ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ
地域社会貢献事業

新栄・老松・千早支部プラスワン事業

なぜ尾張は､からくり人形か
〜江戸・歌舞伎、上方・文楽に対し〜
日時／平成28年12月６日㈫ 18：00〜

会場／中日ビル５F 中日パレス

今に活きるからくり人形

名古屋大学名誉教授の末松良一氏は、からくり人形の世

界を知る人物として右に出る人はいない。素敵な笑顔とソ
フトな語りに引き込まれ、現代から江戸へのタイムスリッ
プが心地よい。
あっという間に人形がお社に変身するからくりの折畳み
技術が、人工衛星 ETS-V111に活かされ、乱杭渡り人形は
二足歩行ロボット、自在に首が動くからくり人形は象の鼻
ロボット・医療分野の大腸内視鏡・腹腔内手術ロボットを
生み出した。
講師が提唱する「からくり改善」は、３つの要素がある。
①楽しさ・面白さ
想像性に富んだ楽しい作業環境をつくる。
②低価格・シンプル
ゼンマイ、重力、カム、レバーなどを利用した単純な機構
③高信頼性
確実な作業で不良品を出さない

講師

末松 良一氏

演者 九代 玉屋 庄兵衛氏

町人文化の「竹田からくり芝居｣

天下太平の江戸時代。人々を楽しませた「からく

り人形芝居」は一世を風靡した。
「からくり人形」を大衆化させたのは、寛文２年
（1662年）道頓堀で「竹田からくり芝居」を旗揚げし
た徳島県・阿波の国出身の初代竹田近江清房の功績
が大きい。
彼は子どもの砂遊びをみて砂時計を考案。江戸で
時計師となる。その後、京都でからくり人形をつくり
宮中に献上。宝永２年（1703年）人形浄瑠璃・竹本座
の座元となり、近松門左衛門とくみ全盛期をつくった。
「竹田からくり」は、高度成長時代の元禄文化・明
るい町人文化を百年に渡って華咲かせ、大阪の人形
浄瑠璃・文楽、江戸東京の歌舞伎、尾張名古屋の山
車からくり祭りへと興隆させた。
江戸時代中期、幕府権力の再興に努めた８代将軍
徳川吉宗は、増税と質素倹約による幕政改革（享保
の改革）を実行して「中興の租」と呼ばれた。とこ
ろが財政は立て直したものの、祭りや芝居は縮小・
廃止され、
「明るい町人文化」は江戸から消えた。

映像と語りで、現代と江戸をタイムスリップ― 末松講師

向って右より末松氏、織田正太氏（伝統文化ボランティア）、玉屋庄兵衛氏
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第2パート】からくり人形の実演

第1パート】講演会
講師／名古屋大学名誉教授 九代 玉屋 庄兵衛 後援会会長

末松 良一氏

演題／｢愛知ものづくりの源流

演者／尾陽木偶師・｢現代の名工」受賞者

からくり人形」等

九代

玉屋 庄兵衛 氏

技術脈々「からくり街道」−日本経済新聞平成16年２月26日、
｢ノーベル街道」−中日新聞平成27年10月７日
（右）
資料提供 末松 良一氏

茶運び人形

弓曳童子

名古屋東照宮祭の「山車からくり｣

日本中が質素倹約で息苦しさを感じていたころ、尾張

徳川家７代藩主徳川宗春が人々の心を解放する。名古屋
べっこう

に入府した宗春は、華麗な鼈甲製の唐人笠と足袋・衣装
（内側は赤）・馬まで黒尽くしで揃え喝采を浴びる。城下
では幕府の法令を順守しながら、名古屋東照宮祭や１ヶ
月半に及ぶ盆踊り等の祭りを奨励し、女性と子どもが夜
でも町を歩けるように提灯を置くなど、メリハリのある
政策で庶民と商人たちを喜ばせた。
名古屋東照宮の山車からくりは、創建（元和５年（1619
年）
）当初は一台であったが、宗春の時代（宝永４年（1707
年））には、町衆が競い合い９台の山車が作られた。
飛騨・木曽の良質な木材、木曾川・長良川・揖斐川の
肥沃な土壌、上方と江戸を結ぶ陸運と熱田の港、尾張名
古屋は東西南北から物資と職人・商人が集まり、商いで
成功する武家も生まれ、宗春の施政と呼応するように飛
躍的に発展を遂げた。
今で言う「愛知ものづくり」の源流は、ここから始ま
った。現在、全国にある山車からくりの８割は中部地方
に集中している。

