
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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 | 01 上大羽・栗生



02 西明寺

01 上大羽・栗生

06 山本

03 城内・一の沢

11 下大羽

09 大沢・北中

10 七井

08 小宅

13 星の宮

04 道祖土

12 塙

05 新町・田町・内町・生田目
    石並・栗崎・北益子

07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

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

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

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

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

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

地域の区分
地域を13地区に分けて風土・風景を読み解く
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上大羽・栗生地区の概説

　益子町の東南部に懐深く入り込んだ先にある地区。低山登山で人気の雨巻山 (あままきやま) ・ 三登谷山 (み

つとやさん) などが連なる高みの麓、大羽川、栗生川に沿って南北に細長く開けた土地。平安末期から鎌倉初期に

かけて活躍した、余生を上大羽でおくった武将、宇都宮朝綱が1194年に建立した綱神社など歴史遺産も多く残る。
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4. 堂ヶ入沢付近の湧水中のホトケドジョウ (上大羽/大川戸)

・ ホトケドジョウは当地で「ババスコ」と呼ぶ。

5. 葉たばこの生産 (上大羽、栗生)

・ ベーハ小屋 (たばこの乾燥小屋) では、葉たばこを干した。当地

では昭和7、8年から葉たばこ生産が始められ、同10年頃から乾

燥小屋が建てられた。各戸の乾燥小屋は共同で用いられた。あ

る家の小屋が一杯になると他家の小屋を借りて干すなど、お互

いにこれらを使い回した。「俺らが言う共同は、そういう意味、貸

し借りだよな、要するに」「せっかくの小屋、満杯にして薪を燃や

す。24時間体制で薪を燃すんだ」「灯油でやるようになるまで、ず

っとそうやってた。」

6. 山水を温める (栗生)

・ 「桃ノ木沢にも滝の入沢にも、各沢には、みんなあったんじゃない?  

ただし、温水溜め池じゃなくて、取水池だね、水不足のための用

水だ。」

・ 山水は、特に温水ため池はもうけずに水路に引いて「テビグロ」と

して長い距離を流しながら温めた。「昔は人工林がないから、水

温もそんなに下がらない。」 (だから「温水溜め池は必要ない」、

というニュアンスで発言) 「昔は田植えも遅かったから、冷たくて

も良いってのもあったんだよね。」

・ 山水を山裾で受けて田へ導く箇所 (そこでいったん水を遮断す

1. 十貫峰 (上大羽)

・ (廣瀬所有資料の) 「明神山」 があるという記述は誤りでは?

・ 龍神様、雨神様ならば峰の上に祀られている。

・ 山の神は山の頂上に祀る。昔の農家は山仕事もしたから怪我が

無いように。 毎年12月にお祭りをした。 (谷口さん) 

・ 神様を祭る場所は平らにした。登り口とてっぺんを平らにしたが、

そうした箇所がいくつもあった。神様の場所を中心に狭い範囲

で野火焼きをした。

 ・ かつての地蔵院は十貫峰の中心部に位置した。そこから正対す

る高舘山の麓、宮田にも山の神が祀られた。「団子山 (だんごや

ま) で、野村さんちからずっと参道ができていて、そこを登って行

った所、あの上には祠の跡があった、今は国有林になっているけ

ど。そこには円形平面上に土塁がまわされていて、今もそのかた

ちが残る。今でも、真っ平らになっている。雨乞いをやったんだよ

ね。」

2. 地蔵院改宗 (上大羽)

・ 地蔵院は江戸期に浄土宗から真言宗へ改宗している。そのため

に浄土庭園や阿弥陀堂がもうけられた。

3. 「七石」「七坂」等に対して (上大羽)

・ 七井戸もあった。「親父から聞いたんだよ」とのこと。 (谷口さん)

01 上大羽・栗生|風土・風景を読み解くつどい 談話録
栗生公民館にて  2014/10/19  18:30-20:30
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る) を「テビ」という 。 (廣瀬注: 堰状の箇所のことか? また、「クロ

」は他地方にも共通する畦の呼称か?)

・ ヒノキ林から染み出る水は冷たい。林内を渡る風も冷たい。次い

で、スギがそうである。一方、雑木山では、水と風は針葉樹林より

も冷たくない。 (山仕事をしていた方の発言)

・ 上大羽では、戦後ヒノキ等が持ち込まれるまではマツと雑木の

混生林が主であった。昭和30年代までは、燃料林としてマツ植

林が行われた。

・ 人工林は、一気に水を出し、一挙に水がなくなる。雑木山がいち

ばん自然に近い状態で、保水力がある。

7. 栗生川の河道変遷、水量変化 (栗生)

