特集

ふるさとの

手仕事と生活道具

日本各地には、
地元の素材と
受け継がれてきた技術を用いた生活道具が多くあります。
地域の暮らしや文化が宿ったものたちは、
人々の生活に溶け込み、
手になじみながら何世代にも
わたって使われてきました。しかし、
職人の高齢化などで
消えてしまったものも少なくありません。
大量生産や安価な輸入品で、
ものを選ぶ際の
選択肢が増えすぎたことも理由の一つでしょう。
その一方で、
日本のものづくりに光を当てる動きも
盛んになってきています。産地を盛り上げ、
手仕事を継承していく人たちを訪ねました。

12
（撮影：蜂屋雄士）
岩手県八幡平市の安代漆工技術研究センターで2 年間の研修に励んでいる若者たち。
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スタジオ木瓜代表

誇りをもったモノづくりと
長いスパンで見る目が
地場産業を未来につなぐ
日野明子
〝一人問屋〞として、
地場産業（作り手）
とショップ
（売り手）
との仲をつなぎ、
生活道具を人の手に届けてきた日野明子さん。よいモノを求めて

撮影 ●片柳沙織

すので「お見合いおばさん」を自称し

つなげるハブのような存在ですね。で

全国あまたの工場や工房に足を運び、
制作現場を見てきた日野さんに、
「いいモノ」とは何か、
産地や技術を残していくためのヒントなどを伺った。
取材・文 ●八木沢由香

よいモノと、その魅力を
発揮できる場所をつなぐ

ノを作っていること。その中のよいモ

がりがあって、そこでしか作れないモ

モノづくりの仕組み、人と人とのつな

はの素材、歴史、分業をはじめとする

ろさは、土地ごとに、その土地ならで

ぐ「問屋業」です。地場産業のおもし

あり、授業のたびに、各地の職人事情

業デザイナーの秋岡芳夫先生の授業が

大学生のときです。入学した大学に工

分野が好きなんだな」と実感したのは

改めて「自分は地場産業的な手仕事の

作る姿を見るのが好きだったのですが、

小さい頃から人が手を動かし何かを

ています（笑）
。

ノを選んで、
「このお店にはこの商品

や地場産業の実例を挙げてもらい、職

私の仕事は、作り手と売り手をつな

が合うだろう」と考えてマッチングさ

人さんの仕事のおもしろみを教わりま
した。手仕事のすごさに触れる一方で、

せていくのが主な仕事です。
営業兼バイヤー、作り手と売り手を

14
地域人 No.51（2019.11）

15

INTERVIEW

今回話を聞いた場所は東京・六本木
にあるインテリアショップ「リビング・モ
ティーフ」。9月13日～ 10月15日
に、日野さん監修の企画展「日本の
道具」が開催された。手前にあるの
は井口工房（沖縄県読谷村）のやち
むんの大皿や茶碗など。