からくり街道とノーベル街道

不思議な「山車からくり」は、尾張名古屋の人々を驚か

せ、楽しませ、喝采を浴びる。それを見た近在の町々は、
より想像性に富んだからくりを渇望する。
愛知万博前年の平成16年（2004年）の日本経済新聞に
は、石川県と愛知県を結ぶ「からくり街道」と主要製造
事業所の地図が掲載された。その街道沿いには日本を代
表する工作機械、電気・電子部品、航空宇宙関連の企業
が集中している。さらに平成27年（2015年）の中日新聞
の特集記事「ノーベル街道」国道41号脚光

〜富山−神

岡−名古屋受賞続く〜 〝13名の日本人受賞者のゆかりの
地をつなぐ〟を比較すると興味深い。

末松良一氏は、学生たちと
作ったからくりの原理を応用
した、荷物の重さで移動する
ミニチュアの自走運搬装置を
披露した。これがアイシン
AWの工場で導入され、省エ
ネ・低価格・メンテナンスの
簡易さなどで大活躍している。

開会あいさつ 山口 忍氏

司会

岡田 光弘氏

NAKA 平成29年新春号
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ
女性部会

秋の教養講座

映像と音響の最新システムの体験と
舞台裏見学
日時／平成28年10月４日㈫ 11：30〜 会場／シンフォニー豊田ビル

経営研究会

第２回事業

中法人会

日時／平成28年10月28日㈮ 18：00〜20：30

シンフォニー豊田ビル

ミッドランド
スクエアシネマ

現地集合のもと、中村区名駅に新オープンしたシ
ンフォニー豊田ビルの中にある、三井ガーデンホテ
ル名古屋プレミア18階にて、おいしいランチ会を行

大須演芸場
二階席

いました。
18階の名古屋が一望できるすてきなレストランで
した。食事もビュッフェ形式で、メイン料理だけ別
注でするシステムで、お昼とはいえ、リッチな気分
を味わうことが出来ました。
このビルの中にあるミッドランドスクエアシネマ
の見学もすることが出来ました。
特別に映画館に入れさせて頂き、プレミアムシー
トで３D システムを体験させて頂きました。上映作
品、映像、音響がすべてプレミアムで、夢の世界で
した。今回は特別に、最新システムの舞台裏まで見
学させて頂き、日本の最先端の技術に感動いたしま
した。
個人では体験できない機会を与えて頂き、今回の
企画を担当された研修委員の皆様に、改めて感謝い
たします。
Report ／広報担当 舟橋 幸江
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傘とコートを手に演芸場へ―受付

エンタの祭典2016

会場／大須演芸場

【税務研修】名古屋中税務署法人課税第一部門統括官 荒井 威彦氏
【総合司会】女流講談師 旭堂 鱗林さん
【演
目】漫才 チーム岩野、漫才 茂山くんと佐々木くん
幇間 櫻川 直太朗
楽しいライブ
ハーサン＆あみ with チャーリー川村
ものまねショー トニーヒロタ

税務研修 講師 荒井 威彦氏

タップリと味わう寄席の雰囲気
季節の移り変わりは早く、時は駆け足で過ぎていく。夕刻
から降り出した雨は、秋雨とは名ばかりで肌寒い。
アーケードの先に大須演芸場が見え、赤く灯る提灯が暖か
く招いている。
足早に駆け込むと、経営研究会で馴染みの顔が「今晩は！
足元の悪いところありがとうございます。事前予約の皆様で
満席ですので、予定外のお連れの方がいらっしゃると大変で
すが歓迎します」と笑顔で迎えてくれた。
演芸場は、緞帳と客席に左右に掲げられた提灯が真新しく、
うらぶれた以前の面影はどこにもない。
定刻、出囃子にあわせて旭堂鱗林さんが登場した。
「嬉しいーっ！ こんな満席。毎日来てちょーだい。税務署
の署長さんはどこですか？ あっ！二階席」
。
威勢の良い掛け声が寄席の雰囲気を盛り上げる。
マイナンバー制度などの税務研修後、最初の演目は「漫才
漫才 チーム岩野

