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－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 

今月の特集 新しいでも懐かしい 和の再発見  

Ｐ.１ ・竹細工 佐藤 優さん  

Ｐ.２ ・畳のヘリバック 神田 ちづるさん 

    ・着物のリメイク① 手芸倶楽部栄 栄 アキ子さん 

Ｐ.３ ・着物のリメイク② ・和の家具職人 太田 秀世さん 

Ｐ.４ 瓦の魅力再発見 淡路瓦工業組合 竹澤英明さん  
   ・淡路弁講座 淡路弁あるある 
Ｐ.５  ・淡路声楽セミナー 
   ・生活創造情報プラザをご存知ですか？ 
Ｐ.６ 淡路文化会館・淡路消費生活センターからのお知らせ 
Ｐ.７.８ 淡路の文化活動・ イベント情報 

も
く
じ 

 佐藤優(さとうゆう)さんは、大阪

で50年近く生活されていました

が、定年後に住むのであれば淡

路島と、7年程前から淡路島に家

を構え、週末など時間がある時

に来られているそうです。竹細工

は、近 所 の 人 が 切 っ て 放 っ て

あった竹で作り、オープンガーデ

ンをした時などに配っていたそう

です。そこで、淡路県民局の「あ

わじ島竹取物語プロジェクト」担

当の方と知り合われ、2013年8月

に日韓交流イベントで、淡路島のＰＲとして竹細工作り

をされたそうです。「あわじ島竹取物語プロジェクト」と

は、竹林が拡大しつつある、この島の竹の利用価値を

高め、竹林の管理を進めようと立ち上げられました。

整備に伴う伐採で発生する竹材の有効活用が必要で

あると、竹を燃料とする竹ボイラーや竹製品が作られ

ています。佐藤さんは、カニ・バッタなどの昆虫を、ノコ

ギリとニッパーで器用に作っていました。竹でどうした

らカニや虫が出来るか、考えながらするのがおもしろ

いそうです。 

 竹だけで出来ているとは思えないくらい、とても味が

あって、親しみを感じる作品を見せていただきました。

竹は身近にあるものですが、使い方一つでこんなにも

心なごませるものになるのだと感心しました。佐藤さん

の竹細工を見る機会があったら、一度手に取られてそ

の温もりを感じてみて下さい。  応援隊：三宅 恵理子 

のこぎりとニッパー

で竹をカニや虫に変

身させます。 

VOL.１４１ 
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 たたみのヘリを使い、神田先生と教室の生徒さん

達によって作られたたくさんのバック！展示会場に入った

瞬間に「これ、ホンマにたたみのヘリ？」と心の中で思わ

ず叫んでしまいました。赤色、ひょう柄、帯のようにししゅ

うされたもの、光沢があるもの・・・先生が取り寄せた様々

な素材を用いて作られていました。 

 先生がヘリバックを独学で始められたのは４年前。元々

好きな洋服作りから「人とかぶらず二つとない、そして変

わった素材で自分でできるものは何だろう？」とたどり着

いたのがこのヘリバック！！出来上がったヘリバックを

使ってみてデザインや機能性を考えているとのこと。今で

は月に１～２回、３～４時間の教室をされています。教室

のコンセプトは「気楽に好きなだけ、好きなように作れば

いい！」中には、雑誌の切り抜きを持ってきて、こんなの

を作りたいので作り方を教えて、と言う人もいます。8セン

チ幅のヘリをたて使いには

いだり横使いにはいだり、

幅や高さを巧みに調整しながらヘリ独特の張りを生かし

形を作っていきます。生地を選び、持ち手を選んで作る

人もいるそうです。和や洋のイメージのものなど、それぞ

れに裏地がつけられていて、ポケットにもヘリが使われて

いました。 

 今後、先生の夢は「持っていて楽しく、実用性があり男

性がさらに持ちやすいバックを作っていくこと」だそうで

す。2/7～3/2まで、洲本マルハさんで展示

会をされるとのこと。ぜひ素敵なヘリバック

を見に行かれてみてはいかがですか？あ

なたも自分のオリジナルのヘリバックを

作ってみませんか？応援隊：中山 千秋 

応援隊取材記事  

・畳のヘリバック ・着物のリメイク① 
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手 芸 倶 楽 部 栄  洲 本 レ ト ロ こ み ち 

