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漆芸技術活用推進事業・文化資源マネージャ―養成プログラム 

輪島連携プロジェクト公開セミナー 

     『知ってるつもりの輪島塗を探ってみる』 

（輪島市、金沢大学国際文化資源学研究センター主催） 

 

【鳥谷先生講演記録】 

 

〇エピソード（鳥谷・松村対話形式） 

（順子さん登壇） 

鳥谷：初めてキリモトさんの工房に行った時に、順子さんの話を聞いていたときのお話が興

味深かったので、まずは、色々お話をご存知の桐本順子さんにも、対話に入っていただきた

いと思います。お話の中でも「ある高校生の女の子が、輪島塗のお椀を買いに来た」という

話がありましたが、それについて話してもらえますか。 

順子：高校生の女の子が商品を買って工場を見たいということで来られました。おばあちゃ

んが病気でどんどん体が目に見えて弱ってしまい、病院で何も食べられなくなってしまっ

たが、輪島塗のお椀を買ってうどんを食べさせたら、ものを食べられるようになった。軽い

し熱くないから、ずっと持っていられる。ものを食べることを楽しむことができておばあち

ゃんが元気になったから、このお椀を作っている現場を見たいということで、横浜から一人

で来た女の子がいました。建築に興味があり、病院が無機質で色も灰色っぽくて元気を出す

にも出せない環境になっていると考えていました。弱っている人がもっと弱ってしまうよ

うな環境だと。だから、自分は（輪島塗のような）自然の素材でそういった人たちを元気に

する仕事がしたいと言っていました。建物に漆を使ってみたいとも言っていました。 

松村：それで、漆の器をおばあちゃんにどうかと思い、おばあちゃんがお椀を使って元気に

なられたと。 

順子：そういう効果があるとは思ってなかったけど、実際元気になったそうです。ご本人は

建築をやりたくて、将来、木と漆をつかって何かしたいそうです。 

松村：こういう話を何気ない普通の会話の中でしてくださるけど、私たちにはほろっとくる

ほど感動させてくれる話で、ストーリーを通じて感じるものがある。これを「語り」「ナラ

ティブ」って呼んでるんです。こういったエピソードを伝えてゆくということが、実は、デ

ザインそのものを変える以上に、重要なポイントになってくるのではないかと思うんです。 

先ほどの中森先生のお話にもあったように、デザインを変えることは難しい。でも、実は伝

統工芸が KOGEIという名前で世界に打ち出そうとしているなかで、やはり、言葉で打ち出

してゆかなければならないということが再認識され始めています。そのためには何を「言葉」

で伝えるかということで、順子さんの話してくれたようなエピソードが重要なものになる



のではと思います。 

鳥谷：私はいこう輪島にはあまりいく機会はなかったんですが、学生とえりさんが輪島にい

かれて色々お聞きした職人さんの話があるそうですね。ご本人も交えて、そのお話をお聞き

したいと思います。 

（加藤さん登壇） 

松村：最初はグループ A が輪島の人に発表を聞いてもらいたいということで、輪島市で発

表させていただいたんです。その際、ご意見やコメントを輪島の方々からいただき、その中

で私たちが「おおっ」と思った話です。 

加藤：口づけっていうフレーズが面白い 多分擬人化されてるからじゃないかという話が

盛り上がったんです。擬人化ということでいうと、ふだん、僕は輪島塗を使ってるんですけ

ど、最初恐る恐るつかっていました。けど慣れてくると軽いし熱くないし口当たりよくて、

割と気軽に使えるようになっていくという話をしました。それで、もし擬人化するとしたら

「最初はツンケンしたやつかと思ったけど、だんだん仲良くなって友達になり、家族みたい

になって、最後は自分の体の一部になっていくのが輪島塗なんじゃないか」という話をした

んです。つまり、使ってゆくうちに、他人から友達になり、友達から家族になり、家族から

自分の一部になる、という感じ。 

松村：この話をするとみんな「おおっ」という。言葉として伝わるんですね。やっぱりつか

ったことがない人がほとんどだから、（こういう使ったことのある人のエピソードをすると）

「へーっ、輪島塗ってそうなの？」と人との会話もまた盛り上がる。 

加藤：今日の B グループにも仲間になろっうていう言葉があって、それも擬人化ぽくて良

いと思いました。 

（加藤さん降壇） 

鳥谷：いま二つエピソードを紹介しましたが、他にもあります。その中から選んで二つほど

ご紹介いただければと思います。 

順子：私は（輪島にお嫁に来る）27 歳まで漆器を知らずに生きてきて、触ったことがあり

ませんでした。こちらにきて漆器に囲まれて、主人に良い良いと言われたんですが、何がい

