
ミニチュア工作

昭和の銭湯

村上洋一 著

昭和の銭湯 （横 60cm、奥行 75cm、高さ 30cm）
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はじめに

ミニチュア工作は私の趣味の一つで、これまでに水車小屋、茶室、生家、ツリーハウスな

ど約10のミニチュアを作りました。今回コロナ禍でのステイホームで、約2ヶ月かけて「昭和

の銭湯」を作りました。

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。現代は温泉

やスーパー銭湯と呼ばれる銭湯で、娯楽や休養を目的に利用していますが、当時は体を

洗うことが目的でした。したがってこの目的に沿った銭湯の間取りと構成になっていました。

すなわち多くの人が利用できるように脱衣場と洗い場は広く、湯船は狭い造りです。体を洗

って湯船で体を温めた後はさっさと帰路につくという入浴スタイルでした。

昭和の銭湯を作るにあたって参考になる銭湯は近場に無く、有っても広さを測ったり写真

を撮ったりするのは不可能と思われました。幸いなことに「江戸東京たてもの園」に「子宝湯」

という昭和の銭湯が保存・展示されていたので、これを参考にしました。

昭和の銭湯のイメージを出すため、色々な備品（体重計、赤ちゃん用体重計、ベビーベッ

ト、マッサージ機、女性向けのヘアドライヤー、飲み物冷蔵庫、など）を作りました。これらの

備品は、当時を思い出しながら楽しく作りました。湯上り後の定番は「腰に手をあてコーヒー

牛乳を飲む」です。
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五右衛門風呂（出典：インターネット）

