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- 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、５月～７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。
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うちわ文化を“差配”する

（株）小丸屋住井 10代目女将 住井啓子
【深草うちわ、京丸うちわ、京うちわ製造・販売】

小丸屋の歴史と深草うちわ
元々は1570年、時の帝より深草の竹
を使いうちわ作りを差配せよとの命を
受け「深草うちわ」を製作したことが
始まりで、現在では、舞台の小道具の
製作等も手掛けています。現在の「深
草うちわ」は龍谷大学の宗政 五十緒先
生の御協力のもと復刻し、2000年に開
催された「都をどり」でも使用され、
つい最近まで納めていました。
そうした歴史を調べるため、お寺の
過去帳を調べてみたところ少しずつわ
かったことが、今調べていることを
しっかりと資料として残すことが必要
であること。最近会社のパンフレット
等を作ったのもそういう経緯がありま
す。その時の先祖の思いや、脈々と引
き継いできたものを次の世代にしっか
りと伝えることが必要であり、ものづ
くりにおいても、先祖が結んでくれた
縁をきっかけに進むことも多い。同じ
ことが皆さんにも言えると思うので
しっかりと活かしてほしいですし、心
の中で、自分が生まれてきたことに対
して感謝の気持ちを持ってほしいです。
うちわ作りについて
自分の仕事の中では、うちわを貼っ
ているときが一番仕事の中で幸せで充
実していると思います。営業するより
も作ることに集中しており、お客様の
方が注文に来てくれることが多いので、
できる限り良い物を作ることに集中し

ています。ものづくりはどれだけ魂を
込めるかが大切。そうして作られたも
のは言葉で宣伝をしなくても“ものが
ものを言ってくれる”と思います。そ
して、商品を買ってくれたお客様が
「良い商品だ、長持ちする商品だ、プ
レゼントしたい」と口伝えで言ってく
れる。非常に有り難く思っているので、
心を込めて商品を作っています。
先祖から続く揺るぎのないものがあ
れば、たとえ様々な難題がやって来て
も揺るがないし、倒れません。問題に
対して一歩引いて対応することができ、
どうすればお客様に満足してもらえる
か、納得してもらえるかを考えます。
そうして対応したお客様は、「ここま
で対応してくれるならこれからも長く
お付き合いしたい」と言ってくれる。
ピンチはやって来るが、チャンスにな
るということ。苦労は幸せの元になる
と思います。
舞台小道具について
小丸屋のうちわ製造部門は、株式会
社としてやっていますが、舞台道具に
ついては去年まで個人でやっていまし
た。製造だけでなく、舞台進行も手掛
けています。ものを作っているだけで
はわからないこともあるので、裏方の
仕事も行いますし、自社でしかできな
いことも多くあります。現在では作っ
ていないような道具も、「小丸屋に頼
めば、何とかしてもらえる」と思って
もらえれば、感謝してもらうこともあ
ります。他で断られたような仕事であ
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っても、アイデアを出して、創意工夫
して対応しています。
うちわ文化を守るために
元々うちわ作りを差配せよと帝から
言われたのだから、うちわ文化をどの
ようにして発展させていくかを差配す
るということが使命だと思っています。
他社との関係についても、人材の育成
も含めて協力していきたいですし、う
ちわ自体も安いものだけを作るのでは
なく、グレードアップしていかなけれ
ばならないと考えています。
今後は、店舗に訪れた方がゆっくり
とうちわを見てもらえるような場所を
作りたいと思っています。すぐには難
しいかもしれないが、お客様にここに
来たいと思ってもらえることを進めた
いです。

２

シルクの絃を守っていきたい

（株）鳥羽屋 代表取締役社長 小篠 敏之
【邦楽器糸製造・販売】
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鳥羽屋について

