
1. 土祭における風土と風景の定義

束の間の一瞬でさえも

豊かな過去を持っている

土曜日の前には自分の金曜日があり

六月の前には自分の五月がある

(…)

この木はポプラ、何十年も前に根を生やした

この川はラバ川、流れはじめたのは

今日や昨日のことではない

茂みの中を通る小道が

踏み固められてできたのは

おとといのことではない

風が雲を吹き散らすためには、その前に

ここに雲を吹き寄せなければならなかった

(…)

　上記は、ポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩

「題はなくてもいい」の一節です。彼女は、私たちが感性をひら

いて目の前の世界を見つめなおすことで確かめられる豊かさが

あると、詩作を通して人びとに生涯呼びかけ続けました。とりわ

け、この詩は風景と風土の成り立ち、そして私たちが風景と風

土を問題にすることの意義の理解に向くと考えられるため、ここ

で引用をしました。『土祭読本』への寄稿、「益子の風景を通し

て風土を読む」においても、同じ目的から引用をしています。

　川が流れ、雲が風に吹き寄せられるのは自然のことであり、

茂みの中を通る小道が踏み固められてできるのは自然に人が

はたらきかけてのこととなります。そのように目の前の風景はか

たちづくられてゆき、私たちは、目の前の土地や人間のいとなみ

の全体を風土と「観る」ようになります。

　土祭において、風土は、ある土地の自然と、自然に人がはたら

きかけてかたちづくってきた豊かな暮しのいとなみ、豊かな暮し

の場の全体を指し、風景は風土の姿を指す、と定義します。ただ

し、音風景などの概念があるように、目に見える土地や自然物

や人間や人工物の姿だけでなく、目に見えない音や香り、場や

物の手触り、趣なども風景に含むものと考えます。

　そして、風土を成り立たせる「暮しのいとなみ」には、生活はも

ちろんのこと祭礼や生業を介した人びとの結びつきなども含ま

れます。それもあって、同じ土地に暮らす人びとの間で、風土の

見方はあるところまで共有されてゆきます。益子の地でいえば、

益子の人びとに共有される身近な世界観、それが益子の風土

像ということになります。

　風土はこのようにさまざまな成因から成り立ちます。それゆえ

に風景の観察を通して風土の成因を見つけ、それらの関係を

考察することで、風土の成り立ちを考えることはできてゆきます。

「益子の風土と風景を読み解くプロジェクト」は、こうした考え

方と方法にもとづいて起案され実践されています。

2. 本書について

　「土祭2015企画書」に記すように、専門家と町民で読み解く益子

の風土を土台として、土祭2015の企画や表現を形にしていく。

　土祭2015の開催を通して、私たちが読み解いてきた益子の風土

に、未来に残せる新しい風土が形成され重ねられていくこと、それ

が「土祭」の本義とも言える。益子全体、そして、地域ごとに細やか

に読み解いて行く過程とそこで浮き彫りにされてくることの記録を

本書にまとめていく。
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02 西明寺

01 上大羽・栗生

06 山本

03 城内・一の沢

11 下大羽

09 大沢・北中

10 七井

08 小宅

13 星の宮

04 道祖土

12 塙

05 新町・田町・内町・生田目
    石並・栗崎・北益子

07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

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

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

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

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

益子町全体の風土・風景の読み解く中間報告は、『土祭読本 わたしたちの風と土』をご参照下さい。
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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　鈴木稔さん 「芦沼石と益子焼のこと」

聞き取り　森嶋茂さん 「芦沼の獅子舞について」

聞き取り　中山正夫さん 「小宅古墳群の環境整備のこと」

聞き取り　岡本光一さん・ミエコさん 「昔の地域と生業のこと」

聞き取り　床井剛さん 「農業と地域のこと」

聞き取り　和久金四郎さん・トチ子さん 「石の仕事のこと」

資料 1　「小宅古墳群説明文」

資料 2 　「小宅古墳群配置図」
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小宅地区の概説

　益子町の北東部、町を南北に縦断する小貝川と合流する小宅川が北東から南西に流れ、その右岸丘陵には多

くの古墳からなる小宅古墳群がある。この地区では火山灰が堆積して岩石になった凝灰岩である芦沼石が採掘さ

れていた。この石は現在では主に陶器の釉薬として使用され、単独で釉薬となる稀な材料で柿釉として益子で広く

使われている。少ないながらもその一部は建材としても使用されてきており、古墳、神社の階段、建物の壁などに使

用された痕跡を益子町の所々で見ることができる。
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小宅西公民館にて  2015/02/14
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れるまでが各家庭の春の行事の一つだった。学校でも茶摘みを

した。

・ 茶ができると「俺んちのお茶飲まねえか」と誘い合った。

4. 有機農法におけるナタネ (セイヨウアブラナ) 栽培の可能性

・ 過去にレンゲが水稲栽培の緑肥とされていたのと同じように、収

穫後のナタネを堆肥化せずに土にすき込みつつうなうことで有

機質資材の施用が行える。

・ ただし、田でナタネを育てる場合、土壌を水はけのよい状態にし

ておく必要がある。

・ こうした有機栽培、そして無農薬栽培が成り立つためには、「農

業が食品だけでなく、自然度の高い良好な環境の保全なども提

供すること」への消費者の理解と協力が求められる。

・ 昭和36年 (1961) 制定の農業基本法において示された「選択的

拡大」の考え方に沿って、栽培作物は地域、農家ごとに整理され

てきた。しかし、先の自然生栽培のように自然の力を生かした栽

培や混植栽培なども含め、農業の地域的な多様化を今後は大

切にしたい。そのために、さまざまな方々にさまざまな角度から

農業をとらえていただきたい。

・ ここにある「財源」は土地だけ。 (自分は百姓ではないが) だから

ナタネと稲の話のように、土地を2倍に使う二毛作を推奨したい

と考えている。農機具の使用も年1回 (一巡) でなくもっと有効に

行える。

1. 西坪古墳群

・ 勾玉も出土した。

・ 出土品は小宅西 (?) 地区の財産として中央公民館 (?) に預けて

ある。

・ 子供の頃、石室の中で遊んだ。 (1~3号のそれぞれで被害の程度 

は異なるが) 東日本大震災に遭い、石室が崩れた。

2. コンニャク栽培 (岡本光一・ミエコ夫妻からの情報を受けて) 

・ 今日、近隣では茂木町天子でコンニャク栽培が続けられる。

・ 家の裏の山に生えている。その土地に生えているものは、量はと

れないが病気にかからない。粘りがあっておいしい。自然の力で

育つ作物という印象を持つ。

・  廣瀬注: ここで年生の異なるコンニャクを他の随伴作物と育て

ながら行う自然生栽培について話題にしたところ、関連する見

聞や評価が伝えられた。参考に栃木県農業試験場の研究成果

「混作、輪作作物を利用したこんにゃくの減農薬栽培技術」を挙

げる。 http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/sei-
kasyu/seika21/sep_021_2_03.pdf

3. チャ栽培 (コンニャク栽培の随伴作物として話題にした)

・ かつて農業協同組合がチャ (やぶきた) の苗を配った時期があ

る。同組合は加工所も持っていた。

・ チャは自分の家で飲む程度を各戸で育てた。田植えが終わった

後で茶摘みをし、いろりで… (以下不明) 。茶摘みをして茶をい

08 小宅 |風土・風景を読み解くつどい 談話録
小宅西公民館にて  2015/02/14 18:30-20:30 　

・ ナタネについては、小宅古墳群のある亀岡八幡宮の土地に、

23kgの種 (キラリボシ。多量摂取すると心臓障害を引き起こすと

されるエルシン酸、および家畜に与えると甲状腺腫を誘引する

化合物に変化するグルコシノレートが共にきわめて少ない国内

改良種) を買って播いてある。

・ 廣瀬注: キラリボシに関する一般的情報は、下記文献を参考とし
た。栃木県農業試験場「ナタネの品種選定と栽培技術の確立」  

(http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/seikasyu/-

seika30/sep_030_1_03.pdf)  一方、エルシン酸 (エルカ酸/ 

Erucic acid) は疫学的に人体に無害であるとする研究成果もあ

り、考慮を要する。鬼頭誠「食用油脂構成脂肪酸の毒性−生体

膜への作用」『化学と生物』21巻3号、日本農芸化学会、1983年、

162-167頁 (https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakuto-

seibutsu1962/21/3/21_3_162/_article/-char/ja/)

・ 昨春、菜の花の芯を摘んで食べた「若返り教室」の方々からは、

「今年も菜の花つめっかい?」と、もう注文がきている。

5. (亀岡八幡宮の氏子青年会と里山の会が進める) 小宅古墳

群の公園化

・ これまで草刈りをし、桜を植えて約3haを整備してきた。ナタネは

桜の下に植えてある。

・ 桜の苗木はこれまでに400本植樹済み。今後も植樹を続け、500

本を超す計画。

・ 敷地は子供の頃、畑だった。その後、農協に土地を貸し、クワ畑

にされた。その後は耕作がやめられて荒れ放題になっていたの

を、平成20年 (2008) から「とちぎの元気な森づくり県民税」が導

入されたのを機に、氏子青年会と里山の会とで公園のようにと

とのえてきた。

・ 平成27年度 (2015) にはあずまやとベンチなどの整備も考えてい

る (亀岡八幡宮境内の杉林を間伐して材を入手し、樹林管理を

併せて行いたいと考えている) 。

・ コンクリートやセメントの上を歩かない土の散歩道を1kmつくっ

ている。

・ 近年はイノシシの害もあり、桜の根もとが掘られる。

6. 籾殻灰

・ 籾殻燻炭灰には、土壌の陽イオン交換容量を高めて植物の生

長を促進する効果も期待できる。北海道ではジャガイモ生産に

籾殻燻炭灰を用いていると聞く。

・ 小宅では床井秀夫氏が実践する (同氏は本つどいに参加) 。

7. 芦沼の獅子舞

・ 他地区の太々神楽やお囃子にみられるような楽器の掛け持ちは

無い。

・ 「万燈祭」の読みは「まんどさい」 (元は「一万燈祭」) 。

8. 舟橋の太子堂

・ 瀬戸屋さんの職人を対象とした太子講があった。

・ お堂の釣り鐘には江戸時代の年号が彫られている。

・ (今年は?) 2月15日にお祭りがある。

9. 大平、竜害の棚田整備

・ 整備目標は昭和30年代の農業環境に近づけること。

・ 田の脇の竹林や雑木林も管理している。

・ (廣瀬質問「ボランティア参加者はどのような方々か? 」に対して) 

町外からもみえる。益子町環境基本計画推進委員会、橋本晧

朗委員長の母校である早稲田大学の学生も参加している。ボラ

ンティア活動によって単位が取得できると聞いている。

・ 夏はゲンジボタルがたくさん飛ぶ。6月の頭 (3日頃) に暖かい日

が3日続くと、蛍が何百匹も出ると言われている。

・ その他の生き物としてはサワガニ、マムシ、ノウサギなどが見当た

る。イノシシも来るようになってしまった。

10. その他

・ 西坪古墳群のうち3号古墳の石室に使われる大きな (さしわたし

4mくらいの) 天井板がどこからどう運ばれてきたか知りたい。

・ (「これで小宅はやっていけるか?」との質問に対して廣瀬回答) 

現在の活動の方向性を好もしく思う。「土地が財源」という考え

方にもとづいて、自然と歴史と文化を生かしながら、新しい発想

もまじえつつ総合的に環境整備を行っている。「農業を守ること

で地縁共同体が守られる」「有機農業の成立は消費者の理解と

協力から」という考え方 (床井剛氏) や、「同じ地区に生きる他の

人 と々接する手段として獅子舞がある」とする考え方 (森嶋茂氏

) とも関係し合い、結果として自然と共によりよく生きようとする

皆さんの知恵とあたたかみが醸された素直な魅力を持つ風景

が生じていると評価できる。このまま地区住民間の関係を親しく

保つことの先に、たとえば菜種油の生産と利用に関して協働で

きそうな田野地区との関係を持つなど、地区間での連携も模索

しながら、益子町としての魅力の多面性を一層引き出し、他方で

総合的魅力を形成することをめざされてはいかがか。

・ 人口減少をゆるやかにしてゆくために、この風土研究から生かせ

そうなことを今後指摘いただきたい。

・ 再生可能エネルギー利用に関しても、風土研究からの指摘に加

えて提言がいただければありがたい。

・ 城内の陶庫では芦沼石の屑石を須賀川に運んでいる。陶庫の

建物にも須賀川産の赤瓦が葺かれている。

 　(後日、陶庫・塚本央夫人より聞き取り：嫁に来た時はもう大谷

石と赤煉瓦屋根の倉庫が出来ていた。先代の時代に作ったの

でしょう。普通の瓦と比べて、この瓦は、雪が積もっても溶けるの

が早い。何が違うのか私は知らないが、この赤瓦は、こっちの職

人は葺けないそうで、会津から職人を呼んで屋根瓦を葺いたと

聞いている。赤粉は、昔はうちから岩手と福島の須賀川に送って

いた。今は須賀川だけに送っている) 

・ かつては一度使った土を原土に戻すことを普通に行っていた。

ろくろと窯と土練機を陶芸における「三種の神器」と呼び、土練

機を使って土を自分で戻した。大窯につとめる人々は吉沢仁さ

んのような手漉し屋さんのところへ土を運び込み、土を戻しても

らった。
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れるまでが各家庭の春の行事の一つだった。学校でも茶摘みを

した。

・ 茶ができると「俺んちのお茶飲まねえか」と誘い合った。

4. 有機農法におけるナタネ (セイヨウアブラナ) 栽培の可能性

・ 過去にレンゲが水稲栽培の緑肥とされていたのと同じように、収

穫後のナタネを堆肥化せずに土にすき込みつつうなうことで有

機質資材の施用が行える。

・ ただし、田でナタネを育てる場合、土壌を水はけのよい状態にし

ておく必要がある。

・ こうした有機栽培、そして無農薬栽培が成り立つためには、「農

業が食品だけでなく、自然度の高い良好な環境の保全なども提

供すること」への消費者の理解と協力が求められる。

・ 昭和36年 (1961) 制定の農業基本法において示された「選択的

拡大」の考え方に沿って、栽培作物は地域、農家ごとに整理され

てきた。しかし、先の自然生栽培のように自然の力を生かした栽

培や混植栽培なども含め、農業の地域的な多様化を今後は大

切にしたい。そのために、さまざまな方 に々さまざまな角度から

農業をとらえていただきたい。

・ ここにある「財源」は土地だけ。 (自分は百姓ではないが) だから

ナタネと稲の話のように、土地を2倍に使う二毛作を推奨したい

と考えている。農機具の使用も年1回 (一巡) でなくもっと有効に

行える。

1. 西坪古墳群

・ 勾玉も出土した。

・ 出土品は小宅西 (?) 地区の財産として中央公民館 (?) に預けて

ある。

・ 子供の頃、石室の中で遊んだ。 (1~3号のそれぞれで被害の程度 

は異なるが) 東日本大震災に遭い、石室が崩れた。

2. コンニャク栽培 (岡本光一・ミエコ夫妻からの情報を受けて) 

・ 今日、近隣では茂木町天子でコンニャク栽培が続けられる。

・ 家の裏の山に生えている。その土地に生えているものは、量はと

れないが病気にかからない。粘りがあっておいしい。自然の力で

育つ作物という印象を持つ。

・  廣瀬注: ここで年生の異なるコンニャクを他の随伴作物と育て

ながら行う自然生栽培について話題にしたところ、関連する見

聞や評価が伝えられた。参考に栃木県農業試験場の研究成果

「混作、輪作作物を利用したこんにゃくの減農薬栽培技術」を挙

げる。 http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/sei-
kasyu/seika21/sep_021_2_03.pdf

3. チャ栽培 (コンニャク栽培の随伴作物として話題にした)

・ かつて農業協同組合がチャ (やぶきた) の苗を配った時期があ

る。同組合は加工所も持っていた。

・ チャは自分の家で飲む程度を各戸で育てた。田植えが終わった

後で茶摘みをし、いろりで… (以下不明) 。茶摘みをして茶をい

・ ナタネについては、小宅古墳群のある亀岡八幡宮の土地に、

23kgの種 (キラリボシ。多量摂取すると心臓障害を引き起こすと

されるエルシン酸、および家畜に与えると甲状腺腫を誘引する

化合物に変化するグルコシノレートが共にきわめて少ない国内

改良種) を買って播いてある。

・ 廣瀬注: キラリボシに関する一般的情報は、下記文献を参考とし
た。栃木県農業試験場「ナタネの品種選定と栽培技術の確立」  

(http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/seikasyu/-

seika30/sep_030_1_03.pdf)  一方、エルシン酸 (エルカ酸/ 

Erucic acid) は疫学的に人体に無害であるとする研究成果もあ

り、考慮を要する。鬼頭誠「食用油脂構成脂肪酸の毒性−生体

膜への作用」『化学と生物』21巻3号、日本農芸化学会、1983年、

162-167頁 (https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakuto-

seibutsu1962/21/3/21_3_162/_article/-char/ja/)

・ 昨春、菜の花の芯を摘んで食べた「若返り教室」の方々からは、

「今年も菜の花つめっかい?」と、もう注文がきている。

5. (亀岡八幡宮の氏子青年会と里山の会が進める) 小宅古墳

群の公園化

・ これまで草刈りをし、桜を植えて約3haを整備してきた。ナタネは

桜の下に植えてある。

・ 桜の苗木はこれまでに400本植樹済み。今後も植樹を続け、500

本を超す計画。

・ 敷地は子供の頃、畑だった。その後、農協に土地を貸し、クワ畑

にされた。その後は耕作がやめられて荒れ放題になっていたの

を、平成20年 (2008) から「とちぎの元気な森づくり県民税」が導

入されたのを機に、氏子青年会と里山の会とで公園のようにと

とのえてきた。

・ 平成27年度 (2015) にはあずまやとベンチなどの整備も考えてい

る (亀岡八幡宮境内の杉林を間伐して材を入手し、樹林管理を

併せて行いたいと考えている) 。

・ コンクリートやセメントの上を歩かない土の散歩道を1kmつくっ

ている。

・ 近年はイノシシの害もあり、桜の根もとが掘られる。

6. 籾殻灰

・ 籾殻燻炭灰には、土壌の陽イオン交換容量を高めて植物の生

長を促進する効果も期待できる。北海道ではジャガイモ生産に

籾殻燻炭灰を用いていると聞く。

・ 小宅では床井秀夫氏が実践する (同氏は本つどいに参加) 。

7. 芦沼の獅子舞

・ 他地区の太々神楽やお囃子にみられるような楽器の掛け持ちは

無い。

・ 「万燈祭」の読みは「まんどさい」 (元は「一万燈祭」) 。

8. 舟橋の太子堂

・ 瀬戸屋さんの職人を対象とした太子講があった。

・ お堂の釣り鐘には江戸時代の年号が彫られている。

・ (今年は?) 2月15日にお祭りがある。

9. 大平、竜害の棚田整備

・ 整備目標は昭和30年代の農業環境に近づけること。

・ 田の脇の竹林や雑木林も管理している。

・ (廣瀬質問「ボランティア参加者はどのような方々か? 」に対して) 

町外からもみえる。益子町環境基本計画推進委員会、橋本晧

朗委員長の母校である早稲田大学の学生も参加している。ボラ

ンティア活動によって単位が取得できると聞いている。

・ 夏はゲンジボタルがたくさん飛ぶ。6月の頭 (3日頃) に暖かい日

が3日続くと、蛍が何百匹も出ると言われている。

・ その他の生き物としてはサワガニ、マムシ、ノウサギなどが見当た

る。イノシシも来るようになってしまった。

10. その他

・ 西坪古墳群のうち3号古墳の石室に使われる大きな (さしわたし

4mくらいの) 天井板がどこからどう運ばれてきたか知りたい。

・ (「これで小宅はやっていけるか?」との質問に対して廣瀬回答) 

現在の活動の方向性を好もしく思う。「土地が財源」という考え

方にもとづいて、自然と歴史と文化を生かしながら、新しい発想

もまじえつつ総合的に環境整備を行っている。「農業を守ること

で地縁共同体が守られる」「有機農業の成立は消費者の理解と

協力から」という考え方 (床井剛氏) や、「同じ地区に生きる他の

人 と々接する手段として獅子舞がある」とする考え方 (森嶋茂氏

) とも関係し合い、結果として自然と共によりよく生きようとする

皆さんの知恵とあたたかみが醸された素直な魅力を持つ風景

が生じていると評価できる。このまま地区住民間の関係を親しく

保つことの先に、たとえば菜種油の生産と利用に関して協働で

きそうな田野地区との関係を持つなど、地区間での連携も模索

しながら、益子町としての魅力の多面性を一層引き出し、他方で

総合的魅力を形成することをめざされてはいかがか。

・ 人口減少をゆるやかにしてゆくために、この風土研究から生かせ

そうなことを今後指摘いただきたい。

・ 再生可能エネルギー利用に関しても、風土研究からの指摘に加

えて提言がいただければありがたい。

・ 城内の陶庫では芦沼石の屑石を須賀川に運んでいる。陶庫の

建物にも須賀川産の赤瓦が葺かれている。

 　(後日、陶庫・塚本央夫人より聞き取り：嫁に来た時はもう大谷

石と赤煉瓦屋根の倉庫が出来ていた。先代の時代に作ったの

でしょう。普通の瓦と比べて、この瓦は、雪が積もっても溶けるの

が早い。何が違うのか私は知らないが、この赤瓦は、こっちの職

人は葺けないそうで、会津から職人を呼んで屋根瓦を葺いたと

聞いている。赤粉は、昔はうちから岩手と福島の須賀川に送って

いた。今は須賀川だけに送っている) 

・ かつては一度使った土を原土に戻すことを普通に行っていた。

ろくろと窯と土練機を陶芸における「三種の神器」と呼び、土練

機を使って土を自分で戻した。大窯につとめる人々は吉沢仁さ

んのような手漉し屋さんのところへ土を運び込み、土を戻しても

らった。
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れるまでが各家庭の春の行事の一つだった。学校でも茶摘みを

した。

・ 茶ができると「俺んちのお茶飲まねえか」と誘い合った。

4. 有機農法におけるナタネ (セイヨウアブラナ) 栽培の可能性

・ 過去にレンゲが水稲栽培の緑肥とされていたのと同じように、収

穫後のナタネを堆肥化せずに土にすき込みつつうなうことで有

機質資材の施用が行える。

・ ただし、田でナタネを育てる場合、土壌を水はけのよい状態にし

ておく必要がある。

・ こうした有機栽培、そして無農薬栽培が成り立つためには、「農

業が食品だけでなく、自然度の高い良好な環境の保全なども提

供すること」への消費者の理解と協力が求められる。

・ 昭和36年 (1961) 制定の農業基本法において示された「選択的

拡大」の考え方に沿って、栽培作物は地域、農家ごとに整理され

てきた。しかし、先の自然生栽培のように自然の力を生かした栽

培や混植栽培なども含め、農業の地域的な多様化を今後は大

切にしたい。そのために、さまざまな方々にさまざまな角度から

農業をとらえていただきたい。

・ ここにある「財源」は土地だけ。 (自分は百姓ではないが) だから

ナタネと稲の話のように、土地を2倍に使う二毛作を推奨したい

と考えている。農機具の使用も年1回 (一巡) でなくもっと有効に

行える。

1. 西坪古墳群

・ 勾玉も出土した。

・ 出土品は小宅西 (?) 地区の財産として中央公民館 (?) に預けて

ある。

・ 子供の頃、石室の中で遊んだ。 (1~3号のそれぞれで被害の程度 

は異なるが) 東日本大震災に遭い、石室が崩れた。

2. コンニャク栽培 (岡本光一・ミエコ夫妻からの情報を受けて) 

・ 今日、近隣では茂木町天子でコンニャク栽培が続けられる。

・ 家の裏の山に生えている。その土地に生えているものは、量はと

れないが病気にかからない。粘りがあっておいしい。自然の力で

育つ作物という印象を持つ。

・  廣瀬注: ここで年生の異なるコンニャクを他の随伴作物と育て

ながら行う自然生栽培について話題にしたところ、関連する見

聞や評価が伝えられた。参考に栃木県農業試験場の研究成果

「混作、輪作作物を利用したこんにゃくの減農薬栽培技術」を挙

げる。 http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/sei-
kasyu/seika21/sep_021_2_03.pdf

3. チャ栽培 (コンニャク栽培の随伴作物として話題にした)

・ かつて農業協同組合がチャ (やぶきた) の苗を配った時期があ

る。同組合は加工所も持っていた。

・ チャは自分の家で飲む程度を各戸で育てた。田植えが終わった

後で茶摘みをし、いろりで… (以下不明) 。茶摘みをして茶をい

・ ナタネについては、小宅古墳群のある亀岡八幡宮の土地に、

23kgの種 (キラリボシ。多量摂取すると心臓障害を引き起こすと

されるエルシン酸、および家畜に与えると甲状腺腫を誘引する

化合物に変化するグルコシノレートが共にきわめて少ない国内

改良種) を買って播いてある。

・ 廣瀬注: キラリボシに関する一般的情報は、下記文献を参考とし
た。栃木県農業試験場「ナタネの品種選定と栽培技術の確立」  

(http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/seikasyu/-

seika30/sep_030_1_03.pdf)  一方、エルシン酸 (エルカ酸/ 

Erucic acid) は疫学的に人体に無害であるとする研究成果もあ

り、考慮を要する。鬼頭誠「食用油脂構成脂肪酸の毒性−生体

膜への作用」『化学と生物』21巻3号、日本農芸化学会、1983年、

162-167頁 (https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakuto-

seibutsu1962/21/3/21_3_162/_article/-char/ja/)

