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まちまちまちまち歩歩歩歩きとはきとはきとはきとは？？？？    

ふるさと再発見プロジェクト―「都会は便利でいいなぁ。田舎には何にもな

い」と“ないものねだり”をするのではなく、地域の生活文化に目を向け“あ

るもの探し”をしよう―。 

地元の人(住民)と外から来た人(参加者)が一緒に町内を歩いて、地域の魅力を

再発見していく通称「まち歩き」。ルールはひとつ。参加者は地元の人にどん

どん質問すること！唐桑の海と山の壮大さ、何気ない緑の細道、浜のたたずま

い、唐桑御殿、屋号…これらは地元の人にとって普段見知った当たり前のもの。

そこに参加者が驚きと質問を投げかけます。それが地元の人たちにとって「こ

れらは決して当たり前のものじゃなく、まちの魅力なんだ」という気づきのキ

ッカケになります。 

歩いて発見したものは、絵地図とカードにまとめて発表・保存します。 

からくわからくわからくわからくわ丸丸丸丸とはとはとはとは？？？？    

2012 年 5 月に唐桑地域のわかものと外から来たよそもの(支援者)が一緒に

立ち上げた、まちづくりサークル(任意団体)です。現在、地域のわかもの 12

名、よそもの 3 名で構成されています。 

「まち歩き」のようなふるさと唐桑の魅力を再発見する事業のほか、地域の

わかものがまちづくりについて考える場の企画、フリーペーパーの発行などを

しております。唐桑オリジナルブランド「ＧＯＴＥＮ」シリーズも大好評。 

「唐桑をひとつに 唐桑を色どる」を理念に、今日もわいわい活動中。 

ホームページ：http://karakuwamaru.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＷＡＶＯＣＷＡＶＯＣＷＡＶＯＣＷＡＶＯＣとはとはとはとは？？？？    

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（ＷＡＶＯＣ）は早稲田大学

の一機関として 2002 年 4 月に設立されたボランティアセンターです。 

早稲田大学の「三大教旨」である「学問の独立」、「学問の活用」、「模範国民

の造就」。そのうち後者 2 つを解釈した「大学としての社会貢献」、「国際社会

に貢献できる人材の育成」を担うＷＡＶＯＣでは、「社会と大学をつなぐ」、「体

験的に学ぶ機会を広く提供する」、「学生が社会に貢献することを応援する」と

いう 3 つの理念を掲げ事業を展開しています。 

ホームページ：http://www.waseda.jp/wavoc/ 

絵地図      4 頁 

地域資源リスト  5 頁 

地域資源シート  14 頁 

さいごに     22 頁 

 

 

 

明戸明戸明戸明戸 dededede まちまちまちまち歩歩歩歩きききき    企画概要企画概要企画概要企画概要    

期日：2013 年 5 月 11 日～5 月 12 日 

対象：明戸エリア（宿 3 区） 拠点：明戸集会所 

主催：気仙沼市 

   からくわ丸-Karakuwa Designers League 

協力：早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC) 
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メンバーメンバーメンバーメンバー紹介紹介紹介紹介    

 

１１１１班班班班 川村善昭さん 

加藤拓馬（気仙沼市） 

立花淳一（からくわ丸） 

吉田和典（からくわ丸） 

木田悠一郎（ＷＡＶＯＣ） 

渡邊伶（ＷＡＶＯＣ） 

郭晃彰（東京のサラリーマン） 

 

２２２２班班班班 畠山あつ子さん 

三浦怜（からくわ丸） 

田中葵（からくわ丸学生部隊） 

隅田まい（ＷＡＶＯＣ） 

西山秀平（ＷＡＶＯＣ） 

西倉優理（シャンティ国際ボランティア会） 

 

 

３３３３班班班班 聞き書き班 

語り部：梶原はつねさん 

川村米子さん 

根岸えま（からくわ丸学生部隊） 

朝香貴裕（からくわ丸学生部隊） 

吉野明梨（ＷＡＶＯＣ） 

山田知熙熙熙熙（ＷＡＶＯＣ） 

 

４４４４班班班班 聞き書き班                 （写真：３・４班合同） 

語り部：梶原はつねさん 遠藤孝雄さん 

岡崎真弓（気仙沼市）  佐々木美穂（協働する関西の大学生） 

畑岡亜希（ＷＡＶＯＣ） 武田祐樹（シャンティ国際ボランティア会） 

当日当日当日当日のののの様子様子様子様子    

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜1111 日目日目日目日目＞＞＞＞    

歩く班と聞き書き班に分かれて、 

明戸を探索！(写真左・上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜2222 日目日目日目日目＞＞＞＞    

