未 来 へ 受 け 継ぐ 伝 統 工 芸

東 京 だ るま
D a r u m a
T o k y o

農 家の広い庭 があってこそ
東 京 だ る まの伝 統

﹁東京だるま﹂が作られているのは

多 摩 地 方の西 部のみ︒なかでも 瑞 穂

町は生 産 量・業 者 数がもっとも 多い

ほう そう

地 域で す︒赤いだるまは︑江 戸 期に

﹁疱瘡除け﹂のまじない物として広ま

り︑いくら倒しても起き上がることか

ら縁 起 物 としても 買い求められるよ

うになりました︒

瑞穂のだるま作りは明治期に始ま

ります︒今は狭山湖の湖底に沈んでい

る勝 楽 寺 村に伝 えられていただるま

作りの技術が︑武蔵村山の業者を通

して瑞 穂 町 域へ伝 えられたと言われ

ています︒
だるま作りの業態は家内制

手工業で︑そのほとんどが農閑期の副

業として行われていました︒

瑞穂の東京だるまがそれぞれに特

徴的なのは︑製造業者の家々に伝わる

﹁木型﹂
を用いているためであり︑その

木型に濡らした張子紙を幾枚も張り

重ねて︑だるまの形を整えます︒
それ

を乾燥させるためには︑広い庭とたっ

ぷりの太陽光が必要で︑瑞穂の農家

はそれに適していたのでしょう︒
だる

まの型の違いに加えて︑髭の描き方や

金粉の使い方などもそれぞれで︑家ご

とに少しずつ異なるだるまは今 も 生

きています︒
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民 衆 の 技が 洗練され、多様な形を造形する
江 戸 末 期か ら農閑期の副業として始まっただるま作り

天 候の状 態 にも
気をつかう難しさ

だるま作りは︑わたしで三

代 目で す︒会 社 員 を しなが

ら︑休日に手伝いながら仕事

を 覚 え ま した︒先 代 が 亡 く

なったことを機に︑だるま作

りを本格的に始め︑やればや

るほど難しさが分かってきま

した︒特に形 を 整 える際は︑

天気の状 態や温 度・湿 度が

大 き く 影 響して︑作 業 をパ

ターン化できないため︑経験
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的なカンが必 要だと実 感し

Traditional Craft work carried to the future
Tokyo Daruma.
Tokyo Daruma are now made in Western Tama and within that region it is
in Mizuho where the largest number of Tokyo Daruma manufactures are.
The history of the Tokyo Daruma dates back to the Edo period when those
wishing to avoid smallpox would purchase and display the red Daruma.
The heavy, rounded shape of the Daruma makes it impossible to push over
and this was symbolic of a ‘never giving up even when you are down’
attitude.
Mizuho began to manufacture Tokyo Daruma sometime during the Meiji
era. The technique to make them is said to have been told to those living in
Shorakuji village, which is now at the bottom of Lake Sayama. The
technique was then conveyed through Musashimurayama merchants to
those living in the village of Mizuho. It was often farming families who

ています︒

色 を 塗る時にも︑天気が

とて も 気 にな り ま す︒特 に

赤色は︑空気が乾燥している

十 月の中 頃から塗 り 始める

ようにしなければならず︑注

意 深 く 気 を 使って作 業 して

いま す︒
これから もいっそ う

會田 雅志さん

良いだるまを作るために︑一

日一日が精進です︒

東京だるま職人

made the Tokyo Daruma during their slack times as a side business.
---Layers of papier-mâché, were laid and pressed onto wooden molds to
form the shape which is characteristic of the Tokyo Daruma. The wet
Daruma were then taken outside to dry in the sunlight. The gardens of the
farming households in Mizuho were perfect for the drying of the Tokyo
Daruma due to the large amount of sunlight they had.
Adding the beard and mustache as well as applying the gold paint was
done by hand and this in turn meant that every Tokyo Daruma
manufacturer would have their own unique design. This way of production
continues to the present day.

