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「住田食材研究会」とは…？
地元・住田町の特色ある食材を作り、農業や畜産の夢を
共に語り合う場として2011年に地元有志で発足した食材研
2017年2月22日～28日に実施した「春銀河2016」では
いわての”ひと”の魅力に着目。今回は学生自らが活動先で
お世話になった4名の方々にインタビューしました！

究会の構成メンバーは畜産・農業・狩猟など様々な分野で
活躍されている方々が多い。現在、構成メンバーは男性の
みであるが、住田町の「食生活改善推進協議会」に所属し

ている女性達も郷土料理、地元食材をふんだんに使った料
理の調理などで協力している。普段の仕事が忙しくなかな
かメンバーが集まることは少ないが、2017年春に住田町世
田米地区で開店する産直に食材研究会として商品の出品を

ふじい

目指すなど、“食”で地域を盛り上げようとする気持ちはと

ようじ

藤井 洋治さん
すみたちょう

（岩手県 住田町）
藤井さんの経歴
いつも住田町の方々との交流会で郷土料理を提供してくだ
さる「住田食材研究会」。お世話になった学生は多数いるが

ても熱い。
全国の学生に住田町の食材を味わってもらおうと始めた
交流会。出てくる料理には食材研究会の手間暇かけたこだ
わりだけでなく、「ぜひ住田町の魅力も記憶に刻んで欲し
い」という想いも込められている。

住田食材研究会の今後の活動

料理を作ってくださるお母さん方は自宅の夕飯の準備もある

食材研究会が今後取り組んでいきたい活動として大きく

為、詳しい話を聞いたことのある方は少ないのではないだろ

３つある。１つ目は夏の風物詩である“川床祭”を開き全国

うか。今回は住田食材研究会（以下、食材研究会）事務局の

からさまざまな学生に来てもらうこと。そして食を通じて

藤井洋治さんに食材研究会の実態、ご自身のエピソードを詳

全国の学生や地域の人々と交流を深めたい。また交流する

しくお話しいただいた。

人口が増えることも望んでいる。

住田町五葉地区の土倉集落に生まれた藤井さんは岩手県立

２つ目は住田町にはない独特のものを生み出したいこ

遠野農業高等学校を卒業した後、母校で農業実習助手として

と。具体的には世田米地区のレストランのメニューにイタ

15年間勤めていた。教師を目指していた藤井さんは実習助

リアン野菜を取り入れる、ドレッシングやソースといった

手で生まれた縁で農業教諭として岩手県内の農業高校の教鞭

加工食品を作る、海の食材を取り入れたいなど。

を執ることになる。岩手県立
遠野緑邦高等学校の校長を２
年間勤めた後退職し、遠野市
の地域活性化アドバイザーや
遠野市の交流拠点である「遠
野早池峰ふるさと学校」の施
設長を勤める等、農業をはじ
め多様な分野で地域の活性化に貢献してきた。そして2011
年に遠野農業高等学校の卒業生達と共に食材研究会を発足
し、現在は事務局として食材研究会のとりまとめを行うなど
中心的な役割を担っている。

３つ目は釜石市で狩猟や有害捕獲されたシカを野山に廃
棄するのではなく、食肉として有効活用を図り、“ジビエ料
理”の提供により鹿が畑を荒らしてしまうことを防ぎ環境保
全に関わる取組みを通じて地域活性化に貢献できる取組み
を行いたいこと。しかし福島第一原発事故による放射能の
影響で岩手県内の一部の鹿が基準値を超えてしまい、“ジビ
エ料理”として提供できないといった現状がある。鹿は常に
移動するので釜石市で捕獲された鹿が必ずしも釜石市にし
かいない鹿であるとは限らないからである。藤井さんはこ
の問題をどうにかしたいと語っていた。
（文責：川原、黒肥地）
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いたと語る。「住田の良いところを挙げていたらキリがな
さ さ

