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土からうまれた糸を継ぐ【福島県昭和村】特集、はじめます。

畑から布がつくられる不思議。からむしに引き寄せられて、この村にやってきた。

だいじなのは、ここでの「いとなみ」が変わらずに巡っていくこと。からむし布のこれからを探りながら。

目指しているのは、生きるため、食べるために時間を使い、「もの」を生み出す暮らしかた

ここで根付けなかったら「帰れよぉ」って言うの。振り返った時、「いい昭和村だったぁ」って思ってもらえればそれでもいいと思ってね。

村を出ると決め、直前に取りやめた。あれから 10 年、「からむし栽培」を続け、私はいまもこの村に暮らしています。

私の夢は、織姫さんに託された「想い」を結集し、昭和村から「新しい風」を吹かせていくこと。

廃校から 37 年。次の世代へ喰丸小学校という「カノン」をつないでいくために

ひとの手が成す、暮らしの宝を訪ねて。【福島県昭和村】特集、続けます。

働く手のぬくもりと、陽だまりのような布

居たいと思える場所に、居たいと思える人と

記憶をつなぐタイムカプセル。甦った「喰丸小」に託される役割

「お店をやってみたい」。後押ししたのは、夫の自信と蕎麦への想いだった

福井県鯖江市で木の日用品づくり。「ろくろ舎」酒井義夫が、今、超モテる必要性

ものづくりの町の会長が語る、鯖江市河和田を持続させるために不可欠なインナーブランディングとは

芸術は地域復興に貢献できる？福井豪雨をきっかけにスタートした河和田アートキャンプとは

よそ者、若者だけじゃない。鯖江のものづくり文化はここにあり！

「古きよきをあたらしく」。日本のものづくりを伝える salvia（サルビア）という活動体

その他、実績
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出会ったひとや物、場所のあいだをつなぐ

 「紡ぎ人」 となっていきたい

という想いから、

このことばを自身のテーマに活動しています。

中條 美咲

_      紡ぎ、継ぐ      _
見えないものをみつめてみよう。
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土からうまれた糸を継ぐ【福島県昭和村】特集、はじ
めます。
シュッ シュッ シュッ シュッ シュッ シュッ シュッ シュッ　シュッ シュッ シュッ シュッ シュッ シュッ シューッ
ぱきっ。スゥ──、シュッ シュッ シュッ シュッ シュッ シュッ シューッ……

土用に入って間もない夏の朝。村の家々の戸口からは、リズミカルに木盤の上で刃をすべらせる音が響きます。今年も「か
らむし引き」の季節がやってきました。刈り取りをした「からむし」から繊維を引き出す作業です。村の名前は、福島
県大沼郡昭和村。田畑を耕し、山野に息づく豊かな恵みで命をつなぎ、長きにわたり自給的生活をいとなみ続けてきた
村です。そうした暮らしの中で途絶えることなく、衣服の素材として栽培されてきた植物があります。それが「からむ
し」です。

からむしは、イラクサ科の多年性植物です。自然のなかに広く自生するからむしを、昭和村では畑に植え替え、手をか
けながら、「だいじにだいじに」栽培を続けています。一年の半分近くを雪に閉ざされるこの土地で暮らしていくために、
かつて、村人にとってからむしは、生きるために必要不可欠な換金作物でした。

　「昔は家の脇にまでからむし畑があった。村のそこいら中、からむし畑だったんだから。」

現在では「そこいら中」にからむし畑があるというわけではありません。でも、昔もいまも、からむし引きの担い手が
女性であることに変わりはありません。あとに続く糸づくり、機織りもまた、女性の仕事です。すべてはまた、手のい
となみでもあります。女性たちの手によって反復されるリズムは、倦（う）まずたゆまず、ただひたすらのくり返し。
この村を包み込む穏やかな時の流れに寄り添いながら──。

あったぁど。　むかぁし、むかし、高いところで　　きれいな娘が機さ織っていたど。
その布の端さ下がってきたど。　婆さまが下からたごってみたど。　
今日もたごたご　　明日（あした）もたごたご　　なんぼぉ織ってやんだか
毎日（めえにち）たごってもたごりきんねえで　　今日もたごたご　　明日もたごたご
たごたごたごたご　　たごたごたごたご　　毎日毎日たごってやったそうだ。
── 生あくびしながら子めらは尋（き）くんだ。　　『まだ、たごたごか』ってな。
まだっまだっ、なんぼぉ織ってやんだか　　今日もたごたご　　明日もたごたご
たごたごたごたご　　たごたごたごたご　… … … … … …
── とうとう子めらは、たごたごたごたご　　につられて、うとうとうとうと、とろとろ
とろとろ、寝ちまうんだ。

──『織姫風土記』（1979）より

そうした時間の流れとともに、「からむしだけはなくすなよ」と代々受け継がれてきたからむしですが、時代の変化によっ
て、技術を継承する若い人たちは年々と少なくなっていきました。このままでは「からむしは無くなるかもわかんねい」「誰
も作らなくなるんではねいか」（『織姫が舞い降りたからむしの里 昭和村』2012 より）。危機感が募るなかで 24 年前に
はじまったのが、「からむし織体験生『織姫・彦星』事業」です。

　「生きてるなぁ、あぁからむしを引きたいなぁ」
　「私もあの美しいところにいきたい。たどり着くにはまた来年……」

からむし織体験生としてこの村にやってきた女性たちに話を聞くと、胸の奥にある想いを確かめるように、そうした言
葉を口々にします。けれど、この村での生活は決して簡単なものではありません。いまの時代にからむしで生きていく
ことは、とても大変なことだからです。

なぜ彼女たちは、奥会津の雪深く小さなこの村を訪れたのか。なぜこの地にとどまり、糸を績（う）みつなぐのか。彼
女たちが村のひとから大切に守り継ぐ、からむしが持つ不思議なちからとはどういうものなのか……。

季節のめぐりに合わせて、繰り返されるひと手間ひと手間、そのすべてはひとの手で。気が遠くなるような一本の糸の
道をつないでいくおまじないは、「平らなこころでゆっくり、じねんと」。　この村の土に根ざした「からむし」を育て、
糸を績み、布を織り成す女性たちの物語。【福島県大沼郡昭和村】特集、はじめます。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2017 年掲載記事
http://motokurashi.com/feature-fukushima-showamura/20170922
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畑から布がつくられる不思議。からむしに引き寄せら
れて、この村にやってきた。

「織姫さん」。からむし織体験生のことを昭和村のひとたちはそう呼びます。体験生を終えた後も村に残ってからむしに
携わる女性たちもまた、「織姫さん」。親しみのこもったこの呼び名が私は好きです。織姫さんたちの昭和村との出会い
はさまざまです。ある方はこんなふうに語ってくれました。

「からむし栽培がこの村でいとなまれ続けていることを、前から知ってはいたけれど、そのときはまだここに来よ
うとは思っていなくて。あるときふと思いついたように、電車とバスを乗り継いで、この村にやってきた。駅から
の道中はバスの運転手のおじさんが声かけてくれて、『昭和村ははじめてで、からむしを見に来ました』って言うと、
いろいろと丁寧に教えてくれて驚いたっけ。窓の外に広がる景色も穏やかで、緊張していた気持ちも自然とほぐれ
ていった。

集落に入ると、顔見知りを見つけるたびに、おじさんは挨拶を交わしてる。この村に流れる時間と何気ないやりと
りが、なんだかとても懐かしい感じがして、『ここなら私、だいじょうぶだ』って。着く頃にはもうすっかり、こ
の村なら暮らしていけると、確信めいたものを持っていた。織姫に応募して、秋に村で面接を受けて、次に来たの
は半年後、いよいよ引越しのゴールデンウィーク前になってから。そのころでも昭和村には雪もちらほら残ってい
るし、まだまだストーブやこたつは手放せない。桜も堅いつぼみのまま。村の春の寒さにびっくりしたことを覚え
てる。ふと気がつくと心まかせのこれまでがおかしくもなって。ここからはじまる共同生活、うまくいくかな。か
らむしのことも、実はあんまり知らないけれど。やっとそんな心配を抱いたのは、慌ただしく引越しを終えてから
──。」

はじめての田舎暮らし、そしてはじめてのからむし。期待と不安、いろんな感情を伴いながら、5 月の連休を過ぎる頃、
いよいよ、からむし織体験生の 1 年がはじまります。連載初回となる今回は、「織姫さん」として最初に体験するから
むし栽培のお話を軸に、昭和村のことや、「からむし織体験生『織姫・彦星』事業」についてお伝えしていきます。

途切れることなく受け継がれているからむし栽培地、昭和村

昭和村──正確には「福島県大沼郡昭和村」は、「会津」と呼ばれる同県西部に位置し、周囲を山々に囲まれた山村です。
昭和のはじめに、旧野尻村と旧大芦村が合併してできたことから、名前は昭和村。ゆるやかな川の流れに沿って集落と
田畑が点在し、ブナの天然林に覆われた、豊かな水を育む風土が広がります。夏は短く、冬になると 2m 以上もの雪が
降り積もる豪雪地帯。平野部のような農作物の栽培には適さない冷涼な山間地帯のこの村にとって、からむしは 300 年
以上も昔から、生活を支える糧（換金作物）であり、なくしてはならないものでした。

　「からむしだけはなくすなよ」。

昭和村の家々では、いつしかそんなふうに言いながら、親から子へ、子から孫へ、代々守り継がれてきたそうです。
からむしは苧麻（チョマ）とも呼ばれ、衣服の原料となる植物です。茎の部分から、透けるように薄くしなやかな繊維
が引き出され、「上布」といわれる上質な布地づくりに用いられてきました。古くは縄文土器の模様をつける縄としても
使われ、『日本書紀』には栽培を奨励する記録が残されるほど、日本人にとって馴染みの深い植物でした。
けれども、いまの時代に「からむし」という言葉を知るひとは、どのくらいいるのでしょうか？

