搾りたての
瑞々しい新酒香を
届けます︒
よろずがみ

新酒の仕込み（蔵入り）が始まる十一
月、ある雪国では霜月祭と称して万神を
しぶき

呼び寄せ、熱湯を素手で切る湯切りの行

色

菊駒

大吟醸

受け継がれる技と時が薫る
極上の一滴に仕上がりました。
＊一八〇〇㎖ 六〇〇〇円 ＊七二〇㎖ 三〇〇〇円

純米吟醸

上撰

て

い

い 。

青森県三戸郡五戸町字川原町12
電話 0178-62-2323 FAX 0178-62-6639
URL http://www.kikukoma.com/

菊駒

純米酒

ゆっくりと丹念に熟成させた
奥深く優しい味わいの酒です。
＊七二〇㎖ 二五〇〇円

菊駒

初しぼり純米生酒

まろやかなコクと旨み、
そして優しい吟醸香が漂う純米酒に仕上がりました。
＊一八〇〇㎖ 二六二五円 ＊七二〇㎖ 一三一三円
＊三〇〇㎖ 四八〇円

菊駒
冬期限定 新酒ならではのぴりぴりとした繊細な刺激と
さわやかな風味をお楽しみ下さい。
＊一八〇〇㎖ 二三一〇円 ＊七二〇㎖ 一一五五円

菊駒

小菊

が

っ

優しくまろやかな、落ち着いた味わいに仕上がりました。
＊一八〇〇㎖ 一九九五円 ＊七二〇㎖ 九二〇円
＊一八〇㎖ 二四〇円

菊駒

原酒 三
｢久」

姿

あ

常温、冷や、お燗いずれも美味しく味わえます。
＊一八〇〇㎖ 一七九二円 ＊七二〇㎖ 八七〇円
＊三〇〇㎖ 三五〇円 ＊一八〇㎖カップ 二二〇円

菊駒

な

菊駒本来の美しい味わい、
原酒の持つ重厚な旨みをお楽しみ下さい。
＊七二〇㎖ 一一〇〇円

々

百 年 の 蔵 元
北 の 風 土 を 醸 す

事があります。その飛沫を浴びることで

も

菊駒 いななき

に

心身が清められるという儀式ですが、北

党

国には厳冬に向けて新たな気魂を養う

左

ふくよかな味わいの中に
菊駒本来のほのかな香りが特徴です。
＊一八〇〇㎖ 二二〇〇円 ＊七二〇㎖ 一一〇〇円

行事が多いようです。
蔵出しの最初の「純米初しぼり生酒」
は、まさに入魂一滴、搾りたての新酒香
も瑞々しく、力強さにあふれたお酒です。

派

今年も菊駒を味わいながら、佳いお年を

脱

お迎えください。

洒

豊年祈願と
粋な世界︒

企画・制作／
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❷

表示価格は消費税込です。

【洒脱派】左党にも色々な姿があっていい。

［山車を引く］堀合坂を総勢で引っぱり上げる。
綱を引く時の掛け声は独特で、大漁節に似ている。

赤は祈りの色
赤は“いのちの初源”を表わすという。
生まれたばかりの子を赤子と呼ぶのは
単に色をあてただけではなく、玉のよう
に愛らしい子を授かったことへの感謝、
新しい生命に触れた喜びが込められてい
に

る。また、赤土や血の色は、魔除けのま
じないや祈願に使われ、社寺の丹塗りも
その名残りだったらしい。
しるしばん

祭りもまた、エネルギーが炸裂するよ
てん

ひそく

かみしも

うに赤が氾濫する。ほかに藍染めの印半
纏や秘色（明るい灰青）の上下などの青
系がよく交じるのは、赤を見て目を閉じ
た時に青系が補色残像として浮かぶよ
うに、人間の視覚が無意識のうちにも全
体性のバランスを求めるからなのだろう。
藍や秘色が却って赤を引き立てる。
思えば朱漆塗りの縄文土器など、東
北では赤こそが、古代の荒ぶる心性にふ
さわしい聖なる色だったのかもしれない。

