタドリ採りをきっかけに

る奈半利川をはじめて見たとき、
その美しさに息を飲んだという。
しかし暮らし始
めてみると、隣
り合う県ながら、
徳島と高知とで
はいろいろと勝
手が違った。言
葉も慣れない。
高知の山の暮ら
しにすぐには馴

一九七八年 福島県生まれ。
高知大学人文社会科学部准教授
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染めなかったと
いう。

イタドリの表皮がうまくむけて嬉しい私

筋トレは人生だ

とにかく身体の脂肪を削ぎ落と

すために減量に取り組みました。

結果的に四カ月で二一キロ減
（笑）
。

今思うと効率は悪いし、知識も乏

しくハチャメチャな減量でしたが、

こんな経験もあってよかったかな

と思ってます。具体的には、食事

は一日一回。お昼に鶏の胸肉三〇

に出てみない？」Ｙさんのこの誘

の出会いが。「ボディコンテスト

四時間はしたかな…。そうして迎

です（笑）。有酸素運動も一日三、

度言いますが、間違った減量方法

雫石 将克

〇グラムとブロッコリー。お腹が

いが私のライフスタイルを大きく

えた二〇一九年の秋。高知県で行

空いたらプロテイン（笑）。もう一

変えることに。二〇一八年の秋。

われた四国大会で四位になり、そ

スポーツ実況がし

私の勤務と〝筋務〟人生の幕開け

実況がしたい

学生の頃は野球と同時にできる

です。

「何のために筋トレしてるの？」

だけ勉強も頑張ってきたつもりで

一般的にボディコンテストは二

日。でも夢は届かず…。ならばス

を目指して朝から晩まで練習の毎

ら大学卒業まで「プロ野球選手」

た。まずは野球です。小学一年か

い頃からずっと運動をしていまし

＋ SUPER
」のＭＣを月曜
組「 eye
から木曜で担当しています！ 幼

六年目になり、今は夕方の情報番

ナウンサーの雫石将克です。入社

初めまして！ ＲＫＣ高知放送ア

ャンピオンの経歴をもつＹさんと

代表で、男子ベンチプレス世界チ

ために通っていたスポーツジムの

を探していたときに、健康維持の

た。なにか本気で打ち込めること

を活かせていないと思っていまし

だけを頑張るのはこれまでの学び

会人になっても「仕事」のひとつ

うのを学生時代は学びました。社

く二つ以上のことを頑張る、とい

体のコンテストでした。

のベストボディジャパンという団

私が目指したのはフィジーク寄り

下 半 身 は 審 査 さ れ に く い ）。 ま ず

クは太ももが隠れるので基本的に

採点基準かどうかです（フィジー

つの違いは太ももやお尻の筋肉も

の海パン）を履くフィジーク。二

ボディビル。サーフパンツ（膝丈

ランパンツを履き、ポーズをとる

就職活動、今に至ります。

ポーツに打ち込む人の姿を伝える

対自分のこと好きでしょ？」

とアナウンサーを目指して

私が言われる言葉、ベスト３で

す（ 笑 ）。 通 っ て い た 学 校 が 共 通

つのジャンルがあります。ブーメ

たい

す（ 笑 ）
。今回は私自身の考えも

して「文武両道」を校訓にしてい

「なにを目指しているの？」「絶

含め、筋トレへの想いをぶつけま

たので、ひとつのことだけじゃな

‼

す！

‼
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ことのできる大切な時間。そして

ディメイクは自分自身と向き合う

と確信しています。私にとってボ

分との闘いには勝つことができた

わかりません。ただ間違いなく自

た。この結果が良いのかどうかは

日本大会では六位という結果でし

の年の日本大会への権利も獲得。

トレして自分に負けずに減量でき

消したのが「あれだけ一生懸命筋

と、不安が…。けれどそれを打ち

