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生き方を示してくれた原点が
「能登」でした。

吉岡

栄一

父の仕事の都合で、幼少から全国を転々としていた僕にとって、
お盆や正月に帰省する
「能登」
は、いわゆる
「じいちゃんの家」
でした。
「能登」
に対する見方が変わったキッカケは、学生時代の夏休みに
家族に何気なく連れられて見た
「白米千枚田」
の光景でした。
「能登にこんな美しい場所があったんだ」
青々と育った稲穂が眩しいばかりに美しく、
目の前に広がる棚田の風景は、僕に衝撃を与えました。
それまで
「じいちゃんの家」
だった
「能登」
は、
「僕の心を動かす場所」
へと変わっていったのです。
そこから写真を通して、
能登の魅力を発信する活動が始まります。
誰よりも多くの写真を撮りたくて、会社を辞めました。
そして生まれ育った土地ではない能登へ移り住みました。
満点の星空、海に沈んでいく夕日、情熱的な祭り・・・
能登には美しい自然が残り、古き良き伝統が息づいています。
それらを間近で見ることができるのは、
当たり前のようで当たり前ではないのです。
その光景を未来へ伝えたいからココにいる。
僕の生き方を示してくれた原点は
「能登」
です。
働き方、生き方、住む場所を多様に選べる時代です。
「いま」
をどう生きたいかを悩んで自問自答し、
自分自身が本当に望む生き方を探して、未来へ向かって前進してください。

吉岡

栄一（よしおか えいいち・フォトグラファー）

1986年生まれ。能登半島の魅力に惹かれ、2011年から能登の写真を撮り始める。
“お祭りフォトグラファー”として能登のキリコ祭りや伝統神事を中心に撮影している。
2014年4月に輪島市門前町へ移住し、広告事務所ツキノオトクリエーションを開業。
・アサヒカメラ×東京カメラ部［日本の47枚］フォトコンテスト2018 石川県代表
・日本政府観光局［Visit Japan Photo Contest 2018］「日本の伝統行事部門」優秀賞
instagram：@tsukinoto
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中能登町

能登の里山里海人
金沢市

「聞き書き」
マップ
世界農業遺産活用実行委員会では、
「能登の里山里海」を未来へ引き継ぐための取組を行っています。
世界農業遺産「能登の里山里海」ポータルサイト
http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/noto-giahs/
能登の里山里海ポータル
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豊かな自然が
作り出す味
森山
聞き手・地下

凜人

中谷 桜

保

横山 まつみ（石川県立志賀高等学校 2 年）

自己紹介

人生の見通し

私の名前は森山保です。昭和13年 ７ 月31日生まれで、も

私は社会人になって６0歳までやりたいことを15年刻みで

う８0歳です。職業は、大西生産組合の代表理事をしとるん

3 回できると考えてたんです。最初は、15年間銀行に就職

です。私の家庭はもともと農家でね。子供はおるけど、今

しました。銀行はね、社会の常識や生活するルールを徹底

は私と女房の 2 人で暮らしています。正式には農家やね。

して教えてくれたね。次はね、スーパーで31歳から、1８年

だいたい30年以上やってるんですわ。あと 5 年は餅製作を

間働きました。当時、アメリカから入ってきた新しい商売

続けたいと思ってるんです。

の仕方でね。スーパーでは、「あれはこうして売ったほう
がいいな。」という感じで売り方の勉強をしました。そして、

優柔不断でね

51歳の時に、営業コンサルタント。そこでは、スーパーで
の経験が役に立ちました。売り方を知っているからね。他
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子供の頃は気が小さいほうだったと思う。自分では物事

の会社へ行って、どうしたらうまく商売できるかヒントを

が決められない、優柔不断でね。私は長男だったから周り

与え、従業員の基本教育をしたんです。どの仕事もうまく

の人がよく応援してくれるから、物事を全部段取りしてく

いってね。その中でも、スーパーの仕事はやりがいがあっ

れてね。

て、一番面白かったね。

機物なんです。乳酸菌という微生物を撒いて、稲藁を腐食
させるんです。乳酸菌の働きによって種子が柔らかくなっ
てね。それが、冬になると芽を出します。冬は外が寒いか
ら雑草の種子は死ぬんです。だから、来年の春に除草剤を
撒かなくて大丈夫なの。来年に田をおこす時もまた、微生
物に錦という肥料をあげます。それと一緒に、ケイ酸カル
シウムを撒いておくんですよ。すると、稲がガラス質の被
膜を作ってね。被膜するということは、虫や病気がつかな
いんですよ。消毒はいらなくなるんです。それに加えて、
苗植機が特殊なんです。植える間隔が、通常より 2 倍開い
取材の様子

とるんです。そうすると、葉っぱ全体に日光が当たるから
葉っぱが頑丈に育つんです。有機栽培と植え方にこだわっ

会社の前身

ています。

今から30年ほど前、減反政策があったんです。米を作る
のを減らしなさいということで、田んぼ10枚作っとる人は

素材を生かす

2 枚だけ作るなということやわね。農家にとっては大変な
ことでね。その代わり、麦と大豆と蕎麦の 3 種類のどれか

かき餅はね、加工が難しいんですよ。加工するには乾燥

を作ったら補助が出るんだけども、米の収益の 3 分の 1 に

させないといけないんですよ。吊るして、3 か月。そして、

しかならなくてね。私らはその頃50代でしたが、在所の仲

冷蔵庫に入れとる。やけど、乾燥しすぎるとひび割れてし

間10人ほどで集まって共同で減反作業を始めました。当時

まうんです。干す時期も同じで、外の空気があまりにも寒

としては共同作業は珍しい話やったんやね。ところが米は

いとひび割れるんです。気候を確認して 2 、 3 日。暖かす

春先から秋頃までで作業が済んでしまうから、冬場に何を

ぎても、カビが生える。それに比べて 1 月はベストな時期

するかを仲間と話し合った結果、「餅米を作って、餅を特

やね。昔、かき餅の味の種類はたくさんあってね。今は 5

産品にしようじゃないか」ということになって、会社の前

つなんだけど紫蘇、黒豆、カレー、ヨモギ、後は元の味を

身となったんや。そして、もう 1 つきっかけがあったわけ

生かした普通のお餅。カレー味はカレーの粉だけで十分黄

ね。それは日本全国に一村一品運動という、 1 つの市町村

色くなります。ヨモギは緑色でね、その色は許可をもらっ

で、 1 つの特産品を作って農家を援助していこうという運

た食紅を使っています。ヨモギの原材料の草は、新芽がま

動が始まったんです。町や役場や農協組合が応援してくれ

だ柔らかいゴールデンウィークのころに近所の子供たちに

るし、いろんな外部の団体も応援してくれて餅の会社がス

アルバイトとして摘み取ってもらっています。なぜなら、

タートしました。

連休を過ぎて田植えの時期になると、除草剤がまかれるか
らね。その前に摘まないといけないんです。摘んできたも

周りの反応

のは検査して、一定の茹で方で私の女房にしてもらいます。
その後に瞬間冷凍して保存するんです。

組合を立ち上げた頃は、「やろうやろう」という気持ちで
動いてくれました。その頃は、お金がなかったので、日当

美味しさの提供

を払えませんでした。代わりにみんなでおなか一杯餅を食
べていましたね。また、明日頼むねっと言って。私は会社

今、お餅は10種類の味を作っているけど、他のところは、

では、従業員の勤務時間の記録と、日当の計算、売り上げ

売り上げを伸ばそうと思って何種類も増やそうとするんで

の記録を担当していました。当時、材料の費用がかさんで

すよ。新しいものを作ろうと思ったら、またお金がかかっ

６ 、 ７ 年は赤字でした。徐々に売り上げは伸びましたね。

てしまう。だから、私は逆に、10種類ある中で、 ７ 、 ８ 種
類に絞り込もうと思ってるんです。それで、指定した餅米

栽培のこだわり

を仲間のところで刈り取って、自分のところで精米するん
です。より美味しいものを作るためにね。農協に出して農

有機栽培というんですが、私の田んぼでは、10月ごろ米

協からもらうと、どんな米が混じっているかわからんから

を刈った後、稲藁をコンバインで撒くんですが、それが有

ね。材料はね、大豆は北海道、餅きびは九州で作っている
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餅製造の様子

んです。餅の種類はね、のし餅、かき餅、あられしかない

するのを、 2 、 3 回に減らして作りました。消毒すると、

の。餅はしばらくしたら固まる性質があってね。本当はつ

どうしても残留農薬として米に残るんです。それは健康に

きたてをあげたいけれども。だからね、こういう焼き方を

よくないからね。だから、少しでも品質の良いもの、安心

したら美味しいですよっていうのを書いてある紙を、商品

安全なものを作るのを心がけています。

と一緒に入れておくんですよ。ホットプレートに少し水を
入れて、蒸し焼きにすると、本当につきたてみたいで美味

求める人材

しくでき上がるの。それは、私たちが何度くらい、何分く
らいっていうのを研究したんです。それが、よりおいしく
食べてもらうことに必要なことだね。

会社には 5 人残っているんですが、私はこの中で一番年
上なんです。一番若い人で７６歳です。後継者に求めること
はコンセプトを守ることです。作業にはルールがあるから

心がけていること
餅は毎年10月から 3 月の ６ か月間製造して販売していま
す。今はちょうどシーズンオフやね。生産者と品種はもう
決めてあります。餅米の品種は大正餅、白山餅、カグラ餅
の 3 つです。お菓子に使うのが大正餅。白山餅は粘りが弱
いけど、作る人は楽ですね。けれど、品質は落ちます。私
らはカグラ餅という品種を使っとる。カグラ餅は稲が倒伏
したりするので管理が難しいの。でも、それが餅にもって
こいの品種なんや。私らは、その品種をできるだけ低農薬
で作りました。しかし完全に無農薬にすることはできない
んです。病気とか虫とかが来るからね。それでも ４ 回消毒
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取材の様子

ね。お客様に満足してもらえるように、 1 つ 1 つの作業
を誠意を持って取り組んでくれる人やね。また、以前か

●

取材を終えての感想

●

らの顧客も大事にしてもらいたいな。そんな後継者を見
つけるために、あと 5 年は餅製作を続けたいと思ってい
ます。
［取材日：平成30年 ８ 月 2 日、2４日］

Profile

森山

保

もりやま

たもつ

昭和13年 7 月31日・80歳
農事組合法人

大西生産組合

代表理事

地元金融機関に就業後、地元スー
パーに転職。そこでの経験を生
かして、経営コンサルタントと
なった。平成 2 年に大西生産組

聞き書きに参加して、地元にある職業について知る

合を設立し、現在は代表理事を

よい機会になったと思います。名人に取材する前は
「餅

務めている。

の会社」
と聞いてもピンときませんでした。取材をして、
安全で品質の高いものを作る、やるべきことは真面目に
やる、周囲とのつながりを大事にすることをモットーに
しているということを知りました。
地下 凜人（写真：中）

聞き書きを通して、文章の整理、相手に対しての質問
の仕方を学ぶことができました。また、相手の話を引き
出す難しさを教わり、大変貴重な体験でした。他校の生
徒との交流は私にとって、とても新鮮でした。緊張しな
がらも充実した時間を過ごせました。これからも、世界
農業遺産の存在を様々な人に知ってもらうためにも、
「聞
き書き」
の活動を続けてほしいと思います。
中谷 桜（写真：右）

「聞き書き」
のような、地域で活躍している人にインタ
ビューをして、それを書き起こし、文章にするという体
験は滅多にできないと思います。最初は餅の会社と聞い
た時に、あまり想像ができなくて、実際にインタビュー
をして驚いた所もたくさんあります。貴重な体験をあり
がとうございました。
横山 まつみ（写真：左）
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自然と共に暮らす
森川 祐征
聞き手・岩本

