2022年 夏秋号
（株）アナンダ
〒408-0033
山梨県北杜市長坂町白井沢 2995

この夏&秋はアナンダへGO。
アナンダにお越しください！お買い物とイベント、講習会
に参加して、なにかできるようになりましょう。ついで
に、山梨のステキな自然を楽しんで下さい！

アナンダの講習会約30年ぶりの新メニュ
ー！

インド木版講習！

手漉き紙

店頭限定品多数！宝さがしに来てください！

インドもの祭り
7月30日（土）・31日（日）

きんちゃく

お宝いっぱい！

ボビン

半世紀に渡ってインドと行き来している間、溜まったお宝？が
アナンダにどっさり。インドの博物館にあった同じものも！掘
り出し物がいっぱいです。是非宝探しにお越しください。小さ

ニードルケース

な木版を使ってプリントできるコーナーも設置します。ランチ
はアナンダ食堂でカレーをどうぞ！

インドものじゃないけど
よく切れる！

織り木枠
シルクはぎれ

NZの毛刈りばさみ

カディはぎれ

生地
パッチワーク
ベッドカバー

ビーズ＆ボタン
カンタ
ベッドカバー

布製品
木版スタンプ

インドもの祭り＆夏の講習会で体験できます！

インド木版講習

誌上ミニインド祭りは6ページへ！

毎年恒例！今年こそ（も）参加！

夏の講習会
教えられることは全て教えます。全てが同時進行の、気楽で自由な
講習会。とにかくなんでも聞いて、モトを取って帰って下さい！
週末
週末
平日
週末

紡ぎ

第1回
第2回
第3回
第4回

8月 5日（金）・ 6日（土）
・ 7日（日）
8月19日（金）・20日（土）
・21日（日）
8月23日（火）・24日（水）
9月 9日（金）・10日（土）
・11日（日）

紡毛糸の紡ぎ方を中心

に、紡ぎ全般の作業を習得。全く
の初心者でも1～2日で紡げるよ
うになります。すでにできる方
は、羊毛以外の繊維、混毛や混
色、フリースそのまま紡ぎ、機材
の試用など、時間の許す限り、何

染め

植物染め、藍染め、化学

染めの原理と手順を習得。天然染
料の色の魅力を体験、藍染めでは
色の濃淡染めや絞り染めなど、化
学染めでは、楽しく色を混ぜてレ
インボー染めを。染める物の持ち
込みも可。アナンダでも染め素材

でもチャレンジして下さい。

をふんだんに用意しています。

コットン紡ぎ
宿泊

カディのシーツを

使用。ホールは夕食後9
時まで作業ができます。
二人部屋を一人で使用、
ゆったり過ごしていただ
けます。

食事

インドの種

取り機で綿花から種を取り除き、

フェルト作り 平らなもの

ハンドカーダーでほぐして、タク

を作って原理がわかったら、すぐ

リやチャルカで綿紡ぎ。そうして

に立体へ。バッグ、室内ばき、帽

できた自分の糸で、ミニタオルや

子、布フェルトなどへ自由に発

ハンカチを織りましょう。最初は

展。特に巨大マットの醍醐味をぜ

プーニーを使って練習。スーッと

ひ味わって下さい。フェルトコー

伸ばせるようになると快感です。

ナーは毎年大賑わい。内なる創造
性をフェルト作りで開放！開眼！

季節の地元の野菜

を使った健康的な家庭料

織り 好きなものを織りながら

理です。講習会の特別メ

手順がわかります。リジッドばた

ニューをお楽しみに！通

で、カディ糸のハンドタオル、自

いの方も、ぜひご予約下

分が初めて紡いだ糸でマフラー、

さい。

フリースをそのまま織り込んだマ
ットなど。もちろん、織り木枠、

・講習時間は午前10時から午後5時までとなります。
・講習費には基本材料が含まれます。

週末3日間パック（定員6名）

マーガレット織り木枠、イリアス
ルームなど自由に使って下さい。

new

インド木版

新メニュー！

左ページをご覧ください！

お申し込みは・・・
お電話で 0551-32-4215
メールで wool@ananda.jp
ネット店 https://ananda.jp
↓下記のパックからお選び下さい。

