第10回

鴨川座談会

10回目を数える今年は、舞台や映画、テ
レビで活躍する女優の羽野晶紀さんをゲ
ストに迎え、鴨川納涼床を支える人々と
ともに、納涼床や京都への想いを語って
いただきました。京都生まれ、京都育ち
の羽野さんですが、現在では東京暮らし
の方が長くなりました。狂言師・和泉元彌
さんの妻であり2児の母でもある羽野さん
にとっての納涼床とは…。

心地よさ、が納涼床の原点
羽野 たまたま京都に来てて、どっかで
ご飯食べて帰ろうって言うて、きた村さ
んに連れてってもらったのがきっかけで
納涼床へ。お料理もおいしかったです
し、東京から来た事務所の方とかお仕事
の方とかもたくさんいて、もうみんな大
喜びでした。
北村 羽野さんみたいに京都人やのに東
京の生活がずっと長いと、東京人感覚に
なってくる？
羽野 なってくると思います。それに私
は高校まで京都でしたけど、大学から大
阪へ出て、京都でぶらぶら遊ぶ時間はな
いまま、仕事で東京へ出てるから。
北村 大阪に行ってしまうと京都の遊び
とはまた違うね。
羽野 そうなんです。なので学生のとき
ではなく、大人になってから改めて京都
を見て、帰ってきたら何でこんなに落ち
着くんやろう、とか、離れていた分京都
のよさがすごくよく分かります。
久保 京都も現代的にはなったんです
が、この鴨川沿いってね、昔の京都の雰
囲気をまだまだ維持できているんです
よ。だから、よそから京都に帰ってきた
ら「落ち着く」っていうのは京都の人は
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当然やと思います。社寺もそうですが、
鴨川べりは、特に「癒やしの空間」って
いうのかな、意識的に作ったわけではな
いのやけど、東山を眺めながら川のせせ
らぎの音を聴く。納涼床はそういう空間
の中にあるんです。
羽野 学生のときとか、納涼床へ上がっ
てみたいけど、なかなか自分では行かれ
へんでしょ。せやから下から見上げる
ばっかりで、初めて上にのせてもろたと
きは、すごーいうれしかったもん。
北村 うれしいなぁ。この頃ではなかな
か納涼床に上がる、納涼床にのせてもら
うっていう表現をしてくれる人、少ない
ですよ。納涼床坐れるか、とか納涼床の
席あるか、とか。
羽野 学生の時とか、納涼床は大人のイ
メージだし、ステイタス感もあって畏れ
多い感じでした。
北村 最近は和に限らずいろいろなタイ
プの納涼床があるし、学生さんが行ける
納涼床もありますよ。今日の会場に貸し
てくれはった森さんとこの納涼床は、和
洋折衷のしつらいでおしゃれやし、山口
さんの鶉亭は昭和初期の建物でワインを
楽しめ、鳥井さんのイカリヤ食堂はカ
ジュアルなイタリアン。ところで森さん
は何年目ですか。
森
５年なんです。最初はバーでした
が、だんだん一品を出すようになりまし
た。最初は京都の方の利用が多かったん
ですが、今はどちらかというと東京とか、
地元以外からのお客さんが多いですね。
別に東京の方を意識して作ったわけでは
ないのですが。
北村 僕とこも、久保さんとこも、山口
さんとこも、みんなそうですよね。京都