りました。それでも実況席に座る

も読んで、やるべきことは全てや

もし、解説の中田浩二さんの著書

える。この日に備えて実況の練習

自分の心臓の音もはっきりと聞こ

担当しました。人生最大の緊張。

離すことはできません。そばにい

とがあっても自分から自分を切り

ため」と答えています。どんなこ

信を持つため、自分を好きになる

ということに関しては「自分に自

の？ どこを目指しているの？」

ら「何のために筋トレをしている

イクの関係性は崩せません。だか

今の私にとって仕事とボディメ

さんから「僕も今日一日がんばり

でもＳＮＳなどを通して多くの皆

な意見は少なくありません（笑）。

自信もってるよね」という否定的

っかりして」とか「やたら自分に

「アナウンサーなのに筋トレば

ジしたいと考えています。

からやりたいことは全部チャレン

ながら 眠りた いんで す（笑 ）。だ

っての筋トレは身体作りだけじゃ

筋トレが大好きになりました。

ろでも努力出来ているか？ ③自分

なく、人生作りのひとつでもあり

ます！」などのメッセージをいた

仕事とプライベートの過ごし方

との約束を守れているか？」。私

ます。大人になってなにかに情熱

るのは自分自身。なのに嫌いって

は関連していると考えています。

の場合こういった積み重ねをクリ

を注ぐ機会は少なくなる中、アナ

たから大丈夫だ！ 今回もしっかり

高校生の頃、大事な試合で見逃し

アしていくことで自分を好きにな

ウンスに、トレーニングに、好き

コンテストを終えた三カ月後。

の三振をしてしまいました。監督

れる、自分に自信が持てる、そん

なことに打ち込めている環境に感

だくことも増えました。誰に何を

に教えてもらったのは「私生活で

な自分と向き合えるひとつの手段

謝！ さあ、今日も勤務と筋務だ。

もったいない！ 自分を好きになる

もいろんな見逃しをしているんじ

がトレーニング、ということです。

準備している！」という筋トレか

ゃないのか？」と。ゴミが落ちて

対人関係においても、人から好

勤務では全国高校サッカー選手権、

いたら見逃さずに拾う。私生活の

かれるためには、まず自分が自分

言われても好きなことを続けて、

見逃しを減らしていくことがグラ

のことを好きじゃないと…。嫌い

自分をもっと好きになる。私にと

ウンドでのプレーに繋がる。不思

には、「①一生懸命何かを頑張れ

議なことに、ゴミなどを見逃さな

な自分を好いてほしいというのは

ているか？ ②誰も見ていないとこ

いという取り組みをした結果、見

矛盾ですよね。恋愛においても！

ら生まれた自信でした（笑）。

逃し三振は減りました。それは打

（笑）。究極は自分が死ぬ直 前に

九十八回大会の全国実況を初めて

席で追い込まれても余裕ができ、

「俺の人生は最高だった、よく頑

一九九三年 さいたま市生まれ。
ＲＫＣ高知放送アナウンサー

まさかつ
自分に自信が持てたからだと思い

張った俺」って自分のことを褒め

しずくいし

ます。
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日ノ Hayato

二〇二〇年四月に太鼓芸能集団
〝鼓童〟から独立した後、故郷よ
り高知へ拠点を移しました。そし
て、その後間もなく、フランス・
パリの劇団の方々に向けて、一カ
月間和太鼓のワークショップを行
いました。
私自身、一カ月間海外にてワー
クショップを行うという経験は初
めて。まさに試行錯誤でしたが、
まず最初に、日本の礼儀作法を伝
えることから始めました。手足を
揃え、意識を揃え、皆で呼吸を合
わせて「よろしくお願いします」
と一礼を致します。日本の挨拶は、
心身統一のための重要な儀式。挨
拶を終えた後は、導入として体操

