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京都老舗の会
NEWS LETTER

Vol.

- 龍谷大学コラボレーション講義 京都老舗の会では、京都の老舗に伝わる経営理念や時代の変化への対応、存続の危機への対応など、老舗企業の
知恵を学ぶ機会として、平成２４年から龍谷大学と連携して連続講座を実施してきました。
今年度は、４月～６月にかけて、老舗が代々受け継いできた伝統と新しいものづくりへの挑戦について、５名の
老舗経営者にご講演いただくとともに、店舗や工房、工場の見学にご協力いただきました。

【京うちわ】
０１(株)阿以波
十代目 饗庭 長兵衛（Aiba Chobe）

【京都の金属工芸品】
０４ (株)森本錺金具製作所
四代目 森本 安之助（Morimoto Yasunosuke）

(株)瓢亭 【料理】
【法衣、神職装束】
０２ (株)井筒
０５
十四代当主 髙橋 英一（Takahashi Eiichi）
九代当主 井筒 與兵衛（Izutsu Yohei）
【京すだれ・京竹工芸】
０３ 西河(株)
七代目主人 西河 雄一（Nishikawa Yuichi）

１京うちわの歴史とともに
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(株)阿以波 【京うちわ】
十代目 饗庭 長兵衛（Aiba Chobe）

うちわの歴史
まず、うちわというものをご存じで
すか。深く考えたことがないのではな
いのでしょうか。歴史を話しますと、
皆さん良くご存じのとおり、確かに風
起こしとしての役割もありましたが、
昔は、それ以外の役割の方が重視され
ていました。
元々うちわは、漢字では「団扇」と
書き、元を辿れば大陸から渡来してき
たもので、扇子と業界は同じですが、
実は歴史は全く異なっています。文献
などによると、奈良時代前期から残っ
ており、日本史の教科書などに載って
いる昔の絵には、お姫様の横の侍女が
うちわを持つ絵が残っていたりします。
これは日本の一つの考え方ですが、神
格化されたものの実態をあまり見せな
いようにするという考え方が昔からあ
り、うちわは、神事や朝廷の儀式など
高貴な方の顔の前にかざしたりするの
に用いられてきました。
その後、室町時代後期からは、今の
うちわのように紙や竹で製造された比
較的安価な構造のものが日本にも入っ
てきて、高貴な方しか扱わなかったう
ちわが急速に民衆の間でも使用される
ようになりました。

「京うちわ」とは
日本で製造されているうちわは、大
きく分けて、丸柄・平柄・差柄の3種類
あります。柄の原材料として竹を使用

していますが、この竹という植物は、
南方系の植物であり、現在では温暖化
等で生育範囲が広がったと聞いていま
すが、昔は関東エリアが北限であり、
関東地域では関西とは異なり、細い丸
い竹しか育ちませんでした。そのよう
なこともあり、一般的には江戸うちわ
と呼ばれ、現在でも千葉県等を中心に
生産されている、関東特有の細い丸い
竹を節から上を割って骨にした、骨と
取っ手が一体構造となっているものを
丸柄と言います。
一方、関東より西にいくと細い竹は
ありませんので、大きな竹をへら状に
割って取っ手を作ります。そうすると、
取っ手の形が平らになることから、こ
のようなうちわを平柄と呼びました。
全国的に一般的で、皆さんのなじみが
深いのは、この平柄だと思います。
最後に、差柄とは、頭は頭で作って、
取っ手は取っ手で作り、後でドッキン
グするというセパレート構造が特徴と
なっており、これを「京うちわ」と呼
びます。元々、このセパレート構造の
ものは、室町後期に南北朝との貿易で
大陸から入ってきたと言われており、
江戸期から京うちわの概念ができたと
言われています。
京うちわの大きな特徴としては、差
し柄であることの他に、その煌びやか
な姿から御所うちわとして派生してき
ておりますので、装飾性が強いという
ことがあります。この2つの特徴を併せ
持つものが、「京うちわ」と言われて

