


   OKAYAMA MOVE UP

EXILE 
SHOKICHI

日本を元気に！

THE SECOND from EXILE ボーカル

　中学生のころから歌手を目指し、EXILE の新ボーカリストオーディションに応募するも
惜しくも落選。その後 3 度目の正直で、新生 J Soul Brothers のメンバーとして活動をは
じめ、2 年後には EXILE に加入。そして昨年、EXILE TRIBE の新ユニットとして結成され
た THE SECOND from EXILE のボーカルとしても活動を開始した SHOKICHI が、夢をつか
むまでの道のりを語る。（聞き手・一木広治）

自分を信じて努力するしか道はない

撮影・神谷渚
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がむしゃらに歌手になりたいと思っていた
一木「2 度のオーディションに落選し、二代目 J Soul Brothers になったの

はいつ？」

「忘れもしない 2007 年の 1 月 25 日ですね。会議室で HIRO さんに言ってい

ただいたんですけど、当時は自分なりに夢に向かって一生懸命頑張ってい

たつもりなので、レッスンしていた日々とか、小さいクラブで歌っていた

日々とかが走馬灯のように頭の中をよぎり、涙が出るほどうれしかったで

す。でもそれと同時にすぐにやっぱり、自分へのプレッシャーというもの

が大きくなってきて “ やってやる ” っていう気持ちのほうが強くなりまし

た。“ 憧れ力 ” っていうと変な表現かもしれませんが、本当にがむしゃらに、

歌手になりたいと思って、それだけを目指して毎日生きていたので、その

強い思いだけでしたね。自分が目指すビジョンというか、そこに対しての

妄想というか、何が何でもそこへ行きたという思いの力が強かったので、

何度でもやってやるっていう気持ちでオーディションを受けていました」
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POSITIVE 金言 自分を破壊するのも創造するのも、自分自身」（マドンナ）

EXILE は学びながら表現できる場所
一木「そもそも歌手になりたいって思ったのはい

つ？」

「中学校ぐらいになってから、カラオケに行くよ

うになって、歌は好きだなというふうには思って

いたんですけど、初めてほかのクラスの教室にギ

ターを持ってきていた人がいて、そのギターを見

た瞬間 “ なんだこのかっこいいものは !?” って思っ

て ( 笑 )。中学時代は、野球ばっかりやっていて、

いつも泥にまみれていた自分には本当に眩しかっ

た。音楽って、なんてかっこいいんだろうって思っ

て、そこから友達とバンドを組むようになり、ま

すます音楽にのめり込みました。当時は、GLAY

さんとかラルクさんとかめちゃくちゃ流行ってい

る時代で、僕も中学校 2 年生の時に初めて LUNA 

SEA さんのコンサートに行ったんです。わざわざ

苫小牧から札幌に 2 時間ぐらいかけて。そのコ

ンサートを見て、こんなことが世の中にあるんだ

と思ってしまった。その時に、無理でもいいから

絶対にここを目指そうと思ったんです。それから、

がむしゃらというか、なんにも考えずただひたす

らに夢を追っていました。それでオーディション

を受けるのですが、落ちてしまって。2 度目もダ

メで 3 度目の正直で二代目 J Soul Brothers に選

ばれて、そこがまず人生のターニングポイントに

なりました。そこで HIRO さんとちゃんと出会う

ことができて、人生がガラッと変わった。HIRO

さんの存在ってすごいんですよ。大げさじゃなく

て本当に全く別の人生になったと思います。例え

ば HIRO さんは、僕がただがむしゃらに持ってい

た夢と、それを持つエネルギーのちゃんとした使

い道を教えてくれた。ただ単にがむしゃらに持っ

ていたものを、“ こっちだよ ” っていうふうに導

いてくれて、その道を明確にしてくれたんです。

そして夢も持つことができました。夢はありまし

たが、それ以上のもっとたくさんの夢を持つこと

ができたんです」

一木「そのあと EXILE に加入することになるんだ

けど、その時の心境は？」

「それが、二代目 J Soul Brothers が決まった時と

はまた別の何と言うか複雑な心境で…。ものすご

く大きな夢がかなったんですけど、逆に EXILE っ

てモンスターグループなので、そこに自分がい

るっていうことを想像することが難しかった。自

分がそこに入るんだって、頑張って想像して、自

分で自分のケツを叩きまくって、早く意識をそっ

ちに持っていかないといけないと焦っていました

ね。3 月 1 日までに何ができるかとか、そういう

気持ちのほうが大きくて、全然余裕がなかった。

新規メンバーとも、“ 嬉しいよね ” とか “ 良かっ

たね ” とか全くなかったですね。それよりも、“ 俺

たち、こうなってないとダメだよね ” とか、“ こ

ういう意識で臨まないとダメだよね ” とかお互い

に上げ合っていかないと追いついていけない状態

だったので、そういうほうが大きかったですね」

一木「EXILE ってどんな存在？」

「ひと言で言うなら学びながら自分を表現できる

一木広治（ICHIKI KOJI）株式会社ヘッドライン代表取締役社長  / 
二十一世紀倶楽部理事事務局長  / ライオンズ日本財団評議員  / 株式
会社 LDH エグゼクティブプロデューサー / 株式会社ローソン顧問 / 
株式会社モブキャストエグゼクティブプロデューサー  / アンファー
株式会社顧問 / 東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致委員会
事業広報アドバイザー / 淑徳大学人文学科客員教授（2014 年 4 月〜）

