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■ 巻頭特集

012	 モダンに遊ぶ京都
	 世界中の人々から愛される古都・京都を、コンテンポラリーな視点でフィーチャーします。

現代的に改装されたコンセプチュアルな町家ホテル、早朝や深夜を活用した京都ならでは
の体験、ユニークな地産地消レストランに、老舗和菓子店の新たな挑戦。初めての人もそ
うでない人も、これまで見たことのないモダンでユニークな、 ”お気に入りの京都”が見つか
ります。

■ 特集

030	 由緒正しき日本の装身具――名家に伝わる帯留と根付
	 高松松平家に伝わる干支をモチーフとした帯留と根付。昭和初期の名工の手による彫金技

術の粋を、本邦初公開いたします。

040		［ベラビスタスパ＆マリーナ	尾道］	
瀬戸内――ここにある素晴らしい体験

	 しまなみの景色を一望するラグジュアリーリゾートで秋のヴァカンスはいかがですか。瀬戸内
の美味、この地ならではのアクティビティ、そして温泉やスパを心ゆくまで楽しみましょう。

051　和牛を極める――世界一の牛肉を食す
	 その柔らかさや旨み、さらには見た目の美しさで世界中から注目を浴びている「和牛」。そ

の基礎知識から注目のブランド牛リスト、美味しい和牛に出あえるレストランまで、一挙に
ご紹介します。焼肉を極めるイラストガイド付き。

066　日本茶の郷、美しい静岡を訪ねて
	 新鮮な茶葉を蒸して揉むことで、鮮やかな水

すい
色
しょく
と独特の香りや甘みを醸しだす緑茶。日本

一のお茶処、静岡では今、この緑茶を世界へと広げるさまざまな取り組みが始まっています。

070	［ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	熱海］で味わう
	 海辺の美食・憩いの時

と

間
き

	 穏やかな気候と豊かな海に恵まれ、多くの偉人にも愛されてきた静岡の温泉地・熱海。こ
の地に2016年に誕生した「ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	熱海」で、本格フレンチが魅
力の極上の滞在を前駐日アメリカ大使館公邸料理長、メアリーベス・ボラーさんが体験します。

078　年神様を迎える―洗練の招福しつらい
	 お正月には居ずまいを正して年神様をお迎えする。どれほどライフスタイルが変化しようと、

変わらぬ日本の習慣です。気鋭のフラワーアーティストやスタイリストから、現代の住まい
や暮らしと響き合う、モダンで洗練されたお正月迎えを習います。
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003	 Works　不二　画・文＝篠田桃紅

006	 冬の青森―絶景を求めて
	 本州の最北端に位置する青森の冬。雪と氷が生み出す荘厳なる絶景は、この季節にしか見

られない自然のアートです。

035	 KIJE	プレゼント付きアンケート

036							［ギンザタナカ］日本の手仕事、その真髄Ⅰ　究極の金工芸
	 日本の貴金属工芸のパイオニアをフィーチャーする新連載。第一回は、玉

たま

霰
あられ

打ち出し技法
を用いた見事な茶器に迫ります。

046	 デザインラボ
	 気になる、驚かされる、癒やされる、見とれる、触りたくなる、五感のデザイン。
	 ・文様―手まりの宇宙
	 ・建築―Funが溢れる駅前広場
	 ・書棚	―圧巻の木造建築本

035	 KIJE	Japan	Guideのご案内

060	 人生対談	Heart	to	Heart
 ベニシア・スタンリー・スミス×プレム・ラワット―心の庭に美しい花を咲かせるために

062	 アーティスト・インタビュー	
	 ●野村萬斎 ―― 古今東西を軽やかに越境する狂言師

064	 イベントガイド＆カレンダー

074	 Luxury	for	the	Senses		[The	Ryokan	Collection]

083	 書店リスト	/	KIJE	通販サイト	/	和文テキストのご案内

084	 定期購読のご案内

086	 KIJE	パートナーホテルズ

090	 次号予告

表紙	 京都「花屋	みたて」(p.28)	の ”季節の木箱”。月替わりのテーマで日本の四季や暦上の行事

などをイメージしており、こちらは秋の ”吹き寄せ”の景色を特別にアレンジしていただいた

もの。

	 漆の塗り皿=杉田明彦	作　撮影=大道雪代

目次	 千代紙＝いせ辰
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Works
不二
画・文＝篠田桃紅 	

 p.003

午前五時、ある匂やかなものが、独り立っている私に、届く。

すぐそこにある大きな山、視界いっぱいの大きな山全体が、

真紅にかがやく一瞬。

その、ホンの一瞬は、私を太古のヒトに戻らせる。

天と地のあいだに、ぼう大な、まっ赤なうつくしいかたちの

ものがあらわれるとき。

その真紅の山は一瞬、一瞬に変わり、それは、にんげんの

息づきよりも微細な時間を刻む。

生きものを超えたいきもの、が、この山、と、人が感ずる

瞬間。

強さ、優しさ、儚さ、充実、縁、無縁、色、無色、光、闇、

形、無形、火、氷。

一切があり、一切が無である。この世でないこの世の存在を、

一瞬感じる機のおとずれ、

これこそわが生の秘処、と、われにもあらぬ、私が感じるトキ。

”恍惚と不安と二つ我にあり”。※

誰かの言葉が、ふと、この言葉に、ふさわしくもない私の

心が覚えていたことに気づいて慌て、

一瞬とはいえ、我が思い上がりを恥じ、

この、あめがしたのうつくしき山のもとに立っているのであ

る。

私は今この山のこの瞬間に居合わせたということで、

限りなくごうまんに、限りなくけんきょになっていることを感

じる。

※ 19 世紀フランスの詩人ポール・ヴェルレーヌの詩の一節

口絵

冬の青森―雪と氷の絶景を求めて
	

撮影＝小野祐次　文＝編集部

 p.006

深く青い冬空を映すドラマティックな湖、猛 し々く滝が流れ落

ちる瞬間をとどめた氷瀑、厳しい風雪が生み出すアートのよ

うな樹氷。この地を旅する人は誰もがこの絶景に息を呑む。

そしてこんなにも厳しい冬とぶつかり合って生きてきた人々へ

の、畏敬の念に強く打たれる。――ここは本州の最北端に位

置する青森県。心震わせる冬が今年も始まろうとしている。

(p.007）

澄み渡る十和田湖の輝き

最大水深 326.8 ｍ、日本で 3 番目に深い十和田湖は、真冬でも全面凍

結することは稀。だからこそ厳しい冬の一瞬の晴れ間、その湖面は青空

を映して冴え冴えとした煌めきを放つ。天候にもよるが、真冬の時期で

も車で湖畔まで行くことができ、さらに少し登って発
はっ

荷
か

峠
とうげ

から深く青い湖

を見渡すこともできる。秋田県との県境に位置するこの湖は、火山活動

によって誕生した二重式カルデラ湖で、その周囲を 600 ～ 1000 ｍ級の

外輪山と森に囲まれている。火山活動の始まりは 20 万年前といわれて

いるが、4 万～ 1 万 3000 年前に起こった 6 回にわたる大規模な噴火に

よって中央部が陥没。現在の原型となった。最近では西暦 915 年に大

噴火を起こし、その際には半径 20 キロ圏内が焼け野原となり、直線距

離にして約 800 キロ南に離れた京都にまでその火山灰が届いたと伝え

られている。

(p.008）

青白く凍てつく奥入瀬渓流

上：全長約 14 キロにわたり、そのほとんどが国立公園の特別保護区と

なっている奥
お

入
いら

瀬
せ

渓流は、約 1 万 5000 年前に十和田湖が決壊したとき

にできたもの。千変万化の流れに点在する大小さまざまな無数の滝は、

冬本番ともなると見事な氷瀑となり、訪れるものを荘厳な世界へと誘う

のだ。冬でも車でアクセスでき、静かな渓流のせせらぎに沿って、次々

と現れる青白く聳え立つ氷の芸術を歩いて巡ることもできる。冷たい空

気を時おり震わせる、冬が求愛の季節だというカワガラスの愛らしい鳴

き声や、渓流沿いに群生する繊細なブナの枝が描き出すモノクローム

の陰影もまた、青森の忘れられないワンシーンに刻まれることだろう。
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(p.009）

熱い魂がこもった青森の祭り

左：冬の青森を巡ると、土地土地での祭りのバリエーションの多さに驚く。

アーティスティックな雪像、雪燈籠に火を灯したロマンティックな景色、

湯気を上げる料理の数々が並ぶ賑やかな屋台に冬の夜空に打ち上がる

花火。寒さを吹き飛ばすような陽気な祭りがある一方、来る春の豊穣を、

平和を、復興を祈る、荘厳な祭りも多い。いくつもの冬を乗り越え、そ

して東日本大震災を経てきた青森の人々の熱く、強い思い。それを感じ

るためだけにでも、青森の冬の祭りを訪れる価値がある。

右：唸るような風に雪があおられる地吹雪で知られる津軽地方の五所川

原。厳しい寒さの中、来る夏に向けて粛々と立
たち

佞
ね

武
ぷ

多
た

を作る人々がいる。

立佞武多とは木組みに和紙を貼った高さ 23 ｍもの勇壮で巨大な山
だ

車
し

で、さまざまな伝説のワンシーンが立体的に表現されている。雪に煙る

景色と対を成す彩り鮮やかな佞武多の向こうから、熱く盛り上がるお囃

子の音色が聞こえてくるようだ。

（立佞武多の館　www.tachineputa.jp）

 p.010

本州の最北端に位置する青森県。津軽海峡を挟んで向こう

側は北海道、さらに両サイドには太平洋と日本海があり、

三方を海に囲まれている。中央には八甲田山を含む奥羽山

脈が県内を二分し、それによって太平洋側と日本海側では

気候が異なるのも特徴的だ。たとえば冬。日本海側からの

湿った空気が奥羽山脈にぶつかって雪を降らせるため、日

本海側は国内でも有数の豪雪地帯となる。一方、太平洋側

はからりと乾燥した晴天が多いという。中央に位置する奥羽

山脈は深い雪に覆われ、驚異の景観を生み出すのだ。

　そう、自然が生み出す景観。それこそが青森県最大の魅

力といえるだろう。人の手が入っていない、天然のままの美

しさ。おそらくは何十年、何百年前にこの地に暮らした人々

も同じ雪景色を見ていただろうという、時を超えた感動。

　青森県の人々は、この地のありのままの姿を守りながら、

しかしその場所へのアクセスができるように道を整備した。

十和田湖、奥入瀬渓流、五所川原に八甲田―もしあなた

がこの絶景を見たいと願うのであれば、それは難しいことで

はない。青森には青森空港と三沢空港という二つの空港が

あり、さらに東北新幹線も乗り入れている。目指す場所へは

そこから車で向かえばいい。青森は今日も変わらぬ姿で、

旅人たちを迎えてくれることだろう。

厳しい風雪が生むスノーモンスター

十
と

和
わ

田
だ

八
はち

幡
まん

平
たい

国立公園八甲田は、手付かずの広葉樹林と針葉樹林が悠

然と広がる美しい山々が連なるエリア。山頂付近の平均気温が－ 10 ～

－15℃となる頃、八甲田には雪が生み出した樹氷群、スノーモンスター

たちが現れる。これはアオモリトドマツに強風によって叩きつけられた

雪と氷が、瞬時に凍ってできたもの。しかもこうしたスノーモンスター

が林立する連峰の一つ、田
た

茂
も

萢
やち

岳山頂からは、3.5 ～ 6.3 キロに及ぶ数

本のスキーコースやツアールートが用意されているのだ。樹氷の中を滑

走する快感は、一度体験すると忘れられなくなるという。毎年 11 月下

旬の初滑りから 5 月中旬の春スキーまで、八甲田を訪れるスキーヤーや

スノーボーダーは途切れることがない。
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巻頭特集

モダンに遊ぶ京都
		

撮影＝大道雪代、HIJIKA（p.16）

文＝編集部、大和まこ（p.23 下）

地図＝上泉	隆

 p.012

世界中の人々から愛される古都・京都が今、さまざまなシー

ンで進化を遂げています。革新的な町家ホテル、早朝や深

夜時間の新たな魅力に、進化を続ける美食最前線。歴史あ

る寺社や京料理だけではない、これまで見たことのない姿を

見つけに、この秋、京都を訪れてみてはいかがでしょう。

(p.013)

左ページ：門扉の向こうに続く、どこか無国籍な雰囲気漂う「四季十楽」

の路地。プラントハンター・西畠清順さんのセレクトによる植栽が、和

の空間に心地よい ”違和感 ” として溶け込む。

このページ：プティフールを思わせる「うめぞの茶房」の ”かざり羹 ”。

季節ごとに替わるフレーバーにフルーツやハーブが添えられ、和菓子の

進化形を見るようだ。

Stay

 p.014

心地よく籠ったり、アートに囲まれたり、景観を独り占めしたり。

これまでにない滞在体験が、京都であなたを待っています。

京都であって京都でない、新しい体感を

●四季十楽

異次元への入り口さながらの門扉の先には、新しい京都が

待っている。京都御所の西、閑静な住宅街の一角に、築

100 年近い京町家を改装し2016 年冬にオープンした「四季

十楽」。元の佇まいを活かしながら、10 の客室が異なる個

性を放つ。布団を敷く和室タイプの部屋では、日本ならでは

の滞在を。一方、山小屋のような温もりある趣の部屋、中心

にある土間が印象的な部屋や、PCワークを携えたひとり旅

にも快適な程よくコンパクトな部屋もあり、いずれもモダン

な家具やアート作品とアジアの古道具が室内で調和する。隣

家に配慮した設計の工夫は、そのまま空間の味わいに。例

えば、視線を遮るさまざまな質感の窓ガラス。向こうにほん

のり透ける緑と、往来のかすかな音。すぐそこにある京都の

気配と非日常が交差する。

　これを目当てに訪れるリピート客も多いという、料理家・

冷
ひや

水
みず

希三子さん監修の朝食も魅力だ。野菜を中心に旬の素

材が満載の洋朝食は、旅先の身体をエネルギーで満たして

くれる。また戻ってきたくなる常宿として、四季を通して自分

だけのプライベートな京都を楽しむ拠点が誕生した。

上：四季折々の生け込みを手がけるのは、花屋「みたて」(p.28) の西

山隼人さん。

右ページ、左上から時計回りに：4 号室のベッドサイド。小山泰介さん

の現代写真アートも部屋ごとの個性に / 屋根裏部屋に上っていくような

わくわく感のある 3 号室 / 建築家・田根剛さんデザインのサロンは、伝

統的なべんがら色を彷彿とさせる深紅の空間。朝はダイニング、夜はバー

ラウンジに / 5 号室は 1 階のリビングと 2 階のベッドルームがゆるやか

につながる、開放感溢れる設計 / ゆったりとした檜風呂を備える 10 号

室のバスルーム。中庭への窓を開け放して、心地よく。

京都市上京区油小路通下立売上ル近衛町 165

Tel. 075-417-0210

shikijuraku.com/en

1 泊 1 名朝食付き 3 万 7000 円から ( 税・サ込 )

 p.016

キュレーションされた滞在が感性を磨く

● Bijuu

私たちが旅に求めるものとはなんだろう。美味、自分だけの

静かな時間、日常にはない体験。

　ここ「Bijuu」ではそのすべてが叶い、そしてそれ以上の

驚きの出会いがあるかもしれない。3部屋ある客室には世界
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各国のアーティストやプロダクトデザイナーによる作品が配

され、それぞれひとつのコレクションを鑑賞するよう。最上

階のスイートルームの中央にはなんと、バスタブが。日本で

大切にされてきた風呂文化を表現したという斬新な設計の客

室は、2人同時に寛げる岩盤浴室も備えたラグジュアリー仕

様だ。四条・河原町の賑わいも程近く、窓の下には高瀬川

のせせらぎと、桜名所の一つである木屋町通が。食事時を

静かに過ごすなら和食の仕出しを部屋に注文したり、あるい

は祇園など徒歩圏内の観光名所へ繰り出したりと、動と静の

緩急ある贅沢なロングステイも実現できる。客室の入り口で

迎えてくれるアロマ、室内に流れるBGMなどは、すべて

「Bijuu」での滞在をイメージしたオリジナル。あなたのため

にキュレーションされた、五感が刺激される唯一無二の体験

となる。

上から：501 号室のスイート。書家・華
か

雪
せつ

による書は、この客室の窓か

ら見晴らす東山がモチーフ。その傍らのアメリカの陶芸家アニ・カステ

ンによる器も、どこか和の趣。ベッドサイドもアート空間に。

右：実は 1832 年創業の京漬物の老舗「村上重本店」が運営するホテル。

和朝食膳は、とりどりの漬物の盛り合わせに炊きたてのご飯、お麩たっ

ぷりの味噌汁、豆腐と、身体に嬉しい。

京都市下京区木屋町通四条下ル船頭町 194 村上重ビル

Tel. 075-353-0802

bijuu.jp

302 号室スタンダードルーム 1 泊 2 名 3 万 5000 円から、501 号室スイー

トルーム 1 泊 2 名 9 万円。いずれも税・サ別。和・洋の朝食付きオプショ

ンは別料金。

 p.017

● KYOTO ART HOSTEL Kumagusuku

自身も現代芸術家であり美術大学で講師も務める矢津吉隆さ

んが、古い倉庫を改築し2015 年に開業した ”展覧会の中に

泊まる”ゲストハウス。音のインスタレーションが流れていた

り、部屋の片隅にオブジェがあったり。2階にある4タイプ

の客室がすべて展示の一部となり、寝る・食べるという滞在

中の日常の中で、そこかしこに潜むアートの違う見方を発見

し、意味を見出す、というプロセスを味わえる。2階は基本

的に1年ごとに展示替えをするため、同じ客室でも翌年は様

変わりしているのが楽しみだ。中庭とつながる設計が開放的

な1階のギャラリースペースでは、年間を通して企画展やトー

クイベントなどが人気。

右奥：ツインタイプの Room 4。テラス手前に、さりげなく石を積んだオ

ブジェが。ここは内なのか外なのか、不思議な感覚に陥る。2017 年秋

まで開催中の小林耕平さん・髙橋耕平さんの企画展の一部。

右上：1 階のバーカウンターでゲストをもてなすオーナーの矢津さん。

京都市中京区壬生馬場町 37-3

Tel. 075-432-8168

kumagusuku.info

シングルルーム １名 7000 円から。日替わりの和・洋朝食オプションは

別料金。トイレ、洗面所、バスルームは共用。

● HOTEL ANTEROOM KYOTO

エントランスからパブリックスペース、客室に至るまで、アー

トがない場所はないというほど、常時 200 点以上の作品展

示が圧巻のホテル。支配人・上田聖
まさ

子
こ

さんがキュレーター

でもあるということにも納得だ。2016 年のリニューアルの際

に増設され新たな注目となっているのが、彫刻家の名和晃

平、写真家の蜷川実花などの作品世界に浸る8部屋のコン

セプト・ルーム。お気に入りのアーティストの作品そのもの

に泊まるような体験は、ここにしかない贅沢だ。京都駅から

も便利な立地の九条エリアにある、学生寮だった広大な施

設を活かし、ほかにもシンプルで手頃なシングルルームから

庭付きのツインルームまで全128室と充実。気軽に旅し、アー

トとの至近距離にときめこう。

左：有機野菜や旬の素材たっぷりの朝食が魅力のレストラン ANTEROOM 

MEALS も、名和晃平さんの監修によるアートで溢れる。館内の作品は購

入も可能。

右：ミニマルな空間に作品が調和する、 ”重力 ” がテーマの名和晃平

Concept Room No. 154。
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京都市南区東九条明田町 7 番

