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かがやきびと

心のふるさと千万町楽校

杉浦 傑氏、高山 竜治氏、高山 秀美氏

LIFE「新しい生活様式」を実践しよう! ／ 尾頭橋支店 新築移転オープン！

かがやき
びと

山里アート in

ぜまんじょうがっこう

千万 町 楽校

名電長沢

至東京

千万町楽校

かがやき
びと

きくだしちょう

音羽蒲郡ＩＣ

ぜまんぢょうちょう

宮崎郵便局を
すぎて
次の角を左折
急坂を約４ＫＭ

千万町町・木下町は︑岡崎市額田地区にある
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くの方々に山里の魅力を発信しています︒
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当金庫ではアーティストの方々の作品や山里
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に寄せる思いなどを︑インタビューを通してシ

鉄

宮崎
小学校

米（ミネアサヒ）
愛知県の農業総合試験山間農業研究所において、
中山間地区に向く良食品米として育成され、昭
和55年に品種登録されました。ミネアサヒは非
常に美味しいお米ですが、稲作面積が少なく、
三河地区以外では、流通していないため「まぼ
ろしのお米」と呼ばれています。

リーズでご紹介しています︒

名

名

宮崎
郵便局

樫山町月秋

今回は蒔絵作家の杉浦傑氏と工房﹁天竜﹂を

岡崎ＩＣ
東

主宰されているトンボ玉作家の高山秀美氏と切

★

至名古屋

り絵作家の高山竜治氏ご夫妻にお話をお伺いし

ました︒

千万町楽校

▲愛知県ブランド米「ミネアサヒ」の収穫

岡崎信用金庫では、地域で活躍するさまざまな方を応援しています。
このコーナーでは、文化、芸術、スポーツの分野で活躍する方を紹介していきます。
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額田で暮らし、創作活動する芸術家たち

学生の頃から博物館や美術館巡り
が好きであちこち行きました︒どこ
へ行っても目にとまるのは︑光沢が
うるし
さや
美しい漆塗りの器や刀の鞘に金粉で
描かれた蒔絵などで︑当時から漆器
が好きだったのかなと思います︒
卒業後は仕事をしながらやりたい
ことを探していましたが︑これだと
いうものがなく︑ＮＨＫの文化教室
で金継ぎ・蒔絵教室を見つけたとき
は迷わず決めました︒教室へ通い出
すとますますのめり込み︑今がタイ
ミングだ！と2013年に仕事を退
職︒翌年から︑文化教室で教えてく
ださった漆芸作家の先生の元で修業
をしています︒
漆は︑ウルシの木から採れる樹液
で︑昔から接着剤や天然の塗料とし
て使われています︒漆器の絵付けは︑
金粉が混ざらないように漆で一部だ
け下絵を描き金粉を蒔いていきます︒
貝の内側から切り出した素材や卵の
殻などを使うこともあるのですが︑
先に貝などを貼り研磨し︑さらに漆
で絵を描いて金粉を蒔いていきます︒
漆は粘度があるので︑垂れてくる速
度と手の動かし方を同じにしないと
線の細さが変わってくるので︑同じ
モチーフでもまったく異なる作品が
できあがります︒漆芸はやればやる
ほど奥が深く際限がなくとても面白
いです︒現在は︑師匠の開かれる教
室で講師を務めていますが︑私自身
まだまだ修業の身ですので︑これか
らも漆芸の様々な技法の習得に努め
少しでも漆の世界を覗いていただき︑
堪能していただける作品を作ってい
きます︒
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1970年、愛知県岡崎市東河原町生まれ。50歳。
大学卒業後は公務員として勤務。
2011年、NHK文化教室で日本の伝統工芸「漆芸」
と出合い、漆や蒔絵の美しさに魅せられる。
2014年より本格的に漆芸の修業を始める。
現在は金継ぎや蒔絵の講師を務める傍ら、
蒔絵、箔絵、漆絵、沈金、螺鈿、卵殻、象嵌、
平文など様々な技法の習得を重ねている。

