
1. 土祭における風土と風景の定義

束の間の一瞬でさえも

豊かな過去を持っている

土曜日の前には自分の金曜日があり

六月の前には自分の五月がある

(…)

この木はポプラ、何十年も前に根を生やした

この川はラバ川、流れはじめたのは

今日や昨日のことではない

茂みの中を通る小道が

踏み固められてできたのは

おとといのことではない

風が雲を吹き散らすためには、その前に

ここに雲を吹き寄せなければならなかった

(…)

　上記は、ポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩

「題はなくてもいい」の一節です。彼女は、私たちが感性をひら

いて目の前の世界を見つめなおすことで確かめられる豊かさが

あると、詩作を通して人びとに生涯呼びかけ続けました。とりわ

け、この詩は風景と風土の成り立ち、そして私たちが風景と風

土を問題にすることの意義の理解に向くと考えられるため、ここ

で引用をしました。『土祭読本』への寄稿、「益子の風景を通し

て風土を読む」においても、同じ目的から引用をしています。

　川が流れ、雲が風に吹き寄せられるのは自然のことであり、

茂みの中を通る小道が踏み固められてできるのは自然に人が

はたらきかけてのこととなります。そのように目の前の風景はか

たちづくられてゆき、私たちは、目の前の土地や人間のいとなみ

の全体を風土と「観る」ようになります。

　土祭において、風土は、ある土地の自然と、自然に人がはたら

きかけてかたちづくってきた豊かな暮しのいとなみ、豊かな暮し

の場の全体を指し、風景は風土の姿を指す、と定義します。ただ

し、音風景などの概念があるように、目に見える土地や自然物

や人間や人工物の姿だけでなく、目に見えない音や香り、場や

物の手触り、趣なども風景に含むものと考えます。

　そして、風土を成り立たせる「暮しのいとなみ」には、生活はも

ちろんのこと祭礼や生業を介した人びとの結びつきなども含ま

れます。それもあって、同じ土地に暮らす人びとの間で、風土の

見方はあるところまで共有されてゆきます。益子の地でいえば、

益子の人びとに共有される身近な世界観、それが益子の風土

像ということになります。

　風土はこのようにさまざまな成因から成り立ちます。それゆえ

に風景の観察を通して風土の成因を見つけ、それらの関係を

考察することで、風土の成り立ちを考えることはできてゆきます。

「益子の風土と風景を読み解くプロジェクト」は、こうした考え

方と方法にもとづいて起案され実践されています。

2. 本書について

　「土祭2015企画書」に記すように、専門家と町民で読み解く益子

の風土を土台として、土祭2015の企画や表現を形にしていく。

　土祭2015の開催を通して、私たちが読み解いてきた益子の風土

に、未来に残せる新しい風土が形成され重ねられていくこと、それ

が「土祭」の本義とも言える。益子全体、そして、地域ごとに細やか

に読み解いて行く過程とそこで浮き彫りにされてくることの記録を

本書にまとめていく。
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02 西明寺

01 上大羽・栗生

06 山本

03 城内・一の沢

11 下大羽

09 大沢・北中

10 七井

08 小宅

13 星の宮

04 道祖土

12 塙

05 新町・田町・内町・生田目
    石並・栗崎・北益子

07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

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

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

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

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

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

地域の区分
地域を13地区に分けて風土・風景を読み解く
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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 岩崎正彦さん 「下町・後町山車の復活」　

聞き取り 大岡忠男さん 「祭りと農業、地域の繋がり」

聞き取り 高田絹子さん・実さん・岩崎正彦さん 「旧商店街の今と昔」

資料 1   「七つの井戸」を訪ねる

資料 2   「七つの井戸」と「矢島城跡」へのアクセス
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七井地区の概説  

　益子町の北西部、隣町の市貝町との町境にあり、町を南北に縦断する小貝川がこの地区のほぼ中央を流れ、川

沿いには真岡鐡道が走る。七井駅の東には七井城跡があり、かつて鉄道の終点でもあった七井駅周辺は商店街と

して賑わい映画館や旅館もあった。この地区には、水の染み出る場所が数多くあり、七井という地名の由来と言わ

れる。
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・ 映画館は仮設ではなかった。 (大岡氏。前出) 

4. 下町の追分碑

・ 下町を小貝川に下り、真岡鐵道の踏切を渡ったところに二股に

分かれた道がある。そこに追分碑が残る。このあたりは水害常襲

地帯で、宅盤は土盛りをしてあり、碑は元の位置から動かしてい

ないが半分くらい埋まってしまっている。 (大岡氏) 

・  (簡易拓本のように紙を碑に当てて上から碑文を墨でなぞった

ものを取り出して) 「左が宇都宮、右が市貝と書いてあるように

見えるが、定かではない」。 (同) 

・ 廣瀬注: 後日、簡易拓本の写しをとらせていただき、解読を行う。

また、踏査時に七井交差点北側の道に面した住宅敷地南西隅

に追分碑があるのを見つけている。住宅所有者によれば近くの

道が拡幅された際に現在の地点へ移されたもので、案内の向き

がおかしくなったとのこと。この碑は中央に「二十三夜供養塔」と

彫られ、その右下に「右　まかべ　つくば」とあり、左下に「左 

(以下不詳) 」とある。また、水害常襲地帯で宅盤を盛土により嵩

上げする方法は輪中地帯に見られる「水屋 (高盛りをして家を

建てた。こうした場所では地下水位が高く、燃料やその他の用

材とする木 も々、高盛りをして植えた。こうした技術の小貝川沿

川の低地における有無についても調べたい) 」に通じる。

・ 事務局注: つどい参加者 (地域おこし協力隊坂倉氏) の協力に

より、生涯学習課文化係が下町の追分碑を現地調査して解読

1. ギョンサマと一番まわり

・ ギョンサマと一番まわりの経過などについて知っているのは、私

たちの自治会の中でももう数人になった。語り継いでいかなけれ

ばならないと思っている。 (大岡忠男氏)

・ ギョンサマではおみこしの前に富士山から花馬が出た (「3頭」と

橋本晧朗氏。「いや、5頭」と前出の大岡氏。お互いに「だんだん

減ったかな…」 ) 。

・ がっしりとした大きな農耕馬に花飾りをつけて、印象的だった。 

(橋本氏) 

2. 焼酎瓶の土留め

・ 大岡先生 (ベイシアから仲町へ行く時に一度ぶつかる屋敷) の

家の西側の土手に100個くらい積んである。

・ 廣瀬注: 同様に、売り物にならない焼き物を各家庭で垣や塀に

積んだことからできた愛知県常滑市「やきもの散歩道」について

紹介。 

3. 七井宿図 (『益子の歴史』332頁) 

・ この図にある店は、およそ子供の頃まで残っていたと思う (その

後、やめたり新しく店ができたりといった変化があった。前出の

橋本氏) 。

・ 子供の頃、友達を苗字では呼ばず屋号で呼んでいた。オケヤ、ゲ

タヤ、コウジヤ…と。 (同) 

10 七井 |風土・風景を読み解くつどい 談話録
あぐり館にて  2015/04/28  18:30-20:30

を試み (右写真) 、拓本を採って結果を報告していただく予定。

なお、現地はかつて七井台町を経て宇都宮に至る道 (現在の県

道1号宇都宮笠間線) と日枝神社前を経て北へ向かう県道 (現

在の県道163号黒田市塙真岡線) との分岐点であったが、道路

の付け替えにより民家の敷地となっている。

5. 七つの井

・ 仲町文化部資料の項目「愛宕の井」について。「当時は山だった

ところが」と舌状台地上面の土地利用に関して記述されている

ことについて廣瀬より参加者に「山とは?」と質問。「この辺りの方

は、木が生えているところ (平地林) を“山”と呼んでいるようだ」

との意見を橋本氏よりいただく。

・ 「亀の井」「室生の井」「瀧の井」に見られるハンノキの実、「ヤシャ

」について。染料となり、媒染によって黒や黄の色が得られる。 

(橋本氏) 

6. 地域の水循環 (土祭セミナー新井章吾招聘講師より)

・ 地域の木の利用と湧水の量には関係がある。この地域ではどう

木の利用が移り変わってきたか? たとえば、スギが植えられる前

に何が生えていたか? 昭和30年代頃までどの木を熱源としてい

たか? 社寺林で大きく育っている木の種類は (社寺林に植えら

れてきた木は何か)? 柴山はあったか? 落ち葉の堆肥利用につい

ては? （新井氏)

・ スギはそれほど植えられなかった。熱源にしたのは主にアカマツ

とコナラ。 (大岡氏)

・ 向北原などはアカマツが主に生えていた。コナラもあり、薪をとる

ために萌芽更新をしていたので背が低かった。あぐり館の周辺

にも広い範囲にアカマツが生えていた。 (橋本氏)

・ 広葉樹は岩盤の亀裂にも根を伸ばす。そうやってミネラルを吸い

上げて植物体をつくる。そして、落葉により地中のミネラルが地

表に供給される。それがフルボ酸などとして表土の中を染みな

がら動く水に運ばれて下流側に当たる各所の植物に摂取され
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る。地中から染み出した水を使う農業では、薪炭林として雑木林

が維持された時代の方が、作物に含まれるミネラルの量は多

かったであろうとの仮説を立てている。 (新井氏)

・ その他では、昔は大通りをオオガンと呼んでいて、掃除をして馬

糞を拾った。それは肥料にした。また、馬を農耕に使いだしてか

ら餌用に草を刈るようになった。 (大岡氏、橋本氏)

・ もう一点、谷津によっては水がよく出る他に肥料をやらなくても

稲がよく育った場所がないかについても、調べられてはいかが

か? (新井氏)

・ 廣瀬注: 水資源の保全と循環利用について、新井先生が指摘さ

れた「木の利用と湧水の関係史」を調べてゆく視点を持つ。なお、

廣瀬も表土中を染みながら移動する水の利用が、河川の規模

の小さい益子町では主であったことについてつどい各回で発言

していたが、七井つどいにおいては地質柱状図の値を重く見て 

(引用した3地点の孔内水位は地下3~5mであった) 、表土中の

水の存在を一時忘れて説明と進行を行ってしまった。つどい終

了後、その問題点を新井氏より注意されたので今後は気をつけ

たい。

7. 益子特別支援学校からの眺望

・ 町の方々が「あそこからの眺めが非常によい」と言われると聞き、

益子特別支援学校から南側を見させてもらった。なだらかに台

地が下っていった先に七井城跡ののる低い丘があり、さらにそ

の先に高舘山が見え、それより先に雨巻山をはじめとする町の

南部の山々が薄く青く望まれる。

・ しかし、これはいわゆる眺望とはやや異なるのではないか。いわ

ゆる眺望とは、高いところから低いところを俯瞰したり、高い山が

そびえるさまや湖、海原が広がるさまを指していうように思う。

・ そうだとすれば、益子の人々のいう「眺望」は一般的ではなく独

特な美意識にもとづくものと考えられる。このことについても、今

後調べ考えてみたい。 (廣瀬発言)

8. 要望 (七つの井の位置の特定)

・ 七つの井の名と位置について、『益子の歴史』『益子地名考』お

よびカワラ先生の研究成果とで記述が異なる。名と位置の特定

ができないものか。

9. その他

・ 江戸時代のものと思われる、上大羽の七つの井の地図の写しを

所持している。必要があれば見せられるし、今日のこの会での報

告のように、同地区の方 に々よる七つの井に対する活動も支え

て欲しい。 (高橋正則氏)
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・ 子供の頃、友達を苗字では呼ばず屋号で呼んでいた。オケヤ、ゲ

タヤ、コウジヤ…と。 (同) 

を試み (右写真) 、拓本を採って結果を報告していただく予定。

なお、現地はかつて七井台町を経て宇都宮に至る道 (現在の県

道1号宇都宮笠間線) と日枝神社前を経て北へ向かう県道 (現

在の県道163号黒田市塙真岡線) との分岐点であったが、道路

の付け替えにより民家の敷地となっている。

5. 七つの井

・ 仲町文化部資料の項目「愛宕の井」について。「当時は山だった

ところが」と舌状台地上面の土地利用に関して記述されている

ことについて廣瀬より参加者に「山とは?」と質問。「この辺りの方

は、木が生えているところ (平地林) を“山”と呼んでいるようだ」

との意見を橋本氏よりいただく。

・ 「亀の井」「室生の井」「瀧の井」に見られるハンノキの実、「ヤシャ

」について。染料となり、媒染によって黒や黄の色が得られる。 

(橋本氏) 

6. 地域の水循環 (土祭セミナー新井章吾招聘講師より)

・ 地域の木の利用と湧水の量には関係がある。この地域ではどう

木の利用が移り変わってきたか? たとえば、スギが植えられる前

に何が生えていたか? 昭和30年代頃までどの木を熱源としてい

たか? 社寺林で大きく育っている木の種類は (社寺林に植えら

れてきた木は何か)? 柴山はあったか? 落ち葉の堆肥利用につい

ては? （新井氏)

・ スギはそれほど植えられなかった。熱源にしたのは主にアカマツ

とコナラ。 (大岡氏)

・ 向北原などはアカマツが主に生えていた。コナラもあり、薪をとる

ために萌芽更新をしていたので背が低かった。あぐり館の周辺

にも広い範囲にアカマツが生えていた。 (橋本氏)

・ 広葉樹は岩盤の亀裂にも根を伸ばす。そうやってミネラルを吸い

上げて植物体をつくる。そして、落葉により地中のミネラルが地

表に供給される。それがフルボ酸などとして表土の中を染みな

がら動く水に運ばれて下流側に当たる各所の植物に摂取され

七井下町の追分碑   提供：坂倉氏七井交差点付近の追分碑
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る。地中から染み出した水を使う農業では、薪炭林として雑木林

が維持された時代の方が、作物に含まれるミネラルの量は多

かったであろうとの仮説を立てている。 (新井氏)

・ その他では、昔は大通りをオオガンと呼んでいて、掃除をして馬

糞を拾った。それは肥料にした。また、馬を農耕に使いだしてか

ら餌用に草を刈るようになった。 (大岡氏、橋本氏)

・ もう一点、谷津によっては水がよく出る他に肥料をやらなくても

稲がよく育った場所がないかについても、調べられてはいかが

か? (新井氏)

・ 廣瀬注: 水資源の保全と循環利用について、新井先生が指摘さ

れた「木の利用と湧水の関係史」を調べてゆく視点を持つ。なお、

廣瀬も表土中を染みながら移動する水の利用が、河川の規模

の小さい益子町では主であったことについてつどい各回で発言

していたが、七井つどいにおいては地質柱状図の値を重く見て 

(引用した3地点の孔内水位は地下3~5mであった) 、表土中の

水の存在を一時忘れて説明と進行を行ってしまった。つどい終

了後、その問題点を新井氏より注意されたので今後は気をつけ

たい。

7. 益子特別支援学校からの眺望

・ 町の方々が「あそこからの眺めが非常によい」と言われると聞き、

益子特別支援学校から南側を見させてもらった。なだらかに台

地が下っていった先に七井城跡ののる低い丘があり、さらにそ

の先に高舘山が見え、それより先に雨巻山をはじめとする町の

南部の山々が薄く青く望まれる。

・ しかし、これはいわゆる眺望とはやや異なるのではないか。いわ

ゆる眺望とは、高いところから低いところを俯瞰したり、高い山が

そびえるさまや湖、海原が広がるさまを指していうように思う。

・ そうだとすれば、益子の人々のいう「眺望」は一般的ではなく独

特な美意識にもとづくものと考えられる。このことについても、今

後調べ考えてみたい。 (廣瀬発言)

8. 要望 (七つの井の位置の特定)

・ 七つの井の名と位置について、『益子の歴史』『益子地名考』お

よびカワラ先生の研究成果とで記述が異なる。名と位置の特定

ができないものか。

9. その他

・ 江戸時代のものと思われる、上大羽の七つの井の地図の写しを

所持している。必要があれば見せられるし、今日のこの会での報

告のように、同地区の方 に々よる七つの井に対する活動も支え

て欲しい。 (高橋正則氏)



・ 映画館は仮設ではなかった。 (大岡氏。前出) 

4. 下町の追分碑
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を試み (右写真) 、拓本を採って結果を報告していただく予定。

なお、現地はかつて七井台町を経て宇都宮に至る道 (現在の県

道1号宇都宮笠間線) と日枝神社前を経て北へ向かう県道 (現

在の県道163号黒田市塙真岡線) との分岐点であったが、道路

の付け替えにより民家の敷地となっている。

5. 七つの井

・ 仲町文化部資料の項目「愛宕の井」について。「当時は山だった

ところが」と舌状台地上面の土地利用に関して記述されている

ことについて廣瀬より参加者に「山とは?」と質問。「この辺りの方

は、木が生えているところ (平地林) を“山”と呼んでいるようだ」

との意見を橋本氏よりいただく。

・ 「亀の井」「室生の井」「瀧の井」に見られるハンノキの実、「ヤシャ

」について。染料となり、媒染によって黒や黄の色が得られる。 

(橋本氏) 

6. 地域の水循環 (土祭セミナー新井章吾招聘講師より)

・ 地域の木の利用と湧水の量には関係がある。この地域ではどう

木の利用が移り変わってきたか? たとえば、スギが植えられる前

に何が生えていたか? 昭和30年代頃までどの木を熱源としてい

たか? 社寺林で大きく育っている木の種類は (社寺林に植えら

れてきた木は何か)? 柴山はあったか? 落ち葉の堆肥利用につい

ては? （新井氏)

・ スギはそれほど植えられなかった。熱源にしたのは主にアカマツ

とコナラ。 (大岡氏)

・ 向北原などはアカマツが主に生えていた。コナラもあり、薪をとる

ために萌芽更新をしていたので背が低かった。あぐり館の周辺

にも広い範囲にアカマツが生えていた。 (橋本氏)

・ 広葉樹は岩盤の亀裂にも根を伸ばす。そうやってミネラルを吸い

上げて植物体をつくる。そして、落葉により地中のミネラルが地

表に供給される。それがフルボ酸などとして表土の中を染みな

がら動く水に運ばれて下流側に当たる各所の植物に摂取され

記録: 廣瀬俊介 (文責) 、土祭事務局
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る。地中から染み出した水を使う農業では、薪炭林として雑木林

が維持された時代の方が、作物に含まれるミネラルの量は多

かったであろうとの仮説を立てている。 (新井氏)

・ その他では、昔は大通りをオオガンと呼んでいて、掃除をして馬

糞を拾った。それは肥料にした。また、馬を農耕に使いだしてか
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の小さい益子町では主であったことについてつどい各回で発言
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(引用した3地点の孔内水位は地下3~5mであった) 、表土中の

水の存在を一時忘れて説明と進行を行ってしまった。つどい終

了後、その問題点を新井氏より注意されたので今後は気をつけ

たい。

7. 益子特別支援学校からの眺望

・ 町の方々が「あそこからの眺めが非常によい」と言われると聞き、

益子特別支援学校から南側を見させてもらった。なだらかに台

地が下っていった先に七井城跡ののる低い丘があり、さらにそ

の先に高舘山が見え、それより先に雨巻山をはじめとする町の

南部の山々が薄く青く望まれる。

・ しかし、これはいわゆる眺望とはやや異なるのではないか。いわ

ゆる眺望とは、高いところから低いところを俯瞰したり、高い山が

そびえるさまや湖、海原が広がるさまを指していうように思う。

・ そうだとすれば、益子の人々のいう「眺望」は一般的ではなく独

特な美意識にもとづくものと考えられる。このことについても、今

後調べ考えてみたい。 (廣瀬発言)

8. 要望 (七つの井の位置の特定)

・ 七つの井の名と位置について、『益子の歴史』『益子地名考』お

よびカワラ先生の研究成果とで記述が異なる。名と位置の特定

ができないものか。

9. その他

・ 江戸時代のものと思われる、上大羽の七つの井の地図の写しを

所持している。必要があれば見せられるし、今日のこの会での報

告のように、同地区の方々による七つの井に対する活動も支え

て欲しい。 (高橋正則氏)



復活した下町・後町山車

ため、確かなことではないですが…。祭りでは、豊作を祝い願うこと

を神に向かって行っていたのだと思います。祭りの前にヒョウが降

り注いだことによって翌年も自粛をしたのだと思いますが、確かな

ことは分からないです。

　ただ、一度途絶えたものをもう一度復元するのは難しく、昔から

私はよく「山車をもう一度やりたい」と話していた年配の方々の話

を思い出します。山車を組み立てるのは難しく、昔は専門の大工が

いたのだと思います。見ただけでは、組み方がなかなか分かりませ

んでした。それでも、組み立てていく最中に屋根の上に箱状のもの

が付きました。これは、と思い年配の方に聞いてみると、人形が

あったことなど話してくれました。

　山車の復元には、新町の屋台にもかかわった大工棟梁の宇賀

神さんらに協力をしていただき、他に、地区の年配の方々の記憶を

　下町・後町山車修復委員会会長の岩崎正彦 (いわさきまさひこ) 

さんに、130年以上前に制作され、明治17年の栃木県庁新築の祝

賀行事に巡行した貴重な山車の復活について伺った。

1. 山車の自粛と復活

　山車の復活は、日枝神社春の祭典の折、自治会には山車があり

夏祭りの際には巡行していた、という話が盛り上がったことが始ま

りです。宇都宮市の文化財調査員の池田貞男さんに「古いだけで

はない価値がある」と説かれて、復元に向かった。

　昭和35年夏にヒョウの被害を受けてしまって、翌年から自粛をし

てしまった。次の年から途絶えてしまった理由は分かりません、憶

測ですが、農家の方があまりに多くの被害を受け、祭りを行うこと

をためらってしまったのではないでしょうか。50年以上も昔の話の
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辿ったことが大きく、更に復元に向けて後押ししてくれました。特に

中野武さんは、大きく復元の後押しをしてくれていました。中野さん

は山車の完成の前に亡くなられてしまいましたが、その記憶を受け

繋ぐことができました。

　大沢のお囃子会には、お囃子を地元の子どもたちに教えていた

だき、新町の新若会や塙若会の方には、拍子木の合図や山車の

運行について教えていただきました。

2. お祭りの意義

　復元して初めての昨年の夏祭りの際、山車の運行に小さい子か

らお年寄りまで、みなさんが山車が来るのを楽しみに待っていたの

を思い出します。お祭りがあることによって小さい子からお年寄り

まで一緒に楽しめる、こんなことは他にはない、大事なことだと思

いました。それと同時に、一度失ったものを復元するのは大変なん

だ、と。お祭りを続けていくには、昔と違い意思が必要なのだと思

います。皆が一同に楽しむことができる、お祭りは必要なのだと思

います。
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は山車の完成の前に亡くなられてしまいましたが、その記憶を受け
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　大沢のお囃子会には、お囃子を地元の子どもたちに教えていた

だき、新町の新若会や塙若会の方には、拍子木の合図や山車の

運行について教えていただきました。

2. お祭りの意義
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らお年寄りまで、みなさんが山車が来るのを楽しみに待っていたの

を思い出します。お祭りがあることによって小さい子からお年寄り

まで一緒に楽しめる、こんなことは他にはない、大事なことだと思

いました。それと同時に、一度失ったものを復元するのは大変なん

だ、と。お祭りを続けていくには、昔と違い意思が必要なのだと思

います。皆が一同に楽しむことができる、お祭りは必要なのだと思

います。

記録: 萩原潤 (文責) 、土祭事務局
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大岡忠男さん

たちが神社の氏子と自治会長と子ども会長と、会長さんを集めて

修復委員会をつくって、これからどんなふうな形で直していくかと

いう組織づくりをやっているところ。組織は間もなく立ち上がると思

うんだけど、その辺を中心にして、山車は130年間の歴史あるもの

がどうにか元の形に戻ったので、今度はそれと一緒におみこしね。

　ここのおみこしは「あばれみこし」といって、スサノオノミコトを

祀った八雲神社のお祭りに担ぎ出すのが七井のおみこしなんだよ

ね。これは年寄りに聞くと分かるんだけど、「七井のギョンサマ」と

いって、今は子どもの夏休みに入ってからとか海の日を中心に祭り

をやってるけども、昔は7月の15・16に決まっていた。芳賀郡内では

一番早い夏祭りだった。それでここを皮切りに市貝町とか茂木町

とか、益子町も夏祭りに入っていくんだけども、七井が一番早い夏

祭りで、「あばれみこし」ということでよそから見に来た、けっこう人

　元役場職員の大岡忠男 (おおおかただお) さんに、地域で取り

組んでいるおみこしの復活や祭りと農業の関わりなどについてお

話を伺った。

1. おみこしの復活について

　人口減少問題、地域の元気を出すためにどうしたら一番いいか、

国も地方創生というが決め手がないでしょ。とりあえずここでは50

年ぶりに山車を復元したもんだから、山車とおみこしを媒体にして

お祭りを元のように復活させて、地域の連帯、活性化を図れるん

じゃないかということで、ちょうどうちの方では何百年も続いている

おみこしが壊れちゃって使用に耐えられないような状態なんだよね。

それを作りかえすか新築するかというところで今、自治会挙げて、

自治会は全部、仲町・下町・上町・後町・東町・台町・里東、その人
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気のある祭り。もっとも昔は祭りしか人の楽しみはなかったからね。