・ 昨春、菜の花の芯を摘んで食べた「若返り教室」の方々からは、

「今年も菜の花つめっかい?」と、もう注文がきている。

5. (亀岡八幡宮の氏子青年会と里山の会が進める) 小宅古墳

群の公園化

・ これまで草刈りをし、桜を植えて約3haを整備してきた。ナタネは

桜の下に植えてある。

・ 桜の苗木はこれまでに400本植樹済み。今後も植樹を続け、500

本を超す計画。

・ 敷地は子供の頃、畑だった。その後、農協に土地を貸し、クワ畑

にされた。その後は耕作がやめられて荒れ放題になっていたの

を、平成20年 (2008) から「とちぎの元気な森づくり県民税」が導

入されたのを機に、氏子青年会と里山の会とで公園のようにと

とのえてきた。

・ 平成27年度 (2015) にはあずまやとベンチなどの整備も考えてい

る (亀岡八幡宮境内の杉林を間伐して材を入手し、樹林管理を

併せて行いたいと考えている) 。

・ コンクリートやセメントの上を歩かない土の散歩道を1kmつくっ

ている。

・ 近年はイノシシの害もあり、桜の根もとが掘られる。

6. 籾殻灰

・ 籾殻燻炭灰には、土壌の陽イオン交換容量を高めて植物の生

長を促進する効果も期待できる。北海道ではジャガイモ生産に

籾殻燻炭灰を用いていると聞く。

・ 小宅では床井秀夫氏が実践する (同氏は本つどいに参加) 。

7. 芦沼の獅子舞

・ 他地区の太々神楽やお囃子にみられるような楽器の掛け持ちは

無い。

・ 「万燈祭」の読みは「まんどさい」 (元は「一万燈祭」) 。

8. 舟橋の太子堂

・ 瀬戸屋さんの職人を対象とした太子講があった。

・ お堂の釣り鐘には江戸時代の年号が彫られている。

・ (今年は?) 2月15日にお祭りがある。

9. 大平、竜害の棚田整備

・ 整備目標は昭和30年代の農業環境に近づけること。

・ 田の脇の竹林や雑木林も管理している。

・ (廣瀬質問「ボランティア参加者はどのような方々か? 」に対して) 

町外からもみえる。益子町環境基本計画推進委員会、橋本晧

朗委員長の母校である早稲田大学の学生も参加している。ボラ

ンティア活動によって単位が取得できると聞いている。

・ 夏はゲンジボタルがたくさん飛ぶ。6月の頭 (3日頃) に暖かい日

が3日続くと、蛍が何百匹も出ると言われている。

・ その他の生き物としてはサワガニ、マムシ、ノウサギなどが見当た

る。イノシシも来るようになってしまった。

10. その他

・ 西坪古墳群のうち3号古墳の石室に使われる大きな (さしわたし

4mくらいの) 天井板がどこからどう運ばれてきたか知りたい。

・ (「これで小宅はやっていけるか?」との質問に対して廣瀬回答) 

現在の活動の方向性を好もしく思う。「土地が財源」という考え

方にもとづいて、自然と歴史と文化を生かしながら、新しい発想

もまじえつつ総合的に環境整備を行っている。「農業を守ること

で地縁共同体が守られる」「有機農業の成立は消費者の理解と

協力から」という考え方 (床井剛氏) や、「同じ地区に生きる他の

人 と々接する手段として獅子舞がある」とする考え方 (森嶋茂氏

) とも関係し合い、結果として自然と共によりよく生きようとする

皆さんの知恵とあたたかみが醸された素直な魅力を持つ風景

が生じていると評価できる。このまま地区住民間の関係を親しく

保つことの先に、たとえば菜種油の生産と利用に関して協働で

きそうな田野地区との関係を持つなど、地区間での連携も模索

しながら、益子町としての魅力の多面性を一層引き出し、他方で

総合的魅力を形成することをめざされてはいかがか。

・ 人口減少をゆるやかにしてゆくために、この風土研究から生かせ

そうなことを今後指摘いただきたい。

・ 再生可能エネルギー利用に関しても、風土研究からの指摘に加

えて提言がいただければありがたい。

・ 城内の陶庫では芦沼石の屑石を須賀川に運んでいる。陶庫の

建物にも須賀川産の赤瓦が葺かれている。

 　(後日、陶庫・塚本央夫人より聞き取り：嫁に来た時はもう大谷

石と赤煉瓦屋根の倉庫が出来ていた。先代の時代に作ったの

でしょう。普通の瓦と比べて、この瓦は、雪が積もっても溶けるの

が早い。何が違うのか私は知らないが、この赤瓦は、こっちの職

人は葺けないそうで、会津から職人を呼んで屋根瓦を葺いたと

聞いている。赤粉は、昔はうちから岩手と福島の須賀川に送って

いた。今は須賀川だけに送っている) 

・ かつては一度使った土を原土に戻すことを普通に行っていた。

ろくろと窯と土練機を陶芸における「三種の神器」と呼び、土練

機を使って土を自分で戻した。大窯につとめる人々は吉沢仁さ

んのような手漉し屋さんのところへ土を運び込み、土を戻しても

らった。
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鈴木稔さん (中)

芦沼石を焼成をしたものを赤粉と呼ぶ。焼成前の生のもの (左) 、焼成した
もの (右) 。

　芦沼で、益子で陶器を作ることの意味を問いながら製作をして

いる鈴木稔 (すずきみのる) さんに、産地と窯業での試みについて

お話を伺った。

1. 芦沼石について

　芦沼石が釉薬の材料になると、昔から「赤粉」って呼ぶんだけど、

素焼きのときに、仮焼成したものが、赤粉 。どうして焼成するかと言

うと、生のものは、釉がけした時に縮れたり剥がれやすかったりす

る。焼成することで、縮れが少なくなるというメリットがある。生のと

きって、収縮しやすいのね、並白っていう透明釉の上にまた、赤粉

の水で溶いた釉薬をかけると、収縮の差で下にかけた釉薬と分離

してはがれてしまうことがあったり、寄っちゃったりする。それで、焼

成したものを加える。ただ、焼成したものだけだと沈殿しやすくなっ
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ちゃう、あと、手で触ったときにも、吸着力がなくてぽろぽろはがれ

やすくなる、だからうまくそれをブレンドして使って、だいたいみんな

そうしている。

　赤粉の、芦沼石の一番の特徴は、ふつう釉薬って何種類かをブ

レンドして、それぞれガラス質になる部分とか、ガラス質が溶ける部

分とかねばりを出すものとか、組み合わせて、1つの釉薬ができる

のね、でも、芦沼石は、それ単体で釉薬として使える、というのは、日

本中探しても、なかなかないんじゃないのか、ちょうどいいくらいに、

1200度くらいで焼くと、ガラス質として、ちゃんと釉薬になる石、天

然で。そういうもんは他にあんまりなくって。だいたい焼けなかった

り、どろどろに溶けてしまったりとか、そんなものが多いんだけど。

　芦沼石については、そのまんま、何も加えることないし、すごく特

殊な、ある意味、とても簡単にできちゃうから、北関東から東北に

持って行って使われたみたい、東北の方にも瓦として使われたこと

があるみたいで。

　これは人から聞いた話なんだけど。それで、東北に行って、たま

に茶色い瓦を見るんだけど、それを見る度に、これは芦沼石じゃな

いかと思ったり。検証したわけじゃないけど、よく聞くのね、この石

をそのまんま、馬車とかに積んで東北へ繋げていたらしい、と。それ

だけ手軽な薬だったと思う。

(簑田| 採石・加工場の建物は、昭和初期まであった?) 

　この辺のお年寄りや団塊の世代の人は、知っている人が多いよ。

子どもの頃まで、あそこにあって…。という話をよく聞く。すぐ近くに

あったみたい。

　今でも採れるし、何年か前に、組合が大々的に採掘したのね。一

度、組合のストックがなくなったみたいで、それで、また掘るときに、

どうしようかって話で。もしかしたら、赤粉が使えなくなるみたい、と

いう噂もあったんだけど、お金を使ってかなりの量を採掘したみた

い。赤粉の石は、全部、組合から買っています。土は、一部自分で

作っています。つーやん (故・成井恒雄さん) からもらった土とか、

北郷谷の吉沢さんの原土とかで。それを笠間の指導所の設備を

使って作ってます。笠間は、時間いくらで設備を貸してくれる。新し

い設備なんですよ。あと、粘土を再生する機械もあるから、一度

使った土とか、削り土の固くなったものが、どんどんたまっていっ

ちゃうんだけど、それを自分で行って使える粘土に再生する。再生

できる機械が全部揃っているから。

2. 本物の益子焼の良さ、地元で「全部」が揃う材料

　益子に修行に来て、独立するときに、やっぱり益子の土と釉薬を

使って作陶を続けたかった。だから、益子に住むことにこだわって

独立の場所を探し、土地を紹介してくれる人がいたから、縁あって

芦沼に。茂木とか笠間とか市貝に行っちゃったら、益子の薬を使っ

てやる意味が薄れちゃうから。

　益子に来る前は、いわゆる益子焼といわれるものが好きじゃなく

て、でも、よく知らなくて。量販店にたくさん並んでいるものは、や

ぼったくて重たくて、泥くさいな、という感じがしていた。でも、益子

に来て、いろんなところで、本物を見た。本物というのは、昔の登り

窯で焼かれたものとか、修行していた高内秀剛さんのところで、ご

飯がよそわれて出てくる茶碗とか、ほんとうに、かっこいいのね。釉

薬とか、土の感じがとても良くて。「あれ? 益子焼いいなあ!」と思い

始めて、それから、村田元さんとか、ちょっと前のいい時代の益子

焼を見るようになって、それから材料や釉薬のことを調べ始めて、

自分なりに研究するようになって…。

　当然のことなんだけど、昔は輸送手段がないから、地元で、材料

が全部揃っちゃうわけよ。ここなんかだと、歩いて回れる距離内で、

粘土から釉薬まで、それから薪も全部揃っちゃう。当たり前のこと

なんだろうけど、すごいなあ。里山があって、薪が豊富にあって、そ

の薪を燃やした灰を使って、釉薬もできるし、田んぼで作られてい

る籾とか藁の灰もできるし、粘土も採れるし、芦沼石も採れるし、そ

のほかにもいろいろあるのね、大谷津とか。これは、長石っていわ

れるガラス質になるものの代用品として使えたりする砂なんだけど、

それもこの辺で採れる。器をつくる材料がいろいろ採れる、だから、

産地として栄えたんだと思う。他からわざわざコストをかけて輸送

してこなくても済んだというのが大きな理由だと思うんだけど。

3. その土地のもので作る説得力、意味

　やっぱりね、そうやって考えていくと、その土地で採れたもので、

その土地で作られたものというのが、いちばんこうオリジナリティと

いうか、強い説得力というか、ストーリー性、背景がしっかりしてい

るものが、どこいっても強いなあと思った。

　益子でやるからには、益子の土と釉と、できれば登り窯でやりた

いという希望があって、ここで独立した。

(簑田| 説得力って大事ですよね。)

　やっぱりこうね、今、二極化していて、グローバル化していて、世

界中どこでも同じものが安く手に入るというのと、その土地でしか、

とか、その人にしか、作れない、だから、それが欲しい、という人と、

ものすごくはっきり分かれているじゃない? どんな土地で、どんな人

が作っていて、どんな原料で、どんな作り方をしていて、とかいうの

が、分かった上で品物を買ったり使ったり。そういうことって、グ

ローバル化された製品には絶対にないことだから、そこがちゃんと

差別化というか、しっかりと自分で作っていかないと、買う方の動

機として、何故それを買うんだろう、ということを考えたら、そこを押

さえないといけない、ちゃんと自分で意識して作らないといけない、

と。

4. 自分の使命：若い「作り手」と「買い手」を育てる

 (廣瀬| 「WORKS & PRODUCTS」という屋号について、そういう

意識で、この屋号で、ある程度プロダクツ的に量産も試みている、

そして各地でワークショップを開催、これらの動きは、若い人への

「考え方の啓蒙」になっているのでは? それを意識しているのでしょ

うか?)

　元は、美術工芸の作家になりたいという思いがあって、挫折も

あってやめちゃったんだけど、今、益子で登り窯で、土から自分で

作ってやっている人たちって、高価な美術工芸の人たちが多い。で

も、せっかくそのものがいいものであっても、若い人たちには敷居も

高くて、値段も高くて、結局使えないじゃない?

　そうすると、いいものを継承していく人たちが育たないし、そうす

ると若い作家さんたちも作ろうと思っても、その良さが分かる人た

ちがいなくなると、作っても売れなくなる。だから、どうやったら益子

焼の土とか、登り窯で焼いたものの良さ、それって、若い世代の人

たちに使ってもらえるか、それが自分の使命というか、ほかにやる

人がいないから、少しでも自分がやってその良さを分かる人が増え

てほしい、というのがあって。

　そうすると、値段も安くしないといけない、量産もしないといけな

い、若い人の暮らしで使ってもらわないといけない。そうでないと

やっぱり、住空間も食生活も変わった中で、民藝の器だけぽつん

とあっても、やっぱり、ほかのものと相性が悪かったら選ばれない

し。若い人たちに買ってほしい、使ってほしい。それは益子を探して

も自分にしかできない、という思いがあって、それをやろう、と。そう

することが、商売としてちゃんと成立すると思ったし、でも、金儲け

だけではなくて、自分がやっていることに社会的な意義があるとい

う使命感みたいなものが、自分のモチベーションも上がる。それは、

こう、表向きの、きれいごとだけじゃないんだけど、売れたら自分だ

けしかやる人がいないと、絶対、いろんなところから引き合いがある

だろうなとは考えた。

　ワークショップやるのも、いろんな土地に行って話をして、いつも、

パソコンに益子の風景や自分の工房の写真を入れて、どんな風に

作っているのか、とか、堀水さんところの芦沼石の採掘の現場の写

真とかも入れて、益子はどういう場所で、どういう風に作られて、と

いうのを、30分くらいかけて、毎回毎回スライドショーをやっている

の。これは、どこでも。それで興味をもってほしいというのもあるし、

益子に来てほしいし、うちの工房にも来てほしいし、そうすると、少

しずつ理解も深まってくるし、本当に、いい部分の益子焼をいろん

な人に分かってもらえれば、絶対に裾野は広がっていく。

　それをやっていかないと。あらゆることで言えることだけど、日本

の文化とか食生活とか、しつけとか、そういうことも含めて、おれら

の世代が、そういう役割を担わないと。ある年代になったら、次の

世代に残すことを考えないと。若い女の子とワークショップの度に、

笑顔で写真におさまっているのは、背景にそういう考えがあるんで

す (笑) 。どういう社会に、どういう人になってほしい、とか、そういう

ことを自分でやんなきゃ、と。若い頃は、年上の人はうるさいな、と

思っていたけど、自分がその年になったらさあ、やっぱりやってい

かないと。

　プロダクトにしたから、人を雇えて、うちで働いてくれた人って、い

ろんなことを学んで出ていって、どんどん活躍してくれたらいいな、

と思っていて。でも、それも、給料払いながら人を育てていくという

ことが、俺くらいの世代でも難しくなってきている。そういう場所が、

職場がなくなってきているから。それもなるべく余裕があれば、人

を雇って、いろんなことを教えて、ここで勉強して作家になってほし

い、というのがあって。そんな表向きの理由もあるんです。若い女性

に囲まれていつも鼻の下を伸ばしている、と言われながらもね (笑)。 

　昨日も窯焚きに来てくれたのは、全員が女性スタッフで…。つく

ることに本気で取り組む、取り組めるのは、女性が多いのかもしれ

ません。男性は家族を養わないといけないとか、ちゃんと就職しな

いといけないとか、あるのだろうし。

5. 釉薬と灰のこと

　柿釉は、本当にいいと思う。あそこにあるのも、古い益子焼のす

り鉢だと思う。すり鉢は今、あちこちの道具屋さんで、二束三文で

売られていて、いろんな形、タイプがある。こんなの昔は当たり前に

使われていたもので、あちこちの農家の蔵にも眠っていると思うか

ら、値段も高くなりようがない。それ、何で買ってきたかというと、外

側の釉の感じ、柿釉の感じが、今は、なかなかない。艶があって、す

ごく、いい。今は、これだけの柿釉を焼いている人がいないんですよ

ね。昔は、何でそれができたのか、分からない。窯とか燃料の違い

だと思うんだけど、もしかしたら、昔の重油窯で焼かれたものかも

しれないし、登り窯かもしれない。

 (萩原| 灰も変わってしまいましたか?)

　昔は、囲炉裏とか風呂とか、薪で焼いていたり、煮炊きで使った

り、いくらでも灰があって、あまり高温ではなかったと思う。今は、薪

ストーブでもしっかり鋳物で作られていて、高温になって焼かれ

ちゃうから灰自体も違っている。

 (萩原| 昔は何をするにも薪を…) 

　そう、落ち葉をさらって、下草を刈って、手入れして使うから、昔

は山がきれいだったと聞きます。山自体が資源だった。きのこも多

かった。昔は、ちたけとか、遊びながら蹴るくらい、たくさん生えてい

たって聞きました。この辺とかも。

 (萩原| 藁も農薬がかかり、変わってきている?) 

　昔は、俺が来た頃まで、田んぼに籾殻の山を作って、そこに煙突

をさして、それが一週間、ぶすぶすと燃えている風景があったんで

す。火をつけると1週間くらいかけて全部灰になっちゃう。そうやっ

ていた、どこの田んぼも。その灰が肥料として田んぼに撒かれる。

焼き物屋さんは、その灰を分けてもらっていたのね。何もしなくても

ただで手に入る。今は、そうやって籾を燃やす人がいないから、自

分たちでやんなきゃいけないのね。田んぼとか広い場所を借りて

籾を燃すといっても、野焼きに対してうるさくなってきているから難

しい。環境が変わってきている、焼き物自体も変わってきている。

　今は、藁も刈り取るときに機械で刈り取っちゃって、その場で籾

を袋に入れて、藁はその場で刻まれて、ばーっと撒かれちゃう。昔

は、おだがけで稲を干してから、藁は藁で使う、たとえば畳の材料

として、再利用されたのね。焼き物屋さんも譲ってもらって焼いてい

た。そうやって乾燥した藁じゃないと良く燃えない。買った藁だと芯

が残ってしまう。昔みたいに、おだがけしている人の藁を分けても

らって燃やさないと。うちは、5、6年くらい前まで、そういう作り方を

している人から友だちと藁を共同で買って、その人の田んぼで、山

本の方の田んぼなんだけど、二人で焼いて、焼いたヤツを…毎年

それをやっていたから、一生分くらいストックあるし、籾灰も震災前

のストックがあるんです。だからもう、籾灰や藁灰は、だんだん入手

困難になってくるから、あるときに確保しておこうと思って。

6. 職人と産地のこと

 (萩原| 農業と林業と窯業、繋がっていますね。) 

　昔は、登り窯の、松の木あるじゃない? 山に行って松の木を切る

人がいて、切り出した木を馬にひかせてもってくる馬喰 (ばくろう) 

といわれる人たちがいた。そのあたりは、若杉さんが詳しいと思う。

窯を焼くのにも、窯焚き専門の職人がいて、あちこちの窯を渡り歩

いている職人がいて、型を使ってくるのも、専門の職人がいて、ある

ところで仕事して、また別のところでその型を使う仕事があればそ

こに行って…という職人がいて、分業されていて、それぞれのプロ

がいた。個人で作るのではなくて、いろいろな人、職人が関わって

いて、その地域でそれができていた。そういう時代は、俺が益子に

来た頃は終わって、なかったから。そういう話を聞いて面白いなあ、

と。若杉さんが来た頃、そういう最後の職人さんが残っていた。

　濱田庄司の最後の弟子、豊田さんにも話を聞くといいと思う。こ

の近くにも、昔の窯跡があるらしいよ、昭和初期の。近所のお年寄

りで、祭りの準備のことや竹でつくる飾りのこと、昔の竹職人の技

術や縄のより方など、詳しい人がいます。

 (廣瀬| 感想なんですけど、そういうふうに周りを見ている人、その

土地を見ている人の作品の方が、その人一人の力を超えたものに

なる。どうやったら周囲も若い人も働けるかとか、もっと昔のものの

作り方のほうが循環的で、それを勉強しながら地道に作ろうとされ

ているのが、例えば若杉さんとか。一人の力を完全に超えて、「土

地を味方にしている」というか。かえって作家さんも苦労させられて

いるというか、何でも自分でしなきゃいけなくなって、みんなサービ

スになっちゃっているとか、だから人も雇えないとかあるのかもしれ

ないですね、そういう人はその人で苦しんでいるのかもしれないで

すね。営業もしなきゃいけないし、全部自分で…。大勢が関わらな

いとできない、たまたま一人だけが成功しても、結局そこの土地は

絶えてしまう、だからその産地は守れない、ということかもしれませ

んね。産地が守れないって別に、そこの業界や産地のためじゃなく

て、そこの土地の、これからの人たちが生きる糧を得ること、それが

産地を守るってことなのかな。) 

　うん、だから、結局、吉沢さんの後継者ができないってことも、手

間をかけて作った土を、作る側が使わなくなってきちゃったってこ

ともある。

　どこもそうなんだけど、伝統の産業を支えている人たちって、材

料を作ったり、窯を作ったりとか、そういう人たちに、ちゃんと仕事

が行くように、仕事になるように考えないと。自分だけのこと考えて

いたら、結局、自分の仕事が限定されちゃう、それこそ、自分で土を

作んなきゃいけなくなっちゃう。そうすると、より大変になって、それ

だけ手間かかるわけだから、大変になる。だから、本当に産地を守

るって、これから先、大変なことなんだけど、なるべく作る側が、もっ

と吉沢さんも土の値段を高くして買うのか、もっとたくさん買うのか、

どうすればいいのか分かんなかったけど、そういうことができてい

たら、多分、後継者も育っていただろうし。やっぱりね、どうしても安

くて使いやすい土を買っちゃうから、商売として成り立たなくなって

しまう。

7. チャレンジすること…昔、茂木で

　犬の散歩で偶然出会った、石で囲まれた場所があった。人の手

が入った、霊的な、舞台的な空間に思えた。近所の人に聞いたら

「昔、砥石を採っていたところ」。採取して窯で焼いてみたら、柿釉と

一緒。ほかにもいろいろあるのかも。昔の人って、いろいろと試して

きた中で、優れたものが残ってきたと思う。

　そうやって、自分たちも、いろいろと試してみて、よいものを残す、

ということをやっていかないと、だんだんマンネリ化してしまう。そう

いうチャレンジを土祭でやっていかないと。



　芦沼で、益子で陶器を作ることの意味を問いながら製作をして

いる鈴木稔 (すずきみのる) さんに、産地と窯業での試みについて

お話を伺った。

1. 芦沼石について

　芦沼石が釉薬の材料になると、昔から「赤粉」って呼ぶんだけど、

素焼きのときに、仮焼成したものが、赤粉 。どうして焼成するかと言

うと、生のものは、釉がけした時に縮れたり剥がれやすかったりす

る。焼成することで、縮れが少なくなるというメリットがある。生のと

きって、収縮しやすいのね、並白っていう透明釉の上にまた、赤粉

の水で溶いた釉薬をかけると、収縮の差で下にかけた釉薬と分離

してはがれてしまうことがあったり、寄っちゃったりする。それで、焼

成したものを加える。ただ、焼成したものだけだと沈殿しやすくなっ
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ちゃう、あと、手で触ったときにも、吸着力がなくてぽろぽろはがれ

やすくなる、だからうまくそれをブレンドして使って、だいたいみんな

そうしている。

　赤粉の、芦沼石の一番の特徴は、ふつう釉薬って何種類かをブ

レンドして、それぞれガラス質になる部分とか、ガラス質が溶ける部

分とかねばりを出すものとか、組み合わせて、1つの釉薬ができる

のね、でも、芦沼石は、それ単体で釉薬として使える、というのは、日

本中探しても、なかなかないんじゃないのか、ちょうどいいくらいに、

1200度くらいで焼くと、ガラス質として、ちゃんと釉薬になる石、天

然で。そういうもんは他にあんまりなくって。だいたい焼けなかった

り、どろどろに溶けてしまったりとか、そんなものが多いんだけど。

　芦沼石については、そのまんま、何も加えることないし、すごく特

殊な、ある意味、とても簡単にできちゃうから、北関東から東北に

持って行って使われたみたい、東北の方にも瓦として使われたこと

があるみたいで。

　これは人から聞いた話なんだけど。それで、東北に行って、たま

に茶色い瓦を見るんだけど、それを見る度に、これは芦沼石じゃな

いかと思ったり。検証したわけじゃないけど、よく聞くのね、この石

をそのまんま、馬車とかに積んで東北へ繋げていたらしい、と。それ

だけ手軽な薬だったと思う。

(簑田| 採石・加工場の建物は、昭和初期まであった?) 

