
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・風景を読み解くつどい 談話録

聞き取り 安藤芳夫さん・由美子さん「地域の活動が生む繋がり」　

聞き取り 星野壽男さん「桐のこと、地域のこと」

聞き取り 大塚久一郎さん「地域の共同体と昔の生活」

資料 1   春日神社手水舎の俳句

資料 2   塙地区の旧跡
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塙地区の概説  

　益子町の中西部、益子町を南北に流れる小貝川の右岸、小高い台地の上にあり、西側は真岡市との境になる。

古くから真岡市と強いつながりを持つこの地はこれまで農業を生業の中心とし、多くの人が移り住んできた歴史を

持つ。
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ヨシロウ」ではない。

・ 百万遍で用いた鉦には「下町念仏講」の銘がある。

・ 新町でも (鉦を鳴らして行う) 葬式を「ジャンポン」「ジャンボ」と

言う。新町の鶏足寺も、塙の明林寺も、永平寺を本山とする曹

洞宗の寺であるので。 (高橋正則氏)

・ 聖観音堂は「せいかんのんどう」と読む。芳賀百観音の中の西国

十二番。星の宮に西国十一番がある。 (廣瀬注: 『芳賀の文化財 

第16集 芳賀百観音編』59�頁に載る。)

4. 真岡代官の感謝状 (大塚久一郎氏)

・  「年貢の他に米一俵を代官へおさめたことへの感謝」が、感謝

状の概要。原本は小玉家で所有していたが火災に遭い焼失し

た。今は、大塚氏が持つ写しが残るのみである。

5. 郷倉

・ 「ごぐら」と呼ぶ。塙では聖観音堂のところにあったが道路拡幅

工事に際して壊した。

・ 星の宮では、公民館のところに残されている。 (廣瀬注: 5月25日

に現地を訪ねたが見つからなかった。)

6. 西谷川

・ 西谷川がどこかはわからない。 (廣瀬注: 尋ね方に問題があった

かもしれない。)

1. 益子と他の土地を見比べる (安藤芳夫氏)

・ 海外赴任したフィリピンは、貧しい。特に子供たちが。食べてゆく

にも大変。男性より女性の方がよく働くとの印象を持った。 (廣

瀬注: 日本との対比を意図しての発言であることが明白と思えた。

他の参加者も皆聞き入っている様子であった。)

・ 益子のよさは、外へ出てみてはじめてわかると思う。

・ 人を迎えるよさが、益子にも塙にもある。外国人作家が陶芸をし

ていたりするなど。古い産地には、そうした人が受け入れられな

いところもあると聞く。

2. 春日神社の二の鳥居が壊れた理由

・ 車が当たり、地震がそれに追い打ちをかけた。

・ 壊れた石鳥居は、近々撤去する予定。

3. お祭り

・  (薬師様で今も甘酒を出すことについて「甘酒待ち」と呼ぶか、廣

瀬が質問。それに対して) 「甘酒待ち」と呼ぶ。 (廣瀬注: 下大羽

の地蔵講で甘酒を出すことや、石並の秋の祭礼で甘酒を出すこ

とも「甘酒待ち」。)

・ 百万遍は大きな数珠を14、15人でまわすもの。

・ 百万遍は、浄土宗七大本山の一つ知恩寺が発祥。知恩寺そのも

のが百万遍知恩寺と称される。

・ 塙で用いた数珠を所持しているのは「カツタヨシヒロ」氏。「カツタ
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塙公民館にて  2015/05/24 18:30-20:30

・ 「アカベナ」ではなく「ニガベナ」。タナゴはたくさんいた。

・ 棲息していたタナゴはミヤコタナゴではなくタイリクバラタナゴで

はなかったか。 (高橋正則氏) (太平洋戦争期間中に蛋白資源

を内陸で確保すべく軍部が利根川ほかへ放流したソウギョ等に

混じって関東平野一円に定着した外来種タイリクバラタナゴは、

確かに益子にも棲み着いた可能性はある。ただ、在来種ニッポ

ンバラタナゴはそれ以前に棲息していなかったか…と、説明と質

問を廣瀬が行った)

・ ヤツメウナギは全長20cm程度あった。西谷の用水だけでなく小

貝川にもいた。

・ カラスガイのような淡水二枚貝は、笹良池にいっぱいいた。焼い

て食べたことがある。

7. 塙学舎と学校印 (大塚久一郎氏)

・ 塙学舎に関した記述のある所有資料は、益子小学校が発行し

た『学校史』。

・ 塙学舎の印鑑は小菅氏が所持している。

8. 質疑応答

・ 小貝川の名の由来については、国堺 (こっかい) 川とは別の説が

市貝町では有力。市貝町に小貝川源流はあり、当地はクジラの

化石などが発掘されていることからもわかるように、海の底で

あった時代がある。 (以下、聞き取り不能)

・ 廣瀬注: 上記の点について、小貝川水源地にあたる小貝が池に

栃木県烏山土木事務所と南那須町 (当時) が平成6年に建立し

た「小貝川と曲畑 (そりはた) 」碑には、こうある。参考として、5月

25日に確認した。「小貝が池の語源は、さだかではないが、池の

形が“菜”などが発芽して二葉になった貝割り葉に似ているので、

そこから出た説と二枚貝が開いた形の説とがあるようです。小貝

が池を源にする小貝川は (中略) 天智・天武天皇時代 (西暦670

年頃) 以前は蚕飼 (こかい) 川あるいは子飼 (こかい) 川と呼ば

れていたようです。その語源は小貝川の流域は養蚕が盛んで

あったからです」。

・ 樹林の中の小径について。ウォーキングブームなどにも合わせて、

史跡の位置を合わせて掲載したウォーキングマップをつくり、地

区で管理し折々に開放してもよいのではないか。 (土祭で実験

的にそれをすることもできる。今回の「土祭風景遠足」で企画に

含めてもよい。ただ、今は管理されつつも利用されている気配は

あまりないが、遠慮などが? との質問に対して「よその家のものと

思うから、入りにくい」との回答が、提案者からあった。それにつ

いては、地区内外の人々の公的利用とその条件−住宅敷地に隣

接する小幅員の街路であり利用時に配慮を要する−等の設定

に関した改めての検討、合意が重要となろうと廣瀬助言。)

・ 400年前の古地図に、小貝川の名称は「山の崎川」と記されたも

のがある。 (大塚久一郎氏)

・ リズム時計工場下の堰を「塙堰」という。塙橋下流にある東田井

の用水を取水する堰は、通称は塙堰というが正式名称は違う。

(同上)

・ 田村豊幸先生の生家は、芳賀家の家臣の家。(高橋正則氏)

9. その他

・ 「校長先生」を務める高島氏より郷土史に関した説明の申し出

を受ける。携帯電話番号を教えていただいたため、廣瀬からは

名刺をお渡しする。
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ヨシロウ」ではない。

・ 百万遍で用いた鉦には「下町念仏講」の銘がある。

・ 新町でも (鉦を鳴らして行う) 葬式を「ジャンポン」「ジャンボ」と

言う。新町の鶏足寺も、塙の明林寺も、永平寺を本山とする曹

洞宗の寺であるので。 (高橋正則氏)

・ 聖観音堂は「せいかんのんどう」と読む。芳賀百観音の中の西国

十二番。星の宮に西国十一番がある。 (廣瀬注: 『芳賀の文化財 

第16集 芳賀百観音編』59�頁に載る。)

4. 真岡代官の感謝状 (大塚久一郎氏)

・  「年貢の他に米一俵を代官へおさめたことへの感謝」が、感謝

状の概要。原本は小玉家で所有していたが火災に遭い焼失し

た。今は、大塚氏が持つ写しが残るのみである。

5. 郷倉

・ 「ごぐら」と呼ぶ。塙では聖観音堂のところにあったが道路拡幅

工事に際して壊した。

・ 星の宮では、公民館のところに残されている。 (廣瀬注: 5月25日

に現地を訪ねたが見つからなかった。)

6. 西谷川

・ 西谷川がどこかはわからない。 (廣瀬注: 尋ね方に問題があった

かもしれない。)

1. 益子と他の土地を見比べる (安藤芳夫氏)

・ 海外赴任したフィリピンは、貧しい。特に子供たちが。食べてゆく

にも大変。男性より女性の方がよく働くとの印象を持った。 (廣

瀬注: 日本との対比を意図しての発言であることが明白と思えた。

他の参加者も皆聞き入っている様子であった。)

・ 益子のよさは、外へ出てみてはじめてわかると思う。

・ 人を迎えるよさが、益子にも塙にもある。外国人作家が陶芸をし

ていたりするなど。古い産地には、そうした人が受け入れられな

いところもあると聞く。

2. 春日神社の二の鳥居が壊れた理由

・ 車が当たり、地震がそれに追い打ちをかけた。

・ 壊れた石鳥居は、近々撤去する予定。

3. お祭り

・  (薬師様で今も甘酒を出すことについて「甘酒待ち」と呼ぶか、廣

瀬が質問。それに対して) 「甘酒待ち」と呼ぶ。 (廣瀬注: 下大羽

の地蔵講で甘酒を出すことや、石並の秋の祭礼で甘酒を出すこ

とも「甘酒待ち」。)

・ 百万遍は大きな数珠を14、15人でまわすもの。

・ 百万遍は、浄土宗七大本山の一つ知恩寺が発祥。知恩寺そのも

のが百万遍知恩寺と称される。

・ 塙で用いた数珠を所持しているのは「カツタヨシヒロ」氏。「カツタ

・ 「アカベナ」ではなく「ニガベナ」。タナゴはたくさんいた。

・ 棲息していたタナゴはミヤコタナゴではなくタイリクバラタナゴで

はなかったか。 (高橋正則氏) (太平洋戦争期間中に蛋白資源

を内陸で確保すべく軍部が利根川ほかへ放流したソウギョ等に

混じって関東平野一円に定着した外来種タイリクバラタナゴは、

確かに益子にも棲み着いた可能性はある。ただ、在来種ニッポ

ンバラタナゴはそれ以前に棲息していなかったか…と、説明と質

問を廣瀬が行った)

・ ヤツメウナギは全長20cm程度あった。西谷の用水だけでなく小

貝川にもいた。

・ カラスガイのような淡水二枚貝は、笹良池にいっぱいいた。焼い

て食べたことがある。

7. 塙学舎と学校印 (大塚久一郎氏)

・ 塙学舎に関した記述のある所有資料は、益子小学校が発行し

た『学校史』。

・ 塙学舎の印鑑は小菅氏が所持している。

8. 質疑応答

・ 小貝川の名の由来については、国堺 (こっかい) 川とは別の説が

市貝町では有力。市貝町に小貝川源流はあり、当地はクジラの

化石などが発掘されていることからもわかるように、海の底で

あった時代がある。 (以下、聞き取り不能)

・ 廣瀬注: 上記の点について、小貝川水源地にあたる小貝が池に

栃木県烏山土木事務所と南那須町 (当時) が平成6年に建立し

た「小貝川と曲畑 (そりはた) 」碑には、こうある。参考として、5月

25日に確認した。「小貝が池の語源は、さだかではないが、池の

形が“菜”などが発芽して二葉になった貝割り葉に似ているので、

そこから出た説と二枚貝が開いた形の説とがあるようです。小貝

が池を源にする小貝川は (中略) 天智・天武天皇時代 (西暦670

年頃) 以前は蚕飼 (こかい) 川あるいは子飼 (こかい) 川と呼ば

れていたようです。その語源は小貝川の流域は養蚕が盛んで

あったからです」。

・ 樹林の中の小径について。ウォーキングブームなどにも合わせて、

史跡の位置を合わせて掲載したウォーキングマップをつくり、地

区で管理し折々に開放してもよいのではないか。 (土祭で実験

的にそれをすることもできる。今回の「土祭風景遠足」で企画に

含めてもよい。ただ、今は管理されつつも利用されている気配は

あまりないが、遠慮などが? との質問に対して「よその家のものと

思うから、入りにくい」との回答が、提案者からあった。それにつ

いては、地区内外の人々の公的利用とその条件−住宅敷地に隣

接する小幅員の街路であり利用時に配慮を要する−等の設定

に関した改めての検討、合意が重要となろうと廣瀬助言。)

・ 400年前の古地図に、小貝川の名称は「山の崎川」と記されたも

のがある。 (大塚久一郎氏)

・ リズム時計工場下の堰を「塙堰」という。塙橋下流にある東田井

の用水を取水する堰は、通称は塙堰というが正式名称は違う。

(同上)

・ 田村豊幸先生の生家は、芳賀家の家臣の家。(高橋正則氏)

9. その他

・ 「校長先生」を務める高島氏より郷土史に関した説明の申し出

を受ける。携帯電話番号を教えていただいたため、廣瀬からは

名刺をお渡しする。

記録: 廣瀬俊介 (文責) 、土祭事務局

12 - 61



安藤芳夫さん

由美子さん| その時に役場の方が、私がまだ20歳そこそこの時に

いろいろ面倒見てくれた。国体出るからとかで。全然詳しいことは

覚えてないんですけど。

芳夫さん| カナダも行っているよね。国際試合に3回出ている。

由美子さん| 子供産んでから、体育館はあんなに立派じゃなくて

もっと小さかったんですよね、その時にバドミントン教室とか大関

先生だったかな、あの頃。やってくれないかと言われてバドミントン

教室やったり、その時に外人さんがいた。益子じゃない人もたくさ

んいたりして「何この土地は」みたいな、自分もよそ者なのに役場職

員も優しかった。真岡でもちょっとバドミントン教室やってたんです

けど、全然雰囲気が違った。自由だった。

芳夫さん| こっちに来るとき、借地だったらあるよ、ということでた

またま家を建てた。そんな関係で益子に移住した。地元とのかかわ

　塙に事業所があったペンタックス (現HOYA) に勤めていた安

藤芳夫 (あんどうよしお) さんと妻の由美子 (ゆみこ) さんに、自治

会を始めとする地域の様 な々活動についてお話を伺った。

1. スポーツによる地域の繋がり

芳夫さん| 益子に来て31年。実習で益子に来た。ペンタックスの寮

にいた。社宅が真岡市にあった。生まれは東京の八王子。益子に

たまたま実習で来たんだよね。本社は板橋だった。益子の事業所

へ5人で実習に来た。そのままここに住んだ。益子へ来たのは、親

戚の方に会社の近くの土地を紹介されて、ここは借地なんだよ。

由美子さん| ペンタックスで昔、バドミントンの実業団作ってくれ

たんですよ。国体が栃木で開催されるから。

芳夫さん| 宮城国体で栃木は優勝しているんだよ。
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りは僕なんか、会社がメインだったんで、塙とのきずなができたの

は、ソフトボールだったのよ。自治会の中にソフトボール部があって、

昔は佐藤武さん、野球連盟の会長やってた方、その方がソフト

ボールやっていて、塙でチームを作ったの。地元との付き合いはそ

こから。会社員というのは会社との往復だけでしょ。自治会で何か

やると言ったら、運動会だけだった。2人とも運動が好きだった。

由美子さん| そう考えると私はスポーツはありがたかった。

芳夫さん| 昔、自治会で運動会をやっていた。班対抗でね。今はな

くなっちゃったんだけど。そういう時にコミュニケーションをとって

いた。妻はずっとスポーツ推進員を25、6年、益子でやっている。

2. 環境推進委員と自治会長としての取り組み

　僕は、退職するまでは海外にもいたし、初めは家族で行っていた。

戻ってきてあと5、6年はまた一人で行っていた。トータル9年。

由美子さん| 足掛け20年くらいフィリピンの仕事していたんだよね。

芳夫さん| 駐在は9年ぐらいしていた。定年退職して、たまたま町の

公募で環境推進委員、帰ってきて何かしないといけないと思って。

4年前公募して今年5年目だから定年退職してすぐ、昔から興味が

あったのでボランティアに参加するようになった。今年は、環境推

進委員会の副委員長をしている。自治会の役員なんかを始めて、自

治会長になった。上1、上2、下1、下2全体のね。

　実際に活動している内容は、環境基本計画リーディングプロ

ジェクトの改訂で直したりしてた。あとは環境weeksのときに百目

鬼川とか大平の里山とか、あと、ボランティア学校などをやること。

益子町の環境全般ですよね。推進のお手伝いをするという形。こ

の前4月30日に今年度の委員長、副委員長を決めた。紙ごみとか、

一昨年は生ごみ、あれも一環で協力的にやっていくというような形

で一番初め、塙と星の宮が手を挙げて「生ごみやろうよ」という形

でやってきたんだけどね。自治会でアンケート取ったらみんなやる

ところ少なかった。大変でしょ? 一番初めだから。ただ、「どうせやる

んだったら、一番初めでいいよ」ということで、他の3人の自治会長

を口説いた。

　実際、塙自治会っていうのは、行政上は4つなんでね。ただし、地

元では、4つが1つになって塙自治会だから。星の宮もそう。4つが1

つになった。この4つを承諾してもらわないといけない。他の自治会

長はどうだったか分からないけど、あまり良い顔しなかった。とにか

く僕がやると言ったんだから、協力してくれと言った。塙と星の宮は

とにかく一番初めから生ごみの収集やろう、とテスト期間で1年間。

これは、たまたま自治会長で環境委員、ということもあった。

　自治会長になって一番初めの問題は竜巻被害。5月6日でしょ、1

月から自治会長だから、それまでは全くの会社人間だった。自治会

のことは、やると言えば運動会手伝ったり、美化運動で掃除やる

じゃない? 今度5月10日にやるでしょ。あれぐらいしかやってなかっ

た。あとは盆踊り、ソフトで焼きそば作るんだよね。それぐらいしか

自治会との繋がりはなかった。自治会長になってからいろいろと役

場に顔を出すようになった。ラーニングバケーション事業の「里の

めぐみ物語」もソフトのメンバーが母体だから。

3. 盆踊りと生涯学習のこと

(増田| ソフトの活動は盛んだったのですか?)

　試合は、いつも星の宮と決勝を争っていた。ソフトの立ち上げは

佐藤武さんだと思う。その後、斉藤恒夫さんがやっている。ソフトは

昔から自治会の焼きそばをやっている。盆踊りの。盆踊りは20年ぐ

らい続いているのかな。

　初め、塙は運動会だった。それが中止になって盆踊りになった。

ソフトは、その時に焼きそばとから揚げを売っている。200円ぐらい

かな。それがずっと残っている。若いときは市町村対抗出たり、郡

民祭に出たり、県大会に出たりもした。塙はいつも強かった。星の

宮とで1番か2番。今はもう年を取ってきたから、大会は年間1回ぐ

らい。去年は優勝したんだよ。そういうメンバーが残っていて、泊ま

りで旅行行ったりした。

(増田| 盆踊りを始めたきっかけは?)

　当時の自治会だよ。協力はしてたけど詳しいことは分からない。

その時の自治会長に聞いてみないと分からない。運動会の運営が

大変になって、盆踊りになったんじゃないかな。僕が海外に赴任し

ているときかもしれないね。けっこう運動会は出てた方なので、僕

なんか運動会のほうが良かったんだけど。やっぱり昔の塙は年代

も若かった。結構いろんなことができたんだよね。

由美子さん| 星の宮もなくなっちゃったしね。

芳夫さん| 塙よりも遅くまでやっていたんじゃない。

由美子さん| 5、6年前までだと思う。

芳夫さん| その後は星の宮フェスティバルという形になった。

　生涯学習の推進員もやっている。4年目になる。子供たちに独楽

の作り方や竹トンボの作り方、語り部とか雨巻山登山とかいろん

な行事をやる。益子西小の児童向けに夏休みに自治会を全部

使って子供たち向けに公民館を全部開放する日がある。これは宝

を育てる会がやっている。代表は渡辺孝夫さん。これが本当の生

涯学習じゃないかな。これは年配の方に、案内などを平日にやって

いただく。

4. 各種団体と農地水

　塙には若組がある。一昨年から祇園祭にて御上覧ができるよう

になった。それまでは、山車は出したけど、御上覧はできなかった。

お囃子もやっていて、この人たちが若い人を呼んで、市貝、宇都宮

の人もいるんだけどね。

　農地水も事務局として、書記として4月からやっている。塙環境

保全会は各自治会長、シニアクラブ、若組、育成会等全部に入って

もらい、地域の農業関係を良くしようと、それは農家だけじゃでき

ないよ、と。国の交付金で地域の農業関係を良くしよう、というため

にやっている。

　これは、平成19年から始まった農地水っていうのがあるの。その

時に益子では、7つぐらいの農村部が手を挙げた。去年から、農地

水が多面的機能交付金という名前に変わって存続した。遊休農

地、耕作放棄地、そこをきれいにする取り組み。また、そこを流れる

水路内の生き物を調査する取り組み。それから植栽しなさい。この

3つをやることで交付が受けられる。そこの西谷って知ってる? あそ

こ、草がぼうぼうで、あそこをきれいにしましょう、と。これが農地水

なの。

(増田| 自治会、他団体と連携して子孫に残していくため、というの

は、土祭とかぶってくるんですね。「子供たちを含めた生き物調査を

行う」というように、その活動を対外的にPRする媒体として土祭を

利用していただく、というのは難しそうですか?)

　良いかもしれないね。益子は一番、遊休農地というか耕作放棄

地が多いところじゃないかな。高齢化や、機械が入らないなど作り

にくかったり、西谷地区は、家庭排水が入るので耕作しない家が

出て、西谷が全部耕作放棄地になってしまった。

　子供たちも含め、環境保全会でいろいろやっていけば将来的に

は良いと思うんだけど。氷室の例も、環境保全会っていうのは、補

助金を国が50%、県が25%、残り1/4を町が出している。

(増田| 既に活動されているので、「土祭で新しいことをやってくだ

さい」というのではなく、現在の活動が今後への取組だと思います。

この環境保全会の会議は、定期的にやるんですか?)

　毎月1回やろうと、この前提案した。今度は、5月31日、6時から。

(増田| 保全会の構成メンバーは、各団体のトップの方がいるんで

すよね?)

　上 (かみ) 水利組合、下 (しも) 水利関係、下は組合がまだでき

ていない。この2つは農家。あと、塙自治会、塙育成会、塙若組、里

のめぐみ、塙シニアクラブ。このメンバーで、保全会という形で環境

保全しようよ、とやっている。

(増田| 高橋孝夫さんは、今どこの自治会長ですか?)

　高橋さんは、行政では塙下2の自治会長で、塙全体の自治会長

になっている。塙上1、上2、下1、下2、この4人の中から話し合いで1

人全体の自治会長を選出している。僕の時は、4人で自己紹介して

話そうと言ったら、体調のことや、40～50代で仕事してるので、とい

う話になり、「それじゃ僕がやるから協力して」と言って引き受けた。

　だから、ゴミの問題も、「僕がやると言ったらやる」と言って納得

させた。その代わり有言実行じゃないと駄目。保全会を受ける時も、

「やるからにはみんなもやってくれ」という形で、「面倒くさいことは

全部引き受けるから」と、資料を作ったりメールを送ったりやって

いる。「環境保全会」これは、土祭かもしれないね。今、農地水に15

くらいの自治会が参加している。

 (増田| 塙以外の農地水の取り組みをしているところも、環境保全

会といってやってるんですか?)

　全部そう。農家だけじゃ駄目で、自治会とか育成会も混ぜた形

でやってね、というのが条件。東田井なんか、道ばたに花をきれい

に植えてあるでしょ、あれは全部保全会を使ってやっている。だか

ら、ここからここまでの面積で交付金が出ている。「農道や水路を

きれいにしなさい」という項目なので。塙としては活動をPRしてくれ

るんなら良いけど、塙だけ取り上げるというのもね…。31日に役員

会議 （役員20名） で話すのも問題ないし、その前の4役会議でも。

(増田| 盆踊りは、どの団体で行っているんですか?)

　自治会で行っている。山車は若組で、基本的には益子の祭りは

自治会が受けて、若組が山車を出すという形で、お囃子会の人が

叩くわけ。お囃子会の会長さんは、小林義雄さん。

　塙自治会の各種団体というのは、自治会の下には、シニアクラブ、

若組、育成会、お囃子会、消防団、あとソフトボールもある。助成団

体というのかな。これらの団体にお金を助成している。

5. 土祭について

(増田| この地区の「土祭」に対するイメージはどんな感じでしょう

か?)

　 イメージは全然ないね。

由美子さん| ないですね。

芳夫さん| 塙橋のこっちは、全部そうじゃない?

由美子さん| ないって言っちゃ失礼ですけどね、見に行ったりはし

てるけど、もっと深く勉強してからでないと…。自分たちは田舎暮ら

しだから、そういうの経験してるっていうか、当たり前でその良さに

気がつかないのかもしれないね。毎回、いろいろな経験をしないと

その中に入り込めない所があるのかな?

　ミチカケとか写真を見ると、益子って良い所なんだって思う。

ちょっとした風景が、いつも持っているイメージと全然違う。だけど、

自分たちが気づいていないだけなのかも。でも、昨日出かけた帰り

に、前沢町有林から見た景色がとても良いと思った。初めて行って

みたんだけど、今度は遊歩道歩いてみようと思っている。

芳夫さん| もっと広い意味では、ラーニングバケーションでやって

いる畑もそうだろう、ということだよね。

由美子さん|身近なもので楽しめたり、人と人が集まりコミュニ

ケーションとったり、やると大変だと思うけど、終わるとニコニコし

て帰れる1日だった、みたいなことありますよね。これから、楽しむと

いうことは、自分たちも頑張らないと、「感動」みたいなものは得ら

れない。自分たちで行動しないとね。

6. 地域のお祭りと財産管理委員会

芳夫さん| 塙では、お日待ちや地蔵講 (じぞっこ) やってるんだけ

ど、人が来ない。地蔵講は、女性だけが集まり飲み食いをし、お日

待ちは、男性が集まって飲み食いをする。昔は、伝統ある地域のお

祭りだった。今もやっているが、役員と次年度の役員2、3名しか来

ない。お金は、財産管理委員会から出ているのかもしれない。

　財産管理委員会とは、昔から塙にいる人の共有の土地、ペン

タックスの土地やJAの土地などを貸していて、そのお金から行事

にお金が出ている。例えば、春日神社は、1450年前後に造られたと

思われる由緒ある神社だが、そこには常駐の神主さんがおらず、真

岡の大前神社の柳田宮司に来てもらっている。芳賀郡市には71、2

の神社があるんだよ、いやもっとかな? その中の一番大きな神社の

大前さんが面倒を見てくれている。年3回のお祭りは、2月28日が祈

年祭、11月13日が例大祭、11月23日が新嘗祭。そのお金は、自治会

からではなく財産管理委員会から出ている。自治会の役員が神社

の役員を兼務しているが、一切お金は出していない。財管のメン

バーは昔の農家の人で、現在会長は、高橋和弘さん。

　当番の人がいて、10人ぐらいずつ回ってくるんだよね。その人が、

財管からお金をもらって行っている。神主さんが来てくれて、自治

会のメンバーが集まって、誰が来ても良いんだけどなかなかね…。

日時は毎年固定で行っていて、23日だけは塙若組で山車を出して

いる。

　あと、塙のお祭りで昔からやっているのは、2月11日に行う薬師

祭。明林寺 (みょうりんじ) の横にある薬師堂も、1400年代の古い

建物で、目を治す神様みたいだね。昔、薬師祭の時は、地域の方が

たくさん集まってきて、甘酒振る舞ったりしてたみたい。

　今でもその名残で、お囃子の人が太鼓叩いて、甘酒など出して

いる。薬師祭は、無病息災のお札を自治会で配布しているが、明

林寺から買っているお札の経費は財管から出している。お日待ちも

地蔵講も1～2月の日曜日に行っていて、今年だったら、上のお日待

ちが1月25日、下は2月15日に行った。農家が一番暇な時期にやっ

たんじゃないかな。

　昔は遊ぶ機会がなかったので、若い人にお酒を振る舞ったり飲

み食いさせた。そうやって地域の繋がりを保っていると聞いた。今

は、回覧板でお知らせが回ってくるが、若い人は出てこなくて、役員

が参加して飲み食いするだけになっている。僕が自治会のことに関

わるようになったのはここ4、5年のことで、昔のことは資料を見てい

ろいろ知った。

　あと、節分祭を地域でやっている。以前は、塙の人は鹿島神社

で行っていたが、平成元年の時に初めて地元の春日神社で行い、

それからずっと続けており、歴史ができていっている。

(増田| 財管があるのは、塙だけですかね?)

