


第一章 越谷だるま

本章ではだるまの起源、 発達、 越谷だるまの特徴をもとに日本でも有数のだるまと比較
して明らかにしていく。

(1)だるまの起源
昔、 中国が唐（六一八 ～九〇七）の時代、 お酒を勧める道具の一つに酒胡子と呼ばれる

玩具があった。 酒胡子とは、 お尻のとがった木製の人形で、 今でいうコマのようなもので
ある。 これを盤のなかでクルクルと回し、 やがて倒れて静止したときに、 その倒れた方向
に座っているものが指名され、 杯を受けるか、 さもなければ隠し芸をするという酒席の遊
びとして使われていた。

明(-三六八 ～一 六四四）の時代になると、 酒胡子に代わって張子で作られた不倒翁と
呼ばれる玩具が登場した。 その名のとおり、 転がしても倒れない翁を描いた人形である。
倒れない翁は不老長生の術によりこのように老いてますます元気な姿を象徴し、 酒席の客
の健康を祝福する意味を持っていたといわれている。

不倒翁が日本に伝えられたのは、 室町時代(-三三八～ 一五七三）の後半といわれてい
る。 当時は、 中国との交易が盛んで、 不倒翁も珍しいみやげ物として伝えられました。 日
本では酒席で使うのではなく、 転んでも起き上がるところから、 外観を元気な子供の姿に
変えて、 起き上がり小法師という名で子供のおもちゃとして使われ、 もてはやされた。

起き上がり小法師は、 江戸時代（一六O三～一八六七）中期になると、 今度は起き上が
りだるまに変身していく。

達磨とは梵語（サンスクリット語）で「法」を意味し、 禅宗の始祖であると伝えられて
いる達磨大師のことをさす。 達磨は五世紀ごろ南インド香至国の第三王子として生まれ、
インド仏教第二十七祖である般若多羅の弟子となり、 印可を受けて菩提達磨となった。 中
国に渡って嵩山の少林寺に入り、 そこで九年間壁に面して座禅し、 ついに奥義を悟り、 弟

子の慧可にそれを伝えたといわれる。 達磨のこの修行は「面壁九年」といわれる。

江戸の文化の中でこの達磨大師が、 起き上がり小法師に見立てられた。 手も足も見せず

に 、 いかめしい顔をして座禅する達磨が身体を揺さぶりながら起き上がるこっけいさから、

起き上がりだるまが誕生したのである。

江戸時代•嘉永年間（ 一八四八～
一八五四）の頃には、 疱癒除けのまじないとして起き

上がりだるまは一般民衆に歓迎された。 張子のだるまは軽いので病気が軽く済み、 寝ても

すぐ起き上がるので、 病気がすぐに直るとされ、 それが人々の口から口ヘ伝わり、 全国各
地で作られるようになったのである。 すぐ起き上がるという縁起のよさは、 農業の五穀豊
穣、 商人の商売繁盛、 家庭の子孫繁栄・家内安全などの福の神となり、 庶民信仰の対象と
なっていた東京の浅草観音や神奈川の川崎大師などで、 参拝者への縁起物や魔除けのまじ

ないとして売られるようになった。
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やがて明治時代(-八六八～ 一 九 ーニ）になると、 花市や農作物の市でもだるまが売ら

