
1. 土祭における風土と風景の定義

束の間の一瞬でさえも

豊かな過去を持っている

土曜日の前には自分の金曜日があり

六月の前には自分の五月がある

(…)

この木はポプラ、何十年も前に根を生やした

この川はラバ川、流れはじめたのは

今日や昨日のことではない

茂みの中を通る小道が

踏み固められてできたのは

おとといのことではない

風が雲を吹き散らすためには、その前に

ここに雲を吹き寄せなければならなかった

(…)

　上記は、ポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩

「題はなくてもいい」の一節です。彼女は、私たちが感性をひら

いて目の前の世界を見つめなおすことで確かめられる豊かさが

あると、詩作を通して人びとに生涯呼びかけ続けました。とりわ

け、この詩は風景と風土の成り立ち、そして私たちが風景と風

土を問題にすることの意義の理解に向くと考えられるため、ここ

で引用をしました。『土祭読本』への寄稿、「益子の風景を通し

て風土を読む」においても、同じ目的から引用をしています。

　川が流れ、雲が風に吹き寄せられるのは自然のことであり、

茂みの中を通る小道が踏み固められてできるのは自然に人が

はたらきかけてのこととなります。そのように目の前の風景はか

たちづくられてゆき、私たちは、目の前の土地や人間のいとなみ

の全体を風土と「観る」ようになります。

　土祭において、風土は、ある土地の自然と、自然に人がはたら

きかけてかたちづくってきた豊かな暮しのいとなみ、豊かな暮し

の場の全体を指し、風景は風土の姿を指す、と定義します。ただ

し、音風景などの概念があるように、目に見える土地や自然物

や人間や人工物の姿だけでなく、目に見えない音や香り、場や

物の手触り、趣なども風景に含むものと考えます。

　そして、風土を成り立たせる「暮しのいとなみ」には、生活はも

ちろんのこと祭礼や生業を介した人びとの結びつきなども含ま

れます。それもあって、同じ土地に暮らす人びとの間で、風土の

見方はあるところまで共有されてゆきます。益子の地でいえば、

益子の人びとに共有される身近な世界観、それが益子の風土

像ということになります。

　風土はこのようにさまざまな成因から成り立ちます。それゆえ

に風景の観察を通して風土の成因を見つけ、それらの関係を

考察することで、風土の成り立ちを考えることはできてゆきます。

「益子の風土と風景を読み解くプロジェクト」は、こうした考え

方と方法にもとづいて起案され実践されています。

2. 本書について

　「土祭2015企画書」に記すように、専門家と町民で読み解く益子

の風土を土台として、土祭2015の企画や表現を形にしていく。

　土祭2015の開催を通して、私たちが読み解いてきた益子の風土

に、未来に残せる新しい風土が形成され重ねられていくこと、それ

が「土祭」の本義とも言える。益子全体、そして、地域ごとに細やか

に読み解いて行く過程とそこで浮き彫りにされてくることの記録を

本書にまとめていく。
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02 西明寺

01 上大羽・栗生

06 山本

03 城内・一の沢

11 下大羽

09 大沢・北中

10 七井

08 小宅

13 星の宮

04 道祖土

12 塙

05 新町・田町・内町・生田目
    石並・栗崎・北益子

07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

09 大沢・北中 (駅前・角ノ川・本郷・大沢本郷・大沢宿・大沢里・新福寺・仲之内・風戸・北原・中村・北中)

10 七井 (上町・東町・富士山・仲町・下町・後町・山王・台町・田中・大和田・里東・リバティヒル)

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

地区ごとに、つどいのスライド集と参加者のみなさんの発言をまとめた談話録、聞き取りの記録をまとめていきます。

益子町全体の風土・風景の読み解く中間報告は、『土祭読本 わたしたちの風と土』をご参照下さい。

地域の区分
地域を13地区に分けて風土・風景を読み解く



11 下大羽

風土・風景を読み解く スライド集　

風土・風景を読み解くつどい 談話録　

聞き取り 池田貞夫さん・幸子さん  「仕掛けること、繋ぐこと」

聞き取り 小堀秀夫さん・芳子さん 「地域の歴史や昔の暮らし」　　

聞き取り 黒子スギさん 「かつての行事や農業のこと」

聞き取り 藤田節子さん 「イチマンドウの念仏のこと」

聞き取り 小島喬さん 「昔の葬祭、山と水のこと」
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下大羽地区の概説  

　益子町の東部、大羽川が南から北に流れ、鍵辻状に西に折れ曲がるところで小さな河川が合流し、山裾に集落

が形成されている。茂木町との町境に位置するこの地区には標高173.3mの富士山という小高い山があり、この場

所から北西へ目を移すと宇都宮、南へ移すと益子町の南東部の山、雨巻山を望むことができる。
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・ 地蔵講を「じぞっこ」と呼んだ。

・  (藤田節子さんが念仏を実演してくださった。)

・ 数珠をまわしながら念仏を唱える数珠送りもあった。

5. オヒマチ

・ 堀の内で今も行われる。

・ なにかの災いがあるのをよけるため (たとえば「大羽荒れ」があった

と説明) 、そして神を祀るため、さらに人 の々慰労の意味を込めて

行っている (のだと思う) 。

・ 昔は四つ五つあったが、今は「ホカケ」と「 (聞き取れず) 」の二つ

に。　

6. イチマンドウ

・ 鶏足寺でイチマンドウをした。各々つくって持ち寄った灯りを、夕

方、小貝川へ流した。

7. 祇園祭

・ 八坂神社は町内のそれではなく、高龗神社の脇に境内社として

ある。

8. 薬師堂

・ 流行病を防ぐ意味で、年に一度お祭りを行う。

・ 宿で、田植えの頃に「オダウエ」と呼ぶ行事を行った。田植えを終

1. かつての大羽川

・ 深いところで水深2mくらいはあったと思う。

・ ナマズの他にウナギもつかんだ。ケガニ (モクズガニ) がいた。ス

ジエビ、テナガエビもいた。サワガニは今もいる。

・ 台風の時にわざと飛び込んで遊んだことがある。

2. 笠間街道の「水飲み場」

・ スライドにあった場所ではなく、「谷井田入 (やいたいり。谷井田

集落の入口) 」を笠間へ向かって過ぎた10mくらい先、こんもりし

た松林の下に「水飲み場」と呼ぶ場所がある。

・  5、6年前まできれいになっていた。今はあまり水が出ない。

3. 水路の生物

・ 富士山の下の水路にコウホネが生えていた。シジミもいた。水路

がコンクリート製の溝に変えられてからこれらはいなくなった。

・ コウホネは葉が薄く、やわらかく、水の中にあった (沈水型) 。黄

色い花が印象的だった。

4. 地蔵講

・ 甘酒づくりには一昼夜できかない時間がかかる。地蔵講の3日前

から甘酒をつくりはじめた。

・ 薄めない元の味の甘酒を飲んだり、薄めて飲んだりした。

・ 地蔵講は3月24日に行った。

11 下大羽|風土・風景を読み解くつどい 談話録
下大羽コミュニティセンターにて  2015/05/09 18:30-20:30

えて、7月6日頃に、甘酒をつくって…。

・ 昭和37、38年くらいまで行った。しかし会社に入る人が増えたり

してみんな忙しくなり、続けられなくなった。

9. どんどん焼き (どんど焼き) 

・ 行ったのは中学生くらい。

・ 3、4人が1グループをつくって、田んぼに竹で骨組みをし、むしろ

を編んだのをかぶせて小屋をつくって泊まり、終わると燃やした。

・ 食事の支度も自分たちだけでしたが、神様を祀ってある池から

鯉をとってきて食べたことがある。その時は、神様の罰が当たっ

たのかじんましんになった。

・ 1月の成人の日がある3連休のはじめ （2015年は1月11日） に行

う。昔は小正月にやった。

10. 富士山

・ 峰伝いにきれいな道があった。東へ行けば愛宕神社に、北へ行

けば新福寺に続いている。

11. 絞り水の処置

・ 宿の畑の中の溝は、そこだけ水が染みるのでつくった。以前は川

(水路?) とつながっていたから、畑の中の溝にドジョウが泳いで

いた。水を抜く時にはドジョウもとれた。

・ この近くに井戸もある。

12. その他

・ 上大羽の地蔵院について、高橋正則氏より「文星芸術大学の大

澤慶子准教授が、その観音・勢至菩薩像を快慶作とする論文を

発表している」と伺う。当の論文は、「快慶及びその周辺作品に

みる来迎形阿弥陀三尊像の成立と展開−益子・地蔵院の観音・

勢至菩薩像を中心として」 (『佛教藝術』296号、毎日新聞社、2008

年 ) である。

・ また、同准教授による「鎌倉・教恩寺阿弥陀三尊像と快慶」 (『成

城美学美術史』16号、成城大学、2010年) にも地蔵院の仏像に

関して快慶作と想定するとの記述が載る。同論文は、下記URL

よりダウンロードできる。

http://journal.seijo.ac.jp/gslit/student/art/pdf/art-016-05.pdf
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池田貞夫さん (左) 、幸子さん (右)

それをみんなでお参りしてから、夏でも11月でも必ずお雑煮にして

食べる。今までは世話人になった人がお餅をついていたが、とても

あんな大きなものお母さんではつくれないので、お菓子屋さんにお

願いしてつくっている。

　今までは盆踊りをやったり、花火大会をやったりね、毎年ではな

かったんですけどやってたが、なかなか資金的なことも大変でね。

手筒花火も一回やってもらった。けっこうメンバーがいるんだよ、

下大羽に。一回ね、打ち上げ花火のときに、手筒花火もやっても

らって、そういうこともしてたんですけど、なかなか続けるということ

がね。自分で努力することなら「継続は力なり」ってやれるんですけ

ど、全体でやることはなかなかね。

　心誠会という会がある、若い人の集まり。この辺の長男、家取り

が、当時で20人ぐらいいたかな、11月の祭りのときに「冬の花火も

　これまでに下大羽の若手男性の集まり「心誠会 (しんせいかい) 」

会長や自治会長を務めながら、様々な行事を仕掛けてきた元農協

職員の池田貞夫 (いけださだお) さんと、女性の集まり「ひばり会」

で活躍している妻の幸子 (さちこ) さんに、地域で取り組んでいるこ

とについて伺った。

1. 下大羽全体の行事のこと

貞夫さん| 7月に八坂神社の祇園祭、11月に高龗 (たかお) 神社の

祭りと愛宕神社の祭り。前は日にちが決まっていたが、勤め人が多

いので、直近の日曜日にやるようにした。下大羽全体のお祭りで、

坪ごとに世話人を2人ずつつくって、その中で番回りで大世話人に

なって、大世話人になった人が1年間3つのお祭りを仕切ってやっ

てもらうということで、世話人さんがあとは協力して。お餅をついて、
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11 �下大羽｜聞き取り  池田貞夫さん・幸子さん  「仕掛けること、繋ぐこと」
中大羽  池田さん宅にて  2015/03/04

いいんじゃないか、打ち上げてみよう」ということで、それが最初

だった。とにかくお金がない、全部寄付でやるんで、ここは農家しか

ないから、毎年やるということは負担がね。何回かはやったんです

けど、ここ3年ぐらいやっていない。100万ぐらいかかる、商店街でも

あれば寄付も募れるんだけど、農家だけだと難しい。そういうこと

ばっかりだとだんだん負担になってきて、みんなから敬遠されちゃ

うから、立ち上げる人もなかなか大変になってきちゃう。

　山車みたいなものはない。八坂神社のお祭りには花飾りつくって、

軽トラで太鼓たたいて「今日はお祭りだよ」とこの地区を1時間ぐら

いかけて回って知らせる。昔みたいに今は来ないからね、そういう

集まりに。せいぜい来ても40人。

2. 仕掛けることの難しさ

　数十年前は盆踊りもやった、しばらくやらないでいて俺がときた

ま会長のときかな、「やるか」と言って3、4年やったかな。だんだん

参加人数が少なくなってやめちゃった。ことをやる、というのは大変

だよね、人集め。1年目とか2年目あたりは来るんだけど、あとはもう

ダメ。やると必ず「知らなかった」「言ってくれればやったのに」とか

いろんなことが出て、先立つ人が「もういいんじゃないか」と思うよ

うなこともね。「だったら気の合った人たちで何かやった方がいい

んじゃない」となっちゃう。なかなか上に先立ってやるということは

難しい。

　いろいろ仕掛けるんですよ。イルミネーション買って、ずっと「どこ

の家も少しずつやるべ」ということでやったんだけど、結局は俺んと

こだけで終わっちゃって。うちも「今年はやめようか」なんてやって

るうちに何年か経っちゃったんですけど、「今年は思い切って孫も

できたことだし」と納屋にしまっておいたイルミネーションで去年

やってみたんですよ、みんなに手伝ってもらって。けっこう見に来ま

すよね、ネットで流す人がいたので。あと「コスモスを休耕地でまい

てくれ」とやったけど誰もまいてくれない、結局は俺んとこの信号の

ところの田んぼだけで終わっちゃって。仕掛けるんだけど、ダメだな、

なかなか。

　「あの人は好きでやってるんだ」なんて言われちゃうとどうしても

尻込みしちゃう、何か仕掛けようと思うとね。無理にとか強制的と

か、そういうやり方は結局長続きしないし、有志を集めてやる以外

ないのかな。

　バイパス通りに桜の木を5本ぐらい植えた、そうしたらときたま気

に入らなかった人がいたんだと思うけど、土木事務所に行ったの

かな、真岡の土木が来て「許可なく植えるというのはいかがなもの

か、抜いてくれ」と言われて抜いたんですよ。土木も「来られたら

黙っているわけにはいかない」と、その立場も分かる、だから「こう

やって申請してくれ」とか言われればこちらもいいんだけど、写真

撮って「抜いてくれ」と言われたんで、いきなり。だから私も「じゃあ

抜きますよ」と抜いて、うちのコスモスを蒔く田んぼのへりに植え直

しちゃった。「ここはうちが管理しているんだ」と土木の人に言われ

たもんで「下大羽の人間が草刈ってるのに、あんたたち草刈ったの

見たことないよ」って言ってあげたんだけど。そこだって年に2回は

草刈ってるんだけど、要はあそこにずっと桜の木を植えて、下にコス

モスなり菜の花を蒔いて憩いの場所にしよう、と。目立つでしょ、向

こうからも見えるし。そういう仕掛けをしようかな、と思ったけど、ま

あ無断でやるというのはいけないことなんだけど、そうやってもいい

な、と考えて始まったのよ。そういうこと言われちゃったからまあい

いや、ということ。なかなかやろうと思うと縛りがあるからね、しょう

がないんだけど。ちゃんと許可もらってやればよかったんだけど。

だって土木も自然に生えたものは切れなんて言わないんだから、こ

れはおかしな話じゃないの、と言ったの。1本大きくなってあるんで

すよ、ヤマザクラが。それで私たちもいいのかな、と思ったら。

　この間もみんなで「土祭」があるから、という話になって、「上大

羽であれだけのことがやれたから、下大羽でも何かやれるといい

ね」って。みんなでいろんな話はするんだけど、なかなか具体化は

難しい。

3. 子どもたちのつながり

幸子さん| 私たちの子どもが小学生の頃、毎年1回は1泊で海に

40人ぐらいで行っていた。向こうで運動会みたく、砂浜で綱引きを

やったりリレーをやったりバレーボールをやったり。その子たちが

みんな今結婚して、結婚式のときに思い出に「そういうことがあった

」って披露宴で話してくれたり、「小学校の頃こんなふうで楽しかっ

た」っていうことで、私たちも結婚式に呼ばれて行くとそういうふう

なことが話題になったり、「楽しかったよね」なんて話してもらうと、

30近くなった子どもの中にもそういうことがちょっとでも残っている

のかな、と思うと「楽しかったことがあったな」って。子どもが3人い

る家は親子で5人になって、その子の学校の友達が何人か部活の

子を連れて来たり、自分のいとこも連れて来たり、そんなふうになっ

て40人ぐらいでバスを1台借りて行った。全く個人の仲間うちで、だ

から新町の子もいるし道祖土の子もいるし、それでもみんな一晩は

楽しく、朝から晩まで。育成会でディズニーランドに行ったり、そう

いうこともあったんですけどね、これだって参加者が少なくなっ

ちゃった。

　地区別のスポーツ大会も下大羽とか新町とかって自治会対抗

であったけど、今はもう全然つくれないからね、人数いなくて、そう

いうこともなくなっちゃった。何か復活させようと思っても子どもの

数が、野球だって9人つくるのがやっとこどころじゃない、ほんとに

つくれない。だから10月の地区ぐるみの体育祭、リレーの選手選ぶ

のなんてほんとに大変。団体でやるのはいいんだけど、リレーって

いうと一人になっちゃうからどうしても「責任重大だから」って、人

数もいないし。そういう面ではなかなか難しくなってきちゃうかな、

と思う。

貞夫さん| 縦のつながりがなくなってきたけど横のつながりもない

よね、今は。結局俺らがやってきても、子どもたちは自分らでそうい

うつながりができてこない。うちの子どもらも親を見て遊びなり何

なりやってきたんだから、自分らでも継承してやればいいんだけど

そういうのもないし、個人個人になっちゃってるよね、個人主義。何

人かは親同士がつながってるから、そこから入ってきたりなんかし

て子ども同士で遊んでるんだけど、大きく広がるというのはない。

4. 地域の組織のこと

　今ここの組織の中で4つがある、老人クラブ・ひばり会という婦

人部の集まり・心誠会・育成会。どれも人数が少なくなっている。

老人クラブなんか今年で解散しようかという話、年寄りは増えてく

のにね。老人クラブはほとんど女性で男が一人しかいない、それは

男の人は免許証持ってるでしょ、入るとアッシー君になってしまう、

そういうこともあって男性が入らない。心誠会も俺が会長のときは

25人ぐらいいた、倍に増やして。今は減っちゃって、なくなっちゃう

んじゃないかと言ってたんだけど何とかやっている。

　心誠会は昔からある。ここにコジマさんという町議がいた、その

人が若いときに五人会という集まりをつくって、その人たちが最初

立ち上げたみたい。もう40年ぐらいやってるんじゃないかな。それ

がずっと続いてて、俺が入ったときは12人ぐらいしかいなくて、奥さ

ん連中が「うちのお父さんも入れてくれ」といって倍に増やして、そ

のときに盆踊りやったりね。

　ここはどんど焼きというのがなくて、昔はあったんだけどしばらく

やらなくて、育成会と心誠会とどちらでやるか揉めててなかなかで

きなくて、「じゃあやるべ」といって俺が立ち上げて、次の年から育

成会に任せた。そうしたらここんところ5、6年育成会が少なくなっ

ちゃって「やれない」ということになっちゃって、ときたま俺が自治会

長やってたもんで「自治会からお金は出すから、人的にも手伝うか

らやってくれ」ということでやってもらった。だんだんそれも無理に

なって、今は自治会でやっている。なくしちゃうのもね、何か寂しい

でしょ。

　 (敬老会の写真を見ながら) 心誠会もこのとき音楽をかけたりク

イズをやったり、みんな参加してくれる。敬老会はけっこう一体に

なって、下大羽の行事で。それでもだんだんひばり会のグループは

頑張れるんだけど、心誠会がひばり会に押されて「もう俺らは嫌だ

よ」って。このときの料理も全部手づくりでふるまってやってるんで

すよね、去年は敬老会をやらずに引出物を引いて終わっちゃった

んですけど、それだとけっこうお金もかかるし、だったらこれでまた

やれれば。そうやって見てたら9月13日が「土祭」の始まりなんで

しょ、この間9月13日に敬老会をやろうと決めたみたい。

5. 地域での土祭企画

幸子さん| 私たち何人かで話し合ったんですけど、毎年どんど焼

きをやってるんですよ、その会場を利用できそうなんで、田んぼもあ

るし、その人の許可をもらわなきゃいけないけどイノシシが入っ

ちゃって田んぼつくってないから、そういうところを利用して「土祭」

の期間中だけでも自分たちにできるような料理みたいのをやって、

そして野焼き、そういうことがやれればね、毎晩じゃなくても土日ぐ

らいかけて1回か2回。そこにKINTAさんもいるし髙山さんもいるし、

そういう人たちのアイデアで野焼きとか、そういうことして期間中だ

けでもやれたらね、とみんなで話はしている。

貞夫さん| ブドウつくってたところがやめちゃって、きれいな空き地

になっちゃって、車も止められるし、ああいうところで何か仕掛けら

れれば、期間中だけでも参加できるといいね、とみんなで話してて。

野焼き、この辺に益子焼やってる人もいるからその人たちの手も

借りて。田んぼもあるし、煙出してもそんな迷惑になるようなもので

もないし、まちの中じゃないから。マイカップみたいなのつくって、一

晩でできちゃうみたいだから、星もきれいだし。だからブドウ園の

空き地にサーカステントみたいのを張って、この辺の農家の人がつ

くった食材とか何かで、そういうことができたらいいね、と話してる。

6. 組ごとの行事のこと

幸子さん| ここは住所が上大羽、自治会が下大羽。もとは自治会

が上大羽で育成会は下大羽、「そんじゃおかしかっぺ」といって。

だから中大羽と呼ばれていた、今も地区名としてある。今度の日曜

日、中大羽だけで毎年1回「じぞっこ」というのがある。お不動さん

があって、そこにお賽銭箱置いて子どもが生まれた人とか今度生

まれる人とかお祈りして、それからみんなで宴会をやる。上大羽は

入らない、下大羽の中に中大羽地区、20何軒ある。下大羽の方の

人から見ると「中大羽ってまとまってるね」って言われる。

　タカハシキヨミさんたちのあたりは下大羽でも地区的にいうと

「西の根」、クロゴレイコさんちのあたり、山楽 (さんらく、下大羽に

ある飲食店) のあたりまでを「堀の内」、もっとゴルフ場の方に行く

方の人、オオゼキタモツさんちの方を「宿 (しゅく) 」、私たちの地域

を「中大羽」といって、4地区でいろんなことやるとき、花壇の草取り

をやるときとか、この4つが分かれてこの月は西の根ね、次は堀の

内ね、と決められて。下大羽はそんなふうに4つで地域が分かれて

いる。

　西の根だけで忘年会やるときもあるし、堀の内だけで男の人が

やるやつ、「オヒマチ」を年2回。西の根では「イチマンドウ」、念仏を

やる。一人唱える人がいてやるみたいよ。屋根が雨漏っちゃったん

で念仏堂を直して、その人まだ60代だから、その人がやってくれる

みたいですよ、フジタのセッちゃん。うちの方は「じぞっこ」、3月の第

二日曜。掛軸とお賽銭箱が当番になった人は持ち回りで、年代物

の風呂敷包みを2年間預かって回す。今までは自宅でやってたんで

すけど、今はコミュニティセンターができたから、ああいうところで

みんなで飲食をして、2時間ぐらいだべる。そのときには私たちの年

代もいるし、もっと若い人も、各家庭夫婦で二人、一人になっ

ちゃった人は一人でもいいことになってて。宿にもある、薬師堂の

おまつり、今集まらなくなってる、当番になった人ぐらいしか。

　中大羽は全員集まるの。オニザキさんもみんなが集まって忘年

会やったときも子どもさん連れてくるし、余ったごちそうを「オニザ

キさん持ってく?」というと「もらって行こうかな、助かるから」なんて、

みんな気心知れてるから。昔みたくうるさく言わない、「どこの嫁さ

んがこんなの持ってった」とか今は全然ない。タムラさんとかウワノ

さんとか、全然この辺の人じゃないんだけど、ちゃんと密着してやっ

てくれてる。

貞夫さん| 自治会以外はほとんど夫婦二人だよ、俺らあたりの年

代は。みんな「来てね」と言えば二人で来てくれる。女の人が案外

細かく分かる、俺が自治会長のときはみんな出てもらったよ、全然

協力体制が違う、細かいから何でも気が付くし。女性もどんどん参

加してもらわないと。役員も「やんない」といった場合は別だけど、そ

れ以外はやってもらう、嫌がらないでやってくれるよ。

　お葬式のお手伝いに行って、「トコトリ」ってあるじゃないですか、

お棺を運ぶ。お父さんお母さんがいなくなっちゃって、娘さんが結

婚しないでいると、この地区に不幸があったときに、「こことここの4

軒がトコトリだよ」と言うと、女の人でもちゃんとやる。今の若い人

は「どうして女じゃダメなの」と言うから「別にいいんじゃないの」と

言うと「じゃあ私トコトリやります」と言って。だから「中大羽ってそ

んなことやるの」「うちの方はやるよ、女の人でも」。決めつけちゃ

うってのはダメなんだよな。

幸子さん| この辺で野火焼きなんていうと、クロゴのレイコちゃん

とこなんか旦那さんが出られないとレイコちゃんが来る、みんな草

刈り機持って来るから「私草刈り鎌ぐらいでいいのかな」「別にい

いんだよ、行けば」と言って。

7. 子どもの頃のどんど焼き

貞夫さん| 俺らの頃はどんど焼きはあったけど、今みたいなつくり

じゃない、うちのほうは小屋をつくった。篠でつくって、その後泊まる。

幸子さん| 実家の塙ではヤホヤっていって、どんど焼きの手前に

四角い藁でつくって、そこでいろんなもの食べて。

貞夫さん| 大人は全然関係ない、みんな子どもがつくって、夜は大

人が来てたけど。団子を焼いて食った、今みたく豚汁だの焼きそば

だの食えない。それが俺らのあとはなくなっちゃったな、そういうの

やる子どもが、危ないとかなんかあって。やったのは中学校までだ

と思う、大人がつくってくれるなんてことは絶対なかった。篠と竹で

つくる、昔はいくらでもあった、遠くまで行かなくたってすぐそばに

あった。

 

8. 若い世代に繋ぐこと

幸子さん| 私たちのひばり会というグループも私が一番年上、あと

入る人がいないから、今、育成会のお母さん方に呼びかけして、こ

こに入るんじゃなくて次のものをつくってもらえればいいかな、と

思っている。また次の形をつくってもらいたい、みんなにそう話して

いる。なかなかがっちりしたスクラム組んでるところに新しい人が

入ってくるのは難しいと思う、新しい母体をもう一つつくってもらっ

て、この人たちに私たちのやってたことを一つずつお願いしていけ

ばいいかな、とみんなで話している。

　幸いこの辺はうちの子たちみたく同じ敷地内に家を建てている

人がけっこういる、だから他の地域を思ったら案外少ない戸数だ

けどいるかなと思うの、若い人が。それでもやっぱり30代ぐらいの

人と生活してみると私たちとは違うようなことがね、向こうも思うか

もしれないけど、それは当然。ほど良い距離がいいですよね、私たち

も自由に遊びに行っちゃうし、一緒に食事しているわけじゃないか

ら食べるものも違うし、ほど良いときに孫を見に行って。



それをみんなでお参りしてから、夏でも11月でも必ずお雑煮にして

食べる。今までは世話人になった人がお餅をついていたが、とても

あんな大きなものお母さんではつくれないので、お菓子屋さんにお

願いしてつくっている。

　今までは盆踊りをやったり、花火大会をやったりね、毎年ではな

かったんですけどやってたが、なかなか資金的なことも大変でね。

手筒花火も一回やってもらった。けっこうメンバーがいるんだよ、

下大羽に。一回ね、打ち上げ花火のときに、手筒花火もやっても

らって、そういうこともしてたんですけど、なかなか続けるということ

がね。自分で努力することなら「継続は力なり」ってやれるんですけ

ど、全体でやることはなかなかね。

　心誠会という会がある、若い人の集まり。この辺の長男、家取り

が、当時で20人ぐらいいたかな、11月の祭りのときに「冬の花火も

　これまでに下大羽の若手男性の集まり「心誠会 (しんせいかい) 」

会長や自治会長を務めながら、様々な行事を仕掛けてきた元農協

職員の池田貞夫 (いけださだお) さんと、女性の集まり「ひばり会」

で活躍している妻の幸子 (さちこ) さんに、地域で取り組んでいるこ

とについて伺った。

1. 下大羽全体の行事のこと

貞夫さん| 7月に八坂神社の祇園祭、11月に高龗 (たかお) 神社の

祭りと愛宕神社の祭り。前は日にちが決まっていたが、勤め人が多

いので、直近の日曜日にやるようにした。下大羽全体のお祭りで、

坪ごとに世話人を2人ずつつくって、その中で番回りで大世話人に

なって、大世話人になった人が1年間3つのお祭りを仕切ってやっ

てもらうということで、世話人さんがあとは協力して。お餅をついて、

いいんじゃないか、打ち上げてみよう」ということで、それが最初

だった。とにかくお金がない、全部寄付でやるんで、ここは農家しか

ないから、毎年やるということは負担がね。何回かはやったんです

けど、ここ3年ぐらいやっていない。100万ぐらいかかる、商店街でも

あれば寄付も募れるんだけど、農家だけだと難しい。そういうこと

ばっかりだとだんだん負担になってきて、みんなから敬遠されちゃ

うから、立ち上げる人もなかなか大変になってきちゃう。

　山車みたいなものはない。八坂神社のお祭りには花飾りつくって、

軽トラで太鼓たたいて「今日はお祭りだよ」とこの地区を1時間ぐら

いかけて回って知らせる。昔みたいに今は来ないからね、そういう

集まりに。せいぜい来ても40人。

2. 仕掛けることの難しさ

　数十年前は盆踊りもやった、しばらくやらないでいて俺がときた

ま会長のときかな、「やるか」と言って3、4年やったかな。だんだん

参加人数が少なくなってやめちゃった。ことをやる、というのは大変

だよね、人集め。1年目とか2年目あたりは来るんだけど、あとはもう

ダメ。やると必ず「知らなかった」「言ってくれればやったのに」とか

いろんなことが出て、先立つ人が「もういいんじゃないか」と思うよ

うなこともね。「だったら気の合った人たちで何かやった方がいい

んじゃない」となっちゃう。なかなか上に先立ってやるということは

難しい。

　いろいろ仕掛けるんですよ。イルミネーション買って、ずっと「どこ

の家も少しずつやるべ」ということでやったんだけど、結局は俺んと

こだけで終わっちゃって。うちも「今年はやめようか」なんてやって

るうちに何年か経っちゃったんですけど、「今年は思い切って孫も

できたことだし」と納屋にしまっておいたイルミネーションで去年

やってみたんですよ、みんなに手伝ってもらって。けっこう見に来ま

すよね、ネットで流す人がいたので。あと「コスモスを休耕地でまい

てくれ」とやったけど誰もまいてくれない、結局は俺んとこの信号の

ところの田んぼだけで終わっちゃって。仕掛けるんだけど、ダメだな、

なかなか。

　「あの人は好きでやってるんだ」なんて言われちゃうとどうしても

尻込みしちゃう、何か仕掛けようと思うとね。無理にとか強制的と

か、そういうやり方は結局長続きしないし、有志を集めてやる以外

ないのかな。

　バイパス通りに桜の木を5本ぐらい植えた、そうしたらときたま気

に入らなかった人がいたんだと思うけど、土木事務所に行ったの

かな、真岡の土木が来て「許可なく植えるというのはいかがなもの

か、抜いてくれ」と言われて抜いたんですよ。土木も「来られたら

黙っているわけにはいかない」と、その立場も分かる、だから「こう

やって申請してくれ」とか言われればこちらもいいんだけど、写真

撮って「抜いてくれ」と言われたんで、いきなり。だから私も「じゃあ

抜きますよ」と抜いて、うちのコスモスを蒔く田んぼのへりに植え直

しちゃった。「ここはうちが管理しているんだ」と土木の人に言われ

たもんで「下大羽の人間が草刈ってるのに、あんたたち草刈ったの

見たことないよ」って言ってあげたんだけど。そこだって年に2回は

草刈ってるんだけど、要はあそこにずっと桜の木を植えて、下にコス

モスなり菜の花を蒔いて憩いの場所にしよう、と。目立つでしょ、向

こうからも見えるし。そういう仕掛けをしようかな、と思ったけど、ま

あ無断でやるというのはいけないことなんだけど、そうやってもいい

な、と考えて始まったのよ。そういうこと言われちゃったからまあい

いや、ということ。なかなかやろうと思うと縛りがあるからね、しょう

がないんだけど。ちゃんと許可もらってやればよかったんだけど。

だって土木も自然に生えたものは切れなんて言わないんだから、こ

れはおかしな話じゃないの、と言ったの。1本大きくなってあるんで

すよ、ヤマザクラが。それで私たちもいいのかな、と思ったら。

　この間もみんなで「土祭」があるから、という話になって、「上大

羽であれだけのことがやれたから、下大羽でも何かやれるといい

ね」って。みんなでいろんな話はするんだけど、なかなか具体化は

難しい。

3. 子どもたちのつながり

幸子さん| 私たちの子どもが小学生の頃、毎年1回は1泊で海に

40人ぐらいで行っていた。向こうで運動会みたく、砂浜で綱引きを

やったりリレーをやったりバレーボールをやったり。その子たちが

みんな今結婚して、結婚式のときに思い出に「そういうことがあった

」って披露宴で話してくれたり、「小学校の頃こんなふうで楽しかっ

た」っていうことで、私たちも結婚式に呼ばれて行くとそういうふう

なことが話題になったり、「楽しかったよね」なんて話してもらうと、

30近くなった子どもの中にもそういうことがちょっとでも残っている

のかな、と思うと「楽しかったことがあったな」って。子どもが3人い

る家は親子で5人になって、その子の学校の友達が何人か部活の

子を連れて来たり、自分のいとこも連れて来たり、そんなふうになっ

て40人ぐらいでバスを1台借りて行った。全く個人の仲間うちで、だ

から新町の子もいるし道祖土の子もいるし、それでもみんな一晩は

楽しく、朝から晩まで。育成会でディズニーランドに行ったり、そう

いうこともあったんですけどね、これだって参加者が少なくなっ

ちゃった。

　地区別のスポーツ大会も下大羽とか新町とかって自治会対抗

であったけど、今はもう全然つくれないからね、人数いなくて、そう

いうこともなくなっちゃった。何か復活させようと思っても子どもの

数が、野球だって9人つくるのがやっとこどころじゃない、ほんとに

つくれない。だから10月の地区ぐるみの体育祭、リレーの選手選ぶ

のなんてほんとに大変。団体でやるのはいいんだけど、リレーって

いうと一人になっちゃうからどうしても「責任重大だから」って、人

数もいないし。そういう面ではなかなか難しくなってきちゃうかな、

と思う。

貞夫さん| 縦のつながりがなくなってきたけど横のつながりもない

よね、今は。結局俺らがやってきても、子どもたちは自分らでそうい

うつながりができてこない。うちの子どもらも親を見て遊びなり何

なりやってきたんだから、自分らでも継承してやればいいんだけど

そういうのもないし、個人個人になっちゃってるよね、個人主義。何

人かは親同士がつながってるから、そこから入ってきたりなんかし

て子ども同士で遊んでるんだけど、大きく広がるというのはない。

4. 地域の組織のこと

　今ここの組織の中で4つがある、老人クラブ・ひばり会という婦

人部の集まり・心誠会・育成会。どれも人数が少なくなっている。

老人クラブなんか今年で解散しようかという話、年寄りは増えてく

のにね。老人クラブはほとんど女性で男が一人しかいない、それは

男の人は免許証持ってるでしょ、入るとアッシー君になってしまう、

そういうこともあって男性が入らない。心誠会も俺が会長のときは

25人ぐらいいた、倍に増やして。今は減っちゃって、なくなっちゃう

んじゃないかと言ってたんだけど何とかやっている。

　心誠会は昔からある。ここにコジマさんという町議がいた、その

人が若いときに五人会という集まりをつくって、その人たちが最初

立ち上げたみたい。もう40年ぐらいやってるんじゃないかな。それ

がずっと続いてて、俺が入ったときは12人ぐらいしかいなくて、奥さ

ん連中が「うちのお父さんも入れてくれ」といって倍に増やして、そ

のときに盆踊りやったりね。

　ここはどんど焼きというのがなくて、昔はあったんだけどしばらく

やらなくて、育成会と心誠会とどちらでやるか揉めててなかなかで

きなくて、「じゃあやるべ」といって俺が立ち上げて、次の年から育

成会に任せた。そうしたらここんところ5、6年育成会が少なくなっ

ちゃって「やれない」ということになっちゃって、ときたま俺が自治会

長やってたもんで「自治会からお金は出すから、人的にも手伝うか

らやってくれ」ということでやってもらった。だんだんそれも無理に

なって、今は自治会でやっている。なくしちゃうのもね、何か寂しい

でしょ。

　 (敬老会の写真を見ながら) 心誠会もこのとき音楽をかけたりク

イズをやったり、みんな参加してくれる。敬老会はけっこう一体に

なって、下大羽の行事で。それでもだんだんひばり会のグループは

頑張れるんだけど、心誠会がひばり会に押されて「もう俺らは嫌だ

よ」って。このときの料理も全部手づくりでふるまってやってるんで

すよね、去年は敬老会をやらずに引出物を引いて終わっちゃった

んですけど、それだとけっこうお金もかかるし、だったらこれでまた

やれれば。そうやって見てたら9月13日が「土祭」の始まりなんで

しょ、この間9月13日に敬老会をやろうと決めたみたい。

5. 地域での土祭企画

幸子さん| 私たち何人かで話し合ったんですけど、毎年どんど焼

きをやってるんですよ、その会場を利用できそうなんで、田んぼもあ

るし、その人の許可をもらわなきゃいけないけどイノシシが入っ

ちゃって田んぼつくってないから、そういうところを利用して「土祭」

の期間中だけでも自分たちにできるような料理みたいのをやって、

そして野焼き、そういうことがやれればね、毎晩じゃなくても土日ぐ

らいかけて1回か2回。そこにKINTAさんもいるし髙山さんもいるし、

そういう人たちのアイデアで野焼きとか、そういうことして期間中だ

けでもやれたらね、とみんなで話はしている。

貞夫さん| ブドウつくってたところがやめちゃって、きれいな空き地

になっちゃって、車も止められるし、ああいうところで何か仕掛けら

れれば、期間中だけでも参加できるといいね、とみんなで話してて。

野焼き、この辺に益子焼やってる人もいるからその人たちの手も

借りて。田んぼもあるし、煙出してもそんな迷惑になるようなもので

もないし、まちの中じゃないから。マイカップみたいなのつくって、一

晩でできちゃうみたいだから、星もきれいだし。だからブドウ園の

空き地にサーカステントみたいのを張って、この辺の農家の人がつ

くった食材とか何かで、そういうことができたらいいね、と話してる。

6. 組ごとの行事のこと

幸子さん| ここは住所が上大羽、自治会が下大羽。もとは自治会

が上大羽で育成会は下大羽、「そんじゃおかしかっぺ」といって。

だから中大羽と呼ばれていた、今も地区名としてある。今度の日曜

日、中大羽だけで毎年1回「じぞっこ」というのがある。お不動さん

があって、そこにお賽銭箱置いて子どもが生まれた人とか今度生

まれる人とかお祈りして、それからみんなで宴会をやる。上大羽は

入らない、下大羽の中に中大羽地区、20何軒ある。下大羽の方の

人から見ると「中大羽ってまとまってるね」って言われる。

　タカハシキヨミさんたちのあたりは下大羽でも地区的にいうと

「西の根」、クロゴレイコさんちのあたり、山楽 (さんらく、下大羽に

ある飲食店) のあたりまでを「堀の内」、もっとゴルフ場の方に行く

方の人、オオゼキタモツさんちの方を「宿 (しゅく) 」、私たちの地域

を「中大羽」といって、4地区でいろんなことやるとき、花壇の草取り

をやるときとか、この4つが分かれてこの月は西の根ね、次は堀の

内ね、と決められて。下大羽はそんなふうに4つで地域が分かれて

いる。

　西の根だけで忘年会やるときもあるし、堀の内だけで男の人が

やるやつ、「オヒマチ」を年2回。西の根では「イチマンドウ」、念仏を

やる。一人唱える人がいてやるみたいよ。屋根が雨漏っちゃったん

で念仏堂を直して、その人まだ60代だから、その人がやってくれる

みたいですよ、フジタのセッちゃん。うちの方は「じぞっこ」、3月の第

二日曜。掛軸とお賽銭箱が当番になった人は持ち回りで、年代物

の風呂敷包みを2年間預かって回す。今までは自宅でやってたんで

すけど、今はコミュニティセンターができたから、ああいうところで

みんなで飲食をして、2時間ぐらいだべる。そのときには私たちの年

代もいるし、もっと若い人も、各家庭夫婦で二人、一人になっ

ちゃった人は一人でもいいことになってて。宿にもある、薬師堂の

おまつり、今集まらなくなってる、当番になった人ぐらいしか。

　中大羽は全員集まるの。オニザキさんもみんなが集まって忘年

会やったときも子どもさん連れてくるし、余ったごちそうを「オニザ

キさん持ってく?」というと「もらって行こうかな、助かるから」なんて、

みんな気心知れてるから。昔みたくうるさく言わない、「どこの嫁さ

んがこんなの持ってった」とか今は全然ない。タムラさんとかウワノ

さんとか、全然この辺の人じゃないんだけど、ちゃんと密着してやっ

てくれてる。

貞夫さん| 自治会以外はほとんど夫婦二人だよ、俺らあたりの年

代は。みんな「来てね」と言えば二人で来てくれる。女の人が案外

細かく分かる、俺が自治会長のときはみんな出てもらったよ、全然

協力体制が違う、細かいから何でも気が付くし。女性もどんどん参

加してもらわないと。役員も「やんない」といった場合は別だけど、そ

れ以外はやってもらう、嫌がらないでやってくれるよ。

　お葬式のお手伝いに行って、「トコトリ」ってあるじゃないですか、

お棺を運ぶ。お父さんお母さんがいなくなっちゃって、娘さんが結

婚しないでいると、この地区に不幸があったときに、「こことここの4

軒がトコトリだよ」と言うと、女の人でもちゃんとやる。今の若い人

は「どうして女じゃダメなの」と言うから「別にいいんじゃないの」と

言うと「じゃあ私トコトリやります」と言って。だから「中大羽ってそ

んなことやるの」「うちの方はやるよ、女の人でも」。決めつけちゃ

うってのはダメなんだよな。

幸子さん| この辺で野火焼きなんていうと、クロゴのレイコちゃん

とこなんか旦那さんが出られないとレイコちゃんが来る、みんな草

刈り機持って来るから「私草刈り鎌ぐらいでいいのかな」「別にい

いんだよ、行けば」と言って。

7. 子どもの頃のどんど焼き

貞夫さん| 俺らの頃はどんど焼きはあったけど、今みたいなつくり

じゃない、うちのほうは小屋をつくった。篠でつくって、その後泊まる。

幸子さん| 実家の塙ではヤホヤっていって、どんど焼きの手前に

四角い藁でつくって、そこでいろんなもの食べて。

貞夫さん| 大人は全然関係ない、みんな子どもがつくって、夜は大

人が来てたけど。団子を焼いて食った、今みたく豚汁だの焼きそば

だの食えない。それが俺らのあとはなくなっちゃったな、そういうの

やる子どもが、危ないとかなんかあって。やったのは中学校までだ

と思う、大人がつくってくれるなんてことは絶対なかった。篠と竹で

つくる、昔はいくらでもあった、遠くまで行かなくたってすぐそばに

あった。

 

8. 若い世代に繋ぐこと

幸子さん| 私たちのひばり会というグループも私が一番年上、あと

入る人がいないから、今、育成会のお母さん方に呼びかけして、こ

こに入るんじゃなくて次のものをつくってもらえればいいかな、と

思っている。また次の形をつくってもらいたい、みんなにそう話して

いる。なかなかがっちりしたスクラム組んでるところに新しい人が

入ってくるのは難しいと思う、新しい母体をもう一つつくってもらっ

て、この人たちに私たちのやってたことを一つずつお願いしていけ

ばいいかな、とみんなで話している。

　幸いこの辺はうちの子たちみたく同じ敷地内に家を建てている

人がけっこういる、だから他の地域を思ったら案外少ない戸数だ

けどいるかなと思うの、若い人が。それでもやっぱり30代ぐらいの

人と生活してみると私たちとは違うようなことがね、向こうも思うか

もしれないけど、それは当然。ほど良い距離がいいですよね、私たち

も自由に遊びに行っちゃうし、一緒に食事しているわけじゃないか

ら食べるものも違うし、ほど良いときに孫を見に行って。
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それをみんなでお参りしてから、夏でも11月でも必ずお雑煮にして

