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■ 巻頭特集

016	 緑陰の九州――工芸を巡る旅
	 佐賀県の唐津焼や長崎県三川内焼に代表される陶芸文化、大分県に伝わる竹細工、そして

長崎県のびいどろなど、美しい工芸が息づく九州。緑豊かな初夏を舞台に、工芸と自然を
楽しむ旅へとご案内します。

■ 特集

042	 毎日がお祭り！　夏祭り日めくりカレンダー
	 慰霊や鎮魂といったしめやかさと、華やかさやエネルギーの爆発とが絶妙に混在する日本

の夏祭り。年間全国30万件はあるというお祭りの中から、お祭り評論家・山本哲也さんが
オススメする、行って、見て、楽しめる夏祭りを一日1件、1カ月分ピックアップしました。
今日はどこのお祭りへ出かけましょうか？

058	 老舗の抹茶おやつ
	 改まった茶席でいただく格式高い飲みもの、あるいは毎朝立ち寄るコーヒースタンドでテイク

アウトするラテ？　このほろ苦い一杯に馴染みがある人もそうでない人も、新しい姿にきっと
出会える、濃厚な抹茶が主役のおやつ作りを京都の老舗「丸

まる

久
きゅう

小
こ

山
やま

園
えん

」に教えていただき
ました。

070　魅惑のデスティネーション、伊勢志摩
	 ――「ザ・ひらまつ		ホテルズ＆リゾーツ		賢島」で出会う極上の滞在と ”御

み
食
け
つ国
くに
”の美味

	 昨年のサミットで脚光を浴び、新たなる旅の目的地として注目されている三重県・伊勢志
摩。風土の中で育まれたさまざまな魅力を、KIJEアンバサダーの写真家、エバレット・ブラ
ウンさんが体験します。
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009	 Works　櫻　画・文＝篠田桃紅

012	 天高く願いを届ける鯉のぼり
	 5月5日端午の節句に空高く掲げられる鯉のぼりは、天におわす神様に男子誕生を知らせる

目印。祝福と加護を願う心が込められた、江戸時代から今に残る習わしです。

036	 デザインラボ
	 気になる、驚かされる、癒される、見とれる、触りたくなる、五感のデザイン。
	 ・文様―地紋に宿る情緒
	 ・建築―抽象絵画のなかに住む
	 ・プロダクツ	―削り屑から花が咲く	
	 ・プロダクツ	―新技術が開くデザインの可能性
	 ・プロダクツ	―炭の浄化作用で家も心も美しく

051	 KIJE	プレゼント付きアンケート

052	 アーティスト・インタビュー	
	 ●上妻宏光 ―― 文化を繫ぐ革新者
	 ●藤田理麻 ―― 行動する画家

056	 イベントガイド＆カレンダー

076	 Luxury	for	the	Senses		[The	Ryokan	Collection]

080	 和文テキストのご案内	/	KIJE	Japan	Guideのご案内

081	 書店リスト	/	KIJE	通販サイト

082	 定期購読のご案内

085	 KIJE	パートナーホテルズ

090	 次号予告

表紙	 元庵好みの氷宇治金時（p.61）

	 制作＝丸久小山園

	 撮影＝内藤貞保

目次	 千代紙＝いせ辰
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Works
櫻
画・文＝篠田桃紅 	

 p.009

墨による表現を極めてきた美術家が、日本の春を象徴する桜

に寄せる深い思い。今号では岐阜現代美術館に所蔵されて

いる、篠田桃紅筆の作品をご覧にいれます。

木のそばに、貝を二つ並べた下の女、を

さ
・

く
・

ら
・

という木の文字とした、

古代のひとの心ははかり難いけれど、

おしはかる筋道が全く無い、

というわけでもないような……。

組み込まれた「女」の仲間である私は、

「櫻」の字を見ると、見る度に、

何となく心が波打つような、

一種ふしぎなものに

打たれる感じを持ちます。

岐阜現代美術館所蔵

写真提供／岐阜現代美術館　

口絵

天高く願いを届ける鯉のぼり
	

写真＝ ainoa　文＝編集部

監修＝渡辺要市（ワタナベ鯉のぼり）、日本人形協会

 p.012

鯉のぼりは、男の子の誕生を、天におわす神様に知らせる目

印。祝福と守護を願い、端午の節句に空へと高く掲げる習わ

しは、江戸時代から始まったといわれている。悠々と空を泳

ぐその姿は、日本の五月の風物詩でもある。

戦場で自らの陣の目印とし、守護神の加護を願った旗指物。

江戸時代となり世間が平和になるにつれ、その旗指物の上

についていた幟
のぼり

に鯉が描かれ始めた。伝えられるところで

は、中国の登竜門図がそのルーツとなっているらしい。鯉

が大きな滝を登って竜になるという伝説にあやかり、和紙に

描いた鯉を空に揚げるという風習が始まった。風に乗ってダ

イナミックに泳ぐその姿の勇ましさ、滝を登る立身出世への

思いが込められた鯉のぼりは、季節の変わり目を祝う五節

句の一つである5 月5日の端午の節句、すなわち男の子の

成長を祝うものとなったのである。

　鯉のぼりは ”屋根より高く” 掲げることが重要だといわれ

る。天の神様に、我が家に男の子が生まれたことを知らせ、

祝福と加護を願うのが鯉のぼりの意義だからだ。和紙から、

綿に職人が手描きしたものへ、そして合成繊維にプリントし

たものへと時代とともに形態は変化してきた。しかもマンショ

ンなどの集合住宅が多くなり、屋根より高く鯉のぼりを揚げ

ることができる家は少なくなってきてはいるが、鯉のぼりの

意義と伝統は今も脈々と受け継がれている。

　家庭での節句の祝いとは別に、鯉のぼりの雄姿を多くの

人に楽しんでもらう季節の風物詩として ”川流し” が始まっ

た。これは大量の鯉のぼりを連ね、大きな川の上に渡すもの。

屋根より高くはないけれど、群れを成して新緑に溢れた五月

の空を泳ぐ鯉のぼりは壮観だ。2011 年の東日本大震災の折
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には、日本鯉のぼり協会から被災地へ、250 セットの鯉のぼ

りが贈られた。 ”逆風に立ち向かう勇気と元気を ”。鯉のぼ

りに込められた復興への願いが天高く届くことを祈りたい。

(p.012）

富士山を背景に力強く泳ぐ鯉のぼり。長い竿の先には矢車、一番上に

は吹流しが飾られるのが通例。写真 = 広瀬フォトオフィス（イメージナビ）

(p.014）

上：戦前は黒い真鯉（父親）と赤い緋鯉（息子）だけだった。父親の

背を見て力強く成長せよという意味合いだったが、昭和 40 年代半ばに

起こった第二次ベビーブームをきっかけに、現在は青やピンク、緑など

カラフルな鯉が増え、鯉のぼりにもたくさんの家族ができている。

写真＝ゴラーズ・ヴィルハー（芳賀ライブラリー）

下：2016 年秋まで手描き鯉のぼりを製作していた埼玉県加
か

須
ぞ

市の橋本

弥吉商店（現在は閉店）。加須市では毎年 5 月 3 日に全長 100 メートル

の ”ジャンボこいのぼり ” を揚げる加須市民平和祭を行っている。詳しく

は加須市役所 www.city.kazo.lg.jp で確認を。写真 = 芳賀日出男（芳賀

ライブラリー）

(p.015）

昭和 49 年に日本で初めて、川流しのお祭りを開催した高知県の四万十

川。当初は小さい規模だったが、現在では 500 匹もの鯉のぼりが空を

泳ぐ。毎年 4 月の終わりから 5 月後半にかけて開催。写真 = 満田新一郎

（芳賀ライブラリー）
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巻頭特集

緑陰の九州、工芸を巡る旅
		

写真＝鈴木一彦 (p.16-25、30-33)、坂本正行 (p.26-29)、齋藤幹朗 (p.34-

35)

文＝西村晶子 (p.16、20-25)、萬	眞智子 (p.26-27)、片柳草生 (p.18、30-

33)、安藤菜穂子 (p.34-35)

 p.016

緑溢れる初夏を舞台に、豊かな工芸文化が息づく九州を旅し

ましょう。佐賀県では唐津焼の伝統に今の感性を重ねながら

進化し続ける新鋭たちを、そして長崎県の隠れ里では圧巻の

技法を伝え継ぐ陶工たちを訪ねます。鮮やかな色彩で魅了す

るのは、長崎県で花開いたガラス ”びいどろ” の物語。大分

県では、手仕事が生み出す上質な日常の道具として、いま

新たに脚光を浴びる竹細工の魅力に出会います。

（p.016）

染付磁器の技を磨き続ける、長崎県の三
み

川
かわ

内
ち

焼
やき

「平戸松山」の陶房にて。

代表的な唐子の絵柄は、主人だけが手がけるもの。

右ページ：おおらかな気風のやきものの町・佐賀県の唐津では、窯か

ら煙が立ち上るのどかな情景と出会える。

（p.018）

「籠は縁次第」と言われるように、縁がしっかりしていれば籠は長く使用

できる。大分県竹田市の竹細工師・桐
きり

山
やま

浩
ひろ

実
み

さんが作る籠は、何重に

も補強された竹ひごの力強い縁が特徴的。

右ページ：大分県は日本一の真竹産地。弾力に富み、緻密な表皮はつ

ややかな光沢を放つ。籠細工には 4 ～ 5 年目の竹が最適。桐山さんは

いつも工房近くにある紙
かみ

漉
すき

地区の竹林や岡
おか

城
じょう

跡周辺に竹を探しに行く。

陶芸
―佐賀・長崎

 p.020

多彩な技が生み出す「盛りたくなる器」
大陸や朝鮮への玄関口で交易の港だった佐賀県の唐津は、

唐津焼の発祥の地であり、やきものに触れながら、山海の

幸を巡る散策が楽しめる城下町。「見るものすべてが美しく、

日本人が大切にしてきたていねいな暮らしぶりがあり、食材

もとても豊富。初めて見る魚や果物、鯨肉が売られているの

にはびっくりしました」と今回の旅に同行してくださった大原

千鶴さん。「唐津は20数年前に母たちと訪れて以来のことで、

そのときは伝統的な唐津焼を見せてもらいました」。今回は、

日常の食卓をより楽しくする器を求める旅へ。

　伝統的な唐津焼というと、土の質感を生かした素朴で野趣

に富む肌合いを思い浮かべるが、岡	晋吾さんの器は白磁、

青磁、粉
こ

引
ひき

、染付、赤絵など、実に多彩だ。岡さんは骨董

や全国各地のやきものの研究に長年取り組み、釉
ゆう

薬
やく

の配合

や土のブレンドを試みるなどして独学でものづくりに挑戦し

てきた。最近では料理店や窯元のプロデュースも手がけると

いう。「過去のものやデータを参考にするだけでなく、器を

使う立場になっても考えます。白色は明度やトーンを変える

ようにし、呉
ご

須
す

はいろいろな濃淡を揃えています」。

　岡さんのアトリエで、料理を実際に盛ってみるのに大原千

鶴さんが手にしたのは、白磁、安
あん

南
なん

色絵、銀彩の器。涼し

げな青みを帯びた白と、涙形や高台の変形皿を取り混ぜ、

唐津の美味を引き立てた。「磁器なのにやさしい風合いで、

独特のやわらかさやぬくもりが感じられます。使い手に委ね

る自由さがあるので、家庭料理を盛るのにぴったり」。この

日は岡さんの奥さまで同じく陶芸家のさつきさんも加わって、

楽しい酒宴のひとときとなった。

左：大原さんは唐津市内の市場で選んだ地元食材を持って岡さんのアト

リエを訪問。即興で料理をし、岡さんの器に盛りつけた。魚の ”唐いっ

さき ”( イサキ ) はあら炊き、鯨はお造り、パプリカはおひたしに。「岡
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さんはいろいろな様式の器を、使う人のことを思いながら作っておられ

ることが、実際に料理を盛ってみてより強く感じました」と大原さん。器

は手前から、「銀彩鉄絵片口向付」、「白
はく

瓷
じ

六寸平皿」、「呉須色絵白金

彩石榴
ざくろ

文鉢」、「白瓷筋文高台皿」、取り皿は「灰白資陽刻文オーバル小

皿」、「緑彩白金彩小碗」。

上：持ちやすくて注ぎやすい「白瓷縞注器」。

大原千鶴	( おおはら・ちづる)

京都・花
はな

脊
せ

の料理旅館に生まれ、幼い頃より料理の感性を磨く。現在

は中京区に住み、季節感を大切にした美しくおいしい家庭料理を提案す

る料理研究家として活躍。

岡		晋吾	( おか・しんご )

1958 年長崎県佐世保市生まれ。肥前諸窯に勤務後、35 歳で独立。

2003 年唐津に移転、築窯。

天平窯

佐賀県唐津市浜玉町大字東山田 1328-1

11:00~17:00

不定休

Fax 0955-56-2061

tenpyougama@gmail.com

www.tenpyougama.com

 p.022

古陶の美に魅せられた新鋭たち
豊かな漁場で知られる呼

よぶ

子
こ

の海を一望する、陶芸家・矢野

直人さんの陶房を訪ねた大原千鶴さん。矢野さんと同世代

で、唐津で作陶に励む竹花正弘さんと浜野まゆみさんも集

い、古今の唐津焼への思いが語られた。

　留学先のアメリカで自分の原点を見つめ直し、家業のやき

ものの世界に入った矢野さんは、30 歳の時に桃山時代の古

唐津の名品に出会い、その力強さに魅了された。「今は古唐

津の窯元があった土地から砂岩を採取し、土や釉薬などの

材料は自分で作っています。昔の職人と同じやり方で時間も

手間もかかりますが、繰り返すことで少しでも古唐津の本質

に近づけたらと思っています」。

　12 年ほど前に山深い唐津北部の巌
きゅうらぎ

木町に移り住み、自分

で作った昔ながらの割
わり

竹
たけ

式
しき

登り窯で作品を焼く竹花さんもま

た、古唐津を手本にさまざまな様式に取り組んでいる。「古

いものはいろいろなことを教えてくれ、気付かせてくれます。

古唐津を知ることで、自分だけではわからなかったことが一

つずつ見え、新たな一歩を踏み出せるようになりました」。

　大学時代に専攻していた日本画から、用途のあるものづく

りをしたくて器の世界に転向した浜野さんが力を注いでいる

のは、17 世紀の一時期だけ流行した ”糸切成形 ”。轆
ろく

轤
ろ

を使

わず、粘土を型に押して形を作り、はみ出した部分は糸で切

り出して作る、現代ではほとんど見られなくなった成形手法だ。

「以前本物に触ったんですが、その感触に感動して、絶対に

これがやりたいと思いました。古い仕事ですが、私にはしっ

くりくるんです。今はなんとか形ができるようになったところ

で、400 年の歴史の入り口にやっと立った感じです」。

　先人たちの仕事をたどり、紐解かれた伝統に尊敬の念を

寄せ、作陶に取り組んでいる3 人だが、最近は使いやすさ

や使うことによって生まれる ”用の美 ” も考えるようになって

いるという。盛りやすいサイズや料理に合う地肌や形につい

て、料理家である大原さんに尋ねる場面もあり、ものづくり

の途上で挑戦はまだまだ続くことを窺わせた。

(p.023)

左ページ：大陸に最も近い唐津・名護屋に集った（右から）竹花正弘さ

ん、大原さん、浜野まゆみさん、矢野直人さん。「唐津にはやきものづく

りに向く素晴らしい土壌があり、大陸から渡ってきた技術や気風が今も

残っています。皆さんの器にもそれが脈 と々受け継がれていることを感じ

ます」と大原さん。

右：手前から時計回りに、「絵唐津五寸皿」（竹花正弘作 以下 T）、「白磁

くちなし形皿」、「染付紫陽花紋木瓜形皿」、「色絵櫻花紋ぐいのみ」、「色

絵櫻花紋徳利」（すべて浜野まゆみ作）、「朝鮮唐津向付」（矢野直人作 

以下 Y）、「絵唐津瓜文様鉢」、「粉引耳付小鉢」（ともに T）、「朝鮮唐津

板皿」（Y）。

下、左から：古唐津の素朴な風合いや寂びた色をさらに一歩進めんと試

みる、矢野直人さんの絵唐津。江戸時代に使われていた有田町の泉山

陶石を使い、柿右衛門の絵付を写した浜野さんの色絵。印花文を押しつ
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けて柄を浮き立たせる、朝鮮の昔の技法を今に伝える竹花さんの三島唐

津。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浜野まゆみ	(はまの・まゆみ )

1974 年埼玉県川越市生まれ。武蔵野美術大学日本画科を経て佐賀県立

有田窯業大学校に進学。伝統工芸士・秀島和 ( かず ) 海 ( み ) 氏、「李 (り)

荘 ( そう ) 窯」寺内信二氏に師事し、2001 年川越に開窯。2013 年より

有田で制作。

竹花正弘	(たけはな・まさひろ)

1974 年東京都生まれ。熊本大学卒業後、唐津市の「あや窯」で修業し、

2003 年に独立。一人で窯づくりと小屋づくりを手がけ、古唐津を手本に

やわらかい焼きを追求している。

矢野直人	(やの・なおと)

1976 年唐津市生まれ。5 年間のアメリカ留学を経て佐賀県立有田窯業

大学校に進学。卒業後、嘱託講師として勤務した後、2004 年より実家

の殿山窯にて作陶を始める。2008 年韓国・蔚山 ( ウルサン ) にて 6 か

月作陶、古唐津のさまざまな様式に挑戦している。

殿山窯

敷地内には 2 つの窯があり、ギャラリーも併設する。

佐賀県唐津市鎮西町名護屋 1288

Tel. 0955-82-4162

9:00 ～ 17:00 

不定休

 p.024

隠れ里に息づく白磁の美、染付の技
長崎県佐世保市の南側に位置する三川内で生まれた三川内

焼は、豊臣秀吉が 16 世紀末の文禄・慶長の役の際、李朝

朝鮮より連れ帰った陶工、巨
こ

関
せき

が平戸に窯を開いたことが起

源とされる。当初は陶器だったのが、陶石の発見により白い

やきもの ( 白磁 ) が作られるようになり、平戸藩の御用窯と

なってからは、透けるような白と技巧を凝らしたやきものを

次々に誕生させる。

　藩への献上品を手がけた三川内焼は、工芸の粋を感じさ

せる技巧や細やかな絵付けが特徴。その伝統は今も連綿と

受け継がれ、「嘉
か

久
く

房
ふさ

窯」の今村	均
ひとし

さんは 50 余年精緻な技

法と白に徹した手
て

捻
びね

りや透かし彫りの細工を手がけている。

どんなに精密な細工であっても分業はせず、パーツに分け

ずに一体で焼成し、「白の薄手一筋。先人に負けぬものを作

るには、ひたすら作り続けることです」と今村さんは穏やか

に語る。

　一方、三川内焼を代表する染付の唐子絵を手がけている

のが「平戸松山」の中里月
つ

度
と

務
む

さんだ。「筆の運びと青の濃

淡で描く唐
から

子
こ

絵
え

は窯ごとの個性があります。うちは唐子の表

情や動きで可愛らしさを追求し、そのため筆は使い分け、目

や鼻は専用の筆で描いています」。圧倒的な技の中に、微妙

な手加減でわずかに見せる作家の感性が見てとれる。

(p.024)

中里月度務	( なかざと・つとむ )

1968 年平戸松山の長男として生まれる。有田窯業大学校卒業後、東京・

赤坂の「陶香堂」にて修業。1991 年より父の 15 代平戸松山に師事。

2013 年伝統工芸士の認定を受ける。

平戸松山

長崎県佐世保市三川内町 901

Tel. 0956-30-8657

9:00 ～ 17:00

不定休

(p.025)

今村	均（いまむら・ひとし）

1942 年三川内町に生まれる。佐世保南高等学校卒業後、陶芸家、高
こう

鶴
づる

夏
か

山
ざん

に師事。1961 年 13 代悦山・今村鹿男の指導を受け、1969 年

14 代平戸悦山となる。2014 年「捻り細工技術」佐世保市指定無形文

化財指定。

嘉久房窯

長崎県佐世保市三川内町 692

Tel. 0956-30-8520

10:00~17:00

不定休

左ページ、左奥：唐子の絵付けと青
せい

海
がい

波
は

を組み合わせた、三川内焼の

技の集結といえる「平戸松山」のティーカップ。右上：「献上手唐子図

大皿」、「献上手唐子図細首花瓶」、「唐子置物」。
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このページ：「嘉久房窯」の作品はつややかな白と精緻な技巧が魅力。

