
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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07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

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

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

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

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

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

風土・風景を読み解くつどい 談話録　

聞き取り 薄羽仁太郎さん・美恵子さん 「山と水、そして竹のこと」

聞き取り 橋本晧朗さん 「環境のことと綿の取り組み」　　

聞き取り 渡辺祐吉さん 「昔の大沢と御霊神社のこと」

聞き取り 清水益栄さん 「子供みこしの復活と地域の活動」 

聞き取り 佐藤広志さん 「地域活性化と幼稚園のこと」

聞き取り 小塙宏人さん・純子さん 「地域の行事と山のこと」

聞き取り 島田春夫さん 「果樹栽培と昔の仕事のこと」
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大沢・北中地区の概説  

　益子町の中部、緩やかな起伏のある地形。大羽川が東から西に流れ小貝川と合流するこの地区には、遥か昔か

ら人の営みがあったと思われる形跡としての遺跡、古墳、古墳群が確認されている。表門が国の重要文化財に指定

されている円通寺は1402年に創建され、かつて大沢文庫がその中にあった。その背景を今に受け継ぐ文化が残る

文京地区とも呼べるエリア。農作物では特に果実の栽培が盛んである。
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る」は、そのことか?

4. 木綿のこと

・ （廣瀬説明を橋本晧朗氏が大幅に補強）明治初め、綿を扱う技

術が栄えていたのが、工業化によって止まってしまった。その後、

この技術は一度途絶えた。しかし、後世の私たちから見て、当時

の技術の原形が残っているといえる。ぶつっと切れた綿の文化

を今につなごうと、私たちは考えている。

・ 民具センターの後ろで綿をつくり、芳賀郡一帯の道具を集めて

使い、綿づくりからものづくりへと進もうとしている。

・ 糸車のまわし方は、益子では左まわしだが他の多くの土地では

右まわしである。

・ 糸車のコマは、昔はムクロジでつくった。ムクロジは羽子板の羽

根の材にする木。それを再現しようと試みているが、今はまだう

まくいっていない。

・ 木綿は思っていた以上に優秀な自然繊維だ。かつて38万人の浴

衣地を供給できた真岡木綿の産地に、益子も含まれたことにつ

いて、改めて考えてみている。（以上、橋本晧朗氏）

5. 質疑応答または意見交換

・ 大沢の真岡信用組合脇にあるお堂には何かいわれが? 近藤家

の墓が隣にある。←お堂も近藤家の所有で供養のために置か

れた。 (参加者)

1. 風祭り

・ 子供の頃まであった。

・ 台風の被害に遭わないよう行った。

・ 風戸の祭りを「風戸祭り」とは言わず「風祭り」と呼んで行った。8

月末に行う暑気払いと認識していた。皆で集まり泥鰌汁を食べ

て楽しむもの。泥鰌汁は醤油味で、泥鰌とともにゴボウを煮た。

2. 桐栽培

・ ウチの近くに桐を結構つくっていた家があった。（渡辺氏）

・ この辺りではさかんに栽培していた。桐箱をつくっている方が何

人かいる。十何年前まで桐箪笥もつくられた。最近、草刈りをし

ていて桐の若木を見つけ、伐れずに残した。 （橋本晧朗氏）
・ 「女の子が生まれたら桐を植えた。それで家具をつくって嫁入り

道具に持たせた」と聞いた。

・ 法師人さん、町会議員の星野さんが知っているのではないか。

3. 大沢や台の工場でつくられた硫酸瓶

・ 仲町ほかに今も積まれているところがある。

・ 廣瀬注: 七井下町の高田実、高田絹子夫妻と岩崎正彦氏に聞き

取りを行った際、「この辺りでは硫酸瓶を焼酎瓶 (しょうちゅうが

め) と呼んだ」「焼酎瓶を工場でただでもらって土地に段差があ

るところの土留めに使ったことがある。他の家でもそうしていると

ころがあった」と伺う。「仲町ほかに今も積まれているところがあ

09 大沢・北中|風土・風景を読み解くつどい 談話録
あぐり館にて  2015/04/14  18:30-20:30

・ 御霊神社下にある石仏群は、もとは大沢の神宮寺にあったもの。

同寺は神宮寺橋の近くにあった。

・ 北中と中村の名前のいわれについて。真岡代官の知行所には現

在の真岡市中村が含まれ、それを南中村と、益子の中村を北中

村と呼んだのだと聞いたことがある。 (橋本晧朗氏） ←そのよう

に聞いたことがある。 (参加者)

・ 北中を「石岡」と呼んでいたこともあると聞いている。（橋本晧朗

氏）

6. その他

・ キツネは大沢では見ない。

・舟橋談所の跡は、舟橋の滝澤家にある。碑もおかれている。(高橋

正則氏。2015/04/15 住宅地図確認済み)

・ 館坂城は北中に面した丘陵の南西部にあり、同じ丘陵の風戸に

面した北西部にはもう一つ城があった。これらと円通寺をあわ

せて丘陵の守りとした。円通寺住職を益子氏が五代つとめてお

り、同寺には益子氏領地を守備する役目も持たされていたと考

えられる。 (高橋正則氏)

・ 廣瀬注: 下線部については、「大沢円通寺は、益子城主が五世も

落飾して、住職になっている」との記述が平嶋五一「宇都宮~益

子、大羽への線」『益子歌集−その風土と歴史と歌』(白木綿社、

1965年) 112頁に載る。同氏は大羽に住んだ郷土史研究家で著

書に『尾羽のあゆみ』他がある。

7. 加茂神社 (2015/04/16 若林勇夫氏との追加調査結果を

含む)

<2015/04/14 同氏によるつどいでの情報提供>

・ 中村地内に加茂神社がある。別名は「龍神様」で五穀豊穣と（葉

たばこ生産などに関した）嵐除けを祈る。熊野神社から約300m

北、円通寺一切経塔の真西にある。江戸時代、中村は黒羽藩領

にも属したのではないか。加茂神社には同藩と同じ沢瀉（おもだ

か）の紋がつけられた。建築様式が古く、最近では東京藝術大

学の上野勝久教授（建築史、文化財保護）が視察に来ている。

・ 廣瀬注: 中村が黒羽藩領に属した時期があると『益子の歴史』

134頁に記述がある。「関ヶ原の合戦で黒羽の大関資増は千本

義貞・大田原晴清らと共に徳川方に立ち、石田方に組する会津

の上杉景勝の南下を籠城して阻止した。この時、子政増と金丸

杢之助らの妻を証人として江戸に差し出した。同年冬、資増は

籠城の功賞として“下野那須之内於落合村・上□□田村・東原

村・岩子村”に八○○石を加増され、つづいて慶長7年（1602）

12月“芳賀郡於益子村・中村・深沢村・生田目村・清水村・小貫

村並奥州石川郡大久津田村・山上村”に六○○○石余の地を

賜わり、大関公は二万石の近世大名となった（『寛政重修諸家

譜』）黒羽藩は本貫の地上ノ庄（黒羽城付六四村）と飛地として

の下の庄六ヶ村を領地とした。その後寛文4年（1664）の『大田

原主馬頭領知目録』によると中村・小貫は離れ（後略）」また、沢

瀉の紋は「柊囲み沢瀉」といい、黒羽藩主第19代大関高増が定

めた。従来の家紋「抱き柊」に母方の水野家家紋にあった「沢瀉」

を加えたと伝わる。黒羽山大雄寺ウェブサイト 

http://www.daiouji.or.jp/houwa054.html

<2015/04/16 同氏による現地説明>

・ 上野勝久教授は真岡市出身。加茂神社を調べられて作成され

当地区に寄贈された報告資料は、現在地区の歴史愛好家小宅

氏のところにある。

・ ここには旧黒羽町の方がよく来る。同町文化財保護審議委員を

つとめられていたらしい吉成氏や宮大工など。

・ 加茂神社は栃木県内に2ヶ所。中村の加茂神社と那須神社（加

茂神社）。

・ 祭礼は毎年4月1日。ただし仕事の都合から4月の第1日曜に行っ

ている（北中の八幡神社では、もとは例大祭を9月15日に行うこ

とに）。

・ 鳥居は石鳥居が震災に遭って倒れ、北山杉で再建した。

・ 境内には「第六天皇様」と「白山様」もある。以前は藁奉殿をかけ

たが、今は石の祠を置いてある。第六天皇様の祭礼は9月1日か

15日であったが、今は加茂神社例祭とまとめて4月に行っている。

白山様は虫歯の痛み止めにご利益があるという。

・ かつて背後の木々を伐った方が社を湿気から守れて管理上よ

いと考えていたが、黒羽町の人々に「このままの方が社が傷まな

い」と言われ、以後そうしている。

・ 廣瀬注: 木々が雨がかりを防ぎ、一方で西からの日が周囲の地

面の水気を干す効果を持つ? 社の西側に生えるツツジの開花
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が町内の他所より早く、日照量が比較的多いのではないかと考

えられたため、若林氏へそのようにお伝えした。

・ 社の右手に尾根へ至る斜路がある。それを辿ると円通寺の一切

経塔に至る。子供の頃は遊び場にしていた。

・ 加茂神社後背の尾根から館坂 (たてざか) へ歩くと道沿いに「学

林」と呼ぶ樹林があらわれる。その中に畑を持っているが、土中

に加工されたように見える石が埋まっていて、作業に際して出て

くる。城址に関係する遺物であろうか。

・ 参道入口の南側に薬師堂があった。8畳あるかないかの広さだっ

たが、かつて中村地区では公民館として使っていた。内部に仏

像があったが、西光寺に移した。

・ 鳥居の脇に置いた石は、薬師堂の近くにあった標石。国道拡幅

工事に際して移した。

・ 神社周辺は官林で、開墾すれば払い下げられるとのことで若林

家の人々が参道の両側をそうした。

・ 集落から下がった小貝川側の畑を耕していると素焼きの器の破

片が出てくる。

・ 鯉幟は、4月5日から5月5日まで上げる。5日にお祝いをして、その

後下げる。

・ 風戸塚古墳も子供の頃遊び場にしていた。盗掘もあったようだ。

・ 加茂神社に関した調査なり考察なりの成果がなんらかまとまっ

たら、地区へいただきたい。史跡を大切に継承していく材を集め

たいと考えている。

8. 益子町のため池 (2015/04/16橋本晧朗氏より指摘)

・ つどいでの「益子町では梅雨の少雨からため池が多く」という説

明に少し疑問を持った。

・ 一つには、川水でなく天水を使って農業を行ってきたから、水を

温める目的でため池がつくられてきたのではないか。

・ 廣瀬注: 確かに川水よりも天水が染み出た山水は地温によって

冷たく、谷津田の最上部などに「温水ため池」をもうける地域が

ある。また、西明寺地区では水を温めるためにもうける水路「テ

ビ」について教えられた。

・ もう一つ、谷津田が長いと田植えの時期に水が不足しやすい。そ

のためにも、上流で水を確保しておく必要があったのだと思う。

・ そして、円通寺あたりを境に南と北でため池の規模や数や使い

方が違っている。

・ 大沢、七井あたりではため池を「ため」と呼ぶ。

・ 冬季湛水田について。冬に水を流すと水路が傷みやすい。その

対策を合わせて考える必要がある。



る」は、そのことか?

4. 木綿のこと

・ （廣瀬説明を橋本晧朗氏が大幅に補強）明治初め、綿を扱う技

術が栄えていたのが、工業化によって止まってしまった。その後、

この技術は一度途絶えた。しかし、後世の私たちから見て、当時

の技術の原形が残っているといえる。ぶつっと切れた綿の文化

を今につなごうと、私たちは考えている。

・ 民具センターの後ろで綿をつくり、芳賀郡一帯の道具を集めて

使い、綿づくりからものづくりへと進もうとしている。

・ 糸車のまわし方は、益子では左まわしだが他の多くの土地では

右まわしである。

・ 糸車のコマは、昔はムクロジでつくった。ムクロジは羽子板の羽

根の材にする木。それを再現しようと試みているが、今はまだう

まくいっていない。

・ 木綿は思っていた以上に優秀な自然繊維だ。かつて38万人の浴

衣地を供給できた真岡木綿の産地に、益子も含まれたことにつ

いて、改めて考えてみている。（以上、橋本晧朗氏）

5. 質疑応答または意見交換

・ 大沢の真岡信用組合脇にあるお堂には何かいわれが? 近藤家

の墓が隣にある。←お堂も近藤家の所有で供養のために置か

れた。 (参加者)

1. 風祭り

・ 子供の頃まであった。

・ 台風の被害に遭わないよう行った。

・ 風戸の祭りを「風戸祭り」とは言わず「風祭り」と呼んで行った。8

月末に行う暑気払いと認識していた。皆で集まり泥鰌汁を食べ

て楽しむもの。泥鰌汁は醤油味で、泥鰌とともにゴボウを煮た。

2. 桐栽培

・ ウチの近くに桐を結構つくっていた家があった。（渡辺氏）

・ この辺りではさかんに栽培していた。桐箱をつくっている方が何

人かいる。十何年前まで桐箪笥もつくられた。最近、草刈りをし

ていて桐の若木を見つけ、伐れずに残した。 （橋本晧朗氏）
・ 「女の子が生まれたら桐を植えた。それで家具をつくって嫁入り

道具に持たせた」と聞いた。

・ 法師人さん、町会議員の星野さんが知っているのではないか。

3. 大沢や台の工場でつくられた硫酸瓶

・ 仲町ほかに今も積まれているところがある。

・ 廣瀬注: 七井下町の高田実、高田絹子夫妻と岩崎正彦氏に聞き

取りを行った際、「この辺りでは硫酸瓶を焼酎瓶 (しょうちゅうが

め) と呼んだ」「焼酎瓶を工場でただでもらって土地に段差があ

るところの土留めに使ったことがある。他の家でもそうしていると

ころがあった」と伺う。「仲町ほかに今も積まれているところがあ

・ 御霊神社下にある石仏群は、もとは大沢の神宮寺にあったもの。

同寺は神宮寺橋の近くにあった。

・ 北中と中村の名前のいわれについて。真岡代官の知行所には現

在の真岡市中村が含まれ、それを南中村と、益子の中村を北中

村と呼んだのだと聞いたことがある。 (橋本晧朗氏） ←そのよう

に聞いたことがある。 (参加者)

・ 北中を「石岡」と呼んでいたこともあると聞いている。（橋本晧朗

氏）

6. その他

・ キツネは大沢では見ない。

・舟橋談所の跡は、舟橋の滝澤家にある。碑もおかれている。(高橋

正則氏。2015/04/15 住宅地図確認済み)

・ 館坂城は北中に面した丘陵の南西部にあり、同じ丘陵の風戸に

面した北西部にはもう一つ城があった。これらと円通寺をあわ

せて丘陵の守りとした。円通寺住職を益子氏が五代つとめてお

り、同寺には益子氏領地を守備する役目も持たされていたと考

えられる。 (高橋正則氏)

・ 廣瀬注: 下線部については、「大沢円通寺は、益子城主が五世も

落飾して、住職になっている」との記述が平嶋五一「宇都宮~益

子、大羽への線」『益子歌集−その風土と歴史と歌』(白木綿社、

1965年) 112頁に載る。同氏は大羽に住んだ郷土史研究家で著

書に『尾羽のあゆみ』他がある。

7. 加茂神社 (2015/04/16 若林勇夫氏との追加調査結果を

含む)

<2015/04/14 同氏によるつどいでの情報提供>

・ 中村地内に加茂神社がある。別名は「龍神様」で五穀豊穣と（葉

たばこ生産などに関した）嵐除けを祈る。熊野神社から約300m

北、円通寺一切経塔の真西にある。江戸時代、中村は黒羽藩領

にも属したのではないか。加茂神社には同藩と同じ沢瀉（おもだ

か）の紋がつけられた。建築様式が古く、最近では東京藝術大

学の上野勝久教授（建築史、文化財保護）が視察に来ている。

・ 廣瀬注: 中村が黒羽藩領に属した時期があると『益子の歴史』

134頁に記述がある。「関ヶ原の合戦で黒羽の大関資増は千本

義貞・大田原晴清らと共に徳川方に立ち、石田方に組する会津

の上杉景勝の南下を籠城して阻止した。この時、子政増と金丸

杢之助らの妻を証人として江戸に差し出した。同年冬、資増は

籠城の功賞として“下野那須之内於落合村・上□□田村・東原

村・岩子村”に八○○石を加増され、つづいて慶長7年（1602）

12月“芳賀郡於益子村・中村・深沢村・生田目村・清水村・小貫

村並奥州石川郡大久津田村・山上村”に六○○○石余の地を

賜わり、大関公は二万石の近世大名となった（『寛政重修諸家

譜』）黒羽藩は本貫の地上ノ庄（黒羽城付六四村）と飛地として

の下の庄六ヶ村を領地とした。その後寛文4年（1664）の『大田

原主馬頭領知目録』によると中村・小貫は離れ（後略）」また、沢

瀉の紋は「柊囲み沢瀉」といい、黒羽藩主第19代大関高増が定

めた。従来の家紋「抱き柊」に母方の水野家家紋にあった「沢瀉」

を加えたと伝わる。黒羽山大雄寺ウェブサイト 

http://www.daiouji.or.jp/houwa054.html

<2015/04/16 同氏による現地説明>

・ 上野勝久教授は真岡市出身。加茂神社を調べられて作成され

当地区に寄贈された報告資料は、現在地区の歴史愛好家小宅

氏のところにある。

・ ここには旧黒羽町の方がよく来る。同町文化財保護審議委員を

つとめられていたらしい吉成氏や宮大工など。

・ 加茂神社は栃木県内に2ヶ所。中村の加茂神社と那須神社（加

茂神社）。

・ 祭礼は毎年4月1日。ただし仕事の都合から4月の第1日曜に行っ

ている（北中の八幡神社では、もとは例大祭を9月15日に行うこ

とに）。

・ 鳥居は石鳥居が震災に遭って倒れ、北山杉で再建した。

・ 境内には「第六天皇様」と「白山様」もある。以前は藁奉殿をかけ

たが、今は石の祠を置いてある。第六天皇様の祭礼は9月1日か

15日であったが、今は加茂神社例祭とまとめて4月に行っている。

白山様は虫歯の痛み止めにご利益があるという。

・ かつて背後の木々を伐った方が社を湿気から守れて管理上よ

いと考えていたが、黒羽町の人々に「このままの方が社が傷まな

い」と言われ、以後そうしている。

・ 廣瀬注: 木々が雨がかりを防ぎ、一方で西からの日が周囲の地

面の水気を干す効果を持つ? 社の西側に生えるツツジの開花

09 - 48

が町内の他所より早く、日照量が比較的多いのではないかと考

えられたため、若林氏へそのようにお伝えした。

・ 社の右手に尾根へ至る斜路がある。それを辿ると円通寺の一切

経塔に至る。子供の頃は遊び場にしていた。

・ 加茂神社後背の尾根から館坂 (たてざか) へ歩くと道沿いに「学

林」と呼ぶ樹林があらわれる。その中に畑を持っているが、土中

に加工されたように見える石が埋まっていて、作業に際して出て

くる。城址に関係する遺物であろうか。

・ 参道入口の南側に薬師堂があった。8畳あるかないかの広さだっ

たが、かつて中村地区では公民館として使っていた。内部に仏

像があったが、西光寺に移した。

・ 鳥居の脇に置いた石は、薬師堂の近くにあった標石。国道拡幅

工事に際して移した。

・ 神社周辺は官林で、開墾すれば払い下げられるとのことで若林

家の人々が参道の両側をそうした。

・ 集落から下がった小貝川側の畑を耕していると素焼きの器の破

片が出てくる。

・ 鯉幟は、4月5日から5月5日まで上げる。5日にお祝いをして、その

後下げる。

・ 風戸塚古墳も子供の頃遊び場にしていた。盗掘もあったようだ。

・ 加茂神社に関した調査なり考察なりの成果がなんらかまとまっ

たら、地区へいただきたい。史跡を大切に継承していく材を集め

たいと考えている。

8. 益子町のため池 (2015/04/16橋本晧朗氏より指摘)

・ つどいでの「益子町では梅雨の少雨からため池が多く」という説

明に少し疑問を持った。

・ 一つには、川水でなく天水を使って農業を行ってきたから、水を

温める目的でため池がつくられてきたのではないか。

・ 廣瀬注: 確かに川水よりも天水が染み出た山水は地温によって

冷たく、谷津田の最上部などに「温水ため池」をもうける地域が

ある。また、西明寺地区では水を温めるためにもうける水路「テ

ビ」について教えられた。

・ もう一つ、谷津田が長いと田植えの時期に水が不足しやすい。そ

のためにも、上流で水を確保しておく必要があったのだと思う。

・ そして、円通寺あたりを境に南と北でため池の規模や数や使い

方が違っている。

・ 大沢、七井あたりではため池を「ため」と呼ぶ。

・ 冬季湛水田について。冬に水を流すと水路が傷みやすい。その

対策を合わせて考える必要がある。



る」は、そのことか?

4. 木綿のこと

・ （廣瀬説明を橋本晧朗氏が大幅に補強）明治初め、綿を扱う技

術が栄えていたのが、工業化によって止まってしまった。その後、

この技術は一度途絶えた。しかし、後世の私たちから見て、当時

の技術の原形が残っているといえる。ぶつっと切れた綿の文化

を今につなごうと、私たちは考えている。

・ 民具センターの後ろで綿をつくり、芳賀郡一帯の道具を集めて

使い、綿づくりからものづくりへと進もうとしている。

・ 糸車のまわし方は、益子では左まわしだが他の多くの土地では

右まわしである。

・ 糸車のコマは、昔はムクロジでつくった。ムクロジは羽子板の羽

根の材にする木。それを再現しようと試みているが、今はまだう

まくいっていない。

・ 木綿は思っていた以上に優秀な自然繊維だ。かつて38万人の浴

衣地を供給できた真岡木綿の産地に、益子も含まれたことにつ

いて、改めて考えてみている。（以上、橋本晧朗氏）

5. 質疑応答または意見交換

・ 大沢の真岡信用組合脇にあるお堂には何かいわれが? 近藤家

の墓が隣にある。←お堂も近藤家の所有で供養のために置か

れた。 (参加者)

1. 風祭り

・ 子供の頃まであった。

・ 台風の被害に遭わないよう行った。

・ 風戸の祭りを「風戸祭り」とは言わず「風祭り」と呼んで行った。8

月末に行う暑気払いと認識していた。皆で集まり泥鰌汁を食べ

て楽しむもの。泥鰌汁は醤油味で、泥鰌とともにゴボウを煮た。

2. 桐栽培

・ ウチの近くに桐を結構つくっていた家があった。（渡辺氏）

・ この辺りではさかんに栽培していた。桐箱をつくっている方が何

人かいる。十何年前まで桐箪笥もつくられた。最近、草刈りをし

ていて桐の若木を見つけ、伐れずに残した。 （橋本晧朗氏）
・ 「女の子が生まれたら桐を植えた。それで家具をつくって嫁入り

道具に持たせた」と聞いた。

・ 法師人さん、町会議員の星野さんが知っているのではないか。

3. 大沢や台の工場でつくられた硫酸瓶

・ 仲町ほかに今も積まれているところがある。

・ 廣瀬注: 七井下町の高田実、高田絹子夫妻と岩崎正彦氏に聞き

取りを行った際、「この辺りでは硫酸瓶を焼酎瓶 (しょうちゅうが

め) と呼んだ」「焼酎瓶を工場でただでもらって土地に段差があ

るところの土留めに使ったことがある。他の家でもそうしていると

ころがあった」と伺う。「仲町ほかに今も積まれているところがあ

・ 御霊神社下にある石仏群は、もとは大沢の神宮寺にあったもの。

同寺は神宮寺橋の近くにあった。

・ 北中と中村の名前のいわれについて。真岡代官の知行所には現

在の真岡市中村が含まれ、それを南中村と、益子の中村を北中

村と呼んだのだと聞いたことがある。 (橋本晧朗氏） ←そのよう

に聞いたことがある。 (参加者)

・ 北中を「石岡」と呼んでいたこともあると聞いている。（橋本晧朗

氏）

6. その他

・ キツネは大沢では見ない。

・舟橋談所の跡は、舟橋の滝澤家にある。碑もおかれている。(高橋

正則氏。2015/04/15 住宅地図確認済み)

・ 館坂城は北中に面した丘陵の南西部にあり、同じ丘陵の風戸に

面した北西部にはもう一つ城があった。これらと円通寺をあわ

せて丘陵の守りとした。円通寺住職を益子氏が五代つとめてお

り、同寺には益子氏領地を守備する役目も持たされていたと考

えられる。 (高橋正則氏)

・ 廣瀬注: 下線部については、「大沢円通寺は、益子城主が五世も

落飾して、住職になっている」との記述が平嶋五一「宇都宮~益

子、大羽への線」『益子歌集−その風土と歴史と歌』(白木綿社、

1965年) 112頁に載る。同氏は大羽に住んだ郷土史研究家で著

書に『尾羽のあゆみ』他がある。

7. 加茂神社 (2015/04/16 若林勇夫氏との追加調査結果を

含む)

<2015/04/14 同氏によるつどいでの情報提供>

・ 中村地内に加茂神社がある。別名は「龍神様」で五穀豊穣と（葉

たばこ生産などに関した）嵐除けを祈る。熊野神社から約300m

北、円通寺一切経塔の真西にある。江戸時代、中村は黒羽藩領

にも属したのではないか。加茂神社には同藩と同じ沢瀉（おもだ

か）の紋がつけられた。建築様式が古く、最近では東京藝術大

学の上野勝久教授（建築史、文化財保護）が視察に来ている。

・ 廣瀬注: 中村が黒羽藩領に属した時期があると『益子の歴史』

134頁に記述がある。「関ヶ原の合戦で黒羽の大関資増は千本

義貞・大田原晴清らと共に徳川方に立ち、石田方に組する会津

の上杉景勝の南下を籠城して阻止した。この時、子政増と金丸

杢之助らの妻を証人として江戸に差し出した。同年冬、資増は

籠城の功賞として“下野那須之内於落合村・上□□田村・東原

村・岩子村”に八○○石を加増され、つづいて慶長7年（1602）

12月“芳賀郡於益子村・中村・深沢村・生田目村・清水村・小貫

村並奥州石川郡大久津田村・山上村”に六○○○石余の地を

賜わり、大関公は二万石の近世大名となった（『寛政重修諸家

譜』）黒羽藩は本貫の地上ノ庄（黒羽城付六四村）と飛地として

の下の庄六ヶ村を領地とした。その後寛文4年（1664）の『大田

原主馬頭領知目録』によると中村・小貫は離れ（後略）」また、沢

瀉の紋は「柊囲み沢瀉」といい、黒羽藩主第19代大関高増が定
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<2015/04/16 同氏による現地説明>

・ 上野勝久教授は真岡市出身。加茂神社を調べられて作成され
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が町内の他所より早く、日照量が比較的多いのではないかと考
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・ 加茂神社後背の尾根から館坂 (たてざか) へ歩くと道沿いに「学
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・ 参道入口の南側に薬師堂があった。8畳あるかないかの広さだっ

たが、かつて中村地区では公民館として使っていた。内部に仏

像があったが、西光寺に移した。
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記録: 廣瀬俊介 (文責)、土祭事務局



製材所で作業する 薄羽仁太郎さん

われないが、ナラの木は椎茸の原木にも使っていた。

　イガラシケンさんが炭作りをしていたが、現在はどうか分からな

い。場所は、小宅、芦沼のうどん屋の近く。

(萩原| 陶芸家の薪はどうしていたのでしょうか?)

　 薪屋さんがいた、そこから買っていたのだと思う。

(萩原| 現在、薪屋さんは?)

　隣の市貝町で、佐藤隆司さんという方が薪の販売をしている。モ

ニョンゴロ村 (農林業からの収益で社会的弱者の支援を行ってい

る団体) の世話人をしているらしい。無一文で海外を旅してきてお

り、震災の折には支援活動を行ってきたと聞きました。

　電気やガスなんてないから、木や落ち葉は全て燃料として使っ

ていた、外で燃やすなんて昔はありえない。根っこまでも燃やして

いた。ツツジの根っこなんてよく燃えた。飯を炊く火、暖を取るため

　薄羽仁太郎 (うすばにたろう) さんは、星の宮出身で、大沢に移

り住んできた。現在は材木屋 (製材をする職人) であるが、これま

で農業、竹の販売、竹ほうきの製作販売を生業としてきた。妻の美

恵子 (みえこ) さんは、仁太郎さんと共に仕事をしながら、近所の

方と籠の製作なども行ってきた。

1. 昔の燃料と山の木について

仁太郎さん| 薪は季節が悪いと虫が付く。そのため、薪松 (まきま

つ) は10月～2月に伐採を行っていた。その寒い時期は、タバコの乾

燥を行うほか、農家の方の手が空き、木の伐採を行っていた。場所

は、自分の山または山主の山。山主の山の間伐をする際には、木に

印を付け、その木を伐採していた。松林が弱ったときには、炭の粉

を撒いて何とか成長を促そうとしていた。放射能があるから今は使
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09 大沢・北中｜聞き取り 薄羽仁太郎さん・美恵子さん  「山と水、そして竹のこと」
薄羽木材にて  2014/11/19

の火、風呂を沸かすための火、薪や落ち葉、枝、全て大切なもの

だった。山の中は、枝一つ落ちてなくきれいだった。ツタなんか生え

ていない。ツタが今生えている山は荒れている証拠。畑からもワラ

や、籾殻も燃料にしていた。炭は、畑に撒いた。山持ちの方はすご

かったよ。山には人が来てきれいにしてくれるんだ。

　益子に松林はほとんど残されていない。笠間に抜ける道の茂木

と益子の峠の間の左側に、部落で所有している松林の共有林が

ある。

(萩原| 杉や檜の山がなぜ放置されているのでしょうか?)

　当時の政策で、杉、檜を植えることで補助金が出たし、下草を刈

る時でさえ補助金が出た。それが放置されている。杉や檜は生活

に必要な燃料のためではない。昔は益子には製材所が12軒あっ

た。他に七井地区で6軒、小宅地区で2軒。現在町内では、岸さん、

海老原さん、うちの3軒のみ。

　間伐材の雑木を使用して粗朶柵 (そださく) を作っていた。長さ

は4m程のものを使い、間伐材は山の道で束になって売っていた。

昔はみんなこれで土留めをしており、雑木なので木がしなって密に

きれいな仕上がりだった。

2. 堆肥とサツマイモのこと

　昔はどこでも落ち葉を集め、堆肥にしていた。杭を立てワラで編

んで柵をつくり、その中に落ち葉を入れ、何度も踏みしめ発酵させ

て落ち葉を堆肥にした。落ち葉は2年で堆肥になる。堆肥になる際

に出る熱で発芽させるため、その中にサツマイモの種芋やナスの種

等を入れて発芽させていた。温度が高くないと発芽しないため、苗

は昔この方法で全部作っていた。

　サツマイモを乾かして、臼で細かくして水でこねて、ふかしパンを

作っていた。戦後の配給で配られる大きくて水っぽいまずいサツマ

イモでもおいしく食べられた。サツマイモの香りがしておいしい。

3. 水辺の生物と水について

　ミヤコタナゴのことをニガンべと呼んでいました。それはきれい

な魚だった。ただ、釣り上げるとすぐに死んでしまう魚だった。ウナ

ギもいたし、ナマズもいた。田んぼにはザクザクして足を入れて歩け

ないくらいの、小さい爪の大きさくらいのたくさんのシジミがいた。

誰もシジミを食べることはなかった。

　東京オリンピックの後、川が汚れた。昔は、生活水を土に流して

いた。「三寸通れば水晶の水」と言われ飲み水になった。土が水の

浄化をしていた。

　竹で雨樋を作っていたし、竹の給水管も作っていた。竹の給水

管は、鉄パイプを寝かした竹に刺して、それを立ててその重みで竹

の節を砕いた。鉄の棒には、節が付いていて、その節によって竹の

内側の節を砕いた。その竹パイプは、直接井戸に差して水を汲み

上げた。竹と竹を繋ぐものは、松で作っていた。幅、長さ共に35セン

チ程の八角形の形に切り出し、その中心を竹のサイズに切り抜き

竹が滑り出さぬよう、松の皮を八角形に切り出した松の木の内側

に貼る。そのジョイントは、竹と竹を繋ぐだけではない。I字型に繋

ぐだけではなくT字型をしたものもあり、弁もついていた。

4. 竹林と竹の仕事について

 竹林も昔は荒れていなかった。竹を東京に売りにも行った。雨樋、

垣根等、いろいろな用途があったからどんなサイズの竹でも売れて

いた。今は竹を使わなくなり、輸入で安い竹を入れているため、竹

林が荒れている。

美恵子さん| 近所の農家さんとか女性の方が集まって、バイスケ

というシノで作る籠を作っていた。形は底が四角で、すり鉢状に広

がっていく。高さは20cmくらい、幅は60cm～90cm程だった。この

籠は工場で使っていた。

　竹ほうきも作っていた、最高で一晩で300本の竹ほうきを作った

ことがある。その日は、予定より多く購入したい方がおり、竹ほうき

を買って行ってしまったため、その晩に300本のほうきを作った。今

でもどうやったらできたのだろう、と思う。お父さん (仁太郎さん) 

が竹の長さを揃え、枝を落とした。その枝の落とし方は、ナタの葉

を滑らせながら一度に落としていく。それは見事だった。お父さん

が竹を揃え、私が縛ってほうきを作った。

仁太郎さん| 簡単に見えるけど、一つ一つ違うから難しい。ほうき

に使う竹は、岩盤の上に育ったような竹でないといけない。その理

由は、枝が細かく分かれるから、それを使うといいほうきができる。

黒土で育ったものは、枝が荒くてよくない。この辺だと烏山の竹が

ほうきに向く材料になる。今でも、家で使うほうきを作るが、息子が

仕事で持っていって置いてきてしまうこともある。ホームセンターで

売っている竹ほうきは、使いづらくてよくない。ただ安いだけ。

5. 戦時中のこと

　宇都宮が空襲に遭った時、宇都宮の方が焼夷弾で赤く燃えて

いる景色を眺めていた。益子からでも見えた。
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ほうきに向く材料になる。今でも、家で使うほうきを作るが、息子が

仕事で持っていって置いてきてしまうこともある。ホームセンターで

売っている竹ほうきは、使いづらくてよくない。ただ安いだけ。

5. 戦時中のこと

　宇都宮が空襲に遭った時、宇都宮の方が焼夷弾で赤く燃えて

いる景色を眺めていた。益子からでも見えた。



われないが、ナラの木は椎茸の原木にも使っていた。

　イガラシケンさんが炭作りをしていたが、現在はどうか分からな

い。場所は、小宅、芦沼のうどん屋の近く。

(萩原| 陶芸家の薪はどうしていたのでしょうか?)

　 薪屋さんがいた、そこから買っていたのだと思う。

(萩原| 現在、薪屋さんは?)

　隣の市貝町で、佐藤隆司さんという方が薪の販売をしている。モ

ニョンゴロ村 (農林業からの収益で社会的弱者の支援を行ってい

る団体) の世話人をしているらしい。無一文で海外を旅してきてお

り、震災の折には支援活動を行ってきたと聞きました。

　電気やガスなんてないから、木や落ち葉は全て燃料として使っ

ていた、外で燃やすなんて昔はありえない。根っこまでも燃やして

いた。ツツジの根っこなんてよく燃えた。飯を炊く火、暖を取るため

　薄羽仁太郎 (うすばにたろう) さんは、星の宮出身で、大沢に移

り住んできた。現在は材木屋 (製材をする職人) であるが、これま

で農業、竹の販売、竹ほうきの製作販売を生業としてきた。妻の美

恵子 (みえこ) さんは、仁太郎さんと共に仕事をしながら、近所の

方と籠の製作なども行ってきた。

1. 昔の燃料と山の木について

仁太郎さん| 薪は季節が悪いと虫が付く。そのため、薪松 (まきま

つ) は10月～2月に伐採を行っていた。その寒い時期は、タバコの乾

燥を行うほか、農家の方の手が空き、木の伐採を行っていた。場所

は、自分の山または山主の山。山主の山の間伐をする際には、木に

印を付け、その木を伐採していた。松林が弱ったときには、炭の粉

を撒いて何とか成長を促そうとしていた。放射能があるから今は使

の火、風呂を沸かすための火、薪や落ち葉、枝、全て大切なもの

だった。山の中は、枝一つ落ちてなくきれいだった。ツタなんか生え

ていない。ツタが今生えている山は荒れている証拠。畑からもワラ

や、籾殻も燃料にしていた。炭は、畑に撒いた。山持ちの方はすご

かったよ。山には人が来てきれいにしてくれるんだ。

　益子に松林はほとんど残されていない。笠間に抜ける道の茂木

と益子の峠の間の左側に、部落で所有している松林の共有林が

ある。

(萩原| 杉や檜の山がなぜ放置されているのでしょうか?)

　当時の政策で、杉、檜を植えることで補助金が出たし、下草を刈

る時でさえ補助金が出た。それが放置されている。杉や檜は生活

に必要な燃料のためではない。昔は益子には製材所が12軒あっ

た。他に七井地区で6軒、小宅地区で2軒。現在町内では、岸さん、

海老原さん、うちの3軒のみ。

　間伐材の雑木を使用して粗朶柵 (そださく) を作っていた。長さ

は4m程のものを使い、間伐材は山の道で束になって売っていた。

昔はみんなこれで土留めをしており、雑木なので木がしなって密に

きれいな仕上がりだった。

2. 堆肥とサツマイモのこと

　昔はどこでも落ち葉を集め、堆肥にしていた。杭を立てワラで編

んで柵をつくり、その中に落ち葉を入れ、何度も踏みしめ発酵させ

て落ち葉を堆肥にした。落ち葉は2年で堆肥になる。堆肥になる際

に出る熱で発芽させるため、その中にサツマイモの種芋やナスの種

等を入れて発芽させていた。温度が高くないと発芽しないため、苗

は昔この方法で全部作っていた。

　サツマイモを乾かして、臼で細かくして水でこねて、ふかしパンを

作っていた。戦後の配給で配られる大きくて水っぽいまずいサツマ

イモでもおいしく食べられた。サツマイモの香りがしておいしい。

3. 水辺の生物と水について

　ミヤコタナゴのことをニガンべと呼んでいました。それはきれい

な魚だった。ただ、釣り上げるとすぐに死んでしまう魚だった。ウナ

ギもいたし、ナマズもいた。田んぼにはザクザクして足を入れて歩け

ないくらいの、小さい爪の大きさくらいのたくさんのシジミがいた。

誰もシジミを食べることはなかった。
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　東京オリンピックの後、川が汚れた。昔は、生活水を土に流して

いた。「三寸通れば水晶の水」と言われ飲み水になった。土が水の

浄化をしていた。

　竹で雨樋を作っていたし、竹の給水管も作っていた。竹の給水

管は、鉄パイプを寝かした竹に刺して、それを立ててその重みで竹

の節を砕いた。鉄の棒には、節が付いていて、その節によって竹の

内側の節を砕いた。その竹パイプは、直接井戸に差して水を汲み

上げた。竹と竹を繋ぐものは、松で作っていた。幅、長さ共に35セン

チ程の八角形の形に切り出し、その中心を竹のサイズに切り抜き

竹が滑り出さぬよう、松の皮を八角形に切り出した松の木の内側

に貼る。そのジョイントは、竹と竹を繋ぐだけではない。I字型に繋

ぐだけではなくT字型をしたものもあり、弁もついていた。

4. 竹林と竹の仕事について

 竹林も昔は荒れていなかった。竹を東京に売りにも行った。雨樋、

垣根等、いろいろな用途があったからどんなサイズの竹でも売れて

いた。今は竹を使わなくなり、輸入で安い竹を入れているため、竹

林が荒れている。

美恵子さん| 近所の農家さんとか女性の方が集まって、バイスケ

というシノで作る籠を作っていた。形は底が四角で、すり鉢状に広

がっていく。高さは20cmくらい、幅は60cm～90cm程だった。この

籠は工場で使っていた。

　竹ほうきも作っていた、最高で一晩で300本の竹ほうきを作った

ことがある。その日は、予定より多く購入したい方がおり、竹ほうき

を買って行ってしまったため、その晩に300本のほうきを作った。今

でもどうやったらできたのだろう、と思う。お父さん (仁太郎さん) 

が竹の長さを揃え、枝を落とした。その枝の落とし方は、ナタの葉

を滑らせながら一度に落としていく。それは見事だった。お父さん

が竹を揃え、私が縛ってほうきを作った。

仁太郎さん| 簡単に見えるけど、一つ一つ違うから難しい。ほうき

に使う竹は、岩盤の上に育ったような竹でないといけない。その理

由は、枝が細かく分かれるから、それを使うといいほうきができる。

黒土で育ったものは、枝が荒くてよくない。この辺だと烏山の竹が

ほうきに向く材料になる。今でも、家で使うほうきを作るが、息子が

仕事で持っていって置いてきてしまうこともある。ホームセンターで

売っている竹ほうきは、使いづらくてよくない。ただ安いだけ。

5. 戦時中のこと

　宇都宮が空襲に遭った時、宇都宮の方が焼夷弾で赤く燃えて

いる景色を眺めていた。益子からでも見えた。

記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局



橋本晧朗さん (右)

9. 綿の取り組みの今とこれから

　私たちが今やっているのは、明治の初めの頃のやり方ですよね。

自分たちの使うものを作るにはいいし、形として残すのはいいん

じゃないかと思い、道具を集めて実際使っています。道具はいろい

ろな所から集めてきています。産業としては残らなかったので、どこ

から集めてきたかというと、各家庭に残っているものを主に集めて

います。私が買い占めてしまっているので、値段が上がってしまいま

したね。だいたいのものは直せるので、直しながら使っています。

　もう一度、綿の場合は、家庭でやってたくらいまで戻せるんじゃ

ないかな、と思う。問題点は何点かあります。

　綿のことは調べてきているので、明確に次のステップの方向は

定まってきています。私もあと10年くらいは、綿作りはできるんで、

今娘がやっています。今やってる人たちのは、最短期間が6ヶ月な

んですね、一番短いので6ヶ月で、コースターくらいですかね。綿を

紡ぐところからやります。きれいな綿にするまで3ヶ月くらいかかりま

す。最低の期間としては、6ヶ月ですかね。綿作りから始めると2、3年

くらいかかります。5月から種を蒔いて10、11月に収穫するんで、綿

ができるのが翌年の9月くらいまでかかってしまいます。

　綿っていう風土から切ってみたら、こういうことが話せるんで面

白いかな、と思います。そういう風に正確に分析をしてみるとか、実

証をしてみるということがとても大事で、そして次への展望が見え

てくることに関しては、再度トライをしていくとかできるのでは。闇雲

に「昔あったから残そう」というのは、みんなして一致して取り組む

内容としてはいかがなものかな、と思います。分析と実証は大変大

事なことだと思います。作り手が作りたいものだけを作るのではな

くて、そこをしっかり踏まえていかないといけません。いろんなもの

を見たり、いろんな人が知る機会を増やしていければと思います。

　土祭に関してもそこからが土祭だと考えているし、七井でも何か

やってもらいたい。七井の駅前とか蔵とかでね。

アメリカの会計システムで行っていました。

　日本に戻って来た時に益子でこの建物を建てました。ここは旅

館として申請しており、数年前までは宿泊客を泊めていました。今

は、ボランティアの宿泊をさせています。環境ウィークスとか、環境

関係はここを使っており、早稲田の学生も使います。

　町の環境基本計画推進委員会の委員を12年間やっており、今

年で満期ということになります。益子町役場の各課に元環境担当

の方々がいるので皆さん知っています。

2. 環境の事業の現状

　環境の事業はなぜお金がないかというと、新しくできた省庁だ

からです。例えばこの前の環境ウィークスは、今年700人が参加し

ましたが、予算が4万円程しかなかった。農地水は、農政課なので、

　環境の問題にこれまでも取り組んできた橋本晧朗 (はしもとあき
お) さんは、無農薬の農作物の栽培と、木綿の歴史を読み解き、そ

こから木綿の栽培と木綿製品製作の普及にも取り組んできている。

1. ご自身の経歴など

　早稲田大学の商学部出身、経済地理、開発論を学んでいました。

観光会社のコクド（西武グループの不動産開発業者、2006年に株

式会社プリンスホテルに合併）でサラリーマンを10年程やり、環境

開発デヴェロップを行ってました。そのほかスキーワールドカップ

の事務所に行くとか、大磯ロングビーチの支配人もしていました。

ハワイではマウイ島の開発を行っていました。経理が専門で、現場

仕事というよりは、投資とか数字がどうなっているかに携わってい

た。さらに開発に関わる会社の申告とか、個人のTAXリターン等を
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町に多額の補助が出るんです。一方、環境の事業は一つも補助が

