
ときには手を変え品を変え。
Face to Face Talk

プロマジシャン オイル
OIL.

　努力したくない、働きたくない。家族旅行の支度すら面倒で、出発するまで一人で車の中に隠れていたという少年が、今は人々の視線と笑顔の

真ん中で、スポットライトを浴びる毎日を送っている。静岡県内を中心に活躍するプロマジシャン・オイルさんは、親しみやすいマジックと軽妙

なトークで会場全体を巻き込みながら盛り上げるショースタイルに定評がある。マジックを軸とした事業を展開する会社を自ら立ち上げ、出張

マジックや講演活動に取り組みながら、自身が経営するマジックバーでは飲食の接客業務にもあたるという、驚きの行動力。20代までは狭い価値観

の中で窮屈に生きていたと語るオイルさんがマジックと出会い、本気で楽しめる場所を見つけたことで、歯車が動き始めた。この物語は魔法ではない。

タネも仕掛けもある、ひたむきなプロフェッショナルの足跡だ。



「ときには手を変え品を変え。」　オイル

『たしかに最初はジョーカーだったのに！なんで？』
とか『ずっとこの目で見てたのに！すごい！』とい
う風に、マジシャンとお客さんが対話しながら進め
ることによって、初めて成立する芸なんです。」

なるほど、そういう捉え方は新鮮かつ本質的ですね。

　「おそらく多くの人が、手先の器用さがマジシャン
の命だと思っていますよね。でも僕は、マジシャン
の素質として器用さが占めるのは、せいぜい１割く
らいだと思います。残りの９割は何かというと、コ
ミュニケーション能力です。AがBに変わるマジック
をやるのに、まずは A をちゃんと観てもらえないと
話になりません。技術を観せる前に、場の空気を作
ることが、優れたマジシャンの仕事なんです。マジッ
クが上手だからプロになれるわけではありません。
技術に自信があってこの世界に飛び込んできた若手
は、みんなその壁に苦しんでいます。僕も以前はウケ
ない理由、売れない理由を技術不足のせいだと思っ
て、必死に練習しましたが、全然ダメでした。当時
のステージ衣装は花柄のシャツにダークブラックの
スーツ。そんな高飛車な 20代の若造が黙ってステー
ジに出てきて、『どう？俺すごいでしょ？』みたいな
顔でマジックをやって、ウケるはずがないんですよ
（笑）。そこで悩んで苦しんで、180 度方針を変えて
みたんです。その一つが、昭和の芸人みたいなこの
紫のジャケット。しかも今では「どーもー！」って
小走りでステージに登場しますからね（笑）。つまり、

オイルさんはステージに立つ現役プロマジシャンで
ありながら、お店の経営もされているそうですね。

　「大好きなマジックを通じて多くの人を楽しませた
いという思いが原点ではありますが、会社を立ち上
げてからの２年間でたくさんのご縁が生まれて、活
動の領域は広がっています。提携施設でのイベント
や結婚式の余興、企業パーティーなどで出張マジッ
クをお届けしながら、全国に16店舗ある国内最大の
マジックバー『手品家』のフランチャイズ店として、
静岡と浜松の２店舗を運営しています。オーナー兼
マジシャンというのはグループ内でも僕が初めて
だったんですが、ショーの時間や料金のシステムが
確立しているので、マジックの仕事に重点を置ける
のはありがたい環境です。また、マジシャンの仕事
はどうしても週末に集中しがちなのですが、間隔が
空くとステージでの勘やテクニックも鈍ってしまい
ます。自前の店舗があることで平日もステージに立
てますし、若手マジシャンの育成と雇用の場を確保
しながら業界に貢献できることが嬉しいですね。」

マジックに興味を持ったきっかけや、その魅力は？

　「記憶に残っている最初の衝撃は、幼い頃に父が見
せてくれた、親指が離れるマジックです。誰もが一
度は目にしていると思いますが、両手の曲げた親指
を人差し指で隠して離す、あれです。すごく驚いて、
父に尊敬の念を抱いたのを覚えています（笑）。マジッ
クの魅力をひと言でいうと、『力を手に入れた感覚を
与えてくれる』ということですね。タネを知って技術
を習得している自分にとっては大したことではない
行為も、それを観ている人にとっては不思議で理解
できない出来事なので、感動してもらえるわけです。
そのギャップがたまりません。でも僕にしてみれば、
電子レンジとかスマートフォンの仕組みの方がよっ
ぽど不思議ですけどね（笑）。またマジックの特徴と
して、大道芸などで観るジャグリングとの違いを考
えると分かりやすいかもしれません。たくさんのも
のを空中で自在に操るジャグリングは、道ゆく人が
足を止めて途中から観ても、そのすごさが伝わりま
すよね。でもマジックはそうではなくて、たとえば
トランプのジョーカーが Aに変わるトリックをやる
として、これを途中から観ても意味がありません。

