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　能登の里山里海で育ったことは、自分にとって生きる上での大いなるイマジネーショ

ンを与えてくれました。

　冬の雪景色を窓から眺め、葉の上に積もる雪の綿帽子にさえ温もりを感じたあの頃。

子どもの頃からよく潜った海の中で見た幻想的な世界は、今も宝物です。能登の里山里

海は、自分にとって唯一の場所であり、その風景は、現在は都会で暮らす私にとっての

癒しの地であり、悩んだ時に帰れる原点でもあります。

　「能登はやさしさを土までも。」…　素敵なフレーズだし、そうだよな…と頷くことが

でき、日本人にとっての心の故郷を感じさせてくれる言葉です。純粋に生きることを教

えてくれたこの地の習わしは、今も大切に私の胸にしまわれています。

　みなさんの生まれ育った故郷は素晴らしい土地です。もしかしたら、今はそのことに

気付いていないかもしれない。あの頃の私と同じように…。でもいつか必ず能登の四季

折々の風景や人々の温かさ、厳しい寒さでさえ、愛おしく感じるようになるでしょう。

　これからも瞳をきらきら輝かせながら、胸を張って前進してください。

能登を輝かせてくれる
若者たちへ

辻口博啓
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岐に渡る。「和を以て世界を制す」という信念のもと、常にスイーツ界をリードする。
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4 5あえのこと

千枚田で米を作る
ということ

田中  喜義　　

聞き手・光あゆか　森下えりか （石川県立門前高等学校１年）

白米の番人

　名前は田中喜
き よ し

義。昭和 16 年７月 31 日。こないだ 72 歳

になった。白米町に生まれてここに育った。家族は今は２人。

子どもはおるけど、こっちに居らんからね。孫は２人おる。

収穫の時は人手がいるから、稲刈りの手伝いしたり。今はひ

とりで米作りをやっとる。この農業ちゅうがんはね、案外楽

しいよ。ものが成長していくだろ。そういうが見とるからね。

ものを育てる楽しみあるげわいや。　　　　

　昔、両親はあんまり百姓しなんだ。わしがやるまで近所の

人に頼んで米作りやっとてんわ。兄弟は 11 人兄弟でわしは

２番目。他の 10 人は、子どもの時は手伝いしたけど今はし

とらん。子どもの頃の夢なんてなんもなかった。わしらの若

い時は、もう職業の選択肢っちゃ、だいたい決まっとった。

わしは勉強嫌いやったさかいに高校でなんだ。

農業と共に

　中学校すんだなり、まず親にやれっちゅわれて炭焼きし

たげん。わしやる前までは炭は結構いい収入になったげん。

わしや中学校すんで始めたら、炭があんまり売れんくなって

ん。値段当然下がるやろ。あんなんやっとったら将来性ない

なと思って辞めてん。

　次は、ここ ( 田中さん家の隣 ) に採石場があってん。そこ

へ仕事に行くようになって。昔な、今はコンクリのブロック

になっとるけど、昔は石積みの工事とかしたわけや。その原

石を掘りだいてん。山を崩して、石を細工して、石積みがで

きるようにするげ。これは、３年ほどやったかな。最初は見

習いやわな。３年やったら、職人になった。職人も３年くら

いや。石職人に仕事に行っとった会社が、採石業の他に土

建業始めた。本業は運送業やってんけど、その採石業もやっ

とった。そこへ行って、職人として働いとってんけど、採石

千枚田の絶景
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を辞めて、土木の仕事するようになったげ。まだあの時 20

歳くらいやったな。現場監督として、29 歳までやっとった。

その間も農業はやった。農業は昔からずっとやっとるから

ね。ここは絶対農業だけじゃ生活できないんだから。なんか

兼業せんと。

　それからは郵便局。自分の希望に変わったっちゅうより

も、時代の流れで変わらざるを得なかった。なぜ言うたら、

29 歳くらいになったら、土建業はみんな仕事が少のなって

きたげ。現場監督ってやっぱ仕事辛いやろ。自分で一所懸命

仕事せにゃ、駄目な時代になったげ。んで、休みがないげな。

今は日曜日休みやけど、わしらの時代や盆と正月しか休みが

なかった。特に、現場の責任持っとるから。田んぼは仕事

さぼって来てせーちゅうわけや。毎日出てこいゆーわけや。

それで、現場監督を断ったんやけどな。郵便局っちゃ、昔は

公務員やったから休みあるわな。郵便局は 59 歳までやって。

入った時は 29 歳やって、ちょうど 30 年。わしに合わん仕

事やったし、郵便局の仕事は嫌いやった。やっぱ、こういう

所に育てばな、あんたらちよりも忍耐力あるげ。郵便局の場

合は、好きな時に休まれんけど、１週間にいっぺん休みある

から。そん時農業やったげ。

欠かせない工夫

　千枚田っちゅーのは兼業じゃないと出来んげん。こういう

山間の集落っちゅうのは、お米を作って、冬になったら炭を

作ったり山の木を切ったり。今、山も木材もお金にならん。

今は住宅地になってもうたけど、輪島門前寄り・穴水寄りの

水田地帯の人は、米だけ作っとったわけや。町野とか柳田ら

へんは、川があって流域に水田があるもんで、そういうとこ

ろは水田だけ作っとったわけや。専業でやっとる人っちゅう

のは、ものすごく面積を耕作しとるわけや。それ以外の人は

みんな兼業や。兼業じゃないとやってけないげん。農業だけ

の収入じゃ生活出来んもん。一軒のうちで 40 ａか 50 ａ作

るが限界ねん。40 ａとは大きい田んぼ４枚ほど。( １ａ＝

100㎡ ) 米作るだけで生活つくられるほど作られんげ。昔の

田んぼはこれよりちいさかったわ。中学すんだなりは 300

枚ほど作っとったからな。今は 100 枚ほど。仕事と農業の

両立は大変やから、機械入れるがに田んぼ大きくしたげ。

お殿様の命令

　千枚田は江戸時代からある。江戸時代のお殿様は、ものす

ごいお米作るの好きやったわけや。本当はここは米作るのに

適さん場所ねん。水も無かったし、地元の人らは米を作りた

がらんかったわけや。米作ったってな、みんな納め米に取ら

れるもんの。百姓のもんや作りたがらんわいや。平野部は昔

から米作っとった。そういうところの人はしょうがないさけ

作るげろうけど。わざわざ納め米に取られるのに苦労して作

る必要はないわけや。明治維新になったら、殿様の時代やな

くなって、作っとる人のもんになったわけや。自分らちのに

なったらやる気あるわいや。

　水は山の向こうから来る。この山の向こうに谷あるげん。

そっから引いとるげん。ここもともと飲料水しかない場所

やってんけど、加賀のお殿様や田んぼ作らせるがに用水も

作った。　　

名付け親は不明

　なんで千枚田と呼ばれるかは呼んだ人に聞かなわからん

わ。わしらとこは、誰も千枚田ってゆわんげわ。千枚田の中

でも、「ジュッソクガリ」とか「フリヤ」とかいろいろ地名

がある。千枚田は誰かが考えてん。

自然の力で

　千枚田をひとつの田んぼにしなかったのはね、地形的に

無理やし。地すべりっちゃわかるかな。地面が自然に移動

するわけや。ここは、棚田を大きくしても３年ほどすると

亀裂が入って、基盤が変動してだめねん。別に小さくした

くなくても、自動的に亀裂がはいって段差ができる。水は

水平にしな保てんげわ。そうすりゃ、無理やり自然に逆らっ

て大きくするよりも、自然に逆らわんと亀裂の入ったとこ

で段にしたほうが、労力的に楽やったもんで、効率がよかっ

たわけや。それでこんながなってもうてんわね。今はこんで

あんまり動かなくなったけど、10 年ほど前までは、毎年亀

裂入っとった。やし、最初にやる仕事は亀裂を塞ぐことやっ

てん。亀裂が入っとると、崩れるからね。今、地すべりの防

止工事っちゃあやって、１cm くらいしか下がらなくったげ。

１cm くらいなら毎年水入れては水田にしとりゃ、限界を保

てる程度ねんてな。今も動いとるんだけど、１cm ほどしか

下がらん。今、崩れりゃ悪いもんで、動かんくなる工事 ( 水

抜き ) をしとる。

品種の違い

　20 年ほど前からやな、自分で作った苗は、品種の表示が

出来んげ。専門のとこで作っとるとこから買わんとだめね

ん。自分で取った米は品種が混じるさけ、品種の表示が出来

んがや。品種はおもにコシヒカリやな。能登ひかりも２割ほ

ど植えとる。わしは両方やっとる。そうしんと、はざ干しす

る場合、都合悪いげってな。両方作っとれば、早いやつを乾

燥してからまたかけられる。コシヒカリと能登ひかりの違い
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は収穫の時期だけや。能登ひかりや早い。

米作りの手順

　３月の終わり頃くらいから始める。苗は農協へ注文して、

５月の初めに取りに行く。昔はもみから作ったけど、苗買う

げ。田植えは５月の初めやな。あらくりを機械と手と両方で、

３月からやらんならんわけや。おもに機械。機械を無理やり

入れるげ。わしゃまだ百姓始めた時分は、機械は本当に状況

のいい水田しか入らんかってん。今、小さくても結構性能の

良い機械やでてきとるわけや。ほやさけ、ちっさい田んぼに

無理やり入れるげ。ただ、最初に起こす時や、やっぱり３分

の１は手でやらんとだめや。いっぺんだけきちんと起こいと

かんと適当にやるとだめねんて。いっぺんきちんと起こし

て、水と土と混ぜんならんから、起こしてないとこがあると、

あとで都合悪いげ。あぜつけする時も都合悪いし。田んぼに

しきりあるわな。あそこへ土をつけとかんと、あんまり水が

溜まらんわけや。その作業はだいたい４月の半ばすぎやな。

まず起こさんならんわな。田起こしして、次に、水を入れて、

耕運機で無理やり打つわけや。無理やりっちゅーの意味は、

打たんとこもできる。それでも手でやるよりいいがになるわ

いや。ここの土は粘り気がある土なげ。なかなか水と土とな

かなかうまく混ざらんげ。 そのあとはあぜつけるげ。それ

したら、今度はもう１回田んぼをならさんだめねん。そして

田植えや。稲刈りは９月やね。早いものは９月の初めには刈

れる。

　穂の色はすぐつかんわいや。この穂が出揃うわな、それか

ら 35 日ってのが目安ねん。稲刈りも機械と手と両方や。千

枚田の細かいとこ作っとる人は全部手やわ。稲刈りは機械で

出来んわ。小さい稲刈る機械もあるけど、あれに刈ったらよ

け暇かかるわ。手で刈っとるとこは乾燥機に入れられんげ。

はざ干しせんとだめや。はざ干しの期間はだいたい２週間や

な。雨晴れてから３日くらいおかんとだめやわ。わしの場合、

はざ干しと乾燥機と両方する。乾燥機の場合、急激に乾燥す

ると味がおちるげ。大量に作っとるもんは、限界の時間でや

るわけや。そうしな処理出来んから。わしら少ないからゆっ

くりやるよ。

　今日 (10 月５日 ) の午後、田んぼを耕しに行こうと思っと

る。今、耕しとくと、春に楽なげ。わしらんとこ状況悪いさ

けな、春になると機械が進んで入らんくなるとこができてく

りん。ここは山間地でしょう。１枚の田んぼでも、進むとこ

と進まないとことあるげ。いろいろ何でも工夫せなできんげ

わい。人生も一緒やわい。生きるためにはいろいろ工夫せん

と。ただそれできんだけで恨んどってもだめやわ。

はざ。刈った稲をかけて乾燥させる
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悩みの種

　道具使うから困っとりん。収入を通りこしとるげ。百姓な

んてやらんほうがよっぽどいい。退職金で買うたけどな、高

いものは 160 万ほどすりん。ガソリン代や肥料代なんて微々

たるもんや。本当に儲けたかったら、自分で全部手でやれば

いいだけ。体いやがるけど、肥料代しか出ていかんさけ損失

が少ないわな。大きい機械や小さい機械、色々あるげ。機械

一台買うお金ありゃ、10 年ぐらいお米こうて食べられるわ。

近頃こういう小規模なところに使う農器具ちゅうがを生産

せんがになっとるげん。売れんから。もう５・６年すると、

小さい機械そのものが回ってこんなるね。

　百姓は趣味の段階を超えとるげ。もう百姓としては成り立

たんわな。採算が合わん。機械、何種類あるかな？　結構あ

るよ。くわ・鎌・草刈り機・耕運機・田植え機。ほんとの千

枚田の小さいところは田植え機入らん。脱穀機ちゅうのいる

な。それから、もみすり機・精米機かな。機械は 10 年くら

いみんな使っとるやろ。つぶれるまで使う。いつ痛むかわか

らんから、予備に使うがんに２台ある機械もある。千枚田ん

とこに機械を無理して使うからよけ痛むげ。もともと機械の

入らんようなとこ無理して入れるだろ。そうすっと痛みやす

いげ。機械の手入れ…ちゅうたって、難しい質問や。他の

機械と一緒やわいや。油をさしたり、オイルを点検したり。

千枚田やからって特別変わった手入れすることはほとんど

ないけど。　

千枚田で楽しむ

　全国棚田サミットちゅうが、今でも全国で持ち回りでやっ

とる。それが平成 13 年度に輪島であったげ。その時にイベ

ントとして、結婚式を考えてん。結婚式と一緒に稲刈りもす

るげ。結婚式と稲刈りは１日で終わりんわ。稲刈りのボラン

ティアは今年 600 人程来たな。これは 20 年ほど前からやっ

とる。県外の人も留学生もおるよ。

　あぜの万燈（あかり）は人気あるわ。プラスチックの箱

の入れ物にろうを入れて約３時間ほどつくようになっとる。

それをずっとあぜに並べる。あれは好評やわ。あぜの万燈に

は、地元の人がやる食べもん屋でも出したり。名舟の御陣乗

太鼓も来るげ。あぜのあかりには去年は 78,000 人程来たん

じゃねーかな。それから、LED 電気のやつ（あぜのきらめ

き）。あれ、最初にやったんは国や。２回目からは石川県が。

あれもものすごい人気あるわ。あぜのきらめきは今年 (2013

年 ) で３年目やな。あぜの万燈は１年早いげ。

耕作を愛する会

　千枚田の棚田はみんなで管理しとる。個人では４人でやっ

とるでしょ。ＪＡおおぞら、酒屋さん、市役所もやっとる。

それから、愛耕会。愛耕会って、オーナーの世話する人やね。

わしは入っとらん。わしゃ個人でやっとるげん。白米町はわ

しが小学生の時 (50 年前 ) は、南志見村いうたんや。昔の南

志見村の人達が、千枚田作る人居らんなったもんで、南志見

村でなんとかしようってことになってん。愛耕会は千枚田

が作らんなったところを耕作する。水田を作る時、米を作

る時に集まるんよ。買い物しとるだろうけど、千枚田を作る

のが目的で愛耕会結成しとるさけ。千枚田っちゅうがんは、

普通の観光地と違うわけや。絶えず人の手を加えてお米を作

らんと見れん景色やげん。米作らないと草が生えて、普通の

草わらの丘になるげんね。千枚田の自慢は美しいところや。

千枚田は綺麗な場所やさかい残ってん。

農業の敵

　今年は雨で稲がちょっと倒れてしまってん。今年天候が異

常でしょ？　ダーッと雨降ったさかい倒れてん。田んぼも崩

れたもん。収穫に影響あった人もおったけど、わしのところ

は崩れたけどあんま影響はなかった。えらい目におおとる場

（上）耕運機。田んぼを耕すための機械　（下）後ろはもみすり機。もみからもみ殻
を取って玄米にするための機械。手前は米選機。もみすりをした後の玄米からごみ
を取って、良質な玄米を選別するための機械
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（上）2013 年 10 月 19 日　あぜの万燈（あかり）　　（下）2013 年 11 月 9 日　あぜのきらめき
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所もあるけどな。普通の天候が一番いいげ。雨降ると、土

砂崩れとか起きるわけや。それが怖いげん。崩れた時の対処

法はなんもないわ。自然に勝てんわい。崩れても収穫になん

も影響はなかった。稲が倒れるとちょっと質は下がったり、

次の年作る時の耕作に影響ある。崩れたまま置いとくと水が

入れられんもん。

現実と向き合って

　後継ぎちゃ…おらんね。今やっとる人がどの程度やってく

れるかやわね。若い人やなかなか入ってくれんげ。百姓し

とっても、自分の子どもに手伝いさせんっちゅうな時代や

もん。この先どうするか考えん。考えたって、どうこうで

きる力ないもん。自分の生活やっとこさしとれん。考えたっ

てむなしい話やわね。かっこいいこというのは簡単やけど、

実際やるとなりゃやっぱ簡単なもんじゃないげ。百姓の仕事

は重労働やからな、体はいつもきついわ。いつまで健康でお

れるかわからんけど、体がゆうこときく間はできるだけ作

る。今の若い人たちは我慢することを嫌がるけど、やっぱ我

慢が大事ねん。人生長いんだから、５年や 10 年苦しくても

我慢して待つ。待っても結果出ん場合もあるけど。それが

生きてくための力になるだろな。悲観ばっかりしとったら、

もう明日嫌んなるわね。いいことあるだろうって信じるしか

ないわな。夢を持つちゅうことが大事やと思う。

［取材日：2013 年８月６日・10 月５日］

　田中さんに取材するにあたって、不安や緊張も

あったけど、それよりも、田中さんはどんな方な

のだろう、どんな話を聞かせてくださるのだろう

という期待の方が大きかったです。田中さんは、

千枚田での農業と関わりながら色々な体験をし、

たくさんの思いを持っている方でした。

　私は、千枚田がなぜ作られたかということを深

く考えたことがありませんでした。千枚田や奥能

登の棚田は私にとっては、ずっとその場所にある

当たり前の風景だったからです。けれども、私が

当たり前だと思っていたその風景を作るために、

何十年も苦労している人がいるということに気が

つき、これは決して忘れてはならないことなのだ

と感じました。

　この「聞き書き」研修は私にとってとても貴重

な経験でした。田中さんの話を聞かせていただい

て本当によかったです。私は今、この美しい千枚

田の風景を守り続けてくださった方々や、奥能登

の自然に対し、感謝の気持ちでいっぱいです。

（光あゆか　写真：右）

　私は、今回初めて「聞き書き」をしました。は

じめは、名人の田中さんにちゃんとインタビュー

できるのか、まとまったレポートになるか心配で

した。でも、田中さんがすごく優しい方だったの

で、スムーズにインタビューすることができて本

当によかったです。田中さんから千枚田でお米を

作る大変さや機械などをほとんど見せていただ

き、田中さんの千枚田の仕事を行っていての幸せ

や嬉しさが私にも伝わってきました。

　インタビューを終え、IC レコーダーの聞き取り

をしていると周りの音や方言で聞きにくい部分が

いくつかありました。何回も聞き直して書き終え

た文章を見ると、ものすごく達成感がありました。

今回の研修を通して、他校の生徒たちとも交流で

きたことが嬉しかったです。そして何より、田中

さんにインタビューして、改

めて能登の素晴らしさ、人の

温かさを知ることができま

した。これからも千枚田、そ

して能登の存在を誇りに思

いたいです。

（森下えりか　写真：左）

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

中学卒業と同時に白米町で農業
につく。転職を何度か繰り返す
が、農業は兼業としてずっと行っ
てきた。30 年間勤めていた郵便
局を退職し、千枚田景勝保存会長
として現在に至る。千枚田の耕作
については 56 年。内、30 年は区
長保存会長として活動している。

田中　喜義
昭和16年７月31日・72 歳
白米千枚田景勝保存会長 ( 農業 )

たなか　きよし

P r o f i l e



10 11

守りたいもの
谷口  藤悦　　

聞き手・山岸七海　森屋光彩 （石川県立田鶴浜高等学校１年）

東山生まれ

　昭和 27 年８月 15 日生まれ。出身地は七尾市沢野町です。

沢野ごぼうを作っています。ただ沢野町から言うとこの崎山

半島、我々七尾の人は東山って言うげんね。能登部のほうを

西山って言うげん。我々はこの辺を城山って言って、崎山半

島としてのごぼうを捉えとるげん。

楽しかった青春時代

　子どもの頃は、やんちゃって言うか学校行くの楽しかった

し、よく遊びにいっとったもんや。みんな楽しかった。小

学校はここに分校あったんですけど帰る前にはチャンバラ

ごっこ。隣町でチャンバラして地元では遊びながら帰ったっ

て言うか。やんちゃって言うかそういう遊びやってん。みん

なそうやった。まだ面白いのは女の子に罠仕掛けてんけど、

わしたちが罠引っかかって。冬になれば近道って言うて田ん

ぼの上歩いたり、まあ学校は楽しかったな。勉強は何もしと

らんし。複式学級やから勉強しんくても先輩が教えてくれ

たって言うかそんな形で学校は何も苦にならんかった。

夢見たあの日

　中学校行った時に三桁農業って言って農業したいなあと。

三桁農業は要するに桁の話。１の位、10 の位、100 の位。要は、

１万、10 万、100 万。三桁農業は 100 万円ねんて。売上の

話や。今で言えば１億や。昔は三桁農業、流行ってんて。や

から私たちはそれを目指しとってん。三桁農業って言う日本

の政策、キャッチフレーズがあってんて。でも、まあ当時は

農業良かったと思うよ。田んぼで家も建ったし生活もでき

てんし。でも今思うがん、この田んぼなりごぼうなり麦と

か 50 何軒生活できたので。今現在 30 何軒ですけど要は旅

に行って仕事してそういう生活をしとってん。そういう思い

を馳せながら農業やりたいなって中学校の時はそう思った。

やけど親は反対した。今頃思えば面積が限られとるから。

これは、ごぼうの土です。本当の粘土の様な土でびっくりしました
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ごぼうの出発点

　安土桃山時代に仏教と共に伝わってきてん。安永５年か６

年の時にこの地から前田藩、江戸時代やわね。江戸まで行っ

とったってゆう資料はあるんですけど、いつ伝わったってゆ

う資料はただお寺さんが今から 520 年真宗になってますん

で、まあ 520 年前には種は来とったってゆう、そん中に七

尾山王さんなりお寺さんにあおげしたのが前田家を通じて

広まったっていうこと。

努力の証

　我々が高級品に仕立てただけや。10 年かかって。江戸時

代に殿様に献上した品物を乱雑に扱って欲しくないってい

う我々の信念と、もう１つは物の良さ、香り良し、肌良し、

匂い良し、歯ざわりがいいっていうのも。その三拍子そろっ

たごぼうって言うのも珍しいげんわいね。ましてその殿様

にやった歴史あるごぼうなんて沢野ごぼうしかないと思う。

そう言う意味ではこれを何とか町おこしに使いたいなって

ゆうのが我々の本音で残したいってがもあるげん。

恵まれた環境

　まあ１年で大きくなることは事実ねん。群馬も青森も大き

いごぼうは作れてん。ただ品質の細かいことでいったら沢野

ごぼうはどこにも負けんような世界に発信してもいいよう

な質になっとる。なんでかと言うと、土壌が違う。この土は

元は海だった層が起き上がって山まで来て成り立った地層

で、貝殻とかでる隆起。要は海岸線やったと思う。はまぐり

とかカキ貝とか出てきたんで、土地はごぼうにとっては最高

やし、イノシシはごぼう嫌いやし全く荒らされんし。葉っぱ

食う虫は、たまに来るけど意外とその作り易いって言うか、

ただ技術はこの辺は有るげんわいね。石川県で言うたら砂丘

地の高松とかあの辺は昔も産地化になっとってん。今産地

化って言ったら富来やね。富来はごぼう一緒にやってます。

ただ品質の細かい点で言ったら我々は実証済み。まあそんだ

け皆さん認めてくれてんわいね。

ゆずれないもの

　そのために我々も地域商標権の沢野ブランドって言って、

はや全国のブランドとして商標権を持っとるわけや。地域団

体商標権は、ごぼうでいってみれば地域に認められて、この

地域だけ作ることを認めるということや。そういう権利を

もってもいいですよって。今騒いどる偽物を出さんための権

利。中島菜は農協さんがもっとれんけど、沢野ごぼうは沢野

だけがもっとれん。だから、他のごぼうとの違いをはっきり

させるために。たとえば偽物のごぼうが売られたときにそ

れは違いますよって。本来なら農協さんがもっとれんけど、

これに関しては沢野の名前を使ってこの地しか作れんのに

限定。能登島いってもまあ我々は認めんもしんし、土壌も違

うし我々は今までどおり認めていきましょう、そういう形で

やっとれんけど。

 広める

　各農家自家処理でここは体験用と１坪オーナーって言っ

て貸してやっとれん。我々は技術の錬磨とそんな草むしり

とかできんがいね。それで何箇所か貸してやっとれん。我々

は、なんとかして作ろうかじゃなくて、沢野ごぼうを「なん

とかしてこの世に出したい」そういう感じで取り掛かっとる

もんで。量産はできんて分かっとるもんで。土が硬いからい

ろんな機械を導入しても機械が進まんげんわいね。どうして

も人力がかかるもんで。沢野ごぼうに関しては崎山半島全体

（上）これがごぼう畑の様子です。この大きい葉がごぼうの葉です
（下）収穫したてのごぼう。大きいごぼうから小さいごぼうまで沢山ありました
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を法の網としてかけとるもんで、だからごぼうの産地、先ほ

