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２０２１年

月に﹁朝鮮半島由来の文化財を知る九州国際ワーク

名である︒

ショップ２０２１﹂が︑２日にわたり開催された︒参加者は全国か
ら公募した日本の学生と韓国人の留学生たち︑総勢

初日は参加者の交流会︑３人の専門家によるワークショップが開

かれた︒玄海人クラブ代表のユ・ファジョン先生からは︑たまたま

訪れた有田の地で陶祖・李参平の碑と出会い︑九州に渡った朝鮮陶

工のドキュメンタリー番組まで制作するという情熱の発露から︑今

後の日韓関係への提言まで︑力強いお話を伺った︒学生からは﹁自分

たちも積極的に日韓関係に向き合いたい﹂との感想が聞かれた︒

九州大学アジア・オセアニア研究教育機構学術研究員︑山口祐香

先生からは朝鮮通信使の再発見と日韓関係史について伺った︒日本

各地に残る朝鮮半島ゆかりの文化や場所を見て︑自分の中の境界を

動かしてもらいたい︑という内容が印象的︒最後に九州国立博物館

企画課特別展示室研究員・大澤信先生から︑先生が恋に落ちたとい

う高麗時代の仏像﹁地蔵菩薩遊戯坐像﹂など朝鮮半島由来の文化財

について学んだ︒一人一人が韓国のことをちゃんと知ろう︑日本の

ことをちゃんと伝えようという姿勢を持つことが必要だとの言葉に︑
学生たちも大きくうなずいていた︒

翌日は九州国立博物館から陶山神社・陶祖李参平の記念碑︑有田

磁石場︑最後は名護屋城博物館と︑駆け足の見学だったが︑朝鮮半

島由来の文化財を通して︑日韓交流の糸口を見つける貴重な体験と

プ実行委員会︑助成／国外所在文化財財団︑後援／駐福岡大韓民国総領事館︶

menmeiz（メンメイズ）
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亜細亜の鼓動
「朝鮮半島由来の文化財を知る・学ぶ」

「朝鮮半島由来の文化財を知る九州国際ワークショップ 2021」
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スペシャル対談

劇団「ぽこぽこクラブ」

連載小説「色は匂えど 第 2 回」

CREATIVE TALK

ぽこぽこクラブ

コロナ禍でも活動の場を広げ、成長し続ける演劇集団

インタビュアー
青嶋昌子（あおぶんラボ代表）

の舞台にかける熱い思いに迫って

公演と︑今まさに旬といえる彼ら

は満を持して紀伊國屋ホールでの

をダブル受賞︑そして本年３月に

最優秀賞︑第一八回杉並演劇大賞

手演出家コンクール２０２０﹂の

社団法人日本演出者協会主催﹁若

てないで降りてこいよ﹄で︑一般

出を担当している三上陽永が﹃見

こぽこクラブ﹂︒２０２１年には演

たな作品創作に挑戦する劇団﹁ぽ

バーそれぞれが自由な発想で︑新

２０１３年の旗揚げ以来︑メン

ながら︵笑︶でもやりたいことは

が︑ボロボロだったね！

の国﹄を観に来て下さったんです

の存在が大きかったですね︒﹃泡

三上

事があったんでしょうか︒

か気持ちを切り替えるような出来

青嶋

ね︒

て︑その時は思い知らされました

２時間はキツイな︑もう無理だっ

ました︒オムニバスならいいけど

して実現できずに終わってしまい

空回りしてしまって︑何ひとつと

なら僕に照明やらせてよって︒冗

てくれたんです︒しかも︑次やる

すごく面白いと思ったよって言っ

と言い

舞台照明家の坂本明浩さん

それが十年も続くとは︑何

みたい︒

旗揚げからほぼ十年になり

青嶋

一作ごとに成長しているの

ますが︑もともとはどのように始

青嶋

談かと思いましたよ︒

鴻上尚史が主宰する﹁虚構

まったんでしょうか︒
三上

がわかります︒たとえば︑ 年の

ストアハウスコレクション﹁日韓

の劇団﹂に所属していた三上陽永︑

杉浦一輝︑渡辺芳博の３人が独自

演劇週間﹂

５︵上野ストア

に立ち上げた演劇ユニットなんで
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が︑やりたいことは色々あるのに︑

