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広報誌「COLORFUL（カラフル）」は、ハシモトホームズが提案する暮らしを
豊かにするライフスタイルマガジンです。
「衣」
「食」
「住生活」をキーワードとして、
季節の移ろいを大切に、そして日常にプラスしてもらいたい本物志向の方々を
毎号紹介しています。
本誌は小さな発見やちょっとのお洒落を感じて欲しいとの思いでハシモト
ホームズのスタッフが制作しています。
定期購読を希望される方は、ホームページよりご連絡ください。無料で送付致します。
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情味の春 part１

「自然派ワイン」ラ・グランド・コリーヌ・ジャポン

special

「岡山を醸造用の葡萄産地にしたい」
ということで白羽の矢が立ったのがここ岡山。古くから葡萄栽培で栄
えた歴史があり、晴天率の高い気候と水はけの良い花崗岩土壌が葡萄づ
くりに適しているのです。早速葡萄園の園地は、県庁からの紹介で農地
バンクから借り受け、スタートしました。
「岡山を醸造用の葡萄の産地にしたい！」これが大岡さんの次の目標に
なりました。年々岡山の葡萄農家も高齢化が進んでいますが、特に食用
は手間がかかり大変な作業です。大岡さんはこのような状況で、醸造用
に栽培転用することをおすすめしています。醸造用の葡萄は実が小粒な
ほどワイン用の価値が高まります。老木であれば細かい作業も 1/5 で済
みます。
そして新しい夢への 1 歩として現在一般社団法人「おかやま葡萄酒園」
を立ち上げており、自分のワインをつくりたい方へ向けて、一般の方で
も 5 アールから葡萄栽培の体験ができる葡萄酒園を開園。詳しくは下記
の QR から HP をご覧ください。
大岡さんは仰っています。私の葡萄でつくったワインは、私のワイン
になります。岡山が醸造用の葡萄産地になれば、それぞれ味の違う美味
しい岡山産のワインが生まれていきます。そうすると飲み比べる楽しみ
が出来ますよね、と。詳しい大岡さんのワインづくりは書籍「大岡弘武

「自然派ワインに魅せられて」

のワインづくり - 自然派ワインと風土と農業と -」でお読み頂けます。葡
萄の国岡山の更なる今後が楽しみになってきました。

今からさかのぼること 2016 年のこと、フランスでワイン作りをされていた大岡さんと
いう男性が、この岡山の地に移住されました。この方、大変「人間力」に溢れていると言

ラ・グランド・コリーヌ・ジャポン 2021 年ラインナップ

いますか、人生の振り幅が大きい方で、学生当時東京におられた大岡さんは、フランス土

ワイン特有の渋みやクセがなく、葡萄ジュースを飲んでいるかのような濃厚さと風味の広がりを感じるワインです。

産のワインの美味しさがキッカケで、大学卒業後フランスに渡り、醸造学を学びました。
左から

その後、北ローヌ地方で有数のワイン生産量を誇るギガル社の葡萄栽培長を務めるまでと

2021 ル・カノン ミュスカ・ダレクサンドリー

なったのです。

2019 ミュスカ・ダレクサンドリ― 神無月 白
2021 アンプロヴィサシオン 2 赤
2020 小公子 赤

しかしその頃出合った「自然派ワイン」で知られる北ローヌ地方のコルスナワインに魅

2020 富吉 赤

せられ、師であるティエリー・アルマンのもと、自然派ワインを極めて行ったのです。「自

※2021 年分の直売分は完売しております。直接販売をご希望の方は、登
録フォームよりご入力頂いた後、ワインリリース案内の準備が整い次第
お知らせ致します。

然派ワイン」とは、葡萄を有機農法もしくはそれ以上の自然農法でつくり、ワインづくり
のときは葡萄以外のものは一切入れず、不要な微生物を取り除く濾過工程や、加熱による
雑菌処理をしないワインだと大岡さんは考えています。健全な葡萄には、いい微生物がた
くさんいるため、濾過や熱処理は必要ないそうです。人的関与を最小限にすること。だか
らこそ、美味しいワインは良質の葡萄をつくることに尽きるそうです。
さて大岡さん、一見何やらフランス人の雰囲気も出ておりますが、中身はしっかり日本
人。20 年間フランスでワインづくりを追い求めて、自ら葡萄畑や醸造場、家まで造った頃、
ふとフランスで成長していく子供をみて、日本人としての自覚が出来るように日本の環境
で育てたいという気持ちが強くなりました。日本では耕作放棄地が増えており、今までの
経験が活かせるかもしれないと思い立ったのです。そうだ日本に帰ろう！