場所ですね。もともと自分のものではなく、加入

させていただいたんですけど、そこに対する責任

感っていうのがすごくあるんです。そこにいると

気づきとか、HIRO さんやみなさんから常に得る

ものがある。ですから、いろんなことを吸収しな

がら、それをエネルギーとして発信できる場所で

す。そういった面ではかけがえのない場所ですし、

これからも多分ずっとずっと、こうあり続けるべ

きだなと思っています」

一木「じゃ、去年から活動している THE SECOND 

from EXILE は？」

「派生グループではありますが EXILE なので、そ

の中でどれだけ可能性を追求して、それを発信で

きるかというのをひとつのテーマとして持ってい

ます。EXILE ではあまりやらないアプローチの世

界をセカンドでやって、EXILE TRIBE の可能性を

広げられる存在でありたいと思っています。それ

ができた時に EXILE がより広くとらえられるし、

EXILE TRIBE がもっともっと広い層に、エンター

テインメントや元気を届けられるんじゃないか

なって思っています」
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POSITIVE 金言 「踊りなさい。自らを見失わないように」（ピナ・バウシュ）

人生は巻き戻しも早送りもできない
一 木「 現 在 は コ ン サ ー ト ツ ア ー『EXILE LIVE 

TOUR 2013 “EXILE PRIDE”』の真っ最中ですよね。

HIRO さんもこのライブで、パフォーマーから社

長業に専念すると言っていますが…」

「そうですね。個人としては HIRO さんの勇退と

いうこともあって、本当にすべての公演の一瞬一

瞬を、HIRO さんと踊っているその瞬間を、大切

にしようと臨ませてもらっています。今回のライ

ブは、EXILE が変動する大変なそして、大事なラ

イブだと思うんです。そして、自分の思いとして

は、ここから EXILE が進化していかなきゃいけな

い時じゃないかと。そういった責任感のもといろ

いろなことを感じながら、リハーサルにも取り組

んでいました。そして、なるべく HIRO さんの意

見はもちろんですが、自分も思ったことを形にで

きるようにしようと。思っていることが形になる

ような思い方、考え方ができるように心がけてい

るというか…。とにかく HIRO さんの考え方の延

長線上に、自分の意識を持てるようにと思いなが

ら挑ませてもらっています」

一木「すごい前向きですよね」

「どうなんでしょう。周りから見たらポジティブ

に思われますけど、多分自分の内面的には、特別

ポジティブじゃないかも知れない ( 笑 )。何か挑

戦する時に悪いこともめちゃくちゃ考えますし

…。でも結局やるしかないじゃないですか。人生

は進むしかなくて、巻き戻しも早送りもできない。

だから何かピンチになった時は、とにかく希望を

持つしかないんじゃないかなって思いますね。 

“ ポジティブ ” ＝ “ 希望を持つ ” じゃないですけど、

自分を信じるしかない。それしか方法はないと思

いながら今まで進んできたように思います。例え

ば、オーディションに落ちた時にも、信じて努力

するしか道はない。そこで一生懸命やっていたら、

何か気づきがあって、その気づきとともに、努力

や成長がある。そういうふうに、なんとか進むし

かできなかったですね」

一木「いつでも希望を持っている SHOKICHI さん

はポジティブだと思うけど。ところで、歌詞も書

いているんですよね」

「はい。歌詞は常日ごろ意識しています。“ さあ

今から歌詞書くぞ ” というのではなく、何気ない

日常といいますか、景色を見て心が穏やかになっ

たら、その時の感情を書くとか。だから、ポジティ

ブの話じゃないですけど歌詞を書くにあたって、

自分はいろんな感情を持っているほうがいいなと

思うんです。とことん悲しい感情、切ない感情、

落ちた感情、ネガティブな感情も大切なんじゃな

いかって。それをちゃんと受け入れて、そこから

ポジティブになった時の道を歌詞にできたら、そ

れって落ち込んでいる誰かのための力になれる歌

詞になるのかなって。ですから、常に感情を深く

持って、それを言葉にするように、書き綴ってい

ますし、これからもそうしていきたいです」

聞いてくれる方の心の拠り所になる曲を作りたい
一木「ところで、8 月に THE SECOND from EXILE

の新しい CD がリリースされるんですよね」

「はい。4 曲入りで僕はその中の 3 曲を書きまし

た。すごく元気が出る曲になっています。DJ の

MAKIDAI さんと一緒にやらせていただいている

ので、自然な流れでクラブ調といいますか、パー

ティーソングみたいな楽しいノリの曲になりまし

た。ただアップテンポで元気が出る音楽ではあり

ますが、単に盛り上げようとか、盛り上がろうっ

ていうのではなくて、やっぱり EXILE の一員らし

く、アッパーチューンで激しくも、そばに寄り添

えるというか、何かあった時に心の拠り所になっ

てもらえる曲になればいいなと思って書かせてい

ただきました」

一木「楽しみです。ところで岡山って行ったこと

あります？」

「残念ながらないんですよ。行ってみたいんです

けど…。ただ、近県のライブに来て下さった岡山

の方から、エネルギーをいただいているのは感じ