意 志

を行います。体操では身体を温め
た後に、自然な身体の状態に向か
う様に、身体をゆるませる運動を
行います。自然な状態に近いほど、
無理なく、最大限パフォーマンス
を発揮することができます。この
時、同時に、感情もリリースして
いきます。浮かび上がる感情を受
け流し、ただ自己を内観し、ある
がままに任せること。
太鼓は、木と牛の生命から成り
立っています。自らのエゴでは、
生命や自然の偉大さには敵いませ
ん。だからこそ、ニュートラルで
いることがとても重要なのです。
もちろん、大人数で演奏する時も、
この感覚は大切です。音は目で見
て合わせるのではなく、身体全体、
肌で感じて合わせます。この繊細
さを演者達全員が備えていると、
全体の音やノリに自然と一体感が
生まれます。言語の壁がある中で
したが、これらの技術以上に大切
な礼儀作法や心の在り方を、特に
重点的にレクチャーしました。結
果、それが音に繋がり、姿勢に繋
がり、ひいては演奏の一体感に繋
がっていきました。そして、最後
に成果発表会を行った際にも、会
場の一体感を肌身で感じることが
できました。

個人的に嬉しかったのは、今回
のワークショップを通じて演者同
士の絆が深まったという声や、コ
ミュニケーションが改善された、
という感想を頂いたことでした。
太鼓の可能性を改めて感じた瞬間
でもありました。
この様に太鼓は、心の在り方が
とても大事な要素になります。も
ちろん、技術や体作りも大切です
が、礼儀作法、そしてニュートラ
ルな自分であること、加えて自分
が何を目指し、どう思い、太鼓に
向かうのかという〝想い〟も、と
ても重要です。私は、この考え方
を大切に、この高知の地で演奏活

はやと

動や教室を開催しております。ま
た、 学 校 の 子 ど も た ち へ の レ ク
チャーや歌手の方々とのコラボ
レーション、そしてオンラインで
行うワークショップ等、様々な活
動を展開しております。
「太鼓の良さをより多くの方に
届けていきたい、そして是非、触
れ て 頂 き た い 」。 そ の 想 い、 そ し
て自らの意志が羅針盤となり、人
生を創っていくのだと確信してお
ります。この生命絶えるまで、私
はきっと、そうして生きていくの
だと思います。

ひの

Sound Artist音
/ 楽芸術家
一九九五年 茨城県取手市生まれ。
現在、高知県在住。和太鼓を中心
に打楽器での演奏活動を行う。ま
た、感性を育むことを目的とした
独 自 の ワ ー ク シ ョ ッ プ や、 楽 曲
制作にも力を入れる。音楽という
ジャンルの枠を超え、国内外で精
力的に活動中。
標語：
『一所懸命』生命を燃やし、
使い切る。
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「 ア ン テ ナ」
五右衛門風呂作り

今でこそユーチューブで五右衛
門風呂の作り方など沢山アップさ
れているが、今から十三年前、僕
は五右衛門風呂を自宅の屋上に作
りたいと思った。何故作りたいと
思ったのかは自分でも謎である。
僕はその時、何かに取り憑かれて
いたのかもしれない。
まず製作にあたって大事なのが
風呂釜である。今でも新品も販売
されているのだが、だいたい八万
～二十万ぐらいと高額で、買うの
はもったいない。そこで僕は、田
舎や山などに放置されて不用にな
った釜を探す事から始めた。空い
た時間にスーパーカブにまたがり、
通ったこともない山道を走っての
釜探しは、まさに宝探しのようで
楽しくてしかたがなかった。だい
たい見つけた釜は畑の隅っこに置
かれ、ゴミなどを燃やすために使
われていて底が抜けたりで使い物
にならなかった。いい状態の釜を

