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〇はじめの挨拶 

青柳：はい。北海道博物館の青柳です。よろしくお願いします。今日は智恵文中央老人クラブさんから

お客様が見えています。新井さん、植西さん、今藤さんです。 

今藤：こんにちは。 

児童：こんにちは。 

青柳：皆さん、智恵文のご出身で農家の方です。今日はいろいろなお話を聞けると思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

児童：よろしくお願いします。 

萬城目：児童の皆さん、3年生は初めて、4年生は地域のことを学ぶ社会科です。昔の生活ですとか北海

道はどういった特色があるかということを、教科書とは違った形で学びます。もしかしたら見たことが

あるものや、興味があるものが出てくるかもしれません。そうなるととってもいいと思います。今日は

先輩方と、青柳先生と一緒にいろんなものを見たり、質問をしてみてください。質問を後で、自分の学

習の中で調べたりして、ふくらませるといいと思います。13：20頃、教室に戻って子ども達でまとめを

します。青柳先生よろしくお願いします。 

 

  

 

〇プログラム 

青柳：はい。今日のテーマは「馬を使った米づくり」です。お話の中身は二つです。 

「名寄・智恵文とお米、馬」そして「いまとむかしの米づくり」です。いまの米づくりはスライド

で、むかしの米づくりは老人クラブの皆さんから智恵文のお話を聞いたり、名寄・風連の昔のビデオ

1-1-2-2 馬を使った米づくり 
 

開催日：2019年 5月 16日  場所：智恵文小学校 

参加者：植西喜雄さん（昭和 5年生まれ）、今藤正美さん（昭和 5年生まれ）、新井邦一さん（昭和 11

年生まれ）、智恵文小学校 3年生 4名、智恵文小学校 4年生 3名、智恵文小学校教員 4名、紀國谷康

子さん（智恵文公民館） 

編集：青柳かつら 
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（ムービー）を見ます。 

 

○名寄・智恵文とお米、馬 

青柳：では、名寄・智恵文とお米、馬です。まず、「お米ってどんな植物？」です。白いご飯になりま

すが、この植物わかりますか。こんな葉っぱで茎がどんどん増えていきます。わかりますか？ 

児童：（挙手して）イネ。 

青柳：イネですね。こういった形の葉っぱです。夏になると花が咲き、実ができます。秋には黄金色の

稲穂が実り、お米として収穫できるようになります。お米を育てる農業のことを稲作といいます。 

稲作って聞いたことがありますか？ 

児童：（首を振る） 

青柳：初めて聞きましたね。今日覚えて帰ってくださいね。そして、ここに米という漢字がありますが

この中に漢字が隠れています。ヒントは上からも下からも読みます。わかるかな。 

漢字の八十八ですね。 

児童：あ～あ。 

青柳：どういうことかというと、米づくりでは、春から秋まで、種もみという種まきをしてから、田植

えをして、収穫をするまで、たくさんの手間がかかります。八十八回もの手間がある、ということで昔

の人は米という字にそうした意味を込めたのだそうです。今日は春から夏の作業を紹介します。いまの

米づくりと60年以上前のむかしの米づくりを比べてみながら学習します。 

 

  

  

 

○なよろとお米 

青柳：なよろとお米の関係ですが、こちら皆さん行ったことがありますね。 
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児童：あるある。 

青柳：道の駅なよろですね。ここの人気商品と言えば？ 

児童：大福、もち米。 

青柳：色々な味の大福がありますよね。大福は何からできていますか？ 

児童：お米！ 

青柳：いいですね。お米です。稲穂が実っています。イネが生えている所は、田んぼですね。風連には

田んぼがたくさんあります。 

こちらは、私が昨日写真を撮ってきた、今の名寄・風連の田の様子です。水が入っていて、これから

代かきをする所のようです。代かきは後で出てきます。国道から見てもこうした田んぼがたくさんあり

ます。これが今の名寄の姿です。 

 

  

 

○現在の名寄市のお米の生産 

青柳：今、名寄で作っている農作物にはどんなものがありますか？ 

児童：もち米。 

青柳：もち米もありますね。アスパラガスとか、ジャガイモとかたくさんありますね。 

今出てきました、もち米は、主な農作物の１つですね。もち米を作る人達の集まりで「名寄市もち米

生産組合」があります。そこに入っている農家の数はどれ位あると思いますか。今、名寄には農家の数

は700戸位あるのだそうです。 

児童：ええー。 

青柳：そのうち、もち米を作っている農家はどれ位あるでしょうか。 

児童：500。600ぐらい。 

青柳：600だと殆どがもち米農家ということですよ。 

児童：400か300。 

青柳：なかなかいいですね。午前中老人クラブの皆さんの間では「100位ではないか」ということでし

たが、小学生の皆さんはなかなか鋭いですね。 

実は、この組合の2014年の農家の戸数は328戸なのだそうです。全体の半分よりちょっと少ない位が

もち米の農家なのです。田んぼの面積は、約3,000ha。とっても多いのです。もち米生産量は約1.8万t

です。 

児童：うわぁ。1tってトラック位？ 



295 

 

青柳：そうですね。でも1tではなく、1.8万tです。とても多いですね。 

児童：ええ、まじか。 

 

○智恵文と馬 

青柳：そして馬が出てきます。 

児童：知ってるー。 

青柳：昔、エンジンの付いた農機具がない時は、人々は馬の力を使って荷物をひいたり、田畑を耕した

りしていました。 

今やっている、ばんえい競馬って聞いたことがありますか？ 

児童：はい（挙手）。 

青柳：帯広で重い荷物を引っ張って、坂を上ったりして速さを競うレースが今も行われています。実は

智恵文にも馬がいることを知っていますか？ 

児童：知ってるー！ 門馬さんちにいる。 

青柳：すごいですね。よく知っていますね。 

児童：いつも馬が出ている。 

青柳：あなたはよく知っているのね。他の人はどうですか？ 

児童：知らない（口々に）。 

青柳：では、ビデオを見てみましょう。 

児童：カボチャ食べている。 

青柳：4頭いますね。 

児童：見たことある！  
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児童：知ってる、俺。 

児童：思い出した、ここか。 

青柳：これがその年の春に生まれた仔馬です。毛がしょぼしょぼしていますね。 

児童：フワフワしている。 

青柳：フワフワしていますね。門馬さんの牧場では、ばんえい競馬に出るための馬を育てています。ぜ

ひ門馬さんの家の近くを通ることがあったら行ってみてください。 

 

○米づくり 

青柳：では、米づくりのお話に入っていきます。 

児童：はい。 

青柳：まずは春の作業ですが、一番初めにやることはこちらです。見たことがありますか。雪の上が黒

くなっていますね。 

児童：知ってる。 

青柳：見たこともない人も、ある人もいるようですね。 

児童：家で撒いている。 

青柳：お家で撒いているのですか。お家が農家の人は？ 

児童：はい（5人が挙手）。 

青柳：そうですか、では今日のお話はスムーズにいきそうですね。 

これは肥料分が入った専用の薬（融雪剤）です。機械で撒いています。ではそれがなかった昔はどう

していたでしょうか。ビデオを見てみましょう。 

教員：何している？ 

児童：土を撒いている。 

教員：何を使っている？ 

児童：スコップ。 

青柳：橇もありますね。 

児童：大変だな。 

青柳：今藤さん、どのような作業が説明していただけますか。 

今藤：これね、今はトラクターで（融雪剤を）ばら撒いているけど、昔は土を橇に積んで、スコップで

ばら撒いて早く雪が融けるようにしたの。 
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児童：歩くの大変そう。 

教員：腰にくるね。 

今藤：皆さんのおじいちゃん、おばあちゃんの時代だね。 

青柳：待ってください。それよりも少し上の年代かもしれません。皆さんのおじいちゃん、おばあちゃ

んは何歳ですか？ 

児童：（一斉に答える） 

青柳：ばらばらですけれど、大体50代から70代の間でしょうか。 

今藤：ああやって手で撒いたのね。 

児童：歩くの大変そう。 

今藤：大変だよね。 

青柳：そして、次は肥料（たい肥）です。たい肥は重たいので馬にひかせて運びます。 

今藤：昔、トラクターなんかなかったからね。重たい荷物はみんな馬に運んでもらったのね。 

 

○種播き・苗を育てる（育苗） 

青柳：では、次の作業です。種播きや苗を育てる作業です。これは今の様子です。イネの種をまき、苗

を育てるのです。今は専用の機械（自動種播き機）があります。見たことがある人はいますか？ 

児童：1回ある。 

青柳：この機械で種籾を苗箱（育苗箱）に播いたり、土をかぶせたりします。ベルトコンベアが移動し

て、このように均一に種もみを播くのです。苗箱では白い芽が出て、芽の中から葉が出て緑色に変わっ

ていきます。その苗箱を、大きなビニールハウスの中で育てるのですね。ビニールハウスの中で温度管

理をして苗を育てるのです。では、ビニールハウスがなかった昔はどうしたか、ですね。 

児童：これ（ビニールハウス）ばあちゃんの家にある。 

児童：ひいばあちゃんなら知ってるかもしれない。 

青柳：さて、これはなんでしょうか。ヒントはこれ、障子です。 

 

  

“むかし”の画像は、名寄市北国博物館所蔵動画より（以下、同じ） 

 

今藤：昔は大きなビニールなんてなかったから、障子位の大きさの枠に紙を貼るんだよ。そこに油を塗

って、ビニールの代わりにしたの。昔はそういうもので暖かくして、お米の苗が早く育つようにしたの

です。 
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児童：わあ。 

青柳：ビニールハウスがない時は、障子です。今は、障子は和室でも減っていますが、この紙でできた

障子を使って、昔なりの小さなハウスを作ってその中で苗を育てたのです。 

児童：油を塗っている。 

青柳：ビデオでは、油ではなく障子を作るのに糊を塗っています。 

今塗っているのが油です。油は水を弾くでしょう。それからビデオで言っているように、油はお日様

の光を通しやすくするのだそうです。 

児童：1枚目が完成。 

青柳：そうですね。でも、まだまだたくさん障子は必要です。では、ハウスの壁の方を作ります。木で

すよ。 

児童：これ（掛矢？）家にある。 

青柳：木でできた大きな槌ですね。 

児童：クワだ。家にもある、クワ。 

青柳：クワって知ってるんだね。 

児童：知ってる。使ってる。 

青柳：さて、種まきです。さっき機械で播いた写真がありましたが、手で播いている様子は、機械と同

じ位上手です。 

児童：すごい。 

青柳：上手に種を播くのは、とっても技術がいるのだそうです。そして土をかけます。障子の部分はハ

ウスの屋根ですね。このようにして屋根を作ります。子どもを育てるのと同じ位丁寧にしました。 

今藤：ああやって作ったら、今のビニールハウスと同じ位暖かくなったんだよ。 

青柳：昔の人の知恵ですね。 

 

○田起こし、肥料撒き、代かき 

青柳：では田起こし、肥料撒き、代かきです。トラクターを使ったりしています。今は、こういう大き

なトラクターがあって、その後ろにいろいろな作業機械を付け替えるのですね。田起こし、肥料まき、

代かきも作業機械を付け替えて、これ一台でできますね。トラクターはそれほど便利なのです。ではト

ラクターがなかった昔はどうしたのでしょうか、というのがこちらです。 

 