き

い」と語る佐々木さんの言葉には住田町への地元愛があふ

よしゆき

佐々木 喜之さん
すみたちょう

（岩手県住田町）

れている。

伝統を受け継ぎ…
剣舞とは仙台市以北の東北地方太平洋側に広く分布する
伝統芸能である。剣舞には様々な種類が存在し、その中で

“住田のヨン様”佐々木 喜之さん
東日本大震災の発生後、被災した沿岸に隣接する地域とし

も佐々木さんらが伝承しているのは“五葉念仏剣舞”であ
る。

て、早期から様々な支援活動を行ってきた住田町。学生ボラ

住田町では30年ほど剣舞の文化が絶たれた時期がある。

ンティアの大規模な滞在型復興支援プロジェクトとして2011

佐々木さんが中学生だった頃に住田町で“権現舞”の催しが

年にスタートしたいわてGINGA-NETプロジェクトもまた、

行われ、その時に「住田町に剣舞の文化が存在していた」

ここ住田町の協力があってこそ実現した取組みといえる。プ

と聞いて興味を持った。その後、自主的に当時の住田町の

ロジェクト発足当時から、町の窓口となり、また一人の地域

方々から剣舞を学び、発表する場を設けるまでに至った。

の応援者として学生の活動を支えてくださったのが、佐々木

発表会を終えた後、あるおばあさんが「また剣舞を見られ

さんである。

ると思ってなかった」と涙を

住田町教育委員会事務局主任兼社会教育主事として働いて
いる佐々木喜之さん。趣味は大学時代からの山登り、マラソ
ンなど。「第13回いわて銀河100㎞チャレンジマラソン」に
も出場予定である。
住田町は総面積の90％を森林が占めるが、以前のように子
ども達が森林の中で遊ぶこと、自然と触れ合うことは少なく
なってしまった。佐々木さんは「森林環境講師」として、自
然に触れ合う機会を提供することを仕事にしている。「講師

流 し た そ う だ。そ の 姿 を 見
て、もう二度と剣舞を絶やし
てはいけないという想いを抱
き、現在でも住田町で剣舞を
指導しながら現役でも活動し
ている。

目指すは“スーパーおじいちゃん”！
佐々木さんは森林環境講師として、住田町の良いところ

を勤めていくうちに、住田町

を町外の方はもちろん町内の方にも伝えていきたいと語っ

のイメージは山ばかりの田舎

ていた。

から、自然環境だけでなく、
歴史・文化が多く残っている
町 へ と 変 わ っ た」と 誇 り を
もって話してくれた。

住田が恋人
佐々木さんの魅力はなんといっても溢れてやまない地元

愛。住田町の好きなところを尋ねると、“五葉山”や“栗木鉄
山”、“滝観洞”など全て挙げていたらキリがないほどだと語
る。また、「住田町は小さな町であるにもかかわらず、日本
一が沢山ある」とも嬉しそうに語っていた。
そんな佐々木さんは、森林環境講師として住田町に広がる
森の魅力を、鉄砲隊や剣舞に取組み住田町に残る文化の魅力
を多くの人に伝える活動をしている。
しかし、若い頃は住田町が田舎であることに強いコンプ
レックスを持ち、一時期は住田町を離れていたそうだ。それ
でも、地元の為に何かしなくてはいけないという思いから、
住田町に戻って来た。そして、住田町で仕事をしているうち
に住田町の魅力に気づき、気がつけば住田町を好きになって

また、「100キロマラソンといったあまり他の人がやら
ないことに年を重ねても挑み続けるスーパーおじいちゃん
になりたいと考えている。いずれは自分の子ども達と100
キロマラソンを完走してみたい」と笑顔で語っていた。

「不思議な縁を大切に。」
これは佐々木さんからのメッセージである。同時に、自

分の心得にもしたいとも話していた。時代とともに町も人
も変化する。東日本大震災が起きなければ出会わなかった
人、変わらなかった町もある。住田町は震災後、支援者の
拠点として多くの人が出入りするようになった。出会った
不思議な縁を何かの機会に思い出し、また住田町に来てく
れたら…と思っている。
（文責：池之上、塚本、近藤）
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休憩時間に阿部さんは学生一人ひとりに将来は何をやりた
あべ

