
　平日 15 時の成田国際空港は人がまばら。

日本の空の玄関でさえもこんな状態だから、

噂の茨城空港はもっと少ないことだろう。そ

のおかげで、待ち時間もなく出国手続きを終

えることができた。

　ニューヨークへ行く目的は、6 月 6 日にセ

ントラルパークで開催される” Japan Day”

に参加すること。そこでブースを出し、うち

わづくりのワークショップや阿波踊りの披露

をする。

　大したトラブルもなくニューヨークに到着

し、すぐに滞在先のマンションへ行く。隣の

建物の 1 階にはセブンイレブンが入ってい

るから、あまりニューヨーク感がない。少し

でもニューヨーク感を得ようと、セントラル

パーク周辺を歩くが、疲れて帰宅。（尼寺）

　リーズナブルで気軽な雰囲気のバーが多く、若いニューヨーカーに人気の街、イースト・

ヴィレッジ。イースト・ヴィレッジが最も盛り上がりを見せる夜 9 時から深夜にかけて、ゲ

リラ阿波踊りを披露する。

　阿波踊り特有の鐘の音、「ヤットサー」の掛け声につられて、阿波踊りのステップを真似す

る人も現れる。もはや店内は阿波踊りフィーバーの状態。Japan day のチラシ、HIP のうち

わも配布したが、途中ですべて配りきってしまうほど大盛況にて終了。

　もちろん、移動中の地下鉄でも阿波踊りを披露する。ホームでは電車を待っていた人々と

一緒に阿波踊りのステップを踏む。

　日本の法被に身を包み、阿波踊りの独特のリズムと掛け声はニューヨークの人々にとって、

とても新鮮なものに写ったようだ。ニューヨーカーたちは、日本のようにカメラで写真を撮

る人もたくさんいたが、まずは一緒に体験してみたいと思う人が

多かったと思う。このパフォーマンスにより少しでも日本をそし

て、四国を知ってもらえるよう、活動を続けていきたい。（桑村）

「世界の中心で四国を叫ぶ」

HIPs（HIP メンバーたち）の日記

in New York
Home Island Project

日程：2010 年 6 月 3 日 ( 木 ) ～ 7 日 ( 月 )

場所：ニューヨーク、セントラルパーク等各所

メンバー：Home Is land Project、NY プロジェクトメンバー

( 東京：9 人、四国：2 人、ニューヨーク：メンバー 5 人＋ボランティアスタッフ 13 人、合計 29 人 )