いか分からなかったんです。それで、無理に好きなるということはできないので、使った人

から何がよかったかを聞いて、メモして、漆器を学ぼうというのが私の最初でした。惹きつ

けられてきた人から何がいいかを聞いて、なんとか自分が好きになりたいと、ずっとメモし

てきたものの一部がこれ（桐本順子氏エピソード例※）なんです。 

そのうちの一つに、ある 95歳のおじいさんの話もあります。その方も力がなくなりすぎて

いて、唇も荒れていて元気をなくしていました。でも、家族の方が、もちろん先は見えてる

けど元気にしたいと思っておられました。そんな時、たまたま輪島塗のスプーンを購入いた

だきました。そうしたら、それまでは点滴ばかりで食への興味を失っていたそうですが、お

じいさんが食事のたびに自分でスプーンを探して、スプーンで食べられるものを食べるよ

うになったそうです。後でご家族が、「あれだけ探して使いたいものだったから、おじいさ



んが亡くなった時に棺にスプーンを入れて見送りました」ということをわざわざ来て伝え

てくれたんです。まあ、こういうお話があって、それもすごく嬉しかったんです。 

松村：スプーンは赤ちゃんも金属と漆を差し出すと漆を選ぶっておっしゃっていましたよ

ね。 

順子：昔はおばあさんが子供のはがために輪島塗のスプーンを使っていたと聞いていまし

た。こうしたエピソードをなんども聞いているうちに、だんだん好きになっていきました。

うちの子供も、赤ん坊の時、金属と輪島塗のスプーンを差し出すと、金属はパッと話して漆

を選びました。自然と子供が選ぶので、五感を鍛える、人の心を育てるものなのかなと考え

るようになり、そういう子育てでだんだん自分の気持ちが漆器に寄って行ったんです。もち

ろん金属が悪いというわけではないんですよ。 

松村：私は、輪島で「うちの子供がスプーンを使っていて」っていうそういう話を何回もお

聞きしました。そうすると、聞いてるうちに欲しくなっちゃって使いはじめたんです。何が

良いのか、何で良いのかがなかなか言葉にできない部分ではあるんですけど、さっきお話し

したようにすごく良かったんですね。それで、一人の叔父のお祝いに買ったのはスプーンだ

ったんです。叔父は輪島塗を普段から使ってたわけじゃないし、私が送ったのが意外だった

のかもしれないけど、すごく喜んでくれました。まず輪島塗は、説明しなくてもネームバリ

ューがあるので名前だけで「おお～っ」となる、この点はすごい強みだと感じました。それ

に加えて、私が調査で知った輪島塗の良さについて伝えてたんですね。それで喜んでもらっ

て、今も喜んで使っています。（ここでは言い忘れたが、私は、叔父、叔母の中でもターゲ

ッティングして、その叔父にスプーンをプレゼントした） 

鳥谷：漆にしてって子供が言っているっていうのもありますね。 

順子：離乳食を食べないことに悩んでいたお母さんが、スプーンを漆に変えたら食べたそう

です。お母さんはご飯じゃなくて金属のスプーンが嫌だったってことに気づいた。人間の感

性に届く何かがあるんだなということに私も気づいたんです。 

松村：こういう話はどうやって集められたんですか？ 

順子：販売員だったり、あと実際にお手紙やメールとかいただいたりして、毎回ではないで

すけどそれをためてます。心が折れそうになったら出して読んでって感じです。 

鳥谷：ありがとうございました。 

（桐本順子さん降壇） 

こんな感じで一つ一つのエピソードを聞くと心が打たれるんですね。でも、まだまだ輪島塗

のエピソードって埋もれてる。それぞれのストーリーがあると思うんですが、実はそういう

ストーリーこそが輪島塗の価値を表しているんじゃないかと思います。このプロジェクト

に関わるまではそういう話は聞いたことないし自分も輪島塗を使ったことはなかった。使

いにくい高級そうという遠い感じ。でも、使うことによって生活の中に入り込んで言って大

事な存在になっていくということがあるのではないかと思いました。だからこそ、輪島塗に

まつわる物語を発信していくのが大事なんじゃないかなと感じています。 



マーケティングの世界ではこう言われています。「（顧客は、）ものそのものではなく体験に

価値を感じている。体験自体を売る方に考え方を変化させていく時代なのでは」と。物語り

でどんな体験を伝えられるか、この物語こそ輪島塗の価値になってゆくのだと思います。 

松村：私自身がプロジェクトのなかで輪島塗の話に触れ、人々の「物語り」を聞く中で、例

えば加藤さんのお言葉を借りると、赤の他人だった関係から友達に近い関係になってきた

かなと感じています。輪島の方から見ればまだまだだって言われるかもしれないですが、本

当に今は日常にあるものになって来ています。なので、物語りを発信してもらって、それが

