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第三十四号

「KANDEL」

メルマガnoichi34号、今月のテーマは「KANDEL」。
「KANDEL」は、東京にある小さなパン屋さん。
店長の奥田有香さんは、六歳からピアノとお箏をはじめ、
音大付属高校を経て、大学では作曲を勉強していました。
それでも音楽の道へ進まなかった有香さんには、
どうしても叶えたかった一つの夢がありました。
聞き手は弟・雅楽之一。姉と弟の妙に真面目な質疑応答を、
微笑ましくご覧頂ければ幸いです。

＜ラトリエ・ドゥ・カンデル・トウキョウ＞
http://www.kandel.jp

〒 184-0013 東京都小金井市前原町 3-29-14

10：30 ～ 13：00 （昼休み６０分） 14：00 ～ 17：00
営業日：月曜日・水曜日・金曜日（臨時休業日あり）

そうだな、私も作ってみたい！

知り合いのドイツ人の方が家でパンを作る姿を見て、面白

したか？

一時間の休憩を挟んで、十七時閉

びます。

ム中、約二／三のパンがお店に並

オープンの一〇時半には全アイテ

酵、焼成の順番で作業を進め、

込み、発酵、分割、成形、最終発

と思ったのが最初のきっかけです。どんどんパン作りの奥

店となります。

ー今さら聞くのも…ですが、なぜパン屋になろうと思いま

深さに魅了され、気が付いたらパン職人になっていまし

たしました。

氏の紹介で親しくなった、カンデル夫妻のお名前を頂戴い

フランス・アルザス地方の恩師、ジョセフ・ドルフェール

アルザス地方で研修中に教わった作り方で、オープン当初

酵母の事です。

自家製培養酵母とは、穀物や野菜、果物から培養して作る

ーこだわりの自家製培養酵母についてお聞かせください。

前中に来ていただくのをお勧めしております。

最近は、十五時頃に売り切れてしまうことが多いので、午

た。

ーこれも今さら…の質問ですが、店名カンデルの由来をお

以前、カンデル夫妻はストラスブールでお菓子屋さんを経

から種を継いでおります。

聞かせ下さい

営していました。

ーアルザス地方って、どの辺りですか？

それぞれの特徴を生かし、使い分けております。

で寝かせたものです。

発酵種は、イーストを用いた生地を発酵させ、一晩冷蔵庫

フランス北東部、ライン川を挟んでドイツとの国境に位置

てないのですか？

します。

ーアルザスパンの特徴を教えて下さい。

フランス・アルザス地方のパンを中心に、製造販売してい

ーずっと聞きたかったことなのですが、なぜ食パンは売っ

アルザス地方のパンは、フランスのパンとドイツのパン両

ます。

ン屋さんにあるアイテムは作っていません

お店のイメージはフランスのパン屋さんなので、日本のパ

方の特徴が融合したパンです。

ーフランス系とドイツ系の違いはなんですか？
簡単に言うと、タネが違います。タネの違いは、仕上がり

ー食パン系とハード系（外パリパリ中ふわふわのパン）は

朝三時半に出勤して、まず、生地の仕込みを開始します。

ーパン屋さんってどんな一日を過ごすの？

からです。

外がパリパリなのは、焼成前にスチーム（蒸気）を入れる

のパンは石床にパンを直接置き、高温で焼きます。

食パンは型に入れてじっくり時間をかけて焼き、ハード系

を大きく左右します。

発酵に時間がかかるハード系のパンから仕込み、続けて

焼き方が違うの？

ブリオッシュや種を使ったパンを仕込んでいきます。仕

↓次ページにつづく
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フランス・アルザス地方のエスプリを感じていただければ

