Member Spotlight

Yoko Rivera リヴェラ陽子

What if the past and the future existed at the same time as the present, and what if I could see them all together?
Would it be like watching movies on the same screen at the same time? And what about people who have already
passed away, or people who have not been born yet? Would they exist alongside me? Yeah, just because I cannot
see them, it doesn’t mean I can say they do not exist. If not, then they would not exist to me, and I would not exist
to them either. So would we exist or not? Nobody knows how time works exactly. Would that mean nobody knows
if we exist or not, either? What is being alive anyway? What if none of us exist and we simply call this state
“alive”… Oh, sorry! Hi. I’m Yoko. I was day dreaming. I just cannot stop the world in my mind. If you ever have
any ideas about the topic I was thinking about earlier, let’s share our worlds over a nice meal. Another part of me
would join us, and he is even more of a weirdo, but you would love us.
もし過去や未来が今の時間と同時に存在するとしたら…もしその全てを同時に見ることができるとした
ら…。それは１つのスクリーンで映画を何本か同時に見るのと同じようなもんかな。もう亡くなってし
まった人らやまだ生まれてない人らは私と同時に存在してるってことなんかな。そうよね。私の目に見
えないからってその人らが存在しないとは言えないよね。もし、過去と未来と現在が同時に存在しない
のならその人らは私にとっては存在しない存在で、私はその人らにとっては存在しない存在よね。結局、
私らは存在してるん？してないん？時間の仕組みは誰にも
わかってない。ってことは、私らが存在してるのかしてな
いのか誰も知らんってことやない。生きてるって何なんよ。
もし誰も存在してないのにその状態をみんな「生きてる」っ
て呼んでるだけやとしたら…あ、すみません。妄想してま
した。頭の中に広がる世界を止められないんです。もし私
と同じようなことを考えてる人がいたら、食事をしながら
私たちの世界を語り合いましょう。私の一部である私のパー
トナーも着いてくると思います。私に輪をかけた変人です
が、私たち二人とも面白いことは面白いと思います。
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