株 式 会 社グランエスペランサ は

学 ぶ 感 動・学 ぶ 環 境 を
提 供して い ま す。
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ザァー、ザァー、ザァー
き

おと

あめ

そと

まど

。窓の外から雨の音が聞こえてきます

նױֵֿסַםֻ⚥־ךմ銧蜗
նױֵסַםֻ⚥עך銧蜗ך
ַֹכ⿁儒邮עךꄋ媇睛㷑
ր⿁ց
յיֽכ
סא
־סַי״䓙ַֿ鱮ם؆לעր⿁ց
նךסַג׀דגַי䚉
յמ״גסմ鐍ֿ鐍
յ⛼ךַ䓙ם؆ל
סא
ր⿁ց
ն־ס㰆㏇מ׆אױַֿ
דסַיֿ嫰מ⮆䓙ַֿյ舅䚁䗯ס־մ鐍
あそ

そと

」…「ああ、お外で遊びたいのになあ

նךַג׀דגַי䚉כ׆ַֹכ

カタツムリが
たの

あそ

なか

あめ

雨の中を楽しそうに遊んでいるのを見ながら

ꄋ媇睛㷑մ⛪մ榹մ➭մ䌚

い

。けんちゃんは言いました

ր◐䚉ց
עכ׳罫
ם⪒㱦־ַⴊնױֵֿ䑒釐׳䚉釶罫גזַכㅚ釶٬⽏釶٬鉴釶מյ䙫閁氳״גַיׇ鷨

նױַ銧כ◐䚉י⺬䚉釶յסח䚉יז✳մ泘յ繰յ뢙յյ汷腍
ך┕ׂ䥁׀榟עא

ֹל־סםꣅיזמ磬꽦־ֹלעյ漲־ַםע⽏萶⽏׃ֻמ侇גյ괏־ֹל־ס

նױג䏔Ⱏ冽םꄆ釐לםֻ┙䏅ꮶם׀㛻מⳂյ车ֵךⱱ䗯㕔䐂ם䑒釐

նױםמֹ׀ך⮭了מ舅抅־

ַն二ױַי銧כֿםחמ氦鷼סյ◐䚉聴ֿ孨䓪ךכ׆ׄ⯌忁ס־մ㛙

־דնױֵֹֿ⺎耆䓪ױי⮭了גזյ鏰ףׄםַיױ◐䚉ֿ罫מ⮆⩗־մ

յ釤ס
ꮟ绂ׂյסי״⮣
յ׃ㅚַ꺜ם湳
ֹյ⽏סס儔湳
ַםסכ׆ג鉴ךױ׆

յ겧䚉־Ⳃֿ㛻⮉ն⛮כ׆ַׂיֻ荁ׂꏿتٚ٤فⱱסי⪒ס◐䚉־ꮽסלյ㯸א׆

յ鉴מס
״ⱱ냕׀䚉釶ꏿֻյ榟ס舅ע☔յיזמנꄆײ犉ס⛮꽦磬꽦םֹסא

姡յ碊յյ㎻鉴מ☔擻ֿם
׀ךֿכ׆ֻ◐䚉ꏿֿםײյ哧䚉꺜סٝٙ٤ؠ

նױ׀ַי

ցצր鷛
նךסַׂיׄח䥁ׂⱱ׀儔全榟עהגלյ㯸י鵟

佤☪յגזםמֹ䐂מյ䗯㕔㳊佄ֿ氦鷼ؠ٭٠عشؾմ
٤✳ַյؚنع٭ُتلٝط
ך⚡炘ס釱釶٬绱釶╈䑏־הַֹյ䇦עהגל㯸סն杯㏇הֿ湳閁䐂יז⢎מ绱釶釱釶

かけっこをして、かくれんぼをして

まだまだ雨が降り続いている
ひ

つぎ

よる

その日の夜、

あそ

「じゃあ、次はこれで遊ぼう！」
ゆめ

けんちゃんは夢をみました。
いっ しょ

あそ

「一緒に遊ぼう！」
あたま

こ

おかっぱ頭の子が
さそ

けんちゃんを誘います。

粋
こ

て

その子がけんちゃんの手をとって
はし

だ

走り出しました。
ま

ま

「待って、待って！」
あわててついていくと…

㯸עמלր鷛צցֿיזכ㛻⮉
մوٞءِٚ٤ء葏鏤לםյסיח־熖הג釶ֻֿ◄㘃ֻג杯♏ס㯸הגלն䡘ֿ㯸

