伊 藤ま さこ の お や つ の時 間

伊藤まさこさんと髙橋台一の対談

2014年９月14日／うつわ菜の花にて

伊藤まさこ（以下 M）／ 高橋さんから「菜の花で一緒に何かしませんか？」と
声をかけていただいたのが、もう何年も前のこと。
髙橋台一（以下 T）／ その時は、
まさこさんの好きな暮しの道具を展示しては？
と提案したんだよね。
Ｍ／ そうです。スタイリストという仕事を続けてきた中で出会ったものもあれば、
暮していく中で愛着の湧くもの、好きなものもたくさんある。それらの器や道具
を集める展示もいいけれども、せっかくならば菜の花だからこそできる、菜の花
じゃないとできないことがあるんじゃないかな、とずっと考えていました。
Ｔ／ それで今回の展示を思いついたの？
Ｍ／ 高橋さんの本業はお菓子屋さんですよね？だから、お菓子を中心に考えた
展示ができたらいいな、と思ったんです。箱根の展示室や小田原のうつわ菜の花
では、お菓子とはまったく別の展示をしてこられている。書だったり彫刻だった
り器だったり。もちろん高橋さんのお好きなもの、というのが展示の条件なので
しょうけれども・・・それはどうしてなのかな、とずっと思っていたんです。
Ｔ／ そう。展示にお菓子を持ってくるのは今回が初めて。自分のところのお菓
子でも飾り方によっては、すごく変わって見えると思うけれど、今までなぜかそ
れができなかった。まさこさんと一緒にお菓子を考えて、まさこさんがそれに合
う器をセレクトして展示をするという方法が、すごく新鮮に見えるような気がし
たんです。今回は、新しいお菓子も作ったけれども、いつもの菜の花のお菓子の
形を変化させたものもある。あるものをどうやって見せるか、何と合わせるかっ
ていうのも今回の企画の面白いところなんじゃないですかね。季節を切って見せ
ると、こういう展示の仕方とか、あり方っていうものが提示できるんじゃないか
なっていう気がしていますね。
Ｍ／ 紫芋のきんつば、抹茶のポルボローネ、ミニ温泉まんじゅう、栗のきんと
ん・・・どれも私が大好きな素朴なものばかり。奇をてらったものがないのは、
食べてほっとする時間を楽しみたいから。だから展覧会のタイトルも「おやつの
時間」にしたんです。
「スウィーツ」でもなく「デセール」でもなく「おやつ」。
どこか懐かしい、この言葉がとても好きなんです。
Ｔ／ 僕なんかおやつっていうと、昔、母親が作ってくれたものを思い出しますね。
いろんなものを作ってくれた。実家が菓子屋で、ちょうどここの空間（対談場所
は小田原のうつわ菜の花）が店だったんです。このへんまでが店で、ここが茶の
間で、食堂があって、奥が工場。おばあちゃんが２階の隠居所にいて、きょうだ
い４人と両親と工場の人もいる、賑やかな環境でした。子どもの頃は、勝手に仕
事場に入って行ってどら焼きの最後の生地で、亀の甲羅みたいなところに脚をつ
けて亀みたいにして「甲羅を入れてよ」なんて言いながら、もらって食べていた。
それが僕にとってのおやつの時間でしたね。
Ｍ／ ああ、なんだかいいですね。
Ｔ／ 母がさつまいもを揚げて、それにちょっと塩が添えてあったり。そういう
のが、毎日ありましたね。
Ｍ／ うちの母は、ケーキを焼いてくれたり、シュークリームを作ってくれたり。
今思うとなんてマメな・・・と感心しますが、学校から帰ってきて玄関を開けた
瞬間に台所から甘い香りが漂ってくると、とても幸せな気持ちになったものでし
た。朝昼晩の３度の食事とちがって、おやつって、ないならないで過ごせる。で
もお茶をいれて、甘いものをほんの少しでもいただいて・・・そうするうちに、
なんだか心がほっと休まるんですよね。私にとっては、とても大切な時間なんです。
Ｔ／ ほんとにそうですねえ。大人でも子供でも、双方が持っている時間のひと
つの枠なんじゃないですかね。
Ｍ／ 気持ちの切り替えにもなります。
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Ｔ／ 今までの時間からこうピンと切り替わる。
Ｍ／ そうですね。自分でうつわをえらんで、茶器を揃えて、トレイは何にしよ
うかなどと考える。ていねいにお茶を淹れて、落雁ひとつでも、おせんべい１枚
でも、それに合うものをえらんで、すごすうちに気持ちがピシッと変わるというか。
Ｔ／ 子供の頃って、ピシッととかなかったのに、大人である我々は、ピシッと
するというか、シャンとするというか、気持ちがついてくるんだなっていうのを
感じますね。
Ｍ／ そうかもしれない。ほっとするとともに気持ちが切り替わる。
Ｔ／ ところで今回の紫のきんつば、とてもきれいでしたね。