れ、 売れ行きの良い市では、 主力がだるまに変わっていった。 高崎市の少林山のだるま市

が有名である。 また、 昭和五年の選挙にだるまが使われて以来、 選挙には不可欠の縁起物

にもなっていく。

(2)越谷だるまの起源

越谷だるまの起源は、 江戸時代に日光東照宮などへ往来していた職人が越谷宿やその近

傍に住み着いたことにある。 職人が越谷に住み着いた理由は奥州街道、 日光街道がようや

く整備されかけた時代 、 他地域では雨風の災害に見舞われたが越ヶ谷という地は他地域と

比較して比較的雨や風の影響が見られなく 、 住みやすい土地だったからだと言われている凡

日光街道の宿場町であった越谷の繁華、 そして住みやすい風土に魅かれ、 住み着いた職人

が 、 人形や干支物といった玩具を作り始めたのである。 雨や湿気の少なかった越谷の気候

は、 張り子のだるま作りに適していた（表I 6, 7頁に示す）。 さらに越谷の農家が冬場

の副業としてだるま作りに取り組んだことが越谷だるまを発展させたのである。

越谷におけるだるまづくりの始まりについ ては、桜井村大字間久里に住む村会議員高

橋大蔵氏が、 昭和七年十二月七日 、 東京日日新聞の記者に今少し詳細に語っている。 そ

れによると、 西暦一 六 一三年頃に間久里の「だる吉」なる男が作り始めただるまを、 高

橋氏の五代前の八太郎氏が隠居仕事として引き継ぎ、周囲に広がっていく契機になった

という。 また「人形師」と称する平万太郎という者が 、 人形作りのかたわらだるまをつ

くっていったということも伝承として残っているという話であった4。また越谷だるまは

歴史上の人物と関連していることが判明した。 越谷市越ヶ谷に、 御殿という小字の地名が

ある。 これは慶長九年(1604)将軍徳川家康が、 それまで増林字城ノ上（現 越谷市花田

地区）に設けていたお茶屋御殿をこの地に移し「越ヶ谷御殿」と称したその名が今に残っ

ているのである。 この土地は 、 もと越ヶ谷の土豪会田出羽の陣屋内の敷地であり、 軍事的

にも荒川（現在の元荒川）の流れを前にした要所であった。 当時、 越谷は鶴や鴨等が豊富

に生息していた地帯であり、 徳川実紀によると、 家康はこの御殿にしばしば宿泊して鷹狩

りを行っていた。 とくに慶長十八年0613)の九月から十二月にかけては、 三度も続けて

越ヶ谷御殿に訪れている。 このうち十一月二十日から二十七日までの泊狩の際には 、 越ヶ

谷の近郊農民が代官の悪事を鷹狩に燃えていた家康に訴え出るということもあった。 また

この間
、 家康は鶴を十七羽捕まえたとご機嫌であった。 やがて元和元年(1615年）五月、

大阪夏の陣で豊臣氏を滅ぼした家康は、 戦後処理を終えると、 岩槻を出て同年十一月十日

に越ヶ谷へやってきた。 そして、 越ヶ谷で再び鷹狩りをしようとしたが、 越ヶ谷の狩場は

田に水が満ちていて鷹狩りができなかった。 このためこの地の代官が叱責されている。 こ

れは瓦曾根溜井の造成により、 広い地域の田場が水溜りになったことから起きたものとさ

3 新井英夫 1978年 『越谷の歴史物語（第 一集）』 689頁
4 斎藤繁人 1985年 『越谷二十五年の歩み』 392頁
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れる。 鷹狩りのためにやってきた家康は激高した。 家康もおさまり、 落ち着いたところで
越ヶ谷の町へと代官とともに出て行く。 家康は江戸から始まったとされる三段びな、 練り
びなといった小さくて可愛らしい「越谷雛人形」 や玩具などを見て回った。 そんな中で越
谷だるまに出会った。 職人たちが描くだるまのひげなどといった繊細さには驚いたそうだ。
それが家康と越谷だるまの初対面でだった5

当時の越谷だるまは、 古くは、 子どもの疱術や疫病の魔除けのまじないものとして求め
られたが、 次第に縁起物として売られるようになり、 とくに江戸市中では家内安全、 商売
繁盛、 五穀豊穣、 福招き等の “ 開運だるま” として好評だった6

0

越谷だるまの工房数は朝日新聞などをもとに記すと、 最盛期は明治四十年頃で三十八軒、
昭和十七年には三十軒、 同三十年は二十四軒、 それから十二年後の昭和42年には二十軒と
なっている。 その後も工房は減少し続け、 同五十七年には人手不足その他の事情から二軒
が廃業して十軒、201 I年現在にいたっては八軒となっている。

生産個数については越谷だるまが始まったとされる江戸初期の記述は見当たらないが、
明治八年編の『武蔵国郡村誌』には、 下間久里村（現 桜井地区）におけるだるまの年間
生産量は四万個と紹介されている。 また、 明治十三年の『下間里村、村明細書』のなかに、
「越ヶ谷二張子ダルマ四万個。 全村農ヲ業トスル者五十二戸農間張子ダルマヲ業トスル者
二戸」 という記述がある。