Tel. 075-681-5656

hotel-anteroom.com

コンセプトルーム 1 名 1 万 5000 円から。シングルルーム １名 6000 円

から。( シーズンにより変動、いずれも税込 )

 p.018

暮らすように泊まる贅沢感

●葵 KYOTO STAY 鴨川邸

京都の代表的な風景のひとつとして思い浮かぶのが鴨川沿

い。散歩をする地元の人たちが行き交うのどかな日常の様

子や、夏の風物詩である料亭などの川床席の賑わいは、い

つ見ても旅情をそそられる。思いのままに過ごせる一棟貸し

という特別感に加え、川床さながらのテラスでそんな風景を

独占できるのがここ。古くから残る伝統的な町家建築を再生

し、京都ならではの滞在を、という想いのもと、ほかにも5

軒の個性ある一棟貸しの宿を市内に展開する「葵	KYOTO	

STAY」の「鴨川邸」だ。

　ここに流れるのは古
いにしえ

と現
い

在
ま

が織り成す上質な時間。和室に

は千年の時を刻んだ寺の柱材や、平城京跡から出土した瓦

がオブジェのようにしつらえられる一方で、リビングではカッ

シーナのソファなどモダンな家具類で寛げる。築 100 年以上

の町家の風格は随所に残しながら、例えばバスルームやア

メニティなどはあくまで機能的で快適に。現代の旅人のニー

ズに軽やかに寄り添う。

上：町家建築ならではの、間口から縦に続く奥行きある設計が鴨川の借

景の印象を一層ダイナミックに際立たせる。川のせせらぎが、すぐそこに。

右奥：祇園祭を描いた江戸後期の屛風が、絵画のようにリビングを飾る。

右：季節の花が生けられているのは、弥生時代の土器。一見、伝統的

な床の間のしつらいにも、こだわりの骨董コレクションが活かされる。

予約、チェックインは葵 KYOTO STAY の事務所へ：

京都市下京区木屋町通仏光寺上ル天王町 145-1

Tel. 075-354-7770

en.kyoto-stay.jp

2 名利用で 1 泊 5 万円から ( 税・サ別 )、最大 5 名まで利用可。精進料

理の仕出し朝食など、各種オプションあり。

 p.019

● Le Machiya 壬生

二両編成の路面電車・通称 ”嵐電 ” がガタゴトと通り過ぎる

音が聞こえてくる。まるで、自分はずっとここに暮らしている

ような感覚に陥るほど、ローカルな京都がすぐそばにある。

日本人にとってさえ今や懐かしく感じられる、1950 ～ 60 年

代に建てられた、すべて和室の一軒家。昔のままを留める

味わいある建具に、北欧スタイルの家具が温かみを添える。

夜は、2階に昔ながらの畳に布団を敷くスタイルで。バスルー

ム周りはフルリノベーションされ、簡易キッチンもあり、快適

に京都でのロングステイを満喫できる。徒歩数分の嵐電・

西大路三条駅からは、四条エリアの繁華街や、世界遺産の

名刹・仁和寺、映画村のある太
うず

秦
まさ

や景勝地・嵐山など人気

観光地へ一本のアクセス。

　そして京都に滞在するならば、やはりもっとディープに体

験しつくしたい。コンシェルジュに、和菓子店での菓子作り

体験や、京漬物の老舗などへの体験ツアーをコーディネート

してもらおう。また、奈良や大阪など周辺の関西エリアへの

デイトリップに気軽に繰り出せるのも、長期滞在の拠点があ

ればこそ。ここは京都を、そして日本をもっと発見するベー

スになるに違いない。

左：ダイニングルームは、柔らかい光が満ちる空間。自分の家にいるよ

うに、まどろむひとときを。

右：日本家屋の古き良き佇まい。秋は玄関脇のモミジが真っ赤になり、

京都の季節をささやかに切り取る。

京都市中京区壬生西大竹町 23

Tel. 075-708-5596

lemachiya.com

2 名利用で 1 泊 2 万円から ( 税・サ別 )、最大 5 名利用可。
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● Jam Jar Lounge & Inn

ジャズの調べに身を委ね、陽気なオーナーやほかのゲストと

のおしゃべりを楽しんだり、エスプレッソ片手にカウンターで

読書に耽ったり。旅の空の下、こんな心地よいひとときがあっ

てもいい。ここは、西陣織の機
はた

屋
や

だった築 110 年の京町家

が生まれ変わったゲストハウス。土壁や格子窓をそのまま残

した 1階のカフェラウンジは、オーストラリアのヴィンテージ

家具、アールデコの照明やステンドグラスが調和する居心地

抜群の空間だ。一方、１階と2階に一部屋ずつある客室は、

いずれも凜とした落ち着きある雰囲気の和室。襖に張られた

漆和紙の色のコントラストなど、随所に美意識が光る。建物

の裏手には客室への専用エントランスもありプライベート感

が保たれるほか、2階の客室はミニキッチンつきで、自分だ

けの町家ベースで暮らすように自由な滞在が実現する。

右：オーストラリア人オーナーのダニー・マシソンさんご自慢の本格カフェ

ラテで、ほっと一息。オーストラリア産の輸入ワインなど、ほろ酔い気分

を誘うバーメニューも充実。

上：1 階の客室は、京町家ならではの坪庭のガーデンビュー付き。

京都市上京区今小路通七本松西入 2 丁目東今小路町 758-2

Tel. 075-204-8508

カフェラウンジ：10 時～ 19 時　月曜休（祝日の場合は翌日）

jamjarjapan.com

2 名利用で 1 泊 1 万 2000 円から ( 税・サ込 )

京都 AM＆ PM

 p.020

京都を旅するなら、人の少ない早朝や深夜を有効活用したい。

おすすめの朝時間、夜時間の過ごし方をご紹介。

京都を代表する川、鴨川。早朝のサイクリングは、まだ人影もまばら。

 p.021

ホテル泊を活用した特別な朝プラン

●ザ・リッツカールトン京都

京都市中心部、鴨川のほとりに位置するザ・リッツ・カール

トン京都は、洗練された客室、個性豊かなダイニングやスパ

を備える5つ星のアーバンリゾートホテル。ここには、宿泊

者にのみ許されるスペシャルな朝のアクティビティがある。

　一つは無数の赤鳥居（千本鳥居）で知られる伏見稲荷大

社へ自転車でお出かけするコース。片道約 25分の快適なラ

イドで、早朝ならではの静かな街と神秘的な神社を楽しめる。

　もうひとつは名刹・妙覚寺にて「朝のおつとめ」を体験で

きるコース。僧侶のお経と太鼓の伴奏を間近で見学した後、

実際に太鼓を演奏し、締めには僧侶と同じ食卓を囲んで和

朝食をいただけるユニークなプランだ。

サイクリングツアー＜アドベンチャー＞

実施：毎日　※天候による

6 時 30 分 ～ 8 時

参加費：無料

前日の 18 時までに要予約

朝のおつとめ体験

7 時～ 9 時

要予約

料金：1 万円（税・サ込　※同泊の 1 グループ 6 名まで）

当日キャンセル、および無断キャンセルは料金の 100% を請求

ザ・リッツ・カールトン京都

京都市中京区鴨川二条大橋畔

Tel. 075-746-5555

www.ritzcarlton.com/kyoto

レンタサイクル京都 ecoトリップ

Tel. 075-691-0794

www.kyoto-option.com

京都で人気のレンタサイクルショップ。

電動自転車や子供用、親子用自転車も揃う。
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●フォーシーズンズホテル京都

京の名庭「積翠園」を受け継ぎ、2016 年秋にオープンした

フォーシーズンズホテル京都は、ゆとりある客室の大きな窓

から、四季のうつろいを楽しめると評判。このホテルが宿泊

者のみに提供するのが、京都最古の禅寺・建仁寺の塔
たっ

頭
ちゅう

、

正
しょう

伝
でん

永
えい

源
げん

院
いん

での呈茶と座禅の特別な体験だ。

　通常非公開の正伝永源院は、江戸初期の茶人、織
お

田
だ

有
う

楽
らく

斎
さい

縁（ゆかり）のお寺。ここで日本庭園を見ながら天目茶碗

を用いた副住職によるお抹茶のもてなしを受け、禅とお茶の

関わりについて話をうかがう。その後は約 15分間の座禅を

2セッション。静寂の体験を通じて、禅の精神を体感できる。

寺宝の数々も素晴らしく、襖絵や復元された茶室「如
じょ

庵
あん

」も

必見。

建仁寺正伝永源院　座禅体験

2 名以上。1 週間前までに要予約。

料金・時間：問い合わせ

フォーシーズンズホテル京都

京都市東山区妙法院前側町 445-3

Tel. 075-541-8288

www.fourseasons.com/kyoto/

永源院

秋季特別公開

11 月 15 日～ 12 月 3 日

10 時～ 17 時（受付終了 16 時 30 分）

拝観料  大人 500 円

京都市東山区大和大路通四条下ル四丁目小松町 586

www.shoden-eigenin.com

 p.022

秋の夜長を趣深く

●特別な夜の屋形船

京都市西部に位置する景勝地・嵐山。そのシンボルともい

える渡月橋の上流、大
おお

堰
い

川
がわ

を船で行く遊びは、古く9世紀頃

より高貴な人々の遊びとして始まり、今も多くの観光客を楽し

ませている。山に囲まれた大堰川の夜は暗く、基本的に川

遊びは昼間のみだが、夜の船遊びが楽しめる時期もある。

　同じく9世紀頃から始まった鵜飼い（右下写真）の見物船

もその一つ。夜間、かがり火のもとで行われるその不思議な

鮎漁は、薪のはぜる音、鵜匠が船べりをたたいて鵜を励ま

す音なども相まって、非日常の体験ができる。

　もう一つは中秋の名月頃に行われる嵐響夜舟のイベント

（写真）。15分間、貴族気分で船上の月と横笛の音、さらさ

らと流れる水音を楽しむことができるのだ。

嵐山鵜飼見学船（乗合船）

7 月 1 日～ 9 月 23 日

18 時 30 分と 19 時 30 分出船

料金：1800 円（4 ～ 12 歳 900 円）

arashiyama-yakatabune.com

嵐響夜舟（らんきょうやふね）

10 月 7 日、8 日

17 時 30 分～ 19 時 30 分（予定）

料金：500 円

www.arashiyama-kyoto.com

南乗り場：阪急嵐山駅より徒歩 5 分

北乗り場：嵐電嵐山駅より徒歩 10 分（嵐響夜舟は北乗り場からのみ）

※船内は土足禁止。天候、及び水位の状況で中止になることもあり

 p.023

●浮かび上がる紅葉に包まれる電車旅

秋、京都の夜は紅葉のライトアップがそこかしこで行われて

いるが、ここは格別。紅葉名所の一つでもある貴
き

船
ふね

神社へ

向かう電車の中、灯りに浮かび上がる紅葉が車窓を流れてい

くさまを、座席に座って楽しめるのだ。特に叡山電車の市
いち

原
はら

駅から二ノ瀬駅間の通称「もみじのトンネル」区間は、照明

も消された車両の両側から紅葉が迫り、異世界感たっぷり。

天井近くまで窓をとった車両もあり、さらにその風情を満喫

できる。夕方過ぎからこの電車で貴船神社へ向かい、ゆっく
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りと山中の神社を楽しんでから市内へ戻ってくるコースがお

すすめ。スニーカーをお忘れなく。

左：市原～二ノ瀬駅の間にある「もみじのトンネル」。単線の線路の左

右に紅葉が迫る。

下：貴船神社へ続く石段。無数の灯篭の灯りが参道と紅葉をやさしく照

らす。

京の奥座敷・貴船もみじ灯篭（きぶねもみじとうろう）

11 月 3 日～ 26 日

夕暮れ～ 21 時頃（貴船エリアは 20 時頃）

叡山電車・市原駅～二ノ瀬駅間、貴船口駅、貴船神社周辺をライトアッ

プ

出町柳駅～貴船口駅間 420 円。座席予約・不可。期間中は電車・バス

増発。（叡山電鉄貴船口駅から貴船神社までは徒歩約 30 分。バス便も有）

eizandensha.co.jp

●宵の締めくくりは至福の一杯で

若い世代までバー文化が根付く京都では、街のあちこちに潜

む個性豊かなバーを巡るのもまた楽しい時間。今年 23周年

を迎えた人気のバー「K6」が 2014 年、新たに階下にオー

プンした「Cave	de	K」は、その名の通りワインカーヴを思

わせる空間。	ザ・マッカラン12年を効かせたホットケーキ

などお酒をふんだんに使った大人のためのスイーツと、グラ

スシャンパンで訪れる人々をもてなしてくれる。クリュッグを

はじめとして4～ 5種類が用意されているグラスシャンパン

は、そのほとんどがマグナムという贅沢ぶり。上質なものを

好きなだけ、というスタイルがいかにも京都らしい。使い方

も自由にと、午前 11時からの営業というのも心くすぐられる

ポイントだ。

右：オレンジサンギーヌとカルダモンのデザート 800 円。サンギーヌと

はフランス語でブラッドオレンジのこと。パートドフリュイやチュイールな

どさまざまな姿のサンギーヌを味わう一皿。カルダモンアイスやグランマ

ニエなどで、幾重にも重なる味わいを。クリュッグ グラス 4800 円。

Cave	de	K

京都市中京区木屋町二条東入ル ヴァルズビル 1F

Tel. 075-231-1995

11 時～翌 2 時

火曜休

税・サービス料 10%

17 時以降チャージ 1000 円

ブランチメニューやコース料理なども。

Eats	&	Treats

 p.024

古都の風情を湛える新店で味わうのは、伝統の京料理、或い

は優雅なフレンチ ? ビルの屋上で育まれる大地の恵みは、そ

のまま食卓に。進化を続ける、老舗のニューウェイブ・カフェ。

あなたの京都旅をより豊かにする、最旬の美食トピックスが揃

いました。

 p.025

驚きと洗練の食体験を

● SAVORY

左ページの写真は、なんと京都市中心部のビルの屋上に広

がる風景。野菜を中心とした圧倒的な品揃えが地元の飲食

業者などからの信頼も厚く、常に賑わう「京都	八百一本館」

の、3階にある「六角農場」だ。京都の北西部にある自社

農場から土を運び入れ、地下水を引き、四季折々の野菜を

栽培している。この畑に臨むレストラン「セイボリー」のメ

ニューにふんだんに使われる野菜の一部は、ここで収穫され

たもの。野菜、ひいては農業への関心を高めてもらいたい

と誕生した、他にはない食体験だ。店内から畑の様子を眺

めながら、大地の恵みを口に運ぶ。その裏にある手間ひまや、

野菜の生命力に、都会の谷間でふと気づかされる。

左：素材の滋味たっぷりの季節の野菜の盛り合わせ。6000 円のディナー

コースのオードブル、もしくはアラカルトで 1800 円。レストランではア

レルギーの制限や、ベジタリアン志向の要望にも細やかに対応。京都に

滞在中、連日来店するゲストもいるそう。
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右：大地のエネルギーに満ちた、採れたての野菜。

　　

京都市中京区東洞院通三条下ル三文字町 220　

京都 八百一本館 3F

Tel. 075-223-2320

ランチ 　11 時 30 分～ 15 時

ディナー 18 時～ 22 時（L.O.）

水曜休

www.kyotoyaoichihonkan.com/restaurant02.html

●高台寺 十牛庵

●レストランひらまつ 高台寺

原点である正統派フレンチを中心に、国内外にレストランや

ホテル事業などを展開する「ひらまつ」グループが、初とな

る京都店を2店舗、この秋オープンする。その一つが、これ

もまた「ひらまつ」初として注目される和食料亭。築 100 年

以上の数寄屋建築に七代目・小川治兵衛作の庭園を有する

格式ある空間で、この地に根付く一期一会の茶の心を大切

に、季節感溢れる京料理でゲストをもてなす	(写真右)。一方、

隣接する瀟洒な 4階建てのレストランでは、伝統工法である

土壁を施した温かみあるメインダイニング（左下）ほかで「ひ

らまつ」の真骨頂である洗練のフレンチを。八坂の塔や周

辺に広がる風情ある町並みの眺望もご馳走に、京の味覚の

粋を盛り込んだ和洋の美食体験を、ぜひ。

高台寺	十牛庵

9 月 23 日オープン

昼　11 時 30 分～ 12 時 30 分 (L.O.)

夜　17 時 30 分～ 19 時 30 分 (L.O.)

不定休

昼・夕 コースのみ、2 万円から ( 税・サービス料 15% 別 )

レストランひらまつ	高台寺

9 月 19 日オープン

昼　11 時～ 13 時 (L.O.)

夜　17 時 30 分～ 20 時 30 分 (L.O.)

不定休

昼のコース：5000 円、7000 円

夜のコース：1 万 2000 円、1 万 5000 円 ( いずれも税・サービス料 10%

別 )

京都市東山区高台寺枡屋町 353

ja@hiramatsu.co.jp（十牛庵）

rhk@hiramatsu.co.jp（レストランひらまつ）

 p.026

老舗の矜持が生む、軽やかなカフェ・スタイル

● Kaikado Café

日本で一番古い歴史をもつ手作り茶筒の老舗「開化堂」が、

職人の手仕事が生む機能性はそのままに、茶筒の形状をベー

スに製作した ”珈琲缶 ”は瞬く間に人気商品となり、海外に

愛用者も多いことで知られる。日本茶の文化を背景に培われ

てきた技術と、コーヒー文化とのそんな融合を象徴するかの

ように、2016 年 5月にオープンし話題を呼んでいるのがこ

のカフェだ。

　コーヒー通の間で人気の「中川ワニ珈琲」の焙煎豆で淹

れるこだわりのコーヒーをはじめ、パンやスイーツなど厳選

されたカフェメニューとともに味わいたいのは、職人の技術

と情熱が生む日用品の機能美だ。例えば下の写真のコーヒー

カップは、京都は宇治の窯元・朝日焼が中川ワニ珈琲ととも

に開発したオリジナル。飲み口の舌ざわりを考慮したやや楕

円の形状、コーヒーの香りの立ち方や持ち手の使い勝手など

細部にまでこだわった。またプレートとスプーンは竹工芸品

の公
こう

長
ちょう

齋
さい

小
こ

菅
すが

のもの、そして開化堂製のシュガーポットやミ

ルクピッチャーと、一流の工芸品の粋が新しい形で表現され

る。1920 年代の市電の車庫兼事務所をリノベーションした

空間は、これらの工芸品を実際に手にし使ってみることで魅

力を発見し発信する、サロンのような特別な場所となり、こ

の地で時を刻み続ける。

上：金網つじ製のドリッパーを使ってコーヒーを淹れる、店長の川口清

高さん。カウンターの奥には、開化堂特製の珈琲缶がずらり。ブリキ、

真鍮、銅のそれぞれの経年変化も味わいになる。なんと頭上のランプ
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シェードも茶筒職人によるオリジナル。

右：こだわりの Kaikado ブレンドコーヒー（820 円）に合わせるおすす

めは、老舗の製餡所のあんこを、厚めにスライスしたバタートーストに

のせた ”あんバタ ”（480 円）。いずれも税込。カップなどの器、茶筒な

どは店内で購入もできる。

京都市下京区河原町通七条上ル住吉町 352

Tel. 075-353-5668

10 時 30 分～ 19 時 (18 時 30 分 L.O.)

木曜・第一水曜休

www.kaikado-cafe.jp

 p.026

●うめぞの茶房

老舗の甘味処に生まれ育った店主が、幼いころからフルーツ

とヨーグルトなどにあんこを組み合わせて食べていたという

自由な発想をもとに誕生した、進化系和菓子が注目されてい

る。2016 年春にオープンした「うめぞの茶房」の ”かざり羹 ”

は、あんこを寒天とわらび粉で練り固めたものをベースに、

若い世代にも和菓子に親しんでもらえるようにと見た目も華

やかにアレンジ。例えば、アールグレイが香る「紅茶」には、

アーモンド白餡をクリームのように絞りフルーツとバラの花び

らをトッピングして、洋菓子さながらに。店頭のディスプレ

イに並ぶ愛らしい姿に目移りしてしまう。

　一般的な羊羹よりぷるんと弾力があり、軽やかでほどよい

甘さ。ほかにも定番で根強い人気なのは「抹茶」や、さっ

ぱりとした酸味の「レモン」。季節限定の種類は早くて1ヶ月

ごとには入れ替わり、新しい種類も常時開発されているので

何度訪れても新たな出会いがあるはず。クリスマス時期に発

表した、ドライフルーツやナッツ、スパイスをふんだんに使っ

た「シュトーレン」などはすぐ完売してしまったそう。和菓

子にあまりなじみがなく、あんこに苦手意識のある海外客か

らも好評だという。和菓子が、時代と国境を越えてゆく。

左：天窓からやわらかく光が差し込む 2 階の喫茶スペースで、かざり羹

をいただく。定番人気の「紅茶」（左）、「抹茶」（各 350 円）を、奈良・

月ヶ瀬の有機和紅茶（550 円）と一緒に。いずれも税込価格。

右：常時 8 ～ 10 種類が揃うかざり羹は、1 階店頭のアンティークのショー

ケースに並ぶ。お気に入りを選んで、テイクアウトしても。

京都市北区紫野東藤ノ森町 11-1

Tel. 075-432-5088

11 時～ 18 時 30 分 (18 時 L.O.)

