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第３号の発刊によせて

　今回「貝沢語りシリーズ」の『生業と暮らし』『マタギの記憶』の発刊に当

たりひと言ご挨拶を申し上げたいと思います。

　これまでの『神社の歴史と伝承』『むかしばなし』に続いての発刊となりま

すが、この機会に今わかるだけの貝沢の歴史を今後に残したいとの思いから、

地域の先輩の方々にお集まりいただき昔の仕事の事などお話を聞きその内容

をまとめました。昔の事と言っても記憶をたどりながら行きつ戻りつの思い

で話をまとめてみたものですので、今となっては定かではないことも多々あ

りました。しかし、思いもよらないこともたくさんあり当時の生活の大変さ

を想わされる事ばかりでしたが、そんな生活の中でも楽しかったこともいっ

ぱいあった様子もまたわかりました。

　汗と涙と笑いの歴史が古代から現代まで営々と続いていることに思いを馳

せながら、この冊子が貝沢の未来のページの中にも開かれていることを夢想

しつつ，あらためてご協力いただいた方々に心から感謝申し上げ発刊に当たっ

てのご挨拶といたします。

昔語りクラブ事務局　田中　寛
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どんな動物を捕っていたか

――昔は、夏でも秋でも、季節問わずいつでも捕れていたのですか？

北村	 		夏は痩せてるがら捕らねかったのよ。

	 秋は罠で採れるし、 里さ下りて来るから頭数ってのは多く捕れるのよ。

	 春は、 「春熊」 って冬眠から出たのを

	 狙って、 団体で捕りに行ったのよ。

吉田	 夏は、 熊が痩せて食べてもま	ずいっ

	 ていうことで捕らなかったんだな。

北村	 	まず、 穴から出た熊であれば、 まだそ

	 	んなに痩せてねがったのよ。 出てから

	 １か月くらいになると痩せてしまったった

	 から捕る人もいねがった。

――クマを捕るのは秋が多かったわけですか？

北村	 	んだな。 冬の熊はあんまりあれだったべども、 ウサギとか。 昔はマタギでね

ば動物タンパク捕れねかったのよ。あまりここさ行商に来る人もねがったべし。

自分の家で鶏飼ってて、 つぶして食べたりしたったども。

田中	 なんでも食ったことだな、 山のものは。

――他にはどんな動物を捕っていましたか？

北村	 	タヌキとかキツネとか。 俺は食べたことね。 あんまり美味しくねぇもん。 岩井

さん食ったことか？

岩井	 	キツネはあんまりねぇな。 キツネっちゅうのは美味しくないんだよ。 なんだぁ、

小便臭いんだぁね。 んでも皮を売るために捕ることはあったんだ。

北村	 	キツネってぇのはよ、 皮売るために捕ったのよ。 皮高かったんだもの。

岩井	 タヌキでもキツネでも、 みんな皮のほうが値打ちあったから捕ったわけよね。

北村	 皮はテンが一番主流よ。 あとイタチ。

岩井	 	イタチは高い時ぁ、 炭一俵 400 円の時、 800 円もしたんだから。

北村	 	一日の労賃が 300 円くらいの時、 そんぐらいしたんだよ。

岩井	 	すごく皮は売れたんだ。 名古屋とかそんなとっからも注文が来たんですよ。

だから、 山にいたのはそれで暮らしてらようなもんだった。

聞き取り参加者

吉田信男、広瀬勉、田中實

加藤真紀子 (西和賀町 )、刈田真理子 (西和賀町 )

吉村彩 (いわて地域づくり支援センター )

　ここに掲載する内容は、平成 27 年 11 月 26 日に、かつ

てマタギをしていた、岩井千代美氏 (79)、北村達郎氏 (75)、

米倉敏男氏 (78) から聞いた話を基に編集したものです。

岩井千代美氏 北村達郎氏 米倉敏男氏
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北村	 	今ウサギ少ねぐなったのはよ、 キツネとテンにやられてんだな。 皮が大した

