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今号の巻頭言  

山形支部長  坂内昭夫（一文） 

「さがえしに、さがしにきてね、いいところ」。

34 年間勤務した会社を退職し転職したのが、

山形県中央部に位置するここ寒河江(さがえ)

市。人口４万人の地方都市に降り立った時、出

迎えたのがこの言葉が載った駅ポスターでし

た。寒河江で暮らして 3 ヶ月、単身赴任だか

らこそ、家族との絆や友人の有り難さを改め

て実感し、感謝の思いで雑感をお伝えします。 

 毎朝勤務先へはローカル線沿いを、朝日連

峰、月山、蔵王の遙か山並みと花々を見ながら

徒歩通勤。満員電車に揺られ自然の変化を感

じることのなかった時代と様変わりです。 

 朝 8 時業務開始。お子さんのいる女性社員は保育園に預け 9 時出社。

10 時頃から事務所に隣接する社内保育園から時に子供たちの歓声が

聞こえます。20 年前から社内保育園を設置し社員が安心して働ける環

境を提供、華美に宣伝せずともサステナブルな環境があります。メー

ル中心の静かなオフィスだった前職と一変、ここは朝から電話、打ち

合わせで山形弁が飛び交う喧噪。久しく忘れていた現場感、face to face の大切さを思い出させてくれます。

忖度なく、相手をリスペクトしながらも議論は徹底して行う。肩肘張った戦いではなく、他者と同じ目線に立

ち経験を活かしサポートし、そこに自分のミッションを感じる日々です。 

 山形の食の素晴らしさ。日本酒、ワイン、つや姫（お米）、山形牛、肉蕎麦、ゲソ

天、野菜山菜や、サクランボなどのフルーツの豊富さ、とても書き切れません。寒

河江で焼鳥は豚肉のことを指します。ブロイラー生産が進んでおらず豚を使ってい

た昭和 30 年代の食文化が寒河江では続いています。ゴロゴロしたボリューム感、タ

ン、カシラ、レバー、サガリなどが定番で食べ応えがあり実に美味しい！その他、

温泉の豊富さ。土日の朝は 6 時半から料金 200 円で地元の寒河江市民浴場の 43 度

の熱いお湯でひとっ風呂。 

「さがえしに、さがしにきてね、いいところ」、メタ穂の皆さん、来てけらっしゃい！                       

《 山形・寒河江に暮らして 》 

 

わたしたち 1985 年次稲門会は、早稲田大学 1981 年入学もしくは 1985 年卒業の同期の集まりです。

基本的に同期全員が会員で、約 8500 名が対象です。 

2010 年の発足以来、①同期の親睦 ②母校への協力 ③社会への貢献 をモットーに、精力的に活動を

継続してきました。会費は無料とし、各種イベントの収益の一部と校友会からの補助金で運営しています。 

しかしながら、個人情報管理が厳しい昨今の情勢の中で、会事務局から会員の皆さんへのご連絡が行き届か

なかったり、また会員同士のコミュニケーションが難しかったりするなど、連絡網の不十分さが会の運営に影

を落としています。総会案内は早大校友会経由でお報せできるものの、それ以外の会員相互の連絡手段が不足

しています。本会に登録されると、会員用メーリングリストなどがご利用いただけるようになります。 

どうぞ本会の公式ホームページから会員登録され、1985 年次稲門会の活動にご参加下さい。 

http://www.waseda85.com/ 

http://www.waseda85.com/
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1985年次稲門会の 2018年度総会及び

懇親会が昨年９月８日(土)、早大内の大

隈ガーデンハウスにおいて開催され、以

下の議案が承認・可決された。 

 

●第 1号議案 

・2018年度事業報告 （掲載省略） 

・2018年度決算報告 （右に掲載） 

●第２号議案 

・2019年度役員選任 

＜新任幹事＞ 

庶務担当： 坂内昭夫（一文） 

※山形支部長兼務 

支部長： 長野支部 牧野光朗（政経） 

●第３号議案 

・2019年度（第 9期）事業計画案 

1) 会誌｢W85メタ穂通信｣発行（予定） 

2) 幹事会 3,4,5,6,7,8,9月 第3水曜開催 

※2020年度総会(卒後35周年記念)準備委員会 

3) 企画 

①忘年会 ②新年会 ③春または夏企画 ④稲門

祭出店 ⑤総会&懇親会 ⑤スポーツ観戦企画

（野球、ラグビー、レガッタ等）春夏 

4) その他 各支部企画 適宜 

・2017年度予算案＜掲載省略＞ 

＜今後の行事予定＞ 

2018年 

9月 8日 総会&懇親会(大隈ガーデンハウス) 

