
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。

出典: ヴィスワヴァ・シンボルスカ『終わりと始まり』　　
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02 西明寺

01 上大羽・栗生

06 山本

03 城内・一の沢

11 下大羽

09 大沢・北中

10 七井

08 小宅

13 星の宮

04 道祖土

12 塙

05 新町・田町・内町・生田目
    石並・栗崎・北益子

07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

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

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

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

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

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

地域の区分
地域を13地区に分けて風土・風景を読み解く



06 山本

風土・風景を読み解く スライド集　

風土・風景を読み解くつどい 談話録　

聞き取り 柳一己さん 「妙伝寺雅楽について」

聞き取り 舘芳衛さん 「山本の歴史、山仕事、農村歌舞伎舞台」　　

聞き取り 片岡正男さん 「松本歌舞伎舞台の復活について」

聞き取り 上野ふみさん・百合子さん 「馬がいた頃と大郷戸のこと」

聞き取り 笹沼忠夫さん 「地域の環境整備について」

聞き取り 廣田好實さん 「愛林会、昔の出来事や言い伝えのこと」

資料 1  妙伝寺雅楽の音取 (楽譜)

資料 2  第3回松本歌舞伎舞台公演プログラム

資料 3  松本歌舞伎舞台の作りについての説明

資料 4  1910年頃の方言訛言 ア行の一部

資料 5  1910年頃の田野村の地図

資料 6  益子山本地区ベーハ小屋 MAP

資料 7  山本大郷戸の民俗についての調査報告書

資料 8  山本・大郷戸地区を研究対象にした論文
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山本地区の概説

　益子町の南東部、高舘山より南側、茨城県との県境にあるこの地区は、益子を南北に横断する小貝川に合流す

るぐみ川の源流を持つ。ぐみ川とその支流に沿って水田稲作地帯が広がっており農業を生業の中心とし、十数年前

までタバコの栽培も盛んであった。この地区には現在でも多くの祭事が残り、農村歌舞伎舞台、雅楽、太々神楽、お

囃子などの伝統芸能が地域の人々によって生かされ続けてきた。
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06 山本｜風土・風景を読み解く スライド集
松本コミュニティセンターにて  2015/01/13
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後に那須の方へ移転したと聞く。彼らが富谷観音へ抜ける道を

つくったと聞いてもいる (子供たちが茨城県側の学校へ通った

ため、その道を通す必要があった。2015/01/06 廣田好實氏聞

き取りより) 。彼ら開拓団の住居があった場所へ行くには、「長

者橋」と呼んだ大きな石伝いに沢を登る必要があった

(2015/01/06 廣田好實氏聞き取り / 2015/01/08 片岡正男氏

聞き取りより) 。

3. 開拓団

・ 開拓団の中には、沢水を使い水力発電を行った人がいた。

・ 朝鮮から引き上げて来た人々の中には、大郷戸ダムの奥へ入植

した人 と々、田野の大字梅ヶ内へ入植した人 と々がいた。それは、

ほぼ同じ頃であった。

4. 米価と物価水準

・ 舘芳衛氏が持参した、江戸時代から現代までの米価が染め抜

かれた手ぬぐいを見ながら皆で話をした。

・ 全体的に、1俵4千円の時代が長かった。

・ 昭和50年頃まで、米1俵の価格が標準的な企業給与の1ヶ月分

に相当した。

5. その他

・ 前沢と山本の境、蕎麦屋「あざみ」のある坂に、尾根に向かって

1. 共栄作物

・ 馬耕などを行っていた頃、畝立てした上に葉タバコを育て、下に

麦を植えて馬の餌にしたと聞き取りで聞いたことを引き合いに、

地域の共栄作物について尋ねた。

・ カンピョウ (ユウガオ) とネギは共栄作物である。カンピョウ生産

は益子町内でも行われている (ましこのマルシェ出店者のうち3

組がカンピョウを持ち込んでいる。農政課に土祭事務局が確認) 。

2. 茨城県との結びつき

・ 益子町南東端から南部の茨城県桜川市、笠間市にかけて花崗

岩の産出地帯がある。そのことと、山本・大郷戸ふれあいの郷づ

くり事業で花崗岩製の標柱や階段が多用されることの関係を

尋ねたところ、花崗岩は安価な中国産を用いているのではない

かとのことであった。

・ 地形的に、山本字境と田野の大字本沼は谷底平野上に分水界

のある土地に位置している。そのため、山越えをせずに茨城県桜

川市へ出られる。

・ 聞き取りにおいては、富谷観音へ参拝に出かけた例を数多く確

認した。その際、最も近い道は大郷戸ダム上流部を抜けて通さ

れていた。西明寺から富谷観音へ通じる道であったと聞いたこ

とがある。

・ 朝鮮から引き上げてきて、営林署から山を買い取って耕作地に

した4、5軒の家があった。作付けが悪かったせいか、彼らは数年

06 山本|風土・風景を読み解くつどい 談話録
松本コミュニティーセンターにて  2015/01/13  18:30-20:30

庚申塚が6基並ぶ。60年に1度建てられるものと聞いている。庚

申さまは大郷戸でもやっていた。本山は足尾 (庚申山の猿田彦

神社が江戸時代に庚申講の本山とされた) にあった。

・ 山本にミヤマカンスゲが生えるところがあり、それを使ったヒロ

ロ細工 (会津地方におけるミヤマカンスゲを用いた編み組細工

の呼称) が行われたと聞く。

・ 畦にカラムシが植えられていたところがあるという。
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記録: 廣瀬俊介 (文責)、土祭事務局



笹沼忠男さん 。 

に出前演奏に毎年行っていて反応はいいので、後継者もだいじょ

うぶかな。

　戦前は、ほかの寺も雅楽をやっていたと聞いている。ここは、地

域性もあって続いている。娯楽もなかったし、酒を飲む機会のコ

ミュニケーションは大切。練習を口実に集まって、練習して、それか

ら酒飲むべ、と。

　12月は妙伝寺の法要で雅楽、夏はお囃子の太鼓と笛、11月の八

坂神社の太々神楽では篠笛と鬼をやっている。だから、地域には、

私の師匠がたくさんいます。

　自動車整備工場を営みながら、地域の伝統芸能の伝承に力を

注いでいる柳一己 （やなぎかずみ） さんより妙伝寺雅楽について

伺った。

1. 妙伝寺雅楽のこと

　使用する楽器は、管楽器の篳篥 (ひちりき) 、笙 (しょう) 、竜笛 

(りゅうてき) と、打楽器の羯鼓 (かっこ) 、和太鼓、鉦鼓 (しょうこ) 。
楽器は、お寺に保管している。ほとんどのものが、明治時代の初代

から、修理しながら大切に使い続けている。私は、竜笛から始めた。

楽器毎に固有の楽譜がある。音取 (ねとり) といってこの譜面 (写

真・右) にそって音を出し，調子をあわせていく。「六テ中」などとあ

るのは、音階を表す。楽譜にある「トラロル」などの発音で、ここを先

輩が歌うのをまねして歌いながらメロディ、音階を覚えていく。歌っ

て覚えて、歌うように、吹く。「トォラロー」と、波を描くように。波の大

きさで音の高さや伸ばし方を覚えていく。

　管楽器は、音が出るようになるまでが大変、時間がかかる。竜笛

は、トーラロー、篳篥は、チーラローと聴こえる。私は、その2つを演

奏している。メンバーが少ないから、みな、いくつかの楽器ができる

ようになっておく。

　代々、先輩から、歌を聞いて楽譜を見ながら教わる。教わったよ

うに、後輩にも教えていく。今、先輩2人で、自分の代が2~6人。勤め

人もいれば農家もいる、少ないながらも絶えずに受け継がれてきた

し、これからもそうしたい。若い人は楽譜がとっつきにくいし、なか

なか音が出ないのであきらめがちだが、田野小学校と田野中学校
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06 山本｜聞き取り 柳一己さん  「妙伝寺雅楽について」
原  柳さん宅にて  2014/07/15

記録: 簑田理香 (文責) 、土祭事務局

妙伝寺雅楽の音取 (楽譜) 柳一己さん  (右中) 。 妙伝寺雅楽の演奏を土祭2012、土舞台にて



舘芳衛さん (右) 

害があったんですけど、そのときに、ここは1/3の百姓が逃げたりし

て離農した。餓死者も出たようです。それだけの人口がいなくなる

と、農業はできなくなる。それで困っちゃったわけです。それでどうし

たかと言うと、代官が北陸から労働力を連れてこよう、移住させよ

う、ということにしたわけなんです。その代官というのが、当時、この

あたりには真岡代官所と真岡東代官所があったんですが、真岡代

官所に赴任してきた竹垣代官、この人は真岡に来る前、越後の高

田で仕事をしていたそうです。

　そして大恐慌の後、ここに赴任して、これはどうしよう、どうしよう

もない、天領だからよけいにそう思うんですよね。なんとかここに労

働力を連れてこよう、と。でも、そのころは、旅行に行くにも、お寺さ

んが通行券を発行していて、た。それがないとどこにも行けないし、

移住するなんて大変なこと。いくら藩の許可を得てもお寺さんの許

　養豚業を営む傍ら、松本農村歌舞伎舞台保存会など地域の顔

役としての活動も忙しい舘芳衛 (たてよしえ) さん。都内の古本屋

などにも顔を出し自ら求めた古文書や歴史書をひもときながら歴

史の謎に思いを馳せるのも楽しみとのこと。八幡神社氏子総代、保

育園の評議員や理事でもある。

1. 天明の大飢饉と北陸からの入百姓、浄土真宗

　田野の中での山本は、特殊な地域。なぜかというと天領なんです。

元々は天皇家、そして幕府、その直属になるんです。それが、ずっと

ここは続いてきた。そのせいか、百姓やってきた人そのものが、直属

ということで、いくらか気位が高かったようで、そのことは文書にも

記されています。それが大きく変わるのが、天明の大飢饉。浅間山

が爆発するんですよ、それで大恐慌になる。全国的にもかなりの被
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可が無いとどこにも行けなかったんです。だから代官は、お寺を

頼って、何度も越後まで行くんです、ところがなかなか許可が出な

い。家も用意します、1年間食べられる食料も保証します、1年間は

税金もとりません、と、いい条件を出すんですよ、それでもお坊さん

がうんと言わない。最終的に、「じゃあ、うちの下寺を作ってくれ」と

お坊さんから話が返ってくる。そうすれば、百姓の移住を許可する、

と。真岡市の小林に寺がありますよね、浄土真宗のお寺なんです

が、ここが最初にこのあたりに建てた浄土真宗の寺じゃないかと

思います。それまでは、この近辺には、浄土真宗はありません。

　そして、新潟県、富山県、石川県などから人を引っ張ってくるんで

す。あのころは、兄弟が多い、そして江戸は戦いもなくて平和な時

代。5、6人兄弟がいるのが普通でしたから、次男、三男を引っ張っ

てくる。そしてふたつの入り方があったみたいです。1つは、住む所

を用意したり、家族を一緒に住まわせたり。ただ、そうするとたくさ

ん来ちゃうから、誰でもいいというわけにはいかなくなる。それで、

奉公人扱いにすることも考えたんですね。お金もある程度与えて、

大きい農家や地主みたいなところに、逃亡しないように守りながら

奉公させる形にした。それを入百姓 (いりびゃくしょう) と言ったん

です。

 この裏話には、たくさんいきさつがあります、これはあまり人には

言ったことがない、というのは、私はよそ者なんですよ。地元の人で

はないので宗教も違う場合、あまり人間関係としてはおもしろくな

いんですよ。だから、そういう人と、縁組みができないことも多かっ

た。その状況は昭和20年ごろまで続きますからね。浄土真宗と、天

台宗とか真言宗の人は結婚しないですから、できないわけではな

いけど、そういう習慣で、ずっと続いています。明治から大正、昭和

と。うちなんかも親戚は全部、浄土真宗。ただ、家族でも単身でも、

ここに来て新しい環境で住む訳ですから、ものすごい勉強家が多

かったそうです。奉公人でも、昼間仕事して、朝早く起きて、ここは

天領ですから、その土地を耕すんですね。そうすると、自分の耕作

地になると、竹垣代官が認めたんです。だから少しずつ自分の土地

を増やしていった。ここに来た入百姓の中で、加賀の国から来た人

は、あそこは当時から農業の先進地なので、技術をかなりもってい

ます。聞く所によると、今は、田植えでもまっすぐ植えるじゃないです

か、昔は、筋状に植えない適当なヤタラ植えだったんです。まっすぐ

植える正条植えを持ってきたのが、入百姓の人たちだと聞いてい

ます。そんなに古い時代のことではないんです。いろんな面で勉強、

努力をして、ここに住み着くようになったんです。 ただ、その下地は、

それ以前からあった。ここの位置は茨城県と接していますから。浄

土真宗というのは、茨城県のほうが早いんですよ。親鸞上人は、茨

城県の稲田山の寺にいて、そこで広めたものですから。あそこを根

城にして、このあたりも歩いていた。あそこから京都に行くんですけ

ど、承元の法難のときに、その罰で、法然は四国に、親鸞は越後へ

流される。それが赦免になって、新潟から長野を通って南下して、

ここへ来るわけです。それで浄土真宗を広めていくわけですが、つ

くったばっかりだから迫害受けるんですよね、守ったのは笠間藩な

んですけどね。それで、落ち着いていることができた。藩に守られた

から広まった。天明の時代より遥か前ですから。そういう関係で、

浄土真宗の下地は、ここにあったというわけなんです。そういうこと

の繫がりも入百姓に入ってきた人たちと無関係ではないと思われ

ます。また、時代的なことから推測していくと、入百姓は、現在で、7

代か8代です。10代以上の人はいなくて、それほど古いことでもな

いんです。

2. 暮らしと結びついていた山のこと

　ここは天領だったですから、国有林です。開墾をして山を畑にし

たり、明治維新政府がお金持ちの人に売ったんです、そのときに払

い下げてもらって買ったから、一部が民地になっていますけど、ほ

とんどが国有林。松本の奥の大郷戸は、ほとんどが国有林ですか

ら。山と農地と、生活は、これは切り離せないんですよ。なぜかとい

うと、昔の燃料は全部、木ですよ、枯れ木、落ち葉、落ち葉は全部

肥料にしたわけですけれども。これがやっぱり非常にここの生活と

深く関わってくるんです。昔は、年の暮れ、12月になると、国有林を

借り受けるんです。ただ、借り受けると言っても、大勢の百姓がいま

すから、あんたはここだよ、と、くじ引きで決めた。それでそれ以外の

山には入っちゃいけない、木も採ってはいけない。落ち葉もさらっ

てはいけないんです。いかに生活と結びついていたか、山が。それ

は、戦後、昭和30年ごろまで続いたと思う。

　小遣い稼ぎなんて、よく言っていたんですが。山の木は、勝手に

切れませんから、大きくなると、無償に近いんだけど、払い下げをす

るんです。それを、皆で切って、薪を作ったり、それをみんなで益子

の町に売りに行くんです。町にはあまり山が無いから。リヤカーや

大八車ですよね、それで引っ張っていって、小遣いを稼いだ。だか

ら、ここにとって、山は貴重なもの。

 山に全部、名前がついているんです。沢もたくさんあって、全部に

名前がついている。私は若い頃は、どんな小さい沢にも名前がある

ことが不思議でしょうがなかったけど、つまりは、くじ引きで決める

のに、場所を特定するためだったんです。地名をつけておかないと、

どこだかわかんないわけですよ。それに、冬はみんな山仕事に行き

ますから、親は子どもに「今日は、父ちゃんと母ちゃんは、どこどこに

行くんだよ」とちゃんと言ってから山へ行くわけですよ。子どもも、そ

の地名がわかんなきゃだめなわけですから。今、生活に山が必要

なくなって、沢の名前がわかる人もいなくなっている。私なんかは、

きのこ採りが好きで、親や先輩に連れられて行きましたから、沢の

名前は、今でもほとんど覚えています。必要に応じて名前がつけら

れたというのはいいことだと思います。沢にも「ゴロが沢」とか、「舟

が沢」「長沢」「ざがまた沢」とかね、わけのわかんないような名前

ついているんです。ざがまたは、ふたつに分かれている沢のことを、

そう呼ぶんです。方言でしょうね。それから、峰にも名前がついてい

ます。だから、親はあのへんにいるな、というのは子どももわかった

んです。

　子どもに教える時は紙に地図を描くのではなく、言葉だけで教

えます。私が小学校にあがるようになると、親は、山仕事に行く時は

一緒に山に連れていくんです。だから、覚えるんです。だんだん、そう

いう体験もなくなっていくんですけど。

(廣瀬| 道祖土では、御城山の裏側を「日陰」と言ってますが、そん

な名前のつけかたもありますか?) 

　あります、ここにも「大日陰」とあります。地名って、その場所の風

景を見てつけたのも多いですよね、なにかしら特徴を掴んでつけて

いますよね。

(廣瀬| 山梨で調査をしたときに、縁とか窪とか、沢があって、それ

は自分らもわかるんですけど「どいじり」とか「なっち」とか、土目が

いいとかいうことからつけられたり、何かを採るためにとか…、そう

いう名付け方は?）

 ここにも「いとじり」ってあります。私は漢字で書かないようにして

いるんです。漢字で書くと、意味がそっちにいっちゃうんです。沢の

名前でもなんでも、漢字で教わったわけじゃないから、口伝で教

わった通りに、ひらがなで伝えるようにしています。あと、「いしだ」も

あります。石田と書くとは思いますが、非常に砂利が多い田んぼ

だったらしいので。

　明治時代に作られた、ここの方言の記録があるんですよ。多分、

下野國誌からとっていると思いますが、明治何年か、今の県です

ね、そこに村の方言を届けなさい、ということがあったみたいで。ど

この町でも村でも県に届けないといけなかったみたいで。それを見

ると、田野村の場合は、調べる人があまりいなかったみたいで、下

野國誌を作った人は真岡の人で、十数年かかってつくった。そこの

文章からとっているみたいです。

　昔、冬の仕事は、米俵つくり、むしろ編み、それから、荒縄つくり、

まっつあら (落ち葉を集める縄のことを「まっつぁら」と言い、その縄

をつくること) 、ぐしもちだわらもつくる。「ぐし」は、棟と書く。上棟の

ときに使う、餅を入れておいて、撒くんです。親父もつくっていました。

 (廣瀬| まっつあらは、地面に縄を置いて落ち葉をくるくる巻くんで

すよね? 今つくれる人がいますか? 手品みたいですよね)

　あれは、難しいんですよ、ちゃんとやりかたがあるんです。木の葉

がばらばらになっちゃうから。60過ぎている人はみんなできると思

う。半分から先だけ、縄にする。それを何本か使って丸める。あれは、

見ないと、わかりませんね! まず、熊手で落ち葉をさらいますが、集

め方もコツがある。ただ、バラバラにしていては丸められない。60歳

以上の人は、米俵をつくったし、コモもつくったし...。昔は、籾を庭

で干して乾燥させて、それを摺る時にコモを使うんです。

3. 小宅文藻

 この本『芳賀烈士伝』にも出てくるんですけど、國誌をつくったの

は小宅文藻 (おやけぶんそう) 。七井の小宅という地名があるで

しょ。あそこに、宇都宮家の子どもで小宅城というのがあったんで

すよ、そこの末裔です。廃藩置県で飛ばされちゃうので真岡に行っ

て、真岡木綿の問屋とかやるんですが、この人は商売人じゃなくて

文学者です、相当のものです。文献には親が侠客と書いてあるから

やくざもんです。お嫁さんもらうことになって相手の実家に行くわけ

ですが、相手のお父さんが非常な勉強家で、それでびっくりして影

響を受けたのでしょうね、そして家に帰ってきて、その夜のうちに嫁

さんに黙って東京に行くんです、結婚したばかりなのに。そして、も

のすごく勉強するんです、それからこっちに帰ってきて國誌を作る

んです。並みの人間じゃないです。世の中には、いろんな人がいるも

んだなあ、と。

4. 天領としての、農産物・特産品

(廣瀬| 天領にされた理由は、政治的な意味もあったと思うんです

が、産物としては何が目的だったんでしょうか? 例えば私が通う飛

騨の場合は、浄土真宗もなじみがあるんですが、木材と鉱山、神岡

鉱山です。) 

 入百姓が入ったころは、ここはもうタバコを作っていたと思います。

明治になってかなり広く作られるようになりましたけど、ここは、今

でもタバコを作っている人いますけど、ずっとタバコの産地で。あと、

冬場は農作業できなくなるけど、織物があったみたいです。ここに

は蚕を飼ったという記録がないんで、木綿だと思います。真岡木綿

は有名ですけど、結局、真岡に集積する問屋があって、このへんか

らも納めて、それでお金を稼いだんだと思います。あと、自分で着る

農作業着なんかもね。機織りの機械は、どこの家にもありましたか

ら。うちなんか、燃やしちゃってないけれど。農産物としては、タバコ

と、あとは、お米ですね、ここは。あと、古くから作られた１つには、落

花生があります。あと、油を絞るための菜種ですね。特にここに新し

いものの農産物は見当たりませんけどね。

　今は、落花生は自分の家の消費する分だけで、販売目的では

作っていないし、タバコだけは、今でもあります。菜種もまったくあり

ませんし。昔は、油も絞っていたんだよね、自分の家用に。余れば販

売もしていたでしょうが。粟やヒエも作っていたと思いますが、文献

には載っていませんね。

5. 二宮尊徳の治水事業 

(廣瀬| 二宮尊徳も町史に出てきますね。まだよく読み込んではい

ませんが、飢饉の後の財政立て直しに関係してきますか? 私が関

わる福島の浪江町では、尊徳かお弟子さんが、二宮御仕法を使っ

て経済を立て直しているんですけど、益子ではそこまでいかなくて

も、お金なんか無利子で貸し付けたとか、記述があったようなんで

すが。) 

　二宮尊徳は、小田原なんですよね、もとは。勤めていた藩の飛び

地が、二宮にあったんです。二宮の桜町というところ。そこから税金

が上がらない、ということで、そこに行け、と命じられて来たんです。

それが栃木と縁が出来た最初。いわゆる治水事業ですよね、川を

作るとか排水路をつくるとか、それを中心にやって、ここにも来てい

るんです。ここのダムの下からぐーっと細い道で水路を作って、山

本小学校のあのへんまで水を持ってきたんです。最後は、真岡東

代官所に務めた。それから今市に行くんですけど。二宮の桜町陣

屋、資料館になっていますよ。あそこに住んで、治水工事やったん

です、このへんもずいぶん来ている。

　それで、川なんか作るときに、どうやったのだろう、と、高低差が

いるわけですよ。言い伝えによると、夜に提灯を10メーターおきに

ずーっとつけるんです、遠くから見ると、どこが水平かわかるわけで

すよ。人間が持って並ぶ。そうやって高低差を調べたわけですよ。

10メーターおきで、何百人という人間ですよ。棒の先に、その棒の

ところに印をつけていくんだそうですよ。なるほど機械が無くてもで

きるんだなあ、と。要するに、知識だけじゃなくて応用までできた人

で、現場にはもってこいの人ですね、単なる知識者ではなくて。そ

れからお金を貸し付けたのも自分のお金じゃなくて、代官所のお

金、それも安い金利で、何年もかかっていいから返しなさい、と。

6. 山本の結束力と水の問題と祭りのこと

　山本の人は結束力が強いと言われますが、自分たちではよくわ

かりません。ただ、言えるのは、ここはそんなに大きい地域ではなく

て、山が多いし、いちばん困っているのは水だったんです。そのこと

で結束力は強まってきたのかもしれません。農業でいちばん大事

なのは米なんです。お米の値段が人間の労賃を決めていたんです

から。昭和の40年ちょっと前までは、1日の労賃は、お米の値段で

言うと、一升です。何百年前のお米の値段から今まで値段が書い

てある風呂敷を持っているんだけれど、それ見ると、ほんとに、労賃

ですよ。多分、昭和40年までは初任給がだいたいお米の値段に、

米1俵の値段に匹敵するんですよ。この家を建てたのが、私が高校

終わってからですから、そのころの大工さんの手間が、米1升、お酒

付き。400円と聞いていた。

(廣瀬| 考え方は石高制のころとあまり変わらないですね?) 

　あれが、ずーっときているんですね。明治新政府が何であんなに

日本をしつけたか、もう下地ができているんですね、だからうまく

いった。そういうことがあるもんで、だから、水が足りない、というこ

とはどういうことかというと、みんなで協力しなくちゃ、水を引っ張っ

てこれない。勝手なことしちゃうと、みんなで協力しないと、上の人

には水が来るけど、下の人には来ない、ということになっちゃう。誰

かが得する、誰かが損する、だから、みんなで協力しないとできな

い、そういうことがこの地域の特徴として、あったのだと思います。

　それから、お祭りです。どこにも祭りはありますけど、人間は、やっ

ぱり一生懸命働いて、一生懸命楽しむ、それがなければ生活は成

り立たない。ここは、またこれ天領と関わってくるんですが、山本に

は、2つの彫刻屋台があります、3つあったんだが、1つは壊しちゃっ

たらしいんです。この松本自治会が持っている屋台は、栃木県で作

られたものじゃないんです。車輪を直しに、鹿沼に行ったんですが、

そのときにわかった。京都で作られたんです。うちのは彫刻屋台で

はありません。お公家さんが乗る牛車 (ぎっしゃ) です。何でだろう

と思ってた。俺は噂でしか聞いてなかったんだけど、うちのおじい

ちゃんがよく知っていたんです。京都から持ってくるときは、那珂川

を舟でぐっと上がってきて、茂木に船着き場があって、屋台をそこ

にあげて、ここまで馬車で引っ張ってきた。それを小さい頃からお

じいちゃんに聞かされてた。そんなことあるもんかな、と思っていた

けど、京都からというのはわかんなかった、那珂川を上がってきた、

ということだけは聞いていたんです。

　天領と関係あるのは、ここは、一橋家の領地なんですよ、慶喜は

水戸と関係あるから、そうすると、京都とも関係あるんですよ。そう

でないと、京都から来るはずがないですから、こんなものが。ちょっ

と栃木県は彫刻屋台が有名だけど、ここのは違う、そういう意味で

貴重だと思う。京都まで調べるためにハガキ出したりしたけれど、

牛車や彫刻屋台というのは、ひとりの人が全部をつくるのではなく

て、車をつくる人は車、彫刻の人は彫刻、それを組み合わせてつく

るらしいです。だから、刻印があったので、車の出所はわかった、あ

とはわからない、ただ牛車であることはわかった。そのようなことで、

関わってきてる。それで、話をもとに戻すと、お祭りというのは、誰も

損得がないんです。それともうひとつは、祭りでは、白いご飯を食べ

ても許されたんです。よく銀シャリとか言うじゃないですか。米とい

うのは、販売目的で作るものですから、でも祭りに限っては、それを

食べてもいいということ。みんながお酒を飲んだり、いろんな食事

を楽しむ。みんなで協力して祭りの時には楽しむ、それが、生活の

リズムとして昔からあった。古くから、ここでは祭りがさかんに行わ

れていたんです。

　ここには本当に、祭りがたくさんあるんです。祇園祭りが中心で

すけど、考えるのは、それ以外でも、この自治会だけで、8つか9つあ

りますから。4月に「天念仏」、5月に龍神さま、これは雨乞いですね。

　7月の日曜日に祇園祭、ここでは、のぼりには、八坂神社ではなく

て牛頭天王例祭と書いてある。須佐之男命のことなんですね。昔

はここでは天王さまと言ったんです。昔は25日だったけど、人がい

ないということで、それに近い日曜日にやるようになりました。それ

から8月に不動さま、300年前に疫病を鎮めるために始まったと。9

月に風祭 (かざまつり) 、これは台風を鎮める祭りです。今は公民

館で役員だけでやっているね。虚空蔵さまもあったんだけど、今は

「山の神さま」と一緒にやっているから特別にはありませんけどね。

11月15日に三ノ宮神社の大例祭。こんな小さな自治会で持ってい

る神社があるんです。何で三ノ宮というか調べたんだけど、一ノ宮、

二ノ宮、三ノ宮というらしく、三ノ宮が一番小さくて、一番下の社の

ことを言います。12月には「山の神さま」、その間に「田の神様」も

あったんだけど、だんだんやらなくなって。

　山の神も、公民館でやっている。今の公民館は3つ目なんですよ、

一番最初の私が知っているのは、藁葺き屋根の公民館でした。そ

の呼び方が、昔は、「ようよう」って言うんです。これは、寄り合い場

所のことを「よう」と言ったのか、と思うけど、「お」か「う」かわからな

いけど。芳賀郡でも一番早かったと思うよ、立派な公民館建てた

のは。みんな見に来ましたから。そこで、集まってやっていた。山の

神さまとかは、山にありますから、昔はそこで、どんど焼きの小さい

のですよ、小さい社に火を焚いて、甘酒を飲んだりしてた。あとは、

個人宅で稲荷さまをもっている人が多いです。これは、ほとんどの

家でありますね。本当は、2月の第1の初午の日にお祭りします。全

国でも一番多いのが稲荷さまだそうですからね。ほかにも小さい

のを混ぜると、いろんな祭りがあったと思うんですが、俺が知って

いるのは、それだけです。昔、自治会長やったときには、木札に祭り

の名前書いて掛けといたんです。終わったら裏返していた。今は、

合併して日曜にやったりするから、印刷してるみたいです。祭りの意

味は、みんな自然災害の事とかあるけど、それにかこつけて楽しむ

のが実情で、それが大事なことだったと思うわけです。結局、酒飲

んで、けんかする人もいたかもしれないけど、仲良くなったんだと思

います、だからこれだけのことが続いてきたんだと思います。正月も

入れると毎月何かあるわけです。

7. 水不足と「ふれあいの郷づくり事業」について

(廣瀬| 大郷戸ダムができるまでは水問題は大変でしたか?) 

 大変でした。山本のため池は、農業用水としてのため池です。ここ

には、私が知ってる限りで、10はあります。なくなったのもあるけど、

大きく残されて管理されているのは、6つくらいあります。 (地図を見

て) かなりあるんです。地図にないものありますから。ここは、水田よ

り畑の面積の方が広かったんです。いかに水がなかったか、という

ことです。水のある所にたいがい人間は住んでるんです。

　基盤整備をやってダムができたわけですが、そのあとに、ふれあ

いの郷づくり事業をやって、ここの地域はこれからどうなっていくの

か、どうしたいのか、考えましょう、ということで。この地域のいいと

ころ、悪い所、みんな調べ上げて、田んぼのことも、何歳の人がやっ

ているかとか、丸二年かけて、全部調べ上げた。そして1つの冊子

を作ったんです。やっぱりここは、自然の良さがある、人間の協力心

もある、それがいい点。不便なことは、病院がない、交通機関がな

い、そういうことをこれからどう解決するか、そして、見捨てがちな

伝承文化をどう継承して保存していくか、そういうことを話し合いし

て。そのときはいわゆるソフト事業なんですよ。

　最後の打ち上げのときに、ハード事業はないの? と聞いたら、次

の年にくっついてきた。7千万の全額補助で、その事業にここは取

り組んだんです。各自治会にはかって、一番何をやりたいか、出して

もらった。例えば、カッパ伝説のある場所はどこか、山居台 (さんきょ

だい) 遺跡はどこかとかわかるようにするとか、八幡神社の参道が

長くて、雨が降ると土が流れるから整備するとか、いろんな案が

あって、それをやった。そして拠点づくりをしようということになって、

直売所を新たにしようと思っても間に合わない。ダムのところに、土

地改良区と町が持っている土地があったんです、そこに先輩達が

お蕎麦やさんを作っていた。その隣を借りたんです、そこで拠点づ

くりと考えたけど、次の年からは補助金は来ない、後の管理が大変

だということで、2年後からは自前で、維持管理ができるように何か

やらなくちゃいけない、と農村レストランをやることに。これは、みん

なでやってもしょうがないから、出資者を募ろうということになって、

ひとり20万かな、20人集めて、農村レストランの整備を始めて許可

をとってオープンした。残念ながら今年で閉鎖になったんですけど。

その事業は大きなもので、いろんなことが整備されました。原自治

会が持っている徳川池の前あたりに桜の木を植えたり、山本地区

が一望に見える展望台を作るということで、ちょうど益子町の町有

林があるんですが、林道が通ったんです、そこの小さな公園のとこ

ろに作ったり。この地域の、まあ、私は「まとまり」とは呼んでないん

だが、何かやろうとするとき、何か始まったら、みんなしてやろうと、

気持ちがひとつになる、それは、この地区のいいところだと思って

います。

(廣瀬| 地区で委員会のようなものを作って?)

　そうです、各自治会から募って。最初は、3、40人はいたね、でも最

後の方は10人以下になったかな。

(廣瀬| 専門家に聞くとか頼むとかではなくて、ご自身たちで話し

合って決めていったわけですね?) 

　そうです。

8. 農村歌舞伎舞台の復活

 (簑田| そのときに、農村歌舞伎舞台も復活させようと?) 

　はい、あれは、ものすごい作業でしたよ、設計図も何もないわけ

ですから、ただ、昔そこに携わった人が何人かいて、この地域から

離れても舞台を作ったことがある人とか、こうだったんじゃないか

とか、考えながら、話に聞いた通り、山から百本を超える木を切っ

てきて、穴掘って、建ててみて。ああでもないこうでもない、と。この

地区に3人大工さんがいたから頼んで、2年越しでできましたね。舞

台ができた時は、涙出ました。やっぱり嬉しくて。自分らで本気に

なってやることは、感動があるんですよ。感動があるから大変でも

やるんですよ。お金出して誰かにやってもらうのはだめなんです。自

分たちでやらないと。自分で汗かかないと。3年ごとにと言っていた

けど、本当に大変だから、オリンピックの年にやることになっている。

大変だった、だけが残るとだめなんです。みんな一生懸命やって、

感動が残るからいいんです。私も方々の歌舞伎舞台を見に行って

いますけど、たいがいのところは、常設です。うちみたいなところはあ

まりないです。あと、ふすま絵が残っていたというのはよかったです。

県の先生や地域の人が言うんです、「後継者いるのか?」と。でも、

後継者なんて、作ろうとして作れるものじゃないんです、俺らだって、

誰かに言われてやったんじゃないもん。やってみよう、という人が、

4、5人いれば何とかなるものなんです。後継者というのは、いつも見

ていて、いつか興味をもってくれたときに、できるものなんです。誰

かに言われてやるものではない、そういう信念をもっているんです。

馬鹿じゃだめなんです。馬鹿を超越したのが「でれすけ」だから、

「でれすけ」にならないと。ここは、「でれすけ」が、ものすごく多いん

です。馬鹿じゃだめなんです、超えなくちゃ。一銭にもならないこと

をやるわけですから。

 (廣瀬| 舞台の屋根の竹の部分は素晴らしいですね?) 

　屋根は、昔は全部が竹だったんです。竹だから、あれだけ長いと

落っこちる。でも、昔の人は頭がいいんだね、後ろに2本だけ、でっ 

かい生木を、杭をぶって縛り、それを張り出す。それが上に跳ね上

がる力を利用して、竹をつった。全部横に組んで、そこに竹を通して。

(廣瀬| 生の弾力のある木を利用した、生きてるアーチ構造ですね?) 

