思ってもらえたら嬉しい﹂
川クロスカントリー少

１月 ６ 日 〜 ９ 日 ︑ 東

右から田渕太輝さん︑

ミニバレーボールで交流︒

や︑現地の中学生と射的や

クロカン少年団︑
サハリンで１位に

と挨拶︒大会では子どもた
年団の５人＝写真下段

︱竹内智香選手と一緒にスノボ

人が︑オリンピックと

同じ形式で赤と青のコース
石原喬 ︵たか︶さん︑

ち

を交互に滑走︒時に竹内選

段右から田渕裕哉さん︑

左端が佐藤慶さん︒中

の空気感を演
青木陽さん︒いずれも

手も一緒に滑り︑ホンモノ

出︒
東川小＝らがロシア連

アニワ市とユジノサハリン

スク市の見学やワカサギ釣

りなどでもロシアの文化を

体験しました︒
初めての海外だという児

童５人は︑滞在期間中１人

ずつサハリンの家庭にホー

いました︒竹内選手がスケーティング

▶ 講 習 会の様 子︒﹁行 き たい方 向
た講習会も行
に指と目線を向けて！﹂

子たちに向け

年９月に姉妹都市となったアニワ市よ

会に出場しました︒今回の遠征は︑昨

われたクリスマスクロスカントリー大

７日にアニワ市トロイツコエ地区で行

まさに一回り成長して東川に帰ってき

ざれば刮目して見よ﹂と言いますが︑

と仲良くなりました︒﹁男子三日会わ

ョンをとり︑受け入れ先の子どもたち

中でも身振り手振りでコミュニケーシ

今後はアニワ市民を東川町へ招くな

ネルギーと英気を充填︒再び雪の山道

ど︑交流を深めていく予定です︒

などでゆっくりと駆け抜け
に繰り出し︑景色を楽しみつゴールを
目指しました︒その後︑キトウシ高原

ました︒
コースの途中︑ハルキッ

説︒椅子は﹁体を受け

て①目的に応じた機能性を備え︑②丈
夫な構造で︑④ロングセラーであり︑
⑤時代を象徴していているもの
である︑などと具体例を交えな
がら解説︒

映される家具で︑③ひじ掛け︑背もた

美しさがあり︑②作家の個性が最も反

椅子の魅力は︑①彫刻にも劣らない

欲しいと語りました︒

という気持ちが生まれるので実践して

ことで︑自分の暮らしを大切にしよう

紹介︒﹁変えてはいけない﹂と﹁変え

ーアルしたパッケージ＝写真右側＝を

てください﹂とオーダーされてリニュ

例として﹁なるべく変えずに新しくし

を客観的に理解し︑無

の人がその土地らしさ

さ︶が問われる︒地元

土地に行く価値︵らし

今の時代は︑よりその

作るもの﹂を開催します︒

オカ氏︒﹁土着のものや
自然にあるものを見直し︑
古臭くならないように少
しずつ時代に合わせて新
しくする︒それぞれの個
性を伸ばせる豊かな国に
なるために︑みんなで頑
張りましょう﹂と語りま
した︒

▲エイドのパウンドケーキとマフィン。
塩気の効いたスープも運動した体にし
みました。
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日︑﹁スノ

