この瞬間に集中する

中にこそ人生の意味がある

東京から疎開先に向かう列車の中で産声を上げ

東方文化支援財団 代表理事

どうにもならない経験から生まれた
「どうでもいいや」
の価値観

自暴自棄ではない戦闘的な精神で道理を嫌う

経営者としてはプロだが経済人向きではない

自分を助ける為、
ある種の逃避が
「冬眠」
現象となって

中野 善壽氏
1944 年生まれ。伊勢丹を経て、婦人服専門店鈴屋へ転社、代表取締役専務就任。
香港で仕事をし、1970 年代、パリやニューヨークでも仕事をし、旅行が好きで世
界 100 カ国以上を旅したことがある。退社後、1991 年 台湾に渡り、中国力覇集
団百貨店部門代表就任、
2002 年 遠東集団董事長特別顧問及び亜東百貨 COO 就任。
2011 年 寺田倉庫代表取締役社長兼 CEO となり、拠点である天王洲アイルをアー
トの力で独特の雰囲気、文化を感じる街に変身させ、2019 年退社。2015 年より
中華民国 ( 台湾 ) 文化部国際政策諮問委員 ( 顧問 ) 就任し現任。2018 年 モンブラ
ン国際文化賞を受賞後、東方文化支援財団設立、代表理事現任。地域や国境を超
えた信頼感の醸成をはかり東方文化を極めたいというビジョンを持ち活動。
2021 年 8 月 ACAO SPA & RESORT 代表取締役会長兼 CEO に就任し現任。
著書に「ぜんぶ、すてれば」
（ディスカヴァー・トゥエンティワン社）
、
「孤独か
らはじめよう」
（ダイヤモンド社）がある。
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大事に生きるその瞬間の

自分の仕事は決めること
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ブッダの精神が理解できる地域で支援活動を始め
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地域再生アートが根付く街づくりを熱海で実践

7

アートには乱暴な人を優しく、
魅力に気づいていない街を美しく変える力がある

死ぬ間際、
最後の 秒で良かったと思えるかが人生のすべて・
・
・

10

今日がすべて、

小林 康生氏
越後 門出和紙 代表
1954 年 新潟県柏崎市高柳生まれ。1982 年 地域おこし「水曜会」設立、都市と
の交流運動やかやぶき民家の修復、じょんのび村構想に関わる。
1985 年 朝日酒造平澤亨氏より依頼を受け、清酒「久保田」の誕生に伴う和紙の
ラベルを委任され今日に続く。イスラエルのイズハル・ニューマンが 1 年間の研
修に来日。以来交流が続き、その後海外からの研修生を受け入れる。
1986 年 工房の総称を「越後門出和紙」と命名、代表となる。1991 年 門出かや
ぶきの里「交流の宿」運営に携わり今日に至る。1998
年 建築家隈研吾氏と知己
ひかり
を得、高柳町「陽の楽家」の内装・外装全面和紙貼り、サントリー美術館「ひか
り壁（2008 年）サンパウロ・ジャパンハウス（2016 年）フランス・パリ（2017 年）
メッシュ和紙の現地制作に関わる。集大成として「大地の学校」構想に着手。

リレー対談

「どうにもならないこと」
を
体感した少年時代
小林 今日はお忙しいところありがと
うございます。隈研吾さんからバトン
を渡された時、東方文化支援財団で代
表理事を務めておられる中野善壽さん
しかいない、と思いました。初めてお
会いしたのが昨年 月１日で、今日が
２度目、申し訳ない気持ちもあったの
ですが、快く引き受けて下さって本当