左上・手前から、機能美を備えた大小の「三つ葉仲付け小鉢」と「四

方押し珍味小鉢」。右上の白龍は、鋭い牙や爪、逆立つ鱗、髭やまつ

げの描写がまるで生きているかのような迫力だ。

びいどろ
―長崎・佐賀

 p.026

異国の輝きに魅せられて

佐賀県の「副
そえ

島
じま

硝子工業所」で現在販売されている、( 左から )「鶴首瓶」

6480 円、「藍色のちろり」1 万 800 円、「紅色のグラス」3456 円。昔の

ままに ”ジャッパン吹き ” という技法で作る国内唯一の手づくりガラス。

 p.027

奈良・東大寺の正倉院に残された大量のガラス玉や器、また、

仏像胎内の舎利容器や仏像の装飾のために用いられてきた

ガラス。奈良時代にはガラスは日本国内でも作られていたと

いわれている。ところがその後、自然消失し、中国からの渡

来品がもてはやされるようになった。

　そんな日本が再びガラスづくりに乗り出したきっかけは、

1543 年にポルトガル船が鹿児島県の種子島に鉄砲を伝えた

ことにはじまる、南蛮船の出現だった。キリスト教宣教師フ

ランシスコ・ザビエルは周防 ( 現・山口県の一部 ) の有力大

名だった大内義隆に鏡や遠眼鏡などのガラス製品を贈ったと

記録に残っている。以後、織田信長や足利義昭への進物とし

てもガラスが贈られており、宣教師がより歓待されるように

なった。

　今なお異国情緒溢れる町、長崎は江戸時代には海外貿易

の中心地として繁栄した。17 世紀後半には、長崎では日本

人の手によるガラスもふたたび作られるように。しかし江戸

期の日本のガラスは鉛の含有量の多い鉛ガラスが主流で、

当時の欧州で作られていたアルカリ石灰ガラスとは異なっ

た。製作工程は中国の宋代の技法に最も近く、16 世紀以前

に中国からガラス文化が伝来したという説が有力とされてい

る。また ”ガラス ”とはオランダ語で、江戸時代の日本では

ポルトガル語の ”びいどろ ”と呼んだり、表面の模様をダイ

ヤモンドで彫ることから、切子のことをダイヤモンドを意味す

る言葉がなまった ”ぎやまん ”と呼ぶようになった。

　南蛮船の出入りによりもたらされたガラス文化、そしてそ

れより以前に伝わった中国式のガラス製法を取り入れた ”長

崎びいどろ ” は、18 世紀初頭から京都や大阪へと伝播し、

江戸へ、そして佐賀や薩摩 ( 現・鹿児島県の一部 ) へと伝わっ

た。佐賀藩主の鍋島氏は幕末・安政年間 (1854 ～ 1860) に

精錬方を設立。ガラス窯を築き、明治維新後は食器やラン

プなどを作る精錬社という民間会社をも運営した。精錬方の

筆頭番頭を務めたのが、明治 36(1903) 年、副
そえ

島
じま

硝子工業所

を創業した副島源一郎氏。当代の太郎氏の祖父に当たる。

藍色や紫、緑色や赤など美しい色に日本人らしく蒔絵を施し

たり、形も鶴首や鳥籠など和風なものが目立つ。今に伝わ

る作品を眺めると、藍色の器に、遠く海の向こうに心を馳せ

た人々の歴史が秘められているようだ

（上）

右：右より「蒔絵菊桐文鶴首徳利」高さ 18 ×底径 8cm、天保頃。宙 ( ちゅ

う ) 吹き紫徳利の胴に菊と桐の文様、金箔を施している。「徳利」高さ

24 ×底径 7cm、天保 8(1837) 年製で藍色が鮮やか。ともに雲仙ビード

ロ美術館所蔵。撮影協力／雲仙観光ホテル

雲仙ビードロ美術館　

長崎県雲仙市小浜町雲仙 320  Tel. 0957-73-3133

左下：「副島硝子工業所」で創業以来受け継がれている ”ジャッパン吹き ”。

2 本のガラスの吹き竿を使う宙吹きの技法。

副島硝子工業株式会社　

佐賀県佐賀市道祖元町 106　Tel. 0952-24-4211

（下）

慶応元 (1865) 年に創建され、原爆投下により被害を受け再建された大

浦天主堂は、長崎のキリシタン文化発祥の地。中央大祭壇から内陣を見

渡す左右の窓には、色ガラスがはめ込まれ幻想的な雰囲気を醸し出して

いる。

大浦天主堂 ( 国宝 )　長崎県長崎市南山手町 5-3　Tel. 095-823-2628
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ななつ星 in	九州
 

 p.028

九州工芸の粋を詰め込んだ夢の豪華列車

2013 年より運行を開始し、各所で話題を呼んでいるクルー

ズトレイン「ななつ星 in	九州」。日本版オリエント急行とも

呼ばれ、そのおもてなしや、食事、景観はもちろんのこと、

デザイナー水
み

戸
と

岡
おか

鋭
えい

治
じ

さんの情熱と、九州工芸の粋が集め

られた車両の端麗さでも耳目を集めた。

　全部で 14 ある客室の内装はすべてデザインが異なり、床

や壁の素材の組み合わせ、ファブリックの柄や飾られている

絵、サニタリーの洗面鉢、どれ一つとして同じ組み合わせが

ない。しかもこの洗面鉢は佐賀・有田焼の人間国宝であっ

た故十四代・酒
さか

井
い

田
だ

柿
かき

右
え も ん

衛門の作。ラウンジカーや各部屋

の入り口には、福岡・大
おお

川
かわ

組
くみ

子
こ

の細工がふんだんに。イン

テリアにも木材が贅沢に使用されており、シャワータイムは

檜の香りに包まれながら快適に過ごすことができる。また車

内で使用されるチョコレートカップは有田焼の十五代・酒井

田柿右衛門の作と、目にするものの 99 パーセントがオリジ

ナルで作られた逸品。これだけの贅を尽くした列車は世界で

も例を見ない。沿線の風景を眺める客室の窓にもこだわりが。

窓の内側は木戸、木のロールブラインド、障子、カーテンと

多重構造になっていて、乗客自身が光を変えて景色を楽しめ

る趣向。長い通路には 200 枚以上の絵が飾られ、ステンド

グラスやオブジェも各所に。列車の中を歩いていくとまるで

ミュージアムのように次 と々見所が現れる。

　列車での旅のあり方を変えたともいわれる「ななつ星 in

九州」。想像を超えた豪華な列車で、九州工芸とそれを生ん

だ大地の魅力を堪能したい

左より、

・十四代・酒井田柿右衛門さんによる「魚
ぎょ

藻
そう

紋
もん

」の洗面鉢。

・古
こ

代
だい

漆
うるし

色が美しい車体とおもてなしを支えるクルーたち。

・デラックススイート 702 号。寝室の仕切りは大川組子で作られ、職人

の緻密な技が光る。ガラス扉にも組子のモチーフが使用され、美しい統

一感を醸している。

・地元のワインや焼酎、フルーツジュースなどを使って作られたななつ星

オリジナルカクテル。

ななつ星は現在「一泊二日」と「三泊四日」の２ルートで運行中。

※ルートは 2017 年 3 月現在

ななつ星の旅：次回は 2017 年 4 月 1 日より受付開始。

www.cruisetrain-sevenstars.com

竹
―大分

 p.030

竹工芸の里をたずねて

天を目指してまっすぐに伸びた真竹が、ぎしぎしと音を立て

ながら風になびいて揺れる、そのしなやかな姿。素人目に

はどれも同じように見えるが、「北と南では生える向きも違う

し、岡城周辺の竹と、標高約 400メートルにある工房近くの

竹とでは、性質も微妙に違う」のだと、竹を吟味していた青

物竹細工師の桐山浩実さんが教えてくれた。一本一本竹を

ゆすり、叩いた時に響く音を聞いて、しなり具合や硬さをしっ

かりと確かめる。「竹を選ぶ時が一番緊張します」。この道

26 年にして竹を見極める眼差しは真剣そのものだ。

　油抜きをした「白竹」ではなく、伐
き

ったばかりの「青竹」

を原料とする青物細工の籠やざるは、かつては農業にも漁

業にも使用され、人々の暮らしを支える民具として日常的に

用いられてきた。青物細工は伐採から竹ひごづくり、編みま

でをも一人で担当するため、今では職人も数少ない。大分

でも主流は白物の竹細工だ。しかし桐山さんは「材料の最

初の状態から責任を持つ」この青物に手仕事の原点と魅力

を感じている。日本一の真竹産地である大分には良質な竹

が群生し、生まれ故郷の奈良を離れて移住を決意する決め

手の一つとなった。

	「現代の暮らしに必要とされる籠を作りたい」と幾度も口に

する桐山さん。過剰な装飾を排して、引き算から生まれる機

能美を備えた籠こそ桐山さんの目指すもの。シンプルに見え
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る中に、見えない部分の補強といった細かな工夫を重ね、

実用に耐える籠への努力を惜しまない。

	「籠の形は暮らしの形」。ひと編みひと編みの積み重ねが作

り出す力強い形には、桐山さんの意志がみなぎり、暮らしに

沿う美を宿している。

右上：蔵を改造した工房は、5 メートルもの長い竹ひごを扱うのに具合

がいいよう工夫されている。

右下：最広幅 6.5 ミリ、厚み 1 ミリのひごを編む手は休む暇なく動く。カー

ブの部分は曲げ癖をつけながら押さえ、ほかの指で長いひごをさばきな

がら編み進んでゆく。「指はすっかり分厚くなりました。手仕事ならでは

ですよね」と言う桐山さん。一番大事な 10 本の道具だ。

桐山浩実（きりやま・ひろみ）

奈良県出身。大分の訓練校を卒業後、職人たちを訪ね歩き、過去の優

れた民具に学びながら、自学自習で技を磨く。職人として生きるだけで

なく、田畑を耕し、ほぼ自給自足の半工半農の暮らしを送ることで、昔

の人の暮らしから生まれてきた竹籠の意味を見つめ直している。

bamboolife.web.fc2.com

www.facebook.com/aotakekobo.kiriyama/

5 月 10 日～ 5 月 17 日　工藝マエストロ（長野）にて個展

8 月 30 日～ 9 月 11 日　日本橋高島屋（東京）にて民藝展

11 月　日本橋三越（東京）にて個展

(p.031)

桐山浩実さんによる青竹細工の籠。青竹は使い込むほどに深いあめ色に

なっていく。工房のある大分県竹田市の山城、岡城跡にて。

 p.032

竹の可能性を模索する

元中学校の音楽室に作った工房の棚には、輪投げのような

軸に収まったアートピースのパーツたちが出番を待ってい

る。極細の竹ひごを曲げて三角形にしたそれらは、火であぶっ

て形を作る伝統技法から生まれた。それらが幾つも連なって

生まれるのが中
なか

臣
とみ

	一
はじめ

さんが取り組むアート作品「プリズム」

シリーズだ。

	「光のきらめきを表現したくて幾何学形にしたんです」とい

う中臣さん。編まれることが基本の竹工芸において、「編ま

ない」こと、「完結した形を組み合わせて作る」ことをテーマ

とした自由で軽やかな作品だ。伝統工芸のパターンから脱却

しようとした中臣さんが行き着いた一つの答えでもある。美

しい色が連なり響き合い、竹そのものの「直線的でありなが

ら、適度なゆらぎを持つ」という特性が活かされ、国外から

の注目度も高い。

	「もっと竹の仕事の幅を広げたい」という中臣さん。竹の編

み方や構造に着目した建築家と一緒に、竹工芸の要素を建

築に応用する方向も探っている。大好きな竹工芸が未来へ

繫がるための中臣さんらしいアプローチは、今日も進化しつ

づけている。

中臣	一（なかとみ・はじめ）

大阪府生まれ。竹工芸訓練センターで 2 年間基礎を習得した後、本田聖
しょう

流
りゅう

氏に師事、2005 年独立。伝統的な手法を駆使して新鮮な発想の花籠

を作る一方、竹が自在に空を舞うかのごときアート作品を手がけている。

ロンドンやニューヨークなどの国際アートフェアに出展。作品はフィラデ

ルフィア美術館などに収蔵。地元小中学校で竹のワークショップを行うな

ど、竹工芸の裾野を広げる活動にも積極的。

www.h-nakatomi.com

3 月 27 日～ 7 月 16 日　台北当代工芸設計分館「2017 現代国際竹芸展」

左：「ムスビ花籠」。中央の「結び」としなやかにくびれた曲線のフォル

ムから、竹ならではの張りや弾力、はんなりとした美しさが伝わってくる

作品。二重構造になっており、内側は紫、外側は紅色で染色し、それぞ

れ艶消しの漆を塗って仕上げる。

下：自身の結婚を機に制作した、長方形の「黒
くろ

竹
たけ

共
とも

縁
ぶち

花
はな

籠
かご

」。本体は柔

らかなハートのモチーフが外に広がっていくイメージで、持ち手は着脱

可能。花籠を作るのもアート作品を作るのも「いいものを作りたいとい

う気持ちに境目はない」。

(p.033)

右：「Prism Triangle 赤と黒」。デザイナーと組んで仕事をしてから色への

関心が増し、さまざまな色や染め方を試してみた。しかし「伝統的では

ありますが、やはり染料と漆の組み合わせが竹細工には最適ですね」。

上：棚に美しく収められた「プリズム」シリーズのパーツ。三角形の竹

ひご同士の接点は、それぞれ斜めに削って接着する。
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 p.034

竹工芸の聖地を旅する

日本一の真竹の産地である大分県の中でも、別府は聖地と

もいえる場所。15 世紀頃に行商用の籠を作って売り出した

のが始まりとされ、現在も名品を間近に見ることができる美

術館や、日本で唯一の竹細工を教える専門学校「竹工芸訓

練センター」、良質な竹工芸品を買えるお店があり、多くの

職人や作家が創作の拠点としている。

　そんな別府を、「竹好き」としてさまざまなアイテムをスタ

イリングに活用し、プライベートでも愛用しているインテリア

スタイリストの横瀬多美保さんが訪ねた。

	「清潔感があり清楚なイメージの竹は、大好きな素材の一つ。

キッチンツールや食卓で使う小物だけでなく、文箱やちょっ

とした日用品の容れ物としても愛用しています」

　かねてから別府を訪れ、思う存分竹の工芸品を見たいと

考えていた横瀬さん。竹に包まれる宿に滞在し、竹細工にま

つわる場所を巡る。

●まるで美術館のような「竹づくしの宿」
温泉地としても知られる別府の中でも閑静な地に立つ「もみ

や」は、知る人ぞ知る竹づくしの宿。天井やテラスの建材、

照明や客室のアメニティ入れ、食卓膳、脱衣籠、廊下の消

火器カバーにいたるまで、あらゆるところに竹が用いられて

いる。客室の床の間や書院には先代が集めた名匠の作品が

さりげなく飾られ、贅沢なひとときを過ごすことができる。

　今回横瀬さんが宿泊した「桔梗の間」（写真）は天井に六

つ目編みの竹があしらわれ、「朝目覚めて最初に目に入るの

が、竹。幸せな気分になります」。

割烹旅館	もみや

大分県別府市上田の湯町 5-22

1 室 2 名利用で 1 泊 2 食付き

1 名 2 万 4990 円～。

info@beppu-momiya.jp

beppu-momiya.jp

●歴代名工の作品に触れる小さな竹の美術館
モウソウチクでつくられた床が清 し々い「別府市竹細工伝統

産業会館」。竹のアーチをくぐりぬけた先には、竹工芸家と

して初めて人間国宝に認定された生
しょう

野
の

祥
しょう

雲
うん

斎
さい

ら名匠による

美術品、竹の生活用品などといった竹細工製品の展示が充

実。職人たちの系譜図や編み方の技法も展示され、竹につ

いて知りたいならまず訪れたい場所だ。1 週間前に予約をす

れば、2 階のサロン工房で小さな竹鈴や花籠づくりにも挑戦

できる（400 ～ 1000 円）。

別府市竹細工伝統産業会館　

大分県別府市東荘園 8-3

別府駅より車で約 10 分

8：30 ～ 17：00

入館料：300 円　月曜休館

takezaiku@city.beppu.oita.jp

www.city.beppu.oita.jp/06sisetu/takezaiku/takezaiku.html

照明、パーティションも竹材を使用。上写真右手に写るのは田辺信幸の

大作「雲龍」。ほかにも竹細工に欠かせない道具や、エジソンが発明し

た竹フィラメントを使用した白熱電球など、貴重な展示が揃う。

●作り手と使い手を最前線で繫ぐ
今号登場した竹細工作家たちが、「本物の作品が購入できる」

と口を揃えるのが、美術品から日用品までを幅広く取り揃える

「竹
ちく

工
こう

芸
げい

山
やま

正
しょう

」。1948 年の創業時から国産の竹製品にこだわ

り、店内には大分県産を中心とした竹の盛り籠に花籠、カト

ラリーなどが所狭しと並ぶ。二代、三代続く常連さんが多い

のも長く使用できる竹ならでは。3 代目店主の片山マサさん

は、竹細工に携わる人々のお母さん的な存在。竹細工の歴

史に出会えるお店で、時間を忘れてお買い物。

竹工芸山正　

大分県別府市楠町 4-9

Fax 0977-23-0561　

10:00 ～ 18:00

無休（臨時休業あり）

beppu.yamasho@gmail.com
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デザイン

	デザインラボ
		

文様
―地紋に宿る情緒
文＝原	研哉

撮影＝西山	航  

p.036

日本で鉄道切符を購入したなら、地紋に目を凝らしていただ

きたい。「有楽町▶東京 140 円」などと書かれた文字ではな

く、その背景である。おそらくは複製防止のために、鉄道各

社が工夫を凝らし、簡単に再現できない細密文様を切符の

背景に印刷したものと考えられる。いずれも鉄道の動的なダ

イナミズムを表現していて面白い。

　今日の鉄道の改札口は自動改札となり、機械が判断する

情報は切符の裏にある黒やこげ茶色の磁気データとなった。

つまり地紋はすでに主たる役割を終えている。しかし切符と

しての風情を小さな紙片の上に醸し出す役割を密やかに担っ

ている。写真左上の JR の地紋は、ロゴを中心として四方に

広がる波紋が見立てられ、波紋の交わる交点に、民営化の

ために分割された６つの鉄道会社の頭文字が配されている。

写真では E の文字が見えるので、これは JR 東日本（JR	

EAST）の切符である。JR 北海道のみ欧文ではなく「北」の

文字があしらわれている。ご当地の思いがこういう細部に宿っ

ているのである。

切符の地紋

鉄道切符の券面、文字の背景にびっしりと敷き詰められた柄のこと。黎

明期の地紋の印刷用原版は大蔵省造幣局が製造し、金庫に入れて厳重

に管理されていた。当時はインクも特殊で、インク消しを使用すると文

字だけでなく地紋も消える仕組みになっていたという。

写真上段左より、

・JR 東日本　八戸駅　70 円小児入場券　2000 年

・西武鉄道　中村橋から池袋経由　乗換券　1977 年

・大井川鉄道　神尾⇔下泉間　２等切符　1969 年

・国鉄　上郡駅　140 円入場券　1987 年

下段左より、

・京王帝都電鉄　新宿駅発　60 円区間券　1976 年

・富山地方鉄道　立山駅　150 円入場券　1987 年

・上信鉄道　下仁田⇒高崎ゆき　1080 円　2010 年

下：北近畿タンゴ鉄道　野田川駅発　160 円区間　1999 年

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 年にオープンする 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
―抽象絵画のなかに住む
写真＝阿野太一

文＝佐野由佳  

p.038

万華鏡をのぞくような、不思議な景色だ。幾何学的に切り取

られた線と色分けされた空間。しかしそのなかにあるのは、

ごく普通の日常。特別な場所ではない。ここは、親子 4 人が

暮らす住宅なのだ。

　元は木造 2 階建ての賃貸アパートだった場所を、ひとつ

の家族が暮らすための一軒家に改装した。一見奇抜な内観

とはうらはらな、整然と窓が並ぶ外観にその面影がある。か

つては一部屋が約 25㎡の住戸が、1、2 階に各 8 戸ずつ並

んでいた。設計を依頼された河
こう

内
ち

一
かず

泰
やす

さんは、構造として

重要な柱と梁だけ残して、分かれていた空間をひとつにつな

ぐことを考えた。しかしワンルームではない。「たくさん場所

2017年		春／夏号		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.



