■

期になりました︒私の自宅と伊と錦を往復す

と思っても︑車なのでサーっと通

日々の通勤で通る時は︑綺麗だな

など︑季節の移り変わりを感じることができ

桜の咲き始めから満開︑そして桜吹雪や葉桜

ここはもう満開になってる！ここはもう少し

ころにも桜が︑あっ︑ここにも桜︒

と結構いいものですね︒こんなと

その分︑シャッターチャンスが無制限状態です︒

慣れないカメラを片手にパチパチ撮り︑この時

とばかりに自分の腕ではなくて︑カメラの性能

を試します︒︵苦笑い︶

月とタワーと SL の灯

華ちりめん伊と錦

今年は夜桜を見に

早くも三月下旬︒あっという間に時が過ぎ

る間に常盤公園があります︒この時期はそこ

って終わりですけど︑歩いてみる

て︑卒業式など一つの節目と新しい出発の時

を通るのが楽しみでいっぱいです︒それは︑

るから︒そしてニュースによると週末は雨と

きました︒

ップしているんですね︒対岸の湖水ホール付

折角ならと︑正面玄関から入っていくこと

常盤公園は歩いても行ける距離ですが︑す

のでしょうが︑ついついエンジンをかけてる

にしました︒石炭記念館の前に機関車が展示

近がパァッと明るくて人の声も聞こえてきま

自分がいます︶お昼間だと︑ここが意外に綺

してありますが︑ライトアップの為か機関車

こし家を出る時間が遅かったのもあって︑車

麗なんだよな︑という場所に行くと︑街灯が

のライトも点灯していて︑とっても良い雰囲

す︒

なくほぼ真っ暗でよく見えなかった 笑
( の
)

気︒夜なので人はほとんど歩いていません︒

でお出かけ︵ここで歩くとダイエットにいい

らなかったのですが︑常盤公園ではライトア

など︑あれこれ見てしまいます︒この時は知

飛び上がり地蔵前
歩いてみるとなかなか
風情がありますね

で︑他の場所を見に行くことに︒

常盤公園湖水ホールの駐車場
ライトアップされて凄くきれいでした
ここが感動したシーンなのですが ( 笑 )

Timebank
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湖水ホール横のライトアップエリアをグル
着物のたたみ方

今度は﹁裾 す
( そ ﹂)と﹁衿と身頃の境界線﹂
が一直線になるように外側に向けて折り返し

ます︒そしたら今度は︑

反対側の衿と衽を上にかぶせ

るようにして重ねます︒

す︒

ったりと合わせることができま

いるので︑鏡合わせのようにぴ

これも着物が左右対称になって

②

僕は着物の仕事をしているので︑毎日なん
らかの着物を畳んでいます︒自分のものであ
ったり︑お客様のものであったり︑お品物で
あったりなど︒だけど洋服屋さんの様に洋服
を畳むのはとっても苦手です 笑
( )
つい先日お客様から︑着物のたたみ方を教
えて欲しいと言われました︒着物って左右対
称を意識すると結構簡単にたたむことが出来
ますよ︒
ここでワンポイント！
一︑最低でも畳一枚分のスペースを確保する
これは着物にシワを寄せない為にもおすすめ
です︒衣装敷がおすすめ！販売もしています︒

衿と身頃の境界線

っと見て回り︑駐車場のところに行き着いた
時︑目の前がパッと明るく開けました︒ライ
トアップされて眩しいほどに綺麗な桜の光景
です︒しばらく目を奪われてカメラのシャッ
ターを切るのも忘れて眺めていました︒あっ
と思ってシャッターを切るのですが︑自分が
感動できている目の前の光景をそのまま写真
になかなか撮れません 笑
( あ
) ぁ︑昔に比べ
ると格段と性能が良くなっているはずでも腕

