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2009 年  06 月  11 日  

熊野の旅 都市計画 木本町  

 日本の街は結構古くから「都市計画」に基づいて作られてきたようです。 
 ギリシャやローマ、中国の都ほどではないにしても、平城京や平安京は中国の都に

倣って東西南北に整然と道を引いて建物を配置して作りましたね。 
 戦国時代は敵がお城にたどり着きにくいようにわざと迷路のように計画したとか

… 
 他の街でもそれなりに表通り、裏通り、わき道。横道などを配置して作った物が多

いです。 

 
 ここ熊野市の中心、木本町も江戸時代には浜街道を表通りにし、代官所の前の通り

をそれに平行に造り、それに直角に交わる細めの道を作ってほぼ碁盤の目に作ってあ

りました。 
 紀元 2600 年の時に記念通りを作るときも、その街の原型に合わせて新しくて広い

道を作ったのです。 
 町の幅も 500ｍあるかないかですし、碁盤の目状ですから非常に分かりよい町です。 
 地図の読めない女の人でも分かると思う町です。 
 ？？？ 
 そういう人は… 
 『こっちとこっちに山があるから…』と言うことには思い至らず、ぐるぐる地図を

廻すのかもしれませんね。 

 
 木本の町は田舎町でも割りと整然としています。 
 もう少し大きくて、もう少し情緒があって、もう少し名刹でもあれば『小京都』と、

呼ばれたかもしれませんね。 
 隣の新宮の方はもっと平らなところも広いし町も元々大きかったのに、城下町だっ

たからなのか、四角な町がずらされていてあるきにくい町です。 
 目標物も少ないし下手すると迷子になる町ですね。 



 でも、木本は歩きよいけど、徒歩でも 15 分ほどで長い方の道筋も通り越してしま

います。 
 本当にこじんまりし過ぎていますね。 

 
 近気づいたのですが、この整然とした町の裏通りや横道・縦の道が微妙にずれて

いたり、微妙に道幅が変わるのです。 
 一軒だけ飛び出している『境面・さいめんせせり』ではなく、その並び全体がせり

出したところもあるのです。 
 原因はよく分かりません。 
 綺麗に揃っているので、当初からなのか、せり出した家にそろえて、建て替えのた

びに全部出てしまったのか・・・ 
 こんなに以前から出ているのは、法務局の土地台帳では確定できないでしょうね。 
 古い台帳の図面は、毛筆・手書きだったですからね。 
 これがきちんとして図面になって来たのは戦後、田舎では昭和末期です。 
 この辺りのことは、次の機会に、昨日開通した『国道 311 号線・波田須バイパス』

を取り上げる時にでも書きます。 
 まあ、家の古さからして、毛筆の地図時代には出ていた感じです。 

  
Tags:熊野市 熊野古道 昭和           by je2luz | 2009-06-11 11:56  

 

 

 

 

2009 年  06 月  12 日  

熊野の旅 新聞より 獣害  

 今日の朝日新聞三重版のトップ記事に、『アジサイ被害「シカ」とみた』などと言

うスポーツ紙のような見出しの記事があります。 
 見出しはふざけていますが、中味はふざけてもいられない物です。 
 熊野古道の入り口にもなる『大紀町・阿曽』にあるアジサイ園が鹿の食害にあって

いると言う物です。 
 獣害については私も何度か取り上げています。 
 この２０年余り前から、田舎では『獣害』が目立ち出し、どんどん深刻になってい

ます。 

 
 私が小さかった頃、戦後すぐの頃には、山の獣の数はかなり減っていました。 
 山育ちの私でも。「さる」や「たぬき」などは見たことがありませんでした。 
 おそらく、食料として必死に狩をしたからだと思います。 
 それでも、貴重なサツマイモ畑を食い荒らしに「イノシシ」が出てくるので、「し

し垣」を作って防御し、『しし檻』を仕掛けて捕獲しました。 
 『しし檻』もそう簡単にかかるものではないですが、何度か掛かったのを見に行き

ました。 



 そして、子供の頃には本格的な「猟師」が何人か居て、本格的にイノシシや熊を追

っていました。 
 その獲った『しし肉』や『熊肉』などは時々届けられて食卓に上りました。 
 今では珍味で高い金を出して食べる物ですが、子供の私からすると、「しし」も「く