 そうです、その通りです。それが昔のつくり、なかなかできないから、

今は、その一番前の張り出しだけ残したんです。昔はこうだった、と

見せるために。それが全部残っているのが、茨城の大宮のそばに

ある地区なんです。塩田って言ったっけな、そこに残っています。大

掛かりなもので、補助金とか集めるのもうまくて、クレーン車頼んだ

りして、何年かに一度作っています。回り舞台もあって、ただ、襖絵

の絵そのものはあまりないんですよ。

　うちの襖絵は歌舞伎舞台のために遠近法使って描いてあるん

です。舞台に組み込むために描いた。だから、すごいなと思ったん

です。誰が描いたか、どういう人なのか、調べるのに3年かかりまし

た。真岡の人で、『芳賀烈士伝』にも載っているんだけど、調べてみ

たら、ちゃんと出てきた。安達三楽斎 (あだちさんらくさい) と言いま

す。おそらく水戸藩のお抱え絵師です。狩野派だとみているんです

が。あのころは、絵師も石高もらっていて、この人は150石もらって

いた。年間で1500万です。生まれは真岡で、麹屋さんで、信用組合

の前あたりにあったらしいです。そこの三男坊です。

(廣瀬| このあたりの話では、真岡の人がよく出てきますね?) 

　そうです、合併するときに、真岡と合併したかった人たちも多くて、

生活圏は真岡の方が近いですから。ただ、このへん、農家が多くて、

農家の取引は、肥料買ったり、益子の方が多かった。だから益子と

合併ということになったんです。

　歌舞伎というと、幕末から明治時代にかけては、「回り芝居」な

んですよ。地芝居でもありますね。

　舞台を作って、その人たちを呼んできて、旅館なんかないから、

農家に泊めたんです。何人かずつ泊めて。昔は、興行師がいた。興

行師に頼んで芝居を買ってくるんです。一番最後が、昭和27年、そ                         

れを最後に途絶えていて、50年ぶりに復活した。益子の興行師は、

松原飯店のおばちゃんがやっていた。太平座という映画館ももっ

ていたね。鶏足寺の下の、今の保育園のそばにあったよ。私は、昭

和27年で、5歳。だから、かすかにしか記憶がない。あの舞台は、ほ

うぼうに持っていって貸したそうです。主だった材料だけを持って、

あとは現地調達して作って、舞台を貸して、からくりは操作した。昔

は、その設計図もあったらしいですが、どっか行ってしまった。その

最後の責任者が、もう亡くなったけど、上野熊太郎さん。6尺の棒

を1本持って、それで指図して、作ってた。何をやれって指示される

から、みんな、部分しか記憶にない。全部覚えているということがな

いんだね。全体像は、かすかにしかみんな覚えていない。でも、それ

を1日か2日で作ったというのは、昔の人はすごいもんだね。作り方

があるから、人がたくさんいればできるものでもない、やった人、経

験した人がいないと。一連のことが頭に入っていないとね。それが

いちばん難しかった。

(萩原| 作る所から見学したり参加できますか?)  

　もちろん、竹を切ったりするところからやるほうがいい。大きさや

太さも頭に入っていて、切り出してくる、縄の結び方も、何でもいい

というわけではない。先祖から聞いて、我々はやっている。初めから

見ると、非常に勉強になると思う。

9. 五輪の塔

 これだけの数があるのはなぜか、調べているけど、わからない。鎌

倉瓶子が出ているけど。鎌倉瓶子は、釉薬を使っていて、ここでは

当時焼けなかったわけですから、それが出たということは、かなり

の人だったのだと思います。瓶子の中には、火葬したお骨があった

から、お寺に納めちゃったんですよね。五輪塔はずいぶん、うずまっ

ています。開墾したときに出てきて発見されたんです。昔は、そこに、

お寺があった。あそこの山は、行灯峰 (あんどっぽう) といったんで

す。そこに伝説がいろいろ残っていて、そういうことから見ていくと

長者窪の長者様伝説などあるんですが、口承で、記録に残ってい

ない。益子には郷土史家がいなくて、残念ながら口承のままで、ま

とめたものがないんです。



害があったんですけど、そのときに、ここは1/3の百姓が逃げたりし

て離農した。餓死者も出たようです。それだけの人口がいなくなる

と、農業はできなくなる。それで困っちゃったわけです。それでどうし

たかと言うと、代官が北陸から労働力を連れてこよう、移住させよ

う、ということにしたわけなんです。その代官というのが、当時、この

あたりには真岡代官所と真岡東代官所があったんですが、真岡代

官所に赴任してきた竹垣代官、この人は真岡に来る前、越後の高

田で仕事をしていたそうです。

　そして大恐慌の後、ここに赴任して、これはどうしよう、どうしよう

もない、天領だからよけいにそう思うんですよね。なんとかここに労

働力を連れてこよう、と。でも、そのころは、旅行に行くにも、お寺さ

んが通行券を発行していて、た。それがないとどこにも行けないし、

移住するなんて大変なこと。いくら藩の許可を得てもお寺さんの許

　養豚業を営む傍ら、松本農村歌舞伎舞台保存会など地域の顔

役としての活動も忙しい舘芳衛 (たてよしえ) さん。都内の古本屋

などにも顔を出し自ら求めた古文書や歴史書をひもときながら歴

史の謎に思いを馳せるのも楽しみとのこと。八幡神社氏子総代、保

育園の評議員や理事でもある。

1. 天明の大飢饉と北陸からの入百姓、浄土真宗

　田野の中での山本は、特殊な地域。なぜかというと天領なんです。

元々は天皇家、そして幕府、その直属になるんです。それが、ずっと

ここは続いてきた。そのせいか、百姓やってきた人そのものが、直属

ということで、いくらか気位が高かったようで、そのことは文書にも

記されています。それが大きく変わるのが、天明の大飢饉。浅間山

が爆発するんですよ、それで大恐慌になる。全国的にもかなりの被

06 - 41

可が無いとどこにも行けなかったんです。だから代官は、お寺を

頼って、何度も越後まで行くんです、ところがなかなか許可が出な

い。家も用意します、1年間食べられる食料も保証します、1年間は

税金もとりません、と、いい条件を出すんですよ、それでもお坊さん

がうんと言わない。最終的に、「じゃあ、うちの下寺を作ってくれ」と

お坊さんから話が返ってくる。そうすれば、百姓の移住を許可する、

と。真岡市の小林に寺がありますよね、浄土真宗のお寺なんです

が、ここが最初にこのあたりに建てた浄土真宗の寺じゃないかと

思います。それまでは、この近辺には、浄土真宗はありません。

　そして、新潟県、富山県、石川県などから人を引っ張ってくるんで

す。あのころは、兄弟が多い、そして江戸は戦いもなくて平和な時

代。5、6人兄弟がいるのが普通でしたから、次男、三男を引っ張っ

てくる。そしてふたつの入り方があったみたいです。1つは、住む所

を用意したり、家族を一緒に住まわせたり。ただ、そうするとたくさ

ん来ちゃうから、誰でもいいというわけにはいかなくなる。それで、

奉公人扱いにすることも考えたんですね。お金もある程度与えて、

大きい農家や地主みたいなところに、逃亡しないように守りながら

奉公させる形にした。それを入百姓 (いりびゃくしょう) と言ったん

です。

 この裏話には、たくさんいきさつがあります、これはあまり人には

言ったことがない、というのは、私はよそ者なんですよ。地元の人で

はないので宗教も違う場合、あまり人間関係としてはおもしろくな

いんですよ。だから、そういう人と、縁組みができないことも多かっ

た。その状況は昭和20年ごろまで続きますからね。浄土真宗と、天

台宗とか真言宗の人は結婚しないですから、できないわけではな

いけど、そういう習慣で、ずっと続いています。明治から大正、昭和

と。うちなんかも親戚は全部、浄土真宗。ただ、家族でも単身でも、

ここに来て新しい環境で住む訳ですから、ものすごい勉強家が多

かったそうです。奉公人でも、昼間仕事して、朝早く起きて、ここは

天領ですから、その土地を耕すんですね。そうすると、自分の耕作

地になると、竹垣代官が認めたんです。だから少しずつ自分の土地

を増やしていった。ここに来た入百姓の中で、加賀の国から来た人

は、あそこは当時から農業の先進地なので、技術をかなりもってい

ます。聞く所によると、今は、田植えでもまっすぐ植えるじゃないです

か、昔は、筋状に植えない適当なヤタラ植えだったんです。まっすぐ

植える正条植えを持ってきたのが、入百姓の人たちだと聞いてい

ます。そんなに古い時代のことではないんです。いろんな面で勉強、

努力をして、ここに住み着くようになったんです。 ただ、その下地は、

それ以前からあった。ここの位置は茨城県と接していますから。浄

土真宗というのは、茨城県のほうが早いんですよ。親鸞上人は、茨

城県の稲田山の寺にいて、そこで広めたものですから。あそこを根

城にして、このあたりも歩いていた。あそこから京都に行くんですけ

ど、承元の法難のときに、その罰で、法然は四国に、親鸞は越後へ

流される。それが赦免になって、新潟から長野を通って南下して、

ここへ来るわけです。それで浄土真宗を広めていくわけですが、つ

くったばっかりだから迫害受けるんですよね、守ったのは笠間藩な

んですけどね。それで、落ち着いていることができた。藩に守られた

から広まった。天明の時代より遥か前ですから。そういう関係で、

浄土真宗の下地は、ここにあったというわけなんです。そういうこと

の繫がりも入百姓に入ってきた人たちと無関係ではないと思われ

ます。また、時代的なことから推測していくと、入百姓は、現在で、7

代か8代です。10代以上の人はいなくて、それほど古いことでもな

いんです。

2. 暮らしと結びついていた山のこと

　ここは天領だったですから、国有林です。開墾をして山を畑にし

たり、明治維新政府がお金持ちの人に売ったんです、そのときに払

い下げてもらって買ったから、一部が民地になっていますけど、ほ

とんどが国有林。松本の奥の大郷戸は、ほとんどが国有林ですか

ら。山と農地と、生活は、これは切り離せないんですよ。なぜかとい

うと、昔の燃料は全部、木ですよ、枯れ木、落ち葉、落ち葉は全部

肥料にしたわけですけれども。これがやっぱり非常にここの生活と

深く関わってくるんです。昔は、年の暮れ、12月になると、国有林を

借り受けるんです。ただ、借り受けると言っても、大勢の百姓がいま

すから、あんたはここだよ、と、くじ引きで決めた。それでそれ以外の

山には入っちゃいけない、木も採ってはいけない。落ち葉もさらっ

てはいけないんです。いかに生活と結びついていたか、山が。それ

は、戦後、昭和30年ごろまで続いたと思う。

　小遣い稼ぎなんて、よく言っていたんですが。山の木は、勝手に

切れませんから、大きくなると、無償に近いんだけど、払い下げをす

るんです。それを、皆で切って、薪を作ったり、それをみんなで益子

の町に売りに行くんです。町にはあまり山が無いから。リヤカーや

大八車ですよね、それで引っ張っていって、小遣いを稼いだ。だか

ら、ここにとって、山は貴重なもの。

 山に全部、名前がついているんです。沢もたくさんあって、全部に

名前がついている。私は若い頃は、どんな小さい沢にも名前がある

ことが不思議でしょうがなかったけど、つまりは、くじ引きで決める

のに、場所を特定するためだったんです。地名をつけておかないと、

どこだかわかんないわけですよ。それに、冬はみんな山仕事に行き

ますから、親は子どもに「今日は、父ちゃんと母ちゃんは、どこどこに

行くんだよ」とちゃんと言ってから山へ行くわけですよ。子どもも、そ

の地名がわかんなきゃだめなわけですから。今、生活に山が必要

なくなって、沢の名前がわかる人もいなくなっている。私なんかは、

きのこ採りが好きで、親や先輩に連れられて行きましたから、沢の

名前は、今でもほとんど覚えています。必要に応じて名前がつけら

れたというのはいいことだと思います。沢にも「ゴロが沢」とか、「舟

が沢」「長沢」「ざがまた沢」とかね、わけのわかんないような名前

ついているんです。ざがまたは、ふたつに分かれている沢のことを、

そう呼ぶんです。方言でしょうね。それから、峰にも名前がついてい

ます。だから、親はあのへんにいるな、というのは子どももわかった

んです。

　子どもに教える時は紙に地図を描くのではなく、言葉だけで教

えます。私が小学校にあがるようになると、親は、山仕事に行く時は

一緒に山に連れていくんです。だから、覚えるんです。だんだん、そう

いう体験もなくなっていくんですけど。

(廣瀬| 道祖土では、御城山の裏側を「日陰」と言ってますが、そん

な名前のつけかたもありますか?) 

　あります、ここにも「大日陰」とあります。地名って、その場所の風

景を見てつけたのも多いですよね、なにかしら特徴を掴んでつけて

いますよね。

(廣瀬| 山梨で調査をしたときに、縁とか窪とか、沢があって、それ

は自分らもわかるんですけど「どいじり」とか「なっち」とか、土目が

いいとかいうことからつけられたり、何かを採るためにとか…、そう

いう名付け方は?）

 ここにも「いとじり」ってあります。私は漢字で書かないようにして

いるんです。漢字で書くと、意味がそっちにいっちゃうんです。沢の

名前でもなんでも、漢字で教わったわけじゃないから、口伝で教

わった通りに、ひらがなで伝えるようにしています。あと、「いしだ」も

あります。石田と書くとは思いますが、非常に砂利が多い田んぼ

だったらしいので。

　明治時代に作られた、ここの方言の記録があるんですよ。多分、

下野國誌からとっていると思いますが、明治何年か、今の県です

ね、そこに村の方言を届けなさい、ということがあったみたいで。ど

この町でも村でも県に届けないといけなかったみたいで。それを見

ると、田野村の場合は、調べる人があまりいなかったみたいで、下

野國誌を作った人は真岡の人で、十数年かかってつくった。そこの

文章からとっているみたいです。

　昔、冬の仕事は、米俵つくり、むしろ編み、それから、荒縄つくり、

まっつあら (落ち葉を集める縄のことを「まっつぁら」と言い、その縄

をつくること) 、ぐしもちだわらもつくる。「ぐし」は、棟と書く。上棟の

ときに使う、餅を入れておいて、撒くんです。親父もつくっていました。

 (廣瀬| まっつあらは、地面に縄を置いて落ち葉をくるくる巻くんで

すよね? 今つくれる人がいますか? 手品みたいですよね)

　あれは、難しいんですよ、ちゃんとやりかたがあるんです。木の葉

がばらばらになっちゃうから。60過ぎている人はみんなできると思

う。半分から先だけ、縄にする。それを何本か使って丸める。あれは、

見ないと、わかりませんね! まず、熊手で落ち葉をさらいますが、集

め方もコツがある。ただ、バラバラにしていては丸められない。60歳

以上の人は、米俵をつくったし、コモもつくったし...。昔は、籾を庭

で干して乾燥させて、それを摺る時にコモを使うんです。

3. 小宅文藻

 この本『芳賀烈士伝』にも出てくるんですけど、國誌をつくったの

は小宅文藻 (おやけぶんそう) 。七井の小宅という地名があるで

しょ。あそこに、宇都宮家の子どもで小宅城というのがあったんで

すよ、そこの末裔です。廃藩置県で飛ばされちゃうので真岡に行っ

て、真岡木綿の問屋とかやるんですが、この人は商売人じゃなくて

文学者です、相当のものです。文献には親が侠客と書いてあるから

やくざもんです。お嫁さんもらうことになって相手の実家に行くわけ

ですが、相手のお父さんが非常な勉強家で、それでびっくりして影

響を受けたのでしょうね、そして家に帰ってきて、その夜のうちに嫁

さんに黙って東京に行くんです、結婚したばかりなのに。そして、も

のすごく勉強するんです、それからこっちに帰ってきて國誌を作る

んです。並みの人間じゃないです。世の中には、いろんな人がいるも

んだなあ、と。

4. 天領としての、農産物・特産品

(廣瀬| 天領にされた理由は、政治的な意味もあったと思うんです

が、産物としては何が目的だったんでしょうか? 例えば私が通う飛

騨の場合は、浄土真宗もなじみがあるんですが、木材と鉱山、神岡

鉱山です。) 

 入百姓が入ったころは、ここはもうタバコを作っていたと思います。

明治になってかなり広く作られるようになりましたけど、ここは、今

でもタバコを作っている人いますけど、ずっとタバコの産地で。あと、

冬場は農作業できなくなるけど、織物があったみたいです。ここに

は蚕を飼ったという記録がないんで、木綿だと思います。真岡木綿

は有名ですけど、結局、真岡に集積する問屋があって、このへんか

らも納めて、それでお金を稼いだんだと思います。あと、自分で着る

農作業着なんかもね。機織りの機械は、どこの家にもありましたか

ら。うちなんか、燃やしちゃってないけれど。農産物としては、タバコ

と、あとは、お米ですね、ここは。あと、古くから作られた１つには、落

花生があります。あと、油を絞るための菜種ですね。特にここに新し

いものの農産物は見当たりませんけどね。

　今は、落花生は自分の家の消費する分だけで、販売目的では

作っていないし、タバコだけは、今でもあります。菜種もまったくあり

ませんし。昔は、油も絞っていたんだよね、自分の家用に。余れば販

売もしていたでしょうが。粟やヒエも作っていたと思いますが、文献

には載っていませんね。

5. 二宮尊徳の治水事業 

(廣瀬| 二宮尊徳も町史に出てきますね。まだよく読み込んではい

ませんが、飢饉の後の財政立て直しに関係してきますか? 私が関

わる福島の浪江町では、尊徳かお弟子さんが、二宮御仕法を使っ

て経済を立て直しているんですけど、益子ではそこまでいかなくて

も、お金なんか無利子で貸し付けたとか、記述があったようなんで

すが。) 

　二宮尊徳は、小田原なんですよね、もとは。勤めていた藩の飛び

地が、二宮にあったんです。二宮の桜町というところ。そこから税金

が上がらない、ということで、そこに行け、と命じられて来たんです。

それが栃木と縁が出来た最初。いわゆる治水事業ですよね、川を

作るとか排水路をつくるとか、それを中心にやって、ここにも来てい

るんです。ここのダムの下からぐーっと細い道で水路を作って、山

本小学校のあのへんまで水を持ってきたんです。最後は、真岡東

代官所に務めた。それから今市に行くんですけど。二宮の桜町陣

屋、資料館になっていますよ。あそこに住んで、治水工事やったん

です、このへんもずいぶん来ている。

　それで、川なんか作るときに、どうやったのだろう、と、高低差が

いるわけですよ。言い伝えによると、夜に提灯を10メーターおきに

ずーっとつけるんです、遠くから見ると、どこが水平かわかるわけで

すよ。人間が持って並ぶ。そうやって高低差を調べたわけですよ。

10メーターおきで、何百人という人間ですよ。棒の先に、その棒の

ところに印をつけていくんだそうですよ。なるほど機械が無くてもで

きるんだなあ、と。要するに、知識だけじゃなくて応用までできた人

で、現場にはもってこいの人ですね、単なる知識者ではなくて。そ

れからお金を貸し付けたのも自分のお金じゃなくて、代官所のお

金、それも安い金利で、何年もかかっていいから返しなさい、と。

6. 山本の結束力と水の問題と祭りのこと

　山本の人は結束力が強いと言われますが、自分たちではよくわ

かりません。ただ、言えるのは、ここはそんなに大きい地域ではなく

て、山が多いし、いちばん困っているのは水だったんです。そのこと

で結束力は強まってきたのかもしれません。農業でいちばん大事

なのは米なんです。お米の値段が人間の労賃を決めていたんです

から。昭和の40年ちょっと前までは、1日の労賃は、お米の値段で

言うと、一升です。何百年前のお米の値段から今まで値段が書い

てある風呂敷を持っているんだけれど、それ見ると、ほんとに、労賃

ですよ。多分、昭和40年までは初任給がだいたいお米の値段に、

米1俵の値段に匹敵するんですよ。この家を建てたのが、私が高校

終わってからですから、そのころの大工さんの手間が、米1升、お酒

付き。400円と聞いていた。

(廣瀬| 考え方は石高制のころとあまり変わらないですね?) 

　あれが、ずーっときているんですね。明治新政府が何であんなに

日本をしつけたか、もう下地ができているんですね、だからうまく

いった。そういうことがあるもんで、だから、水が足りない、というこ

とはどういうことかというと、みんなで協力しなくちゃ、水を引っ張っ

てこれない。勝手なことしちゃうと、みんなで協力しないと、上の人

には水が来るけど、下の人には来ない、ということになっちゃう。誰

かが得する、誰かが損する、だから、みんなで協力しないとできな

い、そういうことがこの地域の特徴として、あったのだと思います。

　それから、お祭りです。どこにも祭りはありますけど、人間は、やっ

ぱり一生懸命働いて、一生懸命楽しむ、それがなければ生活は成

り立たない。ここは、またこれ天領と関わってくるんですが、山本に

は、2つの彫刻屋台があります、3つあったんだが、1つは壊しちゃっ

たらしいんです。この松本自治会が持っている屋台は、栃木県で作

られたものじゃないんです。車輪を直しに、鹿沼に行ったんですが、

そのときにわかった。京都で作られたんです。うちのは彫刻屋台で

はありません。お公家さんが乗る牛車 (ぎっしゃ) です。何でだろう

と思ってた。俺は噂でしか聞いてなかったんだけど、うちのおじい

ちゃんがよく知っていたんです。京都から持ってくるときは、那珂川

を舟でぐっと上がってきて、茂木に船着き場があって、屋台をそこ

にあげて、ここまで馬車で引っ張ってきた。それを小さい頃からお

じいちゃんに聞かされてた。そんなことあるもんかな、と思っていた

けど、京都からというのはわかんなかった、那珂川を上がってきた、

ということだけは聞いていたんです。

　天領と関係あるのは、ここは、一橋家の領地なんですよ、慶喜は

水戸と関係あるから、そうすると、京都とも関係あるんですよ。そう

でないと、京都から来るはずがないですから、こんなものが。ちょっ

と栃木県は彫刻屋台が有名だけど、ここのは違う、そういう意味で

貴重だと思う。京都まで調べるためにハガキ出したりしたけれど、

牛車や彫刻屋台というのは、ひとりの人が全部をつくるのではなく

て、車をつくる人は車、彫刻の人は彫刻、それを組み合わせてつく

るらしいです。だから、刻印があったので、車の出所はわかった、あ

とはわからない、ただ牛車であることはわかった。そのようなことで、

関わってきてる。それで、話をもとに戻すと、お祭りというのは、誰も

損得がないんです。それともうひとつは、祭りでは、白いご飯を食べ

ても許されたんです。よく銀シャリとか言うじゃないですか。米とい

うのは、販売目的で作るものですから、でも祭りに限っては、それを

食べてもいいということ。みんながお酒を飲んだり、いろんな食事

を楽しむ。みんなで協力して祭りの時には楽しむ、それが、生活の

リズムとして昔からあった。古くから、ここでは祭りがさかんに行わ

れていたんです。

　ここには本当に、祭りがたくさんあるんです。祇園祭りが中心で

すけど、考えるのは、それ以外でも、この自治会だけで、8つか9つあ

りますから。4月に「天念仏」、5月に龍神さま、これは雨乞いですね。

　7月の日曜日に祇園祭、ここでは、のぼりには、八坂神社ではなく

て牛頭天王例祭と書いてある。須佐之男命のことなんですね。昔

はここでは天王さまと言ったんです。昔は25日だったけど、人がい

ないということで、それに近い日曜日にやるようになりました。それ

から8月に不動さま、300年前に疫病を鎮めるために始まったと。9

月に風祭 (かざまつり) 、これは台風を鎮める祭りです。今は公民

館で役員だけでやっているね。虚空蔵さまもあったんだけど、今は

「山の神さま」と一緒にやっているから特別にはありませんけどね。

11月15日に三ノ宮神社の大例祭。こんな小さな自治会で持ってい

る神社があるんです。何で三ノ宮というか調べたんだけど、一ノ宮、

二ノ宮、三ノ宮というらしく、三ノ宮が一番小さくて、一番下の社の

ことを言います。12月には「山の神さま」、その間に「田の神様」も

あったんだけど、だんだんやらなくなって。

　山の神も、公民館でやっている。今の公民館は3つ目なんですよ、

一番最初の私が知っているのは、藁葺き屋根の公民館でした。そ

の呼び方が、昔は、「ようよう」って言うんです。これは、寄り合い場

所のことを「よう」と言ったのか、と思うけど、「お」か「う」かわからな

いけど。芳賀郡でも一番早かったと思うよ、立派な公民館建てた

のは。みんな見に来ましたから。そこで、集まってやっていた。山の

神さまとかは、山にありますから、昔はそこで、どんど焼きの小さい

のですよ、小さい社に火を焚いて、甘酒を飲んだりしてた。あとは、

個人宅で稲荷さまをもっている人が多いです。これは、ほとんどの

家でありますね。本当は、2月の第1の初午の日にお祭りします。全

国でも一番多いのが稲荷さまだそうですからね。ほかにも小さい

のを混ぜると、いろんな祭りがあったと思うんですが、俺が知って

いるのは、それだけです。昔、自治会長やったときには、木札に祭り

の名前書いて掛けといたんです。終わったら裏返していた。今は、

合併して日曜にやったりするから、印刷してるみたいです。祭りの意

味は、みんな自然災害の事とかあるけど、それにかこつけて楽しむ

のが実情で、それが大事なことだったと思うわけです。結局、酒飲

んで、けんかする人もいたかもしれないけど、仲良くなったんだと思

います、だからこれだけのことが続いてきたんだと思います。正月も

入れると毎月何かあるわけです。

7. 水不足と「ふれあいの郷づくり事業」について

(廣瀬| 大郷戸ダムができるまでは水問題は大変でしたか?) 

 大変でした。山本のため池は、農業用水としてのため池です。ここ

には、私が知ってる限りで、10はあります。なくなったのもあるけど、

大きく残されて管理されているのは、6つくらいあります。 (地図を見

て) かなりあるんです。地図にないものありますから。ここは、水田よ

り畑の面積の方が広かったんです。いかに水がなかったか、という

ことです。水のある所にたいがい人間は住んでるんです。

　基盤整備をやってダムができたわけですが、そのあとに、ふれあ

いの郷づくり事業をやって、ここの地域はこれからどうなっていくの

か、どうしたいのか、考えましょう、ということで。この地域のいいと

ころ、悪い所、みんな調べ上げて、田んぼのことも、何歳の人がやっ

ているかとか、丸二年かけて、全部調べ上げた。そして1つの冊子

を作ったんです。やっぱりここは、自然の良さがある、人間の協力心

もある、それがいい点。不便なことは、病院がない、交通機関がな

い、そういうことをこれからどう解決するか、そして、見捨てがちな

伝承文化をどう継承して保存していくか、そういうことを話し合いし

て。そのときはいわゆるソフト事業なんですよ。

　最後の打ち上げのときに、ハード事業はないの? と聞いたら、次

の年にくっついてきた。7千万の全額補助で、その事業にここは取

り組んだんです。各自治会にはかって、一番何をやりたいか、出して

もらった。例えば、カッパ伝説のある場所はどこか、山居台 (さんきょ

だい) 遺跡はどこかとかわかるようにするとか、八幡神社の参道が

長くて、雨が降ると土が流れるから整備するとか、いろんな案が

あって、それをやった。そして拠点づくりをしようということになって、

直売所を新たにしようと思っても間に合わない。ダムのところに、土

地改良区と町が持っている土地があったんです、そこに先輩達が

お蕎麦やさんを作っていた。その隣を借りたんです、そこで拠点づ

くりと考えたけど、次の年からは補助金は来ない、後の管理が大変

だということで、2年後からは自前で、維持管理ができるように何か

やらなくちゃいけない、と農村レストランをやることに。これは、みん

なでやってもしょうがないから、出資者を募ろうということになって、

ひとり20万かな、20人集めて、農村レストランの整備を始めて許可

をとってオープンした。残念ながら今年で閉鎖になったんですけど。

その事業は大きなもので、いろんなことが整備されました。原自治

会が持っている徳川池の前あたりに桜の木を植えたり、山本地区

が一望に見える展望台を作るということで、ちょうど益子町の町有

林があるんですが、林道が通ったんです、そこの小さな公園のとこ

ろに作ったり。この地域の、まあ、私は「まとまり」とは呼んでないん

だが、何かやろうとするとき、何か始まったら、みんなしてやろうと、

気持ちがひとつになる、それは、この地区のいいところだと思って

います。

(廣瀬| 地区で委員会のようなものを作って?)

　そうです、各自治会から募って。最初は、3、40人はいたね、でも最

後の方は10人以下になったかな。

(廣瀬| 専門家に聞くとか頼むとかではなくて、ご自身たちで話し

合って決めていったわけですね?) 

　そうです。

8. 農村歌舞伎舞台の復活

 (簑田| そのときに、農村歌舞伎舞台も復活させようと?) 

　はい、あれは、ものすごい作業でしたよ、設計図も何もないわけ

ですから、ただ、昔そこに携わった人が何人かいて、この地域から

離れても舞台を作ったことがある人とか、こうだったんじゃないか

とか、考えながら、話に聞いた通り、山から百本を超える木を切っ

てきて、穴掘って、建ててみて。ああでもないこうでもない、と。この

地区に3人大工さんがいたから頼んで、2年越しでできましたね。舞

台ができた時は、涙出ました。やっぱり嬉しくて。自分らで本気に

なってやることは、感動があるんですよ。感動があるから大変でも

やるんですよ。お金出して誰かにやってもらうのはだめなんです。自

分たちでやらないと。自分で汗かかないと。3年ごとにと言っていた

けど、本当に大変だから、オリンピックの年にやることになっている。

大変だった、だけが残るとだめなんです。みんな一生懸命やって、

感動が残るからいいんです。私も方々の歌舞伎舞台を見に行って

いますけど、たいがいのところは、常設です。うちみたいなところはあ

まりないです。あと、ふすま絵が残っていたというのはよかったです。

県の先生や地域の人が言うんです、「後継者いるのか?」と。でも、

後継者なんて、作ろうとして作れるものじゃないんです、俺らだって、

誰かに言われてやったんじゃないもん。やってみよう、という人が、

4、5人いれば何とかなるものなんです。後継者というのは、いつも見

ていて、いつか興味をもってくれたときに、できるものなんです。誰

かに言われてやるものではない、そういう信念をもっているんです。

馬鹿じゃだめなんです。馬鹿を超越したのが「でれすけ」だから、

「でれすけ」にならないと。ここは、「でれすけ」が、ものすごく多いん

です。馬鹿じゃだめなんです、超えなくちゃ。一銭にもならないこと

をやるわけですから。

 (廣瀬| 舞台の屋根の竹の部分は素晴らしいですね?) 

　屋根は、昔は全部が竹だったんです。竹だから、あれだけ長いと

落っこちる。でも、昔の人は頭がいいんだね、後ろに2本だけ、でっ 

かい生木を、杭をぶって縛り、それを張り出す。それが上に跳ね上

がる力を利用して、竹をつった。全部横に組んで、そこに竹を通して。

(廣瀬| 生の弾力のある木を利用した、生きてるアーチ構造ですね?) 

 そうです、その通りです。それが昔のつくり、なかなかできないから、

今は、その一番前の張り出しだけ残したんです。昔はこうだった、と

見せるために。それが全部残っているのが、茨城の大宮のそばに

ある地区なんです。塩田って言ったっけな、そこに残っています。大

掛かりなもので、補助金とか集めるのもうまくて、クレーン車頼んだ

りして、何年かに一度作っています。回り舞台もあって、ただ、襖絵

の絵そのものはあまりないんですよ。

　うちの襖絵は歌舞伎舞台のために遠近法使って描いてあるん

です。舞台に組み込むために描いた。だから、すごいなと思ったん

です。誰が描いたか、どういう人なのか、調べるのに3年かかりまし

た。真岡の人で、『芳賀烈士伝』にも載っているんだけど、調べてみ

たら、ちゃんと出てきた。安達三楽斎 (あだちさんらくさい) と言いま

す。おそらく水戸藩のお抱え絵師です。狩野派だとみているんです

が。あのころは、絵師も石高もらっていて、この人は150石もらって

いた。年間で1500万です。生まれは真岡で、麹屋さんで、信用組合

の前あたりにあったらしいです。そこの三男坊です。

(廣瀬| このあたりの話では、真岡の人がよく出てきますね?) 

　そうです、合併するときに、真岡と合併したかった人たちも多くて、

生活圏は真岡の方が近いですから。ただ、このへん、農家が多くて、

農家の取引は、肥料買ったり、益子の方が多かった。だから益子と

合併ということになったんです。

　歌舞伎というと、幕末から明治時代にかけては、「回り芝居」な

んですよ。地芝居でもありますね。

　舞台を作って、その人たちを呼んできて、旅館なんかないから、

農家に泊めたんです。何人かずつ泊めて。昔は、興行師がいた。興

行師に頼んで芝居を買ってくるんです。一番最後が、昭和27年、そ                         

れを最後に途絶えていて、50年ぶりに復活した。益子の興行師は、

松原飯店のおばちゃんがやっていた。太平座という映画館ももっ

ていたね。鶏足寺の下の、今の保育園のそばにあったよ。私は、昭

和27年で、5歳。だから、かすかにしか記憶がない。あの舞台は、ほ

うぼうに持っていって貸したそうです。主だった材料だけを持って、

あとは現地調達して作って、舞台を貸して、からくりは操作した。昔

は、その設計図もあったらしいですが、どっか行ってしまった。その

最後の責任者が、もう亡くなったけど、上野熊太郎さん。6尺の棒

を1本持って、それで指図して、作ってた。何をやれって指示される

から、みんな、部分しか記憶にない。全部覚えているということがな

いんだね。全体像は、かすかにしかみんな覚えていない。でも、それ

を1日か2日で作ったというのは、昔の人はすごいもんだね。作り方

があるから、人がたくさんいればできるものでもない、やった人、経

験した人がいないと。一連のことが頭に入っていないとね。それが

いちばん難しかった。

(萩原| 作る所から見学したり参加できますか?)  