ど言うた高松たら富来とかどんなごぼうでも作れると思う。

性質の細かい点で言ったら先ほど言ったようにこの粘土。ま

あごぼうって言ったらどうでも丈夫に作れるんですけど、地

元の方が技術的な面でゆえばこの辺はちゃんとできとるし。

ごぼうの注意点

　種蒔く時期、間違えたらだめ。昔、５月に植えたら死人が

出るって言われてた。私３回植えたけど芽は出たとしても全

部枯れてしもた。暑かったから。やっぱ３月の末から中頃。

まあ間違いなく出る。この土に合うごぼうって言うのもあれ

んわいね。山口県から毎年毎年、殿のお寺さんにくれてやっ

とったんですけど、どうしても根付かんくて、要するにあっ

たかいとこの種って言ったらここには根付かん。この辺のご

ぼうの種ってゆったらどっちかと言うと新潟。そういう寒い

とこから取っとる種を使っとる。この辺はごぼうが販売の

主力やったもんで種を取ることを主力としとるわけじゃな

かってんね。私は当時高松で買うとった。あと連作はしん。

やっぱ畑を休ませなならん。養分がなかなか入らんさけ。昔

から５年ほど置けいうけど。やからみんな少しずつ作って

く。大規模農業は不可能。山間で作り方もできんのもあるし。

他んところは石灰入れて中和させれんけど。うちはほんとに

昔のやり方。

２流のタネ

　流派があるんですよ。柳川系と滝野川系っていうて柳川系

は太くなるごぼう。滝野川は細く長くなるごぼう。品種なん

ですよ。ただこっちも植えた長さとかは比例して出てくるん

ですけど、どっちかというと掘るがん楽やし掘るがん邪魔

くさいから柳川系。てんでんの好みやって。それを全部含

めて沢野ごぼうってゆう認定の仕方や。まあ、一応基準は直

径 30mm で長さが 700mm。首からね。他のごぼうは首切っ

てから売っとれんね。今、各農家は具体的に言えばやまと農

園から以外は買っとらんと、今昔の流れで高松さんから仕入

れとる。みんなではないけど。通信販売でみんな種を仕入れ

とると思う。やまと農園は通信販売みたいなもんや。ごぼう

の種もあるしなんでもあると思う。

こだわり

 土壌。まあマル秘言うときながら言うとるんですけど。今

穴あけ耕法というて今までやったら３％から４％機械でご

ぼうとれたんですけど、それを 90％位にもってきとるんで

す。具体的にドリルで穴開けて、そこへ土をいれて種を蒔

くっていう。そうすることによって水はけもいいし、ごぼ

うもまっすぐ行くでしょうって話。まあ 80％は成功やね。

100％は言われんけど。無駄もないし。直蒔きは種が沢山い

るもんでね。

欠かせないもの

　ただ夏ごぼうって言うか、秋に作っとる人もおるしね。そ

うなると９月ごろ植えんとだめや。ただ芽が出てもなかなか

いいのはならんわ。伸ばさんことには。種蒔いた時期になっ

たら、やっぱり１週間おきには行くよ。草むしりとかいろん

ながん、しんなんさけ。毎日行かんでも育つね。でも間引き

とか、耕さんなんとかいろんな仕事あるわいね。

土壌＋α

　今んところ自然にやっとるからなあ。私は知らんかったん

ですけど、土だけで作ったらやっぱダメやって。やっぱり「た

い肥」なり肥料をやらなんだらだめや。ばか正直で最初の年

は「そんな土くらいでできっかいや」言われて。１回目はう

まいこといってん。やっぱり２年目は養分みんな吸うとるか

ら。多少は養分入れなだめみたい。まあこの家もたまたま小

山牧場っていう牧場の牛の糞を使ってん。ところがなかなか

たい肥にならんげんて。粘土土やもんで。

ごぼうの強さ

　私、化学肥料や。たい肥にしたらそうなったもん。全然酸

素はいらんから腐らない。いいわね。ただごぼうの肥料って

ごぼうに効くような肥料も確かにあれんわ。化学肥料でも。

農協さんでもどこでも。まあ三拍子揃えばそれでほんでいい

げんて。ただそん中でもこの土はいいらしいよ。みんなの話

によれば。葉っぱだけは青で、これは養分がしっかりしとる

げん。まあごぼうは上はしっかりしとっても、下はだめかも

しれんけど。日に何回か肥料やらんと。大事ですよ。あとは、

草との戦いやわ。20 センチくらい伸びれば草に勝つんです

けど、そこまでいくまでが草とり３回やらないかん。そこま

でくれば、ほっとけばごぼうが勝つさかい。

種まき

　ノート（先輩方がごぼうの作り方について残してくれた

ノート）では決まっとれんけど、先輩達は鍬半分、間はね。

奥行きは 150mm。今やとごぼうは自然に 400mm なる

と消えてけんて。だから今は 400mm にしとる。去年まで

150mm で植えてたんですよ。ほしたらみんなとぶげん。自
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然に。実はしっかりと出とるんですけど。要は日の加減で。

腐ってく言うより溶けてく感じかな？　150mm って書いて

あっても絶対ここでは育たん。まあ細い個はたまにおるよ。

おるって言えばおるけど、ごぼうとしては形にならん。まあ

研究の結果。10 年かかってやっと分かってん。

土の成分

　石灰チルド層っていうて、カルシウムが豊富な土ねん。大

きさやと種で違うけど、うまさで言うたら土のおかげやと

思う。大きさはどこでも作れるけど。ごぼう茶飲み比べる

とはっきりと分かると思うよ。さっぱりしとるっていうか。

そういう意味で県外と違うのは土やね。もちろん肥料とか

は入れなならんけど、沢野ごぼうの土はそろとれんわいね。

肥料やるだけや。ごぼうに適しとれん。それが楽しくてやっ

とるもんで。

時期と基準の長さ

　10 月の半ばね。だいたい５カ月あれば収穫終わっとるわ

いね。問屋ってゆうのは、しっかりしとるってことや。我々

長すぎてんわ。何で長かったって言うたらこの辺は田んぼの

関係上、田んぼ 10 月で今刈ってますけど、昔は 10 月終わっ

てから畑やったっていう流れがあった。我々ははや先にだい

とったさけに。早いほうが楽やもん。まあ私も売って分か

るんですけど、我々は１ｍ２ｍにこだわれんけど、いろん

なとこに売ってみたんですけど、やっぱ観光客とかは長すぎ

て折っていくがんみたら…。自分の都合で買った物を折るん

や。我々は今まで長けりゃ喜ぶと思とった。けど、そうい

う意味では別に今から売ってもいいと思う。あんまこだわっ

て売ったって。

初めが大切

　まず、種蒔きする前に畑を耕さんなんね。畑を耕して種を

蒔いてそんで７月ごろに草むしり２、３回やって間引き言う

てこの辺の蒔き方。直蒔き言うて 200mm に間引きしんな

らんげん。そうやらな、いいもんはできんげん。私、穴あけ

耕法 400mm でやっとるげんけど、ほんでも１つ１つ落と

さな危ないさけ、ほんでも間引きしなならんげん。みんな草

むしったら間引きする間ないとか。そんなんで間引きも７月

にしとかな。まあそれ以外のことはあんまし。あとは自然に

（左上）私たちが取材させていただいた場所です
　　　  沢山の体験者がここへ来てごぼう堀りの体験をします　

（左下）畑のそばにありました。服にくっつきます
（右上）ごぼうの葉です。土を掘っていくとごぼうが出てきます
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やっとれん。

 失敗は成功のもと

　ここ中間やし水少ないげんね。溜まった水って言うのは。

まあ池あればあれんけど。結局スプリンクラーとか水の管理

はできとらなだめ。みんな自然栽培っていうやり方やし。そ

ういう年はできない。だから、みんな言うには俺は自信ある

けど誰もできんわけや。今年は良くても来年がだめとか。種

が死んでだめとか。今の状況やね。そんなもんでごぼうに対

して私は。できたもんに関してはみんな私のがいいとか言う

けど、そんなまかしてけって言うもんは誰もおらん。今のと

ころ。我々規格が言うたらね、その 30mm の 700mm って

ゆう。何でもごぼう言うたら家のばあちゃんでも作るけど。

家のばあちゃんでもこうやって作らんって言うたもん。なん

でかと言うと、みなさん立派なん出いてくるもん。真っ黒の

どす黒い曲がったやつ。うちのごぼうは肌白でほんとに。

ごぼうに対する関心

　母ちゃんなんでするいや。うちの母ちゃん下のほうで生ま

れてんけど、あんで昔は手伝いしとったけど、ごぼうに魅力

がないんか。ただ、私思うがんが、他から来た女の人や母ちゃ

んたちがみんながんばっとる言うわけじゃない。地元のあり

がたみがわからんげん。ようするにごぼう食べとっか言うた

ら、あんま食べてもらえんけど。そういう仕事やし。好き

でやっとるわけじゃないし。まあ手伝いはしとるけど畑は。

田鶴浜からお嫁に来た人は作りたい、お手伝いさしてくださ

いって言うたもんでお貸しして。やっぱまんで関心あれね。

お嫁に来ても。うちなんはごぼうのありがたみもわからん

にゃ。あたりまえで。まだやっとらんかって感じで。

他とは違うこだわり

　沢野ごぼうは昔ながらのやり方しかできんって言う条件

ねん。まあごぼうとしての条件が悪いかも知れんよ。美味さ

とかでうちらはほりこんでやっとるわけで。すき焼きとかに

したら美味いしね。自分で言うとんのもあれねんけど。

人気者

　私らやる前よう鹿島のばあちゃんとか買い付けに来たも

ん。祭りのときにね。やっぱ子どもさん連れて。そんだけやっ

ぱ違いがあるし、我々はなじんどってようわからんのやけ

ど。実際他のごぼうと比べとるわけじゃないし。ただ、似と

らんがん確かねん。繊維細かいし違うと思うわ。切りやすい

しね。

伝統ある蒔き方

　他んとこは、いろんな耕法でやっとらんある。種の蒔き

方も違うし。機械化でごんべいってゆう機械もあれば、シー

ごぼうを掘っている様子です。慎重に丁寧に掘っていました
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ラっていってテープにはってそういう種まきの方法もある。

うちは直蒔きいうて、沢山蒔いてそん中から間引きしてと

るっていうやり方で、全く昔のやり方で。

ポイント

　ゆっくり慌てずやれんて。だから、今自分も慌てんよ。最

初やったとき自分はごぼうの根っこから掘りかかれんね。素

人は。そしたら、みんな見とったら、横からだいぶ１ｍ前か

ら。手前からやってくと意外と楽しいげん。子供たちが来る

とだいたいごぼうの根っこからやれんね。周りの環境整えて

から掘らなならんげん。やから、気が焦ったらだめや。

売りに出す基準

　売るがんはどんなんでもいいげんけど。３月は在庫あっ

たんですけど 11 月の、祭り終わったら在庫はまずない。み

んな自家処理でみんなにやっとる。早いこと行き先が決まっ

とるって。全くなくなってもう。３月は在庫あったんに。ほ

とんど、みんなに配ってもうとるわ。

さらに発展

　ごぼう茶作ったりして。残るもんないわいね。腐っとるの

はだめやけど。鮮度さえあれば。曲がっとっても。ただやっ

ぱりスラッとしたものは加工しやすいさかいに。やから、

我々作るもんにしたらいいがんも作りたいし。曲がっとるが

んやと土掃うの大変やし。あとはそうめんとごぼうのお酒。

七日炊きは麹がカビに見えてしまって、商品にしても誰も

買ってくれない。これはだめやって。お菓子屋さんは期間限

定で出してます。

その他の活動

　あと婚活事業もやっとれん。ここで、ごぼう掘ってもらっ

て、結婚決めてもらっとれん。それも七尾から呼ぶのじゃな

くて、どっか市外から呼ぶげん。毎年やってます。人気はま

あまあそこそこ。まあだいたい男女 20 人ぐらい。

現実

　今１ｔほどしかないげんわいね。各農家 300kg で 10 人

作ったとしても３ｔになるんか。でも、みんな自家処理で

出てこん状態やしね。だいたい量がないもん。だから、お

菓子屋さんでも何ｔくれたら、学校でも一緒やけど、はや

そういうのはこっちから断らなならんげん。昔は田鶴浜小

学校いうて給食のおばちゃんおって、何十 kg 分けていって。

そんなんは出せれんけど、何ｔ持ってこい言われたらうち

も困れん。できんって言わなならん。普通のスーパーとか、

みんな沢野ごぼうって書いて売っとらんと思う。書いてもい

いよ言うとらんに。みんな遠慮して。寺坂ごぼうって書いて

あるんじゃなかったかな？　やっぱ地域団体商標権をかけ

とるのは知っとるさけ。我々はまとまっていけばいいな思う

けど、独自では知りたいって人もおるさけ。それはなんとも

いえん。その人の考え方やもんで。我々立ち上げたときには

商標権とかそういうもんは地元に行使する気はない。ただ、

県外とかそういうもんに対してはやろうていう思いがある

だけであって。そういう意味ではまとまっていけばいいなと

は最初から思とるんですけど。やっぱお金がからむと、我々

2,000 円で売っとるがん、ほんなら 1,500 円で売ったろか

とか、1,000 円で売ったろかとかそれは仕方ない。世の中自

由主義の世界だから。まとめきれるわけでもないし。

県外への発信

　県外はない。あってもないって言わんなん。量が無いも

んで。放送かけるとどうしても注文があれんわいね。これ

に関しては限定で出しとるけど、朝日放送の旅サラダある

でしょ？　電話鳴りっぱなしになるもん。最初電話切るかっ

て言ったら放送局が困るって。そういうがんでないもんに注

文かかると大変や。それも、買ってください言うて放送かけ

とるんじゃないがんに、ただ沢野ごぼうはこんなんですよっ

て放送かけるんですけど、やっぱ消費者って言うのはそうい

う注文くれんて。食祭市場なんてこの前どんだけ注文来たこ

とか。「お前たちは量も作らんがんに放送ばっかかけて」っ

て言うとるけど、私たちもやっぱり地元の PR 大事やし無料

でのせてくれる放送なんてほやろ。喜んでやらなならんて。

有名になる沢野ごぼう

　加賀屋なり世界のシェフたちが去年金沢に集まったんで

すけど、沢野ごぼうどうしても使いたいって東京から依頼

あって、何使った言うたらごぼうのろうそくや。最後は食

べられれんぞ。あとは、去年はお酒屋さんでしょ。今年は

全日空からも注文来てます。金沢の。それもどうしてもネー

ム張りが欲しいげん。要は、偽物は嫌ですよって。そういう

意味で。美味いさけ注文くれんわい。料理人としての誇りと。

１回試作で使っていただいて、そのあと２回も３回も来てい

ただいとるさけ。まだ送っとらんのやけど。在庫が無くて。

実際は。収穫の時期も早終わってもて。集まってこんげん。

私ら作っとるとこはや畑なくなってもうて。やから、今出て

くるがんジーっと待っとれん。全日空さんも心得たもんや。
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それに今 36kg あるけど、見た目とかの関係で出されんし。

ごぼうとしてはいいげんけど。注文は貰っとれんけど数が

無いもんで。時期的にもわしら基本、祭りまでにさばこうっ

て流れで来とるから。各農家も売れとるがん分かっとるさか

いに。

現在

　ここは現在、前田さん、松本さんの３人で守っとれん。昔

は 24 人の組合やってんけど、みんな辞めてしまって。ここ

も本来なら荒れとってんけど開墾して。切磋琢磨にみんなで

やっとれん。この、沢野っていうのは 73 世帯あって、まあ

半分はみんな自家処理で作っとれん。沢野ごぼうから買うが

ん嫌やさけ。高いもん。やから、みんな自家処理。半分のご

くわずかが商品として出しとれん。

先輩が１番

　思うっちゃ思うけど、１番先に俺が儲けたらだめやなっ

て。先輩達がまず儲けて。だから、テレビでも私ほとんど出

んげん。まず先輩達を先に出して、最後に自分。インタビュー

は仕方ないげんけど、本来は私あんま出んよ。先輩たちが

おるから。これをやる前から元町会長なり、沢野ごぼうを

掘りこして、どうしても守りたいっていうか、それを宣伝

に祭りとかいろんなんやってくお金とかあるもんで。私が

１番に儲けたら駄目やなって。まず、周りが儲けて。その

かわりみんなおらんなったら俺こっそり儲けて。戦略的な。

それまでにみんなの技術盗んで。だから、この畑も最初ね、

全部種６万ほど蒔いてんて。ばあちゃんらの指導をもとに。

まあ６万ほど蒔いたらできるわね。ところが、いろんな労

力かかって。やっぱ売り先当時無かってんわいね。ほんで、

ばあちゃんたちも自分のごぼう売りたいから。まあ普通は

ごぼうは１kg500 円。うち、１kg2,000 円で売っとるもん。

最初から。そういう仕掛けやわ。だから、作ったって売ると

こないわいね。500 円でさえ、太刀打ちできんから。2,000

円なんて誰も買ってくれんて。沢野ブランドやから買ってく

れるだけで。そこで便乗しとるやつは沢山おるけど。まあ、

それはそれでいいんですけど。みんなが売ろうと思えばそれ

でいいんやし。最初はそんな 500 円の物を 2,000 円で売る

なんてとか殿様におあげしたものを売るってこと自体がお

かしい言われて。

維持するために

　維持するためには、この地に植えてこそ。また、みなさん

元気な間に技術を盗まな。ゆっくり慌てず掘らんと。蒔く時

期も間違えたら駄目やし。何事も一緒や。全て共通すれんわ

いね。

ほかの加賀野菜に比べて

　私思うがん沢野ごぼうも一緒やけど、やっぱりネーム張

りしようと思ってブランド化するときは名前を付けな駄目

やって形で加賀野菜が出来たもんで。だから別にどうこうっ

て問題じゃないと思う。加賀野菜が良いとか能登野菜が良い

とかそんなんじゃなくて、みんなに知ってもらうために加賀

野菜、能登野菜があるんであって。その中でもいろんな分類

があるんであって。みんなに知ってもらう時にはまとめなん

だら PR ができんげんて。だからあれがいい、これがいいと

かじゃないと思うんで。

おすすめごぼう料理

　七日炊き。昔はこの辺、囲炉裏があって、七日炊きって

あれん。郷土料理で。正月とかによく食べるね。それをテー

マにして PR はしてきた。子供らに出しても喜ばれるし。

私はあんま好きじゃないけど作る係であって。七日炊きは

50mm ほど切って七日炊く。他にも、酢ごぼうにきんぴら

にかき揚げも美味いな。食卓にごぼうは出ん。ごぼう好きで

やっとる訳じゃないげん。ごぼうを広めたいってやっとる訳

であって、ごぼう食べるためにやっとるんじゃない。それに

商品に手をつけないって基本やいね。自分のポリシーやぞ。

後継ぎ

　息子はアルミ製鉄を継ぐって言うとって、ごぼうは継がん

て。そんなごぼう継ぎたい人なんておらんわいね。ほんでも

私、結構ごぼうに時間費やしとるよ。この前皇太子来たと

きにお茶やってきたし。やっぱやったらね注文もくれんて。

まあ沢山は作れんげんけど。ごぼうが無いもんで。いっぱい

注文来たら嬉しいけど困る困る。ほんでもそれに関わる印刷

屋さんとかその人たちも仕事出来て儲かると思うよ。だから

序々に広げてかな。

苦労より喜び

　苦労したことは無いわいね。好きでやっとるもんの。価

値観の問題やね。要は、お金が沢山あることが良いことや

と思うがんと、体が健康であるということと、人を迎えら

れる幸せがいいことやと思うがん。そういう価値観があっ

て。私ら、三桁農業とかで自分自身儲けたいという思いあっ

たんですけど、今健康で皆さん迎えられる幸せや。人に言っ
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たらバカやってゆうけど、これは何にも変えられん幸せがあ

れんて。あんた達にお会いできたこと。だから、苦労なんて

ないよ。まあ、たいそいってがんはあるけど。それは、何に

してもあたり前にあるがんであって。だから、みんなにバカ

にされるけど、楽しいげんて。皆さんに会えてさ。ばあちゃ

んたちもごぼうが売れりゃ喜ぶもん。我々まで手かけれん

くなるほど売れてしまうもん。そういう意味では苦労って

もんは無いわいね。まあ植えとりゃ失敗沢山あれんわいね。

土が良いって言うから肥やしやらんと全然出来んくなるし。

草と戦ってみたら草の勝ちやったり。作るがんに関しては好

きでやっとるから苦労とはいえんけど。まぁ作っとれば楽し

い。芽が出ると楽しいし、物がなればまた楽しいし、人にやっ

たらまた楽しいし、喜ぶし。やっぱり良いがん作れればなっ

てやりがいはあるよ。いつも上手いことできんけど。出来ん

さけやっとるみたいなもんやまあ気の短いもんは駄目やね。

名人にとっての沢野ごぼう

　難しい質問やな。沢野ごぼうって。まあやりがいのある仕

事やわな。みんな喜んでくれれば嬉しいし。地元で沢野ごぼ

うって言うそういうネーム張りのごぼうが 40 年ほど前から

あったもんで、滅びるのももったいないし、そんな美味い

ごぼうなら作ってみようかなって思ったのが最初。それも、

販売してみんな喜んでくれればいいなって感じで。こんな

美味いごぼうを食べてくれた人も喜ぶやろうし、こんな美

味いごぼうをほっとくのももったいないやろうし。まして、

こうやってやっとって思うがん都会の人に紹介したら都会

に住んどる友達から七尾頑張っとるなってメッセージもら

えたり。そういうがんも１つの喜びやしね。そういうがんも

らうと人間元気出てくるもんねんて。こういう仕事柄、物作

る時にお客さんに喜んでもらえんとお金もらえんもん。町の

誇りでもある。伝統を引き継いで今後も盛り上げていきたい

と思ってます。生活の糧にはならんけども、生きがいの糧に

はなるね。

［取材日：2013 年８月６日・11 月７日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　１回目の取材の時に携帯電話を落としてしま

い、いろんな方々に迷惑をかけてしまいました。

谷口さんをはじめ、市役所の方、先生方はすご

く優しくて七尾の人達はいい人ばかりだと思い

ました。２回目の取材は私１人だけで行ったの

ですが、谷口さんはわざわざ送迎をしてくださ

り、レポートの参考になるように沢野ごぼうが

売られているのを実際に見せてくれたり、テレ

ビで紹介された番組を DVD でまとめたものを

貸してくださったり、レポート作成に積極的に

協力してくださいました。谷口さんのごぼうに

対する思いがすごく伝わりました。取材は楽し

かったけど、聞き書きはすごく大変でした。計

画がたりず、２回目の取材をするのが遅くなっ

たりしました。そこは反省点だと思います。楽

しかったことや、大変な事もあったけど、この

取材をしなかったら谷口さんと出会わなかった

と思います。この取材を通し谷口さんと出会え

たことに感謝します。　　　（山岸七海　写真：右）

　初めはどこからすればいいのか、まずどのよ

うにしたらいいのか本当に分からずに、悩んで

ばかりいました。でも、主催者の方々をはじめ

先生方に聞きながら助けてもらいながら、１つ

ずつクリアしていきました。その中でも１番大

変だったのは書き起こしです。何回も何回も聞

いて書くという作業が本当に大変でした。反省

点としては、計画通りにいかなくて、先生に沢

山協力してもらったことです。計画性と積極性

の大切さをこの体験を通して実感することがで

きました。そして、谷口さんは忙しい中で私た

ちのためにできる限りのことをしてくれ、本当

にいい方と出会えたなと思い

ました。私は１回しか会うこと

はできなかったけど、とても詳

しく教えてくれ、元気でそして

笑顔が印象的でした。いろいろ

なお願いに協力してくださり

本当に感謝しています。

　最後に主催者の方々、名人の

谷 口 さ ん、 先 生 方、 一 緒 に 頑

張った仲間。すべての人に感謝

の気持ちでいっぱいです。あり

がとうございました。　　

（森屋光彩　写真：左）

七尾市沢野町生まれ。平成 15 年に 18 人で「沢野ごぼう
生産組合」を発足し、沢野ごぼうの生産継続に尽力して
いる。平成 23 年には「沢野ごぼう」が地域団体商標登
録された。「ごぼう抜きではない。私はごぼう掘りにこ
だわっている」

谷口　藤悦
昭和27年８月15日生・61 歳
谷口アルミ建材株式会社代表取締役　農業

たにぐち　とうえつ

P r o f i l e
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自己紹介

　私は室谷加代子と申します。昭和 24 年９月 26 日生まれ

の 63 歳です。今、合併して志賀町になりましたけど、旧の

富来町出身です。現在は夫と私とそれから次男がおります。

長男はアメリカのハワイに仕事に行ってます。

　学校で家庭科の教員をしていた母の影響からか、13 年前

にボランティアで地元の食材を使った料理教室を始めまし

た。また、そのあとで農家レストランを開店しました。前

の職場で調理師の免許を取っていたので始められましたが、

小さい頃からの夢ということではなかったですね。

農家レストラン

　平成 17 年の１月から始めました。９年目になります。ひ

と月に多い時でも３回～４回程度を完全予約制でやってい

ます。予約のあった分しか作っていませんね。始めたきっか

けは、周囲のすすめですね。「農家レストラン」は普通の民

家なんですけども、家の座敷 10 畳のお部屋を２つと廊下を

使ってやっています。最初は第１と第３の土曜日に、ひと月

に２回やるようにしていたんですが、今は半年前から土曜日

と限らずに予約をもらうので早くに予定が立っています。だ

いたい 50 人～ 60 人の方で食談を開催しています。県外の

方でも、何回も足を運んでくださる方もいらっしゃいます。

料理は人とつながる
大切なもの

室谷  加代子　　

聞き手・内田夏帆　嘉治裕子 （石川県立志賀高等学校 2 年）
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祭り料理・郷土料理

