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特集　YCAM Film Factory vol.1

  「ギ・あいうえおス─ 他山の石を以て己の玉を磨くべし」

インタビュー　柴田 剛 （映画監督）  + 杉原永純 （YCAMシネマ担当）

今年度から始まった映画制作プロジェクト

「YCAM Film Factory」。

映画をYCAMで作るという新しいプロジェクトであり、

同時に映画制作の新たな方法も模索しようという意欲的な試みだ。

プロジェクト第一弾の共同制作者である

柴田剛監督とともに、プロジェクトは絶賛進行中。

去る8月、3度目のロケハンのために山口を訪れた柴田さんと、

プロジェクトを企画し指揮する

YCAMのシネマ担当・杉原さんにお話を伺った。

YCAM、山口にある巨石、光、

タイトルの「他山の石を以て己の玉を磨くべし」…。

これらのキーワードが、不思議な力で結びつき、

映画制作の新しい道を切り拓く。

映画制作のためのロケハンの様子（宇部市楠クリーン村）



050 4 【マジック・リアリズム】　現実の世界と、まったく異なる法則の出来事が混在し、どこからどこまでが現実で、どこからどこまでが幻想か、判然としない物語を指す。
日常にあるものが日常にないものと融合した作品に対して使われる芸術表現技法で、主に小説や美術に見られる。

わかる！
キーワード

ります。映画の作り方というのはすごく
フォーマット化されていて、ここ10年の
うちにフィルムからデジタルに移行する
など映画の周辺で大きな変化はあるもの
の、実は映画制作のスタイルというのは
規模の大小はあれこの何十年もの間ほぼ
変わっていない。そうすると映画の作り方
そのものを考え直していかないと、おそら
く映画で語られていくことは変わってい
かないのではないか、そう感じています。

プロジェクトの第一弾に、柴田剛監督を

選ばれたのはどうしてですか?

杉原　柴田監督はこれまでに商業映画
の枠内で仕事もされているし、自主制作
の作品もある、またミュージックビデオ

今回のプロジェクトには 
「自由な映画制作を 
模索する」という 
キャッチコピーがあります。

まずは、今年度から新しく始まった

「YCAM Film Factory」とは、どんな

プロジェクトなのか教えてください。

杉原　「YCAM Film Factory」は映画を
YCAMで作るプロジェクトで、アーティ
スト＝映画監督もしくは映画に関わる人
たちと新しい映画作品を作っていこうと
いうものです。

今回プロジェクトには「自由な映画制作
を模索する」というキャッチコピーがあ

の制作など、かなり幅広く手掛けている。
そうしながらも軸は映画にある方。そし
て何より柴田さんを選んだ一番の理由
は、YCAMに滞在されたとき、おそらく
YCAMラボのメンバーをはじめとした他
のスタッフと一緒に楽しんで物事を進め
ていくことができると思ったからです。
また、柴田さんが2010年に制作された作
品「ギ・あいうえおス」を観ていて、その後
話も聞いて、徐々に「あ、こんなふうに作っ
た作品なんだな」と分かって、そこからの
発見も色々あったので、ずっと作品のこと
が印象に残っていました。なので、自分が
YCAMで何か映画を制作することになる
かもしれないとなったときに最初に思っ
たのが「ギ・あいうえおス」の山口版を作
ることでした。

その「ギ・あいうえおス」とはどんな作品

なのでしょう。

杉原　まず2010年に愛知芸術文化セン
ターからの委嘱で制作された柴田監督の
作品です。「ギ・あいうえおス」はバンドで
あり、撮影している本人たちがカメラの
前に出てくる。そこで彼らが色んな場所
に行き音を録る。その音を録るシーンが
つながってできたある種ロードムービー
のような映画です。
柴田　映画を撮っている僕ら（制作チー
ム）は、仕事をしているときの生活や長期
間一緒に作業をしている様子が、音楽の
バンドに似ているなって思っていて、だ
から「ギ・あいうえおス」は僕らのバンド名
であり、演奏する曲名がサブタイトルだと
思っています。