出ない。これまでも全部ボランティアでやっていました。

　私たちが入って課を横断してうまくいった例もある。それが「県

民の森づくり事業」で、猪対策として、間伐と下草刈りをし、そのき

れいにする事業については全額出るんです。環境の事業で川のこ

とや里山のことに関しては、予算がない。皆さん環境で行われてい

ると思っていることは、農地水など農政課の予算から出ていること

もあるんです。私は、環境基本計画の2次計画を作るときに環境ボ

ランティアポイントを考えていると提案しました。町でも地域通貨を

考えていると話を聞いてそれを待って実行しようということになっ

たんです。今の地域通貨は環境ボランティアポイントの多くの考え

を含んでいます。

　また、ふるさとの川・里山フェスティバルというのをやっていまし

た。7自治会で川の清掃をやっている。川の上流の人、中流の人、

下流の人に川の状態を皆さんにお知らせして、計画の中で掲げた

んです。かなり無理かなと思ったが、それはうまく動いてくれた。そ

の後ですね、「今年はやらないの」と言われ、慌てて「やります」と

なって、今年で3、4年目くらいですかね、やるのが普通になるのが

大切ですね。

　現在、環境は世の中でも話題にはなっているんですけど、実際に

お金がないので、やることはできない。それこそ手弁当でやらない

といけないですね。あるとしたら太陽光とかの補助金はあるけど、

ボランティアに対してはほとんどない。

3. 紙ゴミと生ゴミの取り組み

　ゴミの回収量が減ると町の負担金が減ります。益子町のゴミは

5500tくらいになりますが、今では紙ゴミ類をおよそ700t以上は集

めているんです。ゴミ総量の十数%くらい集めているんですよ。ゴミ

になる前に事前に回収して売るので、ゴミを集めた瞬間に商品に

なる。宇都宮は真似したけどできなかったし、益子以外の芳賀郡も

できなかった。

　益子はそういう意味で、「納得できるものだったら取り入れる」と

いう風土があるんですよ。焼き物の人なんかでも、外部から来る人

をどんどん取り込み、これまで拒まなかったことも共通点があると

思います。それを環境としてやってのけたんです。

　私の中で「解決するまでは、環境をやめられない」というのは生

ゴミなんです。これを行うことは、日本では画期的なことです。全国

でもない例ですから。私は、十年前からこつこつ実験をやってきた

んですよ。それを元に、予算もない環境課が500万の予算をつけて

テスト事業を始めました。今、ゴミの量を減らす最終手段は、生ゴミ

水分を減らすしかないんですよ。あとはほとんど不可能です。これま

で試みた市町村はいくつかあります。その市町村は乾燥機を使っ

たんですが、失敗に終わっています。なぜなら水をかけると元に

戻ってしまうからです。それに堆肥を作り使用しようと試みましたが、

ビニールが混入し失敗に終わっています。益子町では、生ゴミの残

渣率95%以上を実現させている。

　益子町の生ゴミは、約2200t程なんで、おそらく1000t程まで下げ

られると考えています。事業系の生ゴミを集めると効果的で、飲食

店、特にスーパーですね。こういったものを全部回収できると1000t

まで下げられると思います。私たちは、初年度で500tの収集を達成

し、500tの生ゴミを20～30tにしています。堆肥は、無料配布してい

くことにしている。

　市町村でできれば画期的で、これまであちこちで調べて、論文も

読みました。千葉大とか長崎大等、皆さん理論はやるんだけど実

践しているところはない。長野とか、生ゴミの堆肥化をやっている

が、大規模で成功しているところはないです。それで町長、副町長

と常総市に見学も行きましたが、そこでは残渣率が30%～40%な

んですね。100tあれば30t処分しないといけないものが出てくる。そ

の処分が大変です。残渣率は、分解する菌の問題で変わるのです

が、そこを皆さん乗り切れない。あと１、2年うまく経過を見守りな

がらやっていく予定です。そういうことを先導的にやってきたので、

私は皆さんに環境を専らにやっていると思われているのではない

でしょうか。

4. 思惟の森と田野畑村のこと

　仕事が一段落してくると、仕事以外のことがやりたくなってくるん

ですよ。私が大学の頃より、東北の村で取り組んでいたのは、今で

いうまさに環境問題ですね。ただ私は、山に行って木を育てること

ですので、そのことを環境問題には捉えていませんけど。今回、岩

手県田野畑村のアカマツ薪を1000束運んできて、益子焼の登り

窯に使ってもらおうと考えました。そのきっかけとなった早稲田大

学思惟の森の話をしなくてはなりません。

　宮城県気仙沼市のカキ養殖業、畠山重篤 (しげあつ) さんのお

話を最近では聞きますが、僕たちは何十年も前からやっていまし

た。岩手大学の先生で山のボランティアの起源について論文を書

いている方がいますが、思惟の森の活動を知らなかった程です。

　思惟の森の会は、昭和42年から続いています。私が参加したの

は、2つの要素がありました。一つは、田野畑村での先生の研究、も

う一つは、私の学生の時代は紛争の時代で、機動隊に護られなが

ら試験をするなど殺伐としていた。キャンパス内では学生と先生の

交流がない時代だった。私は「お互いに釡の飯をつつきながら、汗

を流しながら語り合えるのが大学生活ではないか」と考えていた

ためです。

　昭和36年に東北で三陸の大火がありました。4万町歩かな、主

だった山が全部焼かれてしまった。私が最初に行ったのは、42年

ですが、山に大きな木が全然なかった。全部土砂が流されてし

まっている状態で、海のために山をつくるような状態の話ではな

かった。肥沃な土地でもない、蓄えられる水分もない、そのため、植

えられる木が赤松しかなかったんです。私たちも田野畑村も400町

歩の赤松を植え、育成するしかなかった訳です。

　先生は商学部の先生をしていて、名前は小田泰市先生といいま

す。私は、ゼミとかではなく先生の授業を取っていた学生で、1年生

のとき単位を取って2年生の時もそのままずっと聞いていた。早稲

田では有名な先生で、地理を学んだ人で早稲田の人で先生を知

らないと、モグリですね。

　先生は昭和32、3年くらいから田野畑村に行っているんですよ。

昭和36年の大火も体験されて、「お世話になっている方の山を少し

でもやろう」ということで最初始めたんです。ただ、村全体を手伝う

ことはできず、新たにサークルとかゼミの方を連れて行こうと呼び

かけたんです。それで私が授業を取っているときに呼びかけてくれ

て、それをきっかけに私も行き始めました。先生が活動していたの

で、前身はあったんですけど、思惟の森としては、42年から活動を

始めて、43年からアカマツを植え始めた。それが今回のアカマツの

話に繋がっている。今回は特に村の人と協力しないといけないとい

うことで、ますは村有林の木を持ってきた。そのうち我々の植えたア

カマツも持ってきたいと考えています。

　田野畑村は、国立公園の北山崎という景勝地もあり、「あまちゃ

ん」でも知られましたが、三陸鉄道の北リアス線が駅ごと流された

ところです。海岸の集落はほぼ全滅してしまいました。私は復興と

いう程大げさではないですけど、村が元気になってもらいたいなと

思い、年中行ったり来たりしています。

　薪でアカマツを使うのは、窯以外には日本中どこに行ってもない。

松薪は、窯業をやっている以外のところは使わないようです。普通

は薪にするのは雑木ですから、田野畑村の方にもアカマツの薪、と

言っても、なかなか火がつかなかった。ですが、10年経ってやっと

こ動き始めました。継続できるかまだ分からないですが、今回はと

んとんと進めることができました。

　放射能の問題とかもあります。灰にすると高くなりますが、田野

畑の薪は線量が低く問題がありません。この前は、引渡式のイベン

トをして皆さんに知ってもらおうと思っていました。そんなことで

ずっと向こうの村と行き来をしている。

5. 学生とボランティア

　現役の学生も造林活動をしています。この前来た学生は49期だ

と言っていましたから、私が最初の年代で、その頃からずっとやっ

てます。私たちも先生も世の中にアナウンスをすることはしないで

すが、早稲田大学はそのことに価値を強く見いだして、ボランティ

アに関してはボランティアセンターを持って、日本では圧倒的に大

きい組織になっています。何百というプロジェクトを行っています。

大震災のとき「気仙沼で知っている人がいないので何とかしてくれ

」と言われ、学生は出かけたのだけれども、どこ行っていいか分か

らないということで、ちょうど気仙沼に知っている方がいたので、気

仙沼と早田先生（早稲田大学社会科学総合学術院教授）との繋

ぎは私がしました。今、早稲田でいくつか動いていますね。

　奥島孝康さんという元の総長が、思惟の森の活動を見て、ボラ

ンティアを何とかしないと考えられたんです。その折に東京芸大の

平山郁夫さんが早稲田に700万円程する絵を寄付された。その代

金を支払ったことにしてボランティアセンターのスタートの運営の

資金としてたんです。それで正式の名称は「平山郁夫記念ボラン

ティアセンター」という。奥島孝康さんが総長を辞めたあと、ボラン

ティアセンターに赴任した。

　今では学生が単位を取れるものがいっぱいあるんです。極端な

例ですが、思惟の森の活動でも単位がもらえます。定期的な授業

はちゃんと出て、夏必ず合宿に行くことを前提として単位認定をす

る。それで4単位取れます。4単位として、農山村入門という科目を

現地で行います。私も最初の方は、講師として行っていました。山

の作業とか、村との交流とかすることで単位認定をしている。その

核になっているのが、山作りなんですね。植林をして、下刈りをして、

間伐をして、地域の方と交流をしながら行う。

　合宿はお手の物ですから、プロです。(笑) 益子で登り窯が壊れ

た時のボランティアも受け入れていました。この活動は、大学教育

への影響も大きいですね。大学の先生方の発想を変えている。私

も大学で勉強していたというよりも、この活動を通して考えていまし

た。田野畑村を我々のキャンパスを、という言い方をしていたんです。

6. 地域と対するということ

　ただ、地域と対するには、こちらからの意気込みだけでは駄目な

んですよ。向こうが受け入れてくれた、ということです。

　この村で教育立村をテーマに掲げて村長さんになった方がい

る。その方はこの前亡くなりましたけど、自分の政敵である地区の

方に、「早稲田の学生が最高の条件で活動をしたいと言っている

んだけど、受け入れてくれるか」と政敵の組合のところに話に行っ

てくれました。「無期限で無償で教育目的に使う」と、それで相手方

が「分かった」と、「この稜線からこの稜線まで使っていい」となった。

30町歩ほどの敷地面積、その教育に使っている限りは、いつまでも

使えると書いてある。私の恩師の熱意もありましたが、そういう受け

入れる方がいてこそできること。その頃、先生もそうですが学生も

みんな意気に燃えて行ったし。これは、村長さんと私が2年前に対

談をした時に初めて聞いたんです。

　記念誌は販売しないのですが、それが今度発行されますから、

活動の50周年ということで。村長さんの話をしたことは、受け入れ

たということは、政治的な意味もあるんですよ。オフレコでもなんで

もないんですけど、対談する前にいろいろ雑談をして、何でそういう

ことを今話すかというと、無償で無期限ということがどこまで活き

たか分からないからです。

　そして、それと前後して中学校を統合して一つにした。冬が厳し

いので通うのが難しいので寄宿舎をつくり、道の駅をつくり、村役

場を除くシビックセンターをつくったのもそこの地区。結局、そこの

地区の人は、そういうものを受け入れる素地があるということを分

かった訳です。ちょうどその場所は、国道も通って、村の中心である

んだけど、他の地区で行うには大変で、一から解きほぐさないとい

けない。「皆さん思惟の森ができても皆さんこういう風にできるん

だから」と行う。できたものがほとんどですから、政治的な手法とし

ても正しいものだと思う。ちょっと無理かと思うことを、内容がいい

ものを説得して作るとその後プラスになるんですよ。そういうのを人

は見ている。口先で言ってうまいものができなければ誰も納得しな

い。損かと思うことも、きちんとしたものができればみんな納得をす

るんですよ。そういう典型的な話ですね。私もそう感じ始めたのも、

話を聞いていろいろやってきてやっとですから、若い方にポンと話

しても難しいと思いますが、とても大事なことだと思います。

7. 過去を把握することの意義

　土祭については、私は七井地区なんで、この地区の人はやはり

興味がないというのが分かるんです。今回の聞き取りもそうですが、

「ほんとはこういうものだ」と具体的にもっていって話をしたほうが

いい。「聞き取りをしてもう一回そちらに返します」というのはしんど

いんだけども、提示するということは、町内を融和するにはいい方

法ですね。私はいいものはいいと言えますけど、私も土祭の動きが

はまだ見えてない。

　今ある風土とか歴史とかね、民俗学的なこともなんだけども、こ

れは客観的にきちんと捉えることは重要だと思います。ただ、今に

そのまま持ってくるのは、相当に負担がかかります。その中には、消

えて行く理由があったり、消えて行く必然性があったり、それに

取って代わるものがあったりする。ただ戻すのでは意味をなさない、

懐古主義よりもっと意味をなさない、もっと悪いものになる。創造

をしながら、考えていくことが必要です。そのためには過去のものを

しっかり勉強して把握をしないと、うっかり次のステップには行け

ないのではないかと思う。綿の取り組みを始めたのはそういうこと

なんです。

　日下田さんと7、8年前にとりとめない話をしていて、「やらないと

いけないかな」と思ったんです。糸車を回す人がいる、道具で糸を

取る人がいる。喜 と々して皆さんやるわけですよ、ちゃんと準備して

皆さんを裏切らないようにしなければならないと思いますね。

8. 綿の辿ってきた歴史

　今回、綿の辿ってきた歴史を知ってもらいたいと思います。ほと

んど聞いたことない話だと思いますが、ここの道具は新しいので30

年くらい前のもの、古いので150年くらい前のもの。日本の綿は、崑

崙 (こんろん) 人が799年に持ってきたのが起源ですが、そのときは

根付かなかった。今の綿は戦国時代の1500年代の半ばに来て定

着して、江戸時代の中で盛んになった。平均寿命が三十数歳だっ

たんですね、それが江戸時代に入ると、40歳代にぼんとはね上

がった。それまで粗末な麻を着ていたものが、綿になったというこ

とがとても大きかったのだと思います。というのは、その後明治以降、

10歳とは延びてない、戦後くらいまであまり寿命が延びてないんで

す。1947、8年以降まであまり延びてない、戦死した方もいることも

ありますが。

　そういうことの裏付けに綿もあるのかなと。江戸時代に、手紡ぎ

の技術が完成して、明治維新の工業化で全滅するわけですね。鉄

道とか郵便事業とかでだいたいうまくいった話は、伝わっているん

ですよ。ただ、莫大なお金を掛けた綿工場は失敗したんです。イギ

リス人の教えている人が一年経つと帰ってしまった。結局、国で

買ったものは、払い下げをしたんです。だから政府がやったという

話を聞かない、綿をやった恩人は聞かないでしょう。あったとして

も豊田佐吉が、杼替式自動織機を作ったくらいですよ。紡績は聞

かないでしょう。日本は加工貿易だと皆さん習いますが、最初は軽

工業ですが、綿を輸入していた。まだ糸にする技術がないので綿

糸を輸入していた。なので、日本の綿は使わない。明治30年頃には、

数%しか使われない。ガラ紡という紡績機が第一回内国勧業博覧

会で受賞をした。はしきれの綿でも、日本の綿でも、全部糸にしてし

まうというすごく便利なものをつくったのですね。これは日本中で

稼働していたのですよ。ただ、皆さん勘違いしていて、足袋や帆船

の帆等、荒っぽいものを作ってたのはガラ紡で、日本中みんなあっ

たんです。

　高機 (たかばた) だとか、地機 (じばた) だとか言ってはいるので

すが、産業として壊滅しているんですよ。一番典型的なのは、真岡

木綿。1840年代くらいまでは、三十七万反程だった、その頃の江

戸の人口が100万人だとしたらかなりの量になります。

　明治20年くらいには、一万五千反程までになっていました。今正

確な数字はここにないですけど。昭和に入ったら0なんです。大正

にも0なんです。産業としては残らなかった。

　絹はそれに対して大成功した。日本で世界の作り上げる基本を

作った。それで絹は世界の市場を席巻したわけですよ。木綿原料

は、海外から全部輸入をして、機械も全部買っていた。そういう背

景があって、日本の綿や古くからの木綿製品は産業としては残ら

なかった訳です。



9. 綿の取り組みの今とこれから

　私たちが今やっているのは、明治の初めの頃のやり方ですよね。

自分たちの使うものを作るにはいいし、形として残すのはいいん

じゃないかと思い、道具を集めて実際使っています。道具はいろい

ろな所から集めてきています。産業としては残らなかったので、どこ

から集めてきたかというと、各家庭に残っているものを主に集めて

います。私が買い占めてしまっているので、値段が上がってしまいま

したね。だいたいのものは直せるので、直しながら使っています。

　もう一度、綿の場合は、家庭でやってたくらいまで戻せるんじゃ

ないかな、と思う。問題点は何点かあります。

　綿のことは調べてきているので、明確に次のステップの方向は

定まってきています。私もあと10年くらいは、綿作りはできるんで、

今娘がやっています。今やってる人たちのは、最短期間が6ヶ月な

んですね、一番短いので6ヶ月で、コースターくらいですかね。綿を

紡ぐところからやります。きれいな綿にするまで3ヶ月くらいかかりま

す。最低の期間としては、6ヶ月ですかね。綿作りから始めると2、3年

くらいかかります。5月から種を蒔いて10、11月に収穫するんで、綿

ができるのが翌年の9月くらいまでかかってしまいます。

　綿っていう風土から切ってみたら、こういうことが話せるんで面

白いかな、と思います。そういう風に正確に分析をしてみるとか、実

証をしてみるということがとても大事で、そして次への展望が見え

てくることに関しては、再度トライをしていくとかできるのでは。闇雲

に「昔あったから残そう」というのは、みんなして一致して取り組む

内容としてはいかがなものかな、と思います。分析と実証は大変大

事なことだと思います。作り手が作りたいものだけを作るのではな

くて、そこをしっかり踏まえていかないといけません。いろんなもの

を見たり、いろんな人が知る機会を増やしていければと思います。

　土祭に関してもそこからが土祭だと考えているし、七井でも何か

やってもらいたい。七井の駅前とか蔵とかでね。

アメリカの会計システムで行っていました。

　日本に戻って来た時に益子でこの建物を建てました。ここは旅

館として申請しており、数年前までは宿泊客を泊めていました。今

は、ボランティアの宿泊をさせています。環境ウィークスとか、環境

関係はここを使っており、早稲田の学生も使います。

　町の環境基本計画推進委員会の委員を12年間やっており、今

年で満期ということになります。益子町役場の各課に元環境担当

の方々がいるので皆さん知っています。

2. 環境の事業の現状

　環境の事業はなぜお金がないかというと、新しくできた省庁だ

からです。例えばこの前の環境ウィークスは、今年700人が参加し

ましたが、予算が4万円程しかなかった。農地水は、農政課なので、

　環境の問題にこれまでも取り組んできた橋本晧朗 (はしもとあき
お) さんは、無農薬の農作物の栽培と、木綿の歴史を読み解き、そ

こから木綿の栽培と木綿製品製作の普及にも取り組んできている。

1. ご自身の経歴など

　早稲田大学の商学部出身、経済地理、開発論を学んでいました。

観光会社のコクド（西武グループの不動産開発業者、2006年に株

式会社プリンスホテルに合併）でサラリーマンを10年程やり、環境

開発デヴェロップを行ってました。そのほかスキーワールドカップ

の事務所に行くとか、大磯ロングビーチの支配人もしていました。

ハワイではマウイ島の開発を行っていました。経理が専門で、現場

仕事というよりは、投資とか数字がどうなっているかに携わってい

た。さらに開発に関わる会社の申告とか、個人のTAXリターン等を
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町に多額の補助が出るんです。一方、環境の事業は一つも補助が

出ない。これまでも全部ボランティアでやっていました。

　私たちが入って課を横断してうまくいった例もある。それが「県

民の森づくり事業」で、猪対策として、間伐と下草刈りをし、そのき

れいにする事業については全額出るんです。環境の事業で川のこ

とや里山のことに関しては、予算がない。皆さん環境で行われてい

ると思っていることは、農地水など農政課の予算から出ていること

もあるんです。私は、環境基本計画の2次計画を作るときに環境ボ

ランティアポイントを考えていると提案しました。町でも地域通貨を

考えていると話を聞いてそれを待って実行しようということになっ

たんです。今の地域通貨は環境ボランティアポイントの多くの考え

を含んでいます。

　また、ふるさとの川・里山フェスティバルというのをやっていまし

た。7自治会で川の清掃をやっている。川の上流の人、中流の人、

下流の人に川の状態を皆さんにお知らせして、計画の中で掲げた

んです。かなり無理かなと思ったが、それはうまく動いてくれた。そ

の後ですね、「今年はやらないの」と言われ、慌てて「やります」と

なって、今年で3、4年目くらいですかね、やるのが普通になるのが

大切ですね。

　現在、環境は世の中でも話題にはなっているんですけど、実際に

お金がないので、やることはできない。それこそ手弁当でやらない

といけないですね。あるとしたら太陽光とかの補助金はあるけど、

ボランティアに対してはほとんどない。

3. 紙ゴミと生ゴミの取り組み

　ゴミの回収量が減ると町の負担金が減ります。益子町のゴミは

5500tくらいになりますが、今では紙ゴミ類をおよそ700t以上は集

めているんです。ゴミ総量の十数%くらい集めているんですよ。ゴミ

になる前に事前に回収して売るので、ゴミを集めた瞬間に商品に

なる。宇都宮は真似したけどできなかったし、益子以外の芳賀郡も

できなかった。

　益子はそういう意味で、「納得できるものだったら取り入れる」と

いう風土があるんですよ。焼き物の人なんかでも、外部から来る人

をどんどん取り込み、これまで拒まなかったことも共通点があると

思います。それを環境としてやってのけたんです。

　私の中で「解決するまでは、環境をやめられない」というのは生

ゴミなんです。これを行うことは、日本では画期的なことです。全国

でもない例ですから。私は、十年前からこつこつ実験をやってきた

んですよ。それを元に、予算もない環境課が500万の予算をつけて

テスト事業を始めました。今、ゴミの量を減らす最終手段は、生ゴミ

水分を減らすしかないんですよ。あとはほとんど不可能です。これま

で試みた市町村はいくつかあります。その市町村は乾燥機を使っ

たんですが、失敗に終わっています。なぜなら水をかけると元に

戻ってしまうからです。それに堆肥を作り使用しようと試みましたが、

ビニールが混入し失敗に終わっています。益子町では、生ゴミの残

渣率95%以上を実現させている。

　益子町の生ゴミは、約2200t程なんで、おそらく1000t程まで下げ

られると考えています。事業系の生ゴミを集めると効果的で、飲食

店、特にスーパーですね。こういったものを全部回収できると1000t

まで下げられると思います。私たちは、初年度で500tの収集を達成

し、500tの生ゴミを20～30tにしています。堆肥は、無料配布してい

くことにしている。

　市町村でできれば画期的で、これまであちこちで調べて、論文も

読みました。千葉大とか長崎大等、皆さん理論はやるんだけど実

践しているところはない。長野とか、生ゴミの堆肥化をやっている

が、大規模で成功しているところはないです。それで町長、副町長

と常総市に見学も行きましたが、そこでは残渣率が30%～40%な

んですね。100tあれば30t処分しないといけないものが出てくる。そ

の処分が大変です。残渣率は、分解する菌の問題で変わるのです

が、そこを皆さん乗り切れない。あと１、2年うまく経過を見守りな

がらやっていく予定です。そういうことを先導的にやってきたので、

私は皆さんに環境を専らにやっていると思われているのではない

でしょうか。

4. 思惟の森と田野畑村のこと

　仕事が一段落してくると、仕事以外のことがやりたくなってくるん

ですよ。私が大学の頃より、東北の村で取り組んでいたのは、今で

いうまさに環境問題ですね。ただ私は、山に行って木を育てること

ですので、そのことを環境問題には捉えていませんけど。今回、岩

手県田野畑村のアカマツ薪を1000束運んできて、益子焼の登り

窯に使ってもらおうと考えました。そのきっかけとなった早稲田大

学思惟の森の話をしなくてはなりません。

　宮城県気仙沼市のカキ養殖業、畠山重篤 (しげあつ) さんのお

話を最近では聞きますが、僕たちは何十年も前からやっていまし

た。岩手大学の先生で山のボランティアの起源について論文を書

いている方がいますが、思惟の森の活動を知らなかった程です。

　思惟の森の会は、昭和42年から続いています。私が参加したの

は、2つの要素がありました。一つは、田野畑村での先生の研究、も

う一つは、私の学生の時代は紛争の時代で、機動隊に護られなが

ら試験をするなど殺伐としていた。キャンパス内では学生と先生の

交流がない時代だった。私は「お互いに釡の飯をつつきながら、汗

を流しながら語り合えるのが大学生活ではないか」と考えていた

ためです。

　昭和36年に東北で三陸の大火がありました。4万町歩かな、主

だった山が全部焼かれてしまった。私が最初に行ったのは、42年

ですが、山に大きな木が全然なかった。全部土砂が流されてし

まっている状態で、海のために山をつくるような状態の話ではな

かった。肥沃な土地でもない、蓄えられる水分もない、そのため、植

えられる木が赤松しかなかったんです。私たちも田野畑村も400町

歩の赤松を植え、育成するしかなかった訳です。

　先生は商学部の先生をしていて、名前は小田泰市先生といいま

す。私は、ゼミとかではなく先生の授業を取っていた学生で、1年生

のとき単位を取って2年生の時もそのままずっと聞いていた。早稲

田では有名な先生で、地理を学んだ人で早稲田の人で先生を知

らないと、モグリですね。

　先生は昭和32、3年くらいから田野畑村に行っているんですよ。

昭和36年の大火も体験されて、「お世話になっている方の山を少し

でもやろう」ということで最初始めたんです。ただ、村全体を手伝う

ことはできず、新たにサークルとかゼミの方を連れて行こうと呼び

かけたんです。それで私が授業を取っているときに呼びかけてくれ

て、それをきっかけに私も行き始めました。先生が活動していたの

で、前身はあったんですけど、思惟の森としては、42年から活動を

始めて、43年からアカマツを植え始めた。それが今回のアカマツの

話に繋がっている。今回は特に村の人と協力しないといけないとい

うことで、ますは村有林の木を持ってきた。そのうち我々の植えたア

カマツも持ってきたいと考えています。

　田野畑村は、国立公園の北山崎という景勝地もあり、「あまちゃ

ん」でも知られましたが、三陸鉄道の北リアス線が駅ごと流された

ところです。海岸の集落はほぼ全滅してしまいました。私は復興と

いう程大げさではないですけど、村が元気になってもらいたいなと

思い、年中行ったり来たりしています。

　薪でアカマツを使うのは、窯以外には日本中どこに行ってもない。

松薪は、窯業をやっている以外のところは使わないようです。普通

は薪にするのは雑木ですから、田野畑村の方にもアカマツの薪、と

言っても、なかなか火がつかなかった。ですが、10年経ってやっと

こ動き始めました。継続できるかまだ分からないですが、今回はと

んとんと進めることができました。

　放射能の問題とかもあります。灰にすると高くなりますが、田野

畑の薪は線量が低く問題がありません。この前は、引渡式のイベン

トをして皆さんに知ってもらおうと思っていました。そんなことで

ずっと向こうの村と行き来をしている。

5. 学生とボランティア

　現役の学生も造林活動をしています。この前来た学生は49期だ

と言っていましたから、私が最初の年代で、その頃からずっとやっ

てます。私たちも先生も世の中にアナウンスをすることはしないで

すが、早稲田大学はそのことに価値を強く見いだして、ボランティ

アに関してはボランティアセンターを持って、日本では圧倒的に大

きい組織になっています。何百というプロジェクトを行っています。

大震災のとき「気仙沼で知っている人がいないので何とかしてくれ

」と言われ、学生は出かけたのだけれども、どこ行っていいか分か

らないということで、ちょうど気仙沼に知っている方がいたので、気

仙沼と早田先生（早稲田大学社会科学総合学術院教授）との繋

ぎは私がしました。今、早稲田でいくつか動いていますね。

　奥島孝康さんという元の総長が、思惟の森の活動を見て、ボラ

ンティアを何とかしないと考えられたんです。その折に東京芸大の

平山郁夫さんが早稲田に700万円程する絵を寄付された。その代

金を支払ったことにしてボランティアセンターのスタートの運営の

資金としてたんです。それで正式の名称は「平山郁夫記念ボラン

ティアセンター」という。奥島孝康さんが総長を辞めたあと、ボラン

ティアセンターに赴任した。

　今では学生が単位を取れるものがいっぱいあるんです。極端な

例ですが、思惟の森の活動でも単位がもらえます。定期的な授業

はちゃんと出て、夏必ず合宿に行くことを前提として単位認定をす

る。それで4単位取れます。4単位として、農山村入門という科目を

現地で行います。私も最初の方は、講師として行っていました。山

の作業とか、村との交流とかすることで単位認定をしている。その

核になっているのが、山作りなんですね。植林をして、下刈りをして、

間伐をして、地域の方と交流をしながら行う。

　合宿はお手の物ですから、プロです。(笑) 益子で登り窯が壊れ

た時のボランティアも受け入れていました。この活動は、大学教育

への影響も大きいですね。大学の先生方の発想を変えている。私

も大学で勉強していたというよりも、この活動を通して考えていまし

た。田野畑村を我々のキャンパスを、という言い方をしていたんです。

6. 地域と対するということ

　ただ、地域と対するには、こちらからの意気込みだけでは駄目な

んですよ。向こうが受け入れてくれた、ということです。

　この村で教育立村をテーマに掲げて村長さんになった方がい

る。その方はこの前亡くなりましたけど、自分の政敵である地区の

方に、「早稲田の学生が最高の条件で活動をしたいと言っている

んだけど、受け入れてくれるか」と政敵の組合のところに話に行っ

てくれました。「無期限で無償で教育目的に使う」と、それで相手方

が「分かった」と、「この稜線からこの稜線まで使っていい」となった。

30町歩ほどの敷地面積、その教育に使っている限りは、いつまでも

使えると書いてある。私の恩師の熱意もありましたが、そういう受け

入れる方がいてこそできること。その頃、先生もそうですが学生も

みんな意気に燃えて行ったし。これは、村長さんと私が2年前に対

談をした時に初めて聞いたんです。

　記念誌は販売しないのですが、それが今度発行されますから、

活動の50周年ということで。村長さんの話をしたことは、受け入れ

たということは、政治的な意味もあるんですよ。オフレコでもなんで

もないんですけど、対談する前にいろいろ雑談をして、何でそういう

ことを今話すかというと、無償で無期限ということがどこまで活き

たか分からないからです。

　そして、それと前後して中学校を統合して一つにした。冬が厳し

いので通うのが難しいので寄宿舎をつくり、道の駅をつくり、村役

場を除くシビックセンターをつくったのもそこの地区。結局、そこの

地区の人は、そういうものを受け入れる素地があるということを分

かった訳です。ちょうどその場所は、国道も通って、村の中心である

んだけど、他の地区で行うには大変で、一から解きほぐさないとい

けない。「皆さん思惟の森ができても皆さんこういう風にできるん

だから」と行う。できたものがほとんどですから、政治的な手法とし

ても正しいものだと思う。ちょっと無理かと思うことを、内容がいい

ものを説得して作るとその後プラスになるんですよ。そういうのを人

は見ている。口先で言ってうまいものができなければ誰も納得しな

い。損かと思うことも、きちんとしたものができればみんな納得をす

るんですよ。そういう典型的な話ですね。私もそう感じ始めたのも、

話を聞いていろいろやってきてやっとですから、若い方にポンと話

しても難しいと思いますが、とても大事なことだと思います。

農地水について (事務局・注)
　農林水産省の支援制度である「農地・水・環境保全向上対策」のこと。 (
愛媛県伊予市中山町佐礼谷地区の住民によるウェブサイト「住民自治され
だに」内「農地水とは」http://saredani.net/water/index.htmlによる。)
農林水産省では、かけがえのない農村の環境を次の世代へ引き継ぐため
に、農家だけではなく、地域の人 も々参加した「地域ぐるみでの効果が高い
共同活動」や「まとまりをもって環境にやさしい営農活動」に取組む活動組
織に対し、一体的かつ総合的に支援する「農地・水・環境保全向上対策」
を平成19年度から実施。平成23年度から、共同活動支援に特化するととも
に、集落周りの施設の長寿命化に支援する向上活動支援交付金を創設。
これに伴い名称を「農地・水保全管理支払」に変更。平成26年度からは「多
面的機能支払交付金」の「資源向上支払」及び「農地維持支払」に組替え
・名称変更。 (以上、九州農政局ウェブサイト内「農地・水保全管理支払交
付金 (旧農地・水・環境保全向上対策) 」http://www.maff.go.jp/ky-
usyu/seibibu/noti_mizu00.html及び関東農政局ウェブサイト内掲載資

7. 過去を把握することの意義

　土祭については、私は七井地区なんで、この地区の人はやはり

興味がないというのが分かるんです。今回の聞き取りもそうですが、

「ほんとはこういうものだ」と具体的にもっていって話をしたほうが

いい。「聞き取りをしてもう一回そちらに返します」というのはしんど

いんだけども、提示するということは、町内を融和するにはいい方

法ですね。私はいいものはいいと言えますけど、私も土祭の動きが

はまだ見えてない。

　今ある風土とか歴史とかね、民俗学的なこともなんだけども、こ

れは客観的にきちんと捉えることは重要だと思います。ただ、今に

そのまま持ってくるのは、相当に負担がかかります。その中には、消

えて行く理由があったり、消えて行く必然性があったり、それに

取って代わるものがあったりする。ただ戻すのでは意味をなさない、

懐古主義よりもっと意味をなさない、もっと悪いものになる。創造

をしながら、考えていくことが必要です。そのためには過去のものを

しっかり勉強して把握をしないと、うっかり次のステップには行け

ないのではないかと思う。綿の取り組みを始めたのはそういうこと

なんです。

　日下田さんと7、8年前にとりとめない話をしていて、「やらないと

いけないかな」と思ったんです。糸車を回す人がいる、道具で糸を

取る人がいる。喜 と々して皆さんやるわけですよ、ちゃんと準備して

皆さんを裏切らないようにしなければならないと思いますね。

8. 綿の辿ってきた歴史

　今回、綿の辿ってきた歴史を知ってもらいたいと思います。ほと

んど聞いたことない話だと思いますが、ここの道具は新しいので30

年くらい前のもの、古いので150年くらい前のもの。日本の綿は、崑

崙 (こんろん) 人が799年に持ってきたのが起源ですが、そのときは

根付かなかった。今の綿は戦国時代の1500年代の半ばに来て定

着して、江戸時代の中で盛んになった。平均寿命が三十数歳だっ

たんですね、それが江戸時代に入ると、40歳代にぼんとはね上

がった。それまで粗末な麻を着ていたものが、綿になったというこ

とがとても大きかったのだと思います。というのは、その後明治以降、

10歳とは延びてない、戦後くらいまであまり寿命が延びてないんで

す。1947、8年以降まであまり延びてない、戦死した方もいることも

ありますが。

　そういうことの裏付けに綿もあるのかなと。江戸時代に、手紡ぎ

の技術が完成して、明治維新の工業化で全滅するわけですね。鉄

道とか郵便事業とかでだいたいうまくいった話は、伝わっているん

ですよ。ただ、莫大なお金を掛けた綿工場は失敗したんです。イギ

リス人の教えている人が一年経つと帰ってしまった。結局、国で

買ったものは、払い下げをしたんです。だから政府がやったという

話を聞かない、綿をやった恩人は聞かないでしょう。あったとして

も豊田佐吉が、杼替式自動織機を作ったくらいですよ。紡績は聞

かないでしょう。日本は加工貿易だと皆さん習いますが、最初は軽

工業ですが、綿を輸入していた。まだ糸にする技術がないので綿

糸を輸入していた。なので、日本の綿は使わない。明治30年頃には、

数%しか使われない。ガラ紡という紡績機が第一回内国勧業博覧

会で受賞をした。はしきれの綿でも、日本の綿でも、全部糸にしてし

まうというすごく便利なものをつくったのですね。これは日本中で

稼働していたのですよ。ただ、皆さん勘違いしていて、足袋や帆船

の帆等、荒っぽいものを作ってたのはガラ紡で、日本中みんなあっ

たんです。

　高機 (たかばた) だとか、地機 (じばた) だとか言ってはいるので

すが、産業として壊滅しているんですよ。一番典型的なのは、真岡

木綿。1840年代くらいまでは、三十七万反程だった、その頃の江

戸の人口が100万人だとしたらかなりの量になります。

　明治20年くらいには、一万五千反程までになっていました。今正

確な数字はここにないですけど。昭和に入ったら0なんです。大正

にも0なんです。産業としては残らなかった。

　絹はそれに対して大成功した。日本で世界の作り上げる基本を

作った。それで絹は世界の市場を席巻したわけですよ。木綿原料

は、海外から全部輸入をして、機械も全部買っていた。そういう背

景があって、日本の綿や古くからの木綿製品は産業としては残ら

なかった訳です。

料「多面的機能支払制度で活力ある地域づくりを」 (関東農政局、平成26
年4月) http://www.maff.go.jp/kanto/nouson/jigyou/nouti/pd-
f/2604tamenteki.pdfによる。) 

「県民の森づくり事業」について (事務局・注)
　「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用した「明るく安全な里山林整備
事業」として、市町村が行う獣害対策の里山林整備等に対する県の交付金
が用意されている。



9. 綿の取り組みの今とこれから

　私たちが今やっているのは、明治の初めの頃のやり方ですよね。

自分たちの使うものを作るにはいいし、形として残すのはいいん

じゃないかと思い、道具を集めて実際使っています。道具はいろい

ろな所から集めてきています。産業としては残らなかったので、どこ

から集めてきたかというと、各家庭に残っているものを主に集めて

います。私が買い占めてしまっているので、値段が上がってしまいま

したね。だいたいのものは直せるので、直しながら使っています。

　もう一度、綿の場合は、家庭でやってたくらいまで戻せるんじゃ

ないかな、と思う。問題点は何点かあります。

　綿のことは調べてきているので、明確に次のステップの方向は

定まってきています。私もあと10年くらいは、綿作りはできるんで、

今娘がやっています。今やってる人たちのは、最短期間が6ヶ月な

んですね、一番短いので6ヶ月で、コースターくらいですかね。綿を

紡ぐところからやります。きれいな綿にするまで3ヶ月くらいかかりま

す。最低の期間としては、6ヶ月ですかね。綿作りから始めると2、3年

くらいかかります。5月から種を蒔いて10、11月に収穫するんで、綿

ができるのが翌年の9月くらいまでかかってしまいます。

　綿っていう風土から切ってみたら、こういうことが話せるんで面

白いかな、と思います。そういう風に正確に分析をしてみるとか、実

証をしてみるということがとても大事で、そして次への展望が見え

てくることに関しては、再度トライをしていくとかできるのでは。闇雲

に「昔あったから残そう」というのは、みんなして一致して取り組む

内容としてはいかがなものかな、と思います。分析と実証は大変大

事なことだと思います。作り手が作りたいものだけを作るのではな

くて、そこをしっかり踏まえていかないといけません。いろんなもの

を見たり、いろんな人が知る機会を増やしていければと思います。

　土祭に関してもそこからが土祭だと考えているし、七井でも何か

やってもらいたい。七井の駅前とか蔵とかでね。

アメリカの会計システムで行っていました。

　日本に戻って来た時に益子でこの建物を建てました。ここは旅

館として申請しており、数年前までは宿泊客を泊めていました。今

は、ボランティアの宿泊をさせています。環境ウィークスとか、環境

関係はここを使っており、早稲田の学生も使います。

　町の環境基本計画推進委員会の委員を12年間やっており、今

年で満期ということになります。益子町役場の各課に元環境担当

の方々がいるので皆さん知っています。

2. 環境の事業の現状

　環境の事業はなぜお金がないかというと、新しくできた省庁だ

からです。例えばこの前の環境ウィークスは、今年700人が参加し

ましたが、予算が4万円程しかなかった。農地水は、農政課なので、

　環境の問題にこれまでも取り組んできた橋本晧朗 (はしもとあき
お) さんは、無農薬の農作物の栽培と、木綿の歴史を読み解き、そ

こから木綿の栽培と木綿製品製作の普及にも取り組んできている。

1. ご自身の経歴など

　早稲田大学の商学部出身、経済地理、開発論を学んでいました。

観光会社のコクド（西武グループの不動産開発業者、2006年に株

式会社プリンスホテルに合併）でサラリーマンを10年程やり、環境

開発デヴェロップを行ってました。そのほかスキーワールドカップ

の事務所に行くとか、大磯ロングビーチの支配人もしていました。

ハワイではマウイ島の開発を行っていました。経理が専門で、現場

仕事というよりは、投資とか数字がどうなっているかに携わってい

た。さらに開発に関わる会社の申告とか、個人のTAXリターン等を

町に多額の補助が出るんです。一方、環境の事業は一つも補助が

出ない。これまでも全部ボランティアでやっていました。

　私たちが入って課を横断してうまくいった例もある。それが「県

民の森づくり事業」で、猪対策として、間伐と下草刈りをし、そのき

れいにする事業については全額出るんです。環境の事業で川のこ

とや里山のことに関しては、予算がない。皆さん環境で行われてい

ると思っていることは、農地水など農政課の予算から出ていること

もあるんです。私は、環境基本計画の2次計画を作るときに環境ボ

ランティアポイントを考えていると提案しました。町でも地域通貨を

考えていると話を聞いてそれを待って実行しようということになっ

たんです。今の地域通貨は環境ボランティアポイントの多くの考え

を含んでいます。

　また、ふるさとの川・里山フェスティバルというのをやっていまし

た。7自治会で川の清掃をやっている。川の上流の人、中流の人、

下流の人に川の状態を皆さんにお知らせして、計画の中で掲げた

んです。かなり無理かなと思ったが、それはうまく動いてくれた。そ

の後ですね、「今年はやらないの」と言われ、慌てて「やります」と

なって、今年で3、4年目くらいですかね、やるのが普通になるのが

大切ですね。

　現在、環境は世の中でも話題にはなっているんですけど、実際に

お金がないので、やることはできない。それこそ手弁当でやらない

といけないですね。あるとしたら太陽光とかの補助金はあるけど、

ボランティアに対してはほとんどない。
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3. 紙ゴミと生ゴミの取り組み

　ゴミの回収量が減ると町の負担金が減ります。益子町のゴミは

5500tくらいになりますが、今では紙ゴミ類をおよそ700t以上は集

めているんです。ゴミ総量の十数%くらい集めているんですよ。ゴミ

になる前に事前に回収して売るので、ゴミを集めた瞬間に商品に

なる。宇都宮は真似したけどできなかったし、益子以外の芳賀郡も

できなかった。

　益子はそういう意味で、「納得できるものだったら取り入れる」と

いう風土があるんですよ。焼き物の人なんかでも、外部から来る人

をどんどん取り込み、これまで拒まなかったことも共通点があると

思います。それを環境としてやってのけたんです。

　私の中で「解決するまでは、環境をやめられない」というのは生

ゴミなんです。これを行うことは、日本では画期的なことです。全国

でもない例ですから。私は、十年前からこつこつ実験をやってきた

んですよ。それを元に、予算もない環境課が500万の予算をつけて

テスト事業を始めました。今、ゴミの量を減らす最終手段は、生ゴミ

水分を減らすしかないんですよ。あとはほとんど不可能です。これま

で試みた市町村はいくつかあります。その市町村は乾燥機を使っ

たんですが、失敗に終わっています。なぜなら水をかけると元に

戻ってしまうからです。それに堆肥を作り使用しようと試みましたが、

ビニールが混入し失敗に終わっています。益子町では、生ゴミの残

渣率95%以上を実現させている。

　益子町の生ゴミは、約2200t程なんで、おそらく1000t程まで下げ

られると考えています。事業系の生ゴミを集めると効果的で、飲食

店、特にスーパーですね。こういったものを全部回収できると1000t

まで下げられると思います。私たちは、初年度で500tの収集を達成

し、500tの生ゴミを20～30tにしています。堆肥は、無料配布してい

くことにしている。

　市町村でできれば画期的で、これまであちこちで調べて、論文も

読みました。千葉大とか長崎大等、皆さん理論はやるんだけど実

践しているところはない。長野とか、生ゴミの堆肥化をやっている

が、大規模で成功しているところはないです。それで町長、副町長

と常総市に見学も行きましたが、そこでは残渣率が30%～40%な

んですね。100tあれば30t処分しないといけないものが出てくる。そ

の処分が大変です。残渣率は、分解する菌の問題で変わるのです

が、そこを皆さん乗り切れない。あと１、2年うまく経過を見守りな

がらやっていく予定です。そういうことを先導的にやってきたので、

私は皆さんに環境を専らにやっていると思われているのではない

でしょうか。

4. 思惟の森と田野畑村のこと

　仕事が一段落してくると、仕事以外のことがやりたくなってくるん

ですよ。私が大学の頃より、東北の村で取り組んでいたのは、今で

いうまさに環境問題ですね。ただ私は、山に行って木を育てること

ですので、そのことを環境問題には捉えていませんけど。今回、岩

手県田野畑村のアカマツ薪を1000束運んできて、益子焼の登り

窯に使ってもらおうと考えました。そのきっかけとなった早稲田大

学思惟の森の話をしなくてはなりません。

　宮城県気仙沼市のカキ養殖業、畠山重篤 (しげあつ) さんのお

話を最近では聞きますが、僕たちは何十年も前からやっていまし

た。岩手大学の先生で山のボランティアの起源について論文を書

いている方がいますが、思惟の森の活動を知らなかった程です。

　思惟の森の会は、昭和42年から続いています。私が参加したの

は、2つの要素がありました。一つは、田野畑村での先生の研究、も

う一つは、私の学生の時代は紛争の時代で、機動隊に護られなが

ら試験をするなど殺伐としていた。キャンパス内では学生と先生の

交流がない時代だった。私は「お互いに釡の飯をつつきながら、汗

を流しながら語り合えるのが大学生活ではないか」と考えていた

ためです。

　昭和36年に東北で三陸の大火がありました。4万町歩かな、主

だった山が全部焼かれてしまった。私が最初に行ったのは、42年

ですが、山に大きな木が全然なかった。全部土砂が流されてし

まっている状態で、海のために山をつくるような状態の話ではな

かった。肥沃な土地でもない、蓄えられる水分もない、そのため、植

えられる木が赤松しかなかったんです。私たちも田野畑村も400町

歩の赤松を植え、育成するしかなかった訳です。

　先生は商学部の先生をしていて、名前は小田泰市先生といいま

す。私は、ゼミとかではなく先生の授業を取っていた学生で、1年生

のとき単位を取って2年生の時もそのままずっと聞いていた。早稲

田では有名な先生で、地理を学んだ人で早稲田の人で先生を知

らないと、モグリですね。

　先生は昭和32、3年くらいから田野畑村に行っているんですよ。

昭和36年の大火も体験されて、「お世話になっている方の山を少し

でもやろう」ということで最初始めたんです。ただ、村全体を手伝う

ことはできず、新たにサークルとかゼミの方を連れて行こうと呼び

かけたんです。それで私が授業を取っているときに呼びかけてくれ

て、それをきっかけに私も行き始めました。先生が活動していたの

で、前身はあったんですけど、思惟の森としては、42年から活動を

始めて、43年からアカマツを植え始めた。それが今回のアカマツの

話に繋がっている。今回は特に村の人と協力しないといけないとい

うことで、ますは村有林の木を持ってきた。そのうち我々の植えたア

カマツも持ってきたいと考えています。

　田野畑村は、国立公園の北山崎という景勝地もあり、「あまちゃ

ん」でも知られましたが、三陸鉄道の北リアス線が駅ごと流された

ところです。海岸の集落はほぼ全滅してしまいました。私は復興と

いう程大げさではないですけど、村が元気になってもらいたいなと

思い、年中行ったり来たりしています。

　薪でアカマツを使うのは、窯以外には日本中どこに行ってもない。

松薪は、窯業をやっている以外のところは使わないようです。普通

は薪にするのは雑木ですから、田野畑村の方にもアカマツの薪、と

言っても、なかなか火がつかなかった。ですが、10年経ってやっと

こ動き始めました。継続できるかまだ分からないですが、今回はと

んとんと進めることができました。

　放射能の問題とかもあります。灰にすると高くなりますが、田野

畑の薪は線量が低く問題がありません。この前は、引渡式のイベン

トをして皆さんに知ってもらおうと思っていました。そんなことで

ずっと向こうの村と行き来をしている。

5. 学生とボランティア

　現役の学生も造林活動をしています。この前来た学生は49期だ

と言っていましたから、私が最初の年代で、その頃からずっとやっ

てます。私たちも先生も世の中にアナウンスをすることはしないで

すが、早稲田大学はそのことに価値を強く見いだして、ボランティ

アに関してはボランティアセンターを持って、日本では圧倒的に大

きい組織になっています。何百というプロジェクトを行っています。

大震災のとき「気仙沼で知っている人がいないので何とかしてくれ

」と言われ、学生は出かけたのだけれども、どこ行っていいか分か

らないということで、ちょうど気仙沼に知っている方がいたので、気

仙沼と早田先生（早稲田大学社会科学総合学術院教授）との繋

ぎは私がしました。今、早稲田でいくつか動いていますね。

　奥島孝康さんという元の総長が、思惟の森の活動を見て、ボラ

ンティアを何とかしないと考えられたんです。その折に東京芸大の

平山郁夫さんが早稲田に700万円程する絵を寄付された。その代

金を支払ったことにしてボランティアセンターのスタートの運営の

資金としてたんです。それで正式の名称は「平山郁夫記念ボラン

ティアセンター」という。奥島孝康さんが総長を辞めたあと、ボラン

ティアセンターに赴任した。

　今では学生が単位を取れるものがいっぱいあるんです。極端な

例ですが、思惟の森の活動でも単位がもらえます。定期的な授業

はちゃんと出て、夏必ず合宿に行くことを前提として単位認定をす

る。それで4単位取れます。4単位として、農山村入門という科目を

現地で行います。私も最初の方は、講師として行っていました。山

の作業とか、村との交流とかすることで単位認定をしている。その

核になっているのが、山作りなんですね。植林をして、下刈りをして、

間伐をして、地域の方と交流をしながら行う。

　合宿はお手の物ですから、プロです。(笑) 益子で登り窯が壊れ

た時のボランティアも受け入れていました。この活動は、大学教育

への影響も大きいですね。大学の先生方の発想を変えている。私

も大学で勉強していたというよりも、この活動を通して考えていまし

た。田野畑村を我々のキャンパスを、という言い方をしていたんです。

6. 地域と対するということ

　ただ、地域と対するには、こちらからの意気込みだけでは駄目な

んですよ。向こうが受け入れてくれた、ということです。

　この村で教育立村をテーマに掲げて村長さんになった方がい

る。その方はこの前亡くなりましたけど、自分の政敵である地区の

方に、「早稲田の学生が最高の条件で活動をしたいと言っている

んだけど、受け入れてくれるか」と政敵の組合のところに話に行っ

てくれました。「無期限で無償で教育目的に使う」と、それで相手方

が「分かった」と、「この稜線からこの稜線まで使っていい」となった。

30町歩ほどの敷地面積、その教育に使っている限りは、いつまでも

使えると書いてある。私の恩師の熱意もありましたが、そういう受け

入れる方がいてこそできること。その頃、先生もそうですが学生も

みんな意気に燃えて行ったし。これは、村長さんと私が2年前に対

談をした時に初めて聞いたんです。

　記念誌は販売しないのですが、それが今度発行されますから、

活動の50周年ということで。村長さんの話をしたことは、受け入れ

たということは、政治的な意味もあるんですよ。オフレコでもなんで

もないんですけど、対談する前にいろいろ雑談をして、何でそういう

ことを今話すかというと、無償で無期限ということがどこまで活き

たか分からないからです。

　そして、それと前後して中学校を統合して一つにした。冬が厳し

いので通うのが難しいので寄宿舎をつくり、道の駅をつくり、村役

場を除くシビックセンターをつくったのもそこの地区。結局、そこの

地区の人は、そういうものを受け入れる素地があるということを分

かった訳です。ちょうどその場所は、国道も通って、村の中心である

んだけど、他の地区で行うには大変で、一から解きほぐさないとい

けない。「皆さん思惟の森ができても皆さんこういう風にできるん

だから」と行う。できたものがほとんどですから、政治的な手法とし

ても正しいものだと思う。ちょっと無理かと思うことを、内容がいい

ものを説得して作るとその後プラスになるんですよ。そういうのを人

は見ている。口先で言ってうまいものができなければ誰も納得しな

い。損かと思うことも、きちんとしたものができればみんな納得をす

るんですよ。そういう典型的な話ですね。私もそう感じ始めたのも、

話を聞いていろいろやってきてやっとですから、若い方にポンと話

しても難しいと思いますが、とても大事なことだと思います。畠山重篤さんについて (事務局・注)
　宮城県気仙沼湾にて家業のカキ・ホタテの養殖に従事していたが、湾内

7. 過去を把握することの意義

　土祭については、私は七井地区なんで、この地区の人はやはり

興味がないというのが分かるんです。今回の聞き取りもそうですが、

「ほんとはこういうものだ」と具体的にもっていって話をしたほうが

いい。「聞き取りをしてもう一回そちらに返します」というのはしんど

いんだけども、提示するということは、町内を融和するにはいい方

法ですね。私はいいものはいいと言えますけど、私も土祭の動きが

はまだ見えてない。

　今ある風土とか歴史とかね、民俗学的なこともなんだけども、こ

れは客観的にきちんと捉えることは重要だと思います。ただ、今に

そのまま持ってくるのは、相当に負担がかかります。その中には、消

えて行く理由があったり、消えて行く必然性があったり、それに

取って代わるものがあったりする。ただ戻すのでは意味をなさない、

懐古主義よりもっと意味をなさない、もっと悪いものになる。創造

をしながら、考えていくことが必要です。そのためには過去のものを

しっかり勉強して把握をしないと、うっかり次のステップには行け

ないのではないかと思う。綿の取り組みを始めたのはそういうこと

なんです。

　日下田さんと7、8年前にとりとめない話をしていて、「やらないと

いけないかな」と思ったんです。糸車を回す人がいる、道具で糸を

取る人がいる。喜 と々して皆さんやるわけですよ、ちゃんと準備して

皆さんを裏切らないようにしなければならないと思いますね。

8. 綿の辿ってきた歴史

　今回、綿の辿ってきた歴史を知ってもらいたいと思います。ほと

んど聞いたことない話だと思いますが、ここの道具は新しいので30

年くらい前のもの、古いので150年くらい前のもの。日本の綿は、崑

崙 (こんろん) 人が799年に持ってきたのが起源ですが、そのときは

根付かなかった。今の綿は戦国時代の1500年代の半ばに来て定

着して、江戸時代の中で盛んになった。平均寿命が三十数歳だっ

たんですね、それが江戸時代に入ると、40歳代にぼんとはね上

がった。それまで粗末な麻を着ていたものが、綿になったというこ

とがとても大きかったのだと思います。というのは、その後明治以降、

10歳とは延びてない、戦後くらいまであまり寿命が延びてないんで

す。1947、8年以降まであまり延びてない、戦死した方もいることも

ありますが。

　そういうことの裏付けに綿もあるのかなと。江戸時代に、手紡ぎ

の技術が完成して、明治維新の工業化で全滅するわけですね。鉄

道とか郵便事業とかでだいたいうまくいった話は、伝わっているん

ですよ。ただ、莫大なお金を掛けた綿工場は失敗したんです。イギ

リス人の教えている人が一年経つと帰ってしまった。結局、国で

買ったものは、払い下げをしたんです。だから政府がやったという

話を聞かない、綿をやった恩人は聞かないでしょう。あったとして

も豊田佐吉が、杼替式自動織機を作ったくらいですよ。紡績は聞

かないでしょう。日本は加工貿易だと皆さん習いますが、最初は軽

工業ですが、綿を輸入していた。まだ糸にする技術がないので綿

糸を輸入していた。なので、日本の綿は使わない。明治30年頃には、

数%しか使われない。ガラ紡という紡績機が第一回内国勧業博覧

会で受賞をした。はしきれの綿でも、日本の綿でも、全部糸にしてし

まうというすごく便利なものをつくったのですね。これは日本中で

稼働していたのですよ。ただ、皆さん勘違いしていて、足袋や帆船

の帆等、荒っぽいものを作ってたのはガラ紡で、日本中みんなあっ

たんです。

　高機 (たかばた) だとか、地機 (じばた) だとか言ってはいるので

すが、産業として壊滅しているんですよ。一番典型的なのは、真岡

木綿。1840年代くらいまでは、三十七万反程だった、その頃の江

戸の人口が100万人だとしたらかなりの量になります。

　明治20年くらいには、一万五千反程までになっていました。今正

確な数字はここにないですけど。昭和に入ったら0なんです。大正

にも0なんです。産業としては残らなかった。

　絹はそれに対して大成功した。日本で世界の作り上げる基本を

作った。それで絹は世界の市場を席巻したわけですよ。木綿原料

は、海外から全部輸入をして、機械も全部買っていた。そういう背

景があって、日本の綿や古くからの木綿製品は産業としては残ら

なかった訳です。



9. 綿の取り組みの今とこれから

　私たちが今やっているのは、明治の初めの頃のやり方ですよね。

自分たちの使うものを作るにはいいし、形として残すのはいいん

じゃないかと思い、道具を集めて実際使っています。道具はいろい

ろな所から集めてきています。産業としては残らなかったので、どこ

から集めてきたかというと、各家庭に残っているものを主に集めて

います。私が買い占めてしまっているので、値段が上がってしまいま

したね。だいたいのものは直せるので、直しながら使っています。

　もう一度、綿の場合は、家庭でやってたくらいまで戻せるんじゃ

ないかな、と思う。問題点は何点かあります。

　綿のことは調べてきているので、明確に次のステップの方向は

定まってきています。私もあと10年くらいは、綿作りはできるんで、

今娘がやっています。今やってる人たちのは、最短期間が6ヶ月な

んですね、一番短いので6ヶ月で、コースターくらいですかね。綿を

紡ぐところからやります。きれいな綿にするまで3ヶ月くらいかかりま

す。最低の期間としては、6ヶ月ですかね。綿作りから始めると2、3年

くらいかかります。5月から種を蒔いて10、11月に収穫するんで、綿

ができるのが翌年の9月くらいまでかかってしまいます。

　綿っていう風土から切ってみたら、こういうことが話せるんで面

白いかな、と思います。そういう風に正確に分析をしてみるとか、実

証をしてみるということがとても大事で、そして次への展望が見え

てくることに関しては、再度トライをしていくとかできるのでは。闇雲

に「昔あったから残そう」というのは、みんなして一致して取り組む

内容としてはいかがなものかな、と思います。分析と実証は大変大

事なことだと思います。作り手が作りたいものだけを作るのではな

くて、そこをしっかり踏まえていかないといけません。いろんなもの

を見たり、いろんな人が知る機会を増やしていければと思います。

　土祭に関してもそこからが土祭だと考えているし、七井でも何か

やってもらいたい。七井の駅前とか蔵とかでね。

アメリカの会計システムで行っていました。

　日本に戻って来た時に益子でこの建物を建てました。ここは旅

館として申請しており、数年前までは宿泊客を泊めていました。今

は、ボランティアの宿泊をさせています。環境ウィークスとか、環境

関係はここを使っており、早稲田の学生も使います。

　町の環境基本計画推進委員会の委員を12年間やっており、今

年で満期ということになります。益子町役場の各課に元環境担当

の方々がいるので皆さん知っています。

2. 環境の事業の現状

　環境の事業はなぜお金がないかというと、新しくできた省庁だ

からです。例えばこの前の環境ウィークスは、今年700人が参加し

ましたが、予算が4万円程しかなかった。農地水は、農政課なので、

　環境の問題にこれまでも取り組んできた橋本晧朗 (はしもとあき
お) さんは、無農薬の農作物の栽培と、木綿の歴史を読み解き、そ

こから木綿の栽培と木綿製品製作の普及にも取り組んできている。

1. ご自身の経歴など

　早稲田大学の商学部出身、経済地理、開発論を学んでいました。

観光会社のコクド（西武グループの不動産開発業者、2006年に株

式会社プリンスホテルに合併）でサラリーマンを10年程やり、環境

開発デヴェロップを行ってました。そのほかスキーワールドカップ

の事務所に行くとか、大磯ロングビーチの支配人もしていました。

ハワイではマウイ島の開発を行っていました。経理が専門で、現場

仕事というよりは、投資とか数字がどうなっているかに携わってい

た。さらに開発に関わる会社の申告とか、個人のTAXリターン等を

町に多額の補助が出るんです。一方、環境の事業は一つも補助が

出ない。これまでも全部ボランティアでやっていました。

　私たちが入って課を横断してうまくいった例もある。それが「県

民の森づくり事業」で、猪対策として、間伐と下草刈りをし、そのき

れいにする事業については全額出るんです。環境の事業で川のこ

とや里山のことに関しては、予算がない。皆さん環境で行われてい

ると思っていることは、農地水など農政課の予算から出ていること

もあるんです。私は、環境基本計画の2次計画を作るときに環境ボ

ランティアポイントを考えていると提案しました。町でも地域通貨を

考えていると話を聞いてそれを待って実行しようということになっ

たんです。今の地域通貨は環境ボランティアポイントの多くの考え

を含んでいます。

　また、ふるさとの川・里山フェスティバルというのをやっていまし

た。7自治会で川の清掃をやっている。川の上流の人、中流の人、

下流の人に川の状態を皆さんにお知らせして、計画の中で掲げた

んです。かなり無理かなと思ったが、それはうまく動いてくれた。そ

の後ですね、「今年はやらないの」と言われ、慌てて「やります」と

なって、今年で3、4年目くらいですかね、やるのが普通になるのが

大切ですね。

　現在、環境は世の中でも話題にはなっているんですけど、実際に

お金がないので、やることはできない。それこそ手弁当でやらない

といけないですね。あるとしたら太陽光とかの補助金はあるけど、

ボランティアに対してはほとんどない。

3. 紙ゴミと生ゴミの取り組み

　ゴミの回収量が減ると町の負担金が減ります。益子町のゴミは

5500tくらいになりますが、今では紙ゴミ類をおよそ700t以上は集

めているんです。ゴミ総量の十数%くらい集めているんですよ。ゴミ

になる前に事前に回収して売るので、ゴミを集めた瞬間に商品に

なる。宇都宮は真似したけどできなかったし、益子以外の芳賀郡も

できなかった。

　益子はそういう意味で、「納得できるものだったら取り入れる」と

いう風土があるんですよ。焼き物の人なんかでも、外部から来る人

をどんどん取り込み、これまで拒まなかったことも共通点があると

思います。それを環境としてやってのけたんです。

　私の中で「解決するまでは、環境をやめられない」というのは生

ゴミなんです。これを行うことは、日本では画期的なことです。全国

でもない例ですから。私は、十年前からこつこつ実験をやってきた

んですよ。それを元に、予算もない環境課が500万の予算をつけて

テスト事業を始めました。今、ゴミの量を減らす最終手段は、生ゴミ

水分を減らすしかないんですよ。あとはほとんど不可能です。これま

で試みた市町村はいくつかあります。その市町村は乾燥機を使っ

たんですが、失敗に終わっています。なぜなら水をかけると元に

戻ってしまうからです。それに堆肥を作り使用しようと試みましたが、

ビニールが混入し失敗に終わっています。益子町では、生ゴミの残

渣率95%以上を実現させている。

　益子町の生ゴミは、約2200t程なんで、おそらく1000t程まで下げ

られると考えています。事業系の生ゴミを集めると効果的で、飲食

店、特にスーパーですね。こういったものを全部回収できると1000t

まで下げられると思います。私たちは、初年度で500tの収集を達成

し、500tの生ゴミを20～30tにしています。堆肥は、無料配布してい

くことにしている。

　市町村でできれば画期的で、これまであちこちで調べて、論文も

読みました。千葉大とか長崎大等、皆さん理論はやるんだけど実

践しているところはない。長野とか、生ゴミの堆肥化をやっている

が、大規模で成功しているところはないです。それで町長、副町長

と常総市に見学も行きましたが、そこでは残渣率が30%～40%な

んですね。100tあれば30t処分しないといけないものが出てくる。そ

の処分が大変です。残渣率は、分解する菌の問題で変わるのです

が、そこを皆さん乗り切れない。あと１、2年うまく経過を見守りな

がらやっていく予定です。そういうことを先導的にやってきたので、

私は皆さんに環境を専らにやっていると思われているのではない

でしょうか。

4. 思惟の森と田野畑村のこと

　仕事が一段落してくると、仕事以外のことがやりたくなってくるん

ですよ。私が大学の頃より、東北の村で取り組んでいたのは、今で

いうまさに環境問題ですね。ただ私は、山に行って木を育てること

ですので、そのことを環境問題には捉えていませんけど。今回、岩

手県田野畑村のアカマツ薪を1000束運んできて、益子焼の登り

窯に使ってもらおうと考えました。そのきっかけとなった早稲田大

学思惟の森の話をしなくてはなりません。

　宮城県気仙沼市のカキ養殖業、畠山重篤 (しげあつ) さんのお

話を最近では聞きますが、僕たちは何十年も前からやっていまし

た。岩手大学の先生で山のボランティアの起源について論文を書

いている方がいますが、思惟の森の活動を知らなかった程です。

　思惟の森の会は、昭和42年から続いています。私が参加したの

は、2つの要素がありました。一つは、田野畑村での先生の研究、も

う一つは、私の学生の時代は紛争の時代で、機動隊に護られなが

ら試験をするなど殺伐としていた。キャンパス内では学生と先生の

交流がない時代だった。私は「お互いに釡の飯をつつきながら、汗

を流しながら語り合えるのが大学生活ではないか」と考えていた

ためです。

　昭和36年に東北で三陸の大火がありました。4万町歩かな、主

だった山が全部焼かれてしまった。私が最初に行ったのは、42年

ですが、山に大きな木が全然なかった。全部土砂が流されてし

まっている状態で、海のために山をつくるような状態の話ではな

かった。肥沃な土地でもない、蓄えられる水分もない、そのため、植

えられる木が赤松しかなかったんです。私たちも田野畑村も400町

歩の赤松を植え、育成するしかなかった訳です。

　先生は商学部の先生をしていて、名前は小田泰市先生といいま

す。私は、ゼミとかではなく先生の授業を取っていた学生で、1年生

のとき単位を取って2年生の時もそのままずっと聞いていた。早稲

田では有名な先生で、地理を学んだ人で早稲田の人で先生を知

らないと、モグリですね。

　先生は昭和32、3年くらいから田野畑村に行っているんですよ。

昭和36年の大火も体験されて、「お世話になっている方の山を少し

でもやろう」ということで最初始めたんです。ただ、村全体を手伝う

ことはできず、新たにサークルとかゼミの方を連れて行こうと呼び

かけたんです。それで私が授業を取っているときに呼びかけてくれ

て、それをきっかけに私も行き始めました。先生が活動していたの

で、前身はあったんですけど、思惟の森としては、42年から活動を

始めて、43年からアカマツを植え始めた。それが今回のアカマツの

話に繋がっている。今回は特に村の人と協力しないといけないとい

うことで、ますは村有林の木を持ってきた。そのうち我々の植えたア

カマツも持ってきたいと考えています。

　田野畑村は、国立公園の北山崎という景勝地もあり、「あまちゃ

ん」でも知られましたが、三陸鉄道の北リアス線が駅ごと流された

ところです。海岸の集落はほぼ全滅してしまいました。私は復興と

いう程大げさではないですけど、村が元気になってもらいたいなと

思い、年中行ったり来たりしています。

　薪でアカマツを使うのは、窯以外には日本中どこに行ってもない。

松薪は、窯業をやっている以外のところは使わないようです。普通

は薪にするのは雑木ですから、田野畑村の方にもアカマツの薪、と

言っても、なかなか火がつかなかった。ですが、10年経ってやっと

こ動き始めました。継続できるかまだ分からないですが、今回はと

んとんと進めることができました。

　放射能の問題とかもあります。灰にすると高くなりますが、田野

畑の薪は線量が低く問題がありません。この前は、引渡式のイベン

トをして皆さんに知ってもらおうと思っていました。そんなことで

ずっと向こうの村と行き来をしている。
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5. 学生とボランティア

