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第７回・「陸前高田の未来をつくる対話」プロジェクト

「気仙大工左
 

伝承館」の活用を考える

開催レポート

【開催日：２０１２年７月８日（日）】

陸前高田創生ふるさと会議

ミラツク

 
大木浩士
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開催概要

■プロジェクト名：「陸前高田の未来をつくる対話」

■開催目的：

①「陸前高田にいらっしゃる方々」と「各地で活動されているコミュニティリーダーの方々」が対話を行い、課題

 
や実現したい事柄を共有し、それらを解決・実現するリソースを知るきっかけの場とすること。

②陸前高田にいらっしゃる方々に「対話の場」を体験していただき、「自由に話し合える場作りのノウハウ」を知

 
り、学んでいただくこと。（自ら場作りが行えるようになること）

③参加者同士のネットワーキング。

■主催：ＮＰＯ法人・陸前高田創生ふるさと会議

共催：ＮＰＯ法人・ミラツク

協力：高田自動車学校、博報堂

■開催日時：２０１２年７月８日（日）１３：００～１７：００

※１ヶ月に１回の頻度で、継続的に開催

■開催場所：気仙大工左官 伝承館

※住所：岩手県陸前高田市小友町字茗荷１－２３７

■参加者：２１名

※陸前高田にお住まいの皆さま１３名、他の地域からご参加の方々８名。
会場となった伝承館（主屋棟）の外観
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「気仙大工」および「気仙大工左官
 

伝承館」の概要

■「気仙大工」について

気仙大工は、陸前高田市小友町が発祥の地といわれる気仙地

 
方の大工の集団です。
その足跡は江戸時代にまでさかのぼり、農民が生活を支える

 
ために建設関係の仕事に従事し、次第に独自の技能集団が形

 
成されました。
家大工でありながら神社仏閣の建設も手がけ、更には建具や

 
彫刻までもこなす技量を持ち合わせ、全国的にもその技術力

 
は高い評価を得ています。

■「伝承館」について

気仙大工左官伝承館とは、気仙大工左官の優れた建築技法を

 
後世に伝えるために建設されました。
明治初期の気仙地方の民家を想定し、当時の建築様式により、

 
材料は全て気仙杉など地元材を使用しています。
母屋は木造平屋建茅葺で大黒柱や丑もち梁は太い材料を使

 
用し、重厚な小屋組と広々とした間取りは往時の人々の生活を

 
偲ばすものです。

気仙大工左官伝承館
〒029-2207 陸前高田市小友町字茗荷1-237
TEL：0192-56-2911

 

FAX：0192-56-2911



3

参加者一覧

■陸前高田からの参加者

氏名
第０
回

第１
回

第２
回

第３
回

第４
回

第５
回

第６
回

1 福田利喜さん ふくだとしき 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇
2 臼井健一さん うすいけんいち 〇 ○ ○ 自営業（広田町）

3 萩原達也さん はぎわらたつや

4 武藏裕子さん むさしゆうこさん

5 佐藤さん さとう

6 藤原さん ふじわら

7 遠野さん さとう

8 柴田さん とおの

9 佐藤さん しばた

10 佐藤さん さとう
11 千葉さん ちば
12 お名前不明
13 お名前不明

■陸前高田以外の参加者

氏名
第０
回

第１
回

第２
回

第３
回

第４
回

第５
回

第６
回

ミラツク 所属

1 大木浩士 おおきひろし 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 ミラツク 博報堂

2 安彦奈津美さん あびこなつみ
岩手県商工労働観光部産
業経済交流課

3 シキタ純さん しきたきよし BeGood Café　代表
4 吉野和也さん よしのかずや テラ・ルネッサンス
5 藤中亜紀子さん ふじなかあきこ

6 大関輝一さん おおぜきてるかず
自立生活サポートセンター・
もやい

7 東山奉子さん ひがしやまともこ ぽっぽ歯科
8 東山敬貴さん ひがしやまよしたか ぽっぽ歯科

気仙大工左官伝承館

所属

陸前高田創生ふるさと会議・副理事長

満福農園
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自己紹介

今回の開催会場は、箱根山の中腹にある「気仙大工左官

 

伝承館」。

参加者は２１名。陸前高田からは気仙大工ＯＢの皆さまも多数参加されました。写真は車座になって行った自己紹

 
介の様子です。
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「気仙大工左官 伝承館」についての説明

伝承館で勤務されている武藏裕子さん、そして気仙大工ＯＢの皆さまから、「気仙大工左官

 