不定休

umezono-kyoto.com/nishijin

● ZEN CAFE

江戸の享保年間 (1716 ～ 1736）創業の和菓子の老舗「鍵善

良房」が展開する「ZEN	CAFE」では、和菓子を格式ばった

特別なものととらえず、今の世代にも洋菓子のようにカジュ

アルに楽しんでもらえるよう、あえて抹茶はメニューに載せ

ていない。代わりにコーヒーなどとのセットで、器も気軽で

日常的なものを組み合わせたカフェスタイルを提案する。

　本店で愛され続ける名物のくずきりと同じく、上質な吉野

葛を使った特製くずもちは人気のオリジナルメニュー。まず

はそのままで葛本来の風味を味わい、続いてきな粉と黒蜜

をたっぷりとかけて。ふんわりもちっと、すっととろける独特

の食感と優しい甘さの虜になり、連日通いつめた海外からの

ゲストもいたそう。　

　新しさの中にも決して奇をてらわず、受け継がれている本

質があるからこそ、和菓子の文化が自由に、軽やかに進化

を続けている。

上：通年メニューの特製くずもちと飲み物のセット 1500円 (税込 )。カフェ

オレのほろ苦さがマッチする。西村圭
けい

功
こう

作の漆器をはじめ、器の組み合

わせも新鮮だ。季節ごとの上生菓子や、フルーツサンドも人気。

左：静かな路地奥にある店舗では、ゆったりとした時間が流れる。北欧

家具などがしつらえられた落ち着きある店内にはカウンター席もあり、一

人客も寛げる。　

京都市東山区祇園町南側 570-210 

Tel. 075-533-8686

11 時～ 18 時 (17 時 30 分 L.O.)

月曜休

www.kagizen.co.jp/store/
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Take	Home	Kyoto

 p.028

新しさの中にも京都らしさが光る品々はギフトにもぴったり。

それぞれの個性溢れるショップを訪れるのも旅の思い出に。

●京都かめよし 北山ラボ

京都北部で有機栽培されるトウモロコシを使った、完全無添

加・手作りのポップコーンは、香ばしくまろやかな「黒蜜き

な粉」(右・税込 600円 ) や濃厚で香り高い「とち蜂蜜」(左・

税込 690	円 )、ほんのりとした甘さと爽やかな刺激がクセに

なる「完熟山椒」など、どれも地元の素材にこだわった優し

い味わい。

京都市北区小山西元町 47

Tel. 075-202-8466

11 時～ 17 時  木曜休

●牟
む

尼
に

庵
あん

フランスの職人に伝授されたレシピをベースに、店内の工房

で丁寧に手作りされる京都発のショコラトリュフ。出来たて

を急速冷凍し一旦寝かせることで、花開く風味とえもいわれ

ぬ食感に。挽きたての抹茶や、芳醇なジン (手前 )などの香

りを纏い、淡雪のように口中でとろける。トリュフ1個 800

円から。

京都市中京区御幸町通四条上ル大日町 416-5

Tel. 075-256-0200

11 時～ 18 時　水曜休

www.munian.net

●裏具

色鮮やかでひねりの利いたデザインの便箋やはがき、メッ

セージカードなどのオリジナル文具が人気。小さなメモ帳「ま

めも」(縦 7.5cm、1個	350 円 ) は、30種余りある柄に目移

りしてついまとめ買いしたくなる。迷路のように入り組んだ、

花街の細い路地の奥に佇む店構えも魅力。

京都市東山区宮川筋 4-297

Tel. 075-551-1357

12 時～ 18 時　月曜休（祝日の場合翌日）

www.uragu.com

● Kotoshina

京都の茶どころ・宇治の有機緑茶園と、フランスのメーカー

との提携で生まれたオーガニック化粧品。カテキン、ビタミ

ンCなどが豊富な緑茶葉成分と、保湿効果が注目される希

少な茶の実油のほか、肌に優しいフランス・ガマルドの天

然温泉水を配合。Face	Lotion	Brightening	( 左・4200円 )と

Brightening	Cream	( 右・5500円 )	は、夏の紫外線を浴びて

きたこの季節の肌におすすめ。

京都市中京区河原町通三条下ル山崎町 251  京都 BAL 1F

Tel. 075-223-0503

11 時～ 20 時  不定休

www.kotoshina-kyoto.com

●みたて

今号の表紙を秋の風情で彩るのは、月替わりで日本の四季

の移ろいを表現する ”季節の木箱 ”（4寸 [ 約 12cm角 ]	税込

3000円 )	。ありのままの自然を日常の中で感じてほしいと山

野草を中心に揃える花屋「みたて」では、西陣織の工房兼

住居を改装した店舗に、素朴でけなげな草花が古道具など

にさりげなく生けられている。

京都市北区紫竹下竹殿町 41

Tel. 075-203-5050

12 時～ 17 時  日曜・月曜休

www.hanaya-mitate.com/index2.htm

問い合わせ・来店の際は、日本語対応のみ可能。
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KIJE	#kyotokyoto	キャンペーン！

2017 年 9月1日～ 10月31日までの 2ヶ月間、

KIJE	Facebook	 @edit.tokyo.japan.jp

KIJE	Instagram	 @kije_magazine

では、毎日新しい京都情報を発信していきます。

皆さんもぜひ、ご自分が見つけた京都情報を

#kyotokyoto	のハッシュタグをつけて投稿してください。

一緒に秋の京都を楽しみましょう。
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根付帯留

由緒正しき日本の装身具
		

撮影＝中村	淳　スタイリング＝阿部美恵

文＝編集部　取材協力＝Uyeda	Jeweller

 p.030

根付とは、小物を入れる巾着や煙草入れなどを持ち歩く際に

帯に留めるための道具。そして帯留とは、帯の上から締める

帯締めに通す金具。どちらも和装のための装身具で、根付

は江戸時代初期、帯留は江戸時代後期に作られ始め、やが

て工芸品として発展していく。今回ご紹介するのは、水戸徳

川家の流れを汲む高松松平家の蔵で大切に保管されてきた、

昭和初期の 3 名工が制作した由緒正しき工芸品。十二支を

モチーフとした美しい作品をご覧いただこう。

根付、左上から「ねずみ」「うし」ともに桂 光春作、「とら」岡田雪峨作、

「うさぎ」森田一静作、「たつ」「へび」「うま」「ひつじ」「さる」「とり」「い

ぬ」以上すべて岡田雪峨作、「いのしし」桂 光春作

 p.032

精緻な技術と遊び心が盛り込まれた伝統工芸の美

装身具史研究家　露木	宏

中国から伝わった暦法、干
え

支
と

。これは十
じっ

干
かん

と十二支を組み

合わせた 60を周期とした数詞で、暦のほかに時間や方位を

示すのに長い間用いられてきた。現在の日本は世界のほと

んどの国と同じく西暦（グレゴリオ暦）を用いているが、年

を数えるのに今でも十二支（ねずみ、うし、とら、うさぎ、

たつ、へび、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、いのしし）

をあてている。たとえば 2017 年はとり年、2018 年はいぬ年。

自分の生まれた年の干支をラッキーモチーフとする人も多く、

日本人にとって干支は身近な存在なのである。

　さて今回、高松松平家が公開してくださったこの根付と帯

留は、その十二支をモチーフとしている。現 14代ご当主の

祖父母、つまり高松松平家第 12代当主、松平賴
より

壽
なが

伯爵夫妻

のものだという。一つの干支を同じ作家が作っているが、根

付と帯留で少しずつデザインを変えているところが面白い。

こうして干支で何かを揃えるのは相当の趣味人だったか、は

たまた嫁入り道具だったか。作家は3名とも昭和初期に活躍

した名工たちで、この根付と帯留の制作年間も昭和4～ 8

（1929 ～ 33）年と明記されている。日本はこの後、昭和 12

（1937）年から戦時体制となるため、現存する昭和の彫金技

術のコレクションとしても非常に貴重なものだといえるだろ

う。

　赤
しゃく

銅
どう

、四
し

分
ぶ

一
いち

、金
きん

彩
だみ

、象
ぞう

嵌
がん

、色あげ、金象嵌など、日本

の彫金の伝統技術のすべてが盛り込まれているのも特筆す

べき点だろう。またそれぞれの動物たちを抽象化し、遊び心

のある粋なデザインとしたところには、 ”用の美 ”を掲げた

アーツ・アンド・クラフツ運動の影響が垣間見える。装身具

としての軽やかさ、愛らしさを模索したところに、当時の新

芸術運動の流れが感じられるのだ。

　さて3人の作家だが、最も有名なのは桂	光春だ。多くの

受賞歴があるため桂の作品は高価がつけられているが、こ

の根付と帯留を注文した高松松平家 12代目は、そうした芸

術活動を理解し、支援する活動をしていたのであろう。昨今

はすっかり海外のジュエリーに押され気味の日本だが、こう

して改めて日本ならではの美しい工芸品を見ると、我々が培っ

てきた技術を進化させ、未来へとつなげていくことの必要性

をひしと感じる。

露木	宏

日本を代表する装身具史研究家。日本宝飾クラフト学院理事長、NPO

法人宝飾クラフト教育振興会会長、ジュエリー文化史研究会主宰。

帯留、左上から「ねずみ」「うし」ともに桂 光春作、「とら」岡田雪峨作、

「うさぎ」森田一静作、「たつ」「へび」ともに岡田雪峨作。右上から「う

ま」「ひつじ」「さる」「とり」「いぬ」以上すべて岡田雪峨作、「いのしし」

桂 光春作

2017年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ

Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
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(p.033)

桂	光春（かつら	みつはる）

彫金家。明治 15（1882）年、彫金家豊川光長の門に入り 15 年後に独立。

明治 43（1910）年英国皇帝戴冠式に皇室より献上の純銀製金象嵌大花

盛器に鳳凰の図を謹作。大正 13（1924）年パリ万博に政府の依頼で

出品、昭和 8（1933）年シカゴ万博に出品し受賞など、内外博覧会 ･

展覧会での受賞は数十回に及んでいる。

岡田雪峨（おかだ	せつが）

彫金家。東竜斎派の高橋良次に学ぶ。明治 7（1874）年から宮内省御

用を務め、21（1888）年には皇后佩
はい

用
よう

の宝冠副章を調製した。

森田一静（もりた	いっせい）

彫金家。明治 42（1909）年に彫金家である三代・府川一則に入門。

昭和 6（1931）年に帝展入選。額、置物、金具の制作が残っている。

 p.034

小さきものの中に美を見出す
日本らしいまなざし

水戸徳川家の流れを汲む高松松平家第 14代当主松平賴武

ご夫妻は、お国である高松と、ご自宅のある東京とを頻繁に

行き来する毎日を送られています。「先祖代々の思いを継い

で家を守ってきた祖父母からは、本当に多くのことを学びま

した。私どもにとって祖父母が残してくれたものは、単なる

”もの ”ではなく、家の歴史であり、日本人の心でもあると思っ

ております」。

	「祖父は貴族院議長、本郷学園理事長・校長など要職を務

めながら、能楽の振興に尽力するとともに小品盆栽の収集家

として、それはたくさんの小品盆栽を丹精こめて育てており

ました。祖母は謡を趣味とする、とてもお洒落な女性。生涯

を和装で通しましたので、この根付や帯留も折に触れ大切に

身につけていたのではないでしょうか。盆栽といい、この工

芸品といい、小さいものの中に美を見出す、たいへん日本

的な心のありようが祖父母の中にはあったように思います。

洋装の時代となった現代ではありますが、こうして手もとに

残された日本の美意識の結晶を、大切に次の世代へと伝え

てまいることが、私どもの役目だと思っております」。

かつて一つ一つの作品が入っていた箱の、作品名と作家銘を入れた上蓋

だけを残し、根付と帯留あわせて 24 品を上下 2 段に収納できる桐箱を

誂えてある。そっと蓋を開け、小さくて美しいものが並ぶ様を眺めるのも

また、なんともいえず幸せなものである。
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伝統工芸
［ギンザタナカ］日本の手仕事、その真髄①
―究極の金工芸 		

撮影＝中村	淳（静物）、渡部俊介（取材）

スタイリング＝阿部美恵（静物）

文＝編集部

 p.036

日本の貴金属工芸のパイオニアとして 125 年の歴史を持つ

「ギンザタナカ」。先人たちが作り上げてきた価値ある技を守

り、未来へ継承していこうという理念に基づいて、高品質の

貴金属で多くの伝統工芸品を生み出している。見事な職人技

が作り出す純金の作品をご紹介しよう。

※価格は 2017 年 7 月の相場を参考に、金小売価格 4600 円 /g（税抜）

で計算しています。

金相場により価格が毎日変動します。

 p.037

時を重ねても変わらぬ資産価値を持つ金に、暮らしを美しく

彩る美術的価値を――ギンザタナカは 1980 年代以降、食器

や工芸品、仏具や仏像などを貴金属で作ってきた。そこには

日本でもどんどん数が減っている伝統工芸の職人をサポート

し、技術の継承を目指そうという思いがある。今回ご紹介す

る玉
たま

霰
あられ

打ち出し技法もその一つ。「この技法はやり直しがき

かなくて、とにかく時間と気力がかかるのです。割に合わな

いというので、やる人が少ないんです」と語るのは、伝統工

芸士の石黒光南さん。石黒さんは金や銀を槌で打ち、延ばし、

絞ることで形あるものにする ”鍛
たん

金
きん

”という高度な技術に、装

飾を施す技法を組み合わせてさまざまな作品を作る伝統工

芸士の一人。父である初代から受け継いだ玉霰打ち出し技

法を、自宅に併設した工房で今も守り続けている。「父の代

では昔ながらの茶釜などを作っていましたが、私はもっとモ

ダンなもの、新しいものに挑戦してきました。先ほど玉霰打

ち出しをやる人間が少ないといいましたが、だからこそやり

がいがあると感じています」。

　その玉霰打ち出しとはどのようなものなのか？　まず貴金

属で器物を作る。その内側から凸状の鏨
たがね

を当て、その先端

を外側から凹状の鏨で受け止めて金槌で叩く。言葉にすると

簡単そうだが、凸状の鏨の感触を貴金属越しに探り当て、寸

分違わず凹状の鏨を重ね合わせることができるのは、磨きぬ

かれた感性を持つ伝統工芸士の指先だけ。金槌をそっと打

ち下ろす瞬間、工房には緊張感が漲る。少しでもずれたら、

やり直しはきかないのだ。

　玉霰を打つ場所と大きさにもきちんとした決まりがある。

器物の形ができたら、専用のコンパスを用いて縦横に線を

引いていく。その線の交わったところが玉霰を打つ場所。器

物の直径の大きい部分には大きな玉霰を、小さい部分には

小さな玉霰を打つ。つまり玉霰の大きさが異なるだけで、一

列に打ち出されている数は同じ。精緻な美しさの秘密である。

美しい日本の工芸技術、その価値を
広く世界に知ってもらいたい

　さらに鏨や金槌、へらや刃物など、使用する工具のほとん

どは石黒さんの手作り。鉄を焼いて叩いて自分流に形を整え

ていく。当
とう

台
だい

と呼ぶ木の切り株を加工した作業台も同様だ。

自分の手が扱いやすいように、職人それぞれが工夫して道

具を作っているという。なかでも玉霰を打ち出す鏨は磨耗が

激しい。金槌で叩くためすぐに先端が平たくなってしまい、

半年ほどで作り替えが必要になる。そうした手仕事の積み重

ねを知ると、一つの湯沸し、一つの湯呑みに込められた時

の重みと作り手の思いを感じずにはいられない。

　歴史的に見ても金の工芸品は後世に残っていることが非常

に少ない。素材が高価なので鋳潰されてしまうことが多かっ

たのだという。失われつつある日本の技術、その価値を広く

世界に知ってもらいたい――高品質な貴金属を職人たちに

提供して制作機会を作ることで、技の向上や業界全体の活性

化を目指すギンザタナカの切なる願いである。
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石黒	光南（いしぐろ	こうなん）

大学卒業後、父である伝統工芸士、初代・光南氏に師事、技術技法を

修得。1990 年に経済産業大臣指定  伝統工芸品 東京銀器  造形部門 伝

統工芸士認定。現在は伝統工芸士会会長などさまざまな要職を兼務。

左ページ：一枚の純金板を職人が叩いて作り上げた湯沸し。38 ページ

で紹介する玉霰打ち出し技法によって、全面に美しい細工が施されてい

る。純金製湯沸し（4 寸／直径約 12 ×高さ約 15.5cm、K24　約 560g

　桐箱付き）496 万 8000 円（参考価格）　

下：表面は玉霰打ち、内側は純金に鏡面仕上げを施したぐい呑み（左）

と湯呑み（右）。表面が点状なので熱伝導率の高い金でも持ちやすい。

金の器で飲むお茶やお酒は、味わいもひときわまろやかになるという。

純金製ぐい呑み（直径約 4.5 ×高さ約 5cm、K24　約 100g　桐箱付き）

89 万 7000 円　純金製湯呑み（直径約 5 ×高さ約 7.5cm、K24　約

240g　桐箱付き）207 万円／すべてギンザタナカ

（p.038）

1．丸く切り出した純金のプレート（中央）に火を入れて打ち出す作業を

繰り返す。銀で作った見本のように、ボウル状から円筒状、そして湯沸

しのフォルムへと形作られていく。

2．専用のコンパスを用いて湯沸しの胴体部分表面に縦線と横線を引い

ていく。線の交わった部分に玉霰を打ち出すが、径にあわせて玉霰の大

きさを変えることで独特の立体感が生まれていく。

3．内側の凸状の鏨の場所を指先で確認し、そこに凹状の鏨を当てて金

槌で叩く。均等な玉霰を打ち出すには、成型段階で金の厚みが均等になっ

ていることが重要。金の厚みは 4 寸の湯沸しで 0.53mm。

4．湯沸しの注ぎ口の部分を作る工程は「ビンビン」と呼ばれる。T 字型

の工具の片方に注ぎ口部分を差し、反対側を金槌で叩いてその振動で形

を整えていく。振動で金属同士が「ビンビン」という音をたてるのが呼

び名の由来。

5．作業の最後に行われる磨きだけでも 5 工程を経る。最初にやすり、

次に「きさげ」という名の刃物、砥石、桐の炭、最後にへらという工具

で順に磨いてようやく完成する。

（右下）

玉霰を打ち出す大小さまざまの鏨。短い凸状のものと、長い凹状のもの

とでワンセット。内側から凸を、外側から凹を当て、金槌で叩いて打ち

出していく。鏨はすべて石黒さんの手作りだ。

(p.039)

機械は一切使わず、職人の手仕事だけで生まれた美しいフォルムの金の

湯沸し。日本の伝統工芸を未来へとつなげていくために、ギンザタナカ

は今日も挑戦を続けている。

お問い合わせ：GINZA TANAKA

www.ginzatanaka.co.jp
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リゾート
	［ベラビスタ	スパ＆マリーナ	尾道］
瀬戸内―ここにある素晴らしい体験

		