1． 私のお風呂

（1） お風呂の変遷

私のお風呂の変遷を表1に示します。銭湯（昭和の銭湯）の経験は2度あります。場所の

記憶はありますが、どのような銭湯だったかは記憶にありません。

独身寮の内湯は複数の他人と同時に入浴するという点で銭湯に似ています。洗い場に

比べ湯船が相対的に小さい浴室など、体を洗うことに特化した会社運営の銭湯です。

表 1 私のお風呂の変遷

No. 年令（才） 住居 風呂の状況

1 ～10 大分県大分市の実家 銭湯（昭和の銭湯）

2 11～18 大分県大分市の実家 増築した「五右衛門風呂」

3 19、20 福岡県福岡市の下宿 内湯

4 21、22 福岡県福岡市の間借り 銭湯（昭和の銭湯）

5 23、24 千葉県西船橋市の独身寮 内湯

6 25 西ドイツデュセルドルフでの間借り 間借りしたお宅の内湯

7 26 新潟県中条町の独身寮 内湯

8 26～37 新潟県中条町の社宅 内湯

9 38～40 新潟県新発田市の持家 内湯

10 41～44 神奈川県海老名市の社宅 内湯

11 45～ 神奈川県海老名市の持家 内湯

（2） お風呂の内容

（a） 10 才までの銭湯

大分市の実家は風呂が無い4軒長屋だったので近くの銭湯に行きました。銭湯は歩いて

約 5 分の場所にあり場所の記憶はありますが、どんな銭湯だったかは覚えていません。銭

湯の隣に日用品や野菜を売っている商店があり、入浴の帰りによくアイスキャンディーを買

ってもらったのを覚えています。

（b） 増築した「五右衛門風呂」

私が10才頃近隣で内湯を増築するお宅が

増え、実家も五右衛門風呂の内湯を増築しま

した。

右の写真の壁などはタイル張りになってい

ますが、実家の内湯はセメントむき出しの体

裁でした。五右衛門風呂の構成は、風呂釜と

洗い場に水を供給する水道、底板、写真には

写っていませんが木製の風呂蓋です。風呂

釜の外には洗い場を設け、床に排水穴があ

ります。

底板
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洋風風呂（出典：インターネット）

風呂釜の底は火に熱せられて熱いので、入浴時は足裏が底に触れないように底板を風

呂釜の底に足で沈めるようにして入ります。この底板は木製で水に浮くので、沈め方にはコ

ツが必要です。

右図は五右衛門風呂の基本的な構造です。

鋳鉄製の風呂釜の底に燃料を燃やせるスペー

スを設けるように風呂釜をセメントで保持しま

す。また燃焼の煙を屋外に排出するための煙

突を設けます。右図には描かれていませんが

風呂釜の底には水抜きの穴があります。穴の

蓋は木製の丸棒で、周囲を布で覆い風呂釜の

内側から穴に挿入します。水抜き穴からの排

水と、洗い場の排水穴からの排水を外部に流

す溝が屋外の下水溝に伸びています。

燃料は薪が主体ですが、実家での後半はお

が屑で作られた「オガライト」を使っていました。

現在のようにボタン一つでお風呂が沸かせることはなく、五右衛門風呂では以下の作業

が必要で、これらは子供たちのお手伝いになっていました。

・風呂釜と洗い場を洗う ・風呂釜に適量の水がたまるまで水道の番をする

・薪をくべ風呂を沸かす ・湯がぬるくなったら薪を追加し加熱する

（c） 西ドイツでの洋風風呂

1 年間の西ドイツデユッセルドルフでの生

活は個人のお宅の 1 部屋の間借り生活で、

風呂はそのお宅の洋風風呂を使いました。

浴室に写真のような洋風風呂が置かれて

いました。洗い場は無く、湯船の中で体を洗

い、髪を洗い、付属のシャワーで洗い流す入

浴方法です。固形石鹸はありましたが、入浴

時は液体又は粉末の体用石鹸を直接湯船

に入れて湯船の中で体を洗いました。

なお浴室には、洗面台と洋式便座が設置

されていて、現在のビジネスホテルのユニットバスを大型にしたような構造です。

オガライト

五右衛門風呂の構造
（出典：インターネット）
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現在の風呂

（ｄ） 現在の風呂

1996 年（平成 8年）に新築した我が家の風

呂です。「1穴タイプの風呂釜」で、穴の中に2

つの配管があります。1つは給湯用でもう1つ

か追い炊き用です。

給湯時は屋外の給湯器からこの穴を通じ

湯が供給されます。追い炊きでは、湯船の湯

が給湯器の方に取り込まれ給湯器で温めら

れて湯船に戻ります。

浴槽が小さいので短時間（10 分程度）で湯

が満たされ入浴可能になります。

（3） 海老名市近郊の温泉・銭湯

私自身温泉や銭湯はそれほど好きではないので、出掛けるのは年に数回という頻度で

す。海老名市近郊の温泉・銭湯を表 2 に示します。

表 2 海老名市近郊の温泉・銭湯

No. 名称 住所

1 おふろの大様 海老名店 海老名市柏ヶ谷555-1

2 OYUGIWA 海老名市門沢橋 2-26-1

3 湯乃泉 東名厚木健康センター 厚木市岡田 3-17-10

4 はだの・湯河原温泉 万葉の湯 秦野市河原町 2-54

5 さがみ湖温泉 うるり 相模原市緑区若柳 1634

6 箱根小涌園 ユネッサン元湯 森の湯 箱根町二ノ平 1297

出掛ける頻度の高いのは「東名厚木健康センター」ですが、ここの「露天草津温泉」は最

高です。湯は群馬県の草津温泉から取り寄せています。白の濁り湯で、体に付いた湯の香

りは翌日まで残ります。

「うるり」は「相模湖プレジャーフォレスト」内にあります。冬季に行なわれるイルミネーショ

ンの「相模湖イルミリオン」鑑賞の後利用しています。体が温まって帰宅できます。

「箱根小涌園 森の湯」は先日招待券で行きました。屋内風呂、露天風呂、サウナなど約

10 の異なった湯があり、楽しみながら休養できました。湯上りに定番のコーヒー牛乳を頂き

ました。

1 穴
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2． 製作

（1） 設計

江戸東京たてもの園で頂いたパンフレットに載っていた子宝湯のレイアウト図を参考にし

て、大型方眼紙に床のレイアウト図を描きました。レイアウト図で斜めの線がありますが、こ

れは銭湯部分と入口部分の屋根の傾斜を示すものです。

（2） 製作過程

まずは床のレイアウト図にしたがって銭湯の床部を作ります。次に周囲の壁を作ります

が、高さは床の縮尺に合わせて決めます。床の寸法は実際の寸法の0.031倍で作ったので、

実際の高さ 1,950mm の扉はミニチュアでは高さ 60mm とし、これを基本に周囲の壁の高さ

を決めました。

周囲の壁を製作入口と脱衣場と浴室の床を製作

子宝湯の床のレイアウト図 方眼紙に書いた銭湯の床のレイアウト図
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壁には 30 個の窓と 26 個の扉のための枠がありますが、窓と扉は枠の寸法に現物合わ

