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中原中也 Nakahara Chuya

特集

03

1907（明治 40）年、山口市湯田温泉で裕福な医者の家に長男と

そこに中也はいた。
特別企画展

東口次登（脚本家・演出家）

（瀬田なつき監督）
「PARKS パークス」
「皆さま、
ごきげんよう」村田敦（ベジタブル喫茶 ToyToy 店主）
二宮敦人著『最後の秘境 東京藝大』
タスク管理アプリ「Things」

any vol.39（発行日：2003 年 5 月 1 日）

ピ ックアップ イベ ント
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山口情報芸術センター

ダンスとラップ 島地保武 環
「ありか」
踊りの起源、
リズムの起源、言葉の起源を探る旅

ROY

中原中也記念館

中原中也の会共催 公開講演
「読んじゃったよ、中也
中也の詩を楽しく読もう!

!」

特別企画展

◎アーティストボイス
◎お先に試写しました
◎わたしも観ました
◎読書の窓
◎ MY TOOL
◎ふりかえりany

倦怠感や喪失感、
そして生の悲しみを抒情的に表現する中也の
詩は、死後評価が高まり、今も多くの人々に愛されている。

特集

any 通信

1937（昭和12）年、30歳の時に結核性脳膜炎により鎌倉で永眠。

─ 中也の見た風景」

08

東京に移り1934（昭和 9）
年、最初の詩集『山羊の歌』
を出版。
ま
た
『ランボオ詩集』
を翻訳するなど、
フランス詩の紹介にもつとめた。

「詩が生まれた場所へ

「詩が生まれた場所へ ─中也の見た風景」

して生まれる。16 歳頃から京都にて本格的に詩作を始め、のちに

そこに
中也は
いた 。

E

中 原 中 也 記 念 館 で今 夏から 始 まる 特 別 企 画 展 は

T

これまでのような中原中也と同時代の作家や詩人

N

をとりあげる、あるいは中也が関わっていた雑誌を

O

とりあげる、というのではない。テーマはずばり、中

C

也自身。中也がどんな場所で過ごし、何を見て、何

本誌記事の無断転載を固く禁じます。

を考え詩を生み出していったのか。今年中也が生誕

平成 29 年 7 月 1 日発行
発行：公益財団法人山口市文化振興財団

110 年 を 迎えたなか、中 也 を 真 正 面からとらえ

Summer 201 7 JUL.– SEP.

なおし、その創作の種を掘り起こす企画展である。

101

山口市民会館

ハンブルク交響楽団 山口公演

名門オーケストラ 若きソリストによるドイツ音楽の競演

ポール・モーリア・リメンバー・コンサート
美しく華麗なポール・モーリア・サウンドが甦る

13

刺激たっぷり激夏シネマ!

14

イベントカレンダー

7 〜 9月

INFORMATION

昭和初期の頃の新宿通り
（『大東京都市写真帖』昭和 7 年、新宿歴史博物館蔵）
。中也が東京で最も長く暮らしたのは現在の新宿区である。

02

とは、
ラテン語の「新芸術（ =ars nova ）」
と
「山口（ yamaguchi ）」の頭文字を組み合わせた言葉です。
any（ エニー）
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展示の担当をされる

2

3

4

5
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1. 中也の生家である中原医院。火事で焼失してしまい、いまはその場所に中原中也記念館が建っている。／
2. 中也が生きていた時代の山口県庁。現在も山口県政資料館として活用され、当時の面影を伝えてくれる。

3. 写真 2と同じく、中也が生きていた時代の山口県庁とその周辺。／ 4. 中也がたびたび訪れ、詩の舞台にもなった長門峡。／ 5. 中也が通った立命館中学北大路学舎。／
（京都府立京都学・歴彩館 京の記憶アーカイブより）
。中也は友人たちと新京極などの繁華街に出入りしていた。
6. 大正末期頃の京都・新京極

