典は︑午後２時からパルナ

合併５周年を祝う記念式

任命された大使の３人
（左から三上寛氏、横山ひでき氏、木村巌氏）

スで行われ︑関係者約２５
０人が合併から５
年となる節目を祝
いました︒
式典は︑中里小
学校伝承部の獅子

述べました︒
中盤では︑５周年を記
念する事業として﹁中泊
町ふるさとイメージアッ
プ大使﹂の任命が行われ︑

アトラクション：こどまり権現太鼓

三上寛氏︑横山ひでき氏︑
木村巌氏の 人が登場︒

存会が太鼓演奏を披露︒

て︑こどまり権現太鼓保

最後に締めくくりとし

べました︒

表情でそれぞれ抱負を述

れた 人は︑にこやかな

委嘱状とたすきを授与さ
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式典は盛会のうちに終了
しました︒

夜７時からは︑式典で
任命した大使の公演イベ
ントが行われました︒
イベントは︑町ではす
っかりおなじみになった
﹁金多豆蔵人形劇﹂から
スタートし︑金多と豆蔵
の繰り広げる芝居に︑大
人も子どもも大きな笑い
声を上げていました︒
芝居後には︑ふるさと
とトーク﹂を開催︒三上

への思いを語る﹁ふるさ

また大使の３人は︑次の日の

寛氏︑木村巌氏のほかに︑

町長︑教育長が加わり︑ふるさ

定されている
﹁なにもささ踊り﹂

なかどまりまつりにも参加︒町

イベントのトリを務めたのは

の先頭を︑一緒に踊りながら練

との歩みや今後を︑まじめに楽

三上寛氏︒ふるさとにちなんだ

り歩き︑まつりの盛り上げにも

の伝統で無形民俗文化財にも指

曲を熱唱・演奏し︑イベントは

一役買っていました︒

しく語り合いました︒

幕を閉じました︒

ふるさとインタビュー

舞で華やかに始ま

←次ページから

3

金多豆蔵人形劇

大使の３人が
ふるさとを語ります

り︑続いて町長が
﹁さまざまな取り
組みがこの５年間
行われてきたが︑
これは合併の大き
な効果だ︒希望の
町を作り上げるた
め︑今後も努力し
ていく﹂と式辞を

三上寛ライブ

中泊町合併５周年記念式典
中泊町ふるさとイメージアップ大使フェスティバル

５年の歩みを祝う

町は、今年の３月28日で合併５周年を迎えました。
町総合文化センター「パルナス」で８月10日㈫、この節目を祝う式典と、合併５周年記念事業として町
が任命した「中泊町ふるさとイメージアップ大使」の公演イベントが行われています。