それをまとめて発表会を開きます。 

今回は 12 名の住民の方に参加して 

いただきました！(写真上・右上) 

発表会のあとは、そのまま自然と 

明戸の話で盛り上がります。(写真右) 

次頁からその成果をご覧ください！ 



遠藤さん
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凡例凡例凡例凡例    

No. タイトル （右側に写真） 班名 

①説明：住民の方から聞いた話です。 

 

 

②スタッフの感想：説明の補足やそれに対するスタッフの感想です。 

 

③その他：他の住民の方々（発表会の参加者など）からの補足説明や感想、その他備考です。 

 

 

 

No.１ 唐桑城跡 １班 

①昔、この一帯を統治していた安倍（阿部）四郎左エ門の城跡！！ 

②敵が攻めにくいように段々になっており、下の段まで一気にずんっ！！と下がっている。 

＜ちょっとしたエピソード＞ 

敵が船で宿浦の方から攻めて来た際、上陸させないように米を流して滝に見立てるイミテーショ

ン作戦を実行した。しかし、カラスが米を食べに来て「なんで滝の真ん中にカラスがとまれるん

だ！？あの滝はニセモノだ」と敵にバレてしまった。という野武士たちのお話が残っている。 

③米の滝のエピソードはあまり知られていないそうです。 

 

 

No.２ 唐桑城跡の祠  １班 

①唐桑城跡に誰かが後から作ったものらしい… 

 

 

②唐桑城の事を後世に伝える為？に誰かが後から作ったものらしいのだが、実際どのような目的

で作ったのかは不明。 

唐桑の激アツパワースポット！！ 

 

 

 

No.３ さかさ杉 １・４班 

①約六百年前、安倍四郎左エ門という殿様が北舘、南舘という２つの城を建てた。 

「きく」という娘が誤って殿様の御膳に針を入れてしまい、殿様の怒りを買い、生き埋めにされ

た。両親はその上に杉の苗木を植えた。そして天にも届けと高くのびていった。ところがこの杉

は普通の杉とは違い上へ行くに従って葉が広がっていった。人々はこれを「さかさ杉」と呼ぶ。 

②４班：大きいキリカブとなっているさかさ杉。周辺に石碑がたおれていて、事件っぽい。 

１班：さかさ杉があった場所から「さかさ杉 Jr.（ジュニア）」が生えていました！ 

 

 

 

No.４ コブ １・４班 

①４班：良厳院坂をまっすぐ進むと木の根元がコブになっている木を発見！！ 

なぜか突然こうなったらしい。 

１班：成長しているから病気じゃなく、突然変異！！癌ではないよ！！ 

②４班：なんで！？かは誰にも分からない…らしい… 

コブの形がどこか愛らしくいい感じです。ぜひ足を運んでみて下さい。僕は好きです。 

１班：ただただでかい！！ 

③有名だよ！！ 

 

 

No.５ 良厳院坂 ４班 

①明戸線ができる前の明戸の人々の主要道路だった。宿浦の海岸、早馬神社（良厳院）へと続い

ている。昔の子供は歩くのが速かったから、５分位で海岸までたどりつけたらしい。 

 

②冒険心をくすぐるトンネルを発見！！雨が降っていたから、霧につつまれ、不思議な雰囲気が

ありました！！ 

 

③昔は使ってたけど今は使わないからねー 

写真 



６ 

 

 

No.６ なぞの広場 ４班 

①良厳院坂を進んでいくと、いきなり広い開けた場所が！この上には城跡があるらしいが、行け

ませんでした。これはお城の一部だったかも！？ 

「人が手をつけないと広場はできないからなぁー」と遠藤さん。何があったのでしょうか。 

 

②荒れた竹やぶの横に広場。もともと何があったのか、気になります。 

 

 

 

 

No.７ やまぶきの花 ４班 

①明戸大橋の横にやまぶきの花を発見！遠藤さんはやまぶきの花が咲く時に、なにかしら悪い事

が起こるらしい。笑 

 

 

②春発見。５月ですけどね。 

遠藤さんのつぶやき「やまぶきをみると不吉なことが起こる」というのがおもしろかったです。 

 

 