あい

松岡 さくら（石川県立穴水高等学校 1 年）

田んぼに囲まれて育った幼少時代

んばっかし食っとりゃ、駄目かなあと思って。そう言うて、
私は色野菜ね、赤とか黄色とかそう言う野菜を作り始めて

私は、藤巻のあえのことの伝承をしている森川祐征と申
します。私は、昭和1４年生まれの７８歳でございます。元気

ああ、もう一つね。コールラビ、大根の丸いようなかぶ

のある間だけは、一生懸命にあえのことの伝承を続けてい

ら。そう言うものを、今年も作っとるげんわ。キャベツでも、

きたいと思っております。私の家は、今現在、私と妻とそ

赤いキャベツとかね。カリフラワーでも、赤いような作っ

れから息子と、三人で暮らしております。

てはそうすりん。人参でも、黄色い人参作ったりね。そう

この藤巻では、農業の稲作と野菜を育てて暮らしており

いや、楽しんで作っとる。そうすれば、みんな例えば家で

ます。野菜はね、自分の家で食べる野菜と、それからちょっ

残っても、そういう珍しいがあれば「どうやが。あんたが

と残った場合は、人にあげとるんです。それは、今は、一

くれるよ」っちゅうが、喜んでもろてくげわ。昔ながらの

番早いとこ言えば、大根と白菜、人参、ごぼう、キャベツ、

野菜て、あんまり誰も欲しがらん。あはは。どんだけ町の

レタス、それから、新品種の野菜。例えば、ビーツとかね、

方行って、「どうや、どうや」っちゅうても、欲しがらんわ

そんなもんを作っとるね。あとセロリとか、まあ自給自足

いや。そう言う、ちごた品種を持ってくりん。

の生活です。
一から全部作っとるね。50、６0代やったかなあ。その前
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んわ。

私の家は、今あえのことの行事を続けとるがと一緒で、
どう言うような家は、みんな未亡人になってしもうてん。

は、お母さんらっちゃ、よくその昔からの白菜とか大根と

おれの母親も、その先のおばあさんもね。ほで、その先の

か、そう言うもんは作ってんけどね。それから、そんなも

おばあさんと私の母親、田んぼを続けとってん。そうした

ら、昭和33年の卒業と同時に、大水害で田んぼは川砂、山

て食べてん。ほんで、お金の出し方は、そこに建設業者に

砂に埋まってしもうてん。ほうしたら、その春、その昭和

頼まれた仕事に行ったり、雨降ったりした時は勉強しては、

3４年からやね。田んぼの復旧するがに、一生懸命やってん。

晴耕雨読の生活 2 年間してんわ。

そうしたら、どこも行かれなんだ。就職も就かれなんだ。

昭和30年代、藤巻集落で小さい田んぼとか、段がよくあっ

その代わりに、冬場は私は、農業とか林業の県外研修に、

た田んぼやってん。棚田はどこの地区行っても、田んぼを

岡山とか奈良とか広島とかそう言うとこ行って、農業を学

平らにして、大きい四角い田んぼにする。どこでもそんな

びました。

田んぼは高いとこでも、地ならしして、ほんで、平らな田

それはどういうことか、野菜とか田んぼとか、酪農とか

んぼにしてん。今から30年ほど前やな、田んぼが大きくなっ

乳しぼり乳牛やわね。乳牛のそういうとこへ行って来た。

て、昔は鍬や鎌で田んぼを作っとってん。そうしたら、大

林業の方は、奈良県吉野郡へ行って、どんな床柱でも、
こんな丸い木でこんなギザギザのついた、絞り丸太言うて、

きくなったら機械でなきゃ田んぼできなんでん。
ほうしたら、今現在逆のことが起きとる。田んぼが大き

こぶのついたやつやね。奈良県のそういうとこ行って、そ

いろ？

ういう技術を習いに行って来とりん。習いに行って、そん

なって来てんわ。ほうしたら、昔の田んぼならそうやろ、

でもそれもうち来て、 1 年も 2 年もやってんけれども、あ

1 枚でも 2 枚でも作って食べられるだけでもおこしたりし

んまり良くない思って、そんなもんせんげん。

て、食べられりん。ほりゃ、こんだけ大きい田んぼになる

それから一番近いとこでは、穴水の町にひと冬11月から
3 月頃まで穴水町青年建設隊があったげん。どこやいうた

そうしたら、どこの地区行っても、高齢者が余計

と、駄目ねん。ほうしたら、機械が導入されることになっ
て現在に至っとりん。

ら、今の興能信用金庫か、穴水町林業センター、っちゅう

棚田も耕作したし、本当に小さい田んぼの棚田耕作して

があったげん。そこに、穴水町のそう言う青年部が10人ほ

んぞ。先祖や来て、田んぼ開いてったんとかってのは無い

ど寄って、ほんでそこに共同生活してん。朝昼晩、そして

け。それは、どっか山の方開いてんやないかい。そうや、

ね、自炊っちゅうことはあまりせんかってんけど、今の穴

おらのとこはこんなとこばっかして、山の方何も無かって

水総合病院のとこ行って、バケツ持っての。ご飯でもおつ

んわ。

ゆでも、もろうて来てん。ほんで、そこでみんなでもろう

そうしたら、今昔の話の如来様やな。これも、そう言う

9

江戸末期、慶応何年やったけ。この時から繋いどるげんわ。

るとあんたらっちよう分かる、はざ作る時や、 1 本の木で

そうやさけ、150年は経つげん。これ伝承話やわ。これを

も竹でもとあれや、くぎってもん立てて、長い竹でも木で

みんな続けよう言うとるんやけど、それがまた、なかな

もずっと縛っていくげん。物干し竿作るがと一緒なもんで、

かだんだん集落が固まっとらんろ？こういう見た通りに、

そうするとそれに労力がかかる。ほうしてまた、その稲を

あっちに一軒こっちに一軒やろ。ほうして、これをあのこっ

田んぼに刈った稲をはざのとこまで集めて来て、それを 1

からここ、家族が持って来たぞーって、こっから今おれの

把 1 把かけにゃならん。はざって、どんなもんかわかる？

とこからやる時は、100mも200mも先の方へ、数えてやっ

いやあ、物干し竿みたいなもんや。

てこんなんならん。そうしたら、年寄りになって、はやど

はざ、上まで上がらんならんから、下乗っても折れんだ

んなんしとるがおるげん。そうしら、こんなんやめんか、っ

けの太さの木でないとならん。そうやけ、 ４ ｍ、 5 ｍ、 ６

て言う声も出とるげん。まあそんなおれ、150年の1７0年も

ｍまで上りんぞ。それを、 1 把 1 把今度はその下におるも

経つようなもん、今更やめっかいや、って言うとりん。

んに、投げてもろうげん。そうしたら、これはあの木にか

まず、何をするにしても老人、高齢化されとるさけ、

けりん。やし、大変な労力がいるようになったさけ、この

昔からの伝統を守るってのがなかなか難しくなってきま

コンバインってのが流行ってきて、そうしたら、はざ干し

した。

するもんがおらんなりん。
ライスセンター持ってくのがになったがいね。おれは、

あえのこととは

田の神様用に少しだけはざ干しするげんわ。丸太に ６ ｍく
らいやよね。

神に捧げるための、はざ干しでなしに、昔から、棚田に

はざは、幅15、 ６ ｍで縦の柱ちゃ、何間に 1 本ずつある

田んぼを作っとる時は、みんなはざ干ししてん。神に捧げ

ん。 ６ 尺大体。ほんなら 2 ｍおきやさかいに、 ４ 〜 5 本立

る家とか、関係ねえ。みんなしてんわいね。だけど、今さっ

てなならんげんね。こんなやつ縦に10本立てて、田んぼに。

き言うた通りにね、農地の広い耕地整理した田んぼにする

そしたらなあ、６0㎝ほどやなあ。６0㎝ほどやったら ６ ｍや

ようになったら、機械化が流行って。

さかいに、 ８ 段。高さ ６ ｍのとこに、丸太 ８ 本入れて。稲

コンバインで刈ると、今度は米になって、モミになって

刈りして、こう掛けてくわけ。高いとこまで行ったら、人

すぐ出てくるげん。そうやさけ、そういう時代になってき

間の手が届かんがいね。誰か、階段みたいになっとるとこ

たさけ、今で、はざ干ししてる人はおらん。けども、私は

上って、下の人が「やあ！」て、投げなならんげんけど。上

3 年前までは、全部の稲をはざ干ししたげん。

まで。

手間は、もんのすげえかかるよ。そりゃ、おめえ。干して、

いい稲を 1 把 1 把、こんな丸い稲を 2 つに割っては、互

そりゃ天候に左右されりんろ。はざに干すと、雨、風に当

い違いにかけていくげん。その米が美味しいげん。自然に

たると、天気が続けば、あの稲刈って、はざかけて、 3 日

乾燥させるさけ。農協が米を乾燥する工場みたいな乾燥施

ほどで乾燥してできりん。ほうやけれども、今秋 9 月、10

設って言うのがあって、大体のとこがそこ持ってく。ライ

月へ行ったら雨や雪になりん。明日ほんならはざから稲下

スセンター持ってくと、今日刈って水分20%ほどあるがで

して、脱穀するか決めても、今晩雨や降れば、ほんでまた

も、明日の朝はよ米にするさけ。急激乾燥させるから、駄

3 日も ４ 日もほりゃ時間かかりん。それから、はざ干しす

目ねん。はざ干ししたら、干しとる間に茎の中の養分が米
粒にうつりん。そうやし、美味しい米になり
ん。そやさけ、おらのとこ、ようみんな買い
に来たよ、その米。
あえのことか。本当は、昔は田の神様って
言うてん。1 年間の苦労を感謝するとともに、
田の神様の日をご馳走でもてなす、と言うこ
とや。「田の神様の日」そやさけ、現代の訳者
たちが、そんな名前付けてもうてん。
神様をお迎えする日は、12月 5 日で、私は、
自分の家の前の田んぼへ出て行って、そして、
田の神様の口実って言ったらおかしいかな。
「 1 年間、ご苦労様やった。お迎えに来ました」
そう言うて、家までご案内して来りんわ。
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田の神様のおもてなし。これは、昔からの本当のご馳走

思て供えりん。なおかつ、子孫繁栄で二股大根を供えりん。

をやっておる。珠洲の方でも能登町や柳田の方でも大体や

料理の種類言うたら、ようありんわ。煮しめとか、ご飯

わ、ご馳走は。魚は、昔はハチメやってん。何でや言うた

とか、おつゆとか。おつゆはその時期に採れたものを、加

ら、田の神様に、うんとよく食べてもらうため。そうした

工して食べさしとる。それから、けんちん汁は、やっぱり

ら、ハチメっちゅう魚は普通の魚より口が大きいやろ。 2

つきものや。近所のお母さんも、手伝いに来てくれとる。

月の迎える時は、 2 月言うたら獲れるがは、タラやろ、魚

こういう見学者がおらんかったら、自分の家だけでしとり

は。そうやけど、本当は、タラの造りとか、タラの料理で

んけど(笑)。

もてなすのが本当ねん。

それから、田の神様が食べる箸。栗の木の枝。何で栗の
木の枝なんか言うたら、やっぱり栗は生り物やな。そうや

食でもてなす

け、畑のものでも田んぼのものでも、たくさんなってく
れ、って思って、お願いするために栗の木の箸を使います。

田の神様に出す料理は、地産地消の、野菜でもてなす時
ね。お米はここら辺で採れた、美味しいはざ干ししたコシ
ヒカリの品種。
おかずいうたら、この辺りで採れたもので煮しめ。煮し

あの、暖をとるために薪を燃やすわね。
田の神様は盲目の神様やと。何で盲目になったかと言う
と、田んぼの見回りしとって、俯いて歩いとる間に、稲の
葉っぱとか、穂先のケンになった実りもので突いたげと。

