
  

 

 

 

 

 

 

子の香りが残ります。染め色は地味な染料にも関

わらず、「淡き香」「香色」、濃く染めると「濃き香」

あるいは「こがれ香」と呼ばれ、源氏物語や枕草

子にも登場、平安時代の西宮左大臣源高明が名

付けたといわれています。 

  

 

 

 

 

「丁子染めの焦がるるまでしめる」は丁字でこげ

るほどに薫物香を染ませたという訳もあれば、丁

子を茶色に見えるくらいまで何度も染め重ねた物

という訳もあります。源氏の美しさにそっくりの息子

夕霧の若さが重なり、贅を尽くした色からは馥郁と

した香りを連想させられます。実際に染めるときも

丁子の袋を開いただけで、アトリエ中に香りが広

がります。コトコト…静かに一時ほど煮て染めるの

ですが、至福の時間です。香りと色が一緒に記憶

されるのか、地味に感じないのが不思議です。 

染織の勉強を始めた頃、「昔の人はどうやって色

を染めていたのだろう?」という素朴な疑問を持ち

ました。その答えを探していたら、「染織家」という

仕事に辿り着き、今に至ります。 

現在、私達は好きな色が自由に選べますが、自

然から得られる色はベージュやグレーなどがほと

んどで紫や赤は希少、その色を纏うことは権力と

富の象徴でした。自然の中にある色素は微量です。

それらを集めて堅牢で美しい色を染めることは至

難です。有史以来、人類は経験の中から学び、植

物、動物（虫や貝）、鉱物(石や土)など、地球上の

様々な物から色を染めてきました。 

時々、「なんでも染まりますか?あの街路樹とかど

うです？」と聞かれたりします。その答えは染料にな

る植物を野菜や果物に比べてみるとわかりやすい

と思います。野菜や果物は栄養価が高くて美味し

くて見た目もきれいで育てやすい、人間にとって有

用な植物が選ばれました。同じように、染料になる

植物も栽培・採取しやすく、少量でも堅牢で濃く染

まり、色が美しいものが長い年月の中で脈々と受

け継がれてきました。種から芽が出て葉が伸び(緑

系の色)、花が咲き紅葉して(黄色や赤系の色素)、

実ができ、枯れて(茶色系の色素)土に戻る…染

料になる植物は、四季の中で一番色素の多い時

期に収穫をして、あるものは生のまま、あるものは

乾燥させて染めていきます。 

自然の染めから得られる色は、ただの「色素」で

はなく、それぞれの文明・文化の粋を集めた結果

です。文学の中には様々な「色」にまつわる言葉が

あり、その「色」を通してそれぞれの文化や歴史に

触れることができます。私の文学の中の「色」探し

は本を開く度に継続中です。 
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水曜文庫  市原 健太   

染 織 家  稲垣  有里  

文学 の中にある 「色」 を探す 

 「香染」という言葉を

ご存知でしょうか?香染

（こうぞめ）とは、香料で

ある丁子（クローブ）の

蕾の煮汁で染めた色で、

黄みの褐色（ベージュ）、

別名「丁子染」とも呼ば

れ、染めてしばらくは丁

香色 （印刷により色が若干変わります） 

乾燥した 
丁子の蕾 

『源氏物語』第三十三条 藤裏葉 

大臣は、薄き御直衣、白き御衣の唐めきたるが、

紋けざやかにつやつやと透きたるをたてまつり

て、なほ尽きせずあてになまめかしうおはします。

宰相殿は、すこし色深き御直衣に、丁子染めの

焦がるるまでしめる、白き綾のなつかしきを着た

まへる、ことさらめきて艶に見ゆ。 

丁子染めの手織りのストール(部分) 
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 皆様は、どんな媒体で本を読みますか？ 