絃の作り方について

鳥羽屋という名称は、鳥羽伏見の出
身であったことから屋号としています。
日本の絃楽器の絃は全て製造しており、
シルク（生糸）を使っています。日本
の楽器の絃と言えば琴や三味線が多い
と思うが、一絃琴や和琴（わごん）な
どの珍しい楽器もあります。各々に
よって撚り方や構成する糸の数や作り
方が違いますが、それら全ての絃を製
造していると考えてもらって良いです。
絃の種類はおよそ200種類はあり、その
中でも最も多いものが三味線です。太
い糸から一の糸、二の糸、三の糸とな
るが、それぞれ製造時の重さでさらに
種類が分けられる。また、日本の邦楽
器も多くは中国などから伝わり、独自
の進化を遂げたものと言えます。
元々は、染物業から会社を始めてい
ます。創業して300年ほどのうち、半分
ぐらいが楽器の絃の製造という歴史。
なぜ楽器の絃を作るようになったかは
定かではないですが、シルクの糸を
扱っていて染色していたこともあると
思います。そういったことから絃の製
造を始めたのではないかと推測してい
ます。
現在では一部、化学繊維を使った物
も製造しているが、やはり日本の楽器
にはシルクの絃が必要だと考えており、
これからも絶やすことなくやっていき
たいです。シルクの絃を守るために、
昔ながらの素材を大切にしていきたい
と考えています。

作っている絃の原料は、蚕の糸（シ
ルク）です。繭から出る糸を10本ぐら
い合わせたものを一つの枠に巻き付け
て使用します。また、楽器で使用する
シルクと着物などに使用するシルクは
若干異なります。膠質（セリシン）を
多く含んだ物を絃には使用しています。
これを着物用として使った場合、ゴワ
ゴワした感触になってしまうので、膠
質を取るという作業（精錬）もありま
すが、逆に膠質を多く含んでいるのが
楽器絃の特徴です。
私の親の代のころは、京都だけで10
軒ぐらいは絃を作っている店がありま
したが、現在では、京都府下だと自社
だけとなっています。あとは滋賀県に
３軒、関東に２軒あり、そのうち昔な
がらのシルクを原料としているのは半
分。残りは化学繊維を使っています。
それだけ需要が減ったということかも
しれません。滋賀県に多い理由は、原
料となる糸を滋賀県の湖北で製糸して
いるからです。その昔は滋賀県でも養
蚕業をやっていたこともありますが、
現在では岐阜県の農家で繭をこしらえ
たものを製糸しています。それを私ど
もが仕入れている状況です。
世の中で複数の糸を撚っているもの
は左撚りの物が多くなっています。こ
れは右利きの人が無意識に糸を撚った
場合、左撚りになることが多いからだ
と思います。

しかしながら、日本の楽器の絃に使
う糸は右撚りしかありません。たとえ
ば三味線では弾く時にバチを絃に当て
るが、その際、撚りに逆らうことなく、
沿った形となるためです。ただし、正
倉院などに保管されている古い楽器は
大陸の影響を受けているので左撚りの
物も多い。一方、日本で生まれた数少
ない楽器である和琴は、右撚りの糸を
使っています。
これからの鳥羽屋について
安易に考えると、化学繊維の糸の方
が安い、切れにくい、作りやすいとい
うことはありますが、シルクも原材料
の製造者の高齢化等で厳しい現実があ
ります。邦楽器を演奏する若い方も
減っており、それを教える方も少なく
なっているので、まずは教える方を増
やすことが必要だと思います。会社と
しては、雅楽の糸は自社でしか製造し
ていないという強みもあるし、他社に
も真似できないと思います。
革新的な新しい取組は難しいですが、
化学繊維を使っている楽器の糸を、昔
のようにシルクの糸に変えるという動
きがあります。沖縄の三線などは、ほ
とんどがポリエステルの糸でしたが、
シルクの糸を使ってみたいという演奏
家が多く出てきており、そのニーズに
合わせて糸を復刻させています。七絃
琴など、中国の楽器も同様の動きがあ
り、昔あったニーズが一度無くなり、
また復活していると思います。