が・・・と少し諦めながら︑もっと近くに行
時︒

ってみよっと一歩進んだ瞬間︑バンっと電気

が消えたのでした︒時計を見ると午後

ライトアップの終了時間が来てしまったので

した︒﹁腕を磨いて来年おいでよ﹂と言われ

ているようでした 笑
( )
そんなこんなで今年の桜はいろんな意味で

いい思い出になりました︒日々いろんな所で
いろんな植物が咲いていると思いますが︑や

身頃と衽 ( おくみ）の境界線

一直線になるように

両方の身頃が
ぴったりと
重なりました

2P

身頃と衽 ( おくみ）の境界線です

衿の重なりは気を付けて下さい
これが結構難しく︑シワになり
やすいところです

③

衿の折り方は
最初の仕立ての折り跡
通りにして下さい。
無い場合は、「角」を
きっちり合わせてから
自然と対称になるように

っぱり桜は何か特別な何かを感じます︒咲き
ほこる様子も散る様子も大好きです︒今年中

衿と身頃の境界線

にカメラの腕を少しでもあげて︑来年またく

るよと心にひそかに思い家に向かって歩くの

でした︒あれ？車は？と気づいて方向転換し
)

着物を広げてまずはシワ伸ばし。
脇の縫い目に沿って内に折り曲げます

①
ここが
脇の縫い目

10

て駐車場へ︒早く気づいてよかったです 笑
(

右と左の身頃

Timebank
華ちりめん 伊と錦
2021 年 3 月

上に重ねたら見えてきた
反対側の身頃の脇線

綺麗に衿と衽 お
( くみ を
) 重ねることが出来

つい﹁シワ取り﹂というと︑手で撫でるよう

最後のワンポイント

下の袖はひっくり返すように反対側へ

も気になるとこ

ていて︑とって

りがシワになっ

ちょうど胸の辺

うと思った時に

ておくと︑着よ

をそのまま放っ

なります︒これ

の部分がシワに

の為高確率で衿

いけません︒そ

持ち上げないと

きに着物を少し

ひっくり返すと

下になった袖を

︑
1下の袖をひっくり返すことで衿がシワに

完成です！

に広げようとしてしまいますよね︒私も経験

シワ取りが終わったら
今度はお袖です︒お袖
は︑両方を外側に向け
折り返します︒上にの
っている袖は裏返す様
に反対側へ︑下になっ
ている袖は︑下をくぐ
らせる様に反対側へ︒
屏風たたみのように

伊と錦おすすめの着物のたたみ方

があるのですが︑着物を畳む時にそれをして
しまうと︑余計にシワになりやすい傾向があ
ります︒着物をたたむ時の﹁シワ取り﹂は︑
手の平で軽くポンポンと叩くようにすると︑
実はシワが綺麗にとれます︵元々ついてしま
った着用後のシワ︑例えば膝裏の折り目など
は取れませんので︑その場合はアイロンなど

たら︑ここで一度シワ取りをして下さい︒
を使ってシワを伸ばします︶なぜなら︑着物
そしたら︑今度は上に重ねたら見えてきた︑ を畳んだ時にできるシワは︑空気が入ってポ

なりやすいのでシワ取り

ろです︒シワを

綺麗に整えたら︑

約半分のところ

でたたんで

完成ですよ︒

3P

重なった部分がシワになりやすいので
そこをシワ取りしてください

反対側の身頃の脇線をもって︑一番最初に
コポコとなっているところを上から押さえる
折った脇線に綺麗に上から重ねてください︒ ことで出来てしまうシワだからです︒ある意

上の袖

⑤

持ち上げることによって
できる衿のシワ。
ここでシワが残らない
ようにキレイにしておきましょう

※達人になると膝の上でたたむ事が
できるそうですよ！？

最初に折った脇線

④ ここも、重なった部分がシワに

出来ました？綺麗に
味空気抜きのような作業がシワ取りの作業に
きっちり揃うでしょ？ なるんですよ︒

またまたここでワンポイント

ここも左右対称なのできっちり
揃いますよ。ここまでくると、
何故か得体の知れない気持ちよさ
を感じます ( 笑 )