「あばれみこし」で「七井のギョンサマ」といって、けっこうこの界隈

ではメジャーな方だった。

　そのおみこしも、最初地元の人たちは文化財になるかなと思っ

てあちこち調べたんだけど、結局はルーツ、年代を表すものは何に

も出てこない。見積もり取ったら「古いの直しても新しいの作っても

そんなに変わらない」と言われて、じゃあどうするかということで、

「今度は委員会を立ち上げてやろう」となった。これから組織が立

ち上がればおみこしができてくると思うんで、そうなったらおみこし

と山車とセットで七井の祭りということで、各自治会協力してオー

ル七井でできればいい祭りになるかなと思って考えていた。そうい

うふうなことを実行委員会に伝えることも一つの手段なんだけどね。

2. 祭りと農業の関係

　祭りそのものがここに根付いたギョンサマっていうやつかな。昔

は百姓というか農業が大部分だった。農業というのは昭和40年代

半ば過ぎ頃からいろいろ農薬ができたり除草剤ができたりしてか

なり省力化できるようになったけども、それまでの日本の農業とい

うのは草との戦いだった。ここは7月の15・16が夏祭りなもんだから、

ギョンサマが来るまでに農家の人たちは草取りとかそれに関する

農作業、我々が育つ頃は農家の「一番まわり」といって。

　どういうことかと言うと、昔は水田とか畑とかフルに活用したわけ。

夏作物は田んぼのイネをつくったり陸稲を作付けしたりナス・キュ

ウリ・ラッカセイ・タバコとか、そういうものを夏作でつくる。夏作は

だいたい10月頃収穫する、それで秋祭りをやるんだけど、その後冬

作物で、田んぼや畑で麦をつくる、昔から米と麦は主要食糧だっ

たから。冬作物が冬から春になって5月、6月頃になると麦の収穫が

始まる。今は田植えというと4月の下旬から5月のしょっぱなに終

わっちゃうんだけど、昔は入梅で雨が降るでしょ、その水を利用し

て田植えをやったんですよ、だから6月の中旬か下旬にならないと

田植えが終わらない。それで麦を6月の初旬に刈る、収穫して調製

して出荷する。昔は食糧管理法が徹底して国にしか売れなかった、

国以外に出すと横流しといって罰せられた。

　それから田植えの準備やなんかをする。そうすると田んぼや畑が

一斉に緑になって、緑になるのはきれいだけども草が生える、今度

はそれの戦いになる。だから畑の草むしり、水田の草取り。今は草

取りなんてやってる人いない、田の草取りという仕事は今の人に

言っても分からない、除草剤使って草なんか生えないようにしてい

る。ところが昔は除草剤なんかないから水田一面草になっちゃう、

それを手ではいつくばってむしる。あとは人力で除草機を押すんだ

けども、これも大変な仕事。田んぼの田植え終わって第一回目の草

取り、陸稲をまいた畑の草むしり、あるいはラッカセイ畑の草むしり、

それを田んぼやったり畑やったり、陸稲やったりラッカセイやった

りして、全部一回り草取りやるわけ、一回りやっている間に先やっ

たやつはまた生えてくるんだけど、その一回り終わらせるのが「一

番まわり」。

　七井のギョンまでに「一番まわり」を終わらせる、みんな農家

個々人がそういうふうな目標に向かって、地域住民にしてみれば一

大イベントだから、夏祭りというのは。ギョンが楽しみでもあるけれ

ども越えなくちゃならない一つのハードルで、生活のサイクルの中

に組み込まれていたんだよね、祭りが。そういう点では七井の夏祭

りっていうのは民俗の生活の中で営まれてきた祭りだと思ってるん

だ。俺らぐらいしか知らないんだよ、そういう昔の祭りっていうのは。

3. 昔の祭りの記憶

　おみこしは今でもやってんだけど、今は20代から30代ぐらいで若

い衆が揃わない。だから元気よく「あばれみこし」といって、昔はお

みこしを担いで町内全部練り歩く、ワッショイワッショイ、それで肩

が血だらけになっちゃう、真っ赤になって、それが勲章だったんで

すよ、若い人の。今はそういうことやる人がいない、だから静かに担

いでぐるっと回って、時々ギャラリーがいっぱいいるところはワッ

ショイワッショイやるけども、ほんとに少ししかやらない、現実に力

もないし持てないわけよ。昔の元気のある勇壮な祭りを知ってると

いうのは俺らの年代かその上しかいない。

　もう一つには山車の方だけども、昭和34年の夏に出したのが最

後で、昭和35年から出してないわけだよ、それを3年前修復した。だ

から五十いくつぐらいの人までは、そういう記憶がない、話を聞い

て分かってるとは思うんだけども、記憶がないからいくら「いいもん

だ」と言われても実感として伝わらない。俺らが子どもの頃は山車

に乗って、昔は電気なんかないから提灯だから、ガタンガタンやっ

てる間にロウソクが消えちゃったりするんですよ、提灯のロウソク交

換というのが楽しくて、そんなにいっぱい乗れないから上級生にな

んなくちゃその仕事はできないんだけども、できないとなると下級

生だけでもやりたくてやりたくて、山車に乗ってロウソク交換するの

が子どもたちの夏祭りの夢だった。

　もう一つは夜店、夜店いっぱい出たから、あんまりお金なんても

らえなかったけど、もらえないお金をどんなふうに有効に使うか、そ

の夜店の買い物が楽しかった。あの頃はご馳走やなんかもないか

ら、ああいうときに祭りに食べるご馳走だの、夜店で買う綿飴だの、

ぶっかけ飴っていうのがあったんだよね、ああいうのが楽しくてしょ

うがなかった。

　そういう記憶があるから、そういうふうな祭りっていうものをもう

一回ここで復活すると、今みんな長男だって家出ちゃう、外へ出て

子どもでもできるとなかなか帰って来られないでしょ、だけどもそう

いうふうな夏祭りや何かの思い出というのがあれば、たまにはこっ

ちに来て祭りでも見せてやろうか、というようなことであれば一年

に一度でもいいから帰って来て地域へ戻れる。そういうふうな仕掛

けを年寄りがやってやらないと、今の若い人にそういうことやれと

言ってもそれもまた無理な話だから。そういう点では七井の夏祭り

というのがうまい方向に進んでいければな、というのが今の私の夢

だね。

4. 地域の繋がりとお囃子

　社会の状況の変化で農作物の生産体制なんかも変わってきた

けれども、地域の繋がりっていうか、もっと連帯感を強くしていかな

くちゃならない。3.11で自治会ごとの絆や連帯感は強まったけれど

も、喉元過ぎれば熱さ忘れるじゃないけど、だんだん意識が薄れて

きちゃうでしょ、常にそういう仕掛けをして、そういうふうなことに

なったときにすぐに対応できるようにね。

　今年で3年目に入るんだけども、山車の修復を機に、今あちこち

でお囃子っていうのが増えてきたけど、昔はここの夏祭りのお囃子

は芳賀町の芳志戸 (ほうしと) というところから囃子方を頼んでき

た。昔から何百年も続いている話だから、交通手段なんかもものす

ごく不便だったでしょ、だけども芳賀町まで、まず夏祭りの打合せ

を、毎年同じ人を頼んでるから夏祭りの日付は変わらないから分

かっていると思うけど、世話人が誰々で、何時に誰々のあそこまで

来てくださいとかいう打合せで、こちらから世話人が相談に行く。

それで今度祭りの当日、15日に来てもらって、世話人の家に5人来

て泊まる。世話人の家でふるまいをしてお囃子をやってもらった。

16日にまた終わってから送っていく。そういうふうなことをやってよ

そからお囃子を頼んで2日間やってもらったけども、とてもじゃない

けども今の時代、世話人なんて引き受けたってそれまでの仕事は

できない。どうにか山車をつくったのを契機に地元でお囃子をまか

なおうじゃないか、といってお囃子会を一昨年立ち上げた。

　立ち上げたのはいいけど、「お囃子をやってみっか」という人が

少なくて、子どもたちも巻き込んでなんだけど、大沢のお囃子会に

教わってるんだけども、子どもたちは覚えるのが早いんですよ、だい

たいできるんだけど、大人がみなさんに聞かせるほどの技術ができ

てこない。子どもはせいぜい小学校6年ぐらいまでで、中学になると

部活だとか、高校になるとなおさらのことで、子どもはあてにならな

い。その子どもが成人してまた戻ってくる可能性はあるけども、とり

あえず今のところ子どもと大人でやって一組やっと、二組できるか

できないかなんだけども、「大人が覚えないとダメだから」というこ

とで今年から大人をハッパかけて、4月になったら内容を充実して

再開したいと思っている。

　そういうことで何百年もなかったお囃子というのをここで立ち上

げた。ああいうのもやっぱり繋がりというか、お囃子を媒体にして

繋がりというのができればまたそこに一つ加わるわけだからいい

かなと思って、自治会と相談してやったんだけどね。そういうのがな

いと「あれどこの人だっぺな」とか「どこのおじちゃんだっぺ」とか分

かんなくなっちゃうでしょ。常に顔を合わせてれば「あそこのばあ

ちゃん2、3日見えないんだけどどうしたんだっぺ、行ってみっか」と

いうことになってくるから、孤独死なんかもなくなるし。いずれ自分

もそういうふうなことになってくるんだから、今のうちにどうにかさ。

3.11のときに断水したり停電になったりして困ったもんだから、

「じゃあ古い井戸の調査やっか」となって、何軒かは「まだ自家水と

して使ってるよ」なんて言ったもんだから、そういう人に水もらった

りしたんだけど、ああいうのは常日頃必要。

5. 念仏講のこと

　ここに来たのは昭和40年なんだけど、昭和50年ぐらいまでやっ

てたかな、地域のお年寄りの女性が各家を回って祈祷念仏という

のを唱えてくれた。無病息災、家内安全なんてのを願いながら、座

敷にお年寄りたちが並んで数珠を回しながらお念仏を各家庭で

やってくれた。そのときにも「よく顔見るけどここの嫁さんだったの

けぇ」とか、そういうふうなことで顔見知りになった。

　春に毎年、一年に一遍ずつ各家庭を回って歩くの。うちは二人

して勤めてたから朝一番に回ってもらって、10人ぐらい年寄りのお

ばちゃんが座敷に上がって。なくなってもう四十何年か、今もう町

うちでやってるところないでしょ。

　地域に昔いろいろな講があったでしょ、その中で念仏講というの

を女性の人たちが組織して、その念仏講の人たちがお茶1杯ぐらい

で全くボランティアで各家庭をやってくれた。

6. ソバとタバコについて

　ソバ畑は日枝神社のすぐ手前のところの富士山 (ふじやま) の方

へ抜ける道路がある、それの左側が畑になってる。あれが高尾地 

(たかおじ) っていう地名なんだけども、今タバコは少なくなったけ

どもソバとタバコ。日枝神社の手前をすぐ右へ入って500～600m

行ったところ。

　ソバはつくって3か月で収穫できて食べられる、だから食糧難の

ときの食糧供給にはいい食材だった。夏ソバと秋ソバもだいたい3

か月ずつでとれる。昔からここはソバつくってたよ、何百年も昔から

やってたんじゃないの。

　昔はどこの年寄りも蕎麦打ちは上手だったよ、今なかなか上手

な人いないけどね。今みたいに米何g、味噌何ccなんてことやらなく

て、昔の人は目で。だから蕎麦打ちは苦にならなかった、人が来て

「待ってな、今打つから」なんて言ってすぐに造作なくやっちゃう。

蕎麦がき、昔は熱湯だけさしてかき回して醤油をつけて食べるん

だけども、これもうまかったんだ、子どもの頃は。

　あとやっぱり子どもの頃思い出にあるのはタバコづくりだよね。

農家生まれだったから子どもでも手伝いさせられたからね。手間

のかかる仕事だったし、激務というか仕事の量がすごかった、ほん

とに朝から夜までだからね。

　それでまた農家も一年に一度の「タバコ売り」っていうのかな、

収穫して調製して売りに行く。専売公社に持っていく、するとそこで

お金くれるわけ。だから帰りにいろいろ買い物したりなんかして

帰ってくるんだけども、家で待ってる子どもたちが常日頃食ったこ

とない饅頭だとか羊羹だとか、そういうものを買ってきてくれるわけ。

それを待ってて食べるんだけども、何ともいえないご馳走だった。

「タバコ売り」ってのは楽しみだったね。

　タバコの「葉のし」という仕事がある、収穫して乾燥したやつはシ

ワになったりしているもんだから、そのシワを二人して平らにのばし

て100枚ぐらいずつ重ねて一束にする、そういう「葉のし」という作

業は子どもが手伝える仕事なんですよ、それをやらされるわけ。

売ったお金で買ってもらえるのも楽しみだったけども、仕事を手

伝ったご褒美がそういう形で返ってきた。お店だって「タバコ売り」

が近づくとそれに合わせて商品仕入れたりなんかして準備してま

すから、すごい賑わいだよ、11月。10月頃になると「葉のし」やるんだ

よね、昼間一生懸命働いて夜できる仕事、家の台所で。

　やっぱりタバコをつくるのにこの辺の土も合ってたんだよね、関

東ローム層みたいな赤土みたいな、ああいうのがいい品質のタバ

コができるというんで普及したんだね。あと単価的にもほかの作物

からして有利な単価で、専売品ですから、専売公社だったから国

が買い上げですから、いい単価で買ってくれたんで農家の人も安

心して作ってたんだろうね、そういうのが益子に普及した原因じゃ

ないか。

7. 祭りとお囃子のこれから

　土祭の取り組みは時間かかるよね、一つの祭りを作り上げてい

くんだから。やっぱり一つの文化だから、そういう文化を定着させ

るというか育てるのは時間かかって当たり前の話。うちの方の夏祭

りもよそから来て気軽に参加できるような、誰でも参加できるよう

な祭りになっていくといいんじゃないかな、と話している。

　ここ数年、おみこしの担ぎ手がいないという話が出てるもんだか

ら、今まで当番町が回って担ぎ手をみんな出してたんだよね。だけ

ど当番町といってもしょいきれないから、当番町に限らず祭りに関

係のある自治会は全部出られる人は出てみんなで賑やかに担ごう、

ということで呼びかけて今年が3年目になる。これから当番町に限

らず、当番町以外の方でもみんなして、町外の人でも何でも来て、

おみこしはもめるわ山車は引けるわ、というようなことでやっていか

ないと。これからは少人数でなんかやってたんじゃ骨も折れるし、

だいたい賑やかにできないから、そんなふうにしなくちゃ、といって

そういうような方向にある。

　50年前まで頼んでおいた芳志戸のお囃子が新囃子っていうや

つ、その新囃子をテープにとってもらってそれを練習しようというこ

となんだけど、ただテープ聞いただけじゃダメなんですよ。だから向

こうから技術者を一人来てもらって、向こうでも芳賀町の西町とい

うところが新囃子を芳志戸から継承してやっている、西町では「練

習するんであれば行って教えてあげますよ」と言ってるから、西町

の応援をもらって新囃子をこれから覚えていこうと思っている。そ

れが本当に昔からここに伝わるお囃子。今は野囃子っていうやつ

で、大沢から教わっているのが野囃子、これがだいたいできるよう

になった。今度新囃子を練習したいと思っている。　　

8. 復元した山車のこと

　 (写真を見ながら) これは今泉村っていう箱があったんですよ、

この中にいろいろな細かい飾り物が入ってたんだけども、宇都宮

の今泉町、町村合併以前は村だったんだよね。これがあったんで

決め手になった、文化財になるためのね。宇都宮から買ってきた、

行って積んで泊まって次の日帰ってくる、二日がかりで馬車へ積ん

で買ってきた。今みたいにトラックがあるわけじゃないし、大変だっ

た、当時の仕事としてはね。

　これは明治17年に県庁が栃木市から宇都宮へ移ってきて、その

ときに二日間だか三日間にわたって祝賀行事をやった、そのときの

状況を描いた。江戸末期に活躍した宇都宮の菊地愛山 (きくちあ

いざん) という画家がこれを描いて、「今泉村はこれだよ」といって、

これを元に復元した。鹿沼のクロサキさんという彫刻師がこれを見

ながら復元してくれた。

　昔はどこの家でも、家を建てると建前という行事をやった。建前

をやるときに棟木のところに家内安全とか無病息災とか、弓を張っ

て矢をつがえて、要するに建前のときに使うのが上棟飾り。その行

事を県庁でやった新築のときに、建前のあれを意味してこれをつ

くった。これが山車の上についている。

9. 七井分館のこと

　七井仲町にあった「七井分館」の跡地は全くの更地、あそこ七

井の一等地だからね、町有地。あそこなんか祭りの拠点になるよう

に山車を格納しておみこしを格納して、あそこを拠点に七井の祭り

がまとまれればいいなと考えている。

　老朽化して取り壊した建物の古材は全部処分しちゃった。昭和

29年に合併したんだけども、あれを建てたのは七井村のとき。あの

頃は山持ちが七井にたくさんいた、その山持ちの人が材料出してく

れて、全部地元の木材を使って、それはそれは立派な木造二階の

風格のある建物だった。それが町村合併やって益子の役場へ全

部引き揚げちゃった、何年かはこちらで戸籍事務なんてのはやっ

てたんだけどね、その後会議に使うぐらいで。合併前の七井村役

場、合併後は益子町役場七井分館、公民館を併設して公民館業

務をやっていた。

　いい建物だった、残せればね。残すのにもお金がかかる、ギャッ

プがなかなかうまいこといかないんだけども、文化とか文化財とい

うのはお金かかって当たり前の話だから、しょうがないんだよ。



たちが神社の氏子と自治会長と子ども会長と、会長さんを集めて

修復委員会をつくって、これからどんなふうな形で直していくかと

いう組織づくりをやっているところ。組織は間もなく立ち上がると思

うんだけど、その辺を中心にして、山車は130年間の歴史あるもの

がどうにか元の形に戻ったので、今度はそれと一緒におみこしね。

　ここのおみこしは「あばれみこし」といって、スサノオノミコトを

祀った八雲神社のお祭りに担ぎ出すのが七井のおみこしなんだよ

ね。これは年寄りに聞くと分かるんだけど、「七井のギョンサマ」と

いって、今は子どもの夏休みに入ってからとか海の日を中心に祭り

をやってるけども、昔は7月の15・16に決まっていた。芳賀郡内では

一番早い夏祭りだった。それでここを皮切りに市貝町とか茂木町

とか、益子町も夏祭りに入っていくんだけども、七井が一番早い夏

祭りで、「あばれみこし」ということでよそから見に来た、けっこう人

　元役場職員の大岡忠男 (おおおかただお) さんに、地域で取り

組んでいるおみこしの復活や祭りと農業の関わりなどについてお

話を伺った。

1. おみこしの復活について

　人口減少問題、地域の元気を出すためにどうしたら一番いいか、

国も地方創生というが決め手がないでしょ。とりあえずここでは50

年ぶりに山車を復元したもんだから、山車とおみこしを媒体にして

お祭りを元のように復活させて、地域の連帯、活性化を図れるん

じゃないかということで、ちょうどうちの方では何百年も続いている

おみこしが壊れちゃって使用に耐えられないような状態なんだよね。

それを作りかえすか新築するかというところで今、自治会挙げて、

自治会は全部、仲町・下町・上町・後町・東町・台町・里東、その人

気のある祭り。もっとも昔は祭りしか人の楽しみはなかったからね。

「あばれみこし」で「七井のギョンサマ」といって、けっこうこの界隈

ではメジャーな方だった。

　そのおみこしも、最初地元の人たちは文化財になるかなと思っ

てあちこち調べたんだけど、結局はルーツ、年代を表すものは何に

も出てこない。見積もり取ったら「古いの直しても新しいの作っても

そんなに変わらない」と言われて、じゃあどうするかということで、

「今度は委員会を立ち上げてやろう」となった。これから組織が立

ち上がればおみこしができてくると思うんで、そうなったらおみこし

と山車とセットで七井の祭りということで、各自治会協力してオー

ル七井でできればいい祭りになるかなと思って考えていた。そうい

うふうなことを実行委員会に伝えることも一つの手段なんだけどね。

2. 祭りと農業の関係

　祭りそのものがここに根付いたギョンサマっていうやつかな。昔

は百姓というか農業が大部分だった。農業というのは昭和40年代

半ば過ぎ頃からいろいろ農薬ができたり除草剤ができたりしてか

なり省力化できるようになったけども、それまでの日本の農業とい

うのは草との戦いだった。ここは7月の15・16が夏祭りなもんだから、

ギョンサマが来るまでに農家の人たちは草取りとかそれに関する

農作業、我々が育つ頃は農家の「一番まわり」といって。

　どういうことかと言うと、昔は水田とか畑とかフルに活用したわけ。

夏作物は田んぼのイネをつくったり陸稲を作付けしたりナス・キュ

ウリ・ラッカセイ・タバコとか、そういうものを夏作でつくる。夏作は

だいたい10月頃収穫する、それで秋祭りをやるんだけど、その後冬

作物で、田んぼや畑で麦をつくる、昔から米と麦は主要食糧だっ

たから。冬作物が冬から春になって5月、6月頃になると麦の収穫が

始まる。今は田植えというと4月の下旬から5月のしょっぱなに終

わっちゃうんだけど、昔は入梅で雨が降るでしょ、その水を利用し

て田植えをやったんですよ、だから6月の中旬か下旬にならないと

田植えが終わらない。それで麦を6月の初旬に刈る、収穫して調製

して出荷する。昔は食糧管理法が徹底して国にしか売れなかった、

国以外に出すと横流しといって罰せられた。

　それから田植えの準備やなんかをする。そうすると田んぼや畑が

一斉に緑になって、緑になるのはきれいだけども草が生える、今度

はそれの戦いになる。だから畑の草むしり、水田の草取り。今は草

取りなんてやってる人いない、田の草取りという仕事は今の人に

言っても分からない、除草剤使って草なんか生えないようにしてい

る。ところが昔は除草剤なんかないから水田一面草になっちゃう、

それを手ではいつくばってむしる。あとは人力で除草機を押すんだ

けども、これも大変な仕事。田んぼの田植え終わって第一回目の草

取り、陸稲をまいた畑の草むしり、あるいはラッカセイ畑の草むしり、

それを田んぼやったり畑やったり、陸稲やったりラッカセイやった

りして、全部一回り草取りやるわけ、一回りやっている間に先やっ

たやつはまた生えてくるんだけど、その一回り終わらせるのが「一

番まわり」。

　七井のギョンまでに「一番まわり」を終わらせる、みんな農家

個々人がそういうふうな目標に向かって、地域住民にしてみれば一

大イベントだから、夏祭りというのは。ギョンが楽しみでもあるけれ

ども越えなくちゃならない一つのハードルで、生活のサイクルの中

に組み込まれていたんだよね、祭りが。そういう点では七井の夏祭

りっていうのは民俗の生活の中で営まれてきた祭りだと思ってるん

だ。俺らぐらいしか知らないんだよ、そういう昔の祭りっていうのは。

3. 昔の祭りの記憶

　おみこしは今でもやってんだけど、今は20代から30代ぐらいで若

い衆が揃わない。だから元気よく「あばれみこし」といって、昔はお

みこしを担いで町内全部練り歩く、ワッショイワッショイ、それで肩

が血だらけになっちゃう、真っ赤になって、それが勲章だったんで

すよ、若い人の。今はそういうことやる人がいない、だから静かに担

いでぐるっと回って、時々ギャラリーがいっぱいいるところはワッ

ショイワッショイやるけども、ほんとに少ししかやらない、現実に力

もないし持てないわけよ。昔の元気のある勇壮な祭りを知ってると

いうのは俺らの年代かその上しかいない。

　もう一つには山車の方だけども、昭和34年の夏に出したのが最

後で、昭和35年から出してないわけだよ、それを3年前修復した。だ

から五十いくつぐらいの人までは、そういう記憶がない、話を聞い

て分かってるとは思うんだけども、記憶がないからいくら「いいもん

だ」と言われても実感として伝わらない。俺らが子どもの頃は山車

に乗って、昔は電気なんかないから提灯だから、ガタンガタンやっ

てる間にロウソクが消えちゃったりするんですよ、提灯のロウソク交

換というのが楽しくて、そんなにいっぱい乗れないから上級生にな

んなくちゃその仕事はできないんだけども、できないとなると下級

生だけでもやりたくてやりたくて、山車に乗ってロウソク交換するの

が子どもたちの夏祭りの夢だった。

　もう一つは夜店、夜店いっぱい出たから、あんまりお金なんても

らえなかったけど、もらえないお金をどんなふうに有効に使うか、そ

の夜店の買い物が楽しかった。あの頃はご馳走やなんかもないか

ら、ああいうときに祭りに食べるご馳走だの、夜店で買う綿飴だの、

ぶっかけ飴っていうのがあったんだよね、ああいうのが楽しくてしょ

うがなかった。

　そういう記憶があるから、そういうふうな祭りっていうものをもう

一回ここで復活すると、今みんな長男だって家出ちゃう、外へ出て

子どもでもできるとなかなか帰って来られないでしょ、だけどもそう

いうふうな夏祭りや何かの思い出というのがあれば、たまにはこっ

ちに来て祭りでも見せてやろうか、というようなことであれば一年

に一度でもいいから帰って来て地域へ戻れる。そういうふうな仕掛

けを年寄りがやってやらないと、今の若い人にそういうことやれと

言ってもそれもまた無理な話だから。そういう点では七井の夏祭り

というのがうまい方向に進んでいければな、というのが今の私の夢

だね。

4. 地域の繋がりとお囃子

　社会の状況の変化で農作物の生産体制なんかも変わってきた

けれども、地域の繋がりっていうか、もっと連帯感を強くしていかな

くちゃならない。3.11で自治会ごとの絆や連帯感は強まったけれど

も、喉元過ぎれば熱さ忘れるじゃないけど、だんだん意識が薄れて

きちゃうでしょ、常にそういう仕掛けをして、そういうふうなことに

なったときにすぐに対応できるようにね。

　今年で3年目に入るんだけども、山車の修復を機に、今あちこち

でお囃子っていうのが増えてきたけど、昔はここの夏祭りのお囃子

は芳賀町の芳志戸 (ほうしと) というところから囃子方を頼んでき

た。昔から何百年も続いている話だから、交通手段なんかもものす

ごく不便だったでしょ、だけども芳賀町まで、まず夏祭りの打合せ

を、毎年同じ人を頼んでるから夏祭りの日付は変わらないから分

かっていると思うけど、世話人が誰々で、何時に誰々のあそこまで

来てくださいとかいう打合せで、こちらから世話人が相談に行く。

それで今度祭りの当日、15日に来てもらって、世話人の家に5人来

て泊まる。世話人の家でふるまいをしてお囃子をやってもらった。

16日にまた終わってから送っていく。そういうふうなことをやってよ

そからお囃子を頼んで2日間やってもらったけども、とてもじゃない

けども今の時代、世話人なんて引き受けたってそれまでの仕事は

できない。どうにか山車をつくったのを契機に地元でお囃子をまか

なおうじゃないか、といってお囃子会を一昨年立ち上げた。

　立ち上げたのはいいけど、「お囃子をやってみっか」という人が

少なくて、子どもたちも巻き込んでなんだけど、大沢のお囃子会に

教わってるんだけども、子どもたちは覚えるのが早いんですよ、だい

たいできるんだけど、大人がみなさんに聞かせるほどの技術ができ

てこない。子どもはせいぜい小学校6年ぐらいまでで、中学になると

部活だとか、高校になるとなおさらのことで、子どもはあてにならな

い。その子どもが成人してまた戻ってくる可能性はあるけども、とり

あえず今のところ子どもと大人でやって一組やっと、二組できるか

できないかなんだけども、「大人が覚えないとダメだから」というこ

とで今年から大人をハッパかけて、4月になったら内容を充実して

再開したいと思っている。

　そういうことで何百年もなかったお囃子というのをここで立ち上

げた。ああいうのもやっぱり繋がりというか、お囃子を媒体にして

繋がりというのができればまたそこに一つ加わるわけだからいい

かなと思って、自治会と相談してやったんだけどね。そういうのがな

いと「あれどこの人だっぺな」とか「どこのおじちゃんだっぺ」とか分