ךյ炘⚡䓪٘ب٭آؼِٖؤ٤ⱱ굺ֹ䏔Ⱏ冽ױגն

ס㵧全䓙ֹכյ䇦ַֹⲰ־ה䍚ֿכ׆僃㛻⮉עךכ׆םյכ縒ֻֿךהն־ד

մ骰⛮ꪫעךյׂף亠⺸鬇䬵גյ泘ס⯥ס꤃㲹擻괊צ飈ֻךכ׆גյ⛮ⱱ⺸┕

א׆յ綗ַ◄מ䑮ַ㯸ֿל㘃ֻ־סַי湳ױ؆ն

⢸䉓ס禴䧏מ笋ֿױն
⛮גױⳂ־꤀յ
⼽㍱ס敯媲ס䤧䭂◀峮לם䓙縒٬⮭了车ֹכ׆

մ־րⲰ䍚ցעך䐂ַׂמյ
ր 鷛צց־䐂㰢עצյ㯸ⱱםױױסהגל罫ײ

ךյ
聴ס鷞Ⳃ⯆䐒嚀耆湳氳嚀耆ס氦鷼➢鶟מ僗Ⲗֵךյ
כ縒ֻױַיն

ױն☪ךױ鵍╈ך蛽ֹגַיזױיה؆ךַיյ٭إٜלגךױ浓ׄג놫ך׆זׇ僃䏲

մ㯸עהגלր鷛צց鵟יյ־׆榟ךַֹֻׂי׀䑒釐כ׆םױױם㰢؆׀ַך

ךױ鴢ג⮉ַֹׅכ㵸ם䡗Ⱶ⛮꽦ֿյ二מכ׆ַ䧪䡵ַֹכֹ䙫培氳ם䑏ס罫䡗

ױն熖הג㛻☔ֿր鷛צցס㕙丝ֻעכ׆յ㯸סהגל㰢צ䶹ֻ⺱ככ׆նיכ

מ笋ֿױն

㛻⮉ך碛丟ם䏔Ⱏכד䓙ַױ؆־ն

մגױꯂ樑䏨חյٜ٭ٜ婊״յ䏔Ⱏ⮆䥵յגזַכ硜兠◄鷛ֿםצ㱤כ׆

む

あさ

「おはよう、けんちゃん。もう朝よ」
お

め

さき

し かく

うち

向かった先は、四角いお家。

さめ

あ

そこで起こされ、目が覚めました。

ドアを開けると
こう えん

「わあ、公園のにおいがする！」
き

へ

や

ひろ

木のよいかおりが、お部屋いっぱいに広がっています。

あそ

たの

ゆめ

「たくさん遊ぶ楽しい夢をみてたのに…」
けんちゃんがそういうと
まさゆめ

きょう

あそ

い

「なら、正夢ね！今日は遊べるところに行くよ」
「まさゆめ？」

㯸ל㛻☔ٛٚ׀ךتؠشր꺜ցⲖס冽
մٙ٭ٞقش╈䑏מ䇶ֿյ꺜✳גז殴嫎րُؓٞطٚ٭مցն仼儖ךյ氬鞁䈘طٌٜם

洣鏗כגזٛٚⲖتؠش冽ֵֿױն╈ך嘻儒עյعشؔن٤ַֹכغشز僗㲹ם

ל䑏㏐荁ַ狜ꝴמ״גסׂטյ꺜✳榫ג㕙ꪫֹ⺬⭳מ嚀⚡ֿ㘃ֻגױ׀יն

䐬榟擻伪谹ס孨Ⳃ־舅㱤ס״ג䡗⮆䧏ֽיזյסא꺜ע熖☔הגꝴ䒍ַ

մ꺜ע뢙ך䚉כ聴מ泡䫘⥸ׄ־׀յ㱦⪒⮭ס־ֹל־了鋗䞬צ⽛ס䢙׀⥸גזַכյ

妳⮆ױׂימնعشؔن٤עغشزյ儒ֿ邮⿁Ⲗךכֵגזםמ冽氦䭙״גյ儒ס

侇מ㛡䇞䚉꒯櫕סלם瞿烕烕磬⹚䑴לם➢ױն熖ַֽמסי⪒ֵמ⼽עהג

邮⿁סאע꺜Ⲗס冽ך䑏ככס㱦׀ככץסׁ䬠❠ױׂיն儒عتעٝמت

ㅚַױֵעךַׄך؆ն┒牊걉♓┕ֵַכ꺜כסր⮆ַֽמ㯸ցהֹסյ

ַי熖סהגյ骰鲣ج˘םٚכ˙عتم銧ֻױ־؆ն

☔ꝴֿ־עס׀ךزشٔ؞ ┒牊걉յ敤ס┒⮆ס爊䈱כ銧ױַיն
סא꺜־╈סյ䒍٬┘䒍⮭了骰⛮瞿烕禴䧏ֿם榟孨ךסַיն
մ☔ꝴֿ䒍鸵מ䚉꺜ס㛡ׂעյㅚ◫Ⱌךכ׆׃䚉烕磬⛼מ榫妳⮆蛽ה浓ג־յ

