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のはたったの３体…。ヤスリ掛けやらディティールの調

整を行っている途中で放置中なのが２体、さらにその

前から改修途中で放置中なのが２体。 

さらにさらに、棚に積んだままになっているプラモデ

ル（通称：積みプラ、罪プラとも言う）が１０数個ありま

す。子供達には「なぜ作らないの？」「なぜ増え続ける

の？」「僕に作らせて！」と詰め寄られています。でも

買っちゃうのですよね～。欲しかったものを店頭で見

かけると、次またいつ出会えるかわからないじゃないで

すか。「次来た時に購入しよう！」と思って、数日後来

てみると売り切れていたりなんてことはよくあります。さ

らに最近はコロナ禍でプラモデルの人気が上がり品薄

状態がずっと続いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

家を購入された方の中にも、似たような経験をされ

た方がおられるのではないでしょうか。決断が一歩遅

れてしまって検討していた物件が…みたいなことが。 

私、プラモデルを購入するときは入念に検討しま

す。１時間以上お店の棚の前で悩むことが当たり前。

２，０００円未満のプラモデルですが、もちろん１００点 

あけましておめでとうございます。 

今年の幕開けはどのように過ごされていますか？ 

２５年ぶりに好きだったプラモデル作りを再開して４

年ほどの年月が過ぎました。子供たちが楽しめればと

思って始めたのがきっかけです。再開した当時、年長

さんだった末っ子はガンプラ（機動戦士ガンダムのプ

ラモデル）のザクを様々な油性ペンで全塗装するとい

うものすごいことをやってのけました。シルバーの上に

青を重ねたり、パーツの裏側も黒のサインペンで塗り

つぶす徹底ぶり。その後完成したプラモデルでごっこ

遊びをしては様々な部分が壊れ、修理を繰り返し、関

節が動かなくなった部分もありますが今も最初に作っ

たザクはボロボロですが健在です。 

子供たちが壊してしまったプラモデルやおもちゃな

どの修理をする際は、あて木をしたり、削ったり、細い

針金などで軸を補強する方法などを見せながら、時に

は実際に手を動かして自分で修理をさせることで伝え

ています。将来何かの役に立ってくれるといいなと思

いながら。 

そんな感じで子供たちとプラ

モデルを作っているのですが、

昨年私が塗装まで完成させた 

満点のものなどはありません。それをどうやって作って

いこうか、末っ子はこのレベルはもう作れるかなとか考

え、妄想しワクワクして購入し、立体化していくのです。

幸せを感じます（積みプラがいっぱいあるけど）。 

家も似たようなところがあります。じっくり検討して購

入・建築しますが、１００点満点の家はないでしょう。そ

んな家の中で、家族の顔をみながら、どう暮らしていこ

うかと考え、実際に生活し、家族の構成や成長に合わ

せながら『しあわせのかたち』が家の中で形づくられて

いく、それは立体化し四次元化していく。家とプラモデ

ルでは価格が月とすっぽんですが、しあわせはプライ

スレス！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年はカーモデルや飛行機のプラモデルにも挑

戦する予定です。積みプラもどんどん作っていくの

で、月２個以上作成がノルマですな。罪プラは我が

奥様の寛大な海のように深い慈悲があってこそ！妻

に感謝です。 

文：田中 

積みプラと『家』 

しあわせのカタチ 

過去のオリンピック史上最も難しいチャレンジです。無観客試合にな

るかも知れませんが、メディアを通じてライブでの観戦を楽しみに待

ちたいと思います。極限まで集中したアスリートが生み出す名場面、

名シーンをリアルタイムで共有したいからです。そしてもし開催し成

功裡に閉会式を迎えたら、感動をありがとう！と拍手喝采の嵐となる

ことでしょう。その一方でオリンピックそのものも大きな変革を迫られる

でしょう。収益源のプラチナチケットの収入は激減するし、それを穴

埋めするために放映権を値上げするわけにはいきません。立候補都