せで作りました。窓と扉の数が多く、製作に多大な時間を要しました。

屋根は子宝湯の屋根の勾配を参考にして形状を決めました。敷地は銭湯建屋の周囲に

坪庭が作れる最小限の大きさに私が勝手に決めました。敷地の周囲は、入口側はブロック

塀にし、その他の周囲は板塀にしました。

（3） 材料

屋根は 2mm 厚のベニヤ板、敷地は 5mm 厚のベニヤ板で、これらはホームセンターで買

い求めました。それ以外は全て 100 円ショップで買った以下の物です。極力 100 円ショップ

で売られている物で作るというのが、私のミニチュア工作の特徴です。

・2、3、6、9mm厚の板材

・0.3mm厚の透明プラスチック板

（窓ガラスに使用、磨りガラスはプラスチック版の表面を紙やすりでこすって製作）

・水性絵具、水性ニス

・発砲スチロール（坪庭の苔部と岩に使用）

・作り物の枝（坪庭の植木に使用）

玄関部分と銭湯部分の屋根を製作 銭湯の建屋が建つ敷地を製作

女湯側の坪庭
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3． 完成品

（1） 外観

左右対称の中央に銭湯の入口があり、のれんが掛かっています。入口の左右はブロック

塀で、他の周囲は板塀です。銭湯の後方にボイラー室があり、ボイラー室に接して梯子の

かかった煙突があります。

屋根は入口部と銭湯部にあり瓦屋根です。瓦はそれらしく見えるようにマジックで描きま

した。銭湯建屋の入口側の屋根は入母屋屋根です。入母屋屋根とは「上部切妻」、「下部

寄棟」が混在した屋根のことをいいます。入口と銭湯建屋の奥部の屋根は切妻屋根です。

入母屋屋根は現物合わせで作り、製作には大変苦労ししました。

のれんの掛かった入口 ボイラー室がある銭湯の裏側

完成した昭和の銭湯（横 60cm、奥行 75cm、高さ 30cm、煙突の高さ 46cm）
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（2） 内部

銭湯は大きく 5 つの間取り（入口、男脱衣

室、女脱衣室、男浴室、女浴室）で構成され

ています。男女の浴室の天井は銭湯建屋の

屋根ですが、男女の更衣室には、写真には

写っていませんが白熱電灯と天井扇風機が

取り付けられた天井があります。（P9 参照）

プライバシーの観点で、上方の窓を除き扉

や窓には磨りガラスが使われています。磨り

ガラスは透明のプラスチック板の表面を紙や

すりで擦って傷を付けて作っています。

（a） 入口

入口を入ると左右に男女の下足棚と荷物棚があります。下足を脱ぎ男女それぞれの入

口から脱衣場に入り番台で入浴料を払います。入浴料金表で、「大人 12 才以上金 15 円」

とありますが、昭和 28年の 15円は現在の約 600円に換算されます。ちなみに現在の東京

都の入浴料金は大人 480 円、神奈川県は大人 490 円です。

男浴室

女浴室

男脱衣室

女脱衣室

入口

坪庭

昭和の銭湯の内部
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（b） 男脱衣場

男女の脱衣場間の仕切り壁の上方は開放になっているので、男女の脱衣場間で会話が

できます。「子供がそちらに行くよ！」、「着替え終わったよ！」などの会話が交わされていま

す。

脱衣場には体重計、マッサージ機、飲み物冷蔵庫があります。飲み物は自動販売機でな

く通常の冷蔵庫に保管されているので、飲む方は飲み物を番台に持って行き代金を払いま

す。

天井部までなく

脱衣カゴ棚、飲み物冷蔵庫 入浴者心得、柱時計、鏡

男脱衣場白熱電灯、天井扇風機（脱衣場の天井）

荷物棚、下足棚、傘立、入浴料金表 入浴料金表
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（c） 女脱衣場

