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『 配膳さんという仕事
　－なぜ京都はもてなし上手なのか 』

笠井　一子／著　
平凡社　２０２０年　

図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ
　 明治の末ごろから京都にだけ存在する、 紋付き袴 （はかま） で従事す
る男性だけの 「配膳さん」 と呼ばれる職業がある。 直接、 お客様に料理
を運んだり配膳したりするのではなく、 格式高い宴席、 茶席などでお店の
主人の意向をくみ、宴を滞りなく進めるため裏方を取り仕切る。本書は、
配膳さんとはどのような仕事か、 そこからみえてきた京都のおもてなしにつ
いて書かれたものである。
　 料亭では、 客の送り迎え、 器のあつかいなどを身につけ、 掛け軸や飾
り物の出し入れや管理もする。 祇園祭の稚児たちの世話も仕事のひとつ
で、 弁当のふたをあけたところから、 飲み物や果物と一品だすたびに火打
石で食前のお清めをおこない、 神事を格調ある儀式にするための役割を
担う。 また、婚礼の際には、形式や席順などに間違いがあってはならない。
そのため冠婚葬祭に関する適切な基準を知っている配膳さんがよばれる。
　 著者は取材のため、茶会、能楽、神社寺院、お茶屋などを巡るなか、
配膳さんの仕事自体が京都のもてなしそのものをあらわしており、 京都の
伝統文化と深くかかわっていることを目のあたりにする。 無駄を嫌い、 質
素を旨とする京都が、 付加価値を高めていくため配膳さんをおくことによっ
て、 たいせつなものを幾重にもていねいに包み込む 『京都流の接客術』
を具現化していると分析する。
　 携わる分野によって配膳さんの仕事内容はさまざまだが、 お客様が楽し
めるように細やかな気遣いがあり、 京都のおもてなしの精神と技術を感じ
られる一冊。 （馬場）

日 月 火 水 木 金 土

２ ３ ４ ５　  ６　        ７       ８

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

１28 29 30

開館時間／午前１０時から午後６時
色の日は休館日です。

「予約本の取り置き期間」 は開館日の７日間

期間が過ぎると予約を取り消します。

例 ： ７月 10 日の予約割り当ては 18 日が期限！

5　　          ６                ７                ８　　　  ９　           10      11   

12　　　  13               14              15　　　  16　          17              18
　　　               月曜休館日

  月曜休館日

  月曜休館日

 

19　           20                21             22　　　  23　          24               25

26                27               28              29　　　  30　           31                                                                     

                            

日　  月　     火      水　  木　  金　  土 １

月曜休館日   館内整理日

  海の日  体育の日

９ 10 11 12 13 14 15

30 31

※館内整理日による休館
７月３１日 （金）
※祝日による休館
７月２３日 （木）、 ７月２４日 （金）

おはなし会
１４ ： ００～
１４ ： ３０～

おはなし会
１４ ： ００～
１４ ： ３０～

おはなし会
１４ ： ００～
１４ ： ３０～

おはなし会
１４ ： ００～
１４ ： ３０～

おはなし会
１４ ： ００～

おはなし会
１４ ： ００～

おはなし会
１４ ： ００～

１　　      ２      ３        ４
おはなし会
１４ ： ００～



インターネットで蔵書検索・予約ができます ●ｈｔｔｐｓ： //www.toshokan＠town.sayo.lg.jp/

『 火の鳥と魔法のじゅうたん 』
イディス ・ ネズビット／作

猪熊葉子／訳
岩波書店　1983 年

図書館司書おすすめの一冊
Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　　　　　　　　　　　　　　 ハリーは、 黒いぶち
　　　　　　　　　　　　　のある白い犬です。 海
　　　　　　　　　　　　　辺はなんでも好きだけ
　　　　　　　　　　　　　ど、 かんかん照りのお
　　　　　　　　　　　　　ひさまはいやでした。
　　　　　　　　　　　　　家族で海水浴に行った
　　　　　　　　　　　　　時、 ハリーは、 あまり
　　　　　　　　　　　　　の暑さに家のビーチパ
ラソルに入ろうとしますが、 満員で追い出さ
れてしまいます。 子どもたちの砂のお城に
潜り込んだり、 太ったおばさんの影に入ろう
としたりしますが追い払われてしまいます。
疲れて座っているところへ大波が押し寄せ、
ハリーは気づくと頭からすっぽり海藻をかぶ
り、 海に浮いていました。 それはまるで海
のお化けのようで、 海辺は 「怪物だ、 お化
けだ」 と大騒ぎになってしまいました。 か
ぶった海藻は涼しくて、 おひさまも気になら
なくなったので、 家の人のところへ戻ろうと
走っていきますが、 どの家のパラソルも人も
同じ格好で、 においをかいでもわかりませ
ん。 そのうち、 見回りのおじさんたちが、
ハリーをお化けなまこと間違え、 捕まえて水
族館へ運ぼうとやって来ました。
　 黒の線に緑とオレンジの淡い色でのびの
びと描かれた絵は、 温かみがあり、 ユーモ
アにあふれています。 家の子どもたちと無
事に出会い、 思わず人集めをしたお礼にホッ
トドックをもらう姿や、 新しいビーチパラソル
に家族と一緒に入る結末に満足します。 読
んでもらうなら 4 歳から。 （蔭木）

