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自己紹介

　太々野㓛です。出身地はね、滋賀県長浜市余
よ ご

呉町の小

原です。1936年３月２日生まれの75歳。家族は今は奥さ

んと２人だけです。子供は女が２人で、２人とも高月町

に出てます。お仕事はもうほとんどゲートボール。戦争

になってもうたさけ、中学校までほとんど勉強なんかし

てない。けんど学生時代は元気やったさけ、今で言う皆

勤賞みたいな賞状をようけもろたよ。学歴はね、鏡岡中

学校丹
に ゅ う

生校舎小原分校やったかな。学校を卒業した後は

山仕事ばっかし。20 歳頃から 10 年ほど材木屋しとった。

30歳頃からは日本電気硝子高月事務所っちゅうとこ行っ

た。数学から化学から何も知らへんで猛勉強してな。フッ

化水素酸なぶっとったで、危険物取扱まで習ったな。

食べる寝ると同じ

　修業はしてへん。小原かごはもともと家の長男にしか

教えへんもんやの。わしは弟やったでね、弟には教えて

くれなんだ。お兄さんはあんまり好きでないもんやさけ

教わっとらなんだし、親父は養子やったでほれも一生懸

命にはやっとらなんだ。ほやからわしは、作り方は見て

学んだ。昔小さいときに、よう外に遊びに行ったんや。

冬はそりとかしてな。その時分は着物やったで、布子っ

ちゅうて着物の中に綿が入ったのを着てたん。けんどそ

りですべると着物も布子も濡れてしもうて、そのまま家

帰ると怒られる。ほやから毎日よその家行って脱いで乾

かしたん。そのときにな、かご作りしとるおじいさんが

やっとるのをずっと見てたんや。山での生活言うと、普

通は炭焼きやら焼畑やら季節に合わせていろいろする

で、かご作りも主に冬の仕事やった。けんどその人はか

ご作りがものすごい上手やってな。かご作り専門の人

やったで、どんなかごでも作ってはった。ほやから作り

方は小学校入るまでに覚えてもうたよ。見覚えっちゅう

かな。教わるんでなしに聞くんでもなしに、見て、頭の

中で作り方を成り立たせるんやね。

　好きでかご作りやっとったんかと聞かれたら、好きで

はなかった。これをやらんと生活ができんさけやっとっ

たんや。もうね、作るっちゅう生活習慣。生活するのに

ご飯食べるけんど、そのご飯は好きですか？　嫌いです

か？　っちゅう質問と一緒やで。食べるのは習慣的に

なっとるやろ。それと一緒。かご作りも習慣になっとっ

た。今やったら仕事はたくさん選べるわな。興味持った

ことを仕事にできるやろ。この時分は違
ちご

うて、生きるた

めに食べる。生きるために寝る。生きるためにかご作り

する。生活と同じやからやめられんし。やめたいとも思

わんかったな。

イタヤカエデを使う理由

　材料はイタヤカエデ使っとるんや。木で作るかごは、

イタヤカエデだけと違うてミズナラを使うのもあった。

ずっと水に浸けとくかごにはミズナラ使
つこ

うたな。けんど

ミズナラは水に強いだけで、細かい作業には向いてへん

かったん。丈夫でないさけ、薄く削ったら折れてまうで。

他の木もそうやな。その点でイタヤカエデは丈夫やった

ん。ほれに粘り気があって、柔軟性もある。細かい作業
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に向いとったんやな。薄く削っても曲げても何しても大

