


　私達の活動と本冊子が少しでも東粟倉の

まちづくり・むらづくりに役立てば幸いです。

1月～ 2月上旬：「地域♥まな

びのパスポート 東粟倉の産

業とむらづくり」を編集・印刷

今後：「地域♥まなびのパス

ポート 東粟倉の産業とむら

づくり」の利活用



　　　　美作市立大原病院へ。症状が重

ければ津山中央病院や佐用中央病院・

姫路の病院へ。



３．東粟倉の概要

【地理】 東粟倉は北東に向けた

スプーンのような形をしています。

皿の部分が後山・中谷。柄の部分

が東青野から川東です。

中国山地に位置し、森と高原か

らなり、岡山県のほぼ北東端で、

北と東は兵庫県に接します。

４．東粟倉の歴史文化

道仙寺護摩堂の柴燈大護摩供養

道仙寺護摩堂（女人堂）

国重要文化財の林家住宅主屋

【歴史】 1889（明治22）年、後山・

中谷・青野・太田・野原・吉田・川

東の７村が合併して東粟倉村とな

りました。2005年６町村の合併によ

り美作市になっています。

【特産品】 もち米ヒメノモチが特

産であり、これを使用したお餅・和

菓子が作られています。
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スプーンのような形

冷涼な気候と湧き水（愛の水）を

活かした素麺も特産で工場が点

在しています。

林家の置き屋根式土蔵

道仙寺護摩堂は後山への入口に

位置しています。 林家は中谷の鍵になる所に建つ

東粟倉は中国地方の中でも修験

道の長い歴史を持っています。

林家は製鉄民のリーダーだったと

伝えられています。はたたら製鉄の

跡が残っています。

ＪＡ勝央東粟倉営業所
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６‐1．アグリ（１次産業） 茅の振興
茅のPRのためのティピー
（円錐形テント）作り

東粟倉の杤山さんと明石さんの

ご指導で、何がなにやら、ドタバタ

しながら、なんとかティピーが完成

しました。

お２人がされた藁縄での竹と茅の

結束、手品のようでした。

竹藪に入り竹竿取り。

日名倉山の茅場に到着

トラックへ積み込み

茅の刈り取り。急斜面です。

直径30㎝くらいの束にします。

竹を円錐状に組み立てます。

茅束を取り付けていきます。

完成。県内最高峰の後山を背景に記念撮影

細竹を横に渡すと骨組み完成

このティピーを少し寸法を切り詰

めて１２月９日（日）に岡山市表町

（上之町）で開催される岡山県等

主宰の「さと×まちフェスタ」に出展

することになりました。
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屋根に葺く「茅」（かや）の育成･販

売を復活させる努力をされている東

粟倉後山地区の応援を昨年度から

おこなっています。後山の茅場は文

化庁の「ふるさと文化財の森」（檜皮

や茅など文化財を保存するための

自然素材を供給する森を守る制度）

に指定されています。後山の茅場と

茅の品質は評価されています。

今年は茅のPR用にティピー（Tipi/

TeePee）を作りました。

刈り取りが進
んでいるなあ。

今晩ここに
泊まろうか。



（上之町）で開催される岡山県など

が主宰の「さと×まちフェスタ」に

出展することになりました。



興味深く感じました。イネの品種は

コシヒカリ、あきたこまちです。

峰、瀬戸ジャイアンツ等。ずっしり

実った葡萄がたくさん下がっていま

　



良いといった話には驚きました。珍

しい野菜なので高級ホテルが直接

買い取ります。

　キャベツは阪神間にある加工場

に出荷し、カットされたあとコンビニ

に並びます。



11月は全員で前田さんの工場を

見学をすることに。 「そうめんは水

の良し悪しが重要。東粟倉の湧き

水と冷涼な気候は腰の強いそうめ

ん作りには最適です」と前田さん。

驚きの手延べ素麺の作り方 特産ヒメノモチを工房でお餅に

７．ものづくり（２次産業）

―11 ― ―12―

東粟倉の２次産業と言えば製麺業

が上げられます。

9月、杤山さんの手延べ素麺工場

を見学した学生が感動しました。

２社目は全員で見学を

最初のこねる工程が肝心です。

複数の工程で伸ばしていきます。

木枠にかけて乾燥させます。

切りそろえます。

結束して袋詰めすると完成です。

東粟倉村時代からの餅工場です。

地域特産の餅米「ヒメノモチ」を使っ

て餅を作っています。

社長直々に説明いただいた

運良く社長さんと出会うことが出来

ました。いきなりの工場見学です。

あんこを詰めるロボットのニッ
クネームは「火星人」

働かれているのは村の人達

出来た餡入り餅は毎日、トラック

で阪神間の高級スーパーに出荷さ

れていきます。

右側のステンレスの箱状の機械

がロボット火星人です。

写真は東粟倉工房HP
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られたうどんも食べられます。力うど