輪島塗のポテンシャルを体感してもらうこと、そうやって溝を超えてもらうことが重要と

なってくる。そこに、みなさんからお聞きした物語が重要な要素になっていくのではないか

と思います。 

鳥谷：そこで、我々から六つの提案を考えたいと思います。 

１点目：ストーリー（物語り）を見つけ出して伝えること。心にグッとくるものがあったと

思うんですが、ストーリーには力があるので、これを活用しない手はない。まずは言葉を使

ったストーリーを再検討し、打ち出してゆくことが重要。 

２点目：これまでの調査によると、使用者はシニア層、４０代以上の女性が多かったと思う

んです。しかし、（今回改めて調査してみると）実は、男性も輪島塗購入しに来たりとかし

てるんですね。もしかして、女性だけじゃなくて、男性にも潜在顧客層が見込めるのではな

いか、そうした層を掘り起こしてゆくことで使ってくれる人が増えるんじゃないかと思い

ました。今まで対象になってこなかったお客さんに着目して、彼らがどんな生活をしていて

どんな生活を欲しているのかを探る必要があると。直接輪島塗とは関連しないように見え

ても、その人が求める部分と輪島塗の価値をすり合わせてゆくことができると思います。例

えば、「自分をよくみせたい」と思っている人たちに対して、輪島塗はそれをかなえられる

と言えるかもしれない。料理が好きで、自分で作ったものを SNSに上げている人に、輪島

塗を使えばもっと良くなると提案できるかもしれない。つまり、今まで対象にしなかったよ

うな層に着目して、彼らが何を求めているのかを知り、ものすごくたくさんある輪島塗の価

値の中から、ある部分を取り出して提案できることがあるのではないか、ということに注目

してゆく必要があると思います。 

３点目：それでですね、その他にも輪島の当たり前は世間の当たり前ではないなと感じるこ

とがありました。多分輪島に住んでる方は輪島塗が身近にあって普通に使ってるものだと

思うんですが、私はお店で使ったことはあっても家にはないし、始まった時にはどうやって

使ったらいいか全然わからなかったんです。洗剤使っていいんですかとか拭かなきゃいけ

ないんですかとかそもそもどんな料理入れたらいいかわかんないとか、一つ一つ怖いんで

すね。どうやって触ったらいいのか、傷ついちゃうんじゃないかとか怖いんですね。普通に

使ってらっしゃる方はたいしたことないと思うんですけど、そうじゃない人にはものすご

くハードルが高いんですね。 

私の知り合いにいきなり黄金伝説っていう番組の裏方にいる食のプロデューサーがいるん



ですよ。彼は料理が出てくる番組で料理指導してる人、食のプロなんですね。彼はレストラ

ンとかやってないんですけど、料理教室をやるような男の人。その人に普段食器にこだわる

かということを聞いたんです。そうしたら、買うものは、例えばカッパ橋とか、高級なもの

ならデパートで買うと。漆器はどうかと聞いたら「漆器はハードルが高くてね」という。食

のプロがそういうのは相当だなと思って、すごく考えなければいけない点だと思いました。 

使ったことのある人とないひとの落差がものすごいということを改めて認識しなきゃいけ

ないと思ったんです。このような部分は、言葉でなんとかなるものじゃないのかもしれない 

４点目：それでどうするかというと、やはり、実際使ってみるしかないんじゃないかと、つ

まり体験が重要な点なのではないか思うようになりました。使い始めてどうでした？ 

松村：私も最初は怖かったんですけど、意外に洗っても大丈夫。粗忽で何度も落としてるけ

ど壊れないし、傷もほとんどつかない。洗い落ちもいい。なんだか表面に油膜があるような

感じなんです。確かに食洗機にはかけられないかもしれないけど、乾きがいい。手入れはそ

んなに苦じゃない、怖くないってことが使ってみるとわかってきました。口当たりの良さと

か軽さとか、そういうのがハードルをあっという間に下げた感じです。正直、最初は棚に置

いといたんですけど、使ってみたらあっというまに、親近感の溝が埋まった感じでした。ど

うやって溝を飛び越えてもらうかには、この「使って、体験してもらう」ということが、大

きなカギをなるのかもしれません。 

鳥谷：本当に怖いし、拭くだけでもめんどくさいなと思っていたけど、使ってみたら松村先

生おっしゃったみたいに油もすぐ取れたりするし、思っていたよりずいぶん楽だなと実感

しました。聞いてはいたけど、実際に使ってみないと納得できない。 

松村：（外部からの情報を）聞いてるうちのハードルはちょこちょこ動くくらいで、使って

みて始めてガンって下がる。 

鳥谷：言葉では伝わらない部分もあるんだろうなと最終的には認めざるを得ない。実際食べ

て、口に当ててみて、なんだこれはみたいな。皮膜が張るようなヌメッとして柔らかい人肌

を感じるような感覚は、実際口に当てないとわかんないですよね。 

