


『　☆　大野市　概容　』　（1985.2.28.続き）

『　☆　大野市　概容　』　（1985.2.28.続き）　
2006年8月4日 連載（2周目・善野物語ほか）
　

 

☆　大野市 概容

○　地方（かなり山間部）の小都市。とはいえ、駅前にはデパートの数軒とビジネスホテルが

あり、中小工場団地もある。

○　地理的に閉鎖性を保ちながら、古くから東西に海-山-海の中継地として南北にひらけた街道
に沿って海〜京間文物の交流は盛んであり、その後、山間地のためTVセットの普及は他地方に比
べかなり遅れ（教育的配慮もあり）たが、電話、衛星放送、CATV、LAN等の導入には熱心であり
、県下では独自の行政と文化を誇って（異名をとって）いる。旧藩主・会田家以下の、はたから

は異様にも思える地着の団結力がポイントになっている。

　近年、K市通勤者のための新興住宅地やK重工（杉谷傘下）の研究所、寮等の建設があい次いで
はいる。離農・離山率も増化一方の傾向ではあるが、他地方に比べてはやはり低く、また、O市自
体から転出する例はまれであり、都会に一旦は出ていった者も半数以上はUターン組になる。非常
に珍しい街である。

中小規模の良質な伝統工芸工房が多く、国定公園に隣接してもいることから、民芸品を扱う土

産店、民宿、中規模の旅館郷土料理店等多く、また風土を愛する芸術家がところどころにアトリ

エをかまえていたりもする。

　市政のモットーは "温故知新" 。

○　全員一致でお祭り好きである。最終日の出来（いでく）神社の例大祭にぶつけて10月1日から
1旬間まるまる遊んでしまう大野大祭（おおのおおまつり）を最大のイベントとして、観光客寄せ
でない本当の祭りをしている。キーになっているのは各学校を柱とした地元町内会と、出来、

去来、大鳥天宮の三神社、稲架幕（はざまく）、出来良（できら）の両神祇家である。

○　白天狗（大鳥天狗）→鳥人伝承

　「界と界との狭間を通って白い天狗がやって来て、（＜女性形）

　白鳥姫を嫁にとり在の者らに智恵と力を与えた」のが、

　大野庄成立の由来。

　　現在に至るまで、去来神社の奥洞内には大地世界の上空、聖美白都を

　見降ろすポイントに界橋があいている。
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　　……ハンググライダーで飛び込むバカ＜七木千あたりやるんじゃない？も出るだろーなー……。鋭
と気があいそーだなー……
　

　

　

　栄田商会が潰されたあと、運送業はいま誰が担っているのか？

　まさか杉谷運輸ではあるまい。

 



『　祭！　……大野大祭（おおのおおまつり）始末記……　』に、ついて。
　（1990.08.23.）

『　祭！　……大野大祭（おおのおおまつり）始末記……　』に、ついて。　（1990.08.23.）　
2006年8月13日 連載（2周目・善野物語ほか） コメント (1)
 

"界来行列" ……もともとは定まった姿形のパターンと、ただ練り歩いて舞うだけのも
のだったのが、明治時代に外人教師がハロウィンとごっちゃにした上に "生徒の創意
工夫" に賞金をかけてしまったので。……あとは推して知るべしである。

　『　祭！　……大野大祭（おおのおおまつり）見聞録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　始末記……　』に、ついて。

　主人公は、大野という土地柄、それ自体である。＜むしろ清や好は出て来ない。

　柱として、以下がぐちゃまらしている。

1.（子供）
　『白天狗（宇宙人！）レイ・ライン仮説』をぶちたてた中坊（こども）どもが郷土（ばば）の

ナゾを探すべくあっちこっちで御法度破りをやる。＞山と山間、農村部。

2.（中年）
　町内会と学校組織（いいとししたおとな）が毎年恒例の "大野大祭・界来行列" 準備で対抗意識
を燃やして走り回っている。＞下町（商・工地帯）

3.（壮年）自称シティガイの「とっちゃんぼうや」ども
　大野市に新交通路を開いてリゾート化し、ひともうけをたくらむ杉谷資本は、大祭のテレビ放

映を企画するが、地元商店会の取材拒否をくらってあっちこっちに泣きつく。＞新興諸地域。

4.（青年）
　 "新路開発に反対して大野の風土を守ろう（婦人の）会" でゆかり姫あたり中学生を組織化して
かねない。＞お屋敷町。

5.（老年）
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　昔ながらの人脈で、会田家は市政を私（わたくし）してでも保護条令を通し、杉谷を退ける予