  

“むかし”の画像は、名寄市北国博物館所蔵動画より（以下、同じ） 
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児童：馬。 

青柳：そうそう、馬ですね。前を馬が引っ張って、後ろのレバーのような持ち手を、人が支えて持ちま

す。持ち手がわかりますか？ 

児童：うん。 

青柳：では、大きくしてみましょう。アメリカ式の農機具「プラウ」です。これは北海道の農業の歴史

の特徴なので、ぜひ覚えてください。 

手で持つ方と馬が引っ張る方です。ここ（青い矢印）に、鋭い部分がありますね。この部分で土を耕

します。これが、アメリカ式の農機具「プラウ」です。 

児童：すごい。 

青柳：ビデオで見てみましょう。 

今藤：皆さんの家に今もある農機具では、トラクターの後ろに「プラウ」という機械を付ける。見たこ

とある？ 

児童：ある！ 

今藤：その一番昔の形が、ちょうどこんなようだったの。 

児童：似てる。 

青柳：プラウが出てきました。耕されているのが分かりますか。 

児童：ああ。 

青柳：地面を掘り起こして削るような感じですね。 

午前中、老人クラブの皆さんから「このプラウの扱い方はあまり上手ではないのではないか」とあり

ました。馬があっちこっちへ歩きすぎて、ガタガタしているのがわかりますか。上手な人だともっとス

ムーズにまっすぐ行くのだそうです。男の人だけでなく、女の人もやったそうですよ。 

児童：なんか疲れそう。 

青柳：疲れそうだよね。 

今藤：今、小さな仔馬がついて歩いていたでしょ。あれはまだ母馬のお乳を飲んでいる仔馬なの。 

児童：え～。 

今藤：お乳がほしくなったら、お母さんの所に行って乳を飲むのさ。 

青柳：この仔馬はこの春に生まれたばかりだと思うのです。そしてこれは春の作業なので、この仔馬は

お乳を飲みたい盛りなのです。 
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○代かき 

青柳：次は代かきです。代かきでは田んぼに水を入れて、空気を入れてかき混ぜて、平らに均します。

何か道具の上に人が乗っています。この道具を起こしたのがこんな様子です。何か出ていますね。 

児童：なにか刃みたいな。 

青柳：そうです。金属の鋭いツメが付いていて、回転するのです。鬼ハローですね。土砕きともいいま

す。 

児童：ああ～。 

青柳：その様子をビデオで見てみましょう。新井さん、何か代かきで思い出はありますか。 

新井：こうした農機具が主流だったから、機械なんかはなかったから、（そのことについて）当時はど

うと思うこともなかった。 

青柳：昔の人は、それが当たり前だと思ってやっていたのですね。とはいえ大変な作業だったでしょ

う。 

今藤：智恵文にも40～45年前まではこうした水田があったのです。 

児童：ああ。 

今藤：その水田は山際の方、川の水をたくさん使える所にあって、中央部の平らな所には水田はひとつ

もなかったのです。全部馬で作業をしていました。40～45年前になると、米をたくさん作らなくてもい

い、「生産調整」、つまり国の政策で補助金を出したりして、「米づくりはやめなさい」ということに

なったのです。こうして智恵文の水田はみんななくなってしまったのです。 

児童：へえ。 

今藤：その前はこのようにして馬を使って米づくりをしていました。おじいちゃんの代からは畑ばかり

になって、トラクターで仕事をするように変わりました。40年以上前の話なんだなあと思って見てもら

えればいいです。 

 

  

 

○直播・田植え 

青柳：では、こちらは今の田植えです。 

児童：これよく見る。 

青柳：田植え機には車輪が付いていて、先ほど見た苗箱を一度に横6箱、縦2箱も載せることができま

す。大きな田植え機だと、横10箱、縦2箱、つまり20箱も載せることができるのだそうです。このよう

に田植えも機械化が進んでいます。 
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では、昔は何を使ったかですが？ 

児童：タコアシ。 

青柳：スライドに（タコアシと）書いてあります

ね。 

上から種もみを入れて均すと、管を通って一度に

たくさんの種もみが播けます。これが、とても上手

に考えられた器械、タコアシですね。これをビデオ

で見てみましょう。 

児童：押してから踏み出している。 

青柳：このたくさんの管がタコの足のようですね。だからタコアシと呼ぶのです。 

そして田植えをする前に、転がして苗を植える場所に印をつける道具、ゴロを使います。この印に合

わせてやっぱり手で苗を植えます。これが昔の田植えですね。これをビデオで見てみましょう。 

教員：田植えは名寄農業高校の協力でちょうど来週やるのです。 

青柳：そうですか。今藤さん、何か思い出はありますか。 

今藤：昔は田植えをするとき、家族の人数では足りないので、街の奥さんたちにアルバイトで働きに来

てもらった。「出面（デメン）さん」と呼ばれていました。 

 

○まとめ 

青柳：では今日のまとめに入ります。 

見ていただいたように、昔の米づくりでは、馬は大活躍していました。たくさんの田を起こすため

に、アメリカ式の農機具、さっき出てきましたね。何でしたか？ 

児童：プラウ。 

今藤：おお、そうだ。 

青柳：そうですね。プラウなど、馬と一緒にいろんな道具を使いました。 

田植え、草取りなど、人の手でする作業もたくさんありました。 

そして、この後、農業の機械化ですね。いろんな新しい機械が出てきます。例えば？ 

児童：トラクター。 

児童：田植え機。 

青柳：皆さん、いいですね。 

そうですね。そうしたトラクター、田植え機といった機械を使う米づくりが始まりました。 

青柳：私からは以上ですが、何か質問があれば。 

萬城目：また後から聞きたいことが出てくるかもしれません。 

青柳：私もまた智恵文に来ますし、老人クラブの皆さんは毎週木曜日に集まっておられますので、今後

とも、どうぞ気楽にお付き合いさせていただければと思います。ありがとうございました。 

児童：ありがとうございました。 

萬城目：先生も何も言えない位、今日は大変勉強になりました。 

今藤：こういう機械を使う時代は、もう智恵文では水田がなくなっていたからね。 
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橋：本日は、札幌から青柳さんありがとうございました。智恵文の大先輩の方々は、実は朝から智恵文

の昔のことを掘り起こす勉強会をなさっていたのです。私も聞くばっかりでしたが、ちょっとだけご一

緒させていただきました。今日聞いたことは、他のもの（書籍「名寄」）も見てもっと聞きたくなるで

しょう。ここにいる先輩方は、身近にいて、神社のお祭りのこと、お神輿のことなど、色々また教えて

くださると思います。勉強の中身もそうですが、こうした人と人のつながりも作っていただけて、今日

は大変感謝しております。長い時間ありがとうございました。 

一同：ありがとうございました。 
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1-2 士別市朝日町 

1-2-1 知恵の蔵運営委員によるサロン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○はじめの挨拶 

城守：ちょっと時間より早いですが、予定した方が集まりましたので、始めさせていただきます。堅苦

しくなく進めて参りたいですが、まず穴田委員長からご挨拶です。 

穴田：先ほどもありましたが、今日は、北大の総合博物館から山下先生がおいで頂いています。お忙し

い中、この地まで出向いていただきましてありがとうございます。おなじみの青柳さん、卓さんが見え

ており、心強く思っております。城守さんからもありましたが、この会ではざっくばらんに皆様にお話

をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

城守：午前中にここ（朝日郷土資料室）にある資料の中から、皆さんの昔の生活に関わる物をこちらに

用意しました。選んでいただいた物を、前に置きまして、皆さんに思い出などを話していただき、話の

きっかけとしていきたいと思います。皆さんが昔から生活してきたことを、お茶を飲みながら楽しく、

ざっくばらんに話していきましょうという会です。固くならずによろしくお願いいたします。 

青柳：そうですね。今日は、冬の暮らし、冬を温かく過ごす道具を中心に選びました。 

選び方の基準として、資料室にたくさん種類があるものですね。例えば、始めに湯たんぽがありま

す。これは「湯たんぽ」という同じ名前ですが、素材や形が時代で少しずつ違っています。かつ、たく

さんの人が使ったことがある物ではないかと思います。そうした、生活に密着した物を選びました。自

分や家族がどのように使ったか、どんな思い出があるか、是非気楽にご経験を聞かせてください。 

 

○湯たんぽ  

青柳：まずこちらからいきましょうか。 

陶器製（AA20 488）、ブリキ製（AA20 0136）、プラスチック（AA20 4699）ですね。 

こちら（AA20 488）を使った方はおられますか？ 

笹井：ありません。近代的です。 

青柳：笹井さんが「ない」って言われています。 

中谷：もうすこし若い人が使ったのではないか。 

1-2-1-1 暖房用具と冬のくらし 
 

開催日：2018年 10月 24日  場所：朝日郷土資料室 

参加者：穴田一男さん（昭和 9年生まれ）、中谷強さん（昭和 8年生まれ）、坂本勝己さん（昭和 18年

生まれ）、岡田成治さん（昭和 24年生まれ）、穴井濤子さん、阿部幸夫さん（昭和 15年生まれ）、斉

藤敏さん（昭和 15年生まれ）、笹井泰治さん（昭和 9年生まれ）、塚田郁子さん、塚田多鶴子さん、

帆苅ひろ子さん、城守正廣さん（朝日郷土資料室）、堀龍子さん（同）、山下俊介さん(北大総合博物

館)、卓彦伶さん（北大文学研究科） 

編集：青柳かつら 
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青柳：何でできているでしょうか？  

笹井：（固い音がする） 

青柳：いい音がするのですが。 

中谷：焼きもの。 

青柳：プラスチックではないですね。今、中谷さんが焼き物と言ってくださいましたが、おそらく陶器

でしょうか。 

笹井：ここまで（凸凹の細かな形）陶器でできるかな。 

斉藤・阿部：アルミだ。 

坂本：陶器の物って（当時）あったよね。 

一同：あった。 

青柳：坂本さん、ありましたか。 

坂本：いや、自分が使ったわけではないけど、陶器製の物はあった。 

 

○玉石・こたつ 

笹井：あのね。雑談ですが、一番始め、（暖房具は）玉石（タマイシ）だった。 

青柳：出ました。玉石。川の中にあるような大きな石を、ですか？ 

笹井：そう、それを焼いて、布団の中。ストーブで焼いて、この前に話したわら布団に入れた。 

青柳：わら布団ですね。わら布団で包むのですか？ 

笹井：いや、わら布団というのは、わらのシブで。わらを削いだらシブが出るんですよね。柔らかいシ

ブね。それを綿の代わりに（して布団に入れた）。 

青柳：いつもわら細工の時、（センバコキで）やっていますね。 

笹井：湯たんぽは毛布とかそういうものにくるんでね。 

一同：（頷く） 

青柳：その頃のストーブというと？ 

笹井：いや、薪ストーブだよね。 

一同：（頷く） 

斉藤：石炭じゃない。薪だ。 

笹井：あと何だった？ こんな（手で小山のような仕草）。 

坂本：やぐらこたつ。 

一同：こたつだ。 

笹井：やぐらはせんけどね、木ではなくて、焼いたもの。四角くなっていて、それがこたつ。 

青柳：そうでしたか。では皆さん、焼き物の湯たんぽは使っていないのですね。これは戦時中に、供出

があったから、一般家庭から金物がなくなってできた、焼き物の湯たんぽです。皆さんの頃では使わな

かったのですね。 

笹井：やっぱり、こたつが多かったよね。 

青柳：夜寝るときですね。 

笹井：そう。 

中谷：こたつはね、家族が多いから。真ん中にこたつを置いて家族がぐるっと（囲むように寝る）。 
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青柳：これが（木枠のある）「やぐらこたつ」（AA20 369）ですね。これはこたつ？ 

