
かいかい

たんころりんの会たんころりんの会
かいかい

たんころりんの会たんころりんの会

たんころりんたんころりんたんころりんたんころりん
づくづく

たんころりん作りたんころりん作り
づくづく

たんころりん作りたんころりん作り



たんころりんの会たんころりんの会
かいかい

たんころりんの会たんころりんの会

広報とよた広報とよた

20072007年年66月月11日号日号



「たんころりん」の「たんころりん」の「たんころりん」の「たんころりん」の

イベントやイベントやイベントやイベントや
せいせい さくさく かつかつ どうどう つうつう

制作活動を通じて、制作活動を通じて、
せいせい さくさく かつかつ どうどう つうつう

制作活動を通じて、制作活動を通じて、



あすけあすけ まちまち なみなみ

足助の町並みを足助の町並みを
あすけあすけ まちまち なみなみ

足助の町並みを足助の町並みを
かっせいかっせい かか

活性化することを活性化することを
かっせいかっせい かか

活性化することを活性化することを
もくもく てきてき

目的としています目的としています
もくもく てきてき

目的としています目的としています



新聞記事で紹介新聞記事で紹介
しんぶんしんぶん きき じじ しょうかいしょうかい

新聞記事で紹介新聞記事で紹介

朝日新聞朝日新聞 20072007年年66月月1010日日中部読売新聞中部読売新聞 20072007年年55月月2424日日

中日新聞中日新聞 20072007年年66月月1414日日



「たんころりん」「たんころりん」「たんころりん」「たんころりん」
ってなに？？ってなに？？ってなに？？ってなに？？



ええ どど じじ だいだい

江戸時代に江戸時代に
ええ どど じじ だいだい

江戸時代に江戸時代に
つかわれたつかわれたつかわれたつかわれた
「「「ヒョウソク」の「ヒョウソク」のウソク」ウソク」

べつのよびかたべつのよびかたべつのよびかたべつのよびかた



「ヒョウソク」「ヒョウソク」「ヒョウソク」「ヒョウソク」
ははは、は、



油をもやし油をもやし
あぶらあぶら

油をもやして油をもやして油をもやして油をもやして

あかりとしてあかりとしてあかりとしてあかりとして
どうどう ぐぐ

つかう道具つかう道具
どうどう ぐぐ

つかう道具つかう道具



こんなかたちこんなかたちこんなかたちこんなかたち

ひょうたんの形に似ているひょうたんの形に似ている



ひょうたんころりんひょうたんころりんひょうたんころりんひょうたんころりん

たんころりんたんころりんたんころりんたんころりん



平成１４年から平成１４年から平成１４年から平成１４年から
足助でともしています足助でともしています足助でともしています足助でともしています



お盆の時期にお盆の時期に
ぼんぼん じじ きき

お盆の時期にお盆の時期に



まちなみに８００以上のまちなみに８００以上のまちなみに８００以上のまちなみに８００以上の
たんころりたんころりんんたんころりたんころりんん

ヒョウソクで使い古しのてんぷら油を灯すヒョウソクで使い古しのてんぷら油を灯す
それぞれの家が管理それぞれの家が管理それぞれの家が管理それぞれの家が管理



夏至の時期に夏至の時期に
じじ ききげげ しし

１００万人のキャンドルナイト１００万人のキャンドルナイト

夏至の時期に夏至の時期に
１００万人のキャンドルナイト１００万人のキャンドルナイト

（一斉消灯運動）賛同イベント（一斉消灯運動）賛同イベント



でんきを消してスローな夜をでんきを消してスローな夜をでんきを消してス な夜をでんきを消してス な夜を
豊かな暗さ豊かな暗さ たんころでたんころで

まちなみ各所でミニ演奏会開催まちなみ各所でミニ演奏会開催な 各所 演奏会開催な 各所 演奏会開催