めは、この辺りで採れたもんを、みんな料理して供えるげ

それで盲目になってん。だから、私は田んぼまで迎えに行っ

んぞ。それから、造りは、魚でも、その時その時の獲れた

て、手を引いて家まで来て、ここに食事の時、座ってもらっ

魚やよ。ハチメがない時は、タイを供えて。それから、今

て「これはコシヒカリのご飯です」
「これはタイの」とか「こ

度は 2 月。タラの時期やし、タラを供える。造りもね。あ

れがけんちん」とか「これが煮しめ」とか言う風に、説明し

と、こんな大きなおはぎを作って供える。

て聞かせるんです。田の神様が、どこの方向見るとか決

これはね、本当は 2 月の 5 日の時かな。正月の鏡餅も供

まってないげわ。田の神様は上座に座って。

えりんけれども、2 月までや。置けば、カビや生えたりすっ

その田の神様ちゅうたら、どんな神様か誰も知っとる者

さけ、それを供えんと、このおはぎ供えりん。おはぎでも、

はおらんげん。見たことのある人はおらん。ほんで最近、

小豆のおはぎして砂糖は入れんげよ。これは、昔は小豆餅

ヤマトタケルノミコトが田の神様や。そんなどうしてわか

言うてん。何で砂糖を入れないか言うたら、あの、餅を甘

りんって。こんな掛け軸に、稲を天秤に刈った稲の束を繋

くすると、稲にいもち、っちゅう病気が出りん。そんで入

いで、その横に必ずキツネ、おいなりさん。そうしたら、

れんかってん。

田の神様はキツネかって噂もありんわ。そんな定かではな

いもち、言うたら、昔は本当に稲が枯れてもうて、稲に

いげわ。

ならんかってん。今のこさ、立派な薬品や薬ができて、そ

それから、またこう言うこともあってんわ。加賀の白山

ういうのはなくなってんけど、おはぎの砂糖を使わないこ

の田んぼの水入れるとこ行って、豆殻という豆の実を採っ

とと、それから、天候が悪くて雨が降ったり、そしたら、

た殻を立てて、豊作を拝んどるとこあるげんて。

こんな暑い日が急に出てきたりすると、田んぼの稲にいも

みんな収穫感謝祭ってが、何でもやっとるげんわ。世界

ちが広がりん。この雨が降った後、天気が来ると昔の人や

のユネスコの文化遺産になってんさけ、絶対にどんなこと

よく蒸し暑い言うたろ。その蒸し暑いことに
なると、いもちって言う病気が蔓延すりん。
で、茶わん蒸しとか使わんとこがありん。そ
りゃはっきりしとるのが、柳田の方へ行くと。
食べりゃ美味しいげんけど。
ご馳走の方は、この辺でとれたものを使い
ます。それから二股の大根とか、人参とかそ
う言うもの。
そう言うものは、田の神様は男と女が二人
おりんて。そうやけども、私たちの沿線の方
は男の神様一人やと。珠洲、柳田の方行きゃ、
女と男の神様二人おりん。ほんでここや、男
の神様だけやけ。この二股大根を、女の足や
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があっても守って、継承して行かんならん思うね。
何で、あえのことの日付が決まってるのかは、おらも

●

取材を終えての感想

●

わからんげん。まだ、 2 月 9 日言うたら、暦の上では春や
けど、こんなもん、見た通り雪の山やわいね。そんなとこ、
神様に寒いがに出て行って、「あんた、田んぼの見回りし
てくれや」言ったって、神様もどうしていいかわからんが
な。そうして、おらもやっとって、人に聞いたことも無
いげし、わからんし。
12月 5 日は、田の神様に「 1 年間田んぼの見回り、畑の
見回りしてくれて、ありがとうございました」っちゅう意
味合いでやっております。感謝の気持ちを伝えるわけや。
同じようなご馳走をして。
［取材日：平成30年 ８ 月 2 日、2７日］

今回初めて聞き書きという作業をしてみて、完成まで
には、聞き書きの方法を学び、名人にインタビューし、
レポートにまとめると言った長い道のりがあることを知
りました。
私が一番大変だと思ったことは、
録音したデー
タを書き起こし、まとめる作業です。思っていたよりも
時間がなかったので、友達と集中して取り組みました。
パソコンを使い慣れていない私には、不安なことはたく
さんありましたが、聞き書きを通してタイピング速度が
速くなったので嬉しかったです。
名人にインタビューをしてみて、私が今まで知らな
かった穴水町の伝統文化を詳しく知ることができまし
た。能登にはたくさんの美しい自然があります。私は、
人間の生活に密接した自然が多いふるさとの、穴水町が

Profile

森川

祐征

大好きです。まだまだ知られていない能登の魅力が、た
もりかわ

ゆうせい

昭和14年 9 月 8 日・79歳
穴水町藤巻地区

くさんの人に伝わるといいなと思いました。世界からも
認められている、能登の里山里海をこれからの世代でも

区長

大切にしてもらいたいです。
生まれも育ちも、穴水町。電力会
社を定年退職後、農業に専従して
いる。能登の里山里海の「あえの
こと」の伝承を49年間しており、
海岸から約 3 ㎞の藤巻集落にお
いて棚田を耕作している。

良い体験ができて良かったなと思いました。この経験
をこれからの生活に生かしていきたいです。
最後になりますが、聞き書きにご協力いただいた、森
川祐征さんに感謝したいです。
ありがとうございました。
岩本 あい（写真：左）

自分は本当にできるのだろうかと最初は不安でいっぱ
いでした。
インタビューの時もとても緊張していました。
でも、名人のお話を聞いていくうちにだんだん緊張が無
くなっていき、なかなか聞くことができないことを聞けてと
てもいい経験になりました。コミュニケーションをとるのが
苦手なので聞き書きに参加をして良かったと思いました。
インタビューをしてそれを文字に起こし、レポートを
作る作業がとても大変でした。パソコンに長時間向き合
い、こんなに沢山の文字を打ったことがなかったので疲
れたけど、全部打ち終わったときや打ってくうちに段々
速度が上がったのが嬉しかったです。
「あえのこと」
は時期的に実際に見ることがで
きなかったですが、動画や写真を見せてくれて、
一つ一つの質問に丁寧に答えて下さり、いいお
話を聞くことができたので、良かったです。森
川さんの
「あえのこと」
に対する熱い思いを聞く
ことができ、私もその気持ちになれることを見
つけることができたらいいなと思いました。
今回の活動で学んだことを今後活かしていき
たいと思いました。
松岡 さくら（写真：右）

12

2

自
然
の
恵
み
と
暮
ら
し
13

受け継がれる朝市
―輪島から全国へ―

南谷 良枝
聞き手・渕上

雄生

保蔵 真菜（石川県立門前高等学校 1 年）

プロフィール

にすっぽり入れたので高校 ２ 年生ぐらいから自分のお店を
構えて店主をしていました。

私の名前は、南谷良枝。家族構成は夫、長女が高校 ２ 年

南谷良枝商店は、実は私が 1 代目のお店なんです。ばあ

生で長男が中学校 ２ 年生です。長女は門前高校 ２ 年生です。

ちゃんは、もっとちっちゃい『あま町』。『あま町』って言う

女子ソフトボール部です。下宿しています。

のは漁師町のことで、『あま町』のちっちゃい納屋で仕事を

私は子供の頃、男友達がすごく多く、やんちゃで膝とか
すごく怪我だらけでした。

していたんです。お客さんがみんなばあちゃんが作ったも
のを、わざわざ買いに来てくれて。ちょっとおまけしてあ
げて売るって言うお手伝いが大好きで楽しかった。けれど、

朝市のお店

私は、ばあちゃんのあとを継いだ訳じゃなくてばあちゃん
と別で起業しました。

私のばあちゃんが、家を 1 軒 1 軒まわって魚を売る仕事
をしていて、祭りとかになるとばあちゃんの家の前に朝市

加工場はだいたい午前中か13時～14時にはだいたい片付け

みたいのができて、そのお手伝いをするのが大好きでした。

る。朝が勝負の仕事だから朝が早いです。関東関西とかの

商いが好きだったから高校から仕事をしました。夜は学校

お客様が来ると加工場に入ってもらったり、実演して食べ

に行って、昼は自分のお店で加工した魚を売っていました。

たりする時もあります。

高校 1 年生の時は、朝市のアルバイトをしました。タイ
ミング良くお父さんの知り合いがお店をやめて、その場所
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朝市のお店は、だいたい ₆ 時から1２時半ぐらいまでで、

昔と今の朝市
朝市のいい所は、やっぱり田舎のばあちゃんの素朴さが
一番いいかなぁって思います。ここ最近、関東とか関西と
か、都会の人との付き合いをすることが多くて、その人た
ちが一番「朝市、行って面白かった。」って言ってくれてね。
そう言ってくれるのは、ばあちゃんたちの素朴さ、気いつ
かわんと喋るのがいいのかなって。
昔は決まりもあんまりなくて、みんなのびのびと商売し
てた。けれど、やっぱり食に関して無知だから、あんまり
良くないものも売ったりしてました。だけど今は決まりも
だんだん厳しくなってきて、みんないいものを売るように

冷蔵庫の中の写真

なってます。その代わり決まりが厳しすぎて、素朴さが無
くなってきました。難しいですね。どっちがいいのか。
昔と今じゃ商品管理が全然違うから、干物でも昔はただ

ハチメ、メバル、カマス、カワサギ、シシッポ、カナガシ

板の上に置いて売っていたのに、今は発泡スチロールに氷

ラ、ハタハタ、イワシ。輪島は魚種が沢山とれる場所だか

をひいて、その上に並べてガラスみたいなアクリル板で蓋

ら季節によって作る品物が変わります。

をしなくてはいけないんです。

うちのこだわりとしては、よそもんはあまり扱わないこ

朝市には、カニ屋さん、鮮魚を売っているお店、一夜干

とです。輪島産か石川県産で捕れたもの。ちょっと前まで

しのお店、海産物売っているお店、乾きもの、するめとか、

輪島のノドグロは脂がないなと思って、長崎の紅 瞳 って

お酒のおつまみになるものを売るお店、そして野菜を売る

ゆうすごくきれいなブランド品のノドグロを引っ張ってき

人たち、お菓子を売る人たち、輪島塗売る人たち。300や

て加工していたんだけど、やっぱり輪島産にこだわろうか

330メートルかそんなかに、けっこうぎゅうぎゅうにたく

なっと思って。今はずっと輪島産。

べに ひとみ

さんお店があります。
昔の朝市は雰囲気が良かったし、スーパーとかコンビニ
とかないから、やっぱ対面商売。人と人との関わりがあっ

魚を仕入れる量は、朝の気分次第で変わります。それこ
そ、何百キロも仕入れる時もあるし、いい物がなければ10
キロぐらいの少ない時もある。

て、ものが売れるって言うのがすごい良かったです。今私
もしている商売やけど(笑)。

たくさんとれる輪島の魚

お店の工夫
お店が終わってからは、すぐに全国発送しています。身
内ばっかで、従業員がいないから忙しいです。旦那と、父

輪島の魚種は季節によって変わるけど、だいたい、輪島

と母とじいちゃんが魚加工を手伝ってくれるので発送する

で捕れた天然のフグ、ノドグロ、ササガレイ、サバ、アジ、

ために箱詰とかするのは私しかいない。他の人に任せるわ
けにはいかんし。
輸送は北海道から沖縄までで、金額よりちょっとおまけ
して送るようにしたり、直筆のお礼状を書いたりしていま
す。
ブログに載せている日記の『おうちごはん』は、お店の営
業戦略の 1 つです。まずは、あのブログを見てもらって、
ファンになってもらって、美味しそうなものを見つけたら、
注文してもらえたらっていう営業戦略です。
また、輪島の魚をよりたくさんの人に知ってもらって、
たくさんの人に輪島に来てほしいからネットショップを始
めた。変わったことはお客様が輪島に来ようかと思った時
に、輪島朝市で検索すると、南谷商店が出てきて、うちの
商品とかをネットで見てもらって、一番先にうちの店にき
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てくれるお客さんもいたことと、輪島に興味を持って旅行

