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■ 巻頭特集

014 京都の春、お雛さまと出会う
 3月、桃の花がほころぶ頃。女の子が健やかに育つことを願って祝う雛祭り。その昔、宮廷

から始まり、庶民へと広がった桃の節句の雅やかな風習を、京都からお伝えします。

018 京都の名家に伝わるお雛さまの美
 お内裏さまとお雛さまの美しさはもちろん、圧巻なのはミニチュアサイズの調度品の数々。

そんな小さく愛らしい雛コレクションを、京都の名家、山内家にて披露していただきました。

024  春の京都を楽しむ、発見の旅
 3月、雛祭りはもちろんのこと、京都ではさまざまなイベントが行われます。名家の雛を観

賞したり、流し雛を体験したり、夜桜が彩る宵や現代アートに触れる芸術祭まで……。あな
たも参加してみてはいかがですか。

026  現代作家が作る、新しい雛祭りの形
 新しい感性で雛祭りを表現する気鋭の作家たち。大和絵、和紙、ガラスなど、京都の伝統

工芸を担う新世代3人の競演を紹介しましょう。

■ 特集

030 お弁当ー箱いっぱいのおいしい幸せ

 ランチタイムが待ち遠しくなる、箱に詰まったおいしさの数々。日の丸弁当からお花見行楽
弁当まで、世界で大ブームのお弁当を、日本の人気料理人、笠原将弘さんに教わります。

052 日本の手仕事、手漉き和紙の魅力
 2014年秋にユネスコ無形文化遺産に登録された「和紙」。本

ほ ん み の し

美濃紙、石
せきしゅうばんし

州半紙、細
ほそかわし

川紙、
それぞれの生産地に赴き、昔と変わらぬ手仕事を貫く職人たちの技に迫りました。

062 ネイチャーアクアリウムーガラスの中の楽園

 水槽の中に自然体系そのものを作り出すことを目的に、斬新なアクアリウムを造形すること
で世界から注目されている天野 尚

たかし

氏。壮大な世界をご覧いただきましょう。

074 エッジな東京散歩ー七人の福の神を探して

 この春東京を散歩するならば、七福神巡りはいかがでしょう？　宝船に乗って幸運をもたらす
7人の神様を祀る神社を探しながら、浅草、谷中、港区を散策する小さな旅を提案します。

2015年 春／夏号 目次 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.



2Spring / Summer 2015 Vol. 35［ 目次 ］
Copyright - Sekai Bunka Publishing Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

009 Works　無　画・文＝篠田桃紅

010 刹那に咲く、古城の桜
 空一面を薄紅色に染め上げて春の訪れを告げた途端、惜しむまもなくはらはらと散る桜。

日本の誇る名城を背景に、刹那に咲き誇る桜の美に酔いしれてください。

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――心を結ぶ
 ・建築――豊島で横尾忠則を体感する
 ・フードアート――たまちゃんの巻き寿司アート
 ・プロダクト ――柳宗理のデザイン記念館オープン
 ・プロダクト――ORIGAMIストール

067 アーティスト・インタビュー 
 ●山口晃 ―― 時空を超えて描く「日本景」の真意

 ●teamLab ――テクノロジーと日本美術が出会うとき

070 アート＆エンタテインメント : 16 upcoming events

089 デジタルマガジンのご案内 / 和文テキストのご案内

090 定期購読のご案内 / 書店リスト / KIJE 通販サイト

092 KIJE プレゼント付きアンケート

093 KIJE パートナーホテルズ

098 次号予告

表紙 巻き寿司アート   　『京の雛』／『名古屋城』／『ラッキー 7』（大黒天）

 制作＝たまちゃん (p.50)

 撮影＝佐藤竜一郎

目次 千代紙＝いせ辰

※ 本誌編集ページに掲載されている商品などの価格は、原則として本体価格であり、2015年2
月16日現在のものです。税込価格は消費税率8パーセントを本体価格に加算した金額となり
ます。本体価格や店舗情報などは諸事情により変更されることがあります。また、掲載した
写真の色や素材感が、実際の商品と若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
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Works
無
画・文＝篠田桃紅  

 p.009

『あるにもあらず　なきにもあらず』

こういう下の句のある古歌がありました。

有るとも無いともどちらでもない、というイ
・ ・

ミでしょう。

そういえば、全くその通り、ヒトのココロの中に生まれ、消

えていくもの、思い、想いは目にも見えないし、つかむこと

もできないけれど、有
・ ・

るには有
・ ・

るらしいし、一切は無
・

といっ

てしまえば、それも、何だか、真理めいてくるし、ヒトとい

うふしぎな生きものは、いろいろ考えては迷い、迷っては考

えて、その連続で生きています。

『完』とか『了』という文字を、人は作りましたが、実際に

経験したヒトはいないでしょう。もしいたとしても、それは、

一
・ ・

応というか
・ ・ ・

っこ付き、一切は、どこかで、え
・ ・ ・ ・

んえんと続い

ているようです。

自然 刹那に咲く、古城の桜
写真＝佐藤竜一郎、森田敏隆（p.38）
文＝編集部  

 p.010

霞むような空を背景に咲き誇る桜。春の訪れとともに、葉よ

りも先に、薄紅色の満開の花をつけるこの木が、廃城となっ

た城に植えられ始めたのは明治時代中期以降のこと。新しい

時代とともにその役目を終えた城と、刹那に咲いて散りゆく

桜――。一年のほんの短い時期、城と桜は時空を超えて、

私たちに儚くも美しい夢を見せる。

(p.011)

日本における世界文化遺産登録第 1号であり、国宝にもなっている兵庫

県の姫路城。日本の木造建築の最高峰である。約400年の歴史において、

戦にも戦災にも遭わなかった稀有な歴史を持ち、白漆喰の美しい城壁

から別名白鷺城とも呼ばれる。この城を取り囲むように約 1000 本の桜

が咲き誇る。例年の見頃は 4月初旬から中旬。

左ページ：青森県の弘前公園に咲くソメイヨシノは、1つの花芽に多い

もので7輪もの花をつける。他の地域のソメイヨシノは3～4輪なので、

そのボリューム感は圧倒的。枝の存在を感じさせないほどたわわに咲く

花は、ほんのり紅に染まった雲のようだ。

 p.012

江戸時代から明治時代へ――近代日本への大きな歴史の流

れの中で、権威の象徴だった城は、その役目を終えることと

なった。歴史の遺物となり果てた堅牢な石垣と空にそびえる

巨大な木造建築が、再び脚光を浴びたのは明治中期以降。

城の再生が試みられると同時に、その周囲に桜の植樹が行

われていく。

　ひとつ、ふたつと蕾がほころんだ途端、一斉に満開の時

を迎える桜。見上げると空を埋め尽くす花の群れの美しさは、

しかし桜の魅力の一部分でしかない。日本人が桜の木の下

で本当に心をふるわせるのは、桜が散る瞬間である。――

こらえきれなくなったように、ひとひら。風にのってまたひ

とひら。やがてすべての花びらが吹雪のように、はらはらと
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舞い落ちる。栄華を極めたその刹那、命を散らす桜の花に、

日本人は武士道の精神を、人の世の儚さを、そして人生の

無常を想う。

　城と桜――このふたつは、死と再生という命の輪廻を思

わせる。廃城に桜の植樹がされ始めてから約 100 年。ここ

でくり広げられるのは、単なる春の一風景を超えた、崇高な

美をたたえた日本人の精神世界なのである。見事に花開い

た木の下で人々は短い春に酔いしれ、時には酒を酌み交わ

す。そして思うのだ――来年もこの花の下でこの世の春を祝

えるものならば、と。

(p.012)

上：大阪城は戦国時代、最初の天下人となった豊臣秀吉が富と権力を

注ぎ込んで築いた壮大な城だった。秀吉亡き後に起こった大阪夏の陣

で焼失するが、その後、江戸幕府直轄となり再整備される。昭和 6年

に天守が復元された。桜の時期はもちろん、大阪のシンボルとして年間

を通して多くの観光客が訪れる。

中央：奥行きの深い自然石を差し込んだ牛蒡積みと呼ばれる石垣の上

に、古風で優美な望楼型天守閣をいただく島根県の松江城。牛蒡積み

の石垣は、数多ある石垣の中でも特に崩れにくく頑丈であることで知ら

れている。堅牢な城と石垣、そして桜とのコントラストが美しい。

下：福島県の会津若松城は、地元では鶴
つる

ケ
が

城
じょう

と呼ばれる。難攻不落の

名城だったが、幕末の会津戦争によって開城。日本の林学博士で造園

家の本多静六の手による公園には、歴史に翻弄された会津の魂を癒す

かのように花吹雪が舞う。

(p.013)

弘前城の敷地に広がる弘前公園は、全国に名を馳せる桜の名所。ソメ

イヨシノを筆頭に、シダレザクラ、ヤエザクラなど約 2600 本の桜が春

の園内を染める。東内門を抜けると、明治 15（1882）年に植樹された

日本最古のソメイヨシノが見事な枝ぶりを誇らしげに広げる。園内には

同世代と考えられる木がおよそ20 本あるという。
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巻頭特集 京都の春、
お雛さまと出会う   

撮影＝大道雪代　文＝編集部

協力＝萬 眞智子

 p.014

3月、桃の花が咲く頃、女の子の健やかな成長を祝う雛祭り

の行事が巡ってきます。古美術商「思文閣」の先代夫人・

田中信子さんが長年蒐集してこられた、小さく愛らしい雛飾り

のコレクションをはじめ、京都の春を彩るさまざまな祝いの場

面を巡ります。

(p.015)

田中信子さんのコレクションから公開していただいた、男女一対の内裏

雛。高さ約 20cmの姿に鮮やかな衣装をまとい、細部に至るまで人形

師のていねいな技が施されている。

祝祭に込められた祈り、願い
 p.016

雛人形を飾り特別な料理や菓子を楽しむ風習が各地にあり、

日本の女性なら誰しも子ども時代の思い出があるはず。それ

が3月3日の女の子のお祝い、雛祭りだ。その起源をたどると、

平安時代に中国から伝わった風習に行き着く。暦上で一年の

中の節目とされ、神仏に食物を供えたり身の穢
けが

れを祓ったり

した「節」という日のうち、3月の第一の巳
み

の日（上
じょうし

巳には

紙などで作った人
ひとがた

形で身体を撫でて罪穢れを移し、川や海に

流す儀式が行われた。幼児の枕元に置くなどしてお守りとも

されたこの人
ひとがた

形が、現在の雛人形の原形と伝わり、水辺での

祓
はらえ

の儀式は「流し雛」という形で、今も日本各地の風習とし

て残っている。　

　一方、平安時代中期には、紙の人形を使ったままごとのよ

うな「ひいな遊び」が公家の子女の間で流行。世界最古の

長編恋愛小説、紫式部の『源氏物語』にも、このひいな遊

びの場面や、海辺で人
ひとがた

形を流す場面がある。そして次第に人

形を用いた祓の儀式と、宮中の雅な遊びとが結びついていく。

江戸時代、幕府によって3月3日が「五節句」（当時の祝日）

のひとつとして定められると、行事としての雛祭りが定着し、

やがて女の子の健やかな成長を祝い、幸せを願う日として武

家から商人・町人などの庶民階級まで広まった。

　元禄期に入ると宮中の様子を模した豪奢な段飾りが作られ

るようになり、男雛と女雛に加え、嫁入り道具や、従者たち、

お囃子の楽団の人形など祝宴の華やかな様子も加わって、技

巧を凝らした雛飾りは芸術性を増していく。呪術的な儀式か

ら装飾性豊かな祝祭へと、時代とともに形は変化してきたが、

そこに込められた願いは今も変わらず、母から娘へ、そのま

た次の代へと受け継がれている。

(p.016)

別名「桃の節句」とも呼ばれる雛祭りの象徴、桃の花。古代中国では

桃は魔よけの力があるとされた。旧暦の 3月にほころぶ春を想起させる

とともに、中国から渡ってきた雛祭りの原点、祓
はらえ

という意義とも結びつく。

写真＝アマナイメージズ

(p.017)

祝いの席に華やぎを添える雛菓子の数々。写真手前の角皿には、京菓

子をリードする老舗「末富」の主菓子。奥の列は 〝ひちぎり”という、

京都の雛祭りに欠かせない菓子。宮中の儀式に用いられた餅菓子が由

来とされる。その手前が、雛飾りにも登場する橘（左）と桜（右）、そ

して桃をかたどったもの。写真奥の高杯の干菓子とチョコレートは、新

しい発想の菓子作りが人気の「マールブランシュ」のもの。 
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1 受け継がれる名品たち

 p.018

春の京都、鴨川の桜が咲き誇り、うららかな趣が漂う下鴨下

川原に、旧家・山内邸はある。

　山内家は嘉永元（1848）年、初代の近江屋庄
しょうひち

七が食糧用

の米粉を商う挽粉商を創業したのち、明治元（1868）年に4

代目德五郎の代に滋賀から京都に出て友禅の糊商を興して以

来、現在では工業用の糊から神社・仏閣のお守り用糊まで、

ほかではなしえない伝統技術を継承してきた。当代・8代目

の山内庄一郎さんが事業に建築や不動産分野も加え、奥さま

の早苗さんとともに、昭和2年築の邸宅を守っている。

　田中信子さんのお嬢さま、早苗さんが古美術商「思文閣」

の実家から山内家に嫁いだのは 30年ほど前のこと。英国留

学の経験を生かし、現在は 9代目として家業の一部を担うと

ともに日本美術を世界に発信したいという思いから「思文閣」

に勤めるご長男と、筝
そう

や京舞を嗜むお嬢さまの、ふたりの子

どもの成長を見守ってきた。

 「実家の母、田中信子は小さいものが好きで、結婚してから

父の協力のもとで少しずつお雛さまの道具類を中心に蒐集し

てきました」。お父さまの田中周二さんからプレゼントされた

という品々も加わり、今では 1000点余り、どれも思い出がこ

もった懐かしいものばかりだという。「これまで山内の家で友

人たちも招いて愛でてきた品々を、今回ご披露したいと思い

ます」

(p.019)

左ページ上：山内邸の大広間にずらりと披露された、雛飾りの品々。

下：山内家の鷹の羽の家紋入りの門幕が掛けられた、正面玄関にて。

中央にお母さまの田中信子さん。右が山内早苗さん、手前がお嬢さま

の彩さん。

ヘア＆メイク・着付け＝市田ひろみ美容室

このページ・左上から：山内早苗さんの京繡のきものと友禅染の帯は、

ご自身による雛祭りの絵柄をあしらった作。いつの日かこれらを譲り受け

る彩さんへの思いが込められている。床の間には立ち雛の掛け軸、小

さなお内裏さまと三人官女が飾られ、彩さんが奏でる筝の音が華やかに

鳴り響く。

(p.021)

雛道具の数々は、かつての宮中の入内の様子を今に伝える。大きいも

ので高さ10cmほどという小さな世界ながら、精緻な牡丹唐草蒔絵が施

された品々はきらびやかな暮らしを物語る。書棚や簞笥などの家具類、

香料などを詰めた薬
くすだま

玉や化粧道具など身の回りの品々。茶の湯の道具

を収めた台
だいす か い ぐ

子皆具や文具。碁盤や双六盤、将棋盤など遊びの道具や、箏、

三味線、胡弓といった、当時の女性のたしなみの品も揃う。

 p.023

 「実家の田中の家では子どもの頃から母が行儀作法の教育を

兼ねて雛祭りを必ずしてくれました」と山内早苗さん。貴重

な雛飾りを大事に扱ったり、正装してご馳走を食べたりと、雛

祭りはかつては躾の機会でもあったのだ。「雛菓子はもちろん

のこと、雛ずしとはまぐりの吸い物、しじみをたいたものなど

が並びました。結婚して女の子が誕生し、私なりに子どもの

雛祭りを祝ってきたつもりです」

　料理教室に通い雛祭りの料理を習うほか、「せっかく伝統

が残る家にいるのですから、きもので過ごす日にしたいと思っ

て」と、山内家の家業が支えてきた友禅染や京繡も習い、こ

れからは染色作家としての活動も始めたいと早苗さんは意欲

的だ。「日本の文化を大切にする思いも娘に残したいと思っ

ています」

　お母さまの信子さんが蒐集してきた小さな品々を飾り、お

嬢さまの彩さんが奏でる筝に耳を傾けるひととき。祖母、母、

娘3代にわたって受け継がれる、美しい春の行事だ。

左ページ・左上から時計回りに：

珍しい一刀彫りの段飾り雛。木製の箱に、すべての雛人形が収められる。

雛壇 幅 26 ×奥行き17 ×高さ24.7cm。

婚約した両家の間で取り交わされる伝統的な結納品は、日本各地のもの

で地方色豊か。華やかな熨
の し

斗は水引で飾られていたり、どれも極小の

品ながら本物と見まがうばかりだ。
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ミニチュアの台所用品は、関東の雛飾りにはないが関西ではよく飾られ

るもの。これは大正から昭和初期の品と思われる。包丁やまな板などの

道具、色とりどりの器はどれも精巧に作られ、よいお嫁さんになるように

との、送り出す家族の想いが伝わってくるようだ。

女性が嫁ぐときに必ず持参したといわれる『源氏物語』の豆本は、江戸

時代の品。54 帖 27 冊が収められている。ほかに、百人一首のかるた

や経本、美しい螺
らで ん

鈿や蒔絵の硯箱など。教養のための品々も、そばに

置き愛でたくなる美術品のような趣。

雛コレクションに会いに行こう

ここでご紹介した田中信子さんの雛コレクションを、

京都「思文閣」のギャラリーで特別に鑑賞することができます。

完全予約制。お問い合わせ・ご予約は

E-mail：yamauchi@shibunkaku.co.jp

ぎゃらりぃ思文閣

京都市東山区古門前通大和大路東入る元町 386

Tel. 075-761-0001

10:00 ～ 18:00  日曜・祝日 休（個展期間中は営業する場合あり）

www.shibunkaku.co.jp/gallery/index_en.html

 

1 春の京都を楽しむ、発見の旅

 p.024

いろいろなお雛さまと出会える古式ゆかしき雛祭りの行事から、

名刹の桜を愛でる特別公開、古都でアートに触れるイベントま

で、この時期だけの京都を満喫しましょう。

●伝統

杉本家住宅

重要文化財に指定されている杉本家住宅は、街路に面した店

舗棟と奥の住居棟からなる、「表
おもてや

屋造」という町家建築の典

型を示す市内最大規模の建物。その建築的な価値に加え、

古文書や江戸時代から用いられてきた什器、諸道具なども保

存されており、江戸から明治にかけての商家の暮らしぶりを

つまびらかにする文化的価値も認められてきた。そんな杉本

家住宅において、明治 27（1894）年の輿入れの際に誂えら

れたという、宮中の内裏を模した「源氏枠御殿飾」の有
ゆう

職
そく

雛

など、数多くの雛人形が公開される。町家の風情を味わいな

がら観賞する雛は格別の趣だ。

「春の特別一般公開 旧暦で祝う『上巳の節句雛飾り』展」

3月 31日～ 4月5日

公益財団法人 奈良屋記念杉本家保存会

京都市下京区綾小路通新町西入る矢田町 116

Tel. 075-344-5724（日本語のみ）

13:00 ～ 17:00  期間中無休　

入館料／大人 1500 円、高校生以下 800円

写真提供＝公益財団法人 奈良屋記念杉本家保存会

下鴨神社　流し雛

通称「下鴨神社」として市民に親しまれている賀
か も

茂御
み お や

祖神社

では、例年 3月3日に雛人形を桟
さん

俵
だわら

にのせ、境内を通る

御
み た ら し

手洗川
がわ

に流して子どもたちの無病息災を祈る神事が行われ

る。平安時代から続く神事は、宮中の行事を再現したもの。

お雛さま役の男女が、宮中の正装である衣冠束帯や十二単を

まとい登場する華やかなセレモニーが、いちばんの見所だ。

雛に穢れを託して祓うという、雛祭り本来の意味に触れること

ができる。

　また 2015年、下鴨神社は 21年に一度の「式年遷宮」を

迎える。社殿を造り替えたり修繕をしたりする、神社にとって

神聖な行事で、4月27日には御神体を新殿に遷座する（移す）

「正遷宮」が行われる。紀元前90年より以前にこの地に祀ら

れていたとされ、世界文化遺産にも登録されている社
やしろ

で、悠

久の時の流れを感じてみては。

流し雛の神事は 3月3日 11:00より

京都市左京区下鴨泉川町 59

Tel. 075-781-0010（日本語のみ）

開門時間 6:30 ～ 17:00 
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 p.025
●美味