 紙の本、電子書籍、録音図書。その他の媒体で

本を楽しまれる方もいらっしゃるかもしれません。 

 昨今、本の楽しみ方は「紙」に限らなくなりま

した。特に電子書籍は、テレビやネットで盛んに

宣伝されていますから、皆様のお耳に入ったこと

もあるのではないでしょうか。 

 しかしながら本稿では、図書館で働き始めて数

か月になりました私の、「紙の本」についての感

想をお伝えさせてください。 

 まず、紙の本の少し不便なところ。紙の本は場

所をとります。あまり動かない本には埃が積もり

ますし、どの本がどこにあるか一目ではわからな

いので、図書館では毎年手作業で本の所在を確認

しています。しかも、かなり重い本も。「紙って

なんて大変なんだろう」と、この数か月で何度も

思いました。 

 けれど同時に、「紙っていいな」と思うことも

たくさんあるのです。 

 小さなお子様が、自分の顔よりも大きな絵本を

大事に抱えて歩いているとき。１０冊の本を

リュックに詰めた方が生き生きと帰られるとき。

新刊本の真新しいページを眺めているとき。それ

から、視界に収まりきらないくらい大きな本棚に

ずらりと並んだ、たくさんの本に囲まれていると

き。 

 そういった、紙ならではの質量に触れたときに、

「紙の本はいいな」と思う瞬間がやってきます。 

媒体が増えたことで、本の楽しみ方も多様となっ

た今日。もしも皆様が紙の良さを感じたいと思わ

れたら、ぜひ図書館に足をお運びください。「い

いな」の雰囲気をお届けいたします。 

 静岡市立中央図書館では、毎年、市民に身近な

図書館で音楽に親しんでもらうため、静岡室内楽

協会の演奏による「ライブラリーコンサート」と、

高校生による「ＹＡコンサート」を開催していま

す。 

 今年は「新しい生活様式」を実践し三密を避け

るため、演奏は２階の吹き抜けで行い、お客様に

は１階の書架スペースで本を見ながら楽しんでい

ただきます。 

 初めての試みとなりますので、どうぞご来館い

ただき、本と音楽をお楽しみください。 

 なお、静岡市立中央図書館は、大規模改修のた

め、本年1０月から来年７月中旬まで休館させて

いただくこととなります。皆様にはご不便をお掛

けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。 

  

 

静岡市立御幸町図書館 主事 石原 伶奈  

静岡市立中央図書館 主任主事 飯田 幸 

静岡市立 

ＹＡコンサート 

ライブラリーコンサート２０２０ 

日時：9月12日(土) 午後1時30分～２時30分 

演奏者：静岡県立静岡東高等学校 マンドリン部 

日時：9月26日(土) 午後２時～３時 

演奏者：静岡室内楽協会 



昨年4月臨済寺降誕会（花まつり）法要の後、住職

から案内があった。それは「臨済寺、釈尊七大聖地と

タージマハールの旅」だった。私と同年齢の住職は

「最後の旅だ」と言われた。その時インドへの気持ち

が大きく動いた。しかし予期せぬ大旅行、既にパス

ポートは期限切れ、10日間の留守。熟考の末結論を

出した。「私は最初で最後の旅とし参加しよう」と。 

国内の一人旅には出かけても海外しかもインドとは

少々心細い。そこで言葉のできる旅慣れた身内を

誘った。11月の説明会では僧侶11名、一般11名の

参加者が添乗員より告げられた。 

そして2月中旬「コロナ感染南インドに3人」のちょっ

と怪しい情報のもと成田から7時間。デリーに夕方到

着。空港を出たとたんの喧騒と埃っぽさ。コロナもびっ

くりかと。大きな野良犬もウロウロ。 

バラモン出身だという立派な風貌の現地ガイド、ク

マールさんの出迎えを受け空港近くの雰囲気あるホ

テルへ。生花のマリーゴールドのレイで歓迎を受け部

屋で荷を解きシャワー室へ。しかし異常に大きなシャ

ワーヘッドから水は出ない。レイのおもてなしとの落差

を感じつつ覚悟を決め早々にベッドへ。 

こうしてインドの旅はスタートした。 

翌日は空路1時間、ラクノーヘ。最初の仏蹟参拝は

祇園精舎。2500年前の僧院跡は土台が発掘され菩

提樹の木々の間を平家物語冒頭「諸行無常の鐘の

響き」ならぬ野生のサルが遊ぶ公園として整備され

ていた。 

3日目は国境を超えネパールへ。釈尊生誕の地ルン

ビニ参拝。翌日再びインドへ。連日200㌔余をバスで

移動。激しいクラクションの連続、通行区分はあってな

い道路は大渋滞。目的地への距離は分かっても時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の予測はつかないという。成道の地ブダガヤ・初説法

のサールナート・涅槃の地クシナガラ等々、仏蹟各所

で覚えたてのバーリー語「三帰依文」を唱和する。 

釈迦の仏蹟は人口13億のインドで最も貧しい北イ

ンドにある。どこの仏蹟にも、道端にも子どもや老人の

物乞いがいる。裸のあかちゃんを粗末なサリーで包ん

だ婦人には胸が痛んだがそれは演出だとか。行く

先々のしつこい物売りにも閉口した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ旅も終盤。世界遺産タージマハールでは前

