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大 人 に なるって ？

と検索すれば大概のことは教えてくれるツールも手に入れた。でも、ひょっ

わからないことに出会うと、私たちはすぐに答えにたどり着きたがる。さっ

としたら簡単に正解を見つけることよりも、わかりたいなーと思いながら

ずっと追いかけている方が楽しいこともあるんじゃないだろうか。簡単に見

つからない答えほど知りたくなるし、気になる。いつまでも考えてしまう。

歳︶

谷 亜由子

撮影

三浦知也

［さかの・みつのり］映像作家。鶴来町（現・石川県
白山市）出身。大学から渡英し、アーティスト活動をスター
ト。ポットラックビル3F で開催された「鶴来現代美術祭アー
カイブ / 名古屋」の出展作家。

る仕事がしたいな︑と思うようになったんです︒

とディズニーが好きだったからディズニーに関わ

︵高校生・

小論文を手に︑港まちづくり協議会事務局︵以

と 稲 鍋 玉 靑さんは︑ 美 大 受 験に向けて書いた

で︑名古屋市内の高校に通う〝まおちゃん〟こ

まち協の人に﹁坂野さん来てるから話してみた

ず美大を受ければいいのかなって思ってた時に︑

のかまるでわからなくて不安だらけ︒とりあえ

玉靑 でも︑夢はあっても何から始めればいい

江川線沿いにある老舗酒店﹁かゞみ屋﹂の長女

下︑まち 協 ︶スタッフのもとへ相 談に訪れまし

代美術祭アーカイブ／名古屋﹂において︑自身

んだっけ？

坂野 そうだったんだ︒それで俺︑何て言った

作品を展示したアーティストです︒

その時は︑ 美 大に行 くつも りで小 論 文

を書いたりしてて︑でも︑ディズニーで働くため

ディズニーでアニメーション制作の仕事に就き

たいというまおちゃんにとって︑アートを生業と

にいずれは海外へ行きたいという思いもあったの

で︑坂野さんも留学の経験者だしそのことを相

私は小さい頃からずっと絵を描くのが好

かかるお金なんてそんなに変わらないよ︒すぐ

てます﹂って言ったら︑﹁最初から海外行っても

談しました︒
﹁まずは東京の美大に行こうと思っ

きで︑ 人がしゃべってるとか料 理をしてるとか︑

行けばいいんじゃない﹂
なんて言われて衝撃でした︒

たり喜ぶのを見るのが好きで︒好きな絵を動か

くことそのものよりも︑自分の絵を見て誰かが笑っ

かして〜って思った？︵笑︶

坂野 この人︑いきなりリアルにお金の話なん

るものをいつも 描いてました︒でも 本 当は︑ 描

のけぞって大爆笑してるとか︑そういう動きのあ

玉靑

なく大きな存在に見えたようです︒

して活躍する坂野さんは憧れの大人︑とてつも

玉靑

の故郷である石川県の鶴来をテーマにした映像

くり！

ら？﹂って紹介されて︒もういきなりすぎてびっ

月︑

6

港まちポットラックビルで開 催された﹁ 鶴 来 現

野充学さんと出会います︒坂野さんは本年

た︒ そこで偶 然︑ 展 覧 会の準 備に来ていた 坂

坂野 なるほど︒明快だね︒

歳︶

して人を喜ばせたいと思っているうちに︑もとも

［いななべ・たまお］名古屋の港まちの酒店「かゞみ屋」の
長女。将来の夢について考える青春真っ只中の女子高生。

稲鍋玉靑

文

そして、単なる一般論じゃない、〝あの人〟ならではの答えも聞いてみたい。

対 談
︵アーティスト・

坂野充学
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夏のある日のこと︒港まちのメインストリート︑
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the Summer