ちもと

90 年ほど前の紫宸殿写しの古今雛が飾られるのは、四条大

橋西詰にある老舗料亭「ちもと」。雛はもとより、明治末期の

お竈
くど

さんを再現したというミニチュアのおままごと道具や、爪

の大きさにも満たない器が揃う瀬戸物屋さんなど、料亭なら

ではの雛飾りが圧巻。写真のように、小さな器にお雛さま用

の料理がよそわれ、その可愛らしさには誰もが見とれてしま

うはず。また雛祭りの季節の特別メニュー「雛御膳」は、お

造り、雛ずしをはじめ、春の旬の素材を存分に味わえ、目と

舌で、存分に雛の節句を楽しめる。

京都市下京区西石垣通四条下る

Tel. 075-351-1846

12:00 ～ 15:00、17:00 ～ 22:00  不定休

特別メニューは3月1日～ 4月3日限定。

「雛御膳」昼 1万 250円（2名より要予約、5名以上は個室をご用意）

「雛懐石」昼・夜 各 1万 7250円～（各2名より要予約）

写真＝浅井憲雄

●いろいろなお雛さま

宝鏡寺門跡　春の人形展

尼門跡寺院である宝鏡寺には、雛人形を中心に皇室ゆかりの

人形や道具類が多く伝わり、「人形の寺」と親しまれる。毎年

春と秋に開催される特別展示で本堂に豪華な人形たちが並ぶ

様は壮観。

3月1日～ 4月3日

10:00 ～ 16:00（最終受付 15:30）

拝観料／大人600円・小人300円

京都市上京区寺之内通堀川東入る百々町547

Tel. 075-451-1550（日本語のみ）

www.hokyoji.net

市
い ち ひ め

比賣神社の「ひいな祭り」

縁結びや女人厄除けなど、女性守護で知られるこの神社では、

大きな雛壇に男雛・女雛をはじめ人間が雛人形に扮し勢揃い

する、ほかにはない催しを開催。五人囃子の雅楽に合わせ

三人官女の舞などが披露され、観覧客は女性は小
こうちき

袿、男性

は狩
かりぎぬ

衣を着て雛壇で記念撮影もできる。

3月3日

13:00 ～ 16:00

参観券／1000円（お守り・ひな茶接待付き）

京都市下京区河原町五条下る一筋目西入る

Tel. 075-361-2775（日本語のみ）

www.ichihime.net

●散策・エンターテインメント

東寺　夜の特別公開 夜桜ライトアップ

華麗に咲き誇る高さ13mの枝垂れ桜「不二桜」や染井吉野

の並木が、京都のシンボル・五重塔や伽藍群とともに夜空に

浮かび上がる。世界遺産の古刹で春の宵のひとときを。

3月22日～ 4月12日

18:30 ～ 22:00（最終受付 21:30）

拝観料／大人・高校生 500円、中学生以下 300円

京都市南区九条町1

Tel. 075-691-3325（日本語のみ）

www.toji.or.jp/en

随心院の「はねず踊り」

こちら随
ずいしんいん

心院は遅咲きの梅で知られる。この梅の代名詞となっ

たのが、薄紅色の古い呼び名である「はねず」色。この色

の衣装と花笠をまとい、古風で珍しい踊りとわらべ唄を少女

たちが歌い踊る華やかな催しは、毎年人気の風物詩となって

いる。
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3月29日

はねず踊りは11:00～、12:30 ～、13:30 ～、15:00 ～

拝観料／1000円（はねず踊り・梅園・本堂拝観料含む）

開門時間／9:00～ 16:30

京都市山科区小野御霊町35

Tel. 075-571-0025（日本語のみ）

www.zuishinin.or.jp

●アートと骨董

Parasophia　京都国際現代芸術祭

この春、市内各所の歴史ある建物などが現代芸術で埋め尽く

される、京都初となるコンセプトと規模の芸術祭に注目だ。

日本と各国のアーティストたちの作品が、古都を舞台に豪華

な競演を繰り広げる。（詳細はp.70へ）

3月7日～ 5月10日

京都市美術館全館、京都府京都文化博物館、

鴨川デルタ（出町柳）、大垣書店烏丸三条店ショーウィンドーなど　 

www.parasophia.jp

京都 大アンティークフェア　Antique Grand Fair in Kyoto

時代簞笥や陶磁器、古民具や古布など日本の骨董はもちろん、

ガラス・人形などの西洋アンティークやアジア雑貨まで、300

店以上が出店する、西日本最大級の骨董市。

3月27日～ 29日

10:00 ～ 17:00（最終日～16:00）

パルスプラザ（京都府総合見本市会場）大展示場

京都市伏見区竹田鳥羽殿町5

お問い合せ／Tel. 077-522-2307（日本語のみ）代表・吾目堂

会期中Tel. 075-621-6873（日本語のみ）

www.gomoku-do.com

 

1 雛祭り、現代の表現者たち

 p.026

人形を飾らなくとも、家庭に雛祭りの華やぎを添えることはでき

ます。京都にゆかりの深い3人の作家たちによる、新しい雛

祭りのしつらいの提案です。

大和絵―林 美木子
 p.027

日本の絵画様式のひとつ「大和絵」は、古来の彩色技法を

用い、平安時代の宮廷文化を細密な表現で現代に伝えるも

の。その大和絵を手がける有職彩色絵師として名を馳せる林 

美木子さんは、京文化に幅広く触れられる家庭で育ち、自身

も研究熱意にあふれ、学校で学ぶことはもとより古典文学や

絵画への造詣も深い。そのすべてが作品に反映され、林さん

にしか作り出せない世界が表現されている。「いつも個展に

はお雛さまをテーマにした作品を出品するのですが、今回、

私ができるものは何だろうと考えぬいて到達したのが、立ち

雛の小袖の柄をアップで描いてみることでした」。人形作家の

父・林 駒夫さんのもとで、幼い頃から数えきれないほどの人

形を見て育った美木子さん。「『何でも見ておけ』と父にいわ

れてきました。この世界に入って30年、周りから教えられて

きたことが、少しずつですが、やっと具体的に役立ってきたよ

うに感じています」

　今回新しく創作した作品には、お雛さまが座る畳の縁を飾

る 〝繧
うんげんべり

繝縁”という装飾がモチーフとして施され、人形その

ものの絵ではないのに一目で雛祭りを連想させる。そこには、

京都の人々が抱き続ける宮廷文化への憧憬がごく自然に語ら

れている。

林 美木子（はやし・みきこ）

1966年京都市生まれ。父は人間国宝の桐
とうそ

塑人形作家・林 駒夫氏を父に、

京都市に誕生。胴駝美術工芸高校日本画科卒業。京都芸術短期大学日

本画コース卒業。1987年より彩色絵師の仕事を始め、1994年に初個展。

その後毎年、個展を京都、東京などで精力的に開催。
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現代の応接間や、玄関での客迎えなど、モダンなしつらえとしてもアレ

ンジの楽しみがひろがる林美木子さんの作品。

左ページ：立ち雛の男雛の小袖部分を描写し額装した作品。描かれて

いるのは、祝祭の晴れやかさを伝える「松竹梅」など、鮮やかな吉祥

モチーフ。

各 36.5 × 27cm、18 万 9000 円。

上：一対の立ち雛の板絵。折々の節句をモチーフに描いているシリーズ

のうちのひとつ。左ページの作品のもととなった、小袖の柄が華やかだ。

「五節句 上巳 立雛図」縦 35 ×横 19cm、10 万 5000 円。

ガラス―三嶋りつ惠
 p.028

1000年の伝統を持つヴェネツィアン・グラスの技術を現代に

甦らせる三嶋りつ惠さん。長年イタリアを拠点としているが、

母国の伝統文化にも深い共感を寄せる。

 「節目となる日をていねいに見つめ、無病息災を願い、感謝

を美に重ねて祝う心。雛祭りに限らず、日本に伝わるこうし

た節句の行事を美しいと思います」

　吹きガラスの造形を雛人形に見立てた作品「塔」は、三嶋

さんが京都を意識して制作した、初めての蓋もの作品。研磨

師が技を駆使し仕上げた表面の、雲を思わせるやわらかな質

感が、空間に優しい光を放つようだ。桃の節句の気分を添え

るのは、手の中にすっとおさまる愛らしい作品「花」。テーブ

ルに小さな花が咲く。

三嶋りつ惠（みしま・りつえ）

1962 年京都府生まれ。1996 年よりヴェネツィアのムラーノ島を拠点に、

職人とのコラボレーションによって透明なガラス作品を制作。ヨーロッ

パを中心に国内外で活躍する。2013年第55回ヴェネツィア・ビエンナー

レではパラッツォ・グリマーニ国立美術館を舞台に個展を開催し、賞賛

を浴びた。

右：「塔 #3」径 7.7 ×高さ11.4cm、35 万円。

左：「塔 #4」径 7.8 ×高さ11.5cm、35 万円。

手前：「花」径 6.6 ×高さ3.1cm、各 1万 5000 円。

和紙―嘉戸 浩
 p.029

「紙に化粧をするのが仕事です」という嘉戸 浩さんの作品は

どれも、伝統を映し出しながら新しい息吹を感じさせる。一

枚ずつていねいに生み出される唐紙の作品は、シックでさり

げない色づかいが魅力。朴の木の版木に彫り出された図案

に和の顔料をのばし和紙をのせ、手刷りで絵柄を写しとる

〝型押し”という技法を用いる。グラフィックデザイナーとして

も活躍してきた嘉戸さんならではの、ここにしかないオリジナ

ルデザインの和紙の壁紙のほか、便箋や封筒などの文具も

人気だ。職人の街、京都西陣の一角の古い町家に、夫妻で

ショップ兼工房を構えて6年。伝統が息づく京都の街角で展

開される新しい紙の世界は、海外からも注目される。

嘉戸 浩（かど・こう）

1975 年京都市生まれ。1998 年、京都嵯峨美術短期大学プロダクトデ

ザイン学科卒業。2002 年、アカデミーオブアートユニバーシティ・サン

フランシスコ グラフィックデザイン科卒業。卒業後ニューヨークに移り、

フリーランスデザイナーに。帰国後、京唐紙の老舗工房に入ったのち、

2009 年に独立、「かみ添」を開店。

下：4色に染め分けた越前の鳥の子紙を四角いパネルに貼り、

それぞれ男雛と女雛に見立てた。4色のパネルのうち1枚を木版刷りの

柄で仕上げ、アクセントに。パネルの重ね方は自由で、壁に掛けること

もできるので、使い手のセンスが生かされる。

「化粧雛」幅 18 ×奥行き14 ×高さ8cm、8万 4000 円。

かみ添

京都市北区紫野東藤ノ森町 11-1

Tel. 075-432-8555

11:00 ～ 18:00  月曜定休
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料理 お弁当
―箱いっぱいのおいしい幸せ   

撮影＝大見謝星斗、伏見早織（p.45）

料理・レシピ監修＝笠原将弘

スタイリング・文＝坂本敦子　協力＝UTUWA

 p.030

うららかな季節、作って楽しく、食べて嬉しいお弁当を持って

出かけませんか。和の王道弁当から、パンで楽しくアレンジ

したメニューまで、予約の取れないレストラン「賛否両論」

の笠原将弘シェフによる、とっておきのレシピと作り方のコツ

をご紹介。お弁当箱の中には、おいしさと幸せが詰まってい

ます。

 p.031

日の丸弁当
角張った弁当箱に白いご飯、中央に赤い梅干しがひとつ。こ

のさまが日本の国旗に似ている、というのが名前の由来だ。

日本人なら誰もが知る弁当だが、「本来はご飯と梅干しだけ

のもの。現在のように多彩なおかずが入るのは贅沢版といえ

ます」と笠原さん。鮭の塩焼きやだし巻き卵などの定番おか

ずで、日本の王道の味を揃えた。

 p.032

おかずもご飯も充実

ヘルシーバランス弁当

ベジタリアン弁当
組み合わせが秀逸な野菜だけの弁当。食感や切り方もさまざ

ま、味つけはごまやピリ辛など、野菜という括りがあるからこ

そバリエーションを大切にする。肉代わりの主菜は厚揚げの

しょうが焼き。「畑の肉」と呼ばれる大豆が原料の厚揚げは、

栄養もさることながら満腹度が高いのも特長だ。ご飯もたっ

ぷりの野菜と炊き込んだ。

のり弁当
世代を超えて愛される、のり弁が主役の弁当。ご飯に醤油味

の削りがつおを敷き、のりをかぶせて、これを2層重ねている。

「本当においしいものを揃えると、弁当箱の中が茶色になる」

とは笠原さんの談だが、人気のから揚げしかり。のり弁にい

たっては真っ黒だ。彩りも大切だが、茶色を極めるのも一興

かもしれない。

 

1
笠原シェフに学ぶ
弁当作りのコツと詰め方

 p.034

笠原さんが考える弁当とは、「自分がおいしいと思うもの、食

べる人が喜ぶ料理を作ること。献立は主役になるおかずを先

に決めて、あとはバランスをみて考えます」。

ここでは日の丸弁当の詰め方を中心に、弁当作りのコツを伝

授していただいた。

～お弁当の詰め方～

①ご飯は熱いうちに弁当箱に詰める。手前半分は弁当箱の

　高さ近くまで、奥に向かって低く、余白を残して詰める。

　point →ご飯は熱いほうが弁当箱の形に沿わせやすく、詰めやすい。

②余白の右上にだし巻き卵を詰める。

　point →四角に形の整っているものは角に入れるとよい。

③だし巻き卵の隣にきんぴらごぼうを詰める。

④左上にアスパラガスのごまあえを詰める。ここまでで横 1

　列に、余白を埋めるように詰める。

　point →形に融通がきくおかずで隙間を埋めるようにする。

⑤ご飯に重ねるように鮭の塩焼きをのせる。

　point →主菜や色がきれいなものは上、または中央におく。

⑥昆布のつくだ煮を添える。

　point →同じような色が隣り合わせにならないように工夫すると、全体

　が彩りよく仕上がる。

⑦梅干しをのせて、でき上がり。

2015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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おいしい弁当作りのコツ～基本編～

１）肉は脂身の少ないものを選ぶこと。脂は冷めると舌触

　　りや味を悪くする。

２）炒めものには植物性の油を使う。バターは寒い時期は

　　固まってしまう。

３）素材にはしっかり火を通すこと。

４）水分厳禁。ほかのおかずやご飯に味が移ったり、見栄

　　えを損なうだけでなく、傷みの原因にもなる。汁気が

　　あるおかずは、別容器か仕切りカップなどを使って。

５）余分な油や汁気はキッチンペーパーで取り除く。揚げ

　　ものなどは冷めてもある程度カリッとした食感を保つこ

　　とができる。

６）  粗熱を取ってからふたを閉める。これも傷みを防ぐコツ。

笠原将弘　（かさはら・まさひろ）

1972 年東京生まれ。「正月屋吉兆」で 9年修業した後、実家の焼き鳥屋

「とり将」を継ぐ。2004 年、東京・恵比寿に “ 賛否両論されることを覚

悟で ”日本料理店「賛否両論」を開店。またたく間に予約の取れない

人気店になる。2013 年、ファン待望の名古屋店オープン。テレビや雑

誌で活躍するほか、料理店のプロデュースやチャリティーイベントに携

わるなど、常に新しいことに挑んでいる。日本料理界で最も注目される

料理人のひとり。

賛否両論

東京都渋谷区恵比寿 2-14-4　太田ビル 1F

Tel.03-3440-5572

www.sanpi-ryoron.com

 p.035
手軽にボリューム満点

のっけ弁当

三色そぼろ弁当
鶏の旨み、卵のやさしい甘さ、絹さやのシャキシャキ感、や

さしくて素朴な味が三色そぼろの身上だ。鶏そぼろはしっとり

仕上げる笠原さん秘伝のレシピ。「そぼろの醍醐味は冷めて

もおいしいこと。調味料をたっぷり使い、火を通したら汁気

の中でそのまま冷まして、しっかりと味を含ませます」

 p.036

豚こまのしょうが焼き弁当
豚肉は炒めてから調味料をからめるのが、笠原さんおすすめ

の調理法。「よく火を通すことは豚肉料理の鉄則ですが、弁

当に入れるならなおさら気をつけたいところ。下味をつけて

から焼くと焦げやすいので、先にしっかり炒めておくのがコツ

です」。ミニトマトは水分が少なく、弁当に適した野菜。彩り

を添えることでも活躍する。

 p.037

かじきまぐろの西京焼き弁当
西京焼きは、甘みのある味噌に魚の切り身を漬けて焼いたも

の。「味がしっかりしているから冷めてもおいしく、弁当向き

のおかずです。かじきまぐろのほかに、鰆、銀だら、ぶり、

鮭などでもいいですね」。西京焼きの漬け込みと味つき卵は

前日に準備するので、当日の朝に集中するのはきんぴらだけ。

時短も可能な献立だ。

 p.038
ごはんだけが主役じゃない

パン弁当

和風サンドイッチ弁当
ツナサラダに入っているピクルスをしば漬けに、ハムきゅうり

はマスタードをわさびに。具の一部を和の素材に置き換えて

みると、いつものサンドイッチが魅力的に変身した。のりとチー

ズの組み合わせは、笠原さんのおばあさまがパンにのりと

チーズをのせて焼いて食べていたという、思い出の味を再現

したもの。
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 p.039

照り焼きチキンドッグ
鶏の照り焼きは、ご飯にもパンにも合うおかず。その人気は

万国共通ではないだろうか。今回は、こっくり味の照り焼きと、

みょうが、青じそ、貝割れ菜など日本のハーブを一緒にバター

ロールにはさんで、風味豊かなパン弁当に。つけ合わせに

は野菜のピクルスを添えて、竹串に刺せば和の趣も漂う。

 p.040
みんなで囲むおいしさ

行楽弁当

春の行楽弁当
行楽といえば、やはり春のお花見。たけのこ、桜、木の芽。

おかずだけでなくトッピングにも春の訪れを感じさせる素材

を使えば気分が盛り上がる。「大勢で食べる弁当は、取りやす

さ、食べやすさも意識したおかずを。ご飯も個々ににぎって

美しく並べる」のが笠原理論。

 p.041

レシピ
＜特に記載のない限りすべて2人分の分量です＞

日の丸弁当　(p.31)
[ 材料 ]

ご飯 ……………………………………………………… 400g

梅干し ………………………………………………………2粒

おかず１・鮭の塩焼き

[ 材料 ]

生鮭（切り身） …………………………………………2切れ

塩………………………………………………………… 適量

❶ 鮭は両面に塩をふって15 分おき、出てきた水分を拭き

取る。

❷ 魚焼きグリルで表面においしそうな焼き色がつくまで中

火で焼く。

おかず２・きんぴらごぼう

[ 材料 ]

ごぼう …………………………………………………… 100g

にんじん …………………………………………………… 80g

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

A 　日本酒 ………………………………………… 大さじ3

　　醤油……………………………………………… 大さじ2

　　砂糖……………………………………………… 大さじ1

白ごま ………………………………………………… 大さじ1

一味唐辛子…………………………………………………少々

❶ ごぼうとにんじんは皮をむき、4cm長さの細切りにする。

❷ フライパンにサラダ油を熱し、①を炒める。しんなりした

らAを加えて、炒め合わせる。仕上げに白ごま、一味唐辛

子を加え、混ぜ合わせる。

おかず３・だし巻き卵

[ 材料 ]

卵……………………………………………………………3個

A 　だし汁 ……………………………………………… 45ml

　　薄口醤油………………………………………… 小さじ1

　　砂糖……………………………………………… 大さじ1

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ2

一味唐辛子…………………………………………………少々

❶ ボウルに卵を割りほぐし、Aを加えてよく混ぜ合わせる。

❷ 卵焼き器を火にかけて温め、サラダ油を入れて全体にな

じませる。余分なサラダ油はボウルなどにあけてとっておき、

そのつど使う。

❸ ①の⅓  量を卵焼き器に流し入れて広げ、気泡を菜箸でつ

ついてつぶす。

❹ 表面が固まる前に、奥から手前にたたむ。



14Spring / Summer 2015 Vol. 35［ 料理 ］

❺ 奥のあいたところにサラダ油を塗り、たたんだ卵を奥に

寄せる。

❻ 手前にサラダ油を塗り、①の⅓  量を流し入れ、奥に寄せ

た卵を少し持ち上げ下にも流し込む。同様にして残りの⅓  量

を焼く。

❼ 仕上げは四隅を使い、形を整える。冷めたら弁当箱の高

さに合わせて切る。

おかず４・アスパラガスのごまあえ

[ 材料 ]

アスパラガス ………………………………………………2本

塩……………………………………………………………少々

A 　白すりごま ………………………………………大さじ 1

　　醤油……………………………………………… 大さじ1

　　砂糖……………………………………………… 小さじ1

❶ アスパラガスは根元を切り落とし、根元から⅓  ほどの皮を

むき、一口大の乱切りにする。

❷ ①をさっと塩ゆでし、ざるに上げて冷ます。　

❸ ②を Aであえる。

おかず５・昆布のつくだ煮

[ 材料 ]

昆布……………………………………………………… 100g
※だしをとった後のものや、早煮昆布 ( 煮もの用などの、早く煮える薄めの昆布 )

実山椒の水煮………………………………………… 大さじ2

A 　水 ……………………………………………… 800ml

　　酢………………………………………………… 大さじ2

　　醤油…………………………………………………100ml

　　砂糖…………………………………………………… 50g

❶ 昆布は 3cm角に切る。

❷ 鍋に A、①、実山椒を入れて火にかけ、沸騰したらあく

を取る。落しぶたをして弱火で 2時間ほど、煮汁がほとんど

なくなるまで煮る。

ベジタリアン弁当　(p.32)
[ 材料 ]

