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初めての紅花染め体験記
紅花染めで山形県民デビュー

特集／染織工房わくわく舘

川西のいいものズラリ！

んまいもん★たんけんたい／かわにし森のマルシェ
スタッフボイス／夏のお楽しみ
押忍！肉球部／菅野アニマルランド
かわスポNEWS!! オカルト編

紅

花キングダム

やまがた

はじめての

紅花染め
体 験 記
Dyeing with Safflower Report

山形県の県花として有名な「紅花」
は、古くから県内で広く栽培され、
特に江戸時代には、肥沃な地場の
最上川流域が紅花の一大産地とな
り、京都や大阪などと取引された
りと、大変重宝されました。
私たちの住む置賜においても「置
賜紬」草木染の代表格として紅花
染め「紅花紬」が有名で、歴史は
上杉藩の時代まで遡るそうです。
その美しさは国の伝統的工芸品指
定を得るまでに至りました。

人 生初の紅花 染めで
山形県民デビューしたい 年頃

我々編集部も長いこと米沢で生活をしていますが、恥ずか
しながら、地元の文化である「米織」や「紅花染め」について
ほぼ知識がありませんでした。
聞いたことや見たことはあるけれど、やっぱり実践してみ
ないと分からないことたくさんありますよね。
我々もそろそろ山形県民としての自覚を持つべきではない
のか。自信と誇りを身につけるべきなのではないのか。み
たいな感じで編集会議がまとまり、今回は「染織工房わく
わく舘」さんで、紅花染め体験にチャレンジしてみました。
伝統工芸ということで、敷居が高いイメージもあったけど、
緊張の色を隠せないまま試合はすでにキックオフ！
あ、待って！心の準備がまだ…！
指導していただいた
齋藤勝廣さん

ベニバナ（紅花、学名：Carthamus tinctorius）は、
キク科の植物。エジプト地中海沿岸が原産地といわ
れ、シルクロードを渡り、インド、中国、そして日
本に辿りつきました。
種まきを３月下旬に行い、７月上旬に開花。染料以
外にも漢方薬や食用油などに用いられます。
江戸時代中期、山形で栽培された「最上紅花」は、
気候、土壌、舟運に恵まれていた事から高く評価さ
れ、山形の特産品となりました。
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我々の心配をよそに常務
取締役の齋藤さんが指導
を開始。しかし、その物
腰 柔 ら か い 人 と な り に、
崖っぷちハートがお姫様
だっこされた気分に。

紅花染めのイロハを初心者が解説！
はじめての紅花染めを体験し、山形県民としてレベルアップした
我々が、紅花染めのハウツーを解説。質問は受け付けません。こ
れを見るより、本職の方に相談するのが賢明なのはもはや確実。

Lesson 1 柄を考えよう
まずは布を用意します。わくわく舘さんで
は、あらかじめ用意されているので安心。
しかも白・黄・紺の３色から選べます。
今回は木綿。好みの布を選んだら、たた
んだり、木で挟んだり、輪ゴムや糸を使っ
て柄をつけていきます。見本を参考に考
えるか、偶然に期待するかはあなた次第。

Lesson 2 布を染料につけよう
柄で気の済むまで悩んだら、いよいよ染
めていきます。わくわく舘さんではあらか
じめ用意されていますので、スムーズです。
楽チンです。染めムラができないように、
よく揉み込みながらしばらく染料に浸しま
す。意外と短時間で染まるので時間の無
い方も安心。

Lesson 3 柄を定着させよう
やや 濃い目になるまで染め上がったら、
約１分間酢の水につけて柄を定着させま
す。ここまで済んだら輪ゴムや木などを
はずすと、キレイな模様が完成。その後
やさしく水洗いし、しぼって乾かせば出
来上がりです。いやあ、なんていうか山
形っていいな！っていう気持ちになります。