かんなくなっちゃうでしょ。常に顔を合わせてれば「あそこのばあ

ちゃん2、3日見えないんだけどどうしたんだっぺ、行ってみっか」と

いうことになってくるから、孤独死なんかもなくなるし。いずれ自分

もそういうふうなことになってくるんだから、今のうちにどうにかさ。

3.11のときに断水したり停電になったりして困ったもんだから、

「じゃあ古い井戸の調査やっか」となって、何軒かは「まだ自家水と

して使ってるよ」なんて言ったもんだから、そういう人に水もらった

りしたんだけど、ああいうのは常日頃必要。

5. 念仏講のこと

　ここに来たのは昭和40年なんだけど、昭和50年ぐらいまでやっ

てたかな、地域のお年寄りの女性が各家を回って祈祷念仏という

のを唱えてくれた。無病息災、家内安全なんてのを願いながら、座

敷にお年寄りたちが並んで数珠を回しながらお念仏を各家庭で

やってくれた。そのときにも「よく顔見るけどここの嫁さんだったの

けぇ」とか、そういうふうなことで顔見知りになった。

　春に毎年、一年に一遍ずつ各家庭を回って歩くの。うちは二人

して勤めてたから朝一番に回ってもらって、10人ぐらい年寄りのお

ばちゃんが座敷に上がって。なくなってもう四十何年か、今もう町

うちでやってるところないでしょ。

　地域に昔いろいろな講があったでしょ、その中で念仏講というの

を女性の人たちが組織して、その念仏講の人たちがお茶1杯ぐらい

で全くボランティアで各家庭をやってくれた。

6. ソバとタバコについて

　ソバ畑は日枝神社のすぐ手前のところの富士山 (ふじやま) の方

へ抜ける道路がある、それの左側が畑になってる。あれが高尾地 

(たかおじ) っていう地名なんだけども、今タバコは少なくなったけ

どもソバとタバコ。日枝神社の手前をすぐ右へ入って500～600m

行ったところ。

　ソバはつくって3か月で収穫できて食べられる、だから食糧難の

ときの食糧供給にはいい食材だった。夏ソバと秋ソバもだいたい3

か月ずつでとれる。昔からここはソバつくってたよ、何百年も昔から

やってたんじゃないの。

　昔はどこの年寄りも蕎麦打ちは上手だったよ、今なかなか上手

な人いないけどね。今みたいに米何g、味噌何ccなんてことやらなく

て、昔の人は目で。だから蕎麦打ちは苦にならなかった、人が来て

「待ってな、今打つから」なんて言ってすぐに造作なくやっちゃう。

蕎麦がき、昔は熱湯だけさしてかき回して醤油をつけて食べるん

だけども、これもうまかったんだ、子どもの頃は。

　あとやっぱり子どもの頃思い出にあるのはタバコづくりだよね。

農家生まれだったから子どもでも手伝いさせられたからね。手間

のかかる仕事だったし、激務というか仕事の量がすごかった、ほん

とに朝から夜までだからね。

　それでまた農家も一年に一度の「タバコ売り」っていうのかな、

収穫して調製して売りに行く。専売公社に持っていく、するとそこで

お金くれるわけ。だから帰りにいろいろ買い物したりなんかして

帰ってくるんだけども、家で待ってる子どもたちが常日頃食ったこ

とない饅頭だとか羊羹だとか、そういうものを買ってきてくれるわけ。

それを待ってて食べるんだけども、何ともいえないご馳走だった。

「タバコ売り」ってのは楽しみだったね。

　タバコの「葉のし」という仕事がある、収穫して乾燥したやつはシ

ワになったりしているもんだから、そのシワを二人して平らにのばし

て100枚ぐらいずつ重ねて一束にする、そういう「葉のし」という作

業は子どもが手伝える仕事なんですよ、それをやらされるわけ。

売ったお金で買ってもらえるのも楽しみだったけども、仕事を手

伝ったご褒美がそういう形で返ってきた。お店だって「タバコ売り」

が近づくとそれに合わせて商品仕入れたりなんかして準備してま

すから、すごい賑わいだよ、11月。10月頃になると「葉のし」やるんだ

よね、昼間一生懸命働いて夜できる仕事、家の台所で。

　やっぱりタバコをつくるのにこの辺の土も合ってたんだよね、関

東ローム層みたいな赤土みたいな、ああいうのがいい品質のタバ

コができるというんで普及したんだね。あと単価的にもほかの作物

からして有利な単価で、専売品ですから、専売公社だったから国

が買い上げですから、いい単価で買ってくれたんで農家の人も安

心して作ってたんだろうね、そういうのが益子に普及した原因じゃ

ないか。

7. 祭りとお囃子のこれから

　土祭の取り組みは時間かかるよね、一つの祭りを作り上げてい

くんだから。やっぱり一つの文化だから、そういう文化を定着させ

るというか育てるのは時間かかって当たり前の話。うちの方の夏祭

りもよそから来て気軽に参加できるような、誰でも参加できるよう

な祭りになっていくといいんじゃないかな、と話している。

　ここ数年、おみこしの担ぎ手がいないという話が出てるもんだか

ら、今まで当番町が回って担ぎ手をみんな出してたんだよね。だけ

ど当番町といってもしょいきれないから、当番町に限らず祭りに関

係のある自治会は全部出られる人は出てみんなで賑やかに担ごう、

ということで呼びかけて今年が3年目になる。これから当番町に限

らず、当番町以外の方でもみんなして、町外の人でも何でも来て、

おみこしはもめるわ山車は引けるわ、というようなことでやっていか

ないと。これからは少人数でなんかやってたんじゃ骨も折れるし、

だいたい賑やかにできないから、そんなふうにしなくちゃ、といって

そういうような方向にある。

　50年前まで頼んでおいた芳志戸のお囃子が新囃子っていうや

つ、その新囃子をテープにとってもらってそれを練習しようというこ

となんだけど、ただテープ聞いただけじゃダメなんですよ。だから向

こうから技術者を一人来てもらって、向こうでも芳賀町の西町とい

うところが新囃子を芳志戸から継承してやっている、西町では「練

習するんであれば行って教えてあげますよ」と言ってるから、西町

の応援をもらって新囃子をこれから覚えていこうと思っている。そ

れが本当に昔からここに伝わるお囃子。今は野囃子っていうやつ

で、大沢から教わっているのが野囃子、これがだいたいできるよう

になった。今度新囃子を練習したいと思っている。　　

8. 復元した山車のこと

　 (写真を見ながら) これは今泉村っていう箱があったんですよ、

この中にいろいろな細かい飾り物が入ってたんだけども、宇都宮

の今泉町、町村合併以前は村だったんだよね。これがあったんで

決め手になった、文化財になるためのね。宇都宮から買ってきた、

行って積んで泊まって次の日帰ってくる、二日がかりで馬車へ積ん

で買ってきた。今みたいにトラックがあるわけじゃないし、大変だっ

た、当時の仕事としてはね。

　これは明治17年に県庁が栃木市から宇都宮へ移ってきて、その

ときに二日間だか三日間にわたって祝賀行事をやった、そのときの

状況を描いた。江戸末期に活躍した宇都宮の菊地愛山 (きくちあ

いざん) という画家がこれを描いて、「今泉村はこれだよ」といって、

これを元に復元した。鹿沼のクロサキさんという彫刻師がこれを見

ながら復元してくれた。

　昔はどこの家でも、家を建てると建前という行事をやった。建前

をやるときに棟木のところに家内安全とか無病息災とか、弓を張っ

て矢をつがえて、要するに建前のときに使うのが上棟飾り。その行

事を県庁でやった新築のときに、建前のあれを意味してこれをつ

くった。これが山車の上についている。

9. 七井分館のこと

　七井仲町にあった「七井分館」の跡地は全くの更地、あそこ七

井の一等地だからね、町有地。あそこなんか祭りの拠点になるよう

に山車を格納しておみこしを格納して、あそこを拠点に七井の祭り

がまとまれればいいなと考えている。

　老朽化して取り壊した建物の古材は全部処分しちゃった。昭和

29年に合併したんだけども、あれを建てたのは七井村のとき。あの

頃は山持ちが七井にたくさんいた、その山持ちの人が材料出してく

れて、全部地元の木材を使って、それはそれは立派な木造二階の

風格のある建物だった。それが町村合併やって益子の役場へ全

部引き揚げちゃった、何年かはこちらで戸籍事務なんてのはやっ

てたんだけどね、その後会議に使うぐらいで。合併前の七井村役

場、合併後は益子町役場七井分館、公民館を併設して公民館業

務をやっていた。

　いい建物だった、残せればね。残すのにもお金がかかる、ギャッ

プがなかなかうまいこといかないんだけども、文化とか文化財とい

うのはお金かかって当たり前の話だから、しょうがないんだよ。
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たちが神社の氏子と自治会長と子ども会長と、会長さんを集めて

修復委員会をつくって、これからどんなふうな形で直していくかと

いう組織づくりをやっているところ。組織は間もなく立ち上がると思

うんだけど、その辺を中心にして、山車は130年間の歴史あるもの

がどうにか元の形に戻ったので、今度はそれと一緒におみこしね。

　ここのおみこしは「あばれみこし」といって、スサノオノミコトを

祀った八雲神社のお祭りに担ぎ出すのが七井のおみこしなんだよ

ね。これは年寄りに聞くと分かるんだけど、「七井のギョンサマ」と

いって、今は子どもの夏休みに入ってからとか海の日を中心に祭り

をやってるけども、昔は7月の15・16に決まっていた。芳賀郡内では

一番早い夏祭りだった。それでここを皮切りに市貝町とか茂木町

とか、益子町も夏祭りに入っていくんだけども、七井が一番早い夏

祭りで、「あばれみこし」ということでよそから見に来た、けっこう人

　元役場職員の大岡忠男 (おおおかただお) さんに、地域で取り

組んでいるおみこしの復活や祭りと農業の関わりなどについてお

話を伺った。

1. おみこしの復活について

　人口減少問題、地域の元気を出すためにどうしたら一番いいか、

国も地方創生というが決め手がないでしょ。とりあえずここでは50

年ぶりに山車を復元したもんだから、山車とおみこしを媒体にして

お祭りを元のように復活させて、地域の連帯、活性化を図れるん

じゃないかということで、ちょうどうちの方では何百年も続いている

おみこしが壊れちゃって使用に耐えられないような状態なんだよね。

それを作りかえすか新築するかというところで今、自治会挙げて、

自治会は全部、仲町・下町・上町・後町・東町・台町・里東、その人

気のある祭り。もっとも昔は祭りしか人の楽しみはなかったからね。

「あばれみこし」で「七井のギョンサマ」といって、けっこうこの界隈

ではメジャーな方だった。

　そのおみこしも、最初地元の人たちは文化財になるかなと思っ

てあちこち調べたんだけど、結局はルーツ、年代を表すものは何に

も出てこない。見積もり取ったら「古いの直しても新しいの作っても

そんなに変わらない」と言われて、じゃあどうするかということで、

「今度は委員会を立ち上げてやろう」となった。これから組織が立

ち上がればおみこしができてくると思うんで、そうなったらおみこし

と山車とセットで七井の祭りということで、各自治会協力してオー

ル七井でできればいい祭りになるかなと思って考えていた。そうい

うふうなことを実行委員会に伝えることも一つの手段なんだけどね。

2. 祭りと農業の関係

　祭りそのものがここに根付いたギョンサマっていうやつかな。昔

は百姓というか農業が大部分だった。農業というのは昭和40年代

半ば過ぎ頃からいろいろ農薬ができたり除草剤ができたりしてか

なり省力化できるようになったけども、それまでの日本の農業とい

うのは草との戦いだった。ここは7月の15・16が夏祭りなもんだから、

ギョンサマが来るまでに農家の人たちは草取りとかそれに関する

農作業、我々が育つ頃は農家の「一番まわり」といって。

　どういうことかと言うと、昔は水田とか畑とかフルに活用したわけ。

夏作物は田んぼのイネをつくったり陸稲を作付けしたりナス・キュ

ウリ・ラッカセイ・タバコとか、そういうものを夏作でつくる。夏作は

だいたい10月頃収穫する、それで秋祭りをやるんだけど、その後冬

作物で、田んぼや畑で麦をつくる、昔から米と麦は主要食糧だっ

たから。冬作物が冬から春になって5月、6月頃になると麦の収穫が

始まる。今は田植えというと4月の下旬から5月のしょっぱなに終

わっちゃうんだけど、昔は入梅で雨が降るでしょ、その水を利用し

て田植えをやったんですよ、だから6月の中旬か下旬にならないと

田植えが終わらない。それで麦を6月の初旬に刈る、収穫して調製

して出荷する。昔は食糧管理法が徹底して国にしか売れなかった、

国以外に出すと横流しといって罰せられた。

　それから田植えの準備やなんかをする。そうすると田んぼや畑が

一斉に緑になって、緑になるのはきれいだけども草が生える、今度

はそれの戦いになる。だから畑の草むしり、水田の草取り。今は草

取りなんてやってる人いない、田の草取りという仕事は今の人に

言っても分からない、除草剤使って草なんか生えないようにしてい

る。ところが昔は除草剤なんかないから水田一面草になっちゃう、

それを手ではいつくばってむしる。あとは人力で除草機を押すんだ

けども、これも大変な仕事。田んぼの田植え終わって第一回目の草

取り、陸稲をまいた畑の草むしり、あるいはラッカセイ畑の草むしり、

それを田んぼやったり畑やったり、陸稲やったりラッカセイやった

りして、全部一回り草取りやるわけ、一回りやっている間に先やっ

たやつはまた生えてくるんだけど、その一回り終わらせるのが「一

番まわり」。

　七井のギョンまでに「一番まわり」を終わらせる、みんな農家

個々人がそういうふうな目標に向かって、地域住民にしてみれば一

大イベントだから、夏祭りというのは。ギョンが楽しみでもあるけれ

ども越えなくちゃならない一つのハードルで、生活のサイクルの中

に組み込まれていたんだよね、祭りが。そういう点では七井の夏祭

りっていうのは民俗の生活の中で営まれてきた祭りだと思ってるん

だ。俺らぐらいしか知らないんだよ、そういう昔の祭りっていうのは。

3. 昔の祭りの記憶

　おみこしは今でもやってんだけど、今は20代から30代ぐらいで若

い衆が揃わない。だから元気よく「あばれみこし」といって、昔はお

みこしを担いで町内全部練り歩く、ワッショイワッショイ、それで肩

が血だらけになっちゃう、真っ赤になって、それが勲章だったんで

すよ、若い人の。今はそういうことやる人がいない、だから静かに担

いでぐるっと回って、時々ギャラリーがいっぱいいるところはワッ

ショイワッショイやるけども、ほんとに少ししかやらない、現実に力

もないし持てないわけよ。昔の元気のある勇壮な祭りを知ってると

いうのは俺らの年代かその上しかいない。

　もう一つには山車の方だけども、昭和34年の夏に出したのが最

後で、昭和35年から出してないわけだよ、それを3年前修復した。だ

から五十いくつぐらいの人までは、そういう記憶がない、話を聞い

て分かってるとは思うんだけども、記憶がないからいくら「いいもん

だ」と言われても実感として伝わらない。俺らが子どもの頃は山車

に乗って、昔は電気なんかないから提灯だから、ガタンガタンやっ

てる間にロウソクが消えちゃったりするんですよ、提灯のロウソク交

換というのが楽しくて、そんなにいっぱい乗れないから上級生にな

んなくちゃその仕事はできないんだけども、できないとなると下級

生だけでもやりたくてやりたくて、山車に乗ってロウソク交換するの

が子どもたちの夏祭りの夢だった。

　もう一つは夜店、夜店いっぱい出たから、あんまりお金なんても

らえなかったけど、もらえないお金をどんなふうに有効に使うか、そ

の夜店の買い物が楽しかった。あの頃はご馳走やなんかもないか

ら、ああいうときに祭りに食べるご馳走だの、夜店で買う綿飴だの、

ぶっかけ飴っていうのがあったんだよね、ああいうのが楽しくてしょ

うがなかった。

　そういう記憶があるから、そういうふうな祭りっていうものをもう

一回ここで復活すると、今みんな長男だって家出ちゃう、外へ出て

子どもでもできるとなかなか帰って来られないでしょ、だけどもそう

いうふうな夏祭りや何かの思い出というのがあれば、たまにはこっ

ちに来て祭りでも見せてやろうか、というようなことであれば一年

に一度でもいいから帰って来て地域へ戻れる。そういうふうな仕掛

けを年寄りがやってやらないと、今の若い人にそういうことやれと

言ってもそれもまた無理な話だから。そういう点では七井の夏祭り

というのがうまい方向に進んでいければな、というのが今の私の夢

だね。

4. 地域の繋がりとお囃子

　社会の状況の変化で農作物の生産体制なんかも変わってきた

けれども、地域の繋がりっていうか、もっと連帯感を強くしていかな

くちゃならない。3.11で自治会ごとの絆や連帯感は強まったけれど

も、喉元過ぎれば熱さ忘れるじゃないけど、だんだん意識が薄れて

きちゃうでしょ、常にそういう仕掛けをして、そういうふうなことに

なったときにすぐに対応できるようにね。

　今年で3年目に入るんだけども、山車の修復を機に、今あちこち

でお囃子っていうのが増えてきたけど、昔はここの夏祭りのお囃子

は芳賀町の芳志戸 (ほうしと) というところから囃子方を頼んでき

た。昔から何百年も続いている話だから、交通手段なんかもものす

ごく不便だったでしょ、だけども芳賀町まで、まず夏祭りの打合せ

を、毎年同じ人を頼んでるから夏祭りの日付は変わらないから分

かっていると思うけど、世話人が誰々で、何時に誰々のあそこまで

来てくださいとかいう打合せで、こちらから世話人が相談に行く。

それで今度祭りの当日、15日に来てもらって、世話人の家に5人来

て泊まる。世話人の家でふるまいをしてお囃子をやってもらった。

16日にまた終わってから送っていく。そういうふうなことをやってよ

そからお囃子を頼んで2日間やってもらったけども、とてもじゃない

けども今の時代、世話人なんて引き受けたってそれまでの仕事は

できない。どうにか山車をつくったのを契機に地元でお囃子をまか

なおうじゃないか、といってお囃子会を一昨年立ち上げた。

　立ち上げたのはいいけど、「お囃子をやってみっか」という人が

少なくて、子どもたちも巻き込んでなんだけど、大沢のお囃子会に

教わってるんだけども、子どもたちは覚えるのが早いんですよ、だい

たいできるんだけど、大人がみなさんに聞かせるほどの技術ができ

てこない。子どもはせいぜい小学校6年ぐらいまでで、中学になると

部活だとか、高校になるとなおさらのことで、子どもはあてにならな

い。その子どもが成人してまた戻ってくる可能性はあるけども、とり

あえず今のところ子どもと大人でやって一組やっと、二組できるか

できないかなんだけども、「大人が覚えないとダメだから」というこ

とで今年から大人をハッパかけて、4月になったら内容を充実して

再開したいと思っている。

　そういうことで何百年もなかったお囃子というのをここで立ち上

げた。ああいうのもやっぱり繋がりというか、お囃子を媒体にして

繋がりというのができればまたそこに一つ加わるわけだからいい

かなと思って、自治会と相談してやったんだけどね。そういうのがな

いと「あれどこの人だっぺな」とか「どこのおじちゃんだっぺ」とか分

かんなくなっちゃうでしょ。常に顔を合わせてれば「あそこのばあ

ちゃん2、3日見えないんだけどどうしたんだっぺ、行ってみっか」と

いうことになってくるから、孤独死なんかもなくなるし。いずれ自分

もそういうふうなことになってくるんだから、今のうちにどうにかさ。

3.11のときに断水したり停電になったりして困ったもんだから、

「じゃあ古い井戸の調査やっか」となって、何軒かは「まだ自家水と

して使ってるよ」なんて言ったもんだから、そういう人に水もらった

りしたんだけど、ああいうのは常日頃必要。

5. 念仏講のこと

　ここに来たのは昭和40年なんだけど、昭和50年ぐらいまでやっ

てたかな、地域のお年寄りの女性が各家を回って祈祷念仏という

のを唱えてくれた。無病息災、家内安全なんてのを願いながら、座

敷にお年寄りたちが並んで数珠を回しながらお念仏を各家庭で

やってくれた。そのときにも「よく顔見るけどここの嫁さんだったの

けぇ」とか、そういうふうなことで顔見知りになった。

　春に毎年、一年に一遍ずつ各家庭を回って歩くの。うちは二人

して勤めてたから朝一番に回ってもらって、10人ぐらい年寄りのお

ばちゃんが座敷に上がって。なくなってもう四十何年か、今もう町

うちでやってるところないでしょ。

　地域に昔いろいろな講があったでしょ、その中で念仏講というの

を女性の人たちが組織して、その念仏講の人たちがお茶1杯ぐらい

で全くボランティアで各家庭をやってくれた。

6. ソバとタバコについて

　ソバ畑は日枝神社のすぐ手前のところの富士山 (ふじやま) の方

へ抜ける道路がある、それの左側が畑になってる。あれが高尾地 

(たかおじ) っていう地名なんだけども、今タバコは少なくなったけ

どもソバとタバコ。日枝神社の手前をすぐ右へ入って500～600m

行ったところ。

　ソバはつくって3か月で収穫できて食べられる、だから食糧難の

ときの食糧供給にはいい食材だった。夏ソバと秋ソバもだいたい3

か月ずつでとれる。昔からここはソバつくってたよ、何百年も昔から

やってたんじゃないの。

　昔はどこの年寄りも蕎麦打ちは上手だったよ、今なかなか上手

な人いないけどね。今みたいに米何g、味噌何ccなんてことやらなく

て、昔の人は目で。だから蕎麦打ちは苦にならなかった、人が来て

「待ってな、今打つから」なんて言ってすぐに造作なくやっちゃう。

蕎麦がき、昔は熱湯だけさしてかき回して醤油をつけて食べるん

だけども、これもうまかったんだ、子どもの頃は。

　あとやっぱり子どもの頃思い出にあるのはタバコづくりだよね。

農家生まれだったから子どもでも手伝いさせられたからね。手間

のかかる仕事だったし、激務というか仕事の量がすごかった、ほん

とに朝から夜までだからね。

　それでまた農家も一年に一度の「タバコ売り」っていうのかな、

収穫して調製して売りに行く。専売公社に持っていく、するとそこで

お金くれるわけ。だから帰りにいろいろ買い物したりなんかして

帰ってくるんだけども、家で待ってる子どもたちが常日頃食ったこ

とない饅頭だとか羊羹だとか、そういうものを買ってきてくれるわけ。

それを待ってて食べるんだけども、何ともいえないご馳走だった。

「タバコ売り」ってのは楽しみだったね。

　タバコの「葉のし」という仕事がある、収穫して乾燥したやつはシ

ワになったりしているもんだから、そのシワを二人して平らにのばし

て100枚ぐらいずつ重ねて一束にする、そういう「葉のし」という作

業は子どもが手伝える仕事なんですよ、それをやらされるわけ。

売ったお金で買ってもらえるのも楽しみだったけども、仕事を手

伝ったご褒美がそういう形で返ってきた。お店だって「タバコ売り」

が近づくとそれに合わせて商品仕入れたりなんかして準備してま

すから、すごい賑わいだよ、11月。10月頃になると「葉のし」やるんだ

よね、昼間一生懸命働いて夜できる仕事、家の台所で。

　やっぱりタバコをつくるのにこの辺の土も合ってたんだよね、関

東ローム層みたいな赤土みたいな、ああいうのがいい品質のタバ

コができるというんで普及したんだね。あと単価的にもほかの作物

からして有利な単価で、専売品ですから、専売公社だったから国

が買い上げですから、いい単価で買ってくれたんで農家の人も安

心して作ってたんだろうね、そういうのが益子に普及した原因じゃ

ないか。

7. 祭りとお囃子のこれから

　土祭の取り組みは時間かかるよね、一つの祭りを作り上げてい

くんだから。やっぱり一つの文化だから、そういう文化を定着させ

るというか育てるのは時間かかって当たり前の話。うちの方の夏祭

りもよそから来て気軽に参加できるような、誰でも参加できるよう

な祭りになっていくといいんじゃないかな、と話している。

　ここ数年、おみこしの担ぎ手がいないという話が出てるもんだか

ら、今まで当番町が回って担ぎ手をみんな出してたんだよね。だけ

ど当番町といってもしょいきれないから、当番町に限らず祭りに関

係のある自治会は全部出られる人は出てみんなで賑やかに担ごう、

ということで呼びかけて今年が3年目になる。これから当番町に限

らず、当番町以外の方でもみんなして、町外の人でも何でも来て、

おみこしはもめるわ山車は引けるわ、というようなことでやっていか

ないと。これからは少人数でなんかやってたんじゃ骨も折れるし、

だいたい賑やかにできないから、そんなふうにしなくちゃ、といって

そういうような方向にある。

　50年前まで頼んでおいた芳志戸のお囃子が新囃子っていうや

つ、その新囃子をテープにとってもらってそれを練習しようというこ

となんだけど、ただテープ聞いただけじゃダメなんですよ。だから向

こうから技術者を一人来てもらって、向こうでも芳賀町の西町とい

うところが新囃子を芳志戸から継承してやっている、西町では「練

習するんであれば行って教えてあげますよ」と言ってるから、西町

の応援をもらって新囃子をこれから覚えていこうと思っている。そ

れが本当に昔からここに伝わるお囃子。今は野囃子っていうやつ

で、大沢から教わっているのが野囃子、これがだいたいできるよう

になった。今度新囃子を練習したいと思っている。　　

8. 復元した山車のこと

　 (写真を見ながら) これは今泉村っていう箱があったんですよ、

この中にいろいろな細かい飾り物が入ってたんだけども、宇都宮

の今泉町、町村合併以前は村だったんだよね。これがあったんで

決め手になった、文化財になるためのね。宇都宮から買ってきた、

行って積んで泊まって次の日帰ってくる、二日がかりで馬車へ積ん

で買ってきた。今みたいにトラックがあるわけじゃないし、大変だっ

た、当時の仕事としてはね。

　これは明治17年に県庁が栃木市から宇都宮へ移ってきて、その

ときに二日間だか三日間にわたって祝賀行事をやった、そのときの

状況を描いた。江戸末期に活躍した宇都宮の菊地愛山 (きくちあ

いざん) という画家がこれを描いて、「今泉村はこれだよ」といって、

これを元に復元した。鹿沼のクロサキさんという彫刻師がこれを見

ながら復元してくれた。

　昔はどこの家でも、家を建てると建前という行事をやった。建前

をやるときに棟木のところに家内安全とか無病息災とか、弓を張っ

て矢をつがえて、要するに建前のときに使うのが上棟飾り。その行

事を県庁でやった新築のときに、建前のあれを意味してこれをつ

くった。これが山車の上についている。

9. 七井分館のこと

　七井仲町にあった「七井分館」の跡地は全くの更地、あそこ七

井の一等地だからね、町有地。あそこなんか祭りの拠点になるよう

に山車を格納しておみこしを格納して、あそこを拠点に七井の祭り

がまとまれればいいなと考えている。

　老朽化して取り壊した建物の古材は全部処分しちゃった。昭和

29年に合併したんだけども、あれを建てたのは七井村のとき。あの

頃は山持ちが七井にたくさんいた、その山持ちの人が材料出してく

れて、全部地元の木材を使って、それはそれは立派な木造二階の

風格のある建物だった。それが町村合併やって益子の役場へ全

部引き揚げちゃった、何年かはこちらで戸籍事務なんてのはやっ

てたんだけどね、その後会議に使うぐらいで。合併前の七井村役

場、合併後は益子町役場七井分館、公民館を併設して公民館業

務をやっていた。

　いい建物だった、残せればね。残すのにもお金がかかる、ギャッ

プがなかなかうまいこといかないんだけども、文化とか文化財とい

うのはお金かかって当たり前の話だから、しょうがないんだよ。
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たちが神社の氏子と自治会長と子ども会長と、会長さんを集めて