Ｍ／ 子どもの頃は、きんつばってあまり好きではなかったんです。ちょっと野
暮ったいような気がして。でも、高橋さんが紫芋がたくさんあるからお菓子にで
きないかと相談されて、そうだ、きんつばを作ってみては？と思いました。形も
ちょっと細長くして。 結果、とてもすらりとした印象の美しいお菓子ができま
した。
Ｔ／ おまんじゅうは僕が一番胸を張って薦める菜の花の定番のお菓子ですが、
それを小さくしたのはどうして？
Ｍ／ 小さかったら一度に何種類もの味が楽しめるかな、と思ったんです。欲張
り？それから見た目にかわいい。この「かわいい」というのは私にとってはとて
も大事なこと。ポルボローネも抹茶色の生地に粉糖をかけたらかわいいのでは？
と思って。高橋さんと黒田泰蔵さんのアトリエにうかがった時にこの器を見て、
ピンときたんです。まるっこいポルボローネをランダムに器に置いて、粉糖を雪
のようにかけてみよう・・・って。
Ｔ／ 表紙の写真の、お皿ごと粉糖を振ったのがいいよね。
Ｍ／ そうなんです。お菓子って、絵を描くような感じで盛れるのが楽しいですね。
Ｔ／ お皿がキャンバスみたいですね。大きい空間の中にあるわけですよね。
今回、まさこさんのうつわ選びを見ていて思ったのですが、意外と渋いものがす
きなんですね。
Ｍ／ そうですか？好きな器をえらんでいったら結果的にこういう揃いになった
というかんじです。器は料理やお菓子がのってこそ活きてくるもの。だからあま
り主張の強いものより落ちついたものが好みです。
Ｔ／ 森岡さんの焼〆の角皿に、栗きんとんを盛るとは思わなかったな。
Ｍ／ ね、これ良かったですね。（芸術新潮10月号に掲載されるこの企画の特集記事を見ながら）
Ｔ／ 四個って言う数も、なかなか選ばない数だけどそれが綺麗だった。
Ｍ／ 器の質感とお菓子の柔らかさが、すごくぴったり合いましたよね。この栗
の枝も良かった。
Ｔ／ 生きるよね。
Ｍ／ 今回は、私がふだん好きで使っている器を作る作家さんにまずは声をかけ、
それに菜の花さんでお付き合いのある方も加わって・・・そういう広がりがあっ
たのがとても楽しかったです。
Ｔ／ うちも広がりができてよかった。作家さんともっと付き合っていくのに必
要なファクターというものがあるのかもしれない。そのひとつがお菓子であった
り。きっかけを互いに作り合えたらいいと思う。いいところをちゃんと引き出し
てあげられれば。
Ｍ／ 私がすごいなぁと感心したのは、作家さんたちの勘のよさ。私のこんなも
のが欲しい、こんな形があったらいいな、という漠然としたイメージを言葉で伝
えただけで、すぐにそのイメージにぴったりなものを形にしてくださった。
Ｔ／ 佃さんのお敷き、内田さんの錆盆、匙屋さんや竹俣さんの菓子切り・・・
今回の展示にと作っていただいたものがたくさんありますね。
Ｍ／ ここにたどりつくまでに高橋さんとたくさんお会いして、打ち合せというか、
いつもほぼ雑談で終わってしまうんですけれど（笑）
、少しずつ少しずつ距離が
縮まってきたと思うんです。その中で感心したというか、勉強になったことがい
くつかあって。
Ｔ／ 何だろう？
Ｍ／ 会社でもギャラリーでも、うかがうとまずはお茶を点ててくださる。仕事
の話しになる前に、ひと呼吸あるんです。去年の今頃、私が栗のお菓子をお土産
に持って行った時も、すぐにお茶を点てて、そのお菓子に合う器を棚からとても
楽しげにえらんでおられた。それから、おやつをテーマにしようと決まった時に、
「いらしたお客様にどんなおもてなしをしようね」とおっしゃったんです。私は
その時、どんなお菓子を作ろうかとか、作家さんはどんな方に頼もうかとか、と
いうことで頭がいっぱいだったのですが、展示はお客様に喜んでいただくという
のが大前提。 その言葉を聞いてハッと我に返って、まず自分だったらどんなも
てなしをされたらうれしいだろう？と、展覧会の内容を俯瞰して見ることができ
るようになったんです。
Ｔ／ そうなんだ。
Ｍ／ おやつは毎日の暮しの中でどうしても必要なものではないかもしれない。
なくても生きてはいける。でも、あったらとても楽しい。そんな時間のお手伝い
が少しでもできたらと思って、この展覧会の準備をしました。お菓子と器、それ
から杉さんのお花も加わって・・・私自身、とても楽しみでもあります。
Ｔ／ この秋は、箱根に足を運んでいただいて、器も、お菓子も、どちらも気に入っ
て下さるといいですね。
その時間を楽しんでもらえるような展示ができたらいいなと思います。
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伊藤まさこの
おやつの時間

