
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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聞き取り　山口孟さん 「益子の歴史、文化財と祭」

聞き取り　高橋正則さん 「水と道、益子の歴史」

聞き取り　中山隼男さん 「昭和20年代頃からの益子焼きの変遷」

聞き取り　赤羽福治さん 「濱田庄司と饅頭、戦後のこと」

聞き取り　谷島国夫さん 「花馬のこと、小学校への道」
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新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子の概説

　益子町のほぼ中央部、真岡鐡道益子駅のあるこの地区は、駅前より東へ緩やかに高く上がってゆき、城内

坂へと続く本通り沿いには古くからの商店が立ち並ぶ。本通りの北側を流れる百目鬼川 (どうめきがわ) と西

側の小貝川に沿って水田が広がり、北東には緩やかな丘陵地、南東には小高い山がある。本通りのなかほど

にある鹿島神社を中心として益子祗園祭が催され、多くの彫刻屋台などが運行される。
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け加えた。

・ 役場職員より、「益子町土地改良事業長期計画」に関した発言

があった。同計画は昭和48年 (1973) に町議会で議決され、町

全域を対象として土地基盤整備を翌昭和49年 (1974)から同58

年 (1983) にかけて行った。 (役場職員の補足: 昭和20年から昭

和30年の間に、耕地整理をした為、田んぼの形はそのとき変わっ

ている。宅地がある所は、区画整理していないので、道がそのま

ま残っている。)

3. 「國民學校」の写真

・ (久野サタ氏より借り受けた集合写真は) 益子尋常小学校で撮

影されたもの。その後、益子尋常小学校の玄関は鶏足寺境内に

移築された。現在は、座禅堂に改築されている。移築は、”キムラ

お医者さん”が中心となって行った。見る事はできるが、今は当

時の面影がない。

・ 廣瀬注： ただし、その前身「教和学舎」はもともと鶏足寺境内に

開かれ (計画段階の記録には本堂がその場所とある。『益子町

史 第6巻 通史編』 益子町、1991年、942頁) 、明治16年 (1883) 

にその北隣の旧役場所在地に「建築移転」した (『益子の歴史』

益子町、1982年、284頁) 。玄関の移築はその際に行われたので

あろうか。

・ 廣瀬注： また、現在の古館に校舎が建設されたのは明治38年

(1903)。久野サタ氏提供の「國民學校校庭拡張工事」と印字さ

1. 寺ばんば (鹿島神社前から鶏足寺、太平神社へ参る坂)

・ 廣瀬より「新町かわら版 創刊号」2004年、2面にあった記述「鹿

島神社から南方には、“寺ばんば”と言っているお寺までの坂が

ある。七の日には寺で灸焼きがあり、花見の時期には露店が坂

に並んで賑わった」を紹介。

・ 流鏑馬 (やぶさめ) のような騎馬修練を行う場所や、馬の乗り継

ぎを行う駅を指して、普通「馬場 (ばば、ばんば) 」と呼ぶ。そのこ

とではないか。ばんばは、宇都宮の二荒山神社の前にもあり、城

下町やお城があった所にはある。

・ 道の片方が太平神社、もう片方が鶏足寺の参道だった。

・ 昔は堀中さんの前に鶏足寺にあがるのに石段があった。半分が

坂道で、もう半分が太平神社への参道だった。堀中さんの所に

は山門が残っている。道の角の伊勢屋さんという呉服屋さんの

所に、掃除する小屋があった。キュウデンの時に鶏足寺の側に

露天商が出た。

2. 古い地割り

・ 廣瀬より「益子元禄古図」に載る、地形の微細な高低差変化と

水利用の関係を基本にかたちづくられた地割り、道路構造が、

太平洋戦争下のアメリカ軍空襲を免れ、都市計画における土地

区画整理事業が行われていないこともあって概ね現在の益子

町に残されていることを指摘した。また、農地については土地改

良事業によって地割りと道路配置が大きく変わっていることも付

05 新町ほか|風土・風景を読み解くつどい 談話録
益子町役場二階会議室にて  2014/12/15  18:30-20:30

れた写真に、愛宕山を成す砂岩泥岩互層の岩塊断面が切り拓

かれて写る。町役場職員によれば、当地で小学校施設が拡充さ

れ、そのことで道路の位置が変更されながら、愛宕山をつくる岩

塊の掘削が進められてきたという。

・ 廣瀬注： 以下、参考として『益子の歴史』 (益子町、1982年)

298-299頁より小学校の改称 (国民学校) 経緯を説明する箇所

を引用する。

　1) 「昭和初年は世界各地の教育思潮から、新しい教育運動が

盛んになり、自由主義教育・自発学習・生活指導・郷土教育の必

要が叫ばれた。」

　2) しかし、そもそも「明治二十三年教育勅語の発布、明治三十

六年の国定教科書制の確立によって、国民思想の統一、義務

教育の国家統轄が進」められていた。「昭和六年の満州事変、

同十二年の日華事変は教育を一層国粋主義化してゆく。昭和

十三年国家総動員法等で臨戦体制へと傾斜して行った。同十

四年“青少年学徒に賜りたる勅語”が下賜され小学校高学年に

も、軍事教練が導入される。」

　3) 「昭和十六年四月、従来の小学校はすべて国民学校初等

科・高等科と改称された」。

・ 愛宕神社は、現在の場所に移築された。

・ 国民学校は、昭和11年から昭和21年の間。(廣瀬注: 史実として

は上記のとおり昭和16年4月に尋常 (高等) 小学校から改称、昭

和22年4月に小学校に再改称。)

・ 尋常小学校の前身は、生田目にあり、加藤さんの前、ソウカク寺

の跡地にあった。”キムラトキマサ”さんと言う人が…。小学校を

移築した建物として、益子町には、公民館がある。大郷戸 (上野

氏より聞き取り) と道祖土 (神谷氏より聞き取り) は小学校を移

築した公民館があり、他にもあると推測できる。

・ 事務局注: 木村時習さんは、益子町に木村医院を開業した人

物。「益子小初代校長、私立日新館小校長　木村時習先生年

譜」  (『益子の歴史』益子町、1982年、285-286頁)  に「慶応三年

-明治六年芳賀郡生田目村 (現益子町) において私学塾並に内

科、外科医を開業。」との記述があり、尋常小学校移築を“キムラ

お医者さん”が中心となって行った、との話とも合致する。

4. 昭和20年頃の葬儀の写真　

・ この当時、葬儀の出棺の折に銅鑼 (どら) を叩いていた記憶があ

る。

・ 廣瀬へ太鼓が写った別の写真も持ち寄られる。

・ 鐘を叩いた。

・ それらの音を合わせて「じゃんぽん・じゃんぼ」と呼んだ。

・ お金を撒いた。(廣瀬注: 「六文銭」という声も。それは冥銭として

江戸時代まで棺の中に入れたという三途の川の渡し賃の意味

で、か?）

・ 当時は、冠婚葬祭の時くらいしか、写真を撮ることはなかった。

・ 別の葬儀の写真は、鶏足寺の写真。

・ 葬儀の写真は、昭和10年頃の写真。

5. 石並の地名

・ 石並は、江戸時代には「石波」と書いた。

・ 廣瀬注： 野崎忠『益子地名考 上』 (野崎忠、1996年) 10頁

に同様の記述がある。「岩瀬街道の第一カーブの処に二十

三夜供養塔などが路傍に立てられている。その碑に“石波”

また“石浪”と刻まれている。その碑は江戸末期のもので、そ

の頃“石並”のほかにこの文字も使われていた」

6. 時宗の「陣僧」

・ 廣瀬注： 鎌倉時代にはじめられた新仏教 (「鎌倉新仏教」) の一

つ「時宗」に関した情報が寄せられた。現在、益子町内に残る時

宗寺院には栗崎の正宗寺と田野の長谷寺がある。『益子町史

第6巻 通史編』 (益子町、1991年) 424頁にある記述を、参考とし

て以下に引く。

・ 「鎌倉新仏教は、民衆から離れてしまった旧仏教 (南都六宗や

天台・真言両宗) を批判し、仏教信仰を民衆の側に取り戻そう

として始められた浄土真宗 (親鸞) 、日蓮宗 (日蓮) 、時宗 (一遍) 

と、やはり鎌倉時代に中国から伝えられた禅宗二派、曹洞宗 

(道元) 、臨済宗 (栄西) などの宗派をいう」。

・ 時宗の僧は「陣僧」として従軍し、戦死者を弔い、負傷者を救済

するなどした。南北朝動乱時、宇都宮公綱が六波羅探題の要

請を受け、紀清両党が従って摂津天王寺へ向かい楠木正成の

軍と戦った折なども、陣僧は同行した。また、戦勝祈願もした。

7. 八雲神社 (八坂神社) 本殿側面の彫刻

・ 廣瀬より同神社にある「中国のものと思われる衣服を着て長髪

を結わえた男性が牛を連れている像」の彫刻について由来を尋

ねたが、それを知る参加者はいなかった。

・ なお、同神社の御祭神は建速須佐之男命 (たけはやすさのおの

みこと) である。
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け加えた。

・ 役場職員より、「益子町土地改良事業長期計画」に関した発言

があった。同計画は昭和48年 (1973) に町議会で議決され、町

全域を対象として土地基盤整備を翌昭和49年 (1974)から同58

年 (1983) にかけて行った。 (役場職員の補足: 昭和20年から昭

和30年の間に、耕地整理をした為、田んぼの形はそのとき変わっ

ている。宅地がある所は、区画整理していないので、道がそのま

ま残っている。)

3. 「國民學校」の写真

・ (久野サタ氏より借り受けた集合写真は) 益子尋常小学校で撮

影されたもの。その後、益子尋常小学校の玄関は鶏足寺境内に

移築された。現在は、座禅堂に改築されている。移築は、”キムラ

お医者さん”が中心となって行った。見る事はできるが、今は当

時の面影がない。

・ 廣瀬注： ただし、その前身「教和学舎」はもともと鶏足寺境内に

開かれ (計画段階の記録には本堂がその場所とある。『益子町

史 第6巻 通史編』 益子町、1991年、942頁) 、明治16年 (1883) 

にその北隣の旧役場所在地に「建築移転」した (『益子の歴史』

益子町、1982年、284頁) 。玄関の移築はその際に行われたので

あろうか。

・ 廣瀬注： また、現在の古館に校舎が建設されたのは明治38年

(1903)。久野サタ氏提供の「國民學校校庭拡張工事」と印字さ

1. 寺ばんば (鹿島神社前から鶏足寺、太平神社へ参る坂)

・ 廣瀬より「新町かわら版 創刊号」2004年、2面にあった記述「鹿

島神社から南方には、“寺ばんば”と言っているお寺までの坂が

ある。七の日には寺で灸焼きがあり、花見の時期には露店が坂

に並んで賑わった」を紹介。

・ 流鏑馬 (やぶさめ) のような騎馬修練を行う場所や、馬の乗り継

ぎを行う駅を指して、普通「馬場 (ばば、ばんば) 」と呼ぶ。そのこ

とではないか。ばんばは、宇都宮の二荒山神社の前にもあり、城

下町やお城があった所にはある。

・ 道の片方が太平神社、もう片方が鶏足寺の参道だった。

・ 昔は堀中さんの前に鶏足寺にあがるのに石段があった。半分が

坂道で、もう半分が太平神社への参道だった。堀中さんの所に

は山門が残っている。道の角の伊勢屋さんという呉服屋さんの

所に、掃除する小屋があった。キュウデンの時に鶏足寺の側に

露天商が出た。

2. 古い地割り

・ 廣瀬より「益子元禄古図」に載る、地形の微細な高低差変化と

水利用の関係を基本にかたちづくられた地割り、道路構造が、

太平洋戦争下のアメリカ軍空襲を免れ、都市計画における土地

区画整理事業が行われていないこともあって概ね現在の益子

町に残されていることを指摘した。また、農地については土地改

良事業によって地割りと道路配置が大きく変わっていることも付

れた写真に、愛宕山を成す砂岩泥岩互層の岩塊断面が切り拓

かれて写る。町役場職員によれば、当地で小学校施設が拡充さ

れ、そのことで道路の位置が変更されながら、愛宕山をつくる岩

塊の掘削が進められてきたという。

・ 廣瀬注： 以下、参考として『益子の歴史』 (益子町、1982年)

298-299頁より小学校の改称 (国民学校) 経緯を説明する箇所

を引用する。

　1) 「昭和初年は世界各地の教育思潮から、新しい教育運動が

盛んになり、自由主義教育・自発学習・生活指導・郷土教育の必

要が叫ばれた。」

　2) しかし、そもそも「明治二十三年教育勅語の発布、明治三十

六年の国定教科書制の確立によって、国民思想の統一、義務

教育の国家統轄が進」められていた。「昭和六年の満州事変、

同十二年の日華事変は教育を一層国粋主義化してゆく。昭和

十三年国家総動員法等で臨戦体制へと傾斜して行った。同十

四年“青少年学徒に賜りたる勅語”が下賜され小学校高学年に

も、軍事教練が導入される。」

　3) 「昭和十六年四月、従来の小学校はすべて国民学校初等

科・高等科と改称された」。

・ 愛宕神社は、現在の場所に移築された。

・ 国民学校は、昭和11年から昭和21年の間。(廣瀬注: 史実として

は上記のとおり昭和16年4月に尋常 (高等) 小学校から改称、昭

和22年4月に小学校に再改称。)

・ 尋常小学校の前身は、生田目にあり、加藤さんの前、ソウカク寺

の跡地にあった。”キムラトキマサ”さんと言う人が…。小学校を

移築した建物として、益子町には、公民館がある。大郷戸 (上野

氏より聞き取り) と道祖土 (神谷氏より聞き取り) は小学校を移

築した公民館があり、他にもあると推測できる。

・ 事務局注: 木村時習さんは、益子町に木村医院を開業した人

物。「益子小初代校長、私立日新館小校長　木村時習先生年

譜」  (『益子の歴史』益子町、1982年、285-286頁)  に「慶応三年

-明治六年芳賀郡生田目村 (現益子町) において私学塾並に内

科、外科医を開業。」との記述があり、尋常小学校移築を“キムラ

お医者さん”が中心となって行った、との話とも合致する。

4. 昭和20年頃の葬儀の写真　

・ この当時、葬儀の出棺の折に銅鑼 (どら) を叩いていた記憶があ

る。

・ 廣瀬へ太鼓が写った別の写真も持ち寄られる。

・ 鐘を叩いた。

・ それらの音を合わせて「じゃんぽん・じゃんぼ」と呼んだ。

・ お金を撒いた。(廣瀬注: 「六文銭」という声も。それは冥銭として

江戸時代まで棺の中に入れたという三途の川の渡し賃の意味

で、か?）

・ 当時は、冠婚葬祭の時くらいしか、写真を撮ることはなかった。

・ 別の葬儀の写真は、鶏足寺の写真。

・ 葬儀の写真は、昭和10年頃の写真。

5. 石並の地名

・ 石並は、江戸時代には「石波」と書いた。

・ 廣瀬注： 野崎忠『益子地名考 上』 (野崎忠、1996年) 10頁

に同様の記述がある。「岩瀬街道の第一カーブの処に二十

三夜供養塔などが路傍に立てられている。その碑に“石波”

また“石浪”と刻まれている。その碑は江戸末期のもので、そ

の頃“石並”のほかにこの文字も使われていた」

6. 時宗の「陣僧」

・ 廣瀬注： 鎌倉時代にはじめられた新仏教 (「鎌倉新仏教」) の一

つ「時宗」に関した情報が寄せられた。現在、益子町内に残る時

宗寺院には栗崎の正宗寺と田野の長谷寺がある。『益子町史

第6巻 通史編』 (益子町、1991年) 424頁にある記述を、参考とし

て以下に引く。

・ 「鎌倉新仏教は、民衆から離れてしまった旧仏教 (南都六宗や

天台・真言両宗) を批判し、仏教信仰を民衆の側に取り戻そう

として始められた浄土真宗 (親鸞) 、日蓮宗 (日蓮) 、時宗 (一遍) 

と、やはり鎌倉時代に中国から伝えられた禅宗二派、曹洞宗 

(道元) 、臨済宗 (栄西) などの宗派をいう」。

・ 時宗の僧は「陣僧」として従軍し、戦死者を弔い、負傷者を救済

するなどした。南北朝動乱時、宇都宮公綱が六波羅探題の要

請を受け、紀清両党が従って摂津天王寺へ向かい楠木正成の

軍と戦った折なども、陣僧は同行した。また、戦勝祈願もした。

7. 八雲神社 (八坂神社) 本殿側面の彫刻

・ 廣瀬より同神社にある「中国のものと思われる衣服を着て長髪

を結わえた男性が牛を連れている像」の彫刻について由来を尋

ねたが、それを知る参加者はいなかった。

・ なお、同神社の御祭神は建速須佐之男命 (たけはやすさのおの

みこと) である。
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け加えた。

・ 役場職員より、「益子町土地改良事業長期計画」に関した発言

があった。同計画は昭和48年 (1973) に町議会で議決され、町

全域を対象として土地基盤整備を翌昭和49年 (1974)から同58

年 (1983) にかけて行った。 (役場職員の補足: 昭和20年から昭

和30年の間に、耕地整理をした為、田んぼの形はそのとき変わっ

ている。宅地がある所は、区画整理していないので、道がそのま

ま残っている。)

3. 「國民學校」の写真

・ (久野サタ氏より借り受けた集合写真は) 益子尋常小学校で撮

影されたもの。その後、益子尋常小学校の玄関は鶏足寺境内に

移築された。現在は、座禅堂に改築されている。移築は、”キムラ

お医者さん”が中心となって行った。見る事はできるが、今は当

時の面影がない。

・ 廣瀬注： ただし、その前身「教和学舎」はもともと鶏足寺境内に

開かれ (計画段階の記録には本堂がその場所とある。『益子町

史 第6巻 通史編』 益子町、1991年、942頁) 、明治16年 (1883) 

にその北隣の旧役場所在地に「建築移転」した (『益子の歴史』

益子町、1982年、284頁) 。玄関の移築はその際に行われたので

あろうか。

・ 廣瀬注： また、現在の古館に校舎が建設されたのは明治38年

(1903)。久野サタ氏提供の「國民學校校庭拡張工事」と印字さ

1. 寺ばんば (鹿島神社前から鶏足寺、太平神社へ参る坂)

・ 廣瀬より「新町かわら版 創刊号」2004年、2面にあった記述「鹿

島神社から南方には、“寺ばんば”と言っているお寺までの坂が

ある。七の日には寺で灸焼きがあり、花見の時期には露店が坂

に並んで賑わった」を紹介。

・ 流鏑馬 (やぶさめ) のような騎馬修練を行う場所や、馬の乗り継

ぎを行う駅を指して、普通「馬場 (ばば、ばんば) 」と呼ぶ。そのこ

とではないか。ばんばは、宇都宮の二荒山神社の前にもあり、城

下町やお城があった所にはある。

・ 道の片方が太平神社、もう片方が鶏足寺の参道だった。

・ 昔は堀中さんの前に鶏足寺にあがるのに石段があった。半分が

坂道で、もう半分が太平神社への参道だった。堀中さんの所に

は山門が残っている。道の角の伊勢屋さんという呉服屋さんの

所に、掃除する小屋があった。キュウデンの時に鶏足寺の側に

露天商が出た。

2. 古い地割り

・ 廣瀬より「益子元禄古図」に載る、地形の微細な高低差変化と

水利用の関係を基本にかたちづくられた地割り、道路構造が、

太平洋戦争下のアメリカ軍空襲を免れ、都市計画における土地

区画整理事業が行われていないこともあって概ね現在の益子

町に残されていることを指摘した。また、農地については土地改

良事業によって地割りと道路配置が大きく変わっていることも付

れた写真に、愛宕山を成す砂岩泥岩互層の岩塊断面が切り拓

かれて写る。町役場職員によれば、当地で小学校施設が拡充さ

れ、そのことで道路の位置が変更されながら、愛宕山をつくる岩

塊の掘削が進められてきたという。

・ 廣瀬注： 以下、参考として『益子の歴史』 (益子町、1982年)

298-299頁より小学校の改称 (国民学校) 経緯を説明する箇所

を引用する。

　1) 「昭和初年は世界各地の教育思潮から、新しい教育運動が

盛んになり、自由主義教育・自発学習・生活指導・郷土教育の必

要が叫ばれた。」

　2) しかし、そもそも「明治二十三年教育勅語の発布、明治三十

六年の国定教科書制の確立によって、国民思想の統一、義務

教育の国家統轄が進」められていた。「昭和六年の満州事変、

同十二年の日華事変は教育を一層国粋主義化してゆく。昭和

十三年国家総動員法等で臨戦体制へと傾斜して行った。同十

四年“青少年学徒に賜りたる勅語”が下賜され小学校高学年に

も、軍事教練が導入される。」

　3) 「昭和十六年四月、従来の小学校はすべて国民学校初等

科・高等科と改称された」。

・ 愛宕神社は、現在の場所に移築された。

・ 国民学校は、昭和11年から昭和21年の間。(廣瀬注: 史実として

は上記のとおり昭和16年4月に尋常 (高等) 小学校から改称、昭

和22年4月に小学校に再改称。)

・ 尋常小学校の前身は、生田目にあり、加藤さんの前、ソウカク寺

の跡地にあった。”キムラトキマサ”さんと言う人が…。小学校を

移築した建物として、益子町には、公民館がある。大郷戸 (上野

氏より聞き取り) と道祖土 (神谷氏より聞き取り) は小学校を移

築した公民館があり、他にもあると推測できる。

・ 事務局注: 木村時習さんは、益子町に木村医院を開業した人

物。「益子小初代校長、私立日新館小校長　木村時習先生年

譜」  (『益子の歴史』益子町、1982年、285-286頁)  に「慶応三年

-明治六年芳賀郡生田目村 (現益子町) において私学塾並に内

科、外科医を開業。」との記述があり、尋常小学校移築を“キムラ

お医者さん”が中心となって行った、との話とも合致する。

4. 昭和20年頃の葬儀の写真　

・ この当時、葬儀の出棺の折に銅鑼 (どら) を叩いていた記憶があ

る。

・ 廣瀬へ太鼓が写った別の写真も持ち寄られる。

・ 鐘を叩いた。

・ それらの音を合わせて「じゃんぽん・じゃんぼ」と呼んだ。

・ お金を撒いた。(廣瀬注: 「六文銭」という声も。それは冥銭として

江戸時代まで棺の中に入れたという三途の川の渡し賃の意味

で、か?）

・ 当時は、冠婚葬祭の時くらいしか、写真を撮ることはなかった。

・ 別の葬儀の写真は、鶏足寺の写真。

・ 葬儀の写真は、昭和10年頃の写真。

5. 石並の地名

・ 石並は、江戸時代には「石波」と書いた。

・ 廣瀬注： 野崎忠『益子地名考 上』 (野崎忠、1996年) 10頁

に同様の記述がある。「岩瀬街道の第一カーブの処に二十

三夜供養塔などが路傍に立てられている。その碑に“石波”

また“石浪”と刻まれている。その碑は江戸末期のもので、そ

の頃“石並”のほかにこの文字も使われていた」

6. 時宗の「陣僧」

・ 廣瀬注： 鎌倉時代にはじめられた新仏教 (「鎌倉新仏教」) の一

つ「時宗」に関した情報が寄せられた。現在、益子町内に残る時

宗寺院には栗崎の正宗寺と田野の長谷寺がある。『益子町史

第6巻 通史編』 (益子町、1991年) 424頁にある記述を、参考とし

て以下に引く。

・ 「鎌倉新仏教は、民衆から離れてしまった旧仏教 (南都六宗や

天台・真言両宗) を批判し、仏教信仰を民衆の側に取り戻そう

として始められた浄土真宗 (親鸞) 、日蓮宗 (日蓮) 、時宗 (一遍) 

と、やはり鎌倉時代に中国から伝えられた禅宗二派、曹洞宗 

(道元) 、臨済宗 (栄西) などの宗派をいう」。

・ 時宗の僧は「陣僧」として従軍し、戦死者を弔い、負傷者を救済

するなどした。南北朝動乱時、宇都宮公綱が六波羅探題の要

請を受け、紀清両党が従って摂津天王寺へ向かい楠木正成の

軍と戦った折なども、陣僧は同行した。また、戦勝祈願もした。

7. 八雲神社 (八坂神社) 本殿側面の彫刻

・ 廣瀬より同神社にある「中国のものと思われる衣服を着て長髪

を結わえた男性が牛を連れている像」の彫刻について由来を尋

ねたが、それを知る参加者はいなかった。

・ なお、同神社の御祭神は建速須佐之男命 (たけはやすさのおの

みこと) である。
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山口孟さん (左)

