あー
いい
だっ 湯
た♡

お風 呂 好 き で す か ？
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いつでもお湯に恋してる。

お風呂っていいね！
たっぷりのお湯に揺られると、幸せな気分になるのはなぜだろう？
リラックスできて体もぬくぬく。しかもさっぱり爽やか。
大きなお風呂の気持ちよさ、忘れていませんか？
撮影／高井知哉
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取材／ JQR 編集部
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大島椿オイルシャンプー

明神湯の大島みつ子さんに聞いた

1975 年の発売以来のロングセラー
商品。きめ細かい泡立ちで汚れをき
ちんと落とし、椿油が髪の水分蒸発
を防ぎ、水分を保つ。 冬の乾燥し
た時期には静電気の発生も抑えてく
れるのがうれしい。 ¥630
問大島椿お客様相談室
7 0120-457-178

今も変わらぬ銭湯の話
聞き手／ JQR 編集部

初 め て 番 台 に 座 っ て か ら 30
年になります。初めの頃は、裸
の人と話すのはなんとなく気恥

スタイリスト／竹村真由美（商品）

が一番うれしいですね。

ルール違反の困った人たち

必。
銭湯に通うために○
家風呂で使うのも◎。
Made in Japanのお風呂グッズ
一日の疲れを癒すお風呂。だからこそ、グッズ
は心地のいいものを使いたい。華やかさはない
けれど、使えば使うほど好きになる日本生まれ
のロングセラー商品はこちら！