合併５周年記念式典

イメージアップ大使フェスティバル

ふるさとインタビュー

まずは︑大使に任命された感想

五所川原の立佞武多とか︑周りにす

んじゃないかな︒金木の太宰とか︑

るけど︑俺は小泊をめがけて生まれ

選んで生まれてくる︑という人がい

︵三上︶ 人は︑生まれたいところを

さとへの思いをお聞かせください︒

ごいものがあるけど︑うちの町も︑

てきたと思うよ︒小泊に生まれて来

か︑ルーツを探ってみるのも面白い

多少なりとも町のイメージアップに

︵三上︶ 今までのやってきたことが︑

どこにもないもので勝負した方がい

たくて︑小泊に生まれてきたんだと

じかなー︒見えない音とにおい︑何

まわす︑ってもいいんじゃない︒芸

でないアーティストをうちの町に住

︵三上︶ 才能があるんだけど︑芽の

インタビューを受けているんだと思

か分からないけど自分が好きだから

ンタビューを受けているけど︑何で

こに来てる︒さっきからあなたにイ

合併して中泊町になりましたが︑

や平野部の人は︑教養が優れている

うか本能的な部分が優れている︒片

を相手にしているから︑感覚的とい

に来る︑忘れたものを取りに来て︑

覚を頼りにして︑新しいものを取り

材をしてるようなもんだよ︒この感

ふるさとに帰ってきたときは︑取

理店なんか入れないで︑素人

の発想で︑変に中央の広告代

パターン化されてしまう︒地元の人

うよ︒どこにでもあるものだったら︑

ないものを作っていったらいいと思

思うな︒

選んでやって来たんだな︑と心から

町の良さを教えてください︒

というか学ぶところが多い︒お互い

また新しい創作をする︒町には︑そ

気質でやってみてもいい︒そ
か︑とんでもないことを平気

記念式典で﹁誰よりも小

寛

三上

をお願いします︒

つながった結果かな︒昔は小泊出身
い︒

だんだん分かってきた︒本当に好き

なんだな︑ここが︒何度も言ってい

が俺を惹きつけるんだろう︒世界中

術を町づくりの主眼に据えてね︒い

分からなくても︑どこかで自分が好

う︒俺の行動すべてが︑どうしてか

るここの〝音とにおい〟が好きでこ

歩いたけど︑耳がなんか探している

有名な所ってやっぱり他にないもの

ろいろな町づくりがあると思うけど︑

らっしゃいますね︒

いろいろなアイデアを持ってい

って言ってもみんな分からなかった︒
青森出身って言うのが普通だったと
思うけど︑雑誌のインタビューがき

というか︑見えないもんだから人に

きでやっている結果なのかなと︒や

っかけで︑今ではいつも小泊出身っ

説明は難しいんだけど︑何かがある

を売りにしているよね︒価値観が多

っぱり︑俺は小泊が好きで︑ここを

て言っている︒何というか︑響きが

︵三上︶ 中里の人は海を手に入れた︒

んだよね︒うまく人に説明できれば

様化しているんだから︑ここにしか

いいのかな︑
﹁コドマリ﹂って︒

小泊の人は広大な平野を手に入れた
いいんだけど︒

にあこがれていた部分を得ることが

ういうすごいものがあるんだよ︒

ひ

わけでしょ︒小泊の人はやっぱり海

できたんじゃないかな︒それから︑

その良さを説明できたら︑町に

でやるから︒そっちの方が面

の方が︑素人の怖さっていう
観光客がたくさん来そうですね︒

俺は帰ってくるときいつも思うんだ
けど︑不思議な静けさ︑聴覚に何か

︵三上︶ 俺も県内・県外の人にどう

泊を愛する人﹂と紹介しま

白いじゃない︒

く説明が難しい︒不思議と耳が刺激

感じるんだよ︒これって︑ものすご

中なんだけどさ
︵笑︶︒さっきの音と

したが︑本当に町を気にか

やって伝えられるのか︑それは思案
においっていうのは︑歴史と関係あ

けてくれていますね︒最後

されて自分の音楽の参考になる︒

りそうな気がするんだよなー︒太古

日頃の創作活動にも影響がある

の昔の静けさ︑静謐が残っていると

に︑そんな三上さんのふる

せいひつ

︵三上︶ 一番影響があるねー︒この

いうか︑われわれはどこから来たの

んですか？
年かかった感

感覚を捉えるまでに
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かけられる︒買い物

ドライブに出かけるんですか？

を持って帰ってくれたらいいなーと

県内各地で活躍されていますが︑ ちになってくれたらとてもうれしい︒

くていいから︑来た人が得した気持

しているときとかね︒ ︵横山︶ うん︒どこかで会うかもよ︒ 思いますね︒あまりがやがや騒がな
ほんと︑気さくに声
をかけてもらえるの

泊 の こ と を 知 って い る か 聞 い て も

シ ョック ！︶︒イ ベ ン ト な ん か で 中

︵横 山︶ 知 ら れ て い な い︵ち ょっと

絶やさないようにしてほしい︒この

︵横山︶ 住んでいる人たちが笑顔を

の思いを聞かせてください︒

外から見ると中泊町はどんな感じ

町にいた頃の横

先ずっとこうあり続けてほしいなと

が い い︒﹁帰 って き

山さんはどんな少

﹁えー︑中泊ってどこにあるのー﹂

思います︒変に近代化なんかしない

最後に︑横山さんのふるさとへ

年 だ った ん で す

っていわれる︒正直言って知名度が

で︑このままにしてほしい︒これが

ですか?