9月29日 秋季代議員会(大隈講堂) 

10月21日 稲門祭 

11～12月 早慶戦(野球、ラグビー)観戦 

12月14日 忘年会(会場未定) 

2019年 

1月 2日 箱根駅伝応援(大手町) 

1月25日 新年会(会場未定) 

3月20日 幹事会(21日が祝日のため) 

4月17日 幹事会 

4月   早慶レガッタ観戦 

5月15日 幹事会 

5月   早慶戦(野球)観戦 

6月19日 幹事会 

6～8月  春夏企画(詳細未定) 

7月17日 幹事会 

8月21日 幹事会 

9月18日 幹事会 

10月20日 ホームカミングデー(卒後35年）＆ 

稲門祭総会&懇親会 

以上 

会長メッセージ    鈴木紳互（一文） 

『人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢まぼろしのごとくなり』。 

とても有名な一節ですが、後に俗説として織田信長がこの敦盛の一

節を唱え、人生の儚さをとらえたのだとも言われています。ある調

査によると縄文時代から室町時代ぐらいまでの昔、人間の平均寿命

は約 30 年、江戸時代で約 45 年、昭和初期でようやく 50 年を超え

てきたとされています。人生 100 年時代となった昨今、我々は 50 代

後半に差し掛かりましたが、これからまだまだ現役で活躍すること

を求められる時代となってまいりました。健康で豊かな人生を送る

ために、自身の生き甲斐を仕事の分野だけでなく作り上げていくこ

とが、ますます必要とされる時期に差し掛かってきたと実感してい

ます。そんな中、母校早稲田大学の同期入学・卒業の同窓会である

メタ穂会の果たす役割は、今後ますます重みを増すことになろうか

と思います。是非本会の活動に今後とも積極的にご参加いただき、

明るく・楽しく・元気よく、人生の黄金期をご一緒に満喫できたら

と思います。皆様のご理解・ご協力を心よりお願い申し上げます。 

2018 年度 年次総会・懇親会 報告 
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≪総会・懇親会 参加レポート≫ 