ていますので、これからも岡山のみなさんに元気

が届くように、全力でパフォーマンスをお届けし

たいですね。岡山には行ったことがないのです

が、25 歳でニューヨークに行ったときに、たま

たま岡山の人と知り合ったんです。岡山の情報誌

Osera に "NY のオカヤマ人 " というコラムを書か

れている延原功さんという方なんですが、その人

からすごく影響を受けました。もともと岡山でシ

ンガーをやっていて、40 歳ぐらいの時にカバン

ひとつでニューヨークに降り立ち、そこで会社を

作ったという方なんですけど、ものすごくエネル

ギーを持っている人なんですよ。その当時、なん

かモヤモヤしていたんですが、それが延原さんに

会って、スっと晴れたんです。岡山も晴れの国で

すし、岡山って聞くとその人を思い出して、すご

く前向きになりますね。だから行ったことはない

けど、なんとなく岡山にはいいイメージがあるの

で、ぜひいつか行ってみたいと思います」
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POSITIVE 金言 「人生の宝物。それは『健康』です。それと『笑顔』。そして『優しさ』です」（斎藤一人）

SHOKICHI'S

POSITIVE ITEM
いつも前向きな SHOKICHI の気持ちがアガるとっておきのポジティブアイテムを紹介

【『絶対成功する千回の法則』斎藤一人】
人として大切なことを学ぶことができて、すべ

ての出来事を必然ととらえられるようになれ

た、とても前向きな本です。

【ランニングマシン】
走って汗をかくとまたリセットできて、気合も

入り前向きになれます。

【お酒】
お酒は結構好きですね。仲間内やメンバーと飲

む時はレモンサワーを飲みます。

【メジャーリーグ】
昔野球をやっているときに見たのですが、明る

く、一つの目標に向かって進む姿が自分にも勇

気を与えてくれます。

【アッシャー】
昔は彼の曲をこうなりたいと思って聞いていま

した。

【マイケル・ジャクソン】
すごくメッセージ性も強いので、広い意味でポ

ジティブになれます。

THE SECOND from EXILE　8 月 14 日 ON SALE ！
『SURVIVORS feat. DJ MAKIDAI from EXILE』
『プライド』

異例の 2 曲ドラマダブルタイアップ＆ CM タイアップの豪華
版 。超イケイケのアッパーチューンを含む全 4 曲を収録。
CD ＋ DVD　1890 円（税込）
CD　1260 円（税込）

応募方法などの詳しい内容
は「OKAYAMA MOVE UP」
公式 facebook ページより
ご覧下さい！

BOOK

ITEM

MOVIE

MUSIC

SHOKICHI のサイン入り色紙を
読者 3 名にプレゼント！PRESENT

OKAYAMA MOVE UP
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POSITIVE 金言 幸運だったわけではありません。私はそれなりの努力をしてきました」（マーガレット・サッチャー）

中川雅子

中川 雅子（なかがわ・まさこ） 1975 年 8 月 11 日生まれ。岡山県岡山市出身。岡山県議会議員／文教委員会副委員長。山陽学園大学 国際文
化学部卒業。ダンス講師・振付師をしながら、さまざまな職業を経験した後、2011 年統一地方選挙にて県議会議員の付託を受ける。現在も現
職の他に、岡山の祭り「うらじゃ」の振り付けなど、精力的にさまざまな活動を行っている。また、今秋、全国ロードショー予定の EXILE・
MATSU 主演の岡山を舞台にした映画『晴れのち晴れ、ときどき晴れ』の振り付けも担当。　

岡山県議会議員

岡山県議会議員の中川雅子さんは、今年 2 年目を迎える議員 1 期生。前職はダ

ンスのインストラクターをやりながら、農園で花を栽培したり、岡山市役所で

国体の PR をしたり、そのほかさまざまな経験を積んできた。また街おこしのた

めに祭りや民謡を掘り起こすなど、得意のダンスを通じ、社会貢献も。そんな

パワフルな中川さんがダンサー議員としてやっていきたいことを語る。

来場者が笑顔になれる
祭りにしたい

「私がうらじゃに関わってもう 14 〜 15 年になり

ます。大学時代に放送部に入っていた時に、ある

放送局さんが、大学の連合放送部を作って下さり、

イベントの勉強をしていたんです。ちょうどその

ころよさこいソーランが話題になって。それで、

岡山でもあんなエネルギッシュなお祭りを作りた

家族に背中を押されて選挙に
出ることを決意

「現在岡山県議会議員１期目です。もともと議員

になろうとは全く思っていませんでした。議員に

なる前は、ダンスの先生をしながら、踊りで地域

を元気にしていこうということで、いろいろな地

域の民謡や民舞を掘り起こし、お祭りの再考をし

て、若い人たちにも受け入れられる形にしてから、

もともとあったものに返していくという活動をし

ていたんです。そんな時に、芸術や芸能、文化の

感性を県議会に入れてほしいということでお話が

あって。選挙って家族を巻き込んで大変と聞いて

いたので、親が嫌がったら出るのをやめようと思っ

ていましたが、意外にも “ 人の役に立てると感じ

たら挑戦してみなさい。議員の声がかかるという

チャンスは誰にでもあることではないし、声がか

かったということには意味があるんだろうって ”