定である。

　会田正行と杉谷兄妹は出るのか？　かなり微妙な立場だが……
　杉谷Gをヨソとして書くか、身内の裏切り者として書くか？

6.
　それらを把握し、描く、"眼"としての、京都か大阪（か神戸）の大学生、磯原広と、その婚約者
、琴音まき子ちゃん。

 
 
 



『　1．　"白天狗レイ・ライン" 探検隊　』　（1990.08.23.）

『　1．　"白天狗レイ・ライン" 探検隊　』　（1990.08.23.）　
2006年8月14日 連載（2周目・善野物語ほか）
 
 

朽ち木 ＝ くさった木、世に知られない境遇＞朽木律子（くつぎ・りつこ）なんてのは？

　

　

1．　"白天狗レイ・ライン"探検隊

　参加メンバーは、市立二中の一年三組、 "いつものグループ" 5人組と、
　その関係者。

　出来良　了

　高橋　博文

　七木　千

　横河　雄治

　磯原　清
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『　2．　大野問町（といまち）商店会　』　（1990.08.23.）

『　2．　大野問町（といまち）商店会　』　（1990.08.23.）　
2006年8月14日 連載（2周目・善野物語ほか）
 

　傀儡 ＝ あやつり人形、くぐつ ＝ あやつり人形を舞わせる芸
　外来 ＝ よそ（外国）から来ること

　大野大祭（おおのおおまつり）のメインである界来（かいらい）行列はもとはむろん "はざ
まく" と発音されていたが、明治の頃からその音は伏せられて、ヨソの学者からは上記2語のどち
らかが語源であろうとされている。

　

 
 

http://76519.diarynote.jp/200608140214080000/
http://76519.diarynote.jp/?theme_id=3


『　4．　新路開発反対運動　』　（1990.09.23.）

『　4．　新路開発反対運動　』　（1990.09.23.）　
2006年8月16日 連載（2周目・善野物語ほか）
　

　会田家・白鳥家の密命をうけて、教師と高校生（中学生も）が庄のしめはりに立っている。大

野高校理系顧問、竹中高人、生物部植物班長の杣谷 忍、李 順子、炭 久住（くずま）、など。
　

　

　

　旧藩政時代

　幕藩体制
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『　6．　作家の卵 ・ 磯原 広、と、その婚約者、一之瀬まき子嬢。 』　（1990.09.23.
）

『　6．　作家の卵 ・ 磯原 広、と、その婚約者、一之瀬まき子嬢。 』　（1990.09.23.）　
2006年8月17日 連載（2周目・善野物語ほか）
 

　磯原 広 ：　体力は、筋力・持久力ともにあるが、
　なぜか教習所に半年以上通ってまだ通らない……
　という反射神経をしている

6．　作家の卵 ・ 磯原 広、と、その婚約者、琴音一之瀬まき子嬢。

　関西の都市近郊の国立大学の教育学部児童心理科に在籍。高校2年の時に大検に合格、3年時は
ほとんど登校せず、自宅で登校拒否児の弟の家庭教師をつとめながら受験勉強をしていて、立派

に国公立に受かり、奨学金までふんだくったんだから、かなり頭がよかろう。……性格は温厚な
思索家タイプだが、視野が広すぎて、やや脈絡のない変人に見られることも。

　かなり浅黒い肌にふわふわぐるぐるの天パー頭だが、日本で暮らしていてもさして誰も不思議

がらない外見である。教員資格と公務員資格を取得する予定で、障害や病気のある児童のための

施設で働きながら小説が書けたら……というのが将来の展望。Aのてんびん。
　尊敬する人、灰谷健次郎。読書傾向は乱読の一語に尽きる。

　広が高校2年の折、関西で行なわれたSF・FTファンのための全国大会会場で、「未来のために
緑をまもろう」というビラを一生懸命くばっていたのが、琴音まき子嬢。セミロングのおかっぱ

頭に細い首、年齢よりかなり幼ない印象を与えるが、二浪して広と同学年になった（しかもそれ

を周囲に隠してへーぜんとしている）強者である。対人的な性格は勝ち気で過激で行動的、…
…が、猫かぶりも名人級の、射手座B型。北海道のナショナルトラスト運動のメンバーで、林野庁
を目指すか、「さすらいのイラストレーターになって緑をまもる」。趣味はパソコン通信、マザ

ーテレサのミーハーファン。

　

　「日本ほど数多くの人種と民族がなんのこだわりもなく融合されている国家は例が

ないと思うんだ……」
　広は言った。

　「街を行く人たちの人相骨格を観察してると判るんだけど、ありとあらゆる人種の
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顔があるだろう？　メラネシア・ポリネシア・アボリジニー……漢民族の南方系、北
方系。モンゴロイドと呼ばれて、騎馬民族系の血統を色濃く表わしているのが日本人