食べる。今までは世話人になった人がお餅をついていたが、とても

あんな大きなものお母さんではつくれないので、お菓子屋さんにお

願いしてつくっている。

　今までは盆踊りをやったり、花火大会をやったりね、毎年ではな

かったんですけどやってたが、なかなか資金的なことも大変でね。

手筒花火も一回やってもらった。けっこうメンバーがいるんだよ、

下大羽に。一回ね、打ち上げ花火のときに、手筒花火もやっても

らって、そういうこともしてたんですけど、なかなか続けるということ

がね。自分で努力することなら「継続は力なり」ってやれるんですけ

ど、全体でやることはなかなかね。

　心誠会という会がある、若い人の集まり。この辺の長男、家取り

が、当時で20人ぐらいいたかな、11月の祭りのときに「冬の花火も

　これまでに下大羽の若手男性の集まり「心誠会 (しんせいかい) 」

会長や自治会長を務めながら、様々な行事を仕掛けてきた元農協

職員の池田貞夫 (いけださだお) さんと、女性の集まり「ひばり会」

で活躍している妻の幸子 (さちこ) さんに、地域で取り組んでいるこ

とについて伺った。

1. 下大羽全体の行事のこと

貞夫さん| 7月に八坂神社の祇園祭、11月に高龗 (たかお) 神社の

祭りと愛宕神社の祭り。前は日にちが決まっていたが、勤め人が多

いので、直近の日曜日にやるようにした。下大羽全体のお祭りで、

坪ごとに世話人を2人ずつつくって、その中で番回りで大世話人に

なって、大世話人になった人が1年間3つのお祭りを仕切ってやっ

てもらうということで、世話人さんがあとは協力して。お餅をついて、

いいんじゃないか、打ち上げてみよう」ということで、それが最初

だった。とにかくお金がない、全部寄付でやるんで、ここは農家しか

ないから、毎年やるということは負担がね。何回かはやったんです

けど、ここ3年ぐらいやっていない。100万ぐらいかかる、商店街でも

あれば寄付も募れるんだけど、農家だけだと難しい。そういうこと

ばっかりだとだんだん負担になってきて、みんなから敬遠されちゃ

うから、立ち上げる人もなかなか大変になってきちゃう。

　山車みたいなものはない。八坂神社のお祭りには花飾りつくって、

軽トラで太鼓たたいて「今日はお祭りだよ」とこの地区を1時間ぐら

いかけて回って知らせる。昔みたいに今は来ないからね、そういう

集まりに。せいぜい来ても40人。

2. 仕掛けることの難しさ

　数十年前は盆踊りもやった、しばらくやらないでいて俺がときた

ま会長のときかな、「やるか」と言って3、4年やったかな。だんだん

参加人数が少なくなってやめちゃった。ことをやる、というのは大変

だよね、人集め。1年目とか2年目あたりは来るんだけど、あとはもう

ダメ。やると必ず「知らなかった」「言ってくれればやったのに」とか

いろんなことが出て、先立つ人が「もういいんじゃないか」と思うよ

うなこともね。「だったら気の合った人たちで何かやった方がいい

んじゃない」となっちゃう。なかなか上に先立ってやるということは

難しい。

　いろいろ仕掛けるんですよ。イルミネーション買って、ずっと「どこ

の家も少しずつやるべ」ということでやったんだけど、結局は俺んと

こだけで終わっちゃって。うちも「今年はやめようか」なんてやって

るうちに何年か経っちゃったんですけど、「今年は思い切って孫も

できたことだし」と納屋にしまっておいたイルミネーションで去年

やってみたんですよ、みんなに手伝ってもらって。けっこう見に来ま

すよね、ネットで流す人がいたので。あと「コスモスを休耕地でまい

てくれ」とやったけど誰もまいてくれない、結局は俺んとこの信号の

ところの田んぼだけで終わっちゃって。仕掛けるんだけど、ダメだな、

なかなか。

　「あの人は好きでやってるんだ」なんて言われちゃうとどうしても

尻込みしちゃう、何か仕掛けようと思うとね。無理にとか強制的と

か、そういうやり方は結局長続きしないし、有志を集めてやる以外

ないのかな。

　バイパス通りに桜の木を5本ぐらい植えた、そうしたらときたま気

に入らなかった人がいたんだと思うけど、土木事務所に行ったの

かな、真岡の土木が来て「許可なく植えるというのはいかがなもの

か、抜いてくれ」と言われて抜いたんですよ。土木も「来られたら

黙っているわけにはいかない」と、その立場も分かる、だから「こう

やって申請してくれ」とか言われればこちらもいいんだけど、写真

撮って「抜いてくれ」と言われたんで、いきなり。だから私も「じゃあ

抜きますよ」と抜いて、うちのコスモスを蒔く田んぼのへりに植え直

しちゃった。「ここはうちが管理しているんだ」と土木の人に言われ

たもんで「下大羽の人間が草刈ってるのに、あんたたち草刈ったの

見たことないよ」って言ってあげたんだけど。そこだって年に2回は

草刈ってるんだけど、要はあそこにずっと桜の木を植えて、下にコス

モスなり菜の花を蒔いて憩いの場所にしよう、と。目立つでしょ、向

こうからも見えるし。そういう仕掛けをしようかな、と思ったけど、ま

あ無断でやるというのはいけないことなんだけど、そうやってもいい

な、と考えて始まったのよ。そういうこと言われちゃったからまあい

いや、ということ。なかなかやろうと思うと縛りがあるからね、しょう

がないんだけど。ちゃんと許可もらってやればよかったんだけど。

だって土木も自然に生えたものは切れなんて言わないんだから、こ

れはおかしな話じゃないの、と言ったの。1本大きくなってあるんで

すよ、ヤマザクラが。それで私たちもいいのかな、と思ったら。

　この間もみんなで「土祭」があるから、という話になって、「上大

羽であれだけのことがやれたから、下大羽でも何かやれるといい

ね」って。みんなでいろんな話はするんだけど、なかなか具体化は

難しい。

3. 子どもたちのつながり

幸子さん| 私たちの子どもが小学生の頃、毎年1回は1泊で海に

40人ぐらいで行っていた。向こうで運動会みたく、砂浜で綱引きを

やったりリレーをやったりバレーボールをやったり。その子たちが

みんな今結婚して、結婚式のときに思い出に「そういうことがあった

」って披露宴で話してくれたり、「小学校の頃こんなふうで楽しかっ

た」っていうことで、私たちも結婚式に呼ばれて行くとそういうふう

なことが話題になったり、「楽しかったよね」なんて話してもらうと、

30近くなった子どもの中にもそういうことがちょっとでも残っている

のかな、と思うと「楽しかったことがあったな」って。子どもが3人い

る家は親子で5人になって、その子の学校の友達が何人か部活の

子を連れて来たり、自分のいとこも連れて来たり、そんなふうになっ

て40人ぐらいでバスを1台借りて行った。全く個人の仲間うちで、だ

から新町の子もいるし道祖土の子もいるし、それでもみんな一晩は

楽しく、朝から晩まで。育成会でディズニーランドに行ったり、そう

いうこともあったんですけどね、これだって参加者が少なくなっ

ちゃった。

　地区別のスポーツ大会も下大羽とか新町とかって自治会対抗

であったけど、今はもう全然つくれないからね、人数いなくて、そう

いうこともなくなっちゃった。何か復活させようと思っても子どもの

数が、野球だって9人つくるのがやっとこどころじゃない、ほんとに

つくれない。だから10月の地区ぐるみの体育祭、リレーの選手選ぶ

のなんてほんとに大変。団体でやるのはいいんだけど、リレーって

いうと一人になっちゃうからどうしても「責任重大だから」って、人

数もいないし。そういう面ではなかなか難しくなってきちゃうかな、

と思う。

貞夫さん| 縦のつながりがなくなってきたけど横のつながりもない

よね、今は。結局俺らがやってきても、子どもたちは自分らでそうい

うつながりができてこない。うちの子どもらも親を見て遊びなり何

なりやってきたんだから、自分らでも継承してやればいいんだけど

そういうのもないし、個人個人になっちゃってるよね、個人主義。何

人かは親同士がつながってるから、そこから入ってきたりなんかし

て子ども同士で遊んでるんだけど、大きく広がるというのはない。

4. 地域の組織のこと

　今ここの組織の中で4つがある、老人クラブ・ひばり会という婦

人部の集まり・心誠会・育成会。どれも人数が少なくなっている。

老人クラブなんか今年で解散しようかという話、年寄りは増えてく

のにね。老人クラブはほとんど女性で男が一人しかいない、それは

男の人は免許証持ってるでしょ、入るとアッシー君になってしまう、

そういうこともあって男性が入らない。心誠会も俺が会長のときは

25人ぐらいいた、倍に増やして。今は減っちゃって、なくなっちゃう

んじゃないかと言ってたんだけど何とかやっている。

　心誠会は昔からある。ここにコジマさんという町議がいた、その

人が若いときに五人会という集まりをつくって、その人たちが最初

立ち上げたみたい。もう40年ぐらいやってるんじゃないかな。それ

がずっと続いてて、俺が入ったときは12人ぐらいしかいなくて、奥さ

ん連中が「うちのお父さんも入れてくれ」といって倍に増やして、そ

のときに盆踊りやったりね。

　ここはどんど焼きというのがなくて、昔はあったんだけどしばらく

やらなくて、育成会と心誠会とどちらでやるか揉めててなかなかで

きなくて、「じゃあやるべ」といって俺が立ち上げて、次の年から育

成会に任せた。そうしたらここんところ5、6年育成会が少なくなっ

ちゃって「やれない」ということになっちゃって、ときたま俺が自治会

長やってたもんで「自治会からお金は出すから、人的にも手伝うか

らやってくれ」ということでやってもらった。だんだんそれも無理に

なって、今は自治会でやっている。なくしちゃうのもね、何か寂しい

でしょ。

　 (敬老会の写真を見ながら) 心誠会もこのとき音楽をかけたりク

イズをやったり、みんな参加してくれる。敬老会はけっこう一体に

なって、下大羽の行事で。それでもだんだんひばり会のグループは

頑張れるんだけど、心誠会がひばり会に押されて「もう俺らは嫌だ

よ」って。このときの料理も全部手づくりでふるまってやってるんで

すよね、去年は敬老会をやらずに引出物を引いて終わっちゃった

んですけど、それだとけっこうお金もかかるし、だったらこれでまた

やれれば。そうやって見てたら9月13日が「土祭」の始まりなんで

しょ、この間9月13日に敬老会をやろうと決めたみたい。

5. 地域での土祭企画

幸子さん| 私たち何人かで話し合ったんですけど、毎年どんど焼

きをやってるんですよ、その会場を利用できそうなんで、田んぼもあ

るし、その人の許可をもらわなきゃいけないけどイノシシが入っ

ちゃって田んぼつくってないから、そういうところを利用して「土祭」

の期間中だけでも自分たちにできるような料理みたいのをやって、

そして野焼き、そういうことがやれればね、毎晩じゃなくても土日ぐ

らいかけて1回か2回。そこにKINTAさんもいるし髙山さんもいるし、

そういう人たちのアイデアで野焼きとか、そういうことして期間中だ

けでもやれたらね、とみんなで話はしている。

貞夫さん| ブドウつくってたところがやめちゃって、きれいな空き地

になっちゃって、車も止められるし、ああいうところで何か仕掛けら

れれば、期間中だけでも参加できるといいね、とみんなで話してて。

野焼き、この辺に益子焼やってる人もいるからその人たちの手も

借りて。田んぼもあるし、煙出してもそんな迷惑になるようなもので

もないし、まちの中じゃないから。マイカップみたいなのつくって、一

晩でできちゃうみたいだから、星もきれいだし。だからブドウ園の

空き地にサーカステントみたいのを張って、この辺の農家の人がつ

くった食材とか何かで、そういうことができたらいいね、と話してる。

6. 組ごとの行事のこと

幸子さん| ここは住所が上大羽、自治会が下大羽。もとは自治会

が上大羽で育成会は下大羽、「そんじゃおかしかっぺ」といって。

だから中大羽と呼ばれていた、今も地区名としてある。今度の日曜

日、中大羽だけで毎年1回「じぞっこ」というのがある。お不動さん

があって、そこにお賽銭箱置いて子どもが生まれた人とか今度生

まれる人とかお祈りして、それからみんなで宴会をやる。上大羽は

入らない、下大羽の中に中大羽地区、20何軒ある。下大羽の方の

人から見ると「中大羽ってまとまってるね」って言われる。

　タカハシキヨミさんたちのあたりは下大羽でも地区的にいうと

「西の根」、クロゴレイコさんちのあたり、山楽 (さんらく、下大羽に

ある飲食店) のあたりまでを「堀の内」、もっとゴルフ場の方に行く

方の人、オオゼキタモツさんちの方を「宿 (しゅく) 」、私たちの地域

を「中大羽」といって、4地区でいろんなことやるとき、花壇の草取り

をやるときとか、この4つが分かれてこの月は西の根ね、次は堀の

内ね、と決められて。下大羽はそんなふうに4つで地域が分かれて

いる。

　西の根だけで忘年会やるときもあるし、堀の内だけで男の人が

やるやつ、「オヒマチ」を年2回。西の根では「イチマンドウ」、念仏を

やる。一人唱える人がいてやるみたいよ。屋根が雨漏っちゃったん

で念仏堂を直して、その人まだ60代だから、その人がやってくれる

みたいですよ、フジタのセッちゃん。うちの方は「じぞっこ」、3月の第

二日曜。掛軸とお賽銭箱が当番になった人は持ち回りで、年代物

の風呂敷包みを2年間預かって回す。今までは自宅でやってたんで

すけど、今はコミュニティセンターができたから、ああいうところで

みんなで飲食をして、2時間ぐらいだべる。そのときには私たちの年

代もいるし、もっと若い人も、各家庭夫婦で二人、一人になっ

ちゃった人は一人でもいいことになってて。宿にもある、薬師堂の

おまつり、今集まらなくなってる、当番になった人ぐらいしか。

　中大羽は全員集まるの。オニザキさんもみんなが集まって忘年

会やったときも子どもさん連れてくるし、余ったごちそうを「オニザ

キさん持ってく?」というと「もらって行こうかな、助かるから」なんて、

みんな気心知れてるから。昔みたくうるさく言わない、「どこの嫁さ

んがこんなの持ってった」とか今は全然ない。タムラさんとかウワノ

さんとか、全然この辺の人じゃないんだけど、ちゃんと密着してやっ

てくれてる。

貞夫さん| 自治会以外はほとんど夫婦二人だよ、俺らあたりの年

代は。みんな「来てね」と言えば二人で来てくれる。女の人が案外

細かく分かる、俺が自治会長のときはみんな出てもらったよ、全然

協力体制が違う、細かいから何でも気が付くし。女性もどんどん参

加してもらわないと。役員も「やんない」といった場合は別だけど、そ

れ以外はやってもらう、嫌がらないでやってくれるよ。

　お葬式のお手伝いに行って、「トコトリ」ってあるじゃないですか、

お棺を運ぶ。お父さんお母さんがいなくなっちゃって、娘さんが結

婚しないでいると、この地区に不幸があったときに、「こことここの4

軒がトコトリだよ」と言うと、女の人でもちゃんとやる。今の若い人

は「どうして女じゃダメなの」と言うから「別にいいんじゃないの」と

言うと「じゃあ私トコトリやります」と言って。だから「中大羽ってそ

んなことやるの」「うちの方はやるよ、女の人でも」。決めつけちゃ

うってのはダメなんだよな。

幸子さん| この辺で野火焼きなんていうと、クロゴのレイコちゃん

とこなんか旦那さんが出られないとレイコちゃんが来る、みんな草

刈り機持って来るから「私草刈り鎌ぐらいでいいのかな」「別にい

いんだよ、行けば」と言って。

7. 子どもの頃のどんど焼き

貞夫さん| 俺らの頃はどんど焼きはあったけど、今みたいなつくり

じゃない、うちのほうは小屋をつくった。篠でつくって、その後泊まる。

幸子さん| 実家の塙ではヤホヤっていって、どんど焼きの手前に

四角い藁でつくって、そこでいろんなもの食べて。

貞夫さん| 大人は全然関係ない、みんな子どもがつくって、夜は大

人が来てたけど。団子を焼いて食った、今みたく豚汁だの焼きそば

だの食えない。それが俺らのあとはなくなっちゃったな、そういうの

やる子どもが、危ないとかなんかあって。やったのは中学校までだ

と思う、大人がつくってくれるなんてことは絶対なかった。篠と竹で

つくる、昔はいくらでもあった、遠くまで行かなくたってすぐそばに

あった。

 

8. 若い世代に繋ぐこと

幸子さん| 私たちのひばり会というグループも私が一番年上、あと

入る人がいないから、今、育成会のお母さん方に呼びかけして、こ

こに入るんじゃなくて次のものをつくってもらえればいいかな、と

思っている。また次の形をつくってもらいたい、みんなにそう話して

いる。なかなかがっちりしたスクラム組んでるところに新しい人が

入ってくるのは難しいと思う、新しい母体をもう一つつくってもらっ

て、この人たちに私たちのやってたことを一つずつお願いしていけ

ばいいかな、とみんなで話している。

　幸いこの辺はうちの子たちみたく同じ敷地内に家を建てている

人がけっこういる、だから他の地域を思ったら案外少ない戸数だ

けどいるかなと思うの、若い人が。それでもやっぱり30代ぐらいの

人と生活してみると私たちとは違うようなことがね、向こうも思うか

もしれないけど、それは当然。ほど良い距離がいいですよね、私たち

も自由に遊びに行っちゃうし、一緒に食事しているわけじゃないか

ら食べるものも違うし、ほど良いときに孫を見に行って。
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それをみんなでお参りしてから、夏でも11月でも必ずお雑煮にして

食べる。今までは世話人になった人がお餅をついていたが、とても

あんな大きなものお母さんではつくれないので、お菓子屋さんにお

願いしてつくっている。

　今までは盆踊りをやったり、花火大会をやったりね、毎年ではな

かったんですけどやってたが、なかなか資金的なことも大変でね。

手筒花火も一回やってもらった。けっこうメンバーがいるんだよ、

下大羽に。一回ね、打ち上げ花火のときに、手筒花火もやっても

らって、そういうこともしてたんですけど、なかなか続けるということ

がね。自分で努力することなら「継続は力なり」ってやれるんですけ

ど、全体でやることはなかなかね。

　心誠会という会がある、若い人の集まり。この辺の長男、家取り

が、当時で20人ぐらいいたかな、11月の祭りのときに「冬の花火も

　これまでに下大羽の若手男性の集まり「心誠会 (しんせいかい) 」

会長や自治会長を務めながら、様々な行事を仕掛けてきた元農協

職員の池田貞夫 (いけださだお) さんと、女性の集まり「ひばり会」

で活躍している妻の幸子 (さちこ) さんに、地域で取り組んでいるこ

とについて伺った。

1. 下大羽全体の行事のこと

貞夫さん| 7月に八坂神社の祇園祭、11月に高龗 (たかお) 神社の

祭りと愛宕神社の祭り。前は日にちが決まっていたが、勤め人が多

いので、直近の日曜日にやるようにした。下大羽全体のお祭りで、

坪ごとに世話人を2人ずつつくって、その中で番回りで大世話人に

なって、大世話人になった人が1年間3つのお祭りを仕切ってやっ

てもらうということで、世話人さんがあとは協力して。お餅をついて、

いいんじゃないか、打ち上げてみよう」ということで、それが最初

だった。とにかくお金がない、全部寄付でやるんで、ここは農家しか

ないから、毎年やるということは負担がね。何回かはやったんです

けど、ここ3年ぐらいやっていない。100万ぐらいかかる、商店街でも

あれば寄付も募れるんだけど、農家だけだと難しい。そういうこと

ばっかりだとだんだん負担になってきて、みんなから敬遠されちゃ

うから、立ち上げる人もなかなか大変になってきちゃう。

　山車みたいなものはない。八坂神社のお祭りには花飾りつくって、

軽トラで太鼓たたいて「今日はお祭りだよ」とこの地区を1時間ぐら

いかけて回って知らせる。昔みたいに今は来ないからね、そういう

集まりに。せいぜい来ても40人。

2. 仕掛けることの難しさ

　数十年前は盆踊りもやった、しばらくやらないでいて俺がときた

ま会長のときかな、「やるか」と言って3、4年やったかな。だんだん

参加人数が少なくなってやめちゃった。ことをやる、というのは大変

だよね、人集め。1年目とか2年目あたりは来るんだけど、あとはもう

ダメ。やると必ず「知らなかった」「言ってくれればやったのに」とか

いろんなことが出て、先立つ人が「もういいんじゃないか」と思うよ

うなこともね。「だったら気の合った人たちで何かやった方がいい

んじゃない」となっちゃう。なかなか上に先立ってやるということは

難しい。

　いろいろ仕掛けるんですよ。イルミネーション買って、ずっと「どこ

の家も少しずつやるべ」ということでやったんだけど、結局は俺んと

こだけで終わっちゃって。うちも「今年はやめようか」なんてやって

るうちに何年か経っちゃったんですけど、「今年は思い切って孫も

できたことだし」と納屋にしまっておいたイルミネーションで去年

やってみたんですよ、みんなに手伝ってもらって。けっこう見に来ま

すよね、ネットで流す人がいたので。あと「コスモスを休耕地でまい

てくれ」とやったけど誰もまいてくれない、結局は俺んとこの信号の

ところの田んぼだけで終わっちゃって。仕掛けるんだけど、ダメだな、

なかなか。

　「あの人は好きでやってるんだ」なんて言われちゃうとどうしても

尻込みしちゃう、何か仕掛けようと思うとね。無理にとか強制的と

か、そういうやり方は結局長続きしないし、有志を集めてやる以外

ないのかな。

　バイパス通りに桜の木を5本ぐらい植えた、そうしたらときたま気

に入らなかった人がいたんだと思うけど、土木事務所に行ったの

かな、真岡の土木が来て「許可なく植えるというのはいかがなもの

か、抜いてくれ」と言われて抜いたんですよ。土木も「来られたら

黙っているわけにはいかない」と、その立場も分かる、だから「こう

やって申請してくれ」とか言われればこちらもいいんだけど、写真

撮って「抜いてくれ」と言われたんで、いきなり。だから私も「じゃあ

抜きますよ」と抜いて、うちのコスモスを蒔く田んぼのへりに植え直

しちゃった。「ここはうちが管理しているんだ」と土木の人に言われ

たもんで「下大羽の人間が草刈ってるのに、あんたたち草刈ったの

見たことないよ」って言ってあげたんだけど。そこだって年に2回は

草刈ってるんだけど、要はあそこにずっと桜の木を植えて、下にコス

モスなり菜の花を蒔いて憩いの場所にしよう、と。目立つでしょ、向

こうからも見えるし。そういう仕掛けをしようかな、と思ったけど、ま

あ無断でやるというのはいけないことなんだけど、そうやってもいい

な、と考えて始まったのよ。そういうこと言われちゃったからまあい

いや、ということ。なかなかやろうと思うと縛りがあるからね、しょう

がないんだけど。ちゃんと許可もらってやればよかったんだけど。

だって土木も自然に生えたものは切れなんて言わないんだから、こ

れはおかしな話じゃないの、と言ったの。1本大きくなってあるんで

すよ、ヤマザクラが。それで私たちもいいのかな、と思ったら。

　この間もみんなで「土祭」があるから、という話になって、「上大

羽であれだけのことがやれたから、下大羽でも何かやれるといい

ね」って。みんなでいろんな話はするんだけど、なかなか具体化は

難しい。

3. 子どもたちのつながり

幸子さん| 私たちの子どもが小学生の頃、毎年1回は1泊で海に

40人ぐらいで行っていた。向こうで運動会みたく、砂浜で綱引きを

やったりリレーをやったりバレーボールをやったり。その子たちが

みんな今結婚して、結婚式のときに思い出に「そういうことがあった

」って披露宴で話してくれたり、「小学校の頃こんなふうで楽しかっ

た」っていうことで、私たちも結婚式に呼ばれて行くとそういうふう

なことが話題になったり、「楽しかったよね」なんて話してもらうと、

30近くなった子どもの中にもそういうことがちょっとでも残っている

のかな、と思うと「楽しかったことがあったな」って。子どもが3人い

る家は親子で5人になって、その子の学校の友達が何人か部活の

子を連れて来たり、自分のいとこも連れて来たり、そんなふうになっ

て40人ぐらいでバスを1台借りて行った。全く個人の仲間うちで、だ

から新町の子もいるし道祖土の子もいるし、それでもみんな一晩は

楽しく、朝から晩まで。育成会でディズニーランドに行ったり、そう

いうこともあったんですけどね、これだって参加者が少なくなっ

ちゃった。

　地区別のスポーツ大会も下大羽とか新町とかって自治会対抗

であったけど、今はもう全然つくれないからね、人数いなくて、そう

いうこともなくなっちゃった。何か復活させようと思っても子どもの

数が、野球だって9人つくるのがやっとこどころじゃない、ほんとに

つくれない。だから10月の地区ぐるみの体育祭、リレーの選手選ぶ

のなんてほんとに大変。団体でやるのはいいんだけど、リレーって

いうと一人になっちゃうからどうしても「責任重大だから」って、人

数もいないし。そういう面ではなかなか難しくなってきちゃうかな、

と思う。

貞夫さん| 縦のつながりがなくなってきたけど横のつながりもない

よね、今は。結局俺らがやってきても、子どもたちは自分らでそうい

うつながりができてこない。うちの子どもらも親を見て遊びなり何

なりやってきたんだから、自分らでも継承してやればいいんだけど

そういうのもないし、個人個人になっちゃってるよね、個人主義。何

人かは親同士がつながってるから、そこから入ってきたりなんかし

て子ども同士で遊んでるんだけど、大きく広がるというのはない。

4. 地域の組織のこと

　今ここの組織の中で4つがある、老人クラブ・ひばり会という婦

人部の集まり・心誠会・育成会。どれも人数が少なくなっている。

老人クラブなんか今年で解散しようかという話、年寄りは増えてく

のにね。老人クラブはほとんど女性で男が一人しかいない、それは

男の人は免許証持ってるでしょ、入るとアッシー君になってしまう、

そういうこともあって男性が入らない。心誠会も俺が会長のときは

25人ぐらいいた、倍に増やして。今は減っちゃって、なくなっちゃう

んじゃないかと言ってたんだけど何とかやっている。

　心誠会は昔からある。ここにコジマさんという町議がいた、その

人が若いときに五人会という集まりをつくって、その人たちが最初

立ち上げたみたい。もう40年ぐらいやってるんじゃないかな。それ

がずっと続いてて、俺が入ったときは12人ぐらいしかいなくて、奥さ

ん連中が「うちのお父さんも入れてくれ」といって倍に増やして、そ

のときに盆踊りやったりね。

　ここはどんど焼きというのがなくて、昔はあったんだけどしばらく

やらなくて、育成会と心誠会とどちらでやるか揉めててなかなかで

きなくて、「じゃあやるべ」といって俺が立ち上げて、次の年から育

成会に任せた。そうしたらここんところ5、6年育成会が少なくなっ

ちゃって「やれない」ということになっちゃって、ときたま俺が自治会

長やってたもんで「自治会からお金は出すから、人的にも手伝うか

らやってくれ」ということでやってもらった。だんだんそれも無理に

なって、今は自治会でやっている。なくしちゃうのもね、何か寂しい

でしょ。

　 (敬老会の写真を見ながら) 心誠会もこのとき音楽をかけたりク

イズをやったり、みんな参加してくれる。敬老会はけっこう一体に

なって、下大羽の行事で。それでもだんだんひばり会のグループは

頑張れるんだけど、心誠会がひばり会に押されて「もう俺らは嫌だ

よ」って。このときの料理も全部手づくりでふるまってやってるんで

すよね、去年は敬老会をやらずに引出物を引いて終わっちゃった

んですけど、それだとけっこうお金もかかるし、だったらこれでまた

やれれば。そうやって見てたら9月13日が「土祭」の始まりなんで

しょ、この間9月13日に敬老会をやろうと決めたみたい。

5. 地域での土祭企画

幸子さん| 私たち何人かで話し合ったんですけど、毎年どんど焼

きをやってるんですよ、その会場を利用できそうなんで、田んぼもあ

るし、その人の許可をもらわなきゃいけないけどイノシシが入っ

ちゃって田んぼつくってないから、そういうところを利用して「土祭」

の期間中だけでも自分たちにできるような料理みたいのをやって、

そして野焼き、そういうことがやれればね、毎晩じゃなくても土日ぐ

らいかけて1回か2回。そこにKINTAさんもいるし髙山さんもいるし、

そういう人たちのアイデアで野焼きとか、そういうことして期間中だ

けでもやれたらね、とみんなで話はしている。

貞夫さん| ブドウつくってたところがやめちゃって、きれいな空き地

になっちゃって、車も止められるし、ああいうところで何か仕掛けら

れれば、期間中だけでも参加できるといいね、とみんなで話してて。

野焼き、この辺に益子焼やってる人もいるからその人たちの手も

借りて。田んぼもあるし、煙出してもそんな迷惑になるようなもので

もないし、まちの中じゃないから。マイカップみたいなのつくって、一

晩でできちゃうみたいだから、星もきれいだし。だからブドウ園の

空き地にサーカステントみたいのを張って、この辺の農家の人がつ

くった食材とか何かで、そういうことができたらいいね、と話してる。

6. 組ごとの行事のこと

幸子さん| ここは住所が上大羽、自治会が下大羽。もとは自治会

が上大羽で育成会は下大羽、「そんじゃおかしかっぺ」といって。

だから中大羽と呼ばれていた、今も地区名としてある。今度の日曜

日、中大羽だけで毎年1回「じぞっこ」というのがある。お不動さん

があって、そこにお賽銭箱置いて子どもが生まれた人とか今度生

まれる人とかお祈りして、それからみんなで宴会をやる。上大羽は

入らない、下大羽の中に中大羽地区、20何軒ある。下大羽の方の

人から見ると「中大羽ってまとまってるね」って言われる。

　タカハシキヨミさんたちのあたりは下大羽でも地区的にいうと

「西の根」、クロゴレイコさんちのあたり、山楽 (さんらく、下大羽に

ある飲食店) のあたりまでを「堀の内」、もっとゴルフ場の方に行く

方の人、オオゼキタモツさんちの方を「宿 (しゅく) 」、私たちの地域

を「中大羽」といって、4地区でいろんなことやるとき、花壇の草取り

をやるときとか、この4つが分かれてこの月は西の根ね、次は堀の

内ね、と決められて。下大羽はそんなふうに4つで地域が分かれて

いる。

　西の根だけで忘年会やるときもあるし、堀の内だけで男の人が

やるやつ、「オヒマチ」を年2回。西の根では「イチマンドウ」、念仏を

やる。一人唱える人がいてやるみたいよ。屋根が雨漏っちゃったん

で念仏堂を直して、その人まだ60代だから、その人がやってくれる

みたいですよ、フジタのセッちゃん。うちの方は「じぞっこ」、3月の第

二日曜。掛軸とお賽銭箱が当番になった人は持ち回りで、年代物

の風呂敷包みを2年間預かって回す。今までは自宅でやってたんで

すけど、今はコミュニティセンターができたから、ああいうところで

みんなで飲食をして、2時間ぐらいだべる。そのときには私たちの年

代もいるし、もっと若い人も、各家庭夫婦で二人、一人になっ

ちゃった人は一人でもいいことになってて。宿にもある、薬師堂の

おまつり、今集まらなくなってる、当番になった人ぐらいしか。

　中大羽は全員集まるの。オニザキさんもみんなが集まって忘年

会やったときも子どもさん連れてくるし、余ったごちそうを「オニザ

キさん持ってく?」というと「もらって行こうかな、助かるから」なんて、

みんな気心知れてるから。昔みたくうるさく言わない、「どこの嫁さ

んがこんなの持ってった」とか今は全然ない。タムラさんとかウワノ

さんとか、全然この辺の人じゃないんだけど、ちゃんと密着してやっ

てくれてる。

貞夫さん| 自治会以外はほとんど夫婦二人だよ、俺らあたりの年

代は。みんな「来てね」と言えば二人で来てくれる。女の人が案外

細かく分かる、俺が自治会長のときはみんな出てもらったよ、全然

協力体制が違う、細かいから何でも気が付くし。女性もどんどん参

加してもらわないと。役員も「やんない」といった場合は別だけど、そ

れ以外はやってもらう、嫌がらないでやってくれるよ。

　お葬式のお手伝いに行って、「トコトリ」ってあるじゃないですか、

お棺を運ぶ。お父さんお母さんがいなくなっちゃって、娘さんが結

婚しないでいると、この地区に不幸があったときに、「こことここの4

軒がトコトリだよ」と言うと、女の人でもちゃんとやる。今の若い人

は「どうして女じゃダメなの」と言うから「別にいいんじゃないの」と

言うと「じゃあ私トコトリやります」と言って。だから「中大羽ってそ

んなことやるの」「うちの方はやるよ、女の人でも」。決めつけちゃ

うってのはダメなんだよな。

幸子さん| この辺で野火焼きなんていうと、クロゴのレイコちゃん

とこなんか旦那さんが出られないとレイコちゃんが来る、みんな草

刈り機持って来るから「私草刈り鎌ぐらいでいいのかな」「別にい

いんだよ、行けば」と言って。

7. 子どもの頃のどんど焼き

貞夫さん| 俺らの頃はどんど焼きはあったけど、今みたいなつくり

じゃない、うちのほうは小屋をつくった。篠でつくって、その後泊まる。

幸子さん| 実家の塙ではヤホヤっていって、どんど焼きの手前に

四角い藁でつくって、そこでいろんなもの食べて。

貞夫さん| 大人は全然関係ない、みんな子どもがつくって、夜は大

人が来てたけど。団子を焼いて食った、今みたく豚汁だの焼きそば

だの食えない。それが俺らのあとはなくなっちゃったな、そういうの

やる子どもが、危ないとかなんかあって。やったのは中学校までだ

と思う、大人がつくってくれるなんてことは絶対なかった。篠と竹で

つくる、昔はいくらでもあった、遠くまで行かなくたってすぐそばに

あった。

 

8. 若い世代に繋ぐこと

幸子さん| 私たちのひばり会というグループも私が一番年上、あと

入る人がいないから、今、育成会のお母さん方に呼びかけして、こ

こに入るんじゃなくて次のものをつくってもらえればいいかな、と

思っている。また次の形をつくってもらいたい、みんなにそう話して

いる。なかなかがっちりしたスクラム組んでるところに新しい人が

入ってくるのは難しいと思う、新しい母体をもう一つつくってもらっ

て、この人たちに私たちのやってたことを一つずつお願いしていけ

ばいいかな、とみんなで話している。

　幸いこの辺はうちの子たちみたく同じ敷地内に家を建てている

人がけっこういる、だから他の地域を思ったら案外少ない戸数だ

けどいるかなと思うの、若い人が。それでもやっぱり30代ぐらいの

人と生活してみると私たちとは違うようなことがね、向こうも思うか

もしれないけど、それは当然。ほど良い距離がいいですよね、私たち

も自由に遊びに行っちゃうし、一緒に食事しているわけじゃないか

ら食べるものも違うし、ほど良いときに孫を見に行って。
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それをみんなでお参りしてから、夏でも11月でも必ずお雑煮にして

食べる。今までは世話人になった人がお餅をついていたが、とても

あんな大きなものお母さんではつくれないので、お菓子屋さんにお

願いしてつくっている。

　今までは盆踊りをやったり、花火大会をやったりね、毎年ではな

かったんですけどやってたが、なかなか資金的なことも大変でね。

手筒花火も一回やってもらった。けっこうメンバーがいるんだよ、

下大羽に。一回ね、打ち上げ花火のときに、手筒花火もやっても

らって、そういうこともしてたんですけど、なかなか続けるということ

がね。自分で努力することなら「継続は力なり」ってやれるんですけ

ど、全体でやることはなかなかね。

　心誠会という会がある、若い人の集まり。この辺の長男、家取り

が、当時で20人ぐらいいたかな、11月の祭りのときに「冬の花火も

　これまでに下大羽の若手男性の集まり「心誠会 (しんせいかい) 」

会長や自治会長を務めながら、様々な行事を仕掛けてきた元農協

職員の池田貞夫 (いけださだお) さんと、女性の集まり「ひばり会」

で活躍している妻の幸子 (さちこ) さんに、地域で取り組んでいるこ

とについて伺った。

1. 下大羽全体の行事のこと

貞夫さん| 7月に八坂神社の祇園祭、11月に高龗 (たかお) 神社の

祭りと愛宕神社の祭り。前は日にちが決まっていたが、勤め人が多

いので、直近の日曜日にやるようにした。下大羽全体のお祭りで、

坪ごとに世話人を2人ずつつくって、その中で番回りで大世話人に

なって、大世話人になった人が1年間3つのお祭りを仕切ってやっ

てもらうということで、世話人さんがあとは協力して。お餅をついて、

いいんじゃないか、打ち上げてみよう」ということで、それが最初

だった。とにかくお金がない、全部寄付でやるんで、ここは農家しか

ないから、毎年やるということは負担がね。何回かはやったんです

けど、ここ3年ぐらいやっていない。100万ぐらいかかる、商店街でも

あれば寄付も募れるんだけど、農家だけだと難しい。そういうこと

ばっかりだとだんだん負担になってきて、みんなから敬遠されちゃ

うから、立ち上げる人もなかなか大変になってきちゃう。

　山車みたいなものはない。八坂神社のお祭りには花飾りつくって、

軽トラで太鼓たたいて「今日はお祭りだよ」とこの地区を1時間ぐら

いかけて回って知らせる。昔みたいに今は来ないからね、そういう

集まりに。せいぜい来ても40人。

2. 仕掛けることの難しさ

　数十年前は盆踊りもやった、しばらくやらないでいて俺がときた

ま会長のときかな、「やるか」と言って3、4年やったかな。だんだん

参加人数が少なくなってやめちゃった。ことをやる、というのは大変

だよね、人集め。1年目とか2年目あたりは来るんだけど、あとはもう

ダメ。やると必ず「知らなかった」「言ってくれればやったのに」とか

いろんなことが出て、先立つ人が「もういいんじゃないか」と思うよ

うなこともね。「だったら気の合った人たちで何かやった方がいい

んじゃない」となっちゃう。なかなか上に先立ってやるということは

難しい。

　いろいろ仕掛けるんですよ。イルミネーション買って、ずっと「どこ

の家も少しずつやるべ」ということでやったんだけど、結局は俺んと

こだけで終わっちゃって。うちも「今年はやめようか」なんてやって

るうちに何年か経っちゃったんですけど、「今年は思い切って孫も

できたことだし」と納屋にしまっておいたイルミネーションで去年

やってみたんですよ、みんなに手伝ってもらって。けっこう見に来ま

すよね、ネットで流す人がいたので。あと「コスモスを休耕地でまい

てくれ」とやったけど誰もまいてくれない、結局は俺んとこの信号の

ところの田んぼだけで終わっちゃって。仕掛けるんだけど、ダメだな、

なかなか。

　「あの人は好きでやってるんだ」なんて言われちゃうとどうしても

尻込みしちゃう、何か仕掛けようと思うとね。無理にとか強制的と

か、そういうやり方は結局長続きしないし、有志を集めてやる以外

ないのかな。

　バイパス通りに桜の木を5本ぐらい植えた、そうしたらときたま気

に入らなかった人がいたんだと思うけど、土木事務所に行ったの

かな、真岡の土木が来て「許可なく植えるというのはいかがなもの

か、抜いてくれ」と言われて抜いたんですよ。土木も「来られたら

黙っているわけにはいかない」と、その立場も分かる、だから「こう

やって申請してくれ」とか言われればこちらもいいんだけど、写真

撮って「抜いてくれ」と言われたんで、いきなり。だから私も「じゃあ

抜きますよ」と抜いて、うちのコスモスを蒔く田んぼのへりに植え直

しちゃった。「ここはうちが管理しているんだ」と土木の人に言われ

たもんで「下大羽の人間が草刈ってるのに、あんたたち草刈ったの

見たことないよ」って言ってあげたんだけど。そこだって年に2回は

草刈ってるんだけど、要はあそこにずっと桜の木を植えて、下にコス

モスなり菜の花を蒔いて憩いの場所にしよう、と。目立つでしょ、向

こうからも見えるし。そういう仕掛けをしようかな、と思ったけど、ま

あ無断でやるというのはいけないことなんだけど、そうやってもいい

な、と考えて始まったのよ。そういうこと言われちゃったからまあい

いや、ということ。なかなかやろうと思うと縛りがあるからね、しょう

がないんだけど。ちゃんと許可もらってやればよかったんだけど。

だって土木も自然に生えたものは切れなんて言わないんだから、こ

れはおかしな話じゃないの、と言ったの。1本大きくなってあるんで

すよ、ヤマザクラが。それで私たちもいいのかな、と思ったら。

　この間もみんなで「土祭」があるから、という話になって、「上大

羽であれだけのことがやれたから、下大羽でも何かやれるといい

ね」って。みんなでいろんな話はするんだけど、なかなか具体化は

難しい。

3. 子どもたちのつながり

幸子さん| 私たちの子どもが小学生の頃、毎年1回は1泊で海に

40人ぐらいで行っていた。向こうで運動会みたく、砂浜で綱引きを

やったりリレーをやったりバレーボールをやったり。その子たちが

みんな今結婚して、結婚式のときに思い出に「そういうことがあった

」って披露宴で話してくれたり、「小学校の頃こんなふうで楽しかっ

た」っていうことで、私たちも結婚式に呼ばれて行くとそういうふう

なことが話題になったり、「楽しかったよね」なんて話してもらうと、

30近くなった子どもの中にもそういうことがちょっとでも残っている

のかな、と思うと「楽しかったことがあったな」って。子どもが3人い

る家は親子で5人になって、その子の学校の友達が何人か部活の

子を連れて来たり、自分のいとこも連れて来たり、そんなふうになっ

て40人ぐらいでバスを1台借りて行った。全く個人の仲間うちで、だ

から新町の子もいるし道祖土の子もいるし、それでもみんな一晩は

楽しく、朝から晩まで。育成会でディズニーランドに行ったり、そう

いうこともあったんですけどね、これだって参加者が少なくなっ

ちゃった。

　地区別のスポーツ大会も下大羽とか新町とかって自治会対抗

であったけど、今はもう全然つくれないからね、人数いなくて、そう

いうこともなくなっちゃった。何か復活させようと思っても子どもの

数が、野球だって9人つくるのがやっとこどころじゃない、ほんとに

つくれない。だから10月の地区ぐるみの体育祭、リレーの選手選ぶ

のなんてほんとに大変。団体でやるのはいいんだけど、リレーって

いうと一人になっちゃうからどうしても「責任重大だから」って、人

数もいないし。そういう面ではなかなか難しくなってきちゃうかな、

と思う。

貞夫さん| 縦のつながりがなくなってきたけど横のつながりもない

よね、今は。結局俺らがやってきても、子どもたちは自分らでそうい

うつながりができてこない。うちの子どもらも親を見て遊びなり何

なりやってきたんだから、自分らでも継承してやればいいんだけど

そういうのもないし、個人個人になっちゃってるよね、個人主義。何

人かは親同士がつながってるから、そこから入ってきたりなんかし

て子ども同士で遊んでるんだけど、大きく広がるというのはない。

4. 地域の組織のこと

　今ここの組織の中で4つがある、老人クラブ・ひばり会という婦

人部の集まり・心誠会・育成会。どれも人数が少なくなっている。

老人クラブなんか今年で解散しようかという話、年寄りは増えてく

のにね。老人クラブはほとんど女性で男が一人しかいない、それは

男の人は免許証持ってるでしょ、入るとアッシー君になってしまう、

そういうこともあって男性が入らない。心誠会も俺が会長のときは

25人ぐらいいた、倍に増やして。今は減っちゃって、なくなっちゃう

んじゃないかと言ってたんだけど何とかやっている。

　心誠会は昔からある。ここにコジマさんという町議がいた、その

人が若いときに五人会という集まりをつくって、その人たちが最初

立ち上げたみたい。もう40年ぐらいやってるんじゃないかな。それ

がずっと続いてて、俺が入ったときは12人ぐらいしかいなくて、奥さ

ん連中が「うちのお父さんも入れてくれ」といって倍に増やして、そ

のときに盆踊りやったりね。

　ここはどんど焼きというのがなくて、昔はあったんだけどしばらく

やらなくて、育成会と心誠会とどちらでやるか揉めててなかなかで

きなくて、「じゃあやるべ」といって俺が立ち上げて、次の年から育

成会に任せた。そうしたらここんところ5、6年育成会が少なくなっ

ちゃって「やれない」ということになっちゃって、ときたま俺が自治会

長やってたもんで「自治会からお金は出すから、人的にも手伝うか

らやってくれ」ということでやってもらった。だんだんそれも無理に

なって、今は自治会でやっている。なくしちゃうのもね、何か寂しい

でしょ。

　 (敬老会の写真を見ながら) 心誠会もこのとき音楽をかけたりク

イズをやったり、みんな参加してくれる。敬老会はけっこう一体に

なって、下大羽の行事で。それでもだんだんひばり会のグループは

頑張れるんだけど、心誠会がひばり会に押されて「もう俺らは嫌だ

よ」って。このときの料理も全部手づくりでふるまってやってるんで

すよね、去年は敬老会をやらずに引出物を引いて終わっちゃった

んですけど、それだとけっこうお金もかかるし、だったらこれでまた

やれれば。そうやって見てたら9月13日が「土祭」の始まりなんで

しょ、この間9月13日に敬老会をやろうと決めたみたい。

5. 地域での土祭企画

幸子さん| 私たち何人かで話し合ったんですけど、毎年どんど焼

きをやってるんですよ、その会場を利用できそうなんで、田んぼもあ

るし、その人の許可をもらわなきゃいけないけどイノシシが入っ

ちゃって田んぼつくってないから、そういうところを利用して「土祭」

の期間中だけでも自分たちにできるような料理みたいのをやって、

そして野焼き、そういうことがやれればね、毎晩じゃなくても土日ぐ

らいかけて1回か2回。そこにKINTAさんもいるし髙山さんもいるし、

そういう人たちのアイデアで野焼きとか、そういうことして期間中だ

けでもやれたらね、とみんなで話はしている。

貞夫さん| ブドウつくってたところがやめちゃって、きれいな空き地

になっちゃって、車も止められるし、ああいうところで何か仕掛けら

れれば、期間中だけでも参加できるといいね、とみんなで話してて。

野焼き、この辺に益子焼やってる人もいるからその人たちの手も

借りて。田んぼもあるし、煙出してもそんな迷惑になるようなもので

もないし、まちの中じゃないから。マイカップみたいなのつくって、一

晩でできちゃうみたいだから、星もきれいだし。だからブドウ園の

空き地にサーカステントみたいのを張って、この辺の農家の人がつ

くった食材とか何かで、そういうことができたらいいね、と話してる。

6. 組ごとの行事のこと

幸子さん| ここは住所が上大羽、自治会が下大羽。もとは自治会

が上大羽で育成会は下大羽、「そんじゃおかしかっぺ」といって。

だから中大羽と呼ばれていた、今も地区名としてある。今度の日曜

日、中大羽だけで毎年1回「じぞっこ」というのがある。お不動さん

があって、そこにお賽銭箱置いて子どもが生まれた人とか今度生

まれる人とかお祈りして、それからみんなで宴会をやる。上大羽は

入らない、下大羽の中に中大羽地区、20何軒ある。下大羽の方の

人から見ると「中大羽ってまとまってるね」って言われる。

　タカハシキヨミさんたちのあたりは下大羽でも地区的にいうと

「西の根」、クロゴレイコさんちのあたり、山楽 (さんらく、下大羽に

ある飲食店) のあたりまでを「堀の内」、もっとゴルフ場の方に行く

方の人、オオゼキタモツさんちの方を「宿 (しゅく) 」、私たちの地域

を「中大羽」といって、4地区でいろんなことやるとき、花壇の草取り

をやるときとか、この4つが分かれてこの月は西の根ね、次は堀の

内ね、と決められて。下大羽はそんなふうに4つで地域が分かれて

いる。

　西の根だけで忘年会やるときもあるし、堀の内だけで男の人が

やるやつ、「オヒマチ」を年2回。西の根では「イチマンドウ」、念仏を

やる。一人唱える人がいてやるみたいよ。屋根が雨漏っちゃったん

で念仏堂を直して、その人まだ60代だから、その人がやってくれる

みたいですよ、フジタのセッちゃん。うちの方は「じぞっこ」、3月の第

二日曜。掛軸とお賽銭箱が当番になった人は持ち回りで、年代物

の風呂敷包みを2年間預かって回す。今までは自宅でやってたんで

すけど、今はコミュニティセンターができたから、ああいうところで

みんなで飲食をして、2時間ぐらいだべる。そのときには私たちの年

代もいるし、もっと若い人も、各家庭夫婦で二人、一人になっ

ちゃった人は一人でもいいことになってて。宿にもある、薬師堂の

おまつり、今集まらなくなってる、当番になった人ぐらいしか。

　中大羽は全員集まるの。オニザキさんもみんなが集まって忘年

会やったときも子どもさん連れてくるし、余ったごちそうを「オニザ

キさん持ってく?」というと「もらって行こうかな、助かるから」なんて、

みんな気心知れてるから。昔みたくうるさく言わない、「どこの嫁さ

んがこんなの持ってった」とか今は全然ない。タムラさんとかウワノ

さんとか、全然この辺の人じゃないんだけど、ちゃんと密着してやっ

てくれてる。

貞夫さん| 自治会以外はほとんど夫婦二人だよ、俺らあたりの年

代は。みんな「来てね」と言えば二人で来てくれる。女の人が案外

細かく分かる、俺が自治会長のときはみんな出てもらったよ、全然

協力体制が違う、細かいから何でも気が付くし。女性もどんどん参

加してもらわないと。役員も「やんない」といった場合は別だけど、そ

れ以外はやってもらう、嫌がらないでやってくれるよ。

　お葬式のお手伝いに行って、「トコトリ」ってあるじゃないですか、

お棺を運ぶ。お父さんお母さんがいなくなっちゃって、娘さんが結

婚しないでいると、この地区に不幸があったときに、「こことここの4

軒がトコトリだよ」と言うと、女の人でもちゃんとやる。今の若い人

は「どうして女じゃダメなの」と言うから「別にいいんじゃないの」と

言うと「じゃあ私トコトリやります」と言って。だから「中大羽ってそ

んなことやるの」「うちの方はやるよ、女の人でも」。決めつけちゃ

うってのはダメなんだよな。

幸子さん| この辺で野火焼きなんていうと、クロゴのレイコちゃん

とこなんか旦那さんが出られないとレイコちゃんが来る、みんな草

刈り機持って来るから「私草刈り鎌ぐらいでいいのかな」「別にい

いんだよ、行けば」と言って。

7. 子どもの頃のどんど焼き

貞夫さん| 俺らの頃はどんど焼きはあったけど、今みたいなつくり

じゃない、うちのほうは小屋をつくった。篠でつくって、その後泊まる。

幸子さん| 実家の塙ではヤホヤっていって、どんど焼きの手前に

四角い藁でつくって、そこでいろんなもの食べて。

貞夫さん| 大人は全然関係ない、みんな子どもがつくって、夜は大

人が来てたけど。団子を焼いて食った、今みたく豚汁だの焼きそば

だの食えない。それが俺らのあとはなくなっちゃったな、そういうの

やる子どもが、危ないとかなんかあって。やったのは中学校までだ

と思う、大人がつくってくれるなんてことは絶対なかった。篠と竹で

つくる、昔はいくらでもあった、遠くまで行かなくたってすぐそばに

記録: 今井知弘 (文責) 、土祭事務局

あった。

 

8. 若い世代に繋ぐこと

幸子さん| 私たちのひばり会というグループも私が一番年上、あと

入る人がいないから、今、育成会のお母さん方に呼びかけして、こ

こに入るんじゃなくて次のものをつくってもらえればいいかな、と

思っている。また次の形をつくってもらいたい、みんなにそう話して

いる。なかなかがっちりしたスクラム組んでるところに新しい人が

入ってくるのは難しいと思う、新しい母体をもう一つつくってもらっ

て、この人たちに私たちのやってたことを一つずつお願いしていけ

ばいいかな、とみんなで話している。

　幸いこの辺はうちの子たちみたく同じ敷地内に家を建てている

人がけっこういる、だから他の地域を思ったら案外少ない戸数だ

けどいるかなと思うの、若い人が。それでもやっぱり30代ぐらいの

人と生活してみると私たちとは違うようなことがね、向こうも思うか

もしれないけど、それは当然。ほど良い距離がいいですよね、私たち

も自由に遊びに行っちゃうし、一緒に食事しているわけじゃないか

ら食べるものも違うし、ほど良いときに孫を見に行って。
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小堀秀夫さん (右) 、芳子さん (左)

下大羽の西の根で6軒が燃える火災があり、26、7棟焼失した。そ

の時に、記録帳が消失してしまった。私らがちょうど青年団の頃で、

中には金貨があったということで、灰を大きなふるいでふるったが、

五分金しか出てこなくて金貨は出てこなかったですね。

(萩原| 中大羽の行事は、下大羽とは違いましたか?)

