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Hello!!〜Rie’s column〜  

    

こんにちは、スタッフの Rieです。さて皆
さん、Eric Carleという方をご存知でしょう
か？アメリカの絵本作家です。実は先日の

５月２３日に腎不全のため亡くなられた

そうなのですが、、４年前でしょうか、世

田谷美術館に展示会を観に行きました。お

子さんがいらっしゃらない方も、もしかし

たら、彼の彩りよく描かれた虫とか動物を

題材にした絵をどこかでご覧になった方

もいらっしゃると思います。世界中で有名

な絵本作家ですが、日本にも彼のファンは

とても多いのです。そして、これもこの記

事を書くという事で調べていて知った事

なのですが、なんと！たまプラーザの東急

百貨店で、今年のゴールデンウィークの時 

に、彼の代表作である「はらぺこあおむし」のマーケットが行われていたのです。（あ〜、知っていたら行っ

たのに、、）なんとなくコミカルでキュートな「はらぺこあおむし」君を好きな方は大人でも絶対たくさんいら

っしゃると思います。  
    

さて、Eric Carleという方ですが、、彼はニューヨーク州生まれのアメリカ人です。でもご両親はドイツ人だっ
たらしく、ドイツが恋しくなり、帰りたくなったお母様の希望で、Ericさんが６歳の時、家族でドイツに戻っ
たらしいのですが、これが 1935年の事なのです。ご存知の通り、第二次世界大戦が起こる 1939年のたった 4
年前なのですよね、、。実際彼のお父様は、戦争が始まるとドイツ軍に徴兵され、Ericさんは 10才の時から父
親不在という状況で育ち、1947 年（戦争が終わった２年後）やっと家に戻って来たお父様は廃人のようだっ
た、、と、「The Guardian」というイギリスの新聞の記事に（のちに）書かれていたそうです。戦時中はシュト
ゥットガルトから田舎へ引っ越し空襲を逃れていたそうですが、15 才からドイツ軍に強制労働をさせられて
いた、と英語のWikiにも書いてありました。そんな彼ですが、戦後 1946年から４年間シュトゥットガルトの
造形美術大学で学び、その後 1952年に再びアメリカに戻り、ニューヨーク・タイムズのグラフィックデザイ
ナーとして働き出し、そこからアートのキャリアを積んで行ったようです。彼のそんな生い立ちを聞くと、な

ぜ絵本作家になったのかがわかったような気がしますが、きっと自分がハッピーな子供時代を持てなかったか

ら、せめて世界の子供達には自分の絵本を見てハッピーになってほしい、、と思ったのかもしれません。  
可愛くてカラフルで本当に和んでしまう彼の絵ですが、、実際の彼は子供の頃の体験で PTSD 
（Post-traumatic stress disorder −−心的外傷後ストレス障害）で苦しんでいたそうです。 彼の絵を初め
て見た時、ヨーロッパ的要素を何となく感じましたが、ドイツでアートを学んだ、と聞いて納得した私

です。彼の生い立ちを知ってから彼の絵を見ると、もっと見方が変わるような気がします。なにはとも

あれ、Eric Carleさんのホームページもありますので、興味がございましたらちょっとのぞいてみてくだ
さい。（https://www.theworldofericcarle.jp） 

     

５月は特にどこにも行かなかった私ですが、、このコロナ禍で使っていなかった系列ホテルのメンバー

特典があり、この新聞の記事を時折書いてくれているチコさんがちょうどフランスから戻ったので、女

二人で高級ホテルに（笑）１泊してきました。去年の４月に出来たばかりの「メズム東京」という素敵

なホテルです。浜松町から歩いて６分ほどの隅田川沿いのリバーサイドホテル♪です。 
隣には浜離宮もあり、お部屋からの景色はバッチリでした。やはりこの時期なので、泊まっている方達

