
ある職人が歩いてきた道
-佐渡島羽茂町大石 ･中川寅晴さん (竹細工 ･藤細工)への聞き書きから-

1.はじめに

職人の手によって作られてきたモノが,社会や

生活様式の変化とともに,身のまわりから消えて

いく｡ 筆者は,社会の変化にリンクしながら伝え

られてきた手工芸品とそれを作 り出す職人の姿を

追い,モノとその背景などについて考えてみるこ

とに関心を持っている｡ 時代の流れにそって多く

の伝統工芸は消えていくのかもしれないと思う一

方で1),それらが様々な形で展開していく可能性

についても注目したい｡

筆者は2001年7月に,新潟県佐渡郡羽茂町大石

で ｢中川竹工所｣を営む中川其晴さん (大正 10

年生まれ)に出会い,聞き書きを試みた｡

聞き書きのような記述的手法を用いた研究は,

地理学において多 くはない2)｡内田 (1999,pp.
34-35)は地理学におけるモノグラフの位置付けに

関して,民俗学との比較で次のように述べている｡

｢自然科学の発想が重視され,法則定立を目的

とする地理学では,個性記述的なモノグラフとい

う成果は,非科学的で,非生産的な仕事とされが

ちである｡地誌記述は総花的とされるだけでなく,

住民の生活や数字でとらえられない地域の雰囲気

など,主観的な要素が入りやすいのである｡ しか

し,同じく地域を扱う場合でも,民俗学は住民の

生活実感や価値観,想像力に関わる文化を記述し,

考察する｡｣
民俗学において聞き書きは多く用いられてきた

ちのの,手法自体を検討した論文はあまりみられ

ない3)｡筆者自身その有効性について真っ向から

検討するという作業を未だ行なってはいないが,

文献資料,物的資料,統計などから把握できない

事柄をすくいとる可能性について,聞き書きとい

う手法を評価したい｡ある人間がある状況におい

てどう感じたか,どうしてそのように感じたのか

を知ることは,その人の背景にある暮らしや社会

を考えるヒントとなるであろう｡

本稿ではある結論を導 くまでには至らないが,

中川異晴さんへの聞き書きを紹介し,ひとつの手

工芸品とその職人が歩いてきた道をたどってみる｡

中 村 実 央

2.調査地域と話者の概要

1)羽茂町大石について

大石は佐渡島南西部に位置する羽茂町の,大石

湾に面する人口300人弱の集落である (図1)｡

羽茂町は農業 (主な作物は柿や米)が盛んで産

業の約40%を占めており,漁業の割合は0.2%と

非常に小さい (ちなみに町全体の漁業就業者7人

のうち5人は大石)｡大石に限ってみても農業は

主要産業であるが約31%と,町全体での割合よ

りは小 さい｡そのかわ り大石では製造業が約

24% (町全体での割合は約18%)を占める点が

特徴的である (以上平成7年国政調査時)｡かつ

て味噌工場が集中した大石には,現在もマルダイ

味噌工場があるためであろう｡

大石港には,18世紀後半天領の年貢米を積み

出すため御蔵が建てられた｡北前船が寄港した隣

町の小木港のように大きなものではなかったが,

これ以降物流が盛んになり,明治に入ってからは

入港船舶数が伸びた｡明治 ･大正 ･昭和と出入り

した機帆船の主な貨物の中には,農産物 ･味噌及

びその原料資材,薪炭,建築資材,日用雑貨等の

他,竹藁細工等も含まれていた｡また,北海道や

樺太へ味噌を輸送する為汽船も入港した (羽茂町

史編さん委員会編,1998;尾留川,1964)0

図1 羽茂町大石の位置
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2)佐渡の竹細工 と中川匡晴 さんについて

