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クレイジーケンバンド

ほん

横山 剣
イイネ 横浜本牧
もく

！

横浜は幕末の開港に伴う外国人居留地︑
１９４５年の敗戦後の米軍による
接収など︑
近代の日本の中でいち早く海外の文化に触れてきた︒
横浜本牧で過ごしてきた横山剣さんの音楽の魅力は︑
各地から
この土地に持ち込まれミックスしたものが蓄積され︑
剣さんの脳内で
自然発酵して誕生する独特のサウンドと歌詞にある︒
渡邊直樹 本誌編集長 構成 ●丸山貴未子 撮影 ●島崎信一︑渡邊直樹 写真提供 ●ダブルジョイレコーズ
聞き手 ●

うと、本牧に住む友人と本牧界隈

（以下ＣＫＢ）の聖地巡礼をしよ

―
イカル本牧まで下ってきて、
「ム

上の自由の女神像を眺めて、旧マ

にある「横浜ロイヤルホテル」屋

全体を俯瞰し、旧チャブ屋（＊）街

を歩いて、最後はＣＫＢがレギュ

道まで行き、伊勢佐木町、福富町

車で行き、地下鉄で元町から馬車

だった「クリフサイド」近くまで

りました。それからダンスホール

並び、アメリカそのままの暮らし

芝生の上に米軍将校の住宅が建ち

スの中には日本人は入れず、緑の

六十数％を占めたという。フェン

面積では一時沖縄を除く全国の

から１９８２年（昭和 ）まで。

先日、クレイジーケンバンド

を歩いてきました。本牧２丁目あ
ーンカフェ」やライブハウス「ゴ
ラー出演している長者町のライブ

本牧のトンチンカンさが
何とも 言えない魅力
山さんのお話をうかがえることに
たりから、かつて東条英機が入院
ールデンカップ 」
、バー「イタリ
が営まれた。周辺にはアメリカの

今日は長年のファンだった横

なって気持ちが高揚しています。
したという米軍病院跡地の大鳥小
ハウス「ＦＲＩＤＡＹ」まで。１

―
剣さん、と呼んでもいいですか。
アンガーデン（ＩＧ）
」などを巡
音楽を流したり、外国人向けの娯

化に影響を受けた音楽が、 年代

その駐留米軍がもたらした文

万６０００歩ぐらい歩きました。

本牧は、戦後米軍に接収され

―

楽を提供する場が多く誕生した。

―

剣さんにいたるまで、脈々と続い

のザ・ゴールデン・カップスから

＊

横山 幼少の頃の記憶ではあるん

記号は︑どこか本牧のトンチンカ

ころに残っているオリエンタルな

ション状にアメリカになっていく

のあたりから︑だんだんグラデー

ップ﹂
や
﹁旧イタリアンガーデン﹂

て︑本牧１丁目の﹁ゴールデンカ

街の真ん中を路面電車が走ってい

そういった越境感のあるものに心

ダイス的なエキゾチックサウンド︒

作る︑妄想のハワイ︑妄想のパラ

ていたマーティン・デニーさんの

細野晴臣さんや細野さんの敬愛し

ときていました︒音楽でいうと︑

エリア２という︑フェンスに囲ま
れたベースになる︒警察の真ん前
にアメ車の止まっているＰＸの駐

ベースの中にも入ったんです
か？

―
画館が並んでいました︒夏になる

横山 ベースが一般に開放される
親善盆踊り大会をやるんですよ︒
青い目の人が浴衣を着て︑足下は
下駄じゃなくコンバース︵笑︶
︒
そういうトンチンカンなところに︑
そのエキゾチックなトンチン

エキゾチズムを感じていました︒

―

カンなテイストが、ＣＫＢの音楽
にも反映されているのでしょうか。
横山 その通りです︒だからその
後ハワイやロサンゼルスに行くこ
とになったときも︑無意識のうち
にオリエンタルな記号を探してし
まうんですよ︒街角に突然鳥居が
建っていたり︑中華の丼にロコモ