そのほかそのほかそのほかそのほか



なな ごご やや じょうじょう

名古屋城でワークショップ名古屋城でワークショップ
なな ごご やや じょうじょう

名古屋城でワ クショップ名古屋城でワ クショップ



待月橋ありがとう待月橋ありがとう
たいげつきょうたいげつきょう

待月橋ありがとう待月橋ありがとう
ンサ トンサ トコンサートコンサート



サザエさんサザエさんサザエさんサザエさん



愛・地球博愛・地球博愛 地球博愛 地球博
たんころりんワークショップたんころりんワークショップたんころりんワ クショップたんころりんワ クショップ



おみやげ用「たんころりん」おみやげ用「たんころりん」おみやげ用「たんころりん」おみやげ用「たんころりん」



「たんころりん のお菓子「たんころりん のお菓子「たんころりん」のお菓子「たんころりん」のお菓子



Ｔシ ツ 手ぬぐいＴシ ツ 手ぬぐいＴシャツ、手ぬぐいＴシャツ、手ぬぐい



あらたなあらたなあらたなあらたなあらたなあらたな
かんかん こうこう しし げんげん

観光資源観光資源
かんかん こうこう しし げんげん

観光資源観光資源



たんころりんはたんころりんはたんころりんはたんころりんは
自分たちで自分たちで自分たちで自分たちで

づづ手づくり手づくり手づくり手づくり



ヒョウソクづくりヒョウソクづくりヒョウソクづくりヒョウソクづくり

シルバ センタ 陶芸教室シルバ センタ 陶芸教室
とうげいきょうしつとうげいきょうしつ

シルバーセンター陶芸教室シルバーセンター陶芸教室



竹カゴづくり竹カゴづくり竹カゴづくり竹カゴづくり

足助のまちなみ各地域足助のまちなみ各地域
かくちいきかくちいき

足助のまちなみ各地域足助のまちなみ各地域



さんさん かか

みんなが参加するみんなが参加するみんなが参加するみんなが参加する

まちづくり活動まちづくり活動
かつかつ どうどう

まちづくり活動まちづくり活動



「たんころりん の広がり「たんころりん の広がり「たんころりん」の広がり「たんころりん」の広がり

静岡県 森町静岡県 森町
もりもり まちまち

静岡県・森町静岡県・森町
（森の石松のふるさと）（森の石松のふるさと）（森の石松のふるさと）（森の石松のふるさと）

森ほたる森ほたる森ほたる森ほたる
足助の「たんころりん」を足助の「たんころりん」を足助の たんころりん」を足助の たんころりん」を

森町独自の名称にしたもの森町独自の名称にしたもの



ここから 今日のここから 今日のここから、今日のここから、今日の

づづ「たんころりん」づくり「たんころりん」づくり

についてについてについてについて



足助のまちなみで足助のまちなみで ともすともす足助のまちなみで足助のまちなみで ともすともす
たんころりんたんころりんたん ろりんたん ろりん



けっけっ こうこうけっけっ こうこう



今日の今日の今日の今日の
たんころりんたんころりんたんころりんたんころりん

ち とチビな竹カゴづくりち とチビな竹カゴづくりちょっとチビな竹カゴづくりちょっとチビな竹カゴづくり



ぜんぜん たいたい てて じゅんじゅん

全体の手順の全体の手順の
ゅゅ

全体の手順の全体の手順の
がいがい りゃくりゃく せつせつ めいめい

概略説明概略説明
がいがい りゃくりゃく せつせつ めいめい

概略説明概略説明



料料
ざいざい りょうりょう

材料は材料は材料は材料は
わわ しし

竹竹ひごとひごと和紙和紙
わわ しし

竹竹ひごとひごと和紙和紙



やや しきしき

足助屋敷の足助屋敷の
やや しきしき

足助屋敷の足助屋敷の
しょくにんしょくにん

職人さんによる職人さんによる
しょくにんしょくにん

職人さんによる職人さんによる

手づくり手づくり手づくり手づくり



