わっていますね︒

僕は土木工事の研究機関にい
て︑ずっと都会勤めしていたの
で︑忠別とか砂防ダムという名
前だけは知っていたんです︒
来てみると﹁いい場所だな﹂
﹁あぁ︑こういうところにある
んだ﹂と︒その時﹁こういう自
然に人間があまり手をつけるの
はよくないんじゃないか﹂と思
うようになった︒それでその法
人自体を辞めたくなった︒だか
ら最初に脱サラありきだった︒
大きな工事は見てきたので︑
物を作って生活する︑道具を作
って畑を耕す︑と自分の生活に
身近な中で完結できるもの︑と
いう発想にいっちゃったんです︒
そうなると﹁道具を使えないと
だめだ﹂と︒
家を建てるにしても何にして
も︑木工技術とか︑さまざまな
技術の積み重ねや歴史があって
成り立っていますから︑最初は
生活道具を作ることが出来るよ
うに︑という感覚で高山の学校
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という新たな取り
担う３人の方にお集まりいただき︑町長と一緒に町づくりに向けたそれ
組みも生みました︒﹁君の椅子﹂
プロジェクトが生んだ新たな流れは︑
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ぞれの思歴
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るでしょうか︒
作者に一堂に集まってもらい夢を語ってもらいました︒

向坊 私は北九州出身で︑北海
道は ︑ 歳まで来たことがな
かった︒そして来てみてびっく
りしたんです︒すごくいい場所
だな︑と︒南の地方の雰囲気と
全然違う︒植生も山のつくりも︑
部屋の広さも違う︒東京の人が
魅せられることと同じですね︒

で北海道に来て︑休みのたびに
北海道に通っていたんです︒学
生がたくさん本州から来ている
ので仲間ができる︒仲間に会う
ために何度も通っているうち
﹁北海道に住みたい﹂と思うよ
うになりました︒
大学が写真の関係だったので︑
最初は札幌市内のカメラ店に就
職しました︒最終的には自立し
たいという気持ちがあったもの
ですから︑どんな道があるか探
っているうち︑旭川の職業訓練
校の木工科で勉強ができると︒
そこで勉強して匠工芸に就職し︑
今につながっているんです︒

宮地 大学時代︑最初の夏休み

いて︑じいちゃんもそうですが︑
彫りものをしたり︑かんなを使
ったりという仕事に携わってい
る人がまわりに近かった︒です
から︑以前からなんとなくやり
たかったというか︑馴染みがあ
って⁝︒

︵大門︶和真 専門学校で歯科
技工士の勉強をしているころか
ら︑家具とかものづくりをして
みたい︑という思いはあったん
です︒きっかけがあって︑父の
ところで働くことになりました︒
自然に囲まれた良い環境でのび
のびと仕事もできるし︑子供も
良い環境で育てることができる
ので︒

す︒勤めを辞めて飛騨・高山に
行って︒たまたま本で知った
﹁オークヴィレッジ﹂という木
工集団を訪問し︑そこに専門学
校があったので勉強を始めたと
いうわけです︒﹁どこで仕事を
しようか﹂と場所を探すのに北
海道を旅行したら︑家族が気に
入って︒﹁広い場所だし︑いい
よね﹂って︒魅力は︑それはも
う自然ですよね︒表から大雪山
が見える︒それが大きいですね︒

新春懇談会

町長 ちょっと聞いてみたいな︑
といつも関心を持っていたこと
があるんです︒大門巌さん以外
は︑人生のスタートに木工を志
していないですよね︒そもそも
なぜ職業として木工を選び︑ど
うして東川を選んだのか︑とね︒
大門 独立する前に勤めていた
会社が東川で︑その会社にパー
ト勤めで来ていた方から借りて
いた場所が今いる所なんです︒
その方が本州の息子さんの所に
引っ越すというので譲っていた
だいて︒
向坊 最初は脱サラだったんで