ムニバスではなく２時間ものです

しての最初の公演﹃泡の国﹄はオ

ありましたね︒ぽこぽこクラブと

イガヤガヤやりたいなというのが

すが︑なんとなくみんなでワイワ

ーが得意︒演出は全て三上担当で

上は人情もの︑杉浦はファンタジ

が違っていて︑渡辺は社会派︑三

っていました︒３人それぞれ作風

当初は３人でオムニバス作品をや

わり︑５人で活動していますが︑

す︒現在は高橋玄太︑坂本健が加

う思う︑というものを出していか

ねるんじゃなくて︑自分たちはこ

っちゃうから︑観客に解決策を委

そういうものがないと嘘っぽくな

脚本家なり演出家の意見というか

って言えば︑やっぱりある程度︑

渡辺

ます︒

ちんと形になってきている気がし

垂れーる﹄と︑演劇への思いがき

寸前のジャスティス﹄︑ 年の﹃光

ュタルト崩壊﹄から翌年の﹃爆発

ハウス主催︶で上演された﹃ゲシ
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社会派ドラマを書くにあた
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ないといけないと思います︒長く

観的にはならなかったですね︒意

ングもやったし︑僕たちは割と悲

僕たちは宣伝からチラシ制

〜６日︵日︶紀伊國屋ホール

公開＝２０２２年３月３日︵木︶

﹃光垂れーる﹄

がますます楽しみになってくる︒

彼らの︑新たな舞台︑そして挑戦

登るように経験を積み上げてきた

メンバーたち︒一段一段︑階段を

取り組んでいるぽこぽこクラブの

ワークショップ開催にも意欲的に

小学校や地方都市での演劇交流︑

けです︒

ので︑それに向かって前進するだ

８月には新たなコラボの話もある

紀伊國屋の次のことを考えてます︒

て︑やっちゃうんですよね︒今は︑

なるっていうかもう染みついてい

かまた立ち上がってる︒やりたく

すが︑時期が来ると︑いつの間に

度とやらないっていつも思うんで

から︑ほんとにしんどくてもう二

作︑装置まで全部自分たちでやる

渡辺

ていこうと思うようになりました︒

そういう仕事も視野に入れてやっ

役割への興味が高まって︑今後は

いて︑そこからプロデューサーの

劇団で演出助手をやらせていただ

ってみたというか︒僕自身も他の

ない分︑いろんなことを考えてや

がったと思います︒コロナで出来

外とそれが続いて︑活動の場が広

やっていけば年齢なりに考え方も
変わるかもしれないけれど︑それ
も出していければいいと思います︒
始めたら中途半端にはできない︒
応援してくれる人も増えたので︑

そういう姿勢が今回︑紀伊

投げ出せないですよね︒

（わたなべ よしひろ）

（すぎうら かずき）

青嶋

渡辺 芳博
杉浦 一輝

國屋ホールでの上演に繋がったん
ですね︒とはいえ︑いまだコロナ
が影を落としています︒そんな中
でこの舞台にかける思いを伺えた

実はまだ早いと思っていた

らと思います︒
三上
んです︒そんな時︑背中を押して
くれたのが︑先ほど話した照明の
坂本さんだったんです︒まだ早い
と思うって言ったら︑早いってど
ういうことだ！って怒られて︒い

