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仁野 覚 さん

ぬうびじょんくらぶ No.249

太古の渚の鎧武者？

れてきました︒

年代

年代という

を世の中に提案する人たちが生ま

とメッセージ性のある新しいもの

ど﹁クリエイター﹂という︑もっ

日本でも三宅 一生や山本 耀司な

ルチエや︑クロード・モンタナ︑

する人から︑ジャン＝ポール・ゴ

という呼び名でカタチをデザイン

されて︑それまでの﹁デザイナー﹂

のは世界的にファッションが注目

した︒特に︑

ザイナーのための教育も導入しま

１９７０年代からファッションデ

んのような人のための教育でした ︒

た人です︒もともとは仕立て屋さ

盛りを付け﹁メジャー﹂を発明し

というものを︑さらにテープに目

型をベースに﹁人台︵ボディ︶﹂

じんだい

できる人ではないので︑彼女の体

たが︑皇后はめったにお会い

陛下のお抱えの仕立て屋でし

さんはナポレオン３世の皇后

しました︒創業者のラビーヌ

ナポレオン３世の時代に開校

エスモードは１８４１年︑

進化するエスモード

影山 正樹

我々の学校も︑いかにして商品

地球人だより

14 川柳『 晴れ 』
プレゼント

猪熊 弦一郎

鮮やかな黄色い背景に、
丸やバツ
などのシンプルな形や、
絵具を塗り
広げてできた有機的な形など、
様々
な形が描かれています。
これらは
画面全体に薄く引かれたマス目の
中に1つずつ配置されています。
画
面が整理されることでそれぞれの
形の面白さが引き立ち、
大胆な色
遣いも相まって自由でにぎやかな
雰囲気の一枚となっています。

仁野 覚

解しました︒

さん

ランス校のプログラムを持って︑

いて話をしたいということで︑フ

た︒そして︑私は授業の内容につ

を作らないといけないと考えまし

必要で︑産業の担い手となる人材

に向けてもっと産業を興すことが

です︒そこで︑これからの国際化

ところが大多数の時代だったから

態は︑よき家庭の子女を育成する

た︒それまで多くの服飾学校の実

校の認可を受けたいと思いまし

きに︑文部省︵当時︶に行って学

本で最初に学校を創ろうとしたと

１９８０年の初めごろ︑私は日

トを進めていますから︑常に前進

なタイアップしながらプロジェク

ことを話合います︒企業とも様々

能性があるのかなど︑そういった

ョン産業界においてどのような可

が作れるということは︑ファッシ

あるいは︑３Ｄで立体的に物
た︒

うに融合させていくのかを話しまし

ティスティックな教育とをどのよ

ジタルと非常にマニュアルでアー

人工知能の問題︑例えば︑デ
と︑

論 しています ︒先週 も外部の識者

ス拠点に﹁今何をすべきか﹂を議

います︒ですから︑我々はフラン

将来２倍になる未来産業と思って

一方︑世界ではアパレル市場が

フランス人の先生たちに通訳もつ

フランス校も株式会社ですが︑

しているなと感じています︒

ではなく区の担当ということでし

結局︑専門学校の認可は東京都

の国においても国公立の大学と交

いては大学扱いです︒ですからど

ています︒完全にヨーロッパにお

ちゃんとフランス国から学士号相

た︒ただ︑本質的に日本の国家

換留学をしたり︑教授やスタッフ

人は誰もいません﹂と言われてし

は︑日本の若者がどのような教育

の交換ができる︒この柔軟性が大

当︑修士号相当の免状をいただい

を受けることによって︑自立した

事ですね︒

材を育成するべきだという国家と

うためにも︑こういった視点で人

だけ動いている時代に︑他国と戦

ネルなどファッション産業界の総

りました︒ルイ・ヴィトンやシャ

り︑教育を応援するシステムがあ

教育の為の税金というものがあ

ついこの間まで︑各産業界でも

してのビジョンもないのだなと理

るいは各産業に対して世界がこれ

人格の人間をどう育てるのか︑あ

まいました︒

﹁そんなことについて話ができる

け︑一緒に文部省に行きましたが

年間約６・５％の上昇です︒

に の さとる

イノベーションが開く未来
エスモード インターナショナル代表
エスモードはパリでナポレオン３世の時
ヵ国で学校事業を展開

代に開校した︑世界最古のファッション学
校です︒今や世界
し︑成長著しい世界のファッション業界に
年近くエスモードの世界的な

毎年優秀な人材を輩出しています︒そのト
ップとして
発展を推進して来られたのが︑今回ご登壇
いただいた仁野 覚さんです︒
昨年の秋︑パリの本校を訪問し︑仁野代
表のご講演を拝聴する機会がありました︒
その内容がとても素晴らしかったので︑要
約になりますが皆さまにも共有させてい