んは麺と餅両方が東粟倉特産品。



８．商い（３次産業） 商業と観光

東粟倉ならではの商品

本学の大学祭の模擬店「東粟倉

屋」の商品として、乾麺３種類と、

パイまんじゅうを仕入れをしました。

東粟倉のおみやげ店といえば、

東粟倉工房の北の「こぶし庵」です。

東粟倉工房の製品が販売されて

います。食堂コーナーで地元で作

られたうどんも食べられます。力う

どんは麺と餅両方が東粟倉特産品
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地域の真ん中に愛の村パーク

ゲストハウス
ザイオン

東京と奈良出身の若夫婦が定住して開い

た民宿（ゲストハウスザイオン）。農家を自分

で改修しました。インテリアは斬新なセンス

です。世界を巡った経験も役立ち、海外か

らお客さんがやって来ます。

世界を巡った若夫婦の民宿

薪で沸かした大浴場は体の芯ま

で温まります。

大きなドームが目印の、宿泊も可

能な観光施設です。

後山・日名倉山を背景

に昇る朝日。清々しい

初秋の東粟倉の朝は格

別です。右下にはカル

マールさんの野菜畑が

見えます。

愛の水も商品化
後山山麓の女人堂の上流に沸

く天然水「愛の水」は、専用トラッ

クに積み込まれ出荷されていきま

す。宿泊施設でも提供され、そう

めん作りにも欠かせません。

左写真は美作市HP

こぶし庵
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政策と地域づくりの具体的な例を

紹介します。美作市は歴史文化に

よる地域振興として、修験道、たた

ら製鉄（砂鉄と木炭による製鉄）、木地師（き

じし）に注目しています。そこで紅葉

シーズンの行者道を見学しました。

後山ふるさと公園からスタート

山麓は紅葉真っ盛りです。

興味津々。１人ひとり目線が別々

１列に並んで沢渡り。このあと・・・・・・。

９-1．政策と地域づくり 行者道

―15― ―16―

整備された森林ですが風害も。 この手すり誰がどうやって整備を。

南方向に日名倉山茅場が見える。 少々急勾配。足もとに気をつけて。

母子堂に到着。険しい修業の場はこれから先だって。信じられない。

怖いよお～。 つかまれ。

日名倉山の茅場
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消費のためにジビエ（gibier）料理

が注目されています。そこで美作

市産シカカレー店を出店しました。



。

。

。

。

。

岡山市表町で、東粟倉の茅葺
きとジビエ料理をＰＲ

９-2．政策と地域づくり 都市との交流

東粟倉を県南の人達に知っても

らう目的で、岡山県主催の「さと×

まちフェスタ」に東粟倉と本学の合

同チームで参加しました。 ティピーは東粟倉の方々に小型化

し、茅の束も揃えていただいていた

ので形の良い展示ができました。
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ティピーを表町で実演

「どうぞ、入ってみて」

円錐形に茅の束を取り付けます。

竹の骨組みを組み立てます。

野生動物を適正数に。ジビエ
料理「シカカレー」の模擬店

シカ・イノシシ等、農作物を荒ら

す野生動物数の適正化と、狩猟肉

の消費のためにジビエ（gibier）料

理が注目されています。そこで美

作市産シカカレー店を出店しまし

た。

ガスコンロ２台に寸胴鍋を載せて。

美作市のケーブルテレビも取材に。

学生のご両親も見守ってくれました。 水は愛の水、お米も東粟倉産

大学のある平井学区の方々も来店 売店では乾麺とパイ饅頭を販売

シカカレーを作るのは初めて。ハウス

食品や美作市のシカ・イノシシ肉担当

の方に教わって作りました。ハーフ

カレー300円、行列が出来ました。

利益は全額特定非
営利活動法人アム
ダに寄付しました。

ついにできたね。

あたたかい
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