
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。

益子の風土・風景を読み解くプロジェクトより 2014/6-2015/9

出典: ヴィスワヴァ・シンボルスカ『終わりと始まり』　　

　　  沼野充義訳、未知谷、1997年、11-15頁

土祭  2015 基礎資料

(土祭事務局 簑田)

(土祭風土形成ディレクター 廣瀬俊介)

 | 13 星の宮



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。
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13 星の宮

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　加藤義勝さん 「自治会活動と地域の行事のこと」

聞き取り　稲見正明さん 「星の宮神社と地域の歴史と農業」

聞き取り　小出貫凡さん・美幸さん「終戦後からの星の宮の農業と暮らし」

資料   星の宮地区の旧跡

13 星の宮  (ほしのみや )  地区
目次

13 - 01~74

13 - 75~76

13 - 77~80

13 - 81~85

13 - 86~92

13 - 93



星の宮地区の概説

　益子町の北西部、益子町を南北に流れる小貝川右岸、真岡市と市貝町に接するこの地区は、小高い台地の上に

ある弁天池より流れ出る水と小貝川の水を利用し、農業を生業の中心としてきた。一方で工業団地を持ち、町内で

もっとも人口が多いこの地区は、多くの人が移り住んできた歴史を持つ。
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・ 星宮神社はかつて小貝川のほとりにあった。よく大水が出て、疫

病が流行り…。 （廣瀬注: 大水が出てウナギが出た…象徴的に

見えた? 虚空蔵様との関連性は不明。）

5. かんぱら

・ 範囲はよくわからないが神社のあたりを「かんぱら」といった。乾

いた土地の意味のようだ。

・ 小字として残る「ケカチ」地名と関係があるのだろうか。ケカチは

奈良時代の史料には出てくる。人が住めない土地を意味する。

6. 磐裂神・根裂神 （星宮神社祭神）

・ 「いわ-さく、ね-さく」と聞くと、開墾に関係する気がする。

7. 弁天池と西谷川

・ 西谷川の名については知る人がいなかった。

・ タナゴは水路にいた。弁天池にもいた。 （廣瀬注: ニガベンタナ=

ミヤコタナゴかは不詳。そう言う人の声も聞こえたが確認できな

かった。）

・ ヤツメウナギもいた。

・ ライギョ （おそらくはカムルチー） が弁天池にいた。

・ ライギョは年に1度弁天池の水を干す時に見た。

8. 旧株式会社ミック工場（現共和化工株式会社益子事業所）の建物

1. お茶垣、柿の木

・ （参加者に尋ねたところ） お茶をつくった記憶を持つ人は半数ほ

どいた。しかし、今はお茶垣の葉を摘んでお茶をつくることをして

いないという。

・ （柿の木が大通り沿いに並んでいたことについて） 非常食だっ

た。江戸時代、代官が「子供が一人生まれたら柿の木を植えるよ

うに」と指示をしたと伝わる。

・ お茶を育てるようになったのがいつからかはわからない。

2. 公民館利用 （加藤義勝氏）

・ （中学生が夏休みに勉強をした、とは?）理科の実験などもしなが

ら公民館をつかってもらった。それが重宝だったようだ。

3. 参禅会

・ 育成会が主催する。参禅会、ラジオ体操、お囃子の順に1週間行

い、その後はこれも育成会主催の盆踊りで子供たちがお囃子を

担当する。

4. 虚空蔵様とウナギ

・ 弁天池にウナギがいた。

・ 日照りが続き飢饉になりそうな時、雨乞いをした。その時に「虚空

蔵様のお使い」をつとめてもらうのがウナギと信じられ、だから食

べなかったという話を聞く。

13 星の宮 |風土・風景を読み解くつどい 談話録
星の宮自治公民館にて  2015/06/13  18:30-20:30　

・ 建築家六角鬼丈氏の設計と聞いた記憶がある。

9. 七井の神輿（質疑応答）

・ 七井から来た。部落に古い神輿があるのだが、修理費の捻出さ

え難しい。文化財指定が受けられれば修理費の補助が得られ

るかもしれないが、いつつくられたかなどがわかる記録がない。

・ 七井ではこういう話ならば伝わっている。昔このあたり（塙村のこ

とか?）に疫病が流行った。その時、神輿を川に流したのだが、ど

ういうわけか上流へと流れて行く。それを七井の人々が肥柄杓

ですくいよせて、祭りで使うようになった。 （以上、七井からの参

加者）

・ 星の宮にはこういう話がある。星の宮には祭りがない。昔、洪水

や飢饉や疫病が相次ぎ、それを神輿のたたりとして川へ流した。

それが川の上流へ流れていってしまった。七井のお百姓さんた

ちが肥柄杓で神輿をすくいあげた。以来、星の宮では祭りの時

にご馳走をつくらず、神輿も担がず、うどんだけを食べていて、う

どん祇園と呼んでいると聞いたことがある。（加藤義勝氏）

・ 同じ話を聞いたことがある。塙村の話として伝わっている。こう考

えている。川の水が逆流するはずはないので、なんらか塙村が疲

弊して七井村へ神輿を売ったのを、七井で拾ったと便宜的に言

い伝えているということなのではないか。神輿や屋台の売り買い

は各地であったことだが、ここではそのように想像する。（高島俊

一氏、下野市立吉田東小学校校長、塙地区在住。歴史研究を

行う）

・ これらに通じる話としては、閑空院に金比羅様があったが、清水

村へ移したら疫病が流行ったので、返してもらった…という言い

伝えもある。 （廣瀬注: 「閑空院に金比羅様があった」「清水村へ

」「疫病」「かえってきた」というメモをもとに上記した。誤解があ

るかもしれない。）

10. 小貝川の堰

・ 塙村に関係する過去の堰の位置については『益子の歴史』

175-178頁に詳しい。古図も載る。（高島氏）

11. 弁天池の水源

・ 弁天池の水量はあまりない。西谷川には池の水も流されるが、ふ

だんはしぼり水を川で受けて水稲栽培に使っている。ただし、今

は米づくりをする人も減り、問題も減った。

・ かつては、赤羽から隧道をつかって水を弁天池へ導き入れてい

た。赤羽の水は市の堀用水から引いたものだ。 （以上、高島氏）

12. 弁天池上流側に湿地があったこと

・ 弁天池の上手には浅い谷がまだ続く。その端部に今は第一環境

クリーンセンターが建つが、かつてここには湿地があり、サギソ

ウが生えていた。それをつぶしてしまった。 （弁天池の近くにお

住まいという方より）
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・ 星宮神社はかつて小貝川のほとりにあった。よく大水が出て、疫

病が流行り…。 （廣瀬注: 大水が出てウナギが出た…象徴的に

見えた? 虚空蔵様との関連性は不明。）

5. かんぱら

・ 範囲はよくわからないが神社のあたりを「かんぱら」といった。乾

いた土地の意味のようだ。

・ 小字として残る「ケカチ」地名と関係があるのだろうか。ケカチは

奈良時代の史料には出てくる。人が住めない土地を意味する。

6. 磐裂神・根裂神 （星宮神社祭神）

・ 「いわ-さく、ね-さく」と聞くと、開墾に関係する気がする。

7. 弁天池と西谷川

・ 西谷川の名については知る人がいなかった。

・ タナゴは水路にいた。弁天池にもいた。 （廣瀬注: ニガベンタナ=

ミヤコタナゴかは不詳。そう言う人の声も聞こえたが確認できな

かった。）

・ ヤツメウナギもいた。

・ ライギョ （おそらくはカムルチー） が弁天池にいた。

・ ライギョは年に1度弁天池の水を干す時に見た。

8. 旧株式会社ミック工場（現共和化工株式会社益子事業所）の建物

1. お茶垣、柿の木

・ （参加者に尋ねたところ） お茶をつくった記憶を持つ人は半数ほ

どいた。しかし、今はお茶垣の葉を摘んでお茶をつくることをして

いないという。

・ （柿の木が大通り沿いに並んでいたことについて） 非常食だっ

た。江戸時代、代官が「子供が一人生まれたら柿の木を植えるよ

うに」と指示をしたと伝わる。

・ お茶を育てるようになったのがいつからかはわからない。

2. 公民館利用 （加藤義勝氏）

・ （中学生が夏休みに勉強をした、とは?）理科の実験などもしなが

ら公民館をつかってもらった。それが重宝だったようだ。

3. 参禅会

・ 育成会が主催する。参禅会、ラジオ体操、お囃子の順に1週間行

い、その後はこれも育成会主催の盆踊りで子供たちがお囃子を

担当する。

4. 虚空蔵様とウナギ

・ 弁天池にウナギがいた。

・ 日照りが続き飢饉になりそうな時、雨乞いをした。その時に「虚空

蔵様のお使い」をつとめてもらうのがウナギと信じられ、だから食

べなかったという話を聞く。

・ 建築家六角鬼丈氏の設計と聞いた記憶がある。

9. 七井の神輿（質疑応答）

・ 七井から来た。部落に古い神輿があるのだが、修理費の捻出さ

え難しい。文化財指定が受けられれば修理費の補助が得られ

るかもしれないが、いつつくられたかなどがわかる記録がない。

・ 七井ではこういう話ならば伝わっている。昔このあたり（塙村のこ

とか?）に疫病が流行った。その時、神輿を川に流したのだが、ど

ういうわけか上流へと流れて行く。それを七井の人々が肥柄杓

ですくいよせて、祭りで使うようになった。 （以上、七井からの参

加者）

・ 星の宮にはこういう話がある。星の宮には祭りがない。昔、洪水

や飢饉や疫病が相次ぎ、それを神輿のたたりとして川へ流した。

それが川の上流へ流れていってしまった。七井のお百姓さんた

ちが肥柄杓で神輿をすくいあげた。以来、星の宮では祭りの時

にご馳走をつくらず、神輿も担がず、うどんだけを食べていて、う

どん祇園と呼んでいると聞いたことがある。（加藤義勝氏）

・ 同じ話を聞いたことがある。塙村の話として伝わっている。こう考

えている。川の水が逆流するはずはないので、なんらか塙村が疲

弊して七井村へ神輿を売ったのを、七井で拾ったと便宜的に言

い伝えているということなのではないか。神輿や屋台の売り買い

は各地であったことだが、ここではそのように想像する。（高島俊

一氏、下野市立吉田東小学校校長、塙地区在住。歴史研究を

行う）

・ これらに通じる話としては、閑空院に金比羅様があったが、清水

村へ移したら疫病が流行ったので、返してもらった…という言い

伝えもある。 （廣瀬注: 「閑空院に金比羅様があった」「清水村へ

」「疫病」「かえってきた」というメモをもとに上記した。誤解があ

るかもしれない。）

10. 小貝川の堰

・ 塙村に関係する過去の堰の位置については『益子の歴史』

175-178頁に詳しい。古図も載る。（高島氏）

11. 弁天池の水源

・ 弁天池の水量はあまりない。西谷川には池の水も流されるが、ふ

だんはしぼり水を川で受けて水稲栽培に使っている。ただし、今

は米づくりをする人も減り、問題も減った。

・ かつては、赤羽から隧道をつかって水を弁天池へ導き入れてい

た。赤羽の水は市の堀用水から引いたものだ。 （以上、高島氏）

12. 弁天池上流側に湿地があったこと

・ 弁天池の上手には浅い谷がまだ続く。その端部に今は第一環境

クリーンセンターが建つが、かつてここには湿地があり、サギソ

ウが生えていた。それをつぶしてしまった。 （弁天池の近くにお

住まいという方より）
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には文化財とかもたくさんあるからね。

6. 自治会活動と町の活性化

　焼き物と文化財と自然。自治会のことだけでなく益子が好きな

んだよね。だから少しでも益子を良くしたいなと思って。基本的に自

治会を活発にしていくということは、自治会に目を向ける、そして町

にも目を向ける一つのきっかけとなっていく。そのためにまずは自

治会活動を一生懸命やっていこう、と。

　しかし伝統的なことは村方さんに聞かないと分からない。中心

になってやっているのは村方さんだから。

(増田| 村方さんの話は私たちでも聞けますか?)

　一番いいのは財管の委員長をやっている稲見さん。稲見さんが

行事とか詳しい。

　基本的に自分の住んでいるところに誇りを持たないと。愛情を

持たないとダメだよね。

　自治会が活性化すれば町も活性化するし。そうすれば若い人た

ちも住み付くだろうし。他から来た人が観光で見に来るだけでなく、

「住んでみたいな」とか思う人が増えてくれればいい。そのためには、

働く場所も創生していかなければならない。

7. 昔の写真と地名のこと

　1回目の土祭に使った昔の写真があちこちにある。あれはすごく

いいなと思っている。大羽にしても益子にしても写真にして飾るだ

けで「昔のここはこうだった」とか見れる。星の宮でも昔の写真が

あれば大きくして「昔はこうだった」とか目に見える形で残したい。

　七井にしても田野にしても星の宮にしても昔は農家が中心だっ

たから、いろんな流れがあると思う。おそらく昔の写真はたくさん

残っているんじゃないかな。去年も星の宮で「昔の写真があったら

見せてください」と言ったらけっこう出てきた。30年前40年前50年

前はこうだった、とか興味は皆ある。

　この辺はケカチと呼ばれていた。今も登記簿に残っている。ケカ

チというのは人が住めないようなケガレタ荒れ果てた土地というこ

と。今は家が建っているけど、湿地帯だった。奈良時代の日本書紀

にも出てくる言葉で、今も残っている。

だった) 、自治会で出ようということで、そこから地元の交流が始

まり、今でも続いている。第1回の大会からピッチャーとして出て

いる。今でもシニアの方でやっている。その仲間とはソフト以外でも

ゴルフをやったり、現在でも大切な友人だ。子供ができてから育成

会や西小のPTAの関係をやったり、子供を通して結びつくという

形で活動してきた。教員を辞めて地元に恩を返そうということで、

いろいろとボランティアをしてきた。自治会長になって今年で6年目

になる。

(増田| 星の宮は4つ自治会がありますね、その中の代表自治会長

ですか?)

　下は2年交代制で会長が変わりますが、上のほうも任期は2年な

んですが、任期が終わるごとに立候補を募って選挙で決めている。

　元教員の加藤義勝 (かとうよしまさ) さんに、自治会長として立

ち上げた星の宮フェスティバルを始めとする自治会活動や地域の

行事についてお話を伺った。

1. 自治会長になるまで

　益子に来たのは昭和51年。以前は真岡で、出身は神奈川県。就

職のために教員試験を受けた。最初の赴任地が真岡女子高だっ

たので、生活の基盤を真岡に持った。たまたま同僚の先生で益子

の方がいたので、その関係で益子に。益子には住んだけれど、勤務

が真岡なので、地元のことは分からなかった。地元に慣れるには仲

間作りだということで、たまたま真岡女子高でソフトボールの顧問

をやっていたのでソフトボールを始めた。

　益子でソフトボールが始まったときに (その当時は自治会対抗
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2. 星の宮フェスティバルと自治会のこと

　星の宮分校があった時には子供たちが少ないので、分校の運

動会を保護者と地域が一体となってやっていた。しかし、昭和56年

に西小ができて分校が閉鎖されてから何の催しもないということ

で、運動会を自分たちでやろうということで運動会を始めた。最初

は分校でやったが、狭いので芳星高校のグラウンドを借りた。1回2

回やったかな、その後いろいろあって西小のグラウンドを借りて

ずっと続けていた。しかしだんだん子供たち少なくなってきて、子

供たちがいない組も出てきた。夏の終わりとか暑いし、時期的なも

のもあってやめるということに。平成20年にやめて、1年間運動会が

なかった。

　そして、私が自治会長になったときに、2年続けてやめたら行事

ができなくなる、ということで行事検討委員会と、規約がなかった

ので規約検討委員会を作った。運動会に代わるものを、ということ

で、文化的な催しをやろうと実行委員会で検討した。「次の年から

」というと2年間空いてしまう、2年間何もやらないで新しい試みを

実施するのは難しい、だったら今年度やろう、ということになり、平

成22年に第1回のフェスティバルを実施した。何も分からないまま

に、組長さんが中心で何とか仕上げてやった。屋外では模擬店を、

室内では展示をやろうと思ったがパネルとか何もないので、町で

借りたりしようとしたが今まで前例がないし、学校で使うしダメ

だった。「なら自分たちで作ろう」とパネルを作って何とか実施する

ことができた。

　規約の方は平成23年から施行ということで、1年かけて作成し、

全世帯に配布した。規約は5年目になる。フェスティバルは6年目に

なる。やるたびに改善点も出てくる。ただ問題なのは組長さんが中

心にやっていたので、組長の交代があると一からやらなくてはいけ

ない。 (組長は1年交代制) そのため、去年から実行委員会もメン

バーを固定してその人たちが中心になって企画運営してもらった。

5回も経験した人もいて、その中からやってくれる人をピックアップ

し、今年は4月から委員会を実施して動き出した。

　規約作成前、役員は自治会長4人と会計だけだった。大きい自

治会だったから他にも役員を作らなければということで、規約で自

治会の副会長4人、書記2人、会計1人の11名の執行部を立ち上げ

た。更に7つの部会、総務部会、環境衛生部会、厚生部会、文化部

会、運動部会、広報部会、公民館運営部会を作った。それぞれの

組長さんは各部会に所属して、自治会の行事とか町の行事に関わ

るようにした。それが平成23年から始まって、かなり下地ができて

きた。執行部はそれぞれの部会に入って今までのことを教えなが

ら活動していく。環境衛生部会は花いっぱい運動とか、ごみステー

ションの管理とか、公民館清掃を月の第1日曜日に各組が回り番

でやる。組は全部で39組あるから、3年に1回ということにはなる。今

年で2巡目に入る。自治会は上1から始まって下2まであり。今は上2

自治会が担当している。

　最初驚いたのが、10年以上公民館に1回も来たことない人がい

る。掃除に来て初めて来たという人が何人もいた。星の宮は大きい

自治会だから選挙権だけでも2,500票もある。しかし、その大部分

が他から来た人だから、地元に興味がない。だから星の宮自治会

は投票率が低い。ここに住んで寝るだけ。仕事は他に行く、という。

もっと自分のいる町や自治会に対して興味関心を持ってもらいた

いと思う。フェスティバルも5年経ってビラも全戸配布しているんだ

けど、未だ知らないという人がいるが、少しづつ認知度は上がって

きている。

(増田| フェスティバルの日にちは固定ですか?)

　最初は10月の土日でやったが、中学校の学校祭とぶつかってし

まった。2年目は11月にした。ところが陶器市とか重なった。3回目か

らは、10月の最終の土日で2日間やることに決めた。

(増田| 具体的なフェスティバルの内容としては模擬店とか?)

　そうですね。分校だったので部屋が3つある。その中で自治会の

作品を展示する。絵とか写真とか手芸品とか工芸品とか焼き物、

盆栽、生け花。だいたい100点くらい出品される。外では、最初は子

供遊び。紙飛行機、輪投げ、風船、バルーンアート。毎年やるものを

工夫しながら。バームクーヘンやってみたり、豚汁やってみたり。お

餅は餅つきをやって食べてもらったり。あとはバザー、野菜の直売

など。2年目からはステージを作って催し物をやってもらおうという

ことで、外に舞台を作った。そうすると、フラダンスとか四つ竹踊り

とか剣舞、語り部。去年は子供たちのダンスとかバンドなど様々な

発表があった。いろいろな芸を持っている人がたくさんいる。外の

ステージは雨が降るとできないから2日間に分けて賑やかにやって

いる。

　消防団の人にお願いをして、消防車の展示・説明してもらったり。

組長さんだけでなくて老人クラブの方、消防団の方、育成会、運動

部。それぞれ部門ごとに協力してもらっている。大変だから1日にし

ろ、という声もあるけど、せっかくやってきたので今年も2日間で実

施する。

(増田| 実行委員長は誰ですか?)

　去年は呉浦さんという人がやった。委員長は実行委員の互選で

決めている。今年は木村さん。木村さんは1回目の組長さんで実行

委員をやってもらっていた。第1回目で実行委員になってもらった

人が中心となってやっている。最初はできるか不安だった。また、ポ

スターは芳星高校の生徒にお願いして作ってもらってきた。また、

高校生の陶芸作品とか美術作品とか絵とか、依頼して出しても

らっている。

　去年は西小の子供たちに作品をお願いして出してもらった。百

何十点と子供たちが出してくれた。1年生から6年生まで。多すぎて

書道の作品は展示できないものもあった。学校の美術展とかは親

は見に行けないけど、地元で開催したら子供の作品が見れた、と

親が喜んでいた。子供たちが来てくれれば親も来るし、おじいちゃ

んおばあちゃんも来るし。

3. 公民館と地域のグループ

　できるだけ公民館を利用してもらおう、ということで毎年記録し

ている。去年は1年間で利用者延べ5,000人を越えた。今までは公

民館の記録簿はあるけれど、人数の記録は取ってなかった。私に

なってからどのくらい活用しているのか、記録を場所と人数とを取

り始めた。去年の統計で5,000人、びっくりした。年々増えてきてい

る。もっと公民館を活用してもらうにはいろいろな主催、事業を兼

ねてやらなくてはならない。今考えているのは、子供たちが学校が

終わって公民館を利用して、本を読んだり勉強したりする場を作ろ

うと思っている。去年初めて受験のために中学生が2日間使って、

これはいいな、もっと活用頻度上げなきゃ、ということで。

　自治会長になって5年目で、使用者が去年1年間に5,000人。老

人クラブの人は週2回ほど、月の初めには除草したり、大会があると

食事したり、会議したり、1回10人ちょっとで利用しますので、毎月

やっていますからそれだけで1,000人くらい。フェスティバルのとき

にはたくさん来ますね。お花見やバーベキューをやったりもできま

す。道具もありますから。

(増田| 彗星会はどんな活動をされてますか?)

　彗星会は青年部です。去年できました。活動の中心となる若い

人たちが必要で、体育祭とかフェスティバルとか必要な時にやって

もらうという形になっています。

(増田| 村方さんとは?)

　村方さんは、もともとここにいる方のグループですね。主に農家

の方です。自治会員の全体からいうと4分の1くらいかな。共有財産

を持っているし、神社や公民館も村方さんが所有している。財産管

理委員会なんかも村方に入ります。

4. お囃子と神輿のこと

　お囃子も星の宮にはあるんです。青年部が中心になって、星の

宮独特の祭りを復活させよう、と。実は神輿もあるんですよ、私が

育成会の係をやっているとき、そのとき運動部が中心となって、文

化庁の助成金が出ることになって、神輿作ろう、ということになった。

地元の大工さんが中心となって、見よう見まねで子供神輿を作っ

て、法被も作って。

　神輿は、星の宮神社から、セブンイレブン、西谷をまわって一回

りしていた。何年間か育成会の子供たち中心で歩いたんですよ。拠

点、拠点にお茶を出したりしながらね。ずっと続いてほしいと思い

ながらも、子供が育成会を離れて、いつの間にか担ぐ子供たちが

いなくなってしまって、しまいには軽トラに神輿を積んで回ったとか。

今どうなっているのかなと思ったら、神輿は倉庫の中に眠ったまま。

盆踊りの時だけ、子供たちが櫓のまわりをまわって、そんな状態が

数年続いてました。

　「これじゃ寂しいな」と、塙も4、5年かけて、祇園に参加するように

なったでしょ。「じゃ、星の宮は独自の祭りをしよう」と、今年は第一

歩で、どういう形でやるか今検討して、できればこれから子供たち

が神輿を担ぐようになるように、と。だから星の宮独特の祭りを復

活させたい、と思っている。

　江戸時代には、星の宮に神輿はあったみたいなんですね。「うど

ん祇園」という話があったんですね。小貝川のほとりに部落があっ

た。昔は洪水、飢饉とか疫病がはやって「神輿のたたりだ」というこ

とで、神輿を川に流した、と。

　ただ、上流の七井の方に流れて、七井の方で下から、お百姓さ

んが肥柄杓を使って引き上げて。七井の祭りの時、神輿の先頭に

肥柄杓が先導したという。以降、星の宮では祭りのときには御馳走

をつくらないで、神輿も担がないで、うどんだけ食べるので「うどん

祇園」、と聞いています。

　神輿を作ったのは、昭和50年代に作ったのか、平成になってか

らか、記録を取ってないのではっきりしない。

　子供の頃の思い出は一生残りますから、そういう行事がないと

かわいそうだということで作ったんです。だから子供たちの祭りを、

できれば今年から復活させたいと思っています。

5. 地域の伝統行事と土祭のこと

　星の宮には、12月15日は山の神の祭りというのがありますし、去

年から星の宮便りという広報で、伝統文化を知らせようということ

で、始めました。

　土祭でも1回目、2回目と実施して、「やっぱり瀬戸屋の祭りだっ

た」とか、「町うちの祭りだ」という声もあります。

　星の宮は数が多いにもかかわらず、気持ち的には小貝川よりも

離れてしまっている。土祭なんて全く他人事。「また何かやっている

」、「焼き物だけだろう」と。確かに七井も田野もそういう意識がもの

すごく強かった。町場の中でも城内坂以外の駅周辺とかの人も

「焼き物のイベントだから我々は関係ない」とか聞いている。1回目

のときにだいぶ赤字で議会からも批判が出たが、私は最初から関

わってきて、こんな良い行事なのにもったいない、と思った。全国か

ら人が来て「来年もありますか? また来たい」と喜んで帰ってくれた

ので続けて欲しかった。

　でも外からの評判はいい。ただ地元町民からすると難しい。1回

目の開会は太平神社、2回目は綱神社、3回目は太平神社で開会

式くらいは回ってもいいかも。その地域の人も参加できるし。七井

だったら亀岡八幡宮でもいいし、田野だったら大郷戸周辺でもい

いし。しかし会場を分散するっていうのは難しいね。

(増田| 加藤さんは観光ボランティアもやっているんですよね?)

　村の関係でおもてなしをやっている。

　第1回の土祭のときもキッズガイドの育成とか関わっていた。あ

れは子供たちの評判も良かった。今度は高校生を対象に、夏にガ

イドの講習会をやる予定がある。益子だけでなく郡内の高校にも

呼びかけて参加してもらうような形でやりたい。この前は芳星高校

の他、真岡女子高が1人、茂木高校が1人くらい参加したのかな。

我々は年をとっていくから若い人たちに受け継いでもらいたい思

いもある。土祭を通じて地元のことをよく分かってもらいたい。益子



には文化財とかもたくさんあるからね。

6. 自治会活動と町の活性化

　焼き物と文化財と自然。自治会のことだけでなく益子が好きな

んだよね。だから少しでも益子を良くしたいなと思って。基本的に自

治会を活発にしていくということは、自治会に目を向ける、そして町

にも目を向ける一つのきっかけとなっていく。そのためにまずは自

治会活動を一生懸命やっていこう、と。

　しかし伝統的なことは村方さんに聞かないと分からない。中心

になってやっているのは村方さんだから。

(増田| 村方さんの話は私たちでも聞けますか?)

　一番いいのは財管の委員長をやっている稲見さん。稲見さんが

行事とか詳しい。

　基本的に自分の住んでいるところに誇りを持たないと。愛情を

持たないとダメだよね。

　自治会が活性化すれば町も活性化するし。そうすれば若い人た

ちも住み付くだろうし。他から来た人が観光で見に来るだけでなく、

「住んでみたいな」とか思う人が増えてくれればいい。そのためには、

働く場所も創生していかなければならない。

7. 昔の写真と地名のこと

　1回目の土祭に使った昔の写真があちこちにある。あれはすごく

いいなと思っている。大羽にしても益子にしても写真にして飾るだ

けで「昔のここはこうだった」とか見れる。星の宮でも昔の写真が

あれば大きくして「昔はこうだった」とか目に見える形で残したい。

　七井にしても田野にしても星の宮にしても昔は農家が中心だっ

たから、いろんな流れがあると思う。おそらく昔の写真はたくさん

残っているんじゃないかな。去年も星の宮で「昔の写真があったら

見せてください」と言ったらけっこう出てきた。30年前40年前50年

前はこうだった、とか興味は皆ある。

　この辺はケカチと呼ばれていた。今も登記簿に残っている。ケカ

チというのは人が住めないようなケガレタ荒れ果てた土地というこ

と。今は家が建っているけど、湿地帯だった。奈良時代の日本書紀

にも出てくる言葉で、今も残っている。

だった) 、自治会で出ようということで、そこから地元の交流が始

まり、今でも続いている。第1回の大会からピッチャーとして出て

いる。今でもシニアの方でやっている。その仲間とはソフト以外でも

ゴルフをやったり、現在でも大切な友人だ。子供ができてから育成

会や西小のPTAの関係をやったり、子供を通して結びつくという

形で活動してきた。教員を辞めて地元に恩を返そうということで、

いろいろとボランティアをしてきた。自治会長になって今年で6年目

になる。

(増田| 星の宮は4つ自治会がありますね、その中の代表自治会長

ですか?)

　下は2年交代制で会長が変わりますが、上のほうも任期は2年な

んですが、任期が終わるごとに立候補を募って選挙で決めている。

　元教員の加藤義勝 (かとうよしまさ) さんに、自治会長として立

ち上げた星の宮フェスティバルを始めとする自治会活動や地域の

行事についてお話を伺った。

1. 自治会長になるまで

　益子に来たのは昭和51年。以前は真岡で、出身は神奈川県。就

職のために教員試験を受けた。最初の赴任地が真岡女子高だっ

たので、生活の基盤を真岡に持った。たまたま同僚の先生で益子

の方がいたので、その関係で益子に。益子には住んだけれど、勤務

が真岡なので、地元のことは分からなかった。地元に慣れるには仲

間作りだということで、たまたま真岡女子高でソフトボールの顧問

をやっていたのでソフトボールを始めた。

　益子でソフトボールが始まったときに (その当時は自治会対抗

13 - 78

2. 星の宮フェスティバルと自治会のこと

　星の宮分校があった時には子供たちが少ないので、分校の運

動会を保護者と地域が一体となってやっていた。しかし、昭和56年

に西小ができて分校が閉鎖されてから何の催しもないということ

で、運動会を自分たちでやろうということで運動会を始めた。最初

は分校でやったが、狭いので芳星高校のグラウンドを借りた。1回2

回やったかな、その後いろいろあって西小のグラウンドを借りて

ずっと続けていた。しかしだんだん子供たち少なくなってきて、子

供たちがいない組も出てきた。夏の終わりとか暑いし、時期的なも

のもあってやめるということに。平成20年にやめて、1年間運動会が

なかった。

　そして、私が自治会長になったときに、2年続けてやめたら行事

ができなくなる、ということで行事検討委員会と、規約がなかった

ので規約検討委員会を作った。運動会に代わるものを、ということ

で、文化的な催しをやろうと実行委員会で検討した。「次の年から

」というと2年間空いてしまう、2年間何もやらないで新しい試みを

実施するのは難しい、だったら今年度やろう、ということになり、平

成22年に第1回のフェスティバルを実施した。何も分からないまま

に、組長さんが中心で何とか仕上げてやった。屋外では模擬店を、

室内では展示をやろうと思ったがパネルとか何もないので、町で

借りたりしようとしたが今まで前例がないし、学校で使うしダメ

だった。「なら自分たちで作ろう」とパネルを作って何とか実施する

ことができた。

　規約の方は平成23年から施行ということで、1年かけて作成し、

全世帯に配布した。規約は5年目になる。フェスティバルは6年目に

なる。やるたびに改善点も出てくる。ただ問題なのは組長さんが中

心にやっていたので、組長の交代があると一からやらなくてはいけ

ない。 (組長は1年交代制) そのため、去年から実行委員会もメン

バーを固定してその人たちが中心になって企画運営してもらった。

5回も経験した人もいて、その中からやってくれる人をピックアップ

し、今年は4月から委員会を実施して動き出した。

　規約作成前、役員は自治会長4人と会計だけだった。大きい自

治会だったから他にも役員を作らなければということで、規約で自

治会の副会長4人、書記2人、会計1人の11名の執行部を立ち上げ

た。更に7つの部会、総務部会、環境衛生部会、厚生部会、文化部

会、運動部会、広報部会、公民館運営部会を作った。それぞれの

組長さんは各部会に所属して、自治会の行事とか町の行事に関わ

るようにした。それが平成23年から始まって、かなり下地ができて

きた。執行部はそれぞれの部会に入って今までのことを教えなが

ら活動していく。環境衛生部会は花いっぱい運動とか、ごみステー

ションの管理とか、公民館清掃を月の第1日曜日に各組が回り番

でやる。組は全部で39組あるから、3年に1回ということにはなる。今

年で2巡目に入る。自治会は上1から始まって下2まであり。今は上2

自治会が担当している。

　最初驚いたのが、10年以上公民館に1回も来たことない人がい

る。掃除に来て初めて来たという人が何人もいた。星の宮は大きい

自治会だから選挙権だけでも2,500票もある。しかし、その大部分

が他から来た人だから、地元に興味がない。だから星の宮自治会

は投票率が低い。ここに住んで寝るだけ。仕事は他に行く、という。

もっと自分のいる町や自治会に対して興味関心を持ってもらいた

いと思う。フェスティバルも5年経ってビラも全戸配布しているんだ

けど、未だ知らないという人がいるが、少しづつ認知度は上がって

きている。

(増田| フェスティバルの日にちは固定ですか?)

　最初は10月の土日でやったが、中学校の学校祭とぶつかってし

まった。2年目は11月にした。ところが陶器市とか重なった。3回目か

らは、10月の最終の土日で2日間やることに決めた。

(増田| 具体的なフェスティバルの内容としては模擬店とか?)

　そうですね。分校だったので部屋が3つある。その中で自治会の

作品を展示する。絵とか写真とか手芸品とか工芸品とか焼き物、

盆栽、生け花。だいたい100点くらい出品される。外では、最初は子

供遊び。紙飛行機、輪投げ、風船、バルーンアート。毎年やるものを

工夫しながら。バームクーヘンやってみたり、豚汁やってみたり。お

餅は餅つきをやって食べてもらったり。あとはバザー、野菜の直売

など。2年目からはステージを作って催し物をやってもらおうという

ことで、外に舞台を作った。そうすると、フラダンスとか四つ竹踊り

とか剣舞、語り部。去年は子供たちのダンスとかバンドなど様々な

発表があった。いろいろな芸を持っている人がたくさんいる。外の

ステージは雨が降るとできないから2日間に分けて賑やかにやって

いる。

　消防団の人にお願いをして、消防車の展示・説明してもらったり。

組長さんだけでなくて老人クラブの方、消防団の方、育成会、運動

部。それぞれ部門ごとに協力してもらっている。大変だから1日にし

ろ、という声もあるけど、せっかくやってきたので今年も2日間で実

施する。

(増田| 実行委員長は誰ですか?)

　去年は呉浦さんという人がやった。委員長は実行委員の互選で

決めている。今年は木村さん。木村さんは1回目の組長さんで実行

委員をやってもらっていた。第1回目で実行委員になってもらった

人が中心となってやっている。最初はできるか不安だった。また、ポ

スターは芳星高校の生徒にお願いして作ってもらってきた。また、

高校生の陶芸作品とか美術作品とか絵とか、依頼して出しても

らっている。

　去年は西小の子供たちに作品をお願いして出してもらった。百

何十点と子供たちが出してくれた。1年生から6年生まで。多すぎて

書道の作品は展示できないものもあった。学校の美術展とかは親

は見に行けないけど、地元で開催したら子供の作品が見れた、と

親が喜んでいた。子供たちが来てくれれば親も来るし、おじいちゃ

んおばあちゃんも来るし。

3. 公民館と地域のグループ

　できるだけ公民館を利用してもらおう、ということで毎年記録し

ている。去年は1年間で利用者延べ5,000人を越えた。今までは公

民館の記録簿はあるけれど、人数の記録は取ってなかった。私に

なってからどのくらい活用しているのか、記録を場所と人数とを取

り始めた。去年の統計で5,000人、びっくりした。年々増えてきてい

る。もっと公民館を活用してもらうにはいろいろな主催、事業を兼

ねてやらなくてはならない。今考えているのは、子供たちが学校が

終わって公民館を利用して、本を読んだり勉強したりする場を作ろ

うと思っている。去年初めて受験のために中学生が2日間使って、

これはいいな、もっと活用頻度上げなきゃ、ということで。

　自治会長になって5年目で、使用者が去年1年間に5,000人。老

人クラブの人は週2回ほど、月の初めには除草したり、大会があると

食事したり、会議したり、1回10人ちょっとで利用しますので、毎月

やっていますからそれだけで1,000人くらい。フェスティバルのとき

にはたくさん来ますね。お花見やバーベキューをやったりもできま

す。道具もありますから。

(増田| 彗星会はどんな活動をされてますか?)

　彗星会は青年部です。去年できました。活動の中心となる若い

人たちが必要で、体育祭とかフェスティバルとか必要な時にやって

もらうという形になっています。

(増田| 村方さんとは?)

　村方さんは、もともとここにいる方のグループですね。主に農家

の方です。自治会員の全体からいうと4分の1くらいかな。共有財産

を持っているし、神社や公民館も村方さんが所有している。財産管

理委員会なんかも村方に入ります。

4. お囃子と神輿のこと

　お囃子も星の宮にはあるんです。青年部が中心になって、星の

宮独特の祭りを復活させよう、と。実は神輿もあるんですよ、私が

育成会の係をやっているとき、そのとき運動部が中心となって、文

化庁の助成金が出ることになって、神輿作ろう、ということになった。

地元の大工さんが中心となって、見よう見まねで子供神輿を作っ

て、法被も作って。

　神輿は、星の宮神社から、セブンイレブン、西谷をまわって一回

りしていた。何年間か育成会の子供たち中心で歩いたんですよ。拠

点、拠点にお茶を出したりしながらね。ずっと続いてほしいと思い

ながらも、子供が育成会を離れて、いつの間にか担ぐ子供たちが

いなくなってしまって、しまいには軽トラに神輿を積んで回ったとか。

今どうなっているのかなと思ったら、神輿は倉庫の中に眠ったまま。

盆踊りの時だけ、子供たちが櫓のまわりをまわって、そんな状態が

数年続いてました。

　「これじゃ寂しいな」と、塙も4、5年かけて、祇園に参加するように

なったでしょ。「じゃ、星の宮は独自の祭りをしよう」と、今年は第一

歩で、どういう形でやるか今検討して、できればこれから子供たち

が神輿を担ぐようになるように、と。だから星の宮独特の祭りを復

活させたい、と思っている。

　江戸時代には、星の宮に神輿はあったみたいなんですね。「うど

ん祇園」という話があったんですね。小貝川のほとりに部落があっ

た。昔は洪水、飢饉とか疫病がはやって「神輿のたたりだ」というこ

とで、神輿を川に流した、と。

　ただ、上流の七井の方に流れて、七井の方で下から、お百姓さ

んが肥柄杓を使って引き上げて。七井の祭りの時、神輿の先頭に

肥柄杓が先導したという。以降、星の宮では祭りのときには御馳走

をつくらないで、神輿も担がないで、うどんだけ食べるので「うどん

祇園」、と聞いています。

　神輿を作ったのは、昭和50年代に作ったのか、平成になってか

らか、記録を取ってないのではっきりしない。

　子供の頃の思い出は一生残りますから、そういう行事がないと

かわいそうだということで作ったんです。だから子供たちの祭りを、

できれば今年から復活させたいと思っています。

5. 地域の伝統行事と土祭のこと

　星の宮には、12月15日は山の神の祭りというのがありますし、去

年から星の宮便りという広報で、伝統文化を知らせようということ

で、始めました。

　土祭でも1回目、2回目と実施して、「やっぱり瀬戸屋の祭りだっ

た」とか、「町うちの祭りだ」という声もあります。

　星の宮は数が多いにもかかわらず、気持ち的には小貝川よりも

離れてしまっている。土祭なんて全く他人事。「また何かやっている

」、「焼き物だけだろう」と。確かに七井も田野もそういう意識がもの

すごく強かった。町場の中でも城内坂以外の駅周辺とかの人も

「焼き物のイベントだから我々は関係ない」とか聞いている。1回目

のときにだいぶ赤字で議会からも批判が出たが、私は最初から関

わってきて、こんな良い行事なのにもったいない、と思った。全国か

ら人が来て「来年もありますか? また来たい」と喜んで帰ってくれた

ので続けて欲しかった。

　でも外からの評判はいい。ただ地元町民からすると難しい。1回

目の開会は太平神社、2回目は綱神社、3回目は太平神社で開会

式くらいは回ってもいいかも。その地域の人も参加できるし。七井

だったら亀岡八幡宮でもいいし、田野だったら大郷戸周辺でもい

いし。しかし会場を分散するっていうのは難しいね。

(増田| 加藤さんは観光ボランティアもやっているんですよね?)

　村の関係でおもてなしをやっている。

　第1回の土祭のときもキッズガイドの育成とか関わっていた。あ

れは子供たちの評判も良かった。今度は高校生を対象に、夏にガ

イドの講習会をやる予定がある。益子だけでなく郡内の高校にも

呼びかけて参加してもらうような形でやりたい。この前は芳星高校

の他、真岡女子高が1人、茂木高校が1人くらい参加したのかな。

我々は年をとっていくから若い人たちに受け継いでもらいたい思

いもある。土祭を通じて地元のことをよく分かってもらいたい。益子



には文化財とかもたくさんあるからね。

6. 自治会活動と町の活性化

　焼き物と文化財と自然。自治会のことだけでなく益子が好きな

んだよね。だから少しでも益子を良くしたいなと思って。基本的に自

治会を活発にしていくということは、自治会に目を向ける、そして町

にも目を向ける一つのきっかけとなっていく。そのためにまずは自

治会活動を一生懸命やっていこう、と。

　しかし伝統的なことは村方さんに聞かないと分からない。中心

になってやっているのは村方さんだから。

(増田| 村方さんの話は私たちでも聞けますか?)

　一番いいのは財管の委員長をやっている稲見さん。稲見さんが

行事とか詳しい。

　基本的に自分の住んでいるところに誇りを持たないと。愛情を

持たないとダメだよね。

　自治会が活性化すれば町も活性化するし。そうすれば若い人た

ちも住み付くだろうし。他から来た人が観光で見に来るだけでなく、

「住んでみたいな」とか思う人が増えてくれればいい。そのためには、

働く場所も創生していかなければならない。

7. 昔の写真と地名のこと

　1回目の土祭に使った昔の写真があちこちにある。あれはすごく

いいなと思っている。大羽にしても益子にしても写真にして飾るだ

けで「昔のここはこうだった」とか見れる。星の宮でも昔の写真が

あれば大きくして「昔はこうだった」とか目に見える形で残したい。

　七井にしても田野にしても星の宮にしても昔は農家が中心だっ

たから、いろんな流れがあると思う。おそらく昔の写真はたくさん

残っているんじゃないかな。去年も星の宮で「昔の写真があったら

見せてください」と言ったらけっこう出てきた。30年前40年前50年

前はこうだった、とか興味は皆ある。

　この辺はケカチと呼ばれていた。今も登記簿に残っている。ケカ

チというのは人が住めないようなケガレタ荒れ果てた土地というこ

と。今は家が建っているけど、湿地帯だった。奈良時代の日本書紀

にも出てくる言葉で、今も残っている。

だった) 、自治会で出ようということで、そこから地元の交流が始

まり、今でも続いている。第1回の大会からピッチャーとして出て

いる。今でもシニアの方でやっている。その仲間とはソフト以外でも

ゴルフをやったり、現在でも大切な友人だ。子供ができてから育成

会や西小のPTAの関係をやったり、子供を通して結びつくという

形で活動してきた。教員を辞めて地元に恩を返そうということで、

いろいろとボランティアをしてきた。自治会長になって今年で6年目

になる。

(増田| 星の宮は4つ自治会がありますね、その中の代表自治会長

ですか?)

