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MVP interview in June

奥村 真由

Mayu OKUMURA

6月のMVPはcasa kumamoto（カーサ熊本）事業部所属、奥村真由。
2018年4月入社の若干23歳。遂に新卒入社2年目のMVPが誕生しまし
た。通常業務に加えてプロジェクト系の活動にも積極的に参加し、多方
面で成果を出し続けるヤングロジック。彼女の情熱の秘密を探ろう。
PHOTO by Dai Hashimoto & Shinji Shimoda ／ WORDS by Shinji Shimoda

保健学科を目指してました。成績は悪くなかったん

やりたいことがない
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7/1 の全体朝礼にて

ですが、高校進学の時と同じく、またなんとなく決め
ていたのもあって、これでいいのかなぁという気持ち

018年入社、通称“18（イチハチ）”の5人は非常

がつきまとってました」。

に仲が良い。それぞれ部署は別れてはいるが、な

でもここ（ロジック）にいますよね。
「はい。我に返ったのが高校3年生の夏でした（笑）。

んかいつも自然に集まっている気がする。

そう言えば 私 、潔 癖 症だし、血を見るのも苦手で

「そうなんですよ。選考の時から切磋琢磨してきて、
仲間、いや戦友かもしれないです。しかも平野喜子

は？！と思ったんです。でも他にやりたいことがない。

（施工管理部・設計）とは幼稚園、中学校、大学で

だけどもう誰かの勧めに流されるのは嫌だなぁ、と」。

は同じ学部学科だったんです。大学入試の時も隣同

そんな時、某デザイン専門学校の入学説明会に行っ

士。そしてお互いロジックに入社するとは（笑）」。

てみたら、すごくおもしろそうで、インテリア科に行っ

どんな子ども時代だったんですか？

てみたいと思ったそう。

「3歳年上の兄の影響で漫画が好きでした。兄弟で

「高校3年生の夏の面談で、志望校を熊大から専門

漫画誌も単行本も読み漁ってました。それから3歳か

学校に変更しますと言ったら、先生にもすごく怒られ

ら高校3年生まで、ピアノも習ってました。将来はピア

ました（笑）。それでその頃、兄が熊本県立大学の

ノの先生になりたいとか考えてたかなぁ。でも高校生

環境共生学部に通っていたんです。よく分からない

になるとピアノの発表会とか、周りから期待されるの

けどなんかおもしろそうにしてたし、県立だから許し

が嫌だった思い出もあります。高校は熊本県立第一

てもらえるかなと、県立大に志望校を変更して、なん

高等学校です。女子だけ学年最後の年に入学。祖母

とかお許しを頂けたわけです（笑）」。

も第一でしたので勧められてなんとなく…。」

それで喜子ちゃんと並んで入試を受けることに？

高校時代は同窓会との連絡役も買って出るほどのま

「そうです。なんでいるの？って思ったでしょうね、彼

とめ役だったそう。大学進学はすんなり建築系に？

女。それくらい建 築とは無 縁の高校 生活でしたか
ら」。

「いえ、それが初めは看護系に行こうかと思ってて、

それで、お兄さんがいる居住環境学専攻に入学して

介護福祉士の母にも勧められて熊本大学医学部の
3
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いました。あと時間管理にも厳しくて、シフトに入る

みてどうでしたか？
「それが…、兄は2年で大学やめて、その後私が行き

のが1分遅れたり1分遅く退社しても注意・指導され

たかった某デザイン専門学 校に行っちゃうんです

ました。そのおかげで “タイムイズマネーの精神”

（笑）」。※ちなみにお兄さんは映像学科を卒業後、

を叩き込まれました。社会人ならば当然ですけどね」。

某東映に入社。現在CG制作などで活躍しているの

4年も続けるとアルバイトのリーダー的存在になり、

だそうだ。

新人の教育係も経験する。「任せてもらえることが
増えることは嬉しかったです。それに社員もアルバイ
トも業務内容に違いはなかったし、ロジックとは少

やっぱ接客業でしょ！

し違うけれど結構フラットな組織でした」。
そのまま正社員になることもできた？

「私、

大学の入学式の前にファストファッショ

「そうですね。店長候補で採用されれば、海外勤務

ンのコニクロ（仮称）に面接に行きまし

のチャンスさえあるようなグローバルな企業ですか

た。時給も良かったし、人見知りだったから今後の

ら、それもありかな、とも思いました。アパレルにも興

自分のためにも接客業は経験しといた方がいいかな

味がありましたし」。

と感じていたので。だから大学卒業までの4年間、コ

でもそうしなかった理由は？
「大学の同じ学科の1年先輩に松田さん（リ・ロジッ

ニクロでバイトしてました」。
自分で決めた大学進学だったけれど、入学したから

ク所属：リノベーション事業部）がいらっしゃったん

と言って急には建築方面に興味は湧かず、アルバイ

ですけど、学科でも一目置かれる存在で、その松田

トに明け暮れたそう。

さんがロジックに入社すると聞いて、一体どんな会社

「コニクロのアルバイトってとっても厳しくて、でもやり

なのかな？と話題にもなり興味を持ったのが始まり

がいもあって、それで続いたんだと思います。挨拶練

です。ちなみに松田さんは県立大の最大サークル

習などは店舗の裏、防音壁の奥で毎日のようにして

“探検部”の部長でもありました。ゆるいキャンプが
メインの活動でしたけど、松田さんは結構ガチめに
活動されてました。カヤック乗る系の。私も所属して
ましたが、私はもっぱら飲み会の時だけ顔を出す系
でした（笑）」。
ではロジックに入社したのは松田さんの影響です
か？
「だけではないです。平成店にインターンでお邪魔し
た時、
『ロジックエスト』というゲームを模したワーク
をしたんですけど、オープニングムービーのクオリ
ティーとか、お施主様役の要望を聞いてからスタッフ
の質問に答えてアイテムゲットするワークの内容とか、
とにかく楽しくて、なんなんだこの会社は？！と思い
ました。その頃自分には特にやりたいことがなかった
けれど、ロジックという組織を知れば知るほど、なん
かチーム感があり、みんな得意なことが違って当た
り前で、みんなでやれたらそれでいいんじゃない？と
4
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いう空 気 感 があり、とても気が 楽に
なったことを覚えています。それで“自
分もいてもいいかも”と思い始め、最
終的には“自分もここに居たい！”と思
いました」。