「やあ、いらっしゃい。
きょう

あそ

こう ぼう

今日はこの工房でしっかり遊んでいってね。
」
かり遊んでいってね。
おお

くまさんみたいに大きくて、
くて、
え がお

い

やさしい笑顔のおじさんが言いました。
のおじさん
んが言いました
んが言いました。
き

「木のうんていがある！」
がある！」

のぼ

お

登ったり降りたり、ぶらさがったり…
む ちゅう

けんちゃんは、もう夢中！
いっ しょ

い

いもうと

一緒に行った妹のひでちゃんも
のぼ

ハイハイしながら登ろうとしています。

هٝךױ׀ךֿثش؞
մهٝעثش؞յ╖㜀䇖㏯⺏ׇ頇⪌ֽׂגזד㲘ס־ױր睛㷑؆هעךٝ٘ب٭ؙ؞٤

עך☪מ䇤ס邮⿁ֿגױםכյֿש厫牊걉ס

־ךסַםַי⛼עց
┉ס銧ֿךآش؞鏐榟גױն
ֽסא㲘ه־ױٝ٘ب٭ؙ؞٤

րعٛوٜցյיא䌃炘؛ٛػةֿٜ┖שס厫٬䏦NN

עכւֹ؆ַיփ׀דגַיֻ䷷כ◄סյֽ鎇⛊ֹֹמהրֹױײיז⛼עךց⛼Ⱘכ놹מ

ⱶֻג牊걉סր%ٔبًتٜցכ㚺גױ׀ַיն

愁ֿגױ׀חնׂאז颦傴ך׀僃⮣ך僃䏲ס錃銶㍲⛼䡗յֿסגזֿ┕׀ך鍱⛼⿁

մ鍱⛼⿁־%ٔبًتٜס氧㕙־ךױ٧僖նסא僿ꝴ

瑬┉⺘ךն

熖ך╈ס
ր⛰מ״גסյ
鐍מ״גסց
ֿ嵔ַי׀י塛גז־םױ

մ鍱⛼⿁瑬┉⺘بׂגזױע٤وֿٜגךסםյ㯸סהגל骰Ꝏ䡗Ꝏיֵמյ냕

ךסն睛㷑ס鷛⪮עמ䑒ր⛰מ״גסյ鐍מ״גסցֵֿ

ֿ㚺ֻכ荁ַםյא؆ם䓙ַ־냕㚺ֻ䈂ؾقٜגױמն냕שׂםךׄד

ױնיא㯸הגל䚁㛻☔ס䓙ַյ♏ֻ⚥מ

┖ֿ厫ס㜀ꝴꣴ㚺ֻכזכ荁ַםյֿ┖שכ厫ֿ牊걉סրهرٜցֿ榟ױյ

סםֹ⛼כַג׀ַיז䓙ױַיזն

ちい

あぶ

「ひでちゃんは、まだ小さいから危ないよ！」
い

けんちゃんがそう言うと、おじさんは
かたち

か

「じゃあ、形を変えて
あそ

ひでちゃんも遊べるようにしよう！
はな

ま

ちょっと離れて待っていてね」

おじさんは、みるみるうちに
うんていからジャングルジムへ
かたち

か

形を変えていきました！
へん しん

「すごい！変身した かっこいい」
だい

あ

すべり台のでき上がり！

だい

たの

けんちゃんとひでちゃんは、すべり台を楽しみました。

هٝסثش؞㛻׀䍚䈱יַחמ
մ熖ֽסל㲘סױ㛡ֿׂյ
ُ٤٘ب٤כ׆ֵךַױ⛨ֽמع٭قؓ佤☪⛨ס㱝◄䗯縒
ֻכյ
ׄד׀ך泸ךت٭ًت錃糋ֿכ׆׀ך䑒ꯄגךն
┉亠هךٝעثش؞㯸ֿהגלր鷛שցֿׄד泘氳ױֵעך؆ն
ٔزٝ٤ة注䣆ֵךյ
㜊䷴כ䡗Ⱶ筝鲭מהֹյ舅⮆舅骰ס耆ⱱ⺎耆䓪䇶ַׂיׅ㕙䢥ױֵךն
侇עמ櫕ַ䓙ַֹךն
סא־磬꽦舅⛮ֿ䏘域כوشطتס㵵ַךסַׂיն
⺎יכغ٭ـףם耆ם┓㜂ך㱦⪒כ׆ֵךն
هֿٝثش؞㯸ٔزסהגלٝ٤ة
ׄ塛מ״ג״㛻⮉כדכ׆ם縒ֻױַיն
䋦疣㚖ס鞲劲僗⩕䋦疣㛻䄄ס磬꽦כ湳閁ֿמ⺏┉ס׆孨ױַי־ն