No.８ 明戸のおうち ２班 

①明戸の家は、昔は母屋とトイレ、風呂が別々にあったんだよ。なぜなら、明戸の人は農業・漁

業をしてたから仕事から帰ってきたときに、まずは手足を洗ってキレイになってから母屋に戻る

為にこんな作りになっているんだよ。そして、明戸は昔から水が豊富じゃなかったから、何家族

かで１つのお風呂を共有して、順番にお風呂を立てて（沸かして）、一緒にお風呂に入ってたん

だよ。 

②自分の親戚の家が香川県にあるが、その家も特別な作りになっている。こんな風に日本の昔な

がらの家はその土地の性質、気候・風土にあわせた作りになっていて、自然と共存しているんだ

と思った。日本の昔の家かっこいいー！！ 

お風呂・トイレ用の建物なのにすごい立派に作られていて驚いた。 

 

No.９ パセリが普通に生えとる！なんてこったい！ ２班 

①畑の作物の種が人の靴の裏などについて、こんなところにまで辿りつくことがある。 

 

 

②野生のパセリとか初めて見ました！衝撃的すぎてつい匂いをかぎました。こうした種が様々な

ところに飛ぶのも、畑がたくさんあるからこそなんだろうなぁと思いました。畑のない都会では

先ずこんなことはあり得ませんし、見れません。あと、人も自然の種を運ぶ事があるんだなぁと

おどろきました。 

 

 

No.１０ 堆肥置き場 ２班 

①各家庭の生ゴミを捨てている場所。ここに集めて土にかえっていく。栄養分にもなる。鹿対策

のため周りをわら等で囲い、高さを出している。 

最近は畑として使っていない土地が増えている。（昔は畑だった） 

②明戸の方は自然のライフサイクルを大事にしていると思った。鹿や生物とうまく共存している

と思った。昔は練炭の代わりに炭を使い、出た「あく」（灰）をかけて火を消した。 

③明戸の堆肥入れは、囲い？？が高いというお話について… 

「確かに！そういえばウチのもそうだ！」という反応がありました。 

 

 

No.１１ 自給自足 ２班 

①しいたけ、葉ワサビ、しどけを庭で育てているので、取って食べている。鶏も飼っているので、

卵もそこから取る。最近、オクラを植えた。早く食べれるようになって欲しい。この辺はよく炭

が取れる（作れる）ので、練炭の代用品として使っていた。こたつの中に炭を入れて、寝る前に

アク（灰）をかける。朝起きてアクを掃いて、まだ赤い炭を再利用。 

②自分で作ったもの、家のそばで作れるものを日常的に使用するライフスタイルが確立してい

た。自給自足と地産地消が日常と共にある。さすが明戸。さすが唐桑。 
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No.１２ ネコヤナギ ２班 

①ネコヤナギは白、ピンク、黒と三色あって、黒いネコヤナギは中でも珍しい。ネコヤナギは仏

さまにお供えします。寒い時期が長く続く明戸ではしばらく花が咲かないので、そうした時期に

代わりにネコヤナギを添えるようにした事からこうした風習が始まったようです。 

更にネコヤナギは季節感を醸し出してくれます。 

②まず、都会ではなかなかネコヤナギを見れないので、ネコヤナギがあるだけでおどろきだった

のですが、まさか黒いネコヤナギがあるだなんて更にびっくりしました。それと、ネコヤナギの

発見から明戸での風習が知れておもしろかったです。季節感を出す役目もある、と聞いたときに

は「実に風流だなぁ」と思いました。 

 

 

No.１３ 木はほどよく切るべし！！ ２班 

①手入れをしていない木が増えて、古くなった木も多くなった。しかし、木が古くなっても生き

ている事に違いない。花粉も飛ぶので、ほどよく手入れをした方がよい。竹は伸びやすいため、

1年でも急成長する。自然いっぱいの明戸は、木や花が成長しやすいかも。 

②木々の成長ペースがとても速いと感じました。そして、古い木も細々とでも、しっかりと生命

をはぐくんでいる事に感動。一つ一つの生きものが力強く存在しているからこそ、手入れが必要

になってしまうのも確かだが、住んでいる人みんなで助け合い、“自然と共に生きている”とい

う事がとても印象的でした。 

 

 

No.１４ 花の色がキレイ ２班 

①明戸には、ツバキをはじめネコヤナギ、小でまり、柿の木やギョウジャニンニクなど、とにか

く多くの種類の花や木がある。ツバキの花はとても多く、実はツバキ油として使用する。ツバキ

油を、けんちん汁として食べたりする。 

②とにかく、こんなにたくさんの椿の花を見た事がなかったので、キレイさに驚き！！そして、

椿だけではなく、全ての花の色が東京で見るよりも数倍、美しくはっきりと発色していた。落ち

ていた椿の花を拾ってみると、思いのほか花びらがしっかりしていた。花の力強さ、色の素適さ

も、すばらしかったです！！ 

 