売れねぇから、 捕る人いねぐなったし。 今 1,000 円でも買うかな。

――捕ったテンは皮をはいで売ったのですか？

米倉	 いや、 乾燥させでそのままやったの。

田中	 アナグマも食ってたな。

北村	 	あぁ捕ってたな。 ここらではマメっちゅうけども。

	 クマの次にうめかったのよ。

吉田	 	しかし、 その位マタギの人達がいっぱいいて、

	 そのくらい動物捕ってもまだいたったんだな。

米倉	 	食べ物が少ねってことがあるな。 木が伐採さ

	 れてしまったから。

――鳥はどんなものがいたんですか？

北村	 	ヤマドリしかいねぇの。 キジは放鳥したのよ。

	 キジはキツネとかテンに捕られやすくて、 いね

	 ぐなってしまうんだよ。

米倉	 キジは里にしかいねの。

――クマはどのくらい捕れるものだったのですか？

北村	 	俺の時は１年に１頭捕ったった。 その前は何年

	 に１頭よ。

広瀬	 米倉さんは、 １年に１０頭くらい捕ってた。

北村　それでいねくなったんだがもしれねな。 あはは

マタギの決まり

――マタギをするのにルールのようなものはあったのですか？個人で自由に捕っ
ていたものでしょうか。

北村	 	今はよ、１００ｍ以上もきくライフルがあるために一人でも捕れるのよ。ただ、捕っ

た後に持って来るのが大変なもんくらいで。 昔は散弾銃でも実弾でも５０Ｍし

かきかねぇのよ。 昔は 「まきがり」 って１０人くらいで行ってやったのよ。

――テンはどうやって捕ったのですか？

北村	 	まず野ウサギのよ、 ハラワタ置いて、 そして虎

バサミをかけて捕ったの。

田中	 	テンを捕る時はウサギ最初に捕って、 内臓を

エサにして捕ったわけだ。

岩井	 	ウサギとかバンドリ （ムササビ） とか、 テンは

そういうの大好物なんですよ。 バンドリは皮も

売れた。

北村	 	最後に捕ったあたりだばテンは 8,000円くらいしたっ

た。

――テンは夏も冬も同じ毛色なのですか？

北村	 	黄色いことは黄色いけども、 少し赤茶けてた。

		 	テンは、 根赤とか根黒とかあるのよ。 毛の

付け根の色が白い根白ってのが、 体が小さ

いけど売ると高いのさ。 根の赤い根赤とか、

黒い根黒がある。 根黒は体は大きいんだけ

ど安い。根白と他のとの差は1,000円か1,500

円くらい。

岩井	 	夏は毛の根元がネトネトになってしまうんです

よ。 だから、乾かしてからフーッと吹くんですよ。

そすると、 毛の中の根の色が	わかるのよ。

田中	 	さらに大昔には、 カモシカも捕って食ってらっ

たべどもな。

北村	 	戦争に負けた当時はよ、 カモシカ捕ってもい

いことだったの。

岩井	 	警察いても、 皮しょって歩ってても何ともない

時代もあったんですよ。

米倉	 	最近カモシカはまた、 少ねぐなってきたかもし

んねな。 頭数が増えてくと病気増えてくるんだ

よな。

岩井	 	夏のウサギは野兎病って、 煮て食った人でな

く皮むいた人の身体さイボができるの。

北村	 	冬に白くなってからだば大丈夫。夏は捕らね。

どんな動物を捕っていたか マタギの決まり

ツキノワグマ

テン

ムササビ

カモシカ

ウサギ

アナグマ

ヤマドリ

イタチ
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岩井	 鉄砲撃つ人が立ってる所へ追ってくのが勢
せ ご