米……………………………………………………………2合

大根……………………………………………………… 100g

にんじん …………………………………………………… 50g

しいたけ ……………………………………………………2枚

ごぼう ……………………………………………………… 50g

A 　水 ……………………………………………………340ml

　　薄口醤油…………………………………………… 30ml

　　日本酒 ……………………………………………… 30ml

　　だし昆布 ……………………………………………… 3g

❶ 米はといで 30 分浸水させ、ざるに上げて水気をきる。

❷ 大根とにんじんは皮をむき、1cm角に切る。しいたけは

薄切り、ごぼうはささがきにする。

❸ 炊飯器に①、②、Aを入れて炊く。

おかず 1・厚揚げしょうが焼き

[ 材料 ]

厚揚げ………………………………………………………1枚

薄力粉…………………………………………………… 適量

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

A 　日本酒 …………………………………………… 大さじ2

　　醤油……………………………………………… 大さじ2

　　みりん …………………………………………… 大さじ2

　　おろししょうが ………………………………… 小さじ1

❶ 厚揚げは 1cm厚さに切り、薄力粉を全体にまぶす。

❷ フライパンにサラダ油を熱し、①を中火でカリッと焼く。

両面焼いたらAを加えて煮からめる。

おかず２・アボカドごまあえ

[ 材料 ]

アボカド ………………………………………………… ½  個

A 　白すりごま ……………………………………… 大さじ1



15Spring / Summer 2015 Vol. 35［ 料理 ］

　　醤油……………………………………………… 大さじ1

　　わさび …………………………………………………少々

❶ アボカドは種を除いて皮をむき、一口大に切る。

❷ ①をAであえる。

おかず３・じゃがいもの炒り煮

[ 材料 ]

じゃがいも（メークイン） …………………………………1個

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

A 　日本酒 …………………………………………… 大さじ2

　　砂糖……………………………………………… 大さじ1

　　醤油……………………………………………… 大さじ1

❶ じゃがいもは皮をむき、4cm長さの細切りにする。

❷ フライパンにサラダ油を熱し、①を中火で炒める。しん

なりしたらAを加えて煮からめる。

おかず４・しらたきピリ辛煮

[ 材料 ]

しらたき ……………………………………………………1玉

A 　だし汁 ………………………………………………100ml

　　醤油……………………………………………… 大さじ1

　　みりん …………………………………………… 大さじ1

一味唐辛子…………………………………………………少々

万能ねぎ（小口切り） ……………………………………少々

❶ しらたきはゆでて水気をきり、食べやすい大きさに切る。

❷ 鍋に①、Aを入れて中火にかけ、煮汁がなくなるまで煮

つめる。一味唐辛子をふり、万能ねぎを散らす。

のり弁当　(p.33)
[ 材料 ]

ご飯 ……………………………………………………… 400g

焼きのり（全形を12 等分したもの） ……………………1枚

削りがつお ………………………………………………… 10g

醤油…………………………………………………………少々

❶ 削りがつおと醤油を混ぜ合わせる。

❷ ご飯 100 ｇを弁当箱に敷き詰め、①を全体にまんべんな

く散らし、のり3枚を覆うようにのせる。これをもう一度くり

返し、2層にする。のりは切ったものをのせると食べやすい。

おかず１・かぼちゃ田舎煮

[ 材料 ]

かぼちゃ ……………………………………………………¼  個

A 　だし汁 ………………………………………………300ml

　　醤油……………………………………………… 大さじ2

　　みりん …………………………………………… 大さじ2

❶ かぼちゃは種とわたを取り、皮をところどころむき、一口

大に切る。

❷ 鍋に①を重ならないように並べ、Aを入れて火にかける。

沸騰したら弱火にし、落しぶたをして10 分煮る。

おかず２・桜海老の炒り煮

[ 材料 ]

桜海老（乾物） …………………………………………… 30g

ごま油 ………………………………………………… 大さじ1

A 　酒 ………………………………………………… 大さじ2

　　醤油……………………………………………… 大さじ1

　　砂糖……………………………………………… 大さじ1

❶ 鍋にごま油を熱し、桜海老を入れて軽く炒める。

❷ Aを加えて中火で煮汁がなくなるまでいりつける。

おかず３・鶏から揚げ

[ 材料 ]

鶏もも ………………………………………………………1枚

A 　醤油 ……………………………………………… 大さじ1
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　　みりん …………………………………………… 大さじ1

　　黒こしょう ……………………………………………少々

片栗粉 …………………………………………………… 適量

揚げ油（サラダ油） …………………………………… 適量

❶ 鶏肉は一口大に切り、Aをもみ込んで 10 分おく。

❷ ①に片栗粉を全体にまぶしつけ、余分を落とす。170℃

の揚げ油で 3分揚げる。いったんバットなどに取り出して3

分やすませ、やや火を強めて温度を上げた揚げ油で 2分ほ

ど、カラッと揚げる。

おかず４・漬物

[ 材料 ]

たくあん（または好みの漬けもの。市販品）…………… 30g

三色そぼろ弁当　(p.35)
[ 材料 ]

ご飯 ……………………………………………………… 400g

【鶏そぼろ】

鶏ひき肉 ………………………………………………… 200g

A 　水 ……………………………………………………200ml

　　日本酒 …………………………………………… 大さじ2

　　醤油……………………………………………… 大さじ3

　　砂糖……………………………………………… 大さじ2

【いり卵】

卵……………………………………………………………2個

B  　薄口醤油 ………………………………………… 小さじ1

　　砂糖……………………………………………… 大さじ1

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

【ゆで絹さや】

絹さや …………………………………………………… 20 枚

塩……………………………………………………………少々

C 　ごま油 …………………………………………… 小さじ1

　　塩………………………………………………ひとつまみ

　　みりん …………………………………………… 小さじ1

❶ 【鶏そぼろ】鍋にひき肉とAを入れ、火にかける前に菜

箸で混ぜ合わせる。中火にかけ、菜箸でかき混ぜながら火

を通す。そのまま冷まし、味をなじませる。　　　　　　

❷【炒り卵】ボウルに卵を割りほぐし、Bを加えて混ぜ合わ

せる。フライパンにサラダ油を熱し、卵液を流し入れ、菜箸

でかき混ぜていり卵にする。

❸【ゆで絹さや】絹さやの筋を取り、さっと塩ゆでし、ざる

に上げて水気をきる。せん切りにし、Cであえる。

❹【仕上げ】弁当箱にご飯を入れ、①、②、③を彩りよく

盛る。

豚こまのしょうが焼き弁当　(p.36)
[ 材料 ]

ご飯 ……………………………………………………… 400g

【豚こまのしょうが焼き】

豚こま切れ肉 …………………………………………… 200g

玉ねぎ …………………………………………………… ½  個

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

A 　日本酒 …………………………………………… 大さじ2

　　醤油……………………………………………… 大さじ2

　　砂糖……………………………………………… 大さじ1

　　おろししょうが ………………………………… 小さじ1

一味唐辛子…………………………………………………少々

【菜の花の削りがつお炒め】

菜の花………………………………………………………1わ

ごま油 ………………………………………………… 大さじ2

B 　醤油 ……………………………………………… 大さじ1

　　みりん …………………………………………… 大さじ1

　　削りがつお …………………………………………… 5g

　　塩………………………………………………………少々
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【ミニトマトのじゃこじそあえ】

ミニトマト …………………………………………………6個

青じそ ………………………………………………………2枚

ちりめんじゃこ …………………………………………… 15g

C 　サラダ油 ………………………………………… 小さじ1

　　醤油………………………………………………小さじ½  

　　黒こしょう ……………………………………………少々

❶ 【豚こまのしょうが焼き】玉ねぎは薄切りにする。フライ

パンにサラダ油を熱し、玉ねぎ、豚肉を入れて炒める。しっ

かり火を通したらAを加え、全体に味がからむように炒め合

わせる。仕上げに一味唐辛子をふる。

❷【菜の花の削りがつお炒め】菜の花は根元を切り落とし、

3等分に切る。フライパンにごま油を熱し、菜の花を炒め、

Bを加えて炒め合わせる。

❸【ミニトマトのじゃこじそあえ】ミニトマトはへたを取り、

縦に半分に切る。青じそはせん切りにする。じゃこと一緒に

Cであえる。

❹【仕上げ】弁当箱にご飯を入れ、①、②、③を彩りよく

盛る。

かじきまぐろの西京焼き弁当　(p.37)
[ 材料 ]

ご飯 ……………………………………………………… 400g

青のり ………………………………………………………少々

【かじきまぐろの西京焼き】

かじきまぐろ（切り身） …………………………………2切れ

A 　味噌 …………………………………………………… 50g

　　砂糖…………………………………………………… 20g

　　日本酒 ……………………………………………… 20ml

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

【味つき卵】

卵……………………………………………………………2個

B 　だし汁 ………………………………………………100ml

　　醤油……………………………………………… 大さじ1

　　みりん …………………………………………… 大さじ1

　　砂糖……………………………………………… 小さじ1

【パプリカのごまきんぴら】　　　 

赤パプリカ ……………………………………………… ½  個

緑ピーマン（小） …………………………………………3個

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

C 　日本酒 …………………………………………… 大さじ3

　　醤油……………………………………………… 大さじ2

　　砂糖……………………………………………… 大さじ1

白ごま ………………………………………………… 大さじ1

一味唐辛子…………………………………………………少々

※前日準備

・【かじきまぐろの西京焼き】Aを混ぜ合わせ、かじきまぐろ

を漬けて冷蔵庫に 1晩おく。

・【味つき卵】鍋に卵と水を入れて火にかけ、沸騰したら弱

火にして8分ゆでる。氷水にとり、皮をむく。Bに漬けて冷

蔵庫に 1晩おく。

❶【かじきまぐろの西京焼き】味噌を拭き取る。フライパン

にサラダ油を熱し、かじきまぐろを弱火で焦がさないように

焼く。

❷【パプリカのごまきんぴら】赤パプリカ、緑ピーマンは細

切りにする。フライパンにサラダ油を熱して炒め、Cを加え

て混ぜる。白ごま、一味唐辛子をふる。

❸【仕上げ】弁当箱にご飯を入れて青のりをふり、①、②、

味つき卵を彩りよく盛りつける。

和風サンドイッチ弁当　(p.38)
[ 材料 ]

食パン 8枚切り ……………………………………………8枚

マーガリン ……………………………………………… 適量



18Spring / Summer 2015 Vol. 35［ 料理 ］

【ツナしば漬け】

ツナ（缶詰） …………………………………………… ½  缶

しば漬け …………………………………………………… 15g

マヨネーズ …………………………………………… 大さじ2

【なめたけ卵】

なめたけ ……………………………………………… 大さじ2

卵…1個    

【ハムきゅうり】

スライスハム ………………………………………………4枚

きゅうり ……………………………………………………1本

マヨネーズ …………………………………………… 大さじ2

わさび ………………………………………………… 小さじ1

【のりチーズ】

焼きのり（全形を4等分したもの） ………………………1枚

スライスチーズ ……………………………………………2枚

❶ 【ツナしば漬け】しば漬けは刻み、ツナ、マヨネーズと混

ぜ合わせる。

❷【なめたけ卵】フライパンにマーガリンを熱し、卵を割り

入れてスクランブルエッグにする。なめたけと混ぜ合わせる。

❸  【ハムきゅうり】きゅうりは薄切りにする。ハムは半分に

切ってから1cm幅に切る。マヨネーズ、わさびと混ぜ合わ

せる。　

❹ パンは 8 枚とも片面にマーガリンを塗る。①、②、③、

のりとチーズをそれぞれのせ、はさむ。耳を切り落とし、食

べやすい大きさに切る。

照り焼きチキンドッグ　(p.39)
[ 材料 ]

【照り焼きチキンドッグ】

みょうが ……………………………………………………1個

青じそ ………………………………………………………5枚

貝割れ菜 ……………………………………………… ½  パック

鶏もも肉 ………………………………………1枚（約 250g）

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

A 　日本酒 …………………………………………… 大さじ1

　　醤油……………………………………………… 大さじ1

　　みりん …………………………………………… 大さじ1

　　砂糖……………………………………………… 小さじ1

B 　マヨネーズ ……………………………………… 大さじ2

　　柚子こしょう ………………………………… 小さじ ¼  

　　白ごま ……………………………………………大さじ½  

バターロール ………………………………………………4個

レタス ………………………………………………………2枚

【串打ち野菜】

エリンギ ……………………………………………………2本

C 　サラダ油 ………………………………………… 大さじ1

　　醤油……………………………………………… 大さじ1

　　みりん …………………………………………… 大さじ1

黄パプリカ ……………………………………………… ½  個

D 　酢 …………………………………………………… 50ml

　　水…………………………………………………… 50ml

　　砂糖…………………………………………………… 20g

きゅうり ……………………………………………………1本

塩……………………………………………………………少々

黒こしょう …………………………………………………少々

ミニトマト …………………………………………………4個

※前日準備

・【串打ち野菜】エリンギは一口大に切り、フライパンでか

らいりし、Cに漬ける。黄パプリカは一口大に切り、Dに漬

ける。

❶ 【照り焼きチキンドッグ】みょうが、青じそはせん切りにし、

貝割れ菜と一緒に水にさらしてシャキッとさせ、水気をきる。

❷ フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉を皮目から焼く。おい

しそうな焼き色がついたら裏返し、両面を焼く。火が通った

らAを加えて煮からめる。冷めたら4等分に切る。

❸ バターロールに切れ目を入れてBを塗り、食べやすい大
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きさにちぎったレタス、①、②をはさむ。

❹【串打ち野菜】きゅうりは一口大に切り、塩、こしょうで

あえる。エリンギ、黄パプリカ、ミニトマトと一緒に串に刺す。

春の行楽弁当　(p.40)
[ 材料 <4 人分 >]

【鯛飯の桜葉包み】

鯛（切り身） …………………………………………… 100g

塩……………………………………………………………少々

米……………………………………………………………2合

A 　水 ……………………………………………………340ml

　　薄口醤油…………………………………………… 30ml

　　日本酒 ……………………………………………… 30ml

　　だし昆布 ……………………………………………… 3g

白ごま ………………………………………………… 大さじ1

桜の葉の塩漬け ………………………………………… 10 枚

【桜の花おにぎり】

ご飯 ……………………………………………………… 300g

桜の花の塩漬け ………………………………………… 適量

木の芽…………………………………………………… 適量

【のり巻き】　　　  

ご飯 ……………………………………………………… 300g

B  　酢 ……………………………………………大さじ2½  

　　砂糖………………………………………………大さじ１

　　塩………………………………………………… 小さじ1

きゅうり ……………………………………………………1本

焼きのり（全形を半分に切ったもの） ……………………1枚

❶【鯛飯の桜葉包み】鯛は両面に塩をふって15 分おき、

魚焼きグリルで焼き、ほぐす。米はといで 30 分浸水させ、

ざるに上げて水気をきる。炊飯器に米、Aを入れて炊く。蒸

らすタイミングで鯛を加える。炊き上がったら白ごまをふり、

さっくりと混ぜ合わせる。鯛飯は 8等分して俵形に丸め、桜

の葉で包む。

❷【桜の花おにぎり】桜の花の塩漬けは飾り分を残して細

かく刻む。ご飯に刻んだ桜の花を混ぜ、8等分して丸いお

にぎりにする。桜の花、木の芽を飾る。

❸  【のり巻き】盤台やボウルにご飯を入れ、Bを回しかけ、

しゃもじで手早く混ぜ、すし飯を作る。きゅうりは縦に 4等

分に切る。巻きすにのりをのせ、すし飯の½  量を広げる。

向こう側は 1.5cmほどあけておく。きゅうり2本を真ん中に

のせ、きゅうりを押さえながら、巻きすを手前から向こう側

へしっかりと巻き、形を整える。同様にもう1本作り、食べ

やすい長さに切る。

おかず１・たけのこ土佐煮

[ 材料 ]

たけのこ（下ゆでしたもの。水煮缶でも可） ……………2本

A 　だし汁 ………………………………………………500ml

　　薄口醤油………………………………………… 大さじ2

　　みりん …………………………………………… 大さじ2

　　日本酒 …………………………………………… 大さじ2

削りがつお ………………………………………………… 10g

木の芽………………………………………………………少々

❶ たけのこは一口大に切り、水からゆでる。ざるに上げ、

水気をきる。　

❷ 鍋に①、Aを入れて火にかけ、中火で 20 分煮る。煮汁が

少なくなったら削りがつおを加え、からめる。木の芽を飾る。

おかず２・手羽中の山椒焼

[ 材料 ]

鶏手羽中……………………………………………………8本

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

A 　日本酒 …………………………………………… 大さじ2

　　みりん …………………………………………… 大さじ2

　　醤油……………………………………………… 大さじ2

粉山椒………………………………………………………少々



20Spring / Summer 2015 Vol. 35［ 料理 ］

❶ 手羽中は身側に切れ目を入れる。　　

❷ フライパンにサラダ油を熱し、①を皮目から焼く。おいし

そうな焼き色がついたら裏返し、両面を焼く。火が通ったら

Aを加えて煮からめ、粉山椒をふる。

おかず３・菜の花のぎせい豆腐

[ 材料 ]

菜の花………………………………………………………½  わ

にんじん …………………………………………………… 50g

木綿豆腐………………………………………………… 300g

卵……………………………………………………………3個

サラダ油 ……………………………………………… 大さじ1

A 　砂糖 ……………………………………………… 大さじ2

　　薄口醤油………………………………………大さじ1½  

❶ 菜の花は根元を切り落とし、1cm長さに切る。にんじん

はせん切りにする。

❷ フライパンにサラダ油を熱し、①を中火で炒める。しん

なりしたら豆腐を手でちぎって加え、水分を飛ばすように炒

める。Aを加えて混ぜ、火を止める。といた卵を加え、混

ぜ合わせる。

❸ 型に②を流し入れ、230℃のオーブンで 20 分ほど焼く。

型は流し缶、パウンド型、ケーキ型など手持ちのもので可。

冷めたら食べやすい大きさに切る。

おかず４・海老のおかき揚げ

[ 材料 ]

海老…………………………………………………………8尾

柿の種（またはせんべい） …………………………… 150g

薄力粉………………………………………………………少々

卵白 ………………………………………………………1個分

揚げ油…………………………………………………… 適量

すだち ………………………………………………………2個

❶ 柿の種はミキサーにかけて細かくする。

❷ 海老は殻をむいて尾と背わたを取り、腹側に 3～ 4か所

切れ目を入れ、まっすぐに伸ばす。　

❸ 海老は全体に薄力粉をまぶし、余分を落とす。といた卵

白にくぐらせ、①をつけ、やさしく押さえてなじませる。

170℃の揚げ油で 3分ほど揚げる。半分に切ったすだちを

添える。

おかず５・スナップえんどうおひたし

[ 材料 ]

スナップえんどう ……………………………………… 12 本

塩……………………………………………………………少々

A 　だし汁 ………………………………………………200ml

　　薄口醤油………………………………………… 大さじ1

　　みりん …………………………………………… 大さじ1

❶ 鍋に Aを入れて火にかけ、ひと煮立ちさせたら冷まして

おく。

❷ スナップえんどうは筋を取り、さっと塩ゆでし、ざるに上

げて冷ます。①に漬ける。

おかず６・春にんじんのサラダ

[ 材料 ]

にんじん ……………………………………………………1本

塩……………………………………………………………少々

くるみ ……………………………………………………… 50g

A 　サラダ油 ………………………………………… 大さじ2

　　レモン汁 ………………………………………… 大さじ1

　　黒こしょう ……………………………………………少々

❶ にんじんはせん切りにし、塩をふってしんなりさせる。

❷ くるみはからいりする。

❸ ボウルに水気を軽く絞った①、②、Aを入れて混ぜ合わせ、

なじませる。
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1
お弁当を楽しく！  お役立ちグッズセレクション

 p.045

お弁当作りの基本は押さえたけれど、なかなか形よく詰めら

れない、お弁当箱の中にもう少し彩りがほしい……そんなと

き手軽にあるいはひと手間かけて、作るのも食べるのも楽し

くなるグッズを集めました。

・MYカトラリー

箸、フォーク、スプーンの先端、グリップパーツ各 1組が収

納ケースに入って1セット。料理に合わせて食べやすいツー

ルに組み立てられる。

・ちゅーボーズ のりパンチ

焼きのりをはさんでパチンと押すだけで、かわいい絵文字

が完成する。受け皿にのりがたまるので、細かいパーツも

散らばらない。[A]

・そのまま食べられるのりカップ

ご飯やおかずを仕切ってそのまま食べられる、画期的な「の

り製カップ」。食べ終わった弁当箱にゴミを残さず、エコで

もある。[D]

・ふりふり手まりずし

ご飯を入れたらハンドルを持って振るだけ！ まん丸のおにぎ

りや手まりずしが 3つ一度にでき上がる。作って楽しい、食

べて楽しい道具。[A]

　　　　　　　　　　　　　　

・ゆで玉子器 ドリームランド

白身と黄身を分けてから専用容器でゆでると、ハート柄や星

柄など楽しいゆで卵が完成。円柱状に仕上がり、どこを切っ

ても絵柄が現れる。[E]

　　　　　　　　　　　　　

・タレビン

醤油やケチャップなど、調味料入れとして欠かせない弁当

グッズ。半透明のプラスチック製で、かわいらしい動物など

さまざまな形が揃う。

　　　

・シリコーンカップ

弁当を楽しく彩るカップ。シリコーン製だから洗ってくり返し

使える。耐熱温度が高いので、オーブン料理やお菓子作り

にも。[A]