　下は2年交代制で会長が変わりますが、上のほうも任期は2年な

んですが、任期が終わるごとに立候補を募って選挙で決めている。

　元教員の加藤義勝 (かとうよしまさ) さんに、自治会長として立

ち上げた星の宮フェスティバルを始めとする自治会活動や地域の

行事についてお話を伺った。

1. 自治会長になるまで

　益子に来たのは昭和51年。以前は真岡で、出身は神奈川県。就

職のために教員試験を受けた。最初の赴任地が真岡女子高だっ

たので、生活の基盤を真岡に持った。たまたま同僚の先生で益子

の方がいたので、その関係で益子に。益子には住んだけれど、勤務

が真岡なので、地元のことは分からなかった。地元に慣れるには仲

間作りだということで、たまたま真岡女子高でソフトボールの顧問

をやっていたのでソフトボールを始めた。

　益子でソフトボールが始まったときに (その当時は自治会対抗

2. 星の宮フェスティバルと自治会のこと

　星の宮分校があった時には子供たちが少ないので、分校の運

動会を保護者と地域が一体となってやっていた。しかし、昭和56年

に西小ができて分校が閉鎖されてから何の催しもないということ

で、運動会を自分たちでやろうということで運動会を始めた。最初

は分校でやったが、狭いので芳星高校のグラウンドを借りた。1回2

回やったかな、その後いろいろあって西小のグラウンドを借りて

ずっと続けていた。しかしだんだん子供たち少なくなってきて、子

供たちがいない組も出てきた。夏の終わりとか暑いし、時期的なも

のもあってやめるということに。平成20年にやめて、1年間運動会が

なかった。

　そして、私が自治会長になったときに、2年続けてやめたら行事

ができなくなる、ということで行事検討委員会と、規約がなかった

ので規約検討委員会を作った。運動会に代わるものを、ということ

で、文化的な催しをやろうと実行委員会で検討した。「次の年から

」というと2年間空いてしまう、2年間何もやらないで新しい試みを

実施するのは難しい、だったら今年度やろう、ということになり、平

成22年に第1回のフェスティバルを実施した。何も分からないまま

に、組長さんが中心で何とか仕上げてやった。屋外では模擬店を、

室内では展示をやろうと思ったがパネルとか何もないので、町で

借りたりしようとしたが今まで前例がないし、学校で使うしダメ

だった。「なら自分たちで作ろう」とパネルを作って何とか実施する

ことができた。

　規約の方は平成23年から施行ということで、1年かけて作成し、

全世帯に配布した。規約は5年目になる。フェスティバルは6年目に

なる。やるたびに改善点も出てくる。ただ問題なのは組長さんが中

心にやっていたので、組長の交代があると一からやらなくてはいけ

ない。 (組長は1年交代制) そのため、去年から実行委員会もメン

バーを固定してその人たちが中心になって企画運営してもらった。

5回も経験した人もいて、その中からやってくれる人をピックアップ

し、今年は4月から委員会を実施して動き出した。

　規約作成前、役員は自治会長4人と会計だけだった。大きい自

治会だったから他にも役員を作らなければということで、規約で自

治会の副会長4人、書記2人、会計1人の11名の執行部を立ち上げ

た。更に7つの部会、総務部会、環境衛生部会、厚生部会、文化部

会、運動部会、広報部会、公民館運営部会を作った。それぞれの

組長さんは各部会に所属して、自治会の行事とか町の行事に関わ

るようにした。それが平成23年から始まって、かなり下地ができて

きた。執行部はそれぞれの部会に入って今までのことを教えなが

ら活動していく。環境衛生部会は花いっぱい運動とか、ごみステー

ションの管理とか、公民館清掃を月の第1日曜日に各組が回り番

でやる。組は全部で39組あるから、3年に1回ということにはなる。今

年で2巡目に入る。自治会は上1から始まって下2まであり。今は上2

自治会が担当している。

　最初驚いたのが、10年以上公民館に1回も来たことない人がい

る。掃除に来て初めて来たという人が何人もいた。星の宮は大きい

自治会だから選挙権だけでも2,500票もある。しかし、その大部分

が他から来た人だから、地元に興味がない。だから星の宮自治会

は投票率が低い。ここに住んで寝るだけ。仕事は他に行く、という。

もっと自分のいる町や自治会に対して興味関心を持ってもらいた

いと思う。フェスティバルも5年経ってビラも全戸配布しているんだ

けど、未だ知らないという人がいるが、少しづつ認知度は上がって

きている。

(増田| フェスティバルの日にちは固定ですか?)

　最初は10月の土日でやったが、中学校の学校祭とぶつかってし

まった。2年目は11月にした。ところが陶器市とか重なった。3回目か

らは、10月の最終の土日で2日間やることに決めた。

(増田| 具体的なフェスティバルの内容としては模擬店とか?)

　そうですね。分校だったので部屋が3つある。その中で自治会の

作品を展示する。絵とか写真とか手芸品とか工芸品とか焼き物、

盆栽、生け花。だいたい100点くらい出品される。外では、最初は子

供遊び。紙飛行機、輪投げ、風船、バルーンアート。毎年やるものを

工夫しながら。バームクーヘンやってみたり、豚汁やってみたり。お

餅は餅つきをやって食べてもらったり。あとはバザー、野菜の直売

など。2年目からはステージを作って催し物をやってもらおうという

ことで、外に舞台を作った。そうすると、フラダンスとか四つ竹踊り

とか剣舞、語り部。去年は子供たちのダンスとかバンドなど様々な

発表があった。いろいろな芸を持っている人がたくさんいる。外の

ステージは雨が降るとできないから2日間に分けて賑やかにやって

いる。

　消防団の人にお願いをして、消防車の展示・説明してもらったり。

組長さんだけでなくて老人クラブの方、消防団の方、育成会、運動

部。それぞれ部門ごとに協力してもらっている。大変だから1日にし

ろ、という声もあるけど、せっかくやってきたので今年も2日間で実

施する。

(増田| 実行委員長は誰ですか?)

　去年は呉浦さんという人がやった。委員長は実行委員の互選で

決めている。今年は木村さん。木村さんは1回目の組長さんで実行

委員をやってもらっていた。第1回目で実行委員になってもらった

人が中心となってやっている。最初はできるか不安だった。また、ポ

スターは芳星高校の生徒にお願いして作ってもらってきた。また、

高校生の陶芸作品とか美術作品とか絵とか、依頼して出しても

らっている。

　去年は西小の子供たちに作品をお願いして出してもらった。百

何十点と子供たちが出してくれた。1年生から6年生まで。多すぎて

書道の作品は展示できないものもあった。学校の美術展とかは親

は見に行けないけど、地元で開催したら子供の作品が見れた、と

親が喜んでいた。子供たちが来てくれれば親も来るし、おじいちゃ

んおばあちゃんも来るし。

3. 公民館と地域のグループ

　できるだけ公民館を利用してもらおう、ということで毎年記録し

ている。去年は1年間で利用者延べ5,000人を越えた。今までは公

民館の記録簿はあるけれど、人数の記録は取ってなかった。私に

なってからどのくらい活用しているのか、記録を場所と人数とを取

り始めた。去年の統計で5,000人、びっくりした。年々増えてきてい

る。もっと公民館を活用してもらうにはいろいろな主催、事業を兼

ねてやらなくてはならない。今考えているのは、子供たちが学校が

終わって公民館を利用して、本を読んだり勉強したりする場を作ろ

うと思っている。去年初めて受験のために中学生が2日間使って、

これはいいな、もっと活用頻度上げなきゃ、ということで。

　自治会長になって5年目で、使用者が去年1年間に5,000人。老

人クラブの人は週2回ほど、月の初めには除草したり、大会があると

食事したり、会議したり、1回10人ちょっとで利用しますので、毎月

やっていますからそれだけで1,000人くらい。フェスティバルのとき

にはたくさん来ますね。お花見やバーベキューをやったりもできま

す。道具もありますから。

(増田| 彗星会はどんな活動をされてますか?)

　彗星会は青年部です。去年できました。活動の中心となる若い

人たちが必要で、体育祭とかフェスティバルとか必要な時にやって

もらうという形になっています。

(増田| 村方さんとは?)

　村方さんは、もともとここにいる方のグループですね。主に農家

の方です。自治会員の全体からいうと4分の1くらいかな。共有財産

を持っているし、神社や公民館も村方さんが所有している。財産管

理委員会なんかも村方に入ります。

4. お囃子と神輿のこと

　お囃子も星の宮にはあるんです。青年部が中心になって、星の

宮独特の祭りを復活させよう、と。実は神輿もあるんですよ、私が

育成会の係をやっているとき、そのとき運動部が中心となって、文

化庁の助成金が出ることになって、神輿作ろう、ということになった。

地元の大工さんが中心となって、見よう見まねで子供神輿を作っ

て、法被も作って。

　神輿は、星の宮神社から、セブンイレブン、西谷をまわって一回

りしていた。何年間か育成会の子供たち中心で歩いたんですよ。拠

点、拠点にお茶を出したりしながらね。ずっと続いてほしいと思い

ながらも、子供が育成会を離れて、いつの間にか担ぐ子供たちが

いなくなってしまって、しまいには軽トラに神輿を積んで回ったとか。

今どうなっているのかなと思ったら、神輿は倉庫の中に眠ったまま。

盆踊りの時だけ、子供たちが櫓のまわりをまわって、そんな状態が

数年続いてました。

　「これじゃ寂しいな」と、塙も4、5年かけて、祇園に参加するように

なったでしょ。「じゃ、星の宮は独自の祭りをしよう」と、今年は第一

歩で、どういう形でやるか今検討して、できればこれから子供たち

が神輿を担ぐようになるように、と。だから星の宮独特の祭りを復

活させたい、と思っている。

　江戸時代には、星の宮に神輿はあったみたいなんですね。「うど

ん祇園」という話があったんですね。小貝川のほとりに部落があっ

た。昔は洪水、飢饉とか疫病がはやって「神輿のたたりだ」というこ

とで、神輿を川に流した、と。

　ただ、上流の七井の方に流れて、七井の方で下から、お百姓さ

んが肥柄杓を使って引き上げて。七井の祭りの時、神輿の先頭に

肥柄杓が先導したという。以降、星の宮では祭りのときには御馳走

をつくらないで、神輿も担がないで、うどんだけ食べるので「うどん

祇園」、と聞いています。

　神輿を作ったのは、昭和50年代に作ったのか、平成になってか

らか、記録を取ってないのではっきりしない。

　子供の頃の思い出は一生残りますから、そういう行事がないと

かわいそうだということで作ったんです。だから子供たちの祭りを、

できれば今年から復活させたいと思っています。

5. 地域の伝統行事と土祭のこと

　星の宮には、12月15日は山の神の祭りというのがありますし、去

年から星の宮便りという広報で、伝統文化を知らせようということ

で、始めました。

　土祭でも1回目、2回目と実施して、「やっぱり瀬戸屋の祭りだっ

た」とか、「町うちの祭りだ」という声もあります。

　星の宮は数が多いにもかかわらず、気持ち的には小貝川よりも

離れてしまっている。土祭なんて全く他人事。「また何かやっている

」、「焼き物だけだろう」と。確かに七井も田野もそういう意識がもの

すごく強かった。町場の中でも城内坂以外の駅周辺とかの人も

「焼き物のイベントだから我々は関係ない」とか聞いている。1回目

のときにだいぶ赤字で議会からも批判が出たが、私は最初から関

わってきて、こんな良い行事なのにもったいない、と思った。全国か

ら人が来て「来年もありますか? また来たい」と喜んで帰ってくれた

ので続けて欲しかった。

　でも外からの評判はいい。ただ地元町民からすると難しい。1回

目の開会は太平神社、2回目は綱神社、3回目は太平神社で開会

式くらいは回ってもいいかも。その地域の人も参加できるし。七井

だったら亀岡八幡宮でもいいし、田野だったら大郷戸周辺でもい

いし。しかし会場を分散するっていうのは難しいね。

(増田| 加藤さんは観光ボランティアもやっているんですよね?)

　村の関係でおもてなしをやっている。

　第1回の土祭のときもキッズガイドの育成とか関わっていた。あ

れは子供たちの評判も良かった。今度は高校生を対象に、夏にガ

イドの講習会をやる予定がある。益子だけでなく郡内の高校にも

呼びかけて参加してもらうような形でやりたい。この前は芳星高校

の他、真岡女子高が1人、茂木高校が1人くらい参加したのかな。

我々は年をとっていくから若い人たちに受け継いでもらいたい思

いもある。土祭を通じて地元のことをよく分かってもらいたい。益子
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記録: 増田興二 (文責) 、 土祭事務局

には文化財とかもたくさんあるからね。

6. 自治会活動と町の活性化

　焼き物と文化財と自然。自治会のことだけでなく益子が好きな

んだよね。だから少しでも益子を良くしたいなと思って。基本的に自

治会を活発にしていくということは、自治会に目を向ける、そして町

にも目を向ける一つのきっかけとなっていく。そのためにまずは自

治会活動を一生懸命やっていこう、と。

　しかし伝統的なことは村方さんに聞かないと分からない。中心

になってやっているのは村方さんだから。

(増田| 村方さんの話は私たちでも聞けますか?)

　一番いいのは財管の委員長をやっている稲見さん。稲見さんが

行事とか詳しい。

　基本的に自分の住んでいるところに誇りを持たないと。愛情を

持たないとダメだよね。

　自治会が活性化すれば町も活性化するし。そうすれば若い人た

ちも住み付くだろうし。他から来た人が観光で見に来るだけでなく、

「住んでみたいな」とか思う人が増えてくれればいい。そのためには、

働く場所も創生していかなければならない。

7. 昔の写真と地名のこと

　1回目の土祭に使った昔の写真があちこちにある。あれはすごく

いいなと思っている。大羽にしても益子にしても写真にして飾るだ

けで「昔のここはこうだった」とか見れる。星の宮でも昔の写真が

あれば大きくして「昔はこうだった」とか目に見える形で残したい。

　七井にしても田野にしても星の宮にしても昔は農家が中心だっ

たから、いろんな流れがあると思う。おそらく昔の写真はたくさん

残っているんじゃないかな。去年も星の宮で「昔の写真があったら

見せてください」と言ったらけっこう出てきた。30年前40年前50年

前はこうだった、とか興味は皆ある。

　この辺はケカチと呼ばれていた。今も登記簿に残っている。ケカ

チというのは人が住めないようなケガレタ荒れ果てた土地というこ

と。今は家が建っているけど、湿地帯だった。奈良時代の日本書紀

にも出てくる言葉で、今も残っている。

だった) 、自治会で出ようということで、そこから地元の交流が始

まり、今でも続いている。第1回の大会からピッチャーとして出て

いる。今でもシニアの方でやっている。その仲間とはソフト以外でも

ゴルフをやったり、現在でも大切な友人だ。子供ができてから育成

会や西小のPTAの関係をやったり、子供を通して結びつくという

形で活動してきた。教員を辞めて地元に恩を返そうということで、

いろいろとボランティアをしてきた。自治会長になって今年で6年目

になる。

(増田| 星の宮は4つ自治会がありますね、その中の代表自治会長

ですか?)

　下は2年交代制で会長が変わりますが、上のほうも任期は2年な

んですが、任期が終わるごとに立候補を募って選挙で決めている。

　元教員の加藤義勝 (かとうよしまさ) さんに、自治会長として立

ち上げた星の宮フェスティバルを始めとする自治会活動や地域の

行事についてお話を伺った。

1. 自治会長になるまで

　益子に来たのは昭和51年。以前は真岡で、出身は神奈川県。就

職のために教員試験を受けた。最初の赴任地が真岡女子高だっ

たので、生活の基盤を真岡に持った。たまたま同僚の先生で益子

の方がいたので、その関係で益子に。益子には住んだけれど、勤務

が真岡なので、地元のことは分からなかった。地元に慣れるには仲

間作りだということで、たまたま真岡女子高でソフトボールの顧問

をやっていたのでソフトボールを始めた。

　益子でソフトボールが始まったときに (その当時は自治会対抗

2. 星の宮フェスティバルと自治会のこと

　星の宮分校があった時には子供たちが少ないので、分校の運

動会を保護者と地域が一体となってやっていた。しかし、昭和56年

に西小ができて分校が閉鎖されてから何の催しもないということ

で、運動会を自分たちでやろうということで運動会を始めた。最初

は分校でやったが、狭いので芳星高校のグラウンドを借りた。1回2

回やったかな、その後いろいろあって西小のグラウンドを借りて

ずっと続けていた。しかしだんだん子供たち少なくなってきて、子

供たちがいない組も出てきた。夏の終わりとか暑いし、時期的なも

のもあってやめるということに。平成20年にやめて、1年間運動会が

なかった。

　そして、私が自治会長になったときに、2年続けてやめたら行事

ができなくなる、ということで行事検討委員会と、規約がなかった

ので規約検討委員会を作った。運動会に代わるものを、ということ

で、文化的な催しをやろうと実行委員会で検討した。「次の年から

」というと2年間空いてしまう、2年間何もやらないで新しい試みを

実施するのは難しい、だったら今年度やろう、ということになり、平

成22年に第1回のフェスティバルを実施した。何も分からないまま

に、組長さんが中心で何とか仕上げてやった。屋外では模擬店を、

室内では展示をやろうと思ったがパネルとか何もないので、町で

借りたりしようとしたが今まで前例がないし、学校で使うしダメ

だった。「なら自分たちで作ろう」とパネルを作って何とか実施する

ことができた。

　規約の方は平成23年から施行ということで、1年かけて作成し、

全世帯に配布した。規約は5年目になる。フェスティバルは6年目に

なる。やるたびに改善点も出てくる。ただ問題なのは組長さんが中

心にやっていたので、組長の交代があると一からやらなくてはいけ

ない。 (組長は1年交代制) そのため、去年から実行委員会もメン

バーを固定してその人たちが中心になって企画運営してもらった。

5回も経験した人もいて、その中からやってくれる人をピックアップ

し、今年は4月から委員会を実施して動き出した。

　規約作成前、役員は自治会長4人と会計だけだった。大きい自

治会だったから他にも役員を作らなければということで、規約で自

治会の副会長4人、書記2人、会計1人の11名の執行部を立ち上げ

た。更に7つの部会、総務部会、環境衛生部会、厚生部会、文化部

会、運動部会、広報部会、公民館運営部会を作った。それぞれの

組長さんは各部会に所属して、自治会の行事とか町の行事に関わ

るようにした。それが平成23年から始まって、かなり下地ができて

きた。執行部はそれぞれの部会に入って今までのことを教えなが

ら活動していく。環境衛生部会は花いっぱい運動とか、ごみステー

ションの管理とか、公民館清掃を月の第1日曜日に各組が回り番

でやる。組は全部で39組あるから、3年に1回ということにはなる。今

年で2巡目に入る。自治会は上1から始まって下2まであり。今は上2

自治会が担当している。

　最初驚いたのが、10年以上公民館に1回も来たことない人がい

る。掃除に来て初めて来たという人が何人もいた。星の宮は大きい

自治会だから選挙権だけでも2,500票もある。しかし、その大部分

が他から来た人だから、地元に興味がない。だから星の宮自治会

は投票率が低い。ここに住んで寝るだけ。仕事は他に行く、という。

もっと自分のいる町や自治会に対して興味関心を持ってもらいた

いと思う。フェスティバルも5年経ってビラも全戸配布しているんだ

けど、未だ知らないという人がいるが、少しづつ認知度は上がって

きている。

(増田| フェスティバルの日にちは固定ですか?)

　最初は10月の土日でやったが、中学校の学校祭とぶつかってし

まった。2年目は11月にした。ところが陶器市とか重なった。3回目か

らは、10月の最終の土日で2日間やることに決めた。

(増田| 具体的なフェスティバルの内容としては模擬店とか?)

　そうですね。分校だったので部屋が3つある。その中で自治会の

作品を展示する。絵とか写真とか手芸品とか工芸品とか焼き物、

盆栽、生け花。だいたい100点くらい出品される。外では、最初は子

供遊び。紙飛行機、輪投げ、風船、バルーンアート。毎年やるものを

工夫しながら。バームクーヘンやってみたり、豚汁やってみたり。お

餅は餅つきをやって食べてもらったり。あとはバザー、野菜の直売

など。2年目からはステージを作って催し物をやってもらおうという

ことで、外に舞台を作った。そうすると、フラダンスとか四つ竹踊り

とか剣舞、語り部。去年は子供たちのダンスとかバンドなど様々な

発表があった。いろいろな芸を持っている人がたくさんいる。外の

ステージは雨が降るとできないから2日間に分けて賑やかにやって

いる。

　消防団の人にお願いをして、消防車の展示・説明してもらったり。

組長さんだけでなくて老人クラブの方、消防団の方、育成会、運動

部。それぞれ部門ごとに協力してもらっている。大変だから1日にし

ろ、という声もあるけど、せっかくやってきたので今年も2日間で実

施する。

(増田| 実行委員長は誰ですか?)

　去年は呉浦さんという人がやった。委員長は実行委員の互選で

決めている。今年は木村さん。木村さんは1回目の組長さんで実行

委員をやってもらっていた。第1回目で実行委員になってもらった

人が中心となってやっている。最初はできるか不安だった。また、ポ

スターは芳星高校の生徒にお願いして作ってもらってきた。また、

高校生の陶芸作品とか美術作品とか絵とか、依頼して出しても

らっている。

　去年は西小の子供たちに作品をお願いして出してもらった。百

何十点と子供たちが出してくれた。1年生から6年生まで。多すぎて

書道の作品は展示できないものもあった。学校の美術展とかは親

は見に行けないけど、地元で開催したら子供の作品が見れた、と

親が喜んでいた。子供たちが来てくれれば親も来るし、おじいちゃ

んおばあちゃんも来るし。

3. 公民館と地域のグループ

　できるだけ公民館を利用してもらおう、ということで毎年記録し

ている。去年は1年間で利用者延べ5,000人を越えた。今までは公

民館の記録簿はあるけれど、人数の記録は取ってなかった。私に

なってからどのくらい活用しているのか、記録を場所と人数とを取

り始めた。去年の統計で5,000人、びっくりした。年々増えてきてい

る。もっと公民館を活用してもらうにはいろいろな主催、事業を兼

ねてやらなくてはならない。今考えているのは、子供たちが学校が

終わって公民館を利用して、本を読んだり勉強したりする場を作ろ

うと思っている。去年初めて受験のために中学生が2日間使って、

これはいいな、もっと活用頻度上げなきゃ、ということで。

　自治会長になって5年目で、使用者が去年1年間に5,000人。老

人クラブの人は週2回ほど、月の初めには除草したり、大会があると

食事したり、会議したり、1回10人ちょっとで利用しますので、毎月

やっていますからそれだけで1,000人くらい。フェスティバルのとき

にはたくさん来ますね。お花見やバーベキューをやったりもできま

す。道具もありますから。

(増田| 彗星会はどんな活動をされてますか?)

　彗星会は青年部です。去年できました。活動の中心となる若い

人たちが必要で、体育祭とかフェスティバルとか必要な時にやって

もらうという形になっています。

(増田| 村方さんとは?)

　村方さんは、もともとここにいる方のグループですね。主に農家

の方です。自治会員の全体からいうと4分の1くらいかな。共有財産

を持っているし、神社や公民館も村方さんが所有している。財産管

理委員会なんかも村方に入ります。

4. お囃子と神輿のこと

　お囃子も星の宮にはあるんです。青年部が中心になって、星の

宮独特の祭りを復活させよう、と。実は神輿もあるんですよ、私が

育成会の係をやっているとき、そのとき運動部が中心となって、文

化庁の助成金が出ることになって、神輿作ろう、ということになった。

地元の大工さんが中心となって、見よう見まねで子供神輿を作っ

て、法被も作って。

　神輿は、星の宮神社から、セブンイレブン、西谷をまわって一回

りしていた。何年間か育成会の子供たち中心で歩いたんですよ。拠

点、拠点にお茶を出したりしながらね。ずっと続いてほしいと思い

ながらも、子供が育成会を離れて、いつの間にか担ぐ子供たちが

いなくなってしまって、しまいには軽トラに神輿を積んで回ったとか。

今どうなっているのかなと思ったら、神輿は倉庫の中に眠ったまま。

盆踊りの時だけ、子供たちが櫓のまわりをまわって、そんな状態が

数年続いてました。

　「これじゃ寂しいな」と、塙も4、5年かけて、祇園に参加するように

なったでしょ。「じゃ、星の宮は独自の祭りをしよう」と、今年は第一

歩で、どういう形でやるか今検討して、できればこれから子供たち

が神輿を担ぐようになるように、と。だから星の宮独特の祭りを復

活させたい、と思っている。

　江戸時代には、星の宮に神輿はあったみたいなんですね。「うど

ん祇園」という話があったんですね。小貝川のほとりに部落があっ

た。昔は洪水、飢饉とか疫病がはやって「神輿のたたりだ」というこ

とで、神輿を川に流した、と。

　ただ、上流の七井の方に流れて、七井の方で下から、お百姓さ

んが肥柄杓を使って引き上げて。七井の祭りの時、神輿の先頭に

肥柄杓が先導したという。以降、星の宮では祭りのときには御馳走

をつくらないで、神輿も担がないで、うどんだけ食べるので「うどん

祇園」、と聞いています。

　神輿を作ったのは、昭和50年代に作ったのか、平成になってか

らか、記録を取ってないのではっきりしない。

　子供の頃の思い出は一生残りますから、そういう行事がないと

かわいそうだということで作ったんです。だから子供たちの祭りを、

できれば今年から復活させたいと思っています。

5. 地域の伝統行事と土祭のこと

　星の宮には、12月15日は山の神の祭りというのがありますし、去

年から星の宮便りという広報で、伝統文化を知らせようということ

で、始めました。

　土祭でも1回目、2回目と実施して、「やっぱり瀬戸屋の祭りだっ

た」とか、「町うちの祭りだ」という声もあります。

　星の宮は数が多いにもかかわらず、気持ち的には小貝川よりも

離れてしまっている。土祭なんて全く他人事。「また何かやっている

」、「焼き物だけだろう」と。確かに七井も田野もそういう意識がもの

すごく強かった。町場の中でも城内坂以外の駅周辺とかの人も

「焼き物のイベントだから我々は関係ない」とか聞いている。1回目

のときにだいぶ赤字で議会からも批判が出たが、私は最初から関

わってきて、こんな良い行事なのにもったいない、と思った。全国か

ら人が来て「来年もありますか? また来たい」と喜んで帰ってくれた

ので続けて欲しかった。

　でも外からの評判はいい。ただ地元町民からすると難しい。1回

目の開会は太平神社、2回目は綱神社、3回目は太平神社で開会

式くらいは回ってもいいかも。その地域の人も参加できるし。七井

だったら亀岡八幡宮でもいいし、田野だったら大郷戸周辺でもい

いし。しかし会場を分散するっていうのは難しいね。

(増田| 加藤さんは観光ボランティアもやっているんですよね?)

　村の関係でおもてなしをやっている。

　第1回の土祭のときもキッズガイドの育成とか関わっていた。あ

れは子供たちの評判も良かった。今度は高校生を対象に、夏にガ

イドの講習会をやる予定がある。益子だけでなく郡内の高校にも

呼びかけて参加してもらうような形でやりたい。この前は芳星高校

の他、真岡女子高が1人、茂木高校が1人くらい参加したのかな。

我々は年をとっていくから若い人たちに受け継いでもらいたい思

いもある。土祭を通じて地元のことをよく分かってもらいたい。益子
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稲見正明さん

10年変わらない、それとは別に区長がいる。区長は1、2年で変わる。

財産管理委員の名義になっている人が氏子なんですよね。氏子の

人も、あと昨年来た人もあくまでみんな自治会。氏子の人と財産管

理委員の人は、権利があるかないかで分けてあるだけですね。だ

からといって、隔たりはないんだけど。区長は氏子の中で選んでい

る。区長の仕事は、神社関係と財産管理の地代の徴収を行ってい

る。

　星の宮神社は三体の神様。その他合社といって小さい神様が

いる。大杉神社、稲荷神社、愛宕神社と天満宮が合社。本殿の右

側に4つの神様が入っている。一般の人は、こんな神様が祀ってあ

るのは理解できないかもね。

　馬頭尊は、道路の反対にコスギさんという店があって、その脇に

あったんだけど、粗末になるから神社の境内の脇に持って来た。場

　農業を営む稲見正明 (いなみまさあき) さんに、星の宮神社を始

めとする地域の歴史に関することや農業についてお話を伺った。

1. 星の宮神社のこと

　神社の改修をやった時は、建設委員長をやっていたが、その前

はよく分からないんです。屋根潜った時に、明治時代に台風があっ

て大木が倒れ神社が壊れてしまった、その改修した記録が本殿の

中に残っている。神社は大前さんの記録で、鎮座が元禄元年なん

だけど、約790年前ですね。

　星の宮神社も大前神社の管轄になっている。益子町では塙の

春日神社もそうですね。黒い石碑にだいたいの改修のことが書い

てありますね。その時に区長をやっていました。塙と星の宮は         

があり、地代を使って運営をしている。財産管理委員会のトップは
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所は、参道の西側になります。

　二十三夜供養塔は、民俗学の先生で小林さんという人の講演

で聞いたが、男の性教育の誰か立派な人が人を集めて教育した。

十六夜は、女性の性教育の日だったと聞いた。学校とかなかった

からね。ただ、俺らは実際分からないかな。

　例祭は、11月の13日で、12日が前夜祭。12日はみんな集まってお

神酒飲んだり、13日は神主が来て祝詞あげてやるんです。大前神

社の神主さんですね。昔は、15年くらい前までは、氏子の家へ禰宜

様が戸別訪問したんだよね。今では、不在の人が多くなってしまっ

たので、部落の役員の人がお札の代金を集めて大前神社に納め

ているんです。氏子は126、7軒くらいですね。昔は個別に全部集め

ていた。車なんてない時は自転車で集めて、区長さんのところとか

でご飯なんかもよばれていた。私のおじちゃんなんかもやっており、

夜はお金の勘定なんかもしていた。

　財産管理委員会の方で、鳥居と記念碑は作ったんだよね。向拝

幕 (こうはいまく) 、拝殿にかける紫の幕。ドウタンは垣根になって

いるやつ。紫陽花は参道にあるやつ。神鏡と金の幣束、鈴は本殿の

中に入っている。公民館の入り口に、司法書士の事務所、薄羽事

務所があったんだけど、その人が神鏡をあげて。狛犬一対と大き

い灯籠一対と小さい灯籠を12個あげてくれたんだ。

　矢板市の県民の森で全国植樹祭をやった時があった。その時、

神社の境内に植樹した。改修記念の時は、神社の裏手の方を植

樹したので、計2回にわたって行った。元々、松の木があったが、あ

の頃から松喰い虫とかでやられた。それまであった大木は戦時中

とかに切ってしまったんだよね。

2. 山の神と不動尊

　例祭の他に、12月15日、「やまのかみ」というお祭りをやっている。

部落の当番制役員6人でやっている。公民館の東側に塚がありま

すが、神様が古くなってしまって俺が役員の時に作り直した。その

時、大前神社に魂を入れてもらったんだ。

(増田| 12月15日の「やまのかみ」っていうのは、字は、ただの山に

神ですか?)

　そうだね。昔は、山を大事にして祀っていたんだよね。益子の新

町にも「山の神」ってあるでしょう。昔は、山の神にお参りしてから

木を伐採してたんでしょうね。

(増田| 公民館の敷地内じゃなくて、ちょっと山手の方にあるんで

すか?)

　小高い塚になってるんだわ。

　公民館入り口にある不動尊も地元で例祭をやっている。本当は

8月27日だが、今は育成会主催の盆踊りに合わせて行っている。そ

こに地元の人がお参りに行っている。部落の当番がやっているの

は、主にそれだけ。不動尊も6人の当番でやっている。当番は氏子

だけで、1年毎に6人ずつ時計回りに回る。

3. タツ街道と中村街道

(増田| 昔、星の宮神社の北側もそうですが、タツ街道って聞いた

んですが?)

　この前の道路も、タツ街道だった時代がある。今は西谷 (にしや) 

食堂の方になっているが。今の4号線と同じだからね、タツ街道は

奥州街道だから。元は宇都宮の市内通っていたのが、東の方にバ

イパスなんか通っているけど。ここは大きな川はなく、橋がないから

ずーっと行ってたんだろうね。

(今井| どこからどこまでというイメージってありますか? 東北の方

まで通じていたのでしょうが、どこが起点だったんでしょう?)

　今のタツ街道は、294号線で、福島の白河の方に行っているわけ

だよね。時代によって変わったみたいだね。今のタツ街道は、西谷

食堂の前から市貝を抜けて、芳賀町に行っている。今は、道路拡張

で取ってしまったが、小杉商店の前あたりに、御影石でできた三角

点があった。だから、それは地図に載っているから海抜何メートル

まで出てるわけだよね。

(今井| タツ街道の名前の由来は? 「たつ」っていうのは?)

　十二支の辰じゃないかな。うちの親戚の田野のおじちゃんも

言ってたけど、星の宮神社の前の通りが、タツ街道の時代があっ

た。だから、塙とか星の宮には旅館みたいな屋号がある。宿場だっ

たみたいだね。「なかのや」「かしわや」、塙のお寺あたりにもそんな

屋号がある。旅館というか、たぶん泊まって飯食えるくらいのもの

だろうけど。十一屋 (じゅういちや) っていうのは、酒屋に多いよね。

益子の柳さんも十一屋で酒屋さん。

(今井| 聞いた話では、タツ街道は鎌倉に行くための道だったとい

うことですが…)

　それは、県とかでもう調べてあるんじゃないの?

(今井| いろんな説があるみたいで…)

　いざ、鎌倉ってやつだね。

(増田| 先日、星の宮地区を歩いて回ったんですよ。小杉商店の手

前もそうですが、細い道がけっこう入り組んでありますよね。ちょっ

とゆがんで交差していたり、そういった道を地区の方は農道として

使っていたんですか?)

　そうだね。農道というか、もっと立派な道もあったんだけど、もう

なくなっちゃったね。昔から由緒ある道もあったんだけどね。清水

から、風戸、中村に行く道で、中村街道ってあったんだよ。弁天池

から山を突っ切ってファミコンショップヒーローの脇を通って、今

は高校になってしまった所を通って、風戸の方まで行く道があった。 

それを中村街道といった。今は、道筋はほんのりあるけど、高校の

敷地になってしまったからね。

4. 郷倉とケカチ遺跡

　星の宮公民館の敷地内に、郷倉があった。もう解体しちゃった

けど、もう20年くらいになるかな。分校の教室として使っていたこと

もあるんだ。俺ら入学した時はそこに入った。今の公民館の庭の真

ん中にあったね。元々倉だからそんなに広くなくて、改造して、教室

として使っていた。

　昔は、個人個人は裕福じゃなかったから、米とか種籾を保管し

て、困った時には配布していたみたいだね。種籾まで食べちゃった

人には、田植え前に籾を貸して、利息っていうのでもないけど、一

升借りたら二升返すみたいなことをして、維持管理していたみたい

だね。それは、塙にも星の宮にもあった。元々、星の宮と塙は一緒

だったからね。星の宮の郷倉にも塙の人の名前も書いてあったし、

だから土地改良やった時に共有地が出てきちゃって、全然相続し

ていないからそのままになっちゃってるんだけどね。そういう土地

が、塙地内にもいくらかある。

　塙と星の宮と清水の一部も、塙の時代があったみたいだね。塙

村っていうのは、益子村、大羽村と合併して益子村になった。そう

いうことは益子町史に書いてあるよね。

　星の宮というところは、けっこう歴史がある。益子だって前方後

円墳なんてあるところないもんね。今は高校の敷地になっているが、

今でも残っている。益子で前方後円墳があるのは、星の宮と益子

中学校の東あたり、忘れちゃったけど北郷谷 (きたごや) あたりに

なるのかな?

　高校敷地の発掘調査をした時に、朝鮮の方から来たという銀の

スプーンが出てきたんだよね。ただ、俺がスコップでガチャンとやっ

ちゃったんだけど、それは栃木県で初めて発見されたものだった。

現在、それは県の博物館に保管されている。だから縄文時代にこ

のあたりと朝鮮が交流していたことは、間違いない事実だね。古墳

の中は、盗掘されて何もなかったみたいだね。

　俺の話は本当かどうか不確かなところもあるから、本当は80歳く

らいの人が集まって話せれば一番いいんだよね。大正生まれの人

がいればいいんだけどね。もうなくなっちゃってるし。昭和初めの人

も減ったね。自治会長もこの星の宮の歴史を記録に残すべ、なん

て言っているけど、なかなか。今の若い人たちは親が子守りしてる

けど、俺らの頃は、親じゃなくて、ひいじいちゃんひいばあちゃんが

子守りしていたから、ひいばあちゃんたちから聞いた話をいくらか

覚えてるんだよね。いまはおじいちゃんの子守りもあんまりないも

んね、小さい頃から保育所や幼稚園行っちゃって。

5. 農業と土地改良

(今井| 稲見さんは今おいくつ?)

　俺は昭和20年生まれ。ちょうど70歳。

(今井| 昔からこのあたりで農業を?)

　そうだね、代々農業だね。

(今井| 作物はずっと同じもの?)

　いろいろあった、昔は田んぼと、ここらもタバコなんかも基幹作

物の時代あったからね。田んぼだけはずっとつくってる。昭和38～

39年頃から夏秋 (かしゅう) トマトなんていくらかつくってきた、露

地トマト。それに引き替えてタバコがこの辺では衰退しちゃった。そ

れから今度は夏秋ナスをつくって、一部の人がイチゴなんかつくり

始まってそれに流れてる。イチゴは新しい。今でもナスはつくってる

けどトマトはやめちゃった。益子でもトマトなんかはもっと伸びるべ

きだったんだけど、組合長がタバコオンリーだったもんでダメだっ

た。何だかんだ言ったって、つい最近までは益子の基幹作物とい

えばタバコだった、今は少なくなっちゃったけど。

(今井|トマトを始めたりナスを始めたりしたのは農協が中心になっ

て?)

　地元の人が中心になって始めた。あの頃は清原だとかあっちの

方がトマト有名だったからね、個人的に押しかけていって勉強して

きた、それで黙っていられないんで農協で支援してくれるように

なった。自分らで市場を開拓してね。市場は江東市場と築地、自分

たちで行って、最後は農協でやってくれたけどね。とにかく夏秋トマ

トは清原あたりだの市貝あたりが盛んだったんだよね、そこに益子

が入ってきて。だんだん産地ってのは病気でダメになっちゃうんだ

よね、それでやめちゃった。

(今井| 土地改良は地元の人たちが?)

　機運が高まって、役場にとりあえずお願いして。7年ぐらい前に話

が始まって、メイン工事は今年終えたんだね。

(今井| 事業主体としては土地改良区を設立して?)

　星の宮でやっぺ、ということで独自にやると事務員さんとか必要

なんで、益子の土地改良に混ぜてもらった。益子の土地改良って

のは、全部合併したわけだよね、大羽も七井の北部・西部も田野

の方もみんな一緒になって。

(今井| 土地改良で事業をした場所は?)

　小貝川沿川だね。リズム時計の下からずっと塙の鉄橋の下まで、

それと北益子と北中の一部ね。

6. 分校と閑空院

(増田| 星の宮の分校は、昔はもう少し南側にあったんですか?)

　分校は今までのところだね、敷地狭いんで隣の家の農地を少し

分けてもらって部落の共有地を代替にくれたりなんかしてて、あれ

だけの広さにしてきた。最終的には分校が廃校になって、一応名

義は役場のものだったから、役場からこっちにもらって、部落の土

地を役場に返したり、交換分合なんかやって、高校の敷地だとか

もあったからね。何回も交換やったからね、あんまり金銭のやり取

りはしないでね。分校の沿革は役場の教育委員会に残っている。

(今井| 元々分校のあったところは部落の共有地?)

　部落じゃなくて個人のところが多かったみたい。あの頃けっこう

地主が寄付するだとか、そういうことでやったんじゃないかな。そこ

に不動院というお寺もあった。お寺はなくなっちゃって、お墓の一

部と不動尊を星の宮でお参りしている、なくしちゃうわけにいかな

いから。分校の入り口にある。

(増田| 入り口の左側にお墓ありますよね?)

　それも不動院の墓場。東 (あずま) さんが不動院の住職の時代

があったんだって、先祖が。昔はそちこちに小さいお寺がいっぱい

あったみたい。

(今井| お寺はこのあたりに他にはないですか?)

　ここに閑空院がある。お祭りというのはないな、お施餓鬼とかは

やってるけど、お盆前に。それはどこのお寺でもやってるんじゃない

の。

(増田| 小学生を対象にした座禅会は?)

　夏休みの入りの10日ぐらいやってる。これも歴史は古い、先代の

坊様の頃からやってる。50年ぐらいはやってるんじゃないのかな。

参禅会やって、それからラジオ体操に行く。

7. 星の宮と北斗七星

(増田| 星の宮の地名の由来は?)

　星の宮は、北斗七星が由来。北斗七星をあがめたんだろうね。

栃木県では、鬼怒川沿川に「星の宮神社」が多く、上三川、石橋、

市貝、芳賀町にもある。

 大前神社の宮司の話だけど、ここの星の宮神社の本殿は県内で

二番目に立派なものとのことで、県や町の文化財にならないのは

おかしいと宮司は怒っていた。本当に、ここの本殿は立派なものだ

よ。

(今井| 北斗七星には何かの意味が?)

　北斗七星は目立つ星だったし、徳川家康が祀ったのも江戸から

北斗七星の方角、日光はね、そこに祀った。昔は目立つ星だし、立

派な星だったんじゃないのかな。江戸から北斗七星は全く日光の

方面。そこの閑空院も上の名前は星宮山 (せいきゅうざん) という。

だから神社の「星の宮」と地区の名前を取ってあるんだろうね。

(今井| もともと神社の名前が先にあった?)

　歴史が全然違う、神社は約790年も前の話だし、閑空院できた

のは400年ぐらい前、大阪夏の陣の頃らしい。その頃には「星の宮」

という地名があったんだろうね。

　大前さんからバリキかけられてるんだわ。あと10年経ったら800

年祭を大々的にやらなければならない。2025年に実施する。鎮座

800年だから切れ目の年なんだろう。上三川町に白鷺神社がある。

何年か前に1200年祭だった。立派な人が12ｍの剣を作って奉納

した。

8. 営農組合と水のこと

　麦は今、私と星の宮集落営農組合でしか作っていない。何年か

前から国から指定を受けた認定農家じゃないと麦を作れなくなっ

ちゃった。補助金の関係で。昔は、2反、3反と作れた。組合は、今年

の1月から法人化された。営農組合は、米も作っている。あとは、に

んじん、なすも作っている。

(今井| 農家から畑を借りているのですか?)

　今以上農業をできないから土地を委託したい、という人が出て

くるので。集落営農では、地元のために水稲苗を生産して、安く

売っている。星の宮営農組合は大したもんなんだわ。全戸参加だ

から。農家で94戸だっけかな。よその地区は任意でやっている。

(今井| 西谷の農地は弁天池から水を引いている?)

　そうだね。

(今井| 弁天池は自然の溜池?)

　人工の池じゃないの?

(今井| どこからか水を引いている?)

　元々は、だんだんと溜まってきた水を利用していたんだけど、そ

れだと今は足らないので、今はいろいろあって、市の堀の分水で二

の堀というのがある。あまり大きい声では言えないが、その余った

水を使わせてもらっている。123号線の下をパイプ通して、弁天池

まで送っている。二の堀っていうのは、赤羽だとか、田中、大和田の

人がつくっている。タツ街道途中に高徳花火があるでしょ。あの辺

の農地が二の堀の沿線の農地なんだよね。あの水がずっと鴻の宿 

(こうのしゅく、市貝町) の123号線の上まで来ている。その余った水

をこっちであげさせてもらっている。

　赤羽の水利組合から水をもらう約束なんかも、昔はお互いに利

口だったんだぺよね。秋彼岸から春彼岸までは水を取っても良い

ですよ、っていう契約なんだよ。いらない時だよね。やらないとは言

わないけども、やるとも言わないグレーの話なんだっぺよね。そうい

う契約書あるんだよ。大正時代に結んだやつね。それを契約更新

して、やってもらってんだけど。市の堀は鬼怒川の佐貫観音 (塩谷

町) から来ている。

(今井| 大正時代までは自然のもので?)

　今の123号線のやつだったり、素掘りだけどもトンネルで持って

きていた。それが落盤したりして使えなくなったりした。15年ぐらい

前かな。塩ビ管入れたんだ。昔からあったんだよ。ようやく人が

這っていけるようなトンネル。そして、ところどころへ土を上げる穴

があった。昔はロウソク頼りで穴掘ったんだ、と聞いたことがある。

水欲しいために、かなり大胆なことやったんだね。

　



10年変わらない、それとは別に区長がいる。区長は1、2年で変わる。

財産管理委員の名義になっている人が氏子なんですよね。氏子の

人も、あと昨年来た人もあくまでみんな自治会。氏子の人と財産管

理委員の人は、権利があるかないかで分けてあるだけですね。だ

からといって、隔たりはないんだけど。区長は氏子の中で選んでい

る。区長の仕事は、神社関係と財産管理の地代の徴収を行ってい

る。

　星の宮神社は三体の神様。その他合社といって小さい神様が

いる。大杉神社、稲荷神社、愛宕神社と天満宮が合社。本殿の右

側に4つの神様が入っている。一般の人は、こんな神様が祀ってあ

るのは理解できないかもね。

　馬頭尊は、道路の反対にコスギさんという店があって、その脇に

あったんだけど、粗末になるから神社の境内の脇に持って来た。場

　農業を営む稲見正明 (いなみまさあき) さんに、星の宮神社を始

めとする地域の歴史に関することや農業についてお話を伺った。

1. 星の宮神社のこと

　神社の改修をやった時は、建設委員長をやっていたが、その前

はよく分からないんです。屋根潜った時に、明治時代に台風があっ

て大木が倒れ神社が壊れてしまった、その改修した記録が本殿の

中に残っている。神社は大前さんの記録で、鎮座が元禄元年なん

だけど、約790年前ですね。

　星の宮神社も大前神社の管轄になっている。益子町では塙の

春日神社もそうですね。黒い石碑にだいたいの改修のことが書い

てありますね。その時に区長をやっていました。塙と星の宮は         

があり、地代を使って運営をしている。財産管理委員会のトップは

所は、参道の西側になります。

　二十三夜供養塔は、民俗学の先生で小林さんという人の講演

で聞いたが、男の性教育の誰か立派な人が人を集めて教育した。

十六夜は、女性の性教育の日だったと聞いた。学校とかなかった

からね。ただ、俺らは実際分からないかな。

　例祭は、11月の13日で、12日が前夜祭。12日はみんな集まってお

神酒飲んだり、13日は神主が来て祝詞あげてやるんです。大前神

社の神主さんですね。昔は、15年くらい前までは、氏子の家へ禰宜

様が戸別訪問したんだよね。今では、不在の人が多くなってしまっ

たので、部落の役員の人がお札の代金を集めて大前神社に納め

ているんです。氏子は126、7軒くらいですね。昔は個別に全部集め

ていた。車なんてない時は自転車で集めて、区長さんのところとか

でご飯なんかもよばれていた。私のおじちゃんなんかもやっており、

夜はお金の勘定なんかもしていた。

　財産管理委員会の方で、鳥居と記念碑は作ったんだよね。向拝

幕 (こうはいまく) 、拝殿にかける紫の幕。ドウタンは垣根になって

いるやつ。紫陽花は参道にあるやつ。神鏡と金の幣束、鈴は本殿の

中に入っている。公民館の入り口に、司法書士の事務所、薄羽事

務所があったんだけど、その人が神鏡をあげて。狛犬一対と大き

い灯籠一対と小さい灯籠を12個あげてくれたんだ。

　矢板市の県民の森で全国植樹祭をやった時があった。その時、

神社の境内に植樹した。改修記念の時は、神社の裏手の方を植

樹したので、計2回にわたって行った。元々、松の木があったが、あ

の頃から松喰い虫とかでやられた。それまであった大木は戦時中

とかに切ってしまったんだよね。

2. 山の神と不動尊

　例祭の他に、12月15日、「やまのかみ」というお祭りをやっている。

部落の当番制役員6人でやっている。公民館の東側に塚がありま

すが、神様が古くなってしまって俺が役員の時に作り直した。その

時、大前神社に魂を入れてもらったんだ。

(増田| 12月15日の「やまのかみ」っていうのは、字は、ただの山に

神ですか?)