マジシャンも一般の社会人と同じで、技術や知識よ
りも先に、まず知ってもらって、興味を持ってもらっ
て、好きになってもらわないと。そのためにはまず、
挨拶をする、明るく振る舞う、お客さんの気持ちを
察する、そういう当たり前のことから始めないとい
けないんです。どこまで行っても人間力で勝負する
仕事なんだと、強く実感しています。」

これまでの道のりには紆余曲折があったそうですね。

　「そもそも働くことが大嫌いでしたからね（笑）。
学生時代のアルバイトもサボりがちで、何事にも前
向きな感情は持てませんでした。大学卒業後に就職
したビジネスホテルでは深夜のフロント業務を経験
しましたが、意欲が湧かず、上司からの圧力も強くて、
結果的には心身ともに不調をきたして辞めることに
なりました。当時からマジックには興味があったの
で、趣味として家族や友人には披露していましたが、
退職後の静養期間中にSNSを通じて知り合った、と
あるマジシャンに憧れて、自分もプロになりたいと
思うようになりました。それまでずっと独学で、タネ
明かし本やDVDを買ってひたすら練習を重ねる日々
でしたが、その後プロを目指すことを前提に、マジッ
クとは関係のない仕事に就いて、生活費を稼ぎなが
ら夜間や土日をすべてマジシャンとしての活動に充
てるようになりました。妻と知り合って個人事業を
始めたのがこの頃で、居酒屋や企業に営業のメール
を送ったり、チラシを作って深夜に投函して回ったり

本名：望月紳之介（もちづき・しんのすけ）。静岡商業高校、富士常葉大学経営学部を卒業後、ビジネスホテルでの
接客業務、製紙会社勤務を経て、プロマジシャンの道を志す。2018年、静岡マジック株式会社を設立し、妻でマネー
ジャーの李果さんとともに本格的な活動を開始。国内最大のマジックバーグループ『手品家』のフランチャイズオー
ナーとして、静岡店・浜松店を相次いで出店し、今年の夏には名古屋でもマジックバーを開業予定。心を掴むトーク
センスが話題を呼び、営業力やコミュニケーション術に関するセミナー、中学校での職業講話の講師を務めるなど、
活躍の場は多岐にわたる。SBS学苑静岡校・富士校（マジック講座）講師、公益社団法人日本奇術協会会員。

オイル 1987（昭和62）年10月13日生まれ   （32歳）
静岡市清水区（旧・由比町）出身・富士市在住

プロマジシャン ／ 静岡マジック株式会社 代表取締役

りか てじなや

富士山こどもの国でのマジックショー

パーティー会場ではゲストを巻き込んで盛り上げる

てじなや

エース



と、できることからやっていきました。そんな生活
を３年ほど続けた末に、会社を辞めて独立すること
にしたんですが、やはりマジック一本でやっていく
のは不安でいっぱいでしたね。そんな中、『手品家』
グループを運営する会社の存在を知り、瞬間的に
ピンと来たので、面識もない社長さんにダイレクト
メッセージを送ってみたところ、すぐに『じゃあ明日
会いましょう』という返事が届いたんです。そこで
フランチャイズの話をいただいて、店を出すために
法人化の手続きや資金調達に奔走するという、大忙
しの日々が始まりました。いつの間にか、深夜のビジ
ネスホテルで漫然と働いてた頃には想像もできない
自分になっていましたね。」

環境の変化と直感が次の活力を生み出してきたとい
う印象ですね。実際のステージや接客の現場では、
さらに素早い判断や行動が求められるのでしょうね。

　「マジックに関しては、セリフも含めて完成した内
容をステージ上で披露する形で、飛んでくるヤジに
対しても、ある程度は返しのパターンを想定してい
ます。それでも予期しないことは起きますし、過去の
大失敗も数えきれません。子ども向けのショーで、
『誰か一人手伝ってもらえるかな？』って言ったら、
『はいはーい！』って何人も前に出てきてしまったり、
仕込んであった鳩がマジックを始める前に顔を出し
てしまって、お客さんに『あ！鳩がいる！』って言わ
れたり（笑）。ただ、そこでどう振る舞うか、その状況
をどう笑いにつなげて盛り上げることができるかが