市が減っている中、巨大な予算を使う最後のオリンピックとなるかもし

れませんね。といった運営上の負の実態は棚上げしといて、期間中

のひと時は、アスリートの皆さんに世界の国々へ夢と希望を振りまい

てほしいです。 

ラプロスも今年新しいチャレンジをしていきます。そこに新しい人

脈、新しい観点、収益構造の転換、そして向上心をくすぐる刺激な

ど、チャレンジで得られるものは数えたらいくつも挙げられます。失敗

もあるでしょう。すぐに壁にもぶつかるでしょう。でも失敗を失敗と思

わない、成功するまでチャレンジする社風、社長、社員でありたいと

思います。建築家の安藤忠雄氏の著書『連戦連敗』、ユニクロのファ

ーストリテイリング社長柳井正氏の著書『一勝九敗』など世のエネル

ギー溢れる成功者の発信する言葉はいつも魅力的です。 

本年もラプロスは協力各社様、

取引先様の力をお借りしながら、

真摯な姿勢で事業に取り組んで参

りたいと思います。昨年にも増して

の皆様方の熱い応援、そしてご指

導を宜しくお願い申し上げます。 
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末っ子が幼稚園の時に作った『サインペン全塗装ザク』 

 

 

 
２０２０年に作った２体 
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新たなチャレンジで 

新年おめでとうございます。今年一年が皆様方にとりまして安寧な

日々が過ごせる良い年になりますように心より祈念申し上げます。 

昨年は新型コロナウィルスの世界的パンデミックに加えて熊本県

南部などで大きな被害を出した令和２年７月豪雨、また９月には九州

南部を中心に過去最強として特別警報が出る寸前であった台風１０

号など、安寧とはまったく正反対の大変な一年でした。 

でも最後の月に明るいニュースが飛び込ん

できました。「はやぶさ２号」サンプルカプセル

の豪州への着地と回収の成功です。１０年前

に小惑星イトカワの砂を持ち帰った時の初代

「はやぶさ」の探査機帰還時はサンプルを無事 

地球に持ち帰り、自らは確か燃え尽きたと記憶しているのですが、今

回の２号はまだ２５％の燃料が残っていてリュウグウから採取したカプ

セルだけ切り離して地球に届け、自分はまだ任務を続けるのだそう

です。初代も今回の２号もプロジェクト関係者の日々の緻密で丹念な

業務遂行に頭が下がる思いですが、何よりも私たちに宇宙へのロマ

ンを呼び覚ませてくれる事が感動ですよね。 

一方で昨年この欄で書いた東京オリンピックは１年延期となりまし

たが、果たして今年東京オリンピックは開催、そして成功できるの

か？今は悲観的、否定的な世論も一定数ある中ですが、選手や大

会運営関係者にとっては気を揉みながらもとにかく強い覚悟で準備

をしているのだろうと想像しています。確かにとてもハードルが高く、 

プラスのエネルギーを！ 

２０２０年７月３日から７月３１日にかけて、熊本県を中心に福岡、長崎、また中部地方など日本各地で発生した集中豪雨より被災された
方々に、心よりお見舞い申し上げます。コロナ禍での復興は心身ともに負担が大きいかと存じます。皆様の日常、皆様の笑顔が一日でも早
く取り戻せますよう、皆で助け合いながら乗り越えていきましょう。 

 

http://www.lapros.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『今が旬』といえば・・・。恒例の『キムチ作り』ですね。 

寒の締まりを感じてきたら毎年ワクワクしてきます。 

このコロナ禍、『愛の不時着』や『梨泰院クラス』など

話題の韓国ドラマをご覧になった方々もいらっしゃると

思いますが、韓国ドラマには『食』のシーンが多く、セリ

フにも「ごはん食べた？」の多いこと。『薬食同源』が根

付いての文化であるがゆえにだとのこと・・。 

ドラマの中で見る韓国料理に魅了され、特に『キム

チ』は毎食。ある時からどうしても自分だけのキムチを作

ってみたい願望が芽生え作り始めました。 

 ご家族・ご友人をご紹介ください！

  