昭和村のからむし栽培工程

今年、からむし織体験生として村を訪れたひとりの女性は言いました。

「糸をつくって服をつくるって、生きていくのにすごく大切ないとなみだと思うんです。昔のひとはどんな気持ち
でつくっていたんだろうって。そうした作業はとても原始的だし、神秘的。だから、からむし織体験生に応募をし
ました。土から糸をつくる場所は、昭和村以外には探しても見つからなかったから──。」

WEB メディア「灯台もと暮らし」2017 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukushima-showamura-karamushi/20170927
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だいじなのは、ここでの「いとなみ」が変わらずに巡っ
ていくこと。からむし布のこれからを探りながら。
赤や青のトタン屋根も、すっぽり雪に覆われる冬。大きな青屋根のお家にひとり暮らす、おばあちゃんは言いました。

「いっぱい生きてからむしやってる、それだけや。昼間もやるし夜もやるし、いちいち片さねぇんだ。つないで糸に
するんだ。ねじってつなぐのや──」

触れていれば自然と手が動き、長い冬のさみしさもこえてゆける。からむしは、村のおばあちゃんたちにとって、その
手に染みついて離れないもの。生きがいそのものです。時折、お茶のみに遊びに行くと、「この冬は、ヒザも痛くて大変
だったんだけど、ようやくこうして織りあがったんだよ」。たわいもないおしゃべりとともに、織り上げたからむし布（ふ）
を目の前に広げて、見せてくれるのです。手にしたのは一枚の布。そこには、この村に暮らす女性の人生がまるごと詰まっ
ている。なんとかこの布を人目に触れさせて、活かすことができないだろうか──。

おばあちゃんの手から生まれた布に託して、昭和村のいとなみや佇まいを、次へとつなげていきたい。「渡し舟」の活動
の根っこには、そんな想いがあるのではないかと私は思います。

からむしを通した恩返しとしてはじまった、「渡し舟」の取り組み

「渡し舟 ─わたしふね─」は、元織姫（からむし織体験生）の渡辺悦子さんと舟木由貴子さんのユニット名。名前はふ
たりの名字にちなんでつけられました。また、そこには、「からむし」を通して、村の内と外をつなぐ渡し舟になりたい

という思いも託されています。取り組みのひとつとして、2015 年 6 月に、渡辺さんの自宅の一室をしつらえた完全予
約制のお店を OPEN。からむしを身近な暮らしに合うように、村のおばあちゃんたちが織り上げた布に手を加え、製品
として販売を行っています。また、販売を通じてだけでは伝わりきらない、からむしの魅力を知ってもらうためのお話
会やワークショップも各地で開催しています。渡し舟のおふたりと知り合って早 2 年。私が初めて村を訪れたときから、
折に触れて対話を重ねてきました。そんな彼女たちが、あるとき困ったように言いました。

「この村のひとたちのいとなみを、お金のやり取りにはうまく置き換えられないんだよね」

結婚し家庭を築き、村の人となったいま、「からむし」やこの村の「いとなみ」をふたりはどのように伝えていこうとし
ているのか。活動をはじめて感じる難しさとは何なのか──。今回初めて昭和村を訪れた、灯台もと暮らし編集部の小
山内彩希さんとともに、お話を伺いました。

  ── 初めてお会いしたときに、渡辺さんは「恋人のように愛せる、自分が胸を張ってできる仕事に出会いたかった」
と仰っていて、すごく印象的でした。なぜ、そう思うようになったんですか？

渡辺　仕事と生業という言葉は微妙に違うんだよね。私が求めていたのは、食べていく方じゃなくて、一生付き合って
いけるものとしての「仕事」だったのね。生業は「生きていく業」と書くでしょ。食べていくのはそっち。

  ── 渡辺さんがしたかったのは「仕事」だった？

渡辺　だったんですね。それで食べていけるとか度外視で、私が一生付き合っていける、生きながらやっていけること
が欲しかったんだと今では思います。くさくいえば生きている「実感」を求めていたんだよね。そこで食べていけたら
良かったけど、食べていけるかどうかと天秤にかける前に、とにかくやりに来ちゃった。

  ──　やりに来ちゃったらそうだった？

渡辺　仕事としてはね、とにかく夢中。もう引き込まれるものがありました。ただ、お金を稼ぐという意味で、食べて
いくのは難しい。そうやって整理して考える前に、季節ごと作業の内容も変わっていくし、気がつくと、次の年のから
むしのことを考えていましたね。

舟木　今、普通の生活って、通勤電車に乗って職場に行ってお金を稼いで、必要なものはお金を出せば手に入る仕方で
毎日が回ってる。でも、もうちょっと人間くさい生き方というのが一方にはあるはずで。そちらに惹かれる人も、多くなっ
てきているのかな。暮らしのなかからものが生まれて、それが生活の一部になっていく暮らし。 私たちは、昭和村で

からむしに関わりながら生きていて幸せなんで
すね、すごく。それってみんなもそうなれるよ
ね？という思いを届けたい。

  ──実感が持てることが大きいのでしょう
か？

渡辺　関わって生きていくということかな。消
費していくことだけでは私は満たされなかっ
た。たぶん関わり方の問題だと思うんだけど。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2017 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukushima-showamura-watashihune/20171004
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目指しているのは、生きるため、食べるために時間を
使い、「もの」を生み出す暮らしかた

「ものづくりの根っこ。それは、昔ながらの生活を体感し、無理なく実践すること。津軽も昭和村も、おなじよう
な雪国。昔のひとたちが、生活のための『ものづくり』をして生きていたこと。そうしたことを知りたくなったと
きに、私はからむしを知り、昭和村に出会いました──。」

青森県弘前市出身の、山内えり子さんのご実家は、りんご農家。小学生のころまでは、明治生まれの曽祖母と大正生ま
れの祖父母、それに父母兄弟の 8 人で暮らしていたそうです。家族各々の手しごとに囲まれ、冬の日の「ゆったりと流
れる時間が好きだった」と山内さんは語ります。彼女にとって手しごとの原体験は、生活と密接に結びついたところに
ありました。津軽の手しごとといえば、こぎん刺し。かつては、麻やからむしが、その素材とされていました。いまでは、
博物館などでしか目にすることはありません。ところが、昭和村ではいまなお「からむしの布」がつくられている。

「津軽に根ざしたこぎん刺しを、布からたどり直したい。」

そんな思いから、12 年前に昭和村を訪れたのだという元・織姫体験生の山内さんに、お話をうかがいます。

昔の津軽の女たちを思い、糸を績み、布を織り、こぎんを刺す──

山内さんをはじめ、からむしを主体とした生活を、村で試みる織姫さんは少なくありません。けれど、「からむしで食べ
ていくこと（お金を稼ぐこと）」は、とても難しいことでもあります。それでもつくり続けたいと願う織姫さん。その理

由を知りたくて、私はこの村に通い続けているのかもしれません。

「食べることや暮らしに関わること、生きるのに必要な知恵など、昭和村にはまだいろんなことが残っています。
そしてそれを見たり聞いたりできて、気付くこともたくさんあります。生活のなかに『からむし』が入り込んで、
帽子を編むひとがいたり、機織りをするひとがいる。

その時間の流れのなかでは、現代も過去も一瞬で飛び越えてしまう感覚です。私は津軽を思い、昔の津軽の女たち
を思い、糸を績（う）み、布を織り、こぎんを刺しているんです。昭和村で暮らすおばあちゃんたちを見ていると、
こういう時代でも、『もの』をつくっていいんだって、肯定できる感じもあるので。」

こういう時代でも、「もの」をつくっていいんだ。えり子さんからの言葉を受けて、私は聞きました。「それは逆にいうと、
いまの時代は、自分の手でつくること、手しごと自体が求められていないように感じるということでしょうか？」と。
えり子さんはこう言います。

「そう。求められていないというのは、本当はどうなのかわからないけれど感覚的なものとしてあって、どうやって
伝えたらいいかなぁって考えていたんですよ。でも、少し前の時期よりも確実に、いまは手しごとに取り組むひとも
増えていると思います。だから小さい動きでも、また少しづつ変わっていくのかなって。変わっていく可能性はある
と思う。」

ひとの手でつくられる布は、エネルギーに満ちている

「私の目標は昔のように、からむしの布にこぎんを刺して、生活のなかで使われていた着物を自分の手でつくって
みること。そして、質のいい『からむし』を育てて引いていきたい。そこに近づきたいから、とにかく毎年、栽培
から織りまでを続けていける環境を維持してる。それができることに感謝をし、生きているんです。からむしを残
してくれた昭和村のひとたちがいて、こぎんを刺し続けてきた津軽のひとたちがいるから、私はいまこうしてつくっ
ていられる。なかには、からむしの布にこぎんを刺すなんてと、感じるひともいるかもしれません。刺さなくても
綺麗じゃないですか。特に手績みの糸は、機械紡績の繊維みたいに切り刻まれないからね。植物をそのまま糸につ
ないでいく上に、ひとの手が加わっていく。全部自分たちの手でつくったものだから、エネルギーがありますよね。
からむしの布は、それだけでも力がある。」

畑から育て繊維を取り、糸を績み、布を織り——。
一枚の布を手にするためにどうしてこれほどの手間をかけるのでしょうか。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2017 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukushima-showamura-yamauchierico/20171013
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ここで根付けなかったら「帰れよぉ」って言うの。振
り返った時、「いい昭和村だったぁ」って思ってもらえ
ればそれでもいいと思ってね。
いまから 4 年前、「からむし織体験生事業」（以下、織姫事業）が 20 周年を迎えたことを記念して、1 冊の冊子が刊行
されました。タイトルは、『からむしの学校』。事業の成り立ちとこれまでの歩み、参加した 100 名近くにのぼる「織姫
さん」（からむし織体験生）たちの作品紹介と村へのメッセージ、記念シンポジウムの様子と指導にあたって来られた方々
の横顔を収録したもので、この事業の全貌を知ることができる、良書です。