包丁くらいです。加工につかう機械はこれくらいかな、真

行くなら、南谷商店にって言ってくれる人もいたことです。

空パックにできる機械は99.9％まで空気を抜くことができ

そのブログの日記は、できれば毎日更新していますが、

ます。あと、塩辛のナイロンの口を閉めるホッチキスみた

実際、さぼって外食を食う日もあるし、外食にいって、

いなやつもあります。

ちょっとお洒落な輪島を発信したいとこは写真に出してい
るし、そうでないときは出さなかったりしています。

干物の作り方

最後に
実はここ、10年くらい前は、お父さんとお母さんが割烹
料理屋をしていて、懐石料理を出すお店をしていました。

まず、魚の鱗を取って、お腹を開け、はらわたをきれい

懐石料理だから前菜が出てきて、お刺身、煮物、揚げ物、

に取ったら、骨の周りに付いている血あいや血をきれいに

ごはん、デザートとか、まあ色々コースで出てきます。お

洗って水をきります。そこから、味付け作業にはいります。

父さんが板前をしていて、お母さんが割烹料理屋の女将

だいたい味付けに 1 時間くらいかかって、乾かすのに ２ 時

をしていました。今の加工場は、そのお店を改装して使っ

間くらいかかります。乾かす時は乾燥機に入れたり、魚に

ています。この加工場は、子供に継がせようと思って作っ

よっては、冷蔵庫に干したりします。マイナスになると凍っ

たから、でき上がってから、数ヶ月しか経ってないんです。

てしまうので 1 ℃の風で干します。干す時の温度管理は、

朝市もね、後継者がいないから、ぜひ、自分の子供にも話

機械がしてくれるけど、こういう機械もっとる所がもうな

してみてください。

いと思うし、みんなはこの暑さの中で干したりしている。

［取材日：平成30年 8 月 ２ 日］

けど、ここまで暑いと（3２℃）、干す前に腐ってしまう。せっ
かく生きている物を仕入れてもそんなんじゃ困るしってこ
とで、機械を買いました。加工品に使う道具は、まな板と

Profile

南谷

良枝

みなみだに

よしえ

昭和50年 6 月12日・43歳
南谷良枝商店

店長

輪島市立松陵中学校を卒業後、輪島高
校在学中から輪島朝市にて働き、海
産物の加工販売、朝市への出店、ネッ
トショップでの通信販売などを行う
南谷良枝商店を起業。地元の海でと
れる海産物を加工・販売し、広くPRし
ている。

（上）干物を作る乾燥機
（下）真空パックの機械
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●

取材を終えての感想

●

今回、南谷さんの話を聞いて、輪島の朝市のいい所を
たくさん知ることができました。また、輪島の朝市の将
来のことを真剣に考えている人だと思いました。今の仕
事に就く前は、舞妓か、銀座のホステスになりたかった
というエピソードを聞き、アグレッシブな人だと思いま
した。ブログの『おうちごはん』がとても美味しそうで
した。
今回、聞き書きの話を聞いたとき、大変なのは、書き
起こしの作業だと思っていたけど、実際に作業を始める
と、大変だったのは、聞いた話をまとめる作業でした。
文をつなげる時に前後でおかしくなったり、それを直
したり、変更したりして本当に、完成できるか不安で
した。
文をまとめることが苦手で、とても時間がかかりまし
た。南谷さんのお子さんが同じ学校の先輩にいると知っ
て驚きました。
渕上 雄生（写真：右）・保蔵 真菜（写真：左）
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海藻のありがたみ
―北前船によりもたらされた恩恵―

白井 洋子
聞き手・大坪

祐太

出崎 友翔（石川県立七尾高等学校 1 年）

名人のお仕事
名前は、白井洋子です。昭和２₆年 ２ 月 9 日生まれ、今年

昆布の勉強。利尻昆布、羅臼昆布、お出汁は羅臼昆布や

で₆₇歳。お店は昭和 ₆ 年創業です。仕事は、私も店頭で販

利尻昆布が最高で、羅臼昆布はそのままおやつで食べても

売したり、あと、仕入れ。昆布っていうのは、 1 年に 1 回

おいしい。日高昆布、うちは昆布巻に日高昆布を使ってい

仕入れ、大変なんです。入札なんで、 1 年分失敗すると 1

て、にしんの飴だきも昔ながらの味付け、炊き方が良いか

年泣かなくちゃいけなくって、 8 月の終わりぐらいから昆

らだと思います。おでんなんかは日高昆布が出汁も出てや

布の種類によってね、入札がはじまってくるんですけども、

わらかくなって、あとで食べられるのでいいです。県内外

1 年分、確保しないといけないんでねえ、海苔は海苔で、冬。

の方にしら井のは美味しいと言って頂き、電話、FAX、メー

夏は、昆布 1 年分だし、冬は海苔を 1 年分しなくちゃいけ

ルで注文をいただき発送もさせていたただいています。

ないんですよ。
私、嫁やから44年前、昭和49年の10月に結婚したんだけ
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本場北海道から来る昆布

あと、おぼろ昆布、とろろ昆布の違い。うちの職人毎日、
手で削ってるんだけども、天然昆布使うと、黄色っぽい、

ども、そのときは、削る職人さんと、袋詰めのおばちゃん

値段も高いんだけども、のど越しもよくて味も良く、粘り

と主人の両親がいたんですけども。そのころは、ほとんど

がトローっとなっておいしい。昆布って切り口こうしてみ

昆布だけ。あとは、煮干し、鰹節、だし系のものもやって

ると、中白いでしょ。両面から手で表面の黒いところを削

たけれども、 9 割が昆布だけ扱ってて、それだけ、昔の人

るのが、おぼろ昆布。その次に手削りしているのが太白お

は、よう昆布を食べてくれてんねぇ。

ぼろ昆布で、それ以外の昆布を機械で削ったのが白とろろ

店内に飾られている羅臼昆布

海藻おしばの説明

昆布です。で、真ん中に芯が残る。その芯の幅の広いとこ

海を大切にしていきたいと願っています。海藻おしばの

ろが鯖寿司の上に乗せるのがばってら昆布。

勉強会は、年に ２ 回あるんだけど。みんな思うことは一緒
で、みんなもっと地球を住みよく次の世代につけを残さな

石川と北海道を結んだ船

いで、なんとかしてきれいな地球のまま次の世代に渡すに
はどうすればいいか。そういうのを頑張って一生懸命やっ

江戸時代から明治時代にかけて、北海道から日本海側を

てる人が、沢山いるっていうことを知ってもらうだけでも、

通って、北海道の産物、昆布、ニシン、タラ、数の子、サ

うれしいし、みんなで頑張らないとって思ってるけど難し

ケとかを販売して、七尾の場合は、お米、お酒とかを帰り

いね。

に積んでったみたいですよ。それから、藁で編んだむしろ。

自分にできることは何かなって思ったら、私は能登の海

あれを袋にしたのを、かますって昔言ってたんだけど。昔

藻で海藻おしばを通して、少しでも小学生でも中学生でも

は、数の子は干し数の子だった。今は塩数の子だけど、そ

一般の人でもいろんな人に知ってもらって、少しでも役に

のかますに、いっぱい入れて。もっと安かったんだよね、

立てればいいなとか、思ってやってる。折角、能登のこん

昔はね。そういうふうにして、お酒も七尾にものすごく酒

な綺麗な海のそばに生まれ育ってるからね。こんなにいい

屋さんあったんだよね。

とこなんだよっていうのを小さい子に教えて、また、地元

能登から、よく北海道の稚内行ってる人多いよ。昔はね、

に帰ってきて、力になってくれればいいなっと思ってます。

長男は家にいて、次男、三男は、どっか他に行かんならん
かったから。みんな、いろんな所に出てって、北海道の稚

環境破壊による変化

内に行っとる人、けっこうおいでた。富山県の人はね、羅
臼や、知床の方に多く行ってて。だから、羅臼昆布が日本

これは地球規模の話だからね。海は繫がっているからね。

で一番、消費されているのは、富山県。石川県は、利尻昆

自分とこだけっちゅうのじゃダメだしね。なんでもそうや

布が多いんだよね。

けどね。しかも海水温が 1 度上がるだけでも生態系にも影
響があるって言われるぐらいにすごく大変らしくて。「海

海藻おしばとは

の生き物」っていう会の人がいつもメールでくれるんだけ
ど、本当に地上も海もものすごく劇的に変わってるって。

なんで海藻おしばをしとるかというと、海の中にも森が
あるっていうげんけど、森って、山の森しか知らないじゃ

海藻の先祖

ないですか。だけど海の中にもしっかりと森があるんです
よ。海藻や植物プランクトンは二酸化炭素を吸って、地球

地上の植物の葉っぱの先祖は、この緑色の海藻で大体 4

全体の半分以上の酸素を出してくれる。地上の植物の葉っ

億 5 千万年前に海から地上に上陸を果たして、シダ類とか

ぱの緑色の部分から二酸化炭素を吸って酸素を出して光合

コケ類になった。海藻の種類は世界で大体 1 万種類ぐらい

成をして、私たちに酸素をくれるじゃないですか。それが、

あるげんね。日本では1500種類ぐらい。その中で能登半島

海藻の場合はもっと多く、地上の２.5倍の酸素を供給して

は２00種類ぐらい。その２00種類の中で食べられているもの

くれている。だから大事にしなくちゃいけない。

は大体30種類ぐらいって言われてる。

古くから海藻と結びつきの深い生活を営んでいる能登の
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命のゆりかご

し、環境問題の深刻性を伝えている。
●

取材を終えての感想

●

海の森は命のゆりかご。どういうことかっていうと、食
物連鎖って知ってるよね。海藻に魚は卵を産むんだけど
も、その卵が大きくなるまでに外敵が多くて、いっぱい
食べられてしまう。それを守ってくれるのも海藻。海藻
が隠れ蓑になる。小さい魚を中型の魚が食べて、中型の
魚を大型の魚が食べる。これは食物連鎖って仕方がない
ことなんだけどね。すごく大事な役割をしているってい
うことね。
緑藻、褐藻、紅藻、大きく分けると三種類。浅いとこ
ろが緑藻、中間のところが褐藻、深いところが紅の藻で
紅藻って言う。光を多く吸収するには、浅いところは葉っ
ぱの部分が緑色で、深いところのものは赤色してないと、
緑色の光を多く吸収できないんですよ。うまいことなっ
とるげんてね。

今回の聞き書きを通して、今まで抱いていた海藻への
イメージががらりと変わりました。
たとえば、水深によって海藻の色が変わるということ
や、地上の葉の約2.5倍もの酸素を供給してくれている

名人と花嫁のれんと一本杉通りと

といった自分たちが知らないような話が聞けたからで
す。内容に惹きつけられるものがありとても面白かった

私は花嫁のれん展が一本杉通りで15年前から始まった
最初から関わっていてるんだけども。前田利家さんの統
治下にしかない加賀友禅の花嫁のれんは、加賀もあるし、
金沢とかかほく市とかもあるよね。

です。その他にも、今地球が抱えている問題である地球
温暖化に関わっていることにも驚きました。前文にも書き
ましたが、海藻が酸素を出していてしかも地上の2.5倍と、
世界は、地上の森だけを守るのではなく海中の森をも守る

