


さだまさしを語る2002
　対談風：RYOKAN×Andy
RYOKAN: さて、長崎号恒例の対談なんですが、
ここ１年間のさだまさしの活動の検証というこ
とになりますかねぇ。
　昨年の対談で「来年のネタ」として振ってみ
た「さだファンについて」は、やり始めると長
くなりそうで時間もないしかなり危険な内容に
なりかねないし(笑)。もちろん自己批判も含める
だろうけど。もっと時間をかけて語るべきだな。
　ピーススフィアについても NGO になったり動
きがあったけど、昨年の「長崎から」での、透
明募金箱抱えてさだ本人が客席に入る姿を見て
怒りとか呆れをもはや通り越してしまったので
(^^;) 語る気にもなれないし(笑)

Andy: ファンの話は来年回しですかねえ。ピー
スミュージアムの完成にぶつけられるのがベス
トなんですが。

R: そんな感じですね。…ってこれ、来年もやる
こと確定か(^^;;)

A: ということで、この 1年間のお話、ですね。
　なにか、この一年のさださんの活動の話をす
るには、わたしでは力不足のようにも思えるの
ですが……よろしくお願いします。

R: 取り敢えず、去年の夏以降から今までの流れ
を追ってテーマを出していきましょう。

■小説「精霊流し」出版～遅れたアルバム製作                     　  
R: まず、昨年夏にテレビ番組の企画もあって話
題を呼んだ小説「精霊流し」。この秋には NHK
でドラマ化されることも決まっていますが。
　次に、その小説執筆の影響で、本来なら秋発
売を予告されていたアルバム「日本妖精伝」が
製作延期されて同名タイトルのコンサートツア
ーが開始。ニューアルバムをひっ下げる形で行
われず旧曲で構成されたせいで内容的にはかえ
って良かったという話もありましたが(笑)。この
曲目に「償い」が入っていて、今年冬に裁判の
判決で取り上げられ話題にもなりました。
　で、新アルバムの発売が大きく遅れた末にタ
イトルも「夢百合草－あるすとろめりあ－」に
変わって今年２月にリリース。

A: 非常にまずい話なんですが、わたしは「精霊
流し」を読んでもいないし、「夢百合草」を聴い
てもいないんですよ。
　「小さな手」だけはどこかで聴いたんですが、
あまり面白くなかったもので。微妙な言い回し
には好きな部分もあるんですけどね。それで、
いまひとつアルバムにも興味が湧かなかったっ
ていうのはありました。

R:「夢百合草」自体はかなり力の入ったアルバ
ムで、いかにも「らしい」アルバムではあると
は思うんだけどね。今の時代に商業的に売れる
かどうかというのは別として(笑)

A: どっかの音楽誌の新譜紹介で「方針はわかる
けど道徳の教科書で充分なんじゃないの」とか
書かれてたのを見ました(苦笑)。引き合いに出さ
れるのがそれですか。

R: 予定されていた「日本妖精伝」から変更され
たのは、小説の執筆により心境が変化したのも
あるだろうし、やはり昨年 9 月のニューヨーク
の事件の影響もあるだろうし(そういう曲も入って
いるくらいだから)、いろいろな理由はあるだろう
けど、「日本架空説」の流れを引き継いで作られ
る筈だった「日本妖精伝」としてリリースされ
るよりは良かったんじゃないかと思う。

A:「日本架空説」は聴いてるんですけど、すこ
し半端な感じでしたからね。「夢回帰線」「逢ひ
みての」あたりとくらべるとちょっと抽象的だ
けど、数年前の迷走期のアルバムよりは骨や筋
肉があるような印象ですが。
　「夢百合草」、せめて歌詞だけでも確認しよう
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と思って、さだ企画の歌詞のページを見ようと
したら、閉鎖されてるし(大汗)。7 月いっぱいく
らいで閉鎖されたみたいですね。困った。