なによりもこの冊子には、愛情が満ちあふれています。昭和村に寄せる織姫さんたちの愛情、彼女たちを見守ってきた
村の方々の愛情。何気ないひと言からも、こめられた深い想いがわきあがってくるような。掲載された情報以上のもの
が収められている。そんなふうに感じるいちばんの理由は、冊子のタイトルにあります。

「からむしの学校」──。

実際の織姫事業は、学校ではありません。からむし織の一連の工程と山村生活の体験プログラムです。でもそこは、さ
まざまな思いを持ってやってきた「織姫さん」のことを見守り、育てる場所。でこぼこな個性を持ちあわせた彼女たちが、
時に葛藤を経ながら、そのままに生かされるすべを考える場所でもあり……。

「からむし」を通して育てるひとと、「からむし」を通して学ぶひとが共に時間を過ごすこの場所は、「からむしの学校」
と呼ぶにふさわしい。それは織姫としてではないものの、繰り返し村を訪ね、この事業のもとに集った方々と出会うな
かで、私（筆者・中條）自身が体感してきたことでもありました。この「学校」には、「開校」当初から四半世紀にわたっ
て、からむし体験生である織姫さんを見守り続けてきた女性がいます。齋藤トキイさんです。

最初はできなくていいんだ。できなかったひとはいないんだから

　──　織姫さんはみなさん 1 年間で、からむしの布を織り、作品を完成させられるんですか？ 糸づくりも織物も初め
ての方も多いと聞きます。

トキイ　糸績みに限らず、手しごとは数をこなせば自分のものにできるから。体験が始まるときに言うんですよ。「最初
はできなくていいんだぁ。できなかったひとっていないんだから」、「2、3 日だけ頑張れば、あとは絶対できるから」って。

──　現状のからむし栽培は、織姫さんがいることによって、昔ながらの方法のまま、途絶えずに続いている部分も大
きいということですか？

トキイ　そうだと思います。いま生きている 80 代以上のおじいさんおばあさんは、昔ながらの栽培方法を守っている
けど、そのひとたちもいずれは途絶えるでしょう？ その次の世代の私たちは、ついつい簡単なほうに行きたくなるんだ
よ。でも織姫さんたちは無理をしてでも、頑なに「昔ながら」でやることが大事だと示してくれる。だから私たち村の
人間も、昔ながらの暮らしに想いを深くしたっていうかね。

からむしの学校。そこは、女性（ひと）としての生き方を学び、考える場所

カタン、トントン、カタン、トントン。　　 カタン、トントン、カタン、トントン。… … … …

機織りは、一定のリズムと力加減を保ち続けることがコツ。心が揺れると、安定した織にはなっていかない。そのため
のおまじないは、「平らなこころで、じねんとやれよー」根を張って、腰を据え、じっくり向き合っていくことは、もの
づくりの大事な要件。それはたんに「ものづくり」だけの話ではなくて、雪深いこの村に暮らすひとたちとともに、関
わりながら生きていく上でも欠かすことはできない事柄でもありそうです。

「ほんとうのことは実感しないとわからない」。

そう語るトキイさんは、昭和村の生まれではありません。42 年前、峠を越えてお嫁さんとしてやってきて、この村の文
化をゼロから学ばれました。トキイさん自身が「織姫さん」でもあったといってよいでしょう。「2、3 年楽しんで、元
の生活に戻ればいい」。そうした言葉の根っこには、「からむしが大事なのもわかるけど、いちばん大事にしてほしいのは、
あなたたちそれぞれの人生だから」。そうしたトキイさんの願いが込められているように感じられます。この村に、残る
ひと・残らないひと、根を張るひと・自由に生きていくひと──

たくさんの女性たちの歩みを深く受けとめ、包み込みながら、トキイさんは心配の分だけ言い続けます。「ここで根付け
なかったら、帰れよぉ」って。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2017 年掲載記事
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村を出ると決め、直前に取りやめた。あれから 10 年、
「からむし栽培」を続け、私はいまもこの村に暮らして
います。
トアルカフェの環さんは、「来るもの拒まず」。頼られるとなんでも受け入れてくれる存在です。だからでしょうか、村
のひとや私のように外から村を訪ねるひともまた、環さんのおおらかな佇まいにいつの間にか安心感を覚えてしまう。
そうして気がつくとつい、「たまちゃんに聞きに訪ねてみよう」という気持ちになってしまうのかもしれません。

からむし畑は預かりもの。私にとって大切なのは「もの」以前

私はこの夏はじめて、畑の刈り取りと、自宅で「からむし引き」をする環さんを訪ねました。これまでカフェで接して
きた環さんと、からむしに触れているその姿はまるで違うひとのよう。ふと、「この土地に根を張らなきゃいけないと感
じることはありますか？」と私は思い切って尋ねてみました。昭和村に通ううちに、土地への根付きということが、こ
こでは大事な要件とされているようにも感じていたから。すると環さんからは、意外なほどにさっぱりとした返答があ
りました。

「私はそこまで根を張らなくちゃいけないとは思っていないです。ほかに動きたいと思うものが見つかれば、ぴゅっ
て行っちゃうかもしれないし、ここにずっといるかもしれない。でも、からむしの栽培を続けているあいだは、近
くにはいないとダメだよね。じいちゃんと一緒に畑をやっているときはよかったんだけど、ひとりでやるようになっ
てからは、問題がいろいろ起きたりもして。畑が雨で水浸しになったり、根っこがダメになったり。それでも、こ
の畑はじいちゃんがずっと大切に守ってきたんだろうなぁって。これは私のものではない。あくまで預かっている
もの。だから、大事にしなきゃと思います。

私は村で暮らすひとたちや、からむし畑を守るひとたちに惹かれているんです。それは、からむし織とか『もの』
以前の話。自分で手がけるようになって、まだまだ失敗も多いけど、そのなかでいろいろ考えるのも楽しみのひと
つ。畑に手をかけて、毎年の変化を感じられる過程にいとおしさを感じますね」

目の前にある、おじいちゃんから預かった畑をただ続けていくこと。それが環さんがこの村に暮らし続ける純粋な理由。

「もちろん、栽培したからむしを使って糸績みをして、布を織り上げる工程もとても好き。それはまた、栽培とは
ちがう面白さ。ただ、その布を使って『もの』にしようとすると、手が止まってしまうことも多いんです。からむ
しは布の状態がとてもいいから、そこに手を出すのは、なんだか申し訳ない気持ちになってしまうんだよね。『私
にはまだ、早いのかな？』っていつも迷いながら、向き合い続けています」

「いま、ここ」にいるということ

「昭和村に来るまでは、無理をして自分で舵を切って、進む方向を決めようとしたこともありました。でもいまは、
ほんとうに必要なときには、向こうからやってきてくれると思っています。自然の流れに身を置いて任せておけば、
ここなら大丈夫って思うから。こんなにも自然の存在が大きいと、そもそも自分がなにをしてもどうにもならない。
ここで暮らすようになって、すべてをあるがままに受け入れようと思えるようになりました。

昭和村は、『からむし』だけじゃなくて、村の暮らしとか、そこで暮らす『ひと』なんですよね。私にとって大事なのは、
自分が『いま、ここにいる』ということなんです。このままいくと『途絶えていくのかなぁ』って考えることもあ
るけれど、ここにいて、いろんなものを見て、感じて。ここにいなければ、気がつけないことってほんとうにたく
さんあるんですよ。昭和村には、残っていることがまだまだいっぱいあります。時間が許す限りは、村のひとたち
のそばでこの村を感じ続けていたい」

環さんを包み込む昭和村は、たくさんの「気配」に溢れています。虫のこえや動物の足音、植物のさざめきや風の動き
や雨の匂い……。

「からむし」は変わりゆく時代のなかで、昭和村の土に深く根をおろし、いまなお育まれ続けています。多くの女性を呼
びよせ、たくさんの可能性をほのめかせながらも、一筋縄ではいかないからむしの根。んとうのところ、からむしを見
つけた「私」は、からむしに見つけられた「私たち」なのかもしれません。

たくさんの可能性をたずさえて、多くの女性を引き寄せながら、「からむし」はこの村の土から生みだされ続けます。そ
こに手をかける人びとが途絶えずに、この風土に寄り添った暮らしが続いていく限り。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2017 年掲載記事
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私の夢は、織姫さんに託された「想い」を結集し、昭
和村から「新しい風」を吹かせていくこと。

「『からむし織』に想いを託して、長年、村のために力を尽くされている」と耳にしていたひとりの女性がいました。い
つかお会いしたい。そう思いながらも気持ちの準備が整わないまま日々は過ぎて。初めてお会いできたのは、昭和村に
通い始めて 2 年目、去年の夏のことでした。

はじめはとても緊張しました。でも、対話が深まるにしたがい、私は女性に対して、こんな印象を抱きはじめました。「こ
の方はまるで、祈るようにお話をされている」。ひと言ひと言淡々と紡ぎ出される言葉に引き込まれるあまり、胸が熱く
なり、頬にはポロポロと涙が伝っていました。「こんな方がいるんだなぁ、すごいなぁ」。しまいには、ふたりして涙を流し、
私はすっかり、彼女に惚れ込んでしまったのです。

本名民子さん。それが、この女性のお名前です。昭和村で生まれ育ち、20 年以上「からむし織」の発信・販売のために
尽力されてきた方です。本名さんが生まれたのは 1960 年。世の中全体が高度経済成長に邁進し、社会も暮らしも大き
く変化しつつあった時代でした。当時の「からむし」についての記憶を伺ってみると、本名さんは言いました。