杉原くんからも「ギ」どうするの? と聞か
れたことがあって、あ、この映画に興味を
もってくれている人なんだと印象に残っ
ていたんだよね。

杉原　そんなこと言ったかな? 覚えてい
ない…。
柴田　そのあと、メンバーのみんなに「次
『ギ』どこで上映しようか?」と言ってみ
たんです。そしたら、メンバーが「『ギ』っ
て何?」て聞いてきたけどね（笑）。この作
品を「ギ」と省略するくらいの人だから、
一緒に作品を作ることも託せられるなと
思ったし、すごく嬉しかったですね。
杉原　第一作の「ギ」は賛否両論あった
けれども、海外の映画祭でも上映される
機会もあり、評価を受けています。
柴田　これが映画かどうなのか、という
意味の賛否両論もあって、「自由すぎる」
とも言われたんだよね。
杉原　映画のことを強く信じている人た
ちや、映画とはこうあるべきだと思ってい
る人たちのもっている発想からは、意図的
にずらした作品ですからね。でもたくさん
の可能性を秘めている作品だと思います。

映画というメディアがもつ 
強さを信じていて、 
映画が何よりも一番好きです。

柴田　僕は映画というメディアがもつ強
さ、強度というものを信じていて、映画が
何よりも一番好きです。天邪鬼にみえて
しまうかもしれませんが、あくまで僕は映
画を作ろうとしていて、映画じゃないもの

新作のサブタイトルは「他山の石を以て
己の玉を磨くべし」。意味はそのままで、
外側の人たちと交流して、自分を練磨
していくということ。その「他山の石」は
YCAMのことも指しています。

「ギ・あいうえおス」は 
これからもっと色んな要素を 
詰め込んでいける 
余白の大きい映画。

杉原　第一作の「ギ・あいうえおス」を観
たときの率直な感想は、これからもっと色
んな要素を詰め込んでいける余白の大き
い映画だと感じました。作品としてはもし
かすると未完成にみえるところもあるかも
しれませんが、色んな要素がちらばってい
て、場所（ロケーション）を変えて、YCAM

のスタッフの知恵や技術を借りつつアッ
プデートすることができるんじゃないかな

と。その余白の部分にYCAMの関わる余
地があるんじゃないかと思っています。

柴田さんは最初にこのプロジェクトの話

を聞いたときどう思われましたか?

柴田　もともと杉原くんとは彼が東京の
“オーディトリウム渋谷”に居たときに知
り合って、そこの支配人兼映写技師をさ
れていた千

ち

浦
うら

さんという方も、僕が大阪
にいたときから知っている方。その千浦さ
んから「ギ」は今後どうするの? と聞かれ
たことがあってね。「ギ・あいうえおス」の
ことを「ギ」と省略したのは千浦さんが初
めてで、聞いたときはすごく新鮮だった。

が作りたいわけじゃない。ただ、いま＝現
実の世界には虚構以上のまさかと思うよ
うな話がたくさんある。そのなかで、じゃ
あ自分は何を信じることができるのかと
なったときに、僕が選んだのは、みんなが
「これはないだろう」「これは違う」とはじ
いてきたものだった。

「ギ・あいうえおス」に限らず、これまでに
作ってきた映画のすべての根っこにある
のは「マジック・リアリズム」じゃないか
なと思います。正規な映画の教育を受け
ていない人間が、動画を撮影できるカメ
ラを通してなるべく自分の目線で目の前
の世界をみてみる、単純に言えば映画を
作ったとき出来上がったものというのは、
いわゆる映画という枠のなかで作り上げ
られた常識とはかけ離れている、けれど
も日常とものすごく接近している、それが
「マジック・リアリズム」。例えば、秘境に住
む部族の子どもに16㎜カメラを渡したと
き、現代社会のシステムを幼少から身に
着けている人たちからは想像もつかない
ような目からうろこが落ちるような映画
が出てくることがあるんじゃないか。
杉原　自分が「ギ」を観たときも感じたの
は、どんな映画にも似ていないということ
だった。たぶんそういう感覚に近いものが
あるんでしょうね。