は少なく、サービスも良く、楽しめました。海外旅行に行けないのでこのくらいの贅沢はいいかな？と

いう週末でした。 
    

この新聞を書いている今現在、本当にオリンピックは行われるの

か、これから世の中はどうなって行くのかまだわからず、不安にな

ったりしますが、良い方向に早く世界中が進んでほしいですね。 
    

小さな事ですが、うちの鉢植えのハイビスカスが約２年ぶりに咲き

ました！もうダメかな〜？と思いながら葉っぱだけを見て、せっせ

とお水と肥料をあげていた私ですが、ある日突然、なんとも可愛い

お花を咲かせてくれました。２年もの間、（コロナを避けるかのよ

うに）眠っていたプリンセスが目を覚ましたみたいな気持ちで、私

の気分はアゲアゲです！笑	 なんだか良い方向に向かって行くの

ではないかな？と期待している私でした。 
   

それでは皆さん、これから雨期のジメジメした季節になりますが、

心はカラっと行きましょう！それではまた！	 	 	 	 Rie 

 



〜今月のおすすめの一冊〜  

ジメジメした梅雨ですね〜。梅雨はジメジメして体がだるく

なって来ますが、そんな時期にラジオからかかってくる曲は

名曲揃い。邦楽にもたくさん好きな曲はあって例えば、徳永

英明のレイニーブルー(徳永さん自体が雨っぽいですけど
ね)、八神純子のみずいろの雨、森高千里の雨、ドリカムの晴
れたらいいね、今井美樹の雨にキッスの花束を、サザンの

TSUNAMI、井上陽水の傘がない(暗すぎて一度聞いたら忘れ
られないです、泣)。こんな風に思いつくままあげてもたくさ
ん出て来ます。アーティストさんたちはこの雨に創作意欲を

掻き立てられるんでしょうかね。その中というか洋楽なんで

すけどやっぱりナンバーワンは、雨にぬれても／Ｂ・Ｊ・ト

ーマス Raindrops Keep Fallin' on My Head／B.J.Thomasですか
ね!? このB・J・トーマスさん、先日の 5月 29日に 78歳でお
亡くなりになられたそうで、ラジオではご冥福をお祈りして

…と言うこともあって結構たくさんかかっているんですよ。

ということで、ボーカルは暖かい声なのになぜかちょっと切

ないバカラックの名曲、どんな内容なのか調べてみました。

知ってる方は一緒に歌ってみましょう！ 
   

Raindrops keep falling on my head 
And just like the guy 
whose feet are too big for his bed 
Nothing seems to fit 
Those raindrops are falling 
on my head, they keep falling.. 
雨粒が降り続く	 僕の頭上に 
そして足が長すぎてベッドからはみ出てる奴みたいに 
なにもかもがしっくりこない 
雨粒が降り続く	 僕の頭上に 
	 	 	  

So I just did me some talking to the sun 
And I said I didn't like 
the way he got things done 
sleeping on the job 
Those raindrops are falling 
on my head, they keep falling... 
だから僕は太陽にちょっと話しかけてみたんだ 
そのやり方は好きじゃないって 
仕事中に居眠りするようなもんだって 
雨粒が降り続く	 僕の頭上に 
    

But there's one thing I know 
The blues they send to meet me 
Won't defeat me 
It won't be long till happiness 
steps up to greet me 
けど分かってる事が一つあるんだ 
憂鬱なことがあっても 
僕は決して負けないって事を 
もうすぐ幸せがやってくるって事を 
    

Raindrops keep falling on my head 
But that doesn't mean 
my eyes will soon be turning red 
Crying's not for me 
'cause I'm never gonna stop 
the rain by complaining 

雨粒が降り続く	 僕の頭上に 
でも僕はすぐに怒ったりしない 
泣き言もためにならない 
文句を言っても雨は止まないから 
    

Because I'm free 
Nothing's worrying me 
僕は自由なんだ 
何も心配ないさ    

[lyrics © Warner Chappell Music, Inc, BMG Rights Management] 
	 	  