「戦後、からむし畑は一度、食料畑になったそうです。隣のばあちゃんの麻を引く姿は、ぼんやりと記憶に残って
います。でも、村のなかでも『からむし』は、失くなりかけていました。『想い』のあるひとたちが細々と続けて
いただけで。私たちにとってはすでに、身近なものではなくなっていました。そんな頃ですかね、リツ姉ちゃんに
会ったのは」

リツ姉ちゃんは、仙台の大学生。民俗学調査の一環で、担当教員や仲間の学生とともに、村に通いつめていたそうです。

輝かせながら遊びに来る少女を前に、リツ姉ちゃんは、こんな言葉を口にしました。

「昭和村のからむしは、とても大切なものだから、ぜったいに残さないといけないよ──」

その言葉はじわじわと時間をかけて、少女のなかで育っていきました。当時をふり返りながら、本名さんは言いました。

「昭和村のからむしには、いつも村の外のひとの目があり、声があった。特に女性のね。彼女たちは村のお年寄り
の想いに感動されて、それを私たちに教えてくれた。織姫さんもそう。いまの私があるのは、ほんとうに彼女たち
のおかげなんです」

ひとの気持ちに触れるから、素直になれる

　──　織姫さんたちは生活の細やかな部分でも、おじいさんおばあさんへ「想い」を尽くされているように感じます。

本名　そうですね。いつも「ばあ元気か、じい元気かぁ」って彼女たちが気にかけてくれる。私は時折、「羨ましいなぁ」
と思って、織姫さんにやきもち妬くくらいですよ（笑）。私たちでもこんなに懐の深くまで入れないところを、彼女たち
がしてくれていると思うと、「よかったなぁ。ありがたいなぁ」って。

　──　どうしてそこまでできるのでしょうか。

本名　以前、ある織姫さんに「こんな村さ来てくれてありがとな」と伝えたら、「昭和村に来て、村のひとと接しながら、
これまで知らなかった自分を発見できて感謝してる。いままでの自分よりもいまの自分の方が好きだ」って。ふたりで
泣き泣きしゃべったことがありました（笑）。

　──　みんな、すぐ泣いちゃいますよね（笑）。それに、昭和村で「全く違う自分を発見できる」という感覚、私もと
てもわかります。　

本名　そうそう、すぐね。なんていうか、ひとの気持ちに触れられるのかな。ここでは素直に声もかけられるし、「おは
よう」って返せば村のひとも喜ぶ。そういう積み重ねなんだよね。織姫さんはみんないい子たちばかり。これまで誰ひ
とりとして生意気に見えたことはなかった。昭和村にいると素直になれるんだろうなぁって。それはこの村の、じいちゃ
んばあちゃんたちの力ですよ。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2017 年掲載記事
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廃校から 37 年。次の世代へ喰丸小学校という「カノン」
をつないでいくために
2017 年 11 月某日、東京・御茶ノ水。昭和レトロな喫茶店「Voici cafe」にて、映画監督・坪川拓史さんと哲学者・鞍
田崇さんの対談が行われました。おふたりには共通して想いを寄せるひとつの建物があります。福島県大沼郡昭和村で
80 年前に建てられた木造二階建ての「旧喰丸小学校」。1937 年の開校から 43 年間、村の子どもたちの学舎として使われ、
1980 年に廃校となりました。それから 37 年──。

二度の解体危機を越えた校舎は、新たな活用に向けて改修工事が行われています。改修にかかる費用の一部をクラウド
ファンディングプロジェクトとして集めながら。

廃校舎のリノベーションはいまの時代、珍しい話ではありません。全国さまざまな地域で、取り組まれ始めているケー
スのようにも感じます。そうしたなかで「旧喰丸小学校」を次の世代へつないでいくことには、一体どんな意味が込め
られているのでしょうか？　旧喰丸小学校に深いゆかりをもつ、坪川監督と鞍田さんのおふたりにお話をうかがいまし
た。

昭和村というつながりのなかで、生かされ守られてきた喰丸小学校

坪川　たしかに、喰丸小は昭和村の空気感そのものですよね。たぶん、校舎だけが違う町にあったら『ハーメルン』は
あそこまで丸ごと昭和村で撮影しようとは思わなかったと思います。村を訪ねるたびに撮りたい場所が増えて、喰丸小
の裏山の神社とか、一本の杉の木とか、本当にたくさんあるんですよ。だからそうなるともう、校舎だけの話ではなく
て昭和村の雰囲気、あの空気を全体として捉えたかった。

鞍田　おそらく喰丸小は昭和村にいまなおある、ひととひと、それからひとと自然の“つながり”の象徴。校舎もいいけど、
それだけじゃない。前にイチョウの大木があり、後ろに穏やかな里山が見守るように控えている。そうしたなかで生か
され、守られてきたものだったというか。監督がおっしゃるように、違う町にあったら全く別物になってしまう。やっ
ぱりこの村のこの空間のなかに喰丸小があることが大切で、その空気感をきちんとまるごと伝えようというのが『ハー
メルン』からも、今日のお話からも伝わってきます。

テーマは「輪唱」。ひとの一生を超えて、愛されながら受け継がれていくものとは

鞍田　冒頭で「オンブラ・マイ・フ」のメロディーが流れてきますよね。映画が始まった瞬間から、もしかしてって気がして。
そしたら実際使われていて、すごく嬉しかった。じつは僕、あの曲がすごく好きなんです。

坪川　あれはあの歌詞だから挿入しているんですよ。「オンブラ・マイ・フ」はヘンデルのオペラの一部なんですよね。
王様が遠征から帰る途中、一本のプラタナスの木に出会う。その木のことをいたく気に入ってしまって、勲章をあげて、
木の下で歌うんですよね。

” Ombra mai fù　di vegetabile,　cara ed amabile,　soave più ”
“ 樹木の陰において これほど いとおしく優しく 愛らしいものはなかった ”

鞍田　喰丸小の前にイチョウの木があったから、そのイメージが重ね合わされたの？

坪川　そうですね。僕の映画で使う楽曲は、すべてちゃんと意味があって使っているんです。

鞍田　映画のなかで演奏されるパッヘルベルの「カノン」も？

坪川　『ハーメルン』のテーマは「カノン」なんです。カノンという言葉は「輪唱」と近しい意味合いをもつ。追っかけ
て追っかけて追っかけて追っかけて……無限に続いていく。

鞍田　徐々にですが、いま建物のそういう点が見直されつつある気がします。ひとの一生を超えて受け継がれていくも
のだからこその役割というか。僕の知り合いの建築家で、「愛される建築」をテーマに取り組む女性がいるのですが、そ
れって「ひとりではできない建築」と彼女は言うんです。たとえば、「ガウディーのサグラダファミリア」がそうである
ように、何世代にも渡って手がけられること。それが大事ではないか、と。

坪川　じゃあ、愛される建築とカノンには通じる部分がありますね。そういえば、喰丸小のいまの直し方は、まさにカ
ノンです。だってあそこまで老朽化が進んだ柱、丸ごと取り替えた方が早いですよ。にもかかわらず、「使える部分は極
力使おう」と元からあった柱の使える部分をわざわざ残して、痛んだ部分を取り除いて新しい木を継いでいる。

鞍田　継いで継いで。まさにカノン。

写真左から：鞍田氏・坪川氏

WEB メディア「灯台もと暮らし」2017 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukushima-showamura-crowdfunding/20171210
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ひとの手が成す、暮らしの宝を訪ねて。【福島県昭和村】
特集、続けます。
昭和村の冬は、ひっそり、忙しい。

土から育てた「からむし」を糸績（う）みしたり、籠やほうきを編み組みしたり。秋に仕込んだ漬けものは塩抜きをして、
乾物は水で戻したり。それから、じっくり干したお餅を油でカラッと揚げてみたり。

そんな「揚げ餅」は村の郷土食。 凍（し）みたり溶けたり、くり返すことで旨みが増すのだそう。これらはいずれも、
冬の仕事。何は無くとも、この村で生きていくために、朝（昼）晩の雪かきも日常の一コマ。

昭和村の暮らしかた。それは、衣食住にまつわるあらゆる「知恵」と「技術」が、ひとつの家、小さな集落のなかに循
環する暮らしかた。昭和村を訪ねて、まずそのことに驚く若者も少なくありません。

“どうしてここには、これほど多様な「手しごと」が残されているのだろう ?”

その理由が知りたくて。私たちは再び、昭和村を訪ねることにしました。

「手を動かし続ける理由？　なんだろうねぇ。じいさんばあさん、親たちの姿を見よう見まねでやりはじめたら、
この手が勝手に覚えちまって。 毎年欠かさず続けてる」

季節に合わせて、毎日の調子に合わせて、淡々と手を動かす。それは特別なことではなく、きっととても自然なこと。

けれども、ひとつの場所でひとつの仕事をする社会に慣れた私たちは、そんな暮らしぶりをただ古いものとして、見過
ごしてしまっているのかもしれません。それらがつい、50 年ほど前まであたりまえに根付いてきた暮らしかたであるこ
とを知ることもなく。

「あんまり雪が深いので、気持ちが滅入るときもある。それでもこうして手を動かせば、布や道具や食べものまで、なん
でもかたちになって、そのうち春がやってくる」

ゼロからなにかがかたちになる喜びは、肌身で感じる宝もの。重ねて村を訪ねるなかで、私たちは思いました。

「話を聞くだけでは捉えきれないことも、実践すればこの手が覚える」
「技術というのは、一生つかえる技をいうのかもしれない」

そして、そんなふうに手を動かし始めた「雛」を待っていてくれるひとがいることも知りました。

「次はいつ来る？　それまで、この籠は完成させないで残しておくよ。意外とやってみればできるもんだから」

音もたてずに降りつづく冬の花。その美しさとは背中合わせに、自然の力はときに容赦がないけれど。その厳しさゆえに、
工夫をこらす昭和村の暮らしはきっと、“古いから美しいのではなく、美しいから古くいられる” もの。