(3)越谷だるまと高崎だるま

越谷だるまは他の産地のだるまと比較して、 色が白く、 鼻がやや高く、 上品で優しい顔

立ちをしていることが特色である。

だが、 全国的に有名なのは群馬県高崎市の高崎だるまである。 生産量もしたがって市場
占有率も高崎だるまが圧倒的に多い。 両者のこの違いは何によるのだろうか。

まず、 高崎だるまについてみてみよう。 「まゆは＝鶴」、 「ひげは＝亀」を表わす高崎の「縁

起だるま」は別名「福だるま」とも呼ばれ、 高崎だるまを作り続けて60年になる柳瀬さん

によると古くから高崎市民や全国の方に親しまれているそうだ。だるまは 「七転び八起き」

の失敗や挫折を繰り返してもまた立ち上がって人生を切り開いていくたくましい生き方の

象徴と い われるように、 いかなる困難にも対処できる、 「落ち着いた心」と 「忍耐力」を表

わして いる。
高崎だるまの場合は、 それだけでなく全体の形状に工夫が凝らされている。 すなわち、

丸くつくられ、「家庭·社会の円満」を表現しているのである。 両方の肩に書いてある「商

売繁盛、 家内安全、 心願成就、 目標達成、 社運隆盛」などあらゆる「願い」を込めたこの

文字は他の産地のだるまには見られないもの で ある。

こうした特徴を持つ高崎だるまは、生産個数 「年間160万個」で「全国の8割強」（表2)

5 本間清利 1978年 『越谷の歴史』 24 - 25頁
6 越谷市編纂委員会 1985年 『越谷市史 通史上』 387頁
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を誇っている。 群馬県達磨製造協同組合は、 高崎だるまの年間生産個数を2 0 0 7年現在

で約1 6 0万個と発表した。 高崎市とその周辺地域で同組合に加盟する工房は現在5 5軒

だが、 この数字は原型を専門に生産する工場数軒の生産（販売）量をまとめたものである。

高崎観光協会などの数字で年間12 0万個から1 5 0万個と言われていた。 また、 全国で

の位置づけに対しては、 「日本 一 の生産量」、 「全国屈指」 「全国シェア8割」などと表

現されてきた。 高崎以外のだるま産地の生産数として、 越谷だるまの生産量は年間4 5万

個、 福島県白河市の白河だるまの生産量は年間1 5万個とされているが、 生産量は大づか

みな数字で、 精度については疑問符が付くのを否めないが、 高崎が全国屈指であることは

明らかだと結論付けられる。

越谷だるま（優しい表情）

越谷と久喜の気候

高崎だるま（勇ましい表情）

1930年 気温（℃） 降水量(mm) 風速(s/m)

越谷 久喜 越谷 久喜 越谷 久喜

1月 4.1 2.4 17.9 24.5 0.9 1.6 

2月 3.8 3.2 31.6 49.7 1.2 1. 7 

3月 7.6 6.6 68.4 79.3 1.6 1.9 

4月 14.5 12.3 87.3 94.4 2.1 2.0 

5月 17.8 16.9 86.5 97.1 1.4 1.8 

6月 21.6 21.0 134.2 157.6 1.5 1.7 

7月 26.2 24.2 81.2 108.7 1.2 1.4 

8月 27.8 25.8 115.7 140.3 0.8 1.6 

9月 23.2 21.3 137.1 177.1 1.2 1.3 

1 0月 17.1 14.3 94.3 122.5 1.3 1.3 

1 1月 12.9 10.1 62.5 70.7 1.0 1.2 

1 2月 6.4 4.6 21.2 28.4 1.1 1.4 

合計 183 162.7 937.9 1150.3 15.3 18.9 

平均 15.25 13.56 78.16 95.9 1.28 1.6 

久喜市史と越谷消防署の観測デー タによる 筆者作成
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表2 越谷だるまと高崎だるまの生産（販売）量