子。

米倉	 昔はグループがあってよ。 ５人位でひとつの組作ってそれで歩いてたの。

――貝沢にもグループがありましたか？

北村	 	ここには、グループってまだほとんど。 村の人達行けねぇ人があったったから。

春熊なんかの痕跡見つければよ、 １０人位行ってまきがりして捕ったどもよ。

吉田	 地域の人達みんなでやったようなもんだったんだな。

北村	 	いっぺぇ捕ってもよ、 10 人も行けば分けると両手の平いっぱい位しか残って

いねがったのよ。

――捕りに行くのに一番遠くは、どのあたりまで行ったのですか？

北村	 	和賀川の上流の峠の尾根を越えたったの。 あそこさいるのは熊よ。 ウサギ

も捕りに行ったんだ。 捕ったクマは背負ったり引っ張ったりして来るんだよ。 ほ

とんどまず、 解体しないでそのままで持って来たったな。 大変なのよ。 下り

んなると自分が歩くより早く滑るもんだしよ。

岩井	 	大荒沢超えてって捕ったものは、こっちの里の方さ来るまで、何人かしてロー

プで引っ張ったわけ。 歩いたらそこで止めて、 また人が歩ってってまた引っ

張り上げてやったの。 その日に片付けできねば腹を割っておいて、 次の日

行って取ってくると。

北村	 	腹割らねばガスが溜まって美味しくねんだ。 だからよく腹だけ割っておいてくる

こともある。

――狩りは日帰りだったのですか？

北村	 日帰りしたのよ。

岩井	 	場合によっては泊まったこともあんだけど。

	 	クマってのは頭の方先にして引っ張ると滑って走るもんだから、 下りのとこま

で持ってきたら良いんですよ。 ものすごい速度ですよ、 春の雪の硬い上だ

と追いつけないくらい走りますから。そこまで持ってくるまでは、やっぱりなんたっ

て引っ張らねばならね。

北村	 	この米倉さんが一人で捕って一人で持ってくんのよ。 朝早いもんだから、 誰

もなかなか真似できないわけよ。

米倉	 	一人で持ってきたもんな、 もう。 許可捕るったって何したって、 今よりも難しく

ねがったもん。

北村	 今だばグループで歩かねばダメだとか。 なかなか揃えねんだよな。

米倉	 	ここの和賀岳の陰は秋田県になってるわけ、 そこまで超えて行って日帰りし

てくるわけだ。ウサギ捕りに和賀岳まで行くときは、朝の４時ころ起きて行って、

丁度高下岳の上で朝ご飯食べてしたもんだ。

――マタギで有名な人などはいたのですか？

北村	 	米倉金太郎って人がいて、 一番山を覚えてる人だった。 雪崩ある所とか、

こういう気候の時は、ここさいれば良いとかって、その人から教えられたんだ。

岩井	 	その人と歩くと無駄な歩き方を使ってねのよ。山を上手に歩いたわけですよ。

ここ歩いた川どこ行ってるっていうこと、 知ってるんですよ。

北村	 やっぱり、 熊こぅいう所歩ってるって獣道あるんだぉんや。

岩井	 だから先回りして捕ると。

北村	 	木の生えてない所は、雪崩で木が伸びれねぇからで、そういう所は危ないっ

てことだとか、 無理して奥まで行っても戻るのに疲れてしまうからやめろとか、

教わったな。

マタギの名人 「米倉 金太郎」

　貝沢には、山を知り尽くし、動物の生態にも精通し、射撃の腕

も一流のマタギの名人がいました。

　米倉金太郎氏（1914 年【大正３】～ 2002 年【平成 14】88 歳没）

で、幕狩りの際には、勢子と鉄砲の位置を指示するリーダー的存

在でした。

　彼と山を歩くと、どこが危険か、どのあたりに獲物がいるか、

どう歩くと効率が良いか等がわかるため、マタギは一緒に歩きた

がったと言います。

左から米倉清五郎氏、不明、
　　　米倉金太郎氏

（撮影日不明）

左から米倉金太郎氏、
　　　太田祖電氏 (元村長 )

（撮影日不明）
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――秋田の方まで行っていたということですが、秋田の人と出会うことはなかっ
たのですか？