戦前からこの平成まで続く、深く厚みのある「知恵」や「技術」に、私たちは生命力を感じられずにはいられません。
「手を動かせば宝になる」。

時代を超えて手から手へ伝わる、息の長い暮らしを訪ねて。【福島県大沼郡昭和村】特集、続けます。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2018 年掲載記事
http://motokurashi.com/feature-fukushima-showamura2/20180413
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働く手のぬくもりと、陽だまりのような布

「糸」がどんなふうにできていくのか、知っていますか？私たちの暮らしは、毎日身につける衣服をはじめ、たくさんの「布」
製品に囲まれています。その布を構成するのが、一本一本の「糸」。どんなに時代が進んでも、糸や布と無縁の生活は考
えられません。

昔から地域ごとに営まれた「手作業」による糸づくりは、産業革命以降、紡績工場での「機械生産」という方法に大き
く移り変わりました。けれども、福島県昭和村では、糸づくりに関わるすべての工程がいまも「手作業」で行われてい
ます。いずれの工程も、倦（う）まず弛（たゆ）まずに。

昭和村では、土から糸になる植物・からむしを育て、刈り取ったからむしから糸の繊維を引き出しています。畑一面に
群生する植物・からむしが、ひとの手によって青く清らかな繊維へと変化していく「からむし引き」は、まるで魔法の
ような工程です。けれど、「手作業」の糸づくりがもたらす魔法は、「からむし引き」だけにつきません。指先で細く裂
いた繊維を、撚（よ）り合わせてつなぎ、一本の長い長い糸にしていく。結ばずに次々とつながれていく「糸づくり」
の工程もまた、ひとの手が成す「魔法」のワザと言えそうです。

昭和村に暮らすある女性は、手績み糸の魅力について、こんな風に教えてくれました。

「手つむぎの糸は、機械紡績の繊維のように切り刻まれない。ひとの手で、植物をそのままつないだ糸だからエネルギー
がある」のだと。

そうした糸づくりの工程を、「糸績（う）み」と呼びます。今回、私たちは昭和村で長年糸づくり、機織りをする五十嵐
良さんを訪ね、「糸績み」の作業を拝見させていただきました。

五十嵐良さんの糸績み
［1］麻はモニャモニャ、からむしはバリバリしてる

私たちがお話を伺った日、良さんは糸績みをしているところでした。

「麻は、手触りがモニャモニャしてんのや。それに対して、からむしはバリバリしてる。モニャモニャしてっから
麻のほうが太いようだが、濡らしてみると細くなっちまう。足して、よじって、からむしも麻も糸のつなぎ方はお
んなじや」

私たちにもわかるように、良さんはゆっくりと手を動かして、糸績みの様子を見せてくれました。作業は単純。繊維と
繊維をつなぎ合わす。それをひたすら繰り返して、一本の糸にしていくのです。ひたすらに。

「植物の繊維をつなげるコツは、結ばないで撚（よ）る（*4）。。初めて見るひとは『わぁ、魔法みたい！』って、
みんな言うのや。右の手で撚って、左の手でこうや。そうすると、一本の繊維が合わさって糸になるのや」

バラバラの繊維を結ばずにただ撚り合わせるだけで、一本の糸が生まれていく。それはほんとうに、魔法のような不思
議な工程です。手先が不器用な私は思わず、「つないでいる糸が、途中で絡まったり解けたことはないですか？」と、尋
ねました。すると良さんは、なにやら思い出したように、笑みを浮かべて言いました。

「糸績みは簡単なようでもなぁ、実際にやってみると思い通りにならないことも色々あるんだよ。でも、私は糸つ
くりが好きなんだ。好きだから一年中、道具をそばに置いて、時間があるときは昼も夜もやってるんだ」

「色々」という一言に込められた時間の厚み。それを思うと気が遠くなるようでもありながら、でもなぜか不思議と包み
込まれるような気分にもなりました。そうして長い長い一本の糸が「苧桶（おぼけ）」いっぱいにたまったら、次はつな
いだ糸に「撚（よ）り」をかける工程です。

良さんは照れ臭そうに、糸車の準備を始めました。

「その日によって、撚りかけがよくできるときと、よくできねぇときがある。うまくいくときは『ブーンブンブン、
ブーンブンブン』っていい音が鳴るんだよ」

WEB メディア「灯台もと暮らし」2018 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukushima-showamura-igarashiryo/20180616
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居たいと思える場所に、居たいと思える人と

自分の気持ちに素直に生きていくことは大切だと思う反面、実際に行動するのは案外むずかしい。

そう思った経験はありませんか？

そのとき「私」がなにを思い、どんな風に感じたか。周りの反応を気にするあまり、素直な気持ちを、スルリと捕まえ
そこねてしまったり、本当の気持ちに向き合うことなく、当たり障りのない振る舞いをしてしまったこと。私には、幾
つも思い浮かびます。

けれど、自分の心に正直に、まだ知らない世界を前に「おもしろそうだから、とりあえず行ってみよう！」と軽い足取
りで奥会津の昭和村を訪ね、「あ、ここが好きなんだな」と素直に受け止め、昭和村に生きるひとりの女性がいます。織
姫一期生として来村以来、25 年。「よそ者」ならではの視点を持ち続け、新たに村を訪ねてくるひとと村民との橋渡し
の役目を担う、「姉さま」のような存在。

道の駅・駅長を務める舟木容子さんは、村内外のあらゆる場所で、からむしと昭和村の魅力を伝え続けています。昭和
村に暮らし続ける理由について、舟木さんは言いました。「そのときそのときに、この村に居たかった。根っこを張って
いるかどうかより、居たい理由があるうちはここに居ればいい」と。

それまで馴染みのなかった地域に女性が一人でやってきて、葛藤がなかったと言えばそれは嘘になるでしょう。けれど、
プラスな気持ちもマイナスな気持ちもどちらも咀嚼し、その上で昭和村に暮らし続ける舟木さん。舟木さんの昭和村へ
の想いには、「素直に生きること」につい臆病になってしまうひとに届けたい言葉で溢れていました。

心地よく生きていくためには対話がだいじ

容子　そもそもお互いの常識が違うから、生活していて理不尽に思うことはすごくたくさんあるんだけど、私は「その
理不尽が常識になったのはどういういきさつ？」っていうのを知りたかった。要は、「昭和村の常識がどういういきさつ
で当たり前になったのか」、その根本に興味があったの。それがわかると、なかには筋道立てて話せば覆るものもあるか
もしれないでしょ。

　──   容子さんは、昭和村の常識を覆したくて暮らし続けているんですか？

容子　それも一理ある（笑）。覆すというよりも、常識を当たり前のものと固定せずに緩めていくことがすごくだいじな
作業と思って、意識的に続けているかな。もちろん自分がしたいことを、ただワガママに言っているだけでもダメ。「私
はこう育ってきて、こう思ったからこうしていきたい」と建設的に伝える努力をする。

「あなたは今までどうしてきたの？」と聞いた上で、「これからはこうしていきたいよね」とか、「私はこうしたいけど、
あなたはどう？」と、対話を続けるの。村のひとが「あぁそうだな」って納得したら私の勝ち（笑）。そうやって、村の
常識とは違う感覚を持つひとが暮らしていると伝えることで、村独自の常識も一個ずつ緩んでいくのよ。

──   すでにある常識に受け身になるのではなく、気になることをその都度伝えて、対話を重ねる。ひととひとが
関わり合って暮らしていく上で、とても大切なことですね。

容子　そうそう。私たちは「常識」に則って生活していかなきゃと思い込んでいるけれど、本当はそうじゃない。私や
あなたが「どうしたら心地よく生きていけるか」、対話を通して導き出していくことがいちばんだいじ。

自分の「好き」に、素直に生きる

素直であることと心地よさは地続きで、だからこそ素直に生きるひとの笑顔はやさしい。昭和村を訪ねる度に、容子さ
んは「おかえり」とあたたかく、私たちを出迎えてくれるようになりました。

居たいと思える場所も、一緒に居たいと思えるひとも、ひとつとは限らないこの時代。どこにでもつながり、生き方の
多様性が広がるいまだから、不安や葛藤をないものとせずに、「いまなにを感じて、私（あなた）はどうしたい？」と問
いかけ向き合い続ける。人生の舵取りを誰かに委ねるのではなく、自分の「好き」に素直に生きること。

本来の「素直さ」は、個々人のワガママや身勝手を拠り所にするのではなく、自身や他者に誠実に向き合い続ける姿勢
なのだと、容子さんは教えてくれました。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2018 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukushima-showamura-funakiyoko/20180802
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記憶をつなぐタイムカプセル。甦った「喰丸小」に託
される役割
その日、生まれ変わった「喰丸小」を目の当たりにした私は、以前から慣れ親しんだ木造校舎のあまりに変わらない佇
まいに呆気にとられ、驚きを隠せませんでした。

使えるものは丁寧に取り出し、傷んだ部分は取り替える。

古くなった建物を単に取り壊し、新たに建て直すことよりもずっと、労力のかかる方法かもしれません。けれど、ス
クラップアンドビルドばかりでは残せない価値がある。そのことに多くのひとが共感し、工事費用の一部（寄付総額
12,347,000 円・寄付者数 365 名）をクラウドファンディングの活用によってまかない、息を吹きかえした建物。それ
が喰丸小学校です。

「無くすのは簡単ですけどね。冬には雪下ろしだって何回もしないといけないし、維持していくのはほんとうに大
変。」

「かつて日本中どこででも、次世代においてこそ実現される豊かさに対する期待とそこへの投資があったはず。小
学校って本来、そんな思いが結実した灯火ともいうべき場所だったと思う。喰丸小はまさしくそういう場所として、
昭和村はもちろん、日本のこれからを照らし出す存在ではないか。」