2007年

1997年

1977年

1966年

161 

127 

106 

85 

°高崎だるま

・越谷だるま

°白河だるま

゜ 50 100 150 200 250 

（出典：高崎市観光協会、 群馬県達磨製造協同組合、 高崎だるま市HP7、 越谷だるま組

合、 白河だるまH戸に基づいて、 筆者作成）

こうした高崎だるまの圧倒的優位は、 その形状が他地域のだるまより、 多くの人の嗜好
に合っているからなのであろうか。 どうもそれだけではないようである。 いやむしろ、 他

の要因による方が説明できそうなのである。

越谷だるま組合と群馬県達磨製造協同組合の方からの取材からすると、 高崎だるまが全
国1位のシェアを誇る理由としては次の3点が挙げられそうである。

1点目は代謙士の数の差である。 福田赳夫、 康夫の父子、 中曽根康弘（以上3人は高崎市
出身）、 小渕恵三（中之条町）らは歴代日本を代表する名高い政治家で群馬県出身である。

彼らが使用するだるま、 まず立候補をした際に左目玉を墨で入れ、 当選後に右目玉を墨で

入れる「選挙だるま」のほとんどが高崎で生産されている。 彼らがテレビで高崎だるまを

前に当選を喜んでいる様子を見て、 買いに来る客が少なくないという。

2点目は工場においての流れ作業である。 高崎だるまのすべてが工場で作られているわ
けではないが、生産の速さ、効率のよさがグラフに示したような数値に表れているという凡
越谷だるまの店舗数は8軒に対し、 一方で高崎だるまの店舗数は5 5軒というのも強みで

ある。

3点目はやはりだるま発祥の地ということである。 高崎市にある少林山達磨寺は、 現在
も職人たちによって作られている張り子の縁起だるまの、 発祥の地といわれている。 毎年

1月初旬に開かれる七草大祭だるま市に多くの人がやってくる。

以上の3点を高崎だるまが圧倒的な市場占有率を誇る理由とすることができよう。

7 出典 http://www.ffortune.net/calen/maturi/Ol/daruma-iti.htm
8 出典 http://www.tif.ne.jp/bussan/dentou/dento/sonota/sonotalO.html
9 高崎だるま やなせ工房の柳瀬さんのお話による
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第二章 だるま職人の工夫や苦労

先に述べたように 、 アンケ ー ト結果から子どもたちは越谷だるまに対して興味• 関心は

抱いていないものの 、 多くの子どもたちが「有名になってほしい」という思いはもってい

ることが明らかとなった。 したがって、 教材としての適切性が保障されたと考え 、 越谷だ

るまの由来や特徴 、 まただるま作りに取り組んでいる人たちのエ夫や努力を教えることに

よって、 越谷市の地理的・歴史的な特徴をつかませたい。

本章では越谷だるま組合の組合長である島田和明さんにお話を伺い 、 越谷でだるま作り

に携わっている人々がどのようにして一人前になってきたのか 、 現在のだるま作りはどの

ように行われているのか 、 その際にどのような工夫や苦労あるいは喜びがあるのかといっ

たことを明らかにしている。

(1)はじめに

インタビュイ ー の島田和明氏と会うのは、 決まって15時ごろである。 1日の作業で午

前10時と午後1 5時の2回小休憩を入れているためである。 コ ー ヒ ーを頂きながら、 貴

重なお話を聞くことができた。

島田氏は、 昭和2 7年（小学2年）～現在（平成23年）に至るまでの約50年間半世

紀に渡って越谷市のだるま作りに携わってきた職人であり、 越谷だるま組合の組合長であ

る。 いわば昭和の越谷だるまの歴史を担い手なのである。 島田氏の自宅は越谷市立栄進中

学校の近くに位置する。 窓からはいつもシューという音がきこえてくる。 それはだるまを

赤く染めているスプレ ー ガンの音である。 やはり長年の習慣で気になるのか、 話の合間 に

もだるまの工程を目で追っている。

その生い立ちから始まり、 現在に至るまでの、 職人としての生活を振り返ってくれた話

の内容はおおよそ以下のようなものである。

(2)聞き取りから

①生い立ち

島田氏は現在、 58歳。 人生のうち約50年間だるま作りに励んできた、 本人日＜ 「根

っからの職人」である。 しかし、 もともと、 「だるまを生涯の職業にしよう」というわけで

はなかった。 以下では島田氏が東大沢に生まれてから、 学生時代を経て、 だるま職人を志

すに至る経緯について聞き取りをもとに記述する。

生まれたのは昭和2 7年4月1 1日でね。 場所は越谷市東大沢というところだよ。 家族

は父 、 母 、 そして5つ離れた姉がいる。 親父は作業所に籠って、 だるまをつくるために和

紙を作りだしていた。 お袋も同じことをしていた。 姉は、 家事を手伝い俺は毎日遊んでい

た。 それが小学校くらいの思い出かなあ。
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②なぜだるま職人をめざすようになったのか（一人前への道のり）

