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「将棋のまち 倉敷」に、大山名人以来のプロ棋士が誕生！

Vol.

かりやま み き お

狩山 幹生 四段
市内在住の狩山幹生さんは、日本将棋連盟の棋士養成機関である奨励会で行われた「奨

27

励会三段リーグ戦」で好成績を収め、10 月１日付でプロと認められる四段へと昇段しました。
市出身のプロ棋士の誕生は、名誉市民・大山康晴十五世名人以来 81年ぶりとなります。
狩山四段は、連島北小学校１年生のときに祖父の手ほどきで将棋を始め、大山名人記念

第 27 号発行のご挨拶

館や水島公民館の将棋教室に通って腕を磨きました。小学３年生から４年連続で県代表とし
て「大山名人杯争奪全国小学生倉敷王将戦」にも出場しています。
将棋のまちとして、待ちに待ったプロ棋士の誕生。今後の活躍を期待しています！

岡山県南部に位置する、倉敷市―。町家や古民家を利用した新たな観光スポットが次々と生まれて

▶大山康晴十五世名人の写真が見守る、
大山名人記念館で。

いる「倉敷美観地区」
、日本初の私立西洋美術館である「大原美術館」
、繊維産業を進化させ続けてき
た「国産ジーンズ発祥の地・児島」など、歴史と伝統が常にアップデートされ、新しい文化が生み出さ
れています。そんな、倉敷で華開く新しい文化「クラシキ文華」の魅力をお伝えする『クラシキ文華新聞』
第 27 号をお届けします。ぜひ、ご一読ください

奈良時代の偉人「吉備真備公」
ゆかりの地であり、作家・横
溝正史が、名探偵「金田一耕
助」を生み出したまち。
温暖な気候と、高梁川の豊かな水
を生かし、マスカットやスイート
ピーなどの栽培が盛んなまち。

倉敷の実業家・大原孫三
郎が、洋画家・児島虎次
郎に託して収集した、西
洋美術などを展示する日
本初の私立西洋美術館。
備中の玄関として栄えた港町で
今でも当時の商家や土蔵が残っ
ています。昭和レトロな商店街
など、ノスタルジックな町並み

天領として栄えた時代の

散歩も楽しめます。

特集

風情と美しい景観を色濃
く残すまち。

足袋・学生服・作業服と、
繊維のまちとして発展し、

ハイトリ紙からマスキングテープ、そして「mt」へ。
現場の声を聞き、新しい価値を創出する「粘着の世界」

日本で初めてジーンズを
国産化しました。全国の
ジーンズファンからの注
目を集めています。

江戸時代に幕府の直轄地のいわゆる「天領」となり、物資の集積地

瀬戸内海に臨む、約 2500ha

として栄えた倉敷。その恵まれた資源を生かし古くから様々な工芸品

の空間に、250 を超える事業
所が立地する水島コンビナー

が作られ、大正時代末期から始まった民藝運動の広まりとともに「用

ト。美しく光る夜景は「夜景
100 選」にも選ばれています。

の美」をたたえた民藝品もこの地で生み出されてきました。
そんなものづくりの文化が息づく倉敷に本社を構えるのが、粘着テー
プ（マスキングテープ）を製造する「カモ井加工紙」です。1923（大

編集後記

今回は、マスキングテープの新

たな可能性を拓いた「カモ井加工

紙」について紹介しました。いか

ＮＨＫの朝ドラ「カムカムエヴ

がでしたか？

リバディ」が放送中です。３世代

す。倉敷市の「水島」も登場しま

《４》

にわたる物語の始まりは岡山で

倉敷市公式 Instagram
https://www.instagram.com/kurashiki_city/

した。出演者の方の岡山弁も見ど

倉敷市公式 Facebook
https://www.facebook.com/KurashikiCity

今年も残りわずかです。皆さま

https://citysales.city.kurashiki.okayama.jp/

ころではないでしょうか。
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良い年をお迎えください。
（羽原・

野口）
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正 12）年の創業時は「カモ井のハイトリ紙製造所」という社名で、ハ
イトリ紙を作っていたといいます。
「ハイ」とは岡山弁で「ハエ」のこと。
創業者・鴨井利郎は進取の気質に富んだ人物で、物と物がくっつく「粘
着力」に着目。その力をハエの駆除に役立てようと、日本で初めてと
なる国産製の「カモ井の平型ハイトリ紙」を手がけました。薬品を使わ
ない安全性、どこでも使える手軽さから瞬く間に人気を博し、創業の
翌年にはアジアやアメリカにも輸出を開始。1930（昭和 5）年には、
倉敷駅前に本社工場を新設移転し、現在も販売する天井吊り下げ式の
「カモ井のリボンハイトリ」を製造。さらに液体殺虫剤も手がけ、捕虫
分野の拡充を図っていったのです。
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戦後の混乱期が終わり、衛生環境が向上すると、ハイトリ紙の売り上げが激減。生き残りを
かけて参入したのが、
「 粘着力」を生かした粘着テープでした。時代は高度成長期の真っただ中。

