
248

　1. プロフィール

　僕は、川嶋康夫、
昭和１０年１２月
２３日の猪年。誕生
日だけは、今の天皇
陛下と同じですわ。
箕川で生まれ育っ
て、今日まで山に
行って生きてきまし
た。学校時分からソ
フトボールやとか、
野球も好きやったし
バレーボールで地区
の大会にまで行ったこともあるんですけどね。別にこれっ
ちゅう事はないけど、子どもたちが元気で居

い

ててくれたら
なぁっという事で、趣味にはならんけど、そんな願いですわ。

　2. 子どもの頃〜学生時代〜

　我々の子ども時分は、戦中から戦後にかけての時代やっ
たもんやで、勉強する暇が無かったし勉強しとても勉強す
る材料が無かったし、食うもんも無かったもんやでよ。ほ
んまに、運動場まで開墾してよ。石をよって、畦をこしら
えて、ジャガイモやとかサツマイモやとかそんなもんを運
動場に植えて、運動場の隅っこには炭窯をついて炭焼きし
たりね。学校行っても勉強ちゅうのはほとんど習わなかっ
た。教科書いうたらよ、新聞紙（ざらばん紙）みたいもん
来てね。それを先生が「こう折って、切りなさい」ちゅ
て、ホッチキスでパチンパチンと止めてくれはって、それ
が教科書やったんや。我々がちょうど小学校４年生で終戦
になったんやけどもね。食べるもんは無いし、教材も無い
し、ほんとにまあえらい時代に育って来たんやね。ともか
く、今みたいに物が豊富でなかったもんでね。今の子ども

は幸せやわいな。幸せすぎて、あって当たり前。いろんな
事が親の責任になって、子どもだけは、なんとかそこそこ
の生活させたいっていう親が甘やかしたのも悪いんやけど
もね。我々の育った時分とはまたぜんぜん今の子どもは違
いますわいな。
　こんな山の中からでも皆、高校はもう当たり前になりま
したね。ほんでも、学校へ行くようになったら、こっから
では通えない。やっぱり中央まで、この辺やったら八日市
近辺まで出て、通わす段取りを我々がしてきたもんやで、
ほれが根付いてしもてね。もお、帰ってこない様な状態に
なってきてね。向こうで友達も出来りゃ、結婚もしぃ、子
どもも出来て、山が段々過疎になったんやな。

　3. 家を建てる〜木材〜

　家を建て替えたのは、３６かそんな歳でしたんやわ。そ
の時分は、山も景気が良かったし、賑やかやったしね。他
からもどんどんと入ってきてやったしもっと山が賑わうや
ろと思て、我々もまさかこんなに過疎になるとは思わん
かったしねぇ。かなりクズ家の荒家で、こっちの方へボー
ルを置くと向こうの方へコロコロと転がっていく様な傾い
た家で、築１２０〜３０年かそんぐらい経ってましたんや
ろな。ほんでまぁ、何とか縁側の付いた家ぐらいが欲しい
なというような事が希望やったしね。ほんな良い材は使

つ

こ
てないけど、金にならん様な余り物んばっかりで、建てた
様な家やどね。その時分は百姓ぞくも大きな物ん使

つ

こてね
え、ガンとした家を建てはったでなぁ。
　まあ、是非ともこれからの若い子に国産材ちゅうか地元
の木を使って、家を建ててもらうという事を県挙げて、国
挙げて少しＰＲして欲しいと我々は思いますわ。もう全然
工法が変わってきましたでな。プレカットで集成材の、ほ
んな建材ばっかりでよ、張りぼてにして、建った家て。も
うここ２０年も向こう行かんでも結果は出てくんのちゃう
かなと僕は思てんねんやけどな。