R: また、年内のアルバムリリースがオリジナル
新作で無理となって急遽出てきたのがコンピレ
ーションの「小説『精霊流し』の世界」。これは、
今までのさだまさしのベスト版でみられる大ヒ
ット曲や人気曲ばかりをセレクトしている訳で
もないし、これはこれで有りだなとも思うのだ
けれど。

A: 不思議な選曲のアルバムでしたね。これが売
れたらそれはそれで面白かったんだけど……オ
リコン初登場 95 位で、1 週でチャートアウトっ
てありさまではねえ。小説のようにはいきませ
んでしたね。

R: ともかく、昨年後半は完全に小説に振り回さ
れた感じでしたね。結果的には決して悪いこと
ではなかった気もするけど。

A: 少なくとも、悪いほうには行ってないように
は思いますよ。

R: そういえば今年に入ってから既にシングルが
2 枚出ているのよね。4 月の「勇気凛々/春待峠」
と、6月の「小さな手/北の国から」。
　どちらもアルバム｢夢百合草｣からのカットで、
発売段階で新曲なのは「北の国から 2002 遺言」
用に作られた「結のテーマ」だけという状態。
　アルバムを買うようなさだファンならもう「夢
百合草」は買っているだろうし、シングルカッ

トで買いやすくして新たなリスナーを増やそう
というには、曲自体もプロモーションも地味す
ぎる気がする(苦笑)。

A: たしかに、なんか出す意味がいまひとつわか
らないシングルですね。さださんでアルバムか
らのシングルカットっていうのは珍しい話のよ
うにも思いますし。ぱっと思いつくのは「退職
の日」と「風に立つライオン」くらいのもので
す。古いなあ。

R: 一昨年は「21 世紀の君たちへ」、昨年は「き
みを忘れない」とシングルが 1枚ずつしか出ず、
しかもオリジナルアルバムには収録されない(「き
みを忘れない」は「小説『精霊流し』の世界」に収録)
という形で、ある意味で分かりやすい売り方だ
ったように思えるのだけど。

A: 「21 世紀～」はその前の年の紅白で出演者
みんなして唄った曲だし、「きみを忘れない」は
小説のテーマ曲だから、どちらも企画ものシン
グルって扱いではあるんでしょうね。

R: あと、野球オフシーズンに放送された「セイ
ヤング21」。一度も聴いたことはないけど(笑)。
その後 2 回程特番で復活したらしいけど、今年
の秋はやるんでしょうかね。

A: これは、一度だけ聴いて、15 分でやめまし
た。「セイヤング」末期と変わらなかったから。
それからはぜんぜん聴いてないからわからない
んですけど、なんか新しくなったとこがあった
んでしょうかね。

■3000回記念コンサート                                                  　  
R: ３月には東京国際フォーラムで 3000 回記
念コンサートが催され、後にライブ盤も発売。
　さだまさしが東京国際フォーラムをコンサー
ト会場に使うのは初めてだったけど､なんで
2000 回の時はあれだけ事前からカウントしてツ
アーまで作ったのに 3000 回は途中まで分から
ずに急遽入れたのか､そのへんがよく分からない。

A: 記念コンサートをやる方針ってどうなってる
のかなあ、とは思いましたね。ちょうどライブ
盤が 1000 回・2001 回・3000 回と揃ってるん
で、聞きくらべてみたのですが。

　まず、1000 回のコンサートは、記念でもなん
でもなくて、ツアー通常メニューとそんなに変
わらないコンサートですね。トークがちょっと
意識してるくらいでしょうか。ただし新曲のラ
イブ録音はあり、と。