13Spring / Summer 2017 Vol. 39［ デザイン ］

があって、それらが見えているということを両立させたかっ

た。個室はつくらず、開口部でつなぐ。1 階、2 階にまたい

で切り取るように穴を開けると、居る場所によっていろんな

景色が見える。そこを色分けすることで、抽象絵画のような、

パッチワークのような、楽しい空間をつくりました」。

　奇抜なようでいて、壁はまっすぐなので家具なども置きや

すく「意外に住みやすい」のだとか。子どもたちにも大好評

で、学校の友だちが遊びに来ると、もれなく大喜びするとい

う。

（p.038）

子ども室の内側。コーナーに切り欠いた壁があることで、不思議な奥行

きと、隠れ家的な楽しさが出現。大胆な構成に見えながら、小さな落ち

着く場所がたくさんある。姿は隠れても、家全体が音や気配でつながっ

ている。

外観。窓の位置や大きさは、既存のアパートのまま。上下同じ大きさの

窓が整然と並ぶのは、同じ間取りの部屋が並んでいたから。元は「グリー

ンハイツ」という名で緑色に塗られていた壁を、シンプルな白に塗り替

えた。カラフルな内部との対比も印象的。

（p.039）

2 階から 1 階のリビングを見下ろす。切り取られた開口部の隙間から、2

階の寝室、アルコーブのようなスペース、1 階の子ども室などがちらりと

見える。色分けは、「隣り合う空間を同色にしない」という決まりをつくっ

た。壁はなくても、色が場所を区切る役目も果たし、より空間のバリエー

ションが広がる。

プロダクツ
―削り屑から花が咲く
撮影＝西山		航

文＝編集部
 

p.040

鉛筆を作るには、通常多くの木材ロスが発生するが、この色

鉛筆はその点全く新しい。軸の部分は廃棄古紙を主原料とし

た Made	in	Japan の新素材を使用。プラスチックと同じ成形

方法で作られ、素材のロスが出ない。それだけではない。

削り屑がなんと花びらの形になる。秘密は軸の色と形。外側

だけが塗料の膜で覆われた通常の鉛筆とは違い、中心部ま

で同色で染められた軸が、それぞれ日本らしい花や葉の形

をかたどり、削った時に最適なフォルムになるよう計算され

ているのだ。その軸形ゆえ、握りやすく滑りにくいという利点

まである。

　芯には国産の上質な色芯を用い、子供から大人まで誰に

贈っても喜ばれるが、それ以上に自分で使って心が華やぐ商

品である。通常の色鉛筆よりはやや太いので、太目軸用の

芯削りを使用したい。

　作る時のロスもなく、使用の際に出る削り屑すらも人に見

せたくなるクオリティ。どこまでもエコで、美しい製品ができ

あがった。

左から、桜色、紅梅色、桔梗色、蒲
た ん ぽ ぽ

公英色、常
と き わ

磐緑
みどり

色の全５色。

花色鉛筆（はないろえんぴつ）

大友敏弘さんデザイン。2015 年から開発を始め、今年 3 月に一般発売

開始。5 色 1800 円。

株式会社 TRINUS

東京都千代田区内神田 1-1-5 ベンチャー KANDA 407　 

trinus.jp/developments/1

プロダクツ
―新技術が開くデザインの可能性
文＝編集部

 

p.041

電子書籍端末などで目にする電子ペーパー。薄く、軽く、曲

げられるこの素材を腕時計型にすることによって、日々の気

分で柄を選択できる時計 FES	Watch がソニーから誕生した。

同技術を応用して、表情を変えられるバッグが ISSEY	MIYAKE
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のランウェイで使用され、話題を攫
さら

ったのが昨年秋のこと。

電子ペーパーに空けた穴に紐状の革を通したそのバッグが

今年 4 月、ようやく一般発売される。EB（Electronic	Bag）

と名づけられたそれは、ボタンを押すことで黒から白のグラ

デーションに変わるほか、持ち歩く動きに合わせて色が変化

するオートモードも搭載。

　当初白か黒の表現しかできないと思われていた電子ペー

パーは、ISSEY	MIYAKEと素材の共同開発をする過程でグラ

デーションなど奥行きのある表現が可能になり、さらに魅力

が増した。FES	Watch	の進化系、プリセット以外の柄の追加

購入や作成が可能な FES	Watch	Uも開発中で、電子技術が

切り開くデザインの未来から、ますます目が離せない。

（左）

EB	(Electronic	Bag)（黒・白）

4 月初旬より一部直営店舗にて販売予定　12 万円

www.isseymiyake.com

©2016 ISSEY MIYAKE INC.

（右）

FES	Watch（黒・白）	

2 万 7500 円（国内価格）

fashion-entertainments.com

FES	Watch	U　

発売時期未定

first-flight.sony.com/pj/feswatch-u

©Sony Corporation

プロダクツ
―炭の浄化作用で家も心も美しく
撮影＝西山		航

文＝編集部  

p.041

国産の樫を高温で焼いて作る木炭、備長炭。炭焼き料理に

使って美味しいのはもちろんのこと、部屋の湿度を調節した

り、有害物質を吸着したり、消臭効果を発揮したりと、驚く

ほどの多機能ぶり。なかでも備長炭発祥の地でもある紀州

（和歌山）の炭はその質の高さから、18 世紀の昔よりトップ

ブランドとして君臨し続けている。そんな紀州備長炭を使っ

たハイセンスな炭小物を扱うのが東京・銀座に店舗を構える

掌（たなごころ）。自然の造形を美しくまとめた炭のインテリ

アのほか、備長炭をそのまま磨いて独特な光沢を出したアク

セサリーも販売。炭の遠赤外線効果で、身につけた場所が

ほのかに温かく、身も心も浄化される感覚を味わえる。炭の

量り売りも行っており、好きな分量と形を選んで自分だけの

インテリアを作るのもおすすめだ。

銀座紀州備長炭ショップ	掌（たなごころ）

東京都中央区銀座 1-8-15　2F

Tel. 03-3538-6555

www.tanagokoro.com

kohiki / high（左）1 万 4000 円、kohiki / round（右）1 万 6000 円

ロングネックレス（左）1 万 2000 円、ペンダントネックレス（右）5600 円
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祭 毎日がお祭り！
夏祭り日めくりカレンダー 		

イラスト＝フクイヒロシ

文＝清水千佳子、編集部

監修＝山本哲也

 p.042

慰霊や鎮魂といったしめやかさと、華やかさやエネルギーの

爆発とが絶妙に混在する日本の夏祭り。年間全国 30 万件は

あるというお祭りから、お祭り評論家・山本哲也さんがオス

スメする、行って、見て、毎日楽しめる夏祭りを一日 1 件、1

カ月分ピックアップしました。

記載の日程は 2017 年のものです。

祭りの日程は天気その他の事情で前後することがあります。

必ずホームページなどで事前にご確認ください。

山本哲也（やまもと・てつや）

学生時代から全国 200 カ所以上の祭り・イベントをめぐる。情報処理専

門学校教員の傍らお祭り原稿を執筆、編集プロダクション勤務、トラベ

ルライターを経て、 「お祭り評論家」に。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、

Web などで活躍中。祭りの担い手目線・学者目線ではなく、参加者・

見物人の視点から、祭りの情報・楽しさ・奥深さなどを伝え続けている。

www.yamamototetsuya.com

●祇園祭（ぎおんまつり）	
京都の夏は祇園祭抜きには語れない。毎年７月１日から31

日まで、1カ月にわたり行われ、京都市内は祇園祭一色とな

る。9 世紀に始まり、京都の歴史と共に中断と再興を重ねな

がら発展してきた。最もよく知られるのは 17 日の前
ささ

祭
まつり

と、

2014 年に復活した 24日の後
あと

祭
まつり

で、「動く美術館」ともいわ

れる絢爛豪華な山鉾が街中を巡行する（写真）ほか、八坂

神社の神
み

輿
こし

渡
と

御
ぎょ

も行われる。宵山（14日～ 16日、21日～

23日）には旧家や老舗店舗で屛風などの宝物披露も行われ、

見て歩くだけでも楽しい。

7/1 ～ 31

京都市の四条堀川を中心とした地域から八坂神社までの一帯

www.gionmatsuri.or.jp

（写真）

© 田口葉子 2011 年

 p.044

●風鈴まつり（ふうりんまつり）	
祭りが催されるおふさ観音は健康を授ける寺。夏に厄払い

のお参りをする風習がある土地柄、その参拝客をもてなそう

と2003 年に住職が始めた。境内のいたるところに風鈴 2500

個以上が吊され、古来魔除けになるとされてきた涼しげな音

色を奏でる。境内奧の茶房では日本各地の風鈴の展示会を

開催。ここで日本庭園を眺めながら夏期限定のかき氷を味わ

うのもいい。約 90 種類の風鈴が並ぶ即売会もある。入場は

無料、本堂内の拝観は 300 円。

7/1 ～ 8/31　

おふさ観音（高野山真言宗別格本山　観音寺） 

奈良県橿原市小房町 6-22

近鉄・大和八木駅、近鉄・橿原神宮前駅よりそれぞれタクシーで 10 分

www.ofusa.jp

●仙崎祇園祭（せんざきぎおんまつり）	
古くからの漁村・仙崎の八坂神社で 1219 年から続く伝統あ

る祭り。メインは 7月20日と26日で、祇園囃子を奏でる笛、

太鼓、鉦
しょう

の奏者と、華やかに着飾った舞子たちが乗る山
だ

車
し

が町を練り歩く。しばらくの中断を経て近年復活した祇園囃

子は、昨年初めて若い女性が篠笛の奏者として加わったの

が話題。舞子は地元の幼稚園や小学校に通う少女たちで、

三味線に合わせて踊る姿が愛らしい。19日と25日は前夜祭

が行われる。

7/19 ～ 26

八坂神社（山口県長門市仙崎祇園町 1342）及び みすゞ通り周辺

八坂神社は JR 山陰本線・仙崎駅から徒歩約 4 分

2017年		春／夏号		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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（写真）

© 長門市観光コンベンション協会

●弥栄神社の鷺舞	（やさかじんじゃのさぎまい）	
津和野町の鷺舞は 470 年ほど前、京都から山口を経由して

伝えられたといわれる疫病鎮護のための古典芸能神事。町

民によって大切に継承され、毎年、弥栄神社大祭の 7 月20

日と27日に町内の複数の場所で披露される。鷺舞は鷺舞役

者、悪魔払いをする赤毛の棒
ぼう

振
ふり

、道化師役でバチを持って

舞う羯
かん

鼓
こ

からなる舞方と囃子方、唄方からなる。雌雄 2 羽の

鷺が大きく羽を広げて舞う姿は風趣に富む。1958年に始まっ

た小学生の少女たちによる「子鷺踊り」もお見逃しなく。

7/20、27	

弥栄神社（島根県津和野町後田稲成丁）及びその周辺

弥栄神社は JR 西日本山口線・津和野駅から徒歩 15 分

（写真）

© 高野 淳

●豊橋祇園祭（とよはしぎおんまつり）	
祭り初日の金曜日に行われる「神

しん

前
ぜん

放
ほう

揚
よう

」が有名。手筒花

火発祥の地・吉田神社で 450 年以上続く手筒花火の奉納の

ことで、火による悪霊放逐という考えが根底にあるといわれ

る。手筒花火は節を抜いた孟
もう

宗
そう

竹
ちく

の中に火薬を詰めたもの

で、花火を上げる人たちが自ら2カ月かけて準備。激しく火

を吹く手筒花火を脇や腰で抱えて打ち上げる姿は勇壮だ。大

小合わせて約 300 本が奉納される。土曜日の豊川河川敷の

花火大会、日曜日の神輿の渡御も見所。

7/21 ～ 23

吉田神社

愛知県豊橋市関屋町 2　

豊橋鉄道東田本線・札木駅より徒歩で 5 分

www.toyohashigion.org

（写真）

©Norihisa Ishibashi (Toyohashi Gion)

 p.045

●尾張津島天王祭（おわりつしまてんのうまつり）	
日本三大川祭りのひとつで 600 年以上の歴史を持つ。7 月

22日の宵祭では、一年の日数 365 個の提灯を半球状に飾り

付けた舟 5 艘を川に浮かべ、その上で古楽を奏でる。提灯

の灯りが川に映り、荘厳で幻想的だ。23日の朝祭（写真）

では宵祭の 5 艘が等身大の能人形を載せた車
だん

楽
じり

舟
ぶね

に模様替

え。新たに加わった 1 艘とともに川を進む姿は雅な時代絵巻

を見るよう。先頭の舟から10 人の若者が締め込み姿で川へ

飛び込んで岸へ渡り、津島神社まで走って神前に布
ぬの

鉾
ほこ

を奉

納する様子も見所だ。

7/22、23	

津島神社　愛知県津島市神明町 1

天王川公園　津島市宮川町 1

どちらも名鉄・津島駅より徒歩約 15 分

www.tsushima-kankou.com

（写真）

© 津島市観光協会

●豊浜鯛まつり（とよはまたいまつり）	
竹と木からなる骨格に木綿を巻いて作った重さ1トン超の鯛

神輿が街中や海を進む奇祭。1885 年頃、祭礼に興を添えよ

うとハツカネズミのはりぼてを作ったのが最初といわれ、大

正初期に大鯛になった。メインの須佐地区の見所は、御
お

仮
かり

屋
や

前の広場で、4 尾の鯛が奉納時に棒に向かって猛進する

勇壮な姿。22日の夜は花火大会があり、浜に並んだ鯛と花

火を一緒に見るのも面白い。中
なか

洲
す

地区では祭り最大の鯛を

男たちが担いで海を練る様子が必見だ（写真）。

7/22、23	

愛知県知多郡南知多町　須佐地区・豊浜漁港周辺

23 日は中洲地区・中洲漁港周辺でも開催

須佐地区の豊浜漁港へは名鉄河和線・河和駅より

海っ子バス豊浜線で約 20 分の豊浜で下車

oina-toyohama.net/taimatsuri
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（写真）

© 豊浜観光協会

 p.046

●うわじま牛鬼まつり（うわじまうしおにまつり）	
ハイライトは 7 月24日で、闘牛大会や牛鬼パレードが行わ

れる。牛鬼は悪魔を追い払うとされ、地元の子どもたちの人

気者。市内では守り神として牛鬼の頭部のレプリカを飾って

いる家も多い。5メートルの巨体を持つ牛鬼が数十人の若者

に担がれ、子どもたちが吹き鳴らす竹ぼら( 竹筒状の楽器 )

のブーブーという音を従えて練り歩く姿は迫力満点。祭りの

最後を飾る走り込みは 300 年以上続く和
わ

霊
れい

神社の伝統行事

で、須
す

賀
か

川
がわ

に立てられた 1 本の御神竹を若者が登るシーン

は感動的だ。

7/22 ～ 24

愛媛県宇和島市 JR 四国予讃線・宇和島駅周辺

牛鬼パレードの出発点までは宇和島駅より徒歩約 10 分

ushioni.gaina.ne.jp

（写真）

© 宇和島市

●天神祭（てんじんまつり）	
天神さんの名で親しまれる大阪天満宮で 951 年に始まった

歴史ある祭り。25日の夜は大阪市内を流れる大川を約 100

隻の船が航行する船
ふな

渡
と

御
ぎょ

が行われ、その上空を約 5000 発

の奉納花火が上がる。船の篝火と提灯の灯り、花火が水面

を照らす様子は華麗でドラマチック。

7/24、25

大阪天満宮 ( 大阪市北区天神橋 2-1-8) 周辺と桜之宮公園 ( 大阪市北区

天満 1) 付近

www.tenjinsan.com

（写真）

© 大阪天満宮

●御手洗祭（みたらしまつり）	
世界遺産の下

しも

鴨
がも

神社境内にある御
み

手
た ら し

洗池
いけ

に足をつけ、心身

を清め、無病息災や安産、災厄抜除を祈る祭り。平安貴族

が行っていた禊
みそ

ぎの風習に由来する。池に入って御
み た ら し の

手洗社
やしろ

の前まで進み、祭壇に蠟燭を供え、池から上がってご神水を

いただく。午前 6 時～午後 9 時、灯明料 300 円。

7/22 ～ 30　

下鴨神社

京都市左京区下鴨泉川町 59

●おりもの感謝祭	一宮七夕まつり	
織物の神様に感謝し、一宮市の基幹産業である繊維産業の

繁栄を祈る祭り。真
ま

清
すみ

田
だ

神社、一宮駅周辺、本町商店街一

帯にカラフルな吹流しが飾られ、毎年約 100 万人以上の目

を楽しませている。29日には全長 300メートルの大行列で

特産の織物を奉納する「御
おん

衣
ぞ

奉
ほう

献
けん

大行列」が行われる。

7/27 ～ 30

真清田神社 ( 愛知県一宮市真清田 1-2-1) など市内一円

www.138ss.com/tanabata_bunner/index_tanabata.html

（写真）

© おりもの感謝祭一宮七夕まつり協進会

●北海へそ祭り（ほっかいへそまつり）	
北海道の中心、「へそ」ともいわれる富良野市。夏はラベン

ダーが咲き乱れるこの町には、不思議な踊りで有名な夏祭り

がある。二日にわたって開催されるこの祭りの見所は、両日

19 時～ 20 時に行われる「北海へそ踊り」。図
ず

腹
ばら

と呼ばれる

顔をお腹に描き、延べ 3000 人の踊り手が会場内を練り歩く。

一人からでも飛び入り参加が可能だ。

7/28、29

北海道富良野市 JR 富良野駅そば

新相生通り商店街特設会場

www.furano.ne.jp/hesomatsuri
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●おたる潮まつり（おたるうしおまつり）	
３日間で 100 万人超が市内外から集まる「おたる潮まつり」。

港町として有名な小樽市らしく、港関連の催しが多い。29日

はこの祭のメイン、各グループが踊りながら港までパレード

する「潮ねりこみ」を開催。観光客は「とびいりDE 踊り隊」

への参加がおすすめ。30日は漁師たちが海上パレードを行う

「潮わたり」（写真）や神輿パレードが行われ、大花火大会

にてフィナーレ。

7/28 ～ 30

北海道小樽市

小樽港第 3 号ふ頭基部ほか市内中心部

otaru.ushiomatsuri.net

●住吉祭（すみよしまつり）	
大阪の夏をしめくくる住吉大社の夏祭り。7月30日の宵

よい

宮
みや

祭
さい

は本殿で神様の御
み

霊
たま

をお神輿に遷
うつ

す神事、遷
せん

霊
れい

祭
さい

を見学で

きる。31日の夏
なごしのはらえ

越祓神事では参拝者も参加してお祓いをし

てもらえる。8月1日の神輿渡御でお神輿が反
そり

橋
はし

の上や川中

を進む様子は一見の価値あり。

7/30 ～ 8/1

住吉大社

大阪市住吉区住吉 2- 9-89

www.sumiyoshitaisha.net/calender/natu.html

（写真）

© 住吉大社

●早池峰神社例大祭（はやちねじんじゃれいたいさい）	
修験山伏たちが舞い継いできたといわれ、現在でも岩手・

花巻を代表する伝統芸能である、早池峰神楽。能が大成す

る以前の民間芸能の要素が残るとして、国指定の重要無形

民俗文化財やユネスコ無形文化遺産に登録されている。こ

の神楽を見られる絶好の機会が早池峰神社の例大祭。7/31

は宵宮で 18 時から、8/1 は 13 時半からそれぞれ境内で神

楽が奉納される。

7/31、8/1

早池峰神社

岩手県花巻市大迫町内川目 1-1

www.kanko-hanamaki.ne.jp/en/cultural/ 

（写真）

© 小原順次 , 花巻観光協会

●盛岡さんさ踊り（もりおかさんさおどり）	
神様に退治された鬼が逃げていくのを「さんさ、さんさ」と

はやしたのが始まりとされ、現在では 4日間で 1 万 3000 人

以上が和太鼓を叩きながら踊る。パレードのあとは、誰でも

参加できる輪踊りが繰り広げられる。特に 8月4日は「和太

鼓同時演奏」で世界記録をもつ「世界一の太鼓大パレード」

と、「大
だい

輪踊り」で盛り上がる。毎晩 18 時～ 21 時。有料観

覧席一席 2500 円。

8/1 ～ 4

岩手県盛岡市県庁前中央通り

www.sansaodori.jp

（写真）

© 盛岡さんさ踊り実行委員会

●長岡まつり（ながおかまつり））	
広大な信濃川河畔で打ち上げられる大花火大会。川幅の広

さを利用した横いっぱいに広がる花火や、「正三尺玉」とい

われる巨大な花火が特徴。花火は 8 月2日と3日の夜 7 時

20 分～ 9 時 10 分まで。1945 年の長岡空襲で亡くなられた

方々の慰霊と長岡の復興を願って始まったため、現在も空襲

の始まった 8月1日の夜 10 時半には慰霊の白い花火が 3 発

打ち上がる。

8/1 ～ 3

新潟県長岡市

花火は長生橋上流～大手大橋下流にかけて

nagaokamatsuri.com
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（写真）

© 長岡まつり協議会
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●秋田竿燈まつり（あきたかんとうまつり）	
大きいもので提灯 46 個、重さ50kg にもなる竿燈を、手の

