分枝

branching

視覚よりも原始的な感覚

http://branching.jp
branching 17 publish : 09,June.2016

すこし思い出したこと

ねぎの球根は、タマネギなんだから
Taichi NAKAO 1978~
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年製のクラウンは最後の怒りを爆発させると
89
白煙を上げその動きを止めた︒運転席の男は顔色

の友人二人に誘われて福生駅からほど近いところにあるカフェで落ち合うこ
とになった。そのときなぜ電車が動いていたのかと時おり不思議に思い返す
のだが、東京の震度の具合が当時暮らしていた街を走る路線に与えた影響を
考えれば妥当なものだったと、心象とはかけ離れた理解の結果に都度釈然と
しないまま、今日までやり過ごしている。ともあれ、日ごろから自分が親愛
の感情を抱いている詩人で映画誌などの編集者であるＩや、同じく詩人でド
Genta MARUYAMA 1982~

イツ文学者のＳと会うのは楽しいことだった。互いの存在をそれとなく見遣
ることでその場に生まれた静かな空気の中、彼らが発する個人的な「つぶや

丸山玄太

を変えず惰性のみで細い林道を走ったが数百メー

トルと進めはしなかった︒軋むドアを開け下車す

るとそのまま笹藪の中へと消えていった︒

翌朝︑老人が運転する軽トラックが林道を塞ぐ

車に何度もクラクションを鳴らしたが︑それはた

だ木々の間に広がり消えていくばかりで︑暫くす

ると来た道を戻っていった︒その日林道に入った

のはその軽トラック 台
1 だけだった︒夜半過ぎの
通り雨でクルミの花が落ち︑ボンネットに毛虫の

ように張り付いた︒翌日の夕方を前にして漸くパ

トカーがやってきて︑警官はレッカーを呼ぶと早々

に引き上げた︒

放置車両は盗難されたものであった︒所有者は

年
歳に
8 前に他界した他県の男で︑存命ならば 82
なる︒子息の話では︑昔父親が乗っていたような

記憶はあるがその頃は家を出ており車にも興味が

無かったので判然としない︒あったことすら曖昧

なものに盗難届など出せない︑ということだった︒

盗難の届出があったのは︑車両が放置された場所

とも所有者の居住地とも縁遠い海辺の町になって

いる︒盗難届に記載された電話は不通であった︒

所有者の息子も聞いたことのない名前だと言って

いた︒首を捻りはしたものの盗難車の放置自体珍

しいものではなく︑この件は殆どルーティーンの

ように警察署の奥へと追いやられた︒

そのまま忘れ去られるはずだったものが︑翌年

の春︑賃借人の部屋に血痕があるという古アパー

トの大家からの通報があった現場で押収してきた

車の鍵が︑盗難車のものであったことから再び日

の目を見ることとなった︒水道局から当該の部屋

で ヶ
1 月以上も水道を使った形跡がないとの知ら
せを受け︑確認のために大家は何度か部屋を訪れ

たものの反応が無く︑合い鍵で入ったところ血痕

東日本大震災が起きて数日後、一種の動揺に落ち着きを与えるためだった
のか、あるいはそうしたときに無償に誰かに会いたくなるからなのか、年長

き」は、状況を見る、状況に暮らすということに関して多くのことを示唆し
ていた。そんなふうにカフェで時間を過ごした後、日本中いたるところで見
かける某うどんチェーン店に入り、そこでてんぷらうどんをすすりながら、
当時の官房長官の言語選択能力についてＳが話すのを黙って聞いていた。と
ころで当時大阪に住んでいた新聞社に勤める友人が、仕事柄（放射線量に関