中也の生きていた時代はどんな時代だと

して乱闘騒ぎをおこしたなどのエピソー

風景となっている中国の旅順や柳 樹 屯

た来ん春……」
「夏の夜の博覧会はかな

ドもたくさん残しています。

を、その風景と対比させながら、
「一つの

しからずや」などを、
展示 4 で紹介します。

その一方で戦争の影もつねにつきまとっ

境涯」
「帰郷」
「冬の長門峡」などの作品を

ていました。明治末期に日露戦争があり、

紹介します。

その後第一次世界大戦、第二次世界大

展示 2 では京都を取り上げます。中也は

戦と続いていきます。中也は戦争が激し

地元の山口中学校を落第してしまい、京

くなる前に亡くなるので、作品から色濃く

都の立命館中学に行くことになるのです

戦時下の様子が感じられる、ということ

が、その後の中也の人生に大きな影響を

はないのですが、その時代を生きる者と

及ぼす多くの出会いがあります。京都に

して、
じわじわと戦争に向かっていく社会

行かなければ中也の人生はだいぶ変わっ

展示資料は写真が多いのでしょうか ?

の変化を感じ取っていたのではないかと

ていたのではないでしょうか。通った立

中也記念館は文学館ですから、普段は詩

思います。

命館中学の風景や、出入りしていた盛り

や言葉の展示が多いのですが、どういう

場も紹介します。

時代にその詩が書かれたのか、
ということ

最後は中也が亡くなる1 年前までの約 12

も知ってもらいたいので、できるだけ当時

年間を過ごした東京時代を 2 つの視点に

に近い写真を集めて展示したいと思って

分けて展示 3、展示 4 として紹介します。

います。また、今回新たな試みとして詩の

いえますか ?
中也は 30 年しか生きてはいないのです

今回はこれまでの特別企画展のテーマと

が、明治 40 年に生まれ、昭和 12 年に亡く

は大きく異なり中也自身に迫った内容で

なるので、ちょうど明治・大正・昭和の 3 つ

あると思いましたが。

の時代をまたいで生きていた人です。明

これまでの特別企画展では中也の周りの

治はまだ幼い頃だったので、ものごころ

友人、あるいは同時代の作家・詩人との関

ついてからとなると、大正から昭和の初

わりや、中也が作品を発表した雑誌「四

期が主な時代となります。
「大正デモクラ

季」や「文学界」などをテーマとしてきま

シー」といわれる民主主義運動が盛んに

した。ですが、やはり今回は中也生誕 110

なっていく時代でもあり、文化的には西洋

年という節目の年でもあるので、中也自身

文化の影響を受けた「モボ
（モダン・ボー

に焦点をしぼり、110 年前に確かにこの場

イ）
」
「モガ
（モダン・ガール）
」が町に現れ、

所で生まれ、詩人になった、そういう人が

立派な西洋建築の建物がどんどん建てら

いたのだということを実感してもらいたい

れ、都市が近代化していく時代です。

ということと、中也がどういう時代を生き、

また中也は大正 14 年に上京するのです

何を見て、何を考え、詩を書いていたのか

が、その 2 年前に関東大震災が起こって

を知っていただこう、
ということで今回の

います。中也が上京した頃は、ちょうど震

テーマとなりました。

災から復興しようとどんどん街の景色が

中也の詩の着想・モチーフはあらゆる場

変わっていった時期でもあり、
そんな東京

所に及んでいます。色々な場所に行き、

の姿を中也は目の当たりにしています。昭

目にしたもの、経験したこと、そこでつな

和初期には女給さんのサービスを売り物

がった人間関係などの様々なことが中也

とするカフェーがブームになるなど、それ

というフィルターをとおして詩になって

までよりも自由で開放的な雰囲気があり

いったのだと思います。今回はその詩の

ました。中也もカフェーや酒場に出入りし

もとになった場所を紹介していきます。

ていましたが、そのような盛り場で喧嘩を

110 年前に
確かにこの場所で生まれ、詩人になった、
そういう人がいたのだということを
実感してもらいたい。

中原中也記念館の菅原真由美さんは

この企画展で中也の詩作の

どんな種を見つけ出したのだろうか。

企画展の内容だけではなく、

調査をするなかでみえてきた

中也像も教えていただいた。

1

中也が過ごした場所ごとに
大きく4 つに分けて
紹介していきます。

りゅう じゅ とん

中也が生きていた
当時の雰囲気を、写真、
映像資料、再現展示などで、
感じ取ってもらいたい。

展示 3 では、カフェーなどの盛り場や、派
手なネオンが灯された東京の街並みと

今回の企画展では、そういった時代背景

いった当時の都市の風俗的な側面とあわ

や中也の見た風景を、中也が過ごした

せて、
「カフヱーにて」
「酒場にて」などの

場所ごとになぞっていくことになるので

詩を紹介していきます。

しょうか ?