もともとはだるま職人を目指そうなんては思っていなかったよ。 君は職人なんてやりた
いなんて思うかい？私は小さいとき、 野球選手に憧れていたんだ。 うちは明治からだるま
を作っていてね、 忙しいときには朝から晩まで働いていたよ。 初めてだるまに出会ったの
は赤ちゃんの頃かな？お袋が子守りしながら仕事をやるために、 小さな私が作業場に連れ
て行かれた気がする…うっすら覚えているよ。

小2で初めてだるまに関する仕事をしたな。 だるまの袋詰めをずっとやらされていたよ。
量が多くて、 とても辛かったなあ。終わりが見えなかったからね。遅くまでかかったから、

お袋が夕飯の支度をするのに時間がかかって。 待たされたよ。 それで、 年末にかけて主に

だるまの生産が多くてね、 冬場の作業場はとっても寒くて、 結構着込んで作業をしていた

なあ。

（そこへ島田さんのお母さん〔8 1歳〕が回想を始める）

おじいさんはね、 だるまを売るためにはるばる遠方へ松崎さん達、 20人の仲間と一緒

に台車や天秤棒でゆらゆらとバランスを取りながら歩いて行ったよ。 正月には西新井大師
や川越の喜多院まで歩いて行ったのさ。 今は砂利道も舗装されて、 車で目的地へあっとい

う間に運ぶことができるけどな、 昔は足場が悪くて、 大変だったんよ。 昔って、 終戦後す

ぐの話さ。 水戸から鹿島の間にある利根川では北風がピュ ー ビュ ー 吹いて、 体のバランス

が崩れて、 大変だったって。 何しろ向かい風だからね。 そのために、 せっかく作っただる
ァこともあったなぁ。 つらい時は仲間と励ましあっていたんだよ。まを壊しちゃったといつ

※再び、 島田さんが話し始める。

中学生になると、 私は野球部に入ってね、 それからというもの部活に必死に打ち込んで

いたから疲れていて、 すぐ寝ちゃったりで親の仕事を手伝えなかったな……。 まぁ、 それ

もあるけど正直なとこ ろ手伝いたくなかったけどな。 大学卒業後はサラリ ー マンとして8

年ほど働いたんだ。 そんな時、 おじいさんが倒れてしまってな。 親父は「おじいさんがこ

ういう状態だから継ぎなさい」といってきたんだ。 でも、 すぐに結論は出さなかった。 考

えたよ・・・・・・。 2日ほど考えた結果、 この仕事を継ごうと決めたんた。 なぜかというとこの

家に生まれて毎日のようにだるまと向き合ってきただろう。 特に小学校のころ、 学校の授

業でだるまを見学しようというのがあってね。 みんながとにかく興味津々なんだよ。 親父

の話を聞いたり、 作るのを体験させてもらって楽しかったって。 「おまえのうち、 すごいん

だな。 かっこいいな。 だるまを描く手の動きすごい」って友達が言ってくれたときはなん

だか嬉しかったなあ。 そんな小さいころからを振り返ってみて、 親父やおじいさんの仕事

が自然と誇りのある職業なんだなと感じられたんだ。 そんなことが継ぐきっかけになった。
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（そこへ再び島田さんのお母さんが話を始める）