　財管は、星の宮にもある。昔からの土地で、メンバーが亡くなり、

子、そして孫と代が変わり、所有権など何処に行っているか分から

ず、手続きもできなくなってしまった土地を、財産管理委員会という

組織を作り管理している。

7. 地域の歴史とこれからのこと

　昔、ここは新潟の方から人が入ってきて開墾した土地とか聞い
たことがある。

由美子さん| この道路ができる30年くらい前までは、本当に狭い

道路で、コンビニのあたりから100mくらいダーッと柿の木が並木

道のように植えてあった。

芳夫さん| コンビニがある所には、小さな派出所があって、僕らが

塙に来た頃の県道は、車が2台すれ違えるかどうかの狭い道で歩

道もなく、夜も暗かった。高島スタンドさんに地図があるんじゃな

いかな、それが古地図に載ってるかもしれないですね。自分たちは

よそからここに来たから、古くからいる人たちはいろいろ分かると

思うけど…

由美子さん| 土地が高いから、塙になったんだな、とか思うけど。

芳夫さん| この辺は昔、台 (だい) って言ってたんでしょ、東と西に

分かれていて。昔は、国領だったと聞いた。そこの春日神社は、大

前神社より格が上みたいなことが言われていたみたい。大塚さん

なら古文書も見つかるんじゃないかな。僕が分かっているのは、こ

こ5年のデータから分かることだけで、それ以前のことは分からな

い。新しい仕掛けはしてるけどね。

由美子さん| 若い人がラーニングバケーションで塙に来たり、なん

となくここいいよねぇという感じを口コミで伝えてもらって、1人、2人

と移住者を増やせれば。その人たちに、発信してもらうことで効果

が見込めるのでは。そうすれば、人口も少しは…最後はそこだと思

うんですよね。

芳夫さん| 塙では、若組がこれからのキーポイントだろうね。農地

水でも入ってもらっている。若と育成会ってだいたい同じメンバー

なの。祭りの中でも若は子供たちに山車を引く機会を作っている。

ファミリーマートから塙公民館までの区間をね。これからを担うの

は、塙ソフトじゃなくて、若い人になってくるよね。人間のできること

は限られているから、いかに仲間を作って、動かしていくか、じゃな

いかなと思いますよね。



由美子さん| その時に役場の方が、私がまだ20歳そこそこの時に

いろいろ面倒見てくれた。国体出るからとかで。全然詳しいことは

覚えてないんですけど。

芳夫さん| カナダも行っているよね。国際試合に3回出ている。

由美子さん| 子供産んでから、体育館はあんなに立派じゃなくて

もっと小さかったんですよね、その時にバドミントン教室とか大関

先生だったかな、あの頃。やってくれないかと言われてバドミントン

教室やったり、その時に外人さんがいた。益子じゃない人もたくさ

んいたりして「何この土地は」みたいな、自分もよそ者なのに役場職

員も優しかった。真岡でもちょっとバドミントン教室やってたんです

けど、全然雰囲気が違った。自由だった。

芳夫さん| こっちに来るとき、借地だったらあるよ、ということでた

またま家を建てた。そんな関係で益子に移住した。地元とのかかわ

　塙に事業所があったペンタックス (現HOYA) に勤めていた安

藤芳夫 (あんどうよしお) さんと妻の由美子 (ゆみこ) さんに、自治

会を始めとする地域の様 な々活動についてお話を伺った。

1. スポーツによる地域の繋がり

芳夫さん| 益子に来て31年。実習で益子に来た。ペンタックスの寮

にいた。社宅が真岡市にあった。生まれは東京の八王子。益子に

たまたま実習で来たんだよね。本社は板橋だった。益子の事業所

へ5人で実習に来た。そのままここに住んだ。益子へ来たのは、親

戚の方に会社の近くの土地を紹介されて、ここは借地なんだよ。

由美子さん| ペンタックスで昔、バドミントンの実業団作ってくれ

たんですよ。国体が栃木で開催されるから。

芳夫さん| 宮城国体で栃木は優勝しているんだよ。

りは僕なんか、会社がメインだったんで、塙とのきずなができたの

は、ソフトボールだったのよ。自治会の中にソフトボール部があって、

昔は佐藤武さん、野球連盟の会長やってた方、その方がソフト

ボールやっていて、塙でチームを作ったの。地元との付き合いはそ

こから。会社員というのは会社との往復だけでしょ。自治会で何か

やると言ったら、運動会だけだった。2人とも運動が好きだった。

由美子さん| そう考えると私はスポーツはありがたかった。

芳夫さん| 昔、自治会で運動会をやっていた。班対抗でね。今はな

くなっちゃったんだけど。そういう時にコミュニケーションをとって

いた。妻はずっとスポーツ推進員を25、6年、益子でやっている。

2. 環境推進委員と自治会長としての取り組み

　僕は、退職するまでは海外にもいたし、初めは家族で行っていた。

戻ってきてあと5、6年はまた一人で行っていた。トータル9年。

由美子さん| 足掛け20年くらいフィリピンの仕事していたんだよね。

芳夫さん| 駐在は9年ぐらいしていた。定年退職して、たまたま町の

公募で環境推進委員、帰ってきて何かしないといけないと思って。

4年前公募して今年5年目だから定年退職してすぐ、昔から興味が

あったのでボランティアに参加するようになった。今年は、環境推

進委員会の副委員長をしている。自治会の役員なんかを始めて、自

治会長になった。上1、上2、下1、下2全体のね。

　実際に活動している内容は、環境基本計画リーディングプロ

ジェクトの改訂で直したりしてた。あとは環境weeksのときに百目

鬼川とか大平の里山とか、あと、ボランティア学校などをやること。

益子町の環境全般ですよね。推進のお手伝いをするという形。こ

の前4月30日に今年度の委員長、副委員長を決めた。紙ごみとか、

一昨年は生ごみ、あれも一環で協力的にやっていくというような形

で一番初め、塙と星の宮が手を挙げて「生ごみやろうよ」という形

でやってきたんだけどね。自治会でアンケート取ったらみんなやる

ところ少なかった。大変でしょ? 一番初めだから。ただ、「どうせやる

んだったら、一番初めでいいよ」ということで、他の3人の自治会長

を口説いた。

　実際、塙自治会っていうのは、行政上は4つなんでね。ただし、地

元では、4つが1つになって塙自治会だから。星の宮もそう。4つが1

つになった。この4つを承諾してもらわないといけない。他の自治会

長はどうだったか分からないけど、あまり良い顔しなかった。とにか

く僕がやると言ったんだから、協力してくれと言った。塙と星の宮は

とにかく一番初めから生ごみの収集やろう、とテスト期間で1年間。

これは、たまたま自治会長で環境委員、ということもあった。

　自治会長になって一番初めの問題は竜巻被害。5月6日でしょ、1

月から自治会長だから、それまでは全くの会社人間だった。自治会

のことは、やると言えば運動会手伝ったり、美化運動で掃除やる

じゃない? 今度5月10日にやるでしょ。あれぐらいしかやってなかっ

た。あとは盆踊り、ソフトで焼きそば作るんだよね。それぐらいしか

自治会との繋がりはなかった。自治会長になってからいろいろと役

場に顔を出すようになった。ラーニングバケーション事業の「里の

めぐみ物語」もソフトのメンバーが母体だから。

3. 盆踊りと生涯学習のこと

(増田| ソフトの活動は盛んだったのですか?)

　試合は、いつも星の宮と決勝を争っていた。ソフトの立ち上げは

佐藤武さんだと思う。その後、斉藤恒夫さんがやっている。ソフトは

昔から自治会の焼きそばをやっている。盆踊りの。盆踊りは20年ぐ

らい続いているのかな。

　初め、塙は運動会だった。それが中止になって盆踊りになった。

ソフトは、その時に焼きそばとから揚げを売っている。200円ぐらい

かな。それがずっと残っている。若いときは市町村対抗出たり、郡

民祭に出たり、県大会に出たりもした。塙はいつも強かった。星の

宮とで1番か2番。今はもう年を取ってきたから、大会は年間1回ぐ

らい。去年は優勝したんだよ。そういうメンバーが残っていて、泊ま

りで旅行行ったりした。

(増田| 盆踊りを始めたきっかけは?)

　当時の自治会だよ。協力はしてたけど詳しいことは分からない。

その時の自治会長に聞いてみないと分からない。運動会の運営が

大変になって、盆踊りになったんじゃないかな。僕が海外に赴任し

ているときかもしれないね。けっこう運動会は出てた方なので、僕

なんか運動会のほうが良かったんだけど。やっぱり昔の塙は年代

も若かった。結構いろんなことができたんだよね。

由美子さん| 星の宮もなくなっちゃったしね。

芳夫さん| 塙よりも遅くまでやっていたんじゃない。

由美子さん| 5、6年前までだと思う。

芳夫さん| その後は星の宮フェスティバルという形になった。

　生涯学習の推進員もやっている。4年目になる。子供たちに独楽

の作り方や竹トンボの作り方、語り部とか雨巻山登山とかいろん

な行事をやる。益子西小の児童向けに夏休みに自治会を全部

使って子供たち向けに公民館を全部開放する日がある。これは宝

を育てる会がやっている。代表は渡辺孝夫さん。これが本当の生

涯学習じゃないかな。これは年配の方に、案内などを平日にやって

いただく。

4. 各種団体と農地水

　塙には若組がある。一昨年から祇園祭にて御上覧ができるよう

になった。それまでは、山車は出したけど、御上覧はできなかった。

お囃子もやっていて、この人たちが若い人を呼んで、市貝、宇都宮

の人もいるんだけどね。

　農地水も事務局として、書記として4月からやっている。塙環境

保全会は各自治会長、シニアクラブ、若組、育成会等全部に入って

もらい、地域の農業関係を良くしようと、それは農家だけじゃでき

ないよ、と。国の交付金で地域の農業関係を良くしよう、というため

にやっている。

　これは、平成19年から始まった農地水っていうのがあるの。その

時に益子では、7つぐらいの農村部が手を挙げた。去年から、農地

水が多面的機能交付金という名前に変わって存続した。遊休農

地、耕作放棄地、そこをきれいにする取り組み。また、そこを流れる

水路内の生き物を調査する取り組み。それから植栽しなさい。この

3つをやることで交付が受けられる。そこの西谷って知ってる? あそ

こ、草がぼうぼうで、あそこをきれいにしましょう、と。これが農地水

なの。

(増田| 自治会、他団体と連携して子孫に残していくため、というの

は、土祭とかぶってくるんですね。「子供たちを含めた生き物調査を

行う」というように、その活動を対外的にPRする媒体として土祭を

利用していただく、というのは難しそうですか?)

　良いかもしれないね。益子は一番、遊休農地というか耕作放棄

地が多いところじゃないかな。高齢化や、機械が入らないなど作り

にくかったり、西谷地区は、家庭排水が入るので耕作しない家が

出て、西谷が全部耕作放棄地になってしまった。

　子供たちも含め、環境保全会でいろいろやっていけば将来的に

は良いと思うんだけど。氷室の例も、環境保全会っていうのは、補

助金を国が50%、県が25%、残り1/4を町が出している。

(増田| 既に活動されているので、「土祭で新しいことをやってくだ

さい」というのではなく、現在の活動が今後への取組だと思います。

この環境保全会の会議は、定期的にやるんですか?)

　毎月1回やろうと、この前提案した。今度は、5月31日、6時から。

(増田| 保全会の構成メンバーは、各団体のトップの方がいるんで

すよね?)

　上 (かみ) 水利組合、下 (しも) 水利関係、下は組合がまだでき

ていない。この2つは農家。あと、塙自治会、塙育成会、塙若組、里

のめぐみ、塙シニアクラブ。このメンバーで、保全会という形で環境

保全しようよ、とやっている。

(増田| 高橋孝夫さんは、今どこの自治会長ですか?)

　高橋さんは、行政では塙下2の自治会長で、塙全体の自治会長

になっている。塙上1、上2、下1、下2、この4人の中から話し合いで1

人全体の自治会長を選出している。僕の時は、4人で自己紹介して

話そうと言ったら、体調のことや、40～50代で仕事してるので、とい

う話になり、「それじゃ僕がやるから協力して」と言って引き受けた。

　だから、ゴミの問題も、「僕がやると言ったらやる」と言って納得

させた。その代わり有言実行じゃないと駄目。保全会を受ける時も、

「やるからにはみんなもやってくれ」という形で、「面倒くさいことは

全部引き受けるから」と、資料を作ったりメールを送ったりやって

いる。「環境保全会」これは、土祭かもしれないね。今、農地水に15

くらいの自治会が参加している。

 (増田| 塙以外の農地水の取り組みをしているところも、環境保全

会といってやってるんですか?)

　全部そう。農家だけじゃ駄目で、自治会とか育成会も混ぜた形

でやってね、というのが条件。東田井なんか、道ばたに花をきれい

に植えてあるでしょ、あれは全部保全会を使ってやっている。だか

ら、ここからここまでの面積で交付金が出ている。「農道や水路を

きれいにしなさい」という項目なので。塙としては活動をPRしてくれ

るんなら良いけど、塙だけ取り上げるというのもね…。31日に役員

会議 （役員20名） で話すのも問題ないし、その前の4役会議でも。

(増田| 盆踊りは、どの団体で行っているんですか?)

　自治会で行っている。山車は若組で、基本的には益子の祭りは

自治会が受けて、若組が山車を出すという形で、お囃子会の人が

叩くわけ。お囃子会の会長さんは、小林義雄さん。

　塙自治会の各種団体というのは、自治会の下には、シニアクラブ、

若組、育成会、お囃子会、消防団、あとソフトボールもある。助成団

体というのかな。これらの団体にお金を助成している。

5. 土祭について

(増田| この地区の「土祭」に対するイメージはどんな感じでしょう

か?)

　 イメージは全然ないね。

由美子さん| ないですね。

芳夫さん| 塙橋のこっちは、全部そうじゃない?

由美子さん| ないって言っちゃ失礼ですけどね、見に行ったりはし

てるけど、もっと深く勉強してからでないと…。自分たちは田舎暮ら

しだから、そういうの経験してるっていうか、当たり前でその良さに

気がつかないのかもしれないね。毎回、いろいろな経験をしないと

その中に入り込めない所があるのかな?

　ミチカケとか写真を見ると、益子って良い所なんだって思う。

ちょっとした風景が、いつも持っているイメージと全然違う。だけど、

自分たちが気づいていないだけなのかも。でも、昨日出かけた帰り

に、前沢町有林から見た景色がとても良いと思った。初めて行って

みたんだけど、今度は遊歩道歩いてみようと思っている。

芳夫さん| もっと広い意味では、ラーニングバケーションでやって

いる畑もそうだろう、ということだよね。

由美子さん|身近なもので楽しめたり、人と人が集まりコミュニ

ケーションとったり、やると大変だと思うけど、終わるとニコニコし

て帰れる1日だった、みたいなことありますよね。これから、楽しむと

いうことは、自分たちも頑張らないと、「感動」みたいなものは得ら

れない。自分たちで行動しないとね。

6. 地域のお祭りと財産管理委員会

芳夫さん| 塙では、お日待ちや地蔵講 (じぞっこ) やってるんだけ

ど、人が来ない。地蔵講は、女性だけが集まり飲み食いをし、お日

待ちは、男性が集まって飲み食いをする。昔は、伝統ある地域のお

祭りだった。今もやっているが、役員と次年度の役員2、3名しか来

ない。お金は、財産管理委員会から出ているのかもしれない。

　財産管理委員会とは、昔から塙にいる人の共有の土地、ペン

タックスの土地やJAの土地などを貸していて、そのお金から行事

にお金が出ている。例えば、春日神社は、1450年前後に造られたと

思われる由緒ある神社だが、そこには常駐の神主さんがおらず、真

岡の大前神社の柳田宮司に来てもらっている。芳賀郡市には71、2

の神社があるんだよ、いやもっとかな? その中の一番大きな神社の

大前さんが面倒を見てくれている。年3回のお祭りは、2月28日が祈

年祭、11月13日が例大祭、11月23日が新嘗祭。そのお金は、自治会

からではなく財産管理委員会から出ている。自治会の役員が神社

の役員を兼務しているが、一切お金は出していない。財管のメン

バーは昔の農家の人で、現在会長は、高橋和弘さん。

　当番の人がいて、10人ぐらいずつ回ってくるんだよね。その人が、

財管からお金をもらって行っている。神主さんが来てくれて、自治

会のメンバーが集まって、誰が来ても良いんだけどなかなかね…。

日時は毎年固定で行っていて、23日だけは塙若組で山車を出して

いる。

　あと、塙のお祭りで昔からやっているのは、2月11日に行う薬師

祭。明林寺 (みょうりんじ) の横にある薬師堂も、1400年代の古い

建物で、目を治す神様みたいだね。昔、薬師祭の時は、地域の方が

たくさん集まってきて、甘酒振る舞ったりしてたみたい。

　今でもその名残で、お囃子の人が太鼓叩いて、甘酒など出して

いる。薬師祭は、無病息災のお札を自治会で配布しているが、明

林寺から買っているお札の経費は財管から出している。お日待ちも

地蔵講も1～2月の日曜日に行っていて、今年だったら、上のお日待

ちが1月25日、下は2月15日に行った。農家が一番暇な時期にやっ

たんじゃないかな。

　昔は遊ぶ機会がなかったので、若い人にお酒を振る舞ったり飲

み食いさせた。そうやって地域の繋がりを保っていると聞いた。今

は、回覧板でお知らせが回ってくるが、若い人は出てこなくて、役員

が参加して飲み食いするだけになっている。僕が自治会のことに関

わるようになったのはここ4、5年のことで、昔のことは資料を見てい

ろいろ知った。

　あと、節分祭を地域でやっている。以前は、塙の人は鹿島神社

で行っていたが、平成元年の時に初めて地元の春日神社で行い、

それからずっと続けており、歴史ができていっている。

(増田| 財管があるのは、塙だけですかね?)

　財管は、星の宮にもある。昔からの土地で、メンバーが亡くなり、

子、そして孫と代が変わり、所有権など何処に行っているか分から

ず、手続きもできなくなってしまった土地を、財産管理委員会という

組織を作り管理している。

7. 地域の歴史とこれからのこと

　昔、ここは新潟の方から人が入ってきて開墾した土地とか聞い
たことがある。

由美子さん| この道路ができる30年くらい前までは、本当に狭い

道路で、コンビニのあたりから100mくらいダーッと柿の木が並木

道のように植えてあった。

芳夫さん| コンビニがある所には、小さな派出所があって、僕らが

塙に来た頃の県道は、車が2台すれ違えるかどうかの狭い道で歩

道もなく、夜も暗かった。高島スタンドさんに地図があるんじゃな

いかな、それが古地図に載ってるかもしれないですね。自分たちは

よそからここに来たから、古くからいる人たちはいろいろ分かると

思うけど…

由美子さん| 土地が高いから、塙になったんだな、とか思うけど。

芳夫さん| この辺は昔、台 (だい) って言ってたんでしょ、東と西に

分かれていて。昔は、国領だったと聞いた。そこの春日神社は、大

前神社より格が上みたいなことが言われていたみたい。大塚さん

なら古文書も見つかるんじゃないかな。僕が分かっているのは、こ

こ5年のデータから分かることだけで、それ以前のことは分からな

い。新しい仕掛けはしてるけどね。

由美子さん| 若い人がラーニングバケーションで塙に来たり、なん

となくここいいよねぇという感じを口コミで伝えてもらって、1人、2人

と移住者を増やせれば。その人たちに、発信してもらうことで効果

が見込めるのでは。そうすれば、人口も少しは…最後はそこだと思

うんですよね。

芳夫さん| 塙では、若組がこれからのキーポイントだろうね。農地

水でも入ってもらっている。若と育成会ってだいたい同じメンバー

なの。祭りの中でも若は子供たちに山車を引く機会を作っている。

ファミリーマートから塙公民館までの区間をね。これからを担うの

は、塙ソフトじゃなくて、若い人になってくるよね。人間のできること

は限られているから、いかに仲間を作って、動かしていくか、じゃな

いかなと思いますよね。
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由美子さん| その時に役場の方が、私がまだ20歳そこそこの時に

いろいろ面倒見てくれた。国体出るからとかで。全然詳しいことは

覚えてないんですけど。

芳夫さん| カナダも行っているよね。国際試合に3回出ている。

由美子さん| 子供産んでから、体育館はあんなに立派じゃなくて

もっと小さかったんですよね、その時にバドミントン教室とか大関

先生だったかな、あの頃。やってくれないかと言われてバドミントン

教室やったり、その時に外人さんがいた。益子じゃない人もたくさ

んいたりして「何この土地は」みたいな、自分もよそ者なのに役場職

員も優しかった。真岡でもちょっとバドミントン教室やってたんです

けど、全然雰囲気が違った。自由だった。

芳夫さん| こっちに来るとき、借地だったらあるよ、ということでた

またま家を建てた。そんな関係で益子に移住した。地元とのかかわ

　塙に事業所があったペンタックス (現HOYA) に勤めていた安

藤芳夫 (あんどうよしお) さんと妻の由美子 (ゆみこ) さんに、自治

会を始めとする地域の様 な々活動についてお話を伺った。

1. スポーツによる地域の繋がり

芳夫さん| 益子に来て31年。実習で益子に来た。ペンタックスの寮

にいた。社宅が真岡市にあった。生まれは東京の八王子。益子に

たまたま実習で来たんだよね。本社は板橋だった。益子の事業所

へ5人で実習に来た。そのままここに住んだ。益子へ来たのは、親

戚の方に会社の近くの土地を紹介されて、ここは借地なんだよ。

由美子さん| ペンタックスで昔、バドミントンの実業団作ってくれ

たんですよ。国体が栃木で開催されるから。

芳夫さん| 宮城国体で栃木は優勝しているんだよ。

りは僕なんか、会社がメインだったんで、塙とのきずなができたの

は、ソフトボールだったのよ。自治会の中にソフトボール部があって、

昔は佐藤武さん、野球連盟の会長やってた方、その方がソフト

ボールやっていて、塙でチームを作ったの。地元との付き合いはそ

こから。会社員というのは会社との往復だけでしょ。自治会で何か

やると言ったら、運動会だけだった。2人とも運動が好きだった。

由美子さん| そう考えると私はスポーツはありがたかった。

芳夫さん| 昔、自治会で運動会をやっていた。班対抗でね。今はな

くなっちゃったんだけど。そういう時にコミュニケーションをとって

いた。妻はずっとスポーツ推進員を25、6年、益子でやっている。

2. 環境推進委員と自治会長としての取り組み

　僕は、退職するまでは海外にもいたし、初めは家族で行っていた。

戻ってきてあと5、6年はまた一人で行っていた。トータル9年。

由美子さん| 足掛け20年くらいフィリピンの仕事していたんだよね。

芳夫さん| 駐在は9年ぐらいしていた。定年退職して、たまたま町の

公募で環境推進委員、帰ってきて何かしないといけないと思って。

4年前公募して今年5年目だから定年退職してすぐ、昔から興味が

あったのでボランティアに参加するようになった。今年は、環境推

進委員会の副委員長をしている。自治会の役員なんかを始めて、自

治会長になった。上1、上2、下1、下2全体のね。

　実際に活動している内容は、環境基本計画リーディングプロ

ジェクトの改訂で直したりしてた。あとは環境weeksのときに百目

鬼川とか大平の里山とか、あと、ボランティア学校などをやること。

益子町の環境全般ですよね。推進のお手伝いをするという形。こ

の前4月30日に今年度の委員長、副委員長を決めた。紙ごみとか、

一昨年は生ごみ、あれも一環で協力的にやっていくというような形

で一番初め、塙と星の宮が手を挙げて「生ごみやろうよ」という形

でやってきたんだけどね。自治会でアンケート取ったらみんなやる

ところ少なかった。大変でしょ? 一番初めだから。ただ、「どうせやる

んだったら、一番初めでいいよ」ということで、他の3人の自治会長

を口説いた。

　実際、塙自治会っていうのは、行政上は4つなんでね。ただし、地

元では、4つが1つになって塙自治会だから。星の宮もそう。4つが1

つになった。この4つを承諾してもらわないといけない。他の自治会

長はどうだったか分からないけど、あまり良い顔しなかった。とにか

く僕がやると言ったんだから、協力してくれと言った。塙と星の宮は

とにかく一番初めから生ごみの収集やろう、とテスト期間で1年間。

これは、たまたま自治会長で環境委員、ということもあった。

　自治会長になって一番初めの問題は竜巻被害。5月6日でしょ、1

月から自治会長だから、それまでは全くの会社人間だった。自治会

のことは、やると言えば運動会手伝ったり、美化運動で掃除やる

じゃない? 今度5月10日にやるでしょ。あれぐらいしかやってなかっ

た。あとは盆踊り、ソフトで焼きそば作るんだよね。それぐらいしか

自治会との繋がりはなかった。自治会長になってからいろいろと役

場に顔を出すようになった。ラーニングバケーション事業の「里の

めぐみ物語」もソフトのメンバーが母体だから。

3. 盆踊りと生涯学習のこと

(増田| ソフトの活動は盛んだったのですか?)

　試合は、いつも星の宮と決勝を争っていた。ソフトの立ち上げは

佐藤武さんだと思う。その後、斉藤恒夫さんがやっている。ソフトは

昔から自治会の焼きそばをやっている。盆踊りの。盆踊りは20年ぐ

らい続いているのかな。

　初め、塙は運動会だった。それが中止になって盆踊りになった。

ソフトは、その時に焼きそばとから揚げを売っている。200円ぐらい

かな。それがずっと残っている。若いときは市町村対抗出たり、郡

民祭に出たり、県大会に出たりもした。塙はいつも強かった。星の

宮とで1番か2番。今はもう年を取ってきたから、大会は年間1回ぐ

らい。去年は優勝したんだよ。そういうメンバーが残っていて、泊ま

りで旅行行ったりした。

(増田| 盆踊りを始めたきっかけは?)

　当時の自治会だよ。協力はしてたけど詳しいことは分からない。

その時の自治会長に聞いてみないと分からない。運動会の運営が

大変になって、盆踊りになったんじゃないかな。僕が海外に赴任し

ているときかもしれないね。けっこう運動会は出てた方なので、僕

なんか運動会のほうが良かったんだけど。やっぱり昔の塙は年代

も若かった。結構いろんなことができたんだよね。

由美子さん| 星の宮もなくなっちゃったしね。

芳夫さん| 塙よりも遅くまでやっていたんじゃない。

由美子さん| 5、6年前までだと思う。

芳夫さん| その後は星の宮フェスティバルという形になった。

　生涯学習の推進員もやっている。4年目になる。子供たちに独楽

の作り方や竹トンボの作り方、語り部とか雨巻山登山とかいろん

な行事をやる。益子西小の児童向けに夏休みに自治会を全部

使って子供たち向けに公民館を全部開放する日がある。これは宝

を育てる会がやっている。代表は渡辺孝夫さん。これが本当の生

涯学習じゃないかな。これは年配の方に、案内などを平日にやって

いただく。

4. 各種団体と農地水

　塙には若組がある。一昨年から祇園祭にて御上覧ができるよう

になった。それまでは、山車は出したけど、御上覧はできなかった。

お囃子もやっていて、この人たちが若い人を呼んで、市貝、宇都宮

の人もいるんだけどね。

　農地水も事務局として、書記として4月からやっている。塙環境

保全会は各自治会長、シニアクラブ、若組、育成会等全部に入って

もらい、地域の農業関係を良くしようと、それは農家だけじゃでき

ないよ、と。国の交付金で地域の農業関係を良くしよう、というため

にやっている。

　これは、平成19年から始まった農地水っていうのがあるの。その

時に益子では、7つぐらいの農村部が手を挙げた。去年から、農地

水が多面的機能交付金という名前に変わって存続した。遊休農

地、耕作放棄地、そこをきれいにする取り組み。また、そこを流れる

水路内の生き物を調査する取り組み。それから植栽しなさい。この

3つをやることで交付が受けられる。そこの西谷って知ってる? あそ

こ、草がぼうぼうで、あそこをきれいにしましょう、と。これが農地水

なの。

(増田| 自治会、他団体と連携して子孫に残していくため、というの

は、土祭とかぶってくるんですね。「子供たちを含めた生き物調査を

行う」というように、その活動を対外的にPRする媒体として土祭を

利用していただく、というのは難しそうですか?)

　良いかもしれないね。益子は一番、遊休農地というか耕作放棄

地が多いところじゃないかな。高齢化や、機械が入らないなど作り

にくかったり、西谷地区は、家庭排水が入るので耕作しない家が

出て、西谷が全部耕作放棄地になってしまった。

　子供たちも含め、環境保全会でいろいろやっていけば将来的に

は良いと思うんだけど。氷室の例も、環境保全会っていうのは、補

助金を国が50%、県が25%、残り1/4を町が出している。

(増田| 既に活動されているので、「土祭で新しいことをやってくだ

さい」というのではなく、現在の活動が今後への取組だと思います。

この環境保全会の会議は、定期的にやるんですか?)

　毎月1回やろうと、この前提案した。今度は、5月31日、6時から。

(増田| 保全会の構成メンバーは、各団体のトップの方がいるんで

すよね?)

　上 (かみ) 水利組合、下 (しも) 水利関係、下は組合がまだでき

ていない。この2つは農家。あと、塙自治会、塙育成会、塙若組、里

のめぐみ、塙シニアクラブ。このメンバーで、保全会という形で環境

保全しようよ、とやっている。

(増田| 高橋孝夫さんは、今どこの自治会長ですか?)

　高橋さんは、行政では塙下2の自治会長で、塙全体の自治会長

になっている。塙上1、上2、下1、下2、この4人の中から話し合いで1

人全体の自治会長を選出している。僕の時は、4人で自己紹介して

話そうと言ったら、体調のことや、40～50代で仕事してるので、とい

う話になり、「それじゃ僕がやるから協力して」と言って引き受けた。

　だから、ゴミの問題も、「僕がやると言ったらやる」と言って納得

させた。その代わり有言実行じゃないと駄目。保全会を受ける時も、

「やるからにはみんなもやってくれ」という形で、「面倒くさいことは

全部引き受けるから」と、資料を作ったりメールを送ったりやって

いる。「環境保全会」これは、土祭かもしれないね。今、農地水に15

くらいの自治会が参加している。

 (増田| 塙以外の農地水の取り組みをしているところも、環境保全

会といってやってるんですか?)

　全部そう。農家だけじゃ駄目で、自治会とか育成会も混ぜた形

でやってね、というのが条件。東田井なんか、道ばたに花をきれい

に植えてあるでしょ、あれは全部保全会を使ってやっている。だか

ら、ここからここまでの面積で交付金が出ている。「農道や水路を

きれいにしなさい」という項目なので。塙としては活動をPRしてくれ

るんなら良いけど、塙だけ取り上げるというのもね…。31日に役員

会議 （役員20名） で話すのも問題ないし、その前の4役会議でも。

(増田| 盆踊りは、どの団体で行っているんですか?)

　自治会で行っている。山車は若組で、基本的には益子の祭りは

自治会が受けて、若組が山車を出すという形で、お囃子会の人が

叩くわけ。お囃子会の会長さんは、小林義雄さん。

　塙自治会の各種団体というのは、自治会の下には、シニアクラブ、

若組、育成会、お囃子会、消防団、あとソフトボールもある。助成団

体というのかな。これらの団体にお金を助成している。

5. 土祭について

(増田| この地区の「土祭」に対するイメージはどんな感じでしょう

か?)

　 イメージは全然ないね。

由美子さん| ないですね。

芳夫さん| 塙橋のこっちは、全部そうじゃない?

由美子さん| ないって言っちゃ失礼ですけどね、見に行ったりはし

てるけど、もっと深く勉強してからでないと…。自分たちは田舎暮ら

しだから、そういうの経験してるっていうか、当たり前でその良さに

気がつかないのかもしれないね。毎回、いろいろな経験をしないと

その中に入り込めない所があるのかな?

　ミチカケとか写真を見ると、益子って良い所なんだって思う。

ちょっとした風景が、いつも持っているイメージと全然違う。だけど、

自分たちが気づいていないだけなのかも。でも、昨日出かけた帰り

に、前沢町有林から見た景色がとても良いと思った。初めて行って

みたんだけど、今度は遊歩道歩いてみようと思っている。

芳夫さん| もっと広い意味では、ラーニングバケーションでやって

いる畑もそうだろう、ということだよね。

由美子さん|身近なもので楽しめたり、人と人が集まりコミュニ

ケーションとったり、やると大変だと思うけど、終わるとニコニコし

て帰れる1日だった、みたいなことありますよね。これから、楽しむと

いうことは、自分たちも頑張らないと、「感動」みたいなものは得ら

れない。自分たちで行動しないとね。

6. 地域のお祭りと財産管理委員会

芳夫さん| 塙では、お日待ちや地蔵講 (じぞっこ) やってるんだけ

ど、人が来ない。地蔵講は、女性だけが集まり飲み食いをし、お日

待ちは、男性が集まって飲み食いをする。昔は、伝統ある地域のお

祭りだった。今もやっているが、役員と次年度の役員2、3名しか来

ない。お金は、財産管理委員会から出ているのかもしれない。

　財産管理委員会とは、昔から塙にいる人の共有の土地、ペン

タックスの土地やJAの土地などを貸していて、そのお金から行事

にお金が出ている。例えば、春日神社は、1450年前後に造られたと

思われる由緒ある神社だが、そこには常駐の神主さんがおらず、真

岡の大前神社の柳田宮司に来てもらっている。芳賀郡市には71、2

の神社があるんだよ、いやもっとかな? その中の一番大きな神社の

大前さんが面倒を見てくれている。年3回のお祭りは、2月28日が祈

年祭、11月13日が例大祭、11月23日が新嘗祭。そのお金は、自治会

からではなく財産管理委員会から出ている。自治会の役員が神社

の役員を兼務しているが、一切お金は出していない。財管のメン

バーは昔の農家の人で、現在会長は、高橋和弘さん。

　当番の人がいて、10人ぐらいずつ回ってくるんだよね。その人が、

財管からお金をもらって行っている。神主さんが来てくれて、自治

会のメンバーが集まって、誰が来ても良いんだけどなかなかね…。

日時は毎年固定で行っていて、23日だけは塙若組で山車を出して

いる。

　あと、塙のお祭りで昔からやっているのは、2月11日に行う薬師

祭。明林寺 (みょうりんじ) の横にある薬師堂も、1400年代の古い

建物で、目を治す神様みたいだね。昔、薬師祭の時は、地域の方が

たくさん集まってきて、甘酒振る舞ったりしてたみたい。

　今でもその名残で、お囃子の人が太鼓叩いて、甘酒など出して

いる。薬師祭は、無病息災のお札を自治会で配布しているが、明

林寺から買っているお札の経費は財管から出している。お日待ちも

地蔵講も1～2月の日曜日に行っていて、今年だったら、上のお日待

ちが1月25日、下は2月15日に行った。農家が一番暇な時期にやっ

たんじゃないかな。

　昔は遊ぶ機会がなかったので、若い人にお酒を振る舞ったり飲

み食いさせた。そうやって地域の繋がりを保っていると聞いた。今

は、回覧板でお知らせが回ってくるが、若い人は出てこなくて、役員

が参加して飲み食いするだけになっている。僕が自治会のことに関

わるようになったのはここ4、5年のことで、昔のことは資料を見てい

ろいろ知った。

　あと、節分祭を地域でやっている。以前は、塙の人は鹿島神社

で行っていたが、平成元年の時に初めて地元の春日神社で行い、

それからずっと続けており、歴史ができていっている。

(増田| 財管があるのは、塙だけですかね?)