また中也は昭和 8 年に結婚し、新宿の花

そうですね。展示構成としては大きく4 つ

園アパートで新婚生活を始めます。子ど

に分けて紹介していきます。

もが生まれ、家族と一緒に過ごした東京

展示 1 では、中也が少年時代を過ごした

での暮らしぶりや、特に 2 歳で亡くなる息

故郷である山口と、幼い中也の記憶の原

子・文也との思い出から生まれた作品「ま

（「歴史写真」昭和 8 年 10 月号）
／ 8. 東京駅と丸ビル
（『大東京写真帖』昭和 5 年）
／ 9. 丸ビル
（「主婦之友」昭和 7 年 9 月号附録「大東京名所絵はがき集」）
／
7. 銀座通りの盛観
（「主婦之友」昭和 7 年 9 月号附録「大東京名所絵はがき集」）
／ 11. 浅草仲見世
（「主婦之友」昭和 7 年 9 月号附録「大東京名所絵はがき集」）
10. 銀座尾張町

中原中也 草稿「カフヱーにて」
酒が好きだった中也は、カフェーによく足を運んでいた。

7

04

8
◎遠隔地からどこかの誰かが操っていると思うとおもしろい。（30 代男性 「バニシング・メッシュ展」より）
◎どんな世の中だってリズムに乗って生きていこうぜ、
っていう気分になる。（50 代男性 「タップダンス・エンターテイメントショー」より）
◎戦争の色が茶色というとらえ方がおもしろい。（60 代女性 企画展「中也、この一篇――サーカス」より）
◎山頭火の率直な感性と物思いから生まれる句が好きです。（20 代男性 企画展「山頭火と湯田温泉」より）

9

10

11

わかる！ 【カフェーブーム】 明治末に「カフェー・プランタン」「カフェー・ライオン」「カフェー・パウリスタ」といった、パリやロンドンのカフェスタイルを採り入れた店が東京に相
キーワード

次いで開店し、洋酒や洋食を提供。大正末期頃から和服にエプロンを着用した女性が給仕をおこなうスタイルがブームとなる。
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特別展示

「中也が
好

きだった
中也が
好きで
もの」
使って
いたも
特別企
のとは
画展で
?
は、中也
今回の
集めて
愛用の
紹 介す
品々を
るコー
一
堂に
ナーを
の生き
設けま
た時代
す。中也
に 思い
を
それら
馳せな
の愛用
がら、中
品をど
也が
んな場
に 使っ
面でど
ていた
んなふ
のか、ぜ
う
みてくだ
ひ想像
をめぐ
さい。
らせて

特別企画展

「詩が生まれた場所へ
─中也の見た風景」
（木）
〜 10 月1日
（日）
2017 年 7 月27日
9:00 〜18:00（入館は 17:30まで）
会場：中原中也記念館
［入館料］（ ）内は 20 人以上の団体料金
一般 320 円
（270 円） 大学生 210 円
（162 円）
70 歳以上・18 歳以下無料

（新宿歴史博物館蔵）
／ 13. 昭和 6 年頃の新宿三越裏のカフェー街
（新宿歴史博物館蔵）
／ 14. 夜の新宿のカフェー街
（「歴史写真」昭和 8 年 10 月号）
／ 15. 上野動物園
12. 中也が通った映画館「新宿武蔵野館」
正門
（「主婦之友」昭和 7 年 9 月号附録「大東京名所絵はがき集」）
／ 16. 上野動物園の象
（公益財団法人東京動物園協会蔵）
。上野動物園は、中也が息子・文也と過ごした思い出の場所の一つ。
中也愛用のパイプ

