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「岡田淳の世界に触れて」

日常の片隅から始まる冒険
地元に絆のある方々の文章を編纂した『岡本

わが町
やまと

岡本からの文化発信』
（ 編者中島俊郎、発行者廣岡倭、
神戸新聞総合出版センター刊）をいただいた。団塊世代
で新しい児童文学の世界をつくり、いま次世代、次々世代

想像力が動き始め、遠くまで出かけていく。図工の先生に
なって教えることと、ご自分の作品を書いていくことと、最
初はどっちが大事だったかお聞きしてみた。
「学生の頃もう両方同じだけ大事でした。幼い頃から、

へ広く作品が読み継がれている岡田淳さんが、今回は漫

自分は科学者か、漫画家か、もしかしたら童話作家か、
ど

画家として参加し、商店街のシンボルである石畳のこと

れかになろうと思っていました。たぶん、
ドリトル先生（註

を描いている。
「いしだたみ君」が、岡田ワールドの中で

―ヒュー・ロフティング作）や、ディズニーの映画、手塚治

淡く自由な恋をするエピソードだ。

虫などから刺激を受けました」

幸運にも会ってお話をお聞きできた。作品の主人公と

そんな表現の世界の入口に、転校（引っ越し）体験があ

同じ、言葉と表情に魅了された。岡田淳の世界は、子ども

ったということを語っていただきとても腑に落ちた。生意

も大人も多くの読者がひきこまれ、その感動の場所を大

気だが一気に理解できる気がした。西宮のモダンな住宅

事にしている。物語の原点は小学校の図工科の教室で、

街に育ち、お父さんお仕事のいきさつがあって大阪の下

先生と子どもたちが一緒に何か作ったり、考えたりするた

町へ。
「千林商店街」の雑踏に、ひとりの多感な転校生が

めの空間。小学生の普通の日常の中から、子ども自身の

立っているのが目に浮かぶ。
「事業で人に騙されて失敗した父からは、人や人生に
・ ・・・
対する肯定的な見方を教えられました。
どんな場合も、世
界とちゃんとつながって、自分が生きていけるという希望
を与えられたと思います」
特別な自然や環境の中からではなく、普通の学校や家の
中や公園の隅のふとした出来事から、心の冒険が始まり、
その体験をみんなで共有していく。これは岡田文学の変
わらない本質のように感じられる。
いつからか阪神間に帰って来て、岡本付近に「ひっそり自
由に暮らしています」
という岡田さん。童話を書き始めた
頃、岡本の古い喫茶店で友人の画家浦川良治さんと作っ
た『わすれものの森』
（ BL出版刊）が6月に共著として出版
されている。昔「ねべりよん」のペンネームで刊行された
本の復刊。
「りよん」は「良」
と「淳」から、
「ねべ」は「寝屁」
から来ていて……残念この話は面白すぎて書けません。

申し込み法・料金支払い法

ルピナス遊学サロン

お電話で （午前10時〜午後5時

078‒ 451‒ 0418

7月〜8月の教室スケジュール

講義・講師ガイド

参加料お支払いは当日受付へ

記事の全て、詳細はメルマガ、ホームページをご覧ください

いつからでも参加できます！

http://lupinus-yugaku.com/

2回で学べる ドゥワセラピー 手のツボ講座

自然に生まれて来る詩のことば
〜やわらかい感性で表現との出合い〜

手にあるツボを覚えると、腰痛・肩こり・膝痛などはそ
の場で改善できます。一 生 涯ずっと使えるセルフメン
テナンスの決定版。臨床技術も確実に学べます。

橋本 例子
アジアン・ハンドセラピー協会
インストラクター

新しいことばの 体 験を 通して、ひとに心を 伝える喜び
を、一緒に語らいながら身につけていきましょう。あな
たらしい詩や文章のスタイルがきっと見つかります。

第1・3金曜日 13: 30〜15: 30
7月3日(金)・17日(金)、8月7日(金)・21日(金)
料金：2回で10,000円 理論と実践
(磁気共鳴装置による全身測定を含む）

※履修者の復習受講は各月1回目に2,600円で可能です。

てらだ

そう

寺田

操

第2金曜日 13: 00〜15: 00
7月17日(金)・8月14日(金)
料金：2,000円 (テクストなど提供）

（コラムニスト・エッセイスト）

ワイヤーアートの願い石アクセ

心癒す暮らしのアクセサリー作り
サンキャッチャー、スワロフスキー風、クリスタルビーズ

ワイヤーワークの 基 礎を学びながら、アートワイヤー
でパワーストーンを飾ったアクセサリーを作ります。さ
りげなく石を身に付けて願いが叶えられますように。

光と虹を貴 方のお部屋に導き入れるサンキャッチャー
を、実 用的なアクセサリーとして作ってみましょう。順
を追って多彩な技術を身につけて。フリーのアクセサリ
ー作りもOKです。