銭湯は季節感を大切にしてい
ます。もうすぐ冬至（12月22日）

洗い場で髪を切る人には驚き

レビがあるのは、実は気を紛ら

ました。落ちた髪が配管に詰ま

ですが、その日はどこの銭湯で

わすためでもあるんです（笑）。

るし、周りの人も困惑しきりです。

もゆず湯が楽しめるはず。いい

でも、入浴料を頂く時に顔色

また、洗面器で洗濯する人もと

香りに包まれリフレッシュ。ゆ

が悪いように感じたら、しっか

ても迷惑。せっかく銭湯に来た

っくり温まってほしいですね。

り追跡調査（笑）。お客さんの体

のに、それではくつろげないで

調管理も番台の仕事ですから。

しょうに。

そうした四季折々の行事に加
え、 一 番 盛 り 上 が る の は 毎 年

困ったお客さんの話は尽きま

10 月 10 日の銭湯の日。あちこ

をよく知っているので、頼みま

せんが、誰もがやりがちなのが、

ちの銭湯で特別なお湯やくじ引

すね、と一声かけることもあり

使わないのにシャワーを出しっ

きが用意され、中にはライブを

ます。銭湯はどこも、家のお風

放しにすること。もったいない

行うところも。この日は催しで

呂に比べ湯船の温度を高くして

ですよね。そして一番守ってほ

お客さんを楽しませてあげられ

います。なので、子どもたちは

しいルールは、体をしっかり拭

るので、私たちもうれしいです。

熱くてなかなか入れないんですね。

いてから脱衣所を歩くこと。脱

その昔は大勢の人で賑わいま

湯船を前にもじもじしている子

衣所が濡れて滑りやすくなると

した。一日の終わりに誰もが銭

がいたら、番台を下りて手伝い

本当に危険です。銭湯には子ど

湯でひと風呂浴びるって、今に

に行きます。洗面器で湯船の湯

もからお年寄りまで大勢がやっ

して思えば幸せな時代だったと

を汲み、その湯を足から胸へと

て来ます。足腰の弱いお爺さん

思います。銭湯に行けば町内の

掛け、ゆっくり子どもの体をお

やお婆さん、そして走り回って

誰かに必ず会えて、話に花が咲き、

湯の熱さに慣らします。これを

いる子どもたちも、濡れた床で

裸の付き合いができた。もうそ

何度か繰り返すうちに、お湯と

転ぶ危険がありますから。

んな時代は来ないでしょうけど、

体の温度差が縮まるので、体も

こうしたルール違反のお客さ

たまには来てくださいね。高い

湯の熱さに驚かなくなる。シャ

んには、直接声をかけて注意し

天井を見上げながら大きな湯船

ワーを浴びる程度ではダメなん

ます。言っても聞かない子の親

にゆっくり浸かるって、本当に

ですね。そんなお手伝いをした

にも。けがをしてからでは遅い

気持ちがいいですから。

お子さんが、また来てくれた時

ですからね。

2012 Ja nua r y

Quality
Review

四季を楽しめるイベント

ずかしくて。こうして番台にテ

常連さん同士はお互いのこと
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写真／高井知哉

QR

お風呂

へちまひもつき
天然のへちまを使用したバ
ススポンジ。全身を洗いな
がらマッサージができるの
で血液の循環をうながす。
先人の知恵よるスキンケア
で健康な肌に。¥420
問マーナ☎03-3829 -1111

木曽こうやまき風呂桶

牛乳石けん赤箱
1929 年の発売以来、工場ではずっと釜だき
製法。製造するのに 1 週間もかかるが、天
然のうるおい成分が含まれた保湿効果が高い
石けんに仕上がる。¥105
問牛乳石鹸 お客様相談室☎ 06-6939-2080

木曽の銘木の一つとして知られる
「木
曽こうやまき」を使用。職人の手で
一つ一つ丁寧に仕上げられた風呂桶
は、汚れにくく美しい木肌が特徴。
こうやまき独特の芳香も楽しめる。
¥4305
問よし彦 70120-50-4415

2012 J a n u a r y
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古き良き面影を残す

帝国湯

湯上がりも楽しい
銭湯の王道
その昔、銭湯はその街で最も人を集
める場所だった。従って建物の規模は
大きく、
贅をこらした造りが見て取れる。
大正 5 年に創業した東日暮里の帝国
湯もそのひとつ。瓦屋根に大きな暖簾
という、威風堂々とした面影を今に残
す銭湯だ。建物は昭和 28 年に建て替
えられたが、庭は当時のまま。母屋を
囲むようにあるため風の通りがよく、
夏でもクーラーは不要。加えて、風呂
上がりに季節の花々を愛でる楽しみを
提供している。
湯殿の天井は高く、10 メートルほ
どもありそうだ。ガラス窓から射す光

���������
������

がタイルに反射し、午後の早い時間は
解放感溢れる、清々しい空間となる。
蒸気を上へ上へと逃がすので、湯浴み
による湿気は立ち所に消えるという。
多くの人々が利用し体を洗っても、清
潔さが保たれるのは、この高い天井故
である。
湯の温度は 46℃とかなり高めに設
定。水を足してぬるくすることもでき
るが、しっかり温まり、風呂からあが
ってゆっくり涼むのがおすすめだ。

ペンキ絵は故早川利光氏によって描かれたもの。亡くなってからは一
度も描き直しはしていない。子供たちを喜ばせるため、
男湯には飛行機、
女湯にはウサギが乗ったニンジン型のロケットが描かれ、早川氏の作
風には珍しい遊び心が伺える。お正月には富士山頂部分に輪飾りが飾
られる。深めに作られた浴槽のお湯はかなり熱いので、初めは温度が
低めの薬湯から入るのがいい。

帝国湯
住 東京都荒川区東
○
日暮里3-22-3
☎ 03-3891-4637
営 月曜日
○
休 ：00～24：00
○15

脱衣所の正面にかかっているのは大きな振り子時計。周りを見ると、レトロな
体重計や女湯にはお釜ドライヤーなど、近頃とんと見なくなったものばかり。
冷蔵庫には牛乳とコーヒー牛乳、フルーツ牛乳などが並んでいる。
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お風呂上がりに美しい庭を眺めて飲む一杯は格別。夏になると
涼しい窓辺で昼寝をするお客さんもいるという。5 月のツツジ
が咲く季節には庭一面が赤く彩られるなど、季節ごとに表情を
変える庭も通う楽しみの一つ。
2012 J a n u a r y
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伝統的な建物が美しい