中谷：うん「アンカ」って言うね。 

青柳：これは笹井さんのお宅では使いましたか？ 

笹井：ううん、これはせんかったけど、あそこにあるこたつだった。 

 

○アンカ（AA20 364） 

斉藤：これだ。 

穴田：これが一般的だ。 

卓：（アンカの下部を引き出す） 

笹井：懐かしい。 

青柳：この中身はなんですか？ 

笹井：いや、薪だ。 

斉藤：薪ストーブの燠（おき）をそこにいれるの。 

笹井：燠って炭になる前のものだね。 

斉藤：燠の上にアク（灰）をかけておいたら一晩中火が持つの。 

青柳：では、木炭を準備しなくても薪ストーブの燠を使えばよかったのですね。 

一同：そうそう。 

青柳：それは合理的だし、簡単に準備できますね。使ったのは皆さんの子どもの時分ですか？ 

笹井・坂本：そう。 

青柳：でしたら昭和10年代か20年代か。このアンカを使ったことがある方は？ 

一同：（挙手） 

青柳：全員ですか。 

坂本：使ってないのは郁子さんくらいか。 

塚田郁子：わからない。 

青柳：そうですか。これは一家に一つですか。 

笹井：大きな（家族の多い）家だったら、いくつもだ。 

青柳：夜寝るときですね。 

帆苅：上に薄い座布団みたいなのをかけて、火傷をしないようにした。そしてその上から布団を交互に

掛けてね。そうして暖房にした。 

斉藤：そうそう。（布団に）潜っていって、ここ（アンカの上部）に足が付いたら熱いんだ。 

阿部：そうだ（笑）。 

帆苅：だから、燠を入れるときは、燠のままではなくて、そのまわりにアクをかける。 

青柳：アクというのは？ 

一同：これこれ、（下部に入っている）灰だ。 

斉藤：（燠を）ポンと置くだけなくて、（アクを）きれいに固める。 

笹井：燠は、アオキ（針葉樹）、マツの木とかね。ハンノキはだめなの。 

青柳：火持ちがいいのはどんな木ですか。 

斉藤・阿部：ナラとかイタヤ（カエデ）。 
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斉藤：ナラ、イタヤだったら焚く材料としては最高だ。 

笹井：俺は木工場のそばに住んでいたからね。アオキもいっぱいあったんだ。ザッパ（雑端：木端の

意）。だからそれを（火持ちはよくないが）焚いた。 

阿部：うちは（三栄の）開拓で入ったからね。薪は豊富にあったんだ。燠が一番出るのはニレだ。 

青柳：ニレですか。ハルニレとかオヒョウとかありますけどね。 

斉藤：そうだ。 

青柳：ニレ、ナラ、イタヤの薪は普段からストーブで使いますか？ 

一同：そう。  

青柳：薪は国有林から払い下げて手に入れたのでしょうか？ 薪を買ったりもしたのでしょうか？ 

笹井：そうだね。 

山下：（アンカの下部を指して）薪はこれに入るサイズなんですか。 

阿部：薪をストーブにくべて燃えて（形が小さくなって）アクになる前、燠になったものを使う。燠は

（脆くて）すぐ欠けるから。それを割って入れる。 

斉藤：燠は木炭になるちょっと手前位。それを使う。 

 

 

サロンの様子（写真中の資料は朝日郷土資料室所蔵、以下同じ） 

〔（左から、以下同じ）阿部幸夫さん、斉藤敏さん、卓彦伶さん、山下俊介さん〕 

 

○石炭と豆炭 

岡田：薪ストーブがなくなって石炭を焚くようになってきたでしょ。 

一同：うんうん。 

岡田：その後は豆炭？ 

一同：そう。豆炭だ。 

笹井：その前は粉炭でしょ。そして鋸屑ストーブがあった。 

坂本・岡田：ああ、あった、あった。 

笹井：（朝日は）木材の町だから。 

坂本：俺は豆炭で火傷して、今でも痕が残っているわ。 



320 

 

○湯たんぽ 

青柳：湯たんぽの話もしておきたいのですが、このブリキの湯たんぽはいかがでしょうか。使いました

か。 

一同：（挙手） 

青柳：全員ですね。 

斉藤：これは一番多く使った。 

青柳：時代としては、こたつの後が湯たんぽでしょうか。こたつと湯たんぽ、扱いやすいのはどちらで

しょうか？ 

中谷：こたつの後が湯たんぽだわ。 

笹井：湯たんぽは火傷をするとひどいんだ。 

中谷：そうそう。 

岡田：俺は2回位火傷した。 

斉藤：このアンカの次は、石炭ストーブになって豆炭になった。 

坂本：豆炭は石綿に入っている。 

 

○豆炭アンカ（AA20 01644） 

斉藤：ああ、これこれ。 

女性：よく火が持つのね。 

青柳：豆炭は石炭ストーブが出てきてからですね。 

斉藤：そうそう。 

青柳：そうですか、石炭ストーブがいつ頃出てきたか覚えておられる方はおられますか？ 

穴田：戦後。昭和24～25年でないかい。 

一同：30年代。 

岡田：30年代だね。 

斉藤：俺は中学校の時、石炭ストーブだった。 

青柳：昭和30年頃ですか。 

笹井：粉炭。 

阿部：俺らは山の中だったから、小学校の時は薪だった。春先、青年の人が薪を切ってさ。 

坂本：学校は「塊炭（カイタン）」だね。家庭では粉炭だ。 

青柳：豆炭は丸い物ですね。丸くてやや四角い形ですね。 

阿部：人工的に作ったものだから。 

青柳：「無煙炭」、煙の出ない炭を丸く固めた物ですね。この周りが石綿ですね。 

阿部：燃えないように。 

青柳：これは家庭１つですか？ ブリキ（？）で出来ていますが、日用品？ いいものではなかったの

ですか？  

坂本：一人1個。 

阿部：買えたんだから大した値段ではない。石綿だから火は付かない。 

青柳：どこで買えましたか？  
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斉藤：雑貨屋さん。 

一同：どこでも買えた。 

青柳：名前は豆炭アンカですね。 

笹井：これは何年頃？ 

坂本：これは昭和40年頃ではないか。 

塚田郁子：使っていた記憶はある。 

青柳：中学生の頃、豆炭は？ 

斉藤・阿部：ないない。昭和40年代だ。 

 

○暖房具の燃料 

青柳：その前まではこのブリキの湯たんぽですね。 

塚田多鶴子：ブリキのは長く使っていたよね。 

阿部：湯たんぽは薪ストーブでなんぼでもお湯は沸かせたから。 

中谷・坂本：子どもらは、朝湯たんぽのお湯をあけて顔を洗うんだ。 

山下：豆炭はアンカには入れないのですか？ 

斉藤・阿部：入れない。 

山下：（アンカの燃料は）生木ですか？ 

一同：薪ストーブの燠だ。 

城守：アンカは、真っ赤になった木炭（燠）を入れて、灰をかぶせると一晩持つというもの。表に出し

ていたらばーっと燃えてしまうので灰に埋めておくことで空気が足りなくなって、朝方まで火が持つ。 

山下：かなり、しっかり埋めても大丈夫なんですか。 

阿部・斉藤：大丈夫。 

青柳：ストーブの燃料の関係は、薪の次におがくずストーブがありましたか。 

一同：あった、あった。 

青柳：朝日の場合は、大岡木工場さんの関係でオガ炭ストーブも使われていたようですね。 

穴田：あったね。 

青柳：オガ炭ストーブを使った方は？ 

岡田・穴田・中谷：（挙手） 

斉藤：市街地区だ。 

青柳：城守さんもオガ炭ストーブを使ったそうです。 

岡田：使用期間は短かったと思う。（おがくずストーブと混同？） 

 

○ルンペンストーブ 

坂本：ルンペンストーブってあったでしょ。 

青柳：聞いたことあります。 

坂本：こんな小さくて、自分の部屋とか、各部屋に持って行けた。 

青柳：なるほど。茶の間だけでなくで、ポータブル、移動できるストーブですね。 

坂本：煙突だけはちゃんとしなくちゃ、だけどね。 
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○オガ炭ストーブ 

青柳：オガ炭ストーブはいつ頃だったのでしょうか。 

岡田：遅いね。でも石炭の前だよ。 

青柳：20年代？ 

阿部：いや、30年代後半だ。 

城守：オガ炭ストーブは大岡さんが初めてたくさん出回るほどの量はなかったのではないか。オガ炭

は、おがくずを固めて圧縮して作った燃料。 

岡田：あ、俺おがくずストーブと間違えてた。 

城守：（一般には普及せず）特殊な所でしか使っていなかったと思う。 

中谷：オガ炭は使ったことあるけど、風連でも作っていた。 

岡田：焚いたことはあるけど日常的には使わなかったね。 

笹井：オガ炭は鋸屑に油を染み込ませて作ったのではないか。 

一同：そうだね。 

 

○薪の利用 

斉藤：農家地区では営林署から薪を燃材として1戸何立方メートルか買い上げて。 

城守：払い下げしてもらってね。 

斉藤：（そうした資源と仕組みがあったから）だから薪の時代が長く続いた。 

坂本：薪切り専門の人が回って歩いたもんね。 

斉藤：僕ら子どもの頃は、よその家の薪切り、1本10銭とかで引き受けた。 

一同：10銭（笑）。 

笹井：そして、鋸の目立てができないから。 

青柳：それはいつ頃ですか？ 

笹井：戦時中だな。そして丸太の皮を燃料にした。 

青柳：丸太の樹皮を剥ぐ道具ってありますよね。 

坂本：あった、あった。結構後までやっていた。道路に並べて。 

笹井：あったね。でもあれは煙突がつまるのね。 

城守：樹皮は、木工場の土場から勝手に持っていっても怒られなかった？ それとも許可をもらって手

に入れた？ 

笹井：死活問題だから。 

坂本：昭和40年代に家の横に、だーっと並べて乾かしていた。 

笹井：鍛冶屋さんでも丸太の皮剥き機、作って売っていた。 

中谷：警笛を鳴らして丸太を積んだ林鉄（森林鉄道）が入ってくる。 

笹井：樹皮剥きは子どもの仕事。家畜のエサやりとかね。そうしなかったらご飯があたらない。 

 

○皮剥き（AB14 1252） 

城守：（皮剥きを持ってくる） 

阿部：あれはハサギ（稲架木）とか細い木しか剥けない。 
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笹井・岡田：こんな太くはない。もっと軽かった。 