「五戸まつり」は豊年祭り
かざまつ

二百十日前後、地方によっては風祭り
が行われるあたり、五戸では恒例の秋祭
り「五戸まつり」が四日間を通して繰り
もく

広げられる。由来は五戸地方の地頭だっ
た木村杢が、慶長初年（一五九六）根岸
村に八幡宮を建立して祭礼を行ったこと、
まつ

次いで上町に館を築き、舘稲荷大明神を
祀って秋の例大祭を行ったことにさかの
ぼると伝えられる。その「郷村社例祭」
は、やがて「豊年祭」に、そして稲荷神

社、神明宮、八幡宮の「五戸三社大祭」
ごこくほうじょう

となり、現在は「五戸まつり」と改めた。
名称は変わったものの、主に五穀豊穣

おみこし

を祈願する豊年祭りであることに変わり
つけまつり

はない。ただし、明治中頃までは御神輿
だ し

渡御が中心だったものが、その後、附 祭

として山車が参加するようになった。
平成二十二年は九月二日の前夜祭に始
まり、三日お通り、四日中日、五日のお
ばやし

ね

せきりょう

還りという日程だった。例年であれば祭
囃子の音に乗せて、行く夏の寂寥も伴う
季節だが、この年は酷暑の名残りが引け
ず、いつまでも夏がわだかまっていた。

まつりの様子

あた

文政二年（一八一九）に氏子総代らが
京都から購入したとされる御神輿が、辺

こもかぶ

りを払って金色まばゆく過ぎてゆくと、
虎舞、山車が続いてくる。菊駒では薦被
いき

いなせ

りの酒樽からお振舞いをするのに大わら
わ。粋で鯔背な祭りに酒は付き物だ。
山車は川原町から堀合坂に向かう。
祭り最高の醍醐味である急坂登りが見
られる場所である。急なばかりか曲がり
もあって、総勢による呼吸の合った山車
こ ぶ

牽引が必要になる。午後の日射しに玉の
汗が光る。太鼓がまさに鼓舞するかのよ
うに一段と高鳴る。一気に引っぱり上げ
ると、心が一つになった町民たちは満面
の笑みを交わした。
このあと、山車は旧南部バス本社前に
集まり、二台の山車が向かい合ってお囃
子を競う「喧嘩太鼓」で最高潮に達した。

❷
❸

［着物姿の少女たち］鮮やかな赤が目を引く。
［お囃子の太鼓］川原町自治会の子供たちの元気な姿。
［稲荷神社の御神輿］文政２年に京都から金50両で購入されたと伝えられる。

豊年祈願と
粋な世界︒

［稲荷神社本殿］秘色の上下を着て直会をする氏子総代たち。

［菊駒前のお振舞い］虎
舞も披露された菊駒前の
お振舞いでは、道行く人
たちに四斗樽のお酒が用
意された。

［ギャラリー・ジョアン］
古民家を移築した瀟洒な建物で、
裏庭には雑木林に囲まれた畑もある。
［佐々木精肉店］昭和33年に開店した店頭には、
今も馬肉専門店の看板があった。
［佐々木精肉店の馬肉料理］みそと醤油をミックスした
独特のタレが自慢。ほかに珍しいスモーク馬肉もある。
「土産土法」の味わいで、菊駒には五戸の馬肉料理がよく似合う。

［丸屋米子さんのキルト作品］
ギャラリー内に飾られた丸屋さんの思い出の大作。
［丸屋米子さん（中央）とジョアンの人たち］
工房は古布などのほか、
作品の素材にあふれていた。

五穀豊穣とつり雛

かこ

祭りの余韻もとうに去り、あれほど
炎暑を託っていた人々も、遠花火を懐か
じぞうたい

しむかのように秋冷をいたわるあいさつ
に変わった。だが、五戸の地蔵岱の一角
にある「ギャラリー・ジョアン」では、
ごこくほうじょう

びな

子供の健やかな成長や無病息災、そして
あで

五穀豊穣を願う「つり雛甲子園」が開
催されており、赤を基調とした艶やかな
色彩が熱気となって渦巻いていた。
「つり雛甲子園」として公募したのは
今年が最初だが、五戸の文化講座では十
年以上も前からジョアンを主宰するキル
ト作家・丸屋米子さんがつり雛作りを指
導しており、その受講者らによる「つり
雛飾り展」が開かれてきた。ジョアンの
熱気は、古民家を改装したギャラリーに
所狭しとつり下げられたつり雛のせいば
かりではない。五戸に住んで四〇年、キ
ルト作家となって二五年の丸屋さんの粋
なパッションが宿っていたからだろう。