具体的には新作のためにどんな場所をロ

ケハンで巡ってこられたのでしょう？ 

杉原　昨秋、シネマのトークに柴田さん
をお呼びしたとき、ちょうどYCAMでは

ムン・キョンウォンさんとの共同プロジェク
トである「プロミス・パーク・プロジェクト」

p4–5上部写真すべて「ギ・あいうえおス─ずばぬけたかえうた─」（2010／平成21年度愛知芸術文化センター・オリジナル映像作品）より
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杉原永純 
SUGIHARA Eijun
1982年生まれ。福井県出身。2011年、東京・
渋谷にオープンしたミニシアター“オー
ディトリウム渋谷”のスタッフとなり、プ
ログラム編成と雑務全般に携わる。ロン
グラン上映を企画した映画に富田克也

「サウダーヂ」（2011）、三宅唱「Playback」
（2012）、大 根 仁「 恋 の 渦 」（2013）、カン
パニー松尾「劇場版テレクラキャノン
ボール2013」（2014）など。14年4月から
YCAMのスタッフに着任。

photo: 田邊アツシ
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◎戦争の悲しさがとても伝わってきて演出もすごかったです。砂を使った舞台は初めて観ました。 （20代女性　マームとジプシー「cocoon」より）

◎スケーターの浅田真央さんが滑った、ラフマニノフのピアノ協奏曲を生で聴けて感動しました。 （50代女性　「プラハ放送交響楽団」より）

◎2人の共通点や出会いがとても分かりやすくまとめられていて見応えがありました。 （10代女性　「萩原朔太郎と中原中也」より）

◎みんな、中也に引き寄せられている感があった。賞として、現代の詩人に魂が受け継がれているんだなぁ。 （20代女性　「中原中也賞の20年」より）

ングで光の玉“火球”が空をびゅんと通
り過ぎたのを車の中から見ちゃったんで
す。あれは本当にびっくりしました。
杉原　あの日実は同じような目撃情報が
いくつもあって、実際にYouTubeの投稿
にも多く上がっています。

見えない力に 
引き寄せられている 
気がします。

柴田　隕石とは違うので“火球”と表現さ
れていて、まあ言ってみればUFO=未確
認飛行物体だよね。ロケハンで行った神
社や景色巡りのなかで最終的にみえてき
たものは“光”でした。夜釣りをしている人
に聞いてみたら、「そういえば狐火を見たこ
とある」という話が出てきたり、湯田温泉の
白狐の話とも出会ったり、そういった見えな
い力に引き寄せられている気がします。
杉原　山口にいる間に、車の横転事故を

のリサーチ展示が行われていて、山口の
石のことなどを丁寧に調べて展示してい
ました。柴田さんたちも山口の巨石や神
社について調べようと話をしていたとき
だったから、タイミングがすごく良かっ
たですね。YCAMスタッフから展示でリ
サーチした場所を教えてもらい、色々ロ
ケハンしてきました。昨日は萩や秋吉台
に行ってきましたし、以前にも阿東や、山
の上に巨石がある“火の山”という場所、
秋穂二島などにも行きました。
柴田　最初にYCAMでリサーチ展示を
観たとき、勝手に勘違いして「今回の映画
のためにYCAMが総動員で山口のこと
調べてくれているよ」と、メンバーに言っ
てしまったことがあって（笑）。
杉原　もちろん、柴田さんのための展示
ではないけどね（笑）。
柴田　でも山口に呼び寄せられた気がし
ています。ロケハンのとき一番強烈だっ
たのが、ロケハン初日の夜の出来事。もう
すぐYCAMの駐車場に戻るというタイミ

P R E S E N T
YCAMシネマ招待券ならびに
YCAMオリジナルバッグを
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
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、10月31

日（土）までにハガキ（当日消印有効）・FAX・e-mailで
ご応募ください。

●A  YCAMシネマ招待券 （5名）

  ※有効期限2016年3月末まで有効

●B  YCAMオリジナル
 トートバッグ （3名）

  色は黒、緑、蛍光オレンジ
×蛍光ピンクの3種類あり。 
※ただし、色はお選びいた
だけません。

【あて先】 〒753-0075  山口市中園町7-7

（公財）山口市文化振興財団
「any vol.94 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。

見たり、そういうことは柴田さんの周りで
起こりやすいよね。帯電体質だから色ん
なものを引き寄せちゃう。
柴田　そう。だからか、パソコンがよく壊
れちゃうんだよね。そういうときは一度
シャワーを浴びて電気をながす（笑）。
杉原　実はこのロケハンの考え方も通常
とは違っていて、普通は脚本があり、この
シーンを撮るために必要な場所を探す、
というのがロケハンなんだけど、今回は映
画制作メンバーが出演者であることは決
まっていて、彼らはバンドでありツアーを
している、その彼らが山口県内のどの場所
を巡っていったらおもしろいことができる
のか、というシナリオハンティングも兼ね
ています。

柴田さん、制作メンバーのみんなに今回
の企画の話を具体的にする前にサブタ
イトルだけはすでに決まっていたんでし
たっけ?