ま」も臭くて余りおいしく無かったです。 
 肉などあまり出てこない時代でも子供向きではなかったと言うことです。 

 
 『大紀町』の被害は、「阿曽」と言われる温泉のある地区の山林に植えられた『ア

ジサイ園』が『鹿』に食われて花も咲かなくなったと言う物です。 
 観光用に遊歩道化して一万本とかを植えた物らしいです。 

 
 アジサイは山に一杯自生している物ですから、特別弱い品種で無い限りこの辺りの

山なら喜んで育つはずの植物です。 
 しかし、新芽が出て伸びる頃には野生のアジサイよりは園芸種で手を入れてあるも

のの方が、よく伸びて柔らかいはずです。 
 これに目をつけたのが『鹿』達です。 
 そりゃあ、喜びますよね。 
 一万株の餌を山に植えてくれた訳ですからね。 
 それでなくても、大紀町辺りも、過疎化、老齢化が進んで、人の気配が減り、里山

も手入れされなくなったので、獣の寝床は里の家のすぐ裏山でも確保できるし、餌場

の畑も近くなりましたから、増える一方なのですからね。 
 こう言ってはいけないでしょうが、この「アジサイ園」も鹿の餌場を増やして、鹿

が増える手助けをしたとも言えるでしょうね。 
 今年は、とうとう『アジサイ祭』を中止することになったそうです。 

 
 荒れ放題の竹薮がイノシシを呼び寄せるし… 
 紀州犬が野放しでうろついていた田舎の村も、『犬は繋いで飼いましょう』などと

言われて姿は見せないし、おまけに「ペットブーム」で田舎まで、あの頼りない、虫

を見ても飼い主にすがりつくような小型犬だらけですしね。 
 大声を上げて山の中まで走り回る「ガキ」も居ませんし、石を投げても足元に落ち

るようなじじ・ばばしか居なければ。獣はわが世の春ですね。 
 『ししがみさま』や『もののけ姫』が走り回らなくても、人間様のほうが後ろにお

下がり始めています。 

 
 山の中に「餌場」を作っておいて、「食うな！」と言われても… 
 これが、田舎の現状です。 
 山の畑では、もはや「サツマイモ」も作れませんからね。 
 「柿」や「栗」もじじばばでは採りに行かないので。「さる」「しし」「くま」「から

す」の専用果樹園になっているようです。 
 こんなおいしい物が一杯あるのですから、獣は里に住み着くし。数もどんどん増え

ますね。 
 もっと過疎化して、畑も完全に消え、柿や栗も枯れ果てたら、自然のバランスのと



ころまで獣は減る物と思われます。 
 田舎の住民にとっては「しか」も「さる」も「いのしし」も「くま」も可愛い物で

はありませんよ。 

 

Tags:熊野古道 昭和              by je2luz | 2009-06-12 11:1 

 

 

 

 

2009 年  06 月  13 日  

熊野の旅 波田須道 大吹峠 磯崎バイパス  

 『熊野古道』に『大吹峠』と言うのがあります。 
 新鹿から波田須に出て、そこから山越えで大泊に抜ける道です。 
 徒歩で伊勢街道を往来する人はこの峠を越えたものです。 
 この、徒歩の時代の街道からは「磯崎」とか「井内浦」は外れていました。 
 今の国道３１１号線が作られたときに、岬の付け根で峠を越える自動車道として作

られ、各集落をカバーするように考慮されました。 
 この道路は幹線道路として作られた物ではなく、巡航船でしか結ばれていなかった

海岸線・陸の孤島を解消するための物でしたから、当初できたときは細く、くねくね

し、急坂も多い大変な物でした。 
 まともな車など入れない代物でした。 
 この道は『波田須道』とか『新鹿道』と呼ばれ、悪路の代名詞的に使われていまし

た。 
 昭和５０年代くらいから少しずつ改良され大型バスも何とか新鹿までは入れるよ

うになったのですが、中間の「井内浦」の区間は未改修区間として残り、難所でした。 
 この区間の改修計画の中には『大吹トンネル』を抜いて大幅に短縮しようと言う物

もありましたが、長大トンネルを開けるほどの路線でも無し、磯崎も取り残されるの



で採用はされませんでした。 
 改修は元の路線のコースを踏襲しつつ拡幅改良を加えてきました。 
 長年工事をしましたが、何ともならないで残ったのが「井内浦」地内でした。 
 そして、今週の初め、この区間の改良が完成し供用開始されました。 