・ その旧河道は曲がりくねっていた。「のたくっていたね。」屈曲部

外周から水があふれるのはしばしばであった。

・ 橋が流されてしまうので簡易に丸太橋 (丸太) を架けていた。「ド

ウギ」と呼んだ。

・ 水量は台風到来時に著しく増える。夕立でも急な増水がある。2

月 (?) にも。また、夕立などに遭って急激に水かさが増すことが

ある。

・ 大羽川は江戸期に「大羽荒れ」と呼ばれる大水を起こした。そ

の時に川べりの畑が一面水に飲まれ、今も小石が土に混じ

る。川の氾濫は日常的にあり、上大羽に「河原」とつく地名が残

る。なお、 (川の氾濫とは別に) 雷雨などで多量の降水が一度

にあって、畑土が流れる。そのために、ネコダマ (標準和名リュ

ウノヒゲ) を土留め用として植えている。  (田中エイ氏に事前取

材)

・ 昔は、川でうどんを洗っていた。1年に1回 (4月1日に) 泥さらいを

した。

・ 小学生の頃までは、川で水を汲んで飲んでいた。

8. 栗生川の魚 (栗生)

・ アブラハヤやカジカがいる。最近はワタナベ家より上流に限られ

る。

・ スナドジョウ (標準和名シマドジョウ) がいた。「食べたら、うまか

った。」

9. 藁の祠 (黒子家、上大羽) 

・ 山の麓の屋敷から一段上がったところに置く石の祠は、かつて

は藁で作り毎年置きかえていた。氏神様を含む12の神を祀って

いる。それぞれが何の神かについてはわからない。藁の祠を毎

年作るのは大変で、自分の代で石の祠を買ってきて置くことにし

た。

・ 中深沢 (茂木町) では藁の祠を祀る習慣が今も引き継がれてい

る。祠は山の下に置き、毎年8月7日に山の上でお祭をする。

・ 黒子家の五輪塔は古いもの。五輪塔は墓で、武家や僧などの身

分に限って建てることが許された。古い墓は石を見れば、身分

がわかる。昔は、墓石だけで判断できた。

10. 局地気象 (上大羽、栗生) 

・ 町内の他所と天候が違うことが多いとの意見が複数。気温や雪

の量も他所と違う (気温は低く、雪は多い) 。

・ 日が最も高く上る南側が山で閉じられ、北側へ斜面が向き、東

西を山に囲まれているため、そうなるのであろう。 (廣瀬注: 栗生

川と大羽川が合流するまで、その間に虚空蔵山を擁する山塊と

丘があり、細い谷状の地形が続くことも関係があるのではない

か。)

・ 雨巻山では「雨が巻く」。雨が地に落ちてこない。霧が巻く。

・ 雨巻山では、雨 (地表への降水) が無くとも、空中水分量が多く

湿度が高い。それゆえ頂上までヒノキの生育がよく、9合目にカタ

クリが群生する箇所がある (通常の生育箇所は山の2合目くらい

まであるのに対して。) 

・ 雨巻山にはママコナが生育する。 (廣瀬注: この名が標準和名を

指すのであれば、ゴマノハグサ科で樹下から半乾地までに生育

する草本植物。) 

11. 金山他の鉱山または鉱道の存在 (上大羽、栗生) 

・ 高舘山に「金山」があった。

・ 「高舘の隠し金 (がね) 」が調査されたことがある。岩盤にたがね

を打ち込んだ跡が残る。

・ 高舘山で「シュ (朱) 」がとれた。朱が金より珍重された時代が

あった。

・ 高舘山頂に望楼を建てた際、地面の4m下から刀剣が出土した。
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・ (廣瀬スライドにあった) 栗生の「マンガン採掘孔」は、「金山」と

呼ばれていた。

12. 虫おくり (上大羽) - 資料5「年中行事のあらまし」参照

・ 上大羽にあった虫おくりの行事は、北益子で今も盛ん。 (出典: 

三登谷会資料) 

・ カラス呼ばりは今も行われる (?) 。

13. 地蔵院の茅葺き屋根

(上大羽、高橋正則氏が持参くださった写真より)

・ 地蔵院の屋根を葺く茅を得た茅場 (ススキ) があった。しかし、ス

スキが得られなくなり、一時期はコムギの藁を屋根に葺いたこと

もあったが、現在は銅板葺きに。

14. その他

・ 各地区でのつどいの成果をまとめた風土風景プロジェクト研究

成果の発表会を、土祭会期の少なくとも3ヶ月前に全町民に向

けて町民会館等で開いてはどうか。益子がどのような土地なの

か調べてきたことを報告しつつ、それを踏まえて土祭は今回どの

ような考えのもとに催すのかを、町民へ伝えて欲しい。各地区の

つどいに参加していても全体にどうなったのかはわからないか

ら、それを知らせてもらいたい。町民は、それに対してどう創造的

に土祭にかかわれるだろうかと考えられるようになろう。　(高松

氏より意見をいただく。)
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01 上大羽・栗生｜資料 1  大羽と朝綱