玉靑 いえ︒やっぱり先立つものがないと始ま
だちとはなんか違うなっていう違和感があって︒

科にも通ってたんですけど︑先生やまわりの友
と感じてたから︒

とを目指していけるのだろうかっていう不安もずっ

いくダイナミズムのようなものを表現したいと思っ

だよね︒答えが無いという前提で人が変化して

そこにストーリーやセリフを考えながら絵を描

玉靑

私も裏が白いチラシを何 枚もつなげて︑

らないし大事なことですよ︒で︑すぐに調べて

いてました！

みんな︑ 自 分の表 現 を 映 像にぶつける！ みた

に向かっていくうちにああいうものになったって

するか︑どこまで伸ばすか︑そういう試行錯誤

ていうね︒作品をつくるとき︑着地点をどこに

坂野 そうそう︒結果的にそこに行き着いたっ

しみなことがあっても︑どうせつまんないだろ

想 像 力あり過ぎなのかな⁝︒だから︑ 何か楽

れほどでも ないな ﹂って感じることが多 くて︒

実 際にやってからがっかりするっていうか︑
﹁そ

いうことなんですね︒

が一番面白いところでもあるよね︒

こることに対してあんまり楽しみにしすぎると︑

玉靑 そうですね︒私って昔から︑これから起

てたら︑最終的にあの形になりました︒

みたんです︒ 東 京の美 大に通 う場 合とすぐ留
年生でそこまでしっか

り考えられるって︒俺よりずっとオトナだよ！

坂野 すごいね︒高校

はちょっと違うんじゃないかって︒
玉靑

思わないなぁ︒全然︒

坂野 それ︑アニメーションだよね！

いな雰 囲 気︒ その中で自 分が目 指してるもの

坂野 アートというよりエンターテインメント志
とを大人だって思いませんか？
坂野

え〜そうですか？ 坂野さんは自分のこ

向だもんね︒
そうなんですよ︒ 酒 井さんからもそれ
そうなんですか

あの日︑お話をさせ

玉靑

ました︒今まで自分が見たことのあるものとは

なって思いますよ︒あ︑でも︑私は家が酒屋で

玉靑 こうしてお話していると︑わあ︑大人だ

ガティブじゃん！ って言われるけど︒

いかななんて思ってるんですよ︒ 友だちにはネ

うな︑くらいの気持ちで臨んだ方がちょうどい

全然違うっていうか︑まず発想がすごいなーと︒

ていただいて︑後日︑坂野さんの映像作品を見

玉靑 まずはやりたいことが先にあって︑そこ

学した場 合を比 較したら︑あっ！ ほんとだ！
変わんないって︒それで︑まず話だけでも聞き
に行こうって︑ 親 を 留 学のエージェントに連れ
出しました︒
坂野 で︑どうすることにしたの？
玉靑
を指摘されて︑はっきり気づいたんです︒もう︑

来年︑高校卒業後にアメリカへ行くこと

玉靑

初めてまおちゃんに会ったあの日に！

いろんなことがずどーん！ と響いた感じ︒
坂野

に決めました！
﹁誰
坂野 わあ！ お父さんに怒られちゃいそう︒
だ︑そそのかしたのは！﹂って︵笑︶
︒

る人とかたくさん見てきたから︑お酒が飲めたっ

てことだもん︒創造的な仕事には向いてると思

坂野 高校生ですでにチューニング能力があるっ

小さい頃から酔っぱらってわけわからなくなって
坂野

て大人とは思えない人もいるよな︑とか思ってた

玉靑 そう︑あの日に︒日本の美大はデッサン
重視で純粋なアートではないものへの偏見みた

ていうと︑これまでずっと映像の仕事をしてき

そもそもなんであの作品をつくったかっ

玉靑
いなものがあるのが現実なので︑その中でまわ

うよ︒視点がディレクター向きだよね︒

でも あの日︑ その場にいた 映 像 作 家の

酒 井 健 宏さんの話にも︑ 実は同じように影 響

︵笑︶︒なんか大人って不思議︒
な気持ちで﹁自分の表現﹂として何をつくりた

そうなんですかね〜︒けど︑もう来 年

月になれば向こうに行くし︒ 不

の今頃はちょうどアメリカの学校に入学してる

玉靑

て︑ 売れる売れないじゃなく︑もっとフラット

坂野 うん︒不思議だよね︒

りの風潮や空気に染まらずブレずにやりたいこ

撮影を兼ねて港まちを巡る道中もずっと話し続けていました。自分の夢や本当にやりたいことってなかなか話す機会
がないもの。お2人にとっても充実した時間になったようです。