未 来 へ 受 け 継ぐ 伝 統 工 芸

村山大島紬
Murayama Oshima Tsumugi

落ち着いた光沢の伝統的な図柄
織りながら横糸を通していく
縦横の糸を染めるためのかすり板
曲がらないよう常に湿らせておく
昭和 20年頃のかすり板製作風景
桜の老木を材料にしての熟練技術

村 山 大 島 紬の歴 史

村 山 大 島 紬の誕 生は大 正六年︒群

馬県の伊勢崎から技術者と職人を招

くことで︑本格的な大島式銘仙の研

究 と製 織が始 ま り ました︒
だからと

いって何もないところに突然︑技術的

に難しい殖 産 を 興 すことはでき ませ

ん︒瑞 穂 町 域では江 戸から明 治に至

るまで︑農家の副業としてどこの家で

も︑箱根縞をはじめとした︑さまざま

な種類の木綿絣が織られていました︒

そのように培われた土台の上に村 山

大島紬が産業として開花していったの

です︒

本場奄美大島産のものにも見劣り

することのない高品質な紬を︑比較的

安価で販売することで︑村山大島紬

としての産 業 基 盤 を 次 第に固めてい

きました︒昭和四年には︑所属してい

た八 王 子 織 物 組 合 から 分 離 独 立 し

て︑二百名を超える組合員を擁する

村山織物同業組合を結成し︑名実と

もにこの地 域ならではの有 力 産 業に

まで発展しました︒

昭 和 五 十 年 頃には 生 産 量二十 万

反︑出荷額六十億円もの地域随一の産

業になりました︒
ところが呉服業界の

衰 退に伴って村 山 大 島 紬の需 要も次

第に減っていき︑現代では地場産業と

いうよりも︑地域の文化を代表する

伝統工芸として︑伝えられています︒
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大 正 期に芽 吹いた、 洗練された技と意匠
狭山丘 陵の機 織りの伝 統から誕生した雅で重厚な民芸紬

Murayama-Oshima Tsumugi. Even with the technical help and experience
though the startup of the industry didn’t occur overnight. A variety of
cotton-cloths with splashed patterns were already produced in many
farmhouses as side businesses in the Mizuho-district during the Edo and
Meiji era. The industry had blossomed and was well known.
Over the years the quality of the Pongee could be compared to that of
Murayama-Oshima Tsumugi (which was the top manufacturer at the time)
but was not as expensive. The manufacturers left the Hachioji Textile
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村山大島紬で
あるための
条件と高度な技術

村 山 大 島 紬であるために
は︑次の条件を厳格に満たし
ていなければなりませんでし
た︒
﹁伝統的な技術と技法に
よって製造されること﹂
︑
﹁先
染めの平 織 りであること﹂
︑
﹁かすり糸は︑縦糸および横
糸に用いること﹂
︑
﹁縦糸と横
糸のかすりを手 作 業で柄 合
わせし︑かすり模 様を織り
出すこと﹂
︑﹁かすり糸の染色
法は
〝板 締 め〟
によること﹂
︑
﹁生 糸 を 使 用 す ること﹂
︒そ
して瑞穂町を含めた近在地
域で生産されることなど︒
製 品 としての反 物になる
まで︑絣板製作︑染色︑織り︑
すべてが一貫した手作業で行
われ︑それぞれに独 自の高
度な技 術が必 要で︑しかも
全 体が調 和 していなければ
なりません︒
これらどの工程
の水準が劣っても︑伝統の美
しい村 山 大 島 紬にはなり ま
せん︒
こうした技 術の伝 承はあ
まりにも難しく︑いかに統合
させながら伝えていくかはこ
れからの課題となっています︒
Traditional Craft work carried to the future
Murayama-Oshima Tsumugi
Murayama-Oshima Tsumugi (textured silk Pongee) was established in
1917.
Technicians and craftsmen were invited from Isezaki in Gunma Prefecture,
to help research and launch the weaving and production of a full-fledged

Association in 1929 and formed the Murayama Textile Trade Association
with more than 200 members. They continued to grow and forged an
influential industry.
In 1975 the industry was at its peak producing and selling around 200,000
units, worth in the region of six billion yen. Unfortunately the demand for
Murayama-Oshima Tsumugi declined over the later years as the demand
for fabric for the kimono industry fell. Nowadays the fine pongee is
produced on a much more modest scale as a craft, representing the local
culture, rather than a fully-fledged industry.