自分をコントロールできる
感覚

そ

ういうわけでロジックに入社し
カーサ事業部で営業・コーディ

ネーターに就く。
「4年間の接客業の経験で、度胸だけ

“ カーサブラザーズ ” こと、下城（左）と奥村（右）。能力を補完しあえる関係

はあったのですが、やっぱりアパレル
とは勝手が違うし、最初は揺さぶられる毎日でした。

そんな高効率的でハイパフォーマンスな住宅に共感

休みの日はもう何かをする元気もなかったです。でも

いただける方や、カスタマイズや趣味を楽しみたい

下城さんに細やかにご指導というか、一緒に悩み、

人に選んでほしい住宅なんです。私がお手伝いした

考え、動いていただいている感じで、今は毎日ポジ

いのは、そんなお家を含めたライフスタイルを大切に

ティブに仕事ができています」。

されているお客様です」。そう言って見せてくれた1

そう、下城はカーサ事業部の唯一の同僚であり先輩

枚のスケッチ。
「スケッチセールス研修を受けながら

であり、内定期間中はメンターでもあった。

日々練習しています。実際2時間くらいヒアリングが

内定期間中にカーサにおいでよと口説かれてた？

必要ですけど、どんな暮らしができるのか、具体的に

「ええ、まぁ（笑）。私がカーサに配属を決めた時、

絵に描くと、お客様もすごくイメージがしやすいみた

『もう壁を相手にロープレしなくていいんだぁ〜』と

いで、とっても喜ばれます。私たちが提案したいこと

喜んでましたけど（笑）。それは冗談ですけど、とて

もよく伝わると思うし、
“カーサだから実現できるこ

も頼りになる先輩です。カーサシリーズは注文住宅

と”を軸に提案させていただいてます。何より描いて

とは違って、間取りがパターン化された“商品住宅”

いる時間は私もすごく楽しいです」。

です。間取りの自由度が少ないと思われがちですが、

確かにこれは凄い武器だ。

本当は空間としての可能性は無限大です。あ、この

「下城さんも初めは一緒にスケッチしていましたよ。

話は長くなりそうなのでまたの機会に（笑）。ちなみ

でも私の方が多分好きなので自然に担当になりまし

にこのカーサキューブ（モデルハウス）は、最も効率

た。あくまでチームとして成果が出せればいいわけ

的な直方体の住宅。防犯にも有効な細長い窓だか

ですから。でも下城さんにはいつも、頼ってばかりで

ら中は暗いと思われがちですけど、吹き抜けや天窓

すけど」。

があり、外から見るより中は断然開放感がある（確

今も休日は何もしていない？
「そんなことはないです。読書したり、ひとりカラオケ

かに天気が良ければ直射日光も降り注ぐ）。よくロー
コスト寄りの住宅にも受け取られることもありますが、

とか一人でお酒飲んだりとか、書道とか写経とか…、

外壁は手間のかかる塗り壁、質感も高い。しかも考

あ、全部ひとりでやることだ（笑）。ちなみに自己啓

え抜かれた設計で、おまけに短納期で建てられる。

発本とかよく読みますけど、以前はタイトルを見た母
5

Logic Times

き継いでいるように見える。

によく心配されていたけれど、最近ではお互いに購

「実は私、日報（※）マニアなんです。全部署毎日読

入した本を貸し借りして親子で読んでます」。
私も休日はひとりサイクリングで山奥に行く“路上引

んでます。時間があるとついつい開いちゃいます。

きこもり”なので、なんとなくその気持ちはわかる。が、

Twitterみたいな感覚かな（笑）」。

それにしても23歳の若き乙女が休日に写経をしてい

それだけロジックに、みんなに関心があるということ

るとは…。

なのだ。

「最近やっと自分が何をしたら良いか、どうやったら

※…ロジックの日報はW EBクラウド共有アプリの

みんなの役に立てるのかが少しわかり始めてきまし

『gamba！』を使用。パソコンでもスマホでもどこか

た。自分をコントロールできる感覚が生まれてきたら、

らでも日報が書ける読める

小さなことに一喜一憂しなくなって、気持ちに余裕が
できたのでしょうね。自分のことより人に関心がある

ここで写真を撮っていた広報：橋本（18同期）から

タイプなので、仕事でも基本人のために動いている

も質問。
「何か自分に欲しいスキルはありますか？」
「そうですね。一瞬で人を惹きつける能力かなぁ。あ、

からか、休みの日はひとりの時間を楽しんでリセット
しています」。

この人いい！みたいな、佇まいだけでそう思わせる人

なるほど。そういうことなのか。安心しました。

になりたいです。きっと今の自分にないものに魅力を
感じているのかも」。

日報マニア
人を活かす人

奥

村は通常業務に並行してプロジェクト活動に

営 サポート、新卒 採 用プロジェクト、内 定者のサ

今

ポート、全体朝礼運営など、まさにプロジェクトの人。

バランスを見ながら取り組みたいです。私、選考とか

も精力的だ。OK R（目標管 理ツール）の運

後の目標や、課題は？
「カーサでの業務もプロジェクトも、全体の

「私は設計作図が得意でもないし、セールストーク

で感動して泣いたりすることはあるけれど、感情の

が秀でている訳でもない。ポジティブマインドだけが

浮き沈みはあまりないと思うし、物事を客観的に進

自分の持ち味なので、プロジェクト活動でみんなの

めていくのは得意な方。それに失敗してもそれで命を

役に立てれば、それはそれで嬉しいです。確かにプロ

落とすことはないはずだから、いろんなことに思いっ

ジェクト活動が私の原動力になっているのかもしれ

きりチャレンジしていきたいです。未来が不安と口に

ないです。だけどカーサでの業務もプロジェクトの

する若 者もいるかもしれないけれど、私は不安に

活動も、私にとってはどちらも主で、両方とも自分の
成長につながっているという実感があり、自分のす
べきことのように感じています」。筆者もカメラマンと
して参加した新卒採用プロジェクトでは、牽引役を
買って出てグイグイ進める姿を度々見かけた。大学生
と年齢が近いだけがそのモチベーションではないは
ずだ。学生たちの個性と能力を嗅ぎ分け、それを引
き出すのがとても上手いのだ。彼女自身がそうしても
らったように、そのことに感謝し、そして次世代に引
6
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思ったことはないです。今の自分には何もない、何も

「もしかしたら、今のロジックにもまだ存在しない役

できないと思うからこそ、なんでもできるような気がし

割があるかもしれません。自分がまだ経験もしていな

て、むしろワクワクします。今のところ“人を活かす

い何かに向かっていきたいです」。

人”が、私のなりたい姿の１つかもしれません。それっ
て私がロジックに一番 惹かれた要素だし、私がロ

失うものがない。だからいろいろなことにチャレンジ

ジックにいても良い最大の理由なんです」。

できる。それは若者が手にする最強の武器だ。そし

今後はca s aの業 務以 外にも、インテリアコーディ

てその所有感を誰よりも楽しんでいるのは、間違い

ネーターの勉強をして実力をつけていきたいと話し

なく奥村自身。そう、伸び代は自分で作るものなのだ。

てくれた奥村。だけど…と前置きして彼女は続けた。
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PHOTO by Shinji Shimoda ／ WORDS by Dai Hashimoto

奥村の UNIQLO

限定価格

と

豆知識

新価格

【限定価格】

のひみつ

買う前に値札の元値を確認するのもお忘れな

名前の通り、特定の期間限定で商品が安くな

く! たまに 1000 円以上安くなっているものも !

るもの。 新製品やそのシーズンですぐに使える
即戦力も値下がりするところがこの限定価格
のポイント。 例えば、ある週ならセーターが通
常 1990 円のところが 1290 円になるといっ
た具合。この場合だと 30% 以上安くなって
いてかなりお得！
しかし、一定期間が過ぎると元の価格に戻っ
てしまいます。だから目星をつけておいて、限
定価格になったら即購入する、という習慣をつ
けるだけでかなりお得な UNIQLO ライフを送る

【新価格】

ことができる !