岩手県

地として知られてきた。自給率３％と

岩手県の県北は縄文時代から漆の産

２年の研修を経て
安比塗の塗師が誕生

沿いに産地が形成され、天台寺の境内

「安比塗は、昔は付近を流れる安比川

ターケアなどに取り組んでいる。

工房を運営し、漆器製造や販売、アフ

んだ。現在は、４人のスタッフで漆器

術を学び、奈良県からこの地に移り住

知り、その後、センターで漆塗りの技

藤理沙さんは、大学時代に漆の魅力を

安比塗企業組合代表理事を務める工

それを復活させたのが安比塗である。

生活に根ざした漆器が作られてきた。

する恵まれた環境を活かし、古くから

は安比ともいわれ、上質な生漆を産出

ある人材育成にならないと

続かない。それでは意義の

くまでの行程が長すぎると

職人として生計を立ててい

ます。漆工を目指しても、

習得することを目指してい

りますが、ここでは２年で

本来はかなりの時間がかか

り繊細な技術が必要です。

でないようにしたり、かな

が、厚さを調整したり粗が

「作業自体はシンプルです

もコストもかかる。

膜になるが、その分、時間

伝統の継承と革新に
挑戦し続ける産地

いわれる国内産漆の７割が二戸市浄法

で行われる市に漆器を卸していた〝浄

考え、研修制度を立ち上げ

あっ ぴ

寺と周辺地域で採取されている。瀬戸

法寺塗〞の流れをくんでいます。その

た当初、県の工業技術セン

じ ょ うぼ う

内寂聴が住職を務めたことで一躍有名

後、プラスティック製品などの普及に

ターとの協議を重ね、漆の

に
にのの へ
へ

になった天台寺に程近い場所に、ショ

よって一度は衰退しましたが、県や市

塗り方や塗る回数を含めた

じ

ールームを兼ねた漆器工房「滴生舎」

の後押しもあり、１９９９年
（平成 ）

全国で活躍する漆工を
有数の漆産地が育てる

ビジネスとして発展させる場として、

に、研究センターの人材育成を実際の

れたと聞いています」

工程の整理・適正化が行わ

センターでの研修期間は２年、そこ

安比塗漆器工房が開設されました」

ると、幹に横筋の入った木がある。漆

浄法寺が漆の最大の生産地なら、漆

研修を行う。作業を拝見させてもらう

量産の過程と販売の実習など、実地の

３年目以降、希望者はこの工房に残り、

人も多いが、地元に帰り漆器職人とし

ない。八幡平市周辺や県内で活躍する

就業しなければならないなどの規則は

研修所を卒業したあとはこの土地で

修了後は全国に散って
作家としても活躍する

工職人の最大の供給元が近くにある。

と、木地と呼ばれる木製の器に刷毛で

てやっていく人もいる。全国各地に散

し

隣接する八幡平市安代総合支所の一角

何度も漆を塗っていく。漆は塗り重ね

あ しろ

にある「安代漆工技術研究センター」

らばるＯＢのネットワークや情報交換

撮影●蜂屋雄士

1

2

もあるし、また実際そうやって活躍し

生み出していく。ここにはそんな素地

立ちしオリジナルの漆器をどんどんと

や他の産地の手法なども加えて、独り

ここで習得したものに自分たちの個性

るように考えてくれている。ですから、

むことなく、個人の将来に役立てられ

「センター側も、技術や成果を抱え込

ランドの浸透に役立っているという。

が安比塗の特徴であり、技術向上やブ

取材・文●中丸謙一朗

3
1 片口（4.5 寸）
。写真の溜（ため）
塗りは、使い続けるうちに茶色味を帯
びてくる。お酒はもちろん、ドレッシン
グやタレなどを注ぐ容器としても使い
勝手がよい。2 そば椀（5 寸）
。漆器
は軽くて熱を通しにくいので、熱々の
汁物に。3 ひめ小鉢とまめ皿、半塗
スプーン（小）
。ひめ小鉢は、湯の
み、デザートカップとしても重宝する。
安比塗漆器工房での作業。4 うつわ
全体に均一に漆を塗り重ねる「内塗
り」
「外塗り」の後、ろくろを使って表
面を滑らかにする「研ぎ」の工程（細
かい部分は手作業）
。5「塗り」「乾
燥」
「研ぎ」を繰り返したのち、仕上
げの「上塗り」を行う。

は ち ま ん た い

る回数が増えれば増えるほど強固な被

ぬ

では基本的な「塗師」の作業を学ぶ。

4

世代を超えて愛されるものを作りたい。そして、
その技を継承していきたいと強く願う人たちがいる。
5

八幡平市 安比塗漆器工房、安代漆工技術研究センター

（以下センター）である。このあたり

産地である。

搔きの痕だ。浄法寺は国内最大の漆生

がある。建物の周囲に目を凝らしてみ

11
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安比塗漆器工房で働く安比塗企業組合のメ
ンバー。 左から2 人目が代表理事の工藤さ
ん。工房で制作された安比塗に加え、個人
で活躍する漆芸家の作品も購入できる。