下尾

仁

見つけたら持ち主に声をかけ譲っ
て欲しいとお願いするも、警戒さ
れたり、欲しいと言われれば、価
値があると思ってか、直ぐにいい
よとは言ってもらえず、釜を手に
入れるまでは、なかなか苦労した。
ある日、山登りの好きな知り合
いに風呂を作りたいと話をしてみ
ると、大豊の奥の廃墟で見た覚え
があるので一緒に行ってみようか
と言ってくれた。すぐに現場に行
き釜を確認。今まで見たどの釜よ
り状態も良く、これが貰えたらと
持ち主を探した。
その廃墟から一番近くの家で聞
いてみると、廃墟の持ち主の電話
番号と住所を教えてくれた。すぐ
に電話をかけ、釜を譲って欲しい
と頼んでみると「全然いいよ、あ
げるあげる」と言ってくれた。聞
いた住所に酒を一升持って行き、
念願の釜を酒一升で手に入れるこ
とができた。

これからはどういうふうに作る
かである。最初にも書いたが、こ
の頃はまだ、ユーチューブもあま
り浸透しておらず作り方がわから
なかった。かろうじてブログなど
で作り方を写真付きであげている
人がいたのでなんとなく作り方を
勉強し材料を買い入れた。火に強
い耐火レンガや耐火セメント、風
呂のまわりは石風呂風にしたかっ
たので大量の石、全ての材料を一
人で屋上まで運ぶのは凄く大変な
労力であった。黙々と材料を運ぶ
僕は確かに何かに取り憑かれてい
たのかもしれない。作っている最
中は取り
憑かれて
い る の で、
はっきり
とした記
憶はない
が、出来
上がって
初めて入
る五右衛
門 風 呂 は、
夕日が沈
む時間帯
にビール
片手に入
浴し、湯
船に入っ
た瞬間、

ひとし

風呂作りの労力と取り憑かれてい
た何かが溶けていくように薪で焚
かれた丸いお湯が僕を包み込み、
自然と「ふぅ～～」と声が漏れ出
た。本当に気持ちが良かった。
それから程なくして僕は自宅に
カフェをオープン。カフェの名前
は「 じ ん ぜ ん じ ゅ」。 秦 泉 寺 と い
う地名にちなんでつけた名前だが
最後に小さな「ゅ」がついている。
そ う、 小 さ な「 湯 」。 秦 泉 寺 湯 な
のだ。
この五右衛門風呂は、朝の報道
番組「あさチャン」や高知家公式
ＰＶでも紹介されたり、オッパッ
ピーでお馴染みの小島よしおさん
が、ふらりと一人で店に訪れた時
に、入浴していったりと、僕もま
ったく想像していなかったことが
起きている。放置されていた五右
衛門風呂は風呂として蘇り、これ
からもいろいろな人の汗を流し、
思いもよらない物語を作っていく
のかもしれない。

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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４〜６月の事業から

第七十三回

に蓄積され
た新型コロ
ナウイルス
への対策情
報をもとに、
どういった
ことに注意
すれば安心
して市民に
参加しても
らえるかを
検討し、万
全の対策を
講じて、第
七十三回高知市展の開幕を迎えることと
なりました。
残念ながらオープニングセレモニーは
中止とし、出品者数・点数ともに減少と
なりましたが、出品された作品は出品者
の思いや情熱が感じられるパワーあふれ
るものが多く、一年のステイホームの間
にそれぞれが自分の内面や作品に向き合
ったことがうかがえる、見ごたえのある
展示となりました。
〈入場者数 千七百三十名〉

高 知 市 展

二年振りとなる高知市展を五月二十九
日（土）から六月十三日（日）に高知市
文化プラザかるぽーと七階市民ギャラリ
ーで開催しました。
第七十二回となる昨年は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受け中止としま
した。当初、新型コロナウイルスがどう
いったものか、高知県でどれだけ感染者
がでるのかわからず、開催を検討する会
議でも開催するか、中止すべきかの意見
が分かれましたが、出品者や来場者など
に高齢者が多いことから、全員の安全を
考慮して第七十二回の高知市展を中止す
るという苦
渋の結論に
至りました。
年が明け
て第七十三
回高知市展
の検討時期
になっても、
状況は全く
安心できる
ものではあ
りませんで
した。しか
し一年の間
搬入時も万全のコロナ対策