 
 この立派な『磯崎トンネル』がメインになる恐ろしく立派なバイパスが出来上がり

ました。 
 「磯崎」の峠を越えたところから旧道と分かれて少し高いところを突っ走ります。 
 ほとんどが桧山だったところを通っています。 
 所要時間は２分も掛かりません。 
 そして、短縮された時間も二分くらいでしょうかね。 
 それにしても、こんなに立派な道とはねえ…と言う感じですし、近年の公共工事共

通の意味も無い飾りがトンネルの入り口に作られていますね。 
 両方の入り口の飾りだけで余分な出費が… 

 
 なぜ、この区間が大幅に遅れたか… 
 それは、『中部電力・熊野原子力発電所』の計画とも関係があります。 
 この道路の真下に、『原発』ができる予定でした。 
 もう、半世紀も前に地図の上に丸い印がつけられ、候補地となってから、どこでで

も見られたことですが、反対派の『一坪地主運動』と賛成派？の金目当て『にわか地

主』が周辺の土地を虫食い状に買いあさりました。 

 
 『熊野原発』は無事に阻止し、地図からも印が消えました。 
 でも、虫食い状のバラバラ状の土地は残りました。 
 中には企業でガバッと買い上げて原発に備えた所もありましたけどね。 
 この虫食いが年が経って相続があったり、未相続のまま放置されたり… 
 悪だったのは、元の国道自体が道路地図や国土地理院の地図にはあっても、土地

台帳の図面には無かったのです。 
 『未登記』の道路だったわけです。 



 半世紀前なら、又々、未登記のままずるずると工事ができたのでしょうが、今では、

地籍を確定しなくてはなりません。 
 そのためには、該当する土地だけではなく、隣接地の地主の立会いが要ります。 
 同意なくしては道路を確定する測量もできないということなのです。 

 
 この道路は「三重県」が管理する国道で、工事計画なども「県」が「代行していま

した。 
 三重県もこんなどうでも良い道の地籍調査などには予算も人員も割いてくれませ

んでした。 
 そこで財政法上は少し疑念もありますが、『熊野市』から職員を一名派遣してこの

「井内浦地内」の地権者確定作業に当たらせました。 
 その職員さんは懇意にしていた人ですが… 
 出向してしばらくして… 
 『なんともならんで…』と、ぼやいていました。 
 何しろ、戦時中に開墾した部分が分割登記され、『山林五坪』なんてのまであるし、

ほとんどが相続未完了、不在地主。 
 つまり、子から孫まで追いかけないといけないと言うことです。 
 事実上、全く価値のない土地になっていますから、追いつけば同意はもらえるので

すが、全国に散った何百人もが対象になるからです。 
 もちろん、消息のつかめない相続人も一杯居ますしね。 

 
 まあ、こんな具合で、旧道の位置確定もままならず… 
 新しい道は、一段上げて、なるべく細切れの段々畑のない、そして、うるさい地権

者のところから離して線が引かれました。 
 そして、工事に着工してからは３年ほどでできました。 
 準備に１０年ほど費やしましたね。 
 旧道は残されることになっています。 
 綺麗な景色は旧道でないと見えませんね。 

 
 かくして、悪路の代名詞、『波田須道』はそのうち『立派な道』の代名詞になるか

もしれません。 

 
 そうそう… 
 旧道周りの地籍がどうなったかは、私も今は知る立場に無いので分かりません。 
 おそらく全部は確定していないでしょうね。 

 
レンズはシュナイダー・クロイツナッハ クルタゴン C 35mm ｆ2.8 ドイツ 
Tags:熊野古道 世界遺産 モノクロ           by je2luz | 2009-06-13 10:21  