　もちろん、竹を切ったりするところからやるほうがいい。大きさや

太さも頭に入っていて、切り出してくる、縄の結び方も、何でもいい

というわけではない。先祖から聞いて、我々はやっている。初めから

見ると、非常に勉強になると思う。

9. 五輪の塔

 これだけの数があるのはなぜか、調べているけど、わからない。鎌

倉瓶子が出ているけど。鎌倉瓶子は、釉薬を使っていて、ここでは

当時焼けなかったわけですから、それが出たということは、かなり

の人だったのだと思います。瓶子の中には、火葬したお骨があった

から、お寺に納めちゃったんですよね。五輪塔はずいぶん、うずまっ

ています。開墾したときに出てきて発見されたんです。昔は、そこに、

お寺があった。あそこの山は、行灯峰 (あんどっぽう) といったんで

す。そこに伝説がいろいろ残っていて、そういうことから見ていくと

長者窪の長者様伝説などあるんですが、口承で、記録に残ってい

ない。益子には郷土史家がいなくて、残念ながら口承のままで、ま

とめたものがないんです。



害があったんですけど、そのときに、ここは1/3の百姓が逃げたりし

て離農した。餓死者も出たようです。それだけの人口がいなくなる

と、農業はできなくなる。それで困っちゃったわけです。それでどうし

たかと言うと、代官が北陸から労働力を連れてこよう、移住させよ

う、ということにしたわけなんです。その代官というのが、当時、この

あたりには真岡代官所と真岡東代官所があったんですが、真岡代

官所に赴任してきた竹垣代官、この人は真岡に来る前、越後の高

田で仕事をしていたそうです。

　そして大恐慌の後、ここに赴任して、これはどうしよう、どうしよう

もない、天領だからよけいにそう思うんですよね。なんとかここに労

働力を連れてこよう、と。でも、そのころは、旅行に行くにも、お寺さ

んが通行券を発行していて、た。それがないとどこにも行けないし、

移住するなんて大変なこと。いくら藩の許可を得てもお寺さんの許

　養豚業を営む傍ら、松本農村歌舞伎舞台保存会など地域の顔

役としての活動も忙しい舘芳衛 (たてよしえ) さん。都内の古本屋

などにも顔を出し自ら求めた古文書や歴史書をひもときながら歴

史の謎に思いを馳せるのも楽しみとのこと。八幡神社氏子総代、保

育園の評議員や理事でもある。

1. 天明の大飢饉と北陸からの入百姓、浄土真宗

　田野の中での山本は、特殊な地域。なぜかというと天領なんです。

元々は天皇家、そして幕府、その直属になるんです。それが、ずっと

ここは続いてきた。そのせいか、百姓やってきた人そのものが、直属

ということで、いくらか気位が高かったようで、そのことは文書にも

記されています。それが大きく変わるのが、天明の大飢饉。浅間山

が爆発するんですよ、それで大恐慌になる。全国的にもかなりの被

可が無いとどこにも行けなかったんです。だから代官は、お寺を

頼って、何度も越後まで行くんです、ところがなかなか許可が出な

い。家も用意します、1年間食べられる食料も保証します、1年間は

税金もとりません、と、いい条件を出すんですよ、それでもお坊さん

がうんと言わない。最終的に、「じゃあ、うちの下寺を作ってくれ」と

お坊さんから話が返ってくる。そうすれば、百姓の移住を許可する、

と。真岡市の小林に寺がありますよね、浄土真宗のお寺なんです

が、ここが最初にこのあたりに建てた浄土真宗の寺じゃないかと

思います。それまでは、この近辺には、浄土真宗はありません。

　そして、新潟県、富山県、石川県などから人を引っ張ってくるんで

す。あのころは、兄弟が多い、そして江戸は戦いもなくて平和な時

代。5、6人兄弟がいるのが普通でしたから、次男、三男を引っ張っ

てくる。そしてふたつの入り方があったみたいです。1つは、住む所

を用意したり、家族を一緒に住まわせたり。ただ、そうするとたくさ

ん来ちゃうから、誰でもいいというわけにはいかなくなる。それで、

奉公人扱いにすることも考えたんですね。お金もある程度与えて、

大きい農家や地主みたいなところに、逃亡しないように守りながら

奉公させる形にした。それを入百姓 (いりびゃくしょう) と言ったん

です。

 この裏話には、たくさんいきさつがあります、これはあまり人には

言ったことがない、というのは、私はよそ者なんですよ。地元の人で

はないので宗教も違う場合、あまり人間関係としてはおもしろくな

いんですよ。だから、そういう人と、縁組みができないことも多かっ

た。その状況は昭和20年ごろまで続きますからね。浄土真宗と、天

台宗とか真言宗の人は結婚しないですから、できないわけではな

いけど、そういう習慣で、ずっと続いています。明治から大正、昭和

と。うちなんかも親戚は全部、浄土真宗。ただ、家族でも単身でも、

ここに来て新しい環境で住む訳ですから、ものすごい勉強家が多

かったそうです。奉公人でも、昼間仕事して、朝早く起きて、ここは

天領ですから、その土地を耕すんですね。そうすると、自分の耕作

地になると、竹垣代官が認めたんです。だから少しずつ自分の土地

を増やしていった。ここに来た入百姓の中で、加賀の国から来た人

は、あそこは当時から農業の先進地なので、技術をかなりもってい

ます。聞く所によると、今は、田植えでもまっすぐ植えるじゃないです

か、昔は、筋状に植えない適当なヤタラ植えだったんです。まっすぐ

植える正条植えを持ってきたのが、入百姓の人たちだと聞いてい
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ます。そんなに古い時代のことではないんです。いろんな面で勉強、

努力をして、ここに住み着くようになったんです。 ただ、その下地は、

それ以前からあった。ここの位置は茨城県と接していますから。浄

土真宗というのは、茨城県のほうが早いんですよ。親鸞上人は、茨

城県の稲田山の寺にいて、そこで広めたものですから。あそこを根

城にして、このあたりも歩いていた。あそこから京都に行くんですけ

ど、承元の法難のときに、その罰で、法然は四国に、親鸞は越後へ

流される。それが赦免になって、新潟から長野を通って南下して、

ここへ来るわけです。それで浄土真宗を広めていくわけですが、つ

くったばっかりだから迫害受けるんですよね、守ったのは笠間藩な

んですけどね。それで、落ち着いていることができた。藩に守られた

から広まった。天明の時代より遥か前ですから。そういう関係で、

浄土真宗の下地は、ここにあったというわけなんです。そういうこと

の繫がりも入百姓に入ってきた人たちと無関係ではないと思われ

ます。また、時代的なことから推測していくと、入百姓は、現在で、7

代か8代です。10代以上の人はいなくて、それほど古いことでもな

いんです。

2. 暮らしと結びついていた山のこと

　ここは天領だったですから、国有林です。開墾をして山を畑にし

たり、明治維新政府がお金持ちの人に売ったんです、そのときに払

い下げてもらって買ったから、一部が民地になっていますけど、ほ

とんどが国有林。松本の奥の大郷戸は、ほとんどが国有林ですか

ら。山と農地と、生活は、これは切り離せないんですよ。なぜかとい

うと、昔の燃料は全部、木ですよ、枯れ木、落ち葉、落ち葉は全部

肥料にしたわけですけれども。これがやっぱり非常にここの生活と

深く関わってくるんです。昔は、年の暮れ、12月になると、国有林を

借り受けるんです。ただ、借り受けると言っても、大勢の百姓がいま

すから、あんたはここだよ、と、くじ引きで決めた。それでそれ以外の

山には入っちゃいけない、木も採ってはいけない。落ち葉もさらっ

てはいけないんです。いかに生活と結びついていたか、山が。それ

は、戦後、昭和30年ごろまで続いたと思う。

　小遣い稼ぎなんて、よく言っていたんですが。山の木は、勝手に

切れませんから、大きくなると、無償に近いんだけど、払い下げをす

るんです。それを、皆で切って、薪を作ったり、それをみんなで益子

の町に売りに行くんです。町にはあまり山が無いから。リヤカーや

大八車ですよね、それで引っ張っていって、小遣いを稼いだ。だか

ら、ここにとって、山は貴重なもの。

 山に全部、名前がついているんです。沢もたくさんあって、全部に

名前がついている。私は若い頃は、どんな小さい沢にも名前がある

ことが不思議でしょうがなかったけど、つまりは、くじ引きで決める

のに、場所を特定するためだったんです。地名をつけておかないと、

どこだかわかんないわけですよ。それに、冬はみんな山仕事に行き

ますから、親は子どもに「今日は、父ちゃんと母ちゃんは、どこどこに

行くんだよ」とちゃんと言ってから山へ行くわけですよ。子どもも、そ

の地名がわかんなきゃだめなわけですから。今、生活に山が必要

なくなって、沢の名前がわかる人もいなくなっている。私なんかは、

きのこ採りが好きで、親や先輩に連れられて行きましたから、沢の

名前は、今でもほとんど覚えています。必要に応じて名前がつけら

れたというのはいいことだと思います。沢にも「ゴロが沢」とか、「舟

が沢」「長沢」「ざがまた沢」とかね、わけのわかんないような名前

ついているんです。ざがまたは、ふたつに分かれている沢のことを、

そう呼ぶんです。方言でしょうね。それから、峰にも名前がついてい

ます。だから、親はあのへんにいるな、というのは子どももわかった

んです。

　子どもに教える時は紙に地図を描くのではなく、言葉だけで教

えます。私が小学校にあがるようになると、親は、山仕事に行く時は

一緒に山に連れていくんです。だから、覚えるんです。だんだん、そう

いう体験もなくなっていくんですけど。

(廣瀬| 道祖土では、御城山の裏側を「日陰」と言ってますが、そん

な名前のつけかたもありますか?) 

　あります、ここにも「大日陰」とあります。地名って、その場所の風

景を見てつけたのも多いですよね、なにかしら特徴を掴んでつけて

いますよね。

(廣瀬| 山梨で調査をしたときに、縁とか窪とか、沢があって、それ

は自分らもわかるんですけど「どいじり」とか「なっち」とか、土目が

いいとかいうことからつけられたり、何かを採るためにとか…、そう

いう名付け方は?）

 ここにも「いとじり」ってあります。私は漢字で書かないようにして

いるんです。漢字で書くと、意味がそっちにいっちゃうんです。沢の

名前でもなんでも、漢字で教わったわけじゃないから、口伝で教

わった通りに、ひらがなで伝えるようにしています。あと、「いしだ」も

あります。石田と書くとは思いますが、非常に砂利が多い田んぼ

だったらしいので。

　明治時代に作られた、ここの方言の記録があるんですよ。多分、

下野國誌からとっていると思いますが、明治何年か、今の県です

ね、そこに村の方言を届けなさい、ということがあったみたいで。ど

この町でも村でも県に届けないといけなかったみたいで。それを見

ると、田野村の場合は、調べる人があまりいなかったみたいで、下

野國誌を作った人は真岡の人で、十数年かかってつくった。そこの

文章からとっているみたいです。

　昔、冬の仕事は、米俵つくり、むしろ編み、それから、荒縄つくり、

まっつあら (落ち葉を集める縄のことを「まっつぁら」と言い、その縄

をつくること) 、ぐしもちだわらもつくる。「ぐし」は、棟と書く。上棟の

ときに使う、餅を入れておいて、撒くんです。親父もつくっていました。

 (廣瀬| まっつあらは、地面に縄を置いて落ち葉をくるくる巻くんで

すよね? 今つくれる人がいますか? 手品みたいですよね)

　あれは、難しいんですよ、ちゃんとやりかたがあるんです。木の葉

がばらばらになっちゃうから。60過ぎている人はみんなできると思

う。半分から先だけ、縄にする。それを何本か使って丸める。あれは、

見ないと、わかりませんね! まず、熊手で落ち葉をさらいますが、集

め方もコツがある。ただ、バラバラにしていては丸められない。60歳

以上の人は、米俵をつくったし、コモもつくったし...。昔は、籾を庭

で干して乾燥させて、それを摺る時にコモを使うんです。

3. 小宅文藻

 この本『芳賀烈士伝』にも出てくるんですけど、國誌をつくったの

は小宅文藻 (おやけぶんそう) 。七井の小宅という地名があるで

しょ。あそこに、宇都宮家の子どもで小宅城というのがあったんで

すよ、そこの末裔です。廃藩置県で飛ばされちゃうので真岡に行っ

て、真岡木綿の問屋とかやるんですが、この人は商売人じゃなくて

文学者です、相当のものです。文献には親が侠客と書いてあるから

やくざもんです。お嫁さんもらうことになって相手の実家に行くわけ

ですが、相手のお父さんが非常な勉強家で、それでびっくりして影

響を受けたのでしょうね、そして家に帰ってきて、その夜のうちに嫁

さんに黙って東京に行くんです、結婚したばかりなのに。そして、も

のすごく勉強するんです、それからこっちに帰ってきて國誌を作る

んです。並みの人間じゃないです。世の中には、いろんな人がいるも

んだなあ、と。

4. 天領としての、農産物・特産品

(廣瀬| 天領にされた理由は、政治的な意味もあったと思うんです

が、産物としては何が目的だったんでしょうか? 例えば私が通う飛

騨の場合は、浄土真宗もなじみがあるんですが、木材と鉱山、神岡

鉱山です。) 

 入百姓が入ったころは、ここはもうタバコを作っていたと思います。

明治になってかなり広く作られるようになりましたけど、ここは、今

でもタバコを作っている人いますけど、ずっとタバコの産地で。あと、

冬場は農作業できなくなるけど、織物があったみたいです。ここに

は蚕を飼ったという記録がないんで、木綿だと思います。真岡木綿

は有名ですけど、結局、真岡に集積する問屋があって、このへんか

らも納めて、それでお金を稼いだんだと思います。あと、自分で着る

農作業着なんかもね。機織りの機械は、どこの家にもありましたか

ら。うちなんか、燃やしちゃってないけれど。農産物としては、タバコ

と、あとは、お米ですね、ここは。あと、古くから作られた１つには、落

花生があります。あと、油を絞るための菜種ですね。特にここに新し

いものの農産物は見当たりませんけどね。

　今は、落花生は自分の家の消費する分だけで、販売目的では

作っていないし、タバコだけは、今でもあります。菜種もまったくあり

ませんし。昔は、油も絞っていたんだよね、自分の家用に。余れば販

売もしていたでしょうが。粟やヒエも作っていたと思いますが、文献

には載っていませんね。

5. 二宮尊徳の治水事業 

(廣瀬| 二宮尊徳も町史に出てきますね。まだよく読み込んではい

ませんが、飢饉の後の財政立て直しに関係してきますか? 私が関

わる福島の浪江町では、尊徳かお弟子さんが、二宮御仕法を使っ

て経済を立て直しているんですけど、益子ではそこまでいかなくて

も、お金なんか無利子で貸し付けたとか、記述があったようなんで

すが。) 

　二宮尊徳は、小田原なんですよね、もとは。勤めていた藩の飛び

地が、二宮にあったんです。二宮の桜町というところ。そこから税金

が上がらない、ということで、そこに行け、と命じられて来たんです。

それが栃木と縁が出来た最初。いわゆる治水事業ですよね、川を

作るとか排水路をつくるとか、それを中心にやって、ここにも来てい

るんです。ここのダムの下からぐーっと細い道で水路を作って、山

本小学校のあのへんまで水を持ってきたんです。最後は、真岡東

代官所に務めた。それから今市に行くんですけど。二宮の桜町陣

屋、資料館になっていますよ。あそこに住んで、治水工事やったん

です、このへんもずいぶん来ている。

　それで、川なんか作るときに、どうやったのだろう、と、高低差が

いるわけですよ。言い伝えによると、夜に提灯を10メーターおきに

ずーっとつけるんです、遠くから見ると、どこが水平かわかるわけで

すよ。人間が持って並ぶ。そうやって高低差を調べたわけですよ。

10メーターおきで、何百人という人間ですよ。棒の先に、その棒の

ところに印をつけていくんだそうですよ。なるほど機械が無くてもで

きるんだなあ、と。要するに、知識だけじゃなくて応用までできた人

で、現場にはもってこいの人ですね、単なる知識者ではなくて。そ

れからお金を貸し付けたのも自分のお金じゃなくて、代官所のお

金、それも安い金利で、何年もかかっていいから返しなさい、と。

6. 山本の結束力と水の問題と祭りのこと

　山本の人は結束力が強いと言われますが、自分たちではよくわ

かりません。ただ、言えるのは、ここはそんなに大きい地域ではなく

て、山が多いし、いちばん困っているのは水だったんです。そのこと

で結束力は強まってきたのかもしれません。農業でいちばん大事

なのは米なんです。お米の値段が人間の労賃を決めていたんです

から。昭和の40年ちょっと前までは、1日の労賃は、お米の値段で

言うと、一升です。何百年前のお米の値段から今まで値段が書い

てある風呂敷を持っているんだけれど、それ見ると、ほんとに、労賃

ですよ。多分、昭和40年までは初任給がだいたいお米の値段に、

米1俵の値段に匹敵するんですよ。この家を建てたのが、私が高校

終わってからですから、そのころの大工さんの手間が、米1升、お酒

付き。400円と聞いていた。

(廣瀬| 考え方は石高制のころとあまり変わらないですね?) 

　あれが、ずーっときているんですね。明治新政府が何であんなに

日本をしつけたか、もう下地ができているんですね、だからうまく

いった。そういうことがあるもんで、だから、水が足りない、というこ

とはどういうことかというと、みんなで協力しなくちゃ、水を引っ張っ

てこれない。勝手なことしちゃうと、みんなで協力しないと、上の人

には水が来るけど、下の人には来ない、ということになっちゃう。誰

かが得する、誰かが損する、だから、みんなで協力しないとできな

い、そういうことがこの地域の特徴として、あったのだと思います。

　それから、お祭りです。どこにも祭りはありますけど、人間は、やっ

ぱり一生懸命働いて、一生懸命楽しむ、それがなければ生活は成

り立たない。ここは、またこれ天領と関わってくるんですが、山本に

は、2つの彫刻屋台があります、3つあったんだが、1つは壊しちゃっ

たらしいんです。この松本自治会が持っている屋台は、栃木県で作

られたものじゃないんです。車輪を直しに、鹿沼に行ったんですが、

そのときにわかった。京都で作られたんです。うちのは彫刻屋台で

はありません。お公家さんが乗る牛車 (ぎっしゃ) です。何でだろう

と思ってた。俺は噂でしか聞いてなかったんだけど、うちのおじい

ちゃんがよく知っていたんです。京都から持ってくるときは、那珂川

を舟でぐっと上がってきて、茂木に船着き場があって、屋台をそこ

にあげて、ここまで馬車で引っ張ってきた。それを小さい頃からお

じいちゃんに聞かされてた。そんなことあるもんかな、と思っていた

けど、京都からというのはわかんなかった、那珂川を上がってきた、

ということだけは聞いていたんです。

　天領と関係あるのは、ここは、一橋家の領地なんですよ、慶喜は

水戸と関係あるから、そうすると、京都とも関係あるんですよ。そう

でないと、京都から来るはずがないですから、こんなものが。ちょっ

と栃木県は彫刻屋台が有名だけど、ここのは違う、そういう意味で

貴重だと思う。京都まで調べるためにハガキ出したりしたけれど、

牛車や彫刻屋台というのは、ひとりの人が全部をつくるのではなく

て、車をつくる人は車、彫刻の人は彫刻、それを組み合わせてつく

るらしいです。だから、刻印があったので、車の出所はわかった、あ

とはわからない、ただ牛車であることはわかった。そのようなことで、

関わってきてる。それで、話をもとに戻すと、お祭りというのは、誰も

損得がないんです。それともうひとつは、祭りでは、白いご飯を食べ

ても許されたんです。よく銀シャリとか言うじゃないですか。米とい

うのは、販売目的で作るものですから、でも祭りに限っては、それを

食べてもいいということ。みんながお酒を飲んだり、いろんな食事

を楽しむ。みんなで協力して祭りの時には楽しむ、それが、生活の

リズムとして昔からあった。古くから、ここでは祭りがさかんに行わ

れていたんです。

　ここには本当に、祭りがたくさんあるんです。祇園祭りが中心で

すけど、考えるのは、それ以外でも、この自治会だけで、8つか9つあ

りますから。4月に「天念仏」、5月に龍神さま、これは雨乞いですね。

　7月の日曜日に祇園祭、ここでは、のぼりには、八坂神社ではなく

て牛頭天王例祭と書いてある。須佐之男命のことなんですね。昔

はここでは天王さまと言ったんです。昔は25日だったけど、人がい

ないということで、それに近い日曜日にやるようになりました。それ

から8月に不動さま、300年前に疫病を鎮めるために始まったと。9

月に風祭 (かざまつり) 、これは台風を鎮める祭りです。今は公民

館で役員だけでやっているね。虚空蔵さまもあったんだけど、今は

「山の神さま」と一緒にやっているから特別にはありませんけどね。

11月15日に三ノ宮神社の大例祭。こんな小さな自治会で持ってい

る神社があるんです。何で三ノ宮というか調べたんだけど、一ノ宮、

二ノ宮、三ノ宮というらしく、三ノ宮が一番小さくて、一番下の社の

ことを言います。12月には「山の神さま」、その間に「田の神様」も

あったんだけど、だんだんやらなくなって。

　山の神も、公民館でやっている。今の公民館は3つ目なんですよ、

一番最初の私が知っているのは、藁葺き屋根の公民館でした。そ

の呼び方が、昔は、「ようよう」って言うんです。これは、寄り合い場

所のことを「よう」と言ったのか、と思うけど、「お」か「う」かわからな

いけど。芳賀郡でも一番早かったと思うよ、立派な公民館建てた

のは。みんな見に来ましたから。そこで、集まってやっていた。山の

神さまとかは、山にありますから、昔はそこで、どんど焼きの小さい

のですよ、小さい社に火を焚いて、甘酒を飲んだりしてた。あとは、

個人宅で稲荷さまをもっている人が多いです。これは、ほとんどの

家でありますね。本当は、2月の第1の初午の日にお祭りします。全

国でも一番多いのが稲荷さまだそうですからね。ほかにも小さい

のを混ぜると、いろんな祭りがあったと思うんですが、俺が知って

いるのは、それだけです。昔、自治会長やったときには、木札に祭り

の名前書いて掛けといたんです。終わったら裏返していた。今は、

合併して日曜にやったりするから、印刷してるみたいです。祭りの意

味は、みんな自然災害の事とかあるけど、それにかこつけて楽しむ

のが実情で、それが大事なことだったと思うわけです。結局、酒飲

んで、けんかする人もいたかもしれないけど、仲良くなったんだと思

います、だからこれだけのことが続いてきたんだと思います。正月も

入れると毎月何かあるわけです。

7. 水不足と「ふれあいの郷づくり事業」について

(廣瀬| 大郷戸ダムができるまでは水問題は大変でしたか?) 

 大変でした。山本のため池は、農業用水としてのため池です。ここ

には、私が知ってる限りで、10はあります。なくなったのもあるけど、

大きく残されて管理されているのは、6つくらいあります。 (地図を見

て) かなりあるんです。地図にないものありますから。ここは、水田よ

り畑の面積の方が広かったんです。いかに水がなかったか、という

ことです。水のある所にたいがい人間は住んでるんです。

　基盤整備をやってダムができたわけですが、そのあとに、ふれあ

いの郷づくり事業をやって、ここの地域はこれからどうなっていくの

か、どうしたいのか、考えましょう、ということで。この地域のいいと

ころ、悪い所、みんな調べ上げて、田んぼのことも、何歳の人がやっ

ているかとか、丸二年かけて、全部調べ上げた。そして1つの冊子

を作ったんです。やっぱりここは、自然の良さがある、人間の協力心

もある、それがいい点。不便なことは、病院がない、交通機関がな

い、そういうことをこれからどう解決するか、そして、見捨てがちな

伝承文化をどう継承して保存していくか、そういうことを話し合いし

て。そのときはいわゆるソフト事業なんですよ。

　最後の打ち上げのときに、ハード事業はないの? と聞いたら、次

の年にくっついてきた。7千万の全額補助で、その事業にここは取

り組んだんです。各自治会にはかって、一番何をやりたいか、出して

もらった。例えば、カッパ伝説のある場所はどこか、山居台 (さんきょ

だい) 遺跡はどこかとかわかるようにするとか、八幡神社の参道が

長くて、雨が降ると土が流れるから整備するとか、いろんな案が

あって、それをやった。そして拠点づくりをしようということになって、

直売所を新たにしようと思っても間に合わない。ダムのところに、土

地改良区と町が持っている土地があったんです、そこに先輩達が

お蕎麦やさんを作っていた。その隣を借りたんです、そこで拠点づ

くりと考えたけど、次の年からは補助金は来ない、後の管理が大変

だということで、2年後からは自前で、維持管理ができるように何か

やらなくちゃいけない、と農村レストランをやることに。これは、みん

なでやってもしょうがないから、出資者を募ろうということになって、

ひとり20万かな、20人集めて、農村レストランの整備を始めて許可

をとってオープンした。残念ながら今年で閉鎖になったんですけど。

その事業は大きなもので、いろんなことが整備されました。原自治

会が持っている徳川池の前あたりに桜の木を植えたり、山本地区

が一望に見える展望台を作るということで、ちょうど益子町の町有

林があるんですが、林道が通ったんです、そこの小さな公園のとこ

ろに作ったり。この地域の、まあ、私は「まとまり」とは呼んでないん

だが、何かやろうとするとき、何か始まったら、みんなしてやろうと、

気持ちがひとつになる、それは、この地区のいいところだと思って

います。

(廣瀬| 地区で委員会のようなものを作って?)

　そうです、各自治会から募って。最初は、3、40人はいたね、でも最

後の方は10人以下になったかな。

(廣瀬| 専門家に聞くとか頼むとかではなくて、ご自身たちで話し

合って決めていったわけですね?) 

　そうです。

8. 農村歌舞伎舞台の復活

 (簑田| そのときに、農村歌舞伎舞台も復活させようと?) 

　はい、あれは、ものすごい作業でしたよ、設計図も何もないわけ

ですから、ただ、昔そこに携わった人が何人かいて、この地域から

離れても舞台を作ったことがある人とか、こうだったんじゃないか

とか、考えながら、話に聞いた通り、山から百本を超える木を切っ

てきて、穴掘って、建ててみて。ああでもないこうでもない、と。この

地区に3人大工さんがいたから頼んで、2年越しでできましたね。舞

台ができた時は、涙出ました。やっぱり嬉しくて。自分らで本気に

なってやることは、感動があるんですよ。感動があるから大変でも

やるんですよ。お金出して誰かにやってもらうのはだめなんです。自

分たちでやらないと。自分で汗かかないと。3年ごとにと言っていた

けど、本当に大変だから、オリンピックの年にやることになっている。

大変だった、だけが残るとだめなんです。みんな一生懸命やって、

感動が残るからいいんです。私も方々の歌舞伎舞台を見に行って

いますけど、たいがいのところは、常設です。うちみたいなところはあ

まりないです。あと、ふすま絵が残っていたというのはよかったです。

県の先生や地域の人が言うんです、「後継者いるのか?」と。でも、

後継者なんて、作ろうとして作れるものじゃないんです、俺らだって、

誰かに言われてやったんじゃないもん。やってみよう、という人が、

4、5人いれば何とかなるものなんです。後継者というのは、いつも見

ていて、いつか興味をもってくれたときに、できるものなんです。誰

かに言われてやるものではない、そういう信念をもっているんです。

馬鹿じゃだめなんです。馬鹿を超越したのが「でれすけ」だから、

「でれすけ」にならないと。ここは、「でれすけ」が、ものすごく多いん

です。馬鹿じゃだめなんです、超えなくちゃ。一銭にもならないこと

をやるわけですから。

 (廣瀬| 舞台の屋根の竹の部分は素晴らしいですね?) 

　屋根は、昔は全部が竹だったんです。竹だから、あれだけ長いと

落っこちる。でも、昔の人は頭がいいんだね、後ろに2本だけ、でっ 

かい生木を、杭をぶって縛り、それを張り出す。それが上に跳ね上

がる力を利用して、竹をつった。全部横に組んで、そこに竹を通して。

(廣瀬| 生の弾力のある木を利用した、生きてるアーチ構造ですね?) 

 そうです、その通りです。それが昔のつくり、なかなかできないから、

今は、その一番前の張り出しだけ残したんです。昔はこうだった、と

見せるために。それが全部残っているのが、茨城の大宮のそばに

ある地区なんです。塩田って言ったっけな、そこに残っています。大

掛かりなもので、補助金とか集めるのもうまくて、クレーン車頼んだ

りして、何年かに一度作っています。回り舞台もあって、ただ、襖絵

の絵そのものはあまりないんですよ。

　うちの襖絵は歌舞伎舞台のために遠近法使って描いてあるん

です。舞台に組み込むために描いた。だから、すごいなと思ったん

です。誰が描いたか、どういう人なのか、調べるのに3年かかりまし

た。真岡の人で、『芳賀烈士伝』にも載っているんだけど、調べてみ

たら、ちゃんと出てきた。安達三楽斎 (あだちさんらくさい) と言いま

す。おそらく水戸藩のお抱え絵師です。狩野派だとみているんです

が。あのころは、絵師も石高もらっていて、この人は150石もらって

いた。年間で1500万です。生まれは真岡で、麹屋さんで、信用組合

の前あたりにあったらしいです。そこの三男坊です。

(廣瀬| このあたりの話では、真岡の人がよく出てきますね?) 

　そうです、合併するときに、真岡と合併したかった人たちも多くて、

生活圏は真岡の方が近いですから。ただ、このへん、農家が多くて、

農家の取引は、肥料買ったり、益子の方が多かった。だから益子と

合併ということになったんです。

　歌舞伎というと、幕末から明治時代にかけては、「回り芝居」な

んですよ。地芝居でもありますね。

　舞台を作って、その人たちを呼んできて、旅館なんかないから、

農家に泊めたんです。何人かずつ泊めて。昔は、興行師がいた。興

行師に頼んで芝居を買ってくるんです。一番最後が、昭和27年、そ                         

れを最後に途絶えていて、50年ぶりに復活した。益子の興行師は、

松原飯店のおばちゃんがやっていた。太平座という映画館ももっ

ていたね。鶏足寺の下の、今の保育園のそばにあったよ。私は、昭

和27年で、5歳。だから、かすかにしか記憶がない。あの舞台は、ほ

うぼうに持っていって貸したそうです。主だった材料だけを持って、

あとは現地調達して作って、舞台を貸して、からくりは操作した。昔

は、その設計図もあったらしいですが、どっか行ってしまった。その

最後の責任者が、もう亡くなったけど、上野熊太郎さん。6尺の棒

を1本持って、それで指図して、作ってた。何をやれって指示される

から、みんな、部分しか記憶にない。全部覚えているということがな

いんだね。全体像は、かすかにしかみんな覚えていない。でも、それ

を1日か2日で作ったというのは、昔の人はすごいもんだね。作り方

があるから、人がたくさんいればできるものでもない、やった人、経

験した人がいないと。一連のことが頭に入っていないとね。それが

いちばん難しかった。

(萩原| 作る所から見学したり参加できますか?)  

　もちろん、竹を切ったりするところからやるほうがいい。大きさや

太さも頭に入っていて、切り出してくる、縄の結び方も、何でもいい

というわけではない。先祖から聞いて、我々はやっている。初めから

見ると、非常に勉強になると思う。

9. 五輪の塔

 これだけの数があるのはなぜか、調べているけど、わからない。鎌

倉瓶子が出ているけど。鎌倉瓶子は、釉薬を使っていて、ここでは

当時焼けなかったわけですから、それが出たということは、かなり

の人だったのだと思います。瓶子の中には、火葬したお骨があった

から、お寺に納めちゃったんですよね。五輪塔はずいぶん、うずまっ

ています。開墾したときに出てきて発見されたんです。昔は、そこに、

お寺があった。あそこの山は、行灯峰 (あんどっぽう) といったんで

す。そこに伝説がいろいろ残っていて、そういうことから見ていくと

長者窪の長者様伝説などあるんですが、口承で、記録に残ってい

ない。益子には郷土史家がいなくて、残念ながら口承のままで、ま

とめたものがないんです。



害があったんですけど、そのときに、ここは1/3の百姓が逃げたりし

て離農した。餓死者も出たようです。それだけの人口がいなくなる

と、農業はできなくなる。それで困っちゃったわけです。それでどうし

たかと言うと、代官が北陸から労働力を連れてこよう、移住させよ

う、ということにしたわけなんです。その代官というのが、当時、この

あたりには真岡代官所と真岡東代官所があったんですが、真岡代

官所に赴任してきた竹垣代官、この人は真岡に来る前、越後の高

田で仕事をしていたそうです。

　そして大恐慌の後、ここに赴任して、これはどうしよう、どうしよう

もない、天領だからよけいにそう思うんですよね。なんとかここに労

働力を連れてこよう、と。でも、そのころは、旅行に行くにも、お寺さ

んが通行券を発行していて、た。それがないとどこにも行けないし、

移住するなんて大変なこと。いくら藩の許可を得てもお寺さんの許

　養豚業を営む傍ら、松本農村歌舞伎舞台保存会など地域の顔

役としての活動も忙しい舘芳衛 (たてよしえ) さん。都内の古本屋

などにも顔を出し自ら求めた古文書や歴史書をひもときながら歴

史の謎に思いを馳せるのも楽しみとのこと。八幡神社氏子総代、保

育園の評議員や理事でもある。

1. 天明の大飢饉と北陸からの入百姓、浄土真宗

　田野の中での山本は、特殊な地域。なぜかというと天領なんです。

元々は天皇家、そして幕府、その直属になるんです。それが、ずっと

ここは続いてきた。そのせいか、百姓やってきた人そのものが、直属

ということで、いくらか気位が高かったようで、そのことは文書にも

記されています。それが大きく変わるのが、天明の大飢饉。浅間山

が爆発するんですよ、それで大恐慌になる。全国的にもかなりの被

可が無いとどこにも行けなかったんです。だから代官は、お寺を

頼って、何度も越後まで行くんです、ところがなかなか許可が出な

い。家も用意します、1年間食べられる食料も保証します、1年間は

税金もとりません、と、いい条件を出すんですよ、それでもお坊さん

がうんと言わない。最終的に、「じゃあ、うちの下寺を作ってくれ」と

お坊さんから話が返ってくる。そうすれば、百姓の移住を許可する、

と。真岡市の小林に寺がありますよね、浄土真宗のお寺なんです

が、ここが最初にこのあたりに建てた浄土真宗の寺じゃないかと

思います。それまでは、この近辺には、浄土真宗はありません。

　そして、新潟県、富山県、石川県などから人を引っ張ってくるんで

す。あのころは、兄弟が多い、そして江戸は戦いもなくて平和な時

代。5、6人兄弟がいるのが普通でしたから、次男、三男を引っ張っ

てくる。そしてふたつの入り方があったみたいです。1つは、住む所

を用意したり、家族を一緒に住まわせたり。ただ、そうするとたくさ

ん来ちゃうから、誰でもいいというわけにはいかなくなる。それで、

奉公人扱いにすることも考えたんですね。お金もある程度与えて、

大きい農家や地主みたいなところに、逃亡しないように守りながら

奉公させる形にした。それを入百姓 (いりびゃくしょう) と言ったん

です。

 この裏話には、たくさんいきさつがあります、これはあまり人には

言ったことがない、というのは、私はよそ者なんですよ。地元の人で

はないので宗教も違う場合、あまり人間関係としてはおもしろくな

いんですよ。だから、そういう人と、縁組みができないことも多かっ

た。その状況は昭和20年ごろまで続きますからね。浄土真宗と、天

台宗とか真言宗の人は結婚しないですから、できないわけではな

いけど、そういう習慣で、ずっと続いています。明治から大正、昭和

と。うちなんかも親戚は全部、浄土真宗。ただ、家族でも単身でも、

ここに来て新しい環境で住む訳ですから、ものすごい勉強家が多

かったそうです。奉公人でも、昼間仕事して、朝早く起きて、ここは

天領ですから、その土地を耕すんですね。そうすると、自分の耕作

地になると、竹垣代官が認めたんです。だから少しずつ自分の土地

を増やしていった。ここに来た入百姓の中で、加賀の国から来た人

は、あそこは当時から農業の先進地なので、技術をかなりもってい

ます。聞く所によると、今は、田植えでもまっすぐ植えるじゃないです

か、昔は、筋状に植えない適当なヤタラ植えだったんです。まっすぐ

植える正条植えを持ってきたのが、入百姓の人たちだと聞いてい

ます。そんなに古い時代のことではないんです。いろんな面で勉強、

努力をして、ここに住み着くようになったんです。 ただ、その下地は、

それ以前からあった。ここの位置は茨城県と接していますから。浄

土真宗というのは、茨城県のほうが早いんですよ。親鸞上人は、茨

城県の稲田山の寺にいて、そこで広めたものですから。あそこを根

城にして、このあたりも歩いていた。あそこから京都に行くんですけ

ど、承元の法難のときに、その罰で、法然は四国に、親鸞は越後へ

流される。それが赦免になって、新潟から長野を通って南下して、

ここへ来るわけです。それで浄土真宗を広めていくわけですが、つ

くったばっかりだから迫害受けるんですよね、守ったのは笠間藩な

んですけどね。それで、落ち着いていることができた。藩に守られた

から広まった。天明の時代より遥か前ですから。そういう関係で、

浄土真宗の下地は、ここにあったというわけなんです。そういうこと

の繫がりも入百姓に入ってきた人たちと無関係ではないと思われ

ます。また、時代的なことから推測していくと、入百姓は、現在で、7

代か8代です。10代以上の人はいなくて、それほど古いことでもな

いんです。

2. 暮らしと結びついていた山のこと

　ここは天領だったですから、国有林です。開墾をして山を畑にし

たり、明治維新政府がお金持ちの人に売ったんです、そのときに払

い下げてもらって買ったから、一部が民地になっていますけど、ほ

とんどが国有林。松本の奥の大郷戸は、ほとんどが国有林ですか

ら。山と農地と、生活は、これは切り離せないんですよ。なぜかとい

うと、昔の燃料は全部、木ですよ、枯れ木、落ち葉、落ち葉は全部

肥料にしたわけですけれども。これがやっぱり非常にここの生活と

深く関わってくるんです。昔は、年の暮れ、12月になると、国有林を

借り受けるんです。ただ、借り受けると言っても、大勢の百姓がいま

すから、あんたはここだよ、と、くじ引きで決めた。それでそれ以外の

山には入っちゃいけない、木も採ってはいけない。落ち葉もさらっ

てはいけないんです。いかに生活と結びついていたか、山が。それ

は、戦後、昭和30年ごろまで続いたと思う。

　小遣い稼ぎなんて、よく言っていたんですが。山の木は、勝手に

切れませんから、大きくなると、無償に近いんだけど、払い下げをす

るんです。それを、皆で切って、薪を作ったり、それをみんなで益子

の町に売りに行くんです。町にはあまり山が無いから。リヤカーや

大八車ですよね、それで引っ張っていって、小遣いを稼いだ。だか

ら、ここにとって、山は貴重なもの。

 山に全部、名前がついているんです。沢もたくさんあって、全部に

名前がついている。私は若い頃は、どんな小さい沢にも名前がある

ことが不思議でしょうがなかったけど、つまりは、くじ引きで決める

のに、場所を特定するためだったんです。地名をつけておかないと、

どこだかわかんないわけですよ。それに、冬はみんな山仕事に行き

ますから、親は子どもに「今日は、父ちゃんと母ちゃんは、どこどこに

行くんだよ」とちゃんと言ってから山へ行くわけですよ。子どもも、そ

の地名がわかんなきゃだめなわけですから。今、生活に山が必要

なくなって、沢の名前がわかる人もいなくなっている。私なんかは、

きのこ採りが好きで、親や先輩に連れられて行きましたから、沢の

名前は、今でもほとんど覚えています。必要に応じて名前がつけら

れたというのはいいことだと思います。沢にも「ゴロが沢」とか、「舟

が沢」「長沢」「ざがまた沢」とかね、わけのわかんないような名前

ついているんです。ざがまたは、ふたつに分かれている沢のことを、

そう呼ぶんです。方言でしょうね。それから、峰にも名前がついてい

ます。だから、親はあのへんにいるな、というのは子どももわかった

んです。

　子どもに教える時は紙に地図を描くのではなく、言葉だけで教

えます。私が小学校にあがるようになると、親は、山仕事に行く時は

一緒に山に連れていくんです。だから、覚えるんです。だんだん、そう

いう体験もなくなっていくんですけど。

(廣瀬| 道祖土では、御城山の裏側を「日陰」と言ってますが、そん

な名前のつけかたもありますか?) 