の標準みたいに言われているけれど、決してそうじゃない。北の街へ行けばエミシ、

エゾ、アイヌ系にゲンダーヌ……端的に言って、京都市街を歩く人の波と奈良、遠く
は鹿児島や高知、松本、新潟や青森……写真を並べてみればはっきり見えてくるよ。
ひとつの人種としてカッコでくくってしまうのは乱暴すぎる。みんな、お互いに、

異なった先祖と文化をもつ少数民族同士なんだ。それが全部、日本列島弧という気候

条件に適応した色彩の肌と頭髪をして……ほぼ単一の言語を使うよう、自然に統制さ
れてきている。」

　「それ、今後の論文のネタ？」

　「まあね。」

　シャコンシャコンとカメラの連写ボタンを押して、自説の "証拠写真" を街ゆく人波
から採集するのに余念がない。

　「標準語の普及……は、つい近年の皇国教育とNHKテレビの影響が大だからあっち
へおくとして、もともと、異文化をさほど抵抗……

　「もともと相違をさほど気にせず適応できるっていう、原日本人の性格があった

んじゃないか？　そうでなきゃ、欧州のように群小の民族区が入り乱れて国家公用語

の統一がきかないような状態になるだろう……？　受け入れて、互いのいい所を統合
していくような……価値感の多様性というか……ヤマト朝廷その他の侵略による統一
とおしつけがはじまる前、本当の原日本列島人には、そんな素質があったと思う

んだ。」

 
 
 



『　大野大祭　』コンセプト　（1991.03.13.）

『　大野大祭　』コンセプト　（1991.03.13.）　
2006年8月23日 連載（2周目・善野物語ほか）
 
 
☆『大野大祭』コンセプト　　　　善し祀（おおしまつり）

　開店のためのお金がいるので、賞金狙いのできる形にする。

　文学もしくは "仮想" 小説だが、できれば "若向けの読み物"にする。
　あっかるい♪面をおしだして、深刻（シリアス）ではあっても

　暗黒（ダーク）ではない話にする。

　＞（ seventh側やダークサイドは大祭異聞としてまとめる？）

＜あらすじ＞

　大野という片田舎のまちがあって、埋もれた観光資源としてSEVENTHグループに目をつけられ
るが、「ふつうの暮らし」をこわされるのを嫌ったみんなで撃退してしまう、という話。主役は

大野という土地柄そのものである。

　こんな町がほんとうにあるんだよと言ったら大抵のひとはまさかと笑うだろう。

　いまどきの日本に、おとぎ話は似合わない。

　そうそう都合のいいことがあるわけはない……と。
　あるいは、

　「小説家になれますね」と

　誉めてくれてしまう人もいるかもしれない。

　だけどこれはぼくの両親と弟たちが住んでいる

　実在の場所で起こったことなのだ。

　

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　大野市立第二中学（いちりつにちゅう）の職員室の、一年担当の一角で、「また

あの、いつもの連中が」と、苦笑まじりで言われる時は、二組の四人のことである。
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　祭！ …… 大野大祭始末記 …… 善野大祀（おおのおおまつり）
　

　

　

　「なにのどけたこといってんのよ里方は〜。

　　山方はいま大変じゃない。

　　一中とこなんか生物部でしめはりしよるって」

　

　

 
 



『大野を［理想郷］にするために必要不可欠なもの』　（時期不明）

『大野を［理想郷］にするために必要不可欠なもの』　（時期不明）　

2006年8月30日 連載（2周目・善野物語ほか）
 
 
　

☆　大野を"理想郷"にするために必要不可欠なもの。

○　多国籍人・混血児 …… 杉谷良、磯原家、他

○　在日朝鮮人（II〜III世）
　　　→　李 順子（い・すんじゃ）はクラス委員、生物部長

○　身障者 …… （障害児のための養護施設にマリセ夫人つとめる。
　　　　　　　　　ただし、国籍の点でパートの扱い。）

○　身よりのないお年寄り

○　エコロジスト（本当の）

○　疑問や信念をもってしまった中高生。

　……　こんな人たちが幸せでなければ
　　　　大野はなりたたない。
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（おおの中心部の地図）　（たぶん専門学校）

（濃い色のくせ毛が布団からはみだしている。）　（たぶん専門学校）

2016年9月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
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『　祭 ！　……大野大祭（おおのおおまつり）見聞録 …… 』　by　遠海 真扉（と
うみ・まさと）　（＠日付不詳）

『　祭 ！　……大野大祭（おおのおおまつり）見聞録 …… 』　by　遠海 真扉（とうみ・まさと
）　（＠日付不詳）　

2006年8月31日 連載（2周目・善野物語ほか）
　

　　　一、

　