 宮本 義信（社会科学） 

2011年のＷ85メタ穂設立総会に参加してから毎年秋

には出来るだけ総会に顔を出すようにしている。昨年

2018年の総会当日は集合時間まですこし余裕があった

ので、高田馬場駅で西武線を下車後、学生時代の記憶

をまた少しずつ手繰り寄せようと、東西線やバスには乗

らずに歩いて早稲田の会場まで向かった。８年前にも、

設立総会で来場の校友に配布する冊子「早稲田界隈

今昔マップ」の制作のため２日間程大学界隈をくまなく

散策したことがあったが、学生時代に仲間と集まること

の多かった喫茶店や定食屋や雀荘等の看板の数はさ

らに減り（あるいは屋号がかわり）、新たにコンビニやマ

ンションへと建物自体も変わってしまったお店もチラホラ。

平日ではないせいもあっただろうが、遠い記憶にある学

生同士が行き交う賑やかな街の印象はあまり無かった。昨年から早稲田の老舗有名店の閉店のニュースがあったが、

今年も早稲田界隈の雰囲気はまた少し変わっているのだろうか。 

 さて、その高田馬場駅から会場まで約 1.5 ㎞の小冒険のあと、総会会場に到着するや否や「いよーっ 元気？ 変わ

らないね」「今どこにいるの？」。毎年ほぼ同じ一通りの社交辞令的な切り出しから話の幕が開き、ここでも記憶を少しず

つ手繰り寄せようとしている自分と懐かしい仲間の笑顔がある。「そーそー、六大学野球優勝した時の提灯パレード。あ

の時何年だっけ？神宮球場のガードレールの脇の茂みの中で飲みつぶ

れて全裸で寝ていたあいつ。

名前何だっけ？」「82 年だよ

ー。あいつだよね。あれ、あ

れ、えーとえーと」。歳を重ね

る毎に昔の記憶をクリアに手

繰り寄せるのは難しくなってき

ており、「あれ・それ・えーと何

だっけ」等を用いた意思の疎

通が少しばかり多くなってきた

ようだ。 

 今年もまた早稲田の街並みは少し変わって

いたとしても、秋の総会でまた変わらない懐か

しい仲間の笑顔をたくさん見ることができれ

ば、それが最高に楽しい。いくつになっても仲

間と肩をならべて校歌や紺碧を歌えること、そ

れがきっと今年も最高にうれしい。 

 昭和に生まれて、大学時代は早稲田で青春

を謳歌し、平成の 30 年以上を社会人として、

そして家庭を支える身として奮闘してきた私た

ちの世代。令和という新しい年号を迎えて、Ｗ

85 メタ穂の仲間とはどんな話を肴に酒を酌み

交わすのだろう。今から楽しみである。 

2018 年度 年次総会・懇親会 報告 
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支部局だより  メタ穂のくにから こんにちは 

    支部長・渡辺 薫（社会科学）

ふとした事から FB を始め、２年前の２月に朝田

さん(注:賢治幹事長)からメタ穂会に誘っていただ

き、少しずつ同期の皆さんと知り合うことができま

した。今年小職 58 歳となり第一次定年まであと２

年になりましたが、今回、会報誌の寄稿と栃木県支

部長を仰せつかり、誠に僭越ではありますが書き綴

ってみたいと思います。 

私は日本生

命の小山支社

下館営業部で

営業部長をし

ています。所

謂、街中の営

業部のニッセ

イレディ（昔のニッセイのおばちゃん）の営業と労

務管理をする職種です。５年間勤務した名古屋南支

社(東海市、常滑市、知多市勤務等）を経て、この３

月 25 日の辞令で茨城県筑西市の下館営業部に転勤

しています。単身赴任の代用社宅は新幹線小山駅徒

歩７分にあります。毎朝６時に起床して、お風呂に

入って NHK のきれいな女子アナのテレビを観なが

らトーストと牛乳で朝ごはん、茨城県の営業部まで

19 ㎞、7:30 に到着します。仕事はハードで土曜日も

勤務なので、なかなか横浜の自宅に帰宅できません。

しかしながら、社宅の隣にある「壱軒目」という焼

き鳥屋さんに週３回ほど通って、社外の友達も出来

ました。一升瓶の「いいちこ」がボトルキープで 3800

円。生ビールで乾杯！ 食事をしながら、焼酎の水割

り３杯で良い気持ち（笑）。土曜日のアフター６は

この焼き鳥屋さんか「串カツ田中」で一杯やって単

身赴任仲間と時々、カラオケボックスに行きます。

日曜日は朝４㎞のお散歩、デニーズでモーニング。

車で 30 分の佐野アウトレットでお買い物、帰りに

名物・佐野ラーメンを食べ

て、帰ってお昼寝、夕方はゴ

ルフの打ちっぱなしに行き

ます！お風呂に入ってビー

ルで乾杯（単身赴任万歳）！ 

住んでいる栃木県小山市

も勤務地の茨城県筑西市も

関東圏ですが、話し言葉が尻上がり、NHK 朝ドラ『ひ

よっこ』の言葉で福島弁に近いと思います。移らな

いように注意しています（笑）。 

名古屋時代は稲門祭以外メタ穂会に参加出来ませ

んでしたが、先日も神宮の六大学野球に誘っていた

だき、仲間に入れていただきました！７月もカラオ

ケ分科会に参加させていただきます。 

私は今まで家族のために一生懸命働いて来ました。

この場では省略しますが、家族の死や仕事の左遷等、

悲しく辛いことも多かったです。家族は家内と長男

26 歳（リース会社勤務、既婚、子供１人、立教大法

卒）、次男 24 歳（外資系証券会社勤務、ノンプロの

サーファー、水戸市在住、明治大情コミ卒）と早稲

田 残 念 賞

（涙）。家に

長女 17 歳

（清泉女学

院高校２年）

がいるので、

希望を託し

ます（笑）。 

稲門会に

出会い、皆

様のお仲間

に入れてい

ただいたことで、定年後の私の人生が豊かで楽しい

ことが期待できるようになりました。定年後は出来

れば稲門会活動やもう一度本当に勉強したかった江

戸時代の文化の勉強とご先祖様にあたる橋本左内の

研究をしてみたいと思います。 

最後になりますが、関東に戻って来ましたので、

メタ穂会で皆様にお会いする機会もあろうかと思い

ますが、今後とも宜しくお願いします。 

 