明神湯

昭和の典型的な銭湯の
面影を色濃く残す
昭和 32 年創業の明神湯。まるで寺
社建築のような外観は関東近郊に多く
見られる様式で、宮型とよばれる。そ
の佇まいは今も当時のままで、昭和の
雰囲気が色濃く残る貴重な銭湯だ。
浴槽や入り口に使用されている磨り
ガラスやタイルも、創業当時から使わ
れているもので、今はもう手に入らな
い。何十年という月日が経っているため、
ところどころ丸くなっているが、それ
が古いものならではの味となり、心地
よささえ感じられる。
この銭湯へ通ってくるお客さんは創
業当時からの人もいれば、近隣のマン
ションから家の風呂は窮屈だからとや
ってくる人も。客層も親子連れからお
年寄りまで幅広い。時には小さな子ど
もが近所のお年寄りから昔の遊びを
教わる姿も見られる。
風呂のお湯は約 43℃。今でも木を
割って薪を作り、それを燃やしてお湯を

見事な富士山の絵は、少なくなったペンキ絵師の一人、
丸山清人氏によるもの。ペンキ絵の下には、昔ながらの
広告看板が今もなお飾られており、レトロな風情。お湯
は左が比較的ぬるめの薬湯、右が超音波による泡風呂。

沸かしている。薪で湧かしたお湯はや
わらかく、
体が温まりやすいと好評だ。
明神湯は人のぬくもりまで感じられ
る、今では珍しい銭湯である。

脱衣所はテレビの野球や相
撲に興じる人や、マッサー
ジ機でくつろぐ人でにぎわう。
外側に面した扉はガラス戸
になっており、
庭がのぞめる。
季節の移ろいが木々から感
じられて楽しい。

明神湯
住
○東京都大田区南雪谷５－１４－７
☎ 03-3729-2526
休 5 日、15 日、25 日
○
（日曜祝日と重なった場合は翌日）
営 16：00 〜 23：30
○
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左）洗い場にはシンプルなカランとレトロなシャワーが壁沿いに。
（右）脱衣所に置かれた金魚。くつろぎの空間を演出する銭湯の
インテリアのひとつ。

2012 J a n u a r y
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見知らぬ湯船に浸かる幸せ

銭湯は美しい

屋代敏博（やしろ としひろ）
多摩美術大学で映像と演劇を学び、
卒業制作
「銭湯」
シリーズで注目を集める。2000 年、国内外でア
ーティスト・イン・レジデンスに参加し、
「回転回」
シリーズを発表。2002 年にドイツ・ケルンメデ
ィア大学の客員芸術家。
「横浜トリエンナーレ
2005」、
「Sculpture week 2006」
（ A r t Omi
International Art Center,ニューヨーク）
等に出品。

全国を巡り、消えつつある貴重な銭湯を写真に収めている屋代敏博さん。男湯と女湯を左右対称に合わせた写真で
構成する『銭湯シリーズ』は、銭湯の不思議な美しさに着目したアーティスティックな作品だ。屋代さんに銭湯の
魅力、そして「お湯と人」の温かさを聞いた。
インタビュー・文／ JQR 編集部

銭湯の魅力に気付いた時

へ行ったのです。ところがその銭湯

口や脱衣所、番台などを詳細に観察

質素です。もともとは銭湯の広告収

は、行きつけの銭湯とはまったく違

します。それから入浴し、“ 湯心地 ”