 

No.１５ 井戸 ２班 

①今はもう全部電気で水をくみ上げる“じゃっかんポンプ”になったんだよ。この井戸は１００

年以上前からここにあって、子供の頃にはよく水をもらいに来てたんだよ。そんで、震災の時は

水道が止まったけど、この井戸のおかげでこの地域の人は水に困らなかったんだよ。アナログの

大切さを改めて感じたね。 

②今まで生きてきてこんな“となりのトトロ”に出てくるような井戸をみたのが初めてだったの

で感動した。数家族がひとつの井戸をシェアして協力し合って生きているのが、都会にはないこ

とで、明戸の人たちの暖かさを感じた。 

あつ子さんの話してくれた地震の時のエピソードには心をうたれた。 

 

No.１６ くるみの木 ２班 

①くるみの殻は二重になっていて、一層目は木になっているへたがついた部分、二層目は殻が固

い、おそらくみんなが知っているおなじみの殻。 

 

②外側の殻はそんなに固くない。実はくるみもちって、この辺りでしか食べていないかも！？東

京ではなかった。 

 

※記載者は唐桑が地元のスタッフ(２０代)。 

 

 

No.１７ 高松園 ２班 

①高松園は障がい者のための施設。設立当初は、多少集落内で対立もあったけれど、今では集落

の人々が高松園の人々を支える代わりに、高松園の人々が草刈りを手伝うなど、互いを支え合う

共生の状態を保っている。 

②みんながみんなを支え合う、助け合いの暮らしの形に感動しました！こうした暮らしからも集

落の方々の心の温かさが感じられました。あと個人的には、高松園から見える景色も素敵だなと

思いました。山々と海が調和している姿は美しいです。 
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No.１８ 移り変わる明戸の景色！！ ２班 

①（私たちが景色を見て、きれい～！と言うと…）「明戸も、私が小さい頃とはだいぶ景色が変

わった。」とあつ子さんはおっしゃり、明戸大橋は山を切り開いて作ったという話や、舗装され

た道路も増えたという話をして下さった。舗装された道路のおかげで生活がしやすくなったと言

っていた。 

②私たちが（明戸の生活に対して）「すごーい！」「うらやましい～！」とたくさん言っていると、

「まだまだ舗装されていない道もあるし、細々とした不便な所は住んでみないとわからないのよ

～」とおっしゃっていました。（大規模な開発は）一見マイナスな事かもしれないけれど、私は

開拓され新しい道や橋が出来る事が100％悪い事ではないと感じました。景色は大きく変わらず、

生活はスムーズになる、そんな未来を実現できる日本になったらいいな～！ 

 

No.１９ 北限の柚子 ２班 

①高松園の前で栽培されていた柚子。この辺りでは“北限の柚子”という名前のポン酢のような

商品もある。他に梨、ブドウ、リンゴ等も明戸では栽培されていた。 

 

②唐桑で柚子を見たのは初めて！良いニオイがしていてリフレッシュできる！唐桑にもっと柚

子がいっぱいあったらいいなと思った。 

③唐桑で商品化・ブランド化する案も！ジャムにするとおいしい？ 

それに対し「でも、なかなか手が回らないんだよね」という声も。 

 

No.２０ お墓 ２班 

①庭の椿の裏手や山に少し入った所にかなり昔のお墓がある。いつ作られたものか、全く分から

ない。ここは家の裏手なので、きっとご先祖が眠っているのだろう。左手前にある岩が一番メイ

ンのお墓だと思われるので、お供え等はこの岩をメインにかざりたてる。 

 

②今は火葬をした後に共同墓地にお骨を納めるのが主流になっているが、昔は土葬が主で、しか

も自分の家の敷地に埋められていたことに文化の違いを感じて驚いた。 

 

 

 

No.２１ 砂利道～“住む”とは～ ２班 

①学生「こういう舗装されていない道路とか土って良いですよね。都会にはないのでうらやまし

いです。」 

あつ子さん「それは、たまに来るから言えるのよー。住んでいたらこの道路とかしんどくてたま

ったもんじゃないわ～。」 

②短期で唐桑に来る外部の人間と、この地に「住んでいる」人間の、大きな違いを感じた。「住

む」ってことは日常に埋没しているさりげなく、なにげないもので、人々に忘れられやすい。し

かし実際は日常になるからこそ、人にとっても影響が大きくて、大切なものなのだ。 

 

 