愛息愛娘とともに 稲門決定！ 

神宮球場にて。右端が筆者 

渡辺レディースチーム 
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Ｌ.Ａ.音楽武者修行 

在ロサンゼルス 松本 晃彦（一文） 

僕は大学から今日まで 36 年間を、音楽家として活動

して来た。有難いことに、日本ではそれなりに名の知れ

た歌手の曲や、ドラマ、映画音楽などの仕事に携わって

きた。 

 米国へと拠点を移したのは４年前。移住のきっかけの

一つは、僕が音楽を担当した日本のアニメ映画が米国

アカデミー賞にノミネートされたこと。それから、南米の

監督から依頼された曲がブラジルアカデミー音楽賞に

選ばれたことなどで、少しずつ海外からの仕事が舞い

込み始めた。 

 あと一つは、僕の LA育ちの姪っ子が歌手と

して米国のレコード契約を結んだことで、姉と

姪の応援のためにも僕の拠点を移すことにな

ったのだ。50 代半ばでの海外への挑戦となっ

た。アメリカの暮らしは、治安は悪いしインフ

ラは古いし、物価は高い、サービスは悪い。

音楽活動をすると商習慣はやはり違う。著作

権の契約から納税まで、事務手続き一つをと

っても課題を解決することが大変だった。 

 

音楽家として感じたのは、ハリウッドで著名な演奏家たちとのセッショ

ンは本当に楽しいということだ。ある時、こんなことがあった。そんなに予

算の大きくない米映画で、僕の書いたスコアの録音に来たメンバーの中

に、ブラジル人の有名バイオリン奏者の名前があった。おそらくその国の

第一人者。何故、このような小規模な録音に来てくれたのかを尋ねてみ

ると、彼も母国からハリウッドへ活躍の場を求めて来たのだという。いま、

仕事の場を広げるために、いろいろなオファーを受けているとのこと。彼

のおかげで素晴らしい演奏になり、この映画はその後、映画祭で賞を頂いた。そう、ここハリウッドは、各国代表

が集まるオリンピックなのだ。激しい競争がより高いレベルを生み出す。 

 

僕はこの年になっても外国の新しい環境に身を置き、もう少し戦ってみることにしようと思っている。 

 Like a rolling stone, 棺桶に足を突っ込む前までに、自分の挑戦をし続けたいのだ。  

中央は筆者の姪で 
歌手のソフィア・ブラック、 
右はアリアナ・グランデ 

One Direction のギタリスト  
ダン・リチャードさんとスタジオで 
 

キ
ー
ス
・
エ
マ
ー
ソ
ン
さ
ん
の

誕
生
パ
ー
テ
ィ
ー
に
て
。
彼
は

惜
し
く
も
そ
の
後
亡
く
な
っ
た 

チェロ奏者のマレク・シェパキエノヴィッチ
さん(右)はアカデミー賞、エンジニアのダ
ン・ブレッシンガーさん(左)はグラミー賞の
受賞者。スタジオにて 
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おじゃりやれ 八丈島 

