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石川の農林漁業まつり会場で販売しま哩
（10月15日 ′

・金波晶〕

重

On ∵

田

言

田

□

0

しての生活様式を今に伝えます。総輪島塗の蔵

もあり、地区の文化振興拠点であった往時の姿

がしのばれます。
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れ、母屋のほか、奉公人棟や庭園など、豪農と

﹁ものづくり展﹂に訪れた柳田中の生徒

ml「 箆醒袋濯園

し
かって中谷家は観光地として公開さ
れ︑能登半島ブームの際などには多く

発案墓園g

に︑参加者も増えていきました︒

活動体験で交流︒活動が継続するごと

学生も参加し︑農作業や山菜探りなど

調査を行っている石川工業専門学校の

生会﹂と中谷家の建築物や黒川集落の

を結成︒地元の人で結成した﹁黒川創

が︑受講生の有志が﹁里山ヨバレ隊﹂

丸の内朝大学の講座は終了しました

て語り合いました︒

に舌鼓をうちながら地域振興策につい

中谷家を訪れて︑キノコを使った料理

には受講生とその知人たちが東京から

むなど︑講座は計8回におよび︑日月

輪島塗で提供される﹁そばきり仁﹂のもりそば
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400年間続いてきた

学ぶ市民大学﹁丸の内朝大学﹂

高める方策を考えました︒

ム﹂ の8人が能登の里山地域の魅力を

られ︑そのうち﹁能登の里山里海チー

能登編﹂と題し︑5つのチームが設け

た︒﹁日本を地域からデザインする！

で能登を題材とした講座が開かれまし

平成25年1月︑東京の会社員らが

能登が持つ可能性に
東京からの応援団
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の人が押し寄せました︒しかし︑平成

宅。史料から江戸時代中期後半の建築と推定さ

○○。000￣i 〃

地域の財産を未来へ
に入ってからは︑住宅を管理していた

父・和夫さんの健康の不安などから︑

江戸時代に黒川村の庄屋であった中谷家の住

一

修繕や来客の対応が追いつかない状況

まかたにけじゆうたくつけたりやしぎがまえ

葵「∴三l

﹁地弼航締結同量諾
でした︒両親が他界した平成23年1月

えていた直之さんは任憲団体﹁庄屋計

話すのは第12代当主の中谷直之さん︒

中谷家は江戸時代中期から黒川村の
画推進委員会﹂を立ち上げ地域づくり

以降は︑無人となり閉鎖されていまし

庄屋として地域と共に歴史を刻んでき

活動を開始しました︒そのきっかけと
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中谷家を核として︑地域おこしにつな

ました︒﹁中谷家住宅附屋敷構え﹂ と

なったのは︑出勤前の社会人が学ぶ市
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た︒﹁中谷家を何とか残したい﹂と考

して県の文化財指定を受けています︒

民大学﹁丸の内朝大学﹂との出会いで
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建築物の県有形文化財は町内で中谷家

中谷家住宅附屋敷構え

し
た
︒

川県指定建造物（昭和61年3月22日指定）
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げようと奮闘しています︒
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だけです︒
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能登を訪れてフィールドワークに臨
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丸
の内朝大学の元受講生︑野口正