新郎さんの仏間の入り口にかけて、ご先祖さまに、今日

べきなんだなと思いました。また今回の聞き書きで書きた

からこちらのものになりますって挨拶するときに、白無

いことが多すぎてうまみの部分を省略してしまったのです

垢でこの花嫁のれんをくぐります。一生に一回しか使わ

が、日本人が長らく重視してきて、今もしている味に対す

ないのになんて贅沢とよく言われます。高度成長期のこ

る考えも変わりました。具体的には日本特有の食文化の継

ろは無駄な物の代名詞で、みんなは車のほうがいいとか、

承の問題を解決すべきだなと感じました。こんなに面白い

新婚旅行で海外いったほうがいいとかって言って、花嫁

取材に参加できてよかったです。

大坪 祐太（写真：左）

のれんは姉さんのでいいわーとか、お母さんのでいいわー
とかって言ってたんだけど、この花嫁のれん展を始めて
から花嫁道具として花嫁のれんを持って行く人が増えた
んです。

私は聞き書きの取材へ行って、海藻の良さとこれから
の地球環境について学びました。
まず海藻の良さについてです。良さは二点あります。

［取材日：平成30年 8 月 ２ 日、 9 月２4日］

一点目は歯ごたえです。昆布やわかめなどはよく噛みま
す。よく噛むことで飲み込みやすくしたり、発音をよく
したりできます。二点目はうまみです。世界的に注目さ

Profile

白井

洋子

れているうまみは和食には欠かすことのできないもので
しらい

ようこ

人としてもっと昆布を食べて、
うまみを実感したいです。

昭和26年 2 月 ₉ 日・6₇歳
昆布・海産物處

しら井

専務取締役

中能登町（旧鳥屋町）に生まれる。七
尾に嫁ぎ、昆布・海産物加工販売
に₄₄年従事している。また、 店内

次に地球環境を改善していく必要があると感じました。な
ぜなら、海の中で今まで生えていた場所に海藻が生えていな
いなどの深刻な問題が発生しているからです。だから節約し

のギャラリーにて海藻おしばを展

たり、何か環境をよくできる方法はないか考えていきたいです。

示している。さらに、来店のお客様

最後に、取材に協力してくださった方々ありがとうご

や学校関係の講座に出向き能登の里海にある₂₀₀
種類もの海藻を紙芝居を用いてわかりやすく説明
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す。そんなうまみを含むものが昆布です。だから、日本

ざいました。海藻を通じて現在起こっていることを知れ
て良かったです。

出崎 友翔（写真：右）

3
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日本酒市場の革命
―ニーズに合わせた酒造り―

農口 尚彦
聞き手・梅田

聖流

杉本 渉（石川県立能登高等学校 2 年）

酒造りの始まり

私は10年かかりましたね。

私は地方の農業の跡取り息子であるのと、農業だけで

※1

もと

しゅ ぼ

酛 「酒母」ともいう。清酒製造のときの発酵の種。

食ってけんので、冬の間、農業ができんときに出稼ぎに行

麹に水と蒸し米とを混ぜ、酵母を加えて培養したもの

くのがうちに生まれた者の宿命でした。終戦直後に何も仕

※２

事がなく、中学校を卒業してすぐ出稼ぎに行ったんです。

合したもの。

もろ

諸

もろみ（醪・諸味）。酒・醤油の醸造で原料を混

とう じ

出稼ぎ場所の静岡は能登杜氏の姉妹都市です。静岡には、
厳しい人がいて、ちょうど父さんも三重県で杜氏しとった

日本酒のこだわり

もんだから、息子も厳しい所で、スタートさせたかった方
がいいんじゃないかと言うことで、その静岡の富士市にあ
る山中正吉商店に最初に行った訳です。学歴無かったし、

しが大体わかってしまう。一番いいのは兵庫県原産の山田

どこも行けんかった。

錦という西の米で、酒米を造るには適しているんです。石

今は、簡単に米が手に入る。昔は、酒作って売ってなん

川県は北陸1２号という米があったけど、あんまり適してな

ぼだった。樽が木から鉄、アルミに代わって、洗うのが楽

いということで富山県や新潟県の五百万石と言う米がだん

になった。こんなようにいろいろ変わってしまった。当時は

だん作られてきた。

もと

もろ

（※ 1 ）
作りや諸
（※ ２ ）
いろいろしとったが、原料処理して酛
造りなどしとった。10〜1２年くらいの下積みがかかるが、
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日本酒を造る上で、いろいろな造り方で原料米の良し悪

次に、良い麹の原理がわからなかったから、温度や湿度、
時間を考えなければいけなかった。美味しくない酒ができ

たりするから、まだ経験が必要だとわかった。今だと酒の

て菌が選択しているのか、当時は知りませんでしたが、乳

分析がされ、 ３ 種類まで分かったが、甘さや辛さ、苦み以

酸菌は気温10℃以下になると活動できなくなる。その10℃

外にもある。焼酎だって、芋焼酎、麦焼酎を飲んで見たら

以下の時に酵母菌を育てアルコールを発酵することを山

全然違うのと同じで何年か酒造りを経験しないとわから

廃と言います。

ない。

昔、米の酵母菌を育てるのが下手な人がいたのと、米が
高かったことが理由で、大量の酒が造れなかった。なの
そくじょうけいしゅ ぼ

で、乳酸菌を使った速 醸 系酒母ってのが作られたんです。
pH 4 にさえなれば乳酸菌は死なない、どうやってやるの
かと言うと、部屋に水の入ったタンクに入れておいて作
るんです。はじめる前に乳酸菌90%を100mg当たり70mg
いれるとpH 4 になる。そのようにして麹菌を入れて酵母
菌の媒体を作るんです。そうすると酸っぱい酸がなくなる
が、酒は酒だからと言って造ったけど、酵母を育てるのが
うまくないもんが山廃と速醸系酒母を造ってみたら、はっ
きりした違いが生まれるんです。
1 人の上手な杜氏が作ったらそれはあまり変わらない
現在の諸味の小屋

味になり、つまり、安定した味わいになる。上手に造られ
た酒には味わいがあり、キリがあることがわかった。今は

酒には吟醸酒っていう品目特定名称酒があって、吟醸

理論がわかったから正常に作れるんです。理論のわからな

酒であって純米酒であり、いろいろ分け方があり、造り

い杜氏が酒造りすると腐らせてしまうけど理論が分かれ

方がある。法的には 1 精米歩合が60%以下になれば吟醸酒

ばある程度正常の物ができる。全部がうまい酒を造れる人

と呼べるが、それ以上だと吟醸酒と呼べない。

は10人といないからそこまでに到達するにはまだまだ足

やま はい

き もと

山廃造りというものは、生酛造りの派生のやり方です。

らんとね。

生酛と言うのは人工的に乳酸を添加するのではなく、乳酸

酒造りは、原料が毎年違うんです。天候に左右されるか

菌を使って乳酸を発生させる手法のことです。昔は、山

ら色んな米に変わるんです。米の見た目は同じなんですけ

廃は空中の菌を使っていたのですが、その菌の中に腐ら

ど、水が吸い込みやすいとか同じ温度で育てた訳ではない

もろ み

せるいろんな菌があった。諸味の小屋（※ ３ ）はpH 4（弱酸

から穂が出てからとても温度が高かったり、低かったりだ

性）
（※ 4 ）が条件です。山廃でも同じことです。酵母を球

から全然違う。同じ物はできないのです。だから米にあっ

状に育てるには、他の細菌から酵母を守らなくちゃなら

たやり方をしているんです。最近は酒造りを頼まれたら、

ん。pH 4 の環境になれば、酵母菌と
乳酸菌以外の菌が繁殖できない環境
になります。そこでアルコールが発
酵してくれるかなんです。そういう
物を中性の環境で造る酒と、pH 4 の
環境で造る酒の ２ つの方法があるの
です。
昔はpH 4 の環境の作り方も知らな
かったので、山廃で使う乳酸菌で酸
を作らせてpH 4 の環境を作ってそこ
からスタートしていきます。しかし、
pH 4 の環境作りは難しく、菌自体が
目に見えんから、わからないんです。
また、乳酸菌が増えすぎるとお酒が
酸っぱくなるのでpH 4 の環境下で、
乳酸菌も増やさない工程も必要です。
そこで、環境なり温度なりどうやっ
発酵の工程段階
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国内外で楽しまれる農口さんの日本酒

「わかった」の一言で造れるんです。だが、昔の技術ではわ

ほしいと頼んできたんです。だから、うまいものをちゃん

かったって言えないんです。さあ今年はどんな米にできあ

と把握しながら酒を市場に出していきたいと私は思ってい

がるかなという話から始まるんです。そこに冥利があり難

ます。

しいのです。それが職人の道です。そういった感覚も養っ
ていくことも大切で酒造りの基本なのです。
そういったことがやり甲斐があり、面白味があり美味し

業者としては上場していくことが理想ですけど、日本人
があまり飲酒しなかったり低迷には色んな要因がありま
す。たとえば、飲酒運転は逮捕される時代です。他には、

い酒をお客さんに飲んでもらって美味しいと言ってくれる

田舎なら誰かに頼んで家に送ってくれるが、都会の者は誰

ことが嬉しいんです。見たところいいなという酒は他にも

も送ってくれない。それも低迷の一つです。本当の日本酒

ありますけど飲んでいただくお客様に気に入ってもらえる

はゆっくり飲むもんです。冬に腰かけて熱いやつをゆっく

酒を考えています。私は酒が飲めない下戸だけど酒造りに

り飲む酒やと思います。都会だと、子育てやローンの返済

関わったのですから、お客様に喜んでもらえるものを造る。

などで、ゆっくり飲めません。若者や日本人に日本酒を飲

そして、講演会などでいろんな席に行ってお酒の感想をも

んでほしいですが、それは仕方ないのでやっぱり海外でも

らっています。その感想をもとにして悪かったところを直

飲んでほしいです。この前も台湾からきた若い女性が親に

し良いもんを造るのです。

買って行くんだって喜んでいるの見たら、やっぱり海外で
も飲んでほしいと感じました。

※３

もろ み

諸味の小屋

麹室とも言う。乳酸菌を増やすことで

酵母菌以外の菌の繁殖を抑え、アルコールを醸造するため

若者に継ぐ酒造り

の部屋。
水素イオン指数ともいう。溶液の酸性・アル

私はもう86歳です。昔は自ら酒造りをしていましたが、

カリ性の強さを示す指数。 0 に近いほど酸性が強く、 7 が

会社が大きくなった今では、何年か前から社長の座を譲り、

中性、14に近いほどアルカリ性が強い。

若者の育成を務めていました。その育成の一環として、酒

※4

pH

について若者が研究できる場所を作るなどしていました。

日本酒の海外進出

近頃、酒造りの世界に入ってくる若者が減りましたね。
高校卒業の若い人たちは、酒造りを離れていったが、大学

台湾から若い女性がやって来ていくつか出したんだけ

を出てきても酒造りしたいという人たちがいて、「うまい

ど、どれも美味しいと言ってくれてうれしかった。２ 升買っ

もの作りたい」って言っていた。基礎は学校で習ったと言っ

ていってくれる人もいた。

ても大学卒の彼らはやっぱり経験が足りない。それで若者

本当にアルコール飲料は、世界市場となろうとしている。
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の酒造りを応援していました。もちろん私自身も酒造りを

今は日本で日本酒を飲んでビールやワインは国々にわかれ

頑張りますけど、意欲のある人しか育てられないです。本

ていたが今は世界中に広がっている。

人の夢ですから。

昭和２8年からずっと酒の市場見てきたけど少しずつ変

前に金沢大学から出た人を10人会社に入れたんだが、初

わっていて、酒を広めるなら、海外だと言って進めてきま

任給に目が眩んだ人が入ってきて全然責任を持って仕事を

した。農林水産省が日本酒を大量に造って海外にも広げて

やらんかった。そんな者を育てられるわけがない、やる

気のある者じゃなきゃダメだと思いました。最近杜氏に
なりたいと千葉の女性がやって来たんです。その時はそ

●

取材を終えての感想

●

の子はとてもやる気があって「育てたいな」と思って雇い
入れました。だってそう思える人は何でもできるんです。
「こんな熱意があるこの人ならやれる」と思いました。今
の社会には「自分はこんな仕事をしたいのだ」という自分
に忠実な人をつくってほしいかな 。だって仕事のことが
なんもわかっとらん人がおったら、社会で生きていけん。
だからその職業に就きたいと思える仕事に就いてほしい。
そんなこんなで、もし酒造りをしたいのなら最後まで責
任を持てる人を期待しています。