女性が髪を洗う場合は追加料金（昭和 28 年の東京都は 10 円）を払います。洗った髪を

乾かすため、脱衣場には頭部がすっぽり入る形状のヘアドライヤーがあります。ヘアドライ

ヤーの他、体重計、赤ちゃん用体重計、ベビーベット、飲み物冷蔵庫があります。

（補足：東京都では昭和 45 年から、神奈川県では昭和 63 年から「洗髪料」は廃止となって

います。）

（d） 男浴室

浴室も脱衣場同様に男女の浴室間の仕切り壁の上方は開放になっていて、音や声が筒

抜けになっています。

浴槽は3つに分かれていて、右の2つは床部でつながっていて右端の浴室に付いている

蛇口から「湯」と「水」を補給し 2 つの湯船にお湯をためます。左端の湯船は単独槽で「水」

の蛇口が付いていて、水風呂になっています。排水溝は浴室の中央に、男女の浴室を一

直線に貫く形で施設されています。シャワー設備は男浴室のみに設置されています。

男女の浴室とも一番奥にボイラー室との通用口があり、入浴状態のチェック、不具合の

チェックなどで、たまに銭湯の係員が浴室に入ってきます。

ベビーベット、赤ちゃん用体重計、
体重計、ヘアドライヤー、飲み物冷蔵庫

番台、男女脱衣場間の通路の扉、
鏡、広告

脱衣カゴ棚女脱衣場
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（e） 女浴室

女浴室も基本的には男浴室と同様の構成になっています。金だらいは赤ちゃんの入浴

用です。たらいは各家庭に必ずあり、主に洗濯板を使った洗濯に使用していました。洗濯

の他に行水（ぎょうずい）に使用していました。夏場の暑い時は、子供たちは銭湯での入浴

の代わりにたらいでの行水をしていました。

女浴室 椅子、洗面器、
金だらい（赤ちゃんの入浴用）

男浴室 シャワー（男湯のみに有り）

椅子、洗面器、鏡、壁絵（浮世絵） ボイラー室との通用口
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（f） 外回り・外構

脱衣場の扉から外の縁側に出ることができ、それぞれ男女の便所に行くことができます。

縁側からは坪庭が望め、男湯側には池があり錦鯉が泳いでいます。

男便所 女便所、倉庫

坪庭の池と錦鯉（男湯側） 坪庭（男湯側）

鏡、壁絵（浮世絵、日本昔話）
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＜余談１＞

銭湯では必ずペンキ絵があり、富士山が定番になっていますが、タブーとされる題材は、

次の 3つが代表的なものだそうです。

夕日・・・（景気が）落ちる。

猿・・・・・（客が）去る。

紅葉・・・「散り行く」に通じる。

＜余談 2＞

神奈川新聞（2021.11.18）に載りました。

坪庭（女湯側） 梯子の付いた煙突
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4． 子宝湯（江戸東京たてもの園、東京都小金井市）

江戸東京たてもの園に保存・展示されてい

る子宝湯の諸元です。

建築年：1929 年（昭和 4年）

復元年：1993 年（平成 5年）

旧所在地：東京都足立区千住元町

構造：木造および鉄筋コンクリート造

建築面積：283.85 ㎡

施主は石川県出身の小林東右衛門です。

5 軒の銭湯を経営していた人物で、子宝湯は郷里から大工を招いて通常の倍以上の費用

をかけて建築したといわれています。戦後に買い取った平岡家により 1988 年（昭和 63 年）

まで営業が続けられました。

現代も銭湯はありますが、昭和初期の銭湯と現在の銭湯では、セキュリティーとプライバ

シーの観点で以下のように異なります。

（1）現在は下足収納、衣類収納は鍵付きのロッカータイプです。

（2）現在は番台と呼ばれるものはなく、脱衣場に入る前の受付で入浴料金を払います。

昔は番台で料金を払う際に反対側の脱衣場が覗けました。

（１

入口の荷物棚と下足棚 番台

男脱衣場（衣類は脱衣カゴに入れます。） 男浴室（ペンキ絵は富士山）
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下の写真は子宝湯に掲示されている「入浴者心得」で、男女それぞれの脱衣場内に掲

示されています。心得としては、現在の感覚にそぐわない表現が多々あります。矢印部分

は紙を貼って当時の表現を隠していますが何と書いていたのでしょう？

体重計、赤ちゃん用体重計、
ベビーベット（女脱衣場）

女浴室（ペンキ絵は山並と湖）
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