2009 年  06 月  14 日  

熊野の旅 熊野のドライブイン ２ お食事どころ 西口  

 熊野のドライブイン・食堂の第二陣は、先日の『磯甚』からもう少し市街よりです。 
 国道４２号線で熊野市外に入る所には『鬼ヶ城トンネル』があります。 
 そのトンネルを抜けて、浜街道の全貌が見える場所に、喫茶・お食事処『西口』が

あります。 

 
 鬼ヶ城トンネルの出口付近から見ると、こんな感じでお店が見えていますから、必

ず目に入ります。 
 店の名前は、マスターの苗字ではありません。 
 ここは、『鬼ヶ城西口』…名勝・鬼ヶ城の周遊コースの西側の入り口なのです。 
 バス停も店の入り口にあり『鬼ヶ城西口』となっています。 
 店構えは一寸街中風ですが、店が建てられた頃の流行なのでしょうね。 
 ここは一軒だけ独立しています。 
 駐車場は店の両側にあってかなり広いです。 

 
 店内は喫茶風ですが、洋食系を中心にした食事メニューがあります。 
 そして、海のそば、漁師町の横、木本漁港を見下ろす場所にありますから。『お刺

身定食』も用意されています。 
 店内にはメニューが張り出されていて 
  カレーライス・・・５００円  カツカレーライス・・・９００円  エビフラ

イ定食・・・１０００円 
  お刺身定食・・・１３００円    ミックスサンド・・・６００円  などと

書かれています。 
 コーヒーは３００円でした。 



 

 窓からの景色は、これから先の『浜街道』『花の窟神社』はもちろん、熊野三山の

山々が見えています。 
 弓なりに伸びる『七里御浜』の全貌が見渡せます。 
 ちょいと左側、すぐ下には、木本漁港のものすごく高い防波堤が見えていて、大体

年中、誰かが釣りをしています。 
 近年はこの高い防波堤になって、ここから「はまる」人は居ないそうですが、昔は

ちょいとした波でもさらわれたりして、「海にはまる」人が居ました。 
 「はまる」とも「はばる」とも言いますが、「水に落っこちる」と言うことです。 

 
 ここのマスターは昔、店から見ていて人が「はまった」ので駆けつけて助け上げ、

『人命救助』で表彰されたことがあります。 
 そのマスターも、今は少しばかり年を召されましたから、自分で海に飛び込んで助

けることが出来るかどうか… 
 ここも、奥さんと二人で店を切り盛りしています。 
 典型的な田舎のお店ですね。 
 マスターも気さくな人ですし、この辺のことで知りたいことがあればお尋ねしてみ

て損はないと思います。 
 店に居るかどうかはマスターの気分次第でしょうけどね。 
Tags:熊野市 国道４２号線 七里御浜         by je2luz | 2009-06-14 10:20 



2009 年  06 月  15 日  

熊野の旅 田舎の生活も変わったねえ 自給自足の崩壊  

 熊野市のような小さな町でも、郊外型ホームセンターが二軒もあります。 
 スーパーは 2 系統３店舗、コンビには１系統４店舗、大型家電販売店１軒です。 
 郊外型といっても、熊野市全部が都会の校外より空いているのですけどね。 

 
 このように、田舎でもお金さえ払えばなんでも揃います。 
 山間部や海岸線などは昔に比べ、お店屋さんが減るし、農協の購買部がなくなって

ものすごく不便になったのですが、「枯葉マーク」をつけた車でお買い物ツアーが行

われているので、定期的に買出しに来ます。 
 農道、市道が張り巡らされているのでほとんどの家が庭先まで車が入るので、色ん

な物を運ぶには昔より楽になっています。 

 
 こうしたことで起きた変化の一つに、農村の自給自足と言う物が崩れていったこと

があります、 
 農村では、物を縛るには自家製の藁や藁縄、夏場なら葛の蔓などを使っていました。

これは、今ではホームセンターで買ったナイロンテープです。 
 農地に入れる堆肥等は飼っている牛の糞や山から刈り採ってきた草で作った堆肥

を使っていました。今では、田圃でさえ稲藁をそのまま切り刻んで戻すだけ…あとは

化学肥料・金肥です。 
 畑などは荒れたところが増えて居ますし、自家用の菜園に至っては山間部でもホー

ムセンターの堆肥を買って入れる人まで居ます。老齢化して、もはや堆肥も作れない

人も居るのですけどね。 
 布団を干す竿は山の孟宗竹、普通の洗濯物は破竹や真竹…キュウリや茄子などの手

は川原竹…庭を掃くのは竹の枝、布団を叩くのも竹の棒…全部家の周りで調達してい

た物です。 
 今では、こうした物もホームセンターで買ってきます。 

 