　ひゅーると鳴きながらとんびが円をかく。

　寝転がって見る晩夏の天はいっそ眩しくて暗いほどだ。緑深い杉の斜面が鋭角的に空に切れこ

んでいる。

　「こーあらっ」

　呼ぶ声に子供は飛び起きた。

　「こあらじゃないやい！」

　ベランダ越しに叫びかえしてドダダと階段を駆け降りる。

　「幾時に帰るの」

　母が尋ねる頃には白いバッシュで門扉を開けている。

　「わかんなーい」

　けんけんで靴を直すのに、もたれかかる表札には磯原とある。

　末男　清（キヨシ）

　そう書いてあるのが、子供の名前。

　中学一年であるから、少年と言った方が正しいかも知れない。

　けれどクラスで一番のチビ。

　泣き虫で、喧嘩早くて、甘ったれ。

　誰かれ構わず背中に抱きつく癖があるのと、中近東との混血でココア色の肌をしている所為

でか、よく似たオンブにダッコの動物の、渾名（あだな）を付けられた。

　本人は、男の子であるので、可愛い（かわいい）という世間の評価には抵抗している。

　もっとも両親はたいそう喜んだのだ。この大野市に越して来る前、末っ子は、同じ肌の色が原

因で、学校でいじめに遭っていた……。
　「お待たっ」

　かつての登校拒否児が元気に家の角を曲がると、すっかり慣染みになったいつもの面子が待っ

ている。

　出来良　了（できら・りょう）

　高橋　博文（たかはし・ひろふみ）

　七木　千　（しちき・せん）

　横河　雄治（よこかわ・ゆうじ）
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　市立二中の一年三組、いつでも騒ぎの中心（もと）になるグループだ。

　「おう、行くぜ」

　親分らしく出来良が顎をしゃくる。身軽に歩きだすのは千（せん）が最初だ。

　「おまえ、帽子は？」

　顔をしかめてすぐ怒るのはクラス委員の高橋。

　「あ、忘れた」

　「おばさーん、コアラの帽子ー!!」
　生け垣から乗り出して雄治（ゆーじ）がどなるのは、新来の都会っ子がまた貧血になるのを心

配してと言うよりは、単におばさんのファンなのだ。

　「先、行くぞー」

　じれて千が叫べば、肝心の清がとっとと駆け出して行く。

　「おまえなあっ」

　高橋は腕をふりまわして追いかけた。プロレスのしめ技のふたつも試しているうち、雄治が野

球帽を持って学年一の俊足で合流する。

　夏休みは残り少ない。

　スパイ活動をするとなればなおさらだ。

　住宅街のはずれからは小川をはさんで裏山で、雑木林のなかを三十分も走りあがれば見事な杉

の植栽された林業地帯になる。

　

 
 

 



『　未世紀シリーズ／OH-NO！ − とんで火にいる夏の夜祭り。　』　（日付不詳）

『　未世紀シリーズ／OH-NO！ − とんで火にいる夏の夜祭り。　』　（日付不詳）　
2006年8月22日 連載（2周目・善野物語ほか）
 
 
　

　山合いをぬう一筋の清流を、囲むかたちで発達した盆地の、特産は木材に炭、草の実で染めた

手織りの絹布。

　

　気性の荒い木挽きの野郎衆、情の細やかな桑摘みの女たち。

　戦乱の世も年貢の苦しみも、知らぬげに生き続けるこの小さな山国を、代々の在の者たちは "善
き野（おおの）" と呼んだ。
　

　……やがて、馬子の通った川沿いの山道にはじめての鉄路がはしり汽笛がひびき、いつかま
たディーゼルへ、電車へと移ろいゆく足早な時節のなかを……
　

　たゆまずに伝えられる、この野にはひとつの心があった。
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『　3．　Sグループ総合開発企画部　』　（1990.09.23.）

『　3．　Sグループ総合開発企画部　』　（1990.09.23.）　
2006年8月15日 連載（2周目・善野物語ほか）
 
 

　社長に直訴したのである、彼は。

　ことの初めは念願のマイホームを、通勤にはかなり不便だがまあ仕方がないと郊外（田舎！）

の町、大野の新興住宅に求めたのだが、移り住んでみたらば、この町の古い街路の風情のある

こと、あまるほどの自然と農地のあざやかで美しいこと、こんな見事な観光資源が今までさして

脚光も浴びずに埋もれていたとは、なんてもったいない……!!　と、もりあがって企画書を提出し
たところが、あっさりとボツになった。という事である。

　　　　　　　　　　　　　　　（まぁこんなもん）ではあるが

　

　

