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久保田家具工房

https://www.facebook.com/ecotsuu/
「エコツー」 Facebook

芳弘さんは、雑貨やスプーンなどを自作して
もらうワークショップを展開。「自分で使う
道具を自作するのは、大変。でも、その不便
さこそを大切に考えてほしい」と言います。

建物は、古民家の古材を再利用しています。
太くてむき出しの梁が煤で黒 と々しています。

工房を主宰している久保田堅さん（右はご子息

の芳弘さん）。「東京で仕事をした後、故郷である

この地に工房兼ショールームを建てました。

ショールームとしては、条件のいい場所とは言

えないかもしれませんが、創作するにはこのよ

うな空間が欲しかったんです。」

"創ること"が何よりも大切！
絵本に出てきそうな家具工房です。

美大の彫刻科を卒業し、家具メーカーでは
彫刻・デザインを担当していた久保田さん。
美しい彫刻が特徴的です。

木工作家の工房は、都会よりも田園風景が似合います。岐阜県養老町にあ
る「久保田家具工房」は、ロケーションも、建物も、室内の装飾も、まるで
絵本の世界から抜け出てきたような雰囲気。道々に看板も出ていなくて、集
落のはじっこにあるちょっと迷ってしまいそうな場所にありましたが、その特徴
的な建物をすぐに見つけることができました。



ローカル鉄道

学ぶ
遊ぶ

働く
養老鉄道

鉄道のあるなしは、地域の存在意義に
直結しているという人がいるよ。
たとえ本数が少なくたって、
野山や海岸線を鉄道が走っている姿は、
そのまちの活力が表れているように思えるね。

日本は今、人口がどんどん減っていて、
地方などの小さな経済圏では、
鉄道が維持できなくなっている状況が生み出されているんだ。

そんなことからたびたび話題となるのが、
ローカル線の廃線問題。
赤字路線だから仕方ないという鉄道会社と、
廃止されると生活が成り立たなくなるという
住民の立場がある。

両者にとってうれしい解決策は、
地域が元気になって、
多くの人が鉄道を利用してくれるようになることだね。

千葉県にある「いすみ鉄道」は、
廃線寸前にまで追い込まれながら、見事復活を遂げた鉄道。
「何もない」ことを売りにしたり、
地場産グルメ列車を走らせたり、
できる限りのアイデアを投入し、
大人気のローカル鉄道へ変身させた。

