
1. 土祭における風土と風景の定義

束の間の一瞬でさえも

豊かな過去を持っている

土曜日の前には自分の金曜日があり

六月の前には自分の五月がある

(…)

この木はポプラ、何十年も前に根を生やした

この川はラバ川、流れはじめたのは

今日や昨日のことではない

茂みの中を通る小道が

踏み固められてできたのは

おとといのことではない

風が雲を吹き散らすためには、その前に

ここに雲を吹き寄せなければならなかった

(…)

　上記は、ポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩

「題はなくてもいい」の一節です。彼女は、私たちが感性をひら

いて目の前の世界を見つめなおすことで確かめられる豊かさが

あると、詩作を通して人びとに生涯呼びかけ続けました。とりわ

け、この詩は風景と風土の成り立ち、そして私たちが風景と風

土を問題にすることの意義の理解に向くと考えられるため、ここ

で引用をしました。『土祭読本』への寄稿、「益子の風景を通し

て風土を読む」においても、同じ目的から引用をしています。

　川が流れ、雲が風に吹き寄せられるのは自然のことであり、

茂みの中を通る小道が踏み固められてできるのは自然に人が

はたらきかけてのこととなります。そのように目の前の風景はか

たちづくられてゆき、私たちは、目の前の土地や人間のいとなみ

の全体を風土と「観る」ようになります。

　土祭において、風土は、ある土地の自然と、自然に人がはたら

きかけてかたちづくってきた豊かな暮しのいとなみ、豊かな暮し

の場の全体を指し、風景は風土の姿を指す、と定義します。ただ

し、音風景などの概念があるように、目に見える土地や自然物

や人間や人工物の姿だけでなく、目に見えない音や香り、場や

物の手触り、趣なども風景に含むものと考えます。

　そして、風土を成り立たせる「暮しのいとなみ」には、生活はも

ちろんのこと祭礼や生業を介した人びとの結びつきなども含ま

れます。それもあって、同じ土地に暮らす人びとの間で、風土の

見方はあるところまで共有されてゆきます。益子の地でいえば、

益子の人びとに共有される身近な世界観、それが益子の風土

像ということになります。

　風土はこのようにさまざまな成因から成り立ちます。それゆえ

に風景の観察を通して風土の成因を見つけ、それらの関係を

考察することで、風土の成り立ちを考えることはできてゆきます。

「益子の風土と風景を読み解くプロジェクト」は、こうした考え

方と方法にもとづいて起案され実践されています。

2. 本書について

　「土祭2015企画書」に記すように、専門家と町民で読み解く益子

の風土を土台として、土祭2015の企画や表現を形にしていく。

　土祭2015の開催を通して、私たちが読み解いてきた益子の風土

に、未来に残せる新しい風土が形成され重ねられていくこと、それ

が「土祭」の本義とも言える。益子全体、そして、地域ごとに細やか

に読み解いて行く過程とそこで浮き彫りにされてくることの記録を

本書にまとめていく。
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02 西明寺

01 上大羽・栗生

06 山本

03 城内・一の沢

11 下大羽

09 大沢・北中

10 七井

08 小宅

13 星の宮

04 道祖土

12 塙

05 新町・田町・内町・生田目
    石並・栗崎・北益子

07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

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

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

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

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

益子町全体の風土・風景の読み解く中間報告は、『土祭読本 わたしたちの風と土』をご参照下さい。
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03 城内・一の沢

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　日下田正さん 「昔の手仕事、紺屋と川のこと」

聞き取り　大塚一男さん ・ イネさん 「昭和の風景と暮らし」

聞き取り　三田正志さん 「昔の地名や戦中のこと」

資料　保園千晶さん 「あいぞめ手ぬぐい」

03 城内・一の沢  (じょうない・いちのさわ )  地区
目次
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03 - 36~38
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03 - 42~43
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城内 ・ 一の沢地区の概説

　益子町のほぼ中央、高舘山から西北に伸びた峰に一の沢、その台続きに城内があり、城内坂には陶器店が立ち

並ぶ。かつては益子祇園祭等に合同で参加しており、祭りの合同での参加名を一の沢 (旧名市の沢) の人は市城 

(いちじょう) 、 城内の人は城市 (じょういち) と互いに呼んでいた。
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らなかった。

・ 須田ヶ池でもスケートができた。

4. 城内坂の切り通し

・ 城内坂では、今の拡幅前の道を切り通してつくった。大宿から御

城山までがつながっていた。土を掘ると砂利が出て来る。

・ 最初の公図と考えられる明治29年 (1893) 製の図に、既に拡幅

前の城内坂は表記されている。その前に切り通しの工事は施さ

れている。

・ 大宿は益子氏の家来がいたところと聞いている。

5. 益子稲荷神社

・ はじめ高舘山の権現平に社はあった。 (「中に入っている古いや

つは室町の建物」)

・ その後鹿島神社が火事に遭い、そこへ移された。

・ 鹿島神社が建て替えられて社が不要に。「クラフトやまにのある

ところに移された」。 (廣瀬注: 大塚夫妻によれば「やまに大塚本

店前に当たる道の脇にあった」。一男さんが小学校に上がる前、

75年ほど前とのこと。1939年頃か)

・ その後一度移され、窯業指導所ができる時に今の位置へ。(廣

瀬注: ただし益子陶器同業組合立の陶磁器伝習所発足は明治

36年/1903。伝習所は大正2年/1913に益子町へ移管され、昭

和14年/1939に栃木県に移管。栃木県窯業指導所に改称。

1. はじめに

・ 昔の城内ってどんなだったかな。楽しみにして来ました。（自治会

長）

・ 城内坂の区画整理事業に際して、平成6年 (1994) に当時20代

30代の若者から構成された検討委員会青年部は、たとえば「ポ

ケットパークは土をむき出しにした上で子どもが遊べるように」と

いった提案を作成したが、実現はしていない。検討は「世界の益

子をめざして」と題して行った。「益子独自の文化が必要」で「文

化を先導する大きな要因は、われわれがいかにここで暮しを営

むか。 (それにもとづき) いかに独自の住空間 / 住環境をつくり

あげるか、ということに結論づけられた」。 (町長) 

2. たつ街道

・ 「たつ」の字は「辰」か「立」か?  (どちらもあるとの指摘)

・ 辰街道は星ノ宮神社の前を通り、鬼怒川を渡らずに奥州へ行け

る道。城内から高舘山へ至る道は辰街道ではない。

・  (廣瀬より若杉集氏の知る説、各豪族が最短で鎌倉へ赴くため

のそれぞれの辰街道があった…を紹介。)

3. 円道寺池

・ (大塚夫妻より伺った「円道寺池で、葉たばこ生産の合間、冬に

氷をつくった」ことを紹介)

・ 日陰に張った氷の上でスケートができた。池の全面には氷が張

03 城内・一の沢 |風土・風景を読み解くつどい 談話録
城内公民館にて  2014/10/25  18:30-20:30　

http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/yougyou/1gyomu/gy-

omu3.html を参照。すなわち、現栃木県窯業技術支援センタ

ーが1939年に改称した当時、益子稲荷神社が現在の位置に遷

宮されたということか)

6. 上野一己氏、塚本央氏よりお借りした古写真を見ながら

・ 大塚はにわ店の裏に生えていた大きな樫の木に、落雷があった。

・ 大塚はにわ店の登り窯前にあった、脇に薪が積まれた上屋は店

舗。

・ 大塚はにわ店は、片口屋だった。

・ 車の傍に立っている女性は、上野一己氏の父の妹。

・ 窯業指導所への皇太子 (今上陛下) 行啓は昭和42年 (1967) 。

5の栃木県窯業技術支援センターウェブサイトより。

・ 「城内の大火があった」。 (廣瀬注: 『益子町史 通史編』で確認

できず。) 手前の茅葺き屋根の建物は、大火の際に焼失した。

・ 2012年開催の土祭第2回ポスターに載せた写真は、御城山から

俯瞰した城内の様子を写したもの。海老沢小鳥ショップの傍か

らの写真。

・ 城内で見られた職種には、紺屋、鍛冶屋、籠屋、箪笥屋 (木工/ 

家具) 、竹細工屋、唐傘屋 (新町にあった例を紹介) などの他

に、「まだあった」。たとえば、「荷鞍屋」。「馬の蹄鉄や荷鞍をつく

った」。

・ 山車の写真が写されたのは木賃宿「高田屋」脇。今はポケットパ

ークに。木賃宿「岡田屋」は新町にあった。

・ 高張提灯は山車が電線や電話線をくぐる際に斜めに下ろせば

よかった。しかし、山車のお飾りにそれはできず、 (廣瀬注: さす

またのような。) 道具で線を持ち上げてくぐらせた。

・ 山車は一年で壊れた。竹で枠をこしらえ、紙を張ってつくった。

・ 観音寺を建て替える前、床下が高かったのでそこに仕舞ってい

たが「風化した」。

・ 央さん「写真の中のだっこされている子が弟。昭和10年 (1935) 

生まれで2、3歳当時に見えるから、昭和12、13年頃に写された写

真だと思う」。

7. 市の沢と城内

・ (城内の戸数が少なく、城内と旧名市の沢では祇園祭の山車を

共同で出していたとの、三田正志氏より寄せられた情報につい

て) 太平神社の祭にも、やはり合同で参加していた。

・ ただし、 (市の沢の人は両地区を「市城 (しじょう) 」と呼んだとの

三田氏情報に対して) 城内では「城市 (じょういち) 」と (子供の

頃) 呼んでいた。

・ 市の沢の薬師様では、毎年露店が出店をしていて賑わってい

た。

8. 大門の位置

・ 西明寺から下りてみればわかる。子供の頃に歩いたことがある。 

(上野一己氏) 

・ 西明寺地区の山崎光男さんに大門の場所を教わった (廣瀬注: 

スライドを映してこれですかと尋ねた道に間違いはなかったとの

こと) 。くねくねした道を歩けた。土塁があり、平らな場所があり、

また土塁があって平らな場所があり…という道すじを辿った。  

(若杉集氏) 