撮影＝森山雅智　地図＝ハニージ

文＝編集部

 p.040

本州の西部と四国、九州に囲まれた内海、瀬戸内。穏やか

な気候、点在する小さな島々を巡る小船のシルエット、緩や

かなときが流れる風光明媚なこのエリアに建つリゾート、そ

れが「ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道」。瀬戸内の魅力を凝

縮したこのリゾートホテルは、今、日本で一番行ってみたい

宿の一つかもしれない。

 p.041

広島県の尾道から愛媛県の今治まで、瀬戸内海に浮かぶ小

島を経由しながらのびる ”しまなみ街道”。その始発ポイント、

尾道から車で 40分ほどの高台にある「ベラビスタ	スパ＆マ

リーナ	尾道」。海に面したデッキテラスは海と空が溶け合う

ような景色を生み出し、そこに佇む旅人を未知の世界へと誘

う――。美しいだけのリゾートホテルならいくらでもあるが、

ここはそこから一歩抜きん出た唯一無二の個性を持つホテル

として今、注目を集めている。

　たとえば食のシーン。ホテル内には 3つの個性的なレスト

ランが揃うが、そこに共通しているのは「瀬戸内」という土

地に根ざした料理にこだわっていること。ホテルの目の前に

広がる瀬戸内海は、外海とは異なり山の滋養も流れ出してい

る。季節による海水温の変化によって育つ魚介の種類も多く、

また速い潮の流れによってその身はギュッと引き締まる。温

暖な気候が生み出す果物や野菜、酪農製品の豊かさも特筆

すべきところだ。

	「メインダイニング	エレテギア」の藤井料理長はスペイン・

バスク地方の三ツ星レストランで修業をした経歴の持ち主。

エレテギアというのはバスク語で ”窯焼き屋 ”という意味で、

その名の通り厨房の主役は 300℃の高温で食材を焼き上げ

る大きな窯。広島県産の牛や羊、季節によっては鹿や猪な

どの肉や、瀬戸内の魚介を使ったドラマティックなメニュー

を得意としている。一方、「瀬戸内	双忘」では魚介をメインに、

自然飼育の有精卵や地元で穫れた野菜などを、丁寧な仕事

で和食へと仕立てる。卓上花には野趣溢れる野の草花、箸

置きには炭を用いるなど、自然との共生を感じる食卓で、季

節ごとの旬の美味を存分に味わってほしい。そして離れの日

本家屋にある「鮨	双忘」は、瀬戸内で穫れた魚だけを供する、

おそらく日本で唯一の鮨店。白身が中心となる瀬戸内産の魚

に細やかな仕込みを施す大将の甲斐さんは、味が単調にな

らないよう、食べ方や味付け、薬味の工夫などに余念がない。

その日の仕入れですべてが変わる一期一会の鮨が、一日限

定 8名の客に振る舞われる。

　しまなみのロケーションを生かしたアクティビティを多く取

り揃えているのもこのホテルの大きな魅力。これからの季節

は瀬戸内クルーズを始め、満天の星の天体観測がおすすめ。

ヨガや、近くにある神
しん

勝
しょう

寺
じ

での禅・写経修行もぜひ体験して

みたい。

　全室オーシャンフロントの総客室数は 45室。館内には展

望風呂を備える大浴場やジムも完備している。上質を求める

人のための最高に美しいホテル「ベラビスタ	スパ＆マリー

ナ	尾道」。一度滞在すると、またすぐに行きたくなる、そん

な魅力に満ちた瀬戸内の隠れ家だ。

瀬戸内キュイジーヌ

左ページ・上：瀬戸内海と空がつながったかのようなザ ･ デッキからの

景色。

下段左から：カフェを併設したザ・ロビー、メインダイニング エレテギ

アの一皿、小さな和風庭園が出迎えてくれるフロントエリア、鮨 双忘で

美しい職人の仕事を愛でる、夜にはデッキのサンクンラウンジで焚き火

を囲んで。

海に霧が立ちこめる瀬戸内の気候をイメージした料理「海霧（かいむ）」。

別添えされたソースとともに味わうのは、瀬戸内名産の石蟹のボイル、

炭火で焼いた鮑、初秋が旬のあこう鯛はお刺身で。鍋の蓋を開けると霧

が立ちこめる演出に歓声があがる。
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(p.042)

メインダイニング		エレテギア

左：甘みのある赤身が特徴の「みのり牛 3 ヶ月熟成の骨付きロースト」。

一度焼いて寝かせたものを、サーブする直前にもう一度焼く調理が特徴。

うまみがギュッと凝縮される。

上：料理人たちの活気で溢れるオープンキッチンに面した「エレテギア

キッチン」と、瀬戸内の眺望を望む「エレテギアダイニング」の 2 つの

エリアで食事を楽しめる。全 46 席。朝食 7 時～ 10 時（Close）、ランチ

12 時～ 14 時（LO）、ディナー 17 時 30 分～ 20 時 30 分（LO）コース 1

万 5000 円、アラカルトあり。

(p.043)

鮨	双忘

上：瀬戸内で穫れる魚だけを使った握り。上段左から酢で締めて炙った

かます、あじ、下段左から鯛、ままかり、あなご。穏やかな海を背に職

人が握る寿司をいただけるのは、一日限定 8 名様。カウンター席のみ。ディ

ナー 16 時～ 20 時 30 分（LO）コースのみ 1 万 8000 円　水曜定休

瀬戸内	双忘

秋が旬の「もみじ鯛のお造り」は、部位ごとに切り方を変えて。右上は

身と皮の細切りを和えたもの、左上は角切り、中央は松皮造り、下がへ

ぎ造り。同じ魚でさまざまな食感を楽しめる。テーブル席全 30 席のほか、

テーブル個室 1 室（6 名まで。使用料 6000 円、サービス料込・税別）、

座敷個室 1 室（4 ～ 12 名まで。使用料 1 万円、サービス料込・税別）

をご用意。

朝食 7 時～ 10 時（Close）、ランチ 12 時～ 13 時 30 分（LO）、ディナー

17 時 30 分～ 20 時 30 分（LO）ディナーコース 1 万 5000 円～

(p.044)

瀬戸内アクティビティ

朝日を浴びて行うリラクゼーションヨガ。昼間はホテル所有のベラビスタ

マリーナからプライベートクルーズやフィッシングへ。そして夜にはザ・

スターテラスからヴィクセンの天体望遠鏡で煌めく星空を眺めつつ、ス

タッフによる解説（日本語のみ）に耳を傾ける――。充実したアクティビ

ティメニューも、瀬戸内というロケーションがあってこそ。夏にはゲスト

専用のプライベートビーチや、無人島でのバーベキュープランなども用

意され、季節ごとにさまざまな瀬戸内の楽しみ方を提案している。

(p.045)

瀬戸内ステイ

ホテルで一番美しい景色を望む、2016 年 12 月に完成したメゾネットタ

イプの「ザ・ベラビスタ メゾネットスパスイート」。吹き抜けの天井高を

生かした美しい天蓋ベッド（上段左）、広々としたパウダールーム（上）、

そして海を一望する展望風呂（上段右）など、居住スペースは実に贅沢。

2 階部分にはインスパルーム（下）があり、この部屋に宿泊するとフェイ

シャルまたはボディのフルトリートメント 120 分を受けることができる。

岩盤浴（中）で全身デトックスする頃には、心も体もすっきりと浄化され

ていることだろう。

ベラビスタ		スパ＆マリーナ		尾道

広島県尾道市浦崎町大平木 1344 -2

Tel. 0120-87-3333（9 時～ 20 時）

www.bella-vista.jp

宿泊料金

ザ・ベラビスタ メゾネットスパスイート（153㎡）：1 室 2 名利用 1 泊 1

室 コンプリメンタリートリートメント 120 分、朝食付き 32 万 5080 円～

ザ・ベラビスタ（100㎡）：1 室 2 名利用 1 泊 1 室 14 万 2560 円～

テラスラグジュアリー（50㎡）：1 室 2 名利用 1 泊 1 室 4 万 9680 円～

＊いずれも税・サービス料込

アクセス

飛行機：広島空港から車で約 60 分（無料送迎あり・要予約）

各主要空港から広島空港への所要時間／東京羽田から約 85 分　東京成

田から約 90 分　札幌新千歳から約 120 分　宮城仙台から約 85 分　沖

縄那覇から約 110 分

新幹線：JR 福山駅から車で約 40 分（無料送迎あり・要予約）

各主要都市から JR 福山駅への所要時間／東京から約 210 分　名古屋か

ら約 125 分　新大阪から約 70 分　博多から約 110 分　鹿児島中央から

約 210 分

＊いずれの所要時間も日時や乗り継ぎにより変動します。
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デザイン

	デザインラボ
		

文様
―手毬の宇宙
撮影＝西山	航　手毬制作＝荒木永子

文＝原	研哉  

p.046

鞠とは「丸い」の古語「まろ・い」から派生したといわれて

いる。確かにボールは丸くなければならない。ボールが球

体に近づいていないと球技という技能は成立しないし、技術

の向上も起こらない。人々は科学技術の進歩とともに理想に

近い球をつくるようになり、球技を楽しみつつそこに物理を

なす宇宙の摂理を感じとったに違いない。

　ただ、ボールの誕生によって発展したのは「球技」だけ

ではなかった。日本の「鞠」をみるとそれがよくわかる。びっ

しりと複雑な幾何学文様で覆われた鞠は宝石のようであり、

これを蹴って遊ぼうという気持ちは湧いてこない。球体が発

する、運動性とは異なる数理に導かれて、日本の女性たち

はその表面に糸による幾何学文様を発展させた。世界が球

と戯れている間に、アジアの果ての島国ではその表面にせっ

せと刺繡をしていた。その色と形の絢爛さをご覧いただきた

い。そこには、日本の女性たちが慈しんだ、繚乱たる宇宙

の綾がまさに顕現しているのである。

手まり

7 世紀には原型が中国より伝来したと考えられ、江戸時代には遊び道具

や祝い事の贈り物として、現在のような手芸が施された手まりに発展。

糸の素材や中央の芯地は地域ごとに異なる。文様はまず土台まりの表面

に北極点・南極点を定め、経線で均等に分割していく。更に赤道と経線

の交点を新たな北極・南極点とし、そこから経線を引くことで、より細か

く均等な交点を作り出す。これら点と点を結ぶことによって、ほとんど無

限ともいえる図柄が球面上に創出される。

写真左より：

《無題》32 面体地割、五角つなぎに菊かがり文様

《陽気な手まり　ポリフォニー》10 等分組合わせ地割、東ちぢみ文様

《Fleurir 開花する／ La Fleur 花》10 等分組合せ地割、五角つなぎに菊

かがり文様（白ピンク／白）

《花ひらいて》92 面体地割、松葉かがり文様

すべて「讃岐かがり手まり」作家、荒木永子さんの作品。讃岐かがり手

まり保存会の代表を務め、香川の手まり文化や技術を広く伝えるとともに、

自らの個性をまじえた現代的な柄や作品も発表し続けている。「讃岐かが

り手まり」は草木染による木綿糸の淡い色合いと、芯にモミガラを使うこ

とが特徴。昔からある伝統文様に加え、作家たちの創意工夫で今日もさ

まざまな文様が誕生している。

eiko-temari.jp

原	研哉（はら・けんや）

デザイナー。「もの」のデザインと同様に「こと」のデザインを重視して

活動中。ものの捉え方や価値観を更新するプロジェクトを多数手がける。

長野オリンピックの開・閉会式プログラムや、愛知万博の公式ポスター

など日本文化に深く根ざした仕事も多い。2002 年より無印良品のアート

ディレクター。2017 年にオープンした Japan House プロジェクト総合プ

ロデューサー。著書に『デザインのデザイン』、『白』ほか多数。

www.ndc.co.jp/hara/

建築
―Funが溢れる駅前広場
写真＝阿野太一

文＝佐野由佳  

p.048

「これ、何だろう？」そう思ってもらうことが大事だったと佐藤

オオキさんは話す。

　佐藤さんが率いるデザインオフィスnendo の設計で、奈

良県天理市の天理駅前に2017年 4月にオープンした駅前広

場だ。名前を「CoFuFun（コフフン）」という。天理市内に

1600 基も残っているという古墳にヒントを得た。敷地は約

6000㎡。白い円形の建物がそれぞれ、街の総合案内所やカ

フェ、レンタサイクルショップ、屋外ステージや、なんとトラ

ンポリンなどになっている。しかし施設そのものはもちろん

2017年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ

Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
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だが、仕掛けの肝は「目的を定めない ”余白 ” にあります」

と佐藤さんはいう。階段状のスペースでは、腰掛けてくつろ

いだり遊んだり。路地のような隙間でもイベントを開いたり、

来た人が思い思いに居場所を見つけられるようにできてい

る。オープン以来、子どもからお年寄りまで、街の人から観

光客まで、「これ、何だろう？」と思ったさまざまな人で、予

想をはるかにこえたにぎわいを見せている。

　もともと何もない広場だった駅前を活性化させることで高

齢化や働く女性の支援など、街が抱える課題を解決したい、

と市長自ら音頭をとったこのプロジェクト。ネーミングの由来

どおり、集まる人たちと一緒に市長も楽しんで (have	fun) い

るという。

建築本体はプレキャストコンクリートでできている。ピザの一切れのよう

なピースを 36 個つなげると、ひとつの円形ができるように設計されてい

る。コフフンは街にこんなに子どもがいたのか、と驚くほど子どもたちに

人気だという。子どもがいるとお年寄りも集まってくる。49 ページ 下の

写真・右手前の盛り上がった部分がトランポリンになっている。インスタ

グラムに映える場所ということもあり、若い世代からも支持を得る。

cofufun.com

www.nendo.jp

書棚
―圧巻の木造建築本
撮影＝伏見早織

文＝編集部
 

p.050

「石の建築ならイタリア、木の建築なら日本を見ればいい」。

建築史家・藤森照信さんによる前書きだ。イタリア大理石の

質の良さと種類の多さは世界屈指だが、木なら日本も負けて

いないという。建築に向く樹種の豊富さ。179 種類にも及ぶ

という大工道具の数からもうかがえる加工精度の高さ。そし

てそれら建築を大事にする気持ち。その結果、木の建築は

驚くことに 1000 年という永さを持ちこたえる。パーツを交換

しながらも、全体として再生する。

　この本はそうした長き時代を越えてきた、それぞれが個性

的な木造建築を23箇所紹介している。写真はすべて建築写

真界の革命児・藤塚光政さんが撮影。建築界の最強ユニッ

トによる語りと写真、そして巻末につけられた構造学者・腰

原幹雄さんによる解説、斬新で力強い本のデザイン。すべ

てが相まって、実際にふたりが自分一人のために全国をガイ

ドしてくれているような気持ちになる。木への愛が、読む者

をワクワクさせる。そして実物をこの目で確かめたくなるの

だ。

（上）

朱塗りの手すりなどの遊び心に満ちた横浜・臨
りん

春
しゅん

閣
かく

。数
す

奇
き

屋
や

造りの極み。

（下）

ページに斬新に配置された平等院鳳凰堂。その幽玄ながらも力強いさま

は、まさに「天上の建築」。

『Japan's	Wooden	Heritage:	

A	Journey	through	a	Thousand	Years	of	Architecture』

著：藤森照信・藤塚光政

翻訳：ハート・ララビー

出版：出版文化産業振興財団（JPIC）

204 ページ　5100 円

日本語版（2500 円／世界文化社・刊）より翻訳
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和牛
	和牛を極める
―世界一の牛肉を食す

		

撮影＝西山	航、石田	傑（尾崎牧場）、ライアン・スミス（Ushigoro	S.）、

武蔵俊介（江知勝）　イラスト＝浦野周平

文＝大滝美恵子　文協力＝石田	傑（P.52、55）、甘利美緒（P.53）

 p.051

その柔らかさや旨み、さらには見た目の美しさで世界中から

注目を浴びている「和牛」。その基本的知識からブランド牛リ

スト、美味しい和牛に出あえるレストランまでを一挙ご紹介。

同じ和牛といえども銘柄や部位によって、脂（サシ）の入り方や味、食

感が異なる。食べ比べてみるのも楽しい。

協力＝ジ・イノセント・カーベリー（P.57）

※この特集は特に記載のない限り税込み表記です。

「和牛」その品種、銘柄、グレード

 p.052

既に一ジャンルとなった「和牛」という単語について、その

詳細を知る人は意外に少ない。そもそも和牛とは牛の種類。

一番有名な「黒毛和種」のほか「褐
あか

毛
げ

和種」、「日本短角種」、

「無角和種」、およびそれら4種間の交配による国産牛を「和

牛」と呼ぶ。近年黒毛和種やその交配種の海外肥育も盛ん

だが、環境や飼料の違いから、オリジナル「和牛」のような

味や柔らかさにはならず、農林水産省はそれらを「和牛」と

は認めていない。

　和牛農家は繁殖農家と肥育農家のふたつに分かれ、繁殖

農家が生産した生後 8～ 10ヵ月ほどの仔牛を肥育農家が購

入し、自らの牧場で肥育する。「神戸ビーフ」などの銘柄（ブ

ランド）牛は肥育された場所や期間、血統その他によって定

義される。

　もうひとつ頻出するのがA5、A4といった肉の格付け。ア

ルファベットは一頭あたりからとれる肉の量。Bが標準、Cな

らば痩せている可能性が高い。数字は脂肪の入り具合、肉

の光沢、締まり、きめなどを表し、5が最高。脂肪を抑えて

肉の旨みを楽しみたい場合はあえてA3、A4を選択する方法

もある。

　和牛ブームの今だからこそ、正しい知識をたずさえ、美味

しい和牛を味わいたい。

黒毛和種（くろげわしゅ）　

全国各地で生産されている最も有名な和牛品種。その割合は和牛の

90％以上を占める。毛色はやや褐色がかった黒。赤身部分にも細かな

サシが入りやすく、口のなかでとろけるようなまろやかさと柔らかな肉質

が特徴。

褐毛和種（あかげわしゅ）　

毛色は明るい赤褐色で、「あか牛」とも呼ばれる。主な生産地は熊本県

と高知県。脂の含有量が 12％以下と少なく、余分な脂肪が除かれた適

度な霜降りと、旨み成分を豊富に含んだ赤身のバランスが魅力。心地よ

い歯ごたえを堪能できる。

日本短角種（にほんたんかくしゅ）

昨今の赤身肉ブームで熱い視線を集めているのがこの品種。寒さに強く、

岩手、青森、秋田、北海道を中心に飼育され、在来の南部牛が祖先と

言われる。サシが少なく赤身が多い。イノシン酸やグルタミン酸など旨

み成分のもととなるアミノ酸を豊富に含み、柔らかで風味豊か。

無角和種（むかくわしゅ）　

1920 年に黒毛和種とアバディーンアンガス種を交配、さらに昭和初期に

改良した牛。名前のとおり角を持たず、黒毛和種より濃い黒色をしている。

山口県萩市を中心に飼育され、その頭数は和牛の中で最少。赤身が多く、

アミノ酸含有率も高く、嚙めば嚙むほどに味わいが深まる。

写真＝独立行政法人 家畜改良センター

宮崎・尾崎牛の牧場をたずねて

私たちが口にする美味しい和牛はどのように育てられている

のか。和牛肥育の名人・尾崎宗春さんをたずねて、宮崎に

ある牧場へ向かった。

2017年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ
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　尾崎さんが育てているのは黒毛和種の「尾崎牛」。大抵の