い出せないけど。今もイチョウの木が立っているところに古墳が

あった。そこから刀やなんか出たのがあったけどなくなっちゃった。

碑が立っているのは、古墳から出た石を使ったもの。

　拝殿と本殿の間は、下水が流れている。その本殿は、うちの方で

奉納した。7つの社を合社した、と言われてる。八坂神社、稲荷神社

など。合社したとき、夜中の12時に移動した。口外したら目がつぶ

れると言われている。見ちゃいけないと言われているから目隠しを

して移動した。鹿島神社直す度に移動したんだよ。

　写真も整理すれば、フィルムや乾板もいっぱいある。一度整理し

ないといけない。おやじ、おじいちゃんが写真好きだったから。

　ここにはお寺もあった、神仏習合で、ちょっとした神社には、お寺

と両方あるものだった。廃仏毀釈になったときに、鶏足寺に合併さ

せられた。「こんごうじ」というお寺だった。

6. 内町と田町

　内町に「しんぽうじ」というお寺があった。金子写真館から赤羽

饅頭への通りの道にあった。電気屋をしている薄根さんの後ろ側

に。地蔵菩薩がご本尊で、そこに首をさらしたようなお寺だった。お

寺にあったようなものを、いちばん最初に引き受けたのが、寺坂さ

ん、彼が亡くなって、加藤さんがもらって自分の屋敷に。加藤さん

が亡くなって、それからどうなっているか。役場のところ、首切り地

蔵っていったんだよ。首切った石が残っているよ。藤根善治もそこ

で切られた。そして、しんぽうじにさらされた。

　益子城があったときに、田町っていうのはなかったんです。内町

の中の上城なんです、宇都宮街道の方を下城といった。百目鬼川

にかかっている橋を北浦橋といったが下城橋なんです。百目鬼川

と、あと、エビコー自転車 (日下田藍染交差点近くの自転車店) の

ところの中堀、あれが一応城を守るための堀だということになって

いる、よく分かんないが。木村一郎さん宅の窯場の所に、そして、そ

の前の家の日下田さんのところに土塁も残っている。「かぎ」の所

から「じゅういちや」、木村さん、日下田さん、と続く。木村さんは土

手を利用して、登り窯をつくっている。日下田さんは、木村さんとの

境に氏神さまをつくっている。

　田町ができたのは、明治になってから。だから祇園の当番町の

順番がおかしい。道祖土、城内、内町、新町、と来て、次に田町。田

町は、あとから内町から分かれてできたから、そうなってる。田町の

側にもあった。奥の池のところにもあった。茂木町の逆川にもずい

ぶんあった。茅の中に出るワラビを採りに行っていたから、茅場の

ことはよく分かる。

2. あじさい祭りと愛宕山

　あじさい祭り期間中に太平神社で行われる茅の輪くぐりの茅

(ちがや) は、今はなくて普通の茅 (かや) を利用している。鶏足寺

のお墓の上の方に、茅 (かや) が群生している、それを刈っている。

　あじさい祭りは真岡の大前 (おおさき) 神社の宮司と一緒に考

えた祭り。花の山ということで、15町歩以上の農林省からの補助金

が決まった、7000万かけた。

　愛宕山のもっと上には、戦時中の飛行機の監視所があった。戦

没者慰霊碑よりもっと上。B29が富士山めがけてくる。そして東京

　山口孟 (やまぐちつとむ) さんは、陶芸店を営む傍ら、文化財保

護審議委員を過去に務め、多くの方が山口さんの知識を頼りに益

子の歴史について話を伺いに訪れている。

1. 茅葺きと茅場

　茅葺きの屋根の建物は、益子に15軒くらいある。民家は日下田

紺屋さん、上ん台、菊池家など。茅は確保するのが大変。肥やしを

やらなくても簡単に出てくるし育つ。あれを刈り取って、廃校になっ

た学校の体育館にしまっておくようにすればいい。文化財保護審

議委員の頃、大内宿や南会津の前沢宿に見学に行った。そういう

ところは、毎年部落総出で茅を刈り取って、しまっておくんです。益

子もそうした方がいい。茅場は、ずいぶん町内にもあった。濱田さん

ところも自分で茅場をもっていた。町有林の、泥部沢の入り口の右
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に爆撃をして、今度は、筑波山めがけて帰る。そのときちょうど益子

の上を通る。それをB29が何機来たとか監視する。ここの前の家の

親父さんが所長で、うちの父が副所長だった。その建物の跡に大

仏をつくる、と高松コンクリートさんが計画した。それで15町歩全

部花の山にすることになり、その一環として紫陽花4500本を植えた

が、結局大仏は実現しなかった。県から担当を呼んだり講師呼ん

だりして大変だった、補助事業だから。そのときの区長が、山本平

吉さん、わたしもお寺と神社の総代だった。

　愛宕神社は、今の小学校の校庭を広げるために移したんですよ。

だから小学校のところは愛宕山っていうんです、あの下が愛宕沢。

昭和30年頃のことかな。田町で管理していて、9月24日にお祭りも

しました。これは田町のお祭り。愛宕神社は、益子城の鬼門封じな

の。それで、馬場さんの観音寺が北の鬼門封じ。

3. 益子家と歴史のこと

　益子城 (古館、根古屋城ともいう) をつくったのは、益子勝直 

(かつなお)。 益子家については、事実は今まで言われてきたとおり

ではなくなっている。最初と最後が違うんです、今まで言われてき

たのは、益子正隆が初代で、益子城をつくった、と。そうではないと

言われ始めた、それより4代前に清麿 (きよまろ) って人がいて、14

代家宗 (いえむね) が最後の殿様で、西明寺三重塔を寄進したと

いわれているが、鹿島神社で棟札が出てきて、16代がいる、と。県

で調べたら棟札は間違いなく本物。改築するときのお金を出した

人の名前をかいて奉納する札。

　清麿が住んだのは、益子中学校あたりの「古聖 (こひじり) 」から

道祖土の磯部商店あたりの「腰巻」というところ、あのあたりに建

物の跡があるそうです。清麿は西明寺を創建したとも言われている。

そのまた4代前が紀貫之。益子家を調べてちゃんと書こうという人

はたくさんいるけど、そのあたりが新しく出てきて、まだ決定版がな

いと思う。芳賀家はある。

　奥州征伐で頼朝についていったのは本当の話。それ以外は怪し

くなってきている。益子は、調べれば調べるほど、おもしろいという

か、調べる価値がありますよ。源氏の話もあるし平家の話もある。

　芦沼にもいろいろ話が残っていて、日光開山の勝道 (しょうどう) 

上人が芦沼で産湯をつかったという話もある。芳賀町の祖母井 

(うばがい) でもそうだ、地名がそうだし。

4. 道のこと

　道沿いの祠や石碑は20代のころ全部調べた。記録や写真は当

時の教育長に預けた。その後、教育長が亡くなって、そのままに

なっている。二十三夜講の石碑も多い。戦争前まで、講はさかんに

やっていたと思う。戦争後、みんなやめちゃった。大数珠回しの百

万遍も、このあたりでもやっていた。お寺の行事というわけではなく、

ただ年寄りの人たちが集まってやっていた。念仏を唱えながら。そ

この足利銀行のところで。子どものころ見ていた、何だろうって。

　銀行の表の通りで、車なんかないころ、あそこは、駅だった。馬の

旅人の駅。烏山の殿様が参勤交代のときに益子を通って、荷物の

積み替え等を行う場所だった。烏山からちょうど五里、20キロぐら

い。荷物を積み替えて下館の方に向かったのかな。益子の道路の

起点は鹿島神社のところ。そこから測る。明治8年かな、全部の地

図をつくった、そのときの起点で、それを表す御影石が境内にある。

これは残さなくちゃだめだ、と残している。鹿島神社の境内も38坪

くらい道路にとられた。

5. 鹿島神社と鹿島神宮

　鹿島神社は、北面の神様と言って、だいたい北向き。だから利根

川をはさんで、かたや香取神宮、北は鹿島神宮、背中合わせになっ

ている。本当は北を向いている神様なんてない、鹿島神社は北を

おさめた神様となっているんですが、鹿島神宮で「東を向いて首は

向こうを向いているんだよ。見せましょうか?」なんて言われて、い

いって言った。

　鹿島神社の道、神社は昔は西北を向いていた。塙は昔は北田井

といった。当然南田井もあるはずで、それは高岡だと思う。真岡の

南高岡にも鹿島神社がある、あれは完全に北を向いている。東田

井にも鹿島神社がある。塙は、塙大膳 (はなわだいぜん) という人

が、鹿島神宮の神主で、税金取り立てのために来ていたが、宇都

宮家の家来になり、塙を治めるようになった。中城という城を作っ

て土着する。主祭神同じですから、塙の春日神社と。西田井・南田

井・東田井・北田井の4つは、みんな鹿島神宮の飛び領地だったん

ですね。

　新町の岩下太平商店のスタンドのところから参道だった。今は、

参道はない。鳥居も、新町の方を向いてあっちに立っていた。火事

になって燃えちゃって建て替えた。明治の終わりの頃だと思う、思

日下田さんとは別の日下田實さんの氏神さんは、すごいよ、歴史は

古くないけど。大正から昭和にかけてつくった、木彫りの氏神さま。

7. 祇園祭と黒羽藩

　江戸末期の安政2年 (1855) 、三田称平が郡奉行に。三田称平

さん、お酒好き。黒羽藩の武士で学者でもあった。

　益子の代官になって1年半しかいないで、下野学校の先生にな

り、益子を離れる。既に焼き物を始めていた大塚啓三郎に焼き物

をやりなさいと勧めた、というよりてこ入れをして産業として成り立

たせるように指南した人物。

　益子の人は税金で苦しめられた、酒も飲めない、と殿様に言っ

て酒をもらう。それで、その酒をどう飲もうか、ということになって、

益子の有志を集めて決めたのが、御神酒頂戴。大杯は、三田さん

が会津まで行って用意した。みんな、お祭りが終わったら目が覚め

た、なんて。

　祇園祭が一番古い記録として分かるのは、享保年間 (1716～

1735) 。子ども神輿を修理したときに、解体してきれいにして修理し

たんですが、裏板に書いてあったの、享保年間って。寄進した人の

記録に。益子の年表に、貞観年間 (9世紀後半) に八坂神社と鹿島

神社に合社したって書いてある。もとは、祇園祭と言わなかった。

子どものころは天王祭で、おてんおう祭、てんのさん、と呼んでいた。

須佐之男命 (すさのおのみこと) を牛頭天王 (ごずてんのう) とも

言った、今も栃木の北の方のお祭りでは、天王祭って言っている。

祇園祭という名前は、インドから伝わってきた祇園精舎の…で、京

都が言い出したからそうなっちゃった。当番町、大字益子は9つ。4

つの町 (西明寺、一の沢、北益子、石並) が「タバコをやっているか

らできません」といってやらない。石並は、そのかわり石並城の矢島

蔵人 (やじまくらんど) の家 (佐藤家) から花馬が出ることになり、5

つの部落でやってる。昔は15日間やっていた。10日になって1週間

になって3日になった。

　黒羽藩は幕府でも重鎮で、海軍奉行や老中もやったところ。益

子は、その飛び領地で。五千石。黒羽藩のお墓を見て分かる通り、

一万八千石のお墓じゃないよね、十万石以上のお墓。それだけの

ことができるっていうのは、町民がうんと苦しめられたということ、う

んと税金取られて。だから、藤根善治なんてのが出てきた。

8. 五輪塔と瓶子

　よく、大郷戸の五輪塔について聞かれる。長谷寺 (ちょうこくじ) 

というお寺があって。20歳代の頃、見に行ったんですよ。その時は、

たくさん残っていて、すごかった。昔は200はあった。調べたら「陣僧 

(じんそう) 」っていうお坊さんがいた。「遊行上人」の中にいた。宇

都宮家の「宗円 (そうえん) 」という人が「陣僧」だと思う。戦勝祈願

して、戦争に勝ったものだから、宇都宮の殿様になった。

　今は、80くらい残っている。南北朝の足利尊氏が暴れた頃のも

のだと思う。石も同じ、つくりも同じですから。あそこから、「瓶子 (へ

いじ) 」 (酒びん) が5つ出ている。持ち主が死ぬと、その中へ骨を入

れて骨壺にする。普門寺にあるんですが。鎌倉時代から少しさがっ

たころ、「伊羅保 (いらぼ) 」の薬と黒い薬がかかっている。鎌倉瓶

子だと灰釉が普通だから、それを考えると、時代は少しあとかな。

　尊氏が天下を取る前は益子家も大阪に行って戦争してますか

らね、楠木正成と戦っている。戦には、供養にお坊さんがついてい

く。戦死した人を供養するために。それが「陣僧」ではなかったか。

勝てば褒美をもらったりする、戦死した人の供養で五輪塔を建て

てたんじゃないかな。時宗のお寺っていうのは、茨城の西の方と栃

木のこの辺。田野城の「羽石くらんど」の五輪塔もありますね、荒町

の長谷寺。それも大郷戸から持ってきた。

9. 昔の本通りと旅職人のこと

　明治13年の家は、新町28軒、内町28軒、田町14軒、この頃は農

家が多かったんじゃないか。戦後、小売店が並ぶ。田町銀座と呼

ばれていた。全部店だったよ。

　うちは、昔は呉服屋だった。種屋、洋品屋、コンクリート屋、みと

や、銀行、洋服屋、くつ屋、酒屋、雑貨屋、乾物屋、真岡や、せとや、

染物屋、添谷さん (書店) 、タクシー、露天商、アイスキャンディー

屋があった。アイスキャンディーは機械で作ってスポンと抜いて売

るもの、作りながら冷やす機械を箱に入れて、自転車でちりんちり

んと売っていた。染め物の紺屋は各部落に1軒ずつあったよ。残っ

たのが日下田さん、新町の今はクリーニング屋さんも「もんくに」と

いって紺屋さん、大羽さんも紺屋だった。

　今、田町は77軒のうち、商売している家は11軒しかない。さみしく

なっちゃったよ。北進堂という薬屋さんの隣には、そば屋さんも

あった。芸者さんの置屋もあった。菊池床屋のところに、芸者を取

り仕切る「検番/見番 (けんばん) 」があった。桶屋があって旅籠屋

もあった。

　菊池さん、ヒジノワと同じ並びのこの辺で一番古い茅葺きの家も、

昔は旅籠だった。瀬戸の職人がろくろかついで旅して回って、泊

まって。「うちは瀬戸もやってんだ」と菊池家が言ったら「それじゃ

あ手伝いましょう」と手伝って、それで芦沼石が「とまい」 (窯の入り

口。最後にふさぐのに芦沼石を使ってあった) に積んであって、中

の方がどろっと溶けていて、それを見た瀬戸の旅職人が「これは釉

薬になる」って。それが芦沼石の柿釉の始まり。

　益子にも処理場の近く、佐藤光城 (こうじょう) って、旅職人がい

た。ろくろかついで回って、魯山人のところにも行った。大正時代。

瀬戸物をつくる土師氏が、益子まで来ていた。これから北へは行っ

てない。本格的な窯跡もある。滝の入とか、ほうぼうにあるでしょ。

その村に行って、その村で器の需要を満たしちゃうと、ほかに移っ

た。つくりを見ると、だいたい同じ、癖ってあるから。本沼にけっこう

窯跡がある。山本の上野さんという人のところの窯跡。1100年も前

の話。



い出せないけど。今もイチョウの木が立っているところに古墳が

あった。そこから刀やなんか出たのがあったけどなくなっちゃった。

碑が立っているのは、古墳から出た石を使ったもの。
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で切られた。そして、しんぽうじにさらされた。

　益子城があったときに、田町っていうのはなかったんです。内町

の中の上城なんです、宇都宮街道の方を下城といった。百目鬼川

にかかっている橋を北浦橋といったが下城橋なんです。百目鬼川

と、あと、エビコー自転車 (日下田藍染交差点近くの自転車店) の

ところの中堀、あれが一応城を守るための堀だということになって

いる、よく分かんないが。木村一郎さん宅の窯場の所に、そして、そ

の前の家の日下田さんのところに土塁も残っている。「かぎ」の所

から「じゅういちや」、木村さん、日下田さん、と続く。木村さんは土

手を利用して、登り窯をつくっている。日下田さんは、木村さんとの

境に氏神さまをつくっている。

　田町ができたのは、明治になってから。だから祇園の当番町の

順番がおかしい。道祖土、城内、内町、新町、と来て、次に田町。田

町は、あとから内町から分かれてできたから、そうなってる。田町の

側にもあった。奥の池のところにもあった。茂木町の逆川にもずい

ぶんあった。茅の中に出るワラビを採りに行っていたから、茅場の

ことはよく分かる。

2. あじさい祭りと愛宕山

　あじさい祭り期間中に太平神社で行われる茅の輪くぐりの茅

(ちがや) は、今はなくて普通の茅 (かや) を利用している。鶏足寺

のお墓の上の方に、茅 (かや) が群生している、それを刈っている。

　あじさい祭りは真岡の大前 (おおさき) 神社の宮司と一緒に考

えた祭り。花の山ということで、15町歩以上の農林省からの補助金

が決まった、7000万かけた。

　愛宕山のもっと上には、戦時中の飛行機の監視所があった。戦

没者慰霊碑よりもっと上。B29が富士山めがけてくる。そして東京

　山口孟 (やまぐちつとむ) さんは、陶芸店を営む傍ら、文化財保

護審議委員を過去に務め、多くの方が山口さんの知識を頼りに益

子の歴史について話を伺いに訪れている。

1. 茅葺きと茅場

　茅葺きの屋根の建物は、益子に15軒くらいある。民家は日下田

紺屋さん、上ん台、菊池家など。茅は確保するのが大変。肥やしを

やらなくても簡単に出てくるし育つ。あれを刈り取って、廃校になっ

た学校の体育館にしまっておくようにすればいい。文化財保護審

議委員の頃、大内宿や南会津の前沢宿に見学に行った。そういう

ところは、毎年部落総出で茅を刈り取って、しまっておくんです。益

子もそうした方がいい。茅場は、ずいぶん町内にもあった。濱田さん

ところも自分で茅場をもっていた。町有林の、泥部沢の入り口の右

05 - 42

に爆撃をして、今度は、筑波山めがけて帰る。そのときちょうど益子

の上を通る。それをB29が何機来たとか監視する。ここの前の家の

親父さんが所長で、うちの父が副所長だった。その建物の跡に大

仏をつくる、と高松コンクリートさんが計画した。それで15町歩全

部花の山にすることになり、その一環として紫陽花4500本を植えた

が、結局大仏は実現しなかった。県から担当を呼んだり講師呼ん

だりして大変だった、補助事業だから。そのときの区長が、山本平

吉さん、わたしもお寺と神社の総代だった。

　愛宕神社は、今の小学校の校庭を広げるために移したんですよ。

だから小学校のところは愛宕山っていうんです、あの下が愛宕沢。

昭和30年頃のことかな。田町で管理していて、9月24日にお祭りも

しました。これは田町のお祭り。愛宕神社は、益子城の鬼門封じな

の。それで、馬場さんの観音寺が北の鬼門封じ。

3. 益子家と歴史のこと

　益子城 (古館、根古屋城ともいう) をつくったのは、益子勝直 

(かつなお)。 益子家については、事実は今まで言われてきたとおり

ではなくなっている。最初と最後が違うんです、今まで言われてき

たのは、益子正隆が初代で、益子城をつくった、と。そうではないと

言われ始めた、それより4代前に清麿 (きよまろ) って人がいて、14

代家宗 (いえむね) が最後の殿様で、西明寺三重塔を寄進したと

いわれているが、鹿島神社で棟札が出てきて、16代がいる、と。県

で調べたら棟札は間違いなく本物。改築するときのお金を出した

人の名前をかいて奉納する札。

　清麿が住んだのは、益子中学校あたりの「古聖 (こひじり) 」から

道祖土の磯部商店あたりの「腰巻」というところ、あのあたりに建

物の跡があるそうです。清麿は西明寺を創建したとも言われている。

そのまた4代前が紀貫之。益子家を調べてちゃんと書こうという人

はたくさんいるけど、そのあたりが新しく出てきて、まだ決定版がな

いと思う。芳賀家はある。

　奥州征伐で頼朝についていったのは本当の話。それ以外は怪し

くなってきている。益子は、調べれば調べるほど、おもしろいという

か、調べる価値がありますよ。源氏の話もあるし平家の話もある。

　芦沼にもいろいろ話が残っていて、日光開山の勝道 (しょうどう) 

上人が芦沼で産湯をつかったという話もある。芳賀町の祖母井 

(うばがい) でもそうだ、地名がそうだし。

4. 道のこと

　道沿いの祠や石碑は20代のころ全部調べた。記録や写真は当

時の教育長に預けた。その後、教育長が亡くなって、そのままに

なっている。二十三夜講の石碑も多い。戦争前まで、講はさかんに

やっていたと思う。戦争後、みんなやめちゃった。大数珠回しの百

万遍も、このあたりでもやっていた。お寺の行事というわけではなく、

ただ年寄りの人たちが集まってやっていた。念仏を唱えながら。そ

この足利銀行のところで。子どものころ見ていた、何だろうって。

　銀行の表の通りで、車なんかないころ、あそこは、駅だった。馬の

旅人の駅。烏山の殿様が参勤交代のときに益子を通って、荷物の

積み替え等を行う場所だった。烏山からちょうど五里、20キロぐら

い。荷物を積み替えて下館の方に向かったのかな。益子の道路の

起点は鹿島神社のところ。そこから測る。明治8年かな、全部の地

図をつくった、そのときの起点で、それを表す御影石が境内にある。

これは残さなくちゃだめだ、と残している。鹿島神社の境内も38坪

くらい道路にとられた。

5. 鹿島神社と鹿島神宮

　鹿島神社は、北面の神様と言って、だいたい北向き。だから利根

川をはさんで、かたや香取神宮、北は鹿島神宮、背中合わせになっ

ている。本当は北を向いている神様なんてない、鹿島神社は北を

おさめた神様となっているんですが、鹿島神宮で「東を向いて首は

向こうを向いているんだよ。見せましょうか?」なんて言われて、い

いって言った。

　鹿島神社の道、神社は昔は西北を向いていた。塙は昔は北田井

といった。当然南田井もあるはずで、それは高岡だと思う。真岡の

南高岡にも鹿島神社がある、あれは完全に北を向いている。東田

井にも鹿島神社がある。塙は、塙大膳 (はなわだいぜん) という人

が、鹿島神宮の神主で、税金取り立てのために来ていたが、宇都

宮家の家来になり、塙を治めるようになった。中城という城を作っ

て土着する。主祭神同じですから、塙の春日神社と。西田井・南田

井・東田井・北田井の4つは、みんな鹿島神宮の飛び領地だったん

ですね。

　新町の岩下太平商店のスタンドのところから参道だった。今は、

参道はない。鳥居も、新町の方を向いてあっちに立っていた。火事

になって燃えちゃって建て替えた。明治の終わりの頃だと思う、思

日下田さんとは別の日下田實さんの氏神さんは、すごいよ、歴史は

古くないけど。大正から昭和にかけてつくった、木彫りの氏神さま。

7. 祇園祭と黒羽藩

　江戸末期の安政2年 (1855) 、三田称平が郡奉行に。三田称平

さん、お酒好き。黒羽藩の武士で学者でもあった。

　益子の代官になって1年半しかいないで、下野学校の先生にな

り、益子を離れる。既に焼き物を始めていた大塚啓三郎に焼き物

をやりなさいと勧めた、というよりてこ入れをして産業として成り立

たせるように指南した人物。

　益子の人は税金で苦しめられた、酒も飲めない、と殿様に言っ

て酒をもらう。それで、その酒をどう飲もうか、ということになって、

益子の有志を集めて決めたのが、御神酒頂戴。大杯は、三田さん

が会津まで行って用意した。みんな、お祭りが終わったら目が覚め

た、なんて。

　祇園祭が一番古い記録として分かるのは、享保年間 (1716～

1735) 。子ども神輿を修理したときに、解体してきれいにして修理し

たんですが、裏板に書いてあったの、享保年間って。寄進した人の

記録に。益子の年表に、貞観年間 (9世紀後半) に八坂神社と鹿島

神社に合社したって書いてある。もとは、祇園祭と言わなかった。

子どものころは天王祭で、おてんおう祭、てんのさん、と呼んでいた。

須佐之男命 (すさのおのみこと) を牛頭天王 (ごずてんのう) とも

言った、今も栃木の北の方のお祭りでは、天王祭って言っている。

祇園祭という名前は、インドから伝わってきた祇園精舎の…で、京

都が言い出したからそうなっちゃった。当番町、大字益子は9つ。4

つの町 (西明寺、一の沢、北益子、石並) が「タバコをやっているか

らできません」といってやらない。石並は、そのかわり石並城の矢島

蔵人 (やじまくらんど) の家 (佐藤家) から花馬が出ることになり、5

つの部落でやってる。昔は15日間やっていた。10日になって1週間

になって3日になった。

　黒羽藩は幕府でも重鎮で、海軍奉行や老中もやったところ。益

子は、その飛び領地で。五千石。黒羽藩のお墓を見て分かる通り、

一万八千石のお墓じゃないよね、十万石以上のお墓。それだけの

ことができるっていうのは、町民がうんと苦しめられたということ、う

んと税金取られて。だから、藤根善治なんてのが出てきた。

8. 五輪塔と瓶子

　よく、大郷戸の五輪塔について聞かれる。長谷寺 (ちょうこくじ) 