出してるん

つまでも待ってると思うな︑機会
があって︑先方も

コロナ禍で今までと同じよ

いがあって︑クラウドファンディ

り何かつながりがほしいという思

んな同じですよね︒だからやっぱ

うにはできない︑という状況はみ

杉浦

められるか！って︵笑︶

ぱりやめる？と言われて︒今更や

と思ってたら４００だった︑やっ

端︑坂本さんからキャパ２００だ

と話し合って︑やろうと決めた途

てました︑と謝ってすぐメンバー

厳しく言われて︑ああ弱気になっ

した︒普段︑温厚な坂本さんから

だから︑やるべきだって怒られま

O
K

連載小説第１回

三上 陽永

（みかみ ようえい）

色は匂えど
連載小説第 2 回

葛原千帆

がする︒

の中からぽつんと取り残されたような心持ち

誰かと酒でもちびちび飲みながら︑他愛も

ただ暑いだけの夏が過ぎていった︒
暑い時分は芝居小屋に客が入らない︒売れ

無い話がしたくなり︑友次郎のことを思い出

３

っ子の役者も長い休みを取って不在だ︒客が

自分の才がまだ世に認められないのは友次

す︒

ら血しぶきが飛ぶようなわかりやすい芝居が

郎も同じ︒乗り切れない︑迷いある今の心持

入るように︑身の毛もよだつような怪談話や
よくかかる︒売れっ子の役者が留守の間に名

ちでも冗談めかして話してみようか︒

せる筋立て︑役者たちの魅力が引き立つよう

ものか冷めてしまっている︒客をあっと言わ

ある︒朝太の長屋よりも手前の狭い路地を入

の総髪︑着流しの様子は間違いなく友次郎で

の後ろ姿に気づいた︒後ろ姿ではあるが︑あ

と︑そこまで考えた時︑見覚えのある長身

なる︒

そこでまたしても取り残されたような気分に

姿を見せない︒仕事でも忙しくなったのか︒

しにいつもふらふらと急に現れるが︑この頃

しかし︑友次郎は最近現れない︒約束も無

を売ろうと︑普段は端役ばかりの若手役者が
張り切る︒
﹁のし上がってやる﹂
言葉で語る者はいないが︑狂おしい野望が
小屋中に渦巻いているようだ︒
役者ではないが︑売り込みの絶好の機会は