ここでは、
その思いがしっかりと受け継がれていた。

新潟県・石川県
新たなプロダクト開発で
地域に育まれた技術を残す

撮影●宮崎 誠

「燕の金物工場のほとんどが輸出産業

になり経営が逼迫した。

て他社と差別化していかなければ生き

重視したのは、特徴のあるものを作っ

取り扱ってくれている店も多いし、値

の指に入る人気シリーズでもあります。

ひ っぱ く

他の追随を許さない
ステンレス〝磨き〟
の技術

段も６００円から１８００円と手頃。

使いやすいと評判はいいですね」

裏側が丸く加工してあり、持ちやすく

残れないと思ったからです」

つばめ

つい

で成り立っていたので、産地全体とし

き

いる。少し小ぶりで

の追随を許さないものだ。

ところで、デザイン性を重視してい
るという燕振興工業の自社ブランドの

日本の食卓に合うデザインで
人気商品となった「ＳＵＮＡＯ」

創業者を祖父にもつ三代目社長の小柳

その燕振興工業のカトラリーのシリ

やなぎ

明治、大正時代以降になるとナイフや
孝礼さんだ。

カトラリーのデザイナーはどのように

た かの り

フォーク、スプーンなどのカトラリー、

ーズの中でもベストセラーであるのが
オ

「その頃は私の父が社長を務めていま

「ＳＵ Ｎ ＡＯ 」だ。
フ

ナ

ボウルや鍋などの洋食器・調理器具の
したが、ステンレスの加工で何か事業

大阪のデザイン集団

ス

生産が盛んになり、生産量も技術も日
転換できないかと、ステンレスを研磨

ｇ ｒａ ｆによるもの

ラ

した道路反射鏡を開発し、経営を立て

で、シリーズ名のイ

しかし、創業時から続くカトラリー

日本人の手に合うサ

メージ通り、あらゆ

製品の製造をやめることはなかった。

イズ。食卓で箸とと

その後、１９７８年には道路標識の

そのカトラリーの分野でも、時代の変

もにも並ぶことを前

るものを受け入れる

化に合った製品づくりに転換しなけれ

提に考えた「日本の

製造にも進出し、交通関係の製造販売

ばと、１９８１年からは、初めて自社

食卓に合うカトラリ

強さと優しさを持っ

ブランドの製品開発に着手。プロダク

ー」をコンセプトに

は会社を支える新たな屋台骨となって

その燕の地で１９１９年（大正８）

トデザイナーと組むことで、新たな時

している。

たデザインとなって

創業の燕振興工業は、今年で１００周

代に合う製品づくりを始めることにし

特にステンレスの〝磨き〞の技術は他

年という老舗。当初はステンレス製の

「ＳＵＮＡＯはもう

いるロングセラーで

年以上売れ続けて
い。そこで、国内向けにデザイン性の

す。日本国内のカト

「輸出は為替があるのでリスクが大き

どカトラリー全般に進出。戦後はアメ

高い製品を作って展開していこうとい

ラリー市場でも３本

）にはスプーン、フォークな

リカへの輸出で売り上げを伸ばしたが、

う方針を立てたのです。デザイン性を

（昭和

１９７０年代のオイルショックで円高

10

た。

燕振興工業代表取締役社長の
小柳孝礼さん。1988 年、37 歳のとき、
三代目社長に就任した。

ナイフの製造を専門とし、１９４３年

いった。

グ

本一の土地として知られるようになる。

直すことができたんです」

お

新潟県燕市では、江戸時代に農業の

人気のカラトリー「SUNAO」のシリ
ーズの中でも特に工程に手間がかか
るというディナーナイフ。

ての打撃も大きく、潰れた会社もたく

取材・文●鈴木伸子

副業として和釘が作られ、その後、鎚

デザイン性の高い製品を作ることだった。

さんありました」と当時を語るのは、

創業時から続くカトラリー製品の製造が苦境に陥った時、
老舗製造所がとった決断。それは、
国内向けに

起銅器やヤスリ、矢立の生産を始めた。

日本の食卓に合う
ブランドづく
り
18

36
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燕市 ＳＵＮＡＯ（カトラリー）

日本人の手に合うように、従来のカトラリーよりも小ぶりに作られている。