というお寺があって。20歳代の頃、見に行ったんですよ。その時は、

たくさん残っていて、すごかった。昔は200はあった。調べたら「陣僧 

(じんそう) 」っていうお坊さんがいた。「遊行上人」の中にいた。宇

都宮家の「宗円 (そうえん) 」という人が「陣僧」だと思う。戦勝祈願

して、戦争に勝ったものだから、宇都宮の殿様になった。

　今は、80くらい残っている。南北朝の足利尊氏が暴れた頃のも

のだと思う。石も同じ、つくりも同じですから。あそこから、「瓶子 (へ

いじ) 」 (酒びん) が5つ出ている。持ち主が死ぬと、その中へ骨を入

れて骨壺にする。普門寺にあるんですが。鎌倉時代から少しさがっ

たころ、「伊羅保 (いらぼ) 」の薬と黒い薬がかかっている。鎌倉瓶

子だと灰釉が普通だから、それを考えると、時代は少しあとかな。

　尊氏が天下を取る前は益子家も大阪に行って戦争してますか

らね、楠木正成と戦っている。戦には、供養にお坊さんがついてい

く。戦死した人を供養するために。それが「陣僧」ではなかったか。

勝てば褒美をもらったりする、戦死した人の供養で五輪塔を建て

てたんじゃないかな。時宗のお寺っていうのは、茨城の西の方と栃

木のこの辺。田野城の「羽石くらんど」の五輪塔もありますね、荒町

の長谷寺。それも大郷戸から持ってきた。

9. 昔の本通りと旅職人のこと

　明治13年の家は、新町28軒、内町28軒、田町14軒、この頃は農

家が多かったんじゃないか。戦後、小売店が並ぶ。田町銀座と呼

ばれていた。全部店だったよ。

　うちは、昔は呉服屋だった。種屋、洋品屋、コンクリート屋、みと

や、銀行、洋服屋、くつ屋、酒屋、雑貨屋、乾物屋、真岡や、せとや、

染物屋、添谷さん (書店) 、タクシー、露天商、アイスキャンディー

屋があった。アイスキャンディーは機械で作ってスポンと抜いて売

るもの、作りながら冷やす機械を箱に入れて、自転車でちりんちり

んと売っていた。染め物の紺屋は各部落に1軒ずつあったよ。残っ

たのが日下田さん、新町の今はクリーニング屋さんも「もんくに」と

いって紺屋さん、大羽さんも紺屋だった。

　今、田町は77軒のうち、商売している家は11軒しかない。さみしく

なっちゃったよ。北進堂という薬屋さんの隣には、そば屋さんも

あった。芸者さんの置屋もあった。菊池床屋のところに、芸者を取

り仕切る「検番/見番 (けんばん) 」があった。桶屋があって旅籠屋

もあった。

　菊池さん、ヒジノワと同じ並びのこの辺で一番古い茅葺きの家も、

昔は旅籠だった。瀬戸の職人がろくろかついで旅して回って、泊

まって。「うちは瀬戸もやってんだ」と菊池家が言ったら「それじゃ

あ手伝いましょう」と手伝って、それで芦沼石が「とまい」 (窯の入り

口。最後にふさぐのに芦沼石を使ってあった) に積んであって、中

の方がどろっと溶けていて、それを見た瀬戸の旅職人が「これは釉

薬になる」って。それが芦沼石の柿釉の始まり。

　益子にも処理場の近く、佐藤光城 (こうじょう) って、旅職人がい

た。ろくろかついで回って、魯山人のところにも行った。大正時代。

瀬戸物をつくる土師氏が、益子まで来ていた。これから北へは行っ

てない。本格的な窯跡もある。滝の入とか、ほうぼうにあるでしょ。

その村に行って、その村で器の需要を満たしちゃうと、ほかに移っ

た。つくりを見ると、だいたい同じ、癖ってあるから。本沼にけっこう

窯跡がある。山本の上野さんという人のところの窯跡。1100年も前

の話。



い出せないけど。今もイチョウの木が立っているところに古墳が

あった。そこから刀やなんか出たのがあったけどなくなっちゃった。

碑が立っているのは、古墳から出た石を使ったもの。

　拝殿と本殿の間は、下水が流れている。その本殿は、うちの方で

奉納した。7つの社を合社した、と言われてる。八坂神社、稲荷神社

など。合社したとき、夜中の12時に移動した。口外したら目がつぶ

れると言われている。見ちゃいけないと言われているから目隠しを

して移動した。鹿島神社直す度に移動したんだよ。

　写真も整理すれば、フィルムや乾板もいっぱいある。一度整理し

ないといけない。おやじ、おじいちゃんが写真好きだったから。

　ここにはお寺もあった、神仏習合で、ちょっとした神社には、お寺

と両方あるものだった。廃仏毀釈になったときに、鶏足寺に合併さ

せられた。「こんごうじ」というお寺だった。

6. 内町と田町

　内町に「しんぽうじ」というお寺があった。金子写真館から赤羽

饅頭への通りの道にあった。電気屋をしている薄根さんの後ろ側

に。地蔵菩薩がご本尊で、そこに首をさらしたようなお寺だった。お

寺にあったようなものを、いちばん最初に引き受けたのが、寺坂さ

ん、彼が亡くなって、加藤さんがもらって自分の屋敷に。加藤さん

が亡くなって、それからどうなっているか。役場のところ、首切り地

蔵っていったんだよ。首切った石が残っているよ。藤根善治もそこ

で切られた。そして、しんぽうじにさらされた。

　益子城があったときに、田町っていうのはなかったんです。内町

の中の上城なんです、宇都宮街道の方を下城といった。百目鬼川

にかかっている橋を北浦橋といったが下城橋なんです。百目鬼川

と、あと、エビコー自転車 (日下田藍染交差点近くの自転車店) の

ところの中堀、あれが一応城を守るための堀だということになって

いる、よく分かんないが。木村一郎さん宅の窯場の所に、そして、そ

の前の家の日下田さんのところに土塁も残っている。「かぎ」の所

から「じゅういちや」、木村さん、日下田さん、と続く。木村さんは土

手を利用して、登り窯をつくっている。日下田さんは、木村さんとの

境に氏神さまをつくっている。

　田町ができたのは、明治になってから。だから祇園の当番町の

順番がおかしい。道祖土、城内、内町、新町、と来て、次に田町。田

町は、あとから内町から分かれてできたから、そうなってる。田町の

側にもあった。奥の池のところにもあった。茂木町の逆川にもずい

ぶんあった。茅の中に出るワラビを採りに行っていたから、茅場の

ことはよく分かる。

2. あじさい祭りと愛宕山

　あじさい祭り期間中に太平神社で行われる茅の輪くぐりの茅

(ちがや) は、今はなくて普通の茅 (かや) を利用している。鶏足寺

のお墓の上の方に、茅 (かや) が群生している、それを刈っている。

　あじさい祭りは真岡の大前 (おおさき) 神社の宮司と一緒に考

えた祭り。花の山ということで、15町歩以上の農林省からの補助金

が決まった、7000万かけた。

　愛宕山のもっと上には、戦時中の飛行機の監視所があった。戦

没者慰霊碑よりもっと上。B29が富士山めがけてくる。そして東京

　山口孟 (やまぐちつとむ) さんは、陶芸店を営む傍ら、文化財保

護審議委員を過去に務め、多くの方が山口さんの知識を頼りに益

子の歴史について話を伺いに訪れている。

1. 茅葺きと茅場

　茅葺きの屋根の建物は、益子に15軒くらいある。民家は日下田

紺屋さん、上ん台、菊池家など。茅は確保するのが大変。肥やしを

やらなくても簡単に出てくるし育つ。あれを刈り取って、廃校になっ

た学校の体育館にしまっておくようにすればいい。文化財保護審

議委員の頃、大内宿や南会津の前沢宿に見学に行った。そういう

ところは、毎年部落総出で茅を刈り取って、しまっておくんです。益

子もそうした方がいい。茅場は、ずいぶん町内にもあった。濱田さん

ところも自分で茅場をもっていた。町有林の、泥部沢の入り口の右

に爆撃をして、今度は、筑波山めがけて帰る。そのときちょうど益子

の上を通る。それをB29が何機来たとか監視する。ここの前の家の

親父さんが所長で、うちの父が副所長だった。その建物の跡に大

仏をつくる、と高松コンクリートさんが計画した。それで15町歩全

部花の山にすることになり、その一環として紫陽花4500本を植えた

が、結局大仏は実現しなかった。県から担当を呼んだり講師呼ん

だりして大変だった、補助事業だから。そのときの区長が、山本平

吉さん、わたしもお寺と神社の総代だった。

　愛宕神社は、今の小学校の校庭を広げるために移したんですよ。

だから小学校のところは愛宕山っていうんです、あの下が愛宕沢。

昭和30年頃のことかな。田町で管理していて、9月24日にお祭りも

しました。これは田町のお祭り。愛宕神社は、益子城の鬼門封じな

の。それで、馬場さんの観音寺が北の鬼門封じ。

3. 益子家と歴史のこと

　益子城 (古館、根古屋城ともいう) をつくったのは、益子勝直 

(かつなお)。 益子家については、事実は今まで言われてきたとおり

ではなくなっている。最初と最後が違うんです、今まで言われてき

たのは、益子正隆が初代で、益子城をつくった、と。そうではないと

言われ始めた、それより4代前に清麿 (きよまろ) って人がいて、14

代家宗 (いえむね) が最後の殿様で、西明寺三重塔を寄進したと

いわれているが、鹿島神社で棟札が出てきて、16代がいる、と。県

で調べたら棟札は間違いなく本物。改築するときのお金を出した

人の名前をかいて奉納する札。

　清麿が住んだのは、益子中学校あたりの「古聖 (こひじり) 」から

道祖土の磯部商店あたりの「腰巻」というところ、あのあたりに建

物の跡があるそうです。清麿は西明寺を創建したとも言われている。

そのまた4代前が紀貫之。益子家を調べてちゃんと書こうという人

はたくさんいるけど、そのあたりが新しく出てきて、まだ決定版がな

いと思う。芳賀家はある。

　奥州征伐で頼朝についていったのは本当の話。それ以外は怪し

くなってきている。益子は、調べれば調べるほど、おもしろいという

か、調べる価値がありますよ。源氏の話もあるし平家の話もある。

　芦沼にもいろいろ話が残っていて、日光開山の勝道 (しょうどう) 

上人が芦沼で産湯をつかったという話もある。芳賀町の祖母井 

(うばがい) でもそうだ、地名がそうだし。

4. 道のこと

　道沿いの祠や石碑は20代のころ全部調べた。記録や写真は当

時の教育長に預けた。その後、教育長が亡くなって、そのままに

なっている。二十三夜講の石碑も多い。戦争前まで、講はさかんに

やっていたと思う。戦争後、みんなやめちゃった。大数珠回しの百

万遍も、このあたりでもやっていた。お寺の行事というわけではなく、

ただ年寄りの人たちが集まってやっていた。念仏を唱えながら。そ

この足利銀行のところで。子どものころ見ていた、何だろうって。

　銀行の表の通りで、車なんかないころ、あそこは、駅だった。馬の

旅人の駅。烏山の殿様が参勤交代のときに益子を通って、荷物の

積み替え等を行う場所だった。烏山からちょうど五里、20キロぐら

い。荷物を積み替えて下館の方に向かったのかな。益子の道路の

起点は鹿島神社のところ。そこから測る。明治8年かな、全部の地

図をつくった、そのときの起点で、それを表す御影石が境内にある。

これは残さなくちゃだめだ、と残している。鹿島神社の境内も38坪

くらい道路にとられた。

5. 鹿島神社と鹿島神宮

　鹿島神社は、北面の神様と言って、だいたい北向き。だから利根

川をはさんで、かたや香取神宮、北は鹿島神宮、背中合わせになっ

ている。本当は北を向いている神様なんてない、鹿島神社は北を

おさめた神様となっているんですが、鹿島神宮で「東を向いて首は

向こうを向いているんだよ。見せましょうか?」なんて言われて、い

いって言った。

　鹿島神社の道、神社は昔は西北を向いていた。塙は昔は北田井

といった。当然南田井もあるはずで、それは高岡だと思う。真岡の

南高岡にも鹿島神社がある、あれは完全に北を向いている。東田

井にも鹿島神社がある。塙は、塙大膳 (はなわだいぜん) という人

が、鹿島神宮の神主で、税金取り立てのために来ていたが、宇都

宮家の家来になり、塙を治めるようになった。中城という城を作っ

て土着する。主祭神同じですから、塙の春日神社と。西田井・南田

井・東田井・北田井の4つは、みんな鹿島神宮の飛び領地だったん

ですね。

　新町の岩下太平商店のスタンドのところから参道だった。今は、

参道はない。鳥居も、新町の方を向いてあっちに立っていた。火事

になって燃えちゃって建て替えた。明治の終わりの頃だと思う、思
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日下田さんとは別の日下田實さんの氏神さんは、すごいよ、歴史は

古くないけど。大正から昭和にかけてつくった、木彫りの氏神さま。

7. 祇園祭と黒羽藩

　江戸末期の安政2年 (1855) 、三田称平が郡奉行に。三田称平

さん、お酒好き。黒羽藩の武士で学者でもあった。

　益子の代官になって1年半しかいないで、下野学校の先生にな

り、益子を離れる。既に焼き物を始めていた大塚啓三郎に焼き物

をやりなさいと勧めた、というよりてこ入れをして産業として成り立

たせるように指南した人物。

　益子の人は税金で苦しめられた、酒も飲めない、と殿様に言っ

て酒をもらう。それで、その酒をどう飲もうか、ということになって、

益子の有志を集めて決めたのが、御神酒頂戴。大杯は、三田さん

が会津まで行って用意した。みんな、お祭りが終わったら目が覚め

た、なんて。

　祇園祭が一番古い記録として分かるのは、享保年間 (1716～

1735) 。子ども神輿を修理したときに、解体してきれいにして修理し

たんですが、裏板に書いてあったの、享保年間って。寄進した人の

記録に。益子の年表に、貞観年間 (9世紀後半) に八坂神社と鹿島

神社に合社したって書いてある。もとは、祇園祭と言わなかった。

子どものころは天王祭で、おてんおう祭、てんのさん、と呼んでいた。

須佐之男命 (すさのおのみこと) を牛頭天王 (ごずてんのう) とも

言った、今も栃木の北の方のお祭りでは、天王祭って言っている。

祇園祭という名前は、インドから伝わってきた祇園精舎の…で、京

都が言い出したからそうなっちゃった。当番町、大字益子は9つ。4

つの町 (西明寺、一の沢、北益子、石並) が「タバコをやっているか

らできません」といってやらない。石並は、そのかわり石並城の矢島

蔵人 (やじまくらんど) の家 (佐藤家) から花馬が出ることになり、5

つの部落でやってる。昔は15日間やっていた。10日になって1週間

になって3日になった。

　黒羽藩は幕府でも重鎮で、海軍奉行や老中もやったところ。益

子は、その飛び領地で。五千石。黒羽藩のお墓を見て分かる通り、

一万八千石のお墓じゃないよね、十万石以上のお墓。それだけの

ことができるっていうのは、町民がうんと苦しめられたということ、う

んと税金取られて。だから、藤根善治なんてのが出てきた。

8. 五輪塔と瓶子

　よく、大郷戸の五輪塔について聞かれる。長谷寺 (ちょうこくじ) 

というお寺があって。20歳代の頃、見に行ったんですよ。その時は、

たくさん残っていて、すごかった。昔は200はあった。調べたら「陣僧 

(じんそう) 」っていうお坊さんがいた。「遊行上人」の中にいた。宇

都宮家の「宗円 (そうえん) 」という人が「陣僧」だと思う。戦勝祈願

して、戦争に勝ったものだから、宇都宮の殿様になった。

　今は、80くらい残っている。南北朝の足利尊氏が暴れた頃のも

のだと思う。石も同じ、つくりも同じですから。あそこから、「瓶子 (へ

いじ) 」 (酒びん) が5つ出ている。持ち主が死ぬと、その中へ骨を入

れて骨壺にする。普門寺にあるんですが。鎌倉時代から少しさがっ

たころ、「伊羅保 (いらぼ) 」の薬と黒い薬がかかっている。鎌倉瓶

子だと灰釉が普通だから、それを考えると、時代は少しあとかな。

　尊氏が天下を取る前は益子家も大阪に行って戦争してますか

らね、楠木正成と戦っている。戦には、供養にお坊さんがついてい

く。戦死した人を供養するために。それが「陣僧」ではなかったか。

勝てば褒美をもらったりする、戦死した人の供養で五輪塔を建て

てたんじゃないかな。時宗のお寺っていうのは、茨城の西の方と栃

木のこの辺。田野城の「羽石くらんど」の五輪塔もありますね、荒町

の長谷寺。それも大郷戸から持ってきた。

9. 昔の本通りと旅職人のこと

　明治13年の家は、新町28軒、内町28軒、田町14軒、この頃は農

家が多かったんじゃないか。戦後、小売店が並ぶ。田町銀座と呼

ばれていた。全部店だったよ。

　うちは、昔は呉服屋だった。種屋、洋品屋、コンクリート屋、みと

や、銀行、洋服屋、くつ屋、酒屋、雑貨屋、乾物屋、真岡や、せとや、

染物屋、添谷さん (書店) 、タクシー、露天商、アイスキャンディー

屋があった。アイスキャンディーは機械で作ってスポンと抜いて売

るもの、作りながら冷やす機械を箱に入れて、自転車でちりんちり

んと売っていた。染め物の紺屋は各部落に1軒ずつあったよ。残っ

たのが日下田さん、新町の今はクリーニング屋さんも「もんくに」と

いって紺屋さん、大羽さんも紺屋だった。

　今、田町は77軒のうち、商売している家は11軒しかない。さみしく

なっちゃったよ。北進堂という薬屋さんの隣には、そば屋さんも

あった。芸者さんの置屋もあった。菊池床屋のところに、芸者を取

り仕切る「検番/見番 (けんばん) 」があった。桶屋があって旅籠屋

もあった。

　菊池さん、ヒジノワと同じ並びのこの辺で一番古い茅葺きの家も、

昔は旅籠だった。瀬戸の職人がろくろかついで旅して回って、泊

まって。「うちは瀬戸もやってんだ」と菊池家が言ったら「それじゃ

あ手伝いましょう」と手伝って、それで芦沼石が「とまい」 (窯の入り

口。最後にふさぐのに芦沼石を使ってあった) に積んであって、中

の方がどろっと溶けていて、それを見た瀬戸の旅職人が「これは釉

薬になる」って。それが芦沼石の柿釉の始まり。

　益子にも処理場の近く、佐藤光城 (こうじょう) って、旅職人がい

た。ろくろかついで回って、魯山人のところにも行った。大正時代。

瀬戸物をつくる土師氏が、益子まで来ていた。これから北へは行っ

てない。本格的な窯跡もある。滝の入とか、ほうぼうにあるでしょ。

その村に行って、その村で器の需要を満たしちゃうと、ほかに移っ

た。つくりを見ると、だいたい同じ、癖ってあるから。本沼にけっこう

窯跡がある。山本の上野さんという人のところの窯跡。1100年も前

の話。



記録: 簑田理香 (文責)、 廣瀬俊介、 土祭事務局

い出せないけど。今もイチョウの木が立っているところに古墳が

あった。そこから刀やなんか出たのがあったけどなくなっちゃった。

碑が立っているのは、古墳から出た石を使ったもの。

　拝殿と本殿の間は、下水が流れている。その本殿は、うちの方で

奉納した。7つの社を合社した、と言われてる。八坂神社、稲荷神社

など。合社したとき、夜中の12時に移動した。口外したら目がつぶ

れると言われている。見ちゃいけないと言われているから目隠しを

して移動した。鹿島神社直す度に移動したんだよ。

　写真も整理すれば、フィルムや乾板もいっぱいある。一度整理し

ないといけない。おやじ、おじいちゃんが写真好きだったから。

　ここにはお寺もあった、神仏習合で、ちょっとした神社には、お寺

と両方あるものだった。廃仏毀釈になったときに、鶏足寺に合併さ

せられた。「こんごうじ」というお寺だった。

6. 内町と田町

　内町に「しんぽうじ」というお寺があった。金子写真館から赤羽

饅頭への通りの道にあった。電気屋をしている薄根さんの後ろ側

に。地蔵菩薩がご本尊で、そこに首をさらしたようなお寺だった。お

寺にあったようなものを、いちばん最初に引き受けたのが、寺坂さ

ん、彼が亡くなって、加藤さんがもらって自分の屋敷に。加藤さん

が亡くなって、それからどうなっているか。役場のところ、首切り地

蔵っていったんだよ。首切った石が残っているよ。藤根善治もそこ

で切られた。そして、しんぽうじにさらされた。

　益子城があったときに、田町っていうのはなかったんです。内町

の中の上城なんです、宇都宮街道の方を下城といった。百目鬼川

にかかっている橋を北浦橋といったが下城橋なんです。百目鬼川

と、あと、エビコー自転車 (日下田藍染交差点近くの自転車店) の

ところの中堀、あれが一応城を守るための堀だということになって

いる、よく分かんないが。木村一郎さん宅の窯場の所に、そして、そ

の前の家の日下田さんのところに土塁も残っている。「かぎ」の所

から「じゅういちや」、木村さん、日下田さん、と続く。木村さんは土

手を利用して、登り窯をつくっている。日下田さんは、木村さんとの

境に氏神さまをつくっている。

　田町ができたのは、明治になってから。だから祇園の当番町の

順番がおかしい。道祖土、城内、内町、新町、と来て、次に田町。田

町は、あとから内町から分かれてできたから、そうなってる。田町の

側にもあった。奥の池のところにもあった。茂木町の逆川にもずい

ぶんあった。茅の中に出るワラビを採りに行っていたから、茅場の

ことはよく分かる。

2. あじさい祭りと愛宕山

　あじさい祭り期間中に太平神社で行われる茅の輪くぐりの茅

(ちがや) は、今はなくて普通の茅 (かや) を利用している。鶏足寺

のお墓の上の方に、茅 (かや) が群生している、それを刈っている。

　あじさい祭りは真岡の大前 (おおさき) 神社の宮司と一緒に考

えた祭り。花の山ということで、15町歩以上の農林省からの補助金

が決まった、7000万かけた。

　愛宕山のもっと上には、戦時中の飛行機の監視所があった。戦

没者慰霊碑よりもっと上。B29が富士山めがけてくる。そして東京

　山口孟 (やまぐちつとむ) さんは、陶芸店を営む傍ら、文化財保

護審議委員を過去に務め、多くの方が山口さんの知識を頼りに益

子の歴史について話を伺いに訪れている。

1. 茅葺きと茅場

　茅葺きの屋根の建物は、益子に15軒くらいある。民家は日下田

紺屋さん、上ん台、菊池家など。茅は確保するのが大変。肥やしを

やらなくても簡単に出てくるし育つ。あれを刈り取って、廃校になっ

た学校の体育館にしまっておくようにすればいい。文化財保護審

議委員の頃、大内宿や南会津の前沢宿に見学に行った。そういう

ところは、毎年部落総出で茅を刈り取って、しまっておくんです。益

子もそうした方がいい。茅場は、ずいぶん町内にもあった。濱田さん

ところも自分で茅場をもっていた。町有林の、泥部沢の入り口の右

に爆撃をして、今度は、筑波山めがけて帰る。そのときちょうど益子

の上を通る。それをB29が何機来たとか監視する。ここの前の家の

親父さんが所長で、うちの父が副所長だった。その建物の跡に大

仏をつくる、と高松コンクリートさんが計画した。それで15町歩全

部花の山にすることになり、その一環として紫陽花4500本を植えた

が、結局大仏は実現しなかった。県から担当を呼んだり講師呼ん

だりして大変だった、補助事業だから。そのときの区長が、山本平

吉さん、わたしもお寺と神社の総代だった。

　愛宕神社は、今の小学校の校庭を広げるために移したんですよ。

だから小学校のところは愛宕山っていうんです、あの下が愛宕沢。

昭和30年頃のことかな。田町で管理していて、9月24日にお祭りも

しました。これは田町のお祭り。愛宕神社は、益子城の鬼門封じな

の。それで、馬場さんの観音寺が北の鬼門封じ。

3. 益子家と歴史のこと

　益子城 (古館、根古屋城ともいう) をつくったのは、益子勝直 

(かつなお)。 益子家については、事実は今まで言われてきたとおり

ではなくなっている。最初と最後が違うんです、今まで言われてき

たのは、益子正隆が初代で、益子城をつくった、と。そうではないと

言われ始めた、それより4代前に清麿 (きよまろ) って人がいて、14

代家宗 (いえむね) が最後の殿様で、西明寺三重塔を寄進したと

いわれているが、鹿島神社で棟札が出てきて、16代がいる、と。県

で調べたら棟札は間違いなく本物。改築するときのお金を出した

人の名前をかいて奉納する札。

　清麿が住んだのは、益子中学校あたりの「古聖 (こひじり) 」から

道祖土の磯部商店あたりの「腰巻」というところ、あのあたりに建

物の跡があるそうです。清麿は西明寺を創建したとも言われている。

そのまた4代前が紀貫之。益子家を調べてちゃんと書こうという人

はたくさんいるけど、そのあたりが新しく出てきて、まだ決定版がな

いと思う。芳賀家はある。

　奥州征伐で頼朝についていったのは本当の話。それ以外は怪し

くなってきている。益子は、調べれば調べるほど、おもしろいという

か、調べる価値がありますよ。源氏の話もあるし平家の話もある。

　芦沼にもいろいろ話が残っていて、日光開山の勝道 (しょうどう) 

上人が芦沼で産湯をつかったという話もある。芳賀町の祖母井 

(うばがい) でもそうだ、地名がそうだし。

4. 道のこと

　道沿いの祠や石碑は20代のころ全部調べた。記録や写真は当

時の教育長に預けた。その後、教育長が亡くなって、そのままに

なっている。二十三夜講の石碑も多い。戦争前まで、講はさかんに

やっていたと思う。戦争後、みんなやめちゃった。大数珠回しの百

万遍も、このあたりでもやっていた。お寺の行事というわけではなく、

ただ年寄りの人たちが集まってやっていた。念仏を唱えながら。そ

この足利銀行のところで。子どものころ見ていた、何だろうって。

　銀行の表の通りで、車なんかないころ、あそこは、駅だった。馬の

旅人の駅。烏山の殿様が参勤交代のときに益子を通って、荷物の

積み替え等を行う場所だった。烏山からちょうど五里、20キロぐら

い。荷物を積み替えて下館の方に向かったのかな。益子の道路の

起点は鹿島神社のところ。そこから測る。明治8年かな、全部の地

図をつくった、そのときの起点で、それを表す御影石が境内にある。

これは残さなくちゃだめだ、と残している。鹿島神社の境内も38坪

くらい道路にとられた。

5. 鹿島神社と鹿島神宮

　鹿島神社は、北面の神様と言って、だいたい北向き。だから利根

川をはさんで、かたや香取神宮、北は鹿島神宮、背中合わせになっ

ている。本当は北を向いている神様なんてない、鹿島神社は北を

おさめた神様となっているんですが、鹿島神宮で「東を向いて首は

向こうを向いているんだよ。見せましょうか?」なんて言われて、い

いって言った。

　鹿島神社の道、神社は昔は西北を向いていた。塙は昔は北田井

といった。当然南田井もあるはずで、それは高岡だと思う。真岡の

南高岡にも鹿島神社がある、あれは完全に北を向いている。東田

井にも鹿島神社がある。塙は、塙大膳 (はなわだいぜん) という人

が、鹿島神宮の神主で、税金取り立てのために来ていたが、宇都

宮家の家来になり、塙を治めるようになった。中城という城を作っ

て土着する。主祭神同じですから、塙の春日神社と。西田井・南田

井・東田井・北田井の4つは、みんな鹿島神宮の飛び領地だったん

ですね。

　新町の岩下太平商店のスタンドのところから参道だった。今は、

参道はない。鳥居も、新町の方を向いてあっちに立っていた。火事

になって燃えちゃって建て替えた。明治の終わりの頃だと思う、思

日下田さんとは別の日下田實さんの氏神さんは、すごいよ、歴史は

古くないけど。大正から昭和にかけてつくった、木彫りの氏神さま。

7. 祇園祭と黒羽藩

　江戸末期の安政2年 (1855) 、三田称平が郡奉行に。三田称平

さん、お酒好き。黒羽藩の武士で学者でもあった。

　益子の代官になって1年半しかいないで、下野学校の先生にな

り、益子を離れる。既に焼き物を始めていた大塚啓三郎に焼き物

をやりなさいと勧めた、というよりてこ入れをして産業として成り立

たせるように指南した人物。

　益子の人は税金で苦しめられた、酒も飲めない、と殿様に言っ

て酒をもらう。それで、その酒をどう飲もうか、ということになって、

益子の有志を集めて決めたのが、御神酒頂戴。大杯は、三田さん

が会津まで行って用意した。みんな、お祭りが終わったら目が覚め

た、なんて。

　祇園祭が一番古い記録として分かるのは、享保年間 (1716～

1735) 。子ども神輿を修理したときに、解体してきれいにして修理し

たんですが、裏板に書いてあったの、享保年間って。寄進した人の

記録に。益子の年表に、貞観年間 (9世紀後半) に八坂神社と鹿島

神社に合社したって書いてある。もとは、祇園祭と言わなかった。

子どものころは天王祭で、おてんおう祭、てんのさん、と呼んでいた。

須佐之男命 (すさのおのみこと) を牛頭天王 (ごずてんのう) とも

言った、今も栃木の北の方のお祭りでは、天王祭って言っている。

祇園祭という名前は、インドから伝わってきた祇園精舎の…で、京

都が言い出したからそうなっちゃった。当番町、大字益子は9つ。4

つの町 (西明寺、一の沢、北益子、石並) が「タバコをやっているか

らできません」といってやらない。石並は、そのかわり石並城の矢島

蔵人 (やじまくらんど) の家 (佐藤家) から花馬が出ることになり、5

つの部落でやってる。昔は15日間やっていた。10日になって1週間

になって3日になった。

　黒羽藩は幕府でも重鎮で、海軍奉行や老中もやったところ。益

子は、その飛び領地で。五千石。黒羽藩のお墓を見て分かる通り、

一万八千石のお墓じゃないよね、十万石以上のお墓。それだけの

ことができるっていうのは、町民がうんと苦しめられたということ、う

んと税金取られて。だから、藤根善治なんてのが出てきた。
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8. 五輪塔と瓶子