　現役の学生も造林活動をしています。この前来た学生は49期だ

と言っていましたから、私が最初の年代で、その頃からずっとやっ

てます。私たちも先生も世の中にアナウンスをすることはしないで

すが、早稲田大学はそのことに価値を強く見いだして、ボランティ

アに関してはボランティアセンターを持って、日本では圧倒的に大

きい組織になっています。何百というプロジェクトを行っています。

大震災のとき「気仙沼で知っている人がいないので何とかしてくれ

」と言われ、学生は出かけたのだけれども、どこ行っていいか分か

らないということで、ちょうど気仙沼に知っている方がいたので、気

仙沼と早田先生（早稲田大学社会科学総合学術院教授）との繋

ぎは私がしました。今、早稲田でいくつか動いていますね。

　奥島孝康さんという元の総長が、思惟の森の活動を見て、ボラ

ンティアを何とかしないと考えられたんです。その折に東京芸大の

平山郁夫さんが早稲田に700万円程する絵を寄付された。その代

金を支払ったことにしてボランティアセンターのスタートの運営の

資金としてたんです。それで正式の名称は「平山郁夫記念ボラン

ティアセンター」という。奥島孝康さんが総長を辞めたあと、ボラン

ティアセンターに赴任した。

　今では学生が単位を取れるものがいっぱいあるんです。極端な

例ですが、思惟の森の活動でも単位がもらえます。定期的な授業

はちゃんと出て、夏必ず合宿に行くことを前提として単位認定をす

る。それで4単位取れます。4単位として、農山村入門という科目を

現地で行います。私も最初の方は、講師として行っていました。山

の作業とか、村との交流とかすることで単位認定をしている。その

核になっているのが、山作りなんですね。植林をして、下刈りをして、

間伐をして、地域の方と交流をしながら行う。

　合宿はお手の物ですから、プロです。(笑) 益子で登り窯が壊れ

た時のボランティアも受け入れていました。この活動は、大学教育

への影響も大きいですね。大学の先生方の発想を変えている。私

も大学で勉強していたというよりも、この活動を通して考えていまし

た。田野畑村を我々のキャンパスを、という言い方をしていたんです。

6. 地域と対するということ

　ただ、地域と対するには、こちらからの意気込みだけでは駄目な

んですよ。向こうが受け入れてくれた、ということです。

　この村で教育立村をテーマに掲げて村長さんになった方がい

る。その方はこの前亡くなりましたけど、自分の政敵である地区の

方に、「早稲田の学生が最高の条件で活動をしたいと言っている

んだけど、受け入れてくれるか」と政敵の組合のところに話に行っ

てくれました。「無期限で無償で教育目的に使う」と、それで相手方

が「分かった」と、「この稜線からこの稜線まで使っていい」となった。

30町歩ほどの敷地面積、その教育に使っている限りは、いつまでも

使えると書いてある。私の恩師の熱意もありましたが、そういう受け

入れる方がいてこそできること。その頃、先生もそうですが学生も

みんな意気に燃えて行ったし。これは、村長さんと私が2年前に対

談をした時に初めて聞いたんです。

　記念誌は販売しないのですが、それが今度発行されますから、

活動の50周年ということで。村長さんの話をしたことは、受け入れ

たということは、政治的な意味もあるんですよ。オフレコでもなんで

もないんですけど、対談する前にいろいろ雑談をして、何でそういう

ことを今話すかというと、無償で無期限ということがどこまで活き

たか分からないからです。

　そして、それと前後して中学校を統合して一つにした。冬が厳し

いので通うのが難しいので寄宿舎をつくり、道の駅をつくり、村役

場を除くシビックセンターをつくったのもそこの地区。結局、そこの

地区の人は、そういうものを受け入れる素地があるということを分

かった訳です。ちょうどその場所は、国道も通って、村の中心である

んだけど、他の地区で行うには大変で、一から解きほぐさないとい

けない。「皆さん思惟の森ができても皆さんこういう風にできるん

だから」と行う。できたものがほとんどですから、政治的な手法とし

ても正しいものだと思う。ちょっと無理かと思うことを、内容がいい

ものを説得して作るとその後プラスになるんですよ。そういうのを人

は見ている。口先で言ってうまいものができなければ誰も納得しな

い。損かと思うことも、きちんとしたものができればみんな納得をす

るんですよ。そういう典型的な話ですね。私もそう感じ始めたのも、

話を聞いていろいろやってきてやっとですから、若い方にポンと話

しても難しいと思いますが、とても大事なことだと思います。

7. 過去を把握することの意義

　土祭については、私は七井地区なんで、この地区の人はやはり

興味がないというのが分かるんです。今回の聞き取りもそうですが、

「ほんとはこういうものだ」と具体的にもっていって話をしたほうが

いい。「聞き取りをしてもう一回そちらに返します」というのはしんど

いんだけども、提示するということは、町内を融和するにはいい方

法ですね。私はいいものはいいと言えますけど、私も土祭の動きが

はまだ見えてない。

　今ある風土とか歴史とかね、民俗学的なこともなんだけども、こ

れは客観的にきちんと捉えることは重要だと思います。ただ、今に

そのまま持ってくるのは、相当に負担がかかります。その中には、消

えて行く理由があったり、消えて行く必然性があったり、それに

取って代わるものがあったりする。ただ戻すのでは意味をなさない、

懐古主義よりもっと意味をなさない、もっと悪いものになる。創造

をしながら、考えていくことが必要です。そのためには過去のものを

しっかり勉強して把握をしないと、うっかり次のステップには行け

ないのではないかと思う。綿の取り組みを始めたのはそういうこと

なんです。

　日下田さんと7、8年前にとりとめない話をしていて、「やらないと

いけないかな」と思ったんです。糸車を回す人がいる、道具で糸を

取る人がいる。喜 と々して皆さんやるわけですよ、ちゃんと準備して

皆さんを裏切らないようにしなければならないと思いますね。

8. 綿の辿ってきた歴史

　今回、綿の辿ってきた歴史を知ってもらいたいと思います。ほと

んど聞いたことない話だと思いますが、ここの道具は新しいので30

年くらい前のもの、古いので150年くらい前のもの。日本の綿は、崑

崙 (こんろん) 人が799年に持ってきたのが起源ですが、そのときは

根付かなかった。今の綿は戦国時代の1500年代の半ばに来て定

着して、江戸時代の中で盛んになった。平均寿命が三十数歳だっ

たんですね、それが江戸時代に入ると、40歳代にぼんとはね上

がった。それまで粗末な麻を着ていたものが、綿になったというこ

とがとても大きかったのだと思います。というのは、その後明治以降、

10歳とは延びてない、戦後くらいまであまり寿命が延びてないんで

す。1947、8年以降まであまり延びてない、戦死した方もいることも

ありますが。

　そういうことの裏付けに綿もあるのかなと。江戸時代に、手紡ぎ

の技術が完成して、明治維新の工業化で全滅するわけですね。鉄

道とか郵便事業とかでだいたいうまくいった話は、伝わっているん

ですよ。ただ、莫大なお金を掛けた綿工場は失敗したんです。イギ

リス人の教えている人が一年経つと帰ってしまった。結局、国で

買ったものは、払い下げをしたんです。だから政府がやったという

話を聞かない、綿をやった恩人は聞かないでしょう。あったとして

も豊田佐吉が、杼替式自動織機を作ったくらいですよ。紡績は聞

かないでしょう。日本は加工貿易だと皆さん習いますが、最初は軽

工業ですが、綿を輸入していた。まだ糸にする技術がないので綿

糸を輸入していた。なので、日本の綿は使わない。明治30年頃には、

数%しか使われない。ガラ紡という紡績機が第一回内国勧業博覧

会で受賞をした。はしきれの綿でも、日本の綿でも、全部糸にしてし

まうというすごく便利なものをつくったのですね。これは日本中で

稼働していたのですよ。ただ、皆さん勘違いしていて、足袋や帆船

の帆等、荒っぽいものを作ってたのはガラ紡で、日本中みんなあっ

たんです。

　高機 (たかばた) だとか、地機 (じばた) だとか言ってはいるので

すが、産業として壊滅しているんですよ。一番典型的なのは、真岡

木綿。1840年代くらいまでは、三十七万反程だった、その頃の江

戸の人口が100万人だとしたらかなりの量になります。

　明治20年くらいには、一万五千反程までになっていました。今正

確な数字はここにないですけど。昭和に入ったら0なんです。大正

にも0なんです。産業としては残らなかった。

　絹はそれに対して大成功した。日本で世界の作り上げる基本を

作った。それで絹は世界の市場を席巻したわけですよ。木綿原料

は、海外から全部輸入をして、機械も全部買っていた。そういう背

景があって、日本の綿や古くからの木綿製品は産業としては残ら

なかった訳です。

の環境悪化により「森は海の恋人」をキャッチフレーズに、湾に注ぐ大川上
流の室根山へ植樹運動を始めた。



9. 綿の取り組みの今とこれから

　私たちが今やっているのは、明治の初めの頃のやり方ですよね。

自分たちの使うものを作るにはいいし、形として残すのはいいん

じゃないかと思い、道具を集めて実際使っています。道具はいろい

ろな所から集めてきています。産業としては残らなかったので、どこ

から集めてきたかというと、各家庭に残っているものを主に集めて

います。私が買い占めてしまっているので、値段が上がってしまいま

したね。だいたいのものは直せるので、直しながら使っています。

　もう一度、綿の場合は、家庭でやってたくらいまで戻せるんじゃ

ないかな、と思う。問題点は何点かあります。

　綿のことは調べてきているので、明確に次のステップの方向は

定まってきています。私もあと10年くらいは、綿作りはできるんで、

今娘がやっています。今やってる人たちのは、最短期間が6ヶ月な

んですね、一番短いので6ヶ月で、コースターくらいですかね。綿を

紡ぐところからやります。きれいな綿にするまで3ヶ月くらいかかりま

す。最低の期間としては、6ヶ月ですかね。綿作りから始めると2、3年

くらいかかります。5月から種を蒔いて10、11月に収穫するんで、綿

ができるのが翌年の9月くらいまでかかってしまいます。

　綿っていう風土から切ってみたら、こういうことが話せるんで面

白いかな、と思います。そういう風に正確に分析をしてみるとか、実

証をしてみるということがとても大事で、そして次への展望が見え

てくることに関しては、再度トライをしていくとかできるのでは。闇雲

に「昔あったから残そう」というのは、みんなして一致して取り組む

内容としてはいかがなものかな、と思います。分析と実証は大変大

事なことだと思います。作り手が作りたいものだけを作るのではな

くて、そこをしっかり踏まえていかないといけません。いろんなもの

を見たり、いろんな人が知る機会を増やしていければと思います。

　土祭に関してもそこからが土祭だと考えているし、七井でも何か

やってもらいたい。七井の駅前とか蔵とかでね。

アメリカの会計システムで行っていました。

　日本に戻って来た時に益子でこの建物を建てました。ここは旅

館として申請しており、数年前までは宿泊客を泊めていました。今

は、ボランティアの宿泊をさせています。環境ウィークスとか、環境

関係はここを使っており、早稲田の学生も使います。

　町の環境基本計画推進委員会の委員を12年間やっており、今

年で満期ということになります。益子町役場の各課に元環境担当

の方々がいるので皆さん知っています。

2. 環境の事業の現状

　環境の事業はなぜお金がないかというと、新しくできた省庁だ

からです。例えばこの前の環境ウィークスは、今年700人が参加し

ましたが、予算が4万円程しかなかった。農地水は、農政課なので、

　環境の問題にこれまでも取り組んできた橋本晧朗 (はしもとあき
お) さんは、無農薬の農作物の栽培と、木綿の歴史を読み解き、そ

こから木綿の栽培と木綿製品製作の普及にも取り組んできている。

1. ご自身の経歴など

　早稲田大学の商学部出身、経済地理、開発論を学んでいました。

観光会社のコクド（西武グループの不動産開発業者、2006年に株

式会社プリンスホテルに合併）でサラリーマンを10年程やり、環境

開発デヴェロップを行ってました。そのほかスキーワールドカップ

の事務所に行くとか、大磯ロングビーチの支配人もしていました。

ハワイではマウイ島の開発を行っていました。経理が専門で、現場

仕事というよりは、投資とか数字がどうなっているかに携わってい

た。さらに開発に関わる会社の申告とか、個人のTAXリターン等を

町に多額の補助が出るんです。一方、環境の事業は一つも補助が

出ない。これまでも全部ボランティアでやっていました。

　私たちが入って課を横断してうまくいった例もある。それが「県

民の森づくり事業」で、猪対策として、間伐と下草刈りをし、そのき

れいにする事業については全額出るんです。環境の事業で川のこ

とや里山のことに関しては、予算がない。皆さん環境で行われてい

ると思っていることは、農地水など農政課の予算から出ていること

もあるんです。私は、環境基本計画の2次計画を作るときに環境ボ

ランティアポイントを考えていると提案しました。町でも地域通貨を

考えていると話を聞いてそれを待って実行しようということになっ

たんです。今の地域通貨は環境ボランティアポイントの多くの考え

を含んでいます。

　また、ふるさとの川・里山フェスティバルというのをやっていまし

た。7自治会で川の清掃をやっている。川の上流の人、中流の人、

下流の人に川の状態を皆さんにお知らせして、計画の中で掲げた

んです。かなり無理かなと思ったが、それはうまく動いてくれた。そ

の後ですね、「今年はやらないの」と言われ、慌てて「やります」と

なって、今年で3、4年目くらいですかね、やるのが普通になるのが

大切ですね。

　現在、環境は世の中でも話題にはなっているんですけど、実際に

お金がないので、やることはできない。それこそ手弁当でやらない

といけないですね。あるとしたら太陽光とかの補助金はあるけど、

ボランティアに対してはほとんどない。

3. 紙ゴミと生ゴミの取り組み

　ゴミの回収量が減ると町の負担金が減ります。益子町のゴミは

5500tくらいになりますが、今では紙ゴミ類をおよそ700t以上は集

めているんです。ゴミ総量の十数%くらい集めているんですよ。ゴミ

になる前に事前に回収して売るので、ゴミを集めた瞬間に商品に

なる。宇都宮は真似したけどできなかったし、益子以外の芳賀郡も

できなかった。

　益子はそういう意味で、「納得できるものだったら取り入れる」と

いう風土があるんですよ。焼き物の人なんかでも、外部から来る人

をどんどん取り込み、これまで拒まなかったことも共通点があると

思います。それを環境としてやってのけたんです。

　私の中で「解決するまでは、環境をやめられない」というのは生

ゴミなんです。これを行うことは、日本では画期的なことです。全国

でもない例ですから。私は、十年前からこつこつ実験をやってきた

んですよ。それを元に、予算もない環境課が500万の予算をつけて

テスト事業を始めました。今、ゴミの量を減らす最終手段は、生ゴミ

水分を減らすしかないんですよ。あとはほとんど不可能です。これま

で試みた市町村はいくつかあります。その市町村は乾燥機を使っ

たんですが、失敗に終わっています。なぜなら水をかけると元に

戻ってしまうからです。それに堆肥を作り使用しようと試みましたが、

ビニールが混入し失敗に終わっています。益子町では、生ゴミの残

渣率95%以上を実現させている。

　益子町の生ゴミは、約2200t程なんで、おそらく1000t程まで下げ

られると考えています。事業系の生ゴミを集めると効果的で、飲食

店、特にスーパーですね。こういったものを全部回収できると1000t

まで下げられると思います。私たちは、初年度で500tの収集を達成

し、500tの生ゴミを20～30tにしています。堆肥は、無料配布してい

くことにしている。

　市町村でできれば画期的で、これまであちこちで調べて、論文も

読みました。千葉大とか長崎大等、皆さん理論はやるんだけど実

践しているところはない。長野とか、生ゴミの堆肥化をやっている

が、大規模で成功しているところはないです。それで町長、副町長

と常総市に見学も行きましたが、そこでは残渣率が30%～40%な

んですね。100tあれば30t処分しないといけないものが出てくる。そ

の処分が大変です。残渣率は、分解する菌の問題で変わるのです

が、そこを皆さん乗り切れない。あと１、2年うまく経過を見守りな

がらやっていく予定です。そういうことを先導的にやってきたので、

私は皆さんに環境を専らにやっていると思われているのではない

でしょうか。

4. 思惟の森と田野畑村のこと

　仕事が一段落してくると、仕事以外のことがやりたくなってくるん

ですよ。私が大学の頃より、東北の村で取り組んでいたのは、今で

いうまさに環境問題ですね。ただ私は、山に行って木を育てること

ですので、そのことを環境問題には捉えていませんけど。今回、岩

手県田野畑村のアカマツ薪を1000束運んできて、益子焼の登り

窯に使ってもらおうと考えました。そのきっかけとなった早稲田大

学思惟の森の話をしなくてはなりません。

　宮城県気仙沼市のカキ養殖業、畠山重篤 (しげあつ) さんのお

話を最近では聞きますが、僕たちは何十年も前からやっていまし

た。岩手大学の先生で山のボランティアの起源について論文を書

いている方がいますが、思惟の森の活動を知らなかった程です。

　思惟の森の会は、昭和42年から続いています。私が参加したの

は、2つの要素がありました。一つは、田野畑村での先生の研究、も

う一つは、私の学生の時代は紛争の時代で、機動隊に護られなが

ら試験をするなど殺伐としていた。キャンパス内では学生と先生の

交流がない時代だった。私は「お互いに釡の飯をつつきながら、汗

を流しながら語り合えるのが大学生活ではないか」と考えていた

ためです。

　昭和36年に東北で三陸の大火がありました。4万町歩かな、主

だった山が全部焼かれてしまった。私が最初に行ったのは、42年

ですが、山に大きな木が全然なかった。全部土砂が流されてし

まっている状態で、海のために山をつくるような状態の話ではな

かった。肥沃な土地でもない、蓄えられる水分もない、そのため、植

えられる木が赤松しかなかったんです。私たちも田野畑村も400町

歩の赤松を植え、育成するしかなかった訳です。

　先生は商学部の先生をしていて、名前は小田泰市先生といいま

す。私は、ゼミとかではなく先生の授業を取っていた学生で、1年生

のとき単位を取って2年生の時もそのままずっと聞いていた。早稲

田では有名な先生で、地理を学んだ人で早稲田の人で先生を知

らないと、モグリですね。

　先生は昭和32、3年くらいから田野畑村に行っているんですよ。

昭和36年の大火も体験されて、「お世話になっている方の山を少し

でもやろう」ということで最初始めたんです。ただ、村全体を手伝う

ことはできず、新たにサークルとかゼミの方を連れて行こうと呼び

かけたんです。それで私が授業を取っているときに呼びかけてくれ

て、それをきっかけに私も行き始めました。先生が活動していたの

で、前身はあったんですけど、思惟の森としては、42年から活動を

始めて、43年からアカマツを植え始めた。それが今回のアカマツの

話に繋がっている。今回は特に村の人と協力しないといけないとい

うことで、ますは村有林の木を持ってきた。そのうち我々の植えたア

カマツも持ってきたいと考えています。

　田野畑村は、国立公園の北山崎という景勝地もあり、「あまちゃ

ん」でも知られましたが、三陸鉄道の北リアス線が駅ごと流された

ところです。海岸の集落はほぼ全滅してしまいました。私は復興と

いう程大げさではないですけど、村が元気になってもらいたいなと

思い、年中行ったり来たりしています。

　薪でアカマツを使うのは、窯以外には日本中どこに行ってもない。

松薪は、窯業をやっている以外のところは使わないようです。普通

は薪にするのは雑木ですから、田野畑村の方にもアカマツの薪、と

言っても、なかなか火がつかなかった。ですが、10年経ってやっと

こ動き始めました。継続できるかまだ分からないですが、今回はと

んとんと進めることができました。

　放射能の問題とかもあります。灰にすると高くなりますが、田野

畑の薪は線量が低く問題がありません。この前は、引渡式のイベン

トをして皆さんに知ってもらおうと思っていました。そんなことで

ずっと向こうの村と行き来をしている。

5. 学生とボランティア

　現役の学生も造林活動をしています。この前来た学生は49期だ

と言っていましたから、私が最初の年代で、その頃からずっとやっ

てます。私たちも先生も世の中にアナウンスをすることはしないで

すが、早稲田大学はそのことに価値を強く見いだして、ボランティ

アに関してはボランティアセンターを持って、日本では圧倒的に大

きい組織になっています。何百というプロジェクトを行っています。

大震災のとき「気仙沼で知っている人がいないので何とかしてくれ

」と言われ、学生は出かけたのだけれども、どこ行っていいか分か

らないということで、ちょうど気仙沼に知っている方がいたので、気

仙沼と早田先生（早稲田大学社会科学総合学術院教授）との繋

ぎは私がしました。今、早稲田でいくつか動いていますね。

　奥島孝康さんという元の総長が、思惟の森の活動を見て、ボラ

ンティアを何とかしないと考えられたんです。その折に東京芸大の

平山郁夫さんが早稲田に700万円程する絵を寄付された。その代

金を支払ったことにしてボランティアセンターのスタートの運営の

資金としてたんです。それで正式の名称は「平山郁夫記念ボラン

ティアセンター」という。奥島孝康さんが総長を辞めたあと、ボラン

ティアセンターに赴任した。

　今では学生が単位を取れるものがいっぱいあるんです。極端な

例ですが、思惟の森の活動でも単位がもらえます。定期的な授業

はちゃんと出て、夏必ず合宿に行くことを前提として単位認定をす

る。それで4単位取れます。4単位として、農山村入門という科目を

現地で行います。私も最初の方は、講師として行っていました。山

の作業とか、村との交流とかすることで単位認定をしている。その

核になっているのが、山作りなんですね。植林をして、下刈りをして、

間伐をして、地域の方と交流をしながら行う。

　合宿はお手の物ですから、プロです。(笑) 益子で登り窯が壊れ

た時のボランティアも受け入れていました。この活動は、大学教育

への影響も大きいですね。大学の先生方の発想を変えている。私

も大学で勉強していたというよりも、この活動を通して考えていまし

た。田野畑村を我々のキャンパスを、という言い方をしていたんです。

6. 地域と対するということ

　ただ、地域と対するには、こちらからの意気込みだけでは駄目な

んですよ。向こうが受け入れてくれた、ということです。

　この村で教育立村をテーマに掲げて村長さんになった方がい

る。その方はこの前亡くなりましたけど、自分の政敵である地区の

方に、「早稲田の学生が最高の条件で活動をしたいと言っている

んだけど、受け入れてくれるか」と政敵の組合のところに話に行っ

てくれました。「無期限で無償で教育目的に使う」と、それで相手方

が「分かった」と、「この稜線からこの稜線まで使っていい」となった。

30町歩ほどの敷地面積、その教育に使っている限りは、いつまでも

使えると書いてある。私の恩師の熱意もありましたが、そういう受け

入れる方がいてこそできること。その頃、先生もそうですが学生も

みんな意気に燃えて行ったし。これは、村長さんと私が2年前に対

談をした時に初めて聞いたんです。

　記念誌は販売しないのですが、それが今度発行されますから、

活動の50周年ということで。村長さんの話をしたことは、受け入れ

たということは、政治的な意味もあるんですよ。オフレコでもなんで

もないんですけど、対談する前にいろいろ雑談をして、何でそういう

ことを今話すかというと、無償で無期限ということがどこまで活き

たか分からないからです。

　そして、それと前後して中学校を統合して一つにした。冬が厳し

いので通うのが難しいので寄宿舎をつくり、道の駅をつくり、村役

場を除くシビックセンターをつくったのもそこの地区。結局、そこの

地区の人は、そういうものを受け入れる素地があるということを分

かった訳です。ちょうどその場所は、国道も通って、村の中心である

んだけど、他の地区で行うには大変で、一から解きほぐさないとい

けない。「皆さん思惟の森ができても皆さんこういう風にできるん

だから」と行う。できたものがほとんどですから、政治的な手法とし

ても正しいものだと思う。ちょっと無理かと思うことを、内容がいい

ものを説得して作るとその後プラスになるんですよ。そういうのを人

は見ている。口先で言ってうまいものができなければ誰も納得しな

い。損かと思うことも、きちんとしたものができればみんな納得をす

るんですよ。そういう典型的な話ですね。私もそう感じ始めたのも、

話を聞いていろいろやってきてやっとですから、若い方にポンと話

しても難しいと思いますが、とても大事なことだと思います。
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式記録である『日本後記』や、菅原道真によって編集された『類聚国史』に
掲載されています。…この男を見た唐 (中国) の人は崑崙人 (マレーシア辺
りの人) だと言い、後に自ら日本語を習って天竺人 (インド人) であると言っ

7. 過去を把握することの意義

　土祭については、私は七井地区なんで、この地区の人はやはり

興味がないというのが分かるんです。今回の聞き取りもそうですが、

「ほんとはこういうものだ」と具体的にもっていって話をしたほうが

いい。「聞き取りをしてもう一回そちらに返します」というのはしんど

いんだけども、提示するということは、町内を融和するにはいい方

法ですね。私はいいものはいいと言えますけど、私も土祭の動きが

はまだ見えてない。

　今ある風土とか歴史とかね、民俗学的なこともなんだけども、こ

れは客観的にきちんと捉えることは重要だと思います。ただ、今に

そのまま持ってくるのは、相当に負担がかかります。その中には、消

えて行く理由があったり、消えて行く必然性があったり、それに

取って代わるものがあったりする。ただ戻すのでは意味をなさない、

懐古主義よりもっと意味をなさない、もっと悪いものになる。創造

をしながら、考えていくことが必要です。そのためには過去のものを

しっかり勉強して把握をしないと、うっかり次のステップには行け

ないのではないかと思う。綿の取り組みを始めたのはそういうこと

なんです。

　日下田さんと7、8年前にとりとめない話をしていて、「やらないと

いけないかな」と思ったんです。糸車を回す人がいる、道具で糸を

取る人がいる。喜 と々して皆さんやるわけですよ、ちゃんと準備して

皆さんを裏切らないようにしなければならないと思いますね。

8. 綿の辿ってきた歴史

　今回、綿の辿ってきた歴史を知ってもらいたいと思います。ほと

んど聞いたことない話だと思いますが、ここの道具は新しいので30

年くらい前のもの、古いので150年くらい前のもの。日本の綿は、崑

崙 (こんろん) 人が799年に持ってきたのが起源ですが、そのときは

根付かなかった。今の綿は戦国時代の1500年代の半ばに来て定

着して、江戸時代の中で盛んになった。平均寿命が三十数歳だっ

たんですね、それが江戸時代に入ると、40歳代にぼんとはね上

がった。それまで粗末な麻を着ていたものが、綿になったというこ

とがとても大きかったのだと思います。というのは、その後明治以降、

10歳とは延びてない、戦後くらいまであまり寿命が延びてないんで

す。1947、8年以降まであまり延びてない、戦死した方もいることも

ありますが。

　そういうことの裏付けに綿もあるのかなと。江戸時代に、手紡ぎ

の技術が完成して、明治維新の工業化で全滅するわけですね。鉄

道とか郵便事業とかでだいたいうまくいった話は、伝わっているん

ですよ。ただ、莫大なお金を掛けた綿工場は失敗したんです。イギ

リス人の教えている人が一年経つと帰ってしまった。結局、国で

買ったものは、払い下げをしたんです。だから政府がやったという

話を聞かない、綿をやった恩人は聞かないでしょう。あったとして

も豊田佐吉が、杼替式自動織機を作ったくらいですよ。紡績は聞

かないでしょう。日本は加工貿易だと皆さん習いますが、最初は軽

工業ですが、綿を輸入していた。まだ糸にする技術がないので綿

糸を輸入していた。なので、日本の綿は使わない。明治30年頃には、

数%しか使われない。ガラ紡という紡績機が第一回内国勧業博覧

会で受賞をした。はしきれの綿でも、日本の綿でも、全部糸にしてし

まうというすごく便利なものをつくったのですね。これは日本中で

稼働していたのですよ。ただ、皆さん勘違いしていて、足袋や帆船

の帆等、荒っぽいものを作ってたのはガラ紡で、日本中みんなあっ

たんです。

　高機 (たかばた) だとか、地機 (じばた) だとか言ってはいるので

すが、産業として壊滅しているんですよ。一番典型的なのは、真岡

木綿。1840年代くらいまでは、三十七万反程だった、その頃の江

戸の人口が100万人だとしたらかなりの量になります。

　明治20年くらいには、一万五千反程までになっていました。今正

確な数字はここにないですけど。昭和に入ったら0なんです。大正

にも0なんです。産業としては残らなかった。

　絹はそれに対して大成功した。日本で世界の作り上げる基本を

作った。それで絹は世界の市場を席巻したわけですよ。木綿原料

は、海外から全部輸入をして、機械も全部買っていた。そういう背

景があって、日本の綿や古くからの木綿製品は産業としては残ら

なかった訳です。



9. 綿の取り組みの今とこれから

　私たちが今やっているのは、明治の初めの頃のやり方ですよね。

自分たちの使うものを作るにはいいし、形として残すのはいいん

じゃないかと思い、道具を集めて実際使っています。道具はいろい

ろな所から集めてきています。産業としては残らなかったので、どこ

から集めてきたかというと、各家庭に残っているものを主に集めて

います。私が買い占めてしまっているので、値段が上がってしまいま

したね。だいたいのものは直せるので、直しながら使っています。

　もう一度、綿の場合は、家庭でやってたくらいまで戻せるんじゃ

ないかな、と思う。問題点は何点かあります。

　綿のことは調べてきているので、明確に次のステップの方向は

定まってきています。私もあと10年くらいは、綿作りはできるんで、

今娘がやっています。今やってる人たちのは、最短期間が6ヶ月な

んですね、一番短いので6ヶ月で、コースターくらいですかね。綿を

紡ぐところからやります。きれいな綿にするまで3ヶ月くらいかかりま

す。最低の期間としては、6ヶ月ですかね。綿作りから始めると2、3年

くらいかかります。5月から種を蒔いて10、11月に収穫するんで、綿

ができるのが翌年の9月くらいまでかかってしまいます。

　綿っていう風土から切ってみたら、こういうことが話せるんで面

白いかな、と思います。そういう風に正確に分析をしてみるとか、実

証をしてみるということがとても大事で、そして次への展望が見え

てくることに関しては、再度トライをしていくとかできるのでは。闇雲

に「昔あったから残そう」というのは、みんなして一致して取り組む

内容としてはいかがなものかな、と思います。分析と実証は大変大

事なことだと思います。作り手が作りたいものだけを作るのではな

くて、そこをしっかり踏まえていかないといけません。いろんなもの

を見たり、いろんな人が知る機会を増やしていければと思います。

　土祭に関してもそこからが土祭だと考えているし、七井でも何か

やってもらいたい。七井の駅前とか蔵とかでね。

アメリカの会計システムで行っていました。

　日本に戻って来た時に益子でこの建物を建てました。ここは旅

館として申請しており、数年前までは宿泊客を泊めていました。今

は、ボランティアの宿泊をさせています。環境ウィークスとか、環境

関係はここを使っており、早稲田の学生も使います。

　町の環境基本計画推進委員会の委員を12年間やっており、今

年で満期ということになります。益子町役場の各課に元環境担当

の方々がいるので皆さん知っています。

2. 環境の事業の現状

　環境の事業はなぜお金がないかというと、新しくできた省庁だ

からです。例えばこの前の環境ウィークスは、今年700人が参加し

ましたが、予算が4万円程しかなかった。農地水は、農政課なので、

　環境の問題にこれまでも取り組んできた橋本晧朗 (はしもとあき
お) さんは、無農薬の農作物の栽培と、木綿の歴史を読み解き、そ

こから木綿の栽培と木綿製品製作の普及にも取り組んできている。

1. ご自身の経歴など

　早稲田大学の商学部出身、経済地理、開発論を学んでいました。

観光会社のコクド（西武グループの不動産開発業者、2006年に株

式会社プリンスホテルに合併）でサラリーマンを10年程やり、環境

開発デヴェロップを行ってました。そのほかスキーワールドカップ

の事務所に行くとか、大磯ロングビーチの支配人もしていました。

ハワイではマウイ島の開発を行っていました。経理が専門で、現場

仕事というよりは、投資とか数字がどうなっているかに携わってい

た。さらに開発に関わる会社の申告とか、個人のTAXリターン等を

町に多額の補助が出るんです。一方、環境の事業は一つも補助が

出ない。これまでも全部ボランティアでやっていました。

　私たちが入って課を横断してうまくいった例もある。それが「県

民の森づくり事業」で、猪対策として、間伐と下草刈りをし、そのき

れいにする事業については全額出るんです。環境の事業で川のこ

とや里山のことに関しては、予算がない。皆さん環境で行われてい

ると思っていることは、農地水など農政課の予算から出ていること

もあるんです。私は、環境基本計画の2次計画を作るときに環境ボ

ランティアポイントを考えていると提案しました。町でも地域通貨を

考えていると話を聞いてそれを待って実行しようということになっ

たんです。今の地域通貨は環境ボランティアポイントの多くの考え

を含んでいます。

　また、ふるさとの川・里山フェスティバルというのをやっていまし

た。7自治会で川の清掃をやっている。川の上流の人、中流の人、

下流の人に川の状態を皆さんにお知らせして、計画の中で掲げた

んです。かなり無理かなと思ったが、それはうまく動いてくれた。そ

の後ですね、「今年はやらないの」と言われ、慌てて「やります」と

なって、今年で3、4年目くらいですかね、やるのが普通になるのが

大切ですね。

　現在、環境は世の中でも話題にはなっているんですけど、実際に

お金がないので、やることはできない。それこそ手弁当でやらない

といけないですね。あるとしたら太陽光とかの補助金はあるけど、

ボランティアに対してはほとんどない。

3. 紙ゴミと生ゴミの取り組み

　ゴミの回収量が減ると町の負担金が減ります。益子町のゴミは

5500tくらいになりますが、今では紙ゴミ類をおよそ700t以上は集

めているんです。ゴミ総量の十数%くらい集めているんですよ。ゴミ

になる前に事前に回収して売るので、ゴミを集めた瞬間に商品に

なる。宇都宮は真似したけどできなかったし、益子以外の芳賀郡も

できなかった。

　益子はそういう意味で、「納得できるものだったら取り入れる」と

いう風土があるんですよ。焼き物の人なんかでも、外部から来る人

をどんどん取り込み、これまで拒まなかったことも共通点があると

思います。それを環境としてやってのけたんです。

　私の中で「解決するまでは、環境をやめられない」というのは生

ゴミなんです。これを行うことは、日本では画期的なことです。全国

でもない例ですから。私は、十年前からこつこつ実験をやってきた

んですよ。それを元に、予算もない環境課が500万の予算をつけて

テスト事業を始めました。今、ゴミの量を減らす最終手段は、生ゴミ

水分を減らすしかないんですよ。あとはほとんど不可能です。これま

で試みた市町村はいくつかあります。その市町村は乾燥機を使っ

たんですが、失敗に終わっています。なぜなら水をかけると元に

戻ってしまうからです。それに堆肥を作り使用しようと試みましたが、

ビニールが混入し失敗に終わっています。益子町では、生ゴミの残

渣率95%以上を実現させている。

　益子町の生ゴミは、約2200t程なんで、おそらく1000t程まで下げ

られると考えています。事業系の生ゴミを集めると効果的で、飲食

店、特にスーパーですね。こういったものを全部回収できると1000t

まで下げられると思います。私たちは、初年度で500tの収集を達成

し、500tの生ゴミを20～30tにしています。堆肥は、無料配布してい

くことにしている。

　市町村でできれば画期的で、これまであちこちで調べて、論文も

読みました。千葉大とか長崎大等、皆さん理論はやるんだけど実

践しているところはない。長野とか、生ゴミの堆肥化をやっている

が、大規模で成功しているところはないです。それで町長、副町長

と常総市に見学も行きましたが、そこでは残渣率が30%～40%な

んですね。100tあれば30t処分しないといけないものが出てくる。そ

の処分が大変です。残渣率は、分解する菌の問題で変わるのです

が、そこを皆さん乗り切れない。あと１、2年うまく経過を見守りな

がらやっていく予定です。そういうことを先導的にやってきたので、

私は皆さんに環境を専らにやっていると思われているのではない

でしょうか。

4. 思惟の森と田野畑村のこと

　仕事が一段落してくると、仕事以外のことがやりたくなってくるん

ですよ。私が大学の頃より、東北の村で取り組んでいたのは、今で

いうまさに環境問題ですね。ただ私は、山に行って木を育てること

ですので、そのことを環境問題には捉えていませんけど。今回、岩

手県田野畑村のアカマツ薪を1000束運んできて、益子焼の登り

窯に使ってもらおうと考えました。そのきっかけとなった早稲田大

学思惟の森の話をしなくてはなりません。

　宮城県気仙沼市のカキ養殖業、畠山重篤 (しげあつ) さんのお

話を最近では聞きますが、僕たちは何十年も前からやっていまし

た。岩手大学の先生で山のボランティアの起源について論文を書

いている方がいますが、思惟の森の活動を知らなかった程です。

　思惟の森の会は、昭和42年から続いています。私が参加したの

は、2つの要素がありました。一つは、田野畑村での先生の研究、も

う一つは、私の学生の時代は紛争の時代で、機動隊に護られなが

ら試験をするなど殺伐としていた。キャンパス内では学生と先生の

交流がない時代だった。私は「お互いに釡の飯をつつきながら、汗

を流しながら語り合えるのが大学生活ではないか」と考えていた

ためです。

　昭和36年に東北で三陸の大火がありました。4万町歩かな、主

だった山が全部焼かれてしまった。私が最初に行ったのは、42年

ですが、山に大きな木が全然なかった。全部土砂が流されてし

まっている状態で、海のために山をつくるような状態の話ではな

かった。肥沃な土地でもない、蓄えられる水分もない、そのため、植

えられる木が赤松しかなかったんです。私たちも田野畑村も400町

歩の赤松を植え、育成するしかなかった訳です。

　先生は商学部の先生をしていて、名前は小田泰市先生といいま

す。私は、ゼミとかではなく先生の授業を取っていた学生で、1年生

のとき単位を取って2年生の時もそのままずっと聞いていた。早稲

田では有名な先生で、地理を学んだ人で早稲田の人で先生を知

らないと、モグリですね。

　先生は昭和32、3年くらいから田野畑村に行っているんですよ。

昭和36年の大火も体験されて、「お世話になっている方の山を少し

でもやろう」ということで最初始めたんです。ただ、村全体を手伝う

ことはできず、新たにサークルとかゼミの方を連れて行こうと呼び

かけたんです。それで私が授業を取っているときに呼びかけてくれ

て、それをきっかけに私も行き始めました。先生が活動していたの

で、前身はあったんですけど、思惟の森としては、42年から活動を

始めて、43年からアカマツを植え始めた。それが今回のアカマツの

話に繋がっている。今回は特に村の人と協力しないといけないとい

うことで、ますは村有林の木を持ってきた。そのうち我々の植えたア

カマツも持ってきたいと考えています。

　田野畑村は、国立公園の北山崎という景勝地もあり、「あまちゃ

ん」でも知られましたが、三陸鉄道の北リアス線が駅ごと流された

ところです。海岸の集落はほぼ全滅してしまいました。私は復興と

いう程大げさではないですけど、村が元気になってもらいたいなと

思い、年中行ったり来たりしています。

　薪でアカマツを使うのは、窯以外には日本中どこに行ってもない。

松薪は、窯業をやっている以外のところは使わないようです。普通

は薪にするのは雑木ですから、田野畑村の方にもアカマツの薪、と

言っても、なかなか火がつかなかった。ですが、10年経ってやっと

こ動き始めました。継続できるかまだ分からないですが、今回はと

んとんと進めることができました。

　放射能の問題とかもあります。灰にすると高くなりますが、田野

畑の薪は線量が低く問題がありません。この前は、引渡式のイベン

トをして皆さんに知ってもらおうと思っていました。そんなことで

ずっと向こうの村と行き来をしている。

5. 学生とボランティア

　現役の学生も造林活動をしています。この前来た学生は49期だ

と言っていましたから、私が最初の年代で、その頃からずっとやっ

てます。私たちも先生も世の中にアナウンスをすることはしないで

すが、早稲田大学はそのことに価値を強く見いだして、ボランティ

アに関してはボランティアセンターを持って、日本では圧倒的に大

きい組織になっています。何百というプロジェクトを行っています。

大震災のとき「気仙沼で知っている人がいないので何とかしてくれ

」と言われ、学生は出かけたのだけれども、どこ行っていいか分か

らないということで、ちょうど気仙沼に知っている方がいたので、気

仙沼と早田先生（早稲田大学社会科学総合学術院教授）との繋

ぎは私がしました。今、早稲田でいくつか動いていますね。

　奥島孝康さんという元の総長が、思惟の森の活動を見て、ボラ

ンティアを何とかしないと考えられたんです。その折に東京芸大の

平山郁夫さんが早稲田に700万円程する絵を寄付された。その代

金を支払ったことにしてボランティアセンターのスタートの運営の

資金としてたんです。それで正式の名称は「平山郁夫記念ボラン

ティアセンター」という。奥島孝康さんが総長を辞めたあと、ボラン

ティアセンターに赴任した。

　今では学生が単位を取れるものがいっぱいあるんです。極端な

例ですが、思惟の森の活動でも単位がもらえます。定期的な授業

はちゃんと出て、夏必ず合宿に行くことを前提として単位認定をす

る。それで4単位取れます。4単位として、農山村入門という科目を

現地で行います。私も最初の方は、講師として行っていました。山

の作業とか、村との交流とかすることで単位認定をしている。その

核になっているのが、山作りなんですね。植林をして、下刈りをして、

間伐をして、地域の方と交流をしながら行う。

　合宿はお手の物ですから、プロです。(笑) 益子で登り窯が壊れ

た時のボランティアも受け入れていました。この活動は、大学教育

への影響も大きいですね。大学の先生方の発想を変えている。私

も大学で勉強していたというよりも、この活動を通して考えていまし

た。田野畑村を我々のキャンパスを、という言い方をしていたんです。

6. 地域と対するということ

　ただ、地域と対するには、こちらからの意気込みだけでは駄目な

んですよ。向こうが受け入れてくれた、ということです。

　この村で教育立村をテーマに掲げて村長さんになった方がい

る。その方はこの前亡くなりましたけど、自分の政敵である地区の

方に、「早稲田の学生が最高の条件で活動をしたいと言っている

んだけど、受け入れてくれるか」と政敵の組合のところに話に行っ

てくれました。「無期限で無償で教育目的に使う」と、それで相手方

が「分かった」と、「この稜線からこの稜線まで使っていい」となった。

30町歩ほどの敷地面積、その教育に使っている限りは、いつまでも

使えると書いてある。私の恩師の熱意もありましたが、そういう受け

入れる方がいてこそできること。その頃、先生もそうですが学生も

みんな意気に燃えて行ったし。これは、村長さんと私が2年前に対

談をした時に初めて聞いたんです。

　記念誌は販売しないのですが、それが今度発行されますから、

活動の50周年ということで。村長さんの話をしたことは、受け入れ

たということは、政治的な意味もあるんですよ。オフレコでもなんで

もないんですけど、対談する前にいろいろ雑談をして、何でそういう

ことを今話すかというと、無償で無期限ということがどこまで活き

たか分からないからです。

　そして、それと前後して中学校を統合して一つにした。冬が厳し

いので通うのが難しいので寄宿舎をつくり、道の駅をつくり、村役

場を除くシビックセンターをつくったのもそこの地区。結局、そこの

地区の人は、そういうものを受け入れる素地があるということを分

かった訳です。ちょうどその場所は、国道も通って、村の中心である

んだけど、他の地区で行うには大変で、一から解きほぐさないとい

けない。「皆さん思惟の森ができても皆さんこういう風にできるん

だから」と行う。できたものがほとんどですから、政治的な手法とし

ても正しいものだと思う。ちょっと無理かと思うことを、内容がいい

ものを説得して作るとその後プラスになるんですよ。そういうのを人

は見ている。口先で言ってうまいものができなければ誰も納得しな

い。損かと思うことも、きちんとしたものができればみんな納得をす

るんですよ。そういう典型的な話ですね。私もそう感じ始めたのも、

話を聞いていろいろやってきてやっとですから、若い方にポンと話

しても難しいと思いますが、とても大事なことだと思います。

記録: 萩原潤 (文責)、 廣瀬俊介、土祭事務局

7. 過去を把握することの意義

　土祭については、私は七井地区なんで、この地区の人はやはり

興味がないというのが分かるんです。今回の聞き取りもそうですが、

「ほんとはこういうものだ」と具体的にもっていって話をしたほうが

いい。「聞き取りをしてもう一回そちらに返します」というのはしんど

いんだけども、提示するということは、町内を融和するにはいい方

法ですね。私はいいものはいいと言えますけど、私も土祭の動きが

はまだ見えてない。

　今ある風土とか歴史とかね、民俗学的なこともなんだけども、こ

れは客観的にきちんと捉えることは重要だと思います。ただ、今に

そのまま持ってくるのは、相当に負担がかかります。その中には、消

えて行く理由があったり、消えて行く必然性があったり、それに

取って代わるものがあったりする。ただ戻すのでは意味をなさない、

懐古主義よりもっと意味をなさない、もっと悪いものになる。創造

をしながら、考えていくことが必要です。そのためには過去のものを

しっかり勉強して把握をしないと、うっかり次のステップには行け

ないのではないかと思う。綿の取り組みを始めたのはそういうこと

なんです。

　日下田さんと7、8年前にとりとめない話をしていて、「やらないと

いけないかな」と思ったんです。糸車を回す人がいる、道具で糸を

取る人がいる。喜 と々して皆さんやるわけですよ、ちゃんと準備して

皆さんを裏切らないようにしなければならないと思いますね。

8. 綿の辿ってきた歴史

　今回、綿の辿ってきた歴史を知ってもらいたいと思います。ほと

んど聞いたことない話だと思いますが、ここの道具は新しいので30

年くらい前のもの、古いので150年くらい前のもの。日本の綿は、崑

崙 (こんろん) 人が799年に持ってきたのが起源ですが、そのときは

根付かなかった。今の綿は戦国時代の1500年代の半ばに来て定

着して、江戸時代の中で盛んになった。平均寿命が三十数歳だっ

たんですね、それが江戸時代に入ると、40歳代にぼんとはね上

がった。それまで粗末な麻を着ていたものが、綿になったというこ

とがとても大きかったのだと思います。というのは、その後明治以降、

10歳とは延びてない、戦後くらいまであまり寿命が延びてないんで

す。1947、8年以降まであまり延びてない、戦死した方もいることも

ありますが。

　そういうことの裏付けに綿もあるのかなと。江戸時代に、手紡ぎ

の技術が完成して、明治維新の工業化で全滅するわけですね。鉄

道とか郵便事業とかでだいたいうまくいった話は、伝わっているん

ですよ。ただ、莫大なお金を掛けた綿工場は失敗したんです。イギ

リス人の教えている人が一年経つと帰ってしまった。結局、国で

買ったものは、払い下げをしたんです。だから政府がやったという

話を聞かない、綿をやった恩人は聞かないでしょう。あったとして

も豊田佐吉が、杼替式自動織機を作ったくらいですよ。紡績は聞

かないでしょう。日本は加工貿易だと皆さん習いますが、最初は軽

工業ですが、綿を輸入していた。まだ糸にする技術がないので綿

糸を輸入していた。なので、日本の綿は使わない。明治30年頃には、

数%しか使われない。ガラ紡という紡績機が第一回内国勧業博覧

会で受賞をした。はしきれの綿でも、日本の綿でも、全部糸にしてし

まうというすごく便利なものをつくったのですね。これは日本中で

稼働していたのですよ。ただ、皆さん勘違いしていて、足袋や帆船

の帆等、荒っぽいものを作ってたのはガラ紡で、日本中みんなあっ

たんです。

　高機 (たかばた) だとか、地機 (じばた) だとか言ってはいるので

すが、産業として壊滅しているんですよ。一番典型的なのは、真岡

木綿。1840年代くらいまでは、三十七万反程だった、その頃の江

戸の人口が100万人だとしたらかなりの量になります。

　明治20年くらいには、一万五千反程までになっていました。今正

確な数字はここにないですけど。昭和に入ったら0なんです。大正

にも0なんです。産業としては残らなかった。

　絹はそれに対して大成功した。日本で世界の作り上げる基本を

作った。それで絹は世界の市場を席巻したわけですよ。木綿原料

は、海外から全部輸入をして、機械も全部買っていた。そういう背

景があって、日本の綿や古くからの木綿製品は産業としては残ら

なかった訳です。
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たと記されています。」とある。http://www.city.nishio.aichi.jp/index-
.cfm/6,39630,c,html/39630/a20-23supporter.pdf  参照