　伊藤幸夫、39歳。実際より10歳（とお）は若く見える童顔で、それでだいぶ損も得もしている
。中堅旅行代理店からヘッドハンティングされて、Sグループ観光資源開発(株)の課長職に就いた
のが4年前。はえぬき社員のライバルと企画部長の座を争って一敗地にまみれ、大阪支社にとばさ
れて半年。現在は、関西地区資源開発部長補佐の肩書きを名刺に印刷している。敗者復活の合戦

場として彼が設定したのが中部地方の小都市・大野。Sグループオーナーの出身地というオマケも
ついて、伊藤としては満を持しての企画会議であったのだ。

　「えー、お手元の資料を御覧いただけばお判りになります通り……」
　

　

　「ちょっと待った、そいつは早計じゃないかね？」

　おもむろに手を挙げて発言したのは本社企画部長である、伊藤の仇敵だった。

　姓は條夫（しのぶ）、名は薫。今年42歳という割には見ばのいい独身女性で、オーナーの愛人
というウワサもあるが、真偽のほどは定かでない。とまれその地位は実力でこそ得たもので、社

内の、特に女性スタッフからの信望は篤かった。

　ちなみにSグループは系列各社とも完全な男女平等である。平社員であれば誰でも同回数のお茶
当番を果たさねばならないし、無論入社当初の研修を兼ねた外廻りの営業からして、女性にも、

男性とまったく差のないノルマが課せられる。叩きあげの実績と自信をもつ、遠慮のない女性た

ちの、その発言力も、旧態依然とした既製資本からの転職組には、実は秘かに苦々しいものであ

ったのだ……むろん、この御時世であれば、もろ手をあげて歓迎、の風を装おわねば、部下の女

http://76519.diarynote.jp/200608150359410000/
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性ひとりも動かせないのではあったが。

　

　

　「まぁ、可能（できる）と思うならやってみるんだな」

　50代にようやく手が届こうかという、長身美貌の経営王は、なかば嘲うような表情でそう言
った。

　成功しないまでも何かしらのメリットは出てくるだろう。失敗してもたかがその程度の赤字な

らいくらでも埋められる。」

　……誠意をもって方針を説く、ような、経営者の美徳を、この男は持ち合わせていなかった。
むしろ決して部下の業績を誉めたことはない。自尊心の高い傘下企業の主たちはこのオーナーの

前に出るたびに心中秘かに切歯扼腕して、いつか、この男に俺を認めさせてやる……と、憎悪に
近い執念を燃えたたせるのである。

　それも、一種のカリスマとは、言えた。

　

　

　「いくら美人だっていえ、女も、ああ可愛げがなけりゃ終わりだね。」

　

　

　

君臨すれども統治せずのような60代の名目社長
／ 実業王 財界の覇王

 



『　（無題）（の続き）　』　（平成2年＠派遣先の昼休みor仕事中……？？）

『　（無題）（の続き）　』　（平成2年＠派遣先の昼休みor仕事中……？？）　
2006年8月27日 連載（2周目・善野物語ほか） コメント (1)
 
 
　

　最後になったけれども、作中で、S〜社の内部事情に関してだけは、別の情報源から僕が取材の
マネゴトなどして聞きだしたことをもとに書いてある。

　もちろん、企業戦士の権謀術数、なんてものが　しょせん学校生活しか知らない親のスネかじ

りにまともに再現できるはずはないんだし、ウソくさいとか、ホントはこんなじゃないとかいう

批評は、わざわざ送ってくれなくても、いいからね。

　最後の最後になったけれども、推敲と取材を手伝ってくれ、わざわざスケッチ旅行に出かけて

までイラストを描いてくれた琴音まき子嬢に、感謝をこめて。

　

　　　　　　　　　　緑慶……年（西暦20……年）……月……日
　

　　　　　　　　　　　　　　　　磯原　広

　

　解説：

　えー、この本は、K大文芸サークル会誌「　　」の　号〜　号にのった……。
　けっこうモテるわりには特定の女性に興味を示す風でもなく、周囲をやきもきさせ

ていた氏は、ある日、超絶美人の新入生を部室にエスコートして来たかと思うと、こ

ともあろうに「婚約者」といって皆に紹介したのである。（ばぁかやろ〜ぉ）

　大学のサークル誌とはいえ、こんなことばっか書いている氏は、いつか情警（※）

にとっつかまるにちがいないとあたりをハラハラさせているのだが、実のところ小生

も同意見なので……
　……と言うと、エラそうに説教たれたうえに、先生おちついて
　「大丈夫。あいつの方が先に、とっつかまるから」

　……あんな美女が情警なんぞにつかまって××されるなんて……

　なんでこんな時代に生まれたんだろうなぁと嘆きつつ。

　　　　　　　　　　　　（※情警（じょうけー）＝情報警備部）
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　……大野大祭始末記……『祭！』

○　まえがき　by　磯原　広
1．レイライン探検隊

 