　食談はですね、お客さんを接待する座

敷は主人が勤務先から休みをもらって

担当してくれています。「今日はお祭り

で、親戚の方が集まってくださった」っ

ていう設定でしています。料理は「赤飯」

や「お煮しめ」や「肉を使った祭り料理」。

「メギスの団子汁」や「コロッケ」など

の郷土料理を出しています。季節の野菜

を使った「しらあえ」や「ごま豆腐」な

どの説明もしています。

地産地消～地元の食材を活かして～

　じゃがいもやさつまいもや大根などの根菜類。夏にはきゅ

うりやトマトなど、その季節毎においしい野菜がたくさん収

穫されるので、旬の新しい野菜を使ったら身体に良いなあと

思って料理をしようと思いました。「地産地消」って、ここ

の土地で収穫された産物を私たちが感謝して使うこと。それ

も大事かなって思います。

　また、旬のものはたくさん出回るので値段も安くおいしい

ものが食べれる。良いことづくめですね。

できるだけ無農薬を使いたい

　家で生産しているお米ともち米以外の食材は地元の道の

駅などで買っています。地元で採れるものは愛着があるので

使いやすいですね。でも、すべてが無農薬とはいきません。

大根は知人に作ってもらっているので、それは無農薬です。

その他はその時その時のお店に売っている野菜を買って料

理をしていますが、それがどれだけ農薬を使っているかは確

認できません。だから生産者を信じて、できるだけ知ってい

る名前の人の材料を買っています。

手間ひまをかけて作る

　今までにお客さんが一番多い時で一度に 67 人来てくだ

さったんですけど、ひとりで作っています。料理はだいたい

５日かけて。たとえば、５日の日にお客さんがおいでるとし

たら１・２・３・４日は買い物から下準備、仕上げまでですね。

　お煮しめなどは４日の夜中までかけて一旦仕上げて、翌５

日の朝にもう１度火を入れます。火を入れて、「この味でい

いかな？」と思ったり、「ちょっと味が薄いな？」と思った

ら醤油を足し、「ちょっと甘みが足りないな？」と思ったら、

みりんを入れて調整しますね。

　当日は知人が４～５人、ボランティアで手伝ってくれます。

彩りを考えて

　野菜の色が映えたらおいしそうに見えるし、煮えすぎた

り、揚げすぎたりしたらおいしくなくなる上に栄養価も崩れ

てしまう場合もあると思います。それらを考えて、彩りもよく

栄養価もさらにアップするような料理方法も考えてますね。

素材そのものの味を感じてもらいたい

　卓上に調味料は置いてませんね。本来の野菜の味や野菜の

おいしさを味わってもらうために、私が「これくらいの塩分

で食べてほしいな」っていう味付けにしてますね。それは経

験から得たもので、ソースとかお醤油とかで味を変えてもら

いたくないのと、野菜本来の持つ味を味覚として残してもら

うための１つの方法ですね。赤飯にかけるごま塩だけは置い

（上）お煮しめ　（下）赤飯
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てあります。これはお好みですから。

食材・調味料へのこだわり

　食材は最高に良い物を選んで、使って

います。そうしないと思った味が出せな

いので、納得いくものを作る時はまず、

良い食材選びは必須の条件ですね。素材

の良し悪しで味も見た目も違ってくるの

で。今年で８年たちましたね。食材の見

る目が自分なりに育ってきましたね。こ

れは経験だと思いますね。

　調味料のお酒、みりん、醤油も決まったものを使ってます

ね。レシピを作る時は、いろんなメーカーのものを使うと味

が変わるので統一したものでないといけませんね。発酵が

ちゃんとなっているもの、そういったきちんとしたものを使

うようにしていますし、使うべきだと思います。みりんは本

みりんを使ってますね。

品数の多さ

　「ちょっと品数が多いんじゃない？」って親しい方から「こ

んなにたくさんやとたべきれんよ」って言われることがある

んでね。私も「多いかな？」って思うんですけど、当日の朝

に出来上がって、「納得がいかないものがあれば出さないで

おこう」っていうつもりで、１品や２品を多く作ってるんで

すよ。それで、ほとんど納得いくように作ってるので、１品

や２品多くなって、「今日はこれ多いんですよ」っていうこ

とになるんですね。旬の食材があれば、どうしても食べても

らいたいと思って実は作ってしまうんですね。

お客さんとのふれあいの時間「食談」

　コーヒーと天草で作った水羊羹を召し上がっていらっ

しゃる時に、ご挨拶に伺います。作り方などの質問があった

らお教えしています。この時間が一番「ホッ」とする時間で

すね。

　初めてこられた方は「来ました」って感じなんですけど、

帰られるときは何年も前から知り合いだったみたいに、にこ

にこと笑ってくださって、「また来るね」って帰られるのが

本当にうれしいですね。

収入以上の喜び

　儲けはあまり考えていませんね。家で主人が作っている

お米ともち米以外は全て買いますので、材料費が結構かかっ

てきますね。１つには、材料を買って地域の人が潤ってくれ

ればいいと思っています。もう１つには、山の中の何にもな

い農家レストランに来ていただくためには、みなさんにここ

で「楽しんでいってもらいたい」っていうことを目的として

いるので、儲けは二の次、三の次ですね。料理はみなさんほ

とんど召し上がってくださるので、その時は「ああ、良かっ

た」って思ってますね。

料理教室

　料理教室は月に平均７～８回ありますね。農家レストラ

ンを始めたと同時期に依頼が増えましたね。年間で 100 回

になります。１回に平均 20 人程ですので、１年間で延べ

2000 人くらいの方と接しています。65 歳前後の女性の方々

の参加が一番多いですね。

（上）食材を選ぶ室谷さん　
（下）ボランティアの方と料理の仕上げ
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　「男性の料理教室」がきっかけで始めたのですが、今は女

性が中心ですね。旬の食材を使って、身体にも経済的にもい

いレシピを考えて続けていますね。四季の行事食も取り入れ

てみんなに楽しんでもらっています。

納得のいく味を出すために

　料理教室は、初めて料理を作る人は自分の健康を考える

きっかけになると思うんですよね。それで味には特に気を配

り、料理を好きになってもらって食べ物の好き嫌いをなくす

ようにと心がけていますね。料理に関心を持ってもらえる

ように工夫していますね。料理教室の本番までに何度も作っ

てみて、納得のいく味や見た目が良くなるように時間をかけ

ています。だから料理に関することはずっと一生涯の仕事と

していきたいなと思ってます。「自分に自信のないことは教

えることができない」ですね。当たり前のことですけどもつ

くづく思いましたね。

　これからも沢山の人に参加してもらえるように、自分自身

努力していきたいですね。

海外の方との交流

　県外の留学生が石川県の各地にホームステイする「ジャパ

ンテント」っていうのが毎年８月にあるんです。志賀町に来

られた留学生の方や、ホームステイ先の家族の方々も一緒

に、日本の料理を作る料理教室のお手伝

いをさせてもらっています。料理はちら

し寿司や茶碗蒸しなどですね。

　留学生の方は流暢な日本語でしゃべら

れていますので、料理の作り方は日本語

で十分ですね。たまに私の片言の英語を

使うことはあります。ほとんどの方は日

本語がお上手なのであまり大変だという

ことはありませんね。日本の郷土料理を

楽しんで作ってもらって、おいしそうに

食べてくれています。

世界農業遺産 (GIAHS)国際会議でのおもてなし

　５月 31 日に世界各国から 34 名の方々が、エクスカーショ

ンで農家レストランへ来られました。主催者の方からベジタ

リアンで「野菜しか食べない方もいらっしゃるから、スープ

にも魚の出汁を使わないように」って言われたので、大変で

した。「イスラム教の方は豚肉を食べない」とか、そういう

制約もありましたので、肉を入れないコロッケを作ったりも

しましたね。野菜を入れた昆布巻を作ったり、ちらし寿司を

追加したりしました。ちらし寿司は輪島塗の重箱に詰めて、

華やかさを演出しました。でも、私が普段みなさんに食べて

もらいたくて作っている料理を出されなかったのは残念で

したね。「世界各国にはいろんな食べるものを制約なさって

いる方がいらっしゃるんだ」ということがつくづくわかりま

したね。

食育を考える

　「旬のものを食べよう」とか「いろんな物食べよう」とか

「郷土料理を作って食べましょう」とかも食育の中の大事な

ことやね。食べたもので身体が作られていくわけですから、

ちゃんとした物を食べないと栄養になって良い身体が作ら

れていかないと思うんですよね。

　たとえば、同じものばっかり。また、簡単だからといっ

（上）食談の様子　
（下）料理教室での様子
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てインスタントラーメンばかり食べていると炭水化物

が多いからちょっと太ったりすると思うし、味が濃い。

汁の味が濃いから身体が悪くなったりもする。そこに

野菜を加えたりすることが大切だと思いますね。

　私たちが住んでいる町はおいしい野菜がいっぱいと

れるところだから「あいまぜ」という郷土料理なんか

を受け継いで、みんなで作って食べることが大事だと

思います。　  ［取材日：2013 年８月６日・８月 23 日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　「聞き書き」という体験で、室谷さんの料理への思いがたくさん伝わってきました。それは、料理を作るひ

とつひとつに、手間と愛情をかけているからこそ、野菜本来の味をおいしく味わえるのだと、実際に食べて実

感しました。農家レストランは、祭りをテーマとしていて、お客さん全員が親戚という親しい関係になってい

るので、誰とでも関わりやすいなと思いました。食事中も帰る時も、皆が笑顔で楽しかったです。料理教室の

時も、料理方法がわからなかった時に、わかりやすく教えていただきました。室谷さんの話を聞いて、もっと、

料理に親しんでいこうと思いました。「一期一会」の中で、とてもいい出会いをすることができました。あり

がとうございました。（内田夏帆　写真：左）

　「聞き書き」の取材を通して、室谷さんは食を通して人と交流しているのだと思いました。農家レストラン

の座敷を開放して使うことで、知らないお客さん同士でも親戚が集まったように感じることができ、お客さん

の笑顔を見ることができました。食材から調理にまで手間をかけているのは、お客さんの笑顔と野菜本来のそ

のままのおいしさを味わってもらうためなのだなと思いました。地元の食材を使う「地産地消」で、地域のみ

なさんとつながっているのだと思います。

　自分の健康を考えて料理を作ることも大事だし、身近な私たちが

地元の郷土料理に親しんで作ることも大事だと思いました。

　また、料理教室では、生徒のみなさんと一緒に楽しく、美味しく

料理を作ることができました。栄養や食に関することに興味があっ

たので、とても勉強になりました。取材をさせていただいた室谷さ

ん、支えてくださった先生方に感謝しています。「聞き書き」とい

う貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

　　　　　　（嘉治裕子　写真：右）

旧富来町出身。農家レストラン
と年間 100 回の料理教室を開催
している。金沢大学の非常勤講
師も勤め、郷土料理などを教え
ている。平成 21 年 10 月に「地
産地消の仕事人」（農林水産省）
に選定される

室谷　加代子
昭和 24 年９月 26 日生・64 歳
農家レストラン

むろたに　かよこ

P r o f i l e

（上）海外の方との交流　　（下）世界農業遺産 (GIAHS) 国際会議でのおもてなし
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昔のままに
久保  雅博　　

聞き手・春木悠佑　南礼那 （私立鵬学園高等学校１年）

今の生活

　僕の名前は久保雅博。出身は江泊町の日室。そこに 40 く

らいまでおった。今はシルバー人材センターっていう、高齢

者に生き甲斐とか、仕事とかね、そういったことを提供する

仕事なんやけど、そこの理事長をやっとる。普段はシルバー

人材センターの役員の仕事をしたり、少々の田んぼと焼き物

をしたりして楽しんどる。

子供のころから

　神事は子供のときからあってねぇ、今も変わらないやり方

で神事を行っとる。作十郎っちゅう、昔の長の家やね。そこ

の作十郎屋敷が焼けてしもうて、そこにあった文献も焼失し

てしまってん。だからね、ずっと口伝えで伝えられてきとれ

ん。

鎌打の鎌

　タブノキに鎌を打ち付けるっていうのがあれん。鎌は雄

鎌、雌鎌と２種類あれんけども、この２つを雌雄一対に打ち

付ける。そうすることで、風鎮め、五穀豊穣をお祈りしとる

というわけやね。この鎌は今は鉄鋼所でつくっております。

口にギザギザの歯があるほうが雄。ない方が雌鎌。この鎌を

つくるのは大変なもんで、１度に数年分つくってもろうげ

ん。鎌をつくるためには道具がいれんて。他の鉄工所さんに

頼むとすれば、道具からつくらんとだめねん。

神事の前に
 

　神事の前、８月 25 日に山王町の山王神社に午前中行って、

鎌をお祓いするんだけども、その前日に、大榊と、篠竹っちゅ

う細い竹やね。それとすみ祓いっちゅう四角い紙ねんけれど

も、それらを山王神社へ持っていって、お祓いしてもらう。



24 25

鎌に神様を宿すっちゅうかね。そういう神事をするわけね。

ほんで、神様を宿した鎌。これをね、日室町へ持ってきて、

作十郎屋敷の跡に 25 日の昼から、26 日、ほいで 27 日の午

前中までお守りすると。ようするに、25 日の晩、26 日の晩、

ほいで、27 日の日が、お祭りの日ねん。

鎌打神事

　27 日の午前中に諏訪神社っていう神社がある諏訪山へ神

様、ようするに鎌を、持ってあがっていくと。神事をとり行っ

て、その神事が終わった後にタブの木に鎌を打ちつけると。

ほいで、もう１つ珍しいのあるのは、「湯立て」。湯立てっ

て鎌にお湯で沸かせんて、ほんでそのお湯で目を拭くと目が

良くなるっちゅうそういう言い伝えもある。鎌のお祓いにつ

いては普通もりっちゅうかな、あれでお祓いするわけねんけ

ども、ススキの束ねた物を持って、湯釜につけて、皆さんに

お祓いすると。そういう二重のお祓いをするわけや。まあ、

鎌を木に打ちつけたら神事は終わり、ということやね。

　そのあと、山を降りてきて、なおらえ。まあ、お酒飲んで、

食事をする。昔はこれが楽しみやったもんや。

同じやり方で

　この神事行う日とか全然変わらないです。お金儲けとか人

集めとか、そういうものがないもんで。だから日もやり方も

全て昔のままにずっと貫いてきとると。そうゆうところが民

俗文化財っちゅうかね。都合のいいこと言えば、日曜日がい

いげんけどね。

以前は

　昔は獅子舞とか、神輿とかそんな祭りはしとった。ここに

も獅子舞も神輿もあったんですよ、春と秋に。それは江泊の

若い衆と日室の若い衆が一緒になってほんで獅子舞したり

御輿担いだりしとった。だけど最終的に残ったんがこの祭や

と。まあやろうと思えば１人や２人でもできる祭やもんで。

親の意思

　ある程度大人になってから、この祭はなくしたからいかん

さかい、ちゃんとずっと続けてくれよっちゅうことを親に言

われてんね。それが親の遺言でもあるもんで。生きとる間は

しなだめや。大事にしとったもんでね。この祭を。

今後のテーマ

　やっぱり子供には継いでほしいもんやね。ただ、まだその

意思は聞いておらんけれども。ある程度思いはあると思うけ

（左上）雌鎌
（右上）雄鎌
（左下）諏訪神社 
（右下）無形文化財指定書 
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ども、ここで生まれて中学校くらいのときにもう早、向こう

の町に出てしもうてね。私は 40 くらいまでここにおってん

けども、やっぱり思いは違うげんてね。だから、祭そのもの

も僕の子供はあんまり経験しとらん。

　やっぱり誰もおらんがなったときに、誰が果たしてこの

祭を存続させるかっちゅうのが、一番のテーマ、問題やね。

まあ、保存会のようなものをつくってこの祭の趣旨に賛同し

て、じゃあ俺らが継いでやるわとゆうような状況になればま

た別やけどね。今のところまだこの町からでた数人の人間が

おれんけどね。

守っていきたい

　昭和 57 年 12 月 24 日に無形民俗文化財に登録されてね。

現在も登録されとる。ですから、これをずっと守っていきた

いな、という気持ちでやっとるし、いろんな人によびかけて

おるということやね。

［取材日　2013 年８月６日・９月 21 日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　聞き書きは自分自身にとってあまり経験した

ことが無かったので、不安はありました。僕は

人と面と向かって話し合うことが苦手で、緊張

して言いたいことをうまく言葉にできなかった

り、声が小さくなってしまうことが多いので、

取材相手と話す、ということに対しては特に自

信がありませんでした。なので、１回目の取材

はずっと緊張していました。しかし、久保さん

がとてもお優しい方だったのでなんとか終える

ことができました。２回目、３回目の取材も、

１度やっているということもあり、あまり緊張

せずに話すことができました。

　最後の取材を終えた後に、最初と比べてあま

り緊張しなかった、こんな経験できて良かった、

と思いました。このような経験は何度もできる

わけではないので、ここで学んだことを大切に

し、今後に役立てるように頑張ろうと思います。

（春木悠佑　写真：左）

　今回初めて聞き書き研修に参加して、貴重な

体験ができたと思います。

　私は、聞き書き研修をするまで、鎌打ち神事

についてあまり知識がなく、上手く取材をでき

るか不安でした。そんな不安のなか、１回目の

取材をしました。最初は緊張のあまり、何を話

せばいいか分かりませんでした。しかし、久保

さんは私たちの取材にも優しく答えてくださっ

て無事、１回目の取材を終えることができまし

た。２回目の取材では１回目とは違い、緊張

することなく、取材をすることができたので良

かったです。

　最後に、この聞き書き研修を終え、能登には、

能 登 に 住 ん で い る 私 た ち

さえも知らない魅力がたく

さんあることが分かりまし

た。今回の経験は将来にも

きっと役立つと思うので、

ここで学んだことを大切に

していきたいと思います。

（南礼那　写真：右）

七尾市江泊町日室出身。現在は久保さんを含め、３人で交代しながら祭
を運営している。３年前に第一人者であるお父様が他界され、久保さん
が保存会の事務局長として引き継いでいる。「鎌祭り」は現在残ってい
るものも大変少ないため、これを絶やすことのないよう、取り組んでい
るところである。

久保　雅博
昭和 23 年９月 23 日生・65 歳・七尾シルバー人材センター理事長

くぼ まさひろ

P r o f i l e
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　「聞き書き」という手法を使って、能登の里山里海の

「名人」の話を能登の高校生がまとめました。

　「聞き書き」とは、話し手が語った内容を録音し、そ

れを一言一句残らず書き起こし、内容を整理してひと

つの文章にまとめる伝承の手法です。仕上がった文章

は、「俺」や「僕」、「わたし」といった主語で始まり、

話し手がまるで一人語りを行っているかのような形で

まとまります。この中に聞き手、つまり、作品をまと

めた高校生の言葉や高校生が作った説明文は一文も入

りません。けれども、インタビューの際に高校生がど

のような質問を投げかけたか、どのような眼差しで名

人を見つめ、名人と向き合ったかによって、名人が答

えてくれる言葉は大きく変わります。高校生がどれだ

け名人の仕事や暮らしに関心を持ち、細かく丁寧に質

問を重ねていったか、そして、名人がどれだけ高校生

に心を開き、自身のことを語っていったか。直接には

見えませんが、「聞き書き」の文章は、高校生と名人が

深いコミュニケーションを交わした上で作り上げられ

る協働作業の賜物なのです。

　この「聞き書き」の本質は、高校生が行う書き起こ

しの作業の中にあります。高校生が名人に取材を行う

のは２回ほど。１回の取材も２時間から、長くても６、

７時間程度で、実際にお会いできるのはこの限られた

時間だけです。しかし書き起こしで名人の言葉を繰り

返し聞くたびに、高校生は取材のときの空気や名人の

手の動き、息づかい、目をこするようなちょっとした

癖、そういったそのときの情景を克明に思い浮かべな

がら書き起こしを行います。

　この話をしてくださる名人方を始め、多くの日本人

は、昔から親や師匠からその仕事を言葉だけで受け継

いできたわけではありません。共に暮らし、同じ空気

を吸い、同じ自然の中に身をおきながら、動作を真似

し、試行錯誤を重ねながら、五感全体でその技や知恵

を習得していったのです。

　「聞き書き」も媒体は言葉ですが、文章をまとめる作

業を通して名人と感覚を重ねていく作業です。かつて

「聞き書き」を行った女子高校生がこのような感想を残

しています。「名人の言いたいことが私の言いたいこと

になっていく。」名人からこれを言いなさいといわれた

わけではない。ただ、名人と感覚を重ねていったとき

に、自然とその女子高校生の中で、名人が言いたかっ

たことが感覚として分かり、それが高校生自身の言葉

として発せられるようになっていく。

　能登の高校生が取材を行った名人の多くも、先代か

ら言葉だけでなく、感覚として、その地に生きる知恵

や技を受け継いできた人たちです。「聞き書き」を通し

てその地に生きてきた名人の感覚を少しでも高校生が

受け継ぎ、そしてその感覚を持って、自分と自分が生

きる社会の将来について考えてくれたら。それはとり

もなおさず、名人が昔から能登という土地で受け継い

できた「生きる」という実態を、高校生が未来につな

げていくことになるのでしょう。

「聞き書き」とは
─感覚まるごとを引き継いでいくこと─

澁澤寿一

澁澤   寿一（しぶさわ　じゅいち／認定 NPO 法人共存の森ネットワーク理事長）

1980 年東京農業大学大学院終了。国際協力事業団専門家としてパラグアイ国立農業試
験場に赴任。帰国後、長崎オランダ村、循環型都市「ハウステンボス」の役員として企画、
建設、運営まで携わる。「聞き書き甲子園」実行委員会委員長を務めるほか、日本や
アジア各国の環境 NGO と地域づくり、人づくりの活動を実践中。明治期、財界の大
御所として活躍し、社会事業や教育にも尽力した渋沢栄一の曾孫にあたる。
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はじめに（自然条件）

　宝達志水町は、石川県のほぼ中央部に位置しています。東

は宝達丘陵地、町の中央部は子浦川、長者川、相見川、宝達川、

前田川流域が広がる扇状地、西は砂浜と砂丘地が続き、世界

でも珍しい普通乗用車も走行できる海岸であり、山と川と海

に囲まれた自然豊かな地域です。特に、宝達山は標高 637

ｍと能登半島の最高峰であるとともに、町のシンボルでもあ

ります。634 ｍの東京スカイツリーとほぼ同じ高さになり

ます。

身近な存在の葛

　ここの宝達地区の人はね、昔から体調が悪くなったら、食

生活が乱れたら、葛を摂っていました。私が子どもの頃は、

ちょっと風邪気味になると「これ飲んどきゃ、明日までに治

るわいね」って、おばあちゃんが子どもに葛を混ぜた井戸水

を飲ませるようなことをしていましたね。葛には、滋養強壮

や解熱、高血圧に効果があるともいわれていますが、夏バテ

や二日酔いにも効き、この地区では１袋、２袋は常備してい

ますよ。おそらく、隣の集落もそうなんじゃないかなと思い

ますよ。薬ではないけども、漢方薬的な使い方も昔からやっ

ていたようで、生まれた時から、家にはあって当たり前のも

のです。今は、この地区だけじゃなくて、宝達志水町のさま

ざまな料理にも使われていると聞いています。町おこしに

なっているオムライスのソースにも使っているようですし、

お菓子や麺類にも使用していますね。現在、ここで作った葛

の多くは、金沢の老舗菓子店に卸されて、くずきりなどの涼

菓の材料として重宝されてるようです。

　

金山と宝達葛

　この地区は宝達山の麓に位置しますが、すぐ裏に見えるこ

の山は、金山※１だった歴史があります。加賀藩は盛んに金

宝達葛とともに
―守りたい郷土の思い―

佐藤　勝治　　

聞き手・松澤憲志朗　平木要也　豊田真矢　村上拓矢 （石川県立宝達高等学校２年）

自然乾燥状態の宝達葛



28 29

宝達葛とともに
―守りたい郷土の思い―

を掘り出していたようです。金山は、地中深く穴を掘って、

そこから金を取る過酷な労働だったんです。金山で働く鉱夫

たちの非常時の食料として葛は、そもそも食べられていたよ

うです。また、過酷な労働で体調を崩したとか、病気が流行っ

た時には、漢方薬としても使っていたようです。今と一緒で

すね。あっちにもこっちにもお医者さんがいないですから、

健康維持や体調の調整のために、この葛を摂っていたという

ことです。

　同時に、土木技術を持った鉱夫たちが全国から集まって来

て、ここに住み着き、人口が増えていきました。そして、葛

の生産も本格的になっていったようです。ですから、宝達葛

には、450 年くらいの歴史があることになりますね。私も

この事業に携わるようになって、いろいろと調べる機会があ

り、今更ながら地元のことを再確認しています。しばらくし

て、金山は閉山となってしまったそうですから、鉱夫たちは、

働く場所がなくなったんですが、「宝達者」※２とよばれ、そ

の土木技術を活かして、藩内の土木工事に従事していたそう

です。炭焼きなどの仕事もしていたようですが、葛の生産も

続けていました。

　幕末には、幕府に葛粉を献上した記録がありますし、明治

期にはその製造が最盛期を迎えていたようです。羽咋郡の

「特産品」として、全国に紹介されたのは明治 42 年の９月

です。大正期には、約 120 戸のうち約 70 戸が葛作りに関わっ

ていたようです。しかし、徐々に葛根の資源が少なくなると

同時に、従事する者も減り、生産量も激減したんです。

　わが家も、祖父・祖母が葛作りをやっていましたので、学

校から帰ってくると鞄を玄関に置きっぱなしにして、葛根の

粉砕作業を手伝っていましたね。当時は、大きな専用の石の

上で根を木槌で叩いて粉砕する力作業でした。それから、水

を大量に使うので、翌日に使う水を井戸から汲み上げて、桶

にはることもやりました。楽しいこともありましたが、10

歳前後の子どもには結構きつい作業だったので、学校から帰

るのが嫌なこともありましたね。父親は公務員だったので、

祖父たちが葛作りをやめたことで、我が家は葛作りから遠ざ

かることになりました。この地区内でも勤め人が多くなり、

同じようにして葛の生産から離れる家が多く出て、葛作りに

従事する人が減っていきました。

　現在は、わわわれ「宝達葛友の会」が伝統技術を守りなが

ら、生産を続けています。過去に別の場所で葛根を収穫して、

同じ製法での試みがあったと聞いていますが、続かなかった

そうです。１つの要因としては、宝達山の伏流水が影響して

いるのではないかと思っています。ここでは、昭和の初めに

酒造業者が２軒ありました。石灰岩層を浸透してくる「北谷」

の水系と、金も含むもろい花崗岩層を通ってくる「本間谷」

の水系がこの集落の上流で合流して宝達川になるんですけ

ど、冷たくミネラル分を含んだ水が酒造に適していたよう

です。ですから、その水の恵みで、宝達葛は、白く美しい、

粘りある、なめらかな舌触りになるんだと思っています。こ

こでしか作れないのかもしれませんね。
※１　開山は天正 12 年（1584 年）頃とされています。「黄金は天正 12 年より、寛永
５年の坑道 12 箇所の崩落事故後閉鎖されるまでの 45 年間、宝達山より算出され、そ
の後最も多く金がとれた年には、大判にして 3,500 枚を請け取ったことを証明する票子