No.２２ 明戸集会所 ４班 

①昭和５６年７月、旧唐桑公民館が移転することとなったため明戸地区へ払下げする。現在は、

１２月１０日と１月２０日の「神様あそばせ」など、何か行事があるときは地区の方々に利用さ

れている。    

また、２ヶ所の窓は新しいものに取り換えられたものの、多くは昔のまま残っており、当時の趣

を感じられる。 

②広すぎず、狭すぎず２０名程度には最適な広さだなあと。トイレも部屋も扉の開かなさ具合も

すべて、時の流れを感じることができ、親しみやすい場所です。 

僕は好きです。 

 

No.２３ 謡曲“桜木” ４班 

①この辺りの流派である大蔵流の“桜木”というウタを聞かせてもらいました！奈良の桜をうた

ったウタでお酒をのむ前によくうたわれる。明戸は大工さんが多いので、建前にうたう“桑の弓”

や“松高き”などもよくうたわれる。唐桑町が気仙沼市と合併する前、最後の新年会でも町長か

ら頼まれてうたわれた。 

②めちゃくちゃカッコイイ声でうたって頂きました。（遠藤さんは）謡曲の講師もされています。 

 

 



 

９ 

No.２４ 地名の付いた道路 ２班 

①宿と明戸を結ぶ昔からある道路。明戸大橋が出来て、道路が広くなった。 

唐桑の道路には他にも地名がついた道路がある。（若い人は知らないの！？） 

 

②（「宿明戸線」は）てっきり宿と明戸の境界線だと思っていた。こんなふうにはっきり書かれ

ていなければ分からなかった。地名のついた道路は唐桑では当たり前だけど、他の場所ではどう

なのか気になる。 

 

 

 

No.２５ 明戸大橋 １・２・４班 

①４班：平成９年に作られた明戸大橋。これができる前は、ここは農地だった。現在、橋の下に

は気仙沼唐桑線が有る。 

２班：この橋は２０年くらい前に出来たんだよー。この橋の両側にあった土をガーっとのけて、

この橋をかけたんだよ。この橋が出来たおかげで、明戸と浦の両方を見渡すことが出来るように

なって、明戸にもこんなに明るい景色があったんだなあって思ったんだよね。 

１班：約２０メートル削って「気仙沼唐桑最短道」を通して（写真下）、元々道だったところに

橋をかけた！（平成９年完成）「最短道を自転車で楽に行き来できるくらいの勾配」を目指した

結果、２０メートルもずん!!っと山を削った。でも結局家は山の上にあるので、明戸の人は坂を

登るようだ～ 

②４班：山をこれだけ切り崩すなんて信じられなーい！！ 

２班：何気なく通ってきた橋にもいろんな思いが込められているんだなあと思った。昔、橋が出

来る前にあったけもの道やそこに通っていた配水管を使ってかくれんぼをして遊んだという話

しも聞けた。 

１班：「最短道」という通称は、便利さ、公益性をアピールして地主を説得しやすくするための

俗称だ…という唐桑都市伝説を教えてもらった！ 

 

 

No.２６ 山菜がいっぱい！！ ２班 

①これは、たらっぽ。天ぷらにすると、中までサクッとしておいしい。でも、東京に持って行っ

たり、少しでも日が経つと、しなっとしてしまっておいしさが半減する。たらっぽの他にも、シ

ドケや葉ワサビなど、たくさんの山菜があり、山に入ると何かしら食べ物がある。 

②山菜がサクッとするなんて、信じられない！！東京で食べたことのある山菜は、新鮮さにかけ

た、しなーっとしたものだけ。おいしいものを、おいしいうちに食べられる明戸の人たちが、う

らやましい！と思いました。私も、山菜の天ぷらが食べた～い！ 

③山菜はなんでも採れ、食べていた。しかし最近はセシウムの問題からあまり食べない。 

 

 

No.２７ 元・牛小屋 ３班 

①よねこさんは昔牛を飼っていて、その時牛小屋として利用していたのがこの建物。ちなみにそ

の牛は一回脱走したことがある。 

 

②明治・大正を感じさせる古い雰囲気を醸し出していた。昔の人の暮らしを垣間見た気がした。 

 

 

 

 

 

No.２８ お風呂 ３班 

①昔、お風呂は家の外にあり、体は温まるというよりはむしろ寒かったらしい。トトロに出てき

たお風呂に雰囲気がそっくりである。 

 

②浴槽が小さくてびっくりした。昔住んでた家のお風呂を思い出した。 

 

 

 

 

 

 



１０ 

 

No.２９ 元・お手洗 ３班 

①昔使われていたぼっとん便所。ぼっとん便所に溜まった排出物は吸い出し肥料として使ってい

た。便器の穴は大きく小さい子は落ちる危険性がある。 

 