渡辺祐吉さん

　小滝剛さんの「新福寺古戦場概略」は、小滝剛さんがいろいろ

調べてまとめたもの。小滝達也さん (役場職員) のおじいちゃんで、

小滝家にはいろいろあるかもしれない。

　大平の竹沢太一さんが作った歌が記載された紙がある。ただ、

五番は記憶がなく抜けている。大平を中心に歌われているが、五

番は御霊神社ではないかと思っている。

2. 御霊神社と地域のこと

　御霊神社総代は、うちの自治会 (本郷西) の成井久夫さん。御

霊神社の引継ぎ関係では、みんな口伝えなので分からなくなって

しまう。だから、記録として残しておくために絵で書いて残したもの

がある。御霊神社近くの小塙宏人さんも旧家。自治会の班長さん

は、御霊神社の小世話人という役をやっている。年間を通したお

　元益子町役場職員の渡辺祐吉 (わたなべゆうきち) さんは、こ

れまで口伝で継承されてきた御霊神社の引継ぎ関係を記録として

残しておくために、資料を手書きで制作している。

1. 昔のことをよく知る人たち

　昔のことをよく知っていたのは小滝剛さん、佐藤忠雄さんあたり。

佐藤忠雄さんは自叙伝を作った。佐藤理事長の義理のお父さん

だよ。佐藤理事長も多分持ってるよ。大沢のこととか書いてあった

から、この本に付箋を貼っておいたよ。この辺を知っている人は、み

な亡くなってしまった。健在の方で地域のことをよく知っているのは、

70代の佐藤克美さん。美里学園の理事長だよ。佐藤さんはもとも

と旧家の家、昔は金融機関に勤めていた。退職してから、学園の理

事長になった。
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09 大沢・北中  ｜聞き取り  渡辺祐吉さん  「昔の大沢と御霊神社のこと」
本郷西  渡辺さん宅にて  2015/02/25

祭りの行事に関わっている。行事は毎年やる。ブロックが4つに分

かれているので、役が4年に一回、回ってくる。

　10月の17日が例大祭。御霊神社のお祭りは、2月の祈年祭、夏の

夏越祭、秋の例大祭、この三つ。茅の輪くぐりなんかもやるんだよ。

なかなか呼びかけても人は来ない。いつも役員さんが集まって、茅

の輪を作る。なかなか揃わない。若い人はそれなりにお祭りに関

わってくるが、昔の時代を知っている人がだんだんいなくなってし

まう。分からない状態で続けているというのが現状かもしれないね、

若い人だとね。

　この前の日曜日も御霊神社の掃除をみんなでやった。毎年この

時期に行われる。成井久夫さんがいろいろ仕切っている。うちの自

治会が26年度は例大祭の当番だった。例大祭に合わせて余興も

行う。昔はどのブロックも映画会をやったりしていた。ここ何十年と

こうしたことをやっているのはうちのブロックだけ。本郷西の自治会

が、実質的に取り仕切っている。名前は大沢北組氏子青年会。今

となっては青年部ではない。だから、名前はゆうゆうクラブに変え

た。60代で青年部はおかしいだろ、ということで変えた。毎回、お祭

りの様子も写真に撮ってある。前々回は七井中学校吹奏楽部に来

てもらった。その年、吹奏楽部は関東大会で良い成績を収めたら

しい。だんだんと見に来る人も少なくなってきている。ある程度年

配の人がいる年は見に来るが、いなくなると若い人に世代交代し

ても、見に来る意識が薄れてきてしまっている。育成会を巻き込ん

だ時は子供もたくさん来た。やはり小さい子供が来ないと集まらな

い。神社の場所を、地元の方でも知らない人がいる。中には、七井

中学校の親で例大祭の時に来て初めてこの場所に神社があった

ことを知った人もいる。この辺の家はもともと25軒くらいだった。今

は100軒近くになった。よそから来た人が多い。そのため、神社の場

所を知らない人がいるんじゃないかな。

　私が益子に転入したのは昭和53年。茂木から転入した。

　御霊神社は亀岡八幡宮の横山宮司が管轄しており、横山宮司

に神社由緒を作成してもらった。

　県道1号線について、岩崎実さん (元県議・故人) が「大沢フルー

ツ街道」という言葉を使っていた。高田果樹園・高田果実園・浦壁

ぶどう園やりんご園をやっているところもあり、ナシ、ブドウ、リンゴ

等果樹園がたくさんある通り。



　小滝剛さんの「新福寺古戦場概略」は、小滝剛さんがいろいろ

調べてまとめたもの。小滝達也さん (役場職員) のおじいちゃんで、

小滝家にはいろいろあるかもしれない。

　大平の竹沢太一さんが作った歌が記載された紙がある。ただ、

五番は記憶がなく抜けている。大平を中心に歌われているが、五

番は御霊神社ではないかと思っている。

2. 御霊神社と地域のこと

　御霊神社総代は、うちの自治会 (本郷西) の成井久夫さん。御

霊神社の引継ぎ関係では、みんな口伝えなので分からなくなって

しまう。だから、記録として残しておくために絵で書いて残したもの

がある。御霊神社近くの小塙宏人さんも旧家。自治会の班長さん

は、御霊神社の小世話人という役をやっている。年間を通したお

　元益子町役場職員の渡辺祐吉 (わたなべゆうきち) さんは、こ

れまで口伝で継承されてきた御霊神社の引継ぎ関係を記録として

残しておくために、資料を手書きで制作している。

1. 昔のことをよく知る人たち

　昔のことをよく知っていたのは小滝剛さん、佐藤忠雄さんあたり。

佐藤忠雄さんは自叙伝を作った。佐藤理事長の義理のお父さん

だよ。佐藤理事長も多分持ってるよ。大沢のこととか書いてあった

から、この本に付箋を貼っておいたよ。この辺を知っている人は、み

な亡くなってしまった。健在の方で地域のことをよく知っているのは、

70代の佐藤克美さん。美里学園の理事長だよ。佐藤さんはもとも

と旧家の家、昔は金融機関に勤めていた。退職してから、学園の理

事長になった。
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祭りの行事に関わっている。行事は毎年やる。ブロックが4つに分

かれているので、役が4年に一回、回ってくる。

　10月の17日が例大祭。御霊神社のお祭りは、2月の祈年祭、夏の

夏越祭、秋の例大祭、この三つ。茅の輪くぐりなんかもやるんだよ。

なかなか呼びかけても人は来ない。いつも役員さんが集まって、茅

の輪を作る。なかなか揃わない。若い人はそれなりにお祭りに関

わってくるが、昔の時代を知っている人がだんだんいなくなってし

まう。分からない状態で続けているというのが現状かもしれないね、

若い人だとね。

　この前の日曜日も御霊神社の掃除をみんなでやった。毎年この

時期に行われる。成井久夫さんがいろいろ仕切っている。うちの自

治会が26年度は例大祭の当番だった。例大祭に合わせて余興も

行う。昔はどのブロックも映画会をやったりしていた。ここ何十年と

こうしたことをやっているのはうちのブロックだけ。本郷西の自治会

が、実質的に取り仕切っている。名前は大沢北組氏子青年会。今

となっては青年部ではない。だから、名前はゆうゆうクラブに変え

た。60代で青年部はおかしいだろ、ということで変えた。毎回、お祭

りの様子も写真に撮ってある。前々回は七井中学校吹奏楽部に来

てもらった。その年、吹奏楽部は関東大会で良い成績を収めたら

しい。だんだんと見に来る人も少なくなってきている。ある程度年

配の人がいる年は見に来るが、いなくなると若い人に世代交代し

ても、見に来る意識が薄れてきてしまっている。育成会を巻き込ん

だ時は子供もたくさん来た。やはり小さい子供が来ないと集まらな

い。神社の場所を、地元の方でも知らない人がいる。中には、七井

中学校の親で例大祭の時に来て初めてこの場所に神社があった

ことを知った人もいる。この辺の家はもともと25軒くらいだった。今

は100軒近くになった。よそから来た人が多い。そのため、神社の場

所を知らない人がいるんじゃないかな。

　私が益子に転入したのは昭和53年。茂木から転入した。

　御霊神社は亀岡八幡宮の横山宮司が管轄しており、横山宮司

に神社由緒を作成してもらった。

　県道1号線について、岩崎実さん (元県議・故人) が「大沢フルー

ツ街道」という言葉を使っていた。高田果樹園・高田果実園・浦壁

ぶどう園やりんご園をやっているところもあり、ナシ、ブドウ、リンゴ

等果樹園がたくさんある通り。

記録: 増田興二 (文責)、 土祭事務局



清水益栄さん

安全なんだよな。両側歩道できてるからさ。いいところなんだろう

な。買い物には、そんな不便感じないしね。何だろうな、そんな難し

くない部落だと思ってんじゃないの。実際、そんな難しくない自治

会だけどさ。

　そこに、7軒ぐらい入ってきてるでしょ。もうかれこれ、最後に入っ

てきた人が、4、5年前かな。この裏に、1軒、2軒、3軒、4軒くらい来て

るし。あとは、入野自動車の近くにも2、3軒来てるし。

　育成会も結構いるし、やっぱり今、育成会も40人くらいいるのか

な。幼稚園児も入るともっといるわけだよ。で、何かやろうということ

で、「子供みこしをやりたい」「やってもいいよ」と、育成会と合致して。

昔あった樽みこしが残っていた。それをちょっときれいに掃除して

飾って作りました。由緒あるもんじゃないよ。鳳凰の彫刻があると

かさ、そういうものは全然ないよ。お酒の二斗樽だよ。

　保険事務所を営む清水益英 (しみずますえ) さんは、北中の自

治会で子供みこしの復活などに取り組んできた。

1. 子供みこしの復活と地域のこと

　昨年、子供みこしを29年ぶりに復活した。子供育成会と自治会と

で協議して、みこしといっても樽みこしだから。それを、復活させま

しょう、ということで。

　北中は、他の自治会と違って、子供が結構増えているんですよ。

だから、益子町の人口減少の抑制には貢献してるんだよ。結構住

みいい所なんで、ちょこちょこ増えてる。目立たないけどな。向こうか

ら移住してきた人は、何人もいるし、もともと七井に住んでた人とか、

七井に住んでる次男・三男が北中に家を建てた人。小学校が遠い

から大変だと思うんだけど、小学校も歩道ができてるから安全は
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09 大沢・北中｜聞き取り  清水益栄さん  「子供みこしの復活と地域の活動」 
北中  清水保険事務所にて  2015/02/27

　 (写真を見ながら) これは祭りの写真。これがみこし。これが二

斗樽なの。さらしを巻いて、ここにご神体っていう格好のものを置

いて、ここはもう担げるように作ってもらって、花で飾って、ほこりか

ぶらないよう神社に保管している。太鼓とか何かがこれね。

　お祭りは、北中八幡神社の例大祭、9月の敬老の日の前後に

行っている。その時に、みこしを出してる。

　子供たち結構いるんですよ。今、北中、実88戸なんだよね。90

戸ってあるのは、どうしても入らないって人がいる、自治会に。何回

説明しても入らなくて。

　北中は、昔からまとまりある地域だったけど、もっと昔は本当に

大変だった。北中っていって、大字北中で、中村と北中が一緒だっ

た。何でも全て一緒にやってた。いろいろ問題があって、自治会が

分かれて、その時に「やめちゃおう」って言って、樽みこしもやめ

ちゃった。我 よ々り上の年代で、該当者はみんな死んじゃった。代も

替わってきてるんで「もうそんなことやめよう」って言ってるんだけ

ど・・・

2. 北中老人クラブと自治会の活動

　老人クラブが、「陶の里音楽祭」にずっと出てるでしょ。第九の時、

12月、すごいんですよ。ちゃんと歌ってるよ。第九は歌ってなくて、第

九の前座。幼稚園とかやる前に。口ぱくじゃなくちゃんと歌ってるよ。

4曲ぐらい歌ってる。立っていられないから、座って歌ってる。オル

ガン弾いてる伴奏者は、矢口ひずみさん。指導も。農協に行ってる

富士子さんのおばさん。自分の家のオルガンを公民館に運んで。

すごいよ、この人。

　あとね、ひまわり。やってるのは、主に自治会役員と、老人クラブ。

除草ものすごくやったよ。老人クラブが勝手にやっちゃう。勝手に

始まっちゃうから大変。我々がジュースとかさ、持ってったりしてさ。

花いっぱい運動では入賞しなかったけど。真岡鐵道から「背の高

いひまわりは視界遮るからやめてください」って言われて、低いひま

わりの種があったんだよ、手に入れて。咲いて終わるまで二週間く

らい。二週間くらいしか咲かない。「今年は何回かに分けて植えよ

う」って言ってる。

　 (作業中の写真を見ながら) ここまでは、我々がやったんだけど、

草刈りや整地したり。その時に、真岡鐵道の許可得たりしてさ。普

段の2.5メーターくらいのひまわりは、やめてくれって言われて。結

構縛りが強いみたいなんだよな。一時期は、結構きれいだったよ。

右側の田んぼが稲穂出てるから、お盆前だな。

　結構、おれ、SNSに流してんだけど、北中自治会で、ヤフーでも何

でも検索すると出てくる。俺が勝手に流してる。北中八幡宮例大祭、

花いっぱい運動、元朝参り、スポーツ大会等、北中の行事を発信し

ている。

　元朝参りも続けている事業。元朝参りは、12月31日の夜10時ぐ

らいから明け方3時ぐらいまで。火つけるからね。で、当番組が、御

神酒とか、けんちんとか、みかんとかで接待して、地域の人は、古い

お札とかしめ縄持ってきて燃したり。

　地域でスポーツ大会をやっている。「北部地区ぐるみ」の他に、

北中だけでやってる。場所は総合体育館か勤労者体育館、どちら

か取れる方。ソフトバレーボールと輪投げとスマイルボーリングか

な、この3つをやる。子供からお年寄りまで。これは、「北部地区ぐる

み」が終わった11月の末か12月の初めに立て続けにやっている。こ

れは、ほとんど出てくるから。出られる人は全員出てくる。これは34、

5年続いてるかな。この時は、おにぎりと豚汁ぐらい作る。作るのは、

当番の班におまかせ。当番の班がくるくる回るから、それによってお

まかせでやってます。

　班は8班ある。昔からもう決まっちゃってるんだよね。一番多いと

ころで14軒、少ないところで8戸。地域で決まっちゃってるから、そこ

に新しい人が入ってくればどんどん増えていくし、少ないところはそ

のまま。

3. 北中の良いところ

　北中の絶対いいところは、老人クラブあるし、我々の世代もいる

し、我々の子供たち世代の30代40代が結構いるんだよ。ってことは、

子供もいるじゃない。例えばこう言っちゃ失礼だけどさ、七井地域

の北の方行くと、みんなさ、夫婦2人っきりで、子供は真岡の方に住

んでるとか、宇都宮の方に住んでるとかってなっちゃうじゃない。で

も、ここは若い人がいる。悩みも多いみたいだけど。

　消防団は、欠員してるみたいで、消防団が入ってこなくて困って

るわ。この間も、総会の時に消防の役員がきてお願いにきてたけど、

本当に入ってくれないんだわ。今、農業やってる人とか商売やって

る人とかそんなにいないもんな。まあ農業やってれば一番いいんだ

ろうけど、まあ北中も今比較的農業やってる若手多いからな。ここ

の消防団は、北中・中村・風戸。それで145戸ぐらいかな。それでな

おかつ勤めが変則な人もいるだろうし、やだっていう人もいるだろ

うし・・・でもね、やっぱりね、地区ぐるみやったり、スポーツ大会

やったり、お祭りやったりすると、消防団やってる人は、コミュニ

ケーションとれてんだよな。入ってない人は、ポツンとはじかれちゃ

うんだよな。だから、つまんないと思うんだよね。

　ここなんか、すごい人いるんだよ。北中に全然関係ない人なんだ

けど、すぐそこなんだけど。34、5で消防団入ったの。今、41、2かな、

キャノンに勤めてる人。そういう人もいるんだよ。あと、七井中央に

住んでて、七井中央は自治会がなくて何もないから、たまたま仕事

やってる人が知り合いで北中の人で、「じゃあ消防団入れな」って

言って、北中の消防団に入った。でも、その時は、総務課に了解得

たみたいだよ。「良いです」って。「七井中央だけど、北中に入って良

いですか」って。本当は、七井の向こうの地域に入んなくちゃいけな

いんだろうけど。あそこ自治会がないじゃない。今は、地番はあるん

だよ。益子町七井中央で。城内坂と一緒で。新しい地名できたで

しょう。若い人でそういうの求めている人はいるよ。あとは雰囲気だ

ろうな、その地区内のね。変なこと言うと嫌われちゃう。あんまりい

ないけど、今は押さえられちゃうからね。

　この間、マラソン大会で、「はい、ボランティア」って言ったら、20

名ぐらいバッと手が挙がったし。細かい争いっていうのがないよね。

あの人がいやだとか。感情的な問題が少ない。そういうのが一番。

だから、のんびりした、その風土に染まるんじゃない、新しく来た人

も。俺は、ここはすばらしい自治会だと思うよ。まあ、いろいろね、多

少のでこぼこは、どこにでもあるけどさ。みんなまとまってるし、若い

人から、老いから、一生懸命やってくれてるし。

4. 北中営農集団

　農家の人が、営農集団作って頑張ってるよな。営農集団、益子

町で一番初めにできたんじゃないかな。多分、小泉か北中どっち

が早いかだな。多分、北中の土地改良も、昭和45年、50年ぐらいに

やってると思うけど、益子町で一番早いと思う。みんなもう借入金

の返済もないし、土地改良区もとっくに解散してるしね。だから、そ

ういう意味で営農集団作りやすかったんじゃないのかな。

　で、リーダー的に麦類作ったり大豆作ったり、今、飼料作物作っ

たり蕎麦作ったり、みんなでやってるから。だから、農家なんかもす

ごいと思うよな。今、農家の方は、年に何回か草刈りしている。小貝

川沿いが草ぼうぼうで、あんまり汚いんで草刈りしてるわ。「大した

もんだ」ってみんな言ってる。それが、営農集団でやってるのかな。

1回か2回見に行ったことがあるんだけど、草刈り機持ってきたりし

て、大したもんだと思いながら見てるんだけどさ。

　飼料作物ってのは、飼料稲を作ってる。飼料稲は、今年で4年目

ぐらいになるんじゃない。減反分で代替のもの。飼料稲だから、牛

とかのえさになるのね。だから、人間の食糧じゃないんだよね。畑は、

そば作ったりいろいろやってる。



安全なんだよな。両側歩道できてるからさ。いいところなんだろう

な。買い物には、そんな不便感じないしね。何だろうな、そんな難し

くない部落だと思ってんじゃないの。実際、そんな難しくない自治

会だけどさ。

　そこに、7軒ぐらい入ってきてるでしょ。もうかれこれ、最後に入っ

てきた人が、4、5年前かな。この裏に、1軒、2軒、3軒、4軒くらい来て

るし。あとは、入野自動車の近くにも2、3軒来てるし。

　育成会も結構いるし、やっぱり今、育成会も40人くらいいるのか

な。幼稚園児も入るともっといるわけだよ。で、何かやろうということ

で、「子供みこしをやりたい」「やってもいいよ」と、育成会と合致して。
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飾って作りました。由緒あるもんじゃないよ。鳳凰の彫刻があると

かさ、そういうものは全然ないよ。お酒の二斗樽だよ。
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ないけど、今は押さえられちゃうからね。
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安全なんだよな。両側歩道できてるからさ。いいところなんだろう

な。買い物には、そんな不便感じないしね。何だろうな、そんな難し

くない部落だと思ってんじゃないの。実際、そんな難しくない自治

会だけどさ。

　そこに、7軒ぐらい入ってきてるでしょ。もうかれこれ、最後に入っ

てきた人が、4、5年前かな。この裏に、1軒、2軒、3軒、4軒くらい来て

るし。あとは、入野自動車の近くにも2、3軒来てるし。

　育成会も結構いるし、やっぱり今、育成会も40人くらいいるのか

な。幼稚園児も入るともっといるわけだよ。で、何かやろうということ

で、「子供みこしをやりたい」「やってもいいよ」と、育成会と合致して。

昔あった樽みこしが残っていた。それをちょっときれいに掃除して

飾って作りました。由緒あるもんじゃないよ。鳳凰の彫刻があると

かさ、そういうものは全然ないよ。お酒の二斗樽だよ。

　保険事務所を営む清水益英 (しみずますえ) さんは、北中の自

治会で子供みこしの復活などに取り組んできた。

1. 子供みこしの復活と地域のこと

　昨年、子供みこしを29年ぶりに復活した。子供育成会と自治会と

で協議して、みこしといっても樽みこしだから。それを、復活させま

しょう、ということで。

　北中は、他の自治会と違って、子供が結構増えているんですよ。

だから、益子町の人口減少の抑制には貢献してるんだよ。結構住

みいい所なんで、ちょこちょこ増えてる。目立たないけどな。向こうか

ら移住してきた人は、何人もいるし、もともと七井に住んでた人とか、

七井に住んでる次男・三男が北中に家を建てた人。小学校が遠い

から大変だと思うんだけど、小学校も歩道ができてるから安全は

　 (写真を見ながら) これは祭りの写真。これがみこし。これが二

斗樽なの。さらしを巻いて、ここにご神体っていう格好のものを置

いて、ここはもう担げるように作ってもらって、花で飾って、ほこりか

ぶらないよう神社に保管している。太鼓とか何かがこれね。

　お祭りは、北中八幡神社の例大祭、9月の敬老の日の前後に

行っている。その時に、みこしを出してる。

　子供たち結構いるんですよ。今、北中、実88戸なんだよね。90

戸ってあるのは、どうしても入らないって人がいる、自治会に。何回

説明しても入らなくて。

　北中は、昔からまとまりある地域だったけど、もっと昔は本当に

大変だった。北中っていって、大字北中で、中村と北中が一緒だっ

た。何でも全て一緒にやってた。いろいろ問題があって、自治会が

分かれて、その時に「やめちゃおう」って言って、樽みこしもやめ

ちゃった。我 よ々り上の年代で、該当者はみんな死んじゃった。代も

替わってきてるんで「もうそんなことやめよう」って言ってるんだけ

ど・・・

2. 北中老人クラブと自治会の活動

　老人クラブが、「陶の里音楽祭」にずっと出てるでしょ。第九の時、

12月、すごいんですよ。ちゃんと歌ってるよ。第九は歌ってなくて、第

九の前座。幼稚園とかやる前に。口ぱくじゃなくちゃんと歌ってるよ。

4曲ぐらい歌ってる。立っていられないから、座って歌ってる。オル

ガン弾いてる伴奏者は、矢口ひずみさん。指導も。農協に行ってる

富士子さんのおばさん。自分の家のオルガンを公民館に運んで。

すごいよ、この人。

　あとね、ひまわり。やってるのは、主に自治会役員と、老人クラブ。

除草ものすごくやったよ。老人クラブが勝手にやっちゃう。勝手に

始まっちゃうから大変。我々がジュースとかさ、持ってったりしてさ。

花いっぱい運動では入賞しなかったけど。真岡鐵道から「背の高

いひまわりは視界遮るからやめてください」って言われて、低いひま

わりの種があったんだよ、手に入れて。咲いて終わるまで二週間く

らい。二週間くらいしか咲かない。「今年は何回かに分けて植えよ

う」って言ってる。

　 (作業中の写真を見ながら) ここまでは、我々がやったんだけど、

草刈りや整地したり。その時に、真岡鐵道の許可得たりしてさ。普

段の2.5メーターくらいのひまわりは、やめてくれって言われて。結
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構縛りが強いみたいなんだよな。一時期は、結構きれいだったよ。

右側の田んぼが稲穂出てるから、お盆前だな。

　結構、おれ、SNSに流してんだけど、北中自治会で、ヤフーでも何

でも検索すると出てくる。俺が勝手に流してる。北中八幡宮例大祭、

花いっぱい運動、元朝参り、スポーツ大会等、北中の行事を発信し

ている。

　元朝参りも続けている事業。元朝参りは、12月31日の夜10時ぐ

らいから明け方3時ぐらいまで。火つけるからね。で、当番組が、御

神酒とか、けんちんとか、みかんとかで接待して、地域の人は、古い

お札とかしめ縄持ってきて燃したり。

　地域でスポーツ大会をやっている。「北部地区ぐるみ」の他に、

北中だけでやってる。場所は総合体育館か勤労者体育館、どちら

か取れる方。ソフトバレーボールと輪投げとスマイルボーリングか

な、この3つをやる。子供からお年寄りまで。これは、「北部地区ぐる

み」が終わった11月の末か12月の初めに立て続けにやっている。こ

れは、ほとんど出てくるから。出られる人は全員出てくる。これは34、

5年続いてるかな。この時は、おにぎりと豚汁ぐらい作る。作るのは、

当番の班におまかせ。当番の班がくるくる回るから、それによってお

まかせでやってます。

　班は8班ある。昔からもう決まっちゃってるんだよね。一番多いと

ころで14軒、少ないところで8戸。地域で決まっちゃってるから、そこ

に新しい人が入ってくればどんどん増えていくし、少ないところはそ

のまま。

3. 北中の良いところ

　北中の絶対いいところは、老人クラブあるし、我々の世代もいる

し、我々の子供たち世代の30代40代が結構いるんだよ。ってことは、

子供もいるじゃない。例えばこう言っちゃ失礼だけどさ、七井地域

の北の方行くと、みんなさ、夫婦2人っきりで、子供は真岡の方に住

んでるとか、宇都宮の方に住んでるとかってなっちゃうじゃない。で

も、ここは若い人がいる。悩みも多いみたいだけど。

　消防団は、欠員してるみたいで、消防団が入ってこなくて困って

るわ。この間も、総会の時に消防の役員がきてお願いにきてたけど、

本当に入ってくれないんだわ。今、農業やってる人とか商売やって

る人とかそんなにいないもんな。まあ農業やってれば一番いいんだ

ろうけど、まあ北中も今比較的農業やってる若手多いからな。ここ

の消防団は、北中・中村・風戸。それで145戸ぐらいかな。それでな

おかつ勤めが変則な人もいるだろうし、やだっていう人もいるだろ

うし・・・でもね、やっぱりね、地区ぐるみやったり、スポーツ大会

やったり、お祭りやったりすると、消防団やってる人は、コミュニ

ケーションとれてんだよな。入ってない人は、ポツンとはじかれちゃ

うんだよな。だから、つまんないと思うんだよね。

　ここなんか、すごい人いるんだよ。北中に全然関係ない人なんだ

けど、すぐそこなんだけど。34、5で消防団入ったの。今、41、2かな、

キャノンに勤めてる人。そういう人もいるんだよ。あと、七井中央に

住んでて、七井中央は自治会がなくて何もないから、たまたま仕事

やってる人が知り合いで北中の人で、「じゃあ消防団入れな」って

言って、北中の消防団に入った。でも、その時は、総務課に了解得

たみたいだよ。「良いです」って。「七井中央だけど、北中に入って良

いですか」って。本当は、七井の向こうの地域に入んなくちゃいけな

いんだろうけど。あそこ自治会がないじゃない。今は、地番はあるん

だよ。益子町七井中央で。城内坂と一緒で。新しい地名できたで

しょう。若い人でそういうの求めている人はいるよ。あとは雰囲気だ

ろうな、その地区内のね。変なこと言うと嫌われちゃう。あんまりい

ないけど、今は押さえられちゃうからね。

　この間、マラソン大会で、「はい、ボランティア」って言ったら、20

名ぐらいバッと手が挙がったし。細かい争いっていうのがないよね。

あの人がいやだとか。感情的な問題が少ない。そういうのが一番。

だから、のんびりした、その風土に染まるんじゃない、新しく来た人

も。俺は、ここはすばらしい自治会だと思うよ。まあ、いろいろね、多

少のでこぼこは、どこにでもあるけどさ。みんなまとまってるし、若い

人から、老いから、一生懸命やってくれてるし。

4. 北中営農集団

　農家の人が、営農集団作って頑張ってるよな。営農集団、益子

町で一番初めにできたんじゃないかな。多分、小泉か北中どっち

が早いかだな。多分、北中の土地改良も、昭和45年、50年ぐらいに

やってると思うけど、益子町で一番早いと思う。みんなもう借入金

の返済もないし、土地改良区もとっくに解散してるしね。だから、そ

ういう意味で営農集団作りやすかったんじゃないのかな。

　で、リーダー的に麦類作ったり大豆作ったり、今、飼料作物作っ

たり蕎麦作ったり、みんなでやってるから。だから、農家なんかもす

ごいと思うよな。今、農家の方は、年に何回か草刈りしている。小貝

川沿いが草ぼうぼうで、あんまり汚いんで草刈りしてるわ。「大した

もんだ」ってみんな言ってる。それが、営農集団でやってるのかな。

1回か2回見に行ったことがあるんだけど、草刈り機持ってきたりし

て、大したもんだと思いながら見てるんだけどさ。

　飼料作物ってのは、飼料稲を作ってる。飼料稲は、今年で4年目

ぐらいになるんじゃない。減反分で代替のもの。飼料稲だから、牛

とかのえさになるのね。だから、人間の食糧じゃないんだよね。畑は、

そば作ったりいろいろやってる。

土地改良と営農集団について (事務局・注)
　北中の土地改良は昭和49年着手、52年完了。営農集団は、益子町内で
は小泉が一番早く昭和54年、次に前沢が平成2年、北中は平成5年立ち上
げ。

記録: 加藤優子 (文責)、 土祭事務局



佐藤広志さん

園祭、土祭、七井小学校お囃子指導、七井幼稚園夏祭り参加、か

みねの森保育園夏祭り参加、赤羽保育園夏祭り参加、芳賀路ふ

れあいマラソン応援

課題：メンバー増強、次世代育成

2. 大沢お囃子会の結成について　

　世代間の交流のため、地域活性が一番の目的です。地域の交

流が少なく危機感があった。若い世代との交流がなく、誰が誰で

どこに住んでいるのかが分からなくなった。昔、農業で生業を立て

ていた時期は、みんな顔見知りではあったのですがね。

　そのこともあって、お囃子会ができた。その時の発起人は、細野

和男さん。お囃子は山本の原から教わった。七井幼稚園では、盆

踊りの太鼓に30年くらい叩きに来ていただいていた。その山本の

　北米から中南米までを旅し、ブラジルで半年間過ごした経験を

持つ、七井幼稚園の理事長を務める佐藤広志  (さとうひろし) さ

んから、祭りによる地域の交流と、幼稚園の活動についてお話を

伺った。

1. 大沢お囃子会についての基本情報 (佐藤広志さん制作資

料より)

名称：大沢お囃子会

結成時期：平成17年5月

結成理由：地域活性

理念：地域貢献、次世代の育成

メンバー：12名

活動：御霊神社夏越祭、御霊神社大祭、御霊神社大晦日、益子祇
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09 大沢・北中｜聞き取り  佐藤広志さん  「地域活性化と幼稚園のこと」
七井幼稚園にて  2015/03/05

原お囃子会に、この地区で教わることが決まり、益子町に補助金

申請を50万円し、それで楽器を購入した。今では小さな子供から

年配の方まで関わっている。

　最初は、山車はなく軽トラで、御霊神社のお祭りのときにお囃子

をして回っていた。佐藤テルさんが120～130万お金を寄付し、お囃

子の山車を、仲田さんという40代の星の宮の大工さんでお囃子会

の方に図面を引いてもらった。星の宮で作ったやつと同じようなや

つで、図面を引いてもらって作ったのですよ。彫刻があった方がい

いですが、そんな贅沢はできませんから。その方は、星の宮で一台

と、うちで一台作っています。

　今、若い世代は、神様が一カ所にいたのでは来ないでしょうよ、

神様が外に出ないとね。まずはみんなに来てもらって、見てもらっ

て、世代間交流をしなければならない。これを続けないといけない

んですが、今は叩く人がなかなか増えていかないんですよ。今後は

どういう風にして子供を増やしていくかが大切ですね。

　お囃子会は、7月31日の御霊神社夏越祭に出てもらっている。た

だ、今では平日だと厳しいので、その周辺の日にちに出している。今

まではビールとか飲み物を持ってきているんだけど、今後は手作り

のお菓子とか何か考えている。

3. 土祭の方向性

　土祭でもそうだけど、アートと美術のイベントではないと書いて

ありますが、かっこいいイベントであってもいいのではないかと思

います。産業祭って知ってます? それと同じにならないようにしなけ

ればならないかな。交流するには、茶屋とか、パン屋とかないと若

い人が行かないですね。

　地元の農をフィルターにかけて、おしゃれなのか何なのか、伝え

る術を考えなくてはならない。益子にはたくさんの農家がいる。意

識的に、焼きものの方も、農業の方も、今いるところではないところ

を目指さないと、新たな交流は生まれないのではないでしょうか。

どの方向に行けば、若者が集うか、あとは年寄りもいいもんだと思

える所をつくっていかなければならないと思う。努力しないといけ

ない、それをしないと若い人は残らない。道の駅の運営も分からな

い状態だし。

　七井地区の人たちは、土祭は町中だけの、焼きもの関係者だけ

の気がすると聞きます。俺らは関係ない、税金を同じように納めて

いるのにあんまり戻ってこない、その意見が土祭に多いですよ。あ

と昭和28年から29年に合併したでしょ、田野と七井の人たちは特

にその考えが強いよね。七井地区とか田野地区の人の掘り起こし

作業はしっかりやってもらわないと、どっちみち土祭は益子の城内

坂周辺の祭りだっぺ、となってしまわないように、そのために我 も々

協力したい。

(萩原| 土祭の参加者の方が、終わった後にどうきれいになったか、

どう交流が生まれたか、何が残ったのかが大切だと、それがないと

やる意味がないと話をされていました。)

　ドラッカーの言葉で「成果が主役である、主役は成果である」と。
努力するのは当然だとしたら、主役は成果だから、何かしら残さな

いといけないですね。どういう成果を残したらいいのか、土祭でお

考えください。そのビジョンをつくらないといけないですね。馬場さ

んが亡くなって、みんなでつくっていかないといけないんだけど、誰

かデフォルメしないといけない。全部取ったら駄目で、産業祭に

なってしまいますよ。そこで悪役が必要かな (笑) 。馬場さんは多分

誉められたり、けなされたりしたと思います。誰か悪役がいないと、

みんないい人ばかりではやっていけないかな。何かを取って何か

を捨てて、じゃないとね。

4. 祭りを通した交流と地域活性化

　原お囃子会から、お囃子を学んで、向こうの山車に乗せてもらっ

たり、お寺でのお囃子に参加させていただいたり、原のお囃子会に

は御霊神社の祭りに参加してもらったり、七井下町には代表が教

えに行っている。あとは、益子の祇園のときも私たちのお囃子会は、

鹿島神社の境内で叩いています、東田井のお囃子会と一緒に叩く

ときもある。覚えるときは、音符がないので口伝で、ちゃかんちゃ

ちゃかちゃんとか、ちゃかちゃかとか、でれすけでんでんとか、そん

な感じでやっていた。交流はありますね、いろんな所との。

　祭りっていう歌がありますよね、笛と太鼓は心踊るものでしょう

ね。祭りとは、心躍るもの。開放的になり、動物的になりますね、男

女が知り合う場所もあるし、酒を飲んで昂揚することがあるし、社

会性とは別の所にある気がします。おもしろい、心躍るとかその辺

のことなのかな。はめを外すとか、若い人でも酒飲むとか、男と女の

交流場所でもあって、いい娘を探すっていう場所でもあるよね。お

じいちゃんと、おばあちゃんも来るし、子供も来るしね。

　うまく繋がないといけないけど、そのうまくというのが分からない

と途中で廃れることになる。お金もかかるし、皮の張り替えとかお

金がかかるから。でもね、全部補助金でやってもつまんないし、お

金はかかってもしょうがないのかな。現代的にどうしたらいいかわ

からないけど。ただ、お祭りは若い人が帰ってきますよね。

(今井| 七井地区の大岡忠男さんも、お祭りがきちんとしていれば、

そのときぐらいは帰って来ると話していました。ご自身も昔の記憶

が残っていて、そういうのが大事なのではないか、と。佐藤さんもお

祭りの記憶はありますか?) 

　私は、茂木の上郭内 (かみかくない) で生まれた。中心部の大町

では山車があった。当時、同級生が大町にいて、羨ましいと感じて

いた。我々は山車ないから、乗れないし引っ張れないんだ。金魚掬

いとか、綿飴とか、それはそれで楽しかったけど、やっぱりね、乗り

たいとか、引っ張りたいとか。それだけ、お祭りが楽しかったし、華

やかだったんではないのかな。光っていた。

　最初から祭りを作るのは大変ですが、子供と女性をターゲット

にしたいなと思います、大沢のお祭りは。我 く々らいになったら、地

域と子供にお金と労力を掛けてもいいんではないでしょうか。我が

家のお祭りは、焼き肉喰いにいったり、寿司を喰いにいったりね、そ

れはそれ。それだけで満足できるものじゃない。七井地区としても

何かしないとね、今度下町さんと盆踊りをやるとか考えている。そ

れがいいかどうかわからないですけど、それを考えていく必要があ

るのではないでしょうか。下町、大沢、小宅の獅子舞、そういったも

のが結べるといいですよね。

(萩原| これまで各地区で、お囃子や獅子舞での文化交流があり

ました。例えば、新町で獅子舞をやっていて、それを東田井も始め

ることになりました。) 

　それはいいですね。文化をつくらないと離れていくんだよね、文

化があれば経済的な合理性に勝てるかもしれない。勝ち負けの問

題ではないけれどもね、対抗できるかもしれない。

(今井| いつ頃から地域の活性化に力を入れるようになりました

か?) 

　今61歳だけど、娘が東京に行った頃くらいからかな、一日自分の

家の周りにいられないし。やっぱり宇都宮行ったり、ベイシア行っ

たり、ツタヤ行ったりしなければいけない。東京はいろいろあるから

おもしろいんですよね。それじゃ幼稚園誰が継ぐの? そういうことか

らかな、自分たちの子供は帰ってくるのだろうか、とね。町に魅力な

いと帰ってこないよね、町には単純な経済的なものはないし、ペン

タックスもなくなってしまったしね。ただ、繋がないといけないです

ね。

5. ブラジルでの経験

　ユバ農場にいた経験もあるからね、ユバさんはこうやっていたか

な、と考えながらやっている。土祭と通じるところがあると思います。

　ブラジルへ行きました。20歳のころ、ロスで少し働いて、アメリカ

からバスでメキシコへ。パナマはバスがないからそこは飛んで、ニ

カラグアからコロンビア、ペルー、パラグアイ、ブラジルを2年半～3

年かけて渡った。ブラジルはおもしろいですよね。サソリとか、ガラ

ガラ蛇も食べました。ユバ農場という日系ブラジル人のコミュニ

ティーに私は半年いました。そこにタケチャンという農場の方がい

て、今でもメールとかで交流があります。

　この前、マリアンという女の子に東京で会ってきました。今は50

歳くらいですけどね。タケチャンは、農場部のトップでね。おもしろ

い話があるんです。ユバ農場は旅行者も入っていける場所でした

からね。その時は小学生の子もいたかな…。サツマイモを植えてい

たのですが、すごい雷になったんですね。タケチャンは、全く雷雨の

中でもやめないんですよ。タケチャンひどいなって思いましたよ。そ

のときのサツマイモの苗を植えたことを、この前、マリアンに話した

んですよ、「雷の中おっかなかったんだよ、タケチャンはひどいよね

」って。そしたらマリアンに「当たり前でしょ。雨があるときが一番い

いでしょ。雨があるときが一番苗がつきやすいからでしょ。何でや

めないといけないの?」と言われ、数十年経った後にやっとそのこと

が分かったんですよ。やっぱり日本と違うんですよ。それで「そうか、

我々の考えが少しあれなのかな」と思いましたよ。日本はやめちゃ

うよね。

(今井|そうですね、違う見方からすると捉え方がちがいますね。) 

　向こうからするとチャンスなんですよね、だからやめるわけにはい
かない。この間、初めて分かったんだ。

(萩原| 生きることの意識が強いのですかね。)

　安心安全だけではないんですよ。ユバは、農業を基本的にやっ
ている。バレエとか、図書館があったり、歌を歌ったりしている。

食っていけないから生産してやっていっている。この辺のニュアン

スは、芸術だとか、働くこととか、何か土祭と通じるところがあるん

ですかね。ただ、祈りとかになると宗教めいて面倒くさくなるのです

がね。

(萩原| 土地への感謝とか、通じるところがありますね。)

6. 祭りと幼稚園での食について

　山車を出す時は、お菓子を子供たちに配ろうと考えている。ベイ

シアとかで100円で売っているやつを100個買えばそれで喜ぶんだ

けどね。ただ、今のお母さんたちにはそれだけじゃだめなんだろう

な。手作りのもの、益子で採れたハチミツだとか、小麦を使ったも

のであるとか、しかも子供たちがあこがれるようなものを配っていく

とか、お金は同じ一万円だとしても、違ったものを作っていかないと

いけない。

(萩原| 例えばこの地区でハチミツを作っている方がいるし、ポップ

コーンとか無農薬野菜を作っている方もいる。紹介する意味も込

めて使うのはどうでしょうか。) 

　そうですね、ポップコーンの機械とか綿飴の機械とか幼稚園に

あるんですね。ポップコーンで、キャラメルとかハチミツとかで作っ

てみるとかしていたら喜ぶし、2、3日若干手間暇かけたものをやり

ながら引っ張ってできるのではないのでしょうか。お菓子を食べる

だけでいいんですけどね、そういうことしないとね、ベイシアとかで

買えるものもおいしそうに映るんだけど、それは多分違うんだろう

な、と思う。

　幼稚園には給食室があり、茂木のロリアンさんというところで生

地を買って、フランスパンを園で焼いていた。発酵した状態で持っ

てきてくれ、焼いて食べましょう、ということができていたんですよ。

ただ、「もうできない」とお手紙が来てしまってね。

私が南米を旅しているときに、貧しくても焼きたてのパンを食べて

いるんですよ。日本でも、古い米でも炊きたてのご飯なら食えるん

ですよね。南米の貧しい場所の中でも、焼きたてのパンはおいしい

んですよ。日本でもご飯は炊きたてでしょ、だからパンもそんな風に

焼きたてを提供していきたいな、と考えています。

　そういう風に思って10年やってきて、4月からそれをどうしようか

な、と悩んでいるところです。今、できなくなってしまっているからど

うしたらいいか、方法があればどうにかしたいですね。高価なもの

を食べさせなくてもいいけど、別にお米もコシヒカリを食べさせなく

てもいいけど、栃木県産のを食べたりね。ご飯も炊きたてでしょ、

じゃあパンも焼きたてを提供したい、そういうことは必要だと思う。

それに、当然のようにさ、当然のように「焼きたてのパン」を食べさ

せるということは必要かな。

(萩原| 益子には、橋本さんという無農薬小麦とか野菜を作ってい

る方がいます。) 

　小麦粉でも何でも食べられればありがたいな、そういったことが

あるととてもありがたいですね。情報を頂きたいですね。

7. 七井幼稚園のあり方とお母さんたちのこと

　サツマイモ掘りやジャガイモ掘りもやっていますし、ベイシアの

フェンスに向けて、絵を飾っている。幼稚園も地域のものなので、

地域の中でどう活性化できるのかと考えている。そこの公園は我々

が管理している。お金ももらってなくても、水をやって草刈りをして

いた。やっぱりきれいにしたいのですよ。この辺の景色をね。

　あとは、読み聞かせとかね、保護者の方々には他の幼稚園よりも

手伝ってもらっていると思います。ボランティアなどもやっている。ゴ

スペルは益子の夜市の方でもやっていますね。元々は幼稚園に来

ていた母親、もう巣立っちゃって地域の方になってるんだけど、今

でも体育館をお貸ししています。ネコの手ボランティア、通称ネコボ

ラはいろいろ手伝ってもらっている。温水プールがあるので、子供

の着替え、髪の毛を乾かすのをやってもらっていたり、長縄跳びの

縄回しとその数えることをして、募集すると保護者中心で10人くら

い来てくれますね。あと、七井幼稚園駅伝部に所属していて駅伝

部で走る。私も走るんですよね。

　陶好会 (とうこうかい) には園の窯を貸してしている。それでお母

さんが勝手にやって作ったものを売って小遣い稼ぎをしている 

(笑) 。一回火を窯に入れると3000円とかね、これは儲かりもしない

けどね。主に引っ越してきた方が陶好会に入っている。陶芸家の方

はいないですね。「益子に来たから焼きものやりたくて」と言って。

ロクロも2台あるし、園内のは使い放題。保育料もらっているからい

いのですよ、使ってもらわないと。

　幼稚園は交流をする場所、情報は公開した方がよいということ

です。交流を多くやっていた方がいいし、ここは交流するところで

あってほしい。我々がやるより、交流が生まれることによって子育て

の先輩の方 と々交流が生まれることの方が良いのではないかと

思っています。いかに健康的にさせるか、それが我々の仕事だね、

健康的にしないといけない。風通しをよくしなければいけないよ。

閉め切っちゃっていると建物でもなんでも煮詰まってよくない。そ

の方が、家庭でも健康になる。お母さんたちがエネルギーを発散

できる場所があって、お母さんたちが元気でいられたらいいのかな。

ま、そうだよね、幼稚園でやっているのは、できることで、できる範囲

でやっているのだけどね。

　我々は、ボランティア活動をしていただいていて本当にありがた

いんですよ、本当にお母さん方は、能力が高い。変な話、人件費が

かからないんですよ、皆さんボランティアしてくれる。本当にありが

たい、子供がいい環境にいた方が豊かになれる、という考えがあり

ますね、お母さんたちも他の子供たちを見られますので、よく手を

挙げて来てくれます。自分の家の子供大丈夫なのかな、と思っちゃ

うくらいね。園で働いている方の中には、もともとPTAをやっていた

方もいるんですよ。みんな元気な良いお母さんたちが手伝ってくれ

ているので、これだけの環境が整えられるのかな。多分幼稚園づく

りとまちづくりも似ているところがあると思いますので、大変だと思

いますが、うまくコーディネートしてくださいね。

8. 安心安全と子供の生命力

　バンビクラブというのがあります。年間数回、月に一回は、子供た

ちを七井駅に降ろして歩かせるんですよ。それでバンビクラブの保

護者の方に連れて来てもらう。その反省会が今日あるんですよ。

　バスで送り迎えをすると、ほとんど歩くことなく来るでしょう。交

通の勉強だとして園内でやると車が来ないんですよ。それじゃ学べ

ないと思いますね。夏でも外、冬でも外、外で生きている実感を味

わえないと。安心安全だけではないんですよ。その部分を、幼稚園

ではどこまで提供できるのかな、ということを考えています。

　山登りをしています。年長さんは、芳賀富士と雨巻山を登らない

と卒園できません。あと、役場から歩いてこないといけないんです

ね。年長は大体課題をクリアしたかな。

　安心安全を求めていても、安心安全の社会は生まれない。不安

定が前提としてあって、不安定な中で、大震災もそうですよね。あと

は犯罪ですよね、オレオレ詐欺もあるし、狙われるのはまず老人と

子供ですね、弱いですから狙われますよ。

　私は、動物行動学が好きなんです (笑) 。転んだ子供を起こすか

起こさないかも大きなこと、すごく重要なことなんですよ。0～1歳児

以外はなるべく起こさない、それは冷たいのか、何なのか分からな

いが、転ぶのはしょうがない。泣くのはいいんだけどね。シマウマが

転んで泣いていたら、ライオンに食べられちゃうでしょ。幼稚園で

は、立ち上がってから手当はしますね。

(萩原| 安心な場所にいると感覚が閉じちゃいますよね。そうすると

得られる情報がとても少なくなってしまう。外にいる状態だとしたら、

開いていないとやっていけない。) 

　山は若干危険な方がいいんですよ、這いつくばってね、梯子とか、

若干危険な方が子供たちの生命力が出てくるんですよ。我々がそ

ういうところの入り口で、小学校はこういうことはできないし、本当

はご家庭でやっていただければいいんですけどね。それで、山に登

るか何かしないと、動物的な感覚は研ぎ澄まされないでしょ。役場

でも、社会でも、安心安全を謳っているでしょ、それではね。山とか

フィールドワークの中で、危険なところを登ったりする中での生命

力、そのために山登り等をしていますね。

(萩原| 真岡市では、子供たちと専門的な人たちが集まって『真岡

市の動植物』という本を作った。それは、まちづくりの指針にもなり

ます。ただ、益子町にはない。子供たちの学習と動物的な感覚を広

げる意味で、益子町でもできたらいいと私は考えています。) 

　それはいいですね。

　幼稚園では、山本さんのいくべ会に協力してもらっています。山

本さんはすごい人で、自分で自費で整備をしているんですよね。非

常に山本さんはおもしろいですよ。あと、暴れている子でも、そうい

う場所では暴れませんね、危険が分かるから。こういう幼稚園のよ

うな場所ではわざと暴れるんですよ。山の中では、子供によっては

怖いと言いますから、私たちにとっては教育的観点からそこが狙い

ですね。大人でも子供でも同じで、安心安全だから酔っぱらえるん

ですよ。家族でも山に登ってほしいと思いますし、子供たちの力を

引き出してほしいですね。

9. 子供とお母さんを集めるためには

　楽しく、たくましく、楽しくない時には園長に話してください、と皆

さんに話しています。私は保育園を中退したんですよ、楽しくなくっ

てね。子供を集めるには食べ物ですよね、食文化ですかね。うちの

娘も食に興味があって、一時期自然食に興味ありましたけど、小学

校で諦めましたね。子供が来るのは食べ物、テキ屋さんが好きな

んだよね、土祭ではそういう食べ物が必要なんだよね。子供にとっ

ては、無添加だとか関係ないんだよね。

(萩原| 甘くて、おいしそうで、おいしくて、分かりやすいもの、子供

が食いついてきそうなものが必要ですね。) 

　我々は、お母さんと子供を対象にしているんです。お母さんしか

子供を連れてこられないんですよ。ただ、お母さんが行きたいから

という理由じゃ、お母さんは大ブーイングを家の中で受けてしまう。

「私が楽しいから行きます」じゃ、「何だうちの嫁は!」と言われてしま

う。「仮面ライダーがうちの子が好きだから行ってきます」と言うと、

「じゃ行っておいで」という話になる。お母さんが「良い化粧品があ

るから行ってきます」なんて言うと本当に大変だよ (笑) 。

　子供が何かあるから行くというと、金魚掬いとか、SLがあるから

とか、ウサギがいますとか、子供は好きですね、そういう理由だと、

親は言い出しやすいよね。うまくそこをしないとね。ただ、無添加無

農薬だけじゃ子供は行かない、多少毒があったほうがいいんだよ

ね。匂い、色、香りとか、ネオンとか毒があるから行くんだから 

(笑) 。好奇心をそそること、危ないところも必要。

(萩原| 毒 し々いこと、良いテーマですね。)

10. 男と女について

　子育てができることが重要ですから、若い女性に知らせることで、

子供たちに繋げるため、女性はなくてはならないもの、子供を産む

ことができる。お母さんたちにどうしたら来て頂けるかですよね。お

母さんがおもしろいなと思わないとね。

　女の方が強い、幼稚園の職員室で過ごしていると男は弱いね。

男が良いところは、いろんなものを破壊して新しいものを作ること、

あとは、筋力が強いとか。平和になったら女が強い、男の価値がな

くなってしまうから、男は生産性がないし、病気にも弱いし (笑) 。

歌を覚えることも女の方が早いし、先生が「これやるよー」と言って

も、集まってくるのは女。男は相変わらず泥団子を作っている。

(今井| お父さんが幼稚園に関わるのも少ないんですかね?) 