八丈島の季節住人 辻村 義弘（理工） 

八丈島。我々の年代では漫画『がきデ

カ』の「八丈島のキョン！」で知っている

人が多いと思います。「ひょっこりひょうたん

島」のモデルのひょうたん型の島でもありま

す。東京中心部から 287km 南の年平均

気温 17.8℃の「常春の島」です。織物の「黄八丈」や、くさ

や、あした葉等の食べ物も知られています。宇喜多秀家等

の流刑地としても有名です。黒潮の強い流れがあり、近くに

は八丈小島しかない絶海の孤島

です。現在は羽田から 1 日 3 便

ANA で 55 分の近さです。渋滞も

なく到着できるのでとても便利。し

かし、ロハスな暮らしを愛すること

からゴルフ場や歓楽街はなく、もっぱら釣りとスキューバの

方たちしか訪れない為、観光客は少ないです。海も空いて

いるので海の家も無くなりました。ますます安全に静かな温

泉もある自然を楽しめます。 

早稲田大学との関係につい

て。戦前は八丈島出身の早大卒

の政治家もいたようですが、近年

はア式蹴球部、軟式野球部等の

天然芝のグランド、球場を利用し

たスポーツ合宿や、生物同好会等の珍しい動植物の研

究合宿等の関わりです。最近ネットで見た論文では理工学

術院の教授が八丈島のカイメ

ンからとれる役立つ化合物の

研究をされていました。近いわり

に新発見がまだまだありそうな

島です。 

八丈島からは更に南の孀

婦岩（そうふがん）へは船で 20

時間程度で近寄れます。孀婦

岩は 1972 年に早大探検部が

初登頂した海面より 99ｍ棒状

に立ち上がっている伊豆諸島最南端の岩です。 

八丈島で獲れるオナガ、アカバ、アオゼ、ナンヨウブリ等

の魚も美味しい。ただし今年のように台風が多いと時化て

船が出せないので豊洲から運んだ魚を八丈島で食べるこ

ともあります。乳牛はジャージー牛が多くソフトクリームやアイ

スクリームは濃厚でおいしい。「八丈バター」もおいしいのだ

けれど昔 800 円でも高いと思っていたら人気が出て今や

2100 円。ネット通販は価格を上げますね。商売気のなかっ

た島民が世界標準の価格を知るフェアトレードと喜びましょう。

果物はパッションフルーツが甘くて絶品です。最近はパパイ

ヤやフルーツレモンもあります。離島で地盤が溶岩なので

建設費はかかりますが、土地は安いので別荘に最適です。 

※「おじゃりやれ」は島言葉で「いらしゃいませ」の意味です。

 

 

小谷 清（法） 

あらためて数えてみると、記憶にあるだけで 40社以上の

航空会社を利用している。アジア系、欧州系がそれぞれ約

15 社で、残り約 10 社が米州系、オセアニア系他という感

じ。さいわい危険な目にあったことは一度もなく、安全面で

は航空会社による違いを感じたことはないが、サービス面

の違いは明らかだ。 

ダントツのワーストはギリシャのオリンピック航空。搭乗

したのは、今はなき成田－アテネ便だったが、離着陸と、

最低限の食事サービス以外は、フライトアテンダントは非

常口付近の空席でおしゃべりに没頭しており、とても声を

かけられるような雰囲気ではなかった。30 年ぐらい前の光

景だが、制服姿で前の座席の背もたれに両足をのせてふ

んぞり返っていた姿は今でも忘れることができない。もう一

つ強く印象に残っているのが、新潟から乗ったウラジオス

トク航空。シートベルトの金具がなくなっていて、締めるこ

とが不可能な状況である旨を、離陸前にアテンダントに伝

えたところ、なんと「締めなくても大丈夫」との回答が返って

きた。確かに、これまでシートベルトが役に立った場面に遭

遇したことはないが、万が一のために締めるのがシートベ

ルトではないのか⁉ 

ベストはダントツでエミレーツ航空。機内設備も、アテン

ダントのサービスも素晴らしい。表面上は笑顔でも、ホスピ

タリティが感じられないケースは少なくないが、エミレーツ

航空のアテンダントはよほど教育が行き届いているようで、

どんな場面でもサービス精神があふれ出ている。羽田か

らドバイへのフライトに乗った時、僕の並びに座っていた若

い女性に、サプライズでバースデーケーキが運ばれてき

たことがあり（しかもホールケーキ）、たまたま近くに座って

いただけの僕までハッピーをおすそ分けしてもらいました。

その後は、事あるごとにエミレーツ航空をいろんな人たち

におススメしています ^_^ 

イ
ス
ラ
ム
圏
な
の
に
ア
ル
コ
ー
ル
の

種
類
も
多
彩
で
、
ジ
ン
ト
ニ
ッ
ク

を
頼
む
と
、
切
れ
目
な
く
ジ
ン
と

ト
ニ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
持
っ
て

き
て
く
れ
る 

 

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
も 

４
千
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
！ 

 