を見つけたとのことだった︒血痕自体は大した量

ではない︒紙でも切ろうとして思わず指を深く切っ

てしまったか鼻血かとでも言えるもので︑実際︑

シンクの上にはまな板と身が錆色に染まった魚が

残されていた︒部屋に争った形跡もない︒警官は

現場の状況から事件性は無いと判断したが︑職業

的な勘が働いたのか︑玄関に置かれた車の鍵とい

つだったかの盗難車が偶然のように結ばれた︒鍵

があったからといって即ちその部屋の住人が車を

盗難し放置した者であるということにはならない︒

何も決めつけることはできない︑と思いながらも

一応鍵を押収した︒直感が当たっていたとしても︑

眼前に置かれる事実は行方不明の人物が所有者の

既にいない盗難車の鍵を所持していたというだけ

で︑結局︑行方不明の住人を見つけなければ何も

解決はしないし︑きっと見つかりはしないだろう︑

と引き返すパトカーの中で既に経験から目算を付

けており︑事実その通りにしか事は運ばれなかっ

た︒

調べを進めてもこの行方不明者の謎が深まるば

かりだった︒ちょうど放置された盗難車の通報が

あった頃にアパートに引っ越してきた男は公的な

データベースに存在しておらず︑同姓同名の人物

はヒットしたものの︑大家や近隣住民からの聞い

た話しからすると年齢が大分違うようであり︑連

絡してみてもやはり本人ではない︒保証人欄に書

かれた人物も同様であった︒殆ど他者との関わり

を持っていない人物でもあり︑唯一︑多少なりと

も実のある話しが聞けたのは︑不明人物を雇って

いたという建築業の男だけだった︒

るとこを危うく轢きそうになったもんだから文句

﹁あいつのことは殆ど知らねぇよ︒ふらふら歩いて

を言ってやったんだが︑聞いてるような聞いてな

いような︑まぁ暖簾に腕押しってやつだな︒こっ

ちも馬鹿みたいになって︑そん時はそれで終いよ︒

でよ︑釈然としない気持ちで家に帰ってきてみた

ら目と鼻の先にあるオンボロアパートに奴が入っ

ていくじゃねぇかよ︒それで何だ︑この野郎と思っ

する）情報が入りやすかったのかどうか、東京に住む自分たちを心配して、
彼のマンションに避難しないかという提案をしてくれた。それを彼の情熱的
な人間性を確認する多くの機会の内の一つとして捉えたものの、提案自体に
は自分自身の「今ここ」での生活、あるいは東京で詩を書いていることのど
うしようもない現在性があったから、彼の切迫した好意に対して無言のまま
でいるほかどんな方法も存在しなかった。震災後どのタイミングで始まった
のか覚えていないが、ＩやＳを含む、親交のあった詩人数名で交し合ったメー

花火が咲いていた
ねぎぼうずがドカーンッと打ち上がる
油と水
空気と水
あなたとわたしを柔らかく別々のものであると区別させ、
自分自身の輪郭を浮かびあがらせる
水に酸素が溶けたら、しだいに輪郭も溶けていき、
区別していた境目も溶けてなくなる
私の意志とは関係のない、
相手の意識とは関係のないところで反応して欲しい
ドロッとした迷いや、泥くさく手探りしている姿勢に魅力を感じた
こなれないように
こなさないように
人差し指と親指とを合わせて、
ピーンッと飛ばされて、
わたしは新しい服へとお引っ越しをする
夢の住居はカシミア
汗のにおいがくさいなんて、誰が言った
汚れてうっすらとキジトラ柄になった白い野良猫

東澤一也

「美人の湯」って聞いたことがありますか？ここ何年も温泉ブームが続い
ていてテレビの番組欄や雑誌でも温泉特集は毎日のように載っている。その
中でも特に女性にとって目を引くのが「美人の湯」というフレーズだろう。
はい。その名の通り。入れば誰もが、桐谷美玲か綾瀬はるか。はたまた新
垣結衣か石原さとみ。誰もが美人になれる、そんな魔法のような温泉を紹介
しましょう。
日本三大美人の湯として知られるのは、川中温泉（群馬）・龍神温泉（和
歌山）
・湯ノ川温泉（島根）で、それぞれが美人の湯と謳い人気の温泉となっ
ている。ところが、誰がいつ頃、この三泉を選んだのかはまったくの謎である。
天下の三名泉（有馬・草津・下呂）は由来がはっきりしていて、室町時代の
文献に記されており誰もが認めるところであるが、それに対して三大美人の
湯の方はこのような明らかな記録が見あたらない。
さては、土用の丑の日のうなぎやバレンタインデーのチョコレート、近年
の恵方巻きのように誰かが考えた商業戦略だろうか！温泉列島日本！実のと
ころ三大美人の湯以外にも美人の湯を謳う温泉は全国に多数ある。ならば日
本中が美人だらけになるはずだ。でも実際はどうだろう・・・それなりだ。
看板に偽りありということだろうか。やはりどう考えても美人の湯に入った
からといって、おかずクラブが北川景子になれるはずはない。そこで温泉ソ
ムリエの登場となる。

530×455 mm
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油彩／キャンバス

けない、といった意識＝認識の語尾変化を普遍化することは到底できないよ、
という当たり前といえば当たり前のことにみずみずしさを感じたのはそうし
たことがあったからだと思う。むろん新聞社の友人の情熱的で誠実な膂力は