（現在の領収書にあたる）等がある（加賀藩貨幣録、明治 36 年）」の記載がある。
※２　「宝達者」　　

「金山の採掘衰えたる後、その坑夫等は加能越三国（加賀、能登、越中）に出て、堤防、
用水路築造等に従事したので、藩内の黒鍬業者（土木業者）をほとんど宝達村民が占め
たため黒鍬を宝達と呼ぶに至った（加能郷土辞彙）」とあります。宝達者が参加したと
される土木工事は、辰巳用水（金沢市）の掘削や天井川である宝達川の堤防工事など数

多くありますが、具体的な資料は見つかっていません。

原料の確保

　原料の葛根は、だいたい 11 月頃から４月ぐらいが収穫の

（左）雪の宝達山（宝達高校より）
（上）宝達葛（写真提供：宝達志水町）
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時期なんです。雪が積もってしまうと、山に入るのも運ぶの

も困難ですから、収穫できるタイミングは難しいです。葛は

マメ科の多年草で、周辺の自然林地帯に自生しています。そ

の根を使うんですが、どこにでも生えています。地面を這う

ツルは、10 ｍ以上にも伸びて他のものに巻き付いたりしま

す。根元は木のように硬くなり、地面の下では肥大化した長

芋状の「塊根」となります。それを葛根として、われわれが

使うんです。１年で根そのものは、地上のツルと一緒に 500

ｍも伸びていったりするし、春先からまた葉は伸びていくの

で、根はどんどん成長します。ですから、材料はいたるとこ

ろにあるともいえます。でも、何でもいいわけではないです

し、根が大きければ大きいほどいいわけでもないんです。こ

この会館にも大きな見本を置いてあるけど、大きいのはもう

私の胴体くらいありますよ。われわれが欲しいのは、ただ大

きいものじゃなくて、デンプンの含有率が高いものです。葛

粉を取るのに適した根が成長する場所※３があるんですけど、

その年によってその場所は、変わっていくんです。デリケー

トなんでね、例えば、秋に台風が来て葉が枯れたり傷んだり

すると、根のデンプンが少なくなります。道路の近くにあっ

て通行の邪魔になっているものの根、そんなふうにほうて歩

く（葛の葉や茎が横方向に広がって成長していくこと）のは、

やはり、葉に栄養が取られてデンプンが少ないから、原料と

してはダメなんです。かつては、専門の掘り手がいて、お互

いに掘るところは教えなかったんです。上手な人はちっちゃ

いのでもデンプンのたくさんあるのを取ってきたようで、そ

れもそれぞれの技術ということでしょう。
※３　「葛粉を製するに適した葛根の産地の自然条件」　　　
日当たりが良くて、強風のあたらぬ場所、土壌は重い粘土質で、底に堅い岩盤がある場
合、葛根の成長が良い。また排水良好でかつ乾燥しすぎないことも重要である。したがっ
て土壌条件とともにその年の気候条件の違いによって、よくとれる場所は異なる。

こだわりの製法

　だいたいの作業は次のようになります。１）粉砕、２）デ

ンプン溶かし、３）葛根絞り、４）葛濾し、５）ドロ除き、

５）乾燥。実際の作業は、１月になってからの予定ですので、

ビデオで見てください。（2013 年８月取材時。2014 年１月

の取材では作業を体験）

　まず、機械を使って作業に必要な葛根を粉砕して、繊維状

（左）粉砕する前の葛根
（左下）葛根を絞る作業の体験
（右下）白い葛が現れる
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にします。粉砕したものを桶に入れて洗って、含まれている

デンプンを水に溶かし出します。１回でデンプンを取りきれ

ないんで、この作業を３回やります。そうすると、だいたい

取りきれます。本当はまだ残っているんだけどもね。灰汁が

浮かんでいるので、同時に取り除きます。葛根の汁には、ま

だまだ不純物がたくさん入っているんで、一晩おいて上の汁

を捨て、これを布袋で濾します。さらに、水を加えて不純物

を取り除いていきます。この作業も何度か繰り返します。そ

うすると灰汁があって黒っぽかった沈殿物が、だんだん白っ

ぽくなっていきます。黒いものがなくなるまでだいたい３回

程度繰り返します。不純物が多く入った原料を使うと３回で

はなかなか取りきれんので、その状況を見ながら、４回以

上も繰り返すこともありますが、５～６日間の作業になりま

す。

　濁りのなくなったものの上澄みを捨て、生乾きのものを豆

腐のように切って蚕棚に紙を敷き、その上に並べて乾燥させ

ます。火力を使って乾燥させると粉末になってしまうので、

小さなかたまりとして製品化してるわれわれは、自然乾燥さ

せています。乾燥が終わるのは４月終わりから５月の上旬

で、でき上がりです。ここから先は、乾燥だけやから人間の

手はかからんけれども、１月から始めて５月までの作業で

す。

　製造方法は、粉砕以外は昔ながらの作業を継続していま

す。ここは、かたくなにやっています。全国の葛に関わると

ころを見学し、大きな工場も見てきましたが、そこでの機械

化された製法ではわれわれの伝統産業を守るということに

はならんと感じました。それに、実労働が２か月のことに、

そこまでの資本を入れることもできませんしね。

　夏期に仕事をすればという声もありますが、そうすれば、

子どもたちに葛作りの体験をする時間があるとの指摘もあ

ります。しかし、夏場の作業では水温が高いため、泡ができ

てきれいな仕上がりになりませんし、品質が落ちてしまいま

す。やはり、寒の季節にしか宝達葛はできないんです。作業

場も室温を上げることができないので、そんなにやさしい環

境ではないですよ。

先人たちの思いを後世へ

　ものごころがついた時には当然のようにあった葛作り風

景。葛根の汁を絞り、いらなくなった水で地区の川の色が茶

色く濁ったり、各家庭で葛を砕く音が聞こえたり、そういっ

た風景がなくなくってしまうかもしれないという危機感を

持ったことが、私が葛作りに関わったきっかけになったと

思っています。歴史あるものを守らにゃいかんと、われわ

れのできる間は頑張ってやってみよう、そんな気持ちです。

私が「宝達葛友の会」に入り宝達葛会館※４で作業を始めた時、

メンバーは５名いたんだけども、現在は３名でやっていま

す。製法も葛根の粉砕作業が昔と違うだけで、後は同じ作業

でやってます。製法もいろいろ研究していますが、昔ながら

の製法が、ここの葛作りには合っていると、確信しています。

昭和の初め、葛作りの先輩方は、難しくなった葛根の確保の

ために、白山麓から金沢の二又地区、そして中能登町の石動

山にまで収穫範囲を広げたようです。自動車もまだまだ普及

していない頃ですから、出かけるのも大変、収穫した葛根を

運搬するのにも苦労されていたと思います。宝達山も頂上

まで植林しているので、勝手に葛根を掘ることはできません

し、山を荒らすことにつながるので、慎重に収穫しています。

収穫に適切な「場所」を知っている「掘り手」専門だった人

たちが少なくなってきているので、われわれも収穫の作業は

困難な状況です。外国産の安価な原料の使用も視野にいれた

けども、不足部分は国内産を使用しています。

　いつまで守っていけるか危ういんですけど、映像記録に残

したり、地元の児童生徒に体験をしてもらったり、仲間作り

と環境を整備して、志を継ぐ人の育成にも力を入れていき、

（左）粉砕する前の葛根
（左下）葛根を絞る作業の体験
（右下）白い葛が現れる

（左）乾燥の様子　（右）葛の試食　
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宝達葛を守っていこうと思っています。そして、ぜひ、この

宝達葛を口に運んでいただきたいと思います。
※４　宝達葛会館　　　
国補助事業「山村振興等農林漁業特別対策事業」として、平成 10 年に建設された。宝
達地区の集会場としての機能と同時に、宝達葛の生産拠点として活用されている。また、
特産である宝達葛を後世に保存、継承並びにＰＲするため、町や宝達地区及び葛生産組

合が中心となり幅広く研修会、講習会等の事業活動をおこなっている。

［取材日 : 2013 年８月６日・10 月 16 日・2014 年１月 26 日］

［出典情報］
※１　『図説　押水のあゆみ』押水町史編纂委員会編、北國新聞社、平成 13 年発行
※２　『ふるさと石川』　　　石川県編集、石川県、平成 24 年発行
※３　『押水町史』　　　　　押水町史編纂委員会編、能登印刷、昭和 49 年発行
※４　宝達志水町ホームページ、http://www.hodatsushimizu.jp

カキ貝やってて良かった。
―自然は未来への財産―

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　宝達葛は昔の金山で労働していた人にとって、とても重要なものであった。宝達山の金山がなければここの葛は、
地域にとって密接な存在ではなかったかもしれません。宝達に葛があることによって金山で働いていた人たちの健
康が維持され、労働している彼らによって土から葛が生産されたということです。今回の「能登の里山里海人への
聞き書き」取材を終えて、16 世紀に盛んだった金山と葛との深い関わりがあったことがよく分かりました。

（松澤憲志朗　写真：右）

　宝達葛を作っている名人たちのほとんどが祖父母から教えてもらい、代々受け継がれていることが分かりました。
そうやって葛は、今も宝達に根強く残り、地域の人々に愛されて、食べられてきたんだなということも分かりました。
　現在は、地区の住民減少傾向が進み後継者問題を抱えていますが、みんなから愛されている葛がなくなってしま
うなんて考えられません。次代に継いていくのは私たちの世代ですが、何ができるかを考え、守っていきたいと思
いました。（平木要也　写真：左）

　400 年以上続いた「宝達葛」が後世に残っていくかどうかを想像した時、危うい雰囲気を感じました。名人は、
そんな思いを自分の行動で打ち消し、自分ができることを精一杯やっている。そんな姿勢に心を打たれました。
　冬の取材では、作業も体験することができ、名人の思いに少し触れることができたように感じました。自分たち
の取材直後、後世にその製法を残すためのビデオ収録をする予定とのことでした。そんな積極的な姿勢も学ばせて
もらった気がしました。（豊田真矢　写真：中央右）

　８月、10 月と取材をし、実際の作業で使う道具を見たり、ビデ
オで作業を確認したりもしましたが、なかなかイメージがわきま
せんでした。１月の取材では、作業を見ることができるので、楽
しみにしていました。当日は、名人から「一緒にやってみるか」
と誘われて、葛根の粉砕と葛根の汁を絞る作業をしました。頭の
中でイメージしていたこともあって、作業はスムーズに実施でき
ました。雪が舞う中での作業でしたが、比較的気温は高かったの
で、厳しさは感じませんでした。重い葛根の搬送や、水洗い、大
量の水を使った葛根絞り、と寒い季節に行う単純作業は、辛いこ
とも多いのではないかと感じました。郷土の葛を深く知ることが
でき、名人と同じよう、多くの人にこの葛を知ってもらいたいと
いう思いを抱きました。（村上拓矢　写真：中央左）

昭和 39 年農林水産省に就職。仕事
を退職すると、宝達葛生産友の会
に誘われ、平成 16 年に宝達葛を作
り始め、現在に至る。昔、祖父と
祖母が葛を潰しているところを手
伝ったのが、葛との最初の関わり
だった。今では、葛 450 年の歴史を守るために、地元の子どもたちへの
啓蒙活動、さまざまな取材への積極的対応だけでなく、後世に伝えてい
くための映像保管等、積極的な活動をおこなっている。

佐藤　勝治
昭和 18 年 12 月 6 日生・70 歳
農業、宝達葛生産友の会代表

P r o f i l e

さとう　かつじ
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カキ貝やってて良かった。
―自然は未来への財産―

木村　功　　

聞き手・生長風香　谷口沙希 （石川県立七尾高等学校１年）

カキ貝の仕事をやっています

　木村功、昭和 17 年２月 13 日に、ここ瀬嵐（せあらし）

で生まれました。71 歳です。家族は、嫁さんと子供が３人

です。僕の父は、もう６歳の時に亡くなったから、母親だ

けに育てられたようなもんで、自分は中学校終わってから

東京の方へ働きに行っていたんだ。けども、最終的にはこっ

ちの方へ帰ってきて、今のカキ貝の仕事をやっています。

　当時のこの町はね、今でもそうだけど「農業やりながら、

漁業もする」って感じで、農業が主だったな。今はもう漁業

やる人が少なくなったけど。しかも現金収入がそんなにない

時だったから、農業の合間に出稼ぎに行ったり、漁業も魚

とって売るんじゃなくて自分が食べるために漁業をするみ

たいな感じだった。僕の漁業は東京から戻ってきて 10 年く

らいたってから本格的なカキ養殖になりました。きっかけ

は、カキ貝の養殖やってる人が、昔はこの集落に１人しかい

なかったから、やってみようってことで、僕と、あと６人で

始めたの。

カキ職人の１年間

　７月の中頃から８月の中頃まで、カキの「タネ」を採る

んだ。「タネ」はね、カキのちっちゃぁい、子ども。海にオ

スが１億、メスが１千万くらい浮遊してて、それが海の中

で受精したのが、「タネ」。それは２週間もすると大きくなっ

て、水温も変わって重くなるから沈んじゃうんだ。もう少し

で２週間くらいかなっていうのは、顕微鏡で見るんだ。だか

ら、楽しみだよ。「ああ、もう十分大きくなったなあ」ってね。

海水をネットに 1000 リットル分だけ引いて、その水の中を

顕微鏡で見たら、「貝殻に引っ付きそうなちっちゃいのが 30

匹くらいいるな」「その下には、もう１週間もしたら引っ付

きそうなのが 50 匹くらいいるな」「いま貝殻を入れても大

丈夫そうだな」ってのが分かるんだ。最初に見えるか見えな
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いかくらいの「タネ」が、３、４日経つと貝殻にくっついて

るのがわかる。そうしたら、川のそばみたいな浅いところに、

来年の３月まで置いときます。植物プランクトン（カキの栄

養になるプランクトン）は、海よりも川の方が多いからね。

その間の期間は、水から上げて、また水につけるのを繰り

返す。１週間に１回くらいの頻度で、７月から９月までこの

作業をするかな。カキを強くするのもそうやけど、カキにつ

いてる海藻やらゴミやら、いらないものが雨に弱くて、いち

いち取らなくても雨や風のおかげで取れてくれたりする。そ

うすると、カキが餌を食べやすくなるし、海がきれいになっ

て、潮の流れも良くなるしね。それに、例えば水の中は 18

度で、外は 30 度やったりすると、極端やけど 18 度から 30

度まで耐えられるカキになる。耐えられないのは死んでいく

から、強いものが残るよね。そのためにやる。

　そして年が明けて３月になったら、ロープで「タネ」の

ついた殻ごとはさんで、沖の方まで行ってブイにつなげて

おく。そうすれば、その年の 10 月頃になったら出荷できる

くらいの大きさになってる。10 月中頃になったら、波が静

かで穏やかな朝６時ごろ海に行って、大きくなったカキをそ

の日使う分だけ作業場に揚げてくる。その日に使う分のカキ

を、殻をむいて身だけにしたむき身のやつと、殻のままのや

つの２つに分けてから、箱詰めして出荷するんだ。割合的に

はね、僕のところで言うと６割は殻つきで、むき身は４割か

な。

オイスター・マジック

　カキってね、環境を守る仕事もしてるんだよ。どんな仕

事かって言うと、１個のカキが１日に 200 リットルの水（ド

ラム缶１個分）を吸い込んで、その水をきれいにろ過するん

だよ。そんで、水の中のプランクトンを食べて水を出す。あ

る意味、水を浄化してきれいにしているんだよね。もちろん

一部は排泄するけど、その排泄物のおかげで、ナマコがいっ

ぱい育つんだよ。カキっていうのはいろんな意味で海をきれ

いにしているし、ほかの生きものも育てているし。見捨てた

ものじゃないね。

一番美味しいの

　僕のとこでは､ 形とか大きさに、よりこだわります｡ 大

きくて身の部分の上のほうが平らで、下の方にふくらみのあ

る重いカキはいいやつ。年が明けて３月くらいのカキの体に

は、グリコーゲンとかいっぱい蓄えられてる。グリコーゲン

は、タンパク質とかの栄養素なんだけど、カキが子どもを

産む時に、自分の体につくるものなんだ。栄養を体につくっ

ていくの。だから、おいしくなる。子どもを産んじゃうと、

カキの外側の膜のはってある白っぽいところが、あっち側が

透き通って見えるくらい透明になる。だからもう、栄養が全

然なくなってしまう。僕らはその、栄養になるところを食べ

てるってわけさ。

諦めないで…

　大変だったこと、いっぱいあります。まずね、カキを持っ

て行って売れなかったこと。そこでみんな、もうだめだっ

て思ってやめちゃうわけね。でも、なんで売れなかったの

か考えるのが大事。僕もね、最初カキが売れなくて、ああ、

これじゃだめなんだ、とカキ飯に加工して持っていったら売

れたの。で、売ったら次はみんなが真似するな、と思って今

度はカキフライにして持っていったら、また売れた。で、カ

キ飯とカキフライを作った。次はお客さんの前でカキを焼い

て売ったら、また売れた。焼きカキ、カキ飯、カキフライと

３つもそれだけ売れるものを持っていたら、それは強いよ。

どこでもそんなのはできないから。あとは加工したカキの

佃煮だとか、カキの春巻きだとか、カキのかまぼこだとか、

そういうのも作ってやってる。

　はじめ失敗したことっていっぱいあるんだけど、そこであ

きらめたらダメなのよ。そこであきらめないで、なんで売れ

なかったのか、どこが悪かったのか考えて、次に進んでいく

こと。それが大事。

中島の海

　この瀬嵐というか、中島の海は、全体的にいいね。川の水

と海の水が交じり合う、そういうところにカキは多い。この

へんはちょうどそうなってるから、いいものが獲れる。植

物性プランクトンはね、山の落葉樹の落ち葉が腐葉士になっ

て、そこに雨が降って海に流れてくるんだ。だから、山って

ロープで「タネ」のついた殻をはさんだもの。ブイにつなげる。
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いうのは、すごく大事なんだよね。海だけじゃなく、山も大

切にしないと。陽が入るように枝を切ってやったりとか、山

のふもとの下草を刈ったりとか。下草を刈るっていうのは、

木がだめになってしまわないように、雑草を抜いて手入れし

てあげることだよ。『山は海の恋人』っていう本でそのこと

を書いている人がいるくらい、関係のないように見えるけ

ど、山と海、両方大事なんだよ。つながってるんだよね。

帝国ホテルからの太鼓判

　東京にある帝国ホテルのフランス料理の総料理長に、僕ら

が育てた能登カキを持って行って食べてもらったことがあ

るの。そうしたら、わざわざコメントを書いてくれてね。

　「私達は料理をつくる時にカキをよく使います。試食の結

果、非常に美味しく、素晴らしいと思いました。外側の膜

部分に鮮やかな黒みがあって、身にしまりがあります。カ

キの肌が乳白色で光沢があります。柔らかくて食べやすく、

なめらかな感触で風味があります。一般に入荷するカキに

比べて身が大きく、食べた後に潮の香りがあり申し分ない。

私だけではなく、試食をしたほかのシェフたちも私と同じ意

見のようです。今後も一層研究を続けられて、美味しいカキ

を育てていただきたい」　

　ね、すごいでしょ？　これがうちのカキの特徴なんだ。衛

生的にきれいな海で育てているから、自信があるよ。北海

道から熊本まで、カキを売りに行くけど、どこ行っても能

登のカキっていうのは評判いいよね。２日間で 30 万人も集

まるイベントでも能登カキを焼けば、行列ができるからね。

朝 10 時から夕方までずっと。一般のお客さんに販売すると

ね、喜んでいる顔も見られるし、直接話も聞けるし。僕は一

般のお客さんの顔を見ながら売るのが一番好きだな。

これからについて

　将来についてはね、やっぱり僕は、仕事はやり方次第だ

と思う。カキを殻が付いたまま売るとか、売り方を考える

とかしてさ。カキ養殖は、悪い仕事じゃないと思う。絶対、

いい仕事やわ。経営的にも見込みがあると思うし。若い人

は「いやだ」とか「汚い」とかいうでしょう。よく聞かれる

よ、「冬は寒いし、沖に行ったら大変でしょう」って。みん

な心配するけど、寒さはあんまり感じん。大丈夫なもんさ。

そんなこと心配してたら、できることもできないじゃない。

ここのカキは１年くらいで大きくなるし、品物もよそに行っ

ても負けずに美味しいと言われるし。

　僕は、育てて生産するこの場所を、大きくしようとは思っ

ていない。ただ、いいものを作って売っていこうと思ってる。

たくさん作って安く売るとか、そういうことじゃなくて、い

い品物を作っていこうと思ってる。カキを養殖してるって言

うけど、ほとんど自然が育ててくれてるみたいなものだし

ね。人工的に餌をやっているわけでもないし、消毒とかして

るわけでもない。だから、いい品物を作って売っていくため

中島町瀬嵐の海
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には「豊かな海を守っていく」とか「海を汚さないように」

とか、そういうことを気を付ける。自然から学ぶことはいっ

ぱいあると思う。一緒なことやってても絶対だめだし、工夫

してやっていくべきだと思うよ。それがやっぱり、いいもの

を作ったり生き延びるのに、一番大事なことだと思う。

未来へのメッセージ

　やっぱり、地域の豊かさとかを見つめ直してほしい。そし

ていつまでも、この豊かな自然や海、そこに働く人たちの気

持ちを守ってほしい。考えてほしい。そうすれば、何をし

たらいいのかがわかってくると思うなあ。あきらめないで、

少しでもよくするためのヒントを見つめ直すことで活かし

てほしいなあ。

　僕にとってのカキ養殖は、生きていくということを全部教

えてくれる。なんだろう…　人生そのものやわいや。教わる

ことも、迷うことも、悲しむことも、怒ることも…　全部や

なあ。いつも、カキ貝やっててよかったと思ってるしな。

　里海は、自分の恩師だね。これ以上、なんて言ったらいい

かわからん。　　　［取材日：2013 年８月６日・10 月 20 日］

能登カキを生産し、販売を行っている。カキを育てる海を守るための植
林活動を進め、海と山、双方の自然を活かす仕事に力を注ぐ。毎年シー
ズン中には多くの観光客を集め、能登カキを存分に堪能してもらってい
る。孫の世代まで、美しく素晴らしい海を残していきたいという思いを
胸に、地道な活動を続けること 30 年。その功績は石川県の「生産の匠（漁
業部門）」に認定され、今も能登カキ一筋、熱い思いで養殖業に従事し
ている。

木村　功
昭和 17 年２月 13 日生・72 歳・能登カキ養殖

きむら　いさお

P r o f i l e

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　木村さんとの出逢いは、一言でいえば「衝撃」
でした。自分の気持ちを包み隠さず正直に言うと、
私はどこかで田舎をバカにしているところがあっ
たのです。何もない所、不便な所。おしゃれなカ
フェもないし、夜道も暗くて、田舎のいいところ
なんて見出せないでいました。そんな私に、この
能登の里山里海人「聞き書き」の取り組みの話が
舞い込みました。木村さんのお話を聞かせていた
だいているうちに、気づいたことがあります。あぁ、
私は今まで内側を詳しく知ろうともせず、外側に
ばかり心を震わせていたのだな、と。木村さんの
目は常に外を見ています。年齢にかかわらず貪欲
にチャレンジをし、発想が柔軟で、勉強家なのです。
外に向かって発信をし、ビジネスに対しては絶え
ず謙虚な姿勢でいらっしゃるからこそ、この海が、
能登の自然が、守られていくのだと思います。内
と外をきちんと、私の生まれ育ったこの場所を継
承していくために、私も日々精進していかなけれ
ば、と強く心に刻みました。

（生長風香　写真：右）

　はじめは、「聞き書き」とは何なのかよくわから
ないまま研修に行きました。そこで講師の先生の
お話を伺って、昨年行かれた先輩方の体験談も聞
かせていただきました。ですが、それでもやはり

「聞き書き」って結局何なのだろう、と疑問でした。
そんな状態で木村さんと出会い、一番はじめに彼
が見せてくださったのは、広くて大きな中島の海
でした。群青色の絵の具を垂らしたような濃くて
深い青と、町の漁師さんたちが植林して手入れし
ているという、やわらかい緑の木々。船の上で木
村さんは、ぽつぽつと海の説明をしてくださり、
小屋ではカキに対する思いを熱く真剣に語ってく
ださいました。取材の最後に木村さんがおっしゃっ
た、
　「里海は、自分の恩師だね。これ以上、なんて言っ
ていいかわからん」という一言は、きっと忘れま
せん。帰り際にもう一度海を振り返ってみて、「聞
き書き」の意味にハッとさせられました。名人へ
の取材を通して、自分の町のことを知る。そして
好きになる。そんな町を受け継いでいく。それが「聞
き書き」の本当の意味なのではないでしょうか。
　今回の体験を通じて、すごく成長できたと思い
ます。最後になりましたが、「聞き書き」に携わっ
て私たちのお世話をしてくださった方々、市の職
員の方々、講師の先生、そして木村さん、ありが
とうございました。（谷口沙希　写真：左）

伝統のボラ漁継承
─漁師のふるさと愛─
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●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