　この辺のお年寄りや団塊の世代の人は、知っている人が多いよ。

子どもの頃まで、あそこにあって…。という話をよく聞く。すぐ近くに

あったみたい。

　今でも採れるし、何年か前に、組合が大々的に採掘したのね。一

度、組合のストックがなくなったみたいで、それで、また掘るときに、

どうしようかって話で。もしかしたら、赤粉が使えなくなるみたい、と

いう噂もあったんだけど、お金を使ってかなりの量を採掘したみた

い。赤粉の石は、全部、組合から買っています。土は、一部自分で

作っています。つーやん (故・成井恒雄さん) からもらった土とか、

北郷谷の吉沢さんの原土とかで。それを笠間の指導所の設備を

使って作ってます。笠間は、時間いくらで設備を貸してくれる。新し

い設備なんですよ。あと、粘土を再生する機械もあるから、一度

使った土とか、削り土の固くなったものが、どんどんたまっていっ

ちゃうんだけど、それを自分で行って使える粘土に再生する。再生

できる機械が全部揃っているから。

2. 本物の益子焼の良さ、地元で「全部」が揃う材料

　益子に修行に来て、独立するときに、やっぱり益子の土と釉薬を

使って作陶を続けたかった。だから、益子に住むことにこだわって

独立の場所を探し、土地を紹介してくれる人がいたから、縁あって

芦沼に。茂木とか笠間とか市貝に行っちゃったら、益子の薬を使っ

てやる意味が薄れちゃうから。

　益子に来る前は、いわゆる益子焼といわれるものが好きじゃなく

て、でも、よく知らなくて。量販店にたくさん並んでいるものは、や

ぼったくて重たくて、泥くさいな、という感じがしていた。でも、益子

に来て、いろんなところで、本物を見た。本物というのは、昔の登り

窯で焼かれたものとか、修行していた高内秀剛さんのところで、ご

飯がよそわれて出てくる茶碗とか、ほんとうに、かっこいいのね。釉

薬とか、土の感じがとても良くて。「あれ? 益子焼いいなあ!」と思い

始めて、それから、村田元さんとか、ちょっと前のいい時代の益子

焼を見るようになって、それから材料や釉薬のことを調べ始めて、

自分なりに研究するようになって…。

　当然のことなんだけど、昔は輸送手段がないから、地元で、材料

が全部揃っちゃうわけよ。ここなんかだと、歩いて回れる距離内で、

粘土から釉薬まで、それから薪も全部揃っちゃう。当たり前のこと

なんだろうけど、すごいなあ。里山があって、薪が豊富にあって、そ

の薪を燃やした灰を使って、釉薬もできるし、田んぼで作られてい

る籾とか藁の灰もできるし、粘土も採れるし、芦沼石も採れるし、そ

のほかにもいろいろあるのね、大谷津とか。これは、長石っていわ

れるガラス質になるものの代用品として使えたりする砂なんだけど、

それもこの辺で採れる。器をつくる材料がいろいろ採れる、だから、

産地として栄えたんだと思う。他からわざわざコストをかけて輸送

してこなくても済んだというのが大きな理由だと思うんだけど。

3. その土地のもので作る説得力、意味

　やっぱりね、そうやって考えていくと、その土地で採れたもので、

その土地で作られたものというのが、いちばんこうオリジナリティと

いうか、強い説得力というか、ストーリー性、背景がしっかりしてい

るものが、どこいっても強いなあと思った。

　益子でやるからには、益子の土と釉と、できれば登り窯でやりた

いという希望があって、ここで独立した。

(簑田| 説得力って大事ですよね。)

　やっぱりこうね、今、二極化していて、グローバル化していて、世

界中どこでも同じものが安く手に入るというのと、その土地でしか、

とか、その人にしか、作れない、だから、それが欲しい、という人と、

ものすごくはっきり分かれているじゃない? どんな土地で、どんな人

が作っていて、どんな原料で、どんな作り方をしていて、とかいうの

が、分かった上で品物を買ったり使ったり。そういうことって、グ

ローバル化された製品には絶対にないことだから、そこがちゃんと

差別化というか、しっかりと自分で作っていかないと、買う方の動

機として、何故それを買うんだろう、ということを考えたら、そこを押

さえないといけない、ちゃんと自分で意識して作らないといけない、

と。

4. 自分の使命：若い「作り手」と「買い手」を育てる

 (廣瀬| 「WORKS & PRODUCTS」という屋号について、そういう

意識で、この屋号で、ある程度プロダクツ的に量産も試みている、

そして各地でワークショップを開催、これらの動きは、若い人への

「考え方の啓蒙」になっているのでは? それを意識しているのでしょ

うか?)

　元は、美術工芸の作家になりたいという思いがあって、挫折も

あってやめちゃったんだけど、今、益子で登り窯で、土から自分で

作ってやっている人たちって、高価な美術工芸の人たちが多い。で

も、せっかくそのものがいいものであっても、若い人たちには敷居も

高くて、値段も高くて、結局使えないじゃない?

　そうすると、いいものを継承していく人たちが育たないし、そうす

ると若い作家さんたちも作ろうと思っても、その良さが分かる人た

ちがいなくなると、作っても売れなくなる。だから、どうやったら益子

焼の土とか、登り窯で焼いたものの良さ、それって、若い世代の人

たちに使ってもらえるか、それが自分の使命というか、ほかにやる

人がいないから、少しでも自分がやってその良さを分かる人が増え

てほしい、というのがあって。

　そうすると、値段も安くしないといけない、量産もしないといけな

い、若い人の暮らしで使ってもらわないといけない。そうでないと

やっぱり、住空間も食生活も変わった中で、民藝の器だけぽつん

とあっても、やっぱり、ほかのものと相性が悪かったら選ばれない

し。若い人たちに買ってほしい、使ってほしい。それは益子を探して

も自分にしかできない、という思いがあって、それをやろう、と。そう

することが、商売としてちゃんと成立すると思ったし、でも、金儲け

だけではなくて、自分がやっていることに社会的な意義があるとい

う使命感みたいなものが、自分のモチベーションも上がる。それは、

こう、表向きの、きれいごとだけじゃないんだけど、売れたら自分だ

けしかやる人がいないと、絶対、いろんなところから引き合いがある

だろうなとは考えた。

　ワークショップやるのも、いろんな土地に行って話をして、いつも、

パソコンに益子の風景や自分の工房の写真を入れて、どんな風に

作っているのか、とか、堀水さんところの芦沼石の採掘の現場の写

真とかも入れて、益子はどういう場所で、どういう風に作られて、と

いうのを、30分くらいかけて、毎回毎回スライドショーをやっている

の。これは、どこでも。それで興味をもってほしいというのもあるし、

益子に来てほしいし、うちの工房にも来てほしいし、そうすると、少

しずつ理解も深まってくるし、本当に、いい部分の益子焼をいろん

な人に分かってもらえれば、絶対に裾野は広がっていく。

　それをやっていかないと。あらゆることで言えることだけど、日本

の文化とか食生活とか、しつけとか、そういうことも含めて、おれら

の世代が、そういう役割を担わないと。ある年代になったら、次の

世代に残すことを考えないと。若い女の子とワークショップの度に、

笑顔で写真におさまっているのは、背景にそういう考えがあるんで

す (笑) 。どういう社会に、どういう人になってほしい、とか、そういう

ことを自分でやんなきゃ、と。若い頃は、年上の人はうるさいな、と

思っていたけど、自分がその年になったらさあ、やっぱりやってい

かないと。

　プロダクトにしたから、人を雇えて、うちで働いてくれた人って、い

ろんなことを学んで出ていって、どんどん活躍してくれたらいいな、

と思っていて。でも、それも、給料払いながら人を育てていくという

ことが、俺くらいの世代でも難しくなってきている。そういう場所が、

職場がなくなってきているから。それもなるべく余裕があれば、人

を雇って、いろんなことを教えて、ここで勉強して作家になってほし

い、というのがあって。そんな表向きの理由もあるんです。若い女性

に囲まれていつも鼻の下を伸ばしている、と言われながらもね (笑)。 

　昨日も窯焚きに来てくれたのは、全員が女性スタッフで…。つく

ることに本気で取り組む、取り組めるのは、女性が多いのかもしれ

ません。男性は家族を養わないといけないとか、ちゃんと就職しな

いといけないとか、あるのだろうし。

5. 釉薬と灰のこと

　柿釉は、本当にいいと思う。あそこにあるのも、古い益子焼のす

り鉢だと思う。すり鉢は今、あちこちの道具屋さんで、二束三文で

売られていて、いろんな形、タイプがある。こんなの昔は当たり前に

使われていたもので、あちこちの農家の蔵にも眠っていると思うか

ら、値段も高くなりようがない。それ、何で買ってきたかというと、外

側の釉の感じ、柿釉の感じが、今は、なかなかない。艶があって、す

ごく、いい。今は、これだけの柿釉を焼いている人がいないんですよ

ね。昔は、何でそれができたのか、分からない。窯とか燃料の違い

だと思うんだけど、もしかしたら、昔の重油窯で焼かれたものかも

しれないし、登り窯かもしれない。

 (萩原| 灰も変わってしまいましたか?)

　昔は、囲炉裏とか風呂とか、薪で焼いていたり、煮炊きで使った

り、いくらでも灰があって、あまり高温ではなかったと思う。今は、薪

ストーブでもしっかり鋳物で作られていて、高温になって焼かれ

ちゃうから灰自体も違っている。

 (萩原| 昔は何をするにも薪を…) 

　そう、落ち葉をさらって、下草を刈って、手入れして使うから、昔

は山がきれいだったと聞きます。山自体が資源だった。きのこも多

かった。昔は、ちたけとか、遊びながら蹴るくらい、たくさん生えてい

たって聞きました。この辺とかも。

 (萩原| 藁も農薬がかかり、変わってきている?) 

　昔は、俺が来た頃まで、田んぼに籾殻の山を作って、そこに煙突

をさして、それが一週間、ぶすぶすと燃えている風景があったんで

す。火をつけると1週間くらいかけて全部灰になっちゃう。そうやっ

ていた、どこの田んぼも。その灰が肥料として田んぼに撒かれる。

焼き物屋さんは、その灰を分けてもらっていたのね。何もしなくても

ただで手に入る。今は、そうやって籾を燃やす人がいないから、自

分たちでやんなきゃいけないのね。田んぼとか広い場所を借りて

籾を燃すといっても、野焼きに対してうるさくなってきているから難

しい。環境が変わってきている、焼き物自体も変わってきている。

　今は、藁も刈り取るときに機械で刈り取っちゃって、その場で籾

を袋に入れて、藁はその場で刻まれて、ばーっと撒かれちゃう。昔

は、おだがけで稲を干してから、藁は藁で使う、たとえば畳の材料

として、再利用されたのね。焼き物屋さんも譲ってもらって焼いてい

た。そうやって乾燥した藁じゃないと良く燃えない。買った藁だと芯

が残ってしまう。昔みたいに、おだがけしている人の藁を分けても

らって燃やさないと。うちは、5、6年くらい前まで、そういう作り方を

している人から友だちと藁を共同で買って、その人の田んぼで、山

本の方の田んぼなんだけど、二人で焼いて、焼いたヤツを…毎年

それをやっていたから、一生分くらいストックあるし、籾灰も震災前

のストックがあるんです。だからもう、籾灰や藁灰は、だんだん入手

困難になってくるから、あるときに確保しておこうと思って。

6. 職人と産地のこと

 (萩原| 農業と林業と窯業、繋がっていますね。) 

　昔は、登り窯の、松の木あるじゃない? 山に行って松の木を切る

人がいて、切り出した木を馬にひかせてもってくる馬喰 (ばくろう) 

といわれる人たちがいた。そのあたりは、若杉さんが詳しいと思う。

窯を焼くのにも、窯焚き専門の職人がいて、あちこちの窯を渡り歩

いている職人がいて、型を使ってくるのも、専門の職人がいて、ある

ところで仕事して、また別のところでその型を使う仕事があればそ

こに行って…という職人がいて、分業されていて、それぞれのプロ

がいた。個人で作るのではなくて、いろいろな人、職人が関わって

いて、その地域でそれができていた。そういう時代は、俺が益子に

来た頃は終わって、なかったから。そういう話を聞いて面白いなあ、

と。若杉さんが来た頃、そういう最後の職人さんが残っていた。

　濱田庄司の最後の弟子、豊田さんにも話を聞くといいと思う。こ

の近くにも、昔の窯跡があるらしいよ、昭和初期の。近所のお年寄

りで、祭りの準備のことや竹でつくる飾りのこと、昔の竹職人の技

術や縄のより方など、詳しい人がいます。

 (廣瀬| 感想なんですけど、そういうふうに周りを見ている人、その

土地を見ている人の作品の方が、その人一人の力を超えたものに

なる。どうやったら周囲も若い人も働けるかとか、もっと昔のものの

作り方のほうが循環的で、それを勉強しながら地道に作ろうとされ

ているのが、例えば若杉さんとか。一人の力を完全に超えて、「土

地を味方にしている」というか。かえって作家さんも苦労させられて

いるというか、何でも自分でしなきゃいけなくなって、みんなサービ

スになっちゃっているとか、だから人も雇えないとかあるのかもしれ

ないですね、そういう人はその人で苦しんでいるのかもしれないで

すね。営業もしなきゃいけないし、全部自分で…。大勢が関わらな

いとできない、たまたま一人だけが成功しても、結局そこの土地は

絶えてしまう、だからその産地は守れない、ということかもしれませ

んね。産地が守れないって別に、そこの業界や産地のためじゃなく

て、そこの土地の、これからの人たちが生きる糧を得ること、それが

産地を守るってことなのかな。) 

　うん、だから、結局、吉沢さんの後継者ができないってことも、手

間をかけて作った土を、作る側が使わなくなってきちゃったってこ

ともある。

　どこもそうなんだけど、伝統の産業を支えている人たちって、材

料を作ったり、窯を作ったりとか、そういう人たちに、ちゃんと仕事

が行くように、仕事になるように考えないと。自分だけのこと考えて

いたら、結局、自分の仕事が限定されちゃう、それこそ、自分で土を

作んなきゃいけなくなっちゃう。そうすると、より大変になって、それ

だけ手間かかるわけだから、大変になる。だから、本当に産地を守

るって、これから先、大変なことなんだけど、なるべく作る側が、もっ

と吉沢さんも土の値段を高くして買うのか、もっとたくさん買うのか、

どうすればいいのか分かんなかったけど、そういうことができてい

たら、多分、後継者も育っていただろうし。やっぱりね、どうしても安

くて使いやすい土を買っちゃうから、商売として成り立たなくなって

しまう。

7. チャレンジすること…昔、茂木で

　犬の散歩で偶然出会った、石で囲まれた場所があった。人の手

が入った、霊的な、舞台的な空間に思えた。近所の人に聞いたら

「昔、砥石を採っていたところ」。採取して窯で焼いてみたら、柿釉と

一緒。ほかにもいろいろあるのかも。昔の人って、いろいろと試して

きた中で、優れたものが残ってきたと思う。

　そうやって、自分たちも、いろいろと試してみて、よいものを残す、

ということをやっていかないと、だんだんマンネリ化してしまう。そう

いうチャレンジを土祭でやっていかないと。



　芦沼で、益子で陶器を作ることの意味を問いながら製作をして

いる鈴木稔 (すずきみのる) さんに、産地と窯業での試みについて

お話を伺った。

1. 芦沼石について

　芦沼石が釉薬の材料になると、昔から「赤粉」って呼ぶんだけど、

素焼きのときに、仮焼成したものが、赤粉 。どうして焼成するかと言

うと、生のものは、釉がけした時に縮れたり剥がれやすかったりす

る。焼成することで、縮れが少なくなるというメリットがある。生のと

きって、収縮しやすいのね、並白っていう透明釉の上にまた、赤粉

の水で溶いた釉薬をかけると、収縮の差で下にかけた釉薬と分離

してはがれてしまうことがあったり、寄っちゃったりする。それで、焼

成したものを加える。ただ、焼成したものだけだと沈殿しやすくなっ

ちゃう、あと、手で触ったときにも、吸着力がなくてぽろぽろはがれ

やすくなる、だからうまくそれをブレンドして使って、だいたいみんな

そうしている。

　赤粉の、芦沼石の一番の特徴は、ふつう釉薬って何種類かをブ

レンドして、それぞれガラス質になる部分とか、ガラス質が溶ける部

分とかねばりを出すものとか、組み合わせて、1つの釉薬ができる

のね、でも、芦沼石は、それ単体で釉薬として使える、というのは、日

本中探しても、なかなかないんじゃないのか、ちょうどいいくらいに、

1200度くらいで焼くと、ガラス質として、ちゃんと釉薬になる石、天

然で。そういうもんは他にあんまりなくって。だいたい焼けなかった

り、どろどろに溶けてしまったりとか、そんなものが多いんだけど。

　芦沼石については、そのまんま、何も加えることないし、すごく特

殊な、ある意味、とても簡単にできちゃうから、北関東から東北に

持って行って使われたみたい、東北の方にも瓦として使われたこと

があるみたいで。

　これは人から聞いた話なんだけど。それで、東北に行って、たま

に茶色い瓦を見るんだけど、それを見る度に、これは芦沼石じゃな

いかと思ったり。検証したわけじゃないけど、よく聞くのね、この石

をそのまんま、馬車とかに積んで東北へ繋げていたらしい、と。それ

だけ手軽な薬だったと思う。

(簑田| 採石・加工場の建物は、昭和初期まであった?) 

　この辺のお年寄りや団塊の世代の人は、知っている人が多いよ。

子どもの頃まで、あそこにあって…。という話をよく聞く。すぐ近くに

あったみたい。

　今でも採れるし、何年か前に、組合が大々的に採掘したのね。一

度、組合のストックがなくなったみたいで、それで、また掘るときに、

どうしようかって話で。もしかしたら、赤粉が使えなくなるみたい、と

いう噂もあったんだけど、お金を使ってかなりの量を採掘したみた

い。赤粉の石は、全部、組合から買っています。土は、一部自分で

作っています。つーやん (故・成井恒雄さん) からもらった土とか、

北郷谷の吉沢さんの原土とかで。それを笠間の指導所の設備を

使って作ってます。笠間は、時間いくらで設備を貸してくれる。新し

い設備なんですよ。あと、粘土を再生する機械もあるから、一度

使った土とか、削り土の固くなったものが、どんどんたまっていっ

ちゃうんだけど、それを自分で行って使える粘土に再生する。再生

できる機械が全部揃っているから。

2. 本物の益子焼の良さ、地元で「全部」が揃う材料

　益子に修行に来て、独立するときに、やっぱり益子の土と釉薬を

使って作陶を続けたかった。だから、益子に住むことにこだわって

独立の場所を探し、土地を紹介してくれる人がいたから、縁あって

芦沼に。茂木とか笠間とか市貝に行っちゃったら、益子の薬を使っ

てやる意味が薄れちゃうから。

　益子に来る前は、いわゆる益子焼といわれるものが好きじゃなく

て、でも、よく知らなくて。量販店にたくさん並んでいるものは、や

ぼったくて重たくて、泥くさいな、という感じがしていた。でも、益子

に来て、いろんなところで、本物を見た。本物というのは、昔の登り

窯で焼かれたものとか、修行していた高内秀剛さんのところで、ご

飯がよそわれて出てくる茶碗とか、ほんとうに、かっこいいのね。釉

薬とか、土の感じがとても良くて。「あれ? 益子焼いいなあ!」と思い

始めて、それから、村田元さんとか、ちょっと前のいい時代の益子

焼を見るようになって、それから材料や釉薬のことを調べ始めて、

自分なりに研究するようになって…。

　当然のことなんだけど、昔は輸送手段がないから、地元で、材料

が全部揃っちゃうわけよ。ここなんかだと、歩いて回れる距離内で、

粘土から釉薬まで、それから薪も全部揃っちゃう。当たり前のこと

なんだろうけど、すごいなあ。里山があって、薪が豊富にあって、そ

の薪を燃やした灰を使って、釉薬もできるし、田んぼで作られてい

る籾とか藁の灰もできるし、粘土も採れるし、芦沼石も採れるし、そ

のほかにもいろいろあるのね、大谷津とか。これは、長石っていわ

れるガラス質になるものの代用品として使えたりする砂なんだけど、

それもこの辺で採れる。器をつくる材料がいろいろ採れる、だから、

産地として栄えたんだと思う。他からわざわざコストをかけて輸送

してこなくても済んだというのが大きな理由だと思うんだけど。

3. その土地のもので作る説得力、意味

　やっぱりね、そうやって考えていくと、その土地で採れたもので、

その土地で作られたものというのが、いちばんこうオリジナリティと

いうか、強い説得力というか、ストーリー性、背景がしっかりしてい

るものが、どこいっても強いなあと思った。

　益子でやるからには、益子の土と釉と、できれば登り窯でやりた

いという希望があって、ここで独立した。

(簑田| 説得力って大事ですよね。)
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　やっぱりこうね、今、二極化していて、グローバル化していて、世

界中どこでも同じものが安く手に入るというのと、その土地でしか、

とか、その人にしか、作れない、だから、それが欲しい、という人と、

ものすごくはっきり分かれているじゃない? どんな土地で、どんな人

が作っていて、どんな原料で、どんな作り方をしていて、とかいうの

が、分かった上で品物を買ったり使ったり。そういうことって、グ

ローバル化された製品には絶対にないことだから、そこがちゃんと

差別化というか、しっかりと自分で作っていかないと、買う方の動

機として、何故それを買うんだろう、ということを考えたら、そこを押

さえないといけない、ちゃんと自分で意識して作らないといけない、

と。

4. 自分の使命：若い「作り手」と「買い手」を育てる

 (廣瀬| 「WORKS & PRODUCTS」という屋号について、そういう

意識で、この屋号で、ある程度プロダクツ的に量産も試みている、

そして各地でワークショップを開催、これらの動きは、若い人への

「考え方の啓蒙」になっているのでは? それを意識しているのでしょ

うか?)

　元は、美術工芸の作家になりたいという思いがあって、挫折も

あってやめちゃったんだけど、今、益子で登り窯で、土から自分で

作ってやっている人たちって、高価な美術工芸の人たちが多い。で

も、せっかくそのものがいいものであっても、若い人たちには敷居も

高くて、値段も高くて、結局使えないじゃない?

　そうすると、いいものを継承していく人たちが育たないし、そうす

ると若い作家さんたちも作ろうと思っても、その良さが分かる人た

ちがいなくなると、作っても売れなくなる。だから、どうやったら益子

焼の土とか、登り窯で焼いたものの良さ、それって、若い世代の人

たちに使ってもらえるか、それが自分の使命というか、ほかにやる

人がいないから、少しでも自分がやってその良さを分かる人が増え

てほしい、というのがあって。

　そうすると、値段も安くしないといけない、量産もしないといけな

い、若い人の暮らしで使ってもらわないといけない。そうでないと

やっぱり、住空間も食生活も変わった中で、民藝の器だけぽつん

とあっても、やっぱり、ほかのものと相性が悪かったら選ばれない

し。若い人たちに買ってほしい、使ってほしい。それは益子を探して

も自分にしかできない、という思いがあって、それをやろう、と。そう

することが、商売としてちゃんと成立すると思ったし、でも、金儲け

だけではなくて、自分がやっていることに社会的な意義があるとい

う使命感みたいなものが、自分のモチベーションも上がる。それは、

こう、表向きの、きれいごとだけじゃないんだけど、売れたら自分だ

けしかやる人がいないと、絶対、いろんなところから引き合いがある

だろうなとは考えた。

　ワークショップやるのも、いろんな土地に行って話をして、いつも、

パソコンに益子の風景や自分の工房の写真を入れて、どんな風に

作っているのか、とか、堀水さんところの芦沼石の採掘の現場の写

真とかも入れて、益子はどういう場所で、どういう風に作られて、と

いうのを、30分くらいかけて、毎回毎回スライドショーをやっている

の。これは、どこでも。それで興味をもってほしいというのもあるし、

益子に来てほしいし、うちの工房にも来てほしいし、そうすると、少

しずつ理解も深まってくるし、本当に、いい部分の益子焼をいろん

な人に分かってもらえれば、絶対に裾野は広がっていく。

　それをやっていかないと。あらゆることで言えることだけど、日本

の文化とか食生活とか、しつけとか、そういうことも含めて、おれら

の世代が、そういう役割を担わないと。ある年代になったら、次の

世代に残すことを考えないと。若い女の子とワークショップの度に、

笑顔で写真におさまっているのは、背景にそういう考えがあるんで

す (笑) 。どういう社会に、どういう人になってほしい、とか、そういう

ことを自分でやんなきゃ、と。若い頃は、年上の人はうるさいな、と

思っていたけど、自分がその年になったらさあ、やっぱりやってい

かないと。

　プロダクトにしたから、人を雇えて、うちで働いてくれた人って、い

ろんなことを学んで出ていって、どんどん活躍してくれたらいいな、

と思っていて。でも、それも、給料払いながら人を育てていくという

ことが、俺くらいの世代でも難しくなってきている。そういう場所が、

職場がなくなってきているから。それもなるべく余裕があれば、人

を雇って、いろんなことを教えて、ここで勉強して作家になってほし

い、というのがあって。そんな表向きの理由もあるんです。若い女性

に囲まれていつも鼻の下を伸ばしている、と言われながらもね (笑)。 

　昨日も窯焚きに来てくれたのは、全員が女性スタッフで…。つく

ることに本気で取り組む、取り組めるのは、女性が多いのかもしれ

ません。男性は家族を養わないといけないとか、ちゃんと就職しな

いといけないとか、あるのだろうし。

5. 釉薬と灰のこと

　柿釉は、本当にいいと思う。あそこにあるのも、古い益子焼のす

り鉢だと思う。すり鉢は今、あちこちの道具屋さんで、二束三文で

売られていて、いろんな形、タイプがある。こんなの昔は当たり前に

使われていたもので、あちこちの農家の蔵にも眠っていると思うか

ら、値段も高くなりようがない。それ、何で買ってきたかというと、外

側の釉の感じ、柿釉の感じが、今は、なかなかない。艶があって、す

ごく、いい。今は、これだけの柿釉を焼いている人がいないんですよ

ね。昔は、何でそれができたのか、分からない。窯とか燃料の違い

だと思うんだけど、もしかしたら、昔の重油窯で焼かれたものかも

しれないし、登り窯かもしれない。

 (萩原| 灰も変わってしまいましたか?)

　昔は、囲炉裏とか風呂とか、薪で焼いていたり、煮炊きで使った

り、いくらでも灰があって、あまり高温ではなかったと思う。今は、薪

ストーブでもしっかり鋳物で作られていて、高温になって焼かれ

ちゃうから灰自体も違っている。

 (萩原| 昔は何をするにも薪を…) 

　そう、落ち葉をさらって、下草を刈って、手入れして使うから、昔

は山がきれいだったと聞きます。山自体が資源だった。きのこも多

かった。昔は、ちたけとか、遊びながら蹴るくらい、たくさん生えてい

たって聞きました。この辺とかも。

 (萩原| 藁も農薬がかかり、変わってきている?) 