漫才 茂山くんと佐々木くん

チーム岩野（前青年部会長

岩野 司氏）
」であったが、小道

具の準備に手間取り、客席では弁当を食べ始める人もいる。岩
野氏は「寄席は弁当を食べながら楽しむものです」といいな
がら、人気急上昇のピコ太郎のものまねを始めた。
“Pen-Pineapple-Apple-Pen”
「うちの孫のほうが上手だよ」客のはやしにめげずに “ アッ
ポーペン ”。懸命に演じて大爆笑の渦。

講談師の旭堂 麟林さんと
開会あいさつの大原 良生氏(右）

テレビでは見ることのできない幇間の櫻川直太朗氏の艶噺
に思わず顔が緩む。釣りに出掛けた男の獲物は、竿先を操り
損ね股間に針…。
取り（寄席で最後の演者）はトニーヒロタのものまねショー。

幇間

櫻川 直太朗氏

イケメンながら巧みな演技で客席は大受け、定刻を大幅に過
ぎてしまった。
NAKA 平成29年新春号
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ
地域社会貢献事業

松原支部

地域社会貢献事業

交通安全講習会

大須支部

〜講話・ビデオ上映〜

日時／平成28年11月8日㈫ 11：00〜 会場／花春生花地方卸売市場
講師／中警察署 交通課長

日時／平成28年10月15日㈯〜16日㈰

場所／大須商店街

大須 ラクダ行列再び
190年前に、アラビア産のヒトコブラクダ2頭を
載せたオランダ船が長崎に到着し、大阪や江戸の
興業で注目されました。道中立ち寄った名古屋（尾
張藩）の大須観音の門前にはのぼりや提灯、看板
を出した見世物小屋が設けられ、入場券は当時の
見世物の三倍近い値が付きましたが、飛ぶように
売れたそうです。
雌雄2頭のラクダは仲良しで夫婦円満の御利益
があり、その毛は病気よけのお守りになるとか、珍

花春生花地方卸売市場

しい動物を一目見ようと大勢の人がつめかけたよ
うです。
190年ぶりの行列は、見物人で大変な混雑です。
異国人に扮した人に曳かれるラクダ、大きなド
ラ、チンドン屋、ロボットの巨人が練り歩きます。

松原学区餅つき大会
日時／平成28年12月3日㈯ 12：00〜

会場／松原小学校

松原小学校 運動場
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運動場

第39回

大須大道町人祭
タイムスリップ大須
「法人会グッズを、こんなに早くから受け取って戴けるとは
ありがたいですね。この勢いでは午後のプレゼントがなくな
って、早めに店じまいということになりそうです」
。
万松寺通の交差点近くのコーヒー店前の法人会 PR ブース
は、昨年以上に多くの家族連れが訪れて、大須支部の役員た
ちと応援の名古屋中税務署の皆さんは、税務の相談をする人
も多く大忙しです。
昨年から増えたパート収入・住民税、それにパート収入の
限度額、なかでも多かった質問は相続税でした。
広報誌の取材で、顔なじみのコーヒー店の松下和義さんに
「懐かしい人が来てるから、コーヒーを飲んでって」と誘われ
ました。その方は、以前お店の前に住んでいた元東海中学校
教師の岩堀正さんでした。
最近話題の林修さんはこの人の教え子だよと紹介され、昔
話に花が咲きます。
「本好きの子はいますが、図書館で読んだ本の感想をノート
に書いていたのは彼だけですね。それにジブリの映画プロデ
ューサーの鈴木俊夫くんも教え子です。
それより、明治から創業されている松屋さんに、大須の昔
話を取材してみるといいよ。ところで、190年ぶりのラクダは、
衣装も再現して歩くみたいで楽しみだね。何時頃この前を通
るの？」

法人会PRブース

「うちの前は、歩かないらしいよ」と松下さん。
二人の話を聞いていたいところだが、急いで行列を探しに
店をでました。

松下 和義さん(松屋コーヒー本店)と岩堀 正さん(左）
NAKA 平成29年新春号
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ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ
地域社会貢献事業

