
1. 土祭における風土と風景の定義

束の間の一瞬でさえも

豊かな過去を持っている

土曜日の前には自分の金曜日があり

六月の前には自分の五月がある

(…)

この木はポプラ、何十年も前に根を生やした

この川はラバ川、流れはじめたのは

今日や昨日のことではない

茂みの中を通る小道が

踏み固められてできたのは

おとといのことではない

風が雲を吹き散らすためには、その前に

ここに雲を吹き寄せなければならなかった

(…)

　上記は、ポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩

「題はなくてもいい」の一節です。彼女は、私たちが感性をひら

いて目の前の世界を見つめなおすことで確かめられる豊かさが

あると、詩作を通して人びとに生涯呼びかけ続けました。とりわ

け、この詩は風景と風土の成り立ち、そして私たちが風景と風

土を問題にすることの意義の理解に向くと考えられるため、ここ

で引用をしました。『土祭読本』への寄稿、「益子の風景を通し

て風土を読む」においても、同じ目的から引用をしています。

　川が流れ、雲が風に吹き寄せられるのは自然のことであり、

茂みの中を通る小道が踏み固められてできるのは自然に人が

はたらきかけてのこととなります。そのように目の前の風景はか

たちづくられてゆき、私たちは、目の前の土地や人間のいとなみ

の全体を風土と「観る」ようになります。

　土祭において、風土は、ある土地の自然と、自然に人がはたら

きかけてかたちづくってきた豊かな暮しのいとなみ、豊かな暮し

の場の全体を指し、風景は風土の姿を指す、と定義します。ただ

し、音風景などの概念があるように、目に見える土地や自然物

や人間や人工物の姿だけでなく、目に見えない音や香り、場や

物の手触り、趣なども風景に含むものと考えます。

　そして、風土を成り立たせる「暮しのいとなみ」には、生活はも

ちろんのこと祭礼や生業を介した人びとの結びつきなども含ま

れます。それもあって、同じ土地に暮らす人びとの間で、風土の

見方はあるところまで共有されてゆきます。益子の地でいえば、

益子の人びとに共有される身近な世界観、それが益子の風土

像ということになります。

　風土はこのようにさまざまな成因から成り立ちます。それゆえ

に風景の観察を通して風土の成因を見つけ、それらの関係を

考察することで、風土の成り立ちを考えることはできてゆきます。

「益子の風土と風景を読み解くプロジェクト」は、こうした考え

方と方法にもとづいて起案され実践されています。

2. 本書について

　「土祭2015企画書」に記すように、専門家と町民で読み解く益子

の風土を土台として、土祭2015の企画や表現を形にしていく。

　土祭2015の開催を通して、私たちが読み解いてきた益子の風土

に、未来に残せる新しい風土が形成され重ねられていくこと、それ

が「土祭」の本義とも言える。益子全体、そして、地域ごとに細やか

に読み解いて行く過程とそこで浮き彫りにされてくることの記録を

本書にまとめていく。
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02 西明寺

01 上大羽・栗生

06 山本

03 城内・一の沢

11 下大羽

09 大沢・北中

10 七井

08 小宅

13 星の宮

04 道祖土

12 塙

05 新町・田町・内町・生田目
    石並・栗崎・北益子

07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

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

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

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

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

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

地域の区分
地域を13地区に分けて風土・風景を読み解く



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 高松靖子さん 「山の利用と信仰のこと」

聞き取り 小島朗さん・富子さん 「昔の生業と地域の恵み」　　

聞き取り 仁平貞夫さん・コトさん・瑞夫さん 「小泉地区における農業」

聞き取り 仙波司さん 「東田井のお囃子と子どもみこしについて」

聞き取り 永田九一さん 「長堤太々神楽とその舞について」

聞き取り 豊田昌昭さん 「高齢者の雇用とこれからの農業について」

資料 1  東田井屋台売渡し証書 大正7年8月8日

資料 2  地蔵堂、3人の姫の話
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田野地区の概説

　益子町の南西部にあるこの地区は、小貝川が関東平野へと流れ出る西側は真岡市との境、かつてマンガンの鉱

山があった南側は茨城県との境をなす。小貝川沿いを中心に水田稲作地帯が広がるほか、ソバや果樹など様々な

農作物が生産されており、2016年には地区内に道の駅が開業する予定である。
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てくる蛇については、その性はふれられていない。

　6） これらの事実に想像をまじえると、三宮神社は「農業の神」と

同一でありそれが春降りてくるもとの「山の神」の方を向くので

はないか。そして、「山の神」とされる動物が蛇から猪へ変わった

ことと、 (小泉へ水をもたらす、行灯峰を含む背後の山塊ではな

く) 亥の方位を神社が向くことにはなんらか関係がないのか、と

の推測が生じる。

2. 新町、内町の屋台

・ 「新町、内町の屋台が鹿沼でつくられている」との聞き取り記録

を報告したところ、「宇都宮でつくられた」と参加者の高橋正則

氏より指摘を受けた。 (事務局注: 新町彫刻屋台は、文化14年

(1817年) 宇都宮市押切町で建造。内町彫刻屋台は、文政期

(1818年-29年) 宇都宮市新石町製作。あじさい会発行パンフレ

ット『益子祗園祭』 2015年、益子町教育委員会発行『益子町の
文化財』1999年による。)

・ 栃木の藤岡に江戸から屋台彫刻師のイソベ一門と高田一門が

土着した。文化文政年間に日光の五重塔がつくられた当時、彼

らは日光でのその造営にたずさわった。噂として、彼らが折々に

山を下り、小遣い稼ぎに屋台を作ったとも伝え聞く。なお、彼ら

の先祖は東照宮造営時に京都から来たという。 (高橋正則氏)

1. 小泉の三宮神社

・  (拝殿と本殿を結ぶ軸線が根本山に向いているのではないかと

の問題提起に対して) 「戌・亥」 (亥が北寄り) の方角を向いてい

るのではないか。北西方向を向いているが、神様が来る向きであ

るので。 (鈴木利典氏)

・ 同神社の主祭神は 「瓊瓊杵尊  (ににぎのみこと、男性、農業の

神) 」。

・ 廣瀬注: 以下、考察を行う。

　1） 猪 (亥) は五行思想において「山の神」とされる。しかし、これ

は中国からの陰陽五行思想導入後のことで、「山の神」は古くは

蛇であったとされる。

　2） 「作神としての山の神は、春、田に降りて田の神となり、秋、山

に入って山の神となる」 。以上の出典は吉野裕子『陰陽五行と日

本の民俗』人文書院、1983年、177-180頁。

　3） 山本、大郷戸地区には蛇が登場する民話が多く、また蛇と関

連する例もある「長者」の登場する民話 (長者窪) や「長者橋」の

名が付された岩などもある。

　4） 加えて、根本山の麓にたつ観音堂 (真岡市根本) の由来にも

「元応2年 (1320) 」「聖観音と馬頭観音が白蛇・黒蛇に護られて

いた」と、蛇が登場する。

　5） ただし、山の神は女であるのに対して、山本、大郷戸地区の

民話に登場する蛇は男である (若い侍に姿を変えて人間の女と

関係を持つ) 。一方、根本山の観音堂にまつわる言い伝えに出

07 田野|風土・風景を読み解くつどい 談話録
農村環境改善センターにて  2015/01/24  18:30-20:30

3. 東田井の屋台

・ 仙波司氏に、昭和3年と現在の写真 (芳賀町にて撮影) を持参

いただく。

4. ボージボウ

・ 栗崎の子供たちが今も歌える。

・ 土地によって歌詞が少しずつ異なる。 (廣瀬注: 確認し報告す

れば興味を持つ人が少なくないのではないか。) 　

5. 石器片・土器片

・ 小島朗氏に、小泉五領の畑から出た石器片・土器片 (写真は聞

き取りの際に撮影してスライドに使用) を持参いただく。

・ トラクターで深く掘り起こすとけっこう出てくるので捨ててしまう。 

(小島朗氏) 

・ 人の営みがあった、人の住むのに良いところだったということで

は。 (参加者から?) 

6. その他

・ 法師人副町長へ法師人姓に関した質問があった。元は字岡部

にもとづく岡部姓で、その後法師人姓に改められた。

・ つどい終了後、地名の考察を風土風景研究に含めて欲しいとの

要望が二人から寄せられた。

・ 仙波司氏より、何年前から益子町の新町、内町の屋台で東田井

お囃子会が叩き始めたかを知りたいとの要望が寄せられた。

・ 蛍かごは、スライドの中の紹介では、大麦で作られているが、

小麦でも作られている。 (法師人副町長) 
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高松靖子さん  (右)

からそこに登ってお風呂の煙突掃除をしていた。

　山から湧き出てくる水の排水設備も自分たちでつくった。水が溜

まるとポンプで自動的に汲みとり、沢に流れるようになっている。昔

はその沢で洗濯もしていた。今でもおいしく飲めます。水道水よりお

いしいですよ。

　(幹が分かれた桜の木を前に) 昔は、燃料にするために木を切る

と、株から何本も木が出てきてそれを燃料にしていた。この桜なん

かも、燃料にしていた。今は燃料にしないから、たくさんの幹が出て

そのまま育っている。今は、薪を炊飯等に使うこともないし。昔は、

落ち葉も全て拾っていました。

　大さんが退職後に、車の通れる幅の道をブルドーザーで整地し、

私は山沿いの道をシャベルで整えました。道をつくるときは、どこに

行ったら楽に行けるか考えながらつくっているのですよ。

　東田井で、夫の高松大 (たかまつだい) さんと農業を営む高松

靖子 (たかまつやすこ）さんは、自宅にある山を二人で時間を掛け

て手入れしながら山の恵みを活用し、義父から受け継いだ風習を

続けている。自宅の裏山を散策しながらお話を伺った。

1. 裏山の整備のこと

　 (山を登りながら) 山の道づくりは、趣味で少しずつやっていた。

大さんが定年してから本格的に行うようになった。

　家の裏側に段々畑をつくった、掘るとこの辺に石が出てきてその

石を使ってつくった。こっちの土手もつくりました。そういうのが好き

でやっていた。

　裏山を重機で掘って、木を倒して道をつくった。重機でも崩せな

い固い石があるけど。お嫁に来たときに、家の裏まで山裾があった
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(廣瀬| 地形の見方が上手いですね。こういう風に車が使えた方

が、今の時代に合いますし、地形を壊してなくてなだらかに、最新

型の山道というか。) 

　車で道具を運ばなければいけないですからね。たた、なるべく負

担のかからないように緩やかにつくっていった。土留めも、切った

木を使ってね。なだらかにつくって、道路をつくっても負担にならな

いようにと。木と木との間に切った木を並べていた。細い枝を並べ

て、幹の太い所を載せると、細かい枝を抑えることができる。

　山をいじるのは楽しい! 自然の形をできるだけ残したく思ってい

て、山桜があるところは道をそらしてつくった。山をきれいにする目

的は、第一に山桜を残すこと、そのために山をきれいにしているの。

その周りをきれいにして、桜を見るのが山を歩くときの楽しみに、散

歩するときの楽しみにしているから。山桜にはいろいろある、ピンク

色、青みがかかった色、白等もある。

(萩原| 山が明るいですね。) 

　木はよほど、間隔を離して植えないといけない。欲張って植えた

のだけど、みんな木は育つから…。

　ここの道は、刀鍬で道を作ったの、ツルハシみたいのかな。畑で

使うのとは違うかな、大さんが木を切って、私が刀鍬とスコップで

つくったの。 (少し先にあるシイカシを見ながら) この道は、そこのシ

イカシの所までそのまま行けるはずだったんだけど、そこに桜があ

るからこっちを通したの。桜の花見の頃がきれいで。山桜の周りは

きれいに切って、山桜は残してあるの。

2. 動植物と山の利用のこと

　(足下のキンランを見ながら) 今は、まだ黄色が残っていて小さ

いですね。キンランとか山野草に興味のある方は、根こそぎ取って

いっちゃうんですよ。

　斜面は、少しずつ刈っている、夏に刈るといいというが、春に田ん

ぼが終わってから、暇なときに少しずつ草刈りをしている、今年は

こっちの斜面、次はこっちの斜面と少しずつ行っている。冬は木の

葉が落ちると見通しがよくて、春は新緑がきれいですが、夏は緑が

濃くて少し薄気味悪いですね。

　ここは峰境で、人と人の土地に境があった。両端に木を植えて、

その間は共有なの。昔の尾根道、今は誰も手入れしないから、道な

んか分からなくなる。それに今はそういうこと (境界に木を植えるこ

と) をやる人いないですよね。

　キツツキがコンコンコン、キツツキがいる。あっいた、あの松の木、

あそこの松の木、あの朽ち果てた茶色い松の木の先、一番てっぺ

んの方ね。見えます、あの真ん中ですね、コゲラ (キツツキ) がいる。

夢中ですね、木の皮の下に松だから、虫がいるのですね。 (ツルリ

ンドウ) 花が咲いて赤い実がなるんですよ。冬を越し大きくなるとだ

んだん絡んできますよ。色がきれいですね、結構たくさん生えてい

るんですよね。

　大さんが雪の降ったときは、山に登って写真を撮る。幻想的な

写真が撮れるの、他にも雨上がりの景色、田んぼの水が入ってい

るときがきれいなんですよ。雪が降っているときなんて、朝早く登っ

てくるのね。

　もう、何十年も前、頂上付近は松山だった。

(萩原| 松の木は植えたものですか?) 

　自然に生えていたんでしょうね。燃料として植えたのではないと

思いますよ、松枯れで枯れてしまった。松が枯れて上が空いて、枯

れた場所に雑木が生えてきた。

　松の木は残っていないの、昔は、全部松山だった。松喰い虫にや

られたの、そのとき木を切って薬を入れても全然防げなかった。松

林は、燃料にしなかった。

　落ち葉も、燃料だけではなく肥料にしていた。山のない方が来て、

頂きたいとお願いしに来ていた。落ち葉でも、小さなシノでも何でも

束ねて持って帰って行った。昔は火を外で焚くなんて考えられな

かった。今は、薪や木々は、何にも使わない…。

　お風呂を沸かすときに、残った火はこたつの中に入れていた。灰

も捨てませんでしたね。薪から出たその灰も、ちゃんと置く所を決

め溜めておいて肥料として使っていた。

　少しでも大きな薪なんて燃やしていたときは消しつぼを使ってい

た。消しつぼはちゃんと密封できて、少しでも大きな薪があると「消

しつぼに入れなー」ってよくおじいちゃんに言われた。消しつぼに

入れておくと燃えている薪は炭のようになるの。ただ炭より固くない

からすぐに火がつくものになる。

　このくらいかなー、こんなもんですねー (と壺の大きさを手で表

現しながら) 、本当に壺の形をしていて、高さは30cm～40cmで幅

は直径20cm程、蓋がついていた。蓋を閉めて密封するのに、口は

小さい方がいいでしょ。消しつぼは残っていますよ、今でも、バーベ

キューなんかをやったときに使っている。

　昔からネギを蒔いた後、その上に灰を振るの。昔は、石灰なんて

なかったから灰を使っていた。昔は、全部利用しましたからね。

　ただ、薪を使うことは、原発事故の後全部できなくなっちゃった

から…。あれ以降もうだめだって、セシウムも出るから…。それまで

は、風呂を沸かすのは薪だった、でも今は石油ですかね。

　炭焼きをやっていた。趣味でね。でも原発事故以降、使わなく

なった。孟宗竹でつくっていた。竹は増えていっちゃうからね。

　炭はうちの下の池の所でつくっていた。1m程地面を掘って、そ

の中に竹は寝かして、丸太を立てて穴に並べる。その上に枝とかた

くさん載せて火を燃やす。鉄板の上に密封するために、たっぷり土

を載せ、竹の煙突ももちろん取り付けました。

　木酢、竹酢もそのときつくりました。煙突から横に延ばして、溜め

る所をつくって溜めました。煙が消えると液体になるのよ。煙が流

れている間に冷えるのね。飲んでもいいし。

(簑田| 知恵の宝庫ですね。) 

　あとは、犬とか猫のにおい消しに使っています。飲むと酸っぱい

ですね。

3. 薬師様と氏神様
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師様の集落でのお祭りもここでやったと聞いています。

　そのときは、焼き饅頭をつくった。大判焼きみたいなもので、昔は、

お砂糖もないから、餡子でも白餡みたいなものをつくってみんなで
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　お供えする大判焼きみたいなものは、今でもつくります。銅ででき
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　(帰りの途中で) お花見やバーベキューをしたの、ここのしだれ

桜は、小さかったんだけど大きくなった。40年くらい経つ。子どもが
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はおじいちゃんも分からないと言っていたけど、年に一回秋祭りの

とき、お祀りをしている。祠の前に縄で吊るした竹筒に甘酒を入れ

るの。他の家のことはわからないけど、とにかく家はこうやってやる

ようにと言われていた。しめ縄も私がやるようになったんですけど、

しめ縄は若い女の人がやってはいけなかった。

　これは石のお社ですが、私が、竹で柱を立てて藁のお社をつ

くっている。集落のお祭りは11月の15日なのね、それに合せるように、

11日とか12日に作って、お社をつくって、当日にあとのしめ縄とかお

飾りとか甘酒、お赤飯とか持っていく。

　いろいろとやることは、おもしろいんですよ。ただ本当に昔の生活

しかしてないですけど、それだけしか守っていないんで。

　 (藁の社の前で) こちらの社は水神様、7つある氏神様の中で水

神様と弁天様だけ分かるの。
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やったなとか。毎年つくっていて一年で朽ちちゃうから。

　おもしろいんですよね、いろいろやっているとね。藁でつくった社

の前に藁でつくったものを吊るして、しもつかれとか入れてここにぶ

ら下げる。初午の時につくるの。五穀豊穣とお礼とか兼ねて。この

社づくりとかは、おじいちゃんがやっていた。

4. 昔の家のこと

　昔の家は土手のようなものの上に建っていた。今の家の3倍程

の大きさでした。それを全部おじいちゃんの代に沢風が通るんで
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　キンラン (山野草・キンラン、ギンラン、鈴蘭のようなもの)

　蝶のような虫 (越冬する。)
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　ヤブツバキ
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は直径20cm程、蓋がついていた。蓋を閉めて密封するのに、口は

小さい方がいいでしょ。消しつぼは残っていますよ、今でも、バーベ

キューなんかをやったときに使っている。

　昔からネギを蒔いた後、その上に灰を振るの。昔は、石灰なんて

なかったから灰を使っていた。昔は、全部利用しましたからね。

　ただ、薪を使うことは、原発事故の後全部できなくなっちゃった

から…。あれ以降もうだめだって、セシウムも出るから…。それまで

は、風呂を沸かすのは薪だった、でも今は石油ですかね。

　炭焼きをやっていた。趣味でね。でも原発事故以降、使わなく

なった。孟宗竹でつくっていた。竹は増えていっちゃうからね。

　炭はうちの下の池の所でつくっていた。1m程地面を掘って、そ

の中に竹は寝かして、丸太を立てて穴に並べる。その上に枝とかた

くさん載せて火を燃やす。鉄板の上に密封するために、たっぷり土

を載せ、竹の煙突ももちろん取り付けました。

　木酢、竹酢もそのときつくりました。煙突から横に延ばして、溜め

る所をつくって溜めました。煙が消えると液体になるのよ。煙が流

れている間に冷えるのね。飲んでもいいし。

(簑田| 知恵の宝庫ですね。) 

　あとは、犬とか猫のにおい消しに使っています。飲むと酸っぱい

ですね。

3. 薬師様と氏神様

　(かつて薬師様があった場所から下りながら) 昔はここに8畳間2

つくらいの建物があったと聞いています。6月の11日だったかな、薬

師様の集落でのお祭りもここでやったと聞いています。

　そのときは、焼き饅頭をつくった。大判焼きみたいなもので、昔は、

お砂糖もないから、餡子でも白餡みたいなものをつくってみんなで

ここでやったと。おばあちゃんの前の頃、もっと前のことの話、言い

伝えみたいなものかな、薬師様は盗難に遭ってしまったって聞きま

した。今でも小さい祠はあります。薬師様は、目の神様ですね。

　お供えする大判焼きみたいなものは、今でもつくります。銅ででき

た器で、6つ穴があいているんですよ、それで焼くの。うん、もう何十

年、100年使っているじゃないですかね。

　6月10日に薬師様のお堂を開けて、お饅頭をつくって、掃除して、

お花を供えきれいにしたら、お饅頭を供える。6月11日にお参りして、

お供えをして、次の日の午前中に閉める。薬師様は、薬師如来。一

日がかりで大変ですね。今は、白餡ではなくお砂糖入れて美味しく

つくりますよ。ここら辺は2月になると片栗の花がきれいに咲きます

ね。

　(帰りの途中で) お花見やバーベキューをしたの、ここのしだれ

桜は、小さかったんだけど大きくなった。40年くらい経つ。子どもが

小さい頃はお月見をやって。 (ヤブツバキが咲いていて) 今年初め

てですね。

　(現在の薬師様と氏神様の周辺で) 氏神がお家の神様で、氏神

様はたくさんここにいる。全部で7カ所あるんですよ。お伊勢さんと

か、熊野詣とか行くと、必ずお札とかをもらってきて、もうなかなか

行けないからとそれもお祀りした。氏神様がどれがどれだか、全部

はおじいちゃんも分からないと言っていたけど、年に一回秋祭りの

とき、お祀りをしている。祠の前に縄で吊るした竹筒に甘酒を入れ

るの。他の家のことはわからないけど、とにかく家はこうやってやる

ようにと言われていた。しめ縄も私がやるようになったんですけど、

しめ縄は若い女の人がやってはいけなかった。

　これは石のお社ですが、私が、竹で柱を立てて藁のお社をつ

くっている。集落のお祭りは11月の15日なのね、それに合せるように、

11日とか12日に作って、お社をつくって、当日にあとのしめ縄とかお

飾りとか甘酒、お赤飯とか持っていく。

　いろいろとやることは、おもしろいんですよ。ただ本当に昔の生活

しかしてないですけど、それだけしか守っていないんで。

　 (藁の社の前で) こちらの社は水神様、7つある氏神様の中で水

神様と弁天様だけ分かるの。

　藁の社は、藁でお座敷つくってお赤飯を入れる。竹であったり、

シノだったりしてつくった。今年は上手くいったとか、今年は下手

やったなとか。毎年つくっていて一年で朽ちちゃうから。

　おもしろいんですよね、いろいろやっているとね。藁でつくった社

の前に藁でつくったものを吊るして、しもつかれとか入れてここにぶ

ら下げる。初午の時につくるの。五穀豊穣とお礼とか兼ねて。この

社づくりとかは、おじいちゃんがやっていた。

4. 昔の家のこと

　昔の家は土手のようなものの上に建っていた。今の家の3倍程

の大きさでした。それを全部おじいちゃんの代に沢風が通るんで

寒いということで、一年がかりで動かしたの。

　家が貧乏だったので、引き回しの材料もなかった。そのため、台

所の大黒柱をお金の代わりに渡した。台所の方がいい材料使って

いたので…。こんな大きな大黒柱をお金の代わりに大工さんに渡

した。大さんは、それを悔しがっていた。台所は、今でいう軽トラッ

クが大黒柱をグルッと回れるくらいの広さがあり、大黒柱は大人の

人が隠れるくらいのものだった。

　昔は藁屋根だったから、そのそり出しは1m程もあった。材料は

茅と小麦藁を使った。全部葺き替えるのに2町歩くらい必要だった

とおばあちゃんが言っていました。

5. 会話の中の動植物

　オオバチドメ

　山桜 (ピンク・青みがかかった色・白等)

　ナツシャラ

　ヒメシャラ

　カンヒザクラ (沖縄の桜、一番先に咲く桜)

　マンジシャゲ

　ソメイヨシノ

　紅葉

　ヤエ

　サザンカ・白 (質素な白、原種のようなもの)

　サザンカ・赤

　ツルリンドウ　

　片栗

　青ハダ

　オオバギボウシ

　キンラン (山野草・キンラン、ギンラン、鈴蘭のようなもの)

　蝶のような虫 (越冬する。)

　コゲラ (キツツキ)

　リョウブ

　イチョウ

　センブリ

　タモ

　カシ

　檜

　松

　ヤブツバキ



からそこに登ってお風呂の煙突掃除をしていた。

　山から湧き出てくる水の排水設備も自分たちでつくった。水が溜

まるとポンプで自動的に汲みとり、沢に流れるようになっている。昔

はその沢で洗濯もしていた。今でもおいしく飲めます。水道水よりお

いしいですよ。

　(幹が分かれた桜の木を前に) 昔は、燃料にするために木を切る

と、株から何本も木が出てきてそれを燃料にしていた。この桜なん

かも、燃料にしていた。今は燃料にしないから、たくさんの幹が出て

そのまま育っている。今は、薪を炊飯等に使うこともないし。昔は、

落ち葉も全て拾っていました。

　大さんが退職後に、車の通れる幅の道をブルドーザーで整地し、

私は山沿いの道をシャベルで整えました。道をつくるときは、どこに

行ったら楽に行けるか考えながらつくっているのですよ。

　東田井で、夫の高松大 (たかまつだい) さんと農業を営む高松

靖子 (たかまつやすこ）さんは、自宅にある山を二人で時間を掛け

て手入れしながら山の恵みを活用し、義父から受け継いだ風習を

続けている。自宅の裏山を散策しながらお話を伺った。

1. 裏山の整備のこと

　 (山を登りながら) 山の道づくりは、趣味で少しずつやっていた。

大さんが定年してから本格的に行うようになった。

　家の裏側に段々畑をつくった、掘るとこの辺に石が出てきてその

石を使ってつくった。こっちの土手もつくりました。そういうのが好き

でやっていた。

　裏山を重機で掘って、木を倒して道をつくった。重機でも崩せな

い固い石があるけど。お嫁に来たときに、家の裏まで山裾があった

(廣瀬| 地形の見方が上手いですね。こういう風に車が使えた方

が、今の時代に合いますし、地形を壊してなくてなだらかに、最新

型の山道というか。) 

　車で道具を運ばなければいけないですからね。たた、なるべく負

担のかからないように緩やかにつくっていった。土留めも、切った

木を使ってね。なだらかにつくって、道路をつくっても負担にならな

いようにと。木と木との間に切った木を並べていた。細い枝を並べ

て、幹の太い所を載せると、細かい枝を抑えることができる。

　山をいじるのは楽しい! 自然の形をできるだけ残したく思ってい

て、山桜があるところは道をそらしてつくった。山をきれいにする目

的は、第一に山桜を残すこと、そのために山をきれいにしているの。

その周りをきれいにして、桜を見るのが山を歩くときの楽しみに、散

歩するときの楽しみにしているから。山桜にはいろいろある、ピンク

色、青みがかかった色、白等もある。

(萩原| 山が明るいですね。) 

　木はよほど、間隔を離して植えないといけない。欲張って植えた

のだけど、みんな木は育つから…。

　ここの道は、刀鍬で道を作ったの、ツルハシみたいのかな。畑で

使うのとは違うかな、大さんが木を切って、私が刀鍬とスコップで

つくったの。 (少し先にあるシイカシを見ながら) この道は、そこのシ

イカシの所までそのまま行けるはずだったんだけど、そこに桜があ

るからこっちを通したの。桜の花見の頃がきれいで。山桜の周りは

きれいに切って、山桜は残してあるの。

2. 動植物と山の利用のこと

　(足下のキンランを見ながら) 今は、まだ黄色が残っていて小さ

いですね。キンランとか山野草に興味のある方は、根こそぎ取って

いっちゃうんですよ。

　斜面は、少しずつ刈っている、夏に刈るといいというが、春に田ん

ぼが終わってから、暇なときに少しずつ草刈りをしている、今年は

こっちの斜面、次はこっちの斜面と少しずつ行っている。冬は木の

葉が落ちると見通しがよくて、春は新緑がきれいですが、夏は緑が

濃くて少し薄気味悪いですね。

　ここは峰境で、人と人の土地に境があった。両端に木を植えて、

その間は共有なの。昔の尾根道、今は誰も手入れしないから、道な

んか分からなくなる。それに今はそういうこと (境界に木を植えるこ

と) をやる人いないですよね。

　キツツキがコンコンコン、キツツキがいる。あっいた、あの松の木、

あそこの松の木、あの朽ち果てた茶色い松の木の先、一番てっぺ

んの方ね。見えます、あの真ん中ですね、コゲラ (キツツキ) がいる。

夢中ですね、木の皮の下に松だから、虫がいるのですね。 (ツルリ

ンドウ) 花が咲いて赤い実がなるんですよ。冬を越し大きくなるとだ

んだん絡んできますよ。色がきれいですね、結構たくさん生えてい

るんですよね。

　大さんが雪の降ったときは、山に登って写真を撮る。幻想的な

写真が撮れるの、他にも雨上がりの景色、田んぼの水が入ってい

るときがきれいなんですよ。雪が降っているときなんて、朝早く登っ

てくるのね。

　もう、何十年も前、頂上付近は松山だった。

(萩原| 松の木は植えたものですか?) 

　自然に生えていたんでしょうね。燃料として植えたのではないと

思いますよ、松枯れで枯れてしまった。松が枯れて上が空いて、枯

れた場所に雑木が生えてきた。

　松の木は残っていないの、昔は、全部松山だった。松喰い虫にや

られたの、そのとき木を切って薬を入れても全然防げなかった。松

林は、燃料にしなかった。

　落ち葉も、燃料だけではなく肥料にしていた。山のない方が来て、

頂きたいとお願いしに来ていた。落ち葉でも、小さなシノでも何でも

束ねて持って帰って行った。昔は火を外で焚くなんて考えられな

かった。今は、薪や木々は、何にも使わない…。

　お風呂を沸かすときに、残った火はこたつの中に入れていた。灰

も捨てませんでしたね。薪から出たその灰も、ちゃんと置く所を決

め溜めておいて肥料として使っていた。

　少しでも大きな薪なんて燃やしていたときは消しつぼを使ってい

た。消しつぼはちゃんと密封できて、少しでも大きな薪があると「消

しつぼに入れなー」ってよくおじいちゃんに言われた。消しつぼに

入れておくと燃えている薪は炭のようになるの。ただ炭より固くない

からすぐに火がつくものになる。

　このくらいかなー、こんなもんですねー (と壺の大きさを手で表

現しながら) 、本当に壺の形をしていて、高さは30cm～40cmで幅

は直径20cm程、蓋がついていた。蓋を閉めて密封するのに、口は

小さい方がいいでしょ。消しつぼは残っていますよ、今でも、バーベ
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キューなんかをやったときに使っている。

　昔からネギを蒔いた後、その上に灰を振るの。昔は、石灰なんて

なかったから灰を使っていた。昔は、全部利用しましたからね。

　ただ、薪を使うことは、原発事故の後全部できなくなっちゃった

から…。あれ以降もうだめだって、セシウムも出るから…。それまで

は、風呂を沸かすのは薪だった、でも今は石油ですかね。

　炭焼きをやっていた。趣味でね。でも原発事故以降、使わなく

なった。孟宗竹でつくっていた。竹は増えていっちゃうからね。

　炭はうちの下の池の所でつくっていた。1m程地面を掘って、そ

の中に竹は寝かして、丸太を立てて穴に並べる。その上に枝とかた

くさん載せて火を燃やす。鉄板の上に密封するために、たっぷり土

を載せ、竹の煙突ももちろん取り付けました。

　木酢、竹酢もそのときつくりました。煙突から横に延ばして、溜め

る所をつくって溜めました。煙が消えると液体になるのよ。煙が流

れている間に冷えるのね。飲んでもいいし。

(簑田| 知恵の宝庫ですね。) 

　あとは、犬とか猫のにおい消しに使っています。飲むと酸っぱい

ですね。

3. 薬師様と氏神様

　(かつて薬師様があった場所から下りながら) 昔はここに8畳間2

つくらいの建物があったと聞いています。6月の11日だったかな、薬

師様の集落でのお祭りもここでやったと聞いています。

　そのときは、焼き饅頭をつくった。大判焼きみたいなもので、昔は、

お砂糖もないから、餡子でも白餡みたいなものをつくってみんなで

ここでやったと。おばあちゃんの前の頃、もっと前のことの話、言い

伝えみたいなものかな、薬師様は盗難に遭ってしまったって聞きま

した。今でも小さい祠はあります。薬師様は、目の神様ですね。

　お供えする大判焼きみたいなものは、今でもつくります。銅ででき

た器で、6つ穴があいているんですよ、それで焼くの。うん、もう何十

年、100年使っているじゃないですかね。

　6月10日に薬師様のお堂を開けて、お饅頭をつくって、掃除して、

お花を供えきれいにしたら、お饅頭を供える。6月11日にお参りして、

お供えをして、次の日の午前中に閉める。薬師様は、薬師如来。一

日がかりで大変ですね。今は、白餡ではなくお砂糖入れて美味しく

つくりますよ。ここら辺は2月になると片栗の花がきれいに咲きます

ね。

　(帰りの途中で) お花見やバーベキューをしたの、ここのしだれ

桜は、小さかったんだけど大きくなった。40年くらい経つ。子どもが

小さい頃はお月見をやって。 (ヤブツバキが咲いていて) 今年初め

てですね。

　(現在の薬師様と氏神様の周辺で) 氏神がお家の神様で、氏神

様はたくさんここにいる。全部で7カ所あるんですよ。お伊勢さんと

か、熊野詣とか行くと、必ずお札とかをもらってきて、もうなかなか

行けないからとそれもお祀りした。氏神様がどれがどれだか、全部

はおじいちゃんも分からないと言っていたけど、年に一回秋祭りの

とき、お祀りをしている。祠の前に縄で吊るした竹筒に甘酒を入れ

るの。他の家のことはわからないけど、とにかく家はこうやってやる

ようにと言われていた。しめ縄も私がやるようになったんですけど、

しめ縄は若い女の人がやってはいけなかった。

　これは石のお社ですが、私が、竹で柱を立てて藁のお社をつ

くっている。集落のお祭りは11月の15日なのね、それに合せるように、

11日とか12日に作って、お社をつくって、当日にあとのしめ縄とかお

飾りとか甘酒、お赤飯とか持っていく。

　いろいろとやることは、おもしろいんですよ。ただ本当に昔の生活

しかしてないですけど、それだけしか守っていないんで。

　 (藁の社の前で) こちらの社は水神様、7つある氏神様の中で水

神様と弁天様だけ分かるの。

　藁の社は、藁でお座敷つくってお赤飯を入れる。竹であったり、

シノだったりしてつくった。今年は上手くいったとか、今年は下手

やったなとか。毎年つくっていて一年で朽ちちゃうから。

　おもしろいんですよね、いろいろやっているとね。藁でつくった社

の前に藁でつくったものを吊るして、しもつかれとか入れてここにぶ

ら下げる。初午の時につくるの。五穀豊穣とお礼とか兼ねて。この

社づくりとかは、おじいちゃんがやっていた。

4. 昔の家のこと

　昔の家は土手のようなものの上に建っていた。今の家の3倍程

の大きさでした。それを全部おじいちゃんの代に沢風が通るんで

寒いということで、一年がかりで動かしたの。

　家が貧乏だったので、引き回しの材料もなかった。そのため、台

所の大黒柱をお金の代わりに渡した。台所の方がいい材料使って

いたので…。こんな大きな大黒柱をお金の代わりに大工さんに渡

した。大さんは、それを悔しがっていた。台所は、今でいう軽トラッ

クが大黒柱をグルッと回れるくらいの広さがあり、大黒柱は大人の

人が隠れるくらいのものだった。

　昔は藁屋根だったから、そのそり出しは1m程もあった。材料は

茅と小麦藁を使った。全部葺き替えるのに2町歩くらい必要だった

とおばあちゃんが言っていました。

5. 会話の中の動植物

　オオバチドメ

　山桜 (ピンク・青みがかかった色・白等)

　ナツシャラ

　ヒメシャラ

　カンヒザクラ (沖縄の桜、一番先に咲く桜)

　マンジシャゲ

　ソメイヨシノ

　紅葉

　ヤエ

　サザンカ・白 (質素な白、原種のようなもの)

　サザンカ・赤

　ツルリンドウ　

　片栗

　青ハダ

　オオバギボウシ

　キンラン (山野草・キンラン、ギンラン、鈴蘭のようなもの)

　蝶のような虫 (越冬する。)

　コゲラ (キツツキ)

　リョウブ

　イチョウ

　センブリ

　タモ

　カシ

　檜

　松

　ヤブツバキ



記録: 萩原潤 (文責)、 廣瀬俊介、 土祭事務局

からそこに登ってお風呂の煙突掃除をしていた。

　山から湧き出てくる水の排水設備も自分たちでつくった。水が溜

まるとポンプで自動的に汲みとり、沢に流れるようになっている。昔

はその沢で洗濯もしていた。今でもおいしく飲めます。水道水よりお

いしいですよ。

　(幹が分かれた桜の木を前に) 昔は、燃料にするために木を切る

と、株から何本も木が出てきてそれを燃料にしていた。この桜なん

かも、燃料にしていた。今は燃料にしないから、たくさんの幹が出て

そのまま育っている。今は、薪を炊飯等に使うこともないし。昔は、

落ち葉も全て拾っていました。

　大さんが退職後に、車の通れる幅の道をブルドーザーで整地し、

私は山沿いの道をシャベルで整えました。道をつくるときは、どこに

行ったら楽に行けるか考えながらつくっているのですよ。

　東田井で、夫の高松大 (たかまつだい) さんと農業を営む高松

靖子 (たかまつやすこ）さんは、自宅にある山を二人で時間を掛け

て手入れしながら山の恵みを活用し、義父から受け継いだ風習を

続けている。自宅の裏山を散策しながらお話を伺った。

1. 裏山の整備のこと

　 (山を登りながら) 山の道づくりは、趣味で少しずつやっていた。

大さんが定年してから本格的に行うようになった。

　家の裏側に段々畑をつくった、掘るとこの辺に石が出てきてその

石を使ってつくった。こっちの土手もつくりました。そういうのが好き

でやっていた。

　裏山を重機で掘って、木を倒して道をつくった。重機でも崩せな

い固い石があるけど。お嫁に来たときに、家の裏まで山裾があった

(廣瀬| 地形の見方が上手いですね。こういう風に車が使えた方

が、今の時代に合いますし、地形を壊してなくてなだらかに、最新

型の山道というか。) 

　車で道具を運ばなければいけないですからね。たた、なるべく負

担のかからないように緩やかにつくっていった。土留めも、切った

木を使ってね。なだらかにつくって、道路をつくっても負担にならな

いようにと。木と木との間に切った木を並べていた。細い枝を並べ

て、幹の太い所を載せると、細かい枝を抑えることができる。

　山をいじるのは楽しい! 自然の形をできるだけ残したく思ってい

て、山桜があるところは道をそらしてつくった。山をきれいにする目

的は、第一に山桜を残すこと、そのために山をきれいにしているの。

その周りをきれいにして、桜を見るのが山を歩くときの楽しみに、散

歩するときの楽しみにしているから。山桜にはいろいろある、ピンク

色、青みがかかった色、白等もある。

(萩原| 山が明るいですね。) 

　木はよほど、間隔を離して植えないといけない。欲張って植えた

のだけど、みんな木は育つから…。

　ここの道は、刀鍬で道を作ったの、ツルハシみたいのかな。畑で

使うのとは違うかな、大さんが木を切って、私が刀鍬とスコップで

つくったの。 (少し先にあるシイカシを見ながら) この道は、そこのシ

イカシの所までそのまま行けるはずだったんだけど、そこに桜があ

るからこっちを通したの。桜の花見の頃がきれいで。山桜の周りは

きれいに切って、山桜は残してあるの。

2. 動植物と山の利用のこと

　(足下のキンランを見ながら) 今は、まだ黄色が残っていて小さ

いですね。キンランとか山野草に興味のある方は、根こそぎ取って

いっちゃうんですよ。

　斜面は、少しずつ刈っている、夏に刈るといいというが、春に田ん

ぼが終わってから、暇なときに少しずつ草刈りをしている、今年は

こっちの斜面、次はこっちの斜面と少しずつ行っている。冬は木の

葉が落ちると見通しがよくて、春は新緑がきれいですが、夏は緑が

濃くて少し薄気味悪いですね。

　ここは峰境で、人と人の土地に境があった。両端に木を植えて、

その間は共有なの。昔の尾根道、今は誰も手入れしないから、道な

んか分からなくなる。それに今はそういうこと (境界に木を植えるこ

と) をやる人いないですよね。

　キツツキがコンコンコン、キツツキがいる。あっいた、あの松の木、

あそこの松の木、あの朽ち果てた茶色い松の木の先、一番てっぺ

んの方ね。見えます、あの真ん中ですね、コゲラ (キツツキ) がいる。

夢中ですね、木の皮の下に松だから、虫がいるのですね。 (ツルリ

ンドウ) 花が咲いて赤い実がなるんですよ。冬を越し大きくなるとだ

んだん絡んできますよ。色がきれいですね、結構たくさん生えてい

るんですよね。

　大さんが雪の降ったときは、山に登って写真を撮る。幻想的な

写真が撮れるの、他にも雨上がりの景色、田んぼの水が入ってい

るときがきれいなんですよ。雪が降っているときなんて、朝早く登っ

てくるのね。

　もう、何十年も前、頂上付近は松山だった。

(萩原| 松の木は植えたものですか?) 