３ “うるしのいっぽ”とは？

（株）堤淺吉漆店
【漆精製・販売】

専務取締役 堤卓也
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漆屋の仕事について

漆文化をつなぐために

漆屋の仕事は漆の精製で、ウルシの
木の樹液を国内外から仕入れて塗料と
して使用できるようにしています。漆
は木に傷を付けると木が自分を守るた
めに出す樹液で、木によって、採取の
仕方によって性質が異なります。漆は
10年から15年かけて育てた木からたっ
た200グラムしか採れない貴重な資源。
日本人は縄文時代から塗料として、接
着剤として大切に使ってきました。私
たちはそれぞれの樹液の持つ特性をい
かしつつ、独自の精製の技術を用いて
様々な艶、乾き、粘さを作りだします。
そこから漆を使う方の好みや用途に合
わせて調合、多様な漆塗料を作り出し
ています。
皆さんにとって漆とはどんなイメー
ジでしょうか。漆器、黒い、晴れの日
に使う、仏檀、伝統工芸品、美術品、
高い、かぶれるなど、少し扱いにくく
て自分たちの生活から離れたイメージ
があるかもしれません。身の回りに漆
のモノってありますか？お椀、お箸ぐ
らいであまり使っていないと言われこ
ともあります。皆さんにとって漆は必
要ですか？例えば、明日石油がなく
なったら大騒ぎになるけれど、漆が明
日無くなって困る人はあんまりいない
ですよね。漆がなくなってもほかの塗
料で何とかなるのではないかと考える
人が多いと思います。

そんな中、漆屋が、漆を続けていく
ために大切なことは、漆の木と、漆を
使う文化を次の世代に繋ぐことだと考
えています。ウルシの木がないと仕事
ができません。漆を作っても、使う文
化がないと仕事が続きません。今の価
値観を変え、漆を使う文化を作るため
にはどうすればいいか。現代の漆への
意識と目線を変えたいと思っています。
漆には今の時代だからこそ届く天然
素材としての魅力がたくさんあります。
それを多くの人に届け、共感してもら
うことで、漆の持つ課題を少しづつ解
決することができるのではないかと
思っています。そのために漆ってそも
そも何なのか、その魅力や現状を伝え
ることから始めました。「うるしの
いっぽ」と名付けた冊子にその想いを
込めました。漆の素材としての良さを
伝える一例に、お椀を使って教育をし
ているこども園を取材し掲載していま
す。物を永く大切に使い続けることに
よる愛着。壊れても修理して使い続け
る気持ち。物を大切にする心など。漆
はこうした精神を養うことができるの
ではないか。そんな期待を込めて日野
椀を使っているそうです。
漆の木に関して近くでは、京都府福
知山市夜久野町にある丹波漆で毎年植
栽のお手伝いに行っていますが、漆の
木は弱く簡単に増やせるものではあり
ません。より強くたくさん採取できる
漆の木の研究や漆掻き職人の担い手の

育成も必要です。そのためにも漆に対
する共感者を増やし漆の世界に興味を
もってもらうことが大切だと思います。
これからの取組
去年から新しく進めている取組が、
オリンピックの新種目であるサーフィ
ン、BMX、スケートボードと絡めて漆の
魅力を伝える「BEYOND TRADITION」と
いう商品作り。漆から一見遠そうなこ
れらの漆塗りの物を通して、漆が持続
可能な天然素材であることや美しいだ
けでなく実は強くてかっこいいものだ
ということを多くの人に知ってほしい。
使い込むことで変わる艶や味わいをデ
ニムや革製品を楽しむように漆も楽し
んでもらいたい。物を永く使う愛着や
修理する楽しみなど漆の楽しみ方はま
だまだあります。漆を通して環境問題
を考えたり生活スタイルを変えるきっ
かけになれればはきれいな地球ととも
に漆も次世代に残ることができるので
はないかと思っています。
大きなことはできないですが、考え
方を変えるきっかけ作りならできると
思っています。
まずは行動すること。自分が伝えた
いことをワークショップや木を実際に
植えていく活動を通して進めていこう
と思っています。そんな仕組みやチー
ム作りも始めようとしています。何が
出来るかまだわからないがすごくワク
ワクしているし、漆精製との両輪で
やっていきたいと思っています。