騒ぎを起こしていた中也は、出入り禁止

所をいくつか訪ねて歩きました。そのな

合わせながら、象舎や、鹿小屋、豹の場所

像モニターを設置して、昭和 4 年の山口

になったりしなかったのでしょうか？

かで京都の立命館中学についての調査

など、中也が見ていたと思われる場所を

や、昭和 8 年頃の新宿、昭和 7 年頃の銀座

中也が出入り禁止になったというよりも、

を立命館史資料センターで行ったとき、

マップでたどって見ました。動物園の園内

などの映像をご覧いただきます。やはり動

周りのみんなが来なくなっちゃったんで

中也が通っていた頃に近い年代の校舎

を中也親子が楽しそうにめぐっている姿

きのある映像は、写真以上に当時のこと

す
（笑）
。にも関わらず中也はずっとお店に

の写真を見せていただき、校舎の周

が浮かんだのと同時に、文也が亡くなっ

をリアルに実感できるので、映像資料に

通い続けたようで、ぽつんといる

りが田んぼだらけだったことに驚き

てから「また来ん春……」は書かれるので

よって時代の雰囲気を知っていただけれ

中也を想像すると切なくなりま

ました。中也の京都時代といえば、

すが、楽しいときとそのあとの光と影のよ

ばと。またレコードを聴くことができる場

すね。最終的にはお店はつぶれて

のどかな山口を離れた大都会で、

うな身に迫るものをより強く感じることが

所でもあった大正・昭和初期のカフェー

しまい、青山二郎は中也が「ウィン

はめをはずして遊んでいたこと

できました。
（中也がいた場所へ）
実際に

や酒場の雰囲気が体験できるような再現

ゾアー」をつぶしたと言っています

のほうに注目していたので。そ

行ってみて、当時の中也の様子を考え、想

コーナーを作り、
そこで当時の流行歌も流

（笑）
。ただ、ここで中也は坂口安吾と

のときセンターの方に、
「京都も

像をめぐらせたとき、中也の詩に対する感

b

ずっと読み継がれてきた
中也の詩には、
古くて新しい詩の世界が
広がっている。

パネルや展示資料とともに展示室内に映

せたらと考えています。そういった視聴覚

出会っていますし、また様々な文学者

周りが山に囲まれた盆地、山口の雰囲気

資料を多く扱った展示になると思います。

が通っていた場所なので、この椅子に中

「なるほど
に似ていたのでは ?」と言われ、

也はもちろん、坂口安吾や小林秀雄、河

な」
と思ったんです。当時の中也はそんな

改めて中也の詩の魅力はどこにあると思

今回一番目玉となる資料は何でしょうか?

上徹太郎といった著名人たちがもしかし

風景を見て、ほっとするような気持ちに

いますか ?

“ウィンザーチェア”という18 世紀頃のイ

たら座ったかもしれない貴重な資料であ

なったのではないか。実際にその場所に

生誕 110 年とか、没後 80 年というと、

ギリスで作られた椅子ですね。東京の京

るといえます。椅子そのものも大変美しく

行ってみてそのことを実感し、当時の中

中也のことをすごく昔の人の

アンティーク家具としても価値の高

也の思いが偲ばれるような気がしました。

ように感じられるかもしれませ

に中也は当時よく通っていたのです

いものなので、椅子好きな方、ア

また東京の上野動物園に行った際にも、

んが、実際に中也の詩を読めば

が、友人の青山二郎の親族が経営

ンティーク好きな方にも楽しめ

当時の園内マップや昔の写真を見せてい

そんなふうには感じられないと

葉じゃないけれども、心にぐっとく

していたそのお店にあったとされ

る展示だと思います。そこに中也

ただき、中也が息子の文也と一緒に動物

思いますし、近代詩人のなかで

る詩もあります。悲しいとか切ない

る椅子です。元々は民芸運動の活

が実際にいて文学談義で盛り上

園に行ったときの情景を綴った「また来

はつねに若い読者がついている

とか、孤独だとか、そういった中也

動をしていた陶芸家・濱田庄司

がったり、
ときには喧嘩もしていた

ん春……」
という中也の詩や日記と照らし

作家です。有名なあの「ゆあーん

の嘘のない気持ちが詩に書かれて

がイギリスで買いつけてきたも

んだろうな、そんな風景を想像しな

橋にあった
「ウィンゾアー」
というバー

a

のでしたが、
それを青山が無償で

がら見ていただけたらと思います。

借りて「ウィンゾアー」で使用していたよう
です。現在は個人の方の所有になってい
るのですが、今回特別に展示できることに
なりましたので、当時の雰囲気を感じ取っ
ていただこうと思っています。
この「ウィンゾアー」には逸話が多く、青
山の関係者が経営していたということも

当時の中也の様子を考え、
想像をめぐらせたとき、
中也の詩への感じ方が
少し変わったような気がします。

c

企画展の準備をするなかで、菅原さんに

たのですが、中也もその一人で、ほぼ毎

とって新たな発見はありましたか ?

