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皆様、本日も天草エアラインをご利用

いただきましてありがとうございます。

今年の冬は天草も大雪となり、空港も

一面真っ白になりました。暖かくなりホ

ッとしたのもつかの間、花粉という強敵

が私を襲っております(T_T) 

さて、今回ご紹介するのは、熊本県の

山鹿
やま が

市です。“山鹿”と聞いて一番に思

うのは･･･そう！『山鹿灯
とう

籠
ろう

』です☆ 

山鹿灯籠は、その歴史と作法から国の伝

統工芸品に指定されており、灯
とう

籠師
ろう し

によ

ってその技術は大切に受け継がれてい

ます。現在山鹿灯籠の灯籠師は、9名と

非常に少なく、貴重な存在となっていま

す。一人前の灯籠師になるまで約10年

もかかるそうです！ 

今回は、山鹿灯籠踊りに使われる金灯

籠を 4 分の１サイズにしたミニ金灯籠

を制作出来ると知り、山鹿灯籠民芸館を

訪ねました。 

→ 

山鹿灯籠民芸館 

こちらには、山鹿 

灯籠踊りで使われ 

る金灯籠の他に、山鹿
やま が

灯
とう

籠紙
ろうがみ

といわれる

和紙で作られた作品などをはじめ、山鹿

の歴史や文化が紹介されています。 

奥にある別館にて、ミニ灯籠制作開始で

すκ担当して下さったのは、女性灯籠師

の田中さん。大まかなパーツは予め作っ

て下さっています。ご存知かもしれませ

んが、山鹿灯籠の制

作には、木や金具は

一切使いません。 

和紙と少量の糊だ 

けで作られます。 

灯
ひ

袋
ぶくろ

や欄間
らん ま

、ひれ

等（網目の部分）、ピンセットなどを使

って細かいところも貼りつけていきま

す。 

実際

とて

業

ます

約

ていました

頑張

愛着

のケースもあるので

に

こちら

実演

頂

話

八

年

した

出来

使用中

す

ながら

階

て

でも

めになっています

鹿 ～ 

金灯籠を見たことはありましたが、

実際に制作していると構造がわかって

とても面白いです。しかし、細かい作

業なので集中力も必要で、神経を使い

ます(；-□-)

人によって違いますが、完成までは

約 90 分。あっという間に時間が過ぎ

ていました(゜o゜) 