どうも内容は「雲外蒼天」ってことのようですね。簡単にまと

めすぎ(笑) なので今のコロナ禍もいつかは終わると言うことで
前向きに頑張りましょう。ところでそのコロナですが、ワクチ

ン接種派とワクチン反対派はだいたい 50-50のような感じでし
ょうかね。この違いはどこから情報を得るのかによって結構変

わってくるような気がします。僕はテレビは見ないので本と

YouTubeとたまにTwitterから情報は得るのですが、そう言う情
報は大概ワクチン反対派が多くを占めています。読んだ本は免

疫関係も含めて 10冊程度…。その中でも面白かった本が右の写
真の本です。これらの本にはワクチンの成分がヤバイことが書

かれています。例えばその成分は以下の通りです。 
	 	 	  

①水銀 
②アルミニウム 
③グルタミン酸ナトリウム(MSG) 
④ホルムアルデヒド(防腐剤) 
⑤豚や牛から作ったゼラチン 
⑥細菌や野生のウィルス 
⑦猿、犬の肝臓、鳥、牛、人間の胎児細胞や遺伝子 
⑧その他の化学物質(着色料、安定剤、乳化剤、等張化剤等) 
    

んんん〜、この事実を知るとちょっとマズイんじゃないかなぁ

と思うわけです。水銀は水俣病の原因になった毒物ですし、こ

の水銀の毒性をアルミニウムがさらに強化してしまうそう。ア

ルミ製のフライパンだって脳に悪い影響があるからってやめた

のにそのアルミを体に直に入れるってねぇ。。。さらにグルタミ

ン酸ナトリウムは要は「味の素」ですし、ホルムアルデヒドは

防腐剤。。。。防腐剤を体に直接入れて大丈夫?! 不死身になるんな
らいいけど…って思うんですね。もちろんこれらの本の著者の

中には、ある程度中立派の方もいるんです。ワクチンを打った

方がリスクが少ないと言う場合もないわけではない…みたいな

言い分とか、完全否定はしていない人が多いわけですが、一方

で『医学不要論』の内海先生は、ワクチンは全く効き目がない

どころか体に有害!って断言する人もいます。 
その内海先生の意見は、免疫というのは体の表面にある粘膜か

らウィルスが入って来て、複雑なからだの免疫システムを経て

ようやくそのウィルスへの抗体ができるもの。にも拘わらず、

直接、血液内にワクチンとしてウィルスを注入してしまうと、

仮に抗体ができたとしてもそれは実際には役に立たない抗体、

実際にウィルスに抵抗できる抗体ではない。だから意味がな

い。。。さらに、ワクチンの成分は人体に極めて危険と来ている。

だからワクチンは全く効き目がないどころか体に有害、という

わけです。どうです? 僕には納得いく説明なんですよね。 
さらに最近では(半年前くらいからでしょうか)、新型コロナウィ
ルスが確認されていない、ってことも言われています。ある方

が実際に厚生労働省に問い合わせてみると、「実は。。。。コロナ

ウィルスの存在を証明する科学的な論文はないんです。ないん

ですが、あるものとして対応させていただいているんです」と

担当者から説明が。。。そのやりとりは録音されてNet上に公開
されています。僕も実際に厚生労働省に電話して見たところ、

電話口の担当者は「2021年 1月に日本の国立感染研究所がウィ
ルスの分離に成功している」と説明され話が食い違っていまし

た。その日本の国立感染研究所が、米国生物工学情報センター

(NCBI:National Center for Biotechnology Infomation)にデータをア
ップロードしましたが、現在は「撤回された(Record Removed)」
となっており、米国疾病センター（CDC）も、「新型コロナウィ
ルスの標本は無い。病原性も証明されていない」と公式に発表。

つまり日本側がデマを流してるってこと? なぜ??? このように
はっきりしない状況です。ということで僕は、ワクチン接種は

今のところ様子見がいい…と思っています。 まとめ小林義和  
 
 
 