この度、「喰丸小」の改修工事を通じて可視化された、地域における本当の文化的資産とは、一体どのようなものでしょ
うか。工事中の様子を振り返りながら、「喰丸小」に託された今後の役割についてお伝えしていきます。

新しくつくるよりも、手間のかかった改修工事

築 80 年。廃校から 37 年が過ぎ、ジワジワと老朽化が進んでいた「旧喰丸小学校」の改修工事に、昭和村が着手したの
は 2017 年 6 月 9 日のこと。一階部分の壁板と床板をすべて剥がし、建物全体をジャッキアップ。土台となる基礎を固
めていくところから工事は進められていきました。11月に訪ねた際、校舎全体は雨風を防ぐためのグリーンシートにすっ
ぽりと覆われて。一歩足を踏み入れると、もとの面影は少なく骨組みだけの姿となっていました。

使われなくなった建物の傷みは早いものです。ここまでなんとか持ちこたえてきたけれど、校舎の内部、屋台骨となる
柱の腐食部分は何箇所も継ぎ木がされていました。

階段部分は、倒壊寸前。ワイヤーで引っ張り太い木で外から支えたり、なんとか持ちこたえている状況のなか、「もしも
階段部分が崩れていたら、この建物はもうダメだった。改修できなかっただろう」と、担当者の男性は語ってくれました。

工事を担当した大工さんたちは「新しくつくるよりもすごく手間がかかって、大変だった」。そんな言葉を漏らしながら、
一本一本柱を継いで、一枚一枚の板をもとの場所に当てはめていったそうです。

昭和村の暮らしといとなみの縮図。「喰丸小」のこれから

「喰丸小」は、私たちが生まれるずっと前から、昭和村の子どもたちと、ここに暮らす人びとのいとなみを見守りつづけ
てきました。私たちは往々にして、「変わること」ばかりを求めてしまいます。そして、いままで当たり前だった風景や
存在が失われ変化するとき、変わらずにあり続ける当たり前の存在の尊さに、ふと気がついたりするのかもしれません。

時間の経過とともに、かつての喰丸小学校は自然に溶け込み、いつしか昭和村の風景の一部となりました。眺めるばか
りの人工物は次第に風化していきます。ひとの手や想いが介在することがなければ、再びこうして活用されることは叶
わなかったでしょう。

廃校から 38 年目を迎え、息を吹き返した「喰丸小」。これからは、外から眺めるばかりの風景の一部ではありません。
改修工事を終えた喰丸小には、誰もが安心して校舎内部へ足を踏み入れられるようになりました。村に暮らすひとをは
じめ、関わる人びととともに新たな記憶を培う場所として。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2018 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukushima-showamura-kuimarusyou/20180814
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「お店をやってみたい」。後押ししたのは、夫の自信と
蕎麦への想いだった
子どもを育てながら、やりたいことに挑戦すること。自身の「やりたいこと」を始めることで、家のこと、子どもと過
ごす時間、学校の行事やあれこれをどうやって両立させていこう？ 多くの働くお母さんたちは、「子育て」と「仕事・
やりたいこと」のあいだで、何度となく揺れ動く経験をされたことがあるのではないでしょうか。

「やってみたい」気持ちと、「やっていけるかな」という不安。

始めるかどうか、いざ決めるのは自分だとしても、大切な決断であればあるほど、決断すること自体が怖くなったりも
してしまう。そんなとき、身近に応援してくれるひとの一言が大きな後押しになったりもして──。

今年の 4 月、奥会津昭和村に新たな拠点が誕生しました。「蕎麦カフェ SCHOLA」は、38 年の眠りから蘇った「喰丸小」
の傍に佇む、2 階建てのお家のような場所。

カフェという名でありながら、本格的な十割蕎麦を提供するスコラ。店主の酒井由美さんは、昭和村のご出身。現在、
4 人のお子さんを育てる村のお母さんです。仕事と家事と育児を並行する酒井さんの中にあったのは、「蕎麦打ちを続け
たい」という気持ち。

悩める彼女の背中をポーン！と後押ししたのは、他でもない旦那さんの持つ絶対の自信。そして「蕎麦を出せないなら
お店はやらない」と言ってしまうほどの、酒井さん自身の蕎麦への想いがありました。

蕎麦打ちをはじめたきっかけ

　──　そもそも、酒井さんは、どういう経緯で蕎麦打ちを始められたのですか？

酒井　私は高校進学を機に村外で生活をしていたのですけど、26 歳のときに昭和村に戻ってきました。それからしばら
くして、からむし織の里に併設される「苧麻庵（ちょまあん）」という食事処を紹介されて、そこで働いていたんです。
苧麻庵では、昼食のメニューとして生蕎麦を提供していたのですが、当時は村内で 3 人の蕎麦打ち職人さんに打っても
らい、1 箱単位で買っていました。

同僚と「買うのも勿体無いね」と話していたこともあって、「じゃあ試しに教えてもらおうか」と。その職人さんたちに
交代で来てもらって指導を受けたことが、私が蕎麦打ちを始めたきっかけでした。こう言ってはなんですが、やってみ
ると「自分は蕎麦打ちに向いているのかも？」と感覚的に思いました。割とスムーズに習得できて、「蕎麦打ち好きだ
なぁ」って。

もともと昭和村では、昔から各家庭で蕎麦を打つ習慣もあるんです。私の母もよく自宅で打っていたので、小さい頃か
ら生蕎麦を食べることは身近でした。それまでお願いしていた職人さんに提供の断りを入れるのは、つながりを考えた
ときに「ちょっとなぁ」と思ったのですが、頼んでいた方たちも結構年配だったので、いつまでもというわけにもいか
ない。「じゃあ自分たちで打ってみよう」と、13 年前の冬に習い初めて、春からは自分たちで打ったお蕎麦をお店で提
供するようになりました。

打ち始めてみて、どんどん自分の思うように蕎麦を打てるようになっていき、食べに来てくれるお客さんに「おいしい」
「お土産で持って帰りたい」と声をかけられるとすごくうれしかったですね。年越し蕎麦とか繁忙期は体力的にちょっと
きついんだけど、「やめたくない。ずっとやっていたいなぁ」って。自然と蕎麦打ちにハマっていきました。

「ここでやってみたらどう？」

　──　そこからどういうきっかけで、スコラを始めることになったのですか？

酒井　去年、喰丸小学校の改修工事が始まってしばらく経った頃、並行して建設を始めたこの建物で、軽食を提供する
ひとの募集を村で始めたんです。でも、締め切りを過ぎても応募するひとがいなかったみたいで。今年のはじめに、誰
に飲食店をお願いするかと村の懇談会があって、そこに出席していた夫が、私に「お店をやってみないか」と話を持ち帰っ
てきたんです。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2018 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukushima-showamura-sobacafeschola/20181016
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ものづくりの町の会長が語る、鯖江市河和田を持続さ
せるために不可欠なインナーブランディングとは
鯖江市河和田地区の町内会長を務める谷口さんは、自分たちの手でインナーブランディングをする必要があると考えて
います。インナーブランディングとは、河和田で暮らす人たちが、漆器や眼鏡をはじめとするものづくりや地域に、誇
りと自信、敬愛を再認識し、産業や地域が持つ価値を再構築し発信していくことです。こうした動きの背景には地域産
業の衰退があります。

「1992 年当時、鯖江市内における眼鏡工場は 887 棟の事業所、出荷額は 1,140 億円ほどの規模がありました。最
近では眼鏡といえば鯖江、鯖江といえば眼鏡と認識されるようになってきましたが、2014 年度には眼鏡工場の事
業所数が 519 棟、眼鏡出荷額は 540 億円と、全盛期に比べると半減している状況です」（谷口）

しかし河和田は、越前漆器や眼鏡産業など、1,500 年に渡るものづくりの歴史があり、自営を生業とする人が圧倒的に
多いのが特徴です。自分の力で生きていく以上、簡単には揺らがない、芯の通った考え方を持つ人々が多く「ぶつかる
時は大いにぶつかるけれど、まとまればとても強い」と谷口さんは言います。

こうした文化が根付き、決してオープンではない土地でありながら、河和田にはここ数年、外の土地で生まれ育った若
者たちが途絶えることなく入ってきます。彼らはよそ者であることを十分に自覚した上で河和田に住み、この土地で根
を張って生きていこうとしています。さらに鯖江市河和田に息づく魅力を再発見・再発信していく者たちでもありました。

生粋の河和田人である谷口さんが、年齢も離れた若い人たちを後押しようとする理由は、「河和田に住む者のなかで、今
後の地域について考え、率先して動いてくれているのは移住して来た彼らである」からです。

RENEW の仕掛け人「TSUGI」

谷口さんが話す移住してきた若者たち、というのは「RENEW」を企画した鯖江のものづくりユニット「TSUGI」。
河和田の町では、大型のショッピングモールや、感じのいいカフェスペース、飲食店など都会であれば当たり前にある
商業施設がほとんど見当たりません。そのため「TSUGI」代表の新山さんをはじめ、移住した若物たちが仕事以外で集
まる場所は、当時の河和田町にはありませんでした。

「自由に集まれる秘密基地が欲しい」と、彼らは漆器屋の看板が掲げられた、この場所にたどり着きます。「TSUGI」は
現在 6 人のメンバーで活動する、2,30 代の若者です。新山さんと寺田さん以外のメンバーは、木工や眼鏡職人の本業と
掛け持ちしながらも、空いた時間に集まり情報共有し、活動しています。2 階で職人たちが漆塗りをする建物「錦古里
漆器店」です。2013 年から「TSUGI」のイベントスペースとして使用していましたが、2015 年の春からオフィスと
なりました。オフィスでありながらショップのように、室内には河和田で生まれたものたちが並びます。この日も事務
所には若者を中心に多くの人が集い、自然と円を成して会話が生まれていました。

