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大樹園四代 盆栽職人

鈴木 卓也
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通常総代会開催
催／
／「第１回あいち木づかい表彰」優秀賞を受賞

長い年月をかけて自分の思う姿へ︒

盆栽の魅力を広い世代へ伝えていきたいです︒
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盆栽職人

鈴木 卓也

岡崎信用金庫では、地域で活躍するさまざまなかたを応援しています。
このコーナーでは、文化、芸術、スポーツの分野で活躍するかたを紹介していきます。
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されつつあります︒今回は︑若き盆

れるかたも増え︑改めて盆栽が注目

は︑盆栽をインテリアとして楽しま

﹂と
み な ら ず ︑ 海 外 で も ﹁ bonsai
して広く親しまれています︒最近で

日 本 の 伝 統 文 化 ﹁ 盆 栽﹂︒ 日 本 の

もの成長を近くで見ながら仕事がで

子どもを授かったこともあり︑子ど

ように思います︒ちょうどその頃︑

自分の中の価値観が大きく変わった

いでいくべきものがあることなど︑

しょうか︒改めて今後の人生を考え

自分のラーメン屋を開きたいという

会社で営業をしていました︒将来は

学生時代は建築学科で学び︑建設

︱﹁盆栽﹂の道 に 進 ま れ た
きっかけは？

にお話を伺いました︒

緑園で︑二代目の二番弟子である久

ます︒私は約１年間︑九州の鳥栖昭

栽職人のもとで5年以上の修行をし

校などはありません︒一般的には盆

盆栽職人になるための専門的な学

︱盆栽職人になるには？

きるというのも魅力的でした︒

たとき︑家族のことや次代へ引き継

鈴木卓也さん

目標があったので︑レストラン業を

保田政充氏に弟子入りし︑盆栽の基

栽職人︑大樹園四代

営む会社へ転職︒調理・接客・従業

親方から毎晩のように大樹園の先

礎からお客様との接し方などを学び

し︑婿養子として迎えられた先が盆

代︑
先々代の武勇伝を聞かされるうち︑

員管理などを学びました︒この頃は

栽園でしたが︑当時は盆栽や植物に

﹁ こ れ は え ら い こ と に な っ た ⁝ ﹂と

ました︒

興味はありませんでしたから︑弟子

思いましたね︒実は︑修行に行くま

盆栽とは無縁の生活でしたね︒結婚

入りはしませんでした︒

で︑私が跡を継ごうと決めた大 樹 園の

りしている同世代の職人見習いがお

しですし︑園には︑三代目に弟子入

自宅にいれば常に盆栽のある暮ら

を継ぐなど言えなかったと思います

の名門︒知っていたら恐ろしくて跡

樹園は盆栽界では五指に入る名門中

たく理解していなかったのです︒大

格 付けといいますか︑立ち位 置をま っ

り︑話を聞いているうちに少しずつ

︵笑︶
︒この道に入り8年ほど経ちま

︱では︑なぜ盆 栽 職 人 に ？

関心をもつようになりました︒決定

したが︑まだまだ修行の毎日です︒
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的になったのは︑東日本大震災で

▲大樹園にはお客様からお預かりしている鉢など、大小合わせて約1,000鉢の盆栽があります。
季節や木の種類、盆栽の状態によって異なる手入れをするため、常に気を配って管理をしています。
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先代の技を受け継ぎつつ︑
新たな挑戦を続けます︒
合わせた新たな盆栽文化のあり方を
追求するのも必要だと考えています︒