　よく、大郷戸の五輪塔について聞かれる。長谷寺 (ちょうこくじ) 

というお寺があって。20歳代の頃、見に行ったんですよ。その時は、

たくさん残っていて、すごかった。昔は200はあった。調べたら「陣僧 

(じんそう) 」っていうお坊さんがいた。「遊行上人」の中にいた。宇

都宮家の「宗円 (そうえん) 」という人が「陣僧」だと思う。戦勝祈願

して、戦争に勝ったものだから、宇都宮の殿様になった。

　今は、80くらい残っている。南北朝の足利尊氏が暴れた頃のも

のだと思う。石も同じ、つくりも同じですから。あそこから、「瓶子 (へ

いじ) 」 (酒びん) が5つ出ている。持ち主が死ぬと、その中へ骨を入

れて骨壺にする。普門寺にあるんですが。鎌倉時代から少しさがっ

たころ、「伊羅保 (いらぼ) 」の薬と黒い薬がかかっている。鎌倉瓶

子だと灰釉が普通だから、それを考えると、時代は少しあとかな。

　尊氏が天下を取る前は益子家も大阪に行って戦争してますか

らね、楠木正成と戦っている。戦には、供養にお坊さんがついてい

く。戦死した人を供養するために。それが「陣僧」ではなかったか。

勝てば褒美をもらったりする、戦死した人の供養で五輪塔を建て

てたんじゃないかな。時宗のお寺っていうのは、茨城の西の方と栃

木のこの辺。田野城の「羽石くらんど」の五輪塔もありますね、荒町

の長谷寺。それも大郷戸から持ってきた。

9. 昔の本通りと旅職人のこと

　明治13年の家は、新町28軒、内町28軒、田町14軒、この頃は農

家が多かったんじゃないか。戦後、小売店が並ぶ。田町銀座と呼

ばれていた。全部店だったよ。

　うちは、昔は呉服屋だった。種屋、洋品屋、コンクリート屋、みと

や、銀行、洋服屋、くつ屋、酒屋、雑貨屋、乾物屋、真岡や、せとや、

染物屋、添谷さん (書店) 、タクシー、露天商、アイスキャンディー

屋があった。アイスキャンディーは機械で作ってスポンと抜いて売

るもの、作りながら冷やす機械を箱に入れて、自転車でちりんちり

んと売っていた。染め物の紺屋は各部落に1軒ずつあったよ。残っ

たのが日下田さん、新町の今はクリーニング屋さんも「もんくに」と

いって紺屋さん、大羽さんも紺屋だった。

　今、田町は77軒のうち、商売している家は11軒しかない。さみしく

なっちゃったよ。北進堂という薬屋さんの隣には、そば屋さんも

あった。芸者さんの置屋もあった。菊池床屋のところに、芸者を取

り仕切る「検番/見番 (けんばん) 」があった。桶屋があって旅籠屋

もあった。

　菊池さん、ヒジノワと同じ並びのこの辺で一番古い茅葺きの家も、

昔は旅籠だった。瀬戸の職人がろくろかついで旅して回って、泊

まって。「うちは瀬戸もやってんだ」と菊池家が言ったら「それじゃ

あ手伝いましょう」と手伝って、それで芦沼石が「とまい」 (窯の入り

口。最後にふさぐのに芦沼石を使ってあった) に積んであって、中

の方がどろっと溶けていて、それを見た瀬戸の旅職人が「これは釉

薬になる」って。それが芦沼石の柿釉の始まり。

　益子にも処理場の近く、佐藤光城 (こうじょう) って、旅職人がい

た。ろくろかついで回って、魯山人のところにも行った。大正時代。

瀬戸物をつくる土師氏が、益子まで来ていた。これから北へは行っ

てない。本格的な窯跡もある。滝の入とか、ほうぼうにあるでしょ。

その村に行って、その村で器の需要を満たしちゃうと、ほかに移っ

た。つくりを見ると、だいたい同じ、癖ってあるから。本沼にけっこう

窯跡がある。山本の上野さんという人のところの窯跡。1100年も前

の話。



高橋正則さん (右)

をひいてそばに井戸をつくる。呼び井戸、たとえば、同じことが内町

でもいえる。同じように苦しんだんで、結局。小学校のもっと奥に水

源があって、そこから竹管で水を引いて、こぐちさんという衣料品や

さんの奥に呼び井戸がある。そこへ水をおろしてきて、みんな水を

汲んでその水をつかったわけ。今の小学校にするちょっと前まで、

益子小学校には分岐管があって、「やまむらさきの池」って学校に

あったの。校歌にも「やまむらさきに水におう、流れも清き小貝川」

と歌われているよ。そこからとって、やまむらさきの池って作ったの、

そこへ水を引いていた。半分は内町に下ろしてたわけ。水源地に

行ったこともあるし、水源地の掃除もしていたよ。

　呼び井戸は、水源地が別の所にあって、それでは遠いんで、ふだ

ん使うのに、その井戸から管でもう1つ手前に近いところに井戸を

作って、そこに水を送っていたんだと思う。今も、本井戸は見られる。

　呉服店、正喜屋を新町で営む高橋正則 (たかはしまさのり) さん。

歴史について、自ら考察し深い知識と見解を持つ方。「風土・風景

を読み解くつどい」にも度々参加していただき、多くの助言をいただ

いた。

1. 『新町かわら版』に綴った昔の町並み

　町制50周年のときに、「じゃあ50年前の新町はどんな様子だった

か?」と、創刊した自治会の広報紙に3人の人に書いてもらった。 

(参照：�p62 資料4  50年程前の本通り沿いの家 )々

2. 水について

　「かわら版」には水の話も出ていた。水で苦しんだ地区なんで。

「呼び井戸」もあった。もともとの水源の井戸があって、そこから管
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このへんは何カ所も井戸を掘った。明るいときになら案内できると

思う。このあたりは、水で苦しんで、陳情したんでしょうね、だもんで 

(早くに水道システムが作られた) 、水道の配水池がある、あそこが

益子で最初の水道の配水池。看板屋さんの裏、見晴らしのいい場

所。子どものころ、おにっこ (おにぎり) 持って行って、そこで食べた

り、夏休みの風景画を行ったりしていた。水源地は西田井なの、今

でも使ってるけど、そこから水を上げて、各家が使うのに配る、とい

う配水池だった。今は、益子小の上にタンクが見えるでしょ? あそ

こです。

　このあたりは、ほとんどが「しぶ水」で、鉄分が強くてオレンジ色

になっちゃうんだよ。だもんで苦労したの。でも、ちょっと奥行って

山際に行けば、飲める井戸水が出るわけさ。昔の子どもの頃は、学

校から帰ってきたら、井戸に行って水汲むのが日課だった。手桶に

汲む。

3. 祭りと町の関係

　町のできかたとしては、江戸時代までに新町までできていました。

ただこのへんは、新町でも家は建っていない。これは俺の想像だけ

で確証はないけど、江戸時代は、ヒジノワの大家サンの飯塚さんの

屋号が「西の内」ってことを考えると、あのへんまでしか軒が連なっ

ていなかったと思うんです。祇園祭の当番町の回しが、道祖土の

次が城内、その次が内町。その次は東から順番にくれば田町と思

いきや、新町。新町の次が、田町なの。田町はあとからできたんで

後ろについた。大字でほかの西明寺、一の沢、石並は、今は当番町

に入っていないとききました、昔は戸数が少なくて、当番町やるだ

けの力がなかったんでしょうか。石並は、花馬っていう別の参加の

仕方を考えて、花馬を出すようになって。西明寺は屋台もっていた

ころは屋台出していたんですが、途中で売っちゃって、今茂木で動

いていますけど。

　一の沢は城内と一緒になって「じょういち」で一つのチームだっ

た。大字益子で北益子だけは別なんですよ、北益子はその頃、鹿

島神社の脇社になっている八坂神社は北益子の八坂神社を分祀

して持って行ったと、だから八坂はうちが本家だというわけ。北益

子だけは独自に昔は祇園祭やっていたらしい。今でも北益子では

ならわしで自治会長の下に区長というのがいる、だけど大字の区

長というのは当然益子の区長だから、日下田実さんがこの間まで

やっていて今は牟田紀一さんがやっている、それが大字益子で認

めている区長。北益子はそれとは別個に区長という役職がいる。こ

れは自治会長と違って行政上の役職じゃないから、別に役場から

任命されるわけじゃなくて、自治会の総意でもって、その人が鹿島

神社の氏子の総代をやっている。

4. 城について

　お城のことでいうと、ずっと益子氏のことを調べてて、古文書に

は「なるさんの山麓に城を築いてそこに住まう」という記述がある。

　「なるさん」って高舘山のこと。多分最初に「なるさん」の山麓の

どっかに、多分「おおもんぐち」というぐらいなんで、あの辺のところ

に城をつくったのか、御城山の方向の先のところにつくったのかは

定かじゃないが、昔の城は館、屋敷だから、最初の本格的な屋敷

というか掘り割りした城をつくったのは今の陶芸メッセの御城山

が最初なんですね。その頃は攻城戦とかあまりなかったので城も

簡素だったんだと思うんですよ、だからそれでよかったんですけど、

だんだん戦が高度化してくるに当たって多分益子小学校のところ、

古館に城をつくり直したのかな、と。高舘山は「つめのしろ」といっ

て、実際に敵が益子に攻め込んできたときにはあそこでも防備が

弱いだろうということできっと山城に籠るわけ、籠る城、詰め城が

高舘城だったんじゃないか。

　城の変遷も、実は私もそうだったんですけど、そういう順番で益

子の殿様は動いてたのかなと思ったんですが、西暦2000年の前に、

御城山の発掘調査を町でやってたときに、御城山の堀から戦国時

代末期の瀬戸物のかけらが出てきている、それを考えると御城山

も何らかの形でずっと使ってたんじゃないか、今はそっちが定説に

なりつつありますけど、まだ声高には言われていない。

　正宗寺、要するに北寺も、寺歴でいうと昔は前の田んぼにあっ

た。今の住職に「益子家の菩提寺を調べている」と聞くと「当然うち

が菩提寺です」と言っていた、でも宇都宮家の墓みたいにはいっ

ぱい並んでいない。なんで並んでいないのかというと、住職が言う

には、寺歴では昔は御城山に近い方にお寺があったのが、火災で

焼けちゃって今の場所に移築した、その時に五輪の塔を一つだけ

はつくったんだけど、あとはばらばらにあったので持ってきてうずめ

ちゃった。ヤマグチさんもよく言ってたんだけど、五輪の塔の下の土

手のところを掘れば前の墓の遺物が出てくるんじゃないか。正宗と
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いうのは益子氏の殿様の名前を取ったみたい。あそこらへんも小

字を見ると腰巻とか、古館の方も今の小学校の校庭辺りが蔵屋

敷とか、お城にちなむような小字がいくつかある。

　確かに古館城だと城自体はあまり大きくないんだよな。全盛時

代の益子氏は五万石ぐらいの大名だから、五万石の大名の城にし

てはこじんまりとしている、だから御城山も確かに使ってたのかな

という感じなんだよな。だって完全な形で平野さんと日下田さんの

真上の丘の上に今でも遺構がけっこう残ってるんですが、これが

本丸だとするとあまり大きくないんですよ。ちょうど小学校の土手

下が空堀ですから、多分本丸と蔵屋敷の方との境の堀だと思うん

ですけど、それからするとあんまり城の規模大きくないんですよね、

古館は。 

　(御城山の北側の道祖土川について) あっち側が自然の川を利

用した堀割だったと思う。あの山際よりもうちょっと外側のところは

氾濫原だったのかもしれない、それで城ができたときに外堀に利

用するのに城の際にカワド (川道?) をつくって堀にしたんだと思う。  

(ぐじゃぐじゃしてるから入りにくいし、何とかたどり着いたら水が

あって) そうすると当然攻めてくるスピードは遅くなる。

5. 古地図と道について『益子元禄古図』を見ながら

　駅ができたおかげで、ここの湿地が整備されて、昭和の初めに

益子銀行がこの三角形を売りに出した。銀行もめんどくさいからか

大区画で売った、そのときにおれんちの先祖がたまたま益子銀行

に口利いてもらえる人を知ってたもんで、その人にお願いしてこの

一区画だけはおれんちで買えた、おれんちは元 う々ちの爺さんが

生田目から出てきたときにはもっと外れの方にいた。

　この地図は平野前町長さんちにある。元禄時代の当時がこれな

んですよ、これで見ると元々の城は城内にあったでしょ、「つめのし

ろ」を除けば古館は町うちで一番新しい城がこれですから、だから

堀割まで入っててその当時まだ残ってたんだと思う、こっちからだ

んだん町が出てきて新町の方まで延びてきた。だからうちの近所

のところに道標の石があったというんですよ。今、新町自治会でそ

ういう石を粗末にしないで、第二会所の裏に十三夜様とかいろん

な石が全部集めて取ってある。 (第二会所は) 元ブラジル? ってい

うお店の前のところにあるうちの自治会の会所、屋台がもと置いて

あったところで、屋台パークが第一会所、あの上にある。確かうち

の近所に道標が建っていたんですよ、こっちに行けば田野とか、

こっちに行けば塙とか、彫ってあった。道標はあちこちに残っている、

例えば有名なのはカワチ薬局の前の十文字のところにある。あと

城内坂のたもとのところ、日下田紺屋の前、百目鬼川の橋のたもと、

確かよく見ると書いてあったような気がする。カワチ薬局の交差点

のところは間違いなく書いてある。

　サロン益子の反対側、シノダさんという家に古地図、江戸時代

の地図だと思うがでっかい地図がある。篠田実さんというお宅で

持っている、あれは益子の文化財にしてもいいような地図。

　江戸時代の地図だったら平野さんとこにもある、シノダさんとこ

にもある、それを見ると、今と合わせてみるとそんなに益子の道って

基本的な道は変わっていない。大塚歯医者から道祖土に抜ける

道は古い道じゃないからね、あとは役場前の道とか、あれは新しい

道だから載っていない。

6. 小貝川と塙

　小貝川ってすごい暴れ川で、こんなにくねっている。今の小貝川

の塙橋の手前にもう一本よく見ると橋が架かっている、そこが元の

流路。そんなに古くない時代に今の流路じゃないところに流路が

あった時代がある、それが今は道で分かんなくなってるけど、子ど

ものころは橋の下が三日月湖じゃないけど残ってて、魚がいっぱい

棲んでて、面白いように小さなフナとか釣れた。Tの字の信号の

ちょっと先、右側が歯医者になっている反対側が土建屋さんの事

務所になってるから、事務所のところに車置いて斜め下覗いてみ

な、橋になってるから。そこが小貝川の流路だった時代がある、だ

から魚が棲んでた。小貝川ってとにかく暴れ川だったみたいだから、

急に水が出ると流路を好きなように変えて走ってたようなんだよね、

だんだん河川改修で今の流路に一定にさせたわけでしょうね。

　塙も昔は塙じゃなくって西田井・東田井・北田井の北田井、宇都

宮家の家臣の塙能登守藤原利政という人が領地をもらってそこ

に住んだときに、北田井を塙っていうふうに名前を変えるわけよ。

塙っていう苗字自体は地名で土手、アクツに対してハナワなんです

よね。 (アクツというのは) 窪地とか、土地の由来の名前で、また根

小屋ってのは山城の下にある武家屋敷とか町人の集落、益子も古

館城の内町に下りたところを根小屋っていうんですけど、根小屋っ

てのはあちこちにある、だいたい山城のあったところの下にある地



記録: 簑田理香 (文責)、 廣瀬俊介、 土祭事務局
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名が根小屋。ハナワってのはちょっと丘なんだよ。ハナワに対してア

クツっていうのは谷底の湿地というか低地のこと。よく「アクツとか

そういった地名のあるところには家建てるな」というのは、今は造成

して平地に見えるけど、元々は氾濫原であったり、湿地のところ

だったりする可能性があるので、「地名から家は建てなさいよ」って

いう。塙みたいなところだったら台地の上だから、まずだいたい家

を建てる。

　塙から益子の田んぼに下りてくる東斜面をほじくると、だいたい

昔の遺跡というか住居跡とかいっぱい出てくる。だから役場から

まっすぐ井頭へ向かっていく道、サンゲン (三間?) 道路といったん

だけど、あの道を造成するときに遺跡が出てきちゃったもんで工事

がものすごく遅れた。目の前に川があって田んぼ作れるし、住まい

は氾濫原の上に高いところに家つくるわけさ、住むのにはうってつ

け。だからケカチ遺跡とか、益子高校のところに古墳だってある、意

外と塙には人が古代から住んでいたはず。多分農耕が発達した頃

からは絶対住んでいたはず、小貝川の水と平地を利用して米をつ

くって、川から魚をとって、あそこに屋敷を構えて住んでいた人たち

がいたはず。住むのにはすごく便利なところでしょうね、お天道様に

は事欠かないし。

　塙のゴルフ練習場がある、あそこらで確か標高65メートルぐらい

なんだよな、古代の関東平野が湖の時代もあそこは陸地だったん

じゃないかという話がある。小松左京が『日本沈没』の映画撮った

ときに、そのときの地図出すんですが、八溝山地だけはちゃんと

残ってますからね、小松左京もこの辺の土地を調べて、海が来て

も沈まない場所と沈んだ場所をちゃんと映画の中で考証している

な、と感じた覚えがあるんですよ。あの映画好きだったのは、すごい

緻密だな、と思ったんですよ、日本が沈没したときも残ってるんです

よ、八溝山系だけは。あ、益子沈んでねぇ、と思って。

7. 昔の地名と道祖土の意味

　昔の地名って面白いんだよ、何か理由があってついてるから。だ

からもったいないんだよ、宇都宮でも今逆に元の名前を復活させ

ようなんて運動もしてるでしょ。今年133年ぶりに内町の屋台が実

家帰りして向こうで大喜びされたけどさ、新石町っていう昔の町、

今は新石町なんて町ないからね。復活させた火焔太鼓の山車も宇

都宮市に残ってた材料を寄贈しちゃったんだから、宇都宮市がつ

くり直した。元の新石町の連中がいっぱいお金出したらしいけど。

道祖土っていう土地の名前がもってる意味は、町外れとか町の入

口とかっていう。だから真岡にも道祖土ってあるんですよ、それは

やっぱり茨城県から峠越えて入ってきたところが道祖土。 (道祖土

のつどいのときに) 大塚君に言われてはっとしたんですけど、あの

家の屋号が「東入り」なんですよ、「東入り」ってことは益子の方向

から見ないと「東入り」にならない、大羽の方向から見ると「西入り

」ですから。屋号が「東入り」っていうことは、多分あの辺の土地の

道祖土は益子方面から見た外れなんだ、というのがあのとき話し

ててはっと思って。

8. 大羽について地蔵院の昔の地図などを見ながら

　大羽はやっぱり面白いんですよ、いろいろ記録も残っているし、

また宇都宮家のお墓がもうこれだけ並んでいるのもすごい。大羽

の話を観光ボランティアで頼まれると、とにかく都合がつく限り案

内している。今年も7月の頭に宇都宮市民大学の学生、要するに社

会人ですけど、宇都宮家の歴史をたどって大羽の勉強に来たので、

「やります」と言って案内しました。



中山隼男さん (左)

上手な人がいいだろうということで、まずは、そこら辺なんですけど。

まあ、景気が悪いんで、東京に行って終戦まで。子供がいなかった

んで、焼け出されるまで帰ってこられなかったんですよね。昭和20

年に焼け出されて戻ってきて、ばあちゃんは和裁をやって、じい

ちゃんは溶接関係の仕事を。子供がいなくて2人でバタバタやって

たんで、わりかし楽な生活だったみたいだけど。

2. 濱田との縁

　その和裁をやっていた時に、お針子さんの中に佐久間藤太郎 

(さくまとうたろう) さんの娘さんがいて、その佐久間藤太郎さんと

の接点が、濱田の方に繋がったのかな。佐久間さんの仲介で濱田

さんとの繋がりができたり、バーナード・リーチが益子に来た時に、

濱田がお土産に着物をあげた。そのバーナード・リーチさん用の

　民芸店ましこを営む中山隼男 (なかやまはやお) さん。民芸店ま

しこは、昭和27年11月、益子で初めての益子焼専門店として開業し、

店名は濱田庄司が命名した。

1. 生い立ち

　私、手伝い始まったのは、昭和40年頃から。私の生い立ちは、終

戦で引き揚げてきたんだよね、うちの親父らが。私は、昭和39年に

子供がいなかったんで養子に入ったんですけど。焼け出されて川

崎から戻ってきて、ばあちゃんが和裁の先生、じいちゃんが溶接み

たいな仕事を川崎の方でやってたんで。元々、じいちゃんとばあ

ちゃんが結婚したときは、呉服屋さん。「真岡屋呉服店」というのが

ありまして、昔結婚する前に、いくらかじいちゃんが勤めていまして。

やはり、結婚したらまた、呉服屋さんになるのに、奥さんは縫い物の
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着物を頼まれて、うちのばあちゃんが縫った。ばらして洗えないか

ら、きちんと縫ってそのまま洗えるような着物を。そんなことを聞き

ました。外国へ持って行ったら、洗い張りとかできないですもんね。

(萩原| 洋服みたいな着物ってことですか?) 

　よくは分からないね、その辺はね。でも、うちのばあちゃんは和裁

の先生だから、洋服みたいな着物はできないと思いますね。しっか

り縫って、そのまま洗えるように、そんな縫い方かなと思いますけど。

(萩原| それって、リーチさんのところに残ってるんですか?)

　分からないねえ。かえって、さっきそこにいた皆川さんっていう人
が、佐久間さんと接点あるんだよね。今、「山水の店」って、あそこは

結構、佐久間藤太郎さんと皆川マスさんと接点があったんで。

3. 皆川マスさんと山水

　さっきの方は、そこのお孫さんなんだよ。今、おばあちゃん、

ちょっと入院してるんですけど。ヒロさんといって、おばあちゃんと

いっても82、3歳なんですけど。その方が、おばあちゃんの皆川マス

さんの跡を継いで、ずっと山水の絵付けをしてたの。佐久間さんの

庭で皆川おマスさんがゴザ敷いて、土瓶がたくさん並んでて絵付

けしていた写真なんかが、山水の店の皆川さんにはたくさんありま

す。うちなんかは、昭和27年頃、ばあちゃんがまだ元気だったんで、

孫のヒロさんがマスさんをリヤカーに乗せて遊びに来てた。その当

時は、お店はほとんどなかったんで、うちぐらいしか来るところがな

かったのかもしれない。その時に、その頃、「こういうものでも売れ

るかもしれない」と、色紙みたいなものも描いて50円だか100円で

売ったなんて話も。「最近では、ちょっと景気の良いときには、3万く

らいで売れた」とかの話も。昔そういうのを描いた頃は、50円か100

円ぐらいで、山水の絵はそれ自体がそんな高いものじゃないんです

よね、格っていうか。だから、今でも、そんな高いものじゃない。だか

ら後継者が出てこない。そういうこともあるんだと思います。金にな

ればやりますものね。

(萩原| 今って､山水画やってる方っているんですか?) 

　まあ、描く気になれば、普通ちょっと絵心ある人だったら描ける

と思います。

(萩原| 例えば、つかもととか、どこかたくさん作っている所で職人

さんとしてやっている方は?)

　でも、そんなに金にならないから。結局商売になればやるんです

けど、商売にならないと思いますよね、今の若い人らじゃ。だから、

皆川さんでも、描いて、焼いてもらって、それを売ってる。この描き賃

ではね。たくさんの需要があるわけじゃないから、美術品じゃない

からね。だから、本当に焼き物好きの人なんかは、山水の絵付けの

ものは貴重としないかもしれない。焼き物あんまり好きじゃない人

だと、きれいで喜ぶ人もいるけど。焼き物通の人は、山水の絵付け

があるから良いとかは思わない。

(廣瀬| 元は、大衆のためのお茶碗に絵をつけたのを、柳さん達が

評価されたってことですか?) 

　まあ、濱田先生が益子に来て、あれを民藝運動とか色々やった。

よく聞くと、東京の「たくみ」が、皆川さんが山水の絵付けをしたや

つをドイツに出品して、それが賞をもらったというんですけど、皆川

マスさんが出したんじゃなくて、あれは、「たくみ」なんですって。マス

さんが絵付けしたものを、東京の「たくみ」っていって日本民藝協

会の東京の部だったんですね。民藝運動やって東京の本部が｢た

くみ｣というお店だったんです。そこで扱っていて、それをドイツに出

して、それでなんだか賞をもらった。おマスさんは頼まれて描いてい

るだけだから、おマスさんがもらった賞ということではないんですよ

ね。

4. 値段決めと店の売上

(萩原| 例えば、そういうふうに賞をもらって金額とか上がったりし

たんですか?) 

　いつのことだか分からないけど、賞に入ったから高いっていうの

はなかったような感じですよね。ここら辺はそんな傾向じゃないの

よね。結局、たくさんあってお客さんどんどん来るから。他にあるほ

んとうに小さい所だと、作者が賞を取って、私こういう賞を取りまし

たって売り込みに行くみたいなことがある。益子あたりはそんなこと

する必要なくて、値段相応に卸してやっているうちにお客さんがつ

いたり、たまに展覧会に出したら入選したとか。そんな感じだった

から割と恵まれてたかもしれない。やっぱり、他の産地の作家さん

は、自分の箔をつけてから、「私はこういう所でこう入選しました」と

か、そういう陶歴をぶら下げていかないとお店では買ってもらえな

い。あと、画廊とかでは相手にしてもらえなかったみたいだよ。益子

は元々、濱田さんが来る前には台所用品だからね。

(廣瀬| じゃあ、あまりお店のほうが敷居が高くないってことです

か? 門戸を開いている?) 

