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“自己の生活を豊かにしていたものは何だったのか？”
そんなことを想い改めた旧年、
新年は、その豊かさを実現出来る年になればと、
LIFE is.. をテーマとし、
私達、サンピース・グラフィックスは元気です！をお伝えします。

*『ライフ』(Life)は、1936 年から2007年までアメリカ合
衆国で発行されていた雑誌である。写真を中心とした誌面
で「グラフ雑誌」と言われる。

昨年は3回ほどしか出来なかった渓流釣り。
「忙しいから」「コロナがあるから」なんて理由をつけていたが、年々
衰えてきた体力に対する言い訳であります、多分。
腹も出てきて体も重くなり渓流を遡行するのも困難に？
いえいえ、今年は違います。
ライザップチャレンジでお腹もスッキリ、元気も100倍！
今年こそ釣果にもコミットする？
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is trout fishing in mountain streams.is trout fishing in mountain streams.

What we konw is a drop.
What we don’t know is an ocean.
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「映画の発明は、人間の寿命を少なくとも３倍にした」

ある映画の中の台詞です。
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- デザイナー　LU YIHUAN- デザイナー　LU YIHUAN

2021:a daily odyssey

is a journey.is a journey.
I'd like to see the scenery in the 
world as I have never seen before.
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土地土地の空気感を知りたい、が私のLIFE is 美しい景色そのものより、その景色のある
場所がどういったところなのかを知りたくて旅に出ます。
どちらかというとあまり感動屋ではないので、絶景と言われる場所に行っても「へー、こうい
うところなのね」位の感想であることが多いのですが（笑）。
ウェアラブルカメラ、ドローンといったガジェット（携帯する電子機器、小物）好きでもあ
るので、それらの活躍の場である旅は、私の心のすべてを満たしてくれます。
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is take heart to feeling.is take heart to feeling.
To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to 
draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life.
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これといった趣味のない私。そんな私は、人生のいろいろ

な側面を心で感じるのが好きだと気がつく。

安心、絶望、感謝、興奮、期待、勇気、幸福、尊敬など

人間だから生まれる様々な感情や気持ちを、しっかりと心

に刻み、生ていく。
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- デザイナー　DAI XIANXIAN- デザイナー　DAI XIANXIAN

唯一の趣味、酒の飲み歩きは、必ず居酒屋、必ず一人で入ります。初めて

入るお店は、ドキドキワクワクで、勇気を出して入ったお店ほど、居心地が

よかったり、美味しかったり。美味しいモノに出会ったりすると嬉しさもひ

としおです。毎回、道場破りするかのような気持ちで、のれんををくぐり…

心の中で「たのもう～～‼」と唱えています。

ひとり飲みには「暗い」とか「さみしそう」というイメージもありますが、慣

れてしまえば、どうということもない。実にイイものです。誰へ気兼ねする

こともない。好きなものを注文して、自分のペースで飲むだけです。ア

ウェー感いっぱいで小さくなりながら、静かに飲んでいます。

熱湯に飛び込んだものだけが、人間を磨けると思っているし、「自分だけ

の時間」を楽しむ術を学べる気がします。酒場でひとり飲みをすること

で、いろいろな変化が起きる。敢えて言うなら、それを就活ならぬ「酒活」

と思っています。
- シニアディレクター　吉成昌己

is drinking alone.

Do anything I want to do.
is trout fishing 
in the wilderness of Hokkaido.

若いころ、車で行った場所へ。最近では自転車で行ってみることに

してます。達成感がたまりません。時間があれば、美味しいファーム

レストランまで往復100キロ行っちゃいます！

お腹をぺこぺこにして食べる料理は、美味しさも倍増です。
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北海道中の河川、湖沼で、大物を狙い続けてすでに50年以上、そろそろ鍛えぬ

いた体も悲鳴を上げ始めました。岩場で足を滑らすこと多々。でもまだ見ぬ大物

との出会いに夢は膨らみます。あと、工藤にはまだ体力で負けてませんよ！
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- アートディレクター　入江 秀雄- アートディレクター　入江 秀雄
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