
◉大川という文化を考える

我が子の笑顔から生まれた

こどものためのインテリア。
質感や香り、キズやよごれにまで愛着が持

てる。木製家具につつまれて暮らす生活は

心やすらぐ生活となります。大人にとって

もそうなのだから子供たちが楽しく遊べ

て安全に使える家具は木製品がいいに決

まっています。こどもが大人になるまで一

緒に生活できる家具がふるさとを形成す

るのはわかっています。私たちは木にふれ

て生活することがどんなに楽しいかもっと

知っていただきたいと思っています。

家具の産地大川では、もともとこども用の

家具と言うカテゴリーはありませんでし

た。そもそも職人たちが、自分のこどもに

おもちゃとして木片を与えたことから始

まっています。小さな木片を宝物のように

して遊ぶこども、口に入れたり、投げたり、

抱きしめたり。木片はいつしかすべすべに

磨かれ、四角や丸、人形や木馬、食器や家

「遊ぶ」は、子どもの成長に欠かせません。

ココロの成長に必要な栄養として、

木で遊ぶ、木に触れるという行為は

こどもたちに、とっても良いことだと思います。

指先の感覚を高め、想像力を広げ、

ものを大切にする心を育む木製品。

キズがついて、手垢がついて、

世界で自分だけのインテリアになる。
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［書見台］食卓やリビングでも学習が出来る、持ち歩ける
勉強机。適切な傾斜が自然に身体が起き上がり学習姿勢・
集中力の確立に役立ちます。
材質／台座：メラミン樹脂　両サイド：国産杉

具へと姿を変えていき

ました。それは家具職人

としてではなく、親とし

ての愛情によって生ま

れてきたのでした。自分

たちの作った木のおも

ちゃなら大丈夫。こども

に安心して与えられる。

こうして生まれた木のイ

ンテリアは、いつしか多

くのこどもたちの手に

届くようになりました。
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良い家具は自主性を育む

美しいひとを育てる。
こども用の家具は、我が子のために開発し

たものから発展しています。職人の技術の

すべてが込められているのは当たり前で

す。でも、もっともっと込められているのが

遊び心です。デザインや機能性だけでなく、

小さな取っ手のカタチや出し入れすると音

のなる引き出しなど、笑顔がこぼれる工夫

がそこここにあふれています。

こどもは自分だけの愛着を持てる家具を与

えられると、整理整頓やものを大切に使う

など、いわゆる躾を自然と学び、さらに自立

心を学ぶと言われています。

そしてもうひとつ、我が子の成長を願う親

ならではの心づかいとして、自然と姿勢が

良くなる様なデザインやサイズに仕上げら

れています。木のおもちゃは感性を育てる

だけでなく、知育にも役立っています。

おもちゃだけでなく、椅子でも机でもタン

スでも、自分たちのこどものためにつくっ

て、使っている様子を見ては改良し、また新

たな工夫を加え。しかもこどもは、大人と

違って日々成長します。その時その時に与

えててほしいもの、長く使えるもの。大人向

けの家具よりもはるかに難しい部分もたく

さんありました。ライフスタイルが変化す

れば、こどもたちの家具も変化します。しか

し安心と安全、こどもの成長を願う親の愛

は、変わらずそそぎこまれています。

それほど多いわけではありませんが、大川

では、赤ちゃん用の木の食器をつくってい

ます。赤ちゃんが始めて口にする食器。素

材はもちろん、より安全でやさしいデザイ

ンでつくりました。離乳食を始めるその日

から、安心してお使いいただける自然素材

のスプーンです。赤ちゃんにとってやさし

い口当たりであることが重要ですが、お母

さんの手のもぴったりと持ちやすく、食べ

させやすいようにやさしい趣向をたくさん

凝らしています。

こども用の家具やおもちゃ、食器は、家具

制作の際に出た端材を使っているのがほ

とんどです。しかし、ひとつひとつ職人に

よって手づくりされています。

このように、こどもにとって良い家具とい

うものはなかなか大量生産に向いていな

いのが現実ですが、大川では、家具の集積

地の特徴を活かして、保育園や幼稚園、小

学校などの机や椅子もつくっています。

大人は、ものの善し悪しを頭で判断します

が、こどもは触るだけでわかります。こども

たちのこうした感性を大切に育てていく

のが、大川のこども用の家具です。大川の

木のおもちゃや家具は物的なストレスが

少ないとよく言われます。

様々な技を持つ職人たちが、自分のこど

ものために、孫のために愛情を込めてつ

くったアイテム。こどもの成長とともに、世

界にひとつしかないものへと成長する木

製品の世界を世界中に発信しています。

こどもの明日を思いながら

ひとつひとつ手づくりで。
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	子どもを育てる空間。