こちらは限定的なものではなく、シーズンが過
ぎてしまったり、売れ残った商品が安くなるもの。
限定価格同様お得ではあるが、少し待てばシ
ルバーのラックに商品が移動となり、更に安く
なることも多い。オレンジやイエローはトレンド
だけど派手で売れ残る可能性が高いです。
お洒落になりたい方、新価格を待ってチャレン
ジしましょう !
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米野真理子× GranT 一級建築士事務所

『HOMELIER Seminar』開催
ホ ムリエセミナ ー

PHOTO by Dai Hashimoto
WORDS by Hiroko Sonezaki

7 月 27 日の夕方。GranT 一級建築士事務所とシニアソ
ムリエの米野真理子先生との共催イベント「ホムリエセ
ミナー」第一回目が開催されました。
お気に入りの「衣食住」によって人生は豊かになる。今
回のセミナーはその中でも「食」にフォーカス。ワイン
の上手な開け方、上手な保存の方法などの家庭で実践
できるワインマナーやワインの歴史などを、米野先生か
らレクチャーして頂きながら、様々な種類のワインを頂
く、至福のひと時でした。
テーブルの上には、GranT で建てられたお住まいの模型
を展示。GranT スタッフも参加者の皆様の輪に入らせ
て頂き、住まいについても様々なお話を伺いました。お
気に入りの食事に相応しい空間づくり。その効果を体験
できる、素晴らしい時間でした。
初めての試みではありましたが、おかげさまで大盛況と
なったこの会。次回開催をお楽しみに。

8

会場は緑豊かな白川沿いにある米野先生のサロン。ワイン
が入っていた木製のケースや樽などがテーブルとして使われ
ていたりと、遊び心と気品を兼ね備えた上質な空間でした。
利きワイン大会では大いに盛り上がり、米野先生の出題に
GranT 陣は乾杯（完敗）！！
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COZY熊本

PHOTO & WORDS by Shinji Shimoda

『ブルーベリー Good な家づくりセミナー』開催
7 月 27 日、 西 原村『 文化 創 造 館 風 流（ カザル）』 にて、
COZY 熊本主催の『ブルーベリー Good な家づくりセミ
ナー』を開催いたしました。今回は夏休みということもあり、
“ 家づくりの第一歩を楽しい思い出にして欲しい ” という想
いから COZY 熊本が企画。当日は夏本番の天気にも恵ま
れ（？）、朝早くから 6 組のご家族が集合。まずは朝露に
濡れたブルーベリー摘みを楽しみ、矢野店長に
よる “ 家づくりの初歩 ” セミナーを受講。そして

上／とっても “ 映える ” 風流
（カ
ザル）さんの佇まい 左／店主
さん手打ちの特性そばランチ。
セイロ蒸しと天ぷら、デザート
まで付いてました。かき氷も美
味しそうだったなぁ

カザルさん特製の手打ちそばランチ（大人）を
頂きました。全ご家 族お子さま連れということ
もあり、とっても賑やかなイベントになりました。
9
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katsu

2020 No scale ﬁle

64

posts

186

230

followers

following

Follow
Hayashi Katsuhiko / 林 克彦
大学：福岡大学

出身：福岡県

趣味：ボルダリング、サイクリング、バスケットボール

2020 No

目標：旅する建築家
抱負 : 何事もチャレンジだと思っているので仕事もプライベートもチャレンジしたいです。

file
グエル公園の朝日 / スペイン

サヴォワ邸 / フランス

ヴェルサイユ宮殿 / フランス

バスケットボールでの交流

ボルダリング / アメリカ

スターバックス１号店 / アメリカ

/ イギリス
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katsu

posts
katsu

私にとって “旅” とは

現在 13 ヶ国。目指せ世界制覇！
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旅とは出会いである︒

しました

人と出会い

文化と出会い

katsu

いいね！

刺激と出会い

自分と向き合う︒

84 人が
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はじめまして

入 社 前 の 2 0 の 猛 獣 ③

２０のウッチー

［ ウ ッ チ ー ］

（内田大貴）です。

August 2019

UCCHI



梅は体が拒絶する

今は内定者として内定者ミッションや沼
津コンバージョンに参加してます。

うどんは絶対

靴下も集めはじめました。

設計志望でどのユニットに所属するかは

冷やし温玉ぶっかけ

今 年 中 に 、足 袋 ブ ー ツ

まだ決められていません。

買います！

ロジックの

今 回 は自己紹介するページを設けて
いただきましたので、来年度入社の

ロジックの皆さん
教えてください

皆さんと

20

話してみたいこと

のひとりの僕が

おすすめ家具

ど ん な ヤ ツ か知ってもらおう とい

一人暮らしするなら
熊本のどこ？

2020 No

うヤツです。

教えてズボラ飯

内

貴

田

題 し て「 U C C H I 」（ ク ル ー エ ル 風 ）
それではよろしくお願いします。

内 田
うち

だ

ひろ

貴

最近
このアーティストが熱い！

き

たくさん
話しかけて
ください

・ ・
の 建 築 以 外 の 好 き な も の

file
スニーカー

07

靴から服決めるくらい好き

１週間に同じ靴を履かない生活継続中

音楽聴くこと

熱い音楽とカッコいい音楽が好き

応援し合える人

何かを一緒に頑張った時の友達、先輩、後輩が大好き＆感謝

サンボマスターはピンチの時に聞く

08

14
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内 田
うち

だ

ひろ

僕 の 素

貴

き

r o o t s

食べるのが好き
うどんとたこ焼きは誕生日とクリスマス以外
だったらいつでも食べたい。
最近食べたセイロンていうお店のヌードル
カリーが激ウマでした！

目標は” 小さな建築家”

食べ物ではないですがビ
ールが好きです。おいし
いビールあったら教えて
ください！

僕は影響されやすい性格から
色んなモノやヒトに感情移入するのが得意。

だから、
使う人、作る人、そこに来る人、通る人を大事
にする。小さなプロダクトから大きな建築まで
にしっかりと想いを込めたものをつくる。

※梅食べれません。

影響されやすすぎる性質

そして、建築を伝えるのも仕事だと思っている。
建築をつくる過程や未来までを建築と一緒にデ
ザインし渡すのが実務でもやり続けたいこと。

ものすごく影響されやすいです。
音楽・映画・マンガなどなど、
、
、

有名建築家のように巨大で圧倒するような建築
をつくるのではなく、

音楽はバンドにはまってて「Hump Back」の
１つのライブに賭ける情熱に胸打たれて
「MOROHA」の何かをつかむ為にもがいてる

一つの小さな場所でもしっかり向き合って、
豊かな場所をつくる。
そんな小さな建築家になる。

歌詞聴いて自分の努力を正当化する。抱えき
れないほど重たい問題を
自分勝手に抱え、自分ら
しく表現していく姿がた
まらなくカッコいい。

映画は「神様はバリにいる」で

好きな建築家

起業したくなる。

中村拓志（NAP）
藤村龍至
谷尻誠（サポーズ）
手塚建築研究所
西田司（オンデザイン）

マンガ「BECK」を読んだら、表現することっ
てかっこいい。バンドかっこいい。そこから
９０年代のロックをひたすら聞いていました。

菊竹清訓
丹下健三
BIG

文字小さくてすいません。これからよろしくお願いします！
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C.School WEB