佐渡 には竹が多 く,小木を中心 に赤泊に延びる

海岸地帯 を主 として島内各地で竹細工が製作 され

ていた (尾留川,1964)｡ 運賃が比較的少な くす

む竹細工は北海道への移出などには適 した製品で

あったと言えるであろう｡

小木では最盛期の大正 15年には策 を中心 に112

人 もの竹細工職人がいたが (小木町史編纂委員

会,1977),羽茂で専業 としていたのは大石の中川

辰平 さんのみであ り,家庭用の策,寵,農業用の

田植寵,漁業用の釣寵,海老寵,はえ縄旅,魚を

入れる樽寵,味噌屋で使 う米上げ充,豆上 げ旅,

豚の輸送に使 う豚寵など,注文に応 じていろいろ

なものを作 っていたとのことである｡ (羽茂町史

編 さん委員会編,1998)｡

そ してその息子が,中川鼻晴さんである｡ 中川

さんは子供の頃から親の仕事 を見 よう見 まねで覚

えたが,先代からの技術 をそのまま今 日まで受け

継いで きた訳ではない｡途中で樺太へ出稼 ぎに行

き,中国大陸での軍隊生活を経て,佐渡へ戻 った｡

その後職人 としての生活が始 まり,自身で試行錯

誤 を積み重ね,竹細工から藤細工へ転向 した経緯

を持つ｡それ以後 も竹細工 は昭和 50年頃 より作

品 として作 り続けてお り,コンクールに出品する

などしている｡ 詳細は次章の語 りで紹介する｡

3.中川民晴 さんへの聞 き書 き4)