4

と︑その駐車場を閉鎖して︑日米

車場があって︑ボウリング場や映

基地の第一印象は
日本にない︑
いい匂い

一気に本牧通りの左右がエリア１︑ 惹かれますね︒

んです︒そして山手警察の所から

とはかなり鮮明に覚えていますね︒ ンな部分とつながる︒それにグッ

ですが︑ベース︵米軍基地︶のこ

りの記憶は？

ているように思います。そのあた

ていたのは１９４５年（昭和 ）

横浜市の一部が米軍に接収され

ていた時期がありますね。

60

変でしたね︒

横山 それはそれは︒暑い中︑大

学校へ。本牧山頂公園に登り、町

1
昨年の横山剣デビュー 40 周年に続き、今年はクレージーケンバンド結成２５周年を迎えた。

横山 どうぞどうぞ︒

楽曲は瞬時にその時代
その場面にワープできる

20

コがのっていたり︒いろいろなと

4 CKBがデビューした「イタリアンガ
ーデン」も、当時は本牧通りの向か
い側にあった。5 ザ・ゴールデン・カ
ップスが演奏していたライブハウス
「ゴ
ールデンカップ」はいまも営業中。
5

12
＊チャブ屋：主に外国人客を相手に女性が接待する歓楽施設。谷崎潤一郎も戦前の一時期、チャブ屋街近くに住んでいた。
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1「クリフサイド」。１９４６年に元町の
代官坂横に開業した伝説のダンスホ
ール、ナイトクラブ。戦後の日本の社
交界の一つだった。2 米軍の上級将
校の住宅が建ち並んでいた跡地は
本牧山頂公園になっている。3 屋上
の自由の女神像が目をひく
「横浜ロイ
ヤルホテル」。
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に思います﹂と高橋さんは言う︒