腕の見せどころだと思っています。ステージでの失
敗には２種類あって、ひとつは技術的なミスや機材
の不具合など。これは練習や会場との打ち合わせで
改善すればいい話です。もうひとつは会場が盛り上
がらないという失敗で、僕はこちらの方を恐れます。
なぜかというと、結婚披露宴でも企業パーティーで
も、僕にとってのお客さんは、マジックを観ている
ゲストだけではなく、ゲストの皆さんに楽しんでも
らいたいとわざわざお金を払って僕を呼んでくだ
さった依頼主も含まれるからです。そんな席で新郎
新婦や企業の社長さんに恥をかかせるわけにはいき
ませんよね。僕のマジックを観て、ゲストが楽しむ。
ゲストの笑顔を見て依頼主が喜ぶ。その場の皆さん
が満足してくれた姿を確認してようやく、僕は控室
に戻って小さくガッツポーズをするわけです。その
一方で、僕は『お客様第一』に加えて『自分も第一』
だと思っています。何事も嫌々やるのではなく、自分
自身が楽しんでこそ、お客さんも心から楽しめると
信じているからです。」

人を楽しませるには、まず自分からということですね。

　「それはマジシャンに限らず、どんな仕事や立場の
人にも共通していえることですね。まずは自分が楽
しくなることで、周りの人や家族にもそれが伝わっ
ていくんです。どうしても楽しめなかったら、頑張ら
ないで少し休んで、誰かに助けてもらってもいいん
です。僕は富士市内の中学校で職業講話をやらせて
もらうことがあるんですが、特にこれから社会に出る

若い人たちに伝えたいのは、自分が心から楽しいと
思えることを大事にしながら、どんどん視野を広げて
いってほしいということです。若い頃は自分が今い
る環境や価値観がすべてだと思い込んで、自分を押
し殺して我慢したり、諦めたりしてしまいがちです。
僕もその一人でした。でもそうじゃない、他にも人
生の選択肢はたくさんあるよ、もっと殻を破ってい
いよ、自分の居場所はここじゃないと思ったら、今
いる場所から逃げたっていいんだよということを、
しっかりと発信していきたいですね。もちろん抑圧
や困難を全否定しているわけではありません。何を
やるにしても、最初の壁が親だったり先生だったり
するのはいつの時代でも同じで、まずはそれを乗り
越えないと始まりません。本気の姿勢を見せるなり、
説得するなりして、一番身近な壁を乗り越えた時に、
その相手が自分のことを世界一応援してくれる最大
の理解者になる。それも僕自身が経験して分かった
ことです。そしてマジックを愛する若者、マジシャン
を目指す熱意のある後輩に対しては、自分の持って
いる知識や技術をどんどん教えていくつもりです。
そうすることで業界全体の底上げにもなりますし、
いい意味で自分を追い込むことで、さらに成長でき
ると思うからです。僕はここ数年でようやく、成長す
る意欲や喜びを知った『遅咲きマジシャン』なので、
ここから先はもう一生、自分の歩みを止めたくはな
いんです。」

Title＆Creative Direction/Daisuke Hoshino
Text＆Photography/Kohei Handa

出張マジックや各種イベントなど、オイル
さんの出演に関する情報やお問い合わせは
公式ウェブサイトをご確認ください

magician-oil.jimdo.com

静岡マジック 株式
会社

手品で、人生をもっと豊かに

SH I ZUOKA MAG I C Co . , L t d .