ブランド牛の名前が地名由来であるのに対し、生産者の名を

冠した牛は珍しい。30年かかって「ようやく自分の名を付け

られる牛ができるようになった」というその品質は、ニュー

ヨークのスターシェフたちからも絶賛されるほど。

　まず案内してもらったのは宮崎市内の農協で行われる仔牛

のセリ市。繁殖農家が育てた 400 頭近い仔牛を尾崎さんは

すごいスピードで目利きしていく。爪や皮膚、毛の質、全体

的な印象や父牛や母牛、生産者の情報も重要な判断要素だ。

この時点で 250 ～ 300㎏ほどの仔牛を、肥育農家は 20ヵ月

ほどかけて600 ～ 700㎏の大きさまで育てる。尾崎牛の場

合はかなり長めの32ヵ月強かけて育て上げることで、牛が「完

熟」し、融点の低い上質な脂と旨み溢れる赤身を作り出す。

飼料もまた品質保持の要。ビール酵母など13品を配合し、

1日2回、その都度ブレンドすることで、防腐剤や抗生物質

の使用を避けているという。

　現在は牛トレーサビリティ制度によりすべての和牛には個

体識別番号が割り振られ、簡単に生産者や肥育者をネットで

確認できる。美味しい牛を口にしたとき、その牛を育てた農

家にまで想いを馳せてみたい。

www.ozaki-beef.com

肥育産地によって変わる牛肉の味

 p.053

産地、血統、品種、格付け、飼育法や飼育期間などにより、

一定の基準を満たした和牛、またはその肉につけられる銘柄

（ブランド）。その数なんと200以上。なかでも注目の 52銘

柄を下に挙げた。定義の基準は銘柄ごとに違う。ぜひ自分

の舌で違いを体感してほしい。

1. 北海道

いけだ牛（褐毛和種）

ワインの澱
おり

を飼料に。余分な脂肪分が少ない。

2. 青森

あおもり倉
くら

石
いし

牛（黒毛和種）

野趣溢れる味わいが魅力。

3. 岩手

いわて短角和牛（日本短角種）

自然交配で生産。嚙みしめるほど旨みが出る赤身。

4. 岩手

前沢牛（黒毛和種）

「味の芸術品」と言われるほど、豊かな風味と鮮やかな霜降り。

5. 秋田

うご牛（黒毛和種）

細かな美しいサシと濃厚で力強い旨み。ほぼ県内のみで消費。

6. 宮城

仙台牛（黒毛和種）

柔らか、まろやか、ジューシーな食味。良質のお米と乾草で育つ。

7. 山形

米沢牛（黒毛和種）

きめ、シマリに優れた独特の美味しさ。甘みもある。

8. 山形

山形牛（黒毛和種）

きめ細かな肉質。その美味しさの秘密は脂質にある。

9. 福島

福島牛（黒毛和種）

細かいサシがしゃぶしゃぶ向き。

10. 茨城

常
ひ た ち

陸牛（黒毛和種）

大麦ほか穀倉地特有の飼料で良質の脂肪を実現。

11. 栃木

とちぎ和牛（黒毛和種）

全国規模の品評会で最高位４回受賞。アメリカへ輸出されて評判に。

12. 群馬

上
じょう

州
しゅう

和牛（黒毛和種）

麦類を飼料にしたミネラル豊富な肉質。

13. 埼玉

武
ぶ

州
しゅう

和牛（黒毛和種）

抜群の甘みと、きめ細かさからくる柔らかさ。
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14. 東京

秋
あき

川
がわ

牛（黒毛和種）

さっぱりとした肉質。年に数頭しか出荷されない。

15. 千葉

かずさ和牛（黒毛和種）

融点が低い脂質が特徴。あっさりとした後味。

16. 神奈川

葉山牛（黒毛和種）

米やおからなどを配合して飼料に。甘みととろける脂。

17. 新潟

村上牛（黒毛和種）

にいがた和牛のうち、一定基準を満たすもの。サシのとろける旨み。

18. 富山

とやま和牛（黒毛和種）

出荷前に米ぬかなどを飼料に。旨み成分のオレイン酸が多い。

19. 石川

能登牛（黒毛和種）

和牛のオリンピック「全国和牛能力共進会」で「脂肪の質賞」を受賞。

きめ細かく、香りも良い。

20. 福井

若狭牛（黒毛和種）

肉汁の旨み、甘味が特徴。上品であっさりとした後味。

21. 山梨

甲州牛（黒毛和種）

肥育期間は 30 ～ 33 ヵ月と長め。ウイスキー粕を飼料に。

22. 長野

信州牛（黒毛和種・褐毛和種・日本短角種・無角和種）

リンゴ滓を飼料に。旨み成分が豊富。冷めても脂肪が固まりにくい。

23. 岐阜

飛驒牛（黒毛和種）

全国的な知名度を誇るブランド牛の一つ。網目のような霜降りと芳醇な

味わい。

24. 静岡

あしたか牛（黒毛和種）

コクがあり、すき焼きとの相性が抜群。

25. 愛知

みかわ牛（黒毛和種）

良質な脂肪で、ねばりと甘みのある肉質。

26. 三重

松
まつ

阪
さか

牛（黒毛和種）

高級肉の代名詞的存在。融点の低い脂肪がとろける。

27. 三重

伊賀牛（黒毛和種）

発育時期によって飼料を変え、芳醇な香りとコクをもつ。

28. 和歌山

熊野牛（黒毛和種）

農耕用の牛と但馬牛がルーツ。月齢 26 ヵ月以上。きめ細かく香ばしい。

29. 奈良

大
や ま と

和牛（黒毛和種）

月齢 30 ヵ月以上の未経産雌牛のみ。柔らかな食感と上質な味わい。

30. 滋賀

近江牛（黒毛和種）

神戸、松阪と並ぶ三大和牛の一つ。繊維や霜降りがきめ細かい。

31. 京都

京都肉（黒毛和種）

月齢 22 ヵ月以上。上品な舌ざわり。

32. 大阪

大阪ウメビーフ（黒毛和種・交雑種）

出荷6ヵ月前から漬け梅を1日1kg 以上与える。柔らかく、あっさりした味。

33. 兵庫

神戸ビーフ（黒毛和種）

但馬牛の中から厳しい基準をクリアした肉のみがこの名を許される。

34. 兵庫

但
た

馬
じま

牛（黒毛和種）

その高い資質ゆえに、全国各地のブランド牛の素牛となっている。

35. 岡山

千
ち

屋
や

牛（黒毛和種）

祖先は日本最古といわれる蔓
つる

牛
うし

（中国地方で改良された優良系統の和

牛）。ほどよい霜降りと赤身のバランス。
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36. 広島

広島牛（黒毛和種）

神
じん

石
せき

牛
ぎゅう

と比
ひ

婆
ば

牛
ぎゅう

のいいとこ取り。コクが深く、無駄な脂肪は少ない。

37. 島根

石
いわ

見
み

和牛（黒毛和種）

年間約 200 頭のみ生産。発酵させた濃厚飼料で、箸でも切れる柔らか

な肉質に。

38. 鳥取 

鳥取和牛オレイン55（黒毛和種）

鳥取和牛のうち、口溶けの良さや風味に関係すると言われるオレイン酸

を 55％以上含む牛肉。

39. 山口 

見
み

島
しま

牛（在来固有種）

黒毛和種の素ともなった今や稀有な日本在来種。国の天然記念物。雄は

繁殖用を除き、年 10 頭程度市場へ出回るのみ。幻の超高級肉。

40. 徳島

阿
あ

波
わ

牛（黒毛和種）

月齢 30 ヵ月以上。良く締まった霜降り肉が特徴。

41. 香川 

オリーブ牛 ( 黒毛和種 )

搾油後のオリーブ果実を飼料に。肉汁は少なく脂がさっぱり。ローストビー

フやサラダ向き。

42. 愛媛

いしづち牛（黒毛和種）

国産稲ワラと自家産牧草を飼料に。手頃な価格で、肉質、脂肪が美味。

43. 高知 

土佐あかうし（褐毛和種）

高知で改良された褐毛和種。加熱後もパサつきにくく、熟成肉にも向く。

44. 福岡

小
こ

倉
くら

牛（黒毛和種）

認定されるのは年に 100 頭程度。知る人ぞ知る逸品。

45. 大分

The・おおいた豊
ぶん

後
ご

牛（黒毛和種）

きめ細かな美しい霜降り、まろやかでとろけるような味わい。

46. 宮崎　

尾崎牛（黒毛和種）

⇒ p.52

47. 宮崎

宮崎牛（黒毛和種）

「全国和牛能力共進会」で 2 連覇。米国や香港にも輸出。

48. 熊本

くまもと黒毛和牛（黒毛和種）

一頭一頭の健康管理を徹底。まろやかな舌触りには定評がある。

49. 佐賀

佐賀牛（黒毛和種）

格付けの厳格さはトップレベル。甘くてコクのある味わい。

50. 長崎

壱
い

岐
き

牛（黒毛和種）

玄界灘に浮かぶ島・壱岐で島内一貫飼育にこだわっている。

51. 鹿児島

鹿児島黒
くろ

牛
うし

（黒毛和種）

黒毛和種の生産量全国一位。バランスの良い霜降り肉。

52. 沖縄 

石垣牛（黒毛和種）

独特のコク。2000 年の沖縄サミットでメインディッシュに。

焼肉

 p.054

日本人が大好きな焼肉。肉やホルモンを直火や鉄板で焼き、

タレや塩をつけて食す。味や歯ごたえなどで好みの部位をセ

レクトし、自分で焼くのが一般的だ。数年来、衰えることのな

い肉ブームもあいまって、肉のセレクトに絶対的な自信を持

つ個性的な店がますます増えている。

●焼肉芝浦　赤坂別邸　

肉好きにはもちろん、肉業界で働く人々にとっても教科書と

もいえる人気本を監修した、藤枝祐太オーナーの店。扱うの

はサシの加減が絶妙なA4ランクの国産和牛。それも、とろ

けるような脂、シルクのような柔らかさの雌牛のみだ。オー
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ダーを受けてから手切りするので、鮮度は抜群。少量ずつ、

さまざまな部位を食すことができるのも、日本でだからこそ

できる特別な食体験。

芝浦特選 5 種盛り 4500 円（税別）。ザブトン、エンピツ、リブロース芯

など。その日の入荷で内容は変わる。食べ比べが楽しい。

『焼肉美味手帖』（世界文化社・刊）。牛・豚・鶏の部位ごとの特徴や、

食べ方まで完全網羅。中国語版も発売中。

東京都港区赤坂 3-12-13 AMUSE AKASAKA 2F

Tel. 03-6426-5029

food-majority.co.jp

11 時 30 分～ 14 時、17 時～ 23 時 (LO)

日曜・祝日定休

●神楽坂焼肉 Kintan　

30 日間熟成させたタンで、一躍有名になった焼肉店

「KINTAN」系列のニューフェイス。8つの個室、ワイナリー

のゲストハウスのようなメインダイニング、開放感のあるルー

フトップテラスと異なる雰囲気のフロアで、おしゃれに焼肉

を楽しめる。「黒毛和牛は世界一のクオリティ」と胸を張るオー

ナー。自家製のタレ、塩やホースラディッシュなど、部位によっ

て最適な食べ方も提案する。

本日の和牛赤身の 3 種盛り 1980 円（税別）。写真は茨城県産常陸牛のシ

ンシン、トモサンカク、ランプ。10 ～ 20 秒程度焼くのが最適とのこと。

東京都新宿区神楽坂 1-10-2

Tel. 03-3260-4129

ランチ 11 時 30 分～ 14 時 30 分 (LO) 

ディナー 火曜～金曜 18 時 30 分～ 22 時 45 分 (LO)　月曜 18 時～ 22 時

15 分 (LO)　土曜・祝日 17 時～ 22 時 15 分 (LO） 日曜 17 時～ 21 時 15

分 (LO）

kagurazaka-yakiniku-kintan.com

● USHIGORO S.　

焼肉、鉄板焼きなどさまざまな肉の楽しみ方の提案をする

「うしごろ」グループの最高級店。ネクタイをしたスマートな

焼き師が焼き上げる個室スタイルで、4名以上の完全予約制。

仕入れは２つの牧場に絞り、飼育法や血統にまでこだわっ

た黒毛和牛を、まるで和食のようなコース仕立てで提案。生

肉の握りや手巻き、牛コンソメスープが出されたり、他では

味わえない焼肉の世界が待っている。

< 匠 霜降り >、< 匠 赤身 > コースの 2 種類のみ ( 各 1 名、1 万 4000 円、

税別 )。写真は但馬牛系統の処女牛のみを肥育した田村牧場のザブトン。

東京都港区西麻布 2-24-14 B1F

Tel. 03-6419-4129　サービス料 10%

17 時～ 24 時

無休　

www.ushigoro-s.com

 p.055

焼肉エキスパートへの道

焼肉とは、肉を焼くという調理の仕上げを客自らが行う食べ

物。店員さんが焼いてくれる店はまだ少数。せっかくの和牛

をさらに美味しくいただくために、焼肉エキスパートの石田さ

んに、焼きの極意を伝授してもらった。

石田	傑（いしだ・すぐる）

1500 軒以上の焼肉を食べ歩いた焼肉探究集団「YAKINIQUEST」。男女

５人で構成されるそのグループの創設者の一人が石田さんだ。2015 年

には焼肉好きが高じてシンガポールに自分の焼肉店を開いてしまったと

いうその焼肉愛。もちろん、焼き方へのこだわりも生半可ではない。

BEEF	YAKINIKU	DINING	YAKINIQUEST

48 Boat Quay, Singapore

18 時～ 23 時（土曜・日曜・祝日 17 時～ 22 時）

www.yakiniquest.sg

1.　温度を見極める　

どの料理もそうだが、焼肉において、こと温度は最重要。肉

の温度、網の温度の双方を見極める必要がある。もしも冷
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蔵庫から出されたばかりの冷たい肉が出てきたら、まず肉が

常温に戻るまでじっと待つ。網の温度については手のひらを

網の上 10cm前後の位置にかざし、程よい熱を感じられたら

準備OKのサイン。美味しそうな肉を前にしたスタート段階

で、焦る気持ちをおさえてこのチェックを行えるかどうかとい

う、精神面でハードルの高い技である。

2.　肉によって焼き加減を変える　

肉の部位や厚みによって最適な焼き加減は当然違う。ごく簡

単な目安としては「赤身の肉はさっと焼き、サシのたくさん

入った肉はしっかり焼き」。赤身肉は火が入りすぎるとどんど

ん硬くなる。一方サシの入った肉はある程度焼いても柔らか

さが失われず、何より和牛の脂は火をしっかり通すことで独

特の甘みがより際立つのだ。他に「薄い肉はさっと焼き、厚

い肉はじっくり焼き」も覚えておきたい。

　厚い肉を焼くときに活躍するのがイラストのリーンバック

技法。肉を箸に「もたせかける」ことで肉の側面部分を焼く

ための技。肉の六面すべてをきっちりと焼き上げ、肉汁包囲

網を完成させる。

3.　火力のムラを見極める　

ロースターは場所によって火力に差があり、肉を１カ所に置

いたままだと焼きムラができる場合がある。これを防ぐため

に肉を水平方向に 180°回転させるのがこの技だ。上手にで

きれば狭い網の上で他の人の領域を侵すことなく肉を回すこ

とができる。ガス火ならば火力調整を活用することも大事だ。

迷ったら店員さんにアドバイスを求めるのが最良。肉の最適

な焼き加減はもちろん、その日おすすめの肉、知らない名

前の部位について、少しでも疑問を持ったら店員さんを呼ん

で訊ねてみよう。眼を輝かせながら解説してくれる人に出会

えたらラッキー。それは間違いなく良いお店だといえる。

4.　レモンを活用すべし　

焼肉店で出てくるカットレモン、搾って塩味の肉につけるだ

けで終わっていないだろうか。

　実は他にも応用が利く便利アイテム。焼き始める前の網に

ひとしずく垂らせば網がどれくらい熱くなっているかを測る目

安になる。肉にかかっている塩、胡椒やタレが多すぎると感

じたときはカットレモンでさっとひとなで。余分な調味料を

落とすワイパー代わりにもなる。タレが甘すぎると感じたら、

タレにレモンを搾るとさっぱりと食べやすくなるはずだ。

　難易度の高い応用技としてそっとお伝えするのが、網の上

の肉に直接レモンを搾りかける「レモン直搾り」。焼きあがっ

た肉の上で静かにレモンを搾り、肉の表面にたまった肉汁お

よびレモン汁をこぼさないように慎重に口に運べば、大切な

肉汁を最大限楽しめる。火傷に注意。

5.　 畳んで広げる　

大判の薄切り肉を網にのせる際、上手く広げられなかった経

験はないだろうか？　手間取っているうちに焦げてしまい、

せっかくの高級肉が台無し……なんてことにならないために

マスターしたいのがこの技だ。イラストのようにあらかじめ

肉を三つ折りにしておけば、網の上で鮮やかかつスムーズ

に広げることが可能。ひっくり返すときも同じ要領でやれば

OK だ。畳んだ肉を横から見ると「Z形」であることから

「Z-meat」と石田さんは呼ぶ。

　ほかにも薄切りの肉を筒状に巻いてから網で広げる技

「Rolling	Roast	Special」など、網へののせ方にもさまざまな

工夫を施すべし。

ステーキ
 p.056

稀少な和牛を塊で食べるのは日本人にとっても贅沢の極み。

料 理 人 がカウンター 越しに 鉄 板で 調 理 するスタイル が

「Teppanyaki」として世界に広まった。厚みのある肉に火を

入れるシェフの力量にも大きく左右される。神戸ビーフや松阪

牛など一銘柄にこだわりを持つ店のほか、さまざまな銘柄牛

を食べられる店もある。
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「ジ・イノセント・カーベリー」では、まるで寿司店のようにオープンキッ

チンに面したカウンター席で、臨場感たっぷりに和牛を食すのが最高。

●ジ・イノセント・カーベリー　

仕入れも調理も和牛を知り尽くしたスペシャリストが行う国産

和牛専門店。神戸ビーフ、松阪牛、近江牛といったブランド

牛のランクや産地、状態を厳選した部位はもちろん、ブラン

ド名に頼らない希少な和牛も揃っている。焼肉スタイルで

テーブル席でいただくこともできるが、和牛初心者にすすめ

たいのはカウンター席に座り、目の前で焼いてもらうおまか

せコースの〈シェフズ	テーブル〉1万 4000 円～ (1 名、13

～ 14 品程度 )。同じ部位や口溶け ( 融点 ) の違いを食べ比

べたり、肉マイスターと称えられる岡田賢一郎シェフと一緒

に、和牛の味わいを心から堪能できる。

「美しい霜降り肉は日本の素晴らしい畜産技術の結晶」と岡田シェフ。近

江牛のヒレ、花乃牛のイチボ、神戸ビーフのタンを食べ比べるひと皿。

東京都港区西麻布 1-4-28 カルハ西麻布 101

Tel. 03-5411-2911　

17 時～ 22 時 45 分 (LO)

日曜定休

www.innocent-carvery.jp

●アレクサンダーズ ステーキハウス　

カリフォルニアから上陸したアメリカンステーキハウス。本

国でもA5ランクなどの和牛を扱い、和のエッセンスを取り

入れた繊細な料理が評判だったが、海外初店舗となるこちら

では、さらに稀少な和牛の開拓にも意欲を燃やしている。「愛

情溢れる飼育法に感動」とジェームス・ブラウンスミス	エグ

ゼクティブシェフをうならせた千葉県のタカナシ牧場ほか、

契約したのは全国の少数生産の牧場ばかり。「まずはシンプ

ルに味わって」と世界の 6種類の塩が用意されている。

和牛は 85g 単位で 6500 円～ ( 税別 )、好みの大きさにオーダーできる。

要望があればソース仕立てに変更も可能。写真は黒玉ねぎ、赤味噌、

柚子などを使ったソース。

東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター 42F

Tel. 03-6264-5151　サービス料 12%

ランチ　11 時 30 分～ 14 時 (LO)

ディナー　17 時 30 分～ 22 時 (LO)　祝前日以外の日曜・祝日 ～ 21 時 (LO)

無休

alexanderssteakhouse.jp

●神戸プレジール銀座　

扱うのは但馬牛と、その但馬牛の中から一定の基準を満たし

た、日本が世界に誇る神戸ビーフのみ。JA全農兵庫の直営

レストランなので、生産履歴がどこよりも明確で安心だ。

	「和牛の原点である但馬牛、1年間に 5000 頭程度しか市場

に出ない神戸ビーフを一頭買いして扱えるのは、料理人とし

て光栄なこと」と中島恒
よし

貴
たか

料理長。銀座の真ん中で最高級

の和牛をゆったりと楽しめる、プレシャスな空間だ。

銀座の街並みも望める、鉄板焼きスタイルのカウンター。神戸ビーフの

極上の口溶けは得難い経験に。ディナー鉄板焼き〈神戸ビーフコース〉 

1 万 6800 円 (1 名、税別 )。

東京都中央区銀座 5-8-1 銀座プレイス 11F

Tel. 03-3571-8700　ディナータイムはサービス料 10%

11 時 30 分～ 14 時 (LO)、17 時 30 分～ 21 時 (LO)