日そこにいて、居合わせた人たちにから

サブタイトルを「中也の見た風景」として

んでは騒ぎを起こしていました。

いるので、事前の調査では中也がいた場

◎身体や感覚を乗っ取ったり、乗っ取られたりする展覧会だなと思いました。（20 代女性 「バニシング・メッシュ展」より）
◎行くのをすごく嫌がっていた長男でしたが、早くから笑いころげていました !（40 代女性 「タップダンス・エンターテイメントショー」より）
◎自分の見解に新たな解釈をもたらすことができました。（50 代女性 テーマ展「私が好きな中也の詩」より）
◎これは日記にかけそうです。（10 代未満 「タップダンス・エンターテイメントショー」より）

PRESENT
特別企画展「詩が生まれた場所へ
─中也の見た風景」のパンフレット
およびグッズをプレゼントします。
【申込方法】ご希望の方は下記のプレゼント番号を明

ゆよーん ゆやゆよん」
（
「サーカス」
）
とい

いるから、いまも多くの人に共感され、響

う言葉を、思いつく人はいまでもそうはい

いてくるのだと思います。昔の作品だと

ないでしょうし、
「ホラホラ、これが僕の骨

感じさせず、ずっと読み継がれてきた中

だ、
」
（
「骨」
）
という詩にも、
「えっ ?」と驚か

也の詩には、古くて新しい詩の世界が広

されてしまう。そんなドキッとする中也の

がっています。

言葉に私たちはいつでも新しい感覚を覚
えるのではないでしょうか。そこがいまで
も読み継がれている要因だと思います。
また、そういう突飛なインパクトのある言

あり、彼の友人たちがそこに集まってい
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中也が足繁く通ったバー
「ウィンゾアー」で使用さ
れていた椅子
（個人蔵）
。

じ方が少し変わったような気がします。

記の上、住所・氏名・年齢・電話番号・e-mail 等の連
絡先、今号の「any」の感想をご記入の上、7 月 31 日
（月）
までにハガキ
（当日消印有効）
・FAX・e-mail でご
応募ください。
A 特別企画展「詩が生まれた場所へ
●

─中也の見た風景」パンフレット（3 名）

B オリジナルマスキングテープ（3 名）
●
中 也の詩、または記 念 館オ
リジナルキャラクター「中也く
ん」があしらわれたオリジナル
マスキングテープ。※種類は
お選びいただけません。

C オリジナルトートバッグ（1 名）
●
コットン 100 ％ 使 用、大 容
量 で 使 い やすさ抜 群 のオ
リジナルトートバッグ。※ 色
はお 選 びいただけません。
サイズ：約 横 40×高さ35×幅
10cm ／容量：約 10リットル

【あて先】〒 753-0075 山口市中園町 7-7
（公財）
山口市文化振興財団
a. たばこ「ゴールデンバット」のラベル／ b. 中也が行った新
宿高野のマッチ
（新宿歴史博物館蔵）／ c. たばこ「エア―
シップ」のパッケージ

「any vol.101 特集プレゼント」係

FAX：083-901-2216 e-mail：any@ycfcp.or.jp
※当選の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

◎「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」のモビールは、字が影にとけるようで自分も何だかとけてゆくようで、見ていて心地よかったです。
（20 代女性 企画展「中也、この一篇――サーカス」より）

◎意志を持ったコンピューターに対する危機意識のような感覚が、強く印象に残りました。（20 代女性 「バニシング・メッシュ展」より）
◎中也と同じ原稿用紙で思いをつづる…、見ていてストレートに気持が伝わってきました。（20 代女性 テーマ展「私が好きな中也の詩」より）
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前略 お元気ですか ?
今夏もイベントを
たくさんご用意しております。
暑い日が続きますが、夏の思い出に
ぜひお立ち寄りくださいませ。
盛りだくさんの
特別企画展関連イベント

YCAM に期間限定で
ミュージアムショップが出現 !!