青柳：重いですが、子どもが作業できましたか？ 

笹井：子ども用のはもっと細い。木工場で丸太を製材する時に、皮が付いていると、製材のハンドルの

人が（仕事が大変）、それとか、丸太の中にカン（楔）が入っていてもわからない。 

斉藤・阿部：ああ。 

斉藤：だから始終皮を剥いていた。 

坂本：うちは林鉄から遠かったから、皮剥きはやらなかった。 

城守：（別の皮剥き（AB51 2958）を持参） 

笹井：柄が長いな。そんなに長くなかったな。 

城守：もうちょっと四角くて、でしょ。 

笹井：フォークの柄みたいな。 

城守：これは資料が古く、番号が若くて、その後に皮剥きは改良されていったと思います。 

重い方がどすんとやる（皮を剥くのに）。やりやすかったと言う人も中にはいたから。 

もっと太いとか、力のない人は細い道具を使ったりしたのだと思います。 

中谷・岡田：働いていたのは殆ど子どもだった。 

笹井：太いのは木工場へ行ってから（皮を剥く様子を実演）。 

青柳：柄はもっと短く、子どもが持ちやすい形だったのですね。 

城守：（堀さんが別の皮剥き（AB14 4126）を持参）これは燃料にしない、ハサギの皮剥き。 

笹井：これはハサギとか、馬の梶棒とかの皮を剥いた時に使った。柄はもっと短かった。 

 

 

皮剥きの使い方の実演〔笹井泰治さん、堀龍子さん〕 

 

○皮剥き（AB14 1252） 

山下：柄は木だったりするのですか？ 

中谷：いや、全部カネ。 

青柳：カネ、金属製ですね。大人でも重いですね。 

城守：これは製材所で、製材する時に職人さんが専門で使っていた道具。 
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青柳：そして剥いた皮を薪ストーブの燃料にしたのですね。 

中谷：そうそう。 

青柳：アオキも広葉樹もですか？ 

笹井・岡田：針葉樹が多いね。 

笹井：広葉樹はガンピ（マカバ・ウダイカンバの皮）。朝、火をつけるのにね。焚き付けにね。これが

なかったらダメなの。紙もない時代だから。 

あれ（ガンピの取引）は売買だったか？ 

斉藤：うんうん。だから種類は、シラカバ（シラカンバ）、ザツカバ（ダケカンバ）、マカバとあった。

皮の厚さが一番厚いのはマカバで、次がザツカバ、シラカバが一番薄い。 

阿部：ザツカバは上面だけガンピで、あとは皮（コルク層）だから（使用できる部分が少ない）。 

 

○湯たんぽ 

青柳：また湯たんぽの話に戻りますが、ブリキの湯たんぽは、ほぼ皆さんが使ったということでした。 

一同：うんうん。 

青柳：こういった袋は使いましたか？ 

阿部：それに入れんかったら火傷する。 

青柳：手作りで、ネルのような温かな素材ですね。 

塚田多鶴子・穴井：（袋をよく見る） 

塚田多鶴子：そうそう、毛布みたいなね。 

青柳：それを袋にしてありますね。裏も見てみましょう。ぬくぬくです。（袋を裏返す） 

岡田：そんな立派なの、よくあったね。 

青柳：（布を厚く継いで）三重構造位ですね。 

一同：（手が込んでいるから）いいとこの人のだわ。 

阿部：昔は綿入れで作ったでしょ。 

 

 

サロンの様子〔塚田多鶴子さん、穴井濤子さん、帆苅ひろ子さん、阿部幸夫さん、 

斉藤敏さん、卓彦伶さん、山下俊介さん〕 



325 

 

青柳：多鶴子さんはこんなのを作った覚えがありますか。 

塚田多鶴子：作ってないけど、使っていたわ。 

青柳：穴井さんはいかがですか？ 

穴井：作ったよね。 

青柳：帆苅さんは？ 

帆苅：綿入れ。綿を入れて作った。熱いお湯を沸かして入れるから火傷しないように。 

阿部：こんな（布だけを重ねて縫った）のは（時代が）後だ。 

帆苅：布団でも座布団でも、（家庭に）そういった綿があるから、それを使って綿入れの袋を作った。 

笹井：なんか、毛布なんかに包んで（そうした袋の中に）遮二無二入れたよね。 

一同：遮二無二ね（笑）。 

笹井：なんせ火傷したらパー（台無し）だから。 

青柳：やっぱり火傷が危ないですよね。火傷の記憶がある方は？ 

（数人挙手） 

坂本：豆炭でやったな。 

帆苅：一度火傷をすると「今度はちゃんと（火傷をしないように）しないと」と思うのね。 

岡田：湯たんぽの下に足が入るんだよね。それで火傷をする。 

城守：でも、それは鈍い人だね。 

一同：あはははは。 

岡田：熱いと思ったって寝ているから（気づかない）。 

青柳：低温火傷ですね。 

一同：じわーっと火傷する。 

 

〇豆炭アンカ 

青柳：郁子さんは、こんなブリキの湯たんぽを使いましたか。 

塚田郁子：使ったことはないけど見たことはある。あの豆炭アンカを使ったことがある。 

青柳：あら、そうですか。 

堀：豆炭アンカは一人ひとりだから。昔「豆アンカ」と言った。 

青柳：豆炭アンカは（火傷防止で）包まなくていいのでしょうか？ 

一同：いや、くるんだ。 

阿部：（専用の）袋がついて売っていた。 

青柳：そうですか。一式買ってこられる（手軽な）ものだったのですね。 

帆苅：湯たんぽの口は、ゴムが摩耗するから、取り換え用（のゴム口）がお店に売っていた。 

城守：湯たんぽの栓のことですね。毎日、毎日使うから栓に挟むゴムが傷んでくる。この栓の部分には

さむやつね。 

青柳：それにはまだゴムが付いていますか？ 

城守：ゴムがクタクタになって（取れてしまった）。 

坂本：これならお湯が出ちゃうわ。 

青柳：漏れてしまいますね。やっぱり湯たんぽは火傷と隣り合わせだから、しっかり栓をして、厚い袋
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に包んだのですね。 

一同：うんうん。 

 

○アンカとネコ 

青柳：アンカ、豆炭アンカも長く使われていたのですね。あとなにか関連で思い出はありますか？ 

ブリキの湯たんぽは金物屋さんから買ってくるのでしょうか？ 

一同：そうだね。 

笹井：アンカで思い出があるのは、みんな家でネズミを捕るのに猫を飼っていたでしょ。アンカに猫が

入ってくるんだわ。あったかいからね。 

一同：あはははは。 

笹井：猫はね、あったかい日は一年に三日しかないの。犬は寒い日は一年に三日しかないの。 

一同：あはははは。 

笹井：猫は寒がりだし、犬は今は家の中で飼っているけど昔は野良（屋外で）で飼った。寒さに強い。 

みんな家でネズミを捕るのに猫を飼っていたでしょ。ネズミを捕らなくなったら猫はみんな始末され

るんだから。天塩川は猫でいっぱい。逃げて帰ってくるから重りをつけてポンと投げる。下手にする

と、天塩川に猫を捨てに行っても、家に帰ると、猫が先に帰っていたことがある（残酷だが、愛玩より

も実用が重視されていたということ）。 

山下：本当の話ですか。 

笹井：本当。体験者だから。 

斉藤：俺は犬さ。10線橋まで車で行って投げてきたら、先に家に帰っている。 

一同：あはははは。 

笹井：この人ら、馬追いをしていたけれど、夜焼酎を飲んでいても馬はちゃんと待っている。 

斉藤：馬に乗って帰るんだからな。 

笹井：だから、人間が一番足が遅い。 

 

○アンカと場所取り 

帆苅：アンカを使っている時は、子どもたちも寝るのが早いの。一番早く寝た人が、さっといい所に場

所をとれるの。 

青柳：子どもが何人か同じ布団で寝ているのですね。 

笹井：いや、川の字だ。 

帆苅：そうね、これ（アンカ）がひとつあったら布団が四枚敷けるから。 

中谷：アンカを真ん中にして。 

阿部：足を突き合わせてね。 

帆苅：だから早く寝た人が、さっといい所に場所をとれるの。 

青柳：部屋の真ん中にアンカがあってそれを取り囲むように寝るのですね。 

帆苅：頭（アンカの上部）の方だけ座布団をかけて危なくないようにしていた。座布団が下に落ちない

ように、上でひもで縛るようにして。 

青柳：上に穴が開いていますが。 
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帆苅：その穴にひもを通して座布団が下に落ちないようにした。 

笹井：俺は子どもの頃はこの穴あきは使わなかったな（昭和10年代は穴はなかった）。 

阿部・斉藤：しなかった。女の人はしているかもしれん。 

（穴にひもを通しても）天井がなかったらひもが焼けてしまう。 

帆苅：だから結び目は必ず上にして。 

笹井：そんな穴があるのは気づかなかった。 

坂本：そうした世話をするのは女の人の仕事だった。 

一同：そうだ。 

山下：お母さんが用意してくれたのですか。 

女性：そうそう。 

山下：（男性へ）どなたが用意してくれたのですか。 

坂本：母親。 

男性：そうだ。 

笹井：寝小便するのはトイレに近い方に寝かせた。 

一同：あはははは。 

 

〇湯たんぽの素材 

青柳：プラスチックの湯たんぽは、皆さん長く使い続けましたか？ 

一同：いや。 

女性：今でも使っている。 

青柳：今でも売っていますね。 

笹井：そうだね。見たことあるもの。 

穴田：ブリキのは長く使ったね。 

笹井：これ（焼き物）は知らんな。 

岡田・坂本：全然見たことがない。 

 

 

湯たんぽ〔笹井泰治さん、中谷強さん、城守正廣さん、坂本勝己さん〕 
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笹井：どぶろく作るなにかじゃないの？ 

一同：あはははは。 

中谷：このへんで使ったものじゃないね。 

城守：聞いた話では、戦時中こういった金（カネ）の湯たんぽが供出されて無くなって、陶器のものが

出たということでした。私は戦後だからわからないけれど。 

坂本：ありうる話だね。 

笹井：供出された鍋釜はあったね。湯たんぽはないね。（そもそも）当時はアンカが多かったからね。 

堀：小島さんという方から寄贈いただいてます。 

一同：使った順番からいうと、アンカ、ブリキ湯たんぽ、豆炭アンカ、プラスチック湯たんぽ。 

 

〇電気アンカ（金属製AA20 371、赤いプラスチック製AA20 446） 

坂本：（電気アンカは）年寄りが使っていた。 

笹井：郵便局で使っていた。 

坂本：年寄りが足をのっけていた。 

笹井：事務屋さんがいるでしょ。その人たちが使う。 

堀：郵便局には専門の足を入れるものがあったでしょ（資料を取りに行く）。 

青柳：皆さんは家庭でよりも事務所で使っておられたのでしょうか。 

笹井：足温器っていうのがあったよ。 

青柳：夜寝る時ではなく、昼間、仕事をする時に使うのですね。 

城守：そんな贅沢な事務屋さんいたの？ 

笹井：流行っていたよ。お客さんの前でオーバー着たりできないしょ。だから足温器で暖をとった。 

そしてひざ掛けの毛布。 

 