北村	 	会うもんだっけずども、 おらは会ったこどね。 そしてやっぱりよ、 山に来てこっ

ちさ降りておがっていったぁんだした。 仲間になってしまうのよ。

米倉	 	秋田の人たちは、大荒沢まで秋田から超えて来て、また帰って…って、あっ

たったどもな。

北村	 大田村の当たりから来たったけどもな。

広瀬	 	和賀だかどこだかわからねども、 避難小屋みてぇな洞穴あって、 マタギする

人達はそこさ泊まるって言うもんだっけども泊まったことはないのだか？

米倉	 小屋っていうよりも穴、 岩穴でもよ。 安穴。

北村	 ヤスの沢にそういう穴があったった。 赤沢の奥だ。 近くまで行ったことある。

岩井	 泊まりはしねども。 ５～６人ぐれ入れるの。

北村	 南の人たちが多く使ったんでねの。 川目あたりの人が。

――派閥や縄張りみたいなものはなかったのですか？

北村	 	山さ行けばみな兄弟なの。 先に行って捕ってても、 手を貸してやれば分け

る仲間にしたったの。

岩井	 昔は鉄砲打ち合ったことあるらしいな。

北村	 威嚇だったんだ。 おらほの領地さ来てるということで。

岩井	 生保内の天狗平っていうとこあるんだよ。 どっちが先だったかしら。

北村	 	ここでは争いとかねがったけども、 雫石の人達が秋田領さ行って捕ったって

ことで、 秋田の人達さ酒買って呑ませたって話は聞いたった。

持ち物と狩りの技術

――方角な地理などを知るための道具などは持っていっていたのですか？

北村	 	何も持たずよ。 解体するナイフとかそういうものは持ってった。 ナタ、マシケっ

ていう尖ったやつ。 よく穴さ入っている時はそれでやって倒したっていうのあっ

たったな。

岩井	 	オダツとかな。 結構あったったから、 そいで刺して捕ると、 そこまでやるもの

もあったったな。 槍の役目なんですよ。

広瀬	 クマは押し出しでねぐ引っ張るっていうからそれが効くことだったんだな。

米倉	 	引っ張ることは力あるな。 刺してやると自分で引っ張るべ？んで刺さる。 押

すってことは全くできねな。 ただクマは力はあるべし、 手は速かべしな。 遅

いように見えるけども結構速い。

――食料は何か工夫したものを持って行ったりしていたんですか？

北村	 握り飯よ。 一番。 今の様に乾燥したものとかねがったんだもの。

米倉	 おにぎり持って行ったら達郎さん （北村） 全部食べてしまったのよ。 ははは。

北村	 	だってよクマ背負って歩がねばねがったんだもの。 腹減ったったべし、 持っ

てきた人のまで食べたわけよ。

広瀬	 やっぱり若ぇものは背負わねぇねがったしな。

北村	 	んだったな。 何人かして急な所上がらねばねがったけどよ、 何人かしてロー

プで引っ張ってな。 上りは頭ひかがって、ながながクマが上って来ねんだよ。

それを若かったから背負わされてだったのよ。 だから腹減ってだったのよ。

――クマは具体的にどうやって捕っていたんですか？

米倉	 	やっぱり年取った人達と歩くとよ、 やっぱり若ぇ人達が撒け方に行ってよ、 年

取った人たちは鉄砲持って待ってるって考えでやってたな。

	 	勢子は、ただ歩いたってな面白ぇものねんだもの。 なんか良い物はねぇかな、

クマ入った所ねぇかなって色々こう歩ったことぐれぇの。

北村	 	でも追い方すると山覚えるんだ。 どゆ所歩って良いか、 どこ行けば楽だとか

覚えるんだ。 最初はやっぱり勢子やらせられるもんだし。 やったほう良いもん

だ。 必ず１人は山覚えた人付けて歩くもんだからよ。

岩井	 	３人か４人で間隔良く追ってがねばならねがったから、 覚えた山だば良いけ

ども初めての山なんかだば特に危険なもんですよ。沢が入り組んで崖があっ

たり岩があったり様々あるもんだから、 もう沢さ下りるしかないということも覚え
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――ウサギもそうやって追って捕ったりしたのですか？