「どまんなか違和感」
鈴木作

渡部作

「ばあちゃんといつまでも」

二宮作

梅津作

「奇跡って奇跡だから奇跡」

「にんじゃりばんばん」

KAWASHIMA BENIBANA COLLECTION 2016 EARLY SUMMER

「紅花染め体験・手織体験」
の
お問い合わせ・お申し込みはこちら

検索

上杉御廟所●

わくわく舘

米坂線

〒992-0055
米沢市御廟1-2-37
TEL 0238-24-0268
FAX 0238-49-8686
E-MAIL
info@wakuwakukan.co.jp
営業時間 9:30～16:30
定休日 水曜日

米沢市役所
●
至R13→

西部小学校●

染織工房
わくわく舘

イオン
●

←至
喜多方

西米沢駅

体験を終えた後は、併
設のカフェでひとやす
み。機織りのリズミカ
ルでやさしい音が、心
地いいです。
完成した自分の作品を
じっくり観察しなが
ら、ご満悦のひととき。

↑至
川西

INFO

染織工房
わくわく舘
至米沢駅→

★
●上杉神社

あのピンクの男、
まぶしい…
今のオレにはまぶしすぎる。
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5 月に川西町上小松にオープンした「かわにし森のマルシェ」さん。これまでの市場のイメージを
覆す、おしゃれでかわいいお店に、歴戦の市場ハンター沼 G（当社社員の沼澤♂）も動揺を隠せ
ません。紳士のたしなみとして！女子力アップに！健やかな食生活に！新しい川西町の目玉です。

川西の“いいもの”がズラリと
並ぶ、かわにし森のマルシェ。

marché

最近、県内でもよく耳にするようになった
「マルシェ」。フランス語で市場を意味する
言葉で、地元産農産物の直売所として、健
康を大事にする人が増えた昨今、人気を呼
んでいます。かわにし森のマルシェさんで
は、米、野菜、果物はもちろん、川西町で作
られたお酒や加工
品・工芸品もたくさ
ん あ る の で、お 土
産選びにも最適。
白と木目を基調とした店内は
清潔感に溢れ、シンプルでかわいい雰囲気。

朝一番の新鮮トマト。他にもお米
や、茸、アスパラガス、さくらんぼ
など、旬の野菜・果物が盛り沢山。
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青々としたネギもてんこもり。地
元産のとれたて食材は、やはり新
鮮さと安心感が違います。

川 西 町をギュッと
詰め 込 んだような
お店です。

30種類以上もの豆が作られてい
る川西町。かわいいパッケージに
入れられて並んでいました。

猫で例えると
こうですか？
わかりません。

農産物だけでなく加工品・工芸品
も。さらにデリカもあるから、
時間
がない日も助かります。

Restaurant

とれたて野菜を
楽しめるレストラン。

併設のレストランでは、川西 町
の新鮮野菜を使ったメニューを
味わうことが出来ます。紅大豆
ソフトを食べたかったけど、本日
はすでに売り切れ…。競争社会
の厳しさを痛感する夏の午後。
店長 の
おすす
め

豚肉のカスレ

カスレという料理を知らなかったの
ですが、よく煮込まれた豆と豚肉がお
いしいフランス料理。紳士として、こ
れに合うワインを探しに旅立ちます。

ペペロンチーノ しそ風味

シラスと野菜がたっぷりと盛られた
ペペロンチーノ。辛いけど美味しい。
さっぱりしていてたくさん食べられ
るし、
女子力が３くらいアップした。

森のマルシェ 特製カレー

野菜をじっくり煮込んだと思われる
カレーが風味豊か。素揚げの野菜も
ほっこりとしたやさしい味で、サラダ
もスープもまるごと川西づくし！

マルシェの食材で、地産地消クッキング！
Cooking

母性を試されるこのお題に僭越ながら挑戦させていただき

上手に
出来ま
した！

D
RECOMMENDE

ット
マル シェでゲ
材料
したこれらの
ます。
を使って挑み

ました、
貴美子です。
クックパッドさんよろしくお願いします。
【材

【作り方】
①大豆を水洗いする。
米も洗いザルにとり 30 分
置いておく。
・ 昆布………10㎝
②炊飯器に米、２合分の水、
・ 塩……小さじ１
昆布、塩を入れ炊く。
③炊き上がったら、昆布を
取り出す。
④三角ににぎる。完成。
（丸でも可）