▲牛革に漆を塗り重ね、蒔絵を描いた帯止め

Masaru Sugiura

漆の上に少しずつ金粉で絵を描き、作品が完成した瞬間が好きです。
長い年月をかけて作られる山里の自然美にもどこか似たものを感じます。
うるし

※

※漆芸…漆を器物等の表面に塗り重ねたり、様々な加飾を施す東洋独自の伝統技法
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1979年、愛知県豊田市足助町生まれ。40歳。
2007年より動物をモチーフとしたイラストを描き始める。
2010年からは自作のイラストを活かした切り絵制作を始める。
額装された作品にこだわらず、切り絵を封入したレジンアクセサリーや
切り絵を組み合わせたキャンドルライトなども手がける。
2014年、岡崎市宮崎町に移住、工房を開く。
現在は全国の百貨店催事や作品展、イベントなどで活動。
1973年、愛知県刈谷市生まれ。46歳。
1999年、長野県の美術館でトンボ玉と出会い、ほぼ独学で「天とんぼ」
としてトンボ玉作りを始める。自作のトンボ玉とパーツを組み合わせた
オリジナルのアクセサリー制作にも力を入れている。
2007年より「工房天竜」として高山竜治と夫婦で活動を始める。
2014年、岡崎市宮崎町に移住、工房を開く。
現在は全国の百貨店催事や作品展、イベントなどで活動。

高山 竜治 氏
切り絵

高山 秀美 氏
トンボ玉

天竜
工房

Koubou Tenryu
切り玉ブローチ

授業のノートは落書きだらけ

︱子どもの頃から美術が好きでしたか？

竜治

でした
︵笑︶
︒漫画を描いて友だちと

見せ合ったりオリジナルのゲームを

作ってみんなで遊んだり⁝⁝︒高校

の体育祭で作った大きなオブジェで

僕のクラスが賞をとったことがあっ

て︑あの時のわくわくした気持ちが

私の実家は建具屋で物作りを

忘れられず今に至っているのかな︒

秀美

見て育ったからか︑
﹁欲しいものがな

ければ作ろう﹂というのがあたり前

でした︒小学生の頃から洋服を縫っ

たり漫画を描いたりと︑美術的なこ

とが好きで何でも挑戦しましたね︒

妻がイベントに出展するとい

︱本格的に製作をはじめたきっかけは？

竜治

うので遊びに行った時︑様々なジャ

ンルの作家さんがお店を出されてい

るのを見て︑僕もやってみたいと思

いました︒最初はパソコンでCGイ

ラストを描いてポストカードを制作

していましたが︑もっと手作り感の

あるものが作りたいと考えていたと

き︑妻から﹁イラストを切り絵で表

現してみたらどう？﹂とアドバイス

ふらりと立ち寄った安曇野の

をもらったのがきっかけです︒

秀美

美術館で初めて﹁とんぼ玉﹂を知り︑

制作体験に参加したらはまっちゃっ

いました
︵笑︶
︒初めにやり方だけ教

えてもらい︑あとはほぼ独学で好き

なように制作しています︒
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額田で暮らし、創作活動する芸術家たち

