巻きゃ︑するめの佃煮や︑枝豆の佃煮があっ
た︒そこだけの祭り料理で︑みんなをもてな

祭りの日︑家に上がると︑大きな独特の太

な行事なのである ︒

を作って準備するということもお祭りの大切

と粋ではないというわけだ︒だからその浴衣

祭︒嚇子が鳴
祭りが終わると︑御神酒を参加した人で分
け飲むという直会(なおらい)というのがあ
る︒そのときに︑今年の祭りはどうだつたと
か︑そういえば︑一昨年はこうだったとか︑
昔はこうだったとか︑さま︑ざまな︑祭りでの

多くの人々を迎えられるということは︑その

すのである︒その日ばかりは︑神様と同時に
お客さんを迎える ︒料理の準備も大変だが︑
家の繁栄でもあるのだ︒

できごとが人々の聞に去来する ︒そこでは毎
年の祭りが連綿と続いているような不思議な
感覚の雰囲気におそわれる︒そんな気分にな
るのも︑世代が受け継いできたものを改めて

家の女将さんからも聞いた︒ こちらは揃いの

そんな似たような話は︑浅草の古くからの

確認しあい︑生の存在を知り︑感謝している
のかもしれない︒このときから︑また次の年
のお祭りが始まる︒

半纏が町ごとにあって︑そこの家で揃えて特
注しているのだという︒出入りの人に 着ても
らうしきたりだが︑その半纏が 一着三万円︒

それ右れに︑祭りには準備がある︒お騨子
の練習や︑ 山車の掃除や飾りつけ︑祭りの手
順の確認や︑家で用意する料理など︑さまざ

な出入りの人たちに貸し出される ︒
貸し出したかわかるようになっている︒お決

ひとつひとつに番号︑がふつであって︑誰に

それがなんと五十着も用意してあって︑大切

まなことがある ︒町で 貢献のある人が代表 に
選ばれ︑それぞれに協議をして︑祭りを司る
ための準備が進んでいく︒着るものだってそ

余所から通って︑女将さんに親しく顔を知っ
てもらいにくる人もいるくらいだ︒

には町内の神輿は担がせてもらえない ︒半纏
を着たい︑神輿を担ぎたいゆえに︑せっせと

まりの半纏だから︑おいそれとは誰にでも着
れるというものではない ︒それを着ないこと

うだ︒着るものには︑たいてい何処でも決ま
りがあって︑それぞれに町の誇りがあるから︑
着る もの の準備だって︑馬鹿にならない ︒ど
ういう意匠にするかということで︑ 一年がか
りで会議を持っところもある ︒
とき のことだが︑ある家の女将さんが︑箪笥

女将さんは︑揃いの名前の入った半纏を用

佃煮で有名な小さな鳥である佃鳥に行った
の中から出してくれたのは︑締麗に洗濯され

意して︑自分が管理していることが自慢げで
﹁終わると︑ いつもクリーニングに出してね︑

あった︒

いるだけでも楽しくな って しまう︒浴衣も祭

次の年のために用意しておくんだけど︑必ず

糊の利いた浴衣であった︒ それも昔使った意
匠の違うものもあって︑そのデザインを見て
りではちゃんと揃いのものがあって︑後ろの

j三着なくなるんだよ︒その度に追加しな

一
一

端折り方まで決ま って いる ︒それができない

といいつつ︑それだけみんなが欲しがる 半織

きゃなんない ︒どうしたものかね﹂
と︑数が合わなくなる 半纏を困ったものだ
けてからは︑お神輿でも知られるようになっ

入ってからは神輿も造るようになり︑とりわ
け昭和 二五年と 二七年に浅草の本神輿を手掛

くにあって︑そこに工場がある ︒
古い構えの庖

たのだという︒ この本庖は浅草の言問橋の近

もう 一つの女将さんの自慢は︑お祭りにお

が誇りでもあるかのようだつた︒

全国各地から注文のきた太鼓や神輿を造る ︒

はかなりのものだ︒最近は太鼓を造るところ
や張り替えをしてくれる所が地方では少なく

太鼓だけでも︑その数は 一年に 二 j 千個
二
にものぼるという︒修復も含めると︑一
その数

の奥には︑太鼓や神輿を造る作業場があって︑

赤飯を炊いて︑来た人に振る舞うことであっ
た︒
その半纏や浴衣の準備︑料理の準備ともて
なしの中に︑祭りを見るかのようだ︒
祭りとはよくできていて︑その地域地域の
さま︑ざまな要素がすべてからまってくる ︒一
つ欠けたってお祭りにはならない ︒料理も町