La Grand Colline（ラ・グランド・コリーヌ・ジャポン）
醸造家
大岡さん

公式 HP は
こちらから

URL https://http://www.lgcj.jp/
おかやま
葡萄酒園は
こちらから

情味の春 part2

お手紙でも書いてみますか？

話は変わり、岡山には「備中和紙」という県指定郷土伝統工芸品の
手漉き和紙があります。元々は障子の張り紙や神仏寺用、証文などの
書物全般に使われていた紙ですが、現代の生活に取り入れやすく形を

春の訪れも少し感じられる今日この頃、家族の旅立ち

変え、お手紙セットやメモ紙などの紙商品の展開が増えています。

や、新居にお引越しなど、今までと違う生活がスタート
されている方もおられるのではないでしょうか？

800 年ごろ奈良から伝わった手漉きの製造技術は、楮（こうぞ）
、
雁皮（がんぴ）三椏 ( みつまた ) などの良質な原料を多く産出する備

離れて初めて感じる想い。これからの希望。時の流れ

中地方の一大産地になりました。その繁栄は江戸時代まで続くのです

を愛しむ季節でもありますね。

が、洋紙の流入で明治時代に衰退し、一旦幕を閉じるのでした。それ
まで
「清川内紙
（せいごうちがみ）
」
という名称で生産されてきたのですが、

落ち着いたら手紙でも書いてみますか？その人を想
い、笑顔が脳裏に映し出される時間はとても穏やかな時
間となるでしょう。

新しく「備中和紙」という名でこの技術を模索・試行し蘇らせたのが、丹下哲夫氏という方
です。この技術は岡山県指定重要無形文化財に指定されており、後継者であるお孫さんの丹
下直樹氏が現在のさまざまなアレンジ商品を作り出されているそうです。
良質な質感は手に取るとすぐに分かります。緻密に繋がりあった細かい楮や雁皮の繊維が
優しく指先に馴染みます。何度も煮出しては水洗いし、残った木の皮やゴミは手作業で塵撰
り（ちりより）していきます。手漉きを終えた紙は湿床に重ねていき、脱水した後、丁寧に
一枚づつ剥がして板に貼って天日干しされます。
手漉きによる一枚一枚心がこもった備中和紙だからこそ、綴られる想いも読み手に届くの
ではないでしょうか。
今回ご紹介させて頂いた便箋・封筒は、倉敷市の美観地区にある「日本郷土玩具館」で販
売中です。
日本郷土玩具館
岡山県倉敷市中央１丁目４−１６
086-422-8058
10：00 〜 17：00
1 月 1 日のみ休館
駐車場無
URL https://www.gangukan.jp/
新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、営業時間が記載と異なる場合がございます。ご来店時は事前に HP をご確認ください。

ハシモトホームズの施工プランをご紹介

「みんな一緒にゆったり、 ゆっくり」

plan

O 様邸（岡山市 /2022 年竣工）

from coordinator

FRITZ HANSEN

フリッツ・ハンセン
シェル曲線が美しい
アイコニックなナップチェア
デンマークの家具デザインメーカーの Fritz
Hansen（フリッツ・ハンセン）社から発売され
たナップチェアは、エレガントで曲線的なフォ
ルムが特徴のアイコニックなチェアです。コン
セプトは、「椅子は身体がいったん休む場所」。
Normal（背をまっすぐにして座る状態）、
Active（前に身を乗り出して作業している状態）、
Passive（リラックスしている状態）の頭文字を
とって「NAP」と命名されたナップチェアは、
その 3 つの異なる状態のすべてで快適な座り心
地を追求したデザイン。座面部分の前面には凹
凸が施され、背を預けた状態でも身体が滑りに
くい加工になっている。その身体にフィットす