9. ため池と鳴神神社

・ ため池は鳴神池と呼ぶ。かんがい用につくられた池で下流の水

田所有者が管理する。

・ 廣瀬質問 (鳴神神社の石祠側部に彫られた丸に亀のような紋

は、三田氏からの聞き取りにあった市城の山車の「波に亀の子」

の紋か?) に、「丸に梅鉢」ではないか。また、天神様の紋も同じ、

などの意見が。

・ 町民の方は、写真の鎖状のしめ縄を見た事がないとのこと、仮

設として素人がしめ縄を作り強度を持たせる為に鎖状に結んだ

のではとの声。

10. 百目鬼川と魚

・ 日下田正氏への聞き取りから得られた情報、ウチの下の川にギ

ンギョがいた、ギンギョは今も釣れる (場所は不詳) 。

・ ギンギョは図より色が黄色い (図のアカザに似る。また「いや、黒

い」の声も) 。

・ ギンギョは図よりも頭が大きい。掴むと痛い。 (廣瀬注: 胸鰭と背

鰭に1本ずつ、計3本の毒棘がある)

・ (日下田氏の発言にあった「山が浅い」だから川の水が減った…

の真意を尋ねると) 「木が少なくて流れる水が少ない」という意

味ではないか。「雑木から杉に山の木を変えて、山の保水力が衰

えたことを言っている」などの意見。

・ 水が少なくなり、そこへ生活雑排水が流されるようになって、川

の水が浄化されなくなった。戦後、養豚や養鶏を行う場所から

の排水が流されたことも、水質悪化の要因に。

・ 中堀へ水をまわしたために水量はあちらが多く、百目鬼川は少

なくなった。大水対策としてはよかったが、水質悪化の原因の一

つになった。

・ ミヤコタナゴはいた。アカベンタともニガベンタとも呼んだ。

・ マルタ (廣瀬注: 標準和名マルタウグイ) もいた。婚姻色は紺にオ

レンジ。コイソと呼んだ。小貝川で大きなのが釣れた。

・ ウナギ、ナマズもいた。日下田さんの下でヤツメウナギを見たこと

もある。

・ スナドジョウまたはスナッチョ 廣瀬注: (標準和名シマドジョウ)

もいた。

・ 川面に木の影が落ちないと魚がいつけない。

・ 「水の流れ (廣瀬注: 量と共に、か?) が安定していると、 (川は) き

れいですよ」。

・ 水が綺麗だった頃、川で洗濯をしていた、水面まで下りる場所も

あった。

・ 共販センターの駐車場は、田んぼだった。田んぼや水路には、沢

山の魚がいた。

11. 蛍かご

・ (日下田さんの思い出…蛍かごを作る名人がいて…を紹介する

と) いろいろなかたちがあった。

・ 30年前、蛍はそこここにいた。

・ (茂木町在住の写真家で益子町、土祭とも縁の深い) 矢野津々

美さんのご父君が蛍かごをつくる名人。

・ 大宿窯の奥様も子供が小さい頃に作り方を教えていた。 (つど

いの際に萩原聞き取り) 

12. おわりに

・ 「金をかけて遠くへ行かなくても、よい場所が益子にたくさんある

と感じました」。 (自治会長)
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13. その他

・ 西明寺城址関連資料として、益子町史編さん委員会『西明寺城

跡測量調査概報 Vol.1』 (益子町、1986年) 、 『西明寺城跡測量

調査概報 Vol.2』 (1990年) がある。

・ ケヤキ並木は、内町の方まで繋がってはいなかった。観音寺の

階段の両脇の大きなケヤキは切られた。



らなかった。

・ 須田ヶ池でもスケートができた。

4. 城内坂の切り通し

・ 城内坂では、今の拡幅前の道を切り通してつくった。大宿から御

城山までがつながっていた。土を掘ると砂利が出て来る。

・ 最初の公図と考えられる明治29年 (1893) 製の図に、既に拡幅

前の城内坂は表記されている。その前に切り通しの工事は施さ

れている。

・ 大宿は益子氏の家来がいたところと聞いている。
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・ はじめ高舘山の権現平に社はあった。 (「中に入っている古いや

つは室町の建物」)

・ その後鹿島神社が火事に遭い、そこへ移された。

・ 鹿島神社が建て替えられて社が不要に。「クラフトやまにのある

ところに移された」。 (廣瀬注: 大塚夫妻によれば「やまに大塚本

店前に当たる道の脇にあった」。一男さんが小学校に上がる前、
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1. はじめに

・ 昔の城内ってどんなだったかな。楽しみにして来ました。（自治会

長）

・ 城内坂の区画整理事業に際して、平成6年 (1994) に当時20代

30代の若者から構成された検討委員会青年部は、たとえば「ポ

ケットパークは土をむき出しにした上で子どもが遊べるように」と

いった提案を作成したが、実現はしていない。検討は「世界の益

子をめざして」と題して行った。「益子独自の文化が必要」で「文

化を先導する大きな要因は、われわれがいかにここで暮しを営

むか。 (それにもとづき) いかに独自の住空間 / 住環境をつくり

あげるか、ということに結論づけられた」。 (町長) 

2. たつ街道

・ 「たつ」の字は「辰」か「立」か?  (どちらもあるとの指摘)

・ 辰街道は星ノ宮神社の前を通り、鬼怒川を渡らずに奥州へ行け

る道。城内から高舘山へ至る道は辰街道ではない。

・  (廣瀬より若杉集氏の知る説、各豪族が最短で鎌倉へ赴くため

のそれぞれの辰街道があった…を紹介。)

3. 円道寺池

・ (大塚夫妻より伺った「円道寺池で、葉たばこ生産の合間、冬に

氷をつくった」ことを紹介)

・ 日陰に張った氷の上でスケートができた。池の全面には氷が張

http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/yougyou/1gyomu/gy-

omu3.html を参照。すなわち、現栃木県窯業技術支援センタ

ーが1939年に改称した当時、益子稲荷神社が現在の位置に遷

宮されたということか)

6. 上野一己氏、塚本央氏よりお借りした古写真を見ながら

・ 大塚はにわ店の裏に生えていた大きな樫の木に、落雷があった。

・ 大塚はにわ店の登り窯前にあった、脇に薪が積まれた上屋は店

舗。

・ 大塚はにわ店は、片口屋だった。

・ 車の傍に立っている女性は、上野一己氏の父の妹。

・ 窯業指導所への皇太子 (今上陛下) 行啓は昭和42年 (1967) 。

5の栃木県窯業技術支援センターウェブサイトより。

・ 「城内の大火があった」。 (廣瀬注: 『益子町史 通史編』で確認

できず。) 手前の茅葺き屋根の建物は、大火の際に焼失した。

・ 2012年開催の土祭第2回ポスターに載せた写真は、御城山から

俯瞰した城内の様子を写したもの。海老沢小鳥ショップの傍か

らの写真。

・ 城内で見られた職種には、紺屋、鍛冶屋、籠屋、箪笥屋 (木工/ 

家具) 、竹細工屋、唐傘屋 (新町にあった例を紹介) などの他

に、「まだあった」。たとえば、「荷鞍屋」。「馬の蹄鉄や荷鞍をつく

った」。

・ 山車の写真が写されたのは木賃宿「高田屋」脇。今はポケットパ

ークに。木賃宿「岡田屋」は新町にあった。

・ 高張提灯は山車が電線や電話線をくぐる際に斜めに下ろせば

よかった。しかし、山車のお飾りにそれはできず、 (廣瀬注: さす

またのような。) 道具で線を持ち上げてくぐらせた。

・ 山車は一年で壊れた。竹で枠をこしらえ、紙を張ってつくった。

・ 観音寺を建て替える前、床下が高かったのでそこに仕舞ってい

たが「風化した」。

・ 央さん「写真の中のだっこされている子が弟。昭和10年 (1935) 

生まれで2、3歳当時に見えるから、昭和12、13年頃に写された写

真だと思う」。

7. 市の沢と城内

・ (城内の戸数が少なく、城内と旧名市の沢では祇園祭の山車を

共同で出していたとの、三田正志氏より寄せられた情報につい

て) 太平神社の祭にも、やはり合同で参加していた。

・ ただし、 (市の沢の人は両地区を「市城 (しじょう) 」と呼んだとの

三田氏情報に対して) 城内では「城市 (じょういち) 」と (子供の

頃) 呼んでいた。

・ 市の沢の薬師様では、毎年露店が出店をしていて賑わってい

た。

8. 大門の位置

・ 西明寺から下りてみればわかる。子供の頃に歩いたことがある。 

(上野一己氏) 

・ 西明寺地区の山崎光男さんに大門の場所を教わった (廣瀬注: 

スライドを映してこれですかと尋ねた道に間違いはなかったとの

こと) 。くねくねした道を歩けた。土塁があり、平らな場所があり、

また土塁があって平らな場所があり…という道すじを辿った。  

(若杉集氏) 

9. ため池と鳴神神社

・ ため池は鳴神池と呼ぶ。かんがい用につくられた池で下流の水

田所有者が管理する。

・ 廣瀬質問 (鳴神神社の石祠側部に彫られた丸に亀のような紋

は、三田氏からの聞き取りにあった市城の山車の「波に亀の子」

の紋か?) に、「丸に梅鉢」ではないか。また、天神様の紋も同じ、

などの意見が。

・ 町民の方は、写真の鎖状のしめ縄を見た事がないとのこと、仮

設として素人がしめ縄を作り強度を持たせる為に鎖状に結んだ

のではとの声。

10. 百目鬼川と魚

・ 日下田正氏への聞き取りから得られた情報、ウチの下の川にギ

ンギョがいた、ギンギョは今も釣れる (場所は不詳) 。

・ ギンギョは図より色が黄色い (図のアカザに似る。また「いや、黒

い」の声も) 。

・ ギンギョは図よりも頭が大きい。掴むと痛い。 (廣瀬注: 胸鰭と背

鰭に1本ずつ、計3本の毒棘がある)

・ (日下田氏の発言にあった「山が浅い」だから川の水が減った…

の真意を尋ねると) 「木が少なくて流れる水が少ない」という意

味ではないか。「雑木から杉に山の木を変えて、山の保水力が衰

えたことを言っている」などの意見。

・ 水が少なくなり、そこへ生活雑排水が流されるようになって、川

の水が浄化されなくなった。戦後、養豚や養鶏を行う場所から

の排水が流されたことも、水質悪化の要因に。

・ 中堀へ水をまわしたために水量はあちらが多く、百目鬼川は少

なくなった。大水対策としてはよかったが、水質悪化の原因の一

つになった。

・ ミヤコタナゴはいた。アカベンタともニガベンタとも呼んだ。

・ マルタ (廣瀬注: 標準和名マルタウグイ) もいた。婚姻色は紺にオ

レンジ。コイソと呼んだ。小貝川で大きなのが釣れた。

・ ウナギ、ナマズもいた。日下田さんの下でヤツメウナギを見たこと

もある。

・ スナドジョウまたはスナッチョ 廣瀬注: (標準和名シマドジョウ)