中原中也記念館では、
この夏開催の特別企

（商品）
というか
YCAM の活動を、プロダクト

画展「詩が生まれた場所へ─中也の見た風

たちで発信していく新プロジェクトが始動。こ

景」に関連して、中也の詩の作品世界を読

のプロジェクトは、夏と冬の 2 回に分けて、

み解いていく企画をいくつか準備しています。

YCAM の企画のコンセプトにマッチした商

東京・吉祥寺の井の頭公園を舞台に、瀬田な

制作映画第三弾「ブランク」
を監督した染谷

蓄音器で中也が生きた当時の音楽を鑑賞す

品をセレクトしたり、オリジナルで開発・製作し

つき監督が得意とする過去と現在とが交差し

まさに YCAMで、爆音映
将太さんも出演 ! と、

た商品を販売する場所＝ミュージアムショッ

ていく構成によって、二つの時代の若者たち

画祭で上映するために生まれた
「PARKS パー

プをYCAM 内に設けて、たくさんの方に見

が一つの曲を紡いでゆく、清々しい青春音楽

クス」
をぜひお見逃しなく!

ていただき、また触れていただきYCAM のこ

映画です。映画を彩る吉祥寺ゆかりのミュージ

とを知っていただこう! というもの。夏期間は

シャンたちによる楽曲は聴いているだけで軽や

るコンサートや、製本ワークショップ、建築に
まつわる講演会など盛りだくさん !

会場：喫茶ぼなーる（山口市湯田温泉 1-11-35）

■製本ワークショップ
「オリジナル中也詩集を作ろう !」
（土）
2017 年 8 月 19 日
① 10:00 〜 12:00 ② 14:00 〜 16:00

［出演］
中原 豊（中原中也記念館館長）
［料金］
無料
（ドリンク代別途／申込不要）

■講演会
「希望の風景としての建築〜中也が
生きた時代の空間のつくり手たち〜」
（土） 14:00 〜 15:15
2017 年 9 月 16 日

会場：中原中也記念館

［講師］
秦 博志

プ
の様
子

（資料修復家、修復工房 HATA Studio）

［料金］
無料
（要申込）
［対象］
小学 5 年生以上
［定員］
各回 8 名

以前の蓄音器コンサートの様子

■中也カフェー
〜蓄音器コンサート in ぼなーる
（土） 15:00 〜17:00
2017 年 9 月 2 日

ッ
前回
ショ
のワーク

会場：山口県政資料館（山口市滝町 1-1）

［講師］
斉藤 理（山口県立大学教授）
［料金］
無料
（申込不要）

「YCAM 爆音映画祭 2017」に合わせて映
画にまつわるグッズをセレクト。また夏ならでは
の商品も販売する予定です。お楽しみに !

©2017 本田プロモーション BAUS

「PARKS パークス」

（2017 年／日本／ 118 分／カラー）
［監督］
瀬田なつき ［出演］
橋本愛、永野芽郁、染谷将太、石橋静河、森岡龍、佐野史郎

かな気分にさせてくれます。
実はこの映画、数え切れない点で、YCAMと
繋がりのある人たちによって大切に作られまし
た。おなじみ「爆音映画祭」の発祥は、今はな

（金）
〜 27 日
（日）
2017 年 8 月 25 日
会場：山口情報芸術センター
インフォメーションスペース

杉原永純（YCAM シネマ担当）
（金）
2017 年 8 月25日
《YCAM 爆音映画祭 2017》にて上映
※瀬田なつき監督による舞台挨拶
（予定）
（音楽監修）
他によるライブあり。
+トクマルシューゴ

会場：山口情報芸術センター スタジオ A
［料金］一般 1,300 円 ※ライブは別料金

any 会員・特別割引・25 歳以下 1,000 円 ほか

き吉祥寺バウスシアター。エンディングテーマ
には昨年の YCAM での展示 +ライブも記憶
に新しい相対性理論の「弁天様はスピリチュ
ア」
。主演は YCAMイヤーブックにも登場して
くださった橋本愛さん。加えて、今年の「真夏