います。

うちわの老舗「阿以波」
ほとんどの京うちわの概念が固まっ
てきた、元禄時代頃に創業し、京うち
わの歴史と同一にして330年弱の間、営
業を続けてきました。うちわに関して、
少し前までは、贈答品や風起こしとし
ての用途、価値観が昔から変わりませ
んでした。
しかし、近年では、本来のうちわと
しての贈答品や風起こしという用途が
だんだん薄くなり、阿以波でも私の代
から、少し作家志向に走り「目で涼を
とる」というようなインテリアとして
の「飾りうちわ」を作成し始めました。
その他にも、本来の意味とは別のとこ
ろで少し文化を広げて、様々な業界と
のジョイント、コラボも積極的に行っ
ています。
職人というのは、望まれたイメージ
を具体的な形にしてさしあげるという
職業、という言い方もできます。です
から、お使いになる方が望まれている
イメージをこちらが実現していくとい
うことがもっと必要だと感じています。
今後も、もっとお使いになる方のご意
向を承って、後は自由に楽しく、その
人が扱いやすいようにということ大切
に、自分のできる範囲内でうちわづく
りをできればと思っています。

２他分野への展開と挑戦
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(株)井筒 【法衣、神職装束】
九代当主 井筒 與兵衛（Izutsu Yohei）
老舗とは
まず皆さん、老舗とはどのような企
業だと思いますか。皆さんが考えられ
るように、100年、200年続いてきた、
親子3代にわたり継承されてきたなど、
様々な考え方があると思います。京都
老舗の会の要件として明確に記載があ
りませんが、親子3代という点で言うと、
井筒の300年の歴史には、養子も沢山
入っています。井筒の場合は、養子を
取るだけでなく、養女をもらって養子
をもらう事もありました。これは、ほ
とんど赤の他人ですが、これで果たし
て血縁で、親子で、続いているといえ
るのか、疑問を持たれる方もおられる
と思います。
老舗の定義は難しいと思っていて、
例えば、法隆寺を建てたという金剛組
は、1917年創業の高松建設がM＆Aをし
ました。その高松建設も2008年に高松
コンストラクショングループの一員と
なっています。この場合は、高松建設
にM&Aがなされて、金剛組っていう名前
は残り、ノウハウは残ることはあって
も、果たして、それが企業として続い
ているといえるのか、老舗といえるの
か、というのは難しい点だと思います。
私は、老舗というものは、曖昧でも
いいとも思いますし、同時にどのよう
に考えて老舗と呼ぶのかということが
一定の明確さを持つような考察が成さ
れればいいと思っています。

(株)井筒の歴史
（株）井筒の歴史は、1705年に初代
が藤屋庄兵衛に引き取られ、法衣店を

開業したことから始まります。法衣店
というのは、お坊さんの衣裳とかを売
る仕事を言います。そして、ちょうど
300年前の1717年、享保2年に、油小路
通六条上るにおいて、井筒屋という名
前で店を始めました。ここから與兵衛
を名乗りましたが、それは、初代が養
子に入った先で、子供、つまり後継ぎ
ができましたので、その方が藤屋庄兵
衛を名乗って、商売を始めることに
なったため、初代は、藤屋庄兵衛を辞
めて、井筒屋與兵衛として商売を始め
ました。
これは私の考えですが、1708年に京
都で起きた宝永の大火事で、京都は錦
小路より北は焼け野原となり、お寺や
寺院も焼けてしまったため、お坊さん
の衣裳などを全て新調する必要が生じ
ました。この新調のために、多額の予
算が装束に当てられたため、井筒屋與
兵衛、もしくは、藤屋庄兵衛は、大き
な利益を得る機会を得て、商売のス
タートをうまく切れたのではないかと
思っています。

(株)井筒の商品
それではここで、井筒の商品を着て
もらいます。今回は、お坊さんの衣裳
と神職さんの衣裳を着てもらおうと思
います。まず神職衣裳ですが、最初に
袴を着ます。袴については、奴袴や指
貫などと言いまして、裾をくくります
ので、形は、皆さんが普通に思われて
いる袴とちょっと異なっていると思い
ます。次に単ですが、平安後期からは
下に白衣という白い着物を着ますが、

それまでは単が下着代わりでした。最
後に上衣である袍（ほう）を着て、冠
と檜扇を加えることで、平安時代の装
束となります。
一方のお寺の衣裳を見てもらいます。
一般の方には違いが分かりにくいと思
いますが、法衣の御袈裟は、宗派に
よって少しずつ特徴があります。着て
もらってわかるように、インドのサ
リーやブータンのゴ（男性の民族衣
装）に似ているかと思うかも知れませ
が、体に巻き付けて着用します。