で、昨年に限らず受賞者の方全員にお

中野 私共からの感謝の気持ちなの

下さったのです。

さり、わざわざ賞金と感謝状をお持ち

２ ０ ２ １」に私ごときを選出して下

年「アジアン・カルチャー・アワード

方々を毎年表彰しておられます。昨

な方々、根っこの部分で頑張っている

で東方地域文化の下支えをするよう

小林 中野さんは、東方文化支援財団

願いします。

中野 いえいえ、こちらこそ宜しくお

いします。

ないのです。

はこだわって、私は全くこだわってい

考え方に魅力を感じました。小林さん

さんに会って、そのライフスタイルや

にならない、そういう感じです。小林

た。隈さんとの付き合いもお互い邪魔

ませんが、比較的自由に生きてきまし

中野 独創性があるかどうかは分かり

いかと思うのですが。

幼少時代に何か影響を受けたのではな

いうか、こだわらない生き方は、多分

部分がよく似ています。その独創性と

真逆の所も沢山ありますが、根っこの

しみにしていました。中野さんは私と

開先は岩手の久慈という所で、父方の

というところで私は生まれました。疎

の疎開先へ向かう途中の八戸市の鮫町

いから。実は戦時中に東京から岩手県

るのは嫌だし、皆に合わせる必要もな

には行かない。形だけで同類に見られ

ケットを着用しなくてはならない場所

いに行かないと」という話では、ジャ

いのです。
「ジャケットがないから買

私は捨てる方が好きで結果的に何もな

の気持ち、その時の感覚が大事です。

うとか手に入れることと、捨てる瞬間

中野 でもこれは大事なことです。買

真逆ですね。

ではなかったと思います。

りだったのですが、あまり優秀な生徒

地元では一番の進学校で成績はそれな

神的には不良だったかもしれません。

て、弘前で過ごした中高の６年間は精

中野 と言うよりどうでもよくなっ

か。

小林 度胸がついた、ということです

去の話をしても何の意味もないと。

もならないし、祖父母がしてくれた過

します。明日のことを考えてもどうに

感じは多分その頃に育ったような気が

し、後先を考えても仕方がないという

どうにもならない局面を何度も経験

てきました。そのような流れの中で、

前で過ごし、大学進学の為東京に帰っ

持ちしています。

祖父母の下で何年か過ごし、その後東

8
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京の母方の祖父母の所で育ったのです

が、 歳の時にその祖父母が亡くなっ

て、青森県の弘前市の母方の祖母の遠

歳で、東京から弘前に？

い親戚の所に行きました。

小林

中野 とにかく雪がすごく、全く言葉

歳

が通じない外国みたいな所に引っ越し

て、驚きながら生活をしていた

ないので、高校を卒業する 歳まで弘

……親戚がいない所に戻っても仕方が

だった多くの親戚が空襲で亡くなって

の７月６日に、世話をしてくれる予定

13

2022. 8
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12

小林 モノへのこだわりという面では

中野善壽氏

小林 どんな方なのかなあとすごく楽

に感謝しています。どうぞ宜しくお願

18
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小林 康生氏 × 中野 善壽氏

いです。力任せにやってくる人間に対

な精神もあったので、自暴自棄ではな

中野 別に死ぬ気はなかったし戦闘的

なった訳でもないのですね。

小林 だからと言って、自暴自棄に

に生まれたと思いますね。

でもいいや！」という価値観はその時

な価値観が生まれ育って、特に「どう

ことが多くて、そんな中からいろいろ

停学も結構あって大事な試合にいない

中野 野球をやっていました。でも、

か？

小林 スポーツは何かやっていました

畑が遊び場で、父親が絶えず食べられ

てきました。山や田んぼが、あるいは

子どもの頃はゆりかごみたいに過ごし

小林 戦う方にですか？私は対照的に

せん。

すね。それがないと全く気力が湧きま

中野 何かの力が目の前に見えた時で

力というのはどこからくるのですか？

功もある、ということでしょうね。気

けですが、その時々で失敗もあれば成

小林 結果としては成功されているわ

う意味では、自己満足はしています。

り嫌なことをしないで済んでいるとい

中野 小林さんの作品はすごく優しい

よ。

に出さないけれど反抗心はありました

小林 中野さん程ではないですが、表

と思っていたので。

あります。私も何か違うことをしたい

中野 そういう意味では共通する所が

なっています（笑）

は違うと表現した結果、いまだにそう

を伸ばしてね、とにかく自分は普通と

気がしたので、高校生になってから髭

がやりたいことが出来なくなるような

いい子」の代表みたいになって、自分

でした。だから中学生の頃は「康生は

られる生活で、とてもやさしいいい子

の性格が作品に出ている感じがしま

てくれてそれが嬉しくてね。小林さん

灯るとお客さんが「わぁ！」って言っ

り物のホテルですから、そこに灯りが

中野 東の海から入ってくる朝陽が売

ます。

い上げ下さってありがたいと思ってい

う作品ですが、第一号の試作品をお買

金属の硬い表情を柔らかく見せるとい

紙で漉いて、それを灯りにすることで

たメッシュ和紙の灯りです。金属物を

小林 それは隈研吾さんに依頼を受け

結構問い合わせがありますよ。

せていただいています。お客様からも

ので、熱海のホテル全室に照明を置か

す。

る物を畑の端っこに用意してくれてい

中には道理などありませんから。社会

小林 中野さんはとても時間的余裕の

て、木登りをしたり何でも採って食べ

的地位や経済力に恵まれた人間が、権

ある注文で助かりました。

しては徹底的に抵抗しました。道理を

力や道理を通して、それがその時々の

中野 私の仕事は「決めること」です。

言われるのは嫌いです。そもそも世の

正義や常識になる、そういう社会だか

クォリティを上げるには我々の次の段

いです。

かかる方で、全く違いますね。羨まし

小林 私は決断するのにすごく時間が

せん。

負で、判断はそれ程時間と関係ありま

階にどれだけ時間をあげられるかが勝

ら道理をぶつけてくる人間には抵抗し
てしまいます。小学校の頃は完璧に監
督のサインを無視して殴られてそれっ
きり、あまり経済人向きではありませ
ん。
小林 でも、経済人でいらっしゃる。
中野 経営者としてプロではあります

中野 そういう意味では、止める時も

簡単で「やめる」つもりがあるから、

2022. 8
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が、精神的には向いているのかいない
のか自分でもよく分かりません。あま