R: それが「恋愛症候群」で、今のところ最後の
世間的なヒット曲という(笑)。

A: あはは(汗)。
　なんか気になったんで、さださんの各シング
ルが売上ランキングで最高何位まで上がったか、
オリコンのサイトで見てみたんですけど、「恋愛
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症候群」のころから 80 年代いっぱいくらいまで
は、どんなシングルでもだいたい 30 位台くらい
までいってたんですね。悪くても 50 位前後には
つけてる。
　それが、90年代前半に入ると、51位から 100
位の間にまでずり下がってきて、90 年代後半に
なると、もうトップ 100 圏内に入ってないシン
グルのほうが多い(汗)。小説のテーマ曲で話題に
なったはずの「きみを忘れない」だって、最高
72位止まりという。

R: 1000 回記念コンサートの頃は完全収録ライ
ヴ盤なんてアナログレコード(LP)では無理で、
これも当初はカセット企画でした(現在はCD化)。
あの「書簡集」だってセレクトだし、完全収録
ＣＤは 92年の「さだまさし白書」以降か。あれ？
「15周年漂流記」もそうだっけ？(←持ってない)

A: すみません、わたしも持ってません。
　曲数が全 19 曲だから、歌に関しては完全収録
されてそうな感じですね。ただ、さださんのコ
ンサートがCD2枚で収まるとは思えません(笑)。

R: あれ､年越しコンサートだから通常より長い
筈だよね。となると間違いなく完全収録ではな
いな(笑)。

A: あ、あれって年越しのライブ録音だったので
すか。それだと、曲も全曲収録じゃなさそうで
すね。
　そういえば、このころは年越しのカウントダ
ウンライブなんてそんなに多く行われてなかっ
たように思いますね。いまは割とよくあるイベ
ントになった気もしますが。
　話を戻しますと、2000 回のときは、2000 回
記念のツアーを組みまでした。で、前に進む姿
勢を強調するためか、ライブ録音はあえて 2001
回目。リリース前のアルバムからの曲を多数演
奏したのも、そんな姿勢の顕れだったのかもし
れません。

R: あれはいろいろな意味で攻撃的で、しかもそ
れがいい方向に出たライブでしたね。記念すべ
きライブに、それまで一緒にやってきた亀山社
中と組まないのに賛否両論はあったし、結果的
にはその後亀山のメンバーが離れていくことに
なったので、亀山社中ファンからは未だに恨ま
れているのかもしれないけど。

A: もしかして、あのあと何枚かのアルバムでさ
ださんが迷走してたのって、亀山が離れていっ

たことも原因だったのかなあ……とすると、あ
のすごいコンサートの代償は案外大きかったと
いうことになるのかも。30 周年記念で亀山再結
成はなるんでしょうかね。

　で、ついこの間あったばかりの、なぜか急遽
開催されたような 3000 回、ですね。内容は 2001
回の正反対のような、過去のヒット曲オンパレ
ード。最近ヒットから遠ざかってるから、新し
い曲がぜんぜん演奏されてない(苦笑)。まあ、ヒ
ットではなくて、ファンの間で人気が高い曲も
混じってますが。
　これは、もう 4000 回のコンサートはないだ
ろうから、このあたりで一回しっかり振り返っ
ておこうか、という意図があった、とかいうお
話なんでしたっけ。

R: だったような。というか、3000 回記念はき
ちんとやりたいというさだ本人の意向だとか
MC で言っていたような気がする。1000 回も
2000 回もきちんと数えていてコンサートも特別
なものにしたスタッフが、近づくまで 3000 回
を数え忘れていたということは流石にないと思
うんだけどね。
　数えていて、でも特別なことはしなくていい
だろうとスタッフが勝手に判断して、近づいて
から本人が知ってドタバタしたとしたら、やは
りさだ本人とスタッフの意向の乖離と言わざる
を得ない。

A: このへんの真相は謎ですね。実際、最初は中
野サンプラザで 3000 回目って話も出てません
でしたっけ。そこに、突然 3000 回目の特別な
コンサートが飛び込んできたような感じで。