●たたむ、重ねる。日本が誇る、弁当箱の機能美

フラットランチボックス ( 左 )：折りたためるので持ち帰りは

スマート。洗えて、折り曲げにも強いポリプロピレン素材は

軽くて衛生的。[B]　

BENTO COLORS( 右 )：通勤・通学バッグにも立てたまま入

るスリム設計ながら、3段構造で容量も充分。さながら重箱

の進化形だ。[C]
　　　　　　　　

(メーカー情報 )

[A] 貝印株式会社　www.kai-group.com/store/products/list/401

[B] ホーショー株式会社　www.hoh-pack.jp/en

[C] 株式会社正和　www.showa-inc.com/index.html

[D] アネスト　www.anest.biz/product/product.html

[E] アーネスト　www.ar-nest.com/en
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デザイン

 デザインラボ
  

文様―心を結ぶ
文＝内田 繁（インテリアデザイナー）　
撮影＝佐藤竜一郎　結び制作＝澁川直子　
結び監修＝田村京淑（たむら・けいしゅく）（中秀流家元）  

p.046

 「結び」は日本文化のあらゆるもののバックボーンである。

神社の注連縄もそうだし、お相撲さんのまわしも、結ぶこと

で聖なるものを体内に閉じ込める役目をもつ。ルーツをたど

ると「産
む す ひ

霊」という言葉が出てくるが、これは見えないもの

を生成することに繫がる。結びからあらゆるものが生まれて

きたといっていい。

　今回紹介する水引の結びパターンも、本来形のない観念

的な思いを具象化させている。ある意味制約も規則もない

が故に、大切なのは「魅力的で美しいかどうか」。古いもの

は福井県の中秀流に伝わる結びで、単純な線で力強く綺麗。

対比させた現代作家のものは複雑で美しい。新旧どちらを見

ても拮抗するほど美しいというのは素晴らしいことで、日本

人はこうしたデザインが得意だなと再認識する。教え子にも

愛媛で水引を結んでいる人がいるが、昔のものをきちんと学

びつつ未来へつないでいると感じる。産地はかなり減ったが

こうした人々がいる限り水引の未来は憂えることはない。

水引（みずひき）

1000 年以上にわたり、贈り物の結び留めとして使用されてきた。包みが

ほどけないようにする用途はもちろんのこと、封が開けられたことがわか

るようにするため、そして結びの形や水引の色で相手への気持ちを表す

ものとして発展を遂げる。材料は細長く切った和紙。これを縒って紙
こより

縒に

し、更に水糊を引いて固める。かつて和紙の産地では必ず作られていた

というが、現在では長野県や愛媛県などの限られた土地でのみ作られて

いる。

澁川直子（m90デザイン室）

現代の暮らしに合った水引の使い方や結びデザインを国内外に提案。

90cm（水引の一般的な長さ）という限られた長さの中でさまざまな思い

を表現し、伝統の再発見と新しい形の模索につとめる。著書に『水引デ

ザイン』（誠文堂新光社刊）。

b-c-a.jp

★感謝

感謝結び（旧）

中央で 2つの輪が重なる結びは、水引でもっとも基本となる「淡路結び」。

ふんわりとした外側の円形で、感謝の気持ちを包む様子を表す。上に飛

び出した両端が重なるさまは、手を重ねてお辞儀している様子を上から

眺めた形になっている。

感謝結び（新）

小さな丸をいくつも重ね、日々の小さな感謝の連なりを伝える。伝統に

倣って両端を上に出すが、その重なり方は更に複雑に「叶結び」（表裏

からの見え方が合わさって「叶」という文字になるめでたい結び方）と

なり、丸さを引き締めている。

★思いやり

思い結び（旧）

心臓を表す丸い形が重なり合い、相手を想う気持ち、お互いの気持ちが

通い合ってほしいと願う様子を表現。古くは深く想う相手への文に添えて

使用され、転じて相手への感謝やお礼を表すときにも使用されるように

なったという。

心結び（新）

心臓の丸型の代わりに、上下左右幾重にも重なり合うハート形を忍ばせ

て、相手を想う気持ちを表現。全体的にまるまるとしたフォルムはそのま

まに、モチーフを変えることで新しいデザインに。上に向かう水引の両

端はおめでたい感覚を表す。

★財運

宝結び（旧）

金銀財宝が詰まった巾着を模した形とも、財を象徴する米俵を5つ積み

重ねた様子を横から見た形ともいわれ、贈る相手の財運・成功・福を願

う。新しい商売を始める相手や、長期の旅に出る人の幸運を願うときな

どに贈ったといわれる。

2015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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福結び（新）

下部の波紋のような円形は、宝の詰まった巾着袋を表すと同時に、財を

表す米俵の円柱形をも表現し、一体となって大黒天を彷彿させる。そこ

へ更に財の象徴のひとつとしてティアラ状の形を組み合わせた複雑な形。

※金色のものが中秀流に伝わる結び。銀色のものが澁川さんによるオリ

ジナルの結びである。水引の結びには動植物などの具体的なモチーフの

結びも多いが、今回は目に見えない抽象的な観念を形にした珍しいもの

を集めた。

建築―横尾忠則を体感する
写真＝阿野太一
文＝佐野由佳  

p.048

まるで明け方に見る夢のように、どこからが現実でどこから

がそうでないのか、区別がつかなくなる。ガラスの切り妻屋

根から入る日差しが、透明な床下の極彩色の庭石と池、そこ

に泳ぐ鯉を照らす。赤いガラスが景色の色を奪い、あの世と

この世を隔て切り離す。

 「豊島横尾館」は、前衛芸術家・横尾忠則の美術館だ。瀬

戸内海に浮かぶ人口約 1000 人の島の、小さな海辺の集落

にある古い民家を改築したもので、母屋と倉、納屋に、さら

に新たに建てた塔の 3つの建物からなる。

　テーマは「生と死」「日常と非日常」。横尾作品がもつ世

界観を、「単に鑑賞するだけでなく建築と一体となって体験

できる場にしたい」と考えて、建築家の永山祐子さんが設計

した。柱や梁などの構造体を残してほぼ全面改装。日本家

屋のもつモジュールや陰影のある気配を生かしつつ、見たこ

ともない空間をつくり出した。永らく人の住まなかった家は、

小さな集落に賑わいを呼び、訪れる人を異界へと誘う。

左ページ：入り口の門の向こうには赤いガラス張りの空間。母屋に隣接

する塔は、「滝のインスタレーション」を展示する。

上：原色の石を配した「庭のインスタレーション」は、鯉も泳ぐ池で、室

内のガラス張りの床下にまで続く。住民向けにワークショップを開くなど、

開館前から地元でも理解を得られる配慮をした。近所でも好評の美術館。

豊島横尾館

香川県小豆郡土庄町豊島家浦 2359

開館時間：10:00 ～ 16:00（10月～ 2月）、10:00 ～ 17:00（3月～ 9月）

休館日：火曜（3月～ 11月）、火曜～木曜（12月～ 2月）　祝日の場合

は開館、翌日休館

www.benesse-artsite.jp/teshima-yokoohouse

フード・アート―遊び心を巻き込んで
撮影＝佐藤竜一郎
文＝編集部  

p.050

まるで平面に自在に描かれているかのような絵柄。しかしこ

れは、正真正銘の巻き寿司だ。この驚きの世界を作り上げ

るアーティストのたまちゃんは、巻き寿司で表現できないも

のはない、という。今号の表紙の作品のように絵柄が細かく

大きいものになると、2日前から大量の米を炊き始め、何時

間もかけて巻いていく。基本の工程は、輪郭線となる海苔で

くるんだ幾つものパーツを組み合わせ、2次元の仕上がりを

思い描きながら3次元で構築していくという、頭をひねって

しまうような緻密な作業。ご飯と海苔という、普段気にも留

めないような身近な素材がどこまでアートになりうるか。日

本に生まれた、自分にしかできない表現に挑戦してきた。自

身も「切ってみるまでわからない」という、包丁を入れるご

とにストーリーが展開するライブ感、時に毒気のあるモチー

フ、そしてお披露目のあとはおいしく食べられる巻き寿司と

いう実体。その意外性に誰もが翻弄され、虜になる。

1 本の巻き寿司から、目・耳・口が次々に現れる『見るコト、聞くコト、

そして話す事』という作品。最後に口の部分を縦に切ると、「心」が出て

くる仕掛け。マララ・ユスフザイさんのノーベル平和賞受賞に感化され、

「目で見て、耳で聞いて、自分の言葉で発言する」女性の強さを表現した。

瞳にはサラミ、肌色の部分には鮭フレークを使うなど、おいしさもきちん

と両立させている。
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〝たまちゃん”清田貴代（きよた・たかよ）

イラストレーターとして活躍するかたわら、2005 年より巻き寿司アーティ

ストとして活動を開始。もの作りの楽しさ、食文化への思いを込めて開

催する巻き寿司ワークショップも人気。バイリンガル作品集『Smiling 

Sushi Roll』（リトルモア刊）が昨年発売に。smilingsushiroll.com

プロダクツ―工業デザインの粋
すい

を体感する
写真＝濱崎敏彦
文＝編集部　協力＝柳 ゆう  

p.051

家具や食器、キッチンツールやテキスタイルから歩道橋など

の公共施設にいたるまで、数々の名作デザインを生み出した

日本の工業デザインの祖・柳宗理。2011 年に 96 歳で他界

した氏の、約 60年にわたる仕事を一堂に集めた展示施設が

金沢市に誕生した。長年、金沢美術工芸大学で教鞭をとっ

ていたことが設立の機縁で、プロダクト製品から試作品、図

面など7000 点にも及ぶ貴重な資料が寄託され、展示点数・

面積とも国内一の充実度を誇る。生前の柳氏のデザイン手

法を踏まえた生活空間のコーディネート展示は見応え十分。

ダイニングチェアを座り比べたり、カトラリーの感触を確か

めたりと、展示品には自由に触れることができ、柳デザイン

を体で感じ、堪能できる場所になっている。

右：「バタフライスツール」 写真提供＝天童木工

左：柳 宗理 ©Yanagi Design Office

金沢美術工芸大学 柳宗理記念デザイン研究所　

石川県金沢市尾張町 2-12-1-1F

Tel. 076-201-8003

9:30 ～ 17:00  月曜休館（祝日は開館）

入場無料

www.kanazawa-bidai.ac.jp/index/researchinstitute.html

プロダクツ―首もとを彩るORIGAMI
写真＝大見謝星斗
文＝編集部　協力＝小林 舞  

p.051

東京の老舗染色工場「丸枡染色」が、明治 34(1901) 年の

創業以来培ってきた染色の技術を生かして立ち上げたプロダ

クトブランド、「monomatopée」が注目を集めている。こち

らのなんとも不思議なスカーフは、開発に4年の歳月を費や

したという世界初の特殊加工技術で、布を和紙のような張り

のある質感に変化させたもの。フラットなままシンプルに巻

くのはもちろん、三角形の折り目に沿って立体感が生まれる

ので、自在に膨らませてボリュームを出し、今までとは違っ

た巻き方が楽しめる。装いのアクセントとなる鮮やかな発色

は染色工場のブランドならでは。光沢のある綿 100%のサテ

ン素材は、自宅で手洗いできる。

ORIGAMI SCARF  幅 28 ×長さ170cm、各 1万 1000円。

丸枡染色　

Tel. 03-3659-7211（日本語対応のみ）

E-mail：info@marumasu-scarves.com

tokyo-marumasu.com/monomatopee
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伝統 日本の手仕事、
手漉き和紙の魅力   

写真＝久間昌史（p.52-58）、大見謝星斗（p.53、59-61）、伏見早織（p.59）

文＝冨部志保子　地図＝ Verso

取材協力＝増田勝彦（和紙研究家）

 p.052

1500 年以上も前から日本の中で育まれてきた伝統の素材、

和紙。温雅な風合いと、薬品を使わず廃棄物も出さないとい

う地球環境へのやさしさを併せ持つ和紙は、日本が誇る手仕

事のひとつです。昨年 11月、和紙づくりの伝統技術がユネ

スコ無形文化遺産に登録されたことを記念して、古より変わ

らぬ紙漉きの現場を訪ね、その魅力と可能性をご紹介します。

日本に紙が伝来したのは 3世紀くらいだという説もあるが、

実際に紙漉きが行われるようになったのは 5～ 6世紀という

のが通説。『日本書紀』には推古 18 年（610）に製紙に関

する記述が登場する。その後、当時の日本人が良質の紙を

漉くために漉き方や原料を工夫し、独自の発展を遂げていっ

た。奈良の正倉院に保存されている702 年に漉かれたとい

う戸籍用紙が、その長い歴史を物語っている。

　以降日本では伝統的な製法による手漉き和紙の生産が、

今でも行われている。原料となる楮などの植物を、蒸し、干し、

はぎ……。気の遠くなるような緻密な工程を重ね、ほとんど

を手作業で行いながら紙として仕上げられ、壁紙や障子紙、

書や絵画のための用紙のほか、世界中の文化財の修復など

に使われているのだ。

　数ある日本の和紙の中から昨秋、岐阜県「本
ほん

美
み の し

濃紙」、島

根県「石
せきしゅう

州半
ば ん し

紙」、埼玉県「細
ほそかわ

川紙
し

」の 3つがユネスコ無

形文化遺産に登録されたが、登録されたのは和紙そのもの

ではなく、こうした手漉き和紙の「伝統的工芸技術」である。

と同時に、伝統的な和紙漉きの知識や技術が世代を超えて

受け継がれ、それが地域の一体感を生み出していることも、

評価の対象になったとされる。

　では、本美濃紙、石州半紙、細川紙は、ほかの和紙と比

べてどのような特徴があるのだろうか。それは、いずれも

三
みつまた

椏や雁
が ん ぴ

皮といった植物を使わず「楮の繊維だけ」を原料

とすること、そして清涼な川水に楮を浸し、植物からとった

粘液を加え、簀
す け た

桁という道具を用いて「流し漉き」と呼ばれ

る伝統の技法で紙をつくる点が共通している。とはいえ、漉

き上がった和紙の表情は決して同じではない。産地や和紙

職人のこだわりによって、漉き上がる紙には個性が宿る。そ

の豊かな味わいこそが、手漉き和紙の魅力なのである。

 (p.053)

上から本美濃紙、石州半紙、細川紙。一口に和紙といっても、表情は

多彩。　撮影協力＝小津和紙

本美濃紙
― 家で漉き上げる美しき和紙／「美濃竹

たけがみ

紙工房」
 p.088

工房を主に担うのは、結婚後、義父の竹
たけいち

一さんから紙漉き

技術を受け継いだという奥さまの鈴木豊
と よ み

美さん。毎日早朝か

ら手漉きを始めて、一日に漉けるのは、せいぜい 100枚前後。

「一枚漉くごとに、次はもっといい紙を漉こうと思う、そのく

り返しです」。丹精を込めたその作業を、定年を機に豊美さ

んに弟子入りしたご主人の竹
たけひさ

久さんと、長年漉き手として和

紙づくりに携わってきた義母は
・ ・

ぎさん、そして義姉である古

田まり子さんが支える。

　簀桁を前後左右に揺り動かしながら紙を漉くのが本美濃紙

の特徴。これによって楮の繊維が縦横に絡み合い、太陽に

透かして見たときの美しい「地合」がつくり出されるのだと

いう。この地合とは、いわゆる紙のむら具合のこと。竹久さ

んいわく、「たとえるなら、雪が固まった地面に新雪がふわ

ふわと降り積もったような状態。一面にべたっと白いのでは

なく、美しくむらがあることをいいます」。

2015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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　薄く、しなやかな紙に宿る美しい地合こそ、本美濃紙の魅

力なのだ。

(p.054 上 )

手漉き和紙ができるまで

楮という植物を和紙に仕上げるまでの工程は、実に多岐にわたる。原料

となる楮を刈り取り(1)、蒸し (2)、表皮をはいで (3) 天日に晒し (4)、煮

て (5)、繊維のちりや汚れを丁寧に取り(6)、棒でたたいて楮の繊維を細

かくほぐし(7)、紙の材料を漉き船の中で混ぜて(8)漉き(9)、乾燥させ(10)

……。昔も今も変わらないその手順を踏み、1枚の紙が出来上がる。

(p.054 中央 )

美濃竹紙工房を支える鈴木さんご一家と、古田まり子さん（後方左）。

(p.054 下左 )

・白皮を 1本ずつ清流に浸し、ちりや傷のある部分を丁寧に取り除く。

・「均一な薄さに漉くのが何より難しい」と話す豊美さん。

・板干しによって天日乾燥させることも本美濃紙の特徴。

(p.054 下右 )

美濃竹紙工房の和紙は「美濃和紙の里会館」で購入できる。

岐阜県美濃市蕨生 1851-3

Tel. 0575-34-8111

www.city.mino.gifu.jp/minogami/

minogami@city.mino.lg.jp

(p.055)

きれいな井戸水が流れる小屋の中で、身を乗り出すような態勢でのちり

取り作業をする、鈴木はぎさんと古田まり子さん。美しい本美濃紙をつ

くるには、わずかな不純物も残せない。

石州半紙
―地元産の楮でつくる強くしなやかな紙／石州和紙久保田
 p.057

島根県の西部、石
い わ み

見地方で伝承されてきた石州半紙。この

地域では 10 世紀初めにはすでに紙漉きが行われ、江戸時

代には石州で漉かれる紙が大坂商人たちの帳簿用紙として

重用され、そこから石州半紙の名が広まったとされる。紙質

の特徴は腰の強さ。その理由は原料にある。地元の畑で 3

年かけて育てた石州楮は、繊維が長く幅が太く、強靱でたく

ましい性質があるのだ。江戸時代、商人たちは火災が起こる

と石州産の半紙でできた帳簿をいち早く井戸に投げ込み保

存を図ったという逸話も、その特質を物語る。そんな紙質が

買われ、現在は主に文化財の襖や屏風などの修復に利用さ

れている。また、強靱であるにもかかわらずやわらかな手触

りと、書いた字がにじまないことから、書籍や書道半紙、短冊、

名刺などの用途もあるという。

　原料となる石州楮の刈り取りが行われるのは、12月から1

月にかけて。刈り取った後は蒸気で蒸し、根元を槌
つち

で叩いて

から表面の黒皮をはぐ作業が行われる。楮の皮は外側から

順に、黒皮、甘皮、白皮という3層になっており、本美濃紙

は一番内側の白皮のみが和紙の原料として使われるが、石

州半紙は黒皮と白皮の間にある緑色をした甘皮の部分も使う

ことで強度を高めているのが特徴である。また、漉き方にも

この産地独特のものがあり、美濃紙のような「横揺り」を加

えず、漉き舟の中で紙
しりょう

料を激しく細やかに動かす「縦揺り」

だけで漉き上げるのを基本とする。「原料から地元で賄うと

いう先人からの伝統を守りながら、現代の暮らしに生かせる

和紙を漉いていきたいと思っています」と話すのは、石州半

紙技術者会会員の久保田 彰さん。そこに温故知新の精神が

息づいている。

(p.056)

久保田さんが丹精込めて仕上げた和紙には、透かし模様や色染めなど

高い技術が息づく。石州和紙会館で購入可能。

島根県浜田市三隅町古市場 589

www.sekishu.jp/kaikan/about.html

washikaikan@sekishu.jp

(p.057 左 )

1974年より父・久保田保
やすいち

一さんに師事、手漉き和紙製造を始めた久保田 

彰さん。石見の風土を生かした特徴ある和紙を追い求め、先人が残し

た石州半紙の技術・技法を継承しながら、今後の伝承者育成に力を入

れている。



27Spring / Summer 2015 Vol. 35［ 伝統 ］

(p.057 右 )