公開型社員研修
『C.School』
7 月の第４火曜日、C.School 第 8 回が開催されました。
お も き

今回の出演者は、上通りのオモケンパークで話題となっている面木

たけし

健さん

ともひろ

と、世界を旅する建築資材屋さんの堀部 朝広さんでした。
今回は前編として、面木さんの講演をレポートします！

面木

健さん

んは仰います。

熊本地震でオモキビルがこわれて…

オモキビルが無くなったゼロベースの空間。そこには

オモケンパークがあるあの場所に、かつては「オモキ

井戸が残されていました。 新たに建物を建てるよりも、

ビル」というテナントビルがありました。このビルは、

この井戸を中心に人々が憩い、多様性、寛容性、

面木さんがお祖父様の代から引き継がれたもの。 大

精神的豊かさを感じられる場所にする。 熊本の魅力

正から昭和初期にかけての「面木漆工場」、戦後の

を伝える、この街に来て良かったと思える新しい広場

「おしゃれ靴の専門店オモキ屋」、そしてテナントビル

を作る。このような想いから、オモケンパークプロジェ

「オモキビル」として、長きに亘り上通りを見守ってき

クトを構想されたそうです。

た建物です。

社会実験を経てわかったこと

しかし 2016 年、熊本地震が発生。 築 100 年とな
るオモキビルは大きなダメージを受け、止むを得ず解

オモケンパークの個性は「街中×グランドレベル×マ

体することに。更地となった土地は、建物があった時

イパブリック」だと面木さんは仰います。 街中に突如

以上に固定資産税がかかります。何かを建てるにして

現れる豊かな空間。 上通りと敷地の間に段差はなく、

も、新たにテナントビルを立て直すには２億円近い借

境界は曖昧になっています。そして面白いのは、開

金が必要。そして面木さんがこの時に考えたのが「果

放されていながらも「私有地」であること。そのため

たして、この人口減少の時代に、新たなビルが必要

公的な場であれば課されるはずのルールも、緩やかに

だろうか？」ということだったそうです。

できる可能性を持っているのです。
オモケンパークを作る前に、面木さんは広場となった

フェーズが変われば価値観も変わる

オモキビル跡地を使って、様々な社会実験を行いまし

日本の人口は、歴史上初めての下り坂を迎えていま

た。 中でも有名なのは、「０円ハウス」の活動で知ら

す。人口が多い時代は、物を作ればその分売れる時

れている坂口恭平さんと企画された「モバイルハウス

代でした。しかしこれからは、物を減らしていく時代で

計画 in 上通り」。

す。「減る」というのは一見ネガティブだけれど、人

モバイルハウスとは、車輪がついた土地に定着しな

が減る分空間は増える。それは豊かなことだと面木さ

い家。これをオモキビル跡地に二つ作り、緑を植え、
16
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「SDGs」の達成に貢献したいということも仰っておら

民営の公園として街に解放。モバイルハウスには地
元のハンバーガーショップが入りました。坂口さんと解

れました。

剖学者の養老孟司さんのトークイベントをここで開催

そして、オモケンパークのこれからについて、面木さ

すると、更に注目が集まるようになり、「ここをイベント

んが語られたのは「拡大」
「成長」ではなく
「縮充」
「成

で使わせて欲しい」という依頼も来るようになったそう

熟」ということ。 右肩下がりの階段のようなオモケン

です。

パークのロゴマークは、このことを表しているそうです。

このような社会実験の末に、建物を建てなくてもワク

建物のボリュームはオモキビルの６分の１となったオモ

ワクする「場」は作れるということを、面木さんは確

ケンパーク。 減少したことによって空間が広がり、豊

信されたそうです。

かさが生みだされました。これは、世界三大建築家の
うちのひとりであるミース・ファン・デル・ローエが提

上通りの縁側「オモケンパーク」

唱した「Less is more」という考え方そのもの。 少

そしていよいよオモケンパークプロジェクトが本格始動。

なくすることで、豊かになる。オモケンパークが目指す

建てる上での条件は、テナントビルを建てるよりもダウ

この世界観は、人口減少の時代を生きる私たち全員

ンサイジング且つコストダウンすること。地元の材料を

が学ぶべきものであると思います。

使うこと。 熊本の自然を感じられること。テナント貸し

Work In Life

はせず、自分たちで運営すること。 熊本のシンボルで
ある「地下水」を汲み上げる井戸を中心とした、売

オモケンパークプロジェクトを始動した後、面木さんは

り手・買い手ではなく「市民」として活用できる場所

ある新聞記事を見て驚いたそうです。なんと、その記

であることでした。

事には面木さんのお父様の言葉が記されており、街

建築ボリュームが少ないため、大手のゼネコンなどへ

中に緑を増やすこと、空き地を活用した市民の憩い

の依頼は断られてしまったそうですが、設計の矢橋先

の場を作ることが提案されていたとのこと。

生をはじめとしたご友人やお知り合いの協力によって、

自分の目指すものを、お父様も考えておられた。お

ついにオモケンパークが完成。 製材用には不向きな

父様の考えられていたことを引き継ぎながらも、自分ら

材料を合わせて作られた「CLT パネル」を使用した

しさをプラスして、今がある。ご両親やご先祖様がやっ

建物は、上通りに面した入り口から少し敷地に寄せ

てこられたことを尊敬し、自分のやれることを自分なり

て作られ、町との段差をゼロに。 建物内を通り抜け

のスタイルで取り組もうと、改めて思われたそうです。

た先に、現代的な手押しポンプで汲み上げられる井

“Work Life Balance” という言葉がありますが、面

戸を復活させ、阿蘇の木で出来たベンチがある公園

木さんにとっては “Work in Life”。 つまり、仕事か

のような空間に。 都市空間である上通りから延長した

人生かではなく、生き方の中に働き方がある。 最後

「上通りの縁側」のような空間が実現しました。

にこの言葉を語って頂き、一同拍手の中、面木さん
はご講演を終えられました。 熊本の上通りから日本の

Less is more

将来や世界の未来までが変わっていくような、ワクワ

上通りを「ソーシャルグッドな街」にしたいという面木

クするご講演でした。

さん。街の在り方・使われ方をデザインしていく「ソー

面木さん、ありがとうございました！

シャルデザインパーク」として、オモケンパークをクリ

次回 C.school 第９回 出演者は…
●椿原ばっきーさん／ PR ディレクター、熊本クラフトコー
ラ 発起人
●田村祐一さん／銭湯の革命家
こちらも面白い回になりそうです。
9/24（火）19:00 から、予定を空けておいて下さいね！

エイティブな人たちにも活用してもらいたいそうです。
また、この広場ができるきっかけとなったのが熊本地
震であることもあり、2015 年 9 月に国連総会で採
択された、 持 続 可 能な未 来を作るための 17 項目
17
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お城に赴き、お城を語る