 栄 アキ子さんのところへ取材にいってきました！ 

思いでの着物を洋服にリメイク 

思い出の着物を日傘にリメイク 

着物のはぎれで 

    つくった巾着 

 洲本レトロこみちにある手芸倶楽部栄さんでは、着物のリメイクをされています。私は、この道を

通る時、この看板を眺めるのが大好きです。 

 ここでは店主の栄さんが、思い出の着物やタンスで眠っていた着物を相談しながら洋服や小物

に仕立ててくれます。解いて洗ってきれいになって・・大切な思い出の着物が作務衣やブラウス・

ドレス・日傘に生まれ変わります。（P３へ） 
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応援隊取材記事・ 着物のリメイク②  

       ・ 和の家具職人  

Q. 家具作りで心がけていることは？ 

A. 昔の和家具や李朝家具（朝鮮王朝時代の家具）が

好きで、これらを意識した家具づくりをしています。

「シンプルなものを丁寧に作る」ということです。よく

吟味した材木で、昔ながらの「木組み」を大切に   

して丈夫につくることを心掛けています。木目など細   

部にまでこだわります。 

Q. 太田さんの家具の色には深みがありますが・・？ 

A. 「拭漆（ふきうるし）」仕上げをしているからです。漆仕上

げは美しいうえに、塗膜が非常に丈夫です。無垢材

で作った家具は使うほど色つやが深まってきます。

時と共に深まる味わいを愉しんでいただけます。 

Q. どんな家具をつくっているのですか？ 

A. テーブル・椅子・机・棚・お仏壇などの家具はもちろ 

    ん額や木のボタンなどの小物まで製作しています。 

Q. 作品はどこで見られますか？ 

A. 今年の６月にサンシャインホールで展示会をする予 

    定です。３月には、南あわじ市市の「そらみどう」で  

   小さな家具と小物中心の展示会を予定しています。 

      また工房で保管している作品をご覧いただくこともで 

     きます。（前日までに連絡必要） 

Q. 古い家具のリフォームもしていただけるのですか？ 

A. 無垢の家具であれば、リフォームできます。ご相談く 

       ださい。           

太田 秀世家具工房        工房：淡路市楠本地内 

自宅：淡路市釜口2394-69 ℡＆fax 0799-74-2837（自宅） 

ホームページ http://ohtahkobo.a.ｌa9.jp/ 携帯：090-4496-4548 

※太田さんは倉敷で木工の基礎を勉強した後、信州の家具作家

のもとで家具づくりの修業を積み、2004年に郷里の淡路島で工房

を開かれました。詳しくはHPをご覧ください。  応援隊：岡 まさよ 

着物のはぎれや帯地・

和布からできたかわい

い小物がいっぱい♪ 

着物を作務衣にリメイク→ 

洋服にはない着心地の良さで夏は涼しく、冬は暖か

く・・一度着たら手放せないとのこと♪帯地はスマホケー

ス・バックなどに変身。小物もじっくり見せてもらい触らせ

てもらったのですが、可愛くおしゃれなものばかり♪残っ

たはぎれも何かに使えると大事に保管されています。集

まったはぎれを見ているだけでも楽し～い♪何より世界

でひとつだけのオリジナル。満足感はたまりませんよね。 

 そして、手芸倶楽部さんは、気楽に遊びに行き話が出

来る空間。常連のお客様は「ここはオアシスです^ ^」と。

着物を通して人のご縁・物とのご縁、人・物を大切にされ

る心、めぐり合わせをお話しされる栄 アキ子さんは愛が

溢れている素敵な方でした。月に一度の洋裁教室・手芸

教室などもされています。ぜひぜひ栄さんに会いに♪素

敵な空間に行ってみてください♪ 応援隊:山田 由紀子  
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応援隊取材記事・瓦の魅力再発見 