キルト作家・丸屋米子さん
昭和二十三年に東京吉祥寺に生まれ
た丸屋さんは、四十五年に五戸出身の丸
屋幸三郎さんと結婚。それを機に五戸に
移り 住んだ。やがて生来の前 向きな江
戸っ子の血が騒いだというか、五十八年
には「ブティック・ジョアン」をオープン。
平成四年には本格的な和布のパッチワー
クアトリエ兼ブティック「工房ジョアン」
として自宅敷地内に移転、そして十五年

に「ギャラリー・ジョアン」を開設した。
十八年には「ジョアン銀座店」
、二十一年
には「ジョアン表参道店」をオープンす
るなど、東京にも進出している。
キ ル ト 作 家 と し ての 経 歴 は、昭 和
五十九年に朝日新聞社主催の「第一回キ
ルト展」を見たことから始まる。その二、
三カ月後、
クロワッサン主催の公募展「黄
金の針展」を見て発奮した丸屋さんは翌
年、一年をかけて作ったキルトを出品、
見事、銀賞を獲得した。今ではインター
ナショナルキルトウィーク横浜や東京国
際キルトフェスティバルなど、国内外の
キルトショーの 常 連 と な るほか、日 本
ヴォーグ社やパッチワーク通信社などか
ら、たくさんの著書を発行している。

酒庫の白い世界

く ら

「つり雛甲子園」を拝見した十一月二十
二日、菊駒の酒庫を見学した。一日には
今季の新米による仕込み作業の蔵入りが
とめぞえ

あり、今は最初の蔵出しとなる『初しぼ
り』の終盤作業「留添」に入っていた。
酒庫は「五戸まつり」とも「つり雛」
もろみ

とも違って白を基調としたモノトーンの
世界が広がる。それは、米、蒸米、醪の
ききちょこ

白であり、杜氏の白い作業衣であり、蛇
の目の入った白磁の利猪口だったりする
のだが、それよりもやはり、寒造りの凛
然とした空気そのものが聖なる「白」の
世界を思わせるためだろう。酒庫には、
「新緑の若竹のような」とも表現される
新酒のエステル香が漂っていた。

❹
❺

［収穫を祝うタペストリー］
近隣の畑で採れた
新鮮な野菜を
デフォルメした作品で、
ギャラリーの入口に
飾られていた。
［菊駒酒庫での作業］
釜場では立ちこめる水蒸気の中で
黙々と蒸米が掘り出されていた。

【洒脱派】左党にも色々な姿があっていい。

豊年祈願と粋な世界︒

［つり雛］
「ギャラリー・ジョアン」の吹き抜けの天井から所狭しとつり下げられたつり雛。
力作揃いで甲乙つけ難く、大賞は小笠原榮子さん（青森市）や安達久子さん（八戸市）など５点になった。