を 受けたんです︒ 美 大 受 験のために塾の映 像

いのかを考えてみたら︑自分にとってリアリティ
のあるもの︑ 深く関 係するものを 可 視 化でき

んだなぁ︒

安でドキドキですよ⁝う〜ん︑でもやっぱり楽

自分は 年後も今と変わらずバタバタし

て落ち着いてなさそう︒もっとよく考えて行動

しみ！ なんか人生って︑何がきっかけでどう転

玉靑
ば自分が馴染んだ感覚とか雰囲気︑理由はわ

できるようになりたいな︒けど考えすぎると頭

んで行くかわかんないものなんですね︒

ないだろうかっていう思いがまずあって︒ 例 え
からないけど好き︑みたいなものの背景を探っ

でっかちになっちゃうし⁝︒難しい︒坂野さんは？

坂野

まおちゃんのおかげでいろいろ勉強になりました！

いやー︑しっかりしてるなぁ︒ 今 日は高 校 生の

坂野 そうだよね︒まさにその一言に尽きるね︒

中 学や高 校の頃︑アートをやりたくても 美 術

失うものもないし︑ 不 安は無かったな︒

てそれを映像化したいっていうね︒で︑自分が

歴史とか︒その起源を調べてみようと思ったん

部に入ってなかったこととかを理由にまわりに

は反 対されたりしてて︑でも諦めきれなくて︒

えーお店の前とか
恥ずかしい！

だよね︒
画 面で同 時

撮 りあいっこして︑それを

創業大正10年。港まち生粋の酒屋。地域密
着で、昔も今も地元から愛されている由緒あ
るお店。

そうなんですね︒ 作 品を

だからようやく好きなことができると思って毎

日楽しかった︒そもそもアートに興味を持った

のは︑中 の時に自分の町に
﹁現代芸術祭﹂
がやっ

してた︒当然︑その頃はアートなんて発想じゃ

ないけど︑ 自 分のしていることの原 点って︑ 実

かゞみ屋

玉靑

に流すことにしたのは？
最初から形式があったわけじゃない︒た

てきて︑それを見たのがきっかけではあるんだ

坂野

だ︑映画館で上映する作品じゃないから長過ぎ

けど︑映像に関してはもっと昔︑小学生の頃に
ては見づらいし︑

分くら

で
VHS
台のデッキで編 集

父とスキーのフォームを練習するために
画 面が

いうのはあって︑じゃあ 映 像 をテーマごとに
つに分けて見せようと︒トータルでは

同時に流れるから︑ひとつの画面を見ていると

2

はそういうところにあるのかもしれないね︒

いい記念になるよ

も根付いているもの︑祭りとか歌︑風習︑慣習︑

動く前はどんな感じでしたか？

4
育った場 所に昔からずっとあって︑ 自 分の中に

10
分くらいが現 実 的かなって

2

5

品だから︑禅問答のようなもので正解は無いん

＊港まちづくり協議会の提案公募型事業で、港まちの人たちの伊勢湾台風の記憶をテーマに映画『右にミナト、左にヘイワ』を制作した。

3
！？

いになるけど︑ 見ている人にとっては

5

15

全体の断片を見ていることになる︒そういう作

5 75

イギリス
どうでしたか？
最初は言葉が通じなくて
悔しい思いをしたね
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慶和幼稚園 理事長／30歳

アーティスト／75歳

伊東 慶さん

犬飼興一さん

A1. 冷奴＋キムチ＋ラー油
A2. 27歳ぐらい
A3. 人のために仕事が出来る

A1. いつだってカレーライス！
A2. 幾つになっても大人にはなりきれない
A3. 口笛

子どものためっていうのはもちろんだ
けど、お母さんたちや地域とのつな
がりも考えて取り組んでいます。昨年、
子育て支援のスペースも作ることが
出来た！先生たちもそれぞれの生活
スタイルに合わせて働けるような仕組
みを取り入れながら、周りの人のた
めに仕事をしていきたいね。

永遠の少年でいられたらそんなに素
晴らしいことはないけど、難しいんじゃ
ない？とはいえ、大人にはなりきれな
いんだけどね。そういえば、学校で
口笛鳴らしたら、
「お前は大人か！」っ
て叱られたことあったよ。カレーライ
スは、昔から大好き。オリエンタル
中村の知ってる？最高だよ。

小学生／12歳

「くすりのササ」店主／49歳

大 人になるって？
街角インタビュー篇

港まちでみなさんにも
聞いてみました。
［一問一答］
Q1. 大人の食べ物って？
Q2. 何歳から大人？
Q3. 大人といえば？

鶏肉・鶏卵「鳥健」店主／77歳

高羽優萌さん（写真左）

高羽美由紀さん（写真右）

坂巻トシ子さん

A1. ゴーヤ
A2. 20歳
A3. 頼りになる

A1. 辛いもの、苦いもの、ゴーヤ
A2. 自分で生活ができる年齢
A3. 思いやり

A1. 野菜！
A2. 75歳ぐらいから
A3. 経験よね

大人は、苦いのが食べられる。私
はあまり好きじゃない。20歳に成人
式があるから、そこから大人。大人
になるのは楽しみだけど不安だな。
一人でいろいろなことしなきゃいけな
いから…。大人は、頼りになる。親
だけじゃなくて、ご近所さんとかも、
一緒にいると安心できる。