րעت٭ًت僃㵸յ䍚䈱כ㱦⪒䓪ע僃㛻ցֿ
هٝסثش؞㚞ךն
ֿ┖ש厫 Į٬٬٬NN
氧 մ մ 厫 ĮNN
ٞ մ  ٭մ  وĮNN

「あれ？」
？」
よこ
こ

み

ふと横を見るとそこには
横を見るとそこには
ゆめ

あ

こ

夢で会った子にそっくりな
会った子にそっくりな
え

絵がはってあります。
はってあります。

まさゆめ

「ああ、その絵はね 粋ちゃん 。
こう ぼう

この工房を守ってくれているんだよ。」
「あのね、おじさん。
ゆめ

いき

で

きのうボクの夢に粋ちゃんが出てきて、
いっ しょ

「そうか、なら正夢だね。
きょう

まも

あそ

一緒に遊んだんだよ！」

とお

今日はこのブレキッズを通して
いき

あそ

粋ちゃんとたくさん遊んだもんね」
いき

あそ

「ボク、また粋ちゃんと遊びたいな！
き

たの

この木のジャングルジム、とっても楽しいもん」

هٝסثش؞䏔Ⱏ

ם䏔Ⱏ䧏ח䚉釶כֵך銧ֹֻךն

մꄋ媇睛㷑עր◐䚉׳ׂ׃ע儒邮鷛⪮ց⯆⛼٬鞄㚞ֿױֽיյ◐䚉ך╈ס攐מ
ր鉴釶ց

մր䭂ց
ךׄד⛼Ⳃַֹכյ
هٝעמثش؞喋չם釐碛ֿ沸鱮ױַיױն㜀免韬յⱱ

מ浓泘ױַיն⛰מ־泡䫘鉴ךכ׆颯׆յ㵚霄擻ֵעַ鐍סכ־饃ꦕحٞגמ侇

ⱶֻ亠⺸ꣅ䈱ֿ㚺ףյ
מא䑴⪌סⱱי亠ֿ㚺ⱱ⪌מ⯥յ
⪒ⱱך䭂

י״עמ
ր䚉ցյ舅䄕☽כ縖鏀閁ג䚉גꄆ釐ם䚉釶ךն
עא僃㛻⮉סם

־ֹל־鏀閁䑒釐ֵֿױն
ֹ؆ַי鷞Ⳃעךյ
ِؕذ٤ׂء䭂
ⱱ⪌
ꦕ
ⱱ䥁ׂ

מյ
佤☪עך╈ס┩ס䄹訄ֵחחםמյ
כ熖עהג縒ֻױַיն

筝鲭ױםףׄם؆ն
氧厫帐侇עյ
厫䭂גז䣆厫䧿ײ鱮؆ַך㜀脎

մ☔ע儒מ鉴כ
ր峪ց
ր ⨣ց
ր䚉ց䚉ױնיֵֻ״גסא㖓逷מյ

לםבא䙫閁յ
ⱱַׂסל⪌ף骰⛮י׀ךو٭؞յ
ַׂסל稷ף״䏸չמ帐

儒ֿ儖全䧏ח缠鉴㯸ֿהגל䚉ױַימֹն

־סַׄי澬ֿם״־յ
ؤ٤عٞ٭ֿٜכ׆䑒釐ך
㍾僗䚉釶
ն
צגכץ骰כׂחמ

鉴釶ע鉴亠עיזמ櫕ׂ䑏㏐ׂ䚉յ鉴擻ס免韬ׂג⬈עיזמ峪ׂ־䚉

⛰妳⛮ׂםⳂױ־־؆ֿյ
邾丗ס璦缜䚉釶┕䣆ׂ鵽Ⳃךסם⛼Ⳃն
㯸ל

יכ㝜岐ַ䚉釶ךն儔ֿיד鉮伺ױַי؆ֿյ☔ֿ䑏罫؆עמ״גַׂךꄆ釐

هעהגٝךثش؞鷛ךכ׆שյ
◐䚉כ鷞Ⳃ耆ⱱ罫ײյ
䑏כ骰⛮䡗Ꝏױ׀ךֿכ׆ַׂיն

おしまい

粋
ご

なん にち

それから何日か後
き

と

ブレキッズ

うち

けんちゃんのお家に木のジャングルジム
え

いき

。粋ちゃんの絵がやってきました
あそ
い

え がお

いっ しょ

」！「これでずっと一緒に遊べるね
み

え

いき

。粋ちゃんの絵を見ながら、けんちゃんは笑顔で言いました

յ㛻☔⟓갔עהג
նױםמ侇ꝴם⮉㛻䚁䗯䚉ס☔㛻

炘⚡氳䡗Ꝏסהגל㯸כثش؞ٝه

յꯂ樑ע⺬㕙ש鷛כֽ⹘鷼ס؆ׂגמն攐ױֵךր炘◫㕙ցסהגל㯸עثش؞ٝهմ

עצ鷛מ׃ֿ氵־նױםמ╈㛰כׂחֿյ妳צׂ鷛氵哧ךثش؞ٝهעהגלմ㯸