之さんは能登に通い続け︑﹁里
作ろう﹂と行動する中谷直之さんと地

山ヨバレ隊﹂として活動している一人
です︒イベント参加やウェブサイトの

域の隠れた資産を発見して︑活用して

トディレクターを務めました︒その緑

﹁一献の系譜﹂︵石井かはり監督︶のアー

口さん。星山の魅力が凝縮された一枚です。

や祭礼などを写真で大きく見
開きで紹介︒中面に貼り込まれ

︒
す

よる里山の魅力発信に期待がかかりま

作を進めていくとのことです︒冊子に

口さんとともに︑地域の協力のもと制

今後も中谷さんや里山ヨバレ隊の野

に心奪われていると言います︒

あって能登をたびたび訪れ︑その魅力

いくことを目指しています︒

里山の記録を残し
つながる人の輪
委員会はこの秋︑フリーペー

中谷家を中心とする庄屋計画推進
パー﹁へそのへそ﹂を創刊しました︒﹁当
に伝え残すとともに︑今を生きる地域

域の人の温かい心にも魅力を感じてい

今後も中谷家を核とした﹁里山ヨバ

の人の活動を記録していく︑岩井戸地

作成に加え︑里山らしい風景が広がる

す︒ものづくり展では﹁里山写真展﹂

レ活動﹂や︑ウェブサイトや機関誌を

時を知る在所の人の記憶を訪ね︑次代

として︑撮影地の地図と共に写真を展

「里山を表している風景」として野口さんがベストショットに選んだ

創刊号は︑岩井戸の四季の里山風景

区発の里山ノート﹂ です︒

「春のスケッチ」。自主製作のカレンダー表紙にも採用しました。

示しました︒

里山は「水と緑と土と人の営みが共存する場所。自然を守り、自然
の恩恵を受けながら人が暮らしている日本らしい文化」と考える野

通じ︑都会に住む若者やファミリーを

ま
す
︒

（千葉県船橋市）

黒川地区の四季をカメラに納めていま

野口正之さん
能登の豊山に呼び込むことに加え︑地

互：守：塵

﹁歴史的背景があって︑建築物とし
ても居心地の良い癒される空間﹂

と中谷家について語る野口さん︒

た読み物では︑中谷家当主に聞

「へそのへそ」創刊号。表紙は中谷家の門標

く昭和時代の中谷家と︑ここ3

に立つ椎の木。里山の暮らしをじっと見つめ

加えて︑庄屋と地域のつながり

「能登・ものづくり展」開催期間中に展示

年の様々な変化を紹介してい

議恥
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が薄まってきている中で︑﹁都会

された、野口さん撮影の写真
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亡二三＿＿一一虚言＋＿￣￣三二

ます︒また︑6月から中谷家内

にオープンした﹁そばきり仁﹂
の小林仁さんには︑20年近くに

なる能登との関わりやそば打

この﹁へそのへそ﹂を制作し

ちへのこだわりを聞いていま
︒
す

ているのは︑東京でデザイナー

として活動する金子英夫さん︒

てきたひとりです。
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昨春に公開された能登杜氏を
描いたドキュメンタリー映画
一日︶
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朝大学OBから
つながる人の輪
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人を受け入れ新しいつながりを

し 一皆圏−面詰
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ものづくり展がつなぐ
人と文化

日から9日間の日程で﹁能登も

中谷さんは住宅を開放し︑10月8
のづくり展﹂を開催しました︒中谷家

がかつて︑地域の文化の拠点としての
役割を果たしていたことにちなんだも

のです︒能登を代表する5人の作家が
参加し︑作品を展示︒会期中は多くの

人が訪れました︒この取り組みは今年
で3回目となります︒

ものづくり展の開催を後押ししたの

は︑﹁合鹿椀﹂ の創作活動にあたって

l′

洲焼などの作家は大宮さんと親交のあ

る人たち︒バラエティ豊かな作品展示
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鹿椀の講演を柳田中学校で行った縁
展示スペースは座敷や縁側など︒作

能登の作家の作品に触れるとともに︑

作品を鑑賞し︑中谷家の建物を見学︒

で︑柳田中の全校生徒が会場を訪れ︑

家ごとに区画を割り当てることはせ

江戸時代の庄屋の暮らしに思いをはせ
ました︒

乗効果が出てくれれば﹂と︑中谷さん

ながりで︑いろいろな人が集まって相

これらの商品やそばを求め︑展覧会期

コなど旬の食材を取りそろえました︒

売する﹁どま市﹂も新米や野菜︑キノ

地元のお母さんが商品を持ち寄り即

はものづくり展を通じたにぎわい作り

間中に何度も訪れる人もいました︒

﹁5人の作家さんがそれぞれ持つつ

されました︒

ず︑建物を自由に活用して作品が展示

につながりました︒
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です︒参加した輪島塗や草木染め︑珠

l

に期待を寄せています︒大宮さんが合

﹁ものづくり展﹂を実施

工芸家・合鹿椀作家

大宮静時さん

中谷さんから打診があり︑3年前

に能登ものづくり展をはじめまし

た︒初回は近隣に住む人や50代の∪・

−ターン者などの若い人が多く来場

してくれました︒2回目は口コミで

広がったのか県外の人が多く︑3回

目となる今回は︑近隣の人も遠方の

人もどちらも来てくれています︒回

数を重ねるごとに客層が変化してい

ます︒今年はそば店が開店している

ことから昼時に人が多く︑滞在時間

も長いように感じます︒

来年は珠洲で奥能登国際芸術祭が

開催されます︒芸術祭目的に全国各

地から訪れる幅広い客層の人に︑も

のづくり展を通じて︑この場所を

知ってもらいたいと考えています︒
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いる工芸家の大宮静時さん＝十郎原＝