伝統のボラ漁継承
─漁師のふるさと愛─

松村  政揮　　

聞き手・開田美穂　加治谷梓 （石川県立穴水高等学校１年）

自己紹介

　名前は松村政
ま さ き

揮。生年月日は、昭和 22 年 11 月１日、男

です。家族構成は、私とお母さん、娘と孫の４人です。

ボラ漁とはどんな漁なのか

　ボラ漁っていうのは、櫓の上からボラが来るのを待ってボ

ラが網の中に入ったのを確認して、網の口を縛ってから網を

引き上げてボラを一網打尽にする、そういう漁や。

　ボラ漁が盛んな時期は４月と秋。４月から梅雨の頃は小

ぶりで味は落ちるけど大きな群れになってボラがたくさん

やってくる。秋は、４月ほどの群れではないが、大きなボラ

がやってくる。

　ボラは回遊魚やから、その日によって回遊してくるボラ

の数はぜんぜん違う。数匹のときもあれば、数百匹のとき

もある。ナドキっちゅうて、魚が動く時間があるから、「そ

ろそろナドキやから櫓上がるよ」っていうて、その頃になっ

たら櫓に上がってじいっと待っとらんなん。櫓はボラがちょ

うど回ってくるところに作っとくげん。船で櫓まで行って櫓

の上でじっとボラが来るのを待つ。ボラは敏感な魚やから、

上から見とって水面に影が映るとすぐに逃げていってしま

う。だから静かに待っとらんなん。群れでボラがやってくる

のを見ると感動を覚えるよ。

　ボラ漁そのものはひとりでも出来るけど、起こす過程で沢

山の人がおらんと。一応私らは９人で中居七浦七入会っちゅ

うグループ作って、今のボラ待ち櫓をやっとれんわ。

　あと、櫓組むがは女性だけじゃちょっと無理やし男もおら

んと駄目やけど、櫓を建ててしまえば女の人も漁は出来る。

昔、内浦で仲間と一緒に行ってボラ待ち櫓を造ってあげてん

けど、そこに婆ちゃんが上がって漁しとったよ。補助はいる

けど、女性でもできるよ。
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昔ながらの櫓と松村さんの思い

　今は、網は業者に頼んで機械で編んでもらっとる。楕円形

で深さが 13 メートルほど。しかし、櫓自体は今でも自分ら

で作るよ。深さを測って、重りを付けた櫓を海に入れる。レッ

カーがついた船で入れるか、人力で入れるか、どちらかやな。

　櫓はあっちからもこっちからも支えあうような形で建て

てあれんわ。東京ドームとか、あんなんなら空気入れて天井

膨らましとるげんけど、鉄骨ドームいうて何百トンっていう

でっかい鉄骨上げらんも、四方八方から支えて上にでっかい

鉄骨を支えとる。だから下は全く柱が無い。ボラ待ち櫓も、

そうゆう形式でやっとる。櫓は 15、6 人おらんと組み立て

るのは難しいな。あと、漁をする人が海の上に浮いとるよう

な感じになるようにすると、網がひっかからんで漁がしやす

い。

　櫓を作るがは、伝統的なものやから昔のやり方に則ってや

りたいな、と思っとる。機械使えば、楽は楽やけどやっぱ

り将来若い人に、こうゆう建て方があるんやなっちゅう事

を知ってもらいたいから。例えばロープひとつ加えるのも、

今なら針金入れて番線で縛れば簡単な事やけど、それじゃあ

意味無いから、やっぱりロープで１本で。全然問題ないし、

長持ちするよ。針金や釘は１本も使わん。

ボラ漁の現在の状況

　昔獲れた量に比べたら、今は３分の１もないわ。原因は、

漁師が少なくなったことと、ボラ漁の待ち時間が長く、時短

重視の現代にマッチした漁法ではないから、ということがあ

るわ。

　昔、団体のボラ待ち漁をやっている人なんかは、丘の上に

小屋を建てて待機して、何時間かで交代してやっとったわ。

ボラ漁だけではやってっていかれんから、みんな他の漁もし

とるよ。

ボラという魚について

　夏場は時期じゃないから売ってないけど、秋になったら

スーパーにも売っとるよ。目が赤いやつはボラ特有のニオイ

がするし、目が白いのはニオイせんわ。

　穴水のほかでも、佐賀県や熊本県ではボラの卵巣をとって

カラスミにするみたいよ。カラスミは日本の三大珍味でうま

いよ。明太子のサイズで 4000 円から 5000 円ぐらいするわ。

この辺やと、スギヨさんか、金沢の近江町市場へ行けば売っ

てるよ。

　ボラは生簀で育てたこともあるけど、20 日しかもたんかっ

たわ。どんどんヒレがなくなっていったわ。稚魚（卵から孵

化させたもの）から育てればどうか分からんけど。ボラ自身

は、わりと雑食で小魚から藻みたいなものまで食べとるね。

ボラを食べる文化

　ボラを食べるのは穴水の文化で、七尾や金沢でも獲れる

けれど、あんまり食べんわ。刺身にしてもおいしいし、茶

漬けにするとすごくうまいよ。焼くよりも生で食べるとサッ

パリしておいしい。刺身にするときは、生姜をすりおろして

醤油につけて食べるのが伝統的な食べ方やわ。みんな、そう

いう食べ方をしてほしいね。

　中島とか穴水以外でボラの刺身を食べるときは、氷水に刺

身をつけて揉み洗いして絞って食べると穴水で食べるのと

似た味で食べることができる。「ボラのあらい」っていうげ

ん。

なぜボラ漁を始めたか

　何故って言われれば難しい話やけど、ボラ待ち櫓が昔はこ

の中居地区に何十機とあったのが、ここ近年ずーっと漁師さ

んがおらんくなって。そしてだんだん年寄りになってくわ

け。それに気付いたのがボラ漁を始めたきっかけ。途絶えて

いくのはいかんな、と思って、俺と遠藤さんとで「地域の

活性化のためにやるか」と言うて始めた。後々若い人達に、

こうゆうもんがあったちゅう事を残しておきたかったかっ

てん。体力が続く限り、ボラ漁の仕事は続けたいね。

　漁ではそんな大変な事はないけど、ボラ待ち櫓を作る際

に、丸太そのものが長いし太くて重たいから、やっぱり今後

も若い人の力がボラ漁にはどうしても必要やと思うわ。

小さい頃から馴染み深かった櫓

　誰が最初にボラ待ち櫓を作ったかはわからんけれども、父

親が櫓を建てるのを見てかって、作り方は知っていた。その

ぐらい櫓は地域に馴染み深いもんやった。

　小さいときはひと夏に２回皮が剥けるぐらい日焼けした。

それだけ海に入ってたってことやね。元気の秘訣は海に入る

こと。子どもは泳いでいって櫓を見に行ったもんや。「静か

にしとれ！」と怒られながらも、漁師と子どもの交流があっ

た。

ボラ漁をやるときの心構え

　何にでも言えることやけど、自分で信念を持ってやらん

と。自分がやろうと思ったら集中してやらんといかん。その



38 39

ほうが、余計に何でも出来ると思うよ。今はボラ、今はカキ、

というふうに時期ごとに仕分けして集中してやっとるよ。た

だ、それはそれで、人にやってくれって言われたら、それも

やらんなんけどね。でも、自分の信念は大切にせんと。

ボラ漁の継承活動と熱心な若者

　先日は、星稜大学池田ゼミの生徒と秋の漁に入るための準

備をした。網の修繕のやり方とか、教えるんやけど、生徒は

熱心やわ。金沢大学の学生も何人かこっちへ来て手伝いして

いるよ。自分で畑を作ったり山菜を採ったりして、自給自足

の生活をしたいっていう子はたくさんおる。日本大学、星

稜大学、金沢工業大学とかたくさんの大学の学生が関心持っ

とる。穴水の魚の生態を調べている学生もいる。大学のサー

クルやサイトでそういう仲間の輪が広がっとるみたいやね。

　ボラ漁の漁師になりたければ、穴水町に住んで漁業権を

とれば誰でもなれるけど、櫓を組んだりする知識がいるね。

魚が好きかどうかが肝心やと思うわ。

　ボラ待ちを観光の目玉として都会の子どもらに体験させ

てあげれば、ボラ待ちをやってみたいという気持ちになる子

もおるかもしれんし、そういうことが増えれば穴水も活性化

するし、子どもらにも勇気を与えられると思う。

　10 月１日に、役場の企画観光課が能越テレビ（能越ケー

ブルネット）の 15 分から 20 分の番組を作りたいて言うて

きてん。星稜の池田先生も 10 月中ごろに MRO（北陸放送）

のボラを獲るところの番組を作りたいらしい。この辺の若い

人は乗り気でないけど、遠方から来てボラ漁をやりたいとい

う人もおるから、そんな人たちにどんどん教えていきたい。

若い人が後を継いでやってくれたら一番いい。先日も静岡か

らそういう人来たし、意気込みのある人もおるわ。

充実した人生とは

　わしらは、中学校終わったなりから親元を離れて単身仕事

に行ったもんや。18 歳ぐらいの頃には、大人の中に混じっ

て一丁前に働いとった。名古屋まで汽車に揺られて行ったん

や。東京、大阪、広島へも仕事に行ったよ。でも、結局行き

着くところは自分のふるさとなんやわ。

　都会は１年に１回か２回行けばいいところだよ。隣近所う

るさくても、なじみの人ばっかりやし、ボラ待ちやっとれば、

地域で応援してくれるし、そういうことを考えれば、田舎で

地道に生きとるほうが、人生充実すると思う。他のとこへ出

ボラ待ち櫓の上部
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て、ある程度吸収してふるさとに帰ってくる、っていうのが

いいね。他の土地へ行ってみんと人間は進歩せん。都会は怖

いと思っても、自分が油断せんとけば大丈夫や。

　どんな仕事に就くかはみんな自由だけれど、みんなが都会

へ出て行ったら、その地域は発展していかんし、地元に残っ

て農業や漁業で地道に働いとる人がおるからこそ、都会で働

く人もご飯をたべることができる。そのおかげで日本は成

り立っている。仕事なんてやろうと思ったらどんな仕事だっ

てある。いかに地道に生活していくかが人生。田舎も悪くな

いと思うよ。漁師やりながら地域に貢献したり、地元の人と

一緒になって子育てに励むこともひとつの生き方だよ。

高校生へのメッセージ

　今の子どもってあんまり家の手伝いせんやろ。机上の勉強

も大事やけど、箒で家の掃除するとか、お母さんやおばあ

ちゃんが洗濯しとったら、洗濯物を取り込んでたたむとか、

そういうことをしていかんと、世の中出てからうまいことい

かん。自分の頭を使って働いて勉強するっていうことが大事

や。何かあると、すぐにコンビニに走るやろ。便利なものに

頼りすぎとったらいかん。

　あと、先輩・先生・親など、目上の人はしっかり自分の中

で区別せんなん。みんな友達みたいに接してしまってけじめ

がないのはよくないわ。何かあったときに先輩をたてると

か、言葉遣いは気をつけんと。

［取材日：2013 年８月６日・９月 19 日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　今回は、貴重な体験ができて、とても嬉しく思っ
ています。一緒に活動していた加治谷さんや先生
に迷惑をかけたこともたくさんあったけれど、自
分なりに一所懸命取り組めたので満足感を得られ
ました。　　
　松村さんからボラ漁のお話を聞いて、伝統的な
漁のやり方自体は勿論、それが現代の若い人に引
き継がれていることを知り、とても興味深かった
です。松村さんの人生や生き方、考え方もお聞き
して、自分のこれからの生き方についても考える
ことができました。まだ、どう生きるのかは分か
らないけれど、今回学んだことを活かして、何ら
かの形で地元に貢献できる人間になりたいと思い
ました。
　共存の森ネットワークのみなさん、松村さん、
松村さんの奥さん、加治谷さん、先生、貴重な体
験をさせていただき、本当にありがとうございま
した。　　　　　　　　　　　（開田美穂　写真：右）

　私は、今回初めて「聞き書き」の体験ができて
とてもよかったです。最初は、自分たちだけでせ
ねばならないのかと不安でしたが、共存の森ネッ
トワークの方々が研修会で親切にわかりやすく教
えて下さったので安心して取り組むことができま
した。
　今回、ボラ漁の話をして下さった松村さんにも
感謝しています。ボラ待ち櫓は、簡単にできると
思い込んでいたけれど、建てるのにはたくさんの
人手が必要で、簡単には建てられないということ、
しかし建ててしまえば、女の人でも漁をできると
いうことが分かりました。また、伝統のボラ漁に
熱心な若者がいて、それを引き継いでいることを
知り、とても嬉しかったです。これからも絶やす
ことなく、漁が引き継がれていくといいな、と思
いました。
　松村さんは、最近の若い人に向けて「自分で動
いて学ぶ」ことについてお話されていました。自
分を振り返ってみると、あてはまったので、これ
からは、家の手伝いなど、自分でできると思った
ことは率先してやるようにしようと思いました。
また、目上の人には目上の人への対応の仕方があ
るというお話も聞いて、自分の普段の言葉遣いの
悪さを反省しました。しっかり言葉を使い分けら
れる大人になりたいです。
　今回の「聞き書き」研修に関わって下さった皆
さん、本当にありがとうございました。

　　　　　　（加治谷梓　写真：左）

若い頃は日本各地に働きに出ていた
が、途絶えそうだった地元の伝統を受
け継ぎ、ふるさと活性化のために仲間
とボラ漁を始めた。星稜大学等大学生
を始めとする若者たちに櫓を用いた伝
統的な漁を伝える活動に精力的に取り
組む。穴水町在住。

松村　政揮
昭和 22 年 11 月１日生・66 歳・漁師

P r o f i l e

まつむら　まさき

漁師の家
「海は嘘をつかん。」
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●  取 材 を 終 え て の 感 想  ● 漁師の家
「海は嘘をつかん。」

山崎  政夫　　

聞き手・北井千恵　鳥毛結衣 （石川県立飯田高等学校 2 年）

子どものころから慣れ親しんだ海

　昭和 22 年１月 11 日生まれ、66 歳。出身地は狼
の ろ し

煙、職業

は漁師。家では民宿もやっとる。家族構成は、ばあちゃん、

うちら２人、子どもが２人。趣味は車でドライブとか、港周

りをね、港の形とか船を見るのが大好き。

　小さいときはいろんなことをした。海ばっかし行っとっ

た。潜ってサザエを採ったり、おじいさんに船に乗せても

らったり楽しんどった。小さいときから海が好きやさけ漁師

になりたかった。でも、中学校終わってから、漁師になる

までは、大工の見習いを３年間してから能登町の山田造船

へ２年余り行って糸魚川の斎藤造船所で FRP（繊維強化プ

ラスチック）を習ってきて、そんでその後自分で独立して、

船を造っとった。始めは木の船を作っとったけど、途中か

らプラスチックの船になった。科学製品を使うもんやさけ、

家内の体によくないから、やめた。

　漁師になるために修行とかはしてない。子どもんとっから

自然に身体に覚えた。ずっとちっちゃいときから、海へ行っ

とるもんやさけ、いつから漁師になったとかって区切りがな

い。だけど本当に始めたがは、親父が亡くなったし、民宿と

大工の仕事が合わんかったさかい。

漁師としての生き方

　前はサヨリ漁もしてたね。今はサヨリいなくなったからし

てない。２船で普通のやり方じゃあんまり獲れなくて、網

を引っ張って捕まえとった。今はね、カワハギを獲っとる。

今日は大量で 400 キロあまり。隣のおばちゃん、お母さん

呼んで、７人か。それ網からはずいた。まぁ、かかったの

は 500 キロ近いね。一匹一匹みんな手で取って、獲れた魚

を氷の中へ入れて、魚を冷やいて、少しでも鮮度をよくしな

きゃ魚が傷むんだ。蛸島の珠洲漁協に出荷する。獲れた魚は

ほとんど売る。うちにお客さんがおる場合は、お客さんの分

だけ取って、それ以外の残ったのを売る。

　魚を獲りすぎると値段が安くなってしまうさけ、漁師仲
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間、漁業組合で、４月から９月までは土曜日を休みにみんな

で決めて、週に１回、海を休みにしとる。

　私ずっと前から、船団長をやっとるもんやさけ、どんな漁

でもしとる。みなさん共同で一斉に、時間を１時に出港って

決めて、停泊して、そいで私の号令によって網を一斉にやっ

て、漁をする。　　　

　漁では毎回失敗しとる。海の事故は、１件も起こいたらだ

め。命に関わるさけ。やっぱり網をなぶるさけ、ブロック

とかそういうのに怪我をしないように気を付けとる。私も、

62 歳くらいのときかね、指落といた。でも、命助かったさけ、

こんな指くらいどうでもいいわーって。

天候を見る

　春にはね、ハチメ、メバル、それからタイ、ブリ、いろん

なの獲れるよね。天候がいいときは忙しい。６、７、８月そ

こらが一番かね。去年までは田んぼも作ってたけど、漁師の

仕事と忙しい時期が重なるさけ、田んぼはやめた。網って

言ったら、魚ごとに決まった、おうた網使う。色もいろいろ

ね。ハチメを取るなら赤色とか、色を指定して、ほいで使う。

色によってこの魚が獲れやすいとかあるんや。網を使った漁

以外には、釣りをしたりする。去年アオリイカたくさん釣っ

とってん。ブリ釣りとか、引き釣りをする。

　今はテレビや携帯電話に天候がわかるけど、漁師やったら

この風が吹いたらしけが来るぞとか、そういうことは身に付

いとる。言葉では言いにくいけど、風てが、北の風、南の風、

西の風ってがまわりかたが決まっとる。そやさけ、その風を

見て、あ、この風なら潮の流れが速いとか、今日はこれから

しけてくるとか、その風を見てだいたいわかる。漁はその日

によって海の状況、潮の長いとき早いときとか、それから天

候のわるいときは、沖に出たり磯におったりしとる。今は、

自分の経験プラステレビなりの予報を掛け合わせて見とる。

台風は来るときは早めに漁は打ち切ってしまう。で、ほかの

人にももうダメやぞって伝える。

　普通、年中漁をしとるけど、冬の間はここ能登半島の先端

やさけ、波風が強いでしょ。やからあんまり、沖へはいけん。

でも、海の波がおさまれば凪のいい日は沖へ行く。この能登

半島は寒い所の半島で、ほんとはもっと貧乏なはずなんだけ

ど、やっぱ海からの恵みで生活たてられたのは、漁の仕方が

優れとってんろうと思うわ。

　冬でも魚は獲れる。毎日行っとったら、魚さんも慣れて

しもうさけ、たまに行ったらかえって量が多い。その時期

その時期で獲れる魚が違うしね。私がやっとる刺し網漁やっ

たら、天候を見てかって、今日は潮がいかん、今日は波が早

い、だからどこへ行って漁をする。って、家におる間にもう

考えとく。考えといて、今日は潮がいかんぞって思ったら、

沖合の魚のいそうな所に停まる。潮が早いときは、潮がなる

べくいかない近場とかに船を停めて漁をする。

漁師の一日

　一日の過ごし方は、朝起きるのは４時ころね。自分の仕

事やさけ、やっぱり気をもって仕事をやっとるもんやさけ、

まぁ朝起きるのがつらいとかそうゆうことはないね。それか

らコーヒー飲んで、家内を起こいて、そいで市場に行って、

５時になったら魚を出荷して、そして船の後ろに網積み付け

て、そんで帰ってくるのは８時ごろ。８時ごろから 12 時ご

ろまで休んで、そいから、海へまた１時ころ出航して、帰っ

てくるのは３時ごろ。それから少し休んで、そいでまた６時

になったら海へ出航、帰ってくるのは９時。その日その日の

（左）網をあげている様子
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（左）網をあげている様子

魚の量によって寝るのは 12 時になるときもあるし、１時２

時になるときもある。それから魚をはずいて、そんで朝５時

になったら市場に魚を出荷して、それが一日の繰り返し。

自慢の船

　船の名前は鳥海丸。うちの親父が北海道へイカ釣りに行っ

とったときに、海から見たら、秋田県の鳥海山がものすごい

綺麗ねんと。それで船の名前が鳥海丸になった。いい名前で

しょ。欲もなく。今の鳥海丸は、８代目。

　今は船の設備もいろんなのがあるさけ、昔は２、３人乗っ

てないと漁ができんかったけど、ひとりでできるようになっ

とります。今は船はプラスチックになったでしょ。30 年や

40 年はもつね。木の船なら耐久年数だいたい 10 年ほどやっ

たけど、今の船は 30 年以上たっても大事に使うとる。スピー

ドも結構速いし、エンジンを大事にしとる。エンジンはオイ

ルが生命線やからね、オイルは周期的に変えてる。

　だいたい１枚の網で１年しかもたん。１シーズンしかもた

んげん。「つづくり」っていう、網がね、岩場で破けたがを、

全部ではないけど、手作業で直す。

「漁師の家」を切り盛りする

　民宿はおじいさんの代からやっとる。１泊２食付きで 500

円の時から。石川県の民宿では古いほう。春は連休、夏はお

盆前ぐらいが一番混む。なるべく、前に来た人を泊めとる。

何十年もお付き合いしてる人とかね。農園やっとる人とから

は、イチゴとかメロン、スイカやらそんないろんなものを

送ってくる。

　ふるさと夢学校って言う活動で、かわいい中学生が４、５

人泊まりに来て、ホームステイちゅうか、家族同然に一緒に

ご飯食べたり、いろんなことをした。２、３年は続いたよ。

漁は危険だから行かないけど、魚を網からはずすのには頭を

つかうから、手伝いをしてもらった。楽しいよ。でも、別れ

るのはつらい。みんな泣いとる。こっちも胸がじーんとくる。

　民宿では、獲れた魚を使って料理をしたりする。家内が料

理して、お客さんに出したら大変喜んで。野菜も全部家で

作っとる。去年までは、ばあちゃんが作ってたけど、今は家

内が作っとる。大変やね、野菜作るってね。

　民宿の名前は「漁師の家」。連休になってたくさんお客さ

んが来た時に、泊まるとこがなくなってきた。それで、もと

もと旅館予約して来とるがに、うちへ予約するがになって

ん。民宿の許可もないがにお客さん泊まるのは駄目やさけっ

てことで許可とって、年寄りが集まって、どんな名前にす

るって考えて、漁師してるから「漁師の家」になったんや。

　お客さんはやっぱりここで獲れたものを食べたいみたい

や。買ったものとかそんなんじゃなくてね。お刺身と焼き魚

とだけは、ちゃんといいものを出そうって気を付けとる。素

材の味を生かした煮るか焼くかっていう、そういう程度の料

理。

（上）網をなおす山崎さん　　（右上）素材の味を活かした料理　　（右下）「漁師の家」
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後継者不足に悩む

　漁師するひとはおりません。だれかに続けてほしいけど、

漁師の生活をするのはやっぱり大変。魚がやっぱりだんだん

いなくなるでしょ。そしたらそれなりに魚をとってこんなん

さけ生活が大変やと思う。定年退職して帰ってきてかって、

好き勝手楽しんでやっとる人はおるけど、漁師する人はおら

ん。結局生活かかっとるさけ、漁するが大変ねん。水揚げな

い日はお金にならんし。漁師になるために必要なことは、朝

早く起きるとか、時間を大切にして、天候を見たりやね。　

　それから、感覚的に、海好きな人ってのは、小さいときか

ら船に乗ったりしとる。身体に感覚的に覚えてしまってな

いと。大学出たからって漁師になれるわけじゃない。よけ難

しいわいね。子供の時からやってないと漁師になるのは難し

い。やっぱり漁師の見習いってか、習って、身に着けんこと

には危険や。そんで、漁師は自分だけで出来る仕事もあるけ

ど、私やったら、家内、家族の手がいるもんもあるさけ、な

かなか難しい。わが息子でさえもやってくれない。私だけで

後継ぎはおらん。ばたんするまで漁は続かんなだめ。

海の魅力

　海は嘘つかんもんね。なんせ海好きやし。あっさりする。

毎日見とっても海は違うさけ。どこへ行っても海ばっかり。

もし１日だけでも海を見ない日があっても、つらい。苦しく

なる。だから旅行に行っても、「どっか海ないか」って。海

の周りの海岸ずっともうて歩きん。海岸見て港の作り見て、

あそこの港はこんな作り。あそこはこうやって、みんな頭の

中に入っとる。毎日ほとんど海行っとる。しけるときがあん

まりないから、土曜日以外は行きますね。海では、今日は潮

が良くないとか、魚とれそうやとか、海の機嫌がいいとか、

悪いとかって感じる。自分の時間が作れるっていうか、嫌な

ときは海に行かなくてもいいけど、頑張るときは頑張れる。

一日一日違うから。だから漁は楽しい。

［取材日：2013 年８月 22 日・11 月４日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　取材を始める前はすごく緊張していたけれど、
優しい雰囲気の名人さんと奥さんのおかげで、リ
ラックスして取材をすることができました。とて
も親切にしていただいて、楽しく取材を終えられ
ました。こういう優しい人柄を持った名人さん達
だからこそ、長い間民宿を経営し、船団長を続け
てこられたのだと思います。取材中の名人さんの、

「海は嘘をつかん」という言葉がすごく印象に残り
ました。名人さんの口から自然に出た言葉で、漁
師ならではの、心に残るいい言葉だと思いました。
漁師さんは正確に天気を読めることを取材中に実
感して、驚きました。こんなに長い文章をまとめ
るのは大変でしたが、自分にとっていい経験にな
りました。取材には、聞くだけではなく、相手と
コミュニケーションをとることも大切だとわかり
ました。１回目よりも、２回目の取材の時はうま
く名人さんの話を聞き、コミュニケーションがと
れたと思います。写真の撮り方や、文章整理の方
法は、これから役立てていきたいです。