　財管は、星の宮にもある。昔からの土地で、メンバーが亡くなり、

子、そして孫と代が変わり、所有権など何処に行っているか分から

ず、手続きもできなくなってしまった土地を、財産管理委員会という

組織を作り管理している。

7. 地域の歴史とこれからのこと

　昔、ここは新潟の方から人が入ってきて開墾した土地とか聞い
たことがある。

由美子さん| この道路ができる30年くらい前までは、本当に狭い

道路で、コンビニのあたりから100mくらいダーッと柿の木が並木

道のように植えてあった。

芳夫さん| コンビニがある所には、小さな派出所があって、僕らが

塙に来た頃の県道は、車が2台すれ違えるかどうかの狭い道で歩

道もなく、夜も暗かった。高島スタンドさんに地図があるんじゃな

いかな、それが古地図に載ってるかもしれないですね。自分たちは

よそからここに来たから、古くからいる人たちはいろいろ分かると

思うけど…

由美子さん| 土地が高いから、塙になったんだな、とか思うけど。

芳夫さん| この辺は昔、台 (だい) って言ってたんでしょ、東と西に

分かれていて。昔は、国領だったと聞いた。そこの春日神社は、大

前神社より格が上みたいなことが言われていたみたい。大塚さん

なら古文書も見つかるんじゃないかな。僕が分かっているのは、こ

こ5年のデータから分かることだけで、それ以前のことは分からな

い。新しい仕掛けはしてるけどね。

由美子さん| 若い人がラーニングバケーションで塙に来たり、なん

となくここいいよねぇという感じを口コミで伝えてもらって、1人、2人

と移住者を増やせれば。その人たちに、発信してもらうことで効果

が見込めるのでは。そうすれば、人口も少しは…最後はそこだと思

うんですよね。

芳夫さん| 塙では、若組がこれからのキーポイントだろうね。農地

水でも入ってもらっている。若と育成会ってだいたい同じメンバー

なの。祭りの中でも若は子供たちに山車を引く機会を作っている。

ファミリーマートから塙公民館までの区間をね。これからを担うの

は、塙ソフトじゃなくて、若い人になってくるよね。人間のできること

は限られているから、いかに仲間を作って、動かしていくか、じゃな

いかなと思いますよね。
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由美子さん| その時に役場の方が、私がまだ20歳そこそこの時に

いろいろ面倒見てくれた。国体出るからとかで。全然詳しいことは

覚えてないんですけど。

芳夫さん| カナダも行っているよね。国際試合に3回出ている。

由美子さん| 子供産んでから、体育館はあんなに立派じゃなくて

もっと小さかったんですよね、その時にバドミントン教室とか大関

先生だったかな、あの頃。やってくれないかと言われてバドミントン

教室やったり、その時に外人さんがいた。益子じゃない人もたくさ

んいたりして「何この土地は」みたいな、自分もよそ者なのに役場職

員も優しかった。真岡でもちょっとバドミントン教室やってたんです

けど、全然雰囲気が違った。自由だった。

芳夫さん| こっちに来るとき、借地だったらあるよ、ということでた

またま家を建てた。そんな関係で益子に移住した。地元とのかかわ

　塙に事業所があったペンタックス (現HOYA) に勤めていた安

藤芳夫 (あんどうよしお) さんと妻の由美子 (ゆみこ) さんに、自治

会を始めとする地域の様 な々活動についてお話を伺った。

1. スポーツによる地域の繋がり

芳夫さん| 益子に来て31年。実習で益子に来た。ペンタックスの寮

にいた。社宅が真岡市にあった。生まれは東京の八王子。益子に

たまたま実習で来たんだよね。本社は板橋だった。益子の事業所

へ5人で実習に来た。そのままここに住んだ。益子へ来たのは、親

戚の方に会社の近くの土地を紹介されて、ここは借地なんだよ。

由美子さん| ペンタックスで昔、バドミントンの実業団作ってくれ

たんですよ。国体が栃木で開催されるから。

芳夫さん| 宮城国体で栃木は優勝しているんだよ。

りは僕なんか、会社がメインだったんで、塙とのきずなができたの

は、ソフトボールだったのよ。自治会の中にソフトボール部があって、

昔は佐藤武さん、野球連盟の会長やってた方、その方がソフト

ボールやっていて、塙でチームを作ったの。地元との付き合いはそ

こから。会社員というのは会社との往復だけでしょ。自治会で何か

やると言ったら、運動会だけだった。2人とも運動が好きだった。

由美子さん| そう考えると私はスポーツはありがたかった。

芳夫さん| 昔、自治会で運動会をやっていた。班対抗でね。今はな

くなっちゃったんだけど。そういう時にコミュニケーションをとって

いた。妻はずっとスポーツ推進員を25、6年、益子でやっている。

2. 環境推進委員と自治会長としての取り組み

　僕は、退職するまでは海外にもいたし、初めは家族で行っていた。

戻ってきてあと5、6年はまた一人で行っていた。トータル9年。

由美子さん| 足掛け20年くらいフィリピンの仕事していたんだよね。

芳夫さん| 駐在は9年ぐらいしていた。定年退職して、たまたま町の

公募で環境推進委員、帰ってきて何かしないといけないと思って。

4年前公募して今年5年目だから定年退職してすぐ、昔から興味が

あったのでボランティアに参加するようになった。今年は、環境推

進委員会の副委員長をしている。自治会の役員なんかを始めて、自

治会長になった。上1、上2、下1、下2全体のね。

　実際に活動している内容は、環境基本計画リーディングプロ

ジェクトの改訂で直したりしてた。あとは環境weeksのときに百目

鬼川とか大平の里山とか、あと、ボランティア学校などをやること。

益子町の環境全般ですよね。推進のお手伝いをするという形。こ

の前4月30日に今年度の委員長、副委員長を決めた。紙ごみとか、

一昨年は生ごみ、あれも一環で協力的にやっていくというような形

で一番初め、塙と星の宮が手を挙げて「生ごみやろうよ」という形

でやってきたんだけどね。自治会でアンケート取ったらみんなやる

ところ少なかった。大変でしょ? 一番初めだから。ただ、「どうせやる

んだったら、一番初めでいいよ」ということで、他の3人の自治会長

を口説いた。

　実際、塙自治会っていうのは、行政上は4つなんでね。ただし、地

元では、4つが1つになって塙自治会だから。星の宮もそう。4つが1

つになった。この4つを承諾してもらわないといけない。他の自治会

長はどうだったか分からないけど、あまり良い顔しなかった。とにか

く僕がやると言ったんだから、協力してくれと言った。塙と星の宮は

とにかく一番初めから生ごみの収集やろう、とテスト期間で1年間。

これは、たまたま自治会長で環境委員、ということもあった。

　自治会長になって一番初めの問題は竜巻被害。5月6日でしょ、1

月から自治会長だから、それまでは全くの会社人間だった。自治会

のことは、やると言えば運動会手伝ったり、美化運動で掃除やる

じゃない? 今度5月10日にやるでしょ。あれぐらいしかやってなかっ

た。あとは盆踊り、ソフトで焼きそば作るんだよね。それぐらいしか

自治会との繋がりはなかった。自治会長になってからいろいろと役

場に顔を出すようになった。ラーニングバケーション事業の「里の

めぐみ物語」もソフトのメンバーが母体だから。

3. 盆踊りと生涯学習のこと

(増田| ソフトの活動は盛んだったのですか?)

　試合は、いつも星の宮と決勝を争っていた。ソフトの立ち上げは

佐藤武さんだと思う。その後、斉藤恒夫さんがやっている。ソフトは

昔から自治会の焼きそばをやっている。盆踊りの。盆踊りは20年ぐ

らい続いているのかな。

　初め、塙は運動会だった。それが中止になって盆踊りになった。

ソフトは、その時に焼きそばとから揚げを売っている。200円ぐらい

かな。それがずっと残っている。若いときは市町村対抗出たり、郡

民祭に出たり、県大会に出たりもした。塙はいつも強かった。星の

宮とで1番か2番。今はもう年を取ってきたから、大会は年間1回ぐ

らい。去年は優勝したんだよ。そういうメンバーが残っていて、泊ま

りで旅行行ったりした。

(増田| 盆踊りを始めたきっかけは?)

　当時の自治会だよ。協力はしてたけど詳しいことは分からない。

その時の自治会長に聞いてみないと分からない。運動会の運営が

大変になって、盆踊りになったんじゃないかな。僕が海外に赴任し

ているときかもしれないね。けっこう運動会は出てた方なので、僕

なんか運動会のほうが良かったんだけど。やっぱり昔の塙は年代

も若かった。結構いろんなことができたんだよね。

由美子さん| 星の宮もなくなっちゃったしね。

芳夫さん| 塙よりも遅くまでやっていたんじゃない。

由美子さん| 5、6年前までだと思う。

芳夫さん| その後は星の宮フェスティバルという形になった。

　生涯学習の推進員もやっている。4年目になる。子供たちに独楽

の作り方や竹トンボの作り方、語り部とか雨巻山登山とかいろん

な行事をやる。益子西小の児童向けに夏休みに自治会を全部

使って子供たち向けに公民館を全部開放する日がある。これは宝

を育てる会がやっている。代表は渡辺孝夫さん。これが本当の生

涯学習じゃないかな。これは年配の方に、案内などを平日にやって

いただく。

4. 各種団体と農地水

　塙には若組がある。一昨年から祇園祭にて御上覧ができるよう

になった。それまでは、山車は出したけど、御上覧はできなかった。

お囃子もやっていて、この人たちが若い人を呼んで、市貝、宇都宮

の人もいるんだけどね。

　農地水も事務局として、書記として4月からやっている。塙環境

保全会は各自治会長、シニアクラブ、若組、育成会等全部に入って

もらい、地域の農業関係を良くしようと、それは農家だけじゃでき

ないよ、と。国の交付金で地域の農業関係を良くしよう、というため

にやっている。

　これは、平成19年から始まった農地水っていうのがあるの。その

時に益子では、7つぐらいの農村部が手を挙げた。去年から、農地

水が多面的機能交付金という名前に変わって存続した。遊休農

地、耕作放棄地、そこをきれいにする取り組み。また、そこを流れる

水路内の生き物を調査する取り組み。それから植栽しなさい。この

3つをやることで交付が受けられる。そこの西谷って知ってる? あそ

こ、草がぼうぼうで、あそこをきれいにしましょう、と。これが農地水

なの。

(増田| 自治会、他団体と連携して子孫に残していくため、というの

は、土祭とかぶってくるんですね。「子供たちを含めた生き物調査を

行う」というように、その活動を対外的にPRする媒体として土祭を

利用していただく、というのは難しそうですか?)

　良いかもしれないね。益子は一番、遊休農地というか耕作放棄

地が多いところじゃないかな。高齢化や、機械が入らないなど作り

にくかったり、西谷地区は、家庭排水が入るので耕作しない家が

出て、西谷が全部耕作放棄地になってしまった。

　子供たちも含め、環境保全会でいろいろやっていけば将来的に

は良いと思うんだけど。氷室の例も、環境保全会っていうのは、補

助金を国が50%、県が25%、残り1/4を町が出している。

(増田| 既に活動されているので、「土祭で新しいことをやってくだ

さい」というのではなく、現在の活動が今後への取組だと思います。

この環境保全会の会議は、定期的にやるんですか?)

　毎月1回やろうと、この前提案した。今度は、5月31日、6時から。

(増田| 保全会の構成メンバーは、各団体のトップの方がいるんで

すよね?)

　上 (かみ) 水利組合、下 (しも) 水利関係、下は組合がまだでき

ていない。この2つは農家。あと、塙自治会、塙育成会、塙若組、里

のめぐみ、塙シニアクラブ。このメンバーで、保全会という形で環境

保全しようよ、とやっている。

(増田| 高橋孝夫さんは、今どこの自治会長ですか?)

　高橋さんは、行政では塙下2の自治会長で、塙全体の自治会長

になっている。塙上1、上2、下1、下2、この4人の中から話し合いで1

人全体の自治会長を選出している。僕の時は、4人で自己紹介して

話そうと言ったら、体調のことや、40～50代で仕事してるので、とい

う話になり、「それじゃ僕がやるから協力して」と言って引き受けた。

　だから、ゴミの問題も、「僕がやると言ったらやる」と言って納得

させた。その代わり有言実行じゃないと駄目。保全会を受ける時も、

「やるからにはみんなもやってくれ」という形で、「面倒くさいことは

全部引き受けるから」と、資料を作ったりメールを送ったりやって

いる。「環境保全会」これは、土祭かもしれないね。今、農地水に15

くらいの自治会が参加している。

 (増田| 塙以外の農地水の取り組みをしているところも、環境保全

会といってやってるんですか?)

　全部そう。農家だけじゃ駄目で、自治会とか育成会も混ぜた形

でやってね、というのが条件。東田井なんか、道ばたに花をきれい

に植えてあるでしょ、あれは全部保全会を使ってやっている。だか

ら、ここからここまでの面積で交付金が出ている。「農道や水路を

きれいにしなさい」という項目なので。塙としては活動をPRしてくれ

るんなら良いけど、塙だけ取り上げるというのもね…。31日に役員

会議 （役員20名） で話すのも問題ないし、その前の4役会議でも。

(増田| 盆踊りは、どの団体で行っているんですか?)

　自治会で行っている。山車は若組で、基本的には益子の祭りは

自治会が受けて、若組が山車を出すという形で、お囃子会の人が

叩くわけ。お囃子会の会長さんは、小林義雄さん。

　塙自治会の各種団体というのは、自治会の下には、シニアクラブ、

若組、育成会、お囃子会、消防団、あとソフトボールもある。助成団

体というのかな。これらの団体にお金を助成している。

5. 土祭について

(増田| この地区の「土祭」に対するイメージはどんな感じでしょう

か?)

　 イメージは全然ないね。

由美子さん| ないですね。

芳夫さん| 塙橋のこっちは、全部そうじゃない?

由美子さん| ないって言っちゃ失礼ですけどね、見に行ったりはし

てるけど、もっと深く勉強してからでないと…。自分たちは田舎暮ら

しだから、そういうの経験してるっていうか、当たり前でその良さに

気がつかないのかもしれないね。毎回、いろいろな経験をしないと

その中に入り込めない所があるのかな?

　ミチカケとか写真を見ると、益子って良い所なんだって思う。

ちょっとした風景が、いつも持っているイメージと全然違う。だけど、

自分たちが気づいていないだけなのかも。でも、昨日出かけた帰り

に、前沢町有林から見た景色がとても良いと思った。初めて行って

みたんだけど、今度は遊歩道歩いてみようと思っている。

芳夫さん| もっと広い意味では、ラーニングバケーションでやって

いる畑もそうだろう、ということだよね。

由美子さん|身近なもので楽しめたり、人と人が集まりコミュニ

ケーションとったり、やると大変だと思うけど、終わるとニコニコし

て帰れる1日だった、みたいなことありますよね。これから、楽しむと

いうことは、自分たちも頑張らないと、「感動」みたいなものは得ら

れない。自分たちで行動しないとね。

6. 地域のお祭りと財産管理委員会

芳夫さん| 塙では、お日待ちや地蔵講 (じぞっこ) やってるんだけ

ど、人が来ない。地蔵講は、女性だけが集まり飲み食いをし、お日

待ちは、男性が集まって飲み食いをする。昔は、伝統ある地域のお

祭りだった。今もやっているが、役員と次年度の役員2、3名しか来

ない。お金は、財産管理委員会から出ているのかもしれない。

　財産管理委員会とは、昔から塙にいる人の共有の土地、ペン

タックスの土地やJAの土地などを貸していて、そのお金から行事

にお金が出ている。例えば、春日神社は、1450年前後に造られたと

思われる由緒ある神社だが、そこには常駐の神主さんがおらず、真

岡の大前神社の柳田宮司に来てもらっている。芳賀郡市には71、2

の神社があるんだよ、いやもっとかな? その中の一番大きな神社の

大前さんが面倒を見てくれている。年3回のお祭りは、2月28日が祈

年祭、11月13日が例大祭、11月23日が新嘗祭。そのお金は、自治会

からではなく財産管理委員会から出ている。自治会の役員が神社

の役員を兼務しているが、一切お金は出していない。財管のメン

バーは昔の農家の人で、現在会長は、高橋和弘さん。

　当番の人がいて、10人ぐらいずつ回ってくるんだよね。その人が、

財管からお金をもらって行っている。神主さんが来てくれて、自治

会のメンバーが集まって、誰が来ても良いんだけどなかなかね…。

日時は毎年固定で行っていて、23日だけは塙若組で山車を出して

いる。

　あと、塙のお祭りで昔からやっているのは、2月11日に行う薬師

祭。明林寺 (みょうりんじ) の横にある薬師堂も、1400年代の古い

建物で、目を治す神様みたいだね。昔、薬師祭の時は、地域の方が

たくさん集まってきて、甘酒振る舞ったりしてたみたい。

　今でもその名残で、お囃子の人が太鼓叩いて、甘酒など出して

いる。薬師祭は、無病息災のお札を自治会で配布しているが、明

林寺から買っているお札の経費は財管から出している。お日待ちも

地蔵講も1～2月の日曜日に行っていて、今年だったら、上のお日待

ちが1月25日、下は2月15日に行った。農家が一番暇な時期にやっ

たんじゃないかな。

　昔は遊ぶ機会がなかったので、若い人にお酒を振る舞ったり飲

み食いさせた。そうやって地域の繋がりを保っていると聞いた。今

は、回覧板でお知らせが回ってくるが、若い人は出てこなくて、役員

が参加して飲み食いするだけになっている。僕が自治会のことに関

わるようになったのはここ4、5年のことで、昔のことは資料を見てい

ろいろ知った。

　あと、節分祭を地域でやっている。以前は、塙の人は鹿島神社

で行っていたが、平成元年の時に初めて地元の春日神社で行い、

それからずっと続けており、歴史ができていっている。

(増田| 財管があるのは、塙だけですかね?)

　財管は、星の宮にもある。昔からの土地で、メンバーが亡くなり、

子、そして孫と代が変わり、所有権など何処に行っているか分から

ず、手続きもできなくなってしまった土地を、財産管理委員会という

組織を作り管理している。

7. 地域の歴史とこれからのこと

　昔、ここは新潟の方から人が入ってきて開墾した土地とか聞い
たことがある。

由美子さん| この道路ができる30年くらい前までは、本当に狭い

道路で、コンビニのあたりから100mくらいダーッと柿の木が並木

道のように植えてあった。

芳夫さん| コンビニがある所には、小さな派出所があって、僕らが

塙に来た頃の県道は、車が2台すれ違えるかどうかの狭い道で歩

道もなく、夜も暗かった。高島スタンドさんに地図があるんじゃな

いかな、それが古地図に載ってるかもしれないですね。自分たちは

よそからここに来たから、古くからいる人たちはいろいろ分かると

思うけど…

由美子さん| 土地が高いから、塙になったんだな、とか思うけど。

芳夫さん| この辺は昔、台 (だい) って言ってたんでしょ、東と西に

分かれていて。昔は、国領だったと聞いた。そこの春日神社は、大

前神社より格が上みたいなことが言われていたみたい。大塚さん

なら古文書も見つかるんじゃないかな。僕が分かっているのは、こ

こ5年のデータから分かることだけで、それ以前のことは分からな

い。新しい仕掛けはしてるけどね。

由美子さん| 若い人がラーニングバケーションで塙に来たり、なん

となくここいいよねぇという感じを口コミで伝えてもらって、1人、2人

と移住者を増やせれば。その人たちに、発信してもらうことで効果

が見込めるのでは。そうすれば、人口も少しは…最後はそこだと思

うんですよね。

芳夫さん| 塙では、若組がこれからのキーポイントだろうね。農地

水でも入ってもらっている。若と育成会ってだいたい同じメンバー

なの。祭りの中でも若は子供たちに山車を引く機会を作っている。

ファミリーマートから塙公民館までの区間をね。これからを担うの

は、塙ソフトじゃなくて、若い人になってくるよね。人間のできること

は限られているから、いかに仲間を作って、動かしていくか、じゃな

いかなと思いますよね。
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由美子さん| その時に役場の方が、私がまだ20歳そこそこの時に

いろいろ面倒見てくれた。国体出るからとかで。全然詳しいことは

覚えてないんですけど。

芳夫さん| カナダも行っているよね。国際試合に3回出ている。

由美子さん| 子供産んでから、体育館はあんなに立派じゃなくて

もっと小さかったんですよね、その時にバドミントン教室とか大関

先生だったかな、あの頃。やってくれないかと言われてバドミントン

教室やったり、その時に外人さんがいた。益子じゃない人もたくさ

んいたりして「何この土地は」みたいな、自分もよそ者なのに役場職

員も優しかった。真岡でもちょっとバドミントン教室やってたんです

けど、全然雰囲気が違った。自由だった。

芳夫さん| こっちに来るとき、借地だったらあるよ、ということでた

またま家を建てた。そんな関係で益子に移住した。地元とのかかわ

　塙に事業所があったペンタックス (現HOYA) に勤めていた安

藤芳夫 (あんどうよしお) さんと妻の由美子 (ゆみこ) さんに、自治

会を始めとする地域の様 な々活動についてお話を伺った。

1. スポーツによる地域の繋がり

芳夫さん| 益子に来て31年。実習で益子に来た。ペンタックスの寮

にいた。社宅が真岡市にあった。生まれは東京の八王子。益子に

たまたま実習で来たんだよね。本社は板橋だった。益子の事業所

へ5人で実習に来た。そのままここに住んだ。益子へ来たのは、親

戚の方に会社の近くの土地を紹介されて、ここは借地なんだよ。

由美子さん| ペンタックスで昔、バドミントンの実業団作ってくれ

たんですよ。国体が栃木で開催されるから。

芳夫さん| 宮城国体で栃木は優勝しているんだよ。

りは僕なんか、会社がメインだったんで、塙とのきずなができたの

は、ソフトボールだったのよ。自治会の中にソフトボール部があって、

昔は佐藤武さん、野球連盟の会長やってた方、その方がソフト

ボールやっていて、塙でチームを作ったの。地元との付き合いはそ

こから。会社員というのは会社との往復だけでしょ。自治会で何か

やると言ったら、運動会だけだった。2人とも運動が好きだった。

由美子さん| そう考えると私はスポーツはありがたかった。

芳夫さん| 昔、自治会で運動会をやっていた。班対抗でね。今はな

くなっちゃったんだけど。そういう時にコミュニケーションをとって

いた。妻はずっとスポーツ推進員を25、6年、益子でやっている。

2. 環境推進委員と自治会長としての取り組み

　僕は、退職するまでは海外にもいたし、初めは家族で行っていた。

戻ってきてあと5、6年はまた一人で行っていた。トータル9年。

由美子さん| 足掛け20年くらいフィリピンの仕事していたんだよね。

芳夫さん| 駐在は9年ぐらいしていた。定年退職して、たまたま町の

公募で環境推進委員、帰ってきて何かしないといけないと思って。

4年前公募して今年5年目だから定年退職してすぐ、昔から興味が

あったのでボランティアに参加するようになった。今年は、環境推

進委員会の副委員長をしている。自治会の役員なんかを始めて、自

治会長になった。上1、上2、下1、下2全体のね。

　実際に活動している内容は、環境基本計画リーディングプロ

ジェクトの改訂で直したりしてた。あとは環境weeksのときに百目

鬼川とか大平の里山とか、あと、ボランティア学校などをやること。

益子町の環境全般ですよね。推進のお手伝いをするという形。こ

の前4月30日に今年度の委員長、副委員長を決めた。紙ごみとか、

一昨年は生ごみ、あれも一環で協力的にやっていくというような形

で一番初め、塙と星の宮が手を挙げて「生ごみやろうよ」という形

でやってきたんだけどね。自治会でアンケート取ったらみんなやる

ところ少なかった。大変でしょ? 一番初めだから。ただ、「どうせやる

んだったら、一番初めでいいよ」ということで、他の3人の自治会長

を口説いた。

　実際、塙自治会っていうのは、行政上は4つなんでね。ただし、地

元では、4つが1つになって塙自治会だから。星の宮もそう。4つが1

つになった。この4つを承諾してもらわないといけない。他の自治会

長はどうだったか分からないけど、あまり良い顔しなかった。とにか

く僕がやると言ったんだから、協力してくれと言った。塙と星の宮は

とにかく一番初めから生ごみの収集やろう、とテスト期間で1年間。

これは、たまたま自治会長で環境委員、ということもあった。

　自治会長になって一番初めの問題は竜巻被害。5月6日でしょ、1

月から自治会長だから、それまでは全くの会社人間だった。自治会

のことは、やると言えば運動会手伝ったり、美化運動で掃除やる

じゃない? 今度5月10日にやるでしょ。あれぐらいしかやってなかっ

た。あとは盆踊り、ソフトで焼きそば作るんだよね。それぐらいしか

自治会との繋がりはなかった。自治会長になってからいろいろと役

場に顔を出すようになった。ラーニングバケーション事業の「里の

めぐみ物語」もソフトのメンバーが母体だから。

3. 盆踊りと生涯学習のこと

(増田| ソフトの活動は盛んだったのですか?)

　試合は、いつも星の宮と決勝を争っていた。ソフトの立ち上げは

佐藤武さんだと思う。その後、斉藤恒夫さんがやっている。ソフトは

昔から自治会の焼きそばをやっている。盆踊りの。盆踊りは20年ぐ

らい続いているのかな。

　初め、塙は運動会だった。それが中止になって盆踊りになった。

ソフトは、その時に焼きそばとから揚げを売っている。200円ぐらい

かな。それがずっと残っている。若いときは市町村対抗出たり、郡

民祭に出たり、県大会に出たりもした。塙はいつも強かった。星の

宮とで1番か2番。今はもう年を取ってきたから、大会は年間1回ぐ

らい。去年は優勝したんだよ。そういうメンバーが残っていて、泊ま

りで旅行行ったりした。

(増田| 盆踊りを始めたきっかけは?)

　当時の自治会だよ。協力はしてたけど詳しいことは分からない。

その時の自治会長に聞いてみないと分からない。運動会の運営が

大変になって、盆踊りになったんじゃないかな。僕が海外に赴任し

ているときかもしれないね。けっこう運動会は出てた方なので、僕

なんか運動会のほうが良かったんだけど。やっぱり昔の塙は年代

も若かった。結構いろんなことができたんだよね。

由美子さん| 星の宮もなくなっちゃったしね。

芳夫さん| 塙よりも遅くまでやっていたんじゃない。

由美子さん| 5、6年前までだと思う。

芳夫さん| その後は星の宮フェスティバルという形になった。

　生涯学習の推進員もやっている。4年目になる。子供たちに独楽

の作り方や竹トンボの作り方、語り部とか雨巻山登山とかいろん

な行事をやる。益子西小の児童向けに夏休みに自治会を全部

使って子供たち向けに公民館を全部開放する日がある。これは宝

を育てる会がやっている。代表は渡辺孝夫さん。これが本当の生

涯学習じゃないかな。これは年配の方に、案内などを平日にやって

いただく。

4. 各種団体と農地水

　塙には若組がある。一昨年から祇園祭にて御上覧ができるよう

になった。それまでは、山車は出したけど、御上覧はできなかった。

お囃子もやっていて、この人たちが若い人を呼んで、市貝、宇都宮

の人もいるんだけどね。

　農地水も事務局として、書記として4月からやっている。塙環境

保全会は各自治会長、シニアクラブ、若組、育成会等全部に入って

もらい、地域の農業関係を良くしようと、それは農家だけじゃでき

ないよ、と。国の交付金で地域の農業関係を良くしよう、というため

にやっている。

　これは、平成19年から始まった農地水っていうのがあるの。その

時に益子では、7つぐらいの農村部が手を挙げた。去年から、農地

水が多面的機能交付金という名前に変わって存続した。遊休農

地、耕作放棄地、そこをきれいにする取り組み。また、そこを流れる

水路内の生き物を調査する取り組み。それから植栽しなさい。この

3つをやることで交付が受けられる。そこの西谷って知ってる? あそ

こ、草がぼうぼうで、あそこをきれいにしましょう、と。これが農地水

なの。

(増田| 自治会、他団体と連携して子孫に残していくため、というの

は、土祭とかぶってくるんですね。「子供たちを含めた生き物調査を

行う」というように、その活動を対外的にPRする媒体として土祭を

利用していただく、というのは難しそうですか?)

　良いかもしれないね。益子は一番、遊休農地というか耕作放棄

地が多いところじゃないかな。高齢化や、機械が入らないなど作り

にくかったり、西谷地区は、家庭排水が入るので耕作しない家が

出て、西谷が全部耕作放棄地になってしまった。

　子供たちも含め、環境保全会でいろいろやっていけば将来的に

は良いと思うんだけど。氷室の例も、環境保全会っていうのは、補

助金を国が50%、県が25%、残り1/4を町が出している。

(増田| 既に活動されているので、「土祭で新しいことをやってくだ

さい」というのではなく、現在の活動が今後への取組だと思います。

この環境保全会の会議は、定期的にやるんですか?)

　毎月1回やろうと、この前提案した。今度は、5月31日、6時から。

(増田| 保全会の構成メンバーは、各団体のトップの方がいるんで

すよね?)

　上 (かみ) 水利組合、下 (しも) 水利関係、下は組合がまだでき

ていない。この2つは農家。あと、塙自治会、塙育成会、塙若組、里

のめぐみ、塙シニアクラブ。このメンバーで、保全会という形で環境

保全しようよ、とやっている。

(増田| 高橋孝夫さんは、今どこの自治会長ですか?)