　少ないですね、おやじの会でお父さんたちがやってるのはペンキ

塗り、それから餅つき、やっぱり力仕事。男は草刈りとか、餅つきと

かしゃべんなくても肉体交流ができるでしょ、お父さんも気が楽。

あと、駅伝部は男が多いですね。

(萩原| 説得力ありますね、子供たちを見ているだけに。) 

　星飛雄馬の親父がちゃぶ台ひっくりかえすのはね、あれしかな

いから。男の駄目な部分が出ているよね。

11. 土祭の市場への提案

　三つの地域の特産物を並べた一坪販売店があるといいよね、

地域の人がそこにいるから。土祭広場で、地域の特産物を並べる。

市場でも土祭でも、繋がっていることを意識できることが必要。土

祭の音楽祭にお囃子会で叩きに行っても知り合いがいないのが

ね。この地域の夕焼けバーの出店者、知り合いの人がいない、食

べたり飲んだりするのにね、いなくてもいい面もあるにはあるんだ

けどね。そういう土祭のような機会に、コミュニティーを繋げていけ

るのかな。コミュニティーを繋げていくものは、伝統を含めて文化

だと思うんですよ。

12. この土地のことを繋げるために

(萩原| 繋げていくということで、最近の聞き取りの中で、80代くら

いの方は水が浄化される理由を体感と経験的に知っています。そ

れに、このあたりにはシジミもいたそうです。) 

　そうですね、繋げないといけないですよね。20年前くらいまでシ

ジミはいましたよ、私は娘が取って来たものを食べていました。大

羽川の支流、用水路で、魚はナマズとか釣って食べていた、オイカ

ワ、今でもドジョウなんかもいたし食べている。タナゴはいなかった

かな。

　私はここに骨を埋めるつもりで生きているので、地域についてい

えば、子供たちにここにいてほしい。だけど、仕事がない、文化がな

い、となると若い人が残らない。例えばインターパークとかに流れ

てしまう。あと休みの日には、コストコとかにね、東京とかに流れてし

まう。行くのはいいのだけどね、いろいろあるし楽しいし。だけど、若

い人は益子のカフェには行ったりするんだよね。みんなおしゃれが

好きなんですよ、だから農業もかっこ良くないといけないし、今のま

までは駄目なんだろうね。

　益子に子供は少ないよね、年寄りも若い世代にど田舎の魅力、

楽しさを知らさなくてはいけない。年配の方々から、寄り添わなくて

はならない。今後、若い世代の獲得が課題になるのではないでしょ

うか。そのためには子供や若い人に好まれるお祭りでないといけな

いと思います。土祭も特に若い女性、男性がターゲットになるので

はないのかな。世代間で何か共有できるものが必要ですね。

(萩原| 18歳の方が子供の頃、友人に「益子は田舎だ」と言われて、

「田舎じゃない、益子はど田舎だ」と怒ったことがある、と。しかもそ

れは、ど田舎であることを誇りとして、そういう子も一方では育って

います。お互いに言葉を交わすように共有できることが必要なので

しょうが、それはこの土地のことではないでしょうか。年配の方は

若い世代より多くの情報を持っており、それを伝えることをしない

といけないのかもしれません。) 

　そうですね、植生も変わりますし、土地とは切り離せないですか

らね。我 も々わからないよ、何がいいのか。ただ、今年はお囃子をや

りながら、お菓子を子供たちへ益子で採れたものであげたいです

ね。土祭にも協力できることがあったら協力します。

13. 二十代の保育士への質問から

佐藤さん| 休みの日はどこに行って遊んでいるの?

保育士Aさん| 東京に行きます。新宿とかに服を買いに。

保育士Bさん（茂木出身）| 私も東京の友達に会いに行ったり。茂

木は遊ぶところがないんで…。

佐藤さん| 楽しい?

保育士Bさん| 楽しいです。

佐藤さん| そっかー、茂木は自然もあるんだけどね…。でも、これ

が現実だね。結局若い人たちからは寄ってこないんだよね。60過ぎ

の人は時間のある人が出てくるから、うまく繋がないといけないで

すね。本当に何かないと行ってしまう。

　それに、農産物を売るには、おしゃれさも必要。どんなフィルター

をかけるか、どう伝えるかが大切だよね。あと、女は甘いものが好き

だよね、ジェラート、甘味処かな。パンもね。でも、若い子に聞かな

いと分からないよね、直接聞いたほうがいいよ、私と話すより楽し

いよ。いつでも5時以降なら大丈夫!

(萩原| 是非お願いします (笑) 。ヒジノワで、アリス・ウォータースの

映画をやりました。オーガニックフードのアイコン的な存在の方。

実は益子にもそういう活動をしている農家さんがいる、ということを

ヒジノワの方が伝えたくて上映した、と聞いたことがあります。)

　うまく若い方に伝えないと駄目ですね。



園祭、土祭、七井小学校お囃子指導、七井幼稚園夏祭り参加、か

みねの森保育園夏祭り参加、赤羽保育園夏祭り参加、芳賀路ふ

れあいマラソン応援

課題：メンバー増強、次世代育成

2. 大沢お囃子会の結成について　

　世代間の交流のため、地域活性が一番の目的です。地域の交

流が少なく危機感があった。若い世代との交流がなく、誰が誰で

どこに住んでいるのかが分からなくなった。昔、農業で生業を立て

ていた時期は、みんな顔見知りではあったのですがね。

　そのこともあって、お囃子会ができた。その時の発起人は、細野

和男さん。お囃子は山本の原から教わった。七井幼稚園では、盆

踊りの太鼓に30年くらい叩きに来ていただいていた。その山本の

　北米から中南米までを旅し、ブラジルで半年間過ごした経験を

持つ、七井幼稚園の理事長を務める佐藤広志  (さとうひろし) さ

んから、祭りによる地域の交流と、幼稚園の活動についてお話を

伺った。

1. 大沢お囃子会についての基本情報 (佐藤広志さん制作資

料より)

名称：大沢お囃子会

結成時期：平成17年5月

結成理由：地域活性

理念：地域貢献、次世代の育成

メンバー：12名

活動：御霊神社夏越祭、御霊神社大祭、御霊神社大晦日、益子祇

09 - 65

原お囃子会に、この地区で教わることが決まり、益子町に補助金

申請を50万円し、それで楽器を購入した。今では小さな子供から

年配の方まで関わっている。

　最初は、山車はなく軽トラで、御霊神社のお祭りのときにお囃子

をして回っていた。佐藤テルさんが120～130万お金を寄付し、お囃

子の山車を、仲田さんという40代の星の宮の大工さんでお囃子会

の方に図面を引いてもらった。星の宮で作ったやつと同じようなや

つで、図面を引いてもらって作ったのですよ。彫刻があった方がい

いですが、そんな贅沢はできませんから。その方は、星の宮で一台

と、うちで一台作っています。

　今、若い世代は、神様が一カ所にいたのでは来ないでしょうよ、

神様が外に出ないとね。まずはみんなに来てもらって、見てもらっ

て、世代間交流をしなければならない。これを続けないといけない

んですが、今は叩く人がなかなか増えていかないんですよ。今後は

どういう風にして子供を増やしていくかが大切ですね。

　お囃子会は、7月31日の御霊神社夏越祭に出てもらっている。た

だ、今では平日だと厳しいので、その周辺の日にちに出している。今

まではビールとか飲み物を持ってきているんだけど、今後は手作り

のお菓子とか何か考えている。

3. 土祭の方向性

　土祭でもそうだけど、アートと美術のイベントではないと書いて

ありますが、かっこいいイベントであってもいいのではないかと思

います。産業祭って知ってます? それと同じにならないようにしなけ

ればならないかな。交流するには、茶屋とか、パン屋とかないと若

い人が行かないですね。

　地元の農をフィルターにかけて、おしゃれなのか何なのか、伝え

る術を考えなくてはならない。益子にはたくさんの農家がいる。意

識的に、焼きものの方も、農業の方も、今いるところではないところ

を目指さないと、新たな交流は生まれないのではないでしょうか。

どの方向に行けば、若者が集うか、あとは年寄りもいいもんだと思

える所をつくっていかなければならないと思う。努力しないといけ

ない、それをしないと若い人は残らない。道の駅の運営も分からな

い状態だし。

　七井地区の人たちは、土祭は町中だけの、焼きもの関係者だけ

の気がすると聞きます。俺らは関係ない、税金を同じように納めて

いるのにあんまり戻ってこない、その意見が土祭に多いですよ。あ

と昭和28年から29年に合併したでしょ、田野と七井の人たちは特

にその考えが強いよね。七井地区とか田野地区の人の掘り起こし

作業はしっかりやってもらわないと、どっちみち土祭は益子の城内

坂周辺の祭りだっぺ、となってしまわないように、そのために我 も々

協力したい。

(萩原| 土祭の参加者の方が、終わった後にどうきれいになったか、

どう交流が生まれたか、何が残ったのかが大切だと、それがないと

やる意味がないと話をされていました。)

　ドラッカーの言葉で「成果が主役である、主役は成果である」と。
努力するのは当然だとしたら、主役は成果だから、何かしら残さな

いといけないですね。どういう成果を残したらいいのか、土祭でお

考えください。そのビジョンをつくらないといけないですね。馬場さ

んが亡くなって、みんなでつくっていかないといけないんだけど、誰

かデフォルメしないといけない。全部取ったら駄目で、産業祭に

なってしまいますよ。そこで悪役が必要かな (笑) 。馬場さんは多分

誉められたり、けなされたりしたと思います。誰か悪役がいないと、

みんないい人ばかりではやっていけないかな。何かを取って何か

を捨てて、じゃないとね。

4. 祭りを通した交流と地域活性化

　原お囃子会から、お囃子を学んで、向こうの山車に乗せてもらっ

たり、お寺でのお囃子に参加させていただいたり、原のお囃子会に

は御霊神社の祭りに参加してもらったり、七井下町には代表が教

えに行っている。あとは、益子の祇園のときも私たちのお囃子会は、

鹿島神社の境内で叩いています、東田井のお囃子会と一緒に叩く

ときもある。覚えるときは、音符がないので口伝で、ちゃかんちゃ

ちゃかちゃんとか、ちゃかちゃかとか、でれすけでんでんとか、そん

な感じでやっていた。交流はありますね、いろんな所との。

　祭りっていう歌がありますよね、笛と太鼓は心踊るものでしょう

ね。祭りとは、心躍るもの。開放的になり、動物的になりますね、男

女が知り合う場所もあるし、酒を飲んで昂揚することがあるし、社

会性とは別の所にある気がします。おもしろい、心躍るとかその辺

のことなのかな。はめを外すとか、若い人でも酒飲むとか、男と女の

交流場所でもあって、いい娘を探すっていう場所でもあるよね。お

じいちゃんと、おばあちゃんも来るし、子供も来るしね。

　うまく繋がないといけないけど、そのうまくというのが分からない

と途中で廃れることになる。お金もかかるし、皮の張り替えとかお

金がかかるから。でもね、全部補助金でやってもつまんないし、お

金はかかってもしょうがないのかな。現代的にどうしたらいいかわ

からないけど。ただ、お祭りは若い人が帰ってきますよね。

(今井| 七井地区の大岡忠男さんも、お祭りがきちんとしていれば、

そのときぐらいは帰って来ると話していました。ご自身も昔の記憶

が残っていて、そういうのが大事なのではないか、と。佐藤さんもお

祭りの記憶はありますか?) 

　私は、茂木の上郭内 (かみかくない) で生まれた。中心部の大町

では山車があった。当時、同級生が大町にいて、羨ましいと感じて

いた。我々は山車ないから、乗れないし引っ張れないんだ。金魚掬

いとか、綿飴とか、それはそれで楽しかったけど、やっぱりね、乗り

たいとか、引っ張りたいとか。それだけ、お祭りが楽しかったし、華

やかだったんではないのかな。光っていた。

　最初から祭りを作るのは大変ですが、子供と女性をターゲット

にしたいなと思います、大沢のお祭りは。我 く々らいになったら、地

域と子供にお金と労力を掛けてもいいんではないでしょうか。我が

家のお祭りは、焼き肉喰いにいったり、寿司を喰いにいったりね、そ

れはそれ。それだけで満足できるものじゃない。七井地区としても

何かしないとね、今度下町さんと盆踊りをやるとか考えている。そ

れがいいかどうかわからないですけど、それを考えていく必要があ

るのではないでしょうか。下町、大沢、小宅の獅子舞、そういったも

のが結べるといいですよね。

(萩原| これまで各地区で、お囃子や獅子舞での文化交流があり

ました。例えば、新町で獅子舞をやっていて、それを東田井も始め

ることになりました。) 

　それはいいですね。文化をつくらないと離れていくんだよね、文

化があれば経済的な合理性に勝てるかもしれない。勝ち負けの問

題ではないけれどもね、対抗できるかもしれない。

(今井| いつ頃から地域の活性化に力を入れるようになりました

か?) 

　今61歳だけど、娘が東京に行った頃くらいからかな、一日自分の

家の周りにいられないし。やっぱり宇都宮行ったり、ベイシア行っ

たり、ツタヤ行ったりしなければいけない。東京はいろいろあるから

おもしろいんですよね。それじゃ幼稚園誰が継ぐの? そういうことか

らかな、自分たちの子供は帰ってくるのだろうか、とね。町に魅力な

いと帰ってこないよね、町には単純な経済的なものはないし、ペン

タックスもなくなってしまったしね。ただ、繋がないといけないです

ね。

5. ブラジルでの経験

　ユバ農場にいた経験もあるからね、ユバさんはこうやっていたか

な、と考えながらやっている。土祭と通じるところがあると思います。

　ブラジルへ行きました。20歳のころ、ロスで少し働いて、アメリカ

からバスでメキシコへ。パナマはバスがないからそこは飛んで、ニ

カラグアからコロンビア、ペルー、パラグアイ、ブラジルを2年半～3

年かけて渡った。ブラジルはおもしろいですよね。サソリとか、ガラ

ガラ蛇も食べました。ユバ農場という日系ブラジル人のコミュニ

ティーに私は半年いました。そこにタケチャンという農場の方がい

て、今でもメールとかで交流があります。

　この前、マリアンという女の子に東京で会ってきました。今は50

歳くらいですけどね。タケチャンは、農場部のトップでね。おもしろ

い話があるんです。ユバ農場は旅行者も入っていける場所でした

からね。その時は小学生の子もいたかな…。サツマイモを植えてい

たのですが、すごい雷になったんですね。タケチャンは、全く雷雨の

中でもやめないんですよ。タケチャンひどいなって思いましたよ。そ

のときのサツマイモの苗を植えたことを、この前、マリアンに話した

んですよ、「雷の中おっかなかったんだよ、タケチャンはひどいよね

」って。そしたらマリアンに「当たり前でしょ。雨があるときが一番い

いでしょ。雨があるときが一番苗がつきやすいからでしょ。何でや

めないといけないの?」と言われ、数十年経った後にやっとそのこと

が分かったんですよ。やっぱり日本と違うんですよ。それで「そうか、

我々の考えが少しあれなのかな」と思いましたよ。日本はやめちゃ

うよね。

(今井|そうですね、違う見方からすると捉え方がちがいますね。) 

　向こうからするとチャンスなんですよね、だからやめるわけにはい
かない。この間、初めて分かったんだ。

(萩原| 生きることの意識が強いのですかね。)

　安心安全だけではないんですよ。ユバは、農業を基本的にやっ
ている。バレエとか、図書館があったり、歌を歌ったりしている。

食っていけないから生産してやっていっている。この辺のニュアン

スは、芸術だとか、働くこととか、何か土祭と通じるところがあるん

ですかね。ただ、祈りとかになると宗教めいて面倒くさくなるのです

がね。

(萩原| 土地への感謝とか、通じるところがありますね。)

6. 祭りと幼稚園での食について

　山車を出す時は、お菓子を子供たちに配ろうと考えている。ベイ

シアとかで100円で売っているやつを100個買えばそれで喜ぶんだ

けどね。ただ、今のお母さんたちにはそれだけじゃだめなんだろう

な。手作りのもの、益子で採れたハチミツだとか、小麦を使ったも

のであるとか、しかも子供たちがあこがれるようなものを配っていく

とか、お金は同じ一万円だとしても、違ったものを作っていかないと

いけない。

(萩原| 例えばこの地区でハチミツを作っている方がいるし、ポップ

コーンとか無農薬野菜を作っている方もいる。紹介する意味も込

めて使うのはどうでしょうか。) 

　そうですね、ポップコーンの機械とか綿飴の機械とか幼稚園に

あるんですね。ポップコーンで、キャラメルとかハチミツとかで作っ

てみるとかしていたら喜ぶし、2、3日若干手間暇かけたものをやり

ながら引っ張ってできるのではないのでしょうか。お菓子を食べる

だけでいいんですけどね、そういうことしないとね、ベイシアとかで

買えるものもおいしそうに映るんだけど、それは多分違うんだろう

な、と思う。

　幼稚園には給食室があり、茂木のロリアンさんというところで生

地を買って、フランスパンを園で焼いていた。発酵した状態で持っ

てきてくれ、焼いて食べましょう、ということができていたんですよ。

ただ、「もうできない」とお手紙が来てしまってね。

私が南米を旅しているときに、貧しくても焼きたてのパンを食べて

いるんですよ。日本でも、古い米でも炊きたてのご飯なら食えるん

ですよね。南米の貧しい場所の中でも、焼きたてのパンはおいしい

んですよ。日本でもご飯は炊きたてでしょ、だからパンもそんな風に

焼きたてを提供していきたいな、と考えています。

　そういう風に思って10年やってきて、4月からそれをどうしようか

な、と悩んでいるところです。今、できなくなってしまっているからど

うしたらいいか、方法があればどうにかしたいですね。高価なもの

を食べさせなくてもいいけど、別にお米もコシヒカリを食べさせなく

てもいいけど、栃木県産のを食べたりね。ご飯も炊きたてでしょ、

じゃあパンも焼きたてを提供したい、そういうことは必要だと思う。

それに、当然のようにさ、当然のように「焼きたてのパン」を食べさ

せるということは必要かな。

(萩原| 益子には、橋本さんという無農薬小麦とか野菜を作ってい

る方がいます。) 

　小麦粉でも何でも食べられればありがたいな、そういったことが

あるととてもありがたいですね。情報を頂きたいですね。

7. 七井幼稚園のあり方とお母さんたちのこと

　サツマイモ掘りやジャガイモ掘りもやっていますし、ベイシアの

フェンスに向けて、絵を飾っている。幼稚園も地域のものなので、

地域の中でどう活性化できるのかと考えている。そこの公園は我々

が管理している。お金ももらってなくても、水をやって草刈りをして

いた。やっぱりきれいにしたいのですよ。この辺の景色をね。

　あとは、読み聞かせとかね、保護者の方々には他の幼稚園よりも

手伝ってもらっていると思います。ボランティアなどもやっている。ゴ

スペルは益子の夜市の方でもやっていますね。元々は幼稚園に来

ていた母親、もう巣立っちゃって地域の方になってるんだけど、今

でも体育館をお貸ししています。ネコの手ボランティア、通称ネコボ

ラはいろいろ手伝ってもらっている。温水プールがあるので、子供

の着替え、髪の毛を乾かすのをやってもらっていたり、長縄跳びの

縄回しとその数えることをして、募集すると保護者中心で10人くら

い来てくれますね。あと、七井幼稚園駅伝部に所属していて駅伝

部で走る。私も走るんですよね。

　陶好会 (とうこうかい) には園の窯を貸してしている。それでお母

さんが勝手にやって作ったものを売って小遣い稼ぎをしている 

(笑) 。一回火を窯に入れると3000円とかね、これは儲かりもしない

けどね。主に引っ越してきた方が陶好会に入っている。陶芸家の方

はいないですね。「益子に来たから焼きものやりたくて」と言って。

ロクロも2台あるし、園内のは使い放題。保育料もらっているからい

いのですよ、使ってもらわないと。

　幼稚園は交流をする場所、情報は公開した方がよいということ

です。交流を多くやっていた方がいいし、ここは交流するところで

あってほしい。我々がやるより、交流が生まれることによって子育て

の先輩の方 と々交流が生まれることの方が良いのではないかと

思っています。いかに健康的にさせるか、それが我々の仕事だね、

健康的にしないといけない。風通しをよくしなければいけないよ。

閉め切っちゃっていると建物でもなんでも煮詰まってよくない。そ

の方が、家庭でも健康になる。お母さんたちがエネルギーを発散

できる場所があって、お母さんたちが元気でいられたらいいのかな。

ま、そうだよね、幼稚園でやっているのは、できることで、できる範囲

でやっているのだけどね。

　我々は、ボランティア活動をしていただいていて本当にありがた

いんですよ、本当にお母さん方は、能力が高い。変な話、人件費が

かからないんですよ、皆さんボランティアしてくれる。本当にありが

たい、子供がいい環境にいた方が豊かになれる、という考えがあり

ますね、お母さんたちも他の子供たちを見られますので、よく手を

挙げて来てくれます。自分の家の子供大丈夫なのかな、と思っちゃ

うくらいね。園で働いている方の中には、もともとPTAをやっていた

方もいるんですよ。みんな元気な良いお母さんたちが手伝ってくれ

ているので、これだけの環境が整えられるのかな。多分幼稚園づく

りとまちづくりも似ているところがあると思いますので、大変だと思

いますが、うまくコーディネートしてくださいね。

8. 安心安全と子供の生命力

　バンビクラブというのがあります。年間数回、月に一回は、子供た

ちを七井駅に降ろして歩かせるんですよ。それでバンビクラブの保

護者の方に連れて来てもらう。その反省会が今日あるんですよ。

　バスで送り迎えをすると、ほとんど歩くことなく来るでしょう。交

通の勉強だとして園内でやると車が来ないんですよ。それじゃ学べ

ないと思いますね。夏でも外、冬でも外、外で生きている実感を味

わえないと。安心安全だけではないんですよ。その部分を、幼稚園

ではどこまで提供できるのかな、ということを考えています。

　山登りをしています。年長さんは、芳賀富士と雨巻山を登らない

と卒園できません。あと、役場から歩いてこないといけないんです

ね。年長は大体課題をクリアしたかな。

　安心安全を求めていても、安心安全の社会は生まれない。不安

定が前提としてあって、不安定な中で、大震災もそうですよね。あと

は犯罪ですよね、オレオレ詐欺もあるし、狙われるのはまず老人と

子供ですね、弱いですから狙われますよ。

　私は、動物行動学が好きなんです (笑) 。転んだ子供を起こすか

起こさないかも大きなこと、すごく重要なことなんですよ。0～1歳児

以外はなるべく起こさない、それは冷たいのか、何なのか分からな

いが、転ぶのはしょうがない。泣くのはいいんだけどね。シマウマが

転んで泣いていたら、ライオンに食べられちゃうでしょ。幼稚園で

は、立ち上がってから手当はしますね。

(萩原| 安心な場所にいると感覚が閉じちゃいますよね。そうすると

得られる情報がとても少なくなってしまう。外にいる状態だとしたら、

開いていないとやっていけない。) 

　山は若干危険な方がいいんですよ、這いつくばってね、梯子とか、

若干危険な方が子供たちの生命力が出てくるんですよ。我々がそ

ういうところの入り口で、小学校はこういうことはできないし、本当

はご家庭でやっていただければいいんですけどね。それで、山に登

るか何かしないと、動物的な感覚は研ぎ澄まされないでしょ。役場

でも、社会でも、安心安全を謳っているでしょ、それではね。山とか

フィールドワークの中で、危険なところを登ったりする中での生命

力、そのために山登り等をしていますね。

(萩原| 真岡市では、子供たちと専門的な人たちが集まって『真岡

市の動植物』という本を作った。それは、まちづくりの指針にもなり

ます。ただ、益子町にはない。子供たちの学習と動物的な感覚を広

げる意味で、益子町でもできたらいいと私は考えています。) 

　それはいいですね。

　幼稚園では、山本さんのいくべ会に協力してもらっています。山

本さんはすごい人で、自分で自費で整備をしているんですよね。非

常に山本さんはおもしろいですよ。あと、暴れている子でも、そうい

う場所では暴れませんね、危険が分かるから。こういう幼稚園のよ

うな場所ではわざと暴れるんですよ。山の中では、子供によっては

怖いと言いますから、私たちにとっては教育的観点からそこが狙い

ですね。大人でも子供でも同じで、安心安全だから酔っぱらえるん

ですよ。家族でも山に登ってほしいと思いますし、子供たちの力を

引き出してほしいですね。

9. 子供とお母さんを集めるためには

　楽しく、たくましく、楽しくない時には園長に話してください、と皆

さんに話しています。私は保育園を中退したんですよ、楽しくなくっ

てね。子供を集めるには食べ物ですよね、食文化ですかね。うちの

娘も食に興味があって、一時期自然食に興味ありましたけど、小学

校で諦めましたね。子供が来るのは食べ物、テキ屋さんが好きな

んだよね、土祭ではそういう食べ物が必要なんだよね。子供にとっ

ては、無添加だとか関係ないんだよね。

(萩原| 甘くて、おいしそうで、おいしくて、分かりやすいもの、子供

が食いついてきそうなものが必要ですね。) 

　我々は、お母さんと子供を対象にしているんです。お母さんしか

子供を連れてこられないんですよ。ただ、お母さんが行きたいから

という理由じゃ、お母さんは大ブーイングを家の中で受けてしまう。

「私が楽しいから行きます」じゃ、「何だうちの嫁は!」と言われてしま

う。「仮面ライダーがうちの子が好きだから行ってきます」と言うと、

「じゃ行っておいで」という話になる。お母さんが「良い化粧品があ

るから行ってきます」なんて言うと本当に大変だよ (笑) 。

　子供が何かあるから行くというと、金魚掬いとか、SLがあるから

とか、ウサギがいますとか、子供は好きですね、そういう理由だと、

親は言い出しやすいよね。うまくそこをしないとね。ただ、無添加無

農薬だけじゃ子供は行かない、多少毒があったほうがいいんだよ

ね。匂い、色、香りとか、ネオンとか毒があるから行くんだから 

(笑) 。好奇心をそそること、危ないところも必要。

(萩原| 毒 し々いこと、良いテーマですね。)

10. 男と女について

　子育てができることが重要ですから、若い女性に知らせることで、

子供たちに繋げるため、女性はなくてはならないもの、子供を産む

ことができる。お母さんたちにどうしたら来て頂けるかですよね。お

母さんがおもしろいなと思わないとね。

　女の方が強い、幼稚園の職員室で過ごしていると男は弱いね。

男が良いところは、いろんなものを破壊して新しいものを作ること、

あとは、筋力が強いとか。平和になったら女が強い、男の価値がな

くなってしまうから、男は生産性がないし、病気にも弱いし (笑) 。

歌を覚えることも女の方が早いし、先生が「これやるよー」と言って

も、集まってくるのは女。男は相変わらず泥団子を作っている。

(今井| お父さんが幼稚園に関わるのも少ないんですかね?) 

　少ないですね、おやじの会でお父さんたちがやってるのはペンキ

塗り、それから餅つき、やっぱり力仕事。男は草刈りとか、餅つきと

かしゃべんなくても肉体交流ができるでしょ、お父さんも気が楽。

あと、駅伝部は男が多いですね。

(萩原| 説得力ありますね、子供たちを見ているだけに。) 

　星飛雄馬の親父がちゃぶ台ひっくりかえすのはね、あれしかな

いから。男の駄目な部分が出ているよね。

11. 土祭の市場への提案

　三つの地域の特産物を並べた一坪販売店があるといいよね、

地域の人がそこにいるから。土祭広場で、地域の特産物を並べる。

市場でも土祭でも、繋がっていることを意識できることが必要。土

祭の音楽祭にお囃子会で叩きに行っても知り合いがいないのが

ね。この地域の夕焼けバーの出店者、知り合いの人がいない、食

べたり飲んだりするのにね、いなくてもいい面もあるにはあるんだ

けどね。そういう土祭のような機会に、コミュニティーを繋げていけ

るのかな。コミュニティーを繋げていくものは、伝統を含めて文化

だと思うんですよ。

12. この土地のことを繋げるために

(萩原| 繋げていくということで、最近の聞き取りの中で、80代くら

いの方は水が浄化される理由を体感と経験的に知っています。そ

れに、このあたりにはシジミもいたそうです。) 

　そうですね、繋げないといけないですよね。20年前くらいまでシ

ジミはいましたよ、私は娘が取って来たものを食べていました。大

羽川の支流、用水路で、魚はナマズとか釣って食べていた、オイカ

ワ、今でもドジョウなんかもいたし食べている。タナゴはいなかった

かな。

　私はここに骨を埋めるつもりで生きているので、地域についてい

えば、子供たちにここにいてほしい。だけど、仕事がない、文化がな

い、となると若い人が残らない。例えばインターパークとかに流れ

てしまう。あと休みの日には、コストコとかにね、東京とかに流れてし

まう。行くのはいいのだけどね、いろいろあるし楽しいし。だけど、若

い人は益子のカフェには行ったりするんだよね。みんなおしゃれが

好きなんですよ、だから農業もかっこ良くないといけないし、今のま

までは駄目なんだろうね。

　益子に子供は少ないよね、年寄りも若い世代にど田舎の魅力、

楽しさを知らさなくてはいけない。年配の方々から、寄り添わなくて

はならない。今後、若い世代の獲得が課題になるのではないでしょ

うか。そのためには子供や若い人に好まれるお祭りでないといけな

いと思います。土祭も特に若い女性、男性がターゲットになるので

はないのかな。世代間で何か共有できるものが必要ですね。

(萩原| 18歳の方が子供の頃、友人に「益子は田舎だ」と言われて、

「田舎じゃない、益子はど田舎だ」と怒ったことがある、と。しかもそ

れは、ど田舎であることを誇りとして、そういう子も一方では育って

います。お互いに言葉を交わすように共有できることが必要なので

しょうが、それはこの土地のことではないでしょうか。年配の方は

若い世代より多くの情報を持っており、それを伝えることをしない

といけないのかもしれません。) 

　そうですね、植生も変わりますし、土地とは切り離せないですか

らね。我 も々わからないよ、何がいいのか。ただ、今年はお囃子をや

りながら、お菓子を子供たちへ益子で採れたものであげたいです

ね。土祭にも協力できることがあったら協力します。

13. 二十代の保育士への質問から

佐藤さん| 休みの日はどこに行って遊んでいるの?

保育士Aさん| 東京に行きます。新宿とかに服を買いに。

保育士Bさん（茂木出身）| 私も東京の友達に会いに行ったり。茂

木は遊ぶところがないんで…。

佐藤さん| 楽しい?

保育士Bさん| 楽しいです。

佐藤さん| そっかー、茂木は自然もあるんだけどね…。でも、これ

が現実だね。結局若い人たちからは寄ってこないんだよね。60過ぎ

の人は時間のある人が出てくるから、うまく繋がないといけないで

すね。本当に何かないと行ってしまう。

　それに、農産物を売るには、おしゃれさも必要。どんなフィルター

をかけるか、どう伝えるかが大切だよね。あと、女は甘いものが好き

だよね、ジェラート、甘味処かな。パンもね。でも、若い子に聞かな

いと分からないよね、直接聞いたほうがいいよ、私と話すより楽し

いよ。いつでも5時以降なら大丈夫!

(萩原| 是非お願いします (笑) 。ヒジノワで、アリス・ウォータースの

映画をやりました。オーガニックフードのアイコン的な存在の方。

実は益子にもそういう活動をしている農家さんがいる、ということを

ヒジノワの方が伝えたくて上映した、と聞いたことがあります。)

　うまく若い方に伝えないと駄目ですね。
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2. 大沢お囃子会の結成について　

　世代間の交流のため、地域活性が一番の目的です。地域の交

流が少なく危機感があった。若い世代との交流がなく、誰が誰で

どこに住んでいるのかが分からなくなった。昔、農業で生業を立て

ていた時期は、みんな顔見知りではあったのですがね。

　そのこともあって、お囃子会ができた。その時の発起人は、細野

和男さん。お囃子は山本の原から教わった。七井幼稚園では、盆

踊りの太鼓に30年くらい叩きに来ていただいていた。その山本の

　北米から中南米までを旅し、ブラジルで半年間過ごした経験を

持つ、七井幼稚園の理事長を務める佐藤広志  (さとうひろし) さ

んから、祭りによる地域の交流と、幼稚園の活動についてお話を

伺った。

1. 大沢お囃子会についての基本情報 (佐藤広志さん制作資

料より)

名称：大沢お囃子会

結成時期：平成17年5月

結成理由：地域活性

理念：地域貢献、次世代の育成

メンバー：12名

活動：御霊神社夏越祭、御霊神社大祭、御霊神社大晦日、益子祇

原お囃子会に、この地区で教わることが決まり、益子町に補助金

申請を50万円し、それで楽器を購入した。今では小さな子供から

年配の方まで関わっている。

　最初は、山車はなく軽トラで、御霊神社のお祭りのときにお囃子

をして回っていた。佐藤テルさんが120～130万お金を寄付し、お囃

子の山車を、仲田さんという40代の星の宮の大工さんでお囃子会

の方に図面を引いてもらった。星の宮で作ったやつと同じようなや

つで、図面を引いてもらって作ったのですよ。彫刻があった方がい

いですが、そんな贅沢はできませんから。その方は、星の宮で一台

と、うちで一台作っています。

　今、若い世代は、神様が一カ所にいたのでは来ないでしょうよ、

神様が外に出ないとね。まずはみんなに来てもらって、見てもらっ

て、世代間交流をしなければならない。これを続けないといけない

んですが、今は叩く人がなかなか増えていかないんですよ。今後は

どういう風にして子供を増やしていくかが大切ですね。

　お囃子会は、7月31日の御霊神社夏越祭に出てもらっている。た

だ、今では平日だと厳しいので、その周辺の日にちに出している。今

まではビールとか飲み物を持ってきているんだけど、今後は手作り

のお菓子とか何か考えている。

3. 土祭の方向性

　土祭でもそうだけど、アートと美術のイベントではないと書いて

ありますが、かっこいいイベントであってもいいのではないかと思

います。産業祭って知ってます? それと同じにならないようにしなけ

ればならないかな。交流するには、茶屋とか、パン屋とかないと若

い人が行かないですね。

　地元の農をフィルターにかけて、おしゃれなのか何なのか、伝え

る術を考えなくてはならない。益子にはたくさんの農家がいる。意

識的に、焼きものの方も、農業の方も、今いるところではないところ

を目指さないと、新たな交流は生まれないのではないでしょうか。

どの方向に行けば、若者が集うか、あとは年寄りもいいもんだと思

える所をつくっていかなければならないと思う。努力しないといけ

ない、それをしないと若い人は残らない。道の駅の運営も分からな

い状態だし。

　七井地区の人たちは、土祭は町中だけの、焼きもの関係者だけ

の気がすると聞きます。俺らは関係ない、税金を同じように納めて
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いるのにあんまり戻ってこない、その意見が土祭に多いですよ。あ

と昭和28年から29年に合併したでしょ、田野と七井の人たちは特

にその考えが強いよね。七井地区とか田野地区の人の掘り起こし

作業はしっかりやってもらわないと、どっちみち土祭は益子の城内

坂周辺の祭りだっぺ、となってしまわないように、そのために我 も々

協力したい。

(萩原| 土祭の参加者の方が、終わった後にどうきれいになったか、

どう交流が生まれたか、何が残ったのかが大切だと、それがないと

やる意味がないと話をされていました。)

　ドラッカーの言葉で「成果が主役である、主役は成果である」と。
努力するのは当然だとしたら、主役は成果だから、何かしら残さな

いといけないですね。どういう成果を残したらいいのか、土祭でお

考えください。そのビジョンをつくらないといけないですね。馬場さ

んが亡くなって、みんなでつくっていかないといけないんだけど、誰

かデフォルメしないといけない。全部取ったら駄目で、産業祭に

なってしまいますよ。そこで悪役が必要かな (笑) 。馬場さんは多分

誉められたり、けなされたりしたと思います。誰か悪役がいないと、

みんないい人ばかりではやっていけないかな。何かを取って何か

を捨てて、じゃないとね。

4. 祭りを通した交流と地域活性化

　原お囃子会から、お囃子を学んで、向こうの山車に乗せてもらっ

たり、お寺でのお囃子に参加させていただいたり、原のお囃子会に

は御霊神社の祭りに参加してもらったり、七井下町には代表が教

えに行っている。あとは、益子の祇園のときも私たちのお囃子会は、

鹿島神社の境内で叩いています、東田井のお囃子会と一緒に叩く

ときもある。覚えるときは、音符がないので口伝で、ちゃかんちゃ

ちゃかちゃんとか、ちゃかちゃかとか、でれすけでんでんとか、そん

な感じでやっていた。交流はありますね、いろんな所との。

　祭りっていう歌がありますよね、笛と太鼓は心踊るものでしょう

ね。祭りとは、心躍るもの。開放的になり、動物的になりますね、男

女が知り合う場所もあるし、酒を飲んで昂揚することがあるし、社

会性とは別の所にある気がします。おもしろい、心躍るとかその辺

のことなのかな。はめを外すとか、若い人でも酒飲むとか、男と女の

交流場所でもあって、いい娘を探すっていう場所でもあるよね。お

じいちゃんと、おばあちゃんも来るし、子供も来るしね。

　うまく繋がないといけないけど、そのうまくというのが分からない

と途中で廃れることになる。お金もかかるし、皮の張り替えとかお

金がかかるから。でもね、全部補助金でやってもつまんないし、お

金はかかってもしょうがないのかな。現代的にどうしたらいいかわ

からないけど。ただ、お祭りは若い人が帰ってきますよね。

(今井| 七井地区の大岡忠男さんも、お祭りがきちんとしていれば、

そのときぐらいは帰って来ると話していました。ご自身も昔の記憶

が残っていて、そういうのが大事なのではないか、と。佐藤さんもお

祭りの記憶はありますか?) 

　私は、茂木の上郭内 (かみかくない) で生まれた。中心部の大町

では山車があった。当時、同級生が大町にいて、羨ましいと感じて

いた。我々は山車ないから、乗れないし引っ張れないんだ。金魚掬

いとか、綿飴とか、それはそれで楽しかったけど、やっぱりね、乗り

たいとか、引っ張りたいとか。それだけ、お祭りが楽しかったし、華

やかだったんではないのかな。光っていた。

　最初から祭りを作るのは大変ですが、子供と女性をターゲット

にしたいなと思います、大沢のお祭りは。我 く々らいになったら、地

域と子供にお金と労力を掛けてもいいんではないでしょうか。我が

家のお祭りは、焼き肉喰いにいったり、寿司を喰いにいったりね、そ

れはそれ。それだけで満足できるものじゃない。七井地区としても

何かしないとね、今度下町さんと盆踊りをやるとか考えている。そ

れがいいかどうかわからないですけど、それを考えていく必要があ

るのではないでしょうか。下町、大沢、小宅の獅子舞、そういったも

のが結べるといいですよね。

(萩原| これまで各地区で、お囃子や獅子舞での文化交流があり

ました。例えば、新町で獅子舞をやっていて、それを東田井も始め

ることになりました。) 

　それはいいですね。文化をつくらないと離れていくんだよね、文

化があれば経済的な合理性に勝てるかもしれない。勝ち負けの問

題ではないけれどもね、対抗できるかもしれない。

(今井| いつ頃から地域の活性化に力を入れるようになりました

か?) 

　今61歳だけど、娘が東京に行った頃くらいからかな、一日自分の

家の周りにいられないし。やっぱり宇都宮行ったり、ベイシア行っ

たり、ツタヤ行ったりしなければいけない。東京はいろいろあるから

おもしろいんですよね。それじゃ幼稚園誰が継ぐの? そういうことか

らかな、自分たちの子供は帰ってくるのだろうか、とね。町に魅力な

いと帰ってこないよね、町には単純な経済的なものはないし、ペン

タックスもなくなってしまったしね。ただ、繋がないといけないです

ね。

5. ブラジルでの経験

　ユバ農場にいた経験もあるからね、ユバさんはこうやっていたか

な、と考えながらやっている。土祭と通じるところがあると思います。

　ブラジルへ行きました。20歳のころ、ロスで少し働いて、アメリカ

からバスでメキシコへ。パナマはバスがないからそこは飛んで、ニ

カラグアからコロンビア、ペルー、パラグアイ、ブラジルを2年半～3

年かけて渡った。ブラジルはおもしろいですよね。サソリとか、ガラ

ガラ蛇も食べました。ユバ農場という日系ブラジル人のコミュニ

ティーに私は半年いました。そこにタケチャンという農場の方がい

て、今でもメールとかで交流があります。

　この前、マリアンという女の子に東京で会ってきました。今は50

歳くらいですけどね。タケチャンは、農場部のトップでね。おもしろ

い話があるんです。ユバ農場は旅行者も入っていける場所でした

からね。その時は小学生の子もいたかな…。サツマイモを植えてい

たのですが、すごい雷になったんですね。タケチャンは、全く雷雨の

中でもやめないんですよ。タケチャンひどいなって思いましたよ。そ

のときのサツマイモの苗を植えたことを、この前、マリアンに話した

んですよ、「雷の中おっかなかったんだよ、タケチャンはひどいよね

」って。そしたらマリアンに「当たり前でしょ。雨があるときが一番い

いでしょ。雨があるときが一番苗がつきやすいからでしょ。何でや

めないといけないの?」と言われ、数十年経った後にやっとそのこと

が分かったんですよ。やっぱり日本と違うんですよ。それで「そうか、

我々の考えが少しあれなのかな」と思いましたよ。日本はやめちゃ

うよね。

(今井|そうですね、違う見方からすると捉え方がちがいますね。) 

　向こうからするとチャンスなんですよね、だからやめるわけにはい
かない。この間、初めて分かったんだ。

(萩原| 生きることの意識が強いのですかね。)

　安心安全だけではないんですよ。ユバは、農業を基本的にやっ
ている。バレエとか、図書館があったり、歌を歌ったりしている。

食っていけないから生産してやっていっている。この辺のニュアン

スは、芸術だとか、働くこととか、何か土祭と通じるところがあるん

ですかね。ただ、祈りとかになると宗教めいて面倒くさくなるのです

がね。

(萩原| 土地への感謝とか、通じるところがありますね。)

6. 祭りと幼稚園での食について

　山車を出す時は、お菓子を子供たちに配ろうと考えている。ベイ

シアとかで100円で売っているやつを100個買えばそれで喜ぶんだ

けどね。ただ、今のお母さんたちにはそれだけじゃだめなんだろう

な。手作りのもの、益子で採れたハチミツだとか、小麦を使ったも

のであるとか、しかも子供たちがあこがれるようなものを配っていく

とか、お金は同じ一万円だとしても、違ったものを作っていかないと

いけない。

(萩原| 例えばこの地区でハチミツを作っている方がいるし、ポップ

コーンとか無農薬野菜を作っている方もいる。紹介する意味も込

めて使うのはどうでしょうか。) 

　そうですね、ポップコーンの機械とか綿飴の機械とか幼稚園に

あるんですね。ポップコーンで、キャラメルとかハチミツとかで作っ

てみるとかしていたら喜ぶし、2、3日若干手間暇かけたものをやり

ながら引っ張ってできるのではないのでしょうか。お菓子を食べる

だけでいいんですけどね、そういうことしないとね、ベイシアとかで

買えるものもおいしそうに映るんだけど、それは多分違うんだろう

な、と思う。

　幼稚園には給食室があり、茂木のロリアンさんというところで生

地を買って、フランスパンを園で焼いていた。発酵した状態で持っ

てきてくれ、焼いて食べましょう、ということができていたんですよ。

ただ、「もうできない」とお手紙が来てしまってね。

私が南米を旅しているときに、貧しくても焼きたてのパンを食べて

いるんですよ。日本でも、古い米でも炊きたてのご飯なら食えるん

ですよね。南米の貧しい場所の中でも、焼きたてのパンはおいしい

んですよ。日本でもご飯は炊きたてでしょ、だからパンもそんな風に

焼きたてを提供していきたいな、と考えています。

　そういう風に思って10年やってきて、4月からそれをどうしようか

な、と悩んでいるところです。今、できなくなってしまっているからど

うしたらいいか、方法があればどうにかしたいですね。高価なもの

を食べさせなくてもいいけど、別にお米もコシヒカリを食べさせなく

てもいいけど、栃木県産のを食べたりね。ご飯も炊きたてでしょ、

じゃあパンも焼きたてを提供したい、そういうことは必要だと思う。

それに、当然のようにさ、当然のように「焼きたてのパン」を食べさ

せるということは必要かな。

(萩原| 益子には、橋本さんという無農薬小麦とか野菜を作ってい

る方がいます。) 

　小麦粉でも何でも食べられればありがたいな、そういったことが

あるととてもありがたいですね。情報を頂きたいですね。

7. 七井幼稚園のあり方とお母さんたちのこと

　サツマイモ掘りやジャガイモ掘りもやっていますし、ベイシアの

フェンスに向けて、絵を飾っている。幼稚園も地域のものなので、

地域の中でどう活性化できるのかと考えている。そこの公園は我々

が管理している。お金ももらってなくても、水をやって草刈りをして

いた。やっぱりきれいにしたいのですよ。この辺の景色をね。

　あとは、読み聞かせとかね、保護者の方々には他の幼稚園よりも

手伝ってもらっていると思います。ボランティアなどもやっている。ゴ

スペルは益子の夜市の方でもやっていますね。元々は幼稚園に来

ていた母親、もう巣立っちゃって地域の方になってるんだけど、今

でも体育館をお貸ししています。ネコの手ボランティア、通称ネコボ

ラはいろいろ手伝ってもらっている。温水プールがあるので、子供

の着替え、髪の毛を乾かすのをやってもらっていたり、長縄跳びの

縄回しとその数えることをして、募集すると保護者中心で10人くら

い来てくれますね。あと、七井幼稚園駅伝部に所属していて駅伝

部で走る。私も走るんですよね。

　陶好会 (とうこうかい) には園の窯を貸してしている。それでお母

さんが勝手にやって作ったものを売って小遣い稼ぎをしている 

(笑) 。一回火を窯に入れると3000円とかね、これは儲かりもしない

けどね。主に引っ越してきた方が陶好会に入っている。陶芸家の方

はいないですね。「益子に来たから焼きものやりたくて」と言って。

ロクロも2台あるし、園内のは使い放題。保育料もらっているからい

いのですよ、使ってもらわないと。

　幼稚園は交流をする場所、情報は公開した方がよいということ

です。交流を多くやっていた方がいいし、ここは交流するところで

あってほしい。我々がやるより、交流が生まれることによって子育て

の先輩の方 と々交流が生まれることの方が良いのではないかと

思っています。いかに健康的にさせるか、それが我々の仕事だね、

健康的にしないといけない。風通しをよくしなければいけないよ。

閉め切っちゃっていると建物でもなんでも煮詰まってよくない。そ

の方が、家庭でも健康になる。お母さんたちがエネルギーを発散

できる場所があって、お母さんたちが元気でいられたらいいのかな。

ま、そうだよね、幼稚園でやっているのは、できることで、できる範囲

でやっているのだけどね。

　我々は、ボランティア活動をしていただいていて本当にありがた

いんですよ、本当にお母さん方は、能力が高い。変な話、人件費が

かからないんですよ、皆さんボランティアしてくれる。本当にありが

たい、子供がいい環境にいた方が豊かになれる、という考えがあり

ますね、お母さんたちも他の子供たちを見られますので、よく手を

挙げて来てくれます。自分の家の子供大丈夫なのかな、と思っちゃ

うくらいね。園で働いている方の中には、もともとPTAをやっていた

方もいるんですよ。みんな元気な良いお母さんたちが手伝ってくれ

ているので、これだけの環境が整えられるのかな。多分幼稚園づく

りとまちづくりも似ているところがあると思いますので、大変だと思

いますが、うまくコーディネートしてくださいね。

8. 安心安全と子供の生命力

　バンビクラブというのがあります。年間数回、月に一回は、子供た

ちを七井駅に降ろして歩かせるんですよ。それでバンビクラブの保

護者の方に連れて来てもらう。その反省会が今日あるんですよ。

　バスで送り迎えをすると、ほとんど歩くことなく来るでしょう。交

通の勉強だとして園内でやると車が来ないんですよ。それじゃ学べ

ないと思いますね。夏でも外、冬でも外、外で生きている実感を味

わえないと。安心安全だけではないんですよ。その部分を、幼稚園

ではどこまで提供できるのかな、ということを考えています。

　山登りをしています。年長さんは、芳賀富士と雨巻山を登らない

と卒園できません。あと、役場から歩いてこないといけないんです

ね。年長は大体課題をクリアしたかな。

　安心安全を求めていても、安心安全の社会は生まれない。不安

定が前提としてあって、不安定な中で、大震災もそうですよね。あと

は犯罪ですよね、オレオレ詐欺もあるし、狙われるのはまず老人と

子供ですね、弱いですから狙われますよ。

　私は、動物行動学が好きなんです (笑) 。転んだ子供を起こすか

起こさないかも大きなこと、すごく重要なことなんですよ。0～1歳児

以外はなるべく起こさない、それは冷たいのか、何なのか分からな

いが、転ぶのはしょうがない。泣くのはいいんだけどね。シマウマが

転んで泣いていたら、ライオンに食べられちゃうでしょ。幼稚園で

は、立ち上がってから手当はしますね。

(萩原| 安心な場所にいると感覚が閉じちゃいますよね。そうすると

得られる情報がとても少なくなってしまう。外にいる状態だとしたら、

開いていないとやっていけない。) 

　山は若干危険な方がいいんですよ、這いつくばってね、梯子とか、

若干危険な方が子供たちの生命力が出てくるんですよ。我々がそ

ういうところの入り口で、小学校はこういうことはできないし、本当

はご家庭でやっていただければいいんですけどね。それで、山に登

るか何かしないと、動物的な感覚は研ぎ澄まされないでしょ。役場

でも、社会でも、安心安全を謳っているでしょ、それではね。山とか

フィールドワークの中で、危険なところを登ったりする中での生命

力、そのために山登り等をしていますね。

(萩原| 真岡市では、子供たちと専門的な人たちが集まって『真岡

市の動植物』という本を作った。それは、まちづくりの指針にもなり

ます。ただ、益子町にはない。子供たちの学習と動物的な感覚を広

げる意味で、益子町でもできたらいいと私は考えています。) 

　それはいいですね。

　幼稚園では、山本さんのいくべ会に協力してもらっています。山

本さんはすごい人で、自分で自費で整備をしているんですよね。非

常に山本さんはおもしろいですよ。あと、暴れている子でも、そうい

う場所では暴れませんね、危険が分かるから。こういう幼稚園のよ

うな場所ではわざと暴れるんですよ。山の中では、子供によっては

怖いと言いますから、私たちにとっては教育的観点からそこが狙い

ですね。大人でも子供でも同じで、安心安全だから酔っぱらえるん

ですよ。家族でも山に登ってほしいと思いますし、子供たちの力を

引き出してほしいですね。

9. 子供とお母さんを集めるためには

　楽しく、たくましく、楽しくない時には園長に話してください、と皆

さんに話しています。私は保育園を中退したんですよ、楽しくなくっ

てね。子供を集めるには食べ物ですよね、食文化ですかね。うちの

娘も食に興味があって、一時期自然食に興味ありましたけど、小学

校で諦めましたね。子供が来るのは食べ物、テキ屋さんが好きな

んだよね、土祭ではそういう食べ物が必要なんだよね。子供にとっ

ては、無添加だとか関係ないんだよね。

(萩原| 甘くて、おいしそうで、おいしくて、分かりやすいもの、子供

が食いついてきそうなものが必要ですね。) 

　我々は、お母さんと子供を対象にしているんです。お母さんしか

子供を連れてこられないんですよ。ただ、お母さんが行きたいから

という理由じゃ、お母さんは大ブーイングを家の中で受けてしまう。

「私が楽しいから行きます」じゃ、「何だうちの嫁は!」と言われてしま

う。「仮面ライダーがうちの子が好きだから行ってきます」と言うと、

「じゃ行っておいで」という話になる。お母さんが「良い化粧品があ

るから行ってきます」なんて言うと本当に大変だよ (笑) 。

　子供が何かあるから行くというと、金魚掬いとか、SLがあるから

とか、ウサギがいますとか、子供は好きですね、そういう理由だと、

親は言い出しやすいよね。うまくそこをしないとね。ただ、無添加無

農薬だけじゃ子供は行かない、多少毒があったほうがいいんだよ

ね。匂い、色、香りとか、ネオンとか毒があるから行くんだから 

(笑) 。好奇心をそそること、危ないところも必要。

(萩原| 毒 し々いこと、良いテーマですね。)

10. 男と女について

　子育てができることが重要ですから、若い女性に知らせることで、

子供たちに繋げるため、女性はなくてはならないもの、子供を産む

ことができる。お母さんたちにどうしたら来て頂けるかですよね。お

母さんがおもしろいなと思わないとね。

　女の方が強い、幼稚園の職員室で過ごしていると男は弱いね。

男が良いところは、いろんなものを破壊して新しいものを作ること、

あとは、筋力が強いとか。平和になったら女が強い、男の価値がな

くなってしまうから、男は生産性がないし、病気にも弱いし (笑) 。

歌を覚えることも女の方が早いし、先生が「これやるよー」と言って

も、集まってくるのは女。男は相変わらず泥団子を作っている。

(今井| お父さんが幼稚園に関わるのも少ないんですかね?) 