これからの目標
目標は若い者の育成やうまい酒を造ることですね。い
い酒造りの終わりはないですよ。もちろん、お客さんの
喜ぶ顔を見ることもそうですね。賞をもらうことよりも、
私の造った酒を「うまい」と言ってくれればそれで満足で
す。イベントなどに出向き、自らお酒を注いで、お客さん

私は、聞き書きに初めて参加しました。始めは参加す
る人の自己紹介をしました。その後、取材にあたりの注
意事項と必要事項のレクリエーションをした後、取材に
行くという風になっていました。僕たちの取材先が酒造
りの方だったので、とても困りました。理由としては、

の反応を見る。これほど楽しいことはありません。その日

未成年だから酒に関して分からなかったからです。そん

が今から楽しみです。日々、自分の悪かったことやよかっ

な心配をしていましたが、会ってみると写真で見た通り

たことを思いながら前に進んで行こうと思っています。

の明るい方で、笑顔が絶えない方でした。話している内

［取材日：平成３0年 8 月 ２ 日、２0日］

容は、お酒の醸造に関する話で聞いていても難しくてつ
いて行くのでやっとでした。でも、話している本人はと
ても笑顔で楽しそうに話されていたので、
「この人は本

Profile

農口

尚彦

当に酒造りが好きな人なんだ」とわかりました。自分た
のぐち

なおひこ

ちが聞きたいことは全部聞いたつもりでしたが、その文

昭和 7 年12月24日・87歳

字おこしをするときが大変でした。この様な体験はそう

杜氏

そうできないと思います。いい思い出になりました。

石川県内浦町（現在の能登町）出身。松

梅田 聖流（写真：右）

波中学校を卒業後、16歳から酒造り
をしている。初めは他の県
で酒造りを学び、その後、
石川県内で杜氏をしてい
た。今までに二か所の杜
氏 を 計51年 間 行 い、 今

私は初めて聞き書きに参加しました。参加して感じた
ことは、初めての人にインタビューをしてそれを書き起
こしてまとめるという作業がとても難しいということで

なお自身で酒造りをし

す。インタビューをした時は緊張のあまり質問を忘れか

ながら後任の育成にも

けてしまいそうになりましたが何とか持ちこたえた事を

励んでいる。

覚えています。
そして文章をまとめて、
このインタビュー
した内容を読む人にどう分かりやすく伝えるかを考える
のがとても難しかったです。また今回は自分の地元の名
人にインタビューをして奥能登について知ろうとする内
容ですが、私は聞き書きに参加するまで農口さんのよう
な名人がいる事を知らなかったと思います。この活動を
通して自分の地元である能登をより良く知ろうと思いま
した。今回はこのような機会を与えてくださりありがと
うございました。
杉本 渉（写真：左）
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酒とともに生きる
中倉 恒政
聞き手・中市

美夢

前 治美（石川県立飯田高等学校 2 年）

きっかけ
私は中倉恒政です。昭和17年 7 月 9 日生まれ、今年で76

なってやるわい」って。生意気かもしれないけど。

こだわりの酒造り

歳です。今は、母ちゃんと私で ２ 人住まいで、子供は金沢
にいます。
昔ここらでは、夏は、農業や田んぼの田植えが終わった

県にあるんです。それは、素人が見てもわかるほど粒が大

ら、ほとんどの人が山へ行って炭焼きをしたんです。木炭

きくて、心白という真ん中が白いところがあるんで、吸収

ですね。山の中に大きい小屋を作って、そこで雑木をきっ

がよく、また麹菌の破 精 込 みがよくて、酒造りに最適ね

て、燃やして、炭を作って、それを自分で背負ってくるか、

んて。

馬で運んでくるんです。作業場があって、そこに業者が買

は

ぜ

こ

酒造りの段階に「初添」、「仲添」、「留添」という「三段仕

いに来て、木炭を売って。夏場はほとんど炭焼きでしたね。

込み」というものがあります。その三段仕込みの前に「酒

冬は雪も結構多いのでやりにくい。だから現金収入を求

母」ってものが必要ねんけど、それは醪（本仕込みのこと）

もろみ

めて出稼ぎに行ってたんです。出稼ぎの中でも圧倒的に多

で健全な発酵を行うために、乳酸に雑菌の繁殖を防止させ

いのが酒造り。酒屋に行ってない家がないくらいでしたね。

てたくさんの優良酵母を働かせんなんげん。そのためには

口で言い表せんほど、つらい時期もありましたわ。責任者

酒母は必要ねんわ。小さいタンクに麹と蒸米と水を入れ、

とう じ
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お酒の米は酒造好適米てのがあります。そういうのが各

を杜氏というんですけど、杜氏は一目置かれるっていう空

乳酸と酒母を添加して発酵させます。それが約 ２ 週間ほど

気でしたね。こんなえらい仕事なら「おれもいつか杜氏に

かかります。それで酒母のでき上がりです。

56、57歳じゃねえかな。杜氏の平均やともうちょい上にな
ります。

お酒の種類
お酒の種類も２0種類くらいはあると思う。普通酒だけで
なく、特定名称酒っていうのもあって、例えば吟醸酒、純
米酒など。それから純米吟醸ってのがあったり、特別本醸
造っていうのもある。まだまだありんわ。国の制約がいろ
いろあるんやけど、一つひとつその会社によって、土地の
名前を付けたり、川の名前を付けては、２0種類以上あるか
だ

き だる

当時、お酒造りに使っていた暖気樽
（通称ダキ）
。65〜70℃の湯をつめしっかり
と蓋をして、直接酒母の中に入れ加熱したり氷を入れて冷やしたりする15〜20ℓ
のアルマイト製の容器。

もしれんわ。
今じゃ 4 合瓶でも ３ 千円とかします。今、ぜいたくな時
代やさかい、高くても売れるげんわ。ほんで吟醸酒なら県
ごとで、品評会てのがあるげん。品評会では、普通酒なら、
飲んで、おいしい酒かどうかを重視します。吟醸酒は、香

そしたら、「本仕込み」といって麹と蒸米と水と酒母を入れ

りも華やかで味もきれいかどうかを重視します。 5 人とか

ます。これが「初添」といいます。

7 人の審査員で三点法で審査します。一番いいなと思った

かい

次の日は「踊り」といって、櫂入りをしながら、 1 日この

酒には 1 を付けて、良くも悪くもない酒は ２ 、ちょっと癖

まま温度管理をします。それで酵母の増殖を図って。以後、

が強いなと思ったら ３ で。そうゆうふうに審査をします。

踊りはなしで仲添、留添と麹と蒸米と水を入れて仕込みま

それで金賞とかとれば名前も売れて。そうゆうのも売り上

す。拡大培養です。この作業を組み合わせて、毎日次々と

げに響いたりします。

仕込みを行います。
酒造りの人数は蔵の規模にもよります。酒をたくさん造

日々勉強

るときは２0人くらいおる蔵もありますね。造りの規模にも
よるからね。米も量も多いし。なんにしても大変ですから。

酒造りのとこに行ったときは、酒屋で一番の下っぱは「追

人数もたくさんいるげんて。小さいところじゃ ３ 人か 4 人

い回し」ってゆうて、あっちからもこっちからも呼ばれる

で作っとるとこもありますよ。毎日その仕込み量によって

んです。責任のある仕事なんかは何年も経ってからこの仕

人数が変わります。

事をやってくれとかいうけど。追い回しは忙して忙して。

昔と今では特に設備は変わったね。昔は機械と名がつく
ものがほとんどなかったからね。みんな手で運んだりして

朝から夜まで。助手なんて全く、人権を無視したような
（笑）。

担いで持って行って、はしご上がってやってたんだわ。で

杜氏って一番偉い人がおって、その下に二番さんと三番

も、機械が出てきたら蔵人 1 人減らしてくれ、 ２ 人減らし

さんって、仕事によって段階があるんですよ。その人がゆ

てくれって、人数減らされてね。コストの問題とかもある

うたら「はいはい」ってゆうて。最初 1 年か ２ 年目に口答え

と思うわ。

したら憎たらしい奴やなって一向にかわいがってくれんさ

酒の味てのもいろいろあって、そんなに変わった酒を造

かい。辛抱しなきゃ人も認めてくれんしさ。涙が出るとき

るわけではないけれど、北部なら北部、南部なら南部で、

もあったし、反対したり、やけくそになったり、そうやっ

多少は流儀ってものがある。ちょっと辛めのきれいな味の

てやってきました。

タイプとかね。まあ私の感触やけど能登は、結構どっしり

酒造りに参加した人で杜氏にまでなるのは、ごく一部で

とした酒。味のしっかりとした飲みごたえのある酒ですね。

すから。それなりに努力もせなならんし。やっぱり手伝い

きれいな酒が好きな人もおるけども、米のうまみを引き出

に行ったら、どうゆうわけでこの仕事しとるんやとか、今、

した飲みごたえのある酒が能登流です。米を使っても、特

温度上げたんやろかって疑問を持って質問したりね。酒造

定名称酒のように発酵温度を低くしたりして、なるべく米

りの教科書もあることはあるんやけど。夜間作業もあるさ

を溶かし過ぎないように、固めに蒸して。そしたらカスが

かい、眠たいげんわ。なんも寝る暇がないんです。あん時、

うんと出て、味がきれいになります。

若かったさかい、ひまひまにやっとってんわ。昼寝の時間

酒屋の年齢層は平均したら高齢になっとると思うわ。

もあるさかい、昼寝しとる間にちょっと読んだりね。学校
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に行っとるわけじゃないさかい、そんな朝から晩まで本な

40年以上続けられたのは、はっきり言えばお金もほしかっ

んか見とったら人に「何しとんげん！」怒られて。でも少し

たし。 1 つの収入の道やさかいや。でも忙しい中でもやっ

ずつ 1 ページでも ２ ページでもちょっと見るようにして。

ぱり、今年もまた作れたなあっていう達成感もね。造る楽

杜氏になるための試験もあったんです。資格試験いうて。

しみも多少あってのことで。やっぱりこう自分で発酵させ

私は 1 年もたたんのに受ける気は全くなくて。誘われて

て、計算して。朝から晩までやさかい。造れたなあって達

行ってんけど、おかしなもんでトップにあがってんわ。お

成感と喜びもなきゃ続けられんわねえ。

もしろなって 5 回か 6 回か受けて全部あがってんわ。若い

酒造りだけで54年ほど、従業員のときから杜氏になって

時、その試験に受かったから杜氏にすぐ採用されるってそ

44年か。早いこと杜氏になったさかい。杜氏だけでも44年

んなもんじゃないげんて。２1歳か２２歳の人に杜氏を任せて

勤めとったときは、朝はよ起きて、みんなと一緒に麹を出

くれる蔵は 1 軒もありませんわね。

したりしてやっとったが、ここにおりゃ母ちゃんと ２ 人で

２9歳のときやったかな。手塚酒造の案内が来て、若い杜

ご飯食べて、また転がってテレビ見るだけやろ。はっきり

氏派遣してくれんかって依頼が来たらしく、それで杜氏と

言ってさみしさもありますよね。みんな「暇なやろがさみ

して ２ 年行ったんです。でも試験受かってても酒を造る技

しいなあ、もったいない、どっか行けばどうや」って。な

術とかほとんどなかったさかい、酒造るコツとか知らんげ

んも年やって。もうさみしいと思わんなってやせ我慢で

んわ。理論だけわかっててもね。出稼ぎに行ってもう54年

ゆっとるんだけど。やっぱりこれウソやけ、ちょっこりさ

くらいかな。迷惑かけたりして 1 回酒屋変わってんけど、

みしいのもありますわね。今はやっぱりだんだん慣れて。

あとはもうずっとして。

またここ行きたいいうても、後継者がおりんさかい。後
継者もまたちゃんとたてて。でっかい男や。46、47歳かな。

杜氏としての生活

生まれは奈良県やって。日本酒造りに興味持って。今の若
いもんは10年もいけば、結構酒造りをマスターするわいね。

杜氏になったら全部責任者ですから。麹のこととか酒母

今の若いもんはやっぱ意気込みあるさかい。結構覚えて。

のことも全部わかっとらんなんし。これわからん、こっち

珠洲市に後継者はおらんし、杜氏に行ってもらおうかって

もわからんってゆうとったら務まらんさかい。人からどう

いって。

ゆう質問されても答えられるように、勉強というかね。知
識を磨いとかなならんしね。
今、みんな個室でやってるところが増えてきましたけど、
私らのとき、食事も一緒でしょ、寝るのも一緒でしょ。屋
根裏みたいなところに古ぼけた布団で、硬い布団でね。枕
を並べてやっと通れる程度に。トイレ行くときは、人の枕
蹴とばすみたいでね。今の若い人たち見たらびっくりする
わ。そんで、やっぱり長いでしょ。 4 か月も 5 か月も、酒
屋にもよりますけど。 1 回も帰れんと働くさかい、ストレ
スもたまるんやわ。いろんな人間もくるさかい。喧嘩もト
ラブルもあるし。杜氏は多少トラブルもあったら、仲裁せ
なならんし。