豆おむすび

料】

・ 米…………２合
・ 大豆………40ｇ

大豆と炊きたてご飯と少しのお塩。
シンプルゆえに奥深いこのコンビ
ネーション。
例えるなら、
最小限の楽
器で構成されたアンサンブル。おむ
すび界のニルヴァーナ？それはとも
かく見た目がかわいい。グリンピー
スよりも、
ご飯との相性がいいし、ほ
のかに感じる昆布だしが、食欲をそ
そる。
なんだか健康的なのも◎

山形の郷土料理 だし

【材

料】

山形の夏といえばこれ。
「だし」です
よね。我が家の夏の食卓で目にしな
い日はないほど。冷や奴にはもちろ
ん、
ご飯のお供にもぴったり。
３杯は
いけるほど、
ごはんがすすむ。
これは
もしかして夏バテ対策になっている
可能性も否定できない。
私、優柔不断。
みじん切りマイスターの私は、毎年
鈴木家のだし係に立候補しています。

・ なす………１本
・ しそ………５枚
・ みょうが…１個

・ きゅうり…２本

・ 玉ねぎ……少量
（長ねぎでも可）
・ 昆布…３×３㎝
・ 醤油…小さじ２

【作り方】
①昆布を水に浸けて柔らかく
し、みじん切りにする。
②野菜もみじん切りにする。
なすは水に５分ほどつけて
あく抜きをする。
③なすとほかの野菜を一緒に
クッキングペーパーにくる
んで水気を絞る。
④ボウルなどに全部を入れ、
混ぜ合わせたら完成。

★

INFORMATION

かわにし森のマルシェ

@k.morinomarche

検索

●川西町総合運動公園
川西小●

T E L ／0238-42-6664
所 在 地／川西町大字中小松2534
営業時間／ 9:30 ～ 18:30（４月～ 10月）
定 休 日／なし
駐 車 場／大型駐車場あり

ココ

●ローソン
●川西中

●JA 山形おきたま本店
羽前小松駅
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川島印刷スタッフがお届けする ゆるふわコラム

スタッフボイス

本日のお題

夏のお楽しみ

今年こそクールに涼しくひんやりホットな夏を過ごしたい！もっと言うと、エンドレス
サマー！！そんな気持ちをみんなに代わって代弁すると、ああ、夏休み欲しい！

Title 夏の風を切って

総務課

私とは違って多趣味の夫が、
最近バイクの大型免許を取り

澤村優子
さり気なく、
ギター自慢が
はんぱない！
本当に一般家
庭なんすか！

ました。
若い時からバイクに乗りたいと言っていたんです
が、
危険だからと賛成できず今ま
できました。
しかし、
どこでどう
スイッチが入ったのか、
再びバイ
クへの想いが強くなり、
この度免
許取得に至りました。
で…さっそく知り合いの方から
古いバイク
（本人はとっても気に

澤村家自慢の
夏製造マシン

入ってるようです）
を譲ってもら
い週末になると早起きしては走

製造中止になるも
今なおその人気が
衰えない SUZUKI
の名車「カタナ」で
はないですか！
後光が見える、ボ
クには見えるよ！

りに行ってます。
バイク好きには
この時期、
最高ですよね～。
まず
は安全運転でお願いしたいもの
です。

もうひとつの自慢である、
息子さん。
一言で言うと、ホールドミータイト。↑

Title 夏といえばアレ

営業管理課

佐藤義祥

が、下の子が駆けつけた時には、すでに撤収

存在は知っているけど、実際に買う人はあま

されていたという小事件がありました。何を

りいないかもしれません。夏以外の季節は、

言っても下の子の怒りは収まらず、毎日のよ

日の目を見ることがほぼ無い、丸みを帯びた

うに「流しそうめん食べたい」と言われるプン

そのフォルム。その名も
『流しそうめん器』
。

プンな日々が続きました。

以前、外で流しそうめんをしていた時、上の

普通に調理したそうめんを食べさせたのです

子だけが時間に間に合って食べていたんです

が、「違う

」と言われ納得してもらえず。

あまりにもずっと根に持っているので、外で
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佐藤家自慢の
夏製造マシン