『　1990.08.24.　高山ビジネスホテル泊。　』　

『　1990.08.24.　高山ビジネスホテル泊。　』　
2006年8月6日 連載（2周目・善野物語ほか）
 
 

類似と相異を煮詰めて行くと、だいぶん濃くなるね。

1990.08.24.高山ビジネスホテル泊（＜ここは比較的夜の遅い町。）

　 "プライバシー" の為に3，000円の差額を払える人間になってしまった（これは2人で泊まれば2
分の1である）。単に天照寺YHが好きくないという事もあるのだけれど。
　一泊二食付7，000円で時間帯の不自由な旅館よりは食事ヌキ5，000円で先払い、何時でも出ら
れるBHの方がリーズナブルである。おかげで今夜の夕飯は途中で買ったクッキーとトマト（無
添加・無農薬♪）だが☆

　

　アルミサッシの防音の窓とクーラーと、いつまでも灯りを付けていられる時間的自由さ、社交

会話に気を配らずに私事（原稿）に没頭していられる精神的自由さ、……の相乗効果は3，000円
に値するか否か。

　……単に5，000円札をパッと払っちゃった自分におののいているだけではあるが。（＜これってほと
んど自主的な取材とカンヅメ☆　はやく編集さんにたかれる身分になろう☆）

　

　（ひとつ気がついたのだが、ねまきとタオルがいらないとなれば荷物が大分減らせる。あと、

お風呂が自由に使えるので、洗濯（と簡単な調理！）も可能な訳だ。……これって大分おいしく
ない？　（お湯もあるので、お茶っ葉も持ってくればなお良い）。

　

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

　標高900mの美濃白鳥〜庄川（牧戸）は、美しいコースであった。（"桜喫茶"は写真とれば良かった！

）（涼しくて水が清い！）稲穂はまだようやく形を整えたばかりでややくすんだ淡緑。とがった葉先の

そよぐさまがまだ硬い感じで美しい。サルスベリの紅とオレンジの洋花。大型の紺色の蝶が風

に乗って回遊している。とにかく水！　水の音!!　街路のはざまに水路がある、というのは大野に
似合うかどうか？　美濃白鳥の長良川をロープで仕切ったプール、というのは、必ずあると思う

。庄川〜高山間のバス1時間コース（1，800円）はもう1度逆行してみる価値があるかも知れない
。（途中に Owk Village !）　白鳥神社も見に行きたい。
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　建築は幅広で低めの、屋根の傾斜のゆるい入母屋造りが主体になっている。屋根をささえる基

部の板の曲と彫り飾り（sのようなの）が、特徴的で良い。白塗りの壁に明るい茶色か黒に近い濃
茶の、、太い柱と腰ばめ板。屋根は紅い金属か黒がわら（辞書も持って来るべきね★）。白塗り

部分の多い羽振りのよさそうな建物など、小京都なぞというよりスイスの山村の風情がある。二

階部分の窓の手すりに布団やはちうえがカラフルである♪

　

　庄川村の "桜喫茶" の、超簡単なスケッチ。
　上、和風。下、洋風。色の統一が美しい♪

 
  
 



『　＞　1990.08.23 捕捉　』　

『　＞　1990.08.23 捕捉　』　
2006年8月6日 連載（2周目・善野物語ほか）

　

　現在、こちらの世界の大野市（大野藩4万石、幕末期、藩政改革に名君出る。言葉
はきっぱり京系の関西弁。）にいる。少なくとも、「どこが違うか」「何が見えてな

いか」は見えてくる。ちなみに大野高等学校は文化祭準備の真最中。スキー場のある

地方であるからして、夏休みは既に終了している模様である!!

清たちは、部活は？

　あちらの大野より気温・湿度ともに高く、耕地（稲作）面積は比較にならぬ位まっ

たいらに広く、城の天主部分だけが突出した小高い丘の上にある。8月下旬現在、田ん
ぼは淡緑から緑と茶の消え残った薄黄金色にかけての豊かなグラデーションであり、

もう半月から一ト月のうちには刈り入れが始まるだろうと思われる。淡紅色からピ

ンク、白のサルスベリが咲いていてあざやかである。四囲の山並は、高低差こそある

ものの、標高は低い。

　