てまた頭に血が上ってよ︑それで︑何でだったか

なぁ︑細けぇことは忘れちまったけど︑暇なら

ちょっと仕事手伝えよってことになったんだ︑最

終的に︒罪滅ぼしとか何とか言ったんじゃねぇか

な︑たぶん︒騙したわけじゃねぇよ︑ちゃんと日

当払ったしよ︒ちょうどいつも使ってる若い奴が

怪我しちまって人手が足りなかったんだよ︒まぁ︑

素人にはちょっとばかりきつい現場だったんだが

文句も言わずよく働いてたよ︒そんなだから︑た

まによ︑頼んでたのよ︑人が欲しいときに︒まぁ

でも数えるくらいだけどな︒ここんところは呼び

に行っても部屋に居ねぇのよ︒朝方︑自転車乗っ

てどっか行くとこを何度か見っけたからどっか働

きに行ってんだと思ってたよ︒まぁそれだけだよ︒

何かしたの︑あいつ？まぁよく分からないやつで

はあったよ︒一緒に仕事しててもよ︑頷くばっか

りでひとっ言も喋らないんだからよ︒面白味はな

いよな︒仕事はやってくれたからこっちはそれで

も構わなかったんだけどよ︒それくれぇだよ︑俺

あ︑と思った次の瞬間︑それが何だったか思い

が知ってるのは︒﹂

出せないようなものだ︒大抵の場合︑それは大勢

にに影響はない︒早く忘れ去ってしまった方が良

い︒頭の片隅に置いておくからこんなにも空しい

余計な仕事をするはめになる︒忘れるからこそ影

響がない︑と思えるのだ︑言い聞かせながら︑も

う一度と︑向かった車両が放置されていた場所で︑

雑草に覆われ始めてはいるが人がちょうど一人通

丸山玄太 Genta Maruyama
年長野市生まれ 麻績在住 クリエイター
1982
http://undergarden
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れる程の獣道を警官は見つけるのだった︒

爽やかな風が心地良い初夏の日。朝から美術館で絵巻物や陶片を鑑賞。
昼食後も美術画廊などを巡り喫茶店で一服。夕方から現代音楽の定期演
奏会を鑑賞。帰りの新幹線でゆっくりと一日を反芻する貴重な時間。途
中の駅で隣に座ってきたスマートフォンを夢中で操る若者が食べ続ける
スナック菓子チーズ味の激臭に全ては掻き消された。
生業は視覚に依存しているくせに音に感心し臭いに完敗した一日だった。

意識＝認識のすり替えを好む人たちの愚かさを根本的に破壊するものだった
のだが。にしても東京多摩地方でも行われた計画停電の暗闇の中で灯す蝋燭
の輝きはきれいだった。僕と奥さん、そして彼女が拾った猫が住んでいたマ
ンションのベランダからは多摩川がよく見渡せたが、そのせせらぎが、川面
から無数に放たれる光の粒子それ自体の音のように聴こえもしたし、その部
屋で生きている者のぬくもりが三つ、ぼんやりとだが確かに見えるようでも
あった。こんなことを経験として絶対化させるつもりはまったくないが、死
者に対する不謹慎のさ中、それが多くの人間が知らず触れていたかけがえの
ない時間だったということは、いつまでも覚えておきたい。

川合朋郎 Tomoro Kawai
1976 年大阪出身 画家
東京藝術大学大学院修了
http://tomorokawai.com
個展「まだ見ぬ世界を知るために」
2016 年 6 月 13 日（月）〜 6 月 23 日（木）日曜休廊 NICHE GALLERY（東京）

中尾太一 Taichi Nakao
1978 年鳥取生まれ
詩人
現代詩新人賞受賞後、『数式に物語を代入しながら何も言わなくなった F に、掲げる詩集』（思潮社 2007）
『a note of faith』（思潮社 2014）他を刊行。
spallows@rhythm.ocn.ne.jp

今井あみ Ami Imai
1990 年うまれ
長野市出身
表現するひと
略歴（概略）表現することをつづけている。
絵画、文章、焼き物など、表現方法を模索している。
imaiami1990@gmail.com
imaiami.net
ACT ART COM ‒ アート & デザインフェア - 2016 ‒
入場無料
The Artcomplex Center of Tokyo (ACT) 全館
160-0015 東京都新宿区大京町 12-9
WEB SITE | www.actartcom.com
E-MAIL | info@actartcom.com
TEL/FAX | 03-3341-3253
6 月 16 日（木）11:00 〜 15:00
6 月 17 日（金）11:00 〜 20:00
6 月 18 日（土）11:00 〜 20:00
6 月 19 日（日）11:00 〜 17:00

・家族で車に乗っている時に、パトカーを猛スピードで追い抜かし連
行された。
・飼っていた犬を金閣寺に捨てた→家に戻ると自分より先に犬が戻っ
ていた（この犬も祖父のサバイバル力を受け継いでいたのかもしれな
い）

温泉ソムリエ的に言うと「美人の湯」は「美肌の湯」となる。基本的には
「乳化作用」によって肌の表面を溶かし、角質を取ったり毛穴の汚れを取っ
たり、またメラニンを分解して美白肌を育てる効果があるなど、「ツルツル
＆美白」が得られる温泉のことだ。前回お話した温泉分析表から美肌効果が
期待される泉質とは・・・。