父親が言ってくれたことで背中を押されたところ

もあります。地域を回ってお祭りや街おこしをやっ

ていく中で、行政に対してやってほしいことが出

てきたり、私たちが思うことと行政が言うことに

ギャップがあるなと感じたりしたこともあって、

そこが埋まればもっといい方向に動き出すんじゃ

ないか、これは何かのチャンスだからやってみよ

うと思い決心しました。ただ、私にとってダンス

は人生そのものなので、ダンスとの関わり方に悩

みました。模索していく中で、ダンスの先生とい

う立場で、大人や子どもからも自分たちの思いを

気軽に話して頂けますし、さまざまな地域を回る

きっかけにもなっています。私はダンスというツー

ルで、政治から遠かった人たちの窓を開けられる

かもという気持ちを持てたのも大きかったですね」

いということになり、研修にも行かせていただき

ました。実際にお祭りにも出させていただいて、

その時に感動したのがみんな笑顔だったことなん

です。行き交う人たちが笑顔で “ 頑張ってね ” と

かお互いをたたえ合っている。壁が一切なくて、

通りがかりの人が挨拶とかコミュニケーションを

取りながら街を歩いていることに驚いて。そこに

私の基本があるんです。うらじゃは人づくりまち

づくりを軸にしています。「共生と融和」。その中

で、10 回目ぐらいまではチームの参加者も増や

して、認知度も上げていっぱしの祭りにしようみ

たいな夢がありましたし、それに近づいて行って

いるなという手ごたえもあり、のめりこみまし

た。時折うらじゃは祭りなのかイベントなのか、

と悩んだりもしましたが。今感じるのは、踊り子

さんと祭りをつくる側がすれ違っているような気

がしています…。思いはきっとひとつのはずなの

に、別々の方向から登っているから、ちょっと分

かり合えていないような状況が起きているんじゃ

ないかと…。私の願いは来ていただいた方に “ う

らじゃの踊り子さんたちはずっと笑顔ですごくパ

ワーをもらうよね ” って言われるようなお祭りで

あってほしいと思ったんです。お祭りはいろいろ

な人が関わって、いろいろな意見があるから、そ

こでひとつの方向を向いて頑張って行くこと。そ

れは文句を言ったりすることじゃなくて、どうし

たらみんなで気持ちよく目標に近づけるのかを模

索することだと思うんです。若い人にとっては学

校外での教育の場、経験の場にもなっていると思

うし、人間的なトレーニングにもなるチャンスや

可能性があると思っています」
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POSITIVE 金言 「私にとっての愛とは惜しみなく与えることです」（アウンサン・スーチー）