　昔は、俺が来た頃まで、田んぼに籾殻の山を作って、そこに煙突

をさして、それが一週間、ぶすぶすと燃えている風景があったんで

す。火をつけると1週間くらいかけて全部灰になっちゃう。そうやっ

ていた、どこの田んぼも。その灰が肥料として田んぼに撒かれる。

焼き物屋さんは、その灰を分けてもらっていたのね。何もしなくても

ただで手に入る。今は、そうやって籾を燃やす人がいないから、自

分たちでやんなきゃいけないのね。田んぼとか広い場所を借りて

籾を燃すといっても、野焼きに対してうるさくなってきているから難

しい。環境が変わってきている、焼き物自体も変わってきている。

　今は、藁も刈り取るときに機械で刈り取っちゃって、その場で籾

を袋に入れて、藁はその場で刻まれて、ばーっと撒かれちゃう。昔

は、おだがけで稲を干してから、藁は藁で使う、たとえば畳の材料

として、再利用されたのね。焼き物屋さんも譲ってもらって焼いてい

た。そうやって乾燥した藁じゃないと良く燃えない。買った藁だと芯

が残ってしまう。昔みたいに、おだがけしている人の藁を分けても

らって燃やさないと。うちは、5、6年くらい前まで、そういう作り方を

している人から友だちと藁を共同で買って、その人の田んぼで、山

本の方の田んぼなんだけど、二人で焼いて、焼いたヤツを…毎年

それをやっていたから、一生分くらいストックあるし、籾灰も震災前

のストックがあるんです。だからもう、籾灰や藁灰は、だんだん入手

困難になってくるから、あるときに確保しておこうと思って。

6. 職人と産地のこと

 (萩原| 農業と林業と窯業、繋がっていますね。) 

　昔は、登り窯の、松の木あるじゃない? 山に行って松の木を切る

人がいて、切り出した木を馬にひかせてもってくる馬喰 (ばくろう) 

といわれる人たちがいた。そのあたりは、若杉さんが詳しいと思う。

窯を焼くのにも、窯焚き専門の職人がいて、あちこちの窯を渡り歩

いている職人がいて、型を使ってくるのも、専門の職人がいて、ある

ところで仕事して、また別のところでその型を使う仕事があればそ

こに行って…という職人がいて、分業されていて、それぞれのプロ

がいた。個人で作るのではなくて、いろいろな人、職人が関わって

いて、その地域でそれができていた。そういう時代は、俺が益子に

来た頃は終わって、なかったから。そういう話を聞いて面白いなあ、

と。若杉さんが来た頃、そういう最後の職人さんが残っていた。

　濱田庄司の最後の弟子、豊田さんにも話を聞くといいと思う。こ

の近くにも、昔の窯跡があるらしいよ、昭和初期の。近所のお年寄

りで、祭りの準備のことや竹でつくる飾りのこと、昔の竹職人の技

術や縄のより方など、詳しい人がいます。

 (廣瀬| 感想なんですけど、そういうふうに周りを見ている人、その

土地を見ている人の作品の方が、その人一人の力を超えたものに

なる。どうやったら周囲も若い人も働けるかとか、もっと昔のものの

作り方のほうが循環的で、それを勉強しながら地道に作ろうとされ

ているのが、例えば若杉さんとか。一人の力を完全に超えて、「土

地を味方にしている」というか。かえって作家さんも苦労させられて

いるというか、何でも自分でしなきゃいけなくなって、みんなサービ

スになっちゃっているとか、だから人も雇えないとかあるのかもしれ

ないですね、そういう人はその人で苦しんでいるのかもしれないで

すね。営業もしなきゃいけないし、全部自分で…。大勢が関わらな

いとできない、たまたま一人だけが成功しても、結局そこの土地は

絶えてしまう、だからその産地は守れない、ということかもしれませ

んね。産地が守れないって別に、そこの業界や産地のためじゃなく

て、そこの土地の、これからの人たちが生きる糧を得ること、それが

産地を守るってことなのかな。) 

　うん、だから、結局、吉沢さんの後継者ができないってことも、手

間をかけて作った土を、作る側が使わなくなってきちゃったってこ

ともある。

　どこもそうなんだけど、伝統の産業を支えている人たちって、材

料を作ったり、窯を作ったりとか、そういう人たちに、ちゃんと仕事

が行くように、仕事になるように考えないと。自分だけのこと考えて

いたら、結局、自分の仕事が限定されちゃう、それこそ、自分で土を

作んなきゃいけなくなっちゃう。そうすると、より大変になって、それ

だけ手間かかるわけだから、大変になる。だから、本当に産地を守

るって、これから先、大変なことなんだけど、なるべく作る側が、もっ

と吉沢さんも土の値段を高くして買うのか、もっとたくさん買うのか、

どうすればいいのか分かんなかったけど、そういうことができてい

たら、多分、後継者も育っていただろうし。やっぱりね、どうしても安

くて使いやすい土を買っちゃうから、商売として成り立たなくなって

しまう。

7. チャレンジすること…昔、茂木で

　犬の散歩で偶然出会った、石で囲まれた場所があった。人の手

が入った、霊的な、舞台的な空間に思えた。近所の人に聞いたら

「昔、砥石を採っていたところ」。採取して窯で焼いてみたら、柿釉と

一緒。ほかにもいろいろあるのかも。昔の人って、いろいろと試して

きた中で、優れたものが残ってきたと思う。

　そうやって、自分たちも、いろいろと試してみて、よいものを残す、

ということをやっていかないと、だんだんマンネリ化してしまう。そう

いうチャレンジを土祭でやっていかないと。



　芦沼で、益子で陶器を作ることの意味を問いながら製作をして

いる鈴木稔 (すずきみのる) さんに、産地と窯業での試みについて

お話を伺った。

1. 芦沼石について

　芦沼石が釉薬の材料になると、昔から「赤粉」って呼ぶんだけど、

素焼きのときに、仮焼成したものが、赤粉 。どうして焼成するかと言

うと、生のものは、釉がけした時に縮れたり剥がれやすかったりす

る。焼成することで、縮れが少なくなるというメリットがある。生のと

きって、収縮しやすいのね、並白っていう透明釉の上にまた、赤粉

の水で溶いた釉薬をかけると、収縮の差で下にかけた釉薬と分離

してはがれてしまうことがあったり、寄っちゃったりする。それで、焼

成したものを加える。ただ、焼成したものだけだと沈殿しやすくなっ

ちゃう、あと、手で触ったときにも、吸着力がなくてぽろぽろはがれ

やすくなる、だからうまくそれをブレンドして使って、だいたいみんな

そうしている。

　赤粉の、芦沼石の一番の特徴は、ふつう釉薬って何種類かをブ

レンドして、それぞれガラス質になる部分とか、ガラス質が溶ける部

分とかねばりを出すものとか、組み合わせて、1つの釉薬ができる

のね、でも、芦沼石は、それ単体で釉薬として使える、というのは、日

本中探しても、なかなかないんじゃないのか、ちょうどいいくらいに、

1200度くらいで焼くと、ガラス質として、ちゃんと釉薬になる石、天

然で。そういうもんは他にあんまりなくって。だいたい焼けなかった

り、どろどろに溶けてしまったりとか、そんなものが多いんだけど。

　芦沼石については、そのまんま、何も加えることないし、すごく特

殊な、ある意味、とても簡単にできちゃうから、北関東から東北に

持って行って使われたみたい、東北の方にも瓦として使われたこと

があるみたいで。

　これは人から聞いた話なんだけど。それで、東北に行って、たま

に茶色い瓦を見るんだけど、それを見る度に、これは芦沼石じゃな

いかと思ったり。検証したわけじゃないけど、よく聞くのね、この石

をそのまんま、馬車とかに積んで東北へ繋げていたらしい、と。それ

だけ手軽な薬だったと思う。

(簑田| 採石・加工場の建物は、昭和初期まであった?) 

　この辺のお年寄りや団塊の世代の人は、知っている人が多いよ。

子どもの頃まで、あそこにあって…。という話をよく聞く。すぐ近くに

あったみたい。

　今でも採れるし、何年か前に、組合が大々的に採掘したのね。一

度、組合のストックがなくなったみたいで、それで、また掘るときに、

どうしようかって話で。もしかしたら、赤粉が使えなくなるみたい、と

いう噂もあったんだけど、お金を使ってかなりの量を採掘したみた

い。赤粉の石は、全部、組合から買っています。土は、一部自分で

作っています。つーやん (故・成井恒雄さん) からもらった土とか、

北郷谷の吉沢さんの原土とかで。それを笠間の指導所の設備を

使って作ってます。笠間は、時間いくらで設備を貸してくれる。新し

い設備なんですよ。あと、粘土を再生する機械もあるから、一度

使った土とか、削り土の固くなったものが、どんどんたまっていっ

ちゃうんだけど、それを自分で行って使える粘土に再生する。再生

できる機械が全部揃っているから。

2. 本物の益子焼の良さ、地元で「全部」が揃う材料

　益子に修行に来て、独立するときに、やっぱり益子の土と釉薬を

使って作陶を続けたかった。だから、益子に住むことにこだわって

独立の場所を探し、土地を紹介してくれる人がいたから、縁あって

芦沼に。茂木とか笠間とか市貝に行っちゃったら、益子の薬を使っ

てやる意味が薄れちゃうから。

　益子に来る前は、いわゆる益子焼といわれるものが好きじゃなく

て、でも、よく知らなくて。量販店にたくさん並んでいるものは、や

ぼったくて重たくて、泥くさいな、という感じがしていた。でも、益子

に来て、いろんなところで、本物を見た。本物というのは、昔の登り

窯で焼かれたものとか、修行していた高内秀剛さんのところで、ご

飯がよそわれて出てくる茶碗とか、ほんとうに、かっこいいのね。釉

薬とか、土の感じがとても良くて。「あれ? 益子焼いいなあ!」と思い

始めて、それから、村田元さんとか、ちょっと前のいい時代の益子

焼を見るようになって、それから材料や釉薬のことを調べ始めて、

自分なりに研究するようになって…。

　当然のことなんだけど、昔は輸送手段がないから、地元で、材料

が全部揃っちゃうわけよ。ここなんかだと、歩いて回れる距離内で、

粘土から釉薬まで、それから薪も全部揃っちゃう。当たり前のこと

なんだろうけど、すごいなあ。里山があって、薪が豊富にあって、そ

の薪を燃やした灰を使って、釉薬もできるし、田んぼで作られてい

る籾とか藁の灰もできるし、粘土も採れるし、芦沼石も採れるし、そ

のほかにもいろいろあるのね、大谷津とか。これは、長石っていわ

れるガラス質になるものの代用品として使えたりする砂なんだけど、

それもこの辺で採れる。器をつくる材料がいろいろ採れる、だから、

産地として栄えたんだと思う。他からわざわざコストをかけて輸送

してこなくても済んだというのが大きな理由だと思うんだけど。

3. その土地のもので作る説得力、意味

　やっぱりね、そうやって考えていくと、その土地で採れたもので、

その土地で作られたものというのが、いちばんこうオリジナリティと

いうか、強い説得力というか、ストーリー性、背景がしっかりしてい

るものが、どこいっても強いなあと思った。

　益子でやるからには、益子の土と釉と、できれば登り窯でやりた

いという希望があって、ここで独立した。

(簑田| 説得力って大事ですよね。)

　やっぱりこうね、今、二極化していて、グローバル化していて、世

界中どこでも同じものが安く手に入るというのと、その土地でしか、

とか、その人にしか、作れない、だから、それが欲しい、という人と、

ものすごくはっきり分かれているじゃない? どんな土地で、どんな人

が作っていて、どんな原料で、どんな作り方をしていて、とかいうの

が、分かった上で品物を買ったり使ったり。そういうことって、グ

ローバル化された製品には絶対にないことだから、そこがちゃんと

差別化というか、しっかりと自分で作っていかないと、買う方の動

機として、何故それを買うんだろう、ということを考えたら、そこを押

さえないといけない、ちゃんと自分で意識して作らないといけない、

と。

4. 自分の使命：若い「作り手」と「買い手」を育てる

 (廣瀬| 「WORKS & PRODUCTS」という屋号について、そういう

意識で、この屋号で、ある程度プロダクツ的に量産も試みている、

そして各地でワークショップを開催、これらの動きは、若い人への

「考え方の啓蒙」になっているのでは? それを意識しているのでしょ

うか?)

　元は、美術工芸の作家になりたいという思いがあって、挫折も

あってやめちゃったんだけど、今、益子で登り窯で、土から自分で

作ってやっている人たちって、高価な美術工芸の人たちが多い。で

も、せっかくそのものがいいものであっても、若い人たちには敷居も

高くて、値段も高くて、結局使えないじゃない?

　そうすると、いいものを継承していく人たちが育たないし、そうす

ると若い作家さんたちも作ろうと思っても、その良さが分かる人た

ちがいなくなると、作っても売れなくなる。だから、どうやったら益子

焼の土とか、登り窯で焼いたものの良さ、それって、若い世代の人

たちに使ってもらえるか、それが自分の使命というか、ほかにやる

人がいないから、少しでも自分がやってその良さを分かる人が増え

てほしい、というのがあって。

　そうすると、値段も安くしないといけない、量産もしないといけな

い、若い人の暮らしで使ってもらわないといけない。そうでないと

やっぱり、住空間も食生活も変わった中で、民藝の器だけぽつん

とあっても、やっぱり、ほかのものと相性が悪かったら選ばれない

し。若い人たちに買ってほしい、使ってほしい。それは益子を探して

も自分にしかできない、という思いがあって、それをやろう、と。そう

することが、商売としてちゃんと成立すると思ったし、でも、金儲け

だけではなくて、自分がやっていることに社会的な意義があるとい

う使命感みたいなものが、自分のモチベーションも上がる。それは、

こう、表向きの、きれいごとだけじゃないんだけど、売れたら自分だ

けしかやる人がいないと、絶対、いろんなところから引き合いがある

だろうなとは考えた。

　ワークショップやるのも、いろんな土地に行って話をして、いつも、

パソコンに益子の風景や自分の工房の写真を入れて、どんな風に

作っているのか、とか、堀水さんところの芦沼石の採掘の現場の写

真とかも入れて、益子はどういう場所で、どういう風に作られて、と

いうのを、30分くらいかけて、毎回毎回スライドショーをやっている

の。これは、どこでも。それで興味をもってほしいというのもあるし、

益子に来てほしいし、うちの工房にも来てほしいし、そうすると、少

しずつ理解も深まってくるし、本当に、いい部分の益子焼をいろん

な人に分かってもらえれば、絶対に裾野は広がっていく。

　それをやっていかないと。あらゆることで言えることだけど、日本

の文化とか食生活とか、しつけとか、そういうことも含めて、おれら

の世代が、そういう役割を担わないと。ある年代になったら、次の

世代に残すことを考えないと。若い女の子とワークショップの度に、

笑顔で写真におさまっているのは、背景にそういう考えがあるんで

す (笑) 。どういう社会に、どういう人になってほしい、とか、そういう

ことを自分でやんなきゃ、と。若い頃は、年上の人はうるさいな、と

思っていたけど、自分がその年になったらさあ、やっぱりやってい

かないと。

　プロダクトにしたから、人を雇えて、うちで働いてくれた人って、い

ろんなことを学んで出ていって、どんどん活躍してくれたらいいな、

と思っていて。でも、それも、給料払いながら人を育てていくという

ことが、俺くらいの世代でも難しくなってきている。そういう場所が、

職場がなくなってきているから。それもなるべく余裕があれば、人

を雇って、いろんなことを教えて、ここで勉強して作家になってほし

い、というのがあって。そんな表向きの理由もあるんです。若い女性

に囲まれていつも鼻の下を伸ばしている、と言われながらもね (笑)。 

　昨日も窯焚きに来てくれたのは、全員が女性スタッフで…。つく

ることに本気で取り組む、取り組めるのは、女性が多いのかもしれ

ません。男性は家族を養わないといけないとか、ちゃんと就職しな

いといけないとか、あるのだろうし。
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5. 釉薬と灰のこと

　柿釉は、本当にいいと思う。あそこにあるのも、古い益子焼のす

り鉢だと思う。すり鉢は今、あちこちの道具屋さんで、二束三文で

売られていて、いろんな形、タイプがある。こんなの昔は当たり前に

使われていたもので、あちこちの農家の蔵にも眠っていると思うか

ら、値段も高くなりようがない。それ、何で買ってきたかというと、外

側の釉の感じ、柿釉の感じが、今は、なかなかない。艶があって、す

ごく、いい。今は、これだけの柿釉を焼いている人がいないんですよ

ね。昔は、何でそれができたのか、分からない。窯とか燃料の違い

だと思うんだけど、もしかしたら、昔の重油窯で焼かれたものかも

しれないし、登り窯かもしれない。

 (萩原| 灰も変わってしまいましたか?)

　昔は、囲炉裏とか風呂とか、薪で焼いていたり、煮炊きで使った

り、いくらでも灰があって、あまり高温ではなかったと思う。今は、薪

ストーブでもしっかり鋳物で作られていて、高温になって焼かれ

ちゃうから灰自体も違っている。

 (萩原| 昔は何をするにも薪を…) 

　そう、落ち葉をさらって、下草を刈って、手入れして使うから、昔

は山がきれいだったと聞きます。山自体が資源だった。きのこも多

かった。昔は、ちたけとか、遊びながら蹴るくらい、たくさん生えてい

たって聞きました。この辺とかも。

 (萩原| 藁も農薬がかかり、変わってきている?) 

　昔は、俺が来た頃まで、田んぼに籾殻の山を作って、そこに煙突

をさして、それが一週間、ぶすぶすと燃えている風景があったんで

す。火をつけると1週間くらいかけて全部灰になっちゃう。そうやっ

ていた、どこの田んぼも。その灰が肥料として田んぼに撒かれる。

焼き物屋さんは、その灰を分けてもらっていたのね。何もしなくても

ただで手に入る。今は、そうやって籾を燃やす人がいないから、自

分たちでやんなきゃいけないのね。田んぼとか広い場所を借りて

籾を燃すといっても、野焼きに対してうるさくなってきているから難

しい。環境が変わってきている、焼き物自体も変わってきている。

　今は、藁も刈り取るときに機械で刈り取っちゃって、その場で籾

を袋に入れて、藁はその場で刻まれて、ばーっと撒かれちゃう。昔

は、おだがけで稲を干してから、藁は藁で使う、たとえば畳の材料

として、再利用されたのね。焼き物屋さんも譲ってもらって焼いてい

た。そうやって乾燥した藁じゃないと良く燃えない。買った藁だと芯

が残ってしまう。昔みたいに、おだがけしている人の藁を分けても

らって燃やさないと。うちは、5、6年くらい前まで、そういう作り方を

している人から友だちと藁を共同で買って、その人の田んぼで、山

本の方の田んぼなんだけど、二人で焼いて、焼いたヤツを…毎年

それをやっていたから、一生分くらいストックあるし、籾灰も震災前

のストックがあるんです。だからもう、籾灰や藁灰は、だんだん入手

困難になってくるから、あるときに確保しておこうと思って。

6. 職人と産地のこと

 (萩原| 農業と林業と窯業、繋がっていますね。) 

　昔は、登り窯の、松の木あるじゃない? 山に行って松の木を切る

人がいて、切り出した木を馬にひかせてもってくる馬喰 (ばくろう) 

といわれる人たちがいた。そのあたりは、若杉さんが詳しいと思う。

窯を焼くのにも、窯焚き専門の職人がいて、あちこちの窯を渡り歩

いている職人がいて、型を使ってくるのも、専門の職人がいて、ある

ところで仕事して、また別のところでその型を使う仕事があればそ

こに行って…という職人がいて、分業されていて、それぞれのプロ

がいた。個人で作るのではなくて、いろいろな人、職人が関わって

いて、その地域でそれができていた。そういう時代は、俺が益子に

来た頃は終わって、なかったから。そういう話を聞いて面白いなあ、

と。若杉さんが来た頃、そういう最後の職人さんが残っていた。

　濱田庄司の最後の弟子、豊田さんにも話を聞くといいと思う。こ

の近くにも、昔の窯跡があるらしいよ、昭和初期の。近所のお年寄

りで、祭りの準備のことや竹でつくる飾りのこと、昔の竹職人の技

術や縄のより方など、詳しい人がいます。

 (廣瀬| 感想なんですけど、そういうふうに周りを見ている人、その

土地を見ている人の作品の方が、その人一人の力を超えたものに

なる。どうやったら周囲も若い人も働けるかとか、もっと昔のものの

作り方のほうが循環的で、それを勉強しながら地道に作ろうとされ

ているのが、例えば若杉さんとか。一人の力を完全に超えて、「土

地を味方にしている」というか。かえって作家さんも苦労させられて

いるというか、何でも自分でしなきゃいけなくなって、みんなサービ

スになっちゃっているとか、だから人も雇えないとかあるのかもしれ

ないですね、そういう人はその人で苦しんでいるのかもしれないで

すね。営業もしなきゃいけないし、全部自分で…。大勢が関わらな

いとできない、たまたま一人だけが成功しても、結局そこの土地は

絶えてしまう、だからその産地は守れない、ということかもしれませ

んね。産地が守れないって別に、そこの業界や産地のためじゃなく

て、そこの土地の、これからの人たちが生きる糧を得ること、それが

産地を守るってことなのかな。) 

　うん、だから、結局、吉沢さんの後継者ができないってことも、手

間をかけて作った土を、作る側が使わなくなってきちゃったってこ

ともある。

　どこもそうなんだけど、伝統の産業を支えている人たちって、材

料を作ったり、窯を作ったりとか、そういう人たちに、ちゃんと仕事

が行くように、仕事になるように考えないと。自分だけのこと考えて

いたら、結局、自分の仕事が限定されちゃう、それこそ、自分で土を

作んなきゃいけなくなっちゃう。そうすると、より大変になって、それ

だけ手間かかるわけだから、大変になる。だから、本当に産地を守

るって、これから先、大変なことなんだけど、なるべく作る側が、もっ

と吉沢さんも土の値段を高くして買うのか、もっとたくさん買うのか、

どうすればいいのか分かんなかったけど、そういうことができてい

たら、多分、後継者も育っていただろうし。やっぱりね、どうしても安

くて使いやすい土を買っちゃうから、商売として成り立たなくなって

しまう。

7. チャレンジすること…昔、茂木で

　犬の散歩で偶然出会った、石で囲まれた場所があった。人の手

が入った、霊的な、舞台的な空間に思えた。近所の人に聞いたら

「昔、砥石を採っていたところ」。採取して窯で焼いてみたら、柿釉と

一緒。ほかにもいろいろあるのかも。昔の人って、いろいろと試して

きた中で、優れたものが残ってきたと思う。

　そうやって、自分たちも、いろいろと試してみて、よいものを残す、

ということをやっていかないと、だんだんマンネリ化してしまう。そう

いうチャレンジを土祭でやっていかないと。



馬喰について (事務局・注)

　馬喰は馬の売り買いのブローカーを指し、荷物運搬の職業としては、荷
車ひき、馬車ひきが妥当。

　芦沼で、益子で陶器を作ることの意味を問いながら製作をして

いる鈴木稔 (すずきみのる) さんに、産地と窯業での試みについて

お話を伺った。

1. 芦沼石について

　芦沼石が釉薬の材料になると、昔から「赤粉」って呼ぶんだけど、

素焼きのときに、仮焼成したものが、赤粉 。どうして焼成するかと言

うと、生のものは、釉がけした時に縮れたり剥がれやすかったりす

る。焼成することで、縮れが少なくなるというメリットがある。生のと

きって、収縮しやすいのね、並白っていう透明釉の上にまた、赤粉

の水で溶いた釉薬をかけると、収縮の差で下にかけた釉薬と分離

してはがれてしまうことがあったり、寄っちゃったりする。それで、焼

成したものを加える。ただ、焼成したものだけだと沈殿しやすくなっ

ちゃう、あと、手で触ったときにも、吸着力がなくてぽろぽろはがれ

やすくなる、だからうまくそれをブレンドして使って、だいたいみんな

そうしている。

　赤粉の、芦沼石の一番の特徴は、ふつう釉薬って何種類かをブ

レンドして、それぞれガラス質になる部分とか、ガラス質が溶ける部

分とかねばりを出すものとか、組み合わせて、1つの釉薬ができる

のね、でも、芦沼石は、それ単体で釉薬として使える、というのは、日

本中探しても、なかなかないんじゃないのか、ちょうどいいくらいに、

1200度くらいで焼くと、ガラス質として、ちゃんと釉薬になる石、天

然で。そういうもんは他にあんまりなくって。だいたい焼けなかった

り、どろどろに溶けてしまったりとか、そんなものが多いんだけど。

　芦沼石については、そのまんま、何も加えることないし、すごく特

殊な、ある意味、とても簡単にできちゃうから、北関東から東北に

持って行って使われたみたい、東北の方にも瓦として使われたこと

があるみたいで。

　これは人から聞いた話なんだけど。それで、東北に行って、たま

に茶色い瓦を見るんだけど、それを見る度に、これは芦沼石じゃな

いかと思ったり。検証したわけじゃないけど、よく聞くのね、この石

をそのまんま、馬車とかに積んで東北へ繋げていたらしい、と。それ

だけ手軽な薬だったと思う。

(簑田| 採石・加工場の建物は、昭和初期まであった?) 

　この辺のお年寄りや団塊の世代の人は、知っている人が多いよ。

子どもの頃まで、あそこにあって…。という話をよく聞く。すぐ近くに

あったみたい。

　今でも採れるし、何年か前に、組合が大々的に採掘したのね。一

度、組合のストックがなくなったみたいで、それで、また掘るときに、

どうしようかって話で。もしかしたら、赤粉が使えなくなるみたい、と

いう噂もあったんだけど、お金を使ってかなりの量を採掘したみた

い。赤粉の石は、全部、組合から買っています。土は、一部自分で

作っています。つーやん (故・成井恒雄さん) からもらった土とか、

北郷谷の吉沢さんの原土とかで。それを笠間の指導所の設備を

使って作ってます。笠間は、時間いくらで設備を貸してくれる。新し

い設備なんですよ。あと、粘土を再生する機械もあるから、一度

使った土とか、削り土の固くなったものが、どんどんたまっていっ

ちゃうんだけど、それを自分で行って使える粘土に再生する。再生

できる機械が全部揃っているから。

2. 本物の益子焼の良さ、地元で「全部」が揃う材料

　益子に修行に来て、独立するときに、やっぱり益子の土と釉薬を

使って作陶を続けたかった。だから、益子に住むことにこだわって

独立の場所を探し、土地を紹介してくれる人がいたから、縁あって

芦沼に。茂木とか笠間とか市貝に行っちゃったら、益子の薬を使っ

てやる意味が薄れちゃうから。

　益子に来る前は、いわゆる益子焼といわれるものが好きじゃなく

て、でも、よく知らなくて。量販店にたくさん並んでいるものは、や

ぼったくて重たくて、泥くさいな、という感じがしていた。でも、益子

に来て、いろんなところで、本物を見た。本物というのは、昔の登り

窯で焼かれたものとか、修行していた高内秀剛さんのところで、ご

飯がよそわれて出てくる茶碗とか、ほんとうに、かっこいいのね。釉

薬とか、土の感じがとても良くて。「あれ? 益子焼いいなあ!」と思い

始めて、それから、村田元さんとか、ちょっと前のいい時代の益子

焼を見るようになって、それから材料や釉薬のことを調べ始めて、

自分なりに研究するようになって…。

　当然のことなんだけど、昔は輸送手段がないから、地元で、材料

が全部揃っちゃうわけよ。ここなんかだと、歩いて回れる距離内で、

粘土から釉薬まで、それから薪も全部揃っちゃう。当たり前のこと

なんだろうけど、すごいなあ。里山があって、薪が豊富にあって、そ

の薪を燃やした灰を使って、釉薬もできるし、田んぼで作られてい

る籾とか藁の灰もできるし、粘土も採れるし、芦沼石も採れるし、そ

のほかにもいろいろあるのね、大谷津とか。これは、長石っていわ

れるガラス質になるものの代用品として使えたりする砂なんだけど、

それもこの辺で採れる。器をつくる材料がいろいろ採れる、だから、

産地として栄えたんだと思う。他からわざわざコストをかけて輸送

してこなくても済んだというのが大きな理由だと思うんだけど。

3. その土地のもので作る説得力、意味

　やっぱりね、そうやって考えていくと、その土地で採れたもので、

その土地で作られたものというのが、いちばんこうオリジナリティと

いうか、強い説得力というか、ストーリー性、背景がしっかりしてい

るものが、どこいっても強いなあと思った。

　益子でやるからには、益子の土と釉と、できれば登り窯でやりた

いという希望があって、ここで独立した。

(簑田| 説得力って大事ですよね。)

　やっぱりこうね、今、二極化していて、グローバル化していて、世

界中どこでも同じものが安く手に入るというのと、その土地でしか、

とか、その人にしか、作れない、だから、それが欲しい、という人と、

ものすごくはっきり分かれているじゃない? どんな土地で、どんな人

が作っていて、どんな原料で、どんな作り方をしていて、とかいうの

が、分かった上で品物を買ったり使ったり。そういうことって、グ

ローバル化された製品には絶対にないことだから、そこがちゃんと

差別化というか、しっかりと自分で作っていかないと、買う方の動

機として、何故それを買うんだろう、ということを考えたら、そこを押

さえないといけない、ちゃんと自分で意識して作らないといけない、

と。

4. 自分の使命：若い「作り手」と「買い手」を育てる

 (廣瀬| 「WORKS & PRODUCTS」という屋号について、そういう

意識で、この屋号で、ある程度プロダクツ的に量産も試みている、

そして各地でワークショップを開催、これらの動きは、若い人への

「考え方の啓蒙」になっているのでは? それを意識しているのでしょ

うか?)