「オイル」は笑顔の潤滑油



富士市津田 189-1　TEL 0545-55-0174
（有）富士清掃センター

ホワイト
パレス

救急医療
センター

うな政
旧国一

富士清掃センター富士清掃センター

ナフコナフコ

セブンイレブンセブンイレブン

ローソンローソン

港大通り

港大通り
富士市一般廃棄物処理業 第 号1-17

富生許第 号34富士宮市一般廃棄物処理業
静岡県産業廃棄物処理業 第 号02201024394

ご家庭・オフィスのゴミ回収や
不用品の処理は当社にお任せください！

まずはお気軽にお問合せください。

1年365日～ 数ヵ月に 1回程度の回収まで

お客様のご希望に合わせ対応いたします！

◎見積無料 ◎迅速対応 ◎安心確実

GS
小林製作所
ひなた
クリニック

JA富士

マックス
バリュ

ローソン

富士市森島 102-2　TEL 0545-63-2316
焼肉 玉起園

昼 11:30 ～ 13:30 夜 17:00 ～ 22:15（L.O）

http://www.tamakien.net/玉起園 検索
0120-8929-84　火曜定休（時々営業）　

玉起園玉起園

富士駅

全席禁煙

夏だ！焼肉！
8/5（水）～ （月）17 まで休まず営業！

当店では席の距離を充分
に確保した上で間仕切りを
設置し、排煙・換気・消毒
など、最大限の感染症対策
を講じております。

Little Bridge（リトルブリッジ）
富士市伝法 573-2 TEL 0545-67-2550
営業時間 9:30～18:30　駐車場あり

富士市 リトルブリッジ 検索
火曜・第2第4日曜定休（不定休あり）

広見公園

田子の月広見 IC

GS
岳陽中

BridgeBridge
LittleLittle

大
渕
街
道

西
富
士
道
路

東名高速道路東名高速道路

柳沢クリニック柳沢クリニック

プリザーブドフラワー&アーティフィシャルフラワーのお店

ご自宅のお仏壇やお盆・新盆のギフトに

プリザーブドフラワーはまるで生花のような風合いと
みずみずしさが魅力。水やり不要で、真夏の室内でも枯
れることなく綺麗に長期間お供えできます。オリジナル
デザインが好評で、ご予算・ご要望に応じたオーダーや
お手持ちの花器にデザインすることも可能です。



富士市平垣本町8-1
ホテルグランド富士

ホテルグランド富士 公式 検索

富士駅

ガスト

ホテルグランド富士

旧国一

富士市
交流プラザ

ローソン

GS

ホテルグランド富士ホテルグランド富士富士見
高校

スルガ
銀行

0120-561-063ご予約・お問い合わせ

パティシエ特製ケーキの数々がお得なセットになりました。
いろいろなテイストをご自宅でお楽しみいただけます。

（税込） 円2,500

ホテルメイドのスイーツをご家庭で！

おうちでケーキバイキング 要予約

6種類12個入り（通常3,600円相当）

夏休みは精香園
こだわりの焼肉を！
夏休みは精香園
こだわりの焼肉を！

休まず営業します休まず営業します
8/6（木） （日）～16 は8/6（木） （日）～16 は



8月限定 しゃぶしゃぶ祭

（黒毛和牛サーロイン・お野菜・きしめん・デザート）

（小鉢・前菜付）

（小鉢・前菜・刺身付）

黒毛和牛のしゃぶしゃぶ 4,000 円→3,000 円（税別）

しゃぶ御膳……………… 5,000 円→4,000 円（税別）

しゃぶコース…………… 6,000 円→5,000 円（税別）

富士市津田町 101-1　TEL 0545-52-2525
レクアシォン

11:30 ～ 13:30 (L.O)  17:30 ～ 21:00 (L.O)
月曜・第２火曜定休　駐車場あり

DADA

ホワイト
パレス

不二家

かつ政

うな政
旧国一

レクアシォンレクアシォン

セブンイレブンセブンイレブン救急医療
センター
救急医療
センター

https://www.lequation.jp/レクアシォン 検索 全席禁煙

フレンチで涼やかに夏を味わう

桃を添えたブランマンジェ
ランチ
ディナー 平日限定レディースディナー

フルコース
シェフお任せフルコース
スペシャルフルコース

3,000

6,000
8,000
10,000

1,800円（平日限定）・ ・ ・3,000円 4,200円 6,000円
円

円
円
円

・・・

・・・・・・・・・・・
ハーフコース 4,500円・・・・・・・・・・・

・・・・・
・・・・・

新型コロナウイルス対策として席数を減らしておりますので、事前
のご予約をおすすめいたします。　上記価格はすべて税別です。

　　　　　　いつものようにGoog le検索しよ
うとしたら、とてもざっくりとした画面でびっくり
しました。なんとなく矢印はわかりました。（笑）

規則性がありそうで、やっぱりなさそうなのが気になります
ね。それでもわかってしまう不思議なロゴ……。（編集部）

日常の中で見つけた、つい撮ってしまいたくなる、あんなモ
ノやこんなモノ、ありますよね？ひとりでニヤリと楽しむ
だけじゃもったいない！紙面上で共有しちゃいましょう♪