とに何か大きな意味があったよう

の神様である関羽だったというこ

っかけを作ってくれたのが︑商売

﹁中華街の人々が手を取り合うき

しての姿を確立していった︒

うようになり︑観光と商業の街と

を街のイベントとして大規模に祝

目指すことを意味します︒これま

可能な社会と経営を実践する街を

﹁ＳＤＧｓ の街というのは︑持続

テーマを打ち立てた︒

ｔｅｗａｙ になる﹂という２つの

ＤＧｓ の街に﹂﹁横浜中華街はＧａ

的な目標として﹁横浜中華街はＳ

溢れる街・中華街﹂を掲げ︑具体

で街の運営は中華街憲章の考え方
に基づいて行ってきましたが︑憲
に通じています︒自分たちが大切

章の理念自体がＳＤＧｓ の考え方

いまや横浜を代表する観光地と
にしてきたその精神を再認識し︑

百年後の街の姿を見据えて
中華街の街づくりは続く

なった中華街だが︑街は発展を続
け︑その歩みを止めることはない︒ その実現に向けて進んでいきたい
一方の﹁Ｇａｔｅｗａｙ ﹂は︑
いう︒１９２３年︵大正 ︶の関

度の壊滅的な危機に見舞われたと
善隣友好の象徴である善隣門に

心に街は一丸となって動き出した︒ 常に感謝の気持ちを忘れず︑一歩

と思っています﹂と高橋さん︒

団体連合協議会は︑１９９５年に
地域社会において中華街が貢献で

発展会と横浜中華街
﹁街づくり﹂
﹁中華街憲章﹂
︑２００６年に﹁横

1

り﹂を生む装置のような役割がで
った新型コロナウイルス感染症の

大空襲︑そして２０２０年に始ま
した感染予防対策やワクチンの職

華街﹂という横断幕を掲げ︑徹底

﹁みんなありがとう＃がんばれ中
１２８年の歴史を背負っているか

の 代 表 取 締 役 会 長 と し て︑ 創 業

自身も中華街の老舗﹁江戸清﹂

一歩進んでいきたいと思います﹂

東大震災︑ 年︵昭和 ︶の横浜

した︒前者は街づくりの目標と理
きるのではないかということで︑

ールをそれぞれ定めている︒

を守るための具体的なマナーとル

といった︑街の景観や秩序・安全

禁じたり︑ごみの処理や清掃方法

ます︒中華街にお客様を囲い込む

で︑より強い街︑強い地域になり

地域の街が連携して面になること

﹁中華街という一つの点よりも︑

んだという︒

えた︒震災や戦争で街が破壊され

光客が激減し︑街から人の姿が消

ない風評被害を受けてしまう︒観

されたことで︑中華街はいわれの

日本初の感染者が神奈川県で確認

中国・武漢での報道が始まり︑

が鳴って獅子舞が踊り︑中華の異

があっても︑お祝い行事では爆竹

ばなりません︒また︑時代の変化

止めつつ︑乗り越えていかなけれ

先人たちの思いをしっかりと受け

﹁この３度目の危機を︑私たちは

ざまな対策に取り組んでいった︒

域接種の実施など︑考えうるさま

びに立ち上がってきたこの街は︑

度も打ちのめされながら︑そのた

特な魅力に溢れた横浜中華街︒何

日本と中華の文化が織りなす独

んの言葉が強く印象に残った︒

大切さを知り尽くしている高橋さ

次代へ街を引き継いでいくことの

らこそ︑この街を守り︑先人から

流行だ︒

中華街はこれらを指針とし︑中
のではなく︑いかにほかの街へ送
たときでももっと人出があったと

きることは何かと考え︑
﹁ つなが

念を︑後者はたとえば無秩序な看
﹁Ｇａ ｔｅｗａｙ ﹂の構想が浮か

華文化の継承と個性的な街並みを
り出していくかを考える︒そうや

商売の神様に見守られながら︑こ

浜中華街 街づくり協定﹂を策定

板・広告の設置や強引な客引きを

守り続ける取り組みを進めてきた
いうほどの閑散ぶりだったそうだ︒ 国情緒を楽しめる街並みは変わら

れからも発展の歴史を積み重ねて

って地域全体が活性化されていく
ずにいてほしい︒横浜中華街が百

のである︒そして２０２０年︵令
事態の収束を黙って耐えるだけ

＝住所

いくことだろう︒

和食、
フレンチ、豆腐料理店、市民酒場など、神奈川の知られざる名店が目白押し。
山海の豊かな食材と料理人のこだわりが生み出す珠玉の一皿をご紹介。

年後も横浜中華街であるために︑

神 奈 川の食の魅 力

では街を守れないと︑発展会を中

ことを期待しています﹂
高橋さんによれば︑中華街は３

和２︶１月︑発展会は新たなブラ
ンドビジョンとして﹁リピーター

＊料金はすべて税込。
＝料金
料

＝定休日
休

＝営業時間
＝電話

営

2
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電
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3
1 横浜関帝廟。現在の建物は1990
年 8月に再建された4 代目。2 コロナ
禍の中華街では街をあげてさまざまな
取り組みが行われた。２０２１年 10月
には厚生労働省と協議を重ね、ワク
チンの職域接種を実施した。3 2021
年 3月、新たなチャレンジとして「横
浜中華街映画祭」をオンラインで実
施。中華街を舞台にした映画5作品
を配信した。写真は作品の撮影に参
加した発展会や街の人々。
住