　元は、美術工芸の作家になりたいという思いがあって、挫折も

あってやめちゃったんだけど、今、益子で登り窯で、土から自分で

作ってやっている人たちって、高価な美術工芸の人たちが多い。で

も、せっかくそのものがいいものであっても、若い人たちには敷居も

高くて、値段も高くて、結局使えないじゃない?

　そうすると、いいものを継承していく人たちが育たないし、そうす

ると若い作家さんたちも作ろうと思っても、その良さが分かる人た

ちがいなくなると、作っても売れなくなる。だから、どうやったら益子

焼の土とか、登り窯で焼いたものの良さ、それって、若い世代の人

たちに使ってもらえるか、それが自分の使命というか、ほかにやる

人がいないから、少しでも自分がやってその良さを分かる人が増え

てほしい、というのがあって。

　そうすると、値段も安くしないといけない、量産もしないといけな

い、若い人の暮らしで使ってもらわないといけない。そうでないと

やっぱり、住空間も食生活も変わった中で、民藝の器だけぽつん

とあっても、やっぱり、ほかのものと相性が悪かったら選ばれない

し。若い人たちに買ってほしい、使ってほしい。それは益子を探して

も自分にしかできない、という思いがあって、それをやろう、と。そう

することが、商売としてちゃんと成立すると思ったし、でも、金儲け

だけではなくて、自分がやっていることに社会的な意義があるとい

う使命感みたいなものが、自分のモチベーションも上がる。それは、

こう、表向きの、きれいごとだけじゃないんだけど、売れたら自分だ

けしかやる人がいないと、絶対、いろんなところから引き合いがある

だろうなとは考えた。

　ワークショップやるのも、いろんな土地に行って話をして、いつも、

パソコンに益子の風景や自分の工房の写真を入れて、どんな風に

作っているのか、とか、堀水さんところの芦沼石の採掘の現場の写

真とかも入れて、益子はどういう場所で、どういう風に作られて、と

いうのを、30分くらいかけて、毎回毎回スライドショーをやっている

の。これは、どこでも。それで興味をもってほしいというのもあるし、

益子に来てほしいし、うちの工房にも来てほしいし、そうすると、少

しずつ理解も深まってくるし、本当に、いい部分の益子焼をいろん

な人に分かってもらえれば、絶対に裾野は広がっていく。

　それをやっていかないと。あらゆることで言えることだけど、日本

の文化とか食生活とか、しつけとか、そういうことも含めて、おれら

の世代が、そういう役割を担わないと。ある年代になったら、次の

世代に残すことを考えないと。若い女の子とワークショップの度に、

笑顔で写真におさまっているのは、背景にそういう考えがあるんで

す (笑) 。どういう社会に、どういう人になってほしい、とか、そういう

ことを自分でやんなきゃ、と。若い頃は、年上の人はうるさいな、と

思っていたけど、自分がその年になったらさあ、やっぱりやってい

かないと。

　プロダクトにしたから、人を雇えて、うちで働いてくれた人って、い

ろんなことを学んで出ていって、どんどん活躍してくれたらいいな、

と思っていて。でも、それも、給料払いながら人を育てていくという

ことが、俺くらいの世代でも難しくなってきている。そういう場所が、

職場がなくなってきているから。それもなるべく余裕があれば、人

を雇って、いろんなことを教えて、ここで勉強して作家になってほし

い、というのがあって。そんな表向きの理由もあるんです。若い女性

に囲まれていつも鼻の下を伸ばしている、と言われながらもね (笑)。 

　昨日も窯焚きに来てくれたのは、全員が女性スタッフで…。つく

ることに本気で取り組む、取り組めるのは、女性が多いのかもしれ

ません。男性は家族を養わないといけないとか、ちゃんと就職しな

いといけないとか、あるのだろうし。

5. 釉薬と灰のこと

　柿釉は、本当にいいと思う。あそこにあるのも、古い益子焼のす

り鉢だと思う。すり鉢は今、あちこちの道具屋さんで、二束三文で

売られていて、いろんな形、タイプがある。こんなの昔は当たり前に

使われていたもので、あちこちの農家の蔵にも眠っていると思うか

ら、値段も高くなりようがない。それ、何で買ってきたかというと、外

側の釉の感じ、柿釉の感じが、今は、なかなかない。艶があって、す

ごく、いい。今は、これだけの柿釉を焼いている人がいないんですよ

ね。昔は、何でそれができたのか、分からない。窯とか燃料の違い

だと思うんだけど、もしかしたら、昔の重油窯で焼かれたものかも

しれないし、登り窯かもしれない。

 (萩原| 灰も変わってしまいましたか?)

　昔は、囲炉裏とか風呂とか、薪で焼いていたり、煮炊きで使った

り、いくらでも灰があって、あまり高温ではなかったと思う。今は、薪

ストーブでもしっかり鋳物で作られていて、高温になって焼かれ

ちゃうから灰自体も違っている。

 (萩原| 昔は何をするにも薪を…) 

　そう、落ち葉をさらって、下草を刈って、手入れして使うから、昔

は山がきれいだったと聞きます。山自体が資源だった。きのこも多

かった。昔は、ちたけとか、遊びながら蹴るくらい、たくさん生えてい

たって聞きました。この辺とかも。

 (萩原| 藁も農薬がかかり、変わってきている?) 

　昔は、俺が来た頃まで、田んぼに籾殻の山を作って、そこに煙突

をさして、それが一週間、ぶすぶすと燃えている風景があったんで

す。火をつけると1週間くらいかけて全部灰になっちゃう。そうやっ

ていた、どこの田んぼも。その灰が肥料として田んぼに撒かれる。

焼き物屋さんは、その灰を分けてもらっていたのね。何もしなくても

ただで手に入る。今は、そうやって籾を燃やす人がいないから、自

分たちでやんなきゃいけないのね。田んぼとか広い場所を借りて

籾を燃すといっても、野焼きに対してうるさくなってきているから難

しい。環境が変わってきている、焼き物自体も変わってきている。

　今は、藁も刈り取るときに機械で刈り取っちゃって、その場で籾

を袋に入れて、藁はその場で刻まれて、ばーっと撒かれちゃう。昔

は、おだがけで稲を干してから、藁は藁で使う、たとえば畳の材料

として、再利用されたのね。焼き物屋さんも譲ってもらって焼いてい

た。そうやって乾燥した藁じゃないと良く燃えない。買った藁だと芯

が残ってしまう。昔みたいに、おだがけしている人の藁を分けても

らって燃やさないと。うちは、5、6年くらい前まで、そういう作り方を

している人から友だちと藁を共同で買って、その人の田んぼで、山

本の方の田んぼなんだけど、二人で焼いて、焼いたヤツを…毎年

それをやっていたから、一生分くらいストックあるし、籾灰も震災前

のストックがあるんです。だからもう、籾灰や藁灰は、だんだん入手

困難になってくるから、あるときに確保しておこうと思って。

6. 職人と産地のこと

 (萩原| 農業と林業と窯業、繋がっていますね。) 

　昔は、登り窯の、松の木あるじゃない? 山に行って松の木を切る

人がいて、切り出した木を馬にひかせてもってくる馬喰 (ばくろう) 

といわれる人たちがいた。そのあたりは、若杉さんが詳しいと思う。

窯を焼くのにも、窯焚き専門の職人がいて、あちこちの窯を渡り歩

いている職人がいて、型を使ってくるのも、専門の職人がいて、ある

ところで仕事して、また別のところでその型を使う仕事があればそ

こに行って…という職人がいて、分業されていて、それぞれのプロ

がいた。個人で作るのではなくて、いろいろな人、職人が関わって

いて、その地域でそれができていた。そういう時代は、俺が益子に

来た頃は終わって、なかったから。そういう話を聞いて面白いなあ、

と。若杉さんが来た頃、そういう最後の職人さんが残っていた。

　濱田庄司の最後の弟子、豊田さんにも話を聞くといいと思う。こ

の近くにも、昔の窯跡があるらしいよ、昭和初期の。近所のお年寄

りで、祭りの準備のことや竹でつくる飾りのこと、昔の竹職人の技

術や縄のより方など、詳しい人がいます。

 (廣瀬| 感想なんですけど、そういうふうに周りを見ている人、その

土地を見ている人の作品の方が、その人一人の力を超えたものに

なる。どうやったら周囲も若い人も働けるかとか、もっと昔のものの

作り方のほうが循環的で、それを勉強しながら地道に作ろうとされ

ているのが、例えば若杉さんとか。一人の力を完全に超えて、「土

地を味方にしている」というか。かえって作家さんも苦労させられて

いるというか、何でも自分でしなきゃいけなくなって、みんなサービ

スになっちゃっているとか、だから人も雇えないとかあるのかもしれ

ないですね、そういう人はその人で苦しんでいるのかもしれないで

すね。営業もしなきゃいけないし、全部自分で…。大勢が関わらな

いとできない、たまたま一人だけが成功しても、結局そこの土地は
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絶えてしまう、だからその産地は守れない、ということかもしれませ

んね。産地が守れないって別に、そこの業界や産地のためじゃなく

て、そこの土地の、これからの人たちが生きる糧を得ること、それが

産地を守るってことなのかな。) 

　うん、だから、結局、吉沢さんの後継者ができないってことも、手

間をかけて作った土を、作る側が使わなくなってきちゃったってこ

ともある。

　どこもそうなんだけど、伝統の産業を支えている人たちって、材

料を作ったり、窯を作ったりとか、そういう人たちに、ちゃんと仕事

が行くように、仕事になるように考えないと。自分だけのこと考えて

いたら、結局、自分の仕事が限定されちゃう、それこそ、自分で土を

作んなきゃいけなくなっちゃう。そうすると、より大変になって、それ

だけ手間かかるわけだから、大変になる。だから、本当に産地を守

るって、これから先、大変なことなんだけど、なるべく作る側が、もっ

と吉沢さんも土の値段を高くして買うのか、もっとたくさん買うのか、

どうすればいいのか分かんなかったけど、そういうことができてい

たら、多分、後継者も育っていただろうし。やっぱりね、どうしても安

くて使いやすい土を買っちゃうから、商売として成り立たなくなって

しまう。

7. チャレンジすること…昔、茂木で

　犬の散歩で偶然出会った、石で囲まれた場所があった。人の手

が入った、霊的な、舞台的な空間に思えた。近所の人に聞いたら

「昔、砥石を採っていたところ」。採取して窯で焼いてみたら、柿釉と

一緒。ほかにもいろいろあるのかも。昔の人って、いろいろと試して

きた中で、優れたものが残ってきたと思う。

　そうやって、自分たちも、いろいろと試してみて、よいものを残す、

ということをやっていかないと、だんだんマンネリ化してしまう。そう

いうチャレンジを土祭でやっていかないと。

記録: 簑田理香 (文責)、廣瀬俊介、土祭事務局



芦沼の観音堂万燈祭で奉納される三匹獅子舞の獅子頭 

今の飾り制作や飾り付けだけでも、1日はまるまるかかる。

　このお祭りは芦沼自治会のお祭りで、小宅や大平の自治会は関

わらない。世話人は全部で5人。9つの班があり、その規模により1

つの班から1名または2つの班から1名が出る。任期は自分の班で

は2年。その中から代表を決めて祭りを取り仕切る。獅子舞を奉納

するのは決まっているが、それ以外にやることを相談して決め、町

内に回覧して告知する。昔はカラオケ、最近はビンゴゲームが多い。

　獅子舞は一時途絶えていたが、昭和47年に復活した。終戦後す

ぐではなく、しばらくして途絶えたのではないかと思う。自分は昭和

30年生まれだが、小さい頃に獅子舞を見た記憶がある。復活前10

～15年ぐらい途絶えていたようだ。復活したときは、前にやってい

た親の世代の方が教えてくれた。復活のきっかけとしては、地元で

復活させたいと思っていたところに、町の教育委員会から「復活さ

　役場職員の森嶋茂 (もりしましげる) さんは、�「芦沼獅子舞保存

会」で後継者の育成に取り組んでいる。

1. 芦沼の獅子舞

　獅子舞を奉納するお祭りを「一万燈祭 (いちまんとうさい) 」とい

う。だんだん省略して「万燈祭」と言ったりする。万灯や竹飾りは世

話人を中心に作る。世話人さんという当番を自治会の各班から出

し、昔は自分たちで竹を切ってきて割っていたが、竹を割ることの

できる職人が高齢で引退したり亡くなったりして難しくなったため、

20年ほど前から塙の三村竹屋さんに依頼するようになり、飾りつけ

だけ世話人でやっている。お祭りの後は一年間お堂の奥に保管し、

翌年つくるときの参考にしているが、その後は世話人が処分してい

るのではないか。竹の切り出しや割ることからやると、2日はかかる。
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せてはどうか」との働きかけがあったようだ。昭和49年に町の無形

民俗文化財になっている。

　通称「芦沼のササラ」と呼ばれる。「ササラ」の語源は、楽器の名

前ではないか。

　一般的な獅子舞とは全然違う。芦沼の獅子舞は、「重い」と思い

ます。

 (簑田| 本格的?) 

　そうですね。他と比べると芦沼の獅子舞は本格的で、大人の男

が踊らないと体力的に厳しい。女性はダメというしきたりになって

いる。元々は地元に残る長男しか演じることができなかった。婿に

来た人は大丈夫。笛も同じ。

　今は踊りと笛を30代半ばの後継者に教えている状況。週一回の

練習を6か月行って、2年目に入った。今年の夏デビューを目指して

いる。笛と踊りのタイミングを合わせることが大切で、笛の演奏なし

で踊りだけの練習はできないので、一緒にやらないといけない。今

の後継者ができるようになれば10年は大丈夫だろうが、踊りは45

歳ぐらいになると苦しくなるのでその後が心配。

　「芦沼獅子舞保存会」は自治会の全員が構成員となっているが、

狭義では練習に出るメンバーを指すこともある。

　獅子舞をやっていなければ違う世代と話をする機会がない。獅

子舞のためにやっているのではなくて、自治会の人のつながりを保

つツールとして獅子舞がある、とメンバーでは話している。獅子舞

の本番は夏で、練習は7月がピークなので、早く終わらせて早く飲

みたいということになる。

　役は向き・不向きに合わせて決まる。自分は運営中心だったが、

笛が一気に引退して足りなくなったので笛をやることになり、半分

ぐらい覚えた。篠笛は最初全然音が出ない。笛は聞いて覚えるも

のだが、踊りと合わせてビデオやDVDも作成した。一旦途絶えて

も、このDVDを見ることで復活できて、次の世代に残していけるよ

うに、という思いがある。

　研修旅行で高崎の獅子舞を見に行ったら歌があった。芦沼の

獅子舞でも歌があったらしいが、伝えられていなくて途絶えてし

まった。年に一度、研修旅行に行っているが、毎回獅子舞を見に

行くわけではなく、8割方遊び。獅子舞をやっている15人ぐらいで

行く。活動費は自治会費から20万、町から3万もらっている。育成

会・氏子会・老人クラブからももらっている。

2. 芦沼石のこと

　採掘場は自分の家の近く。写真は大正の頃で、宮本家にあった

もの。民間でやっていたが、大正の頃までしかなかった。

　昔はけっこう住宅や塀などの建材として、大谷石と同じように使

われていた。古墳にも使われていた。昭和20年代まで建材として採

掘されていたが、今は窯業の用途用のみ。昔は落石などの事故で

亡くなった方もいた。

3. 新潟からの移住者

　江戸後期から末期にかけて、新潟から移住してきた方が多い。

森嶋家もそう。豪雪地帯の松之山など頸城郡から政策的に入植し

てきて、山を開墾して農地にしていた。

(簑田| 今は耕作放棄地も増え、また一部が山に戻りつつあります

ね。) 

　入植以前からの家は自治会で10軒にも満たないのでは。入植

に合わせて真岡の本誓寺 (ほんせいじ) も新潟から来た。



記録: 簑田理香 (文責)、 土祭事務局

万燈祭について (事務局・注)
　芦沼の獅子舞は、高龗 (たかお) 神社境内で8月に行う「観音堂万燈祭」
で奉納される。祭りでは、地域の大人や子どもが和紙に毛筆で書いて作っ
た万灯 (四角い枠に紙をはって箱形にし、「某社御祭礼・氏子中・子供中」
などと書き、下に長い柄をつけてささげ持つもの) が観音堂やその周りに飾
られる。また、観音堂の前には、1本の竹の先を複数に割ってしだれ枝のよ
うに曲げて下げ、そこに短冊や飾りを吊るす。

今の飾り制作や飾り付けだけでも、1日はまるまるかかる。

　このお祭りは芦沼自治会のお祭りで、小宅や大平の自治会は関

わらない。世話人は全部で5人。9つの班があり、その規模により1
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するのは決まっているが、それ以外にやることを相談して決め、町

内に回覧して告知する。昔はカラオケ、最近はビンゴゲームが多い。

　獅子舞は一時途絶えていたが、昭和47年に復活した。終戦後す

ぐではなく、しばらくして途絶えたのではないかと思う。自分は昭和

30年生まれだが、小さい頃に獅子舞を見た記憶がある。復活前10

～15年ぐらい途絶えていたようだ。復活したときは、前にやってい

た親の世代の方が教えてくれた。復活のきっかけとしては、地元で

復活させたいと思っていたところに、町の教育委員会から「復活さ

　役場職員の森嶋茂 (もりしましげる) さんは、�「芦沼獅子舞保存

会」で後継者の育成に取り組んでいる。

1. 芦沼の獅子舞

　獅子舞を奉納するお祭りを「一万燈祭 (いちまんとうさい) 」とい

う。だんだん省略して「万燈祭」と言ったりする。万灯や竹飾りは世

話人を中心に作る。世話人さんという当番を自治会の各班から出

し、昔は自分たちで竹を切ってきて割っていたが、竹を割ることの

できる職人が高齢で引退したり亡くなったりして難しくなったため、

20年ほど前から塙の三村竹屋さんに依頼するようになり、飾りつけ

だけ世話人でやっている。お祭りの後は一年間お堂の奥に保管し、

翌年つくるときの参考にしているが、その後は世話人が処分してい

るのではないか。竹の切り出しや割ることからやると、2日はかかる。
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われていた。古墳にも使われていた。昭和20年代まで建材として採

掘されていたが、今は窯業の用途用のみ。昔は落石などの事故で

亡くなった方もいた。

3. 新潟からの移住者

　江戸後期から末期にかけて、新潟から移住してきた方が多い。

森嶋家もそう。豪雪地帯の松之山など頸城郡から政策的に入植し
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ね。) 

　入植以前からの家は自治会で10軒にも満たないのでは。入植

に合わせて真岡の本誓寺 (ほんせいじ) も新潟から来た。



中山正夫さん (右) 

　紫陽花とシャクジッコ (サルスベリ) 、ピンクのネコヤナギを散策

路に植えることを計画している。シャクジッコは、お盆から秋の彼岸

まで咲いている。

　北公園のターゲットバードゴルフ場の休み場として東屋を寄付

した。年取るとドスンと座っちゃうから、高さを上げて座りやすいよ

うに工夫をした。製材は、薄羽木材で行った。2万円も出すとたくさ

ん材料がとれるんだよね。

5. 農耕牛のこと

　ここら辺では、馬より牛を使っていた。食べるのに高く売れるた

め、この辺では牛を使っていた。馬より穏やかで扱いがよくてね。

 (廣瀬| この辺が斜面だということもあるんでしょうかね。) 

　そうかもしれません。

古墳があり、18基が県指定の史跡になっている。氏子青年会は古

墳を清掃することによって、旅行にも行けるし、みんなの和を繋ごう、

ということで。

　里山の会の発足は6、7年前で、2年前より活動が活発になった。

氏子青年会と里山の会を合わせると30名程になる。作場道 (さく

ばみち) の昔からあるゴミの撤去は私一人で、作場道の整備、草

刈り、公園整備は里山の会の5、6名で行っている。

　里山の会では、頂上には桜の苗を植えたんだ。神社をきれいに

して、神社も商売だから神社に人を集めないといけない、人にや

れって言わずに自分でやろうと私は言っている。補助金が切れた

時には、補助金漬けにされて。自分でやろうというときは、何とかし

ようと考えて、だいたいのお金は自腹でしょ、補助金なしで、それが

里山の会なんですよ。

　中山正夫 (なかやままさお) さんは、小宅古墳群の環境整備を、

地域の方 と々共に小宅地区の将来を見据え試行錯誤を繰り返し

ながら続けている。

1. 亀岡八幡宮と氏子青年会・里山の会

　氏子青年会は40年前から始まった。活動内容は古墳の掃除。八

幡宮の氏子は100戸で、5つに分かれて活動している。地区を守る

のが神社なんで、はっきりと地区で区分けされている。地区以外だ

と氏子は1戸くらいかな。墓地関係の方は地区以外の方が多い、親

類がいるとか関係してくるから。100戸じゃ神社は守れないんだ。宗

教活動でそういうもんだよね、首根っこ捕まえて連れてくることはで

きないからね。

　神社の敷地は20町 (1町≒9917.36m²) ある。1200年前くらいの
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　里山の会の年齢層は60代で、作るきっかけは神社を何とかしよ

うと、それは地区を何とかしようという考えに繋がっている。氏子青

年会は30代だから繋がるんじゃないかな、と。氏子青年会と里山

の会、今度、バーベキュー等をして集まろうと考えている。

2. 菜の花の活用

　私の独断で、菜の花の種を植えたんですが、桜と菜の花の相性

がいい。平成元年に植えたしだれ桜が見頃になったんで、昨年若

返り教室の12、3人を呼んで花見をやったんですよ。そのとき菜の

花の黄色い花が咲いていて、ちょうど摘み頃だったんです。

　宮司さんともそのことについて話をし、今の考えでは桜を見たり、

菜の花を見たり、菜の花を摘んで食べたり、できれば菜種油が搾

れるといい、というところまで考えが発展している。

　菜の花はキラボシという在来種なんですよ。有機栽培で有名な

方がおり、稲葉光圀さんといいます。その方に、菜の花の種を分け

てもらった。その方は栃木県の上三川の鞘堂にいます。

　神社の敷地の一町四反を耕耘機でうなって、種を蒔いたんです

よ。蒔いたら土かける、蒔きっぱなし、雑草の中に蒔く、3つの方法

でやってみたんですよ、なるべく手掛かんないでやった方がいいか

ら。その中で軽く土をかけるのが一番よかった。

　それから、菜の花から種をとって、地区の人にお分けする。それ

を神社から配られるということで神社も盛り上がる。最終的には菜

種油を搾って食べようという考えまである。種を蒔いて1年、まだ2

年目だし、多分そこまでいくのに5年程掛かるだろう。

　昔、菜種油で天ぷらを作って食べるのが各家の自慢話だった。

昔のご馳走は天ぷらだった。このあたりでは、搾る場所があって、

各家で菜種油を搾って食べた。収穫して、お金を払い搾ってもらう

と、その搾りかすを堆肥にしていた。

　この土地で生産性を上げるには、二期作しかないんですよ。畑

や田んぼが空いてるんですよ。そこに菜の花を普及すれば、年間通

して農機具は皆さんだいたい使えるし。乾燥だけ工夫すれば、それ

で菜種を奨励したい。神社から出た種だというと、神社も盛り上が

るだろうし、そういうことを狙っています。

　私はミンクをやっていた。品質日本一の看板をもっている。その

弟子が鹿嶋市にいる。年末、こちらからリンゴ、あちらからは蛤の

交換をしている。今年は、菜の花のハチミツを送ってきたんです。鹿

嶋市では、菜の花の苗を配布して、ミツバチでそれを採取して販売

して観光資源にしていると。じゃあ菜の花を摘む前に、ハチを飼っ

て花が咲いたらハチミツを集め、道の駅で販売しようと考えている。

花を見て、ハチミツを採取して、摘んで食べて、油を搾って、搾りか

すは堆肥にして、種の配布は神社からということで、発祥地として

やりたいんです。一年間農地も無駄なく使えるし、農機具も同じよ

うな機械を使っているから大丈夫だと思う。

3. 小宅古墳群の環境整備

　作場道がある、人が作業するための道。獣のための道をケモノミ

チというでしょ。作場道は農作業に使っていた道で、今手入れして

いる。高齢者が増えるでしょ、作場道を散歩道にして、この場所に

来たらその散歩道もコンクリートアスファルトではなく、土の地面を

歩けるように。その周りに野生のツツジがあるし。

　ここは見晴らしのいいところだ、といつも話している。西に男体山、

南に筑波、雨巻山、東に大平山 (芳賀富士) 、那須の方も見えるし、

日光の方の鶏頂山も見える。どうでしょうね、ここ。

(廣瀬| 気持ちのいい場所にしていますし、考えられていて、菜の花

の話に集約されるんですけど、昔ながらの知恵に学びながら循環

させていく、柔らかいやさしい環境をつくる。その中に子どもの中の

大事な思い出も入って、とても理にかなっている。) 