入のためにペンキ絵を描いたので、

いの本心を知る術もない。銭湯の主

それまでの間、ご主人とご飯を食べ

「上京する前は家の風呂に入ってい

ったんですね。違和感と新鮮さがな

を確かめます。そして、湯船に浸か

入浴客が多い東京の銭湯のものは必

にしたら当然警戒心が頭をもたげる

たりお風呂に入ったりして、一緒に

たので、銭湯とは全く無縁でした」

い交ぜになった、不思議な感覚を覚

ってリラックスでき、気持ちがいい

然的に豪華になったのですね」

のだろう。もちろん、撮影の申し出

銭湯を葬送しました」

えました」

と感じた銭湯だけを撮影しています。

それが、今では日本各地の銭湯を

地域によって、湯船のスタイルも

撮影は常にその場限りの行為。互

後に閉めてしまうことになっていて、

を快く引き受けてくれる主人もいる。

ペンキ絵の描き手は、今や全国に

巡り、写真に収めるようになった屋

巨大な風呂という同じ施設にも関

ある時から大型カメラを使用し、浴

違う。

「希薄になったと感じる一方で、交

数えるほどしかいない。渋い色合い

代敏博さん。代表作のひとつ『銭湯

わらず、一軒一軒違う風景に出会う。

室全体を撮るようになりました。そ

「北海道のように、寒い地域だと湯

流を持てたこともあります。全国を

のタイルは、もう製造されていない

シリーズ』は、男湯と女湯をシンメ

そのことが、とても面白いと感じた

れが『銭湯シリーズ』という作品へ

船が比較的深く作られています。こ

旅しているときには車中に泊まるこ

ものが大半だ。年を経た建物は風情

トリーにつないだもの。見た瞬間は

という。

と繫がったのです」

れは湯冷めをしないように、しっか

とも多いのですが、撮影した銭湯の

がある一方で、傷みも深刻である。

それが何か分からず戸惑いを覚える

「改めてディテールに目を向けると、

大型のカメラは重くかさばる。そ

りお湯に浸かれる深さにしてあるか

脱衣所に泊めて頂いたこともありま

私たちも、美しい銭湯をいつまで

が、無機的ながらレトロな面影が感

等間隔で並んだ蛇口や湯船の上のペ

のため移動にクルマを利用するよう

らです。反対に九州などの温暖な地

した。ある銭湯を訪ねたら、一週間

じられる、美しい写真である。

ンキ絵やタイル絵、そして男湯と女

になると、自然に全国の銭湯を巡る

域では、湯船は浅めにできています。

屋代さんが銭湯をテーマにしたき

湯が分かれていながら、高い天井で

ようになったと言う。

気温の高い場所では、銭湯に温まり

っかけは、美術大学での卒業制作だ

繫がっている。実に不思議な空間だ

にくるというよりも汗を流しにくる

ったという。

と思ったのです」

撮り始めて分かったこと
「全国の銭湯を訪れて、初めて気付

うです」

「大学に通うためにひとり暮らしを

そんな魅力を発見した屋代さんは、

も記憶に留めたいものだ。

というお客さんの方が多いからだそ
撮影を別にすると、銭湯の面白さ

始めてから、卒業制作のテーマを銭

結局卒業制作のテーマを銭湯に変

いたことも多々ありました。例えば、

湯に浸かりながら考えることを日課

更。そして、関東を中心に銭湯を巡

一般的に銭湯のステレオタイプとさ

は、その地域の人々の生活を垣間見

にしていました。ある日その銭湯に

り始めた。

れているペンキ絵やタイル絵などの

ることができることだと屋代さんは

行くと定休日で、仕方なく別の銭湯

「撮影に訪れた銭湯では、必ず入り

豪華な装飾は、東京以外だととても

言う。そこは単なる体を洗う場所で
はない。地元の人たちの生活空間の
一部であり、交流の拠点だ。断片的
な会話からでも、その町の暮らしが
聞き取れるのだ。

一期一会

『SH IMOOOYU YAMAGATA 2010』

銭湯を撮らせてもらう際には、ぜ
ひ写真に残したいという気持ちを伝
え、礼儀正しくお願いしている屋代
さん。だが、断られることも多い。
「銭湯の撮影を始めたのが 93 年。
96 年から『銭湯シリーズ』を発表し
ますが、その前年には阪神・淡路大
震災や、地下鉄サリン事件など、記
憶に残る事件が起きています。そう
した社会的な背景のせいでしょうか、
その頃から撮影が難しくなりました」

『MASAM IYOKUJYO SAITA MA 1995』
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『SUZUNOYU M IYAGI 1994』
2012 J a n u a r y
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エンタメ系癒し処。それは健康ランド、です

