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　10 月 15、16 日と天気にも恵まれて関係各位のみな
さんの御協力のもとコロナ禍のなか事故もなく無事
に大会を終えることができた事に心から感謝してい
ます。
　思えば、昨年 10 月に急遽 ､ 開催を決めてから疾風
怒濤、あっという間の 1 年間でした。全国大会とい
うイベントを開催した経験もなく最初は本当にでき
るかと不安もありましたが、一度決めたからにはや
るしかないと腹をくくって実行委員会を作るところ
からスタートを切りました。
　今回の削ろう会の全国大会についてはひとつの基
本コンセプトを決めました。
　それは従来の削ろう会の目的である大工の伝統技
術とその技を支えている大工道具の継承と顕彰に加
えて今後にそれらを伝える次世代人材の確保、すな
わち「大工育成」です。
　それに加えて今大会の特徴を下に列記します。
1）資金的に行政の補助金に頼らずに開催したこと。
2）そのための資金調達に初めてクラウドファンディ
　 ングを使ったこと。
3）大工育成については（一社）北海道ビルダーズ協会
　 の大工育成委員会と連携したこと。
4）同日開催の北海道住宅フェアとの連携開催とした
　 こと。

　開催までの準備期間について簡単に記します。
　まずは実行委員会です。この大会は大工と道具鍛
冶のためのイベントです。そのためには主役である
大工が実行委員会の中心になるべきで今回は「大工
ネットワーク北海道」がその任に当たりました。こ
のネットワークは工務店の経営者団体である左記の
北海道ビルダーズ協会と一体となって大工育成活動
を行っている大工の組織です。
　われわれ工務店経営者は大会運営サポーターとし
て参加しました。参考に大工ネットワークの 4 つの
目的と 5 つの活動方針を下に掲載します。

　今回実行委員会は全国大会の開催、運営をまさに
この目的と活動方針に沿って行いました。

　次に一番大切な資金調達です。今まで蔵王大会と
伊那大会には見学者として参加したことがあり、お
およその大会規模と概要はわかりますがそれにかか
る費用面ついては皆目わからずその点は本部から今
までの資料をもらって概算の資金計画を立てました。
それをもって北海道と地元岩見沢市に補助金の相談
に行き協力の内諾も受けましたが申請書類やその執
行に係わる労力と実行に当たっての様々な制約等を
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考えると結局は自力で資金調達することになりまし
た。この資金調達の活動の中で感じたことは建築に
係わる団体、個人の方々の大工職人に対して応援し
てやろうという温かい目です。それは長い歴史の中
で培われてきた大工という職業に対する日本人の愛
着と郷愁にも似た心だと思いました。逆に言うとそ
れは現代において大工の存在が薄くなってきている
証拠かもしれません。
　そんなことで協賛金、広告費、クラウドファンディ
ングによる資金調達は順調に進みその進捗状況にあ
わせて大会準備も順調に進みました。
　また同時に北海道庁とは住宅フェアとの連携につ
いて打合せを行い、札幌の住宅フェア会場でのカン
ナの薄削りデモンストレーションと市民体験ブース
の担当、岩見沢会場でのユーチューブの実況配信が
決まりました。このブースは神戸の竹中大工道具館
が肝いりで担当してくれました。
　そして基本コンセプトである大工育成については
鵤工舎の小川棟梁にお願いして対談講演会を開催す
ることにしました。対談メンバーは当社の大工棟梁
で今回の実行委員会長で大工ネットワーク代表の船
田慎人棟梁と若手女性大工の柳原万智子としました。
更に次世代大工の対象として札幌高等技術専門学院
や工業高校の参加者については参加費免除、弁当支
給、交通費補助を行いました。
　更に本部世話役の川口泰弘さん（千葉県）、中堅実
力棟梁の渡辺智紀さん（新潟県糸魚川市）が講師と
して別会場を用意しての大工道具研修会を開催し若
手大工に鉋のノウハウを惜しみなく伝授しました。
　そして実行委員会として大変うれしかったのは夜
の大懇親会でみなさんに喜んでいただいた事でした。
最近の 2 大会はコロナ禍のために開催されなかった
懇親会でしたが、今回は幸運なことに第 7 波の感染
が収まった時期で思い切って開催を決め食材王国北
海道として地元滝川マツオのジンギスカンをメイン
に手打ち新そばコーナーなど精一杯のおもてなしを
させていただき好評でした。飲んで食べて大いに話
も盛り上がり大会の目的のひとつである全国の世代
を超えた大工、鍛冶職人の交流の役目も果たせたか
と思っています。