１．ニューヨークに到着 ２．バーホッピング

滞在先からセントラルパークまで歩く途中の風景。

バーに突入、開始。 バーに突入、完了。

地下鉄で阿波踊り。 ホームで阿波踊り。

ニューヨーカーからの歓迎。

道路でも踊る HIPs。

信号を阿波踊りで渡る HIPs。



　Japan Day 前夜の 5 日、準備を終えた私

たちは香川の「アルッテ芸術祭」とスカイプ

交流をした。宿のリビングに集まり、皆で

ニューヨークでの HIP の興奮を伝えた。

　交信が始まった。スカイプとは便利なもの

でタダで世界の裏側の日本とテレビ電話がで

きるのだ。ニューヨークの様子、バーホッピ

ングなどについて語りあった。

　世界中にいる四国人がこうしてつながり合

えるというのは、非常に興味深い経験だっ

た。スカイプを使えば、今後ますます世界に

対する四国の可能性は膨らむだろう。（小谷）

　Japan Day 後の興奮が冷めきらない翌日

の朝も、愛媛の「ネット回線を使ってビジネ

スの可能性を広げよう！」講習会とスカイプ

中継。声がかれた代表に代わって、サボリー

ダー（サブリーダー）が、Japan Day やバー

ホッピングでの様子を伝えた。

　愛媛側の映像に映る人は端正な顔立ちの男

性が多く、HIPs のなかには「イケメーン！」

とついつい発言する女性の姿も。スカイプ中

継だったが、時差を感じさせないくらいリア

ルタイムでの交流ができ、国境を越えても四

国が繋がる可能性を感じた。（尼寺）

３．四国とスカイプ中継

パソコンの前に集まる HIPs

「（ブースの）ベスト・デコレーション賞作ってくださいよ」と、言ってしまうほどの出来栄え。

うちわワークショップに参加するために並ぶニューヨーカー。踊る HIPs。

　寝惚け眼で起き上がる。時間を確認すると、6 時を過ぎたばかり。前日、香川県とのスカ

イプ中継が終わったのは 2 時だったため、体が睡眠を要求しているのか、なかなか目の焦点

が定まらない。そんな状況のなか、10 人以上の HIP メンバーはいそいそと朝準備をしている。

7 時には宿泊先のアパートから、セントラルパークに向かって出発した。

　北に向かって 5 番街沿いに歩いて行くと、Japan Day の会場が見えてくる。運動会の PTA

席のような白テントを装飾していく。テントの全面には、2 匹の鯉のぼりを向かい合わせな

がら吊り、ところどころに HIP うちわをまぶしていく。

　10 時近くになると人が徐々に増え、ブースにも何人かがワークショップの開始を待ってい

る。この後、ディズニーランド並みの行列ができるとは誰も思っていなかったことだろう。

10 時になると同時に全ての席が埋まる。鯉のぼり、和紙、新聞、カラーペンなどを使い、う

ちわを好き好きに装飾していく。

　ふと入口に目を向けると、すでに行列ができていた。待ってくれている人を飽きさせない

ように、みんなで阿波踊りを披露する。

４．Japan Day 本番

みんな集中しているせいか、口数は少ない。



「世界の中心で四国を叫ぶ」 in New York

　出来上がったうちわをカメラに収めよう

と、「見せてくれる？」と参加者たちに聞く

と、少し照れ気味にうちわを見せてくれる。

　他のブースにも目を向けてみると、ステー

ジでのパフォーマンス、書道体験、讃岐うど

んなどの日本食の試食、などなど。

　でも、やっぱり一番盛り上がっていたの

は、うちわ作りと阿波踊りだったんじゃない

かな。（尼寺）

　Japan Day の翌日、ニューヨークの現地高校 Stuyvesant  High School へと団扇づくりの

出前授業のために出発した。マンハッタン島のど真ん中、Chambers  Street にある高校だ。

とてもキレイで映画にでてくるような外観。こんなところで団扇をつくるなんて、「らしくな

い」不思議な感覚だった。

　教室に入ると、日本語クラスの○○先生と本企画をアレンジしていただいた○○さん、そ

して生徒達が出迎えてくれた。驚く事に、教室では女の子たちが J-POP の音楽に合わせてダ

ンスを踊っていたり、男の子たちが日本のマンガの話をしていたりと、まるで日本の学校に

来たような錯覚に陥った。

　授業開始の鐘と同時に、学級委員長？が「起立、礼！」のかけ声を掛けた。衝撃的な光景だっ

た。みんな極自然にその行為をしており、日本人のようだった。

　まず四国についての説明をした。四国は日本のどこに位置し、どのような特色があるのか

を説明した。風の民である事を説明し、今回の団扇づくりのコンセプトを紹介した。そして

各グループに我々が入り、団扇づくりの手順を説明を始めた。皆、私たちの話す日本語を熱

心に聞いてくれ、初めてする団扇づくりに強い関心を寄せてくれていた。

　まずはのり付けからなのでが、皆非常に器用に竹の骨にのりを塗っていく。丁寧に白い和

紙を貼り、プレーンな団扇完成を目指していく。更に驚きなのが、日本人でも難しいとされ

る団扇のヘリの部分を非常に器用に貼っていくのだ。極細の水色の和紙にノリを付け、団扇

のヘリにキレイに貼っていく。

　今回は時間の関係でプレーンな団扇をつくるところまでだったが、キレイな涼しげな白い

団扇が完成した。皆、自分の団扇が気に入ったのか、扇ぐ者、絵書き出す者、鯉のぼりを切っ

て張り出す者など、思い思いに団扇を楽しんでくれた。

　本当に美しいもの、価値のあるものは、国境を越え人々を魅了するという事を体感した一

日だった。私たちが普段当たり前に使っているものでも、海外の人から見ると思いもよらぬ