林業・木工

山の仕事は真剣勝負
【名　人】川嶋　康夫（滋賀県東近江市）
【聞き手】太田　凌輔（滋賀県立甲南高等学校二年）

FOX F IRE  i n  JAPAN 6 t h



249

　家
うち

は、１５０年程経った家がまだピシッともしてなかっ
たでなあ。鴨居なんかはまだ良かったさかいに、挽きなお
して、コンクリの型板にして使

つ

こたりしてましたわ。その
時分の木は、時

じ

宜
ぎ

も吟味したったし、虫が付いとおるとい
う様な木は、なかったですけど。ほれから以後、景気の良
い時は、我々もほおやったんやけど、旬、時

とき

旬
しゅん

、かまわん
と山切りして、山出しして、市場へ出したもんで、やはり
ほういう木の影響も出てきとって、早

は

よう腐ったり虫が付
いたりねえ、シロアリが付いたるとか、まあそういう様な
ことを聞いた。やっぱり、ある程度切り旬も吟味して、山
で葉枯らしもさして、年数かけて材料を作るという事やな。
インスタントの切り出してすぐの材料はやっぱり良くない
ですわ。やっぱり意識改革というか、若い子が国産材を使
おうという気持ちになってくれるちゅうことかな。これが、
第一の条件やと思うんやわ。やっぱりまあ、大きくいえば
大自然の恵を受けた木やとか食物やとか、農業でもやっぱ
りいろんな害が鶏にしてもしかりやしねえ、いろんな畜産
関係でもいろんな凡例が出てきてるんで。やっぱり、外国
との貿易自由化がええとも悪いともいえんけども、いろん
なことで影響してるやろと思うし。やっぱり、若い子の意
識改革やなあ。
　まあ、世間の流れはどうなるかわからんけども、地域材
ていうもんを大事にみんなが見つめて全般的に若いもんも
中年も我々年いったもんもこの国の国産材を愛して、利用
してもらおうということかな。やはり、自分の家を長く使
うんやったら葉がらし材を使

つ

こて、そういうこと希望した
方が僕もええと思うし。やっぱり国産材と違

ち

ごて、外材と
いうんは伸び縮みていうかね。寒いときと夏の暑いときの
温度の差によって伸び縮みするらしいなあ。ほんで新築さ
れた家でも引っぱり合い、押し合いするんか、そんなこと
で音がでるらしいねえ。
　関西は、ほとんどヒノキやね。三重県の方行くと、白木
の節が多いけどな。スギを使わる地方もあるし、ケヤキな
んかは大黒やとか棟持ちの柱やとかに使

つ

ことかる。一時は
ケヤキが流行って、みんな競争みたいに使

つ

こてくれやった
時があってね。ケヤキの大黒なんか、八寸がけやとか、尺

しゃっ

角
かく

になると、一丁、一本が３５〜６万、５０万ぐらいした
んやでな。ほの頃は山の景気も良かったわな。鴨居なんか
でも、僕も家たてた時で、一丁、７万円ぐらいやったんや
で。ここは、スギ・ヒノキが産地でね。大きなええマツは
無いねんわ。ほんでマツだけは買

こ

うたんやけどな。座敷な
んかに、鴨居、薄鴨居、使

つ

こて、なげし入れて、回りぶち
を二重回り入れて、竿入れて、ほんで天井板。一式、一天分、
２００万からしたる時があんねんでな。

・葉枯らしとは
　秋のこの時期、九月の中頃過ぎから来年の三月頃までに
山の木を切ってね。三

み

月
つき

から半年程、木を山で切ったなり
に倒して置いとくんですわ。ほっと、枝が芯から水分を吸
いよるもんやでねえ。芯まで水分が抜けるんですわな。木
が生長する時に水を揚げるやろ。秋切って、来春まで置く

と、その間に葉っぱから木の水分を吸ってくれるもんやで、
春になると葉まで枯れてくるやろ。そういう事が葉枯らし
やね。そのまま使うとあくちゅうかねえ、そういうやっぱ
り木にもいろんなあれがあるやろで、まあ葉っぱから吸い
取って枯らしという事で。昔はそないに機械もあらへんし
ね。人工乾燥も出来ん時代やで、自然乾燥でやったもんやね。
生活の知恵やねんなあ。

　4. 木工〜作る理由・作品〜

　ちょっと、宗教的
な話になんねけん
ど、モミという木を
なぜ使わったかと言
うと、モミの木は木
偏に従うって書くと
樅
もみ

という字になんね
んわ。何事にも従う
という気持ちを持て
という事を勉強され
てね。昔から山の高
い所にモミの木は自
然生えで、割とある
んやけど、もうだい
ぶん良い木が少のう
なってね。今、お札
さんをやってるこのモミの木に限定されたるお陰で、ここ
で仕事を続けさしてもおてんねんやなっと僕は感謝しとん
ねんけどね。雨が降っても作業が出来るように、中にモミ
の木の板を入れてるんやわ。（写真１）

　節のあるとこは抜いて、良いとこだけ取ってくんやけど
ね。なかなか良い板がそろわなくてよ。一番最初の行程と
しては切断機なんやけど、ノコ歯が三枚入ってて、板を流
し込むとノコの幅になって出てくるんやわ。幅を断ったや
つをここで節抜きいうて、この機械で、節の部分を切るね
んわ。　　　　　　　　　　　　　
　何で切るかっちゅうと、プレナーかけるときにモミの木
は、節がものすご堅いねん。節があるとプレナーの刃先が
欠ける場合があんねん。（写真２）

写真１

写真２



250

　節があっと押し込む時に刃先が欠けるもんやで、節を抜
いて、節のない材にしてからプレナーをかけんねんよ。（写
真３）

　プレナーをかけた、荒削りした板を、ちょうしあげ、カ
ンナをかけるんや。（写真４）

　ほんで、最終的に、切断機（カッター）で板を同じ長さ
にそろえるんやわ。（写真５）
　節があったり、かけがあったり、これはあかんねわ。商
品にならんねわ。なかなか商品にしてお金もらうまでが大
変やねんよ。
　ほんで出来た製品が、こういう様な物