踊りで人と人の縁を結びたい
「うらじゃでは、うらじゃ音頭という総踊りで踊

られる曲があるんですが、その振り付けをさせて

いただいたんですね。でもどうやって作ったの

か、実は覚えていないんです。思いが自然に形に

なったというか…。でもできた時にみんなで踊っ

たらすごく楽しくて、瞬く間に広まった。それは

きっと無条件に手をつないで踊って、無条件に楽

しいからだと思うんです。この踊りを通して人と

人がつながるなら、うらじゃの持つ意味は大きい

んじゃないでしょうか。そこで感じる楽しいとか

ワクワクする気持ちとか、みんなを元気にしよう

という思いが大事なんです。私は「縁」という言

葉が好きなんです。みんなの手と手がつながると

円になるじゃないですか。うらじゃに来て、うら

じゃ音頭を踊って、みんなで円になって、自然と

縁が結ばれていく。それでいいかなって思ってい

ますね」

バッチをつける重みとやりがい

身だからこそ、耳を傾けてくれたのではないかと。

その時にバッチをつける重みを改めて感じました

し、だからこそ、今までの経験に勉強を重ねて、

多くの方の知恵と共に動きを創っていきたいって

思いました。

　以前、とある高校が定員割れなので、なんとか

できないかっていう相談を受けたんです。そこは、

ある部活動で毎年指導させてもらっていた縁もあ

りましたので、何とかしたいという思いはＯＢや

地域、先生方と同じように感じていました。私は

ダンスが武器というか持ち味なので、それでお手

伝いできることがないかなと考えました。民謡を

ダンサブルな曲にアレンジして、振り付けし、そ

の高校のオリジナルを創ったんです。そしてその

プロジェクトに参加する生徒たちの頑張りを見た

多くの大人が感動し、一緒にプロジェクトを進め

てくださいました。その踊りを子どもたちがリー

ダーとなって、各幼稚園や小学校や中学校に教え

に行くっていうプログラムを思いつきました。高

校のお兄ちゃんやお姉ちゃんが教えに来てくれた

ことで、あこがれを持ってくれるのじゃないかと。

将来その高校にいきたいと思う生徒が増えれば、

定員割れを防ぐことにもなると思って、各議員さ

んはじめ、市長さん、教育長さん、学校長さんた

ち、多くの力をお借りしました。みなさん子ども

たちのためならって気持ちよく動いて下さいまし

たが、多分それは、いちダンスの先生が言っただ

けでは聞いてもらえなかったのではないかと思い

ました。きっと県民の皆様から付託を受けたこの

ダンスと政治は人の縁を結ぶところが似ている
もでも大人でも言う人が多いですけど、でも未来

の自分ってどうなっているのか誰も分からない。

今の自分が一生続くわけじゃないよって。できる

方向に本人も周りも信じて、そっちへ向かえるよ

うにしてあげたい。未来の自分に縁を結ぶんです。

政治の世界とダンスの世界は違いますが、縁を結

ぶという意味では一緒。人と人、県と市、県と人

をつなぐ役割に私が必要なら、そのお手伝いは今

後も続けていきたいと思っています」

「踊りの指導を行っていく中で、その人のやる気

スイッチみたいなものを押せたらいいなと思って

るんです。指導というより、きっかけ作り。引き

出したあとは本人でしか伸ばせないと思っている

から、必要な時にだけ背中をそっと押すような言

葉が出せたらと。だから私はあるレベルにくると、

あんまり自分が前に出て踊って見せないんです。

ステレオタイプより想像力や、個性を引き出した

いから。“ 私はダンスができません ” って、子ど

POSITIVE  ITEM

BOOK
PLACE MOVIE GAME

『未来は選べる！』
本田健×バシャール
　読んでいる

だけでワクワ

クします。ワ

クワクしたら

ウキウキしま

す。すべてよ

し！と思える

気分になる一

冊。今まで持っていた概念を打ち破っ

てくれるようなひと言が散りばめら

れていて “ ああ、そういうことか ” っ

て気をラクにしてくれる本。

　西粟倉。吉井川に流れる源流があ

るんですが、流れとはいえないほど

小さくて、それがあんな大きな川に

なるかと思うと驚きです。また、そ

こをもっと上がると木が 2 つくっ

ついている御神木みたいなのがあっ

て、これが素晴らしい。片方の枝が

もうひとつの気の穴に入っているん

です。陰と陽のバランスというか、

人間の営みにも思え感動しました。

『奇跡のシンフォニー』
　自然の中から音楽を感じ取る小さ

な主人公。あきらめという言葉さえ

出ないくらい信じるという力を持つ

ことが奇跡につながること、愛の強

さなどをすがすがしく描いています。

理由理屈なしに大好きな映画。

「桃太郎電鉄」が好きです。いろい

ろな所にいった気分になれるし、岡

山が主役なので、いい気分になれる

( 笑 )。桃太郎ランドをいつ買おうか

なとか ( 笑 )。

　どの香りも好き。気

分で選び、ブレンドや

お茶の焙煎もします。 いい香りを体

いっぱいに吸い込んで元気をみなぎ

らせます。お気に入りは、ペパーミ

ント×オレンジとほうじ茶。

　食べることが大好きなので、おい

しいものを食べている時が幸せ。も

ぎたての野菜とか食べたらものすご

くテンションが上がります。おいし

いトマトを丸か

じりしたら、一

日中元気いっぱ

い ( 笑 )。

AROMA
FOOD



   OKAYAMA MOVE UP

POSITIVE 金言 「奇跡っていうのは、起こすから価値があるのよ」（『新世紀エヴァンゲリオン』より）

Be POSITIVE
 Culture/Item/Entertainment and more

人に元気を与える人になるには、自分自身が元気でハッピーじゃなきゃ。ムカつくこと、悲しいこと、情けないこと、