R: 3000 回記念コンサートの告知もチケット発
売方法もかなり唐突だったし、急遽押さえたせ
いで今まで一度も使ったことがない会場を使わ
ざるを得なかったのも不手際だと思う。2000
回・2001 回はきちんと大好きなフェスティバル
ホールを押さえていたんだから。
　ま、同情的に考えれば、2000 回が大阪だった
から 3000 回は東京で、というのは考えていた
かもしれないし、東京のホールでフェスに迫る
ほどお気に入りの会場がなくてだったら新設の
東京フォーラムで、と考えたのかもしれないけ
ど。あそこなら全国から集まった観客にもわか
りやすい場所ではあるし。

A: でも、全国から来るファンのことを考えて休
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日の 16 時半スタートにしたのに、休憩込みで 3
時間 50 分もやってしまって、アンコールの最
後まで見られない人がたくさん出たんですよね
(汗)。

　まあ実際、1000 回のときも 2001 回のときも
平日だったことを考えると、そこはサービスを
考えてるふうではあるのですが。

■フジテレビ 27 時間テレビに出演                                     　  
A: あと、それと、こないだのフジの 27 時間テ
レビの話はしてもいいかもしれませんね。

R: そうそう、それを忘れていた。
　７月６日～７日のフジテレビ系列恒例の 27 時
間テレビ、今年の目玉企画のひとつが、さだま
さし+くずで長崎から富良野まで全国数カ所を回
って各地で行われるイベントを歌で応援すると
いうもの。
　しかも、元々7 日の 17 時から東京でコンサ
ートが予定されているというスケジュールで､企
画を知った時点でかなりの危惧を感じたのよね。
少なくともコンサートが万全の体調で行えると
は思えないし､多くの観客はそういう企画がある
ことを知る前にチケットを買っているのだから。

　そもそも、今年フジテレビが 27 時間テレビを
「歌」でやると聞いた時はちょっと期待はした
のね。日テレが 24 時間テレビに歌をからめたの
はネタ切れを埋める「逃げ」と受け取っている
が、まさかフジテレビが偽善っぽくやる筈もな
いし(笑)、一時期ほどではないにしろ音楽番組も
結構あるんだから、そういう資産をうまく使う
のかと思っていた…ら全然できてない。

A: まあ見事にがたがたでしたね。偽善さえもで
きてないという。

R: どうせならレギュラー番組の「福山エンヂジ
ヤリング」の音楽部スペシャルをやるとか、27
時間テレビ開始直前に放送の｢ミュージックフェ
ア｣も組み込むとか、色々できたと思うのだが。

A: 何年か前の 27時間でやった、生「Love Love
あいしてる」も良かったですよね。ああいうの
こそ、音楽テーマのときにやっていただきたい
ですね。

R: もうひとつの番組の目玉が最近流行の「ハモ
ネプ」だったのだけど、深夜に東京ディズニー
リゾートからの中継で行われたライブにさだ企
画所属で 8 月 7 日にメジャーデビューするチキ
ン･ガーリック･ステーキ(CGS)が登場、オリジ
ナル曲ではなくディズニーの曲を唄っていた。

　これ、他の出演グループがみんな「ハモネプ」
で人気を得て既にメジャーデビューしてヒット
を飛ばしているいるから、何も知らない人には
少し違和感があったのではないかなぁ。まぁた
しかに「ハモネプ」に出演していてこのブーム
の立役者のひとりである犬飼将博さん(犬飼先生)
が一時 CGS に在籍していたりで全く無関係では
ないのだけど、やはり、さだまさしがかなり無
茶な条件で出演する引き換え条件としてメジャ
ーデビュー前の彼等を出演させることになった
のではないか、という気がする。

A: その割にまったく目立たない時間帯に放送し
てたんですけど(苦笑)。「ハモネプ」とほとんど
関係ないから、それくらいが限界だったんでし
ょうか。

R: さだ+くずも結局天候のせいで谷汲と富良野
には行けず、空港で唄うことになったのだけど、
番組の進行の問題があって唄っている途中で映
像がスタジオに戻されたり歌が途中で切られて
しまったりで、どうも消化不良だったなぁ。と
にかく段取りが悪すぎ。勿論これはさだ+くず本
人たちに責任がある話ではないけれど。