トンボ玉カチューシャ

切り絵の行燈

愛知県岡崎市宮崎町字亀穴48-7

全部の線がつながるように切

︱制作の魅力はどんなところですか？

竜治

り絵を作るのですが︑作品モチーフ

のテーマや背景から︑どこをつなげ

たら描きたい顔の表情が保てるのか

など︑遊び要素も取り入れてあれこ

好きな形や色を自由に作れる

れ考えるのがとても楽しいです︒

秀美

ところでしょうか︒組み合わせ次第

で幾通りにも見せ方を変えられるの

も魅力です︒異素材を組み合わせた

アクセサリーやトンボ玉を取り入れ

たカチューシャなど︑気軽に使って

もらえる作品を作っています︒

生まれ育ったのは額田より山

︱山里への移住を決めたのは？

竜治

深いところでした︒仕事の都合で街

なかや海のそばでも暮らしましたが︑

やはり山の空気が僕には合っている

主人より先に1人で下見に行

なと思い︑妻にお願いしました
︵笑︶
︒

秀美

く道中︑緑深い山々と川の流れる景

色を見たとき﹁多分ここに住むな﹂

と確信しました︒家のまわりにも自

然がたくさんありとても静かで︑創

作活動にも暮らすにも申し分なく︑

﹁ここしかない！これはご縁だ﹂と︑

主人と即決しました︒二人とも初め

ての土地で不安もありましたが︑ご

近所の方々もいい方ばかりで︑移住

を快く受け入れてくださいました︒

山里の豊かな自然のように︑見て

くださる方々の心を和ませられるよ

うな作品を作っていきたいです︒
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てんりゅう

●こうぼう

清流華
トンボ玉と組木のネックレス

竜治さんの「竜」と、秀美さんの作家名「天とんぼ」の「天」から
名づけたという工房「天竜」
。
夫婦共に作家ということもあり、お互いの活動を理解し、良い刺激を
受けたりアドバイスを出し合ったりできると語る高山夫妻。
お二人の作風を組み合わせた作品にも力を入れていかれる
とのことですので、今後のご活躍を楽しみにしております。

※現在店舗での営業・制作体験は休止
しています。出展情報などはホーム
ページをご確認ください。

切り絵の彼方なる竜

「どんどん新しい作品に挑戦していきたい！」
そんな前向きな気持ちにさせてくれるのが自然の力であり山里の魅力です。

Life

暮らしに役立つ情報ページ

うつさない、もらわない

Life

「新しい生活様式」を実践しよう!
1

一人ひとりの基本的感染対策
感染防止の3つの基本

①身体的距離の確保

②マスクの着用

③手洗い

□ 人との間隔は、できるだけ2ｍ（最低1m）空ける。
□ 人と会話するときは、症状がなくてもマスクを着用する。
□ 家に帰ったら、まず 手や顔を洗う。

※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

移動に関する感染対策
□ 感染が流行している地域への移動は控える。

□ 地域の感染状況に注意する。

□ 発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモする。※接触確認アプリなどの活用も。

2

日常生活を営む上での基本的生活様式

3

日常生活の各場面別の生活様式

□ まめに手洗い・手指消毒
□ 咳エチケットの徹底
□ こまめに換気（エアコン併用で28℃以下に）
□ 身体的距離の確保
□「3密」の回避（密集、密接、密閉）
□ 健康状態に応じた運動や食事、禁煙など、適切な生活習慣の理解・実行
□ 毎朝の体温測定、健康チェック。
発熱または風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

買い物
□ 通販も利用

公共交通機関の利用
□ 電子決済の利用

□ 会話は控えめに

□ 1人または少人数ですいた時間に

□ 混んでいる時間帯は避ける

□ レジに並ぶときは、前後にスペース

□ 徒歩や自転車も併用する

娯楽・スポーツ、イベントなど

食

事

□ 公園はすいた時間、場所で

□ 持ち帰りや出前、デリバリーも利用

□ ジョギングは少人数で

□ 屋外空間で気持ちよく

□ 筋トレやヨガは自宅で動画を活用

□ 大皿は避けて、料理は個別に

□ 歌や応援は、十分な距離かオンライン

□ 対面ではなく横並びに座ろう

□ 発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

□ 料理に集中、おしゃべりは控えめに
□ お酌、グラスの回し飲みは避けて

参考：厚生労働省ホームページ「新しい生活様式の実践例」から一部抜粋
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通算
第十回