 先日、私の育った家の前の大又川の川原で川原竹を切りました。 
 ひまわりの支柱にするためです。 
 今ではほとんど取ることも無くなった川原竹の藪は荒れ放題です。 
 入り込みようがない状態ですね。 
 河川敷を守る役割もしているのですが、この状態で放置されると、洪水にも耐えて

砂をしっかり繋ぎとめる川原竹も混み合い過ぎて段々元気がなくなります。 



 前にも書いたように、里山とかこうした場所とかは、人の手が入り、人と共存して

初めて健全な状態が保てるのです。 

 
 人間と言う物は楽な方に流れます。 
 「ただ」で手に入る川原竹でさえ、藪に入って切り出し、切りそろえるのが面倒な

のですね。 
 都会並みに、鉄の棒にビニール被覆した長さと太さの揃った支柱がこうした竹薮の

そばにまで立っています。 

 
 農家の人も、テレビや農協にすっかり感化されて・・・ 
 『野菜の種は毎年買う物…』と、思い込んでいますね。 
 商売用の野菜ではなく、自家用菜園の昔ながらの品種まで、F1 と同じように『自

家採種はだめ』と刷り込まれています。 
 津々浦々、山間まで商業主義の教育は行き届いたようです。 
 田舎の生活も変わりました。 
                y je2luz | 2009-06-15 10:27  

 

 

 

2009 年  06 月  16 日  

熊野の旅 草刈り 耕作放棄  

 田舎では、『草刈り』が生活のために欠かせません。 
 それと、庭や家の周りの『草抜き』も同様です。 
 この作業は、きりの無い仕事です。 
 日本の中でも暖かい方のこの辺りは草の伸びるのも早いので、草抜きなどは家の周

りを一回りした頃には始めのところには生えています。 
 周りが山ですから、放っておくと雑木まで生えてきますからね。 
 源氏物語などに出てくる、枯れた屋敷の光景がすぐに出来上がります。 
 いささか違うのは、『姫君』が居なくて、『半世紀過ぎた田舎娘』がその中に住んで

いることです。 
 まあ、前を通りかかるのも４０年ほど古びた、頭だけ光った『田舎の元若い衆』で

すけどね。 
 交わす言葉も・・・ 
 『元気かえ？』 
 「おおきにのー。あんたは元気そうじゃのう…」 
 『いやさ、あしがわりてのー』 
 「としじゃすか、仕方ないじゃろうのし」 
 『まあ、達者でのー』 
 てな物で、『和歌』のやり取りではなく、『病気』の報告みたいな物です。 

 
 周囲の自然環境はそんなに変わったわけではないのですが、『草刈り』の方は随分

様子が変わりました。 



 『牛』が居なくなって、『草』の需要がなくなりました。 
 と言うことは… 
 川原や家の周りの里山の入り口などの草は行き場がなくなったのです。 
 それを堆肥にするような農法はとうの昔に、『営農指導』で消されました。 
 『営農指導』は決して悪い施策ではないのですが、大体、委託先は『農協』です。 
 『農協』は随分昔から「株式会社農協」と言われるほどに、物を売ることに熱心で

した。 
 農機具から肥料・農薬・野良着まで全部面倒見ていましたから、堆肥作りの指導よ

りは「金肥」の使い方のほうに力が入りましたからね。お百姓さんもその方が楽です

しね。 
 それから先は、そうしたところの草刈りは、100％、『草刈りのための草刈り』に

なりました。 
 それでも、『草刈り機』も農協が売ってくれましたし、皆さんまだ元気でしたから、

そんなにしんどいと思わずにやってきました。 
 そして… それが始まってからほぼ４０年… 
 「源氏の君」のつもりだった若い衆はどんどんお墓に行き…「末積む花」よりは綺