　中大羽独自でやった行事は1つくらいしかない。合併する前も今

とは全く違っていた。それぞれ西の根とか宿 (しゅく) とかに分かれ

ているけど、お地蔵さんは今でもやっている。中大羽としては3月24

日が実施日だが、お勤めの人が多くなり、ここ5、6年は第二日曜に

やるようになった。

　下大羽でやっている行事というのは、1月3日が総会。1月初めの

日曜がどんど焼き。あとは、7月の祇園祭は昔は14・15で決まってい

たが、今は土・日でやっている。行灯を張ったり飾ったり、太鼓たた

　中大羽の農家に生まれ、会社勤めを経て定年退職後、農業をし

ながら地域の役員を務めた小堀秀夫 (こぼりひでお) さんと、茂木

町逆川 (さかがわ) から嫁いだ妻の芳子 (よしこ) さんに、地域の歴

史や昔の暮らしのことを中心にお話を伺った。

1. 中大羽の歴史と地域の行事

秀夫さん| 以前は、中大羽22軒で独自で自治会を運営していた。そ

れより前は、上大羽に入っていた。1組から5組まであって5組が中大

羽、ということでやっていた。いろいろな事情で、昭和45年かな、上大

羽を脱退した。私が退職した平成6年に、「あまり小部落でやってい

てもしょうがない」と役場からも言われたこともあり、下大羽と合併し

た。

　下大羽自体の記録については、昭和35年の春だったと思うが、

11 - 59

11 �下大羽｜聞き取り  小堀秀夫さん・芳子さん  「地域の歴史や昔の暮らし」
中大羽  小堀さん宅にて  2015/03/16

きながら自治会を全部回って歩いた。大きなお祭りは三つ。祇園

祭の神社は八坂神社。次に、高龗 (たかお) 神社のお祭りは、11月

の8・9日に決まっていたのを土・日にやっている。あと、愛宕神社が、

11月23・24日だったが土・日に変わり、8月にやっていた盆踊りは、

見に来る人も踊り手も少なくなり、平成18年を最後にやらなくなっ

た。

　盆踊りの会場は、高龗神社の前に遊園地を作ったんですよ。

作ったのは今から30年以上前かな。山を耕して平らにして2反歩く

らいあった。そこで、下大羽だけの運動会もやったが、子供が減り

やめてしまった。あと、宿では薬師堂があるんです。宿だけでお祭り

を7月の日曜にやってるらしいです。堀の内と中大羽はそれぞれに

地蔵さんをやっている。西の根には念仏堂があり、年に一度お祭り

をやっている。

2. 中大羽のお地蔵さんと米の供出

(萩原| お祭りで作る中大羽独自の食事はありますか?)

　お地蔵さんの一番最初の頃は中大羽だけで、部落の財産として

米を寄付してもらって、約2俵、120キロの米が集まった。当日、その

1割を出してもらって甘酒を作ったんですよ。それを部落のみんな

に振る舞った。それと、ご飯を一升くらい炊いて、お焦げのついたご

飯に塩を付けて食べた。昔のことだから、それがうまくて相当集

まってくれた。それは、役員の家を持ち回りでやっていた。お父さん

は座敷で酒を飲み、甘酒もあまり甘いものは作れなかったが、みん

なきれいに飲んで、帰った覚えがあります。

　やめてしまったのは、平成9年かな? 甘酒もやめ、集まった米を

分配した。今は、持ち寄りで下大羽のコミュニティセンターでやっ

ている。

　うちの方は、ほとんどが農家だったが、集めるのは2俵がぎりぎり

だったんですよ。その頃はお米を供出しなければいけなかったんで、

農家でも食べるお米はぎりぎりだったんですよ。1反歩あたり、何俵

という割り当てが来るんですよ。山と山の間の田んぼは、お米とれ

ないんですよ。今みたいに肥料が良いのがあればいいが、昔は肥

料も配給で、それを各自で分けて。肥料も少なかったけど、あまりと

れなかったんですよ。そこに1反歩いくらで割り当てが来るから、大

変なんですよ。割り当てする人は部落の長老だったから、言うこと

聞いて出してましたけどね。

(萩原| 供出したお米はどうしたんですか?)

　それはお金を出してもらえたんですが、あの頃一俵4千円くらい

だったかな? よく覚えていないんだが、そのあと9千円が長く続いた

のでそのことはよく覚えている。

(萩原| 山本の舘さんという方が、一俵いくらの手ぬぐいみたいな

ものを持っていて、一日あたりの給料、労賃がそれで決まっていた、

というような話をされていました。)

　政府はだいたい米の価格でやるからね。

3. 過酷なタバコ作り

(萩原| 代々農業を営んでいたんですか?)

　農業といっても、うちは土地がなかったから。それで、私が学校

終わったのが昭和25年で、親はおふくろしかいなかったんだが、

「どこか働く所を見つけたい」と言ったところ「百姓じゃないと食べ

ていけないから駄目だ」と言われ、無理矢理やらされたんですよ。

だからうちは、ほとんど土地を借りてやっていた。しまいには、二人

でやってもとても労力的に間に合わないということで、昭和43年に

勤め始めた。ちょうど上三川に日産が来ることになり、真岡にも日

産の関連会社が来ることになり、そこに入ったんです。

 (萩原| そこにあるベーハ小屋は、タバコをやってたんですか?)

　やってたんですよ。土地がなかったんで、最初は1反歩、10アール

しか作らなかった。1反歩作って5万円くらいにしかならなかった。

親に「2反歩作れば10万になる」と言われ、また土地を借りて作っ

た。そうなると、4反歩作れば20万、4反歩作るには乾燥小屋がな

かったんですよ。それでこれを建てた。昭和36、7年かな? タバコ作

りはあまりやらなかったんだが、30万で一棟建てて、タバコ組合か

ら8万円の補助があったんですよ。それで、4反歩から4反5畝作った

んですよ。結婚はしたものの、二人で夜も寝ないで働いたんですよ。

それで4年作って、体が持たないと言うことで、家族は皆反対した

が、やめて真岡の池田物産に働きに出た。それで、一日三食食べら

れるようになった。

 (萩原| タバコを乾燥させる時は、何でしたんですか?)

　最初は薪です。薪は買って来て。二年間薪でやって、そのあとは

機械を借りて灯油で二年。それで体が持たなくなりやめた。薪は、

寝ずに燃さなきゃならなかったから。夕方、縄で挟んだのを作って、

その晩から寝ずに薪を燃して、4～5日掛かる。起きてるときは藁仕

事。昔はどこでも、縄をなって挟んで、一つの小屋に250～300連入

れて焼いた。3、4人いないと間に合わないですよ。損もなかったけど、

儲からなかったね。

(萩原| タバコの種類は何だったんですか?)

　黄色種。今の人はやらないよ。夜も寝ずに仕事するなんて馬鹿

みたいだよ。

4. 昔の暮らしのこと

(今井| タバコは親の代からやっていたんですか?)

　そうです。ただ、うちの親は、元々は東京で暮らしていたみたいで、

兄貴がこの近くに住んでいて、近くに住みたいということでここに

来たみたいです。

(萩原| 何年くらい前のことですか?)

　「東京から来たのが35歳の時」って言ってて、生まれが明治28

年だから、昭和の初め頃。

 (今井| その時にこの家も建てたんですか?)

　そうそう。築100年のもっと小さかったのを直して入っている。丈

夫なうちはここにいて、あとはせがれが真岡に家建てたから。

(萩原| 奥さんもずっと中大羽なんですか?)

芳子さん| いいえ、茂木の逆川です。

秀夫さん| 私が51歳の時に再婚したので。最初の妻を真岡のゴル

フ場の事故で亡くし、子供と3人で暮らしていたが、昭和60年に親

戚筋から来てもらった。

 (萩原| 当時、この辺で作っていたものは?)

芳子さん| 米、畑は陸稲、大豆、落花生など。あとは家で食べる野

菜。うちでは今は田んぼも作ってない、食べるだけの野菜だけ作っ

てる。

(萩原| お祭りの時って、稲わらを使って何か作ったりしますか?)

秀夫さん| 学校終わってから、藁仕事は全部家でやったんだけど

も、藁細工は細い小手縄を撚って藁を編む。供出に出す俵は、3本

編みで4カ所編むと隙間がなく米がこぼれないんです。一俵編むの

に相当時間が掛かった。昔はどこでもやった。俵の上と下に丸い

ぼっちというものを作り、縄でかがり、なった縄で5カ所結わえて

作った。冬仕事で毎年作った。あとは、タバコの寒さよけのこもを

作った。何十枚も使うのに、一日に2枚程度しか編めない。木の道

具を使って編んだ。4カ所印があって…俵のは、2枚板を合わせて、

3本編みで機械があった。俵は、4カ所結わえたら、縦にかがりって

言って… (書いて説明)

(萩原| 電気は、子供の頃からありましたか?)

　ここは遅かった。県道に米つき工場があったんです、そこには早

く電気が通った。ここと栗生が遅かったかな? 夜の仕事は小さな

灯油ランプを使って。大きいのは、灯油をいっぱい使うので、急須

みたいな小さなものをつるして。

(今井| 米つき工場があったというのは、精米所ですか? そういう

所は昔からこの辺にあったのですか?)

　今は田んぼになってしまったが、ここに入って来る道路の所で

やっていた。一俵いくらで金を取っていた。元教育長の飯村武さん

の親がやっていた。

(萩原| 小宅地区で、昔は菜種油を搾る所があって、菜種油で揚

げる天ぷらがごちそうだったと聞いたんですが?)

　ここは、道祖土の須田ヶ池のちょっと先に搾る機械を持っている

人がいて、菜種を持って行って搾ってもらってました。タバコを作る

人は、搾りかすを肥料としてかけたので、どこでも作ってた。菜種は、

暮れに植えて翌年の5月に採る。その後、6月に田植えをした。

　小麦も大麦も全部作った。昔は小麦で「はっと汁」というのを

作った。粉にすると一升が八斗に減ってしまうので「はっと汁」、と

聞いたことがある。出汁なんてないから、自家製の味噌とちょっとの

野菜を入れて作った。

　昔は米も刈ってから脱穀が大変な作業だった。刈るのは小さな

ノコギリ鎌、むしろに干して、天日で乾かして、足で踏む脱穀機で脱

穀した。これが大変で、足に力がないと止まっちゃう。うちには脱穀

機がなかったんで借りてやったんです。一時、脱穀を商売にしてい

る人がいて、その人にやってもらったことがある。次は、籾すり、それ

も機械を持ってきて、籾すって、米にしてもらって。それは、あまり長

くはやらなかったね。機械屋が来て、機械を買ったから、早く買えた

人は楽できたけど、うちみたいな所では、何十万、何百万の機械は

高くてすぐに買えないですよ。

(今井| この辺で、身近にあった商売ってありましたか?)

　駄菓子屋が2軒と一杯飲み屋が2軒。飲み屋さんは、火災があっ

た西の根でおばちゃんがやっていた。暇があって、ちょっと金貯ま

ると、そこで一杯飲むのが楽しみでね。

(今井| 先ほど菜種を搾ったのは道祖土まで行っていたということ

ですが、その先の町内まで行く機会はけっこうあったんですか?)

　若い頃は益子に行って飲み食いしたことはないな。30歳過ぎて

から、太平座に映画を観に行った。あの頃は100円あると、映画観

て、ラーメン一杯食べられた。ラーメン屋は、城内坂下ったちょっと

先にあったんですよ。すごく流行ったラーメン屋で。名前は忘れ

ちゃったな。

(萩原| 農業の時に、馬とか牛とか使ったんですか?)

　持ってる人に借りて、田植えの当日、田んぼをならしてもらった。

この辺では、ほとんど馬。牛は、遅いからね。



下大羽の西の根で6軒が燃える火災があり、26、7棟焼失した。そ

の時に、記録帳が消失してしまった。私らがちょうど青年団の頃で、

中には金貨があったということで、灰を大きなふるいでふるったが、

五分金しか出てこなくて金貨は出てこなかったですね。

(萩原| 中大羽の行事は、下大羽とは違いましたか?)

　中大羽独自でやった行事は1つくらいしかない。合併する前も今

とは全く違っていた。それぞれ西の根とか宿 (しゅく) とかに分かれ

ているけど、お地蔵さんは今でもやっている。中大羽としては3月24

日が実施日だが、お勤めの人が多くなり、ここ5、6年は第二日曜に

やるようになった。

　下大羽でやっている行事というのは、1月3日が総会。1月初めの

日曜がどんど焼き。あとは、7月の祇園祭は昔は14・15で決まってい

たが、今は土・日でやっている。行灯を張ったり飾ったり、太鼓たた

　中大羽の農家に生まれ、会社勤めを経て定年退職後、農業をし

ながら地域の役員を務めた小堀秀夫 (こぼりひでお) さんと、茂木

町逆川 (さかがわ) から嫁いだ妻の芳子 (よしこ) さんに、地域の歴

史や昔の暮らしのことを中心にお話を伺った。

1. 中大羽の歴史と地域の行事

秀夫さん| 以前は、中大羽22軒で独自で自治会を運営していた。そ

れより前は、上大羽に入っていた。1組から5組まであって5組が中大

羽、ということでやっていた。いろいろな事情で、昭和45年かな、上大

羽を脱退した。私が退職した平成6年に、「あまり小部落でやってい

てもしょうがない」と役場からも言われたこともあり、下大羽と合併し

た。

　下大羽自体の記録については、昭和35年の春だったと思うが、

きながら自治会を全部回って歩いた。大きなお祭りは三つ。祇園

祭の神社は八坂神社。次に、高龗 (たかお) 神社のお祭りは、11月

の8・9日に決まっていたのを土・日にやっている。あと、愛宕神社が、

11月23・24日だったが土・日に変わり、8月にやっていた盆踊りは、

見に来る人も踊り手も少なくなり、平成18年を最後にやらなくなっ

た。

　盆踊りの会場は、高龗神社の前に遊園地を作ったんですよ。

作ったのは今から30年以上前かな。山を耕して平らにして2反歩く

らいあった。そこで、下大羽だけの運動会もやったが、子供が減り

やめてしまった。あと、宿では薬師堂があるんです。宿だけでお祭り

を7月の日曜にやってるらしいです。堀の内と中大羽はそれぞれに

地蔵さんをやっている。西の根には念仏堂があり、年に一度お祭り

をやっている。

2. 中大羽のお地蔵さんと米の供出

(萩原| お祭りで作る中大羽独自の食事はありますか?)

　お地蔵さんの一番最初の頃は中大羽だけで、部落の財産として

米を寄付してもらって、約2俵、120キロの米が集まった。当日、その

1割を出してもらって甘酒を作ったんですよ。それを部落のみんな

に振る舞った。それと、ご飯を一升くらい炊いて、お焦げのついたご

飯に塩を付けて食べた。昔のことだから、それがうまくて相当集

まってくれた。それは、役員の家を持ち回りでやっていた。お父さん

は座敷で酒を飲み、甘酒もあまり甘いものは作れなかったが、みん

なきれいに飲んで、帰った覚えがあります。

　やめてしまったのは、平成9年かな? 甘酒もやめ、集まった米を

分配した。今は、持ち寄りで下大羽のコミュニティセンターでやっ

ている。

　うちの方は、ほとんどが農家だったが、集めるのは2俵がぎりぎり

だったんですよ。その頃はお米を供出しなければいけなかったんで、

農家でも食べるお米はぎりぎりだったんですよ。1反歩あたり、何俵

という割り当てが来るんですよ。山と山の間の田んぼは、お米とれ

ないんですよ。今みたいに肥料が良いのがあればいいが、昔は肥

料も配給で、それを各自で分けて。肥料も少なかったけど、あまりと

れなかったんですよ。そこに1反歩いくらで割り当てが来るから、大

変なんですよ。割り当てする人は部落の長老だったから、言うこと

聞いて出してましたけどね。

(萩原| 供出したお米はどうしたんですか?)

　それはお金を出してもらえたんですが、あの頃一俵4千円くらい

だったかな? よく覚えていないんだが、そのあと9千円が長く続いた

のでそのことはよく覚えている。

(萩原| 山本の舘さんという方が、一俵いくらの手ぬぐいみたいな

ものを持っていて、一日あたりの給料、労賃がそれで決まっていた、

というような話をされていました。)

　政府はだいたい米の価格でやるからね。
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終わったのが昭和25年で、親はおふくろしかいなかったんだが、

「どこか働く所を見つけたい」と言ったところ「百姓じゃないと食べ

ていけないから駄目だ」と言われ、無理矢理やらされたんですよ。

だからうちは、ほとんど土地を借りてやっていた。しまいには、二人

でやってもとても労力的に間に合わないということで、昭和43年に

勤め始めた。ちょうど上三川に日産が来ることになり、真岡にも日

産の関連会社が来ることになり、そこに入ったんです。

 (萩原| そこにあるベーハ小屋は、タバコをやってたんですか?)

　やってたんですよ。土地がなかったんで、最初は1反歩、10アール

しか作らなかった。1反歩作って5万円くらいにしかならなかった。

親に「2反歩作れば10万になる」と言われ、また土地を借りて作っ

た。そうなると、4反歩作れば20万、4反歩作るには乾燥小屋がな

かったんですよ。それでこれを建てた。昭和36、7年かな? タバコ作

りはあまりやらなかったんだが、30万で一棟建てて、タバコ組合か

ら8万円の補助があったんですよ。それで、4反歩から4反5畝作った

んですよ。結婚はしたものの、二人で夜も寝ないで働いたんですよ。

それで4年作って、体が持たないと言うことで、家族は皆反対した

が、やめて真岡の池田物産に働きに出た。それで、一日三食食べら

れるようになった。

 (萩原| タバコを乾燥させる時は、何でしたんですか?)

　最初は薪です。薪は買って来て。二年間薪でやって、そのあとは

機械を借りて灯油で二年。それで体が持たなくなりやめた。薪は、

寝ずに燃さなきゃならなかったから。夕方、縄で挟んだのを作って、

その晩から寝ずに薪を燃して、4～5日掛かる。起きてるときは藁仕

事。昔はどこでも、縄をなって挟んで、一つの小屋に250～300連入

れて焼いた。3、4人いないと間に合わないですよ。損もなかったけど、

儲からなかったね。

(萩原| タバコの種類は何だったんですか?)

　黄色種。今の人はやらないよ。夜も寝ずに仕事するなんて馬鹿

みたいだよ。

4. 昔の暮らしのこと

(今井| タバコは親の代からやっていたんですか?)

　そうです。ただ、うちの親は、元々は東京で暮らしていたみたいで、

兄貴がこの近くに住んでいて、近くに住みたいということでここに

来たみたいです。

(萩原| 何年くらい前のことですか?)

　「東京から来たのが35歳の時」って言ってて、生まれが明治28

年だから、昭和の初め頃。

 (今井| その時にこの家も建てたんですか?)

　そうそう。築100年のもっと小さかったのを直して入っている。丈

夫なうちはここにいて、あとはせがれが真岡に家建てたから。

(萩原| 奥さんもずっと中大羽なんですか?)

芳子さん| いいえ、茂木の逆川です。

秀夫さん| 私が51歳の時に再婚したので。最初の妻を真岡のゴル

フ場の事故で亡くし、子供と3人で暮らしていたが、昭和60年に親

戚筋から来てもらった。

 (萩原| 当時、この辺で作っていたものは?)

芳子さん| 米、畑は陸稲、大豆、落花生など。あとは家で食べる野

菜。うちでは今は田んぼも作ってない、食べるだけの野菜だけ作っ

てる。

(萩原| お祭りの時って、稲わらを使って何か作ったりしますか?)

秀夫さん| 学校終わってから、藁仕事は全部家でやったんだけど

も、藁細工は細い小手縄を撚って藁を編む。供出に出す俵は、3本

編みで4カ所編むと隙間がなく米がこぼれないんです。一俵編むの

に相当時間が掛かった。昔はどこでもやった。俵の上と下に丸い

ぼっちというものを作り、縄でかがり、なった縄で5カ所結わえて

作った。冬仕事で毎年作った。あとは、タバコの寒さよけのこもを

作った。何十枚も使うのに、一日に2枚程度しか編めない。木の道

具を使って編んだ。4カ所印があって…俵のは、2枚板を合わせて、

3本編みで機械があった。俵は、4カ所結わえたら、縦にかがりって

言って… (書いて説明)

(萩原| 電気は、子供の頃からありましたか?)

　ここは遅かった。県道に米つき工場があったんです、そこには早

く電気が通った。ここと栗生が遅かったかな? 夜の仕事は小さな

灯油ランプを使って。大きいのは、灯油をいっぱい使うので、急須

みたいな小さなものをつるして。

(今井| 米つき工場があったというのは、精米所ですか? そういう

所は昔からこの辺にあったのですか?)

　今は田んぼになってしまったが、ここに入って来る道路の所で

やっていた。一俵いくらで金を取っていた。元教育長の飯村武さん

の親がやっていた。

(萩原| 小宅地区で、昔は菜種油を搾る所があって、菜種油で揚

げる天ぷらがごちそうだったと聞いたんですが?)

　ここは、道祖土の須田ヶ池のちょっと先に搾る機械を持っている

人がいて、菜種を持って行って搾ってもらってました。タバコを作る

人は、搾りかすを肥料としてかけたので、どこでも作ってた。菜種は、

暮れに植えて翌年の5月に採る。その後、6月に田植えをした。

　小麦も大麦も全部作った。昔は小麦で「はっと汁」というのを

作った。粉にすると一升が八斗に減ってしまうので「はっと汁」、と

聞いたことがある。出汁なんてないから、自家製の味噌とちょっとの

野菜を入れて作った。

　昔は米も刈ってから脱穀が大変な作業だった。刈るのは小さな

ノコギリ鎌、むしろに干して、天日で乾かして、足で踏む脱穀機で脱

穀した。これが大変で、足に力がないと止まっちゃう。うちには脱穀

機がなかったんで借りてやったんです。一時、脱穀を商売にしてい

る人がいて、その人にやってもらったことがある。次は、籾すり、それ

も機械を持ってきて、籾すって、米にしてもらって。それは、あまり長

くはやらなかったね。機械屋が来て、機械を買ったから、早く買えた

人は楽できたけど、うちみたいな所では、何十万、何百万の機械は

高くてすぐに買えないですよ。

(今井| この辺で、身近にあった商売ってありましたか?)

　駄菓子屋が2軒と一杯飲み屋が2軒。飲み屋さんは、火災があっ

た西の根でおばちゃんがやっていた。暇があって、ちょっと金貯ま

ると、そこで一杯飲むのが楽しみでね。

(今井| 先ほど菜種を搾ったのは道祖土まで行っていたということ

ですが、その先の町内まで行く機会はけっこうあったんですか?)

　若い頃は益子に行って飲み食いしたことはないな。30歳過ぎて

から、太平座に映画を観に行った。あの頃は100円あると、映画観

て、ラーメン一杯食べられた。ラーメン屋は、城内坂下ったちょっと

先にあったんですよ。すごく流行ったラーメン屋で。名前は忘れ

ちゃったな。

(萩原| 農業の時に、馬とか牛とか使ったんですか?)

　持ってる人に借りて、田植えの当日、田んぼをならしてもらった。

この辺では、ほとんど馬。牛は、遅いからね。
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下大羽の西の根で6軒が燃える火災があり、26、7棟焼失した。そ

の時に、記録帳が消失してしまった。私らがちょうど青年団の頃で、

中には金貨があったということで、灰を大きなふるいでふるったが、

五分金しか出てこなくて金貨は出てこなかったですね。

(萩原| 中大羽の行事は、下大羽とは違いましたか?)

　中大羽独自でやった行事は1つくらいしかない。合併する前も今

とは全く違っていた。それぞれ西の根とか宿 (しゅく) とかに分かれ

ているけど、お地蔵さんは今でもやっている。中大羽としては3月24

日が実施日だが、お勤めの人が多くなり、ここ5、6年は第二日曜に

やるようになった。

　下大羽でやっている行事というのは、1月3日が総会。1月初めの

日曜がどんど焼き。あとは、7月の祇園祭は昔は14・15で決まってい

たが、今は土・日でやっている。行灯を張ったり飾ったり、太鼓たた

　中大羽の農家に生まれ、会社勤めを経て定年退職後、農業をし

ながら地域の役員を務めた小堀秀夫 (こぼりひでお) さんと、茂木

町逆川 (さかがわ) から嫁いだ妻の芳子 (よしこ) さんに、地域の歴

史や昔の暮らしのことを中心にお話を伺った。

1. 中大羽の歴史と地域の行事

秀夫さん| 以前は、中大羽22軒で独自で自治会を運営していた。そ

れより前は、上大羽に入っていた。1組から5組まであって5組が中大

羽、ということでやっていた。いろいろな事情で、昭和45年かな、上大

羽を脱退した。私が退職した平成6年に、「あまり小部落でやってい

てもしょうがない」と役場からも言われたこともあり、下大羽と合併し

た。

　下大羽自体の記録については、昭和35年の春だったと思うが、

きながら自治会を全部回って歩いた。大きなお祭りは三つ。祇園

祭の神社は八坂神社。次に、高龗 (たかお) 神社のお祭りは、11月

の8・9日に決まっていたのを土・日にやっている。あと、愛宕神社が、

11月23・24日だったが土・日に変わり、8月にやっていた盆踊りは、

見に来る人も踊り手も少なくなり、平成18年を最後にやらなくなっ

た。

　盆踊りの会場は、高龗神社の前に遊園地を作ったんですよ。

作ったのは今から30年以上前かな。山を耕して平らにして2反歩く

らいあった。そこで、下大羽だけの運動会もやったが、子供が減り

やめてしまった。あと、宿では薬師堂があるんです。宿だけでお祭り

を7月の日曜にやってるらしいです。堀の内と中大羽はそれぞれに

地蔵さんをやっている。西の根には念仏堂があり、年に一度お祭り

をやっている。

2. 中大羽のお地蔵さんと米の供出

(萩原| お祭りで作る中大羽独自の食事はありますか?)

　お地蔵さんの一番最初の頃は中大羽だけで、部落の財産として

米を寄付してもらって、約2俵、120キロの米が集まった。当日、その

1割を出してもらって甘酒を作ったんですよ。それを部落のみんな

に振る舞った。それと、ご飯を一升くらい炊いて、お焦げのついたご

飯に塩を付けて食べた。昔のことだから、それがうまくて相当集

まってくれた。それは、役員の家を持ち回りでやっていた。お父さん

は座敷で酒を飲み、甘酒もあまり甘いものは作れなかったが、みん

なきれいに飲んで、帰った覚えがあります。

　やめてしまったのは、平成9年かな? 甘酒もやめ、集まった米を

分配した。今は、持ち寄りで下大羽のコミュニティセンターでやっ

ている。

　うちの方は、ほとんどが農家だったが、集めるのは2俵がぎりぎり

だったんですよ。その頃はお米を供出しなければいけなかったんで、

農家でも食べるお米はぎりぎりだったんですよ。1反歩あたり、何俵

という割り当てが来るんですよ。山と山の間の田んぼは、お米とれ

ないんですよ。今みたいに肥料が良いのがあればいいが、昔は肥

料も配給で、それを各自で分けて。肥料も少なかったけど、あまりと

れなかったんですよ。そこに1反歩いくらで割り当てが来るから、大

変なんですよ。割り当てする人は部落の長老だったから、言うこと

聞いて出してましたけどね。

(萩原| 供出したお米はどうしたんですか?)

　それはお金を出してもらえたんですが、あの頃一俵4千円くらい

だったかな? よく覚えていないんだが、そのあと9千円が長く続いた

のでそのことはよく覚えている。

(萩原| 山本の舘さんという方が、一俵いくらの手ぬぐいみたいな

ものを持っていて、一日あたりの給料、労賃がそれで決まっていた、

というような話をされていました。)

　政府はだいたい米の価格でやるからね。

3. 過酷なタバコ作り

(萩原| 代々農業を営んでいたんですか?)

　農業といっても、うちは土地がなかったから。それで、私が学校

終わったのが昭和25年で、親はおふくろしかいなかったんだが、

「どこか働く所を見つけたい」と言ったところ「百姓じゃないと食べ

ていけないから駄目だ」と言われ、無理矢理やらされたんですよ。

だからうちは、ほとんど土地を借りてやっていた。しまいには、二人

でやってもとても労力的に間に合わないということで、昭和43年に

勤め始めた。ちょうど上三川に日産が来ることになり、真岡にも日

産の関連会社が来ることになり、そこに入ったんです。

 (萩原| そこにあるベーハ小屋は、タバコをやってたんですか?)

　やってたんですよ。土地がなかったんで、最初は1反歩、10アール

しか作らなかった。1反歩作って5万円くらいにしかならなかった。

親に「2反歩作れば10万になる」と言われ、また土地を借りて作っ

た。そうなると、4反歩作れば20万、4反歩作るには乾燥小屋がな

かったんですよ。それでこれを建てた。昭和36、7年かな? タバコ作

りはあまりやらなかったんだが、30万で一棟建てて、タバコ組合か

ら8万円の補助があったんですよ。それで、4反歩から4反5畝作った

んですよ。結婚はしたものの、二人で夜も寝ないで働いたんですよ。

それで4年作って、体が持たないと言うことで、家族は皆反対した

が、やめて真岡の池田物産に働きに出た。それで、一日三食食べら

れるようになった。

 (萩原| タバコを乾燥させる時は、何でしたんですか?)

　最初は薪です。薪は買って来て。二年間薪でやって、そのあとは

機械を借りて灯油で二年。それで体が持たなくなりやめた。薪は、
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くはやらなかったね。機械屋が来て、機械を買ったから、早く買えた

人は楽できたけど、うちみたいな所では、何十万、何百万の機械は

高くてすぐに買えないですよ。

(今井| この辺で、身近にあった商売ってありましたか?)

　駄菓子屋が2軒と一杯飲み屋が2軒。飲み屋さんは、火災があっ

た西の根でおばちゃんがやっていた。暇があって、ちょっと金貯ま

ると、そこで一杯飲むのが楽しみでね。

(今井| 先ほど菜種を搾ったのは道祖土まで行っていたということ

ですが、その先の町内まで行く機会はけっこうあったんですか?)

　若い頃は益子に行って飲み食いしたことはないな。30歳過ぎて

から、太平座に映画を観に行った。あの頃は100円あると、映画観

て、ラーメン一杯食べられた。ラーメン屋は、城内坂下ったちょっと

先にあったんですよ。すごく流行ったラーメン屋で。名前は忘れ

ちゃったな。

(萩原| 農業の時に、馬とか牛とか使ったんですか?)

　持ってる人に借りて、田植えの当日、田んぼをならしてもらった。

この辺では、ほとんど馬。牛は、遅いからね。
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産の関連会社が来ることになり、そこに入ったんです。

 (萩原| そこにあるベーハ小屋は、タバコをやってたんですか?)

　やってたんですよ。土地がなかったんで、最初は1反歩、10アール

しか作らなかった。1反歩作って5万円くらいにしかならなかった。

親に「2反歩作れば10万になる」と言われ、また土地を借りて作っ

た。そうなると、4反歩作れば20万、4反歩作るには乾燥小屋がな

かったんですよ。それでこれを建てた。昭和36、7年かな? タバコ作

りはあまりやらなかったんだが、30万で一棟建てて、タバコ組合か

ら8万円の補助があったんですよ。それで、4反歩から4反5畝作った

んですよ。結婚はしたものの、二人で夜も寝ないで働いたんですよ。

それで4年作って、体が持たないと言うことで、家族は皆反対した

が、やめて真岡の池田物産に働きに出た。それで、一日三食食べら

れるようになった。

 (萩原| タバコを乾燥させる時は、何でしたんですか?)

　最初は薪です。薪は買って来て。二年間薪でやって、そのあとは

機械を借りて灯油で二年。それで体が持たなくなりやめた。薪は、

寝ずに燃さなきゃならなかったから。夕方、縄で挟んだのを作って、

その晩から寝ずに薪を燃して、4～5日掛かる。起きてるときは藁仕

事。昔はどこでも、縄をなって挟んで、一つの小屋に250～300連入

れて焼いた。3、4人いないと間に合わないですよ。損もなかったけど、

儲からなかったね。

(萩原| タバコの種類は何だったんですか?)

　黄色種。今の人はやらないよ。夜も寝ずに仕事するなんて馬鹿

みたいだよ。

4. 昔の暮らしのこと

(今井| タバコは親の代からやっていたんですか?)

　そうです。ただ、うちの親は、元々は東京で暮らしていたみたいで、

兄貴がこの近くに住んでいて、近くに住みたいということでここに

来たみたいです。

(萩原| 何年くらい前のことですか?)

　「東京から来たのが35歳の時」って言ってて、生まれが明治28

年だから、昭和の初め頃。

 (今井| その時にこの家も建てたんですか?)

　そうそう。築100年のもっと小さかったのを直して入っている。丈

夫なうちはここにいて、あとはせがれが真岡に家建てたから。

(萩原| 奥さんもずっと中大羽なんですか?)

芳子さん| いいえ、茂木の逆川です。

秀夫さん| 私が51歳の時に再婚したので。最初の妻を真岡のゴル

フ場の事故で亡くし、子供と3人で暮らしていたが、昭和60年に親

戚筋から来てもらった。

 (萩原| 当時、この辺で作っていたものは?)

芳子さん| 米、畑は陸稲、大豆、落花生など。あとは家で食べる野

菜。うちでは今は田んぼも作ってない、食べるだけの野菜だけ作っ

てる。

(萩原| お祭りの時って、稲わらを使って何か作ったりしますか?)

秀夫さん| 学校終わってから、藁仕事は全部家でやったんだけど

も、藁細工は細い小手縄を撚って藁を編む。供出に出す俵は、3本

編みで4カ所編むと隙間がなく米がこぼれないんです。一俵編むの

に相当時間が掛かった。昔はどこでもやった。俵の上と下に丸い

ぼっちというものを作り、縄でかがり、なった縄で5カ所結わえて

作った。冬仕事で毎年作った。あとは、タバコの寒さよけのこもを

作った。何十枚も使うのに、一日に2枚程度しか編めない。木の道

具を使って編んだ。4カ所印があって…俵のは、2枚板を合わせて、

3本編みで機械があった。俵は、4カ所結わえたら、縦にかがりって

言って… (書いて説明)

(萩原| 電気は、子供の頃からありましたか?)

　ここは遅かった。県道に米つき工場があったんです、そこには早

く電気が通った。ここと栗生が遅かったかな? 夜の仕事は小さな

灯油ランプを使って。大きいのは、灯油をいっぱい使うので、急須

みたいな小さなものをつるして。

(今井| 米つき工場があったというのは、精米所ですか? そういう

所は昔からこの辺にあったのですか?)

　今は田んぼになってしまったが、ここに入って来る道路の所で

やっていた。一俵いくらで金を取っていた。元教育長の飯村武さん

の親がやっていた。

(萩原| 小宅地区で、昔は菜種油を搾る所があって、菜種油で揚

げる天ぷらがごちそうだったと聞いたんですが?)

　ここは、道祖土の須田ヶ池のちょっと先に搾る機械を持っている

人がいて、菜種を持って行って搾ってもらってました。タバコを作る

人は、搾りかすを肥料としてかけたので、どこでも作ってた。菜種は、

暮れに植えて翌年の5月に採る。その後、6月に田植えをした。

　小麦も大麦も全部作った。昔は小麦で「はっと汁」というのを

作った。粉にすると一升が八斗に減ってしまうので「はっと汁」、と

聞いたことがある。出汁なんてないから、自家製の味噌とちょっとの

野菜を入れて作った。

　昔は米も刈ってから脱穀が大変な作業だった。刈るのは小さな

ノコギリ鎌、むしろに干して、天日で乾かして、足で踏む脱穀機で脱

穀した。これが大変で、足に力がないと止まっちゃう。うちには脱穀

機がなかったんで借りてやったんです。一時、脱穀を商売にしてい

る人がいて、その人にやってもらったことがある。次は、籾すり、それ

も機械を持ってきて、籾すって、米にしてもらって。それは、あまり長

くはやらなかったね。機械屋が来て、機械を買ったから、早く買えた

人は楽できたけど、うちみたいな所では、何十万、何百万の機械は

高くてすぐに買えないですよ。

(今井| この辺で、身近にあった商売ってありましたか?)

　駄菓子屋が2軒と一杯飲み屋が2軒。飲み屋さんは、火災があっ

た西の根でおばちゃんがやっていた。暇があって、ちょっと金貯ま

ると、そこで一杯飲むのが楽しみでね。

(今井| 先ほど菜種を搾ったのは道祖土まで行っていたということ

ですが、その先の町内まで行く機会はけっこうあったんですか?)

　若い頃は益子に行って飲み食いしたことはないな。30歳過ぎて

から、太平座に映画を観に行った。あの頃は100円あると、映画観

て、ラーメン一杯食べられた。ラーメン屋は、城内坂下ったちょっと

先にあったんですよ。すごく流行ったラーメン屋で。名前は忘れ

ちゃったな。

(萩原| 農業の時に、馬とか牛とか使ったんですか?)

　持ってる人に借りて、田植えの当日、田んぼをならしてもらった。

この辺では、ほとんど馬。牛は、遅いからね。

記録: 萩原潤 (文責) 、土祭事務局
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黒子スギさん

て、ちらし寿司やおはぎを食べたり、妊婦に持って行って食べさせ

て安産祈願をした。これも中大羽だけでやっていたが、40年から50

年前にやめちゃった。

　地蔵様っていうのは私らここに来たときからあって、昔の甘酒待

ちって言ったのかな。2、3日前に当たった家で世話人が集まって甘

酒をつくって、それを部落の人がその家に午前中は飲みに行く。午

後になると一重箱 (ひとじゅうばち、と訛る) って酒の肴をつくって

お祭りっていうのかな。それの続きが今、形は変わったけども、一

軒で2人ずつ集まって、一人いくらで会費を出して、お地蔵様、地蔵

尊をお祭りしている。自分で食べる分じゃないけど、飲む酒の肴を

持参して当たった家に行くわけ、持ち寄りで。それは3月の24日、お

金の出し方は変わっても現在までずっと続いている。

　昔はお米で集めてやった、甘酒だからお米で。現在はそういう甘

　道祖土の農家に生まれ、昭和27年に中大羽の農家に嫁いだ

黒子 (くろこ) スギさん。今はなくなってしまったものもある地域の

行事や、タバコを中心とした農業など、両方の地域の暮らしについ

て様 な々お話を伺った。　

1. 地蔵様と地域の行事

　今は地蔵様だけ続いていて、あとは何十年も前につぶれちゃっ

た。庚申様 (こうしんさま) はやめちゃって40年から50年経つが、中

大羽だけでやっていた。鹿沼の方に百姓の神様があった。7、8軒の

男の人だけで1年に3、4回、夜に集まっていた。当家 (とうや) が決

まっていて、当たった家が食事を準備した。

　ジゾッコっていうのは女の人だけの集まり。当家があって回り番

で、年に6回ぐらいやっていた。女の人が子どもや孫を連れて集まっ
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酒はもうつくらない、今はいろんな場所でやるからね。会費制でお

金集めて、お地蔵さんのお掛軸を飾ってそこへお参りして、現在も

それはやってます。掛軸は世話人の家で保管しておく、毎年やった

人がずっと。これは中大羽だけでやってるんです、下大羽はまた

きっと違う形で何かやってると思う。

　あとは若い人がどんど焼きとか、祇園様とか高龗 (たかお) 神社

のお祭り、愛宕様のお祭りとか、そういうのは今でもずっとやってま

す。前の頃は花火大会もやった。あれは高龗神社のお祭りでやっ

たのかな、早く言えば秋祭り。あれは11月9日かな、今は日曜日を利

用するからね。昔は下大羽だけの運動会とか盆踊りとかもやりまし

たけど、運動会はもうだいぶやらない。盆踊りは何年ぐらい前まで

やってたかね、池田さんが仕掛けたけど、やぐらを組んだり何かす

るのが大変で、きっと違う形で何かやろうとしている。

　あとは、敬老会はやっていただいてます、毎年やってて、去年は

部落でそういう集まりじゃなく、お祝いの品物を70歳以上の方に

配ってくれました。その前は心誠会の方々が部落の70歳以上の方

を、足の悪い人は迎えに来てくれて、秋の忙しいのに一日お祝いし

てくれた。いろんな芸、皆さん達者で、そういうのを見せてくれた。9

月に入っての都合のいい日、日曜日とか土曜日とかってやってくれ

た。心誠会とひばり会っていう方がやってくれた、私らは呼ばれて

行く方だったので。

　老人クラブもある。あれは希望ですよね、強制的じゃない、入り

たい人。楽しみは楽しみでしたよね、役場の福祉バスで旅行に連

れてってもらえたからね。

 (今井| 老人クラブは人がどんどん減ってきて、という話を聞きまし

たが?)