河和田の次のリーダーを選び、引き継いでいく

「TSUGI」を中心に、移住してきた若者たちが主体となって進めた、ものづくりの体験型マーケット「RENEW」の目的
は、地域の内側から企業や組織のプライドを育てていくこと。彼らが地域のために尽力していることは知っている一方で、
河和田で暮らしてきた人々にとっては、「TSUGI」の活動は、まだまだよそ者の動きとしか見なされていませんでした。

「地元の住民が『RENEW』を簡単に受け入れられるはずはない、ということも承知していました。けれどこのタ
イミングで若者のエネルギーを利用しないと、地域を育てるチャンスを逃すことにもなりかねません。あと 2、3
年もしたら、彼らが持っている新鮮な熱量はなくなってしまうかもしれないですから」（谷口）

最後に、谷口さんが考える持続可能な町のイメージをうかがいました。

「よそ者、地元の者関係なく、イベントごとにリーダーが立てる町だと思います。地域の人たちの主体性を育むた
めには、今回ヒーローやリーダーだった者が、次のリーダーをちゃんと育てて引き継いでいく必要がある。みんな
がリーダーをやりたくてしょうがない環境を作り出していくことが大切です。その土壌ができれば、持続可能な町
として半分は成功。まずはみんなが主体的に町づくりに関わる環境を作りたいですね」（谷口）

「TSUGI」を中心に、地元に根付いて暮らしてきた人たちや移住者など、同じ土地に生きる者たちが集い、地域の現状
と向き合い始めている、河和田。ここから新たな「つくる」が静かに、けれど確実に生まれています。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2016 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukuiken-sabaeshi-taniguchi-gankyo/20160116
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福井県鯖江市で木の日用品づくり。「ろくろ舎」酒井義
夫が、今、超モテる必要性
“もの” じゃなく、その先のハッピーにつながる “こと” を大事にしたい

持続可能な仕事であることに理想を持ち、東京の専門学校を卒業後、河和田の木製品を扱う企業に就職した酒井さん。
企業に勤めることで得る個人の成長や規模拡大のスピード感など、必ずしも理想通りではない現実を実感することにな
りました。

また、社会人としての経験も浅く自身の甘さが残るなか、周りと調和することの難しさから、居場所をうまく見出せず
に 2 年ほどで会社をやめることになります。迷いの中で、木工の仕事を離れた酒井さんは、働き方研究家の西村佳哲さ
んの著書を読み、感銘を受けました。本の中に登場する天然酵母のパン屋さんの話と自分の境遇を重ね、その後パン屋
さんで修行を始めます。

　──　木工からパン屋さんの道というのは、少し意外な感じもしますね。

酒井　僕にとって「これが正しい！」という決まりはないんです。ですから河和田に来て「木工をやりたい」というみ
んなとは初めからスタンスが少し違っていて、木工の木地師でなくても、その先にハッピーがあれば、僕は何をつくっ
ても基本的にはオッケーだと思っています。河和田でやることは、工芸でなくて農業だっていい。僕にとっては、そこ
にある “もの” じゃなくて、その先のハッピーにつながる “こと” のほうが大事なんですよ。

　──　でもやっぱりつくること、手を動かすことにはこだわりたいのでは？

酒井　そうですね。自分から何かを表現したいとはずっと思っていました。でもそれが何なのかがわからなかった。わ
からないことへの焦りやコンプレックスがあったかもしれないですけどね。パン屋で修行する間にさまざまな経験をし
て、ようやく、少しずつ理想の働き方が見えてきた気がしています。

パン屋をやめた後は、これから何をやるか迷いました。2 年半修行を続けましたし、一方で木工への思いが消えたわけ
でもない。生活するための仕事をする傍ら、あるとき木地を挽く伝統工芸師の清水正義（まさよし）さんとの出会いが
ありました。

もう一度木工の技術を身につけたいと思い直し、清水さんに、技術を教えてもらえるか相談をしたところ、快諾してい
ただきました。初めのうちは仕事の合間に習いに通い、のちに福井市が運営する後継者育成事業を 1 年間受けました。
終了後、僕の性格をよく知っている奥さんや、奥さんの両親も「義夫君に社会人は無理だね。独立してやってみなさい」
と、応援してくれたんです。

今、僕と「ろくろ舎」は超モテなきゃいかん

　──　6 月のインテリアアワードで、初出展ながら受賞できた理由はなんだと思いますか？

酒井　ブースの作り方が良かったんでしょうね。工芸の世界って、みなさん見せ方が上手になっているでしょう。ブ
ランディングできている分、逆に個性がなくなって、型にはまった生活工芸っぽいものになってしまう。そんな中で、
僕らが求められているのって、そんなにシャキンとしたかっこいいことじゃないだろうとディレクションを手がける
TSUGI の新山くんと相談し、この工場をそのまま持って行って再現しよう！という話になりました。そうしたら、パッ
と目立った。

越前漆器が売れていた 90 年代ころから、漆器の売り上げはどんどん下降していきました。腕のある職人さんたちからは、
「売れない、もうあかん」といったネガティブな発言を耳にすることが多くなりましたが、実際には漆器の質が悪くなっ
ているわけはなく、すばらしい技術があるのだから「あかんわけないやん！」と思いました。

彼らは売れる時代を知っているけれど、僕らにとって売れないことはデフォルトですしね。あとは結局、見せ方の問題
だと思います。ですから、これからの職人は超モテなきゃいかん！と。

　──　　超モテないとですか？

酒井　そうです！　かっこよくて超モテないと、あえて木工や工芸をやらないでしょ。だから僕らをきっかけとして、
工芸の世界に触れる人がひとりでも増えたら嬉しいなあ。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2016 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukuiken-sabaeshi-rokurosha/20160110
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芸術は地域復興に貢献できる？福井豪雨をきっかけに
スタートした河和田アートキャンプとは
　── 　はじめに、河和田アートキャンプ（以下、アートキャンプ）の現在の活動について教えてください。

片木　河和田アートキャンプは、京都精華大学（以下、精華大）を中心に、全国の大学から集まった学生たちの創造性（＝
アート）を活かした地域づくりと社会貢献を実践するプロジェクトです。

学生は年間を通して河和田に通い、土地の人と繋がりながら、地域の生活や産業に結びつく活動を行いますので、芸術
系だけでなく、さまざまな大学の学生が参加可能となります。しかも、大学の単位とは無関係な自主的な取り組みです
ので、やる気のある学生しか集まりません。活動は通年型ですが、毎年春から新体制となり、河和田訪問の頻度などは
学生ごとに自由設定。自主性の高い学生だと年間合計で 70 日程度、河和田に滞在します。

　──　そんなにたくさん通うんですね。

片木　「通わなければいけない」ということではありません。結果として通っていた…みたいな。活動は、春から夏に入
るまでに 3 回の現地ワーキングを行います。河和田を訪れ、地域の方々（実行委員会）との打合せを重ねながら、学生
たちがアートキャンプでどんな活動をするのかテーマを決めます。その際に必ず、活動（ex：作品を制作）のプロセス
に至るまで、地域にどう役立つかを踏まえることを大切に考えます。

「林業とアート」「伝統・産業とアート」など、単なる「ワークショップ」「絵画や立体作品」ではなく、土地にある素材
や資源と自分の制作が結びついたアートを制作する。それは学生にとっても新しい切り口となります。

　──　福井豪雨がきっかけとうかがっていましたが、災害から「アートキャンプ」の開催に至るまで、どのような経
緯があったのですか？

片木　そもそもは、2003 年から京都で「科学×芸術」という環境活動を、京都大学環境保全センターの浅利美鈴先生や、
当時の学生たち数名と取り組んでいたことが始まりです。そこへ、福井豪雨（2004 年）を受けた鯖江市の環境支援セ
ンターから私たちに災害ゴミの山の写真が届き、環境支援活動として河和田に赴きます。河和田は越前漆器の産地として、
多くの職人さんが地場産業を支えています。しかしライフスタイルの変容やバブル以降の需要低迷もあり、職人の後継
者も減少し、伝統衰退が危ぶまれている状況下で水害が発生しました。支援活動に入った際に地域の方々から聞いたのは、
災害事ではなく、そんな地域の現状や課題のお話でした。

そこで私たちは学生たちを巻き込むことによって、河和田の実情を知ってもらい、地域の人たちと関わりを持ってもら
おうと「芸術が社会に貢献できることはなにか？」と考えます。当時、私が受け持っていた精華大の建築学科の学生た
ちを連れて、福井豪雨の翌年（2005 年）にアートキャンプをスタートさせました。今では全国 38 大学の参加履歴、毎
年 100 名以上のアートキャンプ参加のエントリーがあります。

　──　入り口として、「アート」という切り口はどうでしたか？

片木　結果的には良かったと思います。なぜ「アート」だったのかというと、僕自身が建築家であり、デザインやアー
トを専門に教えていたことが大きいです。また、地場産業（＝ものづくり）に結びつけるため、初めからジャンルを絞っ
てしまうと、興味をもって参加する学生たちが少なくなってしまいます。アート・デザイン・建築・工芸…と、ジャン
ルを括らずに、まずは、いろいろなクリエイターが河和田に入ってくることを念頭におきました。

やはり、実際に行動し、情に熱く、パッションを持った人たちが地域活性には不可欠です。その意味でも幅広い人たち
がプロジェクトに参加することが大事な要素です。私たちも作ったアート作品を展示するだけであれば、数年でプロジェ
クトが終わっていたと思いますが、作品づくりの過程で地域の人と繋がることで、関係を継続していくことができました。

