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三愛ドリームセンター誕生

アイデアを生むには10の力でよい。それを企画に

まで高めるには20の力がいる。Lかし実現するた

めには100の力がなければならぬ。

一市村清一
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スカイク口、yク開館式のチャイムはこの時
計が零時を指す 1分前からなりはじめた

KW AAN-kan-kan-KW AAN-kwaan-kan... 

スカイクロックから流れだしたチャイムの美しい音色

が午前零時の凍てつく寒さをやわらげる。

いつもの銀座ならこんな深更には走る車の騒音だけが

眠りをやぶっているだろう。世界ーといわれるネオン群

もほとんど消えはて，扉をとざした商庖の軒並みは黒

い。隣りに立つ人の顔もさだかではないほどの薄閣であ

る。

ただきょうばかりはこの銀座 4丁目交叉点がし、ままで

一度もなかった光景を呈している。この薄閣の交叉点に

2，000人に及ぶ群集が車道にあふれんばかり， 交通整理

の警官が (80名出動〉提灯をかかげミ整理にあたってい

る。 4つの角の舗道上に立ちならん守だ人々の群が声もな

くいまやまさに点灯されようとする三愛ドリームセンタ

ーを見上げているのである。

チャイムのメロディーがやむと，マイクを適して司会

者 (河合佐治氏〉の声が速くまできこえる。

74n-aitmr 

点灯スイッチを入れる市村社長

"td!.¥'、まより 三愛ドリームセンターの開館式をとり

行います"。

君が代の前奏がはじまり，あたりの緊張が高まる。大

通り四万にひびき唱和される厳粛な調べがおわる。

"世界中に未だかつて類例をみない光の殿堂三愛ドリ

ームセンターの点灯式をとり行います"。

報道陣の写真をとるフラッシュがキラめくなかから司

会者の声が力強くきこえる。

ドリームセンター東入口前の小庭に小机がおかれ，そ

の上に特設されたスイァチがのっている。

"市村社長の点灯と同時にフランキー堺さんの歓喜と

慶視のドラムならびにゲイスターズ楽団の演奏ーがござい

ます。

では，市村社長の点灯をお願し、L、たします"。

真撃な面もちで市村社長がスイ yチを入れられる。パ

ツとドリームセンター 1階内部と東入口前のステージが

明るくなり ，同時に三越屋上からの強い光をが建物の外
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ゴンドラが2階にとどいて2階に点灯された 点灯式を終って市村社長，フランキ一場氏と喜びの握手

商をてらす。ステージの幕が切って落され，沢山ならん たドリームセンターに晴の点灯ができました。

だドラムを前にフランキー堺氏の熱演がはじまる。 観光日本の新名所がここに目出度く誕生したことを心

建物の正面に屋上から吊り下げられたゴンドラが浮ぶ から喜びとする次第であります。

ように昇りはじめる。 皆様のご協力に対して謹んで深甚なる感謝の意を表し

ゴンドラにのつた光の女王の手にする灯火が，ゴγ ド ます"

ラカが:リ2階にたつすると，ツト さしあげられる。それを合 この瞬関には恐らく関係者の誰にも心の底からわきで

図に 2階にノパミツと明り がつく ，3階までで、昇昇-ると同様に 3 るよろこぴの涙を禁じえなかつたであろう。ただ見物に

階につく。 きた人々でさえ，ホッと息をついたほどの感銘を覚えた

普通庖舗の明るさは 200ノレックスくらいである。その とL、う。

10(白2，000ルックスのまぶしい大きな光の環が各階の天 間これをもちまして感激の点灯式をとどこおりなく終

弁から街頭まで明るくする。この大ドーナッツ型の光の りました"。

環が重なってL、〈。なにか胸にせまるものがある。

ゴンドラが 9階まで昇り，最後にネオンが抑きはじ

め，全館が金色に照りはえる。

司会者の声も心なしかふるえている。

つづいて鉄入れ式である。

司会者の声はつづく。

一せいに拍手の波がおこり ，ーきわ高くファソファー "今晩は深夜にもかかわらず，

レがひびいて点灯式は最高潮である。 三笠宮殿下，同妃殿下，ならびに若宮様の方h もお揃

"日本ーのこの場所に，世界注視の中に建てられまし いで・ご臨席賜わりましたことは誠に光栄で、ありま して，
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三笠宮踊子内親王殿下の欽入れ式

