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アに、サヴィル・ロウ（Savile Row）という通りがある。
有名紳士服の仕立て屋が軒を連ねるショッピングス
トリート。この「サヴィル・ロウ」は、日本語の「背広（せ
びろ）」という言葉の語源でもあるそうだ。
足立さんは 25 歳の頃、このサヴィル・ロウにあるホー
ス & カーチス社で修行、英国の仕立て技術を学んだ。

神戸で活躍する職人やこだわりをもって好きなことを追求している
「人」にスポットをあてたフリーペーパー「しょくにんさん」。
第 1 回目のインタビューは紳士服仕立卸の「直原株式会社」や「神
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英語はそんなにできなかったが、専門知識を学ぶのに
困ることはなかったという。むしろ日本での修行時代
に比べ自由時間も多く、楽しく過ごせた、と当時をふ
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りかえる。

戸ものづくり職人大学」で活躍する足立直樹さんにお話を伺った。
15 歳で手に職を付けようと家を出た。洋服店に住み込
み、6 年間、見習いとして修行を積んだ。親方の指導の
もと、住み込みでの実地訓練。現代ではほとんど見ら
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その

れなくなった、徒弟制度とでも呼ぶべきシステムであ

3

る。その後、紳士服店に勤める傍ら、コンテストなどに
も精力的に参加し、着実に技術をみがいていった。
「生
活がかかっていたし、一分一秒でも惜しんで、いい仕

職人

事がしたい、という気持ちだった」と足立さんは語る。

「着心地よく、若く魅せる」オーダーメイドの魅力
「オーダーメイド」の特長と言えば、体に合わせた着心
地の良さがまず挙げられる。同時に、姿勢やスタイル

ざ

紹介

は

技

﹁八刺し﹂

職人

をよく見せるのも大切なポイントである。「体に合わ
せる」というのは例えば、前屈みになりがちな人なら
背筋が伸びて見えるように、肩が下がっている人なら

「 手 間 を 惜しま な い こと 。 そ れ だ け で す 。」

スーツの襟の丸みをより立体的に見せるため、

まっすぐに見えるように、ということを考え、服の形

福のひとときである。ビーフシチューを彷彿とさせるような奥深い味わい、

生地と芯地を八の字形に縫い合わせていく手

を作りこむ、ということなのだ。

神戸牛がほろりととろける極上のビーフカレー。もとは神戸の人気洋食
屋「グリル味善」の隠れメニューであり、ラッキーな常連さんだけが食

けれど、達人のコメントは至ってシンプル。「秘訣は、手間を惜しまない

法、「八刺し」。ステッチが八の字に見えるこ

仕立ての世界では『10 年仕立てが崩れない服づくり』

していた。美味しさが話題を呼び、「食べたい！」という声が多くなり、

こと。それだけです。」

とから、こう呼ばれる。

を目指すのが常。足立さんはそれに加えて『10 才若く

カレー専門店「CURRY 味善 MIZEN」の出店に至った。

ハンドステッチで千針以上縫いを繰り返さな
ければいけないため、大変な作業だが、これ
により襟が型くずれせず、いつも綺麗な形を
保つことができるのである。

見える服作り』をも目指している、と話してくれた。美

部教えます。けれど、時間をかけて言われた通りにやっても、この味は

身も、とても若々しい。

る町家のような店構え。ジャズが流れ、落ち着いた雰囲気の中でカレー

作れなかった、と言われるんです。」と言う。なぜでしょうか、と問うと「例

を味わえる。
「神戸らしくないお店にしようと思ったの」と笑う岡本さんも、

えば、時期に寄って入荷してくる玉葱のコンディションが違ったり、気

きりりとした和服姿。

候が違ったりします。塩加減や火加減も日々様子を見ながら調節するも

する傍ら、神戸の誇るものづくりの技術を伝える学校
「神戸ものづくり職人大学」で講師も務めている。生徒
は 20 〜 30 代が中心。直接継承することでしか伝えら
れない貴重な技術を、次の世代へ託す作業。
スーツ内部の芯地部分