『 うみべのハリー 』
ジーン ・ ジオン／ぶん

マーガレット・ブロイ・グレアム／え
わたなべ しげお／やく
福音館書店　1967 年

あそばせ隊 おはなし会
毎週土曜日／ 14 ： 00 ～ 14 ： 30
幼児 ・小学生対象

図書館 おはなし会　毎週日曜日

小さい人 （５歳以上） ／ 14 ： 00 ～ 14 ： 30
大きい人 （小学３年生以上） ／ 14 ： 30 ～ 15 ： 00
７月のおはなし
　【内容】 『夏のおすすめリスト』 から絵本を中心に！

おはなし会

※いずれも図書館おはなしコーナー　　事前申し込み不要

◆としょかんの電話　８２－０８７４

                               　ロンドンに住む四人のきょう
だ　　　　　　　　　　　いは、 新しく買ったじゅうたん
　　　　　　　　　　　　 のなかに卵をみつけます。 卵
　　　　　　　　　　　　 は暖炉のなかで不死鳥にかえ
　　　　　　　　　　　　 り、 じゅうたんに願えばどこへ
　　　　　　　　　　　　 でも連れて行ってくれると聞か
　　　　　　　　　　　　 されました。 そこで、 子ども
　　　　　　　　　　　　 たちだけで留守番をしている
時、 家中の窓を閉めじゅうたんに座り、 「外国へ
行きたい」 と願ってみました。 すると次の瞬間、
世界はまわり、 気がつくとフランスの海岸に来て
いました。 ある日は、 「南の海辺で、 咳が止ま
るところ」 と望むと南の海辺に着いて末のぼうや
の咳がとまり、 「お母さんのバザー用のインドのも
のが欲しい」 と言うとインドの町はずれに着いて
いました。 インドから子どもたちはたくさんの品々
を持ち帰ったところ、 じゅうたんが誤って売られ窮
地に追い込まれます。 また、 劇場では不死鳥が
飛びまわり、 火花を散らして火事になり、 燃え残っ
たじゅうたんに子どもたちは乗って子ども部屋に戻
りましたが、 じゅうたんは穴だらけでぼろぼろにな
り、 不死鳥も疲れ切ってしまいます。 やがて、
不死鳥は卵を産み、 じゅうたんは、 卵を芯にして
まきあげ、 子ども部屋から永遠に消え去りました。
　好奇心旺盛な子どもたちの願いが次々と叶えら
れ、 様々な冒険や不思議な事件を起こす子ども
たちの奮闘ぶりが描かれています。 人間のよ
うにしゃべる不死鳥と率直な子どもたちとのやりと
りが愉快です。 『砂の妖精』 の続編。 （水鳥）

「はじめてのきらきらレジン」 ８月２９日 （土） 開催 参加者募集！
◆令和２年度 図書館ものづくり講座

　新型コロナウィルス感染症対策のため、 サービスを制限していま

したが、 ６月２５日 （木） から、 ほぼ通常のサービスを再開しました。

ただし、 一部利用できないサービスもあります。

　引き続き、 感染防止のため、 マスクの着用と

手指の消毒、 １時間程度の利用にご協力ください。

【利用できないサービス】

●視聴覚ブースでのＡＶ視聴 （密を避けるため利用できません）

●おはなしのへや （密を避けるため利用できません）

●貸出袋の利用➡感染防止のためマイバックをご持参ください

図書館は利用再開しました

ソーシャル
ディスタンス

▼

▼ Social Distancing
にご協力をお願いします。

樹脂できれいなストラップをつくります。 午前 ・ 午後とも５人申込順。 詳しくは別紙チラシ

　★マスクを着用して参加してください★
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