錦三丁目支部

不思議は、おもしろい。

宇宙の神秘と科学のおもしろさ、楽しさを学ぼう
福祉施設の児童を科学館・プラネタリウム招待

日時／平成28年11月12日㈯ 11：00〜 会場／名古屋市科学館

昼間でも金星が見える天文館

竜巻ラボ

名古屋市科学館
「お礼状」左から金城六華園、駒方寮、名古屋若松寮

天の川銀河の小さな地球
平成23年9月から始まった「科学館・プラネタリウム招待」
は今回で第6回を迎え、招待した児童数は累計で635名となった。
子どもたちからは、たくさんの手紙と手作りのアルバムが
法人会事務局に寄せられ、初めて広大な宇宙と星座の物語り
の世界を知って、驚き興味を持った素直な気持ちを伝えてく

昼間の金星と南極の氷
明けの明星「金星」の動きから2日後に見られるという68
年に一度のスーパームーン（11月14日）の話題。
天の川銀河にある自分たちの地球と広大な宇宙との比較。
ロマンに満ちた星座の物語りを鑑賞していた。
その後、天文館で昼間でも金星が見られるという望遠鏡を
のぞいたり、マイナス30度の極寒ラボで南極の氷に触れたり

れている。
★天の川の両岸にある彦星と織姫星を見つめる女の子

して楽しんでいた。

★流星群が降り注ぎ、両手をかざす男の子
★うすい天の川銀河の中の小さな地球と無数の銀河団
不思議な科学と果てしない宇宙に驚きながら、何かを感じ
取ろうとする素直な子どもたちの姿に、明るい未来を感じた。

若者よ！ 憧れとロマンを持て
高校生による科学の祭典
期間／例年秋開催予定
会場／名古屋市科学館

日ごろ活動成果を発表する機会の少ない高校の理科系部活
動に発表の場を提供し、学校における科学教育を支援する目
的で、年に1回名古屋市科学館で開催。
平成25年（2013）3月に就任した益川敏英名誉館長は、高
校生たちの発表と作品を前にして、
「若い人たちの好奇心。科
「高校生による科学の祭典」
（平成25年10月27日）
講評／名誉館長 益川 敏英氏 平成20年（2008）ノーベル物理学賞
写真提供／名古屋市科学館
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学への憧れとロマン。そして、ひるむことのない探求心の大
切さ」を述べ、優秀作品を講評した。