厚く御礼申しあげます。

では，三笠宮南子内親王殿下の欽を賜わ りまして，欽

入れ式をとり行いたし、と存じます"。

お美しい内親王殿下が市村社長夫人から静かに欽をお

受けとりになり，いま広く 関L、た扉の前にはられている

金銀のテー プに鋲をお入れになる。

三愛ドリー ムセンターはここに目出たく開館されたの

である。

チャイ ムがなり はじめてからここまでわずか 5.6分

間であったが，これほど時間の充実を感じたことはな

い。肌をさす寒さもわすれ街頭に立つことも覚えず，す

さまじい迫力で感嘆の渦の中に観る者を引きこんでいく

のであった。

厳冬の深俊もさる こと ながら，この日本一の街頭を会

場にして. 1つの建築の開館彼露を挙行するとし、う計画

その ものがすでに大へんなことである。

それが各界の名士はじめ全報道陣を集めて何一つ故障

一一一一一ーιノZn-aitmt

なく，予期以上の成功をみたことは，なにiJ'.デーモニツ

シ iな力が働いていると感せeざるをえなかった。

スカイクロック

スカイタロツタ はリヨー時計で製作した世界で

はじめての時計です。 3階と 4階の閥の表側サッ

シユ上に設置されています。文字盤がなく，丸い

ヲタだけですから.ちょっι何がおいであるかわ

かりません。不審気に見ていると.そのワタから

凶ている，細良い指針が動き，時計だな とわかり

ます。細良い方が分針.太くて短い方が附言|でワ

タが飼るのです。3頁の写真では111時2分を指し

ています。ζれは13口開庖の直後に 31重から写し

た写真です。特殊な硲成部分は地下室にあり， 非

常に正確ですのζ の時計からl古内州にむかつて 1

時間毎に・、ずみたく氏の作曲したチャイムのメロ

ヂイが英1...¥ff色で抗れます。

(特訓:山訪中)
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1. 三笠宮様ご一家，三愛ドリームセンタ

ーへ初の第一歩をしるさる

2 地下 1階，セーター，アクセサリー売

渇への表階段にて

3 地下 1階センター売場から

4. 地下 1階ハンドバッグ売場へ

5. 地下2階肌着売場にて

品川判明
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上 2階三愛オリジナルセクション

下 3階催物会場 凶私のコレクション"

印象的な開館式が大成功のうちに済んで， ドリームセ

一一一一ιノgnat勺Zr

上 1階化粧品売場 円型大ケースの前にて

下 ご休憩中の三笠宮綴ごー窓

ェア，スリップ，肌着，ブラジャー，ストッキングなど

ンターのなかを観覧していただくときとなった。 の売場である。

ドッと入るとかえって何も見えなくなるし事故が起る ここからエレベーターで 9階にあがる。 91智は展望室

おそれもある。ご招待の万々は千数百名， 10名ほどずつ スカイロビーである。硝子面にそって，金属製のスダレ

順次入場していただく。 式カーテンがキラキラと美しし、。脇階段を 8階に降りる

初のご入館，第一歩をしるされたのは三笠宮殿下のご と喫茶室スカイリングのある室であるi

一家であった。市村社長夫妻のご先導で，ご案内順路通 4階から 9階までは主に三菱電機のショウルームとし

りご一巡になった。 て使われている。

まず 1階から直ちに脇階段を地下 1階に降りる。地下 8階からエレベーターで 3階に戻る。

1階はセーター，ハンドパック ，手袋，アクセサリーな 3階は催物のための三愛フロアーである。開館記念に

どの色とりどりな美しいディスプレーに夢のお城に入つ は名流婦人万がとくにご披露して下さった "flのコ レク

たような錯覚をおぼえる。 γ ョン"とし、う催があった。三笠宮家からも由緒ある人

地下 2階は三愛が最も高い評価をえているアンダーウ 形をご出品くださっていた。
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i!;!.iの国へおりていくア リスのような気分になりながら