せいじゅ

阿部 清寿さん
おおつちちょう

（岩手県 大 槌 町 ）

いか、大学の学部ではどんなことを学ぶのか等、学生に興
味を持って質問していた。漁以外の知らない世界を知りた
い、という阿部さんの勉強熱心な面がうかがえた。

野望
「なんでも挑戦したい」と話す阿部さん。第一次産業の

阿部 清寿さんとは

課題である後継者不足の問題に対しては、外国から人を呼

「口に出したらまず行動」、「色々なことに挑戦したい」

び、労働力として育成し、盛り上げていきたいと話してい

と前向きな言葉を語るのは大槌町で漁師として生きる阿部さ

る。人材を自らの手で育成していきたいというのが阿部さ

ん。阿部さんは大槌町出身で、幼いころから蓬来島の周辺で

んの目標だ。また、「“総合漁師”になりたい」と語ってお

遊んだり、漁師の家系ということもあり、海と強く結びつい

り、昆布などの他の種類の漁も経験してみたい、また鮪漁

た生活を送っていた。地元の中学校を卒業後、叔父のもとへ

船に乗りたいと考えている。自らの生計を立てるだけでな

弟子入りし、漁師としての修行をつんだ。鮪漁船にも乗り、

く、置かれた環境に疑問や

１年以上日本を離れてハワイで生活をしていたこともある。

課題を感じ、それを変えて

東日本大震災を機に、漁の形を遠洋漁業から養殖漁業へと転

いこうと自ら学び、行動を

換した。漁師歴は弟子入りの期間を入れると、30年近くだと

起こす姿は漁師としてだけ

い う。現 在 は 牡 蠣、若 布、帆 立 の 養 殖 を 期 間 ご と に ス ケ

ではなく、人として目指し

ジュールを決めて行っている。今年の帆立は台風10号の被害

ていきたいところだと尊敬

もあって「死に貝」が多かったそうだ。また、阿部さんは漁

する。

のこと以外にも色々なことに挑戦したいと考えており、重機

これから

やダイビングの免許を取ったり、宮城県仙台市に出向いて
様々な勉強会に参加したりしている。このように、阿部さん
はやりたいこと、興味のあることはどんどん挑戦していて、
とても向上心が強くて勉強熱心な方であると感じた。

名言
「学生は鏡だ」と阿部さんは語る。

私達は活動を通して、阿部さんから学んでいる、体験さ
せてもらっていると思いながら阿部さんの元へ通っていた
が、私達が阿部さんにとって行動を起こすきっかけや考え
るきっかけを残せているのならとても嬉しく思う。これか
らも学生、阿部さんともに交流を通して成長していけるよ
うな関係を続けていきたい。

私達の作業の様子を見て「間違ったら

（文責：前川、川原）

間違ったところまで戻ってやり直せば
いい」と話し、作業 後の お茶 会では
「俺は文字は読めねぇけど、女心は読
めんだよ」と会話や作業の様子から名
言を残してくれる。

ささき

ともひこ

佐々木 友彦さん
やまだまち

（岩手県 山田町）

いわてGINGA-NETとの出会い
い わ てGINGA-NET（以 下、GINGA）と の 出 会 い は ２ 年

前。体力のある若者の手伝いが欲しいということで学生アル

山田で、歌手で、漁師で…

バイトを募集していた際、岩手大学の先生と出会い、GINGA

岩手県の沿岸部に位置する山田町には、シンガーソング

を紹介してもらったことがきっかけで、私達学生との繋がり

ライターでCDデビューをした漁師がいる。山田町の漁業を

ができた。学生ボランティアを受け入れ始めた当初、阿部さ

支える漁師の一人、佐々木さんは山田町出身で20年以上漁

んは大学生を雲の上の存在のように感じており、何を話せば

師をしており、主に牡蠣の養殖を行っている。2011年の大

いいか分からない状態でとても緊張していた、と当時を振り

震災では津波で作業場を失ってしまった他、被災前は26台

返った。元々は無口であった阿部さんだが、学生と一緒に活

所有していたいかだが19台にまで減るなど甚大な被害を受

動していくことで喋るようになったそうだ。私達学生は阿部

けた。現在、佐々木さんは一人で牡蠣の養殖をしている。

さんから多くのことを教えてもらっているが、阿部さん自身

２年前にようやく山田町で作業場を持つことができ、養殖

も学生から色々なことを吸収しているのだという。作業後の

棚は一人で無理なく仕事ができる範囲内で調整できてきた
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そうだ。更にはボランティアの受け入れをしながら震災当時