多方面での展開
私が他にどんな会社を運営している
かご存じですか。海外で不動産を扱う
会社等を含めて、現在17社を運営して
おります。300年続いている会社が、株
式会社Izutsu Motherであり、ホール
ディングカンパニーと言いますが、
Izutsu Mother, Inc.は、株と共に、土
地や建物を所有していますので、全て
の子会社を完全掌握したい、という思
いで作った会社となります。
また今後、新たに会社を2、3つ作ろ
うかと思っています。新規会社をどう
活用するのか、会社を任した人をどう
動かすのか、ということを考えていま
す。今から10年ほど前に、ホールディ
ングカンパニーと実働会社を分けた時
から、毎年1社ずつぐらい解散していこ
うと考えていて、毎年組織の改編を
行っています。一年間に1社ペースで会
社を解散していますが、その分、新た
な会社の設立も行うことで、事業分野
を多方面に拡大していきたいと思って
います。

３時代に応じた新たな竹商品

西河(株) 【京すだれ・京竹工芸】
七代目主人 西河 雄一（Nishikawa Yuichi）

西河(株)の歴史
西河㈱は、天保2年、1831年創業であ
り、初代の近江屋源兵衛が、もともと
住んでいた滋賀県の近江八幡から京都
に移ってきて、ヨシすだれ商として創
業しました。昔は、御簾（みす）とい
うものが宮中や武家屋敷で部屋の中や
外を分けるのに使われてきましたが、
明治維新を経て、みんな平等であると
いうことで御簾の技術を使い、お座敷
すだれを考案したのが、西河㈱の2代目
です。日本の家屋、特に、京都は夏暑
く冬寒いという特徴があることから、
夏をいかに涼しく過ごすかという生活
の知恵のようなものを、「お座敷すだ
れ」という形で考案しました。
それ以来、京すだれと共に、ざる等
の日用雑貨が多かった京都の竹細工を
茶道・華道の文化を採り入れて京竹工
芸に成長させ、また、昭和3年の大嘗祭
では、大宮御所にご用命を承って1800
枚の葦のすだれを納入するなどの歴史
を経まして、現在に至っています。

京都の竹工芸について
京都の伝統産業の一つの京竹工芸に
は、丸竹、かご編みと京すだれがあり、
どちらもその成り立ちは古く、丸竹は
千利休が作ったといわれる尺八切、園
城寺、二重切を代表として、400年以上
の歴史があります。また、すだれは平
安京の昔から御簾と呼ばれる等、その
歴史の古さを物語っており、茶道では
茶杓、茶器、茶筅、柄杓、蓋置等、道
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具としての竹工芸の占める位置は極め
て重要となっております。また、夏に
建具を夏障子に入れ替えますが、この
生活の知恵とも言える風習が茶室だけ
でなく、近年では、和室の夏のインテ
リアとしても人気を呼んでいます。
ここで、すだれ制作の過程を説明し
ます。まず、材料作りですが、真竹の
青竹を製品の寸法に切断し、節を削り、
甘皮を剝ぎます。さらに、これを大割
り、中割り、小割りと順を追って割っ
ていきます。次に、仕上げ作業ですが、
ひご板で丸みを付け、手編み機械でひ
ごを裏表交互に編んでいきます。この
編みの工程は、すだれ制作の中でも特
に注意が必要な工程であり、節目等の
色を合せて丁寧に編んでいきます。そ
して、最終工程である縁付けを手作業
で入念に行うことで、すだれが完成し
ます。

新しいものづくり
従来の商品であるすだれとは異なり、
様々な新商品にも挑戦しています。そ
の一つが「巻き上げすだれ」です。例
年、札幌の百貨店で京都展があります
が、初めて出展した際に、お客さまの
声を聞いていますと、こちらの風習と
は異なっており、驚いたことがありま
す。我々が考えるお座敷すだれは、外
のすだれや部屋のすだれと分けて考え
ておりますが、北海道の場合、建物に
軒がないため、日よけのすだれを外に
使うという風習がありません。そのた
め、必然的に北海道に住んでいる方々