柴田　そう。なんで先に決まったのか、
いま思い出したんだけど、みんなに「ギ・

あいうえおス」をまた作ることになったと
言ったら、じゃあお題はなんなの?と聞い
てきたからで、だから山口県とか、YCAM

とか、山口のあるあるシリーズを探そう、
とか色々お題を出して…。山口には巨石
が多くあって、山頂にストーンヘンジがあ
る山々があちこちに存在しているんだよ
ね。そこから「他山の石を以て…」という
サブタイトルが出てきた。
杉原　山口のあるあるは随分、柴田さん
のフィルターがかかっているけどね（笑）。
「ギ・あいうえおス」のメンバーにお題が投
げられ、またそこからフィードバックがあ

り、柴田さんのなかで深まってまたお題
を投げ…、というようなやり方で映画が作
られている。普通、映画制作は期間・予算・
スタッフ・キャストといった外枠から決
まっていくものだけど、「ギ」の場合はある
きっかけがあって、その1個の点をポンと
置いてみたときに、周りのスタッフたちか
らの反応があり、監督に対して意見もど
んどん言っていく。それが「ギ・あいうえお
ス」チームの強みであり、ほかの映画監督
にはないコラボレーションの形だと思う。

「ギ・あいうえおス」のメンバーが、バンド

だとおっしゃる意味がそこからもみえて

きますね。さて、今秋にはいよいよ撮影が

始まると聞いていますが。 

杉原　10月の下旬に7日間ほど撮影を行
う予定になっています。そのあと編集作
業があり、完成した作品をYCAMでお披
露目するのは、2016年3月あたり。でもそ
れは内内の試写会なので、みなさんにお
見せする一般公開は2016年夏に予定し
ている爆音映画祭で、と考えています。

“他山の石を以て玉を磨く” 
ということをまさに 
YCAMで実現したい。

お二人がこのプロジェクトに期待してい

ることは何でしょう? 

柴田　YCAMには映画の技術だけでは
ない様々な技術や知見が集まっている。

だから一緒に映画を作っていくと磨かれ
ていくんじゃないかと思っています。とは
いうものの、磨かれるかどうかは、YCAM

のもっているものに自分たちがきちんと
反応できるかどうか、自分たち次第なとこ
ろもあるんだけどね。古臭いことをやり続
けていたら、YCAMのはじっこに落っこ
ちているような作品になるんじゃないか。
そうなるのは嫌ですね。ともすれば映画
はそうなりがちなので、今回は「自由」と
いうことに方向性を加えていこうと考え
ています。

杉原　これまでの柴田さん滞在中に、
YCAMの技術スタッフの面 と々は顔見知
りになっていて、そこからもらうアイディ

アもいまかなり重要な要素になっていま
す。“他山の石を以て玉を磨く”というこ
とをまさにYCAMで実現したい。「ギ・あ
いうえおス」に出てくる彼らが旅をする理
由というのを、山口で撮影を進めていき
ながら発見したいですね。
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YCAM Film Factory vol.1

柴田 剛+YCAM
「ギ・あいうえおス
 ─他山の石を以て己の玉を磨くべし」
2015年制作、2016年発表予定。

映画制作のためのロケハンの様子（山口市内、萩、秋吉台）

柴田 剛   SHIBATA Go
1975年、神奈川県出身。中学時代から、8mm映画を撮り
始める。大阪芸術大学映像学科に入学し、在学中に熊切
和嘉監督作品「鬼畜大宴会」(1997)、山下敦弘監督作品

「腐る女」(1997)の製作に協力。また、高岡茂監督作品
「ベイビー・クリシュナ」(1998)の助監督を務める。99
年、16mmによる長編映画「NN–891102」を監督。2000
年ロッテルダム映画祭で上映される。ほか長編作品に、