　そうそう、今減ってっちゃって。結局役員さんが大変でしょうね、

だから結局若い人なら大丈夫なんでしょうけど、年取ってくると誰

も同じこと、自分の体が思うようじゃなくなるから、そういう意味で

減っていくんだと思います。旅行に行ったり、コミュニティセンター

の周りの草むしりなんか年に何回もやる。あとはお芝居見たり、忘

年会、花見、新年会とかそういうことで集まってね。

2. 道祖土から大羽に嫁いで

　私は昭和27年に益子町の道祖土から来た。すぐ隣です。生まれ

た場所は周りが瀬戸屋さんだった。それで農家っていうのは夏、夕

方涼しくなってから畑仕事やなんか作業に出たんですよ、その頃

瀬戸屋さんはもう仕事しないで夕涼みしている。それで周りが農家

のところの方がいいかなと思って、だって同じ夕方帰ってきてもど

こでも同じく暗くなるまで働いてるでしょ、農家の場合は。若い頃は

それが嫌だったんですね、周りが瀬戸屋さんだから浴衣できれい

になってるでしょ、それで真っ黒になって働いてると若いうちは嫌

なんですよね。だから自分で生活するのには同じような環境のとこ

ろがいいかと思ったんですよ。

　だけど来てみたら、今は舗装になって道いいですけど、タテバの

坂っていうのが昔は砂利でしょ、だからあそこ上ってくるのが大変。

来てみたら、ああこれはちょっと山の中に来すぎたかな、と。でも百

姓するのには場所として良かったですよね。でも町へ出るのが

ちょっとね、その頃は自転車でしょ、帰りが上りなんですよね、大羽

は。それで砂利道なんです、それがほんと大変だった。

 (今井| 町へ出ることは多かった?)

　実家へ年に何回か行きますよね、その間にもたまには何か出か

けますよね、そうすると帰りがね。嫁に来たては駒下駄ってのを履

いて歩いて帰ったでしょ、砂利道だったから歩くのが大変。上りだ

から。

　道祖土も今はずっと開けちゃったから陶芸メッセだなんだでき

てますよね、こっちはそんな風に開けはしないですよね、大羽の方

は。ひと山越えるとずっと違うんですね。気候も違う、雪の降り方が

大羽の方が多く降るような感じしますよ。結局あれかな、川が逆さ

川、南から北へ流れるでしょ、地形も北下がりっていうのかな、だ

からいくらか寒いのかもしれないですよね。大変な場所へ来たな、

とは思いましたけど。

3. タバコ中心の農業

(今井| つくっていたものは?) 

　タバコです。実家の方もタバコ、タバコがずっとお米より多かった。

こっちに来た頃はそんなにタバコつくってなかった、私が来てから

タバコを多くつくりました、ここへ来て増やしましたね。じゃないと作

物の収入っていうの、タバコの方がいっぱい収入があったんですよ、

それだから骨折れてもタバコをやった。

　大変です、タバコは。一か月は戦争みたいです。夏の本当に忙し

い7月から8月ぐらいまでは戦争みたいでした。作業が大変だった

んです、収穫して乾燥小屋に入れて乾燥するでしょ、生葉をかいて

きて腐らせないうちに、畑から採ってきて一日のうちに小屋に詰め

ないと質が良くできない。だから採ってきた日に、一日に何でもかん

でも小屋に入れて、昔は縄で編んだけど、私らやめる頃はミシンに

なりました。葉を並べて、落ちないように下げるのに糸でつなぐ。

葉っぱ重ねてミシンにかけると独りで縫ってくれたんで、ずっと楽

になりました。あとヨコメカキ、脇芽伸ばしてはいい葉っぱが出ない、

それで脇芽かきが大変だった。でも薬ができたのね、上から垂らす

と脇芽が枯れていく、そんなふうになったから、ずっと前よりはやめ

る頃は労力もずっと楽になった。

　小屋は4つ持っていた、毎日1つずつやって、4日間干して順々に

ぐるぐる回っていくわけ。だから毎日1つ小屋を全部片付ける。かい

て吊って乾いたのを外して、毎日それの繰り返し、戦争みたいです。

でも朝の涼しいうちに畑に出て採ってくる、だから勤まったんでしょ

うね。屋根の下でタバコはさんだりするから、朝の暗いうちに行っ

て9時頃までに採ってきちゃう、そうすると涼しい場所で作業でき

たから、体も続いたと思いますよ。でも今はもうあんまりタバコは吸

わないようになっちゃって。平成元年までつくっていた。

　骨は折れても収入があったんで、ずっとそれをやりましたよね。こ

の周りでも、ほとんどどこの家でも大なり小なりつくっていた。今は

どこでもやってないですよね。

　おかげさまで、うちではいい畑持ってたせいか、わりあいタバコ

がよくできて、いろいろ賞をもらった。そっちの部屋に飾ってある。

局長賞に県知事賞、知事賞は2回ぐらいもらってあるかな。農業コ

ンクールにタバコ部門で出しましたね。やっぱり畑が良かったんだ

ね、運が良くて。

　タバコ以外にはコメだけ。田んぼは植えて除草剤振っておけば

そんなに手が掛かんないですよね、刈るのも乾燥も機械だし。稲作

は「なげつくり」、あまり手間をかけなかった。

　昔は手で草を取っていた。何でもかんでも2回は取りましたよね、

「一番取り」と「二番取り」といって。そして9月頃になるとヒエがイネ

よりも大きくなって、それを「ヒエ取り」といって取って歩いた。今は

あんまり見られなくなったね、イネより大きくなって目立つからよく

分かる。除草剤はいつだろうな、洗濯機できたころはまだ手でやっ

てたよね、昭和40年代かな、夢中で覚えてないですね。

　よく子どもは夏休みに使いましたね、タバコの仕事では。屋根の

下でやる作業は3人の子どもに預けるんですよ、私ら表に出て野良

の仕事をやって。三人三様で、やった仕事でみんな性格分かりま

す。手早な子どもはそれほど何でも構わない、じゃないけどわりあ

い構わないで能率上げる子どもと、きちんとやる子どもとありますよ

ね、3人の子どもの性格みたいなものでしょう。わりあい下の子は、

あんちゃんに負けないようにやるのにはやっぱり丁寧にやっていて

は追いつかないので、粗相でもあんちゃんになるたけ追いつくよう

な、そういうあれでしたね。あとを見ると子どもの性格が分かるな、

と思いましたよね。だから夏休みはずっと、でも遊ぶことできなくて

子どもらは大変だったかもしれない。小遣いもらうのにはいくらか

働かなくちゃ、だからきっと働いたのかもしれないね。

 (今井| タバコを売りに行くときにご褒美を買ってもらったという話

も聞きましたが?)

　そうそう、それには何か褒美買ってきて、そして今度は近所の周

りへ、いくらか畑借りたり、うちだけでできないから人頼んでやった

りした家へ、よく赤羽まんじゅうを買ってきて10軒ぐらい配りました。

タバコ売った日に買ってきてお礼というのかな、わずかだけど感謝

の気持ちなのかな。

4. 大羽のお祭りと歴史のこと

　大羽のお祭りにはあまり行ったことがない。もとは上大羽の綱神

社と大倉神社、そのお祭りには1、2回行った。中大羽の部落で行っ

たね、お供えをついて、それをお護符といって、小さく切って各家庭

でもらって食べた。上大羽にはいろんな文化財がありますよね、下

大羽にはあんまりない。

　昔の人の「あさひさす　おおぎのもとに　こがねせんばい　すう

せんばい」なんていうの、上大羽で誰か言ってなかったですか。私

が来たときおばあちゃんが言ったんですよ。大羽から朝日射すとい

うと高舘山かな、どこかに何かあったのか、それは分からないけど、

うちの主人らが子どもの頃は何かの洞窟というか掘った跡がある、

そこでも言うのかな、という話。それに、高舘山の向こう、つかもとさ

んの入口あたりから経ヶ坂 (きょうがさか) ってあるでしょ、古い

経ヶ坂の入口に「今日が坂　明日は畑で　芋を掘る」っていう石

の碑が立っていたそうですよね。それは実家の父が言った、大羽の

部落で百姓する人が歌ったのかな、どのくらいの石だか知らない

けど石が立ってたって。大した歌はないけど、けっこうここで歌とい

うか詩をつくった人はあるのかな。

　平嶋五一 (ひらしまごいち) さんっていう郷土史の研究していた

人にうちのおばあちゃんが聞いたのかな。いろいろ研究してました

よね、下大羽の人で、亡くなって40年近くじゃないですか。黒子家

がここに土着したのは、宇都宮家の墓守として来た、そういうのも

やっぱり平嶋さんに聞いたのかな。

　前は上大羽のお付き合いだったから、わりあい上大羽の方がい

ろいろうちのおばあちゃんらも知ってたのかな。下大羽へ入って何

年ぐらいでしょう、まだそんなに昔じゃないんだよね。何年か中大

羽だけでやって、下大羽の誘いがあって入ったんですよね、何年か

は記憶にないね。だからわりあい下大羽のことは分からない。

　下大羽の誘いがあって、祇園様っていうのを一緒にやって、各

坪交代に4つ合わさったのも中大羽で3回やった、今年で4回目、そ

うすると入って20年ぐらいになるのか、当番は4回だね。準備に花

づくりとか何とかって出たからそれを覚えてる。ここの祇園様は益

子と違って簡単だからね、桜の花をつくって飾り物下げて昔はリヤ

カー、今は軽トラックで、お昼前につくって夕方部落中太鼓をたた

きながら歩く、お祝いやるのは夜なのかな、あんまり出たことないか

ら分からない。軽トラック運転しながらその後ろでたたく、太鼓だけ

だね。今でもそれはやってます。

5. 益子の祇園様とお祭りの記憶

　益子の祇園様は何でもかんでも浴衣着て楽しみにして、うち

じゅうして行った。昔は6台屋台が出た。今でも御神酒頂戴やって

るでしょ、3升6合5勺を飲み干して当番を引き継ぎ、それをたまには

見に行った。あと天狗、鹿島神社から当番の町内のところへ毎年

交代にお神輿担いでやってるでしょ、お神輿担いで鼻の高い一本

歯履いて。そして昔は仮装じゃないけどいろんなつくりものを飾っ

た、今も時代でいろんな人気のあるお雛様ができたりするのと同じ

ように、部落でいろんなものつくって飾った、子どもの頃まではね。

戦時中やってましたが、戦後みんななくなったんですよね。それは

お祭りのときに飾る、鹿島神社から当番の部落のどこか1軒、そこ

へ置いてお祭りする家庭を頼む、そこへお天王さんが行ってお神

輿飾って皆さんそこへお祭りに行った。お天王さん、昔は21日に出

て5日間あったんです。

　あとはちっちゃい頃だけど、今の太平神社、あそこで秋だね、皆

さんお面をかぶって神楽、そういうのを見に行った。それに今あじ

さいの山になってるところかな、あそこにけっこう桜があったんです

よ、そこへちっちゃい頃お母さんとおばあちゃんに連れられて夜桜

見に行った、そして芋串を買って食べたのを覚えている。あんまり

人はいなかったね、でもお店は5、6軒出ていた。

　あとお祭りとしては、ミダサマミダサマって今の中央公民館の入

口のお寺、あそこへ行って昔はブッカケアメといっておっかきなが

ら売ってくれたアメがあった。それに電気なんてなかったからお店

のガス灯の独特のにおいがした、行くとそれがミダサマのにおい、

そんな感じで。お寺のお祭りだったのかな、とにかくミダサマミダサ

マといって行った。ブッカケアメに桃があったかな、桃があるという

と春だね。とにかくブッカケアメを買うとおっかきながら入れてくれ

たのは一番覚えている。それは私らが17～18の頃までありました、

そういうの買った覚えがある、あとは20歳で嫁に来ちゃったから。

　益子のお祭りは祇園様に町民センターの盆踊り、秋のお祭りは

各家庭でやってるぐらいで鹿島神社にお参りに行かなかった。今

あじさい祭りやってますよね、その上の方に招魂社って戦死した人

を祀っているところがあって、そこに桜が植わってた。もう20年ぐら

い前かな、あじさい祭りが始まったばかりの頃、いっぺん見に行っ

たっきりだからあとは分からない。招魂社へはちっちゃい頃はきっ

とお参りに行ったんだね、だから覚えてるんだろうね。その下の方

に桜が植わっていた。今はあじさいだけですね。

　ずっと私らの子どもの頃は今のどんど焼き、その前は「ワーホイ」

とか何とかって言って子どもたちで集まって、お正月だからお雑煮

つくって子どもたちだけで食べてそこへ一晩泊まって、というのが

実家の道祖土の方であった。どこかの農家の隠居家みたいなとこ

ろを借りてやった。カルメ焼、これを楽しみにして集まって、上手に

できるかぺちゃんこになっちゃうか、そういうことをやった。1月の14

日だね。「ワホヤ」とか「ワーホイ」とか、訛りのあれで何かきっと名

前があったんでしょうね。女の子どもばっかりで集まった。あの頃

ガスも何もなかったのにどうして燃してやったんだろうね、炭だね、

今考えてみると。それを楽しみにやった、子どもの遊びね。それは小

学5年頃までやっていた。昭和10年代、戦争でほとんど何もなく

なって、終戦後ほとんど行事つぶれちゃった。終戦後は食べるのが

精一杯で、行事何もなくなっちゃった。ほんとに食糧難に遭ってき

たからね。農家でもなかったから、農家じゃない人はもっとひど

かったと思う。

　でも今はだいぶいろんな行事が復活してきたでしょ。山本の

太々神楽、産業祭のときに山本の人がお面かぶって太鼓に合わせ

て踊りを踊って、烏帽子をかぶってやってるのを見ました、それは

5、6年前かな。

　昔は祇園様なんていったら鹿島神社の前にずっとお店出ていっ

ぱい歩くの、人を押し返さないといけないほど昔の祇園様は出た

からね。おもちゃの店でも綿飴屋でも何でも出てた。ここから子ど

も背負って祇園様行ってくるなんて許可もらって実家に行って、益

子の祇園なんていうと呼ばれて。おもちゃ屋の前に行って、子ども

が決して欲しがらないんですよ、だから「自動車買ってやるか」って

言ったら「お母ちゃんお金持ってるか」って。ああ、こんなちいちゃく

てもお金なくちゃ物は買えないのが分かってるんだ、そのとき子ど

もの横顔つくづく見ましたよ。何でか欲しがらないと思ったらお金

なくちゃ買えないというのが分かってたのね、多分見てはいたんだ

ね、連れて歩いていたからね。



て、ちらし寿司やおはぎを食べたり、妊婦に持って行って食べさせ

て安産祈願をした。これも中大羽だけでやっていたが、40年から50

年前にやめちゃった。

　地蔵様っていうのは私らここに来たときからあって、昔の甘酒待

ちって言ったのかな。2、3日前に当たった家で世話人が集まって甘

酒をつくって、それを部落の人がその家に午前中は飲みに行く。午

後になると一重箱 (ひとじゅうばち、と訛る) って酒の肴をつくって

お祭りっていうのかな。それの続きが今、形は変わったけども、一

軒で2人ずつ集まって、一人いくらで会費を出して、お地蔵様、地蔵

尊をお祭りしている。自分で食べる分じゃないけど、飲む酒の肴を

持参して当たった家に行くわけ、持ち寄りで。それは3月の24日、お

金の出し方は変わっても現在までずっと続いている。

　昔はお米で集めてやった、甘酒だからお米で。現在はそういう甘

　道祖土の農家に生まれ、昭和27年に中大羽の農家に嫁いだ

黒子 (くろこ) スギさん。今はなくなってしまったものもある地域の

行事や、タバコを中心とした農業など、両方の地域の暮らしについ

て様 な々お話を伺った。　

1. 地蔵様と地域の行事

　今は地蔵様だけ続いていて、あとは何十年も前につぶれちゃっ

た。庚申様 (こうしんさま) はやめちゃって40年から50年経つが、中

大羽だけでやっていた。鹿沼の方に百姓の神様があった。7、8軒の

男の人だけで1年に3、4回、夜に集まっていた。当家 (とうや) が決

まっていて、当たった家が食事を準備した。

　ジゾッコっていうのは女の人だけの集まり。当家があって回り番

で、年に6回ぐらいやっていた。女の人が子どもや孫を連れて集まっ

酒はもうつくらない、今はいろんな場所でやるからね。会費制でお

金集めて、お地蔵さんのお掛軸を飾ってそこへお参りして、現在も

それはやってます。掛軸は世話人の家で保管しておく、毎年やった

人がずっと。これは中大羽だけでやってるんです、下大羽はまた

きっと違う形で何かやってると思う。

　あとは若い人がどんど焼きとか、祇園様とか高龗 (たかお) 神社

のお祭り、愛宕様のお祭りとか、そういうのは今でもずっとやってま

す。前の頃は花火大会もやった。あれは高龗神社のお祭りでやっ

たのかな、早く言えば秋祭り。あれは11月9日かな、今は日曜日を利

用するからね。昔は下大羽だけの運動会とか盆踊りとかもやりまし

たけど、運動会はもうだいぶやらない。盆踊りは何年ぐらい前まで

やってたかね、池田さんが仕掛けたけど、やぐらを組んだり何かす

るのが大変で、きっと違う形で何かやろうとしている。

　あとは、敬老会はやっていただいてます、毎年やってて、去年は

部落でそういう集まりじゃなく、お祝いの品物を70歳以上の方に

配ってくれました。その前は心誠会の方々が部落の70歳以上の方

を、足の悪い人は迎えに来てくれて、秋の忙しいのに一日お祝いし

てくれた。いろんな芸、皆さん達者で、そういうのを見せてくれた。9

月に入っての都合のいい日、日曜日とか土曜日とかってやってくれ

た。心誠会とひばり会っていう方がやってくれた、私らは呼ばれて

行く方だったので。

　老人クラブもある。あれは希望ですよね、強制的じゃない、入り

たい人。楽しみは楽しみでしたよね、役場の福祉バスで旅行に連

れてってもらえたからね。

 (今井| 老人クラブは人がどんどん減ってきて、という話を聞きまし

たが?)

　そうそう、今減ってっちゃって。結局役員さんが大変でしょうね、

だから結局若い人なら大丈夫なんでしょうけど、年取ってくると誰

も同じこと、自分の体が思うようじゃなくなるから、そういう意味で

減っていくんだと思います。旅行に行ったり、コミュニティセンター

の周りの草むしりなんか年に何回もやる。あとはお芝居見たり、忘

年会、花見、新年会とかそういうことで集まってね。

2. 道祖土から大羽に嫁いで

　私は昭和27年に益子町の道祖土から来た。すぐ隣です。生まれ

た場所は周りが瀬戸屋さんだった。それで農家っていうのは夏、夕

方涼しくなってから畑仕事やなんか作業に出たんですよ、その頃

瀬戸屋さんはもう仕事しないで夕涼みしている。それで周りが農家

のところの方がいいかなと思って、だって同じ夕方帰ってきてもど

こでも同じく暗くなるまで働いてるでしょ、農家の場合は。若い頃は

それが嫌だったんですね、周りが瀬戸屋さんだから浴衣できれい

になってるでしょ、それで真っ黒になって働いてると若いうちは嫌

なんですよね。だから自分で生活するのには同じような環境のとこ

ろがいいかと思ったんですよ。

　だけど来てみたら、今は舗装になって道いいですけど、タテバの

坂っていうのが昔は砂利でしょ、だからあそこ上ってくるのが大変。

来てみたら、ああこれはちょっと山の中に来すぎたかな、と。でも百

姓するのには場所として良かったですよね。でも町へ出るのが

ちょっとね、その頃は自転車でしょ、帰りが上りなんですよね、大羽

は。それで砂利道なんです、それがほんと大変だった。

 (今井| 町へ出ることは多かった?)

　実家へ年に何回か行きますよね、その間にもたまには何か出か

けますよね、そうすると帰りがね。嫁に来たては駒下駄ってのを履

いて歩いて帰ったでしょ、砂利道だったから歩くのが大変。上りだ

から。

　道祖土も今はずっと開けちゃったから陶芸メッセだなんだでき

てますよね、こっちはそんな風に開けはしないですよね、大羽の方

は。ひと山越えるとずっと違うんですね。気候も違う、雪の降り方が

大羽の方が多く降るような感じしますよ。結局あれかな、川が逆さ

川、南から北へ流れるでしょ、地形も北下がりっていうのかな、だ

からいくらか寒いのかもしれないですよね。大変な場所へ来たな、

とは思いましたけど。

3. タバコ中心の農業

(今井| つくっていたものは?) 

　タバコです。実家の方もタバコ、タバコがずっとお米より多かった。

こっちに来た頃はそんなにタバコつくってなかった、私が来てから

タバコを多くつくりました、ここへ来て増やしましたね。じゃないと作

物の収入っていうの、タバコの方がいっぱい収入があったんですよ、

それだから骨折れてもタバコをやった。

　大変です、タバコは。一か月は戦争みたいです。夏の本当に忙し

い7月から8月ぐらいまでは戦争みたいでした。作業が大変だった

んです、収穫して乾燥小屋に入れて乾燥するでしょ、生葉をかいて

きて腐らせないうちに、畑から採ってきて一日のうちに小屋に詰め

ないと質が良くできない。だから採ってきた日に、一日に何でもかん

でも小屋に入れて、昔は縄で編んだけど、私らやめる頃はミシンに

なりました。葉を並べて、落ちないように下げるのに糸でつなぐ。

葉っぱ重ねてミシンにかけると独りで縫ってくれたんで、ずっと楽

になりました。あとヨコメカキ、脇芽伸ばしてはいい葉っぱが出ない、

それで脇芽かきが大変だった。でも薬ができたのね、上から垂らす

と脇芽が枯れていく、そんなふうになったから、ずっと前よりはやめ

る頃は労力もずっと楽になった。

　小屋は4つ持っていた、毎日1つずつやって、4日間干して順々に

ぐるぐる回っていくわけ。だから毎日1つ小屋を全部片付ける。かい

て吊って乾いたのを外して、毎日それの繰り返し、戦争みたいです。

でも朝の涼しいうちに畑に出て採ってくる、だから勤まったんでしょ

うね。屋根の下でタバコはさんだりするから、朝の暗いうちに行っ

て9時頃までに採ってきちゃう、そうすると涼しい場所で作業でき

たから、体も続いたと思いますよ。でも今はもうあんまりタバコは吸

わないようになっちゃって。平成元年までつくっていた。

　骨は折れても収入があったんで、ずっとそれをやりましたよね。こ

の周りでも、ほとんどどこの家でも大なり小なりつくっていた。今は

どこでもやってないですよね。

　おかげさまで、うちではいい畑持ってたせいか、わりあいタバコ

がよくできて、いろいろ賞をもらった。そっちの部屋に飾ってある。

局長賞に県知事賞、知事賞は2回ぐらいもらってあるかな。農業コ

ンクールにタバコ部門で出しましたね。やっぱり畑が良かったんだ

ね、運が良くて。

　タバコ以外にはコメだけ。田んぼは植えて除草剤振っておけば

そんなに手が掛かんないですよね、刈るのも乾燥も機械だし。稲作

は「なげつくり」、あまり手間をかけなかった。

　昔は手で草を取っていた。何でもかんでも2回は取りましたよね、

「一番取り」と「二番取り」といって。そして9月頃になるとヒエがイネ

よりも大きくなって、それを「ヒエ取り」といって取って歩いた。今は

あんまり見られなくなったね、イネより大きくなって目立つからよく

分かる。除草剤はいつだろうな、洗濯機できたころはまだ手でやっ

てたよね、昭和40年代かな、夢中で覚えてないですね。

　よく子どもは夏休みに使いましたね、タバコの仕事では。屋根の

下でやる作業は3人の子どもに預けるんですよ、私ら表に出て野良

の仕事をやって。三人三様で、やった仕事でみんな性格分かりま

す。手早な子どもはそれほど何でも構わない、じゃないけどわりあ

い構わないで能率上げる子どもと、きちんとやる子どもとありますよ

ね、3人の子どもの性格みたいなものでしょう。わりあい下の子は、

あんちゃんに負けないようにやるのにはやっぱり丁寧にやっていて

は追いつかないので、粗相でもあんちゃんになるたけ追いつくよう

な、そういうあれでしたね。あとを見ると子どもの性格が分かるな、

と思いましたよね。だから夏休みはずっと、でも遊ぶことできなくて

子どもらは大変だったかもしれない。小遣いもらうのにはいくらか

働かなくちゃ、だからきっと働いたのかもしれないね。

 (今井| タバコを売りに行くときにご褒美を買ってもらったという話

も聞きましたが?)

　そうそう、それには何か褒美買ってきて、そして今度は近所の周

りへ、いくらか畑借りたり、うちだけでできないから人頼んでやった

りした家へ、よく赤羽まんじゅうを買ってきて10軒ぐらい配りました。

タバコ売った日に買ってきてお礼というのかな、わずかだけど感謝

の気持ちなのかな。

4. 大羽のお祭りと歴史のこと

　大羽のお祭りにはあまり行ったことがない。もとは上大羽の綱神

社と大倉神社、そのお祭りには1、2回行った。中大羽の部落で行っ

たね、お供えをついて、それをお護符といって、小さく切って各家庭

でもらって食べた。上大羽にはいろんな文化財がありますよね、下

大羽にはあんまりない。

　昔の人の「あさひさす　おおぎのもとに　こがねせんばい　すう

せんばい」なんていうの、上大羽で誰か言ってなかったですか。私

が来たときおばあちゃんが言ったんですよ。大羽から朝日射すとい

うと高舘山かな、どこかに何かあったのか、それは分からないけど、

うちの主人らが子どもの頃は何かの洞窟というか掘った跡がある、

そこでも言うのかな、という話。それに、高舘山の向こう、つかもとさ

んの入口あたりから経ヶ坂 (きょうがさか) ってあるでしょ、古い

経ヶ坂の入口に「今日が坂　明日は畑で　芋を掘る」っていう石

の碑が立っていたそうですよね。それは実家の父が言った、大羽の

部落で百姓する人が歌ったのかな、どのくらいの石だか知らない

けど石が立ってたって。大した歌はないけど、けっこうここで歌とい

うか詩をつくった人はあるのかな。

　平嶋五一 (ひらしまごいち) さんっていう郷土史の研究していた

人にうちのおばあちゃんが聞いたのかな。いろいろ研究してました

よね、下大羽の人で、亡くなって40年近くじゃないですか。黒子家

がここに土着したのは、宇都宮家の墓守として来た、そういうのも

やっぱり平嶋さんに聞いたのかな。

　前は上大羽のお付き合いだったから、わりあい上大羽の方がい

ろいろうちのおばあちゃんらも知ってたのかな。下大羽へ入って何

年ぐらいでしょう、まだそんなに昔じゃないんだよね。何年か中大

羽だけでやって、下大羽の誘いがあって入ったんですよね、何年か

は記憶にないね。だからわりあい下大羽のことは分からない。

　下大羽の誘いがあって、祇園様っていうのを一緒にやって、各

坪交代に4つ合わさったのも中大羽で3回やった、今年で4回目、そ

うすると入って20年ぐらいになるのか、当番は4回だね。準備に花

づくりとか何とかって出たからそれを覚えてる。ここの祇園様は益

子と違って簡単だからね、桜の花をつくって飾り物下げて昔はリヤ

カー、今は軽トラックで、お昼前につくって夕方部落中太鼓をたた

きながら歩く、お祝いやるのは夜なのかな、あんまり出たことないか

ら分からない。軽トラック運転しながらその後ろでたたく、太鼓だけ

だね。今でもそれはやってます。

5. 益子の祇園様とお祭りの記憶

　益子の祇園様は何でもかんでも浴衣着て楽しみにして、うち

じゅうして行った。昔は6台屋台が出た。今でも御神酒頂戴やって

るでしょ、3升6合5勺を飲み干して当番を引き継ぎ、それをたまには

見に行った。あと天狗、鹿島神社から当番の町内のところへ毎年

交代にお神輿担いでやってるでしょ、お神輿担いで鼻の高い一本

歯履いて。そして昔は仮装じゃないけどいろんなつくりものを飾っ

た、今も時代でいろんな人気のあるお雛様ができたりするのと同じ

ように、部落でいろんなものつくって飾った、子どもの頃まではね。

戦時中やってましたが、戦後みんななくなったんですよね。それは

お祭りのときに飾る、鹿島神社から当番の部落のどこか1軒、そこ

へ置いてお祭りする家庭を頼む、そこへお天王さんが行ってお神

輿飾って皆さんそこへお祭りに行った。お天王さん、昔は21日に出

て5日間あったんです。

　あとはちっちゃい頃だけど、今の太平神社、あそこで秋だね、皆

さんお面をかぶって神楽、そういうのを見に行った。それに今あじ

さいの山になってるところかな、あそこにけっこう桜があったんです

よ、そこへちっちゃい頃お母さんとおばあちゃんに連れられて夜桜

見に行った、そして芋串を買って食べたのを覚えている。あんまり

人はいなかったね、でもお店は5、6軒出ていた。

　あとお祭りとしては、ミダサマミダサマって今の中央公民館の入

口のお寺、あそこへ行って昔はブッカケアメといっておっかきなが

ら売ってくれたアメがあった。それに電気なんてなかったからお店

のガス灯の独特のにおいがした、行くとそれがミダサマのにおい、

そんな感じで。お寺のお祭りだったのかな、とにかくミダサマミダサ

マといって行った。ブッカケアメに桃があったかな、桃があるという

と春だね。とにかくブッカケアメを買うとおっかきながら入れてくれ

たのは一番覚えている。それは私らが17～18の頃までありました、

そういうの買った覚えがある、あとは20歳で嫁に来ちゃったから。

　益子のお祭りは祇園様に町民センターの盆踊り、秋のお祭りは

各家庭でやってるぐらいで鹿島神社にお参りに行かなかった。今

あじさい祭りやってますよね、その上の方に招魂社って戦死した人

を祀っているところがあって、そこに桜が植わってた。もう20年ぐら

い前かな、あじさい祭りが始まったばかりの頃、いっぺん見に行っ

たっきりだからあとは分からない。招魂社へはちっちゃい頃はきっ

とお参りに行ったんだね、だから覚えてるんだろうね。その下の方

に桜が植わっていた。今はあじさいだけですね。

　ずっと私らの子どもの頃は今のどんど焼き、その前は「ワーホイ」

とか何とかって言って子どもたちで集まって、お正月だからお雑煮

つくって子どもたちだけで食べてそこへ一晩泊まって、というのが

実家の道祖土の方であった。どこかの農家の隠居家みたいなとこ

ろを借りてやった。カルメ焼、これを楽しみにして集まって、上手に

できるかぺちゃんこになっちゃうか、そういうことをやった。1月の14

日だね。「ワホヤ」とか「ワーホイ」とか、訛りのあれで何かきっと名

前があったんでしょうね。女の子どもばっかりで集まった。あの頃

ガスも何もなかったのにどうして燃してやったんだろうね、炭だね、

今考えてみると。それを楽しみにやった、子どもの遊びね。それは小

学5年頃までやっていた。昭和10年代、戦争でほとんど何もなく

なって、終戦後ほとんど行事つぶれちゃった。終戦後は食べるのが

精一杯で、行事何もなくなっちゃった。ほんとに食糧難に遭ってき

たからね。農家でもなかったから、農家じゃない人はもっとひど

かったと思う。

　でも今はだいぶいろんな行事が復活してきたでしょ。山本の

太々神楽、産業祭のときに山本の人がお面かぶって太鼓に合わせ

て踊りを踊って、烏帽子をかぶってやってるのを見ました、それは

5、6年前かな。

　昔は祇園様なんていったら鹿島神社の前にずっとお店出ていっ

ぱい歩くの、人を押し返さないといけないほど昔の祇園様は出た

からね。おもちゃの店でも綿飴屋でも何でも出てた。ここから子ど

も背負って祇園様行ってくるなんて許可もらって実家に行って、益

子の祇園なんていうと呼ばれて。おもちゃ屋の前に行って、子ども

が決して欲しがらないんですよ、だから「自動車買ってやるか」って

言ったら「お母ちゃんお金持ってるか」って。ああ、こんなちいちゃく

てもお金なくちゃ物は買えないのが分かってるんだ、そのとき子ど

もの横顔つくづく見ましたよ。何でか欲しがらないと思ったらお金

なくちゃ買えないというのが分かってたのね、多分見てはいたんだ

ね、連れて歩いていたからね。
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て、ちらし寿司やおはぎを食べたり、妊婦に持って行って食べさせ

て安産祈願をした。これも中大羽だけでやっていたが、40年から50

年前にやめちゃった。

　地蔵様っていうのは私らここに来たときからあって、昔の甘酒待

ちって言ったのかな。2、3日前に当たった家で世話人が集まって甘

酒をつくって、それを部落の人がその家に午前中は飲みに行く。午

後になると一重箱 (ひとじゅうばち、と訛る) って酒の肴をつくって

お祭りっていうのかな。それの続きが今、形は変わったけども、一

軒で2人ずつ集まって、一人いくらで会費を出して、お地蔵様、地蔵

尊をお祭りしている。自分で食べる分じゃないけど、飲む酒の肴を

持参して当たった家に行くわけ、持ち寄りで。それは3月の24日、お

金の出し方は変わっても現在までずっと続いている。

　昔はお米で集めてやった、甘酒だからお米で。現在はそういう甘

　道祖土の農家に生まれ、昭和27年に中大羽の農家に嫁いだ

黒子 (くろこ) スギさん。今はなくなってしまったものもある地域の

行事や、タバコを中心とした農業など、両方の地域の暮らしについ

て様 な々お話を伺った。　

1. 地蔵様と地域の行事

　今は地蔵様だけ続いていて、あとは何十年も前につぶれちゃっ

た。庚申様 (こうしんさま) はやめちゃって40年から50年経つが、中

大羽だけでやっていた。鹿沼の方に百姓の神様があった。7、8軒の

男の人だけで1年に3、4回、夜に集まっていた。当家 (とうや) が決

まっていて、当たった家が食事を準備した。

　ジゾッコっていうのは女の人だけの集まり。当家があって回り番

で、年に6回ぐらいやっていた。女の人が子どもや孫を連れて集まっ

酒はもうつくらない、今はいろんな場所でやるからね。会費制でお

金集めて、お地蔵さんのお掛軸を飾ってそこへお参りして、現在も

それはやってます。掛軸は世話人の家で保管しておく、毎年やった

人がずっと。これは中大羽だけでやってるんです、下大羽はまた

きっと違う形で何かやってると思う。

　あとは若い人がどんど焼きとか、祇園様とか高龗 (たかお) 神社

のお祭り、愛宕様のお祭りとか、そういうのは今でもずっとやってま

す。前の頃は花火大会もやった。あれは高龗神社のお祭りでやっ

たのかな、早く言えば秋祭り。あれは11月9日かな、今は日曜日を利

用するからね。昔は下大羽だけの運動会とか盆踊りとかもやりまし

たけど、運動会はもうだいぶやらない。盆踊りは何年ぐらい前まで

やってたかね、池田さんが仕掛けたけど、やぐらを組んだり何かす

るのが大変で、きっと違う形で何かやろうとしている。

　あとは、敬老会はやっていただいてます、毎年やってて、去年は

部落でそういう集まりじゃなく、お祝いの品物を70歳以上の方に

配ってくれました。その前は心誠会の方々が部落の70歳以上の方

を、足の悪い人は迎えに来てくれて、秋の忙しいのに一日お祝いし

てくれた。いろんな芸、皆さん達者で、そういうのを見せてくれた。9

月に入っての都合のいい日、日曜日とか土曜日とかってやってくれ

た。心誠会とひばり会っていう方がやってくれた、私らは呼ばれて

行く方だったので。

　老人クラブもある。あれは希望ですよね、強制的じゃない、入り

たい人。楽しみは楽しみでしたよね、役場の福祉バスで旅行に連

れてってもらえたからね。

 (今井| 老人クラブは人がどんどん減ってきて、という話を聞きまし

たが?)

　そうそう、今減ってっちゃって。結局役員さんが大変でしょうね、

だから結局若い人なら大丈夫なんでしょうけど、年取ってくると誰

も同じこと、自分の体が思うようじゃなくなるから、そういう意味で

減っていくんだと思います。旅行に行ったり、コミュニティセンター

の周りの草むしりなんか年に何回もやる。あとはお芝居見たり、忘

年会、花見、新年会とかそういうことで集まってね。

2. 道祖土から大羽に嫁いで

　私は昭和27年に益子町の道祖土から来た。すぐ隣です。生まれ

た場所は周りが瀬戸屋さんだった。それで農家っていうのは夏、夕

方涼しくなってから畑仕事やなんか作業に出たんですよ、その頃

瀬戸屋さんはもう仕事しないで夕涼みしている。それで周りが農家

のところの方がいいかなと思って、だって同じ夕方帰ってきてもど

こでも同じく暗くなるまで働いてるでしょ、農家の場合は。若い頃は

それが嫌だったんですね、周りが瀬戸屋さんだから浴衣できれい

になってるでしょ、それで真っ黒になって働いてると若いうちは嫌

なんですよね。だから自分で生活するのには同じような環境のとこ

ろがいいかと思ったんですよ。

　だけど来てみたら、今は舗装になって道いいですけど、タテバの

坂っていうのが昔は砂利でしょ、だからあそこ上ってくるのが大変。

来てみたら、ああこれはちょっと山の中に来すぎたかな、と。でも百

姓するのには場所として良かったですよね。でも町へ出るのが

ちょっとね、その頃は自転車でしょ、帰りが上りなんですよね、大羽

は。それで砂利道なんです、それがほんと大変だった。

 (今井| 町へ出ることは多かった?)

　実家へ年に何回か行きますよね、その間にもたまには何か出か

けますよね、そうすると帰りがね。嫁に来たては駒下駄ってのを履

いて歩いて帰ったでしょ、砂利道だったから歩くのが大変。上りだ

から。

　道祖土も今はずっと開けちゃったから陶芸メッセだなんだでき

てますよね、こっちはそんな風に開けはしないですよね、大羽の方

は。ひと山越えるとずっと違うんですね。気候も違う、雪の降り方が

大羽の方が多く降るような感じしますよ。結局あれかな、川が逆さ

川、南から北へ流れるでしょ、地形も北下がりっていうのかな、だ

からいくらか寒いのかもしれないですよね。大変な場所へ来たな、

とは思いましたけど。

3. タバコ中心の農業

(今井| つくっていたものは?) 

　タバコです。実家の方もタバコ、タバコがずっとお米より多かった。

こっちに来た頃はそんなにタバコつくってなかった、私が来てから

タバコを多くつくりました、ここへ来て増やしましたね。じゃないと作

物の収入っていうの、タバコの方がいっぱい収入があったんですよ、

それだから骨折れてもタバコをやった。

　大変です、タバコは。一か月は戦争みたいです。夏の本当に忙し

い7月から8月ぐらいまでは戦争みたいでした。作業が大変だった

んです、収穫して乾燥小屋に入れて乾燥するでしょ、生葉をかいて

きて腐らせないうちに、畑から採ってきて一日のうちに小屋に詰め

ないと質が良くできない。だから採ってきた日に、一日に何でもかん

でも小屋に入れて、昔は縄で編んだけど、私らやめる頃はミシンに

なりました。葉を並べて、落ちないように下げるのに糸でつなぐ。

葉っぱ重ねてミシンにかけると独りで縫ってくれたんで、ずっと楽

になりました。あとヨコメカキ、脇芽伸ばしてはいい葉っぱが出ない、

それで脇芽かきが大変だった。でも薬ができたのね、上から垂らす

と脇芽が枯れていく、そんなふうになったから、ずっと前よりはやめ

る頃は労力もずっと楽になった。

　小屋は4つ持っていた、毎日1つずつやって、4日間干して順々に

ぐるぐる回っていくわけ。だから毎日1つ小屋を全部片付ける。かい

て吊って乾いたのを外して、毎日それの繰り返し、戦争みたいです。

でも朝の涼しいうちに畑に出て採ってくる、だから勤まったんでしょ

うね。屋根の下でタバコはさんだりするから、朝の暗いうちに行っ

て9時頃までに採ってきちゃう、そうすると涼しい場所で作業でき

たから、体も続いたと思いますよ。でも今はもうあんまりタバコは吸

わないようになっちゃって。平成元年までつくっていた。

　骨は折れても収入があったんで、ずっとそれをやりましたよね。こ

の周りでも、ほとんどどこの家でも大なり小なりつくっていた。今は

どこでもやってないですよね。

　おかげさまで、うちではいい畑持ってたせいか、わりあいタバコ

がよくできて、いろいろ賞をもらった。そっちの部屋に飾ってある。

局長賞に県知事賞、知事賞は2回ぐらいもらってあるかな。農業コ

ンクールにタバコ部門で出しましたね。やっぱり畑が良かったんだ

ね、運が良くて。

　タバコ以外にはコメだけ。田んぼは植えて除草剤振っておけば

そんなに手が掛かんないですよね、刈るのも乾燥も機械だし。稲作

は「なげつくり」、あまり手間をかけなかった。

　昔は手で草を取っていた。何でもかんでも2回は取りましたよね、

「一番取り」と「二番取り」といって。そして9月頃になるとヒエがイネ

よりも大きくなって、それを「ヒエ取り」といって取って歩いた。今は

あんまり見られなくなったね、イネより大きくなって目立つからよく

分かる。除草剤はいつだろうな、洗濯機できたころはまだ手でやっ

てたよね、昭和40年代かな、夢中で覚えてないですね。

　よく子どもは夏休みに使いましたね、タバコの仕事では。屋根の

下でやる作業は3人の子どもに預けるんですよ、私ら表に出て野良

の仕事をやって。三人三様で、やった仕事でみんな性格分かりま

す。手早な子どもはそれほど何でも構わない、じゃないけどわりあ

い構わないで能率上げる子どもと、きちんとやる子どもとありますよ

ね、3人の子どもの性格みたいなものでしょう。わりあい下の子は、

あんちゃんに負けないようにやるのにはやっぱり丁寧にやっていて

は追いつかないので、粗相でもあんちゃんになるたけ追いつくよう

な、そういうあれでしたね。あとを見ると子どもの性格が分かるな、

と思いましたよね。だから夏休みはずっと、でも遊ぶことできなくて

子どもらは大変だったかもしれない。小遣いもらうのにはいくらか

働かなくちゃ、だからきっと働いたのかもしれないね。

 (今井| タバコを売りに行くときにご褒美を買ってもらったという話

も聞きましたが?)