漁師のもう一つの顔

の様子や今の漁業の現状などを県内外の学生に伝えている。
春銀河2016では牡蠣の選別作業の他、いかだを交換するた
め新しく作るとのことで大きな丸太を運ぶ作業もした。とて
も重いので4人で転がして十数本運んだが、とても時間がか
かった。これをすべて自分で行い、いかだを製作するとなる
と途方もない時間と労力がかかるだろう。一人で漁業をする

大変さを身をもって感じた漁業支援だった。

いわてGINGA-NETとの繋がり

佐々木さんにはもう一つの顔がある。それはシンガーソ
ングライターだ。佐々木さんは幼い頃から音楽が好きでよ
くオリジナルの歌を歌っていた。35歳頃に母親を亡くした
佐々木さんは一時期気を病んでしまったが、好きな音楽を
することで辛さを乗り越えることができた。今まで溜め込
んでいた分の音楽への想いが溢れ、震災前で10曲以上もの
詩を書き溜めていた。しかし、その後の津波で詩を保存し
ていたパソコンが流されてしまったが、事前に友人に送っ

佐々木さんとGINGAとの出
会いは約２年前。当時、佐々

ていたデータなどを集めながら全ての曲を復元することが
できた。

木さんは山田町に作業場がな

これからの目標は今温めている15曲を形にすることと、

いため、父親の介護もしつつ

お店などで流しやすい曲を作ることだそうだ。これからも

親戚の阿部清寿さんのもとで

佐々木さんの熱い想いが音楽を通して全国に伝わって欲し

若布の養殖のお手伝いをして

いと思う。

いた。若布の養殖には多くの
労力が必要で、アルバイトでもボランティアでもいいから人

来て見て欲しい山田町

手が欲しいと感じていた。一方で、GINGAでは学生ボラン

こうして佐々木さんのもとで漁業支援の活動をしてみ

ティアの受け入れに関する協力者を探す中、色々な方とのご

て、佐々木さんは様々な想いと考えを持っているのだと感

縁 が あっ てGINGAから佐々木さんとの出会いにつながっ

じる。その中で今の学生に強く伝えたいことは「自分の知

た。佐々木さんはボランティアを受け入れる際、しっかり安

らない世界を見ること」だと佐々木さんは言う。「そう

全について徹底しているという。「ボランティアを受け入れ

いった場として是非、山田町に来て６年経った山田町を見

るということは命を預かるということ」と佐々木さんはそう

て感じて欲しい。観光でもなんでも、一日だけでも来てく

語った。

れたらただ嬉しい。そして来た人がありのままの山田町を

GINGAのボランティアを受け入れて良かったと佐々木さ
んは話す。それまで一人で仕事をしてきたので寂しかった海

見て感じて、生の糧にできたらシメたもんだ。」そう佐々
木さんは強い眼差しで私達に語ってくれた。

の仕事を楽しそうにする学生を見るのがとても嬉しいとい

私達はこうして春銀河2016に参加し、沢山の学びを得ら

う。しかし、毎回ボランティアに来る学生の名前と顔を覚え

れたと感じる。これから行っていく様々な活動でも現地へ

きれないことがあり、よく悔しい思いをするとも笑いながら

行き、見て、感じて多くの知識や経験を私達の「糧」にし

話してくれた。

ていきたいと思う。
（文責：箱石、小原、小野寺）

編 集 後 記

号外

「春銀河2016」では「銀河通信・号外の作成」を一つの目標として、活動先でお世話になっている方々へのインタビュー活動
を実施しました。普段の活動ではどうしても作業に没頭してしまいがちですが、インタビュー活動を通して学生が主体的にコミュ
ニケーションを図ろうとすることで、ぼんやりと感じていた「ひとのあたたかさ・やさしさ」に具体性を見出すことができたよう
に思います。学生同士の振り返りでも「自然」、「食」、「文化」など様々ないわての魅力が挙げられましたが、特に「ひと」の
魅力を多く見つけることができました。今回の経験を自分の地域に持ち帰り、新しい学び・気づきの発見に活かされることを期待
しております。
インタビューにご協力いただいた皆様に改めて感謝申し上げます。
実はインタビュー協力のお願いで今回お世話になった方々へご挨拶に伺った際、たくさんお土産を頂
き、我が家では毎日が海鮮料理。幸福度が右肩上がりですが、比例して私の体重も右肩上がり。わたし
のお腹にはいわての「食」の魅力がたくさん入っております…。