○郵便局の足温器 

堀：笹井さん、郵便局の足温器です（AA20 2918）。 

岡田：郵便局のマークがついている。 

堀：お湯を入れるのですか？ 小さくないですか？ すぐ冷めてしまいそう。 

笹井：これは電気じゃないでしょ。 

笹井・中谷：これは中に何か燃やすものを入れたのではないか。 

青柳：燃料は何だったのでしょうか？ 

笹井：炭、木炭ではないか。 

青柳：ストーブの燠でしょうか？ 煙の出ないような燃料でしょうか。 

笹井：そうだ、（アンカと）同じようなものだ。 

坂本：足は（火と）反対側にのっけるのでは。 

青柳：そうですね。火の中には足を入れられないですね。 

笹井：郵便局だけでなく、営林署の足温器もあったと思うよ。あそこ役所って言ったんだ。 

堀：1時間も熱が持たないのではないか。 

笹井：これは俺のおじさんやおばさんの時代（明治・大正生まれ？）だわ。 
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郵便局の足温器〔山下俊介さん、笹井泰治さん〕 

 

阿部：これなら石（玉石）を焼いて入れたのではないか。 

笹井：そうだ、わからんよ。 

斉藤：穴井さんの奥さん、こんなの見たことあるか？ 

穴井：いや、ない。 

堀：ないよね。これは朝日郵便局からもらったものです。 

笹井：俺らは、自転車に乗って、（防寒のため）足に新聞紙を入れておった時代だから。 

阿部：新聞入れたらぬくいの？ 

笹井：当たり前さ。風を通さないでしょ。 

 

○電気アンカ・足温器 

・金属製の足温器（AA20 371） 

青柳：この足温器を見たことある、使ったことのある方はおられますか？ 

一同：ない。ないです。 

青柳：素材はジェラルミンなのか。電熱線があってコードがついています。 

斉藤：笹井さんが見たことなかったら相当昔だ。 

 

・大型の赤い足温器（AA20 1269） 

穴田：これは一番新しい。私は知っているもの。 

坂本：俺は使った。足をのっけて。 

笹井：形から言ったらそうだもんね。 

 

・木製足温器（AA20 487） 

青柳：これに見覚えがある方は？ 中谷さん、穴田さんですね。 

阿部：（金属製のAA20 371は）ラジオみたいに見える。 

岡田：（AA20 487は）いつ頃使ったの？ 
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中谷：大人になってから。 

青柳：コイルのような電熱線が見えますね。強い、弱いの熱さを調節するダイヤルがついています。 

 

・郵便局の足温器（AA20 2918） 

坂本・城守：ここに鋲が打ってある。（蓋がスライドして）動くのではないか。カンカンと叩いてみた

ら。 

堀：内側にギザギザがついている。 

青柳：これはジュラルミンですか？ アルミですか？ 

笹井：ジュラルミンか？ アルマイト？（叩いてみる、カンといい音がする） 

青柳：しっかりした作りですね。 

笹井：そういうの直すの、昔は「鋳掛け屋さん」っていたの。 

ああいうのは、ハンダなんかはきかないべ。 

中谷：鋳掛けだ。 

笹井：「鍋・釜・鋳掛」という（看板の）店があった。 

堀：石井先生が聞き取りをして書いた解説がありました。「足裏を温める、金網のネットを張ってその

上に足をのせる」 

阿部：燃料は石を焼くか、豆炭（但し時代はもっと後？）ではないか。 

 

○足温器の使用場所 

青柳：これらの足温器で家庭で使ったものはありますか？ 

一同：ないね。 

青柳：木製足温器（AA20 487）は、中谷さん、穴田さんが使ったのですね。 

中谷：夜寝るときに電気こたつとして使った。 

穴田：30何年かに使った（？）。 

青柳：阿部さんは使いましたか？ 

阿部：うちは昭和35年まで電気が来なかった。ランプ生活だ（笑）。 

一同：街の人のものだ。 

青柳：そうですね、電気代でお金もかかるし、いいものだったのかもしれませんね。本当に寒い時期に

市街の人は使ったかもしれませんね。 

中谷：電気アンカは足をあっためるだけなく、商売にも使った。水あめ作りで、もやし（麦芽）を作る

時、温めるのに使った。 

坂本：そういう使い方あるね。 

青柳：ああ、そうですか。麦芽を作るとき、とろ火の火加減を調節するのは難しいですもんね。アンカ

を使ったのですね。アンカの上に鍋でしょうか？ 

中谷：ちょっと記憶はないけれど。 

 

〇アンカと納豆 

笹井：そういえばアンカ（AA20 364）で納豆作ったわ。布団の中で。中谷さんの話で思い出した。 
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坂本：ああ、納豆ね。作ったわ。 

笹井：わらに入れてな。 

青柳：ワラヅト（藁苞）っていうんでしょうかね。では納豆を作っていたのは冬だったのですね。大豆

で。大豆を煮て、わらに入れて。アンカと一緒にして、ですね。 

阿部：熱をかけないと納豆にならんから。 

青柳：笹井さんはご自分でやりましたか？ 

笹井：いやいや、親たちが。 

青柳：では、戦前か、戦中か、ですね。 

中谷：ワラに納豆菌がいるから。自然に発酵してくる。 

笹井：やっぱり生活の知恵だ。 

岡田：小学校低学年の時、お袋が作っていた（昭和30年代？）。 

城守：はい、作ってました。昔はうまくいく、いかないとかいろいろあったけれど、その頃は小袋に入

った「納豆菌」というのが売り出された。それを混ぜてやると間違いなく納豆ができる。天然のワラだ

けで発酵させると納豆にならない時がある。大豆は自分のうちの畑から獲れたものだし。 

青柳：今の納豆と比べて味はどうだったでしょうか？ 

中谷：当時はおいしかったよ。 

笹井：食べるものがないもんね。 

城守：おいしかったんだけど、稲わらのクズが入って。細かいからよけきれず一緒に食べてしまった。 

堀：今はワラの納豆は高いですよ。 

阿部：ワラを敷いて、豆を入れて、またワラを入れてと、（木箱に）重ねて納豆を作ったこともある。 

青柳：そうしましたら、電気アンカは中谷さんが足を温めたり、水あめのもやし作りに使ったくらいで

しょうか？ 

城守：結局アンカは足を温めるものですか？ 

青柳：中谷さんは夜寝るときにこの電気アンカを使ったのですよね。 

中谷：うん。 

 

 

足温器〔山下俊介さん、笹井泰治さん、中谷強さん、城守正廣さん〕 
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坂本：赤い、紫色のは新しいものだね。金属製（AA20 371）は全然わけがわからない（見たこともな

い）。 

城守：この木枠は個人でつけたものではないか。こんな留め方をしているんだもの。 

笹井：これなんかの（他の）部品を取ってつけたんじゃないの。 

一同：あはははは。 

城守：アンカではなかったということだ。 

 

〇豆炭（AA20 1524） 

青柳：これは豆炭が容れ物に入っていて、手提げ型ですね。容れ物にはきれいな模様がついています。 

岡田：何に使うの？ 温めたやつをそこに入れて移動して使うんじゃないの。 

坂本：でも、そんな必要ないもんな。 

岡田：うん。 

坂本：（豆炭を取り分けるのに使う？）ストーブから直接入れればいいんだからさ。 

笹井：（手に取ってよく見る）これ、道具か何かじゃないんかい。使わんかったな。 

中谷：うん。 

青柳：特別なものですか。手提げ火鉢とあります。 

一同：火鉢かい。 

城守：（資料収集の時）火鉢にたまたま豆炭入れてきただけかもしれないね。 

阿部・斉藤：こんなにしては、（豆炭を）絶対持って歩かない。 

 

 

豆炭〔城守正廣さん、笹井泰治さん、中谷強さん〕 

 

穴井：持って歩かないね。 

笹井：（火鉢の底を観察する）底の木の台とは、どういうふうについているのかな。 

坂本：ネジじゃないのかな。 

城守：これはちょっと違う用途で使ってる感じだね。 

坂本：アイロンごてとかさ。移動して持って歩ける。 
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一同：あああ。 

城守：（底は）くぎで打ってある。 

笹井：（火鉢を）豆炭入れにしていたのではないか。台がいかにも貧弱だもの。 

阿部：あとから台を作ったんだろう。 

 

〇七輪（AA23 1340）・火消壺（AA20 484） 

阿部：これはサンマ焼くやつだよね。長持ちするんだよ。 

青柳：こちら使った方は？ 阿部さん、穴井さん、帆苅さんも使ったのですね。 

阿部：もっと大きいやつね。 

笹井：それは火消壺だ。 

笹井：火消壷。鋳物なんだよな。消した炭はまともに使えるからね。 

青柳：では七輪は、もっと大ぶりのものを使っておられたのですね。 

岡田：（素材をよく見る） 

青柳：陶器ですか。 

岡田：陶器だね。 

坂本：これで炭を消すと、次（火を）起こすときすぐ起きるの。 

岡田：そうだ。 

中谷：空気を遮断しちゃうからね。 

岡田：うちでは持ってないね。ないんじゃないかな。 

青柳：火が消しやすく着きやすい。家庭では、結構場所をとるかもしれないですね。 

坂本：うちではね、診療所潰したときに投げたね。それまで使っていた。 

堀：うちでは今でも焼き肉の時、残った炭を投げたらもったいないから使っています。 

青柳：これは名前は何ですか？ 

一同：火消壷。 

青柳：なかに灰が入っていますね。 

 

 

火消壺〔中谷強さん、坂本勝己さん〕 
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城守：灰はなくてもいいんですよ。 

坂本：火を消すためのものだから。 

笹井：うちには鉄製のものが二つある。これよりは小さいね。 

青柳：これは陶器のようですね。 

城守：この大きさとしたら、旅館かどこかだと思うんです。 

一同：ああ。 

城守：家庭の量の炭だと、（容器が大きすぎて）空気の量が多いから炭がどんどん燃えちゃう。旅館か

どこか、あちこちの炭を集めてきて、一度に消すという使い方をしていたのではないか。 

 

〇七輪（AA23 1340）とニシン 

青柳：七輪はお料理用ですか？ 

中谷：今でも（ホームセンターで）売っているよ。 

坂本：釣り道具屋さんとか。暖房用にも。 

青柳：魚とか肉とか？ 

阿部：肉は焼いた覚えはない。 

坂本：うちの近所の若いのはこれで焼き肉をやっている。 

中谷：2人分位の焼き肉はいつも七輪でやっている。 

阿部：この七輪は殆ど使った痕がないね。 

青柳：帆苅さんは、普通のお料理なら魚焼くのでもストーブでできるじゃないですか。七輪を使うのは

特別な時だったのでしょうか。 

帆苅：そうね、やっぱり夏ね。 

阿部：ストーブを焚かない時ね。 

坂本：七輪は家の中では使えないよね。 

一同；そうだね。 

青柳：野外で使うのでしょうか。煙も出ますしね。 

阿部：ニシンの開きが軒先に一杯吊るしてあるから、それを焼く（笑）。昔はよくニシンがとれたでし

ょ。 

青柳：ああ、ニシンですね。 

阿部：どこの家でもニシンが干してあるからハエもつかんのだよね。 

一同：あはははは。 

青柳：本当ですか？ 

笹井：阿部さんに聞くわ。昔、ニシン、箱で飼って家で開いたでしょ。 

阿部：うん。 

笹井：なしてカラス来なかったの？ 

阿部：だからどこの家でもニシンが干してあるからカラスも来（こ）んのだよね。 

笹井：朝日には千羽ガラスっていたんだよ。大群でね。 

阿部：そうかい。来なかったよ。 

笹井：不思議でしょ。 
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七輪〔阿部幸夫さん、斉藤敏さん、卓彦伶さん、堀龍子さん、山下俊介さん〕 