5 点目：ある時、２１世紀美術館で知り合ったアフリカ系アメリカ人の方が「（輪島塗は）

ものすごく気持ちいいよ」っておっしゃったんです。その時私は持ってなかったのでわかん

なかった。でも、実際しばらく使ってるうちに、あの時彼女が言ってたのはこういうことだ

ったのかと分かったんです。最初に輪島塗を購入した時、高いのでアンティークの店に行っ

たんですけど、（料理として）何入れたらいいんですか？て聞いたら、なんでもいいのよっ

て写真を見せてくれたんですよ。和食でもご飯でも入れてもいいんですか？普通の味噌汁

とお惣菜を入れてて、こんな普通でいいんですか？って言ったら、そうなのよ！って。それ

で安心したんです。どうやって使ったらいいのか、どのように取り入れたらいいのかは初心

者には全然わからないから、こんな風に使っていいんですよって言ってあげるといいと思

うんです。その場で使う体験をさせるとか、料理が入ってる状態を見せるとか。 

松村：使い方を見せるということですね。ものそのものよりも。 



鳥谷：使いかた、使っている様子を見せるというのもハードルを下げる大切な方法だと思い

ます。 

松村：報告書の中にも潜在顧客を分類してあるんですが、顕在顧客に近い人（潜在顧客）は

言葉で心を動かしてくれる可能性が高いんですが、それが難しい層や人もありますよね・・・。 

鳥谷：通じない人には言葉アンド体験が大事だと思います。使う体験をどうさせるかってい

う部分を、同時に考えないといけないと思う。店頭で実際に使ったり、洗ったりできるよう

な体験ですね。あとは体験型ツアーとかについても、考える余地がまだまだある。 

松村：こうしたツアーを通すことで、観光客の人にもわかりやすいのではないかと思うので

すが、能登や輪島ではまだクラフトツーリズムは普及していないようですね。金沢なんかは

クラフトツーリズムに力を入れだしていて、観光客が目的や興味に合わせたプランに参加

できるようになっています。新幹線の開通により、旅行会社などの企画も盛んに提案される

ようになったらしい。工芸体験を通じて、文化体験や地域文化を体験できるクラフトツーリ

ズムが注目されているんですね。能登は輪島塗も上布もガラスもいっぱいお宝がある。それ

を観光客の人が体験できる何かがあるとわかりやすいし、「買う」においてのハードルが下

がるのではないかと思います。 

鳥谷：あとは今までに全然ない馬鹿げた案ですけど、高いとか使ってみないとわからないと

いうことから、月々６００円とかで個人にリースするのもアリではないかと思います。使っ

たら手放せなくなるから 2 年くらいたったら買うことになるんじゃないかと、つまり、分

割みたいなイメージですけど。iPhone 使うみたいに、最終的には全額払ってる。とにかく

使わせるのが大事なんじゃないかと思うんです。口当たりも体験しないとわからないので、

口をつける具体的なイメージを示す必要があると思います。 

他にも、あと私の知り合いで、一児の母で高収入で見栄っ張りな人がいるんですが(笑)、

輪島塗どう？って聞いたら「憧れよね」っていう。けど、「使い方がわかんないから、例え

ばセットにして売ってくれるといいんじゃないか」っていうんですよ。コーディネートして

あります！みたいな感じで、完璧にかっこよく見えます！みたいなセットで提案されると

嬉しいんでしょうね。揃った時に、工芸品っていうのは美しさがあるのではないかと思うん

です。つまり、ディアゴスティーニ商法見たいのも面白いんじゃないかと。 

6点目：あとは学生の発表の中にもありましたが、実は日常づかいをする人も結構いる。日

常づかいを打ち出しながら、日常の中に特別な晴れの日を作り出すキャンペーンをしても

いい。特別な時に使ってしまい込むよりは日常で使うという概念をどうやって植えこむか

を考えてゆく必要があると思うんです。 

 

最後に、皆様にお願いがあります。本日、こちらにいらっしゃっている方々の多くは、輪

島塗関係者だと思います。先ほどから申しております通り、初心者に勧める時にハードルを

下げるためにも、具体的に使い方を見せてあげることでハードルを下げられると思います

し、同時に輪島塗をめぐるストーリーを伝えることもポイントになってくると思うんです。



いきなりストーリーを出すというのは難しいので、皆様の周りにも輪島塗にまつわるスト

ーリーがあると思うんですけど、それをここで話し合ってみていただきたいんです。 

松村：それをこれから、ちょっとお隣の方と話し合っていただき、輪島塗をめぐるお話みた

いなものでこんなものがあったっけ、ということをお話いただけないでしょうか。 

鳥谷：まずは今日の感想とかをシェアしつつ、自分の周りでもこういう話聞いたことあるな

っていうことがあればシェアしていただければと思います。 

 

