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地域振興の新展開−ライフスタイルのブランド化への歩み

「日本、木の文化と地域づくり
発表会」と木楽会の開催
――「がんばろう！日本 鬼復興祈念プロジェクト」の立上げ
一般財団法人神城文化の森藤田財団理事長

藤田

勲

（ふじた いさお）

球磨人吉の地域づくりにたずさわっている民間
委員88名による「日本、木の文化と地域づくり発
表会」を７月28日に神城文化の森市房杉記念館前
にて開催しました。早苗保育園の園児による『早
苗太鼓』の演舞で始まり、引き続き地域づくり委員
の国宝青井阿蘇神社の神事が執り行なわれました。
これまで、民間委員会を６回開き、７回目は発
表会を開催しました。委員長（藤田勲）より委員
会活動の総括発表があり、つづいて88名の民間委員
の方々によって、今、自分たちが活動を通じて制作
したモノの展示や活動そのものが披露されました。
東北被災地へ助力の象徴として届ける
鬼に金棒人形 （28体）の神事を行う
国宝青井阿蘇神社権禰宜の椎葉社（しいばやしろ）さん

吉の地を営々と治めた相良藩は、千年の寿命をも
つ市房杉と豊かな原生の自然を有し、植林を重視
する等、その美風は「木の文化」に彩られます。
このような旧相良藩の歴史や自然と木の文化を受
け継ぎ、次の世代、後継者に引き継ぎたい。豊か
な森林や木を守りたい。そのための「木の文化の
蟻田紹児委員が園長をされています
保育園の園児たちによる『早苗太鼓の演舞』

地域づくり」が昨年９月に設立した「神城文化の
森藤田財団」の使命です。

地域づくり委員会の発表
木の文化を世界に発信
鎌倉時代初頭に地頭に任ぜられたことを起源と
して、その後、明治維新に至るまで、この球磨人

球磨人吉全体で守る森林を地域の財産としてと
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らえると、あらため
て森林や木が果たす
役割、私たちの暮ら
しを守っている森林
の働きが見えてきま
す。木は心に安らぎ、
安寧感を与えます。
球磨人吉地域では、鬼に金棒
人形を「手しごと」の新しい
価値を見出すことに力を入れ
ています

日本木の文化と地域づくり木楽会は、新生良相藩30名の
子ども大名で華やかにフィナーレを飾りました

私たちが暮らしてい
くための大事な財産

げれば、この国の自然や地球環境も守られていき

です。森林は将来の

ます。これが球磨人吉の木の文化による地域づく

世代、後継者に引き

りです。

継ぐものです。伝えたい木の文化、遺したい美し
い山林の森があります。現在、木をふんだんにつ

球磨人吉地域産材を積極的に活用

かった住まいが大変な人気です。人びとは暮らし
の中に自然を求め、木の温もりが求められている

私たちの暮らしを豊かに彩る「木」。住宅、家

のです。その肌ざわり、温かさ、親しみやすさ、

具、玩具、紙などの材料としてはもちろん、風合

木目の美しさ、香りといった木の魅力が私たちの

いや香り、質感は、心身に大きなリラックス効果

生活に潤いと安らぎ、癒しを与えてくれます。暮

をもたらしてくれます。加えて、自然界の多様な

らしの多くが木の恩恵に満ちる。これこそがこの

循環を作り出す役割もあります。木の特性を熟知

国の木の文化です。それを球磨人吉から、日本全

し、さまざまな形で活用の幅を広げていきたいと思

国に、そして世界に発信してきたいと思います。

います。そのために、木を育てる人から使う人ま
で、地域の関係者がそれぞれの立場で意見を出し

神城文化の森

木を大切にして暮らそう

合いながら地域産材の良さを広めている球磨人吉。
素材として球磨人吉の山で伐採された木から作

伝えたい木の文化、遺したい美しい山林の森、

り出された「玩具」からは、すがすがしい木の香

そして旧相良藩の歴史を、後継者に引き継いでい

りが漂い、木の温もりが伝わってきます。子ども

くには、球磨人吉地域が受け継ぐ「木に対する眼

が安心して遊べるよう、木目を生かした天然素材

差し、作法、美意識」を暮らしの中で研ぎ澄まし、

を使用しています。造りが単純な木製玩具は、逆

木に包まれ、木とともにある暮らし方というもの

に子どもたちの想像力をかき立てていく。「木の

を築き上げていく必要があります。それは、木の

おもちゃを届けると子どもたちの瞳がキラッと輝

文化、旧相良藩の歴史を受け継ぐことでもありま

く。木という素材が新鮮なのでしょう」と委員の

す。そして、そういった暮らし方を軸に、手仕事

方が述べています。

や産業を興し、誇りや郷土愛、地域の信頼や絆を

また、球磨人吉で育った木材は「森林認証材」

築いていくことです。そうすることで球磨人吉の

の認証を得ています。「森林認証材」とは周囲へ

豊かな森林も守られる。このような取り組みを広

の環境配慮など適切な森林管理と、持続可能な森
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会場には、球磨人吉産の木で作られた積木、囲いの中にカンナくずを入れた「木のプール」や、親子でできる手作り木工コーナ
ー、木製品で遊ぶコーナー、丸太切りなど、さまざまな体験コーナーで木材に触れて楽しんでいました。自然が育む木の美しさ
を伝えたい。次世代の子どもたちが ふれて、見て 木のぬくもりを楽しく感じていました