製法を教えて！というお客さんもときどきいるそうだ。岡本さんは、「全
店舗は、花隈公園の向かいに、隠れ家のように佇む。京都の路地裏にあ

現在足立さんは、工房でオーダーメイドスーツを製作

ステッチが八の字

り供された特製ビーフカレー。とろける牛肉とカレーが混ざり合う、至

しい仕立てのシャツを着て作業をする足立さんご自

神戸マイスター、若者の育成をとおして

八刺しを使った襟

岡本 美代子 さん

「若い人を育てるのは楽しい。原点に戻れる。」爽やか
に、足立さんは微笑んだ。

（田中）

のです。それは口では伝えきれず、長年の勘としか言いようがないので
ルウは、タマネギ、トマト、バナナ、ココナッツなどの食材をみじん切

す。」

りにして炊き込む。混ぜながら一昼夜寝かせ、とろ火で 5 日間にも及ぶ

これこそが「味善カレー」をひたむきに作り続けて来た岡本さんの、職

煮込み作業に入る。厨房のルウ仕込み専用コンロには、火の当たりを長

人技なのである。

時間加減し続けるために開発された、オリジナルの穴開き鉄板が敷かれ

このカレーを味わいたくて、遠方からやってくる人は非常に多い。味善

てある。

のカレーづくりは、たいへん手間のかかる、地味な作業だが、美味しい

こうして出来た極上のルウを、注文を受けてからミルクでのばす。ほろ

と感動して、喜んでもらえることが、明日への活力につながる、と岡本

ほろと溶けるように煮込まれた神戸牛のブリスケ（肩バラ肉）がどっし

さんは話してくれた。

（竹内）

心臓の形︒古くは心臓が生命の根源であ
るとともに︑思考する場所であると考え
られていた︒

酉は酒樽の形であり酒樽の水︑
つまり酒を
指す︒
古くは酉と酒が同意に用いられた︒

手鈴を持った人の形︒舞楽のときに鈴を
振り神を楽しませるのに使用した︒

結婚間近のふたりが︑式の招待状に添え
るために彫った印︒真ん中がハートにな
るようにデザインされている！

しょうけい

篆書を刻することを篆刻というが︑厳密
な 定 義 は な く︑上 の 作 品 の よ う に 肖 形

しょく
こく
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世界にひとつだけの印

世界最古の漢字︶を石に彫ることで︑個性的で芸術的

篆刻︵てんこく︶って︑聞いたことがありますか︒主に篆書︵て
んしょ

しるし

な印として使えます︒例えば親しい友人へ宛てた手紙に添えた
り︑絵や書画に落款︵らっかん できあがり！の印︶を入れたり︒
この印を彫ること自体が︑身近なアートとして親しまれていま
す︒最近では︑モチーフは文字に限らず︑花や動物などの図柄
やアルファベットなども織り交ぜ︑イメージをふくらませ︑自
由にデザインしていく過程も魅力のひとつになっています︒

石ならではの面白さって？
幼少期から書道を習い︑文字に親しみを憶えていた︑という
寺本さん︒8年前に始めた篆刻がおもしろくなり︑友だちに伝
えたことが︑今のお教室のはじまりだそうです︒その後︑書道・
篆刻教室を本格的にスタート︑現在に至ります︒にこやかな笑
顔に︑きらりと光る瞳︒かわいらしさの奥に︑芯の通ったもの
を感じさせる寺本さんに︑篆刻の魅力を語っていただきました︒
﹁石という素材は︑天然の物なので修正しづらいです︒自分が
したいことを形にするというより︑出会ったその石に合わせ︑
その癖を︑どう自分のものにしていくか︑ということが制作時
の最大のテーマになります︒欠けてしまったところを利用して︑
素材ならではの﹃風化﹄を楽しんでいくうち︑想像もしなかっ
た作品に仕上がっていくところが面白いんです︒﹂

みつめる時間︑
発見とあたらしい出会い
最初は﹁できるかな？﹂﹁私︑不器用やし・・・﹂と言ってい
た生徒さんも︑
﹁いい作品が出来た！﹂と喜んで帰られます︒﹁生
徒さんが喜んで下さることが︑私にとっての喜びでもあるんで
す︒﹂と笑う寺本さん︒多くの人と出会い︑作り上げてきた作品
数は︑500個以上にも及びます︒世界にひとつしかない印た
ちは︑どれも美しく誇らしげで︑見ごたえがありました︒
篆刻は︑まず文字を選ぶことから始まります︒名前でもいいし︑
夢や生き方などを表した文字でもいい︒字を決めたら︑その意味︑
字形のバリエーションを調べ︑生徒さんと話し合いながら︑デ
ザインをします︒その後︑できたイメージを石へ写し︑印刀で
刻む作業に入ります︒
﹁話し合うことからはじまり︑一つ一つの行程の中で︑生徒さ
んの人となりを発見していくような感覚があります︒それを通
じて︑私自身をも再発見することができるんです︒﹂寺本さんが
話すと︑篆刻レッスンの話が︑まるでジャズセッションのよう
な響きを持つから不思議です︒けれど︑筆者も寺本さんの篆刻
レッスンを受けたことがあるのですが︑本当に︑一連の行程が
自分自身の発見であったし︑導き手としての寺本さんとのやり
とりから成り立つ︑一度きりの魔法のような時間なのでした︒

今年はフランスでも篆刻のワークショップを開催したという
寺本さん︒出会いは言葉の壁を越え︑多くのフランス人が篆刻
を楽しみました︒今後も神戸とフランスを拠点に活動を続け︑

︵東條︶

いつか︑生徒さんのかけがえのない印を集めた作品集を出版す
ることが夢だそうです︒

HP：http://www.ihorii.com/
mail：chouneii@ihorii.com

甲骨
篆文
白川静﹃常用字解﹄東京︑平凡社︑2003年

【出張教室】
・cafe 茶家（苦楽園）
・日本茶 cafe 一日（岡本）
・cafe de 仏蘭西（灘）
・ハニカムブックス（元町）
・トンカ書店（元町）
・ルミーフラワー（和田岬）, 他

甲骨
︵イラスト︑模様︶のものも多い︒
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（一番時間をかける大切な作業）
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