 

阿部：三栄まで来んのさ。朝日（市街）におったんだわ。 

一同：あはははは。 

笹井：不思議でしょ。今ならカラスは畑のトマトにもつくのに。 

堀：今のカラスはスイカでもちょうど食べごろを先に食べてしまうでしょ。 

青柳：ニシンを買うときは、塩漬けなのですか？ 

帆苅：春に生のニシンを箱で買って、家庭でカズノコでも白子でもとって、開いて干物にする。 

青柳：干すことで保存していたのですね。 

阿部：粕漬なんかにするよりは干して保存していた。 

笹井：農家の人は春はニシン場に働きに、「モッコ背負い」に行くの。そうすると、留萌の方からね、

夏場は反対に朝日の方へ仕事に来る。 

青柳：ニシンは塩漬けにはしなかったのですか。 

阿部：生で食べきれなかったら、干物にした方が美味いんだ。 

青柳：干物のニシンは夏位まで持ったのでしょうか。 

阿部：いや、そんなに持たない（もっと短期間で家庭で食べきれるだけのニシンを買う）。 

青柳：ニシンなら油も煙も出ますし、それで七輪を使ったのですね。 

帆苅：今みたいにハエがつくとか、カラスがつくとかはなかった。山の中だったからかしら。 

青柳：ニシンは昭和30年頃には資源が減って全道的にだんだん捕れなくなってきましたね。 

穴田：昭和30年頃はまだニシンはまだ来とったね。 

坂本：昭和30年はまだ来ていた。箱で買っていたわ。りんごも来たしな。 

阿部・斉藤：（ニシンは）だんだんとれなくなってきた。 

中谷：家族が多いから箱でね。 

笹井：士別軌道って言ったらね、一番列車はニシン列車だ。出役で線路の雪はねするんだよね。 

一同：そうだ。 

笹井：（上士別）兼内のどこかまでは奥士別（現朝日町）の担当さ。そこまで雪割りに出された。（地域

で決められた）出役だからお金なんかくれない。 
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青柳：無償の労働だったんですね。ニシンが美味しく、楽しみだったということですね。 

坂本：歴史だね。 

 

〇火鉢（AA20 372） 

笹井：だんだんお宝になってきたな。あら、俺のおやじの名前あるぞ。 

（付属品の五徳、火箸、灰ならしを見る） 

青柳：「昭和34年5月 100歳祝い 林桃三郎さん」のお祝いとあります。 

笹井：ああ、ペンケの林さんの親か。 

青柳：8人の連名でお祝い品として林さんに贈ったのですね。 

一同：ああ。 

坂本：持ち手の所の溶接を見てごらん。 

青柳：これは五徳ですか。鉄瓶など、この上に何かを置いたのですね。これは何でしょう？ 

笹井：灰を。 

青柳：灰をかき寄せたりしたのでしょうね。ならしたり。箸もありますね。そして、火鉢の燃料は？ 

笹井：炭だ。木炭。 

青柳：こんな火鉢がおうちにあったという方は？ 

笹井：あったよ。この位の大きさだったけど投げた（捨てた）ね。いいものかどうかはわからないけ

ど。 

青柳：他の方はいかがですか？ 穴井さんはあったのですね。 

塚田郁子：この辺りはみんなあったわ。 

青柳：皆さんあったのですね。 

笹井：座敷、客間の中に置いた。 

帆苅：お客さんが来た時に出してくるのね。 

青柳：穴田さんのうちにもこんなのはありましたか。 

 

 

五徳〔笹井泰治さん、中谷強さん、城守正廣さん〕 
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穴田：あったの。あって、昭和19年に戦争中だったけど、供出しました。出さないと罪になるというこ

とだった。 

青柳：そうですか。今、穴田委員長さんから、昭和19年にこうした火鉢を供出したというお話がありま

した。お国のために、義務といいますか、供出したのですね。戦中、戦前から使われていたのですね。 

笹井・中谷：そうそう。 

穴田：その時は、こうしたもので飛行機をつくるという宣伝（大々的な触れ込み・説明）だった。うち

では、これを供出すれば飛行機が一機飛ぶんだ位の気持ちで供出した。だから、みんな出したんだわ。 

笹井：今考えてみたらさ、そんな所（軍部・飛行機製造所）にこんなものが（本当に）行っていたかわ

からないよ。 

一同：あはははは。 

笹井：うちなんかは馬までとられたんだよ。（別れを）泣きながら送ったけどね。 

青柳：ああ、馬の出征ですね。 

笹井：そうした軍馬もどうなったのかわからない。 

 

○火鉢と五徳 

青柳：火鉢は大きいし、炭もたくさん入りますね。大きな広間を暖めるのでしょうか。 

笹井：これは旅館なんかにあったね。 

城守：今、穴井さんから、これ、五徳じゃなく三徳じゃないの、というお話がありました。 

坂本：ああ、足が3本だから。 

穴田・笹井：足が5本のもある。 

城守：5本のもあるの？ 

笹井：五徳も三徳もあったの。（そうした名称の）いわれ（由緒）はわからないけど、盆栽と同じ。3

本、5本。奇数だった。 

一同：ああ。四徳はないもんね。あはははは。 

堀：うちの資料室は3本の足のものしかないのです。 

坂本：足は3本が安定するから。4本だと安定しない。 

笹井：この五徳は、この火鉢の大きさでは小さすぎる。この付属品ではないと思う。 

中谷：うん。 

城守：たまたまこの中に入っていたのかもしれない。 

青柳：これは材質は何でしょうか？ 

中谷：（叩いてみる）アルミ。 

青柳：供出のお話も出ましたが、火鉢は結構歴史のあるものなのですね。戦後も使い続けましたか。 

穴田：使ったんではないか。 

阿部：使っていた。俺は15年生まれだから、殆ど戦後の人間だから。 

笹井：だってね。炭焼きがあるんだから。戦後も炭を使うしょ。 

中谷：鈴木さんの所？ こういう火鉢がずらっと並んでいたよね。 

城守：石油が普及するまでは、焚くものといえば薪か炭だから。私の時代でも、こうした炭（の暖房）

は使ってますよね。灯油に変わったのは昭和40年代頃でしょうか。 
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阿部：昔は家の中が寒いから。 

中谷：30年代というと石炭を焚いていたから。 

岡田：昭和40年代だ。 

城守：（火鉢の燃料のように）煙が出なくて室内で使えるというと炭だった。 

坂本：診療所を始めたのは昭和39年なんだけど、その時、灯油ストーブだった。 

青柳：診療所なんかは（一般家庭よりも）導入が早かったかもしれませんね。 

 

○木炭 

穴田：炭は倒れた人がいるんだよね。戦時中だけどおっかない記憶がある。 

青柳：ああ、木炭は一酸化炭素中毒がありますよね。 

笹井：あれは（中毒防止に）塩を振るといいのかい。 

一同；うん。 

穴田：その塩がないからね。 

阿部：塩を振ると一酸化炭素が出ないんだって。 

穴田：先生が千葉旅館に下宿していた。「3～4人来い」って呼ばれて行ってみたら、1人が倒れてしまっ

た。僕らはそんな（一酸化炭素中毒の）知識がないからびっくりした。おっかなかった。先生がこれは

「炭だ」と言った。ストンと倒れてしまう。 

青柳：そして木炭は、皆さん（自家製ではなく）買うものだったのですか？ 

中谷：そうそう。 

青柳：粗莚に入ったものを城守さんは購入したそうです。炭俵ではなかったですか？ 

笹井：いや、炭俵。 

阿部：うちらの方では炭焼きやっている人がおったよ。炭焼き専門で。夏の間は木を切って割って。そ

して冬になってから炭を作るんだ。そうじゃないと火事になるでしょ。雪が降ってから。 

青柳：炭焼きっていうのは冬場の仕事だったのですね。それは農家の仕事ですか？ 

阿部：農家の三男坊とか。長男ではなくて下の方。農地をもらえないような人。昔は農家の人も炭焼き

をしとったということだね。 

青柳：今日見えてませんが、松ケ平さんもお兄さん、お父さんと上似の方で炭焼きをやっておられたそ

うでうすね。 

斉藤：うんうん。 

笹井：（三栄の）チュウさんか？ 柴山っていう人いたでしょ。 

阿部：柴山さん、うちらの所に来とった。あの三番目。 

製炭の沢というのがあった。炭を焼いとったから製炭の沢といった。そのカミ（上）がマンガンの沢

だ。 

岡田：右の沢？ 

阿部：右の沢ではなく、まっすぐ。長南さんの沢の裏。戦前、マンガンを2年位掘っておった。 

笹井：あれはマンガンがあんまりよくなかったら（採掘を）止めたのか？ 

阿部：いや、戦争に負けたから。終戦になったらすぐ止めた。 

笹井：よくうちの前を馬橇でさ、マンガンをカマスに積んで運んでいた。 
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阿部：重たいんだ。 

青柳：では炭を焼く柴山さんがいて、三栄の人はその炭を買ったのですね。 

阿部：いや、うちらはあまり買わんかったよ。柴山さんが遊びに来る時に持ってきてくれた。 

笹井：旅館とかさ、料亭だとかさ、そういう所が炭を買ったのだと思う。 

穴田：柴山さんは兄弟で速かったよね、ペンケに入った（入植した？）けど。だめさ。三兄弟で。 

笹井：マラソンで。短距離は粥川さんと、勇（いさみ）さん。 

穴田：岡崎さんね。兄弟がみんな速いんだもん。 

笹井：清（せい）やん（鈴木清治さん）とか、森の修（おさ）やん（森修さん）とか。 

阿部：そうだ。 

穴田：ペンケの人はみんな速かった。 

阿部：青年の陸上競技ったら活気があった。お祭りみたいだった。 

笹井：俺は行けなかった。日曜日は配達せねばならんから。 

 