校

円産業になるといわれています︒

ただきたく︑今回掲載させていただきま
した︒

ヵ国で

ですが︑２０２５年には２７０兆

業は２０１５年で１４０兆円産業

方︑世界でみるとファッション産

が︑今はなんと９兆円です︒一

兆円産業でした

１９９０年代の日本のファッシ

世界では未来産業

に卒業生がいます︒

ど︑フランスのほとんどのメゾン

ネルやエルメス︑バーバリーな

のグループになっています︒シャ

ましたが︑現在では

に初めての海外校を東京で開校し

学校︶を作りました︒１９８４年

︵ファッションを事業化する専門

年にファッションビジネスの学校

が必要だということで︑１９８９

を科学的に分析するエキスパート

体何を求めているのかということ

峯岸 秀孝・マンシー 奈津代
棚田 真文・向井 佳樹

ョン産業は︑約

黄色スケジュールB
1980年

今号の
表 紙
1945年、
大阪府生まれ。大阪芸術
大学を中退して、
渡仏。
エスモード パ
リのデザイン科で2年間学び、
74年
に卒業後、
日仏をつなぐファッション
関係のエージェントをフランスで設
立。
84年にエスモード ジャポン東京
校、
94年に大阪校を設立し、
2000
年より世界14 国21校を展開するエ
スモード インターナショナル代表。
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時価総額が企業の優劣を表す
とは思っていませんが、平成元年
に時価総額世界トップ50に32社あ
った日本企業が、現在では32位の
トヨタ1社のみとなりました。
今回ご登壇いただいたエスモー
ドの仁野代表は、日本での学校
設立にあたり、設立者のビジョン
や志よりも、財務体質や形式のみ
を重視するあり方に大いに疑問を
投げかけていらっしゃいました。や
はり、どのような分野でも日本や世
界の未来を変えるのは、大きな志
をもった人たちなのだと思います。
5月からいよいよ新しい年号がは
じまります。さて、どんな大志をもっ
た人間が現れるか。これからの日
本人の活躍に期待したいですね。
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バレンシアガのファッションショー