ルの中で誰かが書いた、「我々」は避難したほうがいい→非難しなければい
まだ見ぬ世界を知るために

＜母から聞いた昔の祖父＞

「炭酸水素塩泉」
（クレンジング効果）、
「硫酸塩泉」
（肌の蘇生効果）、
「硫黄泉」
（シミ予防効果）を『三大美人泉質』と呼んでいる。そこに、pH7.5 以上の（弱）
アルカリ性の温泉も美肌効果があることから「（弱）アルカリ性単純温泉」
（ク
レンジング効果）を加えて、「四大美人泉質」とも言う。また、アルカリ性
温泉は別名、ぬるちゅる温泉とも言う。

・お風呂を自力で庭に作り大家に訴えられる→「上等じゃあ！」と訴え
返した→当然負けたが、私の代までずっとそのお風呂は役に立ちまし
た。ありがとう。

祖父のサバイバル力

Natsue KIMURA 1994~

木村夏衣

大学生になり、私は祖父母の家の近くに引っ越した。
そこから４年間祖父と過ごした日々は楽しく、自分にとって初めての
「家族団欒」らしい日々をもらったと思う。
その中で祖父らしいエピソードはというと、

うちの祖父は戦時中に３年ほど南国の島に置いてきぼりを喰らい、救

ただし、美人泉質には落とし穴がある！クレンジング効果が高い美人の湯
ほど、入浴中は潤っても、入浴後は乾燥しやすいのだ！お肌が乾燥しやすい
方は入浴後の保湿剤によるお手入れをするか、保湿効果のある塩化物泉での
仕上げの湯浴みをお勧めしたい。

援も無くサバイバル生活をしていたらしい。

・パン屋でクロワッサンを１ｋｇ買おうとした→私は止めた。重さ以

虫、植物、生きるために食べるものはなんでも食べる。仲間が次々と

前にごみ袋いっぱいのクロワッサンを持って帰るのは嫌だった。

そんな過酷な状況を生き延びた。

・自分が着ていたぼろぼろのセーターを突然脱いで「やる」と差し出

とにかく温泉に入ったら必ず温泉分析表とにらめっこをすることをお忘れ
なく！

このサバイバル時のメンタルを戦争が終わってもそのまま持ってきた

す→少し遠慮しつつ「ありがとう」と受け取ると、祖母に「あんたも

のだろうか。

断りなさい！」と怒られた。

それでは美肌効果のある温泉をいくつか紹介しよう！（長野県近辺）

死んでいく。空から銃撃されて足の指を失う。

祖父は言動が関西弁の水谷豊のごとく穏やかなのに、行動はエキセン
トリックだった。

【炭酸水素塩泉】
白馬八方温泉・小谷温泉・熊の湯ほたる温泉・湯田中温泉・軽井沢温泉・佐
久小海・乗鞍高原白骨温泉・木曽温泉・妙高赤倉温泉郷（新潟）・嬬恋村の
温泉（群馬）・飛騨高山温泉郷（岐阜）
【硫酸塩泉】
秋山郷・野沢温泉・渋湯田中温泉郷・蓼科温泉郷・下諏訪温泉・赤倉温泉（新
潟）・草津伊香保温泉（群馬）

でも、エキセントリックなだけではなく、私が祖父を尊敬する理由に
なっているエピソードもある。

＜私が子供の頃の祖父＞
・近所の中学生が家に泥棒に入り祖父と鉢合わせ→その子を連れてそ
・庭で祖父に「飲んでみろ」と緑色の液体が入ったコップを渡される

の子の家へ行き、親に「おこづかいをあげてやって」と頼んだ。

→メロンジュースだ！と一口飲んだ瞬間に吐いた。盆栽をミキサーに
かけた「青汁」だった。

・叔父さんがヤクザの女に手を出し手切れ金を要求された→どこから
かすっと「金ののべ棒」を出し、「もう、するなよ」と一言言った。

【硫黄泉】
野沢温泉・山ノ内温泉郷・高山温泉郷・戸倉上山田温泉・別所温泉・穂高温
泉郷・乗鞍高原・白骨温泉・昼神温泉・妙高赤倉温泉郷（新潟）
・草津温泉（群
馬）・飛騨高山温泉郷（岐阜）
【アルカリ性単純温泉】
白馬八方温泉・美ヶ原浅間温泉・上諏訪温泉

・庭に生えているタケノコをその場で切って「食べてみろ」と渡され
る→当然アク抜きをしていないので舌が痺れて吐いた。

私が上司とけんかして会社をクビになったり、病気になって何度入院
しようが這い上がって来られたのは、祖父のサバイバル力の遺伝の賜

・庭の雪に砂糖をかけて「食べてみろ」と言われる→普通においしかっ

物かもしれない。

たが祖母に「病気になりたいのか！」と２人とも怒られた。

戦時中も現代社会も、サバイバル力は必要不可欠だ。

次号は興味津々「混浴温泉」のお話。

木村夏衣 Natsue Kimura
ライター、ゲームシナリオライター
1984 年生まれ 広島県呉市出身
京都の大学を出て東京で社会人となる
koromo515jp@gmail.com