の感覚で作ったら東京の人に喜ばれた、
ということ。
羽野 ところで、納涼床を開ける期間と
か、統一されているんですか。
久保 そうです。詳しくは、北村さんか
ら言ってもらおうかな。
北村 期間は５月１日からと、６月１日
からと、６月15日からの３つの期間を
申請できます。終わりは８月31日と９
月30日の２種類だけ。昼床は５月と９
月のみです。
羽野 年がら年中ではないんですね。そ
れって冬は寒いから？
北村 それもありますが、もともとは祇
園祭のころだけの風習だったのが、今日
では５カ月間に延長されました。夏の風
物詩として季節感を大切にしたからかも
しれません。
久保 京都では、鴨川や貴船などが行政
に許可申請を行って納涼床を出していま
す。最近では大阪の北浜界隈も川辺にテ
ラスを設けて、昔の風情を楽しんでいる
ようですね。
羽野 ねえ、もうちょっと長い期間やれ
ないの。秋、昼間だけカフェみたいに納
涼床でお茶だけでも飲ませてくれたらう
れしい。
久保 昔はね、８月31日で終わっとっ
たのが、“お月見できたらええなー” って。
ほな、お月見やったら９月30日までや
らしてもらおか、いうて延びたわけです。
羽野 はい、はい。
久保 そやから、今度、紅葉の時期まで
延ばそか、となったらそれはそれで可能
性はあるんやが、そうなると収拾つかん
ようになるのではと。
北村 そこなんですよね。５月１日から
開けるようになって13年が経ちました
が、それ以前は６月１日からやったんで
す。５月の連休が大型連休に変わったの
がきっかけでした。ビアガーデンも５月
からやり出したところもあって、納涼床
も５月からやりたい、ということで、当
時の京都府知事のところに相談に行った
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ところ、知事のアドバイスもあって５月
から納涼床を設けることになったんで
す。我々、京都人は歳時記を大切にして
きたので、それからすると５月は少し早
いのですがー。
久保 京都人は季節感を大事にする心を
誰もが持っています。
北村 それで、本床と区別するためにも、
６月の本床開きを前に、５月25日に「鴨
川納涼床清祓（きよばらい）式」という
儀式を行うようになりました。納涼床の
安全と商売繁盛を祈願して、八坂神社さ
んの祝詞で神事を行います。
久保 紅葉も桜もええから、もっと期間
を広げようとすると「待っとくれやす」っ
ていうのが京都です。
羽野 ご商売にどん欲な感じではないの
ですね。
久保 奥ゆかしいところが京都。呼び名
も変わります。５月の床、６月からは本
床。９月は後涼み（あとすずみ）。納涼
床は江戸時代からあって、町衆が残暑を
過ぎてから鴨川に涼みに行くことを「後
涼み」
いうたんです。
そこからとりました。
鳥井 勉強になるなぁ。川のそばやった
ら、どこでもやれるというんじゃないと
ころが京都の納涼床の魅力やと思いま
す。老舗さんが一杯いはる中で、僕たち
とか、もう少し下の世代の子たちとかも
やらせてもらっていますが、こういう
歴史を知った上で、自分たちの財布で行
けるようなお店も作っていかんとあかん
なぁと思います。
久保 値段の高い安いだけではないんで
すよ。若い人も多くなって、よく「敷居
を下げた」といわれますが、「下げてへ
ん」のです。「ほな、スターバックスは？」
といわれますが、スターバックスさんは
準備に３年かけられました。最初「京都
の伝統ある納涼床には不似合いやない
か」と役員はこぞって反対だったそうで
す。そこで、一生懸命京都の文化を勉強
されて、納涼床の歴史や伝統も勉強して
３年かけて説得しはった。そやから、値段
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スのひとつなんで。
森
納涼床でかなり飲んでいらっしゃ
る年配の方が「電気消してもええからも
うちょっといさせて」とか。
山口 中でちょっとご用意して、「お楽
しみのところ申し訳ありませんが」と言
うて、シャンパン１杯差し上げたりして。
うちのお客さんはよく分かってくださっ
ていて、「なんでや」なんて方はいらっ
しゃいません。
久保 うちはもう早うに帰らはります
が、お年を召した男性の方が、歌わはっ
たりしてね。納涼床は歌舞音曲が禁止。
舞妓さんや芸妓さんも納涼床では舞えま
せん。
北村 そやから僕、苦肉の策で納涼床に
面しているお座敷を舞台にして…。
久保 納涼床から見るのはOK。納涼床
の上では駄目。マイクもギターとか鳴り
物も駄目。踊りも駄目。ただ、長刀鉾の
囃子方のみ、（納涼床が始まる）５月1
京都鴨川倶楽部 シェフ 森 法明 日だけ奏でることができます。これは祇
園祭の神輿洗いを見に集まった人のため
たなぁというのはありますね。
に茶店や料理屋ができて、河原に納涼床
北村 ほんまに？
森
納涼床には決まりごととか一杯あ 机を置いたのが納涼床の発祥といわれて
るんですが、守っていかんと、ほんまに いるためで、長刀鉾の “こんちきちん”
ただのテラスレストランが一杯、みたい だけは特別です。
久保 傍で聞くと大きな音ですけど
な感じになってしまうんで。
（笑）。下を歩いたりしていて聞こえてく
北村 心地よさ、が納涼床の原点。
羽野 納涼床は玄関から入れてもらうで るとええもんです。
しょ。お店というよりもお家の中に入っ 北村 納涼床は決して堅苦しい席ではな
ていく感じがあるし、靴もしまってもろ いのですが、くだけた席でもないんです。
て、奥へ奥へと案内されるところからも 海に行くにも二通りあります。短パンに
う他とは違う。お店の中の造りも昔なが ゴム草履で麦藁帽子被って行くのとね、
らのしつらいを生かしながら、居心地の サマージャケットとか着てリゾートに行
よさを演出してはる。細部まで全部好き くのと。どっちかいうと納涼床は後者の
なんです。それで、その奥の先には納涼 方なんですが、リゾートにもいろいろ
床があって、背景は東山。別世界が広が あってそんなに気張らんでもええし。こ
の微妙なニュアンスを分かってほしい。
ります。
北村 世の中は思いっきり動いているの 鳥井 おしゃれして食べよう、という人
に、ここだけは100年止まっているよう が多く、「その格好は何」という人は来
でしょう。タイムカプセルみたいなもん はりません。
鳥井 羽野さんが家族で納涼床に来はる
なんです。
羽野 せやし、普通にご飯食べさせても としたら、どんな格好して来はります？
うて、お勘定して帰ってくるのと違って、 羽野 うちの主人（和泉元彌さん）は
何かもうひとつ奥へ入れてもうた感じが TPOが す っ ご く う る さ い（ 笑 ）。 う る
するんですよね。
「京都の懐」に入れても さい言うたらあかんね。厳しいんです。
ろたような、その感覚がうれしいんです。 きっちりしてます。で、１日に何回も着
北村 心からくつろぐ、ということですね。 替えるんです。それが大変（笑）。学校
久保 くつろぎ過ぎはって困ることもあ 行くときは絶対にジャケット着て行かな
ります。納涼床は夜11時消灯。そのあ あかんし、子どももそう。衿の付いた
シャツを着せなさいって。暑いのに必ず
とは店内で。
鳥井 飲んではるお客様に「もうそろそ ジャケットを持って行かせたり、冬は絶
ろ」と言うのは難しいですね。それをい 対のれんくぐる前にコートを脱げと。
かにスマートに言うかが僕たちのサービ 鳥井 ドレスコードは完璧ですね。
だけではないのです。思いも誇りも納涼床
なんやと。
森
僕、実は納涼床のある店は２軒目
なんです。最初はちょっと問題があっ
て、パラソルとか使っていました。それ
で注意されて、何があかんねん、いちい
ちうるさいな、って。
羽野 うるさいの？ あかんもんはあか
ん？
森
今になっていろいろ分かってくる
と、とんでもない納涼床を最初やっとっ
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羽野 あっ、浴衣はOKですか。
北村 OKですよ。
羽野 何か浴衣はね、お風呂上りに着る
もんやと。お祭りのときはいいけど、基
本はお稽古着やし、素足やし。
久保 ひとくちに浴衣と言ってもいろい
ろありますが（笑）、普通の浴衣やった
ら大丈夫ですよ。レギンスの方とか「素
足で失礼します」、とか恐縮される方も
おられますが。
北村 あるとき、店で仕事中に突然お客
様に連れられて、作務衣、はだしに雪駄
姿でお茶屋さんに上がるハメになったこ
とがあります。突然とはいえさすがに
「格好悪いな」と、上がるのをためらっ
ていたら、玄関ですかさず「どうぞ」言
うて足袋を出されました。
羽野 お客さんに恥かかさへん、気配り
やね。
鳥井 今はね、靴脱がんとそのまま上が
るとこもありますよ。
羽野 ウッドデッキみたいなことになっ
てるんですか。
鳥井 まあ、入口からそんな雰囲気にし
てしまってるんですね。
羽野 靴脱いでしもた方がゆっくりでき
るのにね。
久保 最近は椅子のところも増えまし
た。うちも両方あります。
北村 掘りごたつ式もありますね。
森
うちは今年からテーブル席にしま