家業の竹細工 :別に仕事っってもな｡軍隊か ら帰

ってきてか ら,何 もす ることないもんだか ら,鰭

局親の｡ ま,親がだいたい竹細工やっとったもん

だか ら｡ それを見よう見まねでやった, というこ

とだ｡生活のため｡

それ以前 は,あの, 小学枚五年生んときか ら,

五年生六年か ら今 のサ- リン5)-行 ってます｡四

年終って,貴す るに四月項ですかな｡やっぱ りあ

の う, うちが えだったもんだか ら, それで結局

口減 らしてい うかな｡ それがために樺太-｡兵隊

に行 くまでそこにおったの,呉服屋に｡だか ら籍

局は兵隊か ら帰 ってさても,呉服屋 系統をや りゃ

よかったんだけど,呉服屋 ちゅうことになるとや

っぱ r)相 当資本が妥 ります もんで,それでまぁ-

手っ取 り早いとこが これだ｡で, この仕事を始

めた｡

そ うい うことで別に, うーん,師匠についたと

か人か ら教わるとか, そういうことは全然なかっ

た｡ 自分で籍局 あの,小さい項か らや っぱ り親の

仕事 を見ておったのが,やっぱ り,初 めてで もさ,

その当時を思い出 しなが らやっぱ りや って,どう

にか こうにかで きたもんだ｡

一応 そうい うこと (父親が師 匠)にな るか ね,

うん｡ それだけのことなんです｡だか らまぁ,あ

んたがたそうい うふ うに して (飼査に)乗 られて

も,別にこれといって何 もお藷 しす ることはない

ような気がするんですが,ただ開かれたことに対

しては, 自分･の歩いてきた埴だか ら, それだけの

ことはお答えで きる｡

親父の親 もや っぱ r)やっとったらしいんですよ

ね｡私で三代 巨=こなるかね｡ うん,(祖父の)代

か ら｡竹紬エ ってい うものは, ここらやっぱ し田

舎で, まぁ育て姓,農家がほとんどだったわけです

わな｡ それがために, その農家とか漁業とかそう

い う人 たちの道具てい うかな,やっぱ りあのいろ

いろ農家で も使 うその,年間に相 当の数の竹製

がや っぱ り必鼻 ときれた｡漁業 もそうだ Loそう

い うようなことで,籍構やっぱ り商 になったん

です｡ ええ｡ それで, まぁ免租 もや っとったんだ

ろ うと思 うんです｡

あれ (味噌樽 を鮫める枠)はまた達 うんですよ｡

竹細工 とはいえ, あれは執竹 と言いまして,籍局

聴 っばを作 る竹だか ら姶竹Oあれは相 当貴の竹 も

必鼻で最盛期には佐渡だけの竹ではなんていうか

な,使 う貴が足 r)なかったんですo それであの,

そっちの半島の能登半 島ですか,あそこらか らや

っぱ り･輸入,鞠入 ってい うかな仕入れた｡あれは

ものすごい, ま,やっぱ り味噌の,籍局樽で当時

は出荷 した開催で相 当出て,業者 もそ うね ぇ,羽

茂だけで も七,人軒 あったんですね｡ うん｡ これ

は相 当貴ですわ,やっぱ り｡ ま,結局金額的にも

大 したものです,はい｡

その斡竹,桶 のタガにす る竹 とはまた別に, こ

ちらはど う言っていいかな,革を刈 って入れる嵐

とか,それか ら田植 えの時に使 う苗嵐とか,それ

か ら苗を運ぶ 大 きな嵐とか,そうい うものとか｡

それか ら後は,秋 になって稲刈 りが終 って籾を選

別す る籾通 しなんてい う,そうい うものとか,あ

るいはまた大小いろいろの風, ま, これは家庭用

になるけども｡ あるいはまた, もの-魚なんか

を干すメカゴとかね｡ それか ら今度 は淳の方へ行

ってはやっぱ r)釣 r)嵐だとか,それか ら漁師が使

うエ ビを生かす嵐だとか, そう言ったようなもの
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が相 当な種類 と してはあったで しょ｡ だか らそ う

い うものを作 っておれば,籍嬢や っぱ り生活 もで

きておったよ うです｡

私 らの場合 はそれが, あの兼業でな くて｡ まぁ

生業 ちゅうか, それが生活のあれ (手段)で あっ

たわけですわな.主力だったわけです よO

樺太 :兄弟は私 の場合, そ うですね, ええと,五

人｡ おれは二 日O

そ うそ う (兄 弟の うち一人 だけ樺 太 -)｡ で,

-牛革イ五･.･ニ年収 してか らかな.私 のす ぐ下 の弟

も, まぁ向 こうが人手が一募るとい うことで, それ

で ちょうど私 も行 っとった関係で, ど うだおまえ

束てみんかとい うことで弟 もや っぱ f)｡ ええO行

って一緒にや ってお j)ま した｡

向 こうはよか ったです よ｡樺 太はよか ったです

よ｡ ええ, そ りゃもう｡

ど うい うところ (が よか ったか) って,籍局 あ

の, ここにおると･-｡ こん な藷 して もあん たが た

わか るか しら,食べ物 も満足に食 えん よ うな状愚

だったもんだか ら｡向 こうへ行 った ら食べ物 はい

い し, お らもう殿様 み たい｡や っぱ り修行期 間,

修行 中はつ らいこともあったけど, それはまぁ仕

方がないと して｡ そ うい うつ らさは行 ってる者 は

まぁほとんど｡ その時はちょっとや っぱ り泣けた

りしたこともあったけど, それよ りも三度三度 の

食 い物です｡

しか も私行 ったところは, ものす ごいその何 と

言 うか, そこのおかみ さんがおお らかな人で,や

っぱ り他 の虐 なんかでは食 い物 も相 当ケチケチ し

ておったらしいんだけど も, ものす ごいその,何

て言 うかな, おお らかで｡ ど う言 った らええか-,

うん,｢根 性 良 し｣ ちゅうんだかな, 気前 の いい

人で.食べ物 なんか も本 削 こ腹 いっぱい. だか ら

それが- よか ったん じゃないですかo うん｡

(仕事は)呉服屋｡呉服屋で,籍局使 用人が店

のオだけで使 用人が七,人人 はおったかな,私 の

いたころは｡ あとお勝子の方で ジュウバ二人 ぐら

い｡

うん, まぁ,丁稚皐/Liしてo ええと,七年人年

かな｡ もうあそこか ら,や たらに帰 って これない

もの｡十三か らですか｡二十一 まで｡

(帰 って くるきっかけは)兵隊. それか らずー

っと兵隊に行 って, それで結局昭和二十-二十二

年かな｡昭和二十二年に帰 って きた｡ (兵隊では)