　まあどうかね、窯出るとみんなして行って、値段決めやって、独立

するときには2、3軒から4軒、民芸店だと色々扱ってるから、いくらぐ

らいかわかるから。その力量、値段決めをやってバランスよくやって

たんだよ。濱田先生が生きている頃はね、窯から出て焼き物ができ

あがった時に濱田さんの目があったんで、その下の島岡でも村田

でもわりかし押さえられてたってところはあるんですよね。濱田先生

もそんなに馬鹿高くなかったから。先生が亡くなってから、島岡さ

ん達がどんどん値が上がって、押さえる人がいなくなっちゃったし。

　濱田先生が亡くなったのが昭和53年で、昭和もあと10年くらい

あるわけだから、その頃、右肩上がりで絶好調だからね。値段が上

がり過ぎていたバブルがなければ、コンスタントに地道でうまく

いってたかもしれない。あの時に上がり過ぎちゃった。今年買わな

いと来年上がるし、来年買わないとまた上がる。そんな売り方をし

てたんですよね。民芸店の言うことなんかもう聞かないもんね。

ちょっと狂っちゃったよね。昭和のあそこら辺の時代がなければ、

もう少し緩やかな良い時代があったんだろうけど、平成になってか

ら、平成10年～15年に益子に入ってきた若い人は、今のこの状態。

これしか知らないから、「これでいいんじゃないの」って。人はたくさ

ん来てるし、そんなに馬鹿高い値段はつけない。だから、喜んで

買って行ってくれるし。良い時代知ってた人はね、すごかったでしょ、

売れ行きが。陶器市の時、うちあたりだって小さな店で、俺と嫁さ

んで1日駆け回って、1日で100万円近く売ったんだよ。今は、陶器市

全部やったってそれくらい。あの頃は、島岡とか、3万円くらいのが

よく売れたんだよね。だから、それで売上が上がったのかな。あの

頃はみんな金持ってたんで、少し良いものを買いに来て。今はいく

ら高くたって、5千円止まりくらいだもんね。いくら売っても１日10万、

15万売るのが大変。だいたい働いてる頭数見れば分かるっていう

んだよね。店に10人いれば1人10万円前後扱えるので、100万円売

り上げる。今は、もっと単価が下がっているから1人10万まで行か

ないけど。そんな感じで人数揃えるからね、うちの店は100万売るっ

て言ったら、1人10万くらいの仕事できるから10人揃える。昔はそ

んな感じでやってたみたい。だから、売上が多いか少ないかは、頭

数を見ればわかる。

(廣瀬| 先程の値段決めっておっしゃられたのは、みんなで行くん

じゃなくて、見てだいたい目利き的にこのくらいの値段かな、と?)

　年寄りの、うちの親父とか合田好道 (ごうだよしみち) さんとか、

それよりちょっと若い焼き物屋さんとか、私らも親父が元気な頃に

は一緒に行ってたけど、合田さんという人が作家系の人の面倒見

てたんで、結構2人で何点かは付けたのかな。私らが親父に代わっ

て行った頃には、作家系の人が駆け出しの頃で、誰でも威張って

いて。みんな売れたからね。

5. 専門店誕生とその時代

　うちが店始まったときに、ちょうど佐久間さんが知り合いだった

し、あと濱田さんとも着物を縫ったり接点があったので、「専門店を

作ろうか」ってことに。その当時、私が覚えているのは、いくらか戦

争未亡人の方がいて、焼き物屋さんはみんな山の中だから、そうい

う所に品物を預けて店先に並べておいて委託販売をやってたみた

い。女の人は仕事がないんで、売れたら歩合もらって、そんなところ

が2、3軒あったように記憶している。昭和35年や40年くらいまでは

あったかもしれない。そういう所はあったんだけど、専門店がな

かったんで。きちんと説明とかしないで、値段付けて、売って、歩合

をもらうだけだからね、やはり核となる所が必要だということになっ

た。うちのじいちゃんは、結婚した時呉服屋さんで商売してたから、

できるんじゃないかってことで。うちの親父が昭和27年に始まった

時、47、8歳くらいかな。当時は、島岡とか村田はまだ独立していな

くて、彼らが独立したのは確か29年か30年頃。27年に店を作ろうと

準備していた時に、一番下っ端が島岡達三だった。その頃は、加

守田はまだ来ていなかったし。

(萩原| 島岡さんが、お店を作るのを手伝ったんですか?) 

　島岡さんは、何をやってたんだかね。窯業指導所に技術官で

入って給料もらってたかな。お弟子さんじゃ小遣いくらいしかもら

えないからね。濱田さんのお弟子さんは、きっと島岡と瀧田項一 

(たきたこういち) くらいしかいないんじゃないかな。村田元 (むらた

げん) さんあたりは、本当の弟子ってわけじゃなくて、手伝いながら

学ばせてもらってた感じかな。当時益子には、共産党が結構流れ

て来たんだよね、東京に居づらくて。益子はそういう人が結構多い

んだよ。当時、警察はうるさかったから、濱田さんは嫌がったんだよ

ね。だから手伝ってもらうくらいで、弟子にはしていないと思うんだ

よね。きっと、益子は居心地良かったでしょうね。村田元さんは、絵

描きさんだったんで美的感覚はあっても、ロクロはね。村田さんが

益子に入ってきたのは、昭和19年。40歳くらいでロクロ始めて、29

年くらいに独立したんですけど売れないんですよね。ロクロ下手だ

し重いし、益子じゃ売れないから、窯が焼けるとリュックサックに入

れて東京へ行って、共産党の仲間に買ってもらって生計を立てて

たみたいですけど。共産党の人たち、金持ってるんですよね。昭和

30年、31年のことでしょうけど、「のらくろ」の田河水泡 (たがわすい

ほう) なんか、協力してくれた仲間みたい。この、小林多喜二 (こば

やしたきじ) の「蟹工船」の本の装丁したのが、村田元だっていうん

だよね。

　私は、村田元さんに色々教えて貰って、村田さんの品物でずっと

商売してたんです。村田さんの、オーソドックスでしっかりしたもの

が好きなんです。

(萩原| 戦争未亡人の方が売っていた頃に専門店は全くなかった

んですか?) 

　あの頃は、交通の便も悪かったし、みんな道路近くにある窯元に

買いに来てた。うちが店を始めた昭和27年頃は、外人さんが多

かったような感じがする。日本人は、終戦後7年だから、まだ余裕が

なかった。

(萩原| そんなに外国の方来てたんですか?) 

　結局、外国の人も旦那が兵隊で奥さん連中も一緒に来てるで

しょ。暇だしお金はあるし、4、5人で遊びに来る。だから、オリンピッ

クの時に、外国人たくさん来るからたくさん売れるだろうとバーッと

お店できたら、結局それ程でもなかったの。オリンピックで来てる

んだから、焼き物買いに来てるわけじゃないから売れるわけないよ

ね。みんな外国人が来るの珍しくて、黒山の人だかりになって、そん

な時代だった。

6. 焼き物以外の手仕事

(萩原| お店を始めた時、扱っていたものは陶器だけだったんです

か?) 

　陶器と燭台、ろうそく立てね。濱田先生が、鍛冶屋さんに指導し

たんだよね。それで作らせたみたい。だから、今、日本民藝館の照

明の金枠で組んだものも、益子の熊代 (くましろ) さんっていうなか

なか器用な鍛冶屋さんに作らせて、あそこに飾ってあるとか。濱田

先生は、手仕事の町にしたかったんだよね。鍛冶屋さんは、簡単に

できて良かったんだけど、この後ろにある「やまねすだれ」、こういう

ものも民藝品で。濱田先生が益子に来たのは昭和の初めだからね、

これで生計は立てられない時代だった。これは、柿沢さんっていう

竹屋さんが、隠居仕事で酒代稼ぎに作ってたんだ。今では、これが

結構評判で、欲しいって言われるんだけど、これももう34、5年前の

ものです。これは、庭がある家だと良いですよね。夏風が通って。濱

田さんは、これを夏になると障子に組み込んで使ってたんだよ。濱

田さんは、どこかで買ってきたものを、「こういうの作ってみたら?」っ

てことをしていた。熊代さん、今は塙で鉄骨屋さんやってるとか。ま

だ、お元気みたいですよ。75、6かもう少し上かな。昔は、新町の「魚

新」さんの前あたりで鍛冶屋をやってたんです。あと、このあたりに

もあったし、何軒かはあったんですよ。でも、昭和30年代にはもうな

くなっちゃったかな。

　外人さんにも、燭台とか花瓶の背の高いものが売れたね。花瓶

は、花を生けるんじゃなくて電気スタンドにするんだって。荷鞍屋 

(にぐらや) さんは、無理だったみたい。馬の背に乗せる鞍を作って

いたものを、サイズを小さくして飾りとして作ったら売れるんじゃな

いかって。でも、作るための道具をそれに合わせて作るのが大変

だったみたいで、そこまでしてやらなかったみたい。普通の荷鞍は、

佐久間さんかどこかにあった感じもするけど。こういう「やまねすだ

れ」も、現代だったら趣があって良いけど、当時はそうは感じなかっ

た。昔は、竹屋さんも結構いた。「やまねすだれ」も、節を合わせたり

あまり小ぎれいにしていないんだけど、かえってこれくらいで良いの

かもしれないね。酔っ払いながらやってるから、そんなにきれいに

できないのかもしれない。案外、酒飲んで酔っ払いながらやる仕事

がおもしろいんですよ。焼き物なんかも、昔は飲みながらやってる

人がいたけど、きちんとやったから良いものができるとは限らない。

今は、そんなことやる人いないでしょうけど。今、竹工芸なんかも県

北で人間国宝が出て、半年に1つとか1年がかりとか、アメリカのバ

イヤーが入って待ってるんだって。もう日本人は、竹やガラスになん

て金出さない。技術はあるけど、焼き物には金出すけど竹工芸には

出さないよね。だって、半年に1つっていったら、5万、10万で買える

ものじゃないでしょうからね。飾る場所も作ってないし。

(萩原| 今、竹かごってお店で売っているものは高いと思うんです

けど、いくらくらいだったんですか? 益子でも竹をやっていた方がい

たって聞いたんですけど?)

　益子で作られていた竹細工は、美術品じゃなく、うどんを上げる
ときのザルや木の葉さらいの背負いかごとかだと思うよね。ああい

う人間国宝くらいになれば核になるけど、ああいうのとは違うから

ね。買う方だって違うからね。

7. 焼き物の産地について

　日本の古い窯は、人間国宝が消滅しないようにしている。結構

全国で、30年くらいやるとなくなっちゃう、消滅しちゃうところもたく

さんあるんですよね。益子はこれだけあるから、人間国宝を置いて

おかなくてもやれてるけど。核になるものを作っておかないと消滅

してしまう。だから、備前とかそういう所は、いなくなったらすぐ人間

国宝作って核をおかないと消滅してしまうみたい。焼き物っていう

のは、20年、30年やって、その周辺で使う分が終わるとつぶれる。

土と木はどこにもありますもん。

(廣瀬| 確かに、浪江町に通ってましたけど、大堀相馬焼はそんな

に盛んには見えなかったですね。あと、山形で働いていたときもあ

るんですが、平清水には点 と々しかなくて、こちらとは全然違う産

地ですね。)

8. 加守田章二

　何年かやった「益子陶芸展」、あれも良かったんだけど、平野さ

んが町長辞めたら止めちゃった。あれは、2年に１回世界各国にチ

ラシを送ったわけだから、外国からの出展者もいて宣伝には最高

だったんだけど、町長さんが変わるとやっぱりね。復活するんじゃ

ないかって話も聞いてるんだけど、それは分からないけどね。2年に

1回の開催だから、すごいチラシを世界各国に撒ける。「濱田庄司

賞」と「加守田章二 (かもだしょうじ) 賞」の2つの賞を作って。

　やっぱり、加守田章二の名前はすごいね。日本でトップクラスの

脚光浴びた人だから。外国では濱田さんが有名だけど、日本では、

加守田さんの方がすごいかもしれないね。加守田も最初は濱田の

所に来た。加守田は売れなかったのよ。その頃売れたのは、濱田に

近い焼き物やってる人だった。「濱田の益子」って益子に来るから、

違うもの作ってるとあまり売れなかったかもしれない。結局、加守

田は自分独特の世界を作ってたから。でも、濱田はそれを認めてい

て「これは良いよ」って、うちの親父らに推薦してた。濱田も益子に

来たときは応援してくれる人がいて、東京のデパートで働いてる女

性店員の3人分くらいのお金を誰かがくれてったという話を聞いた

ことがある。その頃の給料がいくらくらいか分からないけど、濱田は

勉強しているわけで金稼いでいるわけじゃないからね。私らより

ずっと昔のことです。



「たくみ」について (事務局・注)
　「たくみ」は、吉田璋也が鳥取で昭和7年に開店し、翌年東京西銀座に進
出した。新作民藝を販売する拠点として、多くの展覧会を開催し、たくさん
の作り手を育てた。

上手な人がいいだろうということで、まずは、そこら辺なんですけど。

まあ、景気が悪いんで、東京に行って終戦まで。子供がいなかった

んで、焼け出されるまで帰ってこられなかったんですよね。昭和20

年に焼け出されて戻ってきて、ばあちゃんは和裁をやって、じい

ちゃんは溶接関係の仕事を。子供がいなくて2人でバタバタやって

たんで、わりかし楽な生活だったみたいだけど。

2. 濱田との縁

　その和裁をやっていた時に、お針子さんの中に佐久間藤太郎 

(さくまとうたろう) さんの娘さんがいて、その佐久間藤太郎さんと

の接点が、濱田の方に繋がったのかな。佐久間さんの仲介で濱田

さんとの繋がりができたり、バーナード・リーチが益子に来た時に、

濱田がお土産に着物をあげた。そのバーナード・リーチさん用の

　民芸店ましこを営む中山隼男 (なかやまはやお) さん。民芸店ま

しこは、昭和27年11月、益子で初めての益子焼専門店として開業し、

店名は濱田庄司が命名した。

1. 生い立ち

　私、手伝い始まったのは、昭和40年頃から。私の生い立ちは、終

戦で引き揚げてきたんだよね、うちの親父らが。私は、昭和39年に

子供がいなかったんで養子に入ったんですけど。焼け出されて川

崎から戻ってきて、ばあちゃんが和裁の先生、じいちゃんが溶接み

たいな仕事を川崎の方でやってたんで。元々、じいちゃんとばあ

ちゃんが結婚したときは、呉服屋さん。「真岡屋呉服店」というのが

ありまして、昔結婚する前に、いくらかじいちゃんが勤めていまして。

やはり、結婚したらまた、呉服屋さんになるのに、奥さんは縫い物の
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着物を頼まれて、うちのばあちゃんが縫った。ばらして洗えないか

ら、きちんと縫ってそのまま洗えるような着物を。そんなことを聞き

ました。外国へ持って行ったら、洗い張りとかできないですもんね。

(萩原| 洋服みたいな着物ってことですか?) 

　よくは分からないね、その辺はね。でも、うちのばあちゃんは和裁

の先生だから、洋服みたいな着物はできないと思いますね。しっか

り縫って、そのまま洗えるように、そんな縫い方かなと思いますけど。

(萩原| それって、リーチさんのところに残ってるんですか?)

　分からないねえ。かえって、さっきそこにいた皆川さんっていう人
が、佐久間さんと接点あるんだよね。今、「山水の店」って、あそこは

結構、佐久間藤太郎さんと皆川マスさんと接点があったんで。

3. 皆川マスさんと山水

　さっきの方は、そこのお孫さんなんだよ。今、おばあちゃん、

ちょっと入院してるんですけど。ヒロさんといって、おばあちゃんと

いっても82、3歳なんですけど。その方が、おばあちゃんの皆川マス

さんの跡を継いで、ずっと山水の絵付けをしてたの。佐久間さんの

庭で皆川おマスさんがゴザ敷いて、土瓶がたくさん並んでて絵付

けしていた写真なんかが、山水の店の皆川さんにはたくさんありま

す。うちなんかは、昭和27年頃、ばあちゃんがまだ元気だったんで、

孫のヒロさんがマスさんをリヤカーに乗せて遊びに来てた。その当

時は、お店はほとんどなかったんで、うちぐらいしか来るところがな

かったのかもしれない。その時に、その頃、「こういうものでも売れ

るかもしれない」と、色紙みたいなものも描いて50円だか100円で

売ったなんて話も。「最近では、ちょっと景気の良いときには、3万く

らいで売れた」とかの話も。昔そういうのを描いた頃は、50円か100

円ぐらいで、山水の絵はそれ自体がそんな高いものじゃないんです

よね、格っていうか。だから、今でも、そんな高いものじゃない。だか

ら後継者が出てこない。そういうこともあるんだと思います。金にな

ればやりますものね。

(萩原| 今って､山水画やってる方っているんですか?) 

　まあ、描く気になれば、普通ちょっと絵心ある人だったら描ける

と思います。

(萩原| 例えば、つかもととか、どこかたくさん作っている所で職人

さんとしてやっている方は?)

　でも、そんなに金にならないから。結局商売になればやるんです

けど、商売にならないと思いますよね、今の若い人らじゃ。だから、

皆川さんでも、描いて、焼いてもらって、それを売ってる。この描き賃

ではね。たくさんの需要があるわけじゃないから、美術品じゃない

からね。だから、本当に焼き物好きの人なんかは、山水の絵付けの

ものは貴重としないかもしれない。焼き物あんまり好きじゃない人

だと、きれいで喜ぶ人もいるけど。焼き物通の人は、山水の絵付け

があるから良いとかは思わない。

(廣瀬| 元は、大衆のためのお茶碗に絵をつけたのを、柳さん達が

評価されたってことですか?) 

　まあ、濱田先生が益子に来て、あれを民藝運動とか色々やった。

よく聞くと、東京の「たくみ」が、皆川さんが山水の絵付けをしたや

つをドイツに出品して、それが賞をもらったというんですけど、皆川

マスさんが出したんじゃなくて、あれは、「たくみ」なんですって。マス

さんが絵付けしたものを、東京の「たくみ」っていって日本民藝協

会の東京の部だったんですね。民藝運動やって東京の本部が｢た

くみ｣というお店だったんです。そこで扱っていて、それをドイツに出

して、それでなんだか賞をもらった。おマスさんは頼まれて描いてい

るだけだから、おマスさんがもらった賞ということではないんですよ

ね。

4. 値段決めと店の売上

(萩原| 例えば、そういうふうに賞をもらって金額とか上がったりし

たんですか?) 

　いつのことだか分からないけど、賞に入ったから高いっていうの

はなかったような感じですよね。ここら辺はそんな傾向じゃないの

よね。結局、たくさんあってお客さんどんどん来るから。他にあるほ

んとうに小さい所だと、作者が賞を取って、私こういう賞を取りまし

たって売り込みに行くみたいなことがある。益子あたりはそんなこと

する必要なくて、値段相応に卸してやっているうちにお客さんがつ

いたり、たまに展覧会に出したら入選したとか。そんな感じだった

から割と恵まれてたかもしれない。やっぱり、他の産地の作家さん

は、自分の箔をつけてから、「私はこういう所でこう入選しました」と

か、そういう陶歴をぶら下げていかないとお店では買ってもらえな

い。あと、画廊とかでは相手にしてもらえなかったみたいだよ。益子

は元々、濱田さんが来る前には台所用品だからね。

(廣瀬| じゃあ、あまりお店のほうが敷居が高くないってことです

か? 門戸を開いている?) 

　まあどうかね、窯出るとみんなして行って、値段決めやって、独立

するときには2、3軒から4軒、民芸店だと色々扱ってるから、いくらぐ

らいかわかるから。その力量、値段決めをやってバランスよくやって

たんだよ。濱田先生が生きている頃はね、窯から出て焼き物ができ

あがった時に濱田さんの目があったんで、その下の島岡でも村田

でもわりかし押さえられてたってところはあるんですよね。濱田先生

もそんなに馬鹿高くなかったから。先生が亡くなってから、島岡さ

ん達がどんどん値が上がって、押さえる人がいなくなっちゃったし。

　濱田先生が亡くなったのが昭和53年で、昭和もあと10年くらい

あるわけだから、その頃、右肩上がりで絶好調だからね。値段が上

がり過ぎていたバブルがなければ、コンスタントに地道でうまく

いってたかもしれない。あの時に上がり過ぎちゃった。今年買わな

いと来年上がるし、来年買わないとまた上がる。そんな売り方をし

てたんですよね。民芸店の言うことなんかもう聞かないもんね。

ちょっと狂っちゃったよね。昭和のあそこら辺の時代がなければ、

もう少し緩やかな良い時代があったんだろうけど、平成になってか

ら、平成10年～15年に益子に入ってきた若い人は、今のこの状態。

これしか知らないから、「これでいいんじゃないの」って。人はたくさ

ん来てるし、そんなに馬鹿高い値段はつけない。だから、喜んで

買って行ってくれるし。良い時代知ってた人はね、すごかったでしょ、

売れ行きが。陶器市の時、うちあたりだって小さな店で、俺と嫁さ

んで1日駆け回って、1日で100万円近く売ったんだよ。今は、陶器市

全部やったってそれくらい。あの頃は、島岡とか、3万円くらいのが

よく売れたんだよね。だから、それで売上が上がったのかな。あの

頃はみんな金持ってたんで、少し良いものを買いに来て。今はいく

ら高くたって、5千円止まりくらいだもんね。いくら売っても１日10万、

15万売るのが大変。だいたい働いてる頭数見れば分かるっていう

んだよね。店に10人いれば1人10万円前後扱えるので、100万円売

り上げる。今は、もっと単価が下がっているから1人10万まで行か

ないけど。そんな感じで人数揃えるからね、うちの店は100万売るっ

て言ったら、1人10万くらいの仕事できるから10人揃える。昔はそ

んな感じでやってたみたい。だから、売上が多いか少ないかは、頭

数を見ればわかる。

(廣瀬| 先程の値段決めっておっしゃられたのは、みんなで行くん

じゃなくて、見てだいたい目利き的にこのくらいの値段かな、と?)

　年寄りの、うちの親父とか合田好道 (ごうだよしみち) さんとか、

それよりちょっと若い焼き物屋さんとか、私らも親父が元気な頃に

は一緒に行ってたけど、合田さんという人が作家系の人の面倒見

てたんで、結構2人で何点かは付けたのかな。私らが親父に代わっ

て行った頃には、作家系の人が駆け出しの頃で、誰でも威張って

いて。みんな売れたからね。

5. 専門店誕生とその時代

　うちが店始まったときに、ちょうど佐久間さんが知り合いだった

し、あと濱田さんとも着物を縫ったり接点があったので、「専門店を

作ろうか」ってことに。その当時、私が覚えているのは、いくらか戦

争未亡人の方がいて、焼き物屋さんはみんな山の中だから、そうい

う所に品物を預けて店先に並べておいて委託販売をやってたみた

い。女の人は仕事がないんで、売れたら歩合もらって、そんなところ

が2、3軒あったように記憶している。昭和35年や40年くらいまでは

あったかもしれない。そういう所はあったんだけど、専門店がな

かったんで。きちんと説明とかしないで、値段付けて、売って、歩合

をもらうだけだからね、やはり核となる所が必要だということになっ

た。うちのじいちゃんは、結婚した時呉服屋さんで商売してたから、

できるんじゃないかってことで。うちの親父が昭和27年に始まった

時、47、8歳くらいかな。当時は、島岡とか村田はまだ独立していな

くて、彼らが独立したのは確か29年か30年頃。27年に店を作ろうと

準備していた時に、一番下っ端が島岡達三だった。その頃は、加

守田はまだ来ていなかったし。

(萩原| 島岡さんが、お店を作るのを手伝ったんですか?) 

　島岡さんは、何をやってたんだかね。窯業指導所に技術官で

入って給料もらってたかな。お弟子さんじゃ小遣いくらいしかもら

えないからね。濱田さんのお弟子さんは、きっと島岡と瀧田項一 

(たきたこういち) くらいしかいないんじゃないかな。村田元 (むらた

げん) さんあたりは、本当の弟子ってわけじゃなくて、手伝いながら

学ばせてもらってた感じかな。当時益子には、共産党が結構流れ

て来たんだよね、東京に居づらくて。益子はそういう人が結構多い

んだよ。当時、警察はうるさかったから、濱田さんは嫌がったんだよ

ね。だから手伝ってもらうくらいで、弟子にはしていないと思うんだ

よね。きっと、益子は居心地良かったでしょうね。村田元さんは、絵

描きさんだったんで美的感覚はあっても、ロクロはね。村田さんが

益子に入ってきたのは、昭和19年。40歳くらいでロクロ始めて、29

年くらいに独立したんですけど売れないんですよね。ロクロ下手だ

し重いし、益子じゃ売れないから、窯が焼けるとリュックサックに入

れて東京へ行って、共産党の仲間に買ってもらって生計を立てて

たみたいですけど。共産党の人たち、金持ってるんですよね。昭和

30年、31年のことでしょうけど、「のらくろ」の田河水泡 (たがわすい

ほう) なんか、協力してくれた仲間みたい。この、小林多喜二 (こば

やしたきじ) の「蟹工船」の本の装丁したのが、村田元だっていうん

だよね。

　私は、村田元さんに色々教えて貰って、村田さんの品物でずっと

商売してたんです。村田さんの、オーソドックスでしっかりしたもの

が好きなんです。

(萩原| 戦争未亡人の方が売っていた頃に専門店は全くなかった

んですか?) 

　あの頃は、交通の便も悪かったし、みんな道路近くにある窯元に

買いに来てた。うちが店を始めた昭和27年頃は、外人さんが多

かったような感じがする。日本人は、終戦後7年だから、まだ余裕が

なかった。

(萩原| そんなに外国の方来てたんですか?) 

　結局、外国の人も旦那が兵隊で奥さん連中も一緒に来てるで

しょ。暇だしお金はあるし、4、5人で遊びに来る。だから、オリンピッ

クの時に、外国人たくさん来るからたくさん売れるだろうとバーッと

お店できたら、結局それ程でもなかったの。オリンピックで来てる

んだから、焼き物買いに来てるわけじゃないから売れるわけないよ

ね。みんな外国人が来るの珍しくて、黒山の人だかりになって、そん

な時代だった。

6. 焼き物以外の手仕事

(萩原| お店を始めた時、扱っていたものは陶器だけだったんです

か?) 