 ・淡路弁講座 淡路弁あるある 
Page ４ 

 淡路の瓦を使ってリサイクルしてい

る所がないかと、淡路瓦工業組合 竹澤

英明さんにお話を伺いました。 

 以前は、屋根瓦しか売るルートがなかっ

たのですが、２０年ほど前から敷き瓦とし

て使われるようになってきました。今は、

屋根材としてだけでなく、壁材や敷き瓦と

して、店舗の壁や公園さらに歩道にも瓦が

利用されています。（瓦を床材に使って割

れたりしないのか心配でしたが、３００キロ

の重さに耐えられるそうです。） 

 デザイン性が高く、洗練された景観材で

ある瓦は、多様に使われています。身近

なところでは、２年前オープンした淡路人

形座の観客席の壁面に、５０年ほど前の

古いのし瓦が５０００枚使われています。

色の抜け加減が古典芸能の舞台に重み

を感じさせています。（写真①） 

 他にも新しく開発した瓦での施行例を教

えてもらいました。淡路ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱのス

ターバックスの壁（写真②）、淡路市の「猫

美術館」の敷き瓦（写真③）、「赤い屋根」の

モニュメント、南あわじ市の甍公園。機会

があればぜひ見に行って下さい。 

 また、家や庭で古い瓦の上に苔玉を置

いて飾ってみたり、花壇の柵に使ってみ

たり、庭や玄関の敷石に瓦を使ってみた

り・・（写真④）色々考えると身近な所でも楽

しめそうですね。皆さんも淡路瓦を活用し

てみてはいかがですか？  

淡路弁てやがいにうがええ言葉やさかい、おまはんもいっぺんつこてみてつかよぉ～ 

 応援隊：坂本 厚子・村上 紀代美 

絵：応援隊坂本娘 
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                      Page ５ ・淡路声楽セミナー  ・生活創造情報プラザ紹介 

 “声楽”、“セミナー”という

ネーミングから、少し敷居が高い

と感じられる方がいるかもしれま

せんが、いたってカジュアルなグ

ループです。歌謡曲やカラオケか

ら転進された方など音楽経験も知

識もまちまちで、年齢、性別問わ

ず誰でも気軽に参加できます。 

 月2回(原則第2、第4日曜)のレッ

スンでは、原則として自分の歌い

たい歌をソロ(独唱)で練習しま

す。個人レッスン方式で、発声の

基礎から歌声を遠くにひびかせる

テクニックや聴き手に歌の心を伝

える表現力まで、丁寧な指導を受

けられます。歌の実力アップと歌

がますます好きになること請け合

いです。 

 お声がかかれば、イベントや老

人施設等への出張コンサートなど

も行っています。また、年1回本格

的なホールを借りてコンサートを

開催しています。今年は3月2日

(日)、14:00～淡路市浦、サンシャ

インホールにて開催予定です。興

味のある方は是非覗いてみてくだ

さい。   寄稿：薮田 貞二 

 

 

 

 

 

 

 

見学・体験レッスン 

随時実施中 

会員募集中! 

施設・設備 定員等 利用内容 付属設備 

伝統文化コーナー １７㎡ 閲覧・貸出し 等 － 

パフォーマンススペース ５０人 発表会・交流会・展示・各種練習 等 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ用机・椅子 

スペース１０１ １０人 

学習会・ミーティング 等 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続(102) 

※ﾊﾟｿｺﾝは持込 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ用机・椅子 

スペース１０２ ２０人 

ブース201・202・203 各１０人 

プラザルーム ２５人 ﾋﾞﾃﾞｵ内蔵ﾃﾚﾋﾞ 

資料室 ５０人 長机・椅子 

和室スペース １５畳 
座卓・座布団 

和室ブース ８畳 

プラザ広場 ３０人 
発表会・交流会・各種練習 等 

ﾃﾚﾋﾞ・ﾋﾞﾃﾞｵ 

多目的スペース ９５㎡ 大鏡 

保育室 １０人 お子様同伴の方の利用 － 

生活創造情報プラザをご存知ですか？ 
生活創造情報プラザとは、淡路文化会館に登録された生活創造活動グループの施設です。地域文化や消費生活を

はじめ子育て、青少年育成、男女共同参画、健康福祉、環境、緑化などの様々な分野にわたる生活創造活動を行っ

ているグループのミーティングや発表、情報誌の作成などに利用できる施設を備えています。印刷機は月5,000枚

まで無料でご利用いただけます。（紙は持参） 

   また、伝統文化コーナーでは、伝統文化に関する図書やビデオ、ＤＶＤソフトを、隣接のコーナーでは消費生

活、環境・資源問題、生涯学習などの図書やビデオソフト、展示パネルの閲覧や貸出しを行っています。 

 