中倉さんが趣味で作ったもの
（実際に作ったお酒の銘柄）

気が休まることもないもんでしたわ。でも、やっぱり杜
氏ですから、経営者からも全面的に任されるし、信頼され

地元の昔の人なんか３0年いても杜氏にもならんじまいの

ていることも思えば、これは頑張らにゃあかんなあってね。

人もほとんどやった。こうやって蔵人として入ってくるが

人に喜んでもらうし、頑張ったおかげかなって達成感もあ

ようおりんて。京都とか大阪のもんとかでも、たくさんい

るし。やりがいはあるんですけど、気が休まらず。そうゆ

るんですよ。地元の若いもんはなんも入ってこんさかい。

う毎日でしたね。

これが悩みねんて。こっちは夏仕事少ないでしょ。それが
原因かなっていってるんです。能登町や珠洲市におる若い

杜氏をやめて

のは、100パーセントじゃねえけど、杜氏くらいになる頭
を持っとるがたくさんいるんです。けど、入ってこんこと

今は杜氏をやめたんですよ。平成２7年の春に酒造りが終
わって帰ってきて、平成２7年の冬からやめたんですけども。
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にはどうにもならんさかい。よっぽど難しいと思っとるん
かね。

これから

●

取材を終えての感想

●

杜氏をやめて、新しく山の杉や松茸山の世話とかも。山
仕事好きねんて。また杜氏に来てくれってゆうとるとこ
ろもありんけど、だめだめってゆうとる。決心してやめ
てんさかい。でもちょっと今年も行くかもしれんわ。近
いとこねんけど。
長い間酒造りに携わってきたさかい、日本酒にはまだ
まだ関心はあるわいね。今後は男性ばかりでなく、女性
の方にも、そして若い方にも日本酒を楽しんでいただき、
国酒である清酒のシェアが広がって行く事が願いです。
［取材日：平成３0年 8 月 ２ 日、 9 月 8 日］

Profile

中倉

恒政

取材では、初めてで慣れないことばかりでしたが、中
なかくら

つねまさ

昭和17年 7 月 9 日・76歳
元 杜氏

高校卒業後、酒造りをする酒
屋 に 入 り、29歳 で 杜 氏 に

倉さんは快く取材に協力してくださり、とてもスムーズ
に進めることができました。事前に資料で勉強していま
したが、実際にお話を聞いて、初めてわかることもたく
さんありました。酒造りをする上での重要なことや、能

なった。全国新酒鑑評会

登流の特徴など、こだわりのお酒造りについて詳しく聞

で、 8 回も金賞を受賞。

けてとてもよかったです。杜氏になるまでの道のりや、

酒屋として54年ほど、
杜氏としては44年勤

杜氏になった後の生活は、私たちには想像できないよう

めた。平成27年の春

なつらいことばかりでしたが、その反面、たのしいこと

に杜氏をやめ、現在

もたくさんあって中倉さんも、とても楽しそうに話して

は山仕事や畑仕事

いらっしゃっていました。私たちも、こんなふうにたい

をしている。

へんなこともあるけど楽しく続けられる仕事を見つけた
いなと思いました。まったくお酒のことについて詳しく
はありませんでしたが、今回の取材でお酒に関心が持て
ました。今回の活動は、自分たちにとって、とても貴重
な体験になりました。本当にありがとうございました。
中市 美夢（写真：左）・前 治美（写真：右）
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先代の意志を
受け継いで
―どぶろくを通して地域を支える名人の想い―

船木 清崇
聞き手・竹中

景音

中谷 美春

名人のプロフィール

山﨑 咲弥（石川県立鹿西高等学校 2 年）

きに、古文書が焼かれたとかで、全ての古文書がないんで
す。だから遡って数えられるのは２6代目までになりますね。

船木清崇です。生年月日は昭和48年 ２ 月 5 日。45歳です。

それで、自分の代でいろんなものを絶やすことができない

中能登町で生まれ育ちました。天日陰比咩神社の祢宜をし

という思いがあり、親から学んだものを受け継いで子に繋

ています。私の代で２6代目になります。また、神事用のど

げる。この気持ちをずっと持ちながらやってますね。特に

ぶろく醸造や「こだわり米中能登どぶろく研究会」や「なか

どぶろくの醸造については、江戸時代以前から、神事用と

のとスローツーリズム協議会」などの活動を通して地域の

して神さまにお供えするため連綿と受け継がれてきまし

活性化や農業振興をしています。

名人の使命
私の父も神主をしており、幼いころからいずれ自分も父
の後を継いで神主になって、どぶろく造りをしないといけ
ないかなと思っていました。神主になってどぶろく造りを
することが嫌っていう気持ちはなかったです。
古文書からすると天日陰比咩神社の神主が私で２6代目に
なるんですね。そうはいっても、上杉謙信が攻めてきたと
発酵中のどぶろく
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た。全国に神社は約 8 万 5 千社ありますが、その中で現在
どぶろく醸造の許可を得ている神社は約３0社しかありませ
ん。そのうちの 1 社として、どぶろく造りは絶対に絶やし
てはならないと思っています。

どぶろくってなんなんけ？
あんまり未成年の方はご存じないと思うんですけど、ど
ぶろくっていうのは白いドロッとしたお酒ですね。基本的
には日本酒のもとになるのがどぶろくなんですわ。どぶろ
くをこして搾れば、日本酒になるんですけど。だから日本
酒とどぶろくは同じものっていえば同じものなんでしょう
けど、ただやっぱりかすの味も楽しめるのがどぶろくのい
生徒が実際にどぶろく醸造を体験している様子

いところなんでしょうね。完成したどぶろくは一升瓶に入
れてお供えしたり、お参りされた方にお神酒として召し上
がっていただいたりしていますが、時には小さい瓶に入れ

管理なんかもしっかりとしているんですけど、うちは逆に

てお渡ししています。うちは車で来られる方が多いので、

それをしてないんですわ。その年の気候や温度によって結

その場で飲んで飲酒運転にならないように、そういった形

構味って変わってくるんですよ。だから、毎年毎年味が変

でお渡しすることもあります。

わるっていうのがうちの面白味なんです。だから前の年に

どぶろくにはいろんな味があるんです。だいたい15℃〜

うちのどぶろくを飲んだ人がまた次の年に来た時に、味の

16℃がどぶろくを造るのに適してるといわれてるんで、そ

変化を「面白い」、それが「いい！」って言って下さるんです

れを保ちながらやっているんですね。そうはいっても、自

よ。うちの場合は必ずしも毎年一定の味のどぶろくがいい

然相手ですので、日によっては気温もばらばらで、暑い日

かっていうと、そうではないんですね。雑味があったり、

もあれば寒い日もあり、温度管理する最新設備もありませ

苦みがあったり、酸味があったり。その年の気候とか気温

んから、あくまでも昔ながらの自然の形で造っているんで

によって毎年味が変わる、それが逆に「うちのどぶろくの

す。商売にしてる造り酒屋さんとかはね、設備も整い温度

良さ」ですね。

どぶろくを造る名人
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（左上）酒米をほぐす前
（左下）酒米をほぐした後
（右）
酒米を蒸しているところ

しいんですけど、粘りが発酵を促進しないのか、あんまり
適してないといわれているんですよね。それで酒米が開発
されたんですよ。だから酒米を使いだしたんです。でも

うちなりのどぶろくの良さを生み出す工夫

酒米100パーセントではなく、コシヒカリと混ぜて醸造す
ることもあります。今年は、イセヒカリという種類のお

どぶろくをつくるのに、お水、お米、麹、あと酵母がい
るんですわ。酵母っていうのは菌ですね。この酵母菌は空

五百万石、コシヒカリ、そしてイセヒカリ。この ３ 種類で

気中にいっぱいあって、原材料を混ぜておいておけば自然

造ろうと思っています。お米は農家の生産者の方々にお願

発酵していくんです。ですから、昔は特別に酵母菌を用意

いするしかないのですが、毎年美味しいお米を生産者の

してたわけじゃなかったんですが、最近は協会酵母ってい

方々から奉納していただいています。

う、試験場で培養したような酵母菌を使ってるようなとこ

どぶろくの仕込み作業には丸 1 日かかるんですよ。どう

ろが増えたんですよ。酒屋さんもそうだし、うちもそうだ

やって仕込むかといいますと本当に単純でですね。まず、

し。まあ、それを使うと失敗しないって感じですね。

たるに水を入れて、次に酵母菌、少量の乳酸菌を入れて、

10月の下旬から仕込み始めるんですけど、10月に入った
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米も使うことにしたんです。だから今年は ３ 種類ですね。