倉敷美観地区。市役所への働きかけ
など、
外村吉之介の尽力によって美し
いまち並みが保存された。

柳宗悦の民藝運動に共鳴した外村吉之介が、
倉敷に創設した織物と染色の学校。

民藝のまちに生まれた
世界一小さな学校

る倉敷美観地区。ここに、 年以上に

立ち並び、情緒あふれる景色が今も残

柳が揺れる川沿いに白壁の蔵屋敷が

から全国へ広まっていった。

る暮らしのための手仕事として、ここ

も長く変わることなく、女性が継承す

考案したこの椅子敷は、織り方も模様

倉敷でその活動を広めた外村吉之介が

呼ばれた柳宗悦の思想に感銘を受け、

「倉敷ノッティング」
。民藝運動の父と

綿やウールの束を巻きつけて織られる

縦糸に日本古来の天然染料で染めた

美しい生活道具と民藝の心は、
今もこの場所で静かに育ち続けている。
え

こ

が指導にあたっている。

信房さんの妻・梨影子さん

り

は吉之介の四男である石上

上の卒業生を輩出し、現在

た。これまでに４００名以

本染手織研究所」を開校し

織物と染色を教える「倉敷

９５３年（昭和 ）に自宅を開放し、

立。さらに民藝運動を広めるべく、１

た後もこの地へ残り、倉敷民藝館を設

外村は、沖縄出身者たちが故郷へ帰っ

之介だった。倉敷で織物を教え始めた

ばれたのが、柳の愛弟子である外村吉

そこで、織物の指導をするために呼

も役に立つかもしれない」と提案。

技術を習得すれば、故郷へ帰ってから

伝わる芭蕉布を思い出し「織と染色の

柳宗悦に相談したところ、柳は沖縄に

ヨンの社長だった大原總一郎がそれを

れなくなってしまう。当時、倉敷レイ

国による占領・統治によって故郷へ帰

れていたが、終戦後、沖縄出身者は米

るために全国から多くの女性が徴用さ

中、パラシュートなどの軍需物資を作

紡績業が盛んだった倉敷では、戦時

いる小さな学校がある。

する機織りと染色の技術を教え続けて

わたり、倉敷ノッティングをはじめと

65

撮影●山本康平

1

岡山県
暮らしの中の美と手仕事が
根付き、語り継がれる場

入ることが多く、家の中でできる仕事

こと。当時、女性は結婚をして家庭に

「満十八歳以上の健康な女子」である

開設当初から変わらない入学資格は、

観て、使って。良い道具を
体に染み込ませていく

よね。そこで、余ったものは他の人に

つだけ作るというわけにはいきません

はそもそも大量生産の手段であり、一

ものが出来上がります。でも、機織り

愛情と手間暇をかけられ、自ずといい

「家族のために作ると、惜しげもなく

て教えることは少なくなりましたが、

ことをここで学びました。生活につい

えやお料理など、生活に関する多くの

昔は外村先生との同居。障子の張り替

「今は研究生だけで暮らしていますが、

こで生活をともにする。

染色の技術を学びながら、１年間、こ

かつて吉之介の住居だった家屋には、

ことは今も変わりません」

朝昼晩、みんなで作ってここで食べる

も分けてあげなさいというのが、外村

せて毎年 〜７名程度。研究生は織と

入学できるのは、手織機の数に合わ

を身につけることが目的だったが、生

事だったと石上さんは言う。

くまでも、家族と暮らしのための手仕

先生の教えでした」

5

業を得るためではなく、成り立ちはあ

取材・文●齊村朝子

すけ
の
との むら きち
むね よし

44
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ふるさとの
手仕事と生活道具 岡山県

1 藍、ベンガラ、山桃など、日本古来の天然
染料で染められた椅子敷「倉敷ノッティング」
。
2 椅子敷の制作風景。木綿の縦糸にウール
の束を巻きつけ、同じ長さにカットしていく。
3 温度管理をしながら大きな樽の中をかき混
ぜる藍の仕込み。4 仕事場で織りの技術を
磨く研究生。現在は66 期生が学ぶ。5 葛
（くず）の繊維を紡いだ糸で織る「葛布（くず
ふ）
」。外村吉之介は、廃れていく技術や文
化を残すことにも力を注いだ。
特集