か？

今ひとつだなと思うところがある︒

たなー﹂ってねー︒

︵横山︶ 無口で口べ

と野原を駆け回っている田舎少年だ

友達と一緒に遊び回る毎日で︑ほん

PRしていきた

いろんな機会で

イベントなど︑

横山さんは町のイベントで何回

ままの中泊を

飾らないありの

と思うので︒

て生きているのが︑この町の良さだ

番いいかな︑と︒みんなで助け合っ

な︑田舎らしく残ってくれるのが一

わがふるさとだよ︑って言えるよう

ね︒

これから︑PRしてくれますよ

ップがんばらないと︒

たでした︵ウソです︶︒ 大使になったわけだから︑知名度ア
中学校までいたんだ
けど︑陸上と野球をやってた︒１５
００m走の選手だったんだけど︑運

任命の感想を？
︵横山︶

動 会 で は い つ も 一 番 だ った よ︵西 北

年間仕事してきて︑いよ

いよきたか！って感じ︒町長就任へ
正直なところ︑まず﹁えっ﹂と驚い

ったなー
︵勉強はキライ⁝︶︒

︵横山︶ もちろん︒テレビやラジオ︑

たんだけど︑町のために何か︑と思

も司会をやってもらっています︒

いと思うけど︑

町のどこがいいと思いますか？

か感じるよ︑一

PRしていきた
︵横山︶ イベントを見たいって人が

度 は 行 って み

司会をやってみて︑町の雰囲気や

来るので当たり前だとは思うんだけ

て﹂というふう

あり︑川あり︑海あり︑湖あり︑田

ど︑打ち解けやすいっていうか親近

に伝えたい︒町

︵横山︶ 自然だよね︑やっぱり︒山
園風景︒どこをとってもいいよー︒

感がありますね︒帰ってくると町の

に来た人が︑何

ところだけど何

地元を離れてみて分かるかも⁝︒

やっぱりほっとするのがこの町なん

中をドライブしたりするんだけど︑

かを感じて何か

こっちに帰ってきたとき︑よく声を

人はどうですか？
満ちあふれているというか︒たまに

︵横山︶ 人もいいよねー︒優しさに

ですよ︒

い︒﹁何 も な い

タイミングだったね︒

っていたときだったから︑ナイスな

のステップアップになったかな
︵笑︶
︒ 五 の〝か も し か〟と 呼 ば れ て た︶︒
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気質を感じたりしますか？

横山 ひでき

ふるさとインタビュー

ふるさとインタビュー

大使になった感想を︒
︵木 村︶﹁わ で︑い だ な ？﹂と ま ず
思った︒非常にうれしい話だが︑金
多と豆蔵が一番喜んでいるかな？

人情も厚い︒これが一番いい所じゃ

底から思います︒

皆さんの応援があってこそだと心の

今では金多豆蔵というと﹁ああ︑あ

劇場や出張先で劇をやっていても︑

ないかな︒
芸の継承で苦労された点などが

これは本人じゃないとわからない︒

︵木村︶ 残すということの大事さは︑

っていけば︑これほどうれしいこと

が︑人形を通して町のPRにつなが

の人に認知されていくのもうれしい

さんいただく︒金多豆蔵がたくさん

の中泊の人形劇ね﹂という声をたく

思うし︑金多と豆蔵も︑いっぱいが
残してくれという声があるので︑プ

あると思うのですが︒

んばってPRしていきたいと言って
レッシャーもあるし︑どうやって残

私もこれからがんばっていきたいと

るよ
︵笑︶
︒

う問題もある︒さまざまな課題がた

代目にどうやって引き継ぐか︑とい

う︒家族には本当に感謝しています︒

族を犠牲にしている部分があると思

そうだと思いますよ︒少なからず家

地道に︑自然体でやっていきたい︒

︵木村︶ 今までどおり︒背伸びせず︑

な公演活動を行っていきますか？

金多豆蔵人形劇はこれからどん

はない︒

くさんあるが︑一つ一つ芝居をこな

すか︑という課題もある︒あと︑４

︵木村︶ やっぱり自然かな︒広大な

して︑コツコツ積み重ねて︑一人で

中泊ってどんなところがいいと

大地と海の幸︑小泊には絶景もある

も多くの人に金多豆蔵を知ってもら

思いますか？

し︒観光面で︑小泊の絶景はPRす

一緒に公演をされているお姉さ

るに値すると思いますよ︒それから︑

︵木村︶ やっぱり姉も家庭を犠牲に

PRしていきたいなと思う︒私は人

たが︑普段の公演活動の中で︑町を

今回このような大使の任をいただい

とにかく今は︑一歩一歩︑地

している部分があると思うよ︒これ

形師だから︑自分ではなかなか人前

んも大変でしょうね︒

道に積み重ねていくだけです

も︑旦那さんの理解があってこそ︒

うことが近道かもしれない︒

ね︒

木村さんは地元にお住まいです

︵笑︶︒

たくさんPRしてくれると思うよ

では話しづらいけど︑金多と豆蔵が

ぶ変わったと思いますが︒

ができてから︑周りの反応がだい

津軽中里駅の金多豆蔵人形劇場

本当にありがたいと思っています︒
農業を営む傍らでの公演
活動ですが︑大変じゃない
ですか?
︵木村︶ いやー︑これは大変

が︑木村さんが考える﹁ふるさと﹂

︵木村︶ うーん︒今のままの場所か

︵木村︶ 私が人形劇をやってこられ

な︒自然の良さをそのまま残した︑

ですね
︵笑︶︒両立することの

という思いから︒それに︑周りの人

今のままが本当にいいんじゃないか

とは何でしょうか？

がみんな応援してくれた︒今では文

な︒食べ物︑自然︑空気がよくて︑

たのは︑まずこの人形劇をなくする
ていけないな︑とつくづく思

化財に指定してもらい︑さらに劇場

ころがほかにある？ 本当にこのま

遊ぶ場所があって︑これだけいいと

には惜しいと思い︑とにかく残そう
います︒芸をやっている人は

の整備まで行ってもらった︒町長は

の理解と協力がなければやっ

時間が不規則で︑家族サービ

じめ︑皆さんのおかげです︒今のよ

難しさというか︑芸人は家族

んですよ︒︵今回大使に任命さ

うに金多と豆蔵が有名になったのは︑ までいてほしいと思いますね︒

スに時間がなかなか取れない
れ た︶三 上 さ ん も 横 山 さ ん も

巌

木村