　高橋さんは、行政では塙下2の自治会長で、塙全体の自治会長

になっている。塙上1、上2、下1、下2、この4人の中から話し合いで1

人全体の自治会長を選出している。僕の時は、4人で自己紹介して

話そうと言ったら、体調のことや、40～50代で仕事してるので、とい

う話になり、「それじゃ僕がやるから協力して」と言って引き受けた。

　だから、ゴミの問題も、「僕がやると言ったらやる」と言って納得

させた。その代わり有言実行じゃないと駄目。保全会を受ける時も、

「やるからにはみんなもやってくれ」という形で、「面倒くさいことは

全部引き受けるから」と、資料を作ったりメールを送ったりやって

いる。「環境保全会」これは、土祭かもしれないね。今、農地水に15

くらいの自治会が参加している。

 (増田| 塙以外の農地水の取り組みをしているところも、環境保全

会といってやってるんですか?)

　全部そう。農家だけじゃ駄目で、自治会とか育成会も混ぜた形

でやってね、というのが条件。東田井なんか、道ばたに花をきれい

に植えてあるでしょ、あれは全部保全会を使ってやっている。だか

ら、ここからここまでの面積で交付金が出ている。「農道や水路を

きれいにしなさい」という項目なので。塙としては活動をPRしてくれ

るんなら良いけど、塙だけ取り上げるというのもね…。31日に役員

会議 （役員20名） で話すのも問題ないし、その前の4役会議でも。

(増田| 盆踊りは、どの団体で行っているんですか?)

　自治会で行っている。山車は若組で、基本的には益子の祭りは

自治会が受けて、若組が山車を出すという形で、お囃子会の人が

叩くわけ。お囃子会の会長さんは、小林義雄さん。

　塙自治会の各種団体というのは、自治会の下には、シニアクラブ、

若組、育成会、お囃子会、消防団、あとソフトボールもある。助成団

体というのかな。これらの団体にお金を助成している。

5. 土祭について

(増田| この地区の「土祭」に対するイメージはどんな感じでしょう

か?)

　 イメージは全然ないね。

由美子さん| ないですね。

芳夫さん| 塙橋のこっちは、全部そうじゃない?

由美子さん| ないって言っちゃ失礼ですけどね、見に行ったりはし

てるけど、もっと深く勉強してからでないと…。自分たちは田舎暮ら

しだから、そういうの経験してるっていうか、当たり前でその良さに

気がつかないのかもしれないね。毎回、いろいろな経験をしないと

その中に入り込めない所があるのかな?

　ミチカケとか写真を見ると、益子って良い所なんだって思う。

ちょっとした風景が、いつも持っているイメージと全然違う。だけど、

自分たちが気づいていないだけなのかも。でも、昨日出かけた帰り

に、前沢町有林から見た景色がとても良いと思った。初めて行って

みたんだけど、今度は遊歩道歩いてみようと思っている。

芳夫さん| もっと広い意味では、ラーニングバケーションでやって

いる畑もそうだろう、ということだよね。

由美子さん|身近なもので楽しめたり、人と人が集まりコミュニ

ケーションとったり、やると大変だと思うけど、終わるとニコニコし

て帰れる1日だった、みたいなことありますよね。これから、楽しむと

いうことは、自分たちも頑張らないと、「感動」みたいなものは得ら

れない。自分たちで行動しないとね。

6. 地域のお祭りと財産管理委員会

芳夫さん| 塙では、お日待ちや地蔵講 (じぞっこ) やってるんだけ

ど、人が来ない。地蔵講は、女性だけが集まり飲み食いをし、お日

待ちは、男性が集まって飲み食いをする。昔は、伝統ある地域のお

祭りだった。今もやっているが、役員と次年度の役員2、3名しか来

ない。お金は、財産管理委員会から出ているのかもしれない。

　財産管理委員会とは、昔から塙にいる人の共有の土地、ペン

タックスの土地やJAの土地などを貸していて、そのお金から行事

にお金が出ている。例えば、春日神社は、1450年前後に造られたと

思われる由緒ある神社だが、そこには常駐の神主さんがおらず、真

岡の大前神社の柳田宮司に来てもらっている。芳賀郡市には71、2

の神社があるんだよ、いやもっとかな? その中の一番大きな神社の

大前さんが面倒を見てくれている。年3回のお祭りは、2月28日が祈

年祭、11月13日が例大祭、11月23日が新嘗祭。そのお金は、自治会

からではなく財産管理委員会から出ている。自治会の役員が神社

の役員を兼務しているが、一切お金は出していない。財管のメン

バーは昔の農家の人で、現在会長は、高橋和弘さん。

　当番の人がいて、10人ぐらいずつ回ってくるんだよね。その人が、

財管からお金をもらって行っている。神主さんが来てくれて、自治

会のメンバーが集まって、誰が来ても良いんだけどなかなかね…。

日時は毎年固定で行っていて、23日だけは塙若組で山車を出して

いる。

　あと、塙のお祭りで昔からやっているのは、2月11日に行う薬師

祭。明林寺 (みょうりんじ) の横にある薬師堂も、1400年代の古い

建物で、目を治す神様みたいだね。昔、薬師祭の時は、地域の方が

たくさん集まってきて、甘酒振る舞ったりしてたみたい。

　今でもその名残で、お囃子の人が太鼓叩いて、甘酒など出して

いる。薬師祭は、無病息災のお札を自治会で配布しているが、明

林寺から買っているお札の経費は財管から出している。お日待ちも

地蔵講も1～2月の日曜日に行っていて、今年だったら、上のお日待

ちが1月25日、下は2月15日に行った。農家が一番暇な時期にやっ

たんじゃないかな。

　昔は遊ぶ機会がなかったので、若い人にお酒を振る舞ったり飲

み食いさせた。そうやって地域の繋がりを保っていると聞いた。今

は、回覧板でお知らせが回ってくるが、若い人は出てこなくて、役員

が参加して飲み食いするだけになっている。僕が自治会のことに関

わるようになったのはここ4、5年のことで、昔のことは資料を見てい

ろいろ知った。

　あと、節分祭を地域でやっている。以前は、塙の人は鹿島神社

で行っていたが、平成元年の時に初めて地元の春日神社で行い、

それからずっと続けており、歴史ができていっている。

(増田| 財管があるのは、塙だけですかね?)

　財管は、星の宮にもある。昔からの土地で、メンバーが亡くなり、

子、そして孫と代が変わり、所有権など何処に行っているか分から 記録: 増田興二 (文責) 、土祭事務局

ず、手続きもできなくなってしまった土地を、財産管理委員会という

組織を作り管理している。

7. 地域の歴史とこれからのこと

　昔、ここは新潟の方から人が入ってきて開墾した土地とか聞い
たことがある。

由美子さん| この道路ができる30年くらい前までは、本当に狭い

道路で、コンビニのあたりから100mくらいダーッと柿の木が並木

道のように植えてあった。

芳夫さん| コンビニがある所には、小さな派出所があって、僕らが

塙に来た頃の県道は、車が2台すれ違えるかどうかの狭い道で歩

道もなく、夜も暗かった。高島スタンドさんに地図があるんじゃな

いかな、それが古地図に載ってるかもしれないですね。自分たちは

よそからここに来たから、古くからいる人たちはいろいろ分かると

思うけど…

由美子さん| 土地が高いから、塙になったんだな、とか思うけど。

芳夫さん| この辺は昔、台 (だい) って言ってたんでしょ、東と西に

分かれていて。昔は、国領だったと聞いた。そこの春日神社は、大

前神社より格が上みたいなことが言われていたみたい。大塚さん

なら古文書も見つかるんじゃないかな。僕が分かっているのは、こ

こ5年のデータから分かることだけで、それ以前のことは分からな

い。新しい仕掛けはしてるけどね。

由美子さん| 若い人がラーニングバケーションで塙に来たり、なん

となくここいいよねぇという感じを口コミで伝えてもらって、1人、2人

と移住者を増やせれば。その人たちに、発信してもらうことで効果

が見込めるのでは。そうすれば、人口も少しは…最後はそこだと思

うんですよね。

芳夫さん| 塙では、若組がこれからのキーポイントだろうね。農地

水でも入ってもらっている。若と育成会ってだいたい同じメンバー

なの。祭りの中でも若は子供たちに山車を引く機会を作っている。

ファミリーマートから塙公民館までの区間をね。これからを担うの

は、塙ソフトじゃなくて、若い人になってくるよね。人間のできること

は限られているから、いかに仲間を作って、動かしていくか、じゃな

いかなと思いますよね。
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星野壽男さん

 (増田| この仕事は、益子町に来たときから始めたんですか?)

　私はもともと建築業をやっていた。兄と共同でやっていたが、町

内で兄弟で同じ仕事をしていたのでは仕事の取り合いになってし

まう。で、目を付けたのが桐箱。その辺は女房と一緒になってから

なんです。女房のおじが桐箱製造をやっていた。それを見て始まっ

た。今から37、8年前。

 (増田| 先ほど生え抜きでないと言っていたが、益子町には転入さ

れたんですか?)

　そう、でも4歳の頃。生まれは宇都宮。親父の仕事の都合で益子

へ来た。

 (廣瀬| 奥様のおじ様は桐箱製造をどこでやっていたんですか?)

　町内です。益子保育園の近くで。このおじは結城のほうで桐箪

笥が専門だった。益子へ帰ってきてから桐箪笥の需要がなくなっ

 桐箱製造業を営みながら町議会議員を務める星野壽男 (ほしの

としお) さんに、桐のことや昔からの地域のことについてお話を伺

った。

1. 桐箱製造のこと

　桐の木は、益子で言えば濱田先生、島岡先生。要するに、益子

焼でもトップクラス、人間国宝とかの先生などの箱を作っているん

です。だから良い桐板でないとダメなんです。良い桐板というか目の

詰んでる桐でないとダメなんです。だから地元のものは育ちが良く

て目が粗くて、桐箱には適さないんです。会津の本場から取り寄せ

て作っているんです。でないと人間国宝の作品を入れる桐箱がで

きない。そのために会津の本場から取り寄せて作っているのが現

状。
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て、そこから桐箱屋さんになった。女房のおじと出会ったのがきっ

かけでこの商売が始まった。そこで教えてもらって。

(増田| 会津の方と知り合いになったのは?)

　知り合いというか、業者のつながりかな。

(廣瀬| 会津はどちらの? 産地がある程度詳しく分かれば教えてく

ださい。)

　会津若松市。磐梯山。

(廣瀬| 私が行っている三島町、石垣の石積みワークショップとい

うかあれも奥会津。やっぱり桐の生産が盛んです。赤瓦は須賀川

だし、福島との繋がりがある。)

　会津若松市日新町かな。

(廣瀬| もしかしたら日新館という藩校があったんで、最近名前を

変えたりしているかもしれないですね。)

　ここだね。斎藤桐材店。この方は子供たちの剣道を会津若松市

で教えてた。

2. 塙と星の宮

(増田| 安藤さんの話の中で、塙地区の地元の繋がりの1つに地元

のソフトボール部があって、そのつながりで今日に至る部分もある

し、それがベースとなっていろいろな地域の取り組みがあったりす

るんです、と話をしていました。)

　私が議員になれたのは、野球をやって25年になるので、それが

一番の母体。あとはソフトボールの仲間たちが中心になって選挙

活動してくれて議員にさせてもらった。ソフトボールの仲間たちで、

ラーニングバケーション事業でおもてなしをやらせてもらっている。

私が議員になったからその人たちも巻き込んでやっているという

感じ。

(増田| ソフトボール部を創設された方は佐藤武さん?)

　そうだね。今は斉藤恒夫さん。監督は高橋和弘さん。ラーニング

バケーションの会長。

(増田| 今でも部の活動は続いていますか?)

　はい、町の大会に出て活動しています。総勢15名くらいです。

ラーニングバケーションの方はソフトボール部と、星の宮のソフト

ボールの同じ仲間がいまして、その人たちと一緒にラーニングバ

ケーションをやっている。

 (増田| 塙と星の宮の繋がりというのは?)

　ほとんど交流はなかった。けっこう仲は悪い。

 (増田| その中で塙と星の宮のソフトボールの繋がりはすごいです

ね。)

　ゴルフも一緒にやっているし。それまでは農家の人たちが多少、

交流はあったかもしれないけど、それ以外はなかった。ただ、運動

会とかやっていたときに自治会長なんかは招待を受けるだけで、

全部独自にやっていた。競争しあって。いい意味でも悪い意味でも。

我々の代になってから交流が生まれてきた。

　特に、私が議員になってから、西小学校の学区内で塙、星の宮

の代表で議員になりますよと、ゴルフなんかでも一緒にやろうよと

声をかけて始まった感じ。ここに学校ができたおかげで塙、星の宮

の交流・繋がりがうまくできていった。西小学校ができたってこと

がこの地域にとって、とてもプラスになった。

(増田| 昔からライバル心があった発端には、以前に何かあったん

ですか?)

　水の問題だと思う。昔は農家が中心だった。そうすると星の宮が

上流、塙が下流。田植えのときなんか水の取り合いで、昔は命まで

かけてケンカしたみたいだよね。

(廣瀬| 不思議ですよね。台地の上に窪があって、ずっと長くこの

水を使って、よくこの上で田んぼができるなって。)

　今は芳賀の用水路のため池ができたからまだいい。今年は水不

足だから普通だったら水の取り合い。小貝川が枯れ上がってしま

う。何年か前に芳賀の用水路のため池ができる前だと思うんだけ

ど、その時は水不足で川の水がなくなった。魚も浮いていた。

 (廣瀬| さっきもここ来るときに、この堰は異常な水の貯め方をし

ているな、というところがあった。溢れそうなくらい水を貯めてい

た。)

　その辺は、下流の農家の人に話を聞くと分かるかもしれない。

3. 道のこと

(増田| 昔は、大農家はけっこういたんですか?)

　この本通りはそうだね。西谷街道のところが新興住宅地。タツ街

道かもしれない。

(廣瀬| タツ街道のタツはどんな字だと思いますか?)

　竜だっけ?

(廣瀬| いろいろな説があってどっちもあるみたいです。竜の人もい

るし立の人もいるし。)

　処理場を過ぎて南下して、モーテルを過ぎて弁天池の方、西谷

食堂に出るところ。ペンタックスの西も間違いなくタツ街道。いちご

団地に抜ける。タツ街道を中心に新興住宅地ができた感じ。

 (廣瀬| 農家の人はこっちを使いながら裕福になっていったんで

すか? というのは長屋門が多くて、大きな家がたくさんある。)

　財産管理委員会という話は?

 (増田| 安藤さんからチラッと聞いた。)

　財管の人たちが昔からの生え抜きです。その辺の人に話を聞け

ば昔のことは分かる。大塚久一郎さんに聞けば私らの何十倍と

知っている。高橋和弘さんも財管だから。今年会長だと思ったな。

その2人に聞けばあらかた分かると思う。私のは聞いた話だから。

私はここに住んで35年くらいだから。前は城内だったから。つかも

との社宅に住んでいて城内に家を建てた。

 (増田| 道路の話で安藤さんから聞いたときに、今の県道、30～40

年前は車が行き違うのがやっとだったと聞いた。道沿いに柿の木

がたくさん植わっていてキレイだったと聞いた。)

　ここ (東西に抜ける道路) は清水街道って言っていた。真岡の清

水に抜ける道だったから。294号線は役場を建てるときに拡張した

のかな? 塙栗崎線と繋がった。バイパスが先だから。ここは西小が

できるときに広げた感じ。

　大雨の洪水の話は聞いている? ここから見たときに湖みたい。う

ちの弟が安藤さん家の下に住んでいるんですよ。安藤さん家まで

水が押し寄せてきた。で、ここの道路が流された。

 (増田| 妙林寺の周辺とか踏査しているときも、囲むように昔の道

が残っていたり、釡平寿司の脇の南北に伸びている道が残ってた

り、塙はそういう道が多いですね。)

　昔の農道だろ? 山と畑の境あたりを通っているような感じだね。

畑仕事に行くための道路。ただ、今は全然使っていない。

4. 学校と地域の開発

(増田| ペンタックスの池は別の地図で見ると塙池、もっと古い地

図で見ると笹良池とある。何か違うのか?)

　分からない。西小のところにも池があったらしい。西小を作ると

きに埋めたみたい。

(廣瀬| 西小はこの土地の共有財産だったりするんですか?)

　あるような話は聞いている。その中に池もあったんだよね。

 (廣瀬| 西小ができたのはいつくらいですか?)

　35年くらい前かな?

 (廣瀬| さっきの会津とか飛騨とかの方だと昔、学校を建てるとき

は山をみんな持っていて土地と木材を供出して、なんて話はあるが、

ここは比較的最近なのにおもしろい話。人の関係も深くて。私が

言ったのは昔の古い木造校舎の例なんですけど。)

　西小は学校としては町内で一番歴史が浅い。バブル絶頂のとき

に芳賀町や宇都宮や日産関係の人が移り住んだ。家を建てるの

に規制がなかった。どこでも家が建てられる。でも真岡の西田井は

ダメだった。真岡は下水道も完備してあったから土地代もこの辺と

比べるとはるかに高かったのかな。ここらは安いから一気に人が増

えた。学校に通うのもこの辺からじゃ大変だということで。

　星の宮分校の話は聞いた? 今の星の宮公民館。あそこは分校

だった。星の宮地区は大変だということで、小学校4年生までは星

の宮分校で。5年生になると自転車で益子小学校へ行くわけだ。そ

れがこの辺は西谷地区あたりは家がたくさん建って、本校が入り

きれなくなって、西小ができた。最初の予定では、塙・星の宮・東田

井地区を西小へ入れようと建てた。だから星の宮と東田井の真ん

中で塙に建てた。ところが東田井の人たちは、東田井は中学校は

田野中、小学校は一緒で中学校は田野中に行くという方向性だっ

た。それでは子供たちがかわいそうだということで、これは校舎を

建ててから東田井は来ないことになった。だから本来なら塙と星

の宮だけならアプローズあたりに建てた方がよかった。ところがそ

んな問題が出てきた。

(増田| 地図で見ていると塙と星の宮の境目がくっきりない。飛び

地になっていたり、入り組んでいたり、明確な境界がない。もちろん

一帯を塙というので仕方ないんですけど、行政区としての塙と星の

宮の境目が難しくて。)

　伏見動物病院あたりが境らしい。だけど先代が星の宮だったと

か、星の宮から塙に分家したり、旦那さんが星の宮から来たりする

と星の宮になったりした。個人的なもので「うちはこっちの付き合い

するから」というようなこともある。なかなか「ここが境界」ってとこ

はない。

 (廣瀬| どこから移ってきたんでしょうね。新田開発っぽいのかな? 

埼玉にこんな構造で細長く土地を持って、似たようなところがある。

武蔵野の新田開発みたいにも見える。街道があって街道に面して

家があって山があって田んぼがあって、昔は細長く地割りされてい

たのかな?)

　私らの記憶では、子供の頃はこの辺は家はなかった。農家は

点 と々しかなかった。よくあんなとこに住んでいるなとか、畑の中と

か山の中とか。薄羽卵屋さんだって昔は外れの方だった。今は「何

であんなところで鶏なんか飼って」と言われるかもしれないけど。

5. 桐の性質

(廣瀬| 桐のことで確認させてもらっていいですか? 桐の長所は軽

いとか火に強いとか?)

　それはみんな勘違い。火に強いわけではない。水をすぐに吸収し

てしまう。硬い木はすぐに吸収しないでしょう。桐は柔らかいために

水をすぐ吸収する。要は火事のときに水をかけるでしょ、その時に

水を吸収するので燃えにくいんです。逆に桐なんか乾燥したやつ

だとすぐ燃えてしまう。

(廣瀬| 器をしまうのに桐箱という理由は何ですか?)

　割れにくい。この前の震災のときむき出しになっていたやつは、

ほとんど割れたらしい。でも桐箱に入っていたやつは、残ったらし

い。衝撃を吸収する。一番は焼き物に対しては、箱書きで、これは

言っていいかわからないけど、証明のための桐箱という意味もある。

何でもそうだけど、箱書きがないと価値がない、みたいな。価値感

を出すためにも桐箱に入れて、箱書きして残す。

 (廣瀬| 墨を吸うからですか? 他の木でも書けば書けるかなと。も

しかしたら表面に墨が乗っているというか。)

　分かんないけど、作家の人たちのこだわりかな。

(廣瀬| 上質なものは桐箱、みたいな。)

　杉箱とかそういうものよりは桐箱。

(廣瀬| 町の桐が成長が良くて目が粗い、上質なものには使わな

いということで、他の人たちは何のために桐を育てているのです

か?)

　あれは桐箪笥。桐箪笥はガワは桐なら何でもいい。正面だけが

薄くして、会津とか目の詰んだやつを張るんです。だから下地だね。

下地のための桐。桐箪笥用の。昔は娘ができたら、要は嫁入り道

具として桐箪笥を持たせるためにこの辺の人は植えたらしい。だか

ら20年くらいで一人前になる。だけど会津とかそういうところは40

年～50年。それだけ育ちが遅い。

　桐箪笥は材質的にはそれほどこだわらない。本当の正面の部分

だけだから。こだわりさえなければ性能としては問題ない。ただ焼

き物を入れる桐箱だけはそうは行かないから。私のところにも「家

にいい桐の木があるから切って使って」という人がいるけど、1年で

2cmから3cm育ってしまうと、うちではとても使えない。



 (増田| この仕事は、益子町に来たときから始めたんですか?)

　私はもともと建築業をやっていた。兄と共同でやっていたが、町

内で兄弟で同じ仕事をしていたのでは仕事の取り合いになってし

まう。で、目を付けたのが桐箱。その辺は女房と一緒になってから

なんです。女房のおじが桐箱製造をやっていた。それを見て始まっ

た。今から37、8年前。

 (増田| 先ほど生え抜きでないと言っていたが、益子町には転入さ

れたんですか?)

　そう、でも4歳の頃。生まれは宇都宮。親父の仕事の都合で益子

へ来た。

 (廣瀬| 奥様のおじ様は桐箱製造をどこでやっていたんですか?)

　町内です。益子保育園の近くで。このおじは結城のほうで桐箪

笥が専門だった。益子へ帰ってきてから桐箪笥の需要がなくなっ

 桐箱製造業を営みながら町議会議員を務める星野壽男 (ほしの

としお) さんに、桐のことや昔からの地域のことについてお話を伺

った。

1. 桐箱製造のこと

　桐の木は、益子で言えば濱田先生、島岡先生。要するに、益子

焼でもトップクラス、人間国宝とかの先生などの箱を作っているん

です。だから良い桐板でないとダメなんです。良い桐板というか目の

詰んでる桐でないとダメなんです。だから地元のものは育ちが良く

て目が粗くて、桐箱には適さないんです。会津の本場から取り寄せ

て作っているんです。でないと人間国宝の作品を入れる桐箱がで

きない。そのために会津の本場から取り寄せて作っているのが現

状。

て、そこから桐箱屋さんになった。女房のおじと出会ったのがきっ

かけでこの商売が始まった。そこで教えてもらって。

(増田| 会津の方と知り合いになったのは?)

　知り合いというか、業者のつながりかな。

(廣瀬| 会津はどちらの? 産地がある程度詳しく分かれば教えてく

ださい。)

　会津若松市。磐梯山。

(廣瀬| 私が行っている三島町、石垣の石積みワークショップとい

うかあれも奥会津。やっぱり桐の生産が盛んです。赤瓦は須賀川

だし、福島との繋がりがある。)

　会津若松市日新町かな。

(廣瀬| もしかしたら日新館という藩校があったんで、最近名前を

変えたりしているかもしれないですね。)

　ここだね。斎藤桐材店。この方は子供たちの剣道を会津若松市

で教えてた。

2. 塙と星の宮

(増田| 安藤さんの話の中で、塙地区の地元の繋がりの1つに地元

のソフトボール部があって、そのつながりで今日に至る部分もある

し、それがベースとなっていろいろな地域の取り組みがあったりす

るんです、と話をしていました。)

　私が議員になれたのは、野球をやって25年になるので、それが

一番の母体。あとはソフトボールの仲間たちが中心になって選挙

活動してくれて議員にさせてもらった。ソフトボールの仲間たちで、

ラーニングバケーション事業でおもてなしをやらせてもらっている。

私が議員になったからその人たちも巻き込んでやっているという

感じ。

(増田| ソフトボール部を創設された方は佐藤武さん?)

　そうだね。今は斉藤恒夫さん。監督は高橋和弘さん。ラーニング

バケーションの会長。

(増田| 今でも部の活動は続いていますか?)

　はい、町の大会に出て活動しています。総勢15名くらいです。

ラーニングバケーションの方はソフトボール部と、星の宮のソフト

ボールの同じ仲間がいまして、その人たちと一緒にラーニングバ

ケーションをやっている。

 (増田| 塙と星の宮の繋がりというのは?)

　ほとんど交流はなかった。けっこう仲は悪い。

 (増田| その中で塙と星の宮のソフトボールの繋がりはすごいです

ね。)

　ゴルフも一緒にやっているし。それまでは農家の人たちが多少、

交流はあったかもしれないけど、それ以外はなかった。ただ、運動

会とかやっていたときに自治会長なんかは招待を受けるだけで、

全部独自にやっていた。競争しあって。いい意味でも悪い意味でも。

我々の代になってから交流が生まれてきた。

　特に、私が議員になってから、西小学校の学区内で塙、星の宮

の代表で議員になりますよと、ゴルフなんかでも一緒にやろうよと

声をかけて始まった感じ。ここに学校ができたおかげで塙、星の宮

の交流・繋がりがうまくできていった。西小学校ができたってこと

がこの地域にとって、とてもプラスになった。

(増田| 昔からライバル心があった発端には、以前に何かあったん

ですか?)

　水の問題だと思う。昔は農家が中心だった。そうすると星の宮が

上流、塙が下流。田植えのときなんか水の取り合いで、昔は命まで

かけてケンカしたみたいだよね。

(廣瀬| 不思議ですよね。台地の上に窪があって、ずっと長くこの

水を使って、よくこの上で田んぼができるなって。)

　今は芳賀の用水路のため池ができたからまだいい。今年は水不

足だから普通だったら水の取り合い。小貝川が枯れ上がってしま

う。何年か前に芳賀の用水路のため池ができる前だと思うんだけ

ど、その時は水不足で川の水がなくなった。魚も浮いていた。

 (廣瀬| さっきもここ来るときに、この堰は異常な水の貯め方をし

ているな、というところがあった。溢れそうなくらい水を貯めてい

た。)

　その辺は、下流の農家の人に話を聞くと分かるかもしれない。

3. 道のこと

(増田| 昔は、大農家はけっこういたんですか?)

　この本通りはそうだね。西谷街道のところが新興住宅地。タツ街

道かもしれない。

(廣瀬| タツ街道のタツはどんな字だと思いますか?)

　竜だっけ?

(廣瀬| いろいろな説があってどっちもあるみたいです。竜の人もい

るし立の人もいるし。)

　処理場を過ぎて南下して、モーテルを過ぎて弁天池の方、西谷

食堂に出るところ。ペンタックスの西も間違いなくタツ街道。いちご

団地に抜ける。タツ街道を中心に新興住宅地ができた感じ。

 (廣瀬| 農家の人はこっちを使いながら裕福になっていったんで

すか? というのは長屋門が多くて、大きな家がたくさんある。)

　財産管理委員会という話は?

 (増田| 安藤さんからチラッと聞いた。)

　財管の人たちが昔からの生え抜きです。その辺の人に話を聞け

ば昔のことは分かる。大塚久一郎さんに聞けば私らの何十倍と

知っている。高橋和弘さんも財管だから。今年会長だと思ったな。

その2人に聞けばあらかた分かると思う。私のは聞いた話だから。

私はここに住んで35年くらいだから。前は城内だったから。つかも

との社宅に住んでいて城内に家を建てた。

 (増田| 道路の話で安藤さんから聞いたときに、今の県道、30～40

年前は車が行き違うのがやっとだったと聞いた。道沿いに柿の木

がたくさん植わっていてキレイだったと聞いた。)

　ここ (東西に抜ける道路) は清水街道って言っていた。真岡の清

水に抜ける道だったから。294号線は役場を建てるときに拡張した

のかな? 塙栗崎線と繋がった。バイパスが先だから。ここは西小が

できるときに広げた感じ。

　大雨の洪水の話は聞いている? ここから見たときに湖みたい。う

ちの弟が安藤さん家の下に住んでいるんですよ。安藤さん家まで

水が押し寄せてきた。で、ここの道路が流された。

 (増田| 妙林寺の周辺とか踏査しているときも、囲むように昔の道

が残っていたり、釡平寿司の脇の南北に伸びている道が残ってた

り、塙はそういう道が多いですね。)

　昔の農道だろ? 山と畑の境あたりを通っているような感じだね。

畑仕事に行くための道路。ただ、今は全然使っていない。

4. 学校と地域の開発

(増田| ペンタックスの池は別の地図で見ると塙池、もっと古い地

図で見ると笹良池とある。何か違うのか?)

　分からない。西小のところにも池があったらしい。西小を作ると

きに埋めたみたい。

(廣瀬| 西小はこの土地の共有財産だったりするんですか?)

　あるような話は聞いている。その中に池もあったんだよね。

 (廣瀬| 西小ができたのはいつくらいですか?)

　35年くらい前かな?

 (廣瀬| さっきの会津とか飛騨とかの方だと昔、学校を建てるとき

は山をみんな持っていて土地と木材を供出して、なんて話はあるが、

ここは比較的最近なのにおもしろい話。人の関係も深くて。私が

言ったのは昔の古い木造校舎の例なんですけど。)

　西小は学校としては町内で一番歴史が浅い。バブル絶頂のとき

に芳賀町や宇都宮や日産関係の人が移り住んだ。家を建てるの

に規制がなかった。どこでも家が建てられる。でも真岡の西田井は

ダメだった。真岡は下水道も完備してあったから土地代もこの辺と

比べるとはるかに高かったのかな。ここらは安いから一気に人が増

えた。学校に通うのもこの辺からじゃ大変だということで。

　星の宮分校の話は聞いた? 今の星の宮公民館。あそこは分校

だった。星の宮地区は大変だということで、小学校4年生までは星

の宮分校で。5年生になると自転車で益子小学校へ行くわけだ。そ

れがこの辺は西谷地区あたりは家がたくさん建って、本校が入り

きれなくなって、西小ができた。最初の予定では、塙・星の宮・東田

井地区を西小へ入れようと建てた。だから星の宮と東田井の真ん

中で塙に建てた。ところが東田井の人たちは、東田井は中学校は

田野中、小学校は一緒で中学校は田野中に行くという方向性だっ

た。それでは子供たちがかわいそうだということで、これは校舎を

建ててから東田井は来ないことになった。だから本来なら塙と星

の宮だけならアプローズあたりに建てた方がよかった。ところがそ

んな問題が出てきた。

(増田| 地図で見ていると塙と星の宮の境目がくっきりない。飛び

地になっていたり、入り組んでいたり、明確な境界がない。もちろん

一帯を塙というので仕方ないんですけど、行政区としての塙と星の

宮の境目が難しくて。)

　伏見動物病院あたりが境らしい。だけど先代が星の宮だったと

か、星の宮から塙に分家したり、旦那さんが星の宮から来たりする

と星の宮になったりした。個人的なもので「うちはこっちの付き合い

するから」というようなこともある。なかなか「ここが境界」ってとこ

はない。

 (廣瀬| どこから移ってきたんでしょうね。新田開発っぽいのかな? 

