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FRIENDS

The future super art ist !  Interview ①
未 来 の ス ー パ ー ア ー テ ィ ス ト ！  は り ま ゆ き ま さ く ん イ ン タ ビ ュ ー ①

:: January 29, 2018

皆さんは憶えていますか？ 

あの名曲『たいようのとう』を！ 

 

たいようのとう

 

 

「TO 岡本太郎様 MAIL6」でご紹介させていただき、 

 

「⼦どもさんの歌う『たいようのとう』、最⾼です！」 

 

「たいようのとうが⼤好きなの伝わりましたよ〜 

それはね、それはね♪ 

私もたいようのとうが⼤好きだからです！」 

 

などの声がよせられました！ 

 

そこでPLAYTAROは、 

『たいようのとう』をつくったお⼦さまを取材することに！ 

 

http://playtaro.com/blog/2017/11/22/totaro6/
https://www.youtube.com/watch?v=Ljs26uN7Ym0
http://playtaro.com/
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といっても、 

お⼦さまはまだ⼩学⼀年⽣！ 

 

お⽗さま、お⺟さまのはりまかつゆきさん、かずこさんにお話をお伺

いさせていただきました。 

 

まずは家族構成ですが、 

 

はりま ゆきまさ 2010年10⽉⽣まれ 

4才で『たいよいのとう』をつくったお⼦さまです。 

 

かつゆき（⽗）・かずこ（⺟）・そうすけ（弟）の4⼈家族。⽗は⾳

楽制作が趣味、⺟は物作りが好き・・・やはりつくるのが好きなご家

庭のようですね。 

 

――よろしくお願いいたします！ 

 

「こちらこそよろしくお願いします！」 

 

――まずお⼦様と太郎の出会いについてお聞かせください。 

 

「息⼦と岡本太郎との出会いは⾃宅のリビングでした。まだ、次男が

⽣まれてなかったので3歳になる前だったと思います。 

当時はまっていたウルトラマンと怪獣の⼈形遊びの向こうに、リビン

グの少し⾼いところに飾ってあった太陽の塔が⽬に⾶び込んできたよ

うです。 

それは10年ほど前に万博記念公園で購⼊したもので、ウルトラマンや

怪獣の⼈形と同じくらいの⼤きさでした。 

はじめは、他の⼈形と同じように思ったんだと思うのですが、次第に

その謎の物体に興味を持つようになりました」 

 

――おうちにすでに太郎作品があったのですね！ 

 

「幼稚園に⼊りだいぶ話が通じるようになったので、太陽の塔は怪獣

じゃないよ、岡本太郎がつくったんだよ、本当はすごく⼤きい！中に

も⼊れる！他にも⾊々つくってるし、絵も描いてるよ！と教えると、

その頃は、たくさん太陽の塔の絵を描いていました。」 

 

――はやくも太郎好きの種が蒔かれたわけですね。 

 

「歌を歌い始めたのもその頃でしょうか」 

 

――オリジナル曲っていうのがおもしろいですよね。なぜ太郎の曲を

つくろうと思ったんでしょうか？ ゆきまさくんは太郎のどこが好き

なんでしょうか？」 

 

ゆきまさくん「ひみつ。んー・・・すごいから」 

 

――どこがすごいの？ 

 

http://playtaro.com/
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ゆきまさくん「んー・・・つくるのも、絵もうまいから」 

 

――ダリとか、ピカソとかどうだった？ 

 

ゆきまさくん「岡本太郎が⼀番すごい」 

 

――ありがとう！ 

 

「⼩1男⼦こんなもんです。すみません」 

 

――いえいえ、最⾼です！ ありがとうございます。 

 

「以前、あんまり熱⼼に太陽の塔ばかり追いかけるので、ピカソ、ダ

リなど和洋問わず様々な⽅の作品も⾒せてみましたが、あまりピンと

来なかったようです」 

 

――実際に太郎の作品をご覧になられたことはありますか？ 

 

「⼀年ほど前に、記念館を訪ねまして、兄弟そろって、初めてみる塔

の内部を⼀⽣懸命⾒ていました。何時間いたでしょう。アトリエと庭

を⾏ったり来たり。⽊漏れ⽇の溢れる庭で、沢⼭の作品に囲まれて

散々はしゃいでいました。ブロックで出来たアトリエは冷たいどころ

か⼼が満たされる不思議な空間ですね」 

 

――ご両親さまは以前から記念館には・・・？ 

 

「話が逸れてしまいますが・・・以前、私が訪れた時は、⼊り⼝に敏

⼦さんがいらっしゃいました。今も変わらずお⼆⼈がいらっしゃるよ

 

http://playtaro.com/
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うな気配を感じる空間なので、応接間のお写真を⾒た時は、なんだか

不思議な気持ちになりました」 

 

――やはりおふたりとも好きだからこそその遺伝⼦が受け継がれてい

くんですね。 

 

記帳したページを記念に撮影

 

 

はりまゆきまさくん②

 

 

http://playtaro.com/blog/2018/02/05/yukimasa2/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://playtaro.com/blog/2018/01/29/yukimasa1/&t=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%81%20%E3%81%AF%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%82%86%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E2%91%A0
https://twitter.com/share?url=http://playtaro.com/blog/2018/01/29/yukimasa1/&text=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%81%20%E3%81%AF%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%82%86%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E2%91%A0
http://playtaro.com/
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ARTICLES

FRIENDS :: February 5, 2018

未来のスーパーアーティスト！ はりまゆきまさく…

「TO 岡本太郎様 MAIL6」でご紹介させていただいた、 名曲
『たいようのとう』！ なんとつくったのは⼩学⼀年⽣（当時4
才）のはりまゆきまさくん！ いったいどんな⼦ども …