中森：いま言ったのは、エピソードで確認ですが、「もの語り（売り込むためのストーリー）」

のことかですか、それとも輪島塗に関わる方のことですか？ 

松村：「輪島塗にかかわる物語り」としてのエピソードです。 

中森：なぜかというと、輪島塗に関わる「エピーソ―ド（この場合 narrative）」と、先ほど

私がご説明した「もの語り」は工学的にまったく違うものですから、はっきりさせておいた

ほうがいいかと。 

えり：それは大事なポイントだと思います。はっきりさせておく必要がありますね。 

（すなわち、本セミナーにおける「もの語り（中森）」は、ものにまつわる知識や歴史も含

めた「コト」で、「物語り＝エピソード（鳥谷）」は、「語り」「narrative」にあたる。前者が

広義で、後者を包括的に含んでいるといえる。ただし、後者の収集、分析、考察にはスキル

を伴う） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

（約 10分の歓談後） 

藤橋：3年前まで金沢にいまして輪島塗に縁がない生活をしていました。時々輪島に帰って

きて、味噌汁を飲む時にお椀を使っていましたが、興味ないもんですからただ使ってました。 

あるとき物置を整理しててアルバムが出てきたんです。そこに１歳か２歳の私が写っとる

誕生日のお祝いの写真だったんです。ケーキの周りに食器が置いてあったんですけど、あ

れ？これここに映っとるこのお椀って、今私が使っとるお椀け？って両親に聞きました。そ

したら、「そうやぞ あれうちに 40 年前から続いとるお椀やぞ」って始めて聞かされたん

です。いや途中でカチャーンって落としたぞって言ったら、親父がそんなもん修理すれば治

るわって。そこで始めてそういう事実を知ったというのが、私のエピソードです。 

加藤：車に乗る時に静電気が起こることがありますが、車に乗る前に木を触ると静電気が流

れていくそうです。そういうのは、自然のものが持つ可能性とでもいうんですかね。また、

エピソードではないかもしれませんが、もののけ姫でアシタカと坊さんが二人で鍋を食べ

るシーンがある。そこで二人は、持ち合わせたお椀で食べるんです。お坊さんは素朴なお椀

で、アシタカはシュッとした赤いお椀で。木とか漆のお椀は持ち運ぶことができるんだなと

いうところにポテンシャルを感じました。 

男性：私は今輪島市内の漆器やで職人として勤めています。出身は県外で漆とは関係のない



家で使う習慣もなかった。個人的に輪島に来て漆器に興味を持ってから実際に使い出した

んです。ある時実家だったり、祖父母とか友人に作った漆器を贈り物としてあげたりするこ

とがありました。でも、その時に先ほどのハードルがあるなと感じたことがあって、送った

だけじゃ使ってもらえないと思いました。うちの実家だと、送ったものを使ってみた？って

聞いたら、もったいなくて使えないっていうんです。やっぱり、なかなか使ってもらえない

ので実際自分が行って、一緒に使って提案して、洗うときもこうやって洗えばいいんだよっ

てやってみた。それで、その後、また使ってるって聞くと使ってないっていう。物自体の魅

力も足りなかったのかもしれないけど、生活習慣にもともとないものを新しく取り入れる