A: 「ダディ、ダンドリは？ コシバイは？」っ
ていうやつですか(意味不明)。ほんとに、肝腎の
司会者が番組をまともに仕切れてない始末でし
たからねえ。

R: 調子が良かったのは「ミリオネア」で石原慎
太郎とメンチ切り合った時だけ(苦笑)。
　ただ、さだ+くず自体はなかなか面白かったと
思う。特に、朝方、仙台空港から仙台市内の会
場までの移動中、携帯の動画カメラを使った中
継で、ろくに寝ていないものだから妙なテンシ
ョンになっていて、事あるたびに「あの素晴ら
しい愛をもう一度」を 3 人でワメいていたのは
オカシかった(笑)。しかもハモってるし。

A: あれはなにか鬼気迫るものがあったような。
あれって、くずのふたりのほうがさださんをう
まくコントロールしてたのか、はたまた勢いで
呼吸が合ってしまったのか(笑)。

-5-



　でも、ナチュラルハイで笑いが取れちゃうの
はちょっと反則かも(笑)。「兄さん、そんな笑い
あきませんよ」っていう。

R: そりゃ夜中の鶴瓶だ(笑)。某掲示板で「神が
降臨した」とか絶賛されてましたが(苦笑)
　ともあれ、東京でのコンサートも少々遅れて
始められたのだけど、いつもより時間は短めだ
ったそうだし、いつもと違うコンサートになっ
てしまったことをどうお客さんが受け取ったか、
が気になるな。

A: これですけど、当日コンサートを見たひと、
納得できたんでしょうか。夜を徹して全国飛び
回ってきたあとでよれよれになってるさださん
なんて滅多に見られないものでしょうけど、べ
つに見たいものでもないような気がする(苦笑)。

R: 今回の出演は、最近のテレビ出演へのスタン
スを考えると、どうも唐突な印象が否めないし、
こういうテーマであってもバラエティ方向に引
っ張られるのはある程度予想がついたと思うの
ね。そうなるとさだ本来の持ち味が殺される危
険も分かっていただろうし、どういうつもりだ

ったのかなぁ。謎だ。

A: さださんも意識して笑いを取ろうとして、そ
れで白けさせちゃったりすることもありますか
らね。
　そういえば、くずのふたりが、さださんが絡
みたがるって半分苦笑してませんでしたっけ。
それくらいなら､まあ面白いうちなんですけどね。
　ああ、でも、こんな話してるところをみると、
わたしもさださんのことをミュージシャンだと
考えてないのかもしれない(汗)。まあ、あんな番
組ではミュージシャンもないでしょうが。

R: あ、今年はそういえば「いいとも」増刊号特
別編もなく、番組中にタモリが一度も出演しな
かったけど、流動的なスケジュールでタモリの
出演中にさだ出演時間が入り込むことをフジ側
が意識して避けたのかな？(笑)

A: それもそれでややこしい気遣いですね。
 「いいとも」のテレフォンショッキングに、小
田和正さんは出たことあるけど、さださんは未
だに出てないんですものね。気を遣ってるのや
ら、意地になってるのやら。

■30 周年コンサートとアルバム「夢回帰線 III」                   　  
R: で、このあとの大きな予定としては、30 周
年記念８日間コンサートが東京・大阪・名古屋
で 9月から開催される予定。

A: これは早々にチケット買うのを諦めました。
ファンクラブに入っているわけでもないので。
　ライブ盤か DVD が出たら、間違いなく買い
ますけどね。
　わたし、小説も最新アルバムも買ってないけ
ど、3000 回のライブ盤だけ買ってるってことは、
さださんについてはライブがいちばん好きなん
だろうなあとは思います。でも、8 日間とか言
われると、さすがに戦意が喪失しちゃいますよ。