岩井	 	岳さ行って捕るとかそういうことじゃねんだよね。 ウサギっていうやつは夜のう

ちに、 どこにいるかって大体決まってしまっているのさ。 そして朝１匹でもウサ

ギが見つかった所見て、 どこにいるなということを覚えておくのよ。

	 雪が振るもんだから、 それで木がぐんと曲がった下の隙間にいるんだ。

北村	 よくベテランの人は、 今日はこの沢にはいねとかな、 よく言ったな。

――テンは具体的にどうやって捕ったのですか？

北村	 テンはウサギのはらわたとか、 エサを使って捕った。

岩井	 	トラバサミってハサミの罠よ。 鉄砲では捕らない。 ほとんど日中にテンが歩

いてるのはもうあんまり見ない。

田中	 	木の根っこのウロみてなとこさ、ハサミかけてエサ置いたりしてたっけか。だだっ

広いところにエサ置いて罠かけてもかからないと思うから、 そういう風なやり

方してたようだっけな。

岩井	 何回かタダで食べさせて餌付けしてやって、 それで

	 ハサミをかけて捕る。

――バンドリは具体的にどうやって捕ったのですか？

北村	 	バンドリは夜よ。 木の葉落ちてからのちょうど今時期 （１２月） よ。 星空の

時はだめなの。 雲がある日が良いの。

広瀬	 	枝の中さバンドリがとまってると、 下から見れば黒いものが見える。 あれが

バンドリだっていうことで撃つんだよ。

岩井	 	鉄砲の先が黒いものがあるんですよ。白いキレを巻いてそれを隠してたわけ。

夜だと暗くて、 目の検討見えないんだもんや。

米倉	 	鉄砲を真ん中さ撃つとしても当たらねわけよ。 ２～３ｃｍくらい下げねばダメな

の。鉄砲それぞれでクセあってもこれは変わらね。昼はまっすぐ撃てば良いの。

田中	 バンドリは飛んでるとこ見ると、ものすごいおっきく見えるども、皮むくと細くてな。

北村	 ただ美味いものだったな。 木の実ばりしか食ってねがらな。

岩井	 最高美味しいな。 クマの肉よりも美味しいな。

――どの動物が一番おいしかったですか？

北村	 	やっぱり秋のブナの実食ったクマが一番美味しいな。 一昨年捕ったクマよ、

ほとんど真っ白。 肘から下は赤肉だけどほとんど脂。 でもあれは春になると

全部赤身になる。 穴から出た後すぐだば混ざって丁度いんだよ。

ておかないと危ない。

広瀬	 鉄砲撃つよりは勢子の方が余計、 地形覚えてねばいけねぇもんな。

北村	 そゆことよ。 だからみんな鉄砲撃ちも前は勢子やってたべ。

岩井	 	声の通り方もあって、 鉄砲撃ちの所さ声届くまで時間かかるんですよ。 鉄

砲撃ちが動かねば良いが、 こっちの人たちが動いたことによって、 途中ま

で追ってきたのが川を越えて逃げると、 こういうことがあるんですよ。

――具体的にどのような体系で狩りをしたのですか？

北村	 	山の上から沢まで大体 100 Ｍ間隔くらいで立ってるのよ。 鉄砲は 50 Ｍまで

だったから、 100 Ｍだば両方であわせれば撃てるわけ。

岩井	 	沢のあたりまで 50 Ｍの所と、 山の上からも 50 Ｍの所にいたのよ。 まぁ上さ

あがる鉄砲ってのは弾の威力がないんだけど、 大体そういう感覚で鉄砲撃

ちいたったんだ。 そこに横に追ってくんだよ。

北村	 沢３つも４つも前の所から追ってくんだよ。 １時間以上は追わねばねぇのよ。

岩井	 	そして追ってきた人達が沢さ降りてしまうと、 鉄砲撃ちの人達が声が通らな

いんですよ、 で、 反対のこっちに山があるものだから、 こっちさ反響させて

声を通す考え方でやってた。

米倉	 	勢子ってのはよ、 何でも良いから追ってってもダメなのよ。 扇形にして追って

くのよ。 隣の人どこまで行ったべなって、 相手の声を聞きながら扇形に追っ

ていくんだ。 何もかにも叫んでいけば良いなんてのではねんだ。

	 カモシカ捕る時も勢子でやったんだな。

50m

鉄砲を持って
射程距離で等間隔に並び
獲物を待ち構える

勢子 (せご )
鉄砲のいる所まで獲物を
追いやる

50m

50m

50m

持ち物と狩りの技術 持ち物と狩りの技術

幕狩りの配置図

トラバサミ
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北村	 口径って太さだけ合わせれば、 どの銃でも弾使えるのよ。