地史の方へO北京, だいたい北京か ら保定6) の周

哩, そんな とこ.兵隊で 五年位｡ (佐渡へ 帰 るま

で通算)や っぱ f)十何年ねO

竹細工 を始 める : (二十六歳項に佐渡-慮 り) そ

れか ら竹 細工 を始 め て｡ そ う して, ど うだろ う,

三,四年はや っぱ r)いろいろこっちで れるもの

を作 っとったんかな｡三,四年 ぐらい, たぶん そ

うだと思 うんです よを, はっき りと した言乙憶 はな

いん だけ ど も｡ それか ら, あれ ど うかな ぁ,四,

五年｡三年 ? 四,五年 してか らかな,帰 って き

てか ら｡四,五年 してか ら, ど うい うそのなんて

い うかな,都合 のオ-行 くと れるものが あるら

しい, とい うことで｡ それで うーん, とい うかそ

の新 潟のiaまで行 って見 たん ですわO 見 た ら･･･,

ああそ うか, それ前に竹尾,竹 の い物麓 とい う

のが あって, それをイ乍ってみ ようと思 ってね｡

尤代 の竹紬エ とは また全然建 うって言 ってええ

かな｡ うん｡籍局 その竹 の龍 をイ乍ってみ よ うか と

思ったのは, そこらにあるよ うな い物鑑み たい

な もんですわ｡ それで まぁ, ものすごい数が れ

ると, い うことでや ってみ たんです｡ ところがや

っぱ りそのや ってい くうちにいろいろ, その竹 を

ここをす る面に (などと)生かす ことが いっぱい

あって｡

で, それはあちこち, ま, いろいろそ うい うこ

とを考 える前 に,早,障 りの小木可丁あた f)にや っ

ぱ l)和 室や っとる人が おったわけですね｡で, そ

うい うとこ-行 ってや っぱ り故術 を盗んだ r)なん

か して｡行 って教 えて くれ言 うて もなかなか教 え

て くれん｡ だか らや っぱ り,竹 の染 色にせ何 にせ,

や っぱ り行 って見なが らや っぱ り施術 を盗んで来

るよ り他 に道 はなか ったわけですわな｡

若 きの互 F)とい うのかな｡ ま, 流れて る染め物

の汁が流れとると, それを見た りO それか ら,藤

尾へ行 って開いた f). ま,薬屋,薬局 ちゅうかな,

そ うい うとこに昔 はまぁその染料 を っとったわ

けですO それこそ登 り りでい くらで も って く

れた｡ ほれで, あそこではど うい うものを, とに

か く竹 を染めとる家の名前 を言 うて, あそこでは

どん なものを うてい くとか何 とか, そん なこと

開いて｡ まぁそ うい うようなことでど うにか こう

にか, それこそ始 めてか ら二,三年 してか ら,千

れるようになったのかな, うん｡

そ うそ う (しば ら くは親行錯 誤で), そ らそ う｡
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それ とほ ら染 めない, 染め ないで竹 を音の まま,

青 とい うか まぁそのままで使 うか, あるいは また

それを油抜 き して, そ うして白に して使 うか｡で,

その初 めの うちはや っぱ り白で使 っとったん だけ

ど も,や っぱ り白だけで はダメだい うことで,や

っぱ り染 色せんな らんい うことで それを染めて使

うよ うに なっ たわけ だな｡ 染料 が あ るん ですわ｡

塩基性 の染料が｡塩基性 の染料で, ま, いろいろ

な色をや っぱ り,二つ ぐらい混ぜ た F)なんか して,

染めとるんだC

や っぱ りあの う, まぁ, なん とい うかな, 着物

で も何で もそ うで しょう,藍染めの着物 だけでは

や っぱ りダメで,柄物が必貴 になって くるのと同

じ｡ 染めていろいろ交互に編んで い くと, ま, い

い柄 も出束て くる｡ そ うい うことはや っぱ りその

呉服ノ昼におった関係上,一女の人 の気祷 ちも多少は

わか る し, ま,有利 な点 もあ ったわ けで すわ ね,

うん｡

(染めた方が)割 り方 よか ったですね｡染めと

か柄O それか らや っぱ F)あの, まぁ,嵐韓 つ者 は

だいたい一女の人 だ もんだか ら,一女の人 の気韓 ちな

んか をつかむのにゃ,非常に呉服屋 におったとき

のことが よか った Lo

それか ら, もちろんタト丈に も出ん な らんO それ

か らしば らくしたけど もや っぱ r)タト丈に も出んな

らん｡ そ うす ると外史に出て も,人様 と相対 して

藷 しん ときなんか,や っぱ りこっちは呉服屋 のと

きにとにか く人 間対人 間の取 引 きだ ったもんだか

ら, 愛想 ちゅうか愛嬢 ちゅうか藷術 ちゅうか, そ

うい うよ うな もんが 一 大わ な もん だっ たか ら.