失敗すること、心が痛くなる出来事…。毎日毎日嫌なことはあるけど、ほんの少し見方を変えて見ることで、気持ちは

前向きに立て直せるはず。そんな時、そっと背中を押してくれるさまざまなモノ。友達、家族、ペットなど心許せるモ

ノをはじめ、楽しい映画、ノリノリの音楽、感動的な本など、心に響くものを誰でもひとつ持っている。また、それだ

けではなく、髪形を変えたり、旅行に行ったり、美味しいものを食べたり、やってみたかった習い事に挑戦したり、自

分を変えてみることで、人生が楽しくなる方法もたくさんあるはず。そんなポジティブになれる最強のカルチャーやア

イテムやエンターテインメントなどをご紹介。あなたの気持ちがハッピーになるようなモノに出会えますように。

PLACE

富士山がついに世界文化遺産に登録
　6 月 22 日、富士山が世界文化遺産登録された。自然遺産ではなく、文

化遺産になったのは、古来より霊峰と崇められていた信仰という伝統、

また美しいその姿に芸術といった文化的価値が認められたため。さらに、

除外になると思われていた三保の松原も一転、あわせて登録されたこと

も大きな話題となった。7 月 1 日には、世界遺産となって初めての山開き

で、多くの登山者が来山。この機会に、日本が世界に誇る名山・富士山

の美しい姿を眺め、登山に挑戦してみたら？　なんといっても日本一の

山なのだから、そこから見える景色はきっとあなたの中に大きな力を与

えてくれるはず。

MOVIE
映画、DVD、特別展などダイオウイカが引っ張りダコ !!
　生きたダイオウイカの姿の撮影に初めて成功、16.8%

の高視聴率を記録した注目の「NHK スペシャル　世界初撮影！深海の超

巨大イカ」が映画化される。“ 伝説の怪物 ” と恐れられてきた深海の偉大

な王者ダイオウイカをスペシャリストたちが最新鋭の潜水艇と撮影機材

を駆使し、おびき寄せることに成功。その映像は放送直後から反響を呼び、

映画化が決定した。8 月下旬に全国の映画館で上映される劇場版では、テ

レビで放送されなかった舞台裏なども公開される。また、同番組の DVD

とブルーレイも NHK エンタープライズより絶賛発売中。奇跡の瞬間の映

像が自宅で繰り返し楽しめる。さらに、10 月 6 日まで、東京・上野の国

立科学博物館では、特別展「深海〜挑戦の歩みと驚異の生き物たち〜」

が開催。全長約 5 ｍのダイオウイカの標本が展示さるなど、イカブーム

が到来の予感。ブームの行方に注目だ。

【価格】DVD 2940 円、ブルーレイ 3465 円（いずれも税込）
©2013 NHK/NEP/DISCOVERY CHANNEL

BOOK

ここは女のザンゲ室。働く女性のリアルな
悩みに理恵子ママが切り込みます
　シリーズ 12 万部を突破した『スナック

さいばら おんなのけものみち』の第 2 弾は、

働く女性に捧げる応援歌。仕事に恋愛、人

間関係に疲れ果てても、人生は笑って過ご

したい。くさくさして、やさぐれた気分に

なった時、ちょっとだけ愚痴を言ってみた

くなることだってある。そんな顔で笑って

心で泣きながら頑張っている女性に理恵子

ママがエールを贈る。69 人のセキララな

人生に、「分かる分かる」と相槌を打ちながらも、「私も経験したよ」ともっ

と壮絶な人生を語る理恵子ママ。「立ち向かうな！ バックレろ！」。逃げ

るが勝ちの人生もあるさと、優しく背中を押してくれる一冊。

DVD
『エンド・オブ・ザ・ワールド』
『40 歳の童貞男』のスティーヴ・カレ

ルと、『パイレーツ・オブ・カリビアン』

のキーラ・ナイトレイが共演した世に

も素敵な “ 世界の終わり ” の物語。

　地球に衝突する小惑星の破壊作戦が

失敗に終わり、人類の滅亡は避けられ

ないと分かったその日、ドッジの妻

は何も告げずに去っていった。これまでろくに会話したこともなかった

隣人の女性・ペニーから、誤配達されたドッジ宛ての手紙の束を渡され、

その中に昔愛した女性・オリヴィアからの手紙を発見。ペニーとともに

オリヴィアを探す旅に出る。

　ザ・ビーチ・ボーイズやフレンチ・キックスなど、全編を彩るロック

＆ポップスの名曲もポイント。

【定価】840 円（税込）【発行】角川書店
販売元：TC エンタテインメント　発売中　DVD 3990 円（税込）
©2012 Dodge Productions, LLC.

いつかは富士山に登りたい！ イカブーム到来 !?

『スナックさいばら おんなのけものみち バックレ人生大炎上篇』　
西原理恵子

逆境だって、なんのその。



      OKAYAMA MOVE UP

POSITIVE 金言 「俺が光をあげよう。闇夜を照らす光だ。限りなくいつまでも。目がつぶれないように気をつけろ」（忌野清志郎）

【岡山】
7 月 12 日・13 日　INUJIMA fes XXXX THE JAMBOREE8（犬島公演犬島キャンプ場）
出 演：HIFANA / 七 尾 旅 人 / U-zhaan /Force Of Nature /EVISBEATS /PUNCH&MIGHTY /K.U.D.O. /Teate 
/COLO /Auto & Tatsuyama Ippei /OLEO /NAGAN SERVER × DJ ARCHITECT × covochang /CS / 聖紅 /
SKLAWL

【愛媛】
7 月 20 日　SUN BURST 2013（寒川豊岡海浜公園ふれあいビーチ ）
出演：土屋アンナ / オレンジレンジ など

【山口】
8 月 17 日・18 日　WILD BUNCH FEST 2013（山口きらら博記念公園）
出演：flumpool / マキシマム・ザ・ホルモン / さかいゆう など