もいた。

・ 川面に木の影が落ちないと魚がいつけない。

・ 「水の流れ (廣瀬注: 量と共に、か?) が安定していると、 (川は) き

れいですよ」。

・ 水が綺麗だった頃、川で洗濯をしていた、水面まで下りる場所も

あった。

・ 共販センターの駐車場は、田んぼだった。田んぼや水路には、沢

山の魚がいた。

11. 蛍かご

・ (日下田さんの思い出…蛍かごを作る名人がいて…を紹介する

と) いろいろなかたちがあった。

・ 30年前、蛍はそこここにいた。

・ (茂木町在住の写真家で益子町、土祭とも縁の深い) 矢野津々

美さんのご父君が蛍かごをつくる名人。

・ 大宿窯の奥様も子供が小さい頃に作り方を教えていた。 (つど

いの際に萩原聞き取り) 

12. おわりに

・ 「金をかけて遠くへ行かなくても、よい場所が益子にたくさんある

と感じました」。 (自治会長)
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13. その他

・ 西明寺城址関連資料として、益子町史編さん委員会『西明寺城

跡測量調査概報 Vol.1』 (益子町、1986年) 、 『西明寺城跡測量

調査概報 Vol.2』 (1990年) がある。

・ ケヤキ並木は、内町の方まで繋がってはいなかった。観音寺の

階段の両脇の大きなケヤキは切られた。



らなかった。

・ 須田ヶ池でもスケートができた。

4. 城内坂の切り通し

・ 城内坂では、今の拡幅前の道を切り通してつくった。大宿から御

城山までがつながっていた。土を掘ると砂利が出て来る。

・ 最初の公図と考えられる明治29年 (1893) 製の図に、既に拡幅

前の城内坂は表記されている。その前に切り通しの工事は施さ

れている。

・ 大宿は益子氏の家来がいたところと聞いている。

5. 益子稲荷神社

・ はじめ高舘山の権現平に社はあった。 (「中に入っている古いや

つは室町の建物」)

・ その後鹿島神社が火事に遭い、そこへ移された。

・ 鹿島神社が建て替えられて社が不要に。「クラフトやまにのある

ところに移された」。 (廣瀬注: 大塚夫妻によれば「やまに大塚本

店前に当たる道の脇にあった」。一男さんが小学校に上がる前、

75年ほど前とのこと。1939年頃か)

・ その後一度移され、窯業指導所ができる時に今の位置へ。(廣

瀬注: ただし益子陶器同業組合立の陶磁器伝習所発足は明治

36年/1903。伝習所は大正2年/1913に益子町へ移管され、昭

和14年/1939に栃木県に移管。栃木県窯業指導所に改称。

1. はじめに

・ 昔の城内ってどんなだったかな。楽しみにして来ました。（自治会

長）

・ 城内坂の区画整理事業に際して、平成6年 (1994) に当時20代

30代の若者から構成された検討委員会青年部は、たとえば「ポ

ケットパークは土をむき出しにした上で子どもが遊べるように」と

いった提案を作成したが、実現はしていない。検討は「世界の益

子をめざして」と題して行った。「益子独自の文化が必要」で「文

化を先導する大きな要因は、われわれがいかにここで暮しを営

むか。 (それにもとづき) いかに独自の住空間 / 住環境をつくり

あげるか、ということに結論づけられた」。 (町長) 

2. たつ街道

・ 「たつ」の字は「辰」か「立」か?  (どちらもあるとの指摘)

・ 辰街道は星ノ宮神社の前を通り、鬼怒川を渡らずに奥州へ行け

る道。城内から高舘山へ至る道は辰街道ではない。

・  (廣瀬より若杉集氏の知る説、各豪族が最短で鎌倉へ赴くため

のそれぞれの辰街道があった…を紹介。)

3. 円道寺池

・ (大塚夫妻より伺った「円道寺池で、葉たばこ生産の合間、冬に

氷をつくった」ことを紹介)

・ 日陰に張った氷の上でスケートができた。池の全面には氷が張

http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/yougyou/1gyomu/gy-

omu3.html を参照。すなわち、現栃木県窯業技術支援センタ

ーが1939年に改称した当時、益子稲荷神社が現在の位置に遷

宮されたということか)

6. 上野一己氏、塚本央氏よりお借りした古写真を見ながら

・ 大塚はにわ店の裏に生えていた大きな樫の木に、落雷があった。

・ 大塚はにわ店の登り窯前にあった、脇に薪が積まれた上屋は店

舗。

・ 大塚はにわ店は、片口屋だった。

・ 車の傍に立っている女性は、上野一己氏の父の妹。

・ 窯業指導所への皇太子 (今上陛下) 行啓は昭和42年 (1967) 。

5の栃木県窯業技術支援センターウェブサイトより。

・ 「城内の大火があった」。 (廣瀬注: 『益子町史 通史編』で確認

できず。) 手前の茅葺き屋根の建物は、大火の際に焼失した。

・ 2012年開催の土祭第2回ポスターに載せた写真は、御城山から

俯瞰した城内の様子を写したもの。海老沢小鳥ショップの傍か

らの写真。

・ 城内で見られた職種には、紺屋、鍛冶屋、籠屋、箪笥屋 (木工/ 

家具) 、竹細工屋、唐傘屋 (新町にあった例を紹介) などの他

に、「まだあった」。たとえば、「荷鞍屋」。「馬の蹄鉄や荷鞍をつく

った」。

・ 山車の写真が写されたのは木賃宿「高田屋」脇。今はポケットパ

ークに。木賃宿「岡田屋」は新町にあった。

・ 高張提灯は山車が電線や電話線をくぐる際に斜めに下ろせば

よかった。しかし、山車のお飾りにそれはできず、 (廣瀬注: さす

またのような。) 道具で線を持ち上げてくぐらせた。

・ 山車は一年で壊れた。竹で枠をこしらえ、紙を張ってつくった。

・ 観音寺を建て替える前、床下が高かったのでそこに仕舞ってい

たが「風化した」。

・ 央さん「写真の中のだっこされている子が弟。昭和10年 (1935) 

生まれで2、3歳当時に見えるから、昭和12、13年頃に写された写

真だと思う」。

7. 市の沢と城内

・ (城内の戸数が少なく、城内と旧名市の沢では祇園祭の山車を

共同で出していたとの、三田正志氏より寄せられた情報につい

て) 太平神社の祭にも、やはり合同で参加していた。

・ ただし、 (市の沢の人は両地区を「市城 (しじょう) 」と呼んだとの

三田氏情報に対して) 城内では「城市 (じょういち) 」と (子供の

頃) 呼んでいた。

・ 市の沢の薬師様では、毎年露店が出店をしていて賑わってい

た。

8. 大門の位置

・ 西明寺から下りてみればわかる。子供の頃に歩いたことがある。 

(上野一己氏) 

・ 西明寺地区の山崎光男さんに大門の場所を教わった (廣瀬注: 

スライドを映してこれですかと尋ねた道に間違いはなかったとの

こと) 。くねくねした道を歩けた。土塁があり、平らな場所があり、

また土塁があって平らな場所があり…という道すじを辿った。  

(若杉集氏) 

9. ため池と鳴神神社

・ ため池は鳴神池と呼ぶ。かんがい用につくられた池で下流の水

田所有者が管理する。

・ 廣瀬質問 (鳴神神社の石祠側部に彫られた丸に亀のような紋

は、三田氏からの聞き取りにあった市城の山車の「波に亀の子」

の紋か?) に、「丸に梅鉢」ではないか。また、天神様の紋も同じ、

などの意見が。

・ 町民の方は、写真の鎖状のしめ縄を見た事がないとのこと、仮

設として素人がしめ縄を作り強度を持たせる為に鎖状に結んだ

のではとの声。

10. 百目鬼川と魚

・ 日下田正氏への聞き取りから得られた情報、ウチの下の川にギ

ンギョがいた、ギンギョは今も釣れる (場所は不詳) 。

・ ギンギョは図より色が黄色い (図のアカザに似る。また「いや、黒

い」の声も) 。

・ ギンギョは図よりも頭が大きい。掴むと痛い。 (廣瀬注: 胸鰭と背

鰭に1本ずつ、計3本の毒棘がある)

・ (日下田氏の発言にあった「山が浅い」だから川の水が減った…

の真意を尋ねると) 「木が少なくて流れる水が少ない」という意

味ではないか。「雑木から杉に山の木を変えて、山の保水力が衰

えたことを言っている」などの意見。

・ 水が少なくなり、そこへ生活雑排水が流されるようになって、川

の水が浄化されなくなった。戦後、養豚や養鶏を行う場所から

の排水が流されたことも、水質悪化の要因に。

・ 中堀へ水をまわしたために水量はあちらが多く、百目鬼川は少

なくなった。大水対策としてはよかったが、水質悪化の原因の一

つになった。

・ ミヤコタナゴはいた。アカベンタともニガベンタとも呼んだ。

・ マルタ (廣瀬注: 標準和名マルタウグイ) もいた。婚姻色は紺にオ

レンジ。コイソと呼んだ。小貝川で大きなのが釣れた。

・ ウナギ、ナマズもいた。日下田さんの下でヤツメウナギを見たこと

もある。

・ スナドジョウまたはスナッチョ 廣瀬注: (標準和名シマドジョウ)

もいた。

・ 川面に木の影が落ちないと魚がいつけない。

・ 「水の流れ (廣瀬注: 量と共に、か?) が安定していると、 (川は) き

れいですよ」。

・ 水が綺麗だった頃、川で洗濯をしていた、水面まで下りる場所も

あった。

・ 共販センターの駐車場は、田んぼだった。田んぼや水路には、沢

山の魚がいた。

11. 蛍かご

・ (日下田さんの思い出…蛍かごを作る名人がいて…を紹介する

と) いろいろなかたちがあった。

・ 30年前、蛍はそこここにいた。

・ (茂木町在住の写真家で益子町、土祭とも縁の深い) 矢野津々

美さんのご父君が蛍かごをつくる名人。

・ 大宿窯の奥様も子供が小さい頃に作り方を教えていた。 (つど

いの際に萩原聞き取り) 

12. おわりに

・ 「金をかけて遠くへ行かなくても、よい場所が益子にたくさんある

と感じました」。 (自治会長)
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記録: 廣瀬俊介 (文責)、 土祭事務局