の場合、すだれというものは、窓の内
側で利用されるものになります。こう
いった風習の違いもあり、窓の内側に
吊るのに適している巻き式のすだれを
考案したところ、大ヒット商品となり
ました。
また、もう一つの大ヒット商品が、
竹バッグです。もともと竹のことをよ
く知らない人に対して竹の技術などを
説明する際に、面白いと思って試作で
作ったのですが、その試作品の竹バッ
グをみた女性の方らの評判が非常に良
く、商品化したら売れるのではないか
と思い、実際に商品化しました。結果、
竹の美しさと実用性を兼ね備えた竹
バッグは、あっという間に完売し、現
在でも人気商品の一つとなっておりま
す。
竹という素材は、抗菌、鮮度保持能
力に優れており、その強靱さには不釣
り合いな優れた柔軟性も持っています。
今後も、これらの素晴らしい特徴を持
つ竹を使って、工芸品だけではなく、
建材や家具の材料としても、その用途
を広げていきたいと思っています。

４文化財の復元・保存を通じて

(株)森本錺金具製作所 【京都の金属工芸品】
四代目 森本 安之助（Morimoto Yasunosuke）

錺とは
森本錺金具製作所は、明治10年創業
で、創業140年ほどの歴史があり、曽祖
父の代が初代になりますので、私で4代
目ということになります。まだまだ、
老舗の中でも若い会社と思っています。
社名にも入っておりますが、「錺」と
いう字、初めて目にされる方もいるか
と思いますが、金に芳しい、と書いて
「錺（かざり）」と読みます。価値の
低い1枚の銅板を形ある価値あるものに
作り上げていく、そういう意味合いで、
「錺」という文字が当てられておりま
す。もちろん、装飾、飾る、という意
味も含まれますが、やはり本来の意味
としては、価値の低いものをそれに手
を加えることによって価値を高めると
いう意味をもった文字になります。

森本錺金具製作所の仕事
仕事をする際に、使用する道具は何
十種類もあり、金槌やヤスリといった
ものは店で買えますが、鉄の当て金と
いうものは全て手作りで一から作って
いく必要があります。森本錺金具製作
所では、傷んだら直して、代々伝わっ
た道具を、現在も使っております。全
て先代から受け継いで、ずっと使い続
けているものですから、もう100年以上
たった道具ばかりであり、新たに必要
になった道具は、自分たちで作るとい
うサイクルで続けております。
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現在、森本錺金具製作所として、一番
多く受け持っている仕事が、文化財の
保存修理です。神社仏閣の金具を全て
取り外して、お預かりし、工房で修復
を行います。有名な所では、伊勢神宮
などがあり、伊勢神宮は一般の神社と
は異なり20年に1回、建物から全部を全
て新しく作り変え、新しく建てた所に
神様にお移りいただくという式年遷宮
が行われます。また、その他にも京都
では、下賀茂神社や上賀茂神社のご遷
宮の仕事もさせていただきました。
そういった文化財修理を通じて感じ
た大切なことは、やはり下賀茂神社、
上賀茂神社、その他の神社仏閣も共通
して、既存のものの修理を行い、再利
用しているということだと思います。
ずっと昔から使ってこられた金具にし
ても、建物にしても、それを当初の姿
に近い形に復元・保存していく、そう
いった重要な役割に携わっていること
に誇りを持って仕事をしています。

新しいものづくり
私は平成3年に入社し、先代に弟子入
りしました。その当時は、昔からのや
り方が根強く残っていて、先輩職人は
大体、何も教えてくれず、自分で見て
学ぶという時代でした。何故かという
と、新しく入社した新人が仕事を覚え
ると、結局、自分の仕事が取られてし
まうと思われていたからではないで
しょうか。そういった時代であったこ

とから、私も先輩職人の仕事を見て、
様々なことを学びました。
最初は、何度やってもうまくいかな
いということが何年も続きましたが、
そういった状況で、試行錯誤を繰り返
し、私の場合、10年ほど経ったある時、
急に上手くできるようになりました。
それがコツをつかんだ瞬間であり、こ
れは、どんな仕事でも共通して言える
ことだと思いますが、一度コツをつか
めば体が覚えているわけですから、
色々なことに応用できるようになりま
す。
そこから、どんどん自分の技術や技
を磨いていくことになりますが、よく
職人さんが「一生勉強」と言われるよ
うに、職人としてのゴールは無いと
思っています。限られた時間の中で、
己の技術を磨き満足がいく仕事を目指
す、これが本当の職人だと私は思って
います。