「おそいひと」（2004）、「堀川中立売」（2010）など。

photo: 田邊アツシ
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◎「未知との遭遇」を観ました。体に響く爆音がたまりません。 （50代男性　「YCAM爆音映画祭2015」より）

◎女学生たちの“日常”から“死”がリアルになっていく時、追憶としてフラッシュバックしていく一連のシークエンスは
　涙がとめどなく流れて止まりませんでした。 （30代男性　マームとジプシー「cocoon」より）

◎朔太郎の撮った写真や楽譜が興味深い。　（40代女性　「萩原朔太郎と中原中也」より）
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◎弦の音色が素敵なオケでした。初めて聴いたけど好きです!!  （50代女性　「プラハ放送交響楽団」より）

◎原作も読みましたが、原作のイメージを残しつつ、劇でしかできない表現もあり、おもしろかったです。 （20代女性　マームとジプシー「cocoon」より）

◎重低音すごいですね。ある意味4D。宇宙船の飛行音とよく合っています。 （40代女性　「YCAM爆音映画祭2015」より）

◎沖縄戦について娘と学ぶ良いきっかけになりました。未来に繰り返されることのないよう、気持ちを新たにしました。 （40代女性　マームとジプシー「cocoon」より）



新鮮な感覚を備えた優れた現代詩の詩集に対し贈られる中原中也賞。その記念すべき第20回目に
選ばれたのが、岡本啓さんの『グラフィティ』でした。今春、贈呈式に臨まれた岡本さんがどんな思いで
山口を訪れていたのか、その時のお気持ちをそっとのぞかせてもらいました。

第20回中原中也賞贈呈式
2015年4月29日　会場：ホテル松政

公募、推薦の詩集
202点の中から選
考の結果、中原中
也賞の第20回に
岡本啓の『グラフィ
ティ』が選ばれ、中
也の誕生日となる
4月29日に贈呈式

が行われた。アメリカに住む青年が街の空気を吸い
込みながら、そのなかで動詞の現在形を駆使して、自
らのアクションで主体の世界をかたち作っている、世
界に対する肯定性が貴重である、と評価されての受
賞となった。20回の記念となる年であることから、贈
呈式終了後には、これまでの受賞者も登壇し、シンポ
ジウムが行われた。

岡本 啓　OKAMOTO Kei

1983年生まれ。京都市在住。20代後半になって詩にふれ、詩
を書きはじめる。アメリカ、ワシントン DCに1年半滞在して
いたとき「現代詩手帖」に投稿した詩で、2014年の現代詩手
帖賞受賞。帰国後、上梓した第1詩集『グラフィティ』で2015年、
第20回中原中也賞、第65回H氏賞を受賞。

岡本 啓（詩人）

湯田温泉駅ではツツジの花が迎えてくれた。
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◎みなさん詩と人生に心を込めていらっしゃるな～と感心いたしました。 （50代女性　「中原中也賞の20年」より）