ひら、額、肩、腰で自在に操る妙技は迫力満点。その技を

競う昼の妙技会もおすすめだが、夜、始まりの笛と共に蠟燭

を灯された竿燈が一斉に立ち上がる瞬間は圧巻。演技を盛

り上げる掛け声「ドッコイショードッコイショー」を一緒に発

声しながら盛り上がりたい。また演技終了後の「ふれあい竿

燈」では竿燈に触ったり、一緒に写真を撮ったりできる。妙

技会の合間に、実際に小さな竿燈を持ち上げる体験ができ

るコーナーも。

8/3 ～ 6

秋田市竿燈大通り

JR 秋田駅西口より秋田市役所方向へ徒歩 15 分

www.kantou.gr.jp

●八戸三社大祭（はちのへさんしゃたいさい）	
約 300 年の歴史と伝統を誇る、絢爛豪華な夏祭り。毎年趣

向を凝らして作られる神話や歌舞伎をテーマにした 27 台の

山
だ

車
し

の合同運行と、おがみ神社・長
ちょう

者
じゃ

山
さん

新
しん

羅
ら

神社・神
しん

明
めい

宮
ぐう

の三神社の古式ゆかしい神輿行列が見所（ともに 8月1、3

日）。高さ10メートルにもなる山車が通るたび、沿道では大

きな歓声があがる。8 月4日、18 時から始まる後夜祭では

山車が一堂に会し、盛大なお囃子を BGM にライトアップさ

れる。

7/31 ～ 8/4

青森県八戸市中心街

hachinohe-kanko.com/english/10stories

●弘前ねぷたまつり（ひろさきねぷたまつり）	
約 80 台の勇壮な「ねぷた」が、城下町弘前を練り歩く。東

北で数あるねぷた、もしくはねぶたまつりのなかでも、前後

に描かれた絵の対照が魅力的な「扇ねぷた」（写真）は弘

前ならではのもの。人形型の「組ねぷた」とともに、笛や

太鼓のお囃子にのせて運行される。1 ～ 6日は夜 7 時から、

最終日の 7日は朝 10 時から運行予定。

8/1 ～ 7

青森県弘前市 JR 弘前駅前・土手町周辺

www.hirosaki-kanko.or.jp/en/edit.html?id=edit11

●立佞武多祭り（たちねぷたまつり）	
高さ約 23メートルもの圧倒的に巨大な山車（立佞武多）が

青森県五所川原の市街地を練り歩く。３台の大型立佞武多

のほか、中、小型のねぷたと合わせ、１５台前後が出陣。

五所川原市はこの高さの立佞武多を運行させるために運行

ルート上の電線を地中に埋めたほど。祭り期間前の「立佞

武多の館」では、実際に祭りで使う立佞武多の紙貼り体験（4

月下旬～ 6月中旬予定）もできる。

8/4 ～ 8

青森県五所川原市市街地

www.go-kankou.jp/matsuri_event/tachineputa.html

●青森ねぶた祭（あおもりねぶたまつり）	
「参加できる祭り」として数多くの祭りファンを生んできた青

森ねぶた祭。「跳
はね

人
と

」と呼ばれる踊り子たちが、芸術的な大

型ねぶたと共に跳ね踊り、祭りを盛り上げる。運行ルート付

近や市内デパートにて衣装を購入・レンタルすれば、観光

客でも跳人になれるのが最大の魅力。8 月6日の夜間運行

が最も盛り上がるが、7日最終日の海上運行もおすすめ。青

森港をねぶたが周遊する幻想的な様を、1 万 1000 発の花火

とともに観覧することができる。

8/2 ～ 7

JR 青森駅周辺

www.nebuta.or.jp
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（写真）

© 青森観光コンベンション協会

 p.048

●管絃祭（かんげんさい）	
世界遺産の嚴

いつく

島
しま

神社最大の祭。平安時代の貴族が池や川に

舟を浮かべて楽しんだ「管絃の遊び」を、嚴島神社を修造

した平清盛が神事として執り行うようになったのが始まり。本

殿からご祭神を御
ご

座
ざ

船
ぶね

に遷して地
じ

御
ご

前
ぜん

神社など4 か所の摂

社を巡り、祭典と管絃を奉奏したのち本殿へ戻る姿は壮麗で

心を打つ。遊覧船から観賞することも可能（有料、要予約）。

午後 4 時～午前 0 時。

8/8　

嚴島神社 ( 広島県廿日市市宮島町 1-1) 及び周辺

www.miyajima.or.jp/event/event_kangen.html

（写真）

© 新谷孝一

●ぼんぼり祭（ぼんぼりまつり）	
文化的な町として知られる鎌倉の、夏の風物詩ともいえるお

祭り。鎌倉近在の文化人や、各界著名人が揮
き

毫
ごう

した書画約

400 点がぼんぼりに仕立てられ、鶴岡八幡宮の参道や境内

に掲揚される。夕刻になるとぼんぼりに灯りがともされ、境

内は夜まで賑わう。朝 9 時（初日は昼）から夜 8 時半まで。

期間中は俳句や短歌の会も開催。

8/6 ～ 9

鶴岡八幡宮

神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-1-31

www.hachimangu.or.jp

●よさこい祭り	
踊り子が両手に持った鳴

なる

子
こ

	を響かせながら踊る、南国高知

の情熱的な祭り。メインは 8 月10、11 日の本番日で、約

200 チーム 1 万 8000 人の踊り子たちが、午前 11 時から午

後 10 時まで乱舞する。衣装、音楽、振付までチームごとに

趣向を凝らし、大勢が一糸乱れず踊る姿は圧巻。音楽奏者

の舞台となる ”動く櫓
やぐら

” 地
じ

方
かた

車
しゃ

も祭りを盛り上げる。

8/9 ～ 12

高知市の中央公園 ( 高知市帯屋町 1-11) やアーケード街など 16 カ所の

ステージ

www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb

（写真）

© よさこい祭振興会

●三原やっさ祭り	
1567 年に戦国武将の小早川隆景が三原城を築いたことを

祝って歌い踊ったのが始まりといわれ、8 月11、12日は約

7000 人の踊り手が三原駅前周辺を「やっさ、やっさ」と歌

いながら練り歩く。踊りの特徴は足の動きにあるが、決まっ

た踊りの型はなく、三味線、鉦、太鼓、笛、四つ竹（竹製

の打楽器）などの賑やかなはやしに合わせて思い思いに踊

る様子は、見ている人をも楽しい気分にさせる。

8/11 ～ 13	

広島県三原市 JR 西日本・三原駅周辺

www.yassa.net

●阿波おどり（あわおどり）	
誰でも気軽に踊りの輪に入れるのが魅力の阿波おどり。リ

ピーターも多く、毎年約 120 万人の人で賑わう。両手を上げ、

右手と右足、左手と左足を同時に出す動きで踊る独特のスタ

イルで、豪快な男踊りとしなやかな女踊りの 2 種類がある。

50 人～ 300 人ほどの踊り子からなるグループを連
れん

といい、

それぞれの連に踊りの特徴や鳴り物の奏法などの流儀があ

る。白熱した踊りは午後 6 時から10 時半まで続く。ぜひ踊

りに参加して興奮を共有したい。
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8/12 ～ 15　

JR 西日本・徳島駅前周辺

www.awanavi.jp/feature/awaodori.html

 p.049

●深川八幡祭り（ふかがわはちまんまつり）	
正式には「富岡八幡宮例

れい

祭
さい

」、またの名を「水掛け祭」とも

いわれるこのお祭りは、沿道の観衆が神輿の担ぎ手にお清

めとして盛大に水を掛ける、江戸時代から人気の祭り。担ぎ

手と観衆が一体となって盛り上がり、江戸の粋を今に伝える。

2017 年は 3 年に一度の本祭にあたり、13日には氏子町の

神輿 50 数基が隊列を組んで練り歩く。

8/11 ～ 15

富岡八幡宮とその周辺

東京都江東区富岡 1-20-3

www.tomiokahachimangu.or.jp

●鳥取しゃんしゃん祭（とっとりしゃんしゃんまつり）	
見所は 8月14日の一斉傘踊り。鳥取県東部に伝わる「因

いな

幡
ば

の傘踊り」を踊りやすくアレンジした「しゃんしゃん傘踊り」

を約 4200 人の踊り子が披露する。傘の骨に取り付けられた

鈴が「しゃんしゃん」となる音とともに、色鮮やかな和傘が揃っ

て動く様子は胸が躍る。2014 年には「最大の傘踊り」のギ

ネス記録に認定された。体験コーナーで、踊り子が使用して

いるのと同じ和傘で傘踊りにチャレンジできるのも嬉しい。

8/13-15

JR 西日本・鳥取駅周辺

tottori-shanshan.jp

（写真）

© 鳥取しゃんしゃん祭振興会

●精霊流し（しょうろうながし）	
初盆を迎えた家族が故人の霊を弔うために船を造り、その船

を曳きながら街中を練り歩いて極楽浄土へ送り出すという長

崎の伝統行事。主に竹、板、わらなどで造られ、盆提灯や

造花などで飾られた精
しょう

霊
ろう

船
ぶね

は大小さまざまで、船
みよ

首
し

に家紋

や家名、町名が大きく記される。当日は夕暮れどきになると、

町のあちこちから「チャンコンチャンコン」という鐘の音と、

「ドーイドーイ」の掛け声、爆竹の音が鳴り響き、行列は夜

遅くまで続く。

8/15

長崎県長崎市市内中心部一帯

（メインストリートは思案橋～県庁坂～大波止）

visit-nagasaki.com/spots/detail/109

（写真）

© 長崎県観光連盟
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●郡上おどり（ぐじょうおどり）	
水とお城、美しい町並みで有名な郡上八幡に 400 年にわたっ

て歌い踊り継がれてきた郡上おどり。かつての城主が身分を

越えた融和を図るため、各村々で踊られていた盆踊りを城下

に集めたことから始まった。そんな歴史からか観光客も地元

の人もひとつの輪になって一様に踊る。会場は一晩に一箇

所ずつ、ひと夏で市街地を一巡。圧巻は徹夜踊りの夜明け

近く、東の空が白 と々明けゆく頃。歌い手と踊り手の息がピッ

タリと合い、お囃子と下駄の音、川のせせらぎが重なって山

あいにこだまする。徹夜踊りは夜 8 時から朝 4 時まで。浴衣

レンタルも有り。

7/8 ～ 9/2

（8/13 ～ 16 は徹夜踊り）

岐阜県郡上市八幡町一帯

東海北陸自動車道：郡上八幡 IC から約 10 分

長良川鉄道：郡上八幡駅下車

岐阜駅より岐阜バス高速八幡線：城下町プラザ下車

www.gujohachiman.com/kanko/index_e.html
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（写真）

© 福田弘二（ふくだこうじ）

 p.051

もっと！　祭を楽しむ5カ条	

❶	できるだけ下調べを

せっかく行ったのに一番のハイライトを見そこねてしまった

･･････ などということのないように、できるだけ下調べをし

て出かけましょう。まずは公式サイトや YouTube などで祭り

の情報をチェック。開催エリアの地図やタイムテーブルも出

ていれば印刷します。祭りによっては有料観覧席があり、余

裕を持って観たい人にはおすすめです。人気があるので予

約する場合はお早めに。

❷	移動と宿泊のポイント

会場への移動は公共交通機関の利用が基本。駐車場が限ら

れていることや、祭りの終了後に渋滞することが多いためで

す。利用する電車やバスの時刻表を用意しておくと安心。ま

た、人気の祭りの場合は周辺の宿が早くに満室になるので、

泊まると決めたら速やかに予約を。周辺で予約が取れない

場合は電車で 30 分くらいのエリア、たとえば京都の祭りなら

大阪や滋賀の大津あたりまで範囲を広げて探してみましょう。

❸	夏祭りの服装と必携品

服装は基本的に何でもＯＫですが、靴は長時間歩いても疲

れないものを選びましょう。砂利道や坂道を歩く会場もあり、

ヒールは避けたほうが無難。クレジットカードが使えない場

合が多いので、必ず現金の用意を。帽子、日焼け止め、扇

子やうちわ、タオル、飲料水も必携です。熱中症対策のた

めにも水分の摂取は必要ですが、トイレが近くなるアルコー

ル類は控えめに。会場のトイレはいつでも混んでいます！　

山本さんは「お酒は祭りの後の楽しみにしています」と話し

ます。

❹	当日はまず案内所へ

当日は時間に余裕を持って行動をしましょう。開始直前は交

通機関も最寄り駅も会場も大変混雑します。現地に着いたら

まず、駅や祭の中心地にある案内所へ。祭のパンフレットな

どを入手し、天候などによる変更がないか最新情報もチェッ

クします。そして、トイレや飲食物が買える場所を確認し、

同行者とはぐれた際の集合場所も決めましょう。大勢の人が

集中する会場では携帯電話やスマートフォンが通じない場合

もあります。

❺	参加できるお祭りはぜひ参加を！

青森ねぶた祭や阿波おどり、郡上おどりなど、一般人が参加

して踊ることができる祭りは、ぜひ参加して楽しみましょう。

秋田竿燈まつりの竿燈体験コーナーのように踊り以外の体験

ができる祭りもあります。せっかくなら、現地でレンタルでき

る衣装や浴衣を着て参加を。「いくつかの祭りへ行く予定が

あるなら購入するのもおすすめです。祭り気分が満喫できて、

いい日本土産にもなります」と山本さん。
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インタビュー

アーティスト・インタビュー

上妻宏光
―文化を繫ぐ革新者
撮影＝八田政玄
文＝岡﨑	香  

p.052

16 世紀に日本に伝わった中国の三
さん

弦
げん

をもとに改良され、江

戸時代の初期には現在の形になったといわれる三味線。上

妻宏光さんは、フレットがない細長い棹
さお

と3 本の弦を持ち、

撥
ばち

を用いるこの日本を代表する弦楽器の可能性を、様々な

ジャンルのアーティストとコラボレーションしながら切り拓い

てきた ”三味線プレイヤー ” だ。3 つに大別される三味線の

中でも、最も大きな太
ふと

棹
ざお

三味線で名を馳せ、国内外での演

奏活動を展開。作曲家・編曲家としても活躍している。

	「三味線は本来、唄や語りや踊りの伴奏楽器。それでいて

音の個性が強いので、実は、他ジャンルの楽器や音楽とは

混ざり難いんです。でも、その個性的な音が魅力でもある。

さわり( 最も太い ”一の糸 ” の糸巻き近くにある一種のノイ

ズのような残響音を出す仕掛け ) があったり、撥で叩きつけ

るように打ち鳴らす音や、糸が擦れる音、平均律では表せ

ないような繊細な音や間合いも非常に大切にしていて、音

の情報量が多い。そういった細やかな情感や情景を表現で

きる邦楽器特有の音の豊かさや、三味線とともに発達した

粋な ”お座敷文化 ” を、次の世代に繫いでいきたいなと思

います」

　そう話す上妻さんは、趣味で三味線を弾いていた父の影

響で三味線に興味を持ち、6 歳で津軽三味線の師匠に入門。

数々の大会で優勝し、海外等でのジャンルを越えたセッショ

ンで注目を集め、2000 年からソロ活動を開始。2001 年に

アルバム『AGATSUMA』でメジャーデビューを果たした。

	「全ての活動のベースにあるのは、自分が大好きなこの楽

器を、どうしたらもっと広めていけるだろう？	楽しめるだろう？	

という思いです。というのも、自分はこんなにも三味線はカッ

コイイと思っているのに、世の中ではそう認知されていない

という現実を、小学生の頃から実感していたから。小学校

を卒業する頃には、三味線で色々な音楽に参加して、海外

でも絶対に自分のコンサートをやってやろうと強く思ってい

ました。三味線やってるの !?	と珍しがられるのではなく、そ

れが普通のことだと思われるような環境、状況にしたいです

ね」

　その信念のもと、三味線をアコースティックで聴かせるソ

ロコンサートや日本各地の民謡のアーカイブ等、様々な活

動を展開している上妻さん。その一つが、自ら進行役を務め、

伝統芸能はもとより、日本文化に誇りを持って国際的に活躍

しているジャズやポップスの音楽家、ダンサー等、多彩なジャ

ンルのアーティストを紹介・共演する公演『日本流伝心祭	

楔―クサビ―』だ。すでに国内で５回開催しており、ゆくゆ

くは海外公演を行い、日本から連れて行ったアーティストと

現地のアーティストの共演も実現したいという。また、上妻

さんが演奏し、シテ方金
こん

春
ぱる

流能楽師・山
やま

井
い

綱
つな

雄
お

さんが舞い、

邦楽にも詳しいロックミュージシャンのデーモン閣下が朗読

を務める能舞音楽劇『義
ぎ

経
けい

記
き

』も、2013 年から日本各地で

公演を続けている。

　そんな上妻さんの活動テーマは「伝統と革新」だ。

	「何事も、伝統を守る一辺倒だと、やがて先細りします。新

しいことにトライしていく中で、時間をかけて淘汰されたも

のが伝統になっていくわけで、今の伝統文化も、かつては

新しいことだったはずだから。海外の様々なアーティストと

の共演にも、そんな気持ちで臨んできました。今後は、三

味線が表現し得る音を追求し、世界に広めていきつつ、日

本の伝統文化をいい形で世界にアピールしていきたいです。

和の文化全体を俯瞰で眺め、各分野の皆さんと連携しなが

ら、自分の芸をひたすら深く追求しているその道のスペシャ

リスト達を繫いで、輪を作りたい。点が繫がったその輪＝和

の中で、縦横無尽に遊べたら最高ですね ( 笑 )」

2016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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能舞音楽劇『義経記』
3 月 10 日　関市文化会館（岐阜）
3 月 18 日　鹿屋市文化会館（鹿児島）
agatsuma.tv/