丈夫やったん。その時分は見た目と違うて利用価値が重

要やったさけ、生活面でも山行って仕事する面でも使え

るように、丈夫なイタヤカエデを使うたんやと思うなあ。

材料調達 
　

　イタヤカエデは前に住んでた小原の近くにようけ生え

てる。育てるっちゅうことはもうないな。けんど山て１

日歩いたって歩けんほど広いで。１年に伐る量を決めて

伐っていくんや。15、６年たったとこに行くとまた新し

い木がようけできてるで、そのなかから良いやつ選んで

また伐る。

　使う部分は地上から１メートルくらいまでのとこ。木

の肌がきれいでスベッとしとるもん選ぶ。節やら傷がの

うてねじれてないもんがええな。１メートルより上はは

しかいさけようない。「はしかい」っちゅうのは竹みた

いにパーンと割れることでな、横に割れてもうたら修正

できんで、自分の思うように割れていかんの。ゆっくり

じりーっと割れたほうがいいんや。わしらは「ねばい」っ

ちゅうんやけどな。じりじり綿がついたように割れるの

を「ねばい」言うんや。あんまりねばいとまたやりにく

いけんどな。いい加減があるん。

　山によっても違うてな。土ばっかしの山の木はねばい。

岩ばっかしの山の木ははしかい。だから材料が悪いっ

ちゅうのは、生えとる場所も関係しとる。木の肥料のい

き加減によっても違うな。

　そや、人間でも苦労した人は成長するとか言うやろ。

それと一緒で、山の木もふじづるの巻いた苦労した木や

とええんよ。全部じゃないけんどな。

　ほんでね、年輪の幅が狭くて細かいのもええ。大きな

りすぎて年輪の幅が広なりすぎとるのはあかん。肥料の

いきすぎとる木とか苦労してない木は、年輪の幅が広い。

　ほれといい木があったときは、その場所とか状態とか

を作っとる人の中で情報を共有しとったな。いい材料が

とれることが１番幸せ。いいかごが作れるし、作業も早

くできる。

　口の部分はまた木の種類が違うてね、ほれも外側と内

側で違う木を使うの。外側はハゼっちゅう木を使う。葉っ

ぱが真っ赤になる木でな、赤なることを「はぜる」て言

うことからハゼっちゅう名前になったある。内側のんは

ね、ヨボっちゅう木を使う。ヨボっちゅうのは地元の名

前でね、リョウブとかジョウブとか言われとるんちゃう

かな。普通の木を口の部分に使うたらね、丸うならんと

ぼこぼこになってまうの。均等にやわらかくならんから、

口に使うには向いてない。ハゼとヨボやから回るねん。

　竹かごは小原にはあんまりなかった。それはな、小原

にもタケは生えとったんやけど、モウソウダケばっかし

やったん。モウソて大きいちゅう意味な。モウソウダケ

はかごには向いてない。かごを作るのはマダケでないと。

でも余呉の土地柄で雪がよう降るさけ、雪に弱いマダケ

は生えてこんかったん。

かごの種類と道具

　ナタカゴはなた入れるかご。

こんなに薄いのにこんなに曲げても丈夫！

口の部分

お肌スベスベ
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　マメカゴっちゅうのはマメを植えるときに使った小さ

いかご。紐つけて腰に下げて使うんや。

　ハリカゴとツギカゴは大きいかごでね。昔は嫁入りた

んすがなかったんでお嫁に行くときに持ってったんや。

ハリカゴには針仕事の道具が入っとって、ツギカゴには

はぎれが入っとった。嫁入り道具やさけ１番高級なかご。

　マユカゴには蚕のマユを入れたな。

　テサゲカゴは隣の家にもの配るのに使うて持ってっ

た。取っ手がついてるのが特徴やね。

　ゼニカゴはお金入れるかご。昔は紙のお金てなかった

さけ、商売屋さんに紐つけていっぱい吊ってあったな。

　チンカゴのチンっちゅうのはおやつのこと。昔は栗や

らくるみを入れたな。

　コエサシっちゅうのは田んぼの肥料をやるかごなん

や。

　フゴは子供を入れるかごで１番大きいの。ナイロンや

らビニールっちゅうもんはなかった時分やさけ、おしっ

こが漏れんように工夫してあった。１番下にゴザ敷い

て、その上に囲炉裏で火焚いたあとの木灰。その上にワ

ラおいてぼろ布をおいた。横側にもぼろ布おいてそこに

赤ちゃん座らしてね。今で言う紙おむつみたいなかんじ

のんをかごの中に作ったんや。

　道具はそんなようけないの。包丁、なた、しの、くさ

び、木づち。こんだけしか使わん。木を伐るのにのこぎ

り使うけんどな。くさびは伐ってきた木を割るのに使う。

なたで材料の幅をそろえてな。包丁は削るだけと違うて、

穴を開けんとあかんから先のとがった包丁使ってる。し

のはかごの隙間をしめていくん。

 

 

くさびを木に挟んで木づちで打って割っていく

足と手で豪快にイタヤカエデを裂いていく名人

そのあと包丁で裂いていく

元がポイント！
簡単そうにスルスル削って元の板を作っていく名人…その手つきはさすが！

かご作りに使う５つの道具
左から、しの、包丁、なた、くさび、木づち
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　イタヤカエデ伐ってきて、割って、まずは元の板を作