めて作っております。

美味しいパンをお届けするため、パンと語りつつ、心を込

一人で作っていますので週に三日しか開店できませんが、

ー最後に、店長から一言

れ、レタスやハム、お好みの具材を挟

ホットドッグのように縦に切り目を入

す。

ンドウィッチにしても食べやすいで

ミルク風味の柔らかいパンなので、サ

プチ・パン・ヴィエノワ

ーそれぞれのパンに合う食材や食べ方を教えてほしい！

んでどうぞ。

嬉しいです。

ー弟の雅楽之一に一言
いつも忙しい中、いろいろ相談にのってく

選んだ職業は違うけど、これからもお互い

レタスやハムと食べても美味しいです。

シンプルにバターだけ塗って食べるのも美味しいですが、

スブロート

助け合っていければと思ってます。

軽い食感なので、朝食にぴったりです。

れ、ありがとう。

今後とも、よろしくね。

シェフからフランス修行時代のお話やパンの材料、製法へ

食べるのがお勧めです。

シチューやクリーム系のスープと

パン・ア・ラ・ビエール

のこだわりなどを聞き、シェフのパンへの情熱を強く感じ

また、クセのあるチーズと一緒に

ーアルバイトからも一言

ます。

食べても美味しいです。

ーアルザス伝統のおすすめ朝食！

お切りください。

勧め。丸くて少々硬いので、気を付けて

面を焼き、バターをのせて食べるのがお

イスして、オーブントースターで軽く表

三枚か四枚にスラ

セーグル・レザン

お客様に少しでもシェフこだわりをお伝えできればと思っ
ております。
お客様から「美味しかった」と言っていただけるのが何よ
り嬉しいです。

～おまけ～
ーサンドウィッチにするにはどのパン？

フランス版サンドウィッチ、カスクルートに。

飲み物はコーヒーです。

ム二～三種、発酵バターです。

アルザス地方・カンデル夫妻の朝食は、パンと自家製ジャ

横に切れ目を入れ、バターを塗り、ハムやチーズを挟んで

お庭のもぎたてフルーツもテーブルにあります。

バゲット・カンデル

どうぞ。

↓次ページにつづく
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ー食べきれないパンはどの よ う に 保 存 し た ら い い ？
食べきれないパンは、冷凍 保 存 を お 勧 め し ま す 。
パンをラップで包み、冷凍用ジップロックまたはビニール
にいれ、空気を抜いて冷凍 庫 へ 。
解凍する時は、自然解凍し ま す 。
温めるときは、アルミホイルを二重にして包み、温めてお
いたトースターで五分、中心まで火が通るように温めま