　陶器と燭台、ろうそく立てね。濱田先生が、鍛冶屋さんに指導し

たんだよね。それで作らせたみたい。だから、今、日本民藝館の照

明の金枠で組んだものも、益子の熊代 (くましろ) さんっていうなか

なか器用な鍛冶屋さんに作らせて、あそこに飾ってあるとか。濱田

先生は、手仕事の町にしたかったんだよね。鍛冶屋さんは、簡単に

できて良かったんだけど、この後ろにある「やまねすだれ」、こういう

ものも民藝品で。濱田先生が益子に来たのは昭和の初めだからね、

これで生計は立てられない時代だった。これは、柿沢さんっていう

竹屋さんが、隠居仕事で酒代稼ぎに作ってたんだ。今では、これが

結構評判で、欲しいって言われるんだけど、これももう34、5年前の

ものです。これは、庭がある家だと良いですよね。夏風が通って。濱

田さんは、これを夏になると障子に組み込んで使ってたんだよ。濱

田さんは、どこかで買ってきたものを、「こういうの作ってみたら?」っ

てことをしていた。熊代さん、今は塙で鉄骨屋さんやってるとか。ま

だ、お元気みたいですよ。75、6かもう少し上かな。昔は、新町の「魚

新」さんの前あたりで鍛冶屋をやってたんです。あと、このあたりに

もあったし、何軒かはあったんですよ。でも、昭和30年代にはもうな

くなっちゃったかな。

　外人さんにも、燭台とか花瓶の背の高いものが売れたね。花瓶

は、花を生けるんじゃなくて電気スタンドにするんだって。荷鞍屋 

(にぐらや) さんは、無理だったみたい。馬の背に乗せる鞍を作って

いたものを、サイズを小さくして飾りとして作ったら売れるんじゃな

いかって。でも、作るための道具をそれに合わせて作るのが大変

だったみたいで、そこまでしてやらなかったみたい。普通の荷鞍は、

佐久間さんかどこかにあった感じもするけど。こういう「やまねすだ

れ」も、現代だったら趣があって良いけど、当時はそうは感じなかっ

た。昔は、竹屋さんも結構いた。「やまねすだれ」も、節を合わせたり

あまり小ぎれいにしていないんだけど、かえってこれくらいで良いの

かもしれないね。酔っ払いながらやってるから、そんなにきれいに

できないのかもしれない。案外、酒飲んで酔っ払いながらやる仕事

がおもしろいんですよ。焼き物なんかも、昔は飲みながらやってる

人がいたけど、きちんとやったから良いものができるとは限らない。

今は、そんなことやる人いないでしょうけど。今、竹工芸なんかも県

北で人間国宝が出て、半年に1つとか1年がかりとか、アメリカのバ

イヤーが入って待ってるんだって。もう日本人は、竹やガラスになん

て金出さない。技術はあるけど、焼き物には金出すけど竹工芸には

出さないよね。だって、半年に1つっていったら、5万、10万で買える

ものじゃないでしょうからね。飾る場所も作ってないし。

(萩原| 今、竹かごってお店で売っているものは高いと思うんです

けど、いくらくらいだったんですか? 益子でも竹をやっていた方がい

たって聞いたんですけど?)

　益子で作られていた竹細工は、美術品じゃなく、うどんを上げる
ときのザルや木の葉さらいの背負いかごとかだと思うよね。ああい

う人間国宝くらいになれば核になるけど、ああいうのとは違うから

ね。買う方だって違うからね。

7. 焼き物の産地について

　日本の古い窯は、人間国宝が消滅しないようにしている。結構

全国で、30年くらいやるとなくなっちゃう、消滅しちゃうところもたく

さんあるんですよね。益子はこれだけあるから、人間国宝を置いて

おかなくてもやれてるけど。核になるものを作っておかないと消滅

してしまう。だから、備前とかそういう所は、いなくなったらすぐ人間

国宝作って核をおかないと消滅してしまうみたい。焼き物っていう

のは、20年、30年やって、その周辺で使う分が終わるとつぶれる。

土と木はどこにもありますもん。

(廣瀬| 確かに、浪江町に通ってましたけど、大堀相馬焼はそんな

に盛んには見えなかったですね。あと、山形で働いていたときもあ

るんですが、平清水には点 と々しかなくて、こちらとは全然違う産

地ですね。)

8. 加守田章二

　何年かやった「益子陶芸展」、あれも良かったんだけど、平野さ

んが町長辞めたら止めちゃった。あれは、2年に１回世界各国にチ

ラシを送ったわけだから、外国からの出展者もいて宣伝には最高

だったんだけど、町長さんが変わるとやっぱりね。復活するんじゃ

ないかって話も聞いてるんだけど、それは分からないけどね。2年に

1回の開催だから、すごいチラシを世界各国に撒ける。「濱田庄司

賞」と「加守田章二 (かもだしょうじ) 賞」の2つの賞を作って。

　やっぱり、加守田章二の名前はすごいね。日本でトップクラスの

脚光浴びた人だから。外国では濱田さんが有名だけど、日本では、

加守田さんの方がすごいかもしれないね。加守田も最初は濱田の

所に来た。加守田は売れなかったのよ。その頃売れたのは、濱田に

近い焼き物やってる人だった。「濱田の益子」って益子に来るから、

違うもの作ってるとあまり売れなかったかもしれない。結局、加守

田は自分独特の世界を作ってたから。でも、濱田はそれを認めてい

て「これは良いよ」って、うちの親父らに推薦してた。濱田も益子に

来たときは応援してくれる人がいて、東京のデパートで働いてる女

性店員の3人分くらいのお金を誰かがくれてったという話を聞いた

ことがある。その頃の給料がいくらくらいか分からないけど、濱田は

勉強しているわけで金稼いでいるわけじゃないからね。私らより

ずっと昔のことです。



上手な人がいいだろうということで、まずは、そこら辺なんですけど。

まあ、景気が悪いんで、東京に行って終戦まで。子供がいなかった

んで、焼け出されるまで帰ってこられなかったんですよね。昭和20

年に焼け出されて戻ってきて、ばあちゃんは和裁をやって、じい

ちゃんは溶接関係の仕事を。子供がいなくて2人でバタバタやって

たんで、わりかし楽な生活だったみたいだけど。

2. 濱田との縁

　その和裁をやっていた時に、お針子さんの中に佐久間藤太郎 

(さくまとうたろう) さんの娘さんがいて、その佐久間藤太郎さんと

の接点が、濱田の方に繋がったのかな。佐久間さんの仲介で濱田

さんとの繋がりができたり、バーナード・リーチが益子に来た時に、

濱田がお土産に着物をあげた。そのバーナード・リーチさん用の

　民芸店ましこを営む中山隼男 (なかやまはやお) さん。民芸店ま

しこは、昭和27年11月、益子で初めての益子焼専門店として開業し、

店名は濱田庄司が命名した。

1. 生い立ち

　私、手伝い始まったのは、昭和40年頃から。私の生い立ちは、終

戦で引き揚げてきたんだよね、うちの親父らが。私は、昭和39年に

子供がいなかったんで養子に入ったんですけど。焼け出されて川

崎から戻ってきて、ばあちゃんが和裁の先生、じいちゃんが溶接み

たいな仕事を川崎の方でやってたんで。元々、じいちゃんとばあ

ちゃんが結婚したときは、呉服屋さん。「真岡屋呉服店」というのが

ありまして、昔結婚する前に、いくらかじいちゃんが勤めていまして。

やはり、結婚したらまた、呉服屋さんになるのに、奥さんは縫い物の

着物を頼まれて、うちのばあちゃんが縫った。ばらして洗えないか

ら、きちんと縫ってそのまま洗えるような着物を。そんなことを聞き

ました。外国へ持って行ったら、洗い張りとかできないですもんね。

(萩原| 洋服みたいな着物ってことですか?) 

　よくは分からないね、その辺はね。でも、うちのばあちゃんは和裁

の先生だから、洋服みたいな着物はできないと思いますね。しっか

り縫って、そのまま洗えるように、そんな縫い方かなと思いますけど。

(萩原| それって、リーチさんのところに残ってるんですか?)

　分からないねえ。かえって、さっきそこにいた皆川さんっていう人
が、佐久間さんと接点あるんだよね。今、「山水の店」って、あそこは

結構、佐久間藤太郎さんと皆川マスさんと接点があったんで。

3. 皆川マスさんと山水

　さっきの方は、そこのお孫さんなんだよ。今、おばあちゃん、

ちょっと入院してるんですけど。ヒロさんといって、おばあちゃんと

いっても82、3歳なんですけど。その方が、おばあちゃんの皆川マス

さんの跡を継いで、ずっと山水の絵付けをしてたの。佐久間さんの

庭で皆川おマスさんがゴザ敷いて、土瓶がたくさん並んでて絵付

けしていた写真なんかが、山水の店の皆川さんにはたくさんありま

す。うちなんかは、昭和27年頃、ばあちゃんがまだ元気だったんで、

孫のヒロさんがマスさんをリヤカーに乗せて遊びに来てた。その当

時は、お店はほとんどなかったんで、うちぐらいしか来るところがな

かったのかもしれない。その時に、その頃、「こういうものでも売れ

るかもしれない」と、色紙みたいなものも描いて50円だか100円で

売ったなんて話も。「最近では、ちょっと景気の良いときには、3万く

らいで売れた」とかの話も。昔そういうのを描いた頃は、50円か100

円ぐらいで、山水の絵はそれ自体がそんな高いものじゃないんです

よね、格っていうか。だから、今でも、そんな高いものじゃない。だか

ら後継者が出てこない。そういうこともあるんだと思います。金にな

ればやりますものね。

(萩原| 今って､山水画やってる方っているんですか?) 

　まあ、描く気になれば、普通ちょっと絵心ある人だったら描ける

と思います。

(萩原| 例えば、つかもととか、どこかたくさん作っている所で職人

さんとしてやっている方は?)

　でも、そんなに金にならないから。結局商売になればやるんです

けど、商売にならないと思いますよね、今の若い人らじゃ。だから、

皆川さんでも、描いて、焼いてもらって、それを売ってる。この描き賃

ではね。たくさんの需要があるわけじゃないから、美術品じゃない

からね。だから、本当に焼き物好きの人なんかは、山水の絵付けの

ものは貴重としないかもしれない。焼き物あんまり好きじゃない人

だと、きれいで喜ぶ人もいるけど。焼き物通の人は、山水の絵付け

があるから良いとかは思わない。

(廣瀬| 元は、大衆のためのお茶碗に絵をつけたのを、柳さん達が

評価されたってことですか?) 

　まあ、濱田先生が益子に来て、あれを民藝運動とか色々やった。

よく聞くと、東京の「たくみ」が、皆川さんが山水の絵付けをしたや

つをドイツに出品して、それが賞をもらったというんですけど、皆川

マスさんが出したんじゃなくて、あれは、「たくみ」なんですって。マス

さんが絵付けしたものを、東京の「たくみ」っていって日本民藝協

会の東京の部だったんですね。民藝運動やって東京の本部が｢た

くみ｣というお店だったんです。そこで扱っていて、それをドイツに出

して、それでなんだか賞をもらった。おマスさんは頼まれて描いてい

るだけだから、おマスさんがもらった賞ということではないんですよ

ね。

4. 値段決めと店の売上

(萩原| 例えば、そういうふうに賞をもらって金額とか上がったりし

たんですか?) 

　いつのことだか分からないけど、賞に入ったから高いっていうの

はなかったような感じですよね。ここら辺はそんな傾向じゃないの

よね。結局、たくさんあってお客さんどんどん来るから。他にあるほ

んとうに小さい所だと、作者が賞を取って、私こういう賞を取りまし

たって売り込みに行くみたいなことがある。益子あたりはそんなこと

する必要なくて、値段相応に卸してやっているうちにお客さんがつ

いたり、たまに展覧会に出したら入選したとか。そんな感じだった

から割と恵まれてたかもしれない。やっぱり、他の産地の作家さん
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は、自分の箔をつけてから、「私はこういう所でこう入選しました」と

か、そういう陶歴をぶら下げていかないとお店では買ってもらえな

い。あと、画廊とかでは相手にしてもらえなかったみたいだよ。益子

は元々、濱田さんが来る前には台所用品だからね。

(廣瀬| じゃあ、あまりお店のほうが敷居が高くないってことです

か? 門戸を開いている?) 

　まあどうかね、窯出るとみんなして行って、値段決めやって、独立

するときには2、3軒から4軒、民芸店だと色々扱ってるから、いくらぐ

らいかわかるから。その力量、値段決めをやってバランスよくやって

たんだよ。濱田先生が生きている頃はね、窯から出て焼き物ができ

あがった時に濱田さんの目があったんで、その下の島岡でも村田

でもわりかし押さえられてたってところはあるんですよね。濱田先生

もそんなに馬鹿高くなかったから。先生が亡くなってから、島岡さ

ん達がどんどん値が上がって、押さえる人がいなくなっちゃったし。

　濱田先生が亡くなったのが昭和53年で、昭和もあと10年くらい

あるわけだから、その頃、右肩上がりで絶好調だからね。値段が上

がり過ぎていたバブルがなければ、コンスタントに地道でうまく

いってたかもしれない。あの時に上がり過ぎちゃった。今年買わな

いと来年上がるし、来年買わないとまた上がる。そんな売り方をし

てたんですよね。民芸店の言うことなんかもう聞かないもんね。

ちょっと狂っちゃったよね。昭和のあそこら辺の時代がなければ、

もう少し緩やかな良い時代があったんだろうけど、平成になってか

ら、平成10年～15年に益子に入ってきた若い人は、今のこの状態。

これしか知らないから、「これでいいんじゃないの」って。人はたくさ

ん来てるし、そんなに馬鹿高い値段はつけない。だから、喜んで

買って行ってくれるし。良い時代知ってた人はね、すごかったでしょ、

売れ行きが。陶器市の時、うちあたりだって小さな店で、俺と嫁さ

んで1日駆け回って、1日で100万円近く売ったんだよ。今は、陶器市

全部やったってそれくらい。あの頃は、島岡とか、3万円くらいのが

よく売れたんだよね。だから、それで売上が上がったのかな。あの

頃はみんな金持ってたんで、少し良いものを買いに来て。今はいく

ら高くたって、5千円止まりくらいだもんね。いくら売っても１日10万、

15万売るのが大変。だいたい働いてる頭数見れば分かるっていう

んだよね。店に10人いれば1人10万円前後扱えるので、100万円売

り上げる。今は、もっと単価が下がっているから1人10万まで行か

ないけど。そんな感じで人数揃えるからね、うちの店は100万売るっ

て言ったら、1人10万くらいの仕事できるから10人揃える。昔はそ

んな感じでやってたみたい。だから、売上が多いか少ないかは、頭

数を見ればわかる。

(廣瀬| 先程の値段決めっておっしゃられたのは、みんなで行くん

じゃなくて、見てだいたい目利き的にこのくらいの値段かな、と?)

　年寄りの、うちの親父とか合田好道 (ごうだよしみち) さんとか、

それよりちょっと若い焼き物屋さんとか、私らも親父が元気な頃に

は一緒に行ってたけど、合田さんという人が作家系の人の面倒見

てたんで、結構2人で何点かは付けたのかな。私らが親父に代わっ

て行った頃には、作家系の人が駆け出しの頃で、誰でも威張って

いて。みんな売れたからね。

5. 専門店誕生とその時代

　うちが店始まったときに、ちょうど佐久間さんが知り合いだった

し、あと濱田さんとも着物を縫ったり接点があったので、「専門店を

作ろうか」ってことに。その当時、私が覚えているのは、いくらか戦

争未亡人の方がいて、焼き物屋さんはみんな山の中だから、そうい

う所に品物を預けて店先に並べておいて委託販売をやってたみた

い。女の人は仕事がないんで、売れたら歩合もらって、そんなところ

が2、3軒あったように記憶している。昭和35年や40年くらいまでは

あったかもしれない。そういう所はあったんだけど、専門店がな

かったんで。きちんと説明とかしないで、値段付けて、売って、歩合

をもらうだけだからね、やはり核となる所が必要だということになっ

た。うちのじいちゃんは、結婚した時呉服屋さんで商売してたから、

できるんじゃないかってことで。うちの親父が昭和27年に始まった

時、47、8歳くらいかな。当時は、島岡とか村田はまだ独立していな

くて、彼らが独立したのは確か29年か30年頃。27年に店を作ろうと

準備していた時に、一番下っ端が島岡達三だった。その頃は、加

守田はまだ来ていなかったし。

(萩原| 島岡さんが、お店を作るのを手伝ったんですか?) 

　島岡さんは、何をやってたんだかね。窯業指導所に技術官で

入って給料もらってたかな。お弟子さんじゃ小遣いくらいしかもら

えないからね。濱田さんのお弟子さんは、きっと島岡と瀧田項一 

(たきたこういち) くらいしかいないんじゃないかな。村田元 (むらた

げん) さんあたりは、本当の弟子ってわけじゃなくて、手伝いながら

学ばせてもらってた感じかな。当時益子には、共産党が結構流れ

て来たんだよね、東京に居づらくて。益子はそういう人が結構多い

んだよ。当時、警察はうるさかったから、濱田さんは嫌がったんだよ

ね。だから手伝ってもらうくらいで、弟子にはしていないと思うんだ

よね。きっと、益子は居心地良かったでしょうね。村田元さんは、絵

描きさんだったんで美的感覚はあっても、ロクロはね。村田さんが

益子に入ってきたのは、昭和19年。40歳くらいでロクロ始めて、29

年くらいに独立したんですけど売れないんですよね。ロクロ下手だ

し重いし、益子じゃ売れないから、窯が焼けるとリュックサックに入

れて東京へ行って、共産党の仲間に買ってもらって生計を立てて

たみたいですけど。共産党の人たち、金持ってるんですよね。昭和

30年、31年のことでしょうけど、「のらくろ」の田河水泡 (たがわすい

ほう) なんか、協力してくれた仲間みたい。この、小林多喜二 (こば

やしたきじ) の「蟹工船」の本の装丁したのが、村田元だっていうん

だよね。

　私は、村田元さんに色々教えて貰って、村田さんの品物でずっと

商売してたんです。村田さんの、オーソドックスでしっかりしたもの

が好きなんです。

(萩原| 戦争未亡人の方が売っていた頃に専門店は全くなかった

んですか?) 

　あの頃は、交通の便も悪かったし、みんな道路近くにある窯元に

買いに来てた。うちが店を始めた昭和27年頃は、外人さんが多

かったような感じがする。日本人は、終戦後7年だから、まだ余裕が

なかった。

(萩原| そんなに外国の方来てたんですか?) 

　結局、外国の人も旦那が兵隊で奥さん連中も一緒に来てるで

しょ。暇だしお金はあるし、4、5人で遊びに来る。だから、オリンピッ

クの時に、外国人たくさん来るからたくさん売れるだろうとバーッと

お店できたら、結局それ程でもなかったの。オリンピックで来てる

んだから、焼き物買いに来てるわけじゃないから売れるわけないよ

ね。みんな外国人が来るの珍しくて、黒山の人だかりになって、そん

な時代だった。

6. 焼き物以外の手仕事

(萩原| お店を始めた時、扱っていたものは陶器だけだったんです

か?) 

　陶器と燭台、ろうそく立てね。濱田先生が、鍛冶屋さんに指導し

たんだよね。それで作らせたみたい。だから、今、日本民藝館の照

明の金枠で組んだものも、益子の熊代 (くましろ) さんっていうなか

なか器用な鍛冶屋さんに作らせて、あそこに飾ってあるとか。濱田

先生は、手仕事の町にしたかったんだよね。鍛冶屋さんは、簡単に

できて良かったんだけど、この後ろにある「やまねすだれ」、こういう

ものも民藝品で。濱田先生が益子に来たのは昭和の初めだからね、

これで生計は立てられない時代だった。これは、柿沢さんっていう

竹屋さんが、隠居仕事で酒代稼ぎに作ってたんだ。今では、これが

結構評判で、欲しいって言われるんだけど、これももう34、5年前の

ものです。これは、庭がある家だと良いですよね。夏風が通って。濱

田さんは、これを夏になると障子に組み込んで使ってたんだよ。濱

田さんは、どこかで買ってきたものを、「こういうの作ってみたら?」っ

てことをしていた。熊代さん、今は塙で鉄骨屋さんやってるとか。ま

だ、お元気みたいですよ。75、6かもう少し上かな。昔は、新町の「魚

新」さんの前あたりで鍛冶屋をやってたんです。あと、このあたりに

もあったし、何軒かはあったんですよ。でも、昭和30年代にはもうな

くなっちゃったかな。

　外人さんにも、燭台とか花瓶の背の高いものが売れたね。花瓶

は、花を生けるんじゃなくて電気スタンドにするんだって。荷鞍屋 

(にぐらや) さんは、無理だったみたい。馬の背に乗せる鞍を作って

いたものを、サイズを小さくして飾りとして作ったら売れるんじゃな

いかって。でも、作るための道具をそれに合わせて作るのが大変

だったみたいで、そこまでしてやらなかったみたい。普通の荷鞍は、

佐久間さんかどこかにあった感じもするけど。こういう「やまねすだ

れ」も、現代だったら趣があって良いけど、当時はそうは感じなかっ

た。昔は、竹屋さんも結構いた。「やまねすだれ」も、節を合わせたり

あまり小ぎれいにしていないんだけど、かえってこれくらいで良いの

かもしれないね。酔っ払いながらやってるから、そんなにきれいに

できないのかもしれない。案外、酒飲んで酔っ払いながらやる仕事

がおもしろいんですよ。焼き物なんかも、昔は飲みながらやってる

人がいたけど、きちんとやったから良いものができるとは限らない。

今は、そんなことやる人いないでしょうけど。今、竹工芸なんかも県

北で人間国宝が出て、半年に1つとか1年がかりとか、アメリカのバ

イヤーが入って待ってるんだって。もう日本人は、竹やガラスになん

て金出さない。技術はあるけど、焼き物には金出すけど竹工芸には

出さないよね。だって、半年に1つっていったら、5万、10万で買える

ものじゃないでしょうからね。飾る場所も作ってないし。

(萩原| 今、竹かごってお店で売っているものは高いと思うんです

けど、いくらくらいだったんですか? 益子でも竹をやっていた方がい

たって聞いたんですけど?)

　益子で作られていた竹細工は、美術品じゃなく、うどんを上げる
ときのザルや木の葉さらいの背負いかごとかだと思うよね。ああい

う人間国宝くらいになれば核になるけど、ああいうのとは違うから

ね。買う方だって違うからね。

7. 焼き物の産地について

　日本の古い窯は、人間国宝が消滅しないようにしている。結構

全国で、30年くらいやるとなくなっちゃう、消滅しちゃうところもたく

さんあるんですよね。益子はこれだけあるから、人間国宝を置いて

おかなくてもやれてるけど。核になるものを作っておかないと消滅

してしまう。だから、備前とかそういう所は、いなくなったらすぐ人間

国宝作って核をおかないと消滅してしまうみたい。焼き物っていう

のは、20年、30年やって、その周辺で使う分が終わるとつぶれる。

土と木はどこにもありますもん。

(廣瀬| 確かに、浪江町に通ってましたけど、大堀相馬焼はそんな

に盛んには見えなかったですね。あと、山形で働いていたときもあ

るんですが、平清水には点 と々しかなくて、こちらとは全然違う産

地ですね。)

8. 加守田章二

　何年かやった「益子陶芸展」、あれも良かったんだけど、平野さ

んが町長辞めたら止めちゃった。あれは、2年に１回世界各国にチ

ラシを送ったわけだから、外国からの出展者もいて宣伝には最高

だったんだけど、町長さんが変わるとやっぱりね。復活するんじゃ

ないかって話も聞いてるんだけど、それは分からないけどね。2年に

1回の開催だから、すごいチラシを世界各国に撒ける。「濱田庄司

賞」と「加守田章二 (かもだしょうじ) 賞」の2つの賞を作って。

　やっぱり、加守田章二の名前はすごいね。日本でトップクラスの

脚光浴びた人だから。外国では濱田さんが有名だけど、日本では、

加守田さんの方がすごいかもしれないね。加守田も最初は濱田の

所に来た。加守田は売れなかったのよ。その頃売れたのは、濱田に

近い焼き物やってる人だった。「濱田の益子」って益子に来るから、

違うもの作ってるとあまり売れなかったかもしれない。結局、加守

田は自分独特の世界を作ってたから。でも、濱田はそれを認めてい

て「これは良いよ」って、うちの親父らに推薦してた。濱田も益子に

来たときは応援してくれる人がいて、東京のデパートで働いてる女

性店員の3人分くらいのお金を誰かがくれてったという話を聞いた

ことがある。その頃の給料がいくらくらいか分からないけど、濱田は

勉強しているわけで金稼いでいるわけじゃないからね。私らより

ずっと昔のことです。



上手な人がいいだろうということで、まずは、そこら辺なんですけど。

まあ、景気が悪いんで、東京に行って終戦まで。子供がいなかった

んで、焼け出されるまで帰ってこられなかったんですよね。昭和20

年に焼け出されて戻ってきて、ばあちゃんは和裁をやって、じい

ちゃんは溶接関係の仕事を。子供がいなくて2人でバタバタやって

たんで、わりかし楽な生活だったみたいだけど。

2. 濱田との縁

　その和裁をやっていた時に、お針子さんの中に佐久間藤太郎 

(さくまとうたろう) さんの娘さんがいて、その佐久間藤太郎さんと

の接点が、濱田の方に繋がったのかな。佐久間さんの仲介で濱田

さんとの繋がりができたり、バーナード・リーチが益子に来た時に、

濱田がお土産に着物をあげた。そのバーナード・リーチさん用の

　民芸店ましこを営む中山隼男 (なかやまはやお) さん。民芸店ま

しこは、昭和27年11月、益子で初めての益子焼専門店として開業し、

店名は濱田庄司が命名した。

1. 生い立ち

　私、手伝い始まったのは、昭和40年頃から。私の生い立ちは、終

戦で引き揚げてきたんだよね、うちの親父らが。私は、昭和39年に

子供がいなかったんで養子に入ったんですけど。焼け出されて川

崎から戻ってきて、ばあちゃんが和裁の先生、じいちゃんが溶接み

たいな仕事を川崎の方でやってたんで。元々、じいちゃんとばあ

ちゃんが結婚したときは、呉服屋さん。「真岡屋呉服店」というのが

ありまして、昔結婚する前に、いくらかじいちゃんが勤めていまして。

やはり、結婚したらまた、呉服屋さんになるのに、奥さんは縫い物の

着物を頼まれて、うちのばあちゃんが縫った。ばらして洗えないか

ら、きちんと縫ってそのまま洗えるような着物を。そんなことを聞き

ました。外国へ持って行ったら、洗い張りとかできないですもんね。

(萩原| 洋服みたいな着物ってことですか?) 