修復委員会をつくって、これからどんなふうな形で直していくかと

いう組織づくりをやっているところ。組織は間もなく立ち上がると思

うんだけど、その辺を中心にして、山車は130年間の歴史あるもの

がどうにか元の形に戻ったので、今度はそれと一緒におみこしね。

　ここのおみこしは「あばれみこし」といって、スサノオノミコトを

祀った八雲神社のお祭りに担ぎ出すのが七井のおみこしなんだよ

ね。これは年寄りに聞くと分かるんだけど、「七井のギョンサマ」と

いって、今は子どもの夏休みに入ってからとか海の日を中心に祭り

をやってるけども、昔は7月の15・16に決まっていた。芳賀郡内では

一番早い夏祭りだった。それでここを皮切りに市貝町とか茂木町

とか、益子町も夏祭りに入っていくんだけども、七井が一番早い夏

祭りで、「あばれみこし」ということでよそから見に来た、けっこう人

　元役場職員の大岡忠男 (おおおかただお) さんに、地域で取り

組んでいるおみこしの復活や祭りと農業の関わりなどについてお

話を伺った。

1. おみこしの復活について

　人口減少問題、地域の元気を出すためにどうしたら一番いいか、

国も地方創生というが決め手がないでしょ。とりあえずここでは50

年ぶりに山車を復元したもんだから、山車とおみこしを媒体にして

お祭りを元のように復活させて、地域の連帯、活性化を図れるん

じゃないかということで、ちょうどうちの方では何百年も続いている

おみこしが壊れちゃって使用に耐えられないような状態なんだよね。

それを作りかえすか新築するかというところで今、自治会挙げて、

自治会は全部、仲町・下町・上町・後町・東町・台町・里東、その人

気のある祭り。もっとも昔は祭りしか人の楽しみはなかったからね。

「あばれみこし」で「七井のギョンサマ」といって、けっこうこの界隈

ではメジャーな方だった。

　そのおみこしも、最初地元の人たちは文化財になるかなと思っ

てあちこち調べたんだけど、結局はルーツ、年代を表すものは何に

も出てこない。見積もり取ったら「古いの直しても新しいの作っても

そんなに変わらない」と言われて、じゃあどうするかということで、

「今度は委員会を立ち上げてやろう」となった。これから組織が立

ち上がればおみこしができてくると思うんで、そうなったらおみこし

と山車とセットで七井の祭りということで、各自治会協力してオー

ル七井でできればいい祭りになるかなと思って考えていた。そうい

うふうなことを実行委員会に伝えることも一つの手段なんだけどね。

2. 祭りと農業の関係

　祭りそのものがここに根付いたギョンサマっていうやつかな。昔

は百姓というか農業が大部分だった。農業というのは昭和40年代

半ば過ぎ頃からいろいろ農薬ができたり除草剤ができたりしてか

なり省力化できるようになったけども、それまでの日本の農業とい

うのは草との戦いだった。ここは7月の15・16が夏祭りなもんだから、

ギョンサマが来るまでに農家の人たちは草取りとかそれに関する

農作業、我々が育つ頃は農家の「一番まわり」といって。

　どういうことかと言うと、昔は水田とか畑とかフルに活用したわけ。

夏作物は田んぼのイネをつくったり陸稲を作付けしたりナス・キュ

ウリ・ラッカセイ・タバコとか、そういうものを夏作でつくる。夏作は

だいたい10月頃収穫する、それで秋祭りをやるんだけど、その後冬

作物で、田んぼや畑で麦をつくる、昔から米と麦は主要食糧だっ

たから。冬作物が冬から春になって5月、6月頃になると麦の収穫が

始まる。今は田植えというと4月の下旬から5月のしょっぱなに終

わっちゃうんだけど、昔は入梅で雨が降るでしょ、その水を利用し

て田植えをやったんですよ、だから6月の中旬か下旬にならないと

田植えが終わらない。それで麦を6月の初旬に刈る、収穫して調製

して出荷する。昔は食糧管理法が徹底して国にしか売れなかった、

国以外に出すと横流しといって罰せられた。

　それから田植えの準備やなんかをする。そうすると田んぼや畑が

一斉に緑になって、緑になるのはきれいだけども草が生える、今度

はそれの戦いになる。だから畑の草むしり、水田の草取り。今は草

取りなんてやってる人いない、田の草取りという仕事は今の人に

言っても分からない、除草剤使って草なんか生えないようにしてい

る。ところが昔は除草剤なんかないから水田一面草になっちゃう、

それを手ではいつくばってむしる。あとは人力で除草機を押すんだ

けども、これも大変な仕事。田んぼの田植え終わって第一回目の草

取り、陸稲をまいた畑の草むしり、あるいはラッカセイ畑の草むしり、

それを田んぼやったり畑やったり、陸稲やったりラッカセイやった

りして、全部一回り草取りやるわけ、一回りやっている間に先やっ

たやつはまた生えてくるんだけど、その一回り終わらせるのが「一

番まわり」。

　七井のギョンまでに「一番まわり」を終わらせる、みんな農家

個々人がそういうふうな目標に向かって、地域住民にしてみれば一

大イベントだから、夏祭りというのは。ギョンが楽しみでもあるけれ

ども越えなくちゃならない一つのハードルで、生活のサイクルの中

に組み込まれていたんだよね、祭りが。そういう点では七井の夏祭

りっていうのは民俗の生活の中で営まれてきた祭りだと思ってるん

だ。俺らぐらいしか知らないんだよ、そういう昔の祭りっていうのは。

3. 昔の祭りの記憶

　おみこしは今でもやってんだけど、今は20代から30代ぐらいで若

い衆が揃わない。だから元気よく「あばれみこし」といって、昔はお

みこしを担いで町内全部練り歩く、ワッショイワッショイ、それで肩

が血だらけになっちゃう、真っ赤になって、それが勲章だったんで

すよ、若い人の。今はそういうことやる人がいない、だから静かに担

いでぐるっと回って、時々ギャラリーがいっぱいいるところはワッ

ショイワッショイやるけども、ほんとに少ししかやらない、現実に力

もないし持てないわけよ。昔の元気のある勇壮な祭りを知ってると

いうのは俺らの年代かその上しかいない。

　もう一つには山車の方だけども、昭和34年の夏に出したのが最

後で、昭和35年から出してないわけだよ、それを3年前修復した。だ

から五十いくつぐらいの人までは、そういう記憶がない、話を聞い

て分かってるとは思うんだけども、記憶がないからいくら「いいもん

だ」と言われても実感として伝わらない。俺らが子どもの頃は山車

に乗って、昔は電気なんかないから提灯だから、ガタンガタンやっ

てる間にロウソクが消えちゃったりするんですよ、提灯のロウソク交

換というのが楽しくて、そんなにいっぱい乗れないから上級生にな

んなくちゃその仕事はできないんだけども、できないとなると下級

生だけでもやりたくてやりたくて、山車に乗ってロウソク交換するの

が子どもたちの夏祭りの夢だった。

　もう一つは夜店、夜店いっぱい出たから、あんまりお金なんても

らえなかったけど、もらえないお金をどんなふうに有効に使うか、そ

の夜店の買い物が楽しかった。あの頃はご馳走やなんかもないか

ら、ああいうときに祭りに食べるご馳走だの、夜店で買う綿飴だの、

ぶっかけ飴っていうのがあったんだよね、ああいうのが楽しくてしょ

うがなかった。

　そういう記憶があるから、そういうふうな祭りっていうものをもう

一回ここで復活すると、今みんな長男だって家出ちゃう、外へ出て

子どもでもできるとなかなか帰って来られないでしょ、だけどもそう

いうふうな夏祭りや何かの思い出というのがあれば、たまにはこっ

ちに来て祭りでも見せてやろうか、というようなことであれば一年

に一度でもいいから帰って来て地域へ戻れる。そういうふうな仕掛

けを年寄りがやってやらないと、今の若い人にそういうことやれと

言ってもそれもまた無理な話だから。そういう点では七井の夏祭り

というのがうまい方向に進んでいければな、というのが今の私の夢

だね。

4. 地域の繋がりとお囃子

　社会の状況の変化で農作物の生産体制なんかも変わってきた

けれども、地域の繋がりっていうか、もっと連帯感を強くしていかな

くちゃならない。3.11で自治会ごとの絆や連帯感は強まったけれど

も、喉元過ぎれば熱さ忘れるじゃないけど、だんだん意識が薄れて

きちゃうでしょ、常にそういう仕掛けをして、そういうふうなことに

なったときにすぐに対応できるようにね。

　今年で3年目に入るんだけども、山車の修復を機に、今あちこち

でお囃子っていうのが増えてきたけど、昔はここの夏祭りのお囃子

は芳賀町の芳志戸 (ほうしと) というところから囃子方を頼んでき

た。昔から何百年も続いている話だから、交通手段なんかもものす

ごく不便だったでしょ、だけども芳賀町まで、まず夏祭りの打合せ

を、毎年同じ人を頼んでるから夏祭りの日付は変わらないから分

かっていると思うけど、世話人が誰々で、何時に誰々のあそこまで

来てくださいとかいう打合せで、こちらから世話人が相談に行く。

それで今度祭りの当日、15日に来てもらって、世話人の家に5人来

て泊まる。世話人の家でふるまいをしてお囃子をやってもらった。

16日にまた終わってから送っていく。そういうふうなことをやってよ

そからお囃子を頼んで2日間やってもらったけども、とてもじゃない

けども今の時代、世話人なんて引き受けたってそれまでの仕事は

できない。どうにか山車をつくったのを契機に地元でお囃子をまか

なおうじゃないか、といってお囃子会を一昨年立ち上げた。

　立ち上げたのはいいけど、「お囃子をやってみっか」という人が

少なくて、子どもたちも巻き込んでなんだけど、大沢のお囃子会に

教わってるんだけども、子どもたちは覚えるのが早いんですよ、だい

たいできるんだけど、大人がみなさんに聞かせるほどの技術ができ

てこない。子どもはせいぜい小学校6年ぐらいまでで、中学になると

部活だとか、高校になるとなおさらのことで、子どもはあてにならな

い。その子どもが成人してまた戻ってくる可能性はあるけども、とり

あえず今のところ子どもと大人でやって一組やっと、二組できるか

できないかなんだけども、「大人が覚えないとダメだから」というこ

とで今年から大人をハッパかけて、4月になったら内容を充実して

再開したいと思っている。

　そういうことで何百年もなかったお囃子というのをここで立ち上

げた。ああいうのもやっぱり繋がりというか、お囃子を媒体にして

繋がりというのができればまたそこに一つ加わるわけだからいい

かなと思って、自治会と相談してやったんだけどね。そういうのがな

いと「あれどこの人だっぺな」とか「どこのおじちゃんだっぺ」とか分

かんなくなっちゃうでしょ。常に顔を合わせてれば「あそこのばあ

ちゃん2、3日見えないんだけどどうしたんだっぺ、行ってみっか」と

いうことになってくるから、孤独死なんかもなくなるし。いずれ自分

もそういうふうなことになってくるんだから、今のうちにどうにかさ。

3.11のときに断水したり停電になったりして困ったもんだから、

「じゃあ古い井戸の調査やっか」となって、何軒かは「まだ自家水と

して使ってるよ」なんて言ったもんだから、そういう人に水もらった

りしたんだけど、ああいうのは常日頃必要。

5. 念仏講のこと

　ここに来たのは昭和40年なんだけど、昭和50年ぐらいまでやっ

てたかな、地域のお年寄りの女性が各家を回って祈祷念仏という

のを唱えてくれた。無病息災、家内安全なんてのを願いながら、座

敷にお年寄りたちが並んで数珠を回しながらお念仏を各家庭で

やってくれた。そのときにも「よく顔見るけどここの嫁さんだったの

けぇ」とか、そういうふうなことで顔見知りになった。

　春に毎年、一年に一遍ずつ各家庭を回って歩くの。うちは二人

して勤めてたから朝一番に回ってもらって、10人ぐらい年寄りのお

ばちゃんが座敷に上がって。なくなってもう四十何年か、今もう町

うちでやってるところないでしょ。

　地域に昔いろいろな講があったでしょ、その中で念仏講というの

を女性の人たちが組織して、その念仏講の人たちがお茶1杯ぐらい

で全くボランティアで各家庭をやってくれた。

6. ソバとタバコについて

　ソバ畑は日枝神社のすぐ手前のところの富士山 (ふじやま) の方

へ抜ける道路がある、それの左側が畑になってる。あれが高尾地 

(たかおじ) っていう地名なんだけども、今タバコは少なくなったけ

どもソバとタバコ。日枝神社の手前をすぐ右へ入って500～600m

行ったところ。

　ソバはつくって3か月で収穫できて食べられる、だから食糧難の

ときの食糧供給にはいい食材だった。夏ソバと秋ソバもだいたい3

か月ずつでとれる。昔からここはソバつくってたよ、何百年も昔から

やってたんじゃないの。

　昔はどこの年寄りも蕎麦打ちは上手だったよ、今なかなか上手

な人いないけどね。今みたいに米何g、味噌何ccなんてことやらなく

て、昔の人は目で。だから蕎麦打ちは苦にならなかった、人が来て

「待ってな、今打つから」なんて言ってすぐに造作なくやっちゃう。

蕎麦がき、昔は熱湯だけさしてかき回して醤油をつけて食べるん

だけども、これもうまかったんだ、子どもの頃は。

　あとやっぱり子どもの頃思い出にあるのはタバコづくりだよね。

農家生まれだったから子どもでも手伝いさせられたからね。手間

のかかる仕事だったし、激務というか仕事の量がすごかった、ほん

とに朝から夜までだからね。

　それでまた農家も一年に一度の「タバコ売り」っていうのかな、

収穫して調製して売りに行く。専売公社に持っていく、するとそこで

お金くれるわけ。だから帰りにいろいろ買い物したりなんかして

帰ってくるんだけども、家で待ってる子どもたちが常日頃食ったこ

とない饅頭だとか羊羹だとか、そういうものを買ってきてくれるわけ。

それを待ってて食べるんだけども、何ともいえないご馳走だった。

「タバコ売り」ってのは楽しみだったね。

　タバコの「葉のし」という仕事がある、収穫して乾燥したやつはシ

ワになったりしているもんだから、そのシワを二人して平らにのばし

て100枚ぐらいずつ重ねて一束にする、そういう「葉のし」という作

業は子どもが手伝える仕事なんですよ、それをやらされるわけ。

売ったお金で買ってもらえるのも楽しみだったけども、仕事を手

伝ったご褒美がそういう形で返ってきた。お店だって「タバコ売り」

が近づくとそれに合わせて商品仕入れたりなんかして準備してま

すから、すごい賑わいだよ、11月。10月頃になると「葉のし」やるんだ

よね、昼間一生懸命働いて夜できる仕事、家の台所で。

　やっぱりタバコをつくるのにこの辺の土も合ってたんだよね、関

東ローム層みたいな赤土みたいな、ああいうのがいい品質のタバ

コができるというんで普及したんだね。あと単価的にもほかの作物

からして有利な単価で、専売品ですから、専売公社だったから国

が買い上げですから、いい単価で買ってくれたんで農家の人も安

心して作ってたんだろうね、そういうのが益子に普及した原因じゃ

ないか。

7. 祭りとお囃子のこれから

　土祭の取り組みは時間かかるよね、一つの祭りを作り上げてい

くんだから。やっぱり一つの文化だから、そういう文化を定着させ

るというか育てるのは時間かかって当たり前の話。うちの方の夏祭

りもよそから来て気軽に参加できるような、誰でも参加できるよう

な祭りになっていくといいんじゃないかな、と話している。

　ここ数年、おみこしの担ぎ手がいないという話が出てるもんだか

ら、今まで当番町が回って担ぎ手をみんな出してたんだよね。だけ

ど当番町といってもしょいきれないから、当番町に限らず祭りに関

係のある自治会は全部出られる人は出てみんなで賑やかに担ごう、

ということで呼びかけて今年が3年目になる。これから当番町に限

らず、当番町以外の方でもみんなして、町外の人でも何でも来て、

おみこしはもめるわ山車は引けるわ、というようなことでやっていか

「高尾地」について (事務局・注)
　野崎忠著『益子地名考　中』12頁に「「高尾神」や「富士山」、またその西
に続く「高尾地」と「山王後」 (中略) が、この「田子谷台」に属している。」と
の記載がある。

ないと。これからは少人数でなんかやってたんじゃ骨も折れるし、

だいたい賑やかにできないから、そんなふうにしなくちゃ、といって

そういうような方向にある。

　50年前まで頼んでおいた芳志戸のお囃子が新囃子っていうや

つ、その新囃子をテープにとってもらってそれを練習しようというこ

となんだけど、ただテープ聞いただけじゃダメなんですよ。だから向

こうから技術者を一人来てもらって、向こうでも芳賀町の西町とい

うところが新囃子を芳志戸から継承してやっている、西町では「練

習するんであれば行って教えてあげますよ」と言ってるから、西町

の応援をもらって新囃子をこれから覚えていこうと思っている。そ

れが本当に昔からここに伝わるお囃子。今は野囃子っていうやつ

で、大沢から教わっているのが野囃子、これがだいたいできるよう

になった。今度新囃子を練習したいと思っている。　　

8. 復元した山車のこと

　 (写真を見ながら) これは今泉村っていう箱があったんですよ、

この中にいろいろな細かい飾り物が入ってたんだけども、宇都宮

の今泉町、町村合併以前は村だったんだよね。これがあったんで

決め手になった、文化財になるためのね。宇都宮から買ってきた、

行って積んで泊まって次の日帰ってくる、二日がかりで馬車へ積ん

で買ってきた。今みたいにトラックがあるわけじゃないし、大変だっ

た、当時の仕事としてはね。

　これは明治17年に県庁が栃木市から宇都宮へ移ってきて、その

ときに二日間だか三日間にわたって祝賀行事をやった、そのときの

状況を描いた。江戸末期に活躍した宇都宮の菊地愛山 (きくちあ

いざん) という画家がこれを描いて、「今泉村はこれだよ」といって、

これを元に復元した。鹿沼のクロサキさんという彫刻師がこれを見

ながら復元してくれた。

　昔はどこの家でも、家を建てると建前という行事をやった。建前

をやるときに棟木のところに家内安全とか無病息災とか、弓を張っ

て矢をつがえて、要するに建前のときに使うのが上棟飾り。その行

事を県庁でやった新築のときに、建前のあれを意味してこれをつ

くった。これが山車の上についている。

9. 七井分館のこと

　七井仲町にあった「七井分館」の跡地は全くの更地、あそこ七

井の一等地だからね、町有地。あそこなんか祭りの拠点になるよう

に山車を格納しておみこしを格納して、あそこを拠点に七井の祭り

がまとまれればいいなと考えている。

　老朽化して取り壊した建物の古材は全部処分しちゃった。昭和

29年に合併したんだけども、あれを建てたのは七井村のとき。あの

頃は山持ちが七井にたくさんいた、その山持ちの人が材料出してく

れて、全部地元の木材を使って、それはそれは立派な木造二階の

風格のある建物だった。それが町村合併やって益子の役場へ全

部引き揚げちゃった、何年かはこちらで戸籍事務なんてのはやっ

てたんだけどね、その後会議に使うぐらいで。合併前の七井村役

場、合併後は益子町役場七井分館、公民館を併設して公民館業

務をやっていた。

　いい建物だった、残せればね。残すのにもお金がかかる、ギャッ

プがなかなかうまいこといかないんだけども、文化とか文化財とい

うのはお金かかって当たり前の話だから、しょうがないんだよ。
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たちが神社の氏子と自治会長と子ども会長と、会長さんを集めて