した。外国の方とかお年を召した方から
のご要望で。
山口 昔は水炊きの店やったんですが、
今はワインダイニング。ワインはまさか
あぐらかいては飲みませんので、今まで
あったテーブルの足をつけ替えて高くし
て、その代わり、カウンターの高さに合
うように納涼床を下げました。カウン
ターの中にいる私とお客様の目線にすご
く気を遣いました。
羽野 すごい考えてはるんですね。
山口 お客様に心地よく楽しんでもらう
には、まず自分が居心地よくないと。
羽野 今、納涼床は何軒あるんですか。
久保 95軒。お茶屋さんや置屋さんも
入っていますが。
羽野 全部案内してもらいたい。
久保 いろいろありますからね。
羽野 待ち合わせは、オープンなお店で
お茶して、気分をかえて、ほなご飯食べ
に行こか（笑）、言うて、最後はバーで
涼み酒、鴨川沿いを上ル下ル。良いです
ね。和食もええけどご一緒する人によっ
て、エスニックやイタリアン、フレンチ、
中華とか選べるし。
北村 選択の幅があるのはええことやと
思います。これからの納涼床いうのは
「和ですか洋ですか」ではなく、「京です
か」って言ってもらいたい。京都に来た
からにはほんまの納涼床を満喫してほし
いですね。

幾松 専務取締役
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