 
 ご紹介者さまにプレゼント！

 

免許皆伝 
MENKYOKAIDEN 

本場韓国のキムチは家庭ごとにキムチヤンニョム

（白菜を漬ける合わせ調味料のこと）も異なります。 

２年前に韓国プサンの友人に「キムチを作ります♪」

と話したら「行くわよ！」と。冗談かと思っていたら本当

に飛行機でやってきて手解きをしてくれました！まさに

『キムチ外交』です。 

韓国では『キムジャン』といって長い冬に備えて大量

のキムチを作るユネスコ無形文化財にも登録されてい

る文化があり、私も見習って数ヶ月分のキムチをせっ

せと作ります！ 

キムチに向いた白菜（重くてしっかりと葉が巻いた大

きなもの）を探し、塩漬けをし、キムジャンの前夜は夜

中に数回起きて白菜の塩梅を確認します。（これが一

番ポイントです。出来栄えはこれで決まるくらいです。） 

ヤンニョムの調味料も手作りできるものは自身で作

り、野菜の使い方や細かいところは手解きの秘伝の技

を駆使しています。そうやってできたキムチは大変愛

おしく、お裾分けはまさにお嫁入りさせるような気持ち 

そういうわけで、２回目の GO TO は宇治の平等院を

見に行きました。十円玉でおなじみのあれです。平等院

は中学校の修学旅行で見学したはずですが、これまた

まったく記憶がありません。 

途中、香川県にある谷口吉生設計の丸亀市猪熊弦

一郎現代美術館に立ち寄り、讃岐うどんを食べて京都

へ。２０１４年に改修工事を終えた平等院は、建立当時

の鮮やかな色彩に塗り替えられています。この色彩には

賛否あるようですが、当時の色彩を復元するということ

は、当時の文化、芸術、宗教を理解し尊ぶには必要だ

と思います。 

で、４０数年の歳月を経て再開した平等院ですが、左

右対称の姿と、さらにそれを上下対象に映す池面の姿

とが相まって、美しいものでした。この姿が帝国ホテル

へとつながっているのでしょうか。 

GO TO をきっかけにいくつかの場所を訪れ、人の技

術の伝承、デザインという文化の伝承ということを感じま

した。気がつけば、私もそろそろ次に伝えなければなら

ない年齢となってきました。今年は、伝えるということをこ

れまで以上に心がけます。 

※フランク・ロイド・ライトが設計した建築では、兵庫県

芦屋市にあるヨドコウ迎賓館が福岡からは一番近くて行

きやすいです。小ぶりな建物ですが、立地と文化に配

慮したすばらしい建築です。 

鄭 世実 

※ご紹介者さまからの紹介でご成約に至った場合 

 

です。（笑） 

そんなキムチの食べ方も色々。出来立ての浅漬け

キムチと茹で豚肉（ポッサム）をサンチュの葉に巻い

て一緒に頂く。最高！疲れも吹っ飛ぶほどの美味

しさです♥♥ 

発酵が進んで酸味が増してきたら、加熱してうま

み成分を引き出して頂きます。（チヂミ・豚キムチ炒

め・チャーハン・チゲなど・・。）キムチは栄養満点の

万能保存食品です。 

私の『キムチ愛』はこの場では書き足りません。こ

のコロナ禍、外出もままなりませんが夢中になれる

ことをこの機会に探究してみるのも楽しいもので

す。今期のキムジャンでは白菜だけでなく、ネギ、

大根、きゅうりなども漬けてみようと思っています。

今から楽しみです♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このらぷれたーが皆さまのお手

元に届く頃は１月の上旬頃かと思い

ます。先日この編集をしながら社内

で「最近の冬は寒さが緩くなったね

～。昔は年の瀬に商店街を歩くの

が寒くて寒くて・・・、だけど新しいコ

ートを買ってもらうのが嬉しかったな

ぁ。」なんて話をしていました。たし

かに１２月に入った頃（編集時）なの

に今の天神のまちには薄手のコー

トの人が多いのです。昔は今よりど 

 久保山 

 