完成品がコチラ→ 

頑張って作った灯籠に 

愛着が湧きますω専用 

のケースもあるので、大切 

に保存出来ます（別料金）。 

こちらの別館では、灯籠師の方の制作

実演もされているので是非立ち寄って

頂きたいです。灯籠について詳しくお

話をして下さいますよΜ 

次に向かったのは、明治 43 年

（1910 年）に設立された芝居小屋

『八千代座
や ち よ ざ

』※国指定重要文化財です。

八          八千代座は、

一度は閉館し

たものの平成

の大修理によ

って平成13 

年より現代の芝居小屋として復活しま

したκ現在、この八千代座の中を見学

出来るようになっています。※興行等で

使用中の場合は見学出来ないことがありま

す。見学の際は、スタッフの方が説明し

ながら案内して下さいます。 

現代の芝居小屋というだけあって、1

階の枡席は床暖房付きの畳になってい

て、とても快適です！また、後ろの席

でも舞台を見えやすくする為、床は斜

めになっています。 

半分は

す。天井

元されており

また、

ンデリアは

外されたものを

復元され

客席や

も案内

階段で

って少

舞台や

する“

が出来ます

迫りの床下

人力で上

下げされます

す(゜o

で回されます

かせない

紙吹雪

備などにあたっても

作られているそうです

帰りました

他にもご

ありますが

運んで頂

1階席、2階

席を合わせて

650人程収容

容       でき、1年の

3分の1から

は、公演や催し物で賑わうそうで

天井には、建設当初の広告画が復

されており、天井を彩っています。

天井の中央に下がる大きなシャ

ンデリアは、第二次世界大戦中に取り

されたものを、平成の大修理の際に

され、今でも存在感があります。

や舞台だけではなく、奈落
なら く

や楽屋

案内して下さいます。奈落には急な

で下って行きます・・・地上と違

少し肌寒いです。ここでは、回り

や、役者さんが舞台の下から登場

“迫
せ

り”の仕組みなどを見ること

ます。 

→ 

床下

上げ 

げされます。結構な力がいるようで

o゜)！回り舞台ももちろん人力

されます。また、舞台の演出に欠

かせない紙吹雪も落ちていたりΤこの

紙吹雪でも豆知識をひとつ･･･電気設

などにあたっても燃えにくい素材で

られているそうです。記念に持って

りましたЬ※許可いただきました(笑)

にもご紹介したいことはたくさん

ありますが、ぜひ皆さまに実際に足を

頂きたいです☆ 

：

シャンデリア 



牛牛深深ハハイイヤヤ祭祭りり 日帰りプラン

 天草⇔福岡往復航空券 + 空港⇔
※お申込み締切：H30年 4月 13

皆様、本日も天草エアラインをご利用頂

今回初めて、『つぶやき』を担当させて

この場をお借りして、軽く自己紹介をさせて

私は、佐賀県出身で小学校・中学校・

様々な部活動をしていました。 

また、お刺身が大好きで、天草の新鮮

初のつぶやきは、季節は『春』ということでお

やっぱり春といったらお花見ですよね

私は、桜の見ごろを迎えると家族と桜

見に一人でサイクリングをして楽しんでおります

今年は天草の桜をたくさん見に行きたいと

と嬉しいです☆ 

まだまだ半人前の私ですが、皆様が

と思います。 

またのご利用をお待ちしておりますΜ

山鹿灯籠民芸館 熊本県山鹿市山鹿

開館時間：9:00～18:00     ※ミニ金灯籠制作

休館日：12/29～1/1 ご

入館料：一般   210 円 料金：3,000

小中学生 100 円 TEL：0968

実際の金灯籠を頭に乗せて

記念撮影もできますЬ 

ミニ金灯籠

下さった

AAMMXX IINNFFOORRAAMMXX IINNFFOORR

詳詳

おお知知ららせせ
5月 5日の“こどもの日”にご搭乗のお子

りプラン！ 出発日：H30 年 4月 22日(日)

⇔イベント会場送迎付き 

13日(金)

利用頂きありがとうございます。 

させて頂きます、運送部の副島
そえじま

彩
さや

夏
か

と申します。 

をさせて頂きます。 

高校ではバスケットボールやハンドボールなど

新鮮な海の幸を毎日食べることが出来て、とても幸せです

ということでお花見についてお話したいと思います。

ですよねΤ

桜を見に少し遠出をしたり、地元のサイクリングロードいっぱいに

しんでおります(*^_^)v 

きたいと思っておりますのでオススメのスポットをご

が安全で快適な空の旅になりますよう、少しでもお

Μ運送部の副島でしたЬ 

熊本県山鹿市山鹿 1606-2

金灯籠制作は、

ご予約が必要です！

000 円(ケース 700 円)

0968-43-1152

八千代座 熊本県山鹿市山鹿

開館時間：9:00～18:00(入館

休館日：毎月第 2 水曜日・

見学料：一般    520

小中学生  260
※興行等で八千代座が使用中

ございますので、事前にお

お問合わせ：0968-44-4004

金灯籠の制作を教えて

さった田中さんとΜ 

RRMMAATTIIOONNRRMMAATTIIOONN

『『 ！！』』

載載 ЬЬ

10,000 円 

子さまに、ささやかなプレゼントをご用意しております

せですΟ 

。

のサイクリングロードいっぱいに咲く桜を

っておりますのでオススメのスポットをご存知の方は教えて頂ける

しでもお手伝いさせて頂けたらな

熊本県山鹿市山鹿 1499 

入館 17:00 まで) 

・12/29～1/1 

520 円 

260 円 
使用中の場合は、見学出来ない日も 

にお問合わせ下さい。 

4004

両施設のお得

な共通入館券

もあります！ 

しておりますΑお楽しみにΜ