平日2日間パック（定員6名）

¥40,000

通い参加

¥24,900

¥9,000/日

週末開催の夏の講習会に宿泊、食事が付いた

平日開催の夏の講習会に、宿泊、食事が付い

1日のみ、また日程の一部のみの参加をご希

楽でお得なパックです。

た楽でお得なパックです。

望の場合はこちらでご予約下さい。

代金には、3日分の基本材料、講習、アナン

代金には、2日分の基本材料、講習、アナン

代金には、1日分の基本材料と講習費が含ま

ダハウス宿泊（2泊）、食事（昼、夕、朝、

ダハウス宿泊（1泊）、食事（昼、夕、朝、

れます。（宿泊と食事は含まれません）

昼、夕、朝、昼の7食）が含まれています。

昼の4食）が含まれています。

会場敷地内アナンダ食堂でのご食事をご希望

*宿泊と食事をご自分で手配したい場合は、ぜ

*宿泊と食事をご自分で手配したい場合は、ぜ

の場合は、お申し込み時にご予約下さい。昼

ひ通い（右参照）でご参加下さい！

ひ通い（右参照）でご参加下さい！

食は¥800になります。

*参加日程、講習内容、宿泊・部屋割りについて、なにかご要望がありましたら、お気軽にご相談下さい。

*本誌表示のセール価格は8月末まで有効です。

新入荷

夏だ

新入荷

スラブ綿糸 ¥380/100g玉
ポコポコとした表情ある糸です。

2本撚り綿糸 ¥380/100g玉
柔らかく太めの双糸は万能ですね。

コットン特集
スラブ綿糸を玉のまま藍染め。リジッドばた（40cm/30羽）で
織りました。染めムラがとっても表情豊か！お試しを！

新入荷

モール綿糸 ¥380/100g玉

新入荷

ふかふかの肌触りはラグにも最適です。

ループ綿糸 ¥380/100g玉
弾力があるのでマットにもオススメです。

普

太

藍染め

再入荷

カディグラムのカディ糸 各¥350/100g

リジッドばた 40cm幅
¥21,940

かせ単位の販売です。普通と太があります。やや甘撚りです。

布・ショール

プーニー ¥340/束
タクリ ¥510
賢い藍染めセット ¥680

まとめ買い割引

綿ネットショール[F]
¥1,100

カディかせのほどき方

10枚以上で¥990/枚

サイズ約70×170cm。染素材に
どうぞ！写真は洗った後のもの
です。洗うと目地が詰まってふ
っくら厚地に。
カディのかせ

洗い前

カディのかせは8の字に巻いて
あります。机にしっかりと固
定した1本杭に糸の輪を通し
て、一番上の糸から、ゆっく
りと玉まき器で玉に巻くとう
まくいきます。

洗い後
一番上

ゆっくり
左の染色例は、下から、さだらの樹皮（茶）、ハナモツヤク（黄）、ハナモツヤク
＋藍（緑）、ラック樹脂（ピンク）。

このはぎれバッグは、
お客さん作！

整経杭

3本杭
¥1,040

カディスラブマルチカバー ¥1,990
スラブ綿糸を使用。サイズ約120×180cm。し
っかり糊落としをすると、目地が詰まって柔ら
かい肌触りです。写真は洗い済み。