アートミックスジャパン2017
『上妻宏光／沖	仁（フラメンコ・ギタリスト）』コンサート

4 月 2 日　新潟市民芸術文化会館コンサートホール（新潟）
「アートミックスジャパン」は、2013 年より新潟で毎年４月に開催されて

いる和の祭典。日本の伝統芸術を新潟市内の様々な文化施設を使って
23 日間にわたって紹介する。
artmixjapan.com/ticket/

（写真）
上妻宏光 日本流伝心祭 クサビ　其ノ五　
―伝統と革新―　 ”頂 ITADAKI” (2017 年 ) 
© 小原泰広

藤田理麻
―行動する画家
撮影＝西山	航
文＝清水千佳子

p.054

海外生活が長い人特有のちょっと巻き舌のしゃべり方、気持

ちいいほどに明るい笑い声。藤田理麻さんはアメリカ在住

38 年目の画家だ。「幼い頃からお絵描きが大好きだった」

という彼女は、親の転勤でニューヨークへ越すと、私立の進

学校を経てパーソンズ・スクール・オブ・デザインへ。在

学中に現在の絵のスタイルを確立する。「最初の 2 年間、

きれいに整った線画ばかり描いていたら、つまらなくなって

しまったんです。それで黒い紙にオイルパステルで色を重

ねて ”線を残す ” 描き方をしてみたら、いびつな線が生まれ

て味が出て。以来、ほとんどの作品をこの方法で描いてい

ます。これは日本的な考え方だと思いますが、欠けた部分

があるからこそ、人も物も美しいと私は思うんです。金
きん

継
つ

ぎ

をした器など不完全なものに美を感じます」。

　転機となったのが、3 つの不思議な体験だ。1993 年、日

本からの長いフライトを終えて JFK 空港に到着したとき、藤

田さんは風邪の高熱でふらふら。タクシーに乗りたいが、う

かつにも米ドルが手元にない。途方にくれていると、どこか

らともなく現れた見知らぬ女性が必要なお金をくれた。お礼

を言おうと思ったときには姿がない。そして、その数か月後、

書店で 1 冊の本が足もとに落ちてきて、開いてみると見知ら

ぬ人に助けられた人たちの体験談を集めたものだった。そ

れからまたしばらくして、今度は「夢のお告げ」が届く。「チ

ベットのためにすぐ何かをしなさい」という声が聞こえたの

だ。チベットのことを何も知らなかった彼女は図書館にこもっ

て調べ、悲惨な歴史と現実に衝撃を受ける。「絵を描くこと

でチベットの役に立ちたいと強く思いました。私にとって絵

は目的ではなく手段。そう気づいて、絵を描くことが心から

楽しくなりました」。

　それから藤田さんは、個展や講演会などのかたわら、チ

ベット難民の子どもたちのために 5 冊の絵本を作ってきた。

すべてダライ・ラマ猊
げい

下
か

が序文を寄せている。12 月に完成

した新作『Tibetan	Identity』は初めて絵本ではない、エッ

セイ集。「チベット人の若者たちに自分のアイデンティティ

について書いてもらい、まとめました。彼らがチベット人で

あることを見つめ直す機会を作りたかったのです。寄付金

のみで 2 万部を刷って、インドやアメリカ、ヨーロッパなど

世界中に亡命しているチベットの人たちに贈ります」。こうし

た献身的な活動は当然大変なことも多い。何度もやめよう

と思ったという。そんなとき思い留まらせてくれたのは、子

どもたちの喜ぶ顔とダライ・ラマ猊下の労いの言葉、そして

日本人としてのアイデンティティだ。「私は子どもの頃から外

国で育ったことで、アイデンティティが財産であることを早く

に学びました。思いやり深い日本人であることを誇りに思っ

ています」。そう言うと、藤田さんはしなやかに力強く微笑

んだ。

『不思議な冒険』

ブックス・フォー・チルドレン第 1 弾。日本語・英語・チベット語で綴

られた、自然の大切さを優しく伝える絵本。（序文：ダライ・ラマ法王、

リチャード・ギア）
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『Tibetan	Identity』

恵まれない孤児達に絵本を贈るプロジェクト、ブックス・フォー・チルド

レンの最新作第 6 弾。英語とチベット語で綴られ、2 万部全てが寄贈さ

れる。

（P.055）

作品、上左より

・楽園

ニューヨークのボタニカルガーデンの桜の木の下で、花びらを浴びなが

らメディテーションをした後に生まれた作品。

・ブルームーン

フランス、ロワール地方の森でのある黒猫との出会いから生まれた作品。

・ダッカ

サンスクリット語で「無知」を意味する「ダッカ」。人間の愚かさの源で

ある無知が原因で繰り返される輪廻転生を表している。人が動物の命を

食べ、成長し、子供を生み、死んで、また生まれるといった重いテーマ

を美しく昇華させた作品。

・シェルター

アニマル・ライツ（動物愛護運動）を支援している藤田さんが、「いっそ

全ての犬たちをアダプトしたい」と思いながら眠りについた時に見た夢

から生まれた作品。

・マヤデヴィ

後にブッダとなるシダッタール王子を生んだのは、マヤという美しい女

王。王子を身ごもる前に、女王マヤは白いゾウの夢を見たといわれてい

る。2017 年に米国で発売予定の絵本『ブッダ』からの一枚。

rimafujita.com
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イベント
ガイド 文＝鈴木糸子

p.056
 

138	年ぶりに揃う歌麿の三部作
喜多川歌麿展

「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」から成る、喜多川歌

麿の三部作「雪月花」。日本美術の定番モチーフである雪月

花をテーマに、歌麿が得意とする美人画の様式を用い、江

戸を代表する遊里を舞台にした、肉筆画の作品。横幅が 2.5

メートル以上と、浮世絵としては例外的な大きさにも圧倒さ

れる。2014 年に長らく行方の分からなかった「深川の雪」

が発見されたため、138 年ぶりに三部作を揃え、それらを

核とした展覧会が行われる。見逃せないのが、4 月から行

われるフリーア美術館／アーサー・M・サックラー・ギャラリー

での開催。門外不出の規定により、所蔵する「品川の月」

の真筆が実際に見られるのはここだけ。「吉原の花」所蔵の

ワズワース・アンセーニウム美術館（米国・コネチカット、

～ 3 月26日）、「深川の雪」所蔵の岡田美術館（日本・神奈

川、7 月28日～ 10 月29日）では、高精細複製画による「品

川の月」で三部作が展示される。

～ 3月26日

ワズワース・アンセーニウム美術館

thewadsworth.org

4月8日～ 7月9日

アーサー・M・サックラー・ギャラリー

www.asia.si.edu

7月28日～ 10月29日

岡田美術館

www.okada-museum.com

（写真）

品川の月　江戸時代　喜多川歌麿　

Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington D.C., Gift of 

Charles Lang Freer F1903.54

アニメの巨匠の軌跡も展示
THE 世界名作劇場展　
～制作スタジオ・日本アニメーション 40年のしごと～

現代まで活躍し続けるクリエーターたちによって制作され、

1970 年代～ 2000 年代にかけて放映された TVシリーズ「世

界名作劇場」。『フランダースの犬』『あらいぐまラスカル』『母

をたずねて三千里』『赤毛のアン』など、多くの作品が親し

まれてきた。こうした名作の制作過程の資料を展示し、作品

の奥深い魅力に触れると同時に、クリエーターたちの仕事ぶ

りを知ることができる展覧会が開かれる。人気キャラクターた

ちの性格や細かなサイズまで書き込まれたキャラクター設定

の原画、宮崎駿氏が場面設定を担当した『赤毛のアン』の

レイアウト原画、そして実力派クリエーターたちによるイメー

ジボードや背景美術などを展示。同時に、各作品のオープニ

ング映像と音楽も流される。学芸員による作品背景の解説や、

『フランダースの犬』に登場するルーベンス作品にまつわるレ

クチャーも行われ（いずれも日本語）、美術的な観点から作品

の魅力を再発見できる。

3 月 17 日～ 5 月 7 日　

岡山県立美術館

岡山市北区天神町 8-48

www.ohk.co.jp/event/sekaimeisaku/

（写真）

© NIPPON ANIMATION CO., LTD. ”Anne of Green Gables” ™AGGLA

 ”Peter Pan” © Great Ormond Street Children's Hospital Fund

 ”Lassie” © Classic Media, Inc. LASSIE is a registered trademark of 

Classic Media, Inc. All rights reserved. © NIPPON ANIMATION/FUJI TV

 ”Before Green Gables” ™AGGLA

2017年		春／夏号		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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茶道の魅力に迫る2つの展示

日本文化のエッセンスを凝縮させた総合芸術である茶道。

その奥深い世界に触れることができる展覧会がこの春、東

京で相次いで行われる。『茶碗の中の宇宙』展は、約 450

年続く茶碗作りの古窯・樂家に伝わる名碗の数々を中心とし

た展示。実子に限らず卓越した技術を持つ者に、一子相伝

で受け継がれてきた奥義によって作られる茶碗は、一点ず

つ手びねりされ、一点だけ窯入れして作られる希少なもの。

千利休が愛した初代・長
ちょう

次
じ

郎
ろう

による黒樂茶碗「大
おお

黒
ぐろ

」、本

阿弥光悦の赤樂茶碗「乙
あと

御
ご

前
ぜ

」などを含む重要文化財の茶

碗が、かつてない規模で揃う。一方『茶の湯』展は、主に

15 世紀から近代までの ”茶の湯 ” 美術の変遷を展観。中国

からもたらされた美術品 ”唐
から

物
もの

” のうちでも最高級品を集め

て楽しんだ足利将軍家から始まり、国内で創り出した茶道具

や道具組みの妙を楽しむ	 ”侘
わび

茶
ちゃ

” の大成、茶の湯に親しんだ

政財界の大物である近代数
す

寄
き

者
しゃ

たちが選び抜いた茶道具の

数々まで、時代を代表する名品を通じて茶の湯の歴史に迫

る。天下の武将や茶人が愛した国宝級の名碗をはじめ、第

一級の茶道具ばかりが集まる稀有な機会だ。茶道について

じっくり知りたい人向けに、お得な共通チケットや、2 つの

会場を繫ぐ無料シャトルバスも運行予定。

『茶碗の中の宇宙　樂家一子相伝の芸術』

3 月 14 日～ 5 月 21 日　

東京国立近代美術館

東京都千代田区北の丸公園 3-1

raku2016-17.jp

特別展『茶の湯』

4 月 11 日～ 6 月 4 日

東京国立博物館

東京都台東区上野公園 13-9

chanoyu2017.jp

（左）

国宝　曜変天目　稲葉天目　中国・建窯　南宋時代・12 ～ 13 世紀東京・

静嘉堂文庫美術館蔵（展示期間：4 月 11 日～ 5 月 7 日）

（右）

初代 長次郎 黒樂茶碗　銘 大黒　重要文化財　桃山時代（16 世紀）

個人蔵
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スイーツ

老舗の抹茶おやつ
		

写真＝内藤貞保、清水奈緒 (p.59、p.63 上、p.64 右、p.65 右 )

文＝姜	尚美、平山亜紀

菓子製作＝今井恭子、上野山由紀、小山裕子

スタイリング＝曲田有子

協力＝丸久小山園

 p.058

”抹茶 ” というと、どのような姿を思い浮かべるでしょうか。

改まった茶席でいただく格式高い飲みもの、という印象かも

しれません。またはその全く逆で、毎朝立ち寄るコーヒース

タンドでテイクアウトするラテかもしれません。この緑鮮やか

なほろ苦い一杯に馴染みがある人もそうでない人も、新しい

抹茶の姿にきっと出会える、濃厚な抹茶が主役のおやつ作り

を京都の老舗「丸
まる

久
きゅう

小
こ

山
やま

園
えん

」に教えていただきました。

(p.059)

抹茶のミルクジャム

抹茶が、朝の食卓を彩るこんな姿に大変身。牛乳と生クリー

ムをじっくり煮詰めた、抹茶風味のコクのあるジャムは、出

来たてはとろとろだが、冷やすとキャラメルのようにねっとり

とする。こんがり焼いたトーストとの相性は格別だ。熱いミ

ルクに添えて、溶かしながら飲んでも。

ひんやり抹茶レシピで涼やかに
p.060

大人の抹茶ラテ

こっくり甘い牛乳の風味と、多めに配合した抹茶のほろ苦さ

がじんわり広がる抹茶ラテ。抹茶のアロマ効果か、ひと口飲

むと疲れも悩みもとけるような、リセット力のあるデザート・

ドリンク。真夏の午後のリフレッシュにはアイスラテで。寒

い季節はホットで身体を温めて。

(p.061)

シンプルな抹茶ババロア

ミルキーな色がかわいらしい抹茶ババロアは、ゼラチンを少

なめにしてやわらかい口当たりに仕上げた。舌の上でとろけ

た瞬間、華やかな抹茶の香りが口いっぱいに広がる。大き

めの容器で作り、スプーンですくって盛り付けてもよい。

元庵好みの氷宇治金時

丸久小山園の茶房「元
もと

庵
あん

」で人気の、夏限定のかき氷。特

別に配合を教わった抹茶蜜は、煮詰めずに作るため、さら

さらしていてあと味清らか。冷たい氷と共に五臓六腑を潤し

てくれる、暑気払いにぴったりの冷菓だ。

老舗の洗練が香るエレガントなティータイム
p.062

丸久小山園の名物ロールケーキ

うっとりするほどふかふかの生地にナイフを入れると、濃密

抹茶クリームとホイップクリームがとろり。丸久小山園の名物

ロールケーキのレシピを特別に教わり、家庭用に微調整した。

分量表記は細かいが、とても味がいいのでぜひ挑戦を。

(p.063)

お濃茶ガナッシュのトリュフ

ねっとりきめ細かい抹茶ガナッシュがお濃茶を思わせる、品

格ただようチョコレート菓子は、煎茶にもコーヒーにもぴっ

たり。作る時はチョコレートの温度管理が少し大変だが、う

まくできたらギフトにもしたい特別な一品に。

抹茶と鳴門金時のスイートポテト

ほくっとしたさつまいもの甘みと抹茶のほろ苦さのバランス

が絶妙な、スイートポテト。さつまいもは鳴門金時など甘み

2017年		春／夏号		日本語編

apanese tex tJ
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の濃いものがおすすめ。少し面倒でもさつまいもは丁寧に

裏ごしするのが、ベルベットのようななめらかな舌触りに仕

上げるコツだ。

丸久小山園

元禄年間、初代・小山久次郎が京都の宇治で茶の栽培・製造を始めて

から 300 年以上続く老舗の茶舗。香り高くまろやかな茶に定評があり、

自園茶は何度も全国茶品評会の 1 位に輝く。宇治市内の工場見学も開催

している。直営店併設の茶房「元庵」では、抹茶が濃厚なスイーツやド

リンクが大人気。京町屋らしい風情の落ち着いた店内では、坪庭を望む

席や茶室もあり、ゆったりとしたひとときを過ごせる。レシピを教えてい

ただいたロールケーキとドリンクのセット (1200 円 ) や、お薄と上質な生

菓子のセット (1100 円 ) もおすすめ。おみやげにも、豊富に揃うお茶や

スイーツなどの商品に目移りしてしまう。

本社：

京都府宇治市小倉町寺内 86

Tel. 0774-20-0909

西洞院店・茶房「元庵」：

京都府京都市中京区西洞院通御池下ル

Tel. 075-223-0909  

茶房　10:30~17:00 L.O.

ショップ　9:30~18:00

水曜定休（祝日の場合は営業）

※ジェイアール京都伊勢丹内と京都髙島屋内にも直営店があるほか、全

国の茶小売店や茶道具店などでも販売。

書籍紹介

本特集で紹介している抹茶スイーツの世界はほんの一部。ここに紹介し

きれなかったレシピのほか、丸久小山園をひいきにしている京都の名店

の抹茶メニューや、小山家に伝わる「茶めし」についてのエピソードなど、

抹茶の楽しみがもっと広がるコラムが満載の書籍『京都・丸久小山園に

教わる 老舗の抹茶おやつ』のは世界文化社から刊行。台湾では中国語

版も好評発売中。

毎日のお菓子が抹茶で特別に
p.064

抹茶カスタードのシュークリーム

愛らしくふくらんだシュー皮に抹茶カスタードクリームとホ

イップクリームを挟んだ、思わず顔がほころぶシュークリー

ム。卵たっぷりの皮と抹茶カスタードのおいしさに、抹茶と

卵の好相性を発見。口いっぱいにほおばりたい、風味豊か

な一品だ。

抹茶のほろ苦サブレ

ざくざくした食感と芳醇なバターの香りがたまらない、素材

を活かしたシンプルなサブレ。甘さひかえめなので、粉のお

いしさ、抹茶のほろ苦さが際立つ。棒状に成型してから冷蔵

庫で冷やして作る、扱いやすいアイスボックスクッキー。

(p.065)

抹茶のトルテ

紅茶や煎茶と合う、ふんわり軽いトルテ。天板に流して焼い

た抹茶スポンジ生地をうずまき状に巻いていくと、切り口に

ストライプが現れる上品なクリームケーキだ。オレンジリ

キュールをきかせたクリームシャンティをぽってり塗り重ね、

全体がなじんだら食べごろ。

抹茶クランブルのパウンドケーキ

ケーキ生地にそぼろ状のクランブルを重ねたパウンドケーキ

は、二層の抹茶の味わいが楽しめる。抹茶の緑を活かすため、

焼き色は強くつけずに仕上げる。ホイップクリームを添えて、

さくさくのクランブルとしっとり生地が織りなす重厚な抹茶感

を堪能しよう。
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お茶の時間が待ちどおしい ”ちょっとひと口 ”
p.066

濃い抹茶と香る京ほうじ茶キャラメル

不揃いな形がかわいい、抹茶とほうじ茶葉を贅沢に使った

キャラメルは、それぞれお薄とほうじ茶のお茶請けとして楽

しむのも一興。本格的な生キャラメルのレシピだが、加熱に

よってお茶の香りが飛ばないよう、加えるタイミングを工夫し

た。室温や手の温度で溶けやすいので、クーラーのきいた

部屋や冬の寒い日に作るのがおすすめ。

淡
あわ

萌
もえ

黄
ぎ

のメレンゲ

萌黄とは、春に萌え出ずる草の芽の色のこと。新茶の色にも

喩えられる萌黄色に染まった、軽やかな焼き菓子。口の中

でほどけるサクサクの歯触りの決め手は、しっかり泡立てた

メレンゲ。お菓子作りで余った卵白で作ってみよう。

抹茶そのものを味わう

抹茶がふんわり爽やかに香る「お薄
うす

」

一般的に「抹茶をいただく」というとき、茶
ちゃ

筅
せん

で細かな泡を

立てた「お薄 ( 薄茶 )」を指すことが多い。下の「濃茶」に

比べて湯に溶く抹茶の量が少なくとても軽やかで、やわらか

な抹茶の味わいが口いっぱいに広がる。茶道の作法とはま

た別と考えて、抹茶と湯量の割合と温度に気をつければ、初

心者でもおいしく点てられる。家庭でもおいしくいただくコツ

は、右を参考に。

①茶碗やカフェオレボウルに湯を入れて温め、そこに茶筅の

穂先もつける。湯を捨て水気をふき取ったら、ふるった抹

茶 1.5 ～ 2g を入れる。

②よく沸いた湯を計量カップなどに取り、多くて70㎖を目安

に、茶碗に静かに注ぎ入れる。

③茶筅で初めは抹茶と湯をなじませる。徐々に大きく、底か

ら攪
かく

拌
はん

するように振り、茶碗の中心を通る縦の直線上で前

後によく動かし、全体に泡を立てる。

④お茶の表面で茶筅の穂先をゆっくり動かして泡を細かくす

る。茶筅を静かに引き上げて、細かい泡をこんもりさせて

出来上がり。好みで泡を立てないように点てても。

とろりと濃厚な「お濃
こい

茶
ちゃ

」

「濃茶」は主に、茶事など茶会で出され、同席した人たちと

一碗を回していただくもの。その名のとおり、たっぷりの抹

茶を少なめの湯で溶いて濃く練り上げるので、抹茶の旨みや

深い香りを堪能できる。ただし、とても濃厚なので、苦みや

渋みが強い種類の抹茶は不向き (p.067	参照 )。抹茶の中で

も上等でまろやかなものが、濃茶用として選ばれる。ここでは、

1 人分から家庭で味わう方法をご紹介する。

①茶碗やカフェオレボウルに湯を入れて温め、そこに茶筅の

穂先もつける。湯を捨て水気をふき取ったら、ふるった抹

茶約 5g を入れる。

②よく沸いた湯を計量カップなどに取り、まず 30㎖ほどを茶

碗に静かに注ぎ入れる。1人分の湯は少量なので、冷め

ないうちに手際よく。

③茶筅で抹茶と湯をなじませたら、底に茶筅の弾力を感じな

がら、弾みをつけてしっかり練る。途中、濃さの調整の湯

15 ～ 25㎖を茶筅につたわせて加え、さらに練る。

④茶筅を静かに引き上げれば、つやのある、とろりとしたお

濃茶の出来上がり。
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抹茶を扱うポイントをおさえて
極上の仕上がりを目指そう

p.067
菓子作りには「少し上等」な薄茶用を

菓子作りに使う抹茶は、選び方によってその苦みや風味が仕

上がりにとても影響する。どんな茶舗の抹茶を使用する場合

でも、「中級クラスの薄茶以上、濃茶未満」を菓子作りに適

したひとつの基準として参考にしよう。以下のレシピで使用

しているのは、丸久小山園製の薄茶用抹茶「又
ゆう

玄
げん

」(40g 缶	

1620 円 )。ほんのり苦みがあり旨みとまろやかさも感じられ、

色も美しく菓子作りにぴったりだ。一般的に、濃茶用の高価

な抹茶ほど甘みがあり、菓子作りにはやや苦味不足。逆に、

料理・製菓用のものや、薄茶用でも比較的安価なものは、

このレシピの配合では苦みが強すぎるかもしれないので、分

量をやや少なめにするなど工夫してみるとよい。　

少量でもきちんと量る

抹茶はとても濃厚で贅沢な素材で、ごく少量でも強い風味が

感じられるので、お菓子にすると数グラムの違いで大きく味

が違ってくる。以下のレシピでは、老舗茶舗の豊かな感覚と

知恵をもとに、家庭で作ったとは思えないほどおいしく作れ

るよう導き出された抹茶の配合を紹介。抹茶により量の微調

整が必要な場合もあるが、抹茶「又玄」を基準に分量を守っ

て作れば、とびきりおいしい抹茶おやつが完成する。

必ずふるう

抹茶は、生の茶葉の状態のときから9 割ほど水分を飛ばし、

粉にしたもの。そのため湿気を吸いやすく、すぐにダマがで

きてしまう	( 使用した抹茶の残りは、しっかり蓋を閉め冷蔵庫

で保存することが大切 )。飲みものでもお菓子でも、抹茶の

ダマが残っているとおいしさが半減してしまうので、作る直

前に茶漉しや目の細かいふるいでふるうひと手間が、仕上が

りを左右する。グラニュー糖やほかの粉類と抹茶を同時に入

れる場合は、合わせてからさらにふるうなど粒子を混ぜ合わ

せておくとよい。

クセと付き合う

抹茶を生クリームに入れるとコシと粘りがでるので、いつも

の泡立てる感覚とは少し異なる。また焼き菓子に混ぜると焦

げやすくなるため、焼き方や焼き時間がプレーンの菓子と異

なることもある。以下のレシピでは、抹茶が入ることで生じ

る特有の注意点や利点を考えて、手順や配合を調整してい

る。いろいろな抹茶おやつを作って、抹茶を扱うコツをつか

んでみよう。

抹茶のミルクジャム

( 約 180㎖の瓶１本分 )