るんや。かごを最初から最後までみないっぺんに作るん

でなしにな。元は包丁で薄く削って作るんやけど、削る

角度によってできかたがちゃうからそこがポイントや

ね。

　ほで今度かごにするときに、そのかごにあった元の板

を選んで作っていく。

　けんど、かご作りの教室開いて、大人が２、３時間やっ

ても元を作るのはなかなかできん。手を切ってもらって

も困るんで、手を切らんような握り方から教えるんやけ

ど、それもなかなか。元の板を作るのは難しそうやね。

かごの魅力

　今やったら、いちごやとかそういう高級品の小さいも

のを収穫したりとかな。そういうときに使うのが便利な

と思う。ほれと美術工芸品として飾るのもええな。花を

飾るのにもええ。最近はほういう小さいかごを作るよう

にしてる。材料も少のうてええしね。あまり大きいのは

もう使い道もないもんで。

　最近かごは毎日の生活で使わんようになってきたもん

やでな。美術工芸品のようなもんの方がこれから役に立

つんちゃうかな。こないだも渋柿をとってきてな、搾っ

て柿渋を作ったんや。渋を塗ったら水はじきがようなっ

て長持ちするて昔から言われとる。色はコロッと変わっ

てしまうよ。渋塗らんかったらかごは白いけんど、渋を

塗ると赤茶色になって渋みがでる。けんどそれも味が変

わってまたええね。

かご作りの裏表
　

　かご作りは熱中するとずーっとやる。楽しいときっ

ちゅうのは、きれいなかごができたときやろね。ほれだ

けでなしに、いい材料とってきたときは嬉しい。いい材

料っちゅうのは割ってみな分からんのやけんど、山での

こぎり入れたら、感覚でこの木はいけると思うときもあ

るん。家持って帰って、割ってみてきれいに割れたらそ

れも楽しい。

　けんど材料が悪いと失敗する。かご作りできん。部分

的にとるさけ、とってきた木全部悪いっちゅうことはな

いけんどな。

　ほれに、自分が辛いとき作るとええもんは作れん。作

ろうと思ったときに作らんと。自分が辛いときやと、け

がしたりね。気が入らんときはうまいこといかん。目見

当でやっとるさけ辛いときはやらん方がええ。集中力が

必要なん。かご作りは刃物使うさけ気つけんとな。右手

に刃物持っとるで左手はようけがしたな。昔は手袋もせ

んなんだし。今は手袋はめとるさけまだ大丈夫やけんど、

よう切れる刃を持ってやっとるで持ち方が悪いと手が切

たくさんの元の板

そして編んでいく

しのでかごの隙間をしめて完成！

柿渋を塗っていないかご 柿渋を塗ったかご
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れるで。右手の親指とか中指はよう切れたな。