　自然に生えていたんでしょうね。燃料として植えたのではないと

思いますよ、松枯れで枯れてしまった。松が枯れて上が空いて、枯

れた場所に雑木が生えてきた。

　松の木は残っていないの、昔は、全部松山だった。松喰い虫にや

られたの、そのとき木を切って薬を入れても全然防げなかった。松

林は、燃料にしなかった。

　落ち葉も、燃料だけではなく肥料にしていた。山のない方が来て、

頂きたいとお願いしに来ていた。落ち葉でも、小さなシノでも何でも

束ねて持って帰って行った。昔は火を外で焚くなんて考えられな

かった。今は、薪や木々は、何にも使わない…。

　お風呂を沸かすときに、残った火はこたつの中に入れていた。灰

も捨てませんでしたね。薪から出たその灰も、ちゃんと置く所を決

め溜めておいて肥料として使っていた。

　少しでも大きな薪なんて燃やしていたときは消しつぼを使ってい

た。消しつぼはちゃんと密封できて、少しでも大きな薪があると「消

しつぼに入れなー」ってよくおじいちゃんに言われた。消しつぼに

入れておくと燃えている薪は炭のようになるの。ただ炭より固くない

からすぐに火がつくものになる。

　このくらいかなー、こんなもんですねー (と壺の大きさを手で表

現しながら) 、本当に壺の形をしていて、高さは30cm～40cmで幅

は直径20cm程、蓋がついていた。蓋を閉めて密封するのに、口は

小さい方がいいでしょ。消しつぼは残っていますよ、今でも、バーベ

キューなんかをやったときに使っている。

　昔からネギを蒔いた後、その上に灰を振るの。昔は、石灰なんて

なかったから灰を使っていた。昔は、全部利用しましたからね。

　ただ、薪を使うことは、原発事故の後全部できなくなっちゃった

から…。あれ以降もうだめだって、セシウムも出るから…。それまで

は、風呂を沸かすのは薪だった、でも今は石油ですかね。

　炭焼きをやっていた。趣味でね。でも原発事故以降、使わなく

なった。孟宗竹でつくっていた。竹は増えていっちゃうからね。

　炭はうちの下の池の所でつくっていた。1m程地面を掘って、そ

の中に竹は寝かして、丸太を立てて穴に並べる。その上に枝とかた

くさん載せて火を燃やす。鉄板の上に密封するために、たっぷり土

を載せ、竹の煙突ももちろん取り付けました。

　木酢、竹酢もそのときつくりました。煙突から横に延ばして、溜め

る所をつくって溜めました。煙が消えると液体になるのよ。煙が流

れている間に冷えるのね。飲んでもいいし。

(簑田| 知恵の宝庫ですね。) 

　あとは、犬とか猫のにおい消しに使っています。飲むと酸っぱい

ですね。

3. 薬師様と氏神様

　(かつて薬師様があった場所から下りながら) 昔はここに8畳間2

つくらいの建物があったと聞いています。6月の11日だったかな、薬

師様の集落でのお祭りもここでやったと聞いています。

　そのときは、焼き饅頭をつくった。大判焼きみたいなもので、昔は、

お砂糖もないから、餡子でも白餡みたいなものをつくってみんなで

ここでやったと。おばあちゃんの前の頃、もっと前のことの話、言い

伝えみたいなものかな、薬師様は盗難に遭ってしまったって聞きま

した。今でも小さい祠はあります。薬師様は、目の神様ですね。

　お供えする大判焼きみたいなものは、今でもつくります。銅ででき

た器で、6つ穴があいているんですよ、それで焼くの。うん、もう何十

年、100年使っているじゃないですかね。

　6月10日に薬師様のお堂を開けて、お饅頭をつくって、掃除して、

お花を供えきれいにしたら、お饅頭を供える。6月11日にお参りして、

お供えをして、次の日の午前中に閉める。薬師様は、薬師如来。一

日がかりで大変ですね。今は、白餡ではなくお砂糖入れて美味しく

つくりますよ。ここら辺は2月になると片栗の花がきれいに咲きます

ね。

　(帰りの途中で) お花見やバーベキューをしたの、ここのしだれ

桜は、小さかったんだけど大きくなった。40年くらい経つ。子どもが

小さい頃はお月見をやって。 (ヤブツバキが咲いていて) 今年初め

てですね。

　(現在の薬師様と氏神様の周辺で) 氏神がお家の神様で、氏神

様はたくさんここにいる。全部で7カ所あるんですよ。お伊勢さんと

か、熊野詣とか行くと、必ずお札とかをもらってきて、もうなかなか

行けないからとそれもお祀りした。氏神様がどれがどれだか、全部

はおじいちゃんも分からないと言っていたけど、年に一回秋祭りの

とき、お祀りをしている。祠の前に縄で吊るした竹筒に甘酒を入れ

るの。他の家のことはわからないけど、とにかく家はこうやってやる

ようにと言われていた。しめ縄も私がやるようになったんですけど、

しめ縄は若い女の人がやってはいけなかった。

　これは石のお社ですが、私が、竹で柱を立てて藁のお社をつ

くっている。集落のお祭りは11月の15日なのね、それに合せるように、

11日とか12日に作って、お社をつくって、当日にあとのしめ縄とかお

飾りとか甘酒、お赤飯とか持っていく。

　いろいろとやることは、おもしろいんですよ。ただ本当に昔の生活

しかしてないですけど、それだけしか守っていないんで。

　 (藁の社の前で) こちらの社は水神様、7つある氏神様の中で水

神様と弁天様だけ分かるの。

　藁の社は、藁でお座敷つくってお赤飯を入れる。竹であったり、

シノだったりしてつくった。今年は上手くいったとか、今年は下手

やったなとか。毎年つくっていて一年で朽ちちゃうから。

　おもしろいんですよね、いろいろやっているとね。藁でつくった社

の前に藁でつくったものを吊るして、しもつかれとか入れてここにぶ

ら下げる。初午の時につくるの。五穀豊穣とお礼とか兼ねて。この

社づくりとかは、おじいちゃんがやっていた。

4. 昔の家のこと

　昔の家は土手のようなものの上に建っていた。今の家の3倍程

の大きさでした。それを全部おじいちゃんの代に沢風が通るんで

寒いということで、一年がかりで動かしたの。

　家が貧乏だったので、引き回しの材料もなかった。そのため、台

所の大黒柱をお金の代わりに渡した。台所の方がいい材料使って
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いたので…。こんな大きな大黒柱をお金の代わりに大工さんに渡

した。大さんは、それを悔しがっていた。台所は、今でいう軽トラッ

クが大黒柱をグルッと回れるくらいの広さがあり、大黒柱は大人の

人が隠れるくらいのものだった。

　昔は藁屋根だったから、そのそり出しは1m程もあった。材料は

茅と小麦藁を使った。全部葺き替えるのに2町歩くらい必要だった

とおばあちゃんが言っていました。

5. 会話の中の動植物

　オオバチドメ

　山桜 (ピンク・青みがかかった色・白等)

　ナツシャラ

　ヒメシャラ

　カンヒザクラ (沖縄の桜、一番先に咲く桜)

　マンジシャゲ

　ソメイヨシノ

　紅葉

　ヤエ

　サザンカ・白 (質素な白、原種のようなもの)

　サザンカ・赤

　ツルリンドウ　

　片栗

　青ハダ

　オオバギボウシ

　キンラン (山野草・キンラン、ギンラン、鈴蘭のようなもの)

　蝶のような虫 (越冬する。)

　コゲラ (キツツキ)

　リョウブ

　イチョウ

　センブリ

　タモ

　カシ

　檜

　松

　ヤブツバキ



梅ヶ内の憩いの場所

としていないと仕事ができないので、人夫が毎日そこで修理をやっ

てから採掘に行っていた。この地区は、豊田と仁平の姓が多い。マ

ンガンを掘っていた時代は20戸ほどこの地区に家があった。やめ

てからはどんどん減っていった。それだけ、マンガンを掘っていた時

代は仕事があったということだろう。

　戦中当時、この地区には豊田城があった。所在地はすぐそこの

自宅敷地内。この辺では一番日当たりが良く見晴らしが良かった。

また、今でもここはお堀と呼んでいる。

2. 農業と山のこと

　この地区の昔からの農業の話はいろいろだけど、例えば葉たば

こ。昭和26年頃まではダルマという品種をつくっていた。乾燥小屋

がいらない品種で、家の中に干していた。紐に編んだ煙草を吊るし

　益子町の南西部に位置する梅ヶ内で、農業を営む小島朗 (こじ

まあきら) さんと、町会議員も務める小島富子 (こじまとみこ) さん

のご夫妻に、この土地のことについてお話を伺った。

1. 戦中のこと

富子さん| 戦中、この地区ではマンガンと金を掘っていた。全て戦

争に使うためだった。時期は昭和初期。町史に載っているはず。実

際に、現場を見てみると分かる。穴だらけだから。金を掘っていたの

は「金堀 (かねほり) 」さんという姓がある。戦中から住んでいる方

で、今は4、5代かな。マンガンは何年も掘っていた。町史で確認する

といいよ。掘っていた家はみんな山沿いの家。「かねほり」さんの家

の手前に「たがや」さんの家があり、マンガンを掘る「たが」という道

具の修理をしていた。のみみたいな石を掘る道具で、それがちゃん
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て乾燥させていた。その下で、小学校の頃は、布団を敷いて寝てい

た。また、豚、鶏、牛、馬も一家に1頭いた。職業は皆農業だったと

思う。家畜のえさは、各戸で用意していた。残飯などで。

朗さん| 私は昔、よく蛙をつかまえた。麦、小麦のくずと一緒に煮て、

豚のえさにしていた。

富子さん| 当時はこの地区は農地が少なかった。ただ、山があっ

たので、燃料となる薪はたくさんあった。松などを売っていたから、

山手は生活はよかったのでは? たくさん町うちに持っていったと思

う。伐採する量は、町から業者の松原製材所が来て何の薪を100

把と指示され、1把いくらで買ってもらったりしていた。これは冬場

の仕事だね。馬車引きがいて、当時の運送屋。

朗さん| 木の葉も売れたよ。堆肥にもできるし。当時は山で生計を

立てられたのでは? 町の人は山がないから常に薪が必要だった。

山手は燃すもの不自由しないから、と騙されて嫁に来た人もいた。

女性が料理などで使う燃しものが毎日あるということは当時として

はかなり幸せだったと思う。役場の一ヶ月の給料が5,000円の時代

に、雑木を五反程売って、30万円だった。

　きのこも豊富だった。松茸、チタケ、ししたけ、ほうきたけ。私は小

さいころ、チタケを生でぼりぼり食べていた。でもお腹を壊したりは

しなかった。

富子さん| 馬に食べさせる草を採るのに、草刈りは競争的だった。

だから、当時はきれいだった。明日の朝刈ろうと思っても、少しでも

遅いと刈られてしまった。

　猪は、ここ10年から15年くらいの間に増えてきた。

　この地区は、雑木がほとんど。針葉樹はない。地区の南西部は

採石場で、下が砂利だから植えられなかったのでは? 今でも、雪の

重さで倒れる木がある。根が張れない。

3. この地域の恵み

　この地域に来る方は癒されると思う。行き止まりの地域だが。隣

の家に負けじと働こうといったことはこの地域にはない。のんびりし

ている。水、燃しもの、山菜があるから災害があっても生き抜くこと

ができると思う。きれいな空気・水はどこにも負けない。

　3.11のときも、この地域はほとんど被害がなかった。石碑が一本

も倒れなかった。下が岩盤で揺れが違ったのでは。昔の人がここ

は地震に強い地域だから安心して住めという、言い伝えを聞いた

ことがある。

　梅ヶ内は「ひょっとこ沢」と呼ばれていた。ずいぶん昔のことだが。

また、この地域内で「半日村」とも呼んでいる。10時じゃないと日が

照らない。お昼で陰るところもある。いいとこ5時間しか照らないか

ら「半日村」という。

　全ての恵みにめぐまれている地域。これからもっと水などの資源

が重要視されると思う。歴史はないが、お金に換算したら素晴らし

いものとなるであろう自然がたくさんある。先人が守ってきてくれた

からこうして今がある。

　10戸ほどしかなくても100歳の人が2人いる。目に見えない恩恵

がここにはあると思う。お金で買えないものがたくさんある地域。こ

の地域をお金でつくるとなると到底無理だと思う。

　梅ヶ内には、ネコが多い。ここら辺の三軒は、一軒に10匹くらい

ネコがいる。ネコを、この場所に置いていく人もいる。

　生き物がたくさんいる。山・自然があるからだろう。生き物が必要

とするものが近くにあるからたくさんの生き物がいる。夏になるとこ

の地区は蛍だらけ。たくさんの人が見に来る。人の手が付けられて

いない山、場所は益子の大事な場所と私は思っている。お金をか

けていじる必要はない。

　水や空気もきれい。他の地域にはないこと。自慢できる場所だと

思う。しかし一時期、農薬で蛍が途絶えていた。

　病気になったミツバチを梅ヶ内の山奥に持っていくと生き返る。

現に40年もそうしている人がいる。真岡市の竹沢さんという方。そ

ういう役目をこの地域は果たしている。

4. 綿のこと

朗さん| うちには道具が全て揃っている。私のおやじのおふくろが

機を織っていた。おじいちゃんが、綿から紡いだ糸でつくったYシャ

ツを非常に大切にしていた。一年に一度は着るんだと言っていた。

益子に谷島 (やじま) という綿屋の工場があり、地元でとった綿で

布団の中身の綿づくりをしていた。布団の打ち返しも谷島さんが

やっていた。この辺の女の人が布団つくりに行っていた。綿の話は

仁平貞夫さんが詳しいのでは。78歳ぐらい。農業委員をやっていた。

うちは小泉の五領というところで綿をつくっていた。そこでは、矢じ

りだのいろいろ出てくる。斧も出てくる。ごろごろ出てくる。
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記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局

【聞き取りで出た花　梅ヶ内で見ることができるもの】

やまざくら

やまぼうし

まんさく

やまゆり

【聞き取りで出た鳥　梅ヶ内で見ることができるもの】

ふくろう

さしば

とんび

たか

おおるり

うぐいす

やまがら

こがら

しじゅうがら

【その他聞き取りで出たもの】

はっちょうとんぼ

ほたる

おにやんま

いもり

うしがえる



仁平コトさん (左奥) 、瑞夫さん  (左手前) 、貞夫さん (中)

　ここら辺でも生産はしていても蕎麦打ちが出来る人は少ない。

年越し蕎麦も打てない農家が増えてきた。地域コミュニティーの

中で男の料理教室みたいなのがあって、暮れにしめ縄作りや、お正

月の用意をしたり、蕎麦教室の講習があったりするんです。

貞夫さん| 若い人からもこういう声が出てるのも確かなんですよ。

瑞夫さん| 本沼地区ってこの先にあるでしょ。父の同級生が今ま

で蕎麦を打っていたんですけど、亡くなってしまって。蕎麦を打ちた

くても打てない、食べたくて教わりたいといっても教われないから。

生きているうちに教わっておこうと。

　直売所がブームの頃の平成2年頃から始まったんですけど、そ

の頃から食品加工をして付加価値を付けて直売所で販売をしよ

うということになって、加工部会ができて、何をやるっていったら

手っ取り早いのが、小麦のまんじゅうとお餅と蕎麦くらいかなって

話が出て、それから始まったんです。平成6年に食品加工の法律が

施行されて、加工所で生産されたものでないと販売できないこと

になって。保健所の許可がね。麺類は麺類、菓子加工は菓子加工

で分類ごとに全部とって。平成6年以前はそんなことなかった。

作ったやつはどんどん売れたんだよ。直売所は本沼よりも早かっ

た。田野支所の前にあるんですけどね。直売所ブームが来る前だ

ね。栃木県でも許可が20くらいしかなかった。

(簑田| 道の駅もできるように動いていますけど、そちらはまだ考え

ていない?)

　まだ。継続しようと考えている。あと2年後にできるからそっちの

方へも、とみんな考えているようだけど。今は直売所は週に2回やっ

ているけど、道の駅は毎日だからそこら辺をどういう風にするか指

導機関に仰いで。蕎麦打ちは奥が深いというか、やってみると面白

く難しいところもある。要するにソバを練って刻んで茹で上げるだ

けの工程だからそんなに難しいことはないんですが、食べ物だから

味にうるさいとか手抜きをすると仕上がらない部分もあるから。微

妙なところで難しいといえば難しいところ。単純な作業だけど奥が

深い生き物だから。乾燥した粉に水を入れて掻き回して、柔らかさ

でだいたいの加工麺がうまくいくかいかないか。水の配合次第で

後の作業が骨折ってやったんじゃダメだから、そこらのバランスが

微妙に違ってくる。ソバは蕎麦搔きができるくらいだから熱には敏

感だから、外気温とか湿度とか難しい部分がある。一概に水を

やって搔き回せば良いというわけにはいかない。ここでやる場合と

作って染めこんでもらい、織っていた。この辺ではうちのおばあちゃ

んだけ。作っていたのは白い綿。昔からある綿。木があまり大きくな

らないもの。秋ごろ、実が割れたものを収穫した記憶がある。葉は

なるべく綿につけないように。大事に、大事にとっていた。その後、

種きりで種だけ取るんだ。

コトさん| 私の実家は真岡なんだけど、全ての機械があった。機織

機まであったよ。私の実家のお姉さんが機織って、嫁に来るときに

中着を3枚、それから子どもが生まれると、昔は「ねんねこ」という、

おぶってその上から着るような寝巻きとかを全部縫ってくれた。そ

の中着が何枚か残っている。「真岡木綿さ寄付するかな」と言った

ら、私にくれと言う方がいたんだよ。真岡では久下田に染物屋さん

があった。そこで色を染めてもらって、自分で機織って。

貞夫さん| ここは違う、ここは日下田さんへ持っていった。

　小泉で農業を営む、仁平貞夫 (にへいさだお) さん、コトさんご

夫妻と息子の瑞夫 (みずお) さんの3人に、終戦後の木綿と農業の

話と、瑞夫さんがこれまで農業を通して行ってきた多くの試みにつ

いてお話を伺った。

1. 蛍籠のこと

コトさん| 蛍籠は、大麦でできている。編みは3本でできている。珍

しいからみなさん欲しがるんだよ。中に光るものを入れるときれい

なんだよね。

2. 綿と絹のこと

　私はここでは作ったことはない。夫のおばあちゃんがやっていた。

貞夫さん| 終戦後のこと。物資が不足していて、衣服がなくて、糸を
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コトさん| 今考えてみると器具の写真を撮っておけばよかったと思

う。全部あったんだよ。

貞夫さん| うちの建物を壊したときにつぶして燃やしちゃったんだ

よ。あれは、組むの大変なんだね。上下の糸を交互にさせながら、

織っていくんだけど。アヤをつるやつがあるんだね。そうすると縞模

様になったりしたんだ。昔、うちのばあちゃんだけじゃなく、糸をとる

ことができた人はいたかもしれない。他の自治会からも何人か頼

みに来た。縞模様などの模様を注文を受けて、織っていたのを記

憶している。当時、機があるのが珍しいくらいだから、反物まででき

た家庭はそれほど多くはなかった。アヤを組む技術が難しいから。

縞模様は最初、縦糸から付ける。その計算が一尺なら一尺の幅に、

付けていくかという割り振りが難しかった。どっかから覚えてきて

やっていたのだろう。機織機は今でも真岡の会館にあるよね。ああ

いう機織機があった。木造で作ったやつ。模様を組むために計算

がある。横糸が何ミリで、縞模様だったら計算はいらない。高級な

ものになると、横糸の組み合わせ方で柄は違ってくる。

　絹そのものは繭で作った。蚕よ。小泉で蚕を育てていた家が

あった。養蚕小屋は、前の頃は比較的乾燥しやすい中二階だった。

屋根裏だね。お蚕さんは湿気を嫌がった。地べただと、湿気や汚

れがついちゃう。蚕をする時期に、竹で編んだ桑を食わせる籠を

作った。一籠、何匹と蚕を置く。脱皮するのは3回か4回。そうすると

だんだん大きくなってくる。蛹になってくると、かけはじめるんだね。

“おかいこさん”、当時は貴重なものだったから“さん”付けで呼んで

いた。人間の生活している上で、育てていたからね。環境を良くした

りと、管理をしていた。何軒か蚕を育てていた家はあった。昔は、繭

を買い付ける行商みたいな人がいた。うちでも繭はやっていた。七

井の大平あたりでは最近までやっていたのでは。亀岡八幡宮の西

側に桑畑があった気がする。お蚕の蛹を釡茹でにして糸を紡ぐん

だよね。木綿だけではなく、絹糸も作っていた。

コトさん| 鍋底等にできた穴に絹を詰めると漏らずに長持ちする、

と嫁に来た当時教わった。これには驚きましたね。そうやって、昔は

物を大切に使ったんだろうね。

貞夫さん| この辺でも、養蚕をやっていた人はいた。桑畑があった

から。今はもう養蚕小屋は残っているところはない。

　綿だのお蚕を作っていたのは終戦後までだった。そういう人が

後継人をなかなか作れなかったんだね。作っていても、買っちゃっ

た方が安くなっちゃったんじゃないの。物がないころは自家用で、

織っていた話は聞いたことがある。私が覚えている範囲では糸を

紡いでいる様子は覚えています。夜なべでね。当時電気はなかった。

ランプ式のものだった。電気が入ったのも、そうだな、戦後だから

ね。昔の家の作りは、台所や板張りのところで藁細工したりと、畳

の部屋は寝るところぐらいだった。戸締りもそんなによくないから、

冬場は寒くて暗い明かりの中で、ばあちゃんが一生懸命紡いでい

る姿は鮮明に覚えている。だから、辛い仕事だったかもしれない。

光も、一つの光を、夜なべに使ったり生活に使ったりしていた。石

油だって、一升瓶で買ってきて、ランプに入れるぐらいだから、貴重

な物だったんだよね。あとは囲炉裏の燃やした明かりぐらい。だか

ら、今の人に話しても想像付かないぐらいだよね。

(廣瀬| 本沼に大きな屋敷があって、屋敷の屋根の上に空気出し

用の小さな屋根がかかっていて、飛騨なんかでは蚕を飼っている

家の造りなんですけど、そうなんでしょうか? 三ノ宮神社の近くの

大きな長屋門のある家。益子町ではこういう家はほとんど見な

かった。)

　養蚕小屋っていうのはだいたいこんな感じで作っておくんだね。

空気が下から上に抜けて乾燥させるために。今でも畑の隅に何本

か桑の木が残っている。屋根型に養蚕室っていうのは作っておい

たんだね、豚舎とか鶏舎とか養蚕室っていうのは。別個に専門で

養蚕小屋もつくったんだろうな。本沼のは、養蚕用でなく、囲炉裏

の煙抜きです。

(萩原| 小島さんにお話を伺ったときに、石並の線路沿いに綿の

工場があったと聞いたんですよ。今はお墓がありますよね。こっちか

ら行くと道路の右側に。その道路を挟んで向かいあたりでいいん

ですか。)

　そう。道と線路の間に。

(萩原| 細長い工場だったんですか。)

　ヤジマさんっていう綿の打ち返しの工場。そこでは綿の打ち返し

などやっていた。綿打ちはうちではできない。草木染はうちでもでき

た。この辺だと、クチナシの花や木の皮等で染めた。

3. ニンニクとミカン

(萩原| こちらで作っている作物は?)

瑞夫さん| ハウスで越冬タイプのナスを作っている。帰宅前、その

薬を撒いていた。主に作っているのは、ナス、米、ソバですかね。ほ

かには六次化に繋げようということで、4年前からニンニクを作って

いる。昨年ぐらいに真岡で、エビスニンニクを地域ブランド化したも

のが大前神社付近のグループによって作られた。友人がその近所

にお付き合いがあって、六次化のために、黒にんにく製造のための

ニンニクが必要だということで、原料の提供をしようかということで、

来年から提供する。来年から、エビスニンニクを中心に、今までは

JAだったが、地域のブランドに貢献したほうがいいだろうという仲

間の話の中でまとまった。六次化に繋がればいいなというところで

すかね。ナスはJAにお世話になっている。ニンニクは、農業生産法

人をつくっている方が真岡にいる。

(廣瀬| ニンニクは青森が有名ですが、どうしてこの地域で?)

　ことの発端は百姓番長に繋がるんですけど、栃木県って全国か

ら見ると、餃子が有名。ニラも栃木県では生産量が高いんですよ

ね。おいしい豚肉もあり、そこにないものは何かというとニンニクだ

ろうという話の中で、父親に聞いたらここら辺でもニンニクは作っ

たことがあったんだよ、という話を聞いて、できなくもないんだなと

始まった。それ前にはずっと茨城県で生産はしていたみたい。エビ

スニンニクを世話してくれた人なんだけど。でも芳賀地区では生産

していなかったみたい。それで、父親も言っていたように以前もその

経緯があったから作れないことはないだろう、ということから始

まったのがニンニクのスタート。

(廣瀬| どういう性質を持つ作物なのでしょうか? 最近、産地が限

られてきた理由というのは、土地に合わなくてとか青森には合うと

か、私はそれが不思議だったんですけど。)

　以前は在来種だった。今で言うと、全国的に有名なのはホワイト

ロッペンっていうニンニクの品種なんですけど、以前はニンニクの

一かけらが8個も10個もあるようなもの。在来種は一つの塊が大き

くはないもの。市場性からすると、見栄えがいいロッペン種の方が

市場性は高いということで始まったんです。ただ、病気に弱いとか、

ここら辺でニンニクを作っていたといっても食べるだけの栽培だっ

たみたい。生産性とか商品として売ってはいなかったんですが、こ

こら辺では誰も注目しなかったというか。健康ブームというか安心

安全の国内産のものといって注目されてきたのが、田子産の青森

のニンニクが主力だったわけです。青森の方では生産するものが

なかった時代にニンニクを作付けして東京へ持っていったら高く

売れた、というような話から急激に広まった、という話は聞いた。な

ので青森で作れて栃木で作れないものはほとんどないんですよね。

ミカンも北限だし、リンゴも南限なので作れないものはない地域。

(萩原| ミカンも育つんですか?)

　はい。温州ミカンのように常に太陽が当たるような暖かい向きの

南斜面だったり、北風が入らない条件で栽培するとミカンはでき

る。大きい美味しいミカン。

(萩原| 何ていうミカンなんですか?)

　品種は聞いたことはないんですけど、茨城県から真岡市に抜け

るところの高岡というところに、コンニャクを生産している仁平さ

んっていう農家さんがいるんですけど、その屋敷に5、6本くらい植

わっている。毎年、美味しいミカンをいただく。西明寺にもミカンの

木がある。

(萩原| 今は、収穫時期ですか? 実がなっているのを見られます

か?)

　時期的には、11月か12月、その頃いただいたような気がする。

(廣瀬| こちらで作っているニンニクの品種は在来種ですか?)

　いえ、市場性の高い、ホワイトロッベンです。種を青森から取り寄

せます。

貞夫さん| 昔、この辺でニンニクを使ったのは、養鶏農家と記憶し

ている。病気の予防で食べさせていた。冬場に飼料と一緒に刻ん

で。鶏の精力剤だな。うちのじいちゃんも鶏を飼っていた。100羽く

らい。人が食べるのではなく、鶏が食べる。だから、庭などに植えて

いた。

(萩原| 薬のようにも食べていなかった?)

　焼いて食べていたみたい。囲炉裏の灰のところに1個ずつそのま

ま焼いて、皮剥いて食べた。漢方薬みたいな感じかな。昔、鶏が風

邪をひいたとき、薬なかったもんね。

コトさん| 鶏が風邪ひくってどんな感じなの?

貞夫さん| 卵をなさない状態だよ。卵が一番相場の良いときに、な

さないと売れないだろ。それを予防するためにニンニクを作ったと

思うよ。

(萩原| ニンニクは手間がかからずに収穫できた?)

　ラッキョウみたいな感じじゃないの? 畑の隅とかに種を蒔いて、

春先に日陰干しして。保存がきいたんだろうね。

4. 百姓番長の米づくり

(萩原| 瑞夫さん、百姓番長がブランド化されたのは何年前です

か?)

瑞夫さん| 6年前。以前、私も勤めていた。親がだんだん高齢に

なってきたし、農地を守らなくちゃというのもあるし、長男って使命

感みたいなものがある。農地を守らなくちゃいけないという話をし

て勤めを辞めてから、たまたま金融系に行っている先輩がお茶を

飲みに来たときに、「農業って面白いかい?」っていう話から、せっか

く農業始まったんだし、分からないこともあるし、先輩とか仲がいい

友達を集めて、グループを作るっていうのではなく酒飲みをやって

いたんですよ。「仁平君が農業をやるっていうんであれば家の近く

においしいお米のできる田んぼがあるんだけど、やってみないか」と

いう提案があって。何で田んぼができなくなったのかというと、高

齢化なんですよ。高齢化でそこの田んぼがおいしいお米がとれる

にもかかわらず、手が加えられなくなって大きな機械が入れなく

なった。あぜ道が細かったり。「おいしいお米がとれる田んぼがあ

るのにもかかわらず、おいしいお米が食べられないのは残念だ」と

その先輩が嘆いていた。そのおばあちゃんが言うには「そこは田野

では一番くらいのお米ができるところだ」と。誰も自分の家で育っ

た米を食べた人間は自分の家のお米がおいしいと思うんですけど、

だからそこをぜひ作ってもらいたいと話があって、じゃあどういうス

タイルで作ったらいいかということを今度はグループの中に投げた

んです。

　「どうせやるんであれば、化学農薬とか化学肥料を使わないよう

な栽培をしてはどうか」ということを、サラリーマンとか農業をしな

い人から提案があった。私たちは農業をやっていて、農薬を使わな

い、化学肥料も使わない栽培方法は非常に大変な作業になってく

るんです。私たち農業者からすると人数も必要になってくる。それこ

そ小さい田んぼであっても足を運んで栽培しなくてはならない。し

かしその裏側には個人個人の持っている仕事の稼ぎであったりと

か、私もナスを作っていたり、管理が必要になってくるので田の草

取りは行けないとか、クロの草取りもなかなか行けないとなってく

る中で、「もうちょっと仲間を集めてやるので、仁平さんアドバイス

だけいただきたい」という話をされたんです。全く農薬を使わず化

学肥料も使わないでお米を栽培しようとすると、素人は大変なの

で、栃木県にリンク・ティという減農薬低化学肥料米、栃木県でい

う一定水準以下のものの農薬の使用回数であったりとか、肥料で

も有機肥料を80％以上使っている肥料を使用するとかの縛りの中

で作ってみましょう、という話で、今から4年くらい前ですね。

　それで1年目、「おいしいお米がとれたのでおばあちゃん食べてく

ださい」と。乾燥するのも刈るのも昔ながらのバインダーで。バイン

ダーって知ってる? コンバインの前に稲穂を留めて切ってくれる機

械があるんですけど、昔は切って纏めるのと脱穀するのとが別だっ

たんです。今は刈りながらお米を脱穀していってタンクに入ってし

まう。そういう時代ではない時代の古い機械を借りてきて、バイン

ダーで収穫して別のところで脱穀して、という作業をして、乾燥が終

わって精米して「おばあちゃんお米が取れたのでどうぞ召し上がっ

てください」と話をしたら、「みなさんたちのグループでやったんで

すから、売ったり自分たちで食べてみたりしてください」という話を

してくれたんです。じゃあ6：4で4割私たちがもらうから、うまくいっ

たら商品化したいんだけどそれでもいいかなと、うちの米はうまい

から食べてもらってくれという話で、4年くらい前から県庁で食の農

の地産地消PRのイベントがあるんですけど、そこに2年くらい参加

してお米を食べていただいたんです。そのほかに栃木のマルシェが

あって東京の方へ出品してもらったり、そういう活動をしていたん

です。

　何で百姓番長がお米なのかというと、別にお米にこだわっては

なかったんですけど、先輩たちが1鍬1鍬開墾して田んぼにしたとこ

ろっておいしいお米ができるんです。そういうのが消滅してしまうっ

ていうのを防ぎたい、という思いと、農業者の視点からではない農

業のスタイルというのがあるだろう、というのを研究していきたいね、

という話で、最終的には8人くらいでグループができて、大々的にお

米がメインという話があったときに、いわゆる3年前の原発事故で

こちらにも結構高い線量の放射性物質が降ったと。堆肥になるも

のが山の落ち葉なんです。山の落ち葉を堆肥にしてそれを田んぼ

に入れて、近所の有機質の牛糞の堆肥を入れてたりしていたんで

すけど、中止に追い込まれるぐらい線量が非常に高かった。町に

測定を依頼すると公開されちゃうでしょ。落ち葉が集まるところっ

てホットスポット的な部分なんですよ。谷があるところで堆肥を作っ

ていたので。通常の何百倍という高線量でどうしよう、という話で、

結局線量が戻るまで米を売らない方がいいし、商品化して売るこ

ともできないし、かといって田んぼを休ませることもできない。それ

が3年前。そのときにニンニクの話と繋がるんですけど、米に代わっ

てできるようなもので、何か目新しいものの研究をしてみるかという

ことで、ニンニクの話が出た。

　現在、お米はそこで作付けしていません。ただ、おばあちゃんが、

やはり2年そこでつくったお米をおばあちゃんに提供したんだけど、

「もう一回食いたいんだよねぇ」っていう切なる思いっていうか、自

分のとこでできたおいしいお米を食べてみたいというばあちゃんの

思いをいつかは実現したい。まだ、線量を測ると高いので、作付け

はできない。「いつになるか分からないけど、おばあちゃんもう一回

田んぼでお米を作って食べさせてあげるから、それまで長生きして

待っとくれ」という話をしているところですね、現在は。スタートは良

かったんですよ。県庁の記者クラブで、地域のブランドを作るんで、

記者会見やるから集まってくださいって、そのグループで記者会見

やったんですよ。それぐらいの勢いはあったんですよ。やはり、原発

事故が大きかったですよね。

 (廣瀬| 栃木県の農業試験場にそういった相談はできるんでしょ

うか? 聞いた話です、福島だと、東京大学とか北海道大学がカリウ

ムの代わりにセシウム吸っちゃったりするのに対しては、カリウムを

多めに撒くとか、そういう措置をやっているのは聞いたことがある

んですが。)

　セルライト入れたりだとか、という話を聞きました。聞いてますし、

そういう情報って農業者よりもサラリーマンで農業に興味ある人

の方が、そういう話はレベルが高い。そういった人の話を聞きなが

ら、やってみないかと言われた。結局は、身体に良くないものを田ん

ぼに入れるわけじゃないですか。そこで放射線量を少なく抑えよう

としても、いいわけねえと先輩の話もあり、躊躇しているところです

ね。

(廣瀬| 先輩とか仲間の方 と々議論できることが、すごくやることの

バランスを取るのに役立っているみたいですよね? 農業者じゃない

人の考える農業。)

　ありがちなのはやはり、すぐお金に換えたがる、生産性を求めた

いっていう農業があり、「食べるのってそういう簡単なことじゃない

んじゃないの」っていう先輩がいたりとか、結構おもしろいんですよ

ね。一つ間違いないのが、地域を大切に、田んぼが朽ち果てるのを

防がなくちゃならない。そういう思いがどっちもあるんですよね。あ

るんですけど、生産性を求めるのがいいのか安全なものを慎重に

作っていったほうがいいのか、そこはやはりこう議論が分かれると

ころです。農協でセシウム基準値が超えてないんだから、販売でき

るんだから別にそこにこだわらなくてもいい、という人もいるんです。

やっぱり中には、以前のスタイルの栽培方法でおばあちゃんにお

米を食べさせるには、谷間にある落ち葉を使わないといけない、高

線量の落ち葉ではないものとなるとコストがかかる。コスト面を考

えるとやらなくてもいいというか、そこまでではないなと。そういう状

況で足踏みですね。

　出だしは面白かった。東京に行って、2合の真空パックにして

売ってみるかとか。そういう案が出て機械も買ってはあった。インパ

クトは高かった。町の補助金もいただいていた。デザイナーさんに

キャラクターをつくっていただいたりとか、ロゴをお願いして作った

んですけど。その先に商標登録したかったですよ。商標登録するの

に、助成金いただいてやろうかという話になったんですけど、原発

と同時だったんでできなくなった。波乗りジョニー、男前豆腐とコラ

ボという話もあった。しかし、生産ができない状況になってしまった。

(廣瀬| グループの方々は、田野に今お住まいの方々ですか?)

　益子地域ですね。様々なんですよ。建設業、金融、事務、農業者、

現役を引退された方等。

(廣瀬| 同世代ですか?)

　割と近いです。同級生繋がりではない。自然と集まった。話を聞

きつけて、一回来てみたらと、関心を持った方が自然に繋がってき

た。

(萩原| きちんと考えたいという人が集まった感じですね。お米の

堆肥にする落ち葉の量はどれくらい?)

　大きいトラック10～15台分。田んぼは8、9畝で7か8枚。柳自動車

の上のところ。棚田になっている。昔は自然水を使うから、一枚の

区画は大きくない。水の量も少ないから、棚田みたいになっていて、

田んぼから田んぼに落として大事に使って。今だったら水を上にあ

げて循環式にできるんだけど、昔はそういうことはできなかったか

ら。電気も何も貴重なものだし。最近は田んぼを改良してちゃんと

した形の田んぼが多いけど、昔は沢田を改良して自然の水を使う

のには一枚の区画が大きいと水が溜まんないし、作付けもできな

い。小さいやつをたくさん作って、順 に々水を溜め込んで使った。百

姓番長ってインパクトのある感じなので、地域ブランドにしたい

なって思いはあるんですけど、なかなかそれに繋がっていないのが

現状です。

5. 百姓番長の今後と「食べ方」のこと

(廣瀬| 企画集団になれそうな気もしますけど。百姓番長塾みたい

な形にして、みんなの悩みごと相談のような感じで商品開発を手

伝う、みたいな。本当はそれをやる方が田んぼをやるから強いんだ

と思うんですけど、でも今も農業やってらっしゃるからシンクタンク

みたいなものもやってもらいたいなと。非常に考え方が面白いの

で。)

　最初は体験農業みたいなものもやろうかと話もあったんですけ

ど、農地法で縛りが厳しかったりとかで、特区にでもならないと。生

産者、農地を持っている人と契約をするわけですよ。体験農業とか

貸農園とかやろうかという話もあったんですけど。原発で作れなく

なった影響が大きくて気持ちが萎えちゃった。「何でなの…」って。

「とりあえず休もうよ」と。「いいものができるまではダメだ」と。それ

に代わるものがないか、というときにさっきのにんにくになるんです

けど。じゃ、そのニンニクもどうしているかというと、畑があってでき

る人、できない人。黒ニンニクという話も最初サラリーマンをやって

いる人や金融系の人に「こういうのがあるんだけどやってみっか」

という話から繋がっていくんですね。一部の現役を引退した人は種

を買って栽培して製品化するべく試作を続けています。エビスニン

ニクに乗るのではなく、百姓番長のオリジナルとして黒ニンニクを

出してみたい。

　百姓番長の代表というのは仮の代表なんです。みんなでやって

初めて百姓番長というグループになる。ただ、「私は勤めてサラリー

を取っているので、代表っていう肩書きは出せないんだ」という先

輩がいて。旗振りはその先輩なんです。「仁平君、百姓やっているん

だったらアルバイト的な部分があって申告してもそんなに影響はな

いだろうから代表やってくれない?」っていう話で代表に。旗振りは

金融に務めている来年55歳くらいになる方が中心にやっている。

(萩原| 原発事故の後に補償とかの話はなかったんですか?)

　当然出ますよね。事故を起こしてコントロールできなくなってし

まった、自分たちがそういうところに勤めていたときに果たしてそれ

はどう思うのかという話になったら、なりたくてなった事故でないし、

政府の政策ってものもあるし、補償という観点ではないですよね。

生産性を追っていったら必ず補償っていうのは付きものでしょう

けど、生産性を追うスタイルではない形でみんなもお米を作ってい

たと思うので。「まだそこまで確立していない中での補償はどうな

の?」っていう中で、補償を求めるという話は出ませんでした。

(廣瀬| 百姓番長の話し合いの中で、生産したものの食べ方とか

開発提案とか話題になることはありますか?)

　ありますね。ただお米はあくまでもお米っていうグループの意識

が高い。それを米粉にするとかポタージュにするとかの話は出るん

ですが、最終的には握り飯だよなっていう風になってしまう。あえて

食べ方の提案っていうのは…。私はしたかったんですけど。

(廣瀬| お米はそれでもいいかもしれないが、お米の消費量を増や

したいですよね。もっといろんな食べ方とかで。私が大学の教員を

やっていた山形は、蕎麦が有名なんですが、結構北海道のソバ粉

を買っていたりして、なかなかその土地のソバ粉でやっている人が

少ないんです。蕎麦屋ばっかりなのに。フランスだとガレットとかソ

バの食べ方はいろいろあるんですけど。それがないと今度は日本の

人がソバの食べ方が蕎麦しか分からないとか蕎麦掻きとかしかな

いくらい。お蕎麦もやっているし、ニンニクも黒ニンニクとか他のと

ころでできたものですよね。皆さんで食べ方の提案とか、料理を

やってらっしゃる方とかと。)

　料理研究家との話も過去にありましたよ。

(廣瀬| 私は飛騨の方で仕事をやっていて、日本海側と太平洋側

の気候が出会う場所で、食物の種類が単純に多いんですよね。こ

こもそういうところあるじゃないですか、西明寺なんかも。結構、季

節のものを食べるしかなかったから、野草とかも食べながら体を

健康にしていたというか。食べ物ってお腹が減ったからいっぱい食

べて満足とか単純なものでなくて、身体の部分を治したり作ったり

する。野草、山草で言えばスミレでもユキノシタでもアオキでも薬

効はあるんですよ。だから硬くなく薬食みたいなものを考えてみて

も、みなさんの考え方に合うんじゃないんですかね。私も食料自給

率が低すぎて心配なんですけど、そのために耕地は耕していつで

も使えるようにしておいた方が日本人にとって安全だと思うんです

よ。だから消費拡大したいと思いますよね。)

　ソバの産地にお住まいだったんですか?

(廣瀬| 出身ではないんですけど、勤め先が山形の大学で11年

通ったので蕎麦が美味しくて、よく食べる割には、山形のソバ粉が

少ないなと。)

野外でやる場合では全然違うし。温度の差ができてしまう。陶芸

家と同じですよ、キク練りといって仕上げていく。その話は法師人

副町長が詳しい。食べ物をうまく食べるのは難しい。



　ここら辺でも生産はしていても蕎麦打ちが出来る人は少ない。

年越し蕎麦も打てない農家が増えてきた。地域コミュニティーの

中で男の料理教室みたいなのがあって、暮れにしめ縄作りや、お正

月の用意をしたり、蕎麦教室の講習があったりするんです。

貞夫さん| 若い人からもこういう声が出てるのも確かなんですよ。

瑞夫さん| 本沼地区ってこの先にあるでしょ。父の同級生が今ま

で蕎麦を打っていたんですけど、亡くなってしまって。蕎麦を打ちた

くても打てない、食べたくて教わりたいといっても教われないから。

生きているうちに教わっておこうと。

　直売所がブームの頃の平成2年頃から始まったんですけど、そ

の頃から食品加工をして付加価値を付けて直売所で販売をしよ

うということになって、加工部会ができて、何をやるっていったら

手っ取り早いのが、小麦のまんじゅうとお餅と蕎麦くらいかなって

話が出て、それから始まったんです。平成6年に食品加工の法律が

施行されて、加工所で生産されたものでないと販売できないこと

になって。保健所の許可がね。麺類は麺類、菓子加工は菓子加工

で分類ごとに全部とって。平成6年以前はそんなことなかった。

作ったやつはどんどん売れたんだよ。直売所は本沼よりも早かっ

た。田野支所の前にあるんですけどね。直売所ブームが来る前だ

ね。栃木県でも許可が20くらいしかなかった。

(簑田| 道の駅もできるように動いていますけど、そちらはまだ考え

ていない?)

