


あいさつ
皆さん、「南方熊楠Jの名前はご存知でしょうか?
世界的博物学者,10数か国語を解した知の巨人、歩く百科事典、柳田国男と並ぶ民

俗学の父、日本における自然保護活動の先駆者、エコロジーの提唱者、日本のレオナルド
ダヴィンチ等 多々くのキヤッチフレーズで紹介される和歌山県が生んだ天才であります。
この偉人をもうと知ってもらおうとの遺族の願いで昭和40年 4月 に民間の浄財を集め、
翁の遺品を展示する「南方熊楠記念館Jが南紀白浜の絶景の地に開設されました。
昨年生誕150年 を記念して隣接して増設された新館は、山と海が一体となった自然に
マッチしたものと評価されています。
現在の東大を中退して、14年 間アメリカイギリスで学び、33歳で帰国後は熊野をフィールド
として、世界に向けて情報発信し続けた彼をリスペクトする多くの人 の々ご協力の賜物です。
そのひとりである永井朋生さんを中心とするグループがこの度「サウンドスケープJの観点
力ち「KUMAGUSU」 に取り組んでいただけたことは誠に有り難tヽと感謝しております。

Greetings
Have you ever heard of MINAKATA KUMAGUSU ? He is known
by many names : world-famous naturalist, leading scholar with
splendid ianguage command, father of folklore, pioneer in
conservation movements, a Leonardo da Vinci in Japan.

With request of his descendants and support of those who show
respect and love to Kumagusu, this museum was originally
established with private firancial support in April 1965, and it owns
a collection o{ his specimens, written works and drawings. h 2017,
the new extension opened on the 150th anniversary of his birth.

An expression of gratitude should be made to the members of
MANDALA-NO-HIBIKI. u-ho rvorked hard on this project. Special
thanks to I4r. Tomoo Nagai, x.ho dedicated himself to creating
marvelous sounds from nature.

Mikio Tanirvaki. Director \linakata Kumagusu Museum公益財団法人 南方熊楠記念館 館長 谷脇幹雄





熊楠への憧れ
「南方熊楠音楽」を作り、これを世に広めたtヽ。パーカッショニストの永井朋生
さんの想いから、この企画は始まりました。永井さんは、6年前から「紀の国トレイ
ナート」に参加する為に紀州を訪れていました。その時に、南方熊楠のことを知り、
その人間性や世界観に惹かれたそうです。2017年9月 、この想いの第一歩が
スタートしました。南方熊楠記念館でのライブ演奏が実現したのです。70名 の
観客はその演奏に酔いしれました。
そして、2018年「MANDALAの響き実行委員会」を立上げ、南方熊楠記念
館さんのご理解とご協力を得て、館内音楽の設置が実現しました。
南方熊楠が追求したいのちの考察。永井さんが奏でる演奏と作曲。そして

私が続けているふるさとの本によるふるさとの森づくり。この3つが繋がりました。
これまでご協力を頂いた多くの皆様に、感謝申し上げます。
南方熊楠記念館に流れる音楽を、多くの方が体感されることを願っています。

ⅣLいDMの 響き実行委員会 世話人 橘 博昌

Admiration of Kumagusu
Mr. Nagai, the percussionisl visited Kishu District many years ago and happened
upon the history of Minakata Kumagusu during his stay for another project Mr.
Nagai became very fascinated with Kumagusu, his humanity and view of the
world Immediately, Mr. Nagai felt inspired to create "MINAKATA KUMAGUSU
MUSIC': ard further energized to distribute it throughout the world" In Sep" 2017,
the first live concert of this dream came true. It won a large audience's heart and
soul. In 2018, the project named "MANDALA-NO-HIBIKI" launched a unique
musical setting which higtrliehted Minakata Kumagusu Museum.

There are three elements to reach our goal; "Insightful view of the Life of
Minakata Kumagusu","Mr. Nagai's Music", and my continuous devotion to
"Native Forest by Native Trees".
A very big thank you goes to all the people who have been supportive to reach
our goaL We could not make it without thern
We all wish a lot of people will visit the museum and feel the music.