東澤一也 Kazuya Higashizawa
1958 年生まれ
温泉ソムリエ

KC-LV218L

Love letter
Kazuya OSAME 1971 ~

Mayumi TERASAWA 1984 ~

納和也

フラットファイルスラッシュ倉庫ギャラリー規約 / 2016 年 5 月改訂

寺澤真佑美

た車両。神戸の坂道を運行する為高出力 V8、8PEE1-S エンジンを搭載。

絵は手紙みたいなもので、ラブレターにだってなる。

最高出力 285 馬力を発揮。先代の U 代では 6RB2、275 馬力。最近では
小排気量 6 気筒エンジンでギアのトルクを太くして登坂するのが主流だ
が 1990 年代の KC 代ではエンジンの馬力で登坂していた。ボディーを見
ると関西特有の前後扉。関東では中扉が主流。KC 代は 1990 年代の規格
なので現在では廃車が進んでいる。走行音は重低音の効いた大型観光バス
と同じ音を発する。他 KC 代ではツーステップバスが主流だったため現在
の路線バスより車高が高い。そのメリットは大きく山間部の上りカーブで
底を擦らない事があげられる。ワンステップ車両では車高が低いため底を
擦る事がデメリットとなる。1970 年代からのモノコック、ツーステップ
はどのような道路状況でも対応が出来、山間部に住むお年寄りの為にもな
るのは皮肉な話である。しかし現在お年寄りの為にバリアフリーが主流と
なり車高の低いノンステップしか作らない。都市のお年寄りであれば良い

寺澤真佑美 Mayumi Terasawa
1984 年生まれ
アーティスト
日々の生活のなかでマイペースに制作している。

歩行の癖か足首の奇形︑あるいは姿勢の歪みもある
のだろうか足に張り付いたままズレることのなかった
左足まで素足になって湿った鍋蓋のような靴下をコー
トの内ポエットにまるめ込み足の裏を指で揉んでから
眼下に広がる白い山裾野を一瞥し︑仰向けに背を放り
倒し瞼を閉じると︑やおら距離が見える聴こえ方で水
平と垂直の夫々の音響が︑気づきの海馬を耕すように
眉間にゆっくりと細かく刻まれるだった︒就中水平の
縁という位置にそれまで気づかなかった細いせせらぎ
の音が軽妙に踊って頤の裏に直に伝わるようにちろち
ろちろと聴こえるのは頬まで粉の中に埋まっているか
らだろうか︒積雪が振動を伝えるとはなかなかあっさ
り賦に落とすことはできないけれども︑下の堆積層の
どこかが氷盤にでもなっていると思うことにして︑そ
れにしてもその囁くような強弱は流れの自然ではなく
て︑上空の風と同期している別物からの関与の揺らぎ
があって︑樹々の肌を伝いながれるものも加わり振動
大気の迷い込んだ変位の息づきに鼓膜を差し出したま
まうとうとと眠くなる︒ほんの数秒︑否数分眠ったか
もしれない︒豈図らんやピシッと天使か天狗かモモン
ガでもいいが奴らが滑空する垂直の︑俯瞰から落下速
度を纏った瞬間が水平の振動に﹁と﹂と突き刺さる句
読点のようなものを︑おそらく真上の枝から額に落ち
た露の一滴で齎したのだったが︑野鳥の糞だとしても
雪を啄んで白い雪のようなものを尻穴から落とす小鳥
にすぎない︒滴りを拭わずに思念を横たえたまま微笑
んで瞼を開かずにいた理由は絶える事無く揺らいで聴
こえるせせらぎと軀を浮かべて支える粉雪床にもあ
る︒粉雪にまみれた口元と鼻腔から大気をかき混ぜる
軸結晶のようなものが流れ込み胃袋の底迄届いて肉体
の燃焼を静めている︒歩けば歩くほど自らの軀の血流
や心拍が鼓膜まで押し戻され︑つまり内側の響きばか
りが目元顳顬と巡っていたが︑こうして横たわれば外
が自在に狭い管から構わずに入っていることに気づ
く︒このまま横たわって朽ちれば鳥獣が集まって喰ら
い野兎が軀の上を走り抜けるのも悪くない︒病や交通
事故などと比べれば上等すぎるなどと転がす︒勇んだ
気持ちをこしらえて立ち上がり更に奥迄更に高く歩も
うという気持ちは萎えて仰向けの瞑った頭はどこかを
漂白されたか記憶の竜の落とし子が動いたかして︑屍
体擬態の格好のまま歩めば歩むほど外が入り込む逆説
的な歩行を憶いだしていた︒あの時は低い雲に覆われ
た深夜漆黒の闇の中を山奥の社までと歩いていた︒霧
のなかだったような気もする︒懐中電灯も持たずに何
故歩めたのか憶いだせない︒やがて雲間から月明かり