　あります、ここにも「大日陰」とあります。地名って、その場所の風

景を見てつけたのも多いですよね、なにかしら特徴を掴んでつけて

いますよね。

(廣瀬| 山梨で調査をしたときに、縁とか窪とか、沢があって、それ

は自分らもわかるんですけど「どいじり」とか「なっち」とか、土目が

いいとかいうことからつけられたり、何かを採るためにとか…、そう

いう名付け方は?）

 ここにも「いとじり」ってあります。私は漢字で書かないようにして

いるんです。漢字で書くと、意味がそっちにいっちゃうんです。沢の

名前でもなんでも、漢字で教わったわけじゃないから、口伝で教

わった通りに、ひらがなで伝えるようにしています。あと、「いしだ」も

あります。石田と書くとは思いますが、非常に砂利が多い田んぼ

だったらしいので。

　明治時代に作られた、ここの方言の記録があるんですよ。多分、

下野國誌からとっていると思いますが、明治何年か、今の県です

ね、そこに村の方言を届けなさい、ということがあったみたいで。ど

この町でも村でも県に届けないといけなかったみたいで。それを見

ると、田野村の場合は、調べる人があまりいなかったみたいで、下

野國誌を作った人は真岡の人で、十数年かかってつくった。そこの

文章からとっているみたいです。

　昔、冬の仕事は、米俵つくり、むしろ編み、それから、荒縄つくり、

まっつあら (落ち葉を集める縄のことを「まっつぁら」と言い、その縄

をつくること) 、ぐしもちだわらもつくる。「ぐし」は、棟と書く。上棟の

ときに使う、餅を入れておいて、撒くんです。親父もつくっていました。

 (廣瀬| まっつあらは、地面に縄を置いて落ち葉をくるくる巻くんで

すよね? 今つくれる人がいますか? 手品みたいですよね)

　あれは、難しいんですよ、ちゃんとやりかたがあるんです。木の葉

がばらばらになっちゃうから。60過ぎている人はみんなできると思

う。半分から先だけ、縄にする。それを何本か使って丸める。あれは、

見ないと、わかりませんね! まず、熊手で落ち葉をさらいますが、集

め方もコツがある。ただ、バラバラにしていては丸められない。60歳

以上の人は、米俵をつくったし、コモもつくったし...。昔は、籾を庭

で干して乾燥させて、それを摺る時にコモを使うんです。

3. 小宅文藻

 この本『芳賀烈士伝』にも出てくるんですけど、國誌をつくったの

は小宅文藻 (おやけぶんそう) 。七井の小宅という地名があるで

しょ。あそこに、宇都宮家の子どもで小宅城というのがあったんで

すよ、そこの末裔です。廃藩置県で飛ばされちゃうので真岡に行っ

て、真岡木綿の問屋とかやるんですが、この人は商売人じゃなくて

文学者です、相当のものです。文献には親が侠客と書いてあるから

やくざもんです。お嫁さんもらうことになって相手の実家に行くわけ

ですが、相手のお父さんが非常な勉強家で、それでびっくりして影

響を受けたのでしょうね、そして家に帰ってきて、その夜のうちに嫁

さんに黙って東京に行くんです、結婚したばかりなのに。そして、も

のすごく勉強するんです、それからこっちに帰ってきて國誌を作る

んです。並みの人間じゃないです。世の中には、いろんな人がいるも
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んだなあ、と。

4. 天領としての、農産物・特産品

(廣瀬| 天領にされた理由は、政治的な意味もあったと思うんです

が、産物としては何が目的だったんでしょうか? 例えば私が通う飛

騨の場合は、浄土真宗もなじみがあるんですが、木材と鉱山、神岡

鉱山です。) 

 入百姓が入ったころは、ここはもうタバコを作っていたと思います。

明治になってかなり広く作られるようになりましたけど、ここは、今

でもタバコを作っている人いますけど、ずっとタバコの産地で。あと、

冬場は農作業できなくなるけど、織物があったみたいです。ここに

は蚕を飼ったという記録がないんで、木綿だと思います。真岡木綿

は有名ですけど、結局、真岡に集積する問屋があって、このへんか

らも納めて、それでお金を稼いだんだと思います。あと、自分で着る

農作業着なんかもね。機織りの機械は、どこの家にもありましたか

ら。うちなんか、燃やしちゃってないけれど。農産物としては、タバコ

と、あとは、お米ですね、ここは。あと、古くから作られた１つには、落

花生があります。あと、油を絞るための菜種ですね。特にここに新し

いものの農産物は見当たりませんけどね。

　今は、落花生は自分の家の消費する分だけで、販売目的では

作っていないし、タバコだけは、今でもあります。菜種もまったくあり

ませんし。昔は、油も絞っていたんだよね、自分の家用に。余れば販

売もしていたでしょうが。粟やヒエも作っていたと思いますが、文献

には載っていませんね。

5. 二宮尊徳の治水事業 

(廣瀬| 二宮尊徳も町史に出てきますね。まだよく読み込んではい

ませんが、飢饉の後の財政立て直しに関係してきますか? 私が関

わる福島の浪江町では、尊徳かお弟子さんが、二宮御仕法を使っ

て経済を立て直しているんですけど、益子ではそこまでいかなくて

も、お金なんか無利子で貸し付けたとか、記述があったようなんで

すが。) 

　二宮尊徳は、小田原なんですよね、もとは。勤めていた藩の飛び

地が、二宮にあったんです。二宮の桜町というところ。そこから税金

が上がらない、ということで、そこに行け、と命じられて来たんです。

それが栃木と縁が出来た最初。いわゆる治水事業ですよね、川を

作るとか排水路をつくるとか、それを中心にやって、ここにも来てい

るんです。ここのダムの下からぐーっと細い道で水路を作って、山

本小学校のあのへんまで水を持ってきたんです。最後は、真岡東

代官所に務めた。それから今市に行くんですけど。二宮の桜町陣

屋、資料館になっていますよ。あそこに住んで、治水工事やったん

です、このへんもずいぶん来ている。

　それで、川なんか作るときに、どうやったのだろう、と、高低差が

いるわけですよ。言い伝えによると、夜に提灯を10メーターおきに

ずーっとつけるんです、遠くから見ると、どこが水平かわかるわけで

すよ。人間が持って並ぶ。そうやって高低差を調べたわけですよ。

10メーターおきで、何百人という人間ですよ。棒の先に、その棒の

ところに印をつけていくんだそうですよ。なるほど機械が無くてもで

きるんだなあ、と。要するに、知識だけじゃなくて応用までできた人

で、現場にはもってこいの人ですね、単なる知識者ではなくて。そ

れからお金を貸し付けたのも自分のお金じゃなくて、代官所のお

金、それも安い金利で、何年もかかっていいから返しなさい、と。

6. 山本の結束力と水の問題と祭りのこと

　山本の人は結束力が強いと言われますが、自分たちではよくわ

かりません。ただ、言えるのは、ここはそんなに大きい地域ではなく

て、山が多いし、いちばん困っているのは水だったんです。そのこと

で結束力は強まってきたのかもしれません。農業でいちばん大事

なのは米なんです。お米の値段が人間の労賃を決めていたんです

から。昭和の40年ちょっと前までは、1日の労賃は、お米の値段で

言うと、一升です。何百年前のお米の値段から今まで値段が書い

てある風呂敷を持っているんだけれど、それ見ると、ほんとに、労賃

ですよ。多分、昭和40年までは初任給がだいたいお米の値段に、

米1俵の値段に匹敵するんですよ。この家を建てたのが、私が高校

終わってからですから、そのころの大工さんの手間が、米1升、お酒

付き。400円と聞いていた。

(廣瀬| 考え方は石高制のころとあまり変わらないですね?) 

　あれが、ずーっときているんですね。明治新政府が何であんなに

日本をしつけたか、もう下地ができているんですね、だからうまく

いった。そういうことがあるもんで、だから、水が足りない、というこ

とはどういうことかというと、みんなで協力しなくちゃ、水を引っ張っ

てこれない。勝手なことしちゃうと、みんなで協力しないと、上の人

には水が来るけど、下の人には来ない、ということになっちゃう。誰

かが得する、誰かが損する、だから、みんなで協力しないとできな

い、そういうことがこの地域の特徴として、あったのだと思います。

　それから、お祭りです。どこにも祭りはありますけど、人間は、やっ

ぱり一生懸命働いて、一生懸命楽しむ、それがなければ生活は成

り立たない。ここは、またこれ天領と関わってくるんですが、山本に

は、2つの彫刻屋台があります、3つあったんだが、1つは壊しちゃっ

たらしいんです。この松本自治会が持っている屋台は、栃木県で作

られたものじゃないんです。車輪を直しに、鹿沼に行ったんですが、

そのときにわかった。京都で作られたんです。うちのは彫刻屋台で

はありません。お公家さんが乗る牛車 (ぎっしゃ) です。何でだろう

と思ってた。俺は噂でしか聞いてなかったんだけど、うちのおじい

ちゃんがよく知っていたんです。京都から持ってくるときは、那珂川

を舟でぐっと上がってきて、茂木に船着き場があって、屋台をそこ

にあげて、ここまで馬車で引っ張ってきた。それを小さい頃からお

じいちゃんに聞かされてた。そんなことあるもんかな、と思っていた

けど、京都からというのはわかんなかった、那珂川を上がってきた、

ということだけは聞いていたんです。

　天領と関係あるのは、ここは、一橋家の領地なんですよ、慶喜は

水戸と関係あるから、そうすると、京都とも関係あるんですよ。そう

でないと、京都から来るはずがないですから、こんなものが。ちょっ

と栃木県は彫刻屋台が有名だけど、ここのは違う、そういう意味で

貴重だと思う。京都まで調べるためにハガキ出したりしたけれど、

牛車や彫刻屋台というのは、ひとりの人が全部をつくるのではなく

て、車をつくる人は車、彫刻の人は彫刻、それを組み合わせてつく

るらしいです。だから、刻印があったので、車の出所はわかった、あ

とはわからない、ただ牛車であることはわかった。そのようなことで、

関わってきてる。それで、話をもとに戻すと、お祭りというのは、誰も

損得がないんです。それともうひとつは、祭りでは、白いご飯を食べ

ても許されたんです。よく銀シャリとか言うじゃないですか。米とい

うのは、販売目的で作るものですから、でも祭りに限っては、それを

食べてもいいということ。みんながお酒を飲んだり、いろんな食事

を楽しむ。みんなで協力して祭りの時には楽しむ、それが、生活の

リズムとして昔からあった。古くから、ここでは祭りがさかんに行わ

れていたんです。

　ここには本当に、祭りがたくさんあるんです。祇園祭りが中心で

すけど、考えるのは、それ以外でも、この自治会だけで、8つか9つあ

りますから。4月に「天念仏」、5月に龍神さま、これは雨乞いですね。

　7月の日曜日に祇園祭、ここでは、のぼりには、八坂神社ではなく

て牛頭天王例祭と書いてある。須佐之男命のことなんですね。昔

はここでは天王さまと言ったんです。昔は25日だったけど、人がい

ないということで、それに近い日曜日にやるようになりました。それ

から8月に不動さま、300年前に疫病を鎮めるために始まったと。9

月に風祭 (かざまつり) 、これは台風を鎮める祭りです。今は公民

館で役員だけでやっているね。虚空蔵さまもあったんだけど、今は

「山の神さま」と一緒にやっているから特別にはありませんけどね。

11月15日に三ノ宮神社の大例祭。こんな小さな自治会で持ってい

る神社があるんです。何で三ノ宮というか調べたんだけど、一ノ宮、

二ノ宮、三ノ宮というらしく、三ノ宮が一番小さくて、一番下の社の

ことを言います。12月には「山の神さま」、その間に「田の神様」も

あったんだけど、だんだんやらなくなって。

　山の神も、公民館でやっている。今の公民館は3つ目なんですよ、

一番最初の私が知っているのは、藁葺き屋根の公民館でした。そ

の呼び方が、昔は、「ようよう」って言うんです。これは、寄り合い場

所のことを「よう」と言ったのか、と思うけど、「お」か「う」かわからな

いけど。芳賀郡でも一番早かったと思うよ、立派な公民館建てた

のは。みんな見に来ましたから。そこで、集まってやっていた。山の

神さまとかは、山にありますから、昔はそこで、どんど焼きの小さい

のですよ、小さい社に火を焚いて、甘酒を飲んだりしてた。あとは、

個人宅で稲荷さまをもっている人が多いです。これは、ほとんどの

家でありますね。本当は、2月の第1の初午の日にお祭りします。全

国でも一番多いのが稲荷さまだそうですからね。ほかにも小さい

のを混ぜると、いろんな祭りがあったと思うんですが、俺が知って

いるのは、それだけです。昔、自治会長やったときには、木札に祭り

の名前書いて掛けといたんです。終わったら裏返していた。今は、

合併して日曜にやったりするから、印刷してるみたいです。祭りの意

味は、みんな自然災害の事とかあるけど、それにかこつけて楽しむ

のが実情で、それが大事なことだったと思うわけです。結局、酒飲

んで、けんかする人もいたかもしれないけど、仲良くなったんだと思

います、だからこれだけのことが続いてきたんだと思います。正月も

入れると毎月何かあるわけです。

7. 水不足と「ふれあいの郷づくり事業」について

(廣瀬| 大郷戸ダムができるまでは水問題は大変でしたか?) 

 大変でした。山本のため池は、農業用水としてのため池です。ここ

には、私が知ってる限りで、10はあります。なくなったのもあるけど、

大きく残されて管理されているのは、6つくらいあります。 (地図を見

て) かなりあるんです。地図にないものありますから。ここは、水田よ

り畑の面積の方が広かったんです。いかに水がなかったか、という

ことです。水のある所にたいがい人間は住んでるんです。

　基盤整備をやってダムができたわけですが、そのあとに、ふれあ

いの郷づくり事業をやって、ここの地域はこれからどうなっていくの

か、どうしたいのか、考えましょう、ということで。この地域のいいと

ころ、悪い所、みんな調べ上げて、田んぼのことも、何歳の人がやっ

ているかとか、丸二年かけて、全部調べ上げた。そして1つの冊子

を作ったんです。やっぱりここは、自然の良さがある、人間の協力心

もある、それがいい点。不便なことは、病院がない、交通機関がな

い、そういうことをこれからどう解決するか、そして、見捨てがちな

伝承文化をどう継承して保存していくか、そういうことを話し合いし

て。そのときはいわゆるソフト事業なんですよ。

　最後の打ち上げのときに、ハード事業はないの? と聞いたら、次

の年にくっついてきた。7千万の全額補助で、その事業にここは取

り組んだんです。各自治会にはかって、一番何をやりたいか、出して

もらった。例えば、カッパ伝説のある場所はどこか、山居台 (さんきょ

だい) 遺跡はどこかとかわかるようにするとか、八幡神社の参道が

長くて、雨が降ると土が流れるから整備するとか、いろんな案が

あって、それをやった。そして拠点づくりをしようということになって、

直売所を新たにしようと思っても間に合わない。ダムのところに、土

地改良区と町が持っている土地があったんです、そこに先輩達が

お蕎麦やさんを作っていた。その隣を借りたんです、そこで拠点づ

くりと考えたけど、次の年からは補助金は来ない、後の管理が大変

だということで、2年後からは自前で、維持管理ができるように何か

やらなくちゃいけない、と農村レストランをやることに。これは、みん

なでやってもしょうがないから、出資者を募ろうということになって、

ひとり20万かな、20人集めて、農村レストランの整備を始めて許可

をとってオープンした。残念ながら今年で閉鎖になったんですけど。

その事業は大きなもので、いろんなことが整備されました。原自治

会が持っている徳川池の前あたりに桜の木を植えたり、山本地区

が一望に見える展望台を作るということで、ちょうど益子町の町有

林があるんですが、林道が通ったんです、そこの小さな公園のとこ

ろに作ったり。この地域の、まあ、私は「まとまり」とは呼んでないん

だが、何かやろうとするとき、何か始まったら、みんなしてやろうと、

気持ちがひとつになる、それは、この地区のいいところだと思って

います。

(廣瀬| 地区で委員会のようなものを作って?)

　そうです、各自治会から募って。最初は、3、40人はいたね、でも最

後の方は10人以下になったかな。

(廣瀬| 専門家に聞くとか頼むとかではなくて、ご自身たちで話し

合って決めていったわけですね?) 

　そうです。

8. 農村歌舞伎舞台の復活

 (簑田| そのときに、農村歌舞伎舞台も復活させようと?) 

　はい、あれは、ものすごい作業でしたよ、設計図も何もないわけ

ですから、ただ、昔そこに携わった人が何人かいて、この地域から

離れても舞台を作ったことがある人とか、こうだったんじゃないか

とか、考えながら、話に聞いた通り、山から百本を超える木を切っ

てきて、穴掘って、建ててみて。ああでもないこうでもない、と。この

地区に3人大工さんがいたから頼んで、2年越しでできましたね。舞

台ができた時は、涙出ました。やっぱり嬉しくて。自分らで本気に

なってやることは、感動があるんですよ。感動があるから大変でも

やるんですよ。お金出して誰かにやってもらうのはだめなんです。自

分たちでやらないと。自分で汗かかないと。3年ごとにと言っていた

けど、本当に大変だから、オリンピックの年にやることになっている。

大変だった、だけが残るとだめなんです。みんな一生懸命やって、

感動が残るからいいんです。私も方々の歌舞伎舞台を見に行って

いますけど、たいがいのところは、常設です。うちみたいなところはあ

まりないです。あと、ふすま絵が残っていたというのはよかったです。

県の先生や地域の人が言うんです、「後継者いるのか?」と。でも、

後継者なんて、作ろうとして作れるものじゃないんです、俺らだって、

誰かに言われてやったんじゃないもん。やってみよう、という人が、

4、5人いれば何とかなるものなんです。後継者というのは、いつも見

ていて、いつか興味をもってくれたときに、できるものなんです。誰

かに言われてやるものではない、そういう信念をもっているんです。

馬鹿じゃだめなんです。馬鹿を超越したのが「でれすけ」だから、

「でれすけ」にならないと。ここは、「でれすけ」が、ものすごく多いん

です。馬鹿じゃだめなんです、超えなくちゃ。一銭にもならないこと

をやるわけですから。

 (廣瀬| 舞台の屋根の竹の部分は素晴らしいですね?) 

　屋根は、昔は全部が竹だったんです。竹だから、あれだけ長いと

落っこちる。でも、昔の人は頭がいいんだね、後ろに2本だけ、でっ 

かい生木を、杭をぶって縛り、それを張り出す。それが上に跳ね上

がる力を利用して、竹をつった。全部横に組んで、そこに竹を通して。

(廣瀬| 生の弾力のある木を利用した、生きてるアーチ構造ですね?) 

 そうです、その通りです。それが昔のつくり、なかなかできないから、

今は、その一番前の張り出しだけ残したんです。昔はこうだった、と

見せるために。それが全部残っているのが、茨城の大宮のそばに

ある地区なんです。塩田って言ったっけな、そこに残っています。大

掛かりなもので、補助金とか集めるのもうまくて、クレーン車頼んだ

りして、何年かに一度作っています。回り舞台もあって、ただ、襖絵

の絵そのものはあまりないんですよ。

　うちの襖絵は歌舞伎舞台のために遠近法使って描いてあるん

です。舞台に組み込むために描いた。だから、すごいなと思ったん

です。誰が描いたか、どういう人なのか、調べるのに3年かかりまし

た。真岡の人で、『芳賀烈士伝』にも載っているんだけど、調べてみ

たら、ちゃんと出てきた。安達三楽斎 (あだちさんらくさい) と言いま

す。おそらく水戸藩のお抱え絵師です。狩野派だとみているんです

が。あのころは、絵師も石高もらっていて、この人は150石もらって

いた。年間で1500万です。生まれは真岡で、麹屋さんで、信用組合

の前あたりにあったらしいです。そこの三男坊です。

(廣瀬| このあたりの話では、真岡の人がよく出てきますね?) 

　そうです、合併するときに、真岡と合併したかった人たちも多くて、

生活圏は真岡の方が近いですから。ただ、このへん、農家が多くて、

農家の取引は、肥料買ったり、益子の方が多かった。だから益子と

合併ということになったんです。

　歌舞伎というと、幕末から明治時代にかけては、「回り芝居」な

んですよ。地芝居でもありますね。

　舞台を作って、その人たちを呼んできて、旅館なんかないから、

農家に泊めたんです。何人かずつ泊めて。昔は、興行師がいた。興

行師に頼んで芝居を買ってくるんです。一番最後が、昭和27年、そ                         

れを最後に途絶えていて、50年ぶりに復活した。益子の興行師は、

松原飯店のおばちゃんがやっていた。太平座という映画館ももっ

ていたね。鶏足寺の下の、今の保育園のそばにあったよ。私は、昭

和27年で、5歳。だから、かすかにしか記憶がない。あの舞台は、ほ

うぼうに持っていって貸したそうです。主だった材料だけを持って、

あとは現地調達して作って、舞台を貸して、からくりは操作した。昔

は、その設計図もあったらしいですが、どっか行ってしまった。その

最後の責任者が、もう亡くなったけど、上野熊太郎さん。6尺の棒

を1本持って、それで指図して、作ってた。何をやれって指示される

から、みんな、部分しか記憶にない。全部覚えているということがな

いんだね。全体像は、かすかにしかみんな覚えていない。でも、それ

を1日か2日で作ったというのは、昔の人はすごいもんだね。作り方

があるから、人がたくさんいればできるものでもない、やった人、経

験した人がいないと。一連のことが頭に入っていないとね。それが

いちばん難しかった。

(萩原| 作る所から見学したり参加できますか?)  

　もちろん、竹を切ったりするところからやるほうがいい。大きさや

太さも頭に入っていて、切り出してくる、縄の結び方も、何でもいい

というわけではない。先祖から聞いて、我々はやっている。初めから

見ると、非常に勉強になると思う。

9. 五輪の塔

 これだけの数があるのはなぜか、調べているけど、わからない。鎌

倉瓶子が出ているけど。鎌倉瓶子は、釉薬を使っていて、ここでは

当時焼けなかったわけですから、それが出たということは、かなり

の人だったのだと思います。瓶子の中には、火葬したお骨があった

から、お寺に納めちゃったんですよね。五輪塔はずいぶん、うずまっ

ています。開墾したときに出てきて発見されたんです。昔は、そこに、

お寺があった。あそこの山は、行灯峰 (あんどっぽう) といったんで

す。そこに伝説がいろいろ残っていて、そういうことから見ていくと

長者窪の長者様伝説などあるんですが、口承で、記録に残ってい

ない。益子には郷土史家がいなくて、残念ながら口承のままで、ま

とめたものがないんです。



害があったんですけど、そのときに、ここは1/3の百姓が逃げたりし

て離農した。餓死者も出たようです。それだけの人口がいなくなる

と、農業はできなくなる。それで困っちゃったわけです。それでどうし

たかと言うと、代官が北陸から労働力を連れてこよう、移住させよ

う、ということにしたわけなんです。その代官というのが、当時、この

あたりには真岡代官所と真岡東代官所があったんですが、真岡代

官所に赴任してきた竹垣代官、この人は真岡に来る前、越後の高

田で仕事をしていたそうです。

　そして大恐慌の後、ここに赴任して、これはどうしよう、どうしよう

もない、天領だからよけいにそう思うんですよね。なんとかここに労

働力を連れてこよう、と。でも、そのころは、旅行に行くにも、お寺さ

んが通行券を発行していて、た。それがないとどこにも行けないし、

移住するなんて大変なこと。いくら藩の許可を得てもお寺さんの許

　養豚業を営む傍ら、松本農村歌舞伎舞台保存会など地域の顔

役としての活動も忙しい舘芳衛 (たてよしえ) さん。都内の古本屋

などにも顔を出し自ら求めた古文書や歴史書をひもときながら歴

史の謎に思いを馳せるのも楽しみとのこと。八幡神社氏子総代、保

育園の評議員や理事でもある。

1. 天明の大飢饉と北陸からの入百姓、浄土真宗

　田野の中での山本は、特殊な地域。なぜかというと天領なんです。

元々は天皇家、そして幕府、その直属になるんです。それが、ずっと

ここは続いてきた。そのせいか、百姓やってきた人そのものが、直属

ということで、いくらか気位が高かったようで、そのことは文書にも

記されています。それが大きく変わるのが、天明の大飢饉。浅間山

が爆発するんですよ、それで大恐慌になる。全国的にもかなりの被

可が無いとどこにも行けなかったんです。だから代官は、お寺を

頼って、何度も越後まで行くんです、ところがなかなか許可が出な

い。家も用意します、1年間食べられる食料も保証します、1年間は

税金もとりません、と、いい条件を出すんですよ、それでもお坊さん

がうんと言わない。最終的に、「じゃあ、うちの下寺を作ってくれ」と

お坊さんから話が返ってくる。そうすれば、百姓の移住を許可する、

と。真岡市の小林に寺がありますよね、浄土真宗のお寺なんです

が、ここが最初にこのあたりに建てた浄土真宗の寺じゃないかと

思います。それまでは、この近辺には、浄土真宗はありません。

　そして、新潟県、富山県、石川県などから人を引っ張ってくるんで

す。あのころは、兄弟が多い、そして江戸は戦いもなくて平和な時

代。5、6人兄弟がいるのが普通でしたから、次男、三男を引っ張っ

てくる。そしてふたつの入り方があったみたいです。1つは、住む所

を用意したり、家族を一緒に住まわせたり。ただ、そうするとたくさ

ん来ちゃうから、誰でもいいというわけにはいかなくなる。それで、

奉公人扱いにすることも考えたんですね。お金もある程度与えて、

大きい農家や地主みたいなところに、逃亡しないように守りながら

奉公させる形にした。それを入百姓 (いりびゃくしょう) と言ったん

です。

 この裏話には、たくさんいきさつがあります、これはあまり人には

言ったことがない、というのは、私はよそ者なんですよ。地元の人で

はないので宗教も違う場合、あまり人間関係としてはおもしろくな

いんですよ。だから、そういう人と、縁組みができないことも多かっ

た。その状況は昭和20年ごろまで続きますからね。浄土真宗と、天

台宗とか真言宗の人は結婚しないですから、できないわけではな

いけど、そういう習慣で、ずっと続いています。明治から大正、昭和

と。うちなんかも親戚は全部、浄土真宗。ただ、家族でも単身でも、

ここに来て新しい環境で住む訳ですから、ものすごい勉強家が多

かったそうです。奉公人でも、昼間仕事して、朝早く起きて、ここは

天領ですから、その土地を耕すんですね。そうすると、自分の耕作

地になると、竹垣代官が認めたんです。だから少しずつ自分の土地

を増やしていった。ここに来た入百姓の中で、加賀の国から来た人

は、あそこは当時から農業の先進地なので、技術をかなりもってい

ます。聞く所によると、今は、田植えでもまっすぐ植えるじゃないです

か、昔は、筋状に植えない適当なヤタラ植えだったんです。まっすぐ

植える正条植えを持ってきたのが、入百姓の人たちだと聞いてい

ます。そんなに古い時代のことではないんです。いろんな面で勉強、

努力をして、ここに住み着くようになったんです。 ただ、その下地は、

それ以前からあった。ここの位置は茨城県と接していますから。浄

土真宗というのは、茨城県のほうが早いんですよ。親鸞上人は、茨

城県の稲田山の寺にいて、そこで広めたものですから。あそこを根

城にして、このあたりも歩いていた。あそこから京都に行くんですけ

ど、承元の法難のときに、その罰で、法然は四国に、親鸞は越後へ

流される。それが赦免になって、新潟から長野を通って南下して、

ここへ来るわけです。それで浄土真宗を広めていくわけですが、つ

くったばっかりだから迫害受けるんですよね、守ったのは笠間藩な

んですけどね。それで、落ち着いていることができた。藩に守られた

から広まった。天明の時代より遥か前ですから。そういう関係で、

浄土真宗の下地は、ここにあったというわけなんです。そういうこと

の繫がりも入百姓に入ってきた人たちと無関係ではないと思われ

ます。また、時代的なことから推測していくと、入百姓は、現在で、7

代か8代です。10代以上の人はいなくて、それほど古いことでもな

いんです。

2. 暮らしと結びついていた山のこと

　ここは天領だったですから、国有林です。開墾をして山を畑にし

たり、明治維新政府がお金持ちの人に売ったんです、そのときに払

い下げてもらって買ったから、一部が民地になっていますけど、ほ

とんどが国有林。松本の奥の大郷戸は、ほとんどが国有林ですか

ら。山と農地と、生活は、これは切り離せないんですよ。なぜかとい

うと、昔の燃料は全部、木ですよ、枯れ木、落ち葉、落ち葉は全部

肥料にしたわけですけれども。これがやっぱり非常にここの生活と

深く関わってくるんです。昔は、年の暮れ、12月になると、国有林を

借り受けるんです。ただ、借り受けると言っても、大勢の百姓がいま

すから、あんたはここだよ、と、くじ引きで決めた。それでそれ以外の

山には入っちゃいけない、木も採ってはいけない。落ち葉もさらっ

てはいけないんです。いかに生活と結びついていたか、山が。それ

は、戦後、昭和30年ごろまで続いたと思う。

　小遣い稼ぎなんて、よく言っていたんですが。山の木は、勝手に

切れませんから、大きくなると、無償に近いんだけど、払い下げをす

るんです。それを、皆で切って、薪を作ったり、それをみんなで益子

の町に売りに行くんです。町にはあまり山が無いから。リヤカーや

大八車ですよね、それで引っ張っていって、小遣いを稼いだ。だか

ら、ここにとって、山は貴重なもの。

 山に全部、名前がついているんです。沢もたくさんあって、全部に

名前がついている。私は若い頃は、どんな小さい沢にも名前がある

ことが不思議でしょうがなかったけど、つまりは、くじ引きで決める

のに、場所を特定するためだったんです。地名をつけておかないと、

どこだかわかんないわけですよ。それに、冬はみんな山仕事に行き

ますから、親は子どもに「今日は、父ちゃんと母ちゃんは、どこどこに

行くんだよ」とちゃんと言ってから山へ行くわけですよ。子どもも、そ

の地名がわかんなきゃだめなわけですから。今、生活に山が必要

なくなって、沢の名前がわかる人もいなくなっている。私なんかは、

きのこ採りが好きで、親や先輩に連れられて行きましたから、沢の

名前は、今でもほとんど覚えています。必要に応じて名前がつけら

れたというのはいいことだと思います。沢にも「ゴロが沢」とか、「舟

が沢」「長沢」「ざがまた沢」とかね、わけのわかんないような名前

ついているんです。ざがまたは、ふたつに分かれている沢のことを、

そう呼ぶんです。方言でしょうね。それから、峰にも名前がついてい

ます。だから、親はあのへんにいるな、というのは子どももわかった

んです。

　子どもに教える時は紙に地図を描くのではなく、言葉だけで教

えます。私が小学校にあがるようになると、親は、山仕事に行く時は

一緒に山に連れていくんです。だから、覚えるんです。だんだん、そう

いう体験もなくなっていくんですけど。

(廣瀬| 道祖土では、御城山の裏側を「日陰」と言ってますが、そん

な名前のつけかたもありますか?) 