⭳䓈╚䍖ֿ鵟ס⮆ն舅ױױٜցֿ榟٭րٜלםַֹ㯸妳鸦㵸⮆舅גז㱤

ַ㯸յםׄט鲣־ם־םֵֿע⽏ׂյ艄םעךַֹ錌כ״
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金沢粋屋は元々が建築大工で、座敷やお茶室など和室の造作を請け負っておりました。その技術
を活かし、子どもたちにできることはないか…と始めたのが天然丸太平均台の制作です。
私たちは、温もりや命を感じられる「木」だからこそ伝わる何かがあるのだと考え、
「 木製遊具を
通して子どもたちの健全な心と体をはぐくむ」ことを目指し、
「本物」という価値観にこだわった商
品を提供しています。
粋屋の考える「本物」とは外からみて価値が高い・低いではなく、それ以上でも以下でもない、
ありのままということ。背伸びしてそれ以上に見せるでも、へりくだって自らを下げるでもなく、正真
正銘「ありのまま」であることを指します。素材である材木の「ありのまま」を認め、引き出すのが私
たち粋屋の役割です。立場や対象を変えれば、子どもたちの「ありのまま」を認め、引き出して
あげるのが親御さんや周りの大人たちの役割といえるでしょう。
「それ以上でもそれ以下でもないありのまま」
粋屋が伝えたいのは「物」ではなく、
「 思い」や「心」であり、目に見えないもの、形のないもの
です。純真無垢な幼少期にこそ「本物」を肌で感じて欲しい、そして「本物」の価値感を、知識でなく
肌感覚で理解してもらいたい。そして、
「ありのまま」であることが「本物」であり、我々人間もそれが
一番素敵なんだということを、未来を担う子どもたちに伝えていくことが、粋屋の役目だと考えてい
ます。

「木製遊具を通して子どもたちの健全な心と 体をはぐくむ」それが、金沢粋屋の使命です
事業経歴

職人略歴

1996 年

石川県金沢市で「ファンハウス」を屋号とし注文住宅の請け負いを開始。

1997 年

ファンハウスと並行し「粋屋」として和室内法造作の請負を開始。

2010 年

奈良県大和郡山市に工房を構え、天然丸太平均台の制作を開始。
セルフメンテナンスのためのウッドプラクティコ
（木枕・腰木枕）
制作開始。

中京大学体育学部卒業 保健体育教職員免許取得

ブレキエーション制作開始。

2010年より
「金沢 粋屋」
として木製遊具の制作販売を開始

2011 年

2018 年 「日本全国に金沢粋屋の遊具を！世界に日本の匠の技を！」を目指し
株式会社グランエスペランサと事業提携。金沢粋屋事業部へ
現在に 至る。

金沢粋屋

佐

田

俊

弘

金沢市出身
大工職人として和風造作に携わる
現在に至る
一男一女の父

ᥦ๎የࢇي٭צ

ブレキッズ

ꄋ媇睛㷑17
天然丸太平均台

ウッドサイズ
木枕

ウッドサイズ
腰木枕

ウッドサイズ
バランスとれっち

ウッドサイズ
ヘソノ
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