　私は、自分のテリトリーの中で、人に頼らないでやることを考えて

いる。これだったら銭掛けてないし、損しないからね。自分で始めた

ら頑張るでしょ。

(廣瀬| 補助金は、制約されてしまう。だから自由に発想ができな

い、その土地なりの発想ができないんですね。) 

　「故きを温ねて、新しきを知る」のことわざとこの場所を何かマッ

チングできないかと考えている。今やっていることで、古墳の番号

札作っているんですが、板に彫刻刀で墨を入れて、柱はプラスチッ

クで、屋根はステンレスで葺いて、俺達が死んでも50年以上もつよ

うなものをつくろうと。私、マーチャンと言われるんだけど、「マー

チャンやるなら俺もやる」と言ってくれる方が何人かいるんです。そ

ういう人も増えている。金銭抜きで心の繋がりでやっている。

　里山の会は、古墳の掃除と、桜を植えたり、菜の花を植えたりし

ている。「マーチャン補助金出してくれ」と言われるんだけど、それこ

そ補助金を受けたら、骨までしゃぶられちゃうからね。

　作場道にゴミが投棄されている。昔、回収がなかったころの集

積する場所だった。それを今、役場からゴミ袋を既に100袋もらっ

て回収している。燃えるゴミと燃えないゴミに分別してくれれば、役

場で処分してくれる、と。そこに行くまでの道も荒れているから整備

しないといけないんだけど。

　小宅の自治会で、120点くらいの発掘品を持っており、町の公民

館に預けてある。古墳のことに興味のある大学とタイアップできれ

ば、と思っている。

4. 高齢化社会を見据えて

　夢物語なんだけど、能の「高砂」を知っていますか。おじさんが

熊手と、おばさんが箒で、掛け軸なんかを飾って家中で祝った行

事があった。それは長寿を願ったもの、長命を祝ったもの、亀は千

年、鶴は万年と祝ったものが「高砂」です。

　ここは亀岡で、鎌倉には鶴岡があるから、長寿の祈願所となれ

ればな、と思って。鶴岡八幡宮からお札をもらってきて、亀岡に来

れば長寿祈願ができるということにして、これから高齢化社会だか

ら。作場道もそのために考えている、祈願して、おにぎり持って来て

散歩して、体力増進して帰るというコース。ここは人間の五感を満

足させられる場所になるかな、と。それに私は糖尿病で、常に動い

てないといけないんですよ。だったら人に悪口言っているより、こう

いうことやっていれば、自然にみんなもついてくるかもしれないと、

先を見てやっているんだ。

(廣瀬| それも長寿の秘訣だと思います。山に行くこと自体が楽しく

しゃべる機会となり、別の自治体では薬草を取りに行くことをして

いる。このあたりにも薬草はあると思いますよ、ヨモギ、スミレ、ユキノ

シタも薬草なので。) 



小宅古墳群の年代について (事務局・注)
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古墳群の時期は古墳時代のどの位置におかれるものか、またこの経続年
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とある。
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いの方が手足の運動、口の運動などを行っている。今年の教室のプログラ
ムには既に菜の花摘みも入っている。

　紫陽花とシャクジッコ (サルスベリ) 、ピンクのネコヤナギを散策

路に植えることを計画している。シャクジッコは、お盆から秋の彼岸

まで咲いている。

　北公園のターゲットバードゴルフ場の休み場として東屋を寄付

した。年取るとドスンと座っちゃうから、高さを上げて座りやすいよ

うに工夫をした。製材は、薄羽木材で行った。2万円も出すとたくさ

ん材料がとれるんだよね。

5. 農耕牛のこと

　ここら辺では、馬より牛を使っていた。食べるのに高く売れるた

め、この辺では牛を使っていた。馬より穏やかで扱いがよくてね。

 (廣瀬| この辺が斜面だということもあるんでしょうかね。) 

　そうかもしれません。

古墳があり、18基が県指定の史跡になっている。氏子青年会は古

墳を清掃することによって、旅行にも行けるし、みんなの和を繋ごう、

ということで。

　里山の会の発足は6、7年前で、2年前より活動が活発になった。

氏子青年会と里山の会を合わせると30名程になる。作場道 (さく

ばみち) の昔からあるゴミの撤去は私一人で、作場道の整備、草

刈り、公園整備は里山の会の5、6名で行っている。

　里山の会では、頂上には桜の苗を植えたんだ。神社をきれいに

して、神社も商売だから神社に人を集めないといけない、人にや

れって言わずに自分でやろうと私は言っている。補助金が切れた

時には、補助金漬けにされて。自分でやろうというときは、何とかし

ようと考えて、だいたいのお金は自腹でしょ、補助金なしで、それが

里山の会なんですよ。

　中山正夫 (なかやままさお) さんは、小宅古墳群の環境整備を、

地域の方 と々共に小宅地区の将来を見据え試行錯誤を繰り返し

ながら続けている。

1. 亀岡八幡宮と氏子青年会・里山の会

　氏子青年会は40年前から始まった。活動内容は古墳の掃除。八

幡宮の氏子は100戸で、5つに分かれて活動している。地区を守る

のが神社なんで、はっきりと地区で区分けされている。地区以外だ

と氏子は1戸くらいかな。墓地関係の方は地区以外の方が多い、親

類がいるとか関係してくるから。100戸じゃ神社は守れないんだ。宗

教活動でそういうもんだよね、首根っこ捕まえて連れてくることはで

きないからね。

　神社の敷地は20町 (1町≒9917.36m²) ある。1200年前くらいの
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　里山の会の年齢層は60代で、作るきっかけは神社を何とかしよ

うと、それは地区を何とかしようという考えに繋がっている。氏子青

年会は30代だから繋がるんじゃないかな、と。氏子青年会と里山

の会、今度、バーベキュー等をして集まろうと考えている。

2. 菜の花の活用

　私の独断で、菜の花の種を植えたんですが、桜と菜の花の相性

がいい。平成元年に植えたしだれ桜が見頃になったんで、昨年若

返り教室の12、3人を呼んで花見をやったんですよ。そのとき菜の

花の黄色い花が咲いていて、ちょうど摘み頃だったんです。

　宮司さんともそのことについて話をし、今の考えでは桜を見たり、

菜の花を見たり、菜の花を摘んで食べたり、できれば菜種油が搾

れるといい、というところまで考えが発展している。

　菜の花はキラボシという在来種なんですよ。有機栽培で有名な

方がおり、稲葉光圀さんといいます。その方に、菜の花の種を分け

てもらった。その方は栃木県の上三川の鞘堂にいます。

　神社の敷地の一町四反を耕耘機でうなって、種を蒔いたんです

よ。蒔いたら土かける、蒔きっぱなし、雑草の中に蒔く、3つの方法

でやってみたんですよ、なるべく手掛かんないでやった方がいいか

ら。その中で軽く土をかけるのが一番よかった。

　それから、菜の花から種をとって、地区の人にお分けする。それ

を神社から配られるということで神社も盛り上がる。最終的には菜

種油を搾って食べようという考えまである。種を蒔いて1年、まだ2

年目だし、多分そこまでいくのに5年程掛かるだろう。

　昔、菜種油で天ぷらを作って食べるのが各家の自慢話だった。

昔のご馳走は天ぷらだった。このあたりでは、搾る場所があって、

各家で菜種油を搾って食べた。収穫して、お金を払い搾ってもらう

と、その搾りかすを堆肥にしていた。

　この土地で生産性を上げるには、二期作しかないんですよ。畑

や田んぼが空いてるんですよ。そこに菜の花を普及すれば、年間通

して農機具は皆さんだいたい使えるし。乾燥だけ工夫すれば、それ

で菜種を奨励したい。神社から出た種だというと、神社も盛り上が

るだろうし、そういうことを狙っています。

　私はミンクをやっていた。品質日本一の看板をもっている。その

弟子が鹿嶋市にいる。年末、こちらからリンゴ、あちらからは蛤の

交換をしている。今年は、菜の花のハチミツを送ってきたんです。鹿

嶋市では、菜の花の苗を配布して、ミツバチでそれを採取して販売

して観光資源にしていると。じゃあ菜の花を摘む前に、ハチを飼っ

て花が咲いたらハチミツを集め、道の駅で販売しようと考えている。

花を見て、ハチミツを採取して、摘んで食べて、油を搾って、搾りか

すは堆肥にして、種の配布は神社からということで、発祥地として

やりたいんです。一年間農地も無駄なく使えるし、農機具も同じよ

うな機械を使っているから大丈夫だと思う。

3. 小宅古墳群の環境整備

　作場道がある、人が作業するための道。獣のための道をケモノミ

チというでしょ。作場道は農作業に使っていた道で、今手入れして

いる。高齢者が増えるでしょ、作場道を散歩道にして、この場所に

来たらその散歩道もコンクリートアスファルトではなく、土の地面を

歩けるように。その周りに野生のツツジがあるし。

　ここは見晴らしのいいところだ、といつも話している。西に男体山、

南に筑波、雨巻山、東に大平山 (芳賀富士) 、那須の方も見えるし、

日光の方の鶏頂山も見える。どうでしょうね、ここ。

(廣瀬| 気持ちのいい場所にしていますし、考えられていて、菜の花

の話に集約されるんですけど、昔ながらの知恵に学びながら循環

させていく、柔らかいやさしい環境をつくる。その中に子どもの中の

大事な思い出も入って、とても理にかなっている。) 

　私は、自分のテリトリーの中で、人に頼らないでやることを考えて

いる。これだったら銭掛けてないし、損しないからね。自分で始めた

ら頑張るでしょ。

(廣瀬| 補助金は、制約されてしまう。だから自由に発想ができな
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そ補助金を受けたら、骨までしゃぶられちゃうからね。

　作場道にゴミが投棄されている。昔、回収がなかったころの集

積する場所だった。それを今、役場からゴミ袋を既に100袋もらっ

て回収している。燃えるゴミと燃えないゴミに分別してくれれば、役

場で処分してくれる、と。そこに行くまでの道も荒れているから整備

しないといけないんだけど。

　小宅の自治会で、120点くらいの発掘品を持っており、町の公民

館に預けてある。古墳のことに興味のある大学とタイアップできれ

ば、と思っている。

4. 高齢化社会を見据えて

　夢物語なんだけど、能の「高砂」を知っていますか。おじさんが

熊手と、おばさんが箒で、掛け軸なんかを飾って家中で祝った行

事があった。それは長寿を願ったもの、長命を祝ったもの、亀は千

年、鶴は万年と祝ったものが「高砂」です。

　ここは亀岡で、鎌倉には鶴岡があるから、長寿の祈願所となれ

ればな、と思って。鶴岡八幡宮からお札をもらってきて、亀岡に来

れば長寿祈願ができるということにして、これから高齢化社会だか

ら。作場道もそのために考えている、祈願して、おにぎり持って来て

散歩して、体力増進して帰るというコース。ここは人間の五感を満

足させられる場所になるかな、と。それに私は糖尿病で、常に動い

てないといけないんですよ。だったら人に悪口言っているより、こう

いうことやっていれば、自然にみんなもついてくるかもしれないと、

先を見てやっているんだ。

(廣瀬| それも長寿の秘訣だと思います。山に行くこと自体が楽しく

しゃべる機会となり、別の自治体では薬草を取りに行くことをして

いる。このあたりにも薬草はあると思いますよ、ヨモギ、スミレ、ユキノ

シタも薬草なので。) 
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大事な思い出も入って、とても理にかなっている。) 

　私は、自分のテリトリーの中で、人に頼らないでやることを考えて

いる。これだったら銭掛けてないし、損しないからね。自分で始めた

ら頑張るでしょ。

(廣瀬| 補助金は、制約されてしまう。だから自由に発想ができな

い、その土地なりの発想ができないんですね。) 

　「故きを温ねて、新しきを知る」のことわざとこの場所を何かマッ
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チングできないかと考えている。今やっていることで、古墳の番号

札作っているんですが、板に彫刻刀で墨を入れて、柱はプラスチッ

クで、屋根はステンレスで葺いて、俺達が死んでも50年以上もつよ

うなものをつくろうと。私、マーチャンと言われるんだけど、「マー

チャンやるなら俺もやる」と言ってくれる方が何人かいるんです。そ

ういう人も増えている。金銭抜きで心の繋がりでやっている。

　里山の会は、古墳の掃除と、桜を植えたり、菜の花を植えたりし

ている。「マーチャン補助金出してくれ」と言われるんだけど、それこ

そ補助金を受けたら、骨までしゃぶられちゃうからね。

　作場道にゴミが投棄されている。昔、回収がなかったころの集

積する場所だった。それを今、役場からゴミ袋を既に100袋もらっ

て回収している。燃えるゴミと燃えないゴミに分別してくれれば、役

場で処分してくれる、と。そこに行くまでの道も荒れているから整備

しないといけないんだけど。

　小宅の自治会で、120点くらいの発掘品を持っており、町の公民

館に預けてある。古墳のことに興味のある大学とタイアップできれ

ば、と思っている。

4. 高齢化社会を見据えて

　夢物語なんだけど、能の「高砂」を知っていますか。おじさんが

熊手と、おばさんが箒で、掛け軸なんかを飾って家中で祝った行

事があった。それは長寿を願ったもの、長命を祝ったもの、亀は千

年、鶴は万年と祝ったものが「高砂」です。

　ここは亀岡で、鎌倉には鶴岡があるから、長寿の祈願所となれ

ればな、と思って。鶴岡八幡宮からお札をもらってきて、亀岡に来

れば長寿祈願ができるということにして、これから高齢化社会だか

ら。作場道もそのために考えている、祈願して、おにぎり持って来て

散歩して、体力増進して帰るというコース。ここは人間の五感を満

足させられる場所になるかな、と。それに私は糖尿病で、常に動い

てないといけないんですよ。だったら人に悪口言っているより、こう

いうことやっていれば、自然にみんなもついてくるかもしれないと、

先を見てやっているんだ。

(廣瀬| それも長寿の秘訣だと思います。山に行くこと自体が楽しく

しゃべる機会となり、別の自治体では薬草を取りに行くことをして

いる。このあたりにも薬草はあると思いますよ、ヨモギ、スミレ、ユキノ

シタも薬草なので。) 



岡本ミエコさん （左）、光一さん

サクバ道というのかな、昔の。80ぐらいの人だろうね、サクバ道なん

て言葉が出るのは。昔は同居だったからおじいちゃん、おばあちゃ

んの話を聞いている人もいるよね、今の人はそういうこと聞いてな

いけど。

　買い物は、今は七井に行くが、昔は七井・茂木両方に行ってい

た。茂木のまちなかまで5kmぐらい。寺は茂木の正明寺 (しょうみょ

うじ) 。

ミエコさん| 私は同じ部落の出身。逆川へは、今は道路が良くなっ

たから山道を通らなくても行けるが昔は峠道で、山を越えて回覧

板を持って行ったみたいだね。木幡に行くより小宅学校に行く方

が道そのものは良かった。小学校は、旦那は木幡、私は小宅。岡本

家の裏側の土手に境界があり、部落の中に境界があった。ここは

今でも田んぼより向こうは茂木町で、益子町の倉田という小字は

　大字芦沼の東端、茂木町との境界近くに暮らす岡本光一 (おか

もとこういち) さんは、妻のミエコさんと共に農業を営みながら、大

谷石の加工の仕事にも携わってきた。

1. 逆川村時代の暮らし

光一さん| 生まれはここなんだけど、学校は逆川 (さかがわ、現茂

木町) の方にここから通っていた。この地区ではうち一軒だけ。ここ

は七井村と逆川村の境界なんですよ、ぎりぎり逆川村に属していた。

昭和28年に七井村と逆川村の交換分合があって、逆川村の飛び

地だったここが七井村に、木幡 (きばた) 地区に飛び地になって

入っていた七井村大平の一部が逆川村になった。

　通っていた木幡小学校までは小宅より若干遠いかもしれない、

歩いて一時間近くかかった。当時の道は整備されていない山道、
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茂木町と入り組んでいる。

2. 農業について

光一さん| 仕事を始めたのは昭和27年、最初は農業。その当時は

米・麦・タバコが主役。麦は大麦・小麦両方つくっていた。タバコは

最初ダルマで、昭和28～29年から米葉 (ベーハ) 、黄色種に変わっ

た。

　乳牛もやっていた。18頭ぐらい逆川村で導入したんですよ、北海

道から。1頭から15頭まで増やした。農作業には使わず搾乳用に。

農耕馬は昭和30年までいたが、乳牛に切り替えてやめた。昭和32

年にテーラー (耕運機に荷台をけん引する機能を持たせたもの) 

という動力の作業機を入れた。この辺りではうちが早い方だった。

農耕馬がいなくなったから機械に頼るようになった。

　馬が食べるものは、切りわら・米ぬか・ふすま (小麦の粉を挽い

た皮、かす) 。牛も同じだったが、搾乳をどんどんやるようになると、

三和酪農という組合に入ってそこから配合飼料を買った。濃厚飼

料。あとは牧草 (乳牛に食べさせる飼料用の草) をつくった。ピート

コンという大きい紫のカブ、それを食べさせると甘いから乳がたくさ

ん出る。早く言うと砂糖大根。砂糖はつくらず、あくまでも飼料。

　真岡管内の乳牛品評会で賞をもらった。そういう品評会も昔

あった。多量出荷、乳がいっぱい出ると表彰された。だいたいの飼

料はデントコンという青刈りのトウモロコシで、それが主な飼料。サ

イロ詰めしたりね。前に牛を飼っていた小屋があるんだけど、今は

農機具が入っている。木の陰で見えないけど大きな納屋がある。そ

の木が植わっている上が飼料畑になっていた。9反歩ぐらいある。

今はもう山に返ってしまったけど。

　二毛作について、タバコは大麦をまいてその間に植えた。麦の方

を早く秋に蒔く。麦は刈り取って粒にした。ほとんど自然栽培。麦ご

はんにしたり、販売もしていた。あとはないですね、ここは山間地で

日陰だからほとんど二毛作はできなかった。農業をやっていたのは

10年ぐらい前まで。あとはお手伝い程度。

3. 水辺の環境と生物

　水は全く自然の天然水で、豊富には無かった。ここは土地改良

をやった今でも水は自然の沢水。この沢は真ん中が川だった。今

は整理して向こう側の山際になったけど、昔はど真ん中に堀があっ

た。田と田の間に堀があって、両方で堰をうって、水を分け合った。

水路の幅そのものは1mちょっと。人工のものではなく全く自然のも

の。

　水草がたくさん生えていて、黄色いコウホネも生えていてきれい

な水だった。今もきれいはきれいだけど、コウホネは全然生えてい

ない。魚さえ棲めなくなった。河川に段差をつけちゃったから魚が

上がって来られない。30年ぐらい前までドジョウはいた。フナ・タナ

ゴ・ウナギ・ヤツメウナギもいた。ここ4～5年でヘビもあまりいなく

なった。この辺もイノシシが出るからその影響もあるかもしれない。

　川底が泥の状態になっていたからショウブなんかも生えていた。

ミヤコタナゴはニガベンタといっていた。春になると真っ赤に色が

ついてきれいな魚。ホトケドジョウもいた。この辺ではババスコとか

スナハジといっていた。その土地土地で言葉が違う。ホタルもいた。

今では少なくなったけどまだ結構出る。カワニナ (ホタルが食べる

エサ) がぎっちりU字溝に張り付いてる。当時の川岸は、全く自然の

ままで蛇行しながら流れていた。

　メジロが去年から来なくなって寂しい。そこにコウバイの木があ

るのでよく来ていた。

　川のものが捕れていた頃は、ドジョウやウナギをよく捕ってきて

食べていた。30年ぐらい前までだな、それ以降は全然捕れなくなっ

ちゃった。ヤツメウナギは食べなかった。この辺のは細かった。昔は

釣り針を下げておいてもウナギがかかった。

4. 石の仕事と道具

　昭和40年頃、石の手伝いを始めた。仕事は、大谷石の石加工・

石積み。その当時は大谷石だね、芦沼石はもうその前に無くなった

からね。芦沼のワク石材というところに勤めていた。ワクツトムさん

の新宅。ワクさんは昔、芦沼石を掘っていた。10年ぐらい前に廃業

しちゃった。自分の頃には、道具は製品を買っていた。昔は自分で

焼いて道具を作った。ワクさんなんかはフイゴでプカプカやってい

た。昔は手作りだから大変だった。道具でも何でも自分で工夫しい

しい作った。

　石を運ぶのは、自分が始めた頃は担いだね、その後は一輪車に

なった。遠くに持って行く時は車で、馬や牛を使うことは無かった。

 (萩原| 芦沼石はそれだけで柿釉になると聞きましたが?) 

　採掘している方は今はいないが、今でも掘った屑石があり、それ

を粉にして釉薬にしているところがあるらしい。モリシマさんという

方が精米やってて、米つきのかたわら暇なときに石を石臼でこづ

いて粉にして売っていた。それは長いことやっていた。屑石は、誰か

持って行っているらしい。かなり貴重な石らしいよ。福島の方の赤

い瓦の原料らしい。粉にして持っていくのではないか。

　益子町内の石造りの建物は、芦沼石もあったでしょうが、ほとん

ど大谷石でしょう。濱田晋作さんの、今はなくなってしまった道祖

土の工場というか作業場の仕事をだいぶやった。

　芦沼石採掘場のあった辺りは、掘ったかす・屑石で埋まってい

る。オオツカヘイハチさんのちょっと下に掘った跡がある。石掘りは

ツルハシで掘った。石を採って形を整えるのは、普通チョウナとい

う道具で削った。今も道具はある。昔のバゴー (馬耕、耕起用) ・マ

グワ (馬鍬、代掻き用) なども農機具庫に残っている。よく小宅小

学校にボランティアで、孫たちが学校行ってる頃に田植えや稲刈り

の応援に行った。小宅小学校もなくなって寂しくなった。

　石の仕事をしていた人は、自分がやる頃は少なくなっていた。芦

沼では2～3人かな。芦沼石をやらなくなった理由は、材質が弱く、

大谷が機械掘りになって手掘りじゃ採算が取れなくなって、機械

を入れるだけの設備投資が出来なかった。個人の業者が掘ってた

から。

　石下 (いしおろし、現市貝町）にも石山があって掘っていた。材

質は芦沼石と同じような石。

　石の仕事は、50歳のときに体の具合を悪くしてやめてしまい、そ

の後は時々忙しい時にお手伝いをした。

　大谷石の加工は、大谷から石を送ってもらって加工して石塀と

かに積み上げた。大谷石の接着はモルタルで、柱みたいなものは

昔は全然入れていなかった。今は鉄筋か何かをさすようなことを

言っているようだけど。

5. こんにゃくについて

 (萩原| 大谷石が米葉小屋に使われているのをいくつか見ました

が?)