修復委員会をつくって、これからどんなふうな形で直していくかと

いう組織づくりをやっているところ。組織は間もなく立ち上がると思

うんだけど、その辺を中心にして、山車は130年間の歴史あるもの

がどうにか元の形に戻ったので、今度はそれと一緒におみこしね。

　ここのおみこしは「あばれみこし」といって、スサノオノミコトを

祀った八雲神社のお祭りに担ぎ出すのが七井のおみこしなんだよ

ね。これは年寄りに聞くと分かるんだけど、「七井のギョンサマ」と

いって、今は子どもの夏休みに入ってからとか海の日を中心に祭り

をやってるけども、昔は7月の15・16に決まっていた。芳賀郡内では

一番早い夏祭りだった。それでここを皮切りに市貝町とか茂木町

とか、益子町も夏祭りに入っていくんだけども、七井が一番早い夏

祭りで、「あばれみこし」ということでよそから見に来た、けっこう人

　元役場職員の大岡忠男 (おおおかただお) さんに、地域で取り

組んでいるおみこしの復活や祭りと農業の関わりなどについてお

話を伺った。

1. おみこしの復活について

　人口減少問題、地域の元気を出すためにどうしたら一番いいか、

国も地方創生というが決め手がないでしょ。とりあえずここでは50

年ぶりに山車を復元したもんだから、山車とおみこしを媒体にして

お祭りを元のように復活させて、地域の連帯、活性化を図れるん

じゃないかということで、ちょうどうちの方では何百年も続いている

おみこしが壊れちゃって使用に耐えられないような状態なんだよね。

それを作りかえすか新築するかというところで今、自治会挙げて、

自治会は全部、仲町・下町・上町・後町・東町・台町・里東、その人

気のある祭り。もっとも昔は祭りしか人の楽しみはなかったからね。

「あばれみこし」で「七井のギョンサマ」といって、けっこうこの界隈

ではメジャーな方だった。

　そのおみこしも、最初地元の人たちは文化財になるかなと思っ

てあちこち調べたんだけど、結局はルーツ、年代を表すものは何に

も出てこない。見積もり取ったら「古いの直しても新しいの作っても

そんなに変わらない」と言われて、じゃあどうするかということで、

「今度は委員会を立ち上げてやろう」となった。これから組織が立

ち上がればおみこしができてくると思うんで、そうなったらおみこし

と山車とセットで七井の祭りということで、各自治会協力してオー

ル七井でできればいい祭りになるかなと思って考えていた。そうい

うふうなことを実行委員会に伝えることも一つの手段なんだけどね。

2. 祭りと農業の関係

　祭りそのものがここに根付いたギョンサマっていうやつかな。昔

は百姓というか農業が大部分だった。農業というのは昭和40年代

半ば過ぎ頃からいろいろ農薬ができたり除草剤ができたりしてか

なり省力化できるようになったけども、それまでの日本の農業とい

うのは草との戦いだった。ここは7月の15・16が夏祭りなもんだから、

ギョンサマが来るまでに農家の人たちは草取りとかそれに関する

農作業、我々が育つ頃は農家の「一番まわり」といって。

　どういうことかと言うと、昔は水田とか畑とかフルに活用したわけ。

夏作物は田んぼのイネをつくったり陸稲を作付けしたりナス・キュ

ウリ・ラッカセイ・タバコとか、そういうものを夏作でつくる。夏作は

だいたい10月頃収穫する、それで秋祭りをやるんだけど、その後冬

作物で、田んぼや畑で麦をつくる、昔から米と麦は主要食糧だっ

たから。冬作物が冬から春になって5月、6月頃になると麦の収穫が

始まる。今は田植えというと4月の下旬から5月のしょっぱなに終

わっちゃうんだけど、昔は入梅で雨が降るでしょ、その水を利用し

て田植えをやったんですよ、だから6月の中旬か下旬にならないと

田植えが終わらない。それで麦を6月の初旬に刈る、収穫して調製

して出荷する。昔は食糧管理法が徹底して国にしか売れなかった、

国以外に出すと横流しといって罰せられた。

　それから田植えの準備やなんかをする。そうすると田んぼや畑が

一斉に緑になって、緑になるのはきれいだけども草が生える、今度

はそれの戦いになる。だから畑の草むしり、水田の草取り。今は草

取りなんてやってる人いない、田の草取りという仕事は今の人に

言っても分からない、除草剤使って草なんか生えないようにしてい

る。ところが昔は除草剤なんかないから水田一面草になっちゃう、

それを手ではいつくばってむしる。あとは人力で除草機を押すんだ

けども、これも大変な仕事。田んぼの田植え終わって第一回目の草

取り、陸稲をまいた畑の草むしり、あるいはラッカセイ畑の草むしり、

それを田んぼやったり畑やったり、陸稲やったりラッカセイやった

りして、全部一回り草取りやるわけ、一回りやっている間に先やっ

たやつはまた生えてくるんだけど、その一回り終わらせるのが「一

番まわり」。

　七井のギョンまでに「一番まわり」を終わらせる、みんな農家

個々人がそういうふうな目標に向かって、地域住民にしてみれば一

大イベントだから、夏祭りというのは。ギョンが楽しみでもあるけれ

ども越えなくちゃならない一つのハードルで、生活のサイクルの中

に組み込まれていたんだよね、祭りが。そういう点では七井の夏祭

りっていうのは民俗の生活の中で営まれてきた祭りだと思ってるん

だ。俺らぐらいしか知らないんだよ、そういう昔の祭りっていうのは。

3. 昔の祭りの記憶

　おみこしは今でもやってんだけど、今は20代から30代ぐらいで若

い衆が揃わない。だから元気よく「あばれみこし」といって、昔はお

みこしを担いで町内全部練り歩く、ワッショイワッショイ、それで肩

が血だらけになっちゃう、真っ赤になって、それが勲章だったんで

すよ、若い人の。今はそういうことやる人がいない、だから静かに担

いでぐるっと回って、時々ギャラリーがいっぱいいるところはワッ

ショイワッショイやるけども、ほんとに少ししかやらない、現実に力

もないし持てないわけよ。昔の元気のある勇壮な祭りを知ってると

いうのは俺らの年代かその上しかいない。

　もう一つには山車の方だけども、昭和34年の夏に出したのが最

後で、昭和35年から出してないわけだよ、それを3年前修復した。だ

から五十いくつぐらいの人までは、そういう記憶がない、話を聞い

て分かってるとは思うんだけども、記憶がないからいくら「いいもん

だ」と言われても実感として伝わらない。俺らが子どもの頃は山車

に乗って、昔は電気なんかないから提灯だから、ガタンガタンやっ

てる間にロウソクが消えちゃったりするんですよ、提灯のロウソク交

換というのが楽しくて、そんなにいっぱい乗れないから上級生にな

んなくちゃその仕事はできないんだけども、できないとなると下級

生だけでもやりたくてやりたくて、山車に乗ってロウソク交換するの

が子どもたちの夏祭りの夢だった。

　もう一つは夜店、夜店いっぱい出たから、あんまりお金なんても

らえなかったけど、もらえないお金をどんなふうに有効に使うか、そ

の夜店の買い物が楽しかった。あの頃はご馳走やなんかもないか

ら、ああいうときに祭りに食べるご馳走だの、夜店で買う綿飴だの、

ぶっかけ飴っていうのがあったんだよね、ああいうのが楽しくてしょ

うがなかった。

　そういう記憶があるから、そういうふうな祭りっていうものをもう

一回ここで復活すると、今みんな長男だって家出ちゃう、外へ出て

子どもでもできるとなかなか帰って来られないでしょ、だけどもそう

いうふうな夏祭りや何かの思い出というのがあれば、たまにはこっ

ちに来て祭りでも見せてやろうか、というようなことであれば一年

に一度でもいいから帰って来て地域へ戻れる。そういうふうな仕掛

けを年寄りがやってやらないと、今の若い人にそういうことやれと

言ってもそれもまた無理な話だから。そういう点では七井の夏祭り

というのがうまい方向に進んでいければな、というのが今の私の夢

だね。

4. 地域の繋がりとお囃子

　社会の状況の変化で農作物の生産体制なんかも変わってきた

けれども、地域の繋がりっていうか、もっと連帯感を強くしていかな

くちゃならない。3.11で自治会ごとの絆や連帯感は強まったけれど

も、喉元過ぎれば熱さ忘れるじゃないけど、だんだん意識が薄れて

きちゃうでしょ、常にそういう仕掛けをして、そういうふうなことに

なったときにすぐに対応できるようにね。

　今年で3年目に入るんだけども、山車の修復を機に、今あちこち

でお囃子っていうのが増えてきたけど、昔はここの夏祭りのお囃子

は芳賀町の芳志戸 (ほうしと) というところから囃子方を頼んでき

た。昔から何百年も続いている話だから、交通手段なんかもものす

ごく不便だったでしょ、だけども芳賀町まで、まず夏祭りの打合せ

を、毎年同じ人を頼んでるから夏祭りの日付は変わらないから分

かっていると思うけど、世話人が誰々で、何時に誰々のあそこまで

来てくださいとかいう打合せで、こちらから世話人が相談に行く。

それで今度祭りの当日、15日に来てもらって、世話人の家に5人来

て泊まる。世話人の家でふるまいをしてお囃子をやってもらった。

16日にまた終わってから送っていく。そういうふうなことをやってよ

そからお囃子を頼んで2日間やってもらったけども、とてもじゃない

けども今の時代、世話人なんて引き受けたってそれまでの仕事は

できない。どうにか山車をつくったのを契機に地元でお囃子をまか

なおうじゃないか、といってお囃子会を一昨年立ち上げた。

　立ち上げたのはいいけど、「お囃子をやってみっか」という人が

少なくて、子どもたちも巻き込んでなんだけど、大沢のお囃子会に

教わってるんだけども、子どもたちは覚えるのが早いんですよ、だい

たいできるんだけど、大人がみなさんに聞かせるほどの技術ができ

てこない。子どもはせいぜい小学校6年ぐらいまでで、中学になると

部活だとか、高校になるとなおさらのことで、子どもはあてにならな

い。その子どもが成人してまた戻ってくる可能性はあるけども、とり

あえず今のところ子どもと大人でやって一組やっと、二組できるか

できないかなんだけども、「大人が覚えないとダメだから」というこ

とで今年から大人をハッパかけて、4月になったら内容を充実して

再開したいと思っている。

　そういうことで何百年もなかったお囃子というのをここで立ち上

げた。ああいうのもやっぱり繋がりというか、お囃子を媒体にして

繋がりというのができればまたそこに一つ加わるわけだからいい

かなと思って、自治会と相談してやったんだけどね。そういうのがな

いと「あれどこの人だっぺな」とか「どこのおじちゃんだっぺ」とか分

かんなくなっちゃうでしょ。常に顔を合わせてれば「あそこのばあ

ちゃん2、3日見えないんだけどどうしたんだっぺ、行ってみっか」と

いうことになってくるから、孤独死なんかもなくなるし。いずれ自分

もそういうふうなことになってくるんだから、今のうちにどうにかさ。

3.11のときに断水したり停電になったりして困ったもんだから、

「じゃあ古い井戸の調査やっか」となって、何軒かは「まだ自家水と

して使ってるよ」なんて言ったもんだから、そういう人に水もらった

りしたんだけど、ああいうのは常日頃必要。

5. 念仏講のこと

　ここに来たのは昭和40年なんだけど、昭和50年ぐらいまでやっ

てたかな、地域のお年寄りの女性が各家を回って祈祷念仏という

のを唱えてくれた。無病息災、家内安全なんてのを願いながら、座

敷にお年寄りたちが並んで数珠を回しながらお念仏を各家庭で

やってくれた。そのときにも「よく顔見るけどここの嫁さんだったの

けぇ」とか、そういうふうなことで顔見知りになった。

　春に毎年、一年に一遍ずつ各家庭を回って歩くの。うちは二人

して勤めてたから朝一番に回ってもらって、10人ぐらい年寄りのお

ばちゃんが座敷に上がって。なくなってもう四十何年か、今もう町

うちでやってるところないでしょ。

　地域に昔いろいろな講があったでしょ、その中で念仏講というの

を女性の人たちが組織して、その念仏講の人たちがお茶1杯ぐらい

で全くボランティアで各家庭をやってくれた。

6. ソバとタバコについて

　ソバ畑は日枝神社のすぐ手前のところの富士山 (ふじやま) の方

へ抜ける道路がある、それの左側が畑になってる。あれが高尾地 

(たかおじ) っていう地名なんだけども、今タバコは少なくなったけ

どもソバとタバコ。日枝神社の手前をすぐ右へ入って500～600m

行ったところ。

　ソバはつくって3か月で収穫できて食べられる、だから食糧難の

ときの食糧供給にはいい食材だった。夏ソバと秋ソバもだいたい3

か月ずつでとれる。昔からここはソバつくってたよ、何百年も昔から

やってたんじゃないの。

　昔はどこの年寄りも蕎麦打ちは上手だったよ、今なかなか上手

な人いないけどね。今みたいに米何g、味噌何ccなんてことやらなく

て、昔の人は目で。だから蕎麦打ちは苦にならなかった、人が来て

「待ってな、今打つから」なんて言ってすぐに造作なくやっちゃう。

蕎麦がき、昔は熱湯だけさしてかき回して醤油をつけて食べるん

だけども、これもうまかったんだ、子どもの頃は。

　あとやっぱり子どもの頃思い出にあるのはタバコづくりだよね。

農家生まれだったから子どもでも手伝いさせられたからね。手間

のかかる仕事だったし、激務というか仕事の量がすごかった、ほん

とに朝から夜までだからね。

　それでまた農家も一年に一度の「タバコ売り」っていうのかな、

収穫して調製して売りに行く。専売公社に持っていく、するとそこで

お金くれるわけ。だから帰りにいろいろ買い物したりなんかして

帰ってくるんだけども、家で待ってる子どもたちが常日頃食ったこ

とない饅頭だとか羊羹だとか、そういうものを買ってきてくれるわけ。

それを待ってて食べるんだけども、何ともいえないご馳走だった。

「タバコ売り」ってのは楽しみだったね。

　タバコの「葉のし」という仕事がある、収穫して乾燥したやつはシ

ワになったりしているもんだから、そのシワを二人して平らにのばし

て100枚ぐらいずつ重ねて一束にする、そういう「葉のし」という作

業は子どもが手伝える仕事なんですよ、それをやらされるわけ。

売ったお金で買ってもらえるのも楽しみだったけども、仕事を手

伝ったご褒美がそういう形で返ってきた。お店だって「タバコ売り」

が近づくとそれに合わせて商品仕入れたりなんかして準備してま

すから、すごい賑わいだよ、11月。10月頃になると「葉のし」やるんだ

よね、昼間一生懸命働いて夜できる仕事、家の台所で。

　やっぱりタバコをつくるのにこの辺の土も合ってたんだよね、関

東ローム層みたいな赤土みたいな、ああいうのがいい品質のタバ

コができるというんで普及したんだね。あと単価的にもほかの作物

からして有利な単価で、専売品ですから、専売公社だったから国

が買い上げですから、いい単価で買ってくれたんで農家の人も安

心して作ってたんだろうね、そういうのが益子に普及した原因じゃ

ないか。

7. 祭りとお囃子のこれから

　土祭の取り組みは時間かかるよね、一つの祭りを作り上げてい

くんだから。やっぱり一つの文化だから、そういう文化を定着させ

るというか育てるのは時間かかって当たり前の話。うちの方の夏祭

りもよそから来て気軽に参加できるような、誰でも参加できるよう

な祭りになっていくといいんじゃないかな、と話している。

　ここ数年、おみこしの担ぎ手がいないという話が出てるもんだか

ら、今まで当番町が回って担ぎ手をみんな出してたんだよね。だけ

ど当番町といってもしょいきれないから、当番町に限らず祭りに関

係のある自治会は全部出られる人は出てみんなで賑やかに担ごう、

ということで呼びかけて今年が3年目になる。これから当番町に限

らず、当番町以外の方でもみんなして、町外の人でも何でも来て、

おみこしはもめるわ山車は引けるわ、というようなことでやっていか

記録: 今井知弘 (文責) 、 土祭事務局

ないと。これからは少人数でなんかやってたんじゃ骨も折れるし、

だいたい賑やかにできないから、そんなふうにしなくちゃ、といって

そういうような方向にある。

　50年前まで頼んでおいた芳志戸のお囃子が新囃子っていうや

つ、その新囃子をテープにとってもらってそれを練習しようというこ

となんだけど、ただテープ聞いただけじゃダメなんですよ。だから向

こうから技術者を一人来てもらって、向こうでも芳賀町の西町とい

うところが新囃子を芳志戸から継承してやっている、西町では「練

習するんであれば行って教えてあげますよ」と言ってるから、西町

の応援をもらって新囃子をこれから覚えていこうと思っている。そ

れが本当に昔からここに伝わるお囃子。今は野囃子っていうやつ

で、大沢から教わっているのが野囃子、これがだいたいできるよう

になった。今度新囃子を練習したいと思っている。　　

8. 復元した山車のこと

　 (写真を見ながら) これは今泉村っていう箱があったんですよ、

この中にいろいろな細かい飾り物が入ってたんだけども、宇都宮

の今泉町、町村合併以前は村だったんだよね。これがあったんで

決め手になった、文化財になるためのね。宇都宮から買ってきた、

行って積んで泊まって次の日帰ってくる、二日がかりで馬車へ積ん

で買ってきた。今みたいにトラックがあるわけじゃないし、大変だっ

た、当時の仕事としてはね。

　これは明治17年に県庁が栃木市から宇都宮へ移ってきて、その

ときに二日間だか三日間にわたって祝賀行事をやった、そのときの

状況を描いた。江戸末期に活躍した宇都宮の菊地愛山 (きくちあ

いざん) という画家がこれを描いて、「今泉村はこれだよ」といって、

これを元に復元した。鹿沼のクロサキさんという彫刻師がこれを見

ながら復元してくれた。

　昔はどこの家でも、家を建てると建前という行事をやった。建前

をやるときに棟木のところに家内安全とか無病息災とか、弓を張っ

て矢をつがえて、要するに建前のときに使うのが上棟飾り。その行

事を県庁でやった新築のときに、建前のあれを意味してこれをつ

くった。これが山車の上についている。

9. 七井分館のこと

　七井仲町にあった「七井分館」の跡地は全くの更地、あそこ七

井の一等地だからね、町有地。あそこなんか祭りの拠点になるよう

に山車を格納しておみこしを格納して、あそこを拠点に七井の祭り

がまとまれればいいなと考えている。

　老朽化して取り壊した建物の古材は全部処分しちゃった。昭和

29年に合併したんだけども、あれを建てたのは七井村のとき。あの

頃は山持ちが七井にたくさんいた、その山持ちの人が材料出してく

れて、全部地元の木材を使って、それはそれは立派な木造二階の

風格のある建物だった。それが町村合併やって益子の役場へ全

部引き揚げちゃった、何年かはこちらで戸籍事務なんてのはやっ

てたんだけどね、その後会議に使うぐらいで。合併前の七井村役

場、合併後は益子町役場七井分館、公民館を併設して公民館業

務をやっていた。

　いい建物だった、残せればね。残すのにもお金がかかる、ギャッ

プがなかなかうまいこといかないんだけども、文化とか文化財とい

うのはお金かかって当たり前の話だから、しょうがないんだよ。
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小学校がありますけど、細い道が輪っかになっていたり、真ん中が

十字路になっていたり。城の真ん中ってどの辺なのかなと思いまし

て。面白い道の形をしているんですけど。七井小学校があって観音

院があって細いU字型の道があるんですよね。そこから1本こういう

風に出ていて。)

　七井分館の細い道になるんだよな。元・日下田さんのところにな

るんじゃないの? 道が入り組んでいるんじゃないの。七井分館の後

ろの所を少し西へ折れたところでしょ。あそこは道がヘンテコに

なってんのよ。七井小学校から入るところ、島屋さんのところの道

じゃないの。観音院のところの吉永さんのとことの前を入る道だ。

こっちが島屋さんの。中城はここ。昔、大岡先生がいた。山本さんの

お墓がここにあって。あそこは道がヘンテコになっている。ここが城

になっている。ここが山口肉屋の後ろだから。この辺までずっとそう

　食料品店・中城屋ストアーを営む80代の高田実 (たかだみのる)

さん・絹子 (きぬこ) さんご夫妻、そしてたまたま遊びにいらしたご

近所の岩崎正彦さんも一緒に、昔の七井の様子を伺った。

1. 七井城と周辺の道

実さん| (「下町一組持」と書かれた茶箱の蓋を見せながら) 下町

は3班まであるんですよ。ここが1班になるんです。それは昔から変わ

らないんですね。そう、ずっと1班から3班。うちは、中城屋って屋号

があるんです。七井城っていうのがそこにあって、うちの本家が七

井城の跡に建っているんですよ。城の真ん中にうちの親父の実家

があるもんで。その名前をとって屋号を中城屋っていうんです。お店

は明治の頃からで、私で二代目。

 (廣瀬| お城の真ん中へんって鍵辻に道があって、こっち側に七井

10 - 65

10 �七井｜聞き取り  高田絹子さん・実さん・岩崎正彦さん  「旧商店街の今と昔」
下町  高田さん宅にて  2015/04/15

だ。

(廣瀬| 分館の真北に屋敷林を構えている大きな家ありますよね、

その辺もお城に入るんですか?)

　高田さんかな? そうだろうね、うちの本宅。

(廣瀬| こっちの十字路を過ぎて、西に行きますと、南側に針葉樹

のマークがある、このあたりに空堀みたいのがあるんですけど?)

　堀が二重になっているんだよな。昔ははっきりしていたけど、とこ

ろどころしか残ってない。埋まってしまった。

　この道路から入るとすぐ中城っていう屋敷なんです。向こうから

入るとややこしいけど。昔は高い台地じゃないけど、子どもの頃は

太田さんのところから堀…。太田さんの後ろに堀がまだあるわ。堀

もあるし土手もあるよね。一部しか残ってないけど。

(廣瀬| あとは舗装されていない細い路地が残っていますね? 林の

中を抜ける。)

　現在通っていないような道でしょ。だんだん変わっちゃうからね、

通らない道はなくなっちゃうし。 (地図を見ながら) 我々はこれを新

道って呼んでいる。ミフネヤの前。本道は魚屋からイシヤの前。左

へ行ったところが旧道。本当かどうか分かんないけど、昔、戦車が

宇都宮から茨城へ移動するときに、ここがものすごく急だったんで

す。それでなかなか通れないので、これを通りやすくするということ

で、道を作ったらしいです。年は終戦が近い頃じゃないかな。

(廣瀬| 司馬遼太郎さんが兵役というか軍にいましたよね、学徒で

行ってから。その随筆を読むと、本土決戦は関東平野で陸軍はや

るつもりでいたみたい。だから宇都宮で戦車がとか言われると本

当にそういうことがあったかもしれない。)

　だから我々は子どもの頃は、旧道と新道って。ここから線路へ行

く間だけまるっきり新しくなってしまった。それまでは直角だった。

道も狭かっただろうし、戦車が通れない。

(今井| その時に家も立ち退かせたりとかしたんですか? 新道のと

ころはもともと家が建っていたりしなかったんですか?)

　あそこらはなかった。植木先生の後ろから竹藪とか、多少の畑。

潰した家はないよね。ただ屋敷を少し取られただけ。他に引っ越し

たっていう家はなかった。

2. 七井駅と商店街

(今井| その頃から、このあたりはお店をやっている方は多かった

んですか?)

　ずっと旧道はお店だった。七井駅が真岡線の終点だった時が

あったでしょう。ちょうどその時にこの辺が栄えたんだ。真岡線が

七井駅までだった、それで七井から馬車で茂木とか市貝とかに荷

物を運んだらしいよ。旧道はみんなお店ばっかりだったから、けっ

こう賑やかな町だった。今でも屋号はずっと残っていますよ。うちの

ひいじっちゃんらは駅のそばで馬に餌をやったり、タテバって言っ

たかな、駅の近くで商売をしていた。七井駅から馬が出るもんで、

馬に餌なんかを食わせる場所。米なんかは赤羽 (現市貝町) だの

水橋 (現芳賀町) だの大半こっちに持ってきた。七井駅には昔、大

きな倉庫があった、水橋村なんていう。だから向こうの人は七井駅

まで持ってきて駅から送ったから、七井駅は交換できるように広く

あったわけだね。今でも交換していますけど、戦時中は一時やんな

かった。だから小川屋のこっち、あそこは駅の官舎があったところ。

桜の木が植わっているあたりが、かなり大きな官舎だった。相当大

きかった。公園のあたりから向こう側は変わったよな。

　ここが終点だったから石炭ガラが出たわけでしょう。だから七井

の小学校の庭は炭ガラを入れてあるんです。だから水はけがすごく

いいんです。前の日に雨が降っても次の日に運動会ができるほど

校庭の水はけがいい。あれはみんな駅から運んだんだ、って昔の

人は言ったよね。今でもそのまま使ってるから、ほんとに水たまりが

できない。芳賀郡で一番いいって言って、昔の青年団の運動会は

真岡にでかい学校ができる前は七井でやった。とにかく水はけの

いいのでは有名だった。真岡は芳賀郡市の運動会をやった、100

メートルの代表で真岡まで汽車に乗って行ったんだ、七井で二人。

車がないから全部汽車だよ。

　小学校は昔、七井分館のところにあった。昔は小さい建物だっ

たから校舎を今の七井小学校の位置に曳いていった。私が小学

校に通っていた頃は、すでに今の場所にあった。

　七井が終点だったんで、この地区はほんとに賑やかな商店街

だった。映画館なんか一時できたりね。町の文化財になった山車

は、そういう力があったときに宇都宮から買ってきたんのではない

でしょうかね。だから相当賑やかだったんでしょう、その頃はね。祇

園もここら界隈で一番早いのが七井の祇園と言われたんだ、とう

ちのじいちゃんがよく言ってたから。

(今井| どの辺までお店が続いていたのでしょうか?)

　仲町にはお店はぽつんぽつんと多くはなく、農家が多かったか

な。駅を中心として下町の旧道にはお店がたくさんあって賑わって

いた。飲み屋も仮設の映画館もありました。映画館は何年も盛って

いましたね。

 (廣瀬| 商人宿ってありましたか?)

　旧道にコトブキヤがありましたね。旅館兼料理屋。タマヤだのタ

イショウヤだの飲食店もあった。スミノイというお店で働く女郎のよ

うな人がうちによくお酒を買いに来ていた。昼間は暇だから子ども

を見てくれて、じいちゃんは子どもの頃にその女の人に遊んでも

らっていたって。七井は下町が一番栄えていましたね。商人の町

だった。屋号はずっと残っていますしね、ハヤシヤ、アブラヤ、サカナ

ヤ、コトブキヤ、タマヤ、タイショウヤ、イシャサマ、ヤクシヤ、アブラヤ

があった。アブラヤは、記憶の中では昔から精米をしていた、油を

やっていたのは多分その前だったんだろうね。ヤクシヤは、あとから

来た人で、薬屋はしてなかったかな。

 (今井| いつ頃から商店街ができたんですか?)

　駅ができてからなんだと思いますが、はっきりとは分からないで

すね。タテバの商売は真岡線が茂木まで開通する前、馬で七井止

まりだったから。できちゃったらもう、馬が必要なくなっちゃった。し

ばらく前まであったよね、水橋の倉庫。農協で米出すのに。

 (今井| それは最近まで使ってたんですか?)

　建ってたやつは壊したのかな? 最近は使っていなかった。とにか

く茂木まで鉄道ができたので、七井の駅はそれほど栄えなくなっ

ちゃったね。益子から宇都宮間のバスは早かったんだろうね、私が

子どもの頃からあったから。木炭車。イノセさんという運転手がい

たね。今みたいにガソリンないから、薪を切ったやつ燃やして、駅ま

で回ってくれんだよ。それが嬉しくて。最初薪を燃やして、ちょっと

乗せてもらったりしたんですね。戦時中、坂を上がれなくてお客さ

んが押したなんてこともあった。当時、車はバスとタクシーしかな

かった。

　合併前の七井村のときはけっこう商店も儲かっていた。役場が

あって村として維持していたときは賑やかだった。分館も壊し

ちゃったが、古いつくりで良かったんだよな。今なんにもないのは

もったいない、更地でしょ。昔の役場が裏の方にあって、前に建て

て大きくしたんでしょ、あの頃は七井も良かったんだよな。旧役場

の建物ができたのは、終戦後から合併の間かな。

3. 娯楽と周辺地域との交流

　お祭りの山車が出なくなっちゃったのは、有線放送ができてか

ら。まだ、仲町、下町、上町で3台山車が出て賑やかな時代が、ずっ

とあったんだもんね。天候が悪くて、農家でヒョウかなんかが降る

災害があったんだ、それを境に出さなくなった。農家が多かったか

ら。昭和30年代、40年近い頃だね、取り止めちゃったのは。

　やっぱりああいうやつがなくなってくると、だんだん寂しくなっ

ちゃって。集まることが少なくなっちゃうからね。だからああいうの

は大事だよね。寂しいからって3町内で子ども山車だけつくって曳

いて歩いた。今は下町でいい山車ができたから、あとの仲町と上町

は子ども山車が今でも出てますが、山車は下町だけ、いいの入った

から。人口の減少というのもあるかもしれない、昼間おみこし担い

で夜山車を曳くスタミナがなくなっちゃった、高齢になっちゃって。

担ぐ人がいなくなったね、若い人が多ければいいんだろうけど。さ

らに子どもが育成会で曳くなんていうのも大変。子どもの数も減っ

ちゃったから、大人が手伝わなくちゃダメだよ。

 (廣瀬| 映画のほかに興行は?)

　素人演芸。映画館があったから、そこで演芸とか。素人演芸は

各農家の庭でもやった。

 (今井| それは誰かが呼んでくるのですか?)

絹子さん| 自分たちでやった、青年団が中心になって、大きい農家

の庭を借りて。戦後かなりやっていた。青年団の活動が活発だっ

た。昭和24年に嫁に来たんだけど、そのときはもうやんなくなっ

ちゃった。昭和22年頃まではやっていた。それから間もなく駅前に

映画館ができた。益子の映画館はしばらくあったよね。

 (今井| 七井の映画館はいつ頃まで?)

　私が来たときはまだやっていた、昭和30年頃までやっていたか

な。映画と、プロの歌手が来て浪花節とかいろいろやった。結構賑

やかだったんだよね。

 (今井| 周辺からも買い物や映画を見に七井に集まった?)

実さん| 赤羽あたりは七井の商人がけっこう出入りしていた。清水

や大内 (いずれも現真岡市) も七井の商人取引だった。有線放送

ができて、宣伝ができるようになってからまた変わった。地域的に

農協でやるでしょ、買い物客がそっちの人が来なくなった。農協が

市貝なら市貝でやるから。

　おじいさんは、仕入れに宇都宮まで自転車で行っていた。2日に

1回ずつ。尻にたこができた。当時は道路もまだ舗装されていな

かった。鐺山 (こてやま、鬼怒川左岸) まで行くと舗装になっていた。

鐺山から宇都宮の町のほうは舗装されていた。重い荷物なんか積

んでいたら鐺山の坂なんか登れない。だから降りて押して歩いた。

 (廣瀬| 旧七井村は小貝川の向こう側、西側まで入りますけど、向

こうの方との交流とかはどんな感じでしたか?)

　台の方との交流はあんまり。今は家いっぱいあるけど、その頃は

あまりなかった。商売はみんな七井まで来ていた。買い物関係は台

町は一番少なかった。今は一番多くなったけど。面積だけ広くて、

家は下の方にしかなく、坂の上にはなかった。

4. 硫酸瓶の工場のこと

 (廣瀬| 硫酸瓶を作った工場があったって聞いたんですが?)

　今のリズム工場。保健所もあったんだよね、県の家畜保健所。工

場のところも一時は盛った。タジマコウギョウだったかな。益子焼と

同じような、焼酎瓶なんかを作っていた。場所は、この星の宮へ行

く手前のところが県の保健所。タジマコウギョウはこの坂の入り口

なんだよね。ここに小貝川があって、その先の小さい細い川があっ

て、その川から少し左に入ったところに、戦後、大きな工場ができて、

ほかから工場へ移ってくる従業員が結構いた。終戦後よく外人が

来た。焼き物の見学に来たんでしょう。そしてよそから来た人も

使っていた。社長は七井から東京へ行ってほかの事業を始めた。

工場の終わりの頃はキツネが巣を作って狐塚になったって騒いで

いた。キツネが窯の中に巣を作ったって。

 (廣瀬| どれが焼酎瓶なのか分からなくて、畑の脇にあったのがこ

れかな、と思って写真を撮った。矢島城の跡、日枝神社の脇のほう

に1個だけ瓶があった。)

　そうそう、それ。不出来のやつはみんなくれた。段差のあるところ

なんか埋めたりした、崩れないでいいか、なんて焼酎瓶ずっと並べ

て、子どもの頃そんな覚えがある。今でもやってるところがある。

(今井| いつくらいまで工場はやっていたんですか?)

　昭和25、26年かな、どんどん東京の方に行っていなくなった、や

めちゃって違う事業で東京の方へ出て行った。向こうではけっこう

出世したという話を聞いた。

　入口がこっちから行ってガソリンスタンドからちょっと行って左

に入っていったところにあったんですよ。ボウリング屋からパチンコ

屋になったところの敷地に工場があった。だから大きかった、後ろ

に墓があるんだけど、そこまでが敷地。リズム時計も入ってるよね、

あの辺までで、駐車場もそう。ちょっとの間だからあまり分からない

かもしれないけど、大したもんだよね。あんまり知られてないよね、

タジマ工場ってのは。けっこう大きな敷地で、大人が野球チーム作

るぐらいの人たちが働いていたから、その当時は大きかったんです

よ、そこで働いていた人で地元に残ってる人は少ない、だから案外

知られてないかもしれない。外人が来たので子どもらは覚えている。

「ギブミーチューインガムって言うんだ」って教わって。

　作っていたのは硫酸瓶、あとは聞かないよね、登り窯みたいな形

で、土地が坂になっているから都合が良かったんじゃないかな。子

どもの頃だから細かくは分からない。擂鉢みたいな日用品も多少

は作っていたかもしれない。一時サツキがブームになったときに、

なかなかサツキが入るいい鉢がなかったんですよ、だから植木鉢と

して、それをみんな使ってた。その他に日用品も作っていたかと思う。

うちの実家の方では、タダでくれるっていうんでもらってきて土留

めみたいなところに置いたりしていた。経営者が同じだか知らない

が、大沢の工場の方が後までやっていた。台町のは、ちゃんと事務

所があったから、けっこう大きくやっていたんじゃないですかね。と

にかく、外人が来たぐらいの工場ですからね。

 (今井| 大沢も台町も戦前から作っていた?)

　多分そうでしょうね、私の同級生がいるんだから、戦前の人。

 (今井| 作っていたものの名前は硫酸瓶?)

　硫酸瓶とか何とかって言ってたな、この辺では焼酎を入れるの

に使っていた。

5. 花市と昔の生活

 (廣瀬| 商店街の行事はあったのですか?)

　花市。2月になってからの日曜日、いつも10日頃に駅前でやった。

ダルマ屋さんも2、3軒来て露天商が出て、俺らは優良店会で食堂

やったんだよ。

　(お孫さんが通りかかり、実さんが冒頭で見せていただいた蓋に

書かれた名前を解説)

　一時この班も増えたんだよね、増えてまた減っちゃった。

 (今井| 疎開してきて増えて、戦後間もなくが一番多かった?)

　そうですね、賑やかだった。戦中・戦後は隣組というのがけっこ

う活動していたからね。これは冠婚葬祭で使う入れ物の蓋。中身

は処分しちゃった、もう使わないから、保管しておく家がなくて。使

えばいいんだけど、みんな今は家でやらないから。

(廣瀬| どのくらいの深さの箱だったんですか?)

　茶箱の規格だね。

(今井| 花市は、いつぐらいまでやっていた?)

　一昨年からやらなくなった。一時はだいぶ盛ったんだが、うどん

なんかも売れて、商店街でスタンプ出してて、スタンプがいっぱい

集まった人はくじ引きやった。益子の商人に流れちゃってダメに

なっちゃった。

　益子だってひどいよ、全部スーパーにやられちゃった、昔のお店

じゃ生計立てられない。富田のでかいのだって閉めちゃった、町と

してはえらい損だよね、町が発展しない。税金も上がらないし、税

金が本部に行っちゃう、町のためには損になってる、固定資産だけ

税金が入る。だからここはここで税金取ればいいんだよ。みんな本

部に持ってかれちゃう、町のためにならない。

 (廣瀬| 花市は下町以外のお店も参加したのですか?)

　七井優良店会というのがあって、それが主催でやった。

(今井| その会は今も?)