; ・j p ; c
にー町 カ
叡きたす
祭りの準備が本格的に始まるのは︑祭りの

太鼓の人気の裾野は広い ︒海外でも和太鼓の

できた太鼓サ ークルといったところもあって︑

もちろん のこと︑新興住宅地で祭りを したい
という ので注文を受けるもの ︑
最近では新たに

太鼓は︑神社やお寺や普からの注文主のは

一月前くらいだろうが︑そうなると本当に町

なってきて︑そんな事情もあって︑地方から
の注文もかなりあるという︒

が動きだす︒面白いもので︑提灯は何処︑手

グル ープは増えているということだった︒ア
メリカでも四O O近いグループがあるという︒

一つが動きだすと︑それに連動するかのよう

ゃん と祭りには地域がからむようにな ってい

拭いは何処と︑それぞれに必要なものが︑ち

お祭りに欠かせない太鼓だが︑その祭り の

に飾られる提灯 一つもおろそかにできない ︒

るのだ︒それぞれの地域に住む人々の生きる

秋にかけてが︑多忙になってくる ︒夏 から収

けての祭りの前がもっとも多忙になるのも無

準備は︑五月の浅草の大祭三社祭りの前から

知恵が積み重なっている ︒ 一つ 一つの人々の
行為が神様を迎えることであり︑神様に近づ
く行為でもあるが︑もう 一つ言えることは祭
りはコミュニティそのものであるということ
だ︒そんなところが︑日本の祭りの面白いと

理もない ︒

線で浅草駅の 一つ手前田原町駅を降りると︑

その太鼓造りで有名な庄がある ︒地下鉄銀座

太鼓の響きは︑誰しも郷愁を誘うはずである ︒

祭りといえば︑日本に は太鼓が欠かせない ︒

によって牛を使うところと馬を使うところと

れ︑それになめした皮が張られる ︒皮は地域

台に中をくり抜いた棒の太鼓の胴が縦に置か

が響く︒太鼓の皮を張る木槌の音だ︒円上の

ン︑ダントン︑ダントンと︑リズムのいい音

太鼓造りの作業場では︑ダントン︑ダント

る習慣が多いことを考えると︑夏から秋にか

穫の秋にかけては︑豊作を祝い 一年を感謝す

ころに違いない ︒

ムのあるピルが目に入る ︒宮本卯之助商庄で

すぐ目の前に神輿や太鼓を飾ったショウル ー

竹筒が等間隔で差し込まれ︑竹筒には麻の縄

あるそうだ︒皮の縁には鉄の芯の入った細い

江戸末期の 一八六 一年に創業されたという

が掛けられ︑それを台の下 の張り出した何本

ある ︒
この唐は太鼓造りの庖として知られ︑明治に

筒を木槌で叩き︑少し︑ずつ麻の縄を締めてい

もの木に掛け︑皮が締め上げられる ︒その竹
とつの音を確認する ︒

うなずいたり︑首を横にふったり ︒ ひとつひ

に確認する ︒その音を聴いて︑坂本さんが︑

リズムを掴むのと︑
飯塚さんに言わせると ﹁

くことによって︑皮を張り︑いい音のする太
音の調整が難しい﹂のだそうだ︒太鼓造りは

鼓を造りあげるのである︒
皮を張ると︑次に鋲を打ち込んでいく︒ こ
音造りであるということを︑改めて知らされ

︒

一尺五寸のもので︑鋲

れもリズムの仕事だ︒
﹁
音 で見ますね﹂と親方の坂本さん ︒

4Q

一
太鼓職人の坂本さんは︑茨城出身︒ 出身地

だけでも 三百本もある ︒それが手際よく︑

の六月のあやめ祭り︑八月の夏祭りには︑自

定のリズムを刻みながら打ち込まれる様子は
きの裏には︑完成された響き同様のリズムが

見ていて気持ちがいい ︒ なるほど︑太鼓の響
分の故郷で︑自ら造った太鼓を打つ太鼓好き︑

年と経験こそ浅いが︑その逗しい腕からは︑

寺 だと︑お 寺 さんの 音が高くてはいけない ︒

切れたりするんです︒ 叩く 音 で調子を見る ︒

﹁リズムよく叩いて張っていかないと︑皮が

﹁太鼓造りはリズム﹂という坂本さん︒

祭り好きでもある ︒

あるのだと知らされる︒
太鼓の皮を張るのは︑東京生まれの飯塚紀

力強いリズムが刻まれる ︒ まるで太鼓と話し

拝 ん で も 神 さ ん に 通 じ な い と い い ま す ね︒ 祭

夫さん︒まだ二七歳の彼は︑太鼓を張るのに三

と傍ら で︑親方の坂本敏夫さん(五六歳)が体

あっているかのようだ︒ その作業ぶりをじっ

太鼓の胴は棒が最高とされるが︑百年くら

り太鼓は︑跳ね返 ってくるというか︑ポンと

いたった棒の丸太を切って︑これを乾燥させ

響 くのがいい﹂

し具合を聴くといった方がいいかもしれない ︒

を乗り出すように見守る︒作業を見守るとい

とりあえず皮が張られて鋲を打ち込む前に音

て︑くり抜き︑さらに乾燥させる︒その間に

うより︑飯塚さんの作業の音を︑太鼓との話

を出して︑飯塚さんが︑音の具合を坂本さん