になっているので︑わざわざ役所

がダイレクトに確保できる仕組み

こういった風に教育のための税金

の援助金をいただいていました︒

我々の学校も年間約４︑５千万円

人件費の０・０１％を基準に︑

り︑改革・改善をしながら︑その

ずそれに変わるものを創造した

ーダーたりえない︒リーダーは必

す︒しかし︑リーダーは永遠にリ

マーケットのリーダーになりま

できません︒新しい商品がでると

いうものがないところには改革は

イノベーション︵技術革新︶と

らいの所からでないと新しい改革

のやっていることを全否定するく

くしていたんです︒それだけ自分

といかんよ﹂ってこういう話をよ

は︑どうしたらいいかを考えない

を売らなくてもいいようにするに

が﹁逆説的に︑メガネ屋はメガネ

三城ホールディングスの前会長

な人です︒それが︑フランスのラ

ップホップ系音楽のラップが好き

人は︑アメリカ人の黒人です︒ヒ

ンズのチーフデザイナーに雇った

す︒ルイ・ヴィトングループもメ

的カジュアルな服で復活していま

けましたが︑また︑若々しい比較

綱ですよね︒グッチは一時潰れか

スとシャネルはこのファッション

に頼まなくても産業間でいろいろ

周

延命を図っていかないといけな

か﹂と言ってボツにした︒だか

な改革ができます︒よりダイレク
い︒日本でもだいたい企業の

業界のランキングでは︑東西の横

トに︑税金を国民が良いと思う所
グジュアリーブランドのチーフデ
ザイナーになっている︒

ら︑潰れた︒

に払えるというのは非常に民主的
はできません︒

年で潰れるとい
今までスポーティなものやカジ
ュアルなもの⁝例えばストリート

左下図は２０１７年の注目ブラ
という概念がなかった︒また︑ヒ

系のブルゾンが高級ブランドとし

デジカメの出現でフィルムが要ら
ンドのリストです︒ここに皆さん

ファッションの
新しいトレンド

この 年の ＧＤ Ｐ︵国内総生産 ︶
なくなったからですよね︒じゃあ
ップホップという文化はアメリカ

は８０００兆円もあるって言って

世界に貸していて︑国民の総資産

国民が持っていて︑３０４兆円も

２０００兆円くらいに金融資産を

１・０です︒おかしいですよね︒

ってきましたけど︑この

イツが１・４倍︒日本は最近上が

ギリスが１・９倍︑フランス︑ド

リカがこの

年間で

我々の仕事はフィルムじゃ

﹁お前何言っているんだ︒

ながらコダックの経営陣は

す？﹂と︒ところが︑残念

せん︒試作はいつ作りま

うなるとフィルムはいりま

カメラができますから︑そ

陣に﹁これからデジタルで

な人がいる訳ですよ︒経営

いの会社だから社員は優秀

の社員です︒コダックくら

万円で買ってくれる

倍です︒インド
ご存知のエルメスやシャネルがな
の中でも恵まれない人たちが住ん

いました︒そのくせ財政がどうの

ただ︑そういったものと︑先ほど
のラグジュアリーブランドのよう
な︑いいデザインでいい素材で︑

ています︒これから２０２５年に

概念がどんどん変わって多様化し

ファッション産業界は今までの

な人がどんどん巣立っているので ︑

いくでしょうね︒日本も若い優秀

ますから︑これらも必ず存在して

顧客もこれだけ経済が発展してい

いい技術を使ったものを購入する

ファッション産業市場は倍になり

これからを期待したいですね︒

に販売するスタイルでファ

越して︑ダイレクトに顧客

のファッション産業を飛び

く大量に作らせて︑今まで

そのテーマで依頼する︒安

で雇うか︑デザイン会社に

元にデザイナーを自分たち

るか分かる︒このデータを

ような商品が欲しがってい

から︑どのグループがどの

情報を保持しています︒だ

どの通信販売会社は膨大な

onやZOZOTOWNな

が考えられます︒一方︑Amaz

ますが︑多様化して出てくること

多様化する未来

模からすれば太刀打ちできない︒

20

ようという時代です︒

万円や

を見たら中国が
誰が世界で一番最初にデジタルカ
いのです︒今までだったらエルメ

こうのって言っています︒お金を
ないか︒こんな物作ったら

年で２・４倍で︑イ

回せばいいだけの話だと︑素人の
会社がなくなるじゃない

作っているものを買わないように

て

が５・７倍︑インドネシアで３・
メラを考えたか︒それはコダック

たが︑なぜ倒産したと思います？

例えば︑コダックが倒産しまし

うことです︒

何もしなければ

年説が言われるじゃないですか︒

自らを
全否定する改革を

でいいのではないでしょうか︒

ファッションも個性を認める時代になった

５倍︑ロシアでも３倍です︒アメ

私は考えているのですけどね︒

でいる地域の中で注目されたもの
で︑ラグジュアリーブランドとは
対極にあるものでした︒それが今
は攻守を変えてランキングに入っ
てきている︒ヒップホップ系の特
徴はカジュアルな服の中にメッセ
ージ性がある言葉を寄せて︑自分
たちの主張を伝えていることで
す︒例えば︑これはバレンシアガ
なのですが︑実は﹁世界食料機

しましょう﹂といったこともあり

のファッションショー︵左写真︶
構﹂の電話番号が書いています︒

ます︒それからトランプさんに代

にしてよと思っている︒アメリカ

﹁世界では飢えた人は多くいま

それ以外にも社会的テーマを用

は０・０１％の人が大多数の富を

す︒私たちはそういった人々に対

いたものもトレンドになっていま

独占してしまっている︒それから

表される﹁ナショナリズム﹂です

す︒トランスジェンダーというか

#MeToo運動︵性的被害体験

ね︒近年﹁グローバリズム﹂に関

性の差別の問題︑サステナビリテ

をSNSで告白・共有する運

して何らかのサポートをしましょ

ィ︵持続可能性︶も今︑大きなテ

動︶︒こういったいろいろな運動

してはみなさんそろそろいい加減

ーマになっています︒﹁子どもが

がファッションのトレンドで注目

ッション産業界に参入して
くるでしょう︒
Amazonの日本での
売上は恐らくもう１兆円を
超えていると思います︒日
本のどんなに大きなファッ

Vannina
VESPERINI
JUNN J

う﹂というメッセージです︒

奴隷労働をしているような場所で

されています︒今ま
で片隅に追いやられ
ている人やコンプレ
ックスを持っていた
人︒これはこれでい
いと思います︒多様
性があり︑ファッシ

ション企業も２千︑３千億

Catherine
MALANDRINO
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ョンの世界でもう一

円ですから︑それはもう規

Alexandre
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Maryam
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Franck
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度みんなに光を当て

They created their own company...

２０１７年の注目ブランドのリスト
Jérôme
DREYFUSS
Damir
DOMA
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エスモードを卒業したトップデザイナーたち

mamapapa

﹁驚き﹂
のある店づくり
︵株︶
三城 営業企画チーフ影山
三城では︑地域に合わせた店づくりを目指して新規出店や改装を実施しています︒

正樹

人通りの多い立地を生かした﹁エンターテイメント型﹂店舗の頂点が渋谷店で︑当誌でも︑たび
たびご紹介しています︒今回は︑2010年不採算店舗として退店候補に挙がっていた渋谷店に

