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徹底解剖！スカンノ女性のくらしと伝統衣装
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※掲載の記事・写真・コンテンツ等の無断転載はご遠慮くださいますようお願い致します。
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Polpetta 
al sugo
ミートボール

トマトソース煮込み

たくさん作って作り置き
しておくと便利！

リストランテ
アンナマリア

開店！ パンが固くなって食べられなくなった時に登場するメニューで
す。カチカチになったパンは下ろしてパン粉にします。それを水
に浸し、ひき肉、卵、パルミジャーノ、にんにく、パセリなどと一緒
に捏ねて団子状にします。多めの油で素揚げした後トマトソース
で軽く煮込んで出来上がりです。ふわふわ食感がくせになりま
す。パスタソースとしても使えます。素揚げのままでも美味しい。

発行

アブルッツォ通信
データ配信スタート！

http://abruzzo-news.blog.jp/

Andiamo in Abruzzo ～アブルッツォに行こう ～
( アブルッツォ州情報案内・各種サービス取次・文化交流支援 )

Abruzzo Più～もっとイタリア・アブルッツォ州～
 ( アブルッツォ州情報発信サイト )

http://www.abruzzo-info.jimdo.com
E-mail: andiamoinabruzzo@gmail.com

http://www.abruzzo.jp

スカンノ特集（後編）

月刊『アブルッツォ通信』を
データでもご覧頂けるようになりました。
ご希望の方はこちらからお申込みください。

または

バック
ナンバーも
コチラから

　今回は、アブルッツォ州の中でも特に印象的で美しい
とされているスカンノの伝統衣装について特集します。
　羊の移牧が主な産業であったスカンノでは、男たち
が羊と共にアドリア海に向かって山を下りる秋から春に
かけて、町を守るのは女性たちでした。ずっしり重い衣
装に身を包み、薪を集めて水を汲み、互いに協力し合い
ながら様々な問題を解決し、秩序を保つのも彼女たち
の役目でした。秘められた女性たちの強さや誇りの象徴
とも言える伝統衣装について、往時のくらしや風習と合
わせて紐解いてみましょう。

結構重くて
大変なのよ。

Lu cummudene
ル・クムディーネ

襟元が詰まった細身で短
いジャケットにゆったり
とした幅広いバルーン状
の袖が特徴の上衣。胸元
を飾る12個の銀のボタン
は透かし細工を施したも
のなどデザインも豊富。

La casacca
ラ・カサッカ

スカート。植物で染めた
濃緑色が一般的。11～
15mの布を使い細い”ひ
だ（trije）”で成型。裾の内
側は摩耗を防ぐ幅10cm
程の赤い帯が当てられ、
洗うたびに交換します。

胸元の装飾

腰の部分

アブルッツォは東にアドリア海を臨むイタリア中部の州です。ヨーロッ
パで「緑の州」と呼ばれるほど厳しくも雄大な自然に恵まれたアブルッ
ツォ州。しばしばそこに暮らす人々は「強くて優しい人」と形容され、
豊かな自然と代々受け継がれてきた独自の伝統文化が息づいています。
アブルッツォでクリスマスや新年になる
と登場する郷土菓子の代表と言えば
Parrozzo。小麦粉とアーモンド粉、砂糖、
オレンジピールだけでつくった生地に
チョココーティングしたシンプルなお菓
子です。Buon Ntale e felice anno nuovo!!

copyright(c) Regione Abruzzo

アブルッツォって？？
覚えておくと便利！

アブルッツォ弁講座
Lesson6

“pii” はイタリア語 “prendere”
の２人称単数” prendi”。英語の 
“take” に相当する使用頻度の高
い言葉です。例文の様に「ちょっ
とそこの～取って」と頼まれた
時にもとっさに反応できるよう、
是非覚えておきたい言葉のひと
つです。

Pii stu bicchier.
 (Prendi quel bicchiere)
そこのグラス取って。

ピィ ストゥ ビッキエル

Ju cappellitte 
ユ・カッペリッテ

冠婚葬祭の時に用いる帯
状の布を巻き付けて作る
帽子。花嫁はアイボリー、
葬式は黒など。一般の正装
は黒のウール地と白の絹
地を合わせたものを着用。

La mantera 
ラ・マンテーラ

スカートを覆う長さ2m以
上ある綿製のエプロン。
前掛けの様に後ろ側は開
いておりスカートのひだ
が見えるデザイン。

重労働もこなしていた女
性たちの普段着。頭には
大判の四角い布を三角に
折り後ろで結んだものを
頭に被り、上衣（la maija）は
黒地のVネック。スカート
をふくらはぎまでまくし上
げて作業していました。

胴着や袖口には手縫いの
絹地テープがあしらわれ
ており、デザイン性だけ
でなく、衣装の摩耗を防
ぎ取り替えもできます。

正装

普段着 花嫁衣装 正装 ~17世紀 喪服 普段着

普段着

©Hidden Italy Tours
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　この秋、アブルッツォ通信が関わった日本でのアブ
ルッツォイベントについてご報告します。
◆知られざる美食の郷、アブルッツォ州を体感する2日間
　（2016年10月21・22日開催/東京）
　地元アブルッツォを知り尽くした旅のプロフェッ
ショナルたちが東京に集結し、料理や映像を通してア
ブルッツォの魅力を演出し、体感してもらおうという
初の試み。会場となったアブルッツォ料理レストラン
Trattoria Dai Paesani（新宿区西早稲田）には２日間で
約150名の方が集まり、大いに盛り上がりました。