つきつけられた現状

　もともと小原かごは便利のために生活必需品として

作ったもんやと思うんよ。山へ何かとりに行ったりする

のにも、今みたいにビニール袋なんてなかったさけな。

とったものをすぐ入れられて、それから持ち歩ける。山

歩きもって掴んでは入れる、掴んでは入れるのに便利

やったん。小原かご作って売るのも生活の足しになるし。

　けんど今は生活様式がみな変わってもうたし、プラス

チックの入れもんも安いかごもようけ出てきた。値段の

高いかごなんてみな買わんさけ、今はほとんど売ってな

い。今の時分はもうかご作りで生活ができんようなって

しもたさけ、小原でもみな作らんようになった。ほやか

らかご作りを今でもしとるのはわしだけ。ほかに誰もな

いです。

わしの役目

  「小原かごを復活させる会」が発足したもともとの始

まりはね、東北地方まで小原かごがいっとったみたいで、

かごがないか言うて、かご作りの教室をする４年か５年

前に滋賀に探しに来はったことなんです。木で作られて

るかごがあるんや言うて来はってな。木の皮で作るのは

あるみたいなんやけんど、木で作るのは日本でもないみ

たいなんや。そのときは知らんっちゅうて帰ってもろた

らしいんやけんど、ほれからあとに、ほんなら作ろう言

うて始まったんです。

　15、６年前に小原が丹生ダムの水没地区になってもう

たんで、みな小原から離れてもうてな。小原かごが伝統

として残ってるて知らなんだん。けんど東北の人が知っ

とるくらい有名なんやったら、そのかご作ろう言うてな。

それから教室始めたん。声かけてくれたんはダムの職員

さん。作れる人探したはったん。今作れんのはわししか

おらんちゅうことでね、それはぜひやらなあかんと思う

て、「小原かごを復活させる会」に講師として出てます。

　でももう年やでなあ。もう 20 年も 30 年も教えられん

で。元気なうちにかご作り教えて、後継者が出なあかん

とは思うけんど、なかなか２年くらいでは作る人おらん。

２、３人は材料とりに連れて行くけんど、材料の見分け

方も、何が適しとるんかも分からんし。わしだけしかお

らんなってもうたさけ、後継者が見つけられるまでは頑

張って続けたいね。後継者を作らんことにはやめられん

思うとるよ。それが最大の目標やな。後の世代に伝えて

いくのがわしの役目やと思うとる。小原に伝わった伝統

やさけ、なくしたくないし。かご作りを教えるのは楽し

いね。ゲートボールとはまた違う友達もおるで。

山の循環を利用して…

　ええ材料を作ろうと思うと、山がしっかり整備されて

ないとあかん。今は山の整備てあんまりしてないやろ。

昔は炭焼きとかして木を伐る機会が多かったさけ、木が

ようけ生えてきとってな。木の性質として、伐ったとこ

からは若い木が何本も出てくるん。そのうちからいいの

を探して、いいのを使う。昔は山へよう入ったさけ、き

れいな木もようけあったんよ。

　でも今は 40 年くらい誰も山へ入ってないの。だから

成長しすぎて大き大きなっとる。そんな木重とうて、持

ち出してくるのにも一苦労や。最近は山へ入る者も回数

も少なくなって、山は整備されんようになった。伐らん

もんやさけ、次々と使う木ができていかん。ほやからえ

え木もとれんようになってきたな。

　山には雑木山やら植林されたとこやらいろいろある。

整備されとるとこは植林されたとこやと思うんやけん

ど、本当はそんなもん植えたらだめやと思うんよ。終戦

後くらいに、１本１万円になるとしたら、1000 本植え

たら…2000 本植えたら…って、谷にも植えたん。そや

けんど、植えるだけ植えて整備せんかったらまず日が当

小原かごを復活させる会規約。
目的は、「小原かご」を復活させ、その技術を後世へ伝承することで持続的に
人と森とのつながりを築くこと。
名人も参加しておられる。
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たらんなる。ほて、植えたら木の下には葉が落ちるやろ。

そうすると落ちた葉っぱが腐って、谷の水は汚くなるん。

環境がものすごい悪なって、魚も棲まなくなる。人の手

の入らん雑木山には、透き通ったきれいな水が流れるん

やで。雑木山の木を伐って、また新しい若芽が生えて、っ

ちゅう循環が１番ええ思うとる。環境にもええし、材料

とるのにもええしね。整備して間伐してええ木を作らな

ね。密生したままほっとくのは絶対にあかん。

「満足」を追求する

　これまで一生懸命かご作りやってきたのは誇りやし、

良かったと思うね。けんど満足したかごが何べんやって

もなかなか作れんの。今の工業やと設計図があってき

ちっと合わして作るけんど、かご作りはほういうわけに

はいかんで。イタヤカエデの特徴は全部違うし、手の角

度で元の板の出来方もみな変わる。やから同じかごは二

度とできん。その分、これはいいなと思うもんを作れた

らとても嬉しい。満足いくかごを、これからも頑張って

作っていきたいね。

【取材を終えての感想】

　太々野名人が「昔は生きていくためにかご作りをし

とったん」とおっしゃいました。今は自分のやりたいこ

とが職業にできる世の中です。だからこの言葉を聞いた

とき、私は幸せだと思いました。けれど、それは本当に

幸せなのでしょうか。なぜならこのような世の中になっ

たために、現に小原かごの後継者はいない状況にあるか

らです。小原かごの伝統が途絶えないように、今後この

レポートが少しでも役に立つことを願っています。

また、私は林業科に通う２年生です。今回話してくださっ

たお話は、そんな私にぴったりのものが多く、あと１年

の高校生活できっと役に立つと思います。

　そして最後に、聞き書き甲子園に参加して私が手に入

れたものはとても大きいですが、私１人では絶対に手に

入れることはできませんでした。２回の取材を通して、

大変快く接してくださった名人と奥さん。励まし合っ

た 10 期生のみんなと、助けてくださったスタッフさん。

応援してくれた家族、友達、先生方。みなさん、本当に

ありがとうございました。この経験は今後、必ず活かし

ていきます。

P r o f i l e

太々野　㓛・ただの　つとむ

生年月日：昭和 11年３月２日　　年齢：75歳
職　　業：小原かごの伝習活動
略　　歴：余呉町小原に生まれるが、小原が丹生ダムの水没地区となっ
たため故郷を離れる。中学校を卒業したあとは炭焼きや材木業を行っ
ていた。昭和 42 年に日本電気硝子高月事業所に入社し、平成８年に
退職。平成 18年より小原かごについての調査を開始し、平成 21年に
は「小原かごを復活させる会」が発足。現在は「小原かごを復活させ
る会」の主任講師としてかご作りの指導に努めておられる。