鉄道目当てに、みんながこのまちに遊びに来てくれるんだ。

Local Train

養老鉄道沿線は、チャリダーにも人気。

自転車を自由に持ち込めるサイクルト

レインを運転しているよ。

養老鉄道沿線は、チャリダーにも人気。

自転車を自由に持ち込めるサイクルト

レインを運転しているよ。

車窓からはローカル線ならではの

のどかな風景が楽しめるよ！

鉄道はエコロジーの面から見て

も、かなりの優れもの。自家用自

動車と比べると、CO2 発生量は

1/8 程度だそうです。技術革新に

より、さらにエコ性能はアップ

していて、例えば、JR東日本は

電力で走行しながら蓄電池に充

電し、非電化区間は蓄電池の電

力で走らせる蓄電池駆動電車

「ACCUM」を開発。これにより、

非電化区間の主力車両である

ディーゼル車走行時と比較し

て、CO2 発生量を約 60％軽減で

きるそうです。

エコトレイン

電気検測車「はかるくん」の運行も話題

になった。一般の人は乗れない電

車なのだけれど、鉄道マニアのためにダ

イヤを公開したんだよ。

薬膳列車の運行など、いろんな方法で活

性化を試みている。地元の素材を使った

健康的なメニューが特徴だよ。

養老改元1300年祭

西暦717年、元正天皇がこの地へ行

幸され、養老の美泉をご覧になった

後、年号を「霊亀」から「養老」に改元

された”という史実が残されていま

す。養老改元1300年という節目の年

を迎える2017年には、町を盛り上げ、

未来へとつなげる様々なイベントが

開催されます。

　岐阜県内には、４つのローカル鉄

道が走っているよ。どの路線も、鉄

道ファンにとってはお馴染みで魅力

的なのだけれど、車社会が進み地

域の足として使われているとは言い

にくいのが現状。岐阜県「揖斐」と三

重県「桑名」を結んでいる養老鉄道

も、課題は同じところにあると言え

そうなんだ。養老改元の舞台とされ

る養老町では、町をあげて盛り上が

ろうとしているよ。



養老町・瓢箪による町おこし

小さな町ながら、
全国にその名が知られている。
「養老改元1300年祭」で盛り上がりを見せる養老町。

それを一過性のイベントにせずに、未来につなげていくことができるか・・・

若いチカラが、地域を動かそうとしています。

「養老の滝」伝説。

　岐阜県養老郡養老町は、人口 30,000 人ほどの

町です。地方自治体として大きな町ではありませ

んが、知名度からすると全国的に知られています。

その名の由来は、何といっても「養老の滝」の伝説

です。お酒が好きなお父さんのために一所懸命働

く孝行息子がいるのですが、日々の食事もままなら

ない暮らしぶりで、滅多にお酒を手に入れることが

できません。そんなある日、いつものように薪を拾

いに行くと、これまでに飲んだことのないような美

味しいお酒が湧き出る滝を発見し、お父さんに飲

ませてやることができたという、そんなお話です。

　各地域にさまざまな伝説が伝わっていますが、日

本人は孝行話を好む傾向があるのか、「養老の滝」

の伝説は、全国レベルで知られるようになっていま

す。「日本昔ばなし」という人気TVアニメ番組でも

取り上げられていて、子どもの頃から慣れ親しん

だストーリーの一つです。

　そして、この孝行話は時の天皇である元正天皇

地元高校生が全国 1位に。

にも伝わり、当地を訪れることに。美しい滝をご覧

になった天皇はたいそう感心し、「霊亀」から「養老」

へと元号を改めたのです。山あいにある一地域の

伝説としては、驚くほどにスケールの大きい話であ

ることは間違いありません。

　現在、その「養老の滝」は環境庁から名水百選に

指定されています。そして、2017 年が養老改元

1300 年にあたるため、行政、民間の各種団体、企

業、住民を巻き込んで、「養老改元 1300 年祭」を展

開しています。

いよいよ1300 年祭

瓢箪を栽培する生徒たち

「瓢箪倶楽部秀吉」現メンバーの岩瀨龍弐郎くん、河瀬紗稀乃さん、

米山美沙紀さんと、青木祐太先生

　そんな盛り上がりを見せている養老町ですが、ロー

カル鉄道の存続という課題に直面している町でもあ

ります。今回の「養老改元 1300 年祭」も、一時的に盛

り上がろうというのではなく、未来に向けて地域が活

性化していくための契機となるよう、住民は注目して

いるようです。

　そのなかで、大垣養老高校「瓢箪倶楽部秀吉」の活

動は、目を見張るものがあります。同グループは地域の

新たな特産物を開発しようと、学んでいる果実加工の

技術を応用し（同高校は農業科を設置しています）、食

用瓢箪の栽培、さらにはピクルス漬けにした瓢箪をは

さんだ「ひょうたんバーガー」の開発に向けて動き出し

ていました。ところが、一般の方が栽培していた食用

瓢箪から中毒性のある強い苦味が検出され、一旦、こ

の活動を断念せざるを得ないことに。それでも瓢箪の

栽培は継続し、次なる手として、大きく実った瓢箪を活

用したイルミネーションをみんなで手作りし、町おこ

しにつなげるというプロジェクトをスタートさせたの