ット︒不安でいっぱいでした︒と

片付け︑フロアにはレッドカーペ
いただくために︑徹底して音を出

オープン当初から音楽を楽しんで

います︒なかでも広島本通店は︑

え る な ん て ︑当 時 は 想 像 も で き

ころが︑そんな不安をよそに︑シ

ないことでした︒あのイベント以

しやすい設備を整え︑人が集まり

日︑三城創業
降︑﹁自分本位の常識や経験にと

ョーが始まる前には︑店内は満席

店長として異動し︑当時のスタッフと共に斬新なアイデアと行動力で劇的に再生させ︑現在は営
業企画チーフとして活躍する影山さんにお話を伺いました︒

どうして
エンターテイメントが
はじまったのですか

年のイベントとし
らわれてるようではダメなんだ︒

やすい店づくりをしました︒イベ

て渋谷店で開催し
もっともっとお客さまにとって何

で︑ショーウィンドー越しに中の

た ︑ エ ス モー ド
か楽しいこと︑びっくりするよう

ント企画は︑お客さまに﹁こんな

︵当誌巻頭に登場

なことができる︑しなければなら

様子を見ようとする黒山の人だか

し て い た だ いた
ない﹂という思いが生まれまし

ことができるんですよ﹂と紹介す

仁野 覚氏が代表 ︶
た︒今では︑店舗・スタッフ・商

り︒渋谷店 の 中 が 人 で あ ふ れ か

の皆さまにご協力
品などすべてがより進化し︑洗練

周

き っか け は ︑
月

いただいたファッ
され︑毎日多くのお客さまで賑わ

２０１０ 年

す ︒前例のない上

ショ ン シ ョー で
に ︑店 舗を丸１日
っています︒

ることもありますが︑イベントを
とりが人生の主人公︒シーンごと

思いを︑澤田社長が﹁お一人おひ

リギターをディスプレイしていま

インハルトが使っていたマカフェ

ースイングの創始者ジャンゴ・ラ

にも驚いて地元の三城の店に﹁渋

店のイベントに遭遇して︑あまり

が上京された時に︑たまたま渋谷

思います︒地方のミキのお客さま

さを楽しんでいただければ良いと

現在︑エンターテイメント型店

見たミュージシャンが﹁自分もや
に衣装を変えるように︑メガネを

す︒これがきっかけで︑ミュージ

谷店で凄いことをやっていたよ﹂

閉店し︑店内のデ

りたい﹂と言ってくださったり︑
変える︒そして人生をより豊かに

シャンからぜひ︑店舗でイベント

舗は︑全国の主要都市に広がって

社員の知り合いだったりもしま

を開催したいと申し出があり実現

ィスプレイを全部

す︒今ではミュージシャン同士の
していただきたい﹂と具現化して

と伝えにご来店いただいたことが

日本中の三城に広げているところ

しました︒音楽が好きな人は︑大

ありました︒ＳＮＳへの投稿も増

繋がりで︑毎週のようにイベント

好きなミュージシャンが使ってい

えています︒

です︒

るものがあるだけで幸せになり

エンターテイメントは興味や楽

さまの心に響くのだと思います︒

メガネをお勧めすることが︑お客

ャパンや歴史のある工場で作った

ます︒そんな社員がメイドインジ

それがわかる社員も今では多くい

本物を置いていることが大切で︑

くても良い︒三城はプロが認める

１００人中一人しか気がつかな

ください︒

ので︑ご期待

しております

目指して企画

たくなる店を

毎日でも行き

けではなく︑

めに行く店だ

開していきます︒メガネを作るた

いただける店を地域に合わせて展

たときに﹁何だこれは﹂と驚いて

これからもお客さまが来店され

しさを感じていただき︑それを通

ます︒

じて本物の良さを︑お客さまに気
付いていただくことであると思っ
ています︒音楽
だけでなくこだ

があります︒﹁人を喜ばせる︒生

﹁音楽﹂だけではなく色々なもの

エンターテイメント型店舗は

実現しており︑今までの三城では

た︒この企画は先方からの要望で

のロケ地に使っていただきまし

ジシャンにプロモーションビデオ

渋谷店では︑過去2組のミュー

た人はもっと︑

きい︒そういっ

という思いも大

麗になりたい﹂

なりたい﹂﹁綺

たい﹂﹁ 幸 せ に

﹁楽し くなり
は︑

わ り を持った人

活が豊かになる﹂という一番の三

考えられないことです︒また︑ベ

メガネでのオシ

印象に
残っている
イベントはありますか

を開催しています︒

なぜ︑
メガネ屋さんで
音楽イベントなのですか

今でも忘れないのですが︑東日
本大震 災後はじめて開催された
２０１２年年頭会議で︑故 多根 裕詞

会長は最初に﹁ す べ て は 音 楽 か ら
は じ ま る ﹂と 話 を 始 め ら れ ま し
映画にも舞台にも音楽は必要
た︒
で︑すべては音楽に結びつく︒人
は誰もが音 楽に興味を持っていて︑
本能に訴えかけるものがある︒音
楽を通じて人生が変わる人︑時に
は助けられる人もある︒三城はも
ともとはレコードを売っていたん
だよ︒と︑後日お話ししていただ

城らしさ︑他のメガネ店ではでき

ルエポック︵パリの黄金期︶をイ

きました︒

ないこと︒今は︑故多根会長の

メージした吉祥寺店には︑ジプシ

ャレや自分らし

﹁お客さまを驚かせたい﹂という
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15

Karin & Rei C hi（期間限定ユニット）
プロモーションビデオに参加する澤田社長（中央）

毎週のようにミュージックイベントを開催している広島本通店
ベルエポックをイメージした吉祥寺店とマカフェリギター

10

80

メソリムルス
中生代ジュラ紀
（2億100万年〜1億4500万年前）
産地：ドイツ ゾルンホーフェン
カブトガニの全長：約20cm

30

太古の渚の鎧武者？

奥出雲多根自然博物館 副館長 菅田 康彦
いかつい鎧をまとっているような姿の
カブトガニの化石です。長く延びるトゲの
ように鋭いしっぽが目立ちますが、身体の
後ろにあるフリルのような装飾もまた鋭い
トゲとなっており、カブトガニを食べよう
とする生きものを萎縮させたのではないで
しょうか？
日本は、
「生きている化石」として現在ま
で生き残っている生きものが比較的多く見
られる国ですが、カブトガニはその中でも
代表的な生きものです。その起源は古く、
古生代を代表する生きものである三葉虫
が繁栄していた頃（古生代オルドビス紀：
４億８５４０万年〜４億４３４０万年前）に
までさかのぼります。以前は三葉虫から
進化したと考えられていましたが、現在は
起源の異なる生きものとされています。
表面はいかにも西洋の鎧甲のようで、
ハサミを持つためカニという名前が付いて
いますが、実際はクモやサソリの仲間で、
裏返してみるとクモによく似た様子が見ら
れます。
写真は恐竜が陸上を闊歩していたころ
の干潟に生息したカブトガニですが、現在
のカブトガニと形がほとんど変わっていな
いことに驚かされます。現在のカブトガニ
は４種類が確認されていますが、
この化石は
北米に生息する
「リムルス」
というカブトガニ
に近縁であるため、中生代のリムルスを意
味する「メソリムルス」という名前となって
います。