　まだ。継続しようと考えている。あと2年後にできるからそっちの

方へも、とみんな考えているようだけど。今は直売所は週に2回やっ

ているけど、道の駅は毎日だからそこら辺をどういう風にするか指

導機関に仰いで。蕎麦打ちは奥が深いというか、やってみると面白

く難しいところもある。要するにソバを練って刻んで茹で上げるだ

けの工程だからそんなに難しいことはないんですが、食べ物だから

味にうるさいとか手抜きをすると仕上がらない部分もあるから。微

妙なところで難しいといえば難しいところ。単純な作業だけど奥が

深い生き物だから。乾燥した粉に水を入れて掻き回して、柔らかさ

でだいたいの加工麺がうまくいくかいかないか。水の配合次第で

後の作業が骨折ってやったんじゃダメだから、そこらのバランスが

微妙に違ってくる。ソバは蕎麦搔きができるくらいだから熱には敏

感だから、外気温とか湿度とか難しい部分がある。一概に水を

やって搔き回せば良いというわけにはいかない。ここでやる場合と

作って染めこんでもらい、織っていた。この辺ではうちのおばあちゃ

んだけ。作っていたのは白い綿。昔からある綿。木があまり大きくな

らないもの。秋ごろ、実が割れたものを収穫した記憶がある。葉は

なるべく綿につけないように。大事に、大事にとっていた。その後、

種きりで種だけ取るんだ。

コトさん| 私の実家は真岡なんだけど、全ての機械があった。機織

機まであったよ。私の実家のお姉さんが機織って、嫁に来るときに

中着を3枚、それから子どもが生まれると、昔は「ねんねこ」という、

おぶってその上から着るような寝巻きとかを全部縫ってくれた。そ

の中着が何枚か残っている。「真岡木綿さ寄付するかな」と言った

ら、私にくれと言う方がいたんだよ。真岡では久下田に染物屋さん

があった。そこで色を染めてもらって、自分で機織って。

貞夫さん| ここは違う、ここは日下田さんへ持っていった。

　小泉で農業を営む、仁平貞夫 (にへいさだお) さん、コトさんご

夫妻と息子の瑞夫 (みずお) さんの3人に、終戦後の木綿と農業の

話と、瑞夫さんがこれまで農業を通して行ってきた多くの試みにつ

いてお話を伺った。

1. 蛍籠のこと

コトさん| 蛍籠は、大麦でできている。編みは3本でできている。珍

しいからみなさん欲しがるんだよ。中に光るものを入れるときれい

なんだよね。

2. 綿と絹のこと

　私はここでは作ったことはない。夫のおばあちゃんがやっていた。

貞夫さん| 終戦後のこと。物資が不足していて、衣服がなくて、糸を
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コトさん| 今考えてみると器具の写真を撮っておけばよかったと思

う。全部あったんだよ。

貞夫さん| うちの建物を壊したときにつぶして燃やしちゃったんだ

よ。あれは、組むの大変なんだね。上下の糸を交互にさせながら、

織っていくんだけど。アヤをつるやつがあるんだね。そうすると縞模

様になったりしたんだ。昔、うちのばあちゃんだけじゃなく、糸をとる

ことができた人はいたかもしれない。他の自治会からも何人か頼

みに来た。縞模様などの模様を注文を受けて、織っていたのを記

憶している。当時、機があるのが珍しいくらいだから、反物まででき

た家庭はそれほど多くはなかった。アヤを組む技術が難しいから。

縞模様は最初、縦糸から付ける。その計算が一尺なら一尺の幅に、

付けていくかという割り振りが難しかった。どっかから覚えてきて

やっていたのだろう。機織機は今でも真岡の会館にあるよね。ああ

いう機織機があった。木造で作ったやつ。模様を組むために計算

がある。横糸が何ミリで、縞模様だったら計算はいらない。高級な

ものになると、横糸の組み合わせ方で柄は違ってくる。

　絹そのものは繭で作った。蚕よ。小泉で蚕を育てていた家が

あった。養蚕小屋は、前の頃は比較的乾燥しやすい中二階だった。

屋根裏だね。お蚕さんは湿気を嫌がった。地べただと、湿気や汚

れがついちゃう。蚕をする時期に、竹で編んだ桑を食わせる籠を

作った。一籠、何匹と蚕を置く。脱皮するのは3回か4回。そうすると

だんだん大きくなってくる。蛹になってくると、かけはじめるんだね。

“おかいこさん”、当時は貴重なものだったから“さん”付けで呼んで

いた。人間の生活している上で、育てていたからね。環境を良くした

りと、管理をしていた。何軒か蚕を育てていた家はあった。昔は、繭

を買い付ける行商みたいな人がいた。うちでも繭はやっていた。七

井の大平あたりでは最近までやっていたのでは。亀岡八幡宮の西

側に桑畑があった気がする。お蚕の蛹を釡茹でにして糸を紡ぐん

だよね。木綿だけではなく、絹糸も作っていた。

コトさん| 鍋底等にできた穴に絹を詰めると漏らずに長持ちする、

と嫁に来た当時教わった。これには驚きましたね。そうやって、昔は

物を大切に使ったんだろうね。

貞夫さん| この辺でも、養蚕をやっていた人はいた。桑畑があった

から。今はもう養蚕小屋は残っているところはない。

　綿だのお蚕を作っていたのは終戦後までだった。そういう人が

後継人をなかなか作れなかったんだね。作っていても、買っちゃっ

た方が安くなっちゃったんじゃないの。物がないころは自家用で、

織っていた話は聞いたことがある。私が覚えている範囲では糸を

紡いでいる様子は覚えています。夜なべでね。当時電気はなかった。

ランプ式のものだった。電気が入ったのも、そうだな、戦後だから

ね。昔の家の作りは、台所や板張りのところで藁細工したりと、畳

の部屋は寝るところぐらいだった。戸締りもそんなによくないから、

冬場は寒くて暗い明かりの中で、ばあちゃんが一生懸命紡いでい

る姿は鮮明に覚えている。だから、辛い仕事だったかもしれない。

光も、一つの光を、夜なべに使ったり生活に使ったりしていた。石

油だって、一升瓶で買ってきて、ランプに入れるぐらいだから、貴重

な物だったんだよね。あとは囲炉裏の燃やした明かりぐらい。だか

ら、今の人に話しても想像付かないぐらいだよね。

(廣瀬| 本沼に大きな屋敷があって、屋敷の屋根の上に空気出し

用の小さな屋根がかかっていて、飛騨なんかでは蚕を飼っている

家の造りなんですけど、そうなんでしょうか? 三ノ宮神社の近くの

大きな長屋門のある家。益子町ではこういう家はほとんど見な

かった。)

　養蚕小屋っていうのはだいたいこんな感じで作っておくんだね。

空気が下から上に抜けて乾燥させるために。今でも畑の隅に何本

か桑の木が残っている。屋根型に養蚕室っていうのは作っておい

たんだね、豚舎とか鶏舎とか養蚕室っていうのは。別個に専門で

養蚕小屋もつくったんだろうな。本沼のは、養蚕用でなく、囲炉裏

の煙抜きです。

(萩原| 小島さんにお話を伺ったときに、石並の線路沿いに綿の

工場があったと聞いたんですよ。今はお墓がありますよね。こっちか

ら行くと道路の右側に。その道路を挟んで向かいあたりでいいん

ですか。)

　そう。道と線路の間に。

(萩原| 細長い工場だったんですか。)

　ヤジマさんっていう綿の打ち返しの工場。そこでは綿の打ち返し

などやっていた。綿打ちはうちではできない。草木染はうちでもでき

た。この辺だと、クチナシの花や木の皮等で染めた。

3. ニンニクとミカン

(萩原| こちらで作っている作物は?)

瑞夫さん| ハウスで越冬タイプのナスを作っている。帰宅前、その

薬を撒いていた。主に作っているのは、ナス、米、ソバですかね。ほ

かには六次化に繋げようということで、4年前からニンニクを作って

いる。昨年ぐらいに真岡で、エビスニンニクを地域ブランド化したも

のが大前神社付近のグループによって作られた。友人がその近所

にお付き合いがあって、六次化のために、黒にんにく製造のための

ニンニクが必要だということで、原料の提供をしようかということで、

来年から提供する。来年から、エビスニンニクを中心に、今までは

JAだったが、地域のブランドに貢献したほうがいいだろうという仲

間の話の中でまとまった。六次化に繋がればいいなというところで

すかね。ナスはJAにお世話になっている。ニンニクは、農業生産法

人をつくっている方が真岡にいる。

(廣瀬| ニンニクは青森が有名ですが、どうしてこの地域で?)

　ことの発端は百姓番長に繋がるんですけど、栃木県って全国か

ら見ると、餃子が有名。ニラも栃木県では生産量が高いんですよ

ね。おいしい豚肉もあり、そこにないものは何かというとニンニクだ

ろうという話の中で、父親に聞いたらここら辺でもニンニクは作っ

たことがあったんだよ、という話を聞いて、できなくもないんだなと

始まった。それ前にはずっと茨城県で生産はしていたみたい。エビ

スニンニクを世話してくれた人なんだけど。でも芳賀地区では生産

していなかったみたい。それで、父親も言っていたように以前もその

経緯があったから作れないことはないだろう、ということから始

まったのがニンニクのスタート。

(廣瀬| どういう性質を持つ作物なのでしょうか? 最近、産地が限

られてきた理由というのは、土地に合わなくてとか青森には合うと

か、私はそれが不思議だったんですけど。)

　以前は在来種だった。今で言うと、全国的に有名なのはホワイト

ロッペンっていうニンニクの品種なんですけど、以前はニンニクの

一かけらが8個も10個もあるようなもの。在来種は一つの塊が大き

くはないもの。市場性からすると、見栄えがいいロッペン種の方が

市場性は高いということで始まったんです。ただ、病気に弱いとか、

ここら辺でニンニクを作っていたといっても食べるだけの栽培だっ

たみたい。生産性とか商品として売ってはいなかったんですが、こ

こら辺では誰も注目しなかったというか。健康ブームというか安心

安全の国内産のものといって注目されてきたのが、田子産の青森

のニンニクが主力だったわけです。青森の方では生産するものが

なかった時代にニンニクを作付けして東京へ持っていったら高く

売れた、というような話から急激に広まった、という話は聞いた。な

ので青森で作れて栃木で作れないものはほとんどないんですよね。

ミカンも北限だし、リンゴも南限なので作れないものはない地域。

(萩原| ミカンも育つんですか?)

　はい。温州ミカンのように常に太陽が当たるような暖かい向きの

南斜面だったり、北風が入らない条件で栽培するとミカンはでき

る。大きい美味しいミカン。

(萩原| 何ていうミカンなんですか?)

　品種は聞いたことはないんですけど、茨城県から真岡市に抜け

るところの高岡というところに、コンニャクを生産している仁平さ

んっていう農家さんがいるんですけど、その屋敷に5、6本くらい植

わっている。毎年、美味しいミカンをいただく。西明寺にもミカンの

木がある。

(萩原| 今は、収穫時期ですか? 実がなっているのを見られます

か?)

　時期的には、11月か12月、その頃いただいたような気がする。

(廣瀬| こちらで作っているニンニクの品種は在来種ですか?)

　いえ、市場性の高い、ホワイトロッベンです。種を青森から取り寄

せます。

貞夫さん| 昔、この辺でニンニクを使ったのは、養鶏農家と記憶し

ている。病気の予防で食べさせていた。冬場に飼料と一緒に刻ん

で。鶏の精力剤だな。うちのじいちゃんも鶏を飼っていた。100羽く

らい。人が食べるのではなく、鶏が食べる。だから、庭などに植えて

いた。

(萩原| 薬のようにも食べていなかった?)

　焼いて食べていたみたい。囲炉裏の灰のところに1個ずつそのま

ま焼いて、皮剥いて食べた。漢方薬みたいな感じかな。昔、鶏が風

邪をひいたとき、薬なかったもんね。

コトさん| 鶏が風邪ひくってどんな感じなの?

貞夫さん| 卵をなさない状態だよ。卵が一番相場の良いときに、な

さないと売れないだろ。それを予防するためにニンニクを作ったと

思うよ。

(萩原| ニンニクは手間がかからずに収穫できた?)

　ラッキョウみたいな感じじゃないの? 畑の隅とかに種を蒔いて、

春先に日陰干しして。保存がきいたんだろうね。

4. 百姓番長の米づくり

(萩原| 瑞夫さん、百姓番長がブランド化されたのは何年前です

か?)

瑞夫さん| 6年前。以前、私も勤めていた。親がだんだん高齢に

なってきたし、農地を守らなくちゃというのもあるし、長男って使命

感みたいなものがある。農地を守らなくちゃいけないという話をし

て勤めを辞めてから、たまたま金融系に行っている先輩がお茶を

飲みに来たときに、「農業って面白いかい?」っていう話から、せっか

く農業始まったんだし、分からないこともあるし、先輩とか仲がいい

友達を集めて、グループを作るっていうのではなく酒飲みをやって

いたんですよ。「仁平君が農業をやるっていうんであれば家の近く

においしいお米のできる田んぼがあるんだけど、やってみないか」と

いう提案があって。何で田んぼができなくなったのかというと、高

齢化なんですよ。高齢化でそこの田んぼがおいしいお米がとれる

にもかかわらず、手が加えられなくなって大きな機械が入れなく

なった。あぜ道が細かったり。「おいしいお米がとれる田んぼがあ

るのにもかかわらず、おいしいお米が食べられないのは残念だ」と

その先輩が嘆いていた。そのおばあちゃんが言うには「そこは田野

では一番くらいのお米ができるところだ」と。誰も自分の家で育っ

た米を食べた人間は自分の家のお米がおいしいと思うんですけど、

だからそこをぜひ作ってもらいたいと話があって、じゃあどういうス

タイルで作ったらいいかということを今度はグループの中に投げた

んです。

　「どうせやるんであれば、化学農薬とか化学肥料を使わないよう

な栽培をしてはどうか」ということを、サラリーマンとか農業をしな

い人から提案があった。私たちは農業をやっていて、農薬を使わな

い、化学肥料も使わない栽培方法は非常に大変な作業になってく

るんです。私たち農業者からすると人数も必要になってくる。それこ

そ小さい田んぼであっても足を運んで栽培しなくてはならない。し

かしその裏側には個人個人の持っている仕事の稼ぎであったりと

か、私もナスを作っていたり、管理が必要になってくるので田の草

取りは行けないとか、クロの草取りもなかなか行けないとなってく

る中で、「もうちょっと仲間を集めてやるので、仁平さんアドバイス

だけいただきたい」という話をされたんです。全く農薬を使わず化

学肥料も使わないでお米を栽培しようとすると、素人は大変なの

で、栃木県にリンク・ティという減農薬低化学肥料米、栃木県でい

う一定水準以下のものの農薬の使用回数であったりとか、肥料で

も有機肥料を80％以上使っている肥料を使用するとかの縛りの中

で作ってみましょう、という話で、今から4年くらい前ですね。

　それで1年目、「おいしいお米がとれたのでおばあちゃん食べてく

ださい」と。乾燥するのも刈るのも昔ながらのバインダーで。バイン

ダーって知ってる? コンバインの前に稲穂を留めて切ってくれる機

械があるんですけど、昔は切って纏めるのと脱穀するのとが別だっ

たんです。今は刈りながらお米を脱穀していってタンクに入ってし

まう。そういう時代ではない時代の古い機械を借りてきて、バイン

ダーで収穫して別のところで脱穀して、という作業をして、乾燥が終

わって精米して「おばあちゃんお米が取れたのでどうぞ召し上がっ

てください」と話をしたら、「みなさんたちのグループでやったんで

すから、売ったり自分たちで食べてみたりしてください」という話を

してくれたんです。じゃあ6：4で4割私たちがもらうから、うまくいっ

たら商品化したいんだけどそれでもいいかなと、うちの米はうまい

から食べてもらってくれという話で、4年くらい前から県庁で食の農

の地産地消PRのイベントがあるんですけど、そこに2年くらい参加

してお米を食べていただいたんです。そのほかに栃木のマルシェが

あって東京の方へ出品してもらったり、そういう活動をしていたん

です。

　何で百姓番長がお米なのかというと、別にお米にこだわっては

なかったんですけど、先輩たちが1鍬1鍬開墾して田んぼにしたとこ

ろっておいしいお米ができるんです。そういうのが消滅してしまうっ

ていうのを防ぎたい、という思いと、農業者の視点からではない農

業のスタイルというのがあるだろう、というのを研究していきたいね、

という話で、最終的には8人くらいでグループができて、大々的にお

米がメインという話があったときに、いわゆる3年前の原発事故で

こちらにも結構高い線量の放射性物質が降ったと。堆肥になるも

のが山の落ち葉なんです。山の落ち葉を堆肥にしてそれを田んぼ

に入れて、近所の有機質の牛糞の堆肥を入れてたりしていたんで

すけど、中止に追い込まれるぐらい線量が非常に高かった。町に

測定を依頼すると公開されちゃうでしょ。落ち葉が集まるところっ

てホットスポット的な部分なんですよ。谷があるところで堆肥を作っ

ていたので。通常の何百倍という高線量でどうしよう、という話で、

結局線量が戻るまで米を売らない方がいいし、商品化して売るこ

ともできないし、かといって田んぼを休ませることもできない。それ

が3年前。そのときにニンニクの話と繋がるんですけど、米に代わっ

てできるようなもので、何か目新しいものの研究をしてみるかという

ことで、ニンニクの話が出た。

　現在、お米はそこで作付けしていません。ただ、おばあちゃんが、

やはり2年そこでつくったお米をおばあちゃんに提供したんだけど、

「もう一回食いたいんだよねぇ」っていう切なる思いっていうか、自

分のとこでできたおいしいお米を食べてみたいというばあちゃんの

思いをいつかは実現したい。まだ、線量を測ると高いので、作付け

はできない。「いつになるか分からないけど、おばあちゃんもう一回

田んぼでお米を作って食べさせてあげるから、それまで長生きして

待っとくれ」という話をしているところですね、現在は。スタートは良

かったんですよ。県庁の記者クラブで、地域のブランドを作るんで、

記者会見やるから集まってくださいって、そのグループで記者会見

やったんですよ。それぐらいの勢いはあったんですよ。やはり、原発

事故が大きかったですよね。

 (廣瀬| 栃木県の農業試験場にそういった相談はできるんでしょ

うか? 聞いた話です、福島だと、東京大学とか北海道大学がカリウ

ムの代わりにセシウム吸っちゃったりするのに対しては、カリウムを

多めに撒くとか、そういう措置をやっているのは聞いたことがある

んですが。)

　セルライト入れたりだとか、という話を聞きました。聞いてますし、

そういう情報って農業者よりもサラリーマンで農業に興味ある人

の方が、そういう話はレベルが高い。そういった人の話を聞きなが

ら、やってみないかと言われた。結局は、身体に良くないものを田ん

ぼに入れるわけじゃないですか。そこで放射線量を少なく抑えよう

としても、いいわけねえと先輩の話もあり、躊躇しているところです

ね。

(廣瀬| 先輩とか仲間の方 と々議論できることが、すごくやることの

バランスを取るのに役立っているみたいですよね? 農業者じゃない

人の考える農業。)

　ありがちなのはやはり、すぐお金に換えたがる、生産性を求めた

いっていう農業があり、「食べるのってそういう簡単なことじゃない

んじゃないの」っていう先輩がいたりとか、結構おもしろいんですよ

ね。一つ間違いないのが、地域を大切に、田んぼが朽ち果てるのを

防がなくちゃならない。そういう思いがどっちもあるんですよね。あ

るんですけど、生産性を求めるのがいいのか安全なものを慎重に

作っていったほうがいいのか、そこはやはりこう議論が分かれると

ころです。農協でセシウム基準値が超えてないんだから、販売でき

るんだから別にそこにこだわらなくてもいい、という人もいるんです。

やっぱり中には、以前のスタイルの栽培方法でおばあちゃんにお

米を食べさせるには、谷間にある落ち葉を使わないといけない、高

線量の落ち葉ではないものとなるとコストがかかる。コスト面を考

えるとやらなくてもいいというか、そこまでではないなと。そういう状

況で足踏みですね。

　出だしは面白かった。東京に行って、2合の真空パックにして

売ってみるかとか。そういう案が出て機械も買ってはあった。インパ

クトは高かった。町の補助金もいただいていた。デザイナーさんに

キャラクターをつくっていただいたりとか、ロゴをお願いして作った

んですけど。その先に商標登録したかったですよ。商標登録するの

に、助成金いただいてやろうかという話になったんですけど、原発

と同時だったんでできなくなった。波乗りジョニー、男前豆腐とコラ

ボという話もあった。しかし、生産ができない状況になってしまった。

(廣瀬| グループの方々は、田野に今お住まいの方々ですか?)

　益子地域ですね。様々なんですよ。建設業、金融、事務、農業者、

現役を引退された方等。

(廣瀬| 同世代ですか?)

　割と近いです。同級生繋がりではない。自然と集まった。話を聞

きつけて、一回来てみたらと、関心を持った方が自然に繋がってき

た。

(萩原| きちんと考えたいという人が集まった感じですね。お米の

堆肥にする落ち葉の量はどれくらい?)

　大きいトラック10～15台分。田んぼは8、9畝で7か8枚。柳自動車

の上のところ。棚田になっている。昔は自然水を使うから、一枚の

区画は大きくない。水の量も少ないから、棚田みたいになっていて、

田んぼから田んぼに落として大事に使って。今だったら水を上にあ

げて循環式にできるんだけど、昔はそういうことはできなかったか

ら。電気も何も貴重なものだし。最近は田んぼを改良してちゃんと

した形の田んぼが多いけど、昔は沢田を改良して自然の水を使う

のには一枚の区画が大きいと水が溜まんないし、作付けもできな

い。小さいやつをたくさん作って、順々に水を溜め込んで使った。百

姓番長ってインパクトのある感じなので、地域ブランドにしたい

なって思いはあるんですけど、なかなかそれに繋がっていないのが

現状です。

5. 百姓番長の今後と「食べ方」のこと

(廣瀬| 企画集団になれそうな気もしますけど。百姓番長塾みたい

な形にして、みんなの悩みごと相談のような感じで商品開発を手

伝う、みたいな。本当はそれをやる方が田んぼをやるから強いんだ

と思うんですけど、でも今も農業やってらっしゃるからシンクタンク

みたいなものもやってもらいたいなと。非常に考え方が面白いの

で。)

　最初は体験農業みたいなものもやろうかと話もあったんですけ

ど、農地法で縛りが厳しかったりとかで、特区にでもならないと。生

産者、農地を持っている人と契約をするわけですよ。体験農業とか

貸農園とかやろうかという話もあったんですけど。原発で作れなく

なった影響が大きくて気持ちが萎えちゃった。「何でなの…」って。

「とりあえず休もうよ」と。「いいものができるまではダメだ」と。それ

に代わるものがないか、というときにさっきのにんにくになるんです

けど。じゃ、そのニンニクもどうしているかというと、畑があってでき

る人、できない人。黒ニンニクという話も最初サラリーマンをやって

いる人や金融系の人に「こういうのがあるんだけどやってみっか」

という話から繋がっていくんですね。一部の現役を引退した人は種

を買って栽培して製品化するべく試作を続けています。エビスニン

ニクに乗るのではなく、百姓番長のオリジナルとして黒ニンニクを

出してみたい。

　百姓番長の代表というのは仮の代表なんです。みんなでやって

初めて百姓番長というグループになる。ただ、「私は勤めてサラリー

を取っているので、代表っていう肩書きは出せないんだ」という先

輩がいて。旗振りはその先輩なんです。「仁平君、百姓やっているん

だったらアルバイト的な部分があって申告してもそんなに影響はな

いだろうから代表やってくれない?」っていう話で代表に。旗振りは

金融に務めている来年55歳くらいになる方が中心にやっている。

(萩原| 原発事故の後に補償とかの話はなかったんですか?)

　当然出ますよね。事故を起こしてコントロールできなくなってし

まった、自分たちがそういうところに勤めていたときに果たしてそれ

はどう思うのかという話になったら、なりたくてなった事故でないし、

政府の政策ってものもあるし、補償という観点ではないですよね。

生産性を追っていったら必ず補償っていうのは付きものでしょう

けど、生産性を追うスタイルではない形でみんなもお米を作ってい

たと思うので。「まだそこまで確立していない中での補償はどうな

の?」っていう中で、補償を求めるという話は出ませんでした。

(廣瀬| 百姓番長の話し合いの中で、生産したものの食べ方とか

開発提案とか話題になることはありますか?)

　ありますね。ただお米はあくまでもお米っていうグループの意識

が高い。それを米粉にするとかポタージュにするとかの話は出るん

ですが、最終的には握り飯だよなっていう風になってしまう。あえて

食べ方の提案っていうのは…。私はしたかったんですけど。

(廣瀬| お米はそれでもいいかもしれないが、お米の消費量を増や

したいですよね。もっといろんな食べ方とかで。私が大学の教員を

やっていた山形は、蕎麦が有名なんですが、結構北海道のソバ粉

を買っていたりして、なかなかその土地のソバ粉でやっている人が

少ないんです。蕎麦屋ばっかりなのに。フランスだとガレットとかソ

バの食べ方はいろいろあるんですけど。それがないと今度は日本の

人がソバの食べ方が蕎麦しか分からないとか蕎麦掻きとかしかな

いくらい。お蕎麦もやっているし、ニンニクも黒ニンニクとか他のと

ころでできたものですよね。皆さんで食べ方の提案とか、料理を

やってらっしゃる方とかと。)

　料理研究家との話も過去にありましたよ。

(廣瀬| 私は飛騨の方で仕事をやっていて、日本海側と太平洋側

の気候が出会う場所で、食物の種類が単純に多いんですよね。こ

こもそういうところあるじゃないですか、西明寺なんかも。結構、季

節のものを食べるしかなかったから、野草とかも食べながら体を

健康にしていたというか。食べ物ってお腹が減ったからいっぱい食

べて満足とか単純なものでなくて、身体の部分を治したり作ったり

する。野草、山草で言えばスミレでもユキノシタでもアオキでも薬

効はあるんですよ。だから硬くなく薬食みたいなものを考えてみて

も、みなさんの考え方に合うんじゃないんですかね。私も食料自給

率が低すぎて心配なんですけど、そのために耕地は耕していつで

も使えるようにしておいた方が日本人にとって安全だと思うんです

よ。だから消費拡大したいと思いますよね。)

　ソバの産地にお住まいだったんですか?

(廣瀬| 出身ではないんですけど、勤め先が山形の大学で11年

通ったので蕎麦が美味しくて、よく食べる割には、山形のソバ粉が

少ないなと。)

野外でやる場合では全然違うし。温度の差ができてしまう。陶芸

家と同じですよ、キク練りといって仕上げていく。その話は法師人

副町長が詳しい。食べ物をうまく食べるのは難しい。



　ここら辺でも生産はしていても蕎麦打ちが出来る人は少ない。

年越し蕎麦も打てない農家が増えてきた。地域コミュニティーの

中で男の料理教室みたいなのがあって、暮れにしめ縄作りや、お正

月の用意をしたり、蕎麦教室の講習があったりするんです。

貞夫さん| 若い人からもこういう声が出てるのも確かなんですよ。

瑞夫さん| 本沼地区ってこの先にあるでしょ。父の同級生が今ま

で蕎麦を打っていたんですけど、亡くなってしまって。蕎麦を打ちた

くても打てない、食べたくて教わりたいといっても教われないから。

生きているうちに教わっておこうと。

　直売所がブームの頃の平成2年頃から始まったんですけど、そ

の頃から食品加工をして付加価値を付けて直売所で販売をしよ

うということになって、加工部会ができて、何をやるっていったら

手っ取り早いのが、小麦のまんじゅうとお餅と蕎麦くらいかなって

話が出て、それから始まったんです。平成6年に食品加工の法律が

施行されて、加工所で生産されたものでないと販売できないこと

になって。保健所の許可がね。麺類は麺類、菓子加工は菓子加工

で分類ごとに全部とって。平成6年以前はそんなことなかった。

作ったやつはどんどん売れたんだよ。直売所は本沼よりも早かっ

た。田野支所の前にあるんですけどね。直売所ブームが来る前だ

ね。栃木県でも許可が20くらいしかなかった。

(簑田| 道の駅もできるように動いていますけど、そちらはまだ考え

ていない?)

　まだ。継続しようと考えている。あと2年後にできるからそっちの

方へも、とみんな考えているようだけど。今は直売所は週に2回やっ

ているけど、道の駅は毎日だからそこら辺をどういう風にするか指

導機関に仰いで。蕎麦打ちは奥が深いというか、やってみると面白

く難しいところもある。要するにソバを練って刻んで茹で上げるだ

けの工程だからそんなに難しいことはないんですが、食べ物だから

味にうるさいとか手抜きをすると仕上がらない部分もあるから。微

妙なところで難しいといえば難しいところ。単純な作業だけど奥が

深い生き物だから。乾燥した粉に水を入れて掻き回して、柔らかさ

でだいたいの加工麺がうまくいくかいかないか。水の配合次第で

後の作業が骨折ってやったんじゃダメだから、そこらのバランスが

微妙に違ってくる。ソバは蕎麦搔きができるくらいだから熱には敏

感だから、外気温とか湿度とか難しい部分がある。一概に水を

やって搔き回せば良いというわけにはいかない。ここでやる場合と

作って染めこんでもらい、織っていた。この辺ではうちのおばあちゃ

んだけ。作っていたのは白い綿。昔からある綿。木があまり大きくな

らないもの。秋ごろ、実が割れたものを収穫した記憶がある。葉は

なるべく綿につけないように。大事に、大事にとっていた。その後、

種きりで種だけ取るんだ。

コトさん| 私の実家は真岡なんだけど、全ての機械があった。機織

機まであったよ。私の実家のお姉さんが機織って、嫁に来るときに

中着を3枚、それから子どもが生まれると、昔は「ねんねこ」という、

おぶってその上から着るような寝巻きとかを全部縫ってくれた。そ

の中着が何枚か残っている。「真岡木綿さ寄付するかな」と言った

ら、私にくれと言う方がいたんだよ。真岡では久下田に染物屋さん

があった。そこで色を染めてもらって、自分で機織って。

貞夫さん| ここは違う、ここは日下田さんへ持っていった。

　小泉で農業を営む、仁平貞夫 (にへいさだお) さん、コトさんご

夫妻と息子の瑞夫 (みずお) さんの3人に、終戦後の木綿と農業の

話と、瑞夫さんがこれまで農業を通して行ってきた多くの試みにつ

いてお話を伺った。

1. 蛍籠のこと

コトさん| 蛍籠は、大麦でできている。編みは3本でできている。珍

しいからみなさん欲しがるんだよ。中に光るものを入れるときれい

なんだよね。

2. 綿と絹のこと

　私はここでは作ったことはない。夫のおばあちゃんがやっていた。

貞夫さん| 終戦後のこと。物資が不足していて、衣服がなくて、糸を

コトさん| 今考えてみると器具の写真を撮っておけばよかったと思

う。全部あったんだよ。

貞夫さん| うちの建物を壊したときにつぶして燃やしちゃったんだ

よ。あれは、組むの大変なんだね。上下の糸を交互にさせながら、

織っていくんだけど。アヤをつるやつがあるんだね。そうすると縞模

様になったりしたんだ。昔、うちのばあちゃんだけじゃなく、糸をとる

ことができた人はいたかもしれない。他の自治会からも何人か頼

みに来た。縞模様などの模様を注文を受けて、織っていたのを記

憶している。当時、機があるのが珍しいくらいだから、反物まででき

た家庭はそれほど多くはなかった。アヤを組む技術が難しいから。

縞模様は最初、縦糸から付ける。その計算が一尺なら一尺の幅に、

付けていくかという割り振りが難しかった。どっかから覚えてきて

やっていたのだろう。機織機は今でも真岡の会館にあるよね。ああ

いう機織機があった。木造で作ったやつ。模様を組むために計算

がある。横糸が何ミリで、縞模様だったら計算はいらない。高級な

ものになると、横糸の組み合わせ方で柄は違ってくる。

　絹そのものは繭で作った。蚕よ。小泉で蚕を育てていた家が

あった。養蚕小屋は、前の頃は比較的乾燥しやすい中二階だった。

屋根裏だね。お蚕さんは湿気を嫌がった。地べただと、湿気や汚

れがついちゃう。蚕をする時期に、竹で編んだ桑を食わせる籠を

作った。一籠、何匹と蚕を置く。脱皮するのは3回か4回。そうすると

だんだん大きくなってくる。蛹になってくると、かけはじめるんだね。

“おかいこさん”、当時は貴重なものだったから“さん”付けで呼んで

いた。人間の生活している上で、育てていたからね。環境を良くした

りと、管理をしていた。何軒か蚕を育てていた家はあった。昔は、繭

を買い付ける行商みたいな人がいた。うちでも繭はやっていた。七

井の大平あたりでは最近までやっていたのでは。亀岡八幡宮の西

側に桑畑があった気がする。お蚕の蛹を釡茹でにして糸を紡ぐん

だよね。木綿だけではなく、絹糸も作っていた。

コトさん| 鍋底等にできた穴に絹を詰めると漏らずに長持ちする、

と嫁に来た当時教わった。これには驚きましたね。そうやって、昔は

物を大切に使ったんだろうね。

貞夫さん| この辺でも、養蚕をやっていた人はいた。桑畑があった

から。今はもう養蚕小屋は残っているところはない。

　綿だのお蚕を作っていたのは終戦後までだった。そういう人が

後継人をなかなか作れなかったんだね。作っていても、買っちゃっ
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た方が安くなっちゃったんじゃないの。物がないころは自家用で、

織っていた話は聞いたことがある。私が覚えている範囲では糸を

紡いでいる様子は覚えています。夜なべでね。当時電気はなかった。

ランプ式のものだった。電気が入ったのも、そうだな、戦後だから

ね。昔の家の作りは、台所や板張りのところで藁細工したりと、畳

の部屋は寝るところぐらいだった。戸締りもそんなによくないから、

冬場は寒くて暗い明かりの中で、ばあちゃんが一生懸命紡いでい

る姿は鮮明に覚えている。だから、辛い仕事だったかもしれない。

光も、一つの光を、夜なべに使ったり生活に使ったりしていた。石

油だって、一升瓶で買ってきて、ランプに入れるぐらいだから、貴重

な物だったんだよね。あとは囲炉裏の燃やした明かりぐらい。だか

ら、今の人に話しても想像付かないぐらいだよね。

(廣瀬| 本沼に大きな屋敷があって、屋敷の屋根の上に空気出し

用の小さな屋根がかかっていて、飛騨なんかでは蚕を飼っている

家の造りなんですけど、そうなんでしょうか? 三ノ宮神社の近くの

大きな長屋門のある家。益子町ではこういう家はほとんど見な

かった。)

　養蚕小屋っていうのはだいたいこんな感じで作っておくんだね。

空気が下から上に抜けて乾燥させるために。今でも畑の隅に何本

か桑の木が残っている。屋根型に養蚕室っていうのは作っておい

たんだね、豚舎とか鶏舎とか養蚕室っていうのは。別個に専門で

養蚕小屋もつくったんだろうな。本沼のは、養蚕用でなく、囲炉裏

の煙抜きです。

(萩原| 小島さんにお話を伺ったときに、石並の線路沿いに綿の

工場があったと聞いたんですよ。今はお墓がありますよね。こっちか

ら行くと道路の右側に。その道路を挟んで向かいあたりでいいん

ですか。)

　そう。道と線路の間に。

(萩原| 細長い工場だったんですか。)

　ヤジマさんっていう綿の打ち返しの工場。そこでは綿の打ち返し

などやっていた。綿打ちはうちではできない。草木染はうちでもでき

た。この辺だと、クチナシの花や木の皮等で染めた。

3. ニンニクとミカン

(萩原| こちらで作っている作物は?)

瑞夫さん| ハウスで越冬タイプのナスを作っている。帰宅前、その

薬を撒いていた。主に作っているのは、ナス、米、ソバですかね。ほ

かには六次化に繋げようということで、4年前からニンニクを作って

いる。昨年ぐらいに真岡で、エビスニンニクを地域ブランド化したも

のが大前神社付近のグループによって作られた。友人がその近所

にお付き合いがあって、六次化のために、黒にんにく製造のための

ニンニクが必要だということで、原料の提供をしようかということで、

来年から提供する。来年から、エビスニンニクを中心に、今までは

JAだったが、地域のブランドに貢献したほうがいいだろうという仲

間の話の中でまとまった。六次化に繋がればいいなというところで

すかね。ナスはJAにお世話になっている。ニンニクは、農業生産法

人をつくっている方が真岡にいる。

(廣瀬| ニンニクは青森が有名ですが、どうしてこの地域で?)

　ことの発端は百姓番長に繋がるんですけど、栃木県って全国か

ら見ると、餃子が有名。ニラも栃木県では生産量が高いんですよ

ね。おいしい豚肉もあり、そこにないものは何かというとニンニクだ

ろうという話の中で、父親に聞いたらここら辺でもニンニクは作っ

たことがあったんだよ、という話を聞いて、できなくもないんだなと

始まった。それ前にはずっと茨城県で生産はしていたみたい。エビ

スニンニクを世話してくれた人なんだけど。でも芳賀地区では生産

していなかったみたい。それで、父親も言っていたように以前もその

経緯があったから作れないことはないだろう、ということから始

まったのがニンニクのスタート。

(廣瀬| どういう性質を持つ作物なのでしょうか? 最近、産地が限

られてきた理由というのは、土地に合わなくてとか青森には合うと

か、私はそれが不思議だったんですけど。)

　以前は在来種だった。今で言うと、全国的に有名なのはホワイト

ロッペンっていうニンニクの品種なんですけど、以前はニンニクの

一かけらが8個も10個もあるようなもの。在来種は一つの塊が大き

くはないもの。市場性からすると、見栄えがいいロッペン種の方が

市場性は高いということで始まったんです。ただ、病気に弱いとか、

ここら辺でニンニクを作っていたといっても食べるだけの栽培だっ

たみたい。生産性とか商品として売ってはいなかったんですが、こ

こら辺では誰も注目しなかったというか。健康ブームというか安心

安全の国内産のものといって注目されてきたのが、田子産の青森

のニンニクが主力だったわけです。青森の方では生産するものが

なかった時代にニンニクを作付けして東京へ持っていったら高く

売れた、というような話から急激に広まった、という話は聞いた。な

ので青森で作れて栃木で作れないものはほとんどないんですよね。

ミカンも北限だし、リンゴも南限なので作れないものはない地域。

(萩原| ミカンも育つんですか?)

　はい。温州ミカンのように常に太陽が当たるような暖かい向きの

南斜面だったり、北風が入らない条件で栽培するとミカンはでき

る。大きい美味しいミカン。

(萩原| 何ていうミカンなんですか?)

　品種は聞いたことはないんですけど、茨城県から真岡市に抜け

るところの高岡というところに、コンニャクを生産している仁平さ

んっていう農家さんがいるんですけど、その屋敷に5、6本くらい植

わっている。毎年、美味しいミカンをいただく。西明寺にもミカンの

木がある。

(萩原| 今は、収穫時期ですか? 実がなっているのを見られます

か?)

　時期的には、11月か12月、その頃いただいたような気がする。

(廣瀬| こちらで作っているニンニクの品種は在来種ですか?)

　いえ、市場性の高い、ホワイトロッベンです。種を青森から取り寄

せます。

貞夫さん| 昔、この辺でニンニクを使ったのは、養鶏農家と記憶し

ている。病気の予防で食べさせていた。冬場に飼料と一緒に刻ん

で。鶏の精力剤だな。うちのじいちゃんも鶏を飼っていた。100羽く

らい。人が食べるのではなく、鶏が食べる。だから、庭などに植えて

いた。

(萩原| 薬のようにも食べていなかった?)

　焼いて食べていたみたい。囲炉裏の灰のところに1個ずつそのま

ま焼いて、皮剥いて食べた。漢方薬みたいな感じかな。昔、鶏が風

邪をひいたとき、薬なかったもんね。

コトさん| 鶏が風邪ひくってどんな感じなの?

貞夫さん| 卵をなさない状態だよ。卵が一番相場の良いときに、な

さないと売れないだろ。それを予防するためにニンニクを作ったと

思うよ。

(萩原| ニンニクは手間がかからずに収穫できた?)

　ラッキョウみたいな感じじゃないの? 畑の隅とかに種を蒔いて、

春先に日陰干しして。保存がきいたんだろうね。

4. 百姓番長の米づくり

(萩原| 瑞夫さん、百姓番長がブランド化されたのは何年前です

か?)