　そうそう、それには何か褒美買ってきて、そして今度は近所の周

りへ、いくらか畑借りたり、うちだけでできないから人頼んでやった

りした家へ、よく赤羽まんじゅうを買ってきて10軒ぐらい配りました。

タバコ売った日に買ってきてお礼というのかな、わずかだけど感謝

の気持ちなのかな。

4. 大羽のお祭りと歴史のこと

　大羽のお祭りにはあまり行ったことがない。もとは上大羽の綱神

社と大倉神社、そのお祭りには1、2回行った。中大羽の部落で行っ

たね、お供えをついて、それをお護符といって、小さく切って各家庭

でもらって食べた。上大羽にはいろんな文化財がありますよね、下

大羽にはあんまりない。

　昔の人の「あさひさす　おおぎのもとに　こがねせんばい　すう

せんばい」なんていうの、上大羽で誰か言ってなかったですか。私

が来たときおばあちゃんが言ったんですよ。大羽から朝日射すとい

うと高舘山かな、どこかに何かあったのか、それは分からないけど、

うちの主人らが子どもの頃は何かの洞窟というか掘った跡がある、

そこでも言うのかな、という話。それに、高舘山の向こう、つかもとさ

んの入口あたりから経ヶ坂 (きょうがさか) ってあるでしょ、古い

経ヶ坂の入口に「今日が坂　明日は畑で　芋を掘る」っていう石

の碑が立っていたそうですよね。それは実家の父が言った、大羽の

部落で百姓する人が歌ったのかな、どのくらいの石だか知らない

けど石が立ってたって。大した歌はないけど、けっこうここで歌とい

うか詩をつくった人はあるのかな。

　平嶋五一 (ひらしまごいち) さんっていう郷土史の研究していた

人にうちのおばあちゃんが聞いたのかな。いろいろ研究してました

よね、下大羽の人で、亡くなって40年近くじゃないですか。黒子家

がここに土着したのは、宇都宮家の墓守として来た、そういうのも

やっぱり平嶋さんに聞いたのかな。

　前は上大羽のお付き合いだったから、わりあい上大羽の方がい

ろいろうちのおばあちゃんらも知ってたのかな。下大羽へ入って何

年ぐらいでしょう、まだそんなに昔じゃないんだよね。何年か中大

羽だけでやって、下大羽の誘いがあって入ったんですよね、何年か

は記憶にないね。だからわりあい下大羽のことは分からない。

　下大羽の誘いがあって、祇園様っていうのを一緒にやって、各

坪交代に4つ合わさったのも中大羽で3回やった、今年で4回目、そ

うすると入って20年ぐらいになるのか、当番は4回だね。準備に花

づくりとか何とかって出たからそれを覚えてる。ここの祇園様は益

子と違って簡単だからね、桜の花をつくって飾り物下げて昔はリヤ

カー、今は軽トラックで、お昼前につくって夕方部落中太鼓をたた

きながら歩く、お祝いやるのは夜なのかな、あんまり出たことないか

ら分からない。軽トラック運転しながらその後ろでたたく、太鼓だけ

だね。今でもそれはやってます。

5. 益子の祇園様とお祭りの記憶

　益子の祇園様は何でもかんでも浴衣着て楽しみにして、うち

じゅうして行った。昔は6台屋台が出た。今でも御神酒頂戴やって

るでしょ、3升6合5勺を飲み干して当番を引き継ぎ、それをたまには

見に行った。あと天狗、鹿島神社から当番の町内のところへ毎年

交代にお神輿担いでやってるでしょ、お神輿担いで鼻の高い一本

歯履いて。そして昔は仮装じゃないけどいろんなつくりものを飾っ

た、今も時代でいろんな人気のあるお雛様ができたりするのと同じ

ように、部落でいろんなものつくって飾った、子どもの頃まではね。

戦時中やってましたが、戦後みんななくなったんですよね。それは

お祭りのときに飾る、鹿島神社から当番の部落のどこか1軒、そこ

へ置いてお祭りする家庭を頼む、そこへお天王さんが行ってお神

輿飾って皆さんそこへお祭りに行った。お天王さん、昔は21日に出

て5日間あったんです。

　あとはちっちゃい頃だけど、今の太平神社、あそこで秋だね、皆

さんお面をかぶって神楽、そういうのを見に行った。それに今あじ

さいの山になってるところかな、あそこにけっこう桜があったんです

よ、そこへちっちゃい頃お母さんとおばあちゃんに連れられて夜桜

見に行った、そして芋串を買って食べたのを覚えている。あんまり

人はいなかったね、でもお店は5、6軒出ていた。

　あとお祭りとしては、ミダサマミダサマって今の中央公民館の入

口のお寺、あそこへ行って昔はブッカケアメといっておっかきなが

ら売ってくれたアメがあった。それに電気なんてなかったからお店

のガス灯の独特のにおいがした、行くとそれがミダサマのにおい、

そんな感じで。お寺のお祭りだったのかな、とにかくミダサマミダサ

マといって行った。ブッカケアメに桃があったかな、桃があるという

と春だね。とにかくブッカケアメを買うとおっかきながら入れてくれ

たのは一番覚えている。それは私らが17～18の頃までありました、

そういうの買った覚えがある、あとは20歳で嫁に来ちゃったから。

　益子のお祭りは祇園様に町民センターの盆踊り、秋のお祭りは

各家庭でやってるぐらいで鹿島神社にお参りに行かなかった。今

あじさい祭りやってますよね、その上の方に招魂社って戦死した人

を祀っているところがあって、そこに桜が植わってた。もう20年ぐら

い前かな、あじさい祭りが始まったばかりの頃、いっぺん見に行っ

たっきりだからあとは分からない。招魂社へはちっちゃい頃はきっ

とお参りに行ったんだね、だから覚えてるんだろうね。その下の方

に桜が植わっていた。今はあじさいだけですね。

　ずっと私らの子どもの頃は今のどんど焼き、その前は「ワーホイ」

とか何とかって言って子どもたちで集まって、お正月だからお雑煮

つくって子どもたちだけで食べてそこへ一晩泊まって、というのが

実家の道祖土の方であった。どこかの農家の隠居家みたいなとこ

ろを借りてやった。カルメ焼、これを楽しみにして集まって、上手に

できるかぺちゃんこになっちゃうか、そういうことをやった。1月の14

日だね。「ワホヤ」とか「ワーホイ」とか、訛りのあれで何かきっと名

前があったんでしょうね。女の子どもばっかりで集まった。あの頃

ガスも何もなかったのにどうして燃してやったんだろうね、炭だね、

今考えてみると。それを楽しみにやった、子どもの遊びね。それは小

学5年頃までやっていた。昭和10年代、戦争でほとんど何もなく

なって、終戦後ほとんど行事つぶれちゃった。終戦後は食べるのが

精一杯で、行事何もなくなっちゃった。ほんとに食糧難に遭ってき

たからね。農家でもなかったから、農家じゃない人はもっとひど

かったと思う。

　でも今はだいぶいろんな行事が復活してきたでしょ。山本の

太々神楽、産業祭のときに山本の人がお面かぶって太鼓に合わせ

て踊りを踊って、烏帽子をかぶってやってるのを見ました、それは

5、6年前かな。

　昔は祇園様なんていったら鹿島神社の前にずっとお店出ていっ

ぱい歩くの、人を押し返さないといけないほど昔の祇園様は出た

からね。おもちゃの店でも綿飴屋でも何でも出てた。ここから子ど

も背負って祇園様行ってくるなんて許可もらって実家に行って、益

子の祇園なんていうと呼ばれて。おもちゃ屋の前に行って、子ども

が決して欲しがらないんですよ、だから「自動車買ってやるか」って

言ったら「お母ちゃんお金持ってるか」って。ああ、こんなちいちゃく

てもお金なくちゃ物は買えないのが分かってるんだ、そのとき子ど

もの横顔つくづく見ましたよ。何でか欲しがらないと思ったらお金

なくちゃ買えないというのが分かってたのね、多分見てはいたんだ

ね、連れて歩いていたからね。
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て、ちらし寿司やおはぎを食べたり、妊婦に持って行って食べさせ

て安産祈願をした。これも中大羽だけでやっていたが、40年から50

年前にやめちゃった。

　地蔵様っていうのは私らここに来たときからあって、昔の甘酒待

ちって言ったのかな。2、3日前に当たった家で世話人が集まって甘

酒をつくって、それを部落の人がその家に午前中は飲みに行く。午

後になると一重箱 (ひとじゅうばち、と訛る) って酒の肴をつくって

お祭りっていうのかな。それの続きが今、形は変わったけども、一

軒で2人ずつ集まって、一人いくらで会費を出して、お地蔵様、地蔵

尊をお祭りしている。自分で食べる分じゃないけど、飲む酒の肴を

持参して当たった家に行くわけ、持ち寄りで。それは3月の24日、お

金の出し方は変わっても現在までずっと続いている。

　昔はお米で集めてやった、甘酒だからお米で。現在はそういう甘

　道祖土の農家に生まれ、昭和27年に中大羽の農家に嫁いだ

黒子 (くろこ) スギさん。今はなくなってしまったものもある地域の

行事や、タバコを中心とした農業など、両方の地域の暮らしについ

て様 な々お話を伺った。　

1. 地蔵様と地域の行事

　今は地蔵様だけ続いていて、あとは何十年も前につぶれちゃっ

た。庚申様 (こうしんさま) はやめちゃって40年から50年経つが、中

大羽だけでやっていた。鹿沼の方に百姓の神様があった。7、8軒の

男の人だけで1年に3、4回、夜に集まっていた。当家 (とうや) が決

まっていて、当たった家が食事を準備した。

　ジゾッコっていうのは女の人だけの集まり。当家があって回り番

で、年に6回ぐらいやっていた。女の人が子どもや孫を連れて集まっ

酒はもうつくらない、今はいろんな場所でやるからね。会費制でお

金集めて、お地蔵さんのお掛軸を飾ってそこへお参りして、現在も

それはやってます。掛軸は世話人の家で保管しておく、毎年やった

人がずっと。これは中大羽だけでやってるんです、下大羽はまた

きっと違う形で何かやってると思う。

　あとは若い人がどんど焼きとか、祇園様とか高龗 (たかお) 神社

のお祭り、愛宕様のお祭りとか、そういうのは今でもずっとやってま

す。前の頃は花火大会もやった。あれは高龗神社のお祭りでやっ

たのかな、早く言えば秋祭り。あれは11月9日かな、今は日曜日を利

用するからね。昔は下大羽だけの運動会とか盆踊りとかもやりまし

たけど、運動会はもうだいぶやらない。盆踊りは何年ぐらい前まで

やってたかね、池田さんが仕掛けたけど、やぐらを組んだり何かす

るのが大変で、きっと違う形で何かやろうとしている。

　あとは、敬老会はやっていただいてます、毎年やってて、去年は

部落でそういう集まりじゃなく、お祝いの品物を70歳以上の方に

配ってくれました。その前は心誠会の方々が部落の70歳以上の方

を、足の悪い人は迎えに来てくれて、秋の忙しいのに一日お祝いし

てくれた。いろんな芸、皆さん達者で、そういうのを見せてくれた。9

月に入っての都合のいい日、日曜日とか土曜日とかってやってくれ

た。心誠会とひばり会っていう方がやってくれた、私らは呼ばれて

行く方だったので。

　老人クラブもある。あれは希望ですよね、強制的じゃない、入り

たい人。楽しみは楽しみでしたよね、役場の福祉バスで旅行に連

れてってもらえたからね。

 (今井| 老人クラブは人がどんどん減ってきて、という話を聞きまし

たが?)

　そうそう、今減ってっちゃって。結局役員さんが大変でしょうね、

だから結局若い人なら大丈夫なんでしょうけど、年取ってくると誰

も同じこと、自分の体が思うようじゃなくなるから、そういう意味で

減っていくんだと思います。旅行に行ったり、コミュニティセンター

の周りの草むしりなんか年に何回もやる。あとはお芝居見たり、忘

年会、花見、新年会とかそういうことで集まってね。

2. 道祖土から大羽に嫁いで

　私は昭和27年に益子町の道祖土から来た。すぐ隣です。生まれ

た場所は周りが瀬戸屋さんだった。それで農家っていうのは夏、夕

方涼しくなってから畑仕事やなんか作業に出たんですよ、その頃

瀬戸屋さんはもう仕事しないで夕涼みしている。それで周りが農家

のところの方がいいかなと思って、だって同じ夕方帰ってきてもど

こでも同じく暗くなるまで働いてるでしょ、農家の場合は。若い頃は

それが嫌だったんですね、周りが瀬戸屋さんだから浴衣できれい

になってるでしょ、それで真っ黒になって働いてると若いうちは嫌

なんですよね。だから自分で生活するのには同じような環境のとこ

ろがいいかと思ったんですよ。

　だけど来てみたら、今は舗装になって道いいですけど、タテバの

坂っていうのが昔は砂利でしょ、だからあそこ上ってくるのが大変。

来てみたら、ああこれはちょっと山の中に来すぎたかな、と。でも百

姓するのには場所として良かったですよね。でも町へ出るのが

ちょっとね、その頃は自転車でしょ、帰りが上りなんですよね、大羽

は。それで砂利道なんです、それがほんと大変だった。

 (今井| 町へ出ることは多かった?)

　実家へ年に何回か行きますよね、その間にもたまには何か出か

けますよね、そうすると帰りがね。嫁に来たては駒下駄ってのを履

いて歩いて帰ったでしょ、砂利道だったから歩くのが大変。上りだ

から。

　道祖土も今はずっと開けちゃったから陶芸メッセだなんだでき

てますよね、こっちはそんな風に開けはしないですよね、大羽の方

は。ひと山越えるとずっと違うんですね。気候も違う、雪の降り方が

大羽の方が多く降るような感じしますよ。結局あれかな、川が逆さ

川、南から北へ流れるでしょ、地形も北下がりっていうのかな、だ

からいくらか寒いのかもしれないですよね。大変な場所へ来たな、

とは思いましたけど。

3. タバコ中心の農業

(今井| つくっていたものは?) 

　タバコです。実家の方もタバコ、タバコがずっとお米より多かった。

こっちに来た頃はそんなにタバコつくってなかった、私が来てから

タバコを多くつくりました、ここへ来て増やしましたね。じゃないと作

物の収入っていうの、タバコの方がいっぱい収入があったんですよ、

それだから骨折れてもタバコをやった。

　大変です、タバコは。一か月は戦争みたいです。夏の本当に忙し

い7月から8月ぐらいまでは戦争みたいでした。作業が大変だった

んです、収穫して乾燥小屋に入れて乾燥するでしょ、生葉をかいて

きて腐らせないうちに、畑から採ってきて一日のうちに小屋に詰め

ないと質が良くできない。だから採ってきた日に、一日に何でもかん

でも小屋に入れて、昔は縄で編んだけど、私らやめる頃はミシンに

なりました。葉を並べて、落ちないように下げるのに糸でつなぐ。

葉っぱ重ねてミシンにかけると独りで縫ってくれたんで、ずっと楽

になりました。あとヨコメカキ、脇芽伸ばしてはいい葉っぱが出ない、

それで脇芽かきが大変だった。でも薬ができたのね、上から垂らす

と脇芽が枯れていく、そんなふうになったから、ずっと前よりはやめ

る頃は労力もずっと楽になった。

　小屋は4つ持っていた、毎日1つずつやって、4日間干して順々に

ぐるぐる回っていくわけ。だから毎日1つ小屋を全部片付ける。かい

て吊って乾いたのを外して、毎日それの繰り返し、戦争みたいです。

でも朝の涼しいうちに畑に出て採ってくる、だから勤まったんでしょ

うね。屋根の下でタバコはさんだりするから、朝の暗いうちに行っ

て9時頃までに採ってきちゃう、そうすると涼しい場所で作業でき

たから、体も続いたと思いますよ。でも今はもうあんまりタバコは吸

わないようになっちゃって。平成元年までつくっていた。

　骨は折れても収入があったんで、ずっとそれをやりましたよね。こ

の周りでも、ほとんどどこの家でも大なり小なりつくっていた。今は

どこでもやってないですよね。

　おかげさまで、うちではいい畑持ってたせいか、わりあいタバコ

がよくできて、いろいろ賞をもらった。そっちの部屋に飾ってある。

局長賞に県知事賞、知事賞は2回ぐらいもらってあるかな。農業コ

ンクールにタバコ部門で出しましたね。やっぱり畑が良かったんだ

ね、運が良くて。

　タバコ以外にはコメだけ。田んぼは植えて除草剤振っておけば

そんなに手が掛かんないですよね、刈るのも乾燥も機械だし。稲作

は「なげつくり」、あまり手間をかけなかった。

　昔は手で草を取っていた。何でもかんでも2回は取りましたよね、

「一番取り」と「二番取り」といって。そして9月頃になるとヒエがイネ

よりも大きくなって、それを「ヒエ取り」といって取って歩いた。今は

あんまり見られなくなったね、イネより大きくなって目立つからよく

分かる。除草剤はいつだろうな、洗濯機できたころはまだ手でやっ

てたよね、昭和40年代かな、夢中で覚えてないですね。

　よく子どもは夏休みに使いましたね、タバコの仕事では。屋根の

下でやる作業は3人の子どもに預けるんですよ、私ら表に出て野良

の仕事をやって。三人三様で、やった仕事でみんな性格分かりま

す。手早な子どもはそれほど何でも構わない、じゃないけどわりあ

い構わないで能率上げる子どもと、きちんとやる子どもとありますよ

ね、3人の子どもの性格みたいなものでしょう。わりあい下の子は、

あんちゃんに負けないようにやるのにはやっぱり丁寧にやっていて

は追いつかないので、粗相でもあんちゃんになるたけ追いつくよう

な、そういうあれでしたね。あとを見ると子どもの性格が分かるな、

と思いましたよね。だから夏休みはずっと、でも遊ぶことできなくて

子どもらは大変だったかもしれない。小遣いもらうのにはいくらか

働かなくちゃ、だからきっと働いたのかもしれないね。

 (今井| タバコを売りに行くときにご褒美を買ってもらったという話

も聞きましたが?)

　そうそう、それには何か褒美買ってきて、そして今度は近所の周

りへ、いくらか畑借りたり、うちだけでできないから人頼んでやった

りした家へ、よく赤羽まんじゅうを買ってきて10軒ぐらい配りました。

タバコ売った日に買ってきてお礼というのかな、わずかだけど感謝

の気持ちなのかな。

4. 大羽のお祭りと歴史のこと

　大羽のお祭りにはあまり行ったことがない。もとは上大羽の綱神

社と大倉神社、そのお祭りには1、2回行った。中大羽の部落で行っ

たね、お供えをついて、それをお護符といって、小さく切って各家庭

でもらって食べた。上大羽にはいろんな文化財がありますよね、下

大羽にはあんまりない。

　昔の人の「あさひさす　おおぎのもとに　こがねせんばい　すう

せんばい」なんていうの、上大羽で誰か言ってなかったですか。私

が来たときおばあちゃんが言ったんですよ。大羽から朝日射すとい

うと高舘山かな、どこかに何かあったのか、それは分からないけど、

うちの主人らが子どもの頃は何かの洞窟というか掘った跡がある、

そこでも言うのかな、という話。それに、高舘山の向こう、つかもとさ

んの入口あたりから経ヶ坂 (きょうがさか) ってあるでしょ、古い

経ヶ坂の入口に「今日が坂　明日は畑で　芋を掘る」っていう石

の碑が立っていたそうですよね。それは実家の父が言った、大羽の

部落で百姓する人が歌ったのかな、どのくらいの石だか知らない

けど石が立ってたって。大した歌はないけど、けっこうここで歌とい

うか詩をつくった人はあるのかな。

　平嶋五一 (ひらしまごいち) さんっていう郷土史の研究していた

人にうちのおばあちゃんが聞いたのかな。いろいろ研究してました

よね、下大羽の人で、亡くなって40年近くじゃないですか。黒子家

がここに土着したのは、宇都宮家の墓守として来た、そういうのも

やっぱり平嶋さんに聞いたのかな。

　前は上大羽のお付き合いだったから、わりあい上大羽の方がい

ろいろうちのおばあちゃんらも知ってたのかな。下大羽へ入って何

年ぐらいでしょう、まだそんなに昔じゃないんだよね。何年か中大

羽だけでやって、下大羽の誘いがあって入ったんですよね、何年か

は記憶にないね。だからわりあい下大羽のことは分からない。

　下大羽の誘いがあって、祇園様っていうのを一緒にやって、各

坪交代に4つ合わさったのも中大羽で3回やった、今年で4回目、そ

うすると入って20年ぐらいになるのか、当番は4回だね。準備に花

づくりとか何とかって出たからそれを覚えてる。ここの祇園様は益

子と違って簡単だからね、桜の花をつくって飾り物下げて昔はリヤ

カー、今は軽トラックで、お昼前につくって夕方部落中太鼓をたた

きながら歩く、お祝いやるのは夜なのかな、あんまり出たことないか

ら分からない。軽トラック運転しながらその後ろでたたく、太鼓だけ

だね。今でもそれはやってます。

5. 益子の祇園様とお祭りの記憶

　益子の祇園様は何でもかんでも浴衣着て楽しみにして、うち

じゅうして行った。昔は6台屋台が出た。今でも御神酒頂戴やって

るでしょ、3升6合5勺を飲み干して当番を引き継ぎ、それをたまには

見に行った。あと天狗、鹿島神社から当番の町内のところへ毎年

交代にお神輿担いでやってるでしょ、お神輿担いで鼻の高い一本

歯履いて。そして昔は仮装じゃないけどいろんなつくりものを飾っ

た、今も時代でいろんな人気のあるお雛様ができたりするのと同じ

ように、部落でいろんなものつくって飾った、子どもの頃まではね。

戦時中やってましたが、戦後みんななくなったんですよね。それは

お祭りのときに飾る、鹿島神社から当番の部落のどこか1軒、そこ

へ置いてお祭りする家庭を頼む、そこへお天王さんが行ってお神

輿飾って皆さんそこへお祭りに行った。お天王さん、昔は21日に出

て5日間あったんです。

　あとはちっちゃい頃だけど、今の太平神社、あそこで秋だね、皆

さんお面をかぶって神楽、そういうのを見に行った。それに今あじ

さいの山になってるところかな、あそこにけっこう桜があったんです

よ、そこへちっちゃい頃お母さんとおばあちゃんに連れられて夜桜

見に行った、そして芋串を買って食べたのを覚えている。あんまり

人はいなかったね、でもお店は5、6軒出ていた。

　あとお祭りとしては、ミダサマミダサマって今の中央公民館の入

口のお寺、あそこへ行って昔はブッカケアメといっておっかきなが

ら売ってくれたアメがあった。それに電気なんてなかったからお店

のガス灯の独特のにおいがした、行くとそれがミダサマのにおい、

そんな感じで。お寺のお祭りだったのかな、とにかくミダサマミダサ

マといって行った。ブッカケアメに桃があったかな、桃があるという

と春だね。とにかくブッカケアメを買うとおっかきながら入れてくれ

たのは一番覚えている。それは私らが17～18の頃までありました、

そういうの買った覚えがある、あとは20歳で嫁に来ちゃったから。

　益子のお祭りは祇園様に町民センターの盆踊り、秋のお祭りは

各家庭でやってるぐらいで鹿島神社にお参りに行かなかった。今

あじさい祭りやってますよね、その上の方に招魂社って戦死した人

を祀っているところがあって、そこに桜が植わってた。もう20年ぐら

い前かな、あじさい祭りが始まったばかりの頃、いっぺん見に行っ

たっきりだからあとは分からない。招魂社へはちっちゃい頃はきっ

とお参りに行ったんだね、だから覚えてるんだろうね。その下の方

に桜が植わっていた。今はあじさいだけですね。

　ずっと私らの子どもの頃は今のどんど焼き、その前は「ワーホイ」

とか何とかって言って子どもたちで集まって、お正月だからお雑煮

つくって子どもたちだけで食べてそこへ一晩泊まって、というのが

実家の道祖土の方であった。どこかの農家の隠居家みたいなとこ

ろを借りてやった。カルメ焼、これを楽しみにして集まって、上手に

できるかぺちゃんこになっちゃうか、そういうことをやった。1月の14

日だね。「ワホヤ」とか「ワーホイ」とか、訛りのあれで何かきっと名

前があったんでしょうね。女の子どもばっかりで集まった。あの頃

ガスも何もなかったのにどうして燃してやったんだろうね、炭だね、

「あさひさす」の歌について (事務局・注)
　山本地区の廣田好實さんの聞き取りにおいて、「馬が朱 (シグレ) をつけ
て帰って来た話」として「私が子どもの頃に叔母から『朝日さす、夕日輝く、う
つぎの元に埋まっている』と伝え聞いた」との記録がある。

今考えてみると。それを楽しみにやった、子どもの遊びね。それは小

学5年頃までやっていた。昭和10年代、戦争でほとんど何もなく

なって、終戦後ほとんど行事つぶれちゃった。終戦後は食べるのが

精一杯で、行事何もなくなっちゃった。ほんとに食糧難に遭ってき

たからね。農家でもなかったから、農家じゃない人はもっとひど

かったと思う。

　でも今はだいぶいろんな行事が復活してきたでしょ。山本の

太々神楽、産業祭のときに山本の人がお面かぶって太鼓に合わせ

て踊りを踊って、烏帽子をかぶってやってるのを見ました、それは

5、6年前かな。

　昔は祇園様なんていったら鹿島神社の前にずっとお店出ていっ

ぱい歩くの、人を押し返さないといけないほど昔の祇園様は出た

からね。おもちゃの店でも綿飴屋でも何でも出てた。ここから子ど

も背負って祇園様行ってくるなんて許可もらって実家に行って、益

子の祇園なんていうと呼ばれて。おもちゃ屋の前に行って、子ども

が決して欲しがらないんですよ、だから「自動車買ってやるか」って

言ったら「お母ちゃんお金持ってるか」って。ああ、こんなちいちゃく

てもお金なくちゃ物は買えないのが分かってるんだ、そのとき子ど

もの横顔つくづく見ましたよ。何でか欲しがらないと思ったらお金

なくちゃ買えないというのが分かってたのね、多分見てはいたんだ

ね、連れて歩いていたからね。
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て、ちらし寿司やおはぎを食べたり、妊婦に持って行って食べさせ

て安産祈願をした。これも中大羽だけでやっていたが、40年から50

年前にやめちゃった。

　地蔵様っていうのは私らここに来たときからあって、昔の甘酒待

ちって言ったのかな。2、3日前に当たった家で世話人が集まって甘

酒をつくって、それを部落の人がその家に午前中は飲みに行く。午

後になると一重箱 (ひとじゅうばち、と訛る) って酒の肴をつくって

お祭りっていうのかな。それの続きが今、形は変わったけども、一

軒で2人ずつ集まって、一人いくらで会費を出して、お地蔵様、地蔵

尊をお祭りしている。自分で食べる分じゃないけど、飲む酒の肴を

持参して当たった家に行くわけ、持ち寄りで。それは3月の24日、お

金の出し方は変わっても現在までずっと続いている。

　昔はお米で集めてやった、甘酒だからお米で。現在はそういう甘

　道祖土の農家に生まれ、昭和27年に中大羽の農家に嫁いだ

黒子 (くろこ) スギさん。今はなくなってしまったものもある地域の

行事や、タバコを中心とした農業など、両方の地域の暮らしについ

て様 な々お話を伺った。　

1. 地蔵様と地域の行事

　今は地蔵様だけ続いていて、あとは何十年も前につぶれちゃっ

た。庚申様 (こうしんさま) はやめちゃって40年から50年経つが、中

大羽だけでやっていた。鹿沼の方に百姓の神様があった。7、8軒の

男の人だけで1年に3、4回、夜に集まっていた。当家 (とうや) が決

まっていて、当たった家が食事を準備した。

　ジゾッコっていうのは女の人だけの集まり。当家があって回り番

で、年に6回ぐらいやっていた。女の人が子どもや孫を連れて集まっ

酒はもうつくらない、今はいろんな場所でやるからね。会費制でお

金集めて、お地蔵さんのお掛軸を飾ってそこへお参りして、現在も

それはやってます。掛軸は世話人の家で保管しておく、毎年やった

人がずっと。これは中大羽だけでやってるんです、下大羽はまた

きっと違う形で何かやってると思う。

　あとは若い人がどんど焼きとか、祇園様とか高龗 (たかお) 神社

のお祭り、愛宕様のお祭りとか、そういうのは今でもずっとやってま

す。前の頃は花火大会もやった。あれは高龗神社のお祭りでやっ

たのかな、早く言えば秋祭り。あれは11月9日かな、今は日曜日を利

用するからね。昔は下大羽だけの運動会とか盆踊りとかもやりまし

たけど、運動会はもうだいぶやらない。盆踊りは何年ぐらい前まで

やってたかね、池田さんが仕掛けたけど、やぐらを組んだり何かす

るのが大変で、きっと違う形で何かやろうとしている。

　あとは、敬老会はやっていただいてます、毎年やってて、去年は

部落でそういう集まりじゃなく、お祝いの品物を70歳以上の方に

配ってくれました。その前は心誠会の方々が部落の70歳以上の方

を、足の悪い人は迎えに来てくれて、秋の忙しいのに一日お祝いし

てくれた。いろんな芸、皆さん達者で、そういうのを見せてくれた。9

月に入っての都合のいい日、日曜日とか土曜日とかってやってくれ

た。心誠会とひばり会っていう方がやってくれた、私らは呼ばれて

行く方だったので。

　老人クラブもある。あれは希望ですよね、強制的じゃない、入り

たい人。楽しみは楽しみでしたよね、役場の福祉バスで旅行に連

れてってもらえたからね。

 (今井| 老人クラブは人がどんどん減ってきて、という話を聞きまし

たが?)

　そうそう、今減ってっちゃって。結局役員さんが大変でしょうね、

だから結局若い人なら大丈夫なんでしょうけど、年取ってくると誰

も同じこと、自分の体が思うようじゃなくなるから、そういう意味で

減っていくんだと思います。旅行に行ったり、コミュニティセンター

の周りの草むしりなんか年に何回もやる。あとはお芝居見たり、忘

年会、花見、新年会とかそういうことで集まってね。

2. 道祖土から大羽に嫁いで

　私は昭和27年に益子町の道祖土から来た。すぐ隣です。生まれ

た場所は周りが瀬戸屋さんだった。それで農家っていうのは夏、夕

方涼しくなってから畑仕事やなんか作業に出たんですよ、その頃

瀬戸屋さんはもう仕事しないで夕涼みしている。それで周りが農家

のところの方がいいかなと思って、だって同じ夕方帰ってきてもど

こでも同じく暗くなるまで働いてるでしょ、農家の場合は。若い頃は

それが嫌だったんですね、周りが瀬戸屋さんだから浴衣できれい

になってるでしょ、それで真っ黒になって働いてると若いうちは嫌

なんですよね。だから自分で生活するのには同じような環境のとこ

ろがいいかと思ったんですよ。

　だけど来てみたら、今は舗装になって道いいですけど、タテバの

坂っていうのが昔は砂利でしょ、だからあそこ上ってくるのが大変。

来てみたら、ああこれはちょっと山の中に来すぎたかな、と。でも百

姓するのには場所として良かったですよね。でも町へ出るのが

ちょっとね、その頃は自転車でしょ、帰りが上りなんですよね、大羽

は。それで砂利道なんです、それがほんと大変だった。

 (今井| 町へ出ることは多かった?)

　実家へ年に何回か行きますよね、その間にもたまには何か出か

けますよね、そうすると帰りがね。嫁に来たては駒下駄ってのを履

いて歩いて帰ったでしょ、砂利道だったから歩くのが大変。上りだ

から。

　道祖土も今はずっと開けちゃったから陶芸メッセだなんだでき

てますよね、こっちはそんな風に開けはしないですよね、大羽の方

は。ひと山越えるとずっと違うんですね。気候も違う、雪の降り方が

大羽の方が多く降るような感じしますよ。結局あれかな、川が逆さ

川、南から北へ流れるでしょ、地形も北下がりっていうのかな、だ

からいくらか寒いのかもしれないですよね。大変な場所へ来たな、

とは思いましたけど。

3. タバコ中心の農業

(今井| つくっていたものは?) 

　タバコです。実家の方もタバコ、タバコがずっとお米より多かった。

こっちに来た頃はそんなにタバコつくってなかった、私が来てから

タバコを多くつくりました、ここへ来て増やしましたね。じゃないと作

物の収入っていうの、タバコの方がいっぱい収入があったんですよ、

それだから骨折れてもタバコをやった。

　大変です、タバコは。一か月は戦争みたいです。夏の本当に忙し

い7月から8月ぐらいまでは戦争みたいでした。作業が大変だった

んです、収穫して乾燥小屋に入れて乾燥するでしょ、生葉をかいて

きて腐らせないうちに、畑から採ってきて一日のうちに小屋に詰め

ないと質が良くできない。だから採ってきた日に、一日に何でもかん

でも小屋に入れて、昔は縄で編んだけど、私らやめる頃はミシンに

なりました。葉を並べて、落ちないように下げるのに糸でつなぐ。

葉っぱ重ねてミシンにかけると独りで縫ってくれたんで、ずっと楽

になりました。あとヨコメカキ、脇芽伸ばしてはいい葉っぱが出ない、

それで脇芽かきが大変だった。でも薬ができたのね、上から垂らす

と脇芽が枯れていく、そんなふうになったから、ずっと前よりはやめ

る頃は労力もずっと楽になった。

　小屋は4つ持っていた、毎日1つずつやって、4日間干して順々に

ぐるぐる回っていくわけ。だから毎日1つ小屋を全部片付ける。かい

て吊って乾いたのを外して、毎日それの繰り返し、戦争みたいです。

でも朝の涼しいうちに畑に出て採ってくる、だから勤まったんでしょ

うね。屋根の下でタバコはさんだりするから、朝の暗いうちに行っ

て9時頃までに採ってきちゃう、そうすると涼しい場所で作業でき

たから、体も続いたと思いますよ。でも今はもうあんまりタバコは吸

わないようになっちゃって。平成元年までつくっていた。

　骨は折れても収入があったんで、ずっとそれをやりましたよね。こ

の周りでも、ほとんどどこの家でも大なり小なりつくっていた。今は

どこでもやってないですよね。

　おかげさまで、うちではいい畑持ってたせいか、わりあいタバコ

がよくできて、いろいろ賞をもらった。そっちの部屋に飾ってある。

局長賞に県知事賞、知事賞は2回ぐらいもらってあるかな。農業コ

ンクールにタバコ部門で出しましたね。やっぱり畑が良かったんだ

ね、運が良くて。

　タバコ以外にはコメだけ。田んぼは植えて除草剤振っておけば

そんなに手が掛かんないですよね、刈るのも乾燥も機械だし。稲作

は「なげつくり」、あまり手間をかけなかった。

　昔は手で草を取っていた。何でもかんでも2回は取りましたよね、

「一番取り」と「二番取り」といって。そして9月頃になるとヒエがイネ

よりも大きくなって、それを「ヒエ取り」といって取って歩いた。今は

あんまり見られなくなったね、イネより大きくなって目立つからよく

分かる。除草剤はいつだろうな、洗濯機できたころはまだ手でやっ

てたよね、昭和40年代かな、夢中で覚えてないですね。

　よく子どもは夏休みに使いましたね、タバコの仕事では。屋根の

下でやる作業は3人の子どもに預けるんですよ、私ら表に出て野良

の仕事をやって。三人三様で、やった仕事でみんな性格分かりま

す。手早な子どもはそれほど何でも構わない、じゃないけどわりあ

い構わないで能率上げる子どもと、きちんとやる子どもとありますよ

ね、3人の子どもの性格みたいなものでしょう。わりあい下の子は、

あんちゃんに負けないようにやるのにはやっぱり丁寧にやっていて

は追いつかないので、粗相でもあんちゃんになるたけ追いつくよう

な、そういうあれでしたね。あとを見ると子どもの性格が分かるな、

と思いましたよね。だから夏休みはずっと、でも遊ぶことできなくて

子どもらは大変だったかもしれない。小遣いもらうのにはいくらか

働かなくちゃ、だからきっと働いたのかもしれないね。

 (今井| タバコを売りに行くときにご褒美を買ってもらったという話

も聞きましたが?)

　そうそう、それには何か褒美買ってきて、そして今度は近所の周

りへ、いくらか畑借りたり、うちだけでできないから人頼んでやった

りした家へ、よく赤羽まんじゅうを買ってきて10軒ぐらい配りました。

タバコ売った日に買ってきてお礼というのかな、わずかだけど感謝

の気持ちなのかな。

4. 大羽のお祭りと歴史のこと

　大羽のお祭りにはあまり行ったことがない。もとは上大羽の綱神

社と大倉神社、そのお祭りには1、2回行った。中大羽の部落で行っ

たね、お供えをついて、それをお護符といって、小さく切って各家庭

でもらって食べた。上大羽にはいろんな文化財がありますよね、下

大羽にはあんまりない。

　昔の人の「あさひさす　おおぎのもとに　こがねせんばい　すう

せんばい」なんていうの、上大羽で誰か言ってなかったですか。私

が来たときおばあちゃんが言ったんですよ。大羽から朝日射すとい

うと高舘山かな、どこかに何かあったのか、それは分からないけど、

うちの主人らが子どもの頃は何かの洞窟というか掘った跡がある、

そこでも言うのかな、という話。それに、高舘山の向こう、つかもとさ

んの入口あたりから経ヶ坂 (きょうがさか) ってあるでしょ、古い

経ヶ坂の入口に「今日が坂　明日は畑で　芋を掘る」っていう石

の碑が立っていたそうですよね。それは実家の父が言った、大羽の

部落で百姓する人が歌ったのかな、どのくらいの石だか知らない

けど石が立ってたって。大した歌はないけど、けっこうここで歌とい

うか詩をつくった人はあるのかな。

　平嶋五一 (ひらしまごいち) さんっていう郷土史の研究していた

人にうちのおばあちゃんが聞いたのかな。いろいろ研究してました

よね、下大羽の人で、亡くなって40年近くじゃないですか。黒子家

がここに土着したのは、宇都宮家の墓守として来た、そういうのも

やっぱり平嶋さんに聞いたのかな。

　前は上大羽のお付き合いだったから、わりあい上大羽の方がい

ろいろうちのおばあちゃんらも知ってたのかな。下大羽へ入って何

年ぐらいでしょう、まだそんなに昔じゃないんだよね。何年か中大

羽だけでやって、下大羽の誘いがあって入ったんですよね、何年か

は記憶にないね。だからわりあい下大羽のことは分からない。

　下大羽の誘いがあって、祇園様っていうのを一緒にやって、各

坪交代に4つ合わさったのも中大羽で3回やった、今年で4回目、そ

うすると入って20年ぐらいになるのか、当番は4回だね。準備に花

づくりとか何とかって出たからそれを覚えてる。ここの祇園様は益

子と違って簡単だからね、桜の花をつくって飾り物下げて昔はリヤ

カー、今は軽トラックで、お昼前につくって夕方部落中太鼓をたた

きながら歩く、お祝いやるのは夜なのかな、あんまり出たことないか

ら分からない。軽トラック運転しながらその後ろでたたく、太鼓だけ

だね。今でもそれはやってます。

5. 益子の祇園様とお祭りの記憶

　益子の祇園様は何でもかんでも浴衣着て楽しみにして、うち

じゅうして行った。昔は6台屋台が出た。今でも御神酒頂戴やって

るでしょ、3升6合5勺を飲み干して当番を引き継ぎ、それをたまには

見に行った。あと天狗、鹿島神社から当番の町内のところへ毎年

交代にお神輿担いでやってるでしょ、お神輿担いで鼻の高い一本

歯履いて。そして昔は仮装じゃないけどいろんなつくりものを飾っ

た、今も時代でいろんな人気のあるお雛様ができたりするのと同じ

ように、部落でいろんなものつくって飾った、子どもの頃まではね。

戦時中やってましたが、戦後みんななくなったんですよね。それは

お祭りのときに飾る、鹿島神社から当番の部落のどこか1軒、そこ

へ置いてお祭りする家庭を頼む、そこへお天王さんが行ってお神

輿飾って皆さんそこへお祭りに行った。お天王さん、昔は21日に出

て5日間あったんです。

　あとはちっちゃい頃だけど、今の太平神社、あそこで秋だね、皆

さんお面をかぶって神楽、そういうのを見に行った。それに今あじ

さいの山になってるところかな、あそこにけっこう桜があったんです

よ、そこへちっちゃい頃お母さんとおばあちゃんに連れられて夜桜

見に行った、そして芋串を買って食べたのを覚えている。あんまり

人はいなかったね、でもお店は5、6軒出ていた。

　あとお祭りとしては、ミダサマミダサマって今の中央公民館の入

口のお寺、あそこへ行って昔はブッカケアメといっておっかきなが

ら売ってくれたアメがあった。それに電気なんてなかったからお店

のガス灯の独特のにおいがした、行くとそれがミダサマのにおい、

そんな感じで。お寺のお祭りだったのかな、とにかくミダサマミダサ

マといって行った。ブッカケアメに桃があったかな、桃があるという

と春だね。とにかくブッカケアメを買うとおっかきながら入れてくれ

たのは一番覚えている。それは私らが17～18の頃までありました、

そういうの買った覚えがある、あとは20歳で嫁に来ちゃったから。

　益子のお祭りは祇園様に町民センターの盆踊り、秋のお祭りは

各家庭でやってるぐらいで鹿島神社にお参りに行かなかった。今

あじさい祭りやってますよね、その上の方に招魂社って戦死した人

を祀っているところがあって、そこに桜が植わってた。もう20年ぐら

い前かな、あじさい祭りが始まったばかりの頃、いっぺん見に行っ

たっきりだからあとは分からない。招魂社へはちっちゃい頃はきっ

とお参りに行ったんだね、だから覚えてるんだろうね。その下の方

に桜が植わっていた。今はあじさいだけですね。

　ずっと私らの子どもの頃は今のどんど焼き、その前は「ワーホイ」

とか何とかって言って子どもたちで集まって、お正月だからお雑煮

つくって子どもたちだけで食べてそこへ一晩泊まって、というのが

実家の道祖土の方であった。どこかの農家の隠居家みたいなとこ

ろを借りてやった。カルメ焼、これを楽しみにして集まって、上手に

できるかぺちゃんこになっちゃうか、そういうことをやった。1月の14

日だね。「ワホヤ」とか「ワーホイ」とか、訛りのあれで何かきっと名

前があったんでしょうね。女の子どもばっかりで集まった。あの頃

ガスも何もなかったのにどうして燃してやったんだろうね、炭だね、

記録: 今井知弘 (文責) 、土祭事務局

今考えてみると。それを楽しみにやった、子どもの遊びね。それは小

学5年頃までやっていた。昭和10年代、戦争でほとんど何もなく

なって、終戦後ほとんど行事つぶれちゃった。終戦後は食べるのが

精一杯で、行事何もなくなっちゃった。ほんとに食糧難に遭ってき

たからね。農家でもなかったから、農家じゃない人はもっとひど

かったと思う。

　でも今はだいぶいろんな行事が復活してきたでしょ。山本の

太々神楽、産業祭のときに山本の人がお面かぶって太鼓に合わせ

て踊りを踊って、烏帽子をかぶってやってるのを見ました、それは

5、6年前かな。

　昔は祇園様なんていったら鹿島神社の前にずっとお店出ていっ

ぱい歩くの、人を押し返さないといけないほど昔の祇園様は出た

からね。おもちゃの店でも綿飴屋でも何でも出てた。ここから子ど

も背負って祇園様行ってくるなんて許可もらって実家に行って、益

子の祇園なんていうと呼ばれて。おもちゃ屋の前に行って、子ども

が決して欲しがらないんですよ、だから「自動車買ってやるか」って

言ったら「お母ちゃんお金持ってるか」って。ああ、こんなちいちゃく

てもお金なくちゃ物は買えないのが分かってるんだ、そのとき子ど

もの横顔つくづく見ましたよ。何でか欲しがらないと思ったらお金

なくちゃ買えないというのが分かってたのね、多分見てはいたんだ

ね、連れて歩いていたからね。
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 藤田節子さん

　(表紙に『西国秩父阪東百番観世音御詠歌』、奥付に「平成四

年、藤田トシ所有、筆者中山公助翁師範」とある冊子を見ながら) 

火災に遭っちゃって大事なお念仏の本燃えちゃったんで、中山さ

んに頼んだんです。公助さんって習字の先生で、俳句だか短歌をよ

く広報に載せてた方ですね。粗末な本だったので、せっかく部落に

中山のおじちゃんがご習字の先生やってるので頼んだんです。私ら

が小学校の頃は習字を習いに行ったんです、この辺の人たちとグ

ループで。

　お地蔵様のときはこういう本みんな持ってて、みんな持ち寄って、

一番先にやる人がいて、あとはそれ見ながらみんなで。お地蔵様の、

子どもが無事に生まれて育って、そういうお礼参りに延生 (のぶ) 

のお地蔵様 (天台宗延生山城興寺、芳賀町に所在) へ。延生のお

地蔵様といったら昔はすごく盛んでいいお地蔵様。トシおばちゃん

　現在の真岡市に生まれ、幼い頃から下大羽で育った藤田節子

さんは、西の根組の女性たちが伝えてきたイチマンドウの念仏を大

切に受け継いでいる。下大羽地区の「風土・風景を読み解くつどい

」でも念仏を実演していただいた。

1. 西の根のイチマンドウとお地蔵様

　去年は8月3日にイチマンドウやりました。そのときは台風やなん

かで屋根が傷んでて床も抜けてて怖かったんですが、部落の人た

ちに直してもらって、今度のイチマンドウはみんなで安心してやれま

す。直したのは去年の11月頃、5000円ずつみんな寄付して、西の根

だけで。西の根のイチマンドウなので。

　イチマンドウの祠があるところには、私らが小学校の頃からピン

ク色のツバキが、大きなのが咲いてて、今も残ってますよ。
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11 �下大羽｜聞き取り  藤田節子さん  「イチマンドウの念仏のこと」
西の根  藤田さん宅にて  2015/03/19

が二宮の方から来て、そこへ来たお婿さんが市貝の方から来たお

じいちゃまだったので、みんな延生へ、赤ちゃんが生まれるとお参

りに行ったそうですね。今はお地蔵様は簡単になってしまって、4月

の19日にここでもあるんですが、山楽 (さんらく、下大羽にある飲食

店) でやろうって、3回目になるかな。それまでは公民館で集まって

やってたんですが、世代交代ね。

　イチマンドウだけはここで、おばちゃんたちに来てもらった方が

お互いに、1年に1回おばちゃんたちがしわしわの顔でもイチマンド

ウのお念仏やると生き生きするんですわ、一緒にお話しする機会も

ないし、いいんじゃないかな、と思って。おばちゃんたち待ってるよ、

と言うと喜んで。

　イチマンドウの場合は、ちっちゃな祠があって、庭も結構広くて、

お祭り当番が2年ぐらい続いて、その人たちがお祭りの用意して、2

年交代で。祠を開けると、ちっちゃなお地蔵様が奥にあって、この

念仏の文章が書いてあるわけです。それをみんなで見ながらうたう

んですけど、これだとあっという間に終わっちゃうから、「おばちゃ

ん、大変でも3回ぐらいやりたいんですけど」って言って、それから3

回やって、「ご苦労様でした」「いいねぇ」とか言いながら、お茶みん

なで呼ばれて。

 (加藤| 若い年代の女の人たちも出てくるんですか?)

　お茶当番になったところのお嫁さんは出てきます、もごもごやり

出します、「子どもたちよく育つから」とか余計なこと言って「じゃあ」

という感じで。

 (今井| イチマンドウは何人ぐらいで?)

　お茶当番が2人、お念仏の上手な方が5人ぐらい、私らぐらいの

年配のちょっと若いおばさん、「なかおばちゃん」が6人。自治会か

ら3000円もらって。お祭り当番の人が交代でやってて、草ぼうぼう

になるので2回刈ってくれて、イチマンドウのときはお掃除してくれ

たりして。

　ケヤキが立ってるんで暑くても日除けでいい塩梅で、下大羽の

田んぼやなんかのとこ、ちょっと広くてちょっと高台なので全部よく

見えて、昔の人は弥陀の浄土みたいに感じたのかな、と思いながら、

「いいねぇ」とか言いながら。

　昔は夕方やってたんだって、お酒飲んだりなんかしてすごい騒ぎ

だったんだよ、とおばさんたちは言ってますね。今は10時半頃から、

ゆっくりしてお茶呼ばれてお稲荷さんとかお赤飯とかお当番の人

が持ってきてくれててご馳走になって、100円あげたお賽銭もまた

みんなで「縁起がいいから持ってら」とか言いながら、そんなささや

かなものです。100円ずつあげて、そこでお念仏申して、縁起がいい

お賽銭だからみんなでお守りにいただいて「また来年」と言って。

　なかなか今、そんな時じゃないと年取ったおばちゃんたちとも会

えないし、「元気だね」とか言いながら。昔なんかはもっと密接に

なってたんだけど、こんなことでもやらないとおばちゃまらとお話し

できないね。

 (今井| 念仏の唱え方は聞いて覚える?)

　そうですね。おばちゃんこれやって、先達やって、私らついていく

んでお願いします、ってイチマンドウね。おかげさまで屋根も葺いて

もらったし、いろいろお嫁さんのことや何かあってもこれやればだ

いぶ心も鎮まるしね。

 (今井| イチマンドウという名前はどういう由来?)

　たくさんの灯火を灯して夕方やったから、そのときのお念仏もイ

チマンドウイチマンドウってなったんですよね、イチマントウなんだ

けど。昔はお酒飲んでお相撲やったりなんかしたお祭りだったんで

すよね、酒飲んで喧嘩ばっかりだったんだよ、と聞いていますけど

ね。

 (今井| イチマンドウは毎年8月3日に?)