 

②ぼっとん便所は排出物を取り出す仕組みだったのはびっくりした。 

 

 

 

 

No.３０ かまど ３班 

①ガスが通っていなかったとき、お風呂を沸かすにはかまどで焚き火をしなければならなかっ

た。昔は隣２～３軒で焚き火をする人、風呂に入る人をローテーションで回していたらしい。 

 

 

②思っていたよりかまどが小さかった。 

 

 

 

 

No.３１ 材木は“くわの木”  １班 

①善昭さんのご自宅です。写真にある屋根を支える部分は、１本のくわの木を縦に切って使って

います。（写真に写っていませんが左側にもあります） 

 

 

②屋根を支えているくわの木は立派で、最初に見たとき、ぱっと目に飛び込んで来ました。 

 

 

 

 

No.３２ 唐桑御殿と結(ゆい)っこ １班 

①誰かが家を建てる際は、集落みんなでお手伝いした。明戸は山の中で車が入れないから、資材

運びが大変だった。家の建築は集落の一大イベント。昔の家は築１００年を目指した（今の家は

耐久年数だいたい２７年）ので、その人にとっては人生の一大事業だった。 

不便な地理だからこそ「集落の協力心」＝「結っこ」があった。 

（写真は御殿(川村さん宅)の立派な神棚。こんな立派なものはすごく珍しい。） 

②「結」とは協力し合うこと。体(労働)でお手伝いした分は、体(労働)で返すという暗黙の決ま

り。おカネとかモノじゃ語れない結っこ。ステキな言葉 No.１です。 

③納得。畑仕事でもそうだった。 

 

No.３３ モロ １班 

①枝の剪定に１ヵ月かかった。樹齢２００年以上。 

 

②善昭さんの庭にある植物の中でも一際目立った存在感でした。 

庭に樹齢 200 年をこえる大木があることに驚きました。 

善昭さんの親、そのまた親と代々手入れし続け、善昭さんも同じように手入れをして、次の世代

へ残そうとすることに人のつながりを感じました。 

また、１ヵ月間もの間、剪定し続けたことに善昭さんのこの木に対する愛も感じました。 

 

 

No.３４ サフラン １班 

①善昭さんの庭の植物の中でおすすめ No.１！血液循環をよくする。女性におすすめ。出産後の

体力回復にも。めしべを乾燥させてお湯に入れると色が出るので、それを飲む。 

②「庭に色々なものがある中で一番のおすすめ」も、「女性にプレゼントする花として一番のお

すすめ」も、サフランというところが面白かった。他にもたくさんあったのに！ 

 

③婦人病によく効く！昔はサフランがたくさんあった。そこまでポピュラーではない、という声

も。 

 



 

１１ 

No.３５ 出血多量を防ぐには １班 

①人と同じで植物も剪定を行ったところをそのままにすると出血多量でその部分から腐ってし

まい、幹までダメになってしまう為、(剪定した部分を)木工用ボンドで止血する。ただ本当は専

用のものがあるが、チューブ１本１０００円ぐらいして高いのでボンドを使っている。笑 

 

②写真では一部だが、庭の植物の殆どにボンドが付いていて、善昭さんの植物に対しての熱い気

持ちとまめさが伺える。 

 

 

 

No.３６ シュロのムチ １班 

①シュロという植物の枝のような部分がムチのように使える。 

とても丈夫で硬い！持つとイカイカしている。 

シュロの毛？のような部分は、昔たわしとして使った。 

＜昔のエピソード＞ 

学校の先生に「ムチはあるか」と聞かれ、シュロのムチを持っていったらそれで叩かれた。 

②武器として抜群で子供心をくすぐるアイテム！ 

 

 

 

No.３７ 善昭さんの畑 １班 

①善昭さんの畑。ジャガイモ、ネギ、みょうが、ほうれん草、菜花がありました。写真の網は、

ヒヨドリ対策。鹿対策の網もありました。 

 

②色々なものがつくられていました。私にとっては、見ただけではそれが何なのか分からないも

のが多く、一つ一つ説明していただきました。 

 

 

 

 

No.３８ アシタバ １班 

①今日摘んでも、明日になったらおがる(成長する)からアシタバと名付けられた。 

 

②宿泊先の「つなかん」も夕食に出ました。栄養満点だそうです。 

＜食べた感想＞ 

かたく少し苦味がありました。 

アシタバという植物は初めて聞きました。東京の方にも生えているのか気になります。 

 

 

 

No.３９ お茶の葉 １班 

①新芽をとる。レンジで温めてお湯を入れるとお茶になる。 

 