R: 俺は奇跡的に通し券が当たって、お陰で金策
に苦労しました(苦笑)。さすがに一度に６万円は
キツいわ。ただチケットが全体的に入手困難み
たいな上、日程的にも平日が入るので客にとっ
ては大変ですね。東京を 2 回公演にしたり福岡
公演をできなかったのかなと思うのだけど。福
岡については「まさしんぐ WOLD コンサート」
でいつも思うことなんだけどね。

　話を変えると、そういえば昨日(7/29)発売の

「YOU & SUPER JUMPできちゃった増刊」に、
さだまさし原作で「チャールズ・リンドバーグ・
グレイヴ」(画・あおきてつお)が出ていますね。

A: へえ。「夢回帰線 II」の同名の曲のライナー
ノートを焼き直したような話なんでしょうか。

R: 感じとしては「リンドバーグの墓」+
「pineapple hill」という感じかしら。まぁ確
かにさだまさしらしい話ではありましたが。や
っぱり人死んでるし(^^;;)
　本人が書いた短編小説が後から曲になったの
は過去に何度かあるけど、こういうケース(しか
も本人原作)は初めてですね。

　それから、この期に及んで文春文庫から「ま
っさん版三国志英雄伝」が出版されて驚いた。
小説「精霊流し」が売れた効果で、「自分症候群」
(新潮文庫)や「せとぎわの魔術師」(講談社文庫)が
復刊されたりという動きはあったけど。つい買
ってしまったが、中身が微妙に書き直されてい
たり(笑)。
A: これ、本屋で見かけて驚きました。さだまさ
しの創作ものってことでいきなり陽の目をみた
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んでしょうか。「噺歌集」の文庫版は最新の５巻
以外絶版になっちゃってるようだけど、エッセ
イとかトーク系のは復刊される見込みないのか
しら。

R: あと、この秋に出る中島みゆきのセルフカバ
ーアルバムで、昔高倉健+裕木奈江のために中島
みゆきとさだまさしが共作した「あの人に似て
いる」さだまさしとデュエットでヤルらしいで
す…。遂に。

A: ぐは。ついに来ましたか。ボーカル、同時録
音なのかなあ。忙しいふたりだから、きっと別
録りになっちゃうんでしょうね。これ、同時録
音だったら、ぜったいスポーツ新聞で記事にな
りますね(笑)。
　あの曲はなあ……まさし部とみゆき部が見事
に分離しててナイスなんですよねえ(汗苦笑)。

R: サビ以外は完全に別の曲･歌詞を同時に唄っ
ていますからね(笑)。既にまさし部+サビはさだ
本人がカバーして「古くさい恋の唄ばかり」に
収録されていますが。
　それから、次のシングルは次回作アルバムか
らのシングルカットという話もありましたが、
山本直純先生を追悼する意味からか、20 数年前
に作られた幻の曲「大きな森の小さな伝説」を、
当時新日本フィルとライヴで演した音源(「親父
の一番長い日」と同じ？)で CD 化するそうです。
カップリングは 25 周年アルバム「時間の栖」で
共作した「空色の子守歌」と、かつて山本先生
が編曲した「二百三高地」挿入歌でやはり幻の
一曲と化していた「聖夜」リメイク版。

A: 完全に山本直純追悼シングルですね。それに
しても、すごい曲をリメイクしたものですが。
「聖夜」なんて、わたしもライブで一度聴いた
きりですもの。

R:で、次回作アルバムが雑誌インタビューなど
で予告通り「夢回帰線 III」として年内に出る模
様。「夢百合草」がスケジュール的には昨年内に
リリースすべき作品とはいえ、年 2 枚のオリジ
ナルは久々ですね。そういえば「夢回帰線」は
初の年 2 枚リリース(「ADVANTAGE」「自分症候
群」、1985)の翌年にオリジナルが出なかった次の
年(1987)に出た作品、「夢回帰線 II」(1990)はそ
の年初めに「夢ばかり見ていた」を出していて
年 2 枚を達成した、というリリースでしたね。
ともかく「I」「II」の出来がいいだけに、期待と