あの時、 和明が継ぐといったとき、 お父さんは 「おまえ（島田和明さん）は一人息子なん

だから継いで当たり前だ」って大声で言ってたけど 、 和明がいなくなった後 、 「よかった」

と嬉しさをかみしめていたよ。 こうして、 今のうちにはこれ（だるま）があるんだとつく

づく思うよ。 だからあのときのことは未だに覚えているよ。

※再び島田さんが話し始める。

それで 、 仕事をやめてだるまの作りの修業を本格的に始めたんだ。 30歳らへんかな。 と

にかく大変だよ。 本格的にやる前まではだるまのひげ描きなどをやったことがないもんだ

から、 ーからだよね。時に若手の指導講習会というのがあってね。 それぞれだるま製作所

に行って指導してもらうんだ。 その場に自分みたいなのが5人ほどいて、 弱音を吐きなが

らも頑張ったよ。 そして、 かみさんと結婚してね。 感謝しているんだ。 こんな大変な作業

を一緒にやってもらって。 苦しい時期もあったけどここまできているよ。

③現在のだるま作りはどのように行われているのか。

うちでは今は妻とおばあさんと私の三人でやっているよ。 ここらでだるまを作っている

のは5軒あって、 そこでも大抵2 、 3人で作業しているな。 仕事は私が基本全部やってい

て、 妻が赤塗りと顔塗り、 おばあさんが顔塗りだね。 時々 、 息子がだるまの包装をやって

くれたりしているよ。 12月に入ると朝8時半～夜中の0時までご飯以外は作業場にこもっ

ているね。 1個のだるまに4"-'5日。 1日に70"-'80個作るね。

だるま作りに必要な材料は主に4つだよ。 一つ目は

越谷だるまは張り子だるまなので和紙。 うちでは今

は和紙を使っているけれども私が小さかった時は親

父やおじいさんが大正 、 明治の書物を切り裂いて、

それを和紙の代わりとして使ったんだよ。 その和紙

をいちょうをくり抜いた木型のだるま（よく売られ

る大きさ1号で重さは約6, 5キログラム）に浮き上

がらないように手でびっしりとこすりながら張るんだ。

だるまが二つ目だね。 これが簡単なようで何度もやっ

ていると手が痛くなって。（手を見せていただいたと

ころ 、 あかぎれが多少あった。）次にだるまを華やか

に見せるための着色剤。 これが三つ目。 最後に最後に

だるまの着色

（赤塗り）

顔塗り、 摺りこみ、

目付け、 口描き

（広さは約60畳）

張り子だる

ま の天日千

し や 着 色し

終えただる

まの乾燥場

完成品

わたしたち職人の腕の見せ所となる摺りこみ、 目付け 、 図(1) 島田達磨総業作業場

口描きをするにあたって必要な筆。 これはイタチの毛で出来ているんだよ。
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④だるま作りの工程10
1)木型のだるまに和紙又は明治、 大正の頃の書物の紙を糊で張る。乾燥した後、 型抜き（裁

ち包丁で背と前を切り、 竹べらで型を取り出す方法）をし、 境目を防ぐ。（この作業によ
ってできる張り子だるまの重さは大きさ1号［背丈40,5 cm]で8 0 0グラム）

2)最初はどの色のだるまでも白く塗り、 陽ざしの中で、数日(2 ,..__, 3日）かけて天然乾燥。
3)赤く塗ったところ。

4)赤く塗り、 陽ざしの中で、 数日(2 ,..__, 3日）かけて天然乾燥させる。
5)まずは、 厳めしいだるまも顔のところを白く化粧してから、 顔を書く。

6)まゆは鶴ひげは亀、 手なれた職人の技が、だるまに命をふきこんでいく。

7)だるまのお腹に名前を入れて、 縁取りをする。

①右が木型のだるま（茶）

左が張子だるま（灰色）
②乾燥

③
 

④
 

⑥ （右の方がインタビュイ ーの島田さん）

⑤

⑦ （島田さんのお母さん）
手前が完成品

⑤だるま作りをするにあたって工夫や苦労あるいは喜びがあるのか

10越谷市だるま組合『江戸時代より伝承される手工芸品越谷だるま』1987年3 -5頁 9 
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袋詰めではなくって、 初めてだるまを作ったのは、 やらせてもらったのは中1だね。 初