麗だったと思っていた娘たちだけが痛い足をなでながら、殿方ではなく仏様のお迎え

を待っているような有様です。 
 機械で草をなぎ倒す作業もままならなくなっています。 
 それでも、綺麗にしておかないと、集落が『山』になってしまいます。 

 
 写真の草むらは、元・田圃です。川のそばの一段低くなったところの小さなもので

『小せばち』と呼ばれるところです。 
 昔は大事な農地でしたが、今はほぼ全部耕作放棄地です。 
 それでも、誰かに頼んでこうして刈って置かないと… 年に三回ほど刈って貰いま

す。 
 乏しい年金の中から… でも、持ち主も居なくなったところはやっぱり荒れてきま

す。 まだ、この飛鳥辺りはましの方なのでしょうね。 

 



Tags:熊野市 大又川 モノクロ            by je2luz | 2009-06-16 10:36 

 

 

 

 

2009 年  06 月  17 日  

熊野の旅 新しい挑戦 和牛弁当 竹内精肉店  

 熊野では長い間、『かまどや』という弁当のチェーンが深夜まで営業してがんばっ

てきました。 
 我が家のすぐそばで、『モスバーガー』とともに親しまれていたのですが、コンビ

ニができてから営業成績も落ち、閉店してしまいました。 
 元々、人口も少なく、顧客であった長距離トラックもどんどん減ったのも大きいの

です。 
 期待された『熊野古道』のハイカーも l 客には結びつかなかったようでしたしね。 
 この店がなくなっても、スーパーやコンビニで弁当は売っていますし、お惣菜屋さ

んやすし屋さんでも弁当は売っています。 
 ほかほか弁当でないだけですね。 

 

 この看板は木本町本町通、石畳の道の真ん中より少し獅子岩よりの『竹内肉店』の

前にあります。 
 『土曜日限定』の『牛肉弁当』だそうです。 
 なぜ、『牛肉弁当』なのか… 
 答えは、このお店は『肉屋さん』だからです。 
 私は食べたことがないのですが… 
 マスコミ流にいえば…『肉屋さんの牛肉弁当』なのです。 
 土曜日のお昼頃に『松本峠』から降りてきたら、記念通り・国道４２号線・本町通

りの三本あるルートの中で、三重県肝いりの『石畳の本町通り』を通って、この希少

な『牛肉弁当』を買って味わってみてください。 
 どんどん商店街ではなくなってゆく本町筋の商売人の新しい挑戦です。 



 何しろ、看板もブリキの看板の上に紙を張ってあるくらいです。 
 ぜひ、応援がてら買ってみてください。 
 写真に写っている後ろの山が『熊野古道・松本峠』です。 

  
Tags:熊野古道 熊野の味 モノクロ           by je2luz | 2009-06-17 10:00 | 

 

 

 

 

 

2009 年  06 月  18 日  

熊野の旅 変遷 流行のもの １００均  

 

 この看板、今ではどこまで行ってもついいて回るようなものです。 
 １００円均一とレンタルビデオ？の店です。 

 
 この平屋建ての建物は、結構広いものです。 
 建てられたのは、もう４０年ほど前になるでしょうね。 
 建て主は、地元の 大手企業の「オークワ」です。 
 折から、これまた１００円均一以上に津々浦々まであった、『ボーリング場』とし

て建てられました。 
 同じ時期には、今は取り壊されて跡形もない、リゾートホテルの『オレンジホテル』

にも併設してボーリング場がありました。 
 レーン数は覚えていませんが、両方ともそこそこの規模だったものですが、ブーム

のときは一杯で二時間待ちとかでしたね。 

 
 短いブームが終わったあと… 
 ここはオークワさん経営の『家具屋』になりました。 
 これも、町の規模が小さいし、『嫁入り道具』などはよそに買いに行かれてしまう



し、あまり続きませんでした。 
 そして、次には… 
 全国で増え始めた『ホームセンター』に転進しました。 
 これは、そこそこうまく行っていたようですが、建物はそこそこ広くても、周辺に