価値をもつこともある。私たちが知らないだけで、まだまだ日本にはとびきりの素晴らしい

ものがたくさんあるだろう。（小谷）

５．現地高校での団扇づくり出前授業

讃岐うどんを試食できるブース
うちわ作り授業の様子。

ステージのパフォーマンス

皆、眼差しは真剣そのものだ。

照れながら作ったうちわを見せてくれる、



「世界の中心で四国を叫ぶ」 in New York

「Japan Day 2010、SANUKI プロジェクトブースでの手打ち実演」　＆

「温や × 日の出製麺所　手打ちうどんデー」

　２０１０年 6 月 6 日にセントラルパークで開催される Japan Day2010 に香川県より農林

水産省受賞のうどん職人三好修氏（日の出製麺所社長、www.hinode.net）が渡米。手打ち

うどんの「打ち」「切り」の様子を実演した。2010 年 6 月８日にはミッドタウンの讃岐うど

んと串揚げの専門店「温や」にて手打ちうどんの実演と、三好氏手打ちのうどんを使用した

特別メニューを提供した。

Japan Day

　毎年セントラルパークで行われる領事館主催の第 4 回 Japan Day に今年も香川出身の若者

有志で作られたボランティアグループ、SANUKI プロジェクト (Home Is land Project  の兄

弟グループ、2003 年～ ) が 3 回目の参加、3000 食の讃岐うどんをニューヨーカーに振る舞う。

今年は SANUKI プロジェクト結成当初からメンバー兼メンターとして、結成当初から活動を

共にしているうどん職人、三好修氏が渡米。手打ちうどんの「打ち」「切り」の様子を実演する。

（提供されるうどんは会場設備の関係上三好氏の手打ちうどんではなく、冷凍うどんを讃岐風

に提供。）

　フードテントでは餃子、味噌汁、寿司、草加せんべい等のブースのうちでも讃岐うどんは

特に人気で、その列はピーク時数百メートルを超え、多くのニューヨーカーを楽しませた。

温や × 日の出製麺所　手打ちうどんデー

場所：　温や　143 East  47th Street  New York ,  NY 10017

日時：　2010 年 6 月 8 日　ランチ : 11am‒4pm（ラストオーダー 3pm）　ディナー： 

5pm‒11pm ( ラストオーダー 10pm)

　三好修氏（日の出製麺所）が打つうどんは 6 月 8 日にミッドタウンの讃岐うどん専門店「温

や」で食すことが出来た。8 日は SANUKI プロジェクトバックアップのもと「温や × 日の出

製麺所手うちうどんデー」と題し、ランチ、ディナーと三好修氏がうつ打ちたて、切りたて、

茹でだてのうどんを提供。

　日の出製麺所は創業 70 年以上の歴史を持ち、そのうどん職人は計４回農林水産大臣賞を

受賞するなど、日本一の製麺所との呼び名が高い。うどん店としての営業時間は昼の 1 時間

しかなく（お土産用うどんなどの販売は除く）、讃岐うどん愛好家の間では、営業時間が一番

短いうどん屋としても知られている。そんなプレミアムなうどん屋のうどんがマンハッタン

で食べられる機会はこの日一日のみ。ランチはセルフ形式、ディナーは当日手打ち麺を使用

した特別御膳料理（＄２０、＄２５、＄３０）を用意。また、当日に限り手打ち麺（生麺）

の持ち帰り販売も行う。（限定 100 食）

　日本企業の多い日本食街にあるため普段は日本人客が多いが、職人の実演と、打ち立てが

食べられるというニュースで、ローカルのニューヨーカーの姿が多く目立った。ランチ・ディ

６．ニューヨークに讃岐うどん旋風、再上陸！！！！ ナーともに長い行列ができ、打ち立ての讃岐

うどんを食べたニューヨーカーたちは「美味

しい！」「ニューヨークでこんな美味しいう

どんが食べられて嬉しい！」と大満足。讃岐

うどんは 2004 年以降ニューヨークタイムズ

誌でアジアの麺ブームのひとつで SANUKI  

Udon が熱いという予告があったが、それ以

降、現地の新聞、雑誌、料理本・TV ショー

に 何 度か取り上げられ、今では SANUKI  

Udon が英単語として定着しつつあるよう

だ。（伊藤）

【SANUKI  プロジェクト】　

NY 在住香川県出身者で 04 年５月結成さ

れたボランティアグループ。世界で讃岐

うどんブームを起こすミッションを掲げ、

職人招聘とレストラン（KAI , 白梅）との

協力による手打讃岐うどん提供イベント、

リンカーンセンターでの Jazz コンサート

とコラボレーションしてうどん提供、教

育施設（慶應義塾ニューヨーク学院、育

英 学 園）で の う ど ん 教 室 開 催、Japan 

Day2008、2009 でのうどんブース出展

など実績多数。今はもはや香川県の域を

超え、日本を愛する人たち、面白いこと

をやりたいという人たちが集まる、ニュー

ヨークで一番熱いボランティア団体（？）

に進化中。

http://sanukiproj .exblog. jp

お問合せ担当：

三好：９１７－５２３－６９９５

miyoyoyo@gmai l .com

岡本：９１７－９４０－２７０３ 

tokamoto@valkyrconsult ing.com

【温や】

143 East  47th st reet  

New York ,　NY 10017

Tel  :  212-715-0460 ( お問合せ担当：稲

垣 )

【Lunch】11:00am -  4 :00pm 

【Dinner】 5 :00pm -  11 :00pm