中法人会

会員サロン

はじめまして

S

A

L

O

N

新しいお仲間です
支部名

会 社 名

代表者名

住

※平成29年１月５日までの入会分（敬称略）

所

営業種別

御園

㈱サンユニフォーム

長谷川

雅

晴 中区錦１‑13‑11

制服・ユニフォーム販売

御園

㈱オールシステム

新

本

倫

央 中区錦2‑19‑19 広小路センタープレイス7F IT・Webコンサル

栄東

㈱岐阜稲口ゴルフ倶楽部

加

藤

正

廸

関市稲口字砥取洞1189

ゴルフ場

栄東

㈱メドイット

山

本

真

也

知多郡東浦町大字生路字門田101

医療福祉

栄東

㈱エーオーエム

長

村

栄東

㈱Around

辰

見

明

信

東区砂田橋1‑1‑1 ジョイフル砂田橋CASA EST501 飲食

栄東

㈲エース

小

川

裕

也

守山区苗代1‑12‑18

千種区末盛通2‑29‑22 ファインアート川口 建築デザイン事業プロデュース

泰 中川区荒子5‑162 アクティブ奥真A号

栄東

㈲デザインクラブEMW

中

田

朝

之

栄東

税理士法人 久屋南税務会計事務所

子

安

克

典 中区栄5‑1‑32

新栄

㈱アドラインプラス

小

野

裕

次 中区新栄2‑8‑1

老松

㈲アスリンク

佐

藤

正

明 中区栄5‑19‑4

老松

柴田美装㈱

柴

田

泰

正 中区栄5‑26‑36

大須

中央木材市売㈱

友

松

大須

(同)大須メディアクォータ

近

藤

伎

郎 中区大須4‑2‑12

松原

税理士法人HOTAX

保

田

秀

己 中区松原2‑22‑15‑4F

アミューズメント機器のレンタル
通信業・福祉業

久屋ワイエスビル2F

税理士事務所
広告デザイン
広告制作業
車販売、鈑金塗装、レンタカー、コーティング

G5栄Ⅱビル7F

木材卸業

功 中区大須4‑14‑26
矢場町ハイツ404

広告制作
税理士業

会 員 募 集

新たな出会いと本音で語り合う仲間を見つけましょう。

研修事業＝税法、e-Tax、講演、新入社員、やさしい法人税セミナー
地域貢献＝みんな笑顔で元気にあいさつ、
クラウン派遣、
ミニサッカー大会、名古屋ニコニコランド、暮らしの中の税金展
保障制度＝大型保障、ビジネスガード、がん保険、取引信用保険、人間ドック
交流事業＝経営研究会、青年部会、女性部会、支部
情報発信＝税法改正の要望・提言、広報誌配布、税務参考図書
公益社団法人

名古屋中法人会

〒460−0008 名古屋市中区栄4−3−26 昭和ビル3F phone 052‑242‑9427

fax 052‑242‑9429

アフラック愛知総合支社

〒451‑6029 愛知県名古屋市西区牛島町6‑1 名古屋ルーセントタワー29階

法人会フリーダイヤル

AF法推-2016-0054-1701026 8月4日
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★

人 の 技

シリー ズ

職

奥村 峰造 氏

染み抜きと音楽は似ている

衣料ドクター

クリーニング師・労働大臣検定
一級染色技能士・職業訓練指導員

■オートクチュールドライ千種

古出来町本店

住
所 461-0049 名古屋市東区古出来2-7-12
phone 052-711-3059 fax 052-712-1880
営業時間 午前９時〜午後６時
土曜：午後12時〜午後５時
定 休 日 日曜、祝祭日、第２・第３・第５土曜

■オートクチュールドライ千種

千種店

住

所 464-0075 名古屋市千種区内山３-13-12
（シャンボール千種１F）
phone ＆ fax 052-732-5666
営業時間 午前10時〜午後６時
土曜：午後12時〜午後５時
定 休 日 日曜、祝祭日、第２・第３・第５土曜
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オートクチュールドライ千種