柳田中の生徒に総輪島塗の蔵を案内する中谷さん
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そば店開業で
年間通じた開館
﹁そばきり仁﹂が入居していま

中谷家では今年6月からそば店
す︒店主の小林仁さんは仕込み作業を
終えると中谷家の戸を開き︑午前10時

から午後4時までそばと喫茶の営業を
します︒営業終了後は戸締まりを行う

など︑中谷家の公開に大きな役割を果

−＿ 、

中谷家12代当主

′

中谷直之さん
ソ
r
i
︑

てることを組織として行い︑活動を広

げていくことが大事です︒

6月から﹁そばきり仁﹂が開店し︑﹁ど

ま市﹂とあわせて︑年間を通じてお客

さんを受け入れられる体制になりまし

た︒どま市では︑地元﹁黒川創生会﹂

のお父さんお母さん方が店番をしてい

ます︒来訪者には﹁この場所に来れば

強かがいて話ができる﹂という魅力を

感じていただいています︒ものづくり

展のようなイベントと組み合わせるこ

とで︑食や工芸などさまざまななもの

小林さんは20年前に横浜から能登に

中谷家住宅のように︑大きな建物の

移住しました︒そば店を平成25年に穴

店していた際は︑もりそば一筋でした︒

な絵を描いて︑一人二人の活動からで

人を呼ぶ力です︒自分たちで実現可能

過疎地での地域振興で大切なのは︑

てきました︒石川工業専門学校の学生

つないでいるから︑活動に広がりがで

うになりました︒交流を続け︑関係を

ロフェッショナルも関わってくれるよ

丸の内朝大学の受け入れも﹁できる

も少しずつ︑町を良くしていきたいと

にも農作業体験を行ってもらっていま

はあまりなく︑地域とともに歩んでき

ています︒そばの実は福井県大野市か

水町で開業し︑人気を博していました

中谷家に移転してからは︑温かいそば

考えます︒人を呼ぶためには受け皿作

す︒単なる手伝いではなく︑地元の人

こと﹂を探す試みの一つとして実施

りが重要ですが︑時間のかかる作業で

と料理づくりを楽しんでもらうなど︑

た大切なものを預かっているという感

がミックスされ︑多様な目的意識を持

が︑建物の都合で移転することとなり

や天ぷらなど新メニューを取り入れま

す︒地域に核となるものがなければな

楽しい思い出が残るから継続していけ

しました︒丸の内朝大学をきっかけ

りません︒核となる場所で活動を継続

るんだと思います︒地域の人の負担に

覚です︒このつながりを次の世代に渡

することで︑仲間意識が芽生え︑人と

ならないよう︑﹁楽しみ﹂を大切に︑

に︑建築関係者やデザイナーなど︑プ

の関係づくりができるようになりま

活動していきたいと考えています︒

田

す︒地域の素質を兄いだして︑組み立

すのが使命です︒

文化財を個人で所有している例はあま

ました︒その時︑住宅の利活用につい

した︒﹁だしの取り方など全く異なり︑

ばで食べてもらうのが理想であるとい

て考えていた中谷さんと常連客を通じ

そばに対してこだわりを持つ中林さ

う考えは変わりませんが︑温かいかけ

e

を持つ人が︑さらに増えていきます︒

ネットワークで︑中谷家とのつながり

談にのりたい﹂と話します︒移住者の

住に関して困ったことがあったら︑相

訪れてくれるそうです︒小林さんは﹁移

あり︑能登半島一円から移住者が店を

小林さん自身が移住者ということも

にし︑手応えも感じています︒

ん︒黒い殻を丁寧に取り除いてから石

難しかった﹂と振り返ります︒もりそ

ら取り寄せています︒そばの風味を味

この場でそばも打っています。

つ人が集まって︑会話やコミュニケー

中谷家の一角に設けられた厨房スペース。

り多くないと思います︒建物は所有し

l

わって食べてもらうため︑穴水町で開

霞 ＼ 董露語萱i￣・i・ ヽ∵∴●○

ションを楽しむことができます︒

邑∴二義上蓋≡撃

て出会いました︒

たしています︒
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ていますが︑家を継いだという気持ち

一㌧営⊥ h
そばを喜んでくれるお客さんの姿を目

小林仁さん

臼でそば粉をひいて︑手打ちで仕上げ

「そばきり仁」店主
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