小林康生氏

リレー対談

値をつけるということをテーマに週３

企業の経営者を教育する所で、付加価

かな、ビザを取ってここで降りよう」

回講義をしましたが、その中の経営者

かったので、
「だったら台湾でもいい

うな小さな会社がいいな、と思いまし

と……。あちこち飛び込みで仕事を探

の方から声をかけて頂いたのが「力覇

から離れました。自分で決められるよ

時頃に電話で「これとこれ、やりたい
て。
しました。

からね。

だと思いますが、これはいい加減です

が責任者になってしまいました（笑）

よう声をかけてくれて、手伝うつもり

に、
「誰の為の会社なのか」という疑

り伊勢丹の本店に戻ったりしている内

較的自由で、人事異動で香港に行った

関連した仕事をしていましたから比

中野 ５年間伊勢丹の子会社で商品に

たのでしょうか？

めた」となると噂話のネタにされる、

ら実質ナンバー２でした。
「中野が辞

ていたし、私は組織の中である時期か

中野 鈴木義雄氏は業界でも活躍され

小林 辞表を書いて台湾にですか？

て……、辞表を書きました。

されているという感覚がなくなってき

と自分を助ける為、ある種の逃避だと

果としては全く問題なく、簡単に言う

ですがもう４回目です。健康診断の結

間程意識がなくなる「冬眠」をしたの

てきました。先日も血圧が 〜 、脈

出来るだけ前向きにという生き方をし

落ち込んで精神を病んでしまうので。

中野 そう、逆に暗いことを考えると

小林 ポジティブなのですね。

ました。

中野 結果的には、どうにもならな

小林 それで成功したのですか？

揉み戦法しかありませんでしたね。

も全然違いました。三越と戦うには錐

と、隣にある三越は３倍の面積があり、

りの女性をターゲットにしたかという

中野 何故、

百貨店ですね。

小林 ずいぶんと焦点を絞った特殊な

門店でした。

拍も ぐらいでパタンと倒れて、５時

しかも日本のブランドですから信用力

10
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いつでも決断できるのです。夜中の

から資料作って」と頼んで、朝７時頃
小林 それで、鈴屋に入られたのです

たし、オーナーもいろいろと任せてく

小林 何年ぐらいいらっしゃったので

集団」
という会社です。のちにオーナー

れて、フランスやニューヨークに会社

小林 突発力かもしれないけれど動け

すか？

小林 素晴らしい行動力ですね。

を創ってブランドの開発をしたりしま

るというのはすごい、妄想力でしょう

中野 ９年弱です。当時の台湾として

か。

した。

か。

は珍しい業態で、百貨店とは言っても

の娘が始めた百貨店やホテルを手伝う

小林 素晴らしい会社ですね。

中野 いいことばかり勝手に考えて、

中野 計画的に考えてやるのは行動力

中野 人を育てるという意味では非常

すごく出来そうなことを言ってまわり

歳の女性だけがターゲットの大型専

にいい環境で、創業者の鈴木義雄氏は

中野 当時は小さな会社で自由にでき

に「出来ましたよ」と言われても、出
社するまでの間に気が変わることもよ
くあります。
小林 それじゃあスタッフの皆さんは
大変ですねぇ（笑）

台湾の百貨店を立て直し
寺田倉庫を改革するまで
小林 伊勢丹、そして鈴屋で活躍され、

問を持ちました。組織とはこういうも

いなくなるのが一番いいと思い、次の

かった百貨店が力覇グループ全体を支

教育者として素晴らしい人でした。

のでいいのか、ベースは社員の為、働

日にシンガポール行きの便に乗りまし

いうことです。台湾人は結構明るい話

えるまでになりました。これは勝手な

そして台湾が出てきますがどう繋がっ

く人の為の会社であるべきで、次にお

た。

が好きなので「とりあえずやらせてみ

ことを言っていた私を、言葉も通じな

て、又その中でどんなことに気づかれ

客様の為の会社であるべきだろう、と。

小林 行動が早いですねぇ。

ようか」という感じで、向こうの企業