お城探訪記
そ ね ざ き

曾 根崎 裕子 著

近世宇土城（後編）
前回までのお話…
豊臣秀吉の命により肥後南半に派遣された小西行長が、
名和顕考の後の宇土城主となる。 平野に新しい宇土城を
築くため、天草五人衆に協力を要請するが総スカンをくらい、
天草に出兵。しかしなかなか攻略することができず、肥後
北半分を治める加藤清正に応援を要請し天草を統治。キリ
シタン大名である行長はもともとキリシタンが多かった天草
地方の教徒を手厚く保護。 新宇土城も完成するが、領土
の境界線をめぐり揉めていた清正との不仲は、2 度の朝鮮

写真は熊本城の天守閣付近にある宇土櫓。清正によって奪われ
た、宇土城の天守だと言われていたが、それは間違いであるこ
とが調査で判明した。宇土城攻略後、清正に引き取られた小西
家家臣が、ここを任されたと言われている

出兵などを経て修復不可能となる。 秀吉が亡くなり天下分
け目の関ヶ原の戦いへ。 行長は西軍で参戦するが西軍側
の裏切り多発により大規模な戦いだったにも関わらず、勝
敗は半日で決してしまった…。

小西行長の殉教
西軍の敗退により、小西行長は捕縛され、さらし者にされ

関が原の戦いにて劣勢となり、敗走を余儀なくされた小西

た後、斬首された。

行長さん。 関が原にほど近い、伊吹山の中へ逃げた。そ

一方その頃、加藤清正は、家康から「自力で自分のもの

の山中にて、林蔵主という庄屋に出会う。

にできたら、肥後は全部君にあげるよ。」という書状をもらう。

行長さんは林蔵主に「私は肥後の領主の小西行長だ。 私

かねてより肥後一国を手中に収めることを狙っていた清正は、

を捕まえて徳川家康に引き渡せば、あなたは褒美をもらえる。

小西行長が合戦に出ており不在であるうちに、肥後南半国

連れていきなさい。」と伝えた。これを聞いて林蔵主は「何

（宇土・益城・八代郡）の城を攻め落とし、自分の領地に

言っているんですか、早くお逃げなさい。」と促したが、行

してしまった。

長さんは「私はキリシタンなので、ここで終わりと覚悟しても、

この時、行長さんに代わって城を守っていたのは、弟の小

自殺をすることができない。 連れて行ってくれ。」と答えたそ

西隼人。 敵方も認める程の采配で持ちこたえたが、関が

うだ。 林蔵主はその覚悟に驚きながら「分かった。」と言い、

原での西軍大敗の知らせを受けて降伏。「自分が腹を切る

家康の本陣まで行長さんを連れて行った。

から、家臣全員の命を救ってほしい。」という条件で降伏し、

捕まった行長さんは、石田三成と安国寺恵瓊（えけい。 毛

切腹した。そのため、小西家家臣はこの後、清正に引き取

利輝元を西軍総大将に担ぎ出した人。）と共に、大阪・堺

られた。

の市中を引き回された。 行長さんにとっては生まれ故郷の

憎きライバル・小西行長がキリスト教徒だったこと、自身が

堺。 最期の時を前に、どんな心持ちで町を眺めたのだろう。

熱烈な日蓮宗徒だったことから、加藤清正は領内の人々に

そしてその２日後、京都の六条河原にて処刑される。

対し、キリスト教の棄教を強いた。そして、これに従わなかっ

先に話したように、行長さんはキリシタンなので、処刑に際

た多くのキリスト教徒を弾圧、迫害した。

しても切腹はせず、斬首という方法を取られた。 通例ならば

18
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浄土教の僧侶によってお経をいただくが、これも拒否し、ポ

ジュリアおたあという女性

ルトガル王妃にもらった聖像を拝んだ後に首を討たれたと言
われている。

行長さんの死後、その親

切られた首はその後三条河原に晒されたが、行長さんの遺

類一同は身柄を追われた

骸はその後、イエズス会というキリスト教を日本に布教した

が、その 中で家 康に見

修道会（ザビエルでおなじみ）の人々に引き取られた後、
『告

初められ、大奥に侍女と

解の秘蹟』という、罪を神に許してもらう儀式を受け、キリ

して召し上げられた女性

スト教の方式で埋葬されたそうだが、どこに眠っているかは

がいた。

不明。

その女 性は朝 鮮 出 兵の

小西行長（洗礼名・アウグスティヌス）が斬首された話は

折、朝鮮から日本へ連れ

遠くローマまで伝わり、教皇・クレメンス 8 世さえもその死を

てこられ、小西家に猶子

悼んだそうだ。ヴァチカンで法皇による追悼を受けた唯一の

（養子よりルールがゆるい縁組）として引き取られたという、

日本人だともいわれている。また、イタリア・ジェノバでは、

異色の経歴を持つ人物だった。キリスト教の洗礼を受け、

行長さんの死から７年後、行長さんを主人公とする音楽劇

ジュリアおたあという名前を名乗っているが、本名は不明。

（AGOSTINO TZVNICAMINDONO）が作られる。 一方

ジュリアおたあ、一回聞いたら忘れられない名前。

日本では敗戦武将として扱われ、印象の悪い話ばかりが残っ

ジュリアおたあは、行長さんの正室・菊姫により教育を受け、
小西家伝統の薬学の知識を特によく吸収したそうだ。 行長
さんも菊姫も、彼女を大事に育てたらしい。 信心深い才女
に成長した。その才気に家康はコロッといってしまい、侍女
として側に置き、寵愛した。
他の小西家の人々と同じく、彼女のキリスト教への信仰は
本当に強いものだった。 昼は侍女として働き、夜は祈祷し
て聖書を読むという生活を続けた。 彼女によってキリスト教
信仰に導かれた者も多くいたらしい。
この頃キリスト教弾圧を始めた家康は、ジュリアおたあにも
キリスト教を棄てるように迫るが、彼女はこれを断固として受
け入れなかった。 併せて、正式な側室にしてやるという家
康のオファーにも難色を示し、これに怒った家康は、彼女
を島流しにした。その後何度も「言うことを聞けば許してや
るぞ。」と赦免をチラつかせた家康であったが、ジュリアお
たあはこれに一切動じず、この後更に２度の島流しを受ける。
なんという信心深さ。その後大阪の神父の援助を受けて島
を脱出し、長崎に渡ったと言われているが、真相は定かで
はない。
ちなみに、サザンオールスターズの『夢に消えたジュリア』

近世宇土城の本丸跡は公園化され、悲運の武将 “ 小西行長 ”
の銅像が西の空を見つめるようにして立っています

と言う曲があり、ジュリアおたあ伝説を思わせる歌詞なのだ
が、この曲はピンク・フロイドの『夢に消えるジュリア』をも

ていくことになる。

じって作った曲で、ジュリアおたあのことは、歌詞を書き終

戦争があまり得意ではなく、人脈と交渉術で世界に認めら

えてから知ったらしい。ソロでどうにかこうにかカバーしようか

れた小西行長さん。 資料なども消されてしまったため、国内

なあ…。

では未だ不明なことが多い。本当はもっと素敵な人だったん
だろうになあと、ぼんやり想いを馳せる。

次回『その後の宇土』へつづく
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Coordinator's
ロジックアーキテクチャ企画部：國松が
お客様のお家をご紹介します。今回は…

