に声が届かない 」
…という
落胆は大きかったという。
それでも地道な活動を
続ける中、伊東さんは２
００７年に出展した大田
区のイベントで他業種の
職人たちと出会った。
「ど
れだけ技術力を高めても
利益にはつながらない」
、
「技術の価値は社会で認
められにくい」など、ど
の職人たちも共通の悩み
や課題を抱えていた。
もっと一般社会で、また
地域社会で、職人が培っ
てきた伝統工芸技術の文
化的価値を認められた
い。自分たちの手仕事の
良さを社会に伝え、技術
を次世代につなげたい。
大田区の職人を取り巻く
環境を変えなければなら
ない。伊東さんを中心に
そんな思いを持つ職人た
ちが集い、２０１２年６
月に大田区伝統工芸発展
の会が発足した。

に愛着をもち、大切にす
る心を伝えていければと
思います」
。
職人の手仕事が認められ
る社会は、モノや文化を
大切にする社会ともいえ
る。職人たちの声を受け
止め、地域に存在する文
化の価値を改めて見直し
たい。

和竿
︵わさお︶
※
日本独自の製法で作られた釣り
竿で︑
主な材料は竹︒
江戸和竿︑
横
浜竿などが有名である︒

http://otatradition.wix.com/craft/

oﬃce@oomori-cafe.com

※お寄せいただいた皆様の個人情報は企画者で厳重に管理し、当選のご連絡、
また
事前に許可を得た方に限りキャンペーン等のご連絡に使用させていただきます。

〒143-0023 大田区山王3-27-6

省）は１９９８年に学習
指導要領を改訂し、２０
０２年度より中学校にお
け る邦楽教育を義務化し
た。伊東さんにとっては
千載一遇のチャンスだっ
ただけに、
「これだけ時流
に合っていても、地域社会

当選ハガキの発送をもってかえさせていただきます。

大田区南蒲田3-15-7
03-3742-1884
hitoshi@mg.point.ne.jp
（事務局長：吉澤均）

◎ 応募方法 ◎ 葉書、
FAXまたはEメールで、
住所・氏名・年代
（例：40代）
・職業・電話番号・本紙を入手したところ・広告/記事へのご意見、
ご感想
・号数とご希望のプレゼント名を明記してお送りください。

どうか？師匠と三味線は
こちらで用意する』など
提案し、掛け合ってきま
したが手ごたえはさっぱ
りです」
。
活動を始めてまもない
頃、文部省（現文部科学

大田区伝統工芸発展の会 会員の皆さん

カニ 2 肩 1 セット
5名様 にプレゼント！

すのは事務局長で和竿職
人の吉澤均さん。
「職人はそれぞれの使用
状況やニーズに合ったも
のを丹精込めて作り、修
理にも対応します。自分
に合った良質な一品を、
手入れや修繕を施しなが
ら長く使うことは、モッ
タイナイ精神をもつ日本
人の性質に適しているの
です。工場で大量生産さ
れた製品のような値段に
はできませんが、自分た
ちの仕事を通じて、モノ

１２/１３ （土） ・１４ （日） イベント会場にて

文化の価値が
認められる社会を

制度創設に向け、まずは
団体の認知度を高める必
要がある。そう考えた伊
東さん達は他のメンバー
と力を合わせ、様々なイ
ベントに出展している。
「国際都市おおたフェス
ティバルin羽田」や「お
おた商い観光展」など、
国内外に注目されるイベ
ントも多い。氷に美しい
彫刻を施す技術の見学、
楽器や着物、家具といっ
た職人の作品や音に触れ
ることができるため、親子
連れにも大好評だという。
「イベントは手仕事の良
さを、消費者に体感して
もらえる貴重な場。個人
では参加できない規模の
イベントに呼ばれること
も増え、団体としての力
の強さを感じます」と話

山王ココ商店街 ウィンターセール

地域の
伝統工芸に光を

ているが、大田区には制
度そのものが存在しない。
伊東さんは「まずは大田
区に伝統工芸士というカ
タチで職人の存在、希少
価値を認めてもらうこと
が第一歩だと考えていま
す。我々の価値を地域で
認めてもらえるなら、私
たち職人は大田区の町工
場同様、地域の独自色や、
観光資源にもなりうるは
ずです」と語る。