別の職業に就かれていた鈴木さん
にとって︑盆栽の世界はどのように
私は︑前職で培った営業職の経験を
で頂けるように力を入れています︒

活かし︑幅広い世代に盆栽を楽しん

映ったのでしょうか︒

︱﹁盆栽﹂を 新 た な ス テ ー ジ へ
盆栽業界は︑業界側からPRをか

外ではありません︒伝統文化として

野でも難しいと聞きます︒盆栽も例

継ぐ担い手を育成するのは︑どの分

です︒日本の伝統文化を次代へ受け

いった景気のよい時代もあったよう

な盆栽を預けて面倒を見てもらうと

あったり︑盆栽職人にいくつも高価

師や盆栽職人を専属に抱えるお宅が

いの感じでしょうか︒一昔前は︑庭

﹁知りたければ見に来たら？﹂くら

うに思います︒どちらかといえば

計図のないプラモデルのようなもの

若い人は意外に多いです︒盆栽は設

見せると興味津々で話しかけてくる

プも手伝い︑その場で剪定の様子を

のイメージと︑私の風貌とのギャッ

﹁盆栽＝年配の気難しそうな職人﹂

るイベントへ出店したりしています︒

また︑音楽祭など若い人たちが集ま

など幅広く利用いただいております︒

式典やパーティの壇上︑写真撮影用

うに︑レンタル盆栽を始めました︒

盆栽を気軽に楽しんでもらえるよ

︱どのような取り組みを？

の盆栽を嗜むお客様の年齢もあがり︑

で︑今の形から将来の姿をイメージ

けていくという風潮はあまりないよ

年︑ 年先︑盆栽職人の数ととも
しています︒受け継いでいくべき盆

に大きく減ってしまうのではと危惧

どが伝わればいいなと思っています︒

いくことのできる楽しさや奥深さな

して︑自分の思うように創り上げて

20

栽の技術などは継承しつつ︑時代に

盆栽を育てているかた、これから始めたいかたに向けて、盆栽
教室を開催しています。個人や少人数での教室もあります。
月に1度開催される「岡盆 盆栽教室」では、体験・見学も
できますので、お気軽にお問い合わせください。

盆栽
教室
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▲平成30年岡崎緑風展 盆栽講習会の様子（岡崎中央総合公園）

▲愛用の道具箱を手に、盆栽の手入れや展示会など
全国各地をまわります。
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が︑手軽に楽しめるものもたくさん

楽しさや魅力を日本はもちろん世界

鉢という小さな空間に︑いかに広い

あります︒若い木を︑年月かけて育

に広められたらと思います︒

世界を見せられるか︑それぞれの木

てていくのも楽しみ方の一つですし︑

︱盆栽とは？

の特徴を見極め︑古木・大木に見え

育てるのは面倒だなというかたには︑

盆栽の定義でいえば﹁鉢に入った

るものを表現したいというのが最終

職人が作ったものを自宅において︑

︱盆栽を始めるには？

的な目標でしょうか︒樹齢の若い木

癒しとして楽しまれるのもいいと思

盆栽として仕立てたもの ﹂︒鉢に植

をいかに古木に見せるかというとこ

います︒手入れや育て方など︑気軽

盆栽は敷居が高く思われがちです

ろは職人の技の見せ所です︒先代よ

にご相談ください︒

わっているだけのものは鉢植えです︒

り受け継いだ技を更に磨き︑盆栽の

岡崎市在住。32歳。豊橋工業高等学校建築学科、大同工業大学工学
部建築学科卒。建築デベロッパーにて営業職に従事。2009年、イタ
リアンレストランにて飲食業を学ぶ。2011年、大樹園の2番弟子で
ある鳥栖昭緑園の久保田政充に師事。翌年、大樹園に戻り、義父で
ある鈴木亨より盆栽を学ぶ。
2015年 第41回作風盆栽展 新鋭作家部門において金賞受賞（黒松）
2016年 第42回作風盆栽展 新鋭作家部門において銀賞受賞（五葉松）

▲第23回作風展内閣総理大臣賞受賞作品
黒松「瑞穂」

Information
黒松盆栽の名門・昭和9年開園

盆栽

大樹園

住
所：愛知県岡崎市大平町杉本36
電話番号：0564-21-5678
ホームページ：https://bonsai-daijuen.com/

4

▲大樹園三代 鈴木 亨氏（左）。
作風盆栽展において内閣総理大臣賞をはじめ、数多くの受賞歴をもつ。
日本盆栽協同組合副理事長、日本盆栽協会理事、世界盆栽友好連盟名誉顧問
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第96期
（平成29年度）
当金庫通常総代会を開催
（6月15日）
以下、総代会での報告、
決議事項についてお知らせします。
報告事項