麹を入れる。次に常温まで冷ました蒸米を入れる。うちで

ら納豆は食べないですね。なぜかといいますと、納豆菌は

は、この 1 通りの作業を 1 日に計 ３ 回〜 4 回するんです。

強いので、万が一その菌が仕込むところで繁殖してしまう

あとは発酵熟成されるまで、約２0日間、毎日数回「おいし

と、酵母菌が全滅してしまうんです。酵母菌がないとアル

くなーれ」と念じながらかき混ぜる作業もあります。その

コールができなくなるので、お酒にならないんです。昔、

ままにしておくと、発酵して甕や樽からどぶろくが噴きこ

父の代に失敗してお酒にならなかったという事もあったと

ぼれることもあります。父の代の時、一度噴きこぼしたこ

聞いています。お水は、境内の湧き水と井戸水をうまく使

とがあって、掃除が大変だったのを覚えています。一番気

い分けて使っています。どぶろくの美味しさにはお水も重

をつけてることは、雑菌が入らないようにすることですか

要なんです。

ね。でもね、雑菌が全くないってなると逆に面白くない、

かめ

そして、お米は、五百万石という品種の酒米を主に使っ

完璧すぎるお酒ができてしまうっていうか。だからある程

ていますね。もともとはコシヒカリで醸造してたんですけ

度雑菌もあってもいいのかなって。雑菌がいれば酵母菌も

ど、ねばねば系のモチモチとしたお米はね、食べると美味

雑菌と戦うんで強くなりますよね。人間と同じで、ちやほ

やされて苦労もせずに育つ人間より、様々な経験をして育

く製造免許を取れるように頑張っています。

つ人間の方が立派な強い大人になりますよね。それと同じ

「こだわり米どぶろく研究会」はほぼ毎月 1 回は集まって

かなあと思っています。そうやって面白味のあるどぶろく

いますね。こだわり米ということで、自然農法にこだわっ

を造りたいなと思ってます。

たお米作りの研究などを始め、どぶろくの研究やどぶろく
を使った食材の開発、また、どぶろくに合う料理の開発な

中能登はどぶろくの町

ど話し合っています。その他、中能登町のどぶろくと開発
した食材などをたくさんの方に知ってもらおうとイベント

どぶろくは、税務署の製造免許がないと勝手に造れない

なども開催し、「中能登町の良さを知ってもらおう！」
「中

んですよ。自分で飲むにしても酒税法に引っかかって違反

能登町の関係人口を増やして活性化しよう！」と話し合っ

になることもあるんです。しかし、製造免許を取得するに

ています。どぶろく研究会のメンバー一人一人が中能登町

はかなり厳しい条件があるんです。一般の人が最低年間

の明るい未来を確信して、頑張っています。

6,000ℓ以上製造するなんてことはまず無理な話で、一般
の人はなかなか免許を取ることができません。そこで一般

地域活性化のために

の人が製造免許をどうしたらもっと取りやすくなるかとい
うと、「どぶろく特区」という制度を利用するんです。

楽しいですよね。こういう夢のある話をすると。まあ能

この「どぶろく特区」では、一般の人が製造免許を取りや

登は過疎高齢化が進んでるからいろんな対策がされていま

すいように厳しい条件が緩和されているんです。例えば農

すけどね。そこで、どぶろくも生かしつつ、その他にもた

家民宿、農家レストランなどを経営していて、自分のとこ

くさんある中能登町の良さを発信して観光客を増やしてい

ろで農作物を作りながら、その材料でどぶろくを造ります

こうと「なかのとスローツーリズム協議会」っていうのを

よっていう方に、申請によって醸造免許を与えるっていう

作ったんです。観光客の方に、里山の風景やおにぎりなど

のが「どぶろく特区」っていう制度なんです。それで、中能

の食文化を、見て知ってもらって、滞在してもらって、ゆっ

登町は、どぶろくを町の特産にして地域を活性化しようと、

くりしてもらうという企画のプランをたてたりしてるんで

「どぶろく特区」の申請をし、平成２6年11月に認定されたん

す。それをするには施設も必要ですし、場所も必要ですし。

です。「特区」になっているので、自分の農家レストランや

そういうのを 1 年間かけて調査検証をして、出来ることは

農家民宿を経営している人であれば、この中能登町で、自

どんどんやっていきたいなと思っています。

分のどぶろくを造ることができるっていうことですね。あ

あとは「ワクドキ夢プロジェクト」っていうのをやってい

る程度の申請条件もあるので、なかなかどぶろくを造る人

ます。これは ３ 年間で100ツアー、ユーザーを 1 万人集め

が増えないのですが、現在中能登町には、この特区制度を

ましょうっていうのを目標にやってるんです。どぶろくな

利用してお二人の方がどぶろく製造免許を取り、どぶろく

ど地方の特色を生かして中能登を知ってもらったり。最近

を提供しています。この方たちを支援していくために、ま

は、車を利用して来る方も多いので、安心して、どぶろく

た、今後どぶろく製造を目指している方を育てるために「こ

などお酒を飲んでゆっくり滞在してもらうための宿泊施設

だわり米どぶろく研究会」という団体を発足しました。先

なんかも作っていかなきゃなと。これまで中能登町には、

のお二人の他にどぶろく製造を目指している方は、一人は

宿泊施設がほとんどなく、観光客がゆっくりと町内をめぐ

金沢、一人は京都、もう一人は大阪から移住して、どぶろ

ることが出来なかったんです。神社のどぶろくも含めて、
たくさんの歴史や文化などの宝もあり、来てくれた方が、
ゆっくりそれらを堪能できるようにと。そして来てくれた
方に、アンケートを取って意見を伺い、その貴重な意見を
反映させて、もっと快適に過ごしてもらえるように努力し
ているところですね。
とはいっても、能登半島っていうくくりで観光客は来ら
れるんで、能登全体が協力してかないと、この先の地域の
発展や活性化はないと思うんですわ。だからこそ、この中
能登町で観光産業も含め、地域の活性化に成功しました
よっていう成功事例を作り、それをモデルケースとして惜
しみなく能登の他地区に提供したいというのが、一番の思
いですね。

税務署によるどぶろく検査
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名人が目指す未来予想図
●

取材を終えての感想

●

このなかのとスローツーリズムの中には、食文化ツー
リズム、衣文化ツーリズム、住文化ツーリズムっていう
形があるんです。人間の生活に必要な衣食住ですね。食
文化で言えば、どぶろくを始めとした発酵食文化、それ
を支える農業振興の他に、この辺の人以外知らない郷土
料理があるので、それらをもっと調査したり。以前はあっ
たが今はなくなった郷土料理を復活したり。あとは、中
能登町の古墳から出た日本最古のおにぎりの化石ですね。
おにぎりっていうものの歴史の調査をしたり。衣文化で言
えば、中能登町は繊維の町としても栄えていた時代もあっ
たんです。能登上布と言われる古くからの織物文化もあ
りました。住文化で言えば、古い建物や古い町並みが残っ
ていたり。そういういろんな調査の結果から、歴史と伝
統を踏まえて、それを観光にもつなげていきたいですね。
観光客が増えて、人が集まれば、そこに住もうという人
も増えてくる。そうして地域に活力を吹き込み、町の発
展と活性化に繋げていけたらなと思います。
［取材日：平成３0年 8 月 ２ 日、２1日、10月３1日］

私の将来の夢は、日本の田舎を観光都市にすることで
す。聞き書きを通して、船木さんが地元での積極的な活
動をしていることを知り、またこのような機会を通して
の人との繋がりの大切さを実感しました。外国人が田舎
に求めているもののひとつは、人との繋がりであること
を私は留学中に発見しました。この経験を活かし、これ
からも共に地域活性化に貢献していきたいと思います。
竹中 景音（写真：左）

Profile

船木

清崇

ふなき

きよたか

昭和48年 2 月 5 日・46歳
天日陰比咩神社

禰宜

石川県中能登町生まれ。古来から受け継
がれ続けている神事用のどぶろく醸造を

はじめ、どぶろくというものが何かも知らず、普段の
生活で知ることができなかったであろうことを今回の聞
き書きで学ばせていただきました。船木さんが言う
「う
ちのどぶろくの良さ」の考え方は私にとって新鮮で、こ

行いながら、「こだわり米どぶろ

の表現をどこに書こうか、沢山悩みましたが、皆で協力

く研究会」副会長や「なかのとス

して完成することができました。 4 年後、また船木さん

ローツーリズム協議会」の会長
を務め、中能登の活性化だけ
でなく能登半島全体の地域

のもとへ行き、どぶろくを飲みたいと思っています。
中谷 美春（写真：中央）

活性化を目指している。

今回の聞き書きという活動を通してどぶろくという物
を知り、またどぶろくを作るのがいかに大変な事かとい
うことがとても分かりました。また、名人の地域を思い
やり良くしようとする気持ちもすごいと思いました。今
回のこの体験を通して私たちの地元をもっと大切にして
いき貢献できる人になりたいと思いました。とてもいい
経験が出来て本当によかったです。
山﨑 咲弥（写真：右）
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能登の里山里海と
地域資源の再評価
川澄 厚志

地域の伝統的共同体や人々の営みにより長い時間を

研究や実践活動の中で、
「ここは何もないが、…」
という

かけて育んできた能登の里山里海は、国際連合食糧農業

言葉を度々耳にしてきました。地域の人々は、都市生活

機関
（FAO）
より2011年6月に日本で初めて世界農業遺

者が喉から手が出るほど魅力的な地域資源そのものに

産に認定されました。
「能登の里山里海」
世界農業遺産活

ついては過小評価しているのではないでしょうか。日常

用実行委員会
（以下、実行委員会）
によれば、能登の里山

生活の中で、地域の人々が希少価値のある地域資源に対

里海が世界農業遺産に認定された理由として、次の点に

する認識が希薄になっていることは推察できますが、地

ついて評価されたことがあげられています。
①年間を通

域の子どもたちに対しても
「ここは何もないが、…」
と

して安定した水源が少ないことから2,000を超えるため

いったネガティブな話を聞かせ続けてしまうと、次世代

池が点在し農業用水等に使用されるといった
「独自の土

を担う地域人材を育成する観点から問題であると思い

地利用」
、
②能登の狭い耕地を有効利用して稲を干すた

ます。また、教育や仕事により地域を離れている人は、

めのはざ干しや2018年3月に国の重要無形民俗文化財

都市生活での経験を積んで多角的な視点や技術を持っ

に指定された能登の海女漁といった
「伝統的な農林漁

た有能な地域人材になり得るにもかかわらず、地元には

法」
、
③2015年4月に日本遺産に認定されたキリコ祭り

戻らないでしょう。

やユネスコの無形文化遺産に登録されているあえのこ

2018年4月より実行委員会では、石川県能登4市5町

とといった
「農林漁業と深く結びついた祭礼」
、
④輪島の

（七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、

白米千枚田に代表される棚田、冬の風雪から家屋を守る

中能登町、穴水町、能登町）
を対象に
「いしかわ里山塾」

間垣、白壁・黒瓦の家並みなど日本の原風景ともいえる

を実施しています。いしかわ里山塾では、地域からの協

景観といった
「優れた里山景観」
、
⑤能登では渡り鳥以外

力を得て、大学生が地域特有の地域資源を現地調査し、

も含めると国内で見られる鳥類の8割以上にのぼる480

そこで得られた知見をふるさと教育的な観点から、地元

種類が確認できることや絶滅のおそれがある希少生物

の小学生へ出前授業を行っています。将来、地域を担う

が数多く能登に生息しているといった
「豊かな生物多様

人材になる地元の小、中、高校生には地域の良さをもっ

性」
、
⑥輪島塗、炭焼き、揚げ浜式製塩法といった
「伝統

と知ってもらい、子どもの頃から自分が生まれ育ってい

的な技術」
です。

る地域は豊かであることをまず再確認してもらうこと

以上のように、能登の里山里海は国内外から評価を受

が重要です。

けています。また、能登の里山里海には上記の点には含

高校生の皆さんは、
「聞き書き」
作品集を通じて、多く

まれていない地域資源も数多く存在していたことは容

の能登の里山里海人たちと出会ったことでしょう。高校

易に想像できますが、人口減少により集落機能が低下し

生の皆さん自身が、地域資源を再確認できるきっかけに

ている地域では、地域資源の有用性は現在進行形で失わ

なったと思います。自分たちの住んでいる地域に愛着や

れています。外部者は、能登の地域資源を評価している

誇りを持って、これからも能登の里山里海を考えてほし

一方で、地域の人々はどのように地域資源を評価してい

いと願っています。

るのでしょうか。筆者のこれまでにおける能登での調査

川澄 厚志（かわすみ

あつし／金沢星稜大学経済学部経営学科准教授）

1980 年茨城県生まれ。2009 年東洋大学大学院修了、博士（国際地域学）。専門は、都市計画、
観光まちづくり。東洋大学国際観光学科助教（2009～2011 年）、東洋大学国際地域学科特任講師
（2012～2014 年）、金沢星稜大学経営学科講師（2015～2017 年）を経て現職。近年は、志賀町の旧
西海小学校を拠点とした観光まちづくりの実践活動に携わる。著書に『山あいの小さなむらの
未来
（共著）
』
、
『国際共生社会学（共著）』などがある。

平成 30 年度

能登の里山里海人「聞き書き」作品集
平成 31 年３月

制作

発

行：世界農業遺産活用実行委員会

後

援：石川県教育委員会

協

力：特定非営利活動法人共存の森ネットワーク
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※内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
世界農業遺産活用実行委員会（事務局：石川県農林水産部里山振興室内）
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1
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