玉巻き器
¥2,950
しっかり固定

1本杭 ¥350

フォークランド

自分で染めるなら
レインボー染めセット
¥1,650

毛足が長く柔らかさの中にも適度なハリとコシがあり、膨らみがすごいです。
白の魅力そのままと、色を楽しむレインボー染め、どちらもぜひ試して下さい！

新入荷 限定

フォークランド
レインボー染め
スカード ¥700/100g
ロール ¥820/100g
新入荷

フォークランド 白
スカード ¥480/100g
ロール ¥600→¥540/100g

1割引

冷房対策に柔らか軽い！
リジッドばた（80cm/30羽）で織りました。柔らかい風合いが残るように
短時間で縮絨しました。

新入荷 限定 3割引

スコットランドファインMIXロール

¥890→¥630/100g
長毛で柔らかくケンピも少々あります。

新入荷 10g売り

モンゴルファインウール ¥190/10g

新入荷 限定

スーパーラムアイスブルーロール ¥760/100g

メリノよりも細い、19μのファインウールです。
最小50gから10g単位でご注文できます。

羊毛だけど…涼しげな夏の気分です。

インドシルク

打込み板ひ
ベルト織りで大活躍。色白で木
目のきれいなカダム材と、イン
ドっぽい感じで硬いバブール材
の2種類の材質から選べます。

1割引

タッサーシルクTOP（生成）
¥1,690→¥1,520/100g
美しいツヤ！発色良く染まります。

バブール製 カダム製

ベルト織りなら

イリアスルーム

1割引

1割引

タッサーシルクTOP（うす茶）
¥1,690→¥1,520/100g

アッサムムガシルク
¥1,180→¥1,060/100g

長めの繊維で落ち着いたツヤも魅力。

ワイルドな野蚕の面白さ！

¥7,700

9cm
11cm
13cm
15cm
17cm
19cm
21cm
23cm

¥290
¥310
¥340
¥370
¥390
¥410
¥460
¥490

¥340
¥360
¥390
¥420
¥440
¥460
¥510
¥540

誌上インドもの祭り
インドから届きたてのコットン生地、新入荷、再入荷がたくさんです。通信販売可能な
商品を選りぬきました。この感触をぜひお試し下さい。

再入荷 まとめ買い割引

綿 ガーゼショール [G]
¥900

10枚以上で¥810/枚

50×180cm。
新入荷

再入荷

カディタオル薄地（赤緑） ¥1,800

ミロバランノキ（粉末） ¥300/100g

約70ｘ185cm。ショールとしても使える大判。

インドでは綿麻生地の下地染めの定番！

新入荷

新入荷

アナンダ号を満載にして日本中どこへでも！

ネット店にもたくさん揃えています！
ananda.jpへぜひお越しください！

再入荷

再入荷

綿生地 H20 ダブルガーゼ

綿生地 H84 両面ネル

¥850/m

¥580/m

巾約115cm。

巾約145cm。

アナンダ号

出張講習会
アナンダでは年間数回の出張講習にでかけています。これまで、
仙台、神奈川、大阪、広島、熊本、島根、公民館、カフェやレス
トラン、アトリエ、民家など様々な場所で開催。この中には毎年
の恒例となっている場所も。毎回週末の2日間、好きなことがで
きるアナンダの名物講習の他に、販売コーナーも有ります。お近
くの方はぜひご参加ください。
今後の予定は、7/9・10仙台ルピナス牧場にて、10/29・30熊
本（会場未定）での開催です。お申し込みは、お電話、メール、
ネット店から。講習会を開催したい方もお気軽にご連絡下さい。

島根イヴィカフェにて

写真は、4月の島根のイヴィカフェ、5月の千葉八千代高校、大阪枚方講習会の樣子
です。参加者の皆さん、開催をしてくれた方々、本当にありがとうございました。

大阪枚方講習会
千葉八千代高校の皆さん

大阪枚方講習会

皆さんのフェルト作品

大阪枚方でコットン紡ぎ

島根講習会

イヴィカフェの前で

アナンダへぜひお越し下さい！
毎日講習
講習チケット1枠（2時間）¥2,500、5回分
回数券が¥11,000となります。紡ぎで紡
毛糸まで3〜4枠、織りならフリースマ
ットで2〜3枠、フェルトの基本から立
体まで1〜3枠、藍染め、化学染めが1
枠、植物染めは2〜3枠が目安です。材
お店の設備を着々
と改善中！営業し
ています！