２０１4 年 1 0 月 11 日 . 土 ― 1 0 月 1 9 日 . 日

伊 籐まさこさん 在 廊日 １１日（土）
・１２日（日）
在廊日には、まさこさんお手製のお菓子がおたのしみいただけます。
（数量限定）
・11日午後4時より、特別ゲスト遠藤柊一郎さんによるコントラバスコンサート
・会期中、杉謙太郎さんのお花のお稽古を開催します。11日、12日、13日 各日午前・午後（予約制）
詳しくはパンフレットをご覧ください。

10月15日（水）定 休

「温泉まんじゅう」
「薯蕷」
「抹茶」３つの味わいが楽しめるよう、
小さなサイズで作ったおまんじゅう。
素朴な味わいはコーヒーとの相性もよい。
白いカップもシルバーのトレーもふだんのおやつの時間によく登場するもの。
展覧会のために用意された器以外に、
ふだん愛着のある器や道具も展示される。
そば猪口 ／ 岡田直人 銀メッキ盆 ／ 猿山修
「温泉」
「薯蕷（じょうよ）
」
「抹茶」三つの味のおまんじゅう

陶、木工、金属、硝子。
お願いした作家さんは全部で「 1 8」組。
「おやつ」というくくりの中で、これだけの様々な表情の器が集まった。
右上から 焼〆片口 ／ 野口悦士 丸皿 ／ 石田誠 そば猪口・リンカ小皿 ／ 岡田直人 栗手塩皿 ／ 佃眞吾
中上から ツギころ ／ 吉田次朗 唐津ゆのみ・唐津豆皿 ／ 村木雄児 ガラス皿 流レニ咲ク ／ 艸田正樹
左上から 焼〆皿 ／ 森岡成好 灰釉鎬ポット ／ 余宮隆

割ると、中から色鮮やかな紫が顔を出すきんつば。
味だけでなく目にもおいしい。
吉田次朗さんの板皿に等間隔に盛って竹俣勇壱さんのフォークを添えて。
お菓子と器の相性を考えるのも、
おやつの時間のたのしみのひとつ。
陶板 ／ 吉田次朗 菓子切り ／ 竹俣勇壱
沖縄・石垣 紫いものきんつば

表紙｜この器を見た瞬間、ころころと丸いポルボローネを盛りたい、そう思った。
粉砂糖の雪を全体に降らすと、器がふだんとはまた違う表情になった。
黒田泰蔵 ／ 平台皿
抹茶のポルボローネ

白磁輪花皿 ／ 森岡由利子

出品作家
石田誠 ／ ゆのみ・小皿 内田鋼一 ／ 鉄錆角盆 岡田直人 ／ そば猪口・小皿 開化堂 ／ 茶筒 金網つじ ／ 茶こし 艸田正樹／ガラス皿・ゆのみ
黒田泰蔵 ／ 皿・ポット 匙屋 さかいあつし ／ 菓子切り 猿山修 ／ トレイ・そば猪口 竹俣勇壱 ／ 菓子切り 佃真吾 ／ トレイ・皿
野口悦士 ／ 急須・ゆのみ 村木雄児 ／ 小皿・ゆのみ・ポット 森岡成好 ／ 皿 森岡由利子 ／ 皿・ゆのみ 吉田次朗 ／ ゆのみ・皿
余宮隆 ／ ポット・ゆのみ 菜の花 ／ 菓子・杉板