　だいたいお盆の前にやるんです。

　お地蔵様は4月の24日が延生の地蔵様の当たり日なので、その

前にやるとか、そんなふうなならわしで、当番さんが日を決める。

　7、8年前は年に4回ぐらいやっていた。でも、世代も代わったし、

私らが先生と言ってたおばあちゃんたちも年老いて、若い人になっ

たので、もういろんなもの買って集まるのも大変だから、お店で

2000円か3000円会費取ってやりましょう、となって。お掛軸だけ

ちゃんと下げて、隅の方で部屋借りてやらせてもらって、やっぱりそ

こで100円あげて。お念仏も何も申さないで、お掛軸だけ掛けて、お

地蔵様の当番の人たちに「お世話になります」なんて言いながら。

掛軸はお当番さんが回して。

　お地蔵様は子安の地蔵さんといって、子どもが元気に、赤ちゃん

なかなか生まれない人は信仰すると生まれるよ、って感じなのかし

らね。生まれたら親子でお礼参りに来るんだよ、と念仏の中にうた

われてますね。私も今は地蔵様もうお念仏やらなくなっちゃったか

ら、イチマンドウのときだけこの念仏の本や摺鉦が入っている手提

げ持って。コミュニティ (近年できた下大羽コミュニティセンター) 

でやったとき、2回ぐらい「どうする?」「やろうよ」と言って、年配のお

ばちゃんいたのでお願いしたんだけど、山楽さんになってからはお

掛軸だけで、「ご苦労様です」「みんな元気?」とか子どもの話やな

んかで。コミュニティでやっても片付けやなんかが大変だし。

 (今井| 昔はそれぞれの家を持ち回りで?)

　持ち回りでやったのは男のオヒマチで、お地蔵様はずっと公民

館でやったんです。

2. オヒマチと近所の助け合い

 (今井| オヒマチはいつ頃まで?)

　うちのお父さんも早いうちからオヒマチに出ていろいろ勉強させ

てもらった方なんですけど、小島喬さんが議員やってる頃はずっと

続いてた。いろんな神様があるでしょ、風神様、火の神様、お正月、

一年に5回ぐらいやった。オヒマチ、字なんて書かないで言葉で「今

度幾日幾日オヒマチだから」。あとは「桜咲く頃やりましょう」とか

言ってそのときによって増えたりして、「田植え終わった頃やりま

しょう」とか言って。

 (今井| 西の根の男性たちだけでやっていたんですか?)

　そうですね、その頃はもっと穏やかでコミュニケーション取れて

て、亡くなっちゃったおじちゃまが元気で、ある意味では何となく

ゆったりしたところがみんなあったから、農業もタバコや何かやっ

てたから話も伝わって、よそから来た立場の人がお酒飲みながら

おじさんたちにいろいろ教わったり鍛えられたり、勉強になったの

かな、と思います。

 (加藤| 藤田さんのご主人は福井からですもんね?)

　ありがたいことだか何だか知らないが、お酒飲むのはものすごく

寒い方の人なので、部落のおじやんたちと同じように付き合えた。

今は多いんじゃないというぐらい飲んじゃって大変なときもあるけ

ど、仲良く溶け込めたのかな、と思いますね。酒飲むことだけはおじ

やんらと同じくできた、良く言えば。田んぼつくってると隣の田んぼ

のおじやんたちが「ああした方がいい」とか「こうした方がいい」とか、

去年亡くなった大関ブドウ園のおじちゃんたちにもいろいろ助けて

もらったり。苗なんか今は農協で頼んじゃうけど自分で種まいたり

して、「外れちゃった」と言ったら「うちにあるから持ってきて植えな

」とか言われて、助けてもらったり。

　ブドウ園のおじちゃん、校長先生というあだ名だった。オヒマチ

行くと、たまたまお父さんが横になると、お酒飲んでんだけど途中

でチェーホフの話が出て困っちゃった、そういうおじさんだったか

ら。丸山カツイチさんというおじちゃんは根っからのお百姓、農学

校の校長先生は丸山のおじちゃんかな、なんて言いながらお米を

つくるの、でも大関のおじちゃんはきちんとしてる校長先生。こちと

らは若いから、田んぼ行ってみんなおじやんらのことを言いながら。

途中でお酒ひっかけちゃった、なんて言いながら愉快なおじちゃん

だった。ブドウ園のおばちゃんはお地蔵様でソプラノみたいな歌な

んで、おばちゃんたち困っちゃう。みんな歌うたうんですが、みんな

は演歌じゃないですか、小林幸子とかね。でも愉快なおじちゃんと

おばちゃんで、ロマンチックなおじちゃんとおばちゃんだった。二人

とも亡くなっちゃった。

 (今井| オヒマチのことが分かる記録は残っていないのでしょう

か?)

　そうですね、会計やってたのが大関のゼンエイさんだから、今

ちょっと体調があれかな。でも、今もオヒマチやってる部落あります、

堀の内でやってる、って仲田さんのおばちゃんが言ってます。堀の

内っていうとシンデンっていう池田さんの家がそうですね、あとは

仲田カンちゃん、タテバの辺りですね、堀の内と中大羽が微妙に入

り組んでいる。

3. 薬草栽培と大羽の歴史

　今は亡くなっちゃった上大羽の田中淳三先生から、下大羽とい

う部落は昔、薬草の栽培をしていて豊かだった、いろんなところで

飢饉やなんか益子であったときに一揆とかなんかあったんだけど、

下大羽はならなかったんだよ、ということも聞いた。だから穏やか

な感じがするんですよね、ここの部落は。

 (今井| 薬草はどんなものをつくっていたか聞きましたか?)

　ユリネ、ドクダミなんかもそうだろうし、そういう薬草じゃないと体

の健康を守れなかった、昔はね。あとセンブリとか、山だから採っ

たりいろいろつくってた。「お薬関係を先祖様がやってたんだ」とい

う方も聞いてるし、案外大羽って多かったのかもしれない。

 (加藤| 宇都宮家の御典医が入られた関係もあるんでしょうか?)

　そういうのも流れかもしれないですね。うちから分家した藤田リ

キヤさんっておじいちゃんがやっぱり漢方の仕事をやってた、と聞

いて。そうしたら大倉神社は藤田さんの先祖様とつながってる、と

聞いて、薬草とかやってた神様だよ、と書いてあったから「あ、そう

なのか」と思って。

　大倉神社は、おおもとは大羽小学校のところにあったんですけ

ど、明治の頃大羽小学校があそこへできることになったので、綱神

社の方へ移って、綱神社と大倉神社って重要文化財になってるか

わいらしい建物があるんです。私らは素人で何も分からなかったか

ら、地蔵院のお坊様があの辺全部守ってるのかと思ったら、「小宅

の横山さんのところでやってるんだ」って言うから「ああ、なるほど

な」と。地蔵院も行ったことなかったんですけど、たまたま一昨年、

観光ボランティアで那須の方の婦人会の方たちをご案内すること

になって、「じゃあ」ってことでサブで行って。いい神社でしたね。

　藤田家が藤田備前守の流れだよ、と田中淳三さんから聞いて

「あれ、そうだったの」という感じで。こっちが一生懸命、火事になっ

たり何かして、給食センターに行って「ああ良かった、ありがたい」と

思っていたら「勉強においでよ」と言われた。「藤田さんちの先祖様

のことが地蔵院のお寺さんの古文書に出てくるから、そろそろ50過

ぎたんなら来たかっぺ」と言われたのが、こっちは調理場行って一

生懸命やってる立場だし、集まってる方見ると先生とか議員さんと

か教育長さんとか、敷居が高いんで、1年ぐらい経ってから行きま

した。

(加藤| 火事になってしまったのはいつ?)

　高校に入った年、この辺ワーッて。お隣も大きな杉があったのが

全部燃えちゃって。

(加藤| 何軒かその時焼失してしまったんですか?)

　そうですね、あの頃まだ茅葺きだったので、50何年前。

4. 大羽の祇園と愛宕様

　あと一つ感心してるのは、夏の大羽の祇園があるんですけど、そ

こでは昔ながらのお花とかをつくるんですね、手づくりで。それも銀

紙何枚に白い紙何枚に、と昔からあって。今は軽トラのところで鎮

守様にしまってある太鼓、お祭り当番の人がポンポンはたきながら、

五穀豊穣の手づくりのかわいいのをつくって部落うち全部回るん

ですが、それも益子みたいな豪華なものじゃないけど、大羽らしい

素朴であれだな、と思って。家の前通るときはいい年になっても角

まで出て見送って、そこが鎮守様なのでそこまで行ってお参りして、

直会ってのは向かいの部落にできたコミュニティセンターでやるん

ですよね。

 (加藤| 節子さんもつくるんですか?)

　今年は西の根の人がお祭りの本当番で一番大変なので、「来て

ね」と言われてます。うちらも以前やったとき来てもらったので。お

花つくりと竹、こよりでよってそこへお花くっつけて。「手伝うよ、二、

三日前に声掛けてね、忘れちゃうから」と言いながらね。

(今井| 下大羽全体で順番に本当番が回ってくる、ということでしょ

うか?)

　そうですね、堀の内と西の根と中大羽と東の4つがあって、二人

ずつ本当番と次の人ってやんないと、抜けちゃうと忘れちゃうから

そうしようということで。本当番に当たった人は大変ですけど。

　あと、愛宕様っていう火の神様が山の上に祀ってあって、そこも

祭りをやるんです。はっきりとは分からないんだけども、大羽小学

校にあったお宮さんを、分かれるときに愛宕様へ持ってった、って

書いてあるのをちらちらと読むんですけどね。大倉神社と一緒に

あったやつを下大羽の愛宕様へ持ってった、かわいらしいのがあ

るんですよ。これをちゃんとした人にもう一回確かめてみなくちゃな

んない、と心に思っているんだけど。

　愛宕様がある山はこの下大羽の山なんです、だから木を植えて、

3回か4回ぐらい下草刈りやりました、最近はやりませんけど。その

木を売って神社直すお金にして、屋根を葺き替えたりとか。部落共

同の山、だから下草刈りもみんなで順番こにやってます。昔は自治

会長さんと区長さんがいて、区長さんの方の分野だったみたいで

すね、部落の山の手入れとかお祭り関係はね。新しいコミュニティ

センターつくるときに「これからは区長さんはなくて自治会長さん

だけで」となったようですけど、お祭り一切はそれまでは区長さん

が取り仕切ってやっていた、という感じです。

　高龗 (たかお) 神社のお祭りは秋祭り。上大羽は黒子ハルエさ

んに聞いたら「秋祭りも火の神様も大変だから一緒にやってるん

だよ」と言うから「その方が賢いわね」と。下大羽は2回やらなくちゃ

なんない、高龗神社と火の神様と。夏は祇園様の1回だけど秋は2

回あるから、祭り当番になると少し大変ですね。

5. 子どもの頃のこと

　根本 (ねもと、現真岡市)  からここに来たのは2歳の頃。

　コミュニティセンターがなかったときは全部こっちの下大羽公

民館だったので、私が小学校2、3年の頃ですかね、高龗神社の前

にある広場、クヌギの木だったんですけど、みんな部落の人たちが

集まってクヌギの木切っちゃってグラウンドにしてくれて、そこで盆

踊りやったり運動会やったり、すごく楽しくやってましたね、ついこ

の間まで。公民館はそこにあります、高龗神社の社務所にもなって

ますけど。ちょっと入ってったところに広い庭があって、今80から90

ぐらいの人たちがゲートボールを盛んにやってて賑わってましたね。

今はそういうことやることなくて。今は年に2回、草刈りを部落全部

でやって手入れをしてますけどね。

　あとは、小さいときの思い出といえば益子の祇園様も楽しみだっ

たですね。父親が米葉タバコつくって大変なんだけど、「行きたい

行きたい」と言って自転車に乗せてってもらって、赤羽まんじゅう屋

さんあたりで降りて、風船を買ってもらったりして。小学校の頃だと

思うんですけど、親の大変さも分からないで「連れてけ連れてけ」と

言って連れてってもらって。「じゃあしょうがない、自転車に乗れ」と

言われて、おまんじゅう買ってみんなで帰ってきた。



　(表紙に『西国秩父阪東百番観世音御詠歌』、奥付に「平成四

年、藤田トシ所有、筆者中山公助翁師範」とある冊子を見ながら) 

火災に遭っちゃって大事なお念仏の本燃えちゃったんで、中山さ

んに頼んだんです。公助さんって習字の先生で、俳句だか短歌をよ

く広報に載せてた方ですね。粗末な本だったので、せっかく部落に

中山のおじちゃんがご習字の先生やってるので頼んだんです。私ら

が小学校の頃は習字を習いに行ったんです、この辺の人たちとグ

ループで。

　お地蔵様のときはこういう本みんな持ってて、みんな持ち寄って、

一番先にやる人がいて、あとはそれ見ながらみんなで。お地蔵様の、

子どもが無事に生まれて育って、そういうお礼参りに延生 (のぶ) 

のお地蔵様 (天台宗延生山城興寺、芳賀町に所在) へ。延生のお

地蔵様といったら昔はすごく盛んでいいお地蔵様。トシおばちゃん

　現在の真岡市に生まれ、幼い頃から下大羽で育った藤田節子

さんは、西の根組の女性たちが伝えてきたイチマンドウの念仏を大

切に受け継いでいる。下大羽地区の「風土・風景を読み解くつどい

」でも念仏を実演していただいた。

1. 西の根のイチマンドウとお地蔵様

　去年は8月3日にイチマンドウやりました。そのときは台風やなん

かで屋根が傷んでて床も抜けてて怖かったんですが、部落の人た

ちに直してもらって、今度のイチマンドウはみんなで安心してやれま

す。直したのは去年の11月頃、5000円ずつみんな寄付して、西の根

だけで。西の根のイチマンドウなので。

　イチマンドウの祠があるところには、私らが小学校の頃からピン

ク色のツバキが、大きなのが咲いてて、今も残ってますよ。

が二宮の方から来て、そこへ来たお婿さんが市貝の方から来たお

じいちゃまだったので、みんな延生へ、赤ちゃんが生まれるとお参

りに行ったそうですね。今はお地蔵様は簡単になってしまって、4月

の19日にここでもあるんですが、山楽 (さんらく、下大羽にある飲食

店) でやろうって、3回目になるかな。それまでは公民館で集まって

やってたんですが、世代交代ね。

　イチマンドウだけはここで、おばちゃんたちに来てもらった方が

お互いに、1年に1回おばちゃんたちがしわしわの顔でもイチマンド

ウのお念仏やると生き生きするんですわ、一緒にお話しする機会も

ないし、いいんじゃないかな、と思って。おばちゃんたち待ってるよ、

と言うと喜んで。

　イチマンドウの場合は、ちっちゃな祠があって、庭も結構広くて、

お祭り当番が2年ぐらい続いて、その人たちがお祭りの用意して、2

年交代で。祠を開けると、ちっちゃなお地蔵様が奥にあって、この

念仏の文章が書いてあるわけです。それをみんなで見ながらうたう

んですけど、これだとあっという間に終わっちゃうから、「おばちゃ

ん、大変でも3回ぐらいやりたいんですけど」って言って、それから3

回やって、「ご苦労様でした」「いいねぇ」とか言いながら、お茶みん

なで呼ばれて。

 (加藤| 若い年代の女の人たちも出てくるんですか?)

　お茶当番になったところのお嫁さんは出てきます、もごもごやり

出します、「子どもたちよく育つから」とか余計なこと言って「じゃあ」

という感じで。

 (今井| イチマンドウは何人ぐらいで?)

　お茶当番が2人、お念仏の上手な方が5人ぐらい、私らぐらいの

年配のちょっと若いおばさん、「なかおばちゃん」が6人。自治会か

ら3000円もらって。お祭り当番の人が交代でやってて、草ぼうぼう

になるので2回刈ってくれて、イチマンドウのときはお掃除してくれ

たりして。

　ケヤキが立ってるんで暑くても日除けでいい塩梅で、下大羽の

田んぼやなんかのとこ、ちょっと広くてちょっと高台なので全部よく

見えて、昔の人は弥陀の浄土みたいに感じたのかな、と思いながら、

「いいねぇ」とか言いながら。

　昔は夕方やってたんだって、お酒飲んだりなんかしてすごい騒ぎ

だったんだよ、とおばさんたちは言ってますね。今は10時半頃から、

ゆっくりしてお茶呼ばれてお稲荷さんとかお赤飯とかお当番の人

が持ってきてくれててご馳走になって、100円あげたお賽銭もまた

みんなで「縁起がいいから持ってら」とか言いながら、そんなささや

かなものです。100円ずつあげて、そこでお念仏申して、縁起がいい

お賽銭だからみんなでお守りにいただいて「また来年」と言って。

　なかなか今、そんな時じゃないと年取ったおばちゃんたちとも会

えないし、「元気だね」とか言いながら。昔なんかはもっと密接に

なってたんだけど、こんなことでもやらないとおばちゃまらとお話し

できないね。

 (今井| 念仏の唱え方は聞いて覚える?)

　そうですね。おばちゃんこれやって、先達やって、私らついていく

んでお願いします、ってイチマンドウね。おかげさまで屋根も葺いて

もらったし、いろいろお嫁さんのことや何かあってもこれやればだ

いぶ心も鎮まるしね。

 (今井| イチマンドウという名前はどういう由来?)

　たくさんの灯火を灯して夕方やったから、そのときのお念仏もイ

チマンドウイチマンドウってなったんですよね、イチマントウなんだ

けど。昔はお酒飲んでお相撲やったりなんかしたお祭りだったんで

すよね、酒飲んで喧嘩ばっかりだったんだよ、と聞いていますけど

ね。

 (今井| イチマンドウは毎年8月3日に?)

　だいたいお盆の前にやるんです。

　お地蔵様は4月の24日が延生の地蔵様の当たり日なので、その

前にやるとか、そんなふうなならわしで、当番さんが日を決める。

　7、8年前は年に4回ぐらいやっていた。でも、世代も代わったし、

私らが先生と言ってたおばあちゃんたちも年老いて、若い人になっ

たので、もういろんなもの買って集まるのも大変だから、お店で

2000円か3000円会費取ってやりましょう、となって。お掛軸だけ

ちゃんと下げて、隅の方で部屋借りてやらせてもらって、やっぱりそ

こで100円あげて。お念仏も何も申さないで、お掛軸だけ掛けて、お

地蔵様の当番の人たちに「お世話になります」なんて言いながら。

掛軸はお当番さんが回して。

　お地蔵様は子安の地蔵さんといって、子どもが元気に、赤ちゃん

なかなか生まれない人は信仰すると生まれるよ、って感じなのかし

らね。生まれたら親子でお礼参りに来るんだよ、と念仏の中にうた

われてますね。私も今は地蔵様もうお念仏やらなくなっちゃったか

ら、イチマンドウのときだけこの念仏の本や摺鉦が入っている手提

げ持って。コミュニティ (近年できた下大羽コミュニティセンター) 

でやったとき、2回ぐらい「どうする?」「やろうよ」と言って、年配のお

ばちゃんいたのでお願いしたんだけど、山楽さんになってからはお

掛軸だけで、「ご苦労様です」「みんな元気?」とか子どもの話やな

んかで。コミュニティでやっても片付けやなんかが大変だし。

 (今井| 昔はそれぞれの家を持ち回りで?)

　持ち回りでやったのは男のオヒマチで、お地蔵様はずっと公民

館でやったんです。

2. オヒマチと近所の助け合い

 (今井| オヒマチはいつ頃まで?)

　うちのお父さんも早いうちからオヒマチに出ていろいろ勉強させ

てもらった方なんですけど、小島喬さんが議員やってる頃はずっと

続いてた。いろんな神様があるでしょ、風神様、火の神様、お正月、

一年に5回ぐらいやった。オヒマチ、字なんて書かないで言葉で「今

度幾日幾日オヒマチだから」。あとは「桜咲く頃やりましょう」とか

言ってそのときによって増えたりして、「田植え終わった頃やりま

しょう」とか言って。

 (今井| 西の根の男性たちだけでやっていたんですか?)

　そうですね、その頃はもっと穏やかでコミュニケーション取れて

て、亡くなっちゃったおじちゃまが元気で、ある意味では何となく

ゆったりしたところがみんなあったから、農業もタバコや何かやっ

てたから話も伝わって、よそから来た立場の人がお酒飲みながら

おじさんたちにいろいろ教わったり鍛えられたり、勉強になったの

かな、と思います。

 (加藤| 藤田さんのご主人は福井からですもんね?)

　ありがたいことだか何だか知らないが、お酒飲むのはものすごく

寒い方の人なので、部落のおじやんたちと同じように付き合えた。

今は多いんじゃないというぐらい飲んじゃって大変なときもあるけ

ど、仲良く溶け込めたのかな、と思いますね。酒飲むことだけはおじ

やんらと同じくできた、良く言えば。田んぼつくってると隣の田んぼ

のおじやんたちが「ああした方がいい」とか「こうした方がいい」とか、

去年亡くなった大関ブドウ園のおじちゃんたちにもいろいろ助けて

もらったり。苗なんか今は農協で頼んじゃうけど自分で種まいたり

して、「外れちゃった」と言ったら「うちにあるから持ってきて植えな

」とか言われて、助けてもらったり。

　ブドウ園のおじちゃん、校長先生というあだ名だった。オヒマチ

行くと、たまたまお父さんが横になると、お酒飲んでんだけど途中

でチェーホフの話が出て困っちゃった、そういうおじさんだったか

ら。丸山カツイチさんというおじちゃんは根っからのお百姓、農学

校の校長先生は丸山のおじちゃんかな、なんて言いながらお米を

つくるの、でも大関のおじちゃんはきちんとしてる校長先生。こちと

らは若いから、田んぼ行ってみんなおじやんらのことを言いながら。

途中でお酒ひっかけちゃった、なんて言いながら愉快なおじちゃん

だった。ブドウ園のおばちゃんはお地蔵様でソプラノみたいな歌な

んで、おばちゃんたち困っちゃう。みんな歌うたうんですが、みんな

は演歌じゃないですか、小林幸子とかね。でも愉快なおじちゃんと

おばちゃんで、ロマンチックなおじちゃんとおばちゃんだった。二人

とも亡くなっちゃった。

 (今井| オヒマチのことが分かる記録は残っていないのでしょう

か?)

　そうですね、会計やってたのが大関のゼンエイさんだから、今

ちょっと体調があれかな。でも、今もオヒマチやってる部落あります、

堀の内でやってる、って仲田さんのおばちゃんが言ってます。堀の

内っていうとシンデンっていう池田さんの家がそうですね、あとは

仲田カンちゃん、タテバの辺りですね、堀の内と中大羽が微妙に入

り組んでいる。

3. 薬草栽培と大羽の歴史

　今は亡くなっちゃった上大羽の田中淳三先生から、下大羽とい

う部落は昔、薬草の栽培をしていて豊かだった、いろんなところで

飢饉やなんか益子であったときに一揆とかなんかあったんだけど、

下大羽はならなかったんだよ、ということも聞いた。だから穏やか

な感じがするんですよね、ここの部落は。

 (今井| 薬草はどんなものをつくっていたか聞きましたか?)

　ユリネ、ドクダミなんかもそうだろうし、そういう薬草じゃないと体

の健康を守れなかった、昔はね。あとセンブリとか、山だから採っ

たりいろいろつくってた。「お薬関係を先祖様がやってたんだ」とい

う方も聞いてるし、案外大羽って多かったのかもしれない。

 (加藤| 宇都宮家の御典医が入られた関係もあるんでしょうか?)

　そういうのも流れかもしれないですね。うちから分家した藤田リ

キヤさんっておじいちゃんがやっぱり漢方の仕事をやってた、と聞

いて。そうしたら大倉神社は藤田さんの先祖様とつながってる、と

聞いて、薬草とかやってた神様だよ、と書いてあったから「あ、そう

なのか」と思って。

　大倉神社は、おおもとは大羽小学校のところにあったんですけ

ど、明治の頃大羽小学校があそこへできることになったので、綱神

社の方へ移って、綱神社と大倉神社って重要文化財になってるか

わいらしい建物があるんです。私らは素人で何も分からなかったか

ら、地蔵院のお坊様があの辺全部守ってるのかと思ったら、「小宅

の横山さんのところでやってるんだ」って言うから「ああ、なるほど

な」と。地蔵院も行ったことなかったんですけど、たまたま一昨年、

観光ボランティアで那須の方の婦人会の方たちをご案内すること

になって、「じゃあ」ってことでサブで行って。いい神社でしたね。

　藤田家が藤田備前守の流れだよ、と田中淳三さんから聞いて

「あれ、そうだったの」という感じで。こっちが一生懸命、火事になっ

たり何かして、給食センターに行って「ああ良かった、ありがたい」と

思っていたら「勉強においでよ」と言われた。「藤田さんちの先祖様

のことが地蔵院のお寺さんの古文書に出てくるから、そろそろ50過

ぎたんなら来たかっぺ」と言われたのが、こっちは調理場行って一

生懸命やってる立場だし、集まってる方見ると先生とか議員さんと

か教育長さんとか、敷居が高いんで、1年ぐらい経ってから行きま

した。

(加藤| 火事になってしまったのはいつ?)

　高校に入った年、この辺ワーッて。お隣も大きな杉があったのが

全部燃えちゃって。

(加藤| 何軒かその時焼失してしまったんですか?)

　そうですね、あの頃まだ茅葺きだったので、50何年前。

4. 大羽の祇園と愛宕様

　あと一つ感心してるのは、夏の大羽の祇園があるんですけど、そ

こでは昔ながらのお花とかをつくるんですね、手づくりで。それも銀

紙何枚に白い紙何枚に、と昔からあって。今は軽トラのところで鎮

守様にしまってある太鼓、お祭り当番の人がポンポンはたきながら、

五穀豊穣の手づくりのかわいいのをつくって部落うち全部回るん

ですが、それも益子みたいな豪華なものじゃないけど、大羽らしい

素朴であれだな、と思って。家の前通るときはいい年になっても角

まで出て見送って、そこが鎮守様なのでそこまで行ってお参りして、

直会ってのは向かいの部落にできたコミュニティセンターでやるん

ですよね。

 (加藤| 節子さんもつくるんですか?)

　今年は西の根の人がお祭りの本当番で一番大変なので、「来て

ね」と言われてます。うちらも以前やったとき来てもらったので。お

花つくりと竹、こよりでよってそこへお花くっつけて。「手伝うよ、二、

三日前に声掛けてね、忘れちゃうから」と言いながらね。

(今井| 下大羽全体で順番に本当番が回ってくる、ということでしょ

うか?)

　そうですね、堀の内と西の根と中大羽と東の4つがあって、二人

ずつ本当番と次の人ってやんないと、抜けちゃうと忘れちゃうから

そうしようということで。本当番に当たった人は大変ですけど。

　あと、愛宕様っていう火の神様が山の上に祀ってあって、そこも

祭りをやるんです。はっきりとは分からないんだけども、大羽小学

校にあったお宮さんを、分かれるときに愛宕様へ持ってった、って

書いてあるのをちらちらと読むんですけどね。大倉神社と一緒に

あったやつを下大羽の愛宕様へ持ってった、かわいらしいのがあ

るんですよ。これをちゃんとした人にもう一回確かめてみなくちゃな

んない、と心に思っているんだけど。

　愛宕様がある山はこの下大羽の山なんです、だから木を植えて、

3回か4回ぐらい下草刈りやりました、最近はやりませんけど。その

木を売って神社直すお金にして、屋根を葺き替えたりとか。部落共

同の山、だから下草刈りもみんなで順番こにやってます。昔は自治

会長さんと区長さんがいて、区長さんの方の分野だったみたいで

すね、部落の山の手入れとかお祭り関係はね。新しいコミュニティ

センターつくるときに「これからは区長さんはなくて自治会長さん

だけで」となったようですけど、お祭り一切はそれまでは区長さん

が取り仕切ってやっていた、という感じです。

　高龗 (たかお) 神社のお祭りは秋祭り。上大羽は黒子ハルエさ

んに聞いたら「秋祭りも火の神様も大変だから一緒にやってるん

だよ」と言うから「その方が賢いわね」と。下大羽は2回やらなくちゃ

なんない、高龗神社と火の神様と。夏は祇園様の1回だけど秋は2

回あるから、祭り当番になると少し大変ですね。

5. 子どもの頃のこと

　根本 (ねもと、現真岡市)  からここに来たのは2歳の頃。

　コミュニティセンターがなかったときは全部こっちの下大羽公

民館だったので、私が小学校2、3年の頃ですかね、高龗神社の前

にある広場、クヌギの木だったんですけど、みんな部落の人たちが

集まってクヌギの木切っちゃってグラウンドにしてくれて、そこで盆

踊りやったり運動会やったり、すごく楽しくやってましたね、ついこ

の間まで。公民館はそこにあります、高龗神社の社務所にもなって

ますけど。ちょっと入ってったところに広い庭があって、今80から90

ぐらいの人たちがゲートボールを盛んにやってて賑わってましたね。

今はそういうことやることなくて。今は年に2回、草刈りを部落全部

でやって手入れをしてますけどね。

　あとは、小さいときの思い出といえば益子の祇園様も楽しみだっ

たですね。父親が米葉タバコつくって大変なんだけど、「行きたい

行きたい」と言って自転車に乗せてってもらって、赤羽まんじゅう屋

さんあたりで降りて、風船を買ってもらったりして。小学校の頃だと

思うんですけど、親の大変さも分からないで「連れてけ連れてけ」と

言って連れてってもらって。「じゃあしょうがない、自転車に乗れ」と

言われて、おまんじゅう買ってみんなで帰ってきた。
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　(表紙に『西国秩父阪東百番観世音御詠歌』、奥付に「平成四

年、藤田トシ所有、筆者中山公助翁師範」とある冊子を見ながら) 

火災に遭っちゃって大事なお念仏の本燃えちゃったんで、中山さ

んに頼んだんです。公助さんって習字の先生で、俳句だか短歌をよ

く広報に載せてた方ですね。粗末な本だったので、せっかく部落に

中山のおじちゃんがご習字の先生やってるので頼んだんです。私ら

が小学校の頃は習字を習いに行ったんです、この辺の人たちとグ

ループで。

　お地蔵様のときはこういう本みんな持ってて、みんな持ち寄って、

一番先にやる人がいて、あとはそれ見ながらみんなで。お地蔵様の、

子どもが無事に生まれて育って、そういうお礼参りに延生 (のぶ) 

のお地蔵様 (天台宗延生山城興寺、芳賀町に所在) へ。延生のお

地蔵様といったら昔はすごく盛んでいいお地蔵様。トシおばちゃん

　現在の真岡市に生まれ、幼い頃から下大羽で育った藤田節子

さんは、西の根組の女性たちが伝えてきたイチマンドウの念仏を大

切に受け継いでいる。下大羽地区の「風土・風景を読み解くつどい

」でも念仏を実演していただいた。

1. 西の根のイチマンドウとお地蔵様

　去年は8月3日にイチマンドウやりました。そのときは台風やなん

かで屋根が傷んでて床も抜けてて怖かったんですが、部落の人た

ちに直してもらって、今度のイチマンドウはみんなで安心してやれま

す。直したのは去年の11月頃、5000円ずつみんな寄付して、西の根

だけで。西の根のイチマンドウなので。

　イチマンドウの祠があるところには、私らが小学校の頃からピン

ク色のツバキが、大きなのが咲いてて、今も残ってますよ。

が二宮の方から来て、そこへ来たお婿さんが市貝の方から来たお

じいちゃまだったので、みんな延生へ、赤ちゃんが生まれるとお参

りに行ったそうですね。今はお地蔵様は簡単になってしまって、4月

の19日にここでもあるんですが、山楽 (さんらく、下大羽にある飲食

店) でやろうって、3回目になるかな。それまでは公民館で集まって

やってたんですが、世代交代ね。

　イチマンドウだけはここで、おばちゃんたちに来てもらった方が

お互いに、1年に1回おばちゃんたちがしわしわの顔でもイチマンド

ウのお念仏やると生き生きするんですわ、一緒にお話しする機会も

ないし、いいんじゃないかな、と思って。おばちゃんたち待ってるよ、

と言うと喜んで。

　イチマンドウの場合は、ちっちゃな祠があって、庭も結構広くて、

お祭り当番が2年ぐらい続いて、その人たちがお祭りの用意して、2

年交代で。祠を開けると、ちっちゃなお地蔵様が奥にあって、この

念仏の文章が書いてあるわけです。それをみんなで見ながらうたう

んですけど、これだとあっという間に終わっちゃうから、「おばちゃ

ん、大変でも3回ぐらいやりたいんですけど」って言って、それから3

回やって、「ご苦労様でした」「いいねぇ」とか言いながら、お茶みん

なで呼ばれて。

 (加藤| 若い年代の女の人たちも出てくるんですか?)

　お茶当番になったところのお嫁さんは出てきます、もごもごやり

出します、「子どもたちよく育つから」とか余計なこと言って「じゃあ」

という感じで。

 (今井| イチマンドウは何人ぐらいで?)

　お茶当番が2人、お念仏の上手な方が5人ぐらい、私らぐらいの

年配のちょっと若いおばさん、「なかおばちゃん」が6人。自治会か

ら3000円もらって。お祭り当番の人が交代でやってて、草ぼうぼう

になるので2回刈ってくれて、イチマンドウのときはお掃除してくれ

たりして。

　ケヤキが立ってるんで暑くても日除けでいい塩梅で、下大羽の

田んぼやなんかのとこ、ちょっと広くてちょっと高台なので全部よく

見えて、昔の人は弥陀の浄土みたいに感じたのかな、と思いながら、

「いいねぇ」とか言いながら。

　昔は夕方やってたんだって、お酒飲んだりなんかしてすごい騒ぎ

だったんだよ、とおばさんたちは言ってますね。今は10時半頃から、

ゆっくりしてお茶呼ばれてお稲荷さんとかお赤飯とかお当番の人

が持ってきてくれててご馳走になって、100円あげたお賽銭もまた

みんなで「縁起がいいから持ってら」とか言いながら、そんなささや

かなものです。100円ずつあげて、そこでお念仏申して、縁起がいい

お賽銭だからみんなでお守りにいただいて「また来年」と言って。

　なかなか今、そんな時じゃないと年取ったおばちゃんたちとも会

えないし、「元気だね」とか言いながら。昔なんかはもっと密接に

なってたんだけど、こんなことでもやらないとおばちゃまらとお話し

できないね。

 (今井| 念仏の唱え方は聞いて覚える?)

　そうですね。おばちゃんこれやって、先達やって、私らついていく

んでお願いします、ってイチマンドウね。おかげさまで屋根も葺いて

もらったし、いろいろお嫁さんのことや何かあってもこれやればだ

いぶ心も鎮まるしね。

 (今井| イチマンドウという名前はどういう由来?)

　たくさんの灯火を灯して夕方やったから、そのときのお念仏もイ

チマンドウイチマンドウってなったんですよね、イチマントウなんだ

けど。昔はお酒飲んでお相撲やったりなんかしたお祭りだったんで

すよね、酒飲んで喧嘩ばっかりだったんだよ、と聞いていますけど

ね。

 (今井| イチマンドウは毎年8月3日に?)

　だいたいお盆の前にやるんです。

　お地蔵様は4月の24日が延生の地蔵様の当たり日なので、その

前にやるとか、そんなふうなならわしで、当番さんが日を決める。

　7、8年前は年に4回ぐらいやっていた。でも、世代も代わったし、

私らが先生と言ってたおばあちゃんたちも年老いて、若い人になっ

たので、もういろんなもの買って集まるのも大変だから、お店で

2000円か3000円会費取ってやりましょう、となって。お掛軸だけ

ちゃんと下げて、隅の方で部屋借りてやらせてもらって、やっぱりそ

こで100円あげて。お念仏も何も申さないで、お掛軸だけ掛けて、お

地蔵様の当番の人たちに「お世話になります」なんて言いながら。

掛軸はお当番さんが回して。

　お地蔵様は子安の地蔵さんといって、子どもが元気に、赤ちゃん

なかなか生まれない人は信仰すると生まれるよ、って感じなのかし

らね。生まれたら親子でお礼参りに来るんだよ、と念仏の中にうた

われてますね。私も今は地蔵様もうお念仏やらなくなっちゃったか

ら、イチマンドウのときだけこの念仏の本や摺鉦が入っている手提

げ持って。コミュニティ (近年できた下大羽コミュニティセンター) 

でやったとき、2回ぐらい「どうする?」「やろうよ」と言って、年配のお

ばちゃんいたのでお願いしたんだけど、山楽さんになってからはお

掛軸だけで、「ご苦労様です」「みんな元気?」とか子どもの話やな

んかで。コミュニティでやっても片付けやなんかが大変だし。

 (今井| 昔はそれぞれの家を持ち回りで?)

　持ち回りでやったのは男のオヒマチで、お地蔵様はずっと公民

館でやったんです。

2. オヒマチと近所の助け合い

 (今井| オヒマチはいつ頃まで?)

　うちのお父さんも早いうちからオヒマチに出ていろいろ勉強させ

てもらった方なんですけど、小島喬さんが議員やってる頃はずっと

続いてた。いろんな神様があるでしょ、風神様、火の神様、お正月、

一年に5回ぐらいやった。オヒマチ、字なんて書かないで言葉で「今

度幾日幾日オヒマチだから」。あとは「桜咲く頃やりましょう」とか

言ってそのときによって増えたりして、「田植え終わった頃やりま

しょう」とか言って。

 (今井| 西の根の男性たちだけでやっていたんですか?)

　そうですね、その頃はもっと穏やかでコミュニケーション取れて

て、亡くなっちゃったおじちゃまが元気で、ある意味では何となく

ゆったりしたところがみんなあったから、農業もタバコや何かやっ

てたから話も伝わって、よそから来た立場の人がお酒飲みながら

おじさんたちにいろいろ教わったり鍛えられたり、勉強になったの

かな、と思います。

 (加藤| 藤田さんのご主人は福井からですもんね?)

　ありがたいことだか何だか知らないが、お酒飲むのはものすごく

寒い方の人なので、部落のおじやんたちと同じように付き合えた。

今は多いんじゃないというぐらい飲んじゃって大変なときもあるけ

ど、仲良く溶け込めたのかな、と思いますね。酒飲むことだけはおじ

やんらと同じくできた、良く言えば。田んぼつくってると隣の田んぼ

のおじやんたちが「ああした方がいい」とか「こうした方がいい」とか、

去年亡くなった大関ブドウ園のおじちゃんたちにもいろいろ助けて

もらったり。苗なんか今は農協で頼んじゃうけど自分で種まいたり

して、「外れちゃった」と言ったら「うちにあるから持ってきて植えな

」とか言われて、助けてもらったり。

　ブドウ園のおじちゃん、校長先生というあだ名だった。オヒマチ

行くと、たまたまお父さんが横になると、お酒飲んでんだけど途中

でチェーホフの話が出て困っちゃった、そういうおじさんだったか

ら。丸山カツイチさんというおじちゃんは根っからのお百姓、農学

校の校長先生は丸山のおじちゃんかな、なんて言いながらお米を

つくるの、でも大関のおじちゃんはきちんとしてる校長先生。こちと

らは若いから、田んぼ行ってみんなおじやんらのことを言いながら。

途中でお酒ひっかけちゃった、なんて言いながら愉快なおじちゃん

だった。ブドウ園のおばちゃんはお地蔵様でソプラノみたいな歌な

んで、おばちゃんたち困っちゃう。みんな歌うたうんですが、みんな

は演歌じゃないですか、小林幸子とかね。でも愉快なおじちゃんと

おばちゃんで、ロマンチックなおじちゃんとおばちゃんだった。二人

とも亡くなっちゃった。

 (今井| オヒマチのことが分かる記録は残っていないのでしょう

か?)

　そうですね、会計やってたのが大関のゼンエイさんだから、今

ちょっと体調があれかな。でも、今もオヒマチやってる部落あります、

堀の内でやってる、って仲田さんのおばちゃんが言ってます。堀の

内っていうとシンデンっていう池田さんの家がそうですね、あとは

仲田カンちゃん、タテバの辺りですね、堀の内と中大羽が微妙に入

り組んでいる。

3. 薬草栽培と大羽の歴史

　今は亡くなっちゃった上大羽の田中淳三先生から、下大羽とい

う部落は昔、薬草の栽培をしていて豊かだった、いろんなところで

飢饉やなんか益子であったときに一揆とかなんかあったんだけど、

下大羽はならなかったんだよ、ということも聞いた。だから穏やか

な感じがするんですよね、ここの部落は。

 (今井| 薬草はどんなものをつくっていたか聞きましたか?)

　ユリネ、ドクダミなんかもそうだろうし、そういう薬草じゃないと体

の健康を守れなかった、昔はね。あとセンブリとか、山だから採っ

たりいろいろつくってた。「お薬関係を先祖様がやってたんだ」とい

う方も聞いてるし、案外大羽って多かったのかもしれない。

 (加藤| 宇都宮家の御典医が入られた関係もあるんでしょうか?)

　そういうのも流れかもしれないですね。うちから分家した藤田リ

キヤさんっておじいちゃんがやっぱり漢方の仕事をやってた、と聞

いて。そうしたら大倉神社は藤田さんの先祖様とつながってる、と

聞いて、薬草とかやってた神様だよ、と書いてあったから「あ、そう

なのか」と思って。

　大倉神社は、おおもとは大羽小学校のところにあったんですけ

ど、明治の頃大羽小学校があそこへできることになったので、綱神

社の方へ移って、綱神社と大倉神社って重要文化財になってるか

わいらしい建物があるんです。私らは素人で何も分からなかったか

ら、地蔵院のお坊様があの辺全部守ってるのかと思ったら、「小宅

の横山さんのところでやってるんだ」って言うから「ああ、なるほど

な」と。地蔵院も行ったことなかったんですけど、たまたま一昨年、

観光ボランティアで那須の方の婦人会の方たちをご案内すること

になって、「じゃあ」ってことでサブで行って。いい神社でしたね。

　藤田家が藤田備前守の流れだよ、と田中淳三さんから聞いて

「あれ、そうだったの」という感じで。こっちが一生懸命、火事になっ

たり何かして、給食センターに行って「ああ良かった、ありがたい」と

思っていたら「勉強においでよ」と言われた。「藤田さんちの先祖様

のことが地蔵院のお寺さんの古文書に出てくるから、そろそろ50過

ぎたんなら来たかっぺ」と言われたのが、こっちは調理場行って一

生懸命やってる立場だし、集まってる方見ると先生とか議員さんと

か教育長さんとか、敷居が高いんで、1年ぐらい経ってから行きま

した。

(加藤| 火事になってしまったのはいつ?)

　高校に入った年、この辺ワーッて。お隣も大きな杉があったのが

全部燃えちゃって。

(加藤| 何軒かその時焼失してしまったんですか?)

　そうですね、あの頃まだ茅葺きだったので、50何年前。

4. 大羽の祇園と愛宕様

　あと一つ感心してるのは、夏の大羽の祇園があるんですけど、そ

こでは昔ながらのお花とかをつくるんですね、手づくりで。それも銀

紙何枚に白い紙何枚に、と昔からあって。今は軽トラのところで鎮

守様にしまってある太鼓、お祭り当番の人がポンポンはたきながら、

五穀豊穣の手づくりのかわいいのをつくって部落うち全部回るん

ですが、それも益子みたいな豪華なものじゃないけど、大羽らしい

素朴であれだな、と思って。家の前通るときはいい年になっても角

まで出て見送って、そこが鎮守様なのでそこまで行ってお参りして、

直会ってのは向かいの部落にできたコミュニティセンターでやるん

ですよね。

 (加藤| 節子さんもつくるんですか?)

　今年は西の根の人がお祭りの本当番で一番大変なので、「来て

ね」と言われてます。うちらも以前やったとき来てもらったので。お

花つくりと竹、こよりでよってそこへお花くっつけて。「手伝うよ、二、

三日前に声掛けてね、忘れちゃうから」と言いながらね。

(今井| 下大羽全体で順番に本当番が回ってくる、ということでしょ

うか?)