い中で皆が一所懸命にサポートしてく

22

〜 年程お世話になりましたが、期待

総ての人のお役に立とうとすると誰の

中野 ただ日本から出ることが目的で

で働くことになりました。台湾の中小

40

歳の大学を出たばか

お役にも立てなくなる。誰が決めてい

した。シンガポールには特に目的もな

80

17

22

るのかもよく分からなくなって伊勢丹

40

18
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中野 寺田倉庫との縁は 年ぐらいに

ような想いがあったのですか。

アートを事業に取り入れたのにはどの

決 ま っ て 中 野 さ ん の 話 に な り ま す。

小林 仲間と寺田倉庫の話をすると、

れて実現した、皆の成功です。

言われる仕事はやりたくないから。

くないし意味がない。
「相談しろ」と

たと思います。権限のない仕事はした

ど、声をかけた時にはもう覚悟してい

中野 特別やりたいわけでもないけれ

となるのですか？

小林 そう言って、
「じゃあ、宜しく」

ら敬遠されがちなイベントができるの

でこの環境なら「うるさい」と住民か

えたのです。中途半端に駅から遠いの

に転換すれば生きるかもしれないと考

れだけの場所は他にない。そこで何か

ら電気の動力も入っていて、都内でこ

に埋め立てをして開発した場所ですか

天の間でやった時、違和感がありまし

をグランドプリンスホテル新高輪の飛

なくて。確か創業 周年のパーティー

なりますが、倉庫会社としては興味が

中野 全くの素人です。でも、物流倉

か？

小林 倉庫業の知識はあったのです

味でとてもいい、そんなことに転用し

にとっては「作品を見せる」という意

では、そして天井が高いのならアート

50

社長に預金通帳のコピーを見せてと。

雰囲気だったので以前から知っている

た。あまりうまくいっていないような

一緒に食事して様子を訊いてみまし

と仲がよかったので、パーティーの後

た。２代目のオーナーの寺田保信さん

ムは横に広がっているので少なくとも

ぐらいで小さい。現代の物流のシステ

るけど各建物とも１フロアが５００坪

問を持ちました。更に倉庫の高さはあ

渋滞が多い、これでいいのかとまず疑

て、山手通りに面してはいるけど常に

庫なのに海からも高速道路からも遠く

してアートを思いついたのですね。

トとデメリットを考えて新しい事業と

小林 立地と建物の構造から、メリッ

です。

たらいいかも、と思いついたのが最初

寛さんのように人と人との関係だけで

る部分があって影響を受けました。良

とは随分違いますが、すごく参考にな

離れていてなかなか面白いですね。私

にしたくてレストランを造っていたの

でいたロングアイランドの運河のよう

さんは天王洲の運河を、昔彼が住ん

中野 もうひとつの理由は、寺田保信

う、と。

小林 お財布の中身をちゃんと見よ

です。

れは結構財産だ」と思いましたし、倉

な所は東京で他にないですよね。
「こ

麗で、風がちゃんと抜けている。こん

に伸びていて夕陽が当たってすごく綺

側が真西で、クロスしている運河が南

歩いてみたら、天王洲は運河の向こう

点だけが目立つのです。そこで周辺を

効率が悪い、そういう目線で見ると欠

だてられました（笑）

中野 「絶対売れる」とか言って超お

が一枚上手でしたね（笑）

をしてしまった、とか。スタッフの方

に、スタッフの方が画策をして段取り

当はご自分では出したくなかったの

白い題名の本を出版されましたが、本

小林 『ぜんぶ、すてれば』という面

りすると人間は消極的になります。過

ということです。あまり先の心配ばか

「今日がすべて」
「この瞬間に集中する」

て伸びていません。いつも思うのは

中野 発刊から３年、販売部数は大し

けますか。

す。改めて中野さんの哲学をお話し頂

という内容でとても興味深かったで

瞬間の中にこそ人の生の意味がある」