　あります、ここにも「大日陰」とあります。地名って、その場所の風

景を見てつけたのも多いですよね、なにかしら特徴を掴んでつけて

いますよね。

(廣瀬| 山梨で調査をしたときに、縁とか窪とか、沢があって、それ

は自分らもわかるんですけど「どいじり」とか「なっち」とか、土目が

いいとかいうことからつけられたり、何かを採るためにとか…、そう

いう名付け方は?）

 ここにも「いとじり」ってあります。私は漢字で書かないようにして

いるんです。漢字で書くと、意味がそっちにいっちゃうんです。沢の

名前でもなんでも、漢字で教わったわけじゃないから、口伝で教

わった通りに、ひらがなで伝えるようにしています。あと、「いしだ」も

あります。石田と書くとは思いますが、非常に砂利が多い田んぼ

だったらしいので。

　明治時代に作られた、ここの方言の記録があるんですよ。多分、

下野國誌からとっていると思いますが、明治何年か、今の県です

ね、そこに村の方言を届けなさい、ということがあったみたいで。ど

この町でも村でも県に届けないといけなかったみたいで。それを見

ると、田野村の場合は、調べる人があまりいなかったみたいで、下

野國誌を作った人は真岡の人で、十数年かかってつくった。そこの

文章からとっているみたいです。

　昔、冬の仕事は、米俵つくり、むしろ編み、それから、荒縄つくり、

まっつあら (落ち葉を集める縄のことを「まっつぁら」と言い、その縄

をつくること) 、ぐしもちだわらもつくる。「ぐし」は、棟と書く。上棟の

ときに使う、餅を入れておいて、撒くんです。親父もつくっていました。

 (廣瀬| まっつあらは、地面に縄を置いて落ち葉をくるくる巻くんで

すよね? 今つくれる人がいますか? 手品みたいですよね)

　あれは、難しいんですよ、ちゃんとやりかたがあるんです。木の葉

がばらばらになっちゃうから。60過ぎている人はみんなできると思

う。半分から先だけ、縄にする。それを何本か使って丸める。あれは、

見ないと、わかりませんね! まず、熊手で落ち葉をさらいますが、集

め方もコツがある。ただ、バラバラにしていては丸められない。60歳

以上の人は、米俵をつくったし、コモもつくったし...。昔は、籾を庭

で干して乾燥させて、それを摺る時にコモを使うんです。

3. 小宅文藻

 この本『芳賀烈士伝』にも出てくるんですけど、國誌をつくったの

は小宅文藻 (おやけぶんそう) 。七井の小宅という地名があるで

しょ。あそこに、宇都宮家の子どもで小宅城というのがあったんで

すよ、そこの末裔です。廃藩置県で飛ばされちゃうので真岡に行っ

て、真岡木綿の問屋とかやるんですが、この人は商売人じゃなくて

文学者です、相当のものです。文献には親が侠客と書いてあるから

やくざもんです。お嫁さんもらうことになって相手の実家に行くわけ

ですが、相手のお父さんが非常な勉強家で、それでびっくりして影

響を受けたのでしょうね、そして家に帰ってきて、その夜のうちに嫁

さんに黙って東京に行くんです、結婚したばかりなのに。そして、も

のすごく勉強するんです、それからこっちに帰ってきて國誌を作る

んです。並みの人間じゃないです。世の中には、いろんな人がいるも

んだなあ、と。

4. 天領としての、農産物・特産品

(廣瀬| 天領にされた理由は、政治的な意味もあったと思うんです

が、産物としては何が目的だったんでしょうか? 例えば私が通う飛

騨の場合は、浄土真宗もなじみがあるんですが、木材と鉱山、神岡

鉱山です。) 

 入百姓が入ったころは、ここはもうタバコを作っていたと思います。

明治になってかなり広く作られるようになりましたけど、ここは、今

でもタバコを作っている人いますけど、ずっとタバコの産地で。あと、

冬場は農作業できなくなるけど、織物があったみたいです。ここに

は蚕を飼ったという記録がないんで、木綿だと思います。真岡木綿

は有名ですけど、結局、真岡に集積する問屋があって、このへんか

らも納めて、それでお金を稼いだんだと思います。あと、自分で着る

農作業着なんかもね。機織りの機械は、どこの家にもありましたか

ら。うちなんか、燃やしちゃってないけれど。農産物としては、タバコ

と、あとは、お米ですね、ここは。あと、古くから作られた１つには、落

花生があります。あと、油を絞るための菜種ですね。特にここに新し

いものの農産物は見当たりませんけどね。

　今は、落花生は自分の家の消費する分だけで、販売目的では

作っていないし、タバコだけは、今でもあります。菜種もまったくあり

ませんし。昔は、油も絞っていたんだよね、自分の家用に。余れば販

売もしていたでしょうが。粟やヒエも作っていたと思いますが、文献

には載っていませんね。

5. 二宮尊徳の治水事業 

(廣瀬| 二宮尊徳も町史に出てきますね。まだよく読み込んではい

ませんが、飢饉の後の財政立て直しに関係してきますか? 私が関

わる福島の浪江町では、尊徳かお弟子さんが、二宮御仕法を使っ

て経済を立て直しているんですけど、益子ではそこまでいかなくて

も、お金なんか無利子で貸し付けたとか、記述があったようなんで

すが。) 

　二宮尊徳は、小田原なんですよね、もとは。勤めていた藩の飛び

地が、二宮にあったんです。二宮の桜町というところ。そこから税金

が上がらない、ということで、そこに行け、と命じられて来たんです。

それが栃木と縁が出来た最初。いわゆる治水事業ですよね、川を

作るとか排水路をつくるとか、それを中心にやって、ここにも来てい

るんです。ここのダムの下からぐーっと細い道で水路を作って、山

本小学校のあのへんまで水を持ってきたんです。最後は、真岡東

代官所に務めた。それから今市に行くんですけど。二宮の桜町陣

屋、資料館になっていますよ。あそこに住んで、治水工事やったん

です、このへんもずいぶん来ている。

　それで、川なんか作るときに、どうやったのだろう、と、高低差が

いるわけですよ。言い伝えによると、夜に提灯を10メーターおきに

ずーっとつけるんです、遠くから見ると、どこが水平かわかるわけで

すよ。人間が持って並ぶ。そうやって高低差を調べたわけですよ。

10メーターおきで、何百人という人間ですよ。棒の先に、その棒の

ところに印をつけていくんだそうですよ。なるほど機械が無くてもで

きるんだなあ、と。要するに、知識だけじゃなくて応用までできた人

で、現場にはもってこいの人ですね、単なる知識者ではなくて。そ

れからお金を貸し付けたのも自分のお金じゃなくて、代官所のお

金、それも安い金利で、何年もかかっていいから返しなさい、と。

6. 山本の結束力と水の問題と祭りのこと

　山本の人は結束力が強いと言われますが、自分たちではよくわ

かりません。ただ、言えるのは、ここはそんなに大きい地域ではなく

て、山が多いし、いちばん困っているのは水だったんです。そのこと

で結束力は強まってきたのかもしれません。農業でいちばん大事

なのは米なんです。お米の値段が人間の労賃を決めていたんです

から。昭和の40年ちょっと前までは、1日の労賃は、お米の値段で

言うと、一升です。何百年前のお米の値段から今まで値段が書い

てある風呂敷を持っているんだけれど、それ見ると、ほんとに、労賃

ですよ。多分、昭和40年までは初任給がだいたいお米の値段に、

米1俵の値段に匹敵するんですよ。この家を建てたのが、私が高校

終わってからですから、そのころの大工さんの手間が、米1升、お酒

付き。400円と聞いていた。

(廣瀬| 考え方は石高制のころとあまり変わらないですね?) 

　あれが、ずーっときているんですね。明治新政府が何であんなに

日本をしつけたか、もう下地ができているんですね、だからうまく

いった。そういうことがあるもんで、だから、水が足りない、というこ

とはどういうことかというと、みんなで協力しなくちゃ、水を引っ張っ

てこれない。勝手なことしちゃうと、みんなで協力しないと、上の人
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には水が来るけど、下の人には来ない、ということになっちゃう。誰

かが得する、誰かが損する、だから、みんなで協力しないとできな

い、そういうことがこの地域の特徴として、あったのだと思います。

　それから、お祭りです。どこにも祭りはありますけど、人間は、やっ

ぱり一生懸命働いて、一生懸命楽しむ、それがなければ生活は成

り立たない。ここは、またこれ天領と関わってくるんですが、山本に

は、2つの彫刻屋台があります、3つあったんだが、1つは壊しちゃっ

たらしいんです。この松本自治会が持っている屋台は、栃木県で作

られたものじゃないんです。車輪を直しに、鹿沼に行ったんですが、

そのときにわかった。京都で作られたんです。うちのは彫刻屋台で

はありません。お公家さんが乗る牛車 (ぎっしゃ) です。何でだろう

と思ってた。俺は噂でしか聞いてなかったんだけど、うちのおじい

ちゃんがよく知っていたんです。京都から持ってくるときは、那珂川

を舟でぐっと上がってきて、茂木に船着き場があって、屋台をそこ

にあげて、ここまで馬車で引っ張ってきた。それを小さい頃からお

じいちゃんに聞かされてた。そんなことあるもんかな、と思っていた

けど、京都からというのはわかんなかった、那珂川を上がってきた、

ということだけは聞いていたんです。

　天領と関係あるのは、ここは、一橋家の領地なんですよ、慶喜は

水戸と関係あるから、そうすると、京都とも関係あるんですよ。そう

でないと、京都から来るはずがないですから、こんなものが。ちょっ

と栃木県は彫刻屋台が有名だけど、ここのは違う、そういう意味で

貴重だと思う。京都まで調べるためにハガキ出したりしたけれど、

牛車や彫刻屋台というのは、ひとりの人が全部をつくるのではなく

て、車をつくる人は車、彫刻の人は彫刻、それを組み合わせてつく

るらしいです。だから、刻印があったので、車の出所はわかった、あ

とはわからない、ただ牛車であることはわかった。そのようなことで、

関わってきてる。それで、話をもとに戻すと、お祭りというのは、誰も

損得がないんです。それともうひとつは、祭りでは、白いご飯を食べ

ても許されたんです。よく銀シャリとか言うじゃないですか。米とい

うのは、販売目的で作るものですから、でも祭りに限っては、それを

食べてもいいということ。みんながお酒を飲んだり、いろんな食事

を楽しむ。みんなで協力して祭りの時には楽しむ、それが、生活の

リズムとして昔からあった。古くから、ここでは祭りがさかんに行わ

れていたんです。

　ここには本当に、祭りがたくさんあるんです。祇園祭りが中心で

すけど、考えるのは、それ以外でも、この自治会だけで、8つか9つあ

りますから。4月に「天念仏」、5月に龍神さま、これは雨乞いですね。

　7月の日曜日に祇園祭、ここでは、のぼりには、八坂神社ではなく

て牛頭天王例祭と書いてある。須佐之男命のことなんですね。昔

はここでは天王さまと言ったんです。昔は25日だったけど、人がい

ないということで、それに近い日曜日にやるようになりました。それ

から8月に不動さま、300年前に疫病を鎮めるために始まったと。9

月に風祭 (かざまつり) 、これは台風を鎮める祭りです。今は公民

館で役員だけでやっているね。虚空蔵さまもあったんだけど、今は

「山の神さま」と一緒にやっているから特別にはありませんけどね。

11月15日に三ノ宮神社の大例祭。こんな小さな自治会で持ってい

る神社があるんです。何で三ノ宮というか調べたんだけど、一ノ宮、

二ノ宮、三ノ宮というらしく、三ノ宮が一番小さくて、一番下の社の

ことを言います。12月には「山の神さま」、その間に「田の神様」も

あったんだけど、だんだんやらなくなって。

　山の神も、公民館でやっている。今の公民館は3つ目なんですよ、

一番最初の私が知っているのは、藁葺き屋根の公民館でした。そ

の呼び方が、昔は、「ようよう」って言うんです。これは、寄り合い場

所のことを「よう」と言ったのか、と思うけど、「お」か「う」かわからな

いけど。芳賀郡でも一番早かったと思うよ、立派な公民館建てた

のは。みんな見に来ましたから。そこで、集まってやっていた。山の

神さまとかは、山にありますから、昔はそこで、どんど焼きの小さい

のですよ、小さい社に火を焚いて、甘酒を飲んだりしてた。あとは、

個人宅で稲荷さまをもっている人が多いです。これは、ほとんどの

家でありますね。本当は、2月の第1の初午の日にお祭りします。全

国でも一番多いのが稲荷さまだそうですからね。ほかにも小さい

のを混ぜると、いろんな祭りがあったと思うんですが、俺が知って

いるのは、それだけです。昔、自治会長やったときには、木札に祭り

の名前書いて掛けといたんです。終わったら裏返していた。今は、

合併して日曜にやったりするから、印刷してるみたいです。祭りの意

味は、みんな自然災害の事とかあるけど、それにかこつけて楽しむ

のが実情で、それが大事なことだったと思うわけです。結局、酒飲

んで、けんかする人もいたかもしれないけど、仲良くなったんだと思

います、だからこれだけのことが続いてきたんだと思います。正月も

入れると毎月何かあるわけです。

7. 水不足と「ふれあいの郷づくり事業」について

(廣瀬| 大郷戸ダムができるまでは水問題は大変でしたか?) 

 大変でした。山本のため池は、農業用水としてのため池です。ここ

には、私が知ってる限りで、10はあります。なくなったのもあるけど、

大きく残されて管理されているのは、6つくらいあります。 (地図を見

て) かなりあるんです。地図にないものありますから。ここは、水田よ

り畑の面積の方が広かったんです。いかに水がなかったか、という

ことです。水のある所にたいがい人間は住んでるんです。

　基盤整備をやってダムができたわけですが、そのあとに、ふれあ

いの郷づくり事業をやって、ここの地域はこれからどうなっていくの

か、どうしたいのか、考えましょう、ということで。この地域のいいと

ころ、悪い所、みんな調べ上げて、田んぼのことも、何歳の人がやっ

ているかとか、丸二年かけて、全部調べ上げた。そして1つの冊子

を作ったんです。やっぱりここは、自然の良さがある、人間の協力心

もある、それがいい点。不便なことは、病院がない、交通機関がな

い、そういうことをこれからどう解決するか、そして、見捨てがちな

伝承文化をどう継承して保存していくか、そういうことを話し合いし

て。そのときはいわゆるソフト事業なんですよ。

　最後の打ち上げのときに、ハード事業はないの? と聞いたら、次

の年にくっついてきた。7千万の全額補助で、その事業にここは取

り組んだんです。各自治会にはかって、一番何をやりたいか、出して

もらった。例えば、カッパ伝説のある場所はどこか、山居台 (さんきょ

だい) 遺跡はどこかとかわかるようにするとか、八幡神社の参道が

長くて、雨が降ると土が流れるから整備するとか、いろんな案が

あって、それをやった。そして拠点づくりをしようということになって、

直売所を新たにしようと思っても間に合わない。ダムのところに、土

地改良区と町が持っている土地があったんです、そこに先輩達が

お蕎麦やさんを作っていた。その隣を借りたんです、そこで拠点づ

くりと考えたけど、次の年からは補助金は来ない、後の管理が大変

だということで、2年後からは自前で、維持管理ができるように何か

やらなくちゃいけない、と農村レストランをやることに。これは、みん

なでやってもしょうがないから、出資者を募ろうということになって、

ひとり20万かな、20人集めて、農村レストランの整備を始めて許可

をとってオープンした。残念ながら今年で閉鎖になったんですけど。

その事業は大きなもので、いろんなことが整備されました。原自治

会が持っている徳川池の前あたりに桜の木を植えたり、山本地区

が一望に見える展望台を作るということで、ちょうど益子町の町有

林があるんですが、林道が通ったんです、そこの小さな公園のとこ

ろに作ったり。この地域の、まあ、私は「まとまり」とは呼んでないん

だが、何かやろうとするとき、何か始まったら、みんなしてやろうと、

気持ちがひとつになる、それは、この地区のいいところだと思って

います。

(廣瀬| 地区で委員会のようなものを作って?)

　そうです、各自治会から募って。最初は、3、40人はいたね、でも最

後の方は10人以下になったかな。

(廣瀬| 専門家に聞くとか頼むとかではなくて、ご自身たちで話し

合って決めていったわけですね?) 

　そうです。

8. 農村歌舞伎舞台の復活

 (簑田| そのときに、農村歌舞伎舞台も復活させようと?) 

　はい、あれは、ものすごい作業でしたよ、設計図も何もないわけ

ですから、ただ、昔そこに携わった人が何人かいて、この地域から

離れても舞台を作ったことがある人とか、こうだったんじゃないか

とか、考えながら、話に聞いた通り、山から百本を超える木を切っ

てきて、穴掘って、建ててみて。ああでもないこうでもない、と。この

地区に3人大工さんがいたから頼んで、2年越しでできましたね。舞

台ができた時は、涙出ました。やっぱり嬉しくて。自分らで本気に

なってやることは、感動があるんですよ。感動があるから大変でも

やるんですよ。お金出して誰かにやってもらうのはだめなんです。自

分たちでやらないと。自分で汗かかないと。3年ごとにと言っていた

けど、本当に大変だから、オリンピックの年にやることになっている。

大変だった、だけが残るとだめなんです。みんな一生懸命やって、

感動が残るからいいんです。私も方々の歌舞伎舞台を見に行って

いますけど、たいがいのところは、常設です。うちみたいなところはあ

まりないです。あと、ふすま絵が残っていたというのはよかったです。

県の先生や地域の人が言うんです、「後継者いるのか?」と。でも、

後継者なんて、作ろうとして作れるものじゃないんです、俺らだって、

誰かに言われてやったんじゃないもん。やってみよう、という人が、

4、5人いれば何とかなるものなんです。後継者というのは、いつも見

ていて、いつか興味をもってくれたときに、できるものなんです。誰

かに言われてやるものではない、そういう信念をもっているんです。

馬鹿じゃだめなんです。馬鹿を超越したのが「でれすけ」だから、

「でれすけ」にならないと。ここは、「でれすけ」が、ものすごく多いん

です。馬鹿じゃだめなんです、超えなくちゃ。一銭にもならないこと

をやるわけですから。

 (廣瀬| 舞台の屋根の竹の部分は素晴らしいですね?) 

　屋根は、昔は全部が竹だったんです。竹だから、あれだけ長いと

落っこちる。でも、昔の人は頭がいいんだね、後ろに2本だけ、でっ 

かい生木を、杭をぶって縛り、それを張り出す。それが上に跳ね上

がる力を利用して、竹をつった。全部横に組んで、そこに竹を通して。

(廣瀬| 生の弾力のある木を利用した、生きてるアーチ構造ですね?) 

 そうです、その通りです。それが昔のつくり、なかなかできないから、

今は、その一番前の張り出しだけ残したんです。昔はこうだった、と

見せるために。それが全部残っているのが、茨城の大宮のそばに

ある地区なんです。塩田って言ったっけな、そこに残っています。大

掛かりなもので、補助金とか集めるのもうまくて、クレーン車頼んだ

りして、何年かに一度作っています。回り舞台もあって、ただ、襖絵

の絵そのものはあまりないんですよ。

　うちの襖絵は歌舞伎舞台のために遠近法使って描いてあるん

です。舞台に組み込むために描いた。だから、すごいなと思ったん

です。誰が描いたか、どういう人なのか、調べるのに3年かかりまし

た。真岡の人で、『芳賀烈士伝』にも載っているんだけど、調べてみ

たら、ちゃんと出てきた。安達三楽斎 (あだちさんらくさい) と言いま

す。おそらく水戸藩のお抱え絵師です。狩野派だとみているんです

が。あのころは、絵師も石高もらっていて、この人は150石もらって

いた。年間で1500万です。生まれは真岡で、麹屋さんで、信用組合

の前あたりにあったらしいです。そこの三男坊です。

(廣瀬| このあたりの話では、真岡の人がよく出てきますね?) 

　そうです、合併するときに、真岡と合併したかった人たちも多くて、

生活圏は真岡の方が近いですから。ただ、このへん、農家が多くて、

農家の取引は、肥料買ったり、益子の方が多かった。だから益子と

合併ということになったんです。

　歌舞伎というと、幕末から明治時代にかけては、「回り芝居」な

んですよ。地芝居でもありますね。

　舞台を作って、その人たちを呼んできて、旅館なんかないから、

農家に泊めたんです。何人かずつ泊めて。昔は、興行師がいた。興

行師に頼んで芝居を買ってくるんです。一番最後が、昭和27年、そ                         

れを最後に途絶えていて、50年ぶりに復活した。益子の興行師は、

松原飯店のおばちゃんがやっていた。太平座という映画館ももっ

ていたね。鶏足寺の下の、今の保育園のそばにあったよ。私は、昭

和27年で、5歳。だから、かすかにしか記憶がない。あの舞台は、ほ

うぼうに持っていって貸したそうです。主だった材料だけを持って、

あとは現地調達して作って、舞台を貸して、からくりは操作した。昔

は、その設計図もあったらしいですが、どっか行ってしまった。その

最後の責任者が、もう亡くなったけど、上野熊太郎さん。6尺の棒

を1本持って、それで指図して、作ってた。何をやれって指示される

から、みんな、部分しか記憶にない。全部覚えているということがな

いんだね。全体像は、かすかにしかみんな覚えていない。でも、それ

を1日か2日で作ったというのは、昔の人はすごいもんだね。作り方

があるから、人がたくさんいればできるものでもない、やった人、経

験した人がいないと。一連のことが頭に入っていないとね。それが

いちばん難しかった。

(萩原| 作る所から見学したり参加できますか?)  

　もちろん、竹を切ったりするところからやるほうがいい。大きさや

太さも頭に入っていて、切り出してくる、縄の結び方も、何でもいい

というわけではない。先祖から聞いて、我々はやっている。初めから

見ると、非常に勉強になると思う。

9. 五輪の塔

 これだけの数があるのはなぜか、調べているけど、わからない。鎌

倉瓶子が出ているけど。鎌倉瓶子は、釉薬を使っていて、ここでは

当時焼けなかったわけですから、それが出たということは、かなり

の人だったのだと思います。瓶子の中には、火葬したお骨があった

から、お寺に納めちゃったんですよね。五輪塔はずいぶん、うずまっ

ています。開墾したときに出てきて発見されたんです。昔は、そこに、

お寺があった。あそこの山は、行灯峰 (あんどっぽう) といったんで

す。そこに伝説がいろいろ残っていて、そういうことから見ていくと

長者窪の長者様伝説などあるんですが、口承で、記録に残ってい

ない。益子には郷土史家がいなくて、残念ながら口承のままで、ま

とめたものがないんです。



害があったんですけど、そのときに、ここは1/3の百姓が逃げたりし

て離農した。餓死者も出たようです。それだけの人口がいなくなる

と、農業はできなくなる。それで困っちゃったわけです。それでどうし

たかと言うと、代官が北陸から労働力を連れてこよう、移住させよ

う、ということにしたわけなんです。その代官というのが、当時、この

あたりには真岡代官所と真岡東代官所があったんですが、真岡代

官所に赴任してきた竹垣代官、この人は真岡に来る前、越後の高

田で仕事をしていたそうです。

　そして大恐慌の後、ここに赴任して、これはどうしよう、どうしよう

もない、天領だからよけいにそう思うんですよね。なんとかここに労

働力を連れてこよう、と。でも、そのころは、旅行に行くにも、お寺さ

んが通行券を発行していて、た。それがないとどこにも行けないし、

移住するなんて大変なこと。いくら藩の許可を得てもお寺さんの許

　養豚業を営む傍ら、松本農村歌舞伎舞台保存会など地域の顔

役としての活動も忙しい舘芳衛 (たてよしえ) さん。都内の古本屋

などにも顔を出し自ら求めた古文書や歴史書をひもときながら歴

史の謎に思いを馳せるのも楽しみとのこと。八幡神社氏子総代、保

育園の評議員や理事でもある。

1. 天明の大飢饉と北陸からの入百姓、浄土真宗

　田野の中での山本は、特殊な地域。なぜかというと天領なんです。

元々は天皇家、そして幕府、その直属になるんです。それが、ずっと

ここは続いてきた。そのせいか、百姓やってきた人そのものが、直属

ということで、いくらか気位が高かったようで、そのことは文書にも

記されています。それが大きく変わるのが、天明の大飢饉。浅間山

が爆発するんですよ、それで大恐慌になる。全国的にもかなりの被

可が無いとどこにも行けなかったんです。だから代官は、お寺を

頼って、何度も越後まで行くんです、ところがなかなか許可が出な

い。家も用意します、1年間食べられる食料も保証します、1年間は

税金もとりません、と、いい条件を出すんですよ、それでもお坊さん

がうんと言わない。最終的に、「じゃあ、うちの下寺を作ってくれ」と

お坊さんから話が返ってくる。そうすれば、百姓の移住を許可する、

と。真岡市の小林に寺がありますよね、浄土真宗のお寺なんです

が、ここが最初にこのあたりに建てた浄土真宗の寺じゃないかと

思います。それまでは、この近辺には、浄土真宗はありません。

　そして、新潟県、富山県、石川県などから人を引っ張ってくるんで

す。あのころは、兄弟が多い、そして江戸は戦いもなくて平和な時

代。5、6人兄弟がいるのが普通でしたから、次男、三男を引っ張っ

てくる。そしてふたつの入り方があったみたいです。1つは、住む所

を用意したり、家族を一緒に住まわせたり。ただ、そうするとたくさ

ん来ちゃうから、誰でもいいというわけにはいかなくなる。それで、

奉公人扱いにすることも考えたんですね。お金もある程度与えて、

大きい農家や地主みたいなところに、逃亡しないように守りながら

奉公させる形にした。それを入百姓 (いりびゃくしょう) と言ったん

です。

 この裏話には、たくさんいきさつがあります、これはあまり人には

言ったことがない、というのは、私はよそ者なんですよ。地元の人で

はないので宗教も違う場合、あまり人間関係としてはおもしろくな

いんですよ。だから、そういう人と、縁組みができないことも多かっ

た。その状況は昭和20年ごろまで続きますからね。浄土真宗と、天

台宗とか真言宗の人は結婚しないですから、できないわけではな

いけど、そういう習慣で、ずっと続いています。明治から大正、昭和

と。うちなんかも親戚は全部、浄土真宗。ただ、家族でも単身でも、

ここに来て新しい環境で住む訳ですから、ものすごい勉強家が多

かったそうです。奉公人でも、昼間仕事して、朝早く起きて、ここは

天領ですから、その土地を耕すんですね。そうすると、自分の耕作

地になると、竹垣代官が認めたんです。だから少しずつ自分の土地

を増やしていった。ここに来た入百姓の中で、加賀の国から来た人

は、あそこは当時から農業の先進地なので、技術をかなりもってい

ます。聞く所によると、今は、田植えでもまっすぐ植えるじゃないです

か、昔は、筋状に植えない適当なヤタラ植えだったんです。まっすぐ

植える正条植えを持ってきたのが、入百姓の人たちだと聞いてい

ます。そんなに古い時代のことではないんです。いろんな面で勉強、

努力をして、ここに住み着くようになったんです。 ただ、その下地は、

それ以前からあった。ここの位置は茨城県と接していますから。浄

土真宗というのは、茨城県のほうが早いんですよ。親鸞上人は、茨

城県の稲田山の寺にいて、そこで広めたものですから。あそこを根

城にして、このあたりも歩いていた。あそこから京都に行くんですけ

ど、承元の法難のときに、その罰で、法然は四国に、親鸞は越後へ

流される。それが赦免になって、新潟から長野を通って南下して、

ここへ来るわけです。それで浄土真宗を広めていくわけですが、つ

くったばっかりだから迫害受けるんですよね、守ったのは笠間藩な

んですけどね。それで、落ち着いていることができた。藩に守られた

から広まった。天明の時代より遥か前ですから。そういう関係で、

浄土真宗の下地は、ここにあったというわけなんです。そういうこと

の繫がりも入百姓に入ってきた人たちと無関係ではないと思われ

ます。また、時代的なことから推測していくと、入百姓は、現在で、7

代か8代です。10代以上の人はいなくて、それほど古いことでもな

いんです。

2. 暮らしと結びついていた山のこと

　ここは天領だったですから、国有林です。開墾をして山を畑にし

たり、明治維新政府がお金持ちの人に売ったんです、そのときに払

い下げてもらって買ったから、一部が民地になっていますけど、ほ

とんどが国有林。松本の奥の大郷戸は、ほとんどが国有林ですか

ら。山と農地と、生活は、これは切り離せないんですよ。なぜかとい

うと、昔の燃料は全部、木ですよ、枯れ木、落ち葉、落ち葉は全部

肥料にしたわけですけれども。これがやっぱり非常にここの生活と

深く関わってくるんです。昔は、年の暮れ、12月になると、国有林を

借り受けるんです。ただ、借り受けると言っても、大勢の百姓がいま

すから、あんたはここだよ、と、くじ引きで決めた。それでそれ以外の

山には入っちゃいけない、木も採ってはいけない。落ち葉もさらっ

てはいけないんです。いかに生活と結びついていたか、山が。それ

は、戦後、昭和30年ごろまで続いたと思う。

　小遣い稼ぎなんて、よく言っていたんですが。山の木は、勝手に

切れませんから、大きくなると、無償に近いんだけど、払い下げをす

るんです。それを、皆で切って、薪を作ったり、それをみんなで益子

の町に売りに行くんです。町にはあまり山が無いから。リヤカーや

大八車ですよね、それで引っ張っていって、小遣いを稼いだ。だか

ら、ここにとって、山は貴重なもの。

 山に全部、名前がついているんです。沢もたくさんあって、全部に

名前がついている。私は若い頃は、どんな小さい沢にも名前がある

ことが不思議でしょうがなかったけど、つまりは、くじ引きで決める

のに、場所を特定するためだったんです。地名をつけておかないと、

どこだかわかんないわけですよ。それに、冬はみんな山仕事に行き

ますから、親は子どもに「今日は、父ちゃんと母ちゃんは、どこどこに

行くんだよ」とちゃんと言ってから山へ行くわけですよ。子どもも、そ

の地名がわかんなきゃだめなわけですから。今、生活に山が必要

なくなって、沢の名前がわかる人もいなくなっている。私なんかは、

きのこ採りが好きで、親や先輩に連れられて行きましたから、沢の

名前は、今でもほとんど覚えています。必要に応じて名前がつけら

れたというのはいいことだと思います。沢にも「ゴロが沢」とか、「舟

が沢」「長沢」「ざがまた沢」とかね、わけのわかんないような名前

ついているんです。ざがまたは、ふたつに分かれている沢のことを、

そう呼ぶんです。方言でしょうね。それから、峰にも名前がついてい

ます。だから、親はあのへんにいるな、というのは子どももわかった

んです。

　子どもに教える時は紙に地図を描くのではなく、言葉だけで教

えます。私が小学校にあがるようになると、親は、山仕事に行く時は

一緒に山に連れていくんです。だから、覚えるんです。だんだん、そう

いう体験もなくなっていくんですけど。

(廣瀬| 道祖土では、御城山の裏側を「日陰」と言ってますが、そん

な名前のつけかたもありますか?) 

　あります、ここにも「大日陰」とあります。地名って、その場所の風

景を見てつけたのも多いですよね、なにかしら特徴を掴んでつけて

いますよね。

(廣瀬| 山梨で調査をしたときに、縁とか窪とか、沢があって、それ

は自分らもわかるんですけど「どいじり」とか「なっち」とか、土目が

いいとかいうことからつけられたり、何かを採るためにとか…、そう

いう名付け方は?）

 ここにも「いとじり」ってあります。私は漢字で書かないようにして

いるんです。漢字で書くと、意味がそっちにいっちゃうんです。沢の

名前でもなんでも、漢字で教わったわけじゃないから、口伝で教

わった通りに、ひらがなで伝えるようにしています。あと、「いしだ」も

あります。石田と書くとは思いますが、非常に砂利が多い田んぼ

だったらしいので。

　明治時代に作られた、ここの方言の記録があるんですよ。多分、

下野國誌からとっていると思いますが、明治何年か、今の県です

ね、そこに村の方言を届けなさい、ということがあったみたいで。ど

この町でも村でも県に届けないといけなかったみたいで。それを見

ると、田野村の場合は、調べる人があまりいなかったみたいで、下

野國誌を作った人は真岡の人で、十数年かかってつくった。そこの

文章からとっているみたいです。

　昔、冬の仕事は、米俵つくり、むしろ編み、それから、荒縄つくり、

まっつあら (落ち葉を集める縄のことを「まっつぁら」と言い、その縄

をつくること) 、ぐしもちだわらもつくる。「ぐし」は、棟と書く。上棟の

ときに使う、餅を入れておいて、撒くんです。親父もつくっていました。

 (廣瀬| まっつあらは、地面に縄を置いて落ち葉をくるくる巻くんで

すよね? 今つくれる人がいますか? 手品みたいですよね)

　あれは、難しいんですよ、ちゃんとやりかたがあるんです。木の葉

がばらばらになっちゃうから。60過ぎている人はみんなできると思

う。半分から先だけ、縄にする。それを何本か使って丸める。あれは、

見ないと、わかりませんね! まず、熊手で落ち葉をさらいますが、集

め方もコツがある。ただ、バラバラにしていては丸められない。60歳

以上の人は、米俵をつくったし、コモもつくったし...。昔は、籾を庭

で干して乾燥させて、それを摺る時にコモを使うんです。

3. 小宅文藻

 この本『芳賀烈士伝』にも出てくるんですけど、國誌をつくったの

は小宅文藻 (おやけぶんそう) 。七井の小宅という地名があるで

しょ。あそこに、宇都宮家の子どもで小宅城というのがあったんで

すよ、そこの末裔です。廃藩置県で飛ばされちゃうので真岡に行っ

て、真岡木綿の問屋とかやるんですが、この人は商売人じゃなくて

文学者です、相当のものです。文献には親が侠客と書いてあるから

やくざもんです。お嫁さんもらうことになって相手の実家に行くわけ

ですが、相手のお父さんが非常な勉強家で、それでびっくりして影

響を受けたのでしょうね、そして家に帰ってきて、その夜のうちに嫁

さんに黙って東京に行くんです、結婚したばかりなのに。そして、も

のすごく勉強するんです、それからこっちに帰ってきて國誌を作る

んです。並みの人間じゃないです。世の中には、いろんな人がいるも

んだなあ、と。

4. 天領としての、農産物・特産品

(廣瀬| 天領にされた理由は、政治的な意味もあったと思うんです

が、産物としては何が目的だったんでしょうか? 例えば私が通う飛

騨の場合は、浄土真宗もなじみがあるんですが、木材と鉱山、神岡

鉱山です。) 

 入百姓が入ったころは、ここはもうタバコを作っていたと思います。

明治になってかなり広く作られるようになりましたけど、ここは、今

でもタバコを作っている人いますけど、ずっとタバコの産地で。あと、

冬場は農作業できなくなるけど、織物があったみたいです。ここに

は蚕を飼ったという記録がないんで、木綿だと思います。真岡木綿

は有名ですけど、結局、真岡に集積する問屋があって、このへんか

らも納めて、それでお金を稼いだんだと思います。あと、自分で着る

農作業着なんかもね。機織りの機械は、どこの家にもありましたか

ら。うちなんか、燃やしちゃってないけれど。農産物としては、タバコ

と、あとは、お米ですね、ここは。あと、古くから作られた１つには、落

花生があります。あと、油を絞るための菜種ですね。特にここに新し

いものの農産物は見当たりませんけどね。

　今は、落花生は自分の家の消費する分だけで、販売目的では

作っていないし、タバコだけは、今でもあります。菜種もまったくあり

ませんし。昔は、油も絞っていたんだよね、自分の家用に。余れば販

売もしていたでしょうが。粟やヒエも作っていたと思いますが、文献

には載っていませんね。

5. 二宮尊徳の治水事業 

(廣瀬| 二宮尊徳も町史に出てきますね。まだよく読み込んではい

ませんが、飢饉の後の財政立て直しに関係してきますか? 私が関

わる福島の浪江町では、尊徳かお弟子さんが、二宮御仕法を使っ

て経済を立て直しているんですけど、益子ではそこまでいかなくて

も、お金なんか無利子で貸し付けたとか、記述があったようなんで

すが。) 

　二宮尊徳は、小田原なんですよね、もとは。勤めていた藩の飛び

地が、二宮にあったんです。二宮の桜町というところ。そこから税金

が上がらない、ということで、そこに行け、と命じられて来たんです。

それが栃木と縁が出来た最初。いわゆる治水事業ですよね、川を

作るとか排水路をつくるとか、それを中心にやって、ここにも来てい

るんです。ここのダムの下からぐーっと細い道で水路を作って、山

本小学校のあのへんまで水を持ってきたんです。最後は、真岡東

代官所に務めた。それから今市に行くんですけど。二宮の桜町陣

屋、資料館になっていますよ。あそこに住んで、治水工事やったん

です、このへんもずいぶん来ている。

　それで、川なんか作るときに、どうやったのだろう、と、高低差が

いるわけですよ。言い伝えによると、夜に提灯を10メーターおきに

ずーっとつけるんです、遠くから見ると、どこが水平かわかるわけで

すよ。人間が持って並ぶ。そうやって高低差を調べたわけですよ。

10メーターおきで、何百人という人間ですよ。棒の先に、その棒の

ところに印をつけていくんだそうですよ。なるほど機械が無くてもで

きるんだなあ、と。要するに、知識だけじゃなくて応用までできた人

で、現場にはもってこいの人ですね、単なる知識者ではなくて。そ

れからお金を貸し付けたのも自分のお金じゃなくて、代官所のお

金、それも安い金利で、何年もかかっていいから返しなさい、と。

6. 山本の結束力と水の問題と祭りのこと

　山本の人は結束力が強いと言われますが、自分たちではよくわ

かりません。ただ、言えるのは、ここはそんなに大きい地域ではなく

て、山が多いし、いちばん困っているのは水だったんです。そのこと

で結束力は強まってきたのかもしれません。農業でいちばん大事

なのは米なんです。お米の値段が人間の労賃を決めていたんです

から。昭和の40年ちょっと前までは、1日の労賃は、お米の値段で

言うと、一升です。何百年前のお米の値段から今まで値段が書い

てある風呂敷を持っているんだけれど、それ見ると、ほんとに、労賃

ですよ。多分、昭和40年までは初任給がだいたいお米の値段に、

米1俵の値段に匹敵するんですよ。この家を建てたのが、私が高校

終わってからですから、そのころの大工さんの手間が、米1升、お酒

付き。400円と聞いていた。

(廣瀬| 考え方は石高制のころとあまり変わらないですね?) 