牛乳………………………………………………	50㎖＋ 150㎖

抹茶…………………………………………………………	10	g

生クリーム	……………………………………………… 	100㎖

グラニュー糖	……………………………………………… 80	g

下準備

・抹茶をふるっておく。

①小さい鍋に牛乳 50㎖を入れて中火にかけ、人肌程度に温

める。ふるっておいた抹茶と牛乳をボウルに入れ、泡立て

器でダマがなくなるまで混ぜる。

②別の鍋に牛乳 150㎖、生クリーム、グラニュー糖を入れて

弱火にかけ、とろみが出るまでひたすら木べらで混ぜ続け

る（10~15 分）。くれぐれも焦がさないよう注意。

③木べらでかくと鍋の底が見えるくらいとろみがついたら①

を加えて混ぜ合わせ、火からおろす。粗熱がとれたら出来

上がり。ジャムが熱いうちに、煮沸消毒した瓶に入れて保

存すれば日持ちするが、抹茶の色が変わっていくので、少

量ずつ作って早めに食べきるほうがよい。

大人の抹茶ラテ

≪アイス≫
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(グラス１杯分 )

牛乳……………………………………………………… 100㎖

グラニュー糖	……………………………………………… 	8	g

抹茶………………………………………………………… 	3	g

氷	 	………………………………………………………… 適量

下準備

・抹茶をふるっておく。

・グラスを冷蔵庫で冷やしておく。

①小さい鍋に氷以外の材料を入れて弱火にかけ、泡立て器

などでグラニュー糖が溶けるまでよく混ぜる。ふちに小さ

い泡が立つまで温めたら火からおろし、粗熱をとる。

②	冷やしておいたグラスに氷をたっぷりと入れ、①を注いで

出来上がり。

≪ホット≫

(カップ１杯分 )

牛乳……………………………… 	100㎖＋適量（仕上げ用）

グラニュー糖	……………………………………………… 	5	g

抹茶………………………………………………………… 	3	g

水	 	……………………………………………………… 	20㎖

下準備

・抹茶をふるっておく。

・カップに湯を入れ、温めておく。

①小さい鍋に牛乳 100㎖、グラニュー糖、抹茶、水を入れ

て弱火にかけ、泡立て器などでグラニュー糖が溶けるまで

よく混ぜる。ふちに小さい泡が立つまで温めたら火からお

ろし、温めておいたカップに注ぐ。

②別の小さい鍋で仕上げ用の牛乳を温めてミルクフォーマー

でフォームドミルクを作り、抹茶ラテに浮かべて出来上が

り。

シンプルな抹茶ババロア

( 口径 7 ×高さ3.5㎝のババロア型　約 8 個分 )

牛乳……………………………………………………… 	320㎖

水	 	…………………………………………………………90㎖

抹茶…………………………………………………………	10	g

グラニュー糖	………………………………………………	80	g

板ゼラチン	………………………………………………… 	7	g

生クリーム	……………………………………………… 	80㎖

下準備

・抹茶をふるい、グラニュー糖と合わせて、もう一度ふるっ

ておく。

・ボウルに板ゼラチンがひたるくらいの氷水を用意し、板ゼ

ラチンを入れて10 分ほどふやかしておく。

①抹茶のゼラチン液を作る。鍋に牛乳と水を入れて中火に

かけ、ふちに小さい泡が立つまで温めて火からおろす。

②一緒にふるっておいた抹茶とグラニュー糖を①に加え、抹

茶のダマが残らないよう泡立て器でよく混ぜる（①の牛乳

液の少量で抹茶を溶いてから加えるとダマが残りにくい）。

③ふやかしておいた板ゼラチンの水分を手でよく絞り、②に

加えて泡立て器でよく混ぜ溶かす。

④③を目の細かいこし器で漉しながらボウルに移す。抹茶の

ダマがなくなるまで 3 回ほど漉す。

⑤ゼラチンをひたしていた氷水に④のボウルの底をあて、泡

立て器で混ぜながら粗熱をとる。マヨネーズ状にとろみが

つき始めたらボウルを氷水からはずす。

⑥生クリームを泡立てる。ボウルに生クリームを入れ、⑤で

使った氷水にボウルの底をあてながら泡立て器で六分立

てにする。

⑦⑤に⑥の生クリームを加え、泡立て器で全体をよく混ぜる。

特に抹茶の粒子が均一に混ざるよう注意する ( 混ぜる前

に、六分立てにした生クリームより抹茶のゼラチン液のほ

うがゆるくなっていたら、再び氷水にボウルの底をあて、

とろみ加減を揃えておくとよい )。
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⑧型に⑦を流し入れ、プリン状になるまで冷蔵庫で約 2 時間

冷やし固めて出来上がり。型から出すときは、湯せんで型

の周囲を少し温めると出しやすい。

元庵好みの氷宇治金時

(2 ～ 3 人分 )

【抹茶蜜】

抹茶………………………………………………………… 10	g

グラニュー糖	…………………………………………… 100	g

冷水……………………………………………………… 	100㎖

氷	 	………………………………………………………… 適量

粒あん（市販のもの）	 ……………………………………	適量

練乳………………………………………………………	好みで

下準備

・抹茶をふるっておく。

・かき氷を盛り付ける器を冷蔵庫で冷やしておく。

①抹茶蜜を作る。ボウルにふるっておいた抹茶とグラニュー

糖を入れ、冷水を静かに加えながら、グラニュー糖が溶け

るまで泡立て器でよく混ぜる。ラップをかけて冷蔵庫で冷

やしておく。

②氷をかき氷機にセットし、冷やしておいた器にふんわりと

盛るようにかき氷を作る。

③粒あんを添え、冷やしておいた抹茶蜜をたっぷりと回しか

けて出来上がり。好みで練乳をかけてもおいしい。

丸久小山園の名物ロールケーキ

( 直径約 12	×長さ約 30㎝のロールケーキ 1 本分 )

【ロールケーキ生地】

（30	×	30㎝	の天板 1	枚分）

卵	 	………………………………………………………… 4	個

卵黄……………………………………………………… 	5	個分

グラニュー糖	…………………………………… 17	g	＋	73	g

はちみつ	……………………………………………………	34	g

卵白	……………………………………………………… 	5	個分

無塩バター	…………………………………………………	23	g

牛乳……………………………………………………… 	40	㎖

抹茶………………………………………………………… 	7	g

薄力粉………………………………………………………	73	g

コーンスターチ	……………………………………………	17	g

【ホイップクリーム】

生クリーム	………………………………………………	260	㎖

グラニュー糖	………………………………………………	28	g

【抹茶クリーム】　

生クリーム	……………………………………………… 	70	㎖

抹茶………………………………………………………… 	5	g

グラニュー糖	………………………………………………	11	g

下準備

・ロールケーキ生地用の抹茶 7g をふるい、薄力粉・コーン

スターチと合わせて、もう一度ふるっておく。

・抹茶クリーム用の抹茶 5g をふるい、グラニュー糖 11gと

合わせて、もう一度ふるっておく。

・天板にクッキングシートを敷いておく。

・オーブンを 180℃に温めておく。

①ロールケーキ生地を作る。大きめのボウルに卵 4 個、卵

黄 5 個分、グラニュー糖 17g、はちみつを入れ、ハンドミ

キサーで白っぽくもったりするまで混ぜる。生地を持ち上

げるとたらたらとリボン状に落ちるくらいになったらOK。

②別のボウルに卵白 5 個分を入れ、ハンドミキサーで軽く泡

立てる。グラニュー糖 73g を 2、3 回に分けて加え、その

都度ハンドミキサーで泡立てる。ボウルを引っくり返して

も落ちてこないくらいのしっかりとしたメレンゲを作る。

③小さい鍋にバターと牛乳を入れて温め、バターが溶けたら
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火からおろす ( 沸騰させないよう注意 )。

④①に②のメレンゲの半量を加え、ゴムべらで切るように混

ぜてなじませた後、一緒にふるっておいた抹茶・薄力粉・

コーンスターチ、残りのメレンゲを加えて再び大きな泡を

切るように混ぜる ( ボウルを回しながら行うと全体の生地

のきめが整う)。

④③をゴムべらに沿わせて回し入れ、さらに混ぜる。生地を

たらしてみて筋がすぐ消える状態になれば OK。

⑤クッキングシートを敷いておいた天板に高めの位置から一

気に生地を流し入れ、180℃のオーブンで約 20 分焼く。

⑥竹串を刺してみて生地がついてこなくなったらオーブンか

ら出し、平らな場所で天板を高さ30 ～ 40㎝上から下に落

とし、焼きちぢみを防ぐ。熱いうちに天板からはずして網

にのせ、ひと回り大きいクッキングシートを上にかぶせる。

⑦上下のクッキングシートの端を持ち、ひと息に表裏を引っ

くり返す ( 難しい場合は天板などを添えて引っくり返すとよ

い )。スポンジの底紙をはがしてから軽くかぶせる。

⑧再び焼き面が上になるよう引っくり返し、クッキングシート

を軽くかぶせたまま、粗熱をとる（乾燥すると巻くときに

割れやすくなるので、長時間置かないこと）。

⑩ホイップクリームを作る。ボウルに生クリーム 260㎖、グ

ラニュー糖 28g を入れ、泡立て器で八分立てにする。

⑪抹茶クリームを作る。ボウルに生クリーム 70㎖、一緒にふ

るっておいた抹茶・グラニュー糖を入れ、泡立て器で八分

立てにする。

⑫⑨のスポンジを再び引っくり返し、底紙をはがしたほうを

上にする。右端にホイップクリームをのせ、パレットナイ

フですーっと左へのばす。左にたまったクリームのてっぺ

んを少し平らにならす。

⑬クリームがたまったほうが手前にくるよう回転させる。絞り

袋に丸形の口金をはめて、ゴムべらで⑪の抹茶クリームを

入れる (「シュークリーム」のプロセス⑦参照 )。生地の手

前、端から3㎝ほど内側に 3 回水平に抹茶クリームを絞り、

パレットナイフで山形に盛り上げる。

⑭手前からクッキングシートごとくるくると巻いていき、巻き

終わりを下にして巻き戻らないようにする。もう一重クッキ

ングシートで包んで冷蔵庫で１時間ほど冷やし、クリーム

を落ち着かせる。

⑮包丁で好みの大きさに切り分けて出来上がり。カットする

ときは包丁を軽く火であぶると切りやすい。

お濃茶ガナッシュのトリュフ

( 直径約 3㎝のトリュフ約 40 個分 )

生クリーム	……………………………………………… 100	㎖

ホワイトチョコレート………	200	g	＋	200	g（コーティング用）

抹茶……………………………………	12	g	＋	6	g（仕上げ用）

粉砂糖………………………………………… 4	g	（仕上げ用）

下準備

・抹茶 12g をふるっておく。

・	抹茶 6g をふるい、粉砂糖と合わせて、もう一度ふるって

おく。

・ホワイトチョコレートを包丁で粗く刻み、計量してボウルに

分けておく。

・天板 2 枚にそれぞれクッキングシートを敷き、冷蔵庫で冷

やしておく。

・ボウルに 50 ～ 60℃の湯を用意しておく。

・ナイロン手袋を用意する。

①抹茶ガナッシュを作る。鍋に生クリームを入れて弱火にか

ける。ふちに小さい泡が立ったら火からおろし、刻んでお

いたホワイトチョコレート200g を加える。

②ゴムべらでかき混ぜながら、ホワイトチョコレートを完全

に溶かす。

③さらにふるっておいた抹茶 12g を加えて混ぜる。全体が

均一に混ざったら、中身をボウルに移す。

④別の大きめのボウルに水を用意して③のボウルの底をあ

て、ゴムべらで底から混ぜながら粗熱をとる。水が冷たす

ぎるとチョコレートが固まってしまうので、氷は不要。
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⑤チョコレートが水あめ状になってきたら、ラップをかけ、

冷蔵庫で 15 ～ 30 分冷やす。

⑥ゴムべらで触ってみて写真のようにツノが立つくらいに固

まったら、冷蔵庫から出す。

⑦冷やしておいた天板を１枚、冷蔵庫から出す。絞り袋に

直径 1㎝くらいの丸形の口金をはめて、抹茶ガナッシュを

ゴムべらで入れる。クッキングシートの上に直径 3㎝くら

いのドーム形に絞っていき、冷蔵庫で約 30 分冷やす。

⑧抹茶ガナッシュが手で成形できるくらいに固まったら天板

ごと冷蔵庫から出し、ナイロン手袋をはめて１個ずつ手で

丸める（溶けてくるときは、手を冷水で冷やす）。丸めた

ガナッシュをもとの天板に並べ、再び冷蔵庫に入れておく。

⑨コーティング用のホワイトチョコレートを作る。ボウルに刻

んでおいたホワイトチョコレート200g を入れ、50 ～ 60℃

の湯を入れたボウルに底をあてて湯せんし、ゴムべらで混

ぜながらよく溶かす。

⑩ホワイトチョコレートが完全に溶けたら、湯せんからはず

す。今度は水を入れたボウルに底をあて、粗熱が完全に

とれてマヨネーズ状になるまで、ゴムべらで混ぜながら冷

やす。

⑪冷やしておいたもう１枚の天板を冷蔵庫から出す。同時

に、抹茶ガナッシュが完全に固まっていたら冷蔵庫から出

し、⑩のホワイトチョコレートの中に入れる。抹茶ガナッシュ

をフォークで転がし、ホワイトチョコレートをからめる。

フォークで持ち上げ、ボウルのへりを使いながら余分なチョ

コレートを落とす。

⑫⑪を天板に並べ、冷蔵庫で約 15 分冷やす。

⑬別のボウルに、ふるっておいた仕上げ用の抹茶と粉砂糖

を入れ、⑫を入れてボウルを手で揺らして転がしながら、

まんべんなくまぶして出来上がり。

抹茶と鳴門金時のスイートポテト

( 口径 5.5 ×高さ1.9㎝	の型　約 10 個分 )

さつまいも（鳴門金時など。裏ごしした状態で）	…… 	250	g

グラニュー糖	………………………………………………	60	g

牛乳……………………………………………………… 	60	㎖

生クリーム	……………………………………………… 	60	㎖

無塩バター	…………………………………………………	30	g

塩	 ひとつまみ

抹茶………………………………………………………… 6	g

卵黄…………………………… 	1 個分＋適量（つや出し用）

下準備

・抹茶をふるっておく。

・オーブンを 180℃に温めておく。

①さつまいもを軽く水洗いしてアルミホイルで1本ずつ包み、

天板に並べて180℃のオーブンで約 30 分焼く。

②さつまいもに竹串を刺してすっと通ったらオーブンから出

し、熱いうちに皮をむいて、裏ごし器で裏ごしする ( 細か

い目の裏ごし器を使うと口当たりが格別によくなる。目に

対して斜めに木べらを動かすとよい )。250g 分を計量して

ボウルに入れておく。オーブンはあとでスイートポテトを

焼くときにも使うので 180℃のまま置いておく。

③鍋にグラニュー糖、牛乳、生クリーム、バター、塩、裏ご

ししたさつまいもを入れて中火にかけ、バターが溶けるま

でゴムべらでよく混ぜる。

④生地がねっとりとしてきたら鍋を火からおろし、抹茶を加え

てゴムべらでよく混ぜる。さらに卵黄 1 個分を加えてよく

混ぜる。

⑤天板に型を並べる。絞り袋に星形の口金をはめて、④の

生地をゴムべらで入れ、型の中にうずまき状に絞っていく。

⑥つや出し用の卵黄を器に溶き、生地の上に刷毛でやさしく

塗る。180℃のオーブンで 15 ～ 25 分焼く。

⑦表面がきつね色になったらオーブンから出し、粗熱をとっ

て出来上がり。
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抹茶カスタードのシュークリーム

( 直径約 8㎝	のシュークリーム約 8 個分 )

【シュー生地】

牛乳……………………………………………………… 110	㎖

水	 	………………………………………………………	110	㎖

グラニュー糖	……………………………………………… 	6g

塩	 	………………………………………………… 	ひとつまみ

無塩バター	……………………………………………… 	100	g

薄力粉…………………………………………………… 	120	g

卵	 	………………………………………………………… 	4 個

【抹茶カスタードクリーム】

牛乳……………………………………………………… 500	㎖

グラニュー糖	……………………………………… 	4g	＋	66	g

卵黄……………………………………………………… 6	個分

抹茶………………………………………………………… 10	g

薄力粉………………………………………………………	35	g

無塩バター	………………………………………………… 30	g

【ホイップクリーム】

生クリーム	………………………………………………	200	㎖

グラニュー糖	………………………………………………	20	g

下準備

・シュー生地用、抹茶カスタードクリーム用の薄力粉をそれ

ぞれふるっておく。

・抹茶カスタードクリーム用の抹茶をふるっておく。

・シュー生地用、抹茶カスタードクリーム用のバターをそれ

ぞれ角切りにしておく。

・シュー生地用の卵 4 個、抹茶カスタードクリーム用の卵黄

6 個分を溶いておく。

・天板にクッキングシートを敷いておく。

・オーブンを 200℃に温めておく。

・大きめのボウルに氷水を用意しておく。

①シュー生地を作る。鍋に牛乳と水	各 110㎖、グラニュー糖

6g、塩を入れて泡立て器で軽く混ぜ、角切りにしておいた

バター 100gも加えて強火にかけ、木べらで混ぜながら溶

かす。沸騰したら鍋をいったん火からおろし、ふるってお

いた薄力粉 120g を加えて木べらで混ぜる。

②鍋を再び強火にかけ、木べらで混ぜながら水分を飛ばし

マッシュポテト状にしていく。鍋底から生地がポロッとは

がれるようになったら、火からおろす。

③溶いておいた卵 4 個分を④に少しずつ加え、その都度木

べらで力強く混ぜる。卵に熱が加わる時間を短くするため、

手早く行う。卵が完全に混ざり、写真のように木べらで生

地を持ち上げると逆二等辺三角形を描きながらポトリと落

ちる状態になったらOK。固すぎて落ちないようなら、水

を少しだけ足す。

④絞り袋に直径1㎝の丸形の口金をはめて、写真のようにコッ

プなど筒状の容器にかぶせ、生地を木べらで入れる。クッ

キングシートを敷いておいた天板に、生地を直径 5㎝大に

絞っていく。生地が温かいうちに手早く行う。

⑤	200℃のオーブンで 15 ～ 18 分焼く。シューが十分ふくら

んだら150℃に下げ、さらに 25 ～ 30 分焼く。シューが十

分ふくらむまでオーブンは決して開けないこと。

⑥シューを焼いている間に、抹茶カスタードクリームを作る。

鍋に牛乳 500㎖、グラニュー糖 4g を入れて弱火にかけて

おく。

⑦ボウルに溶いておいた卵黄 6 個分を入れて泡立て器で軽

く混ぜ、ふるっておいた抹茶とグラニュー糖 66g を加えて

よく混ぜる。さらにふるっておいた薄力粉 35g を加え、よ

く混ぜる。

⑧沸騰直前の⑥の半量を少しずつ加え、その都度よく混ぜて

なじませる。⑥の鍋に入れて中火にかけ、泡立て器で混

ぜ続ける。

⑨泡立て器に重みを感じ、写真のようにクリームがぽってり

とまとまってきたら、耐熱ゴムべらに持ち替えて混ぜ続け

る。焦がさないよう注意。

⑩中央にふつふつと泡が出てきたら鍋を火からおろし、角切

りにしておいたバター 30g を加えてさらによく混ぜる。

⑪用意しておいた氷水、ボウル、こし器を重ね、抹茶カスター
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ドクリームを裏ごしする。こし器をはずし、ゴムべらで混