ご応募いただいた方の中から
抽選で、ステキなプレゼントをお贈りします。

「NPO区民活動フォーラム」に出展します
2015年1月24日（土）、25日（日）
主催：大田区 場所：大田区消費者生活センター
＊ 詳細はお問い合わせください
実演展示をしながら横浜竿を解説

大田区伝統工芸発展の会

04
伊東さんの考えに賛同し
集まったのは、 業種
名の職人とサポーター。
※
和太鼓、畳製作、和竿、
友禅染、氷彫刻など様々
な技術をもつ職人が所属
しており、大田区におけ
る伝統工芸の幅広さを物
語る。
職人をとりまく環境改善
の基盤として、同団体が
目標に掲げたのが、大田
区の「伝統工芸士」認証
制度の創設だ。伝統工芸
士とは、国や各都道府県
が地域において、高度で
卓 越 し た 伝 統 的 技 術 技･
法を有する伝統工芸職人
に付与する称号。都内で
は葛飾区などで実施され
【訂正】前号(40号）掲載の内容に変更がありました。
「まごめ共同保育所 秋のバザーまつり」
日時：11月9日(日) 一日開催。10:00~16:00
場所：立正中学校・高等学校(西馬込1-5-1）雨天決行
問合：まごめ共同保育所 TEL:03-3771-1969 (澤橋）

DATA
大田区伝統工芸発展の会

※賞品は 12/13
（土）
、
14
（日）
、
山王ココ商店街ウィンターセールイベント会場にて
当選ハガキと引き換えとなります。
( 期間後は無効）
＊イメージ
※発送ではありませんのでご注意ください。
詳細は当選
ハガキにてお知らせします。 2014 年 11 月 30 日当日消印有効。当選者の発表は、

提供 ： 新柳会商店街振興組合

20

日時●11月25日(火) 19時〜21時
場所●入新井集会室(Luz大森4階)小集会室
参加費●ワンドリンク＆おつまみ付き 会員1,000円
一般1,500円
申込・問合●NPO法人大森まちづくりカフェ

46

「大田区伝統工芸発展の会」 メンバーであり海で
使われる竿の代名詞として有名な 「横浜竿」 の作
り手、 吉澤均さんを招き、 地域に残すべき伝統工
芸としてのモノづくりや和竿についてのお話を聞く。

11

イベントで三味線の魅力や伝統を紹介する伊東代表（写真提供：大田区伝統工芸発展の会）

え続けている。
「人間国宝の御用達店と
いうより、職人と奏者が
一心同体でここまできた、
という感じです。職人と
して誇らしいことです」
立ち上がった
と微笑む伊東さん。
大田区の職人たち
そんな一流の職人であ
る伊東さんだが、長年抱
える悩みがある。これま
で三味線文化の普及・継
承を目的とした啓蒙活動
を地域で続けてきたが、
思い描くような反応や手
ごたえを得られないこと。
「約 年にわたり、地元
の教育機関に『三味線を
教育に取り入れてみては

11/25

第57回まちカフェ夜学

三味線職人の伊東孝夫
さんは大田区山王で 年
にわたり、三味線の製造
販･売 を 手 が け て い る。
長唄三味線の人間国宝・
き ね や み た ろ う
杵屋巳太郎氏の御用達で
あるほか、国立劇場への
出入りを許される地位を
確 立。そ の 技 術 の 高 さ
で、日本の伝統音楽を支

横浜竿って何だろう！
！

2
10

今、大田区の伝統工芸が活気づいている。職人たち
が力を合わせて「大田区伝統工芸発展の会」を立ち上
げ、その技術や手仕事の素晴らしさを伝えようと活動
を展開中。団体発足の背景にあるのは
「もっと地域で、
伝統工芸の価値を認めてほしい」という職人たちの声
だった。同団体の代表・伊東孝夫さん、事務局長の
吉澤均さんに取材した。
（取材・文＝武藤花奈）