瑞夫さん| 6年前。以前、私も勤めていた。親がだんだん高齢に

なってきたし、農地を守らなくちゃというのもあるし、長男って使命

感みたいなものがある。農地を守らなくちゃいけないという話をし

て勤めを辞めてから、たまたま金融系に行っている先輩がお茶を

飲みに来たときに、「農業って面白いかい?」っていう話から、せっか

く農業始まったんだし、分からないこともあるし、先輩とか仲がいい

友達を集めて、グループを作るっていうのではなく酒飲みをやって

いたんですよ。「仁平君が農業をやるっていうんであれば家の近く

においしいお米のできる田んぼがあるんだけど、やってみないか」と

いう提案があって。何で田んぼができなくなったのかというと、高

齢化なんですよ。高齢化でそこの田んぼがおいしいお米がとれる

にもかかわらず、手が加えられなくなって大きな機械が入れなく

なった。あぜ道が細かったり。「おいしいお米がとれる田んぼがあ

るのにもかかわらず、おいしいお米が食べられないのは残念だ」と

その先輩が嘆いていた。そのおばあちゃんが言うには「そこは田野

では一番くらいのお米ができるところだ」と。誰も自分の家で育っ

た米を食べた人間は自分の家のお米がおいしいと思うんですけど、

だからそこをぜひ作ってもらいたいと話があって、じゃあどういうス

タイルで作ったらいいかということを今度はグループの中に投げた

んです。

　「どうせやるんであれば、化学農薬とか化学肥料を使わないよう

な栽培をしてはどうか」ということを、サラリーマンとか農業をしな

い人から提案があった。私たちは農業をやっていて、農薬を使わな

い、化学肥料も使わない栽培方法は非常に大変な作業になってく

るんです。私たち農業者からすると人数も必要になってくる。それこ

そ小さい田んぼであっても足を運んで栽培しなくてはならない。し

かしその裏側には個人個人の持っている仕事の稼ぎであったりと

か、私もナスを作っていたり、管理が必要になってくるので田の草

取りは行けないとか、クロの草取りもなかなか行けないとなってく

る中で、「もうちょっと仲間を集めてやるので、仁平さんアドバイス

だけいただきたい」という話をされたんです。全く農薬を使わず化

学肥料も使わないでお米を栽培しようとすると、素人は大変なの

で、栃木県にリンク・ティという減農薬低化学肥料米、栃木県でい

う一定水準以下のものの農薬の使用回数であったりとか、肥料で

も有機肥料を80％以上使っている肥料を使用するとかの縛りの中

で作ってみましょう、という話で、今から4年くらい前ですね。

　それで1年目、「おいしいお米がとれたのでおばあちゃん食べてく

ださい」と。乾燥するのも刈るのも昔ながらのバインダーで。バイン

ダーって知ってる? コンバインの前に稲穂を留めて切ってくれる機

械があるんですけど、昔は切って纏めるのと脱穀するのとが別だっ

たんです。今は刈りながらお米を脱穀していってタンクに入ってし

まう。そういう時代ではない時代の古い機械を借りてきて、バイン

ダーで収穫して別のところで脱穀して、という作業をして、乾燥が終

わって精米して「おばあちゃんお米が取れたのでどうぞ召し上がっ

てください」と話をしたら、「みなさんたちのグループでやったんで

すから、売ったり自分たちで食べてみたりしてください」という話を

してくれたんです。じゃあ6：4で4割私たちがもらうから、うまくいっ

たら商品化したいんだけどそれでもいいかなと、うちの米はうまい

から食べてもらってくれという話で、4年くらい前から県庁で食の農

の地産地消PRのイベントがあるんですけど、そこに2年くらい参加

してお米を食べていただいたんです。そのほかに栃木のマルシェが

あって東京の方へ出品してもらったり、そういう活動をしていたん

です。

　何で百姓番長がお米なのかというと、別にお米にこだわっては

なかったんですけど、先輩たちが1鍬1鍬開墾して田んぼにしたとこ

ろっておいしいお米ができるんです。そういうのが消滅してしまうっ

ていうのを防ぎたい、という思いと、農業者の視点からではない農

業のスタイルというのがあるだろう、というのを研究していきたいね、

という話で、最終的には8人くらいでグループができて、大々的にお

米がメインという話があったときに、いわゆる3年前の原発事故で

こちらにも結構高い線量の放射性物質が降ったと。堆肥になるも

のが山の落ち葉なんです。山の落ち葉を堆肥にしてそれを田んぼ

に入れて、近所の有機質の牛糞の堆肥を入れてたりしていたんで

すけど、中止に追い込まれるぐらい線量が非常に高かった。町に

測定を依頼すると公開されちゃうでしょ。落ち葉が集まるところっ

てホットスポット的な部分なんですよ。谷があるところで堆肥を作っ

ていたので。通常の何百倍という高線量でどうしよう、という話で、

結局線量が戻るまで米を売らない方がいいし、商品化して売るこ

ともできないし、かといって田んぼを休ませることもできない。それ

が3年前。そのときにニンニクの話と繋がるんですけど、米に代わっ

てできるようなもので、何か目新しいものの研究をしてみるかという

ことで、ニンニクの話が出た。

　現在、お米はそこで作付けしていません。ただ、おばあちゃんが、

やはり2年そこでつくったお米をおばあちゃんに提供したんだけど、

「もう一回食いたいんだよねぇ」っていう切なる思いっていうか、自

分のとこでできたおいしいお米を食べてみたいというばあちゃんの

思いをいつかは実現したい。まだ、線量を測ると高いので、作付け

はできない。「いつになるか分からないけど、おばあちゃんもう一回

田んぼでお米を作って食べさせてあげるから、それまで長生きして

待っとくれ」という話をしているところですね、現在は。スタートは良

かったんですよ。県庁の記者クラブで、地域のブランドを作るんで、

記者会見やるから集まってくださいって、そのグループで記者会見

やったんですよ。それぐらいの勢いはあったんですよ。やはり、原発

事故が大きかったですよね。

 (廣瀬| 栃木県の農業試験場にそういった相談はできるんでしょ

うか? 聞いた話です、福島だと、東京大学とか北海道大学がカリウ

ムの代わりにセシウム吸っちゃったりするのに対しては、カリウムを

多めに撒くとか、そういう措置をやっているのは聞いたことがある

んですが。)

　セルライト入れたりだとか、という話を聞きました。聞いてますし、

そういう情報って農業者よりもサラリーマンで農業に興味ある人

の方が、そういう話はレベルが高い。そういった人の話を聞きなが

ら、やってみないかと言われた。結局は、身体に良くないものを田ん

ぼに入れるわけじゃないですか。そこで放射線量を少なく抑えよう

としても、いいわけねえと先輩の話もあり、躊躇しているところです

ね。

(廣瀬| 先輩とか仲間の方 と々議論できることが、すごくやることの

バランスを取るのに役立っているみたいですよね? 農業者じゃない

人の考える農業。)

　ありがちなのはやはり、すぐお金に換えたがる、生産性を求めた

いっていう農業があり、「食べるのってそういう簡単なことじゃない

んじゃないの」っていう先輩がいたりとか、結構おもしろいんですよ

ね。一つ間違いないのが、地域を大切に、田んぼが朽ち果てるのを

防がなくちゃならない。そういう思いがどっちもあるんですよね。あ

るんですけど、生産性を求めるのがいいのか安全なものを慎重に

作っていったほうがいいのか、そこはやはりこう議論が分かれると

ころです。農協でセシウム基準値が超えてないんだから、販売でき

るんだから別にそこにこだわらなくてもいい、という人もいるんです。

やっぱり中には、以前のスタイルの栽培方法でおばあちゃんにお

米を食べさせるには、谷間にある落ち葉を使わないといけない、高

線量の落ち葉ではないものとなるとコストがかかる。コスト面を考

えるとやらなくてもいいというか、そこまでではないなと。そういう状

況で足踏みですね。

　出だしは面白かった。東京に行って、2合の真空パックにして

売ってみるかとか。そういう案が出て機械も買ってはあった。インパ

クトは高かった。町の補助金もいただいていた。デザイナーさんに

キャラクターをつくっていただいたりとか、ロゴをお願いして作った

んですけど。その先に商標登録したかったですよ。商標登録するの

に、助成金いただいてやろうかという話になったんですけど、原発

と同時だったんでできなくなった。波乗りジョニー、男前豆腐とコラ

ボという話もあった。しかし、生産ができない状況になってしまった。

(廣瀬| グループの方々は、田野に今お住まいの方々ですか?)

　益子地域ですね。様々なんですよ。建設業、金融、事務、農業者、

現役を引退された方等。

(廣瀬| 同世代ですか?)

　割と近いです。同級生繋がりではない。自然と集まった。話を聞

きつけて、一回来てみたらと、関心を持った方が自然に繋がってき

た。

(萩原| きちんと考えたいという人が集まった感じですね。お米の

堆肥にする落ち葉の量はどれくらい?)

　大きいトラック10～15台分。田んぼは8、9畝で7か8枚。柳自動車

の上のところ。棚田になっている。昔は自然水を使うから、一枚の

区画は大きくない。水の量も少ないから、棚田みたいになっていて、

田んぼから田んぼに落として大事に使って。今だったら水を上にあ

げて循環式にできるんだけど、昔はそういうことはできなかったか

ら。電気も何も貴重なものだし。最近は田んぼを改良してちゃんと

した形の田んぼが多いけど、昔は沢田を改良して自然の水を使う

のには一枚の区画が大きいと水が溜まんないし、作付けもできな

い。小さいやつをたくさん作って、順 に々水を溜め込んで使った。百

姓番長ってインパクトのある感じなので、地域ブランドにしたい

なって思いはあるんですけど、なかなかそれに繋がっていないのが

現状です。

5. 百姓番長の今後と「食べ方」のこと

(廣瀬| 企画集団になれそうな気もしますけど。百姓番長塾みたい

な形にして、みんなの悩みごと相談のような感じで商品開発を手

伝う、みたいな。本当はそれをやる方が田んぼをやるから強いんだ

と思うんですけど、でも今も農業やってらっしゃるからシンクタンク

みたいなものもやってもらいたいなと。非常に考え方が面白いの

で。)

　最初は体験農業みたいなものもやろうかと話もあったんですけ

ど、農地法で縛りが厳しかったりとかで、特区にでもならないと。生

産者、農地を持っている人と契約をするわけですよ。体験農業とか

貸農園とかやろうかという話もあったんですけど。原発で作れなく

なった影響が大きくて気持ちが萎えちゃった。「何でなの…」って。

「とりあえず休もうよ」と。「いいものができるまではダメだ」と。それ

に代わるものがないか、というときにさっきのにんにくになるんです

けど。じゃ、そのニンニクもどうしているかというと、畑があってでき

る人、できない人。黒ニンニクという話も最初サラリーマンをやって

いる人や金融系の人に「こういうのがあるんだけどやってみっか」

という話から繋がっていくんですね。一部の現役を引退した人は種

を買って栽培して製品化するべく試作を続けています。エビスニン

ニクに乗るのではなく、百姓番長のオリジナルとして黒ニンニクを

出してみたい。

　百姓番長の代表というのは仮の代表なんです。みんなでやって

初めて百姓番長というグループになる。ただ、「私は勤めてサラリー

を取っているので、代表っていう肩書きは出せないんだ」という先

輩がいて。旗振りはその先輩なんです。「仁平君、百姓やっているん

だったらアルバイト的な部分があって申告してもそんなに影響はな

いだろうから代表やってくれない?」っていう話で代表に。旗振りは

金融に務めている来年55歳くらいになる方が中心にやっている。

(萩原| 原発事故の後に補償とかの話はなかったんですか?)

　当然出ますよね。事故を起こしてコントロールできなくなってし

まった、自分たちがそういうところに勤めていたときに果たしてそれ

はどう思うのかという話になったら、なりたくてなった事故でないし、

政府の政策ってものもあるし、補償という観点ではないですよね。

生産性を追っていったら必ず補償っていうのは付きものでしょう

けど、生産性を追うスタイルではない形でみんなもお米を作ってい

たと思うので。「まだそこまで確立していない中での補償はどうな

の?」っていう中で、補償を求めるという話は出ませんでした。

(廣瀬| 百姓番長の話し合いの中で、生産したものの食べ方とか

開発提案とか話題になることはありますか?)

　ありますね。ただお米はあくまでもお米っていうグループの意識

が高い。それを米粉にするとかポタージュにするとかの話は出るん

ですが、最終的には握り飯だよなっていう風になってしまう。あえて

食べ方の提案っていうのは…。私はしたかったんですけど。

(廣瀬| お米はそれでもいいかもしれないが、お米の消費量を増や

したいですよね。もっといろんな食べ方とかで。私が大学の教員を

やっていた山形は、蕎麦が有名なんですが、結構北海道のソバ粉

を買っていたりして、なかなかその土地のソバ粉でやっている人が

少ないんです。蕎麦屋ばっかりなのに。フランスだとガレットとかソ

バの食べ方はいろいろあるんですけど。それがないと今度は日本の

人がソバの食べ方が蕎麦しか分からないとか蕎麦掻きとかしかな

いくらい。お蕎麦もやっているし、ニンニクも黒ニンニクとか他のと

ころでできたものですよね。皆さんで食べ方の提案とか、料理を

やってらっしゃる方とかと。)

　料理研究家との話も過去にありましたよ。

(廣瀬| 私は飛騨の方で仕事をやっていて、日本海側と太平洋側

の気候が出会う場所で、食物の種類が単純に多いんですよね。こ

こもそういうところあるじゃないですか、西明寺なんかも。結構、季

節のものを食べるしかなかったから、野草とかも食べながら体を

健康にしていたというか。食べ物ってお腹が減ったからいっぱい食

べて満足とか単純なものでなくて、身体の部分を治したり作ったり

する。野草、山草で言えばスミレでもユキノシタでもアオキでも薬

効はあるんですよ。だから硬くなく薬食みたいなものを考えてみて

も、みなさんの考え方に合うんじゃないんですかね。私も食料自給

率が低すぎて心配なんですけど、そのために耕地は耕していつで

も使えるようにしておいた方が日本人にとって安全だと思うんです

よ。だから消費拡大したいと思いますよね。)

　ソバの産地にお住まいだったんですか?

(廣瀬| 出身ではないんですけど、勤め先が山形の大学で11年

通ったので蕎麦が美味しくて、よく食べる割には、山形のソバ粉が

少ないなと。)

野外でやる場合では全然違うし。温度の差ができてしまう。陶芸

家と同じですよ、キク練りといって仕上げていく。その話は法師人

副町長が詳しい。食べ物をうまく食べるのは難しい。



　ここら辺でも生産はしていても蕎麦打ちが出来る人は少ない。

年越し蕎麦も打てない農家が増えてきた。地域コミュニティーの

中で男の料理教室みたいなのがあって、暮れにしめ縄作りや、お正

月の用意をしたり、蕎麦教室の講習があったりするんです。

貞夫さん| 若い人からもこういう声が出てるのも確かなんですよ。

瑞夫さん| 本沼地区ってこの先にあるでしょ。父の同級生が今ま

で蕎麦を打っていたんですけど、亡くなってしまって。蕎麦を打ちた

くても打てない、食べたくて教わりたいといっても教われないから。

生きているうちに教わっておこうと。

　直売所がブームの頃の平成2年頃から始まったんですけど、そ

の頃から食品加工をして付加価値を付けて直売所で販売をしよ

うということになって、加工部会ができて、何をやるっていったら

手っ取り早いのが、小麦のまんじゅうとお餅と蕎麦くらいかなって

話が出て、それから始まったんです。平成6年に食品加工の法律が

施行されて、加工所で生産されたものでないと販売できないこと

になって。保健所の許可がね。麺類は麺類、菓子加工は菓子加工

で分類ごとに全部とって。平成6年以前はそんなことなかった。

作ったやつはどんどん売れたんだよ。直売所は本沼よりも早かっ

た。田野支所の前にあるんですけどね。直売所ブームが来る前だ

ね。栃木県でも許可が20くらいしかなかった。

(簑田| 道の駅もできるように動いていますけど、そちらはまだ考え

ていない?)

　まだ。継続しようと考えている。あと2年後にできるからそっちの

方へも、とみんな考えているようだけど。今は直売所は週に2回やっ

ているけど、道の駅は毎日だからそこら辺をどういう風にするか指

導機関に仰いで。蕎麦打ちは奥が深いというか、やってみると面白

く難しいところもある。要するにソバを練って刻んで茹で上げるだ

けの工程だからそんなに難しいことはないんですが、食べ物だから

味にうるさいとか手抜きをすると仕上がらない部分もあるから。微

妙なところで難しいといえば難しいところ。単純な作業だけど奥が

深い生き物だから。乾燥した粉に水を入れて掻き回して、柔らかさ

でだいたいの加工麺がうまくいくかいかないか。水の配合次第で

後の作業が骨折ってやったんじゃダメだから、そこらのバランスが

微妙に違ってくる。ソバは蕎麦搔きができるくらいだから熱には敏

感だから、外気温とか湿度とか難しい部分がある。一概に水を

やって搔き回せば良いというわけにはいかない。ここでやる場合と

作って染めこんでもらい、織っていた。この辺ではうちのおばあちゃ

んだけ。作っていたのは白い綿。昔からある綿。木があまり大きくな

らないもの。秋ごろ、実が割れたものを収穫した記憶がある。葉は

なるべく綿につけないように。大事に、大事にとっていた。その後、

種きりで種だけ取るんだ。

コトさん| 私の実家は真岡なんだけど、全ての機械があった。機織

機まであったよ。私の実家のお姉さんが機織って、嫁に来るときに

中着を3枚、それから子どもが生まれると、昔は「ねんねこ」という、

おぶってその上から着るような寝巻きとかを全部縫ってくれた。そ

の中着が何枚か残っている。「真岡木綿さ寄付するかな」と言った

ら、私にくれと言う方がいたんだよ。真岡では久下田に染物屋さん

があった。そこで色を染めてもらって、自分で機織って。

貞夫さん| ここは違う、ここは日下田さんへ持っていった。

　小泉で農業を営む、仁平貞夫 (にへいさだお) さん、コトさんご

夫妻と息子の瑞夫 (みずお) さんの3人に、終戦後の木綿と農業の

話と、瑞夫さんがこれまで農業を通して行ってきた多くの試みにつ

いてお話を伺った。

1. 蛍籠のこと

コトさん| 蛍籠は、大麦でできている。編みは3本でできている。珍

しいからみなさん欲しがるんだよ。中に光るものを入れるときれい

なんだよね。

2. 綿と絹のこと

　私はここでは作ったことはない。夫のおばあちゃんがやっていた。

貞夫さん| 終戦後のこと。物資が不足していて、衣服がなくて、糸を

コトさん| 今考えてみると器具の写真を撮っておけばよかったと思

う。全部あったんだよ。

貞夫さん| うちの建物を壊したときにつぶして燃やしちゃったんだ

よ。あれは、組むの大変なんだね。上下の糸を交互にさせながら、

織っていくんだけど。アヤをつるやつがあるんだね。そうすると縞模

様になったりしたんだ。昔、うちのばあちゃんだけじゃなく、糸をとる

ことができた人はいたかもしれない。他の自治会からも何人か頼

みに来た。縞模様などの模様を注文を受けて、織っていたのを記

憶している。当時、機があるのが珍しいくらいだから、反物まででき

た家庭はそれほど多くはなかった。アヤを組む技術が難しいから。

縞模様は最初、縦糸から付ける。その計算が一尺なら一尺の幅に、

付けていくかという割り振りが難しかった。どっかから覚えてきて

やっていたのだろう。機織機は今でも真岡の会館にあるよね。ああ

いう機織機があった。木造で作ったやつ。模様を組むために計算

がある。横糸が何ミリで、縞模様だったら計算はいらない。高級な

ものになると、横糸の組み合わせ方で柄は違ってくる。

　絹そのものは繭で作った。蚕よ。小泉で蚕を育てていた家が

あった。養蚕小屋は、前の頃は比較的乾燥しやすい中二階だった。

屋根裏だね。お蚕さんは湿気を嫌がった。地べただと、湿気や汚

れがついちゃう。蚕をする時期に、竹で編んだ桑を食わせる籠を

作った。一籠、何匹と蚕を置く。脱皮するのは3回か4回。そうすると

だんだん大きくなってくる。蛹になってくると、かけはじめるんだね。

“おかいこさん”、当時は貴重なものだったから“さん”付けで呼んで

いた。人間の生活している上で、育てていたからね。環境を良くした

りと、管理をしていた。何軒か蚕を育てていた家はあった。昔は、繭

を買い付ける行商みたいな人がいた。うちでも繭はやっていた。七

井の大平あたりでは最近までやっていたのでは。亀岡八幡宮の西

側に桑畑があった気がする。お蚕の蛹を釡茹でにして糸を紡ぐん

だよね。木綿だけではなく、絹糸も作っていた。

コトさん| 鍋底等にできた穴に絹を詰めると漏らずに長持ちする、

と嫁に来た当時教わった。これには驚きましたね。そうやって、昔は

物を大切に使ったんだろうね。

貞夫さん| この辺でも、養蚕をやっていた人はいた。桑畑があった

から。今はもう養蚕小屋は残っているところはない。

　綿だのお蚕を作っていたのは終戦後までだった。そういう人が

後継人をなかなか作れなかったんだね。作っていても、買っちゃっ

た方が安くなっちゃったんじゃないの。物がないころは自家用で、

織っていた話は聞いたことがある。私が覚えている範囲では糸を

紡いでいる様子は覚えています。夜なべでね。当時電気はなかった。

ランプ式のものだった。電気が入ったのも、そうだな、戦後だから

ね。昔の家の作りは、台所や板張りのところで藁細工したりと、畳

の部屋は寝るところぐらいだった。戸締りもそんなによくないから、

冬場は寒くて暗い明かりの中で、ばあちゃんが一生懸命紡いでい

る姿は鮮明に覚えている。だから、辛い仕事だったかもしれない。

光も、一つの光を、夜なべに使ったり生活に使ったりしていた。石

油だって、一升瓶で買ってきて、ランプに入れるぐらいだから、貴重

な物だったんだよね。あとは囲炉裏の燃やした明かりぐらい。だか

ら、今の人に話しても想像付かないぐらいだよね。

(廣瀬| 本沼に大きな屋敷があって、屋敷の屋根の上に空気出し

用の小さな屋根がかかっていて、飛騨なんかでは蚕を飼っている

家の造りなんですけど、そうなんでしょうか? 三ノ宮神社の近くの

大きな長屋門のある家。益子町ではこういう家はほとんど見な

かった。)

　養蚕小屋っていうのはだいたいこんな感じで作っておくんだね。

空気が下から上に抜けて乾燥させるために。今でも畑の隅に何本

か桑の木が残っている。屋根型に養蚕室っていうのは作っておい

たんだね、豚舎とか鶏舎とか養蚕室っていうのは。別個に専門で

養蚕小屋もつくったんだろうな。本沼のは、養蚕用でなく、囲炉裏

の煙抜きです。

(萩原| 小島さんにお話を伺ったときに、石並の線路沿いに綿の

工場があったと聞いたんですよ。今はお墓がありますよね。こっちか

ら行くと道路の右側に。その道路を挟んで向かいあたりでいいん

ですか。)

　そう。道と線路の間に。

(萩原| 細長い工場だったんですか。)

　ヤジマさんっていう綿の打ち返しの工場。そこでは綿の打ち返し

などやっていた。綿打ちはうちではできない。草木染はうちでもでき

た。この辺だと、クチナシの花や木の皮等で染めた。

3. ニンニクとミカン

(萩原| こちらで作っている作物は?)

瑞夫さん| ハウスで越冬タイプのナスを作っている。帰宅前、その

薬を撒いていた。主に作っているのは、ナス、米、ソバですかね。ほ

かには六次化に繋げようということで、4年前からニンニクを作って

いる。昨年ぐらいに真岡で、エビスニンニクを地域ブランド化したも

のが大前神社付近のグループによって作られた。友人がその近所

にお付き合いがあって、六次化のために、黒にんにく製造のための

ニンニクが必要だということで、原料の提供をしようかということで、

来年から提供する。来年から、エビスニンニクを中心に、今までは

JAだったが、地域のブランドに貢献したほうがいいだろうという仲

間の話の中でまとまった。六次化に繋がればいいなというところで

すかね。ナスはJAにお世話になっている。ニンニクは、農業生産法

人をつくっている方が真岡にいる。

(廣瀬| ニンニクは青森が有名ですが、どうしてこの地域で?)

　ことの発端は百姓番長に繋がるんですけど、栃木県って全国か

ら見ると、餃子が有名。ニラも栃木県では生産量が高いんですよ

ね。おいしい豚肉もあり、そこにないものは何かというとニンニクだ

ろうという話の中で、父親に聞いたらここら辺でもニンニクは作っ

たことがあったんだよ、という話を聞いて、できなくもないんだなと

始まった。それ前にはずっと茨城県で生産はしていたみたい。エビ

スニンニクを世話してくれた人なんだけど。でも芳賀地区では生産

していなかったみたい。それで、父親も言っていたように以前もその

経緯があったから作れないことはないだろう、ということから始

まったのがニンニクのスタート。

(廣瀬| どういう性質を持つ作物なのでしょうか? 最近、産地が限

られてきた理由というのは、土地に合わなくてとか青森には合うと

か、私はそれが不思議だったんですけど。)

　以前は在来種だった。今で言うと、全国的に有名なのはホワイト

ロッペンっていうニンニクの品種なんですけど、以前はニンニクの

一かけらが8個も10個もあるようなもの。在来種は一つの塊が大き

くはないもの。市場性からすると、見栄えがいいロッペン種の方が

市場性は高いということで始まったんです。ただ、病気に弱いとか、

ここら辺でニンニクを作っていたといっても食べるだけの栽培だっ

たみたい。生産性とか商品として売ってはいなかったんですが、こ

こら辺では誰も注目しなかったというか。健康ブームというか安心

安全の国内産のものといって注目されてきたのが、田子産の青森

のニンニクが主力だったわけです。青森の方では生産するものが

なかった時代にニンニクを作付けして東京へ持っていったら高く

売れた、というような話から急激に広まった、という話は聞いた。な

ので青森で作れて栃木で作れないものはほとんどないんですよね。

ミカンも北限だし、リンゴも南限なので作れないものはない地域。

(萩原| ミカンも育つんですか?)

　はい。温州ミカンのように常に太陽が当たるような暖かい向きの

南斜面だったり、北風が入らない条件で栽培するとミカンはでき

る。大きい美味しいミカン。

(萩原| 何ていうミカンなんですか?)

　品種は聞いたことはないんですけど、茨城県から真岡市に抜け

るところの高岡というところに、コンニャクを生産している仁平さ

んっていう農家さんがいるんですけど、その屋敷に5、6本くらい植

わっている。毎年、美味しいミカンをいただく。西明寺にもミカンの

木がある。

(萩原| 今は、収穫時期ですか? 実がなっているのを見られます

か?)

　時期的には、11月か12月、その頃いただいたような気がする。

(廣瀬| こちらで作っているニンニクの品種は在来種ですか?)

　いえ、市場性の高い、ホワイトロッベンです。種を青森から取り寄

せます。

貞夫さん| 昔、この辺でニンニクを使ったのは、養鶏農家と記憶し

ている。病気の予防で食べさせていた。冬場に飼料と一緒に刻ん

で。鶏の精力剤だな。うちのじいちゃんも鶏を飼っていた。100羽く

らい。人が食べるのではなく、鶏が食べる。だから、庭などに植えて

いた。

(萩原| 薬のようにも食べていなかった?)

　焼いて食べていたみたい。囲炉裏の灰のところに1個ずつそのま

ま焼いて、皮剥いて食べた。漢方薬みたいな感じかな。昔、鶏が風

邪をひいたとき、薬なかったもんね。

コトさん| 鶏が風邪ひくってどんな感じなの?

貞夫さん| 卵をなさない状態だよ。卵が一番相場の良いときに、な

さないと売れないだろ。それを予防するためにニンニクを作ったと

思うよ。

(萩原| ニンニクは手間がかからずに収穫できた?)

　ラッキョウみたいな感じじゃないの? 畑の隅とかに種を蒔いて、

春先に日陰干しして。保存がきいたんだろうね。
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4. 百姓番長の米づくり

(萩原| 瑞夫さん、百姓番長がブランド化されたのは何年前です

か?)

瑞夫さん| 6年前。以前、私も勤めていた。親がだんだん高齢に

なってきたし、農地を守らなくちゃというのもあるし、長男って使命

感みたいなものがある。農地を守らなくちゃいけないという話をし

て勤めを辞めてから、たまたま金融系に行っている先輩がお茶を

飲みに来たときに、「農業って面白いかい?」っていう話から、せっか

く農業始まったんだし、分からないこともあるし、先輩とか仲がいい

友達を集めて、グループを作るっていうのではなく酒飲みをやって

いたんですよ。「仁平君が農業をやるっていうんであれば家の近く

においしいお米のできる田んぼがあるんだけど、やってみないか」と

いう提案があって。何で田んぼができなくなったのかというと、高

齢化なんですよ。高齢化でそこの田んぼがおいしいお米がとれる

にもかかわらず、手が加えられなくなって大きな機械が入れなく

なった。あぜ道が細かったり。「おいしいお米がとれる田んぼがあ

るのにもかかわらず、おいしいお米が食べられないのは残念だ」と

その先輩が嘆いていた。そのおばあちゃんが言うには「そこは田野

では一番くらいのお米ができるところだ」と。誰も自分の家で育っ

た米を食べた人間は自分の家のお米がおいしいと思うんですけど、

だからそこをぜひ作ってもらいたいと話があって、じゃあどういうス

タイルで作ったらいいかということを今度はグループの中に投げた

んです。

　「どうせやるんであれば、化学農薬とか化学肥料を使わないよう

な栽培をしてはどうか」ということを、サラリーマンとか農業をしな

い人から提案があった。私たちは農業をやっていて、農薬を使わな

い、化学肥料も使わない栽培方法は非常に大変な作業になってく

るんです。私たち農業者からすると人数も必要になってくる。それこ

そ小さい田んぼであっても足を運んで栽培しなくてはならない。し

かしその裏側には個人個人の持っている仕事の稼ぎであったりと

か、私もナスを作っていたり、管理が必要になってくるので田の草

取りは行けないとか、クロの草取りもなかなか行けないとなってく

る中で、「もうちょっと仲間を集めてやるので、仁平さんアドバイス

だけいただきたい」という話をされたんです。全く農薬を使わず化

学肥料も使わないでお米を栽培しようとすると、素人は大変なの

で、栃木県にリンク・ティという減農薬低化学肥料米、栃木県でい

う一定水準以下のものの農薬の使用回数であったりとか、肥料で

も有機肥料を80％以上使っている肥料を使用するとかの縛りの中

で作ってみましょう、という話で、今から4年くらい前ですね。

　それで1年目、「おいしいお米がとれたのでおばあちゃん食べてく

ださい」と。乾燥するのも刈るのも昔ながらのバインダーで。バイン

ダーって知ってる? コンバインの前に稲穂を留めて切ってくれる機

械があるんですけど、昔は切って纏めるのと脱穀するのとが別だっ

たんです。今は刈りながらお米を脱穀していってタンクに入ってし

まう。そういう時代ではない時代の古い機械を借りてきて、バイン

ダーで収穫して別のところで脱穀して、という作業をして、乾燥が終

わって精米して「おばあちゃんお米が取れたのでどうぞ召し上がっ

てください」と話をしたら、「みなさんたちのグループでやったんで

すから、売ったり自分たちで食べてみたりしてください」という話を

してくれたんです。じゃあ6：4で4割私たちがもらうから、うまくいっ

たら商品化したいんだけどそれでもいいかなと、うちの米はうまい

から食べてもらってくれという話で、4年くらい前から県庁で食の農

の地産地消PRのイベントがあるんですけど、そこに2年くらい参加

してお米を食べていただいたんです。そのほかに栃木のマルシェが

あって東京の方へ出品してもらったり、そういう活動をしていたん

です。

　何で百姓番長がお米なのかというと、別にお米にこだわっては

なかったんですけど、先輩たちが1鍬1鍬開墾して田んぼにしたとこ

ろっておいしいお米ができるんです。そういうのが消滅してしまうっ

ていうのを防ぎたい、という思いと、農業者の視点からではない農

業のスタイルというのがあるだろう、というのを研究していきたいね、

という話で、最終的には8人くらいでグループができて、大々的にお

米がメインという話があったときに、いわゆる3年前の原発事故で

こちらにも結構高い線量の放射性物質が降ったと。堆肥になるも

のが山の落ち葉なんです。山の落ち葉を堆肥にしてそれを田んぼ

に入れて、近所の有機質の牛糞の堆肥を入れてたりしていたんで

すけど、中止に追い込まれるぐらい線量が非常に高かった。町に

測定を依頼すると公開されちゃうでしょ。落ち葉が集まるところっ

てホットスポット的な部分なんですよ。谷があるところで堆肥を作っ

ていたので。通常の何百倍という高線量でどうしよう、という話で、

結局線量が戻るまで米を売らない方がいいし、商品化して売るこ

ともできないし、かといって田んぼを休ませることもできない。それ

が3年前。そのときにニンニクの話と繋がるんですけど、米に代わっ

てできるようなもので、何か目新しいものの研究をしてみるかという

ことで、ニンニクの話が出た。

　現在、お米はそこで作付けしていません。ただ、おばあちゃんが、

やはり2年そこでつくったお米をおばあちゃんに提供したんだけど、

「もう一回食いたいんだよねぇ」っていう切なる思いっていうか、自

分のとこでできたおいしいお米を食べてみたいというばあちゃんの

思いをいつかは実現したい。まだ、線量を測ると高いので、作付け

はできない。「いつになるか分からないけど、おばあちゃんもう一回

田んぼでお米を作って食べさせてあげるから、それまで長生きして

待っとくれ」という話をしているところですね、現在は。スタートは良

かったんですよ。県庁の記者クラブで、地域のブランドを作るんで、

記者会見やるから集まってくださいって、そのグループで記者会見

やったんですよ。それぐらいの勢いはあったんですよ。やはり、原発

事故が大きかったですよね。

 (廣瀬| 栃木県の農業試験場にそういった相談はできるんでしょ

うか? 聞いた話です、福島だと、東京大学とか北海道大学がカリウ

ムの代わりにセシウム吸っちゃったりするのに対しては、カリウムを

多めに撒くとか、そういう措置をやっているのは聞いたことがある

んですが。)

　セルライト入れたりだとか、という話を聞きました。聞いてますし、

そういう情報って農業者よりもサラリーマンで農業に興味ある人

の方が、そういう話はレベルが高い。そういった人の話を聞きなが

ら、やってみないかと言われた。結局は、身体に良くないものを田ん

ぼに入れるわけじゃないですか。そこで放射線量を少なく抑えよう

としても、いいわけねえと先輩の話もあり、躊躇しているところです

ね。

(廣瀬| 先輩とか仲間の方 と々議論できることが、すごくやることの

バランスを取るのに役立っているみたいですよね? 農業者じゃない

人の考える農業。)

　ありがちなのはやはり、すぐお金に換えたがる、生産性を求めた

いっていう農業があり、「食べるのってそういう簡単なことじゃない

んじゃないの」っていう先輩がいたりとか、結構おもしろいんですよ

ね。一つ間違いないのが、地域を大切に、田んぼが朽ち果てるのを

防がなくちゃならない。そういう思いがどっちもあるんですよね。あ

るんですけど、生産性を求めるのがいいのか安全なものを慎重に

作っていったほうがいいのか、そこはやはりこう議論が分かれると

ころです。農協でセシウム基準値が超えてないんだから、販売でき

るんだから別にそこにこだわらなくてもいい、という人もいるんです。

やっぱり中には、以前のスタイルの栽培方法でおばあちゃんにお

米を食べさせるには、谷間にある落ち葉を使わないといけない、高

線量の落ち葉ではないものとなるとコストがかかる。コスト面を考

えるとやらなくてもいいというか、そこまでではないなと。そういう状

況で足踏みですね。

　出だしは面白かった。東京に行って、2合の真空パックにして

売ってみるかとか。そういう案が出て機械も買ってはあった。インパ

クトは高かった。町の補助金もいただいていた。デザイナーさんに

キャラクターをつくっていただいたりとか、ロゴをお願いして作った

んですけど。その先に商標登録したかったですよ。商標登録するの

に、助成金いただいてやろうかという話になったんですけど、原発

と同時だったんでできなくなった。波乗りジョニー、男前豆腐とコラ

ボという話もあった。しかし、生産ができない状況になってしまった。

(廣瀬| グループの方々は、田野に今お住まいの方々ですか?)

　益子地域ですね。様々なんですよ。建設業、金融、事務、農業者、

現役を引退された方等。

(廣瀬| 同世代ですか?)

　割と近いです。同級生繋がりではない。自然と集まった。話を聞

きつけて、一回来てみたらと、関心を持った方が自然に繋がってき

た。

(萩原| きちんと考えたいという人が集まった感じですね。お米の

堆肥にする落ち葉の量はどれくらい?)

　大きいトラック10～15台分。田んぼは8、9畝で7か8枚。柳自動車

の上のところ。棚田になっている。昔は自然水を使うから、一枚の

区画は大きくない。水の量も少ないから、棚田みたいになっていて、

田んぼから田んぼに落として大事に使って。今だったら水を上にあ

げて循環式にできるんだけど、昔はそういうことはできなかったか

ら。電気も何も貴重なものだし。最近は田んぼを改良してちゃんと

した形の田んぼが多いけど、昔は沢田を改良して自然の水を使う

のには一枚の区画が大きいと水が溜まんないし、作付けもできな

い。小さいやつをたくさん作って、順 に々水を溜め込んで使った。百

姓番長ってインパクトのある感じなので、地域ブランドにしたい

なって思いはあるんですけど、なかなかそれに繋がっていないのが

現状です。

5. 百姓番長の今後と「食べ方」のこと

(廣瀬| 企画集団になれそうな気もしますけど。百姓番長塾みたい

な形にして、みんなの悩みごと相談のような感じで商品開発を手

伝う、みたいな。本当はそれをやる方が田んぼをやるから強いんだ

と思うんですけど、でも今も農業やってらっしゃるからシンクタンク

みたいなものもやってもらいたいなと。非常に考え方が面白いの

で。)

　最初は体験農業みたいなものもやろうかと話もあったんですけ

ど、農地法で縛りが厳しかったりとかで、特区にでもならないと。生

産者、農地を持っている人と契約をするわけですよ。体験農業とか

貸農園とかやろうかという話もあったんですけど。原発で作れなく

なった影響が大きくて気持ちが萎えちゃった。「何でなの…」って。

「とりあえず休もうよ」と。「いいものができるまではダメだ」と。それ

に代わるものがないか、というときにさっきのにんにくになるんです

けど。じゃ、そのニンニクもどうしているかというと、畑があってでき

る人、できない人。黒ニンニクという話も最初サラリーマンをやって

いる人や金融系の人に「こういうのがあるんだけどやってみっか」

という話から繋がっていくんですね。一部の現役を引退した人は種

を買って栽培して製品化するべく試作を続けています。エビスニン

ニクに乗るのではなく、百姓番長のオリジナルとして黒ニンニクを

出してみたい。

　百姓番長の代表というのは仮の代表なんです。みんなでやって

初めて百姓番長というグループになる。ただ、「私は勤めてサラリー

を取っているので、代表っていう肩書きは出せないんだ」という先

輩がいて。旗振りはその先輩なんです。「仁平君、百姓やっているん

だったらアルバイト的な部分があって申告してもそんなに影響はな

いだろうから代表やってくれない?」っていう話で代表に。旗振りは

金融に務めている来年55歳くらいになる方が中心にやっている。

(萩原| 原発事故の後に補償とかの話はなかったんですか?)

　当然出ますよね。事故を起こしてコントロールできなくなってし

まった、自分たちがそういうところに勤めていたときに果たしてそれ

はどう思うのかという話になったら、なりたくてなった事故でないし、

政府の政策ってものもあるし、補償という観点ではないですよね。

生産性を追っていったら必ず補償っていうのは付きものでしょう

けど、生産性を追うスタイルではない形でみんなもお米を作ってい

たと思うので。「まだそこまで確立していない中での補償はどうな

の?」っていう中で、補償を求めるという話は出ませんでした。

(廣瀬| 百姓番長の話し合いの中で、生産したものの食べ方とか

開発提案とか話題になることはありますか?)

　ありますね。ただお米はあくまでもお米っていうグループの意識

が高い。それを米粉にするとかポタージュにするとかの話は出るん

ですが、最終的には握り飯だよなっていう風になってしまう。あえて

食べ方の提案っていうのは…。私はしたかったんですけど。

(廣瀬| お米はそれでもいいかもしれないが、お米の消費量を増や

したいですよね。もっといろんな食べ方とかで。私が大学の教員を

やっていた山形は、蕎麦が有名なんですが、結構北海道のソバ粉

を買っていたりして、なかなかその土地のソバ粉でやっている人が

少ないんです。蕎麦屋ばっかりなのに。フランスだとガレットとかソ

バの食べ方はいろいろあるんですけど。それがないと今度は日本の

人がソバの食べ方が蕎麦しか分からないとか蕎麦掻きとかしかな

いくらい。お蕎麦もやっているし、ニンニクも黒ニンニクとか他のと

ころでできたものですよね。皆さんで食べ方の提案とか、料理を

やってらっしゃる方とかと。)

　料理研究家との話も過去にありましたよ。

(廣瀬| 私は飛騨の方で仕事をやっていて、日本海側と太平洋側

の気候が出会う場所で、食物の種類が単純に多いんですよね。こ

こもそういうところあるじゃないですか、西明寺なんかも。結構、季

節のものを食べるしかなかったから、野草とかも食べながら体を

健康にしていたというか。食べ物ってお腹が減ったからいっぱい食

べて満足とか単純なものでなくて、身体の部分を治したり作ったり

する。野草、山草で言えばスミレでもユキノシタでもアオキでも薬

効はあるんですよ。だから硬くなく薬食みたいなものを考えてみて

も、みなさんの考え方に合うんじゃないんですかね。私も食料自給

率が低すぎて心配なんですけど、そのために耕地は耕していつで

も使えるようにしておいた方が日本人にとって安全だと思うんです

よ。だから消費拡大したいと思いますよね。)

　ソバの産地にお住まいだったんですか?

(廣瀬| 出身ではないんですけど、勤め先が山形の大学で11年

通ったので蕎麦が美味しくて、よく食べる割には、山形のソバ粉が

少ないなと。)

野外でやる場合では全然違うし。温度の差ができてしまう。陶芸

家と同じですよ、キク練りといって仕上げていく。その話は法師人

副町長が詳しい。食べ物をうまく食べるのは難しい。



　ここら辺でも生産はしていても蕎麦打ちが出来る人は少ない。

年越し蕎麦も打てない農家が増えてきた。地域コミュニティーの

中で男の料理教室みたいなのがあって、暮れにしめ縄作りや、お正

月の用意をしたり、蕎麦教室の講習があったりするんです。

貞夫さん| 若い人からもこういう声が出てるのも確かなんですよ。

瑞夫さん| 本沼地区ってこの先にあるでしょ。父の同級生が今ま

で蕎麦を打っていたんですけど、亡くなってしまって。蕎麦を打ちた

くても打てない、食べたくて教わりたいといっても教われないから。

生きているうちに教わっておこうと。

　直売所がブームの頃の平成2年頃から始まったんですけど、そ

の頃から食品加工をして付加価値を付けて直売所で販売をしよ

うということになって、加工部会ができて、何をやるっていったら

手っ取り早いのが、小麦のまんじゅうとお餅と蕎麦くらいかなって

話が出て、それから始まったんです。平成6年に食品加工の法律が

施行されて、加工所で生産されたものでないと販売できないこと

になって。保健所の許可がね。麺類は麺類、菓子加工は菓子加工

で分類ごとに全部とって。平成6年以前はそんなことなかった。

作ったやつはどんどん売れたんだよ。直売所は本沼よりも早かっ

た。田野支所の前にあるんですけどね。直売所ブームが来る前だ

ね。栃木県でも許可が20くらいしかなかった。

(簑田| 道の駅もできるように動いていますけど、そちらはまだ考え

ていない?)