現在のカブトガニの腹側

宿泊できるミュージアム

奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History

〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal

撮影／浪越 英司

美しき？電線の中の日本
パリミキ インターナショナル SA

秀孝
威風堂々として衝撃的に美

でやっと着いたパリの街は

７3年暮れにシベリア経由

年が過ぎてしまった︒19

私が日本を離れてもう

電柱化率の統計表を見て愕然とし

ところが先日︑世界主要都市の無

上からも地中に埋め込むべきだ︒

けているのは事実であり︑美観の

だろうが︑街の景観を著しく傷つ

も電線も全く気にならなくなるの

日本で生活しているとこの電柱

進まない無電柱化率

しく︑何日も憑かれたように夢中
た︒ロンドン︑パリは１００%︑

パリの美しさの秘密

でそこら中を観て歩き回った︒そ

%︑それにひきかえ

区で７%︑大阪５%︑何と

﹃電線類地中化計画﹄あたりから

なっていたのだ︒１９８６年の

害時には正に危険物︑凶器にさえ

柱がこの直下型の地震で崩壊︑災

だった︒実際に神戸では

辺りの惨状は︑大きなショック

り︑新幹線の車窓から見た神戸市

京と兵庫県姫路市とを往復してお

年に何度か帰国してその度に︑東

さるように垂れ下っていた︒私は

た電柱と切断された電線が覆い被

瓦礫と化した無数の家屋に︑壊れ

阪神大震災の神戸の映像だった︒

れたのが︑１９９５年１月

日の

と電線だらけの日本を思い知らさ

時が経ち︑これと全く逆の電柱

度見渡すと幻滅することが多々あ

いが︑ちょっと首を回して３６０

カ所を観ていればそれは素晴らし

ところにある︒ただし集中して1

驚嘆に値する美しい場所がいたる

フランス人の友人が︑私にこう
つぶや
呟 いたことがある︒﹁京都には

できないようだ︒

わないでいる日本人の心情が理解

国人かも︶には︑それを何とも思

だ︒外国人︵私ももう半分以上外

その情緒を削いでしまっているの

都︑京都の街並さえ電柱と電線で

とあった︒本当の意味で優雅な古

万本以上の電柱が増え続けている

だったのだ︒しかも今でも毎年７

京都は２%︑という恐るべき数値

%の電

電線のない街︑銀座へ足が自然に

も意識していなかったが︑電柱と

の銀座へよく連れて行く︒自分で

私は最近︑ヨーロッパ人を東京

お節介なのだろうか？

ら︑と考えるのは異邦人の余計な

て︑往時の雰囲気を取り戻した

ぐらいは完全無電柱化を実現し

も取り戻せたらとの想いから﹁ま

うか？多少なりとも︑その面影で

永久に消え去ってしまったのだろ

ように美しい日本の風景﹂はもう

米人に感銘を与えた﹁素朴で絵の

末︑明治初期に来日した多くの欧

分を変革できるのだろうか？幕

﹁美しき？電線の中の日本﹂は自

行者４千万人を目標にするなど

年後に控え︑観光立国︑外国人旅

う︒だが︑オリンピック開催を1

いか︑ふわふわ感があるかなどの

ゃを学校に持参し︑どれだけ可愛

をかたどった︑ふわふわのおもち

スクイーズという︑動物やお菓子

ごし方です︒一方︑女の子たちは

のゲームをしているのが一つの過

集まって︑トレーディングカード

子たちはポケモン派と遊戯王派で

ます︒学校の休み時間には︑男の

司があるんだよね﹂とよく言われ

り紙やスクイーズ︑美味しいお寿

遊戯王などのキャラクターや︑折

る︒

るのだと思います︒私は日本のメ

イメージ形成に大きく関わってい

の言動や行いも﹁日本人﹂という

それに関わる私たち日本人の日々

日本文化を通してもそうですが︑

だよ﹂と言われました︒

れて︑とても優しくて可愛い先生

って︑いつも楽しい授業をしてく

だけど︑すごく可愛い指人形を使

ートを教えてくれる先生も日本人

が︑多くいるんだよね︒学校でア

くるような可愛い格好をした人

が電柱と電線だった︒せめて京都

自らの変革に期待

向いているのかも知れない︒この

ず電柱と電線をなくしてみたら﹂

おり︑香りが付いているものもあ
ります︒娘いわく︑日本製の方が
アメリカで売っているものよりも
ふわふわ感がよいそうです︒

日本人としての行動
現地に住んでいる日本人の方た
ちも学校や地域の活動で︑茶道や

タの車やソニーが製造していた精

昔の日本は︑機能性が高いトヨ

浸透しています︒

様な日本文化がここアメリカでも

ルジャパン推進努力の賜物で︑多

近のＳＮＳの発達や︑日本のクー

りませんでした︒しかし︑ここ最

侍︑寿司﹂というイメージしかあ

日本のイメージも大きく変わって

努力のお陰で︑アメリカ人がもつ

れています︒このような︑地道な

ルでも日本文化を広める努力がさ

リカ人に教えたりして︑地域レベ

陶芸︑折り紙︑魚拓︑盆栽をアメ

密電化製品が有名でした︒日本人

は︑日本といえば﹁忍者︑芸者︑

定番でした︒私が渡米した時代

ぶら下げた勤勉な国民というのが

本にはハローキティ︑ポケモン︑

通して現地の子どもたちから﹁日

私には７歳の娘がいます︒娘を

っている︒日本にはアニメに出て

ように︑日本人は繊細な技術をも

人からは﹁折り紙にも現れている

きています︒友人であるアメリカ