オリンピックを目指して
１月

東川﹂が開

ーボードキッズわく
わく杯

東川町﹈

催されました︒﹇協
力
主 催 の &tomoka

は︑ソチオリンピッ
ク・パラレル大回転
大会後はボ

太社長︶︑北海道日本ハムファイター
︵片足で地面を蹴って進む︶︑直線滑
り招待され︑初の交流事業として実現︒

ムステイ︒言葉が通じない

ズ﹁ゆきのね奨学金﹂の協力を得て︑
り︑カーブ︑止まる方法を順番に伝授︒
同 大 会 で は 石 原 さ ん が 年 齢 別 で １位

邦サハリン州を訪問し︑

かつて竹内選手が初めてゲレンデに出
子どもたちは見る間に上達していきま
となったほか︑全員６位までに入賞と

ード初体験の

たキャンモアスキービレッジにて開催
した︒スノーボードを始めるきっかけ
いう好成績を残しました︒大会以外に

ールミルジャパン︵大阪市︑川﨑圭

されました︒竹内選手は開会式で﹁今
をつくりたいという竹内選手の思いは︑

人多い

ました︒

回競技を経験してオリンピックに興味
もクリスマス散歩︵大会関連イベント︶

日︑第３回キトウシ銀冬サイ

極寒の雪道を自転車で走破
１月

とトロン温泉を満喫︒

会え︑人間性までを

止め︑支える道具﹂と

ホテルでも温かい食事

つく寒さの中︑大雪山連邦に
イド︵途中休憩︶では︑自
運動不足になりがちな

回デザインスク

号︶でのエ

クリングツアーが開催されました︒
見守られつつ︑キトウシ森林
家製パンや ４種類の焼き菓

冬ですが︑こんな楽し

▶寒い中でも笑顔で快走！

続 く １月

も高めることができ

いう物理的な意味と︑

▶座り心地は悪いが︑優れ
息つける〝コージーコーナー〟
という精神的な意味が た
造形で置かれた空間を
あり︑東川町で始まっ 引き締める椅子︵第 回︶ についても説明︒テイストを揃

る﹂と力説︒﹁消費

えてカーペットや安楽椅子︑サイドテ

また︑忙しい中でもほっと一

良いモノを作り続け

た﹁君の椅子﹂は〝居場所を表す〟と

ーブル︑ランプ︑お気に入りのものを

座る人の﹁権威を表す﹂

るための﹃作る﹄

いう新しい意味づけがなされていると

者ではなく使用者︑

﹃売る﹄﹃買う﹄の

いいます︒

今回は来場者にも﹁切ってもクズが

れ︑脚など人体と同じ名前がついてい

安田琢氏︵彫刻家・安田侃について︶︑

コーディネートした小さな空間を作る

３者の関係が成立す

でないパン切り包丁﹂や﹁極細の竹の

ることからもわかるように人間に最も

日 ㈪ に 特 別 企 画 第 ４回 目 ﹁ 人 の 手 が

る﹂という言葉が印

お箸﹂などの愛用品を持参いただきま

近い道具で︑④人間の心の奥底にある

象的でした︒

した︒購入時は高額に感じても長年使

権力志向を満たしてくれることだとい

通じています︒

ていく﹂という考え方を合わせ持つブ

理のないデザインをす

２月のデザインスクールは９日㈰に

うことのできるものは︑結果的に値段

長く受け継がれるものの共通点は︑
﹁流行には乗らずに︑時代に合わせて

ランド戦略の考え方は︑脈々と培われ

ることが重要﹂とナガ

﹁物流や交通が早い

てきた文化と新しい文化が共存する

少しずつ進化すること﹂だと言います︒

〝東川スタイル〟にも

います︒名作椅子とは︑それらに加え

愛用者になることで︑

11

ールでは︑﹁椅子﹂について詳しく解

日の第

チンさん︵東

﹇主催・同実行委員会︵東川振興公社
公園︱忠別湖周回コースをマ
子︑具沢山の中華風スープ

近隣のみならず網走や名寄から駆け

内︶﹈
ウンテンバイクやファットバ

人︒快晴で肌がピリ

皆に確かに届いたようです︒

ために設立した会員制団体︒リシャ

▲大会に出たサハリンの子どもたちと一緒に

み方もアリ！

日︑せんと

58

付けた人もおり︑参加者は昨年より

月
回デザ

日︑ギャラリー大通美術

12

以上の価値があるという好例でした︒

デザインってなんだろう？
昨年
ぴゅあⅠにて第
インスクールを開催しま
した︒前月に続く織田憲
嗣氏による特別企画で︑
今回は﹁丁寧な暮らしと︑
暮らしのデザイン﹂につ
いて講演︒
織田氏が長年愛用して
いるアイテムを解説しな
がら︑〝買う人の責任〟
について言及しました︒﹁近年の大量
生産された安価なモノは︑壊れたら捨
てるしかない︒自分のスタンダードラ
インを〝頑張れば届くところ〟に設定
し︑それ以下のモノは買わないように
心がければ︑長く使える良いモノに出

月

つづく を つくる
昨年

館にて第３回さっぽろデザイン・アー
トスクールを開催しました︒講師はデ
ザイン活動家のナガオカケンメイ氏︒
〝その土地の文化〟を伝える数々の活
動を行っている氏に︑時代を超えて残
る〝ロングライフデザイン〟について

▲職人手作りの先端がとても細い箸。口に入れても存
在感が無く、食べ物の味がよくわかるそう。
（第57回）

とコーヒーで体を温めてエ

10

イク︵極太タイヤの自転車︶

36

を持ったり︑スポーツって楽しいなと

が︑選手育成やスノーボード普及の

の銀メダリストである竹内智香選手

▼一緒に滑走する竹内選手（写真奥）

ま ち・タ ウ ン

お話いただきました︒
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