　そうだね。昔は、山を大事にして祀っていたんだよね。益子の新

町にも「山の神」ってあるでしょう。昔は、山の神にお参りしてから

木を伐採してたんでしょうね。

(増田| 公民館の敷地内じゃなくて、ちょっと山手の方にあるんで

すか?)

　小高い塚になってるんだわ。

　公民館入り口にある不動尊も地元で例祭をやっている。本当は

8月27日だが、今は育成会主催の盆踊りに合わせて行っている。そ

こに地元の人がお参りに行っている。部落の当番がやっているの

は、主にそれだけ。不動尊も6人の当番でやっている。当番は氏子

だけで、1年毎に6人ずつ時計回りに回る。

3. タツ街道と中村街道

(増田| 昔、星の宮神社の北側もそうですが、タツ街道って聞いた

んですが?)

　この前の道路も、タツ街道だった時代がある。今は西谷 (にしや) 

食堂の方になっているが。今の4号線と同じだからね、タツ街道は

奥州街道だから。元は宇都宮の市内通っていたのが、東の方にバ

イパスなんか通っているけど。ここは大きな川はなく、橋がないから

ずーっと行ってたんだろうね。

(今井| どこからどこまでというイメージってありますか? 東北の方

まで通じていたのでしょうが、どこが起点だったんでしょう?)

　今のタツ街道は、294号線で、福島の白河の方に行っているわけ

だよね。時代によって変わったみたいだね。今のタツ街道は、西谷

食堂の前から市貝を抜けて、芳賀町に行っている。今は、道路拡張

で取ってしまったが、小杉商店の前あたりに、御影石でできた三角

点があった。だから、それは地図に載っているから海抜何メートル

まで出てるわけだよね。

(今井| タツ街道の名前の由来は? 「たつ」っていうのは?)

　十二支の辰じゃないかな。うちの親戚の田野のおじちゃんも

言ってたけど、星の宮神社の前の通りが、タツ街道の時代があっ

た。だから、塙とか星の宮には旅館みたいな屋号がある。宿場だっ

たみたいだね。「なかのや」「かしわや」、塙のお寺あたりにもそんな

屋号がある。旅館というか、たぶん泊まって飯食えるくらいのもの

だろうけど。十一屋 (じゅういちや) っていうのは、酒屋に多いよね。

益子の柳さんも十一屋で酒屋さん。

(今井| 聞いた話では、タツ街道は鎌倉に行くための道だったとい

うことですが…)

　それは、県とかでもう調べてあるんじゃないの?

(今井| いろんな説があるみたいで…)

　いざ、鎌倉ってやつだね。

(増田| 先日、星の宮地区を歩いて回ったんですよ。小杉商店の手

前もそうですが、細い道がけっこう入り組んでありますよね。ちょっ

とゆがんで交差していたり、そういった道を地区の方は農道として

使っていたんですか?)

　そうだね。農道というか、もっと立派な道もあったんだけど、もう

なくなっちゃったね。昔から由緒ある道もあったんだけどね。清水

から、風戸、中村に行く道で、中村街道ってあったんだよ。弁天池

から山を突っ切ってファミコンショップヒーローの脇を通って、今

は高校になってしまった所を通って、風戸の方まで行く道があった。 

それを中村街道といった。今は、道筋はほんのりあるけど、高校の

敷地になってしまったからね。

4. 郷倉とケカチ遺跡

　星の宮公民館の敷地内に、郷倉があった。もう解体しちゃった

けど、もう20年くらいになるかな。分校の教室として使っていたこと

もあるんだ。俺ら入学した時はそこに入った。今の公民館の庭の真

ん中にあったね。元々倉だからそんなに広くなくて、改造して、教室

として使っていた。

　昔は、個人個人は裕福じゃなかったから、米とか種籾を保管し

て、困った時には配布していたみたいだね。種籾まで食べちゃった

人には、田植え前に籾を貸して、利息っていうのでもないけど、一

升借りたら二升返すみたいなことをして、維持管理していたみたい

だね。それは、塙にも星の宮にもあった。元々、星の宮と塙は一緒

だったからね。星の宮の郷倉にも塙の人の名前も書いてあったし、

だから土地改良やった時に共有地が出てきちゃって、全然相続し

ていないからそのままになっちゃってるんだけどね。そういう土地

が、塙地内にもいくらかある。

　塙と星の宮と清水の一部も、塙の時代があったみたいだね。塙

村っていうのは、益子村、大羽村と合併して益子村になった。そう

いうことは益子町史に書いてあるよね。

　星の宮というところは、けっこう歴史がある。益子だって前方後

円墳なんてあるところないもんね。今は高校の敷地になっているが、

今でも残っている。益子で前方後円墳があるのは、星の宮と益子

中学校の東あたり、忘れちゃったけど北郷谷 (きたごや) あたりに

なるのかな?

　高校敷地の発掘調査をした時に、朝鮮の方から来たという銀の

スプーンが出てきたんだよね。ただ、俺がスコップでガチャンとやっ

ちゃったんだけど、それは栃木県で初めて発見されたものだった。

現在、それは県の博物館に保管されている。だから縄文時代にこ

のあたりと朝鮮が交流していたことは、間違いない事実だね。古墳

の中は、盗掘されて何もなかったみたいだね。

　俺の話は本当かどうか不確かなところもあるから、本当は80歳く

らいの人が集まって話せれば一番いいんだよね。大正生まれの人

がいればいいんだけどね。もうなくなっちゃってるし。昭和初めの人

も減ったね。自治会長もこの星の宮の歴史を記録に残すべ、なん

て言っているけど、なかなか。今の若い人たちは親が子守りしてる

けど、俺らの頃は、親じゃなくて、ひいじいちゃんひいばあちゃんが

子守りしていたから、ひいばあちゃんたちから聞いた話をいくらか

覚えてるんだよね。いまはおじいちゃんの子守りもあんまりないも

んね、小さい頃から保育所や幼稚園行っちゃって。

5. 農業と土地改良

(今井| 稲見さんは今おいくつ?)

　俺は昭和20年生まれ。ちょうど70歳。

(今井| 昔からこのあたりで農業を?)

　そうだね、代々農業だね。

(今井| 作物はずっと同じもの?)

　いろいろあった、昔は田んぼと、ここらもタバコなんかも基幹作

物の時代あったからね。田んぼだけはずっとつくってる。昭和38～

39年頃から夏秋 (かしゅう) トマトなんていくらかつくってきた、露

地トマト。それに引き替えてタバコがこの辺では衰退しちゃった。そ

れから今度は夏秋ナスをつくって、一部の人がイチゴなんかつくり

始まってそれに流れてる。イチゴは新しい。今でもナスはつくってる

けどトマトはやめちゃった。益子でもトマトなんかはもっと伸びるべ

きだったんだけど、組合長がタバコオンリーだったもんでダメだっ

た。何だかんだ言ったって、つい最近までは益子の基幹作物とい

えばタバコだった、今は少なくなっちゃったけど。

(今井|トマトを始めたりナスを始めたりしたのは農協が中心になっ

て?)

　地元の人が中心になって始めた。あの頃は清原だとかあっちの

方がトマト有名だったからね、個人的に押しかけていって勉強して

きた、それで黙っていられないんで農協で支援してくれるように

なった。自分らで市場を開拓してね。市場は江東市場と築地、自分

たちで行って、最後は農協でやってくれたけどね。とにかく夏秋トマ

トは清原あたりだの市貝あたりが盛んだったんだよね、そこに益子

が入ってきて。だんだん産地ってのは病気でダメになっちゃうんだ

よね、それでやめちゃった。

(今井| 土地改良は地元の人たちが?)

　機運が高まって、役場にとりあえずお願いして。7年ぐらい前に話

が始まって、メイン工事は今年終えたんだね。

(今井| 事業主体としては土地改良区を設立して?)

　星の宮でやっぺ、ということで独自にやると事務員さんとか必要

なんで、益子の土地改良に混ぜてもらった。益子の土地改良って

のは、全部合併したわけだよね、大羽も七井の北部・西部も田野

の方もみんな一緒になって。

(今井| 土地改良で事業をした場所は?)

　小貝川沿川だね。リズム時計の下からずっと塙の鉄橋の下まで、

それと北益子と北中の一部ね。

6. 分校と閑空院

(増田| 星の宮の分校は、昔はもう少し南側にあったんですか?)

　分校は今までのところだね、敷地狭いんで隣の家の農地を少し

分けてもらって部落の共有地を代替にくれたりなんかしてて、あれ

だけの広さにしてきた。最終的には分校が廃校になって、一応名

義は役場のものだったから、役場からこっちにもらって、部落の土

地を役場に返したり、交換分合なんかやって、高校の敷地だとか

もあったからね。何回も交換やったからね、あんまり金銭のやり取

りはしないでね。分校の沿革は役場の教育委員会に残っている。

(今井| 元々分校のあったところは部落の共有地?)

　部落じゃなくて個人のところが多かったみたい。あの頃けっこう

地主が寄付するだとか、そういうことでやったんじゃないかな。そこ

に不動院というお寺もあった。お寺はなくなっちゃって、お墓の一

部と不動尊を星の宮でお参りしている、なくしちゃうわけにいかな

いから。分校の入り口にある。

(増田| 入り口の左側にお墓ありますよね?)

　それも不動院の墓場。東 (あずま) さんが不動院の住職の時代

があったんだって、先祖が。昔はそちこちに小さいお寺がいっぱい

あったみたい。

(今井| お寺はこのあたりに他にはないですか?)

　ここに閑空院がある。お祭りというのはないな、お施餓鬼とかは

やってるけど、お盆前に。それはどこのお寺でもやってるんじゃない

の。

(増田| 小学生を対象にした座禅会は?)

　夏休みの入りの10日ぐらいやってる。これも歴史は古い、先代の

坊様の頃からやってる。50年ぐらいはやってるんじゃないのかな。

参禅会やって、それからラジオ体操に行く。

7. 星の宮と北斗七星

(増田| 星の宮の地名の由来は?)

　星の宮は、北斗七星が由来。北斗七星をあがめたんだろうね。

栃木県では、鬼怒川沿川に「星の宮神社」が多く、上三川、石橋、

市貝、芳賀町にもある。

 大前神社の宮司の話だけど、ここの星の宮神社の本殿は県内で

二番目に立派なものとのことで、県や町の文化財にならないのは

おかしいと宮司は怒っていた。本当に、ここの本殿は立派なものだ

よ。

(今井| 北斗七星には何かの意味が?)

　北斗七星は目立つ星だったし、徳川家康が祀ったのも江戸から

北斗七星の方角、日光はね、そこに祀った。昔は目立つ星だし、立

派な星だったんじゃないのかな。江戸から北斗七星は全く日光の

方面。そこの閑空院も上の名前は星宮山 (せいきゅうざん) という。

だから神社の「星の宮」と地区の名前を取ってあるんだろうね。

(今井| もともと神社の名前が先にあった?)

　歴史が全然違う、神社は約790年も前の話だし、閑空院できた

のは400年ぐらい前、大阪夏の陣の頃らしい。その頃には「星の宮」

という地名があったんだろうね。

　大前さんからバリキかけられてるんだわ。あと10年経ったら800

年祭を大々的にやらなければならない。2025年に実施する。鎮座

800年だから切れ目の年なんだろう。上三川町に白鷺神社がある。

何年か前に1200年祭だった。立派な人が12ｍの剣を作って奉納

した。

8. 営農組合と水のこと

　麦は今、私と星の宮集落営農組合でしか作っていない。何年か

前から国から指定を受けた認定農家じゃないと麦を作れなくなっ

ちゃった。補助金の関係で。昔は、2反、3反と作れた。組合は、今年

の1月から法人化された。営農組合は、米も作っている。あとは、に

んじん、なすも作っている。

(今井| 農家から畑を借りているのですか?)

　今以上農業をできないから土地を委託したい、という人が出て

くるので。集落営農では、地元のために水稲苗を生産して、安く

売っている。星の宮営農組合は大したもんなんだわ。全戸参加だ

から。農家で94戸だっけかな。よその地区は任意でやっている。

(今井| 西谷の農地は弁天池から水を引いている?)

　そうだね。

(今井| 弁天池は自然の溜池?)

　人工の池じゃないの?

(今井| どこからか水を引いている?)

　元々は、だんだんと溜まってきた水を利用していたんだけど、そ

れだと今は足らないので、今はいろいろあって、市の堀の分水で二

の堀というのがある。あまり大きい声では言えないが、その余った

水を使わせてもらっている。123号線の下をパイプ通して、弁天池

まで送っている。二の堀っていうのは、赤羽だとか、田中、大和田の

人がつくっている。タツ街道途中に高徳花火があるでしょ。あの辺

の農地が二の堀の沿線の農地なんだよね。あの水がずっと鴻の宿 

(こうのしゅく、市貝町) の123号線の上まで来ている。その余った水

をこっちであげさせてもらっている。

　赤羽の水利組合から水をもらう約束なんかも、昔はお互いに利

口だったんだぺよね。秋彼岸から春彼岸までは水を取っても良い

ですよ、っていう契約なんだよ。いらない時だよね。やらないとは言

わないけども、やるとも言わないグレーの話なんだっぺよね。そうい

う契約書あるんだよ。大正時代に結んだやつね。それを契約更新

して、やってもらってんだけど。市の堀は鬼怒川の佐貫観音 (塩谷

町) から来ている。

(今井| 大正時代までは自然のもので?)

　今の123号線のやつだったり、素掘りだけどもトンネルで持って

きていた。それが落盤したりして使えなくなったりした。15年ぐらい

前かな。塩ビ管入れたんだ。昔からあったんだよ。ようやく人が
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這っていけるようなトンネル。そして、ところどころへ土を上げる穴

があった。昔はロウソク頼りで穴掘ったんだ、と聞いたことがある。

水欲しいために、かなり大胆なことやったんだね。

　



10年変わらない、それとは別に区長がいる。区長は1、2年で変わる。

財産管理委員の名義になっている人が氏子なんですよね。氏子の

人も、あと昨年来た人もあくまでみんな自治会。氏子の人と財産管

理委員の人は、権利があるかないかで分けてあるだけですね。だ

からといって、隔たりはないんだけど。区長は氏子の中で選んでい

る。区長の仕事は、神社関係と財産管理の地代の徴収を行ってい

る。

　星の宮神社は三体の神様。その他合社といって小さい神様が

いる。大杉神社、稲荷神社、愛宕神社と天満宮が合社。本殿の右

側に4つの神様が入っている。一般の人は、こんな神様が祀ってあ

るのは理解できないかもね。

　馬頭尊は、道路の反対にコスギさんという店があって、その脇に

あったんだけど、粗末になるから神社の境内の脇に持って来た。場

　農業を営む稲見正明 (いなみまさあき) さんに、星の宮神社を始

めとする地域の歴史に関することや農業についてお話を伺った。

1. 星の宮神社のこと

　神社の改修をやった時は、建設委員長をやっていたが、その前

はよく分からないんです。屋根潜った時に、明治時代に台風があっ

て大木が倒れ神社が壊れてしまった、その改修した記録が本殿の

中に残っている。神社は大前さんの記録で、鎮座が元禄元年なん

だけど、約790年前ですね。

　星の宮神社も大前神社の管轄になっている。益子町では塙の

春日神社もそうですね。黒い石碑にだいたいの改修のことが書い

てありますね。その時に区長をやっていました。塙と星の宮は         

があり、地代を使って運営をしている。財産管理委員会のトップは

所は、参道の西側になります。

　二十三夜供養塔は、民俗学の先生で小林さんという人の講演

で聞いたが、男の性教育の誰か立派な人が人を集めて教育した。

十六夜は、女性の性教育の日だったと聞いた。学校とかなかった

からね。ただ、俺らは実際分からないかな。

　例祭は、11月の13日で、12日が前夜祭。12日はみんな集まってお

神酒飲んだり、13日は神主が来て祝詞あげてやるんです。大前神

社の神主さんですね。昔は、15年くらい前までは、氏子の家へ禰宜

様が戸別訪問したんだよね。今では、不在の人が多くなってしまっ

たので、部落の役員の人がお札の代金を集めて大前神社に納め

ているんです。氏子は126、7軒くらいですね。昔は個別に全部集め

ていた。車なんてない時は自転車で集めて、区長さんのところとか

でご飯なんかもよばれていた。私のおじちゃんなんかもやっており、

夜はお金の勘定なんかもしていた。

　財産管理委員会の方で、鳥居と記念碑は作ったんだよね。向拝

幕 (こうはいまく) 、拝殿にかける紫の幕。ドウタンは垣根になって

いるやつ。紫陽花は参道にあるやつ。神鏡と金の幣束、鈴は本殿の

中に入っている。公民館の入り口に、司法書士の事務所、薄羽事

務所があったんだけど、その人が神鏡をあげて。狛犬一対と大き

い灯籠一対と小さい灯籠を12個あげてくれたんだ。

　矢板市の県民の森で全国植樹祭をやった時があった。その時、

神社の境内に植樹した。改修記念の時は、神社の裏手の方を植

樹したので、計2回にわたって行った。元々、松の木があったが、あ

の頃から松喰い虫とかでやられた。それまであった大木は戦時中

とかに切ってしまったんだよね。

2. 山の神と不動尊

　例祭の他に、12月15日、「やまのかみ」というお祭りをやっている。

部落の当番制役員6人でやっている。公民館の東側に塚がありま

すが、神様が古くなってしまって俺が役員の時に作り直した。その

時、大前神社に魂を入れてもらったんだ。

(増田| 12月15日の「やまのかみ」っていうのは、字は、ただの山に

神ですか?)

　そうだね。昔は、山を大事にして祀っていたんだよね。益子の新

町にも「山の神」ってあるでしょう。昔は、山の神にお参りしてから

木を伐採してたんでしょうね。

(増田| 公民館の敷地内じゃなくて、ちょっと山手の方にあるんで

すか?)

　小高い塚になってるんだわ。

　公民館入り口にある不動尊も地元で例祭をやっている。本当は

8月27日だが、今は育成会主催の盆踊りに合わせて行っている。そ

こに地元の人がお参りに行っている。部落の当番がやっているの

は、主にそれだけ。不動尊も6人の当番でやっている。当番は氏子

だけで、1年毎に6人ずつ時計回りに回る。

3. タツ街道と中村街道

(増田| 昔、星の宮神社の北側もそうですが、タツ街道って聞いた

んですが?)

　この前の道路も、タツ街道だった時代がある。今は西谷 (にしや) 

食堂の方になっているが。今の4号線と同じだからね、タツ街道は

奥州街道だから。元は宇都宮の市内通っていたのが、東の方にバ

イパスなんか通っているけど。ここは大きな川はなく、橋がないから

ずーっと行ってたんだろうね。

(今井| どこからどこまでというイメージってありますか? 東北の方

まで通じていたのでしょうが、どこが起点だったんでしょう?)

　今のタツ街道は、294号線で、福島の白河の方に行っているわけ

だよね。時代によって変わったみたいだね。今のタツ街道は、西谷

食堂の前から市貝を抜けて、芳賀町に行っている。今は、道路拡張

で取ってしまったが、小杉商店の前あたりに、御影石でできた三角

点があった。だから、それは地図に載っているから海抜何メートル

まで出てるわけだよね。

(今井| タツ街道の名前の由来は? 「たつ」っていうのは?)

　十二支の辰じゃないかな。うちの親戚の田野のおじちゃんも

言ってたけど、星の宮神社の前の通りが、タツ街道の時代があっ

た。だから、塙とか星の宮には旅館みたいな屋号がある。宿場だっ

たみたいだね。「なかのや」「かしわや」、塙のお寺あたりにもそんな

屋号がある。旅館というか、たぶん泊まって飯食えるくらいのもの

だろうけど。十一屋 (じゅういちや) っていうのは、酒屋に多いよね。

益子の柳さんも十一屋で酒屋さん。

(今井| 聞いた話では、タツ街道は鎌倉に行くための道だったとい

うことですが…)

　それは、県とかでもう調べてあるんじゃないの?
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(今井| いろんな説があるみたいで…)

　いざ、鎌倉ってやつだね。

(増田| 先日、星の宮地区を歩いて回ったんですよ。小杉商店の手

前もそうですが、細い道がけっこう入り組んでありますよね。ちょっ

とゆがんで交差していたり、そういった道を地区の方は農道として

使っていたんですか?)

　そうだね。農道というか、もっと立派な道もあったんだけど、もう

なくなっちゃったね。昔から由緒ある道もあったんだけどね。清水

から、風戸、中村に行く道で、中村街道ってあったんだよ。弁天池

から山を突っ切ってファミコンショップヒーローの脇を通って、今

は高校になってしまった所を通って、風戸の方まで行く道があった。 

それを中村街道といった。今は、道筋はほんのりあるけど、高校の

敷地になってしまったからね。

4. 郷倉とケカチ遺跡

　星の宮公民館の敷地内に、郷倉があった。もう解体しちゃった

けど、もう20年くらいになるかな。分校の教室として使っていたこと

もあるんだ。俺ら入学した時はそこに入った。今の公民館の庭の真

ん中にあったね。元々倉だからそんなに広くなくて、改造して、教室

として使っていた。

　昔は、個人個人は裕福じゃなかったから、米とか種籾を保管し

て、困った時には配布していたみたいだね。種籾まで食べちゃった

人には、田植え前に籾を貸して、利息っていうのでもないけど、一

升借りたら二升返すみたいなことをして、維持管理していたみたい

だね。それは、塙にも星の宮にもあった。元々、星の宮と塙は一緒

だったからね。星の宮の郷倉にも塙の人の名前も書いてあったし、

だから土地改良やった時に共有地が出てきちゃって、全然相続し

ていないからそのままになっちゃってるんだけどね。そういう土地

が、塙地内にもいくらかある。

　塙と星の宮と清水の一部も、塙の時代があったみたいだね。塙

村っていうのは、益子村、大羽村と合併して益子村になった。そう

いうことは益子町史に書いてあるよね。

　星の宮というところは、けっこう歴史がある。益子だって前方後

円墳なんてあるところないもんね。今は高校の敷地になっているが、

今でも残っている。益子で前方後円墳があるのは、星の宮と益子

中学校の東あたり、忘れちゃったけど北郷谷 (きたごや) あたりに

なるのかな?

　高校敷地の発掘調査をした時に、朝鮮の方から来たという銀の

スプーンが出てきたんだよね。ただ、俺がスコップでガチャンとやっ

ちゃったんだけど、それは栃木県で初めて発見されたものだった。

現在、それは県の博物館に保管されている。だから縄文時代にこ

のあたりと朝鮮が交流していたことは、間違いない事実だね。古墳

の中は、盗掘されて何もなかったみたいだね。

　俺の話は本当かどうか不確かなところもあるから、本当は80歳く

らいの人が集まって話せれば一番いいんだよね。大正生まれの人

がいればいいんだけどね。もうなくなっちゃってるし。昭和初めの人

も減ったね。自治会長もこの星の宮の歴史を記録に残すべ、なん

て言っているけど、なかなか。今の若い人たちは親が子守りしてる

けど、俺らの頃は、親じゃなくて、ひいじいちゃんひいばあちゃんが

子守りしていたから、ひいばあちゃんたちから聞いた話をいくらか

覚えてるんだよね。いまはおじいちゃんの子守りもあんまりないも

んね、小さい頃から保育所や幼稚園行っちゃって。

5. 農業と土地改良

(今井| 稲見さんは今おいくつ?)

　俺は昭和20年生まれ。ちょうど70歳。

(今井| 昔からこのあたりで農業を?)

　そうだね、代々農業だね。

(今井| 作物はずっと同じもの?)

　いろいろあった、昔は田んぼと、ここらもタバコなんかも基幹作

物の時代あったからね。田んぼだけはずっとつくってる。昭和38～

39年頃から夏秋 (かしゅう) トマトなんていくらかつくってきた、露

地トマト。それに引き替えてタバコがこの辺では衰退しちゃった。そ

れから今度は夏秋ナスをつくって、一部の人がイチゴなんかつくり

始まってそれに流れてる。イチゴは新しい。今でもナスはつくってる

けどトマトはやめちゃった。益子でもトマトなんかはもっと伸びるべ

きだったんだけど、組合長がタバコオンリーだったもんでダメだっ

た。何だかんだ言ったって、つい最近までは益子の基幹作物とい

えばタバコだった、今は少なくなっちゃったけど。

(今井|トマトを始めたりナスを始めたりしたのは農協が中心になっ

て?)

　地元の人が中心になって始めた。あの頃は清原だとかあっちの

方がトマト有名だったからね、個人的に押しかけていって勉強して

きた、それで黙っていられないんで農協で支援してくれるように

なった。自分らで市場を開拓してね。市場は江東市場と築地、自分

たちで行って、最後は農協でやってくれたけどね。とにかく夏秋トマ

トは清原あたりだの市貝あたりが盛んだったんだよね、そこに益子

が入ってきて。だんだん産地ってのは病気でダメになっちゃうんだ

よね、それでやめちゃった。

(今井| 土地改良は地元の人たちが?)

　機運が高まって、役場にとりあえずお願いして。7年ぐらい前に話

が始まって、メイン工事は今年終えたんだね。

(今井| 事業主体としては土地改良区を設立して?)

　星の宮でやっぺ、ということで独自にやると事務員さんとか必要

なんで、益子の土地改良に混ぜてもらった。益子の土地改良って

のは、全部合併したわけだよね、大羽も七井の北部・西部も田野

の方もみんな一緒になって。

(今井| 土地改良で事業をした場所は?)

　小貝川沿川だね。リズム時計の下からずっと塙の鉄橋の下まで、

それと北益子と北中の一部ね。

6. 分校と閑空院

(増田| 星の宮の分校は、昔はもう少し南側にあったんですか?)

　分校は今までのところだね、敷地狭いんで隣の家の農地を少し

分けてもらって部落の共有地を代替にくれたりなんかしてて、あれ

だけの広さにしてきた。最終的には分校が廃校になって、一応名

義は役場のものだったから、役場からこっちにもらって、部落の土

地を役場に返したり、交換分合なんかやって、高校の敷地だとか

もあったからね。何回も交換やったからね、あんまり金銭のやり取

りはしないでね。分校の沿革は役場の教育委員会に残っている。

(今井| 元々分校のあったところは部落の共有地?)

　部落じゃなくて個人のところが多かったみたい。あの頃けっこう

地主が寄付するだとか、そういうことでやったんじゃないかな。そこ

に不動院というお寺もあった。お寺はなくなっちゃって、お墓の一

部と不動尊を星の宮でお参りしている、なくしちゃうわけにいかな

いから。分校の入り口にある。

(増田| 入り口の左側にお墓ありますよね?)

　それも不動院の墓場。東 (あずま) さんが不動院の住職の時代

があったんだって、先祖が。昔はそちこちに小さいお寺がいっぱい

あったみたい。

(今井| お寺はこのあたりに他にはないですか?)

　ここに閑空院がある。お祭りというのはないな、お施餓鬼とかは

やってるけど、お盆前に。それはどこのお寺でもやってるんじゃない

の。

(増田| 小学生を対象にした座禅会は?)

　夏休みの入りの10日ぐらいやってる。これも歴史は古い、先代の

坊様の頃からやってる。50年ぐらいはやってるんじゃないのかな。

参禅会やって、それからラジオ体操に行く。

7. 星の宮と北斗七星

(増田| 星の宮の地名の由来は?)

　星の宮は、北斗七星が由来。北斗七星をあがめたんだろうね。

栃木県では、鬼怒川沿川に「星の宮神社」が多く、上三川、石橋、

市貝、芳賀町にもある。

 大前神社の宮司の話だけど、ここの星の宮神社の本殿は県内で

二番目に立派なものとのことで、県や町の文化財にならないのは

おかしいと宮司は怒っていた。本当に、ここの本殿は立派なものだ

よ。

(今井| 北斗七星には何かの意味が?)

　北斗七星は目立つ星だったし、徳川家康が祀ったのも江戸から

北斗七星の方角、日光はね、そこに祀った。昔は目立つ星だし、立

派な星だったんじゃないのかな。江戸から北斗七星は全く日光の

方面。そこの閑空院も上の名前は星宮山 (せいきゅうざん) という。

だから神社の「星の宮」と地区の名前を取ってあるんだろうね。

(今井| もともと神社の名前が先にあった?)

　歴史が全然違う、神社は約790年も前の話だし、閑空院できた

のは400年ぐらい前、大阪夏の陣の頃らしい。その頃には「星の宮」

という地名があったんだろうね。

　大前さんからバリキかけられてるんだわ。あと10年経ったら800

年祭を大々的にやらなければならない。2025年に実施する。鎮座

800年だから切れ目の年なんだろう。上三川町に白鷺神社がある。

何年か前に1200年祭だった。立派な人が12ｍの剣を作って奉納

した。

8. 営農組合と水のこと

　麦は今、私と星の宮集落営農組合でしか作っていない。何年か

前から国から指定を受けた認定農家じゃないと麦を作れなくなっ

ちゃった。補助金の関係で。昔は、2反、3反と作れた。組合は、今年

の1月から法人化された。営農組合は、米も作っている。あとは、に

んじん、なすも作っている。

(今井| 農家から畑を借りているのですか?)

　今以上農業をできないから土地を委託したい、という人が出て

くるので。集落営農では、地元のために水稲苗を生産して、安く

売っている。星の宮営農組合は大したもんなんだわ。全戸参加だ

から。農家で94戸だっけかな。よその地区は任意でやっている。

(今井| 西谷の農地は弁天池から水を引いている?)

　そうだね。

(今井| 弁天池は自然の溜池?)

　人工の池じゃないの?

(今井| どこからか水を引いている?)

　元々は、だんだんと溜まってきた水を利用していたんだけど、そ

れだと今は足らないので、今はいろいろあって、市の堀の分水で二

の堀というのがある。あまり大きい声では言えないが、その余った

水を使わせてもらっている。123号線の下をパイプ通して、弁天池

まで送っている。二の堀っていうのは、赤羽だとか、田中、大和田の

人がつくっている。タツ街道途中に高徳花火があるでしょ。あの辺

の農地が二の堀の沿線の農地なんだよね。あの水がずっと鴻の宿 

(こうのしゅく、市貝町) の123号線の上まで来ている。その余った水

をこっちであげさせてもらっている。

　赤羽の水利組合から水をもらう約束なんかも、昔はお互いに利

口だったんだぺよね。秋彼岸から春彼岸までは水を取っても良い

ですよ、っていう契約なんだよ。いらない時だよね。やらないとは言

わないけども、やるとも言わないグレーの話なんだっぺよね。そうい

う契約書あるんだよ。大正時代に結んだやつね。それを契約更新

して、やってもらってんだけど。市の堀は鬼怒川の佐貫観音 (塩谷

町) から来ている。

(今井| 大正時代までは自然のもので?)

　今の123号線のやつだったり、素掘りだけどもトンネルで持って

きていた。それが落盤したりして使えなくなったりした。15年ぐらい

前かな。塩ビ管入れたんだ。昔からあったんだよ。ようやく人が

這っていけるようなトンネル。そして、ところどころへ土を上げる穴

があった。昔はロウソク頼りで穴掘ったんだ、と聞いたことがある。

水欲しいために、かなり大胆なことやったんだね。

　



10年変わらない、それとは別に区長がいる。区長は1、2年で変わる。

財産管理委員の名義になっている人が氏子なんですよね。氏子の

人も、あと昨年来た人もあくまでみんな自治会。氏子の人と財産管

理委員の人は、権利があるかないかで分けてあるだけですね。だ

からといって、隔たりはないんだけど。区長は氏子の中で選んでい

る。区長の仕事は、神社関係と財産管理の地代の徴収を行ってい

る。

　星の宮神社は三体の神様。その他合社といって小さい神様が

いる。大杉神社、稲荷神社、愛宕神社と天満宮が合社。本殿の右

側に4つの神様が入っている。一般の人は、こんな神様が祀ってあ

るのは理解できないかもね。

　馬頭尊は、道路の反対にコスギさんという店があって、その脇に

あったんだけど、粗末になるから神社の境内の脇に持って来た。場

　農業を営む稲見正明 (いなみまさあき) さんに、星の宮神社を始

めとする地域の歴史に関することや農業についてお話を伺った。

1. 星の宮神社のこと

　神社の改修をやった時は、建設委員長をやっていたが、その前

はよく分からないんです。屋根潜った時に、明治時代に台風があっ

て大木が倒れ神社が壊れてしまった、その改修した記録が本殿の

中に残っている。神社は大前さんの記録で、鎮座が元禄元年なん

だけど、約790年前ですね。

　星の宮神社も大前神社の管轄になっている。益子町では塙の

春日神社もそうですね。黒い石碑にだいたいの改修のことが書い

てありますね。その時に区長をやっていました。塙と星の宮は         

があり、地代を使って運営をしている。財産管理委員会のトップは

所は、参道の西側になります。

　二十三夜供養塔は、民俗学の先生で小林さんという人の講演

で聞いたが、男の性教育の誰か立派な人が人を集めて教育した。

十六夜は、女性の性教育の日だったと聞いた。学校とかなかった

からね。ただ、俺らは実際分からないかな。

　例祭は、11月の13日で、12日が前夜祭。12日はみんな集まってお

神酒飲んだり、13日は神主が来て祝詞あげてやるんです。大前神

社の神主さんですね。昔は、15年くらい前までは、氏子の家へ禰宜

様が戸別訪問したんだよね。今では、不在の人が多くなってしまっ

たので、部落の役員の人がお札の代金を集めて大前神社に納め

ているんです。氏子は126、7軒くらいですね。昔は個別に全部集め

ていた。車なんてない時は自転車で集めて、区長さんのところとか

でご飯なんかもよばれていた。私のおじちゃんなんかもやっており、

夜はお金の勘定なんかもしていた。

　財産管理委員会の方で、鳥居と記念碑は作ったんだよね。向拝

幕 (こうはいまく) 、拝殿にかける紫の幕。ドウタンは垣根になって

いるやつ。紫陽花は参道にあるやつ。神鏡と金の幣束、鈴は本殿の

中に入っている。公民館の入り口に、司法書士の事務所、薄羽事

務所があったんだけど、その人が神鏡をあげて。狛犬一対と大き

い灯籠一対と小さい灯籠を12個あげてくれたんだ。

　矢板市の県民の森で全国植樹祭をやった時があった。その時、

神社の境内に植樹した。改修記念の時は、神社の裏手の方を植

樹したので、計2回にわたって行った。元々、松の木があったが、あ

の頃から松喰い虫とかでやられた。それまであった大木は戦時中

とかに切ってしまったんだよね。

2. 山の神と不動尊

　例祭の他に、12月15日、「やまのかみ」というお祭りをやっている。

部落の当番制役員6人でやっている。公民館の東側に塚がありま

すが、神様が古くなってしまって俺が役員の時に作り直した。その

時、大前神社に魂を入れてもらったんだ。

(増田| 12月15日の「やまのかみ」っていうのは、字は、ただの山に

神ですか?)

　そうだね。昔は、山を大事にして祀っていたんだよね。益子の新

町にも「山の神」ってあるでしょう。昔は、山の神にお参りしてから

木を伐採してたんでしょうね。

(増田| 公民館の敷地内じゃなくて、ちょっと山手の方にあるんで

すか?)

　小高い塚になってるんだわ。

　公民館入り口にある不動尊も地元で例祭をやっている。本当は

8月27日だが、今は育成会主催の盆踊りに合わせて行っている。そ

こに地元の人がお参りに行っている。部落の当番がやっているの

は、主にそれだけ。不動尊も6人の当番でやっている。当番は氏子

だけで、1年毎に6人ずつ時計回りに回る。

3. タツ街道と中村街道

(増田| 昔、星の宮神社の北側もそうですが、タツ街道って聞いた

んですが?)

　この前の道路も、タツ街道だった時代がある。今は西谷 (にしや) 

食堂の方になっているが。今の4号線と同じだからね、タツ街道は

奥州街道だから。元は宇都宮の市内通っていたのが、東の方にバ

イパスなんか通っているけど。ここは大きな川はなく、橋がないから

ずーっと行ってたんだろうね。

(今井| どこからどこまでというイメージってありますか? 東北の方

まで通じていたのでしょうが、どこが起点だったんでしょう?)

　今のタツ街道は、294号線で、福島の白河の方に行っているわけ

だよね。時代によって変わったみたいだね。今のタツ街道は、西谷

食堂の前から市貝を抜けて、芳賀町に行っている。今は、道路拡張

で取ってしまったが、小杉商店の前あたりに、御影石でできた三角

点があった。だから、それは地図に載っているから海抜何メートル

まで出てるわけだよね。

(今井| タツ街道の名前の由来は? 「たつ」っていうのは?)

　十二支の辰じゃないかな。うちの親戚の田野のおじちゃんも

言ってたけど、星の宮神社の前の通りが、タツ街道の時代があっ

た。だから、塙とか星の宮には旅館みたいな屋号がある。宿場だっ

たみたいだね。「なかのや」「かしわや」、塙のお寺あたりにもそんな

屋号がある。旅館というか、たぶん泊まって飯食えるくらいのもの

だろうけど。十一屋 (じゅういちや) っていうのは、酒屋に多いよね。

益子の柳さんも十一屋で酒屋さん。

(今井| 聞いた話では、タツ街道は鎌倉に行くための道だったとい

うことですが…)

　それは、県とかでもう調べてあるんじゃないの?

(今井| いろんな説があるみたいで…)

　いざ、鎌倉ってやつだね。

(増田| 先日、星の宮地区を歩いて回ったんですよ。小杉商店の手

前もそうですが、細い道がけっこう入り組んでありますよね。ちょっ

とゆがんで交差していたり、そういった道を地区の方は農道として

使っていたんですか?)

　そうだね。農道というか、もっと立派な道もあったんだけど、もう

なくなっちゃったね。昔から由緒ある道もあったんだけどね。清水

から、風戸、中村に行く道で、中村街道ってあったんだよ。弁天池

から山を突っ切ってファミコンショップヒーローの脇を通って、今

は高校になってしまった所を通って、風戸の方まで行く道があった。 

それを中村街道といった。今は、道筋はほんのりあるけど、高校の

敷地になってしまったからね。

4. 郷倉とケカチ遺跡

　星の宮公民館の敷地内に、郷倉があった。もう解体しちゃった

けど、もう20年くらいになるかな。分校の教室として使っていたこと

もあるんだ。俺ら入学した時はそこに入った。今の公民館の庭の真

ん中にあったね。元々倉だからそんなに広くなくて、改造して、教室

として使っていた。

　昔は、個人個人は裕福じゃなかったから、米とか種籾を保管し

て、困った時には配布していたみたいだね。種籾まで食べちゃった

人には、田植え前に籾を貸して、利息っていうのでもないけど、一

升借りたら二升返すみたいなことをして、維持管理していたみたい

だね。それは、塙にも星の宮にもあった。元々、星の宮と塙は一緒

だったからね。星の宮の郷倉にも塙の人の名前も書いてあったし、

だから土地改良やった時に共有地が出てきちゃって、全然相続し

ていないからそのままになっちゃってるんだけどね。そういう土地

が、塙地内にもいくらかある。

　塙と星の宮と清水の一部も、塙の時代があったみたいだね。塙

村っていうのは、益子村、大羽村と合併して益子村になった。そう

いうことは益子町史に書いてあるよね。

　星の宮というところは、けっこう歴史がある。益子だって前方後

円墳なんてあるところないもんね。今は高校の敷地になっているが、

今でも残っている。益子で前方後円墳があるのは、星の宮と益子

中学校の東あたり、忘れちゃったけど北郷谷 (きたごや) あたりに

なるのかな?

　高校敷地の発掘調査をした時に、朝鮮の方から来たという銀の

スプーンが出てきたんだよね。ただ、俺がスコップでガチャンとやっ

ちゃったんだけど、それは栃木県で初めて発見されたものだった。

現在、それは県の博物館に保管されている。だから縄文時代にこ

のあたりと朝鮮が交流していたことは、間違いない事実だね。古墳

の中は、盗掘されて何もなかったみたいだね。

　俺の話は本当かどうか不確かなところもあるから、本当は80歳く

らいの人が集まって話せれば一番いいんだよね。大正生まれの人

がいればいいんだけどね。もうなくなっちゃってるし。昭和初めの人

も減ったね。自治会長もこの星の宮の歴史を記録に残すべ、なん

て言っているけど、なかなか。今の若い人たちは親が子守りしてる

けど、俺らの頃は、親じゃなくて、ひいじいちゃんひいばあちゃんが

子守りしていたから、ひいばあちゃんたちから聞いた話をいくらか

覚えてるんだよね。いまはおじいちゃんの子守りもあんまりないも

んね、小さい頃から保育所や幼稚園行っちゃって。

5. 農業と土地改良

(今井| 稲見さんは今おいくつ?)

　俺は昭和20年生まれ。ちょうど70歳。

(今井| 昔からこのあたりで農業を?)

　そうだね、代々農業だね。

(今井| 作物はずっと同じもの?)

　いろいろあった、昔は田んぼと、ここらもタバコなんかも基幹作

物の時代あったからね。田んぼだけはずっとつくってる。昭和38～

39年頃から夏秋 (かしゅう) トマトなんていくらかつくってきた、露

地トマト。それに引き替えてタバコがこの辺では衰退しちゃった。そ

れから今度は夏秋ナスをつくって、一部の人がイチゴなんかつくり

始まってそれに流れてる。イチゴは新しい。今でもナスはつくってる

けどトマトはやめちゃった。益子でもトマトなんかはもっと伸びるべ

きだったんだけど、組合長がタバコオンリーだったもんでダメだっ

た。何だかんだ言ったって、つい最近までは益子の基幹作物とい

えばタバコだった、今は少なくなっちゃったけど。

(今井|トマトを始めたりナスを始めたりしたのは農協が中心になっ

て?)

　地元の人が中心になって始めた。あの頃は清原だとかあっちの

方がトマト有名だったからね、個人的に押しかけていって勉強して

きた、それで黙っていられないんで農協で支援してくれるように

なった。自分らで市場を開拓してね。市場は江東市場と築地、自分

たちで行って、最後は農協でやってくれたけどね。とにかく夏秋トマ

トは清原あたりだの市貝あたりが盛んだったんだよね、そこに益子

が入ってきて。だんだん産地ってのは病気でダメになっちゃうんだ

よね、それでやめちゃった。

(今井| 土地改良は地元の人たちが?)

　機運が高まって、役場にとりあえずお願いして。7年ぐらい前に話

が始まって、メイン工事は今年終えたんだね。

(今井| 事業主体としては土地改良区を設立して?)

　星の宮でやっぺ、ということで独自にやると事務員さんとか必要

なんで、益子の土地改良に混ぜてもらった。益子の土地改良って

のは、全部合併したわけだよね、大羽も七井の北部・西部も田野

の方もみんな一緒になって。

(今井| 土地改良で事業をした場所は?)

　小貝川沿川だね。リズム時計の下からずっと塙の鉄橋の下まで、

それと北益子と北中の一部ね。

6. 分校と閑空院

(増田| 星の宮の分校は、昔はもう少し南側にあったんですか?)

　分校は今までのところだね、敷地狭いんで隣の家の農地を少し

分けてもらって部落の共有地を代替にくれたりなんかしてて、あれ

だけの広さにしてきた。最終的には分校が廃校になって、一応名

義は役場のものだったから、役場からこっちにもらって、部落の土

地を役場に返したり、交換分合なんかやって、高校の敷地だとか

もあったからね。何回も交換やったからね、あんまり金銭のやり取

りはしないでね。分校の沿革は役場の教育委員会に残っている。

(今井| 元々分校のあったところは部落の共有地?)

　部落じゃなくて個人のところが多かったみたい。あの頃けっこう

地主が寄付するだとか、そういうことでやったんじゃないかな。そこ

に不動院というお寺もあった。お寺はなくなっちゃって、お墓の一

部と不動尊を星の宮でお参りしている、なくしちゃうわけにいかな

いから。分校の入り口にある。

(増田| 入り口の左側にお墓ありますよね?)

