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FRIENDS

The future super art ist !  Interview ②
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 ②

:: February 5, 2018

「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』！ 

 

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なのか？ 

ご両親にお話を伺っています。 

 

――記念館で太陽の塔の内部の模型を⾒られたそうですが、 

どんなことを感じたでしょうね？ 

 

「それが家に帰ると、ハートの塔というのを黙々と制作したんです。 

⾒事なオマージュにびっくりしました」 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljs26uN7Ym0
http://playtaro.com/
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「当時、まだ幼稚園でしたが、記念館に⾏った数⽇後だったと思いま

す。 

誰の真似でもない⾃分の作品がつくりたいと泣いた夜がありました」 

 

――ものすごいじゃないですか。 

 

「ちょうど同じくらいの時期に、⾃宅を建てるために購⼊した⼟地で

たまたま縄⽂⼟器を拾い、⼟器・⼟偶ブームが来ていてました。シン

パシーもあったと思います。記念館⼊⼝にあった縄⽂⼈をみて、やっ

ぱりねーとニヤリとしていたのが印象的でした」 

 

http://playtaro.com/
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――なにが「やっぱりねー」なんですか！（笑） 

太郎さんなら縄⽂⼟器が好きに違いないってわかってたということで

すよね？ 

 

「（笑）」 

 

――いよいよ模型ではなく内部が公開されますが。 

 

「ぜひ太陽の塔に会いに⾏きたいと思いますが、⺠博も⾒せてあげた

いなと思っています」 

 

――ですね。まさか縄⽂⼟器にまで興味があるなんて思いませんでし

た。 

 

はりまゆきまさくん③

 

 

http://playtaro.com/blog/2018/02/19/yukimasa3/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://playtaro.com/blog/2018/02/05/yukimasa2/&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%A1
https://twitter.com/share?url=http://playtaro.com/blog/2018/02/05/yukimasa2/&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%A1
http://playtaro.com/
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ARTICLES

DIGS :: June 13, 2016

「詩とデッサン④ – 苦腦」

⼤発掘した岡本太郎第1画⽂集『アヴァンギャルド』！ 今回は
「詩とデッサン」から、 「苦腦」をお届けします！ 花――太
陽 ⼤きな花輪 幼兒が抱かうと 双⼿をあげた―― 空し …

 COLLECTIONS :: December 24, 2016

PLAY TAROからメリークリスマス！！

クリスマスは本来、キリストの誕⽣を祝う⽇ですが、 ⽇本で
は「クリスマス=恋⼈と過ごす⽇」になっていますよね？ そこ
でPLAY TAROでは、 岡本太郎の愛の⾔葉をチョイス …

 COLLECTIONS :: November 22, 2017

To 岡本太郎様 Mail6

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・・・ 今⽇は届いたメールをいくつかご紹介し
ます。 まずは6歳と3歳の息⼦を持つお⽗さんから。 お …

DIGS :: November 24, 2016

敏⼦のエッセイ⑱義理「注がれたら飲み⼲す」

岡本太郎は酒豪だった。 どんなに飲んでも⾜もとが乱れると
か、 崩れるということはない。 飲めばますます陽気になり、
賑やかに、スピリチュアルに議論⾵発。 興にのればピアノ …

 
DIGS :: May 25, 2016

「詩とデッサン③ – 聖⽕と短⼑」

⼤発掘した岡本太郎第1画⽂集『アヴァンギャルド』！ 今回は
「詩とデッサン」から、 「聖⽕と短⼑」をお届けします！ 犯
罪は⾏はれる ⼈⺠を覆ふくらい夜に 殺⼈ 窃盗 サギ …

 
DIGS :: March 16, 2017

TARO meets SONG #5

⾃分の好きな⾳を勝⼿に出す、 出したい⾳を出したらいい。
―岡本太郎― ひさしぶりのTARO meets SONG！ 太郎にイン
スパイアされた曲をご紹介します。 今回は「 …

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... 

 

http://playtaro.com/blog/category/contents/digs/
http://playtaro.com/blog/2016/06/13/%e3%80%8c%e8%a9%a9%e3%81%a8%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%b5%e3%83%b3%e2%91%a3-%e8%8b%a6%e8%85%a6%e3%80%8d/
http://playtaro.com/blog/category/contents/collections/
http://playtaro.com/blog/2016/12/24/christmas2016/
http://playtaro.com/blog/category/contents/collections/
http://playtaro.com/blog/2017/11/22/totaro6/
http://playtaro.com/blog/category/contents/digs/
http://playtaro.com/blog/2016/11/24/toshiko18/
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http://playtaro.com/blog/category/contents/digs/
http://playtaro.com/blog/2017/03/16/taro-meets-song-5/
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http://playtaro.com/
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DIGS :: February 25, 2016

敏⼦のエッセイ⑩遊ぶ字「新藤作品に惚れこみ」

今回の「満⽉⽇記」は、 岡本太郎の「書」と映画監督の新藤兼⼈さんとのこと。 太郎の「書」の魅⼒とは？ 岡本太郎の書が
随分多くの映画のタイトルになっていることは、 御存知な …

 

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

: :  October 31, 20舘⿐則孝対談①「未来に向…

: :  September 1, 20ダースレイダー対談①「⽇…

: :  August 5, 20⼀⻘窈対談① “⼀⻘節”の作…

•

•

•

•

•

•

•

•
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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
https://youtu.be/PLW1UnZKqJo
https://youtu.be/48mzYtVy6EI
https://youtu.be/jUtCydl0afk
https://www.facebook.com/playtaro/?ref=nf&hc_ref=ARSpPqu9ipniu7IzW_JZqk5exru2wqsCvvWV-gr5aDOnbVWii6ELrIBrwArqZV6Nglo
https://www.facebook.com/playtaro/posts/1678762005553987
https://www.facebook.com/playtaro/posts/1678762005553987
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fplaytaro.com%2F%3Fp%3D11429&h=ATOvUGSldju7_1FH5-BwudmrNA1mGh-W4fl-UsqzRU7JIyH0DqcZmkyViL8HQzuNjMk8AAyFsrUkPH6sYUofirBPo8v819nM1lW6DXFVZH0vL8jyLkasPy_v8Q
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https://www.facebook.com/playtaro/
https://www.facebook.com/playtaro/
https://twitter.com/info_playtaro
https://www.facebook.com/playtaro
https://www.instagram.com/playtaro/
https://www.youtube.com/channel/UCqu3_GAkiZjfrNUHQZH-BGg
http://playtaro.com/