料代は、羊毛で¥400~（100g）、他染め用
白生地、ショールも豊富です。材料の
持ち込みもできます。詳細はホームペ
ージ、電話でお問合せ下さい。

要予約

お買い物
ネット店の商品はもちろん、店頭限り
の商品もたくさん！素材や機材につい
山梨県北杜市のアナンダにぜひお越しください。気になっていた

ての相談も気軽にどうぞ。只今、お買

機材を試したり、フリースや素材、染料の色や手触りを確かめら

い求めしやすい店舗に改造中。

れます。わからないことは、お気軽にスタッフにお尋ねくださ

修理・調整

い。紡ぎ、織りなどの講習も毎日受け付けています。アナンダの

調子の悪い紡ぎ車は快適に紡げるよう

環境で、やり方を身につけて、ものづくりをお楽しみください。

に調整致します。まずは電話で症状を

ご来店・講習についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ！

お知らせ下さい。

アナンダハウス

年間イベント

アナンダ白井沢本社から車で10分で

毎年行われている各イベントでは、ま

す。旧社屋を宿泊できるアトリエに改

とめて色々楽しめます。講習も有り。

装。快適に過ごしていただけるように

インドもの祭り（7月）カディ、布、糸

模索中。アナンダの講習会を受けた方

から雑貨まで。掘り出し物多数！

たちが自由に自分の好きなことができ

夏の講習会（8～9月）好きなことが自

る場所になっています。2人〜6人のグ

分のペースでできる2泊３日の講習会。

ループで利用でき、リピーターの方達

フリース荷開き祭（11月）英国、NZか

も増えています。テラスから南アルプ

ら届きたてのフリースを展示販売。

ス、富士山が一望でき、夏は目の前に
水田が広がり朝の散歩コースにピッタ
リ。紡ぎ車を庭に持ち出しのんびり紡

アナンダ食堂

ぐもよしです。また、手作りの参考に

地元で採れた季節のお野菜を使った、

なる資料や今や絶版になった図書がず

健康的な家庭料理です。日替わりラン

らりと並んでいます。隣の古い日本家

チメニューのみ。イベント時は特別メ

屋ではアナンダの木工品を制作してい

ニューを楽しめることも。お越しの際

ます。覗いてみて下さい。何か木工品

はぜひご予約ください。

を作りたくなるかもです。

要予約

あなたの時間をアナンダハウスで好き

アクセス

な手づくりをしながら過ごしてくださ

中央自動車の長坂ICまたは小淵沢ICから。イベント時や冬期など

い。近々皆さんの作品を展示できる場

営業日に変更があります。ご来店前に再確認をおすすめします。

所としてもと考えています。

所在地：山梨県北杜市長坂町白井沢 2995

宿泊やアトリエ利用時期については気軽

電話番号：0551-32-4215

メール：wool@ananda.jp

にお問合せ下さい。お待ちしています。

営業時間：月〜金 9〜17時

定休日：土・日・祝日

アナンダコラム
チコちゃんに叱られる。と言うテレビ番組を見て、「ぼーっと生きてんじゃねー

球上どこでも共通の群れの情なのだ。と解って感動した。

よ！」と言う変な人形に対して、「ぼーっと生きてて何が悪い！・・・「俺の命は

パキスタンで、中学校の美術の先生から声をかけられ美術の授業をした。砂漠の道

俺のものだ」と開き直って言う子供は居るのだろうか？。

にポツンと有ったお茶屋では、現地の小銭が無くても只でお茶を、「遠慮するな」と

昔、父が気になる事を話してくれた。まだ彼が若い頃、日本軍が満州に出兵して勝

飲ませてくれた。アフガニスタンでは鍛冶屋のおじさんから彼の仕事中なのに鋼の

利したとかで、父の住む町の町内会や婦人会が、お祭りムードに盛り上がって、チ

打ち方の貴重な体験をさせてもらった。食堂の店員たち、郵便局で、言葉が通じな

ョウチン行列で、街を練り歩いたそうだ。父は、戦争に反対だったので、それに参

いので、周囲のみんなで助けてもらって、日本に荷を送った。などなど、そこの

加したくなかった。ところが周囲の雰囲気は、反対などと言える空気ではなかった。
その時の「大衆の心に生じた群れの力は恐ろしい」黙って「逃げるしかないのだ

人々の親切な心は庶民の日々の暮らしから生じた群れの宝物なのだ。イスラーム
（ムスリム）の庶民はアルカイダみたいな強権的な権力の型にハマった人間とはまる

ぞ」と、話してくれた。これは、街の人たちにとっては、ただの世間のお祭りムー

で違う。そんな人に会ったことはない。ここで書けないが、庶民の日々の暮らしの

ドだったのだろうが、不参加の意思などは口に出来ない、戦争中の行列だったそう

現実から自然に出来た「群れ」その小さい群れの内容は世界中どこも感動的に同じ

だ。

だと言うことを体感したのは大きい。忘れられない。

これは、例え話だけど、現代の、不登校児、引きこもりの子が、目の前の社会、学

国家という大きな「群れ」部族、宗教団体、政党など観念的な権力が権威で成り立

校などの群れに入りたくないと感じたとしたら、これは仮定の話だけど、この精神