のはハードルが高い。その柔軟さには個人差があると思うんです。実際にその変化とか生活

を変えるということはなかなか難しい。興味を持ってる人は自然と使ってくれるし、オープ

ンな人にとっては使ってもらえるチャンスはある。でも実際そういう人は限られてるから

商売として難しい、というのが実体験です。 

松村：たしかに、みんながみんな生活の質を上げたいとか考えているわけじゃないですよね。 

鳥谷：もう少し切羽詰まったニーズみたいな、例えば順子さんの話されたおじいさんのよう

な、ごはんが食べられなくなってみたいなのがあればなんとか家族のためにとなってくる

かもしれない。そういう、どうしても使いたいというシチュエーションがあれば強制的なモ

チベーションが出てくるのかもしれないですよね。 

松村：それでは、ちょうどお時間となりました。 これで鳥谷先生のご講義を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※桐本順子氏エピソード例 

 

・９５歳のおじいさんが、ご飯をほとんど食べなくなり、ご家族がお困りで、輪島キリモ

トのスプーンをプレゼントしたら、スプーンの心地よさでご飯を食べるようになり、その

うちにご自分でスプーンを探して使うようになられたとのこと。先日お亡くなりになられ

たそうですが、とても大事にしていたので、喜ぶだろうと、ご家族が、棺にスプーンを入

れてお見送りをしましたと、お礼のご連絡頂いた。  

・海外出張が頻繁にある、ビジネスマンの方、毎朝漆のスプーンでコーンフレイクを食べ

る習慣があり、１日がんばろう！という気持ちにさせてくれるとのこと。作っている職人

さんに会いたいと、輪島に来られた。  

・仕事など色々うまくいかなく、朝ごはんを食べていなかったが、すぎ椀を買って、具だ

くさん味噌汁を作って食べたら、とてもおいしく感じ、それから、毎日必ずお味噌汁を作

るようになり、次第に元気になったとのこと。  

・離乳食を、どんなに頑張っても食べなく、困っていて、こどもスプーンを使ったら、喜

んで食べるようになった。  

・３歳の子供に、漆のおわんとスプーンを使っていて、ある日、陶器と金属のスプーンを

与えたら、いやだ！うるしにして！と言い、入れ替えた。  

・縁側で、ネストテーブルを使って、おつまみと日本酒を頂いたら、おうちで、何とも贅

沢な時間を作り出せた。  

・おにぎりと、お味噌汁と、ちょっとしたおかずのお昼御飯だったけど、ランチョンマッ

トに、漆のお椀と、お皿を使ったら、子供たちが、わ～お店見たい！と喜んだ。  

・力がなくなってきたおばあちゃんが、漆のどんぶり椀だと、軽くて持てるし、熱くない

から、おうどんを食べるのが楽しくなった！と喜んでくれた。  

・毎日、お弁当を作るのが億劫だったけど、漆のお弁当箱を使うようになったら、きれい

に見えるし、洗うのも簡単で、お弁当作りが楽しくなった。  

順子氏：漆と木の心地よさで、誰かの生活の中に、ホッとする時間をお届けできたらとい

う思いがあるのですが、それをしっかり感じて下さり、わざわざお電話くださったり、お

葉書が届いたり、メールを下さったり、そういうことが、私たちの励みになっています。 