はメガネをかけて首からカメラを

しょせん

無電柱化の工事が一向に進まない

癒着︑談合︑などが原因なのだろ

クールジャパン
パリミキ シアトル

マンシー 奈津代

クイーズの発祥は日本といわれて

ガネ屋さんでアメリカのお客さま

ダイレクター 峯岸

の時︑日本からやってきた異邦人
香港も１００%︑台北が

%︑ソ

に不思議に感じられた一つが︑こ
ウルでさえ

95

無電柱化は叫ばれていた訳で︑そ

東京

46

る﹂その一因として彼が挙げたの

23

年以上が経過してい

だった︒

の花の都に電柱と電線がないこと

45

おしゃべりを楽しんでいます︒ス

れからもう

17

90

と夢見るのは︑所詮︑異邦人の幻

30

想にすぎないのだろうか︒

京都、竜馬通り▶

のは︑ご多聞に漏れず政府と地方

▲パリ、オペラ通り

自治体と電力会社との利害関係︑

スイス

子どもたちに大人気

シアトル
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海外から見た日本

し﹂を継承できるよう日々心掛け

﹁ミキならではの伝統のおもてな

に関わっていますが︑その中で
タッフ一同で日々尽力してまいり

客さまに届くよう︑これからもス

が︑少しでも多くのアメリカのお
必ず出る話は︑タクシー運転手に

美味しさに驚く人が多い︒そして

らう︒まず︑物価の安さと食事の
ことが自然にできる人に︑日本の

人に伝えられる時代だ︒そういう

の︑触れたものを自分の言葉で他

触れた人もまた行って確かめてみ

良いところ ︑駄 目なところ ︑そ の

る︒そのような繰り返しが︑無用

ています︒ミキのおもてなしの心
﹁日本人は働くのが好きですね﹂
の諍いや︑誤解を減らすのだと思

まま他人に伝えて欲しい︒それに

で終わっていたが︑今は違う︒働
う︒

象徴されるように︑働いている人

く背景から年金やら高齢化問題や
﹁自分で実際に行って見てみた

に高齢者が多いことだ︒以前なら

らに中国の将来を重ねて議論が続

で︑できるようになると告知され

の購入から改札までスマホ一つ

車両に乗り込む︒翌日からは切符

ているこの駅で切符を求め︑新型

鉄道と呼称︶網の起点終点になっ

向けての︑新幹線︵中国では高速

ナ︑スリランカ︑ロシア︑そして日

カ︑チェコ︑エジプト︑ウクライ

ンド︑オーストラリア︑アメリ

ドイツ︑フランス︑ニュージーラ

げるな ら︑北 欧６ヵ国 ︑イギリス ︑

が︑この２年間に行った国々を挙

になった︒上海の事務所の人たち

人々も頻繁に海外に出向くよう

盛り上げているが ︑ま るで ︑

わらずニッポンスゴイ！で

日本のテレビは︑相も変

れていない︒

つ︒私が思うほどに意識さ

本もあまたある外国の一

外に出る人たちにとって日

みたかった︑と事もなげに言う︒
取られた画像や文章に自分

かの意図のもと小さく切り

人まで愛されています︒ポケモン

お客さまから渋谷店だけでなく︑

に改装してから︑日本に行かれた

エンターテイメントの店に３年前

いさか

く︒持っている情報量が増えて︑

ます︒

自分で実際行ってみたら
真文
ら！﹂私はいつもテレビにツッコ

た︒ネットに溢れる日本の話も個

昔のように日本人は金持ちとか清

人の視点が入って︑人やモ

ミを入れている︒

る︒中国の１年の変化の速度や大
ノを等身大で視ていること

潔とか簡単な一言で表す人は減っ
きさが︑どれほど凄まじいものか
が分かる︒何も臆すること

改めて確認することになった︒

パリミキ 中国 棚田

急速に進化した
高速鉄道
先日︑久しぶりに新幹線に乗る

ている︒走り始めると以前と全然
本 ︒ラスベガスでパラシュート降
中国の昔のテレビ番組を見

なくスマホ一つを頼りに海

違うことが分かる︒謳い文句の通
下やバンジージャンプにトライし
ているようだ︒誰かの何ら

等身大の日本人

り︑確かに静かだし︑揺れない︑
代の女性もいる︒前からして

ために上海西駅に行った︒全国に

しかも速い︒日本では相も変わら
た
したいことは我慢しない︒

自分の目と言葉で

ず﹁十年一日﹂日本の真似をした
のどうのこうのといわれている中

ブームに伴って︑日本のアニメや

全国各地のミキのお店の写真を拝

の頭を預けてしまう人もい

マンガ︑ゲーム︑コスプレが注目

私としては︑やはり日本は気に

され︑２００７年より関係のイベ

見するようになりました︒

ば総延長距離３万キロ︒いつの間

ントが開かれるようになりまし

や

るが︑今は︑自分で見たも

た︒今年は２万人が参加したよう

の認知は低かったですが︑今では

周年

です︒日本の伝統的な文化だけで

の社員に接客してもらいたい︑日

私たちが日本人と分かると日本人

なり︑行った人に土産話をしても

にか日本の

お陰さまで

も浸透するようになりました︒ア

なく︑こういった新しい日本文化

年前は日本のメガネ店として

本人の社員に掛け具合の調整をし

１９９８年に赴任した頃は︑昼

ニメがきっかけで日本文化に興味

休みにパックに入った寿司を食べ

す︒

日本のアニメは昔から放送され

て欲しいとご指名をいただきます ︒

ていたのですが︑英語で吹き替え

お客さまが期待する日本人のイメ
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オーストラリアで剣道の稽古に通