辛いものは小6から、苦いものは結
婚してから食べられるようになった。
“ 精神的 ”な部分と、“日々を営む ”
部分の両方が自分の力でできること
が、大人になることかな。私は、子
供を産んでからやっと。大人は優し
さを持っていて、困っている人を助
けることができることだね。

大人は野菜が好きなんじゃない？ ど
の世代も好きなのは鳥のから揚げ。
鶏肉屋だから言うんじゃないよ( 笑 )。
75歳ぐらいから、身体もえらくなって
くるけど、60や70歳は、まだまだ若
いから大丈夫。なんでも自分で動い
て経験してみないと、子供にも大事
なことは教えられないよ。

地蔵盆まつりにて

港本町1丁目 踊り子／52歳

御菓子司「桔梗園」／30歳

藤田弘美さん

水谷光貴さん

A1. イカ
A2. 子どもの頃に戻りたいと思った時
A3. 信頼されるということ

A1. 苦いチョコ
A2. 27歳かな
A3. 主体性を持つこと

おじいさんに連れられて小さい頃か
ら立ち飲み屋に行ってたから、つまみ、
特にイカは好きだったよね。でもアレ
ルギーが出て、今は食べれないから
イカは “ 憧れの食べ物 ”だなぁ。失
敗も成功も、色んな経験を踏まえて
人から信頼されるようにならないと大
人とは言えないよね。

27 歳のとき店を継ぐことを決めて、
自分で新しいお菓子に挑戦してみた
りしましたね。今年からは商店街の
会議にも参加するようになって、少し
ずつ店のことや、商店街のことが自
分事になってきたと思います。会議
に参加すると年長者の様々な意見が
聞けて、視野が広がりますね。

んな暮らしを重ねてきたのか。モノを通してそれらのエピソードを紐解
いていきました。期間中にはワークショップも開催し、これからの「まち」
を考えていくために、これまでの港まちの暮らしに触れる機会となりました。
ワークショップの様子
撮影：藤井昌美（上から3点）

90
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まちでの 出 来 事 を 残 していくために
つのアーカイ ブ 展 を 開 催

の「まちを解く」展では、この港まちで、これまでどのような人々が、ど

港まちポットラックビルで開催した つの展覧会︑

つくるアーカイブプロジェクト」は、港まちに暮らす人々の個人的なエピ
ソードを集積し、まちの新たな輪郭を記録するプロジェクトです。今回

まちでは毎日のようにさまざまな出来事がおこっ

展示風景

今回は︑モノに宿る記憶に焦点をあて︑それらの記

origin」と題したアーカイブ展を開催しました。この「み（ん）なとまちを

ひとつは港まちで継続しているアーカイブプロジェクト︒

昨年、開催した「み ( ん ) なとまちをつくるアーカイブプロジェクト vol.1
『まちと話す｜ talk with you』」の続編として「まちを解く｜ find your