林経営が行われていることを第三者機関が認める

新月伐採で良質な木材

ことで得られる認証のことです。その木材を木造
住宅などに積極的に活用することで、植林活動な

新月伐採され、自然乾燥した木材を使って建築

どの環境問題への取り組みも強化されます。そう

された住宅の施主からは「色合いが美しい」「来

いったことが、地域の森を守るだけでなく、地球

客者から『香りが良い』とほめられた」などと好

温暖化防止にもつながっていくのです。

評です。また、新月伐採には、旧歴の毎月１日の

これからも、ひとりでも多くの人に球磨人吉地
域産材の良さを知ってもらうため、玩具寄贈や木
工教室、林業の後継者育成にも力を注いで活動し

新月の夜に切った木は

虫も食わない

良材とし

て昔から言い伝えられています。
球磨人吉の地元の人たちで組織している「神城

ていきます。私たちの暮らしを豊かに彩る「木」。

文化の森

木楽会」では、伐採時期が限られ自然

住宅、家具、玩具、紙などの材料としてはもちろ

乾燥で手間もかかるが、質が良く長持ちする球磨

ん、風合いや香り、質感は、心身に大きなリラッ

人吉の木材の活用を広げていくため、また、環境

クス効果をもたらしてくれます。加えて、自然界

保全にも貢献していくための勉強会やセミナーを

の多様な循環を作り出す役割もあります。木の特

開いていきたいと思っております。

性を熟知し、さまざまな形で活用の幅を広げてい
きたい。そのために、木を育てる人から使う人ま

「節」が欠点でない時代

で、地域の関係者がそれぞれの立場で意見を出し
合いながら球磨人吉地域産材の良さを広めていく

木材の魅力は「温かく肌ざわりがよい、調湿作
しら た

必要があります。

用、弾力性」を挙げている一方、欠点は「白太が
腐る」などが多い。以前までは「節」も欠点のひ
とつとして挙げられていましたが、最近ではむし
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光永初男委員（左）藤田勲（中央）鳴松芳春委員（右）
鳴松林業の皆さんが市房山から切り出されたひのき百年や
市房杉百年を展示しました。神城文化の森木楽会には、社
寺仏閣製材所の光永さんが子どもたちのため、ひのきのカ
ンナくずや積み木の準備など、お二人にはよくしていただ
きました

オカリナ：高場委員、歌：楮木委員、ハーモニカ：小川委
員の3名の方が、発表会の会場を音楽で盛り上げてください
ました

ろ魅力のひとつとして挙げら

それが、水上村の市房山の市房杉千年杉でもあり、

れています。「節のある木の

周りのすばらしい環境です。

方が自然で個性的でよい」こ
とから、床や腰板など節物の
板が人気を呼び、そのような

球磨人吉から森林・林業の再生。そして、
森林の多彩な機能発揮へ

ことからも「木」の魅力はさ
らに増していくばかりです。

森林保護と、自然との共存の道を同時に探り、
この理念こそが多くの人たちを引きつける理由と

豊かな森林資源を次代
へつないでいきたい

なります。100年後の世界がどうなっているかは
わかりませんが、球磨人吉の森林を守り、自然に
根差した地域づくりをしてきた球磨人吉の先人た

古来より、日本人は人間

ち、そして「木の文化の地域づくり」に携わる人

を中心に自然を見るなどということはしませんで

たちが種をまいた「この森林を次代へ」という思

した。自然を、怖いものだが同時に人びとをやさ

いが後世へ継承されていくならば、球磨人吉の森林

しく包んでくれる、生きる恵みを与えるものとし

は自然との共生の象徴となっていくでしょう。

て感謝、敬愛し自然に従いながら生きてきました。
そうして自然に対する美意識を鋭敏にしてきまし
た。

若い人に自然と触れ合い活力を取り戻して
ほしい

木は、自然の一部として、私たちの命とつながっ
ており、私たちの心に何ごとかを語りかける。そ

今の日本の子どもたちは、森の中で自然と対話

れに癒され、懐かしさと温もりを感じるというこ

する機会が失われている気がします。しかし、自

とでしょう。しかし、それは木だけではありませ

然の中で過ごす時間を持つことは、人間の感覚を

ん。緑や花、そして水の恩は、人間が一生返すこ

磨くのに効果があると思います。

とのできない尊い恩でありますので、このような
水のきれいな所に、大きな命の息吹が宿ります。
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集中している時間を減らし、もっと自然と接する
時間を増やすことで、元に戻ると思います。最近
はそんなことも考えながら、素晴らしい自然環境