（北井千恵　写真：左）

　今まで「聞き書き」みたいな経験はしたことが
なかったので、最初はインタビューがうまく出来
るか不安でした。でも、山崎さんはとても優しく
親切にしてくれました。取材は、話を聞いている
ときに、他にどんな質問をしたらいいのか考える
ことがとても難しかったです。でも、山崎さんは
たくさんの質問に答えてくださったので、楽しく
出来ました。取材中、山崎さんは本当に海が大好
きで漁師をやっているということが実感できまし
た。山崎さんは海で事故にあったことがあるのに
漁師を続けているのはすごいと思いました。それ
に、漁師という仕事は、本当に海が好きじゃない
と出来ないことだなと思いました。写真を撮らせ
ていただいたときも、網を直すところを見せても
らったりしてわかりやすかったです。パソコンで
打ちあげてまとめるのは、方言も混ざっているの
で大変でした。でも、研修では他の生徒とも仲良
くなれて楽しかったです。貴重な体験をさせてい
ただきありがとうございました。（鳥毛結衣　写真：右）

漁師の家に生まれ、幼いころから漁に出て
いた。漁師になる以前は船大工に従事して
いた。長年にわたり、能登半島最先端であ
る狼煙で沿岸漁業、主に刺し網漁に従事し
ながら、民宿「漁師の家」を営んでいる。
農業にも従事している。

山崎　政夫
昭和 22 年１月11日・67 歳・漁師、民宿経営

P r o f i l e

やまざき　まさお

木と共に歩んできて
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●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

木と共に歩んできて
谷光　一夫　　

聞き手・階戸朝海　櫻井萌子 （石川県立田鶴浜高等学校１年）

宝達生まれ

　昭和６年３月 22 日生まれ。家族はわたしと家内、子供は

長男が今、高校の農業関係の先生しております。出身地は宝

達。ここで生まれて育った。

子供の頃の夢

　子供の頃はね、一応順調に育っていけばあの当時やから、

旧制の中学校やねぇ。県立の羽咋中学校ですけれども、専門

学校なり、昔の高等学校出て、そして会社。県庁にでもはいっ

て、そして県の職員をしながら、林業の勉強をしてこうと

思っておったんやて。そやけども、９歳でお父さんが亡く

なって。お爺さんやお母さんに育てられたんや。まだ９つ位

やから。お爺さんちゅうても、70 近くなっとるから。ほんで、

大変やなぁちゅうもんですけど。私は９つぐらいじゃ将来の

ことを、あんまりとやかく思うておらんので。母は大変負担

になったわけやろねぇ。当時は戦争中。日支事変（日中戦

争）とか大東亜戦争（アジア・太平洋戦争）が始まる時期に

向こうとるから、大変厳しい時代で。大学まで進もうと思っ

たんやけれどもお爺さんが 19 で亡くなったもんでね。上級

学校や専門学校まで行って大学行くのを諦めて、家に入って

農業、林業に従事したんや。そういうとこかね。
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　林業ちゅうのはね、植林からね。苗木を作ったりその苗木

を山に植えて、植えた山の木を手入れをして、また大きなっ

たら枝打ちや間伐をしたり、色々やって。この辺だと林があ

るでしょう、あんな林に育てるわけ。その木を、売って生計

を立てるちゅう。それが林業。山は、大体 100 ヘクタール

ほどあります。

宝達の林業の歴史

　もともと、宝達山ちゅうと、明治の時代までは、ほとんど

はげ山で、宝達山は、明治以前は柴刈り山ちゅてね。あんた

ら、今、燃料革命で電気、ガスで生活するようになったけど

も、昔は皆山から薪を切ってきて、それをかまどに燃やして

ご飯炊いたり、料理でお汁作ったりしたわけや。

　1900 年当時は、一雨、雨が降り出すと、山に木がないと、

降った水は全部地面の表面を伝って、川に流れて来るんや

ねぇ。大きい洪水となります。宝達山ちゅうと、花崗岩質の

砂岩ばっかりのとこやから、降った水は浸透せず表面に流れ

て川に出てくる。そういうことで、もともとこの宝達山ちゅ

うもんは、低い川やったらしいげん。それが、上流の土砂が

削られ削られして、だんだんだんだん 土砂が川下へ流れて

きたと。宝達川の下に鉄道や国道が通っているはね。上流の

土砂が削られ削られして、段々土砂が川下へ流れてきたと。

昔は低いとこ流れとったやつが、段々少し高くなって川が氾

濫するから、泥流れるやろ。そしたら住民が「さぁ川氾濫し

た」ちゅうことでその流れた砂を盛って盛って。何百年と

経つうちにこんな天井川になったわけや。こんな天井川ちゅ

うと全国で、まぁ数箇所しかないがんないけ。高いところに

あるから 、天井川ちゅうのや。

森作り協会

　もともとはげ山で、はげとったところを明治以降に、地域

の住民が集まって、「どうしたらこの災害がなくなるか」と

言うことでいろいろ話し合いして、植林がいいなちゅうこと

で植林を始めたわけや。ところが、その時代はそれでよかっ

たんやけれども戦争中、1920 年から 1935、1936 年にか

けて、木材を強制的に伐採させられた時代があるんや。軍事

物資っちゅう形で。強制的に「はい、谷光くんの家の山の木

はこんだけ国へ出しなさい」「Ｂさんはこんだけ出しなさい」

ちゅて、割り当てなったんや。それがあの戦争しとるもんや

から。輸送船が必要やろ。家が必要やろ。そんな事でそんな

木材がじゃんじゃん使われてん。なんか軍事工場を建てるた

めの材木、今みたい鉄骨ばかりの建物じゃないあの当時はも

うほとんど木造建築やったからねぇ。

　会長は協会の運営とか予算とかねぇ、それからそういう行

事、植樹やったりそれからまぁ、皆に植樹の大切さを講演と

いろんなイベントを通じて、知ってもろうと言う形で、協会

の活動をしとるわけや。春か秋には１回植樹祭ちゅうて植林

する行事を、会員がみんな集まって、一般の町民にも呼び

かけてやるわけですねぇ。わたし元々林業を業としてずっと

若いときからやってきた関係で、森林組合の役員になって、

今じゃ 50 年以上前やけど組合長に選ばれた。そういうこと

で、森林組合の仕事に、ずっと携わってきたわけです。まぁ、

自分の職業と兼ね合わせて。森林組合長、50 年ほどやりま

した。40 歳くらいから。そんな関係で、林業っちゅうもの

を非常に誇りを持っておった。この森作り協会を設立したと

き、私らが設立員になって、会員を募って結成したわけや。

そして、会長になれちゅうことでやらしてもらっている。任

宝達山から流れてくる水
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期は３年です。３年に１回ずつ改選をしておるわけや。会費

が 2,000 円で年間。会員が 50 人ほどおりますわ。これは宝

達志水町が中心で、石川県全体から会員は、募っとるけど、

加賀や能登の果ての人はおらんけどねぇ。口能登から金沢ま

での間の人は、会員になっとる人が結構居るわね。

宝達山の木と動物と川

　若いときは自分で山へ行って木を植えたり、チェンソーで

山行って切ったこともありますわ。今はもう、山の見回り。

山にある木は、アテの木。アテの木ちゅうのは、檜に似た木

や。ヒバの一種やけど。それから杉。杉はまぁ、どこにでも

あるわねぇ。それから松とか、そんなもんを植林しとるのや。

楓とか、栗の木とか朴の木とか。まぁ、楢の木とかねぇ、そ

うゆうものが落葉広葉樹。それから葉の落ちないものは常緑

樹。この辺では熊が出るちゅうけど。熊はまだ見たことはな

いけど、うさぎとか、カモシカとか。熊はねぇ、よく出るちゅ

うげんけど、あんなもんに出くわしたら大変やわあぁ。宝達

川の流域には、ため池は大小合わせりゃ数カ所あるかねぇ。

山にとってとゆうよりも、下流の田畑の水を溜めて農耕用

に。夏、水枯れを防ぐために。

　宝達山の川は、相見川、宝達川、大坪川か、前田川。そし

て大海川。主だったものは、そんだけやないけ。うん。五河

川かな。志雄は羽咋川や。

冬山の仕事

　山の仕事って冬は出来んやろな。昔、道路が発達せん時代

はよく冬、雪を利用してソリで材木を運び出した時代も、一

時あったらしいけど。今は林道とか、道路あるから。昔は自

分の家の材木を切って来て、家を建てるちゅうんなことあっ

たから、切る時期ちゅうもんがあったんやてねぇ。その時期

に、暦の上で八専とか色々あるらしい、その八専には木を

切ったら、木が長持ちせんちゅうて言われて。昔はそれから、

竹は壁のこまいに。今ほとんど壁に使わんが、小舞といって、

竹で縦横に編んでそこへ壁塗る。お座敷では、群青色って青

い壁、見たことあるでしょう。あの木の貼った部屋はねぇ、

あれは皆中は今はベニヤに壁塗ってあれんけど、昔は竹をあ

んで、泥をかけるんや。塗って、乾かしたら、いっぺん乾か

したら、またその上へ中塗り、最後に仕上げでー掛け塗って、

あの本場が出来るわけや。ほで今、竹はほとんど使うことが

なくなったわね。

海は山の恋人

　やっぱり本来は、広葉樹、ブナとか、栗とかナラとか。そ

ういうものが、一番この水の浸透性がよくて、ほしてその落

ち葉が腐って、鉄分が川を流れて、海へ入って、プランクト

（左上）イノシシの掘った穴
（左下）美しく穏やかな宝達山
（上）紅葉の始まる宝達山
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ンを育てて、それが魚の餌になるとゆう。要するに、これが

循環型社会で、海は山の恋人て言われますがどうゆうこと

やちゅたら、山のブナの一番鉄分を含んどるのはブナの葉っ

ぱだし。ブナの葉っぱが落ちて、それが浸透して川を流れて

いって、海の魚がブナの栄養分をたべるちゅうことですね。

木と城

　スギやヒノキなんかがなぜ植林されるようになったかと

いうと、日本の戦国時代には、豊臣秀吉やら徳川家康やらの

いろんな戦があったわねぇ。そして大阪城とか、名古屋城と

か、静岡城とかってそうゆう有名な城はみんな、戦乱の時

代の名残や。その戦乱の時代は、材木で必ず城を作るんや。

広葉樹じゃ城は建たんわけなんや。そんなことで植林が盛

んにされた時代があれん。それが、要するに戦乱の遺物や。

そうゆうことから、立派な木を育てんと城ができんと、そう

ゆうことで植林された。今日、日本で有名な樹木、吉野杉。

それからあの吉野の檜。ほれからあの青森のヒバ。そのよう

なものは皆、藩が奨励して植林せぇちゅてゆうた時代があっ

て、林業が発達してきた歴史があるんや。

はげ山と天井川

　昔ははげ山で、雨降れば鐘や太鼓で、この宝達山は全然針

葉樹がなかってん。それで、住民は当時はガスや電気がない

から、皆生活は全部薪でしたと。だから、私も子供の頃はね、

ここへ柴刈りに荷車で来た。戦争中は、特にガソリンも無い

し。ほで皆馬や牛で田んぼ作った。盛んにここへ馬が通った

がや。ほで私はあんまり柴刈りに来た覚えないけど。皆馬の

餌を草刈に、宝達山へ盛んに上がったもんやね。馬引っ張っ

てわ。ほで帰りに、馬の背中へ草をどっさり、こんなんして。

それが、草刈やけど。明治以前は皆、薪とりに宝達山へ。ほ

で今みたい個人所有じゃなかってんわ。自由山で、好き勝手

に宝達山へ来て、誰でも薪を切ってきたんや。ほしたらみー

んな押水っちゅうかこの辺の人ら、全部して山へ来て薪切る

もんで、瞬く間にはげ山になってしもたんや。それで、この

大水害が起きてそのたんびに川が反乱するから、住民が鍬

持って川の堤防作った。それが今の天井川になったってゆう

こと。そうゆうことから、植林を奨励した。まぁ終戦になる

まで昭和 15 年から昭和 20 年までの間に戦争、ほして戦後

復興という形で、材木をじゃんじゃん切って、また明治時代

以前と同じような形で、一時的にはげ山になったんや。

植林の始まり

　木材を切れるような状態になるのは 50 年。まぁ、100 年

かかるねぇ。主に戦後植えた木が多いから、終戦後少しずつ

切っとるのは、戦前に植えた木が残っとったっちゅうことや

ろねぇ。戦後、今日本で 10 万ヘクタール植林されたと言わ

れとる。戦後 10 万ヘクタールも植林した国はどこにもない

げん。で、将来はこの 10 万ヘクタールの植林がやね、見事

に大木になったら世界遺産になるんやないかと言われとる

ような状況や。1800 年から 1900 年頃、大水害やら氾濫が

起きたもんやから、皆こりゃたいへんやと。こんなこといつ

もいつもしとっても始まらんから、やっぱり植林するしかな

いっちゅうことで。今まで自由山、誰でも所有形態なしで、

誰でも入って切っとったために山が荒れたから、これを分割

して、そして皆して管理しようと言うことになって。今か

ら 100 年ちょっと前に、この地域の人が集まって、協議し

て。この集落、ここは今押水、宝達志水町ですけど、旧の押
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水町と宝達山の河合谷、今の津幡町その辺の人らが寄って、

分割したんやて、山を。そん当時は、集落単位に、分割してん。

段々と集落で管理しきれんくなってなって、こりゃあやっぱ

個人で熱心な人が管理すれば良いと言うことになって、今は

全部、個人所有になっとるよ。

森作り協会

　今この森作り協会で会員を募って植樹活動をやったり、講

演会をやったりして PR しとる。そうゆうな形で、一般の人

らにも会員になってもらって、山持っとる人だけでなしに。

そうゆう緑化思想を普及しようと言うことで、森作り協会の

役割もそういうことになるわけや。色んなイベントに参加す

る。植樹活動、それから育林。枝打ちしたり、草刈したりする。

そういうものにも参加する。講演会にも話を聞きにいく。

苗木

　苗木の周りや全体は、所有者がほとんどするんですけど、

大面積の場合は人に頼む。植える木は、粘土質の場合は松の

木。根が深いところは杉、檜、アテ、ヒバ。針葉樹は松、杉、

檜、アテなど、広葉樹はケアキ、ナラ、クヌギなんかがある。

肥料はやってないね。古くて 100 年やね。200 年くらい生

き続けられるやろ。50 ～ 70 年で一人前やから伐採する。

寿命の前に切って売ったり、必要に応じて切ることもある

ね。

金と宝達山　

　宝達山での金は今でも出ます。ただ生産にならんので、今

廃鉱になっとるけど。元々この金山ちゅうものは、加賀藩の

前田藩の看板ちゅうかね、やっぱり加賀藩が金山を持っとる

ちゅうことが幕府に対してでも、非常に威厳があったわけ

や。ほで、ある程度採算を度外視してでも、金を採掘したん

ないかと思えんて。ここは元々金山でも、前田さん加賀藩の

直轄金山やったんやね。ほで、宝達集落ちゅうのは、昔の人

の言い伝えに、同じ集落でも前田さん加賀藩の直轄で集落そ

のものも加賀藩の管理下にはいっとったわけなんです。そう

ゆうことで、たいへん加賀藩がこの石川県の金山を管理しと

るっちゅうがん。非常に前田藩にとっても、幕府に対して

の威力を示す意味でも、非常に価値があったんないかねぇ、

金そのものより。

水源の森への認定

　私、その時分森林組合長やら県の会長をしとったので、東

京で林野庁の長官から、水源の森百選の認定書をもろた。私

は百選やから 100 人の１人として選ばれてん。これは個人

に貰たんじゃないから、わたしゃ代表で貰たから。水源の森

百選、看板でとるわね。私がそん当時、農林大臣から賞を貰っ

て、協会作った時に会長せえちゅうことで、当時羽咋の森林

組合長もしとったもんですから。そんな関係もあると思う。

もうはや、私ももぅ歳やから、もうそろそろ協会長も今の役

員の若い人らに引き継いでいかなならんと。どんな人でもい

いんやけど、やっぱね、林業に関心がある人やねぇ。会長も

ずっとこれに専念しとるわけじゃないから。行事のあるとき

に、色んな企画したり、どうやって皆さんに森作りの大切さ

を理解していただくか、どういうためのどういうイベント

をすればいいかと言うことやけど、やっぱり経費が伴うし

ねぇ。植樹活動ちゅても、木を植えるときは苗木代かかるし。

植林したら、下草刈ったりせんなんから。ただでっちゅう訳

にはいかん。経費がかかります。

苗木

　戦争中戦後は、ずっと水田を作っとったわ。戦後、山の植

林するための苗木を作ったりね。 苗木は挿し木、アテは挿

止水堤：このゴムで水を下に流して溝を作らないようにする

谷光さんはこれで木の年齢を調べる
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し木で作るが。スギやヒノキは苗木を買うてきて植えて、３

年生くらいに大きくして出荷するわけや。３年かけて 30 ～

45cm にして山に植える。１年じゃまだ小さいから２年で植

え替えする。苗木を作る業者として作って、それを森林組合

が買い取って、組合に販売すると山へ植林することとなりま

す。

　作業道は私道路です。この作業道にある止水堤で雨水を下

に流しとるんや。流すことで土が削られんようにしとるん

や。木って言うのは、苗木を植えて、３～５年下刈りして、

間伐を４、５回した後、50 ～ 80 年で伐採します。

［取材日：2013 年８月６日・11 月 16 日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　この「能登の里山里海人への聞き書き」を通し

て、もっと自然の美しさを知ることができました。

初めはちゃんと取材ができるかとか、ちゃんと名

人の話を理解できるかとても心配でした。しかし、

谷光さんは私たちの質問に１つ１つ丁寧に答えて

下さり、奥さんも私たちを笑わせてくれたりして、

２人ともとても優しくリラックスして取材をする

ことができました。２回目の取材に行った時、谷

光さんは山へ連れて行ってくれました。山の中は

とても綺麗で、空気が澄んでいて自然に溢れてい

ました。谷光さんは丁寧に木の種類などについて

教えてくれました。この経験で、私は木や種の種類、

林業や漁業、いろいろな事に興味を持ち、そして

その知識をもっと深く詳しく調べたいと思いまし

た。そして自然の美しさを沢山の人に知ってもら

いたいと思いました。素晴らしい体験をさせてい

ただき本当にありがとうございました。

（階戸朝海　写真：左）

　今回、谷光一夫さんという山の名人に取材させ

ていただいた中で、普段私が何気なく見ている山

に、こんな歴史や人の苦労があるんだとわかりま

した。木は私たち人間だけでなく、動物などの生

活も支えています。木は私たちが生きていくため

に必要不可欠なものだということを学びました。

名人に取材に行く前はとても緊張していましたが、

奥さんも優しく緊張がほぐれるような笑顔で接し

てくださったおかげで、とても楽しく取材をする

ことができました。山へ写真を撮りに行った時は、

「 こ の 木 は 杉 の 木 だ

よ」などと、とても分

か り や す く 優 し く 教

えて下さいました。最

後 に 優 し い 谷 光 さ ん

ご 夫 婦 と 山 の 景 色 に

出 会 わ せ て く だ さ っ

た 方 々 に 心 よ り 感 謝

します。本当にありが

とうございました。

（櫻井萌子　写真：右）

トキのために
―よりよい環境へ―

昭和 25 年 3 月　新潟農林専門学校（現新
潟大学）卒業。昭和 14 年に父を、昭和 24
年に祖父を亡くす。家業の農林業を継ぎ現
在に至る。昭和 38 年から押水町森林組合
組合長、平成 6 年から平成 21 年 3 月まで
羽咋森林組合組合長を務める。昭和 51 年
から平成 16 年 6 月まで石川県森林組合連
合会会長を務め、昭和 42 年から３期 12 年
間押水町議会議員を務める。その他多数の
政治、経済関係機関の要職を歴任している。

谷光　一夫
昭和６年３月 22 日生・83 歳
宝達山水源の森づくり協会会長

P r o f i l e

たにみつ　かずお
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トキのために
―よりよい環境へ―

西屋　馨　　

聞き手・鹿肝麻美　長尾彩嘉　宮谷彩花 （石川県立羽咋高等学校１年）

人の世話が好き　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　名前は西屋馨です。昭和 27 年８月 10 日生まれ、61 歳。

家族は母親と妻と、子供３人。羽咋工業高校建築課を卒業後、

建築大工の職人となり、昭和 63 年から不動産屋をやってま

す。前は金沢市内で不動産屋をやっとってんけど、バブルが

終わって景気がちょっと悪くなってきたもんで、これからど

うしようかなと考えたんです。そしたら、一旦地元の羽咋

で情報集めや地盤固めしてから羽咋を含む能登周辺も営業

活動の範囲に入れればいいんやないかと思って、地元に帰っ

てきました。

　その当時、自分の集落の次場町を振り返った時、秋祭りの

青年団が３人しかおらんかった。３人で祭りを回しとるも

んやから、「お前ら大変やな」って言うたら、「青年団が３

人しかおらんから、来年からもう秋祭りなくなるかもしれ

ん」って言い出した。僕らの時はものすごい盛んな祭りやっ

たもんで、秋祭りを復活さしたいなとふと思ったんです。不

動屋さんっつうたら人のお世話をする仕事なんですよ。その

延長で、「じゃあ青年団をバックアップする壮年団作ってや

る」って伝えて、１年半ほどかけて町内に関係する若者 40

人くらい集め、僕が団長の壮年団を作った。改めてこういう

人の世話をするのが好きやったんやということを自覚した

な。

始まり

　次場の村の祭りがそこそこ波に乗ってきたもんで、壮年団

団長は次の人に譲りました。その後、本業の建築不動産業界

で、事務連絡にインターネットが導入されるとの連絡が入

り、自分でパソコンを習い始めたんや。そこにたまたま日本

中国朱鷺保護協会って言う NPO 法人を作った親戚の村本義

雄が来て、「お前パソコンしとらんか ?　パソコンできるん

なら事務局やってくれ」って話してきた。これがきっかけで

始めたんや。
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朱鷺保護協会

　会員は今、名簿上 150 人くらいやね。その中の 100 人く

らいが石川県内の人や。県外の会員とはなかなか交流できん

もんで、県内会員向けのスタッフ養成活動もやっていかない

けん。

　活動は希少な生き物ごとに変えてます。山のてっぺんから

里山里海やから、山から海岸までの自然を使った遊びも交え

ながら調べたり、研究したりして楽しく学ぶという手法を

使っとる。こういう活動の方がみなさんも楽しいやろうし。

初めて見たトキ

　トキを初めて見たんは日本中国朱鷺保護協会に入った後

やった。この会にはトキの観察のために中国に行くツアーが

あるんです。野山に生息し水辺で餌をついばむトキを見た

いと思って、そのツアーで中国に行って、トキを見ました。

初めてトキを見たときは「なんと綺麗な鳥がおるもんや。日

本でも中国でもなんで絶滅したんやろ」と思ったな。

トキ

　大きさは嘴から羽の後ろまでだいたい 70cm ～ 75cm で、

餌の食べ具合で大小がでてくる。カエルやドジョウとかを餌

にしとるね。

　トキは繁殖期になると、自分で羽の色を変えるんです。毎

年１月中旬になると、胸あたりから黒い汁をだして、嘴で上

半身まで色を塗る。こういうことができる鳥っていうのはト

キだけ。何でこんなことをしとるかって言うと、灰色の冬

山で真っ白なトキが巣の中で卵を抱いていると上半身が目

立って、天敵の標的になる。隠れん上半身をカモフラージュ

するために黒い汁を塗るんや。

　かつてのトキは人なつっこい鳥だったらしい。やけど第二

次世界大戦中や戦後、日本人は食べる物が少なかった。だか

ら自分のお腹を満たすために野鳥とかを捕まえて食べとっ

たらしい。当然、鶏の２倍ほどの大きさのトキもターゲットに

なってしまったわけや。鉄砲で狙われ、追いかけられること

の繰り返しで、人間を見ると逃げる習性になってしまった。

　NPO 法人日本中国朱鷺保護協会に入会して 12 年間、絶

滅に至った情報を集め分析した結果、日本でも中国でも絶滅

原因の多くは人間による乱獲でした。

害鳥

　能登半島の農家にはトキを害鳥やと思っとる人が少なく

ない。田植えした当初は苗が短いもんでトキとか田んぼに

入って来るわけ。田んぼはやわらかいやろ。やわらかい田ん

ぼに足を入れるとズボズボッてはまっていってしまう。そし

たら、多分経験から苗踏んだら沈まんなってことをトキらは

わかって、苗を踏むようになってきた。それを見た農家の人

達はトキを害鳥と呼ぶようになった。「害鳥や」　「苗植えた

ら害鳥に踏まれてしまう」って、そういうイメージがなかな

かとれんね。

トキの住む環境作り

　調べていくとトキという生き物の環境が良くない。まず餌

が足りない。これまで富山県黒部市にいた「佐渡の放鳥トキ」

が平成 25 年５月 27 日に羽咋に飛来して、100 日以上も羽

咋市の邑知平野で採餌行動をしている。そのトキを観察しと

ると、田んぼに嘴を差し込んでも、餌をキャッチして飲み込

む仕草の回数は少なく、餌となる生き物が少ないことをうか

がい知ることができる。今、トキはそんなにおらんから広い

邑知平野のどこ行っても食べる餌はあるやろう。けど、今ま

で通りの農薬を使う農業をやっとったら、たぶんトキの餌は

足らんくなってくる。だから農家の人らに無農薬栽培を心が

けようという気持ちになってもらうことは必要。

　僕は無農薬の米作りをしていかなきゃいけないって思う

げんけど、そのことを一般の農家の人に言ったら「お前田

んぼも知らんとって何がわかっとるげんて」って言われた。
羽の色を変えているトキ。
白い羽が濃いグレーになる
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それで自らが実践してやっていかんといかんなと思って、耕