クラシキのイベント

大衆車の普及に伴い自動車の塗装用を、木箱から段ボールでの物流が始まると包装用を、建設
ラッシュ時には建築用をと、様々な粘着テープを製造。以来、主力商品としてカモ井のアイデ
ンティティーを確立しています。
カモ井加工紙が製造する粘着テープは、塗装するときに周囲を汚さないようにするための保
護用で、英語で覆い隠す（＝ masking）を意味する「マスキングテープ」とも呼ばれるアメリカ
発祥のテープ。建築現場や自動車塗装といったモノづくりの現場に必要不可欠な養生資材です。
そこで大切にしたのが現場の声を聞くことでした。当時としては珍しいエンドユーザーへのヒア
リング＆モニタリングを実施。職人の元へ出向き、不満の声を一つひとつ直接拾い上げました。
時には強風が吹く高層ビルで、時には日差しが照り付ける真夏の屋根瓦でと、実際の現場でテ
ストを行い、改良を加えることで、被着体（粘着テープを張り付ける対象物のこと）に合わせた
多様な製品を誕生させました。刀剣のような直線性・見切り性（塗装面と非塗装面の境目の綺
麗さ）を追求した「正宗」
、怪盗のように跡形もなくきれいに剥がせる「ルパン」など、ネーミン
グを品番から愛称に変更。職人参加型の試作会議「職人会議」を行うなど、創業から受け継ぐ

これからの季節にぴったりの花言葉を添えて･･･

歩くよろこび

船穂スイートピー記念日のイベント

瀬戸内倉敷ツーデーマーチ
ツーデーマーチは、自
然に親しみながら、体 力

数のスイートピー の産

づくり、 健 康 づくり、 そ

地。１月 27 日は「い～

して心と心の触れ合いを

ふなお（良い船穂）」と

図る歩く祭 典です。競 技

読 む 語 呂合 わせ から、

ではないので、仲間との

船 穂スイートピー記 念

会 話を 楽しんだり、自分

日と定められています。船穂スイートピーは、大きな花弁としっ

の好きな景色を撮 影した

かりとした軸を持ち、美しさと花持ちの良さが特長です。
「門出」
や「旅立ち」などの花言葉は、これからの季節にぴったり！

ナー、販売

アップデートは、粘着のメカニズムにも及んでいます。どんな素材にもくっつき、なおかつ剥がしやす
いという相反する要素を 1 本のテープに集約させた粘着テープ。その世界は奥深く、粘着剤や剥離剤の
組成・配合をはじめ、被着体との接着具合、耐候性・耐水性・耐熱性なども考慮して粘着のメカニズムを
研究開発。さらには表面の素材までも独自性を追求しているというから驚きです。表面の基材は紙、布、
ビニール等がありますが、
カモ井加工紙で作っている粘着テープの約 8 割は和紙。その生産量は国内トッ

夢と歴史の瀬戸の道

船穂地区は、全国有

日にち

◆スイートピー・フラワーアレンジ展示、応援メッセージコー

進取の精神で、常に新しいことに取り組んでいます。

ふれあう心

３月 12 日㈯

□期間…１月 21 日㈮～ 23 日㈰
□場所…JR 倉敷駅構内
◆スイートピーのフラワーアレンジメント講座

３月 13 日㈰

□日時…１月 21 日㈮ 13 時半～ 15 時半
□場所…ライフパーク倉敷

コース

距離

連島・水島コース

20 ㎞

酒津公園コース

10 ㎞

美観地区コース

５㎞

新熊野史跡コース

20 ㎞

源平史跡コース

10 ㎞

美観地区コース

５㎞

りしながら、自分 の ペー
スで歩くことができます。
倉敷の春の訪れも満喫！
□ 大 会 ホームペ ー ジ…
https://www.s-k-2day.
info

プクラスを誇っています。繊維の方向や絡み具合までも設計し、見切り性の良さ、薄さ、丈夫さを追求し
ています。脱プラ素材である和紙は環境にも配慮した製品。カモ井加工紙では FSC 認証（持続可能な
森林活用・保全を目的とした制度）を受けた和紙を使い、持続可能な製品づくりにも努めています。