45

稲荷神社は秦氏が持ち込んだもの

前出の環境共生課の谷さんが言

白笹稲荷神社の主祭神は︑宇迦
秦野市内でしか販売していない

日本酒造りにも影響したようだ︒

った︑場所による水の硬度の差が

御 魂 命︒この神様は酒造りを司
同酒造の﹁秦野・純米原酒﹂は︑

という説もある︒

るとされる豊宇気毘 売 神 と同一
金井酒造店と白笹稲荷神社の縁の
米﹁五百万石﹂
︑秦野の伏流水︑

ち込み︑この地で育てた酒造好適

であるとされる︒このことからも︑ 主な産地である新潟県から籾を持
深さにも頷ける︒御神酒の奉納は
空気︑太陽で育んだ純・秦野産︒
米本来の味を生かすため︑精選

もちろんのこと︑コラボレーショ
ン商品も発売している︒
した米を ％まで精米︒その後︑
米を米麴に含まれる酵素の力で糖

秦野生まれ︑秦野育ち︑秦野発
のいずれかに該当する﹁はだのブ
ルコール発酵させる
﹁並行複発酵﹂

化し︑同時にその糖分を使ってア

１９８６年︵昭和 ︶までは︑

の味にクセが出てしまって⁝⁝﹂

ていた︒しかし︑
﹁ どうしても酒

市中央部・元町地区に酒蔵を構え

現在の場所から３㎞ほど南東の︑

少なくなっていて︑なかなか難し

っても田んぼが減り︑米の収量が

﹁秦野産米だけで酒を造ろうと思

品に満ちた銘酒に仕上がっている︒

濃醇なコクがあり︑まろやかな気

そこで︑現在の場所である堀山
培している山田錦を使うこともあ

産の五百万石や︑兵庫県で契約栽

いのが現状です︒神奈川県葉山町

下に場所を移し︑地下から汲み上
ります﹂と佐野さんは秦野市産米

お酒に出るクセもなくなり︑理想

﹁移転によって水質が変わったら︑
蔵人たちの伝統技術と︑惜しみな

生み出されたおいしい伏流水と︑

秦野盆地の自然の働きによって

で酒を造る難しさを話す︒

的な味わいのお酒になりました︒
野のおいしい日本酒は造られる︒

い手間があるからこそ︑今日も秦

ようになった︒

げた地下水を用いて酒造りを行う

は当時を振り返る︒

と代表取締役社長の佐野博之さん

こうした伝統的な酒造法により︑

年前まで思わぬ悩みを抱えていた︒ を一つのタンクで行う︒

金井酒造店の日本酒︒しかし︑

ランド認証品﹂にも選ばれている

55

場所によって︑水の味は変わるん
です﹂︵佐野さん︶

2

3

1 白笹の酒樽に藁（わら）で作った筵
（むしろ）のような菰 (こも)を巻きつけ
た菰樽。神事の際に白笹稲荷神社
に御神酒として供えられる。2 大きな
仕込みタンクが並び、温度管理がさ 4
れた金井酒造店の醸造所内。3 上か
ら見た仕込みタンク。タンクに酒母、
麴、蒸し米、水を加えて醪（もろみ）
を仕込む。4 山積みにされた五百万
石の米袋。
その年の酒米の収穫量に
よって、仕入量も大きく左右される。
5「日本酒を通して、丹沢秦野の地域
の魅力を世界に発信したい」と語る
佐野さん。6 神奈川産酒造好適米
「若水」を使用した純米吟醸酒「純
米吟醸 若水」。すっきりとした味わい
5
が特徴。
※「地域人」
とは、
その地域を愛し、
地域を元気にする人のこと。
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さ ま ざ ま な 挑 戦 を 続 け る

神奈川の地域人
集

特

1
6

61

既存の事業を継承し、新たな挑戦でさらなる躍進へと導く地域人。
自分なりの問題意識を持ち、社会課題を解決するために、自ら起業する地域人。
地域の活性化のために日々邁進する10人の情熱と活躍を追った。

小田原市

好きな町を大切にする仕事を
作家

まちやど「真鶴出版」に向かう
小さな商店街で

年くらい前︑今は亡き建築家の延藤安

びに来たことがある︒帰りにおいしい魚料

まちづくり条例︵通称 美の基準︶
﹂を施行︑
社﹂に来たかったのだ︒チェックインには

今回は︑真鶴出版という﹁泊まれる出版

理を広い２階の座敷で食べた︒

景観を壊す再開発ビルやマンション建設を

揚がっている︒ 年を超す店はご夫婦だけ

とエビとイカだった︒からっときつね色に

と卵焼き︑味噌汁付き︒天ぷらはアシタバ

海苔の香りがよい︒そのほか小鉢にサラダ

種類の地魚が各種どっさりのっている︒海

らし寿司は﹁ブリ︑サワラ︑メジナ﹂の３

まだ早い︒真鶴駅前の福寿司でちらし寿司

真鶴町立
中川一政美術館

ストップした︒国がリゾート法をつくり︑

真鶴町は１９９４年︵平成６︶
︑
﹁真鶴町

弘さんや都市計画家の宮西悠司さんと︑学

真鶴、
なんといいひびきだろう。漁港萌えにはたまらない。
30年ほど前、
バブルに入りかけた真鶴町は「美の基準」を創設した。
当時それは、
国家に盾突く施策だった。あの町は今、
国家に盾を突く施策だった。
あの町は今、
どうなっているだろ
どうなっているだろ
う。
う。