　あれが、ずーっときているんですね。明治新政府が何であんなに

日本をしつけたか、もう下地ができているんですね、だからうまく

いった。そういうことがあるもんで、だから、水が足りない、というこ

とはどういうことかというと、みんなで協力しなくちゃ、水を引っ張っ

てこれない。勝手なことしちゃうと、みんなで協力しないと、上の人

には水が来るけど、下の人には来ない、ということになっちゃう。誰

かが得する、誰かが損する、だから、みんなで協力しないとできな

い、そういうことがこの地域の特徴として、あったのだと思います。

　それから、お祭りです。どこにも祭りはありますけど、人間は、やっ

ぱり一生懸命働いて、一生懸命楽しむ、それがなければ生活は成

り立たない。ここは、またこれ天領と関わってくるんですが、山本に

は、2つの彫刻屋台があります、3つあったんだが、1つは壊しちゃっ

たらしいんです。この松本自治会が持っている屋台は、栃木県で作

られたものじゃないんです。車輪を直しに、鹿沼に行ったんですが、

そのときにわかった。京都で作られたんです。うちのは彫刻屋台で

はありません。お公家さんが乗る牛車 (ぎっしゃ) です。何でだろう

と思ってた。俺は噂でしか聞いてなかったんだけど、うちのおじい

ちゃんがよく知っていたんです。京都から持ってくるときは、那珂川

を舟でぐっと上がってきて、茂木に船着き場があって、屋台をそこ

にあげて、ここまで馬車で引っ張ってきた。それを小さい頃からお

じいちゃんに聞かされてた。そんなことあるもんかな、と思っていた

けど、京都からというのはわかんなかった、那珂川を上がってきた、

ということだけは聞いていたんです。

　天領と関係あるのは、ここは、一橋家の領地なんですよ、慶喜は

水戸と関係あるから、そうすると、京都とも関係あるんですよ。そう

でないと、京都から来るはずがないですから、こんなものが。ちょっ

と栃木県は彫刻屋台が有名だけど、ここのは違う、そういう意味で

貴重だと思う。京都まで調べるためにハガキ出したりしたけれど、

牛車や彫刻屋台というのは、ひとりの人が全部をつくるのではなく

て、車をつくる人は車、彫刻の人は彫刻、それを組み合わせてつく

るらしいです。だから、刻印があったので、車の出所はわかった、あ

とはわからない、ただ牛車であることはわかった。そのようなことで、

関わってきてる。それで、話をもとに戻すと、お祭りというのは、誰も

損得がないんです。それともうひとつは、祭りでは、白いご飯を食べ

ても許されたんです。よく銀シャリとか言うじゃないですか。米とい

うのは、販売目的で作るものですから、でも祭りに限っては、それを

食べてもいいということ。みんながお酒を飲んだり、いろんな食事

を楽しむ。みんなで協力して祭りの時には楽しむ、それが、生活の

リズムとして昔からあった。古くから、ここでは祭りがさかんに行わ

れていたんです。

　ここには本当に、祭りがたくさんあるんです。祇園祭りが中心で

すけど、考えるのは、それ以外でも、この自治会だけで、8つか9つあ

りますから。4月に「天念仏」、5月に龍神さま、これは雨乞いですね。

　7月の日曜日に祇園祭、ここでは、のぼりには、八坂神社ではなく

て牛頭天王例祭と書いてある。須佐之男命のことなんですね。昔

はここでは天王さまと言ったんです。昔は25日だったけど、人がい

ないということで、それに近い日曜日にやるようになりました。それ

から8月に不動さま、300年前に疫病を鎮めるために始まったと。9

月に風祭 (かざまつり) 、これは台風を鎮める祭りです。今は公民

館で役員だけでやっているね。虚空蔵さまもあったんだけど、今は

「山の神さま」と一緒にやっているから特別にはありませんけどね。

11月15日に三ノ宮神社の大例祭。こんな小さな自治会で持ってい

る神社があるんです。何で三ノ宮というか調べたんだけど、一ノ宮、

二ノ宮、三ノ宮というらしく、三ノ宮が一番小さくて、一番下の社の

ことを言います。12月には「山の神さま」、その間に「田の神様」も

あったんだけど、だんだんやらなくなって。

　山の神も、公民館でやっている。今の公民館は3つ目なんですよ、

一番最初の私が知っているのは、藁葺き屋根の公民館でした。そ

の呼び方が、昔は、「ようよう」って言うんです。これは、寄り合い場

所のことを「よう」と言ったのか、と思うけど、「お」か「う」かわからな

いけど。芳賀郡でも一番早かったと思うよ、立派な公民館建てた

のは。みんな見に来ましたから。そこで、集まってやっていた。山の

神さまとかは、山にありますから、昔はそこで、どんど焼きの小さい

のですよ、小さい社に火を焚いて、甘酒を飲んだりしてた。あとは、

個人宅で稲荷さまをもっている人が多いです。これは、ほとんどの

家でありますね。本当は、2月の第1の初午の日にお祭りします。全

国でも一番多いのが稲荷さまだそうですからね。ほかにも小さい

のを混ぜると、いろんな祭りがあったと思うんですが、俺が知って

いるのは、それだけです。昔、自治会長やったときには、木札に祭り

の名前書いて掛けといたんです。終わったら裏返していた。今は、

合併して日曜にやったりするから、印刷してるみたいです。祭りの意

味は、みんな自然災害の事とかあるけど、それにかこつけて楽しむ

のが実情で、それが大事なことだったと思うわけです。結局、酒飲

んで、けんかする人もいたかもしれないけど、仲良くなったんだと思

います、だからこれだけのことが続いてきたんだと思います。正月も

入れると毎月何かあるわけです。
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7. 水不足と「ふれあいの郷づくり事業」について

(廣瀬| 大郷戸ダムができるまでは水問題は大変でしたか?) 

 大変でした。山本のため池は、農業用水としてのため池です。ここ

には、私が知ってる限りで、10はあります。なくなったのもあるけど、

大きく残されて管理されているのは、6つくらいあります。 (地図を見

て) かなりあるんです。地図にないものありますから。ここは、水田よ

り畑の面積の方が広かったんです。いかに水がなかったか、という

ことです。水のある所にたいがい人間は住んでるんです。

　基盤整備をやってダムができたわけですが、そのあとに、ふれあ

いの郷づくり事業をやって、ここの地域はこれからどうなっていくの

か、どうしたいのか、考えましょう、ということで。この地域のいいと

ころ、悪い所、みんな調べ上げて、田んぼのことも、何歳の人がやっ

ているかとか、丸二年かけて、全部調べ上げた。そして1つの冊子

を作ったんです。やっぱりここは、自然の良さがある、人間の協力心

もある、それがいい点。不便なことは、病院がない、交通機関がな

い、そういうことをこれからどう解決するか、そして、見捨てがちな

伝承文化をどう継承して保存していくか、そういうことを話し合いし

て。そのときはいわゆるソフト事業なんですよ。

　最後の打ち上げのときに、ハード事業はないの? と聞いたら、次

の年にくっついてきた。7千万の全額補助で、その事業にここは取

り組んだんです。各自治会にはかって、一番何をやりたいか、出して

もらった。例えば、カッパ伝説のある場所はどこか、山居台 (さんきょ

だい) 遺跡はどこかとかわかるようにするとか、八幡神社の参道が

長くて、雨が降ると土が流れるから整備するとか、いろんな案が

あって、それをやった。そして拠点づくりをしようということになって、

直売所を新たにしようと思っても間に合わない。ダムのところに、土

地改良区と町が持っている土地があったんです、そこに先輩達が

お蕎麦やさんを作っていた。その隣を借りたんです、そこで拠点づ

くりと考えたけど、次の年からは補助金は来ない、後の管理が大変

だということで、2年後からは自前で、維持管理ができるように何か

やらなくちゃいけない、と農村レストランをやることに。これは、みん

なでやってもしょうがないから、出資者を募ろうということになって、

ひとり20万かな、20人集めて、農村レストランの整備を始めて許可

をとってオープンした。残念ながら今年で閉鎖になったんですけど。

その事業は大きなもので、いろんなことが整備されました。原自治

会が持っている徳川池の前あたりに桜の木を植えたり、山本地区

が一望に見える展望台を作るということで、ちょうど益子町の町有

林があるんですが、林道が通ったんです、そこの小さな公園のとこ

ろに作ったり。この地域の、まあ、私は「まとまり」とは呼んでないん

だが、何かやろうとするとき、何か始まったら、みんなしてやろうと、

気持ちがひとつになる、それは、この地区のいいところだと思って

います。

(廣瀬| 地区で委員会のようなものを作って?)

　そうです、各自治会から募って。最初は、3、40人はいたね、でも最

後の方は10人以下になったかな。

(廣瀬| 専門家に聞くとか頼むとかではなくて、ご自身たちで話し

合って決めていったわけですね?) 

　そうです。

8. 農村歌舞伎舞台の復活

 (簑田| そのときに、農村歌舞伎舞台も復活させようと?) 

　はい、あれは、ものすごい作業でしたよ、設計図も何もないわけ

ですから、ただ、昔そこに携わった人が何人かいて、この地域から

離れても舞台を作ったことがある人とか、こうだったんじゃないか

とか、考えながら、話に聞いた通り、山から百本を超える木を切っ

てきて、穴掘って、建ててみて。ああでもないこうでもない、と。この

地区に3人大工さんがいたから頼んで、2年越しでできましたね。舞

台ができた時は、涙出ました。やっぱり嬉しくて。自分らで本気に

なってやることは、感動があるんですよ。感動があるから大変でも

やるんですよ。お金出して誰かにやってもらうのはだめなんです。自

分たちでやらないと。自分で汗かかないと。3年ごとにと言っていた

けど、本当に大変だから、オリンピックの年にやることになっている。

大変だった、だけが残るとだめなんです。みんな一生懸命やって、

感動が残るからいいんです。私も方々の歌舞伎舞台を見に行って

いますけど、たいがいのところは、常設です。うちみたいなところはあ

まりないです。あと、ふすま絵が残っていたというのはよかったです。

県の先生や地域の人が言うんです、「後継者いるのか?」と。でも、

後継者なんて、作ろうとして作れるものじゃないんです、俺らだって、

誰かに言われてやったんじゃないもん。やってみよう、という人が、

4、5人いれば何とかなるものなんです。後継者というのは、いつも見

ていて、いつか興味をもってくれたときに、できるものなんです。誰

かに言われてやるものではない、そういう信念をもっているんです。

馬鹿じゃだめなんです。馬鹿を超越したのが「でれすけ」だから、

「でれすけ」にならないと。ここは、「でれすけ」が、ものすごく多いん

です。馬鹿じゃだめなんです、超えなくちゃ。一銭にもならないこと

をやるわけですから。

 (廣瀬| 舞台の屋根の竹の部分は素晴らしいですね?) 

　屋根は、昔は全部が竹だったんです。竹だから、あれだけ長いと

落っこちる。でも、昔の人は頭がいいんだね、後ろに2本だけ、でっ 

かい生木を、杭をぶって縛り、それを張り出す。それが上に跳ね上

がる力を利用して、竹をつった。全部横に組んで、そこに竹を通して。

(廣瀬| 生の弾力のある木を利用した、生きてるアーチ構造ですね?) 

 そうです、その通りです。それが昔のつくり、なかなかできないから、

今は、その一番前の張り出しだけ残したんです。昔はこうだった、と

見せるために。それが全部残っているのが、茨城の大宮のそばに

ある地区なんです。塩田って言ったっけな、そこに残っています。大

掛かりなもので、補助金とか集めるのもうまくて、クレーン車頼んだ

りして、何年かに一度作っています。回り舞台もあって、ただ、襖絵

の絵そのものはあまりないんですよ。

　うちの襖絵は歌舞伎舞台のために遠近法使って描いてあるん

です。舞台に組み込むために描いた。だから、すごいなと思ったん

です。誰が描いたか、どういう人なのか、調べるのに3年かかりまし

た。真岡の人で、『芳賀烈士伝』にも載っているんだけど、調べてみ

たら、ちゃんと出てきた。安達三楽斎 (あだちさんらくさい) と言いま

す。おそらく水戸藩のお抱え絵師です。狩野派だとみているんです

が。あのころは、絵師も石高もらっていて、この人は150石もらって

いた。年間で1500万です。生まれは真岡で、麹屋さんで、信用組合

の前あたりにあったらしいです。そこの三男坊です。

(廣瀬| このあたりの話では、真岡の人がよく出てきますね?) 

　そうです、合併するときに、真岡と合併したかった人たちも多くて、

生活圏は真岡の方が近いですから。ただ、このへん、農家が多くて、

農家の取引は、肥料買ったり、益子の方が多かった。だから益子と

合併ということになったんです。

　歌舞伎というと、幕末から明治時代にかけては、「回り芝居」な

んですよ。地芝居でもありますね。

　舞台を作って、その人たちを呼んできて、旅館なんかないから、

農家に泊めたんです。何人かずつ泊めて。昔は、興行師がいた。興

行師に頼んで芝居を買ってくるんです。一番最後が、昭和27年、そ                         

れを最後に途絶えていて、50年ぶりに復活した。益子の興行師は、

松原飯店のおばちゃんがやっていた。太平座という映画館ももっ

ていたね。鶏足寺の下の、今の保育園のそばにあったよ。私は、昭

和27年で、5歳。だから、かすかにしか記憶がない。あの舞台は、ほ

うぼうに持っていって貸したそうです。主だった材料だけを持って、

あとは現地調達して作って、舞台を貸して、からくりは操作した。昔

は、その設計図もあったらしいですが、どっか行ってしまった。その

最後の責任者が、もう亡くなったけど、上野熊太郎さん。6尺の棒

を1本持って、それで指図して、作ってた。何をやれって指示される

から、みんな、部分しか記憶にない。全部覚えているということがな

いんだね。全体像は、かすかにしかみんな覚えていない。でも、それ

を1日か2日で作ったというのは、昔の人はすごいもんだね。作り方

があるから、人がたくさんいればできるものでもない、やった人、経

験した人がいないと。一連のことが頭に入っていないとね。それが

いちばん難しかった。

(萩原| 作る所から見学したり参加できますか?)  

　もちろん、竹を切ったりするところからやるほうがいい。大きさや

太さも頭に入っていて、切り出してくる、縄の結び方も、何でもいい

というわけではない。先祖から聞いて、我々はやっている。初めから

見ると、非常に勉強になると思う。

9. 五輪の塔

 これだけの数があるのはなぜか、調べているけど、わからない。鎌

倉瓶子が出ているけど。鎌倉瓶子は、釉薬を使っていて、ここでは

当時焼けなかったわけですから、それが出たということは、かなり

の人だったのだと思います。瓶子の中には、火葬したお骨があった

から、お寺に納めちゃったんですよね。五輪塔はずいぶん、うずまっ

ています。開墾したときに出てきて発見されたんです。昔は、そこに、

お寺があった。あそこの山は、行灯峰 (あんどっぽう) といったんで

す。そこに伝説がいろいろ残っていて、そういうことから見ていくと

長者窪の長者様伝説などあるんですが、口承で、記録に残ってい

ない。益子には郷土史家がいなくて、残念ながら口承のままで、ま

とめたものがないんです。



記録: 簑田理香 (文責)、 廣瀬俊介、 土祭事務局

害があったんですけど、そのときに、ここは1/3の百姓が逃げたりし

て離農した。餓死者も出たようです。それだけの人口がいなくなる

と、農業はできなくなる。それで困っちゃったわけです。それでどうし

たかと言うと、代官が北陸から労働力を連れてこよう、移住させよ

う、ということにしたわけなんです。その代官というのが、当時、この

あたりには真岡代官所と真岡東代官所があったんですが、真岡代

官所に赴任してきた竹垣代官、この人は真岡に来る前、越後の高

田で仕事をしていたそうです。

　そして大恐慌の後、ここに赴任して、これはどうしよう、どうしよう

もない、天領だからよけいにそう思うんですよね。なんとかここに労

働力を連れてこよう、と。でも、そのころは、旅行に行くにも、お寺さ

んが通行券を発行していて、た。それがないとどこにも行けないし、

移住するなんて大変なこと。いくら藩の許可を得てもお寺さんの許

　養豚業を営む傍ら、松本農村歌舞伎舞台保存会など地域の顔

役としての活動も忙しい舘芳衛 (たてよしえ) さん。都内の古本屋

などにも顔を出し自ら求めた古文書や歴史書をひもときながら歴

史の謎に思いを馳せるのも楽しみとのこと。八幡神社氏子総代、保

育園の評議員や理事でもある。

1. 天明の大飢饉と北陸からの入百姓、浄土真宗

　田野の中での山本は、特殊な地域。なぜかというと天領なんです。

元々は天皇家、そして幕府、その直属になるんです。それが、ずっと

ここは続いてきた。そのせいか、百姓やってきた人そのものが、直属

ということで、いくらか気位が高かったようで、そのことは文書にも

記されています。それが大きく変わるのが、天明の大飢饉。浅間山

が爆発するんですよ、それで大恐慌になる。全国的にもかなりの被

可が無いとどこにも行けなかったんです。だから代官は、お寺を

頼って、何度も越後まで行くんです、ところがなかなか許可が出な

い。家も用意します、1年間食べられる食料も保証します、1年間は

税金もとりません、と、いい条件を出すんですよ、それでもお坊さん

がうんと言わない。最終的に、「じゃあ、うちの下寺を作ってくれ」と

お坊さんから話が返ってくる。そうすれば、百姓の移住を許可する、

と。真岡市の小林に寺がありますよね、浄土真宗のお寺なんです

が、ここが最初にこのあたりに建てた浄土真宗の寺じゃないかと

思います。それまでは、この近辺には、浄土真宗はありません。

　そして、新潟県、富山県、石川県などから人を引っ張ってくるんで

す。あのころは、兄弟が多い、そして江戸は戦いもなくて平和な時

代。5、6人兄弟がいるのが普通でしたから、次男、三男を引っ張っ

てくる。そしてふたつの入り方があったみたいです。1つは、住む所

を用意したり、家族を一緒に住まわせたり。ただ、そうするとたくさ

ん来ちゃうから、誰でもいいというわけにはいかなくなる。それで、

奉公人扱いにすることも考えたんですね。お金もある程度与えて、

大きい農家や地主みたいなところに、逃亡しないように守りながら

奉公させる形にした。それを入百姓 (いりびゃくしょう) と言ったん

です。

 この裏話には、たくさんいきさつがあります、これはあまり人には

言ったことがない、というのは、私はよそ者なんですよ。地元の人で

はないので宗教も違う場合、あまり人間関係としてはおもしろくな

いんですよ。だから、そういう人と、縁組みができないことも多かっ

た。その状況は昭和20年ごろまで続きますからね。浄土真宗と、天

台宗とか真言宗の人は結婚しないですから、できないわけではな

いけど、そういう習慣で、ずっと続いています。明治から大正、昭和

と。うちなんかも親戚は全部、浄土真宗。ただ、家族でも単身でも、

ここに来て新しい環境で住む訳ですから、ものすごい勉強家が多

かったそうです。奉公人でも、昼間仕事して、朝早く起きて、ここは

天領ですから、その土地を耕すんですね。そうすると、自分の耕作

地になると、竹垣代官が認めたんです。だから少しずつ自分の土地

を増やしていった。ここに来た入百姓の中で、加賀の国から来た人

は、あそこは当時から農業の先進地なので、技術をかなりもってい

ます。聞く所によると、今は、田植えでもまっすぐ植えるじゃないです

か、昔は、筋状に植えない適当なヤタラ植えだったんです。まっすぐ

植える正条植えを持ってきたのが、入百姓の人たちだと聞いてい

ます。そんなに古い時代のことではないんです。いろんな面で勉強、

努力をして、ここに住み着くようになったんです。 ただ、その下地は、

それ以前からあった。ここの位置は茨城県と接していますから。浄

土真宗というのは、茨城県のほうが早いんですよ。親鸞上人は、茨

城県の稲田山の寺にいて、そこで広めたものですから。あそこを根

城にして、このあたりも歩いていた。あそこから京都に行くんですけ

ど、承元の法難のときに、その罰で、法然は四国に、親鸞は越後へ

流される。それが赦免になって、新潟から長野を通って南下して、

ここへ来るわけです。それで浄土真宗を広めていくわけですが、つ

くったばっかりだから迫害受けるんですよね、守ったのは笠間藩な

んですけどね。それで、落ち着いていることができた。藩に守られた

から広まった。天明の時代より遥か前ですから。そういう関係で、

浄土真宗の下地は、ここにあったというわけなんです。そういうこと

の繫がりも入百姓に入ってきた人たちと無関係ではないと思われ

ます。また、時代的なことから推測していくと、入百姓は、現在で、7

代か8代です。10代以上の人はいなくて、それほど古いことでもな

いんです。

2. 暮らしと結びついていた山のこと

　ここは天領だったですから、国有林です。開墾をして山を畑にし

たり、明治維新政府がお金持ちの人に売ったんです、そのときに払

い下げてもらって買ったから、一部が民地になっていますけど、ほ

とんどが国有林。松本の奥の大郷戸は、ほとんどが国有林ですか

ら。山と農地と、生活は、これは切り離せないんですよ。なぜかとい

うと、昔の燃料は全部、木ですよ、枯れ木、落ち葉、落ち葉は全部

肥料にしたわけですけれども。これがやっぱり非常にここの生活と

深く関わってくるんです。昔は、年の暮れ、12月になると、国有林を

借り受けるんです。ただ、借り受けると言っても、大勢の百姓がいま

すから、あんたはここだよ、と、くじ引きで決めた。それでそれ以外の

山には入っちゃいけない、木も採ってはいけない。落ち葉もさらっ

てはいけないんです。いかに生活と結びついていたか、山が。それ

は、戦後、昭和30年ごろまで続いたと思う。

　小遣い稼ぎなんて、よく言っていたんですが。山の木は、勝手に

切れませんから、大きくなると、無償に近いんだけど、払い下げをす

るんです。それを、皆で切って、薪を作ったり、それをみんなで益子

の町に売りに行くんです。町にはあまり山が無いから。リヤカーや

大八車ですよね、それで引っ張っていって、小遣いを稼いだ。だか

ら、ここにとって、山は貴重なもの。

 山に全部、名前がついているんです。沢もたくさんあって、全部に

名前がついている。私は若い頃は、どんな小さい沢にも名前がある

ことが不思議でしょうがなかったけど、つまりは、くじ引きで決める

のに、場所を特定するためだったんです。地名をつけておかないと、

どこだかわかんないわけですよ。それに、冬はみんな山仕事に行き

ますから、親は子どもに「今日は、父ちゃんと母ちゃんは、どこどこに

行くんだよ」とちゃんと言ってから山へ行くわけですよ。子どもも、そ

の地名がわかんなきゃだめなわけですから。今、生活に山が必要

なくなって、沢の名前がわかる人もいなくなっている。私なんかは、

きのこ採りが好きで、親や先輩に連れられて行きましたから、沢の

名前は、今でもほとんど覚えています。必要に応じて名前がつけら

れたというのはいいことだと思います。沢にも「ゴロが沢」とか、「舟

が沢」「長沢」「ざがまた沢」とかね、わけのわかんないような名前

ついているんです。ざがまたは、ふたつに分かれている沢のことを、

そう呼ぶんです。方言でしょうね。それから、峰にも名前がついてい

ます。だから、親はあのへんにいるな、というのは子どももわかった

んです。

　子どもに教える時は紙に地図を描くのではなく、言葉だけで教

えます。私が小学校にあがるようになると、親は、山仕事に行く時は

一緒に山に連れていくんです。だから、覚えるんです。だんだん、そう

いう体験もなくなっていくんですけど。

(廣瀬| 道祖土では、御城山の裏側を「日陰」と言ってますが、そん

な名前のつけかたもありますか?) 

　あります、ここにも「大日陰」とあります。地名って、その場所の風

景を見てつけたのも多いですよね、なにかしら特徴を掴んでつけて

いますよね。

(廣瀬| 山梨で調査をしたときに、縁とか窪とか、沢があって、それ

は自分らもわかるんですけど「どいじり」とか「なっち」とか、土目が

いいとかいうことからつけられたり、何かを採るためにとか…、そう

いう名付け方は?）

 ここにも「いとじり」ってあります。私は漢字で書かないようにして

いるんです。漢字で書くと、意味がそっちにいっちゃうんです。沢の

名前でもなんでも、漢字で教わったわけじゃないから、口伝で教

わった通りに、ひらがなで伝えるようにしています。あと、「いしだ」も

あります。石田と書くとは思いますが、非常に砂利が多い田んぼ

だったらしいので。

　明治時代に作られた、ここの方言の記録があるんですよ。多分、

下野國誌からとっていると思いますが、明治何年か、今の県です

ね、そこに村の方言を届けなさい、ということがあったみたいで。ど

この町でも村でも県に届けないといけなかったみたいで。それを見

ると、田野村の場合は、調べる人があまりいなかったみたいで、下

野國誌を作った人は真岡の人で、十数年かかってつくった。そこの

文章からとっているみたいです。

　昔、冬の仕事は、米俵つくり、むしろ編み、それから、荒縄つくり、

まっつあら (落ち葉を集める縄のことを「まっつぁら」と言い、その縄

をつくること) 、ぐしもちだわらもつくる。「ぐし」は、棟と書く。上棟の

ときに使う、餅を入れておいて、撒くんです。親父もつくっていました。

 (廣瀬| まっつあらは、地面に縄を置いて落ち葉をくるくる巻くんで

すよね? 今つくれる人がいますか? 手品みたいですよね)

　あれは、難しいんですよ、ちゃんとやりかたがあるんです。木の葉

がばらばらになっちゃうから。60過ぎている人はみんなできると思

う。半分から先だけ、縄にする。それを何本か使って丸める。あれは、

見ないと、わかりませんね! まず、熊手で落ち葉をさらいますが、集

め方もコツがある。ただ、バラバラにしていては丸められない。60歳

以上の人は、米俵をつくったし、コモもつくったし...。昔は、籾を庭

で干して乾燥させて、それを摺る時にコモを使うんです。

3. 小宅文藻

 この本『芳賀烈士伝』にも出てくるんですけど、國誌をつくったの

は小宅文藻 (おやけぶんそう) 。七井の小宅という地名があるで

しょ。あそこに、宇都宮家の子どもで小宅城というのがあったんで

すよ、そこの末裔です。廃藩置県で飛ばされちゃうので真岡に行っ

て、真岡木綿の問屋とかやるんですが、この人は商売人じゃなくて

文学者です、相当のものです。文献には親が侠客と書いてあるから

やくざもんです。お嫁さんもらうことになって相手の実家に行くわけ

ですが、相手のお父さんが非常な勉強家で、それでびっくりして影

響を受けたのでしょうね、そして家に帰ってきて、その夜のうちに嫁

さんに黙って東京に行くんです、結婚したばかりなのに。そして、も

のすごく勉強するんです、それからこっちに帰ってきて國誌を作る

んです。並みの人間じゃないです。世の中には、いろんな人がいるも

んだなあ、と。

4. 天領としての、農産物・特産品

(廣瀬| 天領にされた理由は、政治的な意味もあったと思うんです

が、産物としては何が目的だったんでしょうか? 例えば私が通う飛

騨の場合は、浄土真宗もなじみがあるんですが、木材と鉱山、神岡

鉱山です。) 

 入百姓が入ったころは、ここはもうタバコを作っていたと思います。

明治になってかなり広く作られるようになりましたけど、ここは、今

でもタバコを作っている人いますけど、ずっとタバコの産地で。あと、

冬場は農作業できなくなるけど、織物があったみたいです。ここに

は蚕を飼ったという記録がないんで、木綿だと思います。真岡木綿

は有名ですけど、結局、真岡に集積する問屋があって、このへんか

らも納めて、それでお金を稼いだんだと思います。あと、自分で着る

農作業着なんかもね。機織りの機械は、どこの家にもありましたか

ら。うちなんか、燃やしちゃってないけれど。農産物としては、タバコ

と、あとは、お米ですね、ここは。あと、古くから作られた１つには、落

花生があります。あと、油を絞るための菜種ですね。特にここに新し

いものの農産物は見当たりませんけどね。

　今は、落花生は自分の家の消費する分だけで、販売目的では

作っていないし、タバコだけは、今でもあります。菜種もまったくあり

ませんし。昔は、油も絞っていたんだよね、自分の家用に。余れば販

売もしていたでしょうが。粟やヒエも作っていたと思いますが、文献

には載っていませんね。

5. 二宮尊徳の治水事業 

(廣瀬| 二宮尊徳も町史に出てきますね。まだよく読み込んではい

ませんが、飢饉の後の財政立て直しに関係してきますか? 私が関

わる福島の浪江町では、尊徳かお弟子さんが、二宮御仕法を使っ

て経済を立て直しているんですけど、益子ではそこまでいかなくて

も、お金なんか無利子で貸し付けたとか、記述があったようなんで

すが。) 

　二宮尊徳は、小田原なんですよね、もとは。勤めていた藩の飛び

地が、二宮にあったんです。二宮の桜町というところ。そこから税金

が上がらない、ということで、そこに行け、と命じられて来たんです。

それが栃木と縁が出来た最初。いわゆる治水事業ですよね、川を

作るとか排水路をつくるとか、それを中心にやって、ここにも来てい

るんです。ここのダムの下からぐーっと細い道で水路を作って、山

本小学校のあのへんまで水を持ってきたんです。最後は、真岡東

代官所に務めた。それから今市に行くんですけど。二宮の桜町陣

屋、資料館になっていますよ。あそこに住んで、治水工事やったん

です、このへんもずいぶん来ている。

　それで、川なんか作るときに、どうやったのだろう、と、高低差が

いるわけですよ。言い伝えによると、夜に提灯を10メーターおきに

ずーっとつけるんです、遠くから見ると、どこが水平かわかるわけで

すよ。人間が持って並ぶ。そうやって高低差を調べたわけですよ。

10メーターおきで、何百人という人間ですよ。棒の先に、その棒の

ところに印をつけていくんだそうですよ。なるほど機械が無くてもで

きるんだなあ、と。要するに、知識だけじゃなくて応用までできた人

で、現場にはもってこいの人ですね、単なる知識者ではなくて。そ

れからお金を貸し付けたのも自分のお金じゃなくて、代官所のお

金、それも安い金利で、何年もかかっていいから返しなさい、と。

6. 山本の結束力と水の問題と祭りのこと

　山本の人は結束力が強いと言われますが、自分たちではよくわ

かりません。ただ、言えるのは、ここはそんなに大きい地域ではなく

て、山が多いし、いちばん困っているのは水だったんです。そのこと

で結束力は強まってきたのかもしれません。農業でいちばん大事

なのは米なんです。お米の値段が人間の労賃を決めていたんです

から。昭和の40年ちょっと前までは、1日の労賃は、お米の値段で

言うと、一升です。何百年前のお米の値段から今まで値段が書い

てある風呂敷を持っているんだけれど、それ見ると、ほんとに、労賃

ですよ。多分、昭和40年までは初任給がだいたいお米の値段に、

米1俵の値段に匹敵するんですよ。この家を建てたのが、私が高校

終わってからですから、そのころの大工さんの手間が、米1升、お酒

付き。400円と聞いていた。

(廣瀬| 考え方は石高制のころとあまり変わらないですね?) 

　あれが、ずーっときているんですね。明治新政府が何であんなに

日本をしつけたか、もう下地ができているんですね、だからうまく

いった。そういうことがあるもんで、だから、水が足りない、というこ

とはどういうことかというと、みんなで協力しなくちゃ、水を引っ張っ

てこれない。勝手なことしちゃうと、みんなで協力しないと、上の人

には水が来るけど、下の人には来ない、ということになっちゃう。誰

かが得する、誰かが損する、だから、みんなで協力しないとできな

い、そういうことがこの地域の特徴として、あったのだと思います。

　それから、お祭りです。どこにも祭りはありますけど、人間は、やっ

ぱり一生懸命働いて、一生懸命楽しむ、それがなければ生活は成

り立たない。ここは、またこれ天領と関わってくるんですが、山本に

は、2つの彫刻屋台があります、3つあったんだが、1つは壊しちゃっ

たらしいんです。この松本自治会が持っている屋台は、栃木県で作

られたものじゃないんです。車輪を直しに、鹿沼に行ったんですが、

そのときにわかった。京都で作られたんです。うちのは彫刻屋台で

はありません。お公家さんが乗る牛車 (ぎっしゃ) です。何でだろう

と思ってた。俺は噂でしか聞いてなかったんだけど、うちのおじい

ちゃんがよく知っていたんです。京都から持ってくるときは、那珂川

を舟でぐっと上がってきて、茂木に船着き場があって、屋台をそこ

にあげて、ここまで馬車で引っ張ってきた。それを小さい頃からお

じいちゃんに聞かされてた。そんなことあるもんかな、と思っていた

けど、京都からというのはわかんなかった、那珂川を上がってきた、

ということだけは聞いていたんです。

　天領と関係あるのは、ここは、一橋家の領地なんですよ、慶喜は

水戸と関係あるから、そうすると、京都とも関係あるんですよ。そう

でないと、京都から来るはずがないですから、こんなものが。ちょっ

と栃木県は彫刻屋台が有名だけど、ここのは違う、そういう意味で

貴重だと思う。京都まで調べるためにハガキ出したりしたけれど、

牛車や彫刻屋台というのは、ひとりの人が全部をつくるのではなく

て、車をつくる人は車、彫刻の人は彫刻、それを組み合わせてつく

るらしいです。だから、刻印があったので、車の出所はわかった、あ

とはわからない、ただ牛車であることはわかった。そのようなことで、

関わってきてる。それで、話をもとに戻すと、お祭りというのは、誰も

損得がないんです。それともうひとつは、祭りでは、白いご飯を食べ

ても許されたんです。よく銀シャリとか言うじゃないですか。米とい

うのは、販売目的で作るものですから、でも祭りに限っては、それを

食べてもいいということ。みんながお酒を飲んだり、いろんな食事

を楽しむ。みんなで協力して祭りの時には楽しむ、それが、生活の

リズムとして昔からあった。古くから、ここでは祭りがさかんに行わ

れていたんです。

　ここには本当に、祭りがたくさんあるんです。祇園祭りが中心で

すけど、考えるのは、それ以外でも、この自治会だけで、8つか9つあ

りますから。4月に「天念仏」、5月に龍神さま、これは雨乞いですね。

　7月の日曜日に祇園祭、ここでは、のぼりには、八坂神社ではなく

て牛頭天王例祭と書いてある。須佐之男命のことなんですね。昔

はここでは天王さまと言ったんです。昔は25日だったけど、人がい

ないということで、それに近い日曜日にやるようになりました。それ

から8月に不動さま、300年前に疫病を鎮めるために始まったと。9

月に風祭 (かざまつり) 、これは台風を鎮める祭りです。今は公民

館で役員だけでやっているね。虚空蔵さまもあったんだけど、今は

「山の神さま」と一緒にやっているから特別にはありませんけどね。

11月15日に三ノ宮神社の大例祭。こんな小さな自治会で持ってい

る神社があるんです。何で三ノ宮というか調べたんだけど、一ノ宮、

二ノ宮、三ノ宮というらしく、三ノ宮が一番小さくて、一番下の社の

ことを言います。12月には「山の神さま」、その間に「田の神様」も

あったんだけど、だんだんやらなくなって。

　山の神も、公民館でやっている。今の公民館は3つ目なんですよ、

一番最初の私が知っているのは、藁葺き屋根の公民館でした。そ

の呼び方が、昔は、「ようよう」って言うんです。これは、寄り合い場

所のことを「よう」と言ったのか、と思うけど、「お」か「う」かわからな

いけど。芳賀郡でも一番早かったと思うよ、立派な公民館建てた

のは。みんな見に来ましたから。そこで、集まってやっていた。山の

神さまとかは、山にありますから、昔はそこで、どんど焼きの小さい

のですよ、小さい社に火を焚いて、甘酒を飲んだりしてた。あとは、

個人宅で稲荷さまをもっている人が多いです。これは、ほとんどの

家でありますね。本当は、2月の第1の初午の日にお祭りします。全

国でも一番多いのが稲荷さまだそうですからね。ほかにも小さい

のを混ぜると、いろんな祭りがあったと思うんですが、俺が知って

いるのは、それだけです。昔、自治会長やったときには、木札に祭り

の名前書いて掛けといたんです。終わったら裏返していた。今は、

合併して日曜にやったりするから、印刷してるみたいです。祭りの意

味は、みんな自然災害の事とかあるけど、それにかこつけて楽しむ

のが実情で、それが大事なことだったと思うわけです。結局、酒飲

んで、けんかする人もいたかもしれないけど、仲良くなったんだと思

います、だからこれだけのことが続いてきたんだと思います。正月も

入れると毎月何かあるわけです。

7. 水不足と「ふれあいの郷づくり事業」について

(廣瀬| 大郷戸ダムができるまでは水問題は大変でしたか?) 