らけで困りますが、一貫しているのが

わりからなくす、と。私はこだわりだ

なく、ありとあらゆるもの総てをこだ

そういう目線で見た時に、何かやらな

１フロア３ ０ ０ ０ 坪ぐらいはないと

です。
「どうしてこんなことやってる

庫の建物は荷重がものすごくしっかり

小林 でも、一般の常識とかなりかけ

「瞬時瞬時を大事に生きなさい。その

の？」と疑問に思ったので「自分がや

していて、天井高も申し分なし。新た

「買う」
と
「捨てる」
の
バランスを考える

いといけないことがある、と思ったの

中野氏の書籍『ぜんぶすてれば』

る」と言って押しかけました。
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り住いですが食べ終わった容器はちゃ

中野 ゴミ出しは得意です。今はひと

中野 でも、なくても困らないですよ。

んと洗って分別もします。ゴミの出な

に憧れるところもあります。

るといろいろ当たり前に思えてきて、

今、この東京で時計がなくても何も困

ので誰かいてほしい。だけど慣れてく

はありません。だからこそ両方共捨て
そう思い始めると瞬時にピューッと

去の想い出だけで生きるのは現実的で

ないと感性が働かないと思います。人

い社会はものすごく大事で、循環した

方がいいと思います。でもね、本当に

りません。車は駐車場に……とか、あ
る方がかえって不便です。考えると洋

ゴミの出ない社会が幸せかどうか、バ

……。その時の感覚が好きです。
小林 武士道のようになっているの

服もそれ程必要ないです。

こまではすべて「途中」です。この最

小林 もったいない、ではなくササッ

とが必要な時代がきているという気が

て新たな製品にする技術を生み出すこ

たゴミを再生するのではなく、分解し

うですが、４回結婚しているけれど別

た」と思えれば、すごくいい人生だと

思います。
「あぁ、よかった。楽しかっ

か？

します。その技術がついてきていない

小林 別れる時が新鮮だとすると結婚

くなれるような感じがしています。

や別れる時というのはすごく人間らし

せてくれる。そういう意味で捨てる時

ないことがいっぱいあった」と気づか

ますが感謝も含めて、
「当たり前では

中野 味わい深いと言うと語弊があり

……？

ことにこだわる方ですが、中野さんの

す。私はものすごい欲でしっかり残す

残さないかという点では大きく違いま

は、非常に似ています。ただ、残すか

しているのが気に入らないという点で

化されたり、脳味噌の方が先行したり

も今の世の中があまりにもマニュアル

人間の妙味というか人生だから。で

小林 生々しい、その時その時こそが

思いますね。

味が湧きました。

で、どういう風にしておられるのか興

再利用するという社会になっているの

言ってそういうものをゴミにしないで

小林 現代は「環境にやさしく」とか

いるような感じがして……。

は、元着ていた人の想いなどが付いて

人もいますが、誰かが着ていたものに

を古着にして売ったり、買ったりする

本的にはゴミ箱です。自分が着たもの

中野 誰かにあげるのも失礼なので基

クルがもっと上手くいくという仕掛で

になる物が多すぎるのですよ。リサイ

して捨てています。逆に言えば、ゴミ

息子達の世代はちゃんと学習して分別

てることをあまり気にしません。でも、

然に返るもので育ったので、ゴミを捨

私は子どもの頃からちゃんと腐って自

小林 確かに考えされられますよね。

多分継続性は出ないでしょう。

でも、使っていく方向に向けないと、

だけで、ゴミでも窒素でも、炭酸ガス

別れる時の方が味わい深い

する時はどうなのですか？

ようにスパーッとするのは怖いぐらい

小林

中野 気合ですね。結構寂しがり屋な
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間はすべてを脳で感じて動けるかと言
うと、脳ではない箇所で感じることが
でしょうね。一瞬一瞬、
「死」も「生」