13. その他

・ 西明寺城址関連資料として、益子町史編さん委員会『西明寺城

跡測量調査概報 Vol.1』 (益子町、1986年) 、 『西明寺城跡測量

調査概報 Vol.2』 (1990年) がある。

・ ケヤキ並木は、内町の方まで繋がってはいなかった。観音寺の

階段の両脇の大きなケヤキは切られた。



日下田正さん (右)

陶器店の第1号で、設立の中心は濱田庄司さんだったと父から聞

いている。「これから益子焼はますますさかんになるし、外からの客

も増えてくるから、その人たちが買い求める名所が必要」と。民芸

店ましこさんは今年60周年だときいている。当時の店には、有名作

家のものが並んでいた。

　益子小学校の4年か5年の頃、社会科の授業で先生が「益子に

瀬戸屋が何軒あるか調べてみましょう」とお題を出した。昭和25年

ごろですが、たしか30軒も無かったと記憶しています。20数軒だっ

たと思う。朝鮮動乱が景気回復のきっかけとなったのか、それから

高度経済成長期の頃なのか、どんどん瀬戸屋も増えて、中山さん 

(民芸店ましこ) にならうように、店の開店が続いた。窯元が店を出

すケースもあった。もう少し後、私が仕事を始めた頃は、同世代の

東京の学生や青年達が益子にどんどんくるようになって、私には、

　江戸時代寛政年間から続く紺屋を継いだ日下田正さん。畑で

綿を育て、収穫し、糸を紡ぎ、織る、型やしぼりで染める。昔ながら

の丁寧な仕事も引き継がれ、甕場など、一度も改修されずに創業

当時のままの茅葺き屋根の作業場で職人さんたちが働いている。

1. 昔の城内坂のこと

　ここで生まれ育ち、4年間だけ外に出ました。益子で初めて行わ

れた都市計画、区画整理事業によって今の城内坂の通りが出来る

前は、子どもしか通れないような狭い道が、家と家との隙間にあり、

その道の様子も頭に入っていて、たくさん覚えていた。もっと覚えて

いたつもりが、だんだんぼんやりとしてきました。特に、区画整理が

なされてからは、不思議なことに以前の道の記憶が薄れてしまった。

　終戦後は、陶器店や販売店は1軒もなかった。民芸店ましこが、
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03 城内・一の沢｜聞き取り 日下田正さん 「昔の手仕事、紺屋と川のこと」
城内  日下田藍染工房にて  2014/11/17

彼らが少しまぶしく感じました。濱田さん以降、加守田章二さんの

影響も大きかったのでは、と思います。文化庁が定めた人間国宝

の第1号 (のひとり) が濱田さん、そのことがさらに益子を有名にし

た。

2. 益子を手仕事の町に

　昭和8年から10年の頃、濱田さんの「益子を手仕事の町にしよう

じゃないか。焼き物については成長するだろう。だからほかの手仕

事も盛り上げよう」と話されて (銀座の「たくみ」で販売) 、箪笥屋さ

んは階段箪笥を作った。階段箪笥は職人が一生になんども作れ

るものではない。2つ注文し今は参考館と河井寛次郎記念館に。そ

うして青年たちを励まし続けたが、濱田さんの「益子をもっと手仕

事の町に」という構想は戦争によって立ち消えになり…、戦争が無

ければ手仕事の町として職人が残ったのに、残念。戦後は生活す

るのに精一杯で廃業する職人が多かったそうだ。焼き物は伸びた。

いまは何人くらい? 400人を超えていますか。人数だけでなく、使用

する土の量の増減データもあるとよいと思います。備前や萩のよう

に伝統のある産地では制約が多いのかもしれないが、益子焼は何

でもあり。みなさんが作りたいように作っている。自由度が高く、そ

れが他所に比べて魅力なのでしょうか。濱田さんが益子の考え方

を変えた。30代で知らない土地に来て、信用してもらうのは大変な

ことだったと思う。

3. 藍染めと清流

　この場所をギャラリーとして整理したときに、江戸時代から使っ

ている型紙も展示した。三重に染めの型紙 (伊勢型紙) を彫る産

地があり、そこから「型紙売り」と呼ばれる人たちが、毎年新作を売

りにくるので、それを毎年買いためていたもの。型紙に使われる紙

は美濃紙に柿渋を塗り補強したもの。これこそ本当の職人の仕事。

外国からのお客様がみると一様にびっくりされる。ワシントン大学

からのお客様は「コンピュータで作ったんでしょう」と。

 ある時期から、染物屋のことを紺屋と呼ぶようになった。いくつか

紺屋はあったが、藍染めはうちだけだったと思う。染物屋は川のあ

る所に構える。うちの前の川は西明寺から来るきれいな細流だっ

た。西明寺もこっちも、夕方はみんな川で洗い物をするくらいきれ

いな川。水流も多かった。うちの石垣の下には、ギンギョ (ギバチ) 

がたくさんいた。

　東京オリンピックの年に川は一挙に使えなくなり、ギンギョ他の

魚がいなくなった。家庭の雑排水で見る間に汚れていった。洗濯

洗剤、温水、油など。水量も多かったのが、少なくなった。

 藍染めの工程で布を川であらうが、 型紙を当てた箇所が染まら

ないようにするための、餅米を原料とする糊を魚が食べるという、

いい循環があった。いまでも水が増えた時は魚があがってくる。こ

いのぼりを染める際に糊を川の中で洗い落とす「寒ざらし」を行っ

ている郡上八幡などの例は、仲間がいて、うらやましかった。百目

鬼川をきれいにする会の活動などがあって、少しずつ状況がよく

なってきている。川をきれいにすることで、町の他の面にも影響が

あるとよい。山が浅くなったからでしょうか。水辺もコンクリートば

かりで、浄化力も落ちている。砂地があるほうが、水がきれいになる。

店の前の川の隣の中堀あたり、流れの余り強くないところには、昔、

アカベンタ (ミヤコタナゴ) もいて、5月頃、全身がピンクになって、

学校の帰りに川をのぞきこむと、それはもう、ふるえるほど美しかっ

たですね。このへんも麦が出来る頃、田んぼ一面に蛍が飛んでい

た。麦で編む蛍かごをみんな作っていた。上手い人が何人かいた。

（廣瀬| 先人の仕事の他に、創作において風景や生き物から触発

されたり影響されたりすることがありましたか?) 

　小2の頃に見た茶綿を美しいと思ったことが、今の制作のルーツ。

当時は、戦争で衣料不足。みんな昔のように各家庭で綿を作るよ

うになり、紡いだ糸を日下田にもってくる。そして日下田で糸を織り

染めたものを各家庭に持ち帰り、各家庭で服を仕立てる。そのとき、

田野地区のご夫人がもってくる綿の中に、茶色い綿があり、子ども

心にきれいだなあ、と感じたことを記憶している。茶綿、赤綿と呼ん

でいたもの。「それを自分でも作ろう」と思ったのが、大人になって、

一度益子を離れて、益子に戻ってからの最初の仕事。益子 (栃木) 

では既に種が途絶えていて、鳥取の産地からわけてもらった。外国

産の茶綿はちょっと違う、うちのが一番きれいだと思う。鳥取の弓

ケ浜 (砂地) で育てる種は、関東ローム層の粘り気のある土と、初

めはあわなくて苦戦したが、最近ではずいぶん収穫もアップしてき

た、これは、種が土にあわせてきたからかもしれない。畑仕事がな

かなかたいへんですが、工芸は素材が勝負ですから。もともと3500

年前のインド原産で、ここは北限と言われる福島に近い。日本で普

及したのは江戸時代からで、まだ400年の歴史しかない。それ以前

は絹もあったが作業着にならず、麻が衣類の主素材であったのが、

それが綿へと…。衣料革命と呼べる大きな変化であったのではな

いか。「名月の花かと見えて、綿畑」と芭蕉も詠んだ。木綿が使える

ようになって藍染めも普及。藍は生きている。バクテリアが活動し

ていて発酵している。藍の香りは自然界にはない。それを虫が忌避

することで、虫に食われ易い木綿が藍染めによって防虫の用もなし

ているのではないかと思う。

　輸入に頼る綿は、1キログラム原綿を800円で買っている。国産で

は、1キロの収穫に20倍以上のお金がかかる。昔みたいに、みんな

で作りましょう、というわけにはいかない。しかし、この10年くらい、

いろんなグループで綿を作りましょう、という動きが増えてきている。

特に都会ではそのような動きが増えていますが、その理由はなん

なのでしょう? 考える意味があるのではないか。

   

 

 



陶器店の第1号で、設立の中心は濱田庄司さんだったと父から聞

いている。「これから益子焼はますますさかんになるし、外からの客

も増えてくるから、その人たちが買い求める名所が必要」と。民芸

店ましこさんは今年60周年だときいている。当時の店には、有名作

家のものが並んでいた。

　益子小学校の4年か5年の頃、社会科の授業で先生が「益子に

瀬戸屋が何軒あるか調べてみましょう」とお題を出した。昭和25年

ごろですが、たしか30軒も無かったと記憶しています。20数軒だっ

たと思う。朝鮮動乱が景気回復のきっかけとなったのか、それから

高度経済成長期の頃なのか、どんどん瀬戸屋も増えて、中山さん 

(民芸店ましこ) にならうように、店の開店が続いた。窯元が店を出

すケースもあった。もう少し後、私が仕事を始めた頃は、同世代の

東京の学生や青年達が益子にどんどんくるようになって、私には、

　江戸時代寛政年間から続く紺屋を継いだ日下田正さん。畑で

綿を育て、収穫し、糸を紡ぎ、織る、型やしぼりで染める。昔ながら

の丁寧な仕事も引き継がれ、甕場など、一度も改修されずに創業

当時のままの茅葺き屋根の作業場で職人さんたちが働いている。

1. 昔の城内坂のこと

　ここで生まれ育ち、4年間だけ外に出ました。益子で初めて行わ

れた都市計画、区画整理事業によって今の城内坂の通りが出来る

前は、子どもしか通れないような狭い道が、家と家との隙間にあり、

その道の様子も頭に入っていて、たくさん覚えていた。もっと覚えて

いたつもりが、だんだんぼんやりとしてきました。特に、区画整理が

なされてからは、不思議なことに以前の道の記憶が薄れてしまった。

　終戦後は、陶器店や販売店は1軒もなかった。民芸店ましこが、
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彼らが少しまぶしく感じました。濱田さん以降、加守田章二さんの