　今はない、解散しちゃった。だって七井のお店はほとんどなく

なっちゃった、みんな吸い込まれちゃって。あんまり大きいのばかり

遠くにできると買い物に行けない、年寄りが困ってる。大資本家は

いいよな、普通の一般の人にはひどいことだよ。

　今、農家だってひどい状況だよね、農家だけじゃ昔の田地田畑

じゃ全然生活していけなくなって、みんな兼業農家になっちゃって。

その兼業農家も、もう年寄りがやる人いなくなってどうするんだろ

う、って心配してるよね。今も請け負ってやってくれる人が70代以

上になっちゃってる、そうすると何年か経ったらみんな勤めてて、農

機具使えない人ばっかりになってどうなんだろう、って。だから畑な

んかも荒れる土地が増えてきちゃう。

　どうなっていくんだか分かんない先行きだな、どんどん変わっ

ちゃうから10年先は分からないよね。テレビなんかできるとは思わ

なかった、俺らの頃は。水道ないから井戸、今の人は分かんない、

ひねれば水が出るんだもん、昔はひねったって出ないよ。うちあた

りは山に木を採りに行ってそれで燃料だからね。こんなに変わると

は思ってなかったね。戦前の生活した人にとっては夢のようですよ

ね、今の生活は。だから若い人に話したって聞いてくれない。

　うちは商売してたんで、電話が入るのが早くて学校で自慢した。

七井は大沢地区なんかは電気が通るのが遅かったんだよね、私ら

6年生のときに「学校の宿題、なんでやってこなかったんだ」って先

生に怒られるわけよ。そうすると「家に帰ってお守りさせられて、夜

はランプがあれだから寝ろと言われるもんで、宿題はやらなかった

」と答えた。そういう記憶がある。生活のために宿題やってこないと

いう子どもの回答、それが通ってた。「東京行くとええぞ、水道が

あって」なんて言って。昔、東京に行ってたまげた。「水が出てくるん

だ」なんて。

(廣瀬| 花市の飾りつけは?)

　市神様っていうのをつくった、竹4本立てて縄を回して幣束つけ

て、神主様に拝んでもらった。ダルマとか特殊な商人は呼んだんだ

よね、あとは地元の人が出店して、優良店会で食堂出したり。ダル

マは茨城の岩瀬あたりから来てたね。

(廣瀬| 露店の屋台は、この辺の山から杉とか竹を切り出して?)

　テントでしょ、各商店で出したい人が出す。昔は呼び物で飴つく

りとか風船とか、ちんどん屋呼んだり、人を集めるのにそういう催し

もやったね。

(廣瀬| 花市は何年頃から始めたのでしょうか?)

絹子さん| 何年だっぺな、嫁に来たときには既にやってた。昭和30

年頃はもうやってたね。



小学校がありますけど、細い道が輪っかになっていたり、真ん中が

十字路になっていたり。城の真ん中ってどの辺なのかなと思いまし

て。面白い道の形をしているんですけど。七井小学校があって観音

院があって細いU字型の道があるんですよね。そこから1本こういう

風に出ていて。)

　七井分館の細い道になるんだよな。元・日下田さんのところにな

るんじゃないの? 道が入り組んでいるんじゃないの。七井分館の後

ろの所を少し西へ折れたところでしょ。あそこは道がヘンテコに

なってんのよ。七井小学校から入るところ、島屋さんのところの道

じゃないの。観音院のところの吉永さんのとことの前を入る道だ。

こっちが島屋さんの。中城はここ。昔、大岡先生がいた。山本さんの

お墓がここにあって。あそこは道がヘンテコになっている。ここが城

になっている。ここが山口肉屋の後ろだから。この辺までずっとそう

　食料品店・中城屋ストアーを営む80代の高田実 (たかだみのる)

さん・絹子 (きぬこ) さんご夫妻、そしてたまたま遊びにいらしたご

近所の岩崎正彦さんも一緒に、昔の七井の様子を伺った。

1. 七井城と周辺の道

実さん| (「下町一組持」と書かれた茶箱の蓋を見せながら) 下町

は3班まであるんですよ。ここが1班になるんです。それは昔から変わ

らないんですね。そう、ずっと1班から3班。うちは、中城屋って屋号

があるんです。七井城っていうのがそこにあって、うちの本家が七

井城の跡に建っているんですよ。城の真ん中にうちの親父の実家

があるもんで。その名前をとって屋号を中城屋っていうんです。お店

は明治の頃からで、私で二代目。

 (廣瀬| お城の真ん中へんって鍵辻に道があって、こっち側に七井

だ。

(廣瀬| 分館の真北に屋敷林を構えている大きな家ありますよね、

その辺もお城に入るんですか?)

　高田さんかな? そうだろうね、うちの本宅。

(廣瀬| こっちの十字路を過ぎて、西に行きますと、南側に針葉樹

のマークがある、このあたりに空堀みたいのがあるんですけど?)

　堀が二重になっているんだよな。昔ははっきりしていたけど、とこ

ろどころしか残ってない。埋まってしまった。

　この道路から入るとすぐ中城っていう屋敷なんです。向こうから

入るとややこしいけど。昔は高い台地じゃないけど、子どもの頃は

太田さんのところから堀…。太田さんの後ろに堀がまだあるわ。堀

もあるし土手もあるよね。一部しか残ってないけど。

(廣瀬| あとは舗装されていない細い路地が残っていますね? 林の

中を抜ける。)

　現在通っていないような道でしょ。だんだん変わっちゃうからね、

通らない道はなくなっちゃうし。 (地図を見ながら) 我々はこれを新

道って呼んでいる。ミフネヤの前。本道は魚屋からイシヤの前。左

へ行ったところが旧道。本当かどうか分かんないけど、昔、戦車が

宇都宮から茨城へ移動するときに、ここがものすごく急だったんで

す。それでなかなか通れないので、これを通りやすくするということ

で、道を作ったらしいです。年は終戦が近い頃じゃないかな。

(廣瀬| 司馬遼太郎さんが兵役というか軍にいましたよね、学徒で

行ってから。その随筆を読むと、本土決戦は関東平野で陸軍はや

るつもりでいたみたい。だから宇都宮で戦車がとか言われると本

当にそういうことがあったかもしれない。)

　だから我々は子どもの頃は、旧道と新道って。ここから線路へ行

く間だけまるっきり新しくなってしまった。それまでは直角だった。

道も狭かっただろうし、戦車が通れない。

(今井| その時に家も立ち退かせたりとかしたんですか? 新道のと

ころはもともと家が建っていたりしなかったんですか?)

　あそこらはなかった。植木先生の後ろから竹藪とか、多少の畑。

潰した家はないよね。ただ屋敷を少し取られただけ。他に引っ越し

たっていう家はなかった。

2. 七井駅と商店街

(今井| その頃から、このあたりはお店をやっている方は多かった

んですか?)

　ずっと旧道はお店だった。七井駅が真岡線の終点だった時が

あったでしょう。ちょうどその時にこの辺が栄えたんだ。真岡線が

七井駅までだった、それで七井から馬車で茂木とか市貝とかに荷

物を運んだらしいよ。旧道はみんなお店ばっかりだったから、けっ

こう賑やかな町だった。今でも屋号はずっと残っていますよ。うちの

ひいじっちゃんらは駅のそばで馬に餌をやったり、タテバって言っ

たかな、駅の近くで商売をしていた。七井駅から馬が出るもんで、

馬に餌なんかを食わせる場所。米なんかは赤羽 (現市貝町) だの

水橋 (現芳賀町) だの大半こっちに持ってきた。七井駅には昔、大

きな倉庫があった、水橋村なんていう。だから向こうの人は七井駅

まで持ってきて駅から送ったから、七井駅は交換できるように広く

あったわけだね。今でも交換していますけど、戦時中は一時やんな

かった。だから小川屋のこっち、あそこは駅の官舎があったところ。

桜の木が植わっているあたりが、かなり大きな官舎だった。相当大

きかった。公園のあたりから向こう側は変わったよな。

　ここが終点だったから石炭ガラが出たわけでしょう。だから七井

の小学校の庭は炭ガラを入れてあるんです。だから水はけがすごく

いいんです。前の日に雨が降っても次の日に運動会ができるほど

校庭の水はけがいい。あれはみんな駅から運んだんだ、って昔の

人は言ったよね。今でもそのまま使ってるから、ほんとに水たまりが

できない。芳賀郡で一番いいって言って、昔の青年団の運動会は

真岡にでかい学校ができる前は七井でやった。とにかく水はけの

いいのでは有名だった。真岡は芳賀郡市の運動会をやった、100

メートルの代表で真岡まで汽車に乗って行ったんだ、七井で二人。

車がないから全部汽車だよ。

　小学校は昔、七井分館のところにあった。昔は小さい建物だっ

たから校舎を今の七井小学校の位置に曳いていった。私が小学

校に通っていた頃は、すでに今の場所にあった。

　七井が終点だったんで、この地区はほんとに賑やかな商店街

だった。映画館なんか一時できたりね。町の文化財になった山車

は、そういう力があったときに宇都宮から買ってきたんのではない

でしょうかね。だから相当賑やかだったんでしょう、その頃はね。祇

園もここら界隈で一番早いのが七井の祇園と言われたんだ、とう

ちのじいちゃんがよく言ってたから。

(今井| どの辺までお店が続いていたのでしょうか?)

　仲町にはお店はぽつんぽつんと多くはなく、農家が多かったか

な。駅を中心として下町の旧道にはお店がたくさんあって賑わって

いた。飲み屋も仮設の映画館もありました。映画館は何年も盛って

いましたね。

 (廣瀬| 商人宿ってありましたか?)

　旧道にコトブキヤがありましたね。旅館兼料理屋。タマヤだのタ

イショウヤだの飲食店もあった。スミノイというお店で働く女郎のよ

うな人がうちによくお酒を買いに来ていた。昼間は暇だから子ども

を見てくれて、じいちゃんは子どもの頃にその女の人に遊んでも

らっていたって。七井は下町が一番栄えていましたね。商人の町

だった。屋号はずっと残っていますしね、ハヤシヤ、アブラヤ、サカナ

ヤ、コトブキヤ、タマヤ、タイショウヤ、イシャサマ、ヤクシヤ、アブラヤ

があった。アブラヤは、記憶の中では昔から精米をしていた、油を

やっていたのは多分その前だったんだろうね。ヤクシヤは、あとから

来た人で、薬屋はしてなかったかな。

 (今井| いつ頃から商店街ができたんですか?)

　駅ができてからなんだと思いますが、はっきりとは分からないで

すね。タテバの商売は真岡線が茂木まで開通する前、馬で七井止

まりだったから。できちゃったらもう、馬が必要なくなっちゃった。し

ばらく前まであったよね、水橋の倉庫。農協で米出すのに。

 (今井| それは最近まで使ってたんですか?)

　建ってたやつは壊したのかな? 最近は使っていなかった。とにか

く茂木まで鉄道ができたので、七井の駅はそれほど栄えなくなっ

ちゃったね。益子から宇都宮間のバスは早かったんだろうね、私が

子どもの頃からあったから。木炭車。イノセさんという運転手がい

たね。今みたいにガソリンないから、薪を切ったやつ燃やして、駅ま

で回ってくれんだよ。それが嬉しくて。最初薪を燃やして、ちょっと

乗せてもらったりしたんですね。戦時中、坂を上がれなくてお客さ

んが押したなんてこともあった。当時、車はバスとタクシーしかな

かった。

　合併前の七井村のときはけっこう商店も儲かっていた。役場が

あって村として維持していたときは賑やかだった。分館も壊し

ちゃったが、古いつくりで良かったんだよな。今なんにもないのは

もったいない、更地でしょ。昔の役場が裏の方にあって、前に建て

て大きくしたんでしょ、あの頃は七井も良かったんだよな。旧役場

の建物ができたのは、終戦後から合併の間かな。

3. 娯楽と周辺地域との交流

　お祭りの山車が出なくなっちゃったのは、有線放送ができてか

ら。まだ、仲町、下町、上町で3台山車が出て賑やかな時代が、ずっ

とあったんだもんね。天候が悪くて、農家でヒョウかなんかが降る

災害があったんだ、それを境に出さなくなった。農家が多かったか

ら。昭和30年代、40年近い頃だね、取り止めちゃったのは。

　やっぱりああいうやつがなくなってくると、だんだん寂しくなっ

ちゃって。集まることが少なくなっちゃうからね。だからああいうの

は大事だよね。寂しいからって3町内で子ども山車だけつくって曳

いて歩いた。今は下町でいい山車ができたから、あとの仲町と上町

は子ども山車が今でも出てますが、山車は下町だけ、いいの入った

から。人口の減少というのもあるかもしれない、昼間おみこし担い

で夜山車を曳くスタミナがなくなっちゃった、高齢になっちゃって。

担ぐ人がいなくなったね、若い人が多ければいいんだろうけど。さ

らに子どもが育成会で曳くなんていうのも大変。子どもの数も減っ

ちゃったから、大人が手伝わなくちゃダメだよ。

 (廣瀬| 映画のほかに興行は?)

　素人演芸。映画館があったから、そこで演芸とか。素人演芸は

各農家の庭でもやった。

 (今井| それは誰かが呼んでくるのですか?)

絹子さん| 自分たちでやった、青年団が中心になって、大きい農家

の庭を借りて。戦後かなりやっていた。青年団の活動が活発だっ

た。昭和24年に嫁に来たんだけど、そのときはもうやんなくなっ

ちゃった。昭和22年頃まではやっていた。それから間もなく駅前に

映画館ができた。益子の映画館はしばらくあったよね。

 (今井| 七井の映画館はいつ頃まで?)

　私が来たときはまだやっていた、昭和30年頃までやっていたか

な。映画と、プロの歌手が来て浪花節とかいろいろやった。結構賑

やかだったんだよね。

 (今井| 周辺からも買い物や映画を見に七井に集まった?)

実さん| 赤羽あたりは七井の商人がけっこう出入りしていた。清水

や大内 (いずれも現真岡市) も七井の商人取引だった。有線放送

ができて、宣伝ができるようになってからまた変わった。地域的に

農協でやるでしょ、買い物客がそっちの人が来なくなった。農協が

市貝なら市貝でやるから。

　おじいさんは、仕入れに宇都宮まで自転車で行っていた。2日に

1回ずつ。尻にたこができた。当時は道路もまだ舗装されていな

かった。鐺山 (こてやま、鬼怒川左岸) まで行くと舗装になっていた。

鐺山から宇都宮の町のほうは舗装されていた。重い荷物なんか積

んでいたら鐺山の坂なんか登れない。だから降りて押して歩いた。

 (廣瀬| 旧七井村は小貝川の向こう側、西側まで入りますけど、向

こうの方との交流とかはどんな感じでしたか?)

　台の方との交流はあんまり。今は家いっぱいあるけど、その頃は

あまりなかった。商売はみんな七井まで来ていた。買い物関係は台

町は一番少なかった。今は一番多くなったけど。面積だけ広くて、

家は下の方にしかなく、坂の上にはなかった。

4. 硫酸瓶の工場のこと

 (廣瀬| 硫酸瓶を作った工場があったって聞いたんですが?)

　今のリズム工場。保健所もあったんだよね、県の家畜保健所。工

場のところも一時は盛った。タジマコウギョウだったかな。益子焼と

同じような、焼酎瓶なんかを作っていた。場所は、この星の宮へ行

く手前のところが県の保健所。タジマコウギョウはこの坂の入り口

なんだよね。ここに小貝川があって、その先の小さい細い川があっ

て、その川から少し左に入ったところに、戦後、大きな工場ができて、

ほかから工場へ移ってくる従業員が結構いた。終戦後よく外人が

来た。焼き物の見学に来たんでしょう。そしてよそから来た人も

使っていた。社長は七井から東京へ行ってほかの事業を始めた。

工場の終わりの頃はキツネが巣を作って狐塚になったって騒いで

いた。キツネが窯の中に巣を作ったって。

 (廣瀬| どれが焼酎瓶なのか分からなくて、畑の脇にあったのがこ

れかな、と思って写真を撮った。矢島城の跡、日枝神社の脇のほう

に1個だけ瓶があった。)

　そうそう、それ。不出来のやつはみんなくれた。段差のあるところ

なんか埋めたりした、崩れないでいいか、なんて焼酎瓶ずっと並べ

て、子どもの頃そんな覚えがある。今でもやってるところがある。

(今井| いつくらいまで工場はやっていたんですか?)

　昭和25、26年かな、どんどん東京の方に行っていなくなった、や

めちゃって違う事業で東京の方へ出て行った。向こうではけっこう

出世したという話を聞いた。

　入口がこっちから行ってガソリンスタンドからちょっと行って左

に入っていったところにあったんですよ。ボウリング屋からパチンコ

屋になったところの敷地に工場があった。だから大きかった、後ろ

に墓があるんだけど、そこまでが敷地。リズム時計も入ってるよね、

あの辺までで、駐車場もそう。ちょっとの間だからあまり分からない

かもしれないけど、大したもんだよね。あんまり知られてないよね、

タジマ工場ってのは。けっこう大きな敷地で、大人が野球チーム作

るぐらいの人たちが働いていたから、その当時は大きかったんです

よ、そこで働いていた人で地元に残ってる人は少ない、だから案外

知られてないかもしれない。外人が来たので子どもらは覚えている。

「ギブミーチューインガムって言うんだ」って教わって。

　作っていたのは硫酸瓶、あとは聞かないよね、登り窯みたいな形

で、土地が坂になっているから都合が良かったんじゃないかな。子

どもの頃だから細かくは分からない。擂鉢みたいな日用品も多少

は作っていたかもしれない。一時サツキがブームになったときに、

なかなかサツキが入るいい鉢がなかったんですよ、だから植木鉢と

して、それをみんな使ってた。その他に日用品も作っていたかと思う。

うちの実家の方では、タダでくれるっていうんでもらってきて土留

めみたいなところに置いたりしていた。経営者が同じだか知らない

が、大沢の工場の方が後までやっていた。台町のは、ちゃんと事務

所があったから、けっこう大きくやっていたんじゃないですかね。と

にかく、外人が来たぐらいの工場ですからね。

 (今井| 大沢も台町も戦前から作っていた?)

　多分そうでしょうね、私の同級生がいるんだから、戦前の人。

 (今井| 作っていたものの名前は硫酸瓶?)

　硫酸瓶とか何とかって言ってたな、この辺では焼酎を入れるの

に使っていた。

5. 花市と昔の生活

 (廣瀬| 商店街の行事はあったのですか?)

　花市。2月になってからの日曜日、いつも10日頃に駅前でやった。

ダルマ屋さんも2、3軒来て露天商が出て、俺らは優良店会で食堂

やったんだよ。

　(お孫さんが通りかかり、実さんが冒頭で見せていただいた蓋に

書かれた名前を解説)

　一時この班も増えたんだよね、増えてまた減っちゃった。

 (今井| 疎開してきて増えて、戦後間もなくが一番多かった?)

　そうですね、賑やかだった。戦中・戦後は隣組というのがけっこ

う活動していたからね。これは冠婚葬祭で使う入れ物の蓋。中身

は処分しちゃった、もう使わないから、保管しておく家がなくて。使

えばいいんだけど、みんな今は家でやらないから。

(廣瀬| どのくらいの深さの箱だったんですか?)

　茶箱の規格だね。

(今井| 花市は、いつぐらいまでやっていた?)

　一昨年からやらなくなった。一時はだいぶ盛ったんだが、うどん

なんかも売れて、商店街でスタンプ出してて、スタンプがいっぱい

集まった人はくじ引きやった。益子の商人に流れちゃってダメに

なっちゃった。

　益子だってひどいよ、全部スーパーにやられちゃった、昔のお店

じゃ生計立てられない。富田のでかいのだって閉めちゃった、町と

してはえらい損だよね、町が発展しない。税金も上がらないし、税

金が本部に行っちゃう、町のためには損になってる、固定資産だけ

税金が入る。だからここはここで税金取ればいいんだよ。みんな本

部に持ってかれちゃう、町のためにならない。

 (廣瀬| 花市は下町以外のお店も参加したのですか?)

　七井優良店会というのがあって、それが主催でやった。

(今井| その会は今も?)

　今はない、解散しちゃった。だって七井のお店はほとんどなく

なっちゃった、みんな吸い込まれちゃって。あんまり大きいのばかり

遠くにできると買い物に行けない、年寄りが困ってる。大資本家は

いいよな、普通の一般の人にはひどいことだよ。

　今、農家だってひどい状況だよね、農家だけじゃ昔の田地田畑

じゃ全然生活していけなくなって、みんな兼業農家になっちゃって。

その兼業農家も、もう年寄りがやる人いなくなってどうするんだろ

う、って心配してるよね。今も請け負ってやってくれる人が70代以

上になっちゃってる、そうすると何年か経ったらみんな勤めてて、農

機具使えない人ばっかりになってどうなんだろう、って。だから畑な

んかも荒れる土地が増えてきちゃう。

　どうなっていくんだか分かんない先行きだな、どんどん変わっ

ちゃうから10年先は分からないよね。テレビなんかできるとは思わ

なかった、俺らの頃は。水道ないから井戸、今の人は分かんない、

ひねれば水が出るんだもん、昔はひねったって出ないよ。うちあた

りは山に木を採りに行ってそれで燃料だからね。こんなに変わると

は思ってなかったね。戦前の生活した人にとっては夢のようですよ

ね、今の生活は。だから若い人に話したって聞いてくれない。

　うちは商売してたんで、電話が入るのが早くて学校で自慢した。

七井は大沢地区なんかは電気が通るのが遅かったんだよね、私ら

6年生のときに「学校の宿題、なんでやってこなかったんだ」って先

生に怒られるわけよ。そうすると「家に帰ってお守りさせられて、夜

はランプがあれだから寝ろと言われるもんで、宿題はやらなかった

」と答えた。そういう記憶がある。生活のために宿題やってこないと

いう子どもの回答、それが通ってた。「東京行くとええぞ、水道が

あって」なんて言って。昔、東京に行ってたまげた。「水が出てくるん

だ」なんて。

(廣瀬| 花市の飾りつけは?)

　市神様っていうのをつくった、竹4本立てて縄を回して幣束つけ

て、神主様に拝んでもらった。ダルマとか特殊な商人は呼んだんだ

よね、あとは地元の人が出店して、優良店会で食堂出したり。ダル

マは茨城の岩瀬あたりから来てたね。

(廣瀬| 露店の屋台は、この辺の山から杉とか竹を切り出して?)

　テントでしょ、各商店で出したい人が出す。昔は呼び物で飴つく

りとか風船とか、ちんどん屋呼んだり、人を集めるのにそういう催し

もやったね。

(廣瀬| 花市は何年頃から始めたのでしょうか?)

絹子さん| 何年だっぺな、嫁に来たときには既にやってた。昭和30

年頃はもうやってたね。
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小学校がありますけど、細い道が輪っかになっていたり、真ん中が

十字路になっていたり。城の真ん中ってどの辺なのかなと思いまし

て。面白い道の形をしているんですけど。七井小学校があって観音

院があって細いU字型の道があるんですよね。そこから1本こういう

風に出ていて。)

　七井分館の細い道になるんだよな。元・日下田さんのところにな

るんじゃないの? 道が入り組んでいるんじゃないの。七井分館の後

ろの所を少し西へ折れたところでしょ。あそこは道がヘンテコに

なってんのよ。七井小学校から入るところ、島屋さんのところの道

じゃないの。観音院のところの吉永さんのとことの前を入る道だ。

こっちが島屋さんの。中城はここ。昔、大岡先生がいた。山本さんの

お墓がここにあって。あそこは道がヘンテコになっている。ここが城

になっている。ここが山口肉屋の後ろだから。この辺までずっとそう

　食料品店・中城屋ストアーを営む80代の高田実 (たかだみのる)

さん・絹子 (きぬこ) さんご夫妻、そしてたまたま遊びにいらしたご

近所の岩崎正彦さんも一緒に、昔の七井の様子を伺った。

1. 七井城と周辺の道

実さん| (「下町一組持」と書かれた茶箱の蓋を見せながら) 下町

は3班まであるんですよ。ここが1班になるんです。それは昔から変わ

らないんですね。そう、ずっと1班から3班。うちは、中城屋って屋号

があるんです。七井城っていうのがそこにあって、うちの本家が七

井城の跡に建っているんですよ。城の真ん中にうちの親父の実家

があるもんで。その名前をとって屋号を中城屋っていうんです。お店

は明治の頃からで、私で二代目。

 (廣瀬| お城の真ん中へんって鍵辻に道があって、こっち側に七井

だ。

(廣瀬| 分館の真北に屋敷林を構えている大きな家ありますよね、

その辺もお城に入るんですか?)

　高田さんかな? そうだろうね、うちの本宅。

(廣瀬| こっちの十字路を過ぎて、西に行きますと、南側に針葉樹

のマークがある、このあたりに空堀みたいのがあるんですけど?)

　堀が二重になっているんだよな。昔ははっきりしていたけど、とこ

ろどころしか残ってない。埋まってしまった。

　この道路から入るとすぐ中城っていう屋敷なんです。向こうから

入るとややこしいけど。昔は高い台地じゃないけど、子どもの頃は

太田さんのところから堀…。太田さんの後ろに堀がまだあるわ。堀

もあるし土手もあるよね。一部しか残ってないけど。

(廣瀬| あとは舗装されていない細い路地が残っていますね? 林の

中を抜ける。)

　現在通っていないような道でしょ。だんだん変わっちゃうからね、

通らない道はなくなっちゃうし。 (地図を見ながら) 我々はこれを新

道って呼んでいる。ミフネヤの前。本道は魚屋からイシヤの前。左

へ行ったところが旧道。本当かどうか分かんないけど、昔、戦車が

宇都宮から茨城へ移動するときに、ここがものすごく急だったんで

す。それでなかなか通れないので、これを通りやすくするということ

で、道を作ったらしいです。年は終戦が近い頃じゃないかな。

(廣瀬| 司馬遼太郎さんが兵役というか軍にいましたよね、学徒で

行ってから。その随筆を読むと、本土決戦は関東平野で陸軍はや

るつもりでいたみたい。だから宇都宮で戦車がとか言われると本

当にそういうことがあったかもしれない。)

　だから我々は子どもの頃は、旧道と新道って。ここから線路へ行

く間だけまるっきり新しくなってしまった。それまでは直角だった。

道も狭かっただろうし、戦車が通れない。

(今井| その時に家も立ち退かせたりとかしたんですか? 新道のと

ころはもともと家が建っていたりしなかったんですか?)

　あそこらはなかった。植木先生の後ろから竹藪とか、多少の畑。

潰した家はないよね。ただ屋敷を少し取られただけ。他に引っ越し

たっていう家はなかった。

2. 七井駅と商店街

(今井| その頃から、このあたりはお店をやっている方は多かった

んですか?)