◎上原さんのあの小さな体から繰り出されるダイナミックな音や、繊細な音に感動しました。 （50代女性　「プラハ放送交響楽団」より）

◎劇が終わった後の役者さんたちが生き生きと動くのを見て、余計に切なくなりました。 （40代女性　マームとジプシー「cocoon」より）

◎まるでライブハウスで生音を浴びているかのような音で、とても気持ち良かったです。 （30代女性　「YCAM爆音映画祭2015」より）

◎「モルダウ」をオケで聴きたかったので親子3世代で聴きに来た。やはり生のオーケストラは最高。 （40代女性　「プラハ放送交響楽団」より）

◎朔太郎のおしゃれや手品のところがおもしろかった。中也との関わりも知ることができて良かった。 （40代女性　「萩原朔太郎と中原中也」より）

◎少女たちの動きに圧倒されました。音楽にマッチして好きな作品です。 （40代男性　マームとジプシー「cocoon」より）

◎キャプションのフォントやデザインがよく、当時の雰囲気が感じられた。ムットー二シアターもとても良い具合だった。 （40代女性　「萩原朔太郎と中原中也」より）

10月22日は中原中也の命日。中原中也記

念館では、「中也忌～墓前祭と中也に捧げる

夕べ」として、日中は中也のお墓にお参りし、夜

は記念館でキャンドルナイトとコンサートを行い

ます。また、関連イベントとして、同月24日に「鷺

流狂言と詩のワークショップ」と山口県立大

学の学生による「中也カフェ」、25日はNPO

法人平成DADA主催のPoetry Reading 

Liveを開催予定。ぜひお越しください。

※イベントによって会場が異なります。ご確認ください。

中也の命日にイベントを開催します YCAM館内に 
新しいスペースが 
オープン&リニューアル
医療や食料品など人々の生活に密接に関わ

るバイオテクノロジーは、大学や企業の研究

者だけではなく、ここ数年で一般の人々の手

に届く身近な技術となりました。バイオ技術を

活用・応用することで、新しいアイデアによる

様々な可能性を実験していくため、一般の方

も利用・実験できるスペース「バイオラボ」を

YCAM内に設置。この秋から試運転を開始

します。

また、コミュニティスペース（普段ワークショッ

プを開催しているスペース）も今秋リニューア

ル予定。どんなスペースになるのかバイオラ

ボとあわせてお楽しみに!!

読書の秋。
今夜は何を読もうかな。

昨年のキャンドルナイトの様子

「きみはいい子」
（2015年／日本／121分／カラー）
［原作］中脇初枝『きみはいい子』（ポプラ社刊）　［監督］呉 美保　
［出演］高良健吾、尾野真千子、池脇千鶴、喜多道枝、高橋和也、富田靖子

役で出演した池脇千鶴の、リアルな母親っぷ

りに救いを感じます。コメディエンヌとして振舞う

彼女は、物語の終盤重要な役割を果たすこと

になります。

小学校ではいま、男の子でも男女平等に「○

○さん」と呼ぶことなど、意外と知らないことがた

くさん詰まっています。タイトルになっている「き

みはいい子」の「きみ」とは一体誰を指してい

るのか。是非映画を見ていただき、思いを馳せ

ていただけると嬉しいです。

杉原永純 （YCAM シネマ担当）

育児放棄、学級崩壊、独居老人…深刻な問

題を取り上げつつ、浮かび上がってくるのは「人

にとってのしあわせとはなにか」。見たあとに独

特のカタルシスを与えてくれる力強い傑作です。

大人も子どもも共有できる物語に対して賞を与

える第28回坪田譲治文学賞に輝いた中脇

初枝によるベストセラー『きみはいい子』を、前

作「そこのみにて光輝く」で数々の賞を受賞し

た呉
お

美
み

保
ぽ

監督が映画化。NHK大河ドラマ「花

燃ゆ」で高杉晋作を演じる高良健吾をはじめ、

日本映画を代表する実力派俳優が集まりまし

た。人と人とのつながりから生まれるささやかな

「しあわせ」を描く、再生と希望の物語です。

舞台はどこにでもある、とある町。育児放棄に

気付きながらも一歩踏み出せない教師。小さ

い娘にどうしても手をあげてしまう母親。切羽詰

まったシーンが続きますので、見ているときは辛

いかもしれません。私も見ていて何度も涙が流

れました。そんななか、2人の子どもを持つ母親

昨年からYCAMの通勤時に使用している自家用軽トラックの荷台を
畑にし、実験的に作物を育てています。今年の夏は小麦を収穫。荷
台も華やぎ、太陽の下へ移動も楽々、便利なモバイル畑。トラックの
荷台が空いて困った時には畑にするべし!

岩田拓朗 （山口情報芸術センター 職員）

第 20回中原中也賞贈呈式の様子

古民家を改装した小さなジェラテリア
ここPeloは居酒屋が並ぶ飲み屋街の真ん中にあ
りながら、店内には畳にちゃぶ台、床の間のある落
ち着いた雰囲気の素敵なジェラート屋さん。ガラス
ケースにはいつも5～6種類の生ジェラートが並び、
今日もどれもおいしそうです。栗のように甘いと評判
の山口のかぼちゃ“くりまさる”、それに欲張って秋川
牧場のジャージー牛乳のダブルにしちゃいました。く
りまさるの味がぎゅぎゅっと凝縮された濃厚な甘さと、
ジャージー牛乳の濃厚ながらもすっきりとした爽やか
で優しい甘さが絶妙。この組み合わせ、いいですよ! 