当金庫第96期（平成29年４月１日から平成
30年３月31日まで）および㈱おかしん経営
コンサルタントの第51期（平成29年４月１
日から平成30年３月31日まで）業務報告、貸
借対照表および損益計算書の内容報告の件
業務報告、貸借対照表および損益計算書の
内容を報告いたしました。

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

剰余金処分案承認の件
定款第15条に基づく会員の法定脱退の件
定款一部変更決議の一部を取り消す件
総代候補者選考委員30名選任の件
理事16名選任の件
本件は、理事に大林市郎、大河原誠、上
野正彦、宇野一成、朝倉清陽、田中秀
明、畔柳雅宏、浅山敏浩、杉山薫、藤浦
正、小林賢郎、河原一夫、立花貞司の各
氏が再選され、新たに稲葉裕己、安藤隆
博、榊原昭嘉の各氏が選任され就任いた
しました。なお、立花貞司氏は非常勤の
職員外理事であります。
第６号議案 監事４名選任の件
本件は、監事に白木良治、河合潤、細井
土夫の各氏が再選され、新たに酒井茂樹
氏が選任され就任いたしました。なお、
細井土夫氏は信用金庫法第32条第５項に
定める員外監事であります。
第７号議案 退任理事および退任監事に対し退職慰労
金贈呈の件
また、本通常総代会終了後開催の理事会におきまし
て、会長に大林市郎、理事長に大河原誠、副理事長に
田中秀明、上野正彦、専務理事に宇野一成、常務理事
に朝倉清陽、畔柳雅宏の各氏が選定され就任いたしま
した。また、本通常総代会終了後開催の監事会におき
まして、常勤監事に白木良治、酒井茂樹の各氏が選定
され就任いたしました。
以上

−新副理事長・新任理事−

副理事長

田中

理事

稲葉

裕己

副理事長

秀明

上野

理事

安藤

隆博

正彦

理事

榊原

昭嘉

「第１回あいち木づかい表彰」
優秀賞を受賞
平成30年５月19日㈯、当金庫城下町支店があいち認証材を積極的に利用
した、木の良さを実感できPR効果の高い建物であるとして、愛知県より
「優秀賞 愛知県森林協会長賞」を受賞しました。
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おかしんアプリの便利な機能
残高確認
本アプリ登録口座の残高と、最新の入出金明細※を
ご確認いただけます。
※当日を含めた過去62日間のお取引明細のうち、
最新の10件が表示されます。

Money Forward for 岡崎信用金庫
家計簿アプリ「Money Forward for 岡崎信用金庫」で
おかしん以外の口座・残高情報も一括で管理ができます。

おかしんパーソナルダイレクト
おかしんパーソナルダイレクトのログイン・新規お申込み・
各種お手続きができます。

おかしんインターネット支店
おかしんインターネット支店のログイン・新規お申込み・
各種お手続きができます。

その他の便利ツール
お近くのATMを探したり、ライフイベントごとにかかる
お金を調べてみたり…様々な場面で役立つツールです。

詳しくはホームページをご覧ください。
おかしんアプリ

システム更改のため
オンラインサービスを
いただきます。
お客様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解いた
だきますようお願いいたします。お預け入れ、お引き出
し、お振込みなどはお早めにご準備ください。

平成30年

7/15 10/6 10/7 10/8
（日）

その他のサービス

臨時休止 させて

臨時休止する
オンラインサービスの内容
ATMでのお取引

ＡＴＭ などの

ＡＴＭ等をご利用の皆さまへ

（土）

（日） （月・祝）

当金庫の
ＡＴＭのご利用
当金庫のキャッシュカードを
使用した、提携金融機関および
コンビニＡＴＭでのご利用
インターネットバンキング
マルチペイメント
（収納）サービス
デビットカードサービス
ファーム・ホームバンキング（FB）
アンサーサービス

ただし、7/14㈯、10/9㈫の早朝0：00〜7：00も休止となります。

10月６日
（土）
〜８日
（月）
の３日間は、すべてのオンラインサービスを休止させていただきます。
オンラインサービス臨時休止のお知らせは、ホームページ、パンフレットでもご案内をさせていただいております。
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毎月一回発行
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