影響も大きかったのでは、と思います。文化庁が定めた人間国宝

の第1号 (のひとり) が濱田さん、そのことがさらに益子を有名にし

た。

2. 益子を手仕事の町に

　昭和8年から10年の頃、濱田さんの「益子を手仕事の町にしよう

じゃないか。焼き物については成長するだろう。だからほかの手仕

事も盛り上げよう」と話されて (銀座の「たくみ」で販売) 、箪笥屋さ

んは階段箪笥を作った。階段箪笥は職人が一生になんども作れ
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に伝統のある産地では制約が多いのかもしれないが、益子焼は何
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れが他所に比べて魅力なのでしょうか。濱田さんが益子の考え方
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た。西明寺もこっちも、夕方はみんな川で洗い物をするくらいきれ

いな川。水流も多かった。うちの石垣の下には、ギンギョ (ギバチ) 

がたくさんいた。

　東京オリンピックの年に川は一挙に使えなくなり、ギンギョ他の

魚がいなくなった。家庭の雑排水で見る間に汚れていった。洗濯

洗剤、温水、油など。水量も多かったのが、少なくなった。

 藍染めの工程で布を川であらうが、 型紙を当てた箇所が染まら

ないようにするための、餅米を原料とする糊を魚が食べるという、

いい循環があった。いまでも水が増えた時は魚があがってくる。こ

いのぼりを染める際に糊を川の中で洗い落とす「寒ざらし」を行っ

ている郡上八幡などの例は、仲間がいて、うらやましかった。百目

鬼川をきれいにする会の活動などがあって、少しずつ状況がよく

なってきている。川をきれいにすることで、町の他の面にも影響が

あるとよい。山が浅くなったからでしょうか。水辺もコンクリートば

かりで、浄化力も落ちている。砂地があるほうが、水がきれいになる。

店の前の川の隣の中堀あたり、流れの余り強くないところには、昔、

アカベンタ (ミヤコタナゴ) もいて、5月頃、全身がピンクになって、

学校の帰りに川をのぞきこむと、それはもう、ふるえるほど美しかっ

たですね。このへんも麦が出来る頃、田んぼ一面に蛍が飛んでい

た。麦で編む蛍かごをみんな作っていた。上手い人が何人かいた。

（廣瀬| 先人の仕事の他に、創作において風景や生き物から触発

されたり影響されたりすることがありましたか?) 

　小2の頃に見た茶綿を美しいと思ったことが、今の制作のルーツ。

当時は、戦争で衣料不足。みんな昔のように各家庭で綿を作るよ

うになり、紡いだ糸を日下田にもってくる。そして日下田で糸を織り

染めたものを各家庭に持ち帰り、各家庭で服を仕立てる。そのとき、

田野地区のご夫人がもってくる綿の中に、茶色い綿があり、子ども

心にきれいだなあ、と感じたことを記憶している。茶綿、赤綿と呼ん

でいたもの。「それを自分でも作ろう」と思ったのが、大人になって、

一度益子を離れて、益子に戻ってからの最初の仕事。益子 (栃木) 

では既に種が途絶えていて、鳥取の産地からわけてもらった。外国

産の茶綿はちょっと違う、うちのが一番きれいだと思う。鳥取の弓

ケ浜 (砂地) で育てる種は、関東ローム層の粘り気のある土と、初

めはあわなくて苦戦したが、最近ではずいぶん収穫もアップしてき

た、これは、種が土にあわせてきたからかもしれない。畑仕事がな

かなかたいへんですが、工芸は素材が勝負ですから。もともと3500

年前のインド原産で、ここは北限と言われる福島に近い。日本で普

及したのは江戸時代からで、まだ400年の歴史しかない。それ以前

は絹もあったが作業着にならず、麻が衣類の主素材であったのが、

それが綿へと…。衣料革命と呼べる大きな変化であったのではな

いか。「名月の花かと見えて、綿畑」と芭蕉も詠んだ。木綿が使える

ようになって藍染めも普及。藍は生きている。バクテリアが活動し

ていて発酵している。藍の香りは自然界にはない。それを虫が忌避

することで、虫に食われ易い木綿が藍染めによって防虫の用もなし

ているのではないかと思う。

　輸入に頼る綿は、1キログラム原綿を800円で買っている。国産で

は、1キロの収穫に20倍以上のお金がかかる。昔みたいに、みんな

で作りましょう、というわけにはいかない。しかし、この10年くらい、

いろんなグループで綿を作りましょう、という動きが増えてきている。

特に都会ではそのような動きが増えていますが、その理由はなん

なのでしょう? 考える意味があるのではないか。
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　ここで生まれ育ち、4年間だけ外に出ました。益子で初めて行わ

れた都市計画、区画整理事業によって今の城内坂の通りが出来る

前は、子どもしか通れないような狭い道が、家と家との隙間にあり、

その道の様子も頭に入っていて、たくさん覚えていた。もっと覚えて

いたつもりが、だんだんぼんやりとしてきました。特に、区画整理が

なされてからは、不思議なことに以前の道の記憶が薄れてしまった。

　終戦後は、陶器店や販売店は1軒もなかった。民芸店ましこが、

彼らが少しまぶしく感じました。濱田さん以降、加守田章二さんの

影響も大きかったのでは、と思います。文化庁が定めた人間国宝

の第1号 (のひとり) が濱田さん、そのことがさらに益子を有名にし

た。

2. 益子を手仕事の町に

　昭和8年から10年の頃、濱田さんの「益子を手仕事の町にしよう

じゃないか。焼き物については成長するだろう。だからほかの手仕

事も盛り上げよう」と話されて (銀座の「たくみ」で販売) 、箪笥屋さ

んは階段箪笥を作った。階段箪笥は職人が一生になんども作れ

るものではない。2つ注文し今は参考館と河井寛次郎記念館に。そ

うして青年たちを励まし続けたが、濱田さんの「益子をもっと手仕

事の町に」という構想は戦争によって立ち消えになり…、戦争が無

ければ手仕事の町として職人が残ったのに、残念。戦後は生活す

るのに精一杯で廃業する職人が多かったそうだ。焼き物は伸びた。

いまは何人くらい? 400人を超えていますか。人数だけでなく、使用

する土の量の増減データもあるとよいと思います。備前や萩のよう

に伝統のある産地では制約が多いのかもしれないが、益子焼は何

でもあり。みなさんが作りたいように作っている。自由度が高く、そ

れが他所に比べて魅力なのでしょうか。濱田さんが益子の考え方

を変えた。30代で知らない土地に来て、信用してもらうのは大変な

ことだったと思う。

3. 藍染めと清流

　この場所をギャラリーとして整理したときに、江戸時代から使っ

ている型紙も展示した。三重に染めの型紙 (伊勢型紙) を彫る産

地があり、そこから「型紙売り」と呼ばれる人たちが、毎年新作を売

りにくるので、それを毎年買いためていたもの。型紙に使われる紙

は美濃紙に柿渋を塗り補強したもの。これこそ本当の職人の仕事。

外国からのお客様がみると一様にびっくりされる。ワシントン大学

からのお客様は「コンピュータで作ったんでしょう」と。

 ある時期から、染物屋のことを紺屋と呼ぶようになった。いくつか

紺屋はあったが、藍染めはうちだけだったと思う。染物屋は川のあ

る所に構える。うちの前の川は西明寺から来るきれいな細流だっ

た。西明寺もこっちも、夕方はみんな川で洗い物をするくらいきれ

いな川。水流も多かった。うちの石垣の下には、ギンギョ (ギバチ) 

がたくさんいた。

　東京オリンピックの年に川は一挙に使えなくなり、ギンギョ他の

魚がいなくなった。家庭の雑排水で見る間に汚れていった。洗濯

洗剤、温水、油など。水量も多かったのが、少なくなった。

 藍染めの工程で布を川であらうが、 型紙を当てた箇所が染まら

ないようにするための、餅米を原料とする糊を魚が食べるという、

いい循環があった。いまでも水が増えた時は魚があがってくる。こ

いのぼりを染める際に糊を川の中で洗い落とす「寒ざらし」を行っ

ている郡上八幡などの例は、仲間がいて、うらやましかった。百目

鬼川をきれいにする会の活動などがあって、少しずつ状況がよく

なってきている。川をきれいにすることで、町の他の面にも影響が

あるとよい。山が浅くなったからでしょうか。水辺もコンクリートば

かりで、浄化力も落ちている。砂地があるほうが、水がきれいになる。

店の前の川の隣の中堀あたり、流れの余り強くないところには、昔、

アカベンタ (ミヤコタナゴ) もいて、5月頃、全身がピンクになって、

学校の帰りに川をのぞきこむと、それはもう、ふるえるほど美しかっ

たですね。このへんも麦が出来る頃、田んぼ一面に蛍が飛んでい

た。麦で編む蛍かごをみんな作っていた。上手い人が何人かいた。

（廣瀬| 先人の仕事の他に、創作において風景や生き物から触発

されたり影響されたりすることがありましたか?) 