ランスだと思います。江戸時代、日本

すごく大事だと思います。瞬間瞬間
の中の一部として捉えて、亡くなる
秒前にすごく幸せな感覚であることが

す。でも、あれはゴミになるようなも

に集中していれば感性は生きるのです
が、考え過ぎると感性の部分は全部死
理想だとおっしゃられていますね。波

中野 私は買うのは好きです。アパレ

のを開発していないから出来たので

の江戸は世界に冠たるＳＤＧｓの都市

んでしまいます。ただ感性も失敗する
はいくつもあるだろうけれど、亡くな

ルに勤めている友人がいるのですが、

す。人は、何かを知った瞬間から戻れ

小林 洋服だけはこだわってないです

可能性はあるので、やめるということ

る時にそういう感覚であったならば、

捨てることでその人と又会えるわけで

るのだろうか、と。そう考えた時、出

ね。いつもこれしか着てないですから

もセットでやることが大事なのではな
とても幸せだ、と。

す。

買う瞬間は結構楽しいですが、捨てる

と捨て去って切り替えていく……。で、

を造った、それは素晴らしいと思いま

いでしょうか。私の生き方のコンセプ

中野 死ぬ間際の 秒間が大事で、そ

時の方が情感が働くというか。人もそ

捨てるそのモノはどこに行くのです

（笑）

トは比較的そういう感じです。モノを

10

後の 秒間が自分の人生のすべてだと

10

れる時の方が味わい深い。
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送していましたが、私が小学生の頃は

℃ぐらいにしよう」とテレビで放

も不足しているから暖房の設定温度を

とかね。あるいは、今年の冬は「電気

はなく、自然に返るものを使っていく

が描いた絵は、オンリーワンです。そ

中で暮らして教育も受けていない子達

です。そういう価値観で見ると、山の

だ」と思えてオンリーワンであること

アートというのは、多くの人が「好き

はもう絵ではなく骨董品の価値です。

いうことが大事だから。ピカソの絵

ト教は神々を赦していますか？自分の

て、神々を赦しているのです。キリス

の奥さんがいたと聞いています。そし

一妻ではなく、ブッダには７人か８人

理解出来る所を対象にしました。一夫

地域の中で、なるべくブッダの精神が

くともタイフーンとモンスーンの来る

ＡＣＡＯをリニューアルされました

小林 ところで、熱海のＨＯＴＥＬ

かより、もっと節約をという議論がひ

原子力がないと発電が間に合わないと

では？」というのが率直な感想です。

ると「 ℃よりもっと低くてもいいの

われていました。そういう記憶からす

くなります。そこのバランスだと思い

すると、この人達もレベルが上がらな

といけないのですが、必要以上に我慢

おっしゃったように我々も我慢しない

の人が貧困から遠ざかっていければ、

して格差を縮めていって少しでも多く

の絵を買ってあげることなら出来ると

ら、自分が持っているお金で子ども達

て我々に出来ることは何かを考えた

ゆるやかな連携を組んでいこう、そし

と思った時に、我々の文化地域の中で

都合のいい論理が本当に自然なのか、

ＣＡＯが持っている

ならないか」とお話がありました。Ａ

目がいるが、なかなか大変だ、何とか

「勉強会のメンバーにＡＣＡＯの３代

中野 一昨年、尊敬する阿闍梨から

いるとのことですが……。

ね。アートに絡めた展開を進められて

「孤独」
と
「孤立」
「民族」
と
「国」

なるのです。

たら石炭ストーブを焚いていい」と言

「体育館の寒暖計が５℃より低くなっ

とつもなくてちょっと納得できません

思いました。

が取り残された人々とどういう文化的

中野 両方必要だと思います。先進国

中野 若い頃から世界中を飛び回って

たのはいつ頃ですか？

歳を過ぎ

小林 最初に貧しい人のアートに触れ

て賞金を頂いたので、これで文化支援

中野 モンブラン国際文化賞を受賞し

ね。

小林 最初はそこからだったのです

れはもう完璧にある種の格差です。そ

で家人を食べさせることができる。こ

買ってあげることで、６か月間その国

アート活動は、何でもない絵を１枚

てしまいます。東方文化支援財団の

人を殺すことで人の継続性はなくなっ

情が憎悪につながると考えると、人が

や区別された時です。悔しいという感

していくきっかけになったのですね。

小林 それが東方文化支援財団を設立

ことを変えられる筈なのです。

ちゃんと思い出すことで、多分多くの

思いもしました。その頃感じた想いを

３６０円の時代、ものすごくひもじい

の差がすごくありました。当時１ドル

いでした。お金持ちとそうではない人

てからは年間１５０泊位はホテル住ま

し、魅力に気づいていない街も美しく

があって、乱暴な人間も優しくなれる

ようです。アートには何かを変える力

えた所は他にない、ということだった

トを使って倉庫街をこれだけ劇的に変

に対する評価でした。世界の中でアー

化を感じる街に変身させたという活動

中野 アートの力で独特の雰囲気、文

小林 何に対しての賞でしたか？

をはじめようと思いました。

万平米の土地

ますね。

な共有性を持つかということがすごく

１ ０ ０か国以上旅行して

ね。

大事です。
「人が人を殺す」のは差別

して、その絵に価値があるかどうかと

中野 全世界は見られませんが、少な

を去年の３月、株主総会の直前に見に

HOTEL ACAO の客室

35
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言うと、あります。絵は「好き」と
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い照明もアートだと思います。