　少ないですね、おやじの会でお父さんたちがやってるのはペンキ

塗り、それから餅つき、やっぱり力仕事。男は草刈りとか、餅つきと

かしゃべんなくても肉体交流ができるでしょ、お父さんも気が楽。

あと、駅伝部は男が多いですね。

(萩原| 説得力ありますね、子供たちを見ているだけに。) 

　星飛雄馬の親父がちゃぶ台ひっくりかえすのはね、あれしかな

いから。男の駄目な部分が出ているよね。

11. 土祭の市場への提案

　三つの地域の特産物を並べた一坪販売店があるといいよね、

地域の人がそこにいるから。土祭広場で、地域の特産物を並べる。

市場でも土祭でも、繋がっていることを意識できることが必要。土

祭の音楽祭にお囃子会で叩きに行っても知り合いがいないのが

ね。この地域の夕焼けバーの出店者、知り合いの人がいない、食

べたり飲んだりするのにね、いなくてもいい面もあるにはあるんだ

けどね。そういう土祭のような機会に、コミュニティーを繋げていけ

るのかな。コミュニティーを繋げていくものは、伝統を含めて文化

だと思うんですよ。

12. この土地のことを繋げるために

(萩原| 繋げていくということで、最近の聞き取りの中で、80代くら

いの方は水が浄化される理由を体感と経験的に知っています。そ

れに、このあたりにはシジミもいたそうです。) 

　そうですね、繋げないといけないですよね。20年前くらいまでシ

ジミはいましたよ、私は娘が取って来たものを食べていました。大

羽川の支流、用水路で、魚はナマズとか釣って食べていた、オイカ

ワ、今でもドジョウなんかもいたし食べている。タナゴはいなかった

かな。

　私はここに骨を埋めるつもりで生きているので、地域についてい

えば、子供たちにここにいてほしい。だけど、仕事がない、文化がな

い、となると若い人が残らない。例えばインターパークとかに流れ

てしまう。あと休みの日には、コストコとかにね、東京とかに流れてし

まう。行くのはいいのだけどね、いろいろあるし楽しいし。だけど、若

い人は益子のカフェには行ったりするんだよね。みんなおしゃれが

好きなんですよ、だから農業もかっこ良くないといけないし、今のま

までは駄目なんだろうね。

　益子に子供は少ないよね、年寄りも若い世代にど田舎の魅力、

楽しさを知らさなくてはいけない。年配の方々から、寄り添わなくて

はならない。今後、若い世代の獲得が課題になるのではないでしょ

うか。そのためには子供や若い人に好まれるお祭りでないといけな

いと思います。土祭も特に若い女性、男性がターゲットになるので

はないのかな。世代間で何か共有できるものが必要ですね。

(萩原| 18歳の方が子供の頃、友人に「益子は田舎だ」と言われて、

「田舎じゃない、益子はど田舎だ」と怒ったことがある、と。しかもそ

れは、ど田舎であることを誇りとして、そういう子も一方では育って

います。お互いに言葉を交わすように共有できることが必要なので

しょうが、それはこの土地のことではないでしょうか。年配の方は

若い世代より多くの情報を持っており、それを伝えることをしない

といけないのかもしれません。) 

　そうですね、植生も変わりますし、土地とは切り離せないですか

らね。我 も々わからないよ、何がいいのか。ただ、今年はお囃子をや

りながら、お菓子を子供たちへ益子で採れたものであげたいです

ね。土祭にも協力できることがあったら協力します。

13. 二十代の保育士への質問から

佐藤さん| 休みの日はどこに行って遊んでいるの?

保育士Aさん| 東京に行きます。新宿とかに服を買いに。

保育士Bさん（茂木出身）| 私も東京の友達に会いに行ったり。茂

木は遊ぶところがないんで…。

佐藤さん| 楽しい?

保育士Bさん| 楽しいです。

佐藤さん| そっかー、茂木は自然もあるんだけどね…。でも、これ

が現実だね。結局若い人たちからは寄ってこないんだよね。60過ぎ

の人は時間のある人が出てくるから、うまく繋がないといけないで

すね。本当に何かないと行ってしまう。

　それに、農産物を売るには、おしゃれさも必要。どんなフィルター

をかけるか、どう伝えるかが大切だよね。あと、女は甘いものが好き

だよね、ジェラート、甘味処かな。パンもね。でも、若い子に聞かな

いと分からないよね、直接聞いたほうがいいよ、私と話すより楽し

いよ。いつでも5時以降なら大丈夫!

(萩原| 是非お願いします (笑) 。ヒジノワで、アリス・ウォータースの

映画をやりました。オーガニックフードのアイコン的な存在の方。

実は益子にもそういう活動をしている農家さんがいる、ということを

ヒジノワの方が伝えたくて上映した、と聞いたことがあります。)

　うまく若い方に伝えないと駄目ですね。
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課題：メンバー増強、次世代育成

2. 大沢お囃子会の結成について　

　世代間の交流のため、地域活性が一番の目的です。地域の交

流が少なく危機感があった。若い世代との交流がなく、誰が誰で

どこに住んでいるのかが分からなくなった。昔、農業で生業を立て

ていた時期は、みんな顔見知りではあったのですがね。

　そのこともあって、お囃子会ができた。その時の発起人は、細野

和男さん。お囃子は山本の原から教わった。七井幼稚園では、盆

踊りの太鼓に30年くらい叩きに来ていただいていた。その山本の

　北米から中南米までを旅し、ブラジルで半年間過ごした経験を

持つ、七井幼稚園の理事長を務める佐藤広志  (さとうひろし) さ

んから、祭りによる地域の交流と、幼稚園の活動についてお話を

伺った。

1. 大沢お囃子会についての基本情報 (佐藤広志さん制作資

料より)

名称：大沢お囃子会

結成時期：平成17年5月

結成理由：地域活性

理念：地域貢献、次世代の育成

メンバー：12名

活動：御霊神社夏越祭、御霊神社大祭、御霊神社大晦日、益子祇

原お囃子会に、この地区で教わることが決まり、益子町に補助金

申請を50万円し、それで楽器を購入した。今では小さな子供から

年配の方まで関わっている。

　最初は、山車はなく軽トラで、御霊神社のお祭りのときにお囃子

をして回っていた。佐藤テルさんが120～130万お金を寄付し、お囃

子の山車を、仲田さんという40代の星の宮の大工さんでお囃子会

の方に図面を引いてもらった。星の宮で作ったやつと同じようなや

つで、図面を引いてもらって作ったのですよ。彫刻があった方がい

いですが、そんな贅沢はできませんから。その方は、星の宮で一台

と、うちで一台作っています。

　今、若い世代は、神様が一カ所にいたのでは来ないでしょうよ、

神様が外に出ないとね。まずはみんなに来てもらって、見てもらっ

て、世代間交流をしなければならない。これを続けないといけない

んですが、今は叩く人がなかなか増えていかないんですよ。今後は

どういう風にして子供を増やしていくかが大切ですね。

　お囃子会は、7月31日の御霊神社夏越祭に出てもらっている。た

だ、今では平日だと厳しいので、その周辺の日にちに出している。今

まではビールとか飲み物を持ってきているんだけど、今後は手作り

のお菓子とか何か考えている。

3. 土祭の方向性

　土祭でもそうだけど、アートと美術のイベントではないと書いて

ありますが、かっこいいイベントであってもいいのではないかと思

います。産業祭って知ってます? それと同じにならないようにしなけ

ればならないかな。交流するには、茶屋とか、パン屋とかないと若

い人が行かないですね。

　地元の農をフィルターにかけて、おしゃれなのか何なのか、伝え

る術を考えなくてはならない。益子にはたくさんの農家がいる。意

識的に、焼きものの方も、農業の方も、今いるところではないところ

を目指さないと、新たな交流は生まれないのではないでしょうか。

どの方向に行けば、若者が集うか、あとは年寄りもいいもんだと思

える所をつくっていかなければならないと思う。努力しないといけ

ない、それをしないと若い人は残らない。道の駅の運営も分からな

い状態だし。

　七井地区の人たちは、土祭は町中だけの、焼きもの関係者だけ

の気がすると聞きます。俺らは関係ない、税金を同じように納めて

いるのにあんまり戻ってこない、その意見が土祭に多いですよ。あ

と昭和28年から29年に合併したでしょ、田野と七井の人たちは特

にその考えが強いよね。七井地区とか田野地区の人の掘り起こし

作業はしっかりやってもらわないと、どっちみち土祭は益子の城内

坂周辺の祭りだっぺ、となってしまわないように、そのために我 も々

協力したい。

(萩原| 土祭の参加者の方が、終わった後にどうきれいになったか、

どう交流が生まれたか、何が残ったのかが大切だと、それがないと

やる意味がないと話をされていました。)

　ドラッカーの言葉で「成果が主役である、主役は成果である」と。
努力するのは当然だとしたら、主役は成果だから、何かしら残さな

いといけないですね。どういう成果を残したらいいのか、土祭でお

考えください。そのビジョンをつくらないといけないですね。馬場さ

んが亡くなって、みんなでつくっていかないといけないんだけど、誰

かデフォルメしないといけない。全部取ったら駄目で、産業祭に

なってしまいますよ。そこで悪役が必要かな (笑) 。馬場さんは多分

誉められたり、けなされたりしたと思います。誰か悪役がいないと、

みんないい人ばかりではやっていけないかな。何かを取って何か

を捨てて、じゃないとね。

4. 祭りを通した交流と地域活性化

　原お囃子会から、お囃子を学んで、向こうの山車に乗せてもらっ

たり、お寺でのお囃子に参加させていただいたり、原のお囃子会に

は御霊神社の祭りに参加してもらったり、七井下町には代表が教

えに行っている。あとは、益子の祇園のときも私たちのお囃子会は、

鹿島神社の境内で叩いています、東田井のお囃子会と一緒に叩く

ときもある。覚えるときは、音符がないので口伝で、ちゃかんちゃ

ちゃかちゃんとか、ちゃかちゃかとか、でれすけでんでんとか、そん

な感じでやっていた。交流はありますね、いろんな所との。

　祭りっていう歌がありますよね、笛と太鼓は心踊るものでしょう

ね。祭りとは、心躍るもの。開放的になり、動物的になりますね、男

女が知り合う場所もあるし、酒を飲んで昂揚することがあるし、社

会性とは別の所にある気がします。おもしろい、心躍るとかその辺

のことなのかな。はめを外すとか、若い人でも酒飲むとか、男と女の

交流場所でもあって、いい娘を探すっていう場所でもあるよね。お

じいちゃんと、おばあちゃんも来るし、子供も来るしね。

　うまく繋がないといけないけど、そのうまくというのが分からない

と途中で廃れることになる。お金もかかるし、皮の張り替えとかお

金がかかるから。でもね、全部補助金でやってもつまんないし、お

金はかかってもしょうがないのかな。現代的にどうしたらいいかわ

からないけど。ただ、お祭りは若い人が帰ってきますよね。

(今井| 七井地区の大岡忠男さんも、お祭りがきちんとしていれば、

そのときぐらいは帰って来ると話していました。ご自身も昔の記憶

が残っていて、そういうのが大事なのではないか、と。佐藤さんもお

祭りの記憶はありますか?) 

　私は、茂木の上郭内 (かみかくない) で生まれた。中心部の大町

では山車があった。当時、同級生が大町にいて、羨ましいと感じて

いた。我々は山車ないから、乗れないし引っ張れないんだ。金魚掬

いとか、綿飴とか、それはそれで楽しかったけど、やっぱりね、乗り

たいとか、引っ張りたいとか。それだけ、お祭りが楽しかったし、華

やかだったんではないのかな。光っていた。

　最初から祭りを作るのは大変ですが、子供と女性をターゲット

にしたいなと思います、大沢のお祭りは。我 く々らいになったら、地

域と子供にお金と労力を掛けてもいいんではないでしょうか。我が

家のお祭りは、焼き肉喰いにいったり、寿司を喰いにいったりね、そ

れはそれ。それだけで満足できるものじゃない。七井地区としても

何かしないとね、今度下町さんと盆踊りをやるとか考えている。そ

れがいいかどうかわからないですけど、それを考えていく必要があ

るのではないでしょうか。下町、大沢、小宅の獅子舞、そういったも

のが結べるといいですよね。

(萩原| これまで各地区で、お囃子や獅子舞での文化交流があり

ました。例えば、新町で獅子舞をやっていて、それを東田井も始め

ることになりました。) 

　それはいいですね。文化をつくらないと離れていくんだよね、文

化があれば経済的な合理性に勝てるかもしれない。勝ち負けの問

題ではないけれどもね、対抗できるかもしれない。

(今井| いつ頃から地域の活性化に力を入れるようになりました

か?) 

　今61歳だけど、娘が東京に行った頃くらいからかな、一日自分の

家の周りにいられないし。やっぱり宇都宮行ったり、ベイシア行っ

たり、ツタヤ行ったりしなければいけない。東京はいろいろあるから

おもしろいんですよね。それじゃ幼稚園誰が継ぐの? そういうことか

らかな、自分たちの子供は帰ってくるのだろうか、とね。町に魅力な

いと帰ってこないよね、町には単純な経済的なものはないし、ペン

タックスもなくなってしまったしね。ただ、繋がないといけないです

ね。

5. ブラジルでの経験

　ユバ農場にいた経験もあるからね、ユバさんはこうやっていたか

な、と考えながらやっている。土祭と通じるところがあると思います。

　ブラジルへ行きました。20歳のころ、ロスで少し働いて、アメリカ

からバスでメキシコへ。パナマはバスがないからそこは飛んで、ニ

カラグアからコロンビア、ペルー、パラグアイ、ブラジルを2年半～3

年かけて渡った。ブラジルはおもしろいですよね。サソリとか、ガラ

ガラ蛇も食べました。ユバ農場という日系ブラジル人のコミュニ

ティーに私は半年いました。そこにタケチャンという農場の方がい

て、今でもメールとかで交流があります。

　この前、マリアンという女の子に東京で会ってきました。今は50

歳くらいですけどね。タケチャンは、農場部のトップでね。おもしろ

い話があるんです。ユバ農場は旅行者も入っていける場所でした

からね。その時は小学生の子もいたかな…。サツマイモを植えてい

たのですが、すごい雷になったんですね。タケチャンは、全く雷雨の

中でもやめないんですよ。タケチャンひどいなって思いましたよ。そ

のときのサツマイモの苗を植えたことを、この前、マリアンに話した

んですよ、「雷の中おっかなかったんだよ、タケチャンはひどいよね

」って。そしたらマリアンに「当たり前でしょ。雨があるときが一番い

いでしょ。雨があるときが一番苗がつきやすいからでしょ。何でや

めないといけないの?」と言われ、数十年経った後にやっとそのこと

が分かったんですよ。やっぱり日本と違うんですよ。それで「そうか、

我々の考えが少しあれなのかな」と思いましたよ。日本はやめちゃ

うよね。

(今井|そうですね、違う見方からすると捉え方がちがいますね。) 

　向こうからするとチャンスなんですよね、だからやめるわけにはい
かない。この間、初めて分かったんだ。

(萩原| 生きることの意識が強いのですかね。)

　安心安全だけではないんですよ。ユバは、農業を基本的にやっ
ている。バレエとか、図書館があったり、歌を歌ったりしている。

食っていけないから生産してやっていっている。この辺のニュアン

09 - 67

スは、芸術だとか、働くこととか、何か土祭と通じるところがあるん

ですかね。ただ、祈りとかになると宗教めいて面倒くさくなるのです

がね。

(萩原| 土地への感謝とか、通じるところがありますね。)

6. 祭りと幼稚園での食について

　山車を出す時は、お菓子を子供たちに配ろうと考えている。ベイ

シアとかで100円で売っているやつを100個買えばそれで喜ぶんだ

けどね。ただ、今のお母さんたちにはそれだけじゃだめなんだろう

な。手作りのもの、益子で採れたハチミツだとか、小麦を使ったも

のであるとか、しかも子供たちがあこがれるようなものを配っていく

とか、お金は同じ一万円だとしても、違ったものを作っていかないと

いけない。

(萩原| 例えばこの地区でハチミツを作っている方がいるし、ポップ

コーンとか無農薬野菜を作っている方もいる。紹介する意味も込

めて使うのはどうでしょうか。) 

　そうですね、ポップコーンの機械とか綿飴の機械とか幼稚園に

あるんですね。ポップコーンで、キャラメルとかハチミツとかで作っ

てみるとかしていたら喜ぶし、2、3日若干手間暇かけたものをやり

ながら引っ張ってできるのではないのでしょうか。お菓子を食べる

だけでいいんですけどね、そういうことしないとね、ベイシアとかで

買えるものもおいしそうに映るんだけど、それは多分違うんだろう

な、と思う。

　幼稚園には給食室があり、茂木のロリアンさんというところで生

地を買って、フランスパンを園で焼いていた。発酵した状態で持っ

てきてくれ、焼いて食べましょう、ということができていたんですよ。

ただ、「もうできない」とお手紙が来てしまってね。

私が南米を旅しているときに、貧しくても焼きたてのパンを食べて

いるんですよ。日本でも、古い米でも炊きたてのご飯なら食えるん

ですよね。南米の貧しい場所の中でも、焼きたてのパンはおいしい

んですよ。日本でもご飯は炊きたてでしょ、だからパンもそんな風に

焼きたてを提供していきたいな、と考えています。

　そういう風に思って10年やってきて、4月からそれをどうしようか

な、と悩んでいるところです。今、できなくなってしまっているからど

うしたらいいか、方法があればどうにかしたいですね。高価なもの

を食べさせなくてもいいけど、別にお米もコシヒカリを食べさせなく

てもいいけど、栃木県産のを食べたりね。ご飯も炊きたてでしょ、

じゃあパンも焼きたてを提供したい、そういうことは必要だと思う。

それに、当然のようにさ、当然のように「焼きたてのパン」を食べさ

せるということは必要かな。

(萩原| 益子には、橋本さんという無農薬小麦とか野菜を作ってい

る方がいます。) 

　小麦粉でも何でも食べられればありがたいな、そういったことが

あるととてもありがたいですね。情報を頂きたいですね。

7. 七井幼稚園のあり方とお母さんたちのこと

　サツマイモ掘りやジャガイモ掘りもやっていますし、ベイシアの

フェンスに向けて、絵を飾っている。幼稚園も地域のものなので、

地域の中でどう活性化できるのかと考えている。そこの公園は我々

が管理している。お金ももらってなくても、水をやって草刈りをして

いた。やっぱりきれいにしたいのですよ。この辺の景色をね。

　あとは、読み聞かせとかね、保護者の方々には他の幼稚園よりも

手伝ってもらっていると思います。ボランティアなどもやっている。ゴ

スペルは益子の夜市の方でもやっていますね。元々は幼稚園に来

ていた母親、もう巣立っちゃって地域の方になってるんだけど、今

でも体育館をお貸ししています。ネコの手ボランティア、通称ネコボ

ラはいろいろ手伝ってもらっている。温水プールがあるので、子供

の着替え、髪の毛を乾かすのをやってもらっていたり、長縄跳びの

縄回しとその数えることをして、募集すると保護者中心で10人くら

い来てくれますね。あと、七井幼稚園駅伝部に所属していて駅伝

部で走る。私も走るんですよね。

　陶好会 (とうこうかい) には園の窯を貸してしている。それでお母

さんが勝手にやって作ったものを売って小遣い稼ぎをしている 

(笑) 。一回火を窯に入れると3000円とかね、これは儲かりもしない

けどね。主に引っ越してきた方が陶好会に入っている。陶芸家の方

はいないですね。「益子に来たから焼きものやりたくて」と言って。

ロクロも2台あるし、園内のは使い放題。保育料もらっているからい

いのですよ、使ってもらわないと。

　幼稚園は交流をする場所、情報は公開した方がよいということ

です。交流を多くやっていた方がいいし、ここは交流するところで

あってほしい。我々がやるより、交流が生まれることによって子育て

の先輩の方 と々交流が生まれることの方が良いのではないかと

思っています。いかに健康的にさせるか、それが我々の仕事だね、

健康的にしないといけない。風通しをよくしなければいけないよ。

閉め切っちゃっていると建物でもなんでも煮詰まってよくない。そ

の方が、家庭でも健康になる。お母さんたちがエネルギーを発散

できる場所があって、お母さんたちが元気でいられたらいいのかな。

ま、そうだよね、幼稚園でやっているのは、できることで、できる範囲

でやっているのだけどね。

　我々は、ボランティア活動をしていただいていて本当にありがた

いんですよ、本当にお母さん方は、能力が高い。変な話、人件費が

かからないんですよ、皆さんボランティアしてくれる。本当にありが

たい、子供がいい環境にいた方が豊かになれる、という考えがあり

ますね、お母さんたちも他の子供たちを見られますので、よく手を

挙げて来てくれます。自分の家の子供大丈夫なのかな、と思っちゃ

うくらいね。園で働いている方の中には、もともとPTAをやっていた

方もいるんですよ。みんな元気な良いお母さんたちが手伝ってくれ

ているので、これだけの環境が整えられるのかな。多分幼稚園づく

りとまちづくりも似ているところがあると思いますので、大変だと思

いますが、うまくコーディネートしてくださいね。

8. 安心安全と子供の生命力

　バンビクラブというのがあります。年間数回、月に一回は、子供た

ちを七井駅に降ろして歩かせるんですよ。それでバンビクラブの保

護者の方に連れて来てもらう。その反省会が今日あるんですよ。

　バスで送り迎えをすると、ほとんど歩くことなく来るでしょう。交

通の勉強だとして園内でやると車が来ないんですよ。それじゃ学べ

ないと思いますね。夏でも外、冬でも外、外で生きている実感を味

わえないと。安心安全だけではないんですよ。その部分を、幼稚園

ではどこまで提供できるのかな、ということを考えています。

　山登りをしています。年長さんは、芳賀富士と雨巻山を登らない

と卒園できません。あと、役場から歩いてこないといけないんです

ね。年長は大体課題をクリアしたかな。

　安心安全を求めていても、安心安全の社会は生まれない。不安

定が前提としてあって、不安定な中で、大震災もそうですよね。あと

は犯罪ですよね、オレオレ詐欺もあるし、狙われるのはまず老人と

子供ですね、弱いですから狙われますよ。

　私は、動物行動学が好きなんです (笑) 。転んだ子供を起こすか

起こさないかも大きなこと、すごく重要なことなんですよ。0～1歳児

以外はなるべく起こさない、それは冷たいのか、何なのか分からな

いが、転ぶのはしょうがない。泣くのはいいんだけどね。シマウマが

転んで泣いていたら、ライオンに食べられちゃうでしょ。幼稚園で

は、立ち上がってから手当はしますね。

(萩原| 安心な場所にいると感覚が閉じちゃいますよね。そうすると

得られる情報がとても少なくなってしまう。外にいる状態だとしたら、

開いていないとやっていけない。) 

　山は若干危険な方がいいんですよ、這いつくばってね、梯子とか、

若干危険な方が子供たちの生命力が出てくるんですよ。我々がそ

ういうところの入り口で、小学校はこういうことはできないし、本当

はご家庭でやっていただければいいんですけどね。それで、山に登

るか何かしないと、動物的な感覚は研ぎ澄まされないでしょ。役場

でも、社会でも、安心安全を謳っているでしょ、それではね。山とか

フィールドワークの中で、危険なところを登ったりする中での生命

力、そのために山登り等をしていますね。

(萩原| 真岡市では、子供たちと専門的な人たちが集まって『真岡

市の動植物』という本を作った。それは、まちづくりの指針にもなり

ます。ただ、益子町にはない。子供たちの学習と動物的な感覚を広

げる意味で、益子町でもできたらいいと私は考えています。) 

　それはいいですね。

　幼稚園では、山本さんのいくべ会に協力してもらっています。山

本さんはすごい人で、自分で自費で整備をしているんですよね。非

常に山本さんはおもしろいですよ。あと、暴れている子でも、そうい

う場所では暴れませんね、危険が分かるから。こういう幼稚園のよ

うな場所ではわざと暴れるんですよ。山の中では、子供によっては

怖いと言いますから、私たちにとっては教育的観点からそこが狙い

ですね。大人でも子供でも同じで、安心安全だから酔っぱらえるん

ですよ。家族でも山に登ってほしいと思いますし、子供たちの力を

引き出してほしいですね。

9. 子供とお母さんを集めるためには

　楽しく、たくましく、楽しくない時には園長に話してください、と皆

さんに話しています。私は保育園を中退したんですよ、楽しくなくっ

てね。子供を集めるには食べ物ですよね、食文化ですかね。うちの

娘も食に興味があって、一時期自然食に興味ありましたけど、小学

校で諦めましたね。子供が来るのは食べ物、テキ屋さんが好きな

んだよね、土祭ではそういう食べ物が必要なんだよね。子供にとっ

ては、無添加だとか関係ないんだよね。

(萩原| 甘くて、おいしそうで、おいしくて、分かりやすいもの、子供

が食いついてきそうなものが必要ですね。) 

　我々は、お母さんと子供を対象にしているんです。お母さんしか

子供を連れてこられないんですよ。ただ、お母さんが行きたいから

という理由じゃ、お母さんは大ブーイングを家の中で受けてしまう。

「私が楽しいから行きます」じゃ、「何だうちの嫁は!」と言われてしま

う。「仮面ライダーがうちの子が好きだから行ってきます」と言うと、

「じゃ行っておいで」という話になる。お母さんが「良い化粧品があ

るから行ってきます」なんて言うと本当に大変だよ (笑) 。

　子供が何かあるから行くというと、金魚掬いとか、SLがあるから

とか、ウサギがいますとか、子供は好きですね、そういう理由だと、

親は言い出しやすいよね。うまくそこをしないとね。ただ、無添加無

農薬だけじゃ子供は行かない、多少毒があったほうがいいんだよ

ね。匂い、色、香りとか、ネオンとか毒があるから行くんだから 

(笑) 。好奇心をそそること、危ないところも必要。

(萩原| 毒 し々いこと、良いテーマですね。)

10. 男と女について

　子育てができることが重要ですから、若い女性に知らせることで、

子供たちに繋げるため、女性はなくてはならないもの、子供を産む

ことができる。お母さんたちにどうしたら来て頂けるかですよね。お

母さんがおもしろいなと思わないとね。

　女の方が強い、幼稚園の職員室で過ごしていると男は弱いね。

男が良いところは、いろんなものを破壊して新しいものを作ること、

あとは、筋力が強いとか。平和になったら女が強い、男の価値がな

くなってしまうから、男は生産性がないし、病気にも弱いし (笑) 。

歌を覚えることも女の方が早いし、先生が「これやるよー」と言って

も、集まってくるのは女。男は相変わらず泥団子を作っている。

(今井| お父さんが幼稚園に関わるのも少ないんですかね?) 

　少ないですね、おやじの会でお父さんたちがやってるのはペンキ

塗り、それから餅つき、やっぱり力仕事。男は草刈りとか、餅つきと

かしゃべんなくても肉体交流ができるでしょ、お父さんも気が楽。

あと、駅伝部は男が多いですね。

(萩原| 説得力ありますね、子供たちを見ているだけに。) 

　星飛雄馬の親父がちゃぶ台ひっくりかえすのはね、あれしかな

いから。男の駄目な部分が出ているよね。

11. 土祭の市場への提案

　三つの地域の特産物を並べた一坪販売店があるといいよね、

地域の人がそこにいるから。土祭広場で、地域の特産物を並べる。

市場でも土祭でも、繋がっていることを意識できることが必要。土

祭の音楽祭にお囃子会で叩きに行っても知り合いがいないのが

ね。この地域の夕焼けバーの出店者、知り合いの人がいない、食

べたり飲んだりするのにね、いなくてもいい面もあるにはあるんだ

けどね。そういう土祭のような機会に、コミュニティーを繋げていけ

るのかな。コミュニティーを繋げていくものは、伝統を含めて文化

だと思うんですよ。

12. この土地のことを繋げるために

(萩原| 繋げていくということで、最近の聞き取りの中で、80代くら

いの方は水が浄化される理由を体感と経験的に知っています。そ

れに、このあたりにはシジミもいたそうです。) 

　そうですね、繋げないといけないですよね。20年前くらいまでシ

ジミはいましたよ、私は娘が取って来たものを食べていました。大

羽川の支流、用水路で、魚はナマズとか釣って食べていた、オイカ

ワ、今でもドジョウなんかもいたし食べている。タナゴはいなかった

かな。

　私はここに骨を埋めるつもりで生きているので、地域についてい

えば、子供たちにここにいてほしい。だけど、仕事がない、文化がな

い、となると若い人が残らない。例えばインターパークとかに流れ

てしまう。あと休みの日には、コストコとかにね、東京とかに流れてし

まう。行くのはいいのだけどね、いろいろあるし楽しいし。だけど、若

い人は益子のカフェには行ったりするんだよね。みんなおしゃれが

好きなんですよ、だから農業もかっこ良くないといけないし、今のま

までは駄目なんだろうね。

　益子に子供は少ないよね、年寄りも若い世代にど田舎の魅力、

楽しさを知らさなくてはいけない。年配の方々から、寄り添わなくて

はならない。今後、若い世代の獲得が課題になるのではないでしょ

うか。そのためには子供や若い人に好まれるお祭りでないといけな

いと思います。土祭も特に若い女性、男性がターゲットになるので

はないのかな。世代間で何か共有できるものが必要ですね。

(萩原| 18歳の方が子供の頃、友人に「益子は田舎だ」と言われて、

「田舎じゃない、益子はど田舎だ」と怒ったことがある、と。しかもそ

れは、ど田舎であることを誇りとして、そういう子も一方では育って

います。お互いに言葉を交わすように共有できることが必要なので

しょうが、それはこの土地のことではないでしょうか。年配の方は

若い世代より多くの情報を持っており、それを伝えることをしない

といけないのかもしれません。) 

　そうですね、植生も変わりますし、土地とは切り離せないですか

らね。我 も々わからないよ、何がいいのか。ただ、今年はお囃子をや

りながら、お菓子を子供たちへ益子で採れたものであげたいです

ね。土祭にも協力できることがあったら協力します。

13. 二十代の保育士への質問から

佐藤さん| 休みの日はどこに行って遊んでいるの?

保育士Aさん| 東京に行きます。新宿とかに服を買いに。

保育士Bさん（茂木出身）| 私も東京の友達に会いに行ったり。茂

木は遊ぶところがないんで…。

佐藤さん| 楽しい?

保育士Bさん| 楽しいです。

佐藤さん| そっかー、茂木は自然もあるんだけどね…。でも、これ

が現実だね。結局若い人たちからは寄ってこないんだよね。60過ぎ

の人は時間のある人が出てくるから、うまく繋がないといけないで

すね。本当に何かないと行ってしまう。

　それに、農産物を売るには、おしゃれさも必要。どんなフィルター

をかけるか、どう伝えるかが大切だよね。あと、女は甘いものが好き

だよね、ジェラート、甘味処かな。パンもね。でも、若い子に聞かな

いと分からないよね、直接聞いたほうがいいよ、私と話すより楽し

いよ。いつでも5時以降なら大丈夫!

(萩原| 是非お願いします (笑) 。ヒジノワで、アリス・ウォータースの

映画をやりました。オーガニックフードのアイコン的な存在の方。

実は益子にもそういう活動をしている農家さんがいる、ということを

ヒジノワの方が伝えたくて上映した、と聞いたことがあります。)

　うまく若い方に伝えないと駄目ですね。
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課題：メンバー増強、次世代育成

2. 大沢お囃子会の結成について　

　世代間の交流のため、地域活性が一番の目的です。地域の交

流が少なく危機感があった。若い世代との交流がなく、誰が誰で

どこに住んでいるのかが分からなくなった。昔、農業で生業を立て

ていた時期は、みんな顔見知りではあったのですがね。

　そのこともあって、お囃子会ができた。その時の発起人は、細野

和男さん。お囃子は山本の原から教わった。七井幼稚園では、盆

踊りの太鼓に30年くらい叩きに来ていただいていた。その山本の

　北米から中南米までを旅し、ブラジルで半年間過ごした経験を

持つ、七井幼稚園の理事長を務める佐藤広志  (さとうひろし) さ

んから、祭りによる地域の交流と、幼稚園の活動についてお話を

伺った。

1. 大沢お囃子会についての基本情報 (佐藤広志さん制作資

料より)

名称：大沢お囃子会

結成時期：平成17年5月

結成理由：地域活性

理念：地域貢献、次世代の育成

メンバー：12名

活動：御霊神社夏越祭、御霊神社大祭、御霊神社大晦日、益子祇

原お囃子会に、この地区で教わることが決まり、益子町に補助金

申請を50万円し、それで楽器を購入した。今では小さな子供から

年配の方まで関わっている。

　最初は、山車はなく軽トラで、御霊神社のお祭りのときにお囃子

をして回っていた。佐藤テルさんが120～130万お金を寄付し、お囃

子の山車を、仲田さんという40代の星の宮の大工さんでお囃子会

の方に図面を引いてもらった。星の宮で作ったやつと同じようなや

つで、図面を引いてもらって作ったのですよ。彫刻があった方がい

いですが、そんな贅沢はできませんから。その方は、星の宮で一台

と、うちで一台作っています。

　今、若い世代は、神様が一カ所にいたのでは来ないでしょうよ、

神様が外に出ないとね。まずはみんなに来てもらって、見てもらっ

て、世代間交流をしなければならない。これを続けないといけない

んですが、今は叩く人がなかなか増えていかないんですよ。今後は

どういう風にして子供を増やしていくかが大切ですね。

　お囃子会は、7月31日の御霊神社夏越祭に出てもらっている。た

だ、今では平日だと厳しいので、その周辺の日にちに出している。今

まではビールとか飲み物を持ってきているんだけど、今後は手作り

のお菓子とか何か考えている。

3. 土祭の方向性

　土祭でもそうだけど、アートと美術のイベントではないと書いて

ありますが、かっこいいイベントであってもいいのではないかと思

います。産業祭って知ってます? それと同じにならないようにしなけ

ればならないかな。交流するには、茶屋とか、パン屋とかないと若

い人が行かないですね。

　地元の農をフィルターにかけて、おしゃれなのか何なのか、伝え

る術を考えなくてはならない。益子にはたくさんの農家がいる。意

識的に、焼きものの方も、農業の方も、今いるところではないところ

を目指さないと、新たな交流は生まれないのではないでしょうか。

どの方向に行けば、若者が集うか、あとは年寄りもいいもんだと思

える所をつくっていかなければならないと思う。努力しないといけ

ない、それをしないと若い人は残らない。道の駅の運営も分からな

い状態だし。

　七井地区の人たちは、土祭は町中だけの、焼きもの関係者だけ

の気がすると聞きます。俺らは関係ない、税金を同じように納めて

いるのにあんまり戻ってこない、その意見が土祭に多いですよ。あ

と昭和28年から29年に合併したでしょ、田野と七井の人たちは特

にその考えが強いよね。七井地区とか田野地区の人の掘り起こし

作業はしっかりやってもらわないと、どっちみち土祭は益子の城内

坂周辺の祭りだっぺ、となってしまわないように、そのために我 も々

協力したい。

(萩原| 土祭の参加者の方が、終わった後にどうきれいになったか、

どう交流が生まれたか、何が残ったのかが大切だと、それがないと

やる意味がないと話をされていました。)

　ドラッカーの言葉で「成果が主役である、主役は成果である」と。
努力するのは当然だとしたら、主役は成果だから、何かしら残さな

いといけないですね。どういう成果を残したらいいのか、土祭でお

考えください。そのビジョンをつくらないといけないですね。馬場さ

んが亡くなって、みんなでつくっていかないといけないんだけど、誰

かデフォルメしないといけない。全部取ったら駄目で、産業祭に

なってしまいますよ。そこで悪役が必要かな (笑) 。馬場さんは多分

誉められたり、けなされたりしたと思います。誰か悪役がいないと、

みんないい人ばかりではやっていけないかな。何かを取って何か

を捨てて、じゃないとね。

4. 祭りを通した交流と地域活性化

　原お囃子会から、お囃子を学んで、向こうの山車に乗せてもらっ

たり、お寺でのお囃子に参加させていただいたり、原のお囃子会に

は御霊神社の祭りに参加してもらったり、七井下町には代表が教

えに行っている。あとは、益子の祇園のときも私たちのお囃子会は、

鹿島神社の境内で叩いています、東田井のお囃子会と一緒に叩く

ときもある。覚えるときは、音符がないので口伝で、ちゃかんちゃ

ちゃかちゃんとか、ちゃかちゃかとか、でれすけでんでんとか、そん

な感じでやっていた。交流はありますね、いろんな所との。

　祭りっていう歌がありますよね、笛と太鼓は心踊るものでしょう

ね。祭りとは、心躍るもの。開放的になり、動物的になりますね、男

女が知り合う場所もあるし、酒を飲んで昂揚することがあるし、社

会性とは別の所にある気がします。おもしろい、心躍るとかその辺

のことなのかな。はめを外すとか、若い人でも酒飲むとか、男と女の

交流場所でもあって、いい娘を探すっていう場所でもあるよね。お

じいちゃんと、おばあちゃんも来るし、子供も来るしね。

　うまく繋がないといけないけど、そのうまくというのが分からない

と途中で廃れることになる。お金もかかるし、皮の張り替えとかお

金がかかるから。でもね、全部補助金でやってもつまんないし、お

金はかかってもしょうがないのかな。現代的にどうしたらいいかわ

からないけど。ただ、お祭りは若い人が帰ってきますよね。

(今井| 七井地区の大岡忠男さんも、お祭りがきちんとしていれば、

そのときぐらいは帰って来ると話していました。ご自身も昔の記憶

が残っていて、そういうのが大事なのではないか、と。佐藤さんもお

祭りの記憶はありますか?) 

　私は、茂木の上郭内 (かみかくない) で生まれた。中心部の大町

では山車があった。当時、同級生が大町にいて、羨ましいと感じて

いた。我々は山車ないから、乗れないし引っ張れないんだ。金魚掬

いとか、綿飴とか、それはそれで楽しかったけど、やっぱりね、乗り

たいとか、引っ張りたいとか。それだけ、お祭りが楽しかったし、華

やかだったんではないのかな。光っていた。

　最初から祭りを作るのは大変ですが、子供と女性をターゲット

にしたいなと思います、大沢のお祭りは。我 く々らいになったら、地

域と子供にお金と労力を掛けてもいいんではないでしょうか。我が

家のお祭りは、焼き肉喰いにいったり、寿司を喰いにいったりね、そ

れはそれ。それだけで満足できるものじゃない。七井地区としても

何かしないとね、今度下町さんと盆踊りをやるとか考えている。そ

れがいいかどうかわからないですけど、それを考えていく必要があ

るのではないでしょうか。下町、大沢、小宅の獅子舞、そういったも

のが結べるといいですよね。

(萩原| これまで各地区で、お囃子や獅子舞での文化交流があり

ました。例えば、新町で獅子舞をやっていて、それを東田井も始め

ることになりました。) 

　それはいいですね。文化をつくらないと離れていくんだよね、文

化があれば経済的な合理性に勝てるかもしれない。勝ち負けの問

題ではないけれどもね、対抗できるかもしれない。

(今井| いつ頃から地域の活性化に力を入れるようになりました

か?) 

　今61歳だけど、娘が東京に行った頃くらいからかな、一日自分の

家の周りにいられないし。やっぱり宇都宮行ったり、ベイシア行っ

たり、ツタヤ行ったりしなければいけない。東京はいろいろあるから

おもしろいんですよね。それじゃ幼稚園誰が継ぐの? そういうことか

らかな、自分たちの子供は帰ってくるのだろうか、とね。町に魅力な

いと帰ってこないよね、町には単純な経済的なものはないし、ペン

タックスもなくなってしまったしね。ただ、繋がないといけないです

ね。

5. ブラジルでの経験

　ユバ農場にいた経験もあるからね、ユバさんはこうやっていたか

な、と考えながらやっている。土祭と通じるところがあると思います。

　ブラジルへ行きました。20歳のころ、ロスで少し働いて、アメリカ

からバスでメキシコへ。パナマはバスがないからそこは飛んで、ニ

カラグアからコロンビア、ペルー、パラグアイ、ブラジルを2年半～3

年かけて渡った。ブラジルはおもしろいですよね。サソリとか、ガラ

ガラ蛇も食べました。ユバ農場という日系ブラジル人のコミュニ

ティーに私は半年いました。そこにタケチャンという農場の方がい

て、今でもメールとかで交流があります。

　この前、マリアンという女の子に東京で会ってきました。今は50

歳くらいですけどね。タケチャンは、農場部のトップでね。おもしろ

い話があるんです。ユバ農場は旅行者も入っていける場所でした

からね。その時は小学生の子もいたかな…。サツマイモを植えてい

たのですが、すごい雷になったんですね。タケチャンは、全く雷雨の

中でもやめないんですよ。タケチャンひどいなって思いましたよ。そ

のときのサツマイモの苗を植えたことを、この前、マリアンに話した

んですよ、「雷の中おっかなかったんだよ、タケチャンはひどいよね

」って。そしたらマリアンに「当たり前でしょ。雨があるときが一番い

いでしょ。雨があるときが一番苗がつきやすいからでしょ。何でや

めないといけないの?」と言われ、数十年経った後にやっとそのこと

が分かったんですよ。やっぱり日本と違うんですよ。それで「そうか、

我々の考えが少しあれなのかな」と思いましたよ。日本はやめちゃ

うよね。

(今井|そうですね、違う見方からすると捉え方がちがいますね。) 

　向こうからするとチャンスなんですよね、だからやめるわけにはい
かない。この間、初めて分かったんだ。

(萩原| 生きることの意識が強いのですかね。)

　安心安全だけではないんですよ。ユバは、農業を基本的にやっ
ている。バレエとか、図書館があったり、歌を歌ったりしている。

食っていけないから生産してやっていっている。この辺のニュアン

スは、芸術だとか、働くこととか、何か土祭と通じるところがあるん

ですかね。ただ、祈りとかになると宗教めいて面倒くさくなるのです

がね。

(萩原| 土地への感謝とか、通じるところがありますね。)

6. 祭りと幼稚園での食について

　山車を出す時は、お菓子を子供たちに配ろうと考えている。ベイ

シアとかで100円で売っているやつを100個買えばそれで喜ぶんだ

けどね。ただ、今のお母さんたちにはそれだけじゃだめなんだろう

な。手作りのもの、益子で採れたハチミツだとか、小麦を使ったも

のであるとか、しかも子供たちがあこがれるようなものを配っていく

とか、お金は同じ一万円だとしても、違ったものを作っていかないと

いけない。

(萩原| 例えばこの地区でハチミツを作っている方がいるし、ポップ

コーンとか無農薬野菜を作っている方もいる。紹介する意味も込

めて使うのはどうでしょうか。) 

　そうですね、ポップコーンの機械とか綿飴の機械とか幼稚園に

あるんですね。ポップコーンで、キャラメルとかハチミツとかで作っ

てみるとかしていたら喜ぶし、2、3日若干手間暇かけたものをやり

ながら引っ張ってできるのではないのでしょうか。お菓子を食べる

だけでいいんですけどね、そういうことしないとね、ベイシアとかで

買えるものもおいしそうに映るんだけど、それは多分違うんだろう

な、と思う。

　幼稚園には給食室があり、茂木のロリアンさんというところで生

地を買って、フランスパンを園で焼いていた。発酵した状態で持っ

てきてくれ、焼いて食べましょう、ということができていたんですよ。

ただ、「もうできない」とお手紙が来てしまってね。

私が南米を旅しているときに、貧しくても焼きたてのパンを食べて

いるんですよ。日本でも、古い米でも炊きたてのご飯なら食えるん

ですよね。南米の貧しい場所の中でも、焼きたてのパンはおいしい

んですよ。日本でもご飯は炊きたてでしょ、だからパンもそんな風に

焼きたてを提供していきたいな、と考えています。

　そういう風に思って10年やってきて、4月からそれをどうしようか

な、と悩んでいるところです。今、できなくなってしまっているからど

うしたらいいか、方法があればどうにかしたいですね。高価なもの

を食べさせなくてもいいけど、別にお米もコシヒカリを食べさせなく

てもいいけど、栃木県産のを食べたりね。ご飯も炊きたてでしょ、

じゃあパンも焼きたてを提供したい、そういうことは必要だと思う。

それに、当然のようにさ、当然のように「焼きたてのパン」を食べさ

せるということは必要かな。

(萩原| 益子には、橋本さんという無農薬小麦とか野菜を作ってい

る方がいます。) 

　小麦粉でも何でも食べられればありがたいな、そういったことが

あるととてもありがたいですね。情報を頂きたいですね。

7. 七井幼稚園のあり方とお母さんたちのこと

　サツマイモ掘りやジャガイモ掘りもやっていますし、ベイシアの

フェンスに向けて、絵を飾っている。幼稚園も地域のものなので、

地域の中でどう活性化できるのかと考えている。そこの公園は我々

が管理している。お金ももらってなくても、水をやって草刈りをして

いた。やっぱりきれいにしたいのですよ。この辺の景色をね。

　あとは、読み聞かせとかね、保護者の方々には他の幼稚園よりも

手伝ってもらっていると思います。ボランティアなどもやっている。ゴ

スペルは益子の夜市の方でもやっていますね。元々は幼稚園に来

ていた母親、もう巣立っちゃって地域の方になってるんだけど、今

でも体育館をお貸ししています。ネコの手ボランティア、通称ネコボ

ラはいろいろ手伝ってもらっている。温水プールがあるので、子供

の着替え、髪の毛を乾かすのをやってもらっていたり、長縄跳びの

縄回しとその数えることをして、募集すると保護者中心で10人くら

い来てくれますね。あと、七井幼稚園駅伝部に所属していて駅伝

部で走る。私も走るんですよね。

　陶好会 (とうこうかい) には園の窯を貸してしている。それでお母

さんが勝手にやって作ったものを売って小遣い稼ぎをしている 

(笑) 。一回火を窯に入れると3000円とかね、これは儲かりもしない

けどね。主に引っ越してきた方が陶好会に入っている。陶芸家の方

はいないですね。「益子に来たから焼きものやりたくて」と言って。

ロクロも2台あるし、園内のは使い放題。保育料もらっているからい

いのですよ、使ってもらわないと。

　幼稚園は交流をする場所、情報は公開した方がよいということ

です。交流を多くやっていた方がいいし、ここは交流するところで

あってほしい。我々がやるより、交流が生まれることによって子育て

の先輩の方 と々交流が生まれることの方が良いのではないかと
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思っています。いかに健康的にさせるか、それが我々の仕事だね、

健康的にしないといけない。風通しをよくしなければいけないよ。

閉め切っちゃっていると建物でもなんでも煮詰まってよくない。そ

の方が、家庭でも健康になる。お母さんたちがエネルギーを発散

できる場所があって、お母さんたちが元気でいられたらいいのかな。

ま、そうだよね、幼稚園でやっているのは、できることで、できる範囲

でやっているのだけどね。

　我々は、ボランティア活動をしていただいていて本当にありがた

いんですよ、本当にお母さん方は、能力が高い。変な話、人件費が

かからないんですよ、皆さんボランティアしてくれる。本当にありが

たい、子供がいい環境にいた方が豊かになれる、という考えがあり

ますね、お母さんたちも他の子供たちを見られますので、よく手を

挙げて来てくれます。自分の家の子供大丈夫なのかな、と思っちゃ

うくらいね。園で働いている方の中には、もともとPTAをやっていた

方もいるんですよ。みんな元気な良いお母さんたちが手伝ってくれ

ているので、これだけの環境が整えられるのかな。多分幼稚園づく

りとまちづくりも似ているところがあると思いますので、大変だと思

いますが、うまくコーディネートしてくださいね。

8. 安心安全と子供の生命力

　バンビクラブというのがあります。年間数回、月に一回は、子供た

ちを七井駅に降ろして歩かせるんですよ。それでバンビクラブの保

護者の方に連れて来てもらう。その反省会が今日あるんですよ。

　バスで送り迎えをすると、ほとんど歩くことなく来るでしょう。交

通の勉強だとして園内でやると車が来ないんですよ。それじゃ学べ

ないと思いますね。夏でも外、冬でも外、外で生きている実感を味

わえないと。安心安全だけではないんですよ。その部分を、幼稚園

ではどこまで提供できるのかな、ということを考えています。

　山登りをしています。年長さんは、芳賀富士と雨巻山を登らない

と卒園できません。あと、役場から歩いてこないといけないんです

ね。年長は大体課題をクリアしたかな。

　安心安全を求めていても、安心安全の社会は生まれない。不安

定が前提としてあって、不安定な中で、大震災もそうですよね。あと

は犯罪ですよね、オレオレ詐欺もあるし、狙われるのはまず老人と

子供ですね、弱いですから狙われますよ。

　私は、動物行動学が好きなんです (笑) 。転んだ子供を起こすか

起こさないかも大きなこと、すごく重要なことなんですよ。0～1歳児

以外はなるべく起こさない、それは冷たいのか、何なのか分からな

いが、転ぶのはしょうがない。泣くのはいいんだけどね。シマウマが

転んで泣いていたら、ライオンに食べられちゃうでしょ。幼稚園で

は、立ち上がってから手当はしますね。

(萩原| 安心な場所にいると感覚が閉じちゃいますよね。そうすると

得られる情報がとても少なくなってしまう。外にいる状態だとしたら、

開いていないとやっていけない。) 

　山は若干危険な方がいいんですよ、這いつくばってね、梯子とか、

若干危険な方が子供たちの生命力が出てくるんですよ。我々がそ

ういうところの入り口で、小学校はこういうことはできないし、本当

はご家庭でやっていただければいいんですけどね。それで、山に登

るか何かしないと、動物的な感覚は研ぎ澄まされないでしょ。役場

でも、社会でも、安心安全を謳っているでしょ、それではね。山とか

フィールドワークの中で、危険なところを登ったりする中での生命

力、そのために山登り等をしていますね。

(萩原| 真岡市では、子供たちと専門的な人たちが集まって『真岡

市の動植物』という本を作った。それは、まちづくりの指針にもなり

ます。ただ、益子町にはない。子供たちの学習と動物的な感覚を広

げる意味で、益子町でもできたらいいと私は考えています。) 

　それはいいですね。

　幼稚園では、山本さんのいくべ会に協力してもらっています。山

本さんはすごい人で、自分で自費で整備をしているんですよね。非

常に山本さんはおもしろいですよ。あと、暴れている子でも、そうい

う場所では暴れませんね、危険が分かるから。こういう幼稚園のよ

うな場所ではわざと暴れるんですよ。山の中では、子供によっては

怖いと言いますから、私たちにとっては教育的観点からそこが狙い

ですね。大人でも子供でも同じで、安心安全だから酔っぱらえるん

ですよ。家族でも山に登ってほしいと思いますし、子供たちの力を

引き出してほしいですね。

9. 子供とお母さんを集めるためには

　楽しく、たくましく、楽しくない時には園長に話してください、と皆

さんに話しています。私は保育園を中退したんですよ、楽しくなくっ

てね。子供を集めるには食べ物ですよね、食文化ですかね。うちの

娘も食に興味があって、一時期自然食に興味ありましたけど、小学

校で諦めましたね。子供が来るのは食べ物、テキ屋さんが好きな

んだよね、土祭ではそういう食べ物が必要なんだよね。子供にとっ

ては、無添加だとか関係ないんだよね。

(萩原| 甘くて、おいしそうで、おいしくて、分かりやすいもの、子供

が食いついてきそうなものが必要ですね。) 

　我々は、お母さんと子供を対象にしているんです。お母さんしか

子供を連れてこられないんですよ。ただ、お母さんが行きたいから

という理由じゃ、お母さんは大ブーイングを家の中で受けてしまう。

「私が楽しいから行きます」じゃ、「何だうちの嫁は!」と言われてしま

う。「仮面ライダーがうちの子が好きだから行ってきます」と言うと、

「じゃ行っておいで」という話になる。お母さんが「良い化粧品があ

るから行ってきます」なんて言うと本当に大変だよ (笑) 。

　子供が何かあるから行くというと、金魚掬いとか、SLがあるから

とか、ウサギがいますとか、子供は好きですね、そういう理由だと、

親は言い出しやすいよね。うまくそこをしないとね。ただ、無添加無

農薬だけじゃ子供は行かない、多少毒があったほうがいいんだよ

ね。匂い、色、香りとか、ネオンとか毒があるから行くんだから 

(笑) 。好奇心をそそること、危ないところも必要。

(萩原| 毒 し々いこと、良いテーマですね。)

10. 男と女について

　子育てができることが重要ですから、若い女性に知らせることで、

子供たちに繋げるため、女性はなくてはならないもの、子供を産む

ことができる。お母さんたちにどうしたら来て頂けるかですよね。お

母さんがおもしろいなと思わないとね。

　女の方が強い、幼稚園の職員室で過ごしていると男は弱いね。

男が良いところは、いろんなものを破壊して新しいものを作ること、

あとは、筋力が強いとか。平和になったら女が強い、男の価値がな

くなってしまうから、男は生産性がないし、病気にも弱いし (笑) 。

歌を覚えることも女の方が早いし、先生が「これやるよー」と言って

も、集まってくるのは女。男は相変わらず泥団子を作っている。

(今井| お父さんが幼稚園に関わるのも少ないんですかね?) 