　それも不動院の墓場。東 (あずま) さんが不動院の住職の時代

があったんだって、先祖が。昔はそちこちに小さいお寺がいっぱい

あったみたい。

(今井| お寺はこのあたりに他にはないですか?)

　ここに閑空院がある。お祭りというのはないな、お施餓鬼とかは

やってるけど、お盆前に。それはどこのお寺でもやってるんじゃない

の。

(増田| 小学生を対象にした座禅会は?)

　夏休みの入りの10日ぐらいやってる。これも歴史は古い、先代の

坊様の頃からやってる。50年ぐらいはやってるんじゃないのかな。

参禅会やって、それからラジオ体操に行く。

7. 星の宮と北斗七星

(増田| 星の宮の地名の由来は?)

　星の宮は、北斗七星が由来。北斗七星をあがめたんだろうね。

栃木県では、鬼怒川沿川に「星の宮神社」が多く、上三川、石橋、

市貝、芳賀町にもある。

 大前神社の宮司の話だけど、ここの星の宮神社の本殿は県内で

二番目に立派なものとのことで、県や町の文化財にならないのは

おかしいと宮司は怒っていた。本当に、ここの本殿は立派なものだ

よ。

(今井| 北斗七星には何かの意味が?)

　北斗七星は目立つ星だったし、徳川家康が祀ったのも江戸から

北斗七星の方角、日光はね、そこに祀った。昔は目立つ星だし、立

派な星だったんじゃないのかな。江戸から北斗七星は全く日光の

方面。そこの閑空院も上の名前は星宮山 (せいきゅうざん) という。

だから神社の「星の宮」と地区の名前を取ってあるんだろうね。

(今井| もともと神社の名前が先にあった?)

　歴史が全然違う、神社は約790年も前の話だし、閑空院できた

のは400年ぐらい前、大阪夏の陣の頃らしい。その頃には「星の宮」

という地名があったんだろうね。

　大前さんからバリキかけられてるんだわ。あと10年経ったら800

年祭を大々的にやらなければならない。2025年に実施する。鎮座

800年だから切れ目の年なんだろう。上三川町に白鷺神社がある。

何年か前に1200年祭だった。立派な人が12ｍの剣を作って奉納

した。

8. 営農組合と水のこと

　麦は今、私と星の宮集落営農組合でしか作っていない。何年か

前から国から指定を受けた認定農家じゃないと麦を作れなくなっ

ちゃった。補助金の関係で。昔は、2反、3反と作れた。組合は、今年

の1月から法人化された。営農組合は、米も作っている。あとは、に

んじん、なすも作っている。

(今井| 農家から畑を借りているのですか?)

　今以上農業をできないから土地を委託したい、という人が出て

くるので。集落営農では、地元のために水稲苗を生産して、安く

売っている。星の宮営農組合は大したもんなんだわ。全戸参加だ

から。農家で94戸だっけかな。よその地区は任意でやっている。

(今井| 西谷の農地は弁天池から水を引いている?)

　そうだね。

(今井| 弁天池は自然の溜池?)

　人工の池じゃないの?

(今井| どこからか水を引いている?)

　元々は、だんだんと溜まってきた水を利用していたんだけど、そ

れだと今は足らないので、今はいろいろあって、市の堀の分水で二

の堀というのがある。あまり大きい声では言えないが、その余った

水を使わせてもらっている。123号線の下をパイプ通して、弁天池

まで送っている。二の堀っていうのは、赤羽だとか、田中、大和田の

人がつくっている。タツ街道途中に高徳花火があるでしょ。あの辺

の農地が二の堀の沿線の農地なんだよね。あの水がずっと鴻の宿 

(こうのしゅく、市貝町) の123号線の上まで来ている。その余った水

をこっちであげさせてもらっている。

　赤羽の水利組合から水をもらう約束なんかも、昔はお互いに利

口だったんだぺよね。秋彼岸から春彼岸までは水を取っても良い

ですよ、っていう契約なんだよ。いらない時だよね。やらないとは言

わないけども、やるとも言わないグレーの話なんだっぺよね。そうい

う契約書あるんだよ。大正時代に結んだやつね。それを契約更新

して、やってもらってんだけど。市の堀は鬼怒川の佐貫観音 (塩谷

町) から来ている。

(今井| 大正時代までは自然のもので?)

　今の123号線のやつだったり、素掘りだけどもトンネルで持って

きていた。それが落盤したりして使えなくなったりした。15年ぐらい

前かな。塩ビ管入れたんだ。昔からあったんだよ。ようやく人が

13 - 84

這っていけるようなトンネル。そして、ところどころへ土を上げる穴

があった。昔はロウソク頼りで穴掘ったんだ、と聞いたことがある。

水欲しいために、かなり大胆なことやったんだね。

　



記録: 増田興二 (文責) 、 土祭事務局

10年変わらない、それとは別に区長がいる。区長は1、2年で変わる。

財産管理委員の名義になっている人が氏子なんですよね。氏子の

人も、あと昨年来た人もあくまでみんな自治会。氏子の人と財産管

理委員の人は、権利があるかないかで分けてあるだけですね。だ

からといって、隔たりはないんだけど。区長は氏子の中で選んでい

る。区長の仕事は、神社関係と財産管理の地代の徴収を行ってい

る。

　星の宮神社は三体の神様。その他合社といって小さい神様が

いる。大杉神社、稲荷神社、愛宕神社と天満宮が合社。本殿の右

側に4つの神様が入っている。一般の人は、こんな神様が祀ってあ

るのは理解できないかもね。

　馬頭尊は、道路の反対にコスギさんという店があって、その脇に

あったんだけど、粗末になるから神社の境内の脇に持って来た。場

　農業を営む稲見正明 (いなみまさあき) さんに、星の宮神社を始

めとする地域の歴史に関することや農業についてお話を伺った。

1. 星の宮神社のこと

　神社の改修をやった時は、建設委員長をやっていたが、その前

はよく分からないんです。屋根潜った時に、明治時代に台風があっ

て大木が倒れ神社が壊れてしまった、その改修した記録が本殿の

中に残っている。神社は大前さんの記録で、鎮座が元禄元年なん

だけど、約790年前ですね。

　星の宮神社も大前神社の管轄になっている。益子町では塙の

春日神社もそうですね。黒い石碑にだいたいの改修のことが書い

てありますね。その時に区長をやっていました。塙と星の宮は         

があり、地代を使って運営をしている。財産管理委員会のトップは

所は、参道の西側になります。

　二十三夜供養塔は、民俗学の先生で小林さんという人の講演

で聞いたが、男の性教育の誰か立派な人が人を集めて教育した。

十六夜は、女性の性教育の日だったと聞いた。学校とかなかった

からね。ただ、俺らは実際分からないかな。

　例祭は、11月の13日で、12日が前夜祭。12日はみんな集まってお

神酒飲んだり、13日は神主が来て祝詞あげてやるんです。大前神

社の神主さんですね。昔は、15年くらい前までは、氏子の家へ禰宜

様が戸別訪問したんだよね。今では、不在の人が多くなってしまっ

たので、部落の役員の人がお札の代金を集めて大前神社に納め

ているんです。氏子は126、7軒くらいですね。昔は個別に全部集め

ていた。車なんてない時は自転車で集めて、区長さんのところとか

でご飯なんかもよばれていた。私のおじちゃんなんかもやっており、

夜はお金の勘定なんかもしていた。

　財産管理委員会の方で、鳥居と記念碑は作ったんだよね。向拝

幕 (こうはいまく) 、拝殿にかける紫の幕。ドウタンは垣根になって

いるやつ。紫陽花は参道にあるやつ。神鏡と金の幣束、鈴は本殿の

中に入っている。公民館の入り口に、司法書士の事務所、薄羽事

務所があったんだけど、その人が神鏡をあげて。狛犬一対と大き

い灯籠一対と小さい灯籠を12個あげてくれたんだ。

　矢板市の県民の森で全国植樹祭をやった時があった。その時、

神社の境内に植樹した。改修記念の時は、神社の裏手の方を植

樹したので、計2回にわたって行った。元々、松の木があったが、あ

の頃から松喰い虫とかでやられた。それまであった大木は戦時中

とかに切ってしまったんだよね。

2. 山の神と不動尊

　例祭の他に、12月15日、「やまのかみ」というお祭りをやっている。

部落の当番制役員6人でやっている。公民館の東側に塚がありま

すが、神様が古くなってしまって俺が役員の時に作り直した。その

時、大前神社に魂を入れてもらったんだ。

(増田| 12月15日の「やまのかみ」っていうのは、字は、ただの山に

神ですか?)

　そうだね。昔は、山を大事にして祀っていたんだよね。益子の新

町にも「山の神」ってあるでしょう。昔は、山の神にお参りしてから

木を伐採してたんでしょうね。

(増田| 公民館の敷地内じゃなくて、ちょっと山手の方にあるんで

すか?)

　小高い塚になってるんだわ。

　公民館入り口にある不動尊も地元で例祭をやっている。本当は

8月27日だが、今は育成会主催の盆踊りに合わせて行っている。そ

こに地元の人がお参りに行っている。部落の当番がやっているの

は、主にそれだけ。不動尊も6人の当番でやっている。当番は氏子

だけで、1年毎に6人ずつ時計回りに回る。

3. タツ街道と中村街道

(増田| 昔、星の宮神社の北側もそうですが、タツ街道って聞いた

んですが?)

　この前の道路も、タツ街道だった時代がある。今は西谷 (にしや) 

食堂の方になっているが。今の4号線と同じだからね、タツ街道は

奥州街道だから。元は宇都宮の市内通っていたのが、東の方にバ

イパスなんか通っているけど。ここは大きな川はなく、橋がないから

ずーっと行ってたんだろうね。

(今井| どこからどこまでというイメージってありますか? 東北の方

まで通じていたのでしょうが、どこが起点だったんでしょう?)

　今のタツ街道は、294号線で、福島の白河の方に行っているわけ

だよね。時代によって変わったみたいだね。今のタツ街道は、西谷

食堂の前から市貝を抜けて、芳賀町に行っている。今は、道路拡張

で取ってしまったが、小杉商店の前あたりに、御影石でできた三角

点があった。だから、それは地図に載っているから海抜何メートル

まで出てるわけだよね。

(今井| タツ街道の名前の由来は? 「たつ」っていうのは?)

　十二支の辰じゃないかな。うちの親戚の田野のおじちゃんも

言ってたけど、星の宮神社の前の通りが、タツ街道の時代があっ

た。だから、塙とか星の宮には旅館みたいな屋号がある。宿場だっ

たみたいだね。「なかのや」「かしわや」、塙のお寺あたりにもそんな

屋号がある。旅館というか、たぶん泊まって飯食えるくらいのもの

だろうけど。十一屋 (じゅういちや) っていうのは、酒屋に多いよね。

益子の柳さんも十一屋で酒屋さん。

(今井| 聞いた話では、タツ街道は鎌倉に行くための道だったとい

うことですが…)

　それは、県とかでもう調べてあるんじゃないの?

(今井| いろんな説があるみたいで…)

　いざ、鎌倉ってやつだね。

(増田| 先日、星の宮地区を歩いて回ったんですよ。小杉商店の手

前もそうですが、細い道がけっこう入り組んでありますよね。ちょっ

とゆがんで交差していたり、そういった道を地区の方は農道として

使っていたんですか?)

　そうだね。農道というか、もっと立派な道もあったんだけど、もう

なくなっちゃったね。昔から由緒ある道もあったんだけどね。清水

から、風戸、中村に行く道で、中村街道ってあったんだよ。弁天池

から山を突っ切ってファミコンショップヒーローの脇を通って、今

は高校になってしまった所を通って、風戸の方まで行く道があった。 

それを中村街道といった。今は、道筋はほんのりあるけど、高校の

敷地になってしまったからね。

4. 郷倉とケカチ遺跡

　星の宮公民館の敷地内に、郷倉があった。もう解体しちゃった

けど、もう20年くらいになるかな。分校の教室として使っていたこと

もあるんだ。俺ら入学した時はそこに入った。今の公民館の庭の真

ん中にあったね。元々倉だからそんなに広くなくて、改造して、教室

として使っていた。

　昔は、個人個人は裕福じゃなかったから、米とか種籾を保管し

て、困った時には配布していたみたいだね。種籾まで食べちゃった

人には、田植え前に籾を貸して、利息っていうのでもないけど、一

升借りたら二升返すみたいなことをして、維持管理していたみたい

だね。それは、塙にも星の宮にもあった。元々、星の宮と塙は一緒

だったからね。星の宮の郷倉にも塙の人の名前も書いてあったし、

だから土地改良やった時に共有地が出てきちゃって、全然相続し

ていないからそのままになっちゃってるんだけどね。そういう土地

が、塙地内にもいくらかある。

　塙と星の宮と清水の一部も、塙の時代があったみたいだね。塙

村っていうのは、益子村、大羽村と合併して益子村になった。そう

いうことは益子町史に書いてあるよね。

　星の宮というところは、けっこう歴史がある。益子だって前方後

円墳なんてあるところないもんね。今は高校の敷地になっているが、

今でも残っている。益子で前方後円墳があるのは、星の宮と益子

中学校の東あたり、忘れちゃったけど北郷谷 (きたごや) あたりに

なるのかな?

　高校敷地の発掘調査をした時に、朝鮮の方から来たという銀の

スプーンが出てきたんだよね。ただ、俺がスコップでガチャンとやっ

ちゃったんだけど、それは栃木県で初めて発見されたものだった。

現在、それは県の博物館に保管されている。だから縄文時代にこ

のあたりと朝鮮が交流していたことは、間違いない事実だね。古墳

の中は、盗掘されて何もなかったみたいだね。

　俺の話は本当かどうか不確かなところもあるから、本当は80歳く

らいの人が集まって話せれば一番いいんだよね。大正生まれの人

がいればいいんだけどね。もうなくなっちゃってるし。昭和初めの人

も減ったね。自治会長もこの星の宮の歴史を記録に残すべ、なん

て言っているけど、なかなか。今の若い人たちは親が子守りしてる

けど、俺らの頃は、親じゃなくて、ひいじいちゃんひいばあちゃんが

子守りしていたから、ひいばあちゃんたちから聞いた話をいくらか

覚えてるんだよね。いまはおじいちゃんの子守りもあんまりないも

んね、小さい頃から保育所や幼稚園行っちゃって。

5. 農業と土地改良

(今井| 稲見さんは今おいくつ?)

　俺は昭和20年生まれ。ちょうど70歳。

(今井| 昔からこのあたりで農業を?)

　そうだね、代々農業だね。

(今井| 作物はずっと同じもの?)

　いろいろあった、昔は田んぼと、ここらもタバコなんかも基幹作

物の時代あったからね。田んぼだけはずっとつくってる。昭和38～

39年頃から夏秋 (かしゅう) トマトなんていくらかつくってきた、露

地トマト。それに引き替えてタバコがこの辺では衰退しちゃった。そ

れから今度は夏秋ナスをつくって、一部の人がイチゴなんかつくり

始まってそれに流れてる。イチゴは新しい。今でもナスはつくってる

けどトマトはやめちゃった。益子でもトマトなんかはもっと伸びるべ

きだったんだけど、組合長がタバコオンリーだったもんでダメだっ

た。何だかんだ言ったって、つい最近までは益子の基幹作物とい

えばタバコだった、今は少なくなっちゃったけど。

(今井|トマトを始めたりナスを始めたりしたのは農協が中心になっ

て?)

　地元の人が中心になって始めた。あの頃は清原だとかあっちの

方がトマト有名だったからね、個人的に押しかけていって勉強して

きた、それで黙っていられないんで農協で支援してくれるように

なった。自分らで市場を開拓してね。市場は江東市場と築地、自分

たちで行って、最後は農協でやってくれたけどね。とにかく夏秋トマ

トは清原あたりだの市貝あたりが盛んだったんだよね、そこに益子

が入ってきて。だんだん産地ってのは病気でダメになっちゃうんだ

よね、それでやめちゃった。

(今井| 土地改良は地元の人たちが?)

　機運が高まって、役場にとりあえずお願いして。7年ぐらい前に話

が始まって、メイン工事は今年終えたんだね。

(今井| 事業主体としては土地改良区を設立して?)

　星の宮でやっぺ、ということで独自にやると事務員さんとか必要

なんで、益子の土地改良に混ぜてもらった。益子の土地改良って

のは、全部合併したわけだよね、大羽も七井の北部・西部も田野

の方もみんな一緒になって。

(今井| 土地改良で事業をした場所は?)

　小貝川沿川だね。リズム時計の下からずっと塙の鉄橋の下まで、

それと北益子と北中の一部ね。

6. 分校と閑空院

(増田| 星の宮の分校は、昔はもう少し南側にあったんですか?)

　分校は今までのところだね、敷地狭いんで隣の家の農地を少し

分けてもらって部落の共有地を代替にくれたりなんかしてて、あれ

だけの広さにしてきた。最終的には分校が廃校になって、一応名

義は役場のものだったから、役場からこっちにもらって、部落の土

地を役場に返したり、交換分合なんかやって、高校の敷地だとか

もあったからね。何回も交換やったからね、あんまり金銭のやり取

りはしないでね。分校の沿革は役場の教育委員会に残っている。

(今井| 元々分校のあったところは部落の共有地?)

　部落じゃなくて個人のところが多かったみたい。あの頃けっこう

地主が寄付するだとか、そういうことでやったんじゃないかな。そこ

に不動院というお寺もあった。お寺はなくなっちゃって、お墓の一

部と不動尊を星の宮でお参りしている、なくしちゃうわけにいかな

いから。分校の入り口にある。

(増田| 入り口の左側にお墓ありますよね?)

　それも不動院の墓場。東 (あずま) さんが不動院の住職の時代

があったんだって、先祖が。昔はそちこちに小さいお寺がいっぱい

あったみたい。

(今井| お寺はこのあたりに他にはないですか?)

　ここに閑空院がある。お祭りというのはないな、お施餓鬼とかは

やってるけど、お盆前に。それはどこのお寺でもやってるんじゃない

の。

(増田| 小学生を対象にした座禅会は?)

　夏休みの入りの10日ぐらいやってる。これも歴史は古い、先代の

坊様の頃からやってる。50年ぐらいはやってるんじゃないのかな。

参禅会やって、それからラジオ体操に行く。

7. 星の宮と北斗七星

(増田| 星の宮の地名の由来は?)

　星の宮は、北斗七星が由来。北斗七星をあがめたんだろうね。

栃木県では、鬼怒川沿川に「星の宮神社」が多く、上三川、石橋、

市貝、芳賀町にもある。

 大前神社の宮司の話だけど、ここの星の宮神社の本殿は県内で

二番目に立派なものとのことで、県や町の文化財にならないのは

おかしいと宮司は怒っていた。本当に、ここの本殿は立派なものだ

よ。

(今井| 北斗七星には何かの意味が?)

　北斗七星は目立つ星だったし、徳川家康が祀ったのも江戸から

北斗七星の方角、日光はね、そこに祀った。昔は目立つ星だし、立

派な星だったんじゃないのかな。江戸から北斗七星は全く日光の

方面。そこの閑空院も上の名前は星宮山 (せいきゅうざん) という。

だから神社の「星の宮」と地区の名前を取ってあるんだろうね。

(今井| もともと神社の名前が先にあった?)

　歴史が全然違う、神社は約790年も前の話だし、閑空院できた

のは400年ぐらい前、大阪夏の陣の頃らしい。その頃には「星の宮」

という地名があったんだろうね。

　大前さんからバリキかけられてるんだわ。あと10年経ったら800

年祭を大々的にやらなければならない。2025年に実施する。鎮座

800年だから切れ目の年なんだろう。上三川町に白鷺神社がある。

何年か前に1200年祭だった。立派な人が12ｍの剣を作って奉納

した。

8. 営農組合と水のこと

　麦は今、私と星の宮集落営農組合でしか作っていない。何年か

前から国から指定を受けた認定農家じゃないと麦を作れなくなっ

ちゃった。補助金の関係で。昔は、2反、3反と作れた。組合は、今年

の1月から法人化された。営農組合は、米も作っている。あとは、に

んじん、なすも作っている。

(今井| 農家から畑を借りているのですか?)

　今以上農業をできないから土地を委託したい、という人が出て

くるので。集落営農では、地元のために水稲苗を生産して、安く

売っている。星の宮営農組合は大したもんなんだわ。全戸参加だ

から。農家で94戸だっけかな。よその地区は任意でやっている。

(今井| 西谷の農地は弁天池から水を引いている?)

　そうだね。

(今井| 弁天池は自然の溜池?)

　人工の池じゃないの?

(今井| どこからか水を引いている?)

　元々は、だんだんと溜まってきた水を利用していたんだけど、そ

れだと今は足らないので、今はいろいろあって、市の堀の分水で二

の堀というのがある。あまり大きい声では言えないが、その余った

水を使わせてもらっている。123号線の下をパイプ通して、弁天池

まで送っている。二の堀っていうのは、赤羽だとか、田中、大和田の

人がつくっている。タツ街道途中に高徳花火があるでしょ。あの辺

の農地が二の堀の沿線の農地なんだよね。あの水がずっと鴻の宿 

(こうのしゅく、市貝町) の123号線の上まで来ている。その余った水

をこっちであげさせてもらっている。

　赤羽の水利組合から水をもらう約束なんかも、昔はお互いに利

口だったんだぺよね。秋彼岸から春彼岸までは水を取っても良い

ですよ、っていう契約なんだよ。いらない時だよね。やらないとは言

わないけども、やるとも言わないグレーの話なんだっぺよね。そうい

う契約書あるんだよ。大正時代に結んだやつね。それを契約更新

して、やってもらってんだけど。市の堀は鬼怒川の佐貫観音 (塩谷

町) から来ている。

(今井| 大正時代までは自然のもので?)

　今の123号線のやつだったり、素掘りだけどもトンネルで持って

きていた。それが落盤したりして使えなくなったりした。15年ぐらい

前かな。塩ビ管入れたんだ。昔からあったんだよ。ようやく人が
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這っていけるようなトンネル。そして、ところどころへ土を上げる穴

があった。昔はロウソク頼りで穴掘ったんだ、と聞いたことがある。

水欲しいために、かなり大胆なことやったんだね。

　



小出貫凡さん

　あそこは、昔たばこ関係で加波山へ行ったろう。あそこは、風の

神様なのかなぁ。俺は行ったことないけど。大羽の人はたばこが盛

んだったから、そういう話でなかった? うちの方はそういうことやら

なかったけどね。その他は、この地域では目立ったことやらなかっ

たよ。風祭りだけは特殊だったな。

　昔の大通り沿いはお茶垣が多かった。みんな自家用でお茶作っ

ていたから。道路拡張でなくなった。最後は農協に加工を頼んだ。

そのうち買った方が安くなった。焙炉 （ほいろ） でお茶はどこでも

作ったな。下に炭を入れて、上で乾かして手で揉むわけよ。それは

大なり小なり、どこでもやっていた。

（増田| 出荷されていた方もいたんですか?）

　いない。自家用だよ。だいたい１日やれば終わった。昔は、お茶

摘みなんかは、お互いに行ったり来たりしてやっていた。うちは他

　星の宮で60年以上農業を営み、農業委員なども務めてきた小出

貫凡 (みちつね) さんと、息子さんのお嫁さんである美幸 (みゆき) 

さんにお話を伺った。

1. 祭りと茶栽培、入百姓

貫凡さん| 昔、風祭りがあった。嵐よけということで、茨城の加波山

から神主が来た。区長の家に泊まって、嵐よけの札を青年団が受

け取った。いつの間にか途絶えていた。およそ昭和30年頃までか

なぁ。竹を割って、下げて大通りを歩いた。白和えを男らで作った。

竹を立てて歩くのは女性はやらなかった。

(増田| 風祭りは男性のお祭りですか?) 

　男性ばっかりだったよ。

(増田| 大沢地区でも風祭りがあったみたいですよ。) 
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へは行かなかったけど。やっぱり人を頼んだ。ヨイドリは小さい子、

親戚関係の人が結構行ったり来たりやっていた。倅たちがサラ

リーマンになるくらいまでやっていた。

(増田| 茶垣はどれくらいまで星の宮の人は作っていたんですか?) 

美幸さん| 私が嫁に来たときは摘んで農協に持っていって、自家

用は家で。私が嫁に来たのは昭和62年だから、それから2~3年は

持っていってやっていた。

貫凡さん| 柿の木とお茶の木がずっと星の宮まであったが道路の

拡張でなくなった。大羽は舗装になるのが早かった。ここらは遅

かった。道も細くて。この辺は町道でなかったから。

（増田| 塙の聞き取りで星の宮の一帯は新潟から開墾が入ったと

聞きましたが?）

　結局ここの住人たちは働かなかったらしい。酒飲んでバクチして。

そういう風潮があった。新潟は雪が降ると仕事がないから次男三

男が来た。新潟の人は働き者だから頼んでいた。いろんなとこに来

た。百姓をやるのに入った。星の宮は浄土真宗の家が多い。それ

だけ働いていたということ。一生懸命働いていたからよくなった。だ

から大きい家は向こうから来た人が多い。芦沼は多い。昔処理場

に勤めていた市川さんと言う人も新潟から来た。真岡の高間木あ

たりも多い。塙の菊池病院の向こうの白田さんが番地が一番小さ

い。あっちから大字塙の番地をふってきたのかな。昔は大字塙で

星の宮と一緒のときもあった。よく分かんないけど。だから結構星

の宮の書類もウチのほうにある。昔は役をやっている人は土地の

台帳を全部持っていた。それを見れば誰がどの土地を持っている

か全部分かった。それが塙にも星の宮にもあった。地図なんかもお

互いに持っていたんじゃないかな。私の家にも村にもあった。うち

のおじちゃんが村の世話役とかやっていたから。生紙と言って破

けにくい長持ちする紙で。星の宮はほとんど村の人が測量していた。

今でも台帳が公民館の大きな金庫にあると思う。あれは珍しい。

昔は縄で測った。馬の毛がくっついているやつで向こうで棒持って。

平板 （へいばん） 測量って言うんだよ。区長が代わると平板とかを

持って行った。

2. 塙と星の宮の関係

(増田| 塙と星の宮の関係は?)

　昔から深かった。元は川の堰も一緒だった。高校の堰よりもっと

下だった。大羽川の合流のとこにあったのかな。杭の堰だった。松

杭を打って、横に並べて砂利を入れて止めた。松は水の中でも腐

らないから。高校あたりに村の山があった。そこはなんであったか

というと松を育てて杭にするためにあった。そこの松を切って杭で

堰を修理した。それがいつの間にかに、塙と星の宮で別々になって

しまった。仕事も一緒にやった。堰普請 (せきぶしん) なんかも一緒

にやった覚えがある。塙と星の宮がやぐらを組んで綱を引っ張って

杭を打った。昭和30年頃に、土地改良をやった。その時から堰を

別にしたから関係がおかしくなった。塙は塙の水、星の宮は星の宮

というような。けんかの間際までいった。紅取橋って知ってる? 七井

の台のところにある。あそこが星の宮の堰。あれは県でつくったらし

い。県でつくったやつは杭じゃないと思う。水が多くなると自動で倒

れる堰をつくった。昔の人は書いて残したと思うんだけど、村の記

録はあまりない。おれは見たことない。区長が変わると小さいタン

スだけは持って行った。そこにはいろいろ書類が入ってたらしい。

昔のことが分かるのはさっき言った図面くらいかな。あれは文化財

級だな。

　前沢の山知ってる? 役場の山。あれは高校の用地が星の宮に

あった。高校予定地の星の宮の堰山と町の山を交換した。3倍もも

らった。1反歩だったら5反歩を前沢の山にもらった。おれはもらっ

た後に境界を調べるのに登記所に行った。登記所にはマイラーっ

ていう地図があってそれをもらって複写してきた。でも前沢の地図

は違って、あそこは田野地区だから手書きでマイラーっていうのが

ない、だから登記所で薄い写す紙に書いていけと言われて写して

きた。写したのを頼りに境界を確認した。今は舗装するようになっ

てからはきちんとしている。昔の図面は間違いも多い。でも登記所

にはかなわない。登記所は絶対後でしっかり見る。ここらも何遍か

方々見たが図面間違ってるのが多い。図に丸い道がないか見てみ

な、だいたい真っすぐだから、そんなわけないんだよな、丸くって。

昔はだいたい六尺くらいしか使ってなかった、公図では九尺くらい

に広い所がけっこうある。三尺下がってヘリギ植えたんだ、道でも

境界でも、木が大きくなっても他人の土地を侵害しないように、と

やったわけ。ところが登記所で立ち会うわけよ、売ったりなんかして、

測るとヘリギ入っちゃう。「おかしいんじゃないのか」と言ったら「税

金を安くするのに道を広く届け出たみたい」と言うんだすると土地

減るよな、道広くすれば。だから「九尺だ」「しゃあないなあ」と。

 昔はほんとの公図じゃないんだよ、公図というのがなくて地元の

人が測って税金の関係で税務署へ申告した、売買したりなんかし

て。その税務署にあった図面が登記所へ行ったという話。だから

昔は「公図に準ずる」といって公図じゃない。ほんとの公図なら頓

挫してる公図づくり、あんなのやる必要ないんだ。ほんとの公図

じゃないから改めてやっていくわけだべ、だから間違いが多いわな。

 よく昔の人は測量やったんだわな。家の下の田も払い下げたんだ、

昔は湿地帯だった。うちのおじちゃんが測って図面にして、払い下

げたわけ。前は登記所が益子にあった、公民館の入り口。よその人

が「ここが池になってる、図面が青くなってる」と言うんだ、「そんな

バカな話があるか」と行ってみたら地番入ってたのが消してある、

払い下げでちゃんと入れたわけ。うちのおじちゃんが書いた地図

がうちにあったもんで、キムラさんに頼んで「こういうわけだから直

してくれ」と言って、そうしたら何か所か間違ってたから全部直して。

登記所でさえそんなごちゃっぺやったんだから。こっちが図面持っ

てたからちゃんと主張して直せた、黙ってたら全部池になってた。

測量するというのは大事だった、それでも間違いがあった。今は売

買するとみんなきちんと直しちゃう。

3. 終戦後のこと

(増田|この辺の農地化は新潟から来た人が?) 

　おこしたのは分からないが、家の前あたりは昔は山だった、それ

がいくらかおこしたかもしれないが、大々的におこしたというのは

聞かないな。敗戦の頃かな、伏見医院のところ、あそこは山だった。

あそこをおこしてサツマか何かつくる気になったんだと思うな、小

学生が動員されたことがある、とにかく動員されたのを覚えている。

戦争負ける間際、5年の8月に負けた、その負ける前にやった。益子

の小学校に桜田部隊って兵隊がいた。裏の校舎が占領されちゃっ

た。二階建ての校舎が兵隊に接収されて授業ができない。それで

二部授業というのをやった、昼前の部と昼過ぎの部があった。そこ

に獣医としていたのが伏見さん、戦後負けてからあそこに入った、

おこしてあったから。獣医は将校だろ、だから営外居住して、自分

で普通の家に住めた。ヒシヌマの姉さんと一緒になって、そこに下

宿していて、戦後こっちに出た。桜田部隊には太った部隊長がいた。

短い期間だった。迫撃砲があった。こういう筒で、弾がこれぐらい、

それを上から入れる。模擬弾を木でつくって練習した。野砲もあっ

たんじゃないかな。けっこう校庭でも練習した。

  海軍もお寺にいたことがある、ここの閑空院に。高校のところにう

ちの松山があった。だいたいうちの山だから、高校の敷地、校舎

建ってるところは。こういう松の木があって、突きの練習してたのを

覚えている。暇だもんで演芸会なんかやったことあるよ、あの海軍。

海軍自体がやってるんだ、暇だから。やったというのだけ覚えてい

る。食い物なくてサツマのトコイモなんか食ったんだよ、海軍が。苗

取るために芋捨てるだろ、それを食った。そんなん戦争負けるわけ

だよな、海軍が陸に上がってそういうことしててさ。それで風呂入り

に来てた。ほんの短い期間だった、終戦後早いうちにいなくなっ

ちゃった。

(増田|軍馬を祀ってあるお堂は?) 

　馬頭観音は方々にある、農家は馬使ってたろ、だからあるんじゃ

ないの。特養ホーム「ましこの里」の角のところ、ゴミの集積場のあ

るところに馬頭観音がある。そのうち馬がいなくなって牛になった。

牛はけっこう飼った、牛になって耕耘機になった。うちの方でも馬

の次は牛を使った、馬なんかだんだんいなくなっちゃって。

(増田|牛の観音とかはないですもんね?)

　牛はない、そういう信心もなくなっちゃったんじゃないの。牛はそ
う死ななかったぞ、きっと。馬なんか弱いよ、病気になって立たなく

なっちゃう。馬は急激にいなくなっちゃったよな。

4. タツ街道のこと

　昔は、今の農協の西に道あるだろ、あれ真っすぐ星の宮に来て

たんだよ。そうしたらウエノかあちゃんって知ってる? あそこの人が

「ここは抜けてない」と騒ぎ始めちゃったんだよ、それで通れなく

なっちゃって。農学校に行ってた昭和28年頃までは通れた。塙の

神社の後ろ通って、塙橋に上がって行ったんだよ、それで汽車に

乗って。普通はだいたい田んぼ行っちゃうんだが、道悪い日あそこ

通って来たことある。入り組んでるからさ、後になって「これ、道抜

けてない」なんて。

(増田| タツ街道のタツって、漢字でどのように書くのか分かります

か?) 

　改めて言われると分からないな、辰年の辰のような気がする。あ

れは重要道路なんだよな、昔はあんまりないんだから。どこがほん

となのかな、真岡街道というかタツ街道は。西谷食堂から真っすぐ

分かれてるだろ、あれがほんとじゃないのかな、もとの真岡街道は

な、斜めにずっと行ってる。今は西谷食堂から真っすぐ抜けてる。

5. 財産管理委員会や地名のこと

(増田| 財産管理委員会は星の宮もあるんですか?) 

　つくったよ、薄羽先生が骨折ったんだ。薄羽聖作 （しょうさく） さ

んが司法書士やってたろ、公民館の入り口で。それが星の宮の出

身だろ、一生懸命面倒見て。昔は20~30人の権利者が村の土地を

共同で持ってた、村山なんかもそう。それを高校と交換したときに

土地を欲しがったわけ、次男・三男も。それで増えて、一番多い共

有地は70名ぐらいいる。それで大変だと言うんで、代表登記といっ

て一人にまとめて、何かやるときに一人で済むようにと「財産管理

委員会」をつくった。でも権利は失せない、代表一人というわけに

はいかない、何かやるとなると全部のハンコもらわないとダメなん

だ、結局やっても無駄なような気がして。ハンコもらえない人もけっ

こういたんだよ、代表にするときに。今も財産管理委員会はあるん

だけども、死んじゃってどうしようもないのが二人か三人、けっこう

あるったんだが大変で。

　加藤義勝さんのあたり、村で貸しておくんだよ、それと何か所か
ある、水道屋の資材置き場とか、村の土地貸して、その上がりで村

を運営している。昔の村の組織が今でもある、自治会と別に、それ

は宅地で貸しておくのでやっている。だから売買になると難しい。あ

そこのオオシマさんが代行の車置くんだよ、あそこが村の馬捨て場

といったんだから馬を埋めたのかな、村の土地なんだよ。それが昔

の名前で、もうどうしようもない。財産管理のあれに入れることがで

きなかった、ハンコもらえなくて、あんまり古い人で。あれは売れな

いから貸しておく、貸すのは構わないが売買はできない。

　星の宮東側、そういう表現もあるから、番地の頭にくっついてる

のはいろいろある。前、野崎先生が星の宮にいてそういう地名を調

べたんだよ、本は下巻つくらないうちに死んじゃった。それ見ると一

部はアイヌ語だという。ケカチというのがけっこう多いんだよ、星の

宮は。弁天池の周りケカチ多いよな、ケカチっていうのがアイヌ語

だっていうようなこと書いてなかったかな。面白いんだよ、番地の

前の田んぼとか畑とか見ると、チカニンだの訳の分からないような

言葉がある。

(増田| 星の宮公民館の金庫にある図面は、見せてもらうことは可

能?) 

　見られるんじゃないの、区長に言えば。自治会長は関係ない。下

駄箱のところにでかい金庫がある、あれの中に二冊あったと思っ

た。あれは大したもの、文化財系統だな、あれだけやったというの

は。なかなかそういうのはないぞ、村の土地を測量したというのは。

争いなんかあると持ち出して見た。

(増田| 星の宮神社の氏子総代は?) 

　結局区長だな。氏子は120人ぐらいいる。あそこにでかい碑があ

る、石の裏に書いてある。神社の当番というのがある、6人ずつ交代

でやるわけ。

6. 養豚、養鶏、養蚕のこと

(増田| 農業では、作物はなにを?)

　米だな。村でやってるのは知ってるだろ、営農集団。結局、星の
宮組合ってのになったから。みんな集積して集めろっていう話、

知ってるだろ? うちのほうでもあらたか組合に集めているから。これ

からだんだんそうなると思う。だって、やる人がいない。集めるのは

いいが集めてもやる人がいない。

　一時期は、このあたり、豚はけっこう飼ってたよ。いつごろだろ。

豚もいつのまにか駄目になった。なんで駄目になったか俺も覚えて

いない。イチゴなんか入る前だよな。そこの三村さんなんかも、豚

やっていて、県で表彰されたこともあった。

　いい種持っててな。豚小屋は今でもあるけど。豚か稲だな、この

へんは。麦はこのへんじゃあんまりやらない。家畜は豚だな。鶏は、

あまり飼う人いなかったな。今は、薄羽さんが専業でやってるが、

少しやった人がいたが、大したことはなかったな。収入源としては、

豚だな。稲が主力だけど値段が下がったからおかしくなっちゃった。

タバコも一時期はこのへんでもやってたけど。米葉な。最後まで

残ったのは大羽地区だな。

(増田| このへんはいつぐらいまで?) 

　30年か40年までかな。ここの土地はあんまりいいのできねえん

だよ。あんまり向かないんだよ。赤土が向くんだ、大羽とかの。

　土があわないと病気が出ちゃうんだ。タバコでうんと稼いだ人は

いねえな、星の宮では。補助が切れたらやめちゃった。うちは35年

くらいでやめちゃったな。よその人に貸していたんだ、みんな。北中

あたりの人で、今でも作ってる人いるかな。

美幸さん| 蚕は?

貫凡さん| 蚕は、昔。

美幸さん| ここ古いうちだったんですけど、ここの2階が蚕部屋だっ

たって聞いています。うちの奥座敷が、畳上げたら下に囲炉裏が

あった。それは蚕を飼っていたからあったんだと聞いてる。

貫凡さん| 珍しいよな、奥座敷の畳の下に囲炉裏があるのは。お

湯にひたしてやるんだよ、繭から糸とる、それは俺、見たことあるん

だな。絹糸はそれだけだな。綿も作っていた。あれ、糸車あるよ。お

れ、やったことあるもん、こうやってなー、つぃーと糸ひくの。綿のあ

れを糸にして、それから、綿切りって言って、種を綿と分離して。そ

れを久下田 (くげた) に持って行ったのかな、あれを綿にしてもらっ

て、ほそながーくやる。

(増田| このへんは久下田に持って行ったんですか?) 

 おれ、わかんないけどそれで機を織ったわけよ。おれも織ったよ。

朽ち古したのをちぎって、ここらの野良帯にしたんだよ。けっこう機

織りはやったよ。おれ、農学校の時に服つくったんだよ。落下傘で。

落下傘はけっこう紐があるんだけど、紐をほぐして、うちで織って。

落下傘知ってるだろ? 大きくふくらむだろ、あれ、だから紐いっぱい

付いていて、その紐をほぐして、なんでも物が無い時代だから、その

糸をつないで、あれは絹糸だから、それで織って、服を作るんだよ。

美幸さん|  気が遠くなる作業…。
貫凡さん| それが最後だな、機織りしたのは。うちのおふくろ駄目

だったから、おばさんがやっていたな。綾織りっていうのをやった

な。ふつうの折り方と違うんだな。それ知っていたのが、さっき言っ

た薄羽聖作さんのお母さん。なんでもできたな。その人に教わって

やったんだ。どう違うかわかんないけど、普通の織り方とどう違うの

か。作ったのが、そこの洋服屋があったんだよね、そこの和久さん、

亡くなっちゃったけど、倅はそういうことやんないからな。俺が農学

校にはいったのが昭和25年だから、着る物がないんだよ。戦後まも

なくだからな。戦後5年たって制服ももちろんねえし、みんな思い思

いにやってた。作れる人は、まだいい。海軍の服を着たりしてた人も

いた。学問なんかも、ろくなの教わんないよ、草むしりだけ覚えた

り...。教育だって、なに教育していいかわかんなかったんじゃない

の。中学校がそうだから。急に新制中学なんちゅうても、俺ら１年

生からやったんだもん。新制中学の最初の1年生だもん、俺ら。だ

から1年から3年までやったのは俺らだけ。先輩達は2年からとか3

年からとか。最初はあそこだ、益子小学校でやった。校舎なんかで

きねえよ。急にがらっと制度が変わって。

  さっき言った兵隊に接収された校舎が中学校の校舎だった。そ

こに入ってて2年の途中にこっちに変わった、木造の校舎だもんな、

作ったの。庭作りにいったことあった。子どものころ、庭の整地に。

まだあの頃は、自衛隊がやるような段階じゃないもの。ああ、自衛隊

まだねえよな。そのあとだよな。警察予備隊つうんだ。まあ、ひどい

時代に生きてきたよな。なんにもねえ時代に生きてきたもの。戦中

戦後を生きてきたんだもんな。昼前、魚釣り行って、昼過ぎに学校

行くんだもの。昼前は暇だから魚釣り。まじめに勉強なんかしない

から。うちにいねえよ、誰も、野良行ってるから、それで、うちに帰っ

てひとりで飯食って、学校行って。

　あらゆること経験したよな。なんでもできるのは、おれたちの年代

までだろ。だいたい冬は、藁細工。昔は、米は俵で出してたんだよ、

藁の。あれを編むわけ。編んで検査すんだから。おれ、ともだち検査

員になって来たことあんだから。だいたい30年頃まで使ってたかな。

ぼっち (ふた) と俵。それ検査受けて、それに米入れて出荷して。そ

の次が、何になったかな、麻袋かな、いやちがうな、今は紙袋だけ

ど、樹脂袋 (じゅしたい) の時もあったんだよね、30キロのね、ミシン

で縫ってたんだから。今は紙で縛るからそんなことしないけど。麦

はきっと麻袋だな、60キロで。

　藁の俵を道路で検査したことあったよ、砂利道だけど持って

いって並べて。そのあと麻袋になった。今みたいに農協じゃないん

だから、どこも地元でやった、道路なんかで。まあ、それもちょっとの

期間だけどな。そのうちだんだん農協がちゃんとして、農協でやる

ようになったけどな。まったく戦後の過渡期だよな。戦後の荒れて

る時代で。

7. 昔のアルバムを見ながら

  昔は、このへんは仮装やったんだよ、運動会で。組対抗でやった

んだよ、表彰とかしたわけじゃないが。これ仮装だよ、みんな相談し

ながらやったんだ。土人の仮装をやったこともあったな、みんな裸

で腰簑つけて。おもしろかったな。お猿の籠屋だの、のど自慢のア

レもやったなあ、宮田輝なんかも出て。神話復活なんてのもやった、

ヤマトタケルの格好なんかして。それから、アレ、なんつたっけ? 青

森のねぷたってあるんだよね、あれも作って…。一大行事だよ、で、

組長になると大変なんだよ、運動会が。まあ、そこに集まって、今年

なにやる? って相談して。牟田歯医者 (益子駅前の歯医者さん) の

今の先生のお父さんが、審査員で来たんだ。

(増田| 星の宮の運動会ですよね?) 

　ちがうよ、小学校だよ、あそこにあった分校の。組は7組くらい

あったのか、それが毎年、めいめい趣向を変えてやるわけよ。

(増田| その小学校の運動会の中で、班対抗の仮装大会があった

わけなんですね?) 

　仮装行列だな。そこいらには無い、誇れるものだった。分校無く

なっちゃったからな。今より庭は小さくて狭いところで大変だった。

ちょうど俺らが中心になった頃、仮装をやり始めた。厚紙を買って

来て色々作った。因幡の白ウサギもやったし、着物を着てかかしを

やったこともある。

　毎年写真に撮って、何年分か残しておいたら大したもんだった

な。あの頃はそこまで気がつかなかったな。みんなで集まって考え

るだけでも、和気あいあいと出来た。結構長く続いたよ。

(増田| 何年くらいまで運動会にあったんですかね?)