日曜定休

kobeplaisir-ginza.jp

すき焼き
 p.058

薄切りにした牛肉を醤油、砂糖などを使って、鉄鍋で調理す

る日本発祥の料理。一般的に関西風は牛肉を「焼き」、関東

風は割り下と呼ばれる合わせ調味料で材料を「煮る」。この関

東風の元祖といわれるのが横浜で生まれた「牛
ぎゅう

鍋
なべ

」だ。すき

焼きも牛鍋も歴史がある料理だけに、老舗で味わうことをお

すすめしたい。
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●江知勝　

情緒ある佇まいの日本家屋は完全個室で、和服姿の仲居さ

んがもてなしてくれる。前日から仕込むという秘伝の割り下

を使った、さっぱりした甘さの関東風のすき焼き。信頼の置

ける肉問屋が専用車で横付けし、その中から熟練の料理人

が選ぶ肉は、その時期の最高のA5ランク国産黒毛和牛。そ

の目利きは絶対的な支持を集め、予約時に霜降りではなく

赤身肉をオーダーする常連もいるという。

「煮る」といっても肉を鍋に入れるのは、ほんの数分。肉に火が通ったら

食べごろだ。黒毛和牛 すき焼きコース 7560 円～ (1 名 ) 

東京都文京区湯島 2-31-23

Tel. 03-3811-5293

17 時～ 21 時 (LO)

日曜・祝日定休

●荒井屋 本店　

1859 年に開港し、外国人居留地があった横浜・関内エリア

で生まれた牛鍋。牛肉を食すという西洋文化の影響を受け

て生まれた料理で、この店も創業120年を超える歴史がある。

代々受け継がれている割り下との相性を追求し、サシの入り

方、良質の脂、香りなど、4代目主人が惚れ込んだのが宮

城県の仙台牛。今年リニューアルした本店は、町をほんのり

と照らす行灯のような外観をはじめ、モダンクラシカルな和

洋折衷風。五感全てで伝統料理を楽しめそうだ。

鉄鍋に注いだ割り下で野菜と牛肉を煮ていくスタイル。牛鍋と食事 (ご飯、

お椀、香物、デザート ) のセットメニュー 4860 円

神奈川県横浜市中区曙町 2-17

Tel. 045-251-5001　サービス料 10%

11 時 30 分～ 14 時 (LO)、17 時～ 21 時 30 分 (LO)

火曜定休

www.araiya.co.jp

●和田金　

三大和牛の一つ、松阪牛で知られる三重県松阪市にある ”寿

き焼（すきやき）”の名店。明治時代初期、東京の料亭で修

業した初代店主が、肉屋からスタートさせた。自社牧場で大

切に育てられた松阪牛は、長年の経験を持つ職人が見極め

たベストな状態でテーブルに届けられる。まず、少し厚めに

カットした肉を鉄鍋に入れ、砂糖と濃厚なたまり醤油を加え、

立ち上る香りを楽しみながら、ゆっくりと炭火で火を通す関

西風だ。濃厚な旨みと香り、極上の食感を心から満喫できる。

「焼き手」と呼ばれる仲居さんが丁度良いタイミングで肉を引き上げてく

れる。突き出しなどが付く寿き焼コース 1 万 2200 円～ (1 名 )

三重県松阪市中町 1878

Tel. 0598-21-1188　サービス料 10%

11 時 30 分 ( 土曜・日曜・祝日 11 時～ ) ～ 20 時

第 4 火曜 ( 月によって変動あり )、1 月 1 日、2 日定休

e-wadakin.co.jp
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人生対談
ベニシア・スタンリー・スミスさんが
人生の師、プレム・ラワットさんと語らう

		

豊かな人生とは
─心の庭に美しい花を咲かせるために

撮影＝梶山	正　文＝安藤菜穂子　通訳＝マックス・ウィトル

 p.060

英国貴族の家系に生まれながら、京都・大原の古民家でハー

ブや庭木を育てる暮らしを選んだベニシアさん。日本にやって

くる前は、無我夢中で人生の意味を模索していたといいます。

19 歳で故郷の英国を発ち、最初に向かったインドで出会っ

たのが、ベニシアさんが今も師と仰ぐ講話者プレム・ラワット

さんです。「すべての人の心のなかにある平和」をテーマに、

50 年間、世界 250 都市以上で講演してきたプレムさんがこ

のたび来日。ベニシアさんが丹精して育てる庭を訪ね、本当

に豊かで美しい人生について語り合いました。

人はみな、無限の可能性を秘めた
”心のなかの庭 ”を持っている

ベニシアさん :　私の庭に来てくださって、ありがとうござい

ます。

プレムさん：	この庭に来るのは 2回目ですね。とても美しい

です。

ベニシアさん：	今日は、プレムさんが人の心を庭にたとえて

話をしてくださった ”心のなかの庭 ”について、詳しくお話を

聞かせていただきたいと思います。

プレムさん：	庭というのは、とても面白い場所です。たとえ

ば目の前にあるこの庭は、最初は何が育つのかは決まって

いませんでした。手入れをしなければ雑草が生え、丁寧に

世話をすればこのように美しい花が咲きます。その人次第で、

トゲで人を傷つける草木も、傷を癒やすハーブも育てること

ができるのです。

ベニシアさん：	そうした庭のあり方が、人の心にたとえられ

るのですね。

プレムさん：	そうです。まずは、自分の ”心のなかの庭 ”が

今どのような状態にあるのかを見つめること、つまり、 ”自分

を知る ”ということからすべては始まります。そのうえで、 ”

心のなかの庭”にも、実際の庭と同様に、何が育つかは決まっ

ていないということ、その無限の可能性に気づくことが大切

です。人生という時間を与えられたことに感謝し、この人生

を贈り物として受け取り、心を大切にして生きることで、 ”心

のなかの庭 ”にも、美しい花を咲かせることができるのです。

自分を知り、 ”心のなかの庭 ”の可能性に気づくことができ

れば、自分にぴったり合う花の種を育てて、この庭を一生楽

しみ、庭とともに生涯成長していくこともできます。 ”心のな

かの庭 ”には、成長する要素、つまり「種」が、すでにたく

さん埋もれているのです。

ベニシアさん：	わかりやすいたとえですね。ところで、実際

の庭の話に戻りますが、現代では植物が自生する地面が次々

とコンクリートで埋められています。私はそのことに心を痛

め、意識的に自分の庭に野草を植えるようにしています。

プレムさん：	コンクリートは、便利で豊かな現代の象徴とも

いえますね。昔から人間は ”豊かな社会 ”をつくりたいと考

えてきましたが、 ”豊かさ ” の定義は時代に沿って変わり続

けるものです。昔は平和、健康、富がその豊かさの定義に

含まれていましたが、現代では健康を犠牲にして富を追求す

る人が増えています。そのため、最近では ”本当の平和 ”も

忘れられていますね。

ベニシアさん：	 ”本当の平和 ”とは？

プレムさん：	単に戦争をしていない状態を思い浮かべる人も

多いでしょうが、私がいう本当の平和とは人間一人一人が、

”心のなかの庭 ”に ”穏やかな心 ”を育てるということです。

”穏やかな心 ”がないと、人々の争い事はなくならないので

す。

2017年		秋／冬号		日本語編
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”穏やかな心 ”を、どのように育てるかは自分次第

ベニシアさん：	現代は、先ほどのお話にあったように、本当

の平和が失われているようです。心の安らぎを欠いている人

が少なくないのです。日本では、自殺者の数は年間で数万

人にのぼります。

プレムさん：	兵士が戦う戦争はないものの、人々の心のなか

で ”戦争 ”が起きているのですね。

ベニシアさん：		 ”忙しい ”という字のとおり、心を亡くしてし

まう環境なのだと思います。私たちが本当に平和な心を得る

ためにはどうしたらよいのでしょう。

プレムさん：	私は講演のなかで、心が ”平和 ”で満たされた

状態を、”穏やかな心”と表現しています。その ”穏やかな心”

は生まれたときから死を迎えるまで、常にすべての人の ”心

のなかの庭 ”に「種」として埋められています。

ベニシアさん：	そのことに気づき、自分で育てていけばいい

ということですね。

プレムさん：	そのとおりです。 ”心のなかの庭 ”にどんな花を

咲かせるかは、自分次第なのです。

”穏やかな心 ”は豊かな人生を送り
幸せを実感するための鍵

ベニシアさん：	怒りや苛立ちを上手にコントロールして、美

しい ”穏やかな心 ”の花を咲かせた ”心のなかの庭 ”は、ど

んな様子なのでしょうか。

プレムさん：	 ”			 穏やかな心 ”と聞くと、落ち着いた、おとなし

い、静的な印象を持つかもしれませんが、そうではありませ

ん。目の前にあるこの美しい庭の様子と同じです。蝶やミツ

バチや小鳥が来て、季節ごとにさまざまな花が咲き、年を追

うごとに姿を変えていきます。活動的で、エネルギーに満ち

あふれています。つまり、与えられた人生を彩り豊かに、満

ち足りた状態でフルに生きることができるのです。

ベニシアさん：	周囲の人々との争いがなくなり、人生を豊か

に生き、本当の幸せを実感するために必要なことですね。

プレムさん：	そのとおりです。繰り返しになりますが、 ”穏や

かな心 ”や、正しいことをする勇気、他者への理解など、豊

かな人生を送るために必要な「種」は、人々の ”心のなか

の庭 ”に埋まっているのです。同時に怒りや悪意、嫉妬の種

も埋まっています。どちらの種に水を撒いて育てるかは、そ

の人次第です。

ベニシアさん：	自分の ”心のなかの庭 ”の庭師は、自分自身

しかいませんね。

プレムさん：	そうです。 ”心のなかの庭 ” が持つ可能性と、

庭の世話人たる自分の役割を理解し、自分の ”心のなかの庭”

の状態を意識して、悪い種の芽が伸びそうなときは手入れを

することが大切です。

プレム・ラワットさん

講話者。1957 年インド北部生まれ。13 歳で講演活動を始め、世界中で

講演を行う。これまで 1500 万人以上が聴講した。2012 年アジア・パシ

フィック・ブランド財団より特別功労賞を受賞。2016 年国外で初翻訳と

なる日本語版『穴のあいた桶』、『絵本　あなのあいたおけ』（文屋）を

出版。自らの財団を通じて人道活動も行う。

premrawat-japan.com

ベニシア・スタンリー・スミスさん

ハーブ研究家・ベニシアインターナショナル英会話スクール代表。1950

年英国貴族の子女としてケドルストンに生まれる。19 歳でインドへ旅立

ち、その後日本へ。京都で英語学校を開設。1996 年に京都・大原の古

民家に移住し、ハーブガーデンづくりを開始。そのライフスタイルが人

気を博す。『ベニシアのカレンダー 2017』（小社刊）など著書多数。

（p.061)

左より、

1. ベニシアさんが暮らす家は築約 100 年。この家を 20 年かけて家族と

ともに自らの手で直しながら暮らしを築いてきた。

2. 家をぐるりと囲む庭には、プレムさんの教えとベニシアさんの人生が詰

まっている。

3. ベニシアさんのとっておきの 4 冊。「日本に来た当初は日本語も話せず、

日本人の考え方を何とか理解したいと思い、英訳されている日本の有名

な本を片っ端から読みました。さまざまな本から、日本人がなぜ温かな

心を持っているのかを知ることができたのです」。
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4. ベニシアさんの書斎にて。窓に面したデスクの脇には、壁一面の本棚

が。蔵書が増え続ける本棚は「再び読みたいかどうか」を基準に、1 ～

2 年に一度、整理するそう。「私にとっての読書は ”心のなかの庭 ” を世

話することでもあります」。

5. プレムさんと庭を歩きながらいくつかのエリアに分けられた庭を紹介

するベニシアさん。「葉や実が生活に使える樹木を集めたゾーンもありま

す。私は自分の講演会で、 ”西洋のハーブもよいですが、日本古来の樹

木を植えてください ” とよく話をします。なぜなら、薬効があり役に立つ

ものばかりだからです。例えばビワは実が食べられ、葉でお茶もつくれ

ます。梅や柚子、桑の木もありますよ」。

左上から時計周りに：

・『穴のあいた桶』原書版（原題『Splitting the Arrow』）

プレム・ラワット 著／文屋

・『窓ぎわのトットちゃん』英語版

黒柳徹子 著

・『ガラス玉演戯』原書版（原題『The Glass Bead Game』）

ヘルマン・ヘッセ 著

・『雪国』英語版

川端康成 著

『Venetia's	Ohara	Gardening	Diary:	Over	80	Herb	Recipes	from	Kyoto』

9 月末発売予定

定価：2700 円

B ５判変型　240 頁　オールカラー

国内大型書店または Amazon Kindle ストアなどで販売予定
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インタビュー

アーティスト・インタビュー

野村萬斎
―古今東西を軽やかに越境する狂言師
撮影＝合田昌弘　ヘアメイク＝国府田雅子（バレル）
文＝岡﨑	香

p.062

ほぼ同時期に生まれ、対で上演されてきた「能」と一緒に

ユネスコの無形文化遺産に登録されている「狂言」は、人

間の習性や本質を笑いとともに写実的に描いた台詞劇。そ

の題材は、中世の庶民の日常や説話だ。

	「狂言は、室町時代 (14 ～ 16 世紀 ) から続くヒューマンコ

メディ。海外のかたにも非常にわかりやすいと思います。

実際、海外公演の際に字幕を出すと、演目によっては日本

より観客の反応がよかったり、現代劇の新作か？　と聞かれ

たりします。翻訳するときに、多少古風な言い回しにするに

しても、あえてわかりにくい言葉は使わないせいもあります

が、それだけ普遍的な内容なのです」

　そう話すのは、映画や TV出演、舞台の演出などでも活躍

している狂言師の野村萬斎さん。狂言で培われた優れた身

体性や発声、様式美や独自の発想を武器に、古今東西を軽

やかに行き来する才人だ。2017 年 7月には、芸術監督を

務める世田谷パブリックシアターの開場 20 周年を記念して、

自身の創作の原点ともなった木下順二の傑作『子午線の祀

り』を演出・出演した。

	「シェイクスピアの専門家でもあった木下先生が、シェイク

スピアの『マクベス』や『ハムレット』にギリシャ悲劇まで

集約して、『平家物語』の中に落とし込まれたのが本作品で

す。中学生の頃、その初演に現代劇の俳優陣に交って出演

している父（狂言の師でもある野村万作氏）を見て、僕は

”こういうことをするのも、狂言師として当たり前のことなの

だろう”と感じました。だからこそ、今の僕がある。この作

品で行われている古典芸能と現代劇、西洋と東洋の融合は、

まさに僕が取り組み続けてきたことでもあります」

　狂言師の家に生まれ、3歳で初舞台を踏んだ萬斎さんは、

父に伴われて小学生の頃から狂言の海外公演を経験。1991

年には英国ロンドンでのジャパンフェスティバルに、シェイ

クスピアの喜劇『ウィンザーの陽気な女房たち』をもとにし

た新作狂言『法
ほ

螺
ら

侍
ざむらい

』（高橋康
やす

也
なり

台本）で参加した。

	「やはりこの経験が大きかったですね。狂言が持つ技術や

発想を、もっと世界で有効利用したいと思うようになりまし

た。ロベール・ルパージュやピーター・ブルックといった世

界的な演出家が、すでに自身の作品に日本の古典芸能の手

法を取り入れていましたし、日本にはまだまだ宝が眠ってい

るじゃないか、僕ら自身が発信しなきゃ、と」

　そんな思いを抱いて94 年から1年間、ロンドンに留学。

ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーなどで学び、ワーク

ショップも行った。2001 年には、シェイクスピアの『間違

いの喜劇』を翻案した『まちがいの狂言』（高橋康也台本）

を演出・主演、そのグローバル・バージョンをロンドンのグ

ローブ座でも上演する。

　また 2010 年には世田谷パブリックシアターにて、わずか

5人の出演者で演じるシェイクスピアの『マクベス』を構成・

演出・主演。無常観と和のテイストに貫かれたこの作品は

再演のたびに進化し、日本国内の他、ソウル、ニューヨーク、

ルーマニアのシビウ、パリでも上演されている。

そして2011 年の東日本大震災を機に、長年の構想に鎮

魂と再生の祈りを籠めて初演されたのが『MANSAI ボレロ』。

ラヴェルの傑作舞踊音楽『ボレロ』に乗せた、五穀豊穣を
さん ば

叟
そう

願う『三番 』をベースとした珠玉の独舞だ。オーケストラ

とも共演し、国内各所で好評を博しているこの作品も、ぜひ

世界に発信していきたいと萬斎さんは話す。

	「有名な曲ですからね。モーリス・ベジャールのダンスでも

知られていますし。僕個人としては、ダンスのステップと

は違う ” 足を運ぶ ” という概念が、西洋人にはどう受け止めら

れるのだろう？ という点に非常に興味があります。西洋のダ

ンスは通常、音楽を体現するもので、拍＝リズムに応じてス
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テップを踏むのが一般的です。舞の足の運びは、すり足で

もう少しスルスルと繫がったもので、その主眼はリズムを超

越して一つの流れを見せることにある。拍は刻んでいない

けれども一種の流れを感じるところに、日本人的な

”あわい ” があるのかもしれません」

　邦楽器の味わいにも通じる、その揺
たゆ

蕩
た

う感覚、身を任せ

る感覚は、「結局はお天道様に身を任せるしかない」農耕

民族的なもので、自ら狩りに出て獲物をしとめる狩猟民族と

は根本的な違いがあるのかもしれないと言う。

	「海外の文化に触れると、そういう違いを実感して面白いで

すね。そもそも、自分という視点から自分を見ている限り、

自分のことはわからない。僕の場合は、いろいろな場所に

出ていって、いろいろな人に会うことで、狂言師である自分

を外側から見ることもできるし、狂言というホームグラウン

ドに戻れる幸せを感じることもできるんです」

　その揺るぎない根幹としなやかな感性から、何が生み出

されていくのだろう？	萬斎さんのさらなる活躍に期待した

い。

野村萬斎（のむら・まんさい）

1966 年、東京都出身。狂言師としての活動を軸に、古典芸能と現代劇

を融合させた舞台演出や映画やテレビへの出演など、国内外で多彩に

活躍。

狂言ござる乃座 56th　

狂言『舟
ふな

渡
わたし

聟
む こ

』新作狂言『なごりが原』

2017 年 10 月 15、19 日

国立能楽堂

国立能楽堂　新作狂言

12 月 22、23 日

作：池澤夏樹　演出：野村萬斎

www.ntj.jac.go.jp

『シャンハイムーン』

2018 年 2 月～ 3 月

世田谷パブリックシアター

作：井上ひさし、演出：栗山民也、出演：野村萬斎、広末涼子ほか　

setagaya-pt.jp

（左ページ）

2002 年より芸術監督を務める世田谷パブリックシアターにて。2017 年に

開場 20 周年を迎えた。

（右上）

2001 年に英国ロンドンのグローブ座で上演した『まちがいの狂言』より。

写真＝万作の会

（下）

2017 年 4 月、 劇 場 の 開 場 20 周 年を記 念して鳳 凰 の 装 束で 舞った

『MANSAI ボレロ』。写真＝細野晋司
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イベント
ガイド 文＝鈴木糸子、岡﨑	香

p.064
 

写実的な造形を確立した天才仏師
興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」

卓越した表現技法により多くのファンを持つ、日本で最も有

名な仏師・運慶。この秋に開かれる展覧会は、全国各地の

寺院で今も崇敬を集める運慶の名品が一堂に会する稀有な

機会となっている。平安時代末期～鎌倉時代に活躍した運

慶は、それまでとは全く異なる、生身の人間さながらの生

命力みなぎる仏像を作り上げ、見る者を圧倒してきた。現

存する30 体前後の運慶作と言われている仏像の中でも、初

期～晩年までを通覧する作品を集めるとともに、同じく仏師

であった父・康
こう

慶
けい

、息子・湛
たん

慶
けい

、康
こう

弁
べん

らの作品も揃えること

で、その作風の誕生と継承の軌跡に迫る。興味深いのが、

寺院では主に正面からしか見ることができない仏像を 360

度全方向から見られること。さらに、新たに X線 CT 調査に

よって確認された像内納入品の画像など最先端の情報も紹

介。運慶の仏像について総合的に知ることができる機会だ。

（鈴木糸子）

9月26日～ 11月26日

東京国立博物館 平成館（上野公園）

Tel. 03-5777-8600（ハローダイヤル）

unkei2017.jp

（写真）

国宝《毘沙門天立像》 運慶作　鎌倉時代　1186年　静岡・願成就院

写真＝六田知弘

執着と不寛容の行き着く先は…？　
『表に出ろいっ！』English version ”One Green Bottle”

2010年秋に東京で初演された『表に出ろいっ!』は、現代日

本を代表する演劇人・野田秀樹が「信じるとは何か？」をテー

マに作・演出し、人気歌舞伎俳優と夫婦役を演じたことでも

話題になった三人芝居。その英語版が上演される。登場人

物は、それぞれに偏愛し、熱心に追い続けている趣味を持つ

父と母と娘。臨月を迎えた飼い犬がいて、誰かが家に居なけ

ればならないのに、その日に限って趣味の大事なイベントが

重なり、三人とも出かけると主張して譲らない。やがて泥沼

の闘いが始まり……。英語翻案は、英国アカデミー賞にノミ

ネートされた映画『Black	Pond』などで注目を集める作家・

演出家・俳優ウィル・シャープ。野田が初演に続いて母役、

野田が信頼を寄せる英国人俳優キャサリン・ハンターが父役、

グリン・プリチャードが娘役を務める。作調は歌舞伎囃子家

元の十三代目田中傳左衛門。東京公演の後、ソウルで公演

を行い、その後世界ツアーを行う予定。（岡﨑	香）

11 月 1 日～ 19 日（プレビュー公演 10 月 29 日・31 日）

東京芸術劇場 シアターイースト　

www.geigeki.jp

11 月 23 日～ 26 日　

ソウル・韓国国立明洞芸術劇場

www.ntck.or.kr/en

（写真）

アートディレクション：吉田ユニ

江戸の生活に根ざした
華麗な和ガラスに親しむ　
瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館

国内でも珍しい和ガラス専門の美術館として、2011 年 4月

に愛媛県松山市に誕生した「瓶泥舎（びんでいしゃ）びいど

2017年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ

Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.