市にとって大事であると考えています。
観光客の取り込みにも力を入れ、 夏のラフテ
ィング

球磨川下り

市房山の山登り

農産

いっしょう ち

を活かした球磨川ラフティングや、一勝地焼（陶
芸）などを楽しみ、子どもたちに自然と触れ合う

ことの大切さを伝えていきます。

物の直売所

だけに限らず、幅広い切り口での

「地産地消」の普及を図っていきます。
また、昔の山里での手作り体験。例えば、 竹
トンボ作り、竹炭・木炭づくり

球磨人吉地域の魅力は人の魅力

など林業の一部

に触れてもらうことで林業再生にも力を入れ、さ
らに今後、地域の大工の方たちと一緒になって、

球磨人吉地域は、日本三大急流の球磨川や清流

木造建築住宅や内装、机、イスなどの備品、暖房

川辺川などの河川と周囲を緑豊かな大自然に囲ま

器具の燃料に木材を利用できるようにして、
【木は

れた盆地であり、身近に天然の自然があふれてい

未来と希望のシンボル】と木と人との関係のかけ橋

る環境です。この豊かな地域資源をこれまでも、

となるような活動に取り組んでいきます。地域づく

さまざまな取り組みで活用してきましたが球磨人

りのキーワードは、環境や自然、そして人を大切に

吉全体がいろいろな面でレベルアップし、新生相

して、今一番必要なことは何なのかを今一度考え

良文化の思想を可能な限り相良文化や学問、情報

て行く必要があると私自身そう思っております。

発信の機能を持たせたいと考えています。山もき
れいで、人情もあり水、川、自然がとてもすばら

がんばろう！日本鬼復興祈念プロジェクト

しい地域です。地域の魅力は、人の魅力。球磨人
吉全体として、温泉や球磨焼酎、農産物加工、球

平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」
。

磨錦なし、アユ、地元食材をふんだんに使った郷

私は、藤田財団の財団ブランドとして【鬼に金

土料理を提供して食文化の継承にも力を入れ、

棒人形物語】の展開を考慮していました。被災地

「球磨人吉地場の地産地消」をテーマにした地域

の様子がテレビで映し出され、この世の果てのよ

ブランドを藤田財団として開発します。それが郡

うな惨劇に言葉を失いました。数日間、惨劇の中

日本、木の文化と地域づくり委員会及び木楽会メンバー 総勢88名
「地域づくりパーソナリティー」長井眞由美委員（右）には、長時間にわたる司会進行に頑張っていただき感謝しております。
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で光を見出したい思いからかテレビや新聞の細部

「がんばろう！日本

鬼復興祈念プロジェクト」

まで目を通していました。その中で、海外のメディ

実行委員会のコーディネーターを引き受けて下さっ

アから称賛されることを頻繁に目にしました。そ

た東大まちづくり大学院プロジェクトの高村義晴

れは、どんなに苦しい時でも、他人を助力する姿

（工学博士）様には、大変感謝しております。

です。「先人から受継いできた習慣、思想」、それ
がこのような有事の時に、称賛されたことを日本
人として誇りに思いました。
被災した直後から続く助力の精神が、今は復興
への助力となり、一日でも早く復興するように願
い、藤田財団を中心に、球磨人吉の地域づくり委
員、フジタグループ、そして「クールジャパン」
（ライフスタイルのブランド化）と連携して、「鬼に
金棒人形」を

助力の象徴

ける【がんばろう！日本

として、被災地に届
鬼復興祈念プロジェク

ト】を立ち上げました。
８月４日、５日の２日間、第1弾として、鬼に
金棒人形…35体、鬼に金棒ストラップ…100体、
屋久杉木札…240個、『地域開発』８月号…100冊
を被災地に届けて参りました。訪れた避難所では、
被災されている方がお顔をほころばせ『元気が出
たと・・・』と笑顔で人形を受け取って下さった
ことが印象的でした。
２日間、復興途中の被災地を訪れ、その惨状を
目の当たりにし、心沈むときもありました。しか
し、逆に私たちが被災された方の笑顔に元気をい
ただきました。第２弾として、８月20〜27日に被
災地域を再び訪れました。第２弾では、新学期が
始まり、多くの避難所が仮設住宅に代わっていま
した。見えるモノは少しずつ復興していますが、
心の復興には多くの時間やきっかけが必要なよう
でした。人形を手に、心の安らぎや笑顔になってく
ださる方を思って人形をつくりたいと思いました。
次回の第３弾（９月11〜20日）も、１カ所でも、
ひとりでも多くの方に、この思いを届けたいと思
います。
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第1弾の8月4〜5日に、岩手県／釜石市・大船渡市、宮城
県／亘理町・大崎市古川町・石巻市、第2弾の8月20〜27日に
は、岩手県／盛岡市・宮古市・山田町・大槌町・陸前高田市・
住田町、宮城県／気仙沼市・南三陸町・女川町・石巻市・東松
島市・仙台市・名取市・岩沼市・山元町・松島町・利府町・塩
竈市・七ヶ浜町・多賀城市を訪れることができました。
各市町の行政、避難所、仮設住宅やサポートセンター、そ
して、小学校や中学校を訪問致しました。皆様が快く受け入
れて下さり、よろこんでいただきました。