これから寒くなっていきますが、温かい飲み物と一緒
に食べる生ジェラートも最高です。

Pelo（ペロ）
山口市湯田温泉 1-7-26　TEL.083-920-1444
営業期間：11:30～19:00
休業日：火曜および不定休

生ジェラート ダブル
くりまさる×秋川牧場ジャージー牛乳

410円

中也の手書き文字をあしらった缶バッジ
前号の「豆本」に引き続いて中原中也記念館の
ガチャガチャ機で楽しめるオリジナルグッズをご紹
介します。時々商品を入れ替えることがありますが、
現在100円のガチャガチャ機に入っているのは、
中也の手書き文字を一文字ずつあしらった「缶
バッジ」。「愛」「風」「空」「歌」「祈」の5種類の
文字が、それぞれの言葉のイメージにあわせて、色
も変えて作られています。淡いパステルカラーが可
愛らしく、また白地の中也の文字は、繊細で、凛と
していて清らかさを感じさせます。中也の言葉が自
分の気持ちを後押ししてくれるよう。5種類集めて、
気分にあわせて付替えてみてはいかがでしょう。

価格：1回100円　

中原中也記念館オリジナル

缶バッジ

鯉のぼりの季節。一の坂川沿いの2階建

てのブックカフェでしばらく雨宿りしていた。

そこには美しい時間があったと思う。編集

者の方が彼の仕事をするあいだ、ぼくは本

棚を眺めていた。前日に贈呈式が終わって

ホッとしていた。急上昇した気温も、雨のお

とで落ち着いていた。2人とも傘を持ってい

なかったが、雨の止む気配はなかった。5月

のはじまりは、いたるところに美しい時間があ

る。生命が緑の濃さを増すからだ。湯田温

泉駅ではツツジの花が迎えてくれた。山口で

お会いできた方々のように心優しい、ほんと

にきれいなツツジだった。美味しい「ばりそば」

も食べた。店員さんと話しこんでいる常連の

男性がいた。息子であるプロレスラーが明

日山口に凱旋公演で帰ってくる。彼は誇らし

げな様子だった。そして彼がなぜ誇らしいの

かぼくはよくわかった。今回ぼくは東京で暮ら

す父も母も呼ばなかった。雨は上がっていた

が、ぼくはまだどうしても恥ずかしがっている。

中也忌 ～墓前祭と中也に捧げる夕べ
2015年10月22日（木）
14:00～15:00   「墓前祭」
18:00～  「キャンドルナイト点灯式」
18:30～  「コンサート」
会場：中原中也記念館、経塚墓地
［料金］無料 （当日は無料入館日）

※時間は変更になる場合があります。
　詳しくはお問い合わせください。

©2015「きみはいい子」製作委員会

「きみはいい子」作品紹介
真面目だがクラスの問題に正面から向き合えない新米教師（高良健吾）。
幼い頃に受けた暴力がトラウマになり、自分の子どもを傷つけてしまう母親
（尾野真千子）。認知症の訪れを感じ、不安を抱える一人暮らしの老婆。
とある町を舞台に、子どもたちや、そこに関わる大人たち、現代社会の問
題を通して、人が人を愛することの大切さを描き出す。

©2015「きみはいい子」製作委員会

2015年10月 24日 （土） 13:30～
 25日 （日） 16:30～
 30日 （金） 13:30～
 31日 （土） 16:30～
 11月1日 （日） 13:30～
会場：山口情報芸術センター　スタジオC

［料金］ 一般 1,300円
　　　any会員・特別割引・25歳以下 800円
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◎神様に頼っているようで、神様を異質ではなく普遍的なものに仕立てている。だからこその「あゝ、神様 !」なんだろう。 （20代女性　「中也　祈りの詩」より）

◎白砂のステージ、枠と音と少しの小道具で、場面と時間、私たちの目線もどんどん切り替わっていく。驚きと感嘆です。 （30代女性　マームとジプシー「cocoon」より）

◎中学生の頃、ドヴォルザークを聴いてからクラシックファンになったので、今日チェコのオーケストラで聴けて嬉しく思います。 （50代男性　「プラハ放送交響楽団」より）

◎怖かった。同じセリフを言っているのに、全然感情が違うのが良かった。 （10代女性　マームとジプシー「cocoon」より）