今年の研究会は 3 密に注意して
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高知市文化振興事業団

いきいきセカンド ☆
ライフ 講座

市民映画会

ような役割を果たしており、鑑賞する側に
想像の余地を持たせつつも間延びせず、気
第一九四回
持ちのいい展開が続きます。自然と元気に
なれる作品で、楽しい時間を過ごすことが
六月十八日（金）
・十九日（土）にかるぽー
できました。
と大ホールで第一九四回市民映画会を開催
「タレ
四月から六月にかけて、いきい
しました。
ンタイム
きセカンド☆ライフ講座を開催し
市民映画会は、高知では公開されていな
優しい
ました。コロナ禍の下での開催と
い文化の薫り高い劇映画を低廉で提供する
歌」はい
なりましたが、火曜日コース四十
ことを目的に、一九五一年に始まり、これ
つまでも
三名、水曜日コース五十五名、金
までに四〇五本の映画を上映しています。
胸にしま
曜日『文学講座』コース三十八名
今回の上映作品は「また、あなたとブッ
っておき
が参加しました。
ククラブで」と「タレンタイム 優しい歌」
た
い青春のみずみずしさを描く物語。
火曜日・水曜日コースでは、ジャ
でした。
多民族国家マレーシアならではの宗教に
ンルを問わず誰もが楽しめる内容
「また、あなたとブッククラブで」は一
対する考え方など、日本ではイメージしに
を企画しました。
九七〇～八〇年代にかけてアメリカ映画の
くい部分が物語の根幹にあるものの、知ら
特に、「ワイン作りを通して目
礎を築き、今も輝き続ける名女優四人の初
なくても理解できるような話の構成のおか
指す事」は、仕事の取り組みだけ
共演作。
げで、難しく考えずとも物語に入り込めま
でなく、よりよい高知の未来をつ
劇中行われる「ブッククラブ」とは、友
した。また、何気ないシーンに意味があっ
くるためにできることなど、講師
達同士で持ち寄った本を読み、感想を語り
たり、前半のシーンに後半は別の意味を持
の高知愛に溢れる熱いお話が展開
合う読書会、友達同士だからこその、緩く
たせることで、観終わった後に心地よい余
され、受講生も大きくうなずいた
楽しい雰囲気から始まることで自然と作品
韻と考察の余地が残ります。挿入歌も名曲
りと、熱心に聴いていました。
に没頭させてくれます。一冊の本をきっか
揃いで、映画が終わった後も楽しめる作品
金曜日『文学講座』コースでは、 けに、主人公四人のそれぞれの物語が流れ
で
した。
江戸川乱歩や村上春樹の作品を取
るように
テイストの違う二作品ですが、両作品と
進んでい
りあげ、作品だけでなく、作家の
もスポットライトの当たる人物が多く、一
く中で、
人ひとりにそれぞれ物語があることを改め
人柄やエピソードまで紹介され、
途中に挟
て感じました。
充実した講義になりました。
まる「ブッ
〈入場者数 三百四十七名〉
〈参加者数合計 百三十六名〉
ククラブ」
が幕間の

文化高知 No.222

13

松木 宣博
南国市前浜）
（令和２年５月30日
第37回写真コンテスト入賞作品

初夏の摘花作業

高 知 を 撮る

南国市にて。タバコには 5 月になるとラッパ状でピンク色の綺麗な花が咲きます。しかし、収穫する葉に充分な栄養を行き渡らせるため、花は咲くと同時に切り取られ
ていきます。