岩井	 	太さの番号あるんですよ。 弾もみな鉄砲もみな色々あるんだけど、 12 番て

いうのが太いほう、 ２８番、 ２４番、 ２０番、 １６番、 そういうのだったな。 ２８

番が一番細いのよ。

北村	 	１２番が太いのよ。 １２番はウサギ撃つのに適してるの。

岩井	 ２８番は軽くて飛ぶんだよ。 24 番とかばりだ。

米倉	 	筒が細ぇば細ぇほど遠くまで飛ぶの。 太いば太いなりに飛ばないの。 命中

率も細い方が良いの。

マタギと鉄砲

――山の神様へお祈りのようなものをしたりしていたのですか？

岩井	 金太郎さんあたりはやってたんだな。 神社さ行ってとかでなくて、 山さ入る前

に山に向かって。 呪文があったかはしらねが、 なんか唱えてるのみたことあるべども

わからねぇな。 おそらく巻物あったべな。

――鉄砲一丁の値段はどのくらいだったのですか？

岩井	 高ぇとも思わねがったな。 だんだん高くなってきたったけども。

米倉	 	クマ捕るハサミあったったべども、あれ一つで米一俵と交換したことあったな。

――鉄砲は親から代々譲られたりしたのですか？

岩井	 買った方が多かったんでないかな。

北村	 	親子で持ってたったんだもの。 親の親まで３代位な。

――鉄砲弾はどうしていたのですか？自分で作っていたのですか？

広瀬	 ここらで使い始めたのは村田銃からだべった。

北村	 それがベイタンになったのよな。 今のピストル。

岩井	 	で、今度はグリナって言って、折って入れるやつ。 安全装置がついてるのよ。

北村	 ２発もあるし単発のものある。 ５発撃ちもあるんだな。

岩井	 	弾は自分で作ったんですよ。 雷管と火薬だけあれば、 あとは調合を間違

うことはねがったのよ。 ケースは真鍮。 中の弾が飛んで行くだけでケースは

何回も使えるんですよ。

米倉	 	自分で詰めてやるとよ、 わずかなだもんだから多かったり少なかったりすんだ

よ。 近くで飛ぶのと遠くへ飛ぶのと差が出たのよ。

岩井	 	火薬は間違えないように、 量を図る道具があるんですよ。 鉄砲屋から四角

い缶で火薬もらってきて、 それを弾のケースさ入れて、 そしてから鉛の小さい

球粒を入れるわけだ。 その火薬の粉こぼれないように、 溶かした蝋で固め

てとめるの。 火薬の入れた量によっては獲物が死なないんですよ。 まぁ俺

の代になったらほとんど作ってらった。 そしているうちに、 箱さ入っててすぐ装

弾できる弾の方が主流になってきたの。 ところがそれは高いんですよ。

北村	 	散弾１箱 25 発入りで 5,000 円だか 4,000 円だな （今で１００円くらい）。 毎

年 50 発ずつ買わされるんだ。 講習みたいなので。

マタギと鉄砲 マタギと鉄砲

村田銃

ライフル
（経験 10年必要）

グリナ（昭和 50年頃）
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大失敗 

――マタギをしていて、あれは大失敗だった！というような経験はないですか？

北村	 	俺ぁ怪我したことある。 １人で行ってちょうど峠越えてよ、 重兵衛川さクマの

穴見に行ったったのよ。 そこ降りてくうちにウサギが入ってらっけもんな。 前の

日天気が良くて、 沢が凍ってらったから、 そっちさ渡ってだったのよ。 んでウ

サギを捕ろうと思って、 ちょっと遠いなと思ってためていったうちにステンと転

んだのよ。 そのままダーーーッと１00M 以上走ったのよ。 その内に２回だかし

まだたもずてよ。 最後は、 雪積もって木の根っこが掘れてるんだよ、 そこさ逆

さまに落ちてしばらく意識不明よ。 目が覚めたら、 俺が狙ってたウサギがま

だ居たったんだよ。 で、 撃ちましょと思ったら、 鉄砲が曲がってしまってで。

	 	そしたらなかなか歩けねんだよ。 こらぁ大変だなと、 しばらくそこさ座って、 と

にかく家さ帰らねと心配だと思って静かに歩いて行ったのよ。 すごい距離な

んだけどもよく家まで来たもんだと。 次の日すぐ栃内病院さおんちゃんに連れ

てってもらって。どこもなんともねって言うけどもよ、しばらく肩があがらねんだす。

打撲だったんだか…。 米倉さんどうだ？

米倉	 	クマにかっちゃがれだことあるな。 クマ、 手が速ぇから鉄砲撃つ瞬間がねん