森まゆみ
と﹁ちょこっと天ぷら﹂を頼む︒ここのち

真

真鶴岬

リゾートマンションを奨励し︑開発圧力を

新
幹
線︵
ト
ン
ネ
ル
︶

寿司処葵

真鶴港
福寿司
ぎほう

貴船神社
草柳商店

1

横
浜からＪＲ東海道本線に乗る︒平塚︑
大磯は吉田茂がいたところ︑大磯ロ

ングビーチに行ったっけ︒二宮︑ここで海
水浴をした︒沖から帰ってくるときになぜ
かオイルと膨大な魚の死骸の中を泳いだ︒
国府津には古い旅館国府津館があったはず︒
そこに泊まった女性解放活動家遠藤清子が
失恋から入水自殺未遂を起こしたところ︒
鴨 宮か︑この名前は知らないな︒小田原︑
言わずと知れた北条早雲︑箱根への入り口
だ︒そして早川︑ここを過ぎると緑が深く
なり︑海沿いの絶景ラインを走る︒根府川︑
千駄木にある森鷗外旧居の庭石が根府川石
だった︒
﹁褐色の根府川石に白き花⁝⁝﹂
という詩﹁沙羅の木﹂がある︒

真鶴町（まなづるまち）真鶴（まなつ
る）にある真鶴（まなづる）駅。 岡
の上の駅舎は1924年
（大正13）
築。

いしいブレンドを頼み︑１時間︑仕事をす

名の映画があった︒
﹁あけび屋珈琲﹂でお

パン屋さんは﹁秋日和﹂
︑小津安二郎に同

その名も﹁ムードヘア美容室﹂
︒その先の

瞬は山口の出身で︑大学のサークルで知り

浜の山の方の育ちです︒パートナーの川口

﹁名字はこれで〝きし〟と読むんです︒横

帯片手に迎えに来てくれた︒

お借りして改修し︑すでに出版業を真鶴出

﹁私はお宿がやりたかった︒それでここを

住さん︒２０１５年のことだという︒

域雑誌﹃谷中 根･津 千･駄木﹄でした﹂と來

そのときに持ってきたのが森さんたちの地

だった︒失礼しました︒來住友美さんが携

なく電話したら︑その先の赤い屋根のうち

いない︒ピンポンしても出てこない︒仕方

青い屋根のうちよ﹂と教えてもらうが人が

川口は町に根ざした出版社をやりたい︒

いう選択肢しかないのにあらがいました︒

ではＮＧＯで働きました︒会社に勤めると

の南の方に青年海外協力隊で︑フィリピン

を坂上がるんじゃなくてちょっと下りる方︒ を出てＩＴ企業に勤めましたが︑私はタイ

もお手洗いもついているので助かる︒１階

人も多いという︒部屋は２階に１室︑洗面

家族連れ︑また移住希望者︑生き方を探す

まちづくりに興味がある人も泊まるが︑

で一緒にやろうということになりました﹂

真鶴出版はどこでしょう︒
﹁その先の道

合いました︒今日は藤沢に印刷所の立ち会

4

る︒パソコンが使える小部屋が便利︒

2

版という名前で始めていたので︑同じ名前

神奈川県の西端、真鶴半島の北側
にある真鶴港。駅から背戸（路地）
を下りておよそ5 分で到着。

いに行って夜遅くなるそうです︒彼は大学

っていく︒いい感じの肉屋さんと美容院︑

そこを出て駅前の道を右にだらだらと下

でやっているので︑お昼はてんてこ舞い︒

50

全国に及ぼしているときだった︒

線
道本
東海
ＪＲ

真鶴町役場
鶴

湯河原町

1 2018 年 6月にオープンした真鶴出
版 2 号店。2 箱根火山の噴火から
数十万年を経て掘り出された真鶴町
の特産「小松石」。 真鶴半島は奈
良時代より石材業が漁業と並ぶ産業
だった。右が原石、左が磨いたもの。
3 真鶴出版の來住さん（右）と川口
さん（写真提供：真鶴出版、撮影：下屋敷
和文）
。4 町歩きの案内をしてくれた
渡邉さん。 背戸と呼ぶ路地がどこま
でも続いている。

「美の町」
神奈川県真鶴町
神奈川県
真鶴出版
あけび屋
珈琲
珈琲店
watermark
秋日和
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740

3

撮影●森まゆみ

20

暮らすように町に泊まる
Kanagawa

回
57
第

真鶴町略図
相模湾

真鶴町