くられていく︒日常のささやかなことから︑誰もが

2F Project Space ／2017年6月10日（土）–9月23日（土）

ています︒その出 来 事が重なって︑まちの歴 史がつ

ほど

「まちを解く｜ find your origin 」

憶を追体験するワークショップも開催しました︒も

み ( ん ) なとまちをつくるアーカイブプロジェクト vol.2

知るニュースまで記憶や記録として︑頭の中や倉庫

坂野充学《Visible Breath》2012

うひとつは︑特集ページで登場いただいた坂野充学

術祭に触れた坂野充学による鶴来をテーマにした映像作品、トークイベ
ントなど、展覧会を通して地域と芸術の関わり方について考察しました。

の奥に保存されているものを引き出して︑港まちポッ

係者に向けたインタビュー映像の上映とともに、自身も鶴来町出身で美

さんの出身地である鶴来町で 年代に行われた﹁現

しても注目されています。本展では、美術祭の関連資料と、当時の関

トラックビルでは﹁アーカイブ﹂を行っています︒その日︑

聘したアーティストたちが滞在し、地元の産業と協働しながら作品制作
を行ったことでも知られます。また日本の国際芸術祭の先駆的な事例と

代 美 術 祭 ﹂についてのアーカイブ展 示︒その先 駆 的

(1936–2014年）が企画に関わったこのプロジェクトでは、海外から招

その時には当たり前の出 来 事が︑ 何 十 年 後の未 来

展示風景

な取り組みから︑時間が経ってもかわらない共通す

青年部が主催となり、国際的に活躍するキュレーターのヤン・フート

にどのように映るのか︒過去の集積から未来へのヒ

代美術祭」を検証するアーカイブ展を開催しました。地元の商工会

る課題や︑地域性の違いによる対比などさまざまな

1991–99年まで鶴来町（現・石川県白山市）で開催された「鶴来現

ントにつながるように︑まちで暮らす人︑まちに訪

3F Exhibition Space ／2017年6月10日（土）–8月5日（土）

ヒントを得ることができました︒

鶴来現代美術祭アーカイブ / 名古屋

れる人から︑さまざまなコメントを聞き出し︑残し

ていく作業を続けています︒

MAT Exhibition vol.6

2

04

POTLUCK Paper –the summer–
まちな かコラム

ポップアップ か わら版

港まちの方々が綴るそれぞれのストーリー

港まち限定で配られているとって
もディープな「ポットラック新聞か
わら版」。その中身を切り抜いて
ちょっとだけご紹介。完全版を読
みたい方は港まちへ！

Vol.01

伊藤京次

港まちポットラックビル
（旧・京屋ビル）
のオー
ナー。

1

石田さん家

3

のが掲げられていました︒記憶に残っ

ているのは﹁南総里見八犬伝﹂ 回

の連続上映で︑ 回目を見た後は︑

8

次が気になって仕方ありませんでし

た︒散らばった つの玉を誰が持っ

4

ているのだろうと︑とても気になり

ました︒
﹁黄金孔雀城﹂は 回連続

でした︒ 城の屋 根での決 闘とか忍

一 杯目

術には︑ハラハラドキドキして観て

いました︒ 映 画 館の中の売 店で買

3

う駄菓子も忘れられない記憶です︒

港会館︑築地劇場︑名港文化の

た今︑かつてのような映画館があっ

まちにあった映画館での楽しみ

ても︑ 地 域の皆さんが楽しめるか

館だったと思います︒庶民の文化が

いますが︑ 学 校からは商 店 街 を 歩

生まれたのは名古屋市港区真砂町︒

いて家に帰っていました︒寄り道を

ど うか予 想 がつきません︒ 自 分の

時 代 と 共に 大 きく 変 化してしまっ

するという訳ではないのですが︑い

住んでいるすぐ近くで楽しみにして

小学校 年生ぐらいの頃だったと思

つも 気に なる 場 所 が あ り まし た︒

いた思い出です︒

↓次は時計のオークラさんに！

それは 映 画 館の看 板です︒いま 上

映 中の映 画と 次 週からの予 定のも

3

2017 vol.01

ボタンの展示を見てから、
テレビでやってるアートの
番組が気になってなぁ。
ついつい見ちゃうんだわな。

大工であり配管工でもある、まちの
頼れる職人・池田征人さん

ポットラック新聞かわら版 第2号より

み な との み か た

港まちの暮らしの中にある「美味い！」
を探求する「港まちごはん！」今回は、
ご近所のお友達もお呼ばれされてい
て、とっても賑やかな石田さん家の
晩御飯を訪ねました。

文：小島邦康

写真：三浦知也

港まちをロケハン
（ロケーションハンティング）
して出会っ
た気になる風景を、本紙カメラマンがパチリ。デザ
イナーがブツブツ言います。

Vol.01

Comment
「今夜は本当に楽しいねー、
シルバーとヤングのコンパっ
てのもなかなか良いんじゃな
い～」
「僕らもめちゃめちゃ楽しいで
す！この組み合わせは新しい
ですよね～」
港のネコは痩せている︒そしてワイルド

だんだんと形になっていった︒ 材料

はほぼ全て近くのホームセンターで

※港まちづくり協議会は、ボートピア名古屋設置に伴い競艇を施行する自治体（蒲郡市など）から名古屋市に交付される「環境整
備協力費」を用いたまちづくり事業を、住民と行政との協働により検討・実施しています。
※本紙に掲載されている内容の無断転載、転用及び複製などの行為はご遠慮ください。