 

②私が今までイメージしていた茶畑は足元ぐらいの大きさのものだったのですが、これは腰ぐら

いの大きさまであって驚きました。レンジで温めてお湯に入れるだけという手軽さに魅力を感じ

ました。 

 

 

 

No.４０ しきびの木と葉 １班 

①しきびの木は神さまのいるところにある。榊のようなもの。    

しきびの葉はお札に入れて祭典日に配る。 

 

②しきびという木は初めて聞きました。 

 

 

③最初「しちび」と記録していたが、「しきび」だった。 

 



１２ 

 

No.４１ しきびの実 １班 

①しきびの実は赤く、それをヤマガラとメジロを捕るための罠として使った。ヤマガラ１００円、

メジロ５０円で売れた。しかし、鳥類保護法により自粛。 

 

②ヤマガラとメジロ売るのかよ！ 

 

 

③最初「しちび」と記録していたが、「しきび」だった。 

 

 

No.４２ 旧道 １班 

①昔はこの道が主要道として使われていたが、高松宮様が来るため、舗装道路が他に出来(今の

役場へと下る道)、この道が主要道として使われなくなった。 

 

 

②梨屋へと続く道になっているが、昔は主要道だったという事に驚いた。 

 

 

 

 

No.４３ ご先祖様のお墓 １班 

①３００年くらい前の一番最初のご先祖様のお墓。お家のルーツは、宇治山田の戦い(宇治と山

田の合戦)で負けてここに来た野武士。その時に菊一文字の刀を持ってきた。 

宇治山田の戦いは、伊勢の内宮(アマテラス)VS 外宮(トヨウケ)の戦いで、年貢米のことで揉め

たのがきっかけで７年間続いたそうな。ちなみにご先祖様は外宮側だった。 

お墓のある場所は神聖な場所であり、人に踏まれないように一番高いところにある。 

②いらなくなった印鑑も高い所に埋めるといいそうです。 

③補足：伊勢神宮の門前町として栄えた宇治の里(内宮側)と山田の里(外宮側)は、何度も戦いを

繰り返した！ 

 

No.４４ 梨屋さん（梨園） １班 

①７０年前に山を削って果樹園を作り、２年前まで手入れをしていた。 

「手入れをした木は一旦手入れを止めると、実を付けるのも止める」！！ 

梨以外には林檎やぶどうも作って、本宅で売っていた。 

②唐桑で林檎を作っていたのは知っているが、梨を作っていたのは初めて知った。 

そもそも唐桑で梨が育つと思っておらず、その事実を知る事が出来る激アツスポット！！ 

ただ残念な事に、集団移転地になっており、なくなってしまう。 

 

 

 

No.４５ 集団移転予定地 １班 

①ここら辺一帯は宿地区の集団移転予定地で、ここから１５ｍずんっ!!と山を削る予定。今年９

月から造成。まっから(真正面から思い切り)風に当たるようになることが心配。 

ちなみに大昔は、弓矢の距離で自分の土地の範囲を決めたとか。 

 

②ちょうど写真の辺りで、昔は野ウサギを捕って食べていたそうです。 

ちょっと食べてみたいかも！ 

 

 

 

No.４６ 鹿の角 １班 

①ここら辺にいた鹿の角。わざとぶらさげている？もしくは偶然ひっかかって取れた？ 

 

 

②触れてみた。固い。表面はゴツゴツ？ 

 

 

③地元でもあまり見ない。 

 



 

１３ 

方言 ３班 

① かぜ=うに             まっこ＝馬        ぴいちゃん＝ひいばあちゃん・じいちゃん 

しいまご＝ひまご         おふるめ＝結婚式      べご＝牛 

だいん＝おいで          なして＝どうして      くんずもいい＝来なくてもいい 

めっこがでた＝芽が出ること    おがった＝成長した     雨が晴れた＝雨があがった 

②私たち自身、その方言が何を意味するかわからないものも多いが、地元の人は普段使っていてそれが方言だと気付かないことも多いらしく、一覧

にすることは双方楽しめるものだと思った。地元の人と話をしていると、方言が出てきて時々会話の理解に苦しむ時がある。しかし、そんな方言で

も単語を崩すと東京でも使われているような言葉が語源だったりするものが多い。 

 

 