○自宅での冠婚葬祭 

青柳：こうした火鉢は、客間のお客様のおもてなし用だったということですね。当時はご自宅で冠婚葬

祭もやっていたということでしょうか。 

阿部：殆どがやっていたよ。俺は小さい頃（集落で）嫁さんもらうと言ったら、春先だった。窓から覗

いておった。 

青柳：農作業が忙しくなる前ですね。 

阿部：お菓子をくれるんだ。 

一同：そうだ。見に行った。みんな手を出して。 

穴田：それを目当てに行ったんだ。子どもはみんな見に行った。 

阿部：葬式っていったら、棺桶担いだり、花持ったり（葬式行列がある）。珍しいからその後をみんな

ついて歩いた。 

一同：あはははは。 

笹井：そうだ、葬式饅頭くれたもの。 

阿部：そうかい。そんなの無かったな。 

笹井：あったよ。今日は誰の葬式っていったら饅頭が出た。 

（歌う）ソウダ村のソウスケさんが、ソーダ飲んで死んだそうだ。葬式饅頭でっかいそうだ。 

一同：あはははは。聞いたことある。 

青柳：前に女性サロンをやった時に（自分が）ご自宅で結婚式をした方はいなかったのですが、お葬式

に関しては、ご自宅でやっていたということですね。 

笹井：棺から墓標から、みんな隣組でつくる。（そうした大工仕事が）得意も得意でないも、協力して

作る。ああいうのは、できる人もできない人も顔を出すのよ。 

青柳：皆で礼を尽くして死者を弔うということでしょうか。そういう時に火鉢を使うのですね。 

坂本：昭和44年、家内の親が鈴木木工所の社宅で葬式をやった。樋口富一郎さんがいた。 

笹井：特別な人は寝棺（ネカン）。でも大概の人は座棺（ザカン）。お座りする棺のこと。 

穴田：そうだね。 
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青柳：座棺は小さくていいのですね。 

笹井：だから、担ぐ輿も座棺用につくる。素人大工だから途中で座棺が抜けて、仏さん、（輿から）下

に落ちた人もいる。市街の真ん中。 

阿部：聞いたことがある。 

笹井：生木で、くぎで打つでしょ。だからくぎが抜けるのさ。 

青柳：自宅から墓地の間で、輿で運ぶうちに（遺体が）落ちてしまったということですね。 

笹井：この辺なら8線の墓地だったら（行列は）中学校の方まで行くんだわ。27線（の墓地）だったら2

線の宇佐見さんだか、あの辺まで。今のイトイ産業辺りまで担ぐの。出役で「今日は何班の人が死んだ

から」って、その班の人が野天（ノテン）で焼くのさ。そしてお骨にする。 

青柳：担ぐのは屈強な男性ですか。 

笹井：いや、出役だから（各家が均等に手伝う）。私は中学生の時、そのお葬式のご馳走、重箱やらを

背負って行かされた。まわり番（輪番）でね。 

青柳：青年でも少年でも各家から一人ですね。 

笹井：あの頃一番恐ろしかったのは、中原の爺さんかな。うちは5区で農家だったから、爺さんが子ど

もの俺に向かって脅すんだわ。「ほら、焼けた焼けた、ほれ」って（焼けた所を）見せる。 

一同：あはははは。 

笹井：もう逃げて帰った。恐ろしかった。あの爺さんなら、「おとなしくしないと、焼け火箸で刺して

食うぞ」と脅されたこともある。 

一同：あはははは。 

岡田：焼き場があったんだね。（燃材で）木を積んだの？ 

笹井：三方六の木を積んで、お棺を置いて火をつける。ある程度ついたら濡れたコモを巻いて帰ってく

る。翌日にお骨を拾う。 

穴田：焼く時に、遺体が出てくるっていうね。 

笹井：伸びるもの。魚と同じで。（座棺であっても）ぎゅーって足が出るよ。 

穴田：お年寄りでも、「ほら出てきた」と教える。（子どもは恐ろしかった）。大人は酒を飲みながらや

っていた。そうしなかったら（恐ろしくて）やれんてね。 

笹井：そうそう。 

城守：今はみんな寝棺になっちゃったけど、30年代は座棺だった。焼いている途中で立ち上がる。筋肉

が固まってね。うちの爺さんが昭和32年だかに亡くなった時、ここを火葬場にしたから。 

岡田：物心（ものごころ）ついた時はもう焼き場はあった。 

塚田郁子：土葬があって火葬。土葬の時代もあったの？ 

阿部：あった、あった。人がやったのは見ておったけど。 

城守：火葬場は昭和26年12月にできた。 

中谷：昭和27年火葬した（？）。 

 

〇長火鉢（AA20 386） 

青柳：この長火鉢、おうちにあったという方は？ 中谷さん。 

中谷：みんなないの？ 
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女性：ないね。 

中谷：うちの兄貴（中谷勉）が指物大工で、長火鉢を作っておったから。ずいぶん作ったよ。これを作

ったかどうかはわからないけど。 

青柳：両側に持ち手がありまして、引き出しがついて。実は上部の蓋が開きます。「結婚記念昭和20

年」とあります。 

一同：ああ。 

坂本：立派なもんだね。 

青柳：寄贈者は2区の菅原さんとあります。 

坂本・穴田：旅館だね。 

青柳：家庭で使った方は殆どいないようですが、結婚のお祝い品なので、新居で使ってくださいという

ものではないかと思うのですが。 

笹井：昭和20年に菅原さん？ 終戦の年。まだ戦争が終わっていない。 

穴田：先代の菅原吉蔵さんが、大正15年にこれを作ったとメモがある。 

青柳：中に木炭が入っていますね。 

坂本：これは使っていたようだね。 

笹井：うちではね、木のこぶで作った火鉢があった。 

青柳：それはお宝ですね。小さな引き出しが一杯ありますが。 

坂本：どこか小判ないかい？（一番下の引き出しを引き出して下を探る） 

一同：あはははは。 

笹井：菅原豊治さんか？ 

岡田：豊治さんが所有者だ。ちょっと遅いか。 

阿部：その前に結婚してるから。 

青柳：引き出しの一つひとつに日付（昭和20年3月2日）が入っています。ハンコが押してあります。 

山形屋さんの旅館のものなのですね。 

坂本：（引き出しの木目をみて）これはセン（ハリギリ）の杢だね。 

 

 

長火鉢〔山下俊介さん、笹井泰治さん、中谷強さん〕 
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岡田：菅原豊治さんはうちの親父と同じ位の年だ。だから明治45年生まれか。昭和20年だったら34～35

歳だ。もしかしたら本人なのかもしれない。 

城守：人のことはいいんだけど、この物のことは？ 

一同：あはははは。 

青柳：今のお話では長火鉢は家庭では一般的ではなかったようですね。 

坂本：こだわって作ってある。なかなか（家庭の道具に）杢なんて使わないよね。 

山下：普段使われていた火鉢も、鉄というか、金属製だったのですか？ 

 

〇火鉢（AA20 4403） 

一同：小さいな。 

青柳：これは小さいので家庭用かなと思っていたのですが、この大きさでは大きな部屋があったまらな

いでしょうか。これは銅製ですね。昭和25年に国勢調査をやった時の記念品ですね。 

阿部：下に台がなかった？ 浅原小一郎さん。朝日村から記念に貰ったものです。 

笹井：ペンケだ。 

岡田：下が歪んだんだね。 

青柳：グラグラしていますね。 

山下：陶器ですか。 

中谷：金属。 

青柳：鶴や松竹梅などおめでたい柄が描かれています。 

岡田：表彰を受けたのかな。その小さいやつは家庭では使っていないよね。 

中谷：記念品だから。お寺辺りにたくさんあったよ。檀家を集めて（集会）やる時に。お寺とか、映画

館とかね（人の多い所であちこちを温めるときに使う） 

 

〇下駄 

男性用下駄（AA24 636）、男性用雪下駄（AA24 431）、女性用雪下駄（AA24 2740）、女性用下駄（爪皮：

雨天カバーあり）（AA24 1064）、女性用下駄（AA24 4313） 

青柳：こちらに色々な下駄があります。足の高さも違います。 

阿部：いや、足駄（アシダ）（AA24 636）。かっこよかったんだよ。 

坂本：スポーツ選手がトレーニング用に履いたものがあった。 

青柳：下駄の歯が高いのはカッコいいという感じですか。 

阿部：うん。俺が履いたらそうでもないがな。 

一同：あはははは。 

青柳：身長も高く見えますね。夏用の普段用のものでしょうか。 

青柳：こちらは冬（AA24 431）？ 

阿部：これは一部の金持ちの人しか履かんかった。 

山下：（AA24 636）こんなに歯が薄くて大丈夫なんですか？ 

阿部・斉藤：いや、俺らはもう少し歯が厚かった。 

坂本：つまづいたら割れそうだ。 
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足駄〔阿部幸夫さん、斉藤敏さん、卓彦伶さん〕 

 

笹井：うちは奈良県から移住してきた。ばあちゃんは百姓の手伝いをせずに、着物を着て（下駄をはい

ていた）。キセルを持ったばあちゃんが一番恐ろしかった。キセルではたかれるから。 

一同：あああ。 

笹井：下駄を履いていて、この爪皮（ツマカワ）、誰が破ったとか怒るんだわ。 

一同：（笑） 

笹井：おしゃれなばあちゃんだったからね。 

斉藤：やっぱり着物じゃなかったら、下駄は似つかん（似合わない）。 

青柳：これですね。名前は雪下駄ですね。この爪皮は本物の皮ですか？ 

斉藤：わからん。 

青柳：つやつやしていますね。これはゴムです。 

坂本：金持ちが履くものだ。 

笹井：私、小学校に入る頃、ランドセルってあったでしょ。皮なんだけど、皮がないから、紙の皮とい

うランドセルを背負わされた。知ってるしょ。 

塚田多鶴子：（頷く） 

笹井：上はピカピカしているけど、下は段ボールさ。1年か2年したらすぐダメになった。だから（爪皮

の素材も）そういうものだったんだろうね。昔はね。 

青柳：雪下駄は歯に滑り止めのゴムがついていたり、（鼻緒部分のひもが傷まないように）金具のカバ

ーがついていたり（手が込んでいます）。 

阿部：俺らはこんな立派なのは履いたとこはない。とうきびの皮で編んだ草履くらいだ。わらじは履か

なかったけど。 

笹井：つまごは履いたかい。 

阿部：つまごはちょっと履いたな。 

坂本：田淵の下駄屋さんは色んなものを作っていたね。 

青柳：女の人がたはいかがですか。 

穴井：履いたよ、こんなのね（AA24 1064）。 
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下駄・雪下駄〔笹井泰治さん、中谷強さん〕 

 

青柳：おしゃれだし。新年会とかね。 

笹井：僕らも子どもの頃、下駄履いたよ。靴は履けんかったらね。これは足駄だけどね。 

阿部：俺は中学校は自転車で通っていたからね。10kmで一時間かかった。 

笹井：一本足の下駄は天狗さんが履くしょ。下駄は鼻緒が切れるのよ。やんちゃだから。 

阿部：鼻緒は一番先端が切れやすいから自分で直したよ。 

穴井：ぼろきれでね。 

青柳：女性用の下駄ですが、こんな細い歯の下駄（AA24 1064）を履いたことはありますか？ 

穴井・塚田多鶴子：履いた。 

青柳：こういう細い歯が流行ったのですか？ 

笹井：流行り下駄ってあったし。こういう雪下駄ね。蛇の目の番傘さして歩いておったんだ。 

穴井：爪皮ね。 

阿部：これが爪皮か。俺は（雪下駄につく）毛のついたのが爪皮かと思っていた。 

笹井：これ（AA24 1064）は出てきたのが、後ではないか。紐で簡単に引っかけて取り外しができる。 

穴井：雨降った時にこういうの（爪皮）をつけないと濡れるでしょ。つけないでも履けるし、雨の日は

つけて履く。 

笹井：歯は細い方が雪がつかない。 

青柳：濤子さんはこの細い下駄を履きましたか。 

穴井：履いたね。結婚後、朝日に来てからだね。 

青柳：昭和30年代位ですね。 

笹井：足駄も、歯が高いものがある。 

穴井：こういう畳がついているほうがいいの。 

青柳：クッション性があって履きやすいのでしょうね。 

穴井：歯はだんだん低くなってきているからね。 

青柳：ハイヒールと同じですね。こっちの雪下駄は歯が太くて低いですもんね。多鶴子さんは履きまし

たか？ 
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塚田多鶴子：めったに。着物自体をそんなに着なかったから。 