埼玉にこんな構造で細長く土地を持って、似たようなところがある。

武蔵野の新田開発みたいにも見える。街道があって街道に面して

家があって山があって田んぼがあって、昔は細長く地割りされてい

たのかな?)

　私らの記憶では、子供の頃はこの辺は家はなかった。農家は

点 と々しかなかった。よくあんなとこに住んでいるなとか、畑の中と

か山の中とか。薄羽卵屋さんだって昔は外れの方だった。今は「何

であんなところで鶏なんか飼って」と言われるかもしれないけど。

5. 桐の性質

(廣瀬| 桐のことで確認させてもらっていいですか? 桐の長所は軽

いとか火に強いとか?)

　それはみんな勘違い。火に強いわけではない。水をすぐに吸収し

てしまう。硬い木はすぐに吸収しないでしょう。桐は柔らかいために

水をすぐ吸収する。要は火事のときに水をかけるでしょ、その時に

水を吸収するので燃えにくいんです。逆に桐なんか乾燥したやつ

だとすぐ燃えてしまう。

(廣瀬| 器をしまうのに桐箱という理由は何ですか?)

　割れにくい。この前の震災のときむき出しになっていたやつは、

ほとんど割れたらしい。でも桐箱に入っていたやつは、残ったらし

い。衝撃を吸収する。一番は焼き物に対しては、箱書きで、これは

言っていいかわからないけど、証明のための桐箱という意味もある。

何でもそうだけど、箱書きがないと価値がない、みたいな。価値感

を出すためにも桐箱に入れて、箱書きして残す。

 (廣瀬| 墨を吸うからですか? 他の木でも書けば書けるかなと。も

しかしたら表面に墨が乗っているというか。)

　分かんないけど、作家の人たちのこだわりかな。

(廣瀬| 上質なものは桐箱、みたいな。)

　杉箱とかそういうものよりは桐箱。

(廣瀬| 町の桐が成長が良くて目が粗い、上質なものには使わな

いということで、他の人たちは何のために桐を育てているのです

か?)

　あれは桐箪笥。桐箪笥はガワは桐なら何でもいい。正面だけが

薄くして、会津とか目の詰んだやつを張るんです。だから下地だね。

下地のための桐。桐箪笥用の。昔は娘ができたら、要は嫁入り道

具として桐箪笥を持たせるためにこの辺の人は植えたらしい。だか

ら20年くらいで一人前になる。だけど会津とかそういうところは40

年～50年。それだけ育ちが遅い。

　桐箪笥は材質的にはそれほどこだわらない。本当の正面の部分

だけだから。こだわりさえなければ性能としては問題ない。ただ焼

き物を入れる桐箱だけはそうは行かないから。私のところにも「家

にいい桐の木があるから切って使って」という人がいるけど、1年で

2cmから3cm育ってしまうと、うちではとても使えない。
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声をかけて始まった感じ。ここに学校ができたおかげで塙、星の宮

の交流・繋がりがうまくできていった。西小学校ができたってこと

がこの地域にとって、とてもプラスになった。

(増田| 昔からライバル心があった発端には、以前に何かあったん

ですか?)

　水の問題だと思う。昔は農家が中心だった。そうすると星の宮が

上流、塙が下流。田植えのときなんか水の取り合いで、昔は命まで

かけてケンカしたみたいだよね。

(廣瀬| 不思議ですよね。台地の上に窪があって、ずっと長くこの

水を使って、よくこの上で田んぼができるなって。)

　今は芳賀の用水路のため池ができたからまだいい。今年は水不

足だから普通だったら水の取り合い。小貝川が枯れ上がってしま

う。何年か前に芳賀の用水路のため池ができる前だと思うんだけ

ど、その時は水不足で川の水がなくなった。魚も浮いていた。

 (廣瀬| さっきもここ来るときに、この堰は異常な水の貯め方をし

ているな、というところがあった。溢れそうなくらい水を貯めてい

た。)

　その辺は、下流の農家の人に話を聞くと分かるかもしれない。

3. 道のこと

(増田| 昔は、大農家はけっこういたんですか?)

　この本通りはそうだね。西谷街道のところが新興住宅地。タツ街

道かもしれない。

(廣瀬| タツ街道のタツはどんな字だと思いますか?)

　竜だっけ?

(廣瀬| いろいろな説があってどっちもあるみたいです。竜の人もい

るし立の人もいるし。)

　処理場を過ぎて南下して、モーテルを過ぎて弁天池の方、西谷

食堂に出るところ。ペンタックスの西も間違いなくタツ街道。いちご

団地に抜ける。タツ街道を中心に新興住宅地ができた感じ。

 (廣瀬| 農家の人はこっちを使いながら裕福になっていったんで

すか? というのは長屋門が多くて、大きな家がたくさんある。)

　財産管理委員会という話は?

 (増田| 安藤さんからチラッと聞いた。)

　財管の人たちが昔からの生え抜きです。その辺の人に話を聞け

ば昔のことは分かる。大塚久一郎さんに聞けば私らの何十倍と

知っている。高橋和弘さんも財管だから。今年会長だと思ったな。

その2人に聞けばあらかた分かると思う。私のは聞いた話だから。

私はここに住んで35年くらいだから。前は城内だったから。つかも

との社宅に住んでいて城内に家を建てた。

 (増田| 道路の話で安藤さんから聞いたときに、今の県道、30～40

年前は車が行き違うのがやっとだったと聞いた。道沿いに柿の木

がたくさん植わっていてキレイだったと聞いた。)

　ここ (東西に抜ける道路) は清水街道って言っていた。真岡の清

水に抜ける道だったから。294号線は役場を建てるときに拡張した

のかな? 塙栗崎線と繋がった。バイパスが先だから。ここは西小が

できるときに広げた感じ。

　大雨の洪水の話は聞いている? ここから見たときに湖みたい。う

ちの弟が安藤さん家の下に住んでいるんですよ。安藤さん家まで

水が押し寄せてきた。で、ここの道路が流された。

 (増田| 妙林寺の周辺とか踏査しているときも、囲むように昔の道

が残っていたり、釡平寿司の脇の南北に伸びている道が残ってた

り、塙はそういう道が多いですね。)

　昔の農道だろ? 山と畑の境あたりを通っているような感じだね。

畑仕事に行くための道路。ただ、今は全然使っていない。

4. 学校と地域の開発

(増田| ペンタックスの池は別の地図で見ると塙池、もっと古い地

図で見ると笹良池とある。何か違うのか?)

　分からない。西小のところにも池があったらしい。西小を作ると

きに埋めたみたい。

(廣瀬| 西小はこの土地の共有財産だったりするんですか?)

　あるような話は聞いている。その中に池もあったんだよね。

 (廣瀬| 西小ができたのはいつくらいですか?)

　35年くらい前かな?

 (廣瀬| さっきの会津とか飛騨とかの方だと昔、学校を建てるとき

は山をみんな持っていて土地と木材を供出して、なんて話はあるが、

ここは比較的最近なのにおもしろい話。人の関係も深くて。私が

言ったのは昔の古い木造校舎の例なんですけど。)

　西小は学校としては町内で一番歴史が浅い。バブル絶頂のとき

に芳賀町や宇都宮や日産関係の人が移り住んだ。家を建てるの

に規制がなかった。どこでも家が建てられる。でも真岡の西田井は

ダメだった。真岡は下水道も完備してあったから土地代もこの辺と

比べるとはるかに高かったのかな。ここらは安いから一気に人が増

えた。学校に通うのもこの辺からじゃ大変だということで。

　星の宮分校の話は聞いた? 今の星の宮公民館。あそこは分校

だった。星の宮地区は大変だということで、小学校4年生までは星

の宮分校で。5年生になると自転車で益子小学校へ行くわけだ。そ

れがこの辺は西谷地区あたりは家がたくさん建って、本校が入り

きれなくなって、西小ができた。最初の予定では、塙・星の宮・東田

井地区を西小へ入れようと建てた。だから星の宮と東田井の真ん

中で塙に建てた。ところが東田井の人たちは、東田井は中学校は

田野中、小学校は一緒で中学校は田野中に行くという方向性だっ

た。それでは子供たちがかわいそうだということで、これは校舎を

建ててから東田井は来ないことになった。だから本来なら塙と星

の宮だけならアプローズあたりに建てた方がよかった。ところがそ

んな問題が出てきた。

(増田| 地図で見ていると塙と星の宮の境目がくっきりない。飛び

地になっていたり、入り組んでいたり、明確な境界がない。もちろん

一帯を塙というので仕方ないんですけど、行政区としての塙と星の

宮の境目が難しくて。)

　伏見動物病院あたりが境らしい。だけど先代が星の宮だったと

か、星の宮から塙に分家したり、旦那さんが星の宮から来たりする

と星の宮になったりした。個人的なもので「うちはこっちの付き合い

するから」というようなこともある。なかなか「ここが境界」ってとこ

はない。

 (廣瀬| どこから移ってきたんでしょうね。新田開発っぽいのかな? 

埼玉にこんな構造で細長く土地を持って、似たようなところがある。

武蔵野の新田開発みたいにも見える。街道があって街道に面して

家があって山があって田んぼがあって、昔は細長く地割りされてい

たのかな?)

　私らの記憶では、子供の頃はこの辺は家はなかった。農家は

点 と々しかなかった。よくあんなとこに住んでいるなとか、畑の中と

か山の中とか。薄羽卵屋さんだって昔は外れの方だった。今は「何

であんなところで鶏なんか飼って」と言われるかもしれないけど。

5. 桐の性質

(廣瀬| 桐のことで確認させてもらっていいですか? 桐の長所は軽

いとか火に強いとか?)

　それはみんな勘違い。火に強いわけではない。水をすぐに吸収し

てしまう。硬い木はすぐに吸収しないでしょう。桐は柔らかいために

水をすぐ吸収する。要は火事のときに水をかけるでしょ、その時に

水を吸収するので燃えにくいんです。逆に桐なんか乾燥したやつ

だとすぐ燃えてしまう。

(廣瀬| 器をしまうのに桐箱という理由は何ですか?)

　割れにくい。この前の震災のときむき出しになっていたやつは、

ほとんど割れたらしい。でも桐箱に入っていたやつは、残ったらし

い。衝撃を吸収する。一番は焼き物に対しては、箱書きで、これは

言っていいかわからないけど、証明のための桐箱という意味もある。

何でもそうだけど、箱書きがないと価値がない、みたいな。価値感

を出すためにも桐箱に入れて、箱書きして残す。

 (廣瀬| 墨を吸うからですか? 他の木でも書けば書けるかなと。も

しかしたら表面に墨が乗っているというか。)

　分かんないけど、作家の人たちのこだわりかな。

(廣瀬| 上質なものは桐箱、みたいな。)

　杉箱とかそういうものよりは桐箱。

(廣瀬| 町の桐が成長が良くて目が粗い、上質なものには使わな

いということで、他の人たちは何のために桐を育てているのです

か?)

　あれは桐箪笥。桐箪笥はガワは桐なら何でもいい。正面だけが

薄くして、会津とか目の詰んだやつを張るんです。だから下地だね。

下地のための桐。桐箪笥用の。昔は娘ができたら、要は嫁入り道

具として桐箪笥を持たせるためにこの辺の人は植えたらしい。だか

ら20年くらいで一人前になる。だけど会津とかそういうところは40

年～50年。それだけ育ちが遅い。

　桐箪笥は材質的にはそれほどこだわらない。本当の正面の部分

だけだから。こだわりさえなければ性能としては問題ない。ただ焼

き物を入れる桐箱だけはそうは行かないから。私のところにも「家

にいい桐の木があるから切って使って」という人がいるけど、1年で

2cmから3cm育ってしまうと、うちではとても使えない。
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 (増田| この仕事は、益子町に来たときから始めたんですか?)

　私はもともと建築業をやっていた。兄と共同でやっていたが、町

内で兄弟で同じ仕事をしていたのでは仕事の取り合いになってし

まう。で、目を付けたのが桐箱。その辺は女房と一緒になってから

なんです。女房のおじが桐箱製造をやっていた。それを見て始まっ

た。今から37、8年前。

 (増田| 先ほど生え抜きでないと言っていたが、益子町には転入さ

れたんですか?)

　そう、でも4歳の頃。生まれは宇都宮。親父の仕事の都合で益子

へ来た。
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 桐箱製造業を営みながら町議会議員を務める星野壽男 (ほしの

としお) さんに、桐のことや昔からの地域のことについてお話を伺
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　私が議員になれたのは、野球をやって25年になるので、それが
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感じ。

(増田| ソフトボール部を創設された方は佐藤武さん?)

　そうだね。今は斉藤恒夫さん。監督は高橋和弘さん。ラーニング

バケーションの会長。
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　はい、町の大会に出て活動しています。総勢15名くらいです。
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 (増田| 塙と星の宮の繋がりというのは?)
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会とかやっていたときに自治会長なんかは招待を受けるだけで、

全部独自にやっていた。競争しあって。いい意味でも悪い意味でも。

我々の代になってから交流が生まれてきた。

　特に、私が議員になってから、西小学校の学区内で塙、星の宮

の代表で議員になりますよと、ゴルフなんかでも一緒にやろうよと

声をかけて始まった感じ。ここに学校ができたおかげで塙、星の宮

の交流・繋がりがうまくできていった。西小学校ができたってこと

がこの地域にとって、とてもプラスになった。

(増田| 昔からライバル心があった発端には、以前に何かあったん

ですか?)

　水の問題だと思う。昔は農家が中心だった。そうすると星の宮が

上流、塙が下流。田植えのときなんか水の取り合いで、昔は命まで

かけてケンカしたみたいだよね。

(廣瀬| 不思議ですよね。台地の上に窪があって、ずっと長くこの

水を使って、よくこの上で田んぼができるなって。)

　今は芳賀の用水路のため池ができたからまだいい。今年は水不

足だから普通だったら水の取り合い。小貝川が枯れ上がってしま

う。何年か前に芳賀の用水路のため池ができる前だと思うんだけ

ど、その時は水不足で川の水がなくなった。魚も浮いていた。

 (廣瀬| さっきもここ来るときに、この堰は異常な水の貯め方をし

ているな、というところがあった。溢れそうなくらい水を貯めてい

た。)

　その辺は、下流の農家の人に話を聞くと分かるかもしれない。

3. 道のこと

(増田| 昔は、大農家はけっこういたんですか?)
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　竜だっけ?

(廣瀬| いろいろな説があってどっちもあるみたいです。竜の人もい

るし立の人もいるし。)

　処理場を過ぎて南下して、モーテルを過ぎて弁天池の方、西谷

食堂に出るところ。ペンタックスの西も間違いなくタツ街道。いちご

団地に抜ける。タツ街道を中心に新興住宅地ができた感じ。

 (廣瀬| 農家の人はこっちを使いながら裕福になっていったんで
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ば昔のことは分かる。大塚久一郎さんに聞けば私らの何十倍と

知っている。高橋和弘さんも財管だから。今年会長だと思ったな。

その2人に聞けばあらかた分かると思う。私のは聞いた話だから。

私はここに住んで35年くらいだから。前は城内だったから。つかも

との社宅に住んでいて城内に家を建てた。

 (増田| 道路の話で安藤さんから聞いたときに、今の県道、30～40

年前は車が行き違うのがやっとだったと聞いた。道沿いに柿の木

がたくさん植わっていてキレイだったと聞いた。)

　ここ (東西に抜ける道路) は清水街道って言っていた。真岡の清

水に抜ける道だったから。294号線は役場を建てるときに拡張した

のかな? 塙栗崎線と繋がった。バイパスが先だから。ここは西小が

できるときに広げた感じ。

　大雨の洪水の話は聞いている? ここから見たときに湖みたい。う

ちの弟が安藤さん家の下に住んでいるんですよ。安藤さん家まで

水が押し寄せてきた。で、ここの道路が流された。

 (増田| 妙林寺の周辺とか踏査しているときも、囲むように昔の道

が残っていたり、釡平寿司の脇の南北に伸びている道が残ってた

り、塙はそういう道が多いですね。)

　昔の農道だろ? 山と畑の境あたりを通っているような感じだね。

畑仕事に行くための道路。ただ、今は全然使っていない。

4. 学校と地域の開発

(増田| ペンタックスの池は別の地図で見ると塙池、もっと古い地

図で見ると笹良池とある。何か違うのか?)

　分からない。西小のところにも池があったらしい。西小を作ると

きに埋めたみたい。

(廣瀬| 西小はこの土地の共有財産だったりするんですか?)

　あるような話は聞いている。その中に池もあったんだよね。

 (廣瀬| 西小ができたのはいつくらいですか?)

　35年くらい前かな?

 (廣瀬| さっきの会津とか飛騨とかの方だと昔、学校を建てるとき

は山をみんな持っていて土地と木材を供出して、なんて話はあるが、

ここは比較的最近なのにおもしろい話。人の関係も深くて。私が

言ったのは昔の古い木造校舎の例なんですけど。)

　西小は学校としては町内で一番歴史が浅い。バブル絶頂のとき

に芳賀町や宇都宮や日産関係の人が移り住んだ。家を建てるの

に規制がなかった。どこでも家が建てられる。でも真岡の西田井は

ダメだった。真岡は下水道も完備してあったから土地代もこの辺と

比べるとはるかに高かったのかな。ここらは安いから一気に人が増

えた。学校に通うのもこの辺からじゃ大変だということで。

　星の宮分校の話は聞いた? 今の星の宮公民館。あそこは分校

だった。星の宮地区は大変だということで、小学校4年生までは星

の宮分校で。5年生になると自転車で益子小学校へ行くわけだ。そ

れがこの辺は西谷地区あたりは家がたくさん建って、本校が入り

きれなくなって、西小ができた。最初の予定では、塙・星の宮・東田

井地区を西小へ入れようと建てた。だから星の宮と東田井の真ん

中で塙に建てた。ところが東田井の人たちは、東田井は中学校は

田野中、小学校は一緒で中学校は田野中に行くという方向性だっ

た。それでは子供たちがかわいそうだということで、これは校舎を

建ててから東田井は来ないことになった。だから本来なら塙と星

の宮だけならアプローズあたりに建てた方がよかった。ところがそ

んな問題が出てきた。

(増田| 地図で見ていると塙と星の宮の境目がくっきりない。飛び

地になっていたり、入り組んでいたり、明確な境界がない。もちろん

一帯を塙というので仕方ないんですけど、行政区としての塙と星の

宮の境目が難しくて。)

　伏見動物病院あたりが境らしい。だけど先代が星の宮だったと

か、星の宮から塙に分家したり、旦那さんが星の宮から来たりする

と星の宮になったりした。個人的なもので「うちはこっちの付き合い

するから」というようなこともある。なかなか「ここが境界」ってとこ

はない。

 (廣瀬| どこから移ってきたんでしょうね。新田開発っぽいのかな? 

埼玉にこんな構造で細長く土地を持って、似たようなところがある。

武蔵野の新田開発みたいにも見える。街道があって街道に面して

家があって山があって田んぼがあって、昔は細長く地割りされてい

たのかな?)

　私らの記憶では、子供の頃はこの辺は家はなかった。農家は

点 と々しかなかった。よくあんなとこに住んでいるなとか、畑の中と

か山の中とか。薄羽卵屋さんだって昔は外れの方だった。今は「何

であんなところで鶏なんか飼って」と言われるかもしれないけど。

5. 桐の性質

(廣瀬| 桐のことで確認させてもらっていいですか? 桐の長所は軽

いとか火に強いとか?)

　それはみんな勘違い。火に強いわけではない。水をすぐに吸収し

てしまう。硬い木はすぐに吸収しないでしょう。桐は柔らかいために

水をすぐ吸収する。要は火事のときに水をかけるでしょ、その時に

水を吸収するので燃えにくいんです。逆に桐なんか乾燥したやつ

だとすぐ燃えてしまう。

(廣瀬| 器をしまうのに桐箱という理由は何ですか?)

　割れにくい。この前の震災のときむき出しになっていたやつは、

ほとんど割れたらしい。でも桐箱に入っていたやつは、残ったらし

い。衝撃を吸収する。一番は焼き物に対しては、箱書きで、これは

言っていいかわからないけど、証明のための桐箱という意味もある。

何でもそうだけど、箱書きがないと価値がない、みたいな。価値感

を出すためにも桐箱に入れて、箱書きして残す。

 (廣瀬| 墨を吸うからですか? 他の木でも書けば書けるかなと。も

しかしたら表面に墨が乗っているというか。)

　分かんないけど、作家の人たちのこだわりかな。

(廣瀬| 上質なものは桐箱、みたいな。)

　杉箱とかそういうものよりは桐箱。

(廣瀬| 町の桐が成長が良くて目が粗い、上質なものには使わな

いということで、他の人たちは何のために桐を育てているのです

か?)

　あれは桐箪笥。桐箪笥はガワは桐なら何でもいい。正面だけが

薄くして、会津とか目の詰んだやつを張るんです。だから下地だね。

下地のための桐。桐箪笥用の。昔は娘ができたら、要は嫁入り道

具として桐箪笥を持たせるためにこの辺の人は植えたらしい。だか

ら20年くらいで一人前になる。だけど会津とかそういうところは40

年～50年。それだけ育ちが遅い。

　桐箪笥は材質的にはそれほどこだわらない。本当の正面の部分

だけだから。こだわりさえなければ性能としては問題ない。ただ焼

き物を入れる桐箱だけはそうは行かないから。私のところにも「家

にいい桐の木があるから切って使って」という人がいるけど、1年で

2cmから3cm育ってしまうと、うちではとても使えない。

記録: 増田興二 (文責) 、廣瀬俊介、土祭事務局
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500円で行っている。予算の半分以上は、村の財産管理委員会か

ら出しています。

　これは伝統的な行事で、かなり古い時代からあったようで、村の

結束を高める、ということが第一に挙げられますね。共同精神を養

う、という面で。それと集まりには村のしきたりというのがあります

から、そういう勉強もしたんじゃないですかね。何といっても伝統的

なしきたりというかまつりごとは間違いなくおろそかにはしませんで

したから、できるだけみんな持ち寄りで当番を決めて、今でこそ「私

は当番抜けます」なんて言うけど、昔はそんなこと決してなかったか

らね。今は公民館を使うことが多くなったけど、元は家を持ち回り

で、本当番と前後の当番のおかみさんたちが集まって、お酒と煮物、

その時々の野菜とかを用意して。

　地蔵講は、1月下旬から2月上旬にかけてやるお祭りですね。女

　塙地区の旧家に生まれ、ご自身でも地域の歴史を調べてまとめ

ている大塚久一郎 (おおつかひさいちろう) さんに、数々の文献を

もとに地域の風土について幅広く語っていただいた。

1. お日待ちと地蔵講

　お日待ちは、1月下旬～2月上旬の日曜日に塙の上町と下町で

やっています。下町の場合、この裏の道路を挟んで南方面、その北

を上町と呼びます。それぞれ50～60軒になり、会費制でやっている。

今では、若い衆お日待ちと呼ばれています。元々当主の方々が出て

いたのですが、若い方が出る機会が必要ということで、昭和30年頃

から当主の代理の長男とかで集まることにし、「若い衆お日待ち」と

呼ばれた。当時は地域の集まりがなかったので、そういうことでコ

ミュニケーションを取っていたのだと思います。現在、会費は一戸
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性だけで行い、会費は全額、村の財産管理委員会から出している。