　まだ。継続しようと考えている。あと2年後にできるからそっちの

方へも、とみんな考えているようだけど。今は直売所は週に2回やっ

ているけど、道の駅は毎日だからそこら辺をどういう風にするか指

導機関に仰いで。蕎麦打ちは奥が深いというか、やってみると面白

く難しいところもある。要するにソバを練って刻んで茹で上げるだ

けの工程だからそんなに難しいことはないんですが、食べ物だから

味にうるさいとか手抜きをすると仕上がらない部分もあるから。微

妙なところで難しいといえば難しいところ。単純な作業だけど奥が

深い生き物だから。乾燥した粉に水を入れて掻き回して、柔らかさ

でだいたいの加工麺がうまくいくかいかないか。水の配合次第で

後の作業が骨折ってやったんじゃダメだから、そこらのバランスが

微妙に違ってくる。ソバは蕎麦搔きができるくらいだから熱には敏

感だから、外気温とか湿度とか難しい部分がある。一概に水を

やって搔き回せば良いというわけにはいかない。ここでやる場合と

作って染めこんでもらい、織っていた。この辺ではうちのおばあちゃ

んだけ。作っていたのは白い綿。昔からある綿。木があまり大きくな

らないもの。秋ごろ、実が割れたものを収穫した記憶がある。葉は

なるべく綿につけないように。大事に、大事にとっていた。その後、

種きりで種だけ取るんだ。

コトさん| 私の実家は真岡なんだけど、全ての機械があった。機織

機まであったよ。私の実家のお姉さんが機織って、嫁に来るときに

中着を3枚、それから子どもが生まれると、昔は「ねんねこ」という、

おぶってその上から着るような寝巻きとかを全部縫ってくれた。そ

の中着が何枚か残っている。「真岡木綿さ寄付するかな」と言った

ら、私にくれと言う方がいたんだよ。真岡では久下田に染物屋さん

があった。そこで色を染めてもらって、自分で機織って。

貞夫さん| ここは違う、ここは日下田さんへ持っていった。

　小泉で農業を営む、仁平貞夫 (にへいさだお) さん、コトさんご

夫妻と息子の瑞夫 (みずお) さんの3人に、終戦後の木綿と農業の

話と、瑞夫さんがこれまで農業を通して行ってきた多くの試みにつ

いてお話を伺った。

1. 蛍籠のこと

コトさん| 蛍籠は、大麦でできている。編みは3本でできている。珍

しいからみなさん欲しがるんだよ。中に光るものを入れるときれい

なんだよね。

2. 綿と絹のこと

　私はここでは作ったことはない。夫のおばあちゃんがやっていた。

貞夫さん| 終戦後のこと。物資が不足していて、衣服がなくて、糸を

コトさん| 今考えてみると器具の写真を撮っておけばよかったと思

う。全部あったんだよ。

貞夫さん| うちの建物を壊したときにつぶして燃やしちゃったんだ

よ。あれは、組むの大変なんだね。上下の糸を交互にさせながら、

織っていくんだけど。アヤをつるやつがあるんだね。そうすると縞模

様になったりしたんだ。昔、うちのばあちゃんだけじゃなく、糸をとる

ことができた人はいたかもしれない。他の自治会からも何人か頼

みに来た。縞模様などの模様を注文を受けて、織っていたのを記

憶している。当時、機があるのが珍しいくらいだから、反物まででき

た家庭はそれほど多くはなかった。アヤを組む技術が難しいから。

縞模様は最初、縦糸から付ける。その計算が一尺なら一尺の幅に、

付けていくかという割り振りが難しかった。どっかから覚えてきて

やっていたのだろう。機織機は今でも真岡の会館にあるよね。ああ

いう機織機があった。木造で作ったやつ。模様を組むために計算

がある。横糸が何ミリで、縞模様だったら計算はいらない。高級な

ものになると、横糸の組み合わせ方で柄は違ってくる。

　絹そのものは繭で作った。蚕よ。小泉で蚕を育てていた家が

あった。養蚕小屋は、前の頃は比較的乾燥しやすい中二階だった。

屋根裏だね。お蚕さんは湿気を嫌がった。地べただと、湿気や汚

れがついちゃう。蚕をする時期に、竹で編んだ桑を食わせる籠を

作った。一籠、何匹と蚕を置く。脱皮するのは3回か4回。そうすると

だんだん大きくなってくる。蛹になってくると、かけはじめるんだね。

“おかいこさん”、当時は貴重なものだったから“さん”付けで呼んで

いた。人間の生活している上で、育てていたからね。環境を良くした

りと、管理をしていた。何軒か蚕を育てていた家はあった。昔は、繭

を買い付ける行商みたいな人がいた。うちでも繭はやっていた。七

井の大平あたりでは最近までやっていたのでは。亀岡八幡宮の西

側に桑畑があった気がする。お蚕の蛹を釡茹でにして糸を紡ぐん

だよね。木綿だけではなく、絹糸も作っていた。

コトさん| 鍋底等にできた穴に絹を詰めると漏らずに長持ちする、

と嫁に来た当時教わった。これには驚きましたね。そうやって、昔は

物を大切に使ったんだろうね。

貞夫さん| この辺でも、養蚕をやっていた人はいた。桑畑があった

から。今はもう養蚕小屋は残っているところはない。

　綿だのお蚕を作っていたのは終戦後までだった。そういう人が

後継人をなかなか作れなかったんだね。作っていても、買っちゃっ

た方が安くなっちゃったんじゃないの。物がないころは自家用で、

織っていた話は聞いたことがある。私が覚えている範囲では糸を

紡いでいる様子は覚えています。夜なべでね。当時電気はなかった。

ランプ式のものだった。電気が入ったのも、そうだな、戦後だから

ね。昔の家の作りは、台所や板張りのところで藁細工したりと、畳

の部屋は寝るところぐらいだった。戸締りもそんなによくないから、

冬場は寒くて暗い明かりの中で、ばあちゃんが一生懸命紡いでい

る姿は鮮明に覚えている。だから、辛い仕事だったかもしれない。

光も、一つの光を、夜なべに使ったり生活に使ったりしていた。石

油だって、一升瓶で買ってきて、ランプに入れるぐらいだから、貴重

な物だったんだよね。あとは囲炉裏の燃やした明かりぐらい。だか

ら、今の人に話しても想像付かないぐらいだよね。

(廣瀬| 本沼に大きな屋敷があって、屋敷の屋根の上に空気出し

用の小さな屋根がかかっていて、飛騨なんかでは蚕を飼っている

家の造りなんですけど、そうなんでしょうか? 三ノ宮神社の近くの

大きな長屋門のある家。益子町ではこういう家はほとんど見な

かった。)

　養蚕小屋っていうのはだいたいこんな感じで作っておくんだね。

空気が下から上に抜けて乾燥させるために。今でも畑の隅に何本

か桑の木が残っている。屋根型に養蚕室っていうのは作っておい

たんだね、豚舎とか鶏舎とか養蚕室っていうのは。別個に専門で

養蚕小屋もつくったんだろうな。本沼のは、養蚕用でなく、囲炉裏

の煙抜きです。

(萩原| 小島さんにお話を伺ったときに、石並の線路沿いに綿の

工場があったと聞いたんですよ。今はお墓がありますよね。こっちか

ら行くと道路の右側に。その道路を挟んで向かいあたりでいいん

ですか。)

　そう。道と線路の間に。

(萩原| 細長い工場だったんですか。)

　ヤジマさんっていう綿の打ち返しの工場。そこでは綿の打ち返し

などやっていた。綿打ちはうちではできない。草木染はうちでもでき

た。この辺だと、クチナシの花や木の皮等で染めた。

3. ニンニクとミカン

(萩原| こちらで作っている作物は?)

瑞夫さん| ハウスで越冬タイプのナスを作っている。帰宅前、その

薬を撒いていた。主に作っているのは、ナス、米、ソバですかね。ほ

かには六次化に繋げようということで、4年前からニンニクを作って

いる。昨年ぐらいに真岡で、エビスニンニクを地域ブランド化したも

のが大前神社付近のグループによって作られた。友人がその近所

にお付き合いがあって、六次化のために、黒にんにく製造のための

ニンニクが必要だということで、原料の提供をしようかということで、

来年から提供する。来年から、エビスニンニクを中心に、今までは

JAだったが、地域のブランドに貢献したほうがいいだろうという仲

間の話の中でまとまった。六次化に繋がればいいなというところで

すかね。ナスはJAにお世話になっている。ニンニクは、農業生産法

人をつくっている方が真岡にいる。

(廣瀬| ニンニクは青森が有名ですが、どうしてこの地域で?)

　ことの発端は百姓番長に繋がるんですけど、栃木県って全国か

ら見ると、餃子が有名。ニラも栃木県では生産量が高いんですよ

ね。おいしい豚肉もあり、そこにないものは何かというとニンニクだ

ろうという話の中で、父親に聞いたらここら辺でもニンニクは作っ

たことがあったんだよ、という話を聞いて、できなくもないんだなと

始まった。それ前にはずっと茨城県で生産はしていたみたい。エビ

スニンニクを世話してくれた人なんだけど。でも芳賀地区では生産

していなかったみたい。それで、父親も言っていたように以前もその

経緯があったから作れないことはないだろう、ということから始

まったのがニンニクのスタート。

(廣瀬| どういう性質を持つ作物なのでしょうか? 最近、産地が限

られてきた理由というのは、土地に合わなくてとか青森には合うと

か、私はそれが不思議だったんですけど。)

　以前は在来種だった。今で言うと、全国的に有名なのはホワイト

ロッペンっていうニンニクの品種なんですけど、以前はニンニクの

一かけらが8個も10個もあるようなもの。在来種は一つの塊が大き

くはないもの。市場性からすると、見栄えがいいロッペン種の方が

市場性は高いということで始まったんです。ただ、病気に弱いとか、

ここら辺でニンニクを作っていたといっても食べるだけの栽培だっ

たみたい。生産性とか商品として売ってはいなかったんですが、こ

こら辺では誰も注目しなかったというか。健康ブームというか安心

安全の国内産のものといって注目されてきたのが、田子産の青森

のニンニクが主力だったわけです。青森の方では生産するものが

なかった時代にニンニクを作付けして東京へ持っていったら高く

売れた、というような話から急激に広まった、という話は聞いた。な

ので青森で作れて栃木で作れないものはほとんどないんですよね。

ミカンも北限だし、リンゴも南限なので作れないものはない地域。

(萩原| ミカンも育つんですか?)

　はい。温州ミカンのように常に太陽が当たるような暖かい向きの

南斜面だったり、北風が入らない条件で栽培するとミカンはでき

る。大きい美味しいミカン。

(萩原| 何ていうミカンなんですか?)

　品種は聞いたことはないんですけど、茨城県から真岡市に抜け

るところの高岡というところに、コンニャクを生産している仁平さ

んっていう農家さんがいるんですけど、その屋敷に5、6本くらい植

わっている。毎年、美味しいミカンをいただく。西明寺にもミカンの

木がある。

(萩原| 今は、収穫時期ですか? 実がなっているのを見られます

か?)

　時期的には、11月か12月、その頃いただいたような気がする。

(廣瀬| こちらで作っているニンニクの品種は在来種ですか?)

　いえ、市場性の高い、ホワイトロッベンです。種を青森から取り寄

せます。

貞夫さん| 昔、この辺でニンニクを使ったのは、養鶏農家と記憶し

ている。病気の予防で食べさせていた。冬場に飼料と一緒に刻ん

で。鶏の精力剤だな。うちのじいちゃんも鶏を飼っていた。100羽く

らい。人が食べるのではなく、鶏が食べる。だから、庭などに植えて

いた。

(萩原| 薬のようにも食べていなかった?)

　焼いて食べていたみたい。囲炉裏の灰のところに1個ずつそのま

ま焼いて、皮剥いて食べた。漢方薬みたいな感じかな。昔、鶏が風

邪をひいたとき、薬なかったもんね。

コトさん| 鶏が風邪ひくってどんな感じなの?

貞夫さん| 卵をなさない状態だよ。卵が一番相場の良いときに、な

さないと売れないだろ。それを予防するためにニンニクを作ったと

思うよ。

(萩原| ニンニクは手間がかからずに収穫できた?)

　ラッキョウみたいな感じじゃないの? 畑の隅とかに種を蒔いて、

春先に日陰干しして。保存がきいたんだろうね。

4. 百姓番長の米づくり

(萩原| 瑞夫さん、百姓番長がブランド化されたのは何年前です

か?)

瑞夫さん| 6年前。以前、私も勤めていた。親がだんだん高齢に

なってきたし、農地を守らなくちゃというのもあるし、長男って使命

感みたいなものがある。農地を守らなくちゃいけないという話をし

て勤めを辞めてから、たまたま金融系に行っている先輩がお茶を

飲みに来たときに、「農業って面白いかい?」っていう話から、せっか

く農業始まったんだし、分からないこともあるし、先輩とか仲がいい

友達を集めて、グループを作るっていうのではなく酒飲みをやって

いたんですよ。「仁平君が農業をやるっていうんであれば家の近く

においしいお米のできる田んぼがあるんだけど、やってみないか」と

いう提案があって。何で田んぼができなくなったのかというと、高

齢化なんですよ。高齢化でそこの田んぼがおいしいお米がとれる

にもかかわらず、手が加えられなくなって大きな機械が入れなく

なった。あぜ道が細かったり。「おいしいお米がとれる田んぼがあ

るのにもかかわらず、おいしいお米が食べられないのは残念だ」と

その先輩が嘆いていた。そのおばあちゃんが言うには「そこは田野

では一番くらいのお米ができるところだ」と。誰も自分の家で育っ

た米を食べた人間は自分の家のお米がおいしいと思うんですけど、

だからそこをぜひ作ってもらいたいと話があって、じゃあどういうス

タイルで作ったらいいかということを今度はグループの中に投げた

んです。

　「どうせやるんであれば、化学農薬とか化学肥料を使わないよう

な栽培をしてはどうか」ということを、サラリーマンとか農業をしな

い人から提案があった。私たちは農業をやっていて、農薬を使わな

い、化学肥料も使わない栽培方法は非常に大変な作業になってく

るんです。私たち農業者からすると人数も必要になってくる。それこ

そ小さい田んぼであっても足を運んで栽培しなくてはならない。し

かしその裏側には個人個人の持っている仕事の稼ぎであったりと

か、私もナスを作っていたり、管理が必要になってくるので田の草

取りは行けないとか、クロの草取りもなかなか行けないとなってく

る中で、「もうちょっと仲間を集めてやるので、仁平さんアドバイス

だけいただきたい」という話をされたんです。全く農薬を使わず化

学肥料も使わないでお米を栽培しようとすると、素人は大変なの

で、栃木県にリンク・ティという減農薬低化学肥料米、栃木県でい

う一定水準以下のものの農薬の使用回数であったりとか、肥料で

も有機肥料を80％以上使っている肥料を使用するとかの縛りの中

で作ってみましょう、という話で、今から4年くらい前ですね。

　それで1年目、「おいしいお米がとれたのでおばあちゃん食べてく

ださい」と。乾燥するのも刈るのも昔ながらのバインダーで。バイン

ダーって知ってる? コンバインの前に稲穂を留めて切ってくれる機

械があるんですけど、昔は切って纏めるのと脱穀するのとが別だっ

たんです。今は刈りながらお米を脱穀していってタンクに入ってし

まう。そういう時代ではない時代の古い機械を借りてきて、バイン

ダーで収穫して別のところで脱穀して、という作業をして、乾燥が終

わって精米して「おばあちゃんお米が取れたのでどうぞ召し上がっ

てください」と話をしたら、「みなさんたちのグループでやったんで

すから、売ったり自分たちで食べてみたりしてください」という話を

してくれたんです。じゃあ6：4で4割私たちがもらうから、うまくいっ

たら商品化したいんだけどそれでもいいかなと、うちの米はうまい

から食べてもらってくれという話で、4年くらい前から県庁で食の農

の地産地消PRのイベントがあるんですけど、そこに2年くらい参加

してお米を食べていただいたんです。そのほかに栃木のマルシェが

あって東京の方へ出品してもらったり、そういう活動をしていたん

です。

　何で百姓番長がお米なのかというと、別にお米にこだわっては

なかったんですけど、先輩たちが1鍬1鍬開墾して田んぼにしたとこ

ろっておいしいお米ができるんです。そういうのが消滅してしまうっ

ていうのを防ぎたい、という思いと、農業者の視点からではない農

業のスタイルというのがあるだろう、というのを研究していきたいね、

という話で、最終的には8人くらいでグループができて、大々的にお

米がメインという話があったときに、いわゆる3年前の原発事故で

こちらにも結構高い線量の放射性物質が降ったと。堆肥になるも

のが山の落ち葉なんです。山の落ち葉を堆肥にしてそれを田んぼ

に入れて、近所の有機質の牛糞の堆肥を入れてたりしていたんで

すけど、中止に追い込まれるぐらい線量が非常に高かった。町に

測定を依頼すると公開されちゃうでしょ。落ち葉が集まるところっ

てホットスポット的な部分なんですよ。谷があるところで堆肥を作っ

ていたので。通常の何百倍という高線量でどうしよう、という話で、

結局線量が戻るまで米を売らない方がいいし、商品化して売るこ

ともできないし、かといって田んぼを休ませることもできない。それ

07 - 54

が3年前。そのときにニンニクの話と繋がるんですけど、米に代わっ

てできるようなもので、何か目新しいものの研究をしてみるかという

ことで、ニンニクの話が出た。

　現在、お米はそこで作付けしていません。ただ、おばあちゃんが、

やはり2年そこでつくったお米をおばあちゃんに提供したんだけど、

「もう一回食いたいんだよねぇ」っていう切なる思いっていうか、自

分のとこでできたおいしいお米を食べてみたいというばあちゃんの

思いをいつかは実現したい。まだ、線量を測ると高いので、作付け

はできない。「いつになるか分からないけど、おばあちゃんもう一回

田んぼでお米を作って食べさせてあげるから、それまで長生きして

待っとくれ」という話をしているところですね、現在は。スタートは良

かったんですよ。県庁の記者クラブで、地域のブランドを作るんで、

記者会見やるから集まってくださいって、そのグループで記者会見

やったんですよ。それぐらいの勢いはあったんですよ。やはり、原発

事故が大きかったですよね。

 (廣瀬| 栃木県の農業試験場にそういった相談はできるんでしょ

うか? 聞いた話です、福島だと、東京大学とか北海道大学がカリウ

ムの代わりにセシウム吸っちゃったりするのに対しては、カリウムを

多めに撒くとか、そういう措置をやっているのは聞いたことがある

んですが。)

　セルライト入れたりだとか、という話を聞きました。聞いてますし、

そういう情報って農業者よりもサラリーマンで農業に興味ある人

の方が、そういう話はレベルが高い。そういった人の話を聞きなが

ら、やってみないかと言われた。結局は、身体に良くないものを田ん

ぼに入れるわけじゃないですか。そこで放射線量を少なく抑えよう

としても、いいわけねえと先輩の話もあり、躊躇しているところです

ね。

(廣瀬| 先輩とか仲間の方 と々議論できることが、すごくやることの

バランスを取るのに役立っているみたいですよね? 農業者じゃない

人の考える農業。)

　ありがちなのはやはり、すぐお金に換えたがる、生産性を求めた

いっていう農業があり、「食べるのってそういう簡単なことじゃない

んじゃないの」っていう先輩がいたりとか、結構おもしろいんですよ

ね。一つ間違いないのが、地域を大切に、田んぼが朽ち果てるのを

防がなくちゃならない。そういう思いがどっちもあるんですよね。あ

るんですけど、生産性を求めるのがいいのか安全なものを慎重に

作っていったほうがいいのか、そこはやはりこう議論が分かれると

ころです。農協でセシウム基準値が超えてないんだから、販売でき

るんだから別にそこにこだわらなくてもいい、という人もいるんです。

やっぱり中には、以前のスタイルの栽培方法でおばあちゃんにお

米を食べさせるには、谷間にある落ち葉を使わないといけない、高

線量の落ち葉ではないものとなるとコストがかかる。コスト面を考

えるとやらなくてもいいというか、そこまでではないなと。そういう状

況で足踏みですね。

　出だしは面白かった。東京に行って、2合の真空パックにして

売ってみるかとか。そういう案が出て機械も買ってはあった。インパ

クトは高かった。町の補助金もいただいていた。デザイナーさんに

キャラクターをつくっていただいたりとか、ロゴをお願いして作った

んですけど。その先に商標登録したかったですよ。商標登録するの

に、助成金いただいてやろうかという話になったんですけど、原発

と同時だったんでできなくなった。波乗りジョニー、男前豆腐とコラ

ボという話もあった。しかし、生産ができない状況になってしまった。

(廣瀬| グループの方々は、田野に今お住まいの方々ですか?)

　益子地域ですね。様々なんですよ。建設業、金融、事務、農業者、

現役を引退された方等。

(廣瀬| 同世代ですか?)

　割と近いです。同級生繋がりではない。自然と集まった。話を聞

きつけて、一回来てみたらと、関心を持った方が自然に繋がってき

た。

(萩原| きちんと考えたいという人が集まった感じですね。お米の

堆肥にする落ち葉の量はどれくらい?)

　大きいトラック10～15台分。田んぼは8、9畝で7か8枚。柳自動車

の上のところ。棚田になっている。昔は自然水を使うから、一枚の

区画は大きくない。水の量も少ないから、棚田みたいになっていて、

田んぼから田んぼに落として大事に使って。今だったら水を上にあ

げて循環式にできるんだけど、昔はそういうことはできなかったか

ら。電気も何も貴重なものだし。最近は田んぼを改良してちゃんと

した形の田んぼが多いけど、昔は沢田を改良して自然の水を使う

のには一枚の区画が大きいと水が溜まんないし、作付けもできな

い。小さいやつをたくさん作って、順々に水を溜め込んで使った。百

姓番長ってインパクトのある感じなので、地域ブランドにしたい

なって思いはあるんですけど、なかなかそれに繋がっていないのが

現状です。

5. 百姓番長の今後と「食べ方」のこと

(廣瀬| 企画集団になれそうな気もしますけど。百姓番長塾みたい

な形にして、みんなの悩みごと相談のような感じで商品開発を手

伝う、みたいな。本当はそれをやる方が田んぼをやるから強いんだ

と思うんですけど、でも今も農業やってらっしゃるからシンクタンク

みたいなものもやってもらいたいなと。非常に考え方が面白いの

で。)

　最初は体験農業みたいなものもやろうかと話もあったんですけ

ど、農地法で縛りが厳しかったりとかで、特区にでもならないと。生

産者、農地を持っている人と契約をするわけですよ。体験農業とか

貸農園とかやろうかという話もあったんですけど。原発で作れなく

なった影響が大きくて気持ちが萎えちゃった。「何でなの…」って。

「とりあえず休もうよ」と。「いいものができるまではダメだ」と。それ

に代わるものがないか、というときにさっきのにんにくになるんです

けど。じゃ、そのニンニクもどうしているかというと、畑があってでき

る人、できない人。黒ニンニクという話も最初サラリーマンをやって

いる人や金融系の人に「こういうのがあるんだけどやってみっか」

という話から繋がっていくんですね。一部の現役を引退した人は種

を買って栽培して製品化するべく試作を続けています。エビスニン

ニクに乗るのではなく、百姓番長のオリジナルとして黒ニンニクを

出してみたい。

　百姓番長の代表というのは仮の代表なんです。みんなでやって

初めて百姓番長というグループになる。ただ、「私は勤めてサラリー

を取っているので、代表っていう肩書きは出せないんだ」という先

輩がいて。旗振りはその先輩なんです。「仁平君、百姓やっているん

だったらアルバイト的な部分があって申告してもそんなに影響はな

いだろうから代表やってくれない?」っていう話で代表に。旗振りは

金融に務めている来年55歳くらいになる方が中心にやっている。

(萩原| 原発事故の後に補償とかの話はなかったんですか?)

　当然出ますよね。事故を起こしてコントロールできなくなってし

まった、自分たちがそういうところに勤めていたときに果たしてそれ

はどう思うのかという話になったら、なりたくてなった事故でないし、

政府の政策ってものもあるし、補償という観点ではないですよね。

生産性を追っていったら必ず補償っていうのは付きものでしょう

けど、生産性を追うスタイルではない形でみんなもお米を作ってい

たと思うので。「まだそこまで確立していない中での補償はどうな

の?」っていう中で、補償を求めるという話は出ませんでした。

(廣瀬| 百姓番長の話し合いの中で、生産したものの食べ方とか

開発提案とか話題になることはありますか?)

　ありますね。ただお米はあくまでもお米っていうグループの意識

が高い。それを米粉にするとかポタージュにするとかの話は出るん

ですが、最終的には握り飯だよなっていう風になってしまう。あえて

食べ方の提案っていうのは…。私はしたかったんですけど。

(廣瀬| お米はそれでもいいかもしれないが、お米の消費量を増や

したいですよね。もっといろんな食べ方とかで。私が大学の教員を

やっていた山形は、蕎麦が有名なんですが、結構北海道のソバ粉

を買っていたりして、なかなかその土地のソバ粉でやっている人が

少ないんです。蕎麦屋ばっかりなのに。フランスだとガレットとかソ

バの食べ方はいろいろあるんですけど。それがないと今度は日本の

人がソバの食べ方が蕎麦しか分からないとか蕎麦掻きとかしかな

いくらい。お蕎麦もやっているし、ニンニクも黒ニンニクとか他のと

ころでできたものですよね。皆さんで食べ方の提案とか、料理を

やってらっしゃる方とかと。)

　料理研究家との話も過去にありましたよ。

(廣瀬| 私は飛騨の方で仕事をやっていて、日本海側と太平洋側

の気候が出会う場所で、食物の種類が単純に多いんですよね。こ

こもそういうところあるじゃないですか、西明寺なんかも。結構、季

節のものを食べるしかなかったから、野草とかも食べながら体を

健康にしていたというか。食べ物ってお腹が減ったからいっぱい食

べて満足とか単純なものでなくて、身体の部分を治したり作ったり

する。野草、山草で言えばスミレでもユキノシタでもアオキでも薬

効はあるんですよ。だから硬くなく薬食みたいなものを考えてみて

も、みなさんの考え方に合うんじゃないんですかね。私も食料自給

率が低すぎて心配なんですけど、そのために耕地は耕していつで

も使えるようにしておいた方が日本人にとって安全だと思うんです

よ。だから消費拡大したいと思いますよね。)

　ソバの産地にお住まいだったんですか?

(廣瀬| 出身ではないんですけど、勤め先が山形の大学で11年

通ったので蕎麦が美味しくて、よく食べる割には、山形のソバ粉が

少ないなと。)

野外でやる場合では全然違うし。温度の差ができてしまう。陶芸

家と同じですよ、キク練りといって仕上げていく。その話は法師人

副町長が詳しい。食べ物をうまく食べるのは難しい。



　ここら辺でも生産はしていても蕎麦打ちが出来る人は少ない。

年越し蕎麦も打てない農家が増えてきた。地域コミュニティーの

中で男の料理教室みたいなのがあって、暮れにしめ縄作りや、お正

月の用意をしたり、蕎麦教室の講習があったりするんです。

貞夫さん| 若い人からもこういう声が出てるのも確かなんですよ。

瑞夫さん| 本沼地区ってこの先にあるでしょ。父の同級生が今ま

で蕎麦を打っていたんですけど、亡くなってしまって。蕎麦を打ちた

くても打てない、食べたくて教わりたいといっても教われないから。

生きているうちに教わっておこうと。

　直売所がブームの頃の平成2年頃から始まったんですけど、そ

の頃から食品加工をして付加価値を付けて直売所で販売をしよ

うということになって、加工部会ができて、何をやるっていったら

手っ取り早いのが、小麦のまんじゅうとお餅と蕎麦くらいかなって

話が出て、それから始まったんです。平成6年に食品加工の法律が

施行されて、加工所で生産されたものでないと販売できないこと

になって。保健所の許可がね。麺類は麺類、菓子加工は菓子加工

で分類ごとに全部とって。平成6年以前はそんなことなかった。

作ったやつはどんどん売れたんだよ。直売所は本沼よりも早かっ

た。田野支所の前にあるんですけどね。直売所ブームが来る前だ

ね。栃木県でも許可が20くらいしかなかった。

(簑田| 道の駅もできるように動いていますけど、そちらはまだ考え

ていない?)

　まだ。継続しようと考えている。あと2年後にできるからそっちの

方へも、とみんな考えているようだけど。今は直売所は週に2回やっ

ているけど、道の駅は毎日だからそこら辺をどういう風にするか指

導機関に仰いで。蕎麦打ちは奥が深いというか、やってみると面白

く難しいところもある。要するにソバを練って刻んで茹で上げるだ

けの工程だからそんなに難しいことはないんですが、食べ物だから

味にうるさいとか手抜きをすると仕上がらない部分もあるから。微

妙なところで難しいといえば難しいところ。単純な作業だけど奥が

深い生き物だから。乾燥した粉に水を入れて掻き回して、柔らかさ

でだいたいの加工麺がうまくいくかいかないか。水の配合次第で

後の作業が骨折ってやったんじゃダメだから、そこらのバランスが

微妙に違ってくる。ソバは蕎麦搔きができるくらいだから熱には敏

感だから、外気温とか湿度とか難しい部分がある。一概に水を

やって搔き回せば良いというわけにはいかない。ここでやる場合と

作って染めこんでもらい、織っていた。この辺ではうちのおばあちゃ

んだけ。作っていたのは白い綿。昔からある綿。木があまり大きくな

らないもの。秋ごろ、実が割れたものを収穫した記憶がある。葉は

なるべく綿につけないように。大事に、大事にとっていた。その後、

種きりで種だけ取るんだ。

コトさん| 私の実家は真岡なんだけど、全ての機械があった。機織

機まであったよ。私の実家のお姉さんが機織って、嫁に来るときに

中着を3枚、それから子どもが生まれると、昔は「ねんねこ」という、

おぶってその上から着るような寝巻きとかを全部縫ってくれた。そ

の中着が何枚か残っている。「真岡木綿さ寄付するかな」と言った

ら、私にくれと言う方がいたんだよ。真岡では久下田に染物屋さん

があった。そこで色を染めてもらって、自分で機織って。

貞夫さん| ここは違う、ここは日下田さんへ持っていった。

　小泉で農業を営む、仁平貞夫 (にへいさだお) さん、コトさんご

夫妻と息子の瑞夫 (みずお) さんの3人に、終戦後の木綿と農業の

話と、瑞夫さんがこれまで農業を通して行ってきた多くの試みにつ

いてお話を伺った。

1. 蛍籠のこと

コトさん| 蛍籠は、大麦でできている。編みは3本でできている。珍

しいからみなさん欲しがるんだよ。中に光るものを入れるときれい

なんだよね。

2. 綿と絹のこと

　私はここでは作ったことはない。夫のおばあちゃんがやっていた。

貞夫さん| 終戦後のこと。物資が不足していて、衣服がなくて、糸を

コトさん| 今考えてみると器具の写真を撮っておけばよかったと思

う。全部あったんだよ。

貞夫さん| うちの建物を壊したときにつぶして燃やしちゃったんだ

よ。あれは、組むの大変なんだね。上下の糸を交互にさせながら、

織っていくんだけど。アヤをつるやつがあるんだね。そうすると縞模

様になったりしたんだ。昔、うちのばあちゃんだけじゃなく、糸をとる

ことができた人はいたかもしれない。他の自治会からも何人か頼

みに来た。縞模様などの模様を注文を受けて、織っていたのを記

憶している。当時、機があるのが珍しいくらいだから、反物まででき

た家庭はそれほど多くはなかった。アヤを組む技術が難しいから。

縞模様は最初、縦糸から付ける。その計算が一尺なら一尺の幅に、

付けていくかという割り振りが難しかった。どっかから覚えてきて

やっていたのだろう。機織機は今でも真岡の会館にあるよね。ああ

いう機織機があった。木造で作ったやつ。模様を組むために計算

がある。横糸が何ミリで、縞模様だったら計算はいらない。高級な

ものになると、横糸の組み合わせ方で柄は違ってくる。

　絹そのものは繭で作った。蚕よ。小泉で蚕を育てていた家が

あった。養蚕小屋は、前の頃は比較的乾燥しやすい中二階だった。

屋根裏だね。お蚕さんは湿気を嫌がった。地べただと、湿気や汚

れがついちゃう。蚕をする時期に、竹で編んだ桑を食わせる籠を

作った。一籠、何匹と蚕を置く。脱皮するのは3回か4回。そうすると

だんだん大きくなってくる。蛹になってくると、かけはじめるんだね。

“おかいこさん”、当時は貴重なものだったから“さん”付けで呼んで

いた。人間の生活している上で、育てていたからね。環境を良くした

りと、管理をしていた。何軒か蚕を育てていた家はあった。昔は、繭

を買い付ける行商みたいな人がいた。うちでも繭はやっていた。七

井の大平あたりでは最近までやっていたのでは。亀岡八幡宮の西

側に桑畑があった気がする。お蚕の蛹を釡茹でにして糸を紡ぐん

だよね。木綿だけではなく、絹糸も作っていた。

コトさん| 鍋底等にできた穴に絹を詰めると漏らずに長持ちする、

と嫁に来た当時教わった。これには驚きましたね。そうやって、昔は

物を大切に使ったんだろうね。

貞夫さん| この辺でも、養蚕をやっていた人はいた。桑畑があった

から。今はもう養蚕小屋は残っているところはない。

　綿だのお蚕を作っていたのは終戦後までだった。そういう人が

後継人をなかなか作れなかったんだね。作っていても、買っちゃっ

た方が安くなっちゃったんじゃないの。物がないころは自家用で、

織っていた話は聞いたことがある。私が覚えている範囲では糸を

紡いでいる様子は覚えています。夜なべでね。当時電気はなかった。

ランプ式のものだった。電気が入ったのも、そうだな、戦後だから

ね。昔の家の作りは、台所や板張りのところで藁細工したりと、畳

の部屋は寝るところぐらいだった。戸締りもそんなによくないから、

冬場は寒くて暗い明かりの中で、ばあちゃんが一生懸命紡いでい

る姿は鮮明に覚えている。だから、辛い仕事だったかもしれない。

光も、一つの光を、夜なべに使ったり生活に使ったりしていた。石

油だって、一升瓶で買ってきて、ランプに入れるぐらいだから、貴重

な物だったんだよね。あとは囲炉裏の燃やした明かりぐらい。だか

ら、今の人に話しても想像付かないぐらいだよね。

(廣瀬| 本沼に大きな屋敷があって、屋敷の屋根の上に空気出し

用の小さな屋根がかかっていて、飛騨なんかでは蚕を飼っている

家の造りなんですけど、そうなんでしょうか? 三ノ宮神社の近くの

大きな長屋門のある家。益子町ではこういう家はほとんど見な

かった。)

　養蚕小屋っていうのはだいたいこんな感じで作っておくんだね。

空気が下から上に抜けて乾燥させるために。今でも畑の隅に何本

か桑の木が残っている。屋根型に養蚕室っていうのは作っておい

たんだね、豚舎とか鶏舎とか養蚕室っていうのは。別個に専門で

養蚕小屋もつくったんだろうな。本沼のは、養蚕用でなく、囲炉裏

の煙抜きです。

(萩原| 小島さんにお話を伺ったときに、石並の線路沿いに綿の

工場があったと聞いたんですよ。今はお墓がありますよね。こっちか

ら行くと道路の右側に。その道路を挟んで向かいあたりでいいん

ですか。)

　そう。道と線路の間に。

(萩原| 細長い工場だったんですか。)

　ヤジマさんっていう綿の打ち返しの工場。そこでは綿の打ち返し

などやっていた。綿打ちはうちではできない。草木染はうちでもでき

た。この辺だと、クチナシの花や木の皮等で染めた。

3. ニンニクとミカン

(萩原| こちらで作っている作物は?)

瑞夫さん| ハウスで越冬タイプのナスを作っている。帰宅前、その

薬を撒いていた。主に作っているのは、ナス、米、ソバですかね。ほ

かには六次化に繋げようということで、4年前からニンニクを作って

いる。昨年ぐらいに真岡で、エビスニンニクを地域ブランド化したも

のが大前神社付近のグループによって作られた。友人がその近所

にお付き合いがあって、六次化のために、黒にんにく製造のための

ニンニクが必要だということで、原料の提供をしようかということで、

来年から提供する。来年から、エビスニンニクを中心に、今までは

JAだったが、地域のブランドに貢献したほうがいいだろうという仲

間の話の中でまとまった。六次化に繋がればいいなというところで

すかね。ナスはJAにお世話になっている。ニンニクは、農業生産法

人をつくっている方が真岡にいる。

(廣瀬| ニンニクは青森が有名ですが、どうしてこの地域で?)

　ことの発端は百姓番長に繋がるんですけど、栃木県って全国か

ら見ると、餃子が有名。ニラも栃木県では生産量が高いんですよ

ね。おいしい豚肉もあり、そこにないものは何かというとニンニクだ

ろうという話の中で、父親に聞いたらここら辺でもニンニクは作っ

たことがあったんだよ、という話を聞いて、できなくもないんだなと

始まった。それ前にはずっと茨城県で生産はしていたみたい。エビ

スニンニクを世話してくれた人なんだけど。でも芳賀地区では生産

していなかったみたい。それで、父親も言っていたように以前もその

経緯があったから作れないことはないだろう、ということから始

まったのがニンニクのスタート。

(廣瀬| どういう性質を持つ作物なのでしょうか? 最近、産地が限

られてきた理由というのは、土地に合わなくてとか青森には合うと

か、私はそれが不思議だったんですけど。)

　以前は在来種だった。今で言うと、全国的に有名なのはホワイト

ロッペンっていうニンニクの品種なんですけど、以前はニンニクの

一かけらが8個も10個もあるようなもの。在来種は一つの塊が大き

くはないもの。市場性からすると、見栄えがいいロッペン種の方が

市場性は高いということで始まったんです。ただ、病気に弱いとか、

ここら辺でニンニクを作っていたといっても食べるだけの栽培だっ

たみたい。生産性とか商品として売ってはいなかったんですが、こ

こら辺では誰も注目しなかったというか。健康ブームというか安心

安全の国内産のものといって注目されてきたのが、田子産の青森

のニンニクが主力だったわけです。青森の方では生産するものが

なかった時代にニンニクを作付けして東京へ持っていったら高く

売れた、というような話から急激に広まった、という話は聞いた。な

ので青森で作れて栃木で作れないものはほとんどないんですよね。

ミカンも北限だし、リンゴも南限なので作れないものはない地域。

(萩原| ミカンも育つんですか?)

　はい。温州ミカンのように常に太陽が当たるような暖かい向きの

南斜面だったり、北風が入らない条件で栽培するとミカンはでき

る。大きい美味しいミカン。

(萩原| 何ていうミカンなんですか?)

　品種は聞いたことはないんですけど、茨城県から真岡市に抜け

るところの高岡というところに、コンニャクを生産している仁平さ

んっていう農家さんがいるんですけど、その屋敷に5、6本くらい植

わっている。毎年、美味しいミカンをいただく。西明寺にもミカンの

木がある。

(萩原| 今は、収穫時期ですか? 実がなっているのを見られます

か?)

　時期的には、11月か12月、その頃いただいたような気がする。

(廣瀬| こちらで作っているニンニクの品種は在来種ですか?)

　いえ、市場性の高い、ホワイトロッベンです。種を青森から取り寄

せます。

貞夫さん| 昔、この辺でニンニクを使ったのは、養鶏農家と記憶し

ている。病気の予防で食べさせていた。冬場に飼料と一緒に刻ん

で。鶏の精力剤だな。うちのじいちゃんも鶏を飼っていた。100羽く

らい。人が食べるのではなく、鶏が食べる。だから、庭などに植えて

いた。

(萩原| 薬のようにも食べていなかった?)

　焼いて食べていたみたい。囲炉裏の灰のところに1個ずつそのま

ま焼いて、皮剥いて食べた。漢方薬みたいな感じかな。昔、鶏が風

邪をひいたとき、薬なかったもんね。

コトさん| 鶏が風邪ひくってどんな感じなの?

貞夫さん| 卵をなさない状態だよ。卵が一番相場の良いときに、な

さないと売れないだろ。それを予防するためにニンニクを作ったと

思うよ。

(萩原| ニンニクは手間がかからずに収穫できた?)

　ラッキョウみたいな感じじゃないの? 畑の隅とかに種を蒔いて、

春先に日陰干しして。保存がきいたんだろうね。

4. 百姓番長の米づくり

(萩原| 瑞夫さん、百姓番長がブランド化されたのは何年前です

か?)