頻繁に流しそうめんの準備をするのは大変だ

青 竹を思わせる爽
や か なグリーンと、
涼しげな水の 流れ
を作る美しいカーブ。
もはやこれだけで
夏感 MAX。子ども
が満足してしまうの
も納得の完成度。

そうめん器』を買って、食べさせたところ意

から雰囲気だけでもと思い、駄目元で『流し
外にも大喜び。プンプンは収まりま
した。それ以来、我が家では夏にな
るとあの頃を思い出させてくれる貴
重な存在として活躍しています。

あんな感じの
お風呂が欲しいにゃ

我が家には夏にだけ活躍するものがあります。

菅野アニマルランドから派遣部員が到着！
本日のさっき初めて知った世界の真理

てるてる坊主には顔を描いてはいけない。

カ

押忍！今回ご登場のゲストは、世界のアニマ
ル４～５種類を抱える置賜のサファリパーク
「菅野
（一族）
アニマルランド」
から派遣されて
きた卯月ちゃん
（うさぎ）
と、まさむねくん
（猫）
のお二人！どうぞよろしくお願いします。

菅野家の平和を
守るかどうか悩み中。

GUEST

卯月
（うづき）
年齢
性別
好物
特徴

４歳
多分女子
あまえん棒
（ウサギ用のおやつ）
ふわふわもふもふ撫で心地抜群！
さすがラビットファー

卯月（うづき）

ネザーランドドワーフ
（たぶんうさぎ界の勇者の血筋）
の血を
ひいているため、
魔王を討伐する旅にでるとかでないとか。
真上から見た卯月ちゃん。小顔。
物事を別の角度から見ることがいかに重
要か教えてくれました。本当にありがとう。

父が知人からもらってきた子です。聞いていた話では
生まれて間もない子がくるはずだったんだけど、箱を
開けてみると中にいたのはすでに１歳になった子で
した。不思議な箱です。本当ビックリです。
淋しいと死んでしまうという都市伝説のおかげで、
なにかと敬遠されがちなウサギさんですが、うちの
子はどういうわけか超たくましく育ってしまいまし
て、強気、わがまま、水がぶ飲み、昼と夜はエサ
を変えないと機嫌が悪い。あまつさえ猫にすらお
びえない。あの、この子本当にうさぎですか…？

飼い主様からのお言葉

肉球図
忍！

鑑

オ

押

ウサギに肉球はないよ！ (｀・ω・ ´)
もふもふなのに、だっこできないのが非常
に残念。小さいうちから抱き癖をつけない
とダメらしいです…(´ ・ω・｀)

GUEST

まさむね（まー）

No.1 まさむね
い ろ：く ろ い
かたさ ： かちかち

小さい頃は、叔母が飼っている犬と一緒に育ちまし
た。犬と一緒に散歩していたこともあります。
ウサギには興味がないのか見向きもしません。お互
い我関せず、と見せかけて恥ずかしがりなのかもし
れない。そうだ、そうに違いない。硬派な男だもの。

飼い主様からのお言葉
今まで家で飼ってきた猫たちの中で
も、類を見ないほどの人なつっこさ。
だけど、逆 鱗に触れると（撫で 方が
悪 いと）かみます。手加 減なしの デ
スファング。超危険。
肉球は黒く硬いので、触っても楽し
くない………(´ ・ω・｀)

ここ だけ白い。
すごく怪しい。

オ レに 従え ば
菅野家の半分を
貴 様に く れ てや ろ う 。

ま さむ ね

奥州の魔王の異名を勝手につけたくなるこの風貌。
だが弱点は胸の白いところだと思うと、親切に教え
てくれるいいやつなんじゃないかと思えてきた。

年齢 ５歳くらい？
性別 ♂
好物 マグロのお刺身
特徴 黒猫だが、お腹に白い部分が
あります。最近黒い毛が
ちょっと茶色くなってきている
ようです…。
（日焼け？？）