昔はサシ、会費を差し出すという意味でサシというが、それでお米

で五合とか一升とか、お米で集めていた。

　地蔵講は延生 (のぶ) の地蔵さん (天台宗延生山城興寺、芳賀

町に所在) からお掛軸をいただいて、それに対する何か志をあげ

たんじゃないですかね。お掛軸を順番に回して、その家で。

2. 春日神社と薬師堂のお祭り

　春日神社のお祭りは、祈年祭、例大祭、新嘗祭、節分祭がありま

す。節分祭は昭和50年くらいから新たに始めました。

　春日神社は塙の鎮守様で、明治14年に550円で新築した記録

が残ってます。このときの大工棟梁は添田弥一郎 (そえたやいちろ

う) さんという茂木の方で、「百棟記念碑」が茂木に建っているみた

いです。この方が栃木市にあった元の栃木県庁をつくったようです。

今はほとんど壊しちゃって、残っているのは屋根の鬼瓦ぐらいかな、

あと昔の本殿はそのまま使っています。ご祭神は刀だったらしいけ

ど、行方不明になって今は八咫鏡 (やたのかがみ) 。ご遷座すると

き「ご祭神を家で預かって」と言われたんだけど、親戚の者は「そん

な尊いものは神社で預かってもらうんだ」と言うので大前さんに預

かってもらって。

　それに田町の山口さんから、日本の相撲の歴史の中に、町うち

か塙かどちらかで大相撲のことが出ていると聞いた。春日神社の

祭礼の時に奉納相撲があったんですね。芭蕉の弟子である服部

嵐雪の句が春日神社に残っているんですね、「相撲とり並ぶや秋

の唐錦」っていう。手洗いの水の土台に刻んである。

　現在、明林寺の境内にある薬師堂の祭典を2月11日に行います。

もともとは塙の自治会で管理し塙のゴルフ場のあたりにあったの

です。村が疲弊してしまった時に、土地と建物を明林寺にお願いし

たわけです。今は明林寺境内にあります。会費は、全額、村の財産

管理委員会から出しています。昔はお札の代金として、1枚100円を

徴収していた。

3. 財産管理委員会

　塙で持っている土地の収入を、昔は塙自治会に全額やってたん

ですけど、昭和61年に財産管理委員会を設立して。名義人の団体

を無視して、自治会員とすればみんな総会で決議されてたのを、そ

れではおかしいんじゃないのか、58名の連名の財産だから、という

ことで。共有地は山林とか宅地。土地を貸してたところと地代取れ

ないで裁判になっちゃって、向こうは「人格なき団体だから請求権

がない」といったやつを、裁判所では総有財産、「多数決の原理で

やってるんだから」といって、共有財産から総有財産に変えて名義

を更新中なんです。

　これは明治22年に昔の塙村にあった除け地 (江戸時代の検地

帳の記載から除かれた土地のこと) の一部がそういう形で村を守

るという意味で残って、そのときに連名にした、塙と星の宮でその

当時住んでいた方全員が名義で。塙で58名、星の宮で最初は48

名ぐらいだったのですが、60名ぐらいに増えていると思います。明

治22年にもとは一つであった塙と星の宮の財産を分け、現在、塙

と星の宮は、登記上分かれたことになっています。私は初代の財産

管理の代表を15年程やっていた。今は高橋和弘さんが、財産管理

委員会の代表を務めている。共有地は、元々は山の木を取る山、堰

を直す「堰山」といって堰普請の山や、「念仏山」といって念仏講の

山で、その山からお金を得て念仏講を守る、念仏講といえば百万

遍とか。ここは天領で、もともとは真岡代官領だったんです。

　堰山は堰を作るための山、小貝川の塙堰、塙の自治会で管理し

ていた。場所はリズム時計から下りた所、益子芳星高校の近くにあ

ります。堰山は農協の益子カントリー (JAはが野益子カントリーエ

レベーター) のあたりになり、「堰山下」という地名が残っている。

　下町の念仏山ですが、土地の広さは約8反ほどあり、菊池医院

から下りた所にあった。土地は今でも財産管理委員会で管理して

いる。

　公民館の建て替えは財産管理と自治会の協力で、土地は2反2

畝は財産管理委員会が貸している。春日神社の建て替えは、氏子

会の協力によって平成14年に完成しました。10年くらい前、薬師堂

の祭典と修繕、それに十二神将の修繕は財産管理委員会の協力

で完成しました。法眼寺 (ほうげんじ) はもうなくなってしまったの

ですが、塙の公民館のところに昔、法眼寺の住職の墓石が転がっ

ていたんですね。それで供養しようということで財産管理で行いま

した。

4. 共同墓地と大塚家のこと

　私はそこの共同墓地の代表もやってて、今は顧問ですけど、お

墓の歴史を東卵塔場史 (ひがしらんとばし) として私が調べてまと

めました。協力で平嶋五一先生と、真岡の日大の田村豊幸 (とよゆ

き) 先生に資料等をいただきました。

　日本には芭蕉の句碑が3200程あるらしく、その中の一つが大塚

家の庭にある。石碑が大きな木の下に埋まっていた。昭和50年に

発見されて記念碑を立てるということになり、田村先生に設計をし

てもらって、奥書を田村先生と平嶋先生にやってもらった。元々の

碑と新しく立てた碑があります。

　私は、鎌倉時代の宇都宮の旧家臣なんです。今から500年前、宇

都宮が改易になったと同時に農家になったようです。この間円通

寺の護持 (ごじ、僧のこと) が亡くなったときに、私が葬儀委員長を

務めさせてもらった。円通寺の開山は、良栄上人なんですが、今か

ら600年以上前、その時の先祖さまも同じように先祖からお手伝い

したと伝わっています。円通寺が江戸城へ上りをするとき、ここを第

一の陣屋として、三十里の道を2泊3日かけ、鬼怒川から船で行き、

関宿に行って芝の増上寺に行って、江戸城に行った。その当時

使った刀とか槍はあります。

　戦時中に、日下田武さんが栃木県の木材供出委員長になって

いた。昭和18年に寄付してくれと交渉があったんですね。ただ、そ

の木は先祖の墓印だから、その代わり屋敷の木を提供しましょう、

ということで免れたケヤキなんです。お墓は5畝あります。先祖の塚

になっていて、形は円墳になっている。その上に乗っているのは五

輪の塔の頭の部分。このあたりは行けば古墳のようになっている。

そのため、これまで調査に入ったこともあり、昔の壺とか、鍬とか破

片とか出てきた。ここはそれに小栗康平監督の「死の棘」のモデル

になったお墓です。岸部一徳さん、松坂慶子さんも半日はいたんで

すよ。家の墓には、日本回国供養塔があり、初代の大塚徳右衛門 

(とくえもん) は、2回回国をやりました。国を全部歩いたんです。

5. 地域の行事と祇園祭

　お祭りを当番で一年で6人ずつ、上町、下町別々に行います。毎

年当番制で代わっており、宿の通りで6人ごとになっている。下町

では、馬頭観音を1月18日、聖観音堂を4月14日、白滝不動尊を8月

28日に行い、上町は、法眼寺、生駒大明神、天祭 (てんさい) をして

います。天祭は、天念仏 (てんねんぶつ) ともいいます。天念仏は、

おてんと様を拝んで、五穀豊穣をお願いしたりします。

　馬頭観音では、下町は馬頭観音、上町は生駒大明神と呼びます。

馬は昔は家族のように扱っていましたからね。それに、昭和15年く

らいに祖先が「出征軍馬の碑」というものを建てました。日清・日露

戦争の際の碑は、春日神社にあり、塙の自治会が建立しました。

　聖観音堂は、下町でやっています。芳賀の100観音の内の12番

目で、観音様を祀る祭りです、星の宮は小学校分校の前にある11

番目。家内安全とか五穀豊穣にご利益があるように、と。

　上町の法眼寺は明林寺の前にある。これは茨城県の城里の方

にある小松寺の末寺ですね。それで法眼寺の末寺が白滝不動尊

です。法眼寺は明治6年に廃寺になっています。現在その場所は上

町の公民館になっており、その中で祀っていた仏様の青面金剛が

入っています。

　百万遍は、下と上、別々にやっていた。下町でも昔はやっていた。

昔は5月6月頃に年寄りが集まって、一軒一軒家を歩いて上がって

もらって拝んでもらって、昭和40年頃までやっていた。家には太鼓

や鐘はあります。数珠は勝田芳裕 (よしひろ) さんが今でも持って

いる。

　鐘はお葬式の時に墓まで行くのに叩いていた。お葬式のことを、

ジャンポンと言った。お葬式の時に叩いてもいた。鐘には、天保9年、

下野国、塙村と書いてあります。

　念仏講には他に甲子 (きのえね) 講というのもあり、百万遍と同

じ講元で同じ人で行っていた。下町と上町で別 に々やっている。

　あとオコシンサマ、2か月に一遍ずつ申の日にやってたやつは、今

もやっている家がある。元はここ6軒ぐらいでうちの方もやってたん

だけど、青面金剛仏、青鬼のお不動様の掛軸を持って、当家のご

主人を主催として、回り番で集まって。庚申様ですな、オコシンサマ

といったんですけど、残っているところがこの自治会でもあります。

有志が集まって、塙でも下・上の人が一緒になってやっていて、う

ちはおやじが怪我して参加しなくなったんだけど、記憶あるのは昭

和30年代の頃まで、その後まだ続いてるみたいで。

　あとは全体的なお祭りとしては十九夜様とか、そんなものがあっ

たみたいですね。記念碑も残ってますけど今はやっていない、終戦

の頃まではやってたみたいですけど戦後はなくなっちゃったようで

すね。

　屋台が昔あったらしいんですが、村がやっていけない時代に小

貝川に流してしまったと聞いている。川に流したが、川の上流の方

に行ったとかいう話で、実は売ってしまったのではないかという話。

祇園はもらい祇園とも言ったし、小麦ができてそれでうどんを作り

食べたということで、うどん祇園とも言った。5、6年前から、塙の若

い人たちが益子の祇園に屋台と神輿を作って参加するようになっ

た。星の宮に祇園台という地名が今でも残っている。そこでやって

いたのか、そこで屋台を置いていたのかのどちらかだと思います。

天保の時代に屋台を流したため、祇園祭は、なくなったと思います。

屋台をなくす前までは、こちらでも別に祇園をしていたと思います

ね。

6. 御料地と大根の共同出荷

　ペンタックスの土地は御料地であって国のものだった、その前は

徳川さんの土地だった。明治の時、山であった所をこのままにして

おくなら帝室林野局で取り上げるから、開墾するならば皆に使わ

せるということで、終戦までは国からその土地を借りていた。戦後

は農地解放になり、御料地は、ちょうど50町歩くらいになると思い

ます。終戦の時に払い下げになった土地です。ペンタックスの周り

の土地は個人の山になります。

　昭和3年に塙共同出荷組合というのができて、大根をつくって宇

都宮14師団へ納めた。その資料があります。『校風人脈』に真岡農

業高校出身者の情報が載っている、栃木新聞社はなくなっちゃっ

たけど栃木新聞社発行のやつ。

　丸大という商標で、昭和3年から終戦まで2000樽、ここの組合で

沢庵を納めて、県外共同出荷組合といって出荷組合の先を行った

わけです。真岡鐡道を使って東京の神田市場まで納めていた。私

の親の大塚健一郎がこの辺りで始めた創始者で、売り口が困った

らしい、県の斡旋でたまたま宇都宮14師団に。今残っているのは、

資料と沢庵石くらい。樽を譲ってしまったし、今は自分の家で食べ

るだけ作っているだけですね。

7. 郷倉と入百姓のこと

　塙と星の宮で寄付を募って郷倉 (ごうぐら) を建てた。郷倉とは

備荒貯穀 (びこうちょこく) で、徳川幕府の政策で作ったようです

ね。昭和20年まで、塙・星の宮で使っていたようです。種もみを置い

て欲しい人に渡し、次の年に返しにくる。常に20俵は郷倉にあった。

場所は、外池さんとうちの間の畑にあった、郷倉は今ないが、木の

柱に郷倉跡という標識は立っている。

　風土って範囲がとても広いですね、昔の生活だったからなあ、そ

れに繋がっているから。

　上越の一向宗の方、寛政10年入百姓として、塙へ7戸入植する。

共同墓地に7戸は全部入っています。寛政11年入百姓として、星の

宮50戸入植する。天保の頃には、人別改帳には、元々いた方が50

戸ほどだったのが、入植してきた方と合わせると114戸になったと

記載されている。今では、塙・星の宮で1750～1800軒くらいかな、

よそから来た人で成り立っていて、よそから来た人が村を作ってく

れたから、外から来る人に寛大な自治会であると言われますね。

　一向宗の方は信仰心が強く、信仰に関しての行事の参加も多

かったようです。この辺の一向宗の方のお寺は、西田井 (真岡市) 

の本誓寺ですね。一向宗の方が入植した理由は、真岡代官の竹

垣三右衛門 (さえもん) さんの主導によって、塙が荒れた土地だと

話があったみたいです。離農する人が多くおり土地がたくさん余っ

ていたためだと思います。入植者は、奥行き8間×間口10間が屋敷

の敷地で開墾して入植したのだと。家の先祖の大塚徳右衛門は、

一向宗の方が来た時に名主をしていたみたいです。一戸当たり10

石で入植させたみたいですね。まじめにやった人には真岡代官か

ら感謝状が出たみたいですよ。うちの方では、7戸来た中の筆頭の

小玉さんという方がいただいた感謝状の複写が残ってありますよ。

小玉さんはこの家から円通寺の47世が出ているんですよ、住職さ

んが。小玉さんの家が焼けたときに原本は焼けてなくなってしまっ

た。

8. 戦前の諸団体と道のこと

　明治44年に、農協の前身で「購買販売組合」、私から3代前の先

祖様が「農会」というものをここでつくったわけですね。その次の年

はタバコ耕作組合の初代組合長にもなってますね。葉タバコです

ね、ベーハじゃなくてダルマ。その頃の農家所得は年間350円ぐら

い。「農会」をつくったときは一株10円の株券を発行したようですよ。

役員は4人だったけど、役員は最低でも10株だから100円ぐらい出

してたようですね。その株券も残ってます。星の宮は名前が会員名

簿にないから塙地区だけかな、と思うんだけどね。

　「下野相互扶助会」は甲子講の講元で始めたみたいです、積み

立てとか。だからここに誰からお金をいつから預かったという記録

が。お互いにお金を出し合って、何かあったときにそこから融資す

る組織。

　昭和8年に今の国道294の県道を拡幅するとき、直接、菊池病院

の所から真っすぐ小貝川に行く予定だったんですね。村が駄目に

なるから、そのとき旧道を辿ってくれと言って、それで国道は大きな

カーブができている。塙から星の宮への道はたつ街道 (立つ街道、

辰街道) と呼ばれている。この台地、法眼寺の山号は龍谷山 (りゅ

うやざん) と呼ばれた。塙の明林寺の山号は塙山と呼ばれ、星の宮

は星の宮山と呼ばれている。

9. 塙の地名と昔からの風習

　調べたところによると、地形から出たのと領主から出たのと二通

りがあるみたいで。土の高いところを読んで字のごとく塙という、こ

こが一段高いような台地だったから、塙に対しては土の下と書い

て圷 (あくつ) という、じめじめしたところ、そういう地形から出たの

と、あとは鹿島・香取神宮の一族がここに来て、塙能登守大善が

領したので塙村になったんだという由来。どちらとも何ともいえな

い。塙は真岡の方から見ると「北田井」という、「南田井」はナンタカ、

真岡市南高岡あたり。

　地名の由来は星の宮の、今は亡くなった野崎先生がやってたよ

うで、私にも「調べろ」なんて言われたが暇がなくて、教わりに行くう

ちに亡くなっちゃって。

　春日神社で奉納相撲をやったとき、土俵の土をとったところが

「土俵地 (どひょうじ) 」という地名で残っているんですよ。奉納相

撲は今はやってない、私らの子どもの頃はやってましたね。春日神

社のご祭神は奈良の春日大社が本社で、天児屋命 (あめのこやね

のみこと) とニニギノミコトを祀っている、だから直接鹿島神宮とは

繋がりがあるようですね。

　星の宮神社も塙地内なんですけど、あそこは香取神宮のご祭神

を祀っているんですね。それで虚空蔵様も守っているので、塙・星

の宮の人はウナギが虚空蔵様の乗り馬ということでウナギを食べ

ない、と昔の人たちから伝わっているんですけど、今の人はそういう

のはない。ウナギの話は子ども心にも、ウナギなんか捕っても「それ

は川に流してきなさい」とうちの先祖に固く言われましたね。あとは、

ここでは馬を飼っていた家は桜肉を売りに来ても絶対買わなかっ

た、そういう風習が残ってますね。

　農休日のことを神事 (かみごと) といい、村の区長さんあたりが

決めたと聞いています。戦前まで風習があったと聞いている。

10. 昔の水生生物とササラ池

　ウナギは小貝川にいた、あとはバカガイというかカラスガイという

真っ黒い貝、今はほとんど見なくなっちゃいましたね。タニシもたく

さん食べたようですね、屋敷の隅々から貝殻の残が出てきます。小

学校の頃、西谷川 (にしやがわ) にはアカンベといったミヤコタナゴ、

あとはヤツメウナギがいましたな、水がきれいだったから。腹の下

の赤いのがきれいだったんです。西谷川は山根堀 (やまねぼり) と

いって、二宮金次郎先生の仕法によって田を冷害から守るという

意味で堀を掘ったみたいですね、弁天池から流れているペンタッ

クスの手前の小川。

　塙のペンタックスの池をササラダメといったんですよ、これは水

利権が塙にあります。塙の財産区で湖面利用権を年間5千円でお

貸ししてます、ペンタックスが来た当時から。漁業権はペンタックス

さんが持ってて、鯉の養殖を一時やってたんですよね。ペンタック

スの上役が魚好きだったんじゃないですか。

　魚捕りの名人はフジサワハマキチさんという方。舟を持っていて、

農業を主としてやっていたが、あの方のところに行けばたいがいの

魚のことだったら分かる、今は亡くなりましたけど。池を改修したと

き池の魚を逃がした人がこのフジサワさん。ほんとに池の底が見え

たもんね、魚泳いでるのまで。ササラ池というのが正式名称なんで

すけど、あの周りにもいろいろな草花もありましたな、サギソウとか。

　ササラ池にはコイやライギョ、ナマズがいて、会社が来てコイを

主体に養殖を始めたんです。カイコの蛹なんて高いエサを撒いて、

朝昼晩やるんだけどすごいよ。カイコは今から10年ぐらい前までは

塙・星の宮で10軒ぐらいの農家がやっていた、そこのタカハシさん

が最後。桑畑もありました。お蚕は小山の方に売ってたようですね。

タカハシさんは大臣賞2回ぐらいもらったんじゃないですか、お蚕

の単収上げて。



500円で行っている。予算の半分以上は、村の財産管理委員会か

ら出しています。

　これは伝統的な行事で、かなり古い時代からあったようで、村の

結束を高める、ということが第一に挙げられますね。共同精神を養

う、という面で。それと集まりには村のしきたりというのがあります

から、そういう勉強もしたんじゃないですかね。何といっても伝統的

なしきたりというかまつりごとは間違いなくおろそかにはしませんで

したから、できるだけみんな持ち寄りで当番を決めて、今でこそ「私

は当番抜けます」なんて言うけど、昔はそんなこと決してなかったか

らね。今は公民館を使うことが多くなったけど、元は家を持ち回り

で、本当番と前後の当番のおかみさんたちが集まって、お酒と煮物、

その時々の野菜とかを用意して。

　地蔵講は、1月下旬から2月上旬にかけてやるお祭りですね。女

　塙地区の旧家に生まれ、ご自身でも地域の歴史を調べてまとめ

ている大塚久一郎 (おおつかひさいちろう) さんに、数々の文献を

もとに地域の風土について幅広く語っていただいた。

1. お日待ちと地蔵講

　お日待ちは、1月下旬～2月上旬の日曜日に塙の上町と下町で

やっています。下町の場合、この裏の道路を挟んで南方面、その北

を上町と呼びます。それぞれ50～60軒になり、会費制でやっている。

今では、若い衆お日待ちと呼ばれています。元々当主の方々が出て

いたのですが、若い方が出る機会が必要ということで、昭和30年頃

から当主の代理の長男とかで集まることにし、「若い衆お日待ち」と

呼ばれた。当時は地域の集まりがなかったので、そういうことでコ

ミュニケーションを取っていたのだと思います。現在、会費は一戸

性だけで行い、会費は全額、村の財産管理委員会から出している。

昔はサシ、会費を差し出すという意味でサシというが、それでお米

で五合とか一升とか、お米で集めていた。

　地蔵講は延生 (のぶ) の地蔵さん (天台宗延生山城興寺、芳賀

町に所在) からお掛軸をいただいて、それに対する何か志をあげ

たんじゃないですかね。お掛軸を順番に回して、その家で。

2. 春日神社と薬師堂のお祭り

　春日神社のお祭りは、祈年祭、例大祭、新嘗祭、節分祭がありま

す。節分祭は昭和50年くらいから新たに始めました。

　春日神社は塙の鎮守様で、明治14年に550円で新築した記録

が残ってます。このときの大工棟梁は添田弥一郎 (そえたやいちろ

う) さんという茂木の方で、「百棟記念碑」が茂木に建っているみた

いです。この方が栃木市にあった元の栃木県庁をつくったようです。

今はほとんど壊しちゃって、残っているのは屋根の鬼瓦ぐらいかな、

あと昔の本殿はそのまま使っています。ご祭神は刀だったらしいけ

ど、行方不明になって今は八咫鏡 (やたのかがみ) 。ご遷座すると

き「ご祭神を家で預かって」と言われたんだけど、親戚の者は「そん

な尊いものは神社で預かってもらうんだ」と言うので大前さんに預

かってもらって。

　それに田町の山口さんから、日本の相撲の歴史の中に、町うち

か塙かどちらかで大相撲のことが出ていると聞いた。春日神社の

祭礼の時に奉納相撲があったんですね。芭蕉の弟子である服部

嵐雪の句が春日神社に残っているんですね、「相撲とり並ぶや秋

の唐錦」っていう。手洗いの水の土台に刻んである。

　現在、明林寺の境内にある薬師堂の祭典を2月11日に行います。

もともとは塙の自治会で管理し塙のゴルフ場のあたりにあったの

です。村が疲弊してしまった時に、土地と建物を明林寺にお願いし

たわけです。今は明林寺境内にあります。会費は、全額、村の財産

管理委員会から出しています。昔はお札の代金として、1枚100円を

徴収していた。

3. 財産管理委員会

　塙で持っている土地の収入を、昔は塙自治会に全額やってたん

ですけど、昭和61年に財産管理委員会を設立して。名義人の団体

を無視して、自治会員とすればみんな総会で決議されてたのを、そ

れではおかしいんじゃないのか、58名の連名の財産だから、という

ことで。共有地は山林とか宅地。土地を貸してたところと地代取れ

ないで裁判になっちゃって、向こうは「人格なき団体だから請求権

がない」といったやつを、裁判所では総有財産、「多数決の原理で

やってるんだから」といって、共有財産から総有財産に変えて名義

を更新中なんです。

　これは明治22年に昔の塙村にあった除け地 (江戸時代の検地

帳の記載から除かれた土地のこと) の一部がそういう形で村を守

るという意味で残って、そのときに連名にした、塙と星の宮でその

当時住んでいた方全員が名義で。塙で58名、星の宮で最初は48

名ぐらいだったのですが、60名ぐらいに増えていると思います。明

治22年にもとは一つであった塙と星の宮の財産を分け、現在、塙

と星の宮は、登記上分かれたことになっています。私は初代の財産

管理の代表を15年程やっていた。今は高橋和弘さんが、財産管理

委員会の代表を務めている。共有地は、元々は山の木を取る山、堰

を直す「堰山」といって堰普請の山や、「念仏山」といって念仏講の

山で、その山からお金を得て念仏講を守る、念仏講といえば百万

遍とか。ここは天領で、もともとは真岡代官領だったんです。

　堰山は堰を作るための山、小貝川の塙堰、塙の自治会で管理し

ていた。場所はリズム時計から下りた所、益子芳星高校の近くにあ

ります。堰山は農協の益子カントリー (JAはが野益子カントリーエ

レベーター) のあたりになり、「堰山下」という地名が残っている。

　下町の念仏山ですが、土地の広さは約8反ほどあり、菊池医院

から下りた所にあった。土地は今でも財産管理委員会で管理して

いる。

　公民館の建て替えは財産管理と自治会の協力で、土地は2反2

畝は財産管理委員会が貸している。春日神社の建て替えは、氏子

会の協力によって平成14年に完成しました。10年くらい前、薬師堂

の祭典と修繕、それに十二神将の修繕は財産管理委員会の協力

で完成しました。法眼寺 (ほうげんじ) はもうなくなってしまったの

ですが、塙の公民館のところに昔、法眼寺の住職の墓石が転がっ

ていたんですね。それで供養しようということで財産管理で行いま

した。

4. 共同墓地と大塚家のこと

　私はそこの共同墓地の代表もやってて、今は顧問ですけど、お

墓の歴史を東卵塔場史 (ひがしらんとばし) として私が調べてまと

めました。協力で平嶋五一先生と、真岡の日大の田村豊幸 (とよゆ

き) 先生に資料等をいただきました。

　日本には芭蕉の句碑が3200程あるらしく、その中の一つが大塚

家の庭にある。石碑が大きな木の下に埋まっていた。昭和50年に

発見されて記念碑を立てるということになり、田村先生に設計をし

てもらって、奥書を田村先生と平嶋先生にやってもらった。元々の

碑と新しく立てた碑があります。

　私は、鎌倉時代の宇都宮の旧家臣なんです。今から500年前、宇

都宮が改易になったと同時に農家になったようです。この間円通

寺の護持 (ごじ、僧のこと) が亡くなったときに、私が葬儀委員長を

務めさせてもらった。円通寺の開山は、良栄上人なんですが、今か

ら600年以上前、その時の先祖さまも同じように先祖からお手伝い

したと伝わっています。円通寺が江戸城へ上りをするとき、ここを第

一の陣屋として、三十里の道を2泊3日かけ、鬼怒川から船で行き、

関宿に行って芝の増上寺に行って、江戸城に行った。その当時

使った刀とか槍はあります。

　戦時中に、日下田武さんが栃木県の木材供出委員長になって

いた。昭和18年に寄付してくれと交渉があったんですね。ただ、そ

の木は先祖の墓印だから、その代わり屋敷の木を提供しましょう、

ということで免れたケヤキなんです。お墓は5畝あります。先祖の塚

になっていて、形は円墳になっている。その上に乗っているのは五

輪の塔の頭の部分。このあたりは行けば古墳のようになっている。

そのため、これまで調査に入ったこともあり、昔の壺とか、鍬とか破

片とか出てきた。ここはそれに小栗康平監督の「死の棘」のモデル

になったお墓です。岸部一徳さん、松坂慶子さんも半日はいたんで

すよ。家の墓には、日本回国供養塔があり、初代の大塚徳右衛門 

(とくえもん) は、2回回国をやりました。国を全部歩いたんです。

5. 地域の行事と祇園祭

　お祭りを当番で一年で6人ずつ、上町、下町別々に行います。毎

年当番制で代わっており、宿の通りで6人ごとになっている。下町

では、馬頭観音を1月18日、聖観音堂を4月14日、白滝不動尊を8月

28日に行い、上町は、法眼寺、生駒大明神、天祭 (てんさい) をして

います。天祭は、天念仏 (てんねんぶつ) ともいいます。天念仏は、

おてんと様を拝んで、五穀豊穣をお願いしたりします。

　馬頭観音では、下町は馬頭観音、上町は生駒大明神と呼びます。

馬は昔は家族のように扱っていましたからね。それに、昭和15年く

らいに祖先が「出征軍馬の碑」というものを建てました。日清・日露

戦争の際の碑は、春日神社にあり、塙の自治会が建立しました。

　聖観音堂は、下町でやっています。芳賀の100観音の内の12番

目で、観音様を祀る祭りです、星の宮は小学校分校の前にある11

番目。家内安全とか五穀豊穣にご利益があるように、と。

　上町の法眼寺は明林寺の前にある。これは茨城県の城里の方

にある小松寺の末寺ですね。それで法眼寺の末寺が白滝不動尊

です。法眼寺は明治6年に廃寺になっています。現在その場所は上

町の公民館になっており、その中で祀っていた仏様の青面金剛が

入っています。

　百万遍は、下と上、別々にやっていた。下町でも昔はやっていた。

昔は5月6月頃に年寄りが集まって、一軒一軒家を歩いて上がって

もらって拝んでもらって、昭和40年頃までやっていた。家には太鼓

や鐘はあります。数珠は勝田芳裕 (よしひろ) さんが今でも持って

いる。

　鐘はお葬式の時に墓まで行くのに叩いていた。お葬式のことを、

ジャンポンと言った。お葬式の時に叩いてもいた。鐘には、天保9年、

下野国、塙村と書いてあります。

　念仏講には他に甲子 (きのえね) 講というのもあり、百万遍と同

じ講元で同じ人で行っていた。下町と上町で別 に々やっている。

　あとオコシンサマ、2か月に一遍ずつ申の日にやってたやつは、今

もやっている家がある。元はここ6軒ぐらいでうちの方もやってたん

だけど、青面金剛仏、青鬼のお不動様の掛軸を持って、当家のご

主人を主催として、回り番で集まって。庚申様ですな、オコシンサマ

といったんですけど、残っているところがこの自治会でもあります。

有志が集まって、塙でも下・上の人が一緒になってやっていて、う

ちはおやじが怪我して参加しなくなったんだけど、記憶あるのは昭

和30年代の頃まで、その後まだ続いてるみたいで。

　あとは全体的なお祭りとしては十九夜様とか、そんなものがあっ

たみたいですね。記念碑も残ってますけど今はやっていない、終戦

の頃まではやってたみたいですけど戦後はなくなっちゃったようで

すね。

　屋台が昔あったらしいんですが、村がやっていけない時代に小

貝川に流してしまったと聞いている。川に流したが、川の上流の方

に行ったとかいう話で、実は売ってしまったのではないかという話。

祇園はもらい祇園とも言ったし、小麦ができてそれでうどんを作り

食べたということで、うどん祇園とも言った。5、6年前から、塙の若

い人たちが益子の祇園に屋台と神輿を作って参加するようになっ

た。星の宮に祇園台という地名が今でも残っている。そこでやって

いたのか、そこで屋台を置いていたのかのどちらかだと思います。

天保の時代に屋台を流したため、祇園祭は、なくなったと思います。

屋台をなくす前までは、こちらでも別に祇園をしていたと思います

ね。

6. 御料地と大根の共同出荷

　ペンタックスの土地は御料地であって国のものだった、その前は

徳川さんの土地だった。明治の時、山であった所をこのままにして

おくなら帝室林野局で取り上げるから、開墾するならば皆に使わ

せるということで、終戦までは国からその土地を借りていた。戦後

は農地解放になり、御料地は、ちょうど50町歩くらいになると思い

ます。終戦の時に払い下げになった土地です。ペンタックスの周り

の土地は個人の山になります。

　昭和3年に塙共同出荷組合というのができて、大根をつくって宇

都宮14師団へ納めた。その資料があります。『校風人脈』に真岡農

業高校出身者の情報が載っている、栃木新聞社はなくなっちゃっ

たけど栃木新聞社発行のやつ。

　丸大という商標で、昭和3年から終戦まで2000樽、ここの組合で

沢庵を納めて、県外共同出荷組合といって出荷組合の先を行った

わけです。真岡鐡道を使って東京の神田市場まで納めていた。私

の親の大塚健一郎がこの辺りで始めた創始者で、売り口が困った

らしい、県の斡旋でたまたま宇都宮14師団に。今残っているのは、

資料と沢庵石くらい。樽を譲ってしまったし、今は自分の家で食べ

るだけ作っているだけですね。

7. 郷倉と入百姓のこと

　塙と星の宮で寄付を募って郷倉 (ごうぐら) を建てた。郷倉とは

備荒貯穀 (びこうちょこく) で、徳川幕府の政策で作ったようです

ね。昭和20年まで、塙・星の宮で使っていたようです。種もみを置い

て欲しい人に渡し、次の年に返しにくる。常に20俵は郷倉にあった。

場所は、外池さんとうちの間の畑にあった、郷倉は今ないが、木の

柱に郷倉跡という標識は立っている。

　風土って範囲がとても広いですね、昔の生活だったからなあ、そ

れに繋がっているから。

　上越の一向宗の方、寛政10年入百姓として、塙へ7戸入植する。

共同墓地に7戸は全部入っています。寛政11年入百姓として、星の

宮50戸入植する。天保の頃には、人別改帳には、元々いた方が50

戸ほどだったのが、入植してきた方と合わせると114戸になったと

記載されている。今では、塙・星の宮で1750～1800軒くらいかな、

よそから来た人で成り立っていて、よそから来た人が村を作ってく

れたから、外から来る人に寛大な自治会であると言われますね。

　一向宗の方は信仰心が強く、信仰に関しての行事の参加も多

かったようです。この辺の一向宗の方のお寺は、西田井 (真岡市) 

の本誓寺ですね。一向宗の方が入植した理由は、真岡代官の竹

垣三右衛門 (さえもん) さんの主導によって、塙が荒れた土地だと

話があったみたいです。離農する人が多くおり土地がたくさん余っ

ていたためだと思います。入植者は、奥行き8間×間口10間が屋敷

の敷地で開墾して入植したのだと。家の先祖の大塚徳右衛門は、

一向宗の方が来た時に名主をしていたみたいです。一戸当たり10

石で入植させたみたいですね。まじめにやった人には真岡代官か

ら感謝状が出たみたいですよ。うちの方では、7戸来た中の筆頭の

小玉さんという方がいただいた感謝状の複写が残ってありますよ。

小玉さんはこの家から円通寺の47世が出ているんですよ、住職さ

んが。小玉さんの家が焼けたときに原本は焼けてなくなってしまっ

た。

8. 戦前の諸団体と道のこと

　明治44年に、農協の前身で「購買販売組合」、私から3代前の先

祖様が「農会」というものをここでつくったわけですね。その次の年

はタバコ耕作組合の初代組合長にもなってますね。葉タバコです

ね、ベーハじゃなくてダルマ。その頃の農家所得は年間350円ぐら

い。「農会」をつくったときは一株10円の株券を発行したようですよ。

役員は4人だったけど、役員は最低でも10株だから100円ぐらい出

してたようですね。その株券も残ってます。星の宮は名前が会員名

簿にないから塙地区だけかな、と思うんだけどね。

　「下野相互扶助会」は甲子講の講元で始めたみたいです、積み

立てとか。だからここに誰からお金をいつから預かったという記録

が。お互いにお金を出し合って、何かあったときにそこから融資す

る組織。

　昭和8年に今の国道294の県道を拡幅するとき、直接、菊池病院

の所から真っすぐ小貝川に行く予定だったんですね。村が駄目に

なるから、そのとき旧道を辿ってくれと言って、それで国道は大きな

カーブができている。塙から星の宮への道はたつ街道 (立つ街道、

辰街道) と呼ばれている。この台地、法眼寺の山号は龍谷山 (りゅ

うやざん) と呼ばれた。塙の明林寺の山号は塙山と呼ばれ、星の宮

は星の宮山と呼ばれている。

9. 塙の地名と昔からの風習

　調べたところによると、地形から出たのと領主から出たのと二通

りがあるみたいで。土の高いところを読んで字のごとく塙という、こ

こが一段高いような台地だったから、塙に対しては土の下と書い

て圷 (あくつ) という、じめじめしたところ、そういう地形から出たの

と、あとは鹿島・香取神宮の一族がここに来て、塙能登守大善が

領したので塙村になったんだという由来。どちらとも何ともいえな

い。塙は真岡の方から見ると「北田井」という、「南田井」はナンタカ、

真岡市南高岡あたり。

　地名の由来は星の宮の、今は亡くなった野崎先生がやってたよ

うで、私にも「調べろ」なんて言われたが暇がなくて、教わりに行くう

ちに亡くなっちゃって。

　春日神社で奉納相撲をやったとき、土俵の土をとったところが

「土俵地 (どひょうじ) 」という地名で残っているんですよ。奉納相

撲は今はやってない、私らの子どもの頃はやってましたね。春日神

社のご祭神は奈良の春日大社が本社で、天児屋命 (あめのこやね

のみこと) とニニギノミコトを祀っている、だから直接鹿島神宮とは

繋がりがあるようですね。

　星の宮神社も塙地内なんですけど、あそこは香取神宮のご祭神

を祀っているんですね。それで虚空蔵様も守っているので、塙・星

の宮の人はウナギが虚空蔵様の乗り馬ということでウナギを食べ

ない、と昔の人たちから伝わっているんですけど、今の人はそういう

のはない。ウナギの話は子ども心にも、ウナギなんか捕っても「それ

は川に流してきなさい」とうちの先祖に固く言われましたね。あとは、

ここでは馬を飼っていた家は桜肉を売りに来ても絶対買わなかっ

た、そういう風習が残ってますね。

　農休日のことを神事 (かみごと) といい、村の区長さんあたりが

決めたと聞いています。戦前まで風習があったと聞いている。

10. 昔の水生生物とササラ池

　ウナギは小貝川にいた、あとはバカガイというかカラスガイという

真っ黒い貝、今はほとんど見なくなっちゃいましたね。タニシもたく

さん食べたようですね、屋敷の隅々から貝殻の残が出てきます。小

学校の頃、西谷川 (にしやがわ) にはアカンベといったミヤコタナゴ、

あとはヤツメウナギがいましたな、水がきれいだったから。腹の下

の赤いのがきれいだったんです。西谷川は山根堀 (やまねぼり) と

いって、二宮金次郎先生の仕法によって田を冷害から守るという

意味で堀を掘ったみたいですね、弁天池から流れているペンタッ

クスの手前の小川。

　塙のペンタックスの池をササラダメといったんですよ、これは水

利権が塙にあります。塙の財産区で湖面利用権を年間5千円でお

貸ししてます、ペンタックスが来た当時から。漁業権はペンタックス

さんが持ってて、鯉の養殖を一時やってたんですよね。ペンタック

スの上役が魚好きだったんじゃないですか。

　魚捕りの名人はフジサワハマキチさんという方。舟を持っていて、

農業を主としてやっていたが、あの方のところに行けばたいがいの

魚のことだったら分かる、今は亡くなりましたけど。池を改修したと

き池の魚を逃がした人がこのフジサワさん。ほんとに池の底が見え

たもんね、魚泳いでるのまで。ササラ池というのが正式名称なんで

すけど、あの周りにもいろいろな草花もありましたな、サギソウとか。

　ササラ池にはコイやライギョ、ナマズがいて、会社が来てコイを

主体に養殖を始めたんです。カイコの蛹なんて高いエサを撒いて、

朝昼晩やるんだけどすごいよ。カイコは今から10年ぐらい前までは

塙・星の宮で10軒ぐらいの農家がやっていた、そこのタカハシさん

が最後。桑畑もありました。お蚕は小山の方に売ってたようですね。

タカハシさんは大臣賞2回ぐらいもらったんじゃないですか、お蚕

の単収上げて。
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500円で行っている。予算の半分以上は、村の財産管理委員会か