　私の大野市はありそうで、ありえないもの、になるだろう。

　閉鎖社会であり、地理的に隔離されており、かつ広い空間を専有している。電波社

会への対応の遅れから『現代化』こそ遅れたものの、近代西洋文明の導入はいち早く

、幕末・戦後ともに商魂たくましく乗り切った。資源・技術力ともに優れており、産

品への誇りも高く、また、外部に売れなくても食っていけるだけの食糧自給量もある

。都市との遠さ、交通の不便さを、むしろ好んで保っているような風潮もあり、江戸

期土着文化、明治の西洋建築と習慣、現代を先取りした思考が混在している。（地域

的には下町及び周辺山間部、城跡周辺のお屋敷町、駅周辺の商業・観光竹、が、 "
大野" であり、新興外部資本系住宅地はヨソと見なされている。（ナカの友達がいれば
ナカになる。）
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南アルプス地下のトンネル総延長は100㎞以上！ ( 鉄道、列車 ) - リニア中央新幹線 南
アルプスに穴を開けちゃっていいのかい？　（2015年6月4日）

http://85358.diarynote.jp/201506041049114424/

「殺される前にとっとと逃げろ。」

ふくいちライブカメラ。4号機側が揺れてます。
2015年6月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=qycqF1CWcXg&list=PLMYMC11sen_Uu9tpmfDvT11-
6OVu27xsk&index=7
Background Music Instrumentals - relaxdaily - B-Sides N°1 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
ふくいちライブカメラ。4号機側が揺れてます。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
北海道：釧路・阿寒湖の近くで震度５弱。

その後も地震が連発。昨夜も同じエリアで２度おきてる。震源の深さが浅いので、た

ぶん火山関連の地震だと思う。このエリアは活火山の「阿寒岳、アトサヌプリ山」な

http://85358.diarynote.jp/201506041049114424/
http://85358.diarynote.jp/201506041049114424/
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ど気象庁が警戒監視してる火山がある

Lightworker @Lightworker19 · 3時間3時間前 
母の引っ越し荷物で家族は被爆した感じもあります。実は母の荷物が来てから長男は

２日に一度の割合で、鼻血、次男も鼻血、アトピー悪化、急に喘息になり、家族全員

頻繁に口内炎発症。犬と私は下痢が続き、口の中は小さい水泡が数個、常にあります

。　http://bit.ly/19eOF

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
最初にMERS患者が発生した学校、学生1400人が高熱などの症状に！隔離者も1300人
に拡大！アウトブレイクの恐れも

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6705.html …

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
沖縄県鳥島米軍射撃場ってどこ？地図では久米島に鳥島って場所があるけど 1998劣化
ウラン弾実弾射撃訓練してる打ち込まれた量、放射性原子の数で比較すると広島原爆

の25倍、長崎原爆の190倍。白血病の原因　http://bit.ly/LMWC5D

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
とうとう室戸岬は 6月2日から連続 30時間の湿度 100パーセント。
2015年06月03日　室戸岬(ムロトミサキ)
どれだけの異常事態なのか、わかってますか？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/606125005722632192/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
Telhisa Hasegawa @telhisah · 11時間11時間前 
なるほど、「お約束」のうち、お客様情報の保護は最下位だったんですね（笑）

日本年金機構

〜お客様へのお約束10か条〜
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=315 …

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
それにしても、東電福島原発から室戸岬までの距離は約880km。
海上のバックグラウンドの湿度を押し上げているのだとしても、いったいどれだけの

放出量なのか。40トンぐらいの水を一秒で沸騰させていたら、どれぐらい水蒸気がで
るのか。

https://twitter.com/cmk2wl/status/606072706136567808/photo/1

http://bit.ly/19eOF
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6705.html
http://bit.ly/LMWC5D
https://twitter.com/cmk2wl/status/606125005722632192/photo/1
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=315
https://twitter.com/cmk2wl/status/606072706136567808/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
2015年06月03日　御前崎(オマエザキ)
長時間高湿度状態。

https://twitter.com/cmk2wl/status/606062802671779843/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
韓国で大流行し

死者も出てる「コロナウイルス」

このウイルスは変異してるみたいで「３次感染」が起こってる。結果、韓国では隔離

者が1300人以上いるみたいで、今日のTBSラジオでは「韓国からの飛行機の機内消毒
をしていない便が日本に到着してる」と報道してるけど、大丈夫なのかね？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
東京が震源の地震

今日 01時41分（震源地：東京都多摩・気象庁
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20150603014609395-030141.html …）
立川断層かなと思ったけど（深さ100km）の深発地震なので、陸側に潜り込んでる
プレート内の地震ですね。変な地震が続くな 

amaちゃんださんがリツイート 
daikichikyoudai @daikichikyoudai · 14時間14時間前 
@tokaiamada さんり
西日本。あのすこしだけの虹？が日曜日にでていました。カブトムシの幼虫がなぜか

土から出てきていて、ハムスターも潜って眠らず表で寝てます。大きいのがこなけれ

ばいいですが…

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
地殻がズレ動き、花崗岩に巨大な圧力がかかって割れ始めると「圧電効果＝ピエゾ