伝承館」の概要につい

 
てご説明をいただきました。

気仙大工ＯＢの皆さま

伝承館で勤務をされている武藏裕子さん

・伝承館ができたのは、平成４年７月です。今年で開館から満２０年になります。

・この建物は気仙大工の技がつまった建物です。気仙大工は、家大工でありなが

 
ら、宮大工や船大工の特殊な技術を持った方々です。２０１１年３月の地震でも

 
建物への被害はほとんどありませんでした。

・伝承館の使われ方としては、普通に見学されるほか、「昼食の提供」「人前結婚

 
式の実施」「コンサートの実施」「もちつき体験」「子供たちの遠足」などの実績が

 
あります。

・来場する方は、地元の方、近隣市にお住まいの方や学校などが多いです。地元

 
の魅力を伝えるため、市を出た子供たちが帰省した際、親御さんたちがご家族

 
で来館されるケースもあります。

・震災後は、館内につくられた「希望の灯り」にいらっしゃる方が増えました。震災

 
前の来場者数は、年間１万人でしたが、震災後は月に２千人くらいの方々が来

 
場されます。

神戸から届けられた、復興を祈る

 
「希望の灯（あか）り」。
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※参考
 

「気仙大工左官 伝承館」の様子

箱根山の中腹にある伝承館からの眺望（中央に広田湾） 午前中は、地元の子供たちが「持ちつき体験会」を開催

舟や寺社仏閣の建築も担う気仙大工。座敷には舟と神棚伝承館の梁。釘は一切使用しない。重厚かつ繊細な造りに驚き
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「気仙大工左官 伝承館」の印象の共有

今回、はじめて伝承館に来た方々に、伝承館の印象についてうかがいました。

・とても素敵な建物なのでびっくりしました。

・景色（眺望）のきれいさに驚きました。

・気仙大工の技が詰っているとのお話でしたが、私たち素人には、

 
どこがどうすごいのか分かりません。一つひとつご説明をいた

 
だきたいな、と思いました。そうすればきっとファンになると思い

 
ます。

・地元の方にとっては当たり前のものかも知れませんが、私たち

 
から見ると宝の山です。もっと威張っていいと思います。

・外に対して、情報発信が上手くできていないような印象を受けま

 
した。もったいないと思います。

・ここには見えない神様がいるような印象を受けました。「静かに

 
お話を聴く会」などを開催されると良いと思いました。

・建物や風景を見るだけではなく、この場所で地元の方々のお話

 
が聞けたり、交流できるワークショップなどが開催されると良い

 
と思いました。

・一度こちらに泊まりたいと思いました。一晩、囲炉裏の前で過ご

 
したり、この座敷で夜を感じたいと思いました。
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グループに分かれて話し合いを実施

１グループ４～５名のグループに分かれ、「伝承館のよりよい活用方法」や「気仙大工の技術の伝承」などをテーマに

 
話し合いを行いました。

 

（※途中メンバーの入れ方を行いました）
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話し合いの内容を共有