37Autumn / Winter 2017 Vol. 40［ イベントガイド ］

ろ・ぎやまん・ガラス美術館」。16 世紀に南蛮船によって日

本にもたらされたガラスは、17 世紀半ば（江戸中期）には

国内でも本格的に生産が始まり、「びいどろ・ぎやまん」と

呼ばれて珍重された歴史を持つ。吹きガラスやビーズ細工

による美術品を始め、食器や文房具、髪飾り、灯火器や雛

道具、ガラス絵やトンボ玉などの珍しいガラス工芸品も作ら

れ、日本人の生活を彩ってきた。こちらの美術館では、江

戸時代のものを中心に、1940 年頃（昭和初期）までに生ま

れた ”和ガラス ” の中でも、時代ごとの表現の差異や変遷の

一端が伝わるもの、そして何よりも美しさという観点から厳

選した作品を所蔵。50 年間かけて研究・蒐集を重ねた経験

から、独自のテーマによる特別展を年 2 回企画し、常時

100 ～ 150 点ほどを展示している。特別展示室の和室には、

照明器具や屛風などが展示ケースなしで配置されており、

実際に和ガラスが使われていた江戸時代の雰囲気を体験で

きるのも魅力。古い洋館を改装した美術館の横には庭が広

がり、緑を眺められるティールームに古美術を扱うショップ

も併設され、アンティークの和ガラスを入手することも可能。

美術館のある松山市道後温泉一帯は情緒ある古湯として親

しまれ、文豪・夏目漱石の『坊っちゃん』の舞台として史跡

なども残り、足を延ばして訪れるにふさわしい場所だ。（鈴

木糸子）

愛媛県松山市道後緑台 7 番 21 号 　

Tel.&FAX 089-922-3771

www.bindeisha.co.jp

電話もしくは HP より要予約

開催中の企画展は「和ガラスの美　光のエレガンス」（～ 11 月 19 日）。

その次の企画展は「びいどろの道具　江戸の粋と遊びごころ」（11 月

25 日～ 2018 年 3 月 11 日）。

11 月 20 日～ 24 日、12 月 29 日～ 1 月 1 日は閉館。

（写真）

《彩絵酒盃》　江戸時代　口径 8.0 ～ 10.0㎝

「和ガラスの美―光のエレガンス」より

《片吹き色替草花文三段重》　江戸時代（1711 ～ 1781 年）高 23.5㎝ 

胴径 13.3㎝

代表的コレクション。展示予定は未定。詳細は美術館まで。
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日本茶 日本茶の郷、
美しい静岡を訪ねて 		

撮影＝武蔵俊介、葛西亜理沙（p.67 右下）、館野二朗（ainoa	inc.;	p.66）

文＝編集部

 p.066

日本の緑茶には実にさまざまな種類がある。最近ブームの抹

茶もそこに含まれるが、実は最も日本人の暮らしに根付いて

いるのが煎茶。日本一のお茶の産地、静岡県では今、その

煎茶を広く世界へ伝えようというムーブメントが起こっている。

抗酸化作用や免疫力向上などの機能性も注目されている緑

茶。山と海、そして茶畑に囲まれた静岡県で、その美味なる

世界を取材した。

 p.067

伝える、作る、革新する
―日本茶を世界に発信する静岡の今

緑茶は独特な製法で作られるお茶だ。紅茶（発酵茶）や中

国茶（半発酵茶）が摘み取った葉をしおらせてから加工をす

るのに対して、日本茶は摘み立ての瑞 し々い茶葉をいきなり

蒸してから揉み、お茶本来の味と香りを保ったまま作られる。

「旬の旨みをそのまま生かそうという考え方は和食と同じ。日

本茶こそが日本の食文化への入り口なのです」と語るのは、

日本茶に恋をして来日、日本茶伝道師となったスウェーデン

人のブレケル・オスカルさんだ。「日本茶の面白さは、その

柔軟性にあります。数多くの品種があり、それぞれに味や香

りや旨みが異なる。冷水で淹れてもお湯で淹れても美味しく、

日本の焼き物で作られた茶器を使うとさらに豊かな世界が広

がります。私自身、海外へ日本茶を伝える仕事をしています

が、数多くのお茶を紹介することで、世界のいろいろな地域

の人が、自分の味覚に合うお茶に出会えればと思っています。

渋い、苦いという最初の印象だけで日本茶を嫌いにならな

いでほしいのです」。

　指定生産農家との二人三脚で ”静岡のいいお茶 ”を作り続

けている葉
は

桐
ぎり

の葉桐清巳社長は「日本茶は土壌が作るもの

だ」という。単一農園単一品種、つまりシングルオリジンの

お茶で理想の味と香りを追求する葉桐さんに案内されたの

は、契約農家のうちの一つ、標高 450 ｍの山の斜面に広が

る農薬不使用の茶畑。「40年かけて作り上げたこの畑は、微

生物が多様性のある土壌を育み、そこで作られた茶は、静

岡でポピュラーな深蒸し（長時間蒸すこと）ではなく、ほん

の 20秒程度の浅蒸しと独自の揉み方で旨みの高い茶葉に仕

上げます。葉桐が契約している農家の数は多くないし、生産

量も少ない。でもフランスやドイツの方が毎年、一つの畑で

採れた茶をすべて購入してくれています。自然に逆らわず、

研究を怠らず、丁寧に人の手で作ったお茶が世界で愛しても

らえることに、農業に携わる者として誇りを感じます」。

　今までにない新しい試みで、お茶の国・静岡をさらに活

性化させようという動きもある。それがボトリングティーだ。

コールドエクストラクション製法という特殊な低温抽出法によ

り、茶葉本来の旨み成分と香りを凝縮させている。この製法

を開発した Benefitea の西沢広保社長は「苦くて渋いのは淹

れ方のせい。本来お茶はワインのように、香りや味わいを楽

しめるものなのです」という。「誰もが美味しいお茶が飲め

るこの製法を、私は自分のためだけではなく、お茶業界を盛

り上げるために使いたい。だから真摯にお茶を作り続けてい

る静岡の農家に声をかけて、それぞれの畑の名前を冠した

ボトリングティーを作る活動をしています。現在 11軒の生産

農家と協業し、商品を販売。この活動がやがて、日本茶が

海外へと進出していくきっかけになってほしいのです」。

葉桐

上左・葉桐清巳社長。「創業は 1946 年。本当にいいお茶が作りたいと

いう思いを理解してくれる農家さんとともに歩んできました」。中、右・

繁田清治さんの畑で作られている「高山」。浅く蒸すこと、そして茶葉が

くるっと丸まって針状になるように揉むことで、旨みと香りを封じ込める。

購入はインターネットにて。

www.hagiricha.com 
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Benefitea

年間 100kg 程度しか生産されない希少な茶葉「白
はく

葉
よう

茶」を使用してい

る Benefitea の「金の風薫」500ml 1 万 8360 円（税込価格）。遮光す

ることで光合成をストップ、旨み成分だけを残した白みがかった茶葉が

生み出す透明感のある味わいが特徴だ。賞味期限は製造日より 1 ヶ月。

東京の日本橋三越本店などで販売。

benefitea.amebaownd.com

この撮影はボトリングティーを扱っている静岡の一流料亭「浮殿」にて。

浮殿は江戸幕府最後の将軍、徳川慶喜公が、将軍職を辞してから 20 年

ほどを過ごした屋敷跡「浮月楼」内にある。

Tel.054-252-0131（代表）

Per	Oscar	Brekell

1985 年スウェーデン生まれ。高校生のときに飲んだ煎茶がきっかけで

日本茶のとりこに。日本語を習得し、日本茶インストラクターの資格も取

得。日本茶伝道師として、世界中を飛び回りその普及に努めている。「海

外で日本茶に興味を持たれる方は、旅すること、食べることが好きな人、

東洋の文化に興味のある人。こうした方々にターゲットを絞って PR して

いくことで、もっと日本茶は世界に広がると思います」。近著に『僕が恋

した日本茶のこと』（駒草出版）。

www.brekell.com

 p.068

静岡県を代表する緑茶の数々

一口に緑茶といっても、色も味わいも香りもさまざまな種類

がある。通常、緑茶は、味を均一化するためにブレンドされ

ることが多いが、静岡県菊川市にある日本茶カフェ「サング

ラム」は単一品種（シングル）にこだわった品揃えを誇って

いる。静岡の生産家が作ったシングルの緑茶 6種類をご紹

介しよう。

茎茶

茎の部分を集めた、甘みや旨み、香り成分が豊富なお茶。写真は栄養

豊富な新芽の茎だけを使用した「菊翠」（生産家 / 菊翠茶農業協同組合）

玉露

摘み取りの 20 日前から遮光することで旨み成分を高めたお茶。とろりと

した飲み口と甘みが特徴。写真は静岡の玉露名人の手による最高級品。

「前島東平」（生産家 / 前島東平）

深蒸し茶

蒸し時間を長くするため、茶葉内部まで蒸気が伝わり粉のような形状に

なったお茶。淹れたときに濁りがある。写真はまろやかな旨みで人気の

逸品。「丸孝園」（生産家 / 松永孝良）

焙じ茶

大きな葉や茎の部分を高温で焙煎したお茶。カフェインが少なく渋みや

苦みも抑えられており、子供でも飲みやすい。写真は独特な香ばしさが

漂う「片山」（生産家 / 片山裕司）

かぶせ茶

摘み取り前のごく短い期間だけ遮光することで玉露の甘みや旨みを取り

入れつつ、煎茶らしい風味も生かしたお茶。写真は鮮やかな緑色が美し

い「ピュアグリーン」（生産家 / 農事組合法人ピュアグリーン）

抹茶

玉露と同様に育てた茶葉を揉まずに乾燥させ、石臼で丁寧に挽いた粉状

のお茶。茶筅で泡立てるように点てる。写真はさえみどりという品種を使っ

た濃厚な色と香りが美しい抹茶。（生産家 / 片山製茶・八木製茶）

san	grams

静岡県菊川市堀之内 1-1　Tel. 0537-36-1201

10 時～ 18 時　火曜定休（祝日の場合は営業）

www.san-grams.jp

広大な茶畑で茶摘み体験ができる

丸東製茶のある島田市は、アメリカ合衆国カリフォルニア州

のリッチモンド市と姉妹都市提携を結んでいる。そのためこ

こ丸東製茶では積極的に海外からの観光客を迎え入れ、工

場見学や茶摘み体験、お茶の淹れ方教室などを開催。「5月

の新茶の時期には、お茶の葉のてんぷらも食べていただけ

ます。国内でも最近では緑茶以外の飲み物が増えて、お茶

を飲む機会が減ってきていますが、ここでしかできない体験

を通して、緑茶を身近に感じ、美味しさを知ってほしい」と

販売部の法
のり

月
づき

秀登さん。ここでは静岡を代表するやぶきた種

を育て、味が濃く旨みの強い深蒸し茶だけを作り続けている。
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先端の新芽が丸まった状態で開いていないものを選び、その 2 ～ 3 葉

下あたりの茎をひねると簡単に摘み取れる。畑は茶の一大産地、牧之原

台地北部にあり、天気のいい日には富士山も望める。

丸東製茶

静岡県島田市金
かな

谷
や

猪
しし

土
ど

居
い

3461-6

Tel. 0547-46-0881

marutoufarm.com

左：柔らかい若葉の繊細な味わい。特上煎茶・茶ごころ 100g 1018 円

右：フルーティな甘さが特徴。さえみどり 100g 1430 円

ローカルハラル認定も得た有機栽培茶

険しい山道を車で約 20分。鬱蒼とした山奥を切り開き有機

栽培を始めて25 年になる岩倉製茶。「最初の 4年くらいは

害虫や病気に悩まされましたが、次第に害虫の天敵（かま

きりや蜂、クモ）がやってきて、そのうちに茶の木自体の免

疫力が上がってきました。葉に厚みが出て、香りも強くなり

ましたね」と語るのは岩倉恵
やす

正
まさ

さん。農薬によって自身も体

調を崩したことをきっかけに始めた有機栽培は、今では有機

JAS の認定のほか、ローカルハラル認定も得ている。「安心

して美味しいお茶を飲んでほしい、それだけを願って作って

います」。

家族でお茶作りに勤しむ岩倉さん一家。右から岩倉恵正さん、お孫さん

と息子さん。山の傾斜面にある畑での作業は大変だが、自然と一体化す

る充実感もあるという。

岩倉製茶

静岡県島田市中央町 23-35

Tel. 0547-35-0431

iwakura-cha.com

左：岩倉さんが作る最高級の有機煎茶。緑風の舞 100g 1,500 円

右：コクがあり渋みは控えめ。外国人にも人気がある有機茶。おくゆた

か 100g 1000 円

 p.069

お茶の産地で味わう緑茶スウィーツ

イートインで日本茶とお菓子が楽しめるお茶専門店

単に茶葉を販売するだけではなく、お茶で幸せを提供したい、

という思いからスウィーツ開発を始めた茶町 KINZABURO。

産地によってお茶の味が異なることを伝えたいと茶っふるを

作った。「たとえば天竜茶は苦みが強く、川根茶は香りがいい。

本山茶はどっしりと味が濃いなど。これらを店内で味わって

いただきながら、お茶は無料でいろいろな種類のものを飲

み比べられるようにしています」と語る代表の前田冨佐男さ

んは、日本茶インストラクターであり日本茶の鑑定やブレン

ドにおける第一人者でもある。店内で自由に飲めるお茶は、

前田さんがセレクト、ブレンドしたお茶で新鮮な味わいに溢

れている。

茶っふる手前から川根 140 円、本山 130 円、天竜、岡部、ほうじ各 115

円

茶町		KINZABURO

静岡県静岡市葵区土
ど

太
だ

夫
ゆう

町
ちょう

27　

Tel. 054-252-2476　

kinzaburo.com　

水曜定休　

9 時 30 分～ 18 時　日曜・祝日 10 時～ 17 時　

新たな静岡名物、豪華な抹茶ジェラート

SNSで情報が世界へと一気に発信される時代。おやいづ製

茶は今、静岡で一番話題性のあるジェラートを作っている。

それが「金の濃厚抹茶」ジェラートだ。そもそも若い世代に

もお茶に親しんでもらいたいと、1kg10 万円もする碾
てん

茶
ちゃ

を石

臼で挽いて抹茶にしたものを使用。美味しくないわけがない。

「さらに話題性ということで、10㎝角程度の金箔をのせてい

ます」と企画課の横山さん。取材中にもひっきりなしにジェ

ラート目当てのお客がやってくる。ここでしか食べられない香
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り高く濃厚な味わい、ぜひ一度足を運んでみてほしい。

手前から本格濃い抹茶シングル 360 円、金の濃厚抹茶シングル 900 円、

さわやか本山緑茶 360 円（すべて税込）

おやいづ製茶本店

静岡県静岡市駿河区向
むこう

敷
しき

地
じ

1198-1　

Tel. 054-259-6775　

8 時 30 分～ 17 時 30 分　

日曜・祝日定休　

www.oyaizu.co.jp

東京から新幹線で約 1 時間、京都から約 1 時間半と、アクセスもしやす

い静岡。県内には大きく分けて 8 つのお茶の生産エリアがある。お茶の

収穫時期は一番茶といわれる新茶が 4 月末から 5 月半ば、二番茶が 6 月

中頃、三番茶が 7 月後半。静岡を旅するなら、茶畑が美しい新緑に染ま

る 5 月をお勧めしたい。

■静岡県内の宿情報

www.japanican.com/en/hotel/list/22

■オーダーメイドツアーのご相談

www.royalroadginza.com
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日本を
旅する ［ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	熱海］で味わう

海辺の美食・憩いの時
と

間
き

撮影＝西山	航
取材・文＝清水千佳子
ヘアメイク＝西村佳苗子（ウエストフリエ）

 p.070

都心に近い温泉地として人気の静岡県・熱海市に、2016 年

10 月にオープンした「ザ・ひらまつ ホテルズ＆リゾーツ 熱

海」。数寄屋造りの建物で海を眺めながら、静岡近郊の食材

を生かしたフランス料理が味わえます。前駐日アメリカ大使

館公邸料理長のメアリーベス・ボラーさんが、そのユニーク

な魅力に迫りました。

(p.070)

夜、灯りがともると一段と趣が増すホテル。広い水盤越しに見る姿は屋

形船のようにも。ミロのリトグラフが彩るダイニングでソムリエとの会話

を楽しんでいるのは、今回の旅人、メアリーベス・ボラーさん。

 p.072

日本全国そしてパリに 34 のレストランを展開する「ひらま

つ」。2016 年には「滞在するレストラン」をテーマに3軒の

ホテルを相次いで開業して話題を集めた。その一つで、東

京から近く、古くから別荘地として栄え、文豪にも愛された

温泉地、熱海に誕生した「ザ・ひらまつ　ホテルズ＆リゾー

ツ	熱海」を今回訪れたのは、メアリーベス・ボラーさん。

前駐日アメリカ大使のキャロライン・ケネディさんに請われ

て来日し、約 2年半、大使館公邸の厨房を指揮した人物だ。

大使館勤務時代、休みごとに日本各地を旅していた彼女も

熱海は初めて。現代の名工・木下孝一棟梁が手がけた数寄

屋造りの玄関を抜け、窓外に空と海のパノラマが広がるラウ

ンジへ通されると、思わず歓声を上げた。「開放感がありま

すね！東京からたったの	50 分なのに、ずいぶん遠くへ来た

感じがします」。

　客室は洋室 11室、和室の特別室 2室のすべてがオーシャ

ンビュー。特別室の 1つ「松の間」で一晩を過ごしたメアリー

ベスさんは、「星空の下で入った露天風呂が最高でした。朝、

テラスのソファでコーヒーをいただいたのも気持ちがよかっ

たです。部屋に飾られていた書や漆の文箱、欄間の彫刻な

ども本当に素敵」と満足そう。

　ホテル最大の魅力は食事。腕を振るうのは、パリ店など「ひ

らまつ」の店舗で修業後、「ブラッスリー	ポール・ボキュー

ズ	大丸東京」の料理長を務めていた三浦賢
かつ

也
や

氏。「熱海の

よさは生産者の方 と々距離が近いことです。畑へも頻繁に出

かけられるし、地元の漁師さんの船に乗せてもらうこともで

きる。信念と情熱を持って食材を獲り、育て、届けてくださ

る方々に支えられています。先日は感謝を込めて、鱒を養殖

している功
くぬ

刀
ぎ

さんご夫妻とマッシュルーム農家の長谷川さん

ご夫妻を招待しました。お客さまには、料理とともに食材に

まつわるストーリーも味わっていただきたいと思っていま

す」。その熱い思いは生産者の名前がいくつも記載されたメ

ニューにも表れている。

　そんな三浦シェフが作るフランス料理のフルコースディ

ナーを、メアリーベスさんは「美しい」「美味しい」と感嘆し

ながら一品一品じっくり賞味。デザートのタイミングでシェフ

が現れると、敬意と親しみを込めた笑顔でこう言った。「素晴

らしかったです。メニュー名を見るとクラシックなのに、実

際のお料理はシェフらしいひねりが加えられていて現代的。

そして、もう一つ印象に残ったのが、地元・静岡の旬の新

鮮な食材を積極的に使うところです。そういうところは私と似

ていると感じました。漁師さんと釣りに行けるなんて羨まし

い。私もぜひ行ってみたいです」。それを聞いたシェフは顔

をほころばせて「ありがとうございます。今度一緒に釣りに

行きますか？」と返し、食のプロフェッショナル同士、しばし

会話が弾んだ。

　心洗われる海景色と風情ある数寄屋建築、「ひらまつ」自

慢のフランス料理が融合した小さなラグジュアリーホテル。

週末のリフレッシュに必要なすべてが揃っている。
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メアリーベス・ボラー