不安の両方があるのは確か。

A: 「II」からも 10 年以上経ってるんですね。
「II」のあとに出た「逢ひみての」(1993)が国内
版「夢回帰線」のような色合いで、やっぱり出
来のいいアルバムだったわけだから、今回はど
うなるんでしょうね。
　「II」は「さだまさし with 亀山社中」って
クレジットで出たんですよね。時は流れるもの
です……。今回はどんな人たちと組んで作って
るんでしょうね。

R: 普段のライブバンドでレコーディングした
「II」と同様の作りにするとしたら、今のバンド
メンバーの場合は元々がスタジオミュージシャ
ンばかりだし、かなりノリ的には違うものにな
るだろうけど。
　まだ何とも言えないけど、3000 回コンサート
直前のインタビューから既に「夢回帰線 III」と
いう話をしていたから、「夢百合草」を作ってい
る段階でかなり構想がまとまっていたのだろう
と思う。早めに構想をまとめていたアルバムの
出来って結構いいのが多いから、その点では期
待ですかね。

A: 早めの構想というと「逢ひみての」とか、古
くは「夢供養」なんかそうですね。
　余談ですが、アルバム「逢ひみての」は、個
人的にはこの 10 年でベストのアルバムです。曲
の骨組みが早く仕上がっていて、充分に練りあ
がってからレコーディングできた、とかあった
んでしょうかね。
　「夢百合草」ではふだん組まないミュージシ
ャンと組んで演っていたし、そのあたりも気に
なるところですね。

･･･････････････････････････････････････････
R: …というところでそろそろ紙面が尽きそうで、
今年の対談もお開きなんですが。
　来年こそは「さだファンに」ついて語ろう…、
って本当にやれるんかいな(笑)

A: あははははは(笑)

(2002.7.30～8.2, メールによる意見交換を対談風に
まとめました)
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　元々、さだまさし研究会は 15 年以上も前に早稲田大学と信州大学に創設された
ものが始まりと言われている。そして「長崎から」コンサートが始まった 1987 年
以降、全国の大学や地域に「さだ研」が次々と誕生した。
　特に 1990 年前後に東京大学さだまさし研究会・神戸市役所さだまさし研究会が
相次いで設立され、この頃「さだ研」設立ブームは絶頂を極めた。この背景には、
当時さだまさしがパーソナリティーを務めていた文化放送「セイ！ヤング」の影響
も大きかったようである。
　こうした全国的な「さだ研」ブームと時期を同じくして、1990 年 7 月、京大さ
だ研は誕生した。
　その後、さだまさしを聞く世代の中心が大学を卒業してしまったこと、さだ研設
立ブームに影響を与えた「セイ！ヤング」が 1994 年春に放送を終了したこともあ
って、次々と全国のさだ研が解散・活動停止をしていく中、「某宗教団体のダミーサ
ークルではないか」等とデマを流されつつも、京大さだ研は現在に至るまで生き残
り(?) 独自の活動を続けている。

■例会の案内
　時刻：毎月 10・20・30 日　18:00～
　　　　ただし当該日が土曜の場合は前日、日祝日の場合は翌日
　場所：「カフェテリア・ルネ」
　　　　京大生協西部会館「ルネ」2 階、テラス寄のテーブル辺り。

■活動内容
　1. 会誌の編集･発行
　2. 屋外コンサート「長崎から」参加（毎年 8 月 6 日、有志による参加）
　3. 11 月祭における京大構内ゲリラライヴ「神出鬼没こんさあと」
　4. 季節毎の（+突発的な）宴会、旅行＆お遊び企画、等々

京大さだ研会誌　2002 年 8月特別号
2002 年 8 月 3 日発行　通巻第 83 号

企画・編集・発行：京都大学さだまさし研究会