　小2の頃に見た茶綿を美しいと思ったことが、今の制作のルーツ。

当時は、戦争で衣料不足。みんな昔のように各家庭で綿を作るよ

うになり、紡いだ糸を日下田にもってくる。そして日下田で糸を織り

染めたものを各家庭に持ち帰り、各家庭で服を仕立てる。そのとき、

田野地区のご夫人がもってくる綿の中に、茶色い綿があり、子ども

心にきれいだなあ、と感じたことを記憶している。茶綿、赤綿と呼ん

でいたもの。「それを自分でも作ろう」と思ったのが、大人になって、

一度益子を離れて、益子に戻ってからの最初の仕事。益子 (栃木) 

では既に種が途絶えていて、鳥取の産地からわけてもらった。外国

産の茶綿はちょっと違う、うちのが一番きれいだと思う。鳥取の弓

ケ浜 (砂地) で育てる種は、関東ローム層の粘り気のある土と、初

めはあわなくて苦戦したが、最近ではずいぶん収穫もアップしてき

た、これは、種が土にあわせてきたからかもしれない。畑仕事がな

かなかたいへんですが、工芸は素材が勝負ですから。もともと3500

年前のインド原産で、ここは北限と言われる福島に近い。日本で普

及したのは江戸時代からで、まだ400年の歴史しかない。それ以前
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は絹もあったが作業着にならず、麻が衣類の主素材であったのが、

それが綿へと…。衣料革命と呼べる大きな変化であったのではな

いか。「名月の花かと見えて、綿畑」と芭蕉も詠んだ。木綿が使える

ようになって藍染めも普及。藍は生きている。バクテリアが活動し

ていて発酵している。藍の香りは自然界にはない。それを虫が忌避

することで、虫に食われ易い木綿が藍染めによって防虫の用もなし

ているのではないかと思う。

　輸入に頼る綿は、1キログラム原綿を800円で買っている。国産で

は、1キロの収穫に20倍以上のお金がかかる。昔みたいに、みんな

で作りましょう、というわけにはいかない。しかし、この10年くらい、

いろんなグループで綿を作りましょう、という動きが増えてきている。

特に都会ではそのような動きが増えていますが、その理由はなん

なのでしょう? 考える意味があるのではないか。

   

 

 



大塚一男さん (左) 、大塚イネさん

聞き取り中の、城内地区の塚本ゆ美子さん (左) 、大塚ゆかりさん (中)

若い衆も熱心に掃除をしていましたよ。田んぼを埋め立てて道路

にするときに奥へ移動して、昭和10年に窯業指導所ができるとき

に、さらに奥へ移って今の場所に。今は夜祭りの人々が草を刈る

程度で、境内は以前より荒れている。

2. 昔の道

　このあたり、昔はあたり一面、田んぼだった。

雅淑さん| 自分が小学校のころ、このあたり半分はまだ田んぼだっ

た。共販センターの駐車場も田んぼで、夏は蛍が飛んでいた。

一男さん| 共販センターの建物の裏を通って、おっこし (折越窯) 

の細工場へ抜けるのが、みんなが通る道路で、このあたりのメイン

ストリートだったね。畑を削った土で土管を作っていて、増山さん

(現・陶房ましやま) で土管やレンガを作るようになり、3、4軒が続

いた。

　土地改良の前、荷車がやっと通る道で、高久さん (高久民芸店・

大塚さんの工房の手前) の前は川だった。六尺の土管を埋めてい

て、それは人が立って歩ける大きさ。道路の下で魚をとった。

3. 昔の生業、タバコと氷

　昔の瀬戸屋は、みんな田畑をもって、だいたい自分で農業もやっ

ていた。佐久間さんのところも職人とやっていた。専業農家は7、8

軒くらいあったと思う。うちはタバコを主にやり、今の工房は、元は

ベーハー小屋だった。2つ小屋があった。

イネさん| 共同で乾燥させるから、近所の農家と行ったり来たりで

協力しあって楽しかった。縄を撚ったところに一枚一枚葉っぱをさ

していく。その作業 (つりこみ) は、座ってもやれるから、年をとって

もできるから、と、声をかければ「はいよー」と、近所のおばあちゃん

たちも喜んで来て手伝ってくれた。たまに、道祖土で天ぷらを買っ

て、豆腐も買って、うちの漬物を足して、みんなで夕飯を食べる。ふ

るまうのね、お礼に。タバコは青物だから時間おけない、その日のう

ちにやんないといけないから、みんなで協力したの。昭和10年ころ

から30年はやったね。

一男さん| 24時間、3昼夜、乾燥のために薪を燃し続けるのはたい

へんだった。ちょっと眠ると消える、オキ (燠) もなくなる。薪から石

炭になって、バーナーができて重油になった。それで楽になった。

タバコ作業の合間の冬になると、氷の仕事もやっていた。昭和10

　城内地区の農家の家に生まれた大塚一男 (おおつかかずお) さ

んと、塙地区から嫁に来たイネさん。息子の健一 （けんいち） さん、

孫の雅淑 (まさよし) さんは陶芸の道に進み、もとはタバコ葉の乾

燥小屋から建て替えた工房などが敷地に続く家で4世代で暮らす。

土祭2015企画運営メンバーの塚本ゆ美子さんと大塚ゆかりさん

にも同席いただき、お話を伺った。

1. 益子稲荷

一男さん| 通りから奥へ入った所にある益子稲荷は、20年くらい

前まで城内と一の沢の老人クラブが合同で掃除をしていた。佐久

間藤太郎さんが世話人で初午の行事も盛大にやっていた。もとも

とは、今の場所ではなく、わたしが小学校に上がる前は、ヤマニ大

塚の欅 (けやき) のところにあった。祭りの山車小屋があったので
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年より前だったと思うが、円道寺池で氷を作り、池の奥の杉山に

室があった。うちの親父も「氷ひき」に雇われていた。「馬車ひきさ

ん」が運ぶ。氷もそうだが、昔は山から掘り出す原土も馬車で運ん

でいた。

4. 祭り

　祇園祭りの当番町の時はタバコの最盛期と重なるから大変

だった、山車の飾りは「ヤマトタケル」や「龍と虎」とか立派なもの

だった。大塚はにわ屋さんの親戚のおじさんで、大塚まさしろうさ

んという人が物知りで器用で、それらを作っていた。山車の前は屋

台もあったが、どこかに売ったのかなあ。お囃子も今は部落でやっ

ているが、昔は山本に頼んで祭りの時に来てもらっていた。東田井、

山本、清水のお囃子がこっちに手伝いに来てくれていた。西明寺・

城内・道祖土・新町・内町・田町の6町内は、終戦後までお囃子を

他の地域に頼んでいたと思う。城内のお囃子会はそれからできた。

鹿島神社の秋祭りには、どの家でも餅をついた。親戚にも配る。真

岡の親戚の家に砂利道を自転車で届けに行くと、向こうからサン

マや天ぷらをいただくのが楽しみだった。

イネさん| 昔は、土曜日は休みではなく、お祭りの日が「休みの日」

という感じだった。日曜も、洗濯板を使ってたから、洗濯だけで１日

が終わっていたもの。一の沢の薬師様も、昔は屋台も出て盛大に

お祭りをやっていた。ほんとうにお祭りが楽しみだった。町民会館

の前の清浄寺では「みた様」の祭りもやっていて、子どもの頃、親に

連れられて塙から歩いて来ていた。

5. 暮らしの様子

　塙から嫁に来たけど、当時は、こっちはなんて暗いんだろうと

思っていた。田舎だなあ、って。塙の実家のあたりでは、電柱も立っ

ていて、父親が夜に作業をするのに電気を余分に電柱からひっ

ぱってきてやっていると、電気屋さんに見つかって注意されたこと

もあった。

一男さん| 学校から帰ってくると、ランプのホヤを掃除するのが子

どもの仕事だった。ランプは金物屋で買って石油で燃していた。そ

のころ、ヤマニと塚本肥料店にしか電話がなくて役場は9番だった

のを覚えている。

イネさん| 買い物は乾物屋や呉服屋がある内町へ出かけていた。

自転車の後ろに箱をつけて、魚の行商が来ていた。豆腐も1日おき

に売りに来ていた。魚は、さしみを祭りの時だけ食べることができ

るのが楽しみだった。冷蔵庫なんてないから、井戸の中に魚をいれ

たザルを吊るした。祭りの日は、朝の4時ごろから魚売りが一軒一

軒の家を売り歩き、１尾切ってくれる。益子にあった魚屋さんも、昔

は吉田屋さん１軒だけだったけど、やっぱり深い井戸を掘って魚

を入れておくと言っていた。自転車もなく靴もなく、下駄だったけど、

下駄でどこまでも歩いていった。昔、益子小には門を入った所に大

きな桜があって見事だった、建て替えで切ってしまったのかな。畳

の部屋でお裁縫を習ったりした。みんな着物で、男子は下にズボン、

女子は下に股引をはいていた。城内に呉服屋さんはなかったけど、

真岡屋さんは大きかったね。正月2日に大売り出しをやって、福引

きもあった。

一男さん| 戦後の燃料は、高舘山で松葉さらいをしたり枝を切っ

たりして家に運んでいた。子どものころは篭をしょって高舘に登っ

て手伝っていた。すこし年長になったら、リヤカーを山の上まで引

き上げて、枝や松葉を積んでリヤカーをひいて降りてきた。部落ご

とに線引きをして部落の場所を決めて、燃料になるものをとって、

「山分け」をした。風呂を炊いて、そのオキをコタツにもってきていた。

山仕事を暮れまでやって、年が明けたら、タバコの種苗の準備に

入る。4月1日に苗を畑にもっていく。冬の間は、霜が降るとたいへん

だから藁をかぶせていた。1月ごろまで山仕事は続いた。

イネさん| わたしらのころまで、高舘山は松できれいだった、松食

い虫にやられるまで。嫁に来て、ずいぶん山掃除をした。篠竹もず

いぶん刈った。タバコの乾燥の薪も山からもってきていた。

一男さん| 川には、ドジョウやウナギもたくさんいた。ザリガニも。水

口にウケをいれておくと、夕立のあとなど、たくさん魚があがってくる。

イネさん| 田畑に除草剤を使うようになって、いなくなった。浮き上

がってきてたくさん死んでいた。あのころは、除草剤がそんな毒

だって知らなかった。

一男さん| 葉タバコは赤星病にかかるからパラチオンなど強い薬

をかけたが、後から猛毒だとわかった。

6. 戦中戦後のこと

　円道寺池のほとりでは、兵隊が来て小屋を建てて、松の根から
油をとり、それを馬車専門の部隊が来て運んでいた。

イネさん| 東京の軍事工場で3年間働いた。工場は3年間欠勤無

しで褒美をもらったけど、それが国債で、戦争終わったら結局使え

ない、全部パアになった。戦争が始まるとものを買うのも切符制に

なって、ものも買えなくなったね。戦前は、ものはあってもお金がな

くて買えなくて、戦中は、お金はあってもものがなくて買えない。戦

中、東京にいたときは、都会では食べ物を手に入れるのに大変

だった。今は、風がないとき、天気がいいときは、少しのぼったとこ

ろの畑に行く。畑の前の道を歩いて散歩する人もいて、独りじゃな

いから楽しい。畑に空いたところがあると、もったいなくて何か植え

なければと考えてしまう。体がつらいときも、働き始めると、それが

面白くなってしまう。
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から30年はやったね。

一男さん| 24時間、3昼夜、乾燥のために薪を燃し続けるのはたい

へんだった。ちょっと眠ると消える、オキ (燠) もなくなる。薪から石

炭になって、バーナーができて重油になった。それで楽になった。

タバコ作業の合間の冬になると、氷の仕事もやっていた。昭和10

　城内地区の農家の家に生まれた大塚一男 (おおつかかずお) さ

んと、塙地区から嫁に来たイネさん。息子の健一 （けんいち） さん、

孫の雅淑 (まさよし) さんは陶芸の道に進み、もとはタバコ葉の乾

燥小屋から建て替えた工房などが敷地に続く家で4世代で暮らす。

土祭2015企画運営メンバーの塚本ゆ美子さんと大塚ゆかりさん

にも同席いただき、お話を伺った。

1. 益子稲荷

一男さん| 通りから奥へ入った所にある益子稲荷は、20年くらい

前まで城内と一の沢の老人クラブが合同で掃除をしていた。佐久

間藤太郎さんが世話人で初午の行事も盛大にやっていた。もとも

とは、今の場所ではなく、わたしが小学校に上がる前は、ヤマニ大

塚の欅 (けやき) のところにあった。祭りの山車小屋があったので
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年より前だったと思うが、円道寺池で氷を作り、池の奥の杉山に