瑞夫さん| 6年前。以前、私も勤めていた。親がだんだん高齢に

なってきたし、農地を守らなくちゃというのもあるし、長男って使命

感みたいなものがある。農地を守らなくちゃいけないという話をし

て勤めを辞めてから、たまたま金融系に行っている先輩がお茶を

飲みに来たときに、「農業って面白いかい?」っていう話から、せっか

く農業始まったんだし、分からないこともあるし、先輩とか仲がいい

友達を集めて、グループを作るっていうのではなく酒飲みをやって

いたんですよ。「仁平君が農業をやるっていうんであれば家の近く

においしいお米のできる田んぼがあるんだけど、やってみないか」と

いう提案があって。何で田んぼができなくなったのかというと、高

齢化なんですよ。高齢化でそこの田んぼがおいしいお米がとれる

にもかかわらず、手が加えられなくなって大きな機械が入れなく

なった。あぜ道が細かったり。「おいしいお米がとれる田んぼがあ

るのにもかかわらず、おいしいお米が食べられないのは残念だ」と

その先輩が嘆いていた。そのおばあちゃんが言うには「そこは田野

では一番くらいのお米ができるところだ」と。誰も自分の家で育っ

た米を食べた人間は自分の家のお米がおいしいと思うんですけど、

だからそこをぜひ作ってもらいたいと話があって、じゃあどういうス

タイルで作ったらいいかということを今度はグループの中に投げた

んです。

　「どうせやるんであれば、化学農薬とか化学肥料を使わないよう

な栽培をしてはどうか」ということを、サラリーマンとか農業をしな

い人から提案があった。私たちは農業をやっていて、農薬を使わな

い、化学肥料も使わない栽培方法は非常に大変な作業になってく

るんです。私たち農業者からすると人数も必要になってくる。それこ

そ小さい田んぼであっても足を運んで栽培しなくてはならない。し

かしその裏側には個人個人の持っている仕事の稼ぎであったりと

か、私もナスを作っていたり、管理が必要になってくるので田の草

取りは行けないとか、クロの草取りもなかなか行けないとなってく

る中で、「もうちょっと仲間を集めてやるので、仁平さんアドバイス

だけいただきたい」という話をされたんです。全く農薬を使わず化

学肥料も使わないでお米を栽培しようとすると、素人は大変なの

で、栃木県にリンク・ティという減農薬低化学肥料米、栃木県でい

う一定水準以下のものの農薬の使用回数であったりとか、肥料で

も有機肥料を80％以上使っている肥料を使用するとかの縛りの中

で作ってみましょう、という話で、今から4年くらい前ですね。

　それで1年目、「おいしいお米がとれたのでおばあちゃん食べてく

ださい」と。乾燥するのも刈るのも昔ながらのバインダーで。バイン

ダーって知ってる? コンバインの前に稲穂を留めて切ってくれる機

械があるんですけど、昔は切って纏めるのと脱穀するのとが別だっ

たんです。今は刈りながらお米を脱穀していってタンクに入ってし

まう。そういう時代ではない時代の古い機械を借りてきて、バイン

ダーで収穫して別のところで脱穀して、という作業をして、乾燥が終

わって精米して「おばあちゃんお米が取れたのでどうぞ召し上がっ

てください」と話をしたら、「みなさんたちのグループでやったんで

すから、売ったり自分たちで食べてみたりしてください」という話を

してくれたんです。じゃあ6：4で4割私たちがもらうから、うまくいっ

たら商品化したいんだけどそれでもいいかなと、うちの米はうまい

から食べてもらってくれという話で、4年くらい前から県庁で食の農

の地産地消PRのイベントがあるんですけど、そこに2年くらい参加

してお米を食べていただいたんです。そのほかに栃木のマルシェが

あって東京の方へ出品してもらったり、そういう活動をしていたん

です。

　何で百姓番長がお米なのかというと、別にお米にこだわっては

なかったんですけど、先輩たちが1鍬1鍬開墾して田んぼにしたとこ

ろっておいしいお米ができるんです。そういうのが消滅してしまうっ

ていうのを防ぎたい、という思いと、農業者の視点からではない農

業のスタイルというのがあるだろう、というのを研究していきたいね、

という話で、最終的には8人くらいでグループができて、大々的にお

米がメインという話があったときに、いわゆる3年前の原発事故で

こちらにも結構高い線量の放射性物質が降ったと。堆肥になるも

のが山の落ち葉なんです。山の落ち葉を堆肥にしてそれを田んぼ

に入れて、近所の有機質の牛糞の堆肥を入れてたりしていたんで

すけど、中止に追い込まれるぐらい線量が非常に高かった。町に

測定を依頼すると公開されちゃうでしょ。落ち葉が集まるところっ

てホットスポット的な部分なんですよ。谷があるところで堆肥を作っ

ていたので。通常の何百倍という高線量でどうしよう、という話で、

結局線量が戻るまで米を売らない方がいいし、商品化して売るこ

ともできないし、かといって田んぼを休ませることもできない。それ

が3年前。そのときにニンニクの話と繋がるんですけど、米に代わっ

てできるようなもので、何か目新しいものの研究をしてみるかという

ことで、ニンニクの話が出た。

　現在、お米はそこで作付けしていません。ただ、おばあちゃんが、

やはり2年そこでつくったお米をおばあちゃんに提供したんだけど、

「もう一回食いたいんだよねぇ」っていう切なる思いっていうか、自

分のとこでできたおいしいお米を食べてみたいというばあちゃんの

思いをいつかは実現したい。まだ、線量を測ると高いので、作付け

はできない。「いつになるか分からないけど、おばあちゃんもう一回

田んぼでお米を作って食べさせてあげるから、それまで長生きして

待っとくれ」という話をしているところですね、現在は。スタートは良

かったんですよ。県庁の記者クラブで、地域のブランドを作るんで、

記者会見やるから集まってくださいって、そのグループで記者会見

やったんですよ。それぐらいの勢いはあったんですよ。やはり、原発

事故が大きかったですよね。

 (廣瀬| 栃木県の農業試験場にそういった相談はできるんでしょ

うか? 聞いた話です、福島だと、東京大学とか北海道大学がカリウ

ムの代わりにセシウム吸っちゃったりするのに対しては、カリウムを

多めに撒くとか、そういう措置をやっているのは聞いたことがある

んですが。)

　セルライト入れたりだとか、という話を聞きました。聞いてますし、

そういう情報って農業者よりもサラリーマンで農業に興味ある人

の方が、そういう話はレベルが高い。そういった人の話を聞きなが

ら、やってみないかと言われた。結局は、身体に良くないものを田ん

ぼに入れるわけじゃないですか。そこで放射線量を少なく抑えよう

としても、いいわけねえと先輩の話もあり、躊躇しているところです

ね。

(廣瀬| 先輩とか仲間の方 と々議論できることが、すごくやることの

バランスを取るのに役立っているみたいですよね? 農業者じゃない

人の考える農業。)

　ありがちなのはやはり、すぐお金に換えたがる、生産性を求めた

いっていう農業があり、「食べるのってそういう簡単なことじゃない

んじゃないの」っていう先輩がいたりとか、結構おもしろいんですよ

ね。一つ間違いないのが、地域を大切に、田んぼが朽ち果てるのを

防がなくちゃならない。そういう思いがどっちもあるんですよね。あ

るんですけど、生産性を求めるのがいいのか安全なものを慎重に

作っていったほうがいいのか、そこはやはりこう議論が分かれると

ころです。農協でセシウム基準値が超えてないんだから、販売でき

るんだから別にそこにこだわらなくてもいい、という人もいるんです。

やっぱり中には、以前のスタイルの栽培方法でおばあちゃんにお

米を食べさせるには、谷間にある落ち葉を使わないといけない、高

線量の落ち葉ではないものとなるとコストがかかる。コスト面を考

えるとやらなくてもいいというか、そこまでではないなと。そういう状

況で足踏みですね。

　出だしは面白かった。東京に行って、2合の真空パックにして

売ってみるかとか。そういう案が出て機械も買ってはあった。インパ

クトは高かった。町の補助金もいただいていた。デザイナーさんに

キャラクターをつくっていただいたりとか、ロゴをお願いして作った

んですけど。その先に商標登録したかったですよ。商標登録するの

に、助成金いただいてやろうかという話になったんですけど、原発

と同時だったんでできなくなった。波乗りジョニー、男前豆腐とコラ

ボという話もあった。しかし、生産ができない状況になってしまった。

(廣瀬| グループの方々は、田野に今お住まいの方々ですか?)

　益子地域ですね。様々なんですよ。建設業、金融、事務、農業者、

現役を引退された方等。

(廣瀬| 同世代ですか?)

　割と近いです。同級生繋がりではない。自然と集まった。話を聞

きつけて、一回来てみたらと、関心を持った方が自然に繋がってき

た。

(萩原| きちんと考えたいという人が集まった感じですね。お米の

堆肥にする落ち葉の量はどれくらい?)

　大きいトラック10～15台分。田んぼは8、9畝で7か8枚。柳自動車

の上のところ。棚田になっている。昔は自然水を使うから、一枚の

区画は大きくない。水の量も少ないから、棚田みたいになっていて、

田んぼから田んぼに落として大事に使って。今だったら水を上にあ

げて循環式にできるんだけど、昔はそういうことはできなかったか

ら。電気も何も貴重なものだし。最近は田んぼを改良してちゃんと

した形の田んぼが多いけど、昔は沢田を改良して自然の水を使う

のには一枚の区画が大きいと水が溜まんないし、作付けもできな

い。小さいやつをたくさん作って、順々に水を溜め込んで使った。百

姓番長ってインパクトのある感じなので、地域ブランドにしたい

なって思いはあるんですけど、なかなかそれに繋がっていないのが
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現状です。

5. 百姓番長の今後と「食べ方」のこと

(廣瀬| 企画集団になれそうな気もしますけど。百姓番長塾みたい

な形にして、みんなの悩みごと相談のような感じで商品開発を手

伝う、みたいな。本当はそれをやる方が田んぼをやるから強いんだ

と思うんですけど、でも今も農業やってらっしゃるからシンクタンク

みたいなものもやってもらいたいなと。非常に考え方が面白いの

で。)

　最初は体験農業みたいなものもやろうかと話もあったんですけ

ど、農地法で縛りが厳しかったりとかで、特区にでもならないと。生

産者、農地を持っている人と契約をするわけですよ。体験農業とか

貸農園とかやろうかという話もあったんですけど。原発で作れなく

なった影響が大きくて気持ちが萎えちゃった。「何でなの…」って。

「とりあえず休もうよ」と。「いいものができるまではダメだ」と。それ

に代わるものがないか、というときにさっきのにんにくになるんです

けど。じゃ、そのニンニクもどうしているかというと、畑があってでき

る人、できない人。黒ニンニクという話も最初サラリーマンをやって

いる人や金融系の人に「こういうのがあるんだけどやってみっか」

という話から繋がっていくんですね。一部の現役を引退した人は種

を買って栽培して製品化するべく試作を続けています。エビスニン

ニクに乗るのではなく、百姓番長のオリジナルとして黒ニンニクを

出してみたい。

　百姓番長の代表というのは仮の代表なんです。みんなでやって

初めて百姓番長というグループになる。ただ、「私は勤めてサラリー

を取っているので、代表っていう肩書きは出せないんだ」という先

輩がいて。旗振りはその先輩なんです。「仁平君、百姓やっているん

だったらアルバイト的な部分があって申告してもそんなに影響はな

いだろうから代表やってくれない?」っていう話で代表に。旗振りは

金融に務めている来年55歳くらいになる方が中心にやっている。

(萩原| 原発事故の後に補償とかの話はなかったんですか?)

　当然出ますよね。事故を起こしてコントロールできなくなってし

まった、自分たちがそういうところに勤めていたときに果たしてそれ

はどう思うのかという話になったら、なりたくてなった事故でないし、

政府の政策ってものもあるし、補償という観点ではないですよね。

生産性を追っていったら必ず補償っていうのは付きものでしょう

けど、生産性を追うスタイルではない形でみんなもお米を作ってい

たと思うので。「まだそこまで確立していない中での補償はどうな

の?」っていう中で、補償を求めるという話は出ませんでした。

(廣瀬| 百姓番長の話し合いの中で、生産したものの食べ方とか

開発提案とか話題になることはありますか?)

　ありますね。ただお米はあくまでもお米っていうグループの意識

が高い。それを米粉にするとかポタージュにするとかの話は出るん

ですが、最終的には握り飯だよなっていう風になってしまう。あえて

食べ方の提案っていうのは…。私はしたかったんですけど。

(廣瀬| お米はそれでもいいかもしれないが、お米の消費量を増や

したいですよね。もっといろんな食べ方とかで。私が大学の教員を

やっていた山形は、蕎麦が有名なんですが、結構北海道のソバ粉

を買っていたりして、なかなかその土地のソバ粉でやっている人が

少ないんです。蕎麦屋ばっかりなのに。フランスだとガレットとかソ

バの食べ方はいろいろあるんですけど。それがないと今度は日本の

人がソバの食べ方が蕎麦しか分からないとか蕎麦掻きとかしかな

いくらい。お蕎麦もやっているし、ニンニクも黒ニンニクとか他のと

ころでできたものですよね。皆さんで食べ方の提案とか、料理を

やってらっしゃる方とかと。)

　料理研究家との話も過去にありましたよ。

(廣瀬| 私は飛騨の方で仕事をやっていて、日本海側と太平洋側

の気候が出会う場所で、食物の種類が単純に多いんですよね。こ

こもそういうところあるじゃないですか、西明寺なんかも。結構、季

節のものを食べるしかなかったから、野草とかも食べながら体を

健康にしていたというか。食べ物ってお腹が減ったからいっぱい食

べて満足とか単純なものでなくて、身体の部分を治したり作ったり

する。野草、山草で言えばスミレでもユキノシタでもアオキでも薬

効はあるんですよ。だから硬くなく薬食みたいなものを考えてみて

も、みなさんの考え方に合うんじゃないんですかね。私も食料自給

率が低すぎて心配なんですけど、そのために耕地は耕していつで

も使えるようにしておいた方が日本人にとって安全だと思うんです

よ。だから消費拡大したいと思いますよね。)

　ソバの産地にお住まいだったんですか?

(廣瀬| 出身ではないんですけど、勤め先が山形の大学で11年

通ったので蕎麦が美味しくて、よく食べる割には、山形のソバ粉が

少ないなと。)

野外でやる場合では全然違うし。温度の差ができてしまう。陶芸

家と同じですよ、キク練りといって仕上げていく。その話は法師人

副町長が詳しい。食べ物をうまく食べるのは難しい。



　ここら辺でも生産はしていても蕎麦打ちが出来る人は少ない。

年越し蕎麦も打てない農家が増えてきた。地域コミュニティーの

中で男の料理教室みたいなのがあって、暮れにしめ縄作りや、お正

月の用意をしたり、蕎麦教室の講習があったりするんです。

貞夫さん| 若い人からもこういう声が出てるのも確かなんですよ。

瑞夫さん| 本沼地区ってこの先にあるでしょ。父の同級生が今ま

で蕎麦を打っていたんですけど、亡くなってしまって。蕎麦を打ちた

くても打てない、食べたくて教わりたいといっても教われないから。

生きているうちに教わっておこうと。

　直売所がブームの頃の平成2年頃から始まったんですけど、そ

の頃から食品加工をして付加価値を付けて直売所で販売をしよ

うということになって、加工部会ができて、何をやるっていったら

手っ取り早いのが、小麦のまんじゅうとお餅と蕎麦くらいかなって

話が出て、それから始まったんです。平成6年に食品加工の法律が

施行されて、加工所で生産されたものでないと販売できないこと

になって。保健所の許可がね。麺類は麺類、菓子加工は菓子加工

で分類ごとに全部とって。平成6年以前はそんなことなかった。

作ったやつはどんどん売れたんだよ。直売所は本沼よりも早かっ

た。田野支所の前にあるんですけどね。直売所ブームが来る前だ

ね。栃木県でも許可が20くらいしかなかった。

(簑田| 道の駅もできるように動いていますけど、そちらはまだ考え

ていない?)

　まだ。継続しようと考えている。あと2年後にできるからそっちの

方へも、とみんな考えているようだけど。今は直売所は週に2回やっ

ているけど、道の駅は毎日だからそこら辺をどういう風にするか指

導機関に仰いで。蕎麦打ちは奥が深いというか、やってみると面白

く難しいところもある。要するにソバを練って刻んで茹で上げるだ

けの工程だからそんなに難しいことはないんですが、食べ物だから

味にうるさいとか手抜きをすると仕上がらない部分もあるから。微

妙なところで難しいといえば難しいところ。単純な作業だけど奥が

深い生き物だから。乾燥した粉に水を入れて掻き回して、柔らかさ

でだいたいの加工麺がうまくいくかいかないか。水の配合次第で

後の作業が骨折ってやったんじゃダメだから、そこらのバランスが

微妙に違ってくる。ソバは蕎麦搔きができるくらいだから熱には敏

感だから、外気温とか湿度とか難しい部分がある。一概に水を

やって搔き回せば良いというわけにはいかない。ここでやる場合と

作って染めこんでもらい、織っていた。この辺ではうちのおばあちゃ

んだけ。作っていたのは白い綿。昔からある綿。木があまり大きくな

らないもの。秋ごろ、実が割れたものを収穫した記憶がある。葉は

なるべく綿につけないように。大事に、大事にとっていた。その後、

種きりで種だけ取るんだ。

コトさん| 私の実家は真岡なんだけど、全ての機械があった。機織

機まであったよ。私の実家のお姉さんが機織って、嫁に来るときに

中着を3枚、それから子どもが生まれると、昔は「ねんねこ」という、

おぶってその上から着るような寝巻きとかを全部縫ってくれた。そ

の中着が何枚か残っている。「真岡木綿さ寄付するかな」と言った

ら、私にくれと言う方がいたんだよ。真岡では久下田に染物屋さん

があった。そこで色を染めてもらって、自分で機織って。

貞夫さん| ここは違う、ここは日下田さんへ持っていった。

　小泉で農業を営む、仁平貞夫 (にへいさだお) さん、コトさんご

夫妻と息子の瑞夫 (みずお) さんの3人に、終戦後の木綿と農業の

話と、瑞夫さんがこれまで農業を通して行ってきた多くの試みにつ

いてお話を伺った。

1. 蛍籠のこと

コトさん| 蛍籠は、大麦でできている。編みは3本でできている。珍

しいからみなさん欲しがるんだよ。中に光るものを入れるときれい

なんだよね。

2. 綿と絹のこと

　私はここでは作ったことはない。夫のおばあちゃんがやっていた。

貞夫さん| 終戦後のこと。物資が不足していて、衣服がなくて、糸を

コトさん| 今考えてみると器具の写真を撮っておけばよかったと思

う。全部あったんだよ。

貞夫さん| うちの建物を壊したときにつぶして燃やしちゃったんだ

よ。あれは、組むの大変なんだね。上下の糸を交互にさせながら、

織っていくんだけど。アヤをつるやつがあるんだね。そうすると縞模

様になったりしたんだ。昔、うちのばあちゃんだけじゃなく、糸をとる

ことができた人はいたかもしれない。他の自治会からも何人か頼

みに来た。縞模様などの模様を注文を受けて、織っていたのを記

憶している。当時、機があるのが珍しいくらいだから、反物まででき

た家庭はそれほど多くはなかった。アヤを組む技術が難しいから。

縞模様は最初、縦糸から付ける。その計算が一尺なら一尺の幅に、

付けていくかという割り振りが難しかった。どっかから覚えてきて

やっていたのだろう。機織機は今でも真岡の会館にあるよね。ああ

いう機織機があった。木造で作ったやつ。模様を組むために計算

がある。横糸が何ミリで、縞模様だったら計算はいらない。高級な

ものになると、横糸の組み合わせ方で柄は違ってくる。

　絹そのものは繭で作った。蚕よ。小泉で蚕を育てていた家が

あった。養蚕小屋は、前の頃は比較的乾燥しやすい中二階だった。

屋根裏だね。お蚕さんは湿気を嫌がった。地べただと、湿気や汚

れがついちゃう。蚕をする時期に、竹で編んだ桑を食わせる籠を

作った。一籠、何匹と蚕を置く。脱皮するのは3回か4回。そうすると

だんだん大きくなってくる。蛹になってくると、かけはじめるんだね。

“おかいこさん”、当時は貴重なものだったから“さん”付けで呼んで

いた。人間の生活している上で、育てていたからね。環境を良くした

りと、管理をしていた。何軒か蚕を育てていた家はあった。昔は、繭

を買い付ける行商みたいな人がいた。うちでも繭はやっていた。七

井の大平あたりでは最近までやっていたのでは。亀岡八幡宮の西

側に桑畑があった気がする。お蚕の蛹を釡茹でにして糸を紡ぐん

だよね。木綿だけではなく、絹糸も作っていた。

コトさん| 鍋底等にできた穴に絹を詰めると漏らずに長持ちする、

と嫁に来た当時教わった。これには驚きましたね。そうやって、昔は

物を大切に使ったんだろうね。

貞夫さん| この辺でも、養蚕をやっていた人はいた。桑畑があった

から。今はもう養蚕小屋は残っているところはない。

　綿だのお蚕を作っていたのは終戦後までだった。そういう人が

後継人をなかなか作れなかったんだね。作っていても、買っちゃっ

た方が安くなっちゃったんじゃないの。物がないころは自家用で、

織っていた話は聞いたことがある。私が覚えている範囲では糸を

紡いでいる様子は覚えています。夜なべでね。当時電気はなかった。

ランプ式のものだった。電気が入ったのも、そうだな、戦後だから

ね。昔の家の作りは、台所や板張りのところで藁細工したりと、畳

の部屋は寝るところぐらいだった。戸締りもそんなによくないから、

冬場は寒くて暗い明かりの中で、ばあちゃんが一生懸命紡いでい

る姿は鮮明に覚えている。だから、辛い仕事だったかもしれない。

光も、一つの光を、夜なべに使ったり生活に使ったりしていた。石

油だって、一升瓶で買ってきて、ランプに入れるぐらいだから、貴重

な物だったんだよね。あとは囲炉裏の燃やした明かりぐらい。だか

ら、今の人に話しても想像付かないぐらいだよね。

(廣瀬| 本沼に大きな屋敷があって、屋敷の屋根の上に空気出し

用の小さな屋根がかかっていて、飛騨なんかでは蚕を飼っている

家の造りなんですけど、そうなんでしょうか? 三ノ宮神社の近くの

大きな長屋門のある家。益子町ではこういう家はほとんど見な

かった。)

　養蚕小屋っていうのはだいたいこんな感じで作っておくんだね。

空気が下から上に抜けて乾燥させるために。今でも畑の隅に何本

か桑の木が残っている。屋根型に養蚕室っていうのは作っておい

たんだね、豚舎とか鶏舎とか養蚕室っていうのは。別個に専門で

養蚕小屋もつくったんだろうな。本沼のは、養蚕用でなく、囲炉裏

の煙抜きです。

(萩原| 小島さんにお話を伺ったときに、石並の線路沿いに綿の

工場があったと聞いたんですよ。今はお墓がありますよね。こっちか

ら行くと道路の右側に。その道路を挟んで向かいあたりでいいん

ですか。)

　そう。道と線路の間に。

(萩原| 細長い工場だったんですか。)

　ヤジマさんっていう綿の打ち返しの工場。そこでは綿の打ち返し

などやっていた。綿打ちはうちではできない。草木染はうちでもでき

た。この辺だと、クチナシの花や木の皮等で染めた。

3. ニンニクとミカン

(萩原| こちらで作っている作物は?)

瑞夫さん| ハウスで越冬タイプのナスを作っている。帰宅前、その

薬を撒いていた。主に作っているのは、ナス、米、ソバですかね。ほ

かには六次化に繋げようということで、4年前からニンニクを作って

いる。昨年ぐらいに真岡で、エビスニンニクを地域ブランド化したも

のが大前神社付近のグループによって作られた。友人がその近所

にお付き合いがあって、六次化のために、黒にんにく製造のための

ニンニクが必要だということで、原料の提供をしようかということで、

来年から提供する。来年から、エビスニンニクを中心に、今までは

JAだったが、地域のブランドに貢献したほうがいいだろうという仲

間の話の中でまとまった。六次化に繋がればいいなというところで

すかね。ナスはJAにお世話になっている。ニンニクは、農業生産法

人をつくっている方が真岡にいる。

(廣瀬| ニンニクは青森が有名ですが、どうしてこの地域で?)

　ことの発端は百姓番長に繋がるんですけど、栃木県って全国か

ら見ると、餃子が有名。ニラも栃木県では生産量が高いんですよ

ね。おいしい豚肉もあり、そこにないものは何かというとニンニクだ

ろうという話の中で、父親に聞いたらここら辺でもニンニクは作っ

たことがあったんだよ、という話を聞いて、できなくもないんだなと

始まった。それ前にはずっと茨城県で生産はしていたみたい。エビ

スニンニクを世話してくれた人なんだけど。でも芳賀地区では生産

していなかったみたい。それで、父親も言っていたように以前もその

経緯があったから作れないことはないだろう、ということから始

まったのがニンニクのスタート。

(廣瀬| どういう性質を持つ作物なのでしょうか? 最近、産地が限

られてきた理由というのは、土地に合わなくてとか青森には合うと

か、私はそれが不思議だったんですけど。)

　以前は在来種だった。今で言うと、全国的に有名なのはホワイト

ロッペンっていうニンニクの品種なんですけど、以前はニンニクの

一かけらが8個も10個もあるようなもの。在来種は一つの塊が大き

くはないもの。市場性からすると、見栄えがいいロッペン種の方が

市場性は高いということで始まったんです。ただ、病気に弱いとか、

ここら辺でニンニクを作っていたといっても食べるだけの栽培だっ

たみたい。生産性とか商品として売ってはいなかったんですが、こ

こら辺では誰も注目しなかったというか。健康ブームというか安心

安全の国内産のものといって注目されてきたのが、田子産の青森

のニンニクが主力だったわけです。青森の方では生産するものが

なかった時代にニンニクを作付けして東京へ持っていったら高く

売れた、というような話から急激に広まった、という話は聞いた。な

ので青森で作れて栃木で作れないものはほとんどないんですよね。

ミカンも北限だし、リンゴも南限なので作れないものはない地域。

(萩原| ミカンも育つんですか?)

　はい。温州ミカンのように常に太陽が当たるような暖かい向きの

南斜面だったり、北風が入らない条件で栽培するとミカンはでき

る。大きい美味しいミカン。

(萩原| 何ていうミカンなんですか?)

　品種は聞いたことはないんですけど、茨城県から真岡市に抜け

るところの高岡というところに、コンニャクを生産している仁平さ

んっていう農家さんがいるんですけど、その屋敷に5、6本くらい植

わっている。毎年、美味しいミカンをいただく。西明寺にもミカンの

木がある。

(萩原| 今は、収穫時期ですか? 実がなっているのを見られます

か?)

　時期的には、11月か12月、その頃いただいたような気がする。

(廣瀬| こちらで作っているニンニクの品種は在来種ですか?)

　いえ、市場性の高い、ホワイトロッベンです。種を青森から取り寄

せます。

貞夫さん| 昔、この辺でニンニクを使ったのは、養鶏農家と記憶し

ている。病気の予防で食べさせていた。冬場に飼料と一緒に刻ん

で。鶏の精力剤だな。うちのじいちゃんも鶏を飼っていた。100羽く

らい。人が食べるのではなく、鶏が食べる。だから、庭などに植えて

いた。

(萩原| 薬のようにも食べていなかった?)

　焼いて食べていたみたい。囲炉裏の灰のところに1個ずつそのま

ま焼いて、皮剥いて食べた。漢方薬みたいな感じかな。昔、鶏が風

邪をひいたとき、薬なかったもんね。

コトさん| 鶏が風邪ひくってどんな感じなの?

貞夫さん| 卵をなさない状態だよ。卵が一番相場の良いときに、な

さないと売れないだろ。それを予防するためにニンニクを作ったと

思うよ。

(萩原| ニンニクは手間がかからずに収穫できた?)

　ラッキョウみたいな感じじゃないの? 畑の隅とかに種を蒔いて、

春先に日陰干しして。保存がきいたんだろうね。

4. 百姓番長の米づくり

(萩原| 瑞夫さん、百姓番長がブランド化されたのは何年前です

か?)

瑞夫さん| 6年前。以前、私も勤めていた。親がだんだん高齢に

なってきたし、農地を守らなくちゃというのもあるし、長男って使命

感みたいなものがある。農地を守らなくちゃいけないという話をし

て勤めを辞めてから、たまたま金融系に行っている先輩がお茶を

飲みに来たときに、「農業って面白いかい?」っていう話から、せっか

く農業始まったんだし、分からないこともあるし、先輩とか仲がいい

友達を集めて、グループを作るっていうのではなく酒飲みをやって

いたんですよ。「仁平君が農業をやるっていうんであれば家の近く

においしいお米のできる田んぼがあるんだけど、やってみないか」と

いう提案があって。何で田んぼができなくなったのかというと、高

齢化なんですよ。高齢化でそこの田んぼがおいしいお米がとれる

にもかかわらず、手が加えられなくなって大きな機械が入れなく

なった。あぜ道が細かったり。「おいしいお米がとれる田んぼがあ

るのにもかかわらず、おいしいお米が食べられないのは残念だ」と

その先輩が嘆いていた。そのおばあちゃんが言うには「そこは田野

では一番くらいのお米ができるところだ」と。誰も自分の家で育っ

た米を食べた人間は自分の家のお米がおいしいと思うんですけど、

だからそこをぜひ作ってもらいたいと話があって、じゃあどういうス

タイルで作ったらいいかということを今度はグループの中に投げた

んです。

　「どうせやるんであれば、化学農薬とか化学肥料を使わないよう

な栽培をしてはどうか」ということを、サラリーマンとか農業をしな

い人から提案があった。私たちは農業をやっていて、農薬を使わな

い、化学肥料も使わない栽培方法は非常に大変な作業になってく

るんです。私たち農業者からすると人数も必要になってくる。それこ

そ小さい田んぼであっても足を運んで栽培しなくてはならない。し

かしその裏側には個人個人の持っている仕事の稼ぎであったりと

か、私もナスを作っていたり、管理が必要になってくるので田の草

取りは行けないとか、クロの草取りもなかなか行けないとなってく

る中で、「もうちょっと仲間を集めてやるので、仁平さんアドバイス

だけいただきたい」という話をされたんです。全く農薬を使わず化

学肥料も使わないでお米を栽培しようとすると、素人は大変なの

で、栃木県にリンク・ティという減農薬低化学肥料米、栃木県でい

う一定水準以下のものの農薬の使用回数であったりとか、肥料で

も有機肥料を80％以上使っている肥料を使用するとかの縛りの中

で作ってみましょう、という話で、今から4年くらい前ですね。

　それで1年目、「おいしいお米がとれたのでおばあちゃん食べてく

ださい」と。乾燥するのも刈るのも昔ながらのバインダーで。バイン

ダーって知ってる? コンバインの前に稲穂を留めて切ってくれる機

械があるんですけど、昔は切って纏めるのと脱穀するのとが別だっ

たんです。今は刈りながらお米を脱穀していってタンクに入ってし

まう。そういう時代ではない時代の古い機械を借りてきて、バイン

ダーで収穫して別のところで脱穀して、という作業をして、乾燥が終

わって精米して「おばあちゃんお米が取れたのでどうぞ召し上がっ

てください」と話をしたら、「みなさんたちのグループでやったんで

すから、売ったり自分たちで食べてみたりしてください」という話を

してくれたんです。じゃあ6：4で4割私たちがもらうから、うまくいっ

たら商品化したいんだけどそれでもいいかなと、うちの米はうまい

から食べてもらってくれという話で、4年くらい前から県庁で食の農

の地産地消PRのイベントがあるんですけど、そこに2年くらい参加

してお米を食べていただいたんです。そのほかに栃木のマルシェが

あって東京の方へ出品してもらったり、そういう活動をしていたん

です。

　何で百姓番長がお米なのかというと、別にお米にこだわっては

なかったんですけど、先輩たちが1鍬1鍬開墾して田んぼにしたとこ

ろっておいしいお米ができるんです。そういうのが消滅してしまうっ

ていうのを防ぎたい、という思いと、農業者の視点からではない農

業のスタイルというのがあるだろう、というのを研究していきたいね、

という話で、最終的には8人くらいでグループができて、大々的にお

米がメインという話があったときに、いわゆる3年前の原発事故で

こちらにも結構高い線量の放射性物質が降ったと。堆肥になるも

のが山の落ち葉なんです。山の落ち葉を堆肥にしてそれを田んぼ

に入れて、近所の有機質の牛糞の堆肥を入れてたりしていたんで

すけど、中止に追い込まれるぐらい線量が非常に高かった。町に

測定を依頼すると公開されちゃうでしょ。落ち葉が集まるところっ

てホットスポット的な部分なんですよ。谷があるところで堆肥を作っ

ていたので。通常の何百倍という高線量でどうしよう、という話で、

結局線量が戻るまで米を売らない方がいいし、商品化して売るこ

ともできないし、かといって田んぼを休ませることもできない。それ

記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局

が3年前。そのときにニンニクの話と繋がるんですけど、米に代わっ

てできるようなもので、何か目新しいものの研究をしてみるかという

ことで、ニンニクの話が出た。

　現在、お米はそこで作付けしていません。ただ、おばあちゃんが、

やはり2年そこでつくったお米をおばあちゃんに提供したんだけど、

「もう一回食いたいんだよねぇ」っていう切なる思いっていうか、自

分のとこでできたおいしいお米を食べてみたいというばあちゃんの

思いをいつかは実現したい。まだ、線量を測ると高いので、作付け

はできない。「いつになるか分からないけど、おばあちゃんもう一回

田んぼでお米を作って食べさせてあげるから、それまで長生きして

待っとくれ」という話をしているところですね、現在は。スタートは良

かったんですよ。県庁の記者クラブで、地域のブランドを作るんで、

記者会見やるから集まってくださいって、そのグループで記者会見

やったんですよ。それぐらいの勢いはあったんですよ。やはり、原発

事故が大きかったですよね。

 (廣瀬| 栃木県の農業試験場にそういった相談はできるんでしょ

うか? 聞いた話です、福島だと、東京大学とか北海道大学がカリウ

ムの代わりにセシウム吸っちゃったりするのに対しては、カリウムを

多めに撒くとか、そういう措置をやっているのは聞いたことがある

んですが。)

　セルライト入れたりだとか、という話を聞きました。聞いてますし、

そういう情報って農業者よりもサラリーマンで農業に興味ある人

の方が、そういう話はレベルが高い。そういった人の話を聞きなが

ら、やってみないかと言われた。結局は、身体に良くないものを田ん

ぼに入れるわけじゃないですか。そこで放射線量を少なく抑えよう

としても、いいわけねえと先輩の話もあり、躊躇しているところです

ね。

(廣瀬| 先輩とか仲間の方 と々議論できることが、すごくやることの

バランスを取るのに役立っているみたいですよね? 農業者じゃない

人の考える農業。)

　ありがちなのはやはり、すぐお金に換えたがる、生産性を求めた

いっていう農業があり、「食べるのってそういう簡単なことじゃない

んじゃないの」っていう先輩がいたりとか、結構おもしろいんですよ

ね。一つ間違いないのが、地域を大切に、田んぼが朽ち果てるのを

防がなくちゃならない。そういう思いがどっちもあるんですよね。あ

るんですけど、生産性を求めるのがいいのか安全なものを慎重に

作っていったほうがいいのか、そこはやはりこう議論が分かれると

ころです。農協でセシウム基準値が超えてないんだから、販売でき

るんだから別にそこにこだわらなくてもいい、という人もいるんです。

やっぱり中には、以前のスタイルの栽培方法でおばあちゃんにお

米を食べさせるには、谷間にある落ち葉を使わないといけない、高

線量の落ち葉ではないものとなるとコストがかかる。コスト面を考

えるとやらなくてもいいというか、そこまでではないなと。そういう状

況で足踏みですね。

　出だしは面白かった。東京に行って、2合の真空パックにして

売ってみるかとか。そういう案が出て機械も買ってはあった。インパ

クトは高かった。町の補助金もいただいていた。デザイナーさんに

キャラクターをつくっていただいたりとか、ロゴをお願いして作った

んですけど。その先に商標登録したかったですよ。商標登録するの

に、助成金いただいてやろうかという話になったんですけど、原発

と同時だったんでできなくなった。波乗りジョニー、男前豆腐とコラ

ボという話もあった。しかし、生産ができない状況になってしまった。

(廣瀬| グループの方々は、田野に今お住まいの方々ですか?)

　益子地域ですね。様々なんですよ。建設業、金融、事務、農業者、

現役を引退された方等。

(廣瀬| 同世代ですか?)

　割と近いです。同級生繋がりではない。自然と集まった。話を聞

きつけて、一回来てみたらと、関心を持った方が自然に繋がってき

た。

(萩原| きちんと考えたいという人が集まった感じですね。お米の

堆肥にする落ち葉の量はどれくらい?)

　大きいトラック10～15台分。田んぼは8、9畝で7か8枚。柳自動車

の上のところ。棚田になっている。昔は自然水を使うから、一枚の

区画は大きくない。水の量も少ないから、棚田みたいになっていて、

田んぼから田んぼに落として大事に使って。今だったら水を上にあ

げて循環式にできるんだけど、昔はそういうことはできなかったか

ら。電気も何も貴重なものだし。最近は田んぼを改良してちゃんと

した形の田んぼが多いけど、昔は沢田を改良して自然の水を使う

のには一枚の区画が大きいと水が溜まんないし、作付けもできな

い。小さいやつをたくさん作って、順々に水を溜め込んで使った。百

姓番長ってインパクトのある感じなので、地域ブランドにしたい

なって思いはあるんですけど、なかなかそれに繋がっていないのが

現状です。

5. 百姓番長の今後と「食べ方」のこと

(廣瀬| 企画集団になれそうな気もしますけど。百姓番長塾みたい

な形にして、みんなの悩みごと相談のような感じで商品開発を手

伝う、みたいな。本当はそれをやる方が田んぼをやるから強いんだ

と思うんですけど、でも今も農業やってらっしゃるからシンクタンク

みたいなものもやってもらいたいなと。非常に考え方が面白いの

で。)

　最初は体験農業みたいなものもやろうかと話もあったんですけ

ど、農地法で縛りが厳しかったりとかで、特区にでもならないと。生

産者、農地を持っている人と契約をするわけですよ。体験農業とか

貸農園とかやろうかという話もあったんですけど。原発で作れなく

なった影響が大きくて気持ちが萎えちゃった。「何でなの…」って。

「とりあえず休もうよ」と。「いいものができるまではダメだ」と。それ

に代わるものがないか、というときにさっきのにんにくになるんです

けど。じゃ、そのニンニクもどうしているかというと、畑があってでき

る人、できない人。黒ニンニクという話も最初サラリーマンをやって

いる人や金融系の人に「こういうのがあるんだけどやってみっか」

という話から繋がっていくんですね。一部の現役を引退した人は種

を買って栽培して製品化するべく試作を続けています。エビスニン

ニクに乗るのではなく、百姓番長のオリジナルとして黒ニンニクを

出してみたい。

　百姓番長の代表というのは仮の代表なんです。みんなでやって

初めて百姓番長というグループになる。ただ、「私は勤めてサラリー

を取っているので、代表っていう肩書きは出せないんだ」という先

輩がいて。旗振りはその先輩なんです。「仁平君、百姓やっているん

だったらアルバイト的な部分があって申告してもそんなに影響はな

いだろうから代表やってくれない?」っていう話で代表に。旗振りは

金融に務めている来年55歳くらいになる方が中心にやっている。

(萩原| 原発事故の後に補償とかの話はなかったんですか?)

　当然出ますよね。事故を起こしてコントロールできなくなってし

まった、自分たちがそういうところに勤めていたときに果たしてそれ

はどう思うのかという話になったら、なりたくてなった事故でないし、

政府の政策ってものもあるし、補償という観点ではないですよね。

生産性を追っていったら必ず補償っていうのは付きものでしょう

けど、生産性を追うスタイルではない形でみんなもお米を作ってい

たと思うので。「まだそこまで確立していない中での補償はどうな

の?」っていう中で、補償を求めるという話は出ませんでした。

(廣瀬| 百姓番長の話し合いの中で、生産したものの食べ方とか

開発提案とか話題になることはありますか?)

　ありますね。ただお米はあくまでもお米っていうグループの意識

が高い。それを米粉にするとかポタージュにするとかの話は出るん

ですが、最終的には握り飯だよなっていう風になってしまう。あえて

食べ方の提案っていうのは…。私はしたかったんですけど。

(廣瀬| お米はそれでもいいかもしれないが、お米の消費量を増や

したいですよね。もっといろんな食べ方とかで。私が大学の教員を

やっていた山形は、蕎麦が有名なんですが、結構北海道のソバ粉

を買っていたりして、なかなかその土地のソバ粉でやっている人が

少ないんです。蕎麦屋ばっかりなのに。フランスだとガレットとかソ

バの食べ方はいろいろあるんですけど。それがないと今度は日本の

人がソバの食べ方が蕎麦しか分からないとか蕎麦掻きとかしかな

いくらい。お蕎麦もやっているし、ニンニクも黒ニンニクとか他のと

ころでできたものですよね。皆さんで食べ方の提案とか、料理を

やってらっしゃる方とかと。)

　料理研究家との話も過去にありましたよ。

(廣瀬| 私は飛騨の方で仕事をやっていて、日本海側と太平洋側

の気候が出会う場所で、食物の種類が単純に多いんですよね。こ

こもそういうところあるじゃないですか、西明寺なんかも。結構、季

節のものを食べるしかなかったから、野草とかも食べながら体を

健康にしていたというか。食べ物ってお腹が減ったからいっぱい食

べて満足とか単純なものでなくて、身体の部分を治したり作ったり

する。野草、山草で言えばスミレでもユキノシタでもアオキでも薬

効はあるんですよ。だから硬くなく薬食みたいなものを考えてみて

も、みなさんの考え方に合うんじゃないんですかね。私も食料自給

率が低すぎて心配なんですけど、そのために耕地は耕していつで

も使えるようにしておいた方が日本人にとって安全だと思うんです

よ。だから消費拡大したいと思いますよね。)

　ソバの産地にお住まいだったんですか?

(廣瀬| 出身ではないんですけど、勤め先が山形の大学で11年

通ったので蕎麦が美味しくて、よく食べる割には、山形のソバ粉が

少ないなと。)
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野外でやる場合では全然違うし。温度の差ができてしまう。陶芸

家と同じですよ、キク練りといって仕上げていく。その話は法師人

副町長が詳しい。食べ物をうまく食べるのは難しい。



仙波司さん

感じ。彫ってあるわけではない。形は普通のお祭りで見る屋台で、

そこにお囃子が乗っかる。屋根も内町・新町の彫刻屋台みたいに

立派ではない普通の木の屋根だった。大きさも普通。昔、着物を

着た人が並んで撮った写真があったはず。

　上郷の屋台もどこかに売ってしまった。見たことはないが、下郷

にあったのと同じような屋台だと思う。

(萩原| 最初お囃子が始まったときは、屋台と一緒に誰かが持って

きたのでしょうか?) 