　よくは分からないね、その辺はね。でも、うちのばあちゃんは和裁

の先生だから、洋服みたいな着物はできないと思いますね。しっか

り縫って、そのまま洗えるように、そんな縫い方かなと思いますけど。

(萩原| それって、リーチさんのところに残ってるんですか?)

　分からないねえ。かえって、さっきそこにいた皆川さんっていう人
が、佐久間さんと接点あるんだよね。今、「山水の店」って、あそこは

結構、佐久間藤太郎さんと皆川マスさんと接点があったんで。

3. 皆川マスさんと山水

　さっきの方は、そこのお孫さんなんだよ。今、おばあちゃん、

ちょっと入院してるんですけど。ヒロさんといって、おばあちゃんと

いっても82、3歳なんですけど。その方が、おばあちゃんの皆川マス

さんの跡を継いで、ずっと山水の絵付けをしてたの。佐久間さんの

庭で皆川おマスさんがゴザ敷いて、土瓶がたくさん並んでて絵付

けしていた写真なんかが、山水の店の皆川さんにはたくさんありま

す。うちなんかは、昭和27年頃、ばあちゃんがまだ元気だったんで、

孫のヒロさんがマスさんをリヤカーに乗せて遊びに来てた。その当

時は、お店はほとんどなかったんで、うちぐらいしか来るところがな

かったのかもしれない。その時に、その頃、「こういうものでも売れ

るかもしれない」と、色紙みたいなものも描いて50円だか100円で

売ったなんて話も。「最近では、ちょっと景気の良いときには、3万く

らいで売れた」とかの話も。昔そういうのを描いた頃は、50円か100

円ぐらいで、山水の絵はそれ自体がそんな高いものじゃないんです

よね、格っていうか。だから、今でも、そんな高いものじゃない。だか

ら後継者が出てこない。そういうこともあるんだと思います。金にな

ればやりますものね。

(萩原| 今って､山水画やってる方っているんですか?) 

　まあ、描く気になれば、普通ちょっと絵心ある人だったら描ける

と思います。

(萩原| 例えば、つかもととか、どこかたくさん作っている所で職人

さんとしてやっている方は?)

　でも、そんなに金にならないから。結局商売になればやるんです

けど、商売にならないと思いますよね、今の若い人らじゃ。だから、

皆川さんでも、描いて、焼いてもらって、それを売ってる。この描き賃

ではね。たくさんの需要があるわけじゃないから、美術品じゃない

からね。だから、本当に焼き物好きの人なんかは、山水の絵付けの

ものは貴重としないかもしれない。焼き物あんまり好きじゃない人

だと、きれいで喜ぶ人もいるけど。焼き物通の人は、山水の絵付け

があるから良いとかは思わない。

(廣瀬| 元は、大衆のためのお茶碗に絵をつけたのを、柳さん達が

評価されたってことですか?) 

　まあ、濱田先生が益子に来て、あれを民藝運動とか色々やった。

よく聞くと、東京の「たくみ」が、皆川さんが山水の絵付けをしたや

つをドイツに出品して、それが賞をもらったというんですけど、皆川

マスさんが出したんじゃなくて、あれは、「たくみ」なんですって。マス

さんが絵付けしたものを、東京の「たくみ」っていって日本民藝協

会の東京の部だったんですね。民藝運動やって東京の本部が｢た

くみ｣というお店だったんです。そこで扱っていて、それをドイツに出

して、それでなんだか賞をもらった。おマスさんは頼まれて描いてい

るだけだから、おマスさんがもらった賞ということではないんですよ

ね。

4. 値段決めと店の売上

(萩原| 例えば、そういうふうに賞をもらって金額とか上がったりし

たんですか?) 

　いつのことだか分からないけど、賞に入ったから高いっていうの

はなかったような感じですよね。ここら辺はそんな傾向じゃないの

よね。結局、たくさんあってお客さんどんどん来るから。他にあるほ

んとうに小さい所だと、作者が賞を取って、私こういう賞を取りまし

たって売り込みに行くみたいなことがある。益子あたりはそんなこと

する必要なくて、値段相応に卸してやっているうちにお客さんがつ

いたり、たまに展覧会に出したら入選したとか。そんな感じだった

から割と恵まれてたかもしれない。やっぱり、他の産地の作家さん

は、自分の箔をつけてから、「私はこういう所でこう入選しました」と

か、そういう陶歴をぶら下げていかないとお店では買ってもらえな

い。あと、画廊とかでは相手にしてもらえなかったみたいだよ。益子

は元々、濱田さんが来る前には台所用品だからね。

(廣瀬| じゃあ、あまりお店のほうが敷居が高くないってことです

か? 門戸を開いている?) 

　まあどうかね、窯出るとみんなして行って、値段決めやって、独立

するときには2、3軒から4軒、民芸店だと色々扱ってるから、いくらぐ

らいかわかるから。その力量、値段決めをやってバランスよくやって

たんだよ。濱田先生が生きている頃はね、窯から出て焼き物ができ

あがった時に濱田さんの目があったんで、その下の島岡でも村田

でもわりかし押さえられてたってところはあるんですよね。濱田先生

もそんなに馬鹿高くなかったから。先生が亡くなってから、島岡さ

ん達がどんどん値が上がって、押さえる人がいなくなっちゃったし。

　濱田先生が亡くなったのが昭和53年で、昭和もあと10年くらい

あるわけだから、その頃、右肩上がりで絶好調だからね。値段が上

がり過ぎていたバブルがなければ、コンスタントに地道でうまく

いってたかもしれない。あの時に上がり過ぎちゃった。今年買わな

いと来年上がるし、来年買わないとまた上がる。そんな売り方をし

てたんですよね。民芸店の言うことなんかもう聞かないもんね。

ちょっと狂っちゃったよね。昭和のあそこら辺の時代がなければ、

もう少し緩やかな良い時代があったんだろうけど、平成になってか

ら、平成10年～15年に益子に入ってきた若い人は、今のこの状態。

これしか知らないから、「これでいいんじゃないの」って。人はたくさ

ん来てるし、そんなに馬鹿高い値段はつけない。だから、喜んで

買って行ってくれるし。良い時代知ってた人はね、すごかったでしょ、

売れ行きが。陶器市の時、うちあたりだって小さな店で、俺と嫁さ

んで1日駆け回って、1日で100万円近く売ったんだよ。今は、陶器市

全部やったってそれくらい。あの頃は、島岡とか、3万円くらいのが

よく売れたんだよね。だから、それで売上が上がったのかな。あの

頃はみんな金持ってたんで、少し良いものを買いに来て。今はいく

ら高くたって、5千円止まりくらいだもんね。いくら売っても１日10万、

15万売るのが大変。だいたい働いてる頭数見れば分かるっていう

んだよね。店に10人いれば1人10万円前後扱えるので、100万円売

り上げる。今は、もっと単価が下がっているから1人10万まで行か

ないけど。そんな感じで人数揃えるからね、うちの店は100万売るっ

て言ったら、1人10万くらいの仕事できるから10人揃える。昔はそ

んな感じでやってたみたい。だから、売上が多いか少ないかは、頭

数を見ればわかる。

(廣瀬| 先程の値段決めっておっしゃられたのは、みんなで行くん

じゃなくて、見てだいたい目利き的にこのくらいの値段かな、と?)

　年寄りの、うちの親父とか合田好道 (ごうだよしみち) さんとか、

それよりちょっと若い焼き物屋さんとか、私らも親父が元気な頃に

は一緒に行ってたけど、合田さんという人が作家系の人の面倒見

てたんで、結構2人で何点かは付けたのかな。私らが親父に代わっ

て行った頃には、作家系の人が駆け出しの頃で、誰でも威張って

いて。みんな売れたからね。

5. 専門店誕生とその時代

　うちが店始まったときに、ちょうど佐久間さんが知り合いだった

し、あと濱田さんとも着物を縫ったり接点があったので、「専門店を

作ろうか」ってことに。その当時、私が覚えているのは、いくらか戦

争未亡人の方がいて、焼き物屋さんはみんな山の中だから、そうい

う所に品物を預けて店先に並べておいて委託販売をやってたみた

い。女の人は仕事がないんで、売れたら歩合もらって、そんなところ

が2、3軒あったように記憶している。昭和35年や40年くらいまでは

あったかもしれない。そういう所はあったんだけど、専門店がな

かったんで。きちんと説明とかしないで、値段付けて、売って、歩合

をもらうだけだからね、やはり核となる所が必要だということになっ

た。うちのじいちゃんは、結婚した時呉服屋さんで商売してたから、

できるんじゃないかってことで。うちの親父が昭和27年に始まった

時、47、8歳くらいかな。当時は、島岡とか村田はまだ独立していな

くて、彼らが独立したのは確か29年か30年頃。27年に店を作ろうと

準備していた時に、一番下っ端が島岡達三だった。その頃は、加

守田はまだ来ていなかったし。

(萩原| 島岡さんが、お店を作るのを手伝ったんですか?) 

　島岡さんは、何をやってたんだかね。窯業指導所に技術官で

入って給料もらってたかな。お弟子さんじゃ小遣いくらいしかもら

えないからね。濱田さんのお弟子さんは、きっと島岡と瀧田項一 

(たきたこういち) くらいしかいないんじゃないかな。村田元 (むらた

げん) さんあたりは、本当の弟子ってわけじゃなくて、手伝いながら

学ばせてもらってた感じかな。当時益子には、共産党が結構流れ
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て来たんだよね、東京に居づらくて。益子はそういう人が結構多い

んだよ。当時、警察はうるさかったから、濱田さんは嫌がったんだよ

ね。だから手伝ってもらうくらいで、弟子にはしていないと思うんだ

よね。きっと、益子は居心地良かったでしょうね。村田元さんは、絵

描きさんだったんで美的感覚はあっても、ロクロはね。村田さんが

益子に入ってきたのは、昭和19年。40歳くらいでロクロ始めて、29

年くらいに独立したんですけど売れないんですよね。ロクロ下手だ

し重いし、益子じゃ売れないから、窯が焼けるとリュックサックに入

れて東京へ行って、共産党の仲間に買ってもらって生計を立てて

たみたいですけど。共産党の人たち、金持ってるんですよね。昭和

30年、31年のことでしょうけど、「のらくろ」の田河水泡 (たがわすい

ほう) なんか、協力してくれた仲間みたい。この、小林多喜二 (こば

やしたきじ) の「蟹工船」の本の装丁したのが、村田元だっていうん

だよね。

　私は、村田元さんに色々教えて貰って、村田さんの品物でずっと

商売してたんです。村田さんの、オーソドックスでしっかりしたもの

が好きなんです。

(萩原| 戦争未亡人の方が売っていた頃に専門店は全くなかった

んですか?) 

　あの頃は、交通の便も悪かったし、みんな道路近くにある窯元に

買いに来てた。うちが店を始めた昭和27年頃は、外人さんが多

かったような感じがする。日本人は、終戦後7年だから、まだ余裕が

なかった。

(萩原| そんなに外国の方来てたんですか?) 

　結局、外国の人も旦那が兵隊で奥さん連中も一緒に来てるで

しょ。暇だしお金はあるし、4、5人で遊びに来る。だから、オリンピッ

クの時に、外国人たくさん来るからたくさん売れるだろうとバーッと

お店できたら、結局それ程でもなかったの。オリンピックで来てる

んだから、焼き物買いに来てるわけじゃないから売れるわけないよ

ね。みんな外国人が来るの珍しくて、黒山の人だかりになって、そん

な時代だった。

6. 焼き物以外の手仕事

(萩原| お店を始めた時、扱っていたものは陶器だけだったんです

か?) 

　陶器と燭台、ろうそく立てね。濱田先生が、鍛冶屋さんに指導し

たんだよね。それで作らせたみたい。だから、今、日本民藝館の照

明の金枠で組んだものも、益子の熊代 (くましろ) さんっていうなか

なか器用な鍛冶屋さんに作らせて、あそこに飾ってあるとか。濱田

先生は、手仕事の町にしたかったんだよね。鍛冶屋さんは、簡単に

できて良かったんだけど、この後ろにある「やまねすだれ」、こういう

ものも民藝品で。濱田先生が益子に来たのは昭和の初めだからね、

これで生計は立てられない時代だった。これは、柿沢さんっていう

竹屋さんが、隠居仕事で酒代稼ぎに作ってたんだ。今では、これが

結構評判で、欲しいって言われるんだけど、これももう34、5年前の

ものです。これは、庭がある家だと良いですよね。夏風が通って。濱

田さんは、これを夏になると障子に組み込んで使ってたんだよ。濱

田さんは、どこかで買ってきたものを、「こういうの作ってみたら?」っ

てことをしていた。熊代さん、今は塙で鉄骨屋さんやってるとか。ま

だ、お元気みたいですよ。75、6かもう少し上かな。昔は、新町の「魚

新」さんの前あたりで鍛冶屋をやってたんです。あと、このあたりに

もあったし、何軒かはあったんですよ。でも、昭和30年代にはもうな

くなっちゃったかな。

　外人さんにも、燭台とか花瓶の背の高いものが売れたね。花瓶

は、花を生けるんじゃなくて電気スタンドにするんだって。荷鞍屋 

(にぐらや) さんは、無理だったみたい。馬の背に乗せる鞍を作って

いたものを、サイズを小さくして飾りとして作ったら売れるんじゃな

いかって。でも、作るための道具をそれに合わせて作るのが大変

だったみたいで、そこまでしてやらなかったみたい。普通の荷鞍は、

佐久間さんかどこかにあった感じもするけど。こういう「やまねすだ

れ」も、現代だったら趣があって良いけど、当時はそうは感じなかっ

た。昔は、竹屋さんも結構いた。「やまねすだれ」も、節を合わせたり

あまり小ぎれいにしていないんだけど、かえってこれくらいで良いの

かもしれないね。酔っ払いながらやってるから、そんなにきれいに

できないのかもしれない。案外、酒飲んで酔っ払いながらやる仕事

がおもしろいんですよ。焼き物なんかも、昔は飲みながらやってる

人がいたけど、きちんとやったから良いものができるとは限らない。

今は、そんなことやる人いないでしょうけど。今、竹工芸なんかも県

北で人間国宝が出て、半年に1つとか1年がかりとか、アメリカのバ

イヤーが入って待ってるんだって。もう日本人は、竹やガラスになん

て金出さない。技術はあるけど、焼き物には金出すけど竹工芸には

出さないよね。だって、半年に1つっていったら、5万、10万で買える

ものじゃないでしょうからね。飾る場所も作ってないし。

(萩原| 今、竹かごってお店で売っているものは高いと思うんです

けど、いくらくらいだったんですか? 益子でも竹をやっていた方がい

たって聞いたんですけど?)

　益子で作られていた竹細工は、美術品じゃなく、うどんを上げる
ときのザルや木の葉さらいの背負いかごとかだと思うよね。ああい

う人間国宝くらいになれば核になるけど、ああいうのとは違うから

ね。買う方だって違うからね。

7. 焼き物の産地について

　日本の古い窯は、人間国宝が消滅しないようにしている。結構

全国で、30年くらいやるとなくなっちゃう、消滅しちゃうところもたく

さんあるんですよね。益子はこれだけあるから、人間国宝を置いて

おかなくてもやれてるけど。核になるものを作っておかないと消滅

してしまう。だから、備前とかそういう所は、いなくなったらすぐ人間

国宝作って核をおかないと消滅してしまうみたい。焼き物っていう

のは、20年、30年やって、その周辺で使う分が終わるとつぶれる。

土と木はどこにもありますもん。

(廣瀬| 確かに、浪江町に通ってましたけど、大堀相馬焼はそんな

に盛んには見えなかったですね。あと、山形で働いていたときもあ

るんですが、平清水には点 と々しかなくて、こちらとは全然違う産

地ですね。)

8. 加守田章二

　何年かやった「益子陶芸展」、あれも良かったんだけど、平野さ

んが町長辞めたら止めちゃった。あれは、2年に１回世界各国にチ

ラシを送ったわけだから、外国からの出展者もいて宣伝には最高

だったんだけど、町長さんが変わるとやっぱりね。復活するんじゃ

ないかって話も聞いてるんだけど、それは分からないけどね。2年に

1回の開催だから、すごいチラシを世界各国に撒ける。「濱田庄司

賞」と「加守田章二 (かもだしょうじ) 賞」の2つの賞を作って。

　やっぱり、加守田章二の名前はすごいね。日本でトップクラスの

脚光浴びた人だから。外国では濱田さんが有名だけど、日本では、

加守田さんの方がすごいかもしれないね。加守田も最初は濱田の

所に来た。加守田は売れなかったのよ。その頃売れたのは、濱田に

近い焼き物やってる人だった。「濱田の益子」って益子に来るから、

違うもの作ってるとあまり売れなかったかもしれない。結局、加守

田は自分独特の世界を作ってたから。でも、濱田はそれを認めてい

て「これは良いよ」って、うちの親父らに推薦してた。濱田も益子に

来たときは応援してくれる人がいて、東京のデパートで働いてる女

性店員の3人分くらいのお金を誰かがくれてったという話を聞いた

ことがある。その頃の給料がいくらくらいか分からないけど、濱田は

勉強しているわけで金稼いでいるわけじゃないからね。私らより

ずっと昔のことです。



記録: 簑田理香 (文責)、 廣瀬俊介、 土祭事務局

上手な人がいいだろうということで、まずは、そこら辺なんですけど。

まあ、景気が悪いんで、東京に行って終戦まで。子供がいなかった

んで、焼け出されるまで帰ってこられなかったんですよね。昭和20

年に焼け出されて戻ってきて、ばあちゃんは和裁をやって、じい

ちゃんは溶接関係の仕事を。子供がいなくて2人でバタバタやって

たんで、わりかし楽な生活だったみたいだけど。

2. 濱田との縁

　その和裁をやっていた時に、お針子さんの中に佐久間藤太郎 

(さくまとうたろう) さんの娘さんがいて、その佐久間藤太郎さんと

の接点が、濱田の方に繋がったのかな。佐久間さんの仲介で濱田

さんとの繋がりができたり、バーナード・リーチが益子に来た時に、

濱田がお土産に着物をあげた。そのバーナード・リーチさん用の

　民芸店ましこを営む中山隼男 (なかやまはやお) さん。民芸店ま

しこは、昭和27年11月、益子で初めての益子焼専門店として開業し、

店名は濱田庄司が命名した。

1. 生い立ち

　私、手伝い始まったのは、昭和40年頃から。私の生い立ちは、終

戦で引き揚げてきたんだよね、うちの親父らが。私は、昭和39年に

子供がいなかったんで養子に入ったんですけど。焼け出されて川

崎から戻ってきて、ばあちゃんが和裁の先生、じいちゃんが溶接み

たいな仕事を川崎の方でやってたんで。元々、じいちゃんとばあ

ちゃんが結婚したときは、呉服屋さん。「真岡屋呉服店」というのが

ありまして、昔結婚する前に、いくらかじいちゃんが勤めていまして。

やはり、結婚したらまた、呉服屋さんになるのに、奥さんは縫い物の

着物を頼まれて、うちのばあちゃんが縫った。ばらして洗えないか

ら、きちんと縫ってそのまま洗えるような着物を。そんなことを聞き

ました。外国へ持って行ったら、洗い張りとかできないですもんね。

(萩原| 洋服みたいな着物ってことですか?) 

　よくは分からないね、その辺はね。でも、うちのばあちゃんは和裁

の先生だから、洋服みたいな着物はできないと思いますね。しっか

り縫って、そのまま洗えるように、そんな縫い方かなと思いますけど。

(萩原| それって、リーチさんのところに残ってるんですか?)

　分からないねえ。かえって、さっきそこにいた皆川さんっていう人
が、佐久間さんと接点あるんだよね。今、「山水の店」って、あそこは

結構、佐久間藤太郎さんと皆川マスさんと接点があったんで。

3. 皆川マスさんと山水

　さっきの方は、そこのお孫さんなんだよ。今、おばあちゃん、

ちょっと入院してるんですけど。ヒロさんといって、おばあちゃんと

いっても82、3歳なんですけど。その方が、おばあちゃんの皆川マス

さんの跡を継いで、ずっと山水の絵付けをしてたの。佐久間さんの

庭で皆川おマスさんがゴザ敷いて、土瓶がたくさん並んでて絵付

けしていた写真なんかが、山水の店の皆川さんにはたくさんありま

す。うちなんかは、昭和27年頃、ばあちゃんがまだ元気だったんで、

孫のヒロさんがマスさんをリヤカーに乗せて遊びに来てた。その当

時は、お店はほとんどなかったんで、うちぐらいしか来るところがな

かったのかもしれない。その時に、その頃、「こういうものでも売れ

るかもしれない」と、色紙みたいなものも描いて50円だか100円で

売ったなんて話も。「最近では、ちょっと景気の良いときには、3万く

らいで売れた」とかの話も。昔そういうのを描いた頃は、50円か100

円ぐらいで、山水の絵はそれ自体がそんな高いものじゃないんです

よね、格っていうか。だから、今でも、そんな高いものじゃない。だか

ら後継者が出てこない。そういうこともあるんだと思います。金にな

ればやりますものね。

(萩原| 今って､山水画やってる方っているんですか?) 

　まあ、描く気になれば、普通ちょっと絵心ある人だったら描ける

と思います。

(萩原| 例えば、つかもととか、どこかたくさん作っている所で職人

さんとしてやっている方は?)

　でも、そんなに金にならないから。結局商売になればやるんです

けど、商売にならないと思いますよね、今の若い人らじゃ。だから、

皆川さんでも、描いて、焼いてもらって、それを売ってる。この描き賃

ではね。たくさんの需要があるわけじゃないから、美術品じゃない

からね。だから、本当に焼き物好きの人なんかは、山水の絵付けの

ものは貴重としないかもしれない。焼き物あんまり好きじゃない人

だと、きれいで喜ぶ人もいるけど。焼き物通の人は、山水の絵付け

があるから良いとかは思わない。

(廣瀬| 元は、大衆のためのお茶碗に絵をつけたのを、柳さん達が

評価されたってことですか?) 

　まあ、濱田先生が益子に来て、あれを民藝運動とか色々やった。

よく聞くと、東京の「たくみ」が、皆川さんが山水の絵付けをしたや

つをドイツに出品して、それが賞をもらったというんですけど、皆川

マスさんが出したんじゃなくて、あれは、「たくみ」なんですって。マス

さんが絵付けしたものを、東京の「たくみ」っていって日本民藝協

会の東京の部だったんですね。民藝運動やって東京の本部が｢た

くみ｣というお店だったんです。そこで扱っていて、それをドイツに出

して、それでなんだか賞をもらった。おマスさんは頼まれて描いてい

るだけだから、おマスさんがもらった賞ということではないんですよ

ね。

4. 値段決めと店の売上

(萩原| 例えば、そういうふうに賞をもらって金額とか上がったりし

たんですか?) 

　いつのことだか分からないけど、賞に入ったから高いっていうの

はなかったような感じですよね。ここら辺はそんな傾向じゃないの

よね。結局、たくさんあってお客さんどんどん来るから。他にあるほ

んとうに小さい所だと、作者が賞を取って、私こういう賞を取りまし

たって売り込みに行くみたいなことがある。益子あたりはそんなこと

する必要なくて、値段相応に卸してやっているうちにお客さんがつ

いたり、たまに展覧会に出したら入選したとか。そんな感じだった

から割と恵まれてたかもしれない。やっぱり、他の産地の作家さん

は、自分の箔をつけてから、「私はこういう所でこう入選しました」と

か、そういう陶歴をぶら下げていかないとお店では買ってもらえな

い。あと、画廊とかでは相手にしてもらえなかったみたいだよ。益子

は元々、濱田さんが来る前には台所用品だからね。

(廣瀬| じゃあ、あまりお店のほうが敷居が高くないってことです

か? 門戸を開いている?) 

　まあどうかね、窯出るとみんなして行って、値段決めやって、独立

するときには2、3軒から4軒、民芸店だと色々扱ってるから、いくらぐ

らいかわかるから。その力量、値段決めをやってバランスよくやって

たんだよ。濱田先生が生きている頃はね、窯から出て焼き物ができ

あがった時に濱田さんの目があったんで、その下の島岡でも村田

でもわりかし押さえられてたってところはあるんですよね。濱田先生

もそんなに馬鹿高くなかったから。先生が亡くなってから、島岡さ

ん達がどんどん値が上がって、押さえる人がいなくなっちゃったし。

　濱田先生が亡くなったのが昭和53年で、昭和もあと10年くらい

あるわけだから、その頃、右肩上がりで絶好調だからね。値段が上

がり過ぎていたバブルがなければ、コンスタントに地道でうまく

いってたかもしれない。あの時に上がり過ぎちゃった。今年買わな

いと来年上がるし、来年買わないとまた上がる。そんな売り方をし

てたんですよね。民芸店の言うことなんかもう聞かないもんね。

ちょっと狂っちゃったよね。昭和のあそこら辺の時代がなければ、

もう少し緩やかな良い時代があったんだろうけど、平成になってか

ら、平成10年～15年に益子に入ってきた若い人は、今のこの状態。

これしか知らないから、「これでいいんじゃないの」って。人はたくさ

ん来てるし、そんなに馬鹿高い値段はつけない。だから、喜んで

買って行ってくれるし。良い時代知ってた人はね、すごかったでしょ、

売れ行きが。陶器市の時、うちあたりだって小さな店で、俺と嫁さ

んで1日駆け回って、1日で100万円近く売ったんだよ。今は、陶器市

全部やったってそれくらい。あの頃は、島岡とか、3万円くらいのが

よく売れたんだよね。だから、それで売上が上がったのかな。あの

頃はみんな金持ってたんで、少し良いものを買いに来て。今はいく

ら高くたって、5千円止まりくらいだもんね。いくら売っても１日10万、

15万売るのが大変。だいたい働いてる頭数見れば分かるっていう

んだよね。店に10人いれば1人10万円前後扱えるので、100万円売

り上げる。今は、もっと単価が下がっているから1人10万まで行か

ないけど。そんな感じで人数揃えるからね、うちの店は100万売るっ

て言ったら、1人10万くらいの仕事できるから10人揃える。昔はそ

んな感じでやってたみたい。だから、売上が多いか少ないかは、頭

数を見ればわかる。

(廣瀬| 先程の値段決めっておっしゃられたのは、みんなで行くん

じゃなくて、見てだいたい目利き的にこのくらいの値段かな、と?)