室があった。うちの親父も「氷ひき」に雇われていた。「馬車ひきさ

ん」が運ぶ。氷もそうだが、昔は山から掘り出す原土も馬車で運ん

でいた。

4. 祭り

　祇園祭りの当番町の時はタバコの最盛期と重なるから大変

だった、山車の飾りは「ヤマトタケル」や「龍と虎」とか立派なもの

だった。大塚はにわ屋さんの親戚のおじさんで、大塚まさしろうさ

んという人が物知りで器用で、それらを作っていた。山車の前は屋

台もあったが、どこかに売ったのかなあ。お囃子も今は部落でやっ

ているが、昔は山本に頼んで祭りの時に来てもらっていた。東田井、

山本、清水のお囃子がこっちに手伝いに来てくれていた。西明寺・

城内・道祖土・新町・内町・田町の6町内は、終戦後までお囃子を

他の地域に頼んでいたと思う。城内のお囃子会はそれからできた。

鹿島神社の秋祭りには、どの家でも餅をついた。親戚にも配る。真

岡の親戚の家に砂利道を自転車で届けに行くと、向こうからサン

マや天ぷらをいただくのが楽しみだった。

イネさん| 昔は、土曜日は休みではなく、お祭りの日が「休みの日」

という感じだった。日曜も、洗濯板を使ってたから、洗濯だけで１日

が終わっていたもの。一の沢の薬師様も、昔は屋台も出て盛大に

お祭りをやっていた。ほんとうにお祭りが楽しみだった。町民会館

の前の清浄寺では「みた様」の祭りもやっていて、子どもの頃、親に

連れられて塙から歩いて来ていた。

5. 暮らしの様子

　塙から嫁に来たけど、当時は、こっちはなんて暗いんだろうと

思っていた。田舎だなあ、って。塙の実家のあたりでは、電柱も立っ

ていて、父親が夜に作業をするのに電気を余分に電柱からひっ

ぱってきてやっていると、電気屋さんに見つかって注意されたこと

もあった。

一男さん| 学校から帰ってくると、ランプのホヤを掃除するのが子

どもの仕事だった。ランプは金物屋で買って石油で燃していた。そ

のころ、ヤマニと塚本肥料店にしか電話がなくて役場は9番だった

のを覚えている。

イネさん| 買い物は乾物屋や呉服屋がある内町へ出かけていた。

自転車の後ろに箱をつけて、魚の行商が来ていた。豆腐も1日おき

に売りに来ていた。魚は、さしみを祭りの時だけ食べることができ

るのが楽しみだった。冷蔵庫なんてないから、井戸の中に魚をいれ

たザルを吊るした。祭りの日は、朝の4時ごろから魚売りが一軒一

軒の家を売り歩き、１尾切ってくれる。益子にあった魚屋さんも、昔

は吉田屋さん１軒だけだったけど、やっぱり深い井戸を掘って魚

を入れておくと言っていた。自転車もなく靴もなく、下駄だったけど、

下駄でどこまでも歩いていった。昔、益子小には門を入った所に大

きな桜があって見事だった、建て替えで切ってしまったのかな。畳

の部屋でお裁縫を習ったりした。みんな着物で、男子は下にズボン、

女子は下に股引をはいていた。城内に呉服屋さんはなかったけど、

真岡屋さんは大きかったね。正月2日に大売り出しをやって、福引

きもあった。

一男さん| 戦後の燃料は、高舘山で松葉さらいをしたり枝を切っ

たりして家に運んでいた。子どものころは篭をしょって高舘に登っ

て手伝っていた。すこし年長になったら、リヤカーを山の上まで引

き上げて、枝や松葉を積んでリヤカーをひいて降りてきた。部落ご

とに線引きをして部落の場所を決めて、燃料になるものをとって、

「山分け」をした。風呂を炊いて、そのオキをコタツにもってきていた。

山仕事を暮れまでやって、年が明けたら、タバコの種苗の準備に

入る。4月1日に苗を畑にもっていく。冬の間は、霜が降るとたいへん

だから藁をかぶせていた。1月ごろまで山仕事は続いた。

イネさん| わたしらのころまで、高舘山は松できれいだった、松食

い虫にやられるまで。嫁に来て、ずいぶん山掃除をした。篠竹もず

いぶん刈った。タバコの乾燥の薪も山からもってきていた。

一男さん| 川には、ドジョウやウナギもたくさんいた。ザリガニも。水

口にウケをいれておくと、夕立のあとなど、たくさん魚があがってくる。

イネさん| 田畑に除草剤を使うようになって、いなくなった。浮き上

がってきてたくさん死んでいた。あのころは、除草剤がそんな毒

だって知らなかった。

一男さん| 葉タバコは赤星病にかかるからパラチオンなど強い薬

をかけたが、後から猛毒だとわかった。

6. 戦中戦後のこと

　円道寺池のほとりでは、兵隊が来て小屋を建てて、松の根から
油をとり、それを馬車専門の部隊が来て運んでいた。

イネさん| 東京の軍事工場で3年間働いた。工場は3年間欠勤無

しで褒美をもらったけど、それが国債で、戦争終わったら結局使え

ない、全部パアになった。戦争が始まるとものを買うのも切符制に

なって、ものも買えなくなったね。戦前は、ものはあってもお金がな

くて買えなくて、戦中は、お金はあってもものがなくて買えない。戦

中、東京にいたときは、都会では食べ物を手に入れるのに大変

だった。今は、風がないとき、天気がいいときは、少しのぼったとこ

ろの畑に行く。畑の前の道を歩いて散歩する人もいて、独りじゃな

いから楽しい。畑に空いたところがあると、もったいなくて何か植え

なければと考えてしまう。体がつらいときも、働き始めると、それが

面白くなってしまう。



若い衆も熱心に掃除をしていましたよ。田んぼを埋め立てて道路
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(現・陶房ましやま) で土管やレンガを作るようになり、3、4軒が続

いた。

　土地改良の前、荷車がやっと通る道で、高久さん (高久民芸店・

大塚さんの工房の手前) の前は川だった。六尺の土管を埋めてい

て、それは人が立って歩ける大きさ。道路の下で魚をとった。

3. 昔の生業、タバコと氷

　昔の瀬戸屋は、みんな田畑をもって、だいたい自分で農業もやっ

ていた。佐久間さんのところも職人とやっていた。専業農家は7、8

軒くらいあったと思う。うちはタバコを主にやり、今の工房は、元は

ベーハー小屋だった。2つ小屋があった。
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たちも喜んで来て手伝ってくれた。たまに、道祖土で天ぷらを買っ

て、豆腐も買って、うちの漬物を足して、みんなで夕飯を食べる。ふ

るまうのね、お礼に。タバコは青物だから時間おけない、その日のう

ちにやんないといけないから、みんなで協力したの。昭和10年ころ

から30年はやったね。

一男さん| 24時間、3昼夜、乾燥のために薪を燃し続けるのはたい

へんだった。ちょっと眠ると消える、オキ (燠) もなくなる。薪から石

炭になって、バーナーができて重油になった。それで楽になった。

タバコ作業の合間の冬になると、氷の仕事もやっていた。昭和10

　城内地区の農家の家に生まれた大塚一男 (おおつかかずお) さ

んと、塙地区から嫁に来たイネさん。息子の健一 （けんいち） さん、

孫の雅淑 (まさよし) さんは陶芸の道に進み、もとはタバコ葉の乾

燥小屋から建て替えた工房などが敷地に続く家で4世代で暮らす。
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にも同席いただき、お話を伺った。

1. 益子稲荷

一男さん| 通りから奥へ入った所にある益子稲荷は、20年くらい

前まで城内と一の沢の老人クラブが合同で掃除をしていた。佐久

間藤太郎さんが世話人で初午の行事も盛大にやっていた。もとも

とは、今の場所ではなく、わたしが小学校に上がる前は、ヤマニ大

塚の欅 (けやき) のところにあった。祭りの山車小屋があったので

年より前だったと思うが、円道寺池で氷を作り、池の奥の杉山に

室があった。うちの親父も「氷ひき」に雇われていた。「馬車ひきさ

ん」が運ぶ。氷もそうだが、昔は山から掘り出す原土も馬車で運ん

でいた。

4. 祭り

　祇園祭りの当番町の時はタバコの最盛期と重なるから大変

だった、山車の飾りは「ヤマトタケル」や「龍と虎」とか立派なもの

だった。大塚はにわ屋さんの親戚のおじさんで、大塚まさしろうさ
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台もあったが、どこかに売ったのかなあ。お囃子も今は部落でやっ

ているが、昔は山本に頼んで祭りの時に来てもらっていた。東田井、

山本、清水のお囃子がこっちに手伝いに来てくれていた。西明寺・

城内・道祖土・新町・内町・田町の6町内は、終戦後までお囃子を

他の地域に頼んでいたと思う。城内のお囃子会はそれからできた。

鹿島神社の秋祭りには、どの家でも餅をついた。親戚にも配る。真

岡の親戚の家に砂利道を自転車で届けに行くと、向こうからサン

マや天ぷらをいただくのが楽しみだった。

イネさん| 昔は、土曜日は休みではなく、お祭りの日が「休みの日」

という感じだった。日曜も、洗濯板を使ってたから、洗濯だけで１日

が終わっていたもの。一の沢の薬師様も、昔は屋台も出て盛大に
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の前の清浄寺では「みた様」の祭りもやっていて、子どもの頃、親に