 
インスタグラムはこちらから→ 

れだけ寒かったのだろうと気になり、

福岡の平均気温を調べてみまし

た。気象庁のホームページによる

と、２０２０年１月の福岡の平均気温

は９．５度、今から約５０年前の１９７

０年１月は４．４度！なんと今より５度

以上も低かったのです。まさかこの

他愛もない話で地球温暖化を実感

するとは。次は、小さなことでも取り

組める地球温暖化対策を調べてみ

たいと思います。 

 

私アラキの戸建てへの思いをつらねるこのコーナー、

５６回目となりました。世間では、GO TO～事業に対し

て、いろいろなご意見がお在りのようですが、GO TOば

かりが全ての元凶でもないわけですし、改めるべきは他

にあるように感じます。せっかくの経済対策の制度です

ので利用するべしと、昨年中に２ヶ所訪れました。 

１回目の GO TOで行ったのは、お伊勢参りです。一

度は伊勢の神宮に行きたいと思っていたので、良い機

会となりました。伊勢の神宮は、外宮と内宮の２ヶ所に分

かれています。鳥居で一礼して一歩中に入ると、人の手

が入っていない神聖な空間です。正殿で二礼二拍手一

礼し、感謝の気持ちをお伝えしました。 

神社建築は、屋根に千木（ちぎ）と鰹木（かつおぎ）と

いうものがあるのが特徴なのですが、外宮と内宮では正

殿の建物の造りに違いがあります。どちらもとても美しい

です。正殿はご存じのとおり式年遷宮により２０年ごとに

建替えられるのですが、２０年という間隔が、その技術を

次の世代へと伝承していくのにちょうどよいのですね。 

伊勢の神宮にお参りした翌日、名古屋の北にある明

治村に行ってきました。明治村には、文字通り明治時代

に建てられた建物や産業機械が移築され現物として展

示されています。古いもの好きのアラキですが、お目当 

旬 

ご紹介キャンペーン 

現在販売中の新築戸建「プロスペリテ」シリーズは 

ご紹介キャンペーンを実施中です！ 

ぜひ、ご家族・ご友人の方をご紹介ください！ 

詳しい情報につきましてはＱＲコードから 

戸建「プロスペリテ」特設ページでご覧いただけます。 

樋口恵子の 

～私の김장（キムジャン）♪～ 

 

 

 

茹で豚肉ポッサム 

新築戸建「プロスペリテ」 

特設ページはこちらから→ 

てとしたのはフランク・ロイド・ライトが設計した帝国ホテ

ル。高校の修学旅行で見学したことがあるのですが、も

う４０年以上前ことでまったく記憶が残っていなかったの

で、もう一度見たくなったのでした。 

表面に櫛目状の筋目が入ったスクラッチタイルで覆

われた帝国ホテルは、細部に大谷石という目の粗い石

による装飾が施されています。その装飾がなんとも手が

込んでいて、深い影をつくり出しています。 

エントランスホールに入ると、タイルと大谷石による装

飾はもっとすごくなります。幾何学的な凹凸が施されて

焼かれたレンガとタイル、彫刻された大谷石、細かいデ

ザインがされたステンドグラスによる窓。ひとつひとつが

有機的な空間を一生懸命につくりだしています。どこを

見てもデザインされています。もう、見に行ってください

としか言えません。…ちょっと遠いのですが。 

ここで知って得するコーナーです。帝国ホテルが完

成し、お披露目の式典が行われようとしていた１９２３年

９月１日。まさにその時、関東大震災が起こりました。一

瞬の地震で壊滅的な被害を受けた中、帝国ホテルはそ

の姿に全く変わりはなかったそうです。 

知って得するコーナーをもうひとつ。帝国ホテルは正

面から見ると美しいシンメトリーとなっています。一説で

は、日本建築に深く興味を持ったフランク・ロイド・ライト

は宇治の平等院をイメージしながら設計した、とか。 

 

 

 

 

 
 

 

 