「奇跡の瞬間」「クスッと笑えるモノ」「癒される表情」etc... あなたが身
の回りで発見したネタを写真に撮って編集部まで！お住まい（町名）・
お名前（ニックネーム可）・写真の説明文（40~60文字程度）を添えて、
メールでお送りください。送り先は紙面最終ページをご覧ください。

採用された方には粗品を進呈☆

さんとんち：

　社会貢献への意識が高まりつつある日本でも、ボ
ランティアの経験がある人はわずか 27％程度といわ
れる。いざ興味を持っても、何から始めたらいいか
わからないのが現実ではないだろうか。今回お話を
伺ったのは、ボランティア参加のハードルを下げ、
「人と人が支えあうやさしい社会」を実現させようと
奮闘する社会起業家、松永智教さん。県東部の自治
体と連携しながら、市民活動主催者とボランティアを
効率よくマッチングできるシステム『AVS』（Active 
Volunteer System）の開発を行なっている。松永さん
の思い描く未来像や、活動にかける思いを取材した。

開発中の『AVS』とはどういうものですか？

　「ひと言でいうと、スマホアプリの LINE を使った
『ボランティア参加機会の提供』と『興味のない方へ
のボランティア情報拡散』です。ボランティアをし
たい人は、登録者に配信される募集情報に対し『参
加する』ボタンを押せば、参加表明が完了します。
また、ボランティアに関心のない層へは、地元のイベ
ント情報やクーポンの配信を入口として登録しても
らいます。お得情報とセットでボランティア情報を
配信することで情報に触れてもらう機会を増やして、
ボランティア人口の拡大を目指します。まだ実証実
験の段階ではありますが、いずれは登録者とイベント

主催者、地域のお店全員がwin-win で回るビジネス
として確立させたいと考えています。」

市民活動主催者とボランティアのマッチングシステ
ムを形にしようと思ったきっかけと、具体的な取り
組みについて教えてください。

　「僕には車椅子で生活する高１の娘がいるのです
が、普通の子たちのスポーツ少年団のような経験を
させたくて、４年前に『長泉スポーツクラブ』とい
う障がい者スポーツ教室を立ち上げたんです。毎月
第一土曜日の午前中に長泉町で、障がいを持つ子と
その家族 10組くらいとボランティアスタッフが集
まってさまざまなスポーツを楽しんでいます。しか
し、こういった活動について回るのがボランティア
集めの苦労です。僕のような主催者側と、ボラン
ティアをしたい人がもっと簡単にマッチングできれ
ばと考えたのがきっかけですね。2018 年には経済
産業省主催の起業家育成プログラム『始動』に参加
し、『考える人から行動する人になろう』の標語の下、
自分の思いを伝え行動に移す重要性と方法論を叩き
込まれました。その後はとにかく行動をと、資料を
携え多くの方々に自分のビジョンを伝える機会を
作っています。システムの実証実験では裾野市に協
力をいただき、活動に賛同してくれた沼津市、三島市、

長泉町からも後援をいただいています。また、資金
面の課題をクリアするためビジネスコンテストにも
応募しているところです。」

こうした活動の先に松永さんが見据える、理想の社
会とはどんなものですか？

　「一貫してブレない目標は『人と人が支えあうや
さしい社会を作ること』です。必要な場所に誰もが
簡単に力を貸せる仕組みがあり、障がい者も健常者
もご高齢者も、みんなが笑って過ごせる社会を作り
たい。開発中のシステムはデジタルですが、僕はそ
こに重きを置いていないんです。デジタルはあくま
で、アナログの入り口。人間同士の支えあいという、
一番大切なアナログの部分により注力できるよう、
それ以外はデジタルで効率化したい。スマホ片手に
『時間が空いたから、ボランティアでもするか』とい
う気軽さで誰もが福祉に携われるのが理想ですね。
補助金に頼らざるを得ない現状から一歩進んで、福
祉そのものを自立して機能させる必要性も感じてい
ます。福祉とビジネスを結びつけるという新しい視
点は、物議を醸すことも事実です。しかし、持続で
きるシステムを作り、その利益を福祉のさらなる充
実につなげていくことで、誰にとってもやさしいユ
ニバーサル社会が実現できると信じています。」