作放棄地を借りて無農薬米作りを実践しとる。そこでは、ト

キの餌となる野生生物などが自然と増えてくる。

　トキの餌が自然とわいて出てくる環境というものは、たぶ

ん農薬はそんな濃くない。トキが安全に生息できる環境では

農薬の入っとらん米を食べることができるんやから、人間に

とっても安全な環境じゃないかって思っとる。人間にも安全

な環境を守るために、農薬は人間にも決して安全なものでは

ないことを伝える活動を継続していきたいと思います。

これからの目標

　ゆくゆくはトキの生態環境を良くしていきたい。それと、

トキという生き物や、だんだん数が減ってきている生き物を

題材にさしてもらって、環境教育もしていければいいなと

思ってる。

　この地球の自然保全を考え、行動に移せるのは人間しかい

ないと思う。人間と多くの野生生物が安全に生活できる環境

を守る活動は、一人の力では限界があるので、みなさまのご

理解とご協力をお願いしたいですね。

［取材日：2013 年８月６日・９月 29 日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　「聞き書き」をすることが決まった時、「聞き書き」
というものがよく分からず、やり切ることができ
るか不安でした。けれども、トキにとって少しで
も住みやすい環境をつくろうと努力している名人
の話をまとめているうちに、この「聞き書き」をちゃ
んとやりきりたいと思いました。名人の話をまと
めるのは大変だったけれど、名人の言葉を文字に
残すことができてうれしかったです。　　　　　

（鹿肝麻美　写真：左）

　私はこの「聞き書き」に参加するまでトキのこ
とをあまり知りませんでした。そんな私にとって
名人の話はとても面白く、興味深いものでした。
戸惑うことも多かったですが、自分の知らない世
界を知ることができ、よかったです。　　　　　

（長尾彩嘉　写真：中央）

一番大変だったことは、書き起こし作業です。普
段耳にしていた方言も IC レコーダーを通して聞く
と、聞き取りにくかったりして、文章にまとめる
ことが大変でした。今まで方言をあまり意識して
いなかったのだと実感しました。この体験を通し
て、環境保全の大切さ、地域で培われたものの尊
さを知ることができたと思います。

　　　　　　（宮谷彩花　写真：右）

平成 13 年に NPO 法人日本中国朱鷺保護協会から事務担当を探している
との連絡が入り、ボランティアに興味があったため入会。かつてトキが
生息していた羽咋市眉丈山にある羽咋市ちびっこセンターを活動拠点と
し、無農薬田んぼ作りや田んぼの生き物探しなどの環境教育の他、さま
ざまな活動を継続中。

西屋　馨
昭和 27 年８月 10 日・61 歳・自営業（建設設計事務所　不動産業）

P r o f i l e

にしや　かおる
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　高校生の皆さんは、普段、どのように人とつながっ

ていると感じていますか。黒電話から、ポケベル、

PHS、携帯、スマホ。新しい技術が登場するたびに、

人々の結びつき、若者の文化に大きな変化が起きてき

ました。同時に、新しい技術や通信の形態が登場する

と、摩擦も起きてきました。現在でも、２ちゃんねる、

スマホのソフトの LINE、動画投稿サイトがニュースに

なると、いじめや事件であることが多いのも事実です。

高校生の皆さんも、メールや携帯で友達同士のやり取

りが気になったり、早く返事をしなければと、急かさ

れている気持ちになっていることも多いのではないの

でしょうか。技術自体が悪いのではなく、「その使い方

次第だ」という意見もあるでしょう。いずれにしても、

「いつでもつながっていたい」、「遠くの人とも会いた

い」というのは、世代や年代を越えて、人類の昔から

の夢だったから、このような技術も誕生してきて、こ

れからも登場してくるのでしょう。

　さて、瞬時に携帯で、動画で、つながることが技術

的に可能なデジタルな時代にあって、敢えて、聞き書

きという、極めてアナログな取組みの意味は何でしょ

う。私が見学させてもらった、聞き書きとその研修に

ヒントがありました。今年の能登半島での聞き書きの

研修には、同じく日本国内の世界農業遺産認定の第一

陣になった佐渡市の高校生も参加してくれました。そ

の際、能登の高校生も佐渡の子も「久しぶり」と交流

している姿が自然で何とも心強かったです。佐渡市の

高校生は、高速バスと電車を乗り継いで、一日以上か

けて能登に足を運んでくれました。あるいは、「また来

てくれたのね」と、名人名手と信頼関係を築いて話を

聞くようになった、高校生の顔つきもどんどんと真剣

なものへと変わってきました。

　最初の研修では、共存の森ネットワークの吉野奈保

子さんから、「生まれた年と場所の確認はできている」

と、優しくも鋭く指摘されていました。それが、二度

目の研修では、「休み時間にも、面白い話や本音が出て

くるから、録音は止めない方がいいよ」などとノウハ

ウを共有したり、少しずつですが「生の体験」を通じて、

着実に成長している皆さんの姿がありました。

　検索で瞬時に情報は得られ、携帯の電波で通話はで

きても、やはり、「久しぶり」、「また来てくれたね」と

いう挨拶からの温かみと、電話や動画では伝えきれな

い、名人・名手の話の面白さと深さを体験できた高校

生も多かったことでしょう。世界農業遺産とネット検

索して得られる情報よりも、豊かな情報と生の息づか

いが、この文集には詰まっています。

　能登半島も佐渡市も世界農業遺産に認定されたのは

スタート地点で、これから高校生の皆さん、地域の自

然のなかで営みを続けている名人名手、都市で交流す

る人々が、その生業を続けていくことが大事なのです。

2013 年には、新たに静岡県の茶草場農法、熊本県の

阿蘇の草原の維持と持続的農業、大分県のクヌギ林と

ため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環が認定

され、世界農業遺産は日本全国へと広がっています。

関係する地方自治体の担当者や事務局同士の連携と合

わせ、聞き書きといった事業を通じて若い世代の交流

が生まれていくことが、世界農業遺産を豊かなものへ

と深化させていってくれることでしょう。

若い世代が紡ぐ　
世界農業遺産：能登の里山里海
香坂玲

香坂　玲（こうさか　りょう／金沢大学大学院人間社会環境研究科  地域創造学専攻  准教授）

東京大学農学部卒業。ハンガリーの中東欧地域環境センター勤務後、英国で修士、ド
イツ・フライブルグ大学の環境森林学部で博士号取得。国連環境計画生物多様性条約
事務局での勤務、名古屋市立大学の准教授を経て、2012 年 4 月から現職。近著に、「地
域再生　逆境から生まれる新たな試み」、「生物多様性と私たち　COP10 から未来へ」

（いずれも岩波書店）。COP10 支援実行委員会アドバイザー、国連大学高等研究所の客
員研究員として里山の評価などにも尽力。
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漆という
生き物とともに

北岡  周治　　

聞き手・高地遥香　加治みゆき （石川県立輪島高等学校１年）

自己紹介

　名前は北岡周治。家族構成は、じいちゃんにうち、嫁さん

に息子、息子の嫁さん、娘、孫。７人で同居しとる。

　じいちゃんって親父のことやけども、じいちゃんは蒔絵師

ではなくて漁師やった。

蒔絵師になるまで

　蒔絵師を始めて 37 年になる。子どもの頃から蒔絵師にな

ろうと思ってはいなかった。でも、高校卒業して１年間浪人

して、大学行こうかどうしようか迷っているときに、地元

に輪島にそういう「蒔絵」っていうのがあるって初めて知っ

て、自分も絵が好きだったんで、蒔絵をやろうって思った。

そう思った時は、蒔絵のことは全く知らなかったし、輪島塗

自体もあまり知らなかった。けど、どうせ長男だし家にいな

くちゃいけないってことで、地元にこういうすばらしい「蒔

絵」っていう仕事があるならそれをやってみようかなと思っ

たんで。

　蒔絵師になるときに親の方からは何も言われなかったけ

ど、ただ、大学行こうか悩んでいた時期だったんで、親とし

ては、大変喜んでいた。仕事は何であれ、地元に残るって

いうことで。たまたまおじさんが塗りの仕事をしてたんで、

おじさんにどっか紹介してくださいって頼んだ。ただね、私、

高校時代野球部やってんけど、太もも太かったし、長時間

あぐらをかくっていうのができなくて、でっち入りしたとき

は非常につらかった。１時間座れなかった。30 分も保つか

保たないかくらい。大変やったよ。それで、したくないト

イレ行って。また座って。そういう繰り返し。２年間。やっ

ていくうちにだんだん慣れてきて。２時間くらい座っていら

れるようになった。

　でっち入りした頃に学んだことは、まず蒔絵の筆の使い

方。型紙にまず自分で写して、それから、いらないパネルで、

線を引いたり、葉っぱ描いて塗ってみたりとか、そういう練

習をした。
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漆という
生き物とともに

　その頃は、漆で２回かぶれたこともある。

作品への想い

　始めた当初、年期明けて独立したなりっていうのは、お

椀とかお重とかお屠蘇（とそ）とか、そういうものに描く

のが非常に多かった。お重に絵を描くとき、考えるのはやっ

ぱりバランスやね。図案を描いているときに、一段ずつ別に

したときのきれいさと重ねたときのきれいさ、そのバランス

をとにかく考えながら。

　初めて作った作品については、思い出があるっていうより

も、下手くそやったなぁと思う。まぁその時はその時で一所

懸命やったさか。それがあって、今があるんで、今があって、

まだ先があるんで、やはり日々勉強が大事やなってつくづく

感じております。

作業工程①　～図案を描く～

　もう独立して 30 年たつんで、図案がね、いっぱいたまっ

てね、タンスの中全部そう。あのときのあれ描いてください

言われても、今はね、みんなデータに残したりしとるけど、

当初全然しとらんかった。ひとつひとつ紙を貼って、型紙を

作ることから始めんならん。でも、その型紙が私の財産です。

まず、お客さんの声を聞いて、その人の性格とか何を求めて

いるかとか、その辺をある程度理解しながら図案を起こして

いく。お客さんてんでんに注文が違って、ニーズがいっぱい （上）筆　　（下）お椀
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あって、それに応えていくんであって、その度に描く模様な

どのきりかえをしていかなくちゃいけない。お客さんから、

難しいなっていうものを言われたほうが、「これでどうだ」っ

て感じで工夫しながらやっていけるし、結構楽しい。

　図案を描いているときにある程度の工程を自分で決めて

いく。ここには何をまいて、色はどういう風にしよかーとか。

図案が決まった時点で８～９割は作品のイメージができあ

がっていて、図案が決まるとすぐ集中っていうか没頭でき

る。無になっていける。それって、集中力を高めるというよ

りも、どれだけ無になれるか、そこに没頭できるか。

デザインについて

　デザインに関しては、日々新しい。数物、お椀とか、そ

ういう物になると５脚セットとか 10 脚とかになるんですが、

その場合は、同じ模様を描いていくんです。でも、単品物に

なってくるとまずほとんど違う。また、値段に応じて、デザ

インとか、仕事の内容を考えなければならないから、難しい

です。

作業工程②③　～紙を貼って写す～

　美濃紙（みのがみ）っていう、薄くて丈夫な紙を使う。平

面の図案をつくるだけじゃなくて、お椀とか棗（なつめ）と

かの、いろんな曲面に貼るものもつくる。貼りやすくて破れ

にくいのが美濃紙。

　結構、この型紙貼るのも難しい。のりを強くしすぎると品

物にひっついてしまってはがれなくなる。そういうときは無

理矢理はがさずに、お湯の湯気で１回戻してからはがす。

作業工程④　～盛り上げ～

　まず金をまく前に、盛り上げたい部分をいろんな上げ方で

上げていく。

　盛り上げはいろんな上げ方があって、漆で上げる上げ方や

炭粉上げ、錆上げ（さびあげ）などがある。

　炭粉上げっていうのは、炭で高く盛り上げていろんな起

伏をつけやすい盛り上げ方。錆上げっていうのは砥の粉（と

のこ）と漆を混ぜたもので上げる方法。上げる絵の、上げた

い部分の質、品っていうか、岩とか木とか、そういう種類に

よって上げ方を変えたりする。漆と相性のいいものを選んで

使う。

作業工程⑤　～仕上げ～

　金を埋め込んだり、金をまいたりする。金はたくさん使う。

（上）型紙　　（中）盛り上げ　（下）螺鈿　　
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結構粗い金でやるもんだと、結構使う。

　白いのは、蝶貝っていう厚い貝の白い部分を切り取って

使う。他に、ぼかりたりしてあるのは、粒子の粗い塗の粉、

白塗りの乾燥した粉を使う。色が違うのは顔料を混ぜたりし

てる。

　貝は、螺鈿（らでん）っていうけども、角度によっていろ

んな光を出すんで、ピカピカっと光らしたいなあと思うた部

分に貝を使ったりします。

　粒子の細かさ、粗さは、金の光沢にも関係してくるんで、

光沢を考えて、粒子の粗さを変えていく。他にも、螺鈿と

か切金っていう金の板を切ったやつが、いろんな種類ある。

その金の板っていうのは厚みがあるんで、その厚みにも合

わせて粒子を変えていく。何を使っていくかも考えながら、

粒子を変えていく。

　この期間は、仕事の内容にもよるけど、工程がいっぱいあ

るので、やり方次第では数ヶ月、簡単なものだと半月くらい

かかる。

漆は生き物

　37 年経った今でも難しい。生き物相手やもんで。常に同

じ思いになってくれない。季節が関係し、湿度が関係する

もんで。試練を常に与えてくれる。同じ絵を描いてもスムー

ズに進む場合とそうでない場合があるし、その同じ漆で、た

とえば、高く盛る「盛り上げ」の工程の中で、その季節によっ

てはきれいに乾いてくれる場合と、「縮む」っていうんです

けども、漆がきれいにならなくてしわしわになる場合があ

る。そうなると、また一からやり直さんなん。漆ってそうい

う生き物。非常にデリケート。やもんで、常に漆と会話しな

がらやってます。未だに失敗はあるけども、失敗して、また、

それで学んでっていう繰り返し。

　乾かすときに、漆の厚さと湿度が関係して、「縮む」。漆

を厚くすればするほど、表面だけが乾いて、中まで乾かない

もんで、表面が引っ張り合う。その時に「縮む」っていう状

態になる。そのかわり、中は乾いてないので、やわらかいっ

ていうことが起きる。暑ければ暑いほど乾きが速くなるか

ら、縮む速さも速くなる。それに、風はあてない。ほこりが

かかったりすると嫌なんで。

　蒔絵には性格が出る。性格…まあ、タッチの違いっていう

のがある。同じものを描いても、蒔絵師には自分のタッチっ

ていうのがあるんで、なかなか同じにならない。

保存方法

　お祭りではろうそくをたくんで、毎年お祭りが終わった

ら、うるしのものはすぐに炭をきれいに拭いて手入れせんな

棗

大杯



60 61

らん。拭かないと光が鈍る。そして、そういう汚い膜が重なっ

てくると、後で光らそうと思ってもなかなか光らないので、

早いうちに手入れを済ます。

　塗り物の保管とか手入れで気をつける点は、やはり一つ一

つを綺麗に包んでおく。それと、変色を防ぐために紫外線を

なるべく避けるようにする。

作品　～つくばね～

　作品には本物のつくばねに塗ったもんもある。つくばねっ

て知っとる？　秋に山に行くと、めったに目につかない、羽

を広げたはねつきの羽みたいなものがいっぱいできる。名舟

の山ではあんまり見ないけど、三井の辺にある。うちら小さ

い時、よく飛ばして遊んだもんや。つくばねは元々茶色いも

んねん。漆をしただけでもすぐポキンと折れるんで、薬品で

ちょっと加工して、そんなに折れないようにしてんけども、

結局は折れる。箸を置ければいいなぁと思って作った。結局

折れるもんで、納品はしなかったけど。飾り物としては御膳

の上に正月飾ればいいなぁってゆうとってんけども。

作品～夜叉面～

　地元の名舟（なぶね）に伝わる御陣乗太鼓（ごじんじょだ

いこ）を、３歳ぐらいから始め、小学１年生から本格的にやっ

た。中学１年の時から大人に交じって、観光客の前で舞台に

立ってた。御陣乗太鼓には、ひとつひとつ顔の違うお面が

あって、労働者、村の亡霊、だるま、そして、神の顔を表し

ているものがある。その神の顔、神の怒りを表すのが夜叉面

（やしゃめん）。自分が常に夜叉をかぶって、夜叉になりきっ

とるもんで、夜叉面を蒔絵で描くとき、面の表情は自分に

とって出しやすい。夜叉面が好きだから、夜叉面を中心に描

くようにしています。

作品～大杯～

　腕がにぶらんうちに、お宝を、家に残す物を描きたいなぁ

とは思ってる。そういうことをやりたいなっていうことで、

20 年ほど前に作った、一尺五寸の大杯があるんで、夜叉面

でもいいし、地元名舟らしい物を何か描きたいなあと思って

る。

今、困っていること

　最近、老眼が非常に進んできて困っとる。一番つらい。太

鼓やっとって指をもうつぶしてしまっとるんで、きれいな曲

線を引くのが大変です。

　他には、図案に行き詰まる。考えが浮かばない。「これを

描いてください」って見本もらえれば楽なんですけど、「こ

ういう図、絵を描いてくれ」っていわれて自分でまず図案を

描いて、見てもらって、OK 出るまでっていうのがなかなか

難しい。

これから

　息子は蒔絵をやろうとは言わないけど、息子にもさせてや

りたいし、本人がやりたいって言わんもんでね。いつでもで

きる状態になっとるし。孫が大きくなったら、やりたいって

言ったら教えてやりたいし。まだ、１歳になってないから！

もうお弟子さんは１人巣立っているし、職人さんも来て手

伝ってくれたことが、10 年くらいありました。嫁さんにも

手伝いをしてもらったり。

　若い頃は徹夜しながら頑張ってやってきたんで、後は好き

なことやりたい。絵は好きだけど、仕事っていうことになる

とやっぱりつらいことが多い。

北岡さんにとっての蒔絵

　作品を作るときに気をつけていることは、客観的に見る

こと。やはりたくさんの人が目にするわけじゃないですか。

だから、たくさんの人が目にしたときに、「あ、きれいやな」

とか「これは誰が描いたんだろう」とか、そうやって見入っ

てくれるように描く。

　自分の部落のキリコの屋根についている天板に、龍を蒔絵

で書いた。それが 37 年間の作品の中で、一番。神事に使う

後世に残るもんであるから、お祭りに、代々みなさんが見て

くれる。その時に「あ、これが北岡さんの作品か」って思わ

れるように、そして、恥じないように描いている。夜叉面
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　輪島塗は、使ってみたら良さがわかる。ただ、高いから買

わないとか、先入観だけで判断して欲しくない。修理きくん

で、もう末代まで使える。ポイ捨てじゃなくて、ずっと受け

継がれていく物だから、愛着を持ってほしい。

　私にとって蒔絵は、もうでっち入りしたときにもう自分

の天職って決めてかかったものやし。それしか道はないし、

よそ見はしない。これ一本で、とにかく生活するんだって決

めたもんやし。     ［取材日：2013 年８月６日・11 月 11 日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　１回目の取材で初めて北岡さんに会ったとき

のことは、とても緊張していてあまり覚えてい

ません。ですが、とても優しい人だと感じまし

た。１回目の取材では、質問することが無くなっ

て沈黙する場面がありましたが、何とかつなぐ

ことができました。１回目の書き起こしは、２

回目の取材の書き起こしよりも量が多く、２人

で書き起こすにはとても時間がかかりました。

　２回目の取材は、１回目の取材で聞けなかっ

たことを中心に、北岡さんの作品をたくさん見

せていただきました。北岡さんの作品はどれも

きれいなものばかりで、温かみを感じました。

特にキリコの龍は躍動感があって、とても圧倒

されました。

　これから経験することのできないようなこと

をたくさん経験できて、とても楽しかったです。

（高地遥香　写真：中央）

　私はこの研修を通して、改めて「輪島塗」に

ついて知りました。

　北岡名人の所へ初めて行って取材したとき、

緊張していたことと、質問をあまり考えていな

かったことで時間が余ってしまい、上手く取材

ができませんでした。２回目の取材では、１回

目で聞けなかったところを２人で助け合って

ちゃんと聞くことができました。

　北岡名人は２回目の取材のとき、作品をたく

さん見せて下さいました。キリコの龍や棗など、

とてもきれいでした。作品を見せていただきな

がら作業工程の話を伺ったとき、「工程が多すぎ

る」と聞き、やっぱり作品１つ作るのは大変な

のだなあと思いました。

　取材も書き起こしも大変でしたが、最終的な

レポートの構成に苦労しました。わかりやすい

文章にするのは難しい

のだと知りました。

　最後に、いろいろと

苦労はしたけれど、私

はこの研修で良いこと

を学ぶことができたと

思いました。

（加治みゆき　写真：右）

石川県輪島市名舟生まれ。19 歳で
蒔絵の道に入り、日々研鑽を重ね
ながら、後世に残る魅力的な蒔絵
を広く伝え続けている。また、子
どもの頃から名舟に伝わる御陣乗
太鼓を叩き、多くの舞台で活躍す
る。平成 11 年に御陣乗太鼓保存
会事務局長に就任し、御陣乗太鼓
の発展に尽力している。

北岡　周治
昭和 32 年８月 22 日生・56 歳・
蒔絵師　御陣乗太鼓保存会事務局長

きたおか　しゅうじ

P r o f i l e

キリコ天板の龍
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歴史を織る上布
―幻想では無い、現実にある布―

正谷　博　　

聞き手・宮下咲　田村優香 （石川県立鹿西高等高校１年）

その人生

　私は正
まさたに

谷博。昭和 18 年の８月 29 日生まれ。今は女房と

ふたり暮らし。父とね、子供の中で大きい子が織りをやって

たんですよ。私が仕事を始めたのは昭和 38 年。上布の仕事

は家業やね、家の商売を継いでん。おばあちゃんやお母さ

んと一緒に仕事しました。父と母はほとんど家の工場におっ

たんです。

　私は基本、織ったりはしませんね。指導だけ。全工程は若

い時からやってますから全て今でもできますよ。たまに頼ま

れてやったり、出かけてやったりしてますね。この仕事を

やってよかった事？　無いですね。ただ、好きな人にとって

はね、良く思われてますけどね。大変だった事は別に無かっ

たですね。仕事が複雑で難しいんですけどね、慣れればこう

いう物だと思ってやってますよ。

　上布会館での仕事はね、平成３年から始まったんです。最

初は私の名で工場をずっとやってたんですけど平成８年に

上布会館が建ったんで移動したんです。工場の時は、多くて

10 人くらいやね。若い頃は他の仕事はしてないですね。今

もやらんけど、そういう暇が無かったんです。父のやって

た工場は鹿西で一番大きかったんですけど、父が戦争にいっ

たんで、石川県のある商事の社長んとこに工場を売ったんで

すよ。

上布の歴史の潮流

　一番歴史が変わったのは朝鮮戦争やね。物が無かった時代

ですから、何を織っても売れたんですよ。その時は家の畳を

起こして、織機を置いてたんです。今は着物売っとっても、

月に５万円か８万円ぐらいだから生活できんのですよ。伝統

織物は、苦労しとるんですね。たくさんの織物作っても、あ

んまり給料払えないですから、時間かかるけど払う事ができ

ん。若い人がくれば教えてあげられますけど、自立して生活

するようになったら機織りだけやっとっても生活出来ない

からねぇ、やめて年寄りだけになる。もちろん、興味が無かっ
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歴史を織る上布
―幻想では無い、現実にある布―

たらできんさかいね。希望者おれば３年ほど修行させて上布

会館の会員にする感じですね。だけどお金はあたらんですか

らよっぽど楽な人でないと。ほとんど年金あたるようになっ

てから習いに来てる。でも一人前になるには２、３年じゃあ

駄目ですね、10 年かかっても駄目です。上布会館の最高齢

の人はね、88 歳だね。でもまだ一人前じゃあ無いって言っ

てます。皆 15 歳くらいからやっとるんです。どこの産地も

そうですね。私たちは毎年伝統織物の産地に研修に行くんで

すけども、100 歳ぐらいの人や 90 歳ぐらいの人がたくさん

います。そんでも一人前って言いません。

　日本で有名なのは八重山上布と、能登上布と、越後上布で

す。越後上布は世界遺産ですから、1 反 800 万円ぐらいし

ますよ。経糸１年横糸１年で合計２年かかる仕事ですから、

糸は作ってませんでしたね。黙々と茎裂いて、糸をつないで

く。そんな仕事する者いないんですよ。だけど、機械を使っ

たり、能率の上がるのを使ったりするとレッテルが与えられ

んのですよ。能登上布は糸を買って織ってますから、糸は

作ってません。

糸の今昔物語

　糸を買ってるメーカーさんは「日本繊維」です。糸はここ

じゃあ無いと駄目とか、そういう事は無いです。昭和以前は

芋麻（ちょま）を刈って皮むいて自分らで糸作っとったんで

すよ。芋麻は日本中どこでも生えてます。山の入り口、里山、

道路の際にある。勢力や繁殖力が強くてね、どんだけ絶やそ

うと思っても絶えんのですよ。根を掘って焼いてしまわんと

増える一方です。色は黄色か緑。芋麻は麻って書きますけど、

本当は大麻じゃあなくてイラクサ科の植物なんです。芋麻は

柔らかいんですけど、麻糸や大麻はものすごい硬い。だから

芋麻だけ使ってる。４月に芽が出て１ｍ 20 から 30cm まで

育って７月に必ず刈ってね、そんで爪で裂いて取るんです

よ。特別な道具とかは使わない。皮むく時はね、一番外側の

茶色くて汚い皮を削り取ってつなぐんですよ。つなぎ方は

ね、２cm ほどつまんでひねってくだけ。

　上布会館の人は全員、反物になるような細い糸はできませ

ん。太いのしか出来ないんですよ。細いやつはよっぽど熟

練せんとね。現在は技術者がいなくなって作っても慣れんっ

ていうか下手っていうか、それで糸が汚くなってるんです。

採ってくれば材料費はただになりますけど、手間がかかるん

です。糸を自分でやるって大変ですよ。

　糸の値段はね、１kg １万円。値段は変わって無いですね。

全国的に使う人が少ないですからね。私たちは前の年に購入

して、糸屋さんが集計して、次の年、何日機械を動かすか決

めてやっとるんですね。あと大正の末期、昭和３年くらいに

能登部駅の前に糸の代理店のメーカーさんが２軒ほどあっ

たんですよ。そこは戦前に無くなりました。戦争が始まった

時、繊維とかは禁止されて作られんようになって、それから

糸屋さんがなくなったんですね。小説とかドラマ見ると分か

ると思うんですけど、小学生とか高校生とかでも皆麻を着

てた。絹は昔からお姫さんとか、身分の高い人が着る物だっ

たんですよ。どんな人でも、正装は麻だったんです。だから、

麻とかが重要だったんですね。今では需要は無いですね。

布作りの街

　鹿西で上布を作るようになったのは元禄時代 (1600 年頃 )