一︑シワ取りは︑軽くポンポンと

します︒

⑥

⑦
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るんですよ﹂ということ︒帯って着物をラン

事ですが︑実は帯にはもっと重要な役割があ

それは﹁素敵な着物を選ぶのもとても良い

ます！

お客様だけのご提案をさせて頂きたいと思い

というお客様は︑ぜひ直ぐにご連絡ください︒

覧頂けたらと思います︒そこまで待てない！

会があったら︑ぜひ体験してみてください︒

クアップさせて見せることが出来るんです︒

■

もの︒これって人によって好みも違うし︑そ

なるべく折り段が着物につかないように︒そ

あまり金額で表現するのは良くないなと思い

今年の７月はジュエリーデザイナーの中野さん

もし分かりづらい︑上手くできないという時

れにもオリジナルの﹁はせ方﹂をしているん

ますが︑訪問着の着物が例え１５０万円した

のデザイン会を予定しています︒作品もいろいろ

直近の企画で見て頂けるとしたら︑今度は

ですよ︒ちょっとしたコツなんかもあります

ものでも︑帯が良くないと︑１０万円のコー

ありますよ︒これまで見て頂いたことがあるお客

の場面場面で着ていく着物も違うよね︑とい

ので︑それも知ってみたいという方は是非お

ディネートかな？と見えたり︑訪問着の着物

様には大変好評を頂いています︒なかでも︑お持

は︑お気軽にお尋ねください︒簡単にできる

声をかけてくださいね︒

が特価セールで特別に９万円で手に入ったと

ちのリングやネックレスなどを形を変えて新しく

６月にイベントを予定しておりますので︑

着物にも色んな種類や色や柄があるように

しても︑帯が良かったら１００万円のコーデ

造り替えるリフォーム︵その場合は︑お持ちのジ

うことから︑結構とりとめのない話なんです

帯にも色んなものがあります︒大きく分けて

ィネートかな？と見えたりすることがあると

ュエリーを素材として使用します︶や︑お客様だ

ので︑一緒に練習してみましょう！また︑伊

礼装用とおしゃれ用︑そしてぞれぞれに夏用

いうことです︒とっても極端な例ですが︑こ

けのデザインで︑お好みに合わせたジュエリーの

また後日ご案内を致しますので︑少し頭の

と冬用があります︒最近ですと単衣と夏兼用

れってとっても不思議に思えますよね？でも

製作などが人気です︒サイズ直しも致しますよ︒

が︑その話の中でとても共感できる話があり

のものなど︑実に様々です︒伊と錦は呉服店

本当にあることなんです︒逆に帯が良かった

もしリフォームなどをお考えの方は︑参考でもい

と錦では︑お客様の着物には紙を中に入れて

ですので︑お客様にお着物を販売しているの

ら︑着物がそれに合わせるかのように︑ラン

いですので︑お気軽にご相談頂たらと思います︒

片隅でいいので覚えて頂いて︑楽しみにご

ですが︑その着物の主役はやっぱりお客様で

クアップしたかのように︑何もしてないのに

今からお持ちの物を

ました︒

す︒お出かけになったり︑お食事に行ったり

着物もよく見えるんです︒これは外から見た

チェックして︑あま

お渡ししています︒それは︑着用するときに

式典に参加されたり︑お稽古事を楽しまれた

印象の話ですが︑良い帯にはそれだけではな

集めてみて下さいね︒

少し先のことになりますが

り︒その時に伊と錦のお着物を是非 笑
( と
)
思っていますが︑以前京都の帯屋さんといろ

り使わないものなど

着物の着姿を決めるのは帯？

いろお話しをする機会がありました︒それは︑ く︑結び心地が良かったり︑身体に馴染んで

﹁どんな着物が一番いいんでしょう？﹂という しっくりきたり︑やっぱり違います︒今度機
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