っております︒シドニーでは毎日
どこかの道場で稽古ができて︑今
年は 回目のオーストラリア全土
による剣道チャンピオンシップが
行われるほど︑昔から続いており

周年を迎えることがで
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ます︒剣道だけでなく空手︑柔道
は当然ながら︑合気道︑居合道︑
茶道︑華道の習い事の他︑盆栽︑

オーストラリアで人気の寿司ロール

ら存在しています︒私事ですが︑

文化はオーストラリアにも古くか

日本は他のアジアの国とは違った

日本航空とカンタスと合わせて３

ニー〜東京便を

趣味も定着しているようで驚きで

倍にまで伸びてい

国の高速鉄道網は︑後２年もすれ
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網羅された中国の高速鉄道網
オーストラリア シドニーのチャッツウッド店の様子
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宿題﹃

三光

小野 真備雄 選

入選

寿子

再検査晴れて帰りは軽い靴
岡山市 伊藤

伊勢崎市

神原

照男

大家族無駄には出来ぬ梅雨晴れ間

悦子

成人の晴れ着に親の思い込め
岡山市 枝本

晴れやかに見えるが内は火の車
岡山市 奈良木茂正

若葉

晴れ晴れと胸を張ってる一年生
姫路市 郡

岡山市 森本まさみ

晴れ女重ねた歳を持て余まし

敦

今日も晴れ洗濯物も上機嫌
神戸市 大 森

広

梅雨晴れ間今日の試合に出る気合
岡山市 髙橋

※添削の上︑入選をした句も数句含まれています︒

実り ﹄

■投稿要領について
次 回 宿 題﹃

ちょっ
と一息
人の身体は大きく分けて
﹁ 熱 ﹂の人 と﹁ 冷 ﹂の人に
分かれます︒見分け方は︑
夏にエアコンがなければ生
活できない方が熱の人で︑
エアコンが効きすぎると体
調が悪くなる方が冷の人で
す︒体調を崩しやすいこの
時期︑熱の人や暑い時は体
を冷やす食べ物を︑逆に冷
の人や寒い時は体を温める
ものを食べると良いでしょ
う︒病気の治療も日常の食
事も︑生命を養い健康を保
つために必要で︑源は同じ
です︒
※ご意見・ご感想は「読者の声」コーナーにて掲載する場合があります。

発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

締め切り2019年5月15日
（必着）

岡山県川柳協会 理事

晴れ ﹄

新田すすむ

こだわりを
︻天 ︼
捨てると気持ち
まで晴れる
岡山市

節子

︻応募方法︼
ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム
ページより︑１人三句まで︒︵ペンネーム可︶
入選者には賞状が贈られます︒
︻ 締 め 切 り ︼ 月 日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶
︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2 8 0 4 8
姫路市飾磨区三宅 1 138
NVC事務局 宛

下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を入力しご応募ください。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入ください。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079 224 5888

-

-

でも愛されているのが嬉し

与えたジャポニスムが︑今

で︑フランス文化に影響を

日仏友好１６０年を読ん

広島県 Ｎ・Ｔ さま

ん﹂だと再認識しました︒

を支えるのは﹁ぬうびじょ

を出しあうとのこと︒三城

あい︑ざっくばらんに意見

お互いニックネームで呼び

ター会の話がありました︒

挨拶の中でぶっちゃけモニ

ぶ年忘れ会が開催され︑ご

福山でぬうびじょんくら

東京都 Ｈ・Ｙ さま

喜ばしいです︒

敵な三城の店が完成の趣︑

ていましたが︑桜井市に素

私はかつて関西に在住し

気を付けたいものです︒

自他共に許せる範囲があり︑

号参考になります︒香りは︑

﹁律子の玉手箱﹂は︑毎

に役立てる予定です︒

ただきました︒今後の治療

関心をもって拝読させてい

身なので︑新春号を最大の

毎日点眼剤を点滴している

私は白内障の初期であり︑

読者の声

﹁ぬうびじょんくらぶ﹂は年4回︵1月・4月・7月・ 月︶に発行しております︒
定期購読のご案内 確実に毎号手に入れたいという読者の皆さまには︑定期購読をお勧めいたします︒
328円分の切手と郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上︑
左記までお送りください︒
お申込みは4回分のみになります
購読開始は現在発刊中の号の次の号からになります
お一人で複数冊はお申し込みいただけません
発送先は国内のみに限らせていただいております
〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