と言われてるんです。かすり模様が入ったのは、1800 年に

なってから。農家の人は外が明るい間は麻育てて刈って、冬

に織りを皆でする。作った物を近江職人が買って。糸を作っ

てもね、美味しい所は全部商人に取られるんですよ。だか

ら、作るようになってからは勉強したり、近江の上布の方が

日本で有名やったんで近江の職人を５、６人連れてきて習っ

たんです。今は上布が売れんようになって、皆やめたわけで

すよ。織ってる人は女性が多いですね。昔から女の仕事だっ

たんです。男性の着物はおめでたい時に着る甚平しかありま

せんし、力仕事とかもありませんからね。

　能登上布は大正から昭和まで日本一の生産だったけど、戦

争が始まった時、軍の命令で全面ストップしたんですよ。で、

戦争が終わってしばらくした頃にまた皆で作らんかって、戦

前作ってた人達が作り出したわけですよ。残念ながら昭和

20 年代には着物の時代は終わってて、全員洋服を着るよう

になったんですよ。戦争前までは８割以上が麻の着物を着て

たのが、戦後になったらゼロですよ。だから、復活したんけ

どすぐには売れなかったっていう。ほんで昭和 56 年頃、中

能登の上布工場の人全員集めて上布屋の組合こさえてやめ

るようになったんです。

　復活したのは平成３年。国が伝統を復活させたらどう

や、って言い出したんです。もちろんお金も出た。平成３年

上布会館で働く女性
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までの間は普通の織物です。普通の織物と能登上布の織り

方は全然違いますね。能登上布は 300 年前からずっと同じ

織り方です。織るのに必要な道具は糸と「ひ」っていうシャ

トル、それだけや。普通の織物を織る時は自動で１分間に水

とか何千回もバァーッってエアで飛ばすからね、糸を通す

「ひ」が全く無いんですよ。新潟はモーターとかでやってま

す。能登上布ではできません。手作り。現在の技術を取り入

れたら伝統工芸じゃあなくなるから。まあ最終的な目標は

ね、伝統を残すって事なんで、皆織りには詳しいですけど、

体系を重視してるんです。

熟練の喜び

　織物はね、やっぱり準備が大事ですよ。準備してあれば誰

でも織れますよ。織ってる時に一番大事なのは、糸が切れた

時上下上下ってなってるのを確実に合わせてつなげばそん

で元通りになるんですけど、怠ってそのまま踏むとからまっ

て、また切れる。体験に来た人とかにはそういう人はいま

すけど、普通は２ｍくらい織っても１本も切れんのが普通

です。他に大事なのは、工程をただ熟練する事。１日に５

cm くらいしか織れんでも、辛抱して織る事やね。それがで

きん人はすぐに辞めなあかん。自分で織ったり染めたりする

のが、作る方の喜びって言うかね、それで作ってるんでしょ

うね。

濃紺の染め

　能登上布を染める時は、かすりっていう模様を経糸につけ

て織るんです。能登上布はかすりばっかりですね。絵のつい

たのもあるんですけどね、それは加賀友禅と京友禅の作家さ

んが全部描いてくれるんですよ。染織する時に、川で流した

りするのとかありますけど、上布会館はやってませんね。洗

い場みたいなのがあって、普通の水道水で洗うんですね。能

登上布を染める時は「らっせん」（染める種類の型の事）と

「くし」っていう、へらみたいな物を使ってかすりの太さに

よって染めてるんです。１mm 間隔の細い間隔をくしで擦

るんですよ。染める色は年中一緒ですよ。かすりは「濃紺」っ

ていうて紺に黒混ぜて、ほとんど黒に近い色にして染めとる

わけですよ。特殊な染料に茶色とかありますけど、名刺入れ

とか小銭入れとか作る時だけに使ってますよ。

　染める時は２反ずつやるんですよ。１週間くらいで染まる

かな。１回すれば毎日する必要が無いですから、準備とかは

やってますけど、染める事はめったに無いんですよ。麻は硬

くてそんなに浸透性が無い物ですから、絹や木綿のように簡

単に染まらんのですよ。麻に草木染めとかやると、色つけて

もすぐ剥げるんです。ただ「藍」はね、麻にわりと合うんで

（左上）らっせん　　（左下）染める色を作っている様子
（右上）上布会館　　（右下）上布で織られた着物
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すけど、年々剥げてきますよ。でも特殊な物で、濃くてもい

いし、薄なったら薄なったでいいと言われてますね。あと季

節は関係無い。昔は梅雨時になると染め物がついたりしてや

りにくかったんですよ。

職人達の館

　上布会館の人たちはボランティアで集まってる。だから、

自分の自由な時間に来て、ほんで自由に織って自分の家に帰

る。そんなやりかたですね。でも９時 30 分から始めて、16

時に帰るって決めてるんですよ。織る台は会員用に 20 台。

体験用に４台。働いてる人はねぇ、15 人かな。ほとんどが

60 代以上ですねぇ。上布会館は伝統を織るのを継承すると

か、絶やさんために作ったんです。

　職人さんは一年中研究してるみたいなもので、商品作って

るって感覚はあんまり無いです。ただ、作った物は誰かに

買って貰わんと駄目。お金入ってこんですから。でも、１ヶ

月の間にあんまり来んねぇ。多かった時はね、１日に団体

さんで５人とかの時もありますし、ツアーのバスがね、１ヶ

月に何十台も必ず入って来たんですよ。今じゃあ能登の地震

でゼロですよ。体験はねぇ、東京の人とか見にくるけど１日

に平均して２人きますね。観光客は大体１年間に 3000 人く

らいは来ますよ。

未来への財産

　上布会館が建った当時（平成８年）の人数は 13 人くらい

でしたね。少なかった時は文化財に指定された時 ( 昭和 35

年 ) の 11 人。だけど個人指定だとその人が亡くなる場合が

ある。そういう時は「団体指定」にして団体として指定する

んです。だから誰か死んでも、また新たに指定する必要は無

い。鹿西は昭和 35 年に指定されたんですけど、その再来年

くらいに指定受けた職人が１人もいなくなったんですよ。

で、指定の仕方を改めて団体指定するようになったんです。

今羽咋市には山崎さんて上布で作った小物を売ってる人の

家があるんですけど、山崎さんと上布会館の人を合併して能

登上布文化の保存会ってのを作ってくれって県が頼んだん

ですよ。で、会長は私、副会長は山崎さんなんですけども、

保存会をまとめて文化財に指定したんです。団体で指定する

ために作った会なんですよ。

能登上布は終わらない

　能登上布ってほとんど幻みたいにされてたんですね。呉服

屋さんでも、無くなったって思ってる人が多かったですね。

でも今はインターネットとかで分かるようになったんで、ま

だやっとったかって見に来て買いに来たりしますよ。能登上

布の知名度はまだまだですね。ただ、雑誌とかテレビには

しょっちゅう出てますから段々上がってると思います。能登

上布はこれからいつまでも永久に続いて欲しいですね。

［取材日　2013 年８月６日・８月 20 日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　「聞き書き」は思っていた以上に大変でした。

インタビューする時も用意した質問だけではな

く、質問した答えにまた質問するということが

大変でした。でも、地元の文化を地元の人にイン

タビューすることは楽しかったです。最初は能

登上布のことが全然わからなかったけど、「聞き

書き」を通して知ることができてよかったです。

（宮下咲  写真：右）

　相手の話を聞きながら反応や答え方を見て、

相手が言いたいことを導きだす「聞き書き」は、

最初は難しいと思っていました。また、学校の

行事がたくさんある中、短い時間でどうやって

分かりやすくまとめるか考えるのに苦戦し、思っ

たより時間がかかりました。でも、研修や実際

のインタビューを通してよい聞き方やまとめ方

がわかるようになって楽しかったです。

　　　　　　（田村優香  写真：左）

昭和 31 年から 57 年間この仕事一筋
で働く。また上布製作の全工程の
技術の研修と指導にあたる。年に
１度公開講座を実施している。家
族が上布などの織りの仕事に就い
ており、本人も家族にならって織
りの職に就いた。

正谷　博
昭和 11 年８月 29 日生・77 歳
能登上布保存会会長・能登上布振興協議会会長

まさたに　ひろし

P r o f i l e
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次代へ残す
久田和紙の技術伝承

「心をこめて和紙をすく」
西尾　千鶴子　　

聞き手・権谷未奈　廣瀬彩 （石川県立能登高等学校２年）

自己紹介

　昭和 15 年５月 22 日生まれ。名前は、西尾千鶴子です。

生まれた所は字柳田です。桐畑と言うところです。ここ（紙

工房みわ会：小間生公民館）は、能登町字柳田小間生です。

みわ会は皆さんで、先人の人達が受け継いでやってきたこと

をやろうと、和紙づくりに取り組んでいます。子供が小さい

頃教えてくれたこと、牛乳のパックを原料にして紙すきを

始めてからずっとやっているんです。郷土の自然からつくっ

た心のこもった、生きたコウゾの木、それで和紙をつくって

生きがいを感じているんです。自分も小さい頃から和紙と言

うのはよう聞いてますから。

久田和紙の由来

　あのね、昔、江戸時代から久田という地区に

和紙の材料を採ってたそうです。それでずっと

昔から和紙をつくってたそうです。その原料を

つくるのに大変苦労したそうですよ。それで出

だしが久田の方だったから和紙にちなんで久田

和紙ってずっと昔からゆうとるらしいです。

　お嫁に来たとこのおばあちゃんらにも聞いた

ときにも親戚の中にも和紙の材料をどっか運ん

和紙で作った作品

小間生公民館にて



66 67

次代へ残す
久田和紙の技術伝承

「心をこめて和紙をすく」

でたとか、そんながに収益得たとかって聞いとりましたか

ら、なんか興味持ってね、自分もやってみたいなーと思って、

きっかけがずんずんと出てきたからやることになりました。

うん、楽しいですよ。楽しいってゆうよりやりがいがある。

やっぱり先人の人たちがこぞって作ってらしたのを受け継

いでいくてがいいじゃない。そうゆうのをまた次の若い世代

にあげればいいなあと思っているからつなげていければと

思っているんですけど…。

　和紙づくりが、なくなりそうになった時期（大正初期から

昭和の終わり頃）があり、子供たち（昭和 63 年に地元の小

間生小学校の地域学習として復活し、児童が紙すきの体験を

続けていた）に習ったんですよね。小間生小学校が閉校（平

成 13 年）になることを聞いたときにみんなでやろうという

ことで、ずっとそのきっかけをつないでこうってそんな気持

ちが強いし、それからなんかやりがいのある。本当の純のコ

ウゾなんで、山でずっと自生してるんですよ。

　山に生きとる木刈ってきて、そしてするわけでしょ？　そ

れも、そこらへんにたくさんあるんじゃないの。ある地面っ

てゆうのは決まってるんですよ。どこにでもあるってゆうも

のでもない。ありそうでないの！　この地域にあるわ。

みわ会とは

　なごやかな会話、広がる輪、楽しい和紙づくりのひととき

という３つの輪でみわ会！　みんなで楽しく、わいわいがや

がや、そうゆうふうにみなさんお母さん方集まって、そいで

小さなものから順番にやってて、なんとなくね、たのしく…。

コウゾの木について

　桑の木によく似ているんです。それがこのへんに自生して

るんですよ。

　それを去年から子供たち（小木中学校・柳田中学校）に

植えていただいて、山ばっかり行ってられないし、歳もいっ

たからということで、子供たちにもそれを刈り取ってもらっ

て、しようということで植樹したわけ。

和紙づくりのきっかけ

　小間生小学校に子供を出していて、ほいで牛乳パックから

やりだして、学校の先生が教材としてコウゾを使われて、そ

して卒業証書とかそうゆうのに使われたことあるんですね。

保育所でも作ったことこともあるし、うん、やっぱり最初

は牛乳パックからはじまって、それから興味持ちましたね。

よく子供のころ、山にたくさん松茸でもなったじゃない？　

その時に山から松茸とってくるでしょ？　それをきれいに

してその昔の和紙か、そうゆうふうなのを濡らして、巻いて、

そして炭の下に入れると蒸し焼きみたいになる、そのときの

和紙。「古い和紙ってこんなもんか」って小さい時からよう

和紙ってゆう言葉は聞いていました。そしてその蒸したその

松茸なんか出すでしょ？　普通の紙はね、焦げて破れますけ

ど、和紙は破れなくてそのまま開くと松茸出きて、頑丈なん

ですね。ものを煮るときの蓋にしたり、ひよけにも和紙が使

われる。湿気もとるし、いろんな昔の人の知恵も小さいころ

から聞いたことありますよ。耳にはしてますけど、現実自

分でしたのはこの学校、小間生の小学校。廃校前からちょっ

（左）小間生小学校跡の公民館　　（右）切り出したコウゾの木
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と子供の卒業証書をみんなですいてたから、そうゆうのに興

味もって、閉校とともに、みなさんこの辺の人たち「それじゃ

あ、やろう」ということで、今んとこ会員さん 18 名でやっ

てますね。和紙づくりに興味もって、閉校とともにみわ会結

成したわけなの。この辺の人たちでね。

時間をかけて、心をこめて

　和紙をつくる時間はね、長くかかりますよ。10 月の終わ

りから 11 月頃、刈りにいくでしょ？　それから今度それを

蒸したり、はずしたり、すくったり叩いたりするのにけっこ

うな時間かかります。何か月もかかりますね。順番にしてい

くから。思い出とかも増えますね！

　牛乳パックでつくる和紙とコウゾでつくる和紙は、ぜんぜ

ん違います。

　できる日にちや過程。牛乳パックって簡単じゃん！　はい

でパックを平らにして、水のなか入れて２・３日。牛乳パッ

クの場合ね。でしょ？　そいでナイロンにギュウギュウって

ひいて、みんな細かくして、そこにノリいれたでしょ？　そ

のノリ入れて、そんなに日数かからないじゃん？

　コウゾだったら切ってこんにゃならんし、蒸さにゃなら

んし、山からもってきて、それから一定の大きさに切って、

それから窯入れてってゆうことにはひどい日数かかるのね。

自然の和紙づくりにはそのままの原料を使って、そして水に

さらしとくと白くなるの。でもやっぱり塵が入ってたりす

りゃぁ困るからそれは取るようにしてますよ。でもね、地道

な仕事だから寒い時にする塵とりね、１月とか２月とかの寒

の水冷たいときにする、そういうときは冷たくてなんかね、

ひどいですけど、笑いながらやってます。そうせんとできま

せんもんね。でも寒いときれいな和紙ができるそうですよ。

雪にさらしたりすると、山の方行くと雪と雪の間にはさんで

しとったって話聞きますわね。それと一緒で寒いといい和紙

ができるそうです。

　夏は水がぬるいでしょ？　暑いでしょ？　虫もわくで

しょ？　あんまよくないですね。しまったきれいな和紙つく

るときは寒いほうがいいらしいです。そんなん聞いてます、

先人から。

和紙づくりに使う道具について

　これは田んぼに使う枠ですね。それに和紙貼ったんです。

作るものによって枠が変わるんです。はがき作るのもある

し。短冊はこうゆう風に１つの枠に。いくつも種類あります

よ。作るものによって使いわけとるんです。

　ほんでこれが、撹拌するがに使ってます。先の会長さんや

作ってくださって、ミシンのペダルと掃除機の本体をつなげ

てあるげん。本当は圧縮させるげんけど、私達はすぐ使うも

のはこうゆうふうに機械を使って乾かしてますよ。

和紙で作ったもの

　合併するときに各小学生にバラのコサージュを作って皆

さんにあげてんわ。いろんなもの、たとえば、トロロアオイ

の根っこを使うんです。叩いて出てきた、その液を。そんで、

（左）田んぼのわくを使った行燈
（上）田んぼのわく
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叩いた根っこはカスなの。自分はねえ、これ乾かして和紙に

張っ付けて模様とか、そんなのに使ってます。

　コウゾの使わんとこは、乾かしてお人形さんの土台にした

り。なんでもできます。でも、今年は気候とかの関係でカビ

生えりん…。

　18 年度に作った七夕のあるんですよ。この竹は、18 年度

にとった竹なの。そこへ和紙をシューと溶いてその上に色を

ぬってあるんです。だからこんだけ長いこともってんね。

　ミツマタの木、これもコウゾと同じで和紙の原料と同じで

紙幣とか証券にも使われとりんわ。

　コウゾを乾かしてとっとくげん。卒業証書とかにまた使う

がに。とことん叩いて、繊維を細かくせんと、紙がこんなふ

うになりません。このまな板に原料おいてコウゾの使わんと

こ叩き棒にして、とんとことんとこ叩かせてます。卒業証書

作るとき子供たちが大変やーて言ってます。

洋紙と和紙の違い

　さわり心地も違うしご存じのとおり洋紙は白く見えるで

しょ？　和紙はちょっとくすんでますよね。白いがもあるけ

ど。雪の中ににさらしたり、水を何回も何回も変えたりす

ると白くなっていきます。和紙のいいとこは、普通の紙だっ

たらほら、水の中に入れたらぺらっと溶けますでしょ？　こ

れもうなかなか溶けないの。墨で書いて文字は流れてもその

まま残ってますよ。なかなか丈夫ねんわ。

　東北大震災で水害とかあった時も和紙の破片が少し残っ

とったってことが分かったてが、ニュースになんか聞いた覚

えあるわ。

　ほれから、国宝なんかでも文化財なんかでもみんな洋紙

じゃなくて和紙使ってらっしゃるんやわ。まあそんなように

多様化しとるねぇ。

　ほんで昔の人らは防音とかなんとかてが和紙で境してら

して、昔の人の知恵って素晴らしいじゃない。いろんなもの

にできるさかい。

　洋紙で鶴でもなんでもこしらえられるけど和紙はいろん

な形でやり方によってはチューリップとか胡蝶蘭なんかで

も、それから花瓶もみんなこうして和紙貼って、ほして作っ

てあるんです。

和紙で卒業証書作ろう

　前から幼稚園児の卒園の時に先生からやられて、つくっ

ておいでたわ。最初にお話しした牛乳パックではがき作るっ

ていう試みからコサージュでもなんでも和紙で作って、でも

手間がかかるし、和紙ってのは高いでしょ？　それは和紙が

好きな人とか見て分かる人とか和紙の値てが分かる人でな

けにや作れんわって。思いません？

　川北の加藤和紙は、バッグでもなんでも紙で作っておいで

たわ。私らも研修に行ってくるんです。ほんで皆さんのいい

とこを見てくるんです。そしてまた考え直して、すぐに新し

いもの生まれたりとかはせんけど、だんだん、少しづつ良く

なってきたかなあと思います。

コウゾの皮をはぎ伸ばす
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　人はみんな自分の技術をそれなりにその地域地域でやっ

とるでしょ？　そんな人たちに教えてって言ってもなかな

か教えてくれんもんね。

　中学生たちに和紙作りを体験させてあげようと思った

きっかけは、卒業証書をどうせ購入するんだから、つくった

らどうですか？って、前の会長さんがそういうふうにお話し

なさったの。それなら、卒業証書くらい手助けできるかね

えっていうことでやりだしたのよ。ひとりひとりのものしか

作れんからね。

和紙で作るもの

　和紙で１回型取って花瓶みたいなんも作ったことあるけ

れど、やっぱり中になんか入れんとダメやしね。それの改善

をちょっこしずつ試みとりんけど。まず自分たちは柿渋塗っ

て長く持つようにしとりんけど、あそこに牛乳パックでこし

らえたがあるけどカビ生えてきた。

　今、試みとるのは縫えるようにすること。普通の紙でも和

紙でも縫ったらプツンプツンと、切れるでしょ。それをなん

とかして縫えるようにしたいなあって思っとるげわ。

　あそこに置いてあるフクロウとかお雛様とかもみんな和

紙で作ってあります。

　ほしてみんな暇あると集まって、しおりの紙を作ったり、

押し花押したのを缶の入れ物中に入れたりしてますよ。

　ほんで半端になった小っちやい和紙とかもみんな人形さ

んとかに使うがにとっておいてあるげんわ。

みわ会の活動時間

　一応会員の皆さんは午後の１時 30 分頃から４時ごろまで

集まって、３時間ほどやね、ボランティアやから。ボランティ

アやからあんまりきつく言われんやん、自分で求めて、自分

から進んでおいでる人ばっかりやから。本業はお百姓さんと

か、お勤めに行ったりとかしてる人おいでるでしょ、お若い

人で。私らはみんな野良仕事してるじゃん。その合い間に来

て、そしてやるんですよ。だから午後来て４時ごろ帰るとま

たお家で仕事できるでしょ。だから一応ボランティアでやっ

てるから、あんまり無理なことできないの。でもその日に

よって、朝からきて紙すきをするときもあるけどね。

和紙づくりでつらいと感じること

　１～２月とかの寒い時期とか、水が冷たいから一番苦難で

すわね、手とかすごい冷たいから。手仕事やから素手にせん

と駄目やもんね。

　和紙作りで苦労したことは、まずどれもこれも苦労やわ

ね。全体に苦労するわね、みなさん。なんせ一番苦労ながは、

原料採りに山へ行く、そして運んでこんならんでしょ？　

伐採せんならんし、切れ目入れたり、いろんなことが重なっ

てくるからねぇ。

和紙づくりへの思い

　一応紙すくでしょ？　今回はこの紙すいて何かしようか

なあって。はやもうひらめいてくる。それが楽しいんですよ

ね。

　お互い生き物同士、つくる方もつくられる方もねえ、そ

う思わん？　ミツマタさんは、ミツマタの原料は証券になっ

たり紙幣になったりしとるじゃん。私らコウゾで自分たち

の思いに行燈とか花とか作るの。次どんなが作ろうかなあっ

て考えながら。次こんなんやってみようかとかそうゆう思い

にやってるとなんとなくね、次進んでいけそうな気がしま

（左）和紙で作った作品　（右）みわ会の作業風景
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せん？　なんでもそうでしょ他の仕事も。嫌やと思えばなん

もできんじゃん。楽しいから続けられるんですよね。ボラン

ティアでね。

　これまで捨てていた紙すきで出てくる捨てるものにもい

いものがあるじゃないって思って、それを使うの。ものが生

き返ってくるね。捨てるとこなんにもないですね。ここ（み

わ会）は、みなさんでやりかけて何十年しか経ってないで

しょ？　先人の人たちから受け継いだんじゃなくって、子供

たちから習ってやってるでしょ？　だから自分たちで考え

なきゃできなかったじゃん。そうしたときに、思い付いたこ

とがこういうことなのね。

　次何かつくろうかなーと思うときに、「これに何色いれ

る？　かぼちゃつくってみよう」とか、考えるわけ。発想が

出てくる。歳いったときのぼけ防止！　これからも和紙づく

りを続けていきたいなーと。あの、うまくできれば健康の間

…できなきゃどうしようもないけどね。できるだけしていき

たいなーと思います。あと、後継者がたくさんでてきてくれ

ればいいなーと思いますし。

［取材日時：2013 年８月６日・11 月５日］

●  取 材 を 終 え て の 感 想  ●

　今回、聞き書きを行った。物づくりの良さや

苦労、技術を継続させ守っていく重要さがよく

わかりました。

　私は小学校の頃に１度、和紙づくりを経験し

ていたので、取材前から興味がありました。取

材をしていくにつれて、もともとあった興味が

さらに深まり、作品にとても魅力を感じました。

こんなに素敵なものを作れる西尾さんやみわ会

の会員さんが行っていることを私たちの取材か

ら多くの人に知ってもらいたいと思いました。

　取材させていただいたものを書き起こす作業

は大変でした。ボイスレコーダーから聞きとっ

たものをパソコンに打つという作業は、案外時

間がかかり、期限もあったので必死でした。そ

んな中、「聞き書き」に参加している他校のみん

なとの研修で、意見や感想を聞いたことで、何

とかまとめることができました。

　「聞き書き」体験に参加したことは、私にとっ

てとても良い経験になりました。仲間との交流、

取材、友達と先生と協力したこと、学んだこと

をこれから生かしていきたいです。　

（権谷未奈　写真：右）

　私は、この「能登の里山里海人聞き書き」研

修を通して、多くのことを学ぶことができまし

た。

　まず、私は人にインタビューをするという経

験が全くなかったので、説明を聞いても、何を

聞き、どんな順番で質問をするのか、質問を考

えていても最初は３・４個しか出てきません。

周りの人はもう次の段階に進んでいたので、す

ごく焦っていました。必死で資料をあさって、

何とか質問が出揃いました。でも、いざ取材し

てみると、質問の順番がバラバラだったり、似

たような内容だったりして西尾さんには、大変

申し訳ないと思いました。２回

目の取材では、１回目の取材の

失敗を活かすことができたと思

います。

　そして、何より、西尾さんと

このような形で関わることがで

きて良かったです。今度は、実

際に和紙づくりに行きたいと思

いました。　　（廣瀬彩　写真：左）

能登町久田地区に 350 年以上伝わる
「久田和紙」を守ろうと、みわ会を
立ち上げ、伝統継承をすすめている。
何度も「久田和紙」の窮地に立った
西尾さんたちは、小間生小学校の６
年生から紙すきを習い、平成 13 年
９月に会を結成した。

西尾　千鶴子
昭和 15 年５月 22 日生・73 歳
久田和紙づくり、紙工房みわ会会員

にしお　ちずこ

P r o f i l e
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