４

パンへの情熱と奉仕の心に導かれて

(株)進々堂 代表取締役社長 続木創
【パン製造販売・カフェ/レストラン】

親友の思いを受け継ぎ創業
創業者である祖父・続木斉は、18歳
の時に上京して新宿中村屋のアルバイ
トでパン造りを覚えました。この新宿
中村屋のアルバイト仲間である鹿田久
次郎氏との出会いが、祖父の人生を大
きく変えました。「パンを毎日食べる
人は脚気にならない」とパンへの注目
が集まる中、久次郎氏は「脚気撲滅」
のため、一足先に京都に戻りパン屋を
開業しました。しかしながら、程なく
体調を崩し、既に久次郎氏の妹である
ハナと結婚していた祖父にパン屋を引
き継いでほしいと持ちかけました。祖
父母はその思いを受けて京都に戻り、
1913年にパン屋を継承しました。
継承に際し、祖父は「進々堂」とい
う屋号を付けたのですが、これは新約
聖書の聖歌にちなみ、「神の栄冠に向
かってひたむきに前に進む」という思
いを込めたものです。
本物のパン造りを目指して
祖父は「本物のパンを作りたい」と
いう思いを実現するため、1924年に日
本人のパン屋で初めてフランスに渡り、
2年間本場のパン造りを学んできました
が、帰国時の船上で結核を患い、帰国
のわずか8年後に他界しました。まさに
「命がけ」で本物のパンを追求した祖
父の情熱は、今の社員にもきちんと継
承されています。
祖父の跡を継ぎ、1934年に2代目社長
となった祖母・続木ハナは、進々堂の
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近代化を推進し、海外の最先端機材を
導入しました。こうした機材は太平洋
戦争中の鉄材供出を免れ、閉鎖に追い
込まれた他社分のパン製造も担ってき
たという記録も残っております。
そして、復員後に祖母の跡を継ぎ、3
代目社長となった父・続木満那は、
1952年に日本初のスライス包装食パン
である「デイリーブレッド」を発売し
ました。この商品をきっかけに、京都
の家庭で朝食にパンを食べる習慣が広
まり、京都の世帯当たりパン消費量が
全国トップレベルを記録するひとつの
要因になっているのではないかと考え
ています。この商品名もマタイ福音書
に由来しており、「私どもの作るパン
が、神に祝福され、人類の健康と幸福
に役立つように」との思いが込められ
たものです。
創業理念の喪失による衰退
しかしながら、バブル崩壊を機にパ
ン消費量が頭打ちとなった影響で収益
が悪化し、平成に入ると資産の切り売
りや人員削減による生き残り策を余儀
なくされるに至りました。これは、大
手業者や量販店との競争激化といった
外的要因以上に、組織内の要因が大き
かったと思います。1982年の父の他界
後、進々堂の経営は実質的に大手商社
に委ねられましたが、理念、ビジョン
やパンへの愛情の欠如から社員の気持
ちも離れたことに加え、大手商社に対
する甘えの体質も経営悪化に拍車をか
けたように思います。

原点回帰と2030年を見据えて
2001年に大規模再編を行い、私が社
長に就任したのですが、最初に手掛け
たのは会社の存在目的の再確認でした。
祖父の創業理念であった「パン造りを
通して神と人とに奉仕する」を経営理
念に掲げるとともに、経営方針として
「お客様第一の徹底」「自分育て人育
て」「内部管理の充実」の3項目を制定
しました。
以来現在まで、旧進々堂の失敗を踏
まえ、「小規模・ローカル」の特長を
生かしたキラリと光る会社を目指して
「進々堂らしさ」を磨き上げることを
第一に心掛けています。また、私が75
歳となる2030年を見据え、現在成長中
の冷凍パン市場への対応強化の一環と
して、来年夏を目途に本社工場の移転
を予定しているとともに、既存店舗の
時代に応じたリニューアルや寺町店
（本店）の大改装を進めたいと考えて
います。
さらに、2018年に四条烏丸のホテル
内に新業態店「ルボンヴィーヴル」を
オープンしました。宿泊客向けの朝食
に加え、昼以降はパン、ワイン、チー
ズというフランスの日常生活に欠かせ
ない3つの食材を楽しむ空間として、フ
ランスの家庭料理を提供しています。