Hiromasa Tachibana, Manager MANDALA-NO-HIBIKI Executive Committee

南 方熊楠 (みなかたくまぐす)
1867年4月 15日 ～1941年 12月 29日
南方熊楠は博物学の巨星であり、植物学、粘

菌の細菌学のみならず、民俗学、天文学、宗教学
においても多くの足跡を残しています。14年間、
アメリカ、イギリスなどへ海外遊学。ネイチャー誌
など、国内外に多くの論文を発表し、日本に「ミナ
カタ」ありと世界の学者を振り向かせました。後年
は熊野の山野で蒐集を続け、生涯、在野の学者に
徹したエコロジストの先駆者です。

公益財 団法 人 南 方熊楠 記念館
当館は、海に面した白浜の小さな山の上にあ
り、エコロジスト熊楠の業績を永久保存するにふ
さわしい自然豊かな博物館です。昭和40年 4月
開館以来、800点 におよぶ標本、図譜、遺品を
一般に公開し、後世に熊楠の偉業を伝えること
を目的としています。生誕150年の記念年である
平成29年3月 に新館がオープンしました。

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町3601-1
TEL 0739-42-2872

MINAKATA KUMAGUSU
Minakata Kumagusu, a great naturatist, is recognized for his

achievements in the fietds of fotklore, astronomy, scientific
retigion as we[[ as in bioLogy and bacteriology on slime motds.
For 14 years he traveted and studied in the U.S. and U.K. He
pubtished his resutts at home and abroad and contributed to
the scientific journaL Nature, which Led internationaL
intetligentsia to recognize "the genius MINAKATA in Japan."
As a pioneer in ecoLogy, he spent his later [ife cotlecting
specimens in the mountains and fields in Kumano.

Minakata Kumagusu Museum
This museum is Located on a smatl mountain surrounded by

the sea in Shirahama. lts atmosphere in nature is ideaI for
Kumagusu who pursued ecology aLI his Life. Since the
estabtishment in Aprit 1965, the remarkabte coILection of 80O
specimens, drawings and betongings has been showing his
eccentric study, efforts and greatness. The museum aims to
preserve these vatuab[e achievements for the next generation.
ln March 2O17, the l5Oth anniversary of his birth was celebrated
with the opening of the new extension to the originaL building.

3601-1, Banshoyama, Shirahama-cho, Nishimuro-gun,
Wakayama Prefecture, Japan 649-2211 {EL 0739-42-2812)

田口音響研究所
電気音響再生システムで最も重要な構成部品で
ある、平面波を発生させるスピーカーユニットとシ
ステムを、日本国内で研究開発、製造しています。
距離減衰が少なく、高忠実度、高再現性に優れ、
「和の趣」を表現できるスピーカーです。南方熊楠
音楽はこの田ロスピーカーで再生されています。
taguchi onken com/taguchi craftip

TaguchiAcoustic Laboratory 
,,

We are the experts in sound system, speciaLizing in devices ;i.;"
producing "plain wave" . The research, design, and assembty are ,]',.

all manufactured in Japan. Taguchi Speakers offer the best in
quatity and high fideLity (Hi-Fi), to express "sounds of Japanese
atmosphere" , for they sustain sounds farther and clearer.
These speakers and MINAKATA KUMACUSU MUSIC mutuaLLy .lt '
enhance the museum.

taguchi-onken.com / taguchi-craft..jp

主催 :MANDALAの 響き実行委員会  共催 :公益財団法人南方熊楠記念館
作曲:永井朋生  音響設置 :田口音響研究所、中島寛之、金谷学、岩本電気産業い、岩本拓也
備長炭提供 :北山増男、北山百合子
コンセプトブックデザイン:大田博久  コンセプトブック翻訳 :國光圭子
協賛 :株式会社世界一統、南方信雄、浦聖治、紀州文化交流会、白浜ガス株式会社、田辺観光バス、石とみどり株式会社橘、

倉庫ミュージアムWAWAWA、 那須宏伸、他
協力 :谷脇幹雄、山中宏夫、南部朝美、西八丁珈琲店、音企画WiZ Work、 丸山隆子、早出正、木村奈央、三宅祐子、垣内京子、他
取材協力:南方熊楠顕彰館
後援 :和歌山県、白浜町、FM TANABE株 式会社                                    (敬 称略、順不同)
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