　少ないですね、おやじの会でお父さんたちがやってるのはペンキ

塗り、それから餅つき、やっぱり力仕事。男は草刈りとか、餅つきと

かしゃべんなくても肉体交流ができるでしょ、お父さんも気が楽。

あと、駅伝部は男が多いですね。

(萩原| 説得力ありますね、子供たちを見ているだけに。) 

　星飛雄馬の親父がちゃぶ台ひっくりかえすのはね、あれしかな

いから。男の駄目な部分が出ているよね。

11. 土祭の市場への提案

　三つの地域の特産物を並べた一坪販売店があるといいよね、

地域の人がそこにいるから。土祭広場で、地域の特産物を並べる。

市場でも土祭でも、繋がっていることを意識できることが必要。土

祭の音楽祭にお囃子会で叩きに行っても知り合いがいないのが

ね。この地域の夕焼けバーの出店者、知り合いの人がいない、食

べたり飲んだりするのにね、いなくてもいい面もあるにはあるんだ

けどね。そういう土祭のような機会に、コミュニティーを繋げていけ

るのかな。コミュニティーを繋げていくものは、伝統を含めて文化

だと思うんですよ。

12. この土地のことを繋げるために

(萩原| 繋げていくということで、最近の聞き取りの中で、80代くら

いの方は水が浄化される理由を体感と経験的に知っています。そ

れに、このあたりにはシジミもいたそうです。) 

　そうですね、繋げないといけないですよね。20年前くらいまでシ

ジミはいましたよ、私は娘が取って来たものを食べていました。大

羽川の支流、用水路で、魚はナマズとか釣って食べていた、オイカ

ワ、今でもドジョウなんかもいたし食べている。タナゴはいなかった

かな。

　私はここに骨を埋めるつもりで生きているので、地域についてい

えば、子供たちにここにいてほしい。だけど、仕事がない、文化がな

い、となると若い人が残らない。例えばインターパークとかに流れ

てしまう。あと休みの日には、コストコとかにね、東京とかに流れてし

まう。行くのはいいのだけどね、いろいろあるし楽しいし。だけど、若

い人は益子のカフェには行ったりするんだよね。みんなおしゃれが

好きなんですよ、だから農業もかっこ良くないといけないし、今のま

までは駄目なんだろうね。

　益子に子供は少ないよね、年寄りも若い世代にど田舎の魅力、

楽しさを知らさなくてはいけない。年配の方々から、寄り添わなくて

はならない。今後、若い世代の獲得が課題になるのではないでしょ

うか。そのためには子供や若い人に好まれるお祭りでないといけな

いと思います。土祭も特に若い女性、男性がターゲットになるので

はないのかな。世代間で何か共有できるものが必要ですね。

(萩原| 18歳の方が子供の頃、友人に「益子は田舎だ」と言われて、

「田舎じゃない、益子はど田舎だ」と怒ったことがある、と。しかもそ

れは、ど田舎であることを誇りとして、そういう子も一方では育って

います。お互いに言葉を交わすように共有できることが必要なので

しょうが、それはこの土地のことではないでしょうか。年配の方は

若い世代より多くの情報を持っており、それを伝えることをしない

といけないのかもしれません。) 

　そうですね、植生も変わりますし、土地とは切り離せないですか

らね。我 も々わからないよ、何がいいのか。ただ、今年はお囃子をや

りながら、お菓子を子供たちへ益子で採れたものであげたいです

ね。土祭にも協力できることがあったら協力します。

13. 二十代の保育士への質問から

佐藤さん| 休みの日はどこに行って遊んでいるの?

保育士Aさん| 東京に行きます。新宿とかに服を買いに。

保育士Bさん（茂木出身）| 私も東京の友達に会いに行ったり。茂

木は遊ぶところがないんで…。

佐藤さん| 楽しい?

保育士Bさん| 楽しいです。

佐藤さん| そっかー、茂木は自然もあるんだけどね…。でも、これ

が現実だね。結局若い人たちからは寄ってこないんだよね。60過ぎ

の人は時間のある人が出てくるから、うまく繋がないといけないで

すね。本当に何かないと行ってしまう。

　それに、農産物を売るには、おしゃれさも必要。どんなフィルター

をかけるか、どう伝えるかが大切だよね。あと、女は甘いものが好き

だよね、ジェラート、甘味処かな。パンもね。でも、若い子に聞かな

いと分からないよね、直接聞いたほうがいいよ、私と話すより楽し

いよ。いつでも5時以降なら大丈夫!

(萩原| 是非お願いします (笑) 。ヒジノワで、アリス・ウォータースの

映画をやりました。オーガニックフードのアイコン的な存在の方。

実は益子にもそういう活動をしている農家さんがいる、ということを

ヒジノワの方が伝えたくて上映した、と聞いたことがあります。)

　うまく若い方に伝えないと駄目ですね。



園祭、土祭、七井小学校お囃子指導、七井幼稚園夏祭り参加、か

みねの森保育園夏祭り参加、赤羽保育園夏祭り参加、芳賀路ふ

れあいマラソン応援

課題：メンバー増強、次世代育成

2. 大沢お囃子会の結成について　

　世代間の交流のため、地域活性が一番の目的です。地域の交

流が少なく危機感があった。若い世代との交流がなく、誰が誰で

どこに住んでいるのかが分からなくなった。昔、農業で生業を立て

ていた時期は、みんな顔見知りではあったのですがね。

　そのこともあって、お囃子会ができた。その時の発起人は、細野

和男さん。お囃子は山本の原から教わった。七井幼稚園では、盆

踊りの太鼓に30年くらい叩きに来ていただいていた。その山本の

　北米から中南米までを旅し、ブラジルで半年間過ごした経験を

持つ、七井幼稚園の理事長を務める佐藤広志  (さとうひろし) さ

んから、祭りによる地域の交流と、幼稚園の活動についてお話を

伺った。

1. 大沢お囃子会についての基本情報 (佐藤広志さん制作資

料より)

名称：大沢お囃子会

結成時期：平成17年5月

結成理由：地域活性

理念：地域貢献、次世代の育成

メンバー：12名

活動：御霊神社夏越祭、御霊神社大祭、御霊神社大晦日、益子祇

原お囃子会に、この地区で教わることが決まり、益子町に補助金

申請を50万円し、それで楽器を購入した。今では小さな子供から

年配の方まで関わっている。

　最初は、山車はなく軽トラで、御霊神社のお祭りのときにお囃子

をして回っていた。佐藤テルさんが120～130万お金を寄付し、お囃

子の山車を、仲田さんという40代の星の宮の大工さんでお囃子会

の方に図面を引いてもらった。星の宮で作ったやつと同じようなや

つで、図面を引いてもらって作ったのですよ。彫刻があった方がい

いですが、そんな贅沢はできませんから。その方は、星の宮で一台

と、うちで一台作っています。

　今、若い世代は、神様が一カ所にいたのでは来ないでしょうよ、

神様が外に出ないとね。まずはみんなに来てもらって、見てもらっ

て、世代間交流をしなければならない。これを続けないといけない

んですが、今は叩く人がなかなか増えていかないんですよ。今後は

どういう風にして子供を増やしていくかが大切ですね。

　お囃子会は、7月31日の御霊神社夏越祭に出てもらっている。た

だ、今では平日だと厳しいので、その周辺の日にちに出している。今

まではビールとか飲み物を持ってきているんだけど、今後は手作り

のお菓子とか何か考えている。

3. 土祭の方向性

　土祭でもそうだけど、アートと美術のイベントではないと書いて

ありますが、かっこいいイベントであってもいいのではないかと思

います。産業祭って知ってます? それと同じにならないようにしなけ

ればならないかな。交流するには、茶屋とか、パン屋とかないと若

い人が行かないですね。

　地元の農をフィルターにかけて、おしゃれなのか何なのか、伝え

る術を考えなくてはならない。益子にはたくさんの農家がいる。意

識的に、焼きものの方も、農業の方も、今いるところではないところ

を目指さないと、新たな交流は生まれないのではないでしょうか。

どの方向に行けば、若者が集うか、あとは年寄りもいいもんだと思

える所をつくっていかなければならないと思う。努力しないといけ

ない、それをしないと若い人は残らない。道の駅の運営も分からな

い状態だし。

　七井地区の人たちは、土祭は町中だけの、焼きもの関係者だけ

の気がすると聞きます。俺らは関係ない、税金を同じように納めて

いるのにあんまり戻ってこない、その意見が土祭に多いですよ。あ

と昭和28年から29年に合併したでしょ、田野と七井の人たちは特

にその考えが強いよね。七井地区とか田野地区の人の掘り起こし

作業はしっかりやってもらわないと、どっちみち土祭は益子の城内

坂周辺の祭りだっぺ、となってしまわないように、そのために我 も々

協力したい。

(萩原| 土祭の参加者の方が、終わった後にどうきれいになったか、

どう交流が生まれたか、何が残ったのかが大切だと、それがないと

やる意味がないと話をされていました。)

　ドラッカーの言葉で「成果が主役である、主役は成果である」と。
努力するのは当然だとしたら、主役は成果だから、何かしら残さな

いといけないですね。どういう成果を残したらいいのか、土祭でお

考えください。そのビジョンをつくらないといけないですね。馬場さ

んが亡くなって、みんなでつくっていかないといけないんだけど、誰

かデフォルメしないといけない。全部取ったら駄目で、産業祭に

なってしまいますよ。そこで悪役が必要かな (笑) 。馬場さんは多分

誉められたり、けなされたりしたと思います。誰か悪役がいないと、

みんないい人ばかりではやっていけないかな。何かを取って何か

を捨てて、じゃないとね。

4. 祭りを通した交流と地域活性化

　原お囃子会から、お囃子を学んで、向こうの山車に乗せてもらっ

たり、お寺でのお囃子に参加させていただいたり、原のお囃子会に

は御霊神社の祭りに参加してもらったり、七井下町には代表が教

えに行っている。あとは、益子の祇園のときも私たちのお囃子会は、

鹿島神社の境内で叩いています、東田井のお囃子会と一緒に叩く

ときもある。覚えるときは、音符がないので口伝で、ちゃかんちゃ

ちゃかちゃんとか、ちゃかちゃかとか、でれすけでんでんとか、そん

な感じでやっていた。交流はありますね、いろんな所との。

　祭りっていう歌がありますよね、笛と太鼓は心踊るものでしょう

ね。祭りとは、心躍るもの。開放的になり、動物的になりますね、男

女が知り合う場所もあるし、酒を飲んで昂揚することがあるし、社

会性とは別の所にある気がします。おもしろい、心躍るとかその辺

のことなのかな。はめを外すとか、若い人でも酒飲むとか、男と女の

交流場所でもあって、いい娘を探すっていう場所でもあるよね。お

じいちゃんと、おばあちゃんも来るし、子供も来るしね。

　うまく繋がないといけないけど、そのうまくというのが分からない

と途中で廃れることになる。お金もかかるし、皮の張り替えとかお

金がかかるから。でもね、全部補助金でやってもつまんないし、お

金はかかってもしょうがないのかな。現代的にどうしたらいいかわ

からないけど。ただ、お祭りは若い人が帰ってきますよね。

(今井| 七井地区の大岡忠男さんも、お祭りがきちんとしていれば、

そのときぐらいは帰って来ると話していました。ご自身も昔の記憶

が残っていて、そういうのが大事なのではないか、と。佐藤さんもお

祭りの記憶はありますか?) 

　私は、茂木の上郭内 (かみかくない) で生まれた。中心部の大町

では山車があった。当時、同級生が大町にいて、羨ましいと感じて

いた。我々は山車ないから、乗れないし引っ張れないんだ。金魚掬

いとか、綿飴とか、それはそれで楽しかったけど、やっぱりね、乗り

たいとか、引っ張りたいとか。それだけ、お祭りが楽しかったし、華

やかだったんではないのかな。光っていた。

　最初から祭りを作るのは大変ですが、子供と女性をターゲット

にしたいなと思います、大沢のお祭りは。我 く々らいになったら、地

域と子供にお金と労力を掛けてもいいんではないでしょうか。我が

家のお祭りは、焼き肉喰いにいったり、寿司を喰いにいったりね、そ

れはそれ。それだけで満足できるものじゃない。七井地区としても

何かしないとね、今度下町さんと盆踊りをやるとか考えている。そ

れがいいかどうかわからないですけど、それを考えていく必要があ

るのではないでしょうか。下町、大沢、小宅の獅子舞、そういったも

のが結べるといいですよね。

(萩原| これまで各地区で、お囃子や獅子舞での文化交流があり

ました。例えば、新町で獅子舞をやっていて、それを東田井も始め

ることになりました。) 

　それはいいですね。文化をつくらないと離れていくんだよね、文

化があれば経済的な合理性に勝てるかもしれない。勝ち負けの問

題ではないけれどもね、対抗できるかもしれない。

(今井| いつ頃から地域の活性化に力を入れるようになりました

か?) 

　今61歳だけど、娘が東京に行った頃くらいからかな、一日自分の

家の周りにいられないし。やっぱり宇都宮行ったり、ベイシア行っ

たり、ツタヤ行ったりしなければいけない。東京はいろいろあるから

おもしろいんですよね。それじゃ幼稚園誰が継ぐの? そういうことか

らかな、自分たちの子供は帰ってくるのだろうか、とね。町に魅力な

いと帰ってこないよね、町には単純な経済的なものはないし、ペン

タックスもなくなってしまったしね。ただ、繋がないといけないです

ね。

5. ブラジルでの経験

　ユバ農場にいた経験もあるからね、ユバさんはこうやっていたか

な、と考えながらやっている。土祭と通じるところがあると思います。

　ブラジルへ行きました。20歳のころ、ロスで少し働いて、アメリカ

からバスでメキシコへ。パナマはバスがないからそこは飛んで、ニ

カラグアからコロンビア、ペルー、パラグアイ、ブラジルを2年半～3

年かけて渡った。ブラジルはおもしろいですよね。サソリとか、ガラ

ガラ蛇も食べました。ユバ農場という日系ブラジル人のコミュニ

ティーに私は半年いました。そこにタケチャンという農場の方がい

て、今でもメールとかで交流があります。

　この前、マリアンという女の子に東京で会ってきました。今は50

歳くらいですけどね。タケチャンは、農場部のトップでね。おもしろ

い話があるんです。ユバ農場は旅行者も入っていける場所でした

からね。その時は小学生の子もいたかな…。サツマイモを植えてい

たのですが、すごい雷になったんですね。タケチャンは、全く雷雨の

中でもやめないんですよ。タケチャンひどいなって思いましたよ。そ

のときのサツマイモの苗を植えたことを、この前、マリアンに話した

んですよ、「雷の中おっかなかったんだよ、タケチャンはひどいよね

」って。そしたらマリアンに「当たり前でしょ。雨があるときが一番い

いでしょ。雨があるときが一番苗がつきやすいからでしょ。何でや

めないといけないの?」と言われ、数十年経った後にやっとそのこと

が分かったんですよ。やっぱり日本と違うんですよ。それで「そうか、

我々の考えが少しあれなのかな」と思いましたよ。日本はやめちゃ

うよね。

(今井|そうですね、違う見方からすると捉え方がちがいますね。) 

　向こうからするとチャンスなんですよね、だからやめるわけにはい
かない。この間、初めて分かったんだ。

(萩原| 生きることの意識が強いのですかね。)

　安心安全だけではないんですよ。ユバは、農業を基本的にやっ
ている。バレエとか、図書館があったり、歌を歌ったりしている。

食っていけないから生産してやっていっている。この辺のニュアン

スは、芸術だとか、働くこととか、何か土祭と通じるところがあるん

ですかね。ただ、祈りとかになると宗教めいて面倒くさくなるのです

がね。

(萩原| 土地への感謝とか、通じるところがありますね。)

6. 祭りと幼稚園での食について

　山車を出す時は、お菓子を子供たちに配ろうと考えている。ベイ

シアとかで100円で売っているやつを100個買えばそれで喜ぶんだ

けどね。ただ、今のお母さんたちにはそれだけじゃだめなんだろう

な。手作りのもの、益子で採れたハチミツだとか、小麦を使ったも

のであるとか、しかも子供たちがあこがれるようなものを配っていく

とか、お金は同じ一万円だとしても、違ったものを作っていかないと

いけない。

(萩原| 例えばこの地区でハチミツを作っている方がいるし、ポップ

コーンとか無農薬野菜を作っている方もいる。紹介する意味も込

めて使うのはどうでしょうか。) 

　そうですね、ポップコーンの機械とか綿飴の機械とか幼稚園に

あるんですね。ポップコーンで、キャラメルとかハチミツとかで作っ

てみるとかしていたら喜ぶし、2、3日若干手間暇かけたものをやり

ながら引っ張ってできるのではないのでしょうか。お菓子を食べる

だけでいいんですけどね、そういうことしないとね、ベイシアとかで

買えるものもおいしそうに映るんだけど、それは多分違うんだろう

な、と思う。

　幼稚園には給食室があり、茂木のロリアンさんというところで生

地を買って、フランスパンを園で焼いていた。発酵した状態で持っ

てきてくれ、焼いて食べましょう、ということができていたんですよ。

ただ、「もうできない」とお手紙が来てしまってね。

私が南米を旅しているときに、貧しくても焼きたてのパンを食べて

いるんですよ。日本でも、古い米でも炊きたてのご飯なら食えるん

ですよね。南米の貧しい場所の中でも、焼きたてのパンはおいしい

んですよ。日本でもご飯は炊きたてでしょ、だからパンもそんな風に

焼きたてを提供していきたいな、と考えています。

　そういう風に思って10年やってきて、4月からそれをどうしようか

な、と悩んでいるところです。今、できなくなってしまっているからど

うしたらいいか、方法があればどうにかしたいですね。高価なもの

を食べさせなくてもいいけど、別にお米もコシヒカリを食べさせなく

てもいいけど、栃木県産のを食べたりね。ご飯も炊きたてでしょ、

じゃあパンも焼きたてを提供したい、そういうことは必要だと思う。

それに、当然のようにさ、当然のように「焼きたてのパン」を食べさ

せるということは必要かな。

(萩原| 益子には、橋本さんという無農薬小麦とか野菜を作ってい

る方がいます。) 

　小麦粉でも何でも食べられればありがたいな、そういったことが

あるととてもありがたいですね。情報を頂きたいですね。

7. 七井幼稚園のあり方とお母さんたちのこと

　サツマイモ掘りやジャガイモ掘りもやっていますし、ベイシアの

フェンスに向けて、絵を飾っている。幼稚園も地域のものなので、

地域の中でどう活性化できるのかと考えている。そこの公園は我々

が管理している。お金ももらってなくても、水をやって草刈りをして

いた。やっぱりきれいにしたいのですよ。この辺の景色をね。

　あとは、読み聞かせとかね、保護者の方々には他の幼稚園よりも

手伝ってもらっていると思います。ボランティアなどもやっている。ゴ

スペルは益子の夜市の方でもやっていますね。元々は幼稚園に来

ていた母親、もう巣立っちゃって地域の方になってるんだけど、今

でも体育館をお貸ししています。ネコの手ボランティア、通称ネコボ

ラはいろいろ手伝ってもらっている。温水プールがあるので、子供

の着替え、髪の毛を乾かすのをやってもらっていたり、長縄跳びの

縄回しとその数えることをして、募集すると保護者中心で10人くら

い来てくれますね。あと、七井幼稚園駅伝部に所属していて駅伝

部で走る。私も走るんですよね。

　陶好会 (とうこうかい) には園の窯を貸してしている。それでお母

さんが勝手にやって作ったものを売って小遣い稼ぎをしている 

(笑) 。一回火を窯に入れると3000円とかね、これは儲かりもしない

けどね。主に引っ越してきた方が陶好会に入っている。陶芸家の方

はいないですね。「益子に来たから焼きものやりたくて」と言って。

ロクロも2台あるし、園内のは使い放題。保育料もらっているからい

いのですよ、使ってもらわないと。

　幼稚園は交流をする場所、情報は公開した方がよいということ

です。交流を多くやっていた方がいいし、ここは交流するところで

あってほしい。我々がやるより、交流が生まれることによって子育て

の先輩の方 と々交流が生まれることの方が良いのではないかと

思っています。いかに健康的にさせるか、それが我々の仕事だね、

健康的にしないといけない。風通しをよくしなければいけないよ。

閉め切っちゃっていると建物でもなんでも煮詰まってよくない。そ

の方が、家庭でも健康になる。お母さんたちがエネルギーを発散

できる場所があって、お母さんたちが元気でいられたらいいのかな。

ま、そうだよね、幼稚園でやっているのは、できることで、できる範囲

でやっているのだけどね。

　我々は、ボランティア活動をしていただいていて本当にありがた

いんですよ、本当にお母さん方は、能力が高い。変な話、人件費が

かからないんですよ、皆さんボランティアしてくれる。本当にありが

たい、子供がいい環境にいた方が豊かになれる、という考えがあり

ますね、お母さんたちも他の子供たちを見られますので、よく手を

挙げて来てくれます。自分の家の子供大丈夫なのかな、と思っちゃ

うくらいね。園で働いている方の中には、もともとPTAをやっていた

方もいるんですよ。みんな元気な良いお母さんたちが手伝ってくれ

ているので、これだけの環境が整えられるのかな。多分幼稚園づく

りとまちづくりも似ているところがあると思いますので、大変だと思

いますが、うまくコーディネートしてくださいね。

8. 安心安全と子供の生命力

　バンビクラブというのがあります。年間数回、月に一回は、子供た

ちを七井駅に降ろして歩かせるんですよ。それでバンビクラブの保

護者の方に連れて来てもらう。その反省会が今日あるんですよ。

　バスで送り迎えをすると、ほとんど歩くことなく来るでしょう。交

通の勉強だとして園内でやると車が来ないんですよ。それじゃ学べ

ないと思いますね。夏でも外、冬でも外、外で生きている実感を味

わえないと。安心安全だけではないんですよ。その部分を、幼稚園

ではどこまで提供できるのかな、ということを考えています。

　山登りをしています。年長さんは、芳賀富士と雨巻山を登らない

と卒園できません。あと、役場から歩いてこないといけないんです

ね。年長は大体課題をクリアしたかな。

　安心安全を求めていても、安心安全の社会は生まれない。不安

定が前提としてあって、不安定な中で、大震災もそうですよね。あと

は犯罪ですよね、オレオレ詐欺もあるし、狙われるのはまず老人と

子供ですね、弱いですから狙われますよ。

　私は、動物行動学が好きなんです (笑) 。転んだ子供を起こすか

起こさないかも大きなこと、すごく重要なことなんですよ。0～1歳児

以外はなるべく起こさない、それは冷たいのか、何なのか分からな

いが、転ぶのはしょうがない。泣くのはいいんだけどね。シマウマが

転んで泣いていたら、ライオンに食べられちゃうでしょ。幼稚園で

は、立ち上がってから手当はしますね。

(萩原| 安心な場所にいると感覚が閉じちゃいますよね。そうすると

得られる情報がとても少なくなってしまう。外にいる状態だとしたら、

開いていないとやっていけない。) 

　山は若干危険な方がいいんですよ、這いつくばってね、梯子とか、

若干危険な方が子供たちの生命力が出てくるんですよ。我々がそ

ういうところの入り口で、小学校はこういうことはできないし、本当

はご家庭でやっていただければいいんですけどね。それで、山に登

るか何かしないと、動物的な感覚は研ぎ澄まされないでしょ。役場

でも、社会でも、安心安全を謳っているでしょ、それではね。山とか

フィールドワークの中で、危険なところを登ったりする中での生命

力、そのために山登り等をしていますね。

(萩原| 真岡市では、子供たちと専門的な人たちが集まって『真岡

市の動植物』という本を作った。それは、まちづくりの指針にもなり

ます。ただ、益子町にはない。子供たちの学習と動物的な感覚を広

げる意味で、益子町でもできたらいいと私は考えています。) 

　それはいいですね。

　幼稚園では、山本さんのいくべ会に協力してもらっています。山

本さんはすごい人で、自分で自費で整備をしているんですよね。非

常に山本さんはおもしろいですよ。あと、暴れている子でも、そうい

う場所では暴れませんね、危険が分かるから。こういう幼稚園のよ

うな場所ではわざと暴れるんですよ。山の中では、子供によっては

怖いと言いますから、私たちにとっては教育的観点からそこが狙い

ですね。大人でも子供でも同じで、安心安全だから酔っぱらえるん

ですよ。家族でも山に登ってほしいと思いますし、子供たちの力を

引き出してほしいですね。

9. 子供とお母さんを集めるためには

　楽しく、たくましく、楽しくない時には園長に話してください、と皆

さんに話しています。私は保育園を中退したんですよ、楽しくなくっ

てね。子供を集めるには食べ物ですよね、食文化ですかね。うちの

娘も食に興味があって、一時期自然食に興味ありましたけど、小学
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校で諦めましたね。子供が来るのは食べ物、テキ屋さんが好きな

んだよね、土祭ではそういう食べ物が必要なんだよね。子供にとっ

ては、無添加だとか関係ないんだよね。

(萩原| 甘くて、おいしそうで、おいしくて、分かりやすいもの、子供

が食いついてきそうなものが必要ですね。) 

　我々は、お母さんと子供を対象にしているんです。お母さんしか

子供を連れてこられないんですよ。ただ、お母さんが行きたいから

という理由じゃ、お母さんは大ブーイングを家の中で受けてしまう。

「私が楽しいから行きます」じゃ、「何だうちの嫁は!」と言われてしま

う。「仮面ライダーがうちの子が好きだから行ってきます」と言うと、

「じゃ行っておいで」という話になる。お母さんが「良い化粧品があ

るから行ってきます」なんて言うと本当に大変だよ (笑) 。

　子供が何かあるから行くというと、金魚掬いとか、SLがあるから

とか、ウサギがいますとか、子供は好きですね、そういう理由だと、

親は言い出しやすいよね。うまくそこをしないとね。ただ、無添加無

農薬だけじゃ子供は行かない、多少毒があったほうがいいんだよ

ね。匂い、色、香りとか、ネオンとか毒があるから行くんだから 

(笑) 。好奇心をそそること、危ないところも必要。

(萩原| 毒 し々いこと、良いテーマですね。)

10. 男と女について

　子育てができることが重要ですから、若い女性に知らせることで、

子供たちに繋げるため、女性はなくてはならないもの、子供を産む

ことができる。お母さんたちにどうしたら来て頂けるかですよね。お

母さんがおもしろいなと思わないとね。

　女の方が強い、幼稚園の職員室で過ごしていると男は弱いね。

男が良いところは、いろんなものを破壊して新しいものを作ること、

あとは、筋力が強いとか。平和になったら女が強い、男の価値がな

くなってしまうから、男は生産性がないし、病気にも弱いし (笑) 。

歌を覚えることも女の方が早いし、先生が「これやるよー」と言って

も、集まってくるのは女。男は相変わらず泥団子を作っている。

(今井| お父さんが幼稚園に関わるのも少ないんですかね?) 

　少ないですね、おやじの会でお父さんたちがやってるのはペンキ

塗り、それから餅つき、やっぱり力仕事。男は草刈りとか、餅つきと

かしゃべんなくても肉体交流ができるでしょ、お父さんも気が楽。

あと、駅伝部は男が多いですね。

(萩原| 説得力ありますね、子供たちを見ているだけに。) 

　星飛雄馬の親父がちゃぶ台ひっくりかえすのはね、あれしかな

いから。男の駄目な部分が出ているよね。

11. 土祭の市場への提案

　三つの地域の特産物を並べた一坪販売店があるといいよね、

地域の人がそこにいるから。土祭広場で、地域の特産物を並べる。

市場でも土祭でも、繋がっていることを意識できることが必要。土

祭の音楽祭にお囃子会で叩きに行っても知り合いがいないのが

ね。この地域の夕焼けバーの出店者、知り合いの人がいない、食

べたり飲んだりするのにね、いなくてもいい面もあるにはあるんだ

けどね。そういう土祭のような機会に、コミュニティーを繋げていけ

るのかな。コミュニティーを繋げていくものは、伝統を含めて文化

だと思うんですよ。

12. この土地のことを繋げるために

(萩原| 繋げていくということで、最近の聞き取りの中で、80代くら

いの方は水が浄化される理由を体感と経験的に知っています。そ

れに、このあたりにはシジミもいたそうです。) 

　そうですね、繋げないといけないですよね。20年前くらいまでシ

ジミはいましたよ、私は娘が取って来たものを食べていました。大

羽川の支流、用水路で、魚はナマズとか釣って食べていた、オイカ

ワ、今でもドジョウなんかもいたし食べている。タナゴはいなかった

かな。

　私はここに骨を埋めるつもりで生きているので、地域についてい

えば、子供たちにここにいてほしい。だけど、仕事がない、文化がな

い、となると若い人が残らない。例えばインターパークとかに流れ

てしまう。あと休みの日には、コストコとかにね、東京とかに流れてし

まう。行くのはいいのだけどね、いろいろあるし楽しいし。だけど、若

い人は益子のカフェには行ったりするんだよね。みんなおしゃれが

好きなんですよ、だから農業もかっこ良くないといけないし、今のま

までは駄目なんだろうね。

　益子に子供は少ないよね、年寄りも若い世代にど田舎の魅力、

楽しさを知らさなくてはいけない。年配の方々から、寄り添わなくて

はならない。今後、若い世代の獲得が課題になるのではないでしょ

うか。そのためには子供や若い人に好まれるお祭りでないといけな

いと思います。土祭も特に若い女性、男性がターゲットになるので

はないのかな。世代間で何か共有できるものが必要ですね。

(萩原| 18歳の方が子供の頃、友人に「益子は田舎だ」と言われて、

「田舎じゃない、益子はど田舎だ」と怒ったことがある、と。しかもそ

れは、ど田舎であることを誇りとして、そういう子も一方では育って

います。お互いに言葉を交わすように共有できることが必要なので

しょうが、それはこの土地のことではないでしょうか。年配の方は

若い世代より多くの情報を持っており、それを伝えることをしない

といけないのかもしれません。) 

　そうですね、植生も変わりますし、土地とは切り離せないですか

らね。我 も々わからないよ、何がいいのか。ただ、今年はお囃子をや

りながら、お菓子を子供たちへ益子で採れたものであげたいです

ね。土祭にも協力できることがあったら協力します。

13. 二十代の保育士への質問から

佐藤さん| 休みの日はどこに行って遊んでいるの?

保育士Aさん| 東京に行きます。新宿とかに服を買いに。

保育士Bさん（茂木出身）| 私も東京の友達に会いに行ったり。茂

木は遊ぶところがないんで…。

佐藤さん| 楽しい?

保育士Bさん| 楽しいです。

佐藤さん| そっかー、茂木は自然もあるんだけどね…。でも、これ

が現実だね。結局若い人たちからは寄ってこないんだよね。60過ぎ

の人は時間のある人が出てくるから、うまく繋がないといけないで

すね。本当に何かないと行ってしまう。

　それに、農産物を売るには、おしゃれさも必要。どんなフィルター

をかけるか、どう伝えるかが大切だよね。あと、女は甘いものが好き

だよね、ジェラート、甘味処かな。パンもね。でも、若い子に聞かな

いと分からないよね、直接聞いたほうがいいよ、私と話すより楽し

いよ。いつでも5時以降なら大丈夫!

(萩原| 是非お願いします (笑) 。ヒジノワで、アリス・ウォータースの

映画をやりました。オーガニックフードのアイコン的な存在の方。

実は益子にもそういう活動をしている農家さんがいる、ということを

ヒジノワの方が伝えたくて上映した、と聞いたことがあります。)

　うまく若い方に伝えないと駄目ですね。
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課題：メンバー増強、次世代育成

2. 大沢お囃子会の結成について　

　世代間の交流のため、地域活性が一番の目的です。地域の交

流が少なく危機感があった。若い世代との交流がなく、誰が誰で

どこに住んでいるのかが分からなくなった。昔、農業で生業を立て

ていた時期は、みんな顔見知りではあったのですがね。

　そのこともあって、お囃子会ができた。その時の発起人は、細野

和男さん。お囃子は山本の原から教わった。七井幼稚園では、盆

踊りの太鼓に30年くらい叩きに来ていただいていた。その山本の

　北米から中南米までを旅し、ブラジルで半年間過ごした経験を

持つ、七井幼稚園の理事長を務める佐藤広志  (さとうひろし) さ

んから、祭りによる地域の交流と、幼稚園の活動についてお話を

伺った。

1. 大沢お囃子会についての基本情報 (佐藤広志さん制作資

料より)

名称：大沢お囃子会

結成時期：平成17年5月

結成理由：地域活性

理念：地域貢献、次世代の育成

メンバー：12名

活動：御霊神社夏越祭、御霊神社大祭、御霊神社大晦日、益子祇

原お囃子会に、この地区で教わることが決まり、益子町に補助金

申請を50万円し、それで楽器を購入した。今では小さな子供から

年配の方まで関わっている。

　最初は、山車はなく軽トラで、御霊神社のお祭りのときにお囃子

をして回っていた。佐藤テルさんが120～130万お金を寄付し、お囃

子の山車を、仲田さんという40代の星の宮の大工さんでお囃子会

の方に図面を引いてもらった。星の宮で作ったやつと同じようなや

つで、図面を引いてもらって作ったのですよ。彫刻があった方がい

いですが、そんな贅沢はできませんから。その方は、星の宮で一台

と、うちで一台作っています。

　今、若い世代は、神様が一カ所にいたのでは来ないでしょうよ、

神様が外に出ないとね。まずはみんなに来てもらって、見てもらっ

て、世代間交流をしなければならない。これを続けないといけない

んですが、今は叩く人がなかなか増えていかないんですよ。今後は

どういう風にして子供を増やしていくかが大切ですね。

　お囃子会は、7月31日の御霊神社夏越祭に出てもらっている。た

だ、今では平日だと厳しいので、その周辺の日にちに出している。今

まではビールとか飲み物を持ってきているんだけど、今後は手作り

のお菓子とか何か考えている。

3. 土祭の方向性

　土祭でもそうだけど、アートと美術のイベントではないと書いて

ありますが、かっこいいイベントであってもいいのではないかと思

います。産業祭って知ってます? それと同じにならないようにしなけ

ればならないかな。交流するには、茶屋とか、パン屋とかないと若

い人が行かないですね。

　地元の農をフィルターにかけて、おしゃれなのか何なのか、伝え

る術を考えなくてはならない。益子にはたくさんの農家がいる。意

識的に、焼きものの方も、農業の方も、今いるところではないところ

を目指さないと、新たな交流は生まれないのではないでしょうか。

どの方向に行けば、若者が集うか、あとは年寄りもいいもんだと思

える所をつくっていかなければならないと思う。努力しないといけ

ない、それをしないと若い人は残らない。道の駅の運営も分からな

い状態だし。

　七井地区の人たちは、土祭は町中だけの、焼きもの関係者だけ

の気がすると聞きます。俺らは関係ない、税金を同じように納めて

いるのにあんまり戻ってこない、その意見が土祭に多いですよ。あ

と昭和28年から29年に合併したでしょ、田野と七井の人たちは特

にその考えが強いよね。七井地区とか田野地区の人の掘り起こし

作業はしっかりやってもらわないと、どっちみち土祭は益子の城内

坂周辺の祭りだっぺ、となってしまわないように、そのために我 も々

協力したい。

(萩原| 土祭の参加者の方が、終わった後にどうきれいになったか、

どう交流が生まれたか、何が残ったのかが大切だと、それがないと

やる意味がないと話をされていました。)

　ドラッカーの言葉で「成果が主役である、主役は成果である」と。
努力するのは当然だとしたら、主役は成果だから、何かしら残さな

いといけないですね。どういう成果を残したらいいのか、土祭でお

考えください。そのビジョンをつくらないといけないですね。馬場さ

んが亡くなって、みんなでつくっていかないといけないんだけど、誰

かデフォルメしないといけない。全部取ったら駄目で、産業祭に

なってしまいますよ。そこで悪役が必要かな (笑) 。馬場さんは多分

誉められたり、けなされたりしたと思います。誰か悪役がいないと、

みんないい人ばかりではやっていけないかな。何かを取って何か

を捨てて、じゃないとね。

4. 祭りを通した交流と地域活性化

　原お囃子会から、お囃子を学んで、向こうの山車に乗せてもらっ

たり、お寺でのお囃子に参加させていただいたり、原のお囃子会に

は御霊神社の祭りに参加してもらったり、七井下町には代表が教

えに行っている。あとは、益子の祇園のときも私たちのお囃子会は、

鹿島神社の境内で叩いています、東田井のお囃子会と一緒に叩く

ときもある。覚えるときは、音符がないので口伝で、ちゃかんちゃ

ちゃかちゃんとか、ちゃかちゃかとか、でれすけでんでんとか、そん

な感じでやっていた。交流はありますね、いろんな所との。

　祭りっていう歌がありますよね、笛と太鼓は心踊るものでしょう

ね。祭りとは、心躍るもの。開放的になり、動物的になりますね、男

女が知り合う場所もあるし、酒を飲んで昂揚することがあるし、社

会性とは別の所にある気がします。おもしろい、心躍るとかその辺

のことなのかな。はめを外すとか、若い人でも酒飲むとか、男と女の

交流場所でもあって、いい娘を探すっていう場所でもあるよね。お

じいちゃんと、おばあちゃんも来るし、子供も来るしね。

　うまく繋がないといけないけど、そのうまくというのが分からない

と途中で廃れることになる。お金もかかるし、皮の張り替えとかお

金がかかるから。でもね、全部補助金でやってもつまんないし、お

金はかかってもしょうがないのかな。現代的にどうしたらいいかわ

からないけど。ただ、お祭りは若い人が帰ってきますよね。

(今井| 七井地区の大岡忠男さんも、お祭りがきちんとしていれば、

そのときぐらいは帰って来ると話していました。ご自身も昔の記憶

が残っていて、そういうのが大事なのではないか、と。佐藤さんもお

祭りの記憶はありますか?) 

　私は、茂木の上郭内 (かみかくない) で生まれた。中心部の大町

では山車があった。当時、同級生が大町にいて、羨ましいと感じて

いた。我々は山車ないから、乗れないし引っ張れないんだ。金魚掬

いとか、綿飴とか、それはそれで楽しかったけど、やっぱりね、乗り

たいとか、引っ張りたいとか。それだけ、お祭りが楽しかったし、華

やかだったんではないのかな。光っていた。

　最初から祭りを作るのは大変ですが、子供と女性をターゲット

にしたいなと思います、大沢のお祭りは。我 く々らいになったら、地

域と子供にお金と労力を掛けてもいいんではないでしょうか。我が

家のお祭りは、焼き肉喰いにいったり、寿司を喰いにいったりね、そ

れはそれ。それだけで満足できるものじゃない。七井地区としても

何かしないとね、今度下町さんと盆踊りをやるとか考えている。そ

れがいいかどうかわからないですけど、それを考えていく必要があ

るのではないでしょうか。下町、大沢、小宅の獅子舞、そういったも

のが結べるといいですよね。

(萩原| これまで各地区で、お囃子や獅子舞での文化交流があり

ました。例えば、新町で獅子舞をやっていて、それを東田井も始め

ることになりました。) 

　それはいいですね。文化をつくらないと離れていくんだよね、文

化があれば経済的な合理性に勝てるかもしれない。勝ち負けの問

題ではないけれどもね、対抗できるかもしれない。

(今井| いつ頃から地域の活性化に力を入れるようになりました

か?) 

　今61歳だけど、娘が東京に行った頃くらいからかな、一日自分の

家の周りにいられないし。やっぱり宇都宮行ったり、ベイシア行っ

たり、ツタヤ行ったりしなければいけない。東京はいろいろあるから

おもしろいんですよね。それじゃ幼稚園誰が継ぐの? そういうことか

らかな、自分たちの子供は帰ってくるのだろうか、とね。町に魅力な

いと帰ってこないよね、町には単純な経済的なものはないし、ペン

タックスもなくなってしまったしね。ただ、繋がないといけないです

ね。

5. ブラジルでの経験

　ユバ農場にいた経験もあるからね、ユバさんはこうやっていたか

な、と考えながらやっている。土祭と通じるところがあると思います。

　ブラジルへ行きました。20歳のころ、ロスで少し働いて、アメリカ

からバスでメキシコへ。パナマはバスがないからそこは飛んで、ニ

カラグアからコロンビア、ペルー、パラグアイ、ブラジルを2年半～3

年かけて渡った。ブラジルはおもしろいですよね。サソリとか、ガラ

ガラ蛇も食べました。ユバ農場という日系ブラジル人のコミュニ

ティーに私は半年いました。そこにタケチャンという農場の方がい

て、今でもメールとかで交流があります。

　この前、マリアンという女の子に東京で会ってきました。今は50

歳くらいですけどね。タケチャンは、農場部のトップでね。おもしろ

い話があるんです。ユバ農場は旅行者も入っていける場所でした

からね。その時は小学生の子もいたかな…。サツマイモを植えてい

たのですが、すごい雷になったんですね。タケチャンは、全く雷雨の

中でもやめないんですよ。タケチャンひどいなって思いましたよ。そ

のときのサツマイモの苗を植えたことを、この前、マリアンに話した

んですよ、「雷の中おっかなかったんだよ、タケチャンはひどいよね

」って。そしたらマリアンに「当たり前でしょ。雨があるときが一番い

いでしょ。雨があるときが一番苗がつきやすいからでしょ。何でや

めないといけないの?」と言われ、数十年経った後にやっとそのこと

が分かったんですよ。やっぱり日本と違うんですよ。それで「そうか、

我々の考えが少しあれなのかな」と思いましたよ。日本はやめちゃ

うよね。

(今井|そうですね、違う見方からすると捉え方がちがいますね。) 

　向こうからするとチャンスなんですよね、だからやめるわけにはい
かない。この間、初めて分かったんだ。

(萩原| 生きることの意識が強いのですかね。)

　安心安全だけではないんですよ。ユバは、農業を基本的にやっ
ている。バレエとか、図書館があったり、歌を歌ったりしている。

食っていけないから生産してやっていっている。この辺のニュアン

スは、芸術だとか、働くこととか、何か土祭と通じるところがあるん

ですかね。ただ、祈りとかになると宗教めいて面倒くさくなるのです

がね。

(萩原| 土地への感謝とか、通じるところがありますね。)

6. 祭りと幼稚園での食について

　山車を出す時は、お菓子を子供たちに配ろうと考えている。ベイ

シアとかで100円で売っているやつを100個買えばそれで喜ぶんだ

けどね。ただ、今のお母さんたちにはそれだけじゃだめなんだろう

な。手作りのもの、益子で採れたハチミツだとか、小麦を使ったも

のであるとか、しかも子供たちがあこがれるようなものを配っていく

とか、お金は同じ一万円だとしても、違ったものを作っていかないと

いけない。

(萩原| 例えばこの地区でハチミツを作っている方がいるし、ポップ

コーンとか無農薬野菜を作っている方もいる。紹介する意味も込

めて使うのはどうでしょうか。) 

　そうですね、ポップコーンの機械とか綿飴の機械とか幼稚園に

あるんですね。ポップコーンで、キャラメルとかハチミツとかで作っ

てみるとかしていたら喜ぶし、2、3日若干手間暇かけたものをやり

ながら引っ張ってできるのではないのでしょうか。お菓子を食べる

だけでいいんですけどね、そういうことしないとね、ベイシアとかで

買えるものもおいしそうに映るんだけど、それは多分違うんだろう

な、と思う。

　幼稚園には給食室があり、茂木のロリアンさんというところで生

地を買って、フランスパンを園で焼いていた。発酵した状態で持っ

てきてくれ、焼いて食べましょう、ということができていたんですよ。

ただ、「もうできない」とお手紙が来てしまってね。

私が南米を旅しているときに、貧しくても焼きたてのパンを食べて

いるんですよ。日本でも、古い米でも炊きたてのご飯なら食えるん

ですよね。南米の貧しい場所の中でも、焼きたてのパンはおいしい

んですよ。日本でもご飯は炊きたてでしょ、だからパンもそんな風に

焼きたてを提供していきたいな、と考えています。

　そういう風に思って10年やってきて、4月からそれをどうしようか

な、と悩んでいるところです。今、できなくなってしまっているからど

うしたらいいか、方法があればどうにかしたいですね。高価なもの

を食べさせなくてもいいけど、別にお米もコシヒカリを食べさせなく

てもいいけど、栃木県産のを食べたりね。ご飯も炊きたてでしょ、

じゃあパンも焼きたてを提供したい、そういうことは必要だと思う。

それに、当然のようにさ、当然のように「焼きたてのパン」を食べさ

せるということは必要かな。

(萩原| 益子には、橋本さんという無農薬小麦とか野菜を作ってい

る方がいます。) 

　小麦粉でも何でも食べられればありがたいな、そういったことが

あるととてもありがたいですね。情報を頂きたいですね。

7. 七井幼稚園のあり方とお母さんたちのこと

　サツマイモ掘りやジャガイモ掘りもやっていますし、ベイシアの

フェンスに向けて、絵を飾っている。幼稚園も地域のものなので、

地域の中でどう活性化できるのかと考えている。そこの公園は我々

が管理している。お金ももらってなくても、水をやって草刈りをして

いた。やっぱりきれいにしたいのですよ。この辺の景色をね。

　あとは、読み聞かせとかね、保護者の方々には他の幼稚園よりも

手伝ってもらっていると思います。ボランティアなどもやっている。ゴ

スペルは益子の夜市の方でもやっていますね。元々は幼稚園に来

ていた母親、もう巣立っちゃって地域の方になってるんだけど、今

でも体育館をお貸ししています。ネコの手ボランティア、通称ネコボ

ラはいろいろ手伝ってもらっている。温水プールがあるので、子供

の着替え、髪の毛を乾かすのをやってもらっていたり、長縄跳びの

縄回しとその数えることをして、募集すると保護者中心で10人くら

い来てくれますね。あと、七井幼稚園駅伝部に所属していて駅伝

部で走る。私も走るんですよね。

　陶好会 (とうこうかい) には園の窯を貸してしている。それでお母

さんが勝手にやって作ったものを売って小遣い稼ぎをしている 

(笑) 。一回火を窯に入れると3000円とかね、これは儲かりもしない

けどね。主に引っ越してきた方が陶好会に入っている。陶芸家の方

はいないですね。「益子に来たから焼きものやりたくて」と言って。

ロクロも2台あるし、園内のは使い放題。保育料もらっているからい

いのですよ、使ってもらわないと。

　幼稚園は交流をする場所、情報は公開した方がよいということ

です。交流を多くやっていた方がいいし、ここは交流するところで

あってほしい。我々がやるより、交流が生まれることによって子育て

の先輩の方 と々交流が生まれることの方が良いのではないかと
記録: 萩原潤 (文責)、 土祭事務局

思っています。いかに健康的にさせるか、それが我々の仕事だね、

健康的にしないといけない。風通しをよくしなければいけないよ。

閉め切っちゃっていると建物でもなんでも煮詰まってよくない。そ

の方が、家庭でも健康になる。お母さんたちがエネルギーを発散

できる場所があって、お母さんたちが元気でいられたらいいのかな。

ま、そうだよね、幼稚園でやっているのは、できることで、できる範囲

でやっているのだけどね。

　我々は、ボランティア活動をしていただいていて本当にありがた

いんですよ、本当にお母さん方は、能力が高い。変な話、人件費が

かからないんですよ、皆さんボランティアしてくれる。本当にありが

たい、子供がいい環境にいた方が豊かになれる、という考えがあり

ますね、お母さんたちも他の子供たちを見られますので、よく手を

挙げて来てくれます。自分の家の子供大丈夫なのかな、と思っちゃ

うくらいね。園で働いている方の中には、もともとPTAをやっていた

方もいるんですよ。みんな元気な良いお母さんたちが手伝ってくれ

ているので、これだけの環境が整えられるのかな。多分幼稚園づく

りとまちづくりも似ているところがあると思いますので、大変だと思

いますが、うまくコーディネートしてくださいね。

8. 安心安全と子供の生命力

　バンビクラブというのがあります。年間数回、月に一回は、子供た

ちを七井駅に降ろして歩かせるんですよ。それでバンビクラブの保

護者の方に連れて来てもらう。その反省会が今日あるんですよ。

　バスで送り迎えをすると、ほとんど歩くことなく来るでしょう。交

通の勉強だとして園内でやると車が来ないんですよ。それじゃ学べ

ないと思いますね。夏でも外、冬でも外、外で生きている実感を味

わえないと。安心安全だけではないんですよ。その部分を、幼稚園

ではどこまで提供できるのかな、ということを考えています。

　山登りをしています。年長さんは、芳賀富士と雨巻山を登らない

と卒園できません。あと、役場から歩いてこないといけないんです

ね。年長は大体課題をクリアしたかな。

　安心安全を求めていても、安心安全の社会は生まれない。不安

定が前提としてあって、不安定な中で、大震災もそうですよね。あと

は犯罪ですよね、オレオレ詐欺もあるし、狙われるのはまず老人と

子供ですね、弱いですから狙われますよ。

　私は、動物行動学が好きなんです (笑) 。転んだ子供を起こすか

起こさないかも大きなこと、すごく重要なことなんですよ。0～1歳児

以外はなるべく起こさない、それは冷たいのか、何なのか分からな

いが、転ぶのはしょうがない。泣くのはいいんだけどね。シマウマが

転んで泣いていたら、ライオンに食べられちゃうでしょ。幼稚園で

は、立ち上がってから手当はしますね。

(萩原| 安心な場所にいると感覚が閉じちゃいますよね。そうすると

得られる情報がとても少なくなってしまう。外にいる状態だとしたら、

開いていないとやっていけない。) 

　山は若干危険な方がいいんですよ、這いつくばってね、梯子とか、

若干危険な方が子供たちの生命力が出てくるんですよ。我々がそ

ういうところの入り口で、小学校はこういうことはできないし、本当

はご家庭でやっていただければいいんですけどね。それで、山に登

るか何かしないと、動物的な感覚は研ぎ澄まされないでしょ。役場

でも、社会でも、安心安全を謳っているでしょ、それではね。山とか

フィールドワークの中で、危険なところを登ったりする中での生命

力、そのために山登り等をしていますね。

(萩原| 真岡市では、子供たちと専門的な人たちが集まって『真岡

市の動植物』という本を作った。それは、まちづくりの指針にもなり

ます。ただ、益子町にはない。子供たちの学習と動物的な感覚を広

げる意味で、益子町でもできたらいいと私は考えています。) 

　それはいいですね。

　幼稚園では、山本さんのいくべ会に協力してもらっています。山

本さんはすごい人で、自分で自費で整備をしているんですよね。非

常に山本さんはおもしろいですよ。あと、暴れている子でも、そうい

う場所では暴れませんね、危険が分かるから。こういう幼稚園のよ

うな場所ではわざと暴れるんですよ。山の中では、子供によっては

怖いと言いますから、私たちにとっては教育的観点からそこが狙い

ですね。大人でも子供でも同じで、安心安全だから酔っぱらえるん

ですよ。家族でも山に登ってほしいと思いますし、子供たちの力を

引き出してほしいですね。

9. 子供とお母さんを集めるためには

　楽しく、たくましく、楽しくない時には園長に話してください、と皆

さんに話しています。私は保育園を中退したんですよ、楽しくなくっ

てね。子供を集めるには食べ物ですよね、食文化ですかね。うちの

娘も食に興味があって、一時期自然食に興味ありましたけど、小学

校で諦めましたね。子供が来るのは食べ物、テキ屋さんが好きな

んだよね、土祭ではそういう食べ物が必要なんだよね。子供にとっ

ては、無添加だとか関係ないんだよね。

(萩原| 甘くて、おいしそうで、おいしくて、分かりやすいもの、子供

が食いついてきそうなものが必要ですね。) 

　我々は、お母さんと子供を対象にしているんです。お母さんしか

子供を連れてこられないんですよ。ただ、お母さんが行きたいから

という理由じゃ、お母さんは大ブーイングを家の中で受けてしまう。

「私が楽しいから行きます」じゃ、「何だうちの嫁は!」と言われてしま

う。「仮面ライダーがうちの子が好きだから行ってきます」と言うと、

「じゃ行っておいで」という話になる。お母さんが「良い化粧品があ

るから行ってきます」なんて言うと本当に大変だよ (笑) 。

　子供が何かあるから行くというと、金魚掬いとか、SLがあるから

とか、ウサギがいますとか、子供は好きですね、そういう理由だと、

親は言い出しやすいよね。うまくそこをしないとね。ただ、無添加無

農薬だけじゃ子供は行かない、多少毒があったほうがいいんだよ

ね。匂い、色、香りとか、ネオンとか毒があるから行くんだから 

(笑) 。好奇心をそそること、危ないところも必要。

(萩原| 毒 し々いこと、良いテーマですね。)

10. 男と女について

　子育てができることが重要ですから、若い女性に知らせることで、

子供たちに繋げるため、女性はなくてはならないもの、子供を産む

ことができる。お母さんたちにどうしたら来て頂けるかですよね。お

母さんがおもしろいなと思わないとね。

　女の方が強い、幼稚園の職員室で過ごしていると男は弱いね。

男が良いところは、いろんなものを破壊して新しいものを作ること、

あとは、筋力が強いとか。平和になったら女が強い、男の価値がな

くなってしまうから、男は生産性がないし、病気にも弱いし (笑) 。

歌を覚えることも女の方が早いし、先生が「これやるよー」と言って

も、集まってくるのは女。男は相変わらず泥団子を作っている。

(今井| お父さんが幼稚園に関わるのも少ないんですかね?) 