ら出しています。

　これは伝統的な行事で、かなり古い時代からあったようで、村の

結束を高める、ということが第一に挙げられますね。共同精神を養

う、という面で。それと集まりには村のしきたりというのがあります

から、そういう勉強もしたんじゃないですかね。何といっても伝統的

なしきたりというかまつりごとは間違いなくおろそかにはしませんで

したから、できるだけみんな持ち寄りで当番を決めて、今でこそ「私

は当番抜けます」なんて言うけど、昔はそんなこと決してなかったか

らね。今は公民館を使うことが多くなったけど、元は家を持ち回り

で、本当番と前後の当番のおかみさんたちが集まって、お酒と煮物、

その時々の野菜とかを用意して。

　地蔵講は、1月下旬から2月上旬にかけてやるお祭りですね。女

　塙地区の旧家に生まれ、ご自身でも地域の歴史を調べてまとめ

ている大塚久一郎 (おおつかひさいちろう) さんに、数々の文献を

もとに地域の風土について幅広く語っていただいた。

1. お日待ちと地蔵講

　お日待ちは、1月下旬～2月上旬の日曜日に塙の上町と下町で

やっています。下町の場合、この裏の道路を挟んで南方面、その北

を上町と呼びます。それぞれ50～60軒になり、会費制でやっている。

今では、若い衆お日待ちと呼ばれています。元々当主の方々が出て

いたのですが、若い方が出る機会が必要ということで、昭和30年頃

から当主の代理の長男とかで集まることにし、「若い衆お日待ち」と

呼ばれた。当時は地域の集まりがなかったので、そういうことでコ

ミュニケーションを取っていたのだと思います。現在、会費は一戸

性だけで行い、会費は全額、村の財産管理委員会から出している。

昔はサシ、会費を差し出すという意味でサシというが、それでお米

で五合とか一升とか、お米で集めていた。

　地蔵講は延生 (のぶ) の地蔵さん (天台宗延生山城興寺、芳賀

町に所在) からお掛軸をいただいて、それに対する何か志をあげ

たんじゃないですかね。お掛軸を順番に回して、その家で。

2. 春日神社と薬師堂のお祭り

　春日神社のお祭りは、祈年祭、例大祭、新嘗祭、節分祭がありま

す。節分祭は昭和50年くらいから新たに始めました。

　春日神社は塙の鎮守様で、明治14年に550円で新築した記録

が残ってます。このときの大工棟梁は添田弥一郎 (そえたやいちろ

う) さんという茂木の方で、「百棟記念碑」が茂木に建っているみた

いです。この方が栃木市にあった元の栃木県庁をつくったようです。

今はほとんど壊しちゃって、残っているのは屋根の鬼瓦ぐらいかな、

あと昔の本殿はそのまま使っています。ご祭神は刀だったらしいけ

ど、行方不明になって今は八咫鏡 (やたのかがみ) 。ご遷座すると

き「ご祭神を家で預かって」と言われたんだけど、親戚の者は「そん

な尊いものは神社で預かってもらうんだ」と言うので大前さんに預

かってもらって。

　それに田町の山口さんから、日本の相撲の歴史の中に、町うち

か塙かどちらかで大相撲のことが出ていると聞いた。春日神社の

祭礼の時に奉納相撲があったんですね。芭蕉の弟子である服部

嵐雪の句が春日神社に残っているんですね、「相撲とり並ぶや秋

の唐錦」っていう。手洗いの水の土台に刻んである。

　現在、明林寺の境内にある薬師堂の祭典を2月11日に行います。

もともとは塙の自治会で管理し塙のゴルフ場のあたりにあったの

です。村が疲弊してしまった時に、土地と建物を明林寺にお願いし

たわけです。今は明林寺境内にあります。会費は、全額、村の財産

管理委員会から出しています。昔はお札の代金として、1枚100円を

徴収していた。

3. 財産管理委員会

　塙で持っている土地の収入を、昔は塙自治会に全額やってたん

ですけど、昭和61年に財産管理委員会を設立して。名義人の団体

を無視して、自治会員とすればみんな総会で決議されてたのを、そ

れではおかしいんじゃないのか、58名の連名の財産だから、という

ことで。共有地は山林とか宅地。土地を貸してたところと地代取れ

ないで裁判になっちゃって、向こうは「人格なき団体だから請求権

がない」といったやつを、裁判所では総有財産、「多数決の原理で

やってるんだから」といって、共有財産から総有財産に変えて名義

を更新中なんです。

　これは明治22年に昔の塙村にあった除け地 (江戸時代の検地

帳の記載から除かれた土地のこと) の一部がそういう形で村を守

るという意味で残って、そのときに連名にした、塙と星の宮でその

当時住んでいた方全員が名義で。塙で58名、星の宮で最初は48

名ぐらいだったのですが、60名ぐらいに増えていると思います。明

治22年にもとは一つであった塙と星の宮の財産を分け、現在、塙

と星の宮は、登記上分かれたことになっています。私は初代の財産

管理の代表を15年程やっていた。今は高橋和弘さんが、財産管理

委員会の代表を務めている。共有地は、元々は山の木を取る山、堰

を直す「堰山」といって堰普請の山や、「念仏山」といって念仏講の

山で、その山からお金を得て念仏講を守る、念仏講といえば百万

遍とか。ここは天領で、もともとは真岡代官領だったんです。

　堰山は堰を作るための山、小貝川の塙堰、塙の自治会で管理し

ていた。場所はリズム時計から下りた所、益子芳星高校の近くにあ

ります。堰山は農協の益子カントリー (JAはが野益子カントリーエ

レベーター) のあたりになり、「堰山下」という地名が残っている。

　下町の念仏山ですが、土地の広さは約8反ほどあり、菊池医院

から下りた所にあった。土地は今でも財産管理委員会で管理して

いる。

　公民館の建て替えは財産管理と自治会の協力で、土地は2反2

畝は財産管理委員会が貸している。春日神社の建て替えは、氏子

会の協力によって平成14年に完成しました。10年くらい前、薬師堂

の祭典と修繕、それに十二神将の修繕は財産管理委員会の協力

で完成しました。法眼寺 (ほうげんじ) はもうなくなってしまったの

ですが、塙の公民館のところに昔、法眼寺の住職の墓石が転がっ

ていたんですね。それで供養しようということで財産管理で行いま

した。

4. 共同墓地と大塚家のこと

　私はそこの共同墓地の代表もやってて、今は顧問ですけど、お

墓の歴史を東卵塔場史 (ひがしらんとばし) として私が調べてまと

めました。協力で平嶋五一先生と、真岡の日大の田村豊幸 (とよゆ

き) 先生に資料等をいただきました。

　日本には芭蕉の句碑が3200程あるらしく、その中の一つが大塚

家の庭にある。石碑が大きな木の下に埋まっていた。昭和50年に

発見されて記念碑を立てるということになり、田村先生に設計をし

てもらって、奥書を田村先生と平嶋先生にやってもらった。元々の

碑と新しく立てた碑があります。

　私は、鎌倉時代の宇都宮の旧家臣なんです。今から500年前、宇

都宮が改易になったと同時に農家になったようです。この間円通

寺の護持 (ごじ、僧のこと) が亡くなったときに、私が葬儀委員長を

務めさせてもらった。円通寺の開山は、良栄上人なんですが、今か

ら600年以上前、その時の先祖さまも同じように先祖からお手伝い

したと伝わっています。円通寺が江戸城へ上りをするとき、ここを第

一の陣屋として、三十里の道を2泊3日かけ、鬼怒川から船で行き、

関宿に行って芝の増上寺に行って、江戸城に行った。その当時

使った刀とか槍はあります。

　戦時中に、日下田武さんが栃木県の木材供出委員長になって

いた。昭和18年に寄付してくれと交渉があったんですね。ただ、そ

の木は先祖の墓印だから、その代わり屋敷の木を提供しましょう、

ということで免れたケヤキなんです。お墓は5畝あります。先祖の塚

になっていて、形は円墳になっている。その上に乗っているのは五

輪の塔の頭の部分。このあたりは行けば古墳のようになっている。

そのため、これまで調査に入ったこともあり、昔の壺とか、鍬とか破

片とか出てきた。ここはそれに小栗康平監督の「死の棘」のモデル

になったお墓です。岸部一徳さん、松坂慶子さんも半日はいたんで

すよ。家の墓には、日本回国供養塔があり、初代の大塚徳右衛門 

(とくえもん) は、2回回国をやりました。国を全部歩いたんです。

5. 地域の行事と祇園祭

　お祭りを当番で一年で6人ずつ、上町、下町別々に行います。毎

年当番制で代わっており、宿の通りで6人ごとになっている。下町

では、馬頭観音を1月18日、聖観音堂を4月14日、白滝不動尊を8月

28日に行い、上町は、法眼寺、生駒大明神、天祭 (てんさい) をして

います。天祭は、天念仏 (てんねんぶつ) ともいいます。天念仏は、

おてんと様を拝んで、五穀豊穣をお願いしたりします。

　馬頭観音では、下町は馬頭観音、上町は生駒大明神と呼びます。

馬は昔は家族のように扱っていましたからね。それに、昭和15年く

らいに祖先が「出征軍馬の碑」というものを建てました。日清・日露

戦争の際の碑は、春日神社にあり、塙の自治会が建立しました。

　聖観音堂は、下町でやっています。芳賀の100観音の内の12番

目で、観音様を祀る祭りです、星の宮は小学校分校の前にある11

番目。家内安全とか五穀豊穣にご利益があるように、と。

　上町の法眼寺は明林寺の前にある。これは茨城県の城里の方

にある小松寺の末寺ですね。それで法眼寺の末寺が白滝不動尊

です。法眼寺は明治6年に廃寺になっています。現在その場所は上

町の公民館になっており、その中で祀っていた仏様の青面金剛が

入っています。

　百万遍は、下と上、別々にやっていた。下町でも昔はやっていた。

昔は5月6月頃に年寄りが集まって、一軒一軒家を歩いて上がって

もらって拝んでもらって、昭和40年頃までやっていた。家には太鼓

や鐘はあります。数珠は勝田芳裕 (よしひろ) さんが今でも持って

いる。

　鐘はお葬式の時に墓まで行くのに叩いていた。お葬式のことを、

ジャンポンと言った。お葬式の時に叩いてもいた。鐘には、天保9年、

下野国、塙村と書いてあります。

　念仏講には他に甲子 (きのえね) 講というのもあり、百万遍と同

じ講元で同じ人で行っていた。下町と上町で別々にやっている。

　あとオコシンサマ、2か月に一遍ずつ申の日にやってたやつは、今

もやっている家がある。元はここ6軒ぐらいでうちの方もやってたん

だけど、青面金剛仏、青鬼のお不動様の掛軸を持って、当家のご

主人を主催として、回り番で集まって。庚申様ですな、オコシンサマ

といったんですけど、残っているところがこの自治会でもあります。

有志が集まって、塙でも下・上の人が一緒になってやっていて、う

ちはおやじが怪我して参加しなくなったんだけど、記憶あるのは昭

和30年代の頃まで、その後まだ続いてるみたいで。

　あとは全体的なお祭りとしては十九夜様とか、そんなものがあっ

たみたいですね。記念碑も残ってますけど今はやっていない、終戦

の頃まではやってたみたいですけど戦後はなくなっちゃったようで

すね。

　屋台が昔あったらしいんですが、村がやっていけない時代に小

貝川に流してしまったと聞いている。川に流したが、川の上流の方

に行ったとかいう話で、実は売ってしまったのではないかという話。

祇園はもらい祇園とも言ったし、小麦ができてそれでうどんを作り

食べたということで、うどん祇園とも言った。5、6年前から、塙の若

い人たちが益子の祇園に屋台と神輿を作って参加するようになっ

た。星の宮に祇園台という地名が今でも残っている。そこでやって

いたのか、そこで屋台を置いていたのかのどちらかだと思います。

天保の時代に屋台を流したため、祇園祭は、なくなったと思います。

屋台をなくす前までは、こちらでも別に祇園をしていたと思います

ね。

6. 御料地と大根の共同出荷

　ペンタックスの土地は御料地であって国のものだった、その前は

徳川さんの土地だった。明治の時、山であった所をこのままにして

おくなら帝室林野局で取り上げるから、開墾するならば皆に使わ

せるということで、終戦までは国からその土地を借りていた。戦後

は農地解放になり、御料地は、ちょうど50町歩くらいになると思い

ます。終戦の時に払い下げになった土地です。ペンタックスの周り

の土地は個人の山になります。

　昭和3年に塙共同出荷組合というのができて、大根をつくって宇

都宮14師団へ納めた。その資料があります。『校風人脈』に真岡農

業高校出身者の情報が載っている、栃木新聞社はなくなっちゃっ

たけど栃木新聞社発行のやつ。

　丸大という商標で、昭和3年から終戦まで2000樽、ここの組合で

沢庵を納めて、県外共同出荷組合といって出荷組合の先を行った

わけです。真岡鐡道を使って東京の神田市場まで納めていた。私

の親の大塚健一郎がこの辺りで始めた創始者で、売り口が困った

らしい、県の斡旋でたまたま宇都宮14師団に。今残っているのは、

資料と沢庵石くらい。樽を譲ってしまったし、今は自分の家で食べ

るだけ作っているだけですね。

7. 郷倉と入百姓のこと

　塙と星の宮で寄付を募って郷倉 (ごうぐら) を建てた。郷倉とは

備荒貯穀 (びこうちょこく) で、徳川幕府の政策で作ったようです

ね。昭和20年まで、塙・星の宮で使っていたようです。種もみを置い

て欲しい人に渡し、次の年に返しにくる。常に20俵は郷倉にあった。

場所は、外池さんとうちの間の畑にあった、郷倉は今ないが、木の

柱に郷倉跡という標識は立っている。

　風土って範囲がとても広いですね、昔の生活だったからなあ、そ

れに繋がっているから。

　上越の一向宗の方、寛政10年入百姓として、塙へ7戸入植する。

共同墓地に7戸は全部入っています。寛政11年入百姓として、星の

宮50戸入植する。天保の頃には、人別改帳には、元々いた方が50

戸ほどだったのが、入植してきた方と合わせると114戸になったと

記載されている。今では、塙・星の宮で1750～1800軒くらいかな、

よそから来た人で成り立っていて、よそから来た人が村を作ってく

れたから、外から来る人に寛大な自治会であると言われますね。

　一向宗の方は信仰心が強く、信仰に関しての行事の参加も多

かったようです。この辺の一向宗の方のお寺は、西田井 (真岡市) 

の本誓寺ですね。一向宗の方が入植した理由は、真岡代官の竹

垣三右衛門 (さえもん) さんの主導によって、塙が荒れた土地だと

話があったみたいです。離農する人が多くおり土地がたくさん余っ

ていたためだと思います。入植者は、奥行き8間×間口10間が屋敷

の敷地で開墾して入植したのだと。家の先祖の大塚徳右衛門は、

一向宗の方が来た時に名主をしていたみたいです。一戸当たり10

石で入植させたみたいですね。まじめにやった人には真岡代官か

ら感謝状が出たみたいですよ。うちの方では、7戸来た中の筆頭の

小玉さんという方がいただいた感謝状の複写が残ってありますよ。

小玉さんはこの家から円通寺の47世が出ているんですよ、住職さ

んが。小玉さんの家が焼けたときに原本は焼けてなくなってしまっ

た。

8. 戦前の諸団体と道のこと

　明治44年に、農協の前身で「購買販売組合」、私から3代前の先

祖様が「農会」というものをここでつくったわけですね。その次の年

はタバコ耕作組合の初代組合長にもなってますね。葉タバコです

ね、ベーハじゃなくてダルマ。その頃の農家所得は年間350円ぐら

い。「農会」をつくったときは一株10円の株券を発行したようですよ。

役員は4人だったけど、役員は最低でも10株だから100円ぐらい出

してたようですね。その株券も残ってます。星の宮は名前が会員名

簿にないから塙地区だけかな、と思うんだけどね。

　「下野相互扶助会」は甲子講の講元で始めたみたいです、積み

立てとか。だからここに誰からお金をいつから預かったという記録

が。お互いにお金を出し合って、何かあったときにそこから融資す

る組織。

　昭和8年に今の国道294の県道を拡幅するとき、直接、菊池病院

の所から真っすぐ小貝川に行く予定だったんですね。村が駄目に

なるから、そのとき旧道を辿ってくれと言って、それで国道は大きな

カーブができている。塙から星の宮への道はたつ街道 (立つ街道、

辰街道) と呼ばれている。この台地、法眼寺の山号は龍谷山 (りゅ

うやざん) と呼ばれた。塙の明林寺の山号は塙山と呼ばれ、星の宮

は星の宮山と呼ばれている。

9. 塙の地名と昔からの風習

　調べたところによると、地形から出たのと領主から出たのと二通

りがあるみたいで。土の高いところを読んで字のごとく塙という、こ

こが一段高いような台地だったから、塙に対しては土の下と書い

て圷 (あくつ) という、じめじめしたところ、そういう地形から出たの

と、あとは鹿島・香取神宮の一族がここに来て、塙能登守大善が

領したので塙村になったんだという由来。どちらとも何ともいえな

い。塙は真岡の方から見ると「北田井」という、「南田井」はナンタカ、

真岡市南高岡あたり。

　地名の由来は星の宮の、今は亡くなった野崎先生がやってたよ

うで、私にも「調べろ」なんて言われたが暇がなくて、教わりに行くう

ちに亡くなっちゃって。

　春日神社で奉納相撲をやったとき、土俵の土をとったところが

「土俵地 (どひょうじ) 」という地名で残っているんですよ。奉納相

撲は今はやってない、私らの子どもの頃はやってましたね。春日神

社のご祭神は奈良の春日大社が本社で、天児屋命 (あめのこやね

のみこと) とニニギノミコトを祀っている、だから直接鹿島神宮とは

繋がりがあるようですね。

　星の宮神社も塙地内なんですけど、あそこは香取神宮のご祭神

を祀っているんですね。それで虚空蔵様も守っているので、塙・星

の宮の人はウナギが虚空蔵様の乗り馬ということでウナギを食べ

ない、と昔の人たちから伝わっているんですけど、今の人はそういう

のはない。ウナギの話は子ども心にも、ウナギなんか捕っても「それ

は川に流してきなさい」とうちの先祖に固く言われましたね。あとは、

ここでは馬を飼っていた家は桜肉を売りに来ても絶対買わなかっ

た、そういう風習が残ってますね。

　農休日のことを神事 (かみごと) といい、村の区長さんあたりが

決めたと聞いています。戦前まで風習があったと聞いている。

10. 昔の水生生物とササラ池

　ウナギは小貝川にいた、あとはバカガイというかカラスガイという

真っ黒い貝、今はほとんど見なくなっちゃいましたね。タニシもたく

さん食べたようですね、屋敷の隅々から貝殻の残が出てきます。小

学校の頃、西谷川 (にしやがわ) にはアカンベといったミヤコタナゴ、

あとはヤツメウナギがいましたな、水がきれいだったから。腹の下

の赤いのがきれいだったんです。西谷川は山根堀 (やまねぼり) と

いって、二宮金次郎先生の仕法によって田を冷害から守るという

意味で堀を掘ったみたいですね、弁天池から流れているペンタッ

クスの手前の小川。

　塙のペンタックスの池をササラダメといったんですよ、これは水

利権が塙にあります。塙の財産区で湖面利用権を年間5千円でお

貸ししてます、ペンタックスが来た当時から。漁業権はペンタックス

さんが持ってて、鯉の養殖を一時やってたんですよね。ペンタック

スの上役が魚好きだったんじゃないですか。

　魚捕りの名人はフジサワハマキチさんという方。舟を持っていて、

農業を主としてやっていたが、あの方のところに行けばたいがいの

魚のことだったら分かる、今は亡くなりましたけど。池を改修したと

き池の魚を逃がした人がこのフジサワさん。ほんとに池の底が見え

たもんね、魚泳いでるのまで。ササラ池というのが正式名称なんで

すけど、あの周りにもいろいろな草花もありましたな、サギソウとか。

　ササラ池にはコイやライギョ、ナマズがいて、会社が来てコイを

主体に養殖を始めたんです。カイコの蛹なんて高いエサを撒いて、

朝昼晩やるんだけどすごいよ。カイコは今から10年ぐらい前までは

塙・星の宮で10軒ぐらいの農家がやっていた、そこのタカハシさん

が最後。桑畑もありました。お蚕は小山の方に売ってたようですね。

タカハシさんは大臣賞2回ぐらいもらったんじゃないですか、お蚕

の単収上げて。
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500円で行っている。予算の半分以上は、村の財産管理委員会か

ら出しています。

　これは伝統的な行事で、かなり古い時代からあったようで、村の

結束を高める、ということが第一に挙げられますね。共同精神を養

う、という面で。それと集まりには村のしきたりというのがあります

から、そういう勉強もしたんじゃないですかね。何といっても伝統的

なしきたりというかまつりごとは間違いなくおろそかにはしませんで

したから、できるだけみんな持ち寄りで当番を決めて、今でこそ「私

は当番抜けます」なんて言うけど、昔はそんなこと決してなかったか

らね。今は公民館を使うことが多くなったけど、元は家を持ち回り

で、本当番と前後の当番のおかみさんたちが集まって、お酒と煮物、

その時々の野菜とかを用意して。

　地蔵講は、1月下旬から2月上旬にかけてやるお祭りですね。女

　塙地区の旧家に生まれ、ご自身でも地域の歴史を調べてまとめ

ている大塚久一郎 (おおつかひさいちろう) さんに、数々の文献を

もとに地域の風土について幅広く語っていただいた。

1. お日待ちと地蔵講

　お日待ちは、1月下旬～2月上旬の日曜日に塙の上町と下町で

やっています。下町の場合、この裏の道路を挟んで南方面、その北

を上町と呼びます。それぞれ50～60軒になり、会費制でやっている。

今では、若い衆お日待ちと呼ばれています。元々当主の方々が出て

いたのですが、若い方が出る機会が必要ということで、昭和30年頃

から当主の代理の長男とかで集まることにし、「若い衆お日待ち」と

呼ばれた。当時は地域の集まりがなかったので、そういうことでコ

ミュニケーションを取っていたのだと思います。現在、会費は一戸

性だけで行い、会費は全額、村の財産管理委員会から出している。

昔はサシ、会費を差し出すという意味でサシというが、それでお米

で五合とか一升とか、お米で集めていた。

　地蔵講は延生 (のぶ) の地蔵さん (天台宗延生山城興寺、芳賀

町に所在) からお掛軸をいただいて、それに対する何か志をあげ

たんじゃないですかね。お掛軸を順番に回して、その家で。

2. 春日神社と薬師堂のお祭り

　春日神社のお祭りは、祈年祭、例大祭、新嘗祭、節分祭がありま

す。節分祭は昭和50年くらいから新たに始めました。

　春日神社は塙の鎮守様で、明治14年に550円で新築した記録

が残ってます。このときの大工棟梁は添田弥一郎 (そえたやいちろ

う) さんという茂木の方で、「百棟記念碑」が茂木に建っているみた

いです。この方が栃木市にあった元の栃木県庁をつくったようです。

今はほとんど壊しちゃって、残っているのは屋根の鬼瓦ぐらいかな、

あと昔の本殿はそのまま使っています。ご祭神は刀だったらしいけ

ど、行方不明になって今は八咫鏡 (やたのかがみ) 。ご遷座すると

き「ご祭神を家で預かって」と言われたんだけど、親戚の者は「そん

な尊いものは神社で預かってもらうんだ」と言うので大前さんに預

かってもらって。

　それに田町の山口さんから、日本の相撲の歴史の中に、町うち

か塙かどちらかで大相撲のことが出ていると聞いた。春日神社の

祭礼の時に奉納相撲があったんですね。芭蕉の弟子である服部

嵐雪の句が春日神社に残っているんですね、「相撲とり並ぶや秋

の唐錦」っていう。手洗いの水の土台に刻んである。

　現在、明林寺の境内にある薬師堂の祭典を2月11日に行います。

もともとは塙の自治会で管理し塙のゴルフ場のあたりにあったの

です。村が疲弊してしまった時に、土地と建物を明林寺にお願いし

たわけです。今は明林寺境内にあります。会費は、全額、村の財産

管理委員会から出しています。昔はお札の代金として、1枚100円を

徴収していた。

3. 財産管理委員会

　塙で持っている土地の収入を、昔は塙自治会に全額やってたん

ですけど、昭和61年に財産管理委員会を設立して。名義人の団体

を無視して、自治会員とすればみんな総会で決議されてたのを、そ

れではおかしいんじゃないのか、58名の連名の財産だから、という

ことで。共有地は山林とか宅地。土地を貸してたところと地代取れ

ないで裁判になっちゃって、向こうは「人格なき団体だから請求権

がない」といったやつを、裁判所では総有財産、「多数決の原理で

やってるんだから」といって、共有財産から総有財産に変えて名義

を更新中なんです。

　これは明治22年に昔の塙村にあった除け地 (江戸時代の検地

帳の記載から除かれた土地のこと) の一部がそういう形で村を守

るという意味で残って、そのときに連名にした、塙と星の宮でその

当時住んでいた方全員が名義で。塙で58名、星の宮で最初は48

名ぐらいだったのですが、60名ぐらいに増えていると思います。明

治22年にもとは一つであった塙と星の宮の財産を分け、現在、塙

と星の宮は、登記上分かれたことになっています。私は初代の財産

管理の代表を15年程やっていた。今は高橋和弘さんが、財産管理

委員会の代表を務めている。共有地は、元々は山の木を取る山、堰

を直す「堰山」といって堰普請の山や、「念仏山」といって念仏講の

山で、その山からお金を得て念仏講を守る、念仏講といえば百万

遍とか。ここは天領で、もともとは真岡代官領だったんです。

　堰山は堰を作るための山、小貝川の塙堰、塙の自治会で管理し

ていた。場所はリズム時計から下りた所、益子芳星高校の近くにあ

ります。堰山は農協の益子カントリー (JAはが野益子カントリーエ

レベーター) のあたりになり、「堰山下」という地名が残っている。

　下町の念仏山ですが、土地の広さは約8反ほどあり、菊池医院

から下りた所にあった。土地は今でも財産管理委員会で管理して

いる。

　公民館の建て替えは財産管理と自治会の協力で、土地は2反2

畝は財産管理委員会が貸している。春日神社の建て替えは、氏子

会の協力によって平成14年に完成しました。10年くらい前、薬師堂

の祭典と修繕、それに十二神将の修繕は財産管理委員会の協力

で完成しました。法眼寺 (ほうげんじ) はもうなくなってしまったの

ですが、塙の公民館のところに昔、法眼寺の住職の墓石が転がっ

ていたんですね。それで供養しようということで財産管理で行いま

した。

4. 共同墓地と大塚家のこと

　私はそこの共同墓地の代表もやってて、今は顧問ですけど、お

墓の歴史を東卵塔場史 (ひがしらんとばし) として私が調べてまと

めました。協力で平嶋五一先生と、真岡の日大の田村豊幸 (とよゆ

き) 先生に資料等をいただきました。

　日本には芭蕉の句碑が3200程あるらしく、その中の一つが大塚

家の庭にある。石碑が大きな木の下に埋まっていた。昭和50年に

発見されて記念碑を立てるということになり、田村先生に設計をし

てもらって、奥書を田村先生と平嶋先生にやってもらった。元々の

碑と新しく立てた碑があります。

　私は、鎌倉時代の宇都宮の旧家臣なんです。今から500年前、宇

都宮が改易になったと同時に農家になったようです。この間円通

寺の護持 (ごじ、僧のこと) が亡くなったときに、私が葬儀委員長を

務めさせてもらった。円通寺の開山は、良栄上人なんですが、今か

ら600年以上前、その時の先祖さまも同じように先祖からお手伝い

したと伝わっています。円通寺が江戸城へ上りをするとき、ここを第

一の陣屋として、三十里の道を2泊3日かけ、鬼怒川から船で行き、

関宿に行って芝の増上寺に行って、江戸城に行った。その当時

使った刀とか槍はあります。

　戦時中に、日下田武さんが栃木県の木材供出委員長になって

いた。昭和18年に寄付してくれと交渉があったんですね。ただ、そ

の木は先祖の墓印だから、その代わり屋敷の木を提供しましょう、

ということで免れたケヤキなんです。お墓は5畝あります。先祖の塚

になっていて、形は円墳になっている。その上に乗っているのは五

輪の塔の頭の部分。このあたりは行けば古墳のようになっている。

そのため、これまで調査に入ったこともあり、昔の壺とか、鍬とか破

片とか出てきた。ここはそれに小栗康平監督の「死の棘」のモデル

になったお墓です。岸部一徳さん、松坂慶子さんも半日はいたんで

すよ。家の墓には、日本回国供養塔があり、初代の大塚徳右衛門 

(とくえもん) は、2回回国をやりました。国を全部歩いたんです。

5. 地域の行事と祇園祭

　お祭りを当番で一年で6人ずつ、上町、下町別々に行います。毎

年当番制で代わっており、宿の通りで6人ごとになっている。下町

では、馬頭観音を1月18日、聖観音堂を4月14日、白滝不動尊を8月

28日に行い、上町は、法眼寺、生駒大明神、天祭 (てんさい) をして

います。天祭は、天念仏 (てんねんぶつ) ともいいます。天念仏は、

おてんと様を拝んで、五穀豊穣をお願いしたりします。

　馬頭観音では、下町は馬頭観音、上町は生駒大明神と呼びます。

馬は昔は家族のように扱っていましたからね。それに、昭和15年く

らいに祖先が「出征軍馬の碑」というものを建てました。日清・日露

戦争の際の碑は、春日神社にあり、塙の自治会が建立しました。

　聖観音堂は、下町でやっています。芳賀の100観音の内の12番

目で、観音様を祀る祭りです、星の宮は小学校分校の前にある11

番目。家内安全とか五穀豊穣にご利益があるように、と。

　上町の法眼寺は明林寺の前にある。これは茨城県の城里の方

にある小松寺の末寺ですね。それで法眼寺の末寺が白滝不動尊

です。法眼寺は明治6年に廃寺になっています。現在その場所は上

町の公民館になっており、その中で祀っていた仏様の青面金剛が

入っています。

　百万遍は、下と上、別々にやっていた。下町でも昔はやっていた。

昔は5月6月頃に年寄りが集まって、一軒一軒家を歩いて上がって

もらって拝んでもらって、昭和40年頃までやっていた。家には太鼓

や鐘はあります。数珠は勝田芳裕 (よしひろ) さんが今でも持って

いる。

　鐘はお葬式の時に墓まで行くのに叩いていた。お葬式のことを、

ジャンポンと言った。お葬式の時に叩いてもいた。鐘には、天保9年、

下野国、塙村と書いてあります。

　念仏講には他に甲子 (きのえね) 講というのもあり、百万遍と同

じ講元で同じ人で行っていた。下町と上町で別々にやっている。

　あとオコシンサマ、2か月に一遍ずつ申の日にやってたやつは、今

もやっている家がある。元はここ6軒ぐらいでうちの方もやってたん

だけど、青面金剛仏、青鬼のお不動様の掛軸を持って、当家のご

主人を主催として、回り番で集まって。庚申様ですな、オコシンサマ

といったんですけど、残っているところがこの自治会でもあります。

有志が集まって、塙でも下・上の人が一緒になってやっていて、う

ちはおやじが怪我して参加しなくなったんだけど、記憶あるのは昭

和30年代の頃まで、その後まだ続いてるみたいで。

　あとは全体的なお祭りとしては十九夜様とか、そんなものがあっ

たみたいですね。記念碑も残ってますけど今はやっていない、終戦

の頃まではやってたみたいですけど戦後はなくなっちゃったようで

すね。

　屋台が昔あったらしいんですが、村がやっていけない時代に小

貝川に流してしまったと聞いている。川に流したが、川の上流の方

に行ったとかいう話で、実は売ってしまったのではないかという話。

祇園はもらい祇園とも言ったし、小麦ができてそれでうどんを作り

食べたということで、うどん祇園とも言った。5、6年前から、塙の若

い人たちが益子の祇園に屋台と神輿を作って参加するようになっ

た。星の宮に祇園台という地名が今でも残っている。そこでやって

いたのか、そこで屋台を置いていたのかのどちらかだと思います。

天保の時代に屋台を流したため、祇園祭は、なくなったと思います。

屋台をなくす前までは、こちらでも別に祇園をしていたと思います

ね。

6. 御料地と大根の共同出荷

　ペンタックスの土地は御料地であって国のものだった、その前は

徳川さんの土地だった。明治の時、山であった所をこのままにして

おくなら帝室林野局で取り上げるから、開墾するならば皆に使わ

せるということで、終戦までは国からその土地を借りていた。戦後

は農地解放になり、御料地は、ちょうど50町歩くらいになると思い

ます。終戦の時に払い下げになった土地です。ペンタックスの周り

の土地は個人の山になります。

　昭和3年に塙共同出荷組合というのができて、大根をつくって宇

都宮14師団へ納めた。その資料があります。『校風人脈』に真岡農

業高校出身者の情報が載っている、栃木新聞社はなくなっちゃっ

たけど栃木新聞社発行のやつ。

　丸大という商標で、昭和3年から終戦まで2000樽、ここの組合で

沢庵を納めて、県外共同出荷組合といって出荷組合の先を行った

わけです。真岡鐡道を使って東京の神田市場まで納めていた。私

の親の大塚健一郎がこの辺りで始めた創始者で、売り口が困った

らしい、県の斡旋でたまたま宇都宮14師団に。今残っているのは、

資料と沢庵石くらい。樽を譲ってしまったし、今は自分の家で食べ

るだけ作っているだけですね。

7. 郷倉と入百姓のこと

　塙と星の宮で寄付を募って郷倉 (ごうぐら) を建てた。郷倉とは

備荒貯穀 (びこうちょこく) で、徳川幕府の政策で作ったようです

ね。昭和20年まで、塙・星の宮で使っていたようです。種もみを置い

て欲しい人に渡し、次の年に返しにくる。常に20俵は郷倉にあった。

場所は、外池さんとうちの間の畑にあった、郷倉は今ないが、木の

柱に郷倉跡という標識は立っている。

　風土って範囲がとても広いですね、昔の生活だったからなあ、そ

れに繋がっているから。

　上越の一向宗の方、寛政10年入百姓として、塙へ7戸入植する。

共同墓地に7戸は全部入っています。寛政11年入百姓として、星の

宮50戸入植する。天保の頃には、人別改帳には、元々いた方が50

戸ほどだったのが、入植してきた方と合わせると114戸になったと

記載されている。今では、塙・星の宮で1750～1800軒くらいかな、

よそから来た人で成り立っていて、よそから来た人が村を作ってく

れたから、外から来る人に寛大な自治会であると言われますね。

　一向宗の方は信仰心が強く、信仰に関しての行事の参加も多

かったようです。この辺の一向宗の方のお寺は、西田井 (真岡市) 

