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杉沢
●地名の由来

・昔から杉が多かったためではないか。
・現在でも田の中に杉の根が残っていることがある。
・「杉沢」の地名は、大木の杉があったから付けられた。開墾の時に大木がす
ごく出た。田仕事を手で作業しているころは大木の株を動かせないので、田の
真ん中に残した。

・杉林のある沢の意で、その上に「上杉沢」（かみすぎさは）地名がある。
・「季ケ平」…「上杉沢」の奥、多々良沢の上流にある地名。李はバラ科の落葉小木、
古くわが国に渡来して栽培され、果実はモモ様で小さく酸味を帯びる（広辞苑）。
ここは李のある山の平たん地をさしていると思われる。

・「野黒沢」…「季ケ平」の西側の山手にある所の地名地名です。クロは田畑の畦、
平地の小高い所をいう。ここは山の小高い所の沢を指している。

・「里代」…「上前田」の北側に「里代」の地名がある。里は人里、村里など
の語があって、一般に村落の言葉としてよく知られている。「代」は場所の意
味である。

・「坂本」…里代の東側の地名で、高地のふもとを意味する。
・「空久保」…里代の西側の道路を隔てて隣接している所の地名。「空」は「ウツ」

（空洞・空虚）を意味し、凹道、洞地形のことで、ここは凹地形のくぼ地を指
している地名。

●杉沢の昔

・芳本宮治さん（丹治さんの父親）を中心に御料地の払い下げしたものを購入
した。（御料地とは…天皇の所有地）

・杉沢の上と下は、神葬祭。別当が亡くなってからしばらくは呑香稲荷神社か
ら来てもらっていた。

・杉沢では、戦前まで卵や肉を食わない風習があった。
・遺跡があった畑からは、土器の欠けらがジャクジャクと出て、耕すのに邪魔
になって大変だった。田口善悦氏の子どものころはヤジリ探しをした。叔父さ

んたちが小さいころは、秋浜先生という人が生徒たちを畝に並ばせて土器探し
をしたそうだ。

・人形まつりは今行っていない。昔は、わら人形を２体作って、李ケ平から杉
沢の下まで担いでいって焼いた。

・天台の湯の周辺の開拓は、昭和 35 年、二戸高原開発の時行った。その時道
前線が始まった。
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生業
・農業、林業、狩猟、川漁、採取、諸職、出稼ぎなど

●畑作

・畑では、ヒエ→豆 or 小麦→アワ + 小豆 + その他作物→ソバという１年サイ
クルで作付していた。

・米やヒエ、アワなど雑穀を作った。
・輪作は、ヒエ→豆→アワ→ソバ。また、ヒエを刈った秋にムギを蒔いて、ム
ギの畝の間に豆を植えて、ムギを刈り取ると豆になる。豆が終わると次の年に
アワ、次の年にソバを植えた。

（例）ヒエ５反歩、豆５反歩、アワ 2.5 反歩、ソバ５反歩、その他も植えた。
・タバコの前は雑穀をやっていた。稗、粟、豆、そばなどの五穀。なんでもやっ
ていた。雑穀、家で食べる分以外は売った。今と違って高かった。田畑を持っ
た人たちは楽に暮らした、持たない人たちは生活も容易でなかった。

・だいたい、どの家でも馬がいた（農機具）。それから牛を飼うようになった。
いい馬は軍用馬として売れた。当時福岡町で 200 円で売ってきたという話が
あった。

●麻織

・麻織りについては、昔はどこの家でも行った。
【夏】麻を畑に蒔いて収穫し、川端においてトナ釜で煮て、川で晒して、内皮

を残して上皮を剥いだ。
【冬】皮を裂いて、紡いで長い糸にして糸車で縒りをかけて、機織りをした。

●タバコ

・昭和 30 年頃からタバコが導入され
た。当時、太田、杉沢で一丁歩だった。
各部落に耕作者が何人かいて、徐々
に面積が拡大した。

●炭焼き

・冬は炭焼きをした。冬は炭焼きが現金収入になる大事な仕事だった。馬につ
けて山から出した。

・鍛冶屋だけでなく、灯油が普及する以前炭は必需品。
・鍛冶屋が使う炭は松材でやや質に劣る。失敗してもよいものなので、余
ったスペースゃ窯の日付近で焼いた

・良い炭は、ナラの本を焼いたもので固い炭である（ただしナラ材は薪に
は不向き。ブナは火力が強くよく燃えた )。

・年間 250,000 俵 (1 俵 15 キロ ) の炭を産出した時代がある。
・仲町の小倉さんの居住地は、かつては炭の等級検査所だった。
・炭の倉庫は下林地区にあった。
・炭焼き（営林署や御料地から払い下げした所有地を利用し、炭焼きを行った）