 大変でした。山本のため池は、農業用水としてのため池です。ここ

には、私が知ってる限りで、10はあります。なくなったのもあるけど、

大きく残されて管理されているのは、6つくらいあります。 (地図を見

て) かなりあるんです。地図にないものありますから。ここは、水田よ

り畑の面積の方が広かったんです。いかに水がなかったか、という

ことです。水のある所にたいがい人間は住んでるんです。

　基盤整備をやってダムができたわけですが、そのあとに、ふれあ

いの郷づくり事業をやって、ここの地域はこれからどうなっていくの

か、どうしたいのか、考えましょう、ということで。この地域のいいと

ころ、悪い所、みんな調べ上げて、田んぼのことも、何歳の人がやっ

ているかとか、丸二年かけて、全部調べ上げた。そして1つの冊子

を作ったんです。やっぱりここは、自然の良さがある、人間の協力心

もある、それがいい点。不便なことは、病院がない、交通機関がな

い、そういうことをこれからどう解決するか、そして、見捨てがちな

伝承文化をどう継承して保存していくか、そういうことを話し合いし

て。そのときはいわゆるソフト事業なんですよ。

　最後の打ち上げのときに、ハード事業はないの? と聞いたら、次

の年にくっついてきた。7千万の全額補助で、その事業にここは取

り組んだんです。各自治会にはかって、一番何をやりたいか、出して

もらった。例えば、カッパ伝説のある場所はどこか、山居台 (さんきょ

だい) 遺跡はどこかとかわかるようにするとか、八幡神社の参道が

長くて、雨が降ると土が流れるから整備するとか、いろんな案が

あって、それをやった。そして拠点づくりをしようということになって、

直売所を新たにしようと思っても間に合わない。ダムのところに、土

地改良区と町が持っている土地があったんです、そこに先輩達が

お蕎麦やさんを作っていた。その隣を借りたんです、そこで拠点づ

くりと考えたけど、次の年からは補助金は来ない、後の管理が大変

だということで、2年後からは自前で、維持管理ができるように何か

やらなくちゃいけない、と農村レストランをやることに。これは、みん

なでやってもしょうがないから、出資者を募ろうということになって、

ひとり20万かな、20人集めて、農村レストランの整備を始めて許可

をとってオープンした。残念ながら今年で閉鎖になったんですけど。

その事業は大きなもので、いろんなことが整備されました。原自治

会が持っている徳川池の前あたりに桜の木を植えたり、山本地区

が一望に見える展望台を作るということで、ちょうど益子町の町有

林があるんですが、林道が通ったんです、そこの小さな公園のとこ

ろに作ったり。この地域の、まあ、私は「まとまり」とは呼んでないん

だが、何かやろうとするとき、何か始まったら、みんなしてやろうと、

気持ちがひとつになる、それは、この地区のいいところだと思って

います。

(廣瀬| 地区で委員会のようなものを作って?)

　そうです、各自治会から募って。最初は、3、40人はいたね、でも最

後の方は10人以下になったかな。

(廣瀬| 専門家に聞くとか頼むとかではなくて、ご自身たちで話し

合って決めていったわけですね?) 

　そうです。

8. 農村歌舞伎舞台の復活

 (簑田| そのときに、農村歌舞伎舞台も復活させようと?) 

　はい、あれは、ものすごい作業でしたよ、設計図も何もないわけ

ですから、ただ、昔そこに携わった人が何人かいて、この地域から

離れても舞台を作ったことがある人とか、こうだったんじゃないか

とか、考えながら、話に聞いた通り、山から百本を超える木を切っ

てきて、穴掘って、建ててみて。ああでもないこうでもない、と。この

地区に3人大工さんがいたから頼んで、2年越しでできましたね。舞

台ができた時は、涙出ました。やっぱり嬉しくて。自分らで本気に

なってやることは、感動があるんですよ。感動があるから大変でも

やるんですよ。お金出して誰かにやってもらうのはだめなんです。自

分たちでやらないと。自分で汗かかないと。3年ごとにと言っていた

けど、本当に大変だから、オリンピックの年にやることになっている。

大変だった、だけが残るとだめなんです。みんな一生懸命やって、

感動が残るからいいんです。私も方々の歌舞伎舞台を見に行って

いますけど、たいがいのところは、常設です。うちみたいなところはあ

まりないです。あと、ふすま絵が残っていたというのはよかったです。

県の先生や地域の人が言うんです、「後継者いるのか?」と。でも、

後継者なんて、作ろうとして作れるものじゃないんです、俺らだって、

誰かに言われてやったんじゃないもん。やってみよう、という人が、

4、5人いれば何とかなるものなんです。後継者というのは、いつも見

ていて、いつか興味をもってくれたときに、できるものなんです。誰

かに言われてやるものではない、そういう信念をもっているんです。
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馬鹿じゃだめなんです。馬鹿を超越したのが「でれすけ」だから、

「でれすけ」にならないと。ここは、「でれすけ」が、ものすごく多いん

です。馬鹿じゃだめなんです、超えなくちゃ。一銭にもならないこと

をやるわけですから。

 (廣瀬| 舞台の屋根の竹の部分は素晴らしいですね?) 

　屋根は、昔は全部が竹だったんです。竹だから、あれだけ長いと

落っこちる。でも、昔の人は頭がいいんだね、後ろに2本だけ、でっ 

かい生木を、杭をぶって縛り、それを張り出す。それが上に跳ね上

がる力を利用して、竹をつった。全部横に組んで、そこに竹を通して。

(廣瀬| 生の弾力のある木を利用した、生きてるアーチ構造ですね?) 

 そうです、その通りです。それが昔のつくり、なかなかできないから、

今は、その一番前の張り出しだけ残したんです。昔はこうだった、と

見せるために。それが全部残っているのが、茨城の大宮のそばに

ある地区なんです。塩田って言ったっけな、そこに残っています。大

掛かりなもので、補助金とか集めるのもうまくて、クレーン車頼んだ

りして、何年かに一度作っています。回り舞台もあって、ただ、襖絵

の絵そのものはあまりないんですよ。

　うちの襖絵は歌舞伎舞台のために遠近法使って描いてあるん

です。舞台に組み込むために描いた。だから、すごいなと思ったん

です。誰が描いたか、どういう人なのか、調べるのに3年かかりまし

た。真岡の人で、『芳賀烈士伝』にも載っているんだけど、調べてみ

たら、ちゃんと出てきた。安達三楽斎 (あだちさんらくさい) と言いま

す。おそらく水戸藩のお抱え絵師です。狩野派だとみているんです

が。あのころは、絵師も石高もらっていて、この人は150石もらって

いた。年間で1500万です。生まれは真岡で、麹屋さんで、信用組合

の前あたりにあったらしいです。そこの三男坊です。

(廣瀬| このあたりの話では、真岡の人がよく出てきますね?) 

　そうです、合併するときに、真岡と合併したかった人たちも多くて、

生活圏は真岡の方が近いですから。ただ、このへん、農家が多くて、

農家の取引は、肥料買ったり、益子の方が多かった。だから益子と

合併ということになったんです。

　歌舞伎というと、幕末から明治時代にかけては、「回り芝居」な

んですよ。地芝居でもありますね。

　舞台を作って、その人たちを呼んできて、旅館なんかないから、

農家に泊めたんです。何人かずつ泊めて。昔は、興行師がいた。興

行師に頼んで芝居を買ってくるんです。一番最後が、昭和27年、そ                         

れを最後に途絶えていて、50年ぶりに復活した。益子の興行師は、

松原飯店のおばちゃんがやっていた。太平座という映画館ももっ

ていたね。鶏足寺の下の、今の保育園のそばにあったよ。私は、昭

和27年で、5歳。だから、かすかにしか記憶がない。あの舞台は、ほ

うぼうに持っていって貸したそうです。主だった材料だけを持って、

あとは現地調達して作って、舞台を貸して、からくりは操作した。昔

は、その設計図もあったらしいですが、どっか行ってしまった。その

最後の責任者が、もう亡くなったけど、上野熊太郎さん。6尺の棒

を1本持って、それで指図して、作ってた。何をやれって指示される

から、みんな、部分しか記憶にない。全部覚えているということがな

いんだね。全体像は、かすかにしかみんな覚えていない。でも、それ

を1日か2日で作ったというのは、昔の人はすごいもんだね。作り方

があるから、人がたくさんいればできるものでもない、やった人、経

験した人がいないと。一連のことが頭に入っていないとね。それが

いちばん難しかった。

(萩原| 作る所から見学したり参加できますか?)  

　もちろん、竹を切ったりするところからやるほうがいい。大きさや

太さも頭に入っていて、切り出してくる、縄の結び方も、何でもいい

というわけではない。先祖から聞いて、我々はやっている。初めから

見ると、非常に勉強になると思う。

9. 五輪の塔

 これだけの数があるのはなぜか、調べているけど、わからない。鎌

倉瓶子が出ているけど。鎌倉瓶子は、釉薬を使っていて、ここでは

当時焼けなかったわけですから、それが出たということは、かなり

の人だったのだと思います。瓶子の中には、火葬したお骨があった

から、お寺に納めちゃったんですよね。五輪塔はずいぶん、うずまっ

ています。開墾したときに出てきて発見されたんです。昔は、そこに、

お寺があった。あそこの山は、行灯峰 (あんどっぽう) といったんで

す。そこに伝説がいろいろ残っていて、そういうことから見ていくと

長者窪の長者様伝説などあるんですが、口承で、記録に残ってい

ない。益子には郷土史家がいなくて、残念ながら口承のままで、ま

とめたものがないんです。



片岡正男さん

まれなので3歳だったが、おふくろに連れられて行ったんだと思う、

花道から出てくるところをかすかに覚えているだけで、ほかは全く

記憶がない。

　昔は舞台をよそに貸していた。いとこが住職をしている岩間町 

(現笠間市) の愛宕山の神社の下、不動院という寺に舞台を貸し

たこともあった。運ぶのは馬車だった。茂木町の深沢にも貸したよ

うな話を聞いた。妙伝寺の裏の八坂神社でもやったと聞いた。

　叔父が歌舞伎舞台を描いてくれたものを見ながら復活させよう

としたとき、舞台の下の部分が、三ノ宮神社の下に、一段低いとこ

ろが残っていた。襖は、倉の中にしまってあった。昔は、「ながら」と

いう杉の木の間伐材みたいな細い棒を梁として使っていた。筵を

屋根にかけた。屋根は、昔は後ろから太い木で吊っていた。今は角

物で束をたてているが、昔はこういうことができなかった。筵は屋

　松本で、大工をしている片岡正男 (かたおかまさお) さん。大工の

技術と経験を活かし農村歌舞伎舞台の復活に力を注いだ。

1. 昔の農村歌舞伎のこと

　農村歌舞伎を復活しようといったとき、私らは見たことない、どう

いうかたちをしているのか全く分からない。ところが私のおじがここ

出身だから、松本には振興会とかいう会があったそうなんですよ、

歌舞伎の舞台がどういう形をしていたか、おじが描いてきてくれた。

「建物がこういうふうになっていたんだよ」と。たまたま私のおふくろ

の実家が岩瀬町 (現桜川市) の門毛 (かどげ) で、そこに行ってお

ふくろの親戚の婿とりさんが「門毛でも農村歌舞伎舞台の設営を

やったんだ」と、「いつやったんだ」と聞いたら「昭和27年に実家の

すぐ近くの採石場の入り口のところでやった」と。私は昭和24年生
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根のところに縛っていた。昔は木戸銭、入場料を取ってやった。昔

は筵を敷いて見たんだけど、今は椅子になっている。

2. 歌舞伎舞台の復活とからくりの操作

　復活するに当たっては、見たことない状況でやるのは大変なこと。

　襖の復元修理もしなくてはならない、箱はあったがボロの杉の

箱だったのできれいな箱をつくったりしまう場所をつくったり、襖

の欄間も傷んでいるので。今度は操作が分からない、年配の人に

聞いても携わっていない人は分からない。我々の世代では舘さん

の方が先輩だから、舘さんらと一緒に公民館を建てたんだけども、

建設委員会が保存委員会という形になって、これから残していくに

はある程度若い人にも入ってもらおうと。

　これだけの行事をやるというのには皆の協力の積み重ねだから、

簡単にはい、じゃあ、というわけにはいかないから、どこでも苦労す

ると思うんだけど。復活するに当たって、益子の役場にも紹介して

もらって、茨城県の塩子 (しおご、現常陸大宮市) を見に行ったけ

ど、歌舞伎といっても我々のとは違う。最初は苦労した。襖を直した

りしなくちゃならない、金のかかるものだから、ここらの欄間 (花道

の横で客席側の足下の壁と前舞台の客席側から見て奥の箇所) 

の補修だって100万近くかかった。襖の紙を経師屋さんに直しても

らって、建具をベニヤで裏をつくって貼った。絵はもともとあったも

のだが傷んでいたので直してもらって、4間の寸法に合わせてつ

くってもらった。

　なかなか最初は大変だった。皆さんが協力してやろうということ

になったからできたけれども、切り出しからやったんだから。神社

のところの丸太4本を皆で協力して切って、協力して持ってきて利

用してやった。直径60センチほどの丸太で、三ノ宮神社に穴を掘っ

てあるんですよ、前舞台の土台として固定できるように。上は30セ

ンチの角物でつないで梁をとばしている。片方の屋根が一段高く

なっていて、6尺間につかをたてて入れて竹を縛っている。

　操作に関してどうして上げるんだろう、滑車で持ち上げたり、く

るっと回る操作、デンガクというのだけど、それがどうするのだろう、

といったときに、私は若いころ東京で建具づくりの経験があったの

で、くるっと回すんだから真ん中に1本釘を通してひもを引っ張れ

ばよい。そうかといって外れないとうまくない、上げたり外してしまう

こともあるんだから、建具は後から入れるもので理屈は同じだから、

上を長くして下を短くする、ヒキワケに関しては溝のレールがある

から、それを縦に2本長いのをつくった。一番前は上へ滑車を使っ

てロープを使って4間分の襖を一気に上げる。

　舞台には段差があり、一番下 (前舞台) は4尺、その奥は1尺5寸

ぐらい上がっていて、2段上がったところから勾配になっている。そ

このところで襖絵が滑車を使ってアオリで平らに上がっていくと、

その先に45センチぐらい奥に建具があって、それがヒキワケの襖絵

で一枚の絵がある。横に溝がついているからぐーっと引っ張ってい

くと絵が変わる。その奥2尺ぐらいあいたところにくるっと回るやつ、

これがデンガク。3段階の変化がある。アオリ、ヒキワケ、回転と3種

類の襖絵のからくりがある。くるっと回してまっすぐのところで止ま

ると後ろが見え、ここにロウソクがある。両方から糸と糸で吊った板

にロウソクを立て、ロウソクには火がついているから揺れ、開けたと

きに夜になると明るく見える。一番最後、ここの絵は全部襖が入っ

ている。これは入れっぱなし。この絵が裏表で全部で100枚ぐらい

ある。裏表あって絵が違う、背景画が2種類ある。襖絵は三ノ宮神

社の前の蔵にしまってあったもので、部落のもの。

　問題は、最初はそういうのが分からなかったから、操作をどうす

るか、それが一番。私が自治会長のときが最初だから、4年に1回や

ろうという話で3回やってきたが、何回かやるうちにある程度はわ

かるようになってきた。

3. 復活後の歌舞伎舞台のこと

　前は屋根に張るテント生地がなかった、お金がないのでブルー

シートでやったが、テントをつくろうということになった、雨降ったら

どうにもならなくなるので。台風の時期や農家の稲刈りの時期は

できない、今でこそ機械だから農作業が早くなったので昔ほどで

はないが、雨が降ったら寒いのでテントをつくった。

　この時期 (10月下旬) 、5時頃には寒くなっちゃうので、早いうち

に子どもの太鼓とか妙伝寺の神楽とかをやっていったんだけど、

最後がこの芝居。確かに夜の方がきれいなのだが、残念ながら5

時頃になると、けっこう入っていたのが寒いからパラパラ帰っちゃ

う、これも課題だな。一番いいときにお客さんが出ていっちゃうとい

うのは寂しい、役者さんだっていっぱいでやった方が張り合いが

ある、そういう課題もあるのかなと思っている。ここには歌舞伎の役

者がいないので、2回目は佐野の葛生 (くずう) 、1回目と3回目は船

生 (ふにゅう、現塩谷町) のかぶき村から来てもらった。同じ所ば

かりでは、と思って2回目は葛生にしたが、我 も々予算があるから。

葛生は来てもらうのに150～160万もかかる、音響も高い、船生の

場合は30万、また頼んでくださいと言われた。昔は、演者のための

宿がなかったので、地域の方の自宅に寝泊まりしていた。

4. 舞台制作の担い手のこと

　舞台解体時にイシカワさんがけがをしてしまい、高いところでの

作業を若い人にやってもらうのが課題。前回は大工が3人いたが

今は2人になり、高いところでできる人がいない。

 (萩原| 縛りの技術を持っている方は?) 

　農家で縛れる人もいる。下のナス畑のクリマさんができる、三ノ

宮神社の境内入り口ののぼり旗が落ちていて直したことがある。

舞台で使う材料は山本・大郷戸の補助事業で松本地区の分を

使った。

　丸太は山から切って、あとの角材等は、材木屋で買った。竹は毎

回若い人が切ってくる。丸太・つか・板は番号を付けて蔵にしまっ

てある。番付表が蔵の上の部分に書いてあるが、建て方に関して

は大工が指図しないと分からない。大工以外で10人かそこらが

登って屋根をしばる。大工だから全部できるわけではなく、地域で

役割分担している。

5. 彫刻屋台と太々神楽

　ここの部落に屋台もある。彫刻屋台。原にもある。本郷にはない、

昔はあったが川にぶっこんだという話を聞いたことがある。彫刻は

原の方が良いが、松本は仏壇式といって一段高い。屋台を載せる

土台が三段になっていて、土台が二段の原の屋台より高さが高い。

何年もしまってあったが、お囃子の太鼓がいなかったので、お囃子

会の会長で農業委員の鈴木さんが子どもに教えた。

　屋台は組み立て式で、小屋にしまうために解体すれば小さくな

るが、大工ではない人や、やったことのない人が毎年組み立て直

すと無理に叩いたりして傷むので、組み立てたまましまえる小屋を

神社の脇につくって、車を浮かしてしまってある。

　7月末頃の日曜日に3地区合同で八坂神社のお祭り。屋台は昼

に集まり、夕方に各地区に戻る。本郷の屋台はトラックの荷台。

　山本 (原・松本・本郷) で、若い人達が、山若という会をつくって、

最初の会長が屋台をつくりたいと相談に来て、私が家の庭でつ

くった。それを3年ぐらい前に益子の (本通りで開催の) お祭りに

持って行った。今は解散して、つくった屋台は蔵に置きっぱなし。こ

れだけまとまる地域はない。協力心が強い。

　原・松本・本郷が集まって八幡神社の太々神楽をやっている。

本郷の有田さんが会長で、保存会・育てる会として宮崎県の高千

穂へ行ったりした。この地域は、協力をし合えるいい地域。

6. 大郷戸のこと

　昔は大郷戸ダムの上流をさかのぼって遠足に行った。「長者橋」

という沢を越える石があるが、茨城県側になるようだ。そのあたり

の開拓団の人は茨城の学校に行っていた。

　廣田茂十郎さんから奥のダムの下に電気が入ったのは中学生

の頃で、子どもの頃はおっかない場所だった。
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　農村歌舞伎を復活しようといったとき、私らは見たことない、どう

いうかたちをしているのか全く分からない。ところが私のおじがここ

出身だから、松本には振興会とかいう会があったそうなんですよ、

歌舞伎の舞台がどういう形をしていたか、おじが描いてきてくれた。

「建物がこういうふうになっていたんだよ」と。たまたま私のおふくろ

の実家が岩瀬町 (現桜川市) の門毛 (かどげ) で、そこに行ってお

ふくろの親戚の婿とりさんが「門毛でも農村歌舞伎舞台の設営を

やったんだ」と、「いつやったんだ」と聞いたら「昭和27年に実家の

すぐ近くの採石場の入り口のところでやった」と。私は昭和24年生
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根のところに縛っていた。昔は木戸銭、入場料を取ってやった。昔

は筵を敷いて見たんだけど、今は椅子になっている。

2. 歌舞伎舞台の復活とからくりの操作

　復活するに当たっては、見たことない状況でやるのは大変なこと。

　襖の復元修理もしなくてはならない、箱はあったがボロの杉の

箱だったのできれいな箱をつくったりしまう場所をつくったり、襖

の欄間も傷んでいるので。今度は操作が分からない、年配の人に

聞いても携わっていない人は分からない。我々の世代では舘さん

の方が先輩だから、舘さんらと一緒に公民館を建てたんだけども、

建設委員会が保存委員会という形になって、これから残していくに

はある程度若い人にも入ってもらおうと。

　これだけの行事をやるというのには皆の協力の積み重ねだから、

簡単にはい、じゃあ、というわけにはいかないから、どこでも苦労す

ると思うんだけど。復活するに当たって、益子の役場にも紹介して

もらって、茨城県の塩子 (しおご、現常陸大宮市) を見に行ったけ

ど、歌舞伎といっても我々のとは違う。最初は苦労した。襖を直した

りしなくちゃならない、金のかかるものだから、ここらの欄間 (花道

の横で客席側の足下の壁と前舞台の客席側から見て奥の箇所) 

の補修だって100万近くかかった。襖の紙を経師屋さんに直しても

らって、建具をベニヤで裏をつくって貼った。絵はもともとあったも

のだが傷んでいたので直してもらって、4間の寸法に合わせてつ

くってもらった。

　なかなか最初は大変だった。皆さんが協力してやろうということ

になったからできたけれども、切り出しからやったんだから。神社

のところの丸太4本を皆で協力して切って、協力して持ってきて利

用してやった。直径60センチほどの丸太で、三ノ宮神社に穴を掘っ

てあるんですよ、前舞台の土台として固定できるように。上は30セ

ンチの角物でつないで梁をとばしている。片方の屋根が一段高く

なっていて、6尺間につかをたてて入れて竹を縛っている。

　操作に関してどうして上げるんだろう、滑車で持ち上げたり、く

るっと回る操作、デンガクというのだけど、それがどうするのだろう、

といったときに、私は若いころ東京で建具づくりの経験があったの

で、くるっと回すんだから真ん中に1本釘を通してひもを引っ張れ

ばよい。そうかといって外れないとうまくない、上げたり外してしまう

こともあるんだから、建具は後から入れるもので理屈は同じだから、

上を長くして下を短くする、ヒキワケに関しては溝のレールがある

から、それを縦に2本長いのをつくった。一番前は上へ滑車を使っ

てロープを使って4間分の襖を一気に上げる。

　舞台には段差があり、一番下 (前舞台) は4尺、その奥は1尺5寸

ぐらい上がっていて、2段上がったところから勾配になっている。そ

このところで襖絵が滑車を使ってアオリで平らに上がっていくと、

その先に45センチぐらい奥に建具があって、それがヒキワケの襖絵

で一枚の絵がある。横に溝がついているからぐーっと引っ張ってい

くと絵が変わる。その奥2尺ぐらいあいたところにくるっと回るやつ、

これがデンガク。3段階の変化がある。アオリ、ヒキワケ、回転と3種

類の襖絵のからくりがある。くるっと回してまっすぐのところで止ま

ると後ろが見え、ここにロウソクがある。両方から糸と糸で吊った板

にロウソクを立て、ロウソクには火がついているから揺れ、開けたと

きに夜になると明るく見える。一番最後、ここの絵は全部襖が入っ

ている。これは入れっぱなし。この絵が裏表で全部で100枚ぐらい

ある。裏表あって絵が違う、背景画が2種類ある。襖絵は三ノ宮神

社の前の蔵にしまってあったもので、部落のもの。

　問題は、最初はそういうのが分からなかったから、操作をどうす

るか、それが一番。私が自治会長のときが最初だから、4年に1回や

ろうという話で3回やってきたが、何回かやるうちにある程度はわ

かるようになってきた。

3. 復活後の歌舞伎舞台のこと

　前は屋根に張るテント生地がなかった、お金がないのでブルー

シートでやったが、テントをつくろうということになった、雨降ったら

どうにもならなくなるので。台風の時期や農家の稲刈りの時期は

できない、今でこそ機械だから農作業が早くなったので昔ほどで

はないが、雨が降ったら寒いのでテントをつくった。

　この時期 (10月下旬) 、5時頃には寒くなっちゃうので、早いうち

に子どもの太鼓とか妙伝寺の神楽とかをやっていったんだけど、

最後がこの芝居。確かに夜の方がきれいなのだが、残念ながら5

時頃になると、けっこう入っていたのが寒いからパラパラ帰っちゃ

う、これも課題だな。一番いいときにお客さんが出ていっちゃうとい

うのは寂しい、役者さんだっていっぱいでやった方が張り合いが

ある、そういう課題もあるのかなと思っている。ここには歌舞伎の役

者がいないので、2回目は佐野の葛生 (くずう) 、1回目と3回目は船

生 (ふにゅう、現塩谷町) のかぶき村から来てもらった。同じ所ば

かりでは、と思って2回目は葛生にしたが、我 も々予算があるから。

葛生は来てもらうのに150～160万もかかる、音響も高い、船生の

場合は30万、また頼んでくださいと言われた。昔は、演者のための

宿がなかったので、地域の方の自宅に寝泊まりしていた。

4. 舞台制作の担い手のこと

　舞台解体時にイシカワさんがけがをしてしまい、高いところでの

作業を若い人にやってもらうのが課題。前回は大工が3人いたが

今は2人になり、高いところでできる人がいない。

 (萩原| 縛りの技術を持っている方は?) 

　農家で縛れる人もいる。下のナス畑のクリマさんができる、三ノ

宮神社の境内入り口ののぼり旗が落ちていて直したことがある。

舞台で使う材料は山本・大郷戸の補助事業で松本地区の分を

使った。

　丸太は山から切って、あとの角材等は、材木屋で買った。竹は毎

回若い人が切ってくる。丸太・つか・板は番号を付けて蔵にしまっ

てある。番付表が蔵の上の部分に書いてあるが、建て方に関して

は大工が指図しないと分からない。大工以外で10人かそこらが

登って屋根をしばる。大工だから全部できるわけではなく、地域で

役割分担している。

5. 彫刻屋台と太々神楽

　ここの部落に屋台もある。彫刻屋台。原にもある。本郷にはない、

昔はあったが川にぶっこんだという話を聞いたことがある。彫刻は

原の方が良いが、松本は仏壇式といって一段高い。屋台を載せる

土台が三段になっていて、土台が二段の原の屋台より高さが高い。

何年もしまってあったが、お囃子の太鼓がいなかったので、お囃子

会の会長で農業委員の鈴木さんが子どもに教えた。

　屋台は組み立て式で、小屋にしまうために解体すれば小さくな

るが、大工ではない人や、やったことのない人が毎年組み立て直

すと無理に叩いたりして傷むので、組み立てたまましまえる小屋を

神社の脇につくって、車を浮かしてしまってある。

　7月末頃の日曜日に3地区合同で八坂神社のお祭り。屋台は昼

に集まり、夕方に各地区に戻る。本郷の屋台はトラックの荷台。

　山本 (原・松本・本郷) で、若い人達が、山若という会をつくって、

最初の会長が屋台をつくりたいと相談に来て、私が家の庭でつ

くった。それを3年ぐらい前に益子の (本通りで開催の) お祭りに

持って行った。今は解散して、つくった屋台は蔵に置きっぱなし。こ

れだけまとまる地域はない。協力心が強い。

　原・松本・本郷が集まって八幡神社の太々神楽をやっている。

本郷の有田さんが会長で、保存会・育てる会として宮崎県の高千

穂へ行ったりした。この地域は、協力をし合えるいい地域。

6. 大郷戸のこと

　昔は大郷戸ダムの上流をさかのぼって遠足に行った。「長者橋」

という沢を越える石があるが、茨城県側になるようだ。そのあたり

の開拓団の人は茨城の学校に行っていた。

　廣田茂十郎さんから奥のダムの下に電気が入ったのは中学生

の頃で、子どもの頃はおっかない場所だった。

松本農村歌舞伎舞台、配置図とからくりについて



番付表について (事務局・注) 
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種にわたる。あくまで歌舞伎の役者がいないということ。

まれなので3歳だったが、おふくろに連れられて行ったんだと思う、

花道から出てくるところをかすかに覚えているだけで、ほかは全く

記憶がない。

　昔は舞台をよそに貸していた。いとこが住職をしている岩間町 

(現笠間市) の愛宕山の神社の下、不動院という寺に舞台を貸し

たこともあった。運ぶのは馬車だった。茂木町の深沢にも貸したよ

うな話を聞いた。妙伝寺の裏の八坂神社でもやったと聞いた。

　叔父が歌舞伎舞台を描いてくれたものを見ながら復活させよう

としたとき、舞台の下の部分が、三ノ宮神社の下に、一段低いとこ

ろが残っていた。襖は、倉の中にしまってあった。昔は、「ながら」と

いう杉の木の間伐材みたいな細い棒を梁として使っていた。筵を
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記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局
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としたとき、舞台の下の部分が、三ノ宮神社の下に、一段低いとこ

ろが残っていた。襖は、倉の中にしまってあった。昔は、「ながら」と

いう杉の木の間伐材みたいな細い棒を梁として使っていた。筵を

屋根にかけた。屋根は、昔は後ろから太い木で吊っていた。今は角

物で束をたてているが、昔はこういうことができなかった。筵は屋

　松本で、大工をしている片岡正男 (かたおかまさお) さん。大工の

技術と経験を活かし農村歌舞伎舞台の復活に力を注いだ。

1. 昔の農村歌舞伎のこと

　農村歌舞伎を復活しようといったとき、私らは見たことない、どう

いうかたちをしているのか全く分からない。ところが私のおじがここ

出身だから、松本には振興会とかいう会があったそうなんですよ、

歌舞伎の舞台がどういう形をしていたか、おじが描いてきてくれた。

「建物がこういうふうになっていたんだよ」と。たまたま私のおふくろ

の実家が岩瀬町 (現桜川市) の門毛 (かどげ) で、そこに行ってお

ふくろの親戚の婿とりさんが「門毛でも農村歌舞伎舞台の設営を

やったんだ」と、「いつやったんだ」と聞いたら「昭和27年に実家の

すぐ近くの採石場の入り口のところでやった」と。私は昭和24年生

根のところに縛っていた。昔は木戸銭、入場料を取ってやった。昔

は筵を敷いて見たんだけど、今は椅子になっている。

2. 歌舞伎舞台の復活とからくりの操作

　復活するに当たっては、見たことない状況でやるのは大変なこと。

　襖の復元修理もしなくてはならない、箱はあったがボロの杉の

箱だったのできれいな箱をつくったりしまう場所をつくったり、襖

の欄間も傷んでいるので。今度は操作が分からない、年配の人に

聞いても携わっていない人は分からない。我々の世代では舘さん

の方が先輩だから、舘さんらと一緒に公民館を建てたんだけども、

建設委員会が保存委員会という形になって、これから残していくに

はある程度若い人にも入ってもらおうと。

　これだけの行事をやるというのには皆の協力の積み重ねだから、

簡単にはい、じゃあ、というわけにはいかないから、どこでも苦労す

ると思うんだけど。復活するに当たって、益子の役場にも紹介して

もらって、茨城県の塩子 (しおご、現常陸大宮市) を見に行ったけ

ど、歌舞伎といっても我々のとは違う。最初は苦労した。襖を直した

りしなくちゃならない、金のかかるものだから、ここらの欄間 (花道

の横で客席側の足下の壁と前舞台の客席側から見て奥の箇所) 

の補修だって100万近くかかった。襖の紙を経師屋さんに直しても

らって、建具をベニヤで裏をつくって貼った。絵はもともとあったも

のだが傷んでいたので直してもらって、4間の寸法に合わせてつ

くってもらった。

　なかなか最初は大変だった。皆さんが協力してやろうということ

になったからできたけれども、切り出しからやったんだから。神社

のところの丸太4本を皆で協力して切って、協力して持ってきて利

用してやった。直径60センチほどの丸太で、三ノ宮神社に穴を掘っ

てあるんですよ、前舞台の土台として固定できるように。上は30セ

ンチの角物でつないで梁をとばしている。片方の屋根が一段高く

なっていて、6尺間につかをたてて入れて竹を縛っている。

　操作に関してどうして上げるんだろう、滑車で持ち上げたり、く

るっと回る操作、デンガクというのだけど、それがどうするのだろう、

といったときに、私は若いころ東京で建具づくりの経験があったの

で、くるっと回すんだから真ん中に1本釘を通してひもを引っ張れ

ばよい。そうかといって外れないとうまくない、上げたり外してしまう

こともあるんだから、建具は後から入れるもので理屈は同じだから、

上を長くして下を短くする、ヒキワケに関しては溝のレールがある

から、それを縦に2本長いのをつくった。一番前は上へ滑車を使っ

てロープを使って4間分の襖を一気に上げる。

　舞台には段差があり、一番下 (前舞台) は4尺、その奥は1尺5寸

ぐらい上がっていて、2段上がったところから勾配になっている。そ

このところで襖絵が滑車を使ってアオリで平らに上がっていくと、

その先に45センチぐらい奥に建具があって、それがヒキワケの襖絵

で一枚の絵がある。横に溝がついているからぐーっと引っ張ってい

くと絵が変わる。その奥2尺ぐらいあいたところにくるっと回るやつ、

これがデンガク。3段階の変化がある。アオリ、ヒキワケ、回転と3種

類の襖絵のからくりがある。くるっと回してまっすぐのところで止ま

ると後ろが見え、ここにロウソクがある。両方から糸と糸で吊った板

にロウソクを立て、ロウソクには火がついているから揺れ、開けたと

きに夜になると明るく見える。一番最後、ここの絵は全部襖が入っ

ている。これは入れっぱなし。この絵が裏表で全部で100枚ぐらい

ある。裏表あって絵が違う、背景画が2種類ある。襖絵は三ノ宮神

社の前の蔵にしまってあったもので、部落のもの。

　問題は、最初はそういうのが分からなかったから、操作をどうす

るか、それが一番。私が自治会長のときが最初だから、4年に1回や

ろうという話で3回やってきたが、何回かやるうちにある程度はわ

かるようになってきた。

3. 復活後の歌舞伎舞台のこと

　前は屋根に張るテント生地がなかった、お金がないのでブルー

シートでやったが、テントをつくろうということになった、雨降ったら

どうにもならなくなるので。台風の時期や農家の稲刈りの時期は

できない、今でこそ機械だから農作業が早くなったので昔ほどで

はないが、雨が降ったら寒いのでテントをつくった。

　この時期 (10月下旬) 、5時頃には寒くなっちゃうので、早いうち

に子どもの太鼓とか妙伝寺の神楽とかをやっていったんだけど、

最後がこの芝居。確かに夜の方がきれいなのだが、残念ながら5

時頃になると、けっこう入っていたのが寒いからパラパラ帰っちゃ

う、これも課題だな。一番いいときにお客さんが出ていっちゃうとい

うのは寂しい、役者さんだっていっぱいでやった方が張り合いが

ある、そういう課題もあるのかなと思っている。ここには歌舞伎の役

者がいないので、2回目は佐野の葛生 (くずう) 、1回目と3回目は船

生 (ふにゅう、現塩谷町) のかぶき村から来てもらった。同じ所ば

かりでは、と思って2回目は葛生にしたが、我 も々予算があるから。

葛生は来てもらうのに150～160万もかかる、音響も高い、船生の

場合は30万、また頼んでくださいと言われた。昔は、演者のための

宿がなかったので、地域の方の自宅に寝泊まりしていた。

4. 舞台制作の担い手のこと

　舞台解体時にイシカワさんがけがをしてしまい、高いところでの

作業を若い人にやってもらうのが課題。前回は大工が3人いたが

今は2人になり、高いところでできる人がいない。

 (萩原| 縛りの技術を持っている方は?) 