VOICE
熊本市西区

T 様邸

Q. このお家のコンセプトは？

Q. 見所ポイントなどを教えてください

日当たりは良いが東西に長い敷地で、元竹林だった

シンプルな細長いボックス型の外観。リビングの勾配

傾斜地。そのおかげで 130 坪もある土地が相場の

天井や、リビング横の腰壁（裏は本棚）で区切られた

1/3 の価格に抑えられました。土地の長さをデメリッ

ワークスペース。それから約 4 畳の玄関土間は、そ

トではなく、間口の広さと捉えた空間の広がりのある

れに続く廊下と子供部屋の仕切りを解放すればひと

家を目指しました。T 様ご家族も子供たちが走り回っ

つの空間になり、子どもたちの遊び場に早変わり。

たりできる開放感のあるお家を希望されていたので、

LDK は 22 畳ほどあり、奥様が希望されていた「キッ

随所に回遊でき、南側にテラスや土間、ワークスペー

チンからパブリックスペースにいる家族が見渡せる」

スなど、特徴のあるスペースを設けました。

ことも可能にしています。
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0 1. 細 長い 敷 地に逆らわずライフスタイルから導き出された 建 築 家のプランは約 2 0 m のお家
0 2 . ナチュレウォール（ 木 部 ） で 囲まれた玄 関 周り
0 3 . オーク材 の 無 垢 材 の床と同じオークの天井。間 接 照 明 の 温かみが増します
0 4 . コンクリートのような表 情を持 つグラフテクトのキッチン。 ダイニングテーブルもセットで
0 5 . 西 側 正 面 のシャープな 印 象 のファサード。 南 側 中 央 の 玄 関までア プ ローチを 作り、 なお
かつ 内 部 動 線は 短くなる
0 6 . ダイニングキッチン横 のワークスペースは 、 子どもたちのお 気に入りの 場 所
0 7. 今は兄 弟 仲良く同じ部 屋で 寝ています。 将 来 的 には間 仕 切りも可 能な子ども部 屋
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08

吉岡
孝樹 邸

道路寄りに植わっているのは桜
の木。2 階のダイニングからも
眺めることができる。夜はライ
トアップして、みんなのお散歩
のおたのしみポイントに

建築に萌えるロジックのスタッフが、身近な建築
の萌えポイントを紹介する “ 萌え建 ”。
第 6 弾は鹿児島市にお住まいの元シンケンスタイ
ル吉岡孝樹邸。 育ち続ける住宅の秘密を調査 !
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「玉手箱」と表現される吉岡 考樹 邸。
そこから出てくるのは雲煙、ではなく素敵
な暮らしぶりを見せる元シンケンスタイル
吉岡さんとその奥様。 中を覗けばご家族
と共に歴史を刻んできた、 愛着がたっぷ
り詰まったお家でした。
※吉岡さんには現在、株式会社ロジックで、
『住まい方・暮らし方』アドバイザーとして、
毎月研修を行っていただいております

右上／少し離れた高台から眺める吉岡邸は、木々に埋もれ全貌が窺
い知れない 中左／地形や土地選びの経緯をお話しくださった吉岡
さん 中右／鬱蒼と茂るクスノキと蔦。ジブリ感満載。近くには手
作りジャムの無人販売所がある。ゆずジャムがお気に入りで、売っ
ているのを見つけると嬉しさのあまり走って買いにいってしまう

PHOTO by Dai Hashimoto & Shinji Shimoda
WORDS & TITLE DESIGN by Yukie Ohara
RESEARCH by Team"Moe-ken"
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こつこつ育て上げた家
ジブリ映画に出てきそうな、物語的な佇まい。
その正体はおそらくこの圧倒的に生い茂る緑のせい。
昔の写真で確認すると、やはり住み始めからはこう
はいかなかった模様。建築当初は葉が少なく、今見
るとなんだかくすぐったい感じ。それをここまで育て
上げたのはやはりこの家で過ごした17年間の積み重
ねの賜物である。もちろんいまでも植栽のお手入れ
は欠かさない。一日の始まりは道に落ちる葉の掃除
から。漲る豊かさはひと手間の積み重ねから成って

上／成長の早い常緑樹クスノキを植えて、周囲からの視線を遮
る植栽とした。17 年経った現在は大きく育ち住宅の全貌が見え
ないくらい 下／エントランス横のシンボルツリーは桜。根元
には建設当初には生えていなかったシダやツワブキなどが、周
囲から運ばれてきた種子から芽吹き、里山のような植え込みに

いる。
を運び、周囲の環境を肌で感じるだけでなく、土地

暮らす“場所”の選び方

の手付金を払う前までにプランを描いた。その場所
に家が建った状態をイメージできるようになってから、

熊本から車で揺られること2時間、鹿児島に建つ吉

契約を決めた。当時吉岡さんが所属していた「シン

岡さん宅に到着すると、家を眺める間もなく少し歩

ケンスタイル」で大切にしていたのは「採光・通風の

いたところにある小高い土地に案内された。まずは

計画」「目線のコントロール」「近隣建物の窓の位

ちょっと遠巻きに家全体を眺めてみる。少し静かな

置」「人と人との心地よい距離感」「自然に団欒や

住宅街。すり鉢状の土地の先端、一番低くなった角

コミュニケーションを生み出すしかけ」等々。吉岡邸

地に建っている。一般的な感覚であれば良い土地と

でも、すぐお隣に建つお家や、ご近所さんとの関係

は言えない。でも遠くに海が見えて、心地が良く、何

性が印象に残った。家づくりは建物本体“ハコ”だ

より家族が気に入っていた。更地の時から何度も足

けに納まらない。その周辺環境やご近所づきあいも
が暮らしを左右する重要な要素なのだ。
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ガレージの側には薪置き場。薪屋さんのご近所の方がいつの間
にか補充してくれるそう

ガレージの上には家庭菜園コーナーが出没。ここで
育てた野菜はすぐ横のキッチンで調理され、新 鮮
な野菜が食卓に並ぶ。お隣の樹木がガレージ上ま
で侵入しているので、このお手入れもついでにやって
しまう。逆にお手入れしてもらう樹もある。お隣も桜

擁壁とガレージの支柱の隙間を利用し、DIY で棚
を作ったお話をされる吉岡さん。キャンプ道具な
どの車への積み込みが楽なのだそう

を植えているので、春には近隣一帯が一つの桜の
名所のようになる。お家を通したコミュニケーション
が成り立っていた。

ガレージ上の菜園。プランターの台も吉岡さんの手作り。
「ここに水道はないけれど、
蓋を閉めたままでも雨水が溜まる IKEA のダストボックスは重宝しています」
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パブリックとプライベートの緩衝地帯ともいうべく、シンボルツリーの
桜や植栽、ガレージなどとゆるく繋がる吉岡邸のエントランス。訪れる
人を木の床が柔らかく迎え入れる。表札の文字はなんと白チョーク

窓の外にはガレージ裏が見える玄
関横のワークスペース兼シューズ
クローゼット兼収納。北側で暗い
が、なんとも落ち着く空間。本来
は吉岡さんの書斎でもあるが、娘
さんが受験勉強期間中に間借りし
たほど。回遊性もある