　ずっと旧道はお店だった。七井駅が真岡線の終点だった時が

あったでしょう。ちょうどその時にこの辺が栄えたんだ。真岡線が

七井駅までだった、それで七井から馬車で茂木とか市貝とかに荷

物を運んだらしいよ。旧道はみんなお店ばっかりだったから、けっ

こう賑やかな町だった。今でも屋号はずっと残っていますよ。うちの

ひいじっちゃんらは駅のそばで馬に餌をやったり、タテバって言っ

たかな、駅の近くで商売をしていた。七井駅から馬が出るもんで、

馬に餌なんかを食わせる場所。米なんかは赤羽 (現市貝町) だの

水橋 (現芳賀町) だの大半こっちに持ってきた。七井駅には昔、大

きな倉庫があった、水橋村なんていう。だから向こうの人は七井駅

まで持ってきて駅から送ったから、七井駅は交換できるように広く

あったわけだね。今でも交換していますけど、戦時中は一時やんな

かった。だから小川屋のこっち、あそこは駅の官舎があったところ。

桜の木が植わっているあたりが、かなり大きな官舎だった。相当大

きかった。公園のあたりから向こう側は変わったよな。

　ここが終点だったから石炭ガラが出たわけでしょう。だから七井

の小学校の庭は炭ガラを入れてあるんです。だから水はけがすごく

いいんです。前の日に雨が降っても次の日に運動会ができるほど

校庭の水はけがいい。あれはみんな駅から運んだんだ、って昔の

人は言ったよね。今でもそのまま使ってるから、ほんとに水たまりが

できない。芳賀郡で一番いいって言って、昔の青年団の運動会は

真岡にでかい学校ができる前は七井でやった。とにかく水はけの

いいのでは有名だった。真岡は芳賀郡市の運動会をやった、100

メートルの代表で真岡まで汽車に乗って行ったんだ、七井で二人。

車がないから全部汽車だよ。

　小学校は昔、七井分館のところにあった。昔は小さい建物だっ

たから校舎を今の七井小学校の位置に曳いていった。私が小学

校に通っていた頃は、すでに今の場所にあった。

　七井が終点だったんで、この地区はほんとに賑やかな商店街

だった。映画館なんか一時できたりね。町の文化財になった山車

は、そういう力があったときに宇都宮から買ってきたんのではない

でしょうかね。だから相当賑やかだったんでしょう、その頃はね。祇

園もここら界隈で一番早いのが七井の祇園と言われたんだ、とう

ちのじいちゃんがよく言ってたから。

(今井| どの辺までお店が続いていたのでしょうか?)

　仲町にはお店はぽつんぽつんと多くはなく、農家が多かったか

な。駅を中心として下町の旧道にはお店がたくさんあって賑わって

いた。飲み屋も仮設の映画館もありました。映画館は何年も盛って

いましたね。

 (廣瀬| 商人宿ってありましたか?)

　旧道にコトブキヤがありましたね。旅館兼料理屋。タマヤだのタ

イショウヤだの飲食店もあった。スミノイというお店で働く女郎のよ

うな人がうちによくお酒を買いに来ていた。昼間は暇だから子ども

を見てくれて、じいちゃんは子どもの頃にその女の人に遊んでも

らっていたって。七井は下町が一番栄えていましたね。商人の町

だった。屋号はずっと残っていますしね、ハヤシヤ、アブラヤ、サカナ

ヤ、コトブキヤ、タマヤ、タイショウヤ、イシャサマ、ヤクシヤ、アブラヤ

があった。アブラヤは、記憶の中では昔から精米をしていた、油を

やっていたのは多分その前だったんだろうね。ヤクシヤは、あとから

来た人で、薬屋はしてなかったかな。

 (今井| いつ頃から商店街ができたんですか?)

　駅ができてからなんだと思いますが、はっきりとは分からないで

すね。タテバの商売は真岡線が茂木まで開通する前、馬で七井止

まりだったから。できちゃったらもう、馬が必要なくなっちゃった。し

ばらく前まであったよね、水橋の倉庫。農協で米出すのに。

 (今井| それは最近まで使ってたんですか?)

　建ってたやつは壊したのかな? 最近は使っていなかった。とにか

く茂木まで鉄道ができたので、七井の駅はそれほど栄えなくなっ

ちゃったね。益子から宇都宮間のバスは早かったんだろうね、私が

子どもの頃からあったから。木炭車。イノセさんという運転手がい

たね。今みたいにガソリンないから、薪を切ったやつ燃やして、駅ま

で回ってくれんだよ。それが嬉しくて。最初薪を燃やして、ちょっと

乗せてもらったりしたんですね。戦時中、坂を上がれなくてお客さ

んが押したなんてこともあった。当時、車はバスとタクシーしかな

かった。

　合併前の七井村のときはけっこう商店も儲かっていた。役場が

あって村として維持していたときは賑やかだった。分館も壊し

ちゃったが、古いつくりで良かったんだよな。今なんにもないのは

もったいない、更地でしょ。昔の役場が裏の方にあって、前に建て

て大きくしたんでしょ、あの頃は七井も良かったんだよな。旧役場

の建物ができたのは、終戦後から合併の間かな。

3. 娯楽と周辺地域との交流

　お祭りの山車が出なくなっちゃったのは、有線放送ができてか

ら。まだ、仲町、下町、上町で3台山車が出て賑やかな時代が、ずっ

とあったんだもんね。天候が悪くて、農家でヒョウかなんかが降る

災害があったんだ、それを境に出さなくなった。農家が多かったか

ら。昭和30年代、40年近い頃だね、取り止めちゃったのは。

　やっぱりああいうやつがなくなってくると、だんだん寂しくなっ

ちゃって。集まることが少なくなっちゃうからね。だからああいうの

は大事だよね。寂しいからって3町内で子ども山車だけつくって曳

いて歩いた。今は下町でいい山車ができたから、あとの仲町と上町

は子ども山車が今でも出てますが、山車は下町だけ、いいの入った

から。人口の減少というのもあるかもしれない、昼間おみこし担い

で夜山車を曳くスタミナがなくなっちゃった、高齢になっちゃって。

担ぐ人がいなくなったね、若い人が多ければいいんだろうけど。さ

らに子どもが育成会で曳くなんていうのも大変。子どもの数も減っ

ちゃったから、大人が手伝わなくちゃダメだよ。

 (廣瀬| 映画のほかに興行は?)

　素人演芸。映画館があったから、そこで演芸とか。素人演芸は

各農家の庭でもやった。

 (今井| それは誰かが呼んでくるのですか?)

絹子さん| 自分たちでやった、青年団が中心になって、大きい農家

の庭を借りて。戦後かなりやっていた。青年団の活動が活発だっ

た。昭和24年に嫁に来たんだけど、そのときはもうやんなくなっ

ちゃった。昭和22年頃まではやっていた。それから間もなく駅前に

映画館ができた。益子の映画館はしばらくあったよね。

 (今井| 七井の映画館はいつ頃まで?)

　私が来たときはまだやっていた、昭和30年頃までやっていたか

な。映画と、プロの歌手が来て浪花節とかいろいろやった。結構賑

やかだったんだよね。

 (今井| 周辺からも買い物や映画を見に七井に集まった?)

実さん| 赤羽あたりは七井の商人がけっこう出入りしていた。清水

や大内 (いずれも現真岡市) も七井の商人取引だった。有線放送

ができて、宣伝ができるようになってからまた変わった。地域的に

農協でやるでしょ、買い物客がそっちの人が来なくなった。農協が

市貝なら市貝でやるから。

　おじいさんは、仕入れに宇都宮まで自転車で行っていた。2日に

1回ずつ。尻にたこができた。当時は道路もまだ舗装されていな

かった。鐺山 (こてやま、鬼怒川左岸) まで行くと舗装になっていた。

鐺山から宇都宮の町のほうは舗装されていた。重い荷物なんか積

んでいたら鐺山の坂なんか登れない。だから降りて押して歩いた。

 (廣瀬| 旧七井村は小貝川の向こう側、西側まで入りますけど、向

こうの方との交流とかはどんな感じでしたか?)

　台の方との交流はあんまり。今は家いっぱいあるけど、その頃は

あまりなかった。商売はみんな七井まで来ていた。買い物関係は台

町は一番少なかった。今は一番多くなったけど。面積だけ広くて、

家は下の方にしかなく、坂の上にはなかった。

4. 硫酸瓶の工場のこと

 (廣瀬| 硫酸瓶を作った工場があったって聞いたんですが?)

　今のリズム工場。保健所もあったんだよね、県の家畜保健所。工

場のところも一時は盛った。タジマコウギョウだったかな。益子焼と

同じような、焼酎瓶なんかを作っていた。場所は、この星の宮へ行

く手前のところが県の保健所。タジマコウギョウはこの坂の入り口

なんだよね。ここに小貝川があって、その先の小さい細い川があっ

て、その川から少し左に入ったところに、戦後、大きな工場ができて、

ほかから工場へ移ってくる従業員が結構いた。終戦後よく外人が

来た。焼き物の見学に来たんでしょう。そしてよそから来た人も

使っていた。社長は七井から東京へ行ってほかの事業を始めた。

工場の終わりの頃はキツネが巣を作って狐塚になったって騒いで

いた。キツネが窯の中に巣を作ったって。

 (廣瀬| どれが焼酎瓶なのか分からなくて、畑の脇にあったのがこ

れかな、と思って写真を撮った。矢島城の跡、日枝神社の脇のほう

に1個だけ瓶があった。)

　そうそう、それ。不出来のやつはみんなくれた。段差のあるところ

なんか埋めたりした、崩れないでいいか、なんて焼酎瓶ずっと並べ

て、子どもの頃そんな覚えがある。今でもやってるところがある。

(今井| いつくらいまで工場はやっていたんですか?)

　昭和25、26年かな、どんどん東京の方に行っていなくなった、や

めちゃって違う事業で東京の方へ出て行った。向こうではけっこう

出世したという話を聞いた。

　入口がこっちから行ってガソリンスタンドからちょっと行って左

に入っていったところにあったんですよ。ボウリング屋からパチンコ

屋になったところの敷地に工場があった。だから大きかった、後ろ

に墓があるんだけど、そこまでが敷地。リズム時計も入ってるよね、

あの辺までで、駐車場もそう。ちょっとの間だからあまり分からない

かもしれないけど、大したもんだよね。あんまり知られてないよね、

タジマ工場ってのは。けっこう大きな敷地で、大人が野球チーム作

るぐらいの人たちが働いていたから、その当時は大きかったんです

よ、そこで働いていた人で地元に残ってる人は少ない、だから案外

知られてないかもしれない。外人が来たので子どもらは覚えている。

「ギブミーチューインガムって言うんだ」って教わって。

　作っていたのは硫酸瓶、あとは聞かないよね、登り窯みたいな形

で、土地が坂になっているから都合が良かったんじゃないかな。子

どもの頃だから細かくは分からない。擂鉢みたいな日用品も多少

は作っていたかもしれない。一時サツキがブームになったときに、

なかなかサツキが入るいい鉢がなかったんですよ、だから植木鉢と

して、それをみんな使ってた。その他に日用品も作っていたかと思う。

うちの実家の方では、タダでくれるっていうんでもらってきて土留

めみたいなところに置いたりしていた。経営者が同じだか知らない

が、大沢の工場の方が後までやっていた。台町のは、ちゃんと事務

所があったから、けっこう大きくやっていたんじゃないですかね。と

にかく、外人が来たぐらいの工場ですからね。

 (今井| 大沢も台町も戦前から作っていた?)

　多分そうでしょうね、私の同級生がいるんだから、戦前の人。

 (今井| 作っていたものの名前は硫酸瓶?)

　硫酸瓶とか何とかって言ってたな、この辺では焼酎を入れるの

に使っていた。

5. 花市と昔の生活

 (廣瀬| 商店街の行事はあったのですか?)

　花市。2月になってからの日曜日、いつも10日頃に駅前でやった。

ダルマ屋さんも2、3軒来て露天商が出て、俺らは優良店会で食堂

やったんだよ。

　(お孫さんが通りかかり、実さんが冒頭で見せていただいた蓋に

書かれた名前を解説)

　一時この班も増えたんだよね、増えてまた減っちゃった。

 (今井| 疎開してきて増えて、戦後間もなくが一番多かった?)

　そうですね、賑やかだった。戦中・戦後は隣組というのがけっこ

う活動していたからね。これは冠婚葬祭で使う入れ物の蓋。中身

は処分しちゃった、もう使わないから、保管しておく家がなくて。使

えばいいんだけど、みんな今は家でやらないから。

(廣瀬| どのくらいの深さの箱だったんですか?)

　茶箱の規格だね。

(今井| 花市は、いつぐらいまでやっていた?)

　一昨年からやらなくなった。一時はだいぶ盛ったんだが、うどん

なんかも売れて、商店街でスタンプ出してて、スタンプがいっぱい

集まった人はくじ引きやった。益子の商人に流れちゃってダメに

なっちゃった。

　益子だってひどいよ、全部スーパーにやられちゃった、昔のお店

じゃ生計立てられない。富田のでかいのだって閉めちゃった、町と

してはえらい損だよね、町が発展しない。税金も上がらないし、税

金が本部に行っちゃう、町のためには損になってる、固定資産だけ

税金が入る。だからここはここで税金取ればいいんだよ。みんな本

部に持ってかれちゃう、町のためにならない。

 (廣瀬| 花市は下町以外のお店も参加したのですか?)

　七井優良店会というのがあって、それが主催でやった。

(今井| その会は今も?)

　今はない、解散しちゃった。だって七井のお店はほとんどなく

なっちゃった、みんな吸い込まれちゃって。あんまり大きいのばかり

遠くにできると買い物に行けない、年寄りが困ってる。大資本家は

いいよな、普通の一般の人にはひどいことだよ。

　今、農家だってひどい状況だよね、農家だけじゃ昔の田地田畑

じゃ全然生活していけなくなって、みんな兼業農家になっちゃって。

その兼業農家も、もう年寄りがやる人いなくなってどうするんだろ

う、って心配してるよね。今も請け負ってやってくれる人が70代以

上になっちゃってる、そうすると何年か経ったらみんな勤めてて、農

機具使えない人ばっかりになってどうなんだろう、って。だから畑な

んかも荒れる土地が増えてきちゃう。

　どうなっていくんだか分かんない先行きだな、どんどん変わっ

ちゃうから10年先は分からないよね。テレビなんかできるとは思わ

なかった、俺らの頃は。水道ないから井戸、今の人は分かんない、

ひねれば水が出るんだもん、昔はひねったって出ないよ。うちあた

りは山に木を採りに行ってそれで燃料だからね。こんなに変わると

は思ってなかったね。戦前の生活した人にとっては夢のようですよ

ね、今の生活は。だから若い人に話したって聞いてくれない。

　うちは商売してたんで、電話が入るのが早くて学校で自慢した。

七井は大沢地区なんかは電気が通るのが遅かったんだよね、私ら

6年生のときに「学校の宿題、なんでやってこなかったんだ」って先

生に怒られるわけよ。そうすると「家に帰ってお守りさせられて、夜

はランプがあれだから寝ろと言われるもんで、宿題はやらなかった

」と答えた。そういう記憶がある。生活のために宿題やってこないと

いう子どもの回答、それが通ってた。「東京行くとええぞ、水道が

あって」なんて言って。昔、東京に行ってたまげた。「水が出てくるん

だ」なんて。

(廣瀬| 花市の飾りつけは?)

　市神様っていうのをつくった、竹4本立てて縄を回して幣束つけ

て、神主様に拝んでもらった。ダルマとか特殊な商人は呼んだんだ

よね、あとは地元の人が出店して、優良店会で食堂出したり。ダル

マは茨城の岩瀬あたりから来てたね。

(廣瀬| 露店の屋台は、この辺の山から杉とか竹を切り出して?)

　テントでしょ、各商店で出したい人が出す。昔は呼び物で飴つく

りとか風船とか、ちんどん屋呼んだり、人を集めるのにそういう催し

もやったね。

(廣瀬| 花市は何年頃から始めたのでしょうか?)

絹子さん| 何年だっぺな、嫁に来たときには既にやってた。昭和30

年頃はもうやってたね。
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小学校がありますけど、細い道が輪っかになっていたり、真ん中が

十字路になっていたり。城の真ん中ってどの辺なのかなと思いまし

て。面白い道の形をしているんですけど。七井小学校があって観音

院があって細いU字型の道があるんですよね。そこから1本こういう

風に出ていて。)

　七井分館の細い道になるんだよな。元・日下田さんのところにな

るんじゃないの? 道が入り組んでいるんじゃないの。七井分館の後

ろの所を少し西へ折れたところでしょ。あそこは道がヘンテコに

なってんのよ。七井小学校から入るところ、島屋さんのところの道

じゃないの。観音院のところの吉永さんのとことの前を入る道だ。

こっちが島屋さんの。中城はここ。昔、大岡先生がいた。山本さんの

お墓がここにあって。あそこは道がヘンテコになっている。ここが城

になっている。ここが山口肉屋の後ろだから。この辺までずっとそう

　食料品店・中城屋ストアーを営む80代の高田実 (たかだみのる)

さん・絹子 (きぬこ) さんご夫妻、そしてたまたま遊びにいらしたご

近所の岩崎正彦さんも一緒に、昔の七井の様子を伺った。

1. 七井城と周辺の道

実さん| (「下町一組持」と書かれた茶箱の蓋を見せながら) 下町

は3班まであるんですよ。ここが1班になるんです。それは昔から変わ

らないんですね。そう、ずっと1班から3班。うちは、中城屋って屋号

があるんです。七井城っていうのがそこにあって、うちの本家が七

井城の跡に建っているんですよ。城の真ん中にうちの親父の実家

があるもんで。その名前をとって屋号を中城屋っていうんです。お店

は明治の頃からで、私で二代目。

 (廣瀬| お城の真ん中へんって鍵辻に道があって、こっち側に七井

だ。

(廣瀬| 分館の真北に屋敷林を構えている大きな家ありますよね、

その辺もお城に入るんですか?)

　高田さんかな? そうだろうね、うちの本宅。

(廣瀬| こっちの十字路を過ぎて、西に行きますと、南側に針葉樹

のマークがある、このあたりに空堀みたいのがあるんですけど?)

　堀が二重になっているんだよな。昔ははっきりしていたけど、とこ

ろどころしか残ってない。埋まってしまった。

　この道路から入るとすぐ中城っていう屋敷なんです。向こうから

入るとややこしいけど。昔は高い台地じゃないけど、子どもの頃は

太田さんのところから堀…。太田さんの後ろに堀がまだあるわ。堀

もあるし土手もあるよね。一部しか残ってないけど。

(廣瀬| あとは舗装されていない細い路地が残っていますね? 林の

中を抜ける。)

　現在通っていないような道でしょ。だんだん変わっちゃうからね、

通らない道はなくなっちゃうし。 (地図を見ながら) 我々はこれを新

道って呼んでいる。ミフネヤの前。本道は魚屋からイシヤの前。左

へ行ったところが旧道。本当かどうか分かんないけど、昔、戦車が

宇都宮から茨城へ移動するときに、ここがものすごく急だったんで

す。それでなかなか通れないので、これを通りやすくするということ

で、道を作ったらしいです。年は終戦が近い頃じゃないかな。

(廣瀬| 司馬遼太郎さんが兵役というか軍にいましたよね、学徒で

行ってから。その随筆を読むと、本土決戦は関東平野で陸軍はや

るつもりでいたみたい。だから宇都宮で戦車がとか言われると本

当にそういうことがあったかもしれない。)

　だから我々は子どもの頃は、旧道と新道って。ここから線路へ行

く間だけまるっきり新しくなってしまった。それまでは直角だった。

道も狭かっただろうし、戦車が通れない。

(今井| その時に家も立ち退かせたりとかしたんですか? 新道のと

ころはもともと家が建っていたりしなかったんですか?)

　あそこらはなかった。植木先生の後ろから竹藪とか、多少の畑。

潰した家はないよね。ただ屋敷を少し取られただけ。他に引っ越し

たっていう家はなかった。

2. 七井駅と商店街

(今井| その頃から、このあたりはお店をやっている方は多かった

んですか?)

　ずっと旧道はお店だった。七井駅が真岡線の終点だった時が

あったでしょう。ちょうどその時にこの辺が栄えたんだ。真岡線が

七井駅までだった、それで七井から馬車で茂木とか市貝とかに荷

物を運んだらしいよ。旧道はみんなお店ばっかりだったから、けっ

こう賑やかな町だった。今でも屋号はずっと残っていますよ。うちの

ひいじっちゃんらは駅のそばで馬に餌をやったり、タテバって言っ

たかな、駅の近くで商売をしていた。七井駅から馬が出るもんで、

馬に餌なんかを食わせる場所。米なんかは赤羽 (現市貝町) だの

水橋 (現芳賀町) だの大半こっちに持ってきた。七井駅には昔、大

きな倉庫があった、水橋村なんていう。だから向こうの人は七井駅

まで持ってきて駅から送ったから、七井駅は交換できるように広く

あったわけだね。今でも交換していますけど、戦時中は一時やんな

かった。だから小川屋のこっち、あそこは駅の官舎があったところ。

桜の木が植わっているあたりが、かなり大きな官舎だった。相当大

きかった。公園のあたりから向こう側は変わったよな。

　ここが終点だったから石炭ガラが出たわけでしょう。だから七井

の小学校の庭は炭ガラを入れてあるんです。だから水はけがすごく

いいんです。前の日に雨が降っても次の日に運動会ができるほど

校庭の水はけがいい。あれはみんな駅から運んだんだ、って昔の

人は言ったよね。今でもそのまま使ってるから、ほんとに水たまりが

できない。芳賀郡で一番いいって言って、昔の青年団の運動会は

真岡にでかい学校ができる前は七井でやった。とにかく水はけの

いいのでは有名だった。真岡は芳賀郡市の運動会をやった、100

メートルの代表で真岡まで汽車に乗って行ったんだ、七井で二人。

車がないから全部汽車だよ。

　小学校は昔、七井分館のところにあった。昔は小さい建物だっ

たから校舎を今の七井小学校の位置に曳いていった。私が小学

校に通っていた頃は、すでに今の場所にあった。

　七井が終点だったんで、この地区はほんとに賑やかな商店街

だった。映画館なんか一時できたりね。町の文化財になった山車

は、そういう力があったときに宇都宮から買ってきたんのではない

でしょうかね。だから相当賑やかだったんでしょう、その頃はね。祇

園もここら界隈で一番早いのが七井の祇園と言われたんだ、とう

ちのじいちゃんがよく言ってたから。

(今井| どの辺までお店が続いていたのでしょうか?)

　仲町にはお店はぽつんぽつんと多くはなく、農家が多かったか

な。駅を中心として下町の旧道にはお店がたくさんあって賑わって

いた。飲み屋も仮設の映画館もありました。映画館は何年も盛って

いましたね。

 (廣瀬| 商人宿ってありましたか?)

　旧道にコトブキヤがありましたね。旅館兼料理屋。タマヤだのタ

イショウヤだの飲食店もあった。スミノイというお店で働く女郎のよ

うな人がうちによくお酒を買いに来ていた。昼間は暇だから子ども

を見てくれて、じいちゃんは子どもの頃にその女の人に遊んでも

らっていたって。七井は下町が一番栄えていましたね。商人の町

だった。屋号はずっと残っていますしね、ハヤシヤ、アブラヤ、サカナ

ヤ、コトブキヤ、タマヤ、タイショウヤ、イシャサマ、ヤクシヤ、アブラヤ

があった。アブラヤは、記憶の中では昔から精米をしていた、油を

やっていたのは多分その前だったんだろうね。ヤクシヤは、あとから

来た人で、薬屋はしてなかったかな。

 (今井| いつ頃から商店街ができたんですか?)

　駅ができてからなんだと思いますが、はっきりとは分からないで

すね。タテバの商売は真岡線が茂木まで開通する前、馬で七井止

まりだったから。できちゃったらもう、馬が必要なくなっちゃった。し

ばらく前まであったよね、水橋の倉庫。農協で米出すのに。

 (今井| それは最近まで使ってたんですか?)

　建ってたやつは壊したのかな? 最近は使っていなかった。とにか

く茂木まで鉄道ができたので、七井の駅はそれほど栄えなくなっ

ちゃったね。益子から宇都宮間のバスは早かったんだろうね、私が

子どもの頃からあったから。木炭車。イノセさんという運転手がい

たね。今みたいにガソリンないから、薪を切ったやつ燃やして、駅ま

で回ってくれんだよ。それが嬉しくて。最初薪を燃やして、ちょっと

乗せてもらったりしたんですね。戦時中、坂を上がれなくてお客さ

んが押したなんてこともあった。当時、車はバスとタクシーしかな

かった。

　合併前の七井村のときはけっこう商店も儲かっていた。役場が

あって村として維持していたときは賑やかだった。分館も壊し

ちゃったが、古いつくりで良かったんだよな。今なんにもないのは

もったいない、更地でしょ。昔の役場が裏の方にあって、前に建て

て大きくしたんでしょ、あの頃は七井も良かったんだよな。旧役場

の建物ができたのは、終戦後から合併の間かな。

3. 娯楽と周辺地域との交流

　お祭りの山車が出なくなっちゃったのは、有線放送ができてか

ら。まだ、仲町、下町、上町で3台山車が出て賑やかな時代が、ずっ

とあったんだもんね。天候が悪くて、農家でヒョウかなんかが降る

災害があったんだ、それを境に出さなくなった。農家が多かったか

ら。昭和30年代、40年近い頃だね、取り止めちゃったのは。

　やっぱりああいうやつがなくなってくると、だんだん寂しくなっ

ちゃって。集まることが少なくなっちゃうからね。だからああいうの

は大事だよね。寂しいからって3町内で子ども山車だけつくって曳

いて歩いた。今は下町でいい山車ができたから、あとの仲町と上町

は子ども山車が今でも出てますが、山車は下町だけ、いいの入った

から。人口の減少というのもあるかもしれない、昼間おみこし担い

で夜山車を曳くスタミナがなくなっちゃった、高齢になっちゃって。

担ぐ人がいなくなったね、若い人が多ければいいんだろうけど。さ

らに子どもが育成会で曳くなんていうのも大変。子どもの数も減っ

ちゃったから、大人が手伝わなくちゃダメだよ。

 (廣瀬| 映画のほかに興行は?)

　素人演芸。映画館があったから、そこで演芸とか。素人演芸は

各農家の庭でもやった。

 (今井| それは誰かが呼んでくるのですか?)

絹子さん| 自分たちでやった、青年団が中心になって、大きい農家

の庭を借りて。戦後かなりやっていた。青年団の活動が活発だっ

た。昭和24年に嫁に来たんだけど、そのときはもうやんなくなっ

ちゃった。昭和22年頃まではやっていた。それから間もなく駅前に

映画館ができた。益子の映画館はしばらくあったよね。

 (今井| 七井の映画館はいつ頃まで?)

　私が来たときはまだやっていた、昭和30年頃までやっていたか

な。映画と、プロの歌手が来て浪花節とかいろいろやった。結構賑

やかだったんだよね。

 (今井| 周辺からも買い物や映画を見に七井に集まった?)

実さん| 赤羽あたりは七井の商人がけっこう出入りしていた。清水

や大内 (いずれも現真岡市) も七井の商人取引だった。有線放送

ができて、宣伝ができるようになってからまた変わった。地域的に

農協でやるでしょ、買い物客がそっちの人が来なくなった。農協が

市貝なら市貝でやるから。

　おじいさんは、仕入れに宇都宮まで自転車で行っていた。2日に

1回ずつ。尻にたこができた。当時は道路もまだ舗装されていな

かった。鐺山 (こてやま、鬼怒川左岸) まで行くと舗装になっていた。

鐺山から宇都宮の町のほうは舗装されていた。重い荷物なんか積

んでいたら鐺山の坂なんか登れない。だから降りて押して歩いた。

 (廣瀬| 旧七井村は小貝川の向こう側、西側まで入りますけど、向

こうの方との交流とかはどんな感じでしたか?)

　台の方との交流はあんまり。今は家いっぱいあるけど、その頃は

あまりなかった。商売はみんな七井まで来ていた。買い物関係は台

町は一番少なかった。今は一番多くなったけど。面積だけ広くて、

家は下の方にしかなく、坂の上にはなかった。

4. 硫酸瓶の工場のこと

 (廣瀬| 硫酸瓶を作った工場があったって聞いたんですが?)