連れられて塙から歩いて来ていた。

5. 暮らしの様子

　塙から嫁に来たけど、当時は、こっちはなんて暗いんだろうと

思っていた。田舎だなあ、って。塙の実家のあたりでは、電柱も立っ

ていて、父親が夜に作業をするのに電気を余分に電柱からひっ

ぱってきてやっていると、電気屋さんに見つかって注意されたこと

もあった。

一男さん| 学校から帰ってくると、ランプのホヤを掃除するのが子

どもの仕事だった。ランプは金物屋で買って石油で燃していた。そ

のころ、ヤマニと塚本肥料店にしか電話がなくて役場は9番だった

のを覚えている。

イネさん| 買い物は乾物屋や呉服屋がある内町へ出かけていた。

自転車の後ろに箱をつけて、魚の行商が来ていた。豆腐も1日おき

に売りに来ていた。魚は、さしみを祭りの時だけ食べることができ

るのが楽しみだった。冷蔵庫なんてないから、井戸の中に魚をいれ

たザルを吊るした。祭りの日は、朝の4時ごろから魚売りが一軒一

軒の家を売り歩き、１尾切ってくれる。益子にあった魚屋さんも、昔

は吉田屋さん１軒だけだったけど、やっぱり深い井戸を掘って魚

を入れておくと言っていた。自転車もなく靴もなく、下駄だったけど、

下駄でどこまでも歩いていった。昔、益子小には門を入った所に大

きな桜があって見事だった、建て替えで切ってしまったのかな。畳

の部屋でお裁縫を習ったりした。みんな着物で、男子は下にズボン、

女子は下に股引をはいていた。城内に呉服屋さんはなかったけど、

真岡屋さんは大きかったね。正月2日に大売り出しをやって、福引

きもあった。

一男さん| 戦後の燃料は、高舘山で松葉さらいをしたり枝を切っ

たりして家に運んでいた。子どものころは篭をしょって高舘に登っ

て手伝っていた。すこし年長になったら、リヤカーを山の上まで引

き上げて、枝や松葉を積んでリヤカーをひいて降りてきた。部落ご

とに線引きをして部落の場所を決めて、燃料になるものをとって、

「山分け」をした。風呂を炊いて、そのオキをコタツにもってきていた。

山仕事を暮れまでやって、年が明けたら、タバコの種苗の準備に

入る。4月1日に苗を畑にもっていく。冬の間は、霜が降るとたいへん

だから藁をかぶせていた。1月ごろまで山仕事は続いた。

イネさん| わたしらのころまで、高舘山は松できれいだった、松食

い虫にやられるまで。嫁に来て、ずいぶん山掃除をした。篠竹もず

いぶん刈った。タバコの乾燥の薪も山からもってきていた。

一男さん| 川には、ドジョウやウナギもたくさんいた。ザリガニも。水

口にウケをいれておくと、夕立のあとなど、たくさん魚があがってくる。

イネさん| 田畑に除草剤を使うようになって、いなくなった。浮き上

がってきてたくさん死んでいた。あのころは、除草剤がそんな毒

だって知らなかった。

一男さん| 葉タバコは赤星病にかかるからパラチオンなど強い薬

をかけたが、後から猛毒だとわかった。
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6. 戦中戦後のこと

　円道寺池のほとりでは、兵隊が来て小屋を建てて、松の根から
油をとり、それを馬車専門の部隊が来て運んでいた。

イネさん| 東京の軍事工場で3年間働いた。工場は3年間欠勤無

しで褒美をもらったけど、それが国債で、戦争終わったら結局使え

ない、全部パアになった。戦争が始まるとものを買うのも切符制に

なって、ものも買えなくなったね。戦前は、ものはあってもお金がな

くて買えなくて、戦中は、お金はあってもものがなくて買えない。戦

中、東京にいたときは、都会では食べ物を手に入れるのに大変

だった。今は、風がないとき、天気がいいときは、少しのぼったとこ

ろの畑に行く。畑の前の道を歩いて散歩する人もいて、独りじゃな

いから楽しい。畑に空いたところがあると、もったいなくて何か植え

なければと考えてしまう。体がつらいときも、働き始めると、それが

面白くなってしまう。

赤星病について (廣瀬・注)
　ナシやリンゴも赤星病にかかる。その中間宿主になるカイヅカイブキなど
のビャクシン類の栽培を、ナシやリンゴの産地では一般に禁じている。

記録: 簑田理香 (文責)、 廣瀬俊介、土祭事務局



三田家裏山にある三田正志さんが建てた社にて、三田正志さん (左)

き屋根の裏、丸太の小屋組みにのせた竹材に沿わせて茅の中に

差したんですよ。

　昔、一の沢は「市の沢」と書いて、城内とあわせて「市城 (いちじょ

う) 」と呼んでいたそうです。市城で祇園祭の山車を出す際は、終戦

までは三田家から白袴を着た当主が出向き、祭りの執り行いに関

わる決まり事も口伝で伝わっていたそうです。御神酒頂戴式の大

杯も、2つ三田家が用立て、どちらも木であったそうですが、ひとつ

が五代の時に火事で燃え、それに代わる杯を瀬戸としたと伝えら

れています。

2. 文化財修復と自宅のこと

　文化財保護調査員として、平成元年より鶏足寺の本堂などの修

復、山門の塗りなどを手助けしたことをきっかけに、町内の寺社の

　三田正志 (みたただし) さんは、一の沢の旧家の20代目。農業を

継いだのち、ビニル樹脂を作る会社をおこす。建築、仏像、仏教美

術にも詳しく、埼玉県さいたま市の先生のもとへ寺社建築を学び

に通い、文化財調査員として町内の寺社の修復にも携わる。

1. 先祖のこと

　うちの先祖は織田信長の時代に興り現在地の一の沢に居を構

え、当時はこの地を「谷津」と呼んでいたそうです。先祖には出家し

た人もいたし、三代の時には、高舘城陥落で黒羽藩へ逃れ、四代

から百姓になったと記録にはあります。初代・二代の頃の槍や刀も

屋敷内に保存されていて、終戦後、刀剣類もGHQに供出しなけれ

ばいけなかったのですが、おふくろに「子どもで身軽だから」と命じ

られて、屋根裏に隠し、没収されずにすんだこともありました。茅葺
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建物や収蔵品などの修復の仕事も受けています。田野の時宗の長

谷寺では、天女の色を岩彩で染め直すなどの修復も行いました。

本体の修復は京都の山科で行っています。木も石も扱いますし、

仏像も作ります。石は出入り業者登録をして、石屋から直接仕入れ

ています。子どもの頃から肥後守のナイフを使って、工作が好きで

した。

　今の母屋は、昭和55、56年に建てました。図面も自分で作って大

工さんにもいろいろと注文を出しました。最初は面倒くさいと思わ

れたのでしょう、とても嫌がられていましたね。親方は東京の千住

から来てくれた人、大工は福島県大信村 (現白河市) や新潟や八

丈島から来ている人もいました。その前の家は、14代で燃えた時 

の燃え残りの木も使っていたから、穴があいている柱などもありま

したよ。

　家の裏には円墳もあります。川の玉石を積んで長手方向の壁二

面を設けてあり、大きさは幅1.5m、長さ3m程度。以前、掘ったとき

に、直刀や勾玉 (まがたま) が出土して、勾玉は清浄寺へ寄贈しま

した。裏には、ご先祖の墓や二十三夜の石碑などと地続きで、氏神

さまのお堂も自分で作りました。

3. 戦中の一の沢・西明寺のこと

 このあたりには、昔、馬に関係があった場所がいくつかあります。

小字の「駒場」には、古城があった頃、馬の鍛錬場があり、「大宿」

は、昔「牛蒡久保」と呼び、馬を繋いでおく場だったのではと思う。

「古館」は、太平洋戦争中、軍が農耕馬を集めて軍用馬に徴用す

るために検査をする場としていたそうで、早い馬は将校用に、駄馬

は歩兵がひく馬として取り立てられたと聞いています。古館のあた

りは、水がなく井戸も枯れていて、兵隊達は水がよく出る、うちの井

戸に水を汲みに来ていました。

　戦時中に軍に供出しなければいけなかったのは、農耕馬の他に、

大きく育った木がありました。裏手の欅や樫の大きな木は、戦中に

供出しました。大きいと言っても、当時、直径15cmほどだったと思

います。日下田紺屋さんの欅は、細すぎて取られなかったそうです。

今は大きく育っていますね。庭にあるヤマボウシの枝を使って、小

正月に団子木 (だんごぼく) の飾りも作りました。私の代までは、こ

のあたりではどの家も作っていました。



き屋根の裏、丸太の小屋組みにのせた竹材に沿わせて茅の中に

差したんですよ。

　昔、一の沢は「市の沢」と書いて、城内とあわせて「市城 (いちじょ

う) 」と呼んでいたそうです。市城で祇園祭の山車を出す際は、終戦

までは三田家から白袴を着た当主が出向き、祭りの執り行いに関

わる決まり事も口伝で伝わっていたそうです。御神酒頂戴式の大

杯も、2つ三田家が用立て、どちらも木であったそうですが、ひとつ
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え、当時はこの地を「谷津」と呼んでいたそうです。先祖には出家し

た人もいたし、三代の時には、高舘城陥落で黒羽藩へ逃れ、四代

から百姓になったと記録にはあります。初代・二代の頃の槍や刀も

屋敷内に保存されていて、終戦後、刀剣類もGHQに供出しなけれ

ばいけなかったのですが、おふくろに「子どもで身軽だから」と命じ

られて、屋根裏に隠し、没収されずにすんだこともありました。茅葺
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仏像も作ります。石は出入り業者登録をして、石屋から直接仕入れ

ています。子どもの頃から肥後守のナイフを使って、工作が好きで
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　今の母屋は、昭和55、56年に建てました。図面も自分で作って大
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りは、水がなく井戸も枯れていて、兵隊達は水がよく出る、うちの井

戸に水を汲みに来ていました。

　戦時中に軍に供出しなければいけなかったのは、農耕馬の他に、

大きく育った木がありました。裏手の欅や樫の大きな木は、戦中に

供出しました。大きいと言っても、当時、直径15cmほどだったと思
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記録: 簑田理香 (文責)、 廣瀬俊介、土祭事務局
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七井小学校4年保園千晶さんの作文 (2014)

　百目鬼川をきれいにする会に参加している千晶さんは、毎月第1

日曜日に、川の清掃活動を行っています。その活動を通して得た感

想と、日下田藍染工房の日下田正さんと話をしたことについて書

いた作文をざぶん賞2014に応募し、ざぶん環境賞を受賞しました。

　

　