古出来町本店

継ぐというよりお袋を助けたい気持ち

いか」と聞かれたので「行きたい」と伝え11月に家に戻り

――ご創業についてお聞かせください。

ですから勉強は大変でしたが、幸いにも合格し、４年間経

父が「千種屋」という屋号で昭和元年に創業しました。

試験勉強を始めました。時間もありませんし実業高校卒業
済学部ならぬ音楽とヨットを楽しんできました。

「千も種を蒔けば、ひとつふたつは芽をふくだろう」との

大学を出て楽器メーカーに就職しましたが、仕事の成績

想いのようです。父は気が合う仲間とは、店で何時間も語

は良かったのですが、１年後、会社の方針と合わず、家の

り合っていたりして、いろいろ相談を受けていたようです。

仕事を継ぐことにしました。

昔、「洗濯屋 近所の垢で 飯を食い」という川柳があ
りましたが、巡査官の制服を１カ月３着クリーニングする

常に経験を積み重ねる

と飯が食えたいい時代と聞いています。

――いまの高級スタイルにされたきっかけはありますか。

戦後、アメリカからドライクリーニングの機械が入り本
格的なドライクリーニングが普及しました。

店を継いだ頃、物価上昇にともなって床屋さんの料金は
800円から1,400円と値上げされていったのに、ワイシャ

私は公立中学・高校に進み、父が病弱でしたので、帰宅

ツ１枚150円、５年経っても150円でクリーニング代は競争

後はほとんど家の手伝いしていました。母は仕事はもちろ

激化で値上げできないと思っていたところタカケンクリー

ん十何人もの従業員の朝昼晩の食事を作っていました。

ニングが出現しクリーニング業界は大打撃でした。

父は頼まれれば着物関係のクリーニングも少しやってい

私は結婚して子どももいました。30歳前後の頃です。悩

ましたが、「染み抜き」というよりは「洗い張り」です。

んで暗中模索していたとき、「染み抜き」の価格は法外で

「染み抜き」の方法は、江戸時代から２つの流派があり

あることを知りました。色々調べていくうちに染み抜きの

まして、私の師匠は京都の喜久屋の十六代目、私は十七代

国家試験があることがわかりました。チャンスだ！と試験

目を名乗ってもいいと言われています。

のために勉強を始めたらクリーニングとは全く違う世界が

――いつ頃、跡を継ごうとお考えになりましたか。

広がったのです。

高校の頃は跡を継ぐ気持ちは全くなくて、飛行機のエン

それで京都和服会に入りまして、月に１度の講義を受け

ジンに興味がありましたので、ゼロ戦のエンジンが置いて

ていたのですが、もっとしっかり勉強したいと数人が集

ある名古屋市立工業高等高校の自動車科に入りました。高

まって立ち上げたのが京都和洗研究会です。全国で30名ほ

校卒業後、母が奮闘していた背中を見ていたので、私は

ど集まり、京都の師匠をヘッドにして切磋琢磨して資格を

「継ぐ」という気持ちよりは、長男ですから「お袋を助け

取るための勉強会を始め、月に最低２回は行き10年間勉強

たい」という気持ちで、東京に修行に行きました。ところ

しました。新幹線で京都に行くと10万円かかります。しか

が間もなくして父から電話がかってきて、「大学へ行きた

し昔から言いますように「経験は積み重ねても萎れていく。
NAKA 平成29年新春号
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常に新しいものを切磋琢磨していかなければいけない」と