～市民活動の主催者と参加希望者をつなぐ社会ビジネスへの挑戦～

スマホを使ったマッチングはボランティアの価値を変えるか

まつなが とものり

ウィン ウィン

アクティブ

ボランティア システム

現在、『AVS』の試験運用に参加してくださる方
の登録を受付しています。ボランティア・イベ
ント情報やクーポンを受信したい方、お気軽に
試してみてください。（LINEアプリが必要です）

1975（昭和50）年生まれ。愛媛県出身、
長泉町在住。大阪大学大学院精密科学専攻 
修士課程修了。長泉スポーツクラブ代表。
会社勤めをしながら社会起業家として活動。

松永 智教

『AVS』操作画面

 （ライター／小林千絵）
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　江戸時代に東海道第 14 番目の宿場町として栄
え、昭和まで人の往来で活気に満ちていた吉原商店
街。地元育ちの 40 代以上の人の中には『ヤオハン』
や書店『文華堂』などの名にノスタルジーを覚える
人もいるだろう。商店街の北にあった『澤田耳鼻科』
もその一つだ。かつて耳鼻科があったそのビルに今
春、『14 GUEST HOUSE MT.FUJI』がオープンし
た。オーナーで、吉原マネジメントオフィス代表取
締役を務める鈴木大介さんは、活況の商店街を知ら
ない若い世代だが、地域を盛り上げたいという熱意
に溢れている。地域の賑わいの創出には「住む・働
く・訪れる」の三要素が重要とし、ゲストハウスは
訪れる人と地元の人をつなぐハブになると意気込む。

　耳鼻科の撤退後、長い間そのままだった澤田ビル
活用のきっかけは、2017 年、空きビルをリノベー
ションし町おこしをするというテレビ番組の企画
だった。鈴木さんが関わるようになったのは2019年
2 月からで、地元の業者と連携し、自らもノコギリ
を握り、内装に手を加えた。同年 12 月にプレオー
プン、今夏は国内外から訪れる人々を迎える予定
だった。しかし、４月１日にグランドオープンした
ものの、新型コロナウイルスの流行により数日で休
業を余儀なくされた。

　「しょうがないですよ。でも、何かやらなくてはい
けないと思っています。」

　昭和の賑わいを知っていると、今の状況はマイナ
スだが、それを知らない世代には、今がゼロ＝ス
タート地点で、「これ以上はそんなに下がらない」と
策を練る。ガイド付きの富士登山など、地元で楽し
める多様なワークショップやアクティビティをセッ
トにした宿泊プランを主軸に、外出自粛の影響が残
る今、『オンライン宿泊体験』も始めた。インター
ネットを通じて参加でき、周辺の散策、宿泊者同士
の交流などを疑似体験してもらう。まずは知っても
らい、のちに実際に訪れてもらおうというのだ。も
ちろん、ゲストハウスの利用は遠方からの来訪者に
限らない。１泊 3,000 円のドミトリーなら、商店街

現代の吉原に蘇る宿場 14 GUEST HOUSE　MT.FUJI

フォーティーン

すずき　だいすけ

ゲストハウス マウントフジ

屋上からは富士山も望める木の温かみに溢れたドミトリー

周辺での飲み会後、タクシーや代行運転を利用する
より経済的な場合もあり、そういう利用の仕方にも
期待している。

　「一過性ではなく、常に人で賑わうような活気ある
地域にしたい。ゲストハウスを通じた取り組みも含
め、地域づくりに資する活動を続けていきたい。」

　旅人が訪れ、地域の人が行き交う街の創出に一役
買うゲストハウス。リノベーションで残された階段
や壁などに懐かしさを感じつつ、新しい時代の訪れ
が感じられる空間になっている。

　（ライター／川島和美）

www.14guesthousemtfuji.jp

部屋はドミトリー（相部屋）主体で、男女共同のドミト
リー、女性専用ドミトリー、ツインルーム１室を備え、
ドミトリーは１泊 2,900 円～、ツインルームは 7,900
円～。利用者はWi-Fi、シャワー、洗濯機、キッチンに
あるものなどを無料で使用できる。

14 GUEST HOUSE　MT. FUJI
富士市吉原 3-3-23　TEL：0545-67-1005

業務スーパー

吉原商店街吉原商店街 おもちゃの
キムラ
おもちゃの
キムラ

吉野
金魚店
吉野
金魚店

ともえともえ
はせ川はせ川14
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Face to Face 編集部