3
4

5

民藝の思想に育まれた
健やかで美しい手仕事
28

2

倉敷市 倉敷ノッティング

期間 ● 2020年5月開催予定
場所 ●
北海道旭川市、東川町、当麻町
及び周辺地域

燕三条 工場の祭典

C

around 巡る、温泉郷

D

小鹿田焼民陶祭

山中温泉周辺で今年から始まった、
観光資源と伝統産業の現場を広く見
学・体感できるイベント。体験メニュ
（© 我戸幹男商店）
ーも盛りだくさん。

場の祭典）

期間 ● 2020年秋開催予定

期間 ● 毎年10月の第2土・日曜

期間 ● 毎年10月頃開催
場所 ● 新潟県三条市・燕市全域、
及び周辺地域

場所 ● 石川県加賀市
山中温泉湯の出町 菊の湯周辺

場所 ● 小鹿田焼の里
大分県日田市源栄町皿山

URL ●
https://www.around-kaga.jp

URL ● http://www.city.hita.
oita.jp/event/10228.html

URL ● https://kouba-fes.jp/

9 軒すべての窯元で陶器を販売。一
部登り窯の見学もできる。2017年の
九州北部の豪雨で被害を受けたが、
18 年に2 年ぶりに復活した。

URL ●
http://www.mokkocamp.org/

3
4

1

小鹿田焼 坂本工窯

住所 ● 大分県日田市源栄町皿山

18

TSG竹田総合学院

16

住所 ● 旭川市永山2条10-1-35
URL ● http://www.
asahikawa-kagu.or.jp

出雲民藝館
B

住所 ●
島根県出雲市知井宮町628

8

URL ●
http://izumomingeikan.com

9
2

10 11 C

住所 ●
大分県竹田市大字植木731

住所 ● 岩手県八幡平市叺田230
URL ● http://www.
appiurushistudio.com/

15 16
7

19

paisano

住所 ● 大分県竹田市竹田町234

5

12 13 14

URL ● https://www.
paisano-craft.com/

3 安代漆工技術
研究センター

6

住所 ● 岩手県八幡平市叺田70
URL ● http://www.
appiurushistudio.com/
convey/

17 D
18 19

7

野田琺瑯（栃木工場）

住所 ●
栃木県栃木市鍋山町637

14

諸国民芸 ちぐさ

住所 ●
岡山県倉敷市阿知2丁目22-12

15

出西くらしの village

住所 ●
島根県出雲市斐川町出西3367
URL ● http://www.
shussai-village.jp

61

地域人 No.51（2019.11）

安比塗漆器工房

12

倉敷本染手織研究所

住所 ● 岡山県倉敷市本町4-20
URL ●
http://kurashikinote.jp

13

林源十郎商店

住所 ●
岡山県倉敷市阿知2丁目23 -10
（2F 三宅商店内）
URL ● http://www.genjuro.jp

10

我戸幹男商店

8

一菱金属（conte）

住所 ● 石川県加賀市
山中温泉上原町ヨ 58-1

住所 ● 新潟県燕市燕49-7

URL ● http://www.
gatomikio.jp/home.html

URL ●
https://conte-tsubame.jp

11

GATO MIKIO/1

住所 ● 石川県加賀市
山中温泉こおろぎ町ニ-3-7
URL ● http://www.
gatomikio.jp/1/index.html

9

燕振興工業（SUNAO）

住所 ● 新潟県燕市小池4852-1
URL ●
http://www.tsubameshinko.co.jp/new/top.html

4

iwatemo

住所 ● 岩手県盛岡市本宮1-16-17
URL ● https://www.
iwatemo.com/jp/

5

フジイ

住所 ● 東京都文京区
白山1-33-18 白山NTビル7F
URL ● https://fcl.co.jp

6

野田琺瑯

事 マ ッ プ

17

旭川デザインセンター

仕

2

手

木工のものづくりに学び、触れること
のできる2泊3日。木工に関わる人が
職人の技術を見て、体感し、交流で
きる。

B

普段は一般公開されていない燕三条
地域の約100の工場を一斉に開放。
職人の技術を間近に見ることができ
（© 燕三条 工
る。製品の購入も可能。

国

A 旭川木工
コミュニティキャンプ

1

全

A

イラスト ●別府麻衣

手 仕 事 と 出 会 え る イ ベ ン ト 一 覧

特集で取り上げた工房やそこで作られているものが購入できるショップ、
民芸館からオープンファクトリーイベントまで紹介。
手仕事に出会いに色々な地域を訪れてみてください。

※情報を公開していない工房につい
ては掲載していません。また工房見学
などの際は、オープンにしている場合
でも写真撮影の許可を必ずとること
や、道具や機械に許可なく触れない
など十分に注意が必要です。

住所 ● 東京都江東区
北砂3-22-22
URL ●
https://www.nodahoro.com
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