　農家で縛れる人もいる。下のナス畑のクリマさんができる、三ノ

宮神社の境内入り口ののぼり旗が落ちていて直したことがある。

舞台で使う材料は山本・大郷戸の補助事業で松本地区の分を

使った。

　丸太は山から切って、あとの角材等は、材木屋で買った。竹は毎

回若い人が切ってくる。丸太・つか・板は番号を付けて蔵にしまっ

てある。番付表が蔵の上の部分に書いてあるが、建て方に関して

は大工が指図しないと分からない。大工以外で10人かそこらが

登って屋根をしばる。大工だから全部できるわけではなく、地域で

役割分担している。
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5. 彫刻屋台と太々神楽

　ここの部落に屋台もある。彫刻屋台。原にもある。本郷にはない、

昔はあったが川にぶっこんだという話を聞いたことがある。彫刻は

原の方が良いが、松本は仏壇式といって一段高い。屋台を載せる

土台が三段になっていて、土台が二段の原の屋台より高さが高い。

何年もしまってあったが、お囃子の太鼓がいなかったので、お囃子

会の会長で農業委員の鈴木さんが子どもに教えた。

　屋台は組み立て式で、小屋にしまうために解体すれば小さくな

るが、大工ではない人や、やったことのない人が毎年組み立て直

すと無理に叩いたりして傷むので、組み立てたまましまえる小屋を

神社の脇につくって、車を浮かしてしまってある。

　7月末頃の日曜日に3地区合同で八坂神社のお祭り。屋台は昼

に集まり、夕方に各地区に戻る。本郷の屋台はトラックの荷台。

　山本 (原・松本・本郷) で、若い人達が、山若という会をつくって、

最初の会長が屋台をつくりたいと相談に来て、私が家の庭でつ

くった。それを3年ぐらい前に益子の (本通りで開催の) お祭りに

持って行った。今は解散して、つくった屋台は蔵に置きっぱなし。こ

れだけまとまる地域はない。協力心が強い。

　原・松本・本郷が集まって八幡神社の太々神楽をやっている。

本郷の有田さんが会長で、保存会・育てる会として宮崎県の高千

穂へ行ったりした。この地域は、協力をし合えるいい地域。

6. 大郷戸のこと

　昔は大郷戸ダムの上流をさかのぼって遠足に行った。「長者橋」

という沢を越える石があるが、茨城県側になるようだ。そのあたり

の開拓団の人は茨城の学校に行っていた。

　廣田茂十郎さんから奥のダムの下に電気が入ったのは中学生

の頃で、子どもの頃はおっかない場所だった。



上野百合子さん (左) 、上野ふみさん (中) 

り、下屋等ではない一つ屋根の下にいた。玄関の隣が馬小屋で、

その先にお勝手があった。「馬は出したり、入ったりしないと行けな

いから、馬のほうが良い所にいたのだよ。人間何でも食べるから、

馬を売るときは、食われてしまうのかと思い悲しかった...悔しかっ

た...。」畑を耕すのに馬を使っていた。馬に、当時の耕耘機のバッ

コ (馬耕) を引かせていた。今は上野家に、馬耕はないです。バッコ

とは馬に引かせる、片刃の耕耘機。その馬を操舵するのは、ハナト

リが行っていた。ハナトリとは、竹の棒等を使い、馬を操舵する人

のことを言います。主に仕事ができない人、子供等がやっていた。

今60歳ぐらいの方は、小学校ぐらいの子どものときには、ハナトリ

をしていた。耕した畑で、昔から米とタバコを作っていた。タバコは

ダルマと第4黄色種、現在は第4黄色種のみ。タバコの栽培と同時

に馬の食料にするために、鍬で畝を作り、タバコを植えた畝の間に

　農業を営んでいる、茨城県の門毛から大郷戸へ嫁いできた上

野 (うえの) ふみさんと、大郷戸へ嫁いできた嫁の百合子 (ゆりこ) 

さん。

1. 馬がいた頃の生活と農業

ふみさん| 嫁に来るときに、馬車に乗せられ、山を越えて暗い中、

茨城県の門毛から連れて来られた。「どこに連れて行かれるのだろ

う」と、暗い闇の中、馬車に乗せられながら、不安だった。こっちに

連れて来られるまで、旦那さんには、一度も会ったことはなく、仲人

が、話をまとめて連れて来られた。昔は、仲人の方が結婚の話をま

とめていた。一向宗と天台宗の方との結婚はよくないものだった。

当時は、何でもかんでも馬がいなくては生活できなかった。馬は一

緒の家にいた。玄関脇に馬屋があって玄関の敷居を跨ぐと馬がお
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麦も同時に育てていた。タバコの葉の収穫の前に馬の餌にするた

めなので、麦にある程度穂が出たら収穫して同時二毛作のような

ものをしていた。田植えは6月頃からやっていた。遅い人は7月頃に

なっていた。茶綿と白綿は、門毛の実家では育てていた。種を機械

で採っていた、紡いで自分で寝まき等を作ったりしていた。それは

残っている。茨城県桜川市 (旧大和村) の雨引に紺屋があって、行

くのに一日かかった。歩きで行ったり、子どもの頃サイズの合わな

い自転車を使って行ったりした。 (廣瀬が日下田正さんから聞いた

茶綿の話をすると、思い出しながら歌うように)  「きれえ～でな～

はなびら～うす～くてな～。」

2. 五輪の塔と大郷戸の歴史

　五輪の塔の場所の辺りは、でかいお寺があった場所。この辺の
人は、「テラヤシキ」と呼ぶ。そこの山は、アンドッポ、アンドッポヤマ

とこの辺では言われている。五輪の塔が見つかったのは、私がお

嫁に来てから。戦時中に、食糧を沢山送らないといけないため、所

有している田畑だけでは足らないからと、営林署が安く土地を払

い下げてくれた。そこを耕作していると芝が生えている箇所が一部

だけあり、そこに木が一本だけ生えており、周りを大事に掘ってい

たら平らな石と骨壺みたいのが出た。その辺りをそのまま掘り起こ

していったら沢山石が出てきた。他の国からの石か、外から来た良

い石だということで、その話を聞きつけ、外から沢山人が来て、金

棒でつついて歩いては、掘り起こして持って行ってしまった。 昔は

沢山大きなものがあったが、立派な大きなものから持って行かれ

てしまった。今あるものは当時残っていたものを、ヒロタゲンタロウ

さんが中心になって積み重ね直した。五輪の塔がある所が元に

あった場所ではありません。払い下げになった土地を畑にしてい

たが、畑をやめるときに、耕作をやめると荒れてしまったので一反

か二反程、畑だった所に、もともと畑にしているから管理が楽だと

檜を植えたが、フジンボ (藤ツル) がはびこってしまった。

百合子さん| 戸数が28軒ぐらいしかないのに大字を名乗れるの

は、「テラヤシキ」にあるように大きなお寺があったからではないの

かな。

ふみさん| もともとは、この辺には、7軒しかなかった。この辺は、吉

沢さん、上野さん、黒崎さんがいた。

百合子さん| 大郷戸の公民館は、もともとは学校だったものを移

築した。

ふみさん| 金比羅神社は、11月15日がお祭りですが、今では前後

の日曜日に行う。甘酒を振る舞っていた。参道の中ほどにしめ縄が

掛かっている。祭りのことを、この辺はマチというので、コンピラマチ

という。

百合子さん| 何かというとこの辺は、甘酒ですね。贅沢品だったの

でしょうね。身体あったまるし。

ふみさん| ドブロクを隠れて作っちゃ悪いんだが隠れて作ってん

だよね…。ただ臭うから…。

3. 緩やかな地形と山のこと

　大郷戸ダムのできる前は杉山だったんだ。

(廣瀬| ダムというより緩やかでため池みたいなものではないでしょ

うか?）

百合子さん| 昔の谷底をいじった感じ。ダム攫いをした。枯れてく

ると株が見えてくる。水を抜くんですよ。ため池みたいなもんですよ。

生態調査で、大きな魚を調べたりして。

　ダムの先はずっと山、富谷観音 (茨城県桜川市、旧岩瀬町） に

抜けて行く獣道があるとお父さんが話していた。あるのはあるのだ

ろうけど今は、ずっと使ってないから。

(萩原| 昔は茨城県側との繋がりが深かったのでしょうか?）

　一本の道で繋がっているから往来は益子の中心地より、茨城県

に行ったのでは…。真岡も門毛も山越えしないから行き来しやす

かったのではないでしょうか。

ふみさん| 緩やかに山本と門毛は繋がっている。山越えというより

も、緩やかに繋がっている。

百合子さん| この辺は、猪がよく出る。福島の原発事故があるまで

は、山に入り落ち葉攫いをして、落ち葉を堆肥にして畑を作ってい

た。セシウム等の問題により原発事故から山に入らなくなった。あ

れから3年経ち山が荒れて、山には入れなくなっていると思います。

その落ち葉を堆肥にする時の熱で種から発芽させていた。落ち葉

集めで「まっつあら」をおじいちゃんはできていた、私の頃は、落ち

葉を袋に入れて、転がして下ろした。今は、東電から堆肥を補償さ

れている。



記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局

り、下屋等ではない一つ屋根の下にいた。玄関の隣が馬小屋で、

その先にお勝手があった。「馬は出したり、入ったりしないと行けな

いから、馬のほうが良い所にいたのだよ。人間何でも食べるから、

馬を売るときは、食われてしまうのかと思い悲しかった...悔しかっ

た...。」畑を耕すのに馬を使っていた。馬に、当時の耕耘機のバッ

コ (馬耕) を引かせていた。今は上野家に、馬耕はないです。バッコ

とは馬に引かせる、片刃の耕耘機。その馬を操舵するのは、ハナト

リが行っていた。ハナトリとは、竹の棒等を使い、馬を操舵する人

のことを言います。主に仕事ができない人、子供等がやっていた。

今60歳ぐらいの方は、小学校ぐらいの子どものときには、ハナトリ

をしていた。耕した畑で、昔から米とタバコを作っていた。タバコは

ダルマと第4黄色種、現在は第4黄色種のみ。タバコの栽培と同時

に馬の食料にするために、鍬で畝を作り、タバコを植えた畝の間に

　農業を営んでいる、茨城県の門毛から大郷戸へ嫁いできた上

野 (うえの) ふみさんと、大郷戸へ嫁いできた嫁の百合子 (ゆりこ) 

さん。

1. 馬がいた頃の生活と農業

ふみさん| 嫁に来るときに、馬車に乗せられ、山を越えて暗い中、

茨城県の門毛から連れて来られた。「どこに連れて行かれるのだろ

う」と、暗い闇の中、馬車に乗せられながら、不安だった。こっちに

連れて来られるまで、旦那さんには、一度も会ったことはなく、仲人

が、話をまとめて連れて来られた。昔は、仲人の方が結婚の話をま

とめていた。一向宗と天台宗の方との結婚はよくないものだった。

当時は、何でもかんでも馬がいなくては生活できなかった。馬は一

緒の家にいた。玄関脇に馬屋があって玄関の敷居を跨ぐと馬がお
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麦も同時に育てていた。タバコの葉の収穫の前に馬の餌にするた

めなので、麦にある程度穂が出たら収穫して同時二毛作のような

ものをしていた。田植えは6月頃からやっていた。遅い人は7月頃に

なっていた。茶綿と白綿は、門毛の実家では育てていた。種を機械

で採っていた、紡いで自分で寝まき等を作ったりしていた。それは

残っている。茨城県桜川市 (旧大和村) の雨引に紺屋があって、行

くのに一日かかった。歩きで行ったり、子どもの頃サイズの合わな

い自転車を使って行ったりした。 (廣瀬が日下田正さんから聞いた

茶綿の話をすると、思い出しながら歌うように)  「きれえ～でな～

はなびら～うす～くてな～。」

2. 五輪の塔と大郷戸の歴史

　五輪の塔の場所の辺りは、でかいお寺があった場所。この辺の
人は、「テラヤシキ」と呼ぶ。そこの山は、アンドッポ、アンドッポヤマ

とこの辺では言われている。五輪の塔が見つかったのは、私がお

嫁に来てから。戦時中に、食糧を沢山送らないといけないため、所

有している田畑だけでは足らないからと、営林署が安く土地を払

い下げてくれた。そこを耕作していると芝が生えている箇所が一部

だけあり、そこに木が一本だけ生えており、周りを大事に掘ってい

たら平らな石と骨壺みたいのが出た。その辺りをそのまま掘り起こ

していったら沢山石が出てきた。他の国からの石か、外から来た良

い石だということで、その話を聞きつけ、外から沢山人が来て、金

棒でつついて歩いては、掘り起こして持って行ってしまった。 昔は

沢山大きなものがあったが、立派な大きなものから持って行かれ

てしまった。今あるものは当時残っていたものを、ヒロタゲンタロウ

さんが中心になって積み重ね直した。五輪の塔がある所が元に

あった場所ではありません。払い下げになった土地を畑にしてい

たが、畑をやめるときに、耕作をやめると荒れてしまったので一反

か二反程、畑だった所に、もともと畑にしているから管理が楽だと

檜を植えたが、フジンボ (藤ツル) がはびこってしまった。

百合子さん| 戸数が28軒ぐらいしかないのに大字を名乗れるの

は、「テラヤシキ」にあるように大きなお寺があったからではないの

かな。

ふみさん| もともとは、この辺には、7軒しかなかった。この辺は、吉

沢さん、上野さん、黒崎さんがいた。

百合子さん| 大郷戸の公民館は、もともとは学校だったものを移

築した。

ふみさん| 金比羅神社は、11月15日がお祭りですが、今では前後

の日曜日に行う。甘酒を振る舞っていた。参道の中ほどにしめ縄が

掛かっている。祭りのことを、この辺はマチというので、コンピラマチ

という。

百合子さん| 何かというとこの辺は、甘酒ですね。贅沢品だったの

でしょうね。身体あったまるし。

ふみさん| ドブロクを隠れて作っちゃ悪いんだが隠れて作ってん

だよね…。ただ臭うから…。

3. 緩やかな地形と山のこと

　大郷戸ダムのできる前は杉山だったんだ。

(廣瀬| ダムというより緩やかでため池みたいなものではないでしょ

うか?）

百合子さん| 昔の谷底をいじった感じ。ダム攫いをした。枯れてく

ると株が見えてくる。水を抜くんですよ。ため池みたいなもんですよ。

生態調査で、大きな魚を調べたりして。

　ダムの先はずっと山、富谷観音 (茨城県桜川市、旧岩瀬町） に

抜けて行く獣道があるとお父さんが話していた。あるのはあるのだ

ろうけど今は、ずっと使ってないから。

(萩原| 昔は茨城県側との繋がりが深かったのでしょうか?）

　一本の道で繋がっているから往来は益子の中心地より、茨城県

に行ったのでは…。真岡も門毛も山越えしないから行き来しやす

かったのではないでしょうか。

ふみさん| 緩やかに山本と門毛は繋がっている。山越えというより

も、緩やかに繋がっている。

百合子さん| この辺は、猪がよく出る。福島の原発事故があるまで

は、山に入り落ち葉攫いをして、落ち葉を堆肥にして畑を作ってい

た。セシウム等の問題により原発事故から山に入らなくなった。あ

れから3年経ち山が荒れて、山には入れなくなっていると思います。

その落ち葉を堆肥にする時の熱で種から発芽させていた。落ち葉

集めで「まっつあら」をおじいちゃんはできていた、私の頃は、落ち

葉を袋に入れて、転がして下ろした。今は、東電から堆肥を補償さ

れている。



最初は参加してくれなかったが、あるとき、その移住をして来た方

が歩いているときに「農家は仕事に必要なためだが、自分達の場

所以外の所も除草作業をしている。あなたもこの道を歩いているし、

綺麗な景色のほうがいいでしょう」と話をしたら、参加してくれるよ

うになった。地域活動のグループは、4Hクラブ (若手農業従事者) 、

菜の花会、育成会、老人会、自治会があり、どんど焼きも行っている。

　笹沼忠夫 (ささぬまただお) さんは、農業を営みながら、地域の

活動に活発に参加している。

1. 農地水の活動

　本郷・松本環境保全組合で年に2回程、水路の泥上げを行って

いる。また、子どもたちが参加して作成した生き物マップがあり、6

年間調査を行っている。

2. 地域での花植え、草刈りなど

　花植えは、年に2回程、6月と10月にやっている。草刈りは年に3回、

6月・7月・9月にやっている。本郷地区は65戸、松本地区は64戸ある

が、参加率は85%～90%で、参加できない方は前もってやって頂い

ている。この地区に新しく移って来た家族も草刈りに参加している。
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06 山本｜聞き取り 笹沼忠夫さん 「地域の環境整備について」
本郷  笹沼さん宅にて  2014/12/11

記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局

八幡神社にて、山本太々神楽に参加する笹沼忠夫さん



廣田好實さん

た。現在の会長は、舘芳衛さん。落ち葉さらい、枯れた木の伐採、

国から払い下げを受けた山の雑木の伐採、植林、下草刈りを行っ

ている。

2. 開拓団と富谷観音

　現在の大郷戸ダムの奥に朝鮮から引き揚げて来た方々の家が

4、5戸あった。営林署から山を買い取って耕作地にし、沢の石を積

んで土手も作って田んぼにした。

　作付けが良くなかったためなのか、数年後には那須の方に去っ

ていったと聞いた。その内の一軒の荻原さんは水力発電で自家発

電をしていた。

　開拓団の住居があった場所に行くためには長者橋 (ちょうじゃ

ばし) と呼ばれる大きな石があり、その大きな石伝いに沢を渡った。

開拓団の子どもの学校は南飯田 (現桜川市) という茨城県側にあ

り、山を越えるために富谷観音の方に抜けて行く道を作った。富谷

観音には廣田家も何度も参拝し、小学校の時には学校でも参拝し

ていた。

3. 様々な言い伝え

(1) 長者と四十八灯籠と行燈峰 (アンドンポウ) と鏡ドヤの話

　この地域に長者がいた。長者と呼ばれるが、盗賊だか何だか分

からない。長者が住んでいた場所は、ダムが今ある所の手前の山

裾で、チョウジャクボと呼ばれる平らな場所があった。

　鏡で長者の娘が髪を結うために、トンガリ山に四十八の灯籠を

置き、行燈を行燈峰に置き、鏡ドヤと呼ばれる所に鏡を置き、その

鏡の前で長者の娘が髪を結った。

(2) 馬が朱 (シグレ) をつけて帰って来た話

　この話は、私が子どもの頃に叔母から「朝日さす、夕日輝く、うつ

　松本で農業を営んできた廣田好實 (ひろたよしみ) さん。好實さ

んの父が、愛林会を発足し、自身も愛林会の会長を務めあげた。

1. 愛林会のこと

　愛林会は、松本地区の方々で行っていた。私 (70代) の父の代か

ら愛林会は発足した。その当時、私の父は、戦争には行かなかった

ため、愛林会の会長の他、自治会の会長、消防団の活動も行って

いた。

　愛林会は、生活に必要な燃料と煙草を乾燥させるために必要な

燃料としての薪と、煙草を育てるための堆肥にするための落ち葉を、

当時は茨城県の笠間にあった営林署の管理する山から間伐して

もらってきていた。愛林会の会長は、その集めて来た薪の数を揃え、

各家庭に分配していた。いつも私の父は、帳簿を持って山に入り遅

くまで仕事をしていた。当時は、飯炊きするためにも風呂焚きにも薪

は必要で、当時の廣田家には、現在の居間に囲炉裏もあった。その

薪のお礼として笠間の営林署まで、毎年暮れにはお餅を持って

行っていた。当時、刈り払い (下草刈り) をするときには営林署から

依頼され、お金をもらって行っていた。当時の山はきれいだった。し

かし、薪、石炭、灯油という燃料の変遷により、次第に木 を々必要と

することがなくなり、愛林会もそれと共になくなった。営林署より払

い下げを受けた土地として、現在の大郷戸ダムを囲むように、北側

の山裾沿い東西からダムに沿って南の方までを田畑として開墾し

たが、手に余り杉・檜を植林した所も多くある。

　現在の愛林会は、補助金を受ける受け皿として、再度発足され
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06 山本｜聞き取り 廣田好實さん 「愛林会、昔の出来事や言い伝えのこと」
松本  廣田さん宅にて  2015/01/06

ぎの元に埋まっている」と伝え聞いた。沢山の馬を放したら、朱を

つけて帰って来たという話で。埋まっているのは朱が入った壺で、

その壺はどこかにあり、そこに足を突っ込んだ馬に朱がついていた

という内容。財宝伝説のようなもので、この辺からは、五輪の塔や

墓が発掘されることから、そのような話ができたのではないか。

(3) 頬焼如来

　長者の家に、山本の方が女中に行っていた。その女中は富谷観

音にもお参りに行っており、毎日欠かさず長者の家にある如来様

に念仏を唱えていた。長者は、女中に「正月だけは、念仏を唱える

な」と言った。女中はついつい日頃の癖で念仏を唱えてしまったた

め、長者は怒り、熱したヤキゴテを女中に押し付けたが、女中は傷

一つ付かなかった。代わりに如来様の頬にヤキゴテの跡が残り、

血が流れたという言い伝えがある。その如来様は、今でも妙伝寺

にあるというが、見たことはない。

4. 五輪の塔と墓の出土

　五輪の塔と墓が出土した場所は、営林署から払い下げられた

土地。そこの場所は斜面で、沢山の松の大木が立っていた。5人で

開墾していたら石が出てきた。その石は平らで大きなもので、墓の

蓋だった。他に墓石 (仏石) と五輪の塔 (灯籠) が出土したため、

墓は荒らしたくないと営林署に話をしたら、中途半端にやめるわけ

にはいかないから開墾してくれと頼まれ、お祓いをして開墾を続け

た。その墓自体の大きさは、幅は大人が並んで二人分以上、長さは

2mを超えていた。それを支えるものは丸い石。鬼怒川の玉石では

ないかと言われる。出土後に調査に入った人が、鬼怒川の石だと

してもどのように運んだのかは不明で、その当時、年代は分からな

いが、馬もおらず、車輪のついた手押し車もなかったのではないか

と話していた。丸い石はその墓の蓋を支えるために積んであり、底

には細かな石が敷き詰められていた。採掘した際には、その中には

何も入っていなかった。中には宝物も入っていたと思われ、埋める

前に盗まれたのではないかと調査員が話していた。出土した石は、

盗まれたり売られたりして離散してしまった。

　その北側に平らな場所があり、寺があったのではないかと言わ

れていた。発掘をした下の畑は、寺前という名前になり、墓や五輪

の塔、仏石等が出てきたことから、昔寺があった可能性は高いと 

思われる。仏石の形状は、四角いものではなく、町にある碑のよう

に自然の形状をしていた。

(萩原| 骨壺や壺のようなものが出土したと他の方に聞きましたが?) 

　そのようなものは出土しなかった。

5. 水をめぐって

　ダムがないときは、日照りが続くと水が枯れ、水で争いもあった。

私はその当時、水の量を巡って近隣の方と話し合った。同時に水

草を流して同じ勢いに水草が流れる水量にしようと話し、最初はそ

れで行っていたが、すぐに水を止められたことがある。当時は、堰 

(せき) がある所にずっと人がいて番をしていた。その中には、男女

のカップルも多くいた。

6. 俵の検査

　かつて、部落の代表者の家で、俵の検査をしていた。1俵は米を

入れ60kgになる。その入れ物になる俵の重さを確認するために調

査員が来て、重さを量り認定された物だけ米を入れる袋 (包み) と

して認可される。庭の広い代表者の家に俵を持って来て検査をし

ていた。

 

トンガリ山・行燈峰・鏡ドヤの位置関係について (事務局・注) 
　地図上で点を結ぶと三角形に見える。行燈峰より道路を挟んで東側
の山裾に四十八灯籠、現在のダムの手前東側の山裾に鏡ドヤがあった
とのこと。

開拓団の住居があった場所について (事務局・注) 
　地図で確認したところ、その場所は茨城県側に達すると思われる。



記録: 萩原潤 (文責) 、土祭事務局

た。現在の会長は、舘芳衛さん。落ち葉さらい、枯れた木の伐採、

国から払い下げを受けた山の雑木の伐採、植林、下草刈りを行っ

ている。

2. 開拓団と富谷観音

　現在の大郷戸ダムの奥に朝鮮から引き揚げて来た方々の家が

4、5戸あった。営林署から山を買い取って耕作地にし、沢の石を積

んで土手も作って田んぼにした。

　作付けが良くなかったためなのか、数年後には那須の方に去っ

ていったと聞いた。その内の一軒の荻原さんは水力発電で自家発

電をしていた。

　開拓団の住居があった場所に行くためには長者橋 (ちょうじゃ

ばし) と呼ばれる大きな石があり、その大きな石伝いに沢を渡った。

開拓団の子どもの学校は南飯田 (現桜川市) という茨城県側にあ

り、山を越えるために富谷観音の方に抜けて行く道を作った。富谷

観音には廣田家も何度も参拝し、小学校の時には学校でも参拝し

ていた。

3. 様々な言い伝え

(1) 長者と四十八灯籠と行燈峰 (アンドンポウ) と鏡ドヤの話

　この地域に長者がいた。長者と呼ばれるが、盗賊だか何だか分

からない。長者が住んでいた場所は、ダムが今ある所の手前の山

裾で、チョウジャクボと呼ばれる平らな場所があった。

　鏡で長者の娘が髪を結うために、トンガリ山に四十八の灯籠を

置き、行燈を行燈峰に置き、鏡ドヤと呼ばれる所に鏡を置き、その

鏡の前で長者の娘が髪を結った。

(2) 馬が朱 (シグレ) をつけて帰って来た話

　この話は、私が子どもの頃に叔母から「朝日さす、夕日輝く、うつ

　松本で農業を営んできた廣田好實 (ひろたよしみ) さん。好實さ

んの父が、愛林会を発足し、自身も愛林会の会長を務めあげた。

1. 愛林会のこと

　愛林会は、松本地区の方々で行っていた。私 (70代) の父の代か

ら愛林会は発足した。その当時、私の父は、戦争には行かなかった

ため、愛林会の会長の他、自治会の会長、消防団の活動も行って

いた。

　愛林会は、生活に必要な燃料と煙草を乾燥させるために必要な

燃料としての薪と、煙草を育てるための堆肥にするための落ち葉を、

当時は茨城県の笠間にあった営林署の管理する山から間伐して

もらってきていた。愛林会の会長は、その集めて来た薪の数を揃え、

各家庭に分配していた。いつも私の父は、帳簿を持って山に入り遅

くまで仕事をしていた。当時は、飯炊きするためにも風呂焚きにも薪

は必要で、当時の廣田家には、現在の居間に囲炉裏もあった。その

薪のお礼として笠間の営林署まで、毎年暮れにはお餅を持って

行っていた。当時、刈り払い (下草刈り) をするときには営林署から

依頼され、お金をもらって行っていた。当時の山はきれいだった。し

かし、薪、石炭、灯油という燃料の変遷により、次第に木 を々必要と

することがなくなり、愛林会もそれと共になくなった。営林署より払

い下げを受けた土地として、現在の大郷戸ダムを囲むように、北側

の山裾沿い東西からダムに沿って南の方までを田畑として開墾し

たが、手に余り杉・檜を植林した所も多くある。

　現在の愛林会は、補助金を受ける受け皿として、再度発足され
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ぎの元に埋まっている」と伝え聞いた。沢山の馬を放したら、朱を

つけて帰って来たという話で。埋まっているのは朱が入った壺で、

その壺はどこかにあり、そこに足を突っ込んだ馬に朱がついていた

という内容。財宝伝説のようなもので、この辺からは、五輪の塔や

墓が発掘されることから、そのような話ができたのではないか。

(3) 頬焼如来

　長者の家に、山本の方が女中に行っていた。その女中は富谷観

音にもお参りに行っており、毎日欠かさず長者の家にある如来様

に念仏を唱えていた。長者は、女中に「正月だけは、念仏を唱える

な」と言った。女中はついつい日頃の癖で念仏を唱えてしまったた

め、長者は怒り、熱したヤキゴテを女中に押し付けたが、女中は傷

一つ付かなかった。代わりに如来様の頬にヤキゴテの跡が残り、

血が流れたという言い伝えがある。その如来様は、今でも妙伝寺

にあるというが、見たことはない。

4. 五輪の塔と墓の出土

　五輪の塔と墓が出土した場所は、営林署から払い下げられた

土地。そこの場所は斜面で、沢山の松の大木が立っていた。5人で

開墾していたら石が出てきた。その石は平らで大きなもので、墓の

蓋だった。他に墓石 (仏石) と五輪の塔 (灯籠) が出土したため、

墓は荒らしたくないと営林署に話をしたら、中途半端にやめるわけ

にはいかないから開墾してくれと頼まれ、お祓いをして開墾を続け

た。その墓自体の大きさは、幅は大人が並んで二人分以上、長さは

2mを超えていた。それを支えるものは丸い石。鬼怒川の玉石では

ないかと言われる。出土後に調査に入った人が、鬼怒川の石だと

してもどのように運んだのかは不明で、その当時、年代は分からな

いが、馬もおらず、車輪のついた手押し車もなかったのではないか

と話していた。丸い石はその墓の蓋を支えるために積んであり、底

には細かな石が敷き詰められていた。採掘した際には、その中には

何も入っていなかった。中には宝物も入っていたと思われ、埋める

前に盗まれたのではないかと調査員が話していた。出土した石は、

盗まれたり売られたりして離散してしまった。

　その北側に平らな場所があり、寺があったのではないかと言わ

れていた。発掘をした下の畑は、寺前という名前になり、墓や五輪

の塔、仏石等が出てきたことから、昔寺があった可能性は高いと 

思われる。仏石の形状は、四角いものではなく、町にある碑のよう

に自然の形状をしていた。

(萩原| 骨壺や壺のようなものが出土したと他の方に聞きましたが?) 

　そのようなものは出土しなかった。

5. 水をめぐって

　ダムがないときは、日照りが続くと水が枯れ、水で争いもあった。

私はその当時、水の量を巡って近隣の方と話し合った。同時に水

草を流して同じ勢いに水草が流れる水量にしようと話し、最初はそ

れで行っていたが、すぐに水を止められたことがある。当時は、堰 

(せき) がある所にずっと人がいて番をしていた。その中には、男女

のカップルも多くいた。

6. 俵の検査

　かつて、部落の代表者の家で、俵の検査をしていた。1俵は米を

入れ60kgになる。その入れ物になる俵の重さを確認するために調

査員が来て、重さを量り認定された物だけ米を入れる袋 (包み) と

して認可される。庭の広い代表者の家に俵を持って来て検査をし

ていた。
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『皇麞急』、『雅楽　鳳笙譜』

06 山本｜資料 1   妙伝寺雅楽の音取  ( 楽譜 )

『皇麞急』、『雅楽　鳳笙譜』　提供： 柳一己氏  (原)

妙伝寺雅楽の音取　『雅楽　鳳笙譜』

妙伝寺雅楽の音取　『皇麞急』



06 山本｜資料 2  第 3回松本歌舞伎舞台公演プログラム
第3回松本歌舞伎舞台公演のパンフレット
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第3回松本歌舞伎舞台公演のパンフレット　2012年10月27日　主催： 松本歌舞伎舞台保存事業委員会
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第3回松本歌舞伎舞台公演のパンフレット　2012年10月27日　主催： 松本歌舞伎舞台保存事業委員会

06 山本｜資料 3  松本歌舞伎舞台の作りについての説明
第3回松本歌舞伎舞台公演のパンフレット
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『田野村郷土誌』　1910年頃　発行： 不明　提供： 舘芳衛氏 (松本)

『田野村郷土誌』

06 山本｜資料 4  1910 年頃の方言訛言  ア行の一部
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『田野村郷土誌』　1910年頃　発行： 不明　提供： 舘芳衛氏 (松本)

06 山本｜資料 5  1910 年頃の田野村の地図
『田野村郷土誌』
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ベーハ小屋研究会手書き資料　2009年9月13日　提供： ベーハ小屋研究会 海老原氏

ベーハ小屋研究会手書き資料

06 山本｜資料 6  益子山本地区ベーハ小屋M A P



06 山本｜資料 7  山本大郷戸の民俗についての調査報告書

スライド引用資料　『山本大郷戸の民俗』　1978年6月1日　発行： 早稲田大学日本民俗学研究会　提供： 益子町 町民センター図書室

『山本大郷戸の民俗』
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スライド引用資料　今野裕昭　「現代農村の地域活性化と地域社会の再編」　『専修人間科学論集』 　Vol.1、 No.2

「現代農村の地域活性化と地域社会の再編」

06 山本｜資料 8   山本・大郷戸地区を研究対象にした論文