　そうですね、堀の内と西の根と中大羽と東の4つがあって、二人

ずつ本当番と次の人ってやんないと、抜けちゃうと忘れちゃうから

そうしようということで。本当番に当たった人は大変ですけど。

　あと、愛宕様っていう火の神様が山の上に祀ってあって、そこも

祭りをやるんです。はっきりとは分からないんだけども、大羽小学

校にあったお宮さんを、分かれるときに愛宕様へ持ってった、って

書いてあるのをちらちらと読むんですけどね。大倉神社と一緒に

あったやつを下大羽の愛宕様へ持ってった、かわいらしいのがあ

るんですよ。これをちゃんとした人にもう一回確かめてみなくちゃな

んない、と心に思っているんだけど。

　愛宕様がある山はこの下大羽の山なんです、だから木を植えて、

3回か4回ぐらい下草刈りやりました、最近はやりませんけど。その

木を売って神社直すお金にして、屋根を葺き替えたりとか。部落共

同の山、だから下草刈りもみんなで順番こにやってます。昔は自治

会長さんと区長さんがいて、区長さんの方の分野だったみたいで

すね、部落の山の手入れとかお祭り関係はね。新しいコミュニティ

センターつくるときに「これからは区長さんはなくて自治会長さん

だけで」となったようですけど、お祭り一切はそれまでは区長さん

が取り仕切ってやっていた、という感じです。

　高龗 (たかお) 神社のお祭りは秋祭り。上大羽は黒子ハルエさ

んに聞いたら「秋祭りも火の神様も大変だから一緒にやってるん

だよ」と言うから「その方が賢いわね」と。下大羽は2回やらなくちゃ

なんない、高龗神社と火の神様と。夏は祇園様の1回だけど秋は2

回あるから、祭り当番になると少し大変ですね。

5. 子どもの頃のこと

　根本 (ねもと、現真岡市)  からここに来たのは2歳の頃。

　コミュニティセンターがなかったときは全部こっちの下大羽公

民館だったので、私が小学校2、3年の頃ですかね、高龗神社の前

にある広場、クヌギの木だったんですけど、みんな部落の人たちが

集まってクヌギの木切っちゃってグラウンドにしてくれて、そこで盆

踊りやったり運動会やったり、すごく楽しくやってましたね、ついこ

の間まで。公民館はそこにあります、高龗神社の社務所にもなって

ますけど。ちょっと入ってったところに広い庭があって、今80から90

ぐらいの人たちがゲートボールを盛んにやってて賑わってましたね。

今はそういうことやることなくて。今は年に2回、草刈りを部落全部

でやって手入れをしてますけどね。

　あとは、小さいときの思い出といえば益子の祇園様も楽しみだっ

たですね。父親が米葉タバコつくって大変なんだけど、「行きたい

行きたい」と言って自転車に乗せてってもらって、赤羽まんじゅう屋

さんあたりで降りて、風船を買ってもらったりして。小学校の頃だと

思うんですけど、親の大変さも分からないで「連れてけ連れてけ」と

言って連れてってもらって。「じゃあしょうがない、自転車に乗れ」と

言われて、おまんじゅう買ってみんなで帰ってきた。
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　(表紙に『西国秩父阪東百番観世音御詠歌』、奥付に「平成四

年、藤田トシ所有、筆者中山公助翁師範」とある冊子を見ながら) 

火災に遭っちゃって大事なお念仏の本燃えちゃったんで、中山さ

んに頼んだんです。公助さんって習字の先生で、俳句だか短歌をよ

く広報に載せてた方ですね。粗末な本だったので、せっかく部落に

中山のおじちゃんがご習字の先生やってるので頼んだんです。私ら

が小学校の頃は習字を習いに行ったんです、この辺の人たちとグ

ループで。

　お地蔵様のときはこういう本みんな持ってて、みんな持ち寄って、

一番先にやる人がいて、あとはそれ見ながらみんなで。お地蔵様の、

子どもが無事に生まれて育って、そういうお礼参りに延生 (のぶ) 

のお地蔵様 (天台宗延生山城興寺、芳賀町に所在) へ。延生のお

地蔵様といったら昔はすごく盛んでいいお地蔵様。トシおばちゃん

　現在の真岡市に生まれ、幼い頃から下大羽で育った藤田節子

さんは、西の根組の女性たちが伝えてきたイチマンドウの念仏を大

切に受け継いでいる。下大羽地区の「風土・風景を読み解くつどい

」でも念仏を実演していただいた。

1. 西の根のイチマンドウとお地蔵様

　去年は8月3日にイチマンドウやりました。そのときは台風やなん

かで屋根が傷んでて床も抜けてて怖かったんですが、部落の人た

ちに直してもらって、今度のイチマンドウはみんなで安心してやれま

す。直したのは去年の11月頃、5000円ずつみんな寄付して、西の根

だけで。西の根のイチマンドウなので。

　イチマンドウの祠があるところには、私らが小学校の頃からピン

ク色のツバキが、大きなのが咲いてて、今も残ってますよ。

が二宮の方から来て、そこへ来たお婿さんが市貝の方から来たお

じいちゃまだったので、みんな延生へ、赤ちゃんが生まれるとお参

りに行ったそうですね。今はお地蔵様は簡単になってしまって、4月

の19日にここでもあるんですが、山楽 (さんらく、下大羽にある飲食

店) でやろうって、3回目になるかな。それまでは公民館で集まって

やってたんですが、世代交代ね。

　イチマンドウだけはここで、おばちゃんたちに来てもらった方が

お互いに、1年に1回おばちゃんたちがしわしわの顔でもイチマンド

ウのお念仏やると生き生きするんですわ、一緒にお話しする機会も

ないし、いいんじゃないかな、と思って。おばちゃんたち待ってるよ、

と言うと喜んで。

　イチマンドウの場合は、ちっちゃな祠があって、庭も結構広くて、

お祭り当番が2年ぐらい続いて、その人たちがお祭りの用意して、2

年交代で。祠を開けると、ちっちゃなお地蔵様が奥にあって、この

念仏の文章が書いてあるわけです。それをみんなで見ながらうたう

んですけど、これだとあっという間に終わっちゃうから、「おばちゃ

ん、大変でも3回ぐらいやりたいんですけど」って言って、それから3

回やって、「ご苦労様でした」「いいねぇ」とか言いながら、お茶みん

なで呼ばれて。

 (加藤| 若い年代の女の人たちも出てくるんですか?)

　お茶当番になったところのお嫁さんは出てきます、もごもごやり

出します、「子どもたちよく育つから」とか余計なこと言って「じゃあ」

という感じで。

 (今井| イチマンドウは何人ぐらいで?)

　お茶当番が2人、お念仏の上手な方が5人ぐらい、私らぐらいの

年配のちょっと若いおばさん、「なかおばちゃん」が6人。自治会か

ら3000円もらって。お祭り当番の人が交代でやってて、草ぼうぼう

になるので2回刈ってくれて、イチマンドウのときはお掃除してくれ

たりして。

　ケヤキが立ってるんで暑くても日除けでいい塩梅で、下大羽の

田んぼやなんかのとこ、ちょっと広くてちょっと高台なので全部よく

見えて、昔の人は弥陀の浄土みたいに感じたのかな、と思いながら、

「いいねぇ」とか言いながら。

　昔は夕方やってたんだって、お酒飲んだりなんかしてすごい騒ぎ

だったんだよ、とおばさんたちは言ってますね。今は10時半頃から、

ゆっくりしてお茶呼ばれてお稲荷さんとかお赤飯とかお当番の人

が持ってきてくれててご馳走になって、100円あげたお賽銭もまた

みんなで「縁起がいいから持ってら」とか言いながら、そんなささや

かなものです。100円ずつあげて、そこでお念仏申して、縁起がいい

お賽銭だからみんなでお守りにいただいて「また来年」と言って。

　なかなか今、そんな時じゃないと年取ったおばちゃんたちとも会

えないし、「元気だね」とか言いながら。昔なんかはもっと密接に

なってたんだけど、こんなことでもやらないとおばちゃまらとお話し

できないね。

 (今井| 念仏の唱え方は聞いて覚える?)

　そうですね。おばちゃんこれやって、先達やって、私らついていく

んでお願いします、ってイチマンドウね。おかげさまで屋根も葺いて

もらったし、いろいろお嫁さんのことや何かあってもこれやればだ

いぶ心も鎮まるしね。

 (今井| イチマンドウという名前はどういう由来?)

　たくさんの灯火を灯して夕方やったから、そのときのお念仏もイ

チマンドウイチマンドウってなったんですよね、イチマントウなんだ

けど。昔はお酒飲んでお相撲やったりなんかしたお祭りだったんで

すよね、酒飲んで喧嘩ばっかりだったんだよ、と聞いていますけど

ね。

 (今井| イチマンドウは毎年8月3日に?)

　だいたいお盆の前にやるんです。

　お地蔵様は4月の24日が延生の地蔵様の当たり日なので、その

前にやるとか、そんなふうなならわしで、当番さんが日を決める。

　7、8年前は年に4回ぐらいやっていた。でも、世代も代わったし、

私らが先生と言ってたおばあちゃんたちも年老いて、若い人になっ

たので、もういろんなもの買って集まるのも大変だから、お店で

2000円か3000円会費取ってやりましょう、となって。お掛軸だけ

ちゃんと下げて、隅の方で部屋借りてやらせてもらって、やっぱりそ

こで100円あげて。お念仏も何も申さないで、お掛軸だけ掛けて、お

地蔵様の当番の人たちに「お世話になります」なんて言いながら。

掛軸はお当番さんが回して。

　お地蔵様は子安の地蔵さんといって、子どもが元気に、赤ちゃん

なかなか生まれない人は信仰すると生まれるよ、って感じなのかし

らね。生まれたら親子でお礼参りに来るんだよ、と念仏の中にうた

われてますね。私も今は地蔵様もうお念仏やらなくなっちゃったか

ら、イチマンドウのときだけこの念仏の本や摺鉦が入っている手提

げ持って。コミュニティ (近年できた下大羽コミュニティセンター) 

でやったとき、2回ぐらい「どうする?」「やろうよ」と言って、年配のお

ばちゃんいたのでお願いしたんだけど、山楽さんになってからはお

掛軸だけで、「ご苦労様です」「みんな元気?」とか子どもの話やな

んかで。コミュニティでやっても片付けやなんかが大変だし。

 (今井| 昔はそれぞれの家を持ち回りで?)

　持ち回りでやったのは男のオヒマチで、お地蔵様はずっと公民

館でやったんです。

2. オヒマチと近所の助け合い

 (今井| オヒマチはいつ頃まで?)

　うちのお父さんも早いうちからオヒマチに出ていろいろ勉強させ

てもらった方なんですけど、小島喬さんが議員やってる頃はずっと

続いてた。いろんな神様があるでしょ、風神様、火の神様、お正月、

一年に5回ぐらいやった。オヒマチ、字なんて書かないで言葉で「今

度幾日幾日オヒマチだから」。あとは「桜咲く頃やりましょう」とか

言ってそのときによって増えたりして、「田植え終わった頃やりま

しょう」とか言って。

 (今井| 西の根の男性たちだけでやっていたんですか?)

　そうですね、その頃はもっと穏やかでコミュニケーション取れて

て、亡くなっちゃったおじちゃまが元気で、ある意味では何となく

ゆったりしたところがみんなあったから、農業もタバコや何かやっ

てたから話も伝わって、よそから来た立場の人がお酒飲みながら

おじさんたちにいろいろ教わったり鍛えられたり、勉強になったの

かな、と思います。

 (加藤| 藤田さんのご主人は福井からですもんね?)

　ありがたいことだか何だか知らないが、お酒飲むのはものすごく

寒い方の人なので、部落のおじやんたちと同じように付き合えた。

今は多いんじゃないというぐらい飲んじゃって大変なときもあるけ

ど、仲良く溶け込めたのかな、と思いますね。酒飲むことだけはおじ

やんらと同じくできた、良く言えば。田んぼつくってると隣の田んぼ

のおじやんたちが「ああした方がいい」とか「こうした方がいい」とか、

去年亡くなった大関ブドウ園のおじちゃんたちにもいろいろ助けて

もらったり。苗なんか今は農協で頼んじゃうけど自分で種まいたり

して、「外れちゃった」と言ったら「うちにあるから持ってきて植えな

」とか言われて、助けてもらったり。

　ブドウ園のおじちゃん、校長先生というあだ名だった。オヒマチ

行くと、たまたまお父さんが横になると、お酒飲んでんだけど途中

でチェーホフの話が出て困っちゃった、そういうおじさんだったか

ら。丸山カツイチさんというおじちゃんは根っからのお百姓、農学

校の校長先生は丸山のおじちゃんかな、なんて言いながらお米を

つくるの、でも大関のおじちゃんはきちんとしてる校長先生。こちと

らは若いから、田んぼ行ってみんなおじやんらのことを言いながら。

途中でお酒ひっかけちゃった、なんて言いながら愉快なおじちゃん

だった。ブドウ園のおばちゃんはお地蔵様でソプラノみたいな歌な

んで、おばちゃんたち困っちゃう。みんな歌うたうんですが、みんな

は演歌じゃないですか、小林幸子とかね。でも愉快なおじちゃんと

おばちゃんで、ロマンチックなおじちゃんとおばちゃんだった。二人

とも亡くなっちゃった。

 (今井| オヒマチのことが分かる記録は残っていないのでしょう

か?)

　そうですね、会計やってたのが大関のゼンエイさんだから、今

ちょっと体調があれかな。でも、今もオヒマチやってる部落あります、

堀の内でやってる、って仲田さんのおばちゃんが言ってます。堀の

内っていうとシンデンっていう池田さんの家がそうですね、あとは

仲田カンちゃん、タテバの辺りですね、堀の内と中大羽が微妙に入

り組んでいる。

3. 薬草栽培と大羽の歴史

　今は亡くなっちゃった上大羽の田中淳三先生から、下大羽とい

う部落は昔、薬草の栽培をしていて豊かだった、いろんなところで

飢饉やなんか益子であったときに一揆とかなんかあったんだけど、

下大羽はならなかったんだよ、ということも聞いた。だから穏やか

な感じがするんですよね、ここの部落は。

 (今井| 薬草はどんなものをつくっていたか聞きましたか?)

　ユリネ、ドクダミなんかもそうだろうし、そういう薬草じゃないと体

の健康を守れなかった、昔はね。あとセンブリとか、山だから採っ

たりいろいろつくってた。「お薬関係を先祖様がやってたんだ」とい

う方も聞いてるし、案外大羽って多かったのかもしれない。

 (加藤| 宇都宮家の御典医が入られた関係もあるんでしょうか?)

　そういうのも流れかもしれないですね。うちから分家した藤田リ

キヤさんっておじいちゃんがやっぱり漢方の仕事をやってた、と聞

いて。そうしたら大倉神社は藤田さんの先祖様とつながってる、と

聞いて、薬草とかやってた神様だよ、と書いてあったから「あ、そう

なのか」と思って。

　大倉神社は、おおもとは大羽小学校のところにあったんですけ

ど、明治の頃大羽小学校があそこへできることになったので、綱神

社の方へ移って、綱神社と大倉神社って重要文化財になってるか

わいらしい建物があるんです。私らは素人で何も分からなかったか

ら、地蔵院のお坊様があの辺全部守ってるのかと思ったら、「小宅

の横山さんのところでやってるんだ」って言うから「ああ、なるほど

な」と。地蔵院も行ったことなかったんですけど、たまたま一昨年、

観光ボランティアで那須の方の婦人会の方たちをご案内すること

になって、「じゃあ」ってことでサブで行って。いい神社でしたね。

　藤田家が藤田備前守の流れだよ、と田中淳三さんから聞いて

「あれ、そうだったの」という感じで。こっちが一生懸命、火事になっ

たり何かして、給食センターに行って「ああ良かった、ありがたい」と

思っていたら「勉強においでよ」と言われた。「藤田さんちの先祖様

のことが地蔵院のお寺さんの古文書に出てくるから、そろそろ50過

ぎたんなら来たかっぺ」と言われたのが、こっちは調理場行って一

生懸命やってる立場だし、集まってる方見ると先生とか議員さんと

か教育長さんとか、敷居が高いんで、1年ぐらい経ってから行きま

した。

(加藤| 火事になってしまったのはいつ?)

　高校に入った年、この辺ワーッて。お隣も大きな杉があったのが

全部燃えちゃって。

(加藤| 何軒かその時焼失してしまったんですか?)

　そうですね、あの頃まだ茅葺きだったので、50何年前。

4. 大羽の祇園と愛宕様

　あと一つ感心してるのは、夏の大羽の祇園があるんですけど、そ

こでは昔ながらのお花とかをつくるんですね、手づくりで。それも銀

紙何枚に白い紙何枚に、と昔からあって。今は軽トラのところで鎮

守様にしまってある太鼓、お祭り当番の人がポンポンはたきながら、

五穀豊穣の手づくりのかわいいのをつくって部落うち全部回るん

ですが、それも益子みたいな豪華なものじゃないけど、大羽らしい

素朴であれだな、と思って。家の前通るときはいい年になっても角

まで出て見送って、そこが鎮守様なのでそこまで行ってお参りして、

直会ってのは向かいの部落にできたコミュニティセンターでやるん

ですよね。

 (加藤| 節子さんもつくるんですか?)

　今年は西の根の人がお祭りの本当番で一番大変なので、「来て

ね」と言われてます。うちらも以前やったとき来てもらったので。お

花つくりと竹、こよりでよってそこへお花くっつけて。「手伝うよ、二、

三日前に声掛けてね、忘れちゃうから」と言いながらね。

(今井| 下大羽全体で順番に本当番が回ってくる、ということでしょ

うか?)

　そうですね、堀の内と西の根と中大羽と東の4つがあって、二人

ずつ本当番と次の人ってやんないと、抜けちゃうと忘れちゃうから

そうしようということで。本当番に当たった人は大変ですけど。

　あと、愛宕様っていう火の神様が山の上に祀ってあって、そこも

祭りをやるんです。はっきりとは分からないんだけども、大羽小学

校にあったお宮さんを、分かれるときに愛宕様へ持ってった、って

書いてあるのをちらちらと読むんですけどね。大倉神社と一緒に

あったやつを下大羽の愛宕様へ持ってった、かわいらしいのがあ

るんですよ。これをちゃんとした人にもう一回確かめてみなくちゃな

んない、と心に思っているんだけど。

　愛宕様がある山はこの下大羽の山なんです、だから木を植えて、

3回か4回ぐらい下草刈りやりました、最近はやりませんけど。その

木を売って神社直すお金にして、屋根を葺き替えたりとか。部落共

同の山、だから下草刈りもみんなで順番こにやってます。昔は自治

会長さんと区長さんがいて、区長さんの方の分野だったみたいで

すね、部落の山の手入れとかお祭り関係はね。新しいコミュニティ

センターつくるときに「これからは区長さんはなくて自治会長さん

だけで」となったようですけど、お祭り一切はそれまでは区長さん

が取り仕切ってやっていた、という感じです。

　高龗 (たかお) 神社のお祭りは秋祭り。上大羽は黒子ハルエさ

んに聞いたら「秋祭りも火の神様も大変だから一緒にやってるん

だよ」と言うから「その方が賢いわね」と。下大羽は2回やらなくちゃ

なんない、高龗神社と火の神様と。夏は祇園様の1回だけど秋は2

回あるから、祭り当番になると少し大変ですね。

5. 子どもの頃のこと

　根本 (ねもと、現真岡市)  からここに来たのは2歳の頃。

　コミュニティセンターがなかったときは全部こっちの下大羽公

民館だったので、私が小学校2、3年の頃ですかね、高龗神社の前

にある広場、クヌギの木だったんですけど、みんな部落の人たちが

集まってクヌギの木切っちゃってグラウンドにしてくれて、そこで盆

踊りやったり運動会やったり、すごく楽しくやってましたね、ついこ

の間まで。公民館はそこにあります、高龗神社の社務所にもなって

ますけど。ちょっと入ってったところに広い庭があって、今80から90

ぐらいの人たちがゲートボールを盛んにやってて賑わってましたね。

今はそういうことやることなくて。今は年に2回、草刈りを部落全部

でやって手入れをしてますけどね。

　あとは、小さいときの思い出といえば益子の祇園様も楽しみだっ

たですね。父親が米葉タバコつくって大変なんだけど、「行きたい

行きたい」と言って自転車に乗せてってもらって、赤羽まんじゅう屋

さんあたりで降りて、風船を買ってもらったりして。小学校の頃だと

思うんですけど、親の大変さも分からないで「連れてけ連れてけ」と

言って連れてってもらって。「じゃあしょうがない、自転車に乗れ」と

言われて、おまんじゅう買ってみんなで帰ってきた。
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　(表紙に『西国秩父阪東百番観世音御詠歌』、奥付に「平成四

年、藤田トシ所有、筆者中山公助翁師範」とある冊子を見ながら) 

火災に遭っちゃって大事なお念仏の本燃えちゃったんで、中山さ

んに頼んだんです。公助さんって習字の先生で、俳句だか短歌をよ

く広報に載せてた方ですね。粗末な本だったので、せっかく部落に

中山のおじちゃんがご習字の先生やってるので頼んだんです。私ら

が小学校の頃は習字を習いに行ったんです、この辺の人たちとグ

ループで。

　お地蔵様のときはこういう本みんな持ってて、みんな持ち寄って、

一番先にやる人がいて、あとはそれ見ながらみんなで。お地蔵様の、

子どもが無事に生まれて育って、そういうお礼参りに延生 (のぶ) 

のお地蔵様 (天台宗延生山城興寺、芳賀町に所在) へ。延生のお

地蔵様といったら昔はすごく盛んでいいお地蔵様。トシおばちゃん

　現在の真岡市に生まれ、幼い頃から下大羽で育った藤田節子

さんは、西の根組の女性たちが伝えてきたイチマンドウの念仏を大

切に受け継いでいる。下大羽地区の「風土・風景を読み解くつどい

」でも念仏を実演していただいた。

1. 西の根のイチマンドウとお地蔵様

　去年は8月3日にイチマンドウやりました。そのときは台風やなん

かで屋根が傷んでて床も抜けてて怖かったんですが、部落の人た

ちに直してもらって、今度のイチマンドウはみんなで安心してやれま

す。直したのは去年の11月頃、5000円ずつみんな寄付して、西の根

だけで。西の根のイチマンドウなので。

　イチマンドウの祠があるところには、私らが小学校の頃からピン

ク色のツバキが、大きなのが咲いてて、今も残ってますよ。

が二宮の方から来て、そこへ来たお婿さんが市貝の方から来たお

じいちゃまだったので、みんな延生へ、赤ちゃんが生まれるとお参

りに行ったそうですね。今はお地蔵様は簡単になってしまって、4月

の19日にここでもあるんですが、山楽 (さんらく、下大羽にある飲食

店) でやろうって、3回目になるかな。それまでは公民館で集まって

やってたんですが、世代交代ね。

　イチマンドウだけはここで、おばちゃんたちに来てもらった方が

お互いに、1年に1回おばちゃんたちがしわしわの顔でもイチマンド

ウのお念仏やると生き生きするんですわ、一緒にお話しする機会も

ないし、いいんじゃないかな、と思って。おばちゃんたち待ってるよ、

と言うと喜んで。

　イチマンドウの場合は、ちっちゃな祠があって、庭も結構広くて、

お祭り当番が2年ぐらい続いて、その人たちがお祭りの用意して、2

年交代で。祠を開けると、ちっちゃなお地蔵様が奥にあって、この

念仏の文章が書いてあるわけです。それをみんなで見ながらうたう

んですけど、これだとあっという間に終わっちゃうから、「おばちゃ

ん、大変でも3回ぐらいやりたいんですけど」って言って、それから3

回やって、「ご苦労様でした」「いいねぇ」とか言いながら、お茶みん

なで呼ばれて。

 (加藤| 若い年代の女の人たちも出てくるんですか?)

　お茶当番になったところのお嫁さんは出てきます、もごもごやり

出します、「子どもたちよく育つから」とか余計なこと言って「じゃあ」

という感じで。

 (今井| イチマンドウは何人ぐらいで?)

　お茶当番が2人、お念仏の上手な方が5人ぐらい、私らぐらいの

年配のちょっと若いおばさん、「なかおばちゃん」が6人。自治会か

ら3000円もらって。お祭り当番の人が交代でやってて、草ぼうぼう

になるので2回刈ってくれて、イチマンドウのときはお掃除してくれ

たりして。

　ケヤキが立ってるんで暑くても日除けでいい塩梅で、下大羽の

田んぼやなんかのとこ、ちょっと広くてちょっと高台なので全部よく

見えて、昔の人は弥陀の浄土みたいに感じたのかな、と思いながら、

「いいねぇ」とか言いながら。

　昔は夕方やってたんだって、お酒飲んだりなんかしてすごい騒ぎ

だったんだよ、とおばさんたちは言ってますね。今は10時半頃から、

ゆっくりしてお茶呼ばれてお稲荷さんとかお赤飯とかお当番の人

が持ってきてくれててご馳走になって、100円あげたお賽銭もまた

みんなで「縁起がいいから持ってら」とか言いながら、そんなささや

かなものです。100円ずつあげて、そこでお念仏申して、縁起がいい

お賽銭だからみんなでお守りにいただいて「また来年」と言って。

　なかなか今、そんな時じゃないと年取ったおばちゃんたちとも会

えないし、「元気だね」とか言いながら。昔なんかはもっと密接に

なってたんだけど、こんなことでもやらないとおばちゃまらとお話し

できないね。

 (今井| 念仏の唱え方は聞いて覚える?)

　そうですね。おばちゃんこれやって、先達やって、私らついていく

んでお願いします、ってイチマンドウね。おかげさまで屋根も葺いて

もらったし、いろいろお嫁さんのことや何かあってもこれやればだ

いぶ心も鎮まるしね。

 (今井| イチマンドウという名前はどういう由来?)

　たくさんの灯火を灯して夕方やったから、そのときのお念仏もイ

チマンドウイチマンドウってなったんですよね、イチマントウなんだ

けど。昔はお酒飲んでお相撲やったりなんかしたお祭りだったんで

すよね、酒飲んで喧嘩ばっかりだったんだよ、と聞いていますけど

ね。

 (今井| イチマンドウは毎年8月3日に?)

　だいたいお盆の前にやるんです。

　お地蔵様は4月の24日が延生の地蔵様の当たり日なので、その

前にやるとか、そんなふうなならわしで、当番さんが日を決める。

　7、8年前は年に4回ぐらいやっていた。でも、世代も代わったし、

私らが先生と言ってたおばあちゃんたちも年老いて、若い人になっ

たので、もういろんなもの買って集まるのも大変だから、お店で

2000円か3000円会費取ってやりましょう、となって。お掛軸だけ

ちゃんと下げて、隅の方で部屋借りてやらせてもらって、やっぱりそ

こで100円あげて。お念仏も何も申さないで、お掛軸だけ掛けて、お

地蔵様の当番の人たちに「お世話になります」なんて言いながら。

掛軸はお当番さんが回して。

　お地蔵様は子安の地蔵さんといって、子どもが元気に、赤ちゃん

なかなか生まれない人は信仰すると生まれるよ、って感じなのかし

らね。生まれたら親子でお礼参りに来るんだよ、と念仏の中にうた

われてますね。私も今は地蔵様もうお念仏やらなくなっちゃったか

ら、イチマンドウのときだけこの念仏の本や摺鉦が入っている手提

げ持って。コミュニティ (近年できた下大羽コミュニティセンター) 

でやったとき、2回ぐらい「どうする?」「やろうよ」と言って、年配のお

ばちゃんいたのでお願いしたんだけど、山楽さんになってからはお

掛軸だけで、「ご苦労様です」「みんな元気?」とか子どもの話やな

んかで。コミュニティでやっても片付けやなんかが大変だし。

 (今井| 昔はそれぞれの家を持ち回りで?)

　持ち回りでやったのは男のオヒマチで、お地蔵様はずっと公民

館でやったんです。

2. オヒマチと近所の助け合い

 (今井| オヒマチはいつ頃まで?)

　うちのお父さんも早いうちからオヒマチに出ていろいろ勉強させ

てもらった方なんですけど、小島喬さんが議員やってる頃はずっと

続いてた。いろんな神様があるでしょ、風神様、火の神様、お正月、

一年に5回ぐらいやった。オヒマチ、字なんて書かないで言葉で「今

度幾日幾日オヒマチだから」。あとは「桜咲く頃やりましょう」とか

言ってそのときによって増えたりして、「田植え終わった頃やりま

しょう」とか言って。

 (今井| 西の根の男性たちだけでやっていたんですか?)

　そうですね、その頃はもっと穏やかでコミュニケーション取れて

て、亡くなっちゃったおじちゃまが元気で、ある意味では何となく

ゆったりしたところがみんなあったから、農業もタバコや何かやっ

てたから話も伝わって、よそから来た立場の人がお酒飲みながら

おじさんたちにいろいろ教わったり鍛えられたり、勉強になったの

かな、と思います。

 (加藤| 藤田さんのご主人は福井からですもんね?)

　ありがたいことだか何だか知らないが、お酒飲むのはものすごく

寒い方の人なので、部落のおじやんたちと同じように付き合えた。

今は多いんじゃないというぐらい飲んじゃって大変なときもあるけ

ど、仲良く溶け込めたのかな、と思いますね。酒飲むことだけはおじ

やんらと同じくできた、良く言えば。田んぼつくってると隣の田んぼ

のおじやんたちが「ああした方がいい」とか「こうした方がいい」とか、

去年亡くなった大関ブドウ園のおじちゃんたちにもいろいろ助けて

もらったり。苗なんか今は農協で頼んじゃうけど自分で種まいたり

して、「外れちゃった」と言ったら「うちにあるから持ってきて植えな

」とか言われて、助けてもらったり。

　ブドウ園のおじちゃん、校長先生というあだ名だった。オヒマチ

行くと、たまたまお父さんが横になると、お酒飲んでんだけど途中

でチェーホフの話が出て困っちゃった、そういうおじさんだったか

ら。丸山カツイチさんというおじちゃんは根っからのお百姓、農学

校の校長先生は丸山のおじちゃんかな、なんて言いながらお米を

つくるの、でも大関のおじちゃんはきちんとしてる校長先生。こちと

らは若いから、田んぼ行ってみんなおじやんらのことを言いながら。

途中でお酒ひっかけちゃった、なんて言いながら愉快なおじちゃん

だった。ブドウ園のおばちゃんはお地蔵様でソプラノみたいな歌な

んで、おばちゃんたち困っちゃう。みんな歌うたうんですが、みんな

は演歌じゃないですか、小林幸子とかね。でも愉快なおじちゃんと

おばちゃんで、ロマンチックなおじちゃんとおばちゃんだった。二人

とも亡くなっちゃった。

 (今井| オヒマチのことが分かる記録は残っていないのでしょう

か?)

　そうですね、会計やってたのが大関のゼンエイさんだから、今

ちょっと体調があれかな。でも、今もオヒマチやってる部落あります、

堀の内でやってる、って仲田さんのおばちゃんが言ってます。堀の

内っていうとシンデンっていう池田さんの家がそうですね、あとは

仲田カンちゃん、タテバの辺りですね、堀の内と中大羽が微妙に入

り組んでいる。

3. 薬草栽培と大羽の歴史

　今は亡くなっちゃった上大羽の田中淳三先生から、下大羽とい

う部落は昔、薬草の栽培をしていて豊かだった、いろんなところで

飢饉やなんか益子であったときに一揆とかなんかあったんだけど、

下大羽はならなかったんだよ、ということも聞いた。だから穏やか

な感じがするんですよね、ここの部落は。

 (今井| 薬草はどんなものをつくっていたか聞きましたか?)

　ユリネ、ドクダミなんかもそうだろうし、そういう薬草じゃないと体

の健康を守れなかった、昔はね。あとセンブリとか、山だから採っ

たりいろいろつくってた。「お薬関係を先祖様がやってたんだ」とい

う方も聞いてるし、案外大羽って多かったのかもしれない。

 (加藤| 宇都宮家の御典医が入られた関係もあるんでしょうか?)

　そういうのも流れかもしれないですね。うちから分家した藤田リ

キヤさんっておじいちゃんがやっぱり漢方の仕事をやってた、と聞

いて。そうしたら大倉神社は藤田さんの先祖様とつながってる、と

聞いて、薬草とかやってた神様だよ、と書いてあったから「あ、そう

なのか」と思って。

　大倉神社は、おおもとは大羽小学校のところにあったんですけ

ど、明治の頃大羽小学校があそこへできることになったので、綱神

社の方へ移って、綱神社と大倉神社って重要文化財になってるか

わいらしい建物があるんです。私らは素人で何も分からなかったか

ら、地蔵院のお坊様があの辺全部守ってるのかと思ったら、「小宅

の横山さんのところでやってるんだ」って言うから「ああ、なるほど

な」と。地蔵院も行ったことなかったんですけど、たまたま一昨年、

観光ボランティアで那須の方の婦人会の方たちをご案内すること

になって、「じゃあ」ってことでサブで行って。いい神社でしたね。

　藤田家が藤田備前守の流れだよ、と田中淳三さんから聞いて

「あれ、そうだったの」という感じで。こっちが一生懸命、火事になっ

たり何かして、給食センターに行って「ああ良かった、ありがたい」と

思っていたら「勉強においでよ」と言われた。「藤田さんちの先祖様

のことが地蔵院のお寺さんの古文書に出てくるから、そろそろ50過

ぎたんなら来たかっぺ」と言われたのが、こっちは調理場行って一

生懸命やってる立場だし、集まってる方見ると先生とか議員さんと

か教育長さんとか、敷居が高いんで、1年ぐらい経ってから行きま

した。

(加藤| 火事になってしまったのはいつ?)

　高校に入った年、この辺ワーッて。お隣も大きな杉があったのが

全部燃えちゃって。

(加藤| 何軒かその時焼失してしまったんですか?)

　そうですね、あの頃まだ茅葺きだったので、50何年前。

4. 大羽の祇園と愛宕様

　あと一つ感心してるのは、夏の大羽の祇園があるんですけど、そ

こでは昔ながらのお花とかをつくるんですね、手づくりで。それも銀

紙何枚に白い紙何枚に、と昔からあって。今は軽トラのところで鎮

守様にしまってある太鼓、お祭り当番の人がポンポンはたきながら、

五穀豊穣の手づくりのかわいいのをつくって部落うち全部回るん

ですが、それも益子みたいな豪華なものじゃないけど、大羽らしい

素朴であれだな、と思って。家の前通るときはいい年になっても角

まで出て見送って、そこが鎮守様なのでそこまで行ってお参りして、

直会ってのは向かいの部落にできたコミュニティセンターでやるん

ですよね。

 (加藤| 節子さんもつくるんですか?)

　今年は西の根の人がお祭りの本当番で一番大変なので、「来て

ね」と言われてます。うちらも以前やったとき来てもらったので。お

花つくりと竹、こよりでよってそこへお花くっつけて。「手伝うよ、二、

三日前に声掛けてね、忘れちゃうから」と言いながらね。

(今井| 下大羽全体で順番に本当番が回ってくる、ということでしょ

うか?)

　そうですね、堀の内と西の根と中大羽と東の4つがあって、二人

ずつ本当番と次の人ってやんないと、抜けちゃうと忘れちゃうから

そうしようということで。本当番に当たった人は大変ですけど。

　あと、愛宕様っていう火の神様が山の上に祀ってあって、そこも

祭りをやるんです。はっきりとは分からないんだけども、大羽小学

校にあったお宮さんを、分かれるときに愛宕様へ持ってった、って

書いてあるのをちらちらと読むんですけどね。大倉神社と一緒に

あったやつを下大羽の愛宕様へ持ってった、かわいらしいのがあ

るんですよ。これをちゃんとした人にもう一回確かめてみなくちゃな

んない、と心に思っているんだけど。

　愛宕様がある山はこの下大羽の山なんです、だから木を植えて、

3回か4回ぐらい下草刈りやりました、最近はやりませんけど。その

木を売って神社直すお金にして、屋根を葺き替えたりとか。部落共

同の山、だから下草刈りもみんなで順番こにやってます。昔は自治

会長さんと区長さんがいて、区長さんの方の分野だったみたいで

すね、部落の山の手入れとかお祭り関係はね。新しいコミュニティ

センターつくるときに「これからは区長さんはなくて自治会長さん

だけで」となったようですけど、お祭り一切はそれまでは区長さん

が取り仕切ってやっていた、という感じです。

　高龗 (たかお) 神社のお祭りは秋祭り。上大羽は黒子ハルエさ

んに聞いたら「秋祭りも火の神様も大変だから一緒にやってるん

だよ」と言うから「その方が賢いわね」と。下大羽は2回やらなくちゃ

なんない、高龗神社と火の神様と。夏は祇園様の1回だけど秋は2

回あるから、祭り当番になると少し大変ですね。

5. 子どもの頃のこと

　根本 (ねもと、現真岡市)  からここに来たのは2歳の頃。

記録: 今井知弘 (文責) 、土祭事務局

　コミュニティセンターがなかったときは全部こっちの下大羽公

民館だったので、私が小学校2、3年の頃ですかね、高龗神社の前

にある広場、クヌギの木だったんですけど、みんな部落の人たちが

集まってクヌギの木切っちゃってグラウンドにしてくれて、そこで盆

踊りやったり運動会やったり、すごく楽しくやってましたね、ついこ

の間まで。公民館はそこにあります、高龗神社の社務所にもなって

ますけど。ちょっと入ってったところに広い庭があって、今80から90

ぐらいの人たちがゲートボールを盛んにやってて賑わってましたね。

今はそういうことやることなくて。今は年に2回、草刈りを部落全部

でやって手入れをしてますけどね。

　あとは、小さいときの思い出といえば益子の祇園様も楽しみだっ

たですね。父親が米葉タバコつくって大変なんだけど、「行きたい

行きたい」と言って自転車に乗せてってもらって、赤羽まんじゅう屋

さんあたりで降りて、風船を買ってもらったりして。小学校の頃だと

思うんですけど、親の大変さも分からないで「連れてけ連れてけ」と

言って連れてってもらって。「じゃあしょうがない、自転車に乗れ」と

言われて、おまんじゅう買ってみんなで帰ってきた。
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小島喬さん

地帯で、ということは載っていた。

　昔は引病院 (ひきびょういん) というものがあった。今でいう老人

が入る養護施設みたいなもの。茂木町の逆川 (さかがわ) に行くと

ころ、馬の鐙が触ったような細い坂だったんでアブミイシと言って

いた、その先に行くと引病院があった、要するに隔離した場所。

　栗生にもあるよね、人焼き場とか。昔は火葬場がなかったでしょ。

井桁を組んで、下に御棺を置いて焼いた。24時間、みんな親戚はも

とより床取りがついていてやるわけさ。引病院は道祖土にもあった

と思ったな。

(新井| 人を焼いていたのはいつまで?)

　釣り堀やっている元町議の谷中さん。10年前ぐらいに亡くなっ

たけど、いろいろと知っていた。土地改良の理事長をやっている谷

口マサミ君なら知っているかなぁ。

　石材屋を営みながら町議会議員や自治会長を務めた小島喬 

(こじまたかし) さん。土祭2015「益子風土学セミナー」に登壇する

新井章吾講師 (海藻研究所所長) も参加し、山と水のことを中心

にお話を伺った。

1. 昔の絵図面と葬祭のこと

　絵の具で描いた絵図面がうちにある。明治になる前のもの。山

岳は載っていない。平地が出てる。つかもとの製陶所で32年間顧

問をやっていた。絵図面があるところは地番が入っていない。地番

が入るようになったのは明治になってからでしょ。だから、明治にな

る前の図面。絵図面は益子町全体図。

 (新井| どんな木が生えていたかということは書いてある?)

　木そのものが生えていたということは書いていない。ここは丘陵
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(新井| その木は近くで採った木で?)

　焼く木? 松の木だよ。組の者4人で切った。不幸使いっていうの

があったでしょ、田舎はね。4人が前後ろ担いで、土葬をやったわけ

だよね。それを近代化したのが火葬だな。完全に焼けるわけじゃな

いよ、今の焼却機械みたいに。土葬やっている頃に人焼き場が

あった。昔、人が亡くなれば、土葬で埋めることになっていた。やが

て保健所で土葬が許可にならないで火葬になるだろうと、1市5町 

(二宮町の真岡市への編入合併により現在は4町) の広域 (芳賀

地区広域行政事務組合) になってからだよ、火葬になったのは。昭

和46年に町議に立った、その頃はまだ土葬だから。

(新井| 最後の土葬は何年?)

　今でもあるところはあったよ、5、6年前まで。茂木の逆川の山の

中に福手 (ふぐて) とか並柳 (なみやなぎ) という部落がある。そこ

に行くと、まだそういった慣習が残っている。私らまだ土葬なんて記

憶に新しいですよ。うちのおじいちゃんは今年で杉塔婆 (すぎとう

ば) だから相当経ってますけど、土葬だった。この辺も火葬は最近

だよ。納骨堂つくり始めたのがここ10年ぐらいだから。火葬はまちう

ちでやるものであって、こういうところは土葬。葬祭ってお祭りだか

らね、2日も3日もかけて、みんなして飲んだり食べたりどんちゃん騒

ぎした。

　うちの親たちは杉塔婆終わっちゃったからね。杉塔婆というのは、

土にかえるといって、33年間を過ぎれば仏様じゃないよ、と。土に

かえっちゃったんだから。杉の葉がついた幹の塔婆をあげるわけ。

その後は死人じゃないから年忌がなくなる。今、杉塔婆をあげてい

る家はほとんどない。杉塔婆は土葬の場合あったが、火葬はない。

今は見られない、盆からお彼岸までの間に枯れちゃって燃しちゃう

から。高さはその家でそれぞれ。一番上の部分を山へ行って切っ

てくる。これは皆さんも珍しいでしょう。

　納骨堂も、やっぱり火葬しても土へかえるということで、中へ10

センチから15センチぐらい砂を盛って、その上に骨がめを置く。33

年経つと骨は粉になっちゃう。空気に触れないうちは大丈夫。開け

るとたちまち粉になる。

(新井| 土にかえるということは、年配の方にとってはすごくいいこ

となんですよね?)

　いいことだね。でも、今の若い方は分からないだろうね。特にうち

は石材業だから、そういうこと分からないと説明できないからね。

　今から考えてみると10年も20年も前に、これからは納骨堂つくら

ないと保健所で許可にならないよ、と。昔は卵塔場 (らんとば) と

いってお墓も隔離された。道路の近くにつくれなかった。今は保健

所でどこにつくっても構わないということだからね、納骨堂で骨が

め置くから。昔は土葬だもの、卵塔場なんていうのはみんな便利の

悪いところにあった、そこへワッショイワッショイ担いで行ったり荷

車へ付けて押して行ったりするのが行事だから。この辺はほとんど

共同墓地。みんな部落のものはほとんど親戚になっちゃう。ジャン

ボ親戚といってね。

(新井| 共同墓地にしても、杉を切ってその周りに紫陽花を植えた

りする慣習はあった?)

　なかった。とにかくお墓は寂しいところ。子供のころ父母に怒ら

れると「お墓に連れて行くぞ」と言われた。

(今井| 床取りは最近までやっていた?)

　今もやっているよ。火葬の場合は前と違って簡素化された。4人

はいらないだろう、ということで2人。場合によっては葬儀社へ任せ

ちゃって、わざわざ仕事を休まなくてもやれる方でやるから、と緩和

してきた。前は何でもかんでも義務だから休めってことで休んだが、

今はそういうことはない。

(今井| それは当番が決まっている?)

　ずっと昔からこの次はどこどこって決まっている。床取りなんて

のは頼まれると今は喜んでやってくれる。土葬のときみたいに重労

働じゃないからね。当家から長靴かズックがもらえる、格式が高い

ところはジャンパーなんてくれたりする。他に1日あたりいくらでもら

えるし、その他に当家からも清めという形でもらえる。

　埋葬は石屋。納骨を作った石屋が待っててやるからね。今はも

う全部葬儀社でやる。町の天昇堂とかね。

2. 地域のお祭りと神社の山

　ここでは今、良いことだと思っているんだけど、若い方まで昔の

神社のお祭りとか、火の神様、愛宕様とか観音様、馬頭観音を

祀ったところがある、そういうところの当たり日にずっとこの自治会

はやっている。これは大したものだと思っている。先祖様が残してく

れた文化だよね。多少は日にちは狂ってきたんですよ、どうしてもお

勤めが多いために当たり日でなく土日を利用する、その方が子ども

が多いとか。どんど焼きもやってるよ、寄付集めて。

(今井| 馬頭観音はどこにある?)

　そこに観音様というのがあるんですよ。馬頭観音っていうのはあ

らゆる部落の交差点に立っていた、大きい石で。それで馬頭観音

堂ってやつ、一緒に建ってるのは。これは西の根で管理している。

下大羽自治会が管理ではなく、西の根に昔からあったものは西の

根が管理。宿には薬師様、これは宿で管理。堀の内はもともと益子

にある観音寺の敷地で、境内の名をとってつくったみたいなんだよ

ね。寺の内がやがて堀の内になったという伝説もある。中大羽は上

大羽と下大羽の間にあるから中大羽。

　今お祭りをやってるのは、大きいのでは高龗 (たかお) 神社、昔

でいえば村社になってるから。それと火の神様の愛宕神社、これは

ずっと続いてこの自治会でやっている。八坂神社は高龗神社の裏

にある、併社になっているから本殿がない。

　高龗神社は真岡の大前 (おおさき) 神社の分社だから、由緒あ

る神社なんですよ。神社そのものもあるし土地もある、山で木が生

えていて。神社の管理は自治会でやっている、修理したりとかいろ

いろ。愛宕神社もそう、大きい山が敷地以外にあるので、管理は自

治会でやっている。

(今井| 自治会で管理している山というのは神社の山だった、とい

うことですね?)

　そうです。ただし愛宕神社の敷地は別にある、それ以外に山があ

る。それが今どうしようもない。ポツダム宣言の時に当時の区長の

名義になって、相続で難しくなるから早く自治会名にしてくれ、と言

うんだが、登記にも相当金がかかるみたいですよね。

　毎年30人から50人ぐらい出て、下刈りだの枝下ろしだの自治会

の行事としてやっている。そういうことやったり、今は自治会でもい

ろいろやっている。だから抜ける人もいる。私も6年間自治会長を

やった。

3. 井戸と食べ物のこと

(廣瀬| こちらでの飲み水は?)

　井戸だよ。谷井田 (やいた) 沢に入る手前の左側に水飲み場が

ある。一年中枯れないでずっと流れているし、今もある。山の行者

が水を飲みながら、アブミイシっていう峠を越したという話を聞い

たことがある。

(新井| この辺の井戸は地下何メートル?)

　6メートルぐらい、3間。うちのおじさんは昔から井戸掘り専門

だった。

(新井| 何年前まで掘っていた?)

　14、15年前まで。まだいるでしょ、北郷谷に豊田さんという井戸

掘り師がいる。

　昔は田植えなんか終わるころ、植え上げってやりますよね。この

辺でヨイドリといって4、5軒集まって田植えなどやった。田植えが

終わったらサナボリをやる。その時に井戸の中へカツオの刺身を

深いザルに入れて冷やした。水の中に入れるわけじゃないが井戸

そのものが冷たいから。それを揚げて夕方一杯飲むと、冷たくてお

いしくて、それを楽しみにみんなやった。ちょうど田植え時期は初カ

ツオだったから。ぼた餅って夕方餅ついてあんころ餅にして、ヨイド

リだから15人ぐらい集まってやった、親しい仲だった。

　当時は飲めればいい、冷たいとか熱いものを賞味してるわけ

じゃない。ものだっておいしいまずいじゃない、あの頃は腹が空か

なければ良い。だから花かぼちゃってまだ実になる前のやつを

取って食べた。それとトコイモってサツマイモを早く植えちゃってト

コイモ取って、薄く切って天日にやって臼でサツマの粉にして、そし

てパンみたいにしてふかして食べた、これが常食。学校から帰って

きてそういうの食べられるうちはもうのんの様だよ、うちの方では

天皇陛下と同じだよ。

   

 

4. 山と水のこと

 (新井| 地下水を保全するために山の森を守る掟はなかった?)

　一切ない。うちの方は国有林が多いからね、約8割が国有林で

民地は少ない。我々記憶にあるのは、水を確保するのは「瑞穂の国

」って言って田んぼを植えれば確保できるんだ、そういう教えしか

知らない。

 (新井| 国有林はいつから針葉樹になった?)

　最初から雑木と松・杉・檜と分かれていた。葉タバコは代 (しろ) 

をつくらないと種蒔けない、代をつくるのは木の葉、そのために雑

木林が必要なので、雑木林が半分以上あった。みんな国有林、営

林署だから、ここの国有林を守る長を選ぶわけ、帽子もらって。そし

て笠間営林署だったので、そこへ餅とか赤飯とか変わったものつく

ると持っていったわけだ、詣でに。そうするとそれでここを下げてや

ろう、とか。針葉樹もあったし、雑木山もあった。

 (新井| その頃の杉・檜はちゃんと高く売れていた?)