W85＜メタ穂会＞通信      ＜告  知＞     VOL.8-1  2019 年８月 

  7 

おとなの遠足―高知名建築･珍建築めぐり 

   代々木 理方（法） 

４月 20日（土）-22日（月）にかけメタ穂４人で高知の有名建築を見て廻っ

た。主目的はセルフビルド建築で名高い沢田マンション訪問。沢マンはオ

ーナー夫妻が 1971年から自力でコツコツ造り上げ、2003年にご主人が亡く

なるまで増改築を重ねた「日本のサグラダファミリア」「陸の軍艦島」「高知の

九龍城」などの異名を取る珍建築の名所。賃貸住宅だが空室があれば泊ま

れるのだ。どうせなら建築に造詣の深い人を道連れにしようと、住友不動産勤務の辻村義弘メタ穂会副幹事長を誘い、辻村氏が愛媛県南

予地方局の安藤雅人メタ穂会愛媛支部長と、大阪で設計事務所を経営している建築家の森下修氏に声をかけ、私以外一級建築士という

おっさんズ４人の旅と相なった。土地勘のある安藤氏がガイドを名乗り出てくれたのは望外のありがたや。 

成田から空路、高知龍馬空港へ(往復１万円)。大阪、愛媛からはそれぞれマイカーで参加。落ち合って

まず向かったのは、植物学の巨人・牧野富太郎博士を記念した牧野植物園。練馬区大泉にある牧野邸の

小さなお庭をイメージしていたら、とんでもなく広大でたまげた。牧野富太郎記念館は稲門の内藤廣氏設

計で村野藤吾賞を受賞、木を多用しモダンながら温も

りのある空間。隣接する竹林寺には堀部安嗣設計の質朴な納骨堂（日本建築学会賞）

がある。さてお目当ての沢マンに到着。素人が手作りしたとは思えない

６階建て間口 50ｍの堂々たる威容（異様）。車路が最上階まで通り、屋

上には庭や池、畑、豚舎まで。建築確認など無縁の自由奔放さ。年季

が入っているだけに所どころクラックや爆裂があるのはちょっと心配。ペ

ントハウスにお住まいの沢田オーナーにご挨拶の後、土佐グルメを求

め盛り場へ。市街にも興味深い建造物が多い。知とエコの

拠点オーテピア、その向いには時計台が特徴的な追手前高校、南国情緒溢れるフェニックス通りなど個性ある

街並みを通って、安藤さんお薦めの料理屋「ぽん太」へ。鰹の塩タタキや四万十

川海老の唐揚げ等に地酒が合うわ進

むわ。餃子の屋台を経て３軒目へと流

れ、深夜帰り着いた沢マンはコンビナ

ートのごとく光り輝いていた。 

２日目。名物の日曜市を冷やかし

てから高知城。意匠を凝らした細部に武辺だけでない文（あや）が見て取れる。次に室戸岬を目指し、車２台で一路東へ。途中、鄙にして

はハイカラな安芸の野良時計を見学、明治中期に舶来時計 を参考に部品まで自作して組み立てたというから、当

時の豪農の道楽は偉い。室津 港では名高い花月の金目ちらし丼に舌鼓。この豪勢

さ、1800 円は安い。お茶屋風 の雰囲気も味わいのひと

つ。吉良川宿では古い漆喰 蔵がきれいに保存された

町並をそぞろ歩く。古民家宿「蔵空間茶館」で一服、ここの林檎を丸ごと使った

ケーキは抜群にうまい！さらに東へ進み、室戸岬の豪快な露出地層（縦割れタービタイト層）や奇岩に、生き

ている地球を実感、パワーをいただいた。そ の先には昨年オープンしたばかりの新名所「むろと廃校

水族館」。廃校の校舎やプールには海亀やら 鯖やらが群れを成し、素朴な楽しさ。ここで、翌日休めな

い森下氏はひとり 別れ帰阪、残る３人は高知市へと戻る。テツ代々木だけ

奈半利駅からご めん･なはり線に乗車、太平洋岸ローカル線で。高知駅

は木製の天蓋が プラットホームを覆う

個性的なデザイ ン。市内ホテルの日帰り温泉に浸かった後、ひろめ市

場へ。店で買ったものを市場中央の席でいただく、地の食材が安くいろいろ食べられて、これは楽しい。 

３日目。沢マンに別れを告げ、桂浜の坂本龍馬記念館へ。開館まだ１年の新館は龍馬の進取の気質

を表したかのような挑戦的な近代建築、林の中からブリッジのように海へ向かって突き出た青いグラスウ

ォールと朱い積木のような直 方体の奇抜な存在感が強烈。次いで高知市から１時間ほど山に入った香美市にある「やな

せたかし記念館アンパンマン ミュージアム」。なぜヲヤヂだけでアンパンマンなんだ…と訝ったが行って納得、ここも大胆

不敵な建築なのだ。日本建築学会会長の古谷誠章早大教授の手になる巨大な箱に入ると、

吹き抜けの開放的な空間、床には埋め込まれた何十ものビデオモニタ、正面に木造の大

階段、天井には大アンパンマンが飛ぶというシュールさ。 

楽しかった遠足もこれでおしまい、空港で名残の一杯を嗜み、高知を後にしたのだった。 

上まで続く車路、屋上緑地、
ペント・ログハウス、豚小屋 
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