　少ないですね、おやじの会でお父さんたちがやってるのはペンキ

塗り、それから餅つき、やっぱり力仕事。男は草刈りとか、餅つきと

かしゃべんなくても肉体交流ができるでしょ、お父さんも気が楽。

あと、駅伝部は男が多いですね。

(萩原| 説得力ありますね、子供たちを見ているだけに。) 

　星飛雄馬の親父がちゃぶ台ひっくりかえすのはね、あれしかな

いから。男の駄目な部分が出ているよね。

11. 土祭の市場への提案

　三つの地域の特産物を並べた一坪販売店があるといいよね、

地域の人がそこにいるから。土祭広場で、地域の特産物を並べる。

市場でも土祭でも、繋がっていることを意識できることが必要。土

祭の音楽祭にお囃子会で叩きに行っても知り合いがいないのが

ね。この地域の夕焼けバーの出店者、知り合いの人がいない、食

べたり飲んだりするのにね、いなくてもいい面もあるにはあるんだ

けどね。そういう土祭のような機会に、コミュニティーを繋げていけ

るのかな。コミュニティーを繋げていくものは、伝統を含めて文化

だと思うんですよ。

12. この土地のことを繋げるために

(萩原| 繋げていくということで、最近の聞き取りの中で、80代くら

いの方は水が浄化される理由を体感と経験的に知っています。そ

れに、このあたりにはシジミもいたそうです。) 

　そうですね、繋げないといけないですよね。20年前くらいまでシ

ジミはいましたよ、私は娘が取って来たものを食べていました。大

羽川の支流、用水路で、魚はナマズとか釣って食べていた、オイカ

ワ、今でもドジョウなんかもいたし食べている。タナゴはいなかった

かな。

　私はここに骨を埋めるつもりで生きているので、地域についてい

えば、子供たちにここにいてほしい。だけど、仕事がない、文化がな

い、となると若い人が残らない。例えばインターパークとかに流れ

てしまう。あと休みの日には、コストコとかにね、東京とかに流れてし

まう。行くのはいいのだけどね、いろいろあるし楽しいし。だけど、若

い人は益子のカフェには行ったりするんだよね。みんなおしゃれが

好きなんですよ、だから農業もかっこ良くないといけないし、今のま

までは駄目なんだろうね。

　益子に子供は少ないよね、年寄りも若い世代にど田舎の魅力、

楽しさを知らさなくてはいけない。年配の方々から、寄り添わなくて

はならない。今後、若い世代の獲得が課題になるのではないでしょ

うか。そのためには子供や若い人に好まれるお祭りでないといけな
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いと思います。土祭も特に若い女性、男性がターゲットになるので

はないのかな。世代間で何か共有できるものが必要ですね。

(萩原| 18歳の方が子供の頃、友人に「益子は田舎だ」と言われて、

「田舎じゃない、益子はど田舎だ」と怒ったことがある、と。しかもそ

れは、ど田舎であることを誇りとして、そういう子も一方では育って

います。お互いに言葉を交わすように共有できることが必要なので

しょうが、それはこの土地のことではないでしょうか。年配の方は

若い世代より多くの情報を持っており、それを伝えることをしない

といけないのかもしれません。) 

　そうですね、植生も変わりますし、土地とは切り離せないですか

らね。我 も々わからないよ、何がいいのか。ただ、今年はお囃子をや

りながら、お菓子を子供たちへ益子で採れたものであげたいです

ね。土祭にも協力できることがあったら協力します。

13. 二十代の保育士への質問から

佐藤さん| 休みの日はどこに行って遊んでいるの?

保育士Aさん| 東京に行きます。新宿とかに服を買いに。

保育士Bさん（茂木出身）| 私も東京の友達に会いに行ったり。茂

木は遊ぶところがないんで…。

佐藤さん| 楽しい?

保育士Bさん| 楽しいです。

佐藤さん| そっかー、茂木は自然もあるんだけどね…。でも、これ

が現実だね。結局若い人たちからは寄ってこないんだよね。60過ぎ

の人は時間のある人が出てくるから、うまく繋がないといけないで

すね。本当に何かないと行ってしまう。

　それに、農産物を売るには、おしゃれさも必要。どんなフィルター

をかけるか、どう伝えるかが大切だよね。あと、女は甘いものが好き

だよね、ジェラート、甘味処かな。パンもね。でも、若い子に聞かな

いと分からないよね、直接聞いたほうがいいよ、私と話すより楽し

いよ。いつでも5時以降なら大丈夫!

(萩原| 是非お願いします (笑) 。ヒジノワで、アリス・ウォータースの

映画をやりました。オーガニックフードのアイコン的な存在の方。

実は益子にもそういう活動をしている農家さんがいる、ということを

ヒジノワの方が伝えたくて上映した、と聞いたことがあります。)

　うまく若い方に伝えないと駄目ですね。



小塙宏人さん

嫁に来るとは思わなくて。おじいさんが亡くなって25、6年になる。そ

の後、おばあちゃんは30年くらい一人でこの家を守ってきた。だか

らここの歴史を聞いても詳しくは分からない。戦後おじいさんと東

京から戻ってきたので。昔の暮らしはこうだった、とかは聞いたけ

れども。

宏人さん| ここの先代は、神奈川県庁に小作官でいたんだよね。東

大の農学部を卒業して。そこから派遣されてたんだろうけどね。昔

の小作の問題、争議の解決、調停役みたいなもの。その時の資料

がたくさんある。そこは30年くらい前に上野さんがいた頃、町史編

纂やったでしょ? 益子町も。その頃に神奈川県の横浜市史編纂の

人が来て、おじいさんが退官したときに持ってきた資料を見ていっ

た。市史編纂を頼まれた大学の先生が、マイクロチップを持って、

今では市役所に行けば全部見られるようになった。

　退職後に御霊神社の役員や森林組合の監事を務めてきた元会

社員の小塙宏人 (こばなわひろと) さんと妻の純子 (じゅんこ) さ

んに、地域の行事と山のことを中心にお話を伺った。

1. 小塙家のこと

純子さん| 主人は小千谷で、ここの生まれじゃないんですよ。主人

のおばさんが嫁いできて、ここに疎開していたんです。子供がいなく

てそのまま養子に入っちゃった。おばさんが子供がいなかったので、

養子に入ったので。小学校3年生くらいまではここにいたけども、そ

の後は佐野に引っ越したので、佐野育ちなんです。

(今井| こちらへ戻ってきたのはいつ頃ですか?)

宏人さん| 大学が終わってから。

純子さん| 私は七井の町内生まれなんですけど、こっちの方へお
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純子さん| おじいさんも早く亡くなったので、主人は歴史的なこと

は分からないんだよね。

(今井| 神奈川県庁にいたのは宏人さんのおばさんのご主人?)

宏人さん| そうそう。

2.  御霊神社と行事の継承

　私はここへ来てすぐ勤めちゃったからね。だから地元の行事と

かには参加していないし、退職してから神社関係の行事に参加す

るようになった。ここのところ年上の人が亡くなってしまって、地元

を一番知っているのが佐藤タダオさん。町会議員をやっていた人。

頭もしっかりしてたし、記録も残したし、なんでもよく知っていたん

だけど、亡くなっちゃった。ただ本を出しているんだよね、「八溝なん

とか」ってやつ。非売品だけど。それを読むとここの歴史が分かると

思う。七井幼稚園の理事長さんに言うと本がきっとあると思うから。

佐藤さんは何でも書く人だから、この辺の地区のことも要約して書

いてあるんじゃないかな。

　勤めを辞めて3年、神社の役員をやっていた。その間の資料をま

とめたものがある。神社の1年の行事なんだけど。これ佐藤さんが

どこで調べたんだか、調べてここを直した時に石碑を作ったんです

よ。石に刻んであるのがこれなんです。私がこれを写してきてパソコ

ンに入れたんです。あと神社のお祭りがこれだけあるんですよ。

　これは大沢宿・里だけのお祭り。この神社は広いんですよ。ここ

から北中の手前、風戸から中学校のあたりまで。大沢全部。各地

区各地区でお祭りがあって、役員さんがいて。恵比寿講はもう何年

もやっていない。佐藤さんは「地元を活性化させないと」と思って、

お祭りをたくさんやってくれたんだけども。

(増田| おいくつで亡くなったんですか?)

　83歳くらいかな。岩崎県議と同い年。神社に全く資料がなかっ

たんで、神社に関する資料ということで、自分でいろいろ作った。昔

は伝承でもよかった。みんなが参加していたから。でも今は役員だ

けでやっているし、周りの人は何が何だか分からない状態が現状。

大祭の時にはお囃子会が余興なんかをやったりする。役員が引き

継いでしまうと分からなくなってしまう。コピーしてこれを使ってい

る。

　神社の社務所にあったものをコピーしてきた。昔は若い人から

おじいちゃんおばあちゃんまでいたけど、今はおじいちゃんおばあ

ちゃんばっかり。だいたい神社自体も抜けてしまおうという人もい

る。役員が回ってきたときも分からないし、時間的にも出て行けな

いから。

　お祭りのときはこういうものを飾ってお祭りします、輪くぐりのと

きはこんなことをします、と。神主さんがいる神社だったらその都度

教えてくれるけど、ここは横山さんがお祓いのときにだけ来てくれる。

その他は地元の方で用意する、ということ。

　しめ縄作りも最近始まったんですが、小宅の床井剛さんがしめ

縄作りの会長をやっていた。

(増田| しめ縄作りの会長さんなんですか?)

　そう。床井剛さんを頼んで、大沢里も作りましょう、ということで。

剛さんに指導を受けながら作っているところ。

(増田| しめ縄作りは何年前から始まったんですか?)

　5、6年前からかな。

純子さん| この辺は50軒、当番が回ってくるのは一生のうちに1回

くらいだから伝承のしようがない。

宏人さん| これは大沢地区の役員全員が集まってやるんだけども、

きちんとしたこういった資料がないと、誰も指導できなくなる。

　この神社は全部で210軒くらい氏子さんがいる。角ノ川までは

こっちの神社。

　渡辺祐吉さんという元役場の職員も、神社とかにかかわる方が

少なくて継承していくのが大変だ、という話の中で、先ほどの御霊

神社の例大祭の幟をつくりますよね、あれを伝承だと伝わらない

から自分で絵で書いて残したんだ、と言っていた。

3. 森林組合と山のこと

(増田| 森林組合の監事さんもなさっていたと聞きましたが?)

　佐藤カツミさんの後を引き継いで、まだ3年くらいしか経っていな

いけど。

(増田| 森林組合の仕事というと、どんな仕事をやっているんです

か?)

　理事関係かな。監事の方は決算とか監査する役目なんですけど。

年に10回くらい行って、役員会に出席するくらいだね。

(増田| 森林組合は益子町にあるんですか?)

　茂木。茂木、益子、市貝が合併して3地区の芳賀地区森林組合

になったのかな。もともとは別々にあったんだけども。活動ってほど

でもないけど芳賀地区森林組合でやっている。

純子さん| どこでも若い人が減っているし、難しい問題。

　旗立てだって5時6時に若い人がやるのは大変。年寄りがやれ

ばなんとかできるけど、若い人は無理ですよね。朝立てて、また夕方

下ろさなくてはならない。勤めを抜け出して来るわけにもいかない。

年寄りが出て行けるうちはいいけど。勤めの人ばっかりじゃ、今は

奥さんも働いているものね。簡素化していかないと難しい。

　今はコロコロコロってやる神社もあるのよね。あれだったら女の

人でも年寄りでも揚げられるけどね。こんなに太い柱立てるのが

大変でしょ。5、6メートルくらいあるんですよね、高さも。立てるには

ある程度の太さも必要ですもんね。支えるものも作るの大変ですよ

ね。

宏人さん| 石が立っていてボルトで留める、もう土台はある。間に

はさんでボルトで留める。

(増田| この木は竹ですか?)

　檜か杉だね。長柄っていって。地区によっては竹のところもある

けど。昔からの杉をずっと使っているんですね。結構、日本の木とい

うのは長持ちするんですよ。

(増田| 森林組合の話に戻りますけど、今、森の仕事をする方って

いうのはどんどん減っているんですけど、益子でどのくらいの人が

いるとか知っていますか?)

　もう年寄りが多くなったね、チェーンソーとか使うのも。森林組

合は作業班を4～5名の4班に分けていろいろな仕事をやっている。

間伐したり、植林したり。森林組合が請け負って。

(増田| こういった仕事は国の管理所から来るんですか?)

　民間もありますよ。県有林だの町有林だのありますよ。

　森林組合の事務所は123号、294号線をずっと行って茂木の天

矢場の踏切を渡って、294号の方へまっすぐ行って、くねくね曲がっ

て下りると旧道とぶつかるところの手前の左側に緑色の屋根の2

階建ての建物がある。そこが森林組合の事務所。そこへ行くと森

林組合の組合長さんがいるし、事務局の方もいるから、いろいろ聞

きたい場合は行けば全部教えてくれる。どんな仕事をしているとか、

森を守るとか。

　森を守るのは森林組合しかなくなってしまった。国の補助をもら

いながら、ぼちぼちやるしかできなくなった。でも山を荒らすと水も

なくなってしまうし。人件費を上回る利益なんて何やっても出ませ

んから。

　他の地区で聞いたのは、昔は、森を使っていたからきれいだっ

た。でも今は荒れている。

純子さん| 昔は、落ち葉をさらったり、馬を飼っていたから馬に干

草を食べさせるので、その辺はいつもきれいだった。

(増田| 田野の梅ヶ内地区でもそういった話は聞きました。路端に

生えている草とかも、朝は草刈りで競争だ、と。)

4. 様 な々信仰と祭事

(今井| 引継ぎ書、昭和21年のが残っていたということですか?)

宏人さん| そう。ここの大久保さんっていう神主さんが辞めちゃっ

たもんですから、横山さんに移したんですよ、そのときの書付け。そ

れがどこかにきちんと取ってあった。横山さんの親父が作ったって

言っていたね。北本郷というのは今の本郷と本郷東と本郷西。南

本郷はここの里と宿と仲ノ内。風戸は独立していた。新福寺も独立。

神社の向こうの大久保さんっていう家の屋号がケイショウジ。寺な

んだよね。神主さんをやっていたってことなんだけど、その辺はどう

なんだろうね。大久保勉さんっていう家。

(今井| 七井幼稚園の理事長さんに聞いたときも出てきたんです

けど、ここの山車ってお囃子会として作ったんですか?)

　 そう。

(今井| 今はどこに置いてあるんですか?)

　笠間街道を右に行って、ピーパックのはす向かいの青いブルー

のビニールトタンみたいなところ。七井幼稚園の理事長さんも幼稚

園の他にも、地域のためにいろいろやってくれて。

　この御霊神社は大沢里・宿。大日祭は大日堂のお祭り。小さい

お社がある。お祭りをするだけだけれども。きっと大日如来だから、

ここの神社には入れなかった。きっとお寺の関係だから入れな

かった。薬師堂もそうだと思う。薬師堂も仏教のほうだからね。神

社の正門の反対側に、小さいお堂がある。そこが薬師さま。道を挟

んで向かい。

　弁財天っていうのは、人が行けないようなところにある。沼の真

ん中にポツリとある。役員は年に1回行くんだけども、水がいっぱい

の時は行けないけど、だいたい枯れている。冬だからどうにか渡れ

る。場所は吹き出し道路の方。益子の中学校の後ろへ出る道路。

笠間街道を行ってこの辺にある。うちの子供たちも小さい頃、その

道路を通って町民プールへ行った。昔は馬車道で今はほとんど

通っていない。軽トラが通るくらいかな。

　弁天様でも何でも続いていてすごいな、と思う。沼の真ん中でも

一応はお参りに行くんですよ。役員さんが。

(今井| 役員というのは自治会の役員?)

　神社の役員さん。要するに総代とか世話人のほんの数人。

(今井| 日にちが決まっているわけではない?)

　日程は決まっているんだわ。その日にお供え持って。弁天様は10

月。当番組と当番組でない人の仕事が。4年に一度当番組が回っ

てきて、そのときには神社の清掃をしたりと大変。

　大祭とか小祭って書いてあるのが地区全体のもの。大日祭は里

だけ。

(今井| 地蔵講は今もやっているんですか?)

純子さん| 地蔵講はお母さんたちのもの。女性たちが年に2回、1

月と11月とあったんです。今は11月だけ。昔はお団子とか作ったりし

て。お母さんたちが子供を預けて骨休みみたいなもの。子供をだし

に集まる、子供の健康を祈る、みたいな。そのうち持ち寄りで公民

館でやっていたんだけど、今は4人しか残っていなくて。年取ってい

る人は辞めて、若い人は入らなくて、とりあえず私たち4人で。

　お地蔵様の掛け軸があるので、それを回さなくてはいけないの

で、年に一度集まって。この道の下にお地蔵様があるんですけど、

そこへお供えをして、お供えをいる人にみんな配って、お地蔵様の

掛け軸を次の人に渡して終わりにしてしまっている。4人で掛け軸

を回している。ただ、若い人が引き継がなかったらこの掛け軸はど

うしよう、と話している。

　昔は十数軒地蔵講に入っていた。昔はみんなお葬式とかも家で

やっていたでしょ、だからお葬式のお膳とかお茶碗とかお椀とかを

地蔵講のグループで揃えてやっていた。一応それが蔵の中にある。

今は式場でやっているので、必要ない。でもみんなで揃えたものだ

から捨てられずにいる。2、30人分くらいのお膳がある。

(増田| 風祭りはなくなってしまった?)

宏人さん| なくなった。もうしばらくないね。

純子さん| 藁で作ったものに紙をつけ、100円か200円を包んで入

れてお金を集めて、次に回した。それを風祭りの費用にした。農家

関係の人が集まってお酒飲んで、神主さんに拝んでもらった。風の

神様の祭りなんだよね。



嫁に来るとは思わなくて。おじいさんが亡くなって25、6年になる。そ

の後、おばあちゃんは30年くらい一人でこの家を守ってきた。だか

らここの歴史を聞いても詳しくは分からない。戦後おじいさんと東

京から戻ってきたので。昔の暮らしはこうだった、とかは聞いたけ

れども。

宏人さん| ここの先代は、神奈川県庁に小作官でいたんだよね。東

大の農学部を卒業して。そこから派遣されてたんだろうけどね。昔

の小作の問題、争議の解決、調停役みたいなもの。その時の資料

がたくさんある。そこは30年くらい前に上野さんがいた頃、町史編

纂やったでしょ? 益子町も。その頃に神奈川県の横浜市史編纂の

人が来て、おじいさんが退官したときに持ってきた資料を見ていっ

た。市史編纂を頼まれた大学の先生が、マイクロチップを持って、

今では市役所に行けば全部見られるようになった。

　退職後に御霊神社の役員や森林組合の監事を務めてきた元会

社員の小塙宏人 (こばなわひろと) さんと妻の純子 (じゅんこ) さ

んに、地域の行事と山のことを中心にお話を伺った。

1. 小塙家のこと

純子さん| 主人は小千谷で、ここの生まれじゃないんですよ。主人

のおばさんが嫁いできて、ここに疎開していたんです。子供がいなく

てそのまま養子に入っちゃった。おばさんが子供がいなかったので、

養子に入ったので。小学校3年生くらいまではここにいたけども、そ

の後は佐野に引っ越したので、佐野育ちなんです。

(今井| こちらへ戻ってきたのはいつ頃ですか?)

宏人さん| 大学が終わってから。

純子さん| 私は七井の町内生まれなんですけど、こっちの方へお
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純子さん| おじいさんも早く亡くなったので、主人は歴史的なこと

は分からないんだよね。

(今井| 神奈川県庁にいたのは宏人さんのおばさんのご主人?)

宏人さん| そうそう。

2.  御霊神社と行事の継承

　私はここへ来てすぐ勤めちゃったからね。だから地元の行事と

かには参加していないし、退職してから神社関係の行事に参加す

るようになった。ここのところ年上の人が亡くなってしまって、地元

を一番知っているのが佐藤タダオさん。町会議員をやっていた人。

頭もしっかりしてたし、記録も残したし、なんでもよく知っていたん

だけど、亡くなっちゃった。ただ本を出しているんだよね、「八溝なん

とか」ってやつ。非売品だけど。それを読むとここの歴史が分かると

思う。七井幼稚園の理事長さんに言うと本がきっとあると思うから。

佐藤さんは何でも書く人だから、この辺の地区のことも要約して書

いてあるんじゃないかな。

　勤めを辞めて3年、神社の役員をやっていた。その間の資料をま

とめたものがある。神社の1年の行事なんだけど。これ佐藤さんが

どこで調べたんだか、調べてここを直した時に石碑を作ったんです

よ。石に刻んであるのがこれなんです。私がこれを写してきてパソコ

ンに入れたんです。あと神社のお祭りがこれだけあるんですよ。

　これは大沢宿・里だけのお祭り。この神社は広いんですよ。ここ

から北中の手前、風戸から中学校のあたりまで。大沢全部。各地

区各地区でお祭りがあって、役員さんがいて。恵比寿講はもう何年

もやっていない。佐藤さんは「地元を活性化させないと」と思って、

お祭りをたくさんやってくれたんだけども。

(増田| おいくつで亡くなったんですか?)

　83歳くらいかな。岩崎県議と同い年。神社に全く資料がなかっ

たんで、神社に関する資料ということで、自分でいろいろ作った。昔

は伝承でもよかった。みんなが参加していたから。でも今は役員だ

けでやっているし、周りの人は何が何だか分からない状態が現状。

大祭の時にはお囃子会が余興なんかをやったりする。役員が引き

継いでしまうと分からなくなってしまう。コピーしてこれを使ってい

る。

　神社の社務所にあったものをコピーしてきた。昔は若い人から

おじいちゃんおばあちゃんまでいたけど、今はおじいちゃんおばあ

ちゃんばっかり。だいたい神社自体も抜けてしまおうという人もい

る。役員が回ってきたときも分からないし、時間的にも出て行けな

いから。

　お祭りのときはこういうものを飾ってお祭りします、輪くぐりのと

きはこんなことをします、と。神主さんがいる神社だったらその都度

教えてくれるけど、ここは横山さんがお祓いのときにだけ来てくれる。

その他は地元の方で用意する、ということ。

　しめ縄作りも最近始まったんですが、小宅の床井剛さんがしめ

縄作りの会長をやっていた。

(増田| しめ縄作りの会長さんなんですか?)

　そう。床井剛さんを頼んで、大沢里も作りましょう、ということで。

剛さんに指導を受けながら作っているところ。

(増田| しめ縄作りは何年前から始まったんですか?)

　5、6年前からかな。

純子さん| この辺は50軒、当番が回ってくるのは一生のうちに1回

くらいだから伝承のしようがない。

宏人さん| これは大沢地区の役員全員が集まってやるんだけども、

きちんとしたこういった資料がないと、誰も指導できなくなる。

　この神社は全部で210軒くらい氏子さんがいる。角ノ川までは

こっちの神社。

　渡辺祐吉さんという元役場の職員も、神社とかにかかわる方が

少なくて継承していくのが大変だ、という話の中で、先ほどの御霊

神社の例大祭の幟をつくりますよね、あれを伝承だと伝わらない

から自分で絵で書いて残したんだ、と言っていた。

3. 森林組合と山のこと

(増田| 森林組合の監事さんもなさっていたと聞きましたが?)

　佐藤カツミさんの後を引き継いで、まだ3年くらいしか経っていな

いけど。

(増田| 森林組合の仕事というと、どんな仕事をやっているんです

か?)

　理事関係かな。監事の方は決算とか監査する役目なんですけど。

年に10回くらい行って、役員会に出席するくらいだね。

(増田| 森林組合は益子町にあるんですか?)

　茂木。茂木、益子、市貝が合併して3地区の芳賀地区森林組合

になったのかな。もともとは別々にあったんだけども。活動ってほど

でもないけど芳賀地区森林組合でやっている。

純子さん| どこでも若い人が減っているし、難しい問題。

　旗立てだって5時6時に若い人がやるのは大変。年寄りがやれ

ばなんとかできるけど、若い人は無理ですよね。朝立てて、また夕方

下ろさなくてはならない。勤めを抜け出して来るわけにもいかない。

年寄りが出て行けるうちはいいけど。勤めの人ばっかりじゃ、今は

奥さんも働いているものね。簡素化していかないと難しい。

　今はコロコロコロってやる神社もあるのよね。あれだったら女の

人でも年寄りでも揚げられるけどね。こんなに太い柱立てるのが

大変でしょ。5、6メートルくらいあるんですよね、高さも。立てるには

ある程度の太さも必要ですもんね。支えるものも作るの大変ですよ

ね。

宏人さん| 石が立っていてボルトで留める、もう土台はある。間に

はさんでボルトで留める。

(増田| この木は竹ですか?)

　檜か杉だね。長柄っていって。地区によっては竹のところもある

けど。昔からの杉をずっと使っているんですね。結構、日本の木とい

うのは長持ちするんですよ。

(増田| 森林組合の話に戻りますけど、今、森の仕事をする方って

いうのはどんどん減っているんですけど、益子でどのくらいの人が

いるとか知っていますか?)

　もう年寄りが多くなったね、チェーンソーとか使うのも。森林組

合は作業班を4～5名の4班に分けていろいろな仕事をやっている。

間伐したり、植林したり。森林組合が請け負って。

(増田| こういった仕事は国の管理所から来るんですか?)

　民間もありますよ。県有林だの町有林だのありますよ。

　森林組合の事務所は123号、294号線をずっと行って茂木の天

矢場の踏切を渡って、294号の方へまっすぐ行って、くねくね曲がっ

て下りると旧道とぶつかるところの手前の左側に緑色の屋根の2

階建ての建物がある。そこが森林組合の事務所。そこへ行くと森

林組合の組合長さんがいるし、事務局の方もいるから、いろいろ聞

きたい場合は行けば全部教えてくれる。どんな仕事をしているとか、

森を守るとか。

　森を守るのは森林組合しかなくなってしまった。国の補助をもら

いながら、ぼちぼちやるしかできなくなった。でも山を荒らすと水も

なくなってしまうし。人件費を上回る利益なんて何やっても出ませ

んから。

　他の地区で聞いたのは、昔は、森を使っていたからきれいだっ

た。でも今は荒れている。

純子さん| 昔は、落ち葉をさらったり、馬を飼っていたから馬に干

草を食べさせるので、その辺はいつもきれいだった。

(増田| 田野の梅ヶ内地区でもそういった話は聞きました。路端に

生えている草とかも、朝は草刈りで競争だ、と。)

4. 様 な々信仰と祭事

(今井| 引継ぎ書、昭和21年のが残っていたということですか?)

宏人さん| そう。ここの大久保さんっていう神主さんが辞めちゃっ

たもんですから、横山さんに移したんですよ、そのときの書付け。そ

れがどこかにきちんと取ってあった。横山さんの親父が作ったって

言っていたね。北本郷というのは今の本郷と本郷東と本郷西。南

本郷はここの里と宿と仲ノ内。風戸は独立していた。新福寺も独立。

神社の向こうの大久保さんっていう家の屋号がケイショウジ。寺な

んだよね。神主さんをやっていたってことなんだけど、その辺はどう

なんだろうね。大久保勉さんっていう家。

(今井| 七井幼稚園の理事長さんに聞いたときも出てきたんです

けど、ここの山車ってお囃子会として作ったんですか?)

　 そう。

(今井| 今はどこに置いてあるんですか?)

　笠間街道を右に行って、ピーパックのはす向かいの青いブルー

のビニールトタンみたいなところ。七井幼稚園の理事長さんも幼稚

園の他にも、地域のためにいろいろやってくれて。

　この御霊神社は大沢里・宿。大日祭は大日堂のお祭り。小さい

お社がある。お祭りをするだけだけれども。きっと大日如来だから、

ここの神社には入れなかった。きっとお寺の関係だから入れな

かった。薬師堂もそうだと思う。薬師堂も仏教のほうだからね。神

社の正門の反対側に、小さいお堂がある。そこが薬師さま。道を挟

んで向かい。

　弁財天っていうのは、人が行けないようなところにある。沼の真

ん中にポツリとある。役員は年に1回行くんだけども、水がいっぱい

の時は行けないけど、だいたい枯れている。冬だからどうにか渡れ

る。場所は吹き出し道路の方。益子の中学校の後ろへ出る道路。

笠間街道を行ってこの辺にある。うちの子供たちも小さい頃、その

道路を通って町民プールへ行った。昔は馬車道で今はほとんど

通っていない。軽トラが通るくらいかな。

　弁天様でも何でも続いていてすごいな、と思う。沼の真ん中でも

一応はお参りに行くんですよ。役員さんが。

(今井| 役員というのは自治会の役員?)

　神社の役員さん。要するに総代とか世話人のほんの数人。

(今井| 日にちが決まっているわけではない?)

　日程は決まっているんだわ。その日にお供え持って。弁天様は10

月。当番組と当番組でない人の仕事が。4年に一度当番組が回っ

てきて、そのときには神社の清掃をしたりと大変。

　大祭とか小祭って書いてあるのが地区全体のもの。大日祭は里

だけ。

(今井| 地蔵講は今もやっているんですか?)

純子さん| 地蔵講はお母さんたちのもの。女性たちが年に2回、1

月と11月とあったんです。今は11月だけ。昔はお団子とか作ったりし

て。お母さんたちが子供を預けて骨休みみたいなもの。子供をだし

に集まる、子供の健康を祈る、みたいな。そのうち持ち寄りで公民

館でやっていたんだけど、今は4人しか残っていなくて。年取ってい

る人は辞めて、若い人は入らなくて、とりあえず私たち4人で。

　お地蔵様の掛け軸があるので、それを回さなくてはいけないの

で、年に一度集まって。この道の下にお地蔵様があるんですけど、

そこへお供えをして、お供えをいる人にみんな配って、お地蔵様の

掛け軸を次の人に渡して終わりにしてしまっている。4人で掛け軸

を回している。ただ、若い人が引き継がなかったらこの掛け軸はど

うしよう、と話している。

　昔は十数軒地蔵講に入っていた。昔はみんなお葬式とかも家で

やっていたでしょ、だからお葬式のお膳とかお茶碗とかお椀とかを

地蔵講のグループで揃えてやっていた。一応それが蔵の中にある。

今は式場でやっているので、必要ない。でもみんなで揃えたものだ

から捨てられずにいる。2、30人分くらいのお膳がある。

(増田| 風祭りはなくなってしまった?)

宏人さん| なくなった。もうしばらくないね。

純子さん| 藁で作ったものに紙をつけ、100円か200円を包んで入

れてお金を集めて、次に回した。それを風祭りの費用にした。農家

関係の人が集まってお酒飲んで、神主さんに拝んでもらった。風の

神様の祭りなんだよね。



嫁に来るとは思わなくて。おじいさんが亡くなって25、6年になる。そ

の後、おばあちゃんは30年くらい一人でこの家を守ってきた。だか

らここの歴史を聞いても詳しくは分からない。戦後おじいさんと東

京から戻ってきたので。昔の暮らしはこうだった、とかは聞いたけ

れども。

宏人さん| ここの先代は、神奈川県庁に小作官でいたんだよね。東

大の農学部を卒業して。そこから派遣されてたんだろうけどね。昔

の小作の問題、争議の解決、調停役みたいなもの。その時の資料

がたくさんある。そこは30年くらい前に上野さんがいた頃、町史編

纂やったでしょ? 益子町も。その頃に神奈川県の横浜市史編纂の

人が来て、おじいさんが退官したときに持ってきた資料を見ていっ

た。市史編纂を頼まれた大学の先生が、マイクロチップを持って、

今では市役所に行けば全部見られるようになった。

　退職後に御霊神社の役員や森林組合の監事を務めてきた元会

社員の小塙宏人 (こばなわひろと) さんと妻の純子 (じゅんこ) さ

んに、地域の行事と山のことを中心にお話を伺った。

1. 小塙家のこと

純子さん| 主人は小千谷で、ここの生まれじゃないんですよ。主人

のおばさんが嫁いできて、ここに疎開していたんです。子供がいなく

てそのまま養子に入っちゃった。おばさんが子供がいなかったので、

養子に入ったので。小学校3年生くらいまではここにいたけども、そ

の後は佐野に引っ越したので、佐野育ちなんです。

(今井| こちらへ戻ってきたのはいつ頃ですか?)

宏人さん| 大学が終わってから。

純子さん| 私は七井の町内生まれなんですけど、こっちの方へお

純子さん| おじいさんも早く亡くなったので、主人は歴史的なこと

は分からないんだよね。

(今井| 神奈川県庁にいたのは宏人さんのおばさんのご主人?)

宏人さん| そうそう。

2.  御霊神社と行事の継承

　私はここへ来てすぐ勤めちゃったからね。だから地元の行事と

かには参加していないし、退職してから神社関係の行事に参加す

るようになった。ここのところ年上の人が亡くなってしまって、地元

を一番知っているのが佐藤タダオさん。町会議員をやっていた人。

頭もしっかりしてたし、記録も残したし、なんでもよく知っていたん

だけど、亡くなっちゃった。ただ本を出しているんだよね、「八溝なん

とか」ってやつ。非売品だけど。それを読むとここの歴史が分かると

思う。七井幼稚園の理事長さんに言うと本がきっとあると思うから。

佐藤さんは何でも書く人だから、この辺の地区のことも要約して書

いてあるんじゃないかな。

　勤めを辞めて3年、神社の役員をやっていた。その間の資料をま

とめたものがある。神社の1年の行事なんだけど。これ佐藤さんが

どこで調べたんだか、調べてここを直した時に石碑を作ったんです

よ。石に刻んであるのがこれなんです。私がこれを写してきてパソコ

ンに入れたんです。あと神社のお祭りがこれだけあるんですよ。

　これは大沢宿・里だけのお祭り。この神社は広いんですよ。ここ

から北中の手前、風戸から中学校のあたりまで。大沢全部。各地

区各地区でお祭りがあって、役員さんがいて。恵比寿講はもう何年

もやっていない。佐藤さんは「地元を活性化させないと」と思って、

お祭りをたくさんやってくれたんだけども。

(増田| おいくつで亡くなったんですか?)

　83歳くらいかな。岩崎県議と同い年。神社に全く資料がなかっ

たんで、神社に関する資料ということで、自分でいろいろ作った。昔

は伝承でもよかった。みんなが参加していたから。でも今は役員だ

けでやっているし、周りの人は何が何だか分からない状態が現状。

大祭の時にはお囃子会が余興なんかをやったりする。役員が引き

継いでしまうと分からなくなってしまう。コピーしてこれを使ってい

る。

　神社の社務所にあったものをコピーしてきた。昔は若い人から

おじいちゃんおばあちゃんまでいたけど、今はおじいちゃんおばあ
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ちゃんばっかり。だいたい神社自体も抜けてしまおうという人もい

る。役員が回ってきたときも分からないし、時間的にも出て行けな

いから。

　お祭りのときはこういうものを飾ってお祭りします、輪くぐりのと

きはこんなことをします、と。神主さんがいる神社だったらその都度

教えてくれるけど、ここは横山さんがお祓いのときにだけ来てくれる。

その他は地元の方で用意する、ということ。

　しめ縄作りも最近始まったんですが、小宅の床井剛さんがしめ

縄作りの会長をやっていた。

(増田| しめ縄作りの会長さんなんですか?)

　そう。床井剛さんを頼んで、大沢里も作りましょう、ということで。

剛さんに指導を受けながら作っているところ。

(増田| しめ縄作りは何年前から始まったんですか?)

　5、6年前からかな。

純子さん| この辺は50軒、当番が回ってくるのは一生のうちに1回

くらいだから伝承のしようがない。

宏人さん| これは大沢地区の役員全員が集まってやるんだけども、

きちんとしたこういった資料がないと、誰も指導できなくなる。

　この神社は全部で210軒くらい氏子さんがいる。角ノ川までは

こっちの神社。

　渡辺祐吉さんという元役場の職員も、神社とかにかかわる方が

少なくて継承していくのが大変だ、という話の中で、先ほどの御霊

神社の例大祭の幟をつくりますよね、あれを伝承だと伝わらない

から自分で絵で書いて残したんだ、と言っていた。

3. 森林組合と山のこと

(増田| 森林組合の監事さんもなさっていたと聞きましたが?)

　佐藤カツミさんの後を引き継いで、まだ3年くらいしか経っていな

いけど。

(増田| 森林組合の仕事というと、どんな仕事をやっているんです

か?)

　理事関係かな。監事の方は決算とか監査する役目なんですけど。

年に10回くらい行って、役員会に出席するくらいだね。

(増田| 森林組合は益子町にあるんですか?)

　茂木。茂木、益子、市貝が合併して3地区の芳賀地区森林組合

になったのかな。もともとは別々にあったんだけども。活動ってほど

でもないけど芳賀地区森林組合でやっている。

純子さん| どこでも若い人が減っているし、難しい問題。

　旗立てだって5時6時に若い人がやるのは大変。年寄りがやれ

ばなんとかできるけど、若い人は無理ですよね。朝立てて、また夕方

下ろさなくてはならない。勤めを抜け出して来るわけにもいかない。

年寄りが出て行けるうちはいいけど。勤めの人ばっかりじゃ、今は

奥さんも働いているものね。簡素化していかないと難しい。

　今はコロコロコロってやる神社もあるのよね。あれだったら女の

人でも年寄りでも揚げられるけどね。こんなに太い柱立てるのが

大変でしょ。5、6メートルくらいあるんですよね、高さも。立てるには

ある程度の太さも必要ですもんね。支えるものも作るの大変ですよ

ね。

宏人さん| 石が立っていてボルトで留める、もう土台はある。間に

はさんでボルトで留める。

(増田| この木は竹ですか?)

　檜か杉だね。長柄っていって。地区によっては竹のところもある

けど。昔からの杉をずっと使っているんですね。結構、日本の木とい

うのは長持ちするんですよ。

(増田| 森林組合の話に戻りますけど、今、森の仕事をする方って

いうのはどんどん減っているんですけど、益子でどのくらいの人が

いるとか知っていますか?)

　もう年寄りが多くなったね、チェーンソーとか使うのも。森林組

合は作業班を4～5名の4班に分けていろいろな仕事をやっている。

間伐したり、植林したり。森林組合が請け負って。

(増田| こういった仕事は国の管理所から来るんですか?)

　民間もありますよ。県有林だの町有林だのありますよ。

　森林組合の事務所は123号、294号線をずっと行って茂木の天

矢場の踏切を渡って、294号の方へまっすぐ行って、くねくね曲がっ

て下りると旧道とぶつかるところの手前の左側に緑色の屋根の2

階建ての建物がある。そこが森林組合の事務所。そこへ行くと森

林組合の組合長さんがいるし、事務局の方もいるから、いろいろ聞

きたい場合は行けば全部教えてくれる。どんな仕事をしているとか、

森を守るとか。

　森を守るのは森林組合しかなくなってしまった。国の補助をもら

いながら、ぼちぼちやるしかできなくなった。でも山を荒らすと水も

なくなってしまうし。人件費を上回る利益なんて何やっても出ませ

んから。

　他の地区で聞いたのは、昔は、森を使っていたからきれいだっ

た。でも今は荒れている。

純子さん| 昔は、落ち葉をさらったり、馬を飼っていたから馬に干

草を食べさせるので、その辺はいつもきれいだった。

(増田| 田野の梅ヶ内地区でもそういった話は聞きました。路端に

生えている草とかも、朝は草刈りで競争だ、と。)

4. 様 な々信仰と祭事

(今井| 引継ぎ書、昭和21年のが残っていたということですか?)

宏人さん| そう。ここの大久保さんっていう神主さんが辞めちゃっ

たもんですから、横山さんに移したんですよ、そのときの書付け。そ

れがどこかにきちんと取ってあった。横山さんの親父が作ったって

言っていたね。北本郷というのは今の本郷と本郷東と本郷西。南

本郷はここの里と宿と仲ノ内。風戸は独立していた。新福寺も独立。

神社の向こうの大久保さんっていう家の屋号がケイショウジ。寺な

んだよね。神主さんをやっていたってことなんだけど、その辺はどう

なんだろうね。大久保勉さんっていう家。

(今井| 七井幼稚園の理事長さんに聞いたときも出てきたんです

けど、ここの山車ってお囃子会として作ったんですか?)

　 そう。

(今井| 今はどこに置いてあるんですか?)

　笠間街道を右に行って、ピーパックのはす向かいの青いブルー

のビニールトタンみたいなところ。七井幼稚園の理事長さんも幼稚

園の他にも、地域のためにいろいろやってくれて。

　この御霊神社は大沢里・宿。大日祭は大日堂のお祭り。小さい

お社がある。お祭りをするだけだけれども。きっと大日如来だから、

ここの神社には入れなかった。きっとお寺の関係だから入れな

かった。薬師堂もそうだと思う。薬師堂も仏教のほうだからね。神

社の正門の反対側に、小さいお堂がある。そこが薬師さま。道を挟

んで向かい。

　弁財天っていうのは、人が行けないようなところにある。沼の真

ん中にポツリとある。役員は年に1回行くんだけども、水がいっぱい

の時は行けないけど、だいたい枯れている。冬だからどうにか渡れ

る。場所は吹き出し道路の方。益子の中学校の後ろへ出る道路。

笠間街道を行ってこの辺にある。うちの子供たちも小さい頃、その

道路を通って町民プールへ行った。昔は馬車道で今はほとんど

通っていない。軽トラが通るくらいかな。

　弁天様でも何でも続いていてすごいな、と思う。沼の真ん中でも

一応はお参りに行くんですよ。役員さんが。

(今井| 役員というのは自治会の役員?)

　神社の役員さん。要するに総代とか世話人のほんの数人。

(今井| 日にちが決まっているわけではない?)

　日程は決まっているんだわ。その日にお供え持って。弁天様は10

月。当番組と当番組でない人の仕事が。4年に一度当番組が回っ

てきて、そのときには神社の清掃をしたりと大変。

　大祭とか小祭って書いてあるのが地区全体のもの。大日祭は里

だけ。

(今井| 地蔵講は今もやっているんですか?)

純子さん| 地蔵講はお母さんたちのもの。女性たちが年に2回、1

月と11月とあったんです。今は11月だけ。昔はお団子とか作ったりし

て。お母さんたちが子供を預けて骨休みみたいなもの。子供をだし

に集まる、子供の健康を祈る、みたいな。そのうち持ち寄りで公民

館でやっていたんだけど、今は4人しか残っていなくて。年取ってい

る人は辞めて、若い人は入らなくて、とりあえず私たち4人で。

　お地蔵様の掛け軸があるので、それを回さなくてはいけないの

で、年に一度集まって。この道の下にお地蔵様があるんですけど、

そこへお供えをして、お供えをいる人にみんな配って、お地蔵様の

掛け軸を次の人に渡して終わりにしてしまっている。4人で掛け軸

を回している。ただ、若い人が引き継がなかったらこの掛け軸はど

うしよう、と話している。

　昔は十数軒地蔵講に入っていた。昔はみんなお葬式とかも家で

やっていたでしょ、だからお葬式のお膳とかお茶碗とかお椀とかを

地蔵講のグループで揃えてやっていた。一応それが蔵の中にある。

今は式場でやっているので、必要ない。でもみんなで揃えたものだ

から捨てられずにいる。2、30人分くらいのお膳がある。

(増田| 風祭りはなくなってしまった?)

宏人さん| なくなった。もうしばらくないね。

純子さん| 藁で作ったものに紙をつけ、100円か200円を包んで入

れてお金を集めて、次に回した。それを風祭りの費用にした。農家

関係の人が集まってお酒飲んで、神主さんに拝んでもらった。風の

神様の祭りなんだよね。
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　お祭りのときはこういうものを飾ってお祭りします、輪くぐりのと

きはこんなことをします、と。神主さんがいる神社だったらその都度
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れてお金を集めて、次に回した。それを風祭りの費用にした。農家

関係の人が集まってお酒飲んで、神主さんに拝んでもらった。風の

神様の祭りなんだよね。

記録: 増田興二 (文責)、 土祭事務局



島田春夫さん 

　最初は「つがる」・「王林」・「ふじ」から始めたが、育て方が分か

らなかった。伸びない台木があるのも分からなかった。そこで、自分

で直接農家を訪ねて教わりに行った。矢板や福島あたりにも行っ

たが、最初は基本的な知識もなく、なかなか教わることができな

かった。農家は変わった人が多いから。長く行っているうちに教え

てくれるようになり、今ではそっちこっちに友達がいて、電話で教え

てもらうこともできる。

　百姓の合間に大工もしていたが、9年前に自宅をつくったのを最

後にやめた。それまでは奥さんが剪定などをしていたが、それでは

ダメで本気でやることにした。

　今では25ぐらいの品種をつくって収穫の時期をずらしている。昔

は早生の品種もつくっていたが、今はぼけちゃう。温暖化は大いに

影響している。

　果樹農家の島田春夫 (しまだはるお) さんは、多品種のリンゴや
ブドウを栽培し、自ら直売所も営んでいる。

1. 果樹栽培のこと

　リンゴを始めたのは昭和57年、その前はタバコをやっていた。タ

バコは金にはなったものの骨が折れて、子どもはやらないと思った。

ブドウをやりたかったが金がかかるので、まずはリンゴを始め、10

年ぐらい前にブドウも始めた。

　農協で岩崎実さんが組合長だったとき、「何でも植えろ、農協が

売るから」と言って、リンゴだけで益子町全体で30人近く始めた。

大羽でも15年ぐらい前に果樹団地をつくって、ブドウ・ナシ・リンゴ

を始めた。普及センターでも推進したが、ノウハウを持っていな

かったため思うようにはいかなかった。
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　ここは赤土で水はけの良い土地なので甘くできる、ナシでも何

でも。芳賀町のナシも山手に植わっている方が甘い。大沢本郷の

髙田さんのナシは昭和40年代ぐらいから、浦壁さんのブドウは昭

和30年代後半からだと思う。みんな元はタバコとムギ。大沢地区は

ほとんどタバコをやっていた。ムギはコムギとビールムギをつくった。

オオムギはつくらなかったが、タバコを植えた間には植えた。

　近隣の果樹農家とつくっているものは違うが、直売については

同じなのでその話はする。「アップルランドしまだ直売所」以外の出

荷先は農協の直売所と逆川 (茂木町) の「いい里さかがわ館」。加

工品としてジュースを日光金谷ホテルに出している。加工場は宇都

宮。東北の方では摘果したリンゴや台風で落ちたリンゴを業者が

安く集めてジュースに加工しているが、ここではそのようなリンゴを

使っていないので安くできない。

　農協の果物狩りもここで始まった。団体客も来るが、最近は減っ

ている。

2. 開拓と昔の仕事のこと

　ここは昭和22年に開拓が始まって、島田家は1年ぐらい経った

小学校1年のときに七井の方から来た。開拓前は雑木山だった。

来た当初からタバコとムギ、それに陸稲 (おかぼ) をつくっていた。

田んぼは七井の方にあって、田植えのときは学校を休んで手伝っ

た。大沢宿におふくろの実家があったので、そこから七井の学校に

通った。

　昔は働きに行くところがなかった。この辺にあったのはタバコの

加工をしていた茂木の専売公社ぐらいだが、それも清原 (宇都宮

市) へ行ってしまった。おやじは若い頃、茨城の炭鉱へ行っていた。

北海道の炭鉱まで行っていた人もいるし、けっこう炭鉱へ働きに

行っていたのではないか。

　こちらに来て何年かは大沢コウバという焼酎甕をつくる工場が

あったが、火事になってやめてしまった。大きな登り窯が2基あった。

戦前からやっていて、終戦まではけっこう人が働いていたのではな

いか。七井の台にも大きな工場があり、硫酸瓶と呼んでいた一斗

ぐらい入る瀬戸物をつくっていたが、そちらの方が早くやめてし

まった。戦地に送っていたのかもしれない。
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で直接農家を訪ねて教わりに行った。矢板や福島あたりにも行っ

たが、最初は基本的な知識もなく、なかなか教わることができな

かった。農家は変わった人が多いから。長く行っているうちに教え

てくれるようになり、今ではそっちこっちに友達がいて、電話で教え

てもらうこともできる。

　百姓の合間に大工もしていたが、9年前に自宅をつくったのを最

後にやめた。それまでは奥さんが剪定などをしていたが、それでは

ダメで本気でやることにした。
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は早生の品種もつくっていたが、今はぼけちゃう。温暖化は大いに
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　果樹農家の島田春夫 (しまだはるお) さんは、多品種のリンゴや
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バコは金にはなったものの骨が折れて、子どもはやらないと思った。

ブドウをやりたかったが金がかかるので、まずはリンゴを始め、10

年ぐらい前にブドウも始めた。
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　ここは赤土で水はけの良い土地なので甘くできる、ナシでも何

でも。芳賀町のナシも山手に植わっている方が甘い。大沢本郷の

髙田さんのナシは昭和40年代ぐらいから、浦壁さんのブドウは昭

和30年代後半からだと思う。みんな元はタバコとムギ。大沢地区は

ほとんどタバコをやっていた。ムギはコムギとビールムギをつくった。

オオムギはつくらなかったが、タバコを植えた間には植えた。

　近隣の果樹農家とつくっているものは違うが、直売については

同じなのでその話はする。「アップルランドしまだ直売所」以外の出

荷先は農協の直売所と逆川 (茂木町) の「いい里さかがわ館」。加

工品としてジュースを日光金谷ホテルに出している。加工場は宇都

宮。東北の方では摘果したリンゴや台風で落ちたリンゴを業者が

安く集めてジュースに加工しているが、ここではそのようなリンゴを

使っていないので安くできない。

　農協の果物狩りもここで始まった。団体客も来るが、最近は減っ

ている。

2. 開拓と昔の仕事のこと

　ここは昭和22年に開拓が始まって、島田家は1年ぐらい経った

小学校1年のときに七井の方から来た。開拓前は雑木山だった。

来た当初からタバコとムギ、それに陸稲 (おかぼ) をつくっていた。

田んぼは七井の方にあって、田植えのときは学校を休んで手伝っ

た。大沢宿におふくろの実家があったので、そこから七井の学校に

通った。

　昔は働きに行くところがなかった。この辺にあったのはタバコの

加工をしていた茂木の専売公社ぐらいだが、それも清原 (宇都宮

市) へ行ってしまった。おやじは若い頃、茨城の炭鉱へ行っていた。

北海道の炭鉱まで行っていた人もいるし、けっこう炭鉱へ働きに

行っていたのではないか。

　こちらに来て何年かは大沢コウバという焼酎甕をつくる工場が

あったが、火事になってやめてしまった。大きな登り窯が2基あった。

戦前からやっていて、終戦まではけっこう人が働いていたのではな

いか。七井の台にも大きな工場があり、硫酸瓶と呼んでいた一斗

ぐらい入る瀬戸物をつくっていたが、そちらの方が早くやめてし

まった。戦地に送っていたのかもしれない。

記録: 今井知弘 (文責)、 廣瀬俊介、 土祭事務局
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09 大沢・北中｜資料 1  御霊前遺跡
『芳賀の文化財  第22集  埋蔵文化財Ⅱ』
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09 大沢・北中｜資料 2  新福寺古戦場概略

提供: 渡辺祐吉氏 (本郷西)

小滝剛氏 手書き資料



09 - 79

09 大沢・北中｜資料 3  城館・陣屋跡位置図

『芳賀の文化財  第19集  城館・陣屋跡編』 　1998年3月31日　発行： 芳賀郡市文化財保護審議会連絡協議会　提供: 益子町観光商工課

『芳賀の文化財  第19集  城館・陣屋跡編』
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09 大沢・北中｜資料 4  七井村について

提供： 渡辺祐吉氏 (本郷西)

昭和の大合併前の町村概要 (誌名不明)



提供： 渡辺祐吉氏 (本郷西)
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09 大沢・北中｜資料 5  祭礼での幟の立て方
渡辺祐吉氏 手書き資料



提供： 小塙宏人氏 (大沢里)
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09 大沢・北中｜資料 6  御霊神社行事日程
小塙宏人氏 制作資料