【香川】
8 月 24・25 日　MONSTER buSH 2013（国営讃岐まんのう公園）
出演：清木場俊介 / フジファブリック / グループ魂 など

【広島】
8 月 31 日・9 月 1 日　SOUND MARINA（広島グリーンアリーナ）
出演：山崎まさよし / 華原朋美 / 東京スカパラダイスオーケストラ

DEGITAL ITEM EVENT
　毎年、年間を通じてヒットした商品をランキングで誌面発表している

「日経トレンディ」が「2013 年上半期ヒット商品」を発表。創刊以来、

年間ランキングのみの発表だったが、今年はアベノミクスで消費心理が

変化し、ブレイクした商品が多かったということで、上半期のランキン

グも設けられた。ベスト 30 の中には、デジタル関連グッズも 5 つ選出さ

れているので、ランキングからデジタルトレンドを振り返ってみよう。

　ベスト 30 のうち、デジタル関連は、ベストテンに 4 つ入っており、そ

の中の 2 つは 1 位の「アベノミクス消費」に続き、2 位と 3 位に選出さ

れている。

　まず 2 位の「パズル＆ドラゴンズ」は、昨年の 10 月から利用者が急増、

1300 万ダウンロードを達成し、日本人の約 10 人に 1 人が遊ぶゲームに

なった。普段ゲームをやらない層にも受け入れられたことがビッグヒッ

トにつながったという。3 位の「Nexus ７＆ iPad mini」は、「Kindle Fire」

も合わせ、タブレット普及の起爆剤になった。昨年 1 年間の市場規模は

前年比 191％で、数年前のスマホと似た伸び方をしていることから、1 〜

2 年後にはスマホ並みに、普及することが予想される。8 位には「ブルー

トゥース機器」がランクイン。スマホ、タブレット市場が拡大したことが、

大きく影響している。9 位は「とびだせ どうぶつの森」。売上は 386 万本

にのぼり、関連書籍も合計で 140 万部を突破したことも相乗効果となっ

た。そして 23 位は「マウス型スキャナ MSC10」が選出。マウスとして

も使える小型スキャナーは、その手軽さが人気。テレビで紹介されたこ

とをきっかけにブレイクした。

　上半期は、アベノミクスで消費の現場が元気になったのをきっかけに、

高額商品が動き出したといわれている。しかしやみくもに消費するので

はなく、堅実にいろいろな商品を吟味し、いいものは高くても買うという。

また、安いものでも普段より少しリッチなもの、無駄だと避けてきた遊

びアイテム、あるとうれしい便利アイテムも人気とか。

　下半期、これらのアイテムはどうなっているのか。また、消費を刺激

しライフスタイルを変化させてしまうような商品が登場するのか。今後

もデジタルトレンドに注目だ。

岡山及び近郊のフェス情報
　夏のイベントといえば各地で行われる花火大会や野外フェスが定番。

開放感あふれる空間で、自由に音楽を楽しむ。飲んで、踊って、好きなアー

ティストが同じならすぐに友達、そんなオープンマインドな交流もフェ

スの醍醐味。常連さんも、初心者さんも自分流のスタイルでフェスに参

加してみない？　気持ちが前向きでハッピーになること請け合いだ。

ITEM 
世界初の真空ジュースミキサー
　健康のために、手作り朝ジュース

を飲む人が増えている。ただ一口に

ジューサーといってもいろいろある

のをご存知だろうか。栄養成分を壊

さないように、低速でゆっくり絞る

「スロージューサー」や、繊維を残し、

生の栄養を丸ごと摂れる「ミキサー」

など、自分の好みにあったものを選

んでいる。そんなジュースミキサー

市場に画期的な新製品が登場した。

一般家庭用のジュースミキサーにおいては世界初となるテスコムの「真

空ジュースミキサー TMV1000」がそれ。文字通り、空気を吸引して真空

状態で攪拌するのだ。真空にすることにより、空気に触れることで酸化

することを防ぐことができるので、変色や栄養成分の鮮度を保ってくれ

る。また、空気の気泡がつかないため、口当たりはなめらかですっきり

とした味わいが楽しめる。さらに、真空のまま保存できるので、これま

で作ったらすぐに飲まなければならなかった生ジュースの作り置きが可

能になり、冷蔵庫で冷やして好きな時に味わえるように。新世代のジュー

スミキサーで美容と健康を守り、元気な毎日を！

TREND
炭酸水が人気の秘密
 　家庭で手軽に作れる炭酸水マシンが発売されるなど、数年前から炭酸

がブームだ。しかし、ここにきて、炭酸が健康や美容に及ぼす効果など

が実証され始めたことから、改めて炭酸水が見直されている。炭酸水ダ

イエット、炭酸水温泉、炭酸スキンケアコスメ、炭酸水レシピ、ヘッド

スパ、炭酸水洗顔などその使われ方や用途もさまざま。美肌、整腸作用、

疲労回復、冷え性、新陳代謝の促進、免疫力アップなどの健康効果に加え、

肌の傷が治りやすいなど外から働きかける力もあるとか。暑さがますま

す激しくなるこれからの季節、水の代わりに炭酸水を試してみては ?　効

果のほどはさておき、炭酸水のすっきりとしたポップな泡が気分をしゃっ