な台詞を書いてやりたいが︑どうも乗れない︒

狂言作者の朝太にも同様なのだが︑どういう

周りに冷めた自分を見破られないよう︑何か

っていく︒

もしや自分の留守に訪ねて来て︑諦めて帰

書きつけては思索にふける︒筆は進まない︒
用事を頼まれると︑それを言い訳に書き物を

るところなのかもしれない︒悪かったなと声

郎の姿は路地のはるか先を行く︒いつでも悠

すぐ追いつけると思い路地に入るが︑友次

をかけよう︒そう思い︑後を追う︒

中断し︑その繰り返しで一日やり過ごす︒
結局朝太は中途半端に時を過ごし︑日が暮
れてきたのでふらふらと帰途に着いた︒

それにここは近所に住む朝太でもほとんど

長な感じで歩いているイメージのある友次郎
日はほとんど落ちて薄暗くとなってきた︒長

足を踏み入れたことのない路地だ︒小料理屋

まだ昼間の気だるい暑さが残る町中を抜け︑

屋の住人たちが夕餉の支度をする音︑煮炊き

の裏手にあたり︑その明かりが漏れている︒

にしてはおかしい︒先を急いでいるのか︒

の匂い︑喧嘩混じりに話す声︑笑い声︑赤子

数軒小ぎれいな家々と小さな寺しかなく︑昼

独り住まいの長屋のあたりまで来たときには︑

の泣く声とごちゃごちゃと騒がしく︑ふと世

間でも静まり返っている︒今も路地には前を

行く友次郎の姿しか見えない︒

この先は行き止りで︑どこにも抜けられな

いはずだ︒そうだ︑越してきたばかりの時に

入り込んでしまったことがあった︒

袋小路の突き当りに楠の大木があり︑夕闇

の風に枝がかすかに揺れている︒枝の上に出

たばかりの月がぽっかり浮かんでいる︒

楠の大木の陰に隠れるように屋敷がひっそ

りとたたずんでいた︒

いわくつきの屋敷︒友次郎とも前に噂した

ことのある屋敷︒

﹁おっと︑危ないぜ﹂

不意に聞こえてきた声と︑誰かにぶつかっ

﹁すまねえ﹂

た感触を感じるのが同時だった︒

朝太は訳がわからぬままに謝りながら声の

主を確かめた︒夕闇で男の顔はしかとわから

ないが︑先程まで追っていた男とは明らかに

違う︑恰幅の良い男が立ちはだかっていた︒

頭上に気を取られていたせいか︑男の存在

には気づかなかった︒

﹁悪いことは言わない︒深入りするな﹂

男はにっと笑ったようにも見えた︒

そこへ突如︑一陣の風が吹いた︒

何を言われたのか呑み込めず朝太が呆然と

する間に︑男も︑そして友次郎の姿もかき消

えていた︒
︵つづく︶

韓国の風水〜ラッキーマスコット編
風水アドバイザー

財産を守る獅子頭の犬
犬は忠直な動物です。番犬としても
役に立ちます。その一方で貪欲に食べ
物を欲しがるという面もあります。
そんなことから、獅子頭の犬は福犬
として広く知られた風水マスコットと
なりました。野獣性を持つこの犬は、
財産を蓄え、またその財産を要塞のよ
うに守っているといわれています。
左足に玉を握っているものや、行儀
よく座しているものもあります。
中でも、ダイナミックなポーズの福
犬として、ピヤオ（Pi Yao）＝写真＝
を紹介しましょう。財物を追いかけ、

杉野晶子

より多くのチャンスをもたらしてくれ
ると人気です。
犬は巳年、酉年、戌年生まれの人に
攀鞍（はんあん）として作用します。
だいぶ難しい漢字ですが、攀鞍（はん
あん）とは「鞍の上に乗る」という意
味で、成功や円満な人間関係を示して
います。

が招き猫です。
この招き猫は、亥年と卯年、羊年生
まれの人には、一気に財を集め、地位
向上にも繋がる福禄を象徴しています。
巳年、酉年、丑年生まれの人には安
定的な収入をもたらすでしょう。
子年生まれの人には助力者が現れて
その恩恵を受けられますが、後に悪縁

獅子頭の犬を西北に置いたり、玄関

に変わる可能性もあります。

前に置いたりすると、日に日に繁盛し、

辰年生まれにとって招き猫は最善の

しっかりと家を守ってくれるでしょう。

選択となります。自

招き猫
犬といえば、猫ですね。日本でとて
もポピュラーな開運マスコットの一つ

分の才能を生かし、
人から認められ、発
展していくという意
味を持ちます。

『光垂れーる』
生きるとは？

死ぬとは？

子供の頃に考えて諦めた問い…死ぬ間際にまた考えるであろうこの問いに
ぽこぽこクラブが真正面から向き合う！
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THEATER

『光垂れーる』紀伊國屋ホール
２０２２年３月３日（木）〜６日 ( 日 )
ぽこぽこクラブ https://www.pocopoco.club/
『光垂れーる』特設ページ
https://pocopoco5.wixsite.com/hikaritare-ru
チケット取り扱い
https://store.kinokuniya.co.jp/ticket/
https://www.confetti-web.com/pocopococlub/
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普通の人への優しい応援歌
「三十の反撃」ソン・ウォンピョン

矢島暁子・訳

主人公のジヘをはじめ、この小説に登場するのは皆、普通の人
ばかり。社会にはさまざまな理不尽が溢れているが、既存の枠は
簡単には破れない。間違っていると思っても、諦めてしまって声
を上げようともしない。かつては夢や情熱を持っていたはずなの
に、現実はいつも過酷で、疎外感や不安、焦りが増していく。そ
んなやり切れなさのなか、普通の人々が団結して始めた、ささや
かな反撃とは……。
著者のソン・ウォンピョンは前作『アーモンド』で、感情を持
たない少年が人との出会いによって成長していく姿を鮮烈に描い
て多くの賞賛を浴び、日本では本屋大賞翻訳部門１位に輝いた、
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今最も注目される若手小説家の一人。本書では執筆当時、著者自
身が抱えていた焦燥感や、居場所を見つけられない孤独が色濃く
反映されている。そうした姿が同じような辛さを抱える、普通の
人々の強い共感を呼んだ。
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こんにちは！
初めまして。
「越境カワイイ」を合言葉に
活動しているクリエイティブチーム
menmeiz（メンメイズ）と申します。

