
日本人は古来から、自然を生活の中にうまく取り入れて暮らしてきました。

節電・省エネライフが本格的に検討されている今年の夏こそ、

それら智慧を思い出し、五感を研ぎ澄まして

「涼」を感じる生活をしてみませんか。

この夏、エコを取り入れる

撮影（扉）／城石裕幸　　撮影（商品・人物）／内藤サトル　取材・文／大津恭子
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ハエや蚊など害虫を打ち払うために用いられたのが由来だとされるうちわ。
さらには、病魔を打ち払う魔よけの意味もあったとされています。
扇風機やエアコンの台頭により、
日用品として用いられる機会が少なくなりましたが、
うちわの自然な風は柔らかく、やさしいものです。

うちわU C H I W A

　京うちわ、房州うちわに並び、
日本 3 大うちわのひとつが丸亀う
ちわです。四国の金毘羅参りのお
土産として朱赤に丸金印の渋うち
わが考案されました。また、江戸
時代中期に、丸亀版藩士の内職と
して奨励されたことが、この地に
うちわ作りを定着させたようです。
もともとは丸柄（持ち手が竹その
ままで丸い）でしたが、明治 15 年

（1882 年）に平柄のうちわ（竹を
割って平らに削った持ち手）が作
られました。現在では丸亀うちわ
といえば、平柄うちわを指すのが
一般的です。
　日本全国にうちわの産地があり
ますが、生産量では丸亀が群を抜
いて一位。全国の 90％が丸亀産で
す。

丸亀うちわ

￥1500

土佐和紙を貼った短長
うちわ。小判型

丸亀うちわの代表格、
渋うちわ。漁網が間に
入っていて破れにくく、
柿渋を塗ってあるので
防虫効果がある。金毘
羅宮参りの土産「金」の
文字入りはいまでも人
気がある。
￥500

創作うちわ
￥1000

浴衣の布地を
貼った小万月
白柄
￥300

小万月（こまんげつ）
藍染布貼
￥1200

■うちわの港ミュージアム
香川県丸亀市港町 307-15
電話：0877-24-7055
FAX：0877-43-6966
http://www16.ocn.ne.jp/
~polca/polca_1.html
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１．割竹（わりだけ）。1
本の竹を 60 〜 64 等分に
割る。使用しているのは古
い剃刀。２．宇山さんが使
用している道具の数々。断
裁の台は手作りだ。３．下
窓作りのために竹をしなら
せながら開いていく。４．
10 本の指をすべて同時に
動かしながら、作業を続け
る。５．断裁を終えたら縁
をつける。

12 13

　安房国（あわのくに／現在の千葉県
南房総）は江戸時代、良質な竹の産地
で、江戸（現在の東京）のうちわ職人
に竹を送り出していました。しかし、
大正 12 年（1923 年）の関東大震災
で日本橋界隈のうちわ問屋の大半が大
火に見舞われたため、江戸から職工を
呼び入れたこの地が、その後房州うち
わの産地となりました。また、ここは
漁師町。漁に出かけた男たちを待つ間、
女性たちの手内職として技術が受け継
がれてきたそうです。1000 人ほどい
たうちわ職人も、今では数人になって
しまいました。
　丸柄が特徴の房州うちわは、丸みの
ある柄と、48 〜 64 等分に割いた竹
骨を糸で結んで作られる半円の美しい
窓が魅力です。

房州うちわ

干支柄は人気が高く、
装飾にも最適。
￥800 〜

女竹（めだけ）を使った
うちわ。満月
￥2600 〜

黒竹（くろちく）のうち
わは貴重。満月
￥4000 〜

￥8000 〜

根竹（ねだけ／竹の根の部分）を
使用したうちわ。横に平たい形は

「大和型」（やまとがた）という。

＊価格は参考まで。販売店によって異なります。

■うやま工房
千葉県南房総市本織 2040
電話：0470-36-2130

〜うちわ作りの現場を訪ねて〜
うやま工房の宇山正男さんは、
竹の伐採から仕上げまで
21ある工程のすべてを

一人でこなせる唯一の職人さん。
まさに安房国（あわのくに）の匠です。
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ちりんちりん…
どこからともなく聞こえてくる風鈴の音は夏の風物詩。
清涼感ある音が心まで澄み渡らせてくれます。
風を音に変え、その風情を楽しむ――それはまさに
日本人の感性が成す楽しみ方です。

●南部鉄風鈴の音は、http://jqrmag.com/
の WEB バージョンで聴くことができます。

南部鉄風鈴

　鉄瓶やすき焼き鍋で知られる南部鉄
器には、900 年以上もの長い歴史が
あります。なかでも昭和 30 年代後半

（1962 年前後）に爆発的ヒット商品
となったのが、風鈴です。最盛期には
約 400 万個が生産されていたといい
ます。
　定番の灯籠型のほか、軒先のない現
代の家にも合うデザインが生産される
ようになりましたが、魂に染み入るよ
うな音は、今も昔も変わりません。