美幸さん| 西小が出来て、分校が無くなったんですよね。昔は、4

年生まで分校に通って5年から益子小に行ったんですよね。

貫凡さん| 俺の頃は、3年まで分校だった。雨が降ろうが何が降ろ

うが歩きだったので、案外、星の宮はかけっこが早かった。結構時

間かけて小学校まで行っていた。だから、嫌になっちゃって、途中

遊びなんか覚えたんだ。

8. 農業を主軸にした産業

　今は働くだけが生き甲斐で、あまり他のことを見たいとか行きた

いとか、気持ちが無い。作物作ることが楽しく生き甲斐。でも何で、

町は百姓のほう向かねえんだ? 瀬戸屋ばっかり向いてる気がする

んだ。やることがみんなそうだ。茂木なんか、百姓関係よくやってる

よな。ユズでも、今話題のエゴマも、優秀な指導者、世話人がいる

んだよな。ああいうの益子は何もやんめ (やらないだろう） 。もう少

し、町が力入れてやると良い。

(増田| 茂木は、竹もやってますよね。) 

　あれは、機械がすごく高いんだよな。みんな、竹をもてあましてい

るのを利用してるんだろ。竹の処理も出来てお互いに利益になる。

ここら辺もどうしようもない。ちゃんと処理して産業に出来るんだか

ら、益子で何か出来ないかと思うんだな。確かに瀬戸は大事なん

だが、他の人から見るとあっち向いてるんじゃないかと思える。それ

なりの指導者がいないと無理は無理なんだが...だって、基本はそ

うじゃないんだよな。観光から言えばそうかもしれないが、地区全

体のこと考えるなら百姓のこと考えないと駄目。みんなが百姓やめ

たらどうなると思う? 水管理してるのは、みんな農家だよ。大水にな

る時期に田んぼに水上げてるから、大水にならないんだから。田ん

ぼ作るのやめたら、しょっちゅう水害になると思うんだよな。米がだ

んだん安くなる、作る人がいなくなる、まずいよな。

　だって、観光で来たって、農村風景があるからいいんじゃない

の? みんながちゃんと管理して、植物だって管理しないと駄目だよ。

さっき週刊誌読んでたら、東京でもタヌキやハクビシンが、人が住

まなくなった家に住み着いてるんだって、そういう時代だもんな。住

み着いて繁殖している。この辺だってそうなっちゃうんじゃないの。

うちも俺がいるから管理してるけど、農家の管理はサラリーマン

じゃ出来ないもんな。何か考えないと駄目だな。

(増田| エゴマも、茂木の道の駅では11月まで入荷しないみたいな

話ですね。) 

　認知症に効くって言うだろう。

(増田| 町も休耕田が沢山あるんで、活用しようという話も上がっ

ているんで…。)

 さっき話した組合でも、何作って良いか分からない。小麦を主力

に作ってるだろ、それからニンジン、ナスは大変で万歳しそうなんだ。

みんな60過ぎてるから。今何作ろうかって言ってるんだが…。ニラ

は、県が主力で力入れてるらしいから、何かな? 前に、ショウガを1

反歩作ったんだが、農協で買わねえって言うんだ、なかなか難しい。

大体、麦か大豆だろう。でも、ここは大豆は無理なんだ、難しい。北

中はもうやめちゃった。ここは、ユズだっていくらでもなるんだよ。何

もやる人いねえから、結局、人にあげたり捨てちゃって。他からも買

いに来てるって話聞くんだが…。
(増田| 益子は加工所が無いですよね。それもあって、せっかく農

作物作っても…。) 
　1次産業じゃ駄目だって言ってる。今、騒いでるだろう。加工して

姿変えて売らないと。大体、農協が主体でそれをやるべきだがやっ

ていない。大体洋服売ったり何かしてることが、おかしいんじゃね

えか。もう少し地道に出来ないものか。赤字にしないこと、儲かるこ

とばかり考えるとろくなこと出来ねえ。

(増田| 今、町でも未来計画を作る予定で、自分が産業のこれから

を考えるグループに属していて、農業も今いただいている話をグ

ループ内で共有させて頂きますし、町の計画に活かしていきたいと

思います。) 

　町も百姓のことをもう少し考えてもらいたい。おそらく稲だけでは

食っていけねえ。稲は人間食わないで、みんな飼料にしちゃえば良

いんだよな。結局、パンばっかり食ってるから駄目なんだな。まあ、

俺も食ってみるとパンの方がうまいような気がするけどな。飯にな

ると、おかず考えなくちゃなんねえ、余計米は駄目だ。俺は米は伸

びねえと思うな。輸出、輸出って言ってんが、難しいぞ。いっそのこ

と、米は作って飼料にして、トウモロコシは、うんと良いものにすれ

ば良い。トウモロコシはほとんど輸入だよ、エサはあれが主力だか

ら、トウモロコシの代替に米を考えることが出来れば、米も生きてく

るんだよな。米作るのは簡単なんだから、ただ、値段の面でな…。

　今、飼料米の「朝日の夢」は、8万円の補助金が出るんだよ。だか

ら星の宮は、組合が一手に引き受けて転作で全部それを作ってい

る。1反歩10俵ぐらい穫れる。それを品種改良して15俵ぐらい穫れ

るようにしてエサにするように仕向ければ何とかなるんだよな。その

へんを一生懸命考える方が良いような気がするな。

　だから「人間は食うな」と、主婦もパン食うと楽になるんじゃねえ

かい。炊かないし、おかず考えなくて済むし、食パン焼くぐらいで。

（一同大笑い）

美幸さん| 毎日パンじゃ…。たまに食べるから美味しいと感じるけ

どね。

貫凡さん| まあ、米食わない人は多くなるよな。産業考えた方が良

いよ。現場の方は、まだ現役で生きているうちはやるから。だから、

何をどんなふうにやるかは、JAとかが考えないとな、売っていくこと

も考えないといけないし、個人じゃなかなか考えられない。作る方

はこっちが得意。今は、売る方でどういう風に売るか? どんな製品

を作ってどう売るか? それをやる人がいないから駄目。道の駅どう

すんだ? 売るものあんのか? まあ、頑張ってね。

美幸さん| うちでは昔、納豆を瓶 (かめ) で作ってたって?

貫凡さん| 俺は覚えねえな。納豆は、藁つとだな。干し納豆は昔作っ

てた。塩まぶして、保存食になるだろ。その保存のために瓶を使っ

たんだ。　弁当のおかずが干し納豆だけ、なんてことがあったよ。あ

と、たくあんと梅干し。弁当に干し納豆持ってくる人は結構いたよ。

昔はそんなもんだよ。ただ、干すと余計臭くてな。保存食は昔の知

恵、あと乾燥イモは作った。暇なときは相手してやるから、また来う

な (来なさい) 。若いんだから頑張ってね。

(増田| よろしくお願いします。)



　あそこは、昔たばこ関係で加波山へ行ったろう。あそこは、風の

神様なのかなぁ。俺は行ったことないけど。大羽の人はたばこが盛

んだったから、そういう話でなかった? うちの方はそういうことやら

なかったけどね。その他は、この地域では目立ったことやらなかっ

たよ。風祭りだけは特殊だったな。

　昔の大通り沿いはお茶垣が多かった。みんな自家用でお茶作っ

ていたから。道路拡張でなくなった。最後は農協に加工を頼んだ。

そのうち買った方が安くなった。焙炉 （ほいろ） でお茶はどこでも

作ったな。下に炭を入れて、上で乾かして手で揉むわけよ。それは

大なり小なり、どこでもやっていた。

（増田| 出荷されていた方もいたんですか?）

　いない。自家用だよ。だいたい１日やれば終わった。昔は、お茶

摘みなんかは、お互いに行ったり来たりしてやっていた。うちは他

　星の宮で60年以上農業を営み、農業委員なども務めてきた小出

貫凡 (みちつね) さんと、息子さんのお嫁さんである美幸 (みゆき) 

さんにお話を伺った。

1. 祭りと茶栽培、入百姓

貫凡さん| 昔、風祭りがあった。嵐よけということで、茨城の加波山

から神主が来た。区長の家に泊まって、嵐よけの札を青年団が受

け取った。いつの間にか途絶えていた。およそ昭和30年頃までか

なぁ。竹を割って、下げて大通りを歩いた。白和えを男らで作った。

竹を立てて歩くのは女性はやらなかった。

(増田| 風祭りは男性のお祭りですか?) 

　男性ばっかりだったよ。

(増田| 大沢地区でも風祭りがあったみたいですよ。) 
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へは行かなかったけど。やっぱり人を頼んだ。ヨイドリは小さい子、

親戚関係の人が結構行ったり来たりやっていた。倅たちがサラ

リーマンになるくらいまでやっていた。

(増田| 茶垣はどれくらいまで星の宮の人は作っていたんですか?) 

美幸さん| 私が嫁に来たときは摘んで農協に持っていって、自家

用は家で。私が嫁に来たのは昭和62年だから、それから2~3年は

持っていってやっていた。

貫凡さん| 柿の木とお茶の木がずっと星の宮まであったが道路の

拡張でなくなった。大羽は舗装になるのが早かった。ここらは遅

かった。道も細くて。この辺は町道でなかったから。

（増田| 塙の聞き取りで星の宮の一帯は新潟から開墾が入ったと

聞きましたが?）

　結局ここの住人たちは働かなかったらしい。酒飲んでバクチして。

そういう風潮があった。新潟は雪が降ると仕事がないから次男三

男が来た。新潟の人は働き者だから頼んでいた。いろんなとこに来

た。百姓をやるのに入った。星の宮は浄土真宗の家が多い。それ

だけ働いていたということ。一生懸命働いていたからよくなった。だ

から大きい家は向こうから来た人が多い。芦沼は多い。昔処理場

に勤めていた市川さんと言う人も新潟から来た。真岡の高間木あ

たりも多い。塙の菊池病院の向こうの白田さんが番地が一番小さ

い。あっちから大字塙の番地をふってきたのかな。昔は大字塙で

星の宮と一緒のときもあった。よく分かんないけど。だから結構星

の宮の書類もウチのほうにある。昔は役をやっている人は土地の

台帳を全部持っていた。それを見れば誰がどの土地を持っている

か全部分かった。それが塙にも星の宮にもあった。地図なんかもお

互いに持っていたんじゃないかな。私の家にも村にもあった。うち

のおじちゃんが村の世話役とかやっていたから。生紙と言って破

けにくい長持ちする紙で。星の宮はほとんど村の人が測量していた。

今でも台帳が公民館の大きな金庫にあると思う。あれは珍しい。

昔は縄で測った。馬の毛がくっついているやつで向こうで棒持って。

平板 （へいばん） 測量って言うんだよ。区長が代わると平板とかを

持って行った。

2. 塙と星の宮の関係

(増田| 塙と星の宮の関係は?)

　昔から深かった。元は川の堰も一緒だった。高校の堰よりもっと

下だった。大羽川の合流のとこにあったのかな。杭の堰だった。松

杭を打って、横に並べて砂利を入れて止めた。松は水の中でも腐

らないから。高校あたりに村の山があった。そこはなんであったか

というと松を育てて杭にするためにあった。そこの松を切って杭で

堰を修理した。それがいつの間にかに、塙と星の宮で別々になって

しまった。仕事も一緒にやった。堰普請 (せきぶしん) なんかも一緒

にやった覚えがある。塙と星の宮がやぐらを組んで綱を引っ張って

杭を打った。昭和30年頃に、土地改良をやった。その時から堰を

別にしたから関係がおかしくなった。塙は塙の水、星の宮は星の宮

というような。けんかの間際までいった。紅取橋って知ってる? 七井

の台のところにある。あそこが星の宮の堰。あれは県でつくったらし

い。県でつくったやつは杭じゃないと思う。水が多くなると自動で倒

れる堰をつくった。昔の人は書いて残したと思うんだけど、村の記

録はあまりない。おれは見たことない。区長が変わると小さいタン

スだけは持って行った。そこにはいろいろ書類が入ってたらしい。

昔のことが分かるのはさっき言った図面くらいかな。あれは文化財

級だな。

　前沢の山知ってる? 役場の山。あれは高校の用地が星の宮に

あった。高校予定地の星の宮の堰山と町の山を交換した。3倍もも

らった。1反歩だったら5反歩を前沢の山にもらった。おれはもらっ

た後に境界を調べるのに登記所に行った。登記所にはマイラーっ

ていう地図があってそれをもらって複写してきた。でも前沢の地図

は違って、あそこは田野地区だから手書きでマイラーっていうのが

ない、だから登記所で薄い写す紙に書いていけと言われて写して

きた。写したのを頼りに境界を確認した。今は舗装するようになっ

てからはきちんとしている。昔の図面は間違いも多い。でも登記所

にはかなわない。登記所は絶対後でしっかり見る。ここらも何遍か

方々見たが図面間違ってるのが多い。図に丸い道がないか見てみ

な、だいたい真っすぐだから、そんなわけないんだよな、丸くって。

昔はだいたい六尺くらいしか使ってなかった、公図では九尺くらい

に広い所がけっこうある。三尺下がってヘリギ植えたんだ、道でも

境界でも、木が大きくなっても他人の土地を侵害しないように、と

やったわけ。ところが登記所で立ち会うわけよ、売ったりなんかして、

測るとヘリギ入っちゃう。「おかしいんじゃないのか」と言ったら「税

金を安くするのに道を広く届け出たみたい」と言うんだすると土地

減るよな、道広くすれば。だから「九尺だ」「しゃあないなあ」と。

 昔はほんとの公図じゃないんだよ、公図というのがなくて地元の

人が測って税金の関係で税務署へ申告した、売買したりなんかし

て。その税務署にあった図面が登記所へ行ったという話。だから

昔は「公図に準ずる」といって公図じゃない。ほんとの公図なら頓

挫してる公図づくり、あんなのやる必要ないんだ。ほんとの公図

じゃないから改めてやっていくわけだべ、だから間違いが多いわな。

 よく昔の人は測量やったんだわな。家の下の田も払い下げたんだ、

昔は湿地帯だった。うちのおじちゃんが測って図面にして、払い下

げたわけ。前は登記所が益子にあった、公民館の入り口。よその人

が「ここが池になってる、図面が青くなってる」と言うんだ、「そんな

バカな話があるか」と行ってみたら地番入ってたのが消してある、

払い下げでちゃんと入れたわけ。うちのおじちゃんが書いた地図

がうちにあったもんで、キムラさんに頼んで「こういうわけだから直

してくれ」と言って、そうしたら何か所か間違ってたから全部直して。

登記所でさえそんなごちゃっぺやったんだから。こっちが図面持っ

てたからちゃんと主張して直せた、黙ってたら全部池になってた。

測量するというのは大事だった、それでも間違いがあった。今は売

買するとみんなきちんと直しちゃう。

3. 終戦後のこと

(増田|この辺の農地化は新潟から来た人が?) 

　おこしたのは分からないが、家の前あたりは昔は山だった、それ

がいくらかおこしたかもしれないが、大々的におこしたというのは

聞かないな。敗戦の頃かな、伏見医院のところ、あそこは山だった。

あそこをおこしてサツマか何かつくる気になったんだと思うな、小

学生が動員されたことがある、とにかく動員されたのを覚えている。

戦争負ける間際、5年の8月に負けた、その負ける前にやった。益子

の小学校に桜田部隊って兵隊がいた。裏の校舎が占領されちゃっ

た。二階建ての校舎が兵隊に接収されて授業ができない。それで

二部授業というのをやった、昼前の部と昼過ぎの部があった。そこ

に獣医としていたのが伏見さん、戦後負けてからあそこに入った、

おこしてあったから。獣医は将校だろ、だから営外居住して、自分

で普通の家に住めた。ヒシヌマの姉さんと一緒になって、そこに下

宿していて、戦後こっちに出た。桜田部隊には太った部隊長がいた。

短い期間だった。迫撃砲があった。こういう筒で、弾がこれぐらい、

それを上から入れる。模擬弾を木でつくって練習した。野砲もあっ

たんじゃないかな。けっこう校庭でも練習した。

  海軍もお寺にいたことがある、ここの閑空院に。高校のところにう

ちの松山があった。だいたいうちの山だから、高校の敷地、校舎

建ってるところは。こういう松の木があって、突きの練習してたのを

覚えている。暇だもんで演芸会なんかやったことあるよ、あの海軍。

海軍自体がやってるんだ、暇だから。やったというのだけ覚えてい

る。食い物なくてサツマのトコイモなんか食ったんだよ、海軍が。苗

取るために芋捨てるだろ、それを食った。そんなん戦争負けるわけ

だよな、海軍が陸に上がってそういうことしててさ。それで風呂入り

に来てた。ほんの短い期間だった、終戦後早いうちにいなくなっ

ちゃった。

(増田|軍馬を祀ってあるお堂は?) 

　馬頭観音は方々にある、農家は馬使ってたろ、だからあるんじゃ

ないの。特養ホーム「ましこの里」の角のところ、ゴミの集積場のあ

るところに馬頭観音がある。そのうち馬がいなくなって牛になった。

牛はけっこう飼った、牛になって耕耘機になった。うちの方でも馬

の次は牛を使った、馬なんかだんだんいなくなっちゃって。

(増田|牛の観音とかはないですもんね?)

　牛はない、そういう信心もなくなっちゃったんじゃないの。牛はそ
う死ななかったぞ、きっと。馬なんか弱いよ、病気になって立たなく

なっちゃう。馬は急激にいなくなっちゃったよな。

4. タツ街道のこと

　昔は、今の農協の西に道あるだろ、あれ真っすぐ星の宮に来て

たんだよ。そうしたらウエノかあちゃんって知ってる? あそこの人が

「ここは抜けてない」と騒ぎ始めちゃったんだよ、それで通れなく

なっちゃって。農学校に行ってた昭和28年頃までは通れた。塙の

神社の後ろ通って、塙橋に上がって行ったんだよ、それで汽車に

乗って。普通はだいたい田んぼ行っちゃうんだが、道悪い日あそこ

通って来たことある。入り組んでるからさ、後になって「これ、道抜

けてない」なんて。

(増田| タツ街道のタツって、漢字でどのように書くのか分かります

か?) 

　改めて言われると分からないな、辰年の辰のような気がする。あ

れは重要道路なんだよな、昔はあんまりないんだから。どこがほん

となのかな、真岡街道というかタツ街道は。西谷食堂から真っすぐ

分かれてるだろ、あれがほんとじゃないのかな、もとの真岡街道は

な、斜めにずっと行ってる。今は西谷食堂から真っすぐ抜けてる。

5. 財産管理委員会や地名のこと

(増田| 財産管理委員会は星の宮もあるんですか?) 

　つくったよ、薄羽先生が骨折ったんだ。薄羽聖作 （しょうさく） さ

んが司法書士やってたろ、公民館の入り口で。それが星の宮の出

身だろ、一生懸命面倒見て。昔は20~30人の権利者が村の土地を

共同で持ってた、村山なんかもそう。それを高校と交換したときに

土地を欲しがったわけ、次男・三男も。それで増えて、一番多い共

有地は70名ぐらいいる。それで大変だと言うんで、代表登記といっ

て一人にまとめて、何かやるときに一人で済むようにと「財産管理

委員会」をつくった。でも権利は失せない、代表一人というわけに

はいかない、何かやるとなると全部のハンコもらわないとダメなん

だ、結局やっても無駄なような気がして。ハンコもらえない人もけっ

こういたんだよ、代表にするときに。今も財産管理委員会はあるん

だけども、死んじゃってどうしようもないのが二人か三人、けっこう

あるったんだが大変で。

　加藤義勝さんのあたり、村で貸しておくんだよ、それと何か所か
ある、水道屋の資材置き場とか、村の土地貸して、その上がりで村

を運営している。昔の村の組織が今でもある、自治会と別に、それ

は宅地で貸しておくのでやっている。だから売買になると難しい。あ

そこのオオシマさんが代行の車置くんだよ、あそこが村の馬捨て場

といったんだから馬を埋めたのかな、村の土地なんだよ。それが昔

の名前で、もうどうしようもない。財産管理のあれに入れることがで

きなかった、ハンコもらえなくて、あんまり古い人で。あれは売れな

いから貸しておく、貸すのは構わないが売買はできない。

　星の宮東側、そういう表現もあるから、番地の頭にくっついてる

のはいろいろある。前、野崎先生が星の宮にいてそういう地名を調

べたんだよ、本は下巻つくらないうちに死んじゃった。それ見ると一

部はアイヌ語だという。ケカチというのがけっこう多いんだよ、星の

宮は。弁天池の周りケカチ多いよな、ケカチっていうのがアイヌ語

だっていうようなこと書いてなかったかな。面白いんだよ、番地の

前の田んぼとか畑とか見ると、チカニンだの訳の分からないような

言葉がある。

(増田| 星の宮公民館の金庫にある図面は、見せてもらうことは可

能?) 

　見られるんじゃないの、区長に言えば。自治会長は関係ない。下

駄箱のところにでかい金庫がある、あれの中に二冊あったと思っ

た。あれは大したもの、文化財系統だな、あれだけやったというの

は。なかなかそういうのはないぞ、村の土地を測量したというのは。

争いなんかあると持ち出して見た。

(増田| 星の宮神社の氏子総代は?) 

　結局区長だな。氏子は120人ぐらいいる。あそこにでかい碑があ

る、石の裏に書いてある。神社の当番というのがある、6人ずつ交代

でやるわけ。

6. 養豚、養鶏、養蚕のこと

(増田| 農業では、作物はなにを?)

　米だな。村でやってるのは知ってるだろ、営農集団。結局、星の
宮組合ってのになったから。みんな集積して集めろっていう話、

知ってるだろ? うちのほうでもあらたか組合に集めているから。これ

からだんだんそうなると思う。だって、やる人がいない。集めるのは

いいが集めてもやる人がいない。

　一時期は、このあたり、豚はけっこう飼ってたよ。いつごろだろ。

豚もいつのまにか駄目になった。なんで駄目になったか俺も覚えて

いない。イチゴなんか入る前だよな。そこの三村さんなんかも、豚

やっていて、県で表彰されたこともあった。

　いい種持っててな。豚小屋は今でもあるけど。豚か稲だな、この

へんは。麦はこのへんじゃあんまりやらない。家畜は豚だな。鶏は、

あまり飼う人いなかったな。今は、薄羽さんが専業でやってるが、

少しやった人がいたが、大したことはなかったな。収入源としては、

豚だな。稲が主力だけど値段が下がったからおかしくなっちゃった。

タバコも一時期はこのへんでもやってたけど。米葉な。最後まで

残ったのは大羽地区だな。

(増田| このへんはいつぐらいまで?) 

　30年か40年までかな。ここの土地はあんまりいいのできねえん

だよ。あんまり向かないんだよ。赤土が向くんだ、大羽とかの。

　土があわないと病気が出ちゃうんだ。タバコでうんと稼いだ人は

いねえな、星の宮では。補助が切れたらやめちゃった。うちは35年

くらいでやめちゃったな。よその人に貸していたんだ、みんな。北中

あたりの人で、今でも作ってる人いるかな。

美幸さん| 蚕は?

貫凡さん| 蚕は、昔。

美幸さん| ここ古いうちだったんですけど、ここの2階が蚕部屋だっ

たって聞いています。うちの奥座敷が、畳上げたら下に囲炉裏が

あった。それは蚕を飼っていたからあったんだと聞いてる。

貫凡さん| 珍しいよな、奥座敷の畳の下に囲炉裏があるのは。お

湯にひたしてやるんだよ、繭から糸とる、それは俺、見たことあるん

だな。絹糸はそれだけだな。綿も作っていた。あれ、糸車あるよ。お

れ、やったことあるもん、こうやってなー、つぃーと糸ひくの。綿のあ

れを糸にして、それから、綿切りって言って、種を綿と分離して。そ

れを久下田 (くげた) に持って行ったのかな、あれを綿にしてもらっ

て、ほそながーくやる。

(増田| このへんは久下田に持って行ったんですか?) 

 おれ、わかんないけどそれで機を織ったわけよ。おれも織ったよ。

朽ち古したのをちぎって、ここらの野良帯にしたんだよ。けっこう機

織りはやったよ。おれ、農学校の時に服つくったんだよ。落下傘で。

落下傘はけっこう紐があるんだけど、紐をほぐして、うちで織って。

落下傘知ってるだろ? 大きくふくらむだろ、あれ、だから紐いっぱい

付いていて、その紐をほぐして、なんでも物が無い時代だから、その

糸をつないで、あれは絹糸だから、それで織って、服を作るんだよ。

美幸さん|  気が遠くなる作業…。
貫凡さん| それが最後だな、機織りしたのは。うちのおふくろ駄目

だったから、おばさんがやっていたな。綾織りっていうのをやった

な。ふつうの折り方と違うんだな。それ知っていたのが、さっき言っ

た薄羽聖作さんのお母さん。なんでもできたな。その人に教わって

やったんだ。どう違うかわかんないけど、普通の織り方とどう違うの

加波山について (事務局・注) 
　茨城県の中央に位置する筑波連山の1つである加波山。この山にある神
社“加波山神社”にはさまざまな神が祭られており、その中の1つに『たばこ

か。作ったのが、そこの洋服屋があったんだよね、そこの和久さん、

亡くなっちゃったけど、倅はそういうことやんないからな。俺が農学

校にはいったのが昭和25年だから、着る物がないんだよ。戦後まも

なくだからな。戦後5年たって制服ももちろんねえし、みんな思い思

いにやってた。作れる人は、まだいい。海軍の服を着たりしてた人も

いた。学問なんかも、ろくなの教わんないよ、草むしりだけ覚えた

り...。教育だって、なに教育していいかわかんなかったんじゃない

の。中学校がそうだから。急に新制中学なんちゅうても、俺ら１年

生からやったんだもん。新制中学の最初の1年生だもん、俺ら。だ

から1年から3年までやったのは俺らだけ。先輩達は2年からとか3

年からとか。最初はあそこだ、益子小学校でやった。校舎なんかで

きねえよ。急にがらっと制度が変わって。

  さっき言った兵隊に接収された校舎が中学校の校舎だった。そ

こに入ってて2年の途中にこっちに変わった、木造の校舎だもんな、

作ったの。庭作りにいったことあった。子どものころ、庭の整地に。

まだあの頃は、自衛隊がやるような段階じゃないもの。ああ、自衛隊

まだねえよな。そのあとだよな。警察予備隊つうんだ。まあ、ひどい

時代に生きてきたよな。なんにもねえ時代に生きてきたもの。戦中

戦後を生きてきたんだもんな。昼前、魚釣り行って、昼過ぎに学校

行くんだもの。昼前は暇だから魚釣り。まじめに勉強なんかしない

から。うちにいねえよ、誰も、野良行ってるから、それで、うちに帰っ

てひとりで飯食って、学校行って。

　あらゆること経験したよな。なんでもできるのは、おれたちの年代

までだろ。だいたい冬は、藁細工。昔は、米は俵で出してたんだよ、

藁の。あれを編むわけ。編んで検査すんだから。おれ、ともだち検査

員になって来たことあんだから。だいたい30年頃まで使ってたかな。

ぼっち (ふた) と俵。それ検査受けて、それに米入れて出荷して。そ

の次が、何になったかな、麻袋かな、いやちがうな、今は紙袋だけ

ど、樹脂袋 (じゅしたい) の時もあったんだよね、30キロのね、ミシン

で縫ってたんだから。今は紙で縛るからそんなことしないけど。麦

はきっと麻袋だな、60キロで。

　藁の俵を道路で検査したことあったよ、砂利道だけど持って

いって並べて。そのあと麻袋になった。今みたいに農協じゃないん

だから、どこも地元でやった、道路なんかで。まあ、それもちょっとの

期間だけどな。そのうちだんだん農協がちゃんとして、農協でやる

ようになったけどな。まったく戦後の過渡期だよな。戦後の荒れて

る時代で。

7. 昔のアルバムを見ながら

  昔は、このへんは仮装やったんだよ、運動会で。組対抗でやった

んだよ、表彰とかしたわけじゃないが。これ仮装だよ、みんな相談し

ながらやったんだ。土人の仮装をやったこともあったな、みんな裸

で腰簑つけて。おもしろかったな。お猿の籠屋だの、のど自慢のア

レもやったなあ、宮田輝なんかも出て。神話復活なんてのもやった、

ヤマトタケルの格好なんかして。それから、アレ、なんつたっけ? 青

森のねぷたってあるんだよね、あれも作って…。一大行事だよ、で、

組長になると大変なんだよ、運動会が。まあ、そこに集まって、今年

なにやる? って相談して。牟田歯医者 (益子駅前の歯医者さん) の

今の先生のお父さんが、審査員で来たんだ。

(増田| 星の宮の運動会ですよね?) 

　ちがうよ、小学校だよ、あそこにあった分校の。組は7組くらい

あったのか、それが毎年、めいめい趣向を変えてやるわけよ。

(増田| その小学校の運動会の中で、班対抗の仮装大会があった

わけなんですね?) 

　仮装行列だな。そこいらには無い、誇れるものだった。分校無く

なっちゃったからな。今より庭は小さくて狭いところで大変だった。

ちょうど俺らが中心になった頃、仮装をやり始めた。厚紙を買って

来て色々作った。因幡の白ウサギもやったし、着物を着てかかしを

やったこともある。

　毎年写真に撮って、何年分か残しておいたら大したもんだった

な。あの頃はそこまで気がつかなかったな。みんなで集まって考え

るだけでも、和気あいあいと出来た。結構長く続いたよ。

(増田| 何年くらいまで運動会にあったんですかね?)

美幸さん| 西小が出来て、分校が無くなったんですよね。昔は、4

年生まで分校に通って5年から益子小に行ったんですよね。

貫凡さん| 俺の頃は、3年まで分校だった。雨が降ろうが何が降ろ

うが歩きだったので、案外、星の宮はかけっこが早かった。結構時

間かけて小学校まで行っていた。だから、嫌になっちゃって、途中

遊びなんか覚えたんだ。

8. 農業を主軸にした産業

　今は働くだけが生き甲斐で、あまり他のことを見たいとか行きた

いとか、気持ちが無い。作物作ることが楽しく生き甲斐。でも何で、

町は百姓のほう向かねえんだ? 瀬戸屋ばっかり向いてる気がする

んだ。やることがみんなそうだ。茂木なんか、百姓関係よくやってる

よな。ユズでも、今話題のエゴマも、優秀な指導者、世話人がいる

んだよな。ああいうの益子は何もやんめ (やらないだろう） 。もう少

し、町が力入れてやると良い。

(増田| 茂木は、竹もやってますよね。) 

　あれは、機械がすごく高いんだよな。みんな、竹をもてあましてい

るのを利用してるんだろ。竹の処理も出来てお互いに利益になる。

ここら辺もどうしようもない。ちゃんと処理して産業に出来るんだか

ら、益子で何か出来ないかと思うんだな。確かに瀬戸は大事なん

だが、他の人から見るとあっち向いてるんじゃないかと思える。それ

なりの指導者がいないと無理は無理なんだが...だって、基本はそ

うじゃないんだよな。観光から言えばそうかもしれないが、地区全

体のこと考えるなら百姓のこと考えないと駄目。みんなが百姓やめ

たらどうなると思う? 水管理してるのは、みんな農家だよ。大水にな

る時期に田んぼに水上げてるから、大水にならないんだから。田ん

ぼ作るのやめたら、しょっちゅう水害になると思うんだよな。米がだ

んだん安くなる、作る人がいなくなる、まずいよな。

　だって、観光で来たって、農村風景があるからいいんじゃない

の? みんながちゃんと管理して、植物だって管理しないと駄目だよ。

さっき週刊誌読んでたら、東京でもタヌキやハクビシンが、人が住

まなくなった家に住み着いてるんだって、そういう時代だもんな。住

み着いて繁殖している。この辺だってそうなっちゃうんじゃないの。

うちも俺がいるから管理してるけど、農家の管理はサラリーマン

じゃ出来ないもんな。何か考えないと駄目だな。

(増田| エゴマも、茂木の道の駅では11月まで入荷しないみたいな

話ですね。) 

　認知症に効くって言うだろう。

(増田| 町も休耕田が沢山あるんで、活用しようという話も上がっ

ているんで…。)

 さっき話した組合でも、何作って良いか分からない。小麦を主力

に作ってるだろ、それからニンジン、ナスは大変で万歳しそうなんだ。

みんな60過ぎてるから。今何作ろうかって言ってるんだが…。ニラ

は、県が主力で力入れてるらしいから、何かな? 前に、ショウガを1

反歩作ったんだが、農協で買わねえって言うんだ、なかなか難しい。

大体、麦か大豆だろう。でも、ここは大豆は無理なんだ、難しい。北

中はもうやめちゃった。ここは、ユズだっていくらでもなるんだよ。何

もやる人いねえから、結局、人にあげたり捨てちゃって。他からも買

いに来てるって話聞くんだが…。
(増田| 益子は加工所が無いですよね。それもあって、せっかく農

作物作っても…。) 
　1次産業じゃ駄目だって言ってる。今、騒いでるだろう。加工して

姿変えて売らないと。大体、農協が主体でそれをやるべきだがやっ

ていない。大体洋服売ったり何かしてることが、おかしいんじゃね

えか。もう少し地道に出来ないものか。赤字にしないこと、儲かるこ

とばかり考えるとろくなこと出来ねえ。

(増田| 今、町でも未来計画を作る予定で、自分が産業のこれから

を考えるグループに属していて、農業も今いただいている話をグ

ループ内で共有させて頂きますし、町の計画に活かしていきたいと

思います。) 

　町も百姓のことをもう少し考えてもらいたい。おそらく稲だけでは

食っていけねえ。稲は人間食わないで、みんな飼料にしちゃえば良

いんだよな。結局、パンばっかり食ってるから駄目なんだな。まあ、

俺も食ってみるとパンの方がうまいような気がするけどな。飯にな

ると、おかず考えなくちゃなんねえ、余計米は駄目だ。俺は米は伸

びねえと思うな。輸出、輸出って言ってんが、難しいぞ。いっそのこ

と、米は作って飼料にして、トウモロコシは、うんと良いものにすれ

ば良い。トウモロコシはほとんど輸入だよ、エサはあれが主力だか

ら、トウモロコシの代替に米を考えることが出来れば、米も生きてく

るんだよな。米作るのは簡単なんだから、ただ、値段の面でな…。

　今、飼料米の「朝日の夢」は、8万円の補助金が出るんだよ。だか

ら星の宮は、組合が一手に引き受けて転作で全部それを作ってい

る。1反歩10俵ぐらい穫れる。それを品種改良して15俵ぐらい穫れ

るようにしてエサにするように仕向ければ何とかなるんだよな。その

へんを一生懸命考える方が良いような気がするな。

　だから「人間は食うな」と、主婦もパン食うと楽になるんじゃねえ

かい。炊かないし、おかず考えなくて済むし、食パン焼くぐらいで。

（一同大笑い）

美幸さん| 毎日パンじゃ…。たまに食べるから美味しいと感じるけ

どね。

貫凡さん| まあ、米食わない人は多くなるよな。産業考えた方が良

いよ。現場の方は、まだ現役で生きているうちはやるから。だから、

何をどんなふうにやるかは、JAとかが考えないとな、売っていくこと

も考えないといけないし、個人じゃなかなか考えられない。作る方

はこっちが得意。今は、売る方でどういう風に売るか? どんな製品

を作ってどう売るか? それをやる人がいないから駄目。道の駅どう

すんだ? 売るものあんのか? まあ、頑張ってね。

美幸さん| うちでは昔、納豆を瓶 (かめ) で作ってたって?

貫凡さん| 俺は覚えねえな。納豆は、藁つとだな。干し納豆は昔作っ

てた。塩まぶして、保存食になるだろ。その保存のために瓶を使っ

たんだ。　弁当のおかずが干し納豆だけ、なんてことがあったよ。あ

と、たくあんと梅干し。弁当に干し納豆持ってくる人は結構いたよ。

昔はそんなもんだよ。ただ、干すと余計臭くてな。保存食は昔の知

恵、あと乾燥イモは作った。暇なときは相手してやるから、また来う

な (来なさい) 。若いんだから頑張ってね。

(増田| よろしくお願いします。)

神社』がある。このたばこ神社は、昭和29 (1954) 年に葉たばこの耕作者た
ちが発起人となり、加波山神社の境内に資材を運び入れ、昭和30 (1955) 
年5月に建立。

焙炉について (事務局・注)  
　製茶用の乾燥炉。もとは木の枠に厚手の和紙を張ったもので、蒸した茶
の葉を炭火で乾燥させながら揉 (も) んだ。



　あそこは、昔たばこ関係で加波山へ行ったろう。あそこは、風の

神様なのかなぁ。俺は行ったことないけど。大羽の人はたばこが盛

んだったから、そういう話でなかった? うちの方はそういうことやら

なかったけどね。その他は、この地域では目立ったことやらなかっ

たよ。風祭りだけは特殊だったな。

　昔の大通り沿いはお茶垣が多かった。みんな自家用でお茶作っ

ていたから。道路拡張でなくなった。最後は農協に加工を頼んだ。

そのうち買った方が安くなった。焙炉 （ほいろ） でお茶はどこでも

作ったな。下に炭を入れて、上で乾かして手で揉むわけよ。それは

大なり小なり、どこでもやっていた。

（増田| 出荷されていた方もいたんですか?）

　いない。自家用だよ。だいたい１日やれば終わった。昔は、お茶

摘みなんかは、お互いに行ったり来たりしてやっていた。うちは他

　星の宮で60年以上農業を営み、農業委員なども務めてきた小出

貫凡 (みちつね) さんと、息子さんのお嫁さんである美幸 (みゆき) 

さんにお話を伺った。

1. 祭りと茶栽培、入百姓

貫凡さん| 昔、風祭りがあった。嵐よけということで、茨城の加波山

から神主が来た。区長の家に泊まって、嵐よけの札を青年団が受

け取った。いつの間にか途絶えていた。およそ昭和30年頃までか

なぁ。竹を割って、下げて大通りを歩いた。白和えを男らで作った。

竹を立てて歩くのは女性はやらなかった。

(増田| 風祭りは男性のお祭りですか?) 

　男性ばっかりだったよ。

(増田| 大沢地区でも風祭りがあったみたいですよ。) 

へは行かなかったけど。やっぱり人を頼んだ。ヨイドリは小さい子、

親戚関係の人が結構行ったり来たりやっていた。倅たちがサラ

リーマンになるくらいまでやっていた。

(増田| 茶垣はどれくらいまで星の宮の人は作っていたんですか?) 

美幸さん| 私が嫁に来たときは摘んで農協に持っていって、自家

用は家で。私が嫁に来たのは昭和62年だから、それから2~3年は

持っていってやっていた。

貫凡さん| 柿の木とお茶の木がずっと星の宮まであったが道路の

拡張でなくなった。大羽は舗装になるのが早かった。ここらは遅

かった。道も細くて。この辺は町道でなかったから。

（増田| 塙の聞き取りで星の宮の一帯は新潟から開墾が入ったと

聞きましたが?）

　結局ここの住人たちは働かなかったらしい。酒飲んでバクチして。

そういう風潮があった。新潟は雪が降ると仕事がないから次男三

男が来た。新潟の人は働き者だから頼んでいた。いろんなとこに来

た。百姓をやるのに入った。星の宮は浄土真宗の家が多い。それ

だけ働いていたということ。一生懸命働いていたからよくなった。だ

から大きい家は向こうから来た人が多い。芦沼は多い。昔処理場

に勤めていた市川さんと言う人も新潟から来た。真岡の高間木あ

たりも多い。塙の菊池病院の向こうの白田さんが番地が一番小さ

い。あっちから大字塙の番地をふってきたのかな。昔は大字塙で

星の宮と一緒のときもあった。よく分かんないけど。だから結構星

の宮の書類もウチのほうにある。昔は役をやっている人は土地の

台帳を全部持っていた。それを見れば誰がどの土地を持っている

か全部分かった。それが塙にも星の宮にもあった。地図なんかもお

互いに持っていたんじゃないかな。私の家にも村にもあった。うち

のおじちゃんが村の世話役とかやっていたから。生紙と言って破

けにくい長持ちする紙で。星の宮はほとんど村の人が測量していた。

今でも台帳が公民館の大きな金庫にあると思う。あれは珍しい。

昔は縄で測った。馬の毛がくっついているやつで向こうで棒持って。

平板 （へいばん） 測量って言うんだよ。区長が代わると平板とかを

持って行った。

2. 塙と星の宮の関係

(増田| 塙と星の宮の関係は?)

　昔から深かった。元は川の堰も一緒だった。高校の堰よりもっと

下だった。大羽川の合流のとこにあったのかな。杭の堰だった。松

杭を打って、横に並べて砂利を入れて止めた。松は水の中でも腐

らないから。高校あたりに村の山があった。そこはなんであったか

というと松を育てて杭にするためにあった。そこの松を切って杭で

堰を修理した。それがいつの間にかに、塙と星の宮で別々になって

しまった。仕事も一緒にやった。堰普請 (せきぶしん) なんかも一緒

にやった覚えがある。塙と星の宮がやぐらを組んで綱を引っ張って

杭を打った。昭和30年頃に、土地改良をやった。その時から堰を

別にしたから関係がおかしくなった。塙は塙の水、星の宮は星の宮

というような。けんかの間際までいった。紅取橋って知ってる? 七井

の台のところにある。あそこが星の宮の堰。あれは県でつくったらし

い。県でつくったやつは杭じゃないと思う。水が多くなると自動で倒

れる堰をつくった。昔の人は書いて残したと思うんだけど、村の記

録はあまりない。おれは見たことない。区長が変わると小さいタン

スだけは持って行った。そこにはいろいろ書類が入ってたらしい。

昔のことが分かるのはさっき言った図面くらいかな。あれは文化財

級だな。

　前沢の山知ってる? 役場の山。あれは高校の用地が星の宮に

あった。高校予定地の星の宮の堰山と町の山を交換した。3倍もも

らった。1反歩だったら5反歩を前沢の山にもらった。おれはもらっ

た後に境界を調べるのに登記所に行った。登記所にはマイラーっ

ていう地図があってそれをもらって複写してきた。でも前沢の地図

は違って、あそこは田野地区だから手書きでマイラーっていうのが

ない、だから登記所で薄い写す紙に書いていけと言われて写して

きた。写したのを頼りに境界を確認した。今は舗装するようになっ

てからはきちんとしている。昔の図面は間違いも多い。でも登記所
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にはかなわない。登記所は絶対後でしっかり見る。ここらも何遍か

方々見たが図面間違ってるのが多い。図に丸い道がないか見てみ

な、だいたい真っすぐだから、そんなわけないんだよな、丸くって。

昔はだいたい六尺くらいしか使ってなかった、公図では九尺くらい

に広い所がけっこうある。三尺下がってヘリギ植えたんだ、道でも

境界でも、木が大きくなっても他人の土地を侵害しないように、と

やったわけ。ところが登記所で立ち会うわけよ、売ったりなんかして、

測るとヘリギ入っちゃう。「おかしいんじゃないのか」と言ったら「税

金を安くするのに道を広く届け出たみたい」と言うんだすると土地

減るよな、道広くすれば。だから「九尺だ」「しゃあないなあ」と。

 昔はほんとの公図じゃないんだよ、公図というのがなくて地元の

人が測って税金の関係で税務署へ申告した、売買したりなんかし

て。その税務署にあった図面が登記所へ行ったという話。だから

昔は「公図に準ずる」といって公図じゃない。ほんとの公図なら頓

挫してる公図づくり、あんなのやる必要ないんだ。ほんとの公図

じゃないから改めてやっていくわけだべ、だから間違いが多いわな。

 よく昔の人は測量やったんだわな。家の下の田も払い下げたんだ、

昔は湿地帯だった。うちのおじちゃんが測って図面にして、払い下

げたわけ。前は登記所が益子にあった、公民館の入り口。よその人

が「ここが池になってる、図面が青くなってる」と言うんだ、「そんな

バカな話があるか」と行ってみたら地番入ってたのが消してある、

払い下げでちゃんと入れたわけ。うちのおじちゃんが書いた地図

がうちにあったもんで、キムラさんに頼んで「こういうわけだから直

してくれ」と言って、そうしたら何か所か間違ってたから全部直して。

登記所でさえそんなごちゃっぺやったんだから。こっちが図面持っ

てたからちゃんと主張して直せた、黙ってたら全部池になってた。

測量するというのは大事だった、それでも間違いがあった。今は売

買するとみんなきちんと直しちゃう。

3. 終戦後のこと

(増田|この辺の農地化は新潟から来た人が?) 

　おこしたのは分からないが、家の前あたりは昔は山だった、それ

がいくらかおこしたかもしれないが、大々的におこしたというのは

聞かないな。敗戦の頃かな、伏見医院のところ、あそこは山だった。

あそこをおこしてサツマか何かつくる気になったんだと思うな、小

学生が動員されたことがある、とにかく動員されたのを覚えている。

戦争負ける間際、5年の8月に負けた、その負ける前にやった。益子

の小学校に桜田部隊って兵隊がいた。裏の校舎が占領されちゃっ

た。二階建ての校舎が兵隊に接収されて授業ができない。それで

二部授業というのをやった、昼前の部と昼過ぎの部があった。そこ

に獣医としていたのが伏見さん、戦後負けてからあそこに入った、

おこしてあったから。獣医は将校だろ、だから営外居住して、自分

で普通の家に住めた。ヒシヌマの姉さんと一緒になって、そこに下

宿していて、戦後こっちに出た。桜田部隊には太った部隊長がいた。

短い期間だった。迫撃砲があった。こういう筒で、弾がこれぐらい、

それを上から入れる。模擬弾を木でつくって練習した。野砲もあっ

たんじゃないかな。けっこう校庭でも練習した。

  海軍もお寺にいたことがある、ここの閑空院に。高校のところにう

ちの松山があった。だいたいうちの山だから、高校の敷地、校舎

建ってるところは。こういう松の木があって、突きの練習してたのを

覚えている。暇だもんで演芸会なんかやったことあるよ、あの海軍。

海軍自体がやってるんだ、暇だから。やったというのだけ覚えてい

る。食い物なくてサツマのトコイモなんか食ったんだよ、海軍が。苗

取るために芋捨てるだろ、それを食った。そんなん戦争負けるわけ

だよな、海軍が陸に上がってそういうことしててさ。それで風呂入り

に来てた。ほんの短い期間だった、終戦後早いうちにいなくなっ

ちゃった。

(増田|軍馬を祀ってあるお堂は?) 