また使いたいと感じる小林さんの優し

で盛り上がるのではと。ギャラリーに

小林 ＡＣＡＯのあの場所で、うちの

熱海の人達とも親しくなって熱海全体

ても仕方がないので、
「いずれにして

は、月に１万人ぐらいが足を運んでく

紙を使えそうなアーティストが来られ

いて反論しましたが、そこでケンカし

がよく、熱海の山を越えて風が抜けて
もこれからは私がやるから宜しくお願

れるようになりましたし、アートもシ

小林 海の上に建っていますよね。

りました。

に任せて」と、８月に代表取締役にな

かないので、図々しいことですが「私

中途半端に皆の意見を聞いても埒が明

ました。取締役を５か月務めましたが

知れないと思って引き受けることにし

り、ここには特別な意味があるのかも

ある「頼朝の一杯水」という湧水もあ

座ったら水が湧いたという言い伝えが

の状態でしたが、その上には源頼朝が

ト事業に転換しようと決めたのが、代

すます会社が苦しくなるので、リゾー

うなホテルを継続しようと思ったらま

そのものが「昭和」なのです。このよ

くりになっていて無駄が多い、仕組み

中野 全てが団体旅行を前提にしたつ

ね。

小林 今はそんな人誰もいないですよ

した。

がバスで乗り付けて１泊して帰る街で

はないと思いました。昔は団体旅行客

このようなホテルをやっている時代で

に消失したマーケットにしがみついて

すことがポイントだと思いました。既

格帯の飲食店を熱海に創る活動をして

相談して合弁会社を設立しその辺の価

タイソンズアンドカンパニーの社長と

す。Ｔ．Ｙ．ハーバーを運営している

円ぐらいの飲食店が必要になってきま

繋がる為には５ ０ ０ ０ 円～８ ０ ０ ０

う、そしてパトロンとアーティストが

トロンになるような人達に住んでもら

わる、我々はリゾートを活かして、パ

ストが熱海に住んでくれたら熱海は変

来てきました。１００人位のアーティ

い」となるところ、自然に街造りが出

と、我々が根回ししても「とんでもな

の２時、３時まで一緒に飲んでいる

中野 最近は、アーティスト達が夜中

ない感性というのがあると思います。

出す。そういう環境でないと発揮でき

孤独を愛し、寂しさと戦って集中力を

感性がなくなってしまいます。だから

ようと思うと、野生の虎や豹のような

ごまをすり始めたり、無理に仲良くし

わかした時には集中力がないし、妙に

い感覚になると集中力が出ます。ほん

セットになっていますが、孤独で寂し

中野 寂しいですよ。孤独と寂しさは

ますか？

くると思いますが、どう考えておられ

ただ、通常は孤独には寂しさがついて

ました。
「孤独」
と
「孤立」
は違いますが、

独からはじめよう』という本を出され

小林 ところで、中野さんは昨年『孤

中野 その時は是非お願いします。

１１０億円の借金をして、 億円の債

10
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行きました。木と木の間隔のバランス

いく、東から昇る朝陽と海もとても綺
いします」と挨拶をして戻ってきまし

以上のブルーの大理石の柱など、と

表取締役になってからの第一歩です。

います。

結婚も別れたあとはやっぱり寂しいで

たら紹介して下さい。紙の方で応援さ

にかくすごく贅沢で……、私は最初

３５０室の内１００室だけを残し、こ

小林 本当に街造りをされていらっ

リーズを組んで掛け変えています。

に「売り上げが 億円しかない会社が

れを活かす為の特別な策として、長く

しゃる。

32
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麗でした。１ ２ ０ ０ 年前からあると
た。 万平米の土地を何とかして活か