です。そして、養老 1300 年祭のプレイベント「養老ふ

るさとフェスタ」では、瓢箪イルミネーションによる飾

り付けがイベントを盛り上げ、マスコミにも取り上げら

れます。

　この他の取り組みとして、地域住民を巻き込んでの

瓢箪グリーンカーテン作りがあります。夏はグリーン

カーテンとして涼を生み出し、冬はイルミネーション

として育った瓢箪を活用しようというアイデアです。

加えて、養老駅の駅舎内で販売会を実施する「高校生

朝市」も、人気上々。実習で製造したジャムや手作りの

クッキーを並べたところ、鉄道利用客や近隣住民から

好評を得たといいます。これらの活動は、高校生の優

れたエコ活動を表彰する「エコワングランプリ」で、最

高位の内閣総理大臣賞とベストプレゼンテーション賞

をダブル受賞するなど、各方面から高く評価されてい

ます。

　また、同活動が部活動ではなく、自主的なグループ

活動として展開されていることも驚きです。

養老改元プレフェスタにて（2016 年11月）



笠郷幼稚園（グリーンカーテンコンテスト・グランプリ）

　養老町の活性化をめざしている団体で、代表は本誌で

も取材させていただいたことがある「養老瓢箪工房エイ

ト」の竹内蘭さん。同法人の活躍ぶりは目覚ましく、イン

ターネット番組を核としながら、高校生朝市、婚活イベン

ト、瓢箪文化の活性化プロジェクトなどを仕掛ける養老

町の町おこしには、必ず彼らの働きがあるといっても良さ

そうです。また、瓢箪ランプを作ったり、若返りの料理をい

「養老鉄道」の存続に向けて。

　彼らが高く評されている理由は、何よりも「養老鉄

道」の存続という明確な目標があることでしょう。大垣

養老高校の生徒数は700 名程なのですが、そのうち

260 名程が同鉄道の利用者だそうで、学校を盛り上げ

るためにもこの問題は大きなインパクトを持っている

のです。お話を聞かせてもらった瓢箪倶楽部のメン

バーの皆さんも、「養老鉄道はあって当たり前と思って

いた。それがなくなるかもしれないというのなら、何か

地域のために動かなくては・・」と考えたそうです。

　また、長く続く歴史のなかの一場面として、養老改元

1300 年を迎えようとしていることも、彼らの注目度を

高めることに一役買っているとも言えるでしょう。

　このように親孝行伝説の町として名が知られている

養老町ですが、大きな節目を迎えるタイミングととも

に、高校生などの若い力によって、今の時代にあったス

トーリーを創る動きが芽生え始めています。

インターネット番組の様子 高校生朝市

高校生が学校単位で取り組んでいる優れた「エコ活

動」を表彰する「第５回エコワングランプリ」（イオン

ワンパーセントクラブ主催、毎日新聞社共催、内閣

府など後援）。全国１１４校から１２１件の応募があり、

最終審査には１４校が参加。作家で探検家のＣ・Ｗ・ニコルさん、女優の南沢奈央さん

ら審査員の前で、活動成果をプレゼンテーションを行い、大垣養老高校が内閣総理大

臣賞（ベストプレゼンテーション賞も同時受賞）に選ばれた。

NPO法人ヨロスト

ひょうたんで、
町を元気にする。

「エコワングランプリ」　

内閣総理大臣賞受賞

開催期間／2017年 3月20日～
　　　　　　　　 12月23日
主会場／養老公園一帯および
            養老町内全域
春季（3月～ 5月）

●オープニングイベント

●ウェルカムイベント

夏季（6月～ 8月）

●養老薪能

●瓢箪イルミネーションほか

秋季（9月～ 12 月）

●元正天皇行幸行列

●歴史仮装ウォーキング

●養老改元記念式典

●クロージングイベトほか

養老改元 1300 年祭

わがまちに孝行。

　この町で生まれ育ち、実家は理容店を営んでいました。親はいつも忙しそうにしていた記憶

があります。そんな自分も跡を継ごうと町の外へ勉強に出たのですが、養老町に戻ってきた

ら、昔のような賑わいがなくなっていたんですね。切り替えて始めたのが、ヨロストの活動の

源となり、今も続けているインターネット番組の配信。ゲームマニアだったし、パソコンとカ

メラが得意で、それだけあればできると知り合いに勧められました。

　2015年4月には、養老駅駅舎内に常設スタジオをオープン。そこにあった喫茶店が閉店する

ことになり、無人駅になることを避けたい狙いもありました。拠点を得た僕らは、インターネッ

ト番組の配信活動を核に、町や企業に働きかけながら多様なイベントを仕掛けています。町の

活性化という同じ志を持った熱心な高校生（前述の大垣養老高校）との出会いもありました。

　彼らと同様、法人の目的の一つに養老鉄道の存続があります。沿線自治体が出資する新法人

が線路などを保有し、養老鉄道が運行する方法で、ひとまずは存続できそうですが、

赤字路線であることには変わりありません。これからも、町の魅力を掘り起こすために

動き回りたいと思います。

ただいたり・・養老町のさまざまな魅力を町民がナビゲートした「養老まるごと玉手箱」

という取り組みも町から委託により展開しました。立ち上げ時からのメンバーの

一人である吉田圭吾さんに、活動への思いをお伺いしました。