 DIGS :: March 30, 2018

敏⼦のエッセイ㉚ 素描発⾒「優しい眼ざし、品格」

新聞にも沢⼭出ているし、テレビでも放送されたからご存知
の⽅が多いと思うが、岡本太郎が戦争中に中国で描いていた
素描が8年ぶりに発⾒された。 先⽇「開運なんでも鑑定団」と
いう …

 DIGS :: February 2, 2018

岡本太郎コラム①東⾵⻄⾵「アポロと縄⽂⼟器」

去年1年、俗にいういまわしい事件がさまざま世の中を騒がせ
た中で、アポロ8号の快挙は⽂句ない朗報であった。あのお伽
話（おとぎばなし）と実際とが不思議な形で⼊りまじった、
なま …

COLLECTIONS :: January 27, 2016

【遊んでみた】コップのフチの太郎！

⼤好評だった「【遊んでみた】フチ⼦と太陽の塔！！」 そこ
で今⽇はコップのフチの太郎で遊んでいる⽅を発⾒しまし
た！ ぜひともご覧ください！！ ⻄野カナとPerfumeを⾜し …

 
REPOS :: February 22, 2016

岡本太郎×演劇少⼥「坐ることを拒否する椅⼦」

この企画は何だ？演劇？ 岡本太郎に関係ねえじゃないかよ。
とつっこみたいそこのあなた！ この企画はそんな⼈の岡本太
郎作品への評価、⾒⽅を 崩そうと画策する上京⼀年⽬の⼤学
…

 
COLLECTIONS :: March 9, 2018

To 岡本太郎様 Mail10

あなたの岡本太郎への思いをメールにしてお送りいただく、 T
o 岡本太郎様・・・ 今⽇も届いたメールをいくつかご紹介し
ます。 まずは、スキーベースジャンパーの佐々⽊⼤輔さん …

コメント0件 並び替え 

Facebookコメントプラグイン

最新

コメントを追加... 
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http://playtaro.com/blog/2018/03/30/toshiko30/
http://playtaro.com/blog/category/contents/digs/
http://playtaro.com/blog/2018/02/02/tarocolumn1/
http://playtaro.com/blog/category/contents/collections/
http://playtaro.com/blog/2016/01/27/%e3%80%90%e9%81%8a%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%91%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%81%e3%81%ae%e5%a4%aa%e9%83%8e%ef%bc%81/
http://playtaro.com/blog/category/contents/repos/
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http://playtaro.com/blog/category/contents/collections/
http://playtaro.com/blog/2018/03/09/totaro10/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/katsuyuki.harima
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WORKS :: July 4, 2016

「TARO T-Shirts デザインコンペ」募集中！！！

「TARO T-Shirts デザインコンペ」 ただいま絶賛募集中です！！ 素っ裸の岡本太郎にベラボーなTシャツを着せて、 険しい顔
を笑顔にさせてください！！！ あなたも …

 

ACCESS RANKING

1. 太陽の塔×タナカカツキ×ヴィレ
ッジヴァンガード 限定コラボグッ
ズ発売！！！
March 12, 2018
2. 48年⽬の誕⽣秘話「太陽の塔」
岡本太郎と７⼈の男たち
March 5, 2018

3. 新刊3冊発売！！！
April 2, 2018

4. ドキュメンタリー映画『太陽の
塔』が 9⽉公開！
March 16, 2018

5. 超合⾦ 太陽の塔ロボ Jr 誕
⽣！！！
April 16, 2018

6. 安藤礼⼆対談①「祝祭の理論家
であり祝祭の実践者」
February 26, 2018

7. 「太陽の塔」新発⾒！
March 19, 2018

8. いとうせいこう対談①「”ほない
こか”の精神」
April 18, 2018

9. 安藤礼⼆対談②「祝祭の理論家
であり祝祭の実践者」
March 7, 2018

10. 「太陽の塔1967-2018 －岡本太
郎が問いかけたもの－」第2期
February 21, 2018

SPECIAL FEATURE

: :  May 7, 2018いとうせいこう対談④「”ほないこか”の精神」
作家、クリエーターとして、  あらゆるジャンルに渡る幅広い表現活動を⾏っている  いとうせいこうさんとの対談で
す。  〈前回までは〉  いとうせいこう①「まだここに太郎さんがいる  …

 

Channel Taro TV

: :  June 15, 20⽵⽥鎭三郎⽒インタビュー…

: :  May 18, 20野中剛対談① 《太陽の塔の…

: :  Apri l  10, 20⽚桐仁対談①「⾯⽩いと思…

•

•

•

•

•

•

•

•
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About

Taro Okamoto Memorial Museum 
Taro Okamoto Museum of Art Kawasaki

Terms of Service & Privacy Pol icy

::  March 21, 2017
《⾨扉》制作⾵景

 

: :  November 30, 2016
《樹⼈》制作⾵景！

 

: :  August 3, 2016
《五⼤陸》制作

「いいね！」しました

PLAY TARO /岡本太郎
⽊曜⽇

「これからの⽇本⼈はむしろその⽅の資質
を発揮してつき進んで⾏くべきだ。」
岡本太郎コラム第7回⽬！ 
太郎さんがまともにぶつかることを避ける
⽇本⼈に対して物申す！！ 
是⾮ご⼀読を！！！

PLAY TARO /岡本太郎
1,749 「いいね！」の「いいね！」済み

   

 

http://playtaro.com/about
http://www.taro-okamoto.or.jp/
http://www.taromuseum.jp/
http://playtaro.com/terms-of-service-privacy-policy
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