余裕がないので手狭間は否めませんでした。 
 そこへ外部資本の「ミスター・ジョン」がやってくるというので、「オークワ」さ

んは、迎撃のため国道４２号沿いに広大な敷地を持ったホームセンターを作って移転

してゆきました。 
 そして… 
 現在は、このように『ダイソー』『つたや』『ウェイ』の三店舗併設の、まさに今流

の店になっています。 
 ここにくれば、『１００円均一』『レンタルビデオ』『本屋』が一度に見られますか

ら、そこそこの人は集まっています。 
 でも、できた当初ほど「100 均」も珍しくなくなってきたようです。 
 しかし、確実に定着して雑貨屋さんを圧迫していますね。 

 
 オークワの創始者は熊野市五郷町の出で、若い頃には衣料品の持ち売りをしていた

といわれ、『スーパーマーケット』というのができ始めたときに風車のマークの『主

婦の店チェーン』に加盟してスーパーを作り、時流に乗って拡大した人です。 
 一代にして一部上場企業をこんな田舎から築き上げた人ですから、このような転進

はお手の物なのでしょうが、出身地『熊野市』では「過疎と老齢化」という敵で苦労

しているようです。 
 『オークワ』も今では「熊野の企業」ではなくなってきていますから、先が見えな

くなったら『転進』ではなく『撤退』を選ぶようになるかもしれません。 
 熊野市が『限界都市』にならないためにも、、地元発祥の『オークワさん』に期待

するしかないです。 
 もはや、個人商店が壊滅状態になってきたので、スーパーに頼らないと生活の維持

ができないようになってしまいました。 
 もうひとつ… 
 郵便屋さんの運ぶ小包も『通販商品』がずいぶん増えたようです。 
 宅急便も一日中走り回っていますしね。 
 これも、ご時勢でしょうね。 
Tags:熊野市 国道４２号線 モノクロ        by je2luz | 2009-06-18 10:442 

 

 

 

 

 
2009 年  06 月  19 日  

熊野の旅 とうとう撤退 熊野高専 決定的  

 時々取り上げる『近大高専』…以前は『熊野高専』と言われたものが、生徒不足を

理由に熊野からの撤退を発表したようです。 



 この『熊野高専』は５年制の『工業高等専門学校』が高度成長期に入る頃に誕生し

たときに、国立の「高専」などとともに誕生したものです。 
 折から、理系の学生は「金の卵」として期待され、それを育てる『高専』に対する

期待は、国・経済界・父兄などでものすごく大きかったのです。 
 三重県では『国立鈴鹿高専』も誕生し、その期待感から、入学の難度は三重県随一

だった「県立津高校」の上を行くとまで言われ、全国からの優秀な生徒を引き寄せた

ものでした。 

 
 ５年間で技術者を育て、卒業時には「短大同等」の資格を与え、希望者は四年制大

学工学部の４年生に編入できる…と言う、夢のような触れ込みもあったからです。 
 現実は… 
 『近大付属熊野高専』のように総合大学の系列校はまだしも、 優秀な生徒を集め