穴井：結婚した時こんなの履いて歩いたよ。着物を着て親戚の家へご挨拶回りに行った。 

青柳：これ（AA24 4313）も爪皮なしですが、低くて、鼻緒が別珍で、（二色の布）切り替えもあって。

爪皮はありませんが、歯には滑り止めのゴムがついていて。冬用ですね。 

穴井：そうだね。 

坂本：これは金がかかっているわ。 

 

○雪下駄と挨拶回り 

青柳：そうですか。ということは、昭和30年代に、男性で和装をしていた方は殆どいないですか。紋付

き袴の正装ですか？ 

阿部：市街のあっちの人らだわ。 

穴田：なかったね。 

中谷：私はね、元旦だけは下駄履いて隣近所にご挨拶に行った。着物着て。 

青柳：ああ、年始回りですね。では雪下駄で。 

中谷：これだね。 

青柳：すごいですね。 

穴井：塚田さんなんかお正月着物着て歩いたんじゃない？ 

青柳：ご商売やっている方はご挨拶回りは大切ですもんね。 

笹井：小さい時、うちの家主は、正月には隣近所回り。二重マント着てな。 

中谷：狐の毛皮（襟巻）。 

中谷：やっぱり商売をしている人は正月の三日間は挨拶で歩くよ。 

塚田郁子：うちでも歩いた？ 

青柳：ああ、鉄工場の奥様はご挨拶に回ったり？ 

塚田多鶴子：着物を着て。 

笹井：昭和30年頃は、朝日の商店は門松を飾っていた。ミカンつけて（くぎを打ち付ける仕草）。 

青柳：あれはトドマツの枝だったのでしょうか。それに白い紙、御幣？ 

中谷：御幣をつけてね。子どもがそのミカンを盗んでね。 

一同：あはははは。 

笹井：ミカンの皮を剥いてミカン箱に入れて夜中に道路に置いておいたら、それをキョロキョロしなが

ら盗んで行った奴がいる。 

一同：あはははは。 

城守：そういう悪いことしたの。 

 

○青年と下駄 

青柳：若い青年が下駄を履いて歩いていたのっていつ頃ですか？ 

城守：私が高校の頃は、男子生徒は9割近くが下駄だった。通学した。商業は下駄って履かなかった？ 

岡田：履かなかったね。 

城守：そうか、やっぱり校風が違うんだね。冬は下駄ではなかったんだと思うんだけど。役場に44年に
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入った時は下駄を履いて通勤したら怒られた。 

一同：あはははは。 

城守：社会的なこと（社会人のマナー）を知らなかったからね。学校時代そうだったから仕事行くのに

も下駄だった。 

青柳：じゃあ、昭和40年代初めの若者は下駄だったんですね。 

坂本：ズボンをテカテカにはしていなかったでしょ。 

堀：軟派、硬派って言ったら硬派？ 

城守：いや、中派というか。 

青柳：岡田さんは下駄ではなく、ズック靴でしたか？ 

岡田：記憶がないんだけど、帰りバス停まで歩かなきゃならないから、靴だった。 

城守：私は士別高校の寮に入っていたから。寮生はみんな下駄だった。うちからはバス通学はできなか

った。2階が男子で1階が女子だった。 

塚田郁子：寮生活している人は結構いたんですか？ 

城守：上に4部屋あって、そこはいつも一杯だった。朝日からは私と同級生の佐藤さんだった。後は和

寒。利尻から来ている人がいたけど、間もなくいなくなった。なんということはない。下駄履きは普通

で、それで通学していた。 

中谷：（下駄履きは）カランカランと音がする。 

城守：下駄履いて黒ズボンにワイシャツ姿だった。 

塚田郁子：よく映画で見る学生みたい。 

堀：硬派の学生だ。 

 

〇ランプ 

青柳：こちらのランプは家庭用でしょうか。これがおうちにあった方は？ 

笹井さん、城守さん、斉藤さん、阿部さん、坂本さん、殆ど皆さんですね。 

城守：岡田さんは？ 

岡田：電気だった。 

一同：あはははは。 

岡田：身に覚えがないんだよね。ランプって。 

笹井：これは、五分ランプか。 

斉藤：いや。 

笹井：これは三分だな。芯の大きさが違う。 

青柳：芯の太さでランプの大きさが違うのですね。 

笹井：このホヤ磨きは子どもの仕事だった。（大人は）手が入らないでしょ。こっちはガス灯。 

斉藤：ランプ磨きするのも、洗剤も何もないから、息をはーっと吹きかけて磨いた。今のマイペットと

か洗剤があれば楽だった。 

穴田：普通もっと大きかったね。 

青柳：分解の様子の再現をお願いします。 
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ランプ〔穴井濤子さん、帆苅ひろ子さん、阿部幸夫さん、斉藤敏さん〕 

 

〇ランプ分解掃除 

斉藤：傘をとる。 

阿部：（ホヤをひねる） 

穴井：ここに芯が入っているもんね。 

阿部：子どもの手はここ（ホヤの下部）からすぽっと入る。ホヤ磨きは子どもばっかり。 

穴井：このランプには芯がないね。 

斉藤：芯の太さで、三分、五分、七分とか大きさがある。 

青柳：一分は3mm位でしょうか。 

城守：（さらに大きいランプの台を持参） 

斉藤：これは五分だと思うな。これより大きい七分があった。 

阿部：戦時中アメリカの飛行機が来るから（灯火統制）といってランプに（布を？）かぶせた。 

穴井：かぶせたね。 

阿部：窓から明かりが出ないように、こんな田舎でもしたんだよ。 

笹井：灯火統制と言ってね。 

阿部：窓には半紙貼ってね。 

帆苅：（このネジが）芯の調節ね。 

青柳：ホヤ磨きは布で拭いたんですか？ 

阿部：新聞紙。鼻かみなんていいものは使わしてくれない。ふーってやると曇るから、それで拭いた。

煤で口の周りが真っ黒になった。 

笹井：俺は紙じゃないぞ。最後ははたきだ（はたきの柄をホヤに入れる仕草）。 

一同：あはははは。 

青柳：ホヤ掃除は小学校何年生位までできましたか。手の大きさからいって。 

阿部：子どもは一杯おったから、次から次へと（交代して仕事をした）。 

一同：あはははは。 

阿部：小学校低学年だ。 
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笹井：（子どもの手伝いというと、風呂の水汲みの）ポンプな。お前百回ずつだぞ、なんてやったな。 

 

○安全灯 

阿部：この安全灯は外を歩くのに使う。 

笹井：それとね、馬小屋。 

阿部・斉藤：馬小屋。 

斉藤：馬はこれ専門。 

塚田郁子：これも外れるの？ 

帆苅：外れるよ。錆びてるから動かないわ。 

阿部・斉藤：上がらんわ。 

（最上部が上に上がり、ホヤが外れる） 

阿部・斉藤：外れた。 

青柳：これならば大人の手も入りそうですね。 

斉藤：少し位風が吹いても全然消えない。だから安全灯っていうんだけど。 

阿部：山の飯場に（安全灯を）持っていってしまったら家で使えないから、焼酎の容器（？）に布団の

縛る紐を（芯にして）穴を開けて入れて、石油（灯油）を入れて（それを明かりにした）。各馬の所に

ぶら下げて、物（餌）をやったり、（馬に）道具をかけたりする時はそれを使った。ライターで火をつ

けて、馬小屋から出るときは消して。みんなそうしていた。 

 

 

ランプ〔阿部幸夫さん、斉藤敏さん、卓彦伶さん〕 

 

 

○ランプと灯油 

城守：これが七分ランプ？（ホヤも持参） 

斉藤：そうだ。 

阿部：大きいランプは石油も多くいるからさ。 

斉藤：七分は山の飯場だとか人が多く集まる所で使った。普通の家庭は五分。 
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阿部：笹井さん、当時石油って店で買ったんだよね？ 何を持っていって買ったんだい？ 

斉藤：一升瓶だ。 

笹井：そうかもしれんな。 

阿部：うちの老人会の先輩、何で買ってきたか記憶がないっていうんだ。朝日の市街まで来て買ってい

ったはずなんだよね。 

斉藤：俺は一升瓶だ。農協で、スタンドは当時はない。農協の一般店屋（購買部）に石油を売る所があ

った。亡くなった安藤さんが購買におった頃だ。 

阿部：うちらの所は遠いから、馬橇なんかに積んでも一升瓶だと割れてしまうのではないかという話に

なった。 

青柳：今、城守さんがホヤ磨きをしてくれています。これはホヤが一部割れているのですが。 

城守：これ、汚れてるんだわ。 

阿部：普通は五分なんだわ。 

 

 

ランプのホヤの掃除〔城守正廣さん〕 

 

青柳：安全灯もガスではなく、灯油なんですね。 

城守：うちらは石油、石油って言っていたけど、石油は灯油のことだね。 

阿部・斉藤：そうそう。 

塚田郁子：安全灯は（灯油を）満杯にしておいたら一晩持つの？ 

阿部：いや、点けておったら持たない。安全灯はどこか夜出かけるときに使う。なんぼゆすっても火が

消えないから。 

青柳：携帯用ですね。 

斉藤：便利なんだ。風吹いても消えないし。 

山下；値段は高かったんですか。 

斉藤：いや、それほど高くなかった。普通のランプよりは高かったけど。 

帆苅：ランプはほんとに茶の間とか家の中で使うもので、安全灯は表行ったり出かけるときに使う。 

阿部：安全灯は殆ど外用だ。 



350 

 

山下：三分ランプは油はどれ位持つのですか。 

阿部：これは一晩は持つ。芯は出しすぎると煤が出る。 

穴井：黒くなるからね。 

阿部：これひとつで、学校から帰ってから勉強したりしておった。明るいのは傘の下だけ。そっちは

（ちょっと離れると）暗い。 

青柳：この傘があるのは、反射のためなのですね。ピカピカして。 

阿部：そう。 

帆苅：点灯しても、こっち（三分ランプ）は薄暗いっていうかね。 

青柳：灯油は「シラシメ」ですか？ 

一同：いや違う。 

斉藤：サラダ油だ。 

青柳：シラシメは食用油のことですね。 

笹井：石油ない頃に、シラシメ油を焚いたことがある。 

阿部：煙でだめでしょ？ 

笹井：戦前かな。飯尾さんってあったべ。カーバイトね。（戦中に）松葉もね、上士別まで採りに行っ

たけど、本当に使われたのかわからない。 

穴田：あれで飛行機を飛ばすってね。 

青柳：これで今日準備してきた素材は終わりました。皆さん、どうもありがとうございました。 

城守：あっという間の時間でしたが、皆さんありがとうございました。 
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