や っぱ りタト丈に出て もそれが役立 ったってい うこ

とですね｡ それで ど うにか こうにか, まぁ,や っ

て きたようなわけですわ｡ うんO

それ (職人 気質で愛想が ないとい うこと) は仝･

然 なか ったです｡ それが ないだけにや っぱ り困る

こともあった し, ええこともあったよ うな気が し

ますね｡職人 気質なん ちゅう気待 ちは私 には さら

さらないです｡ だか ら, どこの人が教 わ りに さて

も, い くらも教 えて｡ そ ら, もちろん 自分のチ間

はつぶ れるけど も｡ それで も, 自分の合得 したわ

か るだけのことは,教 えてや って｡今で もそ うで

す, ええ｡

藤細工への転向 か ら現在 :竹 の麓作 っとったけど

も, それがや っぱ りまぁ, だんだん だんだん, こ

の昭和 の ヤ項 か, にな ると交通 の促 も 良うな り｡

(それ)か ら,人 もものすごい仲 山,東京 あ た り

へ行 ってみ るとデパー トあた りに も和 当な人が お

る し｡ それか ら,街歩 くに も, ま,今で もひどい

けど も, その頃 もや っぱ りものす ごい人 だったん

だ｡

ところが竹でイ乍った嵐は, その人 ごみ の中を希

って歩 くとぺ ッシャンコになる｡ ぺ ッシャンコに

なると竹 は祈 れる｡ そ うい うよ うな ことで, もう

竹 の鹿 はダメだ ちゅ うことに｡ うん｡ てい うこと

は まぁここに佐渡 のこの可合 におって, おれはや

っぱ りそれをつ くづ く感 じて, こ りゃ何 とかせん

な らんぞ と思 うた｡

そこで,今･言 う:鞄後 ちゅうか その新潟 の近iaの

とこ-行 った ら, 嵐が｡ これ (藤)で作 った,令

の藤で作 った鹿が 出とったわけですO ところが こ

れの作 り方がや っぱ り難 しいんだけども｡ その以

前兵 隊か ら帰 って きて まもな く, つ り亀 とか何 と

かそ うい うものをイ乍っとった開催で｡イ乍りオが だ

いたい つ り龍 と同 じだったもん｡｢よ しこれな ら

いけるぞ, そん な らこれや ってや ろ う｣ ちゅうこ

とで｡ まず佐渡で は私が最初 で しょう,藤 を入 れ

たのは｡

さ, ところが,材料探 しに また困る｡ それでい

ろいろ人 に開いた り,本見た りなんか して,籍局

この材料 は大阪にあるちゅうことがわか って｡ あ

とか らわか ることや,東京に もあ りゃ名 書屋 に も

あちこちにあるん だけど も｡ ま, 大阪にあるちゅ

うのを開いた もん だか ら, それで大阪へ免んで行

って｡

それ よ り前 に名 舌屋 の問屋 -行 って,ほれで,

｢実は竹 の亀 は こ うい うふ うな あれでつぶ れると

れん と, それで は まず いので おれは藤 の麓 を始

めたい のだ｣ とい うことで行 っ た ら,｢うん, そ

れは いい｣ と｡ いい か ら ｢い く らで もおみ ゃあ

(おまえ) のとこ ろで作 った ら作 っただ けの もの

は, おれのところで うか らや ってみ い｣ ちゅう

ことでO それか ら大阪へ行 って材料 を仕入 れて き

て, ま,始 めたのが この製 の始 ま りですO ええO

そ ら,編んで い くうちには (竹細工 とは)微妙

に達 うところ もあ るき｡ あるけど もや っぱ り ｢ヘ

ビの道 はジャの埴｣｢ジャの壇 はヘ ビ｣ だか し ら

ん けど も, なん と もないわ き｡

今ですか ?そ うですね,今 は,今 はそれで も二

十種類 ぐ らいイ乍っとるかな｡
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この 景気出 くわ したら, まずだめだな｡ こう