　馬頭観音は方々にある、農家は馬使ってたろ、だからあるんじゃ

ないの。特養ホーム「ましこの里」の角のところ、ゴミの集積場のあ

るところに馬頭観音がある。そのうち馬がいなくなって牛になった。

牛はけっこう飼った、牛になって耕耘機になった。うちの方でも馬

の次は牛を使った、馬なんかだんだんいなくなっちゃって。

(増田|牛の観音とかはないですもんね?)

　牛はない、そういう信心もなくなっちゃったんじゃないの。牛はそ
う死ななかったぞ、きっと。馬なんか弱いよ、病気になって立たなく

なっちゃう。馬は急激にいなくなっちゃったよな。

4. タツ街道のこと

　昔は、今の農協の西に道あるだろ、あれ真っすぐ星の宮に来て

たんだよ。そうしたらウエノかあちゃんって知ってる? あそこの人が

「ここは抜けてない」と騒ぎ始めちゃったんだよ、それで通れなく

なっちゃって。農学校に行ってた昭和28年頃までは通れた。塙の

神社の後ろ通って、塙橋に上がって行ったんだよ、それで汽車に

乗って。普通はだいたい田んぼ行っちゃうんだが、道悪い日あそこ

通って来たことある。入り組んでるからさ、後になって「これ、道抜

けてない」なんて。

(増田| タツ街道のタツって、漢字でどのように書くのか分かります

か?) 

　改めて言われると分からないな、辰年の辰のような気がする。あ

れは重要道路なんだよな、昔はあんまりないんだから。どこがほん

となのかな、真岡街道というかタツ街道は。西谷食堂から真っすぐ

分かれてるだろ、あれがほんとじゃないのかな、もとの真岡街道は

な、斜めにずっと行ってる。今は西谷食堂から真っすぐ抜けてる。

5. 財産管理委員会や地名のこと

(増田| 財産管理委員会は星の宮もあるんですか?) 

　つくったよ、薄羽先生が骨折ったんだ。薄羽聖作 （しょうさく） さ

んが司法書士やってたろ、公民館の入り口で。それが星の宮の出

身だろ、一生懸命面倒見て。昔は20~30人の権利者が村の土地を

共同で持ってた、村山なんかもそう。それを高校と交換したときに

土地を欲しがったわけ、次男・三男も。それで増えて、一番多い共

有地は70名ぐらいいる。それで大変だと言うんで、代表登記といっ

て一人にまとめて、何かやるときに一人で済むようにと「財産管理

委員会」をつくった。でも権利は失せない、代表一人というわけに

はいかない、何かやるとなると全部のハンコもらわないとダメなん

だ、結局やっても無駄なような気がして。ハンコもらえない人もけっ

こういたんだよ、代表にするときに。今も財産管理委員会はあるん

だけども、死んじゃってどうしようもないのが二人か三人、けっこう

あるったんだが大変で。

　加藤義勝さんのあたり、村で貸しておくんだよ、それと何か所か
ある、水道屋の資材置き場とか、村の土地貸して、その上がりで村

を運営している。昔の村の組織が今でもある、自治会と別に、それ

は宅地で貸しておくのでやっている。だから売買になると難しい。あ

そこのオオシマさんが代行の車置くんだよ、あそこが村の馬捨て場

といったんだから馬を埋めたのかな、村の土地なんだよ。それが昔

の名前で、もうどうしようもない。財産管理のあれに入れることがで

きなかった、ハンコもらえなくて、あんまり古い人で。あれは売れな

いから貸しておく、貸すのは構わないが売買はできない。

　星の宮東側、そういう表現もあるから、番地の頭にくっついてる

のはいろいろある。前、野崎先生が星の宮にいてそういう地名を調

べたんだよ、本は下巻つくらないうちに死んじゃった。それ見ると一

部はアイヌ語だという。ケカチというのがけっこう多いんだよ、星の

宮は。弁天池の周りケカチ多いよな、ケカチっていうのがアイヌ語

だっていうようなこと書いてなかったかな。面白いんだよ、番地の

前の田んぼとか畑とか見ると、チカニンだの訳の分からないような

言葉がある。

(増田| 星の宮公民館の金庫にある図面は、見せてもらうことは可

能?) 

　見られるんじゃないの、区長に言えば。自治会長は関係ない。下

駄箱のところにでかい金庫がある、あれの中に二冊あったと思っ

た。あれは大したもの、文化財系統だな、あれだけやったというの

は。なかなかそういうのはないぞ、村の土地を測量したというのは。

争いなんかあると持ち出して見た。

(増田| 星の宮神社の氏子総代は?) 

　結局区長だな。氏子は120人ぐらいいる。あそこにでかい碑があ

る、石の裏に書いてある。神社の当番というのがある、6人ずつ交代

でやるわけ。

6. 養豚、養鶏、養蚕のこと

(増田| 農業では、作物はなにを?)

　米だな。村でやってるのは知ってるだろ、営農集団。結局、星の
宮組合ってのになったから。みんな集積して集めろっていう話、

知ってるだろ? うちのほうでもあらたか組合に集めているから。これ

からだんだんそうなると思う。だって、やる人がいない。集めるのは

いいが集めてもやる人がいない。

　一時期は、このあたり、豚はけっこう飼ってたよ。いつごろだろ。

豚もいつのまにか駄目になった。なんで駄目になったか俺も覚えて

いない。イチゴなんか入る前だよな。そこの三村さんなんかも、豚

やっていて、県で表彰されたこともあった。

　いい種持っててな。豚小屋は今でもあるけど。豚か稲だな、この

へんは。麦はこのへんじゃあんまりやらない。家畜は豚だな。鶏は、

あまり飼う人いなかったな。今は、薄羽さんが専業でやってるが、

少しやった人がいたが、大したことはなかったな。収入源としては、

豚だな。稲が主力だけど値段が下がったからおかしくなっちゃった。

タバコも一時期はこのへんでもやってたけど。米葉な。最後まで

残ったのは大羽地区だな。

(増田| このへんはいつぐらいまで?) 

　30年か40年までかな。ここの土地はあんまりいいのできねえん

だよ。あんまり向かないんだよ。赤土が向くんだ、大羽とかの。

　土があわないと病気が出ちゃうんだ。タバコでうんと稼いだ人は

いねえな、星の宮では。補助が切れたらやめちゃった。うちは35年

くらいでやめちゃったな。よその人に貸していたんだ、みんな。北中

あたりの人で、今でも作ってる人いるかな。

美幸さん| 蚕は?

貫凡さん| 蚕は、昔。

美幸さん| ここ古いうちだったんですけど、ここの2階が蚕部屋だっ

たって聞いています。うちの奥座敷が、畳上げたら下に囲炉裏が

あった。それは蚕を飼っていたからあったんだと聞いてる。

貫凡さん| 珍しいよな、奥座敷の畳の下に囲炉裏があるのは。お

湯にひたしてやるんだよ、繭から糸とる、それは俺、見たことあるん

だな。絹糸はそれだけだな。綿も作っていた。あれ、糸車あるよ。お

れ、やったことあるもん、こうやってなー、つぃーと糸ひくの。綿のあ

れを糸にして、それから、綿切りって言って、種を綿と分離して。そ

れを久下田 (くげた) に持って行ったのかな、あれを綿にしてもらっ

て、ほそながーくやる。

(増田| このへんは久下田に持って行ったんですか?) 

 おれ、わかんないけどそれで機を織ったわけよ。おれも織ったよ。

朽ち古したのをちぎって、ここらの野良帯にしたんだよ。けっこう機

織りはやったよ。おれ、農学校の時に服つくったんだよ。落下傘で。

落下傘はけっこう紐があるんだけど、紐をほぐして、うちで織って。

落下傘知ってるだろ? 大きくふくらむだろ、あれ、だから紐いっぱい

付いていて、その紐をほぐして、なんでも物が無い時代だから、その

糸をつないで、あれは絹糸だから、それで織って、服を作るんだよ。

美幸さん|  気が遠くなる作業…。
貫凡さん| それが最後だな、機織りしたのは。うちのおふくろ駄目

だったから、おばさんがやっていたな。綾織りっていうのをやった

な。ふつうの折り方と違うんだな。それ知っていたのが、さっき言っ

た薄羽聖作さんのお母さん。なんでもできたな。その人に教わって

やったんだ。どう違うかわかんないけど、普通の織り方とどう違うの

か。作ったのが、そこの洋服屋があったんだよね、そこの和久さん、

亡くなっちゃったけど、倅はそういうことやんないからな。俺が農学

校にはいったのが昭和25年だから、着る物がないんだよ。戦後まも

なくだからな。戦後5年たって制服ももちろんねえし、みんな思い思

いにやってた。作れる人は、まだいい。海軍の服を着たりしてた人も

いた。学問なんかも、ろくなの教わんないよ、草むしりだけ覚えた

り...。教育だって、なに教育していいかわかんなかったんじゃない

の。中学校がそうだから。急に新制中学なんちゅうても、俺ら１年

生からやったんだもん。新制中学の最初の1年生だもん、俺ら。だ

から1年から3年までやったのは俺らだけ。先輩達は2年からとか3

年からとか。最初はあそこだ、益子小学校でやった。校舎なんかで

きねえよ。急にがらっと制度が変わって。

  さっき言った兵隊に接収された校舎が中学校の校舎だった。そ

こに入ってて2年の途中にこっちに変わった、木造の校舎だもんな、

作ったの。庭作りにいったことあった。子どものころ、庭の整地に。

まだあの頃は、自衛隊がやるような段階じゃないもの。ああ、自衛隊

まだねえよな。そのあとだよな。警察予備隊つうんだ。まあ、ひどい

時代に生きてきたよな。なんにもねえ時代に生きてきたもの。戦中

戦後を生きてきたんだもんな。昼前、魚釣り行って、昼過ぎに学校

行くんだもの。昼前は暇だから魚釣り。まじめに勉強なんかしない

から。うちにいねえよ、誰も、野良行ってるから、それで、うちに帰っ

てひとりで飯食って、学校行って。

　あらゆること経験したよな。なんでもできるのは、おれたちの年代

までだろ。だいたい冬は、藁細工。昔は、米は俵で出してたんだよ、

藁の。あれを編むわけ。編んで検査すんだから。おれ、ともだち検査

員になって来たことあんだから。だいたい30年頃まで使ってたかな。

ぼっち (ふた) と俵。それ検査受けて、それに米入れて出荷して。そ

の次が、何になったかな、麻袋かな、いやちがうな、今は紙袋だけ

ど、樹脂袋 (じゅしたい) の時もあったんだよね、30キロのね、ミシン

で縫ってたんだから。今は紙で縛るからそんなことしないけど。麦

はきっと麻袋だな、60キロで。

　藁の俵を道路で検査したことあったよ、砂利道だけど持って

いって並べて。そのあと麻袋になった。今みたいに農協じゃないん

だから、どこも地元でやった、道路なんかで。まあ、それもちょっとの

期間だけどな。そのうちだんだん農協がちゃんとして、農協でやる

ようになったけどな。まったく戦後の過渡期だよな。戦後の荒れて

る時代で。

7. 昔のアルバムを見ながら

  昔は、このへんは仮装やったんだよ、運動会で。組対抗でやった

んだよ、表彰とかしたわけじゃないが。これ仮装だよ、みんな相談し

ながらやったんだ。土人の仮装をやったこともあったな、みんな裸

で腰簑つけて。おもしろかったな。お猿の籠屋だの、のど自慢のア

レもやったなあ、宮田輝なんかも出て。神話復活なんてのもやった、

ヤマトタケルの格好なんかして。それから、アレ、なんつたっけ? 青

森のねぷたってあるんだよね、あれも作って…。一大行事だよ、で、

組長になると大変なんだよ、運動会が。まあ、そこに集まって、今年

なにやる? って相談して。牟田歯医者 (益子駅前の歯医者さん) の

今の先生のお父さんが、審査員で来たんだ。

(増田| 星の宮の運動会ですよね?) 

　ちがうよ、小学校だよ、あそこにあった分校の。組は7組くらい

あったのか、それが毎年、めいめい趣向を変えてやるわけよ。

(増田| その小学校の運動会の中で、班対抗の仮装大会があった

わけなんですね?) 

　仮装行列だな。そこいらには無い、誇れるものだった。分校無く

なっちゃったからな。今より庭は小さくて狭いところで大変だった。

ちょうど俺らが中心になった頃、仮装をやり始めた。厚紙を買って

来て色々作った。因幡の白ウサギもやったし、着物を着てかかしを

やったこともある。

　毎年写真に撮って、何年分か残しておいたら大したもんだった

な。あの頃はそこまで気がつかなかったな。みんなで集まって考え

るだけでも、和気あいあいと出来た。結構長く続いたよ。

(増田| 何年くらいまで運動会にあったんですかね?)

美幸さん| 西小が出来て、分校が無くなったんですよね。昔は、4

年生まで分校に通って5年から益子小に行ったんですよね。

貫凡さん| 俺の頃は、3年まで分校だった。雨が降ろうが何が降ろ

うが歩きだったので、案外、星の宮はかけっこが早かった。結構時

間かけて小学校まで行っていた。だから、嫌になっちゃって、途中

遊びなんか覚えたんだ。

8. 農業を主軸にした産業

　今は働くだけが生き甲斐で、あまり他のことを見たいとか行きた

いとか、気持ちが無い。作物作ることが楽しく生き甲斐。でも何で、

町は百姓のほう向かねえんだ? 瀬戸屋ばっかり向いてる気がする

んだ。やることがみんなそうだ。茂木なんか、百姓関係よくやってる

よな。ユズでも、今話題のエゴマも、優秀な指導者、世話人がいる

んだよな。ああいうの益子は何もやんめ (やらないだろう） 。もう少

し、町が力入れてやると良い。

(増田| 茂木は、竹もやってますよね。) 

　あれは、機械がすごく高いんだよな。みんな、竹をもてあましてい

るのを利用してるんだろ。竹の処理も出来てお互いに利益になる。

ここら辺もどうしようもない。ちゃんと処理して産業に出来るんだか

ら、益子で何か出来ないかと思うんだな。確かに瀬戸は大事なん

だが、他の人から見るとあっち向いてるんじゃないかと思える。それ

なりの指導者がいないと無理は無理なんだが...だって、基本はそ

うじゃないんだよな。観光から言えばそうかもしれないが、地区全

体のこと考えるなら百姓のこと考えないと駄目。みんなが百姓やめ

たらどうなると思う? 水管理してるのは、みんな農家だよ。大水にな

る時期に田んぼに水上げてるから、大水にならないんだから。田ん

ぼ作るのやめたら、しょっちゅう水害になると思うんだよな。米がだ

んだん安くなる、作る人がいなくなる、まずいよな。

　だって、観光で来たって、農村風景があるからいいんじゃない

の? みんながちゃんと管理して、植物だって管理しないと駄目だよ。

さっき週刊誌読んでたら、東京でもタヌキやハクビシンが、人が住

まなくなった家に住み着いてるんだって、そういう時代だもんな。住

み着いて繁殖している。この辺だってそうなっちゃうんじゃないの。

うちも俺がいるから管理してるけど、農家の管理はサラリーマン

じゃ出来ないもんな。何か考えないと駄目だな。

(増田| エゴマも、茂木の道の駅では11月まで入荷しないみたいな

話ですね。) 

　認知症に効くって言うだろう。

(増田| 町も休耕田が沢山あるんで、活用しようという話も上がっ

ているんで…。)

 さっき話した組合でも、何作って良いか分からない。小麦を主力

に作ってるだろ、それからニンジン、ナスは大変で万歳しそうなんだ。

みんな60過ぎてるから。今何作ろうかって言ってるんだが…。ニラ

は、県が主力で力入れてるらしいから、何かな? 前に、ショウガを1

反歩作ったんだが、農協で買わねえって言うんだ、なかなか難しい。

大体、麦か大豆だろう。でも、ここは大豆は無理なんだ、難しい。北

中はもうやめちゃった。ここは、ユズだっていくらでもなるんだよ。何

もやる人いねえから、結局、人にあげたり捨てちゃって。他からも買

いに来てるって話聞くんだが…。
(増田| 益子は加工所が無いですよね。それもあって、せっかく農

作物作っても…。) 
　1次産業じゃ駄目だって言ってる。今、騒いでるだろう。加工して

姿変えて売らないと。大体、農協が主体でそれをやるべきだがやっ

ていない。大体洋服売ったり何かしてることが、おかしいんじゃね

えか。もう少し地道に出来ないものか。赤字にしないこと、儲かるこ

とばかり考えるとろくなこと出来ねえ。

(増田| 今、町でも未来計画を作る予定で、自分が産業のこれから

を考えるグループに属していて、農業も今いただいている話をグ

ループ内で共有させて頂きますし、町の計画に活かしていきたいと

思います。) 

　町も百姓のことをもう少し考えてもらいたい。おそらく稲だけでは

食っていけねえ。稲は人間食わないで、みんな飼料にしちゃえば良

いんだよな。結局、パンばっかり食ってるから駄目なんだな。まあ、

俺も食ってみるとパンの方がうまいような気がするけどな。飯にな

ると、おかず考えなくちゃなんねえ、余計米は駄目だ。俺は米は伸

びねえと思うな。輸出、輸出って言ってんが、難しいぞ。いっそのこ

と、米は作って飼料にして、トウモロコシは、うんと良いものにすれ

ば良い。トウモロコシはほとんど輸入だよ、エサはあれが主力だか

ら、トウモロコシの代替に米を考えることが出来れば、米も生きてく

るんだよな。米作るのは簡単なんだから、ただ、値段の面でな…。

　今、飼料米の「朝日の夢」は、8万円の補助金が出るんだよ。だか

ら星の宮は、組合が一手に引き受けて転作で全部それを作ってい

る。1反歩10俵ぐらい穫れる。それを品種改良して15俵ぐらい穫れ

るようにしてエサにするように仕向ければ何とかなるんだよな。その

へんを一生懸命考える方が良いような気がするな。

　だから「人間は食うな」と、主婦もパン食うと楽になるんじゃねえ

かい。炊かないし、おかず考えなくて済むし、食パン焼くぐらいで。

（一同大笑い）

美幸さん| 毎日パンじゃ…。たまに食べるから美味しいと感じるけ

どね。

貫凡さん| まあ、米食わない人は多くなるよな。産業考えた方が良

いよ。現場の方は、まだ現役で生きているうちはやるから。だから、

何をどんなふうにやるかは、JAとかが考えないとな、売っていくこと

も考えないといけないし、個人じゃなかなか考えられない。作る方

はこっちが得意。今は、売る方でどういう風に売るか? どんな製品

を作ってどう売るか? それをやる人がいないから駄目。道の駅どう

すんだ? 売るものあんのか? まあ、頑張ってね。

美幸さん| うちでは昔、納豆を瓶 (かめ) で作ってたって?

貫凡さん| 俺は覚えねえな。納豆は、藁つとだな。干し納豆は昔作っ

てた。塩まぶして、保存食になるだろ。その保存のために瓶を使っ

たんだ。　弁当のおかずが干し納豆だけ、なんてことがあったよ。あ

と、たくあんと梅干し。弁当に干し納豆持ってくる人は結構いたよ。

昔はそんなもんだよ。ただ、干すと余計臭くてな。保存食は昔の知

恵、あと乾燥イモは作った。暇なときは相手してやるから、また来う

な (来なさい) 。若いんだから頑張ってね。

(増田| よろしくお願いします。)



　あそこは、昔たばこ関係で加波山へ行ったろう。あそこは、風の

神様なのかなぁ。俺は行ったことないけど。大羽の人はたばこが盛

んだったから、そういう話でなかった? うちの方はそういうことやら

なかったけどね。その他は、この地域では目立ったことやらなかっ

たよ。風祭りだけは特殊だったな。

　昔の大通り沿いはお茶垣が多かった。みんな自家用でお茶作っ

ていたから。道路拡張でなくなった。最後は農協に加工を頼んだ。

そのうち買った方が安くなった。焙炉 （ほいろ） でお茶はどこでも

作ったな。下に炭を入れて、上で乾かして手で揉むわけよ。それは

大なり小なり、どこでもやっていた。

（増田| 出荷されていた方もいたんですか?）

　いない。自家用だよ。だいたい１日やれば終わった。昔は、お茶

摘みなんかは、お互いに行ったり来たりしてやっていた。うちは他

　星の宮で60年以上農業を営み、農業委員なども務めてきた小出

貫凡 (みちつね) さんと、息子さんのお嫁さんである美幸 (みゆき) 

さんにお話を伺った。

1. 祭りと茶栽培、入百姓

貫凡さん| 昔、風祭りがあった。嵐よけということで、茨城の加波山

から神主が来た。区長の家に泊まって、嵐よけの札を青年団が受

け取った。いつの間にか途絶えていた。およそ昭和30年頃までか

なぁ。竹を割って、下げて大通りを歩いた。白和えを男らで作った。

竹を立てて歩くのは女性はやらなかった。

(増田| 風祭りは男性のお祭りですか?) 

　男性ばっかりだったよ。

(増田| 大沢地区でも風祭りがあったみたいですよ。) 

へは行かなかったけど。やっぱり人を頼んだ。ヨイドリは小さい子、

親戚関係の人が結構行ったり来たりやっていた。倅たちがサラ

リーマンになるくらいまでやっていた。

(増田| 茶垣はどれくらいまで星の宮の人は作っていたんですか?) 

美幸さん| 私が嫁に来たときは摘んで農協に持っていって、自家

用は家で。私が嫁に来たのは昭和62年だから、それから2~3年は

持っていってやっていた。

貫凡さん| 柿の木とお茶の木がずっと星の宮まであったが道路の

拡張でなくなった。大羽は舗装になるのが早かった。ここらは遅

かった。道も細くて。この辺は町道でなかったから。

（増田| 塙の聞き取りで星の宮の一帯は新潟から開墾が入ったと

聞きましたが?）

　結局ここの住人たちは働かなかったらしい。酒飲んでバクチして。

そういう風潮があった。新潟は雪が降ると仕事がないから次男三

男が来た。新潟の人は働き者だから頼んでいた。いろんなとこに来

た。百姓をやるのに入った。星の宮は浄土真宗の家が多い。それ

だけ働いていたということ。一生懸命働いていたからよくなった。だ

から大きい家は向こうから来た人が多い。芦沼は多い。昔処理場

に勤めていた市川さんと言う人も新潟から来た。真岡の高間木あ

たりも多い。塙の菊池病院の向こうの白田さんが番地が一番小さ

い。あっちから大字塙の番地をふってきたのかな。昔は大字塙で

星の宮と一緒のときもあった。よく分かんないけど。だから結構星

の宮の書類もウチのほうにある。昔は役をやっている人は土地の

台帳を全部持っていた。それを見れば誰がどの土地を持っている

か全部分かった。それが塙にも星の宮にもあった。地図なんかもお

互いに持っていたんじゃないかな。私の家にも村にもあった。うち

のおじちゃんが村の世話役とかやっていたから。生紙と言って破

けにくい長持ちする紙で。星の宮はほとんど村の人が測量していた。

今でも台帳が公民館の大きな金庫にあると思う。あれは珍しい。

昔は縄で測った。馬の毛がくっついているやつで向こうで棒持って。

平板 （へいばん） 測量って言うんだよ。区長が代わると平板とかを

持って行った。

2. 塙と星の宮の関係

(増田| 塙と星の宮の関係は?)

　昔から深かった。元は川の堰も一緒だった。高校の堰よりもっと

下だった。大羽川の合流のとこにあったのかな。杭の堰だった。松

杭を打って、横に並べて砂利を入れて止めた。松は水の中でも腐

らないから。高校あたりに村の山があった。そこはなんであったか

というと松を育てて杭にするためにあった。そこの松を切って杭で

堰を修理した。それがいつの間にかに、塙と星の宮で別々になって

しまった。仕事も一緒にやった。堰普請 (せきぶしん) なんかも一緒

にやった覚えがある。塙と星の宮がやぐらを組んで綱を引っ張って

杭を打った。昭和30年頃に、土地改良をやった。その時から堰を

別にしたから関係がおかしくなった。塙は塙の水、星の宮は星の宮

というような。けんかの間際までいった。紅取橋って知ってる? 七井

の台のところにある。あそこが星の宮の堰。あれは県でつくったらし

い。県でつくったやつは杭じゃないと思う。水が多くなると自動で倒

れる堰をつくった。昔の人は書いて残したと思うんだけど、村の記

録はあまりない。おれは見たことない。区長が変わると小さいタン

スだけは持って行った。そこにはいろいろ書類が入ってたらしい。

昔のことが分かるのはさっき言った図面くらいかな。あれは文化財

級だな。

　前沢の山知ってる? 役場の山。あれは高校の用地が星の宮に

あった。高校予定地の星の宮の堰山と町の山を交換した。3倍もも

らった。1反歩だったら5反歩を前沢の山にもらった。おれはもらっ

た後に境界を調べるのに登記所に行った。登記所にはマイラーっ

ていう地図があってそれをもらって複写してきた。でも前沢の地図

は違って、あそこは田野地区だから手書きでマイラーっていうのが

ない、だから登記所で薄い写す紙に書いていけと言われて写して

きた。写したのを頼りに境界を確認した。今は舗装するようになっ

てからはきちんとしている。昔の図面は間違いも多い。でも登記所

にはかなわない。登記所は絶対後でしっかり見る。ここらも何遍か

方々見たが図面間違ってるのが多い。図に丸い道がないか見てみ

な、だいたい真っすぐだから、そんなわけないんだよな、丸くって。

昔はだいたい六尺くらいしか使ってなかった、公図では九尺くらい

に広い所がけっこうある。三尺下がってヘリギ植えたんだ、道でも

境界でも、木が大きくなっても他人の土地を侵害しないように、と

やったわけ。ところが登記所で立ち会うわけよ、売ったりなんかして、

測るとヘリギ入っちゃう。「おかしいんじゃないのか」と言ったら「税

金を安くするのに道を広く届け出たみたい」と言うんだすると土地

減るよな、道広くすれば。だから「九尺だ」「しゃあないなあ」と。

 昔はほんとの公図じゃないんだよ、公図というのがなくて地元の

人が測って税金の関係で税務署へ申告した、売買したりなんかし

て。その税務署にあった図面が登記所へ行ったという話。だから

昔は「公図に準ずる」といって公図じゃない。ほんとの公図なら頓

挫してる公図づくり、あんなのやる必要ないんだ。ほんとの公図

じゃないから改めてやっていくわけだべ、だから間違いが多いわな。

 よく昔の人は測量やったんだわな。家の下の田も払い下げたんだ、

昔は湿地帯だった。うちのおじちゃんが測って図面にして、払い下

げたわけ。前は登記所が益子にあった、公民館の入り口。よその人

が「ここが池になってる、図面が青くなってる」と言うんだ、「そんな

バカな話があるか」と行ってみたら地番入ってたのが消してある、

払い下げでちゃんと入れたわけ。うちのおじちゃんが書いた地図

がうちにあったもんで、キムラさんに頼んで「こういうわけだから直

してくれ」と言って、そうしたら何か所か間違ってたから全部直して。

登記所でさえそんなごちゃっぺやったんだから。こっちが図面持っ

てたからちゃんと主張して直せた、黙ってたら全部池になってた。

測量するというのは大事だった、それでも間違いがあった。今は売

買するとみんなきちんと直しちゃう。

3. 終戦後のこと

(増田|この辺の農地化は新潟から来た人が?) 

　おこしたのは分からないが、家の前あたりは昔は山だった、それ

がいくらかおこしたかもしれないが、大々的におこしたというのは

聞かないな。敗戦の頃かな、伏見医院のところ、あそこは山だった。

あそこをおこしてサツマか何かつくる気になったんだと思うな、小

学生が動員されたことがある、とにかく動員されたのを覚えている。

戦争負ける間際、5年の8月に負けた、その負ける前にやった。益子

の小学校に桜田部隊って兵隊がいた。裏の校舎が占領されちゃっ

た。二階建ての校舎が兵隊に接収されて授業ができない。それで

二部授業というのをやった、昼前の部と昼過ぎの部があった。そこ

に獣医としていたのが伏見さん、戦後負けてからあそこに入った、

おこしてあったから。獣医は将校だろ、だから営外居住して、自分

で普通の家に住めた。ヒシヌマの姉さんと一緒になって、そこに下

宿していて、戦後こっちに出た。桜田部隊には太った部隊長がいた。

短い期間だった。迫撃砲があった。こういう筒で、弾がこれぐらい、

それを上から入れる。模擬弾を木でつくって練習した。野砲もあっ

たんじゃないかな。けっこう校庭でも練習した。

  海軍もお寺にいたことがある、ここの閑空院に。高校のところにう

ちの松山があった。だいたいうちの山だから、高校の敷地、校舎

建ってるところは。こういう松の木があって、突きの練習してたのを

覚えている。暇だもんで演芸会なんかやったことあるよ、あの海軍。

海軍自体がやってるんだ、暇だから。やったというのだけ覚えてい

る。食い物なくてサツマのトコイモなんか食ったんだよ、海軍が。苗

取るために芋捨てるだろ、それを食った。そんなん戦争負けるわけ

だよな、海軍が陸に上がってそういうことしててさ。それで風呂入り

に来てた。ほんの短い期間だった、終戦後早いうちにいなくなっ

ちゃった。

(増田|軍馬を祀ってあるお堂は?) 

　馬頭観音は方々にある、農家は馬使ってたろ、だからあるんじゃ

ないの。特養ホーム「ましこの里」の角のところ、ゴミの集積場のあ

るところに馬頭観音がある。そのうち馬がいなくなって牛になった。

牛はけっこう飼った、牛になって耕耘機になった。うちの方でも馬

の次は牛を使った、馬なんかだんだんいなくなっちゃって。

(増田|牛の観音とかはないですもんね?)

　牛はない、そういう信心もなくなっちゃったんじゃないの。牛はそ
う死ななかったぞ、きっと。馬なんか弱いよ、病気になって立たなく

なっちゃう。馬は急激にいなくなっちゃったよな。

4. タツ街道のこと

　昔は、今の農協の西に道あるだろ、あれ真っすぐ星の宮に来て

たんだよ。そうしたらウエノかあちゃんって知ってる? あそこの人が

「ここは抜けてない」と騒ぎ始めちゃったんだよ、それで通れなく

なっちゃって。農学校に行ってた昭和28年頃までは通れた。塙の

神社の後ろ通って、塙橋に上がって行ったんだよ、それで汽車に

乗って。普通はだいたい田んぼ行っちゃうんだが、道悪い日あそこ

通って来たことある。入り組んでるからさ、後になって「これ、道抜

けてない」なんて。

(増田| タツ街道のタツって、漢字でどのように書くのか分かります

か?) 

　改めて言われると分からないな、辰年の辰のような気がする。あ

れは重要道路なんだよな、昔はあんまりないんだから。どこがほん

となのかな、真岡街道というかタツ街道は。西谷食堂から真っすぐ

分かれてるだろ、あれがほんとじゃないのかな、もとの真岡街道は

な、斜めにずっと行ってる。今は西谷食堂から真っすぐ抜けてる。

5. 財産管理委員会や地名のこと

(増田| 財産管理委員会は星の宮もあるんですか?) 

　つくったよ、薄羽先生が骨折ったんだ。薄羽聖作 （しょうさく） さ

んが司法書士やってたろ、公民館の入り口で。それが星の宮の出

身だろ、一生懸命面倒見て。昔は20~30人の権利者が村の土地を

共同で持ってた、村山なんかもそう。それを高校と交換したときに

土地を欲しがったわけ、次男・三男も。それで増えて、一番多い共

有地は70名ぐらいいる。それで大変だと言うんで、代表登記といっ

て一人にまとめて、何かやるときに一人で済むようにと「財産管理

委員会」をつくった。でも権利は失せない、代表一人というわけに

はいかない、何かやるとなると全部のハンコもらわないとダメなん

だ、結局やっても無駄なような気がして。ハンコもらえない人もけっ

こういたんだよ、代表にするときに。今も財産管理委員会はあるん

だけども、死んじゃってどうしようもないのが二人か三人、けっこう

あるったんだが大変で。

　加藤義勝さんのあたり、村で貸しておくんだよ、それと何か所か
ある、水道屋の資材置き場とか、村の土地貸して、その上がりで村

を運営している。昔の村の組織が今でもある、自治会と別に、それ

は宅地で貸しておくのでやっている。だから売買になると難しい。あ

そこのオオシマさんが代行の車置くんだよ、あそこが村の馬捨て場

といったんだから馬を埋めたのかな、村の土地なんだよ。それが昔

の名前で、もうどうしようもない。財産管理のあれに入れることがで

きなかった、ハンコもらえなくて、あんまり古い人で。あれは売れな

いから貸しておく、貸すのは構わないが売買はできない。

　星の宮東側、そういう表現もあるから、番地の頭にくっついてる

のはいろいろある。前、野崎先生が星の宮にいてそういう地名を調

べたんだよ、本は下巻つくらないうちに死んじゃった。それ見ると一

部はアイヌ語だという。ケカチというのがけっこう多いんだよ、星の

宮は。弁天池の周りケカチ多いよな、ケカチっていうのがアイヌ語

だっていうようなこと書いてなかったかな。面白いんだよ、番地の

前の田んぼとか畑とか見ると、チカニンだの訳の分からないような

言葉がある。

(増田| 星の宮公民館の金庫にある図面は、見せてもらうことは可

能?) 

　見られるんじゃないの、区長に言えば。自治会長は関係ない。下

駄箱のところにでかい金庫がある、あれの中に二冊あったと思っ

た。あれは大したもの、文化財系統だな、あれだけやったというの

は。なかなかそういうのはないぞ、村の土地を測量したというのは。

争いなんかあると持ち出して見た。

(増田| 星の宮神社の氏子総代は?) 

　結局区長だな。氏子は120人ぐらいいる。あそこにでかい碑があ

る、石の裏に書いてある。神社の当番というのがある、6人ずつ交代

でやるわけ。

6. 養豚、養鶏、養蚕のこと

(増田| 農業では、作物はなにを?)

　米だな。村でやってるのは知ってるだろ、営農集団。結局、星の
宮組合ってのになったから。みんな集積して集めろっていう話、

知ってるだろ? うちのほうでもあらたか組合に集めているから。これ

からだんだんそうなると思う。だって、やる人がいない。集めるのは

いいが集めてもやる人がいない。

　一時期は、このあたり、豚はけっこう飼ってたよ。いつごろだろ。

豚もいつのまにか駄目になった。なんで駄目になったか俺も覚えて

いない。イチゴなんか入る前だよな。そこの三村さんなんかも、豚

やっていて、県で表彰されたこともあった。

　いい種持っててな。豚小屋は今でもあるけど。豚か稲だな、この

へんは。麦はこのへんじゃあんまりやらない。家畜は豚だな。鶏は、

あまり飼う人いなかったな。今は、薄羽さんが専業でやってるが、

少しやった人がいたが、大したことはなかったな。収入源としては、

豚だな。稲が主力だけど値段が下がったからおかしくなっちゃった。

タバコも一時期はこのへんでもやってたけど。米葉な。最後まで

残ったのは大羽地区だな。

(増田| このへんはいつぐらいまで?) 

　30年か40年までかな。ここの土地はあんまりいいのできねえん

だよ。あんまり向かないんだよ。赤土が向くんだ、大羽とかの。

　土があわないと病気が出ちゃうんだ。タバコでうんと稼いだ人は

いねえな、星の宮では。補助が切れたらやめちゃった。うちは35年

くらいでやめちゃったな。よその人に貸していたんだ、みんな。北中

あたりの人で、今でも作ってる人いるかな。

美幸さん| 蚕は?

貫凡さん| 蚕は、昔。

美幸さん| ここ古いうちだったんですけど、ここの2階が蚕部屋だっ

たって聞いています。うちの奥座敷が、畳上げたら下に囲炉裏が

あった。それは蚕を飼っていたからあったんだと聞いてる。

貫凡さん| 珍しいよな、奥座敷の畳の下に囲炉裏があるのは。お

湯にひたしてやるんだよ、繭から糸とる、それは俺、見たことあるん

だな。絹糸はそれだけだな。綿も作っていた。あれ、糸車あるよ。お

れ、やったことあるもん、こうやってなー、つぃーと糸ひくの。綿のあ

れを糸にして、それから、綿切りって言って、種を綿と分離して。そ

れを久下田 (くげた) に持って行ったのかな、あれを綿にしてもらっ

て、ほそながーくやる。

(増田| このへんは久下田に持って行ったんですか?) 

 おれ、わかんないけどそれで機を織ったわけよ。おれも織ったよ。

朽ち古したのをちぎって、ここらの野良帯にしたんだよ。けっこう機

織りはやったよ。おれ、農学校の時に服つくったんだよ。落下傘で。

落下傘はけっこう紐があるんだけど、紐をほぐして、うちで織って。

落下傘知ってるだろ? 大きくふくらむだろ、あれ、だから紐いっぱい

付いていて、その紐をほぐして、なんでも物が無い時代だから、その

糸をつないで、あれは絹糸だから、それで織って、服を作るんだよ。

美幸さん|  気が遠くなる作業…。
貫凡さん| それが最後だな、機織りしたのは。うちのおふくろ駄目

だったから、おばさんがやっていたな。綾織りっていうのをやった

な。ふつうの折り方と違うんだな。それ知っていたのが、さっき言っ

た薄羽聖作さんのお母さん。なんでもできたな。その人に教わって

やったんだ。どう違うかわかんないけど、普通の織り方とどう違うの

か。作ったのが、そこの洋服屋があったんだよね、そこの和久さん、

亡くなっちゃったけど、倅はそういうことやんないからな。俺が農学

校にはいったのが昭和25年だから、着る物がないんだよ。戦後まも

なくだからな。戦後5年たって制服ももちろんねえし、みんな思い思

いにやってた。作れる人は、まだいい。海軍の服を着たりしてた人も

いた。学問なんかも、ろくなの教わんないよ、草むしりだけ覚えた

り...。教育だって、なに教育していいかわかんなかったんじゃない

の。中学校がそうだから。急に新制中学なんちゅうても、俺ら１年

生からやったんだもん。新制中学の最初の1年生だもん、俺ら。だ

から1年から3年までやったのは俺らだけ。先輩達は2年からとか3

年からとか。最初はあそこだ、益子小学校でやった。校舎なんかで

きねえよ。急にがらっと制度が変わって。

  さっき言った兵隊に接収された校舎が中学校の校舎だった。そ

こに入ってて2年の途中にこっちに変わった、木造の校舎だもんな、

作ったの。庭作りにいったことあった。子どものころ、庭の整地に。

まだあの頃は、自衛隊がやるような段階じゃないもの。ああ、自衛隊

まだねえよな。そのあとだよな。警察予備隊つうんだ。まあ、ひどい

時代に生きてきたよな。なんにもねえ時代に生きてきたもの。戦中

戦後を生きてきたんだもんな。昼前、魚釣り行って、昼過ぎに学校

行くんだもの。昼前は暇だから魚釣り。まじめに勉強なんかしない

から。うちにいねえよ、誰も、野良行ってるから、それで、うちに帰っ

てひとりで飯食って、学校行って。

　あらゆること経験したよな。なんでもできるのは、おれたちの年代

までだろ。だいたい冬は、藁細工。昔は、米は俵で出してたんだよ、

藁の。あれを編むわけ。編んで検査すんだから。おれ、ともだち検査

員になって来たことあんだから。だいたい30年頃まで使ってたかな。

ぼっち (ふた) と俵。それ検査受けて、それに米入れて出荷して。そ

の次が、何になったかな、麻袋かな、いやちがうな、今は紙袋だけ

ど、樹脂袋 (じゅしたい) の時もあったんだよね、30キロのね、ミシン

で縫ってたんだから。今は紙で縛るからそんなことしないけど。麦

はきっと麻袋だな、60キロで。

　藁の俵を道路で検査したことあったよ、砂利道だけど持って

いって並べて。そのあと麻袋になった。今みたいに農協じゃないん

だから、どこも地元でやった、道路なんかで。まあ、それもちょっとの

期間だけどな。そのうちだんだん農協がちゃんとして、農協でやる

ようになったけどな。まったく戦後の過渡期だよな。戦後の荒れて

る時代で。

7. 昔のアルバムを見ながら

  昔は、このへんは仮装やったんだよ、運動会で。組対抗でやった

んだよ、表彰とかしたわけじゃないが。これ仮装だよ、みんな相談し

ながらやったんだ。土人の仮装をやったこともあったな、みんな裸

で腰簑つけて。おもしろかったな。お猿の籠屋だの、のど自慢のア

レもやったなあ、宮田輝なんかも出て。神話復活なんてのもやった、

ヤマトタケルの格好なんかして。それから、アレ、なんつたっけ? 青

森のねぷたってあるんだよね、あれも作って…。一大行事だよ、で、

組長になると大変なんだよ、運動会が。まあ、そこに集まって、今年

なにやる? って相談して。牟田歯医者 (益子駅前の歯医者さん) の

今の先生のお父さんが、審査員で来たんだ。

(増田| 星の宮の運動会ですよね?) 

　ちがうよ、小学校だよ、あそこにあった分校の。組は7組くらい

あったのか、それが毎年、めいめい趣向を変えてやるわけよ。

(増田| その小学校の運動会の中で、班対抗の仮装大会があった

わけなんですね?) 

　仮装行列だな。そこいらには無い、誇れるものだった。分校無く

なっちゃったからな。今より庭は小さくて狭いところで大変だった。

ちょうど俺らが中心になった頃、仮装をやり始めた。厚紙を買って

来て色々作った。因幡の白ウサギもやったし、着物を着てかかしを

やったこともある。

　毎年写真に撮って、何年分か残しておいたら大したもんだった

な。あの頃はそこまで気がつかなかったな。みんなで集まって考え

るだけでも、和気あいあいと出来た。結構長く続いたよ。

(増田| 何年くらいまで運動会にあったんですかね?)

美幸さん| 西小が出来て、分校が無くなったんですよね。昔は、4

年生まで分校に通って5年から益子小に行ったんですよね。

貫凡さん| 俺の頃は、3年まで分校だった。雨が降ろうが何が降ろ

うが歩きだったので、案外、星の宮はかけっこが早かった。結構時

間かけて小学校まで行っていた。だから、嫌になっちゃって、途中

遊びなんか覚えたんだ。

8. 農業を主軸にした産業

　今は働くだけが生き甲斐で、あまり他のことを見たいとか行きた

いとか、気持ちが無い。作物作ることが楽しく生き甲斐。でも何で、

町は百姓のほう向かねえんだ? 瀬戸屋ばっかり向いてる気がする

んだ。やることがみんなそうだ。茂木なんか、百姓関係よくやってる

よな。ユズでも、今話題のエゴマも、優秀な指導者、世話人がいる

んだよな。ああいうの益子は何もやんめ (やらないだろう） 。もう少

し、町が力入れてやると良い。

(増田| 茂木は、竹もやってますよね。) 

　あれは、機械がすごく高いんだよな。みんな、竹をもてあましてい

るのを利用してるんだろ。竹の処理も出来てお互いに利益になる。

ここら辺もどうしようもない。ちゃんと処理して産業に出来るんだか

ら、益子で何か出来ないかと思うんだな。確かに瀬戸は大事なん

だが、他の人から見るとあっち向いてるんじゃないかと思える。それ

なりの指導者がいないと無理は無理なんだが...だって、基本はそ

うじゃないんだよな。観光から言えばそうかもしれないが、地区全

体のこと考えるなら百姓のこと考えないと駄目。みんなが百姓やめ

たらどうなると思う? 水管理してるのは、みんな農家だよ。大水にな

る時期に田んぼに水上げてるから、大水にならないんだから。田ん

ぼ作るのやめたら、しょっちゅう水害になると思うんだよな。米がだ

んだん安くなる、作る人がいなくなる、まずいよな。

　だって、観光で来たって、農村風景があるからいいんじゃない

の? みんながちゃんと管理して、植物だって管理しないと駄目だよ。

さっき週刊誌読んでたら、東京でもタヌキやハクビシンが、人が住

まなくなった家に住み着いてるんだって、そういう時代だもんな。住

み着いて繁殖している。この辺だってそうなっちゃうんじゃないの。

うちも俺がいるから管理してるけど、農家の管理はサラリーマン

じゃ出来ないもんな。何か考えないと駄目だな。

(増田| エゴマも、茂木の道の駅では11月まで入荷しないみたいな

話ですね。) 

　認知症に効くって言うだろう。

(増田| 町も休耕田が沢山あるんで、活用しようという話も上がっ

ているんで…。)

 さっき話した組合でも、何作って良いか分からない。小麦を主力

に作ってるだろ、それからニンジン、ナスは大変で万歳しそうなんだ。

みんな60過ぎてるから。今何作ろうかって言ってるんだが…。ニラ

は、県が主力で力入れてるらしいから、何かな? 前に、ショウガを1

反歩作ったんだが、農協で買わねえって言うんだ、なかなか難しい。

大体、麦か大豆だろう。でも、ここは大豆は無理なんだ、難しい。北

中はもうやめちゃった。ここは、ユズだっていくらでもなるんだよ。何

もやる人いねえから、結局、人にあげたり捨てちゃって。他からも買

いに来てるって話聞くんだが…。
(増田| 益子は加工所が無いですよね。それもあって、せっかく農

作物作っても…。) 
　1次産業じゃ駄目だって言ってる。今、騒いでるだろう。加工して

姿変えて売らないと。大体、農協が主体でそれをやるべきだがやっ

ていない。大体洋服売ったり何かしてることが、おかしいんじゃね

えか。もう少し地道に出来ないものか。赤字にしないこと、儲かるこ

とばかり考えるとろくなこと出来ねえ。

(増田| 今、町でも未来計画を作る予定で、自分が産業のこれから

を考えるグループに属していて、農業も今いただいている話をグ

ループ内で共有させて頂きますし、町の計画に活かしていきたいと

思います。) 

　町も百姓のことをもう少し考えてもらいたい。おそらく稲だけでは

食っていけねえ。稲は人間食わないで、みんな飼料にしちゃえば良

いんだよな。結局、パンばっかり食ってるから駄目なんだな。まあ、

俺も食ってみるとパンの方がうまいような気がするけどな。飯にな

ると、おかず考えなくちゃなんねえ、余計米は駄目だ。俺は米は伸

びねえと思うな。輸出、輸出って言ってんが、難しいぞ。いっそのこ

と、米は作って飼料にして、トウモロコシは、うんと良いものにすれ

ば良い。トウモロコシはほとんど輸入だよ、エサはあれが主力だか

ら、トウモロコシの代替に米を考えることが出来れば、米も生きてく

るんだよな。米作るのは簡単なんだから、ただ、値段の面でな…。

　今、飼料米の「朝日の夢」は、8万円の補助金が出るんだよ。だか

ら星の宮は、組合が一手に引き受けて転作で全部それを作ってい

る。1反歩10俵ぐらい穫れる。それを品種改良して15俵ぐらい穫れ

るようにしてエサにするように仕向ければ何とかなるんだよな。その

へんを一生懸命考える方が良いような気がするな。

　だから「人間は食うな」と、主婦もパン食うと楽になるんじゃねえ

かい。炊かないし、おかず考えなくて済むし、食パン焼くぐらいで。

（一同大笑い）

美幸さん| 毎日パンじゃ…。たまに食べるから美味しいと感じるけ

どね。

貫凡さん| まあ、米食わない人は多くなるよな。産業考えた方が良

いよ。現場の方は、まだ現役で生きているうちはやるから。だから、

何をどんなふうにやるかは、JAとかが考えないとな、売っていくこと

も考えないといけないし、個人じゃなかなか考えられない。作る方

はこっちが得意。今は、売る方でどういう風に売るか? どんな製品

を作ってどう売るか? それをやる人がいないから駄目。道の駅どう

すんだ? 売るものあんのか? まあ、頑張ってね。

美幸さん| うちでは昔、納豆を瓶 (かめ) で作ってたって?