　分からない。屋台がどこから来たかも分からない。東田井に屋

台があったんだよ、ということしか聞いていない。

2. 東田井でのお囃子の歴史

　東田井は昔から上と下に分かれてやっていた。自治会のお祭り

　大工の仙波司 (せんばつかさ) さんは、東田井のお囃子の伝承

や子どもみこしの制作に取り組んできた。

1. 東田井のお囃子と屋台

　お囃子が始まったのは明治初期、この地区の人が鹿沼の方か

ら教わったと聞いている。新町・内町の彫刻屋台が鹿沼の方でつ

くられているが、その流れかもしれない。屋台は東田井にも上・下2

台あったと聞いている。

　 (「屋台売渡証」を持ってきて) 下郷の屋台は祖母井 (うばがい、

現芳賀町) に売って、今でも直して使っている。祖母井まで見に

行ったことがある。大正7年8月8日、40円で売った。売った理由は分

からない。彫刻屋台ではなかった。昔の絵、例えばうさぎの絵とか

鳥の絵とか、ふすま絵みたいな木に直接描いているような、そんな
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は上と下が集まって一緒にはたいていた。自分たちがお囃子を始

めた頃も上・下別々にはたいていた。上と下が当番制で、一年ごと

にお祭りの当番をやっていたというのも聞いた。上と下でそこの鹿

島神社ではたきっこをやる。うちの会もそこで毎週土曜にお囃子

の練習をしている。

　明治初期から始まって、お囃子会をつくったのは昭和49年。そ

れまでは地元の人が集まってただはたいているだけで、正式な会

というのはなかった。親父が初めて会をつくって、あの (部屋に飾っ

てある写真の) メンバーでやった。内町の屋台なんだ、あれは。自

分が太鼓囃子を始めたころは先輩たちがずっと乗っていた、自分

も10年くらい内町の屋台に乗った。どのくらい前から乗っていたか

は分からない。向こうにはお囃子の方がいなくて頼まれて行ってい

た。それ以前は親父の代に真岡の方に頼まれて行ったと聞いてい

る。他にははたく人がいなかったのかな。

　お囃子会が始まったころ、太鼓の皮は1万円から1万5千円ぐら

いだった。真岡に太鼓を売っている店があった、今はなくなってし

まった。今は壬生の安塚にある太鼓店で買っている。

　祖父の代には「新囃子」「昇天」「神田丸」「鎌倉」「四調目」の五

段囃子があったと聞いているが、親たちの年代が教わらなかった

のでなくなってしまった。今やっている若い人が昭和63年頃から

西田井のヒロサワ先生から教わった。自分も兄と一緒に教わった。

昔の五段囃子と自分たちが教わった五段囃子は同じ名前でもは

たき方が違う。その人からは「新宿流五段囃子」という名前で教

わった、その出は宇都宮の白沢で、今は西田井に住んでいて、そこ

から自分たちが教わった。西田井でもお囃子はやっている。西田井

に応援に行ったこともある。西田井でも若い人がいなくなってはた

く人が少なくなって、先生のつながりで随分応援に行った。真岡の

行事にも随分行った。

　買い物も10年前ぐらいまでは真岡に行った、でかい店がけっこ

うあったから。

(萩原| 祖父とか父の代は?) 

　昔の人は買い物なんか行かない。店はそこに小さい店がある、そ

こが自転車で回って「どうですか」と。

　お参りに行くのはそこの鹿島様、あとはあんまり行った話を聞か

ない。今は地元の鹿島様をお参りしてから大前神社とか亀岡八幡

宮とかいろいろ。

3. お囃子会の会員と行事

(今井| お囃子会の会員数は?)

　発足時は7～8名。最初は4～5名でやっていたが、後から加わっ

てきた人もいる。年配者がはたいていたところに兄貴に誘われて

入ってきた人もいる。今の会員は大人15名、子供9名。

　新たに入る人は回覧板で何回か回して募集しているけど、入っ

てくる人はいない。本当に好きな人ぐらいしか来ない。子供は親と

一緒に5つか6つから、親がはたいているのを見て自然と覚える。子

供は覚えるのが早い。大人で若い人は23～24が一番若い、女性も

けっこう多くて半 ぐ々らい。

　(メモを見せながら) 年間の行事、出番は1月から11月まで毎年

このぐらいやっている。1月の獅子舞は部落の1軒1軒全部回る。10

年ぐらい前、平成18年からで、そんなに古くはない。益子の新町で

やっていて、新町で獅子舞の舞い方や太鼓のはたき方を教わって

東田井で始めよう、といって始まった。それより前にうちの方で新

町に太鼓を教えに行ったりもした、前の頃は新町も内町もお囃子

ができなかったから。今も曲の中の一つはうちらの太鼓を一曲は

たいている。太鼓を教えたり、今度は逆に獅子舞を教えてもらった

りという交流がある。

　東田井の行事は7月の夏祭りと風 (かざ) 祭り・秋祭り、神社で

拝殿を開けてお囃子をたたく。祖父の代からやっている。風祭りは

台風が来ないように、五穀豊穣を祈ってはたく祭り。秋祭りは昔、

自治会の運動会が終わった後各班で料理をつくって食べていた。

運動会がなくなってからは朝から食べ物、焼き鳥や綿あめとかけ

んちん汁とかをつくったり餅をついたりしている。自治会の予算で

やっている。

　上山 (かみやま) ゴンゲン祭は毎年頼まれて行っている、名前は

正式にはあるんでしょうが「ゴンゲンまつり」としか分からない。こ

れは夜にみこしが出る。3時頃に集まってトラックに屋根をつけて

シートをかぶせて、神主が神社に行くのが5時から5時半頃。6時頃

からみこしが出ていく。みこしの後についていってお囃子をトラック

に乗せてはたいて、各班の何か所かを回っていく、班ごとに料理を

いっぱいつくってそこで呼ばれて。お礼はもらう、3万とお酒、お酒は

くれないときもある。次の日が子どもみこし、10時頃から12時ぐらい

まででだいたい終わり。みこしは神社から出る。神社の名前は分か

らない。

　上山のひまわり畑・生田目 (なばため) のコスモス畑は町の方で

やっていて、頼まれて行っている。

4. お囃子の譜面と伝承

 (萩原| 楽譜みたいなものは?) 

　自分で書いたものはある。 (譜面を持ってきて) 練習に使ってい

る文句、これは「神田丸」。一緒にはたきながら覚える。自分もはた

いて相手もそのようにはたいていく、口で言って。覚えるときには「口

で覚えろ」と言っている、自分でしゃべっていれば覚えも早いから

「しゃべりながらはたいて」と言っている。譜面の黒いところはでか

い音ではたくところの印。覚えいいように。

　これは「野囃」、みんなはたき方が全部違う。このほかにも曲目は

ある、「野囃」は五段囃子に入っていない、昔から伝わっていたはた

き方。太鼓も前は肩で二人して持ってはたいて歩いた。西田井で

何回かやったことがある、公民館から神社まではたいて行った。太

鼓の大きさは八寸胴、奥行きは20cmぐらい、棒一本で太鼓を麻縄

で吊るして人が両側で担いで、太鼓は正面を向いてはたいていく。

麻縄はお囃子の人で縛る、ここの辺の人は普通に縛っちゃう。西

田井でもそういう昔のやり方でやっていた、今は西田井にあまり

行っていないから分からないが。東田井でもそれをやった話を聞

いたことがある。「担ぐ人は婿様だ」といって婿に来た人が担がさ

れる、地元の人じゃない人が担いで、地元の太鼓のできる人がた

たく、と聞いたことがある。今では全然やっていない。そのときには

たくのが「野囃」というはたき方。神社からみこしが出ていく途中と

戻ってくる途中にはたく。

　みこしは上山の方だけでなくこっちにもある。みこしは祇園様の

ときだけ、7月の。東田井の夏祭りは祇園様。祇園様というのは

「ギョンサマ」となまる。

　「のうかん」「かまくら」「カッコウ」は昔からあったやつ。うちの兄

貴が文句だけ年寄りの人から教わった、口で言ったやつを兄貴が

聞いて自分で書いていた。「チェリーカチェリーカ」というのは笛、

「ハーコラショ」というのは掛け声。兄が書いていたものを自分が貸

してもらって書き直して、自分ではたき方を覚えて今やっている人

に教えている。

　「ぶっつけ」というやつも昔はなかった。「ぶっつけ」というのは一

番最初笛吹いて、「ぶっつけ」をはたく前にマクラという笛をお囃子

会のメンバーの中で吹く、楽器としては太鼓と笛と鐘。マクラを一

番最初笛が吹いて、それから正式な「ぶっつけ」というのに入る、そ

れが入ってから今度は「新囃子」「昇天」「神田丸」「鎌倉」と入って

いく。この「ぶっつけ」というのが今まではなかった、書いたのが

あったからそれを覚えて自分が皆に教えて、今現在使っている。ほ

んとの前の人は知っていたけど、途中で教わる人がいなくなってや

めちゃったから、書いたやつがあったから復活した。

　この辺では昔から「ぶっつけ一升」といって、「ぶっつけ」が始ま

るときに酒一升もらって一杯飲んで景気づけて太鼓を始める。今

でもそれをやる、自治会の秋祭りとかで「ぶっつけ一升」もらおうか

と言って。自治会の役も一年ごとに変わる、神社の役持ちの人が

　二人いるがころころ変わっちゃうから「ぶっつけ一升」と言っても

分からない、こっちから「ぶっつけ一升」だよ、と言ってもらって始め

る。言ってやらないと分からないから、昔から伝わっているやつが。

5. 子どもみこしと分校のこと

　子どもみこしは上山にある子どもみこしと同じみこし、地元の大

工だけでつくった。仙波家では大工は自分だけだが、最初はうちの

兄貴とつくった、個人的に。樽みこしといって、兄貴と3人してつくっ

た。お囃子を始めたころだったかな。兄貴は2人、すぐ近くにいる。

最初樽みこしをつくって、それがきっかけで子どもみこし、新しいの

を正式につくった。個人的に始めちゃったから、部落の人は気付か

なかった、「何であんなことやってるんだよ」と。これじゃあれだから、

となって別に正式なものをつくった。最初につくったやつは燃やし

てしまった。樽みこしは樽を改良したもの、屋根をつけてつくった。

今の子どもみこしは大工が集まってつくった。東田井だけの大工。

最初につくったのは昭和54年、今のみこしができたのはいつか忘

れてしまった。今、子どもみこしは神社のところに昔からある小屋に

納めてある。

　鹿島神社の隣に田野小学校の分校跡がある。小学3年まで分

校に通い、4年から本校に通っていた。今はスクールバスで本校に

通っている。



感じ。彫ってあるわけではない。形は普通のお祭りで見る屋台で、

そこにお囃子が乗っかる。屋根も内町・新町の彫刻屋台みたいに

立派ではない普通の木の屋根だった。大きさも普通。昔、着物を

着た人が並んで撮った写真があったはず。

　上郷の屋台もどこかに売ってしまった。見たことはないが、下郷

にあったのと同じような屋台だと思う。

(萩原| 最初お囃子が始まったときは、屋台と一緒に誰かが持って

きたのでしょうか?) 

　分からない。屋台がどこから来たかも分からない。東田井に屋

台があったんだよ、ということしか聞いていない。

2. 東田井でのお囃子の歴史

　東田井は昔から上と下に分かれてやっていた。自治会のお祭り

　大工の仙波司 (せんばつかさ) さんは、東田井のお囃子の伝承

や子どもみこしの制作に取り組んできた。

1. 東田井のお囃子と屋台

　お囃子が始まったのは明治初期、この地区の人が鹿沼の方か

ら教わったと聞いている。新町・内町の彫刻屋台が鹿沼の方でつ

くられているが、その流れかもしれない。屋台は東田井にも上・下2

台あったと聞いている。

　 (「屋台売渡証」を持ってきて) 下郷の屋台は祖母井 (うばがい、

現芳賀町) に売って、今でも直して使っている。祖母井まで見に

行ったことがある。大正7年8月8日、40円で売った。売った理由は分

からない。彫刻屋台ではなかった。昔の絵、例えばうさぎの絵とか

鳥の絵とか、ふすま絵みたいな木に直接描いているような、そんな
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は上と下が集まって一緒にはたいていた。自分たちがお囃子を始

めた頃も上・下別々にはたいていた。上と下が当番制で、一年ごと

にお祭りの当番をやっていたというのも聞いた。上と下でそこの鹿

島神社ではたきっこをやる。うちの会もそこで毎週土曜にお囃子

の練習をしている。

　明治初期から始まって、お囃子会をつくったのは昭和49年。そ

れまでは地元の人が集まってただはたいているだけで、正式な会

というのはなかった。親父が初めて会をつくって、あの (部屋に飾っ

てある写真の) メンバーでやった。内町の屋台なんだ、あれは。自

分が太鼓囃子を始めたころは先輩たちがずっと乗っていた、自分

も10年くらい内町の屋台に乗った。どのくらい前から乗っていたか

は分からない。向こうにはお囃子の方がいなくて頼まれて行ってい

た。それ以前は親父の代に真岡の方に頼まれて行ったと聞いてい

る。他にははたく人がいなかったのかな。

　お囃子会が始まったころ、太鼓の皮は1万円から1万5千円ぐら

いだった。真岡に太鼓を売っている店があった、今はなくなってし

まった。今は壬生の安塚にある太鼓店で買っている。

　祖父の代には「新囃子」「昇天」「神田丸」「鎌倉」「四調目」の五

段囃子があったと聞いているが、親たちの年代が教わらなかった

のでなくなってしまった。今やっている若い人が昭和63年頃から

西田井のヒロサワ先生から教わった。自分も兄と一緒に教わった。

昔の五段囃子と自分たちが教わった五段囃子は同じ名前でもは

たき方が違う。その人からは「新宿流五段囃子」という名前で教

わった、その出は宇都宮の白沢で、今は西田井に住んでいて、そこ

から自分たちが教わった。西田井でもお囃子はやっている。西田井

に応援に行ったこともある。西田井でも若い人がいなくなってはた

く人が少なくなって、先生のつながりで随分応援に行った。真岡の

行事にも随分行った。

　買い物も10年前ぐらいまでは真岡に行った、でかい店がけっこ

うあったから。

(萩原| 祖父とか父の代は?) 

　昔の人は買い物なんか行かない。店はそこに小さい店がある、そ

こが自転車で回って「どうですか」と。

　お参りに行くのはそこの鹿島様、あとはあんまり行った話を聞か

ない。今は地元の鹿島様をお参りしてから大前神社とか亀岡八幡

宮とかいろいろ。

3. お囃子会の会員と行事

(今井| お囃子会の会員数は?)

　発足時は7～8名。最初は4～5名でやっていたが、後から加わっ

てきた人もいる。年配者がはたいていたところに兄貴に誘われて

入ってきた人もいる。今の会員は大人15名、子供9名。

　新たに入る人は回覧板で何回か回して募集しているけど、入っ

てくる人はいない。本当に好きな人ぐらいしか来ない。子供は親と

一緒に5つか6つから、親がはたいているのを見て自然と覚える。子

供は覚えるのが早い。大人で若い人は23～24が一番若い、女性も

けっこう多くて半 ぐ々らい。

　(メモを見せながら) 年間の行事、出番は1月から11月まで毎年

このぐらいやっている。1月の獅子舞は部落の1軒1軒全部回る。10

年ぐらい前、平成18年からで、そんなに古くはない。益子の新町で

やっていて、新町で獅子舞の舞い方や太鼓のはたき方を教わって

東田井で始めよう、といって始まった。それより前にうちの方で新

町に太鼓を教えに行ったりもした、前の頃は新町も内町もお囃子

ができなかったから。今も曲の中の一つはうちらの太鼓を一曲は

たいている。太鼓を教えたり、今度は逆に獅子舞を教えてもらった

りという交流がある。

　東田井の行事は7月の夏祭りと風 (かざ) 祭り・秋祭り、神社で

拝殿を開けてお囃子をたたく。祖父の代からやっている。風祭りは

台風が来ないように、五穀豊穣を祈ってはたく祭り。秋祭りは昔、

自治会の運動会が終わった後各班で料理をつくって食べていた。

運動会がなくなってからは朝から食べ物、焼き鳥や綿あめとかけ

んちん汁とかをつくったり餅をついたりしている。自治会の予算で

やっている。

　上山 (かみやま) ゴンゲン祭は毎年頼まれて行っている、名前は

正式にはあるんでしょうが「ゴンゲンまつり」としか分からない。こ

れは夜にみこしが出る。3時頃に集まってトラックに屋根をつけて

シートをかぶせて、神主が神社に行くのが5時から5時半頃。6時頃

からみこしが出ていく。みこしの後についていってお囃子をトラック

に乗せてはたいて、各班の何か所かを回っていく、班ごとに料理を

いっぱいつくってそこで呼ばれて。お礼はもらう、3万とお酒、お酒は

くれないときもある。次の日が子どもみこし、10時頃から12時ぐらい

まででだいたい終わり。みこしは神社から出る。神社の名前は分か

らない。

　上山のひまわり畑・生田目 (なばため) のコスモス畑は町の方で

やっていて、頼まれて行っている。

4. お囃子の譜面と伝承

 (萩原| 楽譜みたいなものは?) 

　自分で書いたものはある。 (譜面を持ってきて) 練習に使ってい

る文句、これは「神田丸」。一緒にはたきながら覚える。自分もはた

いて相手もそのようにはたいていく、口で言って。覚えるときには「口

で覚えろ」と言っている、自分でしゃべっていれば覚えも早いから

「しゃべりながらはたいて」と言っている。譜面の黒いところはでか

い音ではたくところの印。覚えいいように。

　これは「野囃」、みんなはたき方が全部違う。このほかにも曲目は

ある、「野囃」は五段囃子に入っていない、昔から伝わっていたはた

き方。太鼓も前は肩で二人して持ってはたいて歩いた。西田井で

何回かやったことがある、公民館から神社まではたいて行った。太

鼓の大きさは八寸胴、奥行きは20cmぐらい、棒一本で太鼓を麻縄

で吊るして人が両側で担いで、太鼓は正面を向いてはたいていく。

麻縄はお囃子の人で縛る、ここの辺の人は普通に縛っちゃう。西

田井でもそういう昔のやり方でやっていた、今は西田井にあまり

行っていないから分からないが。東田井でもそれをやった話を聞

いたことがある。「担ぐ人は婿様だ」といって婿に来た人が担がさ

れる、地元の人じゃない人が担いで、地元の太鼓のできる人がた

たく、と聞いたことがある。今では全然やっていない。そのときには

たくのが「野囃」というはたき方。神社からみこしが出ていく途中と

戻ってくる途中にはたく。

　みこしは上山の方だけでなくこっちにもある。みこしは祇園様の

ときだけ、7月の。東田井の夏祭りは祇園様。祇園様というのは

「ギョンサマ」となまる。

　「のうかん」「かまくら」「カッコウ」は昔からあったやつ。うちの兄

貴が文句だけ年寄りの人から教わった、口で言ったやつを兄貴が

聞いて自分で書いていた。「チェリーカチェリーカ」というのは笛、

「ハーコラショ」というのは掛け声。兄が書いていたものを自分が貸

してもらって書き直して、自分ではたき方を覚えて今やっている人

に教えている。

　「ぶっつけ」というやつも昔はなかった。「ぶっつけ」というのは一

番最初笛吹いて、「ぶっつけ」をはたく前にマクラという笛をお囃子

会のメンバーの中で吹く、楽器としては太鼓と笛と鐘。マクラを一

番最初笛が吹いて、それから正式な「ぶっつけ」というのに入る、そ

れが入ってから今度は「新囃子」「昇天」「神田丸」「鎌倉」と入って

いく。この「ぶっつけ」というのが今まではなかった、書いたのが

あったからそれを覚えて自分が皆に教えて、今現在使っている。ほ

んとの前の人は知っていたけど、途中で教わる人がいなくなってや

めちゃったから、書いたやつがあったから復活した。

　この辺では昔から「ぶっつけ一升」といって、「ぶっつけ」が始ま

るときに酒一升もらって一杯飲んで景気づけて太鼓を始める。今

でもそれをやる、自治会の秋祭りとかで「ぶっつけ一升」もらおうか

と言って。自治会の役も一年ごとに変わる、神社の役持ちの人が

　二人いるがころころ変わっちゃうから「ぶっつけ一升」と言っても

分からない、こっちから「ぶっつけ一升」だよ、と言ってもらって始め

る。言ってやらないと分からないから、昔から伝わっているやつが。

5. 子どもみこしと分校のこと

　子どもみこしは上山にある子どもみこしと同じみこし、地元の大

工だけでつくった。仙波家では大工は自分だけだが、最初はうちの

兄貴とつくった、個人的に。樽みこしといって、兄貴と3人してつくっ

た。お囃子を始めたころだったかな。兄貴は2人、すぐ近くにいる。

最初樽みこしをつくって、それがきっかけで子どもみこし、新しいの

を正式につくった。個人的に始めちゃったから、部落の人は気付か

なかった、「何であんなことやってるんだよ」と。これじゃあれだから、

となって別に正式なものをつくった。最初につくったやつは燃やし

てしまった。樽みこしは樽を改良したもの、屋根をつけてつくった。

今の子どもみこしは大工が集まってつくった。東田井だけの大工。

最初につくったのは昭和54年、今のみこしができたのはいつか忘

れてしまった。今、子どもみこしは神社のところに昔からある小屋に

納めてある。

　鹿島神社の隣に田野小学校の分校跡がある。小学3年まで分

校に通い、4年から本校に通っていた。今はスクールバスで本校に

通っている。



感じ。彫ってあるわけではない。形は普通のお祭りで見る屋台で、

そこにお囃子が乗っかる。屋根も内町・新町の彫刻屋台みたいに

立派ではない普通の木の屋根だった。大きさも普通。昔、着物を

着た人が並んで撮った写真があったはず。

　上郷の屋台もどこかに売ってしまった。見たことはないが、下郷

にあったのと同じような屋台だと思う。

(萩原| 最初お囃子が始まったときは、屋台と一緒に誰かが持って

きたのでしょうか?) 

　分からない。屋台がどこから来たかも分からない。東田井に屋

台があったんだよ、ということしか聞いていない。

2. 東田井でのお囃子の歴史

　東田井は昔から上と下に分かれてやっていた。自治会のお祭り

　大工の仙波司 (せんばつかさ) さんは、東田井のお囃子の伝承

や子どもみこしの制作に取り組んできた。

1. 東田井のお囃子と屋台

　お囃子が始まったのは明治初期、この地区の人が鹿沼の方か

ら教わったと聞いている。新町・内町の彫刻屋台が鹿沼の方でつ

くられているが、その流れかもしれない。屋台は東田井にも上・下2

台あったと聞いている。

　 (「屋台売渡証」を持ってきて) 下郷の屋台は祖母井 (うばがい、

現芳賀町) に売って、今でも直して使っている。祖母井まで見に

行ったことがある。大正7年8月8日、40円で売った。売った理由は分

からない。彫刻屋台ではなかった。昔の絵、例えばうさぎの絵とか

鳥の絵とか、ふすま絵みたいな木に直接描いているような、そんな

は上と下が集まって一緒にはたいていた。自分たちがお囃子を始

めた頃も上・下別々にはたいていた。上と下が当番制で、一年ごと

にお祭りの当番をやっていたというのも聞いた。上と下でそこの鹿

島神社ではたきっこをやる。うちの会もそこで毎週土曜にお囃子

の練習をしている。

　明治初期から始まって、お囃子会をつくったのは昭和49年。そ

れまでは地元の人が集まってただはたいているだけで、正式な会

というのはなかった。親父が初めて会をつくって、あの (部屋に飾っ

てある写真の) メンバーでやった。内町の屋台なんだ、あれは。自

分が太鼓囃子を始めたころは先輩たちがずっと乗っていた、自分

も10年くらい内町の屋台に乗った。どのくらい前から乗っていたか

は分からない。向こうにはお囃子の方がいなくて頼まれて行ってい

た。それ以前は親父の代に真岡の方に頼まれて行ったと聞いてい

る。他にははたく人がいなかったのかな。

　お囃子会が始まったころ、太鼓の皮は1万円から1万5千円ぐら

いだった。真岡に太鼓を売っている店があった、今はなくなってし

まった。今は壬生の安塚にある太鼓店で買っている。

　祖父の代には「新囃子」「昇天」「神田丸」「鎌倉」「四調目」の五

段囃子があったと聞いているが、親たちの年代が教わらなかった

のでなくなってしまった。今やっている若い人が昭和63年頃から

西田井のヒロサワ先生から教わった。自分も兄と一緒に教わった。

昔の五段囃子と自分たちが教わった五段囃子は同じ名前でもは

たき方が違う。その人からは「新宿流五段囃子」という名前で教

わった、その出は宇都宮の白沢で、今は西田井に住んでいて、そこ

から自分たちが教わった。西田井でもお囃子はやっている。西田井

に応援に行ったこともある。西田井でも若い人がいなくなってはた

く人が少なくなって、先生のつながりで随分応援に行った。真岡の

行事にも随分行った。

　買い物も10年前ぐらいまでは真岡に行った、でかい店がけっこ

うあったから。

(萩原| 祖父とか父の代は?) 

　昔の人は買い物なんか行かない。店はそこに小さい店がある、そ

こが自転車で回って「どうですか」と。

　お参りに行くのはそこの鹿島様、あとはあんまり行った話を聞か

ない。今は地元の鹿島様をお参りしてから大前神社とか亀岡八幡

宮とかいろいろ。
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3. お囃子会の会員と行事

(今井| お囃子会の会員数は?)

　発足時は7～8名。最初は4～5名でやっていたが、後から加わっ

てきた人もいる。年配者がはたいていたところに兄貴に誘われて

入ってきた人もいる。今の会員は大人15名、子供9名。

　新たに入る人は回覧板で何回か回して募集しているけど、入っ

てくる人はいない。本当に好きな人ぐらいしか来ない。子供は親と

一緒に5つか6つから、親がはたいているのを見て自然と覚える。子

供は覚えるのが早い。大人で若い人は23～24が一番若い、女性も

けっこう多くて半 ぐ々らい。

　(メモを見せながら) 年間の行事、出番は1月から11月まで毎年

このぐらいやっている。1月の獅子舞は部落の1軒1軒全部回る。10

年ぐらい前、平成18年からで、そんなに古くはない。益子の新町で

やっていて、新町で獅子舞の舞い方や太鼓のはたき方を教わって

東田井で始めよう、といって始まった。それより前にうちの方で新

町に太鼓を教えに行ったりもした、前の頃は新町も内町もお囃子

ができなかったから。今も曲の中の一つはうちらの太鼓を一曲は

たいている。太鼓を教えたり、今度は逆に獅子舞を教えてもらった

りという交流がある。

　東田井の行事は7月の夏祭りと風 (かざ) 祭り・秋祭り、神社で

拝殿を開けてお囃子をたたく。祖父の代からやっている。風祭りは

台風が来ないように、五穀豊穣を祈ってはたく祭り。秋祭りは昔、

自治会の運動会が終わった後各班で料理をつくって食べていた。

運動会がなくなってからは朝から食べ物、焼き鳥や綿あめとかけ

んちん汁とかをつくったり餅をついたりしている。自治会の予算で

やっている。

　上山 (かみやま) ゴンゲン祭は毎年頼まれて行っている、名前は

正式にはあるんでしょうが「ゴンゲンまつり」としか分からない。こ

れは夜にみこしが出る。3時頃に集まってトラックに屋根をつけて

シートをかぶせて、神主が神社に行くのが5時から5時半頃。6時頃

からみこしが出ていく。みこしの後についていってお囃子をトラック

に乗せてはたいて、各班の何か所かを回っていく、班ごとに料理を

いっぱいつくってそこで呼ばれて。お礼はもらう、3万とお酒、お酒は

くれないときもある。次の日が子どもみこし、10時頃から12時ぐらい

まででだいたい終わり。みこしは神社から出る。神社の名前は分か

らない。

　上山のひまわり畑・生田目 (なばため) のコスモス畑は町の方で

やっていて、頼まれて行っている。

4. お囃子の譜面と伝承

 (萩原| 楽譜みたいなものは?) 

　自分で書いたものはある。 (譜面を持ってきて) 練習に使ってい

る文句、これは「神田丸」。一緒にはたきながら覚える。自分もはた

いて相手もそのようにはたいていく、口で言って。覚えるときには「口

で覚えろ」と言っている、自分でしゃべっていれば覚えも早いから

「しゃべりながらはたいて」と言っている。譜面の黒いところはでか

い音ではたくところの印。覚えいいように。

　これは「野囃」、みんなはたき方が全部違う。このほかにも曲目は

ある、「野囃」は五段囃子に入っていない、昔から伝わっていたはた

き方。太鼓も前は肩で二人して持ってはたいて歩いた。西田井で

何回かやったことがある、公民館から神社まではたいて行った。太

鼓の大きさは八寸胴、奥行きは20cmぐらい、棒一本で太鼓を麻縄

で吊るして人が両側で担いで、太鼓は正面を向いてはたいていく。

麻縄はお囃子の人で縛る、ここの辺の人は普通に縛っちゃう。西

田井でもそういう昔のやり方でやっていた、今は西田井にあまり

行っていないから分からないが。東田井でもそれをやった話を聞

いたことがある。「担ぐ人は婿様だ」といって婿に来た人が担がさ

れる、地元の人じゃない人が担いで、地元の太鼓のできる人がた

たく、と聞いたことがある。今では全然やっていない。そのときには

たくのが「野囃」というはたき方。神社からみこしが出ていく途中と
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記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局



永田九一さん

く、中学校の頃からやっている。そのお母さんも神楽を一緒にして

いる。他に30代後半、40代が3人くらい、50代、60代の私達、一番上

で74歳、大学生の子は、高校生になっても来ていた。東京の大学

に行ってから来ていない。楽器をやる方は12人の中で決まってお

り、2人いて太鼓と笛が一人ずつ。ただ、太鼓は3、4人は叩ける、笛

も2人は吹ける。公演の当日は交代に行うときもある。笛は短期間

に覚えることはできない、自分でも笛が好きだということで「吹かせ

てください」と話してきた。笛は、先輩が元気な時に教わった。

　私が八幡神社雅講から長堤太々神楽を始めたのは、20歳の頃、

当時から会の人には誘われていた。そのとき、消防団等の仲間が

いて7人も10人も、みんな気持ちのよい方で、子どもの頃から神楽

を見ていた方。その仲間がいなかったらやっていなかったと思う。

先輩方が残したものを、途絶えさせることはできない。

　長堤で、農業をしている永田九一 (えいたくいち) さん。長堤太々

神楽を20歳の頃から行っている。定まった型のみを演じるのでは

なく、常に場を読みながら演じている。

1. 長堤太々神楽と八幡神社

　長堤太々神楽保存会は、当時、八幡神社雅講という名前で明治

11年より始まった。真岡の大前神社から教わってきた。こちらから

習いに行ったという記録が残されている。当時は、一人ではなく何

人かで行ったのだと思う。始めた理由までは、分からない。一時期、

数年の間、長堤太々神楽は休んでいたこともあったと思う。10年程

前から、仲間と話して保存会という名称になった。通称、神楽殿も

そのときに建てたと資料に書いてある。

　現在の会員は12名。長堤、上山の人で、21歳の大学生が一番若
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07 田野｜聞き取り 永田九一さん 「長堤太々神楽とその舞について」
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真岡の神楽よりも、長堤の方が良くできている。真岡は後継者がお

らず長老だけで、形だけになってしまっている。

　例大祭では、プログラムの中に記載してある11の演目はこれまで

ずっと行っており、抜けたことはない。立志式、前・土祭、体育館の

完成記念、里山芸術祭、産業祭にも出たことがある。

　毎年、8月上旬より会議をもって、例大祭は10月の第一日曜に行

い、練習は月・水・金で延べ25日くらいです。8月末から、大郷戸、前

沢、長堤、上山の自治会長に回覧板で回して広報をしている。内輪

でチラシをつくり配る。明治の頃に八幡神社は郷社ということにな

り、大郷戸も入っている。八幡神社は、八幡太郎義家 (源義家、生

1039年～没1106年) が、東夷征伐のときにここに立ち寄ったと言

われている。拝殿も、本殿のようにすごかった。建物の廻りは彫刻

で覆われていたが、その彫刻の多くは盗まれてしまった。公演の際

の着替える場所も神楽殿にある。その部屋の呼び名はない。昔か

ら、建物の配置は変わらない。

2. 神楽を通した周辺地域との交流

　真岡の神楽とは交流はないが、市貝町の杉山の方より、今年の

4月に上演をしたいので神楽を教えてほしいと話があった。装束、

楽器類はあるので、復活したいということだった。益子町の町会議

員、東田井の高野さんより話があった。今度お会いするときに、しっ

かり聞いてこようと考えている。経験者はいるのだとは聞いていま

す、ただ人数的に少ないとは聞いています。向こうの話をはっきり

聞いて、これから協力したいと思います。

　山本の太々神楽は、長堤の演目の半分くらいしかなかったが、

教えてほしいと頼まれて演目を教えた。同じ日に同じ舞台に立つこ

ともあり、その場合は、お互いに舞いがかぶらないように事前に話

をする。数年前までは、長堤で笛の後継者がいないときがあった。

そのときは山本の太々神楽の方に、当日来ていただき演奏をして

いた。そういう交流は続いている。山本さんとは、お祭りにお互いに

行き来はしている。農村歌舞伎舞台でも、お話をいただき長堤の

太々神楽で出演した。舞台復活以前に出演したかは、分からない。

(廣瀬| 山本では、白虎はお酒を振る舞っていたのですが?)

 こちらでは山本さんみたいに激しくやっていない。それは、神に捧

げるものだからお酒を飲みながらしては良くない、と先輩に言われ

た。

3. 衣装と楽器、舞いのこと

　明治初期からの装束は、動きの激しい傷みやすいものを、福島

県の郡山にある神社系の装束を扱っているところで、5着ばかり新

しくした。面は20種類くらいあり、面自体は傷んでいないが、数十年

程前に修復 (塗り) を行ったものがいくつかある、面の色が当時と

違うと言われている。太鼓の皮は、10年くらい前に真岡で張り替え

ている。神社の裏手の屋敷には神主の福田さんが住んでいた。面

も裏手の建物の中に保管されている。

　五行の舞いは、神様の舞い、五行思想から来ている。五行の舞

いは、踊りの基本。まず最初に覚える。五行の舞いは、4人が対に

なって四角に並び、真ん中に一人。舞いの基本とされ、新しく舞い

を学ぶ人は、対面に並んだ人を見ながら踊りを覚える。神の踊りは

皆同じになる。五行の季節、方位、色で表現されている。装束はそ

れぞれの色に準じたもの。楽器は耳で教えている。笛に関しては、

できる人が2人いる。太鼓等は、簡単なものならだいたいできる。舞

いの中で、龍神の舞いと、竃前の舞いは、山本では踊られていない。

真岡の大前神社でも公演されているかどうか．．．。

　いろいろ、要請があって舞うときは、時間的に、演目は一つか二

つですよね。時間に合った演目をする。小学校でやる時は小学生

が見て面白いという題目をやる。保存会の会員は、半分くらいはで

きるので、広く浅くはみなさんできて、自分の役だけは、負けないよ

うにしている。出られないときは、役が他の方でも補えるようになっ

ている。

　踊りの舞いは、これからに合ったような踊りというか、これからに

合う舞いにする。例えば右から出るのを大きくするとか、舞いが小

さいものを大きくするとか、メリハリをつくるとか、単調にならないよ

うに、どんどんやっていくと一つの芸に対して、一つの動きに対して

以前と違うものにしているというか、工夫を加えている。基本は基

本なんですけどね。

　ちょっと堅苦しいこの辺をもう少し柔らかめにして、大きく踊った

ほうがいいんじゃないかと、細かい所をお互いに注意して、みんな

もう何十年とやっているからそういう細かいところを中心に、笛吹

いても弱い所、高い所、注意して、太鼓も強弱あるから、楽器の人

は専門でやっているから。踊りなんかも小さな場所でも大きく見せ

るということは、幅がなくても大きく見せることは、なかなか難しい

ですけど、例えば去年の土祭なんかも狭い所で踊るんで難しいん

です。出番が決まったら、下見して楽器の場所等も決めます。

(廣瀬| 日 こ々うやってつくっているから、それが面白いですよね。こ

うした方がいいんじゃないかとみんなで話しながら、それが本当の

伝統ですね。後世の人がただただ守らないといけないだけになる

と、堅苦しいものになってしまう。創造者が創造したものだから、生

きているものとして継がれているということですね?) 
　一番大事かな、そこのところが。

4. 古墳と石碑

　長堤八幡神社東側の養鶏場の中央に奥行きが5、6m程の古墳

があった。石室があったが、開墾するときに壊してしまったと思う。

高さは、やっと人が通り抜けるサイズで、もとから埋まっていたわけ

ではなく、もともとは山林だった。

　神楽殿の南あたりに、愛知県の三河の方から来た人の墓があ

る。道路口の近くのツバキの木の近くに石碑だけがあったかな。
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れぞれの色に準じたもの。楽器は耳で教えている。笛に関しては、

できる人が2人いる。太鼓等は、簡単なものならだいたいできる。舞

いの中で、龍神の舞いと、竃前の舞いは、山本では踊られていない。

真岡の大前神社でも公演されているかどうか．．．。

　いろいろ、要請があって舞うときは、時間的に、演目は一つか二

つですよね。時間に合った演目をする。小学校でやる時は小学生

が見て面白いという題目をやる。保存会の会員は、半分くらいはで

きるので、広く浅くはみなさんできて、自分の役だけは、負けないよ

うにしている。出られないときは、役が他の方でも補えるようになっ

ている。

　踊りの舞いは、これからに合ったような踊りというか、これからに

合う舞いにする。例えば右から出るのを大きくするとか、舞いが小

さいものを大きくするとか、メリハリをつくるとか、単調にならないよ

うに、どんどんやっていくと一つの芸に対して、一つの動きに対して

以前と違うものにしているというか、工夫を加えている。基本は基

本なんですけどね。

　ちょっと堅苦しいこの辺をもう少し柔らかめにして、大きく踊った

ほうがいいんじゃないかと、細かい所をお互いに注意して、みんな

もう何十年とやっているからそういう細かいところを中心に、笛吹

いても弱い所、高い所、注意して、太鼓も強弱あるから、楽器の人

は専門でやっているから。踊りなんかも小さな場所でも大きく見せ

るということは、幅がなくても大きく見せることは、なかなか難しい

ですけど、例えば去年の土祭なんかも狭い所で踊るんで難しいん

です。出番が決まったら、下見して楽器の場所等も決めます。

(廣瀬| 日 こ々うやってつくっているから、それが面白いですよね。こ

うした方がいいんじゃないかとみんなで話しながら、それが本当の

伝統ですね。後世の人がただただ守らないといけないだけになる

と、堅苦しいものになってしまう。創造者が創造したものだから、生

きているものとして継がれているということですね?) 
　一番大事かな、そこのところが。

4. 古墳と石碑

　長堤八幡神社東側の養鶏場の中央に奥行きが5、6m程の古墳

があった。石室があったが、開墾するときに壊してしまったと思う。

高さは、やっと人が通り抜けるサイズで、もとから埋まっていたわけ

ではなく、もともとは山林だった。

　神楽殿の南あたりに、愛知県の三河の方から来た人の墓があ

る。道路口の近くのツバキの木の近くに石碑だけがあったかな。



く、中学校の頃からやっている。そのお母さんも神楽を一緒にして

いる。他に30代後半、40代が3人くらい、50代、60代の私達、一番上

で74歳、大学生の子は、高校生になっても来ていた。東京の大学

に行ってから来ていない。楽器をやる方は12人の中で決まってお

り、2人いて太鼓と笛が一人ずつ。ただ、太鼓は3、4人は叩ける、笛

も2人は吹ける。公演の当日は交代に行うときもある。笛は短期間

に覚えることはできない、自分でも笛が好きだということで「吹かせ

てください」と話してきた。笛は、先輩が元気な時に教わった。

　私が八幡神社雅講から長堤太々神楽を始めたのは、20歳の頃、

当時から会の人には誘われていた。そのとき、消防団等の仲間が

いて7人も10人も、みんな気持ちのよい方で、子どもの頃から神楽

を見ていた方。その仲間がいなかったらやっていなかったと思う。

先輩方が残したものを、途絶えさせることはできない。

　長堤で、農業をしている永田九一 (えいたくいち) さん。長堤太々

神楽を20歳の頃から行っている。定まった型のみを演じるのでは

なく、常に場を読みながら演じている。

1. 長堤太々神楽と八幡神社

　長堤太々神楽保存会は、当時、八幡神社雅講という名前で明治

11年より始まった。真岡の大前神社から教わってきた。こちらから

習いに行ったという記録が残されている。当時は、一人ではなく何

人かで行ったのだと思う。始めた理由までは、分からない。一時期、

数年の間、長堤太々神楽は休んでいたこともあったと思う。10年程

前から、仲間と話して保存会という名称になった。通称、神楽殿も

そのときに建てたと資料に書いてある。

　現在の会員は12名。長堤、上山の人で、21歳の大学生が一番若

真岡の神楽よりも、長堤の方が良くできている。真岡は後継者がお

らず長老だけで、形だけになってしまっている。

　例大祭では、プログラムの中に記載してある11の演目はこれまで

ずっと行っており、抜けたことはない。立志式、前・土祭、体育館の

完成記念、里山芸術祭、産業祭にも出たことがある。

　毎年、8月上旬より会議をもって、例大祭は10月の第一日曜に行

い、練習は月・水・金で延べ25日くらいです。8月末から、大郷戸、前

沢、長堤、上山の自治会長に回覧板で回して広報をしている。内輪

でチラシをつくり配る。明治の頃に八幡神社は郷社ということにな

り、大郷戸も入っている。八幡神社は、八幡太郎義家 (源義家、生

1039年～没1106年) が、東夷征伐のときにここに立ち寄ったと言

われている。拝殿も、本殿のようにすごかった。建物の廻りは彫刻

で覆われていたが、その彫刻の多くは盗まれてしまった。公演の際

の着替える場所も神楽殿にある。その部屋の呼び名はない。昔か

ら、建物の配置は変わらない。

2. 神楽を通した周辺地域との交流

　真岡の神楽とは交流はないが、市貝町の杉山の方より、今年の

4月に上演をしたいので神楽を教えてほしいと話があった。装束、

楽器類はあるので、復活したいということだった。益子町の町会議

員、東田井の高野さんより話があった。今度お会いするときに、しっ

かり聞いてこようと考えている。経験者はいるのだとは聞いていま

す、ただ人数的に少ないとは聞いています。向こうの話をはっきり

聞いて、これから協力したいと思います。

　山本の太々神楽は、長堤の演目の半分くらいしかなかったが、

教えてほしいと頼まれて演目を教えた。同じ日に同じ舞台に立つこ

ともあり、その場合は、お互いに舞いがかぶらないように事前に話

をする。数年前までは、長堤で笛の後継者がいないときがあった。

そのときは山本の太々神楽の方に、当日来ていただき演奏をして

いた。そういう交流は続いている。山本さんとは、お祭りにお互いに

行き来はしている。農村歌舞伎舞台でも、お話をいただき長堤の

太々神楽で出演した。舞台復活以前に出演したかは、分からない。

(廣瀬| 山本では、白虎はお酒を振る舞っていたのですが?)