たはずの『国立高専』では、折からの四年制大学理工学部の人気もあり、四年編入な

んて窓口を開いてくれる一流国立大学も一流私立大学もありませんでした。 
 近畿大学でも、受け入れ人数制限も厳しく、普通の付属高校のように成績しだいで

文系に回るということもないので結構厳しかったようです。 
 近大以外の大学に対しては、５年卒業でも３年終了の生徒と同様一般入試でしか進

学できなかったのです。 
 これでは、本人も親も二の足を踏んでしまいます。 
 ほぼ半世紀前のように、大学進学率は低かった頃はまだしも、率が上がるとともに

苦戦に陥ったようです。 

 
 開校した当時の『近大熊野高専』には学科もたくさんあり。『金属学科』のような

ものもあり、私が大学で使ったのと同じ教科書が熊野の本屋にも並んでいてびっくり

したものです。 
 何しろ、そうした教科書は大学のそばの特定な本屋でしか手に入らないものでした

からね。 
 年とともに、需要の少ない学科は整理され、男子校だった『高専』も女子に門戸を

開き人気回復を図った…と、言うより延命を図ってきたようです。 
 さらに、定員割れなのに、『特待生』などを取り続けて、数のつじつまあわせもや

り続けていました。 
 『学校経営』などと言うものは、そもそも儲からないのに、定員割れし、特待生の

比率が上がったのでは… 
 ということで、まったく経営が成り立っていないようです。 

 
 今から十数年前に『熊野市総合計画』を策定したときに、この高専に夢を託すよう

な記述が用意されていましたが、すでにそのときには定員回復の見込みもなく、裏で

は撤退が検討されている状態でした。 
 「新しい学科の増設」なんて、夢を書くのではなく、いかに高専を維持するかに力

点を置くか…にするべきだと主張して、高専から委員として入っていた先生には賛意

を表して貰いましたが、全般としてはちょいと嫌われ者扱いされた経験があります。 
 私としては、よくここまで維持してきたものだ…さすがは、東の「日大」に並ぶほ



どの巨大校、「近大」は大したものだと思います。 

 
 当面は同じように生徒不足で閉校の決まっている『皇學館大学名張校』の後者を使

いことで生き延びを模索するようですが、今時、中途半端な名張市移転では赤字の上

積みをするだけみたいな気がしますね。 
 希望者全部を近大工学部に受け入れる約束しても、母体が「近大」ということにど

れだけの親と生徒が魅力を感じるか… 
 熊野市や南牟婁郡でさえ、普通高校経由受験で志望校を目指す時代ですからね。 
 難しいです。 
 しかし、在校生の６割以上がよそからの生徒さんですから、これが居なくなると… 
 予定通り２０１０年の募集を 後にすると、１０年の春は毎年通り、３月にドカン

と減って４月の戻る、熊野市の人口動態は来年でおしまいで、それから５年間は卒業

生の数だけ３月に減って、そのまま次の三月を待つということです。 
 先生の転勤を含めると、５年で７００人くらい減ります。 
 20000 人の中の７００人は大きいですね。 

 
                      by je2luz | 2009-06-19 11:06  



2009 年  06 月  20 日  

熊野の旅 熊野のドライブイン ３ うどん 小六  

 

 ごらんのような看板が国道４２号線『獅子岩』と『花の窟神社』の中間に立ってい

ます。 
 『讃岐うどん』『小六』…この組み合わせなら全国にほかにもあると思います。 
 『小六』は『蜂須賀小六』ですからね。 
 この『熊野の小六』は『本場讃岐うどん』だけではなく…『本家小六』みたいなも

のです。 
 ご主人は四国の出です、それだけでも『本場讃岐』なのですが、苗字が『蜂須賀』

さんなのです。 
 だから、ここは紀州・熊野ですが、この看板に偽りはないのです。 

 
 このお店は色んなおいしい店の雑誌などにも載ったようで、繁盛しています。 
 わざわざ市外からも食べに来る人も多いようです。 
 麺は太目の腰のある手打ち面です。 
 店に入るとすぐに麺打ち場がガラス張りでしつらえられています。 

 
 この店は初代のご主人が熊野が気に入って、「河上横町」で店を開いたのが始まり

で、非常に評判がよく手狭だったこともあり、この国道沿いに出てきたものです。 
 『うどん屋』ですから、どんなに有名店になっても、安心して入れる強みがありま

す。 
 「料理屋」「レストラン」なんてものは、出世して店を新しくすると、敷居が高く

なったり、値段が上がったりしますが、「うどん屋」はその点安心ですね。 

  
 メニューは、『かけうどん』（すうどん）５７７円、山菜うどん５７７円、月見うど

ん５７７円、きつねうどん６３０円・・・大盛りは３15 円増しから始まって、夏限

定の冷やしうどんまで色んなものがそろっています。 



 一番高いほうでも、「細天ざるうどん」の 1785 円ですから、財布を心配しないで

入れます。 
 駐車場は６台位ですが、国道の反対側がパーキングエリアになっていますから、車

は止められると思います。 
 「獅子岩」と「花の窟神社」の間ということで、『熊野古道あるき』のコースにも

なります。 
 お昼時に通られたら、ぜひ立ち寄ってみてください。 

 
 この『小六』は跡継ぎが居られて、今では二代目さんが切り盛りされていますが、

初代も店に出られております。 
 非常に人当たりの良いお人なので、ファンの方もたくさん居られるようです。 
 久々に食べに行きましたが、そのときも尾鷲からご主人の顔を見がてらうどんを食

べに来たおじさんの二人連れが居ました。 
 この方が、『蜂須賀』さんで『小六』の初代です。 
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