日本のお風呂はワンダーランド

大江戸温泉物語
東京都江東区青海 2-6-3

あい か
うえ きく
お

無休

○大人 1980 円（土日祝 2180 円）
但し 18 時以降は追加料金あり。
URL ／ http://www.ooedoonsen.jp/

3 人集まれば始まるお風呂談義。理想は旅情溢れる温泉巡りで
すが、
友だち同士で行くなら健康ランドがオススメ。バラエティ
豊かな風呂はもちろん、エンターテインメントも充実。そして
リーズナブル。ワイワイ楽しむお風呂もいいもんです。さぁ、
気の置けない仲間と楽しい裸の関係 !? 深めてみませんか？

語」
泉物
温
江戸
「大 あ 子会して
で女い た！
う
し
け○
きま えお

☎ 03-5500-1126

11:00am 〜翌 9:00am

そして温泉の虜にするの。
由香里◆東京に温泉はないの？
あかね◆もちろんあるよ。都内
でも温泉は出るんだから。だけど、
みんなで出掛ける温泉ってのは
･･････、そういえば「大江戸温
泉物語」があった！
真実◆何それ、舞台？

江戸時

代の温泉の話？

お風呂 de 女子会を決行
したのはこの３人。右
から細田由香里さん、
森田あかねさん、谷口
真実さん。3 人は三鷹
にある大学の同級生。

あかね◆ちがうちがう。いわゆ
る健康ランドなんだけど、江戸
時代の街並みを再現した大きな
温泉なの。お風呂に入って縁日
で遊んだり。大勢で行くと、と

いつでも温泉に
恋している 3 人

帰ると、必ず温泉に行くんでし

っても楽しいところ。

ょ。なんて言ったっけ、オカン

由香里◆健康ランドって、レト

とよく行く温泉。

ロなところが多いよね。卓球台

真実◆今日も寒いねー。カイロ

由香里◆ほったらかし温泉。富

やコインゲームが置いてあった

士山がきれいに見えて、最高な

りする。

んだけど、最近混んできた。

あかね◆
「大江戸温泉物語」
では、

あかね◆有名になったんだ。

みんな好きな浴衣を選んで着る

真実◆私は長野に帰ると必ず浅

の。そしてお風呂をハシゴして。

間温泉に行くの。お湯がいいの

お腹が空いたら食事も出来る。

よね。

真実◆へぇー、面白そうね。ど

由香里◆真実は彼氏としょっち

こにあるの？

ゅう温泉に行ってるものねぇ。

あかね◆お台場だよ。

別々に入ってつまらなくないの？

由香里◆お台場って、東京湾の

真実◆んー、最近は露天の内風

方でしょ。そんな所に温泉があ

呂もあるし、それがいろいろ楽

るなんて、信じられない。

しいんだよね。彼氏がはまっち

あかね◆でしょ。私も最初そう

ゃって。

思ったけど、以外と近いのよね。

由香里◆何にはまってんだか。

由香里◆それならすぐに行ける

あかね◆いいなぁ。私は東京が

もうひとつ欲しいくらい。
由香里◆今年の冬は節電って言
ってるけど、デパートやお店も
寒いのかな？
あかね◆誰が言ってるの？

そ

んなこと。
由香里◆テレビだよ。
あかね◆決めるのは政治家でし
ょ。でも、一番悪いのは東電だ
よね。100 万年安全だって言っ
てた原発があれじゃね。
真実◆節電節電と言いながら、
自分たちはぬくぬくしているん
だよねー。
由香里◆そうなんだ。あー、温
泉にでも行って、私もぬくぬく
したいなぁ。
あかね◆由香里は山梨の実家に

