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はじめに

新型コロナウイルス感染防止を目的に緊急事態宣言が発令され、宣言下では 3 密を避

けること、不要不急の外出を控えることなどが求められ、私の趣味にも影響が生じました。

具体的には社交ダンス、コンサート鑑賞、観光・旅行ができなくなりました。

このコロナ禍で、私の趣味は 3 密を避ける公園散歩、ガーデニング、ミニチュア工作が主

体になりました。本書ではコロナ禍でのミニチュア工作を紹介します。
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1． お風呂

（1） 昭和の銭湯

作るにあたって、「江戸東京たてもの園」に「子宝湯」という昭和の銭湯が保存・展示され

ているのを知り、3 度訪れ参考にしました。

私自身銭湯は、小学校低学年までと学生時の間借り生活で利用しました。

神奈川新聞（2021.11.18 付）に載りました。

昭和の銭湯 （横 60cm、奥行 75cm、高さ 30cm）
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（2） 五右衛門風呂

私は高校生まで五右衛門風呂に入浴した経験があり、この経験をもとに五右衛門風呂

を作りました。

五右衛門風呂 （幅 27cm 奥行 30cm高さ 27cm）

神奈川新聞（2022.1.23 付）に載りました。
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（3） 檜風呂

白木で檜風呂を作りました。窓は茶室などでよく見られる「突き上げ窓」です。

2． お祭り

（1） 御柱

御柱祭は、長野県諏訪市

の諏訪大社における最大の

行事で正式には「式年造営

御柱大祭」といい、寅と申の

年に行われる式年祭です。

（次回は 2022 年）

2020 年 11 月に諏訪大社

の4社を参拝し、御柱と木落

し坂を見ました。

写真の中央の御柱は、我

が家の枯れた立木で作りま

した。さるぼぼは友人から頂

きました。
幅 34cm 奥行 36cm 高さ 26cm

諏訪大社上社本宮（2020.11.4）

檜風呂 （幅 27cm 奥行 17cm 高さ 16cm）
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（2） 盆踊り

盆踊りの舞台は、

100 円ショップで売ら

れている木材で作り

ました。太鼓と提灯

は発砲スチロールで

す。さるぼぼは友人

から頂きました。

コロナ禍で2020年、

2021 年の近場の盆

踊りは全て中止にな

りました。

3． 神社関係

鳥居の内の区域一帯を、「神霊が鎮まる神域」とみなし、一般に神社と呼びます。区域一

帯を境内と呼び、鳥居、手水舎、神楽殿、拝殿、本殿などの建物があります。神社に関する

建物などをミニチュア工作で作りました。

（1） 鳥居

鳥居は境内と俗界の境界を示す物で、さまざまな様式があります。

幅 25cm 奥行 25cm 高さ 26cm

神社の一般的な構成図
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靖国鳥居 櫻森稲荷神社（大和市、2021.3.9）

鳥居のさまざまな様式
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広島県の「安芸の宮島」

の厳島神社の大鳥居も両

部鳥居です。

高さ約 16.6m、棟の長さ

24.2m、主柱周り 9.9m、総

重量は約 60t、根元は海中

に置かれているだけで、鳥

居そのものの重さだけで立

っています。

八幡鳥居 深見神社（大和市、2021.3.3）

両部鳥居 田中八幡宮（大和市、2021.3.9）

厳島神社（広島県宮島町、2014.10.25）
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（2） 車止