　売れたよ。買いに行くのだってただ売ってくださいではいけない、

町長を動かして、餅をついたりして営林署行って掛けあった。ここ

は昭和二十何年に電気が入った。電柱はみんな杉でしょう、それ

を営林署行って買ってくるのだって部落じゅう集まって餅ついたり

蕎麦を打ったりして営林署に持って行って、そして払い下げて、全

部我々利用者の方が用意したからね。

　ほとんど営林署の署員ってのは茨城県の大子 (だいご) の農林

学校卒業じゃないとなれないんだ、だから栗崎に営林署の詰所が

今でもありますよね、あそこに来る人はみんな太ってしまう、えらい

頂き物が多くて、夜はどぶろくで接待されて。

　部落には愛林組合があって、役員になったら大したもんだよ。風

損木を払い下げて部落みんな出て切る、そして愛林組合長が中に

入って分ける、3本ずつ分けるとか。愛林組合長は威張ってるから、

ひいきがある。同じ3本でも太いのやるとか、年中そういうトラブル

があった。みんな燃料、当時は営林署の山を頼らないと、風損木で

も何でも下がらなかった。

　愛林組合はどこでもあった、上大羽でも下大羽でも集落ごとに。

今でも愛林組合の青いたすきと赤い帽子と、腕章もあるんだよ。役

員になるのは威張っている人、それは要するに山株があったり田

地田畑があったり、固定資産税いっぱい払う長屋門建ってる家の

ような人。20年ぐらい前まで活動していた。払い下げをして薪をつ

くっている人もいた、そういう人は役員のところに朝に晩に来て「一

つよろしく」と。

 (新井| それによって採り過ぎを防いでいた?)

　そう、自治会で盗伐を防いだりする。その頃は例えばこの山で薪

を100把切りなさい、と言えば遵守していた。それがもし110把切っ

たとすれば、その切った人はみんな迫害されちゃう、それだからや

らない、厳格だった。

　今、山へ入れないよ、裏山行くのだって恐ろしくて行けないよ、寂

しくて鬱蒼としてるから。前は裸足で行ったものですよ、芝も生えて

て、根本山の赤い実がなるのも生えてて痛くないの、イワツバキと

いったかな。おふくろが裏行ってキノコ採ってきて、チタケ汁つくっ

て。20年ぐらい前まで裏山行けばいくらでもあった。腐葉土は当時

ないよ、需要があったから、木の葉さらいとか草刈りできれいだっ

たでしょ。

(新井| 林の中を裸足で歩けた頃の川の水位と今の水の量と、どっ

ちが多い?)

　水の量は今より多かった。というのは、今、河川改修してもあの

中で泳げない、水かさがなくて。当時は河川改修しなくても泳いで

太いナマズなんか掴んで、そういう魚捕りやった記憶ありますよ。

昔、砂利がたまってても泳いでた、あの頃は馬洗い場がそこにあっ

て、馬を引いていっても腹まで水が触っちゃう、深くて。洪水は当た

り前と思った、自然の力だ、そういうふうになってた。

5. 薬草栽培のこと

 (今井| 昔この辺で薬草を栽培していたと聞きましたが?)

　5、6年前までやってた、ミシマサイコっていう薬草。農協の斡旋

で、大きい面積はつくれない、最高で一反歩ぐらい。手間ばっかり

かかって金にならないから、ほとんどこの辺やめちゃった。まだミシ

マサイコつくってるのは大沢にはある、ナカタさん。ホウキグサみた

いなやつで、川で冷やしておいて足で揉むと茎だけが白く剥げる、

それを農協に出す。

　薬草栽培はミシマサイコ以外はない、ドクダミとかそういうのは

野草だから、栽培はミシマサイコだけ。それは一時流行りもので

やったよ、農協で作物がお金になるってことで。ここはタバコの産

地だから、タバコやめる方には助成金出すからってやめた人あった

でしょ、その代わりにミシマサイコをつくったみたいですね。



地帯で、ということは載っていた。

　昔は引病院 (ひきびょういん) というものがあった。今でいう老人

が入る養護施設みたいなもの。茂木町の逆川 (さかがわ) に行くと

ころ、馬の鐙が触ったような細い坂だったんでアブミイシと言って

いた、その先に行くと引病院があった、要するに隔離した場所。

　栗生にもあるよね、人焼き場とか。昔は火葬場がなかったでしょ。

井桁を組んで、下に御棺を置いて焼いた。24時間、みんな親戚はも

とより床取りがついていてやるわけさ。引病院は道祖土にもあった

と思ったな。

(新井| 人を焼いていたのはいつまで?)

　釣り堀やっている元町議の谷中さん。10年前ぐらいに亡くなっ

たけど、いろいろと知っていた。土地改良の理事長をやっている谷

口マサミ君なら知っているかなぁ。

　石材屋を営みながら町議会議員や自治会長を務めた小島喬 

(こじまたかし) さん。土祭2015「益子風土学セミナー」に登壇する

新井章吾講師 (海藻研究所所長) も参加し、山と水のことを中心

にお話を伺った。

1. 昔の絵図面と葬祭のこと

　絵の具で描いた絵図面がうちにある。明治になる前のもの。山

岳は載っていない。平地が出てる。つかもとの製陶所で32年間顧

問をやっていた。絵図面があるところは地番が入っていない。地番

が入るようになったのは明治になってからでしょ。だから、明治にな

る前の図面。絵図面は益子町全体図。

 (新井| どんな木が生えていたかということは書いてある?)

　木そのものが生えていたということは書いていない。ここは丘陵

(新井| その木は近くで採った木で?)

　焼く木? 松の木だよ。組の者4人で切った。不幸使いっていうの

があったでしょ、田舎はね。4人が前後ろ担いで、土葬をやったわけ

だよね。それを近代化したのが火葬だな。完全に焼けるわけじゃな

いよ、今の焼却機械みたいに。土葬やっている頃に人焼き場が

あった。昔、人が亡くなれば、土葬で埋めることになっていた。やが

て保健所で土葬が許可にならないで火葬になるだろうと、1市5町 

(二宮町の真岡市への編入合併により現在は4町) の広域 (芳賀

地区広域行政事務組合) になってからだよ、火葬になったのは。昭

和46年に町議に立った、その頃はまだ土葬だから。

(新井| 最後の土葬は何年?)

　今でもあるところはあったよ、5、6年前まで。茂木の逆川の山の

中に福手 (ふぐて) とか並柳 (なみやなぎ) という部落がある。そこ

に行くと、まだそういった慣習が残っている。私らまだ土葬なんて記

憶に新しいですよ。うちのおじいちゃんは今年で杉塔婆 (すぎとう

ば) だから相当経ってますけど、土葬だった。この辺も火葬は最近

だよ。納骨堂つくり始めたのがここ10年ぐらいだから。火葬はまちう

ちでやるものであって、こういうところは土葬。葬祭ってお祭りだか

らね、2日も3日もかけて、みんなして飲んだり食べたりどんちゃん騒

ぎした。

　うちの親たちは杉塔婆終わっちゃったからね。杉塔婆というのは、

土にかえるといって、33年間を過ぎれば仏様じゃないよ、と。土に

かえっちゃったんだから。杉の葉がついた幹の塔婆をあげるわけ。

その後は死人じゃないから年忌がなくなる。今、杉塔婆をあげてい

る家はほとんどない。杉塔婆は土葬の場合あったが、火葬はない。

今は見られない、盆からお彼岸までの間に枯れちゃって燃しちゃう

から。高さはその家でそれぞれ。一番上の部分を山へ行って切っ

てくる。これは皆さんも珍しいでしょう。

　納骨堂も、やっぱり火葬しても土へかえるということで、中へ10

センチから15センチぐらい砂を盛って、その上に骨がめを置く。33

年経つと骨は粉になっちゃう。空気に触れないうちは大丈夫。開け

るとたちまち粉になる。

(新井| 土にかえるということは、年配の方にとってはすごくいいこ

となんですよね?)

　いいことだね。でも、今の若い方は分からないだろうね。特にうち

は石材業だから、そういうこと分からないと説明できないからね。

　今から考えてみると10年も20年も前に、これからは納骨堂つくら

ないと保健所で許可にならないよ、と。昔は卵塔場 (らんとば) と

いってお墓も隔離された。道路の近くにつくれなかった。今は保健

所でどこにつくっても構わないということだからね、納骨堂で骨が

め置くから。昔は土葬だもの、卵塔場なんていうのはみんな便利の

悪いところにあった、そこへワッショイワッショイ担いで行ったり荷

車へ付けて押して行ったりするのが行事だから。この辺はほとんど

共同墓地。みんな部落のものはほとんど親戚になっちゃう。ジャン

ボ親戚といってね。

(新井| 共同墓地にしても、杉を切ってその周りに紫陽花を植えた

りする慣習はあった?)

　なかった。とにかくお墓は寂しいところ。子供のころ父母に怒ら

れると「お墓に連れて行くぞ」と言われた。

(今井| 床取りは最近までやっていた?)

　今もやっているよ。火葬の場合は前と違って簡素化された。4人

はいらないだろう、ということで2人。場合によっては葬儀社へ任せ

ちゃって、わざわざ仕事を休まなくてもやれる方でやるから、と緩和

してきた。前は何でもかんでも義務だから休めってことで休んだが、

今はそういうことはない。

(今井| それは当番が決まっている?)

　ずっと昔からこの次はどこどこって決まっている。床取りなんて

のは頼まれると今は喜んでやってくれる。土葬のときみたいに重労

働じゃないからね。当家から長靴かズックがもらえる、格式が高い

ところはジャンパーなんてくれたりする。他に1日あたりいくらでもら

えるし、その他に当家からも清めという形でもらえる。

　埋葬は石屋。納骨を作った石屋が待っててやるからね。今はも

う全部葬儀社でやる。町の天昇堂とかね。

2. 地域のお祭りと神社の山

　ここでは今、良いことだと思っているんだけど、若い方まで昔の

神社のお祭りとか、火の神様、愛宕様とか観音様、馬頭観音を

祀ったところがある、そういうところの当たり日にずっとこの自治会

はやっている。これは大したものだと思っている。先祖様が残してく

れた文化だよね。多少は日にちは狂ってきたんですよ、どうしてもお

勤めが多いために当たり日でなく土日を利用する、その方が子ども

が多いとか。どんど焼きもやってるよ、寄付集めて。

(今井| 馬頭観音はどこにある?)

　そこに観音様というのがあるんですよ。馬頭観音っていうのはあ

らゆる部落の交差点に立っていた、大きい石で。それで馬頭観音

堂ってやつ、一緒に建ってるのは。これは西の根で管理している。

下大羽自治会が管理ではなく、西の根に昔からあったものは西の

根が管理。宿には薬師様、これは宿で管理。堀の内はもともと益子

にある観音寺の敷地で、境内の名をとってつくったみたいなんだよ

ね。寺の内がやがて堀の内になったという伝説もある。中大羽は上

大羽と下大羽の間にあるから中大羽。

　今お祭りをやってるのは、大きいのでは高龗 (たかお) 神社、昔

でいえば村社になってるから。それと火の神様の愛宕神社、これは

ずっと続いてこの自治会でやっている。八坂神社は高龗神社の裏

にある、併社になっているから本殿がない。

　高龗神社は真岡の大前 (おおさき) 神社の分社だから、由緒あ

る神社なんですよ。神社そのものもあるし土地もある、山で木が生

えていて。神社の管理は自治会でやっている、修理したりとかいろ

いろ。愛宕神社もそう、大きい山が敷地以外にあるので、管理は自

治会でやっている。

(今井| 自治会で管理している山というのは神社の山だった、とい

うことですね?)

　そうです。ただし愛宕神社の敷地は別にある、それ以外に山があ

る。それが今どうしようもない。ポツダム宣言の時に当時の区長の

名義になって、相続で難しくなるから早く自治会名にしてくれ、と言

うんだが、登記にも相当金がかかるみたいですよね。

　毎年30人から50人ぐらい出て、下刈りだの枝下ろしだの自治会

の行事としてやっている。そういうことやったり、今は自治会でもい

ろいろやっている。だから抜ける人もいる。私も6年間自治会長を

やった。

3. 井戸と食べ物のこと

(廣瀬| こちらでの飲み水は?)

　井戸だよ。谷井田 (やいた) 沢に入る手前の左側に水飲み場が

ある。一年中枯れないでずっと流れているし、今もある。山の行者

が水を飲みながら、アブミイシっていう峠を越したという話を聞い

たことがある。

(新井| この辺の井戸は地下何メートル?)

　6メートルぐらい、3間。うちのおじさんは昔から井戸掘り専門

だった。

(新井| 何年前まで掘っていた?)

　14、15年前まで。まだいるでしょ、北郷谷に豊田さんという井戸

掘り師がいる。

　昔は田植えなんか終わるころ、植え上げってやりますよね。この

辺でヨイドリといって4、5軒集まって田植えなどやった。田植えが

終わったらサナボリをやる。その時に井戸の中へカツオの刺身を

深いザルに入れて冷やした。水の中に入れるわけじゃないが井戸

そのものが冷たいから。それを揚げて夕方一杯飲むと、冷たくてお

いしくて、それを楽しみにみんなやった。ちょうど田植え時期は初カ

ツオだったから。ぼた餅って夕方餅ついてあんころ餅にして、ヨイド

リだから15人ぐらい集まってやった、親しい仲だった。

　当時は飲めればいい、冷たいとか熱いものを賞味してるわけ

じゃない。ものだっておいしいまずいじゃない、あの頃は腹が空か

なければ良い。だから花かぼちゃってまだ実になる前のやつを

取って食べた。それとトコイモってサツマイモを早く植えちゃってト

コイモ取って、薄く切って天日にやって臼でサツマの粉にして、そし

てパンみたいにしてふかして食べた、これが常食。学校から帰って

きてそういうの食べられるうちはもうのんの様だよ、うちの方では

天皇陛下と同じだよ。

   

 

4. 山と水のこと

 (新井| 地下水を保全するために山の森を守る掟はなかった?)

　一切ない。うちの方は国有林が多いからね、約8割が国有林で

民地は少ない。我々記憶にあるのは、水を確保するのは「瑞穂の国

」って言って田んぼを植えれば確保できるんだ、そういう教えしか

知らない。

 (新井| 国有林はいつから針葉樹になった?)

　最初から雑木と松・杉・檜と分かれていた。葉タバコは代 (しろ) 

をつくらないと種蒔けない、代をつくるのは木の葉、そのために雑

木林が必要なので、雑木林が半分以上あった。みんな国有林、営

林署だから、ここの国有林を守る長を選ぶわけ、帽子もらって。そし

て笠間営林署だったので、そこへ餅とか赤飯とか変わったものつく

ると持っていったわけだ、詣でに。そうするとそれでここを下げてや

ろう、とか。針葉樹もあったし、雑木山もあった。

 (新井| その頃の杉・檜はちゃんと高く売れていた?)

　売れたよ。買いに行くのだってただ売ってくださいではいけない、

町長を動かして、餅をついたりして営林署行って掛けあった。ここ

は昭和二十何年に電気が入った。電柱はみんな杉でしょう、それ

を営林署行って買ってくるのだって部落じゅう集まって餅ついたり

蕎麦を打ったりして営林署に持って行って、そして払い下げて、全

部我々利用者の方が用意したからね。

　ほとんど営林署の署員ってのは茨城県の大子 (だいご) の農林

学校卒業じゃないとなれないんだ、だから栗崎に営林署の詰所が

今でもありますよね、あそこに来る人はみんな太ってしまう、えらい

頂き物が多くて、夜はどぶろくで接待されて。

　部落には愛林組合があって、役員になったら大したもんだよ。風

損木を払い下げて部落みんな出て切る、そして愛林組合長が中に

入って分ける、3本ずつ分けるとか。愛林組合長は威張ってるから、

ひいきがある。同じ3本でも太いのやるとか、年中そういうトラブル

があった。みんな燃料、当時は営林署の山を頼らないと、風損木で

も何でも下がらなかった。

　愛林組合はどこでもあった、上大羽でも下大羽でも集落ごとに。

今でも愛林組合の青いたすきと赤い帽子と、腕章もあるんだよ。役

員になるのは威張っている人、それは要するに山株があったり田

地田畑があったり、固定資産税いっぱい払う長屋門建ってる家の

ような人。20年ぐらい前まで活動していた。払い下げをして薪をつ

くっている人もいた、そういう人は役員のところに朝に晩に来て「一

つよろしく」と。

 (新井| それによって採り過ぎを防いでいた?)

　そう、自治会で盗伐を防いだりする。その頃は例えばこの山で薪

を100把切りなさい、と言えば遵守していた。それがもし110把切っ

たとすれば、その切った人はみんな迫害されちゃう、それだからや

らない、厳格だった。

　今、山へ入れないよ、裏山行くのだって恐ろしくて行けないよ、寂

しくて鬱蒼としてるから。前は裸足で行ったものですよ、芝も生えて

て、根本山の赤い実がなるのも生えてて痛くないの、イワツバキと

いったかな。おふくろが裏行ってキノコ採ってきて、チタケ汁つくっ

て。20年ぐらい前まで裏山行けばいくらでもあった。腐葉土は当時

ないよ、需要があったから、木の葉さらいとか草刈りできれいだっ

たでしょ。

(新井| 林の中を裸足で歩けた頃の川の水位と今の水の量と、どっ

ちが多い?)

　水の量は今より多かった。というのは、今、河川改修してもあの

中で泳げない、水かさがなくて。当時は河川改修しなくても泳いで

太いナマズなんか掴んで、そういう魚捕りやった記憶ありますよ。

昔、砂利がたまってても泳いでた、あの頃は馬洗い場がそこにあっ

て、馬を引いていっても腹まで水が触っちゃう、深くて。洪水は当た

り前と思った、自然の力だ、そういうふうになってた。

5. 薬草栽培のこと

 (今井| 昔この辺で薬草を栽培していたと聞きましたが?)

　5、6年前までやってた、ミシマサイコっていう薬草。農協の斡旋

で、大きい面積はつくれない、最高で一反歩ぐらい。手間ばっかり

かかって金にならないから、ほとんどこの辺やめちゃった。まだミシ

マサイコつくってるのは大沢にはある、ナカタさん。ホウキグサみた

いなやつで、川で冷やしておいて足で揉むと茎だけが白く剥げる、

それを農協に出す。

　薬草栽培はミシマサイコ以外はない、ドクダミとかそういうのは

野草だから、栽培はミシマサイコだけ。それは一時流行りもので

やったよ、農協で作物がお金になるってことで。ここはタバコの産

地だから、タバコやめる方には助成金出すからってやめた人あった

でしょ、その代わりにミシマサイコをつくったみたいですね。
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　今でもあるところはあったよ、5、6年前まで。茂木の逆川の山の

中に福手 (ふぐて) とか並柳 (なみやなぎ) という部落がある。そこ

に行くと、まだそういった慣習が残っている。私らまだ土葬なんて記

憶に新しいですよ。うちのおじいちゃんは今年で杉塔婆 (すぎとう

ば) だから相当経ってますけど、土葬だった。この辺も火葬は最近

だよ。納骨堂つくり始めたのがここ10年ぐらいだから。火葬はまちう

ちでやるものであって、こういうところは土葬。葬祭ってお祭りだか

らね、2日も3日もかけて、みんなして飲んだり食べたりどんちゃん騒

ぎした。

　うちの親たちは杉塔婆終わっちゃったからね。杉塔婆というのは、

土にかえるといって、33年間を過ぎれば仏様じゃないよ、と。土に

かえっちゃったんだから。杉の葉がついた幹の塔婆をあげるわけ。

その後は死人じゃないから年忌がなくなる。今、杉塔婆をあげてい

る家はほとんどない。杉塔婆は土葬の場合あったが、火葬はない。

今は見られない、盆からお彼岸までの間に枯れちゃって燃しちゃう

から。高さはその家でそれぞれ。一番上の部分を山へ行って切っ

てくる。これは皆さんも珍しいでしょう。

　納骨堂も、やっぱり火葬しても土へかえるということで、中へ10

センチから15センチぐらい砂を盛って、その上に骨がめを置く。33

年経つと骨は粉になっちゃう。空気に触れないうちは大丈夫。開け

るとたちまち粉になる。

(新井| 土にかえるということは、年配の方にとってはすごくいいこ

となんですよね?)

　いいことだね。でも、今の若い方は分からないだろうね。特にうち

は石材業だから、そういうこと分からないと説明できないからね。

　今から考えてみると10年も20年も前に、これからは納骨堂つくら

ないと保健所で許可にならないよ、と。昔は卵塔場 (らんとば) と

いってお墓も隔離された。道路の近くにつくれなかった。今は保健

所でどこにつくっても構わないということだからね、納骨堂で骨が

め置くから。昔は土葬だもの、卵塔場なんていうのはみんな便利の

悪いところにあった、そこへワッショイワッショイ担いで行ったり荷

車へ付けて押して行ったりするのが行事だから。この辺はほとんど

共同墓地。みんな部落のものはほとんど親戚になっちゃう。ジャン

ボ親戚といってね。

(新井| 共同墓地にしても、杉を切ってその周りに紫陽花を植えた

りする慣習はあった?)

　なかった。とにかくお墓は寂しいところ。子供のころ父母に怒ら

れると「お墓に連れて行くぞ」と言われた。

(今井| 床取りは最近までやっていた?)

　今もやっているよ。火葬の場合は前と違って簡素化された。4人

はいらないだろう、ということで2人。場合によっては葬儀社へ任せ

ちゃって、わざわざ仕事を休まなくてもやれる方でやるから、と緩和

してきた。前は何でもかんでも義務だから休めってことで休んだが、

今はそういうことはない。

(今井| それは当番が決まっている?)

　ずっと昔からこの次はどこどこって決まっている。床取りなんて

のは頼まれると今は喜んでやってくれる。土葬のときみたいに重労

働じゃないからね。当家から長靴かズックがもらえる、格式が高い

ところはジャンパーなんてくれたりする。他に1日あたりいくらでもら

えるし、その他に当家からも清めという形でもらえる。

　埋葬は石屋。納骨を作った石屋が待っててやるからね。今はも

う全部葬儀社でやる。町の天昇堂とかね。

2. 地域のお祭りと神社の山

　ここでは今、良いことだと思っているんだけど、若い方まで昔の

神社のお祭りとか、火の神様、愛宕様とか観音様、馬頭観音を

祀ったところがある、そういうところの当たり日にずっとこの自治会

はやっている。これは大したものだと思っている。先祖様が残してく

れた文化だよね。多少は日にちは狂ってきたんですよ、どうしてもお

勤めが多いために当たり日でなく土日を利用する、その方が子ども

が多いとか。どんど焼きもやってるよ、寄付集めて。

(今井| 馬頭観音はどこにある?)

　そこに観音様というのがあるんですよ。馬頭観音っていうのはあ

らゆる部落の交差点に立っていた、大きい石で。それで馬頭観音

堂ってやつ、一緒に建ってるのは。これは西の根で管理している。

下大羽自治会が管理ではなく、西の根に昔からあったものは西の

根が管理。宿には薬師様、これは宿で管理。堀の内はもともと益子

にある観音寺の敷地で、境内の名をとってつくったみたいなんだよ

ね。寺の内がやがて堀の内になったという伝説もある。中大羽は上

大羽と下大羽の間にあるから中大羽。

　今お祭りをやってるのは、大きいのでは高龗 (たかお) 神社、昔

でいえば村社になってるから。それと火の神様の愛宕神社、これは

ずっと続いてこの自治会でやっている。八坂神社は高龗神社の裏

にある、併社になっているから本殿がない。

　高龗神社は真岡の大前 (おおさき) 神社の分社だから、由緒あ

る神社なんですよ。神社そのものもあるし土地もある、山で木が生

えていて。神社の管理は自治会でやっている、修理したりとかいろ

いろ。愛宕神社もそう、大きい山が敷地以外にあるので、管理は自

治会でやっている。

(今井| 自治会で管理している山というのは神社の山だった、とい

うことですね?)

　そうです。ただし愛宕神社の敷地は別にある、それ以外に山があ

る。それが今どうしようもない。ポツダム宣言の時に当時の区長の

名義になって、相続で難しくなるから早く自治会名にしてくれ、と言

うんだが、登記にも相当金がかかるみたいですよね。

　毎年30人から50人ぐらい出て、下刈りだの枝下ろしだの自治会

の行事としてやっている。そういうことやったり、今は自治会でもい

ろいろやっている。だから抜ける人もいる。私も6年間自治会長を

やった。

3. 井戸と食べ物のこと

(廣瀬| こちらでの飲み水は?)

　井戸だよ。谷井田 (やいた) 沢に入る手前の左側に水飲み場が

ある。一年中枯れないでずっと流れているし、今もある。山の行者

が水を飲みながら、アブミイシっていう峠を越したという話を聞い

たことがある。

(新井| この辺の井戸は地下何メートル?)

　6メートルぐらい、3間。うちのおじさんは昔から井戸掘り専門

だった。

(新井| 何年前まで掘っていた?)

　14、15年前まで。まだいるでしょ、北郷谷に豊田さんという井戸

掘り師がいる。

　昔は田植えなんか終わるころ、植え上げってやりますよね。この

辺でヨイドリといって4、5軒集まって田植えなどやった。田植えが

終わったらサナボリをやる。その時に井戸の中へカツオの刺身を

深いザルに入れて冷やした。水の中に入れるわけじゃないが井戸

そのものが冷たいから。それを揚げて夕方一杯飲むと、冷たくてお

いしくて、それを楽しみにみんなやった。ちょうど田植え時期は初カ

ツオだったから。ぼた餅って夕方餅ついてあんころ餅にして、ヨイド

リだから15人ぐらい集まってやった、親しい仲だった。

　当時は飲めればいい、冷たいとか熱いものを賞味してるわけ

じゃない。ものだっておいしいまずいじゃない、あの頃は腹が空か

なければ良い。だから花かぼちゃってまだ実になる前のやつを

取って食べた。それとトコイモってサツマイモを早く植えちゃってト

コイモ取って、薄く切って天日にやって臼でサツマの粉にして、そし

てパンみたいにしてふかして食べた、これが常食。学校から帰って

きてそういうの食べられるうちはもうのんの様だよ、うちの方では

天皇陛下と同じだよ。

   

 

4. 山と水のこと

 (新井| 地下水を保全するために山の森を守る掟はなかった?)

　一切ない。うちの方は国有林が多いからね、約8割が国有林で

民地は少ない。我々記憶にあるのは、水を確保するのは「瑞穂の国

」って言って田んぼを植えれば確保できるんだ、そういう教えしか

知らない。

 (新井| 国有林はいつから針葉樹になった?)

　最初から雑木と松・杉・檜と分かれていた。葉タバコは代 (しろ) 

をつくらないと種蒔けない、代をつくるのは木の葉、そのために雑

木林が必要なので、雑木林が半分以上あった。みんな国有林、営

林署だから、ここの国有林を守る長を選ぶわけ、帽子もらって。そし

て笠間営林署だったので、そこへ餅とか赤飯とか変わったものつく

ると持っていったわけだ、詣でに。そうするとそれでここを下げてや

ろう、とか。針葉樹もあったし、雑木山もあった。

 (新井| その頃の杉・檜はちゃんと高く売れていた?)

　売れたよ。買いに行くのだってただ売ってくださいではいけない、

町長を動かして、餅をついたりして営林署行って掛けあった。ここ

は昭和二十何年に電気が入った。電柱はみんな杉でしょう、それ

を営林署行って買ってくるのだって部落じゅう集まって餅ついたり

蕎麦を打ったりして営林署に持って行って、そして払い下げて、全

部我々利用者の方が用意したからね。

　ほとんど営林署の署員ってのは茨城県の大子 (だいご) の農林

学校卒業じゃないとなれないんだ、だから栗崎に営林署の詰所が

今でもありますよね、あそこに来る人はみんな太ってしまう、えらい

頂き物が多くて、夜はどぶろくで接待されて。

　部落には愛林組合があって、役員になったら大したもんだよ。風

損木を払い下げて部落みんな出て切る、そして愛林組合長が中に

入って分ける、3本ずつ分けるとか。愛林組合長は威張ってるから、

ひいきがある。同じ3本でも太いのやるとか、年中そういうトラブル

があった。みんな燃料、当時は営林署の山を頼らないと、風損木で

も何でも下がらなかった。

　愛林組合はどこでもあった、上大羽でも下大羽でも集落ごとに。

今でも愛林組合の青いたすきと赤い帽子と、腕章もあるんだよ。役

員になるのは威張っている人、それは要するに山株があったり田

地田畑があったり、固定資産税いっぱい払う長屋門建ってる家の

ような人。20年ぐらい前まで活動していた。払い下げをして薪をつ

くっている人もいた、そういう人は役員のところに朝に晩に来て「一

つよろしく」と。

 (新井| それによって採り過ぎを防いでいた?)

　そう、自治会で盗伐を防いだりする。その頃は例えばこの山で薪

を100把切りなさい、と言えば遵守していた。それがもし110把切っ

たとすれば、その切った人はみんな迫害されちゃう、それだからや

らない、厳格だった。

　今、山へ入れないよ、裏山行くのだって恐ろしくて行けないよ、寂

しくて鬱蒼としてるから。前は裸足で行ったものですよ、芝も生えて

て、根本山の赤い実がなるのも生えてて痛くないの、イワツバキと

いったかな。おふくろが裏行ってキノコ採ってきて、チタケ汁つくっ

て。20年ぐらい前まで裏山行けばいくらでもあった。腐葉土は当時

ないよ、需要があったから、木の葉さらいとか草刈りできれいだっ

たでしょ。

(新井| 林の中を裸足で歩けた頃の川の水位と今の水の量と、どっ

ちが多い?)

　水の量は今より多かった。というのは、今、河川改修してもあの

中で泳げない、水かさがなくて。当時は河川改修しなくても泳いで

太いナマズなんか掴んで、そういう魚捕りやった記憶ありますよ。

昔、砂利がたまってても泳いでた、あの頃は馬洗い場がそこにあっ

て、馬を引いていっても腹まで水が触っちゃう、深くて。洪水は当た

り前と思った、自然の力だ、そういうふうになってた。

5. 薬草栽培のこと

 (今井| 昔この辺で薬草を栽培していたと聞きましたが?)

　5、6年前までやってた、ミシマサイコっていう薬草。農協の斡旋

で、大きい面積はつくれない、最高で一反歩ぐらい。手間ばっかり

かかって金にならないから、ほとんどこの辺やめちゃった。まだミシ

マサイコつくってるのは大沢にはある、ナカタさん。ホウキグサみた

いなやつで、川で冷やしておいて足で揉むと茎だけが白く剥げる、

それを農協に出す。

　薬草栽培はミシマサイコ以外はない、ドクダミとかそういうのは

野草だから、栽培はミシマサイコだけ。それは一時流行りもので

やったよ、農協で作物がお金になるってことで。ここはタバコの産

地だから、タバコやめる方には助成金出すからってやめた人あった

でしょ、その代わりにミシマサイコをつくったみたいですね。

「サナボリ」について (事務局・注)
　佐賀市教育委員会文化振興課文化振興係が運営する「佐賀市地域文
化財データベースサイト　さがの歴史・文化お宝帳」
http://www.saga-otakara.jp/search/detail.php?id=1423に「田植えの
無事終了を田の神に感謝する行事…出典：久保田町史 p.577」との記載が
ある。
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地帯で、ということは載っていた。

　昔は引病院 (ひきびょういん) というものがあった。今でいう老人

が入る養護施設みたいなもの。茂木町の逆川 (さかがわ) に行くと

ころ、馬の鐙が触ったような細い坂だったんでアブミイシと言って

いた、その先に行くと引病院があった、要するに隔離した場所。

　栗生にもあるよね、人焼き場とか。昔は火葬場がなかったでしょ。

井桁を組んで、下に御棺を置いて焼いた。24時間、みんな親戚はも

とより床取りがついていてやるわけさ。引病院は道祖土にもあった

と思ったな。

(新井| 人を焼いていたのはいつまで?)

　釣り堀やっている元町議の谷中さん。10年前ぐらいに亡くなっ

たけど、いろいろと知っていた。土地改良の理事長をやっている谷

口マサミ君なら知っているかなぁ。

　石材屋を営みながら町議会議員や自治会長を務めた小島喬 

(こじまたかし) さん。土祭2015「益子風土学セミナー」に登壇する

新井章吾講師 (海藻研究所所長) も参加し、山と水のことを中心

にお話を伺った。

1. 昔の絵図面と葬祭のこと

　絵の具で描いた絵図面がうちにある。明治になる前のもの。山

岳は載っていない。平地が出てる。つかもとの製陶所で32年間顧

問をやっていた。絵図面があるところは地番が入っていない。地番

が入るようになったのは明治になってからでしょ。だから、明治にな

る前の図面。絵図面は益子町全体図。

 (新井| どんな木が生えていたかということは書いてある?)

　木そのものが生えていたということは書いていない。ここは丘陵

(新井| その木は近くで採った木で?)

　焼く木? 松の木だよ。組の者4人で切った。不幸使いっていうの

があったでしょ、田舎はね。4人が前後ろ担いで、土葬をやったわけ

だよね。それを近代化したのが火葬だな。完全に焼けるわけじゃな

いよ、今の焼却機械みたいに。土葬やっている頃に人焼き場が

あった。昔、人が亡くなれば、土葬で埋めることになっていた。やが

て保健所で土葬が許可にならないで火葬になるだろうと、1市5町 

(二宮町の真岡市への編入合併により現在は4町) の広域 (芳賀

地区広域行政事務組合) になってからだよ、火葬になったのは。昭

和46年に町議に立った、その頃はまだ土葬だから。

(新井| 最後の土葬は何年?)

　今でもあるところはあったよ、5、6年前まで。茂木の逆川の山の

中に福手 (ふぐて) とか並柳 (なみやなぎ) という部落がある。そこ

に行くと、まだそういった慣習が残っている。私らまだ土葬なんて記

憶に新しいですよ。うちのおじいちゃんは今年で杉塔婆 (すぎとう

ば) だから相当経ってますけど、土葬だった。この辺も火葬は最近

だよ。納骨堂つくり始めたのがここ10年ぐらいだから。火葬はまちう

ちでやるものであって、こういうところは土葬。葬祭ってお祭りだか

らね、2日も3日もかけて、みんなして飲んだり食べたりどんちゃん騒

ぎした。

　うちの親たちは杉塔婆終わっちゃったからね。杉塔婆というのは、

土にかえるといって、33年間を過ぎれば仏様じゃないよ、と。土に

かえっちゃったんだから。杉の葉がついた幹の塔婆をあげるわけ。

その後は死人じゃないから年忌がなくなる。今、杉塔婆をあげてい

る家はほとんどない。杉塔婆は土葬の場合あったが、火葬はない。

今は見られない、盆からお彼岸までの間に枯れちゃって燃しちゃう

から。高さはその家でそれぞれ。一番上の部分を山へ行って切っ

てくる。これは皆さんも珍しいでしょう。

　納骨堂も、やっぱり火葬しても土へかえるということで、中へ10

センチから15センチぐらい砂を盛って、その上に骨がめを置く。33

年経つと骨は粉になっちゃう。空気に触れないうちは大丈夫。開け

るとたちまち粉になる。

(新井| 土にかえるということは、年配の方にとってはすごくいいこ

となんですよね?)

　いいことだね。でも、今の若い方は分からないだろうね。特にうち

は石材業だから、そういうこと分からないと説明できないからね。

　今から考えてみると10年も20年も前に、これからは納骨堂つくら

ないと保健所で許可にならないよ、と。昔は卵塔場 (らんとば) と

いってお墓も隔離された。道路の近くにつくれなかった。今は保健

所でどこにつくっても構わないということだからね、納骨堂で骨が

め置くから。昔は土葬だもの、卵塔場なんていうのはみんな便利の

悪いところにあった、そこへワッショイワッショイ担いで行ったり荷

車へ付けて押して行ったりするのが行事だから。この辺はほとんど

共同墓地。みんな部落のものはほとんど親戚になっちゃう。ジャン

ボ親戚といってね。

(新井| 共同墓地にしても、杉を切ってその周りに紫陽花を植えた

りする慣習はあった?)

　なかった。とにかくお墓は寂しいところ。子供のころ父母に怒ら

れると「お墓に連れて行くぞ」と言われた。

(今井| 床取りは最近までやっていた?)

　今もやっているよ。火葬の場合は前と違って簡素化された。4人

はいらないだろう、ということで2人。場合によっては葬儀社へ任せ

ちゃって、わざわざ仕事を休まなくてもやれる方でやるから、と緩和

してきた。前は何でもかんでも義務だから休めってことで休んだが、

今はそういうことはない。

(今井| それは当番が決まっている?)

　ずっと昔からこの次はどこどこって決まっている。床取りなんて

のは頼まれると今は喜んでやってくれる。土葬のときみたいに重労

働じゃないからね。当家から長靴かズックがもらえる、格式が高い

ところはジャンパーなんてくれたりする。他に1日あたりいくらでもら

えるし、その他に当家からも清めという形でもらえる。

　埋葬は石屋。納骨を作った石屋が待っててやるからね。今はも

う全部葬儀社でやる。町の天昇堂とかね。

2. 地域のお祭りと神社の山

　ここでは今、良いことだと思っているんだけど、若い方まで昔の

神社のお祭りとか、火の神様、愛宕様とか観音様、馬頭観音を

祀ったところがある、そういうところの当たり日にずっとこの自治会

はやっている。これは大したものだと思っている。先祖様が残してく

れた文化だよね。多少は日にちは狂ってきたんですよ、どうしてもお

勤めが多いために当たり日でなく土日を利用する、その方が子ども

が多いとか。どんど焼きもやってるよ、寄付集めて。

(今井| 馬頭観音はどこにある?)

　そこに観音様というのがあるんですよ。馬頭観音っていうのはあ

らゆる部落の交差点に立っていた、大きい石で。それで馬頭観音

堂ってやつ、一緒に建ってるのは。これは西の根で管理している。

下大羽自治会が管理ではなく、西の根に昔からあったものは西の

根が管理。宿には薬師様、これは宿で管理。堀の内はもともと益子

にある観音寺の敷地で、境内の名をとってつくったみたいなんだよ

ね。寺の内がやがて堀の内になったという伝説もある。中大羽は上

大羽と下大羽の間にあるから中大羽。

　今お祭りをやってるのは、大きいのでは高龗 (たかお) 神社、昔

でいえば村社になってるから。それと火の神様の愛宕神社、これは

ずっと続いてこの自治会でやっている。八坂神社は高龗神社の裏

にある、併社になっているから本殿がない。

　高龗神社は真岡の大前 (おおさき) 神社の分社だから、由緒あ

る神社なんですよ。神社そのものもあるし土地もある、山で木が生

えていて。神社の管理は自治会でやっている、修理したりとかいろ

いろ。愛宕神社もそう、大きい山が敷地以外にあるので、管理は自

治会でやっている。

(今井| 自治会で管理している山というのは神社の山だった、とい

うことですね?)

　そうです。ただし愛宕神社の敷地は別にある、それ以外に山があ

る。それが今どうしようもない。ポツダム宣言の時に当時の区長の

名義になって、相続で難しくなるから早く自治会名にしてくれ、と言

うんだが、登記にも相当金がかかるみたいですよね。

　毎年30人から50人ぐらい出て、下刈りだの枝下ろしだの自治会

の行事としてやっている。そういうことやったり、今は自治会でもい

ろいろやっている。だから抜ける人もいる。私も6年間自治会長を

やった。

3. 井戸と食べ物のこと

(廣瀬| こちらでの飲み水は?)

　井戸だよ。谷井田 (やいた) 沢に入る手前の左側に水飲み場が

ある。一年中枯れないでずっと流れているし、今もある。山の行者

が水を飲みながら、アブミイシっていう峠を越したという話を聞い

たことがある。

(新井| この辺の井戸は地下何メートル?)

　6メートルぐらい、3間。うちのおじさんは昔から井戸掘り専門

だった。

(新井| 何年前まで掘っていた?)

　14、15年前まで。まだいるでしょ、北郷谷に豊田さんという井戸

掘り師がいる。

　昔は田植えなんか終わるころ、植え上げってやりますよね。この

辺でヨイドリといって4、5軒集まって田植えなどやった。田植えが

終わったらサナボリをやる。その時に井戸の中へカツオの刺身を

深いザルに入れて冷やした。水の中に入れるわけじゃないが井戸

そのものが冷たいから。それを揚げて夕方一杯飲むと、冷たくてお

いしくて、それを楽しみにみんなやった。ちょうど田植え時期は初カ

ツオだったから。ぼた餅って夕方餅ついてあんころ餅にして、ヨイド

リだから15人ぐらい集まってやった、親しい仲だった。

　当時は飲めればいい、冷たいとか熱いものを賞味してるわけ

じゃない。ものだっておいしいまずいじゃない、あの頃は腹が空か

なければ良い。だから花かぼちゃってまだ実になる前のやつを

取って食べた。それとトコイモってサツマイモを早く植えちゃってト

コイモ取って、薄く切って天日にやって臼でサツマの粉にして、そし

てパンみたいにしてふかして食べた、これが常食。学校から帰って

きてそういうの食べられるうちはもうのんの様だよ、うちの方では

天皇陛下と同じだよ。

   

 

4. 山と水のこと

 (新井| 地下水を保全するために山の森を守る掟はなかった?)

　一切ない。うちの方は国有林が多いからね、約8割が国有林で

民地は少ない。我々記憶にあるのは、水を確保するのは「瑞穂の国

」って言って田んぼを植えれば確保できるんだ、そういう教えしか

知らない。

 (新井| 国有林はいつから針葉樹になった?)

　最初から雑木と松・杉・檜と分かれていた。葉タバコは代 (しろ) 

をつくらないと種蒔けない、代をつくるのは木の葉、そのために雑

木林が必要なので、雑木林が半分以上あった。みんな国有林、営

林署だから、ここの国有林を守る長を選ぶわけ、帽子もらって。そし

て笠間営林署だったので、そこへ餅とか赤飯とか変わったものつく

ると持っていったわけだ、詣でに。そうするとそれでここを下げてや

ろう、とか。針葉樹もあったし、雑木山もあった。

 (新井| その頃の杉・檜はちゃんと高く売れていた?)

　売れたよ。買いに行くのだってただ売ってくださいではいけない、

町長を動かして、餅をついたりして営林署行って掛けあった。ここ

は昭和二十何年に電気が入った。電柱はみんな杉でしょう、それ

を営林署行って買ってくるのだって部落じゅう集まって餅ついたり

蕎麦を打ったりして営林署に持って行って、そして払い下げて、全

部我々利用者の方が用意したからね。

　ほとんど営林署の署員ってのは茨城県の大子 (だいご) の農林

学校卒業じゃないとなれないんだ、だから栗崎に営林署の詰所が

今でもありますよね、あそこに来る人はみんな太ってしまう、えらい

頂き物が多くて、夜はどぶろくで接待されて。

　部落には愛林組合があって、役員になったら大したもんだよ。風

損木を払い下げて部落みんな出て切る、そして愛林組合長が中に

入って分ける、3本ずつ分けるとか。愛林組合長は威張ってるから、

ひいきがある。同じ3本でも太いのやるとか、年中そういうトラブル

があった。みんな燃料、当時は営林署の山を頼らないと、風損木で

も何でも下がらなかった。

　愛林組合はどこでもあった、上大羽でも下大羽でも集落ごとに。

今でも愛林組合の青いたすきと赤い帽子と、腕章もあるんだよ。役

員になるのは威張っている人、それは要するに山株があったり田

地田畑があったり、固定資産税いっぱい払う長屋門建ってる家の

ような人。20年ぐらい前まで活動していた。払い下げをして薪をつ

くっている人もいた、そういう人は役員のところに朝に晩に来て「一

つよろしく」と。

 (新井| それによって採り過ぎを防いでいた?)

　そう、自治会で盗伐を防いだりする。その頃は例えばこの山で薪

を100把切りなさい、と言えば遵守していた。それがもし110把切っ

たとすれば、その切った人はみんな迫害されちゃう、それだからや

らない、厳格だった。

　今、山へ入れないよ、裏山行くのだって恐ろしくて行けないよ、寂

しくて鬱蒼としてるから。前は裸足で行ったものですよ、芝も生えて

て、根本山の赤い実がなるのも生えてて痛くないの、イワツバキと

いったかな。おふくろが裏行ってキノコ採ってきて、チタケ汁つくっ

て。20年ぐらい前まで裏山行けばいくらでもあった。腐葉土は当時

ないよ、需要があったから、木の葉さらいとか草刈りできれいだっ

たでしょ。

(新井| 林の中を裸足で歩けた頃の川の水位と今の水の量と、どっ

ちが多い?)

　水の量は今より多かった。というのは、今、河川改修してもあの

中で泳げない、水かさがなくて。当時は河川改修しなくても泳いで

太いナマズなんか掴んで、そういう魚捕りやった記憶ありますよ。

昔、砂利がたまってても泳いでた、あの頃は馬洗い場がそこにあっ

て、馬を引いていっても腹まで水が触っちゃう、深くて。洪水は当た

り前と思った、自然の力だ、そういうふうになってた。

5. 薬草栽培のこと

 (今井| 昔この辺で薬草を栽培していたと聞きましたが?)

　5、6年前までやってた、ミシマサイコっていう薬草。農協の斡旋

で、大きい面積はつくれない、最高で一反歩ぐらい。手間ばっかり

かかって金にならないから、ほとんどこの辺やめちゃった。まだミシ

マサイコつくってるのは大沢にはある、ナカタさん。ホウキグサみた

いなやつで、川で冷やしておいて足で揉むと茎だけが白く剥げる、

それを農協に出す。

　薬草栽培はミシマサイコ以外はない、ドクダミとかそういうのは

野草だから、栽培はミシマサイコだけ。それは一時流行りもので

やったよ、農協で作物がお金になるってことで。ここはタバコの産

地だから、タバコやめる方には助成金出すからってやめた人あった

でしょ、その代わりにミシマサイコをつくったみたいですね。

記録: 今井知弘 (文責) 、廣瀬俊介、土祭事務局
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11 下大羽｜資料  念仏の本

『西国秩父阪東百番観世音御詠歌』　1992年3月　筆者：中山公助翁師範　提供：藤田節子氏 (西の根)