　──　アートキャンプなど、地域社会に結びつく活動に興味を示す若い方は多いですか？

片木　3.11 の震災以降、一気に増えたと感じます。アートキャンプを始めた当初に比べ、ソーシャル（社会的）という
意味での地域に向けられるまなざしは、確実に意識化されたと思います。この状況は、震災が無ければ 10 年は遅れた
と思いますが……。アートキャンプはマスメディアに広告を載せてきませんでしたが、震災以前から口コミで広がりま
した。参加する学生の特色として、祖父母を辿っても都市圏から出られない「都市帰化型」と、地方出身者でゆくゆく
は地元に何かしらの形で貢献したいと想いを語る「地方回帰型」が多いです。いずれの学生も方向性は異なりますが、
地域への関心は高いですね。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2016 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukuiken-sabaeshi-kawada-art-camp/20160123
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よそ者、若者だけじゃない。鯖江のものづくり文化は
ここにあり！
ものづくりの町、福井県鯖江市河和田地区で 2015 年 11 月に「RENEW」というイベントが開催されました。「RENEW」
は鯖江で活動する作り手の、想いやものづくりの背景に触れながら商品を購入できる体験型マーケット。鯖江に移住し
た若者たちが中心となって始めた試みです。

近年鯖江では移住した若者たちが中心となって、活発的に新しい取り組みを行っています。「ろくろ舎」や「TSUGI」、「アー
トキャンプ」の活動に光があたる一方で、脈々とこの土地に続く、つくる文化やその “厚み” について触れられる機会
は、実際のところ少ないように感じます。そうした現実を踏まえて企画されたのが、RENEW。イベントを通じて、若者・
よそ者の彼らがいちばん発信したかったことは、何よりもまず、この土地で技術や伝統を継承してきた人々の姿でした。

今回イベントに参加したのは、河和田地区で漆器や眼鏡、木工、蒔絵、アクセサリーなど多様なものづくりを行う 22 社。
河和田に生まれ育った彼らは何を思い、どのように舵を取りながら今日に至ったのか。漆器産業に携わる、職人・売り
手さんを中心に、この土地ならではのものづくり文化の” これまで” と” これから” をお伝えしていきます。

［1］新ブランド「お椀や うちだ」を立ち上げ。創業 223 年の漆器専門店「漆琳堂」

漆塗り職人（塗師）の内田 徹さんが 8 代目を継ぐ、越前漆器専門店「漆琳堂」は今年で創業 223 年。普段職人以外が
立ち入ることはできませんが、今回の RENEW では、工房見学を企画しました。

「漆器はとても繊細で、ほんのわずかに微細なホコリが付着することも、品物として許されません。“ふしあげ” と

れる作業では、手元をライトで照らしながら、“ふし” ＝ホコリを 1 本 1 本ピンセットで取っていきます」（内田さん）

木地のみでは、お椀に染みや割れ欠けが生じ、毎日の使用には向きません。長持ちする丈夫な木地にするために漆を塗っ
たことが、漆器の始まりでした。どうして木製品に漆を塗る必要があるのか？　原点に立ち返り、毎日の食卓で使い続
けられるように生まれたのが「お椀や うちだ」という名の新たなブランドです。

色漆を使い種類を豊かに、時代に合わせた” 漆器” のイメージづくりに取り組む一方で、漆琳堂のものづくりには、長
い伝統に基づくクラシカルな要素が今もなお息づいています。塗師職人として、技術の継承に力を注ぐとともに、「漆琳
堂としての、新たな立ち位置を明確化させていきたい。漆器＝ハレの日に利用するものだけでなく、今後も普段使いと
しての漆器も広めていきたいですね」（内田さん）

［2］信条は表舞台に出ないこと。「木工房 徳さん」が手がける、漆器の土台づくり
［3］女性への贈り物に。漆のワンプレート「ONE」を制作する「土直漆器」
［4］「久太郎」女性視点を活かしたネット販売へ
［5］「漆器 さじべえ」夫婦二人三脚で、漆器とお花の組み合わせ

作り手とつながり、ものづくりの背景を知る

今回訪ねた 5 組に共通していることは、「土地の者であること」「家業を継ぐ者であること」の 2 つです。普段はひたす
らに、木地や漆器を作り続ける職人さんが、慣れないながらも訪れた方に向け、工房や仕事の工程を説明する姿はとて
も印象的です。

作り、使う人々が一挙につながる RENEW は、ものづくりの文化を継承する土地の人たちにも新鮮な発見の場となりま
した。どのような環境で、どんな人たちの手によって作られた「もの」であるのか、使い手であるわたしたちが一つずつ知っ
ていくことは、作り手と「わたし」がつながる第一歩になるかもしれません。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2016 年掲載記事
http://motokurashi.com/fukuiken-sabaeshi-renew-3/20160130
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「古きよきをあたらしく」。日本のものづくりを伝える
salvia（サルビア）という活動体
2011 年冬。皮のなめし商店や布の資材店、玩具問屋が連なる蔵前に、つくり手の想いにすっぽり包み込まれるような、
衣食住の暮らしに根付いたものづくりを行っている salvia のショールーム兼アトリエは幕を開けました。

柔らかい光と風が差し込み、 隅田川を一面に見渡せる真っ白なアトリエには、時間の流れを感じさせない何かが漂いま
す。その正体はなんだろう…と心の片隅で考えながら、salvia で働く篠田由梨子さんに、お話を伺いました。

「つくる」「届ける」を応援したい

　——　はじめに、salvia さんが現在、主におこなっている活動についてお教えください。

篠田由梨子（以下、篠田）　salvia がオープンしたのは、雑誌の装丁やアートディレクションを手がけていたデザイナー
のセキユリヲが趣味の延長として行っていたものづくりがきっかけでした。それまでは本業の合間におこなっていたの
ですが、2008 年頃から新潟の靴下工房さんとのお仕事をきっかけに、salvia の活動が広がっていきました。

現在は、オリジナル図案をもとに伝統工芸や地場産業など、ものづくりにこだわりのある職人さんたちの元に足を運び、
相談を重ね、職人さんと協力しながら自分たちが良いと思うもの（靴下や、ハンカチ、ブローチやストールなど）を作っ
て、全国の雑貨屋さんで販売しています。また、そういったものづくりの過程や職人さんの声をより届けるために、『季
刊サルビア』を年に 4 回発行しています。

　——　アトリエを蔵前に構えられたのは、どうしてですか？　この土地に特別な思い入れがあったのでしょうか？

もともと蔵前に限って場所を探していたわけではありません。中央線沿いなども見て回りましたし、以前の事務所は外
苑前にありました。蔵前は昔からものづくりの土壌があったため、資材屋さんも多く、欲しいものがすぐ手に入る環境
があります。私たちのように小さな規模でものづくりをしていくには、とても便利な場所なんです。

あとは浅草と浅草橋が賑やかな分、蔵前はわりとゆったりしていて眺めの良いこの物件が気に入り、人のつながりもあっ
て、ここで始めることになりました。

　——　コンセプトに書かれていた「古きよきをあたらしく」。ことわざみたいで耳馴染みがとても良いなぁと思いまし
て。古くて良いものを、あたらしくする必要性について詳しく伺ってみたいです。

篠田　ものづくりにおいて、すばらしい技術を持っていても、今の時代と感覚や見せ方がズレてしまうことによって、
知られずに消えてしまうものがあるということがとても残念でした。20 年 30 年と日々ものづくりを続けている職人さ
んにとって、今の人がどんなデザインを求め、どんな風に見せて、伝えていけばいいかはわからない場合も多いように
思います。私たちはデザインはできても実際にはつくれないので、すばらしい技術をどんな風に見せて伝えていくか。。
そこの部分をお手伝いしていければと思っています。

やっぱり最後は人の手。見えない部分を伝えていきたい

　——　salvia さんが考える「良きもの」とはどんなものですか？

篠田　作っているものを見ると、「やっぱり人なんだな」と思います。例えば刺繍屋さんが作ってくださったこのブロー
チにも、裏側の見えないところまできれいに仕上げたいという心遣いが行き届いています。人が愛情をもって作ってい
ると、そのものにしみ出てくると思います。私たちが職人さんとものづくりを始めた頃は、まだまだ知られていないこ
とがたくさんありました。現在 36 号まで発行されている『季刊サルビア』も、職人さんのものづくりしている姿や、
完成品ではわからない裏側まで知ってもらいたいという思いから始まっています。

編集後記

「続いていくのが理想でも、続けていくのは難しい。」
この言葉は何年にも渡り、直接職人さんたちと向き合ってその現状を知っている篠田さんだからこそ、伝えることができる言葉な
のだと思います。そしてそんな篠田さんでも、知っていくことはまだまだたくさんあるといいます。salvia さんの空間が、時間の
流れを感じさせない理由はきっと、これまでとこれからの間を行き来するように、ものづくりをされているからなのでしょう。

おぼろげな時間軸の中で行ったり来たり、常に変化し続けながら、「古きよきをあたらしく」。呪文を唱えるようにして新たな形で
これからにつなげていく。新しいばかりでは頼りなく 、古くても愛情のこもった良いものでなければ意味がない。その丁度いい
バランスを探り当てながら、変幻自在にかたちを変える。それが salvia さんという活動体の正体なのかもしれません。

WEB メディア「灯台もと暮らし」2015 年掲載記事
http://motokurashi.com/kuramae-salvia/20150510



〈灯台もと暮らし〉

地域特集・インタビュー記事を中心に
コラムの執筆など多数

（2015~）

http://motokurashi.com/

〈PARIS mag〉

インタビュー記事、店舗紹介
商品紹介の執筆に関わる

（2015~2016）

https://parismag.jp/writer/nakajyo

〈大人すはだ〉

インタビュー記事、店舗紹介、
コラム執筆に関わる

（2015）

http://otonasuhada.jp/86/index.html

〈さんち〜工芸と探訪〜〉

特集「産地のうつわはじめ」
担当予定（2019.1~）

https://sunchi.jp/

その他、実績

40 41



〈 日本工芸産地協会〉

記録集作成
事務局業務等（2018.3~）

https://kougei-sunchi.or.jp

〈長田電機工業株式会社〉

総合カタログ等
ライティング
（2018~）
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問い合わせ先
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