●春木流し

・薪・焚き木のことを春木といった。昭和 30 年頃まで行われていたもの。芦
名沢の水系一帯は勾配が比較的ゆるく、起伏もあったため権で木材を下すのは
難儀であった。それよりも水量が増える雪解け時に、豊富な沢水を使って山か
ら下ろしたほうが楽だった。それを「春木流」という。

・岩誦坊近くで薪を切って沢のところどころに堤をつくり、水と春木を貯めて
おいて堤を決壊し一気に流す。途中人を配置して、春木が引っ掛かったところ
を流してやった。そのため集落の多くの人が出て作業した。

・「つつみ」を作ると下流に水が流れなくなり、淀みに魚が集まる。淀みの魚
が水のある方に逃げようと陸にあがっていて、捕まえやすくなる。自分では
うまく逃げようとしたが、結局捕まえやすくなる。その時「賢い雑魚 ( ｼﾞｬｯｺ )
は陸 ( ｵｶ ) に上がる」という言葉の意味が分かった。

・現在、岡本のトラック協会がある場所に下つてきた春木を貯めて置く場所が
あり、ものすごい数の春木が積まれて山になっていた。

・小田島家のアルバムに、「梅田春木受取」の写真あり。梅田にあった春木場
の写真。
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食
●日常食

・白米とひえを一緒に炊いた（かきまぜない）
・白米は子どもの弁当に持たせた。ひえめしの子どもは隠して食べた。
・ご飯はいろりで炊いた。いろりの上には火だながあり、濡れたものを乾かし
たり、べんけいに刺して魚をつるした。魚は保存食になり、いい出汁が出た。

・日常食としては、ヒエ or アワ飯を食べること多かった。米は豊富に収穫す
ることが出来たが、４～５年に一度冷害があるため保存していた

・食べ物はみそ大根、漬物。町の日にはイワシや塩マス、ほっけなどを買った。
・保存食　塩漬け、わらび、ぜんまい、ふきなど。昔は一軒に三家族くらいは
住んでいたからその人数分の冬の食料確保（保存食づくり）は大変だった。
大根は冬に穴を掘って埋めておいた。

・冬の食べ物は、干し菜汁、凍み豆腐、じゃがいも、たくわん、がっくら漬け、
しょっぱいホッケの干物、そばはっと、そばもち、麦もち、干し餅。

・ソバは、ソバ切りのほかに餅にした。おやつは主に餅で煮たり、いろり灰の
中で焼く「ほど焼き」で、餅の中には何も無ければ味噌を詰めた。砂糖を入れ
ると破けるのであまりやらなかった。

・市日でニシンを購入し、塩漬けにして干して食べた。
※普段の市日では、ほとんどニシンだけ販売していた。お正月の時期にはカレ
イやタラも販売していた

・戦時中は魚も配給で一ヶ月に 1 回だった。
・水アメは、ほとんどがアワで作った。麦のモヤシでも作った。
・麦は、昔は腐ったのであまり作らなかった。麦は粉にしてハットやひっつみ
にした。大麦は煮て馬など家畜に食わせた。

・ドブロクはアワで作った。特別に作る時には米で作った。
・わらびは早春に山菜として食するほか、枯れたわらびの根を掘り出し、それ
に含まれているでんぷんを「わらび粉」にして食べた。食べ物が無かった時代
の貴重なタンパク質であった。

●行事食

・田植え…ニシンを食べた。田植えの小びるは煮しめ、からこニシン。
・彼岸の時期（春・秋）に団子を作り、この時期に合わせ家を建て、手伝いに
来てくれた人に団子を配っていた。

・年取り…タラを食べた。
・小正月…ケンチン汁を食べた。
・結婚式…結婚式の時は餅を搗いた、くるみ、あんこ、ごま、三つ位。椀に入
れてつけた、結婚式は忙しかった。餅搗いたりその他に休み餅搗いたり、それ
から鶏飯炊いてつけるようになった、餅より鶏飯のほうが位が上だった。

●その他

・稲庭の牧場のほうに何かの根っこを掘りにいった（薬）
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年中行事
●山開き