工房の近くにある和紙会員共同の楮畑で、石州和紙の原料である石州楮

は栽培されている。冬、鎌で斜めに刈り取られた原木は、1mほどの長

さに切ってから工房へ運ばれた後、甘皮を残しながら楮の黒皮をはぐ作

業が行われる。甘皮を残すことで、茶色みを帯び、清 し々く幽玄な趣を

持つ石州半紙となるのだ。原料の処理が終わり工房で漉き上げた和紙は、

水を切り、一晩放置してから天日乾燥。自分で漉いた和紙で卒業証書を

つくる伝統があるのも和紙の里ならでは。

細川紙
― 飴色の光沢をもつ味わい深い紙／手漉き和紙たにの
 p.058

埼玉県比企郡小川町と東秩父村でつくられる和紙は、機械漉

きも含めて小川和紙と総称される。その中で、薬品を使わず、

国産楮と伝統の手漉き技術だけでつくられているのが細川

紙。名称の理由は、江戸時代に紀州（現・和歌山県）の細

川村で漉かれていた「細川奉書」と呼ばれる高級紙の製作

技術が、江戸に近いこの地に伝えられて盛んになったためだ

とされている。江戸時代には商家の帳簿用紙や記録用紙、

襖紙などに利用され、庶民の生活必需品だった細川紙は、

現在、版画用紙や文化財保存修復用紙などに用いられてい

る。

　細川紙の漉き手として認められる細川紙技術者協会の会

員は 11人。そのうちのひとり、会社員だった谷野裕
ひ ろ こ

子さん

が和紙に魅せられて修業を始めたのは 30歳を過ぎてから。

その後、1999 年に「手漉き和紙たにの」を開き、2010 年

には埼玉県伝統工芸士に認定された。「県が指定した伝統的

な手工芸品の製造に携わる者として、今後は後継者育成や

次代への継承にも取り組みたいと思っています」

　細川紙の特徴は、強靱さと楮の甘皮を残すことで生まれる

飴色の光沢。また、紙料に粘りを出すためのトロロアオイは、

他県からの購入ではなく100％小川産。「暑さ寒さに弱いか

ら育てるのは手間がかかるけど、紙漉きには不可欠なものだ

から地元でつくるのが一番だね」と胸を張るのは、小川町ト

ロロアオイ生産組合の黒沢岩
いわきち

吉さん。現在 18軒の農家が栽

培し、昨秋の出荷量は約 7000kg。その順調な栽培が細川紙

の未来を支えている。

「手漉き和紙たにの」では和紙製品の直販も実施。

monme.net

info@monme.net

左：トロロアオイの生産者、黒沢岩吉さん (左 ) は谷野さんのよきパート

ナー。

中：紙漉きを行うのは 12月から4月にかけて。「寒い時期のほうがトロ

ロアオイの粘度が強まり、よい紙が漉けるんです」と谷野さん。

右：小川町にある埼玉伝統工芸会館の展示室には、和紙でつくられた衣

装などの展示も。館内の和紙工房では和紙の手漉き体験ができる。

日本にある手漉き和紙の里
 p.059

北海道から沖縄まで、日本には 77 の産地に 200 軒弱の手

漉き和紙工房がある。和紙研究家の増田勝彦さんは、楮紙

だけでなく三椏や雁皮を漉いた和紙にも魅力的なものが多

いと話す。「例えば、加賀雁皮紙は強くなめらかな光沢があ

りバッグやアクセサリーとして人気ですし、越前和紙は雲の

ような模様をつけるなど装飾の技術がいろいろあって面白

い。その魅力を実感するには直接和紙に触れてみること、そ

れが一番です」

北海道

1. 笹紙（ささがみ）雨竜郡幌加内町

2. 富貴紙（ふきがみ）釧路市

岩手県

3. 東山和紙（とうざんわし）一関市

4. 成島和紙（なるしまわし）花巻市

宮城県

5. 白石和紙（しろいしわし）白石市

6. 丸森和紙（まるもりわし）伊具郡丸森町

7. 柳生和紙（やなぎふわし）仙台市太白区
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秋田県

8. 十文字和紙（じゅうもんじわし）横手市十文字町

山形県

9. 深山和紙（みやまわし）西置賜郡白鷹町深山

10. 高松和紙（たかまつわし）上山市高松

11. 長沢和紙（ながさわわし）最上郡舟形町長沢

12. 月山和紙（がっさんわし）西村山郡西川町

福島県

13. 上川崎和紙（かみかわさきわし）二本松市

14. 遠野和紙（とおのわし）いわき市遠野町

15. 山舟生和紙（やまふにゅうわし）伊達市梁川町

茨城県

16. 五介和紙（ごすけわし）常陸大宮市

栃木県

17. 烏山和紙（からすやまわし）那須烏山市

群馬県

18. 桐生和紙（きりゅうわし）桐生市

埼玉県

19. 小川和紙（おがわわし）、細川紙（ほそかわし）　比企郡小川町／秩

父郡東秩父村

東京都

20. 軍道紙（ぐんどうし）あきる野市

新潟県

21. 小出和紙（こいでわし）東蒲原郡阿賀町

22. 越後門出和紙（えちごかどいでわし）柏崎市高柳町門出

23. 小国和紙（おぐにわし）長岡市小国町

富山県

24. 越中和紙（えっちゅうわし）富山市／南砺市／下新川郡朝日町

石川県

25. 能登仁行和紙（のとにぎょうわし）輪島市三井町仁行

26. 加賀二俣和紙（かがふたまたわし）金沢市二俣町

27. 加賀雁皮紙（かががんぴし）能美郡川北町

福井県

28. 若狭和紙（わかさわし）小浜市

29. 越前和紙（えちぜんわし）越前市

山梨県

30. 西嶋和紙（にしじまわし）南巨摩郡身延町西嶋

長野県

31. 内山紙（うちやまがみ）飯山市／下水内郡栄村／下高井郡野沢温泉

村

岐阜県

32. 美濃和紙（みのわし）美濃市

33. 山中和紙（さんちゅうわし）飛騨市

静岡県

34. 駿河柚野紙（するがゆのがみ）富士宮市上柚野

35. 湯ヶ島和紙（ゆがしまわし）伊豆市

愛知県

36. 小原和紙（おばらわし）豊田市

三重県

37. 伊勢和紙（いせわし）伊勢市大世古

38. 深野和紙（ふかのわし）松阪市飯南町

滋賀県

39. なるこ和紙（なるこわし）大津市桐生

京都府

40. 黒谷和紙（くろたにわし）綾部市黒谷町

44. 丹後和紙（たんごわし）福知山市大江町二俣

兵庫県

42. 名塩紙（なじおがみ）西宮市

43.ちくさ雁皮紙（ちくさがんぴし）宍粟市千種町

44. 杉原紙（すぎはらがみ）多可郡多可町加美区

45. 神戸和紙（こうべわし）神戸市

46. 淡路津名紙（あわじつながみ）淡路市

奈良県

47. 吉野紙（よしのがみ）吉野郡吉野町

和歌山県

48. 山路紙（さんじがみ）田辺市龍神村

49. 高野紙（こうやがみ）伊都郡九度山町

50. 保田紙（やすだがみ）有田郡有田川町清水

鳥取県

51. 因州和紙（いんしゅうわし）鳥取市

島根県

52. 広瀬和紙（ひろせわし）安来市広瀬町

53. 斐伊川和紙（ひいかわわし）雲南市三刀屋町

54. 出雲民芸紙（いずもみんげいし）松江市八雲町

55. 石州和紙（せきしゅうわし）、石州半紙（せきしゅうばんし）浜田市

三隅町

岡山県

56. 横野和紙（よこのわし）津山市上横野

57. 備中和紙（びっちゅうわし）倉敷市水江

58. 樫西和紙（かしにしわし）真庭市樫西
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広島県

59. 大竹和紙（おおたけわし）大竹市防鹿

山口県

60. 徳地和紙（とくちわし）山口市徳地

愛媛県

61. 伊予和紙（いよわし）四国中央市

62. 大洲和紙（おおずわし）喜多郡内子町／西予市野村町

63. 周桑和紙（しゅうそうわし）西条市

徳島県

64. 阿波和紙（あわわし）吉野川市／三好郡

65. 拝宮和紙（はいぎゅうわし）那賀郡那賀町

高知県

66. 土佐和紙（とさわし）土佐市／香美市／吾川郡／高岡郡／長岡郡

福岡県

67. 筑前秋月和紙（ちくぜんあきづきわし）朝倉市

68. 八女和紙（やめわし）八女市／筑後市

佐賀県

69. 名尾和紙（なおわし）佐賀市大和町大字名尾

70. 重橋和紙（じゅうばしわし）伊万里市南波多町

熊本県

71. 宮地和紙（みやじわし）八代市宮地町

72. 水俣和紙（みなまたわし）水俣市袋

大分県

73. 竹田和紙（たけたわし）竹田市

74 弥生和紙（やよいわし）佐伯市弥生

宮崎県

75. 美々津和紙（みみつわし）日向市美々津町

鹿児島県

76. さつま和紙（さつまわし）姶良市

沖縄県

77. 琉球紙（りゅうきゅうし）那覇市首里儀保町

資料協力＝全国手すき和紙連合会

和紙と親しむ場所
榛原（はいばら）

用途に適した全国から選りすぐった良質な手漉き和紙が常時200種類ほ

ど揃う。

東京都中央区日本橋 2-8-11 旭洋ビル 2階

Tel. 03-3272-3801　 

www.haibara.co.jp

小津和紙 

ギャラリーや文化教室も併設する和紙の専門店。3月2日、リニューア

ルオープン。

東京都中央区日本橋本町 3-6-2 小津本館ビル

www.ozuwashi.net

info@ozuwashi.net

紙の博物館

紙について幅広く資料を収集 ･展示する世界有数の紙専門の博物館。

東京都北区王子 1-1-3

Tel. 03-3916-2320　 

www.papermuseum.jp

暮らしの中で楽しむ和紙
 p.061

時間の経過や光の変化によって表情を変える和紙。優美さと

耐久性を併せ持つこの紙は、文字を書くものとしてだけでな

く、障子や行灯、和傘や扇子など、生活に用いる優れた素

材として日常の中で生かされてきた。ここでは現代の暮らし

の中にも違和感なく溶け込む和紙を使った素敵なアイテム

を、インテリアスタイリストの横瀬多美保さんに選んでいた

だいた。

美濃和紙ウォルナッツキャンドルホルダー

やわらかくにじむような和モダンのやさしい灯り。

Mサイズ W105 × H155mm 8800 円。

Sサイズ W80 × H110 mm 6800 円

STYLE MEETS PEOPLE 

Tel. 03-5413-3705　 

stylemeetspeople.com
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徳永順
と し お

男 作　ダイニングチェア　Tatara F-type

和紙を座面に用いた座り心地のよい椅子。受注生産。

H725 ×W585 × D540 × SH390 mm　価格：問い合わせ

Ippodo New York

www.ippodogallery.com

堀江康子 作　和傘

陽射しを受けると美しさが際立つ和傘。受注生産。

W112 × H76cm　価格：問い合わせ

www.wagasa-h.com

上田 尚
たかし

 作　風炉先屛風うずまき唐草文様純銀箔製

バッキンガム宮殿の壁面にも使用されている内装用和紙、金唐紙を使

用。受注生産。

W94 × H55 × D3 cm ( 片面 )　 価格：問い合わせ

Ippodo New York

www.ippodogallery.com

ウォールペーパー

情緒と同時にモダンな表情も演出できる和紙の壁紙。受注生産。

トミタ オリジナル壁紙コレクション KOZO Vより

左上：TKR-3603  左下：TKR-3602  右：TKR-3621

各 92 cm幅（ｍ販売）　価格：問い合わせ

トミタ 東京ショールーム

www.tominet.co.jp

info@tominet.co.jp
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自然 ネイチャーアクアリウム
―ガラスの中の楽園   

写真＝天野 尚（あまの・たかし）　

文＝編集部　協力＝ Aqua Design Amano (ADA)

 p.062

かつて魚を閉じ込める冷たい箱か、せいぜい花壇のようで

あったアクアリウムの世界は、ここ数十年で劇的に変化を遂

げた。天野 尚さんは、魚が生存するための生態系そのもの

をガラスの水槽の中に再現し、楽園を作り上げる魔術師であ

る。

「世界水草レイアウトコンテスト」という名を聞いたことはあ

るだろうか。今年で 15回目を迎えるこの大会は、アクアリウ

ムの世界では知らぬものがいないほど。昨年は 64の国と地

域から2320 点の力作が集まった。大賞はフランス人の作っ

た作品で、まるで水槽のなかに雄大な自然を閉じ込めたか

のようなスケール感。苔むした岩肌の荒 し々い世界を、青い

小さな魚が群れとなって泳ぐさまは素晴らしいの一語に尽き

る。

　30年ほど前までアクアリウムとはあくまで魚が主役。水草

はあっても花壇のように整列しているだけで、枯れては取り

替えられる消耗品という位置づけであった。しかしここ数十

年でその概念は大きく変化した。その立役者ともいうべき人

物が天野 尚さん。水草レイアウトコンテストを主催するADA

の社長。自然風景の写真家でもある。

 「きっかけは小学校時代の体験です。新潟の小川や潟で遊

んでいた私は、小魚を獲っては家に持ち帰っていた。普通

は帰り道の途中で魚が死んでしまうのですが、ある日水草と

一緒に持ち帰れば魚は死なないと気づいたのです」

　これがもととなって水草を主体とした水槽を作り始め、や

がて『ネイチャーアクアリウム』という概念を提唱するように

なる。根底にあるのは「美しい風景には美しい生態系の均

衡がある」という考え方。天野さんの作る水中世界はそれゆ

えに豊かで、目に見えない微生物すらも感じ取れる気配がす

る。「アマゾン川の水中写真ですね」。作品の写真を見たオー

ディエンスは大抵そう騙されるというが、「人を騙すだけでは

まだ一流どまり。私は水槽の中で暮らす魚も『アマゾンに帰っ

てきた』と錯覚するくらいの環境を作りたい。それが『超』

一流ということです」。「お手本」を研究するため、国内はも

ちろん、アマゾン、ボルネオ、西アフリカでも、大判のカメ

ラを担いで歩き回った。死を間近に感じたこともあるが、そ

こから更に大自然の偉大さと驚異を肌身で感じた。こうして

作られた作品は国内外で反響を呼び、「自然に学び、自然を

感じるレイアウト」であるネイチャーアクアリウムのファンは

飛躍的に増えている。

 「最初の作品からもう35年以上経ちますが、いまだに飽き

ませんね。むしろ使命感を強めています。ネイチャーアクア

リウムが、日々変わり行く地球環境を再考するきっかけになっ

てくれれば嬉しいですね」

　今年はポルトガル・リスボン海洋水族館で「世界最大の

ネイチャーアクアリウムプロジェクト」も進行中。ファンから

集めた多種多様な水草を、それぞれの個性を生かしてレイ

アウトする。手つかずの自然が秒単位で破壊されつつある今、

改めて天野さんの活躍を見つめたい。

(p.062)

水草：ヘアーグラスEleocharis acicularis、ノチドメHydrocotyle maritima、

ヤナギスブタBlyxa japonica、ヌマゼリSium suave、ミズニラ Isoetes 

japonica、ミズオオバコOttelia alismoides、セキショウAcorus gramineus、

ミクリの一種Sparganium sp.、ササバモPotamogeton malaianus

魚種：オイカワZacco platypus、カワバタモロコHemigrammocypris 

rasborella、イトモロコSqualidus gracilis gracilis、ヤマトヌマエビCaridina 

japonica

水温：24℃、pH：6.8、TH (total hardness)：20ｍｇ /L

2015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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(p.064)

（上）

水草：グロッソスティグマGlossostigma elatinoides　

魚種：グリーンネオンParacheirodon simulans、オトシンクルスOtocinclus 

sp.、ヤマトヌマエビCaridina japonica、ビーシュリンプNeocaridina sp.

水温：27℃、pH：6.9、TH：20ｍｇ /L

（下）

「例えば石を水槽内に配置するときは、自然の水流をお手本に考えます。

目の前の自然の美しさだけでなく、その石がそこに流れ着くまでの変遷

や周囲との関わりを、奥深く見つめてほしいですね」と天野さん。

水草：リシアRiccia fluitans、ヘアーグラスEleocharis acicularis　

魚種：カージナル・テトラParacheirodon axelrodi、ヤマトヌマエビ

Caridina japonica、オトシンクルスOtocinclus sp.

水温：25℃、pH：7.0、TH：20ｍｇ /L

(p.066)

（上）

水草：ウィローモス Fantinalis antipyretica、ニードルリーフ・ルドウィジア

Ludwigia arcuata、アヌビアス・ナナAnubias barteri var. nana、グリーン・

ロターラRotala rotundifolia (Green)、ルドウィジア・ペルエンシス

Ludwigia peruensis、ルドウィジア・レペンスLudwigia repens、ロターラ・

ナンセアンRotala nanjean

魚種：クリスタルレッド・テトラ Hyphessobrycon haraldschultzi、プルッカー

Hemigrammus pulcher、オブリクアThayeria obliqua、ヤマトヌマエビ

Caridina japonica、オトシンクルスOtocinclus sp.

水温：25℃、pH：7.0、TH：20ｍｇ /L

（下）

水草：ボルビティス・ヒュデロッティBolbitis heudelotti、ウィローモス 

Fantinalis antipyretica、エキノドルス・テネルスEchinodorus tenellus、エ

キノドルス・ウルグアイエンシスEchinodorus uruguaiensis、クリプトコリネ・

ウエンティ（グリーン）Cryptocoryne wendtii (Green)、クリプトコリネ・ウ

エンティ（ブラウン）Cryptocoryne wendtii (Brown)、クリプトコリネ・ウ

エンティ（ミ・オヤ）Cryptocoryne wendtii (MiOya)、クリプトコリネ・ルー

ケンスCryptocoryne lucens、クリプトコリネ・バランサエCryptocoryne 

balansae、サジタリア・スブラータSagittaria subulata、タイガーバリスネ

リアVallisneria neotropicalis、シペルスCyperus helferi、アポノゲトン・ウ

ルバケウスAponogeton ulvaceus、タイガーロータス（レッド）Nymphaea 

lotus rubra

魚種：トラコカラックス Thoracocharax stellatus、ラミーノーズ・テトラ

Hemigrammus bleheri、ビックアイ・カラシンTetragonopterus argenteus、

ハーフヘッケル・ディスカスSymphysodon aequifasciata ver.、ヤマトヌマ

エビCaridina japonica、オトシンクルスOtocinclus sp.

水温：25℃　pH：7.3　TH：50ｍｇ /L

天野 尚（あまの・たかし）

水槽内に生態系などの要素を取り入れた「ネイチャーアクアリウム」を

確立。「生態風景写真家」としても活躍し、地球環境の啓蒙活動に励む。

近著に『美しき新潟　未来への記録』（新潟日報事業社刊）など。ADA

代表。

www.amanotakashi.jp

Aqua Design Amano

水草育成器具の製造販売や輸出入をメインに、水草育成の研究や情報

誌の出版も行う。2015 年の世界水草レイアウトコンテンストの締め切り

は 5月予定。

www.adana.co.jp/jp/

Tel. 0256-72-6666
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インタビュー

アーティスト・インタビュー

山口 晃
―時空を超えて描く「日本景」の真意
撮影＝ 佐藤竜一郎
文＝住吉智恵  

p.067

伝統的な大和絵の構図や画風を引用し、古今東西さまざま

な事象や風俗、人物や建築物が時空を超えて混在する世界

を描きだす現代の絵師、山口晃。緻密に描き込みながら、

とぼけたユーモアをちりばめ、ぴりりと風刺をきかせた作風

で人気が高い。現在、水戸芸術館で大規模な個展を開催し

ている山口氏が出展作を制作中のある日、アトリエを訪ねた。

ちょうど取り組んでいた新作では、郊外の寂れた「シャッター

商店街」に巨大な覆いをかぶせ、個人商店の脅威である大

型ショッピングモールに仕立て上げるという、壮大かつトホ

ホな構想を得意の鳥瞰図に描きあげる。「ショッピングモー

ルだって所詮は個人商店の寄せ集めでしょう、いったい何が

違うんだ？という疑問から湧いてきた逆転の発想ですね」と

うそぶく山口氏。

　2017年オープン予定の山梨県富士山世界遺産センターの

壁画も手がける。「ええ、富士山は強敵です。北斎や大観く

らいでなきゃ太刀打ちできません。だからこそ（公式に）求

められているものをまんま出したのでは誰も喜ばない。キチ

ンと裏切って、どこでハズせるかなんです。何といってもフ

ジヤマゲイシャじゃないですか」と、いつの間にやら煙に巻

かれてしまう。

　2012 年には京都の平等院浄土院養林庵書院に襖絵を奉

納した（非公開）。いわゆる来迎図の形式だが、死者を極

楽へと運ぶのは機関車、運転手は阿弥陀如来、三途の川の

渡しは現代のリアルな京都駅。改札で六文銭（渡し賃）を払っ

て宇治線に乗れば、平等院を経由して、社員旅行気分で極

楽浄土へゆけるというわけだ。「見立ての背景には、少年時

代に熱中したアニメ『銀河鉄道 999』や明治時代の日本画家・

河
かわなべ

鍋暁
きょうさい

斎の描いた『地獄極楽めぐり図』の一枚である『極

楽行きの汽車』があります」と、飄々とした語り口も魅力だ。

　自分ひとりで、思ったとおりのイメージを「手っ取り早く」

実現できる絵画という分野を選んだという手練。西洋と日本

の伝統技法を使い分ける。「日本美術の正しい末裔になるの

は並大抵じゃありません。歌舞伎役者や和食の達人のように

正統に日本を語り得る人が歴然といるのであれば、画家とし

て〈日本〉をどう語るか。20 年来探し続けています。同時に、

気取りや力みのない心持ちで絵を描き続けられたら楽しい

な～という境地を表現したい」。伝統を背負わず、曇りのな

い現代人の目線で描かれる山口晃の作品世界には、古来日

本人が憧憬してやまない、せいせいとした「虚心」がある

と感じた。

山口晃展　前に下がる 下を仰ぐ
～ 5月17日
水戸芸術館現代美術ギャラリー
茨城県水戸市五軒町 1-6-8
arttowermito.or.jp

（写真）
《平等院浄土院養林庵書院 奉納襖絵》 2012 年
襖 14面 和紙に墨
写真＝豊永政史

《前に下がる　下を仰ぐ》 2014 年
紙に鉛筆、ペン、水彩、墨
36.6 × 28.9 cm
© YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

チームラボ
―テクノロジーと日本美術が出会うとき
撮影＝佐藤竜一郎
文＝住吉智恵  

p.068

日本科学未来館にて『チームラボ 踊る！アート展と、学ぶ！

未来の遊園地』を開催中の、ウルトラテクノロジスト集団・
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チームラボ。プログラマー、数学者、建築家、デザイナー