貫凡さん| 俺は覚えねえな。納豆は、藁つとだな。干し納豆は昔作っ

てた。塩まぶして、保存食になるだろ。その保存のために瓶を使っ

たんだ。　弁当のおかずが干し納豆だけ、なんてことがあったよ。あ

と、たくあんと梅干し。弁当に干し納豆持ってくる人は結構いたよ。

昔はそんなもんだよ。ただ、干すと余計臭くてな。保存食は昔の知

恵、あと乾燥イモは作った。暇なときは相手してやるから、また来う

な (来なさい) 。若いんだから頑張ってね。

(増田| よろしくお願いします。)
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　あそこは、昔たばこ関係で加波山へ行ったろう。あそこは、風の

神様なのかなぁ。俺は行ったことないけど。大羽の人はたばこが盛

んだったから、そういう話でなかった? うちの方はそういうことやら

なかったけどね。その他は、この地域では目立ったことやらなかっ

たよ。風祭りだけは特殊だったな。

　昔の大通り沿いはお茶垣が多かった。みんな自家用でお茶作っ

ていたから。道路拡張でなくなった。最後は農協に加工を頼んだ。

そのうち買った方が安くなった。焙炉 （ほいろ） でお茶はどこでも

作ったな。下に炭を入れて、上で乾かして手で揉むわけよ。それは

大なり小なり、どこでもやっていた。

（増田| 出荷されていた方もいたんですか?）

　いない。自家用だよ。だいたい１日やれば終わった。昔は、お茶

摘みなんかは、お互いに行ったり来たりしてやっていた。うちは他

　星の宮で60年以上農業を営み、農業委員なども務めてきた小出

貫凡 (みちつね) さんと、息子さんのお嫁さんである美幸 (みゆき) 

さんにお話を伺った。

1. 祭りと茶栽培、入百姓

貫凡さん| 昔、風祭りがあった。嵐よけということで、茨城の加波山

から神主が来た。区長の家に泊まって、嵐よけの札を青年団が受

け取った。いつの間にか途絶えていた。およそ昭和30年頃までか

なぁ。竹を割って、下げて大通りを歩いた。白和えを男らで作った。

竹を立てて歩くのは女性はやらなかった。

(増田| 風祭りは男性のお祭りですか?) 

　男性ばっかりだったよ。

(増田| 大沢地区でも風祭りがあったみたいですよ。) 

へは行かなかったけど。やっぱり人を頼んだ。ヨイドリは小さい子、

親戚関係の人が結構行ったり来たりやっていた。倅たちがサラ

リーマンになるくらいまでやっていた。

(増田| 茶垣はどれくらいまで星の宮の人は作っていたんですか?) 

美幸さん| 私が嫁に来たときは摘んで農協に持っていって、自家

用は家で。私が嫁に来たのは昭和62年だから、それから2~3年は

持っていってやっていた。

貫凡さん| 柿の木とお茶の木がずっと星の宮まであったが道路の

拡張でなくなった。大羽は舗装になるのが早かった。ここらは遅

かった。道も細くて。この辺は町道でなかったから。

（増田| 塙の聞き取りで星の宮の一帯は新潟から開墾が入ったと

聞きましたが?）

　結局ここの住人たちは働かなかったらしい。酒飲んでバクチして。

そういう風潮があった。新潟は雪が降ると仕事がないから次男三

男が来た。新潟の人は働き者だから頼んでいた。いろんなとこに来

た。百姓をやるのに入った。星の宮は浄土真宗の家が多い。それ

だけ働いていたということ。一生懸命働いていたからよくなった。だ

から大きい家は向こうから来た人が多い。芦沼は多い。昔処理場

に勤めていた市川さんと言う人も新潟から来た。真岡の高間木あ

たりも多い。塙の菊池病院の向こうの白田さんが番地が一番小さ

い。あっちから大字塙の番地をふってきたのかな。昔は大字塙で

星の宮と一緒のときもあった。よく分かんないけど。だから結構星

の宮の書類もウチのほうにある。昔は役をやっている人は土地の

台帳を全部持っていた。それを見れば誰がどの土地を持っている

か全部分かった。それが塙にも星の宮にもあった。地図なんかもお

互いに持っていたんじゃないかな。私の家にも村にもあった。うち

のおじちゃんが村の世話役とかやっていたから。生紙と言って破

けにくい長持ちする紙で。星の宮はほとんど村の人が測量していた。

今でも台帳が公民館の大きな金庫にあると思う。あれは珍しい。

昔は縄で測った。馬の毛がくっついているやつで向こうで棒持って。

平板 （へいばん） 測量って言うんだよ。区長が代わると平板とかを

持って行った。

2. 塙と星の宮の関係

(増田| 塙と星の宮の関係は?)

　昔から深かった。元は川の堰も一緒だった。高校の堰よりもっと

下だった。大羽川の合流のとこにあったのかな。杭の堰だった。松

杭を打って、横に並べて砂利を入れて止めた。松は水の中でも腐

らないから。高校あたりに村の山があった。そこはなんであったか

というと松を育てて杭にするためにあった。そこの松を切って杭で

堰を修理した。それがいつの間にかに、塙と星の宮で別々になって

しまった。仕事も一緒にやった。堰普請 (せきぶしん) なんかも一緒

にやった覚えがある。塙と星の宮がやぐらを組んで綱を引っ張って

杭を打った。昭和30年頃に、土地改良をやった。その時から堰を

別にしたから関係がおかしくなった。塙は塙の水、星の宮は星の宮

というような。けんかの間際までいった。紅取橋って知ってる? 七井

の台のところにある。あそこが星の宮の堰。あれは県でつくったらし

い。県でつくったやつは杭じゃないと思う。水が多くなると自動で倒

れる堰をつくった。昔の人は書いて残したと思うんだけど、村の記

録はあまりない。おれは見たことない。区長が変わると小さいタン

スだけは持って行った。そこにはいろいろ書類が入ってたらしい。

昔のことが分かるのはさっき言った図面くらいかな。あれは文化財

級だな。

　前沢の山知ってる? 役場の山。あれは高校の用地が星の宮に

あった。高校予定地の星の宮の堰山と町の山を交換した。3倍もも

らった。1反歩だったら5反歩を前沢の山にもらった。おれはもらっ

た後に境界を調べるのに登記所に行った。登記所にはマイラーっ

ていう地図があってそれをもらって複写してきた。でも前沢の地図

は違って、あそこは田野地区だから手書きでマイラーっていうのが

ない、だから登記所で薄い写す紙に書いていけと言われて写して

きた。写したのを頼りに境界を確認した。今は舗装するようになっ

てからはきちんとしている。昔の図面は間違いも多い。でも登記所

にはかなわない。登記所は絶対後でしっかり見る。ここらも何遍か

方々見たが図面間違ってるのが多い。図に丸い道がないか見てみ

な、だいたい真っすぐだから、そんなわけないんだよな、丸くって。

昔はだいたい六尺くらいしか使ってなかった、公図では九尺くらい

に広い所がけっこうある。三尺下がってヘリギ植えたんだ、道でも

境界でも、木が大きくなっても他人の土地を侵害しないように、と

やったわけ。ところが登記所で立ち会うわけよ、売ったりなんかして、

測るとヘリギ入っちゃう。「おかしいんじゃないのか」と言ったら「税

金を安くするのに道を広く届け出たみたい」と言うんだすると土地

減るよな、道広くすれば。だから「九尺だ」「しゃあないなあ」と。

 昔はほんとの公図じゃないんだよ、公図というのがなくて地元の

人が測って税金の関係で税務署へ申告した、売買したりなんかし

て。その税務署にあった図面が登記所へ行ったという話。だから

昔は「公図に準ずる」といって公図じゃない。ほんとの公図なら頓

挫してる公図づくり、あんなのやる必要ないんだ。ほんとの公図

じゃないから改めてやっていくわけだべ、だから間違いが多いわな。

 よく昔の人は測量やったんだわな。家の下の田も払い下げたんだ、

昔は湿地帯だった。うちのおじちゃんが測って図面にして、払い下

げたわけ。前は登記所が益子にあった、公民館の入り口。よその人

が「ここが池になってる、図面が青くなってる」と言うんだ、「そんな

バカな話があるか」と行ってみたら地番入ってたのが消してある、

払い下げでちゃんと入れたわけ。うちのおじちゃんが書いた地図

がうちにあったもんで、キムラさんに頼んで「こういうわけだから直

してくれ」と言って、そうしたら何か所か間違ってたから全部直して。

登記所でさえそんなごちゃっぺやったんだから。こっちが図面持っ

てたからちゃんと主張して直せた、黙ってたら全部池になってた。

測量するというのは大事だった、それでも間違いがあった。今は売

買するとみんなきちんと直しちゃう。

3. 終戦後のこと

(増田|この辺の農地化は新潟から来た人が?) 

　おこしたのは分からないが、家の前あたりは昔は山だった、それ

がいくらかおこしたかもしれないが、大々的におこしたというのは

聞かないな。敗戦の頃かな、伏見医院のところ、あそこは山だった。

あそこをおこしてサツマか何かつくる気になったんだと思うな、小

学生が動員されたことがある、とにかく動員されたのを覚えている。

戦争負ける間際、5年の8月に負けた、その負ける前にやった。益子

の小学校に桜田部隊って兵隊がいた。裏の校舎が占領されちゃっ

た。二階建ての校舎が兵隊に接収されて授業ができない。それで

二部授業というのをやった、昼前の部と昼過ぎの部があった。そこ

に獣医としていたのが伏見さん、戦後負けてからあそこに入った、

おこしてあったから。獣医は将校だろ、だから営外居住して、自分

で普通の家に住めた。ヒシヌマの姉さんと一緒になって、そこに下

宿していて、戦後こっちに出た。桜田部隊には太った部隊長がいた。

短い期間だった。迫撃砲があった。こういう筒で、弾がこれぐらい、

それを上から入れる。模擬弾を木でつくって練習した。野砲もあっ

たんじゃないかな。けっこう校庭でも練習した。

  海軍もお寺にいたことがある、ここの閑空院に。高校のところにう

ちの松山があった。だいたいうちの山だから、高校の敷地、校舎

建ってるところは。こういう松の木があって、突きの練習してたのを

覚えている。暇だもんで演芸会なんかやったことあるよ、あの海軍。

海軍自体がやってるんだ、暇だから。やったというのだけ覚えてい

る。食い物なくてサツマのトコイモなんか食ったんだよ、海軍が。苗

取るために芋捨てるだろ、それを食った。そんなん戦争負けるわけ

だよな、海軍が陸に上がってそういうことしててさ。それで風呂入り

に来てた。ほんの短い期間だった、終戦後早いうちにいなくなっ

ちゃった。

(増田|軍馬を祀ってあるお堂は?) 

　馬頭観音は方々にある、農家は馬使ってたろ、だからあるんじゃ

ないの。特養ホーム「ましこの里」の角のところ、ゴミの集積場のあ

るところに馬頭観音がある。そのうち馬がいなくなって牛になった。

牛はけっこう飼った、牛になって耕耘機になった。うちの方でも馬

の次は牛を使った、馬なんかだんだんいなくなっちゃって。

(増田|牛の観音とかはないですもんね?)

　牛はない、そういう信心もなくなっちゃったんじゃないの。牛はそ
う死ななかったぞ、きっと。馬なんか弱いよ、病気になって立たなく

なっちゃう。馬は急激にいなくなっちゃったよな。

4. タツ街道のこと

　昔は、今の農協の西に道あるだろ、あれ真っすぐ星の宮に来て

たんだよ。そうしたらウエノかあちゃんって知ってる? あそこの人が

「ここは抜けてない」と騒ぎ始めちゃったんだよ、それで通れなく

なっちゃって。農学校に行ってた昭和28年頃までは通れた。塙の

神社の後ろ通って、塙橋に上がって行ったんだよ、それで汽車に

乗って。普通はだいたい田んぼ行っちゃうんだが、道悪い日あそこ

通って来たことある。入り組んでるからさ、後になって「これ、道抜

けてない」なんて。

(増田| タツ街道のタツって、漢字でどのように書くのか分かります

か?) 

　改めて言われると分からないな、辰年の辰のような気がする。あ

れは重要道路なんだよな、昔はあんまりないんだから。どこがほん

となのかな、真岡街道というかタツ街道は。西谷食堂から真っすぐ

分かれてるだろ、あれがほんとじゃないのかな、もとの真岡街道は

な、斜めにずっと行ってる。今は西谷食堂から真っすぐ抜けてる。

5. 財産管理委員会や地名のこと

(増田| 財産管理委員会は星の宮もあるんですか?) 

　つくったよ、薄羽先生が骨折ったんだ。薄羽聖作 （しょうさく） さ

んが司法書士やってたろ、公民館の入り口で。それが星の宮の出

身だろ、一生懸命面倒見て。昔は20~30人の権利者が村の土地を

共同で持ってた、村山なんかもそう。それを高校と交換したときに

土地を欲しがったわけ、次男・三男も。それで増えて、一番多い共

有地は70名ぐらいいる。それで大変だと言うんで、代表登記といっ

て一人にまとめて、何かやるときに一人で済むようにと「財産管理

委員会」をつくった。でも権利は失せない、代表一人というわけに

はいかない、何かやるとなると全部のハンコもらわないとダメなん

だ、結局やっても無駄なような気がして。ハンコもらえない人もけっ

こういたんだよ、代表にするときに。今も財産管理委員会はあるん

だけども、死んじゃってどうしようもないのが二人か三人、けっこう

あるったんだが大変で。

　加藤義勝さんのあたり、村で貸しておくんだよ、それと何か所か
ある、水道屋の資材置き場とか、村の土地貸して、その上がりで村

を運営している。昔の村の組織が今でもある、自治会と別に、それ

は宅地で貸しておくのでやっている。だから売買になると難しい。あ

そこのオオシマさんが代行の車置くんだよ、あそこが村の馬捨て場

といったんだから馬を埋めたのかな、村の土地なんだよ。それが昔

の名前で、もうどうしようもない。財産管理のあれに入れることがで

きなかった、ハンコもらえなくて、あんまり古い人で。あれは売れな

いから貸しておく、貸すのは構わないが売買はできない。

　星の宮東側、そういう表現もあるから、番地の頭にくっついてる

のはいろいろある。前、野崎先生が星の宮にいてそういう地名を調

べたんだよ、本は下巻つくらないうちに死んじゃった。それ見ると一

部はアイヌ語だという。ケカチというのがけっこう多いんだよ、星の

宮は。弁天池の周りケカチ多いよな、ケカチっていうのがアイヌ語

だっていうようなこと書いてなかったかな。面白いんだよ、番地の

前の田んぼとか畑とか見ると、チカニンだの訳の分からないような

言葉がある。

(増田| 星の宮公民館の金庫にある図面は、見せてもらうことは可

能?) 

　見られるんじゃないの、区長に言えば。自治会長は関係ない。下

駄箱のところにでかい金庫がある、あれの中に二冊あったと思っ

た。あれは大したもの、文化財系統だな、あれだけやったというの

は。なかなかそういうのはないぞ、村の土地を測量したというのは。

争いなんかあると持ち出して見た。

(増田| 星の宮神社の氏子総代は?) 

　結局区長だな。氏子は120人ぐらいいる。あそこにでかい碑があ

る、石の裏に書いてある。神社の当番というのがある、6人ずつ交代

でやるわけ。

6. 養豚、養鶏、養蚕のこと

(増田| 農業では、作物はなにを?)

　米だな。村でやってるのは知ってるだろ、営農集団。結局、星の
宮組合ってのになったから。みんな集積して集めろっていう話、

知ってるだろ? うちのほうでもあらたか組合に集めているから。これ

からだんだんそうなると思う。だって、やる人がいない。集めるのは

いいが集めてもやる人がいない。

　一時期は、このあたり、豚はけっこう飼ってたよ。いつごろだろ。

豚もいつのまにか駄目になった。なんで駄目になったか俺も覚えて

いない。イチゴなんか入る前だよな。そこの三村さんなんかも、豚

やっていて、県で表彰されたこともあった。

　いい種持っててな。豚小屋は今でもあるけど。豚か稲だな、この

へんは。麦はこのへんじゃあんまりやらない。家畜は豚だな。鶏は、

あまり飼う人いなかったな。今は、薄羽さんが専業でやってるが、

少しやった人がいたが、大したことはなかったな。収入源としては、

豚だな。稲が主力だけど値段が下がったからおかしくなっちゃった。

タバコも一時期はこのへんでもやってたけど。米葉な。最後まで

残ったのは大羽地区だな。

(増田| このへんはいつぐらいまで?) 

　30年か40年までかな。ここの土地はあんまりいいのできねえん

だよ。あんまり向かないんだよ。赤土が向くんだ、大羽とかの。

　土があわないと病気が出ちゃうんだ。タバコでうんと稼いだ人は

いねえな、星の宮では。補助が切れたらやめちゃった。うちは35年

くらいでやめちゃったな。よその人に貸していたんだ、みんな。北中

あたりの人で、今でも作ってる人いるかな。

美幸さん| 蚕は?

貫凡さん| 蚕は、昔。

美幸さん| ここ古いうちだったんですけど、ここの2階が蚕部屋だっ

たって聞いています。うちの奥座敷が、畳上げたら下に囲炉裏が

あった。それは蚕を飼っていたからあったんだと聞いてる。

貫凡さん| 珍しいよな、奥座敷の畳の下に囲炉裏があるのは。お

湯にひたしてやるんだよ、繭から糸とる、それは俺、見たことあるん

だな。絹糸はそれだけだな。綿も作っていた。あれ、糸車あるよ。お

れ、やったことあるもん、こうやってなー、つぃーと糸ひくの。綿のあ

れを糸にして、それから、綿切りって言って、種を綿と分離して。そ

れを久下田 (くげた) に持って行ったのかな、あれを綿にしてもらっ

て、ほそながーくやる。

(増田| このへんは久下田に持って行ったんですか?) 

 おれ、わかんないけどそれで機を織ったわけよ。おれも織ったよ。

朽ち古したのをちぎって、ここらの野良帯にしたんだよ。けっこう機

織りはやったよ。おれ、農学校の時に服つくったんだよ。落下傘で。

落下傘はけっこう紐があるんだけど、紐をほぐして、うちで織って。

落下傘知ってるだろ? 大きくふくらむだろ、あれ、だから紐いっぱい

付いていて、その紐をほぐして、なんでも物が無い時代だから、その

糸をつないで、あれは絹糸だから、それで織って、服を作るんだよ。

美幸さん|  気が遠くなる作業…。
貫凡さん| それが最後だな、機織りしたのは。うちのおふくろ駄目

だったから、おばさんがやっていたな。綾織りっていうのをやった

な。ふつうの折り方と違うんだな。それ知っていたのが、さっき言っ

た薄羽聖作さんのお母さん。なんでもできたな。その人に教わって

やったんだ。どう違うかわかんないけど、普通の織り方とどう違うの

か。作ったのが、そこの洋服屋があったんだよね、そこの和久さん、

亡くなっちゃったけど、倅はそういうことやんないからな。俺が農学

校にはいったのが昭和25年だから、着る物がないんだよ。戦後まも

なくだからな。戦後5年たって制服ももちろんねえし、みんな思い思

いにやってた。作れる人は、まだいい。海軍の服を着たりしてた人も

いた。学問なんかも、ろくなの教わんないよ、草むしりだけ覚えた

り...。教育だって、なに教育していいかわかんなかったんじゃない

の。中学校がそうだから。急に新制中学なんちゅうても、俺ら１年

生からやったんだもん。新制中学の最初の1年生だもん、俺ら。だ

から1年から3年までやったのは俺らだけ。先輩達は2年からとか3

年からとか。最初はあそこだ、益子小学校でやった。校舎なんかで

きねえよ。急にがらっと制度が変わって。

  さっき言った兵隊に接収された校舎が中学校の校舎だった。そ

こに入ってて2年の途中にこっちに変わった、木造の校舎だもんな、

作ったの。庭作りにいったことあった。子どものころ、庭の整地に。

まだあの頃は、自衛隊がやるような段階じゃないもの。ああ、自衛隊

まだねえよな。そのあとだよな。警察予備隊つうんだ。まあ、ひどい

時代に生きてきたよな。なんにもねえ時代に生きてきたもの。戦中

戦後を生きてきたんだもんな。昼前、魚釣り行って、昼過ぎに学校

行くんだもの。昼前は暇だから魚釣り。まじめに勉強なんかしない

から。うちにいねえよ、誰も、野良行ってるから、それで、うちに帰っ

てひとりで飯食って、学校行って。

　あらゆること経験したよな。なんでもできるのは、おれたちの年代

までだろ。だいたい冬は、藁細工。昔は、米は俵で出してたんだよ、

藁の。あれを編むわけ。編んで検査すんだから。おれ、ともだち検査

員になって来たことあんだから。だいたい30年頃まで使ってたかな。

ぼっち (ふた) と俵。それ検査受けて、それに米入れて出荷して。そ

の次が、何になったかな、麻袋かな、いやちがうな、今は紙袋だけ

ど、樹脂袋 (じゅしたい) の時もあったんだよね、30キロのね、ミシン

で縫ってたんだから。今は紙で縛るからそんなことしないけど。麦

はきっと麻袋だな、60キロで。

　藁の俵を道路で検査したことあったよ、砂利道だけど持って

いって並べて。そのあと麻袋になった。今みたいに農協じゃないん

だから、どこも地元でやった、道路なんかで。まあ、それもちょっとの

期間だけどな。そのうちだんだん農協がちゃんとして、農協でやる

ようになったけどな。まったく戦後の過渡期だよな。戦後の荒れて

る時代で。

7. 昔のアルバムを見ながら

  昔は、このへんは仮装やったんだよ、運動会で。組対抗でやった

んだよ、表彰とかしたわけじゃないが。これ仮装だよ、みんな相談し

ながらやったんだ。土人の仮装をやったこともあったな、みんな裸

で腰簑つけて。おもしろかったな。お猿の籠屋だの、のど自慢のア

レもやったなあ、宮田輝なんかも出て。神話復活なんてのもやった、

ヤマトタケルの格好なんかして。それから、アレ、なんつたっけ? 青

森のねぷたってあるんだよね、あれも作って…。一大行事だよ、で、

組長になると大変なんだよ、運動会が。まあ、そこに集まって、今年

なにやる? って相談して。牟田歯医者 (益子駅前の歯医者さん) の

今の先生のお父さんが、審査員で来たんだ。

(増田| 星の宮の運動会ですよね?) 

　ちがうよ、小学校だよ、あそこにあった分校の。組は7組くらい

あったのか、それが毎年、めいめい趣向を変えてやるわけよ。

(増田| その小学校の運動会の中で、班対抗の仮装大会があった

わけなんですね?) 

　仮装行列だな。そこいらには無い、誇れるものだった。分校無く

なっちゃったからな。今より庭は小さくて狭いところで大変だった。

ちょうど俺らが中心になった頃、仮装をやり始めた。厚紙を買って

来て色々作った。因幡の白ウサギもやったし、着物を着てかかしを

やったこともある。

　毎年写真に撮って、何年分か残しておいたら大したもんだった

な。あの頃はそこまで気がつかなかったな。みんなで集まって考え

るだけでも、和気あいあいと出来た。結構長く続いたよ。

(増田| 何年くらいまで運動会にあったんですかね?)

美幸さん| 西小が出来て、分校が無くなったんですよね。昔は、4

年生まで分校に通って5年から益子小に行ったんですよね。

貫凡さん| 俺の頃は、3年まで分校だった。雨が降ろうが何が降ろ

うが歩きだったので、案外、星の宮はかけっこが早かった。結構時

間かけて小学校まで行っていた。だから、嫌になっちゃって、途中

遊びなんか覚えたんだ。

8. 農業を主軸にした産業

　今は働くだけが生き甲斐で、あまり他のことを見たいとか行きた

いとか、気持ちが無い。作物作ることが楽しく生き甲斐。でも何で、

町は百姓のほう向かねえんだ? 瀬戸屋ばっかり向いてる気がする

んだ。やることがみんなそうだ。茂木なんか、百姓関係よくやってる

よな。ユズでも、今話題のエゴマも、優秀な指導者、世話人がいる

んだよな。ああいうの益子は何もやんめ (やらないだろう） 。もう少

し、町が力入れてやると良い。

(増田| 茂木は、竹もやってますよね。) 

　あれは、機械がすごく高いんだよな。みんな、竹をもてあましてい

るのを利用してるんだろ。竹の処理も出来てお互いに利益になる。

ここら辺もどうしようもない。ちゃんと処理して産業に出来るんだか

ら、益子で何か出来ないかと思うんだな。確かに瀬戸は大事なん

だが、他の人から見るとあっち向いてるんじゃないかと思える。それ

なりの指導者がいないと無理は無理なんだが...だって、基本はそ

うじゃないんだよな。観光から言えばそうかもしれないが、地区全

体のこと考えるなら百姓のこと考えないと駄目。みんなが百姓やめ

たらどうなると思う? 水管理してるのは、みんな農家だよ。大水にな

る時期に田んぼに水上げてるから、大水にならないんだから。田ん

ぼ作るのやめたら、しょっちゅう水害になると思うんだよな。米がだ

んだん安くなる、作る人がいなくなる、まずいよな。

　だって、観光で来たって、農村風景があるからいいんじゃない

の? みんながちゃんと管理して、植物だって管理しないと駄目だよ。

さっき週刊誌読んでたら、東京でもタヌキやハクビシンが、人が住

まなくなった家に住み着いてるんだって、そういう時代だもんな。住

み着いて繁殖している。この辺だってそうなっちゃうんじゃないの。

うちも俺がいるから管理してるけど、農家の管理はサラリーマン

じゃ出来ないもんな。何か考えないと駄目だな。

(増田| エゴマも、茂木の道の駅では11月まで入荷しないみたいな

話ですね。) 

　認知症に効くって言うだろう。

(増田| 町も休耕田が沢山あるんで、活用しようという話も上がっ

ているんで…。)

 さっき話した組合でも、何作って良いか分からない。小麦を主力

に作ってるだろ、それからニンジン、ナスは大変で万歳しそうなんだ。

みんな60過ぎてるから。今何作ろうかって言ってるんだが…。ニラ

は、県が主力で力入れてるらしいから、何かな? 前に、ショウガを1

反歩作ったんだが、農協で買わねえって言うんだ、なかなか難しい。

大体、麦か大豆だろう。でも、ここは大豆は無理なんだ、難しい。北

中はもうやめちゃった。ここは、ユズだっていくらでもなるんだよ。何

もやる人いねえから、結局、人にあげたり捨てちゃって。他からも買

いに来てるって話聞くんだが…。
(増田| 益子は加工所が無いですよね。それもあって、せっかく農

作物作っても…。) 
　1次産業じゃ駄目だって言ってる。今、騒いでるだろう。加工して

姿変えて売らないと。大体、農協が主体でそれをやるべきだがやっ

ていない。大体洋服売ったり何かしてることが、おかしいんじゃね

えか。もう少し地道に出来ないものか。赤字にしないこと、儲かるこ

とばかり考えるとろくなこと出来ねえ。

(増田| 今、町でも未来計画を作る予定で、自分が産業のこれから

を考えるグループに属していて、農業も今いただいている話をグ

ループ内で共有させて頂きますし、町の計画に活かしていきたいと

思います。) 

　町も百姓のことをもう少し考えてもらいたい。おそらく稲だけでは

食っていけねえ。稲は人間食わないで、みんな飼料にしちゃえば良

いんだよな。結局、パンばっかり食ってるから駄目なんだな。まあ、

俺も食ってみるとパンの方がうまいような気がするけどな。飯にな

ると、おかず考えなくちゃなんねえ、余計米は駄目だ。俺は米は伸

びねえと思うな。輸出、輸出って言ってんが、難しいぞ。いっそのこ

と、米は作って飼料にして、トウモロコシは、うんと良いものにすれ

ば良い。トウモロコシはほとんど輸入だよ、エサはあれが主力だか

ら、トウモロコシの代替に米を考えることが出来れば、米も生きてく

るんだよな。米作るのは簡単なんだから、ただ、値段の面でな…。

　今、飼料米の「朝日の夢」は、8万円の補助金が出るんだよ。だか

ら星の宮は、組合が一手に引き受けて転作で全部それを作ってい

る。1反歩10俵ぐらい穫れる。それを品種改良して15俵ぐらい穫れ

るようにしてエサにするように仕向ければ何とかなるんだよな。その

へんを一生懸命考える方が良いような気がするな。

　だから「人間は食うな」と、主婦もパン食うと楽になるんじゃねえ

かい。炊かないし、おかず考えなくて済むし、食パン焼くぐらいで。

（一同大笑い）

美幸さん| 毎日パンじゃ…。たまに食べるから美味しいと感じるけ

どね。

貫凡さん| まあ、米食わない人は多くなるよな。産業考えた方が良

いよ。現場の方は、まだ現役で生きているうちはやるから。だから、

何をどんなふうにやるかは、JAとかが考えないとな、売っていくこと

も考えないといけないし、個人じゃなかなか考えられない。作る方

はこっちが得意。今は、売る方でどういう風に売るか? どんな製品

を作ってどう売るか? それをやる人がいないから駄目。道の駅どう

すんだ? 売るものあんのか? まあ、頑張ってね。

美幸さん| うちでは昔、納豆を瓶 (かめ) で作ってたって?

貫凡さん| 俺は覚えねえな。納豆は、藁つとだな。干し納豆は昔作っ

てた。塩まぶして、保存食になるだろ。その保存のために瓶を使っ

たんだ。　弁当のおかずが干し納豆だけ、なんてことがあったよ。あ

と、たくあんと梅干し。弁当に干し納豆持ってくる人は結構いたよ。

昔はそんなもんだよ。ただ、干すと余計臭くてな。保存食は昔の知

恵、あと乾燥イモは作った。暇なときは相手してやるから、また来う

な (来なさい) 。若いんだから頑張ってね。

(増田| よろしくお願いします。)
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　あそこは、昔たばこ関係で加波山へ行ったろう。あそこは、風の

神様なのかなぁ。俺は行ったことないけど。大羽の人はたばこが盛

んだったから、そういう話でなかった? うちの方はそういうことやら

なかったけどね。その他は、この地域では目立ったことやらなかっ

たよ。風祭りだけは特殊だったな。

　昔の大通り沿いはお茶垣が多かった。みんな自家用でお茶作っ

ていたから。道路拡張でなくなった。最後は農協に加工を頼んだ。

そのうち買った方が安くなった。焙炉 （ほいろ） でお茶はどこでも

作ったな。下に炭を入れて、上で乾かして手で揉むわけよ。それは

大なり小なり、どこでもやっていた。

（増田| 出荷されていた方もいたんですか?）

　いない。自家用だよ。だいたい１日やれば終わった。昔は、お茶

摘みなんかは、お互いに行ったり来たりしてやっていた。うちは他

　星の宮で60年以上農業を営み、農業委員なども務めてきた小出

貫凡 (みちつね) さんと、息子さんのお嫁さんである美幸 (みゆき) 

さんにお話を伺った。

1. 祭りと茶栽培、入百姓

貫凡さん| 昔、風祭りがあった。嵐よけということで、茨城の加波山

から神主が来た。区長の家に泊まって、嵐よけの札を青年団が受

け取った。いつの間にか途絶えていた。およそ昭和30年頃までか

なぁ。竹を割って、下げて大通りを歩いた。白和えを男らで作った。

竹を立てて歩くのは女性はやらなかった。

(増田| 風祭りは男性のお祭りですか?) 

　男性ばっかりだったよ。

(増田| 大沢地区でも風祭りがあったみたいですよ。) 

へは行かなかったけど。やっぱり人を頼んだ。ヨイドリは小さい子、

親戚関係の人が結構行ったり来たりやっていた。倅たちがサラ

リーマンになるくらいまでやっていた。

(増田| 茶垣はどれくらいまで星の宮の人は作っていたんですか?) 

美幸さん| 私が嫁に来たときは摘んで農協に持っていって、自家

用は家で。私が嫁に来たのは昭和62年だから、それから2~3年は

持っていってやっていた。

貫凡さん| 柿の木とお茶の木がずっと星の宮まであったが道路の

拡張でなくなった。大羽は舗装になるのが早かった。ここらは遅

かった。道も細くて。この辺は町道でなかったから。

（増田| 塙の聞き取りで星の宮の一帯は新潟から開墾が入ったと

聞きましたが?）

　結局ここの住人たちは働かなかったらしい。酒飲んでバクチして。

そういう風潮があった。新潟は雪が降ると仕事がないから次男三

男が来た。新潟の人は働き者だから頼んでいた。いろんなとこに来

た。百姓をやるのに入った。星の宮は浄土真宗の家が多い。それ

だけ働いていたということ。一生懸命働いていたからよくなった。だ

から大きい家は向こうから来た人が多い。芦沼は多い。昔処理場

に勤めていた市川さんと言う人も新潟から来た。真岡の高間木あ

たりも多い。塙の菊池病院の向こうの白田さんが番地が一番小さ

い。あっちから大字塙の番地をふってきたのかな。昔は大字塙で

星の宮と一緒のときもあった。よく分かんないけど。だから結構星

の宮の書類もウチのほうにある。昔は役をやっている人は土地の

台帳を全部持っていた。それを見れば誰がどの土地を持っている

か全部分かった。それが塙にも星の宮にもあった。地図なんかもお

互いに持っていたんじゃないかな。私の家にも村にもあった。うち

のおじちゃんが村の世話役とかやっていたから。生紙と言って破

けにくい長持ちする紙で。星の宮はほとんど村の人が測量していた。

今でも台帳が公民館の大きな金庫にあると思う。あれは珍しい。

昔は縄で測った。馬の毛がくっついているやつで向こうで棒持って。

平板 （へいばん） 測量って言うんだよ。区長が代わると平板とかを

持って行った。

2. 塙と星の宮の関係

(増田| 塙と星の宮の関係は?)

　昔から深かった。元は川の堰も一緒だった。高校の堰よりもっと

下だった。大羽川の合流のとこにあったのかな。杭の堰だった。松

杭を打って、横に並べて砂利を入れて止めた。松は水の中でも腐

らないから。高校あたりに村の山があった。そこはなんであったか

というと松を育てて杭にするためにあった。そこの松を切って杭で

堰を修理した。それがいつの間にかに、塙と星の宮で別々になって

しまった。仕事も一緒にやった。堰普請 (せきぶしん) なんかも一緒

にやった覚えがある。塙と星の宮がやぐらを組んで綱を引っ張って

杭を打った。昭和30年頃に、土地改良をやった。その時から堰を

別にしたから関係がおかしくなった。塙は塙の水、星の宮は星の宮

というような。けんかの間際までいった。紅取橋って知ってる? 七井

の台のところにある。あそこが星の宮の堰。あれは県でつくったらし

い。県でつくったやつは杭じゃないと思う。水が多くなると自動で倒

れる堰をつくった。昔の人は書いて残したと思うんだけど、村の記

録はあまりない。おれは見たことない。区長が変わると小さいタン

スだけは持って行った。そこにはいろいろ書類が入ってたらしい。

昔のことが分かるのはさっき言った図面くらいかな。あれは文化財

級だな。

　前沢の山知ってる? 役場の山。あれは高校の用地が星の宮に

あった。高校予定地の星の宮の堰山と町の山を交換した。3倍もも

らった。1反歩だったら5反歩を前沢の山にもらった。おれはもらっ

た後に境界を調べるのに登記所に行った。登記所にはマイラーっ

ていう地図があってそれをもらって複写してきた。でも前沢の地図

は違って、あそこは田野地区だから手書きでマイラーっていうのが

ない、だから登記所で薄い写す紙に書いていけと言われて写して

きた。写したのを頼りに境界を確認した。今は舗装するようになっ

てからはきちんとしている。昔の図面は間違いも多い。でも登記所

にはかなわない。登記所は絶対後でしっかり見る。ここらも何遍か

方々見たが図面間違ってるのが多い。図に丸い道がないか見てみ

な、だいたい真っすぐだから、そんなわけないんだよな、丸くって。

昔はだいたい六尺くらいしか使ってなかった、公図では九尺くらい

に広い所がけっこうある。三尺下がってヘリギ植えたんだ、道でも

境界でも、木が大きくなっても他人の土地を侵害しないように、と

やったわけ。ところが登記所で立ち会うわけよ、売ったりなんかして、

測るとヘリギ入っちゃう。「おかしいんじゃないのか」と言ったら「税

金を安くするのに道を広く届け出たみたい」と言うんだすると土地

減るよな、道広くすれば。だから「九尺だ」「しゃあないなあ」と。

 昔はほんとの公図じゃないんだよ、公図というのがなくて地元の

人が測って税金の関係で税務署へ申告した、売買したりなんかし

て。その税務署にあった図面が登記所へ行ったという話。だから

昔は「公図に準ずる」といって公図じゃない。ほんとの公図なら頓

挫してる公図づくり、あんなのやる必要ないんだ。ほんとの公図

じゃないから改めてやっていくわけだべ、だから間違いが多いわな。

 よく昔の人は測量やったんだわな。家の下の田も払い下げたんだ、

昔は湿地帯だった。うちのおじちゃんが測って図面にして、払い下

げたわけ。前は登記所が益子にあった、公民館の入り口。よその人

が「ここが池になってる、図面が青くなってる」と言うんだ、「そんな

バカな話があるか」と行ってみたら地番入ってたのが消してある、

払い下げでちゃんと入れたわけ。うちのおじちゃんが書いた地図

がうちにあったもんで、キムラさんに頼んで「こういうわけだから直

してくれ」と言って、そうしたら何か所か間違ってたから全部直して。

登記所でさえそんなごちゃっぺやったんだから。こっちが図面持っ

てたからちゃんと主張して直せた、黙ってたら全部池になってた。

測量するというのは大事だった、それでも間違いがあった。今は売

買するとみんなきちんと直しちゃう。

3. 終戦後のこと

(増田|この辺の農地化は新潟から来た人が?) 

　おこしたのは分からないが、家の前あたりは昔は山だった、それ

がいくらかおこしたかもしれないが、大々的におこしたというのは

聞かないな。敗戦の頃かな、伏見医院のところ、あそこは山だった。

あそこをおこしてサツマか何かつくる気になったんだと思うな、小

学生が動員されたことがある、とにかく動員されたのを覚えている。

戦争負ける間際、5年の8月に負けた、その負ける前にやった。益子

の小学校に桜田部隊って兵隊がいた。裏の校舎が占領されちゃっ

た。二階建ての校舎が兵隊に接収されて授業ができない。それで

二部授業というのをやった、昼前の部と昼過ぎの部があった。そこ

に獣医としていたのが伏見さん、戦後負けてからあそこに入った、

おこしてあったから。獣医は将校だろ、だから営外居住して、自分

で普通の家に住めた。ヒシヌマの姉さんと一緒になって、そこに下

宿していて、戦後こっちに出た。桜田部隊には太った部隊長がいた。

短い期間だった。迫撃砲があった。こういう筒で、弾がこれぐらい、

それを上から入れる。模擬弾を木でつくって練習した。野砲もあっ

たんじゃないかな。けっこう校庭でも練習した。

  海軍もお寺にいたことがある、ここの閑空院に。高校のところにう

ちの松山があった。だいたいうちの山だから、高校の敷地、校舎

建ってるところは。こういう松の木があって、突きの練習してたのを

覚えている。暇だもんで演芸会なんかやったことあるよ、あの海軍。

海軍自体がやってるんだ、暇だから。やったというのだけ覚えてい

る。食い物なくてサツマのトコイモなんか食ったんだよ、海軍が。苗

取るために芋捨てるだろ、それを食った。そんなん戦争負けるわけ

だよな、海軍が陸に上がってそういうことしててさ。それで風呂入り

に来てた。ほんの短い期間だった、終戦後早いうちにいなくなっ

ちゃった。

(増田|軍馬を祀ってあるお堂は?) 

　馬頭観音は方々にある、農家は馬使ってたろ、だからあるんじゃ

ないの。特養ホーム「ましこの里」の角のところ、ゴミの集積場のあ

るところに馬頭観音がある。そのうち馬がいなくなって牛になった。

牛はけっこう飼った、牛になって耕耘機になった。うちの方でも馬

の次は牛を使った、馬なんかだんだんいなくなっちゃって。

(増田|牛の観音とかはないですもんね?)

　牛はない、そういう信心もなくなっちゃったんじゃないの。牛はそ
う死ななかったぞ、きっと。馬なんか弱いよ、病気になって立たなく

なっちゃう。馬は急激にいなくなっちゃったよな。

4. タツ街道のこと

　昔は、今の農協の西に道あるだろ、あれ真っすぐ星の宮に来て

たんだよ。そうしたらウエノかあちゃんって知ってる? あそこの人が

「ここは抜けてない」と騒ぎ始めちゃったんだよ、それで通れなく

なっちゃって。農学校に行ってた昭和28年頃までは通れた。塙の

神社の後ろ通って、塙橋に上がって行ったんだよ、それで汽車に

乗って。普通はだいたい田んぼ行っちゃうんだが、道悪い日あそこ

通って来たことある。入り組んでるからさ、後になって「これ、道抜

けてない」なんて。

(増田| タツ街道のタツって、漢字でどのように書くのか分かります

か?) 

　改めて言われると分からないな、辰年の辰のような気がする。あ

れは重要道路なんだよな、昔はあんまりないんだから。どこがほん

となのかな、真岡街道というかタツ街道は。西谷食堂から真っすぐ

分かれてるだろ、あれがほんとじゃないのかな、もとの真岡街道は

な、斜めにずっと行ってる。今は西谷食堂から真っすぐ抜けてる。

5. 財産管理委員会や地名のこと

(増田| 財産管理委員会は星の宮もあるんですか?) 

　つくったよ、薄羽先生が骨折ったんだ。薄羽聖作 （しょうさく） さ

んが司法書士やってたろ、公民館の入り口で。それが星の宮の出

身だろ、一生懸命面倒見て。昔は20~30人の権利者が村の土地を

共同で持ってた、村山なんかもそう。それを高校と交換したときに

土地を欲しがったわけ、次男・三男も。それで増えて、一番多い共

有地は70名ぐらいいる。それで大変だと言うんで、代表登記といっ

て一人にまとめて、何かやるときに一人で済むようにと「財産管理

委員会」をつくった。でも権利は失せない、代表一人というわけに

はいかない、何かやるとなると全部のハンコもらわないとダメなん

だ、結局やっても無駄なような気がして。ハンコもらえない人もけっ

こういたんだよ、代表にするときに。今も財産管理委員会はあるん

だけども、死んじゃってどうしようもないのが二人か三人、けっこう

あるったんだが大変で。

　加藤義勝さんのあたり、村で貸しておくんだよ、それと何か所か
ある、水道屋の資材置き場とか、村の土地貸して、その上がりで村

を運営している。昔の村の組織が今でもある、自治会と別に、それ

は宅地で貸しておくのでやっている。だから売買になると難しい。あ

そこのオオシマさんが代行の車置くんだよ、あそこが村の馬捨て場

といったんだから馬を埋めたのかな、村の土地なんだよ。それが昔

の名前で、もうどうしようもない。財産管理のあれに入れることがで

きなかった、ハンコもらえなくて、あんまり古い人で。あれは売れな

いから貸しておく、貸すのは構わないが売買はできない。

　星の宮東側、そういう表現もあるから、番地の頭にくっついてる

のはいろいろある。前、野崎先生が星の宮にいてそういう地名を調

べたんだよ、本は下巻つくらないうちに死んじゃった。それ見ると一

部はアイヌ語だという。ケカチというのがけっこう多いんだよ、星の

宮は。弁天池の周りケカチ多いよな、ケカチっていうのがアイヌ語

だっていうようなこと書いてなかったかな。面白いんだよ、番地の

前の田んぼとか畑とか見ると、チカニンだの訳の分からないような

言葉がある。

(増田| 星の宮公民館の金庫にある図面は、見せてもらうことは可

能?) 