ぜながら一気に冷ます。すぐに食べない場合はバットに広

げ、ラップをピタッと密着させて冷蔵庫に入れておく。

⑫オーブン内のシューを確認する。シューがきつね色に焼き

上がったらオーブンのスイッチを切り、余熱で 5 ～ 10 分、

オーブンの中に入れておく。その後、網にのせて粗熱をと

る。

⑬	ホイップクリームを作る。ボウルに生クリーム 200	㎖とグ

ラニュー糖 20g を入れ、底を氷水にあてながら泡立て器

で八分立てにする。

⑭シューをギザギザの刃付きナイフで上下半分に切る。絞り

袋に丸形の口金をはめて、抹茶カスタードクリームをゴム

べらで入れる。シューの下半分に抹茶カスタードクリーム

をたっぷりと絞る。さらに、温めたスプーンでホイップクリー

ムをぽってりとのせる。シューの上半分をかぶせて出来上

がり。

抹茶のほろ苦サブレ

( 直径約 4㎝のサブレ約 11 枚分 )

無塩バター	…………………………………………………	50	g

粉砂糖………………………………………………………	30	g

卵（溶いたもの）	 …………………………………… 	小さじ2

抹茶………………………………………………………… 	3	g

薄力粉……………………………………………………… 5	g

アーモンドパウダー	 ……………………………………… 25	g

塩	 	………………………………………………… ひとつまみ

グラニュー糖	…………………………… 	好みで（仕上げ用）

下準備

・抹茶をふるい、薄力粉・アーモンドパウダー・塩と合わせて、

もう一度ふるっておく。

・バターを室温に置いておき、やわらかくしておく。

・天板にクッキングシートを敷いておく。

①ボウルにバターと粉砂糖を入れ、泡立て器で混ぜる。白っ

ぽくマヨネーズ状になったら卵を加えて混ぜ、全体をなじ

ませる。

②一緒にふるっておいた抹茶・薄力粉・アーモンドパウダー・

塩を加え、ゴムべらで切るように混ぜる。粉っぽさがなく

なったら手でひとまとめにし、直径約 4㎝の棒状に成形す

る。ラップに包み、冷蔵庫で約 3 時間休ませる。

③オーブンを 170℃に温める。その間に、生地を冷蔵庫か

ら出し、好みで周りにグラニュー糖をまぶしつけ、包丁で

約 1㎝の厚さに切り分ける。

④クッキングシートを敷いておいた天板に切り分けた生地を

並べ、170℃のオーブンで 13 ～ 15 分焼く。うっすら焼き

色がついたらオーブンから出し、天板ごと冷まして出来上

がり。

抹茶のトルテ

( 直径約 20 ×高さ約 4㎝のホール 1 台分 )

【抹茶スポンジ生地】

(30	×	30	㎝	の天板１枚分 )

卵	 	………………………………………………………… 4 個

グラニュー糖	……………………………………………… 85	g

抹茶………………………………………………………… 7	g

薄力粉……………………………………………………… 70	g

牛乳……………………………………………………… 	20	㎖

無塩バター	………………………………………………… 20	g

【シロップ】

水	 	……………………………………………………… 20	㎖

グラニュー糖	……………………………………………… 	5	g

コアントロー	 ………………………………………… 小さじ１

【クリームシャンティ】

生クリーム	……………………………………………… 300	㎖

グラニュー糖	………………………………………………	30	g

コアントロー	 ………………………………………… 小さじ1



38Spring / Summer 2017 Vol. 39［ スイーツ ］

下準備

・抹茶をふるい、薄力粉と合わせて、もう一度ふるっておく。

・天板にクッキングシートを敷いておく。

・オーブンを 180℃に温めておく。

・大きめのボウルに湯せんの用意をしておく。

・小さいボウルに牛乳とバターを入れ、湯せんで溶かしてお

く。

①抹茶スポンジ生地を作る。ボウルに卵とグラニュー糖 85g

を入れ、用意しておいた湯せんにかけながら泡立て器で

泡立てる。グラニュー糖が溶けたら湯せんからはずし、ハ

ンドミキサーで白っぽくもったりするまで泡立てる。持ち上

げるとたらたらとリボン状に落ちるくらいになったらOK。

②	一緒にふるっておいた抹茶と薄力粉を 2、3 回に分けて加

え、その都度ゴムベらで大きな泡を切るように混ぜる ( ボ

ウルを回しながら行うと全体の生地のきめが整う)。粉っ

ぽさがなくなったら、溶かしておいた牛乳とバターをゴム

べらに沿わせながら回し入れ、再び切るように混ぜ合わせ

る。クッキングシートを敷いておいた天板に生地を流し入

れる。ドレッジで表面を平らにならし、180℃のオーブン

で 9 ～ 10 分焼く。

③スポンジを焼いている間にシロップを作る。鍋に水とグラ

ニュー糖 5g を入れて火にかけ、スプーンで混ぜながら溶

かし、沸騰させる。粗熱がとれたらコアントロー小さじ1

を加える。

④オーブンのスポンジをチェックする。竹串を刺してみて生

地がついてこなくなったらオーブンから出す。熱いうちに

スポンジを天板からはずして網にのせ、ひと回り大きいクッ

キングシートを上にかぶせる。

⑤上下のクッキングシートの端を持ち、ひと息に表裏を引っ

くり返す ( 難しい場合は天板などを添えて引っくり返すとよ

い )。スポンジの底紙をはがしてから、軽くかぶせる。

⑥	再び焼き面を上にし、クッキングシートを軽くかぶせたま

ま、粗熱をとる ( 乾燥すると巻くときに割れやすくなるので、

長時間置かないこと)。包丁で四方の端を約 1㎝切り落と

して形を整え、短冊状に 8 等分する ( ものさしを使うとき

れいに切れる )。

⑦クリームシャンティを作る。ボウルに生クリーム、グラニュー

糖 30g、コアントロー小さじ1 を入れ、泡立て器で七分立

てにする。

⑧短冊状に切ったスポンジに、刷毛でシロップを塗り、その

上にクリームシャンティの半量を塗る。

⑨スポンジを 1 本、手前からくるくると巻き、回転台の中心に、

うずまき模様が時計回りになる向きに平たく置く。これを

芯にして、残りのスポンジも巻きつけていく。途中でスポ

ンジがちぎれても、上から見てうずまき状になればよいの

で、気にせずつなげていく。

⑩巻き終わりを包丁で斜めに削いで外縁に沿わせ、両手で

周囲を押さえて形を整える。上にはみ出たクリームはへら

で平らにならす。

⑪上面と側面に残りのクリームシャンティを塗る。スプーン

の背を使って、クリームの表面にツノをつけて出来上がり。

冷蔵庫で半日ほど冷やし、クリームを落ち着かせてからい

ただくとよりおいしい。

抹茶クランブルのパウンドケーキ

(21 × 8 × 6㎝のパウンド型 1 本分 )

【クランブル生地】

抹茶………………………………………………………… 	5g

薄力粉………………………………………………………	20	g

アーモンドパウダー	 ………………………………………	15	g

無塩バター	………………………………………………… 20	g

グラニュー糖	……………………………………………… 20	g

【パウンド生地】

無塩バター	……………………………………………… 150	g

グラニュー糖	…………………………………………… 135	g

はちみつ	…………………………………………………… 15	g
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卵	 	………………………………………………………… 	2 個

抹茶………………………………………………………… 10	g

薄力粉……………………………………………………… 40	g

ベーキングパウダー	……………………………………… 2	g

溶かした無塩バター	…………………………… 	適量（型用）

強力粉…………………………………………… 適量（型用）

下準備

・クランブル生地用の抹茶 5g をふるい、薄力粉 20g・アー

モンドパウダー 15gと合わせて、もう一度ふるっておく。

・クランブル生地用のバター 20g を小さく角切りにし、冷蔵

庫で冷やしておく。

・パウンド生地用のバター 150g を室温に置いておき、やわ

らかくしておく。

・パウンド生地用の抹茶 10g をふるい、薄力粉 140g・ベー

キングパウダー 2gと合わせて、もう一度ふるっておく。

・型の内側に刷毛で溶かしバターを塗り、強力粉をふって余

分な粉を落とし冷蔵庫に入れておく。

・オーブンを 180℃に温めておく。

①クランブル生地を作る。ボウルに一緒にふるっておいた抹

茶・薄力粉・アーモンドパウダー、冷やしておいた角切り

バター、グラニュー糖 20g を入れて、ドレッジで切るよう

に混ぜる。ある程度混ざったら、指で粉とバターをすり合

わせるようにしてなじませ、そぼろ状にする。ボウルにラッ

プをかけ、冷蔵庫に入れておく。

②パウンド生地を作る。ボウルに室温でやわらかくしておい

たバターを入れ、泡立て器でマヨネーズ状になるまで練る。

③グラニュー糖 135g、はちみつを加え、ハンドミキサーで白っ

ぽくもったりするまでよく混ぜる。卵を 1 個ずつ加え、そ

の都度ハンドミキサーで混ぜる。分離状態がなくなり、再

び白っぽくもったりするまでよく混ぜる（分離状態がなくな

らない場合は、湯せんで少し温めるか、ふるっておいた粉

類を大さじ1 程度、混ぜるとよい）。

④一緒にふるっておいた抹茶・薄力粉・ベーキングパウダー

を 2、3 回に分けて加え、その都度ゴムベらで切るように

してよく混ぜる。

⑤冷やしておいた型を冷蔵庫から出す。型にパウンド生地を

流し入れて隅々まで詰め、ゴムべらで表面を平らにならし、

縦に浅く切り込みを入れる。

⑥冷蔵庫に入れておいたクランブル生地をまんべんなく散ら

し、天板にのせて180℃のオーブンで 40 ～ 50 分焼く。ク

ランブルに焼色がついてきたら、アルミホイルをふんわり

かぶせる。

⑦竹串を刺して生地がついてこなくなったらオーブンから出

し、型からはずして網にのせ、粗熱をとって出来上がり。

クランブルが崩れやすいので、横倒しにして型からはずす

とよい。1日置いたほうが生地が落ち着いておいしい。

濃い濃い抹茶キャラメル

香る京ほうじ茶キャラメル

《抹茶キャラメル》

(18㎝角のセルクル型１枚分 ( キャラメル約 100 個分 ))

牛乳……………………………………………………… 	300㎖

生クリーム	……………………………………………… 	200㎖

抹茶…………………………………………………………	25	g

グラニュー糖	……………………………………	30	g	＋	200	g

水あめ	………………………………………………………	30	g

下準備

《抹茶キャラメル》

・抹茶をふるい、グラニュー糖 200gと合わせて、もう一度

ふるっておく。

・小さい鍋に牛乳、生クリームを入れて弱火にかけ、ふちに

小さく泡が立つくらいまで温めておく。

《以下は、京ほうじ茶キャラメルも同じ》

・天板にクッキングシートを敷き、セルクル型を置いておく。

・鍋は厚手で大きめのものを用意する（銅製、ホーロー製、
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ステンレス製など）。

・温度管理が要なので、温度計を用意する。

・高温での作業になるので、長めの木べら、軍手を用意する。

・指紋がつきやすいので、ナイロン手袋を用意する。

・キャラメルを包むセロファンかパラフィン紙を用意する。

《抹茶キャラメル》

①鍋にグラニュー糖 30gと水あめを入れて弱火にかけ、鍋

を回しながら、ゆっくり溶かす ( 木べらなどで混ぜると結晶

ができることがあるので使わずに溶かす )。ここから高温

になるので軍手を使う。また、キャラメルは絶対に途中で

味見をしないこと。

②グラニュー糖が溶けたら温めておいた牛乳と生クリームを

少しずつ加え( 飛び散りやすいので注意 )、その都度木べ

らでしっかりと混ぜる。

③沸騰してきたら、一緒にふるっておいた抹茶とグラニュー

糖 200g を加え、ダマが残らないよう木べらでしっかりと混

ぜる。

④中火にし、焦がさないよう常に注意しながら木べらで鍋全

体を混ぜ続け、とろみがつくまでじっくりと煮詰めていく（20

～ 30 分）。木べらで鍋をかくと底が見え、その後ゆっくり

と戻っていく状態になるまで煮詰める。

⑤鍋の中を常に混ぜながら、温度計を鍋の中に入れ、110℃

になったら、火からおろす。ここでしっかり温度を上げるこ

とでキャラメルが固まる。ただし、これ以上温度が高いと

固くなりすぎてしまうので注意。

⑥用意しておいた天板の上のセルクル型に⑤を流し入れ、

ゴムべらで隅々まで広げる。やわらかいうちに手早く行う。

涼しい場所に 1日ほど置いておき、冷やし固める。夏場や

急ぐ時は１時間ほど冷蔵庫で冷やし固めてもよい。

⑦固まったら包丁を入れて型からはずす。

⑧好みのサイズに切る。指紋がつきやすいのでナイロン手

袋をして作業するとよい。室温が高いと溶けてくるので注

意する。

⑨キャラメルをセロファンやパラフィン紙で包んで出来上が

り。

《京ほうじ茶キャラメル》

(18㎝角のセルクル型１枚分 ( キャラメル約 100	個分 ))

牛乳……………………………………………………… 300㎖

生クリーム	……………………………………………… 	200㎖

ほうじ茶葉	…………………………………………………	50	g

グラニュー糖	…………………………………… 30	g	＋	200	g

水あめ	……………………………………………………… 30	g

①ほうじ茶液を作る。鍋に牛乳と生クリームを入れて中火に

かけ、ふちに小さい泡が立ち始めたらほうじ茶葉を入れる。

約 30 秒煮立たせて火からおろし、ふたをして約５分蒸ら

す。

②ボウルにこし器、清潔なふきんを重ね、ほうじ茶液を漉す。

液がだいたい下に落ちたら手で最後の一滴まで絞りきる。

液が熱いのでくれぐれも注意する。少し冷ましてから絞っ

てもよい。

③ (「抹茶キャラメル」の手順①と同じ )

④グラニュー糖が溶けたらほうじ茶液を少しずつ加え( 飛び

散りやすいので注意 )、その都度木べらでしっかりと混ぜる。

⑤沸騰してきたら、グラニュー糖 200g を加え、完全に溶け

るまでしっかりと混ぜる。「抹茶キャラメル」の手順④～⑨

を行って出来上がり。

淡萌黄のメレンゲ

( 約 50 個分 )

卵白	……………………………………………………… 	1 個分

グラニュー糖	………………………………………………	50	g

抹茶………………………………………………………… 	5	g

下準備

・抹茶をふるっておく。
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・天板にクッキングシートを敷いておく。

・オーブンを 100℃に温めておく。

①ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで泡立てる。卵白が

十分ほぐれてきたらグラニュー糖の ¹⁄₃ 量を加え、さらに

泡立てる (グラニュー糖を一度に加えると、ツノが立ちにく

くなるので注意 )。

②卵白につやが出てきたら残りのグラニュー糖を加えてさら

に泡立て、ピンとしっかりツノが立つ固めのメレンゲを作

る。

③さらに抹茶を加えてよく混ぜる。

④絞り袋に星形の口金をはめて、ゴムべらでメレンゲを入れ、

クッキングシートを敷いておいた天板に直径約 2㎝の大き

さに絞り出す。

⑤100℃のオーブンで約 1 時間 30 分焼く。ひとつ手にとって

みてクッキングシートからポロッとはがれ、持った感じが軽

くなっていたらオーブンから出し、ツノをこわさないよう注

意しながら網にのせ、粗熱をとって出来上がり。湿りやす

いので乾燥剤を入れた缶などに入れておく。
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日本を
旅する

魅惑のデスティネーション、伊勢志摩
――「ザ・ひらまつ	ホテルズ&リゾーツ	賢島」で出会う、
　　極上の滞在体験と ”御

み

食
け

つ国
くに

” の美味

撮影＝大見謝星斗、エバレット・ケネディ・ブラウン、
大泉省吾（p.073 料理・ポートレイト、p.075 下）
取材・文＝編集部、鈴木糸子、安藤菜穂子

 p.070

2016 年 7 月にオープンした「ザ・ひらまつ ホテルズ＆リゾー

ツ 賢島」は、一流フレンチならではの美食とホスピタリティを、

全 8 室というプライベートなリゾート空間で満喫できる ”滞在

するレストラン ”。ここを拠点に、日本の面影を追って全国を

巡るフォトジャーナリストのエバレット・ケネディ・ブラウンさ

んが、伊勢志摩の魅力を発見する旅に出掛けました。エバレッ

トさんのファインダーを通して切り取った、旅先の情景ととも

にお届けします。

左ページ：夕刻、温泉付きの客室のテラスで英虞湾から渡ってくる潮風

を感じるエバレットさん。刻 と々変化する湾の風景に、心洗われるひとと

き。

下：自然をすぐそばに感じる館内のしつらいにも、「感性が開き、研ぎ澄

まされていくようですね。別世界に来たようです」と早速写真に収めた。

 p.072
伊勢志摩の恵みを巡る食材探訪

「ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	賢島」の厨房を預かる今
村将人料理長とともに地元の生産者たちを訪ねたり、日本食
文化の原点ともいえる伝統食と出会ったり。エバレットさんの
旅は美味しい驚きに溢れていました。

左上：10 月から4 月にかけて、伊勢海老漁が最盛期を迎え

る伊勢志摩。漁獲量日本一を誇る和具漁港は、早朝から活

気に満ちている。漁場から回収されてきた網から次々と海老

が取り外され、競り場へと運ばれていく。朝日に照らされ、

網で真っ赤に染まって見える港の様子は壮観だ。英虞湾の豊

富なプランクトンを食べて育つこの地域の伊勢海老は、大き

なサイズとしっかりと引き締まった身が特徴。網から外され

たばかりの活きの良い伊勢海老を前に、思わず笑顔のエバ

レットさんと今村料理長。

右上：今村料理長が最も信頼をよせ、仕入れのため足繁く

通っているという地元の鮮魚店「丸義商店」では、和具漁港

で水揚げされる伊勢海老はもちろん、この地ならではの新鮮

な魚介類、海草などの乾物が揃う。ディナーメニューにも登

場する希少な黒アワビや、女将さんに薦められたタコを吟味

する料理長。通常フレンチでは使わないような食材に出会う

と、どうアレンジしようかと創作意欲が湧くそう。「日本国内

でも訪れる地域によって、魚の種類が全く違うのが面白い」

とエバレットさんも興味津々だ。

上左：風光明媚な岬の突端に佇む小さな燻
いぶ

し小屋で、昔な

がらの手仕事を守り続ける「かつおの天ぱく」。備長炭の原料・

ウバメガシの薪を用い、一日1 時間半ずつ燻すことを繰り返

し、カビ付けと天日干しを経て、和食に欠かせない調味料の

祖・かつお節が出来上がる。今
こん

日
にち

も続く伊勢神宮への奉納

を原点とした、丁寧なものづくりを目の当たりにしたエバレッ

トさんはジャーナリストの本領発揮。燻し小屋の見学では代

表の天
てん

白
ぱく

幸
ゆき

明
あき

さんによるガイドののち、かつお節をたっぷり

と盛った土鍋ご飯をご夫妻でふるまってくれる。削りたての

香ばしさと甘みが口いっぱいに広がり、「シンプルなのに、

この上ないご馳走」とエバレットさんもこの表情。

上：川口さんご一家が 4 代にわたり栽培している ”南張メロ

ン ” は、徹底したガラス温室管理で 1 年を通して出荷される

特産品。2016 年にオープンした農園の直営カフェ「メロン

ハウス川口」では、カットメロンや 100％の生ジュースなど

フレッシュなメニューに目移りしてしまう。包丁を入れた途端

に広がる芳醇な香り、糖度 15 度～ 18 度にまで高めた味わ

いに感嘆の声が上がる。採れたてを試食した今村料理長、

また新たなメニューのアイディアが浮かんだようだ。「ザ・ひ

らまつ	ホテルズ＆リゾーツ	賢島」では朝食やデセールに登

2017年		春／夏号		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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場する南張メロンだが、人気のため仕入れは順番待ちだそ