料理・保存食 ３班 

① ＊料理＊ 

いかめし・・・イカの中にもち米をいれます。 

くさもち・・・よもぎから作ります。 

おにしめ・・・地元でとれるひじきがたっぷり入ってます！ 

おふかし・・・あずきをいれるのがポイント！ 

おせきはん・・・お祝い事の時に食べます。 

おづげ・・・お味噌汁などの汁物。 

ところてん・・・「てん」てんくさから作る。 

ほしいも・・・かんぱちの皮をタグって（むいて）蒸して干す！ 

くるみもち・・・ご当地スイーツ☆ 

なます・・・大根とゆず 

＊海の幸＊ 

牡蠣・・・刺身でもおづげでも美味しい！ほや、わかめ、うに、めかぶ、まつも、あわび…などなど！ 

②明戸には、東京では得られない自然豊富な食材がたくさんあることに気づいた。また、その食材を更においしくする明戸の方々の調理方法に感動

した。 

③昔（お話をうかがった方が子どもだったころ）、子どもは海の干潮と満潮の時間を知っており、腹がへったら海のものをとって食べた。具体的に

ウニなどを食べていた。 
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◆◆◆◆発表中発表中発表中発表中＆＆＆＆発表会後発表会後発表会後発表会後のののの memomemomemomemo◆◆◆◆    

「「「「明戸明戸明戸明戸のいまのいまのいまのいま」」」」についてについてについてについて    

� ２０年前は漁業がすごく儲かっていてまぐろがたくさんとれた。しかし最近ではその頃と比

べて景気が落ちたのと、外国からの移民の船乗りが増えた事で、明戸の食卓にマグロが並ぶ

事は前よりずいぶん珍しくなった。勿論、震災も大きな影響を与えていて、震災で船をなく

してなかなか前のように漁業ができてない人もいる。 

� １０年程前から漁業権という制度ができた。漁業権ができる前は誰でも潮干狩りや釣りがで

きて、釣った魚や貝を勝手に持って帰る事ができたが、今はこの漁業権を申請した人しか魚

や貝を採ることができない。 

� (昔は)家族の人数が多い。 

→米の不足。一人前を家族で分け合った。その分葉っぱと塩で味付けした海藻を多く食べた。 

「「「「明戸明戸明戸明戸インフラインフラインフラインフラ」」」」についてについてについてについて    

� ４０代・５０代「日めくりカレンダーをトイレットペーパーに使ってたのは知らなかった！

私らの頃は雑誌だった！」 

� 明戸の人々の家には冷蔵庫（冷凍庫ももちろんついている）と大きな冷凍庫と両方持ってい

る。冷凍庫はストッカーと呼ぶ。魚が多くとれすぎて、いちいち冷凍保存していないと食べ

きれないし、もったいない、とのこと。 

「「「「結婚結婚結婚結婚 inininin 明明明明戸戸戸戸」」」」についてについてについてについて    

� 昔は白無垢とか着なかった。もちろん、ウェディングドレスなんてない。留袖や振袖だった。 

写真を撮ったりもしない。 

嫁入り道具のたんすには着物が入ってた。 

「「「「出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育てててて atatatat 明戸明戸明戸明戸」」」」についてについてについてについて    

� 昔は古くなった浴衣でもおむつを作った。 

「「「「おおおお正月正月正月正月」」」」にににについてついてついてついて    

� 牡蠣雑炊を三が日に食べる 

→４０代５０代「ほぉ～？」７０代８０代「いやいや今もやってる」 

そそそそのののの他他他他    

� 善昭さんのお宅にお茶の葉があったので、宮城はお茶で有名なのですか、と聞いたらあまり

有名ではない、ということだった。ただ昔は茶畑や桑畑があったそうです。 

� 唐桑のあたりには、関所や神社が多い。神社の絵馬の本を見せていただきました。 

� 明戸という狭い地区ゆえに基本的にみんな知っていることばかりで「あぁ、そうだね、そう

だね」と頷くような反応が多かった。一方、個人のちょっとした思い出話には笑いが起こっ

た。 

 

 

あげどにはなんもねぇがら 

今回のまち歩きを準備するに当たり、 

明戸の住民の多くが語った言葉です。 

だけどもやっぱり、あったあった。 

いっぱいあった。 

 

これでゴールではありません。 

気になったところがあればどんどん書き込んでいって、 

このノートを自由に活用してください。 

大事に大事に棚に仕舞うのではなくて、 

いろんな人に見せてあげてください。 

帰ってきた家族とこれを見ながら散歩する。 

友だちとお茶っこしながら、話し語りする。 

そこで咲いた話の花が、この企画のスタート地点です。 

明戸の未来にちょっとでも役立ててください。 

 

お手伝いいただいた全ての方にお礼を申し上げます。 

ありがとうございました。また明戸におジャマします。 

 

                   企画責任者 
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