神社の鳥居の前に、車の進入を禁じる「車止」が置かれています。人の進入を禁じるもの

に「止め石」があり、茶室などに置かれています。

三輪鳥居 三峯神社（秩父市、2018.12.3）

鳥居の前に「車止」があります。

狛犬は狼です。

オーソドックスな車止 村山浅間神社の車止（.2021.3.20）

山形の車止 伊勢原大神宮（2021.6.24）



- 9 -

（3） 茅の輪

茅の輪くぐりは、

茅（ちがや）という草

で編んだ輪をくぐるこ

とで心身を清めて災

厄を祓い、無病息災

を祈願するというも

のです。8 の字を描く

ように、左・右・左と 3

度くぐり抜けます。

神社の朱塗りの車止

伊勢原大神宮（2021.7.8） 白笹稲荷神社（2022.15）

茅の輪（茅の輪の材料は荷造り紐です。）

車止（右は柴又帝釈天の車止）
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（4） 社殿

主祭神を祀る社殿は、本殿・幣殿・拝殿から構成されます。本殿・幣殿・拝殿の区別のな

い小さな社殿も多くあります。

（5） 摂社

摂社とは、本殿（本社）の主祭神に関連のある神様をお祀りする社で、末社は主祭神や

摂社以外の神様をお祀りする社です。神社にある実際の摂社の形状を参考にして、これも

100 円ショップで売られている木材で作りました。

色を塗った市販の小豆沢神社の組木（幅 27cm 奥行 15.5cm 高さ 11cm）

幅 16cm 奥行 25cm 高さ 20cm 参考にした八坂神社の摂社

（平塚市、2021.2.1）
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（6） 賽銭箱

賽銭箱を 2 つ作りました。貯金箱になっています。

（7） 大雄山最乗寺関係

（a） 和合下駄と天狗のうちわ

最乗寺には御利益をい

ただきエネルギーを感じ

る、パワースポットと呼

ばれる場所や建物の他、6

体の大天狗と小天狗、世

界一大きい高下駄と初代

高下駄などがあり、見所

満載です。

① 幅 15cm 奥行 8cm 高さ 9cm ② 幅 17cm 奥行 8.5cm 高さ 11cm

世界一大きい和合下駄 天狗のうちわ
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（b） マンリフト

南足柄市の大雄山最乗寺のマンリフトは、

「特別祈祷」が行なわれる「御真殿」までの

移動が困難な方に使用されます。観光地に

ある洋風のケーブルカーの形状は寺院に不

似合だということで、「切り妻」の屋根を 2 つ

有する和風の形状にしたということです。

4． ガーデングッヅ

我が家の庭には、木材で作ったガーデングッヅを置いています。このガーデングッヅのミ

ニチュア版を作りました。また色々なミニチュアのガーデングッヅも作りました。

ミニチュアのガーデングッヅの展示
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ウッドデッキ上のガーデンテーブルとガーデンベンチ

フラワースタンド

フラワーボックス
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丸テーブルのガーデンテーブルセット 角テーブルのガーデンテーブルセット

ハイバックチェアー

カントリーチェアー
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ロウバイの枝で作ったベンチ

自作の布張りのデッキチェアー

県立四季の森公園（2022.2.5）公園の屋根付ベンチ

横 18cm 奥行 18cm 高さ 18cm

デッキチェアー

縁台
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5． レインボーカラーシリーズ

東京都立川市の国営昭和記念公園で見

たレインボーカラーのベンチに似せて、ミニ

チュアのベンチを作りました。また一人掛け

の椅子も作りました。

レインボーカラーのベンチ レインボーカラーの椅子

国営昭和記念公園（立川市、2020.9.16）

公園の屋根付ベンチ

横 22cm 奥行 14cm 高さ 19cm

県立座間谷戸山公園（2021.12.9）
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6． ドラえもんシリーズ

（a） 2005 年以降の野比家の 2階

野比家の間取りは2004年以前と2005年以降で大きく変わっています。2階は2部屋が、

のび太くんの 1部屋のみになりました。

（b） どこでもドア

色々な形の 2人掛けベンチ

レインボーカラーのどこでもドア
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（c） タイムマシン

7． 組木

組木は、切り込みを入れた木材同士をつなぎ合わせ、立体に組んだり、木材を延長した

りすることができる木造建築の技術です。この技術を使ったおもちゃ、パズル、ミニチュアの

建物などが販売されています。組み立てるだけではつまらないので色を塗りました。

神輿 （幅 26cm 奥行 33cm 高さ 42cm）

大型のどこでもドア

買ったタイムマシン 作ったタイムマシン
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小豆沢神社 （東京都板橋区、幅 26cm 奥行 33cm 高さ 42cm）

ニコライ堂 （東京都千代田区、幅 26cm 奥行 33cm 高さ 42cm）

ハリスト正教会 （函館市、幅 26cm 奥行 33cm 高さ 42cm）
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8． その他

（1） 高床式倉庫

「北海道・北東北の

縄文遺跡群」は 2021

年 7 月、世界文化遺

産に登録されました。

世界文化遺産登録を

記念してミニチュア工

作の「高床式倉庫」を

作りました。

左のオブジェは「国

宝 合掌土偶」、右は

「国宝 縄文のビーナ

ス」です。長野県の

「茅野市尖石縄文考

古館」で買い求めまし

た。

（2） 貯金箱

100 円ショップで買った貯金箱の工作セッ

トを組み立てて色を塗り、孫にあげました。

ポストとバスの模様は、鬼滅の刃に出てく

る炭次郎の羽織の柄です。

国宝 縄文のビーナス国宝 合掌土偶
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（3） 目覚まし時計

100 円ショップで買ったウッド 3D パズルを

組み立て、色を塗りました。

（4） ドールハウス

ネットで購入した手作

りミニチュアキットです。

部品点数が多く、また部

品が小さいので、組み

立てに 4 日間要しまし

た。

電気スタンドには LED

ランプが仕込まれてい

て点灯します。

（5） システム二段ベッド

二段ベッドのミニチュアを作りました。色々な配置が可能です。

幅 18cm 奥行 10cm 高さ 10cm

上下に配置した 2 つのベッド 床に並べた 2 つのベッド
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（6） 唐箕（とうみ）

古民家でよく見かける唐箕のミニチュアを作りました。唐箕は米や麦などの穀物からもみ

殻やごみなどを、風を吹きつけてより分ける昔の農具です。

上だけのベッド 上のベッドの下に机と本棚を配置
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