第2火曜日 10: 30〜12: 00/13: 30〜15: 00
7月14日(火)、8月11日(火)
料金：2,000円 (材料費別）

塩野浩子

（服飾デザイナー・整体師）

スタイリストが教えるアクセサリー講座

脳タイプ別

アクセ専用パテにデコレーション、しかも盛り放題！
あなたのイメージに的 確なアドバイスで「こんなの 欲
しかった！」アクセを作れちゃいます！

（COLOR CROWN 主宰）

テーマ別集中型レッスン

第1・3火曜日
10: 30〜12: 00/13: 00〜14: 30/15: 00〜16: 30
7月7日(火)、21日(火)・8月4日(火)、18日(火)
おおぐろ ゆ か こ
料金：レッスン3,000円
塩野浩子 大黒裕佳子
アクセサリー作り材料費 1500円
（パーソナルカラー・ラボ「ラシーヌ」主宰）
（ルピナス遊学サロン
代表）

西欧で15世紀以前からあったとされるタロットカード。
ウェイト版を中心にイメージを膨らませながらカードの
意味を探り、楽しいお話でひと時を過ごしましょう。

第3木曜日 15: 30〜17: 00
7月16日(木)、8月20日(木)
料金：2,000円

おやじサークル

芸術・文学・映画・雑学の自由な交流（主宰：吉田光夫）

内田樹をまだつづける① ２回完結
「最終講義 生き延びるための七講」 (文春文庫)
■7月11日（土） ・ 8月8日（土） 18：00〜20：00
■参加費：2,０00円（飲食自由）

第3水曜日 18: 30〜20: 00
7月15日(水)・8月19日(水)
料金：レッスン1回 2,100円

〜人生を楽しむツールを持ちましょう！〜

まだまだ真偽は不 明ですが、前号でご紹介した金 鳥山に伝
わる古代文書。周囲の古代遺 跡や調査記録と関連付けなが
ら、研究書を読んでおきます。

土曜倶楽部

※おうちで撮った写 真を基にした個 別

タロットカードを学ぶ教室

〜金鳥山の古代の謎を追いかけてみましょう！〜

ゲスト：南 正雄
司会：吉田光夫

ピッタリお片づけ

〜スッキリするきっかけが欲しいあなたに〜

「カタカムナ」を語ろう（2回完結）

ゆとりの放課後

第4火曜日 13: 30〜15: 00
7月28日(火)・8月25日(火)
料金：2,100円

相原由子

（ルピナス遊学サロン 代表）

浅野千絵

日曜除く）

塩野浩子
（ルピナス遊学サロン 代表）

施術コーナー

腱引き

第2・4水曜日
10:30〜12:00/13:30〜15:00/18:00〜19:30
7月8日(水)、22日(水)・8月12日(水)、26日(水)
料金： 2,500円

施術師・ 相 原

由 子 さん

武道に由来する古式腱引きを、現代的に改良した筋整流法の施術。筋肉位置の
歪みを除くことで血液・リンパ液などの循環が良くなり、代謝が上がって熱を
産む（産熱）身体になり抵抗力、治癒力、免疫力等の『生命力』がアップします。
※施術時間はお 1 人約 30 分です。
・21日（火）、8月3日（月）
・17日（月） 10：30〜16：30
■日程：7月6日（月）
■施術料金：3,000円 ※要予約（当日でも可）

ギャラリーイベント

高田 英子 Jazz
Live
ジャズシンガーでありマラソンランナーという
スーパーレディのアコースティックなライブ！

●髙田英子(vo)
●リキュー(アート)他
■9月12日（土）17時 〜
■ギャラリールピナス
■入場：2000円

夏休みの宿題出来ちゃうよー（レシピシートプレゼント）

ペットボトルでカンタン手作り石けん
材料持ってきて！
１ℓ以上のペットボトル＆牛乳パック
石けんカットは翌週の30日(水)。見学参加
もOK!完成持ち帰りは8月19日(水)。
7月23日(水) 午前10：30〜
参加費：2000円

シャカシャカアロマ
バスソルトも作って当日お持ち帰り！
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