メディアにも多く取り上げられ話題となりました。同
じ目標に向かって各々得意な分野で挑戦を続けている
者同士が、ひとつになって催しを実現したことは意義
深く、今後の展開も楽しみです。

◆阪急イタリアフェア2016（2016年11月2～8日/大阪）
　今年、通算30回めの節目を迎えた
『うめだ阪急イタリアフェア』の
イートイン・コーナーに、ペスカー
ラ県ロレート・アプルティーノの魚
料理専門レストラン『Carmine』が
招喚されました。オーナーシェフ
Carmine Ferretti氏が来日し、同じく
アブルッツォに拠点を構える『Imperiale d’Abruzzo』

社の食材を使い、初めて関西の皆
様にアブルッツォの郷土料理を振
る舞いました。また、連日大盛況
が続くフェアの6日目には会場
トークショーに本誌保坂優子が登
壇、アブルッツォの魅力について
語る貴重な機会を頂きました。

　主催のHidden Italy Toursは代表のFrancesca Cichella
氏が故郷アブルッツォへの愛情と観光分野での知識や
経験を生かして2015年1月に設立。留学先の英国で”運
命的”に出会ったという加藤純子氏、ナポリ東洋大学で
日本語を学び観光ガイドを務めるAntonella Gotto氏と
パートナーシップを組み、日本に向けたアブルッツォ
観光のプロモーション第一弾として企画しました。
　スペシャルゲストにはペスカーラ生まれオーストラ
リア在住のビデオブロガーVincenzo Prosperi氏を招
待、アブルッツォの魅力を軽快なトークと映像で紹介
すると同時に、イベントの様子を世界に向けて発信し
ました。さらに、風光明媚なアブルッツォを独自のス
タイルで描く水彩画の巨匠Juan Alfredo Parisse氏も来
日。ライブペインティングで参加者を魅了しました。
　本誌はTrattoria Dai Paesaniと共に、協賛者として参
加者の皆さんをもてなしました。また今回は、キエー
ティ市に拠点を置く日本との文化交流協会Giappone in 
Abruzzoからもバックアップを受けるなど、アブルッ
ツォ州内での関心も高く、特産品の提供を頂いた他、

◆日本未輸入アブルッツォ商品発表会とメーカーズ
ディナー（2016年11月15～18日/東京）
　Trattoria Dai Paesaniにて
『Biagi』社のワインとオリーブオ
イル、『Zaffireria』社のサフラン
の商品発表会を実施し、関東圏の
インポーターの方々を対象に、日
本未輸入商品を試食・試飲してい
ただく機会を持ちました。
　17日には『Biagi』社のオーナー

Luca Biagi氏を囲みメーカーズ
ディナーも開催。自社のワイ
ンや収穫したばかりのオリー
ブオイルをTrattori Dai Paesani
のアブルッツォ料理とともに
味わっていただきました。
※商品に興味の有る方は本誌
までお問い合わせください。

資料・写真提供：Hidden Italy Tours, Antonio Bini Design : Midori Nakamura

2016年秋に開催した”アブルッツォイベント”報告

2007年、スカンノに住むマリアとク
ラウディオが自らの結婚25周年にJu 
catenacceを再現したことをきっか
けに始まったイベント。期間中は町
が伝統衣装姿の人々で溢れます。

Ju viulitte
ユ・ヴィュリッテ

金銀の透し模様で織られた帯の
部分。解いて洗えるよう針と糸は
使わずピンで留めています。

La tocca
ラ・トッカ

台の部分。筒状になるよう厚くて
硬い絹製の白布を巻きつけます。

Lu fasciatore
ル・ファシャトーレ

頭頂部を包み、うなじまで垂ら
した青い絹製の布。

I lecce
イ・レッチェ

後光を表現したとされる綿や絹
を編んだ髪飾り。用途により色が
違い花嫁は白。

Ju cappellitte 

La scolla
ラ・スコッラ

伝統的レース編tombolo
を用いた付け襟。

La presentosa

La zeta
ラ・ゼータ

伝統により義母から贈られていた花嫁
専用のmantera（前頁参照）。ブロケード
又はダマスク織でたいていは白無地又
は白地に金の刺繍が施されています。

個人の頭のサイズに合わせて仕
立てる、熟練の技。

ラ・プレゼントーサ

Lu cummudene

La mantera 

新しい家族を迎え入れる儀式

Vivi il costume
ヴィーヴィ・イル・コストゥーメ

毎年
4/25-5/1
頃

スカンノの伝統的な花嫁行列を
再現。”Ju Catenacce”とはアブ
ルッツォの方言で”鎖”を意味し、
新郎新婦を先頭に家族や友人た
ちが連なって町を練り歩く様子に
由来します。

Ju Catenacce
ル・カテナッチェ

毎年
8/14

中世のまちなみの中で伝統衣装を目にできる催し

http://www.costumediscanno.org/マリアとクラウディオのJu catenacceの様子

花嫁衣装

花嫁の胸元を飾る金細工のひとつ。婚約が
決まると婚約者の母から贈られ、家庭への歓
迎を表すもの。新婦は結婚後8日間家にこ
もった後、姑とミサに行くしきたりもあり、夫
が半年近く留守にするスカンノの家庭では
姑と信頼関係を築くことが不可欠でした。

Vincenzo氏の映像とTrattoria 
dai paesaniの料理でおもてなし

イベント終了後スタッフで
記念撮影 トークショーの様子

Carmine Ferretti 氏

メーカーズディナーの様子

発表会用の商品

（その１）