日にトランプ夫妻が国賓として訪問。記念撮影したと

いうトランプベンチで私達も写真を撮る。続いて16世

紀ムガール帝国の王が幽閉されたアグラ城へ。謁見

の間と並び図書室の遺構があったのには驚いた。 

アグラから首都ニューデリーを経由再びデリー空港

へ。ギリギリのタイミングで全員無事成田へ到着した。 

帰国直後コロナ感染拡大のためインド入国禁止。そ

の後ロックダウンに。「出稼ぎ先から故郷へ150㌔徒

歩で帰る途中12歳の少女が死んだ。モディ首相が

『私を許して』と謝罪した」との記事を読み、我々が数

日前にバスで移動したあの道を思った。ガイド、クマー

ルさんがバラモン階級のため渋滞脱出交渉が有利

だったとか。  

たった10日間で見聞きしたインドの光と影。半年

たった今でも「夢か現か」と思う出来事や風景がある。

現地でもう一度確かめたいと秘かに思う私がいる。

「最初で最後」のつもりだったが再訪し確認できる日

がいつかくるだろうか。 

 

 

インド 滑り込み訪問の記    
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静岡図書館友の会運営委員  太田 典子 
サールナート 

2020年2月 

タージマハール：ムガール帝国五代皇帝が熱愛した王妃の墓 壮大な大理石の霊廟 

ガンジス河の夜明け 
火葬の炎が見える 

 そしてガンジス河の夜

明け、岸辺には火葬の

炎、煙が上がり、沐浴す

るヒンズー教徒の姿。ご

来光を拝みローソクを

灯した花の小皿を船縁

より川面に流し至極厳

粛な気持ちになる。しか

しここでも親子の物売り

が我々の船にピッタリ横

付。興醒めだった。 
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 静岡図書館友の会会報 No.24 2020.9 

 静岡図書館友の会 代表 田中 文雄 

 連絡先：(事務局携帯) 080-6910-9434 

  Eメール：sizutomo2008@yahoo.co.jp 

  HP：http://shizutomo.sakura.ne.jp/ 

 会員数： 217人 （2020.8月現在）       

編集後記 

バブルの崩壊を経ても、世の中はあんまり変わらなかった。東日本大
震災があっても、やはりあまり変わったようには見えない。今度のコ
ロナは世界に何か変化をもたらすだろうか。コロナによって現在のシ
ステムが一斉に止まったことにより、システムの中にどっぷり浸かっ
ていて見えなかったシステムの姿が、少し見えるようになった。当た
り前が当たり前でなくなったので、当たり前を疑い見直すことができ
るようになった。これは大きなチャンスだ。「新しい生活」ならぬ
「新しい生き方」がこれから現れることを期待したい。（H.I) 

ドリアン助川氏 講演会   

 2020年 

 12月20日（日） 

 14：00～15：30 

 札ノ辻クロスホール 

延 期 

※新型コロナウィルス対策のため延期した2020年3月
7日の講演会を、今のところ下記にて実施の予定です。
開催日が近づきましたら、ホームページか電話にて
確認をお願いします。 

『 細胞が好む言葉・ 

  ウイルスが好むコトバ 』 

2021年 

  3月 6日（土） 

静岡県総合研修所 

もくせい会館1階 富士ホール 

『 私たちはなぜ生まれてきたのか 』 

『 3・11 と 福島の図書館員 』 福島県立図書館司書 鈴木  史穂 氏 

 会報第２３号１ページに８月開催

予定と予告しましたが、新型コロナの感

染が再び拡大し、先行きがますます不

透明になってきました。 

 今のような状況になる前に設定したの

ですが、その後事態が進み、現時点で

は予定を組むことが困難です。来年度

に開催できればとは思いますので、詳細

は来年になってからお知らせします。 

 講師プロフィール 

 日本図書館協会認定司書 福島県立図書館主任司書 

 平成25年8月  Best IFLA Poster 2013 受賞  

       (世界図書館情報会議（WLIC）・国際図書館連盟（ IFLA）年次大会) 

 平成2年4月  福島県立図書館臨時補助職員 

 平成5年4月  福島県職員採用 福島県立図書館（司書） 

 平成20年4月  福島県立安積黎明高等学校（学校図書館司書） 

 平成24年4月から 福島県立図書館（主任司書）現在に至る 

 その他 

  日本図書館協会『東日本大震災 あの時の図書館員たち』編集委員会委員 

  日本図書館協会代議員 

アーサー・ビナ 

アーサー・ビナード氏  

総会・記念講演会 