戸隠線で標準的な山陽電鉄のキュービック。メインの運用は戸隠線。車
体メーカーは IK コーチ、シャーシはいすゞ。元山陽電鉄で使用されてい

。

油彩／キャンバス

町田哲也

2016

だろうが。度重なる排ガス規制、バリアフリーという時流によってバスの

テップ、ノンステップしか生産出来ない法規制がある。KC-LV218L のよ
うな車両は確実に現在でも多くのニーズがある。少し無理すればお年寄り
でも乗る事が出来る。現に過去モノコックツーステップバスに山村のお年
寄りは乗っていたのだ。日本は狭く山間部も多い。ヨーロッパのようにノ
ンステップで済む環境ではない。KC-LV218L を出来るだけ延命して戸隠
線で運用している現状は良いとは言えない。LV218L の後継車種いすゞエ
ルガも初期は V8、8PEE1-S エンジンツーステップがあった。だが 2000

ステップのエルガ V8、8PEE1-S エンジン搭載車を購入したが七曲りで底
取りやめた。本来都市部には地下鉄がある。しかし山間部には無い。バス
る。

納和也 Kazuya Osame クリエイター
1971 年埼玉県熊谷市（旧妻沼町）生まれ
http://osamekazuya.com
2016 年 8/20,8/27,9/3 ナガノオルタナティブ「ランドスケープ」02 納和也展

http://machidatetsuya.com

は地方でこそ活躍する公共交通機関であると改めて考える今日この頃であ

年長野市生まれ
Tetsuya Machida 1958
ブランチング企画責任・クマサ計画

を擦る事と、ミッションとエンジンの相性に問題があり戸隠線での運用と

2016 09 Visual Echo @FFS̲Warehouse Gallery

生産中止となる。その時の排ガス規制は KL である。川中島バスではワン

町田哲也

年を越して発売期間半年でエルガ V8、8PEE1-S エンジンツーステップは

が差したのだったろうか瞼の意味の喪失した闇の中夥
しい外側の物音に襲われるように犯され怯えた歩みだ
った︒あの怖さというのは生きてやるという猛々しい
ものだった︒位置を教える人の声の記憶が添えられて
いるのは独りではなく友人と一緒だったということだ
ろう亡くなってしまった男の貌と彼の仕草が鮮明に浮
かんだ︒まだ十七︑八だったがユーモアを支える誇り
高い意気地のようなものを滲ませる男だった︒今こう
して振り返れば彼だけでなく学生服など着ていても大
人びた孤独な男たちばかりだった︒布団の中で丸くな
り黒い闇を考えることと現実を立ち行くことは全く違
う︒幼気で未熟な青年の心が当時のまま臆面も無くぶ
り返すが理想的な消滅感と併置するとどこか滑稽な笑
いのようなものが含まれる︒瞼を閉じても光に満たさ
れていると判る不安の微塵のない雪原の上で漆黒を憶
うことは吝かではないけれども洒落にもならない︒こ
の差異は生物的進化ということにしようと顎を開き愚
にもつかない大きな欠伸をする︒放って雪も被った爪
先が冷えてきたようだ︒再び粉を掴んで唇に含むと透
き通った青い︑空が染みた色のある味が鼻腔に広がる
のだった︒知らぬうちに腕の指先が雪の中を弄って何
かに触れたかもしれない︒きっと春が近いので旺盛な
芽吹きのエッセンスが堆積表皮まで染み出てている︒
転がし消えていく逆転歩行の闇に連ねて︑このような
態︑様の類似を幼い頃までを辿ろうとするが︑似た光
景は淡く吹き出る家族や友人の笑い声にかき消され︑
きっと随分違う種類の稚拙なものだと判るのだった︒
消滅はいいけれど別れは辛いかと加え︑瞼を閉じるだ
けで生きてきたこれまでの先端︑これからの行方が明
らかになるとはあまりに簡単なことだなと︑白日の下
に晒された世界の呆気なさにこの身も同じことだと仰
向けの軀を横に転がして手首で顎を支えようやくゆっ
くり瞼を開くと間近にきょとんと山雀が居る︒

現在でも生産されている。しかし路線バスはバリアフリー法によりワンス

ものを考え遺した先人たちは兎角よく歩いたそうだ
が︑走ってはいなかったようだ︒今時は走る人が多い︒
走る思考というものもあるだろう︒代謝昂る血流心拍
の激しさの中で蘇るものにも興味はあるが︑まあ歩む
だけでそれを凌駕する心地もあるということだ︒