 こちらでは山本さんみたいに激しくやっていない。それは、神に捧

げるものだからお酒を飲みながらしては良くない、と先輩に言われ

た。
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3. 衣装と楽器、舞いのこと

　明治初期からの装束は、動きの激しい傷みやすいものを、福島

県の郡山にある神社系の装束を扱っているところで、5着ばかり新

しくした。面は20種類くらいあり、面自体は傷んでいないが、数十年

程前に修復 (塗り) を行ったものがいくつかある、面の色が当時と

違うと言われている。太鼓の皮は、10年くらい前に真岡で張り替え

ている。神社の裏手の屋敷には神主の福田さんが住んでいた。面

も裏手の建物の中に保管されている。

　五行の舞いは、神様の舞い、五行思想から来ている。五行の舞

いは、踊りの基本。まず最初に覚える。五行の舞いは、4人が対に

なって四角に並び、真ん中に一人。舞いの基本とされ、新しく舞い

を学ぶ人は、対面に並んだ人を見ながら踊りを覚える。神の踊りは

皆同じになる。五行の季節、方位、色で表現されている。装束はそ

れぞれの色に準じたもの。楽器は耳で教えている。笛に関しては、

できる人が2人いる。太鼓等は、簡単なものならだいたいできる。舞

いの中で、龍神の舞いと、竃前の舞いは、山本では踊られていない。

真岡の大前神社でも公演されているかどうか．．．。

　いろいろ、要請があって舞うときは、時間的に、演目は一つか二

つですよね。時間に合った演目をする。小学校でやる時は小学生

が見て面白いという題目をやる。保存会の会員は、半分くらいはで

きるので、広く浅くはみなさんできて、自分の役だけは、負けないよ

うにしている。出られないときは、役が他の方でも補えるようになっ

ている。

　踊りの舞いは、これからに合ったような踊りというか、これからに

合う舞いにする。例えば右から出るのを大きくするとか、舞いが小

さいものを大きくするとか、メリハリをつくるとか、単調にならないよ

うに、どんどんやっていくと一つの芸に対して、一つの動きに対して

以前と違うものにしているというか、工夫を加えている。基本は基

本なんですけどね。

　ちょっと堅苦しいこの辺をもう少し柔らかめにして、大きく踊った

ほうがいいんじゃないかと、細かい所をお互いに注意して、みんな

もう何十年とやっているからそういう細かいところを中心に、笛吹

いても弱い所、高い所、注意して、太鼓も強弱あるから、楽器の人

は専門でやっているから。踊りなんかも小さな場所でも大きく見せ

るということは、幅がなくても大きく見せることは、なかなか難しい

ですけど、例えば去年の土祭なんかも狭い所で踊るんで難しいん

です。出番が決まったら、下見して楽器の場所等も決めます。

(廣瀬| 日 こ々うやってつくっているから、それが面白いですよね。こ

うした方がいいんじゃないかとみんなで話しながら、それが本当の

伝統ですね。後世の人がただただ守らないといけないだけになる

と、堅苦しいものになってしまう。創造者が創造したものだから、生

きているものとして継がれているということですね?) 
　一番大事かな、そこのところが。

4. 古墳と石碑

　長堤八幡神社東側の養鶏場の中央に奥行きが5、6m程の古墳

があった。石室があったが、開墾するときに壊してしまったと思う。

高さは、やっと人が通り抜けるサイズで、もとから埋まっていたわけ

ではなく、もともとは山林だった。

　神楽殿の南あたりに、愛知県の三河の方から来た人の墓があ

る。道路口の近くのツバキの木の近くに石碑だけがあったかな。

記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局



豊田昌昭さん

　高齢者の雇用というのはどう考えているかというと、この会社を

退職した後に、その人は辞めて何をやるだろう、と思いました。それ

で60歳過ぎの定年退職した人を雇用することを考えました。地域

の高齢者とか、農家の家の高齢者、農家でも農閑期のときに働い

ていただくなど、そういうことを考えています。

　私は、高齢者というのは能力が高く仕事ができると考えています。

全く経験のないものは別として、仕事の仕方によっては高齢者の

方が若い方より仕事ができます。高齢者の大半の人は40年くらい

勤めており、その人たちは、ものすごい経験を持ち多くのことを行う

ことができます。

　今、私のところでは高齢者は5人を雇用しています。みなさん、ト

ヨタの食品部に入っており、来年にはもう1名入ります。その方は近

くに住んでいますし、来年退職するということで、食品部に入っても

　農業と山仕事を営む家に育ち、農協職員を経て、精密機器の会

社を立ち上げ、経営をしながら、果樹栽培や食品加工の事業にも

取り組む豊田昌昭 (とよたまさあき) さんよりお話を伺った。

1. 高齢者の雇用

　リンゴ園が何で始まったかというと、高齢者の雇用のため利用し

ようと考えました。

　そのリンゴ園ではここの社員もみんな摘果を快く手伝ってくれて

います。それは会社で窮屈なところで仕事しているでしょ、それから

解放されてるからそういう意味ではいいことかなと思っています。こ

れまで何回かやってきました。雇用をどうするかという話で15年ぐ

らい前にリンゴ園が始まって、そこを利用してこれから高齢者を何

とかしようということから始まりました。
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07 田野｜聞き取り 豊田昌昭さん 「高齢者の雇用とこれからの農業について」
長堤   (株) トヨタにて  2015/01/20

らう予定です。将来は10人程になればと考えています。雇用してい

る高齢者は、リンゴ園だけではなく加工場にも来ています。皆70歳

近いですね、その中には田野地区だけでなく益子からも1人来てい

ます。そういう方々を雇用することで一つ私が考えていることは健

康のこと、生き甲斐のことです。働かず、動くことがないと健康上の

問題が出てきます。働くことによって健康増進という意味合いでは

いいのではないかと私は思います。仕事をすることが、生き甲斐に

繋がり、そこからも健康に繋がっています。今お話ししたことが、私

の一番のテーマでした。それに働いている方々のご家族の家計に

もいいと思います。

2. 農業の六次産業化

　六次化というのは、最近になってからどんどん推進するように

なってきています。私は六次化はなくてはならないと思っています。

　六次化では、生のままでは長持ちをしないものを、加工して商品

として売り出す必要があります。しかし問題もあります。六次産業の

デメリットとして個人で行っている規模の小さい農家は設備投資

をすることが難しいと思います。六次産業化をするのは、田植え機

を買うのと同じで、個々の農家では使用する期間が限られてしまい、

自身の田を植えたらあとは一年間使うことがありません、それでは

支払った金額に対して利用する機会が少なく、利益に繋がること

はありません。

　うちが加工場として歓迎されてるのは安い価格で加工ができる

ことで、生産者も果実に傷がついてしまって廃棄するものを持って

きてジュースにする。良いものは生食販売して、規格外品を加工し

てジュースにして売ります。県内ではほとんどそういう個人の農家

さんからのものを受けており、他とは全くやり方が違います。加工

場では生産者が一緒になって開発ができ、加工の際に味を見な

がら、その都度いいか悪いか判断もできます。それに、10本でも20

本からでも生産でき、多種少量で多品種のものができます。例え

ばリンゴ・ミカン・トマト・ブドウ・ナシもできます。

　農家の人がものを持ち込んで加工するときには保健所の関係

で加工場の責任者が立ち会います。加工品の場合、製造者の名

前が入らないと販売の許可が下りません。農家さんが加工をした

いと持ち込んで、加工したものは農家さんの名前もつけて売ること

ができますが、農家の名前で売るには消費者庁に製造所固有記

号の届出が必要になります。トヨタでは、TYTを取得していますの

で、それを販売者の名前のうしろに記載しています。そうすると、消

費者庁が把握でき、全国のどこかで事故が起きてもわかります。た

だ、その場合、農家でなくここに連絡が来ます。責任はトヨタになり

ますが、農家名だけでは売ることはできません。

　私は、ここはみんなの加工所みたいなものと考えています。なか

なか経営として考えることは難しいこともありますが、最近では加

工ができると話が広まり、県外からの問い合わせが多くなりました。

3.  (株) トヨタ食品部での生産品

　トヨタでは、瓶詰、缶詰、菓子類、清涼飲料水、ソース、と管理資

格を持っていて、工場でつくっています。例えば、粉末関係をやって

いる。青果や野菜を乾燥して粉末にしました。その他にサツマイモ、

湯葉のおから、ブルーベリー等も粉末にしています。

 (萩原| 大沢在住の薄羽仁太郎さんからサツマイモのパンの話を

聞きました。戦中戦後、まずいぶよぶよの大きなサツマイモがあっ

たそうです。唯一おいしく食べる方法として、そのサツマイモを粉末

にしてパンを作ったそうで、それが甘くておいしかったと。そのまず

いサツマイモがうまかったんだから、うまいサツマイモで作ったら

もっとおいしいはずじゃないでしょうか?) 

　それはいいですね。昔はでかくて、地域、地域でいろんな種類の

サツマイモがありましたね。

4. 他県の六次化と高齢者の雇用の例として

　長野県に加工所の企業組合というものがあります。そこは、平均

年齢が78歳という高齢者の職場です。最初に私が加工場を始め

るときに見学にも行きましたし、私たちと常に交流をしています。こ

の前は向こうから、観光で来てくれました。そのときに益子の陶器

店で焼物を沢山買っていってくれました。長野の加工所で生産し

たコンコードというブドウの品種を使ったブドウジュースをいただ

きました。コンコードとは糖度がとても高いらしくワインに使う葡萄

の種類らしいです。このジュースは、舌触りもいいしとてもおいし

かったです。この高齢者の職場で生産している商品ですが、本当

においしくてすごいものだと思いました。

5. 設備投資と合理化

　機器は、工夫をしなければなりません。なぜ工夫をする必要が

あるかというと、合理化しないといけませんから、何秒で工程を済

ませるようになるかと、そこのところを考えないといけません。それも

あり、機械を入れたりもしています。2人でできるところを1人ででき

るようにすることで、その分農家の方々に還元できます。例えば瓶

のごみとり機を作りました。瓶が加工場に届く時には、ダンボール

で入ってきます。そうすると瓶に段ボールのくずが入ってしまう、そ

れを取り除くのを自作で機械を作りました。このような合理化をし

ていかないと、農家の人たちの所得が上がっていくことは難しいで

す。何かつくることにかかる時間を工夫により短縮することは必要

だと思います。今後も合理化するために、工夫して機械も製作して

いこうと考えています。工夫は続けていかないといけませんね。

6. 農協職員時代のこと

　私は昔、農協職員として働いていました。その頃、農協では家電

製品から農機まで売っていました。当時、私は、サービスマンをして

いましたが、電化製品を販売するなら自分たちで電気工事もする

必要があるということで電気工事士の資格を取りました。他に当

時在庫管理の仕組み等を整えました。

(萩原| 現在豊田さんが行われている工夫と合理化の試みにも通

じているように思います。)

7. 昔の生業と馬のこと

　私の家は農家でした。私は農業高校出身です。昔は30アール程、

煙草を作っていました。ただ私の家は五反百姓だから、それだけ

じゃ食べていくことはできませんでした。それでは何で食べていっ

たかというと、他に山仕事をやっていましたし、馬で肥料等の配送

もしていました。父と祖父は、薪の配送もしていました。おもしろい

話があるのですが、祖父が外で酒を飲んだときに馬車の荷台で寝

ちゃっても、ちゃんと馬が家まで帰ってきたことがありました。畑を

突っ切ったりはせずに、ちゃんと道とおりに帰ってきたんです。あの

頃は、各家庭で馬がいました。私が小学校6年の頃、ハナトリ (農

地を耕作する際に、棒を持ち馬を誘導する役割の人) をしていまし

た。背丈が今の私の腰より小さい時だもの、あの時は本当に泥だ

らけになったもんです。　　

　当時、百姓は何でもやっていました。山仕事では、営林署は木々

の伐採をしなければならないから民間に委託をしていました。伐

採をしたり、植林をしたり、昔は風呂焚きにも使っていましたから貴

重な燃料でもあったんです。それに、山には沢山きのこが生えてい

ました。どうして生えていたかといいますと、落ち葉さらいをして綺

麗にしてたから茸が生えるんです。その落ち葉は集めて、踏みしめ

て熱源にして、芽を発芽させるため等に使っていました。

(増田| いろいろなことができるから、百姓って呼ばれたのですか

ね?)

　多分そうでしょうね。昔は、農家とは言いませんでした。田畑の
仕事に、山仕事とか、うちの場合は五反百姓といって、一つだけで

は食べて行くことはできませんでしたので、馬は農耕馬として使う

以外にもいろいろと使っていました。

(萩原| 馬の話は先ほどの6次化に関する田植え機の話にも通じま

すね。そういう所から今行われている工夫の元になっているように

感じました。)

　そうかもしれませんね。

8. これからの農業について

　これからの農業はよく考えないといけませんし、これからの農業

は組織化が必要だと思っています。農業法人化していかないと、採

算を取ることは難しくなるのではないでしょうか。組織をつくっての

規模拡大が理想的だと思います。拡大するためには土地が必要に

なりますが、地域の方々は先祖伝来の土地だから、売ることはでき

ませんし、誰もそれを望まないと思います、そのためにも組織化は

有効な方法であるのではないでしょうか。

　これからの農業だけは、なんとかしないといけません。

　特に担い手の要請です。今は農業を始める人がいないですし、

これからますます高齢化になってやめていってしまったら確実に問

題になってしまいます。今後それでは衰退してしまいます。

　君達も若いんだから百姓やってみてはどうかな、本当に面白い

よ百姓は、未知の世界だよ、本当にいろいろできると思います。やっ

ていて私はとても面白いと感じています。面白いっていうのは、いろ

んなものができますから。この工業化の仕事も難しいですけど、こ

れも面白いですね。

9. 長堤太々神楽のこと

　長堤太々神楽はとても良かった。私が小さい頃、そこに商い屋

が出ている。そこで何か買ったりしていて、とても印象に残っている。

とても良かった、あれは保存しないといけないと私は思います。



　高齢者の雇用というのはどう考えているかというと、この会社を

退職した後に、その人は辞めて何をやるだろう、と思いました。それ

で60歳過ぎの定年退職した人を雇用することを考えました。地域

の高齢者とか、農家の家の高齢者、農家でも農閑期のときに働い

ていただくなど、そういうことを考えています。

　私は、高齢者というのは能力が高く仕事ができると考えています。

全く経験のないものは別として、仕事の仕方によっては高齢者の

方が若い方より仕事ができます。高齢者の大半の人は40年くらい

勤めており、その人たちは、ものすごい経験を持ち多くのことを行う

ことができます。

　今、私のところでは高齢者は5人を雇用しています。みなさん、ト

ヨタの食品部に入っており、来年にはもう1名入ります。その方は近

くに住んでいますし、来年退職するということで、食品部に入っても

　農業と山仕事を営む家に育ち、農協職員を経て、精密機器の会

社を立ち上げ、経営をしながら、果樹栽培や食品加工の事業にも

取り組む豊田昌昭 (とよたまさあき) さんよりお話を伺った。

1. 高齢者の雇用

　リンゴ園が何で始まったかというと、高齢者の雇用のため利用し

ようと考えました。

　そのリンゴ園ではここの社員もみんな摘果を快く手伝ってくれて

います。それは会社で窮屈なところで仕事しているでしょ、それから

解放されてるからそういう意味ではいいことかなと思っています。こ

れまで何回かやってきました。雇用をどうするかという話で15年ぐ

らい前にリンゴ園が始まって、そこを利用してこれから高齢者を何

とかしようということから始まりました。
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らう予定です。将来は10人程になればと考えています。雇用してい

る高齢者は、リンゴ園だけではなく加工場にも来ています。皆70歳

近いですね、その中には田野地区だけでなく益子からも1人来てい

ます。そういう方々を雇用することで一つ私が考えていることは健

康のこと、生き甲斐のことです。働かず、動くことがないと健康上の

問題が出てきます。働くことによって健康増進という意味合いでは

いいのではないかと私は思います。仕事をすることが、生き甲斐に

繋がり、そこからも健康に繋がっています。今お話ししたことが、私

の一番のテーマでした。それに働いている方々のご家族の家計に

もいいと思います。

2. 農業の六次産業化

　六次化というのは、最近になってからどんどん推進するように

なってきています。私は六次化はなくてはならないと思っています。

　六次化では、生のままでは長持ちをしないものを、加工して商品

として売り出す必要があります。しかし問題もあります。六次産業の

デメリットとして個人で行っている規模の小さい農家は設備投資

をすることが難しいと思います。六次産業化をするのは、田植え機

を買うのと同じで、個々の農家では使用する期間が限られてしまい、

自身の田を植えたらあとは一年間使うことがありません、それでは

支払った金額に対して利用する機会が少なく、利益に繋がること

はありません。

　うちが加工場として歓迎されてるのは安い価格で加工ができる

ことで、生産者も果実に傷がついてしまって廃棄するものを持って

きてジュースにする。良いものは生食販売して、規格外品を加工し

てジュースにして売ります。県内ではほとんどそういう個人の農家

さんからのものを受けており、他とは全くやり方が違います。加工

場では生産者が一緒になって開発ができ、加工の際に味を見な

がら、その都度いいか悪いか判断もできます。それに、10本でも20

本からでも生産でき、多種少量で多品種のものができます。例え

ばリンゴ・ミカン・トマト・ブドウ・ナシもできます。

　農家の人がものを持ち込んで加工するときには保健所の関係

で加工場の責任者が立ち会います。加工品の場合、製造者の名

前が入らないと販売の許可が下りません。農家さんが加工をした

いと持ち込んで、加工したものは農家さんの名前もつけて売ること

ができますが、農家の名前で売るには消費者庁に製造所固有記

号の届出が必要になります。トヨタでは、TYTを取得していますの

で、それを販売者の名前のうしろに記載しています。そうすると、消

費者庁が把握でき、全国のどこかで事故が起きてもわかります。た

だ、その場合、農家でなくここに連絡が来ます。責任はトヨタになり

ますが、農家名だけでは売ることはできません。

　私は、ここはみんなの加工所みたいなものと考えています。なか

なか経営として考えることは難しいこともありますが、最近では加

工ができると話が広まり、県外からの問い合わせが多くなりました。

3.  (株) トヨタ食品部での生産品

　トヨタでは、瓶詰、缶詰、菓子類、清涼飲料水、ソース、と管理資

格を持っていて、工場でつくっています。例えば、粉末関係をやって

いる。青果や野菜を乾燥して粉末にしました。その他にサツマイモ、

湯葉のおから、ブルーベリー等も粉末にしています。

 (萩原| 大沢在住の薄羽仁太郎さんからサツマイモのパンの話を

聞きました。戦中戦後、まずいぶよぶよの大きなサツマイモがあっ

たそうです。唯一おいしく食べる方法として、そのサツマイモを粉末

にしてパンを作ったそうで、それが甘くておいしかったと。そのまず

いサツマイモがうまかったんだから、うまいサツマイモで作ったら

もっとおいしいはずじゃないでしょうか?) 

　それはいいですね。昔はでかくて、地域、地域でいろんな種類の

サツマイモがありましたね。

4. 他県の六次化と高齢者の雇用の例として

　長野県に加工所の企業組合というものがあります。そこは、平均

年齢が78歳という高齢者の職場です。最初に私が加工場を始め

るときに見学にも行きましたし、私たちと常に交流をしています。こ

の前は向こうから、観光で来てくれました。そのときに益子の陶器

店で焼物を沢山買っていってくれました。長野の加工所で生産し

たコンコードというブドウの品種を使ったブドウジュースをいただ

きました。コンコードとは糖度がとても高いらしくワインに使う葡萄

の種類らしいです。このジュースは、舌触りもいいしとてもおいし

かったです。この高齢者の職場で生産している商品ですが、本当

においしくてすごいものだと思いました。

5. 設備投資と合理化

　機器は、工夫をしなければなりません。なぜ工夫をする必要が

あるかというと、合理化しないといけませんから、何秒で工程を済

ませるようになるかと、そこのところを考えないといけません。それも

あり、機械を入れたりもしています。2人でできるところを1人ででき

るようにすることで、その分農家の方々に還元できます。例えば瓶

のごみとり機を作りました。瓶が加工場に届く時には、ダンボール

で入ってきます。そうすると瓶に段ボールのくずが入ってしまう、そ

れを取り除くのを自作で機械を作りました。このような合理化をし

ていかないと、農家の人たちの所得が上がっていくことは難しいで

す。何かつくることにかかる時間を工夫により短縮することは必要

だと思います。今後も合理化するために、工夫して機械も製作して

いこうと考えています。工夫は続けていかないといけませんね。

6. 農協職員時代のこと

　私は昔、農協職員として働いていました。その頃、農協では家電

製品から農機まで売っていました。当時、私は、サービスマンをして

いましたが、電化製品を販売するなら自分たちで電気工事もする

必要があるということで電気工事士の資格を取りました。他に当

時在庫管理の仕組み等を整えました。

(萩原| 現在豊田さんが行われている工夫と合理化の試みにも通

じているように思います。)

7. 昔の生業と馬のこと

　私の家は農家でした。私は農業高校出身です。昔は30アール程、

煙草を作っていました。ただ私の家は五反百姓だから、それだけ

じゃ食べていくことはできませんでした。それでは何で食べていっ

たかというと、他に山仕事をやっていましたし、馬で肥料等の配送

もしていました。父と祖父は、薪の配送もしていました。おもしろい

話があるのですが、祖父が外で酒を飲んだときに馬車の荷台で寝

ちゃっても、ちゃんと馬が家まで帰ってきたことがありました。畑を

突っ切ったりはせずに、ちゃんと道とおりに帰ってきたんです。あの

頃は、各家庭で馬がいました。私が小学校6年の頃、ハナトリ (農

地を耕作する際に、棒を持ち馬を誘導する役割の人) をしていまし

た。背丈が今の私の腰より小さい時だもの、あの時は本当に泥だ

らけになったもんです。　　

　当時、百姓は何でもやっていました。山仕事では、営林署は木々

の伐採をしなければならないから民間に委託をしていました。伐

採をしたり、植林をしたり、昔は風呂焚きにも使っていましたから貴

重な燃料でもあったんです。それに、山には沢山きのこが生えてい

ました。どうして生えていたかといいますと、落ち葉さらいをして綺

麗にしてたから茸が生えるんです。その落ち葉は集めて、踏みしめ

て熱源にして、芽を発芽させるため等に使っていました。

(増田| いろいろなことができるから、百姓って呼ばれたのですか

ね?)

　多分そうでしょうね。昔は、農家とは言いませんでした。田畑の
仕事に、山仕事とか、うちの場合は五反百姓といって、一つだけで

は食べて行くことはできませんでしたので、馬は農耕馬として使う

以外にもいろいろと使っていました。

(萩原| 馬の話は先ほどの6次化に関する田植え機の話にも通じま

すね。そういう所から今行われている工夫の元になっているように

感じました。)

　そうかもしれませんね。

8. これからの農業について

　これからの農業はよく考えないといけませんし、これからの農業

は組織化が必要だと思っています。農業法人化していかないと、採

算を取ることは難しくなるのではないでしょうか。組織をつくっての

規模拡大が理想的だと思います。拡大するためには土地が必要に

なりますが、地域の方々は先祖伝来の土地だから、売ることはでき

ませんし、誰もそれを望まないと思います、そのためにも組織化は

有効な方法であるのではないでしょうか。

　これからの農業だけは、なんとかしないといけません。

　特に担い手の要請です。今は農業を始める人がいないですし、

これからますます高齢化になってやめていってしまったら確実に問

題になってしまいます。今後それでは衰退してしまいます。

　君達も若いんだから百姓やってみてはどうかな、本当に面白い

よ百姓は、未知の世界だよ、本当にいろいろできると思います。やっ

ていて私はとても面白いと感じています。面白いっていうのは、いろ

んなものができますから。この工業化の仕事も難しいですけど、こ

れも面白いですね。

9. 長堤太々神楽のこと

　長堤太々神楽はとても良かった。私が小さい頃、そこに商い屋

が出ている。そこで何か買ったりしていて、とても印象に残っている。

とても良かった、あれは保存しないといけないと私は思います。



　高齢者の雇用というのはどう考えているかというと、この会社を

退職した後に、その人は辞めて何をやるだろう、と思いました。それ

で60歳過ぎの定年退職した人を雇用することを考えました。地域

の高齢者とか、農家の家の高齢者、農家でも農閑期のときに働い

ていただくなど、そういうことを考えています。

　私は、高齢者というのは能力が高く仕事ができると考えています。

全く経験のないものは別として、仕事の仕方によっては高齢者の

方が若い方より仕事ができます。高齢者の大半の人は40年くらい

勤めており、その人たちは、ものすごい経験を持ち多くのことを行う

ことができます。

　今、私のところでは高齢者は5人を雇用しています。みなさん、ト

ヨタの食品部に入っており、来年にはもう1名入ります。その方は近

くに住んでいますし、来年退職するということで、食品部に入っても

　農業と山仕事を営む家に育ち、農協職員を経て、精密機器の会

社を立ち上げ、経営をしながら、果樹栽培や食品加工の事業にも

取り組む豊田昌昭 (とよたまさあき) さんよりお話を伺った。

1. 高齢者の雇用

　リンゴ園が何で始まったかというと、高齢者の雇用のため利用し

ようと考えました。

　そのリンゴ園ではここの社員もみんな摘果を快く手伝ってくれて

います。それは会社で窮屈なところで仕事しているでしょ、それから

解放されてるからそういう意味ではいいことかなと思っています。こ

れまで何回かやってきました。雇用をどうするかという話で15年ぐ

らい前にリンゴ園が始まって、そこを利用してこれから高齢者を何

とかしようということから始まりました。

らう予定です。将来は10人程になればと考えています。雇用してい

る高齢者は、リンゴ園だけではなく加工場にも来ています。皆70歳

近いですね、その中には田野地区だけでなく益子からも1人来てい

ます。そういう方々を雇用することで一つ私が考えていることは健

康のこと、生き甲斐のことです。働かず、動くことがないと健康上の

問題が出てきます。働くことによって健康増進という意味合いでは

いいのではないかと私は思います。仕事をすることが、生き甲斐に

繋がり、そこからも健康に繋がっています。今お話ししたことが、私

の一番のテーマでした。それに働いている方々のご家族の家計に

もいいと思います。

2. 農業の六次産業化

　六次化というのは、最近になってからどんどん推進するように

なってきています。私は六次化はなくてはならないと思っています。

　六次化では、生のままでは長持ちをしないものを、加工して商品

として売り出す必要があります。しかし問題もあります。六次産業の

デメリットとして個人で行っている規模の小さい農家は設備投資

をすることが難しいと思います。六次産業化をするのは、田植え機

を買うのと同じで、個々の農家では使用する期間が限られてしまい、

自身の田を植えたらあとは一年間使うことがありません、それでは

支払った金額に対して利用する機会が少なく、利益に繋がること

はありません。

　うちが加工場として歓迎されてるのは安い価格で加工ができる

ことで、生産者も果実に傷がついてしまって廃棄するものを持って

きてジュースにする。良いものは生食販売して、規格外品を加工し

てジュースにして売ります。県内ではほとんどそういう個人の農家

さんからのものを受けており、他とは全くやり方が違います。加工

場では生産者が一緒になって開発ができ、加工の際に味を見な

がら、その都度いいか悪いか判断もできます。それに、10本でも20

本からでも生産でき、多種少量で多品種のものができます。例え

ばリンゴ・ミカン・トマト・ブドウ・ナシもできます。

　農家の人がものを持ち込んで加工するときには保健所の関係

で加工場の責任者が立ち会います。加工品の場合、製造者の名

前が入らないと販売の許可が下りません。農家さんが加工をした

いと持ち込んで、加工したものは農家さんの名前もつけて売ること

ができますが、農家の名前で売るには消費者庁に製造所固有記
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号の届出が必要になります。トヨタでは、TYTを取得していますの

で、それを販売者の名前のうしろに記載しています。そうすると、消

費者庁が把握でき、全国のどこかで事故が起きてもわかります。た

だ、その場合、農家でなくここに連絡が来ます。責任はトヨタになり

ますが、農家名だけでは売ることはできません。

　私は、ここはみんなの加工所みたいなものと考えています。なか

なか経営として考えることは難しいこともありますが、最近では加

工ができると話が広まり、県外からの問い合わせが多くなりました。

3.  (株) トヨタ食品部での生産品

　トヨタでは、瓶詰、缶詰、菓子類、清涼飲料水、ソース、と管理資

格を持っていて、工場でつくっています。例えば、粉末関係をやって

いる。青果や野菜を乾燥して粉末にしました。その他にサツマイモ、

湯葉のおから、ブルーベリー等も粉末にしています。

 (萩原| 大沢在住の薄羽仁太郎さんからサツマイモのパンの話を

聞きました。戦中戦後、まずいぶよぶよの大きなサツマイモがあっ

たそうです。唯一おいしく食べる方法として、そのサツマイモを粉末

にしてパンを作ったそうで、それが甘くておいしかったと。そのまず

いサツマイモがうまかったんだから、うまいサツマイモで作ったら

もっとおいしいはずじゃないでしょうか?) 

　それはいいですね。昔はでかくて、地域、地域でいろんな種類の

サツマイモがありましたね。

4. 他県の六次化と高齢者の雇用の例として

　長野県に加工所の企業組合というものがあります。そこは、平均

年齢が78歳という高齢者の職場です。最初に私が加工場を始め

るときに見学にも行きましたし、私たちと常に交流をしています。こ

の前は向こうから、観光で来てくれました。そのときに益子の陶器

店で焼物を沢山買っていってくれました。長野の加工所で生産し

たコンコードというブドウの品種を使ったブドウジュースをいただ

きました。コンコードとは糖度がとても高いらしくワインに使う葡萄

の種類らしいです。このジュースは、舌触りもいいしとてもおいし

かったです。この高齢者の職場で生産している商品ですが、本当

においしくてすごいものだと思いました。

5. 設備投資と合理化

　機器は、工夫をしなければなりません。なぜ工夫をする必要が

あるかというと、合理化しないといけませんから、何秒で工程を済

ませるようになるかと、そこのところを考えないといけません。それも

あり、機械を入れたりもしています。2人でできるところを1人ででき

るようにすることで、その分農家の方々に還元できます。例えば瓶

のごみとり機を作りました。瓶が加工場に届く時には、ダンボール

で入ってきます。そうすると瓶に段ボールのくずが入ってしまう、そ

れを取り除くのを自作で機械を作りました。このような合理化をし

ていかないと、農家の人たちの所得が上がっていくことは難しいで

す。何かつくることにかかる時間を工夫により短縮することは必要

だと思います。今後も合理化するために、工夫して機械も製作して

いこうと考えています。工夫は続けていかないといけませんね。

6. 農協職員時代のこと

　私は昔、農協職員として働いていました。その頃、農協では家電

製品から農機まで売っていました。当時、私は、サービスマンをして

いましたが、電化製品を販売するなら自分たちで電気工事もする

必要があるということで電気工事士の資格を取りました。他に当

時在庫管理の仕組み等を整えました。

(萩原| 現在豊田さんが行われている工夫と合理化の試みにも通

じているように思います。)

7. 昔の生業と馬のこと

　私の家は農家でした。私は農業高校出身です。昔は30アール程、

煙草を作っていました。ただ私の家は五反百姓だから、それだけ

じゃ食べていくことはできませんでした。それでは何で食べていっ

たかというと、他に山仕事をやっていましたし、馬で肥料等の配送

もしていました。父と祖父は、薪の配送もしていました。おもしろい

話があるのですが、祖父が外で酒を飲んだときに馬車の荷台で寝

ちゃっても、ちゃんと馬が家まで帰ってきたことがありました。畑を

突っ切ったりはせずに、ちゃんと道とおりに帰ってきたんです。あの

頃は、各家庭で馬がいました。私が小学校6年の頃、ハナトリ (農

地を耕作する際に、棒を持ち馬を誘導する役割の人) をしていまし

た。背丈が今の私の腰より小さい時だもの、あの時は本当に泥だ

らけになったもんです。　　

　当時、百姓は何でもやっていました。山仕事では、営林署は木々

の伐採をしなければならないから民間に委託をしていました。伐

採をしたり、植林をしたり、昔は風呂焚きにも使っていましたから貴

重な燃料でもあったんです。それに、山には沢山きのこが生えてい

ました。どうして生えていたかといいますと、落ち葉さらいをして綺

麗にしてたから茸が生えるんです。その落ち葉は集めて、踏みしめ

て熱源にして、芽を発芽させるため等に使っていました。

(増田| いろいろなことができるから、百姓って呼ばれたのですか

ね?)

　多分そうでしょうね。昔は、農家とは言いませんでした。田畑の
仕事に、山仕事とか、うちの場合は五反百姓といって、一つだけで

は食べて行くことはできませんでしたので、馬は農耕馬として使う

以外にもいろいろと使っていました。

(萩原| 馬の話は先ほどの6次化に関する田植え機の話にも通じま

すね。そういう所から今行われている工夫の元になっているように

感じました。)

　そうかもしれませんね。

8. これからの農業について

　これからの農業はよく考えないといけませんし、これからの農業

は組織化が必要だと思っています。農業法人化していかないと、採

算を取ることは難しくなるのではないでしょうか。組織をつくっての

規模拡大が理想的だと思います。拡大するためには土地が必要に

なりますが、地域の方々は先祖伝来の土地だから、売ることはでき

ませんし、誰もそれを望まないと思います、そのためにも組織化は

有効な方法であるのではないでしょうか。

　これからの農業だけは、なんとかしないといけません。

　特に担い手の要請です。今は農業を始める人がいないですし、

これからますます高齢化になってやめていってしまったら確実に問

題になってしまいます。今後それでは衰退してしまいます。

　君達も若いんだから百姓やってみてはどうかな、本当に面白い

よ百姓は、未知の世界だよ、本当にいろいろできると思います。やっ

ていて私はとても面白いと感じています。面白いっていうのは、いろ

んなものができますから。この工業化の仕事も難しいですけど、こ

れも面白いですね。

9. 長堤太々神楽のこと

　長堤太々神楽はとても良かった。私が小さい頃、そこに商い屋

が出ている。そこで何か買ったりしていて、とても印象に残っている。

とても良かった、あれは保存しないといけないと私は思います。



　高齢者の雇用というのはどう考えているかというと、この会社を

退職した後に、その人は辞めて何をやるだろう、と思いました。それ

で60歳過ぎの定年退職した人を雇用することを考えました。地域

の高齢者とか、農家の家の高齢者、農家でも農閑期のときに働い

ていただくなど、そういうことを考えています。

　私は、高齢者というのは能力が高く仕事ができると考えています。

全く経験のないものは別として、仕事の仕方によっては高齢者の

方が若い方より仕事ができます。高齢者の大半の人は40年くらい

勤めており、その人たちは、ものすごい経験を持ち多くのことを行う

ことができます。

　今、私のところでは高齢者は5人を雇用しています。みなさん、ト

ヨタの食品部に入っており、来年にはもう1名入ります。その方は近

くに住んでいますし、来年退職するということで、食品部に入っても

　農業と山仕事を営む家に育ち、農協職員を経て、精密機器の会
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号の届出が必要になります。トヨタでは、TYTを取得していますの

で、それを販売者の名前のうしろに記載しています。そうすると、消

費者庁が把握でき、全国のどこかで事故が起きてもわかります。た

だ、その場合、農家でなくここに連絡が来ます。責任はトヨタになり

ますが、農家名だけでは売ることはできません。

　私は、ここはみんなの加工所みたいなものと考えています。なか

なか経営として考えることは難しいこともありますが、最近では加

工ができると話が広まり、県外からの問い合わせが多くなりました。

3.  (株) トヨタ食品部での生産品

　トヨタでは、瓶詰、缶詰、菓子類、清涼飲料水、ソース、と管理資

格を持っていて、工場でつくっています。例えば、粉末関係をやって

いる。青果や野菜を乾燥して粉末にしました。その他にサツマイモ、

湯葉のおから、ブルーベリー等も粉末にしています。

 (萩原| 大沢在住の薄羽仁太郎さんからサツマイモのパンの話を

聞きました。戦中戦後、まずいぶよぶよの大きなサツマイモがあっ

たそうです。唯一おいしく食べる方法として、そのサツマイモを粉末

にしてパンを作ったそうで、それが甘くておいしかったと。そのまず

いサツマイモがうまかったんだから、うまいサツマイモで作ったら

もっとおいしいはずじゃないでしょうか?) 

　それはいいですね。昔はでかくて、地域、地域でいろんな種類の

サツマイモがありましたね。

4. 他県の六次化と高齢者の雇用の例として

　長野県に加工所の企業組合というものがあります。そこは、平均

年齢が78歳という高齢者の職場です。最初に私が加工場を始め

るときに見学にも行きましたし、私たちと常に交流をしています。こ

の前は向こうから、観光で来てくれました。そのときに益子の陶器

店で焼物を沢山買っていってくれました。長野の加工所で生産し

たコンコードというブドウの品種を使ったブドウジュースをいただ

きました。コンコードとは糖度がとても高いらしくワインに使う葡萄

の種類らしいです。このジュースは、舌触りもいいしとてもおいし

かったです。この高齢者の職場で生産している商品ですが、本当

においしくてすごいものだと思いました。

5. 設備投資と合理化

　機器は、工夫をしなければなりません。なぜ工夫をする必要が

あるかというと、合理化しないといけませんから、何秒で工程を済

ませるようになるかと、そこのところを考えないといけません。それも

あり、機械を入れたりもしています。2人でできるところを1人ででき

るようにすることで、その分農家の方々に還元できます。例えば瓶

のごみとり機を作りました。瓶が加工場に届く時には、ダンボール

で入ってきます。そうすると瓶に段ボールのくずが入ってしまう、そ

れを取り除くのを自作で機械を作りました。このような合理化をし

ていかないと、農家の人たちの所得が上がっていくことは難しいで

す。何かつくることにかかる時間を工夫により短縮することは必要

だと思います。今後も合理化するために、工夫して機械も製作して

いこうと考えています。工夫は続けていかないといけませんね。

6. 農協職員時代のこと

　私は昔、農協職員として働いていました。その頃、農協では家電

製品から農機まで売っていました。当時、私は、サービスマンをして

いましたが、電化製品を販売するなら自分たちで電気工事もする

必要があるということで電気工事士の資格を取りました。他に当

時在庫管理の仕組み等を整えました。

(萩原| 現在豊田さんが行われている工夫と合理化の試みにも通

じているように思います。)

7. 昔の生業と馬のこと

　私の家は農家でした。私は農業高校出身です。昔は30アール程、

煙草を作っていました。ただ私の家は五反百姓だから、それだけ

じゃ食べていくことはできませんでした。それでは何で食べていっ

たかというと、他に山仕事をやっていましたし、馬で肥料等の配送

もしていました。父と祖父は、薪の配送もしていました。おもしろい

話があるのですが、祖父が外で酒を飲んだときに馬車の荷台で寝

ちゃっても、ちゃんと馬が家まで帰ってきたことがありました。畑を

突っ切ったりはせずに、ちゃんと道とおりに帰ってきたんです。あの

頃は、各家庭で馬がいました。私が小学校6年の頃、ハナトリ (農

地を耕作する際に、棒を持ち馬を誘導する役割の人) をしていまし

た。背丈が今の私の腰より小さい時だもの、あの時は本当に泥だ

らけになったもんです。　　

　当時、百姓は何でもやっていました。山仕事では、営林署は木々

の伐採をしなければならないから民間に委託をしていました。伐

採をしたり、植林をしたり、昔は風呂焚きにも使っていましたから貴

重な燃料でもあったんです。それに、山には沢山きのこが生えてい

ました。どうして生えていたかといいますと、落ち葉さらいをして綺

麗にしてたから茸が生えるんです。その落ち葉は集めて、踏みしめ

て熱源にして、芽を発芽させるため等に使っていました。

(増田| いろいろなことができるから、百姓って呼ばれたのですか

ね?)

　多分そうでしょうね。昔は、農家とは言いませんでした。田畑の
仕事に、山仕事とか、うちの場合は五反百姓といって、一つだけで

は食べて行くことはできませんでしたので、馬は農耕馬として使う

以外にもいろいろと使っていました。

(萩原| 馬の話は先ほどの6次化に関する田植え機の話にも通じま

すね。そういう所から今行われている工夫の元になっているように

感じました。)

　そうかもしれませんね。

8. これからの農業について

　これからの農業はよく考えないといけませんし、これからの農業

は組織化が必要だと思っています。農業法人化していかないと、採

算を取ることは難しくなるのではないでしょうか。組織をつくっての

規模拡大が理想的だと思います。拡大するためには土地が必要に

なりますが、地域の方々は先祖伝来の土地だから、売ることはでき

ませんし、誰もそれを望まないと思います、そのためにも組織化は

有効な方法であるのではないでしょうか。

　これからの農業だけは、なんとかしないといけません。

　特に担い手の要請です。今は農業を始める人がいないですし、

これからますます高齢化になってやめていってしまったら確実に問

題になってしまいます。今後それでは衰退してしまいます。

　君達も若いんだから百姓やってみてはどうかな、本当に面白い

よ百姓は、未知の世界だよ、本当にいろいろできると思います。やっ

ていて私はとても面白いと感じています。面白いっていうのは、いろ

んなものができますから。この工業化の仕事も難しいですけど、こ

れも面白いですね。
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9. 長堤太々神楽のこと

　長堤太々神楽はとても良かった。私が小さい頃、そこに商い屋

が出ている。そこで何か買ったりしていて、とても印象に残っている。
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