務超過というのは社会に対しておかし

て特徴のある廊下をギャラリーにする

すよ。もう、誰でもいいから一緒に住

いう曽我浅間神社が放置されボロボロ

い」と思いました。それで主たる銀行

ことにしました。そのために飾るアー

中野 東方文化支援財団の目的のひと

みたい（笑）

せて頂きます。

に「貸し込み過ぎだ」と言ったら、
「昔

トを創ってもらいたいと思い、アー

つには「地域再生」もありますので、

小林 「孤立」についてはどうですか？

小林 それはすごいですね。

は銀行が貸してあげたから事業が成り

ティストの方々に、宿泊施設としては

実例としてアートが根付いている街造

本

立ったのだ」との主張もありました。

クローズした建物を活用することにし

中野 孤独を支えてくれる人がいない

中野 １億円のシャンデリアや

年代からは流れが変わったのに、適

りを紹介したいのです。その点では、

70

ました。長期間住めば、夜は街に出て

10

性な貸し剥がしをしていないことにつ

90
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係が必要ですよね。

小林 そうなるには人間関係、信頼関

と言ってくれる方々が結構います。

て、まぁ、
「それは駄目」
「あれは駄目」

時は孤立ですが、私の場合は幸いにし

とはまずないし、
「孤独」が必要とい

小林 そこは似ています。私も怒るこ

中野 ええ、それもないですね。

小林 自分に怒ることもないですか。

ません。

タッフとずっと一緒にやってきました

中野 寺田倉庫も含めて、何人かのス

に理解者がおられるからですね。

野さんが自由にしていられるのは周り

いう人は孤立しないのでしょうね。中

いでほしいと……。

その時に、あまり場所にこだわらな

い っ た ら、 す ご く い い と 思 い ま す。

に人の交流によって繋がりができて

その子を日本に招いて……そんな風

た方がむしろ危険が少ないのです。動

小林 中野さんがいいお手本ですね。

かない方がずっと危険だと思います。

中野 やれば出来ますよ。考え過ぎた

中野 皆、道理ではなく「駄目！」と

小林 日本はどうですか？

から。文句を言われて「あぁ、そうか」

言うだけです（笑）

中野 安全だと思っていても実はもの

と思うタイプです。

るというから「幽霊に会

小林 最後に、最近の若者に一言お願

すごく危険な所になるかもしれませ

う感覚もあります。中学生の頃から

いに行く」とテントを持っ

いします。

ん。国と国の関係というのはそういう

時々山に行って空き缶で火を焚いてイ

て泊まって来るとか、一

中野 そうですね、国とか民族とは

ものです。瞬時にして全てをひっくり

中野 どうでしょう、仕事上でもあま

旦ゼロにしないと自分が

何 か、 統 治 し 易 い よ う に 創 っ た の

返す力を持っているのが政治、あるい

り上下の感覚はないです。誰に対して

落ち着かないですね。

が「国」で「民族」は血や文化の繋

は、ある種のプロパガンダの広報宣伝

り守り過ぎたりすると出来ない。人は

中野 そう、一旦ゼロに

がりです。民族はお互いの文化や風

活動です。先進国のこの２００年を振

小林 道理を説かれるのは嫌ですよ

すると安心しますよね。

習、血の繋がりがあって尊敬するこ

り返ると、彼らが我々を正しい方向に

ンスタントラーメンを作って食べて来

小林 そうすると両足が

とで何とかなりますが、国というの

導いてくれたかどうか……。東方文化

も説教をしたことはありません。怒っ

しっかり収まった気分に

は結構争いの元になります。簡単に

支援財団で「私のおすすめ本」という

どうせいつか死にます。積極的に動い

なって、また次に向かえ

国を信じ込まず是非、自分の目でよ

のがありますので、若い人達には是非

ね？

そうな気分になる。

く見て欲しい。そして、出来るだけ

るとか、お墓を整地した所に幽霊が出

中野 生まれてきた時が

文化を通じて交流をして欲しいので

小林 今日は興味深いお話をありがと

ゼロで、そこはもう孤独

に行ってほしい、５万円でいいから

うございました。

の極地みたいなものです。

必死になってお母さんの

この絵を買って、１週間そこで一緒

中野 こちらこそありがとうございま

読んで頂きたいと思います。

おっぱいを探しているの

に生活して、その子達が親と一緒に

した。

す。例えば絵を描いている所に旅行

ですから。

暮らしている姿を見て、何年か後に

何も考えず生きることに

小林 逆に言うと、そう
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ても仕方がないから怒ったこともあり

対談を終えて