@moe̲magmag による menmeiz イメージビジュアル

ー menmeiz とはー

阪急うめだ

私たちは「世界にカワイイを、いつも心にファンシーを」をステートメントに、「カワイイ」をロジカルに・
ディープに・ワイドに捉え、時代や場所・年齢など様々な制約に囚われないタイムレスな文化醸成を目指すクリエイティブチームです。
menmeiz（メンメイズ）は、中国語で「カワイイ女の子」を意味するネットスラング「萌妹子（Méng mèizi）」が由来となっています。
日本のアニメが中国にインターネットを通して輸出され、ネットスラングとして出来上がり、中国の SNS などで若い人を通して流行って
いる言葉です。
日本の文化であるカワイイを世界に発信していくプロジェクトとして、日本から輸入されて他文化圏で発展していった言葉を逆輸入し、
名前に掲げています。2019 年から日韓台カナダなどのクリエイターキュレーションを行い、ラフォーレ原宿・阪急うめだ・渋谷パルコ等
でポップアップイベントやクリエイターコラボを行ってきました。2021 年には吉本興行グッズデザインやＺ世代をターゲットにした中国
進出日系企業へのプランニング提案、韓国っぽをテーマに展開する飲食店のコンサルティングなど「カワイイ」を基軸に、アジアの Z 世代
を軸にしたクリエイティブ提案も多数行っています。

ー menmeiz の思う・目指す「越境カワイイ」とはー
皆さんの思う「カワイイ」は、どんなものでしょうか？
私たち menmeiz は、カワイイを「多様性を認める」ものだと思っています。
日本語のカワイイは、他言語圏へ輸出され、英語・中国語・韓国語などさま
ざまな言語でカワイイを意味する言葉が誕生しています。世界中でカワイイが
伝播する理由には、カワイイには決められた定義や思想がなく、個人の主観か
ら発せられる言葉だからだと考えます。ポジティブな形容詞カワイイは他者と
の価値観の差異を認め合え、肯定できる、多様性を認める言葉だと私たちは信
そんなカワイイは、2010 年代初頭にはクールジャパン施策として原宿発
「kawaii」としてさらに世界中に広まっていきました。それから 10 年ほどが
経ち、今のカワイイはさらにアップデートされています。
SNS の普及によって、海外の様々なカルチャーがリアルタイムで知ることができる世の中。K-POP やコスメなどの韓国カルチャーが世界
の若者のトレンドとなり、日本人の若者も「韓国＝カワイイ」と思うほど、韓国人気は当たり前になっています。さらにこの 1〜2 年では中
華圏のカワイイも発展し、カワイイカルチャーの国境はなくなりつつあります。
カワイイという他の言葉で置き換えるのが難しい感覚的な感情が世界中で広がり、政治情勢の国関係とは違う世界で、若者たちはカワイイ
を愛で、異なる言語圏でも SNS を通じてコミュニティを醸成しています。
「カワイイ」＝日本・原宿の時代から、カワイイはその国固有の文化や芸術に囚われず、世界の女の子の共通言語として独自の進化を日々遂げ
ているのです。私たちはその状態を「越境カワイイ」と定義し、発信しています。

萌妹子 -menmeiz-（メンメイズ）

「カワイイ」をロジカル／ディープ／ワイドに捉え、時代や場所・年齢など様々な制約に囚われないタイムレスな
文化醸成＝「越境カワイイ」を目指すクリエイティブチームとして、阪急うめだ・ラフォーレなど国内でポップア
ップを展開。アパレル企業とのコラボやタレントのグッズ作成など、クリエイティブ提案や、アジアの Z 世代を基
軸にしたコンサルティングも行う。2021 年に法人化。
HP：https://menmeiz.com/
Instagram：https://www.instagram.com/menmeiz/
Twitter：https://twitter.com/menmeiz

ラフォーレ原宿

じています。