い う嵐で もど うだ,去牛 も駄 目だった｡ おとと し

ぐらいまでは, そうね ぇ,ど うだろ う,一月にこ

す ぐ らいはイ乍った｡ それや っぱ f)脱衣嵐 は線 鋸,

ホテル, それか らゴルフ場, そ うい うところにま

ぁ, ものすごい貴が出たんですわ｡

県内なんて もん じゃ (ない), 日本仝･国O そら

もう, それで籍局我々みたいなこうい う小 さいと

ころは駄 目んだろ う｡や っぱ り,今 このカタログ

のYラタン7) ちゅうもんが, これが言 うてみ f)千,

世界的なラタンメーカー｡で, ここ見つけて, そ

れで ここへお願 い して, ここ-納めることになっ

とる訳 なんですわ｡

今はこんなもんで も,向 こうか ら, 中国とか何

とかあっちか ら束 るものだと, このぐらいので も,

そうだなぁ,三千,二千円か三千円で えるはず

なんです｡ ところが ここで るのは一つ一万,-

万 ぐらいす る｡ それで もや っぱ り れる｡ だか ら

や っぱ りあの,何てい うかな,や っぱ り高級 志

向ってい うかな.やっぱ り凄 いものは駄 目だって

い うことだ｡

Yラ タンは取 引 きお願 い してか らど うだ ろ う,

ええと十二,三年になるかなD平成に入 る前かな｡

ここ (Yラタ ン)へ入 るちょうど項かな, だんだ

んや っぱ りあっちの方か ら妥いのが入 って くるも

んだか ら, ああい うところ (以前納めていた名古

屋 の問屋)ではや っぱ り れん ようになった｡ そ

れで, ここ (Yラタン)- ｢こうこうこうで一つ

こうい う 物 を作 ってみたい｣ ちゅうたら,や っ

ぱ り何 ちゅうかな,製 がおれんとこのが よかっ

たんだ ろ うと思 うん だ,いっぺ んでOK して くれ

て｡ うん, それか ら,今度 は向 こうの言 うとお り

のものを作 ってお F)ます｡

｢遊 び｣の竹 細工 :藤 を始 めて か ら竹 細工 は-0

で もやっぱ りそれで も,竹や ってみたいなぁちゅ

う気待 ちは槍 て切 れられないもんだか ら, ま, あ

の今度竹細工が壇びになったなんてい うかな, こ

のとにか くこれだけの竹やぶが あるし,壇びのオ

にちょっと,ふ らふ ら- っとO

こうい うふ うな壇びをや るようになって｡ それ

でど うで しょう,二十年,二十年 ぐらいや っとっ

たかなぁ｡

やっぱ りこれ作 って も れない しき｡ れない

し, らない し｡ まぁ,や っぱ り,いまおったあ

の孫 だ とか件 に一応や っぱ り開いてみて,｢残 し

て おきて やあ (お きたい)｣ ち ゅうもんだ か ら｡

らないつ うこともないんだけども,や っぱ り

って しまうともう′作れない｡

まぁ, 首もO 骨って言 って もそ うだなぁ, 日展_

に出 したいと思 って, 日展 にそれで も二回,三 回

ぐらい出 したんだけれども｡ ちょこっとん ところ

で-O あと現代工芸は出 し取 るんだOだか ら中央

展で,妥す るに上野で入 ったのは一つ しかなか っ

たか な,一回 しか なか った,現代 工芸 で. うんo

それとまぁ, 県は, 県の方はず っと｡ こうい うこ

と始めると今度 はや っぱ り毎年その時期 になると,

ムラムラー ッと してo

今･はこの日を患 うしたら,全然 こんなことで き

ん ようになって さ｡ 日で も患 うなけ りゃ, まだ膿

が悪 いだ けな もんで, ど うちゅ うことはに ゃあ

(な い)ん だけ ど も｡ はや今 こ うや って見 て も,

そこのところがどん な風になってるかわか らん｡

うん (今 も毎 日仕事 を して いる)｡ 一毎 日, ま,

籍局 も う何 も望み もなけ りゃ何 もにゃあ (ない)