『大羽史蹟抄』　1959年5月27日　発行： 大羽小学校 PTA 文化部　提供： 郷土史研究家、故・田中淳三氏のご家族 (上大羽) 
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『大羽史蹟抄』



『大羽史蹟抄』　1959年5月27日　発行： 大羽小学校 PTA 文化部　提供： 郷土史研究家、故・田中淳三氏のご家族 (上大羽) 

01 上大羽・栗生｜資料 2  大羽史蹟要覧
『大羽史蹟抄』

01 - 35



01 - 36

01 上大羽・栗生｜資料 3  地蔵院の沿革

『大羽の空の下 -地蔵院の謎を探る-』　発行： 不明　提供： 郷土史研究家、故・田中淳三氏のご家族 (上大羽) 

『大羽の空の下 -地蔵院の謎を探る-』
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『大羽の空の下 -地蔵院の謎を探る-』

『大羽の空の下 -地蔵院の謎を探る-』　発行： 不明　提供： 郷土史研究家、故・田中淳三氏のご家族 (上大羽) 

01 上大羽・栗生｜資料 3  地蔵院の沿革



『大羽の空の下 -地蔵院の謎を探る-』　発行： 不明　提供： 上大羽 郷土史研究家、故・田中淳三氏のご家族 (上大羽) 

『大羽の空の下 -地蔵院の謎を探る-』
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01 上大羽・栗生｜資料 4  風習・大羽アレ



故 ・ 田中淳三氏手書き資料　1994年3月9日　提供： 郷土史研究家、故・田中淳三氏のご家族 (上大羽) 
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故 ・ 田中淳三氏手書き資料

01 上大羽・栗生｜資料 5　年中行事のあらまし



三登谷会資料　制作・提供： 三登谷会

01 - 40

三登谷会資料

01 上大羽・栗生｜資料 6  屋号の由来・大羽の行事・大羽七名所　



記録： 簑田

提供： 郷土史研究家、故・田中淳三氏のご家族 (上大羽) 
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行事写真と下野新聞掲載記事 （年月日不明）

01 上大羽・栗生｜資料 7  雨呼ばり

「雨呼ばり」について

　つどい談話録や、資料5・6にも登場する「虫おくり」「烏 (カラス) 

呼ばり」の他に、農作業に関連する行事として「雨呼ばり」も、80年

ほど前までは上大羽地区で行われていた。雨呼ばりは、稲の生育

に雨が足りないときに行った雨乞いの行事。写真は、故・田中淳三

氏のご家族からお借りした「雨呼ばり」を再現した時の写真と、下

野新聞に掲載された記事。
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01 上大羽・栗生｜資料 8  小さな祠   資料 9  綱神社例大祭、太々神楽奉納

記録： 簑田

①②

③

④

⑤

1. スライド「小さな祠の群」について

　黒子秀夫氏の自宅裏山に残る12の祠は、かつて、図①の様な配

置で裏山に点在し、池のそばにあった五輪塔は、頭の部分の石が、

よく転がり池に落ち、そのたびに泥さらいも兼ねて引き上げていた

という。藁の祠は、毎年12月に、篠竹と稲藁で新しく作る慣わしに

なっていたとのこと。②篠竹を曲げて屋台骨とし、③そこに屋根を

藁で作り、壁は×の形に藁を。また、お供えを置く台も④のように篠

竹と藁で作っていた。毎年、藁で作るのは容易なことではなく、昭

和52年頃に石の祠を購入し、⑤のように並べて祭っている。個人

宅の氏神さまの祠では、07田野地区で聞き取りを行った東田井の

高松大・靖子さん宅では藁による祠作りが続けられており、田野地

区の記録で後述する。左図イラストは、黒子秀夫氏による。 

2. 綱神社例大祭　太々神楽奉納

　1194年建立の国指定文化財になっている綱神社では、毎年11

月の第2日曜日に例大祭が行われ、江戸の文政年間にルーツを持

つ太々神楽の奉納が行われている。例大祭では、上大羽自治会の

当番班が用意した餅が (当番班と来年の当番班の) 組の数だけ、

お供えされる。神主さんからは「稲の魂は年神様でもあり、命にか

かすことができないもの。お供えのお下がりをいただくことは、神様

の力をいただくこと」という話があり、例大祭が終わると、各組の組

長が持ち帰り、戸数の分だけ切り分けて、各戸に配る。通常は、境

内で舞う神楽も、2014年はあいにくの雨により、公民館での奉納に。

谷口氏子総代は「おしめり (雨) の時は農作業ができないから、み

んな集まって酒を飲んだ。それが神事 (かみごと) だ」と。また、公民

館長さんの挨拶の「本日は、雨に恵まれまして」とのおおらかな言

葉も印象的だった。

記録： 簑田

稲藁で作った小さな祠のイラスト (イラスト・黒子秀夫氏)

太々神楽奉納、 2007年6月26日 (写真・益子町観光協会)