お雛さまがよく似合う町並みや路地の魅力も楽しんで
ひな

今まで工業用ひと筋だったカモ井加工紙の粘着テープは、2006

第 19 回倉敷雛めぐり
倉敷・児島・玉島・水島・

（平成 18）年に 3 人の 女 性との出会 いで 新たな局面に突 入しまし

真備の 各地 区にある商 店

た。はじまりは、工場見学をしたいという1 通のメールでした。それ

街・ギャラリー・旅館・ホテ

まで一般の工場見学を受けたことがなく戸惑っていたところ、彼女

ル・文化施設などで、江戸

たちがマスキングテープの魅力をまとめた 1 冊のリトルプレス（自費

時代の本格的な古今雛や

出版物）を会 社に送ってくれたのです。冊 子の中には、マスキング
テープの上に文字を書いたり、重ねて貼ることでテープの透け感を生
かしたりするなど、
「マスキングテープの新しい可能性」が詰まってい
ました。その熱意に打たれ、当時の常務が工場見学を快諾。交流を
深める中で「もっと色があれば」という要望が上がると、その声に応
えるべくプロジェクトチームを発足。同じマスキングテープとはいえ工

地元幼稚園児の手作り雛な
ど、さまざまな種類や年代のお雛さまを展示します。

を反映した試作品を何度も作ること約 1 年。2008（平成 20）年、
雑貨・文具用のマスキングテープ「mt（エムティー）
」が誕生したので
す。20 色もの繊細なカラーリングは発売と同時に爆発的な人気とな
り、以降、様々なイラストや模様を施したり、デザイナーとコラボレー
ションしたり、今までに 4000 種類以上が生み出されてきました。

の各地区

春の倉敷美観地区が温かい光に包まれる

第 15 回倉敷春宵あかり
和傘で倉敷川沿いを灯す「和傘あ
かり」や町家などに投影する「影絵
あかり」などの優しいあかりが、夜
の倉敷美観地区一帯を彩ります。ギ
フト券やオリジナルマスキングテー

興支援チャリティーテープを限定発売。2012（ 平成 24）年からはファ

プが抽選で当たる Instagram 写真

クトリーツアーを毎年開催し、国内外から多くのファンが倉敷の工場

投稿キャンペーンも実施します！

へ足を運びました。2013（平成 25）年に開催された瀬戸内国際芸
術祭の期間には粟島でイベントを開催し、小学校の校舎を mt でデコ
レーション。
「貼りやすく、剥がしやすく、指で簡単にちぎれる」という
利便性と楽しさ、アート性から、最近では病院や介護施設のリハビリ

▲和傘あかり

□日時…２月19 日㈯～３月13 日㈰
17 時半～ 21 時
□場所…倉敷美観地区一帯

しょうへい

育まれた特色ある音楽文化を 招 聘 し、
皆さまにお楽しみいただいております。

今回の特集地域は「北日本」。北海道・東北にゆかりのあるアーティスト
や芸能の公演を開催するほか、市民の皆さんによる町並みコンサート、
地元文化団体による演奏会など、多彩な催しで音楽祭を盛り上げます！
□期間…３月５日㈯～ 21 日㈪・㈷
□場所…倉敷市芸文館、倉敷市民会館、マービーふれあいセンター、倉

【プロアーティスト公演】
●倉敷のヴィルトゥオーゾ Vol. ７ ～４人のヴァイオリニストの饗宴～
●劇団東少ファミリーミュージカル「つるのおんがえし」
「ごんぎつね」
● YOSAKOI ソーラン
●加 藤 登 紀 子コン サート「 歌 が たり
in 倉敷」
●仲道郁代ピアノリサイタル
●中川晃教コンサート 2022 at 倉敷
●津軽三味線＆落語
●吉田兄弟「三味線だけの世界」
●わらび座公演 東北の芸能紹介
●音楽の絵本

□場所…倉敷・児島・玉島・水島・真備

mt の可能性はこれだけではありません。東日本大震災の際には復

第 36 回倉敷音楽祭

倉敷の町並みに春を告げる倉敷音楽
祭。毎回特集地域を定め、日本各地で

敷美観地区

□期間…２月 19 日㈯～３月６日㈰

業用とは長さやサイズ、販路などが異なるためすべてが手探り状態で
したが、
「現場の声を聞く姿勢」と「進取の精神」で彼女たちの意見

春風が、くらしきに
笑顔と音楽をつれてくる

▲影絵あかり

【市民参加公演】
●和太鼓コンサート〜日本の芸能～
●第 23 回くらしきビッグバンドフェ
スティバル
●倉 敷 市民 創 作オリジナルミュージ
カル「サキガケ～真友と描いた夢～」
●町並みコンサート
●第 36 回倉敷アマチュアトップコン
サート
●倉敷管弦楽団演奏会

のツールとして利用されているといいます。新しい価値を創出する「粘

倉敷市の情報は、 倉敷市公式 Facebook（https://www.facebook.com/KurashikiCity）でも紹介しています！

着の世界」を倉敷から発信しています。
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