もんだか ら,仕事 しとるのが- や っぱ り身体 の

ために もええんだろ うし｡

4.あわりに

以上中川 さんの語 りを紹介 して きた｡ もっとも

印象的だったのは,樺太での生活 についての話で

ある｡ 前章では質問 を省略 したが,筆者は樺太で

はさぞ厳 しい生活だったのだろうと思い, また厳

しかった とい う返事 を予想 しなが ら,｢向 こうで

は どんな感 じの生活 だったんですか｣ と尋 ねた｡

予想 に反 して,｢向 こうはよかったです よ｡ 樺太

はよかったです よ｡ ええ,そ りゃもう｡｣ との答

えであった｡

彼 自身が説明 してい るように,当時の羽茂が

｢食べ物 も満足 に食 えんような状態だった｣ とい

うことが何 より大 きな理由であろう｡それに加 え

て中川 さんの前向 きな性質によるところもあった

のではないか, と感 じた｡

佐渡 に戻 ってきてか らの中川 さんは,試行錯誤

しなが ら竹細工 に励 んだが,それについて も呉服

屋時代の経験が生かせたとプラス志向で振 り返 っ

ている｡ そ して藤細工への転向は,生活様式の変

化 を感 じ取 って選択 したものだった｡ 自身で売 り

込みに行 った ところにも,商売の経験が生か され

ている｡
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そして ｢竹やってみたいなあちゅう気持ちは捨

て切れられないもんだから｣と ｢遊び｣という形

で竹細工も続けている｡ 今なお ｢中川竹工所｣の

看板を掲げていることについて,質問しそびれて

しまったが,中川さんの竹への思いが表れている

のではなかろうか｡

現在,中川さんには息子さんとその娘さんとい

う後継者がおり,作業場では三代一緒に仕事をし

ている｡ 手工芸品がおかれる厳しい状況のなかで,

これは大変なことではないかと思う｡ それぞれの

製品には,職人の個性が表れるだろうし,社会や

生活様式の変化と関わって,中川さんがこれまで

作り出してきた製品とはまた違ったものになって

いくだろうが,その動向に注目していきたい｡

最後に聞き取りに関する懸念について付け加え

ておく｡ 筆者の力不足のために ｢ここでこんな質

問をしていたら,さらに深いお話が伺えたのでは｣
といった感想を,読者に与えてしまったかもしれ

ない｡これは,筆者自身の今後の課題である｡

謝辞

急なお願いにもかかわらず,貴重な時間を割い
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注

1)終ってしまった手仕事の時代を振 り返るとい

う立場で職人への聞き書きを集めた最近の作品

に,塩野 (2001)がある｡

2)ただし西 (1998),湯揮 (2001)など,ライフ

ヒストリーを活用した地理学の研究もみられる

ようにはなってきている｡

3)ただし,小池 (1989)は聞き書きという手法

と民俗学の関係について詳細に検討している｡

4)この聞き書きは録音したものを文字に起こし,

筆者の質問等を略し,文脈を整理し再構成した

ものであるが,話者の語り口を出来るだけ残す

よう心掛けた｡わかりにくい部分は ( )を用

いて筆者が補足した｡

5)佐渡と北海道との関係は近世以降重要であり

(外内,1985),江戸時代には蝦夷地-の出稼ぎ

を指す松前稼ぎという言葉が存在したほどであ

った｡大正三年の羽茂村の戸数も ｢北海道へ出

稼者ある為戸数に比して人口が少い｣という記

載 (羽茂村村誌編纂委員会,1956)が見られる｡

その延長で樺太まで出稼ぎに行った人たちが存

在したと推測されるが,その実態について記載

された資料を筆者は見つけられていない｡

6)北京から西南に約140km離れた町の名前｡

7)ラタンメーカーの名前だが実名をふせる｡

文献

内田忠賢 (1999):都市の新しい祭りと民俗学一

高知 ｢よさこい祭 り｣を手掛かりに-.日本民

俗学,220,33-42.

小木町史編纂委員会編 (1977): 『佐渡小木町

史 ･史料集 ･下巻』新潟県佐渡郡小木町,490p.

尾留川正平 (1964):佐渡の産業誌.九学会連合佐

渡調査委貞会編 『佐渡 自然 ･文化 ･社会』平

凡社,332-369.(1989年復刊)

小池淳一 (1989):言語 ･伝承 ･歴史 :日本民俗

学における個人認識.族,No.10,20-31.

(http:〟www.histanth.tsukuba.ac.jp/minzoku/pub

/10/y1Okoike.html)

塩野米松 (2001): 『失われた手仕事の思想』草

思社,255p.

外内千恵子 (1985):松前稼ぎ.月刊歴史手帖,

13-7,47-54.

西律子 (1998):単身高齢者を取り巻く居住空間

と居住意識-文京区における集合住宅居住者の

事例-.経済地理学年報,44-3,44-59.

羽茂町史婿さん委員会編 (1998):『羽茂町誌 ･

第4巻 (通史編)』羽茂町,899p.

羽茂村村誌編纂委員会編輯 (1956):陀可茂村誌』
羽茂村村誌編纂委員会,661p.

古河静江 (1964):民具.九学会連合佐渡調査委

員会編 『佐渡 自然 ･文化 ･社会』平凡社,

225-239.(1989年復刊)

湯揮規子 (2001):結城紬生産地域における家族

内分業の役割一織り手のライフヒストリーから

の考察-.地理学評論,74A,239-263.

なかむら･みお

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科

発達社会科学専攻 ･地理環境学コース

- 46-