５

「無声呼人」を繋げていくために

（株）福寿園 代表取締役社長
【日本茶製造・販売】

福井正興

福寿園に入社するまで
寛政2年(1790年)創業で、お茶の製
造・販売を行っています。幼い頃から
お茶屋の息子という意識は特別してい
ませんでしたが、家の庭にはお茶の木
が植えてあったり、コーヒーよりはお
茶が身近にあったので、何となくの意
識はあったかもしれません。
そうした中で、大学で茶道部に入っ
たことがきっかけでお茶との関わりが
始まりました。就職活動する中で、静
岡の野菜・茶業試験場（現農研機構 果
樹茶業研究部門 金谷茶業研究拠点）の
研修制度があることを知りました。正
直、お茶の製造方法、茶畑の管理につ
いても知らなかったので、一度勉強す
る必要があると思い、試験を受けて入
場することになりました。試験場では、
多くの茶農家の方や、小売店の方と一
緒に2年間、勉強をさせていただきまし
た。その後、福寿園に戻って現在まで
至っています。
近年のお茶業界について
現在のお茶業界状況としては、現実
的には急須でお茶を淹れて飲む方は激
減しています。生産量についても、近
年の抹茶ブームで少し増加しているも
のの、お茶農家の後継者不足等の課題
は抱えており、おおむね８万～９万ト
ンで推移しています。もちろん、農業
技術の向上や、若手育成の動きもあり
その中で踏ん張っていただいているこ
とや、ペットボトルや菓子原料として
のニーズが増えていることもあり、

国内生産の茶葉の需要がある状況です。
また、輸出については伸びており、
ブームは決して一過性のものではなく、
海外の大手カフェや菓子メーカーから
抹茶を使った商品が20年以上前から出
てきています。世界中の人に受け入れ
られているとまでは言えませんが、そ
の可能性は秘めているので伸ばしてい
く必要があります。
福寿園について
お茶と言えば、宇治というイメージ
があると思いますが、私たちは創業の
地である木津川市に本社、工場を置い
ています。なぜこの土地であったかと
言いますと、木津川を下っていけば大
阪まで出られますし、街道筋でもある
ことから人や物流の便が良かったこと
があると思います。
お茶の木は、紅茶も中国茶も日本茶
も同じ木から作れます。木の品種に
よって向き、不向きはありますが、加
工の仕方次第で様々な種類のお茶が作
れます。そうしたことから、福寿園で
もお茶とお茶に関わる商品を販売して
います。対面販売をメインとし、百貨
店や駅ビル等のお店に出店し茶葉の小
売りをしている「福寿園」という会社、
ブランドと、「宇治の露製茶」という
お茶の卸売りを行っている会社、ブラ
ンドがあります。原料卸としては、全
国から茶葉を仕入れて、我々の技術で
加工してメーカー様等に提案していま
す。こうした中で、サントリー様から
お声掛けいただき開発した商品が「伊
右衛門」です。
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龍谷大学講演
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お茶の文化と伝統とつなげるために
1990年に福寿園ＣＨＡ研究センター
（現福寿園CHA遊学パーク）を創業200
周年を機に作りました。当時はお茶の
大量生産型の工場を作るか、文化・伝
統を伝えていくための施設を作るかで
議論もあったと聞いていますが、議論
の中で、大量生産は誰でも出来るかも
しれないが、お茶の文化や伝統を伝え
てくことができるのは我々だけだろう
ということになり、研究施設を作りま
した。結果として、この施設があった
からこそ、サントリー様の研究員と
我々の研究員が、対等に話し合いをす
ることができました。中でも創業者の
名前を商品名に使うという点について
は、当時ペットボトル商品は３ヶ月も
たないと言われているような市場でし
たので慎重な声も多くありました。た
だ、一緒になって本気でペットボトル
のお茶を作り、その名に恥じない美味
しい物をつくれば良いと考えた結果、
2004年に発売に至り今日まで続いてい
ます。そのことは非常に有り難く、今
後も続けていきたいと思っております。
200年以上続いている会社、ブランド
を守るために、次の世代に繋いでいき
たいことが、家訓でもある「無声呼
人」です。広告宣伝をしなくとも、良
い物をつくればお客様から来て下さる
ということで、これを分かりやすく解
釈したものが社是です。信用、得意先、
技術、人材、資本を蓄積することで社
会の発展に貢献し、豊かな生活を築き
上げることを目標にしています。