南部鉄風鈴

￥2625
灯籠風鈴 渓流丸

￥2625
灯籠風鈴 角千鳥

■及源鋳造
岩手県奥州市水沢区羽田町堀ノ内 45
電話：0197-24-2411
FAX：0197-25-3619
http://www.oigen.co.jp/

風鈴 F U R I N
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１．２代目・篠原儀治さん。
江戸川区無形文化財保持
者、東京都名誉都民でもあ
る。2．1320 ℃ に 熱 せ ら
れたガラスを巻き取り、口
玉（くちだま）を作る。3．
再度ガラスを巻き取って少
し膨らまし、あとで糸を通
す穴を開けてから一気に膨
らます。この方法を宙吹き

（ちゅうぶき）という。4．
冷めて触れるようになった
ら口玉の部分を切り落と
す。音に個性が生まれるよ
う、鳴り口の部分はギザギ
ザのまま。5．絵を描く。
ガラスの内側から絵を描く
のが江戸風鈴の特徴のひと
つだ。

16

　江戸中期（1700 年〜）、長崎ビー
ドロ師が江戸でビードロを実演したの
がきっかけとなり、江戸にガラス風鈴
が伝わりました。江戸末期（1800 年〜）
には、天秤に多くの風鈴をぶら下げた
売り子たちが江戸八百八町を売り歩い
ていましたが、売り声をあげる者など
いなかったそうです。それでも客足が
途切れなかったのは、そう、涼やかな
風鈴の音が売り子の場所を知らせたか
らです。そんな夏の風物詩もいつしか
姿を消しました。
　人がガラスを吹いて膨らませる江戸
風鈴は、ひとつとして同じ形には仕上
がりません。膨らみ方や切り口、重さ
などの違いで響きに差が出ます。
　金魚、朝顔など昔ながらの絵柄は長
年の売れ筋ですが、今年は東京スカイ
ツリーの絵も人気があるそう。購入す
る際は、絵柄だけでなく、音の好みも
確かめましょう。

江戸風鈴

〜風鈴作りの現場を訪ねて〜
「江戸風鈴」の名付け親・篠原風鈴本舗を

訪れました。
ひとつひとつ職人さんの手によって

風鈴が作られています。

2011 August

●江戸風鈴の音は、http://jqrmag.com/ の
WEB バージョンで聴くことができます。
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江戸風鈴

￥2835

現代の風鈴よりも縦長なので、
やわらかい音がする。

しんすい

￥1470

戦前の風鈴は赤色で、
気の利いたシャレを描
くのが一般的だった。
本作品も宝船の反対側
には松の絵が描かれて
おり、「宝を待つ」とい
う意味が込められている。
　小丸（こまる）

￥5250

300 年前に作られて
いた風鈴の復刻版。
細長いひょうたん型
をしている。

うたまろ

■篠原風鈴本舗
東京都江戸川区南篠崎町 4-22-5
電話：03-3670-2512
FAX：03-3677-2552
http://www.edofurin.com/
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打ち水

　打ち水をすると、なぜ涼しくな
るのでしょう。それは、水が蒸発
するときに周囲から熱を奪う「気
化熱」の作用を利用しているから
です
　今年の夏、日本では電力不足が
懸念されていますが、2003 年に
も同様の危惧がありました。都心
のヒートアイランド現象の対策が
講じられていた時期でもあります。
このとき打ち水効果に着目し「打
ち水で都心の気温を下げよう！」
という社会実験を試みたイベント
がありました。「大江戸打ち水大
作戦」です。東京 23 区推定 34
万人が参加した結果、約 1℃の気
温低下が確認され大成功。今では
フランスをはじめ海外にも活動の
輪を広げ、着実に認知されつつあ
ります。2010 年の参加者は全国
で推定 795 万人にも及びました。
「一人でやってもいいのですが、
時間を決めてみんなで行えば効果
も望まれますし、コミュニケーシ
ョンも取れるのでおすすめです」（打
ち水大作戦本部・松村みどりさん）
　水を打つ――この昔ながらの粋
な行ないが、現代の深刻な状況を
いっときでも回避してくれる有効
な手だてになります。

これが大鉄則。雨水や残り湯、エアコンの室外機の水などの二次利用水を使おう。

その他、気をつけたいことは打ち水大作戦本部のホームページに詳細がありますので、ご確認ください。■打ち水大作戦本部　http://uchimizu.jp/

１つ．水道水を使わない

１．浅草で行なわれた打ち水には、各国大使館の大使や奥様たちが浴衣姿で参加。２．３．
2005 年と 2006 年にはフランス・パリの市庁舎前でデモンストレーション。多くの
パリ市民や観光客に大反響を呼んだ。４．巣鴨にて。浴衣姿の女性が華やかに大胆に
打ち水。５．秋葉原の近く、神田明神でメイド服姿の女性もイベントに参加。（写真
はすべて打ち水大作戦本部提供）

都会ではあまり見かけなくなった打ち水の風景。
300 年以上も昔の江戸庶民は、すでに打ち水が涼を呼ぶという知恵を持ち、実践していました。
玄関先やベランダに水を撒いて風を通せば、涼やかな風を室内に取り込むことも可能です。

打ち水の鉄則
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