　うちはつぶしてしまって、その後こんにゃくに切り替えた。今もこ

んにゃく玉を食べる量ぐらいは作る。買ったことはなく、自家製ばっ

かり。始まったのは昭和45～46年。いっぱいあるよ、賞状は。益子

町のこんにゃく部会長を10年ぐらいやっていた。群馬県の下仁田

の方まで、朝早く値段の交渉に行ったりした。全盛の時代はここの

組でもほとんど作っていたが、今は無い。この先の茂木町天子 (あ

まこ) に4～5軒あるのかな、現在。

　こんにゃくそのものを今やっているのは全部機械だから、荒粉  

(あらこ) といって刻んで乾燥して、それを粉にして精粉 (せいこ) っ

てやつでこんにゃくを作っている。生づくりってのはやっぱり手間

かかるから。(こんにゃく芋を持ってきて) 今は暇があるときに手づ

くりこんにゃくを作るんだけど、やっぱり寒いとね、それが大変なの、

手づくりは。

　こんにゃく芋は昔からあった。これは改良された品種で、昔のは

在来種という。これは在来ではなくて、アカギオオダマっていうのが

今はほとんど主力になってる。これもアカギオオダマだと思う。在来

はほとんど無くなっちゃった。

ミエコさん| お祭りのときにもこんにゃくを作る。暮れとか正月とか

も。もとがあれば夏でも私は作るの。茨城から来るこんにゃく屋さ

んから、「もとがあれば夏でも作れるんだよ」という話を聞いて。そ

れで「どういうふうに?」と言ったら「じゃがいもが通さるぐらいにゆ

でて作るんだ」って。そうすれば夏でも作れる。普通、春のお彼岸

頃までだっていうんだよ、生玉で作るのは。水分がなくなってザク

ザクになっちゃうんだよね。そうするとすりおろしてもザラザラなん

だよ。

　うちの方ではこのまま煮ちゃうから、そうすると水分含むでしょ、

それをミキサーにかけてつくるとなめっこいのが出来る。「どうやっ

て作るの?」と聞かれると、「こんにゃく作りというのは教わったって

できるもんじゃない」って言うの。自分で試して失敗しいしい、何回

も不出来になって、捨てたりしてようやく仕上がる。作ったものは、

煮付けとか刺身とかで食べる。

光一さん| 益子町全体でも盛んなときは40名ぐらいこんにゃく部

会員がいた。主に七井が多かった。田野にもいた。お祭りの時は、

家庭で食べるぐらい作る。普通、こんにゃくを作るのは、秋のお彼

岸から春のお彼岸までで、その後は貯蔵に手間がかかる。一年中

作るのは、群馬の下仁田で加工して、精粉にした粉で作る。加工し

たこんにゃくの色は、透明に近い白。生で作ると茶色っぽくなる。

ミエコさん| 昔は農協婦人部があって、モリシマフクさんが婦人部

長だった時に、「岡本さん、手づくりこんにゃく出さない?」と言われ

て、農業祭に出したらみんな並んで。一度、婦人部の老人のつどい

に持って行ってけんちん汁に入れたら、「このこんにゃくは買ったこ

んにゃくじゃない、これは手づくりこんにゃくだ」という老人様の話

が出て、モリシマさんが「こういう人が作って、寄付してくれて入れ

たこんにゃくだよ」ということをみんなに言ってくれた。そうして、産

業祭のときに持っていったら、みんな分かったものだから並んでで

も持っていくんですよね、欲しくて。そうしたら、かき分けて来てつま

ずいて転んだ人がいたので、「私はみんなが迷惑するから出さない」

と言ったら、今度は整理券を出して。二回目に出した時は、整理券

もらって番号札持ってる人に渡した覚えがある。その時は、1kg詰

めで30袋ぐらい持って行ったかな、そう出来るものじゃないからね。

作れる人はなかなかいなかったよね。

　そこの直売所を最初に開いたときにも、「こんにゃく出してくれな

い?」と係の人が来たので、いくらか出した。その時も、モリシマさん

が中へ入ってくれたので出した。その時は1kg200円平均だったの

かな、商品を出している人たち。手づくりこんにゃくだから、そこへ

100円増しで1kg300円で売った方がいいと言われ、その値段で出

した。そしたらある人が、「それじゃ高い、みんな200円だから200円

にして」と言うから、私は、「値段を自分でつけたわけではない、私

は100円だって構わないよ」と言った。それでも300円でみんな買っ

て行ってくれた。



サクバ道というのかな、昔の。80ぐらいの人だろうね、サクバ道なん

て言葉が出るのは。昔は同居だったからおじいちゃん、おばあちゃ

んの話を聞いている人もいるよね、今の人はそういうこと聞いてな

いけど。

　買い物は、今は七井に行くが、昔は七井・茂木両方に行ってい

た。茂木のまちなかまで5kmぐらい。寺は茂木の正明寺 (しょうみょ

うじ) 。

ミエコさん| 私は同じ部落の出身。逆川へは、今は道路が良くなっ

たから山道を通らなくても行けるが昔は峠道で、山を越えて回覧

板を持って行ったみたいだね。木幡に行くより小宅学校に行く方

が道そのものは良かった。小学校は、旦那は木幡、私は小宅。岡本

家の裏側の土手に境界があり、部落の中に境界があった。ここは

今でも田んぼより向こうは茂木町で、益子町の倉田という小字は

　大字芦沼の東端、茂木町との境界近くに暮らす岡本光一 (おか

もとこういち) さんは、妻のミエコさんと共に農業を営みながら、大

谷石の加工の仕事にも携わってきた。

1. 逆川村時代の暮らし

光一さん| 生まれはここなんだけど、学校は逆川 (さかがわ、現茂

木町) の方にここから通っていた。この地区ではうち一軒だけ。ここ

は七井村と逆川村の境界なんですよ、ぎりぎり逆川村に属していた。

昭和28年に七井村と逆川村の交換分合があって、逆川村の飛び

地だったここが七井村に、木幡 (きばた) 地区に飛び地になって

入っていた七井村大平の一部が逆川村になった。

　通っていた木幡小学校までは小宅より若干遠いかもしれない、

歩いて一時間近くかかった。当時の道は整備されていない山道、
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茂木町と入り組んでいる。

2. 農業について

光一さん| 仕事を始めたのは昭和27年、最初は農業。その当時は

米・麦・タバコが主役。麦は大麦・小麦両方つくっていた。タバコは

最初ダルマで、昭和28～29年から米葉 (ベーハ) 、黄色種に変わっ

た。

　乳牛もやっていた。18頭ぐらい逆川村で導入したんですよ、北海

道から。1頭から15頭まで増やした。農作業には使わず搾乳用に。

農耕馬は昭和30年までいたが、乳牛に切り替えてやめた。昭和32

年にテーラー (耕運機に荷台をけん引する機能を持たせたもの) 

という動力の作業機を入れた。この辺りではうちが早い方だった。

農耕馬がいなくなったから機械に頼るようになった。

　馬が食べるものは、切りわら・米ぬか・ふすま (小麦の粉を挽い

た皮、かす) 。牛も同じだったが、搾乳をどんどんやるようになると、

三和酪農という組合に入ってそこから配合飼料を買った。濃厚飼

料。あとは牧草 (乳牛に食べさせる飼料用の草) をつくった。ピート

コンという大きい紫のカブ、それを食べさせると甘いから乳がたくさ

ん出る。早く言うと砂糖大根。砂糖はつくらず、あくまでも飼料。

　真岡管内の乳牛品評会で賞をもらった。そういう品評会も昔

あった。多量出荷、乳がいっぱい出ると表彰された。だいたいの飼

料はデントコンという青刈りのトウモロコシで、それが主な飼料。サ

イロ詰めしたりね。前に牛を飼っていた小屋があるんだけど、今は

農機具が入っている。木の陰で見えないけど大きな納屋がある。そ

の木が植わっている上が飼料畑になっていた。9反歩ぐらいある。

今はもう山に返ってしまったけど。

　二毛作について、タバコは大麦をまいてその間に植えた。麦の方

を早く秋に蒔く。麦は刈り取って粒にした。ほとんど自然栽培。麦ご

はんにしたり、販売もしていた。あとはないですね、ここは山間地で

日陰だからほとんど二毛作はできなかった。農業をやっていたのは

10年ぐらい前まで。あとはお手伝い程度。

3. 水辺の環境と生物

　水は全く自然の天然水で、豊富には無かった。ここは土地改良

をやった今でも水は自然の沢水。この沢は真ん中が川だった。今

は整理して向こう側の山際になったけど、昔はど真ん中に堀があっ

た。田と田の間に堀があって、両方で堰をうって、水を分け合った。

水路の幅そのものは1mちょっと。人工のものではなく全く自然のも

の。

　水草がたくさん生えていて、黄色いコウホネも生えていてきれい

な水だった。今もきれいはきれいだけど、コウホネは全然生えてい

ない。魚さえ棲めなくなった。河川に段差をつけちゃったから魚が

上がって来られない。30年ぐらい前までドジョウはいた。フナ・タナ

ゴ・ウナギ・ヤツメウナギもいた。ここ4～5年でヘビもあまりいなく

なった。この辺もイノシシが出るからその影響もあるかもしれない。

　川底が泥の状態になっていたからショウブなんかも生えていた。

ミヤコタナゴはニガベンタといっていた。春になると真っ赤に色が

ついてきれいな魚。ホトケドジョウもいた。この辺ではババスコとか

スナハジといっていた。その土地土地で言葉が違う。ホタルもいた。

今では少なくなったけどまだ結構出る。カワニナ (ホタルが食べる

エサ) がぎっちりU字溝に張り付いてる。当時の川岸は、全く自然の

ままで蛇行しながら流れていた。

　メジロが去年から来なくなって寂しい。そこにコウバイの木があ

るのでよく来ていた。

　川のものが捕れていた頃は、ドジョウやウナギをよく捕ってきて

食べていた。30年ぐらい前までだな、それ以降は全然捕れなくなっ

ちゃった。ヤツメウナギは食べなかった。この辺のは細かった。昔は

釣り針を下げておいてもウナギがかかった。

4. 石の仕事と道具

　昭和40年頃、石の手伝いを始めた。仕事は、大谷石の石加工・

石積み。その当時は大谷石だね、芦沼石はもうその前に無くなった

からね。芦沼のワク石材というところに勤めていた。ワクツトムさん

の新宅。ワクさんは昔、芦沼石を掘っていた。10年ぐらい前に廃業

しちゃった。自分の頃には、道具は製品を買っていた。昔は自分で

焼いて道具を作った。ワクさんなんかはフイゴでプカプカやってい

た。昔は手作りだから大変だった。道具でも何でも自分で工夫しい

しい作った。

　石を運ぶのは、自分が始めた頃は担いだね、その後は一輪車に

なった。遠くに持って行く時は車で、馬や牛を使うことは無かった。

 (萩原| 芦沼石はそれだけで柿釉になると聞きましたが?) 

　採掘している方は今はいないが、今でも掘った屑石があり、それ

を粉にして釉薬にしているところがあるらしい。モリシマさんという

方が精米やってて、米つきのかたわら暇なときに石を石臼でこづ

いて粉にして売っていた。それは長いことやっていた。屑石は、誰か

持って行っているらしい。かなり貴重な石らしいよ。福島の方の赤

い瓦の原料らしい。粉にして持っていくのではないか。

　益子町内の石造りの建物は、芦沼石もあったでしょうが、ほとん

ど大谷石でしょう。濱田晋作さんの、今はなくなってしまった道祖

土の工場というか作業場の仕事をだいぶやった。

　芦沼石採掘場のあった辺りは、掘ったかす・屑石で埋まってい

る。オオツカヘイハチさんのちょっと下に掘った跡がある。石掘りは

ツルハシで掘った。石を採って形を整えるのは、普通チョウナとい

う道具で削った。今も道具はある。昔のバゴー (馬耕、耕起用) ・マ

グワ (馬鍬、代掻き用) なども農機具庫に残っている。よく小宅小

学校にボランティアで、孫たちが学校行ってる頃に田植えや稲刈り

の応援に行った。小宅小学校もなくなって寂しくなった。

　石の仕事をしていた人は、自分がやる頃は少なくなっていた。芦

沼では2～3人かな。芦沼石をやらなくなった理由は、材質が弱く、

大谷が機械掘りになって手掘りじゃ採算が取れなくなって、機械

を入れるだけの設備投資が出来なかった。個人の業者が掘ってた

から。

　石下 (いしおろし、現市貝町）にも石山があって掘っていた。材

質は芦沼石と同じような石。

　石の仕事は、50歳のときに体の具合を悪くしてやめてしまい、そ

の後は時々忙しい時にお手伝いをした。

　大谷石の加工は、大谷から石を送ってもらって加工して石塀と

かに積み上げた。大谷石の接着はモルタルで、柱みたいなものは

昔は全然入れていなかった。今は鉄筋か何かをさすようなことを

言っているようだけど。

5. こんにゃくについて

 (萩原| 大谷石が米葉小屋に使われているのをいくつか見ました

が?)

　うちはつぶしてしまって、その後こんにゃくに切り替えた。今もこ

んにゃく玉を食べる量ぐらいは作る。買ったことはなく、自家製ばっ

かり。始まったのは昭和45～46年。いっぱいあるよ、賞状は。益子

町のこんにゃく部会長を10年ぐらいやっていた。群馬県の下仁田

の方まで、朝早く値段の交渉に行ったりした。全盛の時代はここの

組でもほとんど作っていたが、今は無い。この先の茂木町天子 (あ

まこ) に4～5軒あるのかな、現在。

　こんにゃくそのものを今やっているのは全部機械だから、荒粉  

(あらこ) といって刻んで乾燥して、それを粉にして精粉 (せいこ) っ

てやつでこんにゃくを作っている。生づくりってのはやっぱり手間

かかるから。(こんにゃく芋を持ってきて) 今は暇があるときに手づ

くりこんにゃくを作るんだけど、やっぱり寒いとね、それが大変なの、

手づくりは。

　こんにゃく芋は昔からあった。これは改良された品種で、昔のは

在来種という。これは在来ではなくて、アカギオオダマっていうのが

今はほとんど主力になってる。これもアカギオオダマだと思う。在来

はほとんど無くなっちゃった。

ミエコさん| お祭りのときにもこんにゃくを作る。暮れとか正月とか

も。もとがあれば夏でも私は作るの。茨城から来るこんにゃく屋さ

んから、「もとがあれば夏でも作れるんだよ」という話を聞いて。そ

れで「どういうふうに?」と言ったら「じゃがいもが通さるぐらいにゆ

でて作るんだ」って。そうすれば夏でも作れる。普通、春のお彼岸

頃までだっていうんだよ、生玉で作るのは。水分がなくなってザク

ザクになっちゃうんだよね。そうするとすりおろしてもザラザラなん

だよ。

　うちの方ではこのまま煮ちゃうから、そうすると水分含むでしょ、

それをミキサーにかけてつくるとなめっこいのが出来る。「どうやっ

て作るの?」と聞かれると、「こんにゃく作りというのは教わったって

できるもんじゃない」って言うの。自分で試して失敗しいしい、何回

も不出来になって、捨てたりしてようやく仕上がる。作ったものは、

煮付けとか刺身とかで食べる。

光一さん| 益子町全体でも盛んなときは40名ぐらいこんにゃく部

会員がいた。主に七井が多かった。田野にもいた。お祭りの時は、

家庭で食べるぐらい作る。普通、こんにゃくを作るのは、秋のお彼

岸から春のお彼岸までで、その後は貯蔵に手間がかかる。一年中

作るのは、群馬の下仁田で加工して、精粉にした粉で作る。加工し

たこんにゃくの色は、透明に近い白。生で作ると茶色っぽくなる。

ミエコさん| 昔は農協婦人部があって、モリシマフクさんが婦人部

長だった時に、「岡本さん、手づくりこんにゃく出さない?」と言われ

て、農業祭に出したらみんな並んで。一度、婦人部の老人のつどい

に持って行ってけんちん汁に入れたら、「このこんにゃくは買ったこ

んにゃくじゃない、これは手づくりこんにゃくだ」という老人様の話

が出て、モリシマさんが「こういう人が作って、寄付してくれて入れ

たこんにゃくだよ」ということをみんなに言ってくれた。そうして、産

業祭のときに持っていったら、みんな分かったものだから並んでで

も持っていくんですよね、欲しくて。そうしたら、かき分けて来てつま

ずいて転んだ人がいたので、「私はみんなが迷惑するから出さない」

と言ったら、今度は整理券を出して。二回目に出した時は、整理券

もらって番号札持ってる人に渡した覚えがある。その時は、1kg詰

めで30袋ぐらい持って行ったかな、そう出来るものじゃないからね。

作れる人はなかなかいなかったよね。

　そこの直売所を最初に開いたときにも、「こんにゃく出してくれな

い?」と係の人が来たので、いくらか出した。その時も、モリシマさん

が中へ入ってくれたので出した。その時は1kg200円平均だったの

かな、商品を出している人たち。手づくりこんにゃくだから、そこへ

100円増しで1kg300円で売った方がいいと言われ、その値段で出

した。そしたらある人が、「それじゃ高い、みんな200円だから200円

にして」と言うから、私は、「値段を自分でつけたわけではない、私

は100円だって構わないよ」と言った。それでも300円でみんな買っ

て行ってくれた。



サクバ道というのかな、昔の。80ぐらいの人だろうね、サクバ道なん

て言葉が出るのは。昔は同居だったからおじいちゃん、おばあちゃ

んの話を聞いている人もいるよね、今の人はそういうこと聞いてな

いけど。

　買い物は、今は七井に行くが、昔は七井・茂木両方に行ってい

た。茂木のまちなかまで5kmぐらい。寺は茂木の正明寺 (しょうみょ

うじ) 。

ミエコさん| 私は同じ部落の出身。逆川へは、今は道路が良くなっ

たから山道を通らなくても行けるが昔は峠道で、山を越えて回覧

板を持って行ったみたいだね。木幡に行くより小宅学校に行く方

が道そのものは良かった。小学校は、旦那は木幡、私は小宅。岡本

家の裏側の土手に境界があり、部落の中に境界があった。ここは

今でも田んぼより向こうは茂木町で、益子町の倉田という小字は

　大字芦沼の東端、茂木町との境界近くに暮らす岡本光一 (おか

もとこういち) さんは、妻のミエコさんと共に農業を営みながら、大

谷石の加工の仕事にも携わってきた。

1. 逆川村時代の暮らし

光一さん| 生まれはここなんだけど、学校は逆川 (さかがわ、現茂

木町) の方にここから通っていた。この地区ではうち一軒だけ。ここ

は七井村と逆川村の境界なんですよ、ぎりぎり逆川村に属していた。

昭和28年に七井村と逆川村の交換分合があって、逆川村の飛び

地だったここが七井村に、木幡 (きばた) 地区に飛び地になって

入っていた七井村大平の一部が逆川村になった。

　通っていた木幡小学校までは小宅より若干遠いかもしれない、

歩いて一時間近くかかった。当時の道は整備されていない山道、

茂木町と入り組んでいる。

2. 農業について

光一さん| 仕事を始めたのは昭和27年、最初は農業。その当時は

米・麦・タバコが主役。麦は大麦・小麦両方つくっていた。タバコは

最初ダルマで、昭和28～29年から米葉 (ベーハ) 、黄色種に変わっ

た。

　乳牛もやっていた。18頭ぐらい逆川村で導入したんですよ、北海

道から。1頭から15頭まで増やした。農作業には使わず搾乳用に。

農耕馬は昭和30年までいたが、乳牛に切り替えてやめた。昭和32

年にテーラー (耕運機に荷台をけん引する機能を持たせたもの) 

という動力の作業機を入れた。この辺りではうちが早い方だった。

農耕馬がいなくなったから機械に頼るようになった。

　馬が食べるものは、切りわら・米ぬか・ふすま (小麦の粉を挽い

た皮、かす) 。牛も同じだったが、搾乳をどんどんやるようになると、

三和酪農という組合に入ってそこから配合飼料を買った。濃厚飼

料。あとは牧草 (乳牛に食べさせる飼料用の草) をつくった。ピート

コンという大きい紫のカブ、それを食べさせると甘いから乳がたくさ

ん出る。早く言うと砂糖大根。砂糖はつくらず、あくまでも飼料。

　真岡管内の乳牛品評会で賞をもらった。そういう品評会も昔

あった。多量出荷、乳がいっぱい出ると表彰された。だいたいの飼

料はデントコンという青刈りのトウモロコシで、それが主な飼料。サ

イロ詰めしたりね。前に牛を飼っていた小屋があるんだけど、今は

農機具が入っている。木の陰で見えないけど大きな納屋がある。そ

の木が植わっている上が飼料畑になっていた。9反歩ぐらいある。

今はもう山に返ってしまったけど。

　二毛作について、タバコは大麦をまいてその間に植えた。麦の方

を早く秋に蒔く。麦は刈り取って粒にした。ほとんど自然栽培。麦ご

はんにしたり、販売もしていた。あとはないですね、ここは山間地で

日陰だからほとんど二毛作はできなかった。農業をやっていたのは

10年ぐらい前まで。あとはお手伝い程度。

3. 水辺の環境と生物

　水は全く自然の天然水で、豊富には無かった。ここは土地改良

をやった今でも水は自然の沢水。この沢は真ん中が川だった。今

は整理して向こう側の山際になったけど、昔はど真ん中に堀があっ
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た。田と田の間に堀があって、両方で堰をうって、水を分け合った。

水路の幅そのものは1mちょっと。人工のものではなく全く自然のも

の。

　水草がたくさん生えていて、黄色いコウホネも生えていてきれい

な水だった。今もきれいはきれいだけど、コウホネは全然生えてい

ない。魚さえ棲めなくなった。河川に段差をつけちゃったから魚が

上がって来られない。30年ぐらい前までドジョウはいた。フナ・タナ

ゴ・ウナギ・ヤツメウナギもいた。ここ4～5年でヘビもあまりいなく

なった。この辺もイノシシが出るからその影響もあるかもしれない。

　川底が泥の状態になっていたからショウブなんかも生えていた。

ミヤコタナゴはニガベンタといっていた。春になると真っ赤に色が

ついてきれいな魚。ホトケドジョウもいた。この辺ではババスコとか

スナハジといっていた。その土地土地で言葉が違う。ホタルもいた。

今では少なくなったけどまだ結構出る。カワニナ (ホタルが食べる

エサ) がぎっちりU字溝に張り付いてる。当時の川岸は、全く自然の

ままで蛇行しながら流れていた。

　メジロが去年から来なくなって寂しい。そこにコウバイの木があ

るのでよく来ていた。

　川のものが捕れていた頃は、ドジョウやウナギをよく捕ってきて

食べていた。30年ぐらい前までだな、それ以降は全然捕れなくなっ

ちゃった。ヤツメウナギは食べなかった。この辺のは細かった。昔は

釣り針を下げておいてもウナギがかかった。

4. 石の仕事と道具

　昭和40年頃、石の手伝いを始めた。仕事は、大谷石の石加工・

石積み。その当時は大谷石だね、芦沼石はもうその前に無くなった

からね。芦沼のワク石材というところに勤めていた。ワクツトムさん

の新宅。ワクさんは昔、芦沼石を掘っていた。10年ぐらい前に廃業

しちゃった。自分の頃には、道具は製品を買っていた。昔は自分で

焼いて道具を作った。ワクさんなんかはフイゴでプカプカやってい

た。昔は手作りだから大変だった。道具でも何でも自分で工夫しい

しい作った。

　石を運ぶのは、自分が始めた頃は担いだね、その後は一輪車に

なった。遠くに持って行く時は車で、馬や牛を使うことは無かった。

 (萩原| 芦沼石はそれだけで柿釉になると聞きましたが?) 

　採掘している方は今はいないが、今でも掘った屑石があり、それ

を粉にして釉薬にしているところがあるらしい。モリシマさんという

方が精米やってて、米つきのかたわら暇なときに石を石臼でこづ

いて粉にして売っていた。それは長いことやっていた。屑石は、誰か

持って行っているらしい。かなり貴重な石らしいよ。福島の方の赤

い瓦の原料らしい。粉にして持っていくのではないか。

　益子町内の石造りの建物は、芦沼石もあったでしょうが、ほとん

ど大谷石でしょう。濱田晋作さんの、今はなくなってしまった道祖

土の工場というか作業場の仕事をだいぶやった。

　芦沼石採掘場のあった辺りは、掘ったかす・屑石で埋まってい

る。オオツカヘイハチさんのちょっと下に掘った跡がある。石掘りは

ツルハシで掘った。石を採って形を整えるのは、普通チョウナとい

う道具で削った。今も道具はある。昔のバゴー (馬耕、耕起用) ・マ

グワ (馬鍬、代掻き用) なども農機具庫に残っている。よく小宅小

学校にボランティアで、孫たちが学校行ってる頃に田植えや稲刈り

の応援に行った。小宅小学校もなくなって寂しくなった。

　石の仕事をしていた人は、自分がやる頃は少なくなっていた。芦

沼では2～3人かな。芦沼石をやらなくなった理由は、材質が弱く、

大谷が機械掘りになって手掘りじゃ採算が取れなくなって、機械

を入れるだけの設備投資が出来なかった。個人の業者が掘ってた

から。

　石下 (いしおろし、現市貝町）にも石山があって掘っていた。材

質は芦沼石と同じような石。

　石の仕事は、50歳のときに体の具合を悪くしてやめてしまい、そ

の後は時々忙しい時にお手伝いをした。

　大谷石の加工は、大谷から石を送ってもらって加工して石塀と

かに積み上げた。大谷石の接着はモルタルで、柱みたいなものは

昔は全然入れていなかった。今は鉄筋か何かをさすようなことを

言っているようだけど。

5. こんにゃくについて

 (萩原| 大谷石が米葉小屋に使われているのをいくつか見ました

が?)