かみさまの四方山話
尺八演奏家

じん

神

れい

令

ぎるのですが、実に

多彩な音楽的趣向を

持ち、挑戦し続けて

父が使用していた楽

きました。例えば祖

譜の束を開いてみる

如道忌
毎年三月第一週の日曜日には、私の祖父である

と、地歌箏曲はもち

親しまれ、祖父も生前から深く親交がありました。祖父が

八で楽しんだ形跡が

ジャンルの音楽を尺

して邦楽の様々な

じんにょどう

「神如道」の追善献奏会「如道忌」の為、京都の東福寺の

ろんの事、長唄、端

他界した後に建立された「安霊塚」というお墓には、祖父

見られます。暗譜能

ぜんねいん

塔頭の一つ「善慧院」というお寺に伺います。こちらのお

唄、小唄をはじめと

スライスして、温めておいたトースターで軽くトーストし

も分骨されていて、墓標には筆頭者である祖父をはじめ、

ふけしゃくはち

虚無僧寺の総本山である「明暗寺」として尺八関係者から

寺は、現在の尺八のルーツである普化尺八を伝承してきた

ても美味しいです。

多くの尺八演奏家や愛好家が安らかに眠っています。（菩

諸先輩から祖父の話を聞く機会が楽しみでしたが、直接指

が、残念ながら生前の祖父には会ったことがありません。

生まれる前から尺八の音色を聞きながら育った私です

います。）そしてもう一つのチャレンジ精神は楽器にも表

たからこそ、楽譜のない楽曲の収集に尽力出来たのだと思

で、うらやましい限りです…（その類い希な能力に恵まれ

えたと言いますの

回聞くとほぼ全曲覚

父の名言：言いたい事は竹で言え。）

ことで、その意味を伝えたいと思う今日この頃です。（祖

祖父の遺した業績について深く考え、私自身が尺八を吹く

回遠忌となります。大きな節目を迎えるに当たり、今一度

おんき

生まれた事を考えると、とても感慨深いです。来年は五十

術家や思想家達との交流から、神如道という人間と音楽が

これらの様々な音楽的挑戦や、音楽以外の様々な分野の芸

胆な試みかと思います…）

歌箏曲の演奏会まで実施していたのです。（現在よりも大

である尺八において多孔尺八も制作し、九孔尺八による地

れから先は長くなるので割愛します…）また、五孔が当然

大きく、合理的に作られている点が多々見られます。（こ

た楽器が多いのですが、当時としては指穴の大きさなどが

れています。私の使っている尺八の多くは祖父が自ら作っ

導を受けたり交流のあった方々は、近年次々と鬼籍に入ら

の神如道」が強す

イメージは「本曲

かったため祖父の

その功績が大き

涯を捧げました。

奏と教授活動に生

の収集と研究、演

して尺八古典本曲

しゃくはちこてんほんきょく

は正に全国を行脚

旅好きだった祖父

集ってきました。

多数の尺八吹きが

を中心に全国から

今年で四十八回を数える如道忌には、関西地方の門人

れだんだんと少なくなっている事はとても残念です。

いちげつじ

力が非常に高く、三

真面目なので、僕よりも大 成 す る 気 が し ま す 。

あったかどうかは分かりませんが、姉は僕より努力家で、

職人となり、僕は家業を継ぎました。それが正しい判断で

余曲折あってそれぞれ好きな道を選び、姉は念願のパン

スンも、数学塾も、殆ど全てを一緒に通っていました。紆

僕と姉は年子で、子供の頃は箏のお稽古も、ピアノのレッ

～弟からも一言～

提寺は一月寺と縁のある東京・尾久にある地蔵寺です。）

す。
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一言・ひとこと
た ざ え

邦楽囃子方（ http
： //www.tazae.com
）望月太左衛

～さくらの音、さくらの声～
桜が大好きな私は、学生時代、自分が専門にしてい
る鼓の胴が桜の木でできているということを知った
時、とても嬉しく思いました。が後に、日本のものは
こうでなくてはならないという「祖形を尊ぶ」気質が
長所でもあり、短所でもあることを民族音楽学の小泉
文夫先生にお教えいただきました。こうでなくてはな

◎あとがき◎

古代の小麦は、品種改良された現代の作物とは違って穫

そして十二年、今年六月二十二日（日）に桜井市多

なっていただけの作物だったと言われている。だから小麦

えたイネ科の雑草みたいに、穂の先にちょろちょろと実が

胴の産地であった奈良県桜井市多武峰で小鼓研究会を

要だと考えました。先生の御提言のもと、修士論文の

武峰の談山神社権殿におきまして私原作の「さくらさ

らないということは、芸術を深める意味では大切です

テーマを「小鼓の構造」として、小鼓の胴の素材を桜

く」を鼓と語りによる音語り作品として奉納させてい

れ高も少なく、とても希少な食べ物だった。道ばたに生

材以外の金属、陶器、プラスチックに変えて作り、自

ただくことになりました。談山神社は大化の改新の舞

立ち上げました。

分の中のこだわりをとることができました。しかし、

台です。桜井市は古代の歴史の宝庫であり、現・桜井

が、普及活動の上ではこの考えをとりはらうことが必

反面にどうして桜の木を使われたのかを知りたいとい

公園となっている土舞台は日本芸能発祥の地と言われ

た。「鼓胴之鑑定」という鼓胴研究唯一の著書のもと

ような気がします。鼓は桜の音、桜の声を奏でる楽器

桜がキーワードとなって私をここまで導いてくれた

るのかもしれない。

にはフランスに追いついて、世界一のパン大国になってい

で進歩してきた。この調子で突き進んで行ったら、十年後

二十年の東京を中心としたパンの文化は、すさまじい勢い

はるかに超えて、日本人はパンが好きになった。特にこの

もパン中心になったと言われているけれど、そんな思惑を

戦後、アメリカが日本に小麦を輸入させるために、給食

にその傾向が強い気がする。

水化物には中毒性があると言われるが、おいしいパンは特

が食べたくなる。食べるともっと食べたくなる。一般に炭

ば、どちらかというとお米党なのに、ときどき無性にパン

る種の麻薬的な依存性があるとまで言っている。そういえ

て話もある。さらにある学者などは、小麦のパンにはあ

ロッパでは宗教儀式に人を集めるために利用していたなん

のパンは現代人には想像もできないくらい魅力的で、ヨー

う思いも大きくなってゆきました。

になっている百本にも及ぶ鼓胴のコレクションです。

なのかもしれません。この春は桜を見るだけでなく、

ています。有り難い御縁をいただき、念願だった鼓胴

著書は自費出版のため、私も論文の参考資料としてコ

桜の音、声に耳をかたむけてみようと思います。桜が

小鼓の製作の調査に資料もなく、調査研究をあきら

ピーをみせていただいたのみの幻の著書に取り上げら

日本の花となっているように、私たちが日本に生まれ

の産地・桜井に一歩進ませていただくことができまし

れていた胴がところ狭しと並んでいる様子に私はただ

てきた理由、そしてそこで日本の伝統音楽・邦楽をさ

めかけていた平成十四年、私は「なんでも鑑定団」出

ただ驚きました。そして後、交流を重ねさせていただ

せていただいている意味を教えてくれると考えていま

た。

いた生田氏は鼓胴の研究者となられ、私と、以前から

す。

演のきっかけに鼓胴の生田コレクションと出会いまし

知人であった小鼓の革製作者の久保木氏、古代より鼓

： //www.1938.jp
） みやはらたかお
グラフィックデザイナー（ http
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* 配信申し込み・ご意見・お問い合わせは mailmagazine@utanoichi.jp まで

http：//twitter.com/#!/mlmg_noichi

editor: gako niimi design: takao miyahara
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Illustration: morimoe

メルマガ noichi は生田流正派邦楽会・奥田雅楽之一（http：//www.utanoichi.jp）が『邦楽』を様々な角度からアプローチするメールマガジンです。