の本誓寺ですね。一向宗の方が入植した理由は、真岡代官の竹

垣三右衛門 (さえもん) さんの主導によって、塙が荒れた土地だと

話があったみたいです。離農する人が多くおり土地がたくさん余っ

ていたためだと思います。入植者は、奥行き8間×間口10間が屋敷

の敷地で開墾して入植したのだと。家の先祖の大塚徳右衛門は、

一向宗の方が来た時に名主をしていたみたいです。一戸当たり10

石で入植させたみたいですね。まじめにやった人には真岡代官か

ら感謝状が出たみたいですよ。うちの方では、7戸来た中の筆頭の

小玉さんという方がいただいた感謝状の複写が残ってありますよ。

小玉さんはこの家から円通寺の47世が出ているんですよ、住職さ

んが。小玉さんの家が焼けたときに原本は焼けてなくなってしまっ

た。

8. 戦前の諸団体と道のこと

　明治44年に、農協の前身で「購買販売組合」、私から3代前の先

祖様が「農会」というものをここでつくったわけですね。その次の年

はタバコ耕作組合の初代組合長にもなってますね。葉タバコです

ね、ベーハじゃなくてダルマ。その頃の農家所得は年間350円ぐら

い。「農会」をつくったときは一株10円の株券を発行したようですよ。

役員は4人だったけど、役員は最低でも10株だから100円ぐらい出

してたようですね。その株券も残ってます。星の宮は名前が会員名

簿にないから塙地区だけかな、と思うんだけどね。

　「下野相互扶助会」は甲子講の講元で始めたみたいです、積み

立てとか。だからここに誰からお金をいつから預かったという記録

が。お互いにお金を出し合って、何かあったときにそこから融資す

る組織。

　昭和8年に今の国道294の県道を拡幅するとき、直接、菊池病院

の所から真っすぐ小貝川に行く予定だったんですね。村が駄目に

なるから、そのとき旧道を辿ってくれと言って、それで国道は大きな

カーブができている。塙から星の宮への道はたつ街道 (立つ街道、

辰街道) と呼ばれている。この台地、法眼寺の山号は龍谷山 (りゅ

うやざん) と呼ばれた。塙の明林寺の山号は塙山と呼ばれ、星の宮

は星の宮山と呼ばれている。

9. 塙の地名と昔からの風習

　調べたところによると、地形から出たのと領主から出たのと二通

りがあるみたいで。土の高いところを読んで字のごとく塙という、こ

こが一段高いような台地だったから、塙に対しては土の下と書い

て圷 (あくつ) という、じめじめしたところ、そういう地形から出たの

と、あとは鹿島・香取神宮の一族がここに来て、塙能登守大善が

領したので塙村になったんだという由来。どちらとも何ともいえな

い。塙は真岡の方から見ると「北田井」という、「南田井」はナンタカ、

真岡市南高岡あたり。

　地名の由来は星の宮の、今は亡くなった野崎先生がやってたよ

うで、私にも「調べろ」なんて言われたが暇がなくて、教わりに行くう

ちに亡くなっちゃって。

　春日神社で奉納相撲をやったとき、土俵の土をとったところが

「土俵地 (どひょうじ) 」という地名で残っているんですよ。奉納相

撲は今はやってない、私らの子どもの頃はやってましたね。春日神

社のご祭神は奈良の春日大社が本社で、天児屋命 (あめのこやね

のみこと) とニニギノミコトを祀っている、だから直接鹿島神宮とは

繋がりがあるようですね。

　星の宮神社も塙地内なんですけど、あそこは香取神宮のご祭神

を祀っているんですね。それで虚空蔵様も守っているので、塙・星

の宮の人はウナギが虚空蔵様の乗り馬ということでウナギを食べ

ない、と昔の人たちから伝わっているんですけど、今の人はそういう

のはない。ウナギの話は子ども心にも、ウナギなんか捕っても「それ

は川に流してきなさい」とうちの先祖に固く言われましたね。あとは、

ここでは馬を飼っていた家は桜肉を売りに来ても絶対買わなかっ

た、そういう風習が残ってますね。

　農休日のことを神事 (かみごと) といい、村の区長さんあたりが

決めたと聞いています。戦前まで風習があったと聞いている。

10. 昔の水生生物とササラ池

　ウナギは小貝川にいた、あとはバカガイというかカラスガイという

真っ黒い貝、今はほとんど見なくなっちゃいましたね。タニシもたく

さん食べたようですね、屋敷の隅々から貝殻の残が出てきます。小

学校の頃、西谷川 (にしやがわ) にはアカンベといったミヤコタナゴ、

あとはヤツメウナギがいましたな、水がきれいだったから。腹の下

の赤いのがきれいだったんです。西谷川は山根堀 (やまねぼり) と

いって、二宮金次郎先生の仕法によって田を冷害から守るという

意味で堀を掘ったみたいですね、弁天池から流れているペンタッ

クスの手前の小川。

　塙のペンタックスの池をササラダメといったんですよ、これは水

利権が塙にあります。塙の財産区で湖面利用権を年間5千円でお

貸ししてます、ペンタックスが来た当時から。漁業権はペンタックス

さんが持ってて、鯉の養殖を一時やってたんですよね。ペンタック

スの上役が魚好きだったんじゃないですか。

　魚捕りの名人はフジサワハマキチさんという方。舟を持っていて、

農業を主としてやっていたが、あの方のところに行けばたいがいの

魚のことだったら分かる、今は亡くなりましたけど。池を改修したと

き池の魚を逃がした人がこのフジサワさん。ほんとに池の底が見え

たもんね、魚泳いでるのまで。ササラ池というのが正式名称なんで

すけど、あの周りにもいろいろな草花もありましたな、サギソウとか。

　ササラ池にはコイやライギョ、ナマズがいて、会社が来てコイを

主体に養殖を始めたんです。カイコの蛹なんて高いエサを撒いて、

朝昼晩やるんだけどすごいよ。カイコは今から10年ぐらい前までは

塙・星の宮で10軒ぐらいの農家がやっていた、そこのタカハシさん

が最後。桑畑もありました。お蚕は小山の方に売ってたようですね。

タカハシさんは大臣賞2回ぐらいもらったんじゃないですか、お蚕

の単収上げて。
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500円で行っている。予算の半分以上は、村の財産管理委員会か

ら出しています。

　これは伝統的な行事で、かなり古い時代からあったようで、村の

結束を高める、ということが第一に挙げられますね。共同精神を養

う、という面で。それと集まりには村のしきたりというのがあります

から、そういう勉強もしたんじゃないですかね。何といっても伝統的

なしきたりというかまつりごとは間違いなくおろそかにはしませんで

したから、できるだけみんな持ち寄りで当番を決めて、今でこそ「私

は当番抜けます」なんて言うけど、昔はそんなこと決してなかったか

らね。今は公民館を使うことが多くなったけど、元は家を持ち回り

で、本当番と前後の当番のおかみさんたちが集まって、お酒と煮物、

その時々の野菜とかを用意して。

　地蔵講は、1月下旬から2月上旬にかけてやるお祭りですね。女

　塙地区の旧家に生まれ、ご自身でも地域の歴史を調べてまとめ

ている大塚久一郎 (おおつかひさいちろう) さんに、数々の文献を

もとに地域の風土について幅広く語っていただいた。

1. お日待ちと地蔵講

　お日待ちは、1月下旬～2月上旬の日曜日に塙の上町と下町で

やっています。下町の場合、この裏の道路を挟んで南方面、その北

を上町と呼びます。それぞれ50～60軒になり、会費制でやっている。

今では、若い衆お日待ちと呼ばれています。元々当主の方々が出て

いたのですが、若い方が出る機会が必要ということで、昭和30年頃

から当主の代理の長男とかで集まることにし、「若い衆お日待ち」と

呼ばれた。当時は地域の集まりがなかったので、そういうことでコ

ミュニケーションを取っていたのだと思います。現在、会費は一戸

性だけで行い、会費は全額、村の財産管理委員会から出している。

昔はサシ、会費を差し出すという意味でサシというが、それでお米

で五合とか一升とか、お米で集めていた。

　地蔵講は延生 (のぶ) の地蔵さん (天台宗延生山城興寺、芳賀

町に所在) からお掛軸をいただいて、それに対する何か志をあげ

たんじゃないですかね。お掛軸を順番に回して、その家で。

2. 春日神社と薬師堂のお祭り

　春日神社のお祭りは、祈年祭、例大祭、新嘗祭、節分祭がありま

す。節分祭は昭和50年くらいから新たに始めました。

　春日神社は塙の鎮守様で、明治14年に550円で新築した記録

が残ってます。このときの大工棟梁は添田弥一郎 (そえたやいちろ

う) さんという茂木の方で、「百棟記念碑」が茂木に建っているみた

いです。この方が栃木市にあった元の栃木県庁をつくったようです。

今はほとんど壊しちゃって、残っているのは屋根の鬼瓦ぐらいかな、

あと昔の本殿はそのまま使っています。ご祭神は刀だったらしいけ

ど、行方不明になって今は八咫鏡 (やたのかがみ) 。ご遷座すると

き「ご祭神を家で預かって」と言われたんだけど、親戚の者は「そん

な尊いものは神社で預かってもらうんだ」と言うので大前さんに預

かってもらって。

　それに田町の山口さんから、日本の相撲の歴史の中に、町うち

か塙かどちらかで大相撲のことが出ていると聞いた。春日神社の

祭礼の時に奉納相撲があったんですね。芭蕉の弟子である服部

嵐雪の句が春日神社に残っているんですね、「相撲とり並ぶや秋

の唐錦」っていう。手洗いの水の土台に刻んである。

　現在、明林寺の境内にある薬師堂の祭典を2月11日に行います。

もともとは塙の自治会で管理し塙のゴルフ場のあたりにあったの

です。村が疲弊してしまった時に、土地と建物を明林寺にお願いし

たわけです。今は明林寺境内にあります。会費は、全額、村の財産

管理委員会から出しています。昔はお札の代金として、1枚100円を

徴収していた。

3. 財産管理委員会

　塙で持っている土地の収入を、昔は塙自治会に全額やってたん

ですけど、昭和61年に財産管理委員会を設立して。名義人の団体

を無視して、自治会員とすればみんな総会で決議されてたのを、そ

れではおかしいんじゃないのか、58名の連名の財産だから、という

ことで。共有地は山林とか宅地。土地を貸してたところと地代取れ

ないで裁判になっちゃって、向こうは「人格なき団体だから請求権

がない」といったやつを、裁判所では総有財産、「多数決の原理で

やってるんだから」といって、共有財産から総有財産に変えて名義

を更新中なんです。

　これは明治22年に昔の塙村にあった除け地 (江戸時代の検地

帳の記載から除かれた土地のこと) の一部がそういう形で村を守

るという意味で残って、そのときに連名にした、塙と星の宮でその

当時住んでいた方全員が名義で。塙で58名、星の宮で最初は48

名ぐらいだったのですが、60名ぐらいに増えていると思います。明

治22年にもとは一つであった塙と星の宮の財産を分け、現在、塙

と星の宮は、登記上分かれたことになっています。私は初代の財産

管理の代表を15年程やっていた。今は高橋和弘さんが、財産管理

委員会の代表を務めている。共有地は、元々は山の木を取る山、堰

を直す「堰山」といって堰普請の山や、「念仏山」といって念仏講の

山で、その山からお金を得て念仏講を守る、念仏講といえば百万

遍とか。ここは天領で、もともとは真岡代官領だったんです。

　堰山は堰を作るための山、小貝川の塙堰、塙の自治会で管理し

ていた。場所はリズム時計から下りた所、益子芳星高校の近くにあ

ります。堰山は農協の益子カントリー (JAはが野益子カントリーエ

レベーター) のあたりになり、「堰山下」という地名が残っている。

　下町の念仏山ですが、土地の広さは約8反ほどあり、菊池医院

から下りた所にあった。土地は今でも財産管理委員会で管理して

いる。

　公民館の建て替えは財産管理と自治会の協力で、土地は2反2

畝は財産管理委員会が貸している。春日神社の建て替えは、氏子

会の協力によって平成14年に完成しました。10年くらい前、薬師堂

の祭典と修繕、それに十二神将の修繕は財産管理委員会の協力

で完成しました。法眼寺 (ほうげんじ) はもうなくなってしまったの

ですが、塙の公民館のところに昔、法眼寺の住職の墓石が転がっ

ていたんですね。それで供養しようということで財産管理で行いま

した。

4. 共同墓地と大塚家のこと

　私はそこの共同墓地の代表もやってて、今は顧問ですけど、お

墓の歴史を東卵塔場史 (ひがしらんとばし) として私が調べてまと

めました。協力で平嶋五一先生と、真岡の日大の田村豊幸 (とよゆ

き) 先生に資料等をいただきました。

　日本には芭蕉の句碑が3200程あるらしく、その中の一つが大塚

家の庭にある。石碑が大きな木の下に埋まっていた。昭和50年に

発見されて記念碑を立てるということになり、田村先生に設計をし

てもらって、奥書を田村先生と平嶋先生にやってもらった。元々の

碑と新しく立てた碑があります。

　私は、鎌倉時代の宇都宮の旧家臣なんです。今から500年前、宇

都宮が改易になったと同時に農家になったようです。この間円通

寺の護持 (ごじ、僧のこと) が亡くなったときに、私が葬儀委員長を

務めさせてもらった。円通寺の開山は、良栄上人なんですが、今か

ら600年以上前、その時の先祖さまも同じように先祖からお手伝い

したと伝わっています。円通寺が江戸城へ上りをするとき、ここを第

一の陣屋として、三十里の道を2泊3日かけ、鬼怒川から船で行き、

関宿に行って芝の増上寺に行って、江戸城に行った。その当時

使った刀とか槍はあります。

　戦時中に、日下田武さんが栃木県の木材供出委員長になって

いた。昭和18年に寄付してくれと交渉があったんですね。ただ、そ

の木は先祖の墓印だから、その代わり屋敷の木を提供しましょう、

ということで免れたケヤキなんです。お墓は5畝あります。先祖の塚

になっていて、形は円墳になっている。その上に乗っているのは五

輪の塔の頭の部分。このあたりは行けば古墳のようになっている。

そのため、これまで調査に入ったこともあり、昔の壺とか、鍬とか破

片とか出てきた。ここはそれに小栗康平監督の「死の棘」のモデル

になったお墓です。岸部一徳さん、松坂慶子さんも半日はいたんで

すよ。家の墓には、日本回国供養塔があり、初代の大塚徳右衛門 

(とくえもん) は、2回回国をやりました。国を全部歩いたんです。

5. 地域の行事と祇園祭

　お祭りを当番で一年で6人ずつ、上町、下町別々に行います。毎

年当番制で代わっており、宿の通りで6人ごとになっている。下町

では、馬頭観音を1月18日、聖観音堂を4月14日、白滝不動尊を8月

28日に行い、上町は、法眼寺、生駒大明神、天祭 (てんさい) をして

います。天祭は、天念仏 (てんねんぶつ) ともいいます。天念仏は、

おてんと様を拝んで、五穀豊穣をお願いしたりします。

　馬頭観音では、下町は馬頭観音、上町は生駒大明神と呼びます。

馬は昔は家族のように扱っていましたからね。それに、昭和15年く

らいに祖先が「出征軍馬の碑」というものを建てました。日清・日露

戦争の際の碑は、春日神社にあり、塙の自治会が建立しました。

　聖観音堂は、下町でやっています。芳賀の100観音の内の12番

目で、観音様を祀る祭りです、星の宮は小学校分校の前にある11

番目。家内安全とか五穀豊穣にご利益があるように、と。

　上町の法眼寺は明林寺の前にある。これは茨城県の城里の方

にある小松寺の末寺ですね。それで法眼寺の末寺が白滝不動尊

です。法眼寺は明治6年に廃寺になっています。現在その場所は上

町の公民館になっており、その中で祀っていた仏様の青面金剛が

入っています。

　百万遍は、下と上、別々にやっていた。下町でも昔はやっていた。

昔は5月6月頃に年寄りが集まって、一軒一軒家を歩いて上がって

もらって拝んでもらって、昭和40年頃までやっていた。家には太鼓

や鐘はあります。数珠は勝田芳裕 (よしひろ) さんが今でも持って

いる。

　鐘はお葬式の時に墓まで行くのに叩いていた。お葬式のことを、

ジャンポンと言った。お葬式の時に叩いてもいた。鐘には、天保9年、

下野国、塙村と書いてあります。

　念仏講には他に甲子 (きのえね) 講というのもあり、百万遍と同

じ講元で同じ人で行っていた。下町と上町で別々にやっている。

　あとオコシンサマ、2か月に一遍ずつ申の日にやってたやつは、今

もやっている家がある。元はここ6軒ぐらいでうちの方もやってたん

だけど、青面金剛仏、青鬼のお不動様の掛軸を持って、当家のご

主人を主催として、回り番で集まって。庚申様ですな、オコシンサマ

といったんですけど、残っているところがこの自治会でもあります。

有志が集まって、塙でも下・上の人が一緒になってやっていて、う

ちはおやじが怪我して参加しなくなったんだけど、記憶あるのは昭

和30年代の頃まで、その後まだ続いてるみたいで。

　あとは全体的なお祭りとしては十九夜様とか、そんなものがあっ

たみたいですね。記念碑も残ってますけど今はやっていない、終戦

の頃まではやってたみたいですけど戦後はなくなっちゃったようで

すね。

　屋台が昔あったらしいんですが、村がやっていけない時代に小

貝川に流してしまったと聞いている。川に流したが、川の上流の方

に行ったとかいう話で、実は売ってしまったのではないかという話。

祇園はもらい祇園とも言ったし、小麦ができてそれでうどんを作り

食べたということで、うどん祇園とも言った。5、6年前から、塙の若

い人たちが益子の祇園に屋台と神輿を作って参加するようになっ

た。星の宮に祇園台という地名が今でも残っている。そこでやって

いたのか、そこで屋台を置いていたのかのどちらかだと思います。

天保の時代に屋台を流したため、祇園祭は、なくなったと思います。

屋台をなくす前までは、こちらでも別に祇園をしていたと思います

ね。

6. 御料地と大根の共同出荷

　ペンタックスの土地は御料地であって国のものだった、その前は

徳川さんの土地だった。明治の時、山であった所をこのままにして

おくなら帝室林野局で取り上げるから、開墾するならば皆に使わ

せるということで、終戦までは国からその土地を借りていた。戦後

は農地解放になり、御料地は、ちょうど50町歩くらいになると思い

ます。終戦の時に払い下げになった土地です。ペンタックスの周り

の土地は個人の山になります。

　昭和3年に塙共同出荷組合というのができて、大根をつくって宇

都宮14師団へ納めた。その資料があります。『校風人脈』に真岡農

業高校出身者の情報が載っている、栃木新聞社はなくなっちゃっ

たけど栃木新聞社発行のやつ。

　丸大という商標で、昭和3年から終戦まで2000樽、ここの組合で

沢庵を納めて、県外共同出荷組合といって出荷組合の先を行った

わけです。真岡鐡道を使って東京の神田市場まで納めていた。私

の親の大塚健一郎がこの辺りで始めた創始者で、売り口が困った

らしい、県の斡旋でたまたま宇都宮14師団に。今残っているのは、

資料と沢庵石くらい。樽を譲ってしまったし、今は自分の家で食べ

るだけ作っているだけですね。

7. 郷倉と入百姓のこと

　塙と星の宮で寄付を募って郷倉 (ごうぐら) を建てた。郷倉とは

備荒貯穀 (びこうちょこく) で、徳川幕府の政策で作ったようです

ね。昭和20年まで、塙・星の宮で使っていたようです。種もみを置い

て欲しい人に渡し、次の年に返しにくる。常に20俵は郷倉にあった。

場所は、外池さんとうちの間の畑にあった、郷倉は今ないが、木の

柱に郷倉跡という標識は立っている。

　風土って範囲がとても広いですね、昔の生活だったからなあ、そ

れに繋がっているから。

　上越の一向宗の方、寛政10年入百姓として、塙へ7戸入植する。

共同墓地に7戸は全部入っています。寛政11年入百姓として、星の

宮50戸入植する。天保の頃には、人別改帳には、元々いた方が50

戸ほどだったのが、入植してきた方と合わせると114戸になったと

記載されている。今では、塙・星の宮で1750～1800軒くらいかな、

よそから来た人で成り立っていて、よそから来た人が村を作ってく

れたから、外から来る人に寛大な自治会であると言われますね。

　一向宗の方は信仰心が強く、信仰に関しての行事の参加も多

かったようです。この辺の一向宗の方のお寺は、西田井 (真岡市) 

の本誓寺ですね。一向宗の方が入植した理由は、真岡代官の竹

垣三右衛門 (さえもん) さんの主導によって、塙が荒れた土地だと

話があったみたいです。離農する人が多くおり土地がたくさん余っ

ていたためだと思います。入植者は、奥行き8間×間口10間が屋敷

の敷地で開墾して入植したのだと。家の先祖の大塚徳右衛門は、

一向宗の方が来た時に名主をしていたみたいです。一戸当たり10

石で入植させたみたいですね。まじめにやった人には真岡代官か

ら感謝状が出たみたいですよ。うちの方では、7戸来た中の筆頭の

小玉さんという方がいただいた感謝状の複写が残ってありますよ。

小玉さんはこの家から円通寺の47世が出ているんですよ、住職さ

んが。小玉さんの家が焼けたときに原本は焼けてなくなってしまっ

た。

8. 戦前の諸団体と道のこと

　明治44年に、農協の前身で「購買販売組合」、私から3代前の先

祖様が「農会」というものをここでつくったわけですね。その次の年

はタバコ耕作組合の初代組合長にもなってますね。葉タバコです

ね、ベーハじゃなくてダルマ。その頃の農家所得は年間350円ぐら

い。「農会」をつくったときは一株10円の株券を発行したようですよ。

役員は4人だったけど、役員は最低でも10株だから100円ぐらい出

してたようですね。その株券も残ってます。星の宮は名前が会員名

簿にないから塙地区だけかな、と思うんだけどね。

　「下野相互扶助会」は甲子講の講元で始めたみたいです、積み

立てとか。だからここに誰からお金をいつから預かったという記録

記録: 萩原潤 (文責) 、土祭事務局

が。お互いにお金を出し合って、何かあったときにそこから融資す

る組織。

　昭和8年に今の国道294の県道を拡幅するとき、直接、菊池病院

の所から真っすぐ小貝川に行く予定だったんですね。村が駄目に

なるから、そのとき旧道を辿ってくれと言って、それで国道は大きな

カーブができている。塙から星の宮への道はたつ街道 (立つ街道、

辰街道) と呼ばれている。この台地、法眼寺の山号は龍谷山 (りゅ

うやざん) と呼ばれた。塙の明林寺の山号は塙山と呼ばれ、星の宮

は星の宮山と呼ばれている。

9. 塙の地名と昔からの風習

　調べたところによると、地形から出たのと領主から出たのと二通

りがあるみたいで。土の高いところを読んで字のごとく塙という、こ

こが一段高いような台地だったから、塙に対しては土の下と書い

て圷 (あくつ) という、じめじめしたところ、そういう地形から出たの

と、あとは鹿島・香取神宮の一族がここに来て、塙能登守大善が

領したので塙村になったんだという由来。どちらとも何ともいえな

い。塙は真岡の方から見ると「北田井」という、「南田井」はナンタカ、

真岡市南高岡あたり。

　地名の由来は星の宮の、今は亡くなった野崎先生がやってたよ

うで、私にも「調べろ」なんて言われたが暇がなくて、教わりに行くう

ちに亡くなっちゃって。

　春日神社で奉納相撲をやったとき、土俵の土をとったところが

「土俵地 (どひょうじ) 」という地名で残っているんですよ。奉納相

撲は今はやってない、私らの子どもの頃はやってましたね。春日神

社のご祭神は奈良の春日大社が本社で、天児屋命 (あめのこやね

のみこと) とニニギノミコトを祀っている、だから直接鹿島神宮とは

繋がりがあるようですね。

　星の宮神社も塙地内なんですけど、あそこは香取神宮のご祭神

を祀っているんですね。それで虚空蔵様も守っているので、塙・星

の宮の人はウナギが虚空蔵様の乗り馬ということでウナギを食べ

ない、と昔の人たちから伝わっているんですけど、今の人はそういう

のはない。ウナギの話は子ども心にも、ウナギなんか捕っても「それ

は川に流してきなさい」とうちの先祖に固く言われましたね。あとは、

ここでは馬を飼っていた家は桜肉を売りに来ても絶対買わなかっ

た、そういう風習が残ってますね。

　農休日のことを神事 (かみごと) といい、村の区長さんあたりが

決めたと聞いています。戦前まで風習があったと聞いている。

10. 昔の水生生物とササラ池

　ウナギは小貝川にいた、あとはバカガイというかカラスガイという

真っ黒い貝、今はほとんど見なくなっちゃいましたね。タニシもたく

さん食べたようですね、屋敷の隅々から貝殻の残が出てきます。小

学校の頃、西谷川 (にしやがわ) にはアカンベといったミヤコタナゴ、

あとはヤツメウナギがいましたな、水がきれいだったから。腹の下

の赤いのがきれいだったんです。西谷川は山根堀 (やまねぼり) と

いって、二宮金次郎先生の仕法によって田を冷害から守るという

意味で堀を掘ったみたいですね、弁天池から流れているペンタッ

クスの手前の小川。

　塙のペンタックスの池をササラダメといったんですよ、これは水

利権が塙にあります。塙の財産区で湖面利用権を年間5千円でお

貸ししてます、ペンタックスが来た当時から。漁業権はペンタックス

さんが持ってて、鯉の養殖を一時やってたんですよね。ペンタック

スの上役が魚好きだったんじゃないですか。

　魚捕りの名人はフジサワハマキチさんという方。舟を持っていて、

農業を主としてやっていたが、あの方のところに行けばたいがいの

魚のことだったら分かる、今は亡くなりましたけど。池を改修したと

き池の魚を逃がした人がこのフジサワさん。ほんとに池の底が見え

たもんね、魚泳いでるのまで。ササラ池というのが正式名称なんで

すけど、あの周りにもいろいろな草花もありましたな、サギソウとか。

　ササラ池にはコイやライギョ、ナマズがいて、会社が来てコイを

主体に養殖を始めたんです。カイコの蛹なんて高いエサを撒いて、

朝昼晩やるんだけどすごいよ。カイコは今から10年ぐらい前までは

塙・星の宮で10軒ぐらいの農家がやっていた、そこのタカハシさん

が最後。桑畑もありました。お蚕は小山の方に売ってたようですね。

タカハシさんは大臣賞2回ぐらいもらったんじゃないですか、お蚕

の単収上げて。
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12 塙｜資料 1  春日神社手水舎の俳句

提供: 大塚久一郎氏 (塙) 

『春日神社と芭蕉の句』
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12 塙｜資料 2  塙地区の旧跡
『東卵塔場史』

提供: 大塚久一郎氏 (塙) 
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12 塙｜資料 3  「たくあん漬け」創始者
『校風人脈』

『校風人脈　栃木県立真岡農業高等学校』　昭和42年3月6日　発行：栃木新聞社　提供：大塚久一郎氏 (塙) 
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12 塙｜資料 4  昭和 3 0年の地図
「益子町全図」

提供: 高島正和氏 (塙) 