などで構成される専門家集団であり、同時に最先端のデジ

タル技術を駆使したデジタルアートのクリエイターでもある。

　本展には２つの軸がある。そのひとつ「踊る！アート展」は、

高解像度のモニターを使用したアニメーションやインスタ

レーションなど、彼らがこれまで発表してきた「デジタルアー

ト」だ。

　もうひとつは「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地」。デジタ

ルアートの延長線上で生まれたゲームや遊具で、子どもた

ちも思いっきり騒ぎながら体感できるアトラクションとなる。

　これらが一体となって、全体としては「序破急」（能などに

おける導入、展開、終結の３段構成）のドライブ感と高揚感

にあふれたハイテンションの展示空間を創出。まるでテー

マパークのようなスペクタクルが実現した。チームラボ代表

であり、フロントマンである猪子寿之氏はこの２軸融合の意

図をこう語る。

 「常識的に考えれば、美術館のなかで走り回ったり、騒いだ

りすれば叱られるんだけど、僕らのデジタルアートは移動し

ながら見てもいい作品なんです。近代以前の絵巻や屏風、

襖絵なども実はそうだったと考えます。絵画や写真など、西

洋の遠近法により視点を固定するアートの輸入以前にあった

日本の空間表現です。その表現法がデジタルの応用により

新たに花開く時代がきたのかもしれません。以前、遊園地

のプロジェクトで、デジタルアート独自のその空間感覚を先

入観なく楽しむ子どもたちの姿を見て、2つの軸を持つ構成

をとりました」。

　なかでも、ペースギャラリー（ニューヨーク）の個展で発

表された新作のデジタルインスタレーション『追われるカラ

ス、追うカラスも追われるカラス、そして分割された視点 ‒ 

Light in Dark』では、美術館では普段なかなか見られない

光景が展開していた。この作品は 7面スクリーンが、時代

劇でよく見る奥座敷の襖のように連なり、ワイドで奥行きの

ある展示空間を構成する。さらに床面への映り込みも計算

されているという。水墨画のタッチで描かれたカラスがダイ

ナミックに躍動する空間に歩みを進めれば、視点の移動に

従って新たなシーンが現れ、襖絵が壮大な絵巻へと拡張し

ていくような幻惑感に襲われる。そこでは子どもも大人も、

夢遊病者のように彷徨い、うっとりと惚
ほう

けたように漂ってい

た。

 「これもまた近代以前の日本美術が元来もっていた特徴で

ある、平面性とその分割と再統合という構造を、ハイスペッ

クに再現した作品です。作品に囲まれながら動くと、自分が

どこにいるのか、一体何を見ているのかすら定かでない非

現実感を味わうことができます」と猪子氏。ちょっとハード

ボイルドで暗示的なタイトルにも惹かれる。「江戸時代の僧

侶で、歌人でもあった良寛和尚の辞世の句と言われている

『散る桜 残る桜も 散る桜』という有名な歌があります。同じ

ようにこのタイトルにも、今は追う立場の者もいつか追われ

る側になるかもしれないという、無常の意味を込めました。

こんな渋い、哲学的な作品なのに子どもウケがいいんです

よね。子どもたちはツカミが早い、偏見がないから」

　チームラボは、最先端のテクノロジーを操る「チーム＝人」

と「ラボ＝実験研究所」によって構成された集団だ。そこ

では常に「共創」という考え方が最優先される。たとえば社

内のミーティングでは「手書きのメモは禁止」というルール

がある。スタッフの全てのメモは社内のデジタルネットワー

クにおいてシェアされる。それはあらゆるアイディアを共有

し、アーカイブ化し、再利用するという発想から生まれた知

恵だ。受験勉強という究極の個人作業を叩き込まれて育っ

た世代のメンバーたちに、猪子氏は「他者を巻き込め　個

人プレーに走るな」と繰り返す。そこには、クリエイション

は個人技から生まれると考えられてきた固定観念を徹底して

覆す、ブレイクスルーの思考があった。

 「一緒に考えて一緒に作る、という共創の考え方は、大学

時代にデジタルを使ってクリエイションを始めたときからで、

そういう意味では初めからずっと個人名でなくチームで活動

してきました。自分ひとりですべての先端技術をキャッチアッ

プするのは無理だし、専門性の高い複数の分野が並行して

進化してくことによって、よりよいものを作ることができると

考えたからです。絵画や彫刻のように物質がアートの媒介
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だった時代には、境界や所有の概念が固定していました。

デジタルテクノロジーはそれを解放し、共有や変容の自由

度を広げたんですね。今や、表現とテクノロジーは切り離

せない時代です」と猪子氏は強調する。

　20 世紀のお茶の間のテレビに代わって、21 世紀は、デ

ジタルテクノロジーを使ったメディアが、家族やコミュニティ

のなかで求心力をもつ存在になりつつある。そんな時代に、

アートとサイエンスをジャグリングする最強のチームが作り

だすデジタルアートは、そのインタラクティブ空間を通じて

体験側にも〝共創”と多幸感をもたらす魅力的なコミュニケー

ションツールになっていくだろう。

（P.069）

チームラボ　踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地

2015 年 3月7日～ 5月10日（延長会期）

日本科学未来館

東京都江東区青海 2－ 3－ 6

odoru.team-lab.net

2015 年ミラノ国際博覧会 日本館展示

「〝Harmonious Diversity”を巡る旅」参加

5月1日～ 10月31日

www.expo2015.jp

www.team-lab.com

上から：《メディアブロックチェア》2012 年、インタラクティブインスタレー

ション《Nirvana》2013 年、デジタルワーク 《追われるカラス、追うカラ

スも追われるカラス、そして分割された視点 - Light in Dark》2014 年、

デジタルインスタレーション
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アート
文＝住吉智恵、宮本ゆみ子、内田伸一

p.070
 

古都で花ひらく現代の芸術
PARASOPHIA: 京都国際芸術祭 2015

京都の町に点在する複数の会場で、2か月間にわたり開催

される大規模な現代芸術の国際展。世界の第一線で活躍す

る作家約 40人が作品を発表する。なかでも注目したいのは

京都、神戸を拠点とする日本人アーティストの個性的な面々

だ。映画監督でもある石橋義正は、西洋人のマネキンの家

族にポーズをとらせ、棒読みの台詞をかぶせてブラックな物

語を演じさせる『オー！マイキー』など「上質な B級映画」

が高い評価を受けている。今回は新作のホームドラマ風映

像を発表する予定だ。活動領域を演劇に広げつつある美術

家・やなぎみわは、昨年のヨコハマトリエンナーレ出展作

からつながる作品を展示。台湾から輸入された舞台設備を

搭載したトラック・シアターで演出するパフォーマンスに期

待が高まる。（住吉智恵）

3月 7日～ 5月10日

京都市美術館（京都市左京区岡崎円勝寺町 124）、

京都府京都文化博物館（京都市中京区三条高倉）ほか市内複数会場

www.parasophia.jp

（写真）

やなぎみわ《『日輪の翼』上演のための移動舞台車》2014 年　

写真＝沈昭良

415年前の合戦の全貌
徳川家康没後400年記念 大関ヶ原展

天下分け目の関ヶ原。慶長5（1600）年 9月、徳川家康の率い

る東軍と石田三成の率いる西軍が美濃・関ヶ原で合戦を行っ

た。全国のほとんどの大名が巻き込まれたこの戦いに勝利し

たことで、家康は事実上の天下の支配者となり、江戸時代を

築いた。その家康が亡くなってから400年の節目に実現した

のが本展。合戦に参加した各大名家の武具や絵画、当時交

わされた生 し々い肉声を伝える古文書等により、近世日本史

のハイライトであり、歴史の転換期ともいえる関ヶ原の戦い

の全貌を明らかにする。なお、江戸東京博物館では、同展

開催と同じ3月28日に 5階と6階の常設展示室が、体験型

展示や大型模型を充実させリニューアルオープンする。（宮

本ゆみ子）

3月 28日～ 5月17日

江戸東京博物館

東京都墨田区横網 1-4-1

6月 2日～ 7月26日

京都文化博物館

京都市中京区三条高倉

8月 7日～ 10月 4日（予定）

福岡市博物館

福岡市早良区百道浜 3丁目 1-1

sekigahara2015.com

（写真）

重要文化財《徳川家康所用伊予札黒糸威胴丸具足》　久能山東照宮蔵

18世紀京都の両雄が出会う
生誕三百年　同い年の天才絵師　若冲と蕪村

その色彩の美しさと画筆の緻密さで知られ、個性的な作品

を数多く残した伊藤若沖。かたや日本の文人画の大成者と

され、俳人としても評価の高い与謝蕪村。一見すると関連

性がないように思えるが、ともに江戸時代中期に活躍した

絵師ふたりは、正徳 6（1716）年生まれの同い年だ。両者とも

中国・朝鮮画に影響を受け、40 歳から本格的に絵画の道
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に進んだという共通点もある。さらに、ふたりが京都にそれ

ぞれ構えた住居は、直線距離でわずか 200m程度だったと

いうエピソードも。今回は彼らの生誕 300 年を記念し、昨

年秋に 92 年ぶりに発見され話題となった蕪村の《蜀桟道図》

ほか、おのおのの描く人物、山水、花鳥画や関連作品が

200 点以上展示される。（宮本ゆみ子）

3月 18日～ 5月10日

サントリー美術館

東京都港区赤坂 9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

www.suntory.com/sma

7月4日～ 8月30日

MIHO MUSEUM

滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷 300

miho.jp

（写真）

伊藤若冲筆《寒
かんざん

山拾
じっとくず

得図》18 世紀、双幅、個人蔵

与謝蕪村筆《蜀
しょくさん

桟道
どう ず

図》1778 年（安永 7年）一幅　

Ling Sheng Pte. Ltd（Singapore）

「決めごと」で遊ぶ想像力
単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい？

単位、それは世界に基準を設け、比較・共有を可能にした

知恵と思考のツール。長さ、重さ、速さ……身の回りにあ

る多様な単位はデザインにも生きている。また、日本では

部屋の広さを畳の枚数で表したように、単位には文化的特

徴も宿る。そんな「単位」を自由な視点で考えるのが本展。

ひらがな 1字ずつの重さを天秤で比べる、岡本健＋大野友

資の《ことば の おもみ》。独自の「泡時計」で時のとらえ

方を再考する寺山紀彦（studio note）の《awaglass》。身長

1mになった子どもを祝うヘルムート・スミッツの《1 Meter 

Party》。どれも日常の見方を変え、新たな気づきと創造性を

くれそうだ。（内田伸一）

～ 5月31日

21_21 DESIGN SIGHT

東京都港区赤坂9-7-6

www.2121designsight.jp

（写真）

寺山紀彦（studio note）《時間の比較：awaglass》

エロス・タナトスの気配
蜷川実花：Self-image

花や金魚、アイドルやモデルなどをシアトリカルにとらえ、「蜷

川カラー」と呼ばれるグロテスクなまでに鮮烈な極彩色が

際立つ写真で知られる蜷川実花。近年は映画やMVなど映

像作品でも絶大な人気を集める彼女の個展は、90 年代の

デビュー以来久々のモノクロームのセルフポートレートを中

心とした構成となる。同時に、華やかさや幸福感と隣り合わ

せにある物事の歪みや闇、死の影に目を向けて新境地を開

いた『noir』、川面に散る桜の花びらを一心不乱にフィルム

に収めた『PLANT A TREE』の２つのシリーズを再構成する。

元邸宅の原美術館の親密な空間は、エロス・タナトスの気

配を薫きしめた世界と化す。新作映像の音楽を渋谷慶一郎

が手がけることにも注目したい。（住吉智恵）

～ 5月10日

原美術館

東京都品川区北品川 4-7-25

www.haramuseum.or.jp

（写真）

《Self-image》2013 年

《noir》2010 年 

©mika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

渦を巻き、増殖する絵画
石田尚志　渦まく光

初めて石田尚志の作品を見たときの、じわじわと迫りくる焦
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燥感は忘れがたい。まっさらの壁や紙に、つる性植物のよ

うに抽象的な線を少しずつ描いてコマ単位で撮影する行為

を果てしなく反復する「ドローイング・アニメーション」。そ

の手法自体は目新しいものではない。だが、作家の狂気を

孕んだ「増殖する絵画」への妄執が動く絵（ムーヴィング・

ピクチャー）を駆り立て、その動勢が空間を超え、観る者の

視線をも渦の中にのみ込もうとする。終わりのない絵画の

時間の背後には、制作現場の窓から差し込む陽光の移ろい

やそこで響いていた音や音楽が存在し、それらすべてが膨

大な音符の集積のように交響曲を奏でるのである。絵画、

映像、音楽、身体表現を総動員した重層的な芸術といえる

だろう。（住吉智恵）

3月 28日～ 5月31日

横浜美術館

神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-4-1

yokohama.art.museum

9月18日～ 10月25日（予定）

沖縄県立博物館・美術館

www.museums.pref.okinawa.jp

（写真）

《燃える椅子》2013 年、ビデオ

用の美に宿る「かわいい」
愛される民藝のかたち―館長 深澤直人がえらぶ

かつて思想家の柳宗悦は、無名の職人たちによる民衆的工

芸品を「民藝」と名づけ、日常品の美の発掘に努めた。

1936 年設立の日本民藝館は、彼の審美眼で集められた日本

と諸外国の新古工芸品約 17000 点を収蔵。今なお人々に愛

される。現館長の深澤直人は「無印良品」などで知られる

著名プロダクトデザイナー。柳の収集品の特徴に「人を拒

絶しない愛くるしさ」、あえてひと言で称するなら「かわいい」

を挙げる彼が、特にそうした魅力を湛えた 150 点余を紹介

する。「かわいい」の一語は近年海外にも広まり、一方で軽

い表現とみられがちだが、本展ではそこに多くの概念が溶

け込んでおり、柳の説いた平和思想ともつながる可能性を

示唆する。（内田伸一）

3月 31日～ 6月21日

日本民藝館

東京都目黒区駒場 4-3-33

www.mingeikan.or.jp

（写真）

《羅漢像》朝鮮半島、朝鮮時代後期

現在進行形の未来づくり
ジャパン・アーキテクツ 3.11以後の建築

3月 14日から北陸新幹線が乗り入れ、東京から最短 2時間

半となる古都・金沢。日本三名園のひとつ兼六園や、隣接

する金沢 21 世紀美術館にもより気軽に訪問可能になる。

SANAA の名建築としても知られる同館では今、建築家 25

組による東日本大震災後の挑戦を紹介する展覧会を開催

中。人と人の根源的な関係づくりに目を向けた巨匠・伊東

豊雄らの家造りや、建築家による復興支援ネットワーク「アー

キエイド」の活動、またエネルギーや地域資源の活用など、

新たな視点を持つ建築家たちのプロジェクトが集結する。こ

れからの日本で建築家はどんな未来を描くのか？　個々の前

向きな実践を通し、現在進行形の建築世界を体感できる。

（内田伸一）

～ 5月10日

金沢 21 世紀美術館

石川県金沢市広坂 1-2-1

www.kanazawa21.jp

（写真）

伊東豊雄＋乾久美子＋藤本壮介＋平田晃久＋畠山直哉《陸前高田の「み

んなの家」》　写真＝Naoya Hatakeyama
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エンタテイ
ンメント 文＝岡﨑 香、住吉智恵、宮本ゆみ子

p.072

舞と音楽の壮麗な融合
坂東玉三郎×鼓童 『アマテラス』

歌舞伎界の至宝と称される名女方・坂東玉三郎が、太鼓芸

能集団・鼓童と組んで日本神話を題材に創作し、初演から

9年かけて練り上げた荘厳で美しい舞踊劇が、大阪松竹座

に登場。玉三郎が演じる太陽神アマテラスは、まさに神 し々

いまでの輝きを放つ。弟スサノオの乱暴狼藉に心を痛め、

岩戸に引きこもったアマテラスを誘い出し、地上に光を取り

戻そうと、神々が奏でる音楽に合わせて岩戸の前で踊る芸

能の女神アメノウズメ役を、元宝塚歌劇団の愛音羽麗が演

じる。衣装や照明にも徹底的にこだわった壮麗な舞台。玉

三郎の舞と鼓童のダイナミックな和太鼓や笛が織り成す音楽

が見事に融合した、日本ならではの極上エンターテインメン

トを是非この機会に堪能したい。（岡﨑 香）

5月 3日～ 26日

大阪松竹座

大阪市中央区道頓堀 1-9-19

www.kabuki-bito.jp/eng

（写真）

2013 年の京都 南座での『アマテラス』公演より。写真＝岡本隆史

師から引き継ぐ音楽への情熱
セイジ・オザワ　松本フェスティバル

長野県松本市で 1992 年から毎年続く、オーケストラとオペ

ラの２本柱の音楽祭「サイトウ・キネン・フェスティバル松

本」。母体となるサイトウ・キネン・オーケストラは、多くの

音楽家を育てた教育者として知られるチェリスト、齋藤秀雄

の没後 10 年を機に、指揮者の小澤征爾ら世界中で活躍す

る門下生で結成された。その音楽祭が、今年から名称を「セ

イジ・オザワ　松本フェスティバル」に改名。楽団結成 30

年を機に、新たな前進の意思をそこに込めた。名称を引き

継ぐ小澤は、同フェスティバルで当初から総監督を務める。

今年は自らベルリオーズのオペラ『ベアトリスとベネディク

ト』を指揮する予定。市民に愛されながら、世界水準の音

楽を今年も創造していく。（宮本ゆみ子）

8月初旬～ 9月初旬

キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）　ほかで開催

長野県松本市水汲 69-2

www.saito-kinen.com

（写真）

©Hironobu Hosogaya

舞踊の根源に迫る体験
Co.山田うん 『七つの大罪』 『春の祭典』

今もっとも脂ののった振付家、山田うんが率いるダンスカン

パニー。昨年大絶賛された『春の祭典』は、数々の巨匠が

奇抜な演出を手がけたストラヴィンスキーのバレエ音楽を、

単純にエネルギッシュなダンスミュージックととらえて誕生し

た。多彩なリズムと複雑な和音を身体に響かせ、粒ぞろい

のダンサーたちが「狂うほどに元気に踊る」群舞に織り上

げた。人智を超えた自然に突き動かされ、生命が蠢き、駆

け巡ることで生まれた舞踊文化の妙を体感できるはずだ。

新作『七つの大罪』はブレヒトの台本をもとにしたバレエを、

山田と川合ロンのデュオが 2人一役、１人数人役で演じ、

人間の愚かさを謳歌する。クルト・ワイルの音楽を打楽器

奏者・作編曲家の芳垣安洋が現代に再生させる。（住吉智恵）

3月 21日、22日

アイホール（伊丹市立演劇ホール）

兵庫県伊丹市伊丹 2-4-1
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4月 24日～ 26日

東京芸術劇場 シアターイースト

東京都豊島区西池袋 1-8-1

yamadaun.jp

（写真）

《春の祭典》　写真＝羽鳥直志

壮大なスケールで実写化
進撃の巨人

強大な巨人とそれに抗う人間たちの戦いを描き、その圧倒

的なスケールの世界観と 〝巨人の謎”や人間界の権力闘争

を巡る予測不能なストーリー展開で世界的大ヒット作となっ

ている諫
いさやま

山創
はじめ

のコミック『進撃の巨人』を、樋
ひ ぐ ち

口真
し ん じ

嗣監督

をはじめとする日本映画界・アニメ界・特撮界が誇る最高

峰のスタッフで実写化。100 年以上前、突如現れた巨人た

ちに大半が喰い尽くされた人類。生き残った者たちは巨人

の侵攻を防ぐ三重の巨大な壁の内側で平和な生活を取り戻

すが、ある日、壁を超す超大型巨人が出現し…。壁を壊し、人

類を再び恐怖に陥れる超大型巨人の大きさは、ゴジラを凌

ぐ120ｍという設定。出演は三浦春馬ほか。度肝を抜く迫力

の映像と手に汗握る人間ドラマに期待したい。（岡﨑 香）

8月、9月に前後篇 2部作にて連続公開

shingeki-seyo.com

（写真）

©諫山創／講談社　©映画『進撃の巨人』製作委員会

和楽器による音楽の革命
URANUS結成10周年記念リサイタル

太陽系第 7惑星の天王星＝ Uranus（ウラナス）にちなんで

名づけられた 2人組の音楽ユニットが結成 10 周年を迎え、

4月にリサイタルを開催する。中井智弥は、日本の伝統楽

器である箏（十三絃）が 20 年前に発展し音域を広げた、

「二十五絃箏」を自在に操る。岩田卓也は、2012 年の第 1

回国際尺八コンクールで優勝した実力と感性を併せ持った

尺八奏者だ。東京藝術大学在学中に出会ったふたりが、其々

の活動と並行して、和楽器のよさを最大限に生かし、心に

刻む音楽を創造するべく結成。従来の和楽器のイメージを

覆す音楽性と圧倒的なテクニックで、極上の響きを堪能でき

るステージとなるはずだ。（宮本ゆみ子）

４月19日

王子ホール

東京都中央区銀座 4-7-5

tomoyanakai.com/uranus

（写真）

左から：中井智弥（二十五絃箏）、 岩田卓也（尺八）。

人気漫画をミュージカル化
デスノート The Musical

映画化もされ大ヒットした、世界累計発行部数が 3000 万部

を超える人気コミック『DEATH NOTE』が、初めてミュージ

カルに。演出は日本を代表する演出家・栗
くりやま

山民
た み や

也、また音

楽をブロードウェイで活躍する作曲家フランク・ワイルドホー

ンが担当。登場人物が心の声を歌で表現することで、実在

しないものが多く登場する独創的な物語の世界へ観客を一

気に引き込んでいく。死神が退屈しのぎに落とした〝デスノー

ト”を拾った天才高校生・夜神月。頭脳明晰で強い信念を

持つ彼は、理想的な世界を実現するために、名前を書かれ

た人間に死をもたらすこのノートを使って凶悪犯を粛清して

いこうと決意する。一方、犯罪者が次々と死んでいく不可解

な事件を解決すべく、世界屈指の名探偵 〝Ｌ”が動き出し

……。夜神役で浦井健治と柿澤勇人 (Wキャスト)、Ｌ役で

小池徹平が出演。国内 3都市公演の後に、韓国で現地キャ

ストによる公演も予定されている。（岡﨑香）
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4月 6日～ 29日