５瓢亭料理と出汁について

(株)瓢亭 【料理】
十四代当主 髙橋 英一（Takahashi Eiichi）

瓢亭の歴史
瓢亭は、南禅寺の参道にあった茶店
が始まりと伝えられております。また、
その頃に瓢亭の庭先で飼っていた鶏の
卵をゆでて出したところ、滋養があっ
て体に非常に良いということから、人
気となり、それ以来、瓢亭玉子として
名物となっています。その後、料理屋
になったのが天保8年（1837年）8月15
日、そこから料理屋として続き、いろ
いろある中でお茶の料理、懐石料理の
方向へ進んできました。
明治になると、朝がゆというものを
始めましたが、これは、もともと祇園
街で遊んだ旦那衆に早朝に出したのが
始まりで、おかずがなくてもおいしく
食べられるよう、出汁に醤油で味付け
した葛あんをかけて出したのが、二日
酔いでも食べやすいと評判になりまし
た。その当時から、朝がゆは、7月8月、
夏の2ヶ月間だけの限定で、出していま
した。今度は、戦後に京都の冬の閑散
期に少しでもたくさんのお客さんに来
てもらおうと、寒い冬においしく食べ
られる温かい料理として、うずらの肉
を使った雑炊の鶉がゆの季節料理を出
すようになりました。これが、今の瓢
亭では、懐石料理以外の夏冬に食べら
れる名物料理となっております。

先代の教えと瓢亭料理
先代からよく言われたことは、「料
理をいろいろといじくるな」というこ
とであり、昔から変わらず、料理に対
しては、食材の持ち味を活かして使う

ことに気を遣い、伝統と革新を大切に
しています。また、瓢亭の家訓という
ものはありませんが、「料理屋とでん
ぼ（おでき）は大きくなったらつぶれ
る」や「一升枡には一升しか入らな
い」ということはよく言われました。
過去の大阪万博の頃はたくさんのお客
さんに来ていただき、普段よりも多く
のお客様を受けるようになりましたが、
身の丈以上のことを続けていた結果、
苦情が来たことも多々ありました。こ
ういったこともあり、絶対に無理をし
てはいけないということを、身をもっ
て感じました。
その他にも、瓢亭を継いでからは、
色々なことを経験し、学びました。中
でも一番大切だと思ったことは、料理
にはいかに出汁が大切だということで
す。私の持論として、出汁をおいしく
すれば、料理はおいしくできるという
ほど、出汁を大切にしていて、出汁の
引き方、食材を一生懸命勉強してきま
した。
その中でも、特に重要なのは水だと
思っています。京都の水は関東の硬水
と違い軟水であるため、昆布出汁が出
やすいという特徴があります。そして、
昆布や鰹節などの食品についても美味
しい出汁がでるように、様々な種類の
食材を試し、試行錯誤を繰り返し、現
在の瓢亭の味にたどり着きました。
また、料理屋の命は「お碗」であり、
それで料理屋の味がわかりますので、
皆様方も料理屋でお碗が出てきたら、
まず出汁を味わって欲しいと思ってい
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ます。出汁を吸って、舌の上を通って
味を楽しみ、鼻から抜ける香りも味
わって、それがおいしければ他の料理
もおいしいと思います。

京料理とは
皆さん、京料理と聞いて想像される
のは、色が綺麗で、季節感があり、味
が薄いということだと思います。味に
ついては、京都料理は薄口しょうゆを
使いますので、色は薄いですが、食材
の味を大切に生かし、しっかり味はつ
いています。特に関東の方は、京料理
は味が薄い、と言われます。加えて、
海外の料理は季節を表現する料理とい
うのは比較的少ないですが、京料理は、
春夏秋冬をはっきり表して、歳時を取
り入れ、それを目で楽しんで、めりは
りのある一つの流れにして、お座敷な
どのしつらえにより季節感を感じても
らいます。これが日本のおもてなし文
化の大事なところとなります。
他にも、京料理のみならず日本料理
がすばらしいのは、食器の文化として、
陶磁器、漆、竹、ガラスなど様々な種
類の食器があり、素材により雰囲気も
異なるため、ありとあらゆる種類の食
器を使って、コースを仕上げることを
大切にしています。そこに、包丁の文
化やお箸文化なども加わって、素晴ら
しい日本料理が完成しています。
皆さんも今後、京料理を食べる機会
がありましたら、どこにどんな意味が
あるのか、どこがどう美味しいのかを
しみじみ味わって食べてほしいと思い
ます。