今回の飼い主様は、当社営業企画部の菅野深由希さんでした。ありがとうございました。押忍！
自 慢 の ペットを 、 かわしま通 信「 押 忍！肉 球 部」で 紹 介してみませんか。
新入部員募集！ あなたのご
まず は最 寄りの川 島 印 刷 社 員までお声 をかけてみてください。肉 球 が ない 子 も大 歓 迎。
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！
アイス界の伝 説を検証

あることないこと！ かわスポ NEWS!! オカルト編

巷の噂では、過去数え切れぬほど
の歯をへし折ってきたと言われる
アイス界のダイアモンド「あずき
バー」
。その硬さは本物なのか？昼
ドラで凶器に使われていたなんて
話もまことしやかに囁かれていま
す。我々取材班が誇る胃袋「渡部ト
ラサルディたかし」が、食べ比べで
あずきバーの謎に迫ります。川島
印刷の製造年式不明の冷蔵庫から、
ガッチガチのアレが今目覚める！

あずきバー

ガリガリ君 ソーダ味

硬度

硬度

硬い！とにかく硬い！でも
硬いって言ってもアイスで
しょ？なんて思ってると、
アゴが再起不能！本当舐め
ててすいませんでした！

スイカバー
硬度

意外とサクッとかじれて、 昨年当社の経営計画発表会
すぐさま頭にキーンとくる、で猛威を振るったスイカバー
ですらこの硬度。赤と緑の
夏を感じる安定の食感。
奇抜な味のバリエーション ハーモニーが、例えるならサ
イモン＆ガーファンクル。
が豊富で面白い味わい。

※よい子は適度に溶けてやわらかくなってから、アイスを食べましょう。歯を大事に。

おきたまイベント情報

2016 7月・8月

７月
２土～３日

小野川温泉ほたるまつりイベント
（米沢）

長井水まつり最上川花火大会
（長井）

July ６土

第19回ゲンジボタルと

町民花火大会
（小国）
第18回まほろば河童まつり
（高畠）

７日

カジカ蛙の鑑賞会
（高畠）

川西夏まつり
（川西）

いいで黒べこまつり
（飯豊）

10水

こまつ市夕市
（川西）

９土

こまつ市
（川西）

12金

赤湯温泉夏まつり
（南陽）

９土～10日

白鷹紅花まつり
（白鷹）

12金～ 15月

道の駅たかはたまつり
（高畠）

10日

長井トライアスロン大会
（長井）

13土

こまつ市
（川西）

17日

夏の５耐
（MTB大会）
（川西）

14日

米沢駅前仮装盆踊り大会
（米沢）

23土

全国ペット供養祭
（高畠）

24日

第7回Y-1グルメグランプリ＆

岩魚のつかみどり
（小国）
松原八幡神社例大祭前夜祭
（飯豊）

15月

MUSIC FESTIVAL2016
（米沢）

梓山獅子踊り
（下組）
（米沢）

24日～25月 熊野神社例大祭
（南陽）
29金

太陽館夏の夜まつり
（高畠）

30土

東北花火大会
（米沢）

５金

「青竹ちょうちんまつり」
（高畠）
梓山獅子踊り
（上組）
（米沢）

16火

８月
１月

第51回たかはた夏まつり

15月～ 16火

川西ダリヤ園開園
（川西） 開園式 8/6

小白川神社例大祭前夜祭

August

黒沢八幡神社例大祭
（飯豊）

愛宕山民衆登山・愛宕の火祭り
（米沢）

17水

米沢納涼水上花火大会
（米沢）

中旬～ 9月中旬 はぎ祭（長井）

川内戸若宮八幡神社例大祭
（飯豊）

※2016年６月末現在の情報です。
変更となる場合もありますのでお確かめのうえお出かけください。
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