26
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上左・上右／ 1 階和室の南西側のテラスには桂の木が優しい木陰を作る。
中右／吉岡さんに畳に転がり外を見上げるリラックススタイルをご指導
いただいた 中左／生活スタイルの変化に合わせ多用途に変わって来た
和室。夏場は布団を敷いて寝室にも使用する。休日には読書コーナーに
も。壁に埋め込まれ気配を消したスピーカーからは、静かな BGM も流
せる 右下／シンケンでは珍しく床の間がある
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和室のテラス奥には、竹や紅葉の木があるお風呂前の坪庭が見える

28
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左／高級温泉旅館の心地よさををしの
ぐという吉岡邸の木風呂。風呂桶は置
いてあるだけなので、持ち上げれば裏
側まで掃除ができるという。冬以外の
メンテナンスは坪庭の窓をあけ放ち乾
燥させる「お手入れは風通し命です」
右／湯船から見える風景。確かに毎日
が温泉宿気分

住むほどに好きになる家
シンケンスタイルが大事にしているのは「四季の移
ろいが感じられる、自然と共生する家」「家族がい
つも仲良く生き生きと暮らすことができる、情愛を育
てる家」。全体的に木で仕上げられているため、経
年で培われた”味わい”に凄みを感じる。
驚いたのは、吉岡さんの奥 様の自邸への愛。住宅
業界で営業をしていた吉岡さんに負けないくらい、
お家づくりのエピソードを語ってくれた。お家のディ
ティールひとつひとつもさることながら、嬉しそうに
話すその姿が愛らしかった。

階段ホールは吉岡家では “ 踊り場ギャラリー ” と
呼ばれている。1 階からも 2 階からも意外と見え
にくい格好の収納場所

29

Logic Times

左／西側デッキからの風景。風に揺れる木漏れ日の心地よさに、思わず何枚も
シャッターを切った 右／東側には 5 人掛けのダイニングテーブルが置かれ、奥
にはキッチンが見える

30
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窓から竹が見える小さなダイニングコーナー。お風呂のちょうど真上。珈琲を飲みながら読書し
たりするのに良さそう。吉岡邸はどこにいても快適で、その快適さがちょっとずつ違う。季節に
よって陽の入り方、風の抜け方が変わるので、一日として同じ快適さはないのかも。住まい方を
楽しむお手本にしたいと素直に思った

『家づくりはものづくり』
吉岡さんの家を見ていると「家づくりはものづくり
だ」ということに気付いた。考えてみればあたりまえ
のことかもしれない。けれども近年、世の中では家は
「買う」ものであるという印象が強いように感じる。
家は暮らしをつくるツールのひとつにすぎないのかも

2 階のリビング・ダイニング。南側と西側に連続する
広いメインデッキがあり、窓をすべて開ければまさに
拡張リビング。来客時には BBQ パーティーを開くそ
う。日常的にデッキでディナーも楽しむとのこと。木
に囲まれた 2 階デッキだから周囲に気兼ねがない。ダ
イニングテーブルは夏仕様で、冬場はソファセットが
置かれ、薪ストーブに火が入る

しれない。だけど、行動を、感覚を、人生を左右する
重要なツールだ。だからこそ、その時々に応じて、い
ちばんしっくりくる、自分だからこそ、のスタイルに変
化していくことが必要なのだと思う。家は人を変える
けれど、人もまた家を変える。吉岡邸の豊かな暮らし
づくりに余念のないのないスタイルは、まさに「理想
の暮らし」そのものだと感じた。

《date》
設計：シンケン代表 迫 英徳
1950 年鹿児島生まれ。1977 年にシンケンスタイルを設立、
家のコンセプトを施主に明快に提案する「迫メソッド」によ
り「シンケンスタイル」を確立。
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D's Gallery
PHOTO by Dai Hashimoto
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#casamarche

#wataridoricoffee

#santeriacurry

#trainingcurry

#ikurutable

#voyagerbar
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# 大場堰
菊池渓谷は「日本名水百選」や「水源の森百選」
などに選ばれており、かなり人気スポットです。
その美しさは福山雅治が出演するビールの CM
で使われたほど。その人気スポットから、車で
10 分ほど離れたところにあるのが大場堰。名所、
菊池渓谷に負けない魅力がそこにはありました。
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この日、天気は快晴。菊池の空は真っ青でアニメのようでした。
この大場堰、一番人気は７m の高さからダイブすることのできるこの吊り橋。
ロジックには子どもみたいにはしゃぐことのできる仲間がたくさんいます。
たまに度が過ぎることもありますが、それもまた良し。
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PHOTO & WORDS by Dai Hashimoto
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Recommended shop

ルノー熊本さん
2019 年 5 月 21 日、 新 型
「 メガーヌ ルノースポール
（R.S.） トロフィー R」 が、
ドイツ・ニュルブルクリンク
の北コース（20.6km）にて、
前輪駆動の市販車で世界最
速となるラップタイム、
『7
分 40 秒 1』を記録

オランジュトニックという新色をまとったメガーヌ RS スポー
ル。排気量 1800cc ターボエンジン／電子制御 6 速 AT。パ
ドルシフトで操ることもできる。なんとこの車、速度域に応
じて後輪も舵角する。440 万とルノーで一番価格が高い車種

男はいつだって “ オーバースペック ” に憧れる

PHOTO by Dai Hashimoto &
Shinji Shimoda
WORDS by Dai Hashimoto

「それって必要なの？」と言われるものに心奪わ

る。まるでハリウッドのアクション映画でヒー

れ、ついつい散財することはないだろうか？僕に

ローが風を切り裂き、空を飛ぶような音だった。

はたくさんある。

テンションが上がらない訳がない。

ファッションであれば、極寒地仕様のアウターな

シートにはスウェードに似たアルカランタという

んてまさにそうだ。熊本の冬には確かにオーバー

素材が全面に使用されていて、そこに施された

スペック。でも無性に欲しくなる。特殊な素材が

レッドのステッチがアクセントとなり上質感を演

使われていたり、他の服にはない着方、楽しみ方

出している。スポーツカーなのにスパルタンという

に触れたとき、何事にも代え難い感動と出会うこ

よりラグジュアリー。

とができる。

走行モードをカスタマイズできる機能も搭載。

MEGANE R.S. に乗っている数十分、そんな感動

通常の「ニュートラルモード」をはじめ、パワフ

の連続だった。エンジンをかけると、映画館さな

ルなエンジン音と路面感覚重視のパワーアシスト

がらの迫力のあるサウンドがドライバーを出迎え

特性のある「スポーツモード」。サーキット走行
36
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上質なのにどこかレーシー。6 時あたりがカットされたは D 型ハンドルの裏にはパドルシフトが備わり、ハンドルから手を離すことなくマニュ
アルモードのシフトチェンジが可能。ルノーが長年力を注ぐモータースポーツからのフィードバックだ。メガーヌの側に立つオーナー風大ちゃん