 

利用等ができる施設及び設備 （施設は無料で利用可） 

利用できる日及び時間  原則、淡路文化会館の開館日（9:00~21:00） 

                        ※年末年始（12/29～1/3）は休館。 

スペース１０２  

和室ブース  

※あなたの
グループも
登録しませ
んか？ 
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Page ６ 淡路文化会館・淡路消費生活センターからのお知らせ 

★淡路文化会館からのお知らせ★  

★兵庫県淡路消費生活センターからのお知らせ★ 

 

 

    
強引な新聞勧誘にはご注意を！ 

 勧誘員が自宅を訪問し、長期間の新聞購読契約に関する相談が増えています。 
１年以上も先から始まる契約の場合、本人が忘れてしまうことが多く、その間に生活環境も
変化することも考えられます。長期間の契約や数年先からの契約には充分注意しましょう。 

＜消費者へのアドバイス＞ 

◆ドアを開ける前に業者名と用件を聞き、必

要なければきっぱりと断りましょう。 

◆高額な景品はトラブルの元になりやすいた

め、受け取らないようにしましょう。 

◆契約書は必ず内容（特に購読期間）を確認

し契約期間満了まで保管しましょう。 

◆購読の契約書を受け取ってから８日以内で

あれば、クーリング・オフができます。 

クーリング・オフ期間を過ぎると期間を定め

た契約は一方的に解約できません。 

◆トラブルに遭ったら最寄りの消費生活セン

ターに相談しましょう。 

＜主な事例＞ 

 

●事例１● 

自宅に勧誘員が来て新聞購読を勧めてきた。別の

新聞を取っているのでいらないと断ったが、「来年

からでいい」と強引に勧められ、なかなか帰ってく

れず、断りきれずに契約したが、解約したい。 

●事例２● 

高齢の母と同居することになり、いつでも解約で

きると説明を受け、新聞購読の契約をしている事を

知った。販売店へ解約の連絡をすると、購読期間が

あと６年残っており、解約するなら解約時受け取っ

た商品券の返還と、高額な解約料金を請求された。 

兵庫県淡路消費生活センター 商品や契約についてお気軽にご相談ください。 

◇消費生活相談・多重債務相談 電話0799-23-0993  

9:00～12:00 13:00～16:30（土日祝日・年末年始は除く）（電話受付） 

  

 あなたもボランティアに 
  参加してみませんか？ 
主な内容：「ポケットあわじ」  

 （この新聞）に関する取材・寄 

 稿・配布等です。 

主な活動日：月１回の編集会議(楽 

 しい情報交換の場となっています) 

会議の場所：県立淡路文化会館 

       （淡路市多賀600） 

今回募集地区：旧洲本市、旧五色  

 町、旧緑町、旧東浦町、旧淡路町 

 にお住いの方 

【問い合わせ先】県立淡路文化会館 

       TEL:0799-85-1391 

新しいお友達と趣味をたのし

みたいわ！ 

淡路島の歴史を学びたいな！ 

今かがやく、あなたのラ

イフステージ！  

募集講座：①４年制大学講座（６０名） 

     ②２年制大学院講座（３０名） 

講座内容：郷土文化、歴史、時事、健康、 

     趣味、地域活動、スポーツ 

対  象：概ね５０才以上の方 

受  講  料：12,500円（その他自治会費等） 

募集期間：～３月１７日（月） 

応募方法：公共施設等の募集案内または淡路文化会館 

     のホームページをご覧ください 

問い合わせ先：県立淡路文化会館（淡路市多賀600） 

       TEL 0799-85-1391 

学校教育法第１条に規定する大学とは異なります 
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