・開き　稲荷神社と駒形神社の祭典
・ 馬を飼育している家では馬を連れて神社を参り、お神酒上げをした。昔の山
開きは旧 4 月 3 日でまだ雪も残っていた。太田や杉沢、梅ノ木で牛馬を飼っ
ている人たちが登った。氏子は梅ノ木から大森までだったよう

●人形まつり

・人形まつり（杉沢）…戦前、8 月 16 日に人形まつりを行った。男女のわら
人形を斉藤トヨさんの家で作り、その後上杉沢～杉沢まで太鼓を叩きながら歩
いた。最後は、２体重ねて燃やして終了。

・人形まつり（太田）…昭和 10、11、12 年位まではやった。道が右と左に分
かれるあたりで人形を作った。自動車も自転車も無い頃。そこで作り、村をずっ
と下がって、そうすると村の人達が、串餅みたいな餅を作って、人形に挿し藪
に持って行って、人形を投げた。

・人形を男女 2 体もって、行く時は、横笛と、太鼓。行列をつくった。様々挿
して悪い病気が入らないようにとやった。

●お神酒上げ

・お神酒上げ（上杉沢）…8 月 16 日（昔は 8 月 18 日）に十一面観音の前でお
神酒上げをした。

・お神酒上げ（太田）…神楽はない、盆の 18 日にはお堂のお神酒上げをした
境内で相撲をとったり、盆踊りを踊ったりした。今は田植えあけにお堂でお神
酒上げをする。６月 10 日ごろ。

●盆踊り

・惣左エ門で盆踊り…桂の巨木があるところの家は浄法寺で一番大きな家だっ
た。くず屋で、“ 江牛のおっけ ” か “ 太田の惣左エ門 ” かといわれた。計って

みれば、太田のほうが少し大きかった。奥行きが７間、間口が 18 間くらい。
・当時の若い人たちが、盆踊りの時、雨が降れば入って土間で盆踊りをした。
若者たちが、雨降れば惣左エ門の土間に行って踊った。昔薪を取って、薪をつ
けたままの馬がそのまま土間に入った。土間で下ろし、それをそのまま積んだ。
そのぐらい大きい家だった。
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冠婚葬祭
●結婚式

・主に３日間やった
　初　日　頭すり（親族にあいさつ）
　２日目　嫁取り（亭主を呼んでの宴）
　３日目　おぼこぶるまい（ご婦人方を呼んでの宴）

・飲み物はドブロクと甘酒。清酒は嫁をもらいに行くとき、樽にいれて持って
行った。

・結婚式はもち料理でやった　（あずき、キナコ、ゴマ、クルミ）。吸い物もも
ち入り

・大きな漆器の盆にタイを向かい合わせた「にらみ魚」を用意した。
　かなり大きな盆で、価値のあるものだと思う、どこかにしまってある。
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屋号
屋号 読み方 世帯主など 　備考

久之丞 く（き）のじょう 杉沢　國男 初代の人の名前

重五郎 じゅうごろう 田川　敏彦 初代の人の名前

善六堂 ぜんろくどう 安ヶ平　善六 初代の人の名前

惣左エ門 そうじゃえもん 安ヶ平　文雄 初代の人の名前

庄三郎 しょうざぶろう 小野　正彦 初代の人の名前

甚之丞 じんのじょう 小野　スエ 初代の人の名前

善平 ぜんべい 安ヶ平　孝悦 初代の人の名前

助之丞 すけのじょう 畑山　藤一 初代の人の名前

孫之丞 まごのじょう 田山　孫太郎 初代の人の名前

高見 たがみ 安ヶ平　巳則 高い場所に家があるので

大畑 おばだげ 安ヶ平　兼松 大きい畑に家を建てた

庵寺 あでら 杉沢　一雄 寺があった所に家を建てた

清左エ門 せえぜあもん 安ヶ平　千悦 初代の人の名前

奥 おぐ 安ヶ平　行雄 奥の方に家を建てた

日向 ひなだ 安ヶ平　モト 家が陽当りがいい

やはり 安ヶ平　重雄 不明

茶屋 ちゃや 田山　英二 昔茶屋をしていた

堀 ほり 小野　康一 堀のそばに家があった

舘 たで 安ヶ平　貞夫 舘に家があった

大明神 だいみょうじん 田口　国定 神社があるため

善九郎 ぜんくろう 田口　善悦 ２代目が善九郎

重八 じゅうはぢ 斉藤　富栄 先祖の名前

別当 べっとう 芳本勝典 駒形神社の別当

・別当の芳本家は、元は苗字が斉藤であったが、別当になるために改姓した。
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