ありかたが現在混乱の一途を辿っている事は否めない。個人所有のバスは

1. 幅 7.2M x 奥行 18M X 高さ 4.01M の倉庫を、多目的倉庫ギャラリーとして 2015 年より運用稼働します。＊2016 年春に改装
2. 幅 6M x 奥行き 6M x 高さ 3.6M のラウンジスペースを、FLATFILE ショップ及び多目的ギャラリーとして 2016 年より運用稼働します。

2015 年夏の、FFS 倉庫ギャラリー試験稼働時に、ナガノオルタナティブ 2015 と同期させて開催した、D15（ドローイング 2015）の継続形として、

正式名称

2016 年 7 月に、D16（ドローイング 2016）を、作品公募し、企画展を開催します。

FLATFILESLASH GALLERY (FLATFILE/gallery)
＊倉庫ギャラリー：FLATFILESLASH Warehouse Gallery
＊ラウンジスペース：FLATFILESLASH Lounge Gallery

タイトルを与え、スケッチ、素描、コラージュ、他の、あらゆるドローイング作品を広く公募し、参加出品者の意識・意見交換などを通じて、ドロー

所謂ソフトワークとして、「構想の原理・初動の形態・生指の振動・軽妙な触れ・実現の設計・手紙と似る・原始の幻視・遊戯の許諾」というサブ
イング作品自体を、ひとつの表出の位置として棚に仕舞うのではなく再認識し、そこからはじまるコトへの契機としたいと考えています。

活用内容
Tetsuya MACHIDA 1958~

530×455 mm

粉端徒行

晨明粉の雪が降り積もりおかしなもので凍地に軽や
かさが戻ったと感じる︒降るものが降らず溶解遅延の
根雪は昼夜問わずに冷え冷えと白濁し辺りを静めてい
たので窓の内側では身動きを忍ぶ時間が長々と在っ
た︒外にでなかったわけではない︒凍結面に足元を掬
われジャリジャリと軋ませる徘徊は家の内に戻ってス
トーブで暖めても鎮静の余韻は消えなかった︒唯あた
りがふわりとしただけの瑣末な変化に誘われ腰に樏を
さげ歩き出た頃になって地には吹けば飛ぶ粒子が舞い
白く発光する陽射しが青碧の空にある︒気温はむしろ
低いのかもしれない︒無論狩り採集をするとかクロス
カントリーで汗を流すとか記録機材を持って観察をす
るとかの理由を当てはめる種類の移動誘惑ではない︒
目的のない散策にすぎないが夢遊病のような甘い行動
だとどこか遠くから自身をみている︒緑葉の鬱蒼とし
た季節にはなかなか足の届かなかった場所へ辿る事が
できるだろう︒とは言え自覚的に行方を測る気分では
なく気象気圧に促された気侭なものでよかった︒数十
年前には薄ばかりだったと聞いた最近は大掛かりな間
伐も行われている唐松植林の比較的凹凸の少ない地は
臑程度までの粉末を蹴ってすすむことができたが軈て
植林境界を踏み越え︑やや勾配が目前に迫るようにな
り︑空間を遮っていた葉が落ち奥行きが透き通って見
通しのよくなった枯枝が︑大地の繊毛と化した原生照
葉樹の森へ入ると積雪量が増え︑途端に雪に隠された
深みに太腿まで踏み落としてから慌てて樏を長靴に取
り付ける︒浮ついた歩みなったのはいいが斜度のある
昇りのせいか長靴の中の靴下が脱げかけるので︑その
度に手を差し入れて踵の下から引きあげる︒靴の中踝
あたりまでの浅いものを履いたからか同じことが幾度
も繰りかえされるので小さな平坦をみつけると到頭ど
っかり雪面に深々と腰を降ろし︑湯気のあがる両足を
抜き脇の雪を掴んで口に含んだ︒正午前淡く残って流
れていた雲が消え上空の深さが見えぬほど一色にて晴
れている︒一昨年の大雪と異なりエルニーニョの影響
で積雪の量が減ったらしいがそれでも標高千数百メー
トルを越えれば零下の大気は地の隆起の突端から舐め
下ろすように降ったものを幾層にも絡めて山裾野の東
側へ貼つけているので︑腰迄粉の中というわけではな
い︒降ったばかりの粉雪は凍てついた地へと柔らかく
こちらを導く効果を示しているのであって︑これまで
を覆い隠すわけではないと判る︒

まだ見ぬ世界を知るために

D16 ドローイング 2016 / FFS 企画展公募のお知らせ

2015 年初動は、参加費を徴収せず、出品点数の制限もなく、始動記念企画としましたが、2016 年の D16（以降継続）は、以下の要項に基づいた

A: 現代藝術作品企画展の開催
平面・立体・インスタレーション・映像・パフォーマンス・シンポジウム・他

企画とします。

B: スペースレンタル
映画・演劇・コンサート・イベント・撮影・制作（レジデンス）などの期間レンタル
＊B は、申込みの際、申告内容の精査を行い、場合によってはご希望に添えない場合があります。