沼津市足高

犬種：バーニーズ・マウンテン・ドッグ

ワン勝亦先生の ポイントアドバイス“アニマル Dr.ジャック” こと

富士動物医療センター　富士市今泉2302-3　TEL：0545-57-0001　www.famcjp.com

A.子犬と違い、成犬での噛みつきはその理由を見つけてあげましょう。縄張り
や食事などを侵害されて怒った時に起こる場合は、同居犬との食事の時間を
ずらしたり、恐怖心を取り除くために安心する寝場所を確保してあげます。
一番難しいのは、興奮しすぎて無自覚に噛みついてしまう場合です。犬たち
をよく観察し、興奮させないように遊びや犬同士の距離をコントロールして、
事故を未然に防ぐようにしましょう。

Q.よその犬に噛みついてしまいます。
チョコ　（女の子 6 歳）

犬種：ゴールデン・レトリーバー

ティラ　（男の子 6 歳）

犬種：ボーダー・コリー

ラテ　（男の子 6 歳）

Radio-f でおなじみ

「私の好きな食べ物や飲み物を名前にしました！」

それぞれの性格

チョコ → 頑固でお出かけが大好き
ティラ → ピュアで人が好き
ラ  テ → ナイーブだけど人が好き

チョコ ティラ ラ テ

出会いのエピソード チョコ → 完全な一目惚れ。出会った日に家族として迎え入れる
ティラ → ガリガリに痩せていたところを保護。今は一番の健康体！
ラ  テ → 友人から引き取りました

うちの子だけかな？ チョコ → 脚を広げて人間みたいに寝るところ
ティラ → カエルみたいな座り方
ラ  テ → ボールのヘディングが上手

魅力的なパーツは？ チョコ → オッドアイの瞳で見つめられると何でも許してしまう
ティラ → 美しいゴールドの被毛。サラサラでずっとさわっていたい
ラ  テ → クリクリの大きな黒目

締切63 必着

応募方法

（土）7月25日

当選者の発表は引換券の発送をもって代えさせて
いただきます。引換券から各賞品への交換は店頭に
てご当選者様ご自身で行なっていただきますので、
ご了承ください。

いただいた感想等は、公式ウェブサイトで
匿名で紹介させていただく場合があります。

① 希望賞品名 ② 氏名 ③ 年齢  ④ 〒住所  ⑤ 電話番号 
⑥ 「Face to Face」の入手先  ⑦ 「Face to Face」へ一言
（今月号の感想、面白かった記事、紙面全般への
ご意見・ご要望、今後取材してほしい人など）

下記の内容をご記入の上、ハガキまたはメール
にてご応募ください。（宛先はページ下参照）

ひんやりとした喉ごしとぷるぷるの食感

【和洋菓子はせがわ】富士市吉原3-2-4

6 個セット ５名様

和洋菓子はせがわ 水まんじゅう

【佳肴季凛】富士市厚原 765-1
５名様1本（310g）

高級店の逸品をご自宅で

特製胡麻だれ佳肴季凛

　ショービジネスは、コロナ自粛の影響を受けた業界の
ひとつ。マジックはおそらくその最たるもので、オンラ
インではなく「ライブ」で見ることの意味がとても大きい。
CG技術のおかげで画面の中ならどんなことでも可能な

現代だからこそ、手品を見たときの驚きとワクワクはやっぱり同じ空間に
いるからこそ伝わってくる気がします。
　実はオイルさんのマジックを数年前に見たことがあります。社員旅行の
懇親会だったのですが、手品師と観客との距離感をすごく近く感じたのを
覚えています。最後には一つひとつのテーブルを回って目の前で見せてく

れました。マジシャンにとって、背後に人がいる状態で手品を実演するの
は気安いことではないはずなのに。
　今回取材して、その意図がよく分かりました。いちばん大事なのは演者
と観客の関係ではなく、観客同士の関係。人が集まったその場所に生まれ
る楽しい空気づくりに、自分は脇役としてできるだけ近いところから関
わっていたいのでしょう。そんな「ライブ感」への思いは、まさにこのコロ
ナの時代に聞きたかった話でした。

　　　　　　　　　　　　　　 　　Face to Face 編集長　星野 大輔
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