（金）
〜
2017 年 9 月1日
《YCAMシネマ》にて上映

東口次登

本誌 98 号の特集ページでインタビューをさせていただいた、
大阪の人形劇団クラルテに所属される東口
さん。人形劇「火の鳥─黎明編─」
を昨年 12 月に山口で上演されるにあたり、訪れたこの地でどんなこ
とを思われたのでしょう。そこには東口さんが 40 年前に大学生として過ごした山口の風景が見えてきます。

記憶から消えない、ぶちすごい町
桜に源氏ボタル、
あの惣野旅館でのコンパ
（大きなヤカンで燗酒）
と思い出だけで紙面
が足りなくなる、山口はそんな記憶から消え
ないぶちすごい町です! 人形劇を始めるきっ
かけも山口でした。教師になる夢を捨てて
こどもステーショ
人形劇、
それが昨年 12 月、
ン山口 NPO 法人化 15 周年記念として、
やまぐち火の鳥合唱団とともに「火の鳥」
を

photo: 木村耕平
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40 年ほど前、山口大学へ通うため矢原に

上演できたことは、子どもたちの歌声も素晴

下宿していました。
とても優しい大家さんで土

らしく心震える最高の瞬間でした。40 年前

木工事のバイトに行く時など、
ただで弁当を

とは道場門前も湯田温泉もだいぶ様変わり

作ってくれる山口の母でした。道場門前を歩

していましたが、山口の母のようなぬくもりは

くと必ず誰かに出会うアーケード、焼失前の

変わらない、
これからも人形劇でみなさんと

サビエル記念聖堂と亀山公園、一の坂川の

もっと出会いたい町です。

人形劇団クラルテ
「火の鳥─黎明編 ─」

東口次登

HIGASHIGUCHI Tsugito

1957 年、宮崎県生まれ。1980 年、人形劇団クラルテに入団。
演技部に所属し俳優として活躍する。その後、1988 年に「気
のいい八兵衛さんと不思議な竹筒」
を初脚色、1990 年「どうし
て、ぞうさんのはなはながいの」初演出。以来多くの脚本･演
出を手がける。21 世紀の人形劇団クラルテを創造的に引っ張
る役割を担っている。

◎「サーカス」は元々好きだったが、もっと好きになった。（10 代女性 企画展「中也、この一篇――サーカス」より）
◎こういうセリフのないショーは、小さい子でも楽しめて素晴らしいなと思いました。（女性 「タップダンス・エンターテイメントショー」より）
◎山頭火が大好きなので、地元湯田温泉との関連を知れて良かった。勉強になりました。（20 代女性 企画展「山頭火と湯田温泉」より）
◎「よくわからない」というのが印象ですが、
「わからない」という感覚が楽しめました。（30 代女性 「バニシング・メッシュ展」より）

YCAM でプロダクションマネージャーの仕事をして
いる関係上、スケジュール管理やタスク管理がで
きるアプリやソフトウエアにいつも目を向け、最新
情報を入手するようにしています。いま気に入っ
ているのは、タスク管理ができる「Things」シリー
ズ。自分だけではなく、同じ仕事をしているスタッフ
にも、同じタスクとそのスケジュールをシェアするこ
とができてとても便利です。最新バージョンが出た
ばかりで、これから試してみますが、
どんな機能が加
わったのか楽しみにしています。カレンダーツールと
しては「Fantastical」、コアなスタッフ間でのコミュ
ニケーションツールとしては「slack」がお薦めです。
（山口情報芸術センター 職員）
Clarence Ng

※タイムテーブル詳細はYCAMポータルサイ
トをご覧ください。

［料金］一般 1,300 円

any 会員・特別割引・25 歳以下 800 円

観た人 村田 敦（ベジタブル喫茶 ToyToy 店主）
観た日 2017 年 5 月 4 日、6 日
日々訪れる不条理を酒と音楽とユーモアで乗り越える主人公たちの姿は、
とても愉快で、
とても頼もしい。
「ユーモアがあれば世界はこれほど悲惨じゃ
ない」とウディ
・アレン監督も作中で言っていた。ウディの言葉は僕の座右
の銘で、
「皆さま、ごきげんよう」は人生の指標にしよう。