　年寄りの、うちの親父とか合田好道 (ごうだよしみち) さんとか、

それよりちょっと若い焼き物屋さんとか、私らも親父が元気な頃に

は一緒に行ってたけど、合田さんという人が作家系の人の面倒見

てたんで、結構2人で何点かは付けたのかな。私らが親父に代わっ

て行った頃には、作家系の人が駆け出しの頃で、誰でも威張って

いて。みんな売れたからね。

5. 専門店誕生とその時代

　うちが店始まったときに、ちょうど佐久間さんが知り合いだった

し、あと濱田さんとも着物を縫ったり接点があったので、「専門店を

作ろうか」ってことに。その当時、私が覚えているのは、いくらか戦

争未亡人の方がいて、焼き物屋さんはみんな山の中だから、そうい

う所に品物を預けて店先に並べておいて委託販売をやってたみた

い。女の人は仕事がないんで、売れたら歩合もらって、そんなところ

が2、3軒あったように記憶している。昭和35年や40年くらいまでは

あったかもしれない。そういう所はあったんだけど、専門店がな

かったんで。きちんと説明とかしないで、値段付けて、売って、歩合

をもらうだけだからね、やはり核となる所が必要だということになっ

た。うちのじいちゃんは、結婚した時呉服屋さんで商売してたから、

できるんじゃないかってことで。うちの親父が昭和27年に始まった

時、47、8歳くらいかな。当時は、島岡とか村田はまだ独立していな

くて、彼らが独立したのは確か29年か30年頃。27年に店を作ろうと

準備していた時に、一番下っ端が島岡達三だった。その頃は、加

守田はまだ来ていなかったし。

(萩原| 島岡さんが、お店を作るのを手伝ったんですか?) 

　島岡さんは、何をやってたんだかね。窯業指導所に技術官で

入って給料もらってたかな。お弟子さんじゃ小遣いくらいしかもら

えないからね。濱田さんのお弟子さんは、きっと島岡と瀧田項一 

(たきたこういち) くらいしかいないんじゃないかな。村田元 (むらた

げん) さんあたりは、本当の弟子ってわけじゃなくて、手伝いながら

学ばせてもらってた感じかな。当時益子には、共産党が結構流れ

て来たんだよね、東京に居づらくて。益子はそういう人が結構多い

んだよ。当時、警察はうるさかったから、濱田さんは嫌がったんだよ

ね。だから手伝ってもらうくらいで、弟子にはしていないと思うんだ

よね。きっと、益子は居心地良かったでしょうね。村田元さんは、絵

描きさんだったんで美的感覚はあっても、ロクロはね。村田さんが

益子に入ってきたのは、昭和19年。40歳くらいでロクロ始めて、29

年くらいに独立したんですけど売れないんですよね。ロクロ下手だ

し重いし、益子じゃ売れないから、窯が焼けるとリュックサックに入

れて東京へ行って、共産党の仲間に買ってもらって生計を立てて

たみたいですけど。共産党の人たち、金持ってるんですよね。昭和

30年、31年のことでしょうけど、「のらくろ」の田河水泡 (たがわすい

ほう) なんか、協力してくれた仲間みたい。この、小林多喜二 (こば

やしたきじ) の「蟹工船」の本の装丁したのが、村田元だっていうん

だよね。

　私は、村田元さんに色々教えて貰って、村田さんの品物でずっと

商売してたんです。村田さんの、オーソドックスでしっかりしたもの

が好きなんです。

(萩原| 戦争未亡人の方が売っていた頃に専門店は全くなかった

んですか?) 

　あの頃は、交通の便も悪かったし、みんな道路近くにある窯元に

買いに来てた。うちが店を始めた昭和27年頃は、外人さんが多

かったような感じがする。日本人は、終戦後7年だから、まだ余裕が

なかった。

(萩原| そんなに外国の方来てたんですか?) 

　結局、外国の人も旦那が兵隊で奥さん連中も一緒に来てるで

しょ。暇だしお金はあるし、4、5人で遊びに来る。だから、オリンピッ

クの時に、外国人たくさん来るからたくさん売れるだろうとバーッと

お店できたら、結局それ程でもなかったの。オリンピックで来てる

んだから、焼き物買いに来てるわけじゃないから売れるわけないよ

ね。みんな外国人が来るの珍しくて、黒山の人だかりになって、そん

な時代だった。

6. 焼き物以外の手仕事

(萩原| お店を始めた時、扱っていたものは陶器だけだったんです

か?) 

　陶器と燭台、ろうそく立てね。濱田先生が、鍛冶屋さんに指導し

たんだよね。それで作らせたみたい。だから、今、日本民藝館の照

明の金枠で組んだものも、益子の熊代 (くましろ) さんっていうなか

なか器用な鍛冶屋さんに作らせて、あそこに飾ってあるとか。濱田

先生は、手仕事の町にしたかったんだよね。鍛冶屋さんは、簡単に

できて良かったんだけど、この後ろにある「やまねすだれ」、こういう

ものも民藝品で。濱田先生が益子に来たのは昭和の初めだからね、

これで生計は立てられない時代だった。これは、柿沢さんっていう

竹屋さんが、隠居仕事で酒代稼ぎに作ってたんだ。今では、これが

結構評判で、欲しいって言われるんだけど、これももう34、5年前の

ものです。これは、庭がある家だと良いですよね。夏風が通って。濱

田さんは、これを夏になると障子に組み込んで使ってたんだよ。濱

田さんは、どこかで買ってきたものを、「こういうの作ってみたら?」っ

てことをしていた。熊代さん、今は塙で鉄骨屋さんやってるとか。ま

だ、お元気みたいですよ。75、6かもう少し上かな。昔は、新町の「魚

新」さんの前あたりで鍛冶屋をやってたんです。あと、このあたりに

もあったし、何軒かはあったんですよ。でも、昭和30年代にはもうな

くなっちゃったかな。

　外人さんにも、燭台とか花瓶の背の高いものが売れたね。花瓶

は、花を生けるんじゃなくて電気スタンドにするんだって。荷鞍屋 

(にぐらや) さんは、無理だったみたい。馬の背に乗せる鞍を作って

いたものを、サイズを小さくして飾りとして作ったら売れるんじゃな

いかって。でも、作るための道具をそれに合わせて作るのが大変

だったみたいで、そこまでしてやらなかったみたい。普通の荷鞍は、

佐久間さんかどこかにあった感じもするけど。こういう「やまねすだ

れ」も、現代だったら趣があって良いけど、当時はそうは感じなかっ

た。昔は、竹屋さんも結構いた。「やまねすだれ」も、節を合わせたり

あまり小ぎれいにしていないんだけど、かえってこれくらいで良いの

かもしれないね。酔っ払いながらやってるから、そんなにきれいに

できないのかもしれない。案外、酒飲んで酔っ払いながらやる仕事

がおもしろいんですよ。焼き物なんかも、昔は飲みながらやってる

人がいたけど、きちんとやったから良いものができるとは限らない。

今は、そんなことやる人いないでしょうけど。今、竹工芸なんかも県

北で人間国宝が出て、半年に1つとか1年がかりとか、アメリカのバ

イヤーが入って待ってるんだって。もう日本人は、竹やガラスになん

て金出さない。技術はあるけど、焼き物には金出すけど竹工芸には

出さないよね。だって、半年に1つっていったら、5万、10万で買える
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ものじゃないでしょうからね。飾る場所も作ってないし。

(萩原| 今、竹かごってお店で売っているものは高いと思うんです

けど、いくらくらいだったんですか? 益子でも竹をやっていた方がい

たって聞いたんですけど?)

　益子で作られていた竹細工は、美術品じゃなく、うどんを上げる
ときのザルや木の葉さらいの背負いかごとかだと思うよね。ああい

う人間国宝くらいになれば核になるけど、ああいうのとは違うから

ね。買う方だって違うからね。

7. 焼き物の産地について

　日本の古い窯は、人間国宝が消滅しないようにしている。結構

全国で、30年くらいやるとなくなっちゃう、消滅しちゃうところもたく

さんあるんですよね。益子はこれだけあるから、人間国宝を置いて

おかなくてもやれてるけど。核になるものを作っておかないと消滅

してしまう。だから、備前とかそういう所は、いなくなったらすぐ人間

国宝作って核をおかないと消滅してしまうみたい。焼き物っていう

のは、20年、30年やって、その周辺で使う分が終わるとつぶれる。

土と木はどこにもありますもん。

(廣瀬| 確かに、浪江町に通ってましたけど、大堀相馬焼はそんな

に盛んには見えなかったですね。あと、山形で働いていたときもあ

るんですが、平清水には点 と々しかなくて、こちらとは全然違う産

地ですね。)

8. 加守田章二

　何年かやった「益子陶芸展」、あれも良かったんだけど、平野さ

んが町長辞めたら止めちゃった。あれは、2年に１回世界各国にチ

ラシを送ったわけだから、外国からの出展者もいて宣伝には最高

だったんだけど、町長さんが変わるとやっぱりね。復活するんじゃ

ないかって話も聞いてるんだけど、それは分からないけどね。2年に

1回の開催だから、すごいチラシを世界各国に撒ける。「濱田庄司

賞」と「加守田章二 (かもだしょうじ) 賞」の2つの賞を作って。

　やっぱり、加守田章二の名前はすごいね。日本でトップクラスの

脚光浴びた人だから。外国では濱田さんが有名だけど、日本では、

加守田さんの方がすごいかもしれないね。加守田も最初は濱田の

所に来た。加守田は売れなかったのよ。その頃売れたのは、濱田に

近い焼き物やってる人だった。「濱田の益子」って益子に来るから、

違うもの作ってるとあまり売れなかったかもしれない。結局、加守

田は自分独特の世界を作ってたから。でも、濱田はそれを認めてい

て「これは良いよ」って、うちの親父らに推薦してた。濱田も益子に

来たときは応援してくれる人がいて、東京のデパートで働いてる女

性店員の3人分くらいのお金を誰かがくれてったという話を聞いた

ことがある。その頃の給料がいくらくらいか分からないけど、濱田は

勉強しているわけで金稼いでいるわけじゃないからね。私らより

ずっと昔のことです。



赤羽福治さん (右)

　だいたい濱田さんに来る人は、運転手付きの車で来るんです。

今の参考館の横に止めていた。宇都宮のロマンドウさんという濱

田さんと縁がある人がいて、その人が窓口となって紹介するんです

よ。私たちも親しいつきあいをさせてもらったが、やたらにお客さん

は紹介しなかった。届けていたのは茶饅頭が定番のものになりま

すが、当時は今のように包装していなくて、通い箱という蓋付きの

木箱がありましてそれで運んでた。その饅頭は、普通は茶饅頭と呼

ばれるが、当時から赤羽饅頭と呼ばれ、それでこの茶饅頭は赤羽

饅頭と呼ばれるようになった。その日によって持って行く饅頭の数

は変わったけど、大奥さんは百を一束 (いっそく) という言い方をす

るんですね、そんな言われ方をしてましたね。

　まず、配達持って行ったな。1日のうちに午前10時のおやつ前、

午後、今度夕方お土産用に、3回持って行ったこともある。大阪万

　赤羽福治 (あかばねふくじ) さんは、内町にある大正13年から続

く和菓子屋、赤羽まんぢう本舗を営んでいる。

1. お饅頭の配達

　若い頃は車社会がここまで進むとは思わなかったんで、自転車

で配達を始めて、次はバイクで配達してた。私が工場に入ってから

は、お母さんもバイクで配達した。

　キイジョロウホトトギスを濱田の大奥さんから頂いて、今も大事

にしている。当時はかなり貴重だったんだね、今では栽培されて園

芸店で売ってますけど。当時私らは名前も知らなかったんですが

ね、育てるのが難しくてなかなか咲かないんですよ。秋になるとお

店に持ってくる。今年は最高によく咲いて、大事に育ててます。

(萩原| 濱田さんの所には、どんな人が来てたんですか?) 
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05 新町ほか｜聞き取り 赤羽福治さん 「濱田庄司と饅頭、戦後のこと」
内町  赤羽まんぢう本舗にて  2014/12/07
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博の時、濱田館っていう展示館ができた。一番人気があった時代

なのかな。私が工場に入るようになって、女房が配達するように

なったら、女房は奥さんにお茶菓子よばれて来るんですよ。濱田さ

んでは、全国から珍しいものが色々集まるんでね、20世紀梨、中津

川「すや」の栗きんとん、とかよばれてくる。私も何回かよばれたこと

がある。今は、全国から次の日にはお取り寄せとかできる時代だけ

ど、当時はね。20世紀梨は鳥取だし、栗きんとんは岐阜県、相当な

数の頂き物があったんじゃないかな。夏暑い時配達に行って、梅

ジュースを何回か頂いたんですが、濱田さんでは焼酎は入れない

で梅液だけで作っていたんですよ。奥さんが作ってくれて、汗かき

ながら二口くらいで飲み干してしまうんだけど、また汗が余計出る

感じで、焼酎入れると酔っ払っちゃうから、普段は飲めないからね。

焼酎入れるのが当たり前だと思っていたが、その時初めてよばれ

た飲み物だった。そんな記憶あるね。

(萩原| 濱田さんの奥さんは、益子の人じゃないんですか?)

　益子の人ではない。カズエさんっていうのかな、どこ出身なのか
な。濱田さんは、川崎の溝の口だけど。焼き物人気なんかも、参考

館ができるより前が時代的には最高潮だった。民芸店も、民芸店

ましこが最初であとはなかったから。

　今は朝そんな早くやらないが、昔7時48分かな、上りの二番電車

が、東京に行くのに一番便利だった。うちもそれに間に合うように、

お饅頭作りしていた。焼き物屋さんが、お土産で持って行くとか、そ

うでない人も持って行くから。濱田先生が東京に行く時、普段はお

店に取りに来るが、2回くらい電車の中まで届けたことがある。切符

切りの人に、発車しないで待っていてと言って。当時、電車は三両

編成だった。真岡に通う学生は、一両目と半分までは女子校、その

後ろが男子校という線引きがあった。濱田先生は女子校の車両に

乗る。学生さんも顔を覚えているせいか、先生が立ってると席空け

てくれたんだよね。大人はどっちに乗っても良い。濱田先生は、雑

誌に載ってるいつもの和服のもんぺ姿で。

2. 材料の仕入れと交通

　小豆の産地は、この界隈でできた小豆を重点的に使っていた。

今、畑作はかなり高齢化で減ってしまったと思うんです。今は、ほと

んど北海道産になりましたね。当時は益子から陶磁器を持って、こ

こからも東北・北海道まで行商に行ったんですよ。昔は物交  (ぶつ

こう) 、物々交換をした。行った人が、陶器と穀物を交換して、その

中に小豆があると私の所に売りに持ってきたこともあった。一番遠

くまで行った人は、私のところで北海道に親戚が二軒ほどあるんで

すが、岩内郡という所に行った帰りがけに、どこから来たの、という

話になり、親戚から私にタバコを預かったと持ってきた方がいて、

それで北海道まで行っていたのを知った。ここの陶器も少しは持っ

て行ったが、東北や遠くに持って行くのは仕入れして持って行った

関西の磁器の白ものだった。何軒か問屋さんがあってそこから

持って行った。それは、50年以上前の話になりますね。

　その頃は親父と使用人もいて、お財布は私が預かっていたんで

すが、当時は郵便局か足利銀行しかなかったから、今でも私は普

通預金の三桁の通帳を使ってるんですよ。今では少ないと思いま

すよ。たまに書類とか書くと驚かれます。

(廣瀬| 饅頭の皮は小麦粉なんですか?) 

　皮は、小麦粉で、この色は黒糖の色です。茶饅頭はポピュラーで、

どこの田舎にもありますね。黒糖か玉砂糖かカラメルで色を出すの

が普通で、黒糖は昔からずっと問屋さんから取り寄せていました。

当時この辺では、小麦ができなかったんです。粉はずっと一貫して

千葉製粉の粉を使ってます。商売始めたのは、大正13年。もう専門

の問屋さんが来てたから、原材料は整った。豆だけは地元で手当

てし、ただ、白あんは北海道の手亡 (てぼう、白いんげん豆の一種) 

でないとだめなんですよ。和菓子屋はあんこが命。豆からあんこは

取っていた。使用人が3、4人いたから。今でも、豆から煮てあんこを

作ってる。あん作りは一仕事なんですよ。

　益子もバイパスができる前、参考館の前あたりは田舎の景色

だったんです。南の方を向くと高舘山、ずっと丘が見えて。そういう

景色が好きで、濱田さんはあの場所を選んだのかなと、そんな感じ

がしますね。

(萩原| バイクで配達していた頃、問屋さんとの行き来は?) 

　益子と宇都宮には定期トラックが来ていました。益子トラックと

いう名前で、会社がこの辺にあった。住まいが奥にあり、かなり大

きかった。車庫として屋根がついて覆われていたので、雨が降ると

子供達の遊び場だった。便利になるのもいいんだけど、反面景色

が変わるのは懐かしさがなくなってくるんで、でも、こういう車社会

だからね。道路が良くならないと、町も発展しないからね。これから

は、どっちがいいもんかね。



 うちの前あたりから城内あたりは舗装になるのが早かった。それ

から先は後だった。新町・田町は、旧態然だから狭い。城内坂のよ

うに歩道が整備されれば、歩きやすいし運転しやすい。道の狭さ

では、「益子の町か宇都宮大学前か」と、昔そんな言い方したんだ

よね。益子は陶器の急激な発展があった。町としても伸びるものを

伸ばしていかないと。個人では難しいから、焼き物も他の観光も。

今注目されている道の駅も、かなり作り尽くされているから、大変

だと思いますよ。大きく作るだけでは後に大変さが残る。

3. 赤羽のコッペパン

(萩原| 当時から和菓子屋さんは他にもあったんですか?) 

　結構、町の中に一軒くらいずつあった。このちょっと先に一軒、

栗崎にも一軒あって。親父らの時代には、田野まで入って益子菓

子組合で、十三軒くらいあったんだよね。ちょうど戦後物資がない

ときに配給制度があって、組合を作らないと配給受けられなかっ

たので、益子は早く作ったと聞いていた。その時の会計屋さんがい

たので、私の所も会計事務はその方にお願いしていた。配給っての

は、お米も一家に何人居るから、一ヶ月何升ということで受けられ

る券があって、それとお金を持っていかないと米屋で売ってもらえ

ない。

　うちは饅頭屋だったけど、パンも配給に出すので、親父らはコッ

ペパンも作っていた。そのパンも食券がないとただ売れない。来る

粉もそのほかの材料も、向こうで計算されて来るんで、出来上がり

はだいたい決まってる。戦後そんな時代があった。当時食べたパン

の味を覚えている人が、今だいたい80歳後半。たまに、赤羽で作っ

たコッペパンの味が、忘れられないという話を聞く。今のパンとは

違い、上はかなり茶褐色でかなり歯ごたえのあるものだった。政府

の要請なんでしょうね。米ばかり配給できないからね。私が考える

には、アメリカが小麦を売り込むのに持ち込んだこともあるんじゃ

ないかな、普及させるために。実際、その後給食にはパンとなって

いった。今はないが、うちにもパンを焼かされた大谷石の窯があっ

たし。私が物心ついた頃には使わなくなって、使わなくなってから

も壊さないでずっとあった。今思えば、あればピザが焼けるなと思

う。

(萩原| その時のレシピは、どこから誰が教えたんですか?) 

　それは親の代だから分からないな。ただし、あまり混ぜるものは

05 - 56

なかったみたい。粉とマーガリン、食塩と砂糖かな、ものがない頃だ

からそんなものだと思う。パン入れる箱は大きかったんで、半分に

してその後使っていた。横に赤羽のパンって名前が入っていて。赤

羽の部分とパンの部分と半分になり残っていた記憶がある。今も

裏の方探せばあると思う。食パンでもそうなんだけど、窯から出し

て粗熱とれたら、一度箱に入れて密閉しないと皮と中身の固さが

違ってしまう。だから木箱をいくつか作ってストックしておいた。

4. 焼き物の町のこと

　城内坂は、町の目玉ですよね。よそ行ってみても、民芸店があれ

だけ揃っているところないもんね。政府のテコ入れで景気が良く

なってくれれば一番良いんですけど、陶器市、数はずいぶん来てま
すよね。よく分からないが、テントが500も出て、とにかく空いてると

ころはみんなテントになっちゃうでしょ。買う方が少ないというのは、

お店が多いから分散しちゃうんだと思いますよ。金額的には､全体

的に落ちてるんじゃないの、でも数は来てくれている。春だと40万

人近く来るかな。地元の出店だけでなく全国から来るようになった。

　このちょっと先に名古屋から来てる人がいるけど、次の年も来る

のは、それなりに採算がとれてるからでしょう。よそから来てる人は、

色々な仕事の人が入って来てるんだよね。受け入れがオープン

だったってことで入って来られた。塚本製陶さんの塚本武さんが、

商工会長を長くやっていたんですよ。そういう関係で、よそから来る

人はあまり規制しないで受け入れてた感じでしたね。今の中堅以

上の人たちも。

　今は、窯業指導所が勉強の場になっていますけどね。栃木県は

焼き物じゃ益子だし、新潟へ行くとおせんべい関係の指導所があ

るんですよね。業者も多いし、良いもの作ろうと。

(廣瀬| 窯業指導所は、最初は組合員が産地興しをしていこうと考

えて作ったんですよね。それを町に移管して、今は県へ。)

 やはり勉強の場は必要ですからね。伝統的なものも必要だけど、

若い人には若い感覚のものが必要。あとは値段が一般的になると

若い人も使ってくれるかな。有名になると値段も上がるのは仕方な

いんだろうけど...ここは笠間と近いし、やきものライナーも走るよう

になったけど、もう少し利用者が増えれば良いと、チラチラ見てるん

ですけど。



記録: 簑田理香 (文責)、 廣瀬俊介、 土祭事務局
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5. 50期の決算を終えて

　商売は、長くやっているだけで伸びるってことはないけど、家の

中の人間だけでやってるから無理もしないで済むし。随分大きいと

ころから声が掛かったこともあるんですよ。だいたい忙しい時期が

決まってしまうからね、どっちかを犠牲にしないといけないから、一

切よそへは持ち出さないってことでやってきた。量産して売ることも

一つの方法だったかもしれないが、私の力不足なのか、考えが古

かったのか、親父の代からずっと変わらず、家だけで作る形でやっ

てきた。私が仕事を始めて23歳の時に法人にしたんですよ。お菓

子屋が始まったのは大正13年だけど、今年の決算で法人にして50

年になった。50期の決算ができたのを期に、すっかりせがれに名

前を変えました。　　



谷島国夫さん (右)

写真の奥に写る対岸の山まで峰が繋がっていた場所にて。

で行ったこともある。有志何人かでちゃんとしたものをつくろうと話

は出ていたが、なかなかまとまらず、平成16年になって、そろそろな

んとかしたいと、自治会役員で話が出て、役員だけではできないか

ら「花馬建設委員会」をつくり、自治会の臨時総会を開いて、一家

45000円の負担金を決めた。15000円を3年間で積み立て、集まる

前につくりたいから、いったん自治会で補填して発注、平成16年12

月に埼玉川越の美術制作会社に依頼し、デザインは益子の陶芸家・

陶壁作家の藤原郁三さん。腐食もなく100年はもつと言われるアル

ミ製に。おそろいの法被もつくり、高尾神社のわきに、保存の小屋

も新築。張子の馬もまだ保管してある。25日は、石並の奥、石並城

跡の佐藤家 (今はもう誰も住んでいない) の前から出発をしていた

が、今は、公民館前から出発しみんなで見送る。

2. 小学校への道

　私が子どもの頃、ここの尾根筋は繋がっていたんだ、それがだん

だん砕石を採取することになり、今では別の山々のようになってい

る。

　谷島国夫 (やじまくにお) さんは、益子町役場を退職後、石並で

今の花馬を作った時の自治会長を務めた。

1. 祇園祭に花馬が出るようになった由来

　江戸時代、益子の祇園祭は飛び領として益子をおさめていた那

須黒羽藩大関氏公認の祭りであった。花馬が出るようになった起

源ははっきりしないが、石並の佐藤家が黒羽藩に仕えた功績で殿

様から特別のはからいを受けたことが考えられます。

　昭和46年まで農耕馬を交代で出していた。黒羽藩の時代は3頭、

廃藩置県後は１頭。農耕馬が少なくなり出せなくなったとき、祇園

祭の当番町に「行けない、出せない」と伝えると「花馬が出ないと神

輿も巡行できない、かんべんしてくれ」「短冊だけでも来てくれ」と

言われた。軽トラックにハリボテの馬をつくってつけて鹿島神社ま

で行ったり、バイクで短冊を運んだりしたこともある。

　昔は、21日から始めて23日が中日、25日が最終日、花馬は25日で

花馬が出て初めて神輿や山車は自由に動ける。短冊は、五穀豊

穰・八坂神社の2種の文字を育成会中心に書く。短冊を配って25

日の朝までに書いて集め、笹に飾る。

　八坂にお参りしたら、馬はすぐに帰る。お清めのお酒を飲ませた

ら興奮して走り出し、馬をひく人が必死についていくことも。また、

他の町内が自分の土地の五穀豊穰を願って、短冊を奪おうと手を

出してくるので、それを邪魔する、という攻防もあった。

　昭和46年から平成16年までの36年間、毎年工夫して繋いでき

た。張子で馬をつくって軽トラに積んで出したこともあれば、バイク
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05 新町ほか｜聞き取り 谷島国夫さん 「花馬のこと、小学校への道」
石並　小高い丘の上にて　2014/12/01

記録: 萩原潤 (文責)、 廣瀬俊介、 土祭事務局
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05 新町ほか｜資料 1   新町地区有志により制作されたかわら版
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05 新町ほか｜資料 2  江戸中期までに整備された道路の残存状況
土祭企画「益子の風土と風景を読み解くプロジェクト」関連図
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旧益子村および旧生田目村と周辺にあたる範囲における江戸中期 (1688-1704) までに整備された道路の残存状況　2014年12月18日
出典: 「元禄益子古図」 (平野家蔵)　地理院地図 (http://portal.cyberjapan.jp/site/mapuse4/) 
加工: 廣瀬俊介 (土祭風土形成ディレクター、東京大学空間情報科学研究センター)
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提供: 久野サタ氏 (北益子)

05 新町ほか｜資料 3  小学校、小学校の工事、櫓、祭典等の記念写真
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05 新町ほか｜資料 4  5 0年程前の本通り沿いの家々

手書き資料　提供: 高橋正則氏 (新町)