効果」と現象が起きる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A7%E9%9B%BB%E5%8A%B9%E6%9E%9C …
地下数十キロで数百万、数千万ボルトの電気が分離し、再結合するまでの間、たくさ

んの電磁気現象を起こす

このとき地殻中の微粒子、ラドンが噴出

amaちゃんださんがリツイート 
くららん @kurararan · 16時間16時間前 

https://twitter.com/cmk2wl/status/606062802671779843/photo/1
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@tokaiamada こんにちは。元東電の勝俣氏。聞いた話ですが、ドバイに親族もろとも
移住し、どうやら国籍も変えたようで、別の名前になっていると。。

もうこの世にはカツマタは存在していないことになっているようです。

こういう場合の裁判は？！もう裁判自体が成立しないのかも。。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
311後、雨雲の動きと空間線量がこれほど全国的に一致したのは初めて。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
雨雲が北海道にかかったら、線量が上昇しています。

要注意。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
日本に入って来たら大変

「強毒性ウイルス感染：韓国ＭＥＲＳ、３９８人が感染の疑い。２１０校が休校。こ

れまで死者は２名。隔離措置が取られている対象者は１３００人以上」

詳細：http://www.sankei.com/world/news/150603/wor1506030029-n1.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 22時間22時間前 
名無し(四国地方)：2015/06/03(水) 11:37 ID:XXXXXXXX
若者二人除染に行って死んだ

高校二年生が朝冷たくなって死んでた 四国だぜ

amaちゃんださんがリツイート 
脱原発の日実行委員会 @datugennohi · 22時間22時間前 
南アルプス地下のトンネル総延長は100㎞以上！ ( 鉄道、列車 ) - リニア中央新幹線 南
アルプスに穴を開けちゃっていいのかい？ - Yahoo!ブログ http://ow.ly/NGOpc

https://www.youtube.com/watch?v=XEG5DRXvuFk
2013 竹塹國樂節 中華心、竹塹情 《追追追》指揮/黃光佑 嗩吶/林子由、彭彥翰 

はげしく同意♪（＾o＾；）♪

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
オレンチなんか、バス停まで15分で行けて、大都市恵那市駅まで一日五本もバスが出
てる

http://www.sankei.com/world/news/150603/wor1506030029-n1.html
http://ow.ly/NGOpc
https://www.youtube.com/watch?v=XEG5DRXvuFk


まあ終バスが5時なので乗り遅れて３時間半かけて歩いて帰宅したこともあるが
一日数本のバスが都会まで通じてるなら、それは、めちゃめちゃ便利な田舎だよ

食料品店まで徒歩一時間以内なら最高

https://www.youtube.com/watch?v=OL5-fYnqHUo
Traditional Chinese Music-纯音乐-青藏高原

Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 
３１１前は、お散歩が好きで、大好きな人と手をつないで東京を何キロも歩いた。神

保町や、神楽坂、特に好きだったのは昭和を思い出す、谷中や下町。お肉屋さんのお

いしいコロッケ。人情のある暮らし。そんな大切なものが残っている街。野良猫がい

ると写真を撮ったり、何でもない毎日が幸せだった。

https://www.youtube.com/watch?v=iknGg9l4a7s
沧海一声笑 黄沾 徐克 罗大佑 

Lightworker @Lightworker19 · 11時間11時間前 
考えてばかりいないで、殺される前にとっとと逃げろ。

https://www.youtube.com/watch?v=UwsY_foobEw
Sander van Doorn, Martin Garrix, DVBBS - Gold Skies (ft. Aleesia) [Official Music Video] OUT
NOW 
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カドカワ、オワッタワｗ

地震の巣の上に

核廃棄物処理場が載ってる

埼玉に新拠点だと？

(‾○‾;)

必死で海外に軸足を遷してる

講談社を見習えよ…

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年6月4日22:27
また激しい雨。

気温が急降下中。

おかしい。(・_・;)
いったいどうなっているんだ？
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「祭！」

…「大野大祭」異聞…

http://p.booklog.jp/book/109946

著者 : 霧樹里守
is 土岐 真扉
as 遠海 真扉

著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/masatotoki/profile

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/109946

ブクログ本棚へ入れる

http://booklog.jp/item/3/109946

電子書籍プラットフォーム : ブクログのパブー（http://p.booklog.jp/）
運営会社：株式会社ブクログ

file:///tmp/puboo/109946/419171/9589d03c9dbe6b1e177c/book/109946
file:///tmp/puboo/109946/419171/9589d03c9dbe6b1e177c/users/masatotoki/profile
file:///tmp/puboo/109946/419171/9589d03c9dbe6b1e177c/book/109946
http://booklog.jp/item/3/109946
file:///tmp/puboo/109946/419171/9589d03c9dbe6b1e177c/