東京・日生劇場

5月15日～ 17日

大阪・梅田芸術劇場 メインホール

5月23日、24日

名古屋・愛知県芸術劇場 大ホール

deathnotethemusical.com

（写真）

写真上段左より：浦井健治、小池徹平、柿澤勇人。

i

多彩な出演者が紡ぐ魔法の時間
森山開次 新作『サーカス』

2005 年に発表したソロダンス作品『KATANA』で、ニューヨー

ク・タイムズ紙に “ 驚異のダンサー ”と評され、07 年には

ベネチア・ビエンナーレにて、『The Velvet Suite』を披露。

12 年の『曼荼羅の宇宙』では日本国内の各賞を受賞し、ま

た映画や演劇、子ども向けのテレビ番組にも出演している

森山開次が、親子で楽しめるダンス作品を創造。ミュージ

カルにコンテンポラリーダンス、クラシックバレエや新体操、

器械体操や大道芸などで腕を磨いた、活動ジャンルも個性

も多様な出演者 6人とともに、目が眩むほどきらびやかな

魔法の時間を繰り広げる。美術・衣装はコスチューム・アー

ティストのひびのこづえ、音楽は作曲家・美術家の川
か わ せ

瀬

浩
こうすけ

介。（岡﨑 香）

6月 20・21日、24・25日、27・28日

新国立劇場小劇場

東京都渋谷区本町 1-1-1

www.nntt.jac.go.jp/dance

（写真）

振付・出演・アートディレクションの森山開次。 ©石塚定人 

笑いと涙の江戸版離婚調停所
駆込み女と駆出し男

日本を代表する喜劇作家・井上ひさしの時代小説をもとに、

美しい四季の移ろいの中で描かれる、笑いと涙の人情エン

タテインメント。物語の舞台は、江戸時代まで幕府公認の

縁切寺（夫との離縁を望む妻が駆込む尼寺）であった鎌倉の

東慶寺と、門前にある御用宿。寺に駆込む女性はその前に、

まずこの御用宿で聞き取り調査を受けるしきたりになってい

た。そこに居候するのは、見習い医師で駆出しの戯作者で

もある信次郎。宿の女主人と奇抜なアイディアや戦略をめぐ

らし、さまざまな事情を抱えた女性たちの新たな出発を手

助けしていく……。大泉洋ほか実力派俳優が出演。監督・

脚本は『KAMIKAZE TAXI』や『わが母の記』などで海外で

も高評価を得ている原
は ら だ

田眞
ま さ と

人。（岡﨑 香）

5月 16日より全国ロードショー

kakekomi-movie.jp

（写真）

信次郎役の大泉洋。　©2015「駆込み女と駆出し男」製作委員会
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町と文化 エッジな東京散歩
―七人の福の神を探して   

写真＝佐藤竜一郎　文＝編集部

イラスト＝かわあい きよし　

地図＝上泉 隆　協力＝奇譚クラブ

 p.074

「春になった、気候もいい、散歩に出たい」そんな季節にぴっ

たりなこのテーマ。実は今、七福神巡りが熱いという。老後

の趣味と思われていたのが、若い女性までもが寺社に行列す

る。七福神巡りの何がそんなに人を惹きつけるのか。東京の

エッジな散歩コースを、現在にわかに話題のキャラクター、

ギリギリが大好きな「コップのフチ子」と共に探ってみよう。

（左から）

・布袋尊　予知と和合、金運招福。人格を円満に導く。

・大黒天　五穀豊穣、家産増進、子孫繁栄。

・恵比寿　大漁豊作、商売繁盛、正直。

・弁財天　芸能・学問での成功、名誉。金運、財運、愛嬌。

・寿老人　長寿延命、諸病平癒、富貴繁栄、子孫繁栄。

・福禄寿　子孫繁栄、富貴繁栄、健康長寿、人望。

・毘沙門天　財運を授け、大願成就を助ける。厄除け、恵方の神。

矢先稲荷神社の白い社殿と、浅草名
などころ

所七福神を巡ると購入できる小さ

な絵馬。浅草名所七福神は実際には 9か所あるので、全てまわると9

体の絵馬が集まる。

 

1 七福神とは

 p.076
七福神

庶民の身近にあって暮らしに幸福をもたらす七柱の福の神。さまざまな

ルーツと個性、御利益を持った神々が海を越え、ひとつの船（その名も「宝

船」）に乗り込んだ状態でよく描かれる。7柱の間に序列がないのも特

徴で、それぞれが独立した人気を誇るとともに、やはり全体で七福神と

して崇められている。

恵比寿

七福神中、唯一日本出身の神といわれるが、「エビス」とは外国人を意

味する言葉でもあり、海を隔てて外の世界からやってきたというニュアン

スもある。出自には諸説あるが、蛭
ひるこのみこと
子命、事

ことしろぬしのみこと
代主命、少

すくなひこなのみこと
彦名命、など

いずれも神道の神々が挙げられている。持ち物の釣竿は「釣りして網せ

ず」という格言にあるように、暴利を貪らない清廉な心の象徴であると

され、商売繁盛の福の神として絶大な人気。そのほか、海上、漁業の

守護神ともいわれる。

大黒天

よく恵比寿神とセットにして祀られるこちらも富と財の神。もとはインド、

ヒンドゥー教の「大いなる死の神」マハーカーラが変化したもので、当

初は凄まじい形相をしていた。日本では台所＝糧食＝財宝を司る神と

なっていった。またこの「だいこく」という音が日本神話の大
おおくにぬしのみこと
国主命の

音読みと重なることから、次第に豊作の神としても崇められるようになる。

2俵の米俵の上に乗り、頭巾をかぶり、打ち出の小槌を持った福 し々い

笑顔の姿が一般的。

布袋尊

七福神中、唯一実在の人物がモデル。10 世紀中国で活躍した禅僧、

契
かいし
此は、常に大きな袋を背負っていたことから布袋という愛称で呼ばれ

ていた。諸国を放浪して歩いたが、人の吉凶を占うと必ず当たること、

袋の中の食料が尽きないこと、弥勒菩薩の化身だと噂されたことなど、

数々の逸話を残している。底抜けの笑顔と袋の中の財宝で貧者を救い、

福運や和合の御利益をもたらす福神。

弁財天

七福神中、唯一の女神。インドのサラスヴァティーという水を司る神が

起源とされており、とうとうと流れる水のイメージから、弁舌や音楽の神、

やがて学芸全般の神として信仰されるようになる。もともとは 8本の腕

に弓矢や刀を持っていたが、後に日本固有の神である市
いちきしまひめのみこと
杵島姫命と同

一視されるようになり、琵琶を持つ美女の姿が一般的になった。その由

来から水に縁のある場所に祀られることが多い。

毘沙門天

インドのヴァイシュラヴァナという富と財宝の守護神に由来する。この毘

沙門天は、多聞天という別名で東西南北の北方を守り、一切もらさず聞

くことのできる智者としても知られる。また戦勝の神として、多くの武将

たちにも深く信仰されてきた。戦の神らしく鎧兜をまとい、時には足の

下に邪鬼を踏んでいることも。ほかの七福神が笑顔で描かれることが多

い中、毘沙門天は憤怒の形相で悪を睨みつける。財宝富貴を授けるほか、

疾病・災難から守ってくれる。

2015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.



43Spring / Summer 2015 Vol. 35［ 町と文化 ］

福禄寿

中国の三大願望といわれる福（幸福）、録（富貴）、寿（寿命）のすべ

てを授ける。またこれだけのものを兼ね備える人物なので人望もあると

いう。その正体は中国の占星術において寿命を司る星である南極老人星

（カノープス）の化身。中国ではこの南極老人星が道士に化身して現れ

たという話が度々登場するが、なかでも最初に出現した道士は白く豊か

な髭をはやして、頭と胴がほぼ同じ長さだったということから、福禄寿

は二頭身で描かれることが多い。

寿老人

福禄寿の同体異名、南極老人であるという説がもっとも一般的だが、他

に道教の祖である老子の化身という説もある。風貌は福禄寿と似た仙人

風でありながらも、均整のとれた頭身で描かれることが多い。白い髭を

たくわえ、人の寿命が書かれた巻物を杖にくくりつけている。また福禄

寿が鶴や亀とセットで描かれることが多いのに比べ、寿老人は神の使い

としての鹿を連れていることが多い。一部の地域ではこの寿老人に代わ

り別の神を七福神としている所もある。

 p.077

七福神とは何者か

日本には八
やおよろず

百万といわれるほど数え切れない神様がいるが、

なかでも七福神は庶民の一番人気といっていい。詳細に一

人ひとりを見ていくと、それぞれが出自も個性もさまざまで、

御利益もかぶっているような、そうでもないような、なんと

も不思議な集団である。共通項は、みな渡来の神であると

いうこと。国産の神である恵比寿すら海から出現したといわ

れている。これは島国日本にとって、いいものは海を渡って

現れるという発想が根本にあることが大きいようだ。また更

に根を探ると、幸福というものは自分たちの努力だけでは

いかんともしがたく、大いなる自然や時の流れの中で訪れた

り離れたりするものであり、できることは招福を神に祈ること

くらいしかないという考え方がある。そこで渡来の「福の神」

たちの登場である。

　さて幸福と一口にいっても、人によって欲するところはさ

まざまであるせいか、こうした福の神が一柱であることはほ

とんどなかった。過去をさかのぼっても恵比寿と大黒天の二

福神、のち三福神、更に五福神と増えてきて、少なくとも室

町時代末（16 世紀）には、現在の七福神という形で信仰さ

れていたという文献が残っている。

　この七福神信仰は、江戸時代に七福神巡りという行事に

よって更に身近さを増し、大きく開花した。要は七福神それ

ぞれが祀られた寺社を回り、縁起を呼ぶお参りのことで、巡

る順番も問わず、唱えなければならない念仏や祝
の り と

詞もない

といった親しみやすさもあり、広く民衆に受け入れられた。

たとえば 18 世紀刊行の『福徳 夢想大黒銀（むそうのだい

こくぎん）』という小説では、大黒天が世の人々に気前よく

富を授けすぎてしまい、かえって自分がお金に困って貧乏神

から借金をするも返済ができず、他の六神が協力して助け

るという人間くさい七福神が描かれている。ほかにも紅一点

の弁財天を巡っての恋愛騒動の話なども複数出版され、七

福神がどれほど庶民に親しまれていたかがうかがえる。こう

して江戸の草紙や絵巻物、舞台芸能に民俗芸能へと、七福

神はその世界を大きく広げてきた。戦時中は一時衰退した

が、第 2次大戦も終わり生活が安定するにつれ、各地で七

福神巡りの復興や新設が相次いだ。現代はまた日本再発見

の気運とも相まって、また日頃からなじみのあるエリアでも、

七福神巡りという目的をもって歩くと必ず新しい発見がある

ことから、口コミで人気を集めている。

　日本人は福の神が大好きだ。「幸福とは何か」、人によっ

て違うこの答えに、七神がそれぞれ、7つの災いを取り除き、

7つの幸せを与えてくれる。七福神は日本的でおおらかな「楽

しい信仰」であるといえよう。

コップのフチ子

「コップのフチに舞い降りた天使」というキャッチフレーズで 2012 年に

ガチャガチャで登場して以来、一躍国内を席巻したカプセルトイ人形。

5cm程度の大きさで、今日もコップのフチに腰を掛け、ぶら下がり、バ

ランスをとりながらもポーカーフェイスは崩さない。　

制作：奇譚クラブ　原案：タナカカツキ

fuchico.jp

©タナカカツキ／ KITAN CLUB 
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 p.078

1
スリリングな七福神巡りの楽しみ
Best10

結論からいおう。地元民すらおいそれとは立ち入れないよう

な小路や寺社。ましてや初めて訪れる観光客にはハードル

の高すぎるひっそりとした店。そうした特別な匂いのする場

所へのパスポートが、七福神巡りである。新参者には立ち

入り難い、生活の深部をのぞき見られるといってもいい。

　七福神巡りをしようと決める。最寄り駅からてくてく歩く。

知らない街を歩くのはそれだけで、普段使わないアンテナ

を震わせられる。観光名所をかすりつつ、しかしそれそのも

のを目指しているわけではないが故に「通」感が漂う。道

がわかりづらいことも多く、基本的に目的地へ辿りつくまで

はひやひやする。これが第一のスリリングポイントだ。第二

は寺社に辿りついてから。寺社などどれも似たり寄ったりと

思っていた諸君も考えを改めざるをえなくなる。多様性に満

ちた境内に、住職・宮司の個性があふれていることを体感

できるだろう。第三はご朱印だ。時期によって七福神のご

朱印を受け付けてくれる寺社があるが、受付場所がわかり

やすいケースは少ない。大抵はインターフォンを押して暫し

待ち、「七福神のご朱印をお願いします」というコミュニケー

ションをとらなければならない。これがもうスリリングの極

みだ。しかしだからこそ忘れえぬ土地の人との交流になる。

あとの魅力はもうこの表で語りつくしている。七柱の福の神

を探して、ぜひとも最初の一歩を踏み出してほしい。神とは

何か、自分とは何かを問いかけながら。

 p.081

1
浅草名

な ど こ ろ

所七福神
歴史・観光・買い物・ご朱印、すべてを兼ね備えたスーパールート

「浅草でもっとも多い忘れ物は何か？」これは浅草を案内す

る人力車が客引きをする時のお決まりの言葉。答えは「歴

史」。有名な観光スポットであるだけに、ここへ来る人々の

9割がとりたてて計画や下調べもなしに訪れ、雷門と仲見世

といった表面だけをなぞって帰っていくことへの皮肉でもあ

る。しかしそれだけではもったいない。浅草は面白すぎる。

　意外と知られていないが、浅草寺は東京最古のお寺であ

る。628 年 3月18日、漁師の兄弟が浅草近くの隅田川にて、

いつものように漁をしていた。網を引き上げてみると、そこ

には一体の仏像が入っている。獲物でもないので川へ戻し、

漁場を移してもう一度網をかけてもまたその像が上がってく

る。不思議に思って郷長に尋ねると、 これは霊験あらたかな

観音像だから手厚くお祀りしなければならないという。そう

して建てられた観音堂が、日に日に人々の信仰を集めて大き

くなったのが今日の浅草寺であり、その時の漁師兄弟と郷長

の三者を祀ったのが、隣接する浅草神社なのである。浅草

神社はそのため、三
さんじゃ

社様
さま

とも呼ばれ、今でも江戸三大祭の

ひとつ、「三
さんじゃ

社祭
まつり

」が 5月に行われている。

　さて「浅草名所七福神巡り」は、そんな観音堂へのお参

りから始まる。七福神を巡るといっても、寺社を訪れたらま

ずその本殿へ参拝するのがマナー。本殿には寺社の一番大

事な神仏が祀られており、個性がもっとも表れる。それから

おもむろに七福神を探してみよう。浅草寺の場合は大黒天。

かつては限られた日数しか姿を見せなかったが、昨今の七

福神巡り人気もあり、今は本殿に向かって左手の影
ようごう

向堂
どう

で

常に参拝できる。江戸時代から市民の崇敬を集めてきた神

 10 ：お土産品もお土産話も

 9 ：神様を感じられる

 8 ：歴史を感じられる

 7 ：気軽に始められる

 6 ：今を占える

 5 ：アートな造形物に出会う

 4 ：自分と向き合える

 3 ：おいしいものに事欠かない

 2 ：人々の暮らしに触れる

 1 ：知らない街に出会える
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像は、黒い地に金のラインが眩しい（p.78）。またこの影向堂

にはご朱印窓口も併設されているので、是非ここで七福神

色紙を手に入れておきたい。

　お隣の浅草神社の場合、恵比寿神は境内奥に安置されて

おり、一般の人の目に触れることはないので遠くから存在を

感じるにとどめよう。ちなみにこの社殿は浅草に 3つある国

指定重要文化財のひとつである。

　浅草神社を出て、隅田川沿いを 10 数分てくてく歩くと、

1400 年もの歴史を持ち、毘沙門天を祀るお寺、待
まつちやま

乳山聖
しょうでん

殿

が現れる。ここへ行かずして浅草へ行ったと言うなかれ。「西

暦 595 年に突然起こった土地の隆起」と言われる小高い丘

に建ち、誰でもが参拝できるようミニケーブルカーも備え、

堂々たる佇まいで参拝者を迎える。階段を上りきり、本堂に

暫く座していると、「人の心の根深い迷い」を表すという大

根を手にした参拝者が訪れるだろう。地域に根差した信仰

の在り方に触れられるよい機会である。毘沙門天は本堂に

祀られており、ご本尊の観音様を守護している。参拝をした

らご朱印も同じく本堂で頼むといい。天井画を見るのも忘れ

ずに。

　さて、お次は今戸神社である。大きな鳥居をくぐり境内へ

入ると、特徴的な丸い絵馬が大銀杏の周りを無数に囲い、

風に揺れてパタパタとやさしい音を立てている。最強の福を

招きそうな大きな招き猫 2体の脇には、小さな福禄寿が微

笑んでいる。本殿もピンク色で、全体的に女性らしさを感じ

るつくりである。

　次なる霊場までは 20 分ほど歩く。橋場不動尊は、勢いよ

く歩きすぎると通り過ぎかねない間口の狭さ。駐車場の脇に

立つ赤い幟
のぼり

がいい目印になる。奥へと足を進めると、歴史

を感じる木造の本殿とお地蔵様、手入れされた墓地も見え

る。こちらも地域密着型のお寺だ。関東大震災や東京大空

襲でもこのお寺を中心とした一角だけは災禍を免れたことか

ら「火伏せの橋場不動尊」として有名。布袋尊は残念なが

ら拝顔できないので、ご本尊にお参りしたら寺務所のイン

ターホンを押してご朱印をもらおう。

　通りへ戻り、白
しらひげばし

髭橋西
にしづめ

詰交差点のスカイツリーを眺めつ

つ更に進むと、左手に石浜神社が見えてくる。ここは橋場不

動尊とはうってかわってすっきりと広い。空の青さと神の存

在を結びつけたくなるような清 し々さがある。本殿右手には、

扉は閉じているものの寿老人の小さなお社も見える。

　橋場二丁目交差点まで戻ったら、西へと続く小道をずん

ずん歩く。30 分ほどで吉原神社だ。その名のとおりかつて

の遊郭「吉原」があった場所。遊女が多くいた場所らしく、

技芸上達の御利益で知られる女神、弁財天が祀られている。

万一社務所に人が見当たらない場合は近くの千
せんぞく

束稲荷神社

（台東区竜泉 2-19-3）でご朱印をお願いしよう。次なる鷲
おおとり

神

社へ向かう途中左手には、吉原神社奥宮もあるので、こち

らも是非お参りしておきたい。

　寿老人を祀る鷲神社は 11月の「酉
とり

の市」で有名。幸運

や金運をかき集めることを願い、無数の招福飾りを熊手に

つけたオブジェが販売される。この日は人でごった返すので、

境内へ入ることすら一苦労だ。

　鷲神社を出て入谷二丁目交差点を北へ曲がると、プロ用

の調理道具の数々と食品サンプルが並ぶ合
か っ ぱ

羽橋
ばし

道具街が現

れる。見たこともないような調理器具の値段を眺め歩くだけ

でも興味深い。日曜は休みが多いので是非平日に回りたい

場所だ。

　さぁいよいよ最後の九社目である。七福神なのに 9か所

の寺社で構成されるケースはかなり珍しい。浅草の場合「九

は数の極み」である、という古事に由来しているからだとか。

矢先稲荷神社は白い社殿も美しく、更に社殿内へ上がらせ

ていただくと、格子状の天井には 100もの馬と武人が描か

れている。福禄寿も馬に囲まれてにこやかだ。どこからとも

なく現れる猫も境内でくつろいでいる。どの寺社も素晴らし

かったが、この決して大きくはなく、また比較的新しい江戸

時代（17 世紀）起源の矢先稲荷神社にも、またえもいわれ

ぬ魅力がある。

　駆け足で巡ってきたが、実はルートに決まりはない。お

気に入りのスポットを見つけてのんびりするもよし、人力車

を使って滑るように浅草を駆け抜けるもよし。旅の締めには

駅前の「神谷バー」で、日本最初のバーの雰囲気を味わう
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のもよいだろう。3人目の寿老人のようなバーテンダーに会