ニューヨーク生まれ。ニューヨーク、フランスのアルザス地方、ロンドン

などの三つ星レストランで実績を重ねてきた前駐日アメリカ大使館公邸

料理長、イベント・プランナー。現在は主に食材や料理を通して異なる

文化の相互理解を深める「フード・ディプロマット」として活動中。

(p.072)

上：146㎡の特別室「松の間」は相模湾と島々を見晴らせる露天風呂付

き。

中段左：井上有一の書。館内にはほかに片岡球子のリトグラフなども。

中段右。高級マットレス「レガリア」を使用したベッドは吸い込まれるよ

うな寝心地。

下段左：日本庭園を望む広縁でコーヒーブレイク。

下段右：30 年前、企業のオーナーが別荘として建てた当時から残るステ

ンドグラス。

(p.073)

上：10 月からの新作「天竜・二
ふた

俣
また

の罠師片桐さんから届いた本州鹿ロー

スのロティ」。シェフ絶賛の鹿肉はクリアな味。

下段左：三浦シェフの熱心な説明を聞きながら料理を堪能するメアリー

ベスさん。

下段右：「功刀さんが育てた《くぬぎ鱒》のミ・キュイ」。マッシュルー

ムは長谷川さんが育てた《ポットベラ》。

(p.073)

ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	熱海

静岡県熱海市熱海 1993-237

Tel. 0557-52-3301

www.hiramatsuhotels.com/atami

基本料金は洋室 1 室 2 名利用で 1 泊夕朝食付き 1 名 5 万 5600 円～、

「松の間」は 9 万 6400 円～。

いずれも税・入湯税別、サービス料込み。

KIJEアンバサダーが発信する日本の魅力に注目

日本の風土・文化をより深く知る入り口ともなる魅力溢れるデスティネー

ションの数々を、アンバサダーの皆さんが体験・案内します。

ここにご紹介しきれなかった今回のメアリーベスさんの旅の記録や、取

材の舞台裏を Facebook, Instagram でお楽しみください：

facebook.com/marybethboller.camino

facebook.com/edit.tokyo.japan.jp

instagram.com/kije_magazine
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旅館
冬籠り
［	The	Ryokan	Collection	］

文＝鈴木博美

p.074

あらゆる自然が眠り沈黙する冬は、キンと張り詰めた冷たい

空気が澄んだ美しさを湛える季節。凍てつく寒さを近くに感じ

ながらも、身も心もほっこりとした温もりに包まれる冬の旅館

には、この季節だからこそ味わえる、この上ない安らぎが待っ

ている。

雪月花。それは、古くより日本人が愛でてきた自然美を代表

する３つである。この小さな島国が桜の花に包まれてほの

かなピンク色に染まる春は、多くの人が花見に興じる。また、

大気が澄み、月の光がさやけさを増す秋には、天空の月に

想いを寄せ月見を行うというのも風流な習慣として広く知ら

れていることだ。それらと並び挙げられているのが冬の雪。

ひらひらと舞い降りる雪の様子や、清め洗われたかのような

白一色の景色を、雪見と称して人々は楽しんだ。気候的に過

ごしやすい時季の、あでやかな自然ばかりを追い求めるので

はなく、寒く厳しい冬にすら風流な美しさを見出すことから

は、まさに折々の自然を受け入れ寄り添いながら生活し、文

化を育んだ日本人らしい感性を知ることができる。

スキーやスケートといったウィンターレジャーで活動的に

冬を楽しむのもよいが、日本らしい冬の風情を味わうのであ

れば上質な旅館で ”冬籠り”するのがおすすめだ。 ”冬籠り”

とは本来、寒さを避けるために家の中にこもりがちになって

暮らすことをいう。雪国の人々は炬燵や囲炉裏端で、春に向

けての畑仕事の準備をしたり団欒をしながら長い冬が明ける

のを待った。雪が降る夜は、とても静かだ。積もった雪が全

ての物音を吸い取ってしまうかと思えるほど、しんと静まりか

えっている。その静けさの中、囲炉裏の炭や薪が時折パチン

と小さな音を立てる。ガスが普及したことで現在ではほとん

ど見かけることがなくなってしまった、郷愁を帯びたそんな

日本の原風景を体感してみてほしい。ゆっくり燃える炎を眺

めているうちに心が安らいでいくのがわかるはずだ。

　冬、眼前に広がるのは、木々も葉を落とし山が眠りについ

た枯淡の風景。一切が削ぎ落とされたさびた景色に滲み出

る、霜や氷の結晶の一瞬のきらめきや艶やかさはまさに引

き算の美学の極致。冴えた透明感ある美しさを思いがけず

発見することができるだろう。あえて今、冬籠りして静かに

過ごす。それは、冬ならではの自然の美しさに心を寄せると

ともに、寒いからこそ強く感じられる温もりを味わうことでも

ある。特に冬場の温泉は格別だ。冷たい空気に、温泉の湯

けむりはいっそう勢いよく上がる。かじかんだ体を湯船に沈

めれば、涌き出でる湯の温かさに体が溶けてゆくかのよう。

また、室内のぽかぽかと優しく柔らかな冬の日だまりで読書

やもの思いに耽る時間は、きっと何とも言えぬ穏やかな幸福

感をもたらすだろう。さらに冬は、ふぐ、たら、ぶり、カニ、

牡蠣といった海の幸が豊富な時期である。それらをたっぷり

盛り込んだあつあつの鍋料理は、この季節らしいご馳走。 

50℃程に温めた熱燗の酒をお供にするのがおすすめだ。冬

の旅館での滞在は、心までほっこりと温まる至福のひととき

となるだろう。

(p.075)

左上：160 年前の豪農の館を移築した「倭乃里」本館の大きな囲炉裏。

夕食の後には、青竹の筒に日本酒を入れ囲炉裏で燗をつける名物「かっ

ぽ酒」が振る舞われ、宿泊客同士の交流の場にもなっている。

上：日本の原風景を現代に伝える、合掌造りの離れ。目の前を流れる清

流のせせらぎが心を和ませる。

左：総檜の風呂から見えるのは、飛騨の雄大な景観。冬季は雪見しなが 

ら温泉を楽しめる。 写真提供 = 倭乃里

(p.076)

上：自然との調和をテーマにした「季譜の里」のスイートルーム「都わ 

すれ」。木を生かしたインテリアが落ち着きのあるシックな雰囲気を醸し

出している。

右：館内のいたるところに、季節の花が生けられている。じっと春の訪

れを待つ梅の蕾がいじらしい。

下：部屋に温泉が引かれている「都わすれ」のバスルーム。プライベー

トな空間で心おきなく温泉に癒やされる。 写真提供 = 季譜の里
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(p.077)

上：「別邸 音信」での冬の夕食には何と言っても、山口県名産の天然ふ

ぐを味わい尽くすコースがおすすめ。コースの主役、ふぐ鍋で体が芯か 

ら温まる。

右：湯治に最適な肌に優しい泉質。掛け流しの良質な温泉の大浴場に

は、開放的な露天風呂のほか、横になって入れる寝湯もあり、リラック

スして過ごせる。 写真提供 = 別邸  音信

倭乃里
豪雪地帯として知られる飛騨の山間の隠れ里に位置する、
大自然のふところに包まれたわずか 8 室だけの小さな宿。

世界遺産の白川郷から移築した合掌造りの部屋をはじめ、

日本建築の深みと趣を楽しめる個性豊かな客室を有してお

り、一枚ガラスの大きな窓から手つかずの自然が織りなす

四季折々の姿を間近に感じることができる。名物の飛騨牛や

飛騨野菜、川魚などの地元の食材を生かした郷土料理や、

かまど炊きのご飯の美味しさにも定評がある。
住所／岐阜県高山市一之宮町 1682　部屋数／ 8 室

季譜の里

湯
ゆの

郷
ごう

温泉は、1200 年の歴史を誇る岡山県を代表する温泉地。

「季譜の里」は、肌がすべすべになる美人の湯として名高い

この名湯を、ゆっくり堪能できる旅館だ。庭園を望む大浴場

や露天風呂をはじめ、貸切露天風呂、デトックス •温熱効果

の高い天然鉱石を使用した蒸し風呂など、湯処が充実してい

る。秋の間に旨みたっぷりの脂を蓄えた猪のシシ鍋コースは、

贅沢な冬季限定の旬の味。地産の滋味溢れる一品だ。雲海

の名所・大山展望台に程近く、冬、運が良ければ幻想的な

景色に出会える。

住所／岡山県美作市湯郷 180　部屋数／ 33室

別邸	音信
開山 600 年を迎えた古刹、大寧寺に源泉を持つ長門湯元温

泉の老舗旅館「大谷山荘」の別館として2007 年に開業。日

本の湯治文化にモダニズムを加味し、現代的な和のラグジュ

アリー空間を体現した温泉リゾート。視界の先にのどかな山

の風景が広がる客室全てに源泉掛け流しの露天風呂があり、

館内はスパやジム、バーなども備えている。四季折々の美味

を味わえる「雲遊」の会席料理のほか、山口県産の ”長萩

和牛 ” や伊勢海老といった厳選食材を目の前で調理する鉄

板焼きも人気。

住所／山口県長門市湯本温泉　部屋数／ 18室
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しつらい 年神様を迎える
―洗練の招福しつらい 		

撮影＝小野祐次　スタイリング＝横瀬多美保　料理製作＝久保香菜子

正月飾り製作＝山下郁子〈TSUBAKI〉　市村美佳子〈緑の居場所デザイン〉

文＝安藤菜穂子　協力＝伊佐ホームズ

 p.078

年末に身の回りを綺麗にし、お正月には居ずまいを正して年

神様をお迎えする。どれほどライフスタイルが変化しようと、

変わらぬ日本の習慣です。気鋭のフラワーアーティストやスタ

イリストに習い、現代の住まいや暮らしと響き合う、モダンで

洗練されたお正月迎えをご紹介します。

「実とらず」とは、神様に捧げるため、実る前に刈り取る稲のこと。すっ

くと立つ「実とらずのお正月飾り」は玄関にぴったり。伝統の清らかな

素材をモダンに仕立て、現代の暮らしにも合うようにデザイン。

／ TSUBAKI

Flower	Art	and	Arrangement	TSUBAKI

山下郁子さんが主宰するフラワーショップ。イベントやディスプレイなど

の演出、植木も含めたトータルコーディネートが得意。自然の作り出す

素材感を生かし、繊細さと力強さを感じさせるアレンジメントに定評が

ある。

輪飾りと室内用のアレンジメントを製作する正月飾りのレッスンはウェブ

もしくはメールにて受付。12 月開催予定。詳細はウェブにて。

東京都目黒区八雲 4-3-5

完全予約制

日曜定休

contact@tsubaki-tokyo.jp

tsubaki-tokyo.jp

 p.080

縁起物で手作りの箸置き

横瀬多美保さんからのオーダーで TSUBAKI の山下さんが作った「寿ぎ

の箸置き」。松葉や稲穂を水引で束ねたり、水引そのものをまとめて結

んだり。小さなものをこしらえる楽しさは、時間を忘れてしまうほど。水

引の色や南天の実など、さまざまな組み合わせを試してみたい。

土井宏友作の錫銀箸 3500 円。長さ 23cm。受注生産。

暮らしのうつわ　花田

webmaster@utsuwa-hanada.jp

www.utsuwa-hanada.jp

横瀬多美保

インテリアスタイリスト。自身の暮らしに根ざしたモダンでエレガントな

コーディネートに定評があり、雑誌のインテリア企画や料理本のスタイ

リング、百貨店のディスプレイなど多方面で活躍。今回は TSUBAKI の

山下さんとコラボレーションした横瀬さん流のお正月迎えを、自身のた

めに誂えた錫銀箸やガラス重などを使って披露していただいた。

 p.081

聖なる森の正月飾り

清爽な香りを放つ岐阜県・加
か

子
し

母
も

の森のスギとヒノキの枝を本麻できり

りと束ね、輪に結んだ紅白の水引と餅花で華やかさを添えた「緑扇の正

月飾り」。加子母の森は樹齢の異なるさまざまな木々を適切な場所に植

え、計画的に切り出すことで、森全体を美しく循環させる仕組みが作られ

ている。ここで育った木は伊勢神宮のほか、法隆寺、姫路城の修復用材

などに使用されている。／緑の居場所デザイン

緑の居場所デザイン

店舗やオフィス、住宅の生花装飾やイベントやパーティのディスプレイの

ほか、アトリエにてレッスンも行う。主宰の市村美佳子さんは、縁あって

加子母の森と出合い、その生命力や香り、森に漂う清らかな空気に魅了

され、この森のヒノキとスギを使った作品づくりを続けている。

東京都港区南青山 6-1-6 パレス青山 606　

www.midorinoibasho.jp

 p.082

招福のしつらい

日本の行事のなかでも、もっとも古い起源をもつと言われる

お正月。一年の始まりに年神様を迎えるための門松やしめ飾

りが、家庭やオフィス、商店などそこかしこに飾られ、日本

中が静謐な気配を漂わせる。年神様は、本来は稲作の神様。

その年の作物が豊かに実るように、また、家族が元気で暮

らせるように見守ってくれる。稲穂や松、藁から編んだ縄な

2017年		秋／冬号		日本語編

apanese tex tJ

Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
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どにいっとき宿ると信じられているため、正月飾りにはこうし

た素材が使われることが多い。

　今回は気鋭のフラワーアーティストやスタイリストに、彼ら

ならではの、新しいお正月飾りの在り方をたずねてみた。

伝統の清らかな素材を現代の暮らしに

2014 年に「フラワー・アート＆アレンジメントTSUBAKI」を

オープンした山下郁子さん。縄を使ったお正月用リース（写

真・左上）のワークショップを開催するなど、現代のインテ

リアに合う、洗練されたお正月飾りの提案を行ってきた。

　今回の特集では、稲穂が実る前の青いうちに刈り取った「実

とらず」の稲藁を、シンプルに束ねた玄関飾りを披露（P.78-

79）。水引をきりりと結び、結び目に神の依
より

代
しろ

となる松を添

えた凜 し々い姿は、モダンさと強さを備えている。

聖なる森から届いた正月飾り

20 年に一度行われる、伊勢神宮の式
しき

年
ねん

遷
せん

宮
ぐう

。その御用材の

ための神宮備林を擁する加子母の森は、岐阜県の東部、長

野県との県境に広がる。この森で育つ「東
とう

濃
のう

ひのき」は伊

勢神宮のほか、法隆寺金堂、姫路城、銀閣寺などの修復用

材や、名古屋城本丸御殿の復元などに使用されてきた名木。

「美
び

林
りん

萬
ばん

世
せい

之
これをたやさず

不滅」。これは、加子母の森が掲げる理念。植林・

伐採の時期や場所をずらすことで、草花や動物、清らかな

水が自然に育まれ循環する。

　フラワーアーティストの市村美佳子さんはこの森に魅了さ

れ、森のヒノキとスギを使った作品づくりを続けてきた。今

回は青々としたスギとヒノキの枝を麻で束ね、餅花と水引を

あしらった「緑扇の正月飾り」を製作。玄関ドアや居間の壁

など、どこにでも掛けられ、場を清めてくれるかのような鮮

烈な香りを放つ（P.81）。うってかわって華やかな「花珠と緑

珠の正月飾り」（写真・上中央）は、バラとダリアの花珠に、

スギとヒノキで作った丸い緑珠を連ね、ヒカゲノカズラと白

玉カズラをあしらった個性的な飾りもの。清らかさの中にも、

どこか優しさが漂う。

誂えたり手作りしたり　祈りを込めて吉祥を招く

来る新年に向けて、工夫を凝らしてお正月の準備をする。忙

しい師走のさなかとはいえ、かけがえのない楽しさがある。

スタイリスト・横瀬多美保さんのお正月迎えはさまざまなオー

ダー品がうまく調和してひとつの世界をなす。今回はシル

バーを基調にしたエレガントな提案。銀のクロスに錫銀箸、

ガラスのお重と、専用に誂えた銀の蓋。この元からある食器

に「蓋」を誂えるアイデアは、見慣れた食器を一味違って見

せてくれる。平らな蓋なら銘々皿にも早変わり（写真・下）。

TSUBAKI の山下さんにお願いした箸置きもぜひ真似したい。

　年神様を清 し々く迎えるためのお正月の準備は、過去一年

の邪を払い、新たな福を招く祈りそのもの。さて、今年は何

を用意して新たな年を迎えようか。

（左上）

「寿ぎの輪飾り」。縄に、松、ヒカゲノカズラ、稲穂、南天の実を添えた

／ TSUBAKI

（中央上）

「花珠と緑珠の正月飾り」。結び飾りの組紐は、仕
し

覆
ふく

作家・上田晶
せい

子
こ

さん

によるもの／緑の居場所デザイン

（右下）

ガラス作家・河上恭一郎さん作の桝が重ねられることに気づいた横瀬さ

んは、漆芸家の土井宏友さんに銀彩で蓋の製作を依頼。「ガラスは中が

透けるので、”見通しがよい一年に ” との思いを込めて」と横瀬さん。銘々

重としても、写真のように集めて蓋を銘々皿として使うこともできる。ガ

ラス桝は注文可能。縦 9 ×横 9 ×高さ 5cm。各 1 万 2000 円。

河上恭一郎　FAX 0267-32-2155

松葉を水引で束ねて作るオリジナル箸置き

5㎝ほどの長さにそろえた松葉や稲穂を水引で結び、箸置きにする山下

さんのアイディア。「少々値が張りますが、水引は絹巻きのものを選ぶと、

どなたでも扱いやすいと思います」とアドバイス。巻き始めと巻き終わり

を上手に隠すのが、きれいに仕上げるコツ。
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■ Features

初夏、信州ワインバレーを旅する
本州の中央部に位置し、美しい山と川に恵まれた長野県。

なかでも起伏が激しく、蛇行の多い千曲川周辺では、多種多様なナガノワインが誕生しています。

次の夏は、ワインと美食を楽しむ旅へ出かけてみませんか？

可愛い楽しい癒やされる―動物カフェ天国
猫カフェ、犬カフェ、小鳥カフェにハリネズミカフェ……。

小動物と触れ合い、ひとときの癒やしを得られる都会のパラダイスを特集します。

建築都市		金沢の魅力
歴史的建造物から近現代の建築までが融合しながら、独特の街並みを形作っている金沢。

その魅力をインパクトあるビジュアルでお届けします。

＊特集は変更になる可能性があります
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