　今のリズム工場。保健所もあったんだよね、県の家畜保健所。工

場のところも一時は盛った。タジマコウギョウだったかな。益子焼と

同じような、焼酎瓶なんかを作っていた。場所は、この星の宮へ行

く手前のところが県の保健所。タジマコウギョウはこの坂の入り口

なんだよね。ここに小貝川があって、その先の小さい細い川があっ

て、その川から少し左に入ったところに、戦後、大きな工場ができて、

ほかから工場へ移ってくる従業員が結構いた。終戦後よく外人が

来た。焼き物の見学に来たんでしょう。そしてよそから来た人も

使っていた。社長は七井から東京へ行ってほかの事業を始めた。

工場の終わりの頃はキツネが巣を作って狐塚になったって騒いで

いた。キツネが窯の中に巣を作ったって。

 (廣瀬| どれが焼酎瓶なのか分からなくて、畑の脇にあったのがこ

れかな、と思って写真を撮った。矢島城の跡、日枝神社の脇のほう

に1個だけ瓶があった。)

　そうそう、それ。不出来のやつはみんなくれた。段差のあるところ

なんか埋めたりした、崩れないでいいか、なんて焼酎瓶ずっと並べ

て、子どもの頃そんな覚えがある。今でもやってるところがある。

(今井| いつくらいまで工場はやっていたんですか?)

　昭和25、26年かな、どんどん東京の方に行っていなくなった、や

めちゃって違う事業で東京の方へ出て行った。向こうではけっこう

出世したという話を聞いた。

　入口がこっちから行ってガソリンスタンドからちょっと行って左

に入っていったところにあったんですよ。ボウリング屋からパチンコ

屋になったところの敷地に工場があった。だから大きかった、後ろ

に墓があるんだけど、そこまでが敷地。リズム時計も入ってるよね、

あの辺までで、駐車場もそう。ちょっとの間だからあまり分からない

かもしれないけど、大したもんだよね。あんまり知られてないよね、

タジマ工場ってのは。けっこう大きな敷地で、大人が野球チーム作

るぐらいの人たちが働いていたから、その当時は大きかったんです

よ、そこで働いていた人で地元に残ってる人は少ない、だから案外

知られてないかもしれない。外人が来たので子どもらは覚えている。

「ギブミーチューインガムって言うんだ」って教わって。

　作っていたのは硫酸瓶、あとは聞かないよね、登り窯みたいな形

で、土地が坂になっているから都合が良かったんじゃないかな。子

どもの頃だから細かくは分からない。擂鉢みたいな日用品も多少

は作っていたかもしれない。一時サツキがブームになったときに、

なかなかサツキが入るいい鉢がなかったんですよ、だから植木鉢と

して、それをみんな使ってた。その他に日用品も作っていたかと思う。

うちの実家の方では、タダでくれるっていうんでもらってきて土留

めみたいなところに置いたりしていた。経営者が同じだか知らない

が、大沢の工場の方が後までやっていた。台町のは、ちゃんと事務

所があったから、けっこう大きくやっていたんじゃないですかね。と

にかく、外人が来たぐらいの工場ですからね。

 (今井| 大沢も台町も戦前から作っていた?)

　多分そうでしょうね、私の同級生がいるんだから、戦前の人。

 (今井| 作っていたものの名前は硫酸瓶?)

　硫酸瓶とか何とかって言ってたな、この辺では焼酎を入れるの

に使っていた。

5. 花市と昔の生活

 (廣瀬| 商店街の行事はあったのですか?)

　花市。2月になってからの日曜日、いつも10日頃に駅前でやった。

ダルマ屋さんも2、3軒来て露天商が出て、俺らは優良店会で食堂

やったんだよ。

　(お孫さんが通りかかり、実さんが冒頭で見せていただいた蓋に

書かれた名前を解説)

　一時この班も増えたんだよね、増えてまた減っちゃった。

 (今井| 疎開してきて増えて、戦後間もなくが一番多かった?)

　そうですね、賑やかだった。戦中・戦後は隣組というのがけっこ

う活動していたからね。これは冠婚葬祭で使う入れ物の蓋。中身

は処分しちゃった、もう使わないから、保管しておく家がなくて。使

えばいいんだけど、みんな今は家でやらないから。

(廣瀬| どのくらいの深さの箱だったんですか?)

　茶箱の規格だね。

(今井| 花市は、いつぐらいまでやっていた?)

　一昨年からやらなくなった。一時はだいぶ盛ったんだが、うどん

なんかも売れて、商店街でスタンプ出してて、スタンプがいっぱい

集まった人はくじ引きやった。益子の商人に流れちゃってダメに

なっちゃった。

　益子だってひどいよ、全部スーパーにやられちゃった、昔のお店

じゃ生計立てられない。富田のでかいのだって閉めちゃった、町と

してはえらい損だよね、町が発展しない。税金も上がらないし、税

金が本部に行っちゃう、町のためには損になってる、固定資産だけ

税金が入る。だからここはここで税金取ればいいんだよ。みんな本

部に持ってかれちゃう、町のためにならない。

 (廣瀬| 花市は下町以外のお店も参加したのですか?)

　七井優良店会というのがあって、それが主催でやった。

(今井| その会は今も?)

　今はない、解散しちゃった。だって七井のお店はほとんどなく

なっちゃった、みんな吸い込まれちゃって。あんまり大きいのばかり

遠くにできると買い物に行けない、年寄りが困ってる。大資本家は

いいよな、普通の一般の人にはひどいことだよ。

　今、農家だってひどい状況だよね、農家だけじゃ昔の田地田畑

じゃ全然生活していけなくなって、みんな兼業農家になっちゃって。

その兼業農家も、もう年寄りがやる人いなくなってどうするんだろ

う、って心配してるよね。今も請け負ってやってくれる人が70代以

上になっちゃってる、そうすると何年か経ったらみんな勤めてて、農

機具使えない人ばっかりになってどうなんだろう、って。だから畑な

んかも荒れる土地が増えてきちゃう。

　どうなっていくんだか分かんない先行きだな、どんどん変わっ

ちゃうから10年先は分からないよね。テレビなんかできるとは思わ

なかった、俺らの頃は。水道ないから井戸、今の人は分かんない、

ひねれば水が出るんだもん、昔はひねったって出ないよ。うちあた

りは山に木を採りに行ってそれで燃料だからね。こんなに変わると

は思ってなかったね。戦前の生活した人にとっては夢のようですよ

ね、今の生活は。だから若い人に話したって聞いてくれない。

　うちは商売してたんで、電話が入るのが早くて学校で自慢した。

七井は大沢地区なんかは電気が通るのが遅かったんだよね、私ら

6年生のときに「学校の宿題、なんでやってこなかったんだ」って先

生に怒られるわけよ。そうすると「家に帰ってお守りさせられて、夜

はランプがあれだから寝ろと言われるもんで、宿題はやらなかった

」と答えた。そういう記憶がある。生活のために宿題やってこないと

いう子どもの回答、それが通ってた。「東京行くとええぞ、水道が

あって」なんて言って。昔、東京に行ってたまげた。「水が出てくるん

だ」なんて。

(廣瀬| 花市の飾りつけは?)

　市神様っていうのをつくった、竹4本立てて縄を回して幣束つけ

て、神主様に拝んでもらった。ダルマとか特殊な商人は呼んだんだ

よね、あとは地元の人が出店して、優良店会で食堂出したり。ダル

マは茨城の岩瀬あたりから来てたね。

(廣瀬| 露店の屋台は、この辺の山から杉とか竹を切り出して?)

　テントでしょ、各商店で出したい人が出す。昔は呼び物で飴つく

りとか風船とか、ちんどん屋呼んだり、人を集めるのにそういう催し

もやったね。

(廣瀬| 花市は何年頃から始めたのでしょうか?)

絹子さん| 何年だっぺな、嫁に来たときには既にやってた。昭和30

年頃はもうやってたね。
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小学校がありますけど、細い道が輪っかになっていたり、真ん中が

十字路になっていたり。城の真ん中ってどの辺なのかなと思いまし

て。面白い道の形をしているんですけど。七井小学校があって観音

院があって細いU字型の道があるんですよね。そこから1本こういう

風に出ていて。)

　七井分館の細い道になるんだよな。元・日下田さんのところにな

るんじゃないの? 道が入り組んでいるんじゃないの。七井分館の後

ろの所を少し西へ折れたところでしょ。あそこは道がヘンテコに

なってんのよ。七井小学校から入るところ、島屋さんのところの道

じゃないの。観音院のところの吉永さんのとことの前を入る道だ。

こっちが島屋さんの。中城はここ。昔、大岡先生がいた。山本さんの

お墓がここにあって。あそこは道がヘンテコになっている。ここが城

になっている。ここが山口肉屋の後ろだから。この辺までずっとそう

　食料品店・中城屋ストアーを営む80代の高田実 (たかだみのる)

さん・絹子 (きぬこ) さんご夫妻、そしてたまたま遊びにいらしたご

近所の岩崎正彦さんも一緒に、昔の七井の様子を伺った。

1. 七井城と周辺の道

実さん| (「下町一組持」と書かれた茶箱の蓋を見せながら) 下町

は3班まであるんですよ。ここが1班になるんです。それは昔から変わ

らないんですね。そう、ずっと1班から3班。うちは、中城屋って屋号

があるんです。七井城っていうのがそこにあって、うちの本家が七

井城の跡に建っているんですよ。城の真ん中にうちの親父の実家

があるもんで。その名前をとって屋号を中城屋っていうんです。お店

は明治の頃からで、私で二代目。

 (廣瀬| お城の真ん中へんって鍵辻に道があって、こっち側に七井

だ。

(廣瀬| 分館の真北に屋敷林を構えている大きな家ありますよね、

その辺もお城に入るんですか?)

　高田さんかな? そうだろうね、うちの本宅。

(廣瀬| こっちの十字路を過ぎて、西に行きますと、南側に針葉樹

のマークがある、このあたりに空堀みたいのがあるんですけど?)

　堀が二重になっているんだよな。昔ははっきりしていたけど、とこ

ろどころしか残ってない。埋まってしまった。

　この道路から入るとすぐ中城っていう屋敷なんです。向こうから

入るとややこしいけど。昔は高い台地じゃないけど、子どもの頃は

太田さんのところから堀…。太田さんの後ろに堀がまだあるわ。堀

もあるし土手もあるよね。一部しか残ってないけど。

(廣瀬| あとは舗装されていない細い路地が残っていますね? 林の

中を抜ける。)

　現在通っていないような道でしょ。だんだん変わっちゃうからね、

通らない道はなくなっちゃうし。 (地図を見ながら) 我々はこれを新

道って呼んでいる。ミフネヤの前。本道は魚屋からイシヤの前。左

へ行ったところが旧道。本当かどうか分かんないけど、昔、戦車が

宇都宮から茨城へ移動するときに、ここがものすごく急だったんで

す。それでなかなか通れないので、これを通りやすくするということ

で、道を作ったらしいです。年は終戦が近い頃じゃないかな。

(廣瀬| 司馬遼太郎さんが兵役というか軍にいましたよね、学徒で

行ってから。その随筆を読むと、本土決戦は関東平野で陸軍はや

るつもりでいたみたい。だから宇都宮で戦車がとか言われると本

当にそういうことがあったかもしれない。)

　だから我々は子どもの頃は、旧道と新道って。ここから線路へ行

く間だけまるっきり新しくなってしまった。それまでは直角だった。

道も狭かっただろうし、戦車が通れない。

(今井| その時に家も立ち退かせたりとかしたんですか? 新道のと

ころはもともと家が建っていたりしなかったんですか?)

　あそこらはなかった。植木先生の後ろから竹藪とか、多少の畑。

潰した家はないよね。ただ屋敷を少し取られただけ。他に引っ越し

たっていう家はなかった。

2. 七井駅と商店街

(今井| その頃から、このあたりはお店をやっている方は多かった

んですか?)

　ずっと旧道はお店だった。七井駅が真岡線の終点だった時が

あったでしょう。ちょうどその時にこの辺が栄えたんだ。真岡線が

七井駅までだった、それで七井から馬車で茂木とか市貝とかに荷

物を運んだらしいよ。旧道はみんなお店ばっかりだったから、けっ

こう賑やかな町だった。今でも屋号はずっと残っていますよ。うちの

ひいじっちゃんらは駅のそばで馬に餌をやったり、タテバって言っ

たかな、駅の近くで商売をしていた。七井駅から馬が出るもんで、

馬に餌なんかを食わせる場所。米なんかは赤羽 (現市貝町) だの

水橋 (現芳賀町) だの大半こっちに持ってきた。七井駅には昔、大

きな倉庫があった、水橋村なんていう。だから向こうの人は七井駅

まで持ってきて駅から送ったから、七井駅は交換できるように広く

あったわけだね。今でも交換していますけど、戦時中は一時やんな

かった。だから小川屋のこっち、あそこは駅の官舎があったところ。

桜の木が植わっているあたりが、かなり大きな官舎だった。相当大

きかった。公園のあたりから向こう側は変わったよな。

　ここが終点だったから石炭ガラが出たわけでしょう。だから七井

の小学校の庭は炭ガラを入れてあるんです。だから水はけがすごく

いいんです。前の日に雨が降っても次の日に運動会ができるほど

校庭の水はけがいい。あれはみんな駅から運んだんだ、って昔の

人は言ったよね。今でもそのまま使ってるから、ほんとに水たまりが

できない。芳賀郡で一番いいって言って、昔の青年団の運動会は

真岡にでかい学校ができる前は七井でやった。とにかく水はけの

いいのでは有名だった。真岡は芳賀郡市の運動会をやった、100

メートルの代表で真岡まで汽車に乗って行ったんだ、七井で二人。

車がないから全部汽車だよ。

　小学校は昔、七井分館のところにあった。昔は小さい建物だっ

たから校舎を今の七井小学校の位置に曳いていった。私が小学

校に通っていた頃は、すでに今の場所にあった。

　七井が終点だったんで、この地区はほんとに賑やかな商店街

だった。映画館なんか一時できたりね。町の文化財になった山車

は、そういう力があったときに宇都宮から買ってきたんのではない

でしょうかね。だから相当賑やかだったんでしょう、その頃はね。祇

園もここら界隈で一番早いのが七井の祇園と言われたんだ、とう

ちのじいちゃんがよく言ってたから。

(今井| どの辺までお店が続いていたのでしょうか?)

　仲町にはお店はぽつんぽつんと多くはなく、農家が多かったか

な。駅を中心として下町の旧道にはお店がたくさんあって賑わって

いた。飲み屋も仮設の映画館もありました。映画館は何年も盛って

いましたね。

 (廣瀬| 商人宿ってありましたか?)

　旧道にコトブキヤがありましたね。旅館兼料理屋。タマヤだのタ

イショウヤだの飲食店もあった。スミノイというお店で働く女郎のよ

うな人がうちによくお酒を買いに来ていた。昼間は暇だから子ども

を見てくれて、じいちゃんは子どもの頃にその女の人に遊んでも

らっていたって。七井は下町が一番栄えていましたね。商人の町

だった。屋号はずっと残っていますしね、ハヤシヤ、アブラヤ、サカナ

ヤ、コトブキヤ、タマヤ、タイショウヤ、イシャサマ、ヤクシヤ、アブラヤ

があった。アブラヤは、記憶の中では昔から精米をしていた、油を

やっていたのは多分その前だったんだろうね。ヤクシヤは、あとから

来た人で、薬屋はしてなかったかな。

 (今井| いつ頃から商店街ができたんですか?)

　駅ができてからなんだと思いますが、はっきりとは分からないで

すね。タテバの商売は真岡線が茂木まで開通する前、馬で七井止

まりだったから。できちゃったらもう、馬が必要なくなっちゃった。し

ばらく前まであったよね、水橋の倉庫。農協で米出すのに。

 (今井| それは最近まで使ってたんですか?)

　建ってたやつは壊したのかな? 最近は使っていなかった。とにか

く茂木まで鉄道ができたので、七井の駅はそれほど栄えなくなっ

ちゃったね。益子から宇都宮間のバスは早かったんだろうね、私が

子どもの頃からあったから。木炭車。イノセさんという運転手がい

たね。今みたいにガソリンないから、薪を切ったやつ燃やして、駅ま

で回ってくれんだよ。それが嬉しくて。最初薪を燃やして、ちょっと

乗せてもらったりしたんですね。戦時中、坂を上がれなくてお客さ

んが押したなんてこともあった。当時、車はバスとタクシーしかな

かった。

　合併前の七井村のときはけっこう商店も儲かっていた。役場が

あって村として維持していたときは賑やかだった。分館も壊し

ちゃったが、古いつくりで良かったんだよな。今なんにもないのは

もったいない、更地でしょ。昔の役場が裏の方にあって、前に建て

て大きくしたんでしょ、あの頃は七井も良かったんだよな。旧役場

の建物ができたのは、終戦後から合併の間かな。

3. 娯楽と周辺地域との交流

　お祭りの山車が出なくなっちゃったのは、有線放送ができてか

ら。まだ、仲町、下町、上町で3台山車が出て賑やかな時代が、ずっ

とあったんだもんね。天候が悪くて、農家でヒョウかなんかが降る

災害があったんだ、それを境に出さなくなった。農家が多かったか

ら。昭和30年代、40年近い頃だね、取り止めちゃったのは。

　やっぱりああいうやつがなくなってくると、だんだん寂しくなっ

ちゃって。集まることが少なくなっちゃうからね。だからああいうの

は大事だよね。寂しいからって3町内で子ども山車だけつくって曳

いて歩いた。今は下町でいい山車ができたから、あとの仲町と上町

は子ども山車が今でも出てますが、山車は下町だけ、いいの入った

から。人口の減少というのもあるかもしれない、昼間おみこし担い

で夜山車を曳くスタミナがなくなっちゃった、高齢になっちゃって。

担ぐ人がいなくなったね、若い人が多ければいいんだろうけど。さ

らに子どもが育成会で曳くなんていうのも大変。子どもの数も減っ

ちゃったから、大人が手伝わなくちゃダメだよ。

 (廣瀬| 映画のほかに興行は?)

　素人演芸。映画館があったから、そこで演芸とか。素人演芸は

各農家の庭でもやった。

 (今井| それは誰かが呼んでくるのですか?)

絹子さん| 自分たちでやった、青年団が中心になって、大きい農家

の庭を借りて。戦後かなりやっていた。青年団の活動が活発だっ

た。昭和24年に嫁に来たんだけど、そのときはもうやんなくなっ

ちゃった。昭和22年頃まではやっていた。それから間もなく駅前に

映画館ができた。益子の映画館はしばらくあったよね。

 (今井| 七井の映画館はいつ頃まで?)

　私が来たときはまだやっていた、昭和30年頃までやっていたか

な。映画と、プロの歌手が来て浪花節とかいろいろやった。結構賑

やかだったんだよね。

 (今井| 周辺からも買い物や映画を見に七井に集まった?)

実さん| 赤羽あたりは七井の商人がけっこう出入りしていた。清水

や大内 (いずれも現真岡市) も七井の商人取引だった。有線放送

ができて、宣伝ができるようになってからまた変わった。地域的に

農協でやるでしょ、買い物客がそっちの人が来なくなった。農協が

市貝なら市貝でやるから。

　おじいさんは、仕入れに宇都宮まで自転車で行っていた。2日に

1回ずつ。尻にたこができた。当時は道路もまだ舗装されていな

かった。鐺山 (こてやま、鬼怒川左岸) まで行くと舗装になっていた。

鐺山から宇都宮の町のほうは舗装されていた。重い荷物なんか積

んでいたら鐺山の坂なんか登れない。だから降りて押して歩いた。

 (廣瀬| 旧七井村は小貝川の向こう側、西側まで入りますけど、向

こうの方との交流とかはどんな感じでしたか?)

　台の方との交流はあんまり。今は家いっぱいあるけど、その頃は

あまりなかった。商売はみんな七井まで来ていた。買い物関係は台

町は一番少なかった。今は一番多くなったけど。面積だけ広くて、

家は下の方にしかなく、坂の上にはなかった。

4. 硫酸瓶の工場のこと

 (廣瀬| 硫酸瓶を作った工場があったって聞いたんですが?)

　今のリズム工場。保健所もあったんだよね、県の家畜保健所。工

場のところも一時は盛った。タジマコウギョウだったかな。益子焼と

同じような、焼酎瓶なんかを作っていた。場所は、この星の宮へ行

く手前のところが県の保健所。タジマコウギョウはこの坂の入り口

なんだよね。ここに小貝川があって、その先の小さい細い川があっ

て、その川から少し左に入ったところに、戦後、大きな工場ができて、

ほかから工場へ移ってくる従業員が結構いた。終戦後よく外人が

来た。焼き物の見学に来たんでしょう。そしてよそから来た人も

使っていた。社長は七井から東京へ行ってほかの事業を始めた。

工場の終わりの頃はキツネが巣を作って狐塚になったって騒いで

いた。キツネが窯の中に巣を作ったって。

 (廣瀬| どれが焼酎瓶なのか分からなくて、畑の脇にあったのがこ

れかな、と思って写真を撮った。矢島城の跡、日枝神社の脇のほう

に1個だけ瓶があった。)

　そうそう、それ。不出来のやつはみんなくれた。段差のあるところ

なんか埋めたりした、崩れないでいいか、なんて焼酎瓶ずっと並べ

て、子どもの頃そんな覚えがある。今でもやってるところがある。

(今井| いつくらいまで工場はやっていたんですか?)

　昭和25、26年かな、どんどん東京の方に行っていなくなった、や

めちゃって違う事業で東京の方へ出て行った。向こうではけっこう

出世したという話を聞いた。

　入口がこっちから行ってガソリンスタンドからちょっと行って左

に入っていったところにあったんですよ。ボウリング屋からパチンコ

屋になったところの敷地に工場があった。だから大きかった、後ろ

に墓があるんだけど、そこまでが敷地。リズム時計も入ってるよね、

あの辺までで、駐車場もそう。ちょっとの間だからあまり分からない

かもしれないけど、大したもんだよね。あんまり知られてないよね、

タジマ工場ってのは。けっこう大きな敷地で、大人が野球チーム作

るぐらいの人たちが働いていたから、その当時は大きかったんです

よ、そこで働いていた人で地元に残ってる人は少ない、だから案外

知られてないかもしれない。外人が来たので子どもらは覚えている。

「ギブミーチューインガムって言うんだ」って教わって。

　作っていたのは硫酸瓶、あとは聞かないよね、登り窯みたいな形

で、土地が坂になっているから都合が良かったんじゃないかな。子

どもの頃だから細かくは分からない。擂鉢みたいな日用品も多少

は作っていたかもしれない。一時サツキがブームになったときに、

なかなかサツキが入るいい鉢がなかったんですよ、だから植木鉢と

して、それをみんな使ってた。その他に日用品も作っていたかと思う。

うちの実家の方では、タダでくれるっていうんでもらってきて土留

めみたいなところに置いたりしていた。経営者が同じだか知らない

が、大沢の工場の方が後までやっていた。台町のは、ちゃんと事務

所があったから、けっこう大きくやっていたんじゃないですかね。と

にかく、外人が来たぐらいの工場ですからね。

 (今井| 大沢も台町も戦前から作っていた?)

　多分そうでしょうね、私の同級生がいるんだから、戦前の人。

 (今井| 作っていたものの名前は硫酸瓶?)

　硫酸瓶とか何とかって言ってたな、この辺では焼酎を入れるの

に使っていた。

5. 花市と昔の生活

 (廣瀬| 商店街の行事はあったのですか?)

　花市。2月になってからの日曜日、いつも10日頃に駅前でやった。

ダルマ屋さんも2、3軒来て露天商が出て、俺らは優良店会で食堂

やったんだよ。

　(お孫さんが通りかかり、実さんが冒頭で見せていただいた蓋に

書かれた名前を解説)

　一時この班も増えたんだよね、増えてまた減っちゃった。

 (今井| 疎開してきて増えて、戦後間もなくが一番多かった?)

　そうですね、賑やかだった。戦中・戦後は隣組というのがけっこ

記録: 今井知弘 (文責)、廣瀬俊介、土祭事務局

う活動していたからね。これは冠婚葬祭で使う入れ物の蓋。中身

は処分しちゃった、もう使わないから、保管しておく家がなくて。使

えばいいんだけど、みんな今は家でやらないから。

(廣瀬| どのくらいの深さの箱だったんですか?)

　茶箱の規格だね。

(今井| 花市は、いつぐらいまでやっていた?)

　一昨年からやらなくなった。一時はだいぶ盛ったんだが、うどん

なんかも売れて、商店街でスタンプ出してて、スタンプがいっぱい

集まった人はくじ引きやった。益子の商人に流れちゃってダメに

なっちゃった。

　益子だってひどいよ、全部スーパーにやられちゃった、昔のお店

じゃ生計立てられない。富田のでかいのだって閉めちゃった、町と

してはえらい損だよね、町が発展しない。税金も上がらないし、税

金が本部に行っちゃう、町のためには損になってる、固定資産だけ

税金が入る。だからここはここで税金取ればいいんだよ。みんな本

部に持ってかれちゃう、町のためにならない。

 (廣瀬| 花市は下町以外のお店も参加したのですか?)

　七井優良店会というのがあって、それが主催でやった。

(今井| その会は今も?)

　今はない、解散しちゃった。だって七井のお店はほとんどなく

なっちゃった、みんな吸い込まれちゃって。あんまり大きいのばかり

遠くにできると買い物に行けない、年寄りが困ってる。大資本家は

いいよな、普通の一般の人にはひどいことだよ。

　今、農家だってひどい状況だよね、農家だけじゃ昔の田地田畑

じゃ全然生活していけなくなって、みんな兼業農家になっちゃって。

その兼業農家も、もう年寄りがやる人いなくなってどうするんだろ

う、って心配してるよね。今も請け負ってやってくれる人が70代以

上になっちゃってる、そうすると何年か経ったらみんな勤めてて、農

機具使えない人ばっかりになってどうなんだろう、って。だから畑な

んかも荒れる土地が増えてきちゃう。

　どうなっていくんだか分かんない先行きだな、どんどん変わっ

ちゃうから10年先は分からないよね。テレビなんかできるとは思わ

なかった、俺らの頃は。水道ないから井戸、今の人は分かんない、

ひねれば水が出るんだもん、昔はひねったって出ないよ。うちあた

りは山に木を採りに行ってそれで燃料だからね。こんなに変わると

は思ってなかったね。戦前の生活した人にとっては夢のようですよ

ね、今の生活は。だから若い人に話したって聞いてくれない。

　うちは商売してたんで、電話が入るのが早くて学校で自慢した。

七井は大沢地区なんかは電気が通るのが遅かったんだよね、私ら

6年生のときに「学校の宿題、なんでやってこなかったんだ」って先

生に怒られるわけよ。そうすると「家に帰ってお守りさせられて、夜

はランプがあれだから寝ろと言われるもんで、宿題はやらなかった

」と答えた。そういう記憶がある。生活のために宿題やってこないと

いう子どもの回答、それが通ってた。「東京行くとええぞ、水道が

あって」なんて言って。昔、東京に行ってたまげた。「水が出てくるん

だ」なんて。

(廣瀬| 花市の飾りつけは?)

　市神様っていうのをつくった、竹4本立てて縄を回して幣束つけ

て、神主様に拝んでもらった。ダルマとか特殊な商人は呼んだんだ

よね、あとは地元の人が出店して、優良店会で食堂出したり。ダル

マは茨城の岩瀬あたりから来てたね。

(廣瀬| 露店の屋台は、この辺の山から杉とか竹を切り出して?)

　テントでしょ、各商店で出したい人が出す。昔は呼び物で飴つく

りとか風船とか、ちんどん屋呼んだり、人を集めるのにそういう催し

もやったね。

(廣瀬| 花市は何年頃から始めたのでしょうか?)

絹子さん| 何年だっぺな、嫁に来たときには既にやってた。昭和30

年頃はもうやってたね。
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