・とても素敵な建物だとは思いますし、凄さは伝わってきます。た

 
だ、どこがどう凄いのか見ただけでは分からないです。

・ぜひ気仙大工の皆さまが、「棟梁」の格好をしてご説明をいただ

 
きたいと思いました。

・気仙大工は宮大工と家大工の技術を持っているとのことでした。

 
それらの技術を建物だけではなく、直接お話としてうかがいたい

 
と思いました。

・こちらにはぜひ宿泊したいとの声がでていました。

・この施設だけではなく、陸前高田には気仙大工の家がいくつも

 
あるとのお話でした。それらの家も見学できるようなツアーもあ

 
ると良いと思いました。

・ここは陸前高田の観光の拠点になるなと思いました。

・ただ、アクセスがあまりよくなく、途中の道は観光バスがすれ違

 
えないとのことでした。

・できないことはたくさんあるけど、できることから取り組むことが

 
大切です。

・気仙大工の方々は「つくる人」です。つくる人だけではなく、「つ

 
かう人」そして「情報を広める人」の３者が協力・連携することが

 
必要だと考えます。



10

話し合いの内容を共有

・最初、「この伝承館をどう使うか」で話し合いが始まり、「集会所

 
として活用すると良いのではないか」との意見が出されました。

・その後、気仙大工ＯＢの皆さまから「大工の伝統工法を伝承し

 
ていきたい」との強い思いをうかがい、「いかに伝承を行っていく

 
か」に話し合いのテーマが移りました。

・そして「全日本大工サミットを開催してはどうか」とのアイデアが

 
出されました。

・話し合いの２ラウンド目は、伝承館にお勤めの武藏裕子さんを

 
交え、「この伝承館をどう使っていくか」について様々な意見が

 
出されました。

・武藏さんから、「もっとたくさんの人達に使って欲しい」との思い

 
をうかがい、これまでの取り組みやアイデアなどについてもお話

 
をうかがいました。

・伝承館としても「泊まって欲しい」と考えているようです。しかし旅

 
館業法にひっかかり、それが実現できないとのことでした。

・「地元の食材を食べる場としても活用できれば」とのお話もあり

 
ました。例えば「わかめのしゃぶしゃぶ」という料理があるそうで

 
す。都会人の私としては、ぜひ食べてみたいです。

・子ども達向けに「天体観測を行いたい」とのお話もありました。と

 
ても素敵な企画です。都会の子ども達をぜひ連れてきたいとの

 
声もありました。

・蔵の中には、気仙大工の方々が使うすごい道具がたくさん眠っ

 
ているそうです。それらをぜひ見たいと思いますし、どんな道具

 
なのか教えていただきたいです。

・第一ラウンドで「全日本大工サミット」の案が出ていましたが、

 
「全日本大工道具サミット」を開催すると面白いかも知れません。

・草履づくりなど、地元の長老と触れ合えるようなワークショップ

 
企画のアイデアなども出されました。
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話し合いの内容を共有

・「蔵の中には、昔の大工道具が全部入っている」とのお話は、こ

 
ちらのグループでも出ました。それの道具を見てみたいと思い

 
ますし、実際に使っているところも見たいです。さらには体験ま

 
でしてみたいです。

・伝承館の駐車場を使って実演イベントや体験イベントなどを

 
行ってはいかがでしょうか。

・大工道具には様々な種類があるとのことです。今月はカンナ、

 
来月は他の道具の実演、などとシリーズ化もできるかも知れま

 
せん。

・箱根の森では「カブト虫」がたくさん捕れるそうです。陸前高田周

 
辺の宿泊施設やＷＥＢサイトなどに、カブト虫捕りのイベント告

 
知を行っても良いかも知れません。

・都市に住む人達は、震災後に電気のない生活を経験しました。

 
そして電気がないと何もできないということを再確認しました。こ

 
の伝承館は、電気のない生活を体験することができます。都会

 
の人達に対し、電気を使わないライフスタイルの体験ワーク

 
ショップを提案すると良いかも知れません。

・「お土産が欲しい」との意見も出ました。参加者が簡単に作って

 
持ってかえれるものを提供するのはいかがでしょうか。例えば

 
キーホルダーとか。気仙大工ＯＢの方々に教えていただき、手

 
作り椅子を作り持ってかえれるようなワークショップもよいと思

 
います。

・昔は気仙大工の方々が関東にも出稼ぎをされていたようです。

 
現存している建物を調べ、関東の方々が気軽に視察することが

 
できる建物を紹介できると良いと思います。
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話し合いの内容を共有

・「技術の伝承をしたい」とのお話がでました。伝承をしても、それ

 
が仕事として成り立つのかが大きな課題です。

・自動車メーカーなどには「マイスター制度」というものがあり、そ

 
れを参考にしても良いと思います。「気仙大工のマイスター資

 
格」をつくり、寺社仏閣の修繕にはマイスター資格を持っている

 
者が担う、のようなアイデアです。

・気仙杉を使ったお土産が欲しいです。大工ＯＢの方々から、「作

 
ろうと思えば何でもできるが、何が売れるのかがわからない」と

 
のお話がありました。来館者が欲しいと思えるような工芸品・美

 
術品を作り販売する。そしてその技術を伝承する、というアイデ

 
アも有効かも知れません。

・伝承館の魅力をどうアピールするかですが、この伝承館一つだ

 
けをＰＲしてもインパクトが弱いと思います。「三十三観音めぐ

 
り」なども含めた「高田の魅力に触れるツアープロジェクト」など

 
を作ってみてはどうでしょうか。

・課題の１つに道路の問題があります。現状では道が狭く、大型

 
バスはすれ違うことができません。道幅を広くしたいですが、簡

 
単なことではありません。そこで、例えばワンボックスカーを「高

 
田のコミュニティバス」として運用し、「箱根山に来る際には、こ

 
のコミュニティバスを活用していただく」というやり方も１つのアイ

 
デアだと思います。

・アイデアはたくさん出すことができます。課題は、それらを実現

 
させるマンパワーです。陸前高田に必要なのは、地域のプロ

 
デューサーです。この地に残り、具体的な動きを起こす中心に

 
なれる人が必要だと思います。
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本日対話の場に参加した感想などを共有

最後に全員で車座になり、本日の対話に参加した感想などを共有しました。
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参考写真

伝承館の隣にある、木工創作ができる施設。（杉の家）

伝承館の中においてあった草鞋 伝承館の中においてあった舟

気仙大工が使った道具

気仙三十三観音めぐりのガイドブック
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