いの町紙の博物館では、トリエン
ナーレ展の安定的な継続を目的に、
外国人作家の作品を会期終了後に販
売している。絶好の作品購入のチャ
ンスとばかり、ご近所のママ友を誘
って紙の博物館まで足を運んだ。
館内の一フロアいっぱいに、直近
二回の版画作品が広げられていた。
衝立の裏には、さらに過去の回のも
のも。通常の展覧会と
もオークションとも違
う不思議な空間に迷い
込んだ感覚になって、
作品の間をゆっくり歩
きながら眺めることが
できる。不思議なもの
で、あまりに多くの作
品が隙間なく置かれて
いると、どれが良くて、
どれが自分の感性と違
うのかがわからなくな
ってくる。結局、
「飾っ
た時に部屋が陽気にな
るのか」ということに
主眼を置き、やっと一点を選び出し
た。イタリアの作家のエッチングで、
大きな唇や動物がデフォルメされた
建物群、その前を流れる川を裸のカ
ップルの乗ったゴンドラが浮かんで
いるというもの。今にもカンツォー
ネが聞こえてきそうなベネツィアの
風景だ。国際版画トリエンナーレな
ので、世界中の版画家が出品してき

展覧会と
資金調達

（立花香）

ていて、お国柄が見て取れるのも興
味深い。
紙の博物館の国際版画トリエンナ
ーレ展が始まった三十年前、私は芸
術文化関係の取材に各地を奔走して
いた。第一回トリエンナーレ展の開
催にこぎつけるまでをドキュメント
し、レセプションでは海外からの客
人が大勢集まる中、たどたどしい英
語で司会も務めた。
三年に一回とは言
っても、運営資金の
調達はやはり厳しい
だろう。海外からの
作家の作品を出品者
了承の上で販売し、
売上金を次回の展覧
会の資金に生かすと
いうシステムは実に
よく考えられている。
国際色豊かな多くの
作品の中から選べ、
安価に購入して家が
美術館のようになる。
しかも次の展覧会のために貢献でき
るという有難い仕組みだ。
最近は、クラウドファンディング
が多く使われるようになってきてい
るが、資金調達にはいろいろな方法
がある。紙の博物館の例もお手本に
なりそうだ。

風俗歳時記
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これまで地下足袋など履いたことも
なかったが、いまはクッション性の高
い高価な靴よりも、地下足袋の機能性
がすっかり気に入っている。地下足袋
は、足袋を下足用に丈夫にしたものと
考えていいが、いま私が使っているの
は爪ではなくファスナーでフクラハギ
まで隠れてしまうもの。クッション性
はまったくないが、それが土の上では

「地下足袋」
かえって使い易い。
時間が許せば畑にいることが多く
なったが、アスファルトの道を歩いた
り、山道を歩いたりもする。これがな
かなか使い勝手がいい。癖になる。足
との一体感があり、暑い夏にも蒸れる
こともない。イメージは裸足で歩いて
い る よ う な 感 じ だ が、 し っ か り 足 を
守ってくれる。

遥

玉木

「懐かしう、あの空」

ふと空を見上げた時に飛行機雲を見つ

けるとコロナ禍でしばらく会えていない

親戚や友人の顔が浮かび、どこか懐かし

い気持ちになります。そんな懐かしいあ

の空をセピア調で表現しました。

（たまき はるか／

国際デザイン・ビューティカレッジ２年生）

これで車の運転をするとアクセルを
足裏に感じ、きめ細かな運転ができる。
靴よりも下駄、下駄よりも草履に近い。
地 下 足 袋 を 履 く よ う に な っ て、 足 裏 か
らいろんな情報が伝わってくる。均し
た 土 の ち ょ っ と し た 凸 凹 も わ か る し、
何を踏んだかのおよその見当はつく。
「やっと野菜が育って明日には収穫
しようという日の夜、一足先にほとん
ど猪に収穫されてしまった」というよ
う な 話 を、 畑 を す る よ う に な っ て よ く
耳にする。自然から遠ざかり、便利さ
ば か り 追 い 求 め た こ と で、 人 間 は い つ
のまにか野生動物が持っている優れた
感覚を失ってしまったのでは。
失ってしまったことでいろんな弊害
が あ る が、 そ の 弊 害 さ え 気 付 か な い こ
と も 多 い。 そ の 優 れ た 動 物 性 五 感 を
取り戻すために、もっと自然に触れて、
そして地下足袋を履こう。
（霖）
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