私たちはこう思うのです。大好きな場所でゆっくりと時間が流れて行く。何気なく語らう家族の時間。

るナイロンシェルの形状と滑らかな輪郭の延長

やっぱりこのお家がいいな〜と。

のようにゆったりと広がるオープンなアームレ
ストは、座る人を包み込むフォルムを生み出し、
長時間でも快適な座り心地を提供します。

清潔感のある白でまとめたキッチン・パントリース
ペースは、大収納量の造作カップボードで、使い勝手
を奥様仕様に。毎日の家事を支えてくれます。

ベビーカーもそのまま入れる広い土間。家族の持ち物
は収納へ。汚れたものは持ち込まないで、そのまま洗
面室へ向かえる清潔動線。
引き続きその他の施工事例は WEB でも公開
中です。ぜひご覧ください。
引き続きその他の施工事例は WEB でも公開中です。ぜひご覧ください。

ナップチェア
[ サイズ ] 高さ 45/77cm 幅 62cm 奥行き 51cm
[ 材質 ] 座面：ポリアミド樹脂 脚：オーク材
[ 重量 ] 4.8kg

定価 73,700 円 ( 税込 )
https://www.fritzhansen.com/ja/

音楽の時間
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まっ
する
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は、社内によい風

2021 年 6 月に入社しました髙谷舜太
と申します。今は先輩達や棟梁さん達
に色々と教えてもらいながら、頑張っ
ております。皆様のすてきなお住まい

プログレッシブロックの最高峰

を全力でつくってまいりますので、宜

音楽の時間、第 5 回目も洋楽が続きます。前回のビートルズから続くイギリスのバンドです。1970 年代前半は、
ブリティシュロック全盛期で、特にハードロック、ヘヴィメタル、プログレッシブロック、パンクロックなど
など登場しました。「ビートルズを超える金字塔」というキャッチフレーズの帯が付いたレコードジャケットを
よく目にしたものです。筆者の少年時代、少ない小遣いを握りしめ、期待のレコードが出る日には、レコード
屋さんに駆け込んでいたものでした。

そんなことはさておき、今回のレコードは「イエス」の「危機」です。
当時のレコードジャケットは、ポップアートなものが多く、上記のデザインはロジャーディーンのアートワー
クによるものです。緑のグラデーションがとても奇麗で、ジャケットを開くと透明感のある幻想的なイラスト
が中に描かれています。少年時代の私は、このアートを見ながら想いを遠くに馳せるものでした。
この「イエス」の「危機」は、当時たくさん世に出てきたプログレッシブロックの中でも代表作と言っていい
ものだと思います。曲の構成はクラシックに通じるものがあり、はたまたアドリブ的な要素はジャズ的な雰囲
気もあります。

このアルバムは、3 曲で構成されています。
まずタイトルの「Close to the Edge」
、2 曲目の「And You and I」3 曲目は「Siberian Khatru」。すべての曲の
説明は、ここでは割愛させて頂きます。素晴らしい曲の展開は保証いたします。基本的にプログレッシブロッ
クの人たちは、驚異的な演奏技術と高い音楽性の持ち主が集まり、しかもメインヴォーカルの人については文
学的な才能を持ち合わせているという職人さんの集まり的なグループが多く、この「ヴォーカル＝ジョンアン
ダーソン」「ギター = スティーブハウ」「キーボード = リックウェイクマン」「ベース = 故クリススクワイヤー」
「ドラムス＝ビルブラッフォード」の 5 人からなる「イエス」は、まさにそのもの。この後にレコードアルバ
ムを数枚出します。メンバーチェンジも数多く繰り返していきますが、この時代の「イエスサウンド」が代表
的であり、数多くあるプログレッシブロックの最高峰の 1 枚だと筆者は皆様に伝えたい。

次回は 1970 年代の邦楽をやりますね。

（筆者 /K.O）

しくお願い致します。