きり上げてくれそう。

「2013 年上半期ヒット商品ベスト 30」にみる注目のデジタルトレンド 夏はフェスで盛り上がれ！

自宅でプレミアム生ジュースを飲むという贅沢

体の内外から健康に働きかける



   OKAYAMA MOVE UP

POSITIVE 金言 「料理は芸術であり、かつ高尚な科学である」（ロバート・バートン）

ACROSS THE 
丸本 孝一郎（料理人）
KOICHIRO MARUMOTO

1976 年２月 18 日生まれ。岡山県岡山市出身。
金山学園高等学校（現 岡山学芸館高校）の調理学科を卒
業後、岡山市内の某ホテルに入社し、洋食、鉄板、外食
産業などさまざまな経験の後、「鉄板 かや乃」にてシェ
フを務める。

1

2

3

4
5

6
7

料理人を目指すようになったきっかけ

この仕事にやりがいを感じるとき

尊敬している人はいますか？またその理由は。

料理人にならなければ何をしていたと思いますか？

今後の料理人としての夢

ライバルは誰ですか？

これだけは誰にも負けないというところ

私が小さいころから母が食堂をやっていて、ずっと手伝いもしていたし、料理をつくること

も楽しいなと思っていました。母の背中をずっと見ていて、料理人になりたいという気持ち

に自然になっていました。

料理をつくるときに、頭の中で味付けなど料理をつくっていて、それがイメージ通りにで

きたときはうれしいですね。また、今は鉄板焼きなので、対面式で料理をしているのですが、

お客様から帰られる際に「ありがとう」「また、来るね」と言葉を頂いたときですね。

母ですね。自分の舌に自然に合わせてくれたりして、365 日いつ何を食べても本当におい

しいんですね。逆に自分が毎回お客様においしいと思われるような料理を提供できるよう、

努力しなければならないです。本当にいい味付けするんですよ（笑）。

お笑い芸人ですね。本気で中学３年生の時に友達と NSC に行こうと思っていました（笑）。

昔から考えていることなのですが、ゆくゆく一線を引いたら、田舎に行って自給自足をし

ながら古民家を経営したいですね。水やそこで穫れる野菜がおいしいかなどにこだわって

やりたいです。

他の人はそれぞれに持ち味があって、そこを追求するより、やはり自分自身ですね。

探究心かもしれません。以前に料理開発をやっていたこともあるのですが、何かと何かを

掛け合わせて、今までになかったものを作り、完成させることが好きですね。

OKAYAMA

【鉄板 かや乃】
住所：岡山県岡山市中央町６−８　TEL：086-233-8800



      OKAYAMA MOVE UP

POSITIVE 金言 「飽きるところから新しい料理が生まれる」（魯山人）

RAINBOW
石井康之（料理人）
YASUYUKI ISHII

1990 年 1 月 18 日生まれ。東京都大田区出身。
新宿調理師専門学校を卒業後「銀座うち山」に入社。現
在に至る。
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料理人を目指すようになったきっかけ

この仕事にやりがいを感じるとき

尊敬している人はいますか？またその理由は。

料理人にならなければ何をしていたと思いますか？

今後の料理人としての夢

ライバルは誰ですか？

これだけは誰にも負けていない！というところ

小学生の時、イタリアンレストランで食べたペペロンチーノの美しさに感動したのがきっか

けです。この感度、ドキドキやワクワクを人に与えられる仕事ってかっこいいなと思いまし

た。

当たり前かも知れませんが、やはり “ おいしい ” と言って幸せそうな顔をしてくれたり、また

来るのを楽しみにしてくれていたり、この空間自体を楽しんでくれるのを感じた時です。

親方です。店を構えた今も新しい食材、よりおいしい食材を求めて探しに行ったり、和洋

中問わず勉強をしに行って、より良い調理法を見つけてきたりとお客さまを喜ばせようと

常に貪欲だからです。

ミュージカルの劇団員か歌手。歌うのも好きだし、やはり人を感動させたり、楽しませた

りできるから。

自分は料理が好きだと思って調理を目指しましたが、調理師になった今気付いたのは、料

理を作ることよりも料理で人を喜ばせるのが好きなんだなということ。ですから美味しい

料理を提供するのはもちろんですが、自分の個性を生かした最高のおもてなしをして、テー

マパークのように、また行くのが待ち遠しくなるようなお店を作りたいです。

自分の目標や夢に向かって毎日全力で生きている人を見ると刺激を受けます。

仕事中、何をするにも全力です。洗い物をするにしても、魚を卸すにしても、お客様へのサー

ビスでも自分のできる全力を出します。

TOKYO

【銀座 うち山】
住所：中央区銀座 2-12-3　ライト
ビル地下１階　
TEL：03-3541-6720
営業：昼 11 時半〜、夜 17 時〜
URL：www.ginza-uchiyama.co.jp
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