関東移封と新たな国づくり

1月 23日

10：30〜12：30

試 験 日

令和３年

出題内容

江戸開府430年「家康公の生涯と江戸打入り」

申込期間

令和２年９月14日㈪〜11月13日㈮

試験会場

◎岡崎商工会議所

（試験時間90分）

〜関東移封と新たな国づくり〜

（岡崎市竜美南1−2）

◎岡崎信用金庫本店

（岡崎市菅生町元菅41）

◎自然科学研究機構 岡崎コンファレンスセンター

（岡崎市明大寺町伝馬8−1）

受 験 料

一般 2,000円／小中学生 1,000円

出題100問中、70問以上正解した受験者に
合格証を発行（問題は四者択一式）

※受験申込者には、主催者発行のテキストを１部お渡しします（11月下旬予定）。

お問い合わせ

（一社）徳川家康公に学ぶ会 事務局【岡崎信用金庫

地域振興部内】

℡（0564）25−7213

■主催／公益財団法人德川記念財団・岡崎商工会議所・一般社団法人徳川家康公に学ぶ会
■協力／岡崎市・幸田町・岡崎信用金庫
■後援／全国家康公ネットワーク

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、試験日が延期となる場合があります。
最新情報はホームページをご覧ください。

フリーローン
お使いみちは自由!
人生のさまざまなイベントを
応援します！

WEB
完結
お申込みから
ご契約まで

最大500万円
までご融資可能

固定金利

年

3.0% 〜 14.0%
年

（保証料込み）※ 審査により決定します。

無理なくご返済いただける範囲で、計画的にご利用ください。
ご利用いただける方
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● 年齢が満20歳以上で最終返済時の年齢が満75歳以下の方 ● 安定継続した収入がある方
● 当金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されている方 ●（一社）
しんきん保証基金の保証が受けられる方

お使いみち

自由
（事業性資金を除く）

ご融資金額

10万円以上500万円以内
（１万円単位）

ご融資期間

3カ月以上10年以内
（１ヶ月単位）

ご返済方法

毎月元利均等返済
※お借入金額の50％以内につき6カ月ごとのボーナス返済併用も可

ご融資利率
保証料

固定金利 年3.0％、年5.0％、年7.0％、年10.0％、年14.0％
※審査により決定します。
金利に含まれます。

担保・保証人

（一社）
しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要です。

条件変更手数料

期日前完済・条件変更をされる場合は所定の手数料がかかります。

必要書類

● 本人確認書類（運転免許証等）
● 年収確認書類
● 健康保険証 ● 上記以外の書類が必要となる場合があります。

□ 実際にお借入いただく日の金利が適用となり、
お 申込時の金利と異なる場合があります。 □ 審査の結果、
ご 希望に添えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。 □ 金融情勢の変化などにより内容を変更
・
中止させていただく場合がございます。
□ 毎月のご返済額等につきましては、
本 支店窓口で試算いたしますので、
お 気軽にお問合せください。 □ 詳しくは、
本 支店窓口までお問合せください。
なお、
窓 口に商品概要説明書をご用意しております。

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

新築移転オープン！
岡崎信用金庫 尾頭橋支店
全自動貸金庫を設置し安心・便利！
土・日・祝日もご利用OK！
ご利用時間：8時〜21時

2020年

9 7
（月）

尾頭橋支店は、建て替えのため熱田支店内で店舗内店舗として営業してまいりましたが、
新店舗の完成に伴い、従来の場所に新築移転いたします。
発行／岡崎信用金庫 編集／地域振興部
︶
電話︿〇五六四﹀二五│七二一三
︵ http://www.okashin.co.jp

今後もより一層地域の皆さまに愛され信頼される金融機関を目指してまいりますので、
引き続きご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

尾頭橋支店

〈移転前〉〒456−0005
名古屋市熱田区池内町１番７号
〈移転後〉〒454−0012
名古屋市中川区尾頭橋一丁目5番14号

TEL：052−331−5351
※電話番号は変わりません