めてだったから売りに出せるようなものではもちろんなくて……。

とにかく苦労したよ。 この家業を継いでからはね、 特に模様。 模様を描く際、 イタチの

毛を使うんだけれどもイタチの毛というのはね、 すごく柔らかい質のものでね。 筆選びは

案外捨てられないもので、 重要だね。 でも、 実際に使ってみないとわからないから。 先が

割れてしまう筆などは、 せっかく新しく買っても使い物にならないんだよ。 そしてまた描

くのが一番大変なんだな。

持ち方は鉛筆と同じ持ち方だけれども、軽く握りしめることが大切なんだ。 理由は手首

をこう上手くしならせて描くことがだるまを上手に描く秘訣だと親父から教わったよ。 要

はリラックスだね。 でも、 いざ、 だるまを描くぞというときにはこれが上手くいかないも

のでね。 何度も指導してくれたよ。 若手の講習会で何回練習したものだろうか。 数え切れ

ないほど練習したし、 その場から逃げ出したくなったこともあったね。 今となってはサラ

ッと描けるけれど、 これには十数年かかったよ。

あとは 、 家だけでなく他もなんだけども後継者問題かな。こればっかりは難しいもので。

今の世の中、 不景気でしょう。 家内工業を継ぐという若者は減ってきていてね。 うちの息

子も小さいころから自分と同じようにだるまの袋詰めの手伝いをしてもらったりして、だ

るまへの思いを持ってもらえたかなと思ったけれど、 違う職業に行きたいと言っていてね

゜

また、 後継者を育てるというのにも下準備が難しくて、 どんなに短くても5 ,_, 1 0年は

かかるからねえ 、

一人前になるまでは収入だって決していいもんじゃないし。 ……やりた

いと思う人はなかなかいないんだなあ。 さらに、 正月-2、 3月は注文が入るけれど、 現

金収入がない時期があるんだ。 後継者問題は考えれば考えるほど寂しいね。

つくり方の工夫かい？工夫はね、 実は越谷だるまでも、 越谷市内の職人ひとりひとりに

よって違うんだ。 みんな代々受け継がれた、 独特の描き方があってね。 そうした違いや特
徴があるんだよ。 長年やっていく中で、 培った自分のやり方ができてくるんだよ。

私のだるまの特徴はあごだね。 あごひげを横のひげとつなげて描くんだよ。 ひげは一番

目立つ箇所で、 一番難しい所。 そこに私は自分のスタイルを創り出していくんだよ。 ひげ

を描く筆は、 筆の払いが細くきれいになるよう、 面相筆という穂先の長いものを使うんだ

よ。

あとは、 家ではまだやっていないんだけれども、 開かれたお店づくりということでだる

まの体験ができる遠藤商店（越谷市袋山89)や中村商店（越谷市大里875)があるよ。

喜びは何ですかかい， そうだねぇ ……。 喜びはね、 お客さんから願いが叶ったと喜びの

電話をもらうことだね。 私もだるまを作る際にはお客さんの幸福を願ってT寧に顔を描い

ているから 、 喜んでもらえるとより一層がんばらなきゃと決意が強くなるし、 元気ももら

うね。
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そんなで私はユー モラスな表情で素朴さを感じさせるこの越谷だるまを、 そうさ、 伝統
あるだるま作りを守り育てていきたいと思うよ。 そして、 いろんな人に越谷だるまを知っ
てもらうために小学校に行って授業をして、 子どもたちに自分たちの住んでいる伝統とい
うのを分かち合ってもらいたいと思うよ。

以上が島田氏から聞き取った内容を再構成したものである。 しかし 、 原稿を島田さんに
読んでもらい 、 誤りの部分は訂正していただき、不適切な個所は削除していただいている。

ィンタピュ ーを通して島田さんからは越谷だるまの伝統を守りたいという強い願いを感

じさせられた。

しかし 、
越谷のだるま職人たちは、 昔からのやり方を墨守しているだけではない。 近年

では 、 だるまの色も赤だけではなく、 桃 、 黄、 青、 緑といった色も出てきて、 その年のラ

ッキ ー カラーの縁起だるまもつくるようになった。 これは、 少しでも多くの若いお客さん

に買ってもらえるようにと、 生産されているのである。

島田さんのお話を聞いて、 だるまの伝統を引き継いでいく上での苦労や工夫に共感する

ことがたくさんあった。 授業では、 こうしたことを子どもたちに共感的に理解させ 、 自分

たちなりに越谷だるまを有名にするために外部にどのような情報発信をしたらよいのかを

考えさせたい。
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