　うちはつぶしてしまって、その後こんにゃくに切り替えた。今もこ

んにゃく玉を食べる量ぐらいは作る。買ったことはなく、自家製ばっ

かり。始まったのは昭和45～46年。いっぱいあるよ、賞状は。益子

町のこんにゃく部会長を10年ぐらいやっていた。群馬県の下仁田

の方まで、朝早く値段の交渉に行ったりした。全盛の時代はここの

組でもほとんど作っていたが、今は無い。この先の茂木町天子 (あ

まこ) に4～5軒あるのかな、現在。

　こんにゃくそのものを今やっているのは全部機械だから、荒粉  

(あらこ) といって刻んで乾燥して、それを粉にして精粉 (せいこ) っ

てやつでこんにゃくを作っている。生づくりってのはやっぱり手間

かかるから。(こんにゃく芋を持ってきて) 今は暇があるときに手づ

くりこんにゃくを作るんだけど、やっぱり寒いとね、それが大変なの、

手づくりは。

　こんにゃく芋は昔からあった。これは改良された品種で、昔のは

在来種という。これは在来ではなくて、アカギオオダマっていうのが

今はほとんど主力になってる。これもアカギオオダマだと思う。在来

はほとんど無くなっちゃった。

ミエコさん| お祭りのときにもこんにゃくを作る。暮れとか正月とか

も。もとがあれば夏でも私は作るの。茨城から来るこんにゃく屋さ

んから、「もとがあれば夏でも作れるんだよ」という話を聞いて。そ

れで「どういうふうに?」と言ったら「じゃがいもが通さるぐらいにゆ

でて作るんだ」って。そうすれば夏でも作れる。普通、春のお彼岸

頃までだっていうんだよ、生玉で作るのは。水分がなくなってザク

ザクになっちゃうんだよね。そうするとすりおろしてもザラザラなん

だよ。

　うちの方ではこのまま煮ちゃうから、そうすると水分含むでしょ、

それをミキサーにかけてつくるとなめっこいのが出来る。「どうやっ

て作るの?」と聞かれると、「こんにゃく作りというのは教わったって

できるもんじゃない」って言うの。自分で試して失敗しいしい、何回

も不出来になって、捨てたりしてようやく仕上がる。作ったものは、

煮付けとか刺身とかで食べる。

光一さん| 益子町全体でも盛んなときは40名ぐらいこんにゃく部

会員がいた。主に七井が多かった。田野にもいた。お祭りの時は、

家庭で食べるぐらい作る。普通、こんにゃくを作るのは、秋のお彼

岸から春のお彼岸までで、その後は貯蔵に手間がかかる。一年中

作るのは、群馬の下仁田で加工して、精粉にした粉で作る。加工し

たこんにゃくの色は、透明に近い白。生で作ると茶色っぽくなる。

ミエコさん| 昔は農協婦人部があって、モリシマフクさんが婦人部

長だった時に、「岡本さん、手づくりこんにゃく出さない?」と言われ

て、農業祭に出したらみんな並んで。一度、婦人部の老人のつどい

に持って行ってけんちん汁に入れたら、「このこんにゃくは買ったこ

んにゃくじゃない、これは手づくりこんにゃくだ」という老人様の話

が出て、モリシマさんが「こういう人が作って、寄付してくれて入れ

たこんにゃくだよ」ということをみんなに言ってくれた。そうして、産

業祭のときに持っていったら、みんな分かったものだから並んでで

も持っていくんですよね、欲しくて。そうしたら、かき分けて来てつま

ずいて転んだ人がいたので、「私はみんなが迷惑するから出さない」

と言ったら、今度は整理券を出して。二回目に出した時は、整理券

もらって番号札持ってる人に渡した覚えがある。その時は、1kg詰

めで30袋ぐらい持って行ったかな、そう出来るものじゃないからね。

作れる人はなかなかいなかったよね。

　そこの直売所を最初に開いたときにも、「こんにゃく出してくれな

い?」と係の人が来たので、いくらか出した。その時も、モリシマさん

が中へ入ってくれたので出した。その時は1kg200円平均だったの

かな、商品を出している人たち。手づくりこんにゃくだから、そこへ

100円増しで1kg300円で売った方がいいと言われ、その値段で出

した。そしたらある人が、「それじゃ高い、みんな200円だから200円

にして」と言うから、私は、「値段を自分でつけたわけではない、私

は100円だって構わないよ」と言った。それでも300円でみんな買っ

て行ってくれた。



記録: 今井知弘 (文責)、 土祭事務局

サクバ道というのかな、昔の。80ぐらいの人だろうね、サクバ道なん

て言葉が出るのは。昔は同居だったからおじいちゃん、おばあちゃ

んの話を聞いている人もいるよね、今の人はそういうこと聞いてな

いけど。

　買い物は、今は七井に行くが、昔は七井・茂木両方に行ってい

た。茂木のまちなかまで5kmぐらい。寺は茂木の正明寺 (しょうみょ

うじ) 。

ミエコさん| 私は同じ部落の出身。逆川へは、今は道路が良くなっ

たから山道を通らなくても行けるが昔は峠道で、山を越えて回覧

板を持って行ったみたいだね。木幡に行くより小宅学校に行く方

が道そのものは良かった。小学校は、旦那は木幡、私は小宅。岡本

家の裏側の土手に境界があり、部落の中に境界があった。ここは

今でも田んぼより向こうは茂木町で、益子町の倉田という小字は

　大字芦沼の東端、茂木町との境界近くに暮らす岡本光一 (おか

もとこういち) さんは、妻のミエコさんと共に農業を営みながら、大

谷石の加工の仕事にも携わってきた。

1. 逆川村時代の暮らし

光一さん| 生まれはここなんだけど、学校は逆川 (さかがわ、現茂

木町) の方にここから通っていた。この地区ではうち一軒だけ。ここ

は七井村と逆川村の境界なんですよ、ぎりぎり逆川村に属していた。

昭和28年に七井村と逆川村の交換分合があって、逆川村の飛び

地だったここが七井村に、木幡 (きばた) 地区に飛び地になって

入っていた七井村大平の一部が逆川村になった。

　通っていた木幡小学校までは小宅より若干遠いかもしれない、

歩いて一時間近くかかった。当時の道は整備されていない山道、

茂木町と入り組んでいる。

2. 農業について

光一さん| 仕事を始めたのは昭和27年、最初は農業。その当時は

米・麦・タバコが主役。麦は大麦・小麦両方つくっていた。タバコは

最初ダルマで、昭和28～29年から米葉 (ベーハ) 、黄色種に変わっ

た。

　乳牛もやっていた。18頭ぐらい逆川村で導入したんですよ、北海

道から。1頭から15頭まで増やした。農作業には使わず搾乳用に。

農耕馬は昭和30年までいたが、乳牛に切り替えてやめた。昭和32

年にテーラー (耕運機に荷台をけん引する機能を持たせたもの) 

という動力の作業機を入れた。この辺りではうちが早い方だった。

農耕馬がいなくなったから機械に頼るようになった。

　馬が食べるものは、切りわら・米ぬか・ふすま (小麦の粉を挽い

た皮、かす) 。牛も同じだったが、搾乳をどんどんやるようになると、

三和酪農という組合に入ってそこから配合飼料を買った。濃厚飼

料。あとは牧草 (乳牛に食べさせる飼料用の草) をつくった。ピート

コンという大きい紫のカブ、それを食べさせると甘いから乳がたくさ

ん出る。早く言うと砂糖大根。砂糖はつくらず、あくまでも飼料。

　真岡管内の乳牛品評会で賞をもらった。そういう品評会も昔

あった。多量出荷、乳がいっぱい出ると表彰された。だいたいの飼

料はデントコンという青刈りのトウモロコシで、それが主な飼料。サ

イロ詰めしたりね。前に牛を飼っていた小屋があるんだけど、今は

農機具が入っている。木の陰で見えないけど大きな納屋がある。そ

の木が植わっている上が飼料畑になっていた。9反歩ぐらいある。

今はもう山に返ってしまったけど。

　二毛作について、タバコは大麦をまいてその間に植えた。麦の方

を早く秋に蒔く。麦は刈り取って粒にした。ほとんど自然栽培。麦ご

はんにしたり、販売もしていた。あとはないですね、ここは山間地で

日陰だからほとんど二毛作はできなかった。農業をやっていたのは

10年ぐらい前まで。あとはお手伝い程度。

3. 水辺の環境と生物

　水は全く自然の天然水で、豊富には無かった。ここは土地改良

をやった今でも水は自然の沢水。この沢は真ん中が川だった。今

は整理して向こう側の山際になったけど、昔はど真ん中に堀があっ

た。田と田の間に堀があって、両方で堰をうって、水を分け合った。

水路の幅そのものは1mちょっと。人工のものではなく全く自然のも

の。

　水草がたくさん生えていて、黄色いコウホネも生えていてきれい

な水だった。今もきれいはきれいだけど、コウホネは全然生えてい

ない。魚さえ棲めなくなった。河川に段差をつけちゃったから魚が

上がって来られない。30年ぐらい前までドジョウはいた。フナ・タナ

ゴ・ウナギ・ヤツメウナギもいた。ここ4～5年でヘビもあまりいなく

なった。この辺もイノシシが出るからその影響もあるかもしれない。

　川底が泥の状態になっていたからショウブなんかも生えていた。

ミヤコタナゴはニガベンタといっていた。春になると真っ赤に色が

ついてきれいな魚。ホトケドジョウもいた。この辺ではババスコとか

スナハジといっていた。その土地土地で言葉が違う。ホタルもいた。

今では少なくなったけどまだ結構出る。カワニナ (ホタルが食べる

エサ) がぎっちりU字溝に張り付いてる。当時の川岸は、全く自然の

ままで蛇行しながら流れていた。

　メジロが去年から来なくなって寂しい。そこにコウバイの木があ

るのでよく来ていた。

　川のものが捕れていた頃は、ドジョウやウナギをよく捕ってきて

食べていた。30年ぐらい前までだな、それ以降は全然捕れなくなっ

ちゃった。ヤツメウナギは食べなかった。この辺のは細かった。昔は

釣り針を下げておいてもウナギがかかった。

4. 石の仕事と道具

　昭和40年頃、石の手伝いを始めた。仕事は、大谷石の石加工・

石積み。その当時は大谷石だね、芦沼石はもうその前に無くなった

からね。芦沼のワク石材というところに勤めていた。ワクツトムさん

の新宅。ワクさんは昔、芦沼石を掘っていた。10年ぐらい前に廃業

しちゃった。自分の頃には、道具は製品を買っていた。昔は自分で

焼いて道具を作った。ワクさんなんかはフイゴでプカプカやってい

た。昔は手作りだから大変だった。道具でも何でも自分で工夫しい

しい作った。

　石を運ぶのは、自分が始めた頃は担いだね、その後は一輪車に

なった。遠くに持って行く時は車で、馬や牛を使うことは無かった。

 (萩原| 芦沼石はそれだけで柿釉になると聞きましたが?) 
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大谷が機械掘りになって手掘りじゃ採算が取れなくなって、機械
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光一さん| 益子町全体でも盛んなときは40名ぐらいこんにゃく部

会員がいた。主に七井が多かった。田野にもいた。お祭りの時は、

家庭で食べるぐらい作る。普通、こんにゃくを作るのは、秋のお彼

岸から春のお彼岸までで、その後は貯蔵に手間がかかる。一年中

作るのは、群馬の下仁田で加工して、精粉にした粉で作る。加工し

たこんにゃくの色は、透明に近い白。生で作ると茶色っぽくなる。

ミエコさん| 昔は農協婦人部があって、モリシマフクさんが婦人部

長だった時に、「岡本さん、手づくりこんにゃく出さない?」と言われ

て、農業祭に出したらみんな並んで。一度、婦人部の老人のつどい

08 - 60

に持って行ってけんちん汁に入れたら、「このこんにゃくは買ったこ

んにゃくじゃない、これは手づくりこんにゃくだ」という老人様の話
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ずいて転んだ人がいたので、「私はみんなが迷惑するから出さない」

と言ったら、今度は整理券を出して。二回目に出した時は、整理券

もらって番号札持ってる人に渡した覚えがある。その時は、1kg詰

めで30袋ぐらい持って行ったかな、そう出来るものじゃないからね。

作れる人はなかなかいなかったよね。

　そこの直売所を最初に開いたときにも、「こんにゃく出してくれな

い?」と係の人が来たので、いくらか出した。その時も、モリシマさん

が中へ入ってくれたので出した。その時は1kg200円平均だったの

かな、商品を出している人たち。手づくりこんにゃくだから、そこへ

100円増しで1kg300円で売った方がいいと言われ、その値段で出

した。そしたらある人が、「それじゃ高い、みんな200円だから200円

にして」と言うから、私は、「値段を自分でつけたわけではない、私

は100円だって構わないよ」と言った。それでも300円でみんな買っ

て行ってくれた。



床井剛さん

して気持ち悪いんだ。

　私は、EM菌だけではないですが、その中の光合成細菌と乳酸

菌を主に使った農業をしています。始めたのは雑草対策として、微

生物を使うことで早く芽を出させて早く取る。最初は失敗もしたけ

ど、だんだん使えるようになってきた。

　東京農業大学に行っていた。大学の授業では、農家のお嫁さん

の統計を学んだことがある。農家に来る嫁は長女ではなく、次女や

三女が嫁に来る、と。ちなみに家の嫁さんは次女だね。

　昔の農業で聞いたことは、有畜農業だった。昔は人力に頼って

おり、近隣で互いに手助けをしながら田んぼの仕事をしていた。今

回はここが終わったらここ、その次は誰 さ々んの家、などと。近所の

高齢の方は、子どもの頃牛引きをしていたと聞いたことがある。

　昭和30年くらいまで、水はきれいだった。子どもの頃、水浴びを

　農家の床井剛 (とこいつよし) さんは、農薬に対する問題意識か

ら環境保全型の農業について探究を重ねている。

1. これまでの農業と農薬のこと

　加工用のトマトの栽培を行っていたとき、規定の使用方法で農

薬を使っていたんだけど、それでもそれをきっかけに、化学物質過

敏症になってしまった。それで無農薬を始めたのが10年前。

　この辺では、イチゴの収穫を観光客に提供している場所もある

でしょ、その人たちが、そのまま食べてしまうことがあるけど、よくな

いよね、無農薬で育てたなら分かるけど…。

　そのときは加工用のトマトを栽培していたけど、トマトはもっと乾

燥していて水捌けのいい岩盤の上とかで育つでしょ、それを6月頃

の日本で育てたら疫病にかかりやすくて、疫病にかかると、どろっと
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していた。ナマズやウナギもいた。ただ、東京オリンピックのあたりか

ら、農薬が使われ始めた。パラチオンや有機リン剤系の農薬が使

われ始めてから魚もいなくなった。農薬の知識なんてなかったから

その中を泳いでいたと思う。

　農薬に頼っていると地力がなくなる。化学物質ばかりの農業生

産は、土を砂にしてしまうと言われている。例えば、ミミズがいなく

なってしまうということもある。農薬を撒くとミミズがいなくなる、カ

メムシがいたり、それを蛙が食べたり、そういう生物もいなくなる。

2. これからの農業と地域のこと

　私は、環境保全型で作物を考えている。役場にも話している。稲

わらや籾殻を堆肥に使う農業など。今、鶏糞を使った農業を本で

勉強している。鶏糞には微生物がおり、微生物の力で尿酸態窒素

から硝酸態窒素になる。このような農法をこの地域でできないかと

考えている。既に、益子ではコジマヒサユキさんという方が、合鴨農

法をやっている。有機物を使った農業生産体制を広げて、地域の

農産物が人体に負荷をかけないようにしたいが、現状は少ない労

働力で、農業を守ることを考えなければいけない。ただ、有機農業

を維持するのは、手間がかかり難しいから、消費者にも協力と理解

をしてもらわなければならない。例えば、スーパーの安いものより、

高い農産物にモノの対価として払うということ。地元の共通理解が

必要。それに、農業だけで考えるのではなく付随する産業も含めて

考えなければならない。

　この地域は、労働力を結集して地域を守る、ということには地域

がまとまっていない。ただ、農業を守ることは、この地域の共同体を

存続することにも強く関係している。それと絡んで、TPPの問題もあ

るから意識的にならなければならない。特に関税に関して可決さ

れたら、ある部分ではすぐに大きく悪い影響が出るかもしれないし、

何年か先悪いことになるか分からないことがある。それに、国際的

な裁判に農業者が訴えられることもあるかもしれない、種のことで

アメリカの会社がカナダの農業者に対して起こした裁判がある。

　食糧の安全保障を考える時代、地域の農業というのは、とても

大事になる。農業が駄目になれば国も滅びる。例えば、アンコール

ワットでは水路が土砂で塞がれて米がとれなくなって滅びたと言

われている。王は毎日池の水位を管理していた、と。食糧は国の存

続にかかわる。効率的な生産体制や適地適作、国際分業論といっ

ても工業製品とは意味合いが違う。虫がつかないように薬を使う

とか、生命活動を差し置いて使用するのはよくないと思う。

3. 住民と行政のあり方のこと

　中山正夫さんは、ナタネなんかやっているでしょ、人が寄る環境

づくりをしている。益子にある魅力に感じられる要素、資産をどう抽

出して、組み立ててどう発信すればいいのか考えていかないといけ

ない。道の駅でもイベントでも、行政と住民のデュアルシステムとし

てどうかしないといけないですね。それに観光協会などの機関も考

えて活動しなければならない。議員さんなんかも、研修に行くなら

本当にプラスになるものを持って帰ってこなくてはならない。あとは、

町で各分野の専門家が集まって、損得なしに話し合える機会や場

所が必要になる。行政も意味のある活動を住民と行うことが必要。

例えば、四国では、行政の人が主導で葉っぱを「つま」として売る

事業を起こしていることもある。

これからは、若い人の意見も取り入れながら考えていかないとい

けない。育った人材が外に出ていってしまうと、町に世話になった

恩返しをしてもらわなければ町の損失になってしまう。故郷への思

いを還元できるようにしないと。

(萩原| そうですね、そのためには子どもたちが、この町のことを知

らないといけないですね。子どもたちが知っていればそれを活用し

て行うことができる。そのためには、子どもたちに伝えないといけな

いですね。) 

　そうですね。



記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局

パラチオンについて (事務局・注)
　急性毒性の高い有機リン剤。日本では1971年に一般での使用を禁止さ
れている。

シュマイザー裁判について (事務局・注)
　自家採種と品種改良を続けてきたカナダの農業者・シュマイザーさんの
畑にモンサント社が開発したRRナタネが見つかったことから、同社は技術
使用料を払うことなくRRナタネを栽培したのは特許権侵害と主張し提訴。
シュマイザーさんはRRナタネの種子を購入したことも蒔いたこともなく、RR
ナタネの種子が運搬中のトラックから畑に落ちたか、あるいはシュマイザー
さんの育てていたナタネが交雑したのだと考えられると反論したにもかか
わらず敗訴した。

浅川町の景観生態学的観察スケッチ 、2003年

して気持ち悪いんだ。

　私は、EM菌だけではないですが、その中の光合成細菌と乳酸

菌を主に使った農業をしています。始めたのは雑草対策として、微

生物を使うことで早く芽を出させて早く取る。最初は失敗もしたけ

ど、だんだん使えるようになってきた。

　東京農業大学に行っていた。大学の授業では、農家のお嫁さん

の統計を学んだことがある。農家に来る嫁は長女ではなく、次女や

三女が嫁に来る、と。ちなみに家の嫁さんは次女だね。

　昔の農業で聞いたことは、有畜農業だった。昔は人力に頼って

おり、近隣で互いに手助けをしながら田んぼの仕事をしていた。今

回はここが終わったらここ、その次は誰 さ々んの家、などと。近所の

高齢の方は、子どもの頃牛引きをしていたと聞いたことがある。

　昭和30年くらいまで、水はきれいだった。子どもの頃、水浴びを

　農家の床井剛 (とこいつよし) さんは、農薬に対する問題意識か

ら環境保全型の農業について探究を重ねている。

1. これまでの農業と農薬のこと

　加工用のトマトの栽培を行っていたとき、規定の使用方法で農

薬を使っていたんだけど、それでもそれをきっかけに、化学物質過

敏症になってしまった。それで無農薬を始めたのが10年前。

　この辺では、イチゴの収穫を観光客に提供している場所もある

でしょ、その人たちが、そのまま食べてしまうことがあるけど、よくな

いよね、無農薬で育てたなら分かるけど…。

　そのときは加工用のトマトを栽培していたけど、トマトはもっと乾

燥していて水捌けのいい岩盤の上とかで育つでしょ、それを6月頃

の日本で育てたら疫病にかかりやすくて、疫病にかかると、どろっと
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していた。ナマズやウナギもいた。ただ、東京オリンピックのあたりか

ら、農薬が使われ始めた。パラチオンや有機リン剤系の農薬が使

われ始めてから魚もいなくなった。農薬の知識なんてなかったから

その中を泳いでいたと思う。

　農薬に頼っていると地力がなくなる。化学物質ばかりの農業生

産は、土を砂にしてしまうと言われている。例えば、ミミズがいなく

なってしまうということもある。農薬を撒くとミミズがいなくなる、カ

メムシがいたり、それを蛙が食べたり、そういう生物もいなくなる。

2. これからの農業と地域のこと

　私は、環境保全型で作物を考えている。役場にも話している。稲

わらや籾殻を堆肥に使う農業など。今、鶏糞を使った農業を本で

勉強している。鶏糞には微生物がおり、微生物の力で尿酸態窒素

から硝酸態窒素になる。このような農法をこの地域でできないかと

考えている。既に、益子ではコジマヒサユキさんという方が、合鴨農

法をやっている。有機物を使った農業生産体制を広げて、地域の

農産物が人体に負荷をかけないようにしたいが、現状は少ない労

働力で、農業を守ることを考えなければいけない。ただ、有機農業

を維持するのは、手間がかかり難しいから、消費者にも協力と理解

をしてもらわなければならない。例えば、スーパーの安いものより、

高い農産物にモノの対価として払うということ。地元の共通理解が

必要。それに、農業だけで考えるのではなく付随する産業も含めて

考えなければならない。

　この地域は、労働力を結集して地域を守る、ということには地域

がまとまっていない。ただ、農業を守ることは、この地域の共同体を

存続することにも強く関係している。それと絡んで、TPPの問題もあ

るから意識的にならなければならない。特に関税に関して可決さ

れたら、ある部分ではすぐに大きく悪い影響が出るかもしれないし、

何年か先悪いことになるか分からないことがある。それに、国際的

な裁判に農業者が訴えられることもあるかもしれない、種のことで

アメリカの会社がカナダの農業者に対して起こした裁判がある。

　食糧の安全保障を考える時代、地域の農業というのは、とても

大事になる。農業が駄目になれば国も滅びる。例えば、アンコール

ワットでは水路が土砂で塞がれて米がとれなくなって滅びたと言

われている。王は毎日池の水位を管理していた、と。食糧は国の存

続にかかわる。効率的な生産体制や適地適作、国際分業論といっ

ても工業製品とは意味合いが違う。虫がつかないように薬を使う

とか、生命活動を差し置いて使用するのはよくないと思う。

3. 住民と行政のあり方のこと

　中山正夫さんは、ナタネなんかやっているでしょ、人が寄る環境

づくりをしている。益子にある魅力に感じられる要素、資産をどう抽

出して、組み立ててどう発信すればいいのか考えていかないといけ

ない。道の駅でもイベントでも、行政と住民のデュアルシステムとし

てどうかしないといけないですね。それに観光協会などの機関も考

えて活動しなければならない。議員さんなんかも、研修に行くなら

本当にプラスになるものを持って帰ってこなくてはならない。あとは、

町で各分野の専門家が集まって、損得なしに話し合える機会や場

所が必要になる。行政も意味のある活動を住民と行うことが必要。

例えば、四国では、行政の人が主導で葉っぱを「つま」として売る

事業を起こしていることもある。

これからは、若い人の意見も取り入れながら考えていかないとい

けない。育った人材が外に出ていってしまうと、町に世話になった

恩返しをしてもらわなければ町の損失になってしまう。故郷への思

いを還元できるようにしないと。

(萩原| そうですね、そのためには子どもたちが、この町のことを知

らないといけないですね。子どもたちが知っていればそれを活用し

て行うことができる。そのためには、子どもたちに伝えないといけな

いですね。) 

　そうですね。



和久金四郎さん

は芦沼よりいくらか良かったが、キズが多くて大谷石には勝てず、

昭和43年頃に採掘をやめてしまった。

　その後は大谷石を買ってきて加工したり、御影石で石碑をつ

くったりしていたが、自分は23年前に怪我で仕事をやめてしまった。

菅又での採掘は最初手掘りだったが、途中で機械が入った。道具

も自分で作っていた。鋼 (はがね) 付けは鍛冶屋でやってもらった

が、焼くのは自分で。毎日昼にふいごを使ってやっていた。

　芦沼での採掘をやめた理由は、石材として採算が取れないから。

屑石は瀬戸屋が買うけど、それでは金にならない。大塚石材以外

の業者も同じ頃にやめてしまった。芦沼で掘っていた人はほとんど

亡くなってしまった。

　益子のツカモトさんのところでは屑石を買って粉にしていた。芦

沼石を使った建物を壊すときにも石を引き取っていた。精米所を

　芦沼で石の採掘が行われていた頃を知る和久金四郎 (わくきん

しろう) さんは、自らも長年にわたる石の仕事に携わってきた。妻の

トチ子さんにも部分的に同席していただいてお話を伺った。

1. 石の仕事

　自分は、昭和28年、岩瀬 (いわせ、現桜川市) からこちらに来た。

姉のところに子どもがいなかったので。その頃は芦沼で石を掘って

いる人が沢山いた。石下 (いしおろし、現市貝町) にも石山があっ

た。

　こちらに来て1年ぐらい経って、今も七井にある大塚石材で石切

りの仕事を始めた。大塚石材は昭和29年頃まで芦沼で石を掘って

いたが、自分が仕事を始めた時には、石山を菅又 (すがまた、現茂

木町) に移していた。菅又の石も芦沼石に似てやわらかく、石の質
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やっていたモリシマヒデオさんのおやじさんも粉にして売っていた

が、昭和28~29年頃にやめてしまった。芦沼石の採掘をやめてから

も、屑石を運んで行く人はいた。

2. 屋号について

　「イシヤ」という屋号は、和久家ではなく近所のイシイヒロミさん。

石の仕事をしていたというのは聞いたことがなく、なぜ「イシヤ」と

いうかは分からない。

　近くでビニール工場をやっているミヤモトさんが「オテラ」という

屋号で、昔お寺だったのかなとも思うが、屋号についてはよく分か

らない。

3. 「芦沼」の由来

　「昔、この辺りは沼だったので、それで芦沼というんだ。」と、上に

住んでいるスズキキミエさんが言っていた。キミエさんが来た時に

はもう沼はなく、誰かに聞いた話らしい。



記録: 今井知弘 (文責) 、 土祭事務局

「芦沼」の地名について (事務局・注)
　野崎忠著『益子地名考 中』191頁に「昔「荒樫沼」とか「芦樫沼」とかいっ
た沼がこの地にあったとか伝えられている。その沼の名称から、この集落名
が起こったようである。」との記載がある。

は芦沼よりいくらか良かったが、キズが多くて大谷石には勝てず、

昭和43年頃に採掘をやめてしまった。

　その後は大谷石を買ってきて加工したり、御影石で石碑をつ

くったりしていたが、自分は23年前に怪我で仕事をやめてしまった。

菅又での採掘は最初手掘りだったが、途中で機械が入った。道具

も自分で作っていた。鋼 (はがね) 付けは鍛冶屋でやってもらった

が、焼くのは自分で。毎日昼にふいごを使ってやっていた。

　芦沼での採掘をやめた理由は、石材として採算が取れないから。

屑石は瀬戸屋が買うけど、それでは金にならない。大塚石材以外

の業者も同じ頃にやめてしまった。芦沼で掘っていた人はほとんど

亡くなってしまった。

　益子のツカモトさんのところでは屑石を買って粉にしていた。芦

沼石を使った建物を壊すときにも石を引き取っていた。精米所を

　芦沼で石の採掘が行われていた頃を知る和久金四郎 (わくきん

しろう) さんは、自らも長年にわたる石の仕事に携わってきた。妻の

トチ子さんにも部分的に同席していただいてお話を伺った。

1. 石の仕事

　自分は、昭和28年、岩瀬 (いわせ、現桜川市) からこちらに来た。

姉のところに子どもがいなかったので。その頃は芦沼で石を掘って

いる人が沢山いた。石下 (いしおろし、現市貝町) にも石山があっ

た。

　こちらに来て1年ぐらい経って、今も七井にある大塚石材で石切

りの仕事を始めた。大塚石材は昭和29年頃まで芦沼で石を掘って

いたが、自分が仕事を始めた時には、石山を菅又 (すがまた、現茂

木町) に移していた。菅又の石も芦沼石に似てやわらかく、石の質
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やっていたモリシマヒデオさんのおやじさんも粉にして売っていた

が、昭和28~29年頃にやめてしまった。芦沼石の採掘をやめてから

も、屑石を運んで行く人はいた。

2. 屋号について

　「イシヤ」という屋号は、和久家ではなく近所のイシイヒロミさん。

石の仕事をしていたというのは聞いたことがなく、なぜ「イシヤ」と

いうかは分からない。

　近くでビニール工場をやっているミヤモトさんが「オテラ」という

屋号で、昔お寺だったのかなとも思うが、屋号についてはよく分か

らない。

3. 「芦沼」の由来

　「昔、この辺りは沼だったので、それで芦沼というんだ。」と、上に

住んでいるスズキキミエさんが言っていた。キミエさんが来た時に

はもう沼はなく、誰かに聞いた話らしい。
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