だよな。 はだがれてバーッとそのまま。

	 	鉄砲背負ってて、 偶然いたったんや。 鉄砲あっても、 もうその時は遅いのよ

な。３Ｍくらい飛ばされた。肩やられてのびて倒れてしまって動けない位になっ

ちまったからよ。 クマはそのまま山超えて行ってしまった。 かえって動けばクマ

来たったべし。

	 	あと、 天気の悪ぃ日は昔の人達は山さ行かなかったもんな。 でも俺ぁ登っ

たわけさ、 っと霧が降りてきたべな。 もう足元までみえねくなるもんだな。 どの

沢にいたかわからなくなんのよ。 こりゃ大変だ、 もうだめだ戻るしかねと戻った

わけよ。 やっぱり悪ぃ時歩かね方が良い。

大失敗 マタギの服装

北村	 	もう１回、 危ねくやられたことよ、 後ろの林さ行って出て来てからよ、 家の林

に黒いもの２つ見えるっけもんな。 なんだ、 木さコブねがったはずだと思って

近づいていったべった。 したらクマで、 威嚇して親がきてよ。 ぴたっと木さた

もずで、 撃とうと思ったって、 木の影になるんだよ。 ようやく半分ばり出たっけ

から撃ったら、 ぼたぼたっと落ちたわけよ。 それ今度は子っこ撃とうと思って

試し撃ちしたのよ。 そしたら鉄砲が挟まってしまったのさ。 そのうちにもっこり起

きで、俺さ、ぼっかけて来たのよ、２０ｍか３０ｍ近くまで来たから走って逃げた。

鉄砲でちょしかたできないわけよ。 だ

	 ど	 も５０Ｍ位逃げて見たらいねん

	 だよクマ。 すっかりやられたと思ったけ

	 どな…。

	 	結局３匹いだったのよ。 子っこ先に

	 やれば、 おそらく親にやられてたのよ。

	 親を先にやったから良かったんだよ。

	 しかし、 自分が死ぬったって子っこ守

	 るために俺さ向かって来たんだなと思

	 ったっけ。

北村	 	あとは、 米倉さんと堺超えて行ったばよ、 クマ歩ったったんだけどな、 たった

今行ったから追いかけるべと思ってよ。 だば、 この人 （米倉さん） に高い

所から飛び降りられたもんだんや！いやぁ俺はおっかねくてよ。見たらは、「早

く来い」 っていうもんだ。 仕方ね、 鉄砲先にぶん投げてやってよ、 降りたこ

とは降りだっけども、 膝で腹ぶってよ。 ははは。

		 	この人とはよく歩かねのよ。 スキーの選手がジャンプするより高ぇ所から降り

たのよ。 鉄砲やった人は膝とか悪くしてるの。 歩くばりでなく、 捕れば背負っ

て来ねばねんだ。 山２つも背負って来んだからよ。

マタギの服装

――マタギをする時は、どういう服装で行ったのですか？

北村	 	昔はクマの皮とか、 アオシシ （カモシカ） とか着たったな。 保温が非常に

良がったんだ。 本当はクマの皮は間違って危険なわけよ、 でもな、 まきがり

の時は大体どこにいるかってことわかるからな。

	 	３０年くらい前だな。 主にカモシカの皮着たったな。 カモシカの皮が暖かい

大物捕獲時の写真　昭和 60年頃
(右から２番目北村氏 )
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んだよ。 靴は、 昔はつまごで行ったったんだな。 滑らねで歩きやすかったん

だな。かんじきも履いた。どぶろくもなんぼか持ってったもんだな。寒ったからな。

米倉	 クマの皮はやっぱり雨に弱ぇもんな。 カモシカの皮は暖かいんだなぁ。

北村	 カモシカの皮は毛が長いから、 雨は流れたと思うよ。

田中	 	金太郎さんは、 握り飯を山で全部食ってしまわないで最後まで残して来たっ

て。 万が一のことを考えてだったべな。

米倉	 	なんぼか残しておがねど、 時間かかれば大変なのだからな。

北村	 	荷物はウドの皮で編んだコダシに入れたの。 雨でもウドの皮は重くならねの。

岩井	 	鉄砲撃つとき、首さ下げてさっと取れる様なカモシカの手袋あったんですよ。

北村	 	三角帽子か何か被ってた人もいるっけな。 俺はてぬぐいとかタオル。 汗拭

いたのだ。 なんぼ寒い時でも山さ行けば汗流すもんな。 着替えは持ってい

がね。 汗流したって戻るまでに体温で乾いてしまうもん。

昭和 30年頃のマタギの服装
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