応募方法

兵庫県 S・Ｋ さま

いです︒

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

ぬうびじょんくらぶ

http://i-nvc.jp
下記ホームページにて公開いたしております。

﹇評﹈もつれたこだわりを何時までも胸に抱
いているより︑思い切り捨てることに
より明るく立ち直った作者が見える︒

︻地 ︼天国は
晴れていますか
お母さん
萩原

和夫

http://www.masaoka-ganka.gr.jp/

倉敷市

山川

﹁ドライアイ﹂について

正岡 佳樹 医師

︻人 ︼晴れ晴れと
ダイヤ婚です
老い二人
岡山市

グ レ イヘア
私 には ガッチ リ 組 ん だ
４ 人 グ ル ー プ がい る ︒
談 話 中︑白 髪の話になった︒
毛染めをする回 数が とみに増えたという悩み︒
全員同 感だった︒
時間はかかるし︑お金もかかる︒
そこで﹁毛染め﹂をすることを以後︑
止めようかという案が出た︒
﹁大丈夫！ 皆︑一斉に せーのーで止めたら
こわくないよ︒
でも この中で裏切る者が必ず出てくるよね﹂
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オール・ジャパンメイドにこだわったstyle Jのロゴ入り手鏡は、一つひとつ職人が作り
上げた木製品を製造、販売するHacoa（福井県鯖江市）製。三城はメガネ選びに欠かせ
ないアイテムもジャパンクオリティにこだわってます。※非売品
サイズ：高さ26.2cm×幅１6cm（円の直径15cm）

正岡眼科
（愛媛県今治市）

涙は眼の表面をうるおし︑感染を防ぎ角膜に酸
素・栄養を運んでいます︒
涙の分泌量の減少・成分異常が起こり︑眼の表
面が乾燥するのがドライアイです︒長時間近くの
画面を見る作業や加齢︑コンタクトレンズの長時
間の装用︑エアコンなどによる空気の乾燥︑涙の
質のバランスが崩れることなどが原因と考えられ
ています︒涙は油層︑水層︑ムチン層という3層
構造になっていて︑表面の油層の油は︑まつげの
生え際に点々と開いている穴︵マイボーム腺︶か
ら出てきます︒最近は︑お化粧の際にアイシャド
ウ やマス カ ラ を 眼 の ふ ち
ま で 塗 り す ぎ て ︑マ イ
ボ ー ム 腺 を 塞 いで し ま う
女 性 が 増 え て い ま す ︒そ
う いっ た こ と も ド ラ イ ア
イの原 因 と なるので 気 を
つけましょう︒
よしき

まさおか

私も そうかもしれないと思った︒

-

「Hacoa 特注style Jロゴ入り手鏡」を
1名様 にプレゼント！
【 読 者 プレゼント】

Relax

年︒４ 人 と も 黙 っ て ︑

体を温める食べ物
かぼ ちゃ、にんにく、ねぎ、菜 の
花、からし菜、
レンコン、桃、米、
日
本酒 など
※時間がないときは、
デスクに両手ヒジをつ
いて、
掌ですっぽり目を覆い、
目を閉じ数
分間リラックス。
蒸しタオルなどで温める
とより効果的です。

あれから

ちゃんと毛染めしている︒みんな裏切っている︒
先 日 ︑街 を 歩 い て い る と ︑ふ わっと し た 白 い 髪 の
人 が 少 し 細 めの 黒 枠 の メ ガ ネ を 掛 け ているの を 見 て ︑
似 合 って る な あ と 思 っ た ︒
続いて最近︑白髪の人が
柔 ら か い ピ ン ク の カ ー ディ
ガン を 羽 織ってい たの を 見 て
きれいだなあ と思った︒
そうだ︑白 髪もこわくない︒

パソコン作業1時間に対し10分
程度休憩する
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新元号に新しいフ ァッシ ョンが

2 自分で意識してまばたきをする。
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体を冷やす食べ物
きゅうり、白菜、ほうれん草、
レタ
ス、なす、
筍、パイナップル、蕎麦、
ビール など

3

ま た 生 ま れ る か も しれ な い ︒

宮本 律子

1 加湿器などで空気を潤わせる。

豆 知 識

の

目

ドライアイの対策
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川柳
ぬうびじょんくらぶ

親子でもっとメガネを楽しもう！

249号 二〇一九年 春号
発行／ぬうびじょんくらぶ
兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138

-

〒672 8048

-

TEL︵079︶224・5700︵代表︶

シャン デ

フルール

ちょっぴり背伸び、いっぱいオシャレ
すくすく背が伸びるように、オシャレごころも育っていく子どもたち。
「ベビーピンクよりパープルが好き」なんて言い出して驚かせてくれます。
まだまだ子どもと思っていても、ちょっと背伸びして、大人のファッションを楽しみたいのです。
そんなオシャレに興味津々な女のコたちのために可愛くて、
ちょっと大人チックなアイウェアが生まれました。

champ de Fleur 017

champ de Fleur 021

少し背伸びしたい女の子にぴったりな

北欧テイストの花柄プリントが可愛い、

champ de Fleur 020
色とりどりのチューリップのプリントが

可愛いだけでなく大人びたデザイン。

明るいカラーリングのセルフレーム。

ポイントのオーバルシェイプのメタルフレーム。

¥ 7,800（税込）フレーム価格

¥ 7,800（税込）フレーム価格

¥ 7,800（税込）フレーム価格

※フレーム価格 + 9,000円にて様々なレンズをご用意しております。