つ大型の群れには、戦争という不可解な殺し合いの歴史が付いて居る。しかも、定

現象と、当時の群れの力に対する父の体験と、通じるものが有るのではないか？「逃

期的に発生して居る。日本でも戦争は過去のものと感じて居るかも知れないが、現

げるしかないのだ」と言うこと。・・個人が権力者の指示に服従する群れの中に入

実に、今もアメリカの協力を得て、人を殺す機械、鉄砲や爆弾、戦車や戦闘機など

るのは、戦時体制だけとは言えない。日常の社会体制。環境、例えば、今、テレビ

を、真面目に準備、訓練して居る。群れて生きるヒトの群れに、当然、群れを統括

のどの番組を見ても、画像の何から何まで評価ムードが漂い、実にお菓子や料理の

する権力者（機構）が存在し、その権力者には、住む家から服装、生活の道具、儀

味にまで順位づけ、合格、不合格、優れてる、劣って居る。優劣、正誤、上下、順

式に至るまで、それらしい権威を示すデザイン、芸術品が制作されて居る。実に

位づけなどの、価値基準が流れ、定められて居る。何の必要があってなのか？天然

その努力には感心させられる。あの有名なレオナルド・ダヴィンチはフランス王朝

自然の神経ならば、人によって異なって居て当然なのではないのか？日常の空気が、

に大きな家を与えられ、そこで一生を暮らした。彼は芸術家つまり権力へのご奉仕

ほとんどの人は、慣れて居るので気づかない。テレビの雰囲気が、ああなってきた

が仕事だったのだ。他の有名な作家も、芸術の仕事とは権力者の権威付け業務だっ

ら、もうその空気を変えようとしてもダメ、ムリ。「逃げるしかないんだぞ」。

たのだ。旅をしながら、大陸の各地の有名な芸術品に触れて悟った事は。アナンダ

もしかして不登校の子どもの繊細な感性では、そう言った社会は、息がつまりそう

の仕事は、庶民の日々の暮らしのために作る人々のために、多様で美しい素材を世

なのかも知れない。不登校児はまさにこのことを社会に警告して居るのではない

界中から集める仕事だと言う事。大きな群れに対して、アナンダの心は、はっきり

か。

と庶民の日々の暮らしから生じた現実の（暮らしに根付いた）小さな群れを大事に

ブッダは「服従するな」と言った。さらに「真理にさえ服従するな」と言ったそう

し、はっきり「庶民の暮らし」の方に向かって仕事をする。（阿）

だ。インドで聞いたら、なるほど、と思ったが、日本でこれを聞くと「ブッダがそ
んな激しい事を言うだろうか？」と、疑いがどこかに生じる。それは、多分、日本
の空気の中に「みんなと一緒」従順に「服従」するのは悪くない。というムードが
有るからではないか。

お知らせ

インドは哲学の国なので各自の生命が、子供でも大人でも、何族の人でも個の自立。

全ての染色羊毛がコリデールに移行します。

それは自立こそ「存在」を意味する。人の存在は「欲する」の事。これが「個人」な

これまでの「染色メリノ」と「染色ロ

のだ。ブッダが言って居るのだから、ブッダにも服従してはいけない。自分で自分

ムニー」が、色の在庫がなくなった順

の欲するを見つけること「真理にさえ服従するな」も、激しい言葉には聞こえな

に、より用途の広いコリデールへと移

い。なるほど、みんなが自分の本音で真面目に、お互いに議論しても、服従ではな
く、自分が納得して生きろという事だ。理解して自由に生きられる空間は素晴らし
い。自然から生まれ出た自分の感性こそ、最も大事な信号なのだ。それを観念では

行することになりました！色数に大き
な変更はありません。また、近々価格

無く体現すること。服従してはいけない。アーラーラカーラーマという仙人にシッ

も変更の予定です。これまでの染色メ

ダルタ（若い頃のブッダの名前）は問うた。貴方のお説教はあなたが実際に体現さ

リノ/ロムニーをご要望の方は、早め

れたものですか？

の確保がおすすめです。在庫量など、

仙人は黙していたので、シッダルタはそこを去った。

お気軽にお問い合わせ下さい。

このムードをアナンダの中に定着させたい。できるだろう・・・・か？。ここは日
本なのだから難しい？・・・だからこそやり甲斐がある。
私はインドの大学を去ってイタリアのフィレンツェまで独りでバスや汽車を乗り継
いで、途中の町々に留まり長い旅をした。インドを出て、パキスタン、アフガニス

不要な機材を引き取ります。

タン、イラン、イラク、エジプト、ギリシャ、ローマ、フィレンツェその旅の途中

アナンダで修理、部品追加などきれいに整備して、実費で使用する方

で体験した貴重なことは、国や宗教や貧富に関わらず、あらゆるところで親切に出

に回します。不要な機材をお持ちの方は、お電話でご相談下さい。

会って感動した。それは普遍の庶民の日々の暮らしから生まれた「群れの心」は地

ご注文・講習会のお申込み・お問い合せは・・・

ネット店
ananda.jp

メール
wool@ananda.jp

でんわ
0551-32-4215

ファックス
0551-32-4830

（株）アナンダ
〒408-0033 山梨県北杜市長坂町白井沢 2995
営業時間：月〜金 9〜17時 定休日：土・日・祝日
インスタグラム：ananda.yamanashi