2016 年 12 月 18 日
会場：山口市民会館 大ホール
認定 NPO 法人こど
もステーション山口
と共同で開催した
舞 台 事 業。人 形 劇
団クラルテが手塚
治 虫の 漫 画
「火の
鳥」
を人形劇として
舞台化した作品を山口市民会館で上演。
市内から参
加者を募って半年かけてワークショップを行い合唱
団を結成、
本番では人形の動きに合わせて歌を披露
した。
舞台上で人形たちと気持ちをひとつにして歌う
子どもたちの歌声にも多くの感動を集めた。

タスク管理アプリ

会場：山口情報芸術センター スタジオ C

の夜の星空上映会」で初上映するYCAM

（脚本家・演出家）

「Things」

観た作品 「皆さま、ごきげんよう」

any vol.39

（2015 年／フランス =ジョージア／ 121 分／カラー）
［監督］
オタール・イオセリアーニ

発行日：2003 年 5 月 1 日

© Pastorale Productions- Studio 99

特集：中也の「夏」を読み解く
山口情報芸術センターが 2003 年 11 月にオープ
ンするのにあわせて誌面を全面的にリニューアル
した第 1 号。判 型はこれまでの A4 サイズよりも
幅がスリムになり、最後のページが折り込み式の
見開き3 ページになった変形デザイン。表紙は特

現役藝大生を妻にもつ著者
（執筆当

集内容にあわせ毎号描きおろしのイラストを使用、

時）
が東京藝術大学に潜入。美術学

「any」のロゴも本号から登場します。1 号目の表

部と音楽学部を擁する藝大生の生の

紙は中也の肖像写真と中也の詩がイラストに。第

声を取材しその生態に迫ったノンフィ

8 回中原中也賞を受賞された中村恵美さんによる

クション。笑いあり驚きあり、ひたむきな

寄稿文を特集し、他ページでは財団主催の催し物

彼らの姿に感動 ! 続編読みたい。

をピックアップとして紹介。またアートや、舞台公

村田かつら（山口市立中央図書館 職員）

『最後の秘境 東京藝大
天才たちのカオスな日常 』
作者名：二宮 敦人 発行年：2016 年
出版者：新 潮社

演、音楽、映画などジャンルごとに分けたカレンダー
ページで市内の他施設や他団体の文化活動も幅
広く紹介しています。

◎教員を目指しているため、教材研究の視点からも参考になりました。（20 代女性 テーマ展「私が好きな中也の詩」より）
◎みんなが笑顔だったので、
こっちまでうれしくなりました。（10 代女の子 「タップダンス・エンターテイメントショー」より）
◎「Avatars」は、
もしかしたら誰かが動かしているんじゃないかと思うと、一挙一動に人間味を感じてしまい、愛しい気持ちになります。
（20 代女性 「バニシング・メッシュ展」より）
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◎場所によって音が変わる、日によって音が変わるのがおもしろかったです。（20 代女性 「バニシング・メッシュ展」より）
◎知っているマンガ家さんのコメントがあっておもしろかったです。（20 代女性 テーマ展「私が好きな中也の詩」より）
◎思わず、
「なんじゃ、こりゃー」と叫びたくなるくらい、楽しかった。（50 代男性 「タップダンス・エンターテイメントショー」より）
◎目と耳、それぞれ違った刺激を受けるインスタレーション展でした。（20 代女性 「バニシング・メッシュ展」より）
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◎ここちよいリフレインがとても心にひびき、涙があふれそうになりました。（30 代女性 企画展「中也、この一篇――サーカス」より）
◎その場にいないけれど一緒に何かしているって不思議。（30 代男性 「バニシング・メッシュ展」より）
◎大林監督が中也を読み影響を受けていることを初めて知りました。（20 代男性 テーマ展「私が好きな中也の詩」より）
◎会場の一体感がとてもよかったです。アラフォーですが、なつかしい曲がたくさんあり、楽しめました。（30 代男性 「タップダンス・エンターテイメントショー」より）
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