D16

運営方針

FFS ラウンジギャラリーに於いて、昨年に引き続きドローイング作品展” D16″を公募展示開催する。

空っぽの倉庫をギャラリーとして活用する為、広く意見を求めつつ、プロジェクト展開空間として「清潔」を保ちたい。
この場合の「清潔」とは、余計な仕立てや改造をなるべく排し、ローカルでは類をみないスケールの空間を維持するという意味で、照応する
多様な活動の展開拠点としたい。

出品参加は以下の規定に基づいて公募する。開催期間などの性格上、広報（DM, ポスター）に、参加作家名を記載できないが、開催に合わせ、状況

RENTAL

＊2015 年 D15 初回は、FFS 試験稼働時期もあり、参加費の徴収はなかったが、企画自体作品自体の質の向上と作品責任及び各賞付与、企画継続の体

＊2016 年春の倉庫ギャラリー改造（壁面設置）により、空間の見直しを行い、レンタル内容もこれに応じて価格変更を行います。
期間レンタル（最短 7 日間 / 最長 1 ヶ月）＊搬入搬出撤去含む
（個展・グループ展・外部企画展・制作や撮影など）＊事案精査あり

をウェブなどで公開する。

力構築等を鑑み、D16 より参加出品費を徴収することにした。
＊D16 は一点につき出品参加費が発生する。よって D15 の表出時のようなソフトワークの複数併置が困難となる。同時に出品参加費に応じた作品体
裁（作品スケール・価格など）が求められるが、これは出品参加者の裁量に任されるものとする。
＊企画主催側は、フライヤーの制作・配布送付、展示記録、SNS による広報、公式サイトにおけるアーカイブ化などを行う。

７日間 : ￥50,000
14 日間 : ￥80,000
21 日間 : ￥120,000
1 ヶ月間 : ￥150,000

＊出品参加者による公開選考を行って各賞を付与する。（調整中）
＊FFS の性格上（フレーム工房フラットファイルスタジオ併設）、作品の額装を発注することで、参加費を軽減する配慮は、FFS での企画運営において、
当然の互恵性であり、この基本姿勢は今後の企画に関しても持続するものとする。

短期レンタル（最短 1 日間 / 最長 5 日間）＊搬入搬出撤去含む
（映画・演劇・コンサート・シンポジウム・講演会・撮影など）
1 日間 : ￥10,000
2 日間 : ￥15,000
3 日間 : ￥20,000
4 日間 : ￥30,000
5 日間 : ￥40,000

展示期間：2016 年 7 月 2 日〜 7 月 31 日 木・金・土

13:00~17:00 入場無料

出品参加費：作品 1 点につき￥5,000-( フラットファイルオリジナルフレーム加工の場合、￥3,500-)
展示形態：FLATFILESLASH ラウンジギャラリー壁面に設置可能なドローイング作品＊であり、＊売却可能態であること。
各賞：参加費より調整設定した賞を付与する。＊

＊当該スペースは、開発コンセプトに依拠し展開内容の精査を行います。
＊スケジュールは申込優先順に決定していきますので、確定スケジュールを参照の上、お申込みください。
＊商用利用は可能ですが、期間中の受付・売買などは、申込者側責任でお願いします。
＊レンタル利用での商品売買におけるマージンは、FFS 側には一切ありません。
＊著しい倉庫ギャラリーの破損が生じた場合、修復実費をご請求させていただくことがあります。
＊コンサート・パフォーマンス等に使用する場合、近隣環境への配慮の為、音響を制限する場合があります。

参加資格：問わない。
販売形態：作品が売却された場合、売却額は全て作家に帰すものとし、主催側からの徴収はない。
作品搬入：7/1 金に出品参画（作品仕様、作品販売価格、タイトル、点数、他）を担当者まで自己申告し、参加費を納入後、出品参加作家自身による
搬入及び設置を行う。

2016 年 5 月 12 日改変
（＊掲示内容・料金体系が変動する可能性があります）

＊ドローイング作品の解釈は広義なものとする。
＊各賞は参加出品総数に依存するものとする。

＊FFS ラウンジギャラリー（多目的ギャラリー）は、企画専用スペースですが、レンタルを希望の場合は、直接申請してください。
内容及びスケジュール精査後、可能な場合もございます。

＊マチダ（080-5514-6063）か、FLATFILE モリヤ (090-9359-6167) まで出品参加を申告。参加作家決定後、当サイトに出品作家名を表記するものとする。

運営責任
倉庫ギャラリー：町田哲也（クマサ計画・バエイカッケイ・トポス統括）
ラウンジギャラリー：モリヤコージ（FLATFILE）・町田哲也（企画）
FLATFILE 工房：モリヤコージ（FLATFILE）
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