ンは１個１万円以上のものもあります。不注意で１個とれても

思っていますので、勉強を積み重ねていますが、なかなか

全部取り替えです。そういう失敗を積み重ねてきました。

簡単ではないなぁ……と述懐しています。

染み抜きの懸案が持ち込まれますと、まず「いつ、どん

今でもその制度はあるのですが、全国でも保持者は少な

な状況」なのかを聞きますが、ほとんどのお客様は、古い

いです。斜陽産業ですから、受験者は少ないし難しいので

「しみ」は御存じありません。それでシミとの語らいが始

す。私のとき受験者は６人で試験官５人、５時間50分マン

まります。ラーメンのおつゆと言われると豚骨なのか、フ

ツーマンの実技試験でした。それで腰を痛めてしまいまし

レンチのソースとかミートソースとか、それを見極める面

た。その試験に受かって資格は取れたのですが、その資格

白みもあって、染み抜きは愉しいです。服を見て、服の形

をどう活かすか。どうにかしなければと考えていたとき、

から何年頃に作られ、どういう状態でシミがついたのか、

バブル景気でしたので、オーダーの婦人服が１着30万円、

形でだいたい判断できます。

40万円で作られていたのを知りました。

生地の素材も染料もいろいろあります。着物の深い紫を出

ブティックのアトリエで、とても丁寧に洋服が作られて

すのに何十種類もの染料を使いますが、すぐに色が飛んでし

いる場面を見たときは衝撃で、そんな服をきちんと洗える

まいます。宮中で文化勲章を受賞された方が、晴天のとき30

クリーニングをやってみようと思いました。というのは自

〜40分玉砂利を歩いて帰ってこられたら剥げていたという話

分の一番大事にしているジャケットだけは、新しい液剤で、

もあります。だから紫は一番高貴な、また難しい色なんです。

それだけで洗っている自分の姿にハッと気づき「これ
だ!!」、お客様もそれを望んでいるのではないか、「１品

南北戦争時代のウェディングドレスを真っ白に

洗浄を原点にしよう」とひらめいたのです。

――価格と仕上がりの期間についてお聞かせください。

そうしたら、そういう高級服が少しずつ集まり出しました。

お急ぎの場合、うまくいって２〜３日、一般的には２〜

「襟に糊をつけたら、すっきりするのではないか」「ドライ

３週間です。急いでいるからといって薬品濃度を濃くする

クリーニングに溶ける糊はどんなものか」「水溶性ならどう

わけにはいきません。何度も繰り返して少しずつ染み抜き

なるか」、考え始めたら深くて面白くなってきたのです。

していきます。なかには、ご自分でシミを取ろうとしたけ

43歳（昭和56年）で高級衣料お手入れ専門店「オートク

れどできなくてクリーニング屋でも取れなくて、最後にこ

チュールドライ千種」をオープンさせました。差別化する

ちらに持ち込まれた場合などは、生地は薄くなり色は剥げ

ために高級店にしたのですが、大きな賭けでした。

てしまっています。そうなると面相筆で彩色いたします。

高級なお洋服はヴィトン、エルメス、シャネルetc……いろ

価格は、ブラウス洗浄2,700円からプラス染み抜き代をいた

いろなブランドがありますが、またロロピアーナなど衿裏に皮

だきます。まず試しに繊維でチェックをします。それからお時

がついていますので30万〜60万円はします。「ボタンはブロー

間と価格の見積もりをして承諾を得てから仕事にかかります。

チ」と思えと従業員には言いますが、オートクチュールのボタ

――印象に残るエピソードはありますか。
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南北戦争（1860〜1865）時代のウェディングドレスです。

ジャズオーケストラバンドの代表でございます。平均年齢

日本大使館の人がアメリカ在任中バージニア州の女性と結

が68.5歳、最年長バンドです。お蔭様で今年は出番が多く

婚され、そのドレスを、お嬢様が結婚するときに使いたい

て15回ほど演奏しました。平成29年５月に中電ホールでリ

と持ってこられました。綿のレースで作られた真っ白のド

サイタルをします。１年ごとに金山のケニーズでライブを

レスがセピア色になっていました。保管が良かったので

やっていますが、アットホームな雰囲気が良いとお蔭様で

しょうね。それほど綿も痛んでいなくて真っ白に生まれ変

評判がいいです。

わりました。奥様はとても驚いて喜ばれましたね。
また、あるとき消費者センターから「あるクリーニング屋

トランペットと関わったのは高校３年生のときです。高校
を出てからジャズバンドを作ろうと思い、当時の吹奏楽部の

さんがクリーニングして堅くなってしまったカシミヤのコー

部長たちを引き抜いて柳橋や名城公園で練習をしていました。

トがあるので、相談に乗って欲しい」と言われました。それ

35歳の頃です。メンバーの結婚や転勤で歯抜けになってし

は新婚旅行のために旦那様に買ってもらったものだそうです。

まって、12〜13年目に頓挫しました。今のバンドは、私が65

カシミヤの柔らかさが８割ほど回復できて、そのコートを取

歳のとき、元メンバー２〜３人が「もう一度みんなでジャズ

りに来られたのですが、コートを手にした奥様は言葉も出な

をやろうや」と30年経って声をかけたところ全員が誰一人故

いくらい感激、泣いて喜ばれました。そのときに、この商売

障者もなく集まった『奇跡のバンド』です。元祖（オリジナ

をやっていて本当に良かったとつくづく思いました。

ル）スインギーガイズジャズオーケストラの誕生です。

私の仕事は、お金は後からついてくるものだと思います。

「染み抜き」で心掛けているのは、心に余裕をもつこと

お客様からお金をもらって私もニコニコ、お客様もニコニ

で、それに音楽的な感性を持ち合わせているといいのか

コする世界、「モノを売るのではなくハートを売る」商売

なぁと思います。自分の感性を研ぎ澄ますことは音楽に繋

を続けていきたいと思います。

がると思うのです。４ビートで、＃が４つあって、３つま

趣味はヨットとトランペット

ではできるが４つ、５つ目が大変。その１小節を何回も練

――後継者の育成はいかがですか。

次に進む。前段をもう一度見直さなければと思う。非常に

息子はいます。いずれ継いでくれるのではないかと思っ

習する。50回やる。100回やる。次に進む。やれた。また
染み抜きと似ています。「シミ」はお友達です。仲良くし

ていますが、私からは何も言いません。息子の気持ちに任

ていきましょうと会話してやっています。

せています。私の代で終わってもいいと思っています。

――お元気ですね。これからも技術の伝承に努め、ますま

――お生まれはどちらですか。

すご活躍されることを祈念しています。

古出来町です。昭和12年生まれです。
――ご趣味は？
ヨットとトランペットです。実は私はメンバー20名の

取材日時／平成28年11月24日㈬
取材場所／オートクチュールドライ千種 古出来町本店
き き て／森田文二・加藤一郎・清水正彌
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