も

んやけどよ。これ
が表板で川嶋なら川嶋家と入れるやろ。先祖代々、無

む

縁
えん

絪
いん

姻
いん

萬
ばん

霊
れい

と書いたんねんよ。無縁絪姻萬霊ということはね。

　これは便所の神さんのお札さ
んでね。無縁になった萬霊を供
養するという意味でね。（写真６）

　こっちが、裏の方
で、一切が完全成仏
という意味の裏板で
よ。（写真７）

　こういう様なお札さんを東京の新宿にある宗教法人の本
部へ毎月一万枚、送らしてもらうねんよ。

・お土産の付箋や絵馬
　昔、千何百年に文
徳天皇の第一王子の
親
しん

王
のう

って方が、長
男でありながら弟に
追われて、山に逃げ
込んだという伝説が
あってね。ほの時に、
お付きの弟子たちが
木地師のろくろ、そ
れを挽かはったんやな。これは手挽きろくろを挽いてはると
こが写ったるんですわ。ロープでろくろを回さはったやつが
木地師のふるさとちゅう事で、うち（箕川）の村の上の蛭谷、
筒井神社っていうとこがね。元祖やちゅう事でよ。ほな君畑
もうちが元祖やちゅってやはるしよ。どっちがどうやわから
んけど。ここら辺住みつかった事は間違い無い訳や。

・他の作品

木地師がろくろを回している絵馬

左：モミの木で作られている栞　右：木で作ったはがき

写真３

写真４

写真５

写真６

写真７
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　5. 山仕事

　歳も歳やし、この頃は山の方へどんどん行かんように
なったけど。前は、山仕事がほとんどやったもんで、木

き

植
うえ

から地
じ

開
あ

け、地開けから木植して、ほんで木起こしして、
下刈りして、除伐して、間伐して。枝打ちなんかは２回３
回と同じ山に入ってわ、２メーターぐらいずつ打ち上げて
やってきたんやわ。あんまりいっぺんに打ってしまうと木
がぼじれるちゅうか成長が止まるんでな。
　木が教えてくれるんであってね。５、６年経つと枯れ枝
を落としてやらんと枯れた枝を包み込みこみよるで、挽い
たときに抜け節になりよるんやわ。ほれでねえ、生き節の
うちに枝を打ってやるとゆうな事も指導を受けました。
　やっぱり、山の仕事も１０年ぐらい入らんとなにもかも
出来るということは無理なんでよ。我々の先輩、親父らの
仲間は、八尺一条ちゅう木でも、ノコギリと矢と斧

よき

とで、
切られて。そんなん見てたら、やっぱり技術やなっと思た
時代がありましたよ。今はチルホールやとかチェーンソー
やとかあるもんやでよ。だいたい、やりたい方向に受け口
入れて、追い口を切り込んで来たら、１０センチぐらい残
した段階で、チルホールで上へひっぱってもろて ｢ああ、
もうちょっと引っ張ってみよう｣ ってゆうて、切るんです
けどね。昔はすぐ傍にある木でもね。ノコギリと矢と斧

よき

だ
けで、ほら危険なもんでしたよ。技術やね。切れる、転げ
る瞬間の技術っちゅうもんは大したもんやったわ。山仕事
するんでも、にわかに飛び込んできても、なかなか山仕事
はなあ、見て覚えるちゅうか、一つ一つ手にとって教えて
もらうしかないねんわ。字やら写真やらは機械もあるし、
今のいう電卓もあるし、こういう時代やさかいに、まあ基
本的な手解きさえしてもうたらだいだいの事は出来るわね
今の時代は。けど、山の技術そのものは、そういう枠にはまっ
たもんが無いからな。やっぱり、その年功と自分の器用さ。
器用、不器用があるさかいにそれによって山の仕事は怪我
したり、そういう事が起こるさかいね。よほど考えて、落
ち着いた事をして行かんと、もう取り返しの付かない事故
を起こす時があるんでね。ほらもう山の仕事も真剣勝負や
わね。技を磨く山の仕事は、真剣勝負やさかいに命をかけ
てやることやから。一生懸命学ぶことやわ。

●プロフィール

氏　名：川嶋　康夫（かわしま　やすお）・73 歳

職業：林業・木工（経験年数：林業は 55 年、木工は約 30 年）
　昭和 10 年 12 月 23 日に滋賀県東近江市（旧：神崎軍永源
寺町）に生まれる。地元中学校を卒業後、地元永源寺町で伐採、
搬出などの山仕事を行われてきた。当初は内職程度で木工を
なさっていたが、約 30 年前から木工を本格的に手がけ始めら
れ、現在では、お礼・はがき・しおり・絵馬などを作られて
いる。