を前提とした俊敏性のある「レースモード」など

確認しながら、アクセルとブレーキでコントロー

全 5 種類の走行モードがあり、モードに合わせ

ルするだけで駐車できる優れもの。

て社内照明のカラーや表示される情報、空調まで

僕は今回、縦列駐車でこの機能を体感させても

同時にコントロールできる。

らったが、確かに楽チンだった。駐車完了し自然
と拍手が起こる。感動冷めやらぬ僕に、助手席に

「私は街乗りしかしないし、ニュートラルモード

座っていたルノーの萩原店長が一言。

以外いらないかな」なんて思っている人もいるか

「まあ日本、特に熊本では縦列駐車する機会なん

も知れないが、きっとそんな人もこの車に乗ると
スポーツモードでパドルシフトを操り、機敏な加減

てほとんどないんですけどね（笑）」

速の虜になるに違いない。アクセルの開度にダイレ

そういえば、自動車学校以来の縦列駐車だったか

クトに反応するのでスピード超過には十分注意し

もしれない。しかし、凄かった。

よう。

オーバースペックであることが不要なことなんて

駐車時は車体に搭載された 12 個のセンサーがア

ないのかもしれない。
「それって必要なの？」と言われることに、いく

シストしてくれる。ドライバーのハンドリングを

つになっても感動していたい。

必要とせず、スクリーンに表示された周辺状況を

ルノー熊本
https://www.renault.jp
〒 860-0079

熊本市西区上熊本 2-4-15
TEL：096-211-2323
営業時間：9:30-18:30
定休日：火曜日、第一水曜日
※第二水曜日も定休日の場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

こちらは如何にもパリの街角が似合いそうなトゥ
インゴ。オーナーの約 6 割以上が女性だそう。
キュートなスタイリングとは裏腹に、900cc ター
ボエンジンはとってもパワフル。なのに最小小回
り半径 4.3m と軽自動車も顔負け。RR 駆動

Google Maps
ご案内頂いた萩原店長

37

Logic Times

PHOTO & WORDS by Shinji Shimoda

簡単！美味しい！ひと工夫！

（ ガ ス パ チ ョ ）』
Gazpacho

ロジ╳デリ第１回目のレシピは

『

情熱の国、スペインのアンダルシア地方で生まれたこの料理は（正式には
“Gazpacho andaluz” ガスパチョ・アンダルスと言います）。太陽の恵み
を浴びた元気いっぱいの夏野菜で作る、夏にぴったりの冷製スープです。
生の酵素を摂ることで身体のダルさや夏バテ防止に最適の、凝縮された、
まさに飲むサラダ！真夏の南スペインのバルでは、駆けつけ一杯、冷んや
り真っ赤なガスパチョが目の前にサッと出されることも（笑）。暑い夏を乗
り切るこのクールな食べ物『Gazpacho』。
簡単に作れて美味しいポイント☆伝授します！！
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■ 2 人分
《調理時間：約 10 分》
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《材料と下ごしらえ》２人分
●完熟トマト（湯むきをする、トマト缶でも OK）
…300 ～ 400g
●きゅうり（皮をむき 2、3cm 幅にカット）
…1/2 本
左／ 2 人分の材料 右
／パプリカの皮を焦が
して剥いたもの。この
ひと手間が重要

●赤・黄パプリカ（たて半分にカットして種を取
り、グリルで焼く ★ POINT １）…2 ～３個
●たまねぎ…10g（ サラダたまねぎも良いです
ね！）

★ POINT １

●にんにく…ちょっと（2g）
●バゲット（食パンでも OK。白いところだけ手でちぎる。
表面は食べちゃえ！）…2 切（15g）
●シェリービネガー（ワインビネガーやレモン汁でも可★

パプリカはグリルで焼いて（焼きナスの
要領で！）表面を焦がす。皮が簡単に
にむけて、凝縮した甘味がグッと引き
出される。焼くのが難しい場合は、種
を取りそのまま 2 ～ 3cm の角切り

★ POINT ２

POINT ２）…大さじ 1
●オリーブオイル…大さじ 1

シェリービネガーが手に入れば是非！
味に深みが出る

●塩…1g

《作り方》
♳すべての材料をミキサーにかけて、なめらかに
する。
（★ POINT ３）
♴食べる直前までよく冷やしておき、キンキンに
冷やした器に注ぐ。彩りに 5mm 角に切った
左／トマトペースト、調味
料、すべての材料を混ぜる
右／ミキサーにかける

★ POINT ３
出来ればミキサーにかける前に全ての材料をボール
等に入れて冷蔵庫で半日ほど寝かせる。材料を寝
かせる（マリネする）事で、味が馴染みまろやかに
なる

きゅうり、パプリカ、たまねぎ等を散らし、オ
リーブオイルを少量をかける（分量外）。
以上。簡単すぎる…失敗するはずがない！！
さらに、冷やすのが待てなくて直ぐに食べたい～
と言う場合は、材料と一緒に氷を入れてフロー
ズンタイプのガスパチョに仕上げても OK ！
濃度や酸味は材料の分量によって自由自在、情
熱の国スペインの飲むサラダ！ぜひ、作りながら
お好みの味を見つけてくださいネ。
2 日目の方がさらに美味しい！！
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S's Gallery
PHOTO by Shinji Shimoda

何気なく撮った葛の質感にパソコンに取り込んでから驚く

#sigma #dp0quattro
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吉岡さん宅で奥様手作りのチーズケーキをご馳走になっている時、菩薩様のほほえみを見た
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#leica #summicron50mm
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7 月 23・24 日、ユースピアで行われた全社員研修 2days を終え、ロジックの存在目的を共有し、新たな目標（アクションプラン）を掲げる

“ 今日を頑張った自分へのご褒美 ” を
教えてください ! 匿名でも OK です。
ご投書いただいた方の中から抽選で 2 名様に
『アラン・ミリア』のフランス産フルーツジュース
（ルノー熊本さん提供）をプレゼント！

読者アンケートにご協力お願いします。

LogicTimes

いつもご愛読ありがとうございます。今後の誌面
充実、内容向上のため、簡単なアンケートにご協
力くださいませ。右の QR コードを読み込むか、
下記 URL からお願いいたします。
https://customform.jp/form/input/22738/

● 変態カメラを買いました。SIGMA dp0quattro は 21mm 単焦点固定式レンズ。Foveon センサーは ISO 感度

編

400 以上は粒子が荒れるので、もっぱらモノクロで撮影しています。一般的なカメラが首位打者的だとすると、
内角低め専門で場外まで運ぶような、ハマればものすごい描写をする、そんな変態的カメラ。何かに秀でるた
めには犠牲は付き物なのかも知れません。カメラに撮り方を、ひいては生き方を教えてもらう毎日です（下田）

集

● LogicZINE にて投稿した「萌え建記事＠オモケンパーク編」。嬉しいことに、オモケンさん自身の広報活動に
も利用していただいているそう。社内報に載せた文章からまたリライトして LogicZINE に載せています。時間

後

をかけて、魂込めて書いたので、是非読んでみてください！（ゆっ P）
● ここ１週間で、僕のリスペクトするカメラマンさん 2 人とお話する機会がありました。やはり、技術で食べてい

記

る人はマインドまでプロでした。もっとファンになっちゃいました。大変恐縮ですが、最近写真を褒められるこ
とが増えてきたので、この勢いで小銭が稼げるくらい上達したいです。僕で良ければいつでも何でも撮ります
のでお声かけください。
（ダイゴロー）
● 最近おばあちゃんと呼ばれがちなのですが、このあだな結構気に入っています。早く素敵なネオばあちゃんにな
りたい。
（曽根崎）
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