竹カゴは竹カゴは竹カゴは竹カゴは
とと ちゅうちゅう

途中まで途中まで
とと ちゅうちゅう

途中まで途中まで

できているできているできているできている



六 目編み六 目編み
むむ めめ ああ

六つ目編み六つ目編み

カゴを作るときのカゴを作るときのカ を作るときのカ を作るときの

一般的な編み方一般的な編み方般的な編み方般的な編み方



カゴのカゴの あたまをあたまを 手前にして手前にして
てて まえまえ

カゴのカゴの あたまをあたまを 手前にして手前にして

足の上で足の上で 編んでいく編んでいく
ああ

足の上で足の上で 編んでいく編んでいく



とと のの 上に上にとと のの 上に上に

つぎは
ここ

まここまで
編んである編んである



交互に交互に上上下下に入るようにするに入るようにする
こうこう ごご

交互に交互に上上下下に入るようにするに入るようにする

入れる竹入れる竹

縫うように
ぬぬ

縫うように



やることは２つやることは２つやることは２やることは２

②②
①①

②②
入れる竹①① 入れる竹

①右に行く竹を手前に出す
②バッテンを入れかえる



やることは２つやることは２つやることは２やることは２

②②②②
入れる竹

①①
入れる竹

①右に行く竹を手前に出す
②バッテンを入れかえる



しゅうしゅう

１周したら１周したら
しゅうしゅう

１周したら１周したら

重ね 編ん おく重ね 編ん おく
かさかさ ああ

重ねて編んでおく重ねて編んでおく



編みはじめる編みはじめる
ああ

編みはじめる編みはじめる

場所は変える場所は変える
ばば しょしょ かか

場所は変える場所は変える



ぜんぜん ぶぶ

全部で全部で
ぜんぜん ぶぶ

全部で全部で
だんだん

８段くらいに８段くらいに
だんだん

８段くらいに８段くらいに

なるように編むなるように編む
ああ

なるように編むなるように編む



端末の処理端末の処理
たんまつたんまつ しょしょ りり

端末の処理端末の処理

急な角度で曲げるため
きゅうきゅう かくかく どど まま

急な角度で曲げるため

霧吹きで水をかける
きりきり ふふ みずみず

霧吹きで水をかける



右に行く竹を隣の右に行く竹を隣の▽▽にに
となりとなり

右に行く竹を隣の右に行く竹を隣の▽▽にに

内側から通す
うちがわうちがわ とおとお

内側から通す



右に行く竹を隣の右に行く竹を隣の▽▽にに
となりとなり

右に行く竹を隣の右に行く竹を隣の▽▽にに

内側から通す
うちがわうちがわ とおとお

内側から通す



剪定用のハサミで切る剪定用のハサミで切る
せんせん ていてい ようよう

剪定用のハサミで切る剪定用のハサミで切る



足を針金でとりつける足を針金でとりつける
はりはり がねがね

足を針金でとりつける足を針金でとりつける

ペンチをつかうペンチをつかう



和紙をはる和紙をはる和紙をはる和紙をはる



わわ しし かさかさ

和紙の重なる和紙の重なる
わわ しし かさかさ

和紙の重なる和紙の重なる
ところをところをところをところを

木工用ボンドで木工用ボンドで木工用ボンドで木工用ボンドで
はりつけるはりつけるはりつけるはりつける



和紙同士をはりつける和紙同士をはりつける
わわ しし どうどう しし

和紙同士をはりつける和紙同士をはりつける



完成完成完成完成



火 あ か 注意火 あ か 注意
ちゅうちゅう いい

火のあつかいに注意火のあつかいに注意

点灯するときは点灯するときは
てんとうてんとう

点灯するときは点灯するときは

大人とい し に大人とい し に大人といっしょに大人といっしょに

くれぐれも火のあつかいにはくれぐれも火のあつかいにはああ

注意してください注意してください注意 く さ注意 く さ