あいうえおかきく

♨

知っておきたい
風呂のカテゴリ

ると、毎日の汚れを流すのが銭湯

にしたのが健康ランドだ。様々な

で、これは生活の一部になってい

お風呂に加え、マッサージやエス

る。よりリラックスするできるの

テを併設し、食事も楽しめる。ゲ

じゃない。今日はバイトもないし、

様々に進化している日本のお風

がスーパー銭湯だ。サウナや薬用

ームセンターや縁日で遊べ、疲れ

呂。家風呂と温泉を別として、銭

風呂、打たせ湯、ジェットバスな

たら館内で仮眠も取れる。部屋着

地元だから、温泉に行く機会は

癒しに行こうよ。

湯、スーパー銭湯、健康ランドと

ど の 設 備 を 備 え、 入 浴 料 は 最 大

や浴衣が貸し出され、 それを着て

年に一度くらいかな。

真実◆賛成！ もうお風呂気分

３カテゴリのお風呂を気軽に楽し

1000 円くらい。週に 1 回程度通

寛ぐというスタイル。

真実◆早く彼氏見つけなさい。

は止められないもの。

めるなんて、思えば 何と贅沢な

って、体をリフレッシュするとい

ことか。

う使い方が一般的。

それぞれの特徴を簡単に紹介す

このスーパー銭湯をより大規模

健康ランドは裸で遊べる、日本
ならではのエンターテインメント
施設だ。

疲れた体を癒しに来たのですが・・・・・・。

楽しすぎて疲れを忘れる!?

好きな浴衣を選んで着替えたら、そこはもう江戸の町！ まずは、様々なスタイルのお風呂が
楽しめる湯屋へ。汗を流し疲れを癒したら、提灯の灯りが 照らす「広小路」へ繰り出そう。縁
日の賑わいを楽しんだら、食事処で一服。唯一心配なのは、遊び疲れだけという江戸の街なのだ。

湯屋

、
たり 、
っ
ゆ たり
まっ ックス
リラ

地下 1400 メートルから湧く弱
アルカリ性温泉「大江戸温泉」
を始め、絹のようになめらか
な細かい泡の粒が肌を包む「絹
の湯」など 13 種類もの温泉が
楽しめる大浴場。筋肉痛や関

足湯

節痛に効能がある弱アルカリ

きもちいい〜

性の天然温泉は温度が高いが、
温度を低くした湯船も用意さ

庭は東海道五十三次をテーマ

れているので安心。霧の湯（ミ

にした足湯が小川のように流

ストサウナ）は女湯限定風呂。

れている。歩くと敷き詰めら

こちらも女湯にしかな
い露天の桶風呂。桶を
独占してゆったり楽し
める。この他にもいろ
いろなスタイルのお風
呂が充実！

れた石が足裏を刺激して痛い
が、体がスッキリするのが不
思議。浴衣のまま楽しめるの
でカップルや家族みんなで楽し
める。岩塩浴、砂風呂、フィッ
シュセラピーなどの変わり湯も

足湯

ある。

湯屋

遊んで
食べて
大 満足

※岩塩浴、砂風呂、フィッシュセラピーは別料金

広小路

広小路
火の見やぐらを中心とした大
江戸温泉物語のメインストリ
ート。頭上に張り巡らされた
提灯のあかりが江戸情緒を演
出。食事処では寿司や、そば
から、札幌ラーメンに韓国料

敷き詰められた砂を水蒸気で温めた砂風
呂は約 43℃。体がポカポカと温まる。
15 分 ¥1570

理まで充実！

お腹を満たし

たら、吹き矢やスーパーボー
ルすくいやかたぬきなどの懐

い
懐かし
中！
夢
遊 びに

かしい遊びに興じる。帰りは
「両
国屋」でお土産を買うことも

選べる浴衣は女性 7 種類、
男性 3 種類。入り口の帳場
で受付を済ませたら、その
となりの越後屋で借りる。

忘れずに！

♨ 大江戸温泉の宿泊施設「伊勢屋」で
まったり、くつろごう！
館内で充分遊ん
で か ら、 個 室 で
ゆっくりくつろ
ぐこともできる。
少 し 休 ん だ ら、

縁日気分を楽しめるアミューズメントが盛りだ
くさん！ 手裏剣投げ（上）は鉄製の本格手裏
剣を的に当てれば商品ゲット！ 思いっきり投
げてストレス発散にも○。

江戸の町へまた
十割そばの「利休庵」
（右）や、和風甘味
の「喜の字屋」
（左）
、ちょっと贅沢する
なら「江戸寿司」
（中）へ。

繰り出そう。