狭山の茶作りは古く︑室町時代初期

りから始まり︑茶の栽培︑荒茶製造︑仕

れもが歴 史 ある茶 園です︒茶 畑の土作

いため︑ 葉 肉が厚 くなって味に風 格が

静 岡に比べても 寒 暖 差がいっそ う 大 き

東京狭山茶

の碾茶製品︵抹茶︶に始まります︒文政

栗原園

栗原 宏二さん

生まれます ︒

機械を導入し、より時代に合わせたお茶の

上げの製茶まで︑それぞれの茶園のノウ

場を立ち上げました。仕上げ工場は最新の

年間︵一八一八〜二九︶には今日のように

造には、
１５年前よりコンピューター制御の工

今日︑製茶工場では︑コンピュータ管

化が出てくることを感じます。当園の荒茶製

ハウを 磨 き 上 げながら独 自のおいしさ

香り︑色合いの変化などを見極めるた

茶園から製造、さらには販売まで手がけ
ていると少しずつではありますが、嗜好に変

蒸して火 入れした製 茶が主 流となり︑

東 京 狭 山 茶として共 通しているのは

めには職 人の感 覚 を 必 要としま す︒そ

時代に合わせたモノ造り

理によって品 質 を 保 ちながらも︑味や

た︒箱 根ケ崎の狭 山 神 社には勝 海 舟 題

なんといっても 味の濃 さです ︒
コクのあ

こが最 後の決め手になるからこそ︑各

濃 厚 な 甘 みと香りに 包 ま れ る 、お いし い 緑 茶

を確立しています︒

字の茶場の碑もあり︑この地域一帯の茶

る濃い味は︑この地ならではの気 候 風

東京狭山茶

江戸で広く愛飲されるようになりまし

生産の歴史を物語っています︒

Made in MIZUHO

品を提供できるように日々努めています。

茶園の独自性が守られているのです︒

人 の 手 に よ る 逸 品

製造をして、お客様に満足のいく品質の製

土によるもので︑他の名 産 地 ︑宇 治や

瑞 穂 町の茶 製 造 販 売 業 者はそのど

特産品

Tokyo Sayama Tea
It was back in the Muromachi era when the making of tea began in
Sayama. At the beginning of the 19th century tea, made from
steamed and roasted tea leaves, was a popular drink in Edo.
Tea manufacturing in Mizuho town has its own long history. Tea
farming starts with soil blending, growing the tea, picking, roasting
and ‘polishing/finishing’ the tea.
The known character of Sayama tea is its strong taste. This flavor is
produced because of the unique climate conditions around this
region. Compared to Kyoto or Shizuoka, which are famous for tea,
Mizuho has a greater difference in high and low temperatures which
leaders to a stronger, more dignified, taste.
Now, all the tea leaves are processed in the computer controlled
facilities, yet the taste, aroma and the finishing full flavored
character is pulled out to the highest quality by the tea masters. And
this is also the process which keeps the tea both unique and original.
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シクラメン

顧客ニーズに応えています︒

特 徴 あるシクラメンを一軒一軒 見て回

自 然 と 、歴 史 と 、

の農家の温室を訪ねます︒

直売であることから︑それぞれの農家

る楽しみもありますし︑自分はここと

瑞穂町北西部を通っている岩蔵街道

同士で栽培技術を教え合ったり︑共同

決めて︑農家さんと親しく長くおつき

は︑今や
﹁シクラメン街道﹂
と称されるほ

でイベントに出品したりしながら︑協力

あいしていく楽しみもあります︒

ど広く知られています︒

町内にある八軒の専業農家が作ってい

し合ってシクラメンの販路拡大に取り組

高い品質の美しいシクラメンであるこ

るシクラメンの生産高は都内最大で︑そ

十一月 初 旬から十二月 下 旬までが最 盛

とをしっかり保ちながら︑農家ごとのそ

んでいます︒

期で︑とくにクリスマスの頃は町内外か

れぞれの個性を生かすことで︑多様な

の多くは直売の形で提供されています︒

ら多くのお客様がやって来て︑お目当て

Cyclamen
Iwakurakaido, which goes through the hilly area of northwest
Mizuho town, is known se Cyclamen Street. There are eight
farmers who grow these flowers and they are the biggest producers
in Tokyo, most being sold directly to the customers. Cyclamen
blooms in November and December and especially around
Christmas there many customers visiting their favorite farmer’s
greenhouses. All the farmers are good team-mates when it comes to
making the high quality Mizuho brand. For that they help each
other in their farming techniques and take part in events together.
Basically cooperating to expand the market.
We meet the customers’ various requirements by growing high
quality, beautiful cyclamen and utilizing each farmer’s originality.
Our cyclamen can be enjoyed by visiting individual famers one by
one or selecting your only one.
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瑞 穂の

シクラメン
赤 、白 、ピ ンクの 美し い 花

花を長持ちさせることが一番大切
良いシクラメンは、花が長持ちするという
こと。
お客様にシクラメンを長く楽しんでい
ただきたいと願って花を育てています。必
要なことは何よりも土作りで、有機堆肥の
バランスをちょうどよい量にすること。品質
が安定するまでに十五年くらいかかりまし
栗原園芸

栗原 吉徳さん

た。今はこのハウス独自のやり方で栽培し
ています。