う。

エバレット・ケネディ・ブラウン

米国・ワシントン D.C. 出身、1988 年から日本在住。EPA 通信社日本支

局長を務め、現在は湿板光画家として活動。松岡正剛との共著『日本力』

など著書多数。

 p.073

”滞在するレストラン”で堪能する旬の幸

「ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	賢島」のエントランスを

入った先に、目に飛び込んでくるのはテラスの向こうに広が

る英虞湾の絶景。リアス式海岸と60 余りの島々から成る穏

やかな内海に、牡蠣養殖の筏
いかだ

やアオサ海苔の養殖網が点在

し、雄大ながら長閑な静けさの中には古来、豊富な海の幸

を朝廷や伊勢神宮に献上した「御食つ国」として知られた場

所ならではの空気が今も満ちている。

　この日の朝、漁港などの仕入れ先に案内してくださった今

村将人料理長は、東京、パリなどでの経験を経て、賢島に

就任して1 年目。地元の生産者との距離が近いこの環境で、

食材のルーツに対する想いは強くなり、料理への意識も変

わったという。「確固とした料理のイメージがあってそのため

に食材を注文するのではなく、その季節に最良のものをどう

いう料理に仕立てようかと発想する面白さを感じています」。

地のものはもちろんフランス直送の素材をはじめ、その時季

の一番の美味しさを追求しながら、アプローチはあくまで柔

軟だ。例えば三重県の特産・松阪牛には、脂肪分を多く含

む肉を軽やかに味わえるよう、実山椒の爽快な香りをまとわ

せるなど、自由な発想で和のエッセンスを添えたりも。「現

代的な感覚のフレンチと、土地の滋味が溢れる食材との融

合が素晴らしい。ワインとのペアリングも抜群ですね」と、ディ

ナーコースを堪能したエバレットさん。「今日は食材を仕入

れる現場へご一緒したり、伊勢神宮とともにあるこの地域な

らではの歴史を刻んできた、うまみ文化の原点を垣間見るこ

ともできて、食文化を通じてその場所の風土を深く理解でき

ると実感しました」というエバレットさんのことばに、女将の

今村美穂さんも頷く。「まだまだ発見すべき魅力が日本各地

にはありますよね。お客様に土地の空気と美味を体感して頂

くことで、地域の新たな価値を発信できることは嬉しいですし、

『ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	賢島』としての使命でも

あると感じています」。

上：この日のディナーコースの主役は、朝仕入れたばかりの伊勢海老。

絶妙な火入れにより身の甘さを存分に引き出した炭火焼に。まろやかな

ブールブランソースに、香味野菜がアクセントを添える。

左上：英虞湾の眺望もご馳走のオーシャンビューの部屋のほか、一流フ

レンチに相応しい風格漂うこちらの部屋など、夕食・朝食とも個室でい

ただける特別感が嬉しい。ワインをサーブしてくれるのは、ソムリエでも

あるホテル支配人の西
にし

谷
や

良介さん。今村料理長（左）とのチームワークで、

ゲストに最高の味わいのひとときを。

 p.074

自然ともてなしの心に抱かれて、唯一無二の滞在体験を

翌朝、水盤に囲まれた静謐な趣の貸切露天風呂を満喫した

エバレットさん。聞こえるのは水音と鳥の声、かすかな葉ず

れだけ。「森林浴も同時に楽しめて、自然と一体となる感覚

ですね」と、木立から漏れる陽光を浴びながら深呼吸。ここ

にひかれている奥志摩浜島温泉は、さらりとした泉質の、海

辺特有のナトリウム塩化物泉。「ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リ

ゾーツ	賢島」ではこの絶好の環境を活かし、海水と潮風の

治癒力を利用したタラソテラピーのスパプログラムも充実し

ており、温泉浴とともに土地の恵みとエネルギーにゆったり

と身を委ねることができる。

　極上の温泉体験は、別棟の客室ごとに設けられた石造り

の半露天風呂でも。インテリアの一部として空間に溶け込み

つつ、思い立ったらいつでも温泉へ、というなんとも贅沢な

非日常感を演出する。旅先に仕事を持ち出すことも少なくな

いという多忙なエバレットさん、「例えば書きものをしていて

少しリフレッシュしたくなったら、すぐお湯に浸かれる。テラ
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スへ続く扉を開け放して風を通しても最高に心地よいし、こ

のプライバシーと開放感のバランス、なかなかないのでは？」

と大満足だ。

　一流フレンチの伝統と地元の風土が彩る料理はヨーロッパ

のオーベルジュさながらの流儀で。こだわりぬかれた客室デ

ザインが印象付ける温泉体験、そして細やかなもてなしの心

には、旅館文化に体現されるジャパン・クオリティを込めて。

「ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	賢島」ならではの至福の

滞在は、「雄大な自然、そこに育まれる豊富な旬の幸、人の

温かさ……今回の旅の印象は ”豊か ”というひとことに尽き

ます」とエバレットさんの心に響いたようだ。「もっと写真で

表現したい風景や題材もたくさんあったので、必ずまた訪れ

たいです」。

左：貸切露天風呂は朝は 30 分、夜は 50 分の枠で予約可能。

下：別棟の客室は、デスク、ベッド、半露天風呂がすべて英虞湾へ向け

て一直線に配置され、海辺の自然を取り込む設計に。部屋ごとに異なる

家具や調度品にも、館内随所に見られるこだわりが。

左中：伊勢志摩をもっと知りたいというエバレットさんに、女将が見どこ

ろを案内してくださった。さて、今日はこれからどこへ行こうか……。

ザ・ひらまつ	ホテルズ＆リゾーツ	賢島　❼

三重県志摩市阿児町鵜方 3618-52

Tel. 0599-65-7001

www.hiramatsuhotels.com/kashikojima

基本料金は 1 室 2 名利用で 1 泊夕朝食付き 2 名 10 万 3980 円～。

別棟の温泉付き客室は 1 室 2 名利用で 1 泊 13 万 5300 円～。

いずれも税・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
今回はエバレット・ケネディ・ブラウンさんの旅を通じて、知られざる伊

勢志摩の姿を発見しました。今後も、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エバレットさんの旅の記録や、取材

の舞台裏を Facebook、Instagram でお楽しみください：

www.facebook.com/everett.kennedy.brown

www.facebook.com/edit.tokyo.japan.jp

www.instagram.com/kije_magazine

 p.075

時を越えて、魅せる伊勢志摩

2016 年、G7 サミットの舞台として話題になった伊勢志摩。

その豊かな自然環境がもたらすものは、昔も今も私たちを魅

了してやまない。古来栄えた海洋文化は、朝廷社会へ食料

を献上する伝統を生み、今なお伊勢神宮への奉納品のひと

つとして大切にされる鮑
あわび

などは、海
あ

女
ま

たちが素潜りの漁法を

受け継ぎ収獲を担う。19 世紀末には真珠養殖という一大産

業も発展し、また近年は雄大な自然を存分に体感できるサイ

クリングや、カヤックなどのレクリエーションも充実。自然と

文化、歴史と美味とが織りなす、伊勢志摩ならではの体験を

探しに行こう。

協力＝伊勢志摩観光コンベンション機構　　www.iseshima-kanko.jp

地図＝上泉 隆

Page	72 の食材探訪で訪れたのはこちら：

丸義商店　❻

志摩市阿児町鵜方 1678-2

Tel. 0599-43-2860

8:00 ～ 18:00  

水曜定休

メロンハウス川口　❽

志摩市浜島町南張 499-13

Tel. 0599-53-1006

10:00 ～ 16:30 (L.O. 16:00)  

水曜定休

かつおの天ぱく　⓬

志摩市大王町波切 2545-15 

Tel. 0599-72-4633

「鰹燻し小屋」の見学は完全予約制。

11:00 ～の約 1 時間、1 人 1000 円。

www.katuobushi.com

和具漁港　❿

志摩市志摩町和具
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伊勢神宮　

その歴史は 2000 年あまり昔にさかのぼる、古くから「お伊勢さん」と親

しまれる日本人の心のふるさと。内宮・外宮の両正宮を中心に 125 社か

ら成り、その宮
きゅう

域
いき

は約 5,500 ヘクタールに及ぶ。外宮❶から天照大御神

を祀る内宮❷へとお参りするのがならわし。

www.isejingu.or.jp

ミキモト真珠島　❸

御木本幸吉が世界で初めて真珠の養殖に成功した島。真珠のすべてが

わかるテーマパークでは、養殖の仕組みを紹介し、貴重な美術工芸品を

展示。ミキモトの真珠製品も購入できる。

鳥羽市鳥羽 1-7-1  Tel. 0599-25-2028

鳥羽水族館　❹

開館 60 年を超える水族館では、飼育種類日本一の約 1,200 種もの海や

川の生きものに会える。ジュゴンを飼育しているのもここが日本で唯一。

鳥羽市鳥羽 3-3-6  Tel. 0599-25-2555

横山展望台　❺

標高 203m にある展望台からは、日本有数のリアス海岸と英虞湾に浮か

ぶ島々を一望できる。ミシュランのグリーンガイドジャポンで一つ星を獲

得した絶景スポット。

志摩市阿児町鵜方 875-20

海女小屋体験施設	さとうみ庵　❾

海女さんの話を聞きながら、囲炉裏で豪快に焼いた新鮮な魚介類を堪

能。普段はなかなか触れることのない、三重県の無形民俗文化財である

海女漁の文化を知ることができる。

志摩市志摩町越賀 2279　 info@kanko-shima.com　完全予約制

写真提供＝さとうみ庵

Bicycle	Journey	Ise	Shima

伊勢志摩国立公園の自然と地域の文化や歴史体験を巡る、ロードバイク

ブランド Bianchi 協同のサイクリング観光ツアー。自転車、ヘルメットな

どの装備はもちろん、ガイドやメンテナンス車両が同行するので安心。

気軽に半日コースを、またはルートを組み合わせて宿泊ツアーを組み立

てても。

bicycle-journey.com

写真提供＝志摩スポーツコミッション

”しまかぜ ”から始まる伊勢志摩への旅

賢島への優雅な旅は、近畿日本鉄道の観光特急 ”しまかぜ ” のシートに

身を預けることから始まる。プレミアムシートは 2 席＋ 1 席の 3 列配置で、

前後間隔も私鉄最大。本革使用のシートは電動リクライニングで好みの

角度に調節でき、腰部に備えられたエアクッションはマッサージのような

心地よさ。ほかに、家族や友人とのグループ旅行に最適な、靴を脱ぎ掘

りごたつ風の座椅子でくつろげる和風個室や、L 字形のソファが置かれ

た洋風個室、通路側に仕切りがあり、6 人が向かい合って座れるサロン

席もある。合間に開放的なカフェ車両で窓の景色を楽しみながらケーキ

や軽食をいただけば、乗車時間はあっという間だ。

”しまかぜ ” ほか近鉄の特急列車は近鉄名古屋、京都、大阪難波でそれ

ぞれ発着している。特急券は、インターネット、近鉄主要駅、主な旅行

会社での予約・購入が可能。

近鉄旅客案内テレフォンセンター  

名古屋 052-561-1604　大阪 06-6771-3105 

www.kintetsu.co.jp/foreign/english/shimakaze

伊勢志摩へのアクセス

・伊勢市駅まで

名古屋から　 近鉄特急もしくは JR 快速 ”みえ ” で約 1 時間 20 分

京都から　 近鉄特急で約 2 時間 25 分

大阪難波から　近鉄特急で約 1 時間 50 分

・伊勢市駅から鳥羽駅まで　

近鉄特急で約 20 分

JR 快速 ”みえ ” で約 15 分

・鳥羽駅から鵜方駅まで　近鉄特急で約 25 分

・鵜方駅から終点 賢島駅まで約 5 分
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旅館
きよら
［	The	Ryokan	Collection	］

写真＝工藤憲二

文＝鈴木博美

 p.076

東西の文化や歴史、伝統を深く知り尽くしながら、それらの

様式を軽やかに超えた旅館作品で、日本人の余暇や贅沢に

大きく変化をもたらした建築家・竹山 聖。目で見て感じる感

触までも思慮して選び抜いた、それぞれの素材が巧みに調和

する空間には、 ”きよら ” なるものを美しさの礎とする、日本

の精神が宿っている。

日本人の美の概念を形づくり、美しさを感じるのに欠かせな

いものの一つが ”きよら” である。平安時代、曇りや汚れが

なく澄んだすっきりとした様子を意味する ”きよし” から派生

して作られた ”きよら” は、気品があって、輝くような至極の

美に対して用いられた。千年ほどの時を経て、人々の生活や

文化に合わせて ”きよら” の意味や使い方は少しずつ変化し、

現代においては、清 し々さのある、濁りがない清浄なものや

こと、精神に対して ”きよらか ”と言う。

　そんな日本人の根底に流れる美意識 ”きよら” を体感でき

るのが、建築家・竹山	聖さんが設計デザインを手掛けた旅

館だ。1989 年の完成時、それまで社員旅行などの大人数で

訪れ、宴会などを楽しむのを目的にしていた日本人の旅館に

対する考え方を一変させ、大切な人と格別なもてなしの中で、

パーソナルで静かな時間を味わう旅こそ真の贅沢という認識

を広げた「強羅花壇」。1995 年～ 2006 年にかけた 4 期の

リノベーションで、これまでにない軽やかで新しい和のかた

ちを生み出した「べにや無何有」。ホテル形式でありながら

もどこか落ち着いた日本的な趣がある2004 年完成の「ロテ

ル・デュ・ラク」。いずこの空間にも漂っているのは、都会

の喧騒を忘れさせ、日常の穢れを落としてくれるような、洗

練された静謐で ”きよら” な空気感だ。

	「特有の風土や歴史の中で、日本人は簡素なことの美しさ、

潔い美しさを見出してきました。そんな何もないことの豊か

さや贅沢さを感じてもらえたら」と、竹山さんは話す。一見

何もないように感じさせるために、空間を作る素材も細やか

に考慮した。「例えば、べにや無何有では、自然界の中では

稀有な、直線的にスパッと潔く伸びる素材で清浄効果もある

竹をフローリングとして沢山使いました。また、壁は多孔質

で自然の調湿作用をもつ珪
けい

藻
そう

土
ど

ですが、左官屋さんが塗り

ますから、その場でタッチが決められるんです。塗り壁の色

や、すさ藁
わら

を入れどんな触感にするか、竹をどう敷くか、そ

ういうことも含めてとても工夫しました」。竹山さんは、昔か

ら日本で使われてきた伝統的な素材を、改めて丁寧に調整

し重ね合わせ、これまでにない静かで調和した佇まいを実現

させた。

　さらに竹山さんは、水平に視線が抜けて、自然を極めて

近くに感じられるということも、和の空間における重要なポ

イントだという。竹山さんが設計した空間は、滞在する人が

おのずと外の景色に視線を向け、自然の美しさに心を寄せる

ように作られている。柱の間を吹き抜ける心地よい風、夜空

を上ってゆく月の動き、湖面がキラキラと輝く様子……ささ

やかに変化する自然を受け止めているうちに、心は洗われ、

きよらかになってゆく。そんな旅館での滞在は、まるで生ま

れ変わったかのような、この上ないリフレッシュとなるだろう。

(p.077)

左上：竹敷きの広縁から、山庭の樹々を望む特別室「若紫」。すさ藁を

入れた珪藻土の壁のテクスチャーが、柔らかに光の陰影をつくる。

上：洋室以外の客室にあるモダンな床の間には、季節の花が生けられて

いる。

左：直立する柱が、陽光の美しさを際立たせる空間。現在はファインダ

イニング『懐石方林』として、この心地よい場で心づくしの料理を楽しむ

ことができる。

 (p.078)

上：庭かデッキが全客室に設けられており、自然を身近に感じながら寛

げる。

右上：高さ６メートル、長さ 120 メートルの柱廊へと続く、エントランス

2017年		春／夏号		日本語編

apanese tex tJ
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ロビー。眼前には山の深い緑が広がる。

左：３つの源泉を有し、その内２本は敷地内から湧き出る自家源泉。豊

富で良質な温泉が体を癒す。写真提供＝強羅花壇

竹山		聖（たけやま・せい）

建築家、1954 年生まれ。京都大学を卒業後、東京大学大学院に進学。

在学中から、設計組織アモルフを創設して活動をはじめ、気鋭の建築家

として活躍。代表作に岩国市周東パストラルホール、大阪府立北野高等

学校、新宿瑠璃光院白蓮華堂など。京都大学教授、日本建築設計学会

会長として後進の育成にも注力している。

(p.079)

上：ラウンジの全面ガラス張りの窓から望むのは、日本最大の面積と貯

水量を誇る琵琶湖の絶景。

左奥：木の質感が安らぎを感じさせる客室「ラグジュアリーシアター」。

壁面に映像を投影するシステムが備わっている。

左：もとはバーとして設計された、無駄を削ぎ落とした洗練された空間。

べにや無何有
かつて僧侶の修行の場であり癒しの地であったという、加賀・

山代温泉薬師山の高台に佇む宿。豊かな山庭の風景がすっ

と流れ込んでくる開放感あふれる客室の全てに、露天風呂を

完備。プライベートな空間でゆっくり温泉を楽しめる。食材

の宝庫である加賀や能登の食材を生かして丁寧に作られた、

季節感あふれる食事も魅力の一つ。温泉と自然の神秘が凝

縮された薬草を使ったオリジナルのスパトリートメントも人

気が高い。「ルレ・エ・シャトー」加盟施設。　

住所／石川県加賀市山代温泉 55-1-3　部屋数／ 17 室

強羅花壇
自然豊かな富士箱根伊豆国立公園の中、閑院宮家の別邸で

あった由緒ある地に立地。2 千坪を超える広大な敷地に、庭

園を望む和室、露天風呂付き、離れなど、さまざまなタイプ

の客室がある。プールやフィットネスジム、スパも備えており、

思いのままに過ごすことができる。素材の持ち味と旬を大切

にした、懐石料理の伝統的な「和」のサービスでのおもて

なしは海外からのゲストにも評判が高い。東京都内から電車

を使って約２時間のアクセスで、非日常の贅沢を味わうこと

ができる。「ルレ・エ・シャトー」加盟施設。　

住所／神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1300　部屋数／ 39 室

ロテル・デュ・ラク
”奥琵琶湖で過ごす私の別邸 ”というコンセプトの通り、温か

みのある居心地の良い雰囲気が漂う、オーベルジュスタイル

の小さなラグジュアリーリゾート。1995 年に世界一となった

ソムリエとして知られる田崎真也氏がプロデュースしており、

地元の食材を主役に使ったフレンチをベースにした料理とお

酒を目当てに訪れる人も多い。時間とともにさまざまに表情

を変える湖の雄大な景色を眺めながら、リラックスした時間

を過ごすことができる。　

住所／滋賀県長浜市西浅井町大浦 2064　部屋数／ 15 室
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■ Features

至福の温泉宿へ
冬の美味を満喫できる宿、広 と々したリビングや温泉を部屋に備えた別荘感覚の宿、

そして客室内に源泉かけ流しの露天風呂がある宿――。

日本文化の粋を贅沢に楽しめる、新しくオープンした湯宿をご紹介します。

由緒正しき日本の装身具
水戸徳川家の流れを汲む高松松平家第14代当主の元で大切に保管されてきた

明治～昭和初期に制作された帯留と根付。

十二支をモチーフに、当時の名工が腕を振るった美しい逸品を、KIJE誌上で初公開いたします。

鎌倉		建長寺	直伝		精進料理をご家庭で
禅の教えが込められている精進料理。

その筆頭ともいえるけんちん汁発祥のお寺、鎌倉	建長寺に精進レシピの数々を教わります。

体と心を浄化する美味しいレシピが満載です。

＊特集は変更になる可能性があります
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