ジュウタンをしきつめた階段を 21皆へと降りて行く。

2 r桁は三変のオリジナノレ製品ばかりの先場である。婦

人服，ブラウス.ス カー卜 ，帽子から三愛の企画室で手

作りした楽しいアクセサリーのコーナー “チビカドッ

コ"がある。

同び 11智へかえる.ここは'1伯七泊粧l品と化1粧II娃ωu畑目lJ11

売場でで、皇壁童商は "恋こりん"と連続した凸商品主がプ u ンス

ワクの聞に恨られており， fE長銀の基調でィ~粧1Y『を浮き立

たせている。

言葉通り ， ドリームランドをさまよったような気持

で，北入口から戸外へJUる。一瞬びっくりするような寒

さである。

その自の前に 美しい淡朱色のそダンな交番がある。

これは三愛ドリ ムセンFーが誕生し， (，失も 1JJ:lる く，

昼もはなやかな雰囲気をこわさないよう三愛が建造して

市村社長から醤視庁に!日呈されたものである。表は仮山 r 

函カラス，屋根は彩色したステ ンレス製のじつに倒落た

円筒形の交番で，ここに立つ醤宮までスマー卜に見える。

怠車道を波って向い側が披露宴場になっている。

披露宴も閥館式に劣らず，楽しし、アイデアでご招待の

方々にお喜びいただけた。

1 ドリームセンター前舗道から見た披露宴模擬庖通り

2. 鍍露宴場のライオンビヤホール前からドリームセン

ターを見るフランキー場氏と市村社長

3. ;事 1会場ライオンビヤホール内の一部

4. 昔の毘庖街を思い出させる披露宴模擬街

5. パチンコで楽しむ招待客

• 

• 
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ーティ式の饗主である。

しかし人気を呼んだのは倹擬!占tIJである。 q党前から戦

後にかけて銀路8J ーをJI辰わした鼠合l占の復活風景。tlH

会場から第 2会場にかけての舗道に有名応が1-1¥張して記長

~I~をならべている。おでん ， カン酒もあれば， しるこ照

もある。石焔し、もから，制ii梨子照， -u束j厚ー・食物ばかり

でなく ， パチンコもíJiWr.l~の向い似IJにならんでチソジャラ

ジャラ と栄しそうな人々で繁昌である。

舗道には石iJllストープをならべて燃しているが，混か

い酒と食べものて‘身体は湿たまってくるし，舗道一ぱい

の人波でさすがの寒風も身にしみなくなってくる。

宴たけなわになって，両会場やドリームセンター内外

に一緒にきこえるスピーカーから池田首相からのメッセ

ージが読み とげられ市村社長のご挨拶がある。

開館式がすんで，館内を一巡したらすぐ帰ってL、かれ

る方々が多いだろうと恩われていたが，午前 2時すぎに

なっても，会場，露出通りとも，かきわけなければ歩け

ないほどの雑踏であった。

その情景はったない文章より274真によってご行f察いた

だきたし、。

閉会は午前2時30分，午後111時30分から 3時間に及ぶ

三愛ドリームセソター誕生披露式の全スケジューノレはつ

つがなく大成功のうちにその幕を閉じたので、ある。

6. 深夜の屋台ソパの味はまた格別 、

7. 第2会場前乗車ロへ向う途中にて

8. 第2会場コックドールの一部

9. 銀座6丁目から披露宴の露盾街を眺む

εノZn-ai切?r



昭和 38年 1月13日午前零時を期して催された三愛ドリームセンターの開館点灯式において全館点灯された歴史的

リコ一時計か害車時5分を指している

撮影 吉田利雄 リンホ 7テヒニカ 4 x 5 アングロン90弘 F 6.8 絞り 3.2 2分 エクタ 7ローム