の注文家具屋さん︒そこは一品
もの製作ばかりでした︒そこが
長いんです︒東川の会社に移っ
た時は︑量産でした︒そこで特
注で一品作業と︑量産の流れ作
業と両方の仕事を身につけたん
です︒
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旭川市出身。旭川歯科学院専門学校卒（2000（平成14）
年）。札幌市内で歯科技工士勤務を経て、2004（同16）年
帰郷。
バウ工房入社。2006（同18）、2007（同19）年、朝日
現代クラフト展入選。旭川市と周辺町で活動する若手ア
ーティストユニット・ミクル
（事務局・北嶺工匠（旭川）
）
のグ
ループ展に参加。

16
Higashikawa 2010 January
2010 January

17 Higashikawa

向坊 最初は高山で漆塗りの和
風キャビネットを作っていたん
です︒ここ 年くらいの間に椅
子の注文が多くなり︑自然と椅
子に流れてきた︒自分で使いた
いものを︑というのもあって︑
椅子にのめりこんでいます︒特
にひも椅子をずっとやってきた
んで︑これから抜け出せなくな
った︒

第４回製作者
大門 和真さん（30歳）
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「むう工房」代表。旭川工房家具の会会長、旭川工芸デ
ザイン協会員、地域資源∞全国展開プロジェクト旭川ク
ラフト協議会所属。
福岡市北九州市出身。早稲田大学法学部卒業。飛騨国
際工芸学園木工科卒業。1992（平成４）年、
むう工房開
設。
「 北の生活産業デザインコンペ」大賞、
グッドデザイン
賞（ともに1999（平成11）年）
など入選多数。東京新宿リ
ビングデザインセンター
「ＯＺＯＮＥ工房家具ギャラリー匠
の杜」
に常設展示。第3回「君の椅子」作品が道立旭川美
術館に収蔵。
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第３回製作者
向坊 明さん（55歳）

松岡市郎
聞き手・総合進行/町長
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町長 家具を作るわけですよね︒
家具といっても︑椅子からテー
ブルからいろいろなものがあり
ます︒しかし皆さん椅子にこだ

「工房 宮地」代表。旭川高等技術専門学院時間講師、旭
川家具協同組合組合員。
愛知県日間島出身。東京工芸大学工学部写真工学科卒。
道立旭川職業訓練校木工科卒。㈱匠工芸（東神楽町）
を
経て1991
（平成3）年、
「工房 宮地」開設。
（社）
日本クラフ
トデザイン協会主催の
「日本クラフト展」入選（1993（同5）
年）
など入選多数。パーキンソン病で闘病中だった作家・
故三浦綾子さんの椅子を製作（1995（同7）年）。
パーキン
ソン病患者用椅子の製作を開始、通産省グッドデザイン
賞（1997（同9）年）。第2回「君の椅子」作品が北海道立
旭川美術館に収蔵。

和真 小さい時に遊んでいたお
もちゃ︑テーブル︑家具︑キャ
ビネットとか︑父が作ったもの
が自然とあって︑それに触れて

第２回製作者
宮地 鎮雄さん（49歳）

に行って︒
そのころ︑織田先生︵織田憲
嗣氏＝東海大旭川キャンパス暮
らしデザイン学科教授︶が高山
にチェアーズ・ギャラリーを造
りたい︑としょっちゅう言って
いたんです︒講演もよくあった
ので︑椅子に魅入られていった
んです︒それで椅子を作るよう
になりました︒

「アートクラフト・バウ工房」代表。旭川工芸デザイン協
会員。
留萌管内秩父別町出身。道立旭川高等職業訓練校木工
学科卒。1988（昭和63）年、東川町にバウ工房開設。第
21回技能五輪国際大会第3位（1973（同43）年、西ドイツ
（当時）
ミュンヘン）、北国の手作り大賞・大賞受賞（1986
（同61）年）
など入選多数。
「１㎡ GLEICH max展」
<ウッ
ドスプリングチェアー>招待出品（2004）、
ドイツ・ＭＡＲＴ
Ａ美術館（ヘルホルト市）
のパーマネントコレクションとな
る。第１回「君の椅子」作品が北海道立旭川美術館に収
蔵。

大門 最初勤めたのが旭川市内

第１回・第４回製作者
大門 巖さん（56歳）