治四十三年（一九一〇）十月一日の四代目

五戸の風土に育まれた菊駒酒造は、明
国税局酒類鑑定官室長を務め、菊駒蔵

惚れこみました。協会十号酵母は仙台

なく、程好い吟醸香を醸し出す特性に

百年の蔵元﹁菊駒﹂

三浦久次郎による三泉酒造合名会社設

ています。小川氏は清酒製造指 導を行

へも頻繁に訪れた小川知可良氏が開発し

代々、久次（治）郎を襲名してきたた
うかたわら、各地の良質の清酒を醸す酒

立を創業とし、平成二十二年には百周年

め、屋号は「三久」と呼ばれてきました。
蔵から酵母を採取、純粋培養し、全国

た酵母として、別名小川酵母とも呼ばれ

当初の銘柄は「三泉正宗」でしたが、阿
の醸造元へ配布することを行っていまし

を迎えます。

房宮や奥州菊の栽培と改良に努め、菊
た。その一つがＭ２酵母です。

戸名産の馬（駒）を組み合わせた「菊駒」

名・治郎八）により、昭和初期に菊と五
人に「青森県の南部地方の蔵からだ」と

元を公にはしませんでしたが、旧知の友

小川氏は生涯、この酵母を採取した蔵

さんきゅう

作りの名人でもあった四代目久次郎（幼

に改められました。

酒 鑑 評 会 に おいて 昭 和 五 十 二 年 か ら

目久次郎は清酒造りに邁進し、全国新

定官をしていました。五戸に戻った五代

で清酒の品質向上の指導を行う酒類鑑

高等工業醸造科を卒業し、東京国税局

十四日付で七代目三浦弘文が社長に就

四月一日に再 独 立、平 成二十二年四月

働していましたが、平成二十年（二〇〇八）

類株式会社に加盟、菊駒工場として稼

四四）に戦時企業統制令によって八戸酒

企業の形態としては、昭和十九年（一九

漏らした話が伝わっています。

五十七年まで六年連続を皮切りに通算
任しています。

五代目久次郎（幼 名・章）は、広島

二六回の金賞を受賞しています。指導す
る立場から造る立場へ、五代目の責任感
とプライドが成し得たものかもしれませ
ん。
五代目から今に至る菊駒の酒造りの原
点は、後に日本醸造協会十号酵母とし
て全国の醸造元で広く使われることとな
るＭ２酵母にあります。五代目は酸が少

野村明工場長︑調合の冴え
“菊駒らしい菊駒”を維持するさじ加減
ワインのテイスティングで、
「ルビー色
に輝き、ほのかなスミレの香りに混じっ
て甘酸っぱいイチゴの匂いも。陽光の輝
く粒子までも感じられる」等々、なかな
がんちく

か含蓄ある言葉に出会うことがありま
す。プロになればなるほど分析は厳しく
しきたく

なるのですが、日本酒にも色沢・香り・
ききざけ

味を聞く「利酒」があり、ここでも「に
くがある」
「ふくらみがある」
「はばがあ
る」
「にぎやか」
「こしがある」
「さびしい」
「きれい」など色々に表現されています。
では、
『菊駒』の味はどう表現される
でしょうか。
『地酒風土記』を著した國
府田宏行氏は、五代目久次郎の菊駒を
評して「やさしい香りと、なめらかな肌
ざわりのなかに、ふっくらとしたかたち
がある」と述べています。菊駒の工場長
でこの道三〇年の野村明さんに伺うと、
「Ｍ２酵母の酸が少なく芳香があるほか
に、米の濃味（濃醇味）が出ている酒で
す」との答えでした。
昭和三十四年に五戸に生まれた野村
さんは、二二歳から三久酒造も含め菊駒
ろ か

一筋に勤めてきた酒 造 職 人ですが、製
造・濾過部門に携わるため、いわゆる蔵
人とは違います。仕事の内容は、その年々

の製造計画を立てる責任者であり、瓶詰
めの責任者ですから、入口と出口を管理
しているようなものですが、何よりも肝
心なのは濾過後に酒質の均質化を図るた
めの調合を行っていることです。
酒造工程では目に見えない部分ですが、
米の出来具合でも微妙に味が違ってくる
難しい造りにあって、常に“菊駒らしい
もろみ

しぼ

菊駒”を守り続けてきました。日本酒は、
完成した醪を搾る（上槽）時間の違いだ
けでも「荒走り」
「中取り」
「攻め（責め）
」
と、それぞれの味と香りに特徴があり、
それを活かしながら菊駒ならではの味を
維持することは至難の技なのです。
七代目の三浦弘文社長は、
「原点に立
ち返り、地元の皆さんの声を聞きながら
作業を続けていきたい。今の菊駒の味は、
地元の声が積み重なって出来上がったも
のだから」と話していますが、野村さん
はその味を支え続けてきました。
［参考文献］
『流れる五戸川』
（三浦榮一）
『五戸町誌』
（五戸町）
『青
森県の地名』
（平凡社）
『青森県地名大事典』
（角川書店）
『日本の酒』
（坂口謹一郎）
『日本酒』
（秋山裕一）
『地酒
風土記』
（國府田宏行）

❻
❼

［５代目久次郎の結婚式の時に］
妻となった節子は三本木の三浦久
一郎の長女。５代目久次郎は厳し
い半面、どんな通いの人にでも手
作りでもてなすことにこだわりを
持っていたため、節子は、その内
助の功で慕われた。後に五戸町商
工会婦人部長も務めている。
［香味を聞く］
醪タンクに掌で風を
送り、香りをかぎ分
ける野村明工場長。