　見られるんじゃないの、区長に言えば。自治会長は関係ない。下

駄箱のところにでかい金庫がある、あれの中に二冊あったと思っ

た。あれは大したもの、文化財系統だな、あれだけやったというの

は。なかなかそういうのはないぞ、村の土地を測量したというのは。

争いなんかあると持ち出して見た。

(増田| 星の宮神社の氏子総代は?) 

　結局区長だな。氏子は120人ぐらいいる。あそこにでかい碑があ

る、石の裏に書いてある。神社の当番というのがある、6人ずつ交代

でやるわけ。

6. 養豚、養鶏、養蚕のこと

(増田| 農業では、作物はなにを?)

　米だな。村でやってるのは知ってるだろ、営農集団。結局、星の
宮組合ってのになったから。みんな集積して集めろっていう話、

知ってるだろ? うちのほうでもあらたか組合に集めているから。これ

からだんだんそうなると思う。だって、やる人がいない。集めるのは

いいが集めてもやる人がいない。

　一時期は、このあたり、豚はけっこう飼ってたよ。いつごろだろ。

豚もいつのまにか駄目になった。なんで駄目になったか俺も覚えて

いない。イチゴなんか入る前だよな。そこの三村さんなんかも、豚

やっていて、県で表彰されたこともあった。

　いい種持っててな。豚小屋は今でもあるけど。豚か稲だな、この

へんは。麦はこのへんじゃあんまりやらない。家畜は豚だな。鶏は、

あまり飼う人いなかったな。今は、薄羽さんが専業でやってるが、

少しやった人がいたが、大したことはなかったな。収入源としては、

豚だな。稲が主力だけど値段が下がったからおかしくなっちゃった。

タバコも一時期はこのへんでもやってたけど。米葉な。最後まで

残ったのは大羽地区だな。

(増田| このへんはいつぐらいまで?) 

　30年か40年までかな。ここの土地はあんまりいいのできねえん

だよ。あんまり向かないんだよ。赤土が向くんだ、大羽とかの。

　土があわないと病気が出ちゃうんだ。タバコでうんと稼いだ人は

いねえな、星の宮では。補助が切れたらやめちゃった。うちは35年

くらいでやめちゃったな。よその人に貸していたんだ、みんな。北中

あたりの人で、今でも作ってる人いるかな。

美幸さん| 蚕は?

貫凡さん| 蚕は、昔。

美幸さん| ここ古いうちだったんですけど、ここの2階が蚕部屋だっ

たって聞いています。うちの奥座敷が、畳上げたら下に囲炉裏が

あった。それは蚕を飼っていたからあったんだと聞いてる。

貫凡さん| 珍しいよな、奥座敷の畳の下に囲炉裏があるのは。お

湯にひたしてやるんだよ、繭から糸とる、それは俺、見たことあるん

だな。絹糸はそれだけだな。綿も作っていた。あれ、糸車あるよ。お

れ、やったことあるもん、こうやってなー、つぃーと糸ひくの。綿のあ

れを糸にして、それから、綿切りって言って、種を綿と分離して。そ

れを久下田 (くげた) に持って行ったのかな、あれを綿にしてもらっ

て、ほそながーくやる。

(増田| このへんは久下田に持って行ったんですか?) 

 おれ、わかんないけどそれで機を織ったわけよ。おれも織ったよ。

朽ち古したのをちぎって、ここらの野良帯にしたんだよ。けっこう機

織りはやったよ。おれ、農学校の時に服つくったんだよ。落下傘で。

落下傘はけっこう紐があるんだけど、紐をほぐして、うちで織って。

落下傘知ってるだろ? 大きくふくらむだろ、あれ、だから紐いっぱい

付いていて、その紐をほぐして、なんでも物が無い時代だから、その

糸をつないで、あれは絹糸だから、それで織って、服を作るんだよ。

美幸さん|  気が遠くなる作業…。
貫凡さん| それが最後だな、機織りしたのは。うちのおふくろ駄目

だったから、おばさんがやっていたな。綾織りっていうのをやった

な。ふつうの折り方と違うんだな。それ知っていたのが、さっき言っ

た薄羽聖作さんのお母さん。なんでもできたな。その人に教わって

やったんだ。どう違うかわかんないけど、普通の織り方とどう違うの

か。作ったのが、そこの洋服屋があったんだよね、そこの和久さん、

亡くなっちゃったけど、倅はそういうことやんないからな。俺が農学

校にはいったのが昭和25年だから、着る物がないんだよ。戦後まも

なくだからな。戦後5年たって制服ももちろんねえし、みんな思い思

いにやってた。作れる人は、まだいい。海軍の服を着たりしてた人も

いた。学問なんかも、ろくなの教わんないよ、草むしりだけ覚えた

り...。教育だって、なに教育していいかわかんなかったんじゃない

の。中学校がそうだから。急に新制中学なんちゅうても、俺ら１年

生からやったんだもん。新制中学の最初の1年生だもん、俺ら。だ

から1年から3年までやったのは俺らだけ。先輩達は2年からとか3

年からとか。最初はあそこだ、益子小学校でやった。校舎なんかで

きねえよ。急にがらっと制度が変わって。

  さっき言った兵隊に接収された校舎が中学校の校舎だった。そ

こに入ってて2年の途中にこっちに変わった、木造の校舎だもんな、

作ったの。庭作りにいったことあった。子どものころ、庭の整地に。

まだあの頃は、自衛隊がやるような段階じゃないもの。ああ、自衛隊

まだねえよな。そのあとだよな。警察予備隊つうんだ。まあ、ひどい

時代に生きてきたよな。なんにもねえ時代に生きてきたもの。戦中

戦後を生きてきたんだもんな。昼前、魚釣り行って、昼過ぎに学校

行くんだもの。昼前は暇だから魚釣り。まじめに勉強なんかしない

から。うちにいねえよ、誰も、野良行ってるから、それで、うちに帰っ

てひとりで飯食って、学校行って。

　あらゆること経験したよな。なんでもできるのは、おれたちの年代

までだろ。だいたい冬は、藁細工。昔は、米は俵で出してたんだよ、

藁の。あれを編むわけ。編んで検査すんだから。おれ、ともだち検査

員になって来たことあんだから。だいたい30年頃まで使ってたかな。

ぼっち (ふた) と俵。それ検査受けて、それに米入れて出荷して。そ

の次が、何になったかな、麻袋かな、いやちがうな、今は紙袋だけ

ど、樹脂袋 (じゅしたい) の時もあったんだよね、30キロのね、ミシン

で縫ってたんだから。今は紙で縛るからそんなことしないけど。麦

はきっと麻袋だな、60キロで。

　藁の俵を道路で検査したことあったよ、砂利道だけど持って

いって並べて。そのあと麻袋になった。今みたいに農協じゃないん

だから、どこも地元でやった、道路なんかで。まあ、それもちょっとの

期間だけどな。そのうちだんだん農協がちゃんとして、農協でやる

ようになったけどな。まったく戦後の過渡期だよな。戦後の荒れて

る時代で。

7. 昔のアルバムを見ながら

  昔は、このへんは仮装やったんだよ、運動会で。組対抗でやった

んだよ、表彰とかしたわけじゃないが。これ仮装だよ、みんな相談し

ながらやったんだ。土人の仮装をやったこともあったな、みんな裸

で腰簑つけて。おもしろかったな。お猿の籠屋だの、のど自慢のア

レもやったなあ、宮田輝なんかも出て。神話復活なんてのもやった、

ヤマトタケルの格好なんかして。それから、アレ、なんつたっけ? 青

森のねぷたってあるんだよね、あれも作って…。一大行事だよ、で、

組長になると大変なんだよ、運動会が。まあ、そこに集まって、今年

なにやる? って相談して。牟田歯医者 (益子駅前の歯医者さん) の

今の先生のお父さんが、審査員で来たんだ。

(増田| 星の宮の運動会ですよね?) 

　ちがうよ、小学校だよ、あそこにあった分校の。組は7組くらい

あったのか、それが毎年、めいめい趣向を変えてやるわけよ。

(増田| その小学校の運動会の中で、班対抗の仮装大会があった

わけなんですね?) 

　仮装行列だな。そこいらには無い、誇れるものだった。分校無く

なっちゃったからな。今より庭は小さくて狭いところで大変だった。

ちょうど俺らが中心になった頃、仮装をやり始めた。厚紙を買って

来て色々作った。因幡の白ウサギもやったし、着物を着てかかしを

やったこともある。

　毎年写真に撮って、何年分か残しておいたら大したもんだった

な。あの頃はそこまで気がつかなかったな。みんなで集まって考え

るだけでも、和気あいあいと出来た。結構長く続いたよ。

(増田| 何年くらいまで運動会にあったんですかね?)

美幸さん| 西小が出来て、分校が無くなったんですよね。昔は、4

年生まで分校に通って5年から益子小に行ったんですよね。

貫凡さん| 俺の頃は、3年まで分校だった。雨が降ろうが何が降ろ

うが歩きだったので、案外、星の宮はかけっこが早かった。結構時

間かけて小学校まで行っていた。だから、嫌になっちゃって、途中

遊びなんか覚えたんだ。

8. 農業を主軸にした産業

　今は働くだけが生き甲斐で、あまり他のことを見たいとか行きた

いとか、気持ちが無い。作物作ることが楽しく生き甲斐。でも何で、

町は百姓のほう向かねえんだ? 瀬戸屋ばっかり向いてる気がする

んだ。やることがみんなそうだ。茂木なんか、百姓関係よくやってる

よな。ユズでも、今話題のエゴマも、優秀な指導者、世話人がいる

んだよな。ああいうの益子は何もやんめ (やらないだろう） 。もう少

し、町が力入れてやると良い。

(増田| 茂木は、竹もやってますよね。) 

　あれは、機械がすごく高いんだよな。みんな、竹をもてあましてい

るのを利用してるんだろ。竹の処理も出来てお互いに利益になる。

ここら辺もどうしようもない。ちゃんと処理して産業に出来るんだか

ら、益子で何か出来ないかと思うんだな。確かに瀬戸は大事なん

だが、他の人から見るとあっち向いてるんじゃないかと思える。それ

なりの指導者がいないと無理は無理なんだが...だって、基本はそ

うじゃないんだよな。観光から言えばそうかもしれないが、地区全

体のこと考えるなら百姓のこと考えないと駄目。みんなが百姓やめ

たらどうなると思う? 水管理してるのは、みんな農家だよ。大水にな

る時期に田んぼに水上げてるから、大水にならないんだから。田ん

ぼ作るのやめたら、しょっちゅう水害になると思うんだよな。米がだ

んだん安くなる、作る人がいなくなる、まずいよな。

　だって、観光で来たって、農村風景があるからいいんじゃない

の? みんながちゃんと管理して、植物だって管理しないと駄目だよ。

さっき週刊誌読んでたら、東京でもタヌキやハクビシンが、人が住

まなくなった家に住み着いてるんだって、そういう時代だもんな。住

み着いて繁殖している。この辺だってそうなっちゃうんじゃないの。

うちも俺がいるから管理してるけど、農家の管理はサラリーマン

じゃ出来ないもんな。何か考えないと駄目だな。

(増田| エゴマも、茂木の道の駅では11月まで入荷しないみたいな

話ですね。) 

　認知症に効くって言うだろう。

(増田| 町も休耕田が沢山あるんで、活用しようという話も上がっ

ているんで…。)

 さっき話した組合でも、何作って良いか分からない。小麦を主力

に作ってるだろ、それからニンジン、ナスは大変で万歳しそうなんだ。

みんな60過ぎてるから。今何作ろうかって言ってるんだが…。ニラ

は、県が主力で力入れてるらしいから、何かな? 前に、ショウガを1

反歩作ったんだが、農協で買わねえって言うんだ、なかなか難しい。

大体、麦か大豆だろう。でも、ここは大豆は無理なんだ、難しい。北

中はもうやめちゃった。ここは、ユズだっていくらでもなるんだよ。何

もやる人いねえから、結局、人にあげたり捨てちゃって。他からも買

いに来てるって話聞くんだが…。
(増田| 益子は加工所が無いですよね。それもあって、せっかく農

作物作っても…。) 
　1次産業じゃ駄目だって言ってる。今、騒いでるだろう。加工して

姿変えて売らないと。大体、農協が主体でそれをやるべきだがやっ

ていない。大体洋服売ったり何かしてることが、おかしいんじゃね

えか。もう少し地道に出来ないものか。赤字にしないこと、儲かるこ

とばかり考えるとろくなこと出来ねえ。

(増田| 今、町でも未来計画を作る予定で、自分が産業のこれから

を考えるグループに属していて、農業も今いただいている話をグ

ループ内で共有させて頂きますし、町の計画に活かしていきたいと

思います。) 

　町も百姓のことをもう少し考えてもらいたい。おそらく稲だけでは

食っていけねえ。稲は人間食わないで、みんな飼料にしちゃえば良

いんだよな。結局、パンばっかり食ってるから駄目なんだな。まあ、

俺も食ってみるとパンの方がうまいような気がするけどな。飯にな

ると、おかず考えなくちゃなんねえ、余計米は駄目だ。俺は米は伸

びねえと思うな。輸出、輸出って言ってんが、難しいぞ。いっそのこ

と、米は作って飼料にして、トウモロコシは、うんと良いものにすれ

ば良い。トウモロコシはほとんど輸入だよ、エサはあれが主力だか

ら、トウモロコシの代替に米を考えることが出来れば、米も生きてく

るんだよな。米作るのは簡単なんだから、ただ、値段の面でな…。

　今、飼料米の「朝日の夢」は、8万円の補助金が出るんだよ。だか

ら星の宮は、組合が一手に引き受けて転作で全部それを作ってい

る。1反歩10俵ぐらい穫れる。それを品種改良して15俵ぐらい穫れ

るようにしてエサにするように仕向ければ何とかなるんだよな。その

へんを一生懸命考える方が良いような気がするな。

　だから「人間は食うな」と、主婦もパン食うと楽になるんじゃねえ

かい。炊かないし、おかず考えなくて済むし、食パン焼くぐらいで。

（一同大笑い）

美幸さん| 毎日パンじゃ…。たまに食べるから美味しいと感じるけ

どね。

貫凡さん| まあ、米食わない人は多くなるよな。産業考えた方が良

いよ。現場の方は、まだ現役で生きているうちはやるから。だから、

何をどんなふうにやるかは、JAとかが考えないとな、売っていくこと

も考えないといけないし、個人じゃなかなか考えられない。作る方

はこっちが得意。今は、売る方でどういう風に売るか? どんな製品

を作ってどう売るか? それをやる人がいないから駄目。道の駅どう

すんだ? 売るものあんのか? まあ、頑張ってね。

美幸さん| うちでは昔、納豆を瓶 (かめ) で作ってたって?

貫凡さん| 俺は覚えねえな。納豆は、藁つとだな。干し納豆は昔作っ

てた。塩まぶして、保存食になるだろ。その保存のために瓶を使っ

たんだ。　弁当のおかずが干し納豆だけ、なんてことがあったよ。あ

と、たくあんと梅干し。弁当に干し納豆持ってくる人は結構いたよ。

昔はそんなもんだよ。ただ、干すと余計臭くてな。保存食は昔の知

恵、あと乾燥イモは作った。暇なときは相手してやるから、また来う

な (来なさい) 。若いんだから頑張ってね。

(増田| よろしくお願いします。)
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　あそこは、昔たばこ関係で加波山へ行ったろう。あそこは、風の

神様なのかなぁ。俺は行ったことないけど。大羽の人はたばこが盛

んだったから、そういう話でなかった? うちの方はそういうことやら

なかったけどね。その他は、この地域では目立ったことやらなかっ

たよ。風祭りだけは特殊だったな。

　昔の大通り沿いはお茶垣が多かった。みんな自家用でお茶作っ

ていたから。道路拡張でなくなった。最後は農協に加工を頼んだ。

そのうち買った方が安くなった。焙炉 （ほいろ） でお茶はどこでも

作ったな。下に炭を入れて、上で乾かして手で揉むわけよ。それは

大なり小なり、どこでもやっていた。

（増田| 出荷されていた方もいたんですか?）

　いない。自家用だよ。だいたい１日やれば終わった。昔は、お茶

摘みなんかは、お互いに行ったり来たりしてやっていた。うちは他

　星の宮で60年以上農業を営み、農業委員なども務めてきた小出

貫凡 (みちつね) さんと、息子さんのお嫁さんである美幸 (みゆき) 

さんにお話を伺った。

1. 祭りと茶栽培、入百姓

貫凡さん| 昔、風祭りがあった。嵐よけということで、茨城の加波山

から神主が来た。区長の家に泊まって、嵐よけの札を青年団が受

け取った。いつの間にか途絶えていた。およそ昭和30年頃までか

なぁ。竹を割って、下げて大通りを歩いた。白和えを男らで作った。

竹を立てて歩くのは女性はやらなかった。

(増田| 風祭りは男性のお祭りですか?) 

　男性ばっかりだったよ。

(増田| 大沢地区でも風祭りがあったみたいですよ。) 

へは行かなかったけど。やっぱり人を頼んだ。ヨイドリは小さい子、

親戚関係の人が結構行ったり来たりやっていた。倅たちがサラ

リーマンになるくらいまでやっていた。

(増田| 茶垣はどれくらいまで星の宮の人は作っていたんですか?) 

美幸さん| 私が嫁に来たときは摘んで農協に持っていって、自家

用は家で。私が嫁に来たのは昭和62年だから、それから2~3年は

持っていってやっていた。

貫凡さん| 柿の木とお茶の木がずっと星の宮まであったが道路の

拡張でなくなった。大羽は舗装になるのが早かった。ここらは遅

かった。道も細くて。この辺は町道でなかったから。

（増田| 塙の聞き取りで星の宮の一帯は新潟から開墾が入ったと

聞きましたが?）

　結局ここの住人たちは働かなかったらしい。酒飲んでバクチして。

そういう風潮があった。新潟は雪が降ると仕事がないから次男三

男が来た。新潟の人は働き者だから頼んでいた。いろんなとこに来

た。百姓をやるのに入った。星の宮は浄土真宗の家が多い。それ

だけ働いていたということ。一生懸命働いていたからよくなった。だ

から大きい家は向こうから来た人が多い。芦沼は多い。昔処理場

に勤めていた市川さんと言う人も新潟から来た。真岡の高間木あ

たりも多い。塙の菊池病院の向こうの白田さんが番地が一番小さ

い。あっちから大字塙の番地をふってきたのかな。昔は大字塙で

星の宮と一緒のときもあった。よく分かんないけど。だから結構星

の宮の書類もウチのほうにある。昔は役をやっている人は土地の

台帳を全部持っていた。それを見れば誰がどの土地を持っている

か全部分かった。それが塙にも星の宮にもあった。地図なんかもお

互いに持っていたんじゃないかな。私の家にも村にもあった。うち

のおじちゃんが村の世話役とかやっていたから。生紙と言って破

けにくい長持ちする紙で。星の宮はほとんど村の人が測量していた。

今でも台帳が公民館の大きな金庫にあると思う。あれは珍しい。

昔は縄で測った。馬の毛がくっついているやつで向こうで棒持って。

平板 （へいばん） 測量って言うんだよ。区長が代わると平板とかを

持って行った。

2. 塙と星の宮の関係

(増田| 塙と星の宮の関係は?)

　昔から深かった。元は川の堰も一緒だった。高校の堰よりもっと

下だった。大羽川の合流のとこにあったのかな。杭の堰だった。松

杭を打って、横に並べて砂利を入れて止めた。松は水の中でも腐

らないから。高校あたりに村の山があった。そこはなんであったか

というと松を育てて杭にするためにあった。そこの松を切って杭で

堰を修理した。それがいつの間にかに、塙と星の宮で別々になって

しまった。仕事も一緒にやった。堰普請 (せきぶしん) なんかも一緒

にやった覚えがある。塙と星の宮がやぐらを組んで綱を引っ張って

杭を打った。昭和30年頃に、土地改良をやった。その時から堰を

別にしたから関係がおかしくなった。塙は塙の水、星の宮は星の宮

というような。けんかの間際までいった。紅取橋って知ってる? 七井

の台のところにある。あそこが星の宮の堰。あれは県でつくったらし

い。県でつくったやつは杭じゃないと思う。水が多くなると自動で倒

れる堰をつくった。昔の人は書いて残したと思うんだけど、村の記

録はあまりない。おれは見たことない。区長が変わると小さいタン

スだけは持って行った。そこにはいろいろ書類が入ってたらしい。

昔のことが分かるのはさっき言った図面くらいかな。あれは文化財

級だな。

　前沢の山知ってる? 役場の山。あれは高校の用地が星の宮に

あった。高校予定地の星の宮の堰山と町の山を交換した。3倍もも

らった。1反歩だったら5反歩を前沢の山にもらった。おれはもらっ

た後に境界を調べるのに登記所に行った。登記所にはマイラーっ

ていう地図があってそれをもらって複写してきた。でも前沢の地図

は違って、あそこは田野地区だから手書きでマイラーっていうのが

ない、だから登記所で薄い写す紙に書いていけと言われて写して

きた。写したのを頼りに境界を確認した。今は舗装するようになっ

てからはきちんとしている。昔の図面は間違いも多い。でも登記所

にはかなわない。登記所は絶対後でしっかり見る。ここらも何遍か

方々見たが図面間違ってるのが多い。図に丸い道がないか見てみ

な、だいたい真っすぐだから、そんなわけないんだよな、丸くって。

昔はだいたい六尺くらいしか使ってなかった、公図では九尺くらい

に広い所がけっこうある。三尺下がってヘリギ植えたんだ、道でも

境界でも、木が大きくなっても他人の土地を侵害しないように、と

やったわけ。ところが登記所で立ち会うわけよ、売ったりなんかして、

測るとヘリギ入っちゃう。「おかしいんじゃないのか」と言ったら「税

金を安くするのに道を広く届け出たみたい」と言うんだすると土地

減るよな、道広くすれば。だから「九尺だ」「しゃあないなあ」と。

 昔はほんとの公図じゃないんだよ、公図というのがなくて地元の

人が測って税金の関係で税務署へ申告した、売買したりなんかし

て。その税務署にあった図面が登記所へ行ったという話。だから

昔は「公図に準ずる」といって公図じゃない。ほんとの公図なら頓

挫してる公図づくり、あんなのやる必要ないんだ。ほんとの公図

じゃないから改めてやっていくわけだべ、だから間違いが多いわな。

 よく昔の人は測量やったんだわな。家の下の田も払い下げたんだ、

昔は湿地帯だった。うちのおじちゃんが測って図面にして、払い下

げたわけ。前は登記所が益子にあった、公民館の入り口。よその人

が「ここが池になってる、図面が青くなってる」と言うんだ、「そんな

バカな話があるか」と行ってみたら地番入ってたのが消してある、

払い下げでちゃんと入れたわけ。うちのおじちゃんが書いた地図

がうちにあったもんで、キムラさんに頼んで「こういうわけだから直

してくれ」と言って、そうしたら何か所か間違ってたから全部直して。

登記所でさえそんなごちゃっぺやったんだから。こっちが図面持っ

てたからちゃんと主張して直せた、黙ってたら全部池になってた。

測量するというのは大事だった、それでも間違いがあった。今は売

買するとみんなきちんと直しちゃう。

3. 終戦後のこと

(増田|この辺の農地化は新潟から来た人が?) 

　おこしたのは分からないが、家の前あたりは昔は山だった、それ

がいくらかおこしたかもしれないが、大々的におこしたというのは

聞かないな。敗戦の頃かな、伏見医院のところ、あそこは山だった。

あそこをおこしてサツマか何かつくる気になったんだと思うな、小

学生が動員されたことがある、とにかく動員されたのを覚えている。

戦争負ける間際、5年の8月に負けた、その負ける前にやった。益子

の小学校に桜田部隊って兵隊がいた。裏の校舎が占領されちゃっ

た。二階建ての校舎が兵隊に接収されて授業ができない。それで

二部授業というのをやった、昼前の部と昼過ぎの部があった。そこ

に獣医としていたのが伏見さん、戦後負けてからあそこに入った、

おこしてあったから。獣医は将校だろ、だから営外居住して、自分

で普通の家に住めた。ヒシヌマの姉さんと一緒になって、そこに下

宿していて、戦後こっちに出た。桜田部隊には太った部隊長がいた。

短い期間だった。迫撃砲があった。こういう筒で、弾がこれぐらい、

それを上から入れる。模擬弾を木でつくって練習した。野砲もあっ

たんじゃないかな。けっこう校庭でも練習した。

  海軍もお寺にいたことがある、ここの閑空院に。高校のところにう

ちの松山があった。だいたいうちの山だから、高校の敷地、校舎

建ってるところは。こういう松の木があって、突きの練習してたのを

覚えている。暇だもんで演芸会なんかやったことあるよ、あの海軍。

海軍自体がやってるんだ、暇だから。やったというのだけ覚えてい

る。食い物なくてサツマのトコイモなんか食ったんだよ、海軍が。苗

取るために芋捨てるだろ、それを食った。そんなん戦争負けるわけ

だよな、海軍が陸に上がってそういうことしててさ。それで風呂入り

に来てた。ほんの短い期間だった、終戦後早いうちにいなくなっ

ちゃった。

(増田|軍馬を祀ってあるお堂は?) 

　馬頭観音は方々にある、農家は馬使ってたろ、だからあるんじゃ

ないの。特養ホーム「ましこの里」の角のところ、ゴミの集積場のあ

るところに馬頭観音がある。そのうち馬がいなくなって牛になった。

牛はけっこう飼った、牛になって耕耘機になった。うちの方でも馬

の次は牛を使った、馬なんかだんだんいなくなっちゃって。

(増田|牛の観音とかはないですもんね?)

　牛はない、そういう信心もなくなっちゃったんじゃないの。牛はそ
う死ななかったぞ、きっと。馬なんか弱いよ、病気になって立たなく

なっちゃう。馬は急激にいなくなっちゃったよな。

4. タツ街道のこと

　昔は、今の農協の西に道あるだろ、あれ真っすぐ星の宮に来て

たんだよ。そうしたらウエノかあちゃんって知ってる? あそこの人が

「ここは抜けてない」と騒ぎ始めちゃったんだよ、それで通れなく

なっちゃって。農学校に行ってた昭和28年頃までは通れた。塙の

神社の後ろ通って、塙橋に上がって行ったんだよ、それで汽車に

乗って。普通はだいたい田んぼ行っちゃうんだが、道悪い日あそこ

通って来たことある。入り組んでるからさ、後になって「これ、道抜

けてない」なんて。

(増田| タツ街道のタツって、漢字でどのように書くのか分かります

か?) 

　改めて言われると分からないな、辰年の辰のような気がする。あ

れは重要道路なんだよな、昔はあんまりないんだから。どこがほん

となのかな、真岡街道というかタツ街道は。西谷食堂から真っすぐ

分かれてるだろ、あれがほんとじゃないのかな、もとの真岡街道は

な、斜めにずっと行ってる。今は西谷食堂から真っすぐ抜けてる。

5. 財産管理委員会や地名のこと

(増田| 財産管理委員会は星の宮もあるんですか?) 

　つくったよ、薄羽先生が骨折ったんだ。薄羽聖作 （しょうさく） さ

んが司法書士やってたろ、公民館の入り口で。それが星の宮の出

身だろ、一生懸命面倒見て。昔は20~30人の権利者が村の土地を

共同で持ってた、村山なんかもそう。それを高校と交換したときに

土地を欲しがったわけ、次男・三男も。それで増えて、一番多い共

有地は70名ぐらいいる。それで大変だと言うんで、代表登記といっ

て一人にまとめて、何かやるときに一人で済むようにと「財産管理

委員会」をつくった。でも権利は失せない、代表一人というわけに

はいかない、何かやるとなると全部のハンコもらわないとダメなん

だ、結局やっても無駄なような気がして。ハンコもらえない人もけっ

こういたんだよ、代表にするときに。今も財産管理委員会はあるん

だけども、死んじゃってどうしようもないのが二人か三人、けっこう

あるったんだが大変で。

　加藤義勝さんのあたり、村で貸しておくんだよ、それと何か所か
ある、水道屋の資材置き場とか、村の土地貸して、その上がりで村

を運営している。昔の村の組織が今でもある、自治会と別に、それ

は宅地で貸しておくのでやっている。だから売買になると難しい。あ

そこのオオシマさんが代行の車置くんだよ、あそこが村の馬捨て場

といったんだから馬を埋めたのかな、村の土地なんだよ。それが昔

の名前で、もうどうしようもない。財産管理のあれに入れることがで

きなかった、ハンコもらえなくて、あんまり古い人で。あれは売れな

いから貸しておく、貸すのは構わないが売買はできない。

　星の宮東側、そういう表現もあるから、番地の頭にくっついてる

のはいろいろある。前、野崎先生が星の宮にいてそういう地名を調

べたんだよ、本は下巻つくらないうちに死んじゃった。それ見ると一

部はアイヌ語だという。ケカチというのがけっこう多いんだよ、星の

宮は。弁天池の周りケカチ多いよな、ケカチっていうのがアイヌ語

だっていうようなこと書いてなかったかな。面白いんだよ、番地の

前の田んぼとか畑とか見ると、チカニンだの訳の分からないような

言葉がある。

(増田| 星の宮公民館の金庫にある図面は、見せてもらうことは可

能?) 

　見られるんじゃないの、区長に言えば。自治会長は関係ない。下

駄箱のところにでかい金庫がある、あれの中に二冊あったと思っ

た。あれは大したもの、文化財系統だな、あれだけやったというの

は。なかなかそういうのはないぞ、村の土地を測量したというのは。

争いなんかあると持ち出して見た。

(増田| 星の宮神社の氏子総代は?) 

　結局区長だな。氏子は120人ぐらいいる。あそこにでかい碑があ

る、石の裏に書いてある。神社の当番というのがある、6人ずつ交代

でやるわけ。

6. 養豚、養鶏、養蚕のこと

(増田| 農業では、作物はなにを?)

　米だな。村でやってるのは知ってるだろ、営農集団。結局、星の
宮組合ってのになったから。みんな集積して集めろっていう話、

知ってるだろ? うちのほうでもあらたか組合に集めているから。これ

からだんだんそうなると思う。だって、やる人がいない。集めるのは

いいが集めてもやる人がいない。

　一時期は、このあたり、豚はけっこう飼ってたよ。いつごろだろ。

豚もいつのまにか駄目になった。なんで駄目になったか俺も覚えて

いない。イチゴなんか入る前だよな。そこの三村さんなんかも、豚

やっていて、県で表彰されたこともあった。

　いい種持っててな。豚小屋は今でもあるけど。豚か稲だな、この

へんは。麦はこのへんじゃあんまりやらない。家畜は豚だな。鶏は、

あまり飼う人いなかったな。今は、薄羽さんが専業でやってるが、

少しやった人がいたが、大したことはなかったな。収入源としては、

豚だな。稲が主力だけど値段が下がったからおかしくなっちゃった。

タバコも一時期はこのへんでもやってたけど。米葉な。最後まで

残ったのは大羽地区だな。

(増田| このへんはいつぐらいまで?) 

　30年か40年までかな。ここの土地はあんまりいいのできねえん

だよ。あんまり向かないんだよ。赤土が向くんだ、大羽とかの。

　土があわないと病気が出ちゃうんだ。タバコでうんと稼いだ人は

いねえな、星の宮では。補助が切れたらやめちゃった。うちは35年

くらいでやめちゃったな。よその人に貸していたんだ、みんな。北中

あたりの人で、今でも作ってる人いるかな。

美幸さん| 蚕は?

貫凡さん| 蚕は、昔。

美幸さん| ここ古いうちだったんですけど、ここの2階が蚕部屋だっ

たって聞いています。うちの奥座敷が、畳上げたら下に囲炉裏が

あった。それは蚕を飼っていたからあったんだと聞いてる。

貫凡さん| 珍しいよな、奥座敷の畳の下に囲炉裏があるのは。お

湯にひたしてやるんだよ、繭から糸とる、それは俺、見たことあるん

だな。絹糸はそれだけだな。綿も作っていた。あれ、糸車あるよ。お

れ、やったことあるもん、こうやってなー、つぃーと糸ひくの。綿のあ

れを糸にして、それから、綿切りって言って、種を綿と分離して。そ

れを久下田 (くげた) に持って行ったのかな、あれを綿にしてもらっ

て、ほそながーくやる。

(増田| このへんは久下田に持って行ったんですか?) 

 おれ、わかんないけどそれで機を織ったわけよ。おれも織ったよ。

朽ち古したのをちぎって、ここらの野良帯にしたんだよ。けっこう機

織りはやったよ。おれ、農学校の時に服つくったんだよ。落下傘で。

落下傘はけっこう紐があるんだけど、紐をほぐして、うちで織って。

落下傘知ってるだろ? 大きくふくらむだろ、あれ、だから紐いっぱい

付いていて、その紐をほぐして、なんでも物が無い時代だから、その

糸をつないで、あれは絹糸だから、それで織って、服を作るんだよ。

美幸さん|  気が遠くなる作業…。
貫凡さん| それが最後だな、機織りしたのは。うちのおふくろ駄目

だったから、おばさんがやっていたな。綾織りっていうのをやった

な。ふつうの折り方と違うんだな。それ知っていたのが、さっき言っ

た薄羽聖作さんのお母さん。なんでもできたな。その人に教わって

やったんだ。どう違うかわかんないけど、普通の織り方とどう違うの

か。作ったのが、そこの洋服屋があったんだよね、そこの和久さん、

亡くなっちゃったけど、倅はそういうことやんないからな。俺が農学

校にはいったのが昭和25年だから、着る物がないんだよ。戦後まも

なくだからな。戦後5年たって制服ももちろんねえし、みんな思い思

いにやってた。作れる人は、まだいい。海軍の服を着たりしてた人も

いた。学問なんかも、ろくなの教わんないよ、草むしりだけ覚えた

り...。教育だって、なに教育していいかわかんなかったんじゃない

の。中学校がそうだから。急に新制中学なんちゅうても、俺ら１年

生からやったんだもん。新制中学の最初の1年生だもん、俺ら。だ

から1年から3年までやったのは俺らだけ。先輩達は2年からとか3

年からとか。最初はあそこだ、益子小学校でやった。校舎なんかで

きねえよ。急にがらっと制度が変わって。

  さっき言った兵隊に接収された校舎が中学校の校舎だった。そ

こに入ってて2年の途中にこっちに変わった、木造の校舎だもんな、

作ったの。庭作りにいったことあった。子どものころ、庭の整地に。

まだあの頃は、自衛隊がやるような段階じゃないもの。ああ、自衛隊

まだねえよな。そのあとだよな。警察予備隊つうんだ。まあ、ひどい

時代に生きてきたよな。なんにもねえ時代に生きてきたもの。戦中

戦後を生きてきたんだもんな。昼前、魚釣り行って、昼過ぎに学校

行くんだもの。昼前は暇だから魚釣り。まじめに勉強なんかしない

から。うちにいねえよ、誰も、野良行ってるから、それで、うちに帰っ

てひとりで飯食って、学校行って。

　あらゆること経験したよな。なんでもできるのは、おれたちの年代

までだろ。だいたい冬は、藁細工。昔は、米は俵で出してたんだよ、

藁の。あれを編むわけ。編んで検査すんだから。おれ、ともだち検査

員になって来たことあんだから。だいたい30年頃まで使ってたかな。

ぼっち (ふた) と俵。それ検査受けて、それに米入れて出荷して。そ

の次が、何になったかな、麻袋かな、いやちがうな、今は紙袋だけ

ど、樹脂袋 (じゅしたい) の時もあったんだよね、30キロのね、ミシン

で縫ってたんだから。今は紙で縛るからそんなことしないけど。麦

はきっと麻袋だな、60キロで。

　藁の俵を道路で検査したことあったよ、砂利道だけど持って

いって並べて。そのあと麻袋になった。今みたいに農協じゃないん

だから、どこも地元でやった、道路なんかで。まあ、それもちょっとの

期間だけどな。そのうちだんだん農協がちゃんとして、農協でやる

ようになったけどな。まったく戦後の過渡期だよな。戦後の荒れて

る時代で。

7. 昔のアルバムを見ながら

  昔は、このへんは仮装やったんだよ、運動会で。組対抗でやった

んだよ、表彰とかしたわけじゃないが。これ仮装だよ、みんな相談し

ながらやったんだ。土人の仮装をやったこともあったな、みんな裸

で腰簑つけて。おもしろかったな。お猿の籠屋だの、のど自慢のア

レもやったなあ、宮田輝なんかも出て。神話復活なんてのもやった、

ヤマトタケルの格好なんかして。それから、アレ、なんつたっけ? 青

森のねぷたってあるんだよね、あれも作って…。一大行事だよ、で、

組長になると大変なんだよ、運動会が。まあ、そこに集まって、今年

なにやる? って相談して。牟田歯医者 (益子駅前の歯医者さん) の

今の先生のお父さんが、審査員で来たんだ。

(増田| 星の宮の運動会ですよね?) 

　ちがうよ、小学校だよ、あそこにあった分校の。組は7組くらい

あったのか、それが毎年、めいめい趣向を変えてやるわけよ。

(増田| その小学校の運動会の中で、班対抗の仮装大会があった

わけなんですね?) 

　仮装行列だな。そこいらには無い、誇れるものだった。分校無く

なっちゃったからな。今より庭は小さくて狭いところで大変だった。

ちょうど俺らが中心になった頃、仮装をやり始めた。厚紙を買って

来て色々作った。因幡の白ウサギもやったし、着物を着てかかしを

やったこともある。

　毎年写真に撮って、何年分か残しておいたら大したもんだった

な。あの頃はそこまで気がつかなかったな。みんなで集まって考え

るだけでも、和気あいあいと出来た。結構長く続いたよ。

(増田| 何年くらいまで運動会にあったんですかね?)

美幸さん| 西小が出来て、分校が無くなったんですよね。昔は、4

年生まで分校に通って5年から益子小に行ったんですよね。

貫凡さん| 俺の頃は、3年まで分校だった。雨が降ろうが何が降ろ

うが歩きだったので、案外、星の宮はかけっこが早かった。結構時

間かけて小学校まで行っていた。だから、嫌になっちゃって、途中

遊びなんか覚えたんだ。

8. 農業を主軸にした産業

　今は働くだけが生き甲斐で、あまり他のことを見たいとか行きた

いとか、気持ちが無い。作物作ることが楽しく生き甲斐。でも何で、

町は百姓のほう向かねえんだ? 瀬戸屋ばっかり向いてる気がする

んだ。やることがみんなそうだ。茂木なんか、百姓関係よくやってる

よな。ユズでも、今話題のエゴマも、優秀な指導者、世話人がいる

んだよな。ああいうの益子は何もやんめ (やらないだろう） 。もう少

し、町が力入れてやると良い。

(増田| 茂木は、竹もやってますよね。) 

　あれは、機械がすごく高いんだよな。みんな、竹をもてあましてい

るのを利用してるんだろ。竹の処理も出来てお互いに利益になる。

ここら辺もどうしようもない。ちゃんと処理して産業に出来るんだか

ら、益子で何か出来ないかと思うんだな。確かに瀬戸は大事なん

だが、他の人から見るとあっち向いてるんじゃないかと思える。それ

なりの指導者がいないと無理は無理なんだが...だって、基本はそ

うじゃないんだよな。観光から言えばそうかもしれないが、地区全

体のこと考えるなら百姓のこと考えないと駄目。みんなが百姓やめ

たらどうなると思う? 水管理してるのは、みんな農家だよ。大水にな

る時期に田んぼに水上げてるから、大水にならないんだから。田ん

ぼ作るのやめたら、しょっちゅう水害になると思うんだよな。米がだ

んだん安くなる、作る人がいなくなる、まずいよな。

　だって、観光で来たって、農村風景があるからいいんじゃない

の? みんながちゃんと管理して、植物だって管理しないと駄目だよ。

さっき週刊誌読んでたら、東京でもタヌキやハクビシンが、人が住

まなくなった家に住み着いてるんだって、そういう時代だもんな。住

み着いて繁殖している。この辺だってそうなっちゃうんじゃないの。

うちも俺がいるから管理してるけど、農家の管理はサラリーマン

じゃ出来ないもんな。何か考えないと駄目だな。

(増田| エゴマも、茂木の道の駅では11月まで入荷しないみたいな

話ですね。) 

　認知症に効くって言うだろう。

(増田| 町も休耕田が沢山あるんで、活用しようという話も上がっ

ているんで…。)

 さっき話した組合でも、何作って良いか分からない。小麦を主力

に作ってるだろ、それからニンジン、ナスは大変で万歳しそうなんだ。

みんな60過ぎてるから。今何作ろうかって言ってるんだが…。ニラ

は、県が主力で力入れてるらしいから、何かな? 前に、ショウガを1

反歩作ったんだが、農協で買わねえって言うんだ、なかなか難しい。

大体、麦か大豆だろう。でも、ここは大豆は無理なんだ、難しい。北

中はもうやめちゃった。ここは、ユズだっていくらでもなるんだよ。何

もやる人いねえから、結局、人にあげたり捨てちゃって。他からも買

いに来てるって話聞くんだが…。
(増田| 益子は加工所が無いですよね。それもあって、せっかく農

作物作っても…。) 
　1次産業じゃ駄目だって言ってる。今、騒いでるだろう。加工して

姿変えて売らないと。大体、農協が主体でそれをやるべきだがやっ

ていない。大体洋服売ったり何かしてることが、おかしいんじゃね

えか。もう少し地道に出来ないものか。赤字にしないこと、儲かるこ

とばかり考えるとろくなこと出来ねえ。

(増田| 今、町でも未来計画を作る予定で、自分が産業のこれから

を考えるグループに属していて、農業も今いただいている話をグ

ループ内で共有させて頂きますし、町の計画に活かしていきたいと

思います。) 

　町も百姓のことをもう少し考えてもらいたい。おそらく稲だけでは

食っていけねえ。稲は人間食わないで、みんな飼料にしちゃえば良

いんだよな。結局、パンばっかり食ってるから駄目なんだな。まあ、

俺も食ってみるとパンの方がうまいような気がするけどな。飯にな

ると、おかず考えなくちゃなんねえ、余計米は駄目だ。俺は米は伸

びねえと思うな。輸出、輸出って言ってんが、難しいぞ。いっそのこ

と、米は作って飼料にして、トウモロコシは、うんと良いものにすれ

ば良い。トウモロコシはほとんど輸入だよ、エサはあれが主力だか

ら、トウモロコシの代替に米を考えることが出来れば、米も生きてく

るんだよな。米作るのは簡単なんだから、ただ、値段の面でな…。

　今、飼料米の「朝日の夢」は、8万円の補助金が出るんだよ。だか

ら星の宮は、組合が一手に引き受けて転作で全部それを作ってい

る。1反歩10俵ぐらい穫れる。それを品種改良して15俵ぐらい穫れ

るようにしてエサにするように仕向ければ何とかなるんだよな。その

へんを一生懸命考える方が良いような気がするな。

　だから「人間は食うな」と、主婦もパン食うと楽になるんじゃねえ

かい。炊かないし、おかず考えなくて済むし、食パン焼くぐらいで。

（一同大笑い）

美幸さん| 毎日パンじゃ…。たまに食べるから美味しいと感じるけ

どね。

貫凡さん| まあ、米食わない人は多くなるよな。産業考えた方が良

いよ。現場の方は、まだ現役で生きているうちはやるから。だから、

何をどんなふうにやるかは、JAとかが考えないとな、売っていくこと

も考えないといけないし、個人じゃなかなか考えられない。作る方

はこっちが得意。今は、売る方でどういう風に売るか? どんな製品

を作ってどう売るか? それをやる人がいないから駄目。道の駅どう

すんだ? 売るものあんのか? まあ、頑張ってね。

美幸さん| うちでは昔、納豆を瓶 (かめ) で作ってたって?

貫凡さん| 俺は覚えねえな。納豆は、藁つとだな。干し納豆は昔作っ

てた。塩まぶして、保存食になるだろ。その保存のために瓶を使っ

たんだ。　弁当のおかずが干し納豆だけ、なんてことがあったよ。あ

と、たくあんと梅干し。弁当に干し納豆持ってくる人は結構いたよ。

昔はそんなもんだよ。ただ、干すと余計臭くてな。保存食は昔の知

恵、あと乾燥イモは作った。暇なときは相手してやるから、また来う

な (来なさい) 。若いんだから頑張ってね。

(増田| よろしくお願いします。)
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