だ︒いたるところでゴロゴロしているけど︑

て行きたいと思います。（岡西）

手に 入 れたものだった︒ 海 外で展

には多様な人がいるから面白い」。
そんな当たり前を楽しむ媒体にし

はっきり言ってどいつもこいつも 可 愛 げ

る対話には、誰の中にも通じるよ
うな普遍が感じられました。「まち

示 を 行 う時に手ぶらで赴 くという

は答えられない、だからこそ始ま

がない︒普段のネコ好きな私がまちでネ

www.minnatomachi.jp
www.facebook.com/nagoyano.minnatomachi

第1号のテーマは「大人になるっ
て？」。聞かれるとなかなかすぐに

のはいつもユニークな経 験で︑そこ

WEB
Facebook

しい媒体への挑戦が始まりました。

スイス人のアーティスト。港まちの
「ボタンギャ
ラリー」で展示 “KINTSUGI”を行った。

での日々のプロセスが作 品 制 作への

港まちづくり協議会
〒455-0037 名古屋市港区名港1丁目19番23号
Minatomachi POTLUCK BUILDING
TEL ｜052-654-8911
MAIL ｜ info@minnatomachi.jp

気持ちを奮い起こしてくれる︒

発行

いく。『ポットラック』という名の新

ベアート・ゾデラー

滞 在 期 間 中︑いくつかのアイディア

東海共同印刷

流から港まちの「らしさ」を育てて

Vol.01

やコンセプトが湧いてきて︑そのう

三浦知也

印刷

港まちをとび出したバトンは誰の手に

ちのいくつかは 失 敗し 未 完 成に 終

表紙撮影

旅 するコラム

わった︒ だけれど も︑ それらは 今

外の人も、そして編集チームも楽
しみながら、多様な人たちの交

プローチする所だが︑彼らの鋭い目つき

岡西康太（港まちづくり協議会）

コに出会えば︑たっぷり時間をかけてア

進行

に射抜かれれば﹁放っておきましょうか

新聞が完成しました。まちの人も、

ね…﹂という気 分になる︒ 容 易に近 寄

谷 亜由子

ることはできない︒だけどその代わりに︑

取材・文

まちに﹁ 自 由なムード﹂みたいなモノを

小島邦康（Artical inc.）

り道をしながらも、ようやく新しい

与えてくれているような気がする︒どん

竹内 厚（Re:S）

デザイン

なムードかと言えば︑映画﹁イージーラ

編集

から始まった媒体制作。大きく回

イダー﹂
のピーター・フォンダとデニス・ホッ

がる媒体をつくりたい」という願い

後のプロジェクトで活かせる可能性

ことにした︒

港まちづくり協議会

↓次はアーティストの渡辺英司さんに！

企画

感謝したい︒

2017 年 9 月29日発行

作品は港まちでの滞在中に制作し︑

「まちの人とまちの外の人がつな

ポットラック新聞 –the summer– vol.1

としての経験のみだった︒

編集後記

「うひゃー」

パーのようなムードだ︒

ポットラックビルに着いた時︑ 私は

港まちでの滞 在は本 当に素 晴らし

石田家のお婆さんの味を引き継いだそうです。椎茸の旨味がたっぷり染み込
んだ味酢飯に、特製ダレに漬け込んだカツオがわんさか、たっぷりの薬味と
一緒に。めちゃめちゃ美味い！

「あ、冷蔵庫にポテトサラダ
とイカそうめん忘れとった～」

を宿すものとしてスイスに持ち帰る

作 品 制 作に必 要 なものを 何一つ持

くて刺激的な時間だった︒ボタンギャ

カツオの手こね寿司

港まちでの滞在制作を振り返って

ち 込 まなかった︒ 私は︑ 小さな鞄

ラリーでの展示に対するフレンドリー

「もう、結構食いましたよ」

日々おこる小さな出来事で︑一喜一憂し

ちのメッセージが聞こえて来る︒

だけを抱えた旅人︒携えてきたのは︑

で的 確 なサポートには 心から深 く

「あんたたち残さないで全部
食べないかんよ～」

てしまう私の軟弱なハートに︑港ネコた

﹁もっとワイルドに行くんだニャ〜〜！﹂
と︒

長い歳 月に培ってきたアーティスト

「やっぱりさ。好きなこと喋っ
て、ワハハと笑うのが一番い
いよね」