えたら、あなたの旅はきっと福に恵まれている。

(p.080)

高さ21.7mを誇る浅草寺の宝蔵門（ほうぞうもん）。上部には宝物の収

蔵室が設けられている。中央の提灯は 450kgもあり、昨年掛け替えら

れたばかり。

(p.081)

①浅草寺：大黒天

雷門と五重塔が有名だが、重要文化財として貴重な二天門もお忘れなく。

台東区浅草 2-3-1

www.senso-ji.jp

(p.082)

②浅草神社：恵比寿

本殿と逆の鳥居側には珍しい夫
めおと

婦狛犬も。

台東区浅草 2-3-1

www.asakusajinja.jp

③待乳山聖殿：毘沙門天

かつては境内 9213㎡の広さを誇り、多くの錦絵にも描かれてきた。

台東区浅草 7-4-1

www.tctv.ne.jp/matuti/

④今戸神社：福禄寿

社務所に向かって右手には招き猫が大小取り揃えられている。

台東区今戸 1-5-22

www.tctv.ne.jp/imado-8/

⑤橋場不動尊：布袋尊

1200 年以上も土地の人々に親しまれてきた。毎月28日には大護摩の

法要がある。

台東区橋場 2-14-19

www.fudoin.jp

⑥石浜神社：寿老人

1300 年近い歴史をもつ。6月30日の「夏越の大祓」行事も有名。

荒川区南千住 3-28-58

www.ishihamajinja.jp

⑦吉原神社：弁財天

かつての吉原の五つの神社が集まって今の吉原神社となった。

台東区千束 3-20-2

⑧鷲神社：寿老人

賽銭箱の上には撫で方によって御利益が異なる「なでおかめ」が鎮座

する。

台東区千束 3-18-7

www.otorisama.or.jp

⑨矢先稲荷神社：福禄寿

創業、学業、人徳の成就と武運長久の御利益があるという。

台東区松が谷 2-14-1

www.tctv.ne.jp/uma490

浅草名所七福神

www.asakusa7.jp

9:00 ～ 16:00（全寺社）

 p.085

1
谷中七福神
東京最古のルートで下町を満喫

谷中・上野周辺も見所の多いルートだ。谷中ぎんざ・アメ

横などの商店街をはじめ、建物としても美しい美術館群や、

東京藝大、国際子ども図書館、100 年ほど前の商店や民家

建築を展示する下町風俗資料館。江戸情緒の残る小路も多

く、手入れされた寺院の周りには美しい築
つ い じ

地塀
べい

も目を引く。

谷中霊園は徳川幕府最後の将軍をはじめ、有名人の墓が多

く、桜並木の艶やかさは必見。近頃は散策路として人気の

ためか、若手アーティストたちの小ギャラリーも増えている。

日暮里駅から逆方向へ足を延ばせば布や駄菓子の問屋街も

広がる。

　もとを辿れば江戸初期、城の鬼門である北東のこの地に

寛永寺というお寺を建てて 〝守り”としたことから発展した。

ルート上の不忍池弁天堂や護国院も寛永寺の堂宇のひとつだ。
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　江戸最古といわれるこの七福神ルートの全寺院が、ご朱

印に対応してくれるのは 1月 1日～ 10日、9 時～ 17 時。

それ以外の期間は本堂すら閉まっている寺院もあるが、これ

もまた地域密着型の寺院らしさと思えば興味深い。

(p.084)

上左：コンクリートの柱がモダンな天王寺の本堂。谷中は野良猫が自由

に闊歩し、そのふれあいを楽しみに訪れる観光客も多い

上右：天王寺にある3m近い高さの釈迦如来坐像は、木々に包まれて

穏やかな景色を醸している。かつては「江戸名所図会」にも描かれた

ランドマーク的存在。

下左：東覚寺には「赤紙仁王」の名で親しまれる1対の仁王像が建つ。

病気の身代わりを祈願して、患部と同じ場所に赤紙を貼る。人々の祈りで、

もとの姿はほとんど見えない。

下右：通り過ぎてしまいそうなほど狭い入り口の奥に広がる「初
はつね こ う じ

音小路」

（台東区谷中 7-18-13）。この通りにある「都
みやこ

せんべい」の胡麻せんべい

は絶品。

(p.085)

上：東覚寺は左手に本堂とご朱印・赤紙受付所、右手に護摩堂と1対

の赤紙仁王が建つ。参拝者から赤紙仁王尊へのお礼として納められた

多くの草
わらじ

鞋も見逃せない。

下：護国院の本堂（釈迦堂）は 1722 年の建造。内部も美しいので、

ぜひ履物を脱いで中まで参拝してほしい。

①不忍池弁天堂：弁財天 

台東区上野公園 2-1

②護国院：大黒天 

台東区上野公園 10-18

③天王寺：毘沙門天

台東区谷中 7-14-8

④長安寺：寿老人

台東区谷中 5-2-22

⑤修性院：布袋尊

荒川区西日暮里 3-7-12

⑥青雲寺：恵比寿

荒川区西日暮里 3-6-4

⑦東覚寺：福禄寿

北区田端 2-7-3

 p.086

1
港七福神
都心の今昔がオーバーラップする

東京タワー、東京ミッドタウン、六本木ヒルズ、それに各国

大使館。港区内を約 3時間かけて歩く「港
みなと

七福神」は、そ

んな名だたる観光名所を常に目の端に捉えられる、屈指の

都心型七福神巡りコースである。「七」福神巡りといいつつ

8寺社あるのは、ひとつが「宝船」をお祀りしているという

珍しい神社だから。

　霊場巡りのかたわら新しいショッピングスポットをのぞく

のもよいが、ビルに覆いつくされたような都心に残る霊場を

歩いていると、きらびやかな街のかつての姿が土地の起伏

とともに甦ってくるような感慨がある。1月1日～ 15日は七

福神色紙の他、繭玉で作られた七福神守りも頒布される。

左：久國神社宮司の鈴木つね子さん（左）とご主人の豊
ゆたか

さん（右）。

右：麻布氷川神社には英語のおみくじもある。

下：港七福神の寺社は、都心にありながら緑にあふれ、ほっとできる空

間が多い。写真は久國神社。

①宝珠院：弁財天

芝公園 4-8-55

②十番稲荷神社：宝船

麻布十番 1-4-6

③氷川神社：毘沙門天

元麻布 1-4-23

④天祖神社：福禄寿

六本木 7-7-7

⑤熊野神社：恵比寿

麻布台 2-2-14

⑥大法寺：大黒天

元麻布 1-1-10
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⑦櫻田神社：寿老神

西麻布 3-2-17

⑧久國神社：布袋尊

六本木 2-1-16　

（すべて東京都港区）

1 七福神コラム

 p.087

正月の七福神巡りと宝船
 

「近ごろ正月初
は つ で

出に、七福神参りということ始まりて、遊人多

く参詣することとなれり。その七福神とは、不忍の弁才天、

谷中感
かんのうじ

応寺（現・天王寺）の毘沙門、同所長安寺の寿老人、

日
ひぐらし

暮の里青雲寺の恵比寿・大黒・布袋、田
た ば た

畑西行庵（現・

東覚寺）の福禄神なり」

　これは 18 世紀末の江戸時代に出版された『享和雑記』

の一説で、今でいう七福神巡りが起こり、江戸の粋人たち

の情趣に合って、盛んになっていったさまを記したものであ

る。もともと日本では年の初めに、占いでよいとされる方角

（恵方）の寺社へ参詣する風習があったが、それと一体とな

り、年頭に福を招いてまわることが流行ったのである。

　それとは別の流れで江戸時代には、縁起の良い夢が見ら

れるようにと正月2日の晩に枕の下に宝船の絵を敷いて寝る

という風習があった。万一悪夢を見てもこの絵を土に埋めた

り川に流したりすることで災難を除けたという。描かれる絵

はもともと帆も櫂もない、シンプルなボート様のものから始

まり、段々と豪華さを増していった。甲板には米俵や宝箱が

積まれるようになり、やがてそこに七福神が乗り込むように

なった。こうした絵は京都では寺社で売られ、江戸では「お

宝売り」が売り歩いた。

　こうして年始の欠かせないイメージとして七福神＋宝船、

という図ができ上がったのである。春夏の七福神巡りでコツ

をつかんだら、次は是非正月の七福神巡りにも挑戦してみ

てほしい。

正月時期の待乳山聖殿本殿（上）と麻布の十番稲荷神社の宝船像（下）。

正月時期は境内の飾りつけも華やかで、初詣や七福神巡りの参拝客が

絶えない。

 p.087

美麗なる思い出帳

寺社巡りの楽しみのひとつに、ご朱印集めがある。朱印とは、

参拝者に対して寺社が「確かにお参りしました」という証し

に墨書きしてくれる証書またはスタンプで、料金は寺社に

よって異なるが大体 300円程度である。

　もともとは参拝者が持ち込む写経を、寺社側が受け取る

際に発行したもの。信仰の証しであると同時に、寺社で授

与される札と同等の価値があり、決してただの証書と思って

はいけない、ようなのだがそうした由来はさておき、美しい

のである。一つひとつもきれいなのだが、仏具・文具店・

寺社等で販売されている蛇腹状のご朱印帳に集め始めると、

それぞれの寺社の個性を一覧にして比較でき、興味深い。

パスポートに各国のスタンプが集まったのを眺めて楽しむ感

覚に似ている、などというと信仰心のあつい方に怒られそう

だが、ご朱印には大抵日付も入るので、旅の記録としての

側面もある。

　七福神巡りとなると更に一歩進んで、「七福神のご朱印用」

として寺社側が厚手の色紙を用意しているケースがある。こ

うするとすべての朱印が 1枚の紙の上で一堂に会する。巡

り終えた後の七福神色紙は、そのまま額に入れて飾るにふさ

わしい美しさと御利益があるので、なかなかおすすめである。

　ご朱印をお願いすると、時々「どのご朱印にしますか」と

聞かれることがある。寺社によっては複数の神仏を祀ってお

り、七福神のご朱印と、他にお祀りされている神仏のご朱印

を分けているケースがあるのだ。自分がい授かりたい御利

益がどの神仏のものかを調べておくといいだろう。

浅草名所七福神の七福神色紙（上）と蛇腹式のご朱印帳に集められた

各寺社独自のご朱印（右）。赤いスタンプの他は、すべて筆と墨を用い
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て記される。通常、寺社名やご本尊・ご祭神名、参拝日などが記され、

七福神巡りの美しい記念になる。

 p.088

1
日本全国七福神巡り

七福神巡りルートは日本全国に存在している。

その中でもおすすめのルートを幾つか紹介したい。

● 亀戸七福神　<東京 >

亀戸は、かつて亀島と言う小さな島であった。その中に計

1時間半ほどのコンパクトな七福神ルートがあり庶民の信仰

を集める。ご神体が見られるのは 1月1日～ 7日だが、そ

れ以外の時期もご朱印は可能。ルート外だが 4月下旬は亀

戸天神の藤まつりも見逃せない。

Tel. 03-3684-2813（香取神社 /日本語のみ）

①龍眼寺（りゅうげんじ）：H　

亀戸 3-34-2

②天祖神社（てんそじんじゃ）：F　

亀戸 3-38-35

③毘沙門堂（びしゃもんどう）：Bi　

亀戸 3-43-3（普門院内）

④香取神社（かとりじんじゃ）：E＆ D　

亀戸 3-57-22

⑤東覚寺（とうかくじ）：Be　

亀戸 4-24-1

⑥常光寺（じょうこうじ）：J　

亀戸 4-48-3

（すべて東京都江東区）

● 鎌倉江の島七福神　<神奈川 >

鎌倉から江の島にかけて、海あり山ありの景観が楽しめる。

約 5kmの行程だが坂も多く健脚の方向け。江島神社の弁

財天は日本三大弁財天のひとつ。七福神色紙は毎年絵柄が

変わるのでリピーターも多い。通年対応。

Tel. 0466-26-3028（江ノ電沿線新聞社 /日本語のみ）

①浄智寺（じょうちじ）：H　

山ノ内 1402

②鶴岡八幡宮（つるがおか はちまんぐう）：Be　

雪ノ下 2-1-31

③宝戒寺（ほうかいじ）：Bi　

小町 3-5

④妙隆寺（みょうりゅうじ）：J　

小町 2-17-20

⑤本覚寺（ほんがくじ）：E　

小町 1-12-12

⑥長谷寺（はせでら）：D　

長谷 3-11-2

⑦御霊神社（ごりょうじんじゃ）：F　

坂ノ下 4-9

⑧江島神社（えのしまじんじゃ）：Be　

神奈川県藤沢市江の島 2-3-8

（①～⑦は神奈川県鎌倉市）

● 都（みやこ）七福神　<京都 >

14、15 世紀から人気だった国内最古の七福神めぐりルート。

ご朱印は年中対応可能だが 7のつく日は参拝者が増えると

いう。やや離れた寺院もあるのでバスや電車を駆使したい。

Tel. 075-561-6980（六波羅蜜寺 /日本語のみ）

miyako7.jp

①京都ゑびす神社：E　

東山区大和大路通四条下る小松町 125

②妙円寺（みょうえんじ）：D　

左京区松ヶ崎東町 31

③東寺（とうじ）：Bi　

南区九条町 1

④六波羅蜜寺（ろくはらみつじ）：Be　

東山区五条通大和大路上る東
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⑤赤山禅院（せきざんぜんいん）：F　

左京区修学院開根坊町 18

⑥行願寺（ぎょうがんじ）：J　

中京区寺町通竹屋町上る行願寺門前町 17

⑦萬福寺（まんぷくじ）：H　

宇治市五ヶ庄三番割 34

（①～⑥は京都市）

● 隅田川七福神　<東京 >

四季折々の花が咲く向島百花園を中心に、19 世紀の文人た

ちが考案した風雅な散策コース。江戸庶民が行楽の地とし

ていた隅田川沿いで 200 年以上続いている。ご朱印は 1月

1日～ 7日まで。

Tel. 03-3611-8705（向島百花園 /日本語のみ）

①三囲神社（みめぐりじんじゃ）：E＆ D　

墨田区向島 2-5-17

②弘福寺（こうふくじ）：H　

向島 5-3-2

③長命寺（ちょうめいじ）：Be　

向島 5-4-4

④向島百花園（むこうじまひゃっかえん）：F　

東向島 3-18-3

⑤白鬚神社（しらひげじんじゃ）：J　

東向島 3-5-2

⑥多聞寺（たもんじ）：Bi　

墨田 5-31-13　　

（すべて東京都墨田区）

● 大阪七福神　<大阪 >

個性豊かな古社寺を巡る徒歩と電車で約 4時間のコース。

関西、特に大阪は商都として七福神信仰が盛んで、観光客

だけでなく地元の参拝者も多い。七福神絵馬と色紙も通年

対応。

Tel. 06-6643-4078（大乗坊 /日本語のみ）

①今宮戎神社（いまみやえびすじんじゃ）：E　

浪速区恵美須西 1-6-10

②大国主神社（おおくにぬしじんじゃ）：D　

浪速区敷津西 1-2-12（敷津松之宮境内）

③大乗坊（だいじょうぼう）：Bi　

浪速区日本橋 3-6-13

④法案寺（ほうあんじ）：Be　

中央区島之内 2-10-14

⑤長久寺（ちょうきゅうじ）：F　

中央区谷町 8-2-49

⑥三光神社（さんこうじんじゃ）：J　

天王寺区玉造本町 14-90

⑦四天王寺布袋堂（してんのうじほていどう）：H　

天王寺区四天王寺 1-11-18

（すべて大阪府大阪市））

● 元祖山手七福神　<東京 >

江戸城の裏鬼門（南西）を守る「龍泉寺」、その参詣道筋

に設置された七福神ルート。ご朱印・色紙は年中対応可能

だが、ご神体の開帳は 1月1日～ 7日まで。巡る順番によっ

て御利益が「商売繁盛」もしくは「無病息災」となるという。

Tel. 03-3491-2793（大円寺 /日本語のみ）

①蟠龍寺（ばんりゅうじ）：Be　

目黒区下目黒 3-4-4

②龍泉寺（りゅうせんじ）：E（通称：目黒不動）

目黒区下目黒 3-20-26

③大円寺（だいえんじ）：D　

目黒区下目黒 1-8-5

④妙円寺（みょうえんじ）：F & J　

港区白金台 3-17-5

⑤瑞聖寺（ずいしょうじ）：H　

港区白金台 3-2-20

⑥覚林寺（かくりんじ）：Bi　

港区白金台 1-1-47　

（すべて東京都）
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● 日本橋七福神　<東京 >

すべての神社が半径約一 kmのエリア内に収まり、1時間ほ

どでまわりきれる手軽さも魅力。江戸下町の伝統をもつ繁

華街でありながら、近年の再開発により真新しいビルと由緒

ある神社との共存風景が見られる。1月1日～ 7日に頒布さ

れる宝船やご神像も愛らしい。

Tel. 03-3668-1080（小網神社 /日本語のみ）

①小網神社（こあみじんじゃ）：F & Be　

日本橋小網町 16-23

②茶ノ木神社（ちゃのきじんじゃ）：H　

日本橋人形町 1-12-11

③水天宮（すいてんぐう）：Be　

日本橋浜町 2-30-3（水天宮仮宮）

④松島神社（まつしまじんじゃ）：D　

日本橋人形町 2-15-2

⑤末廣神社（すえひろじんじゃ）：Bi　

日本橋人形町 2-25-20

⑥笠間稲荷神社（かさまいなりじんじゃ）：J　

日本橋浜町 2-11-6

⑦椙森神社（すぎのもりじんじゃ）：E　

日本橋堀留町 1-10-2

（すべて東京都中央区）

● KOBE 七福神　<兵庫 >

国際色豊かな港町である神戸市をほぼ横断する形でのルー

ト。山深い場所もあるので一日でまわるなら車が必要。有

馬温泉に宿泊し、2日ほどかけてまわるのもおすすめ。ご朱

印や福札は通年対応。

Tel. 078-861-2684（天上寺 /日本語のみ）

①須磨寺（すまでら）：F　

須磨区須磨寺町 4-6-8

②長田神社（ながたじんじゃ）：E　

長田区長田町 3-1-1

③湊川神社（みなとがわじんじゃ）：Bi　

中央区多聞通 3-1-1

④生田神社（いくたじんじゃ）：Be　

中央区下山手通 1-2-1

⑤大龍寺（たいりゅうじ）：D　

中央区神戸港地方再度山 1-3

⑥天上寺（てんじょうじ）：H　

灘区摩耶山町 2-12

⑦念仏寺（ねんぶつじ）：J　

北区有馬町 1641　

（すべて兵庫県神戸市）

● せとうち七福神　<広島・愛媛>

瀬戸内海国立公園の中心に広がる大小数百の島々を、しま

なみ海道に沿って巡る旅。水軍や造船の歴史にも触れつつ

古社寺をまわる。レンタカーなど車は必須。1500 円で 6社

寺すべての祈祷を受けられる（要予約）。通年対応だが、

2016 年 1月7日～ 13日にはご接待イベントもあり。　

Tel. 0845-22-0827（大山神社 /日本語のみ）

setouchi-7fuku.jinja.net

①大山神社（おおやまじんじゃ）：E＆ D　

尾道市因島土生町 1424-2【因島】

②対潮院（たいちょういん）：Be　

尾道市因島土生町 474-1【因島】

③光明坊（こうみょうぼう）：Bi　

尾道市瀬戸田町御寺 757【生口島】

④向雲寺（こううんじ）：F　

今治市上浦町瀬戸 1754【大三島】

⑤観音寺（かんのんじ）：J　

今治市伯方町伊方甲1542【伯方島】

⑥高龍寺（こうりゅうじ）：H　

今治市吉海町名 2916-2【大島】

（①～③は広島県、④～⑥は愛媛県）

※ Bi：毘沙門天、Be：弁才天・D：大黒天、E：恵比寿、F：福禄寿、
　 J：寿老人、H：布袋尊

※ 同じ名称の寺社があることがあります。必ず住所を確認して巡ってください。
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■ Features

加賀百万石の美と美味
2015年春に走り始めた北陸新幹線をきっかけに、国内外から大きな注目が集まる石川県。

京都に次ぐ日本美の都・金沢や、豊かな温泉郷として知られる能登――。

日本海の美味が一番おいしくなる冬に向けて、美しい古都を巡る旅へご案内しましょう。

銀座でおもてなし
日本ならではの特別なおもてなしを体験したいなら……

訪れるべきは銀座をおいてほかにはありません。数々の職人技、和食の粋、歌舞伎やお座敷遊びもすべてが堪能できる街。

日本が誇る 一流”が軒を連ねる、銀座のおもてなしスポットを巡ります。

盆栽――世界一小さな大自然
小さな鉢の中に雄大な自然を表現する伝統技芸、盆栽。

独特の造形美に宿る職人の心や、コレクターたちのこだわりから初心者でも楽しめる盆栽入門まで、

さまざまなアプローチから盆栽の魅力をひもときます。

ラーメン美味遺産
醤油、味噌、塩や豚骨などの王道に加え、ご当地ものや新種、変わり種が次々登場し、

今やラーメン界は戦国時代。そんな中で今絶対に食べておきたい1杯はどれか？　

世界遺産級の至福のラーメンをご紹介します。

＊特集は変更になる可能性があります
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