　またこの大会に花を添えると言うことで様々な特
設ブースを設置しました。北海道文化財団の職人育
成のための「人づくり一本木基金コーナー」、北海道
空知森林室と岩見沢農業高校による「木育コーナー」、
北海道建築指導センターの「北方型住宅コーナー」
そして実行委員会による「削り華体験コーナー」です。
これらもまた一般参加者のみなさんに好評でした。
　さて肝心の薄削り競技です。今回は本部との相談
の中、普段「削ろう会」に縁のない北海道の大工の
参加意欲を高めるためと「削ろう会」普及をこめて
北海道枠を設定しました。また北海道らしい趣向と
して決勝の削り木を北海道産のカラマツとしてこれ
は決勝時のサプライズということで事前公表はしま
せんでした。
　競技結果と審査役員講評については別途掲載しま
すのでそれを見ていただければと思います。
　また感謝しなければならないことはそれぞれの優
勝者、とりわけ北海道大工のために北海道枠優勝者
に素晴らしい賞品を提供していただいた名工鍛冶の
舟弘さんをはじめとした道具屋さんの協力です。
　最後に地元見学者と参加大工の感想を若干お知ら
せして終わりにしたいと思います。
　「大工さんの技のすごさを改めて感じました。」
　「こんなイベントが北海道でも毎年あればいい。」
　「決勝は見ている方がドキドキするほどの緊張感で
　した。」
　「この大会で後輩大工との連帯感が感じられた。」　
　等々。
　今回この大会を開催できたことは北海道の大工に
とって大きな自信になり、またいろんな意味で次に
繋がる経験になりました。大会実行委員会顧問を心
良く引き受けていただいた鵤工舎小川棟梁、谷会長
はじめ本部役員のみなさん、参加大工、出店者のみ
なさんに改めて感謝致します。ありがとうございま
した。　　 武部豊樹（武部建設株式会社代表取締役）

 ※ 下記の大会特設 WEB サイトから、大会の写真などが
　  ダウンロードできますので、ご参照ください。

 WEB：https://kezuroukai.wixsite.com/2022iwa



左側上から、
　薄い削り華を目指し、揃って鉋刃の調整中・・
　「削ろう会 3 点同時計測器」を使用して削り華を計測
　計測した削り華
　鉋薄削り 一般の部 1 位の近藤孝則さんは生配信のインタビューを受ける

右側上は、鉋薄削り 女性の部 1 位の佐藤さくらさんの削り
右側下は、鉋薄削り 学生の部連続三連覇を果たした渡辺匠智さんの削り
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（左側上）鵤工舎 小川三夫棟梁「対談講演会」、（左側下）『大工道具研修会』にて
（中央上）渡辺光雄さんの鉋台製作の実演、（中央下）研ぎ場にて
（右側上）北海道空知森林室と岩見沢農業高校による「木育コーナー」にて
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左側上、ハツリブースにて
左側下、丸太切りに挑戦
右側上、出番を待つ鉞
右側下、小竹一宏糸魚川大会実行委員長（左）へ
　　　　船田慎人いわみざわ大会実行委員長から
　　　　バトンが引き継がれる
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　「交流」が出来る大会になって欲しい。と大会実行
委員になった時より考えていました。参加者の皆さ
んが、薄削りやハツリ談義、住んでいる所との建築
仕様の違いなど地域を越えて交流が出来たらと願っ
て、準備をしてきました。
　そして大会 2 日間を通し、会場のあちらこちらで
そういった交流を目にして安堵しました。ハツリブー
スにも興味を持たれた方が熱視線を送り、ハツリス
トの皆様と会話をし交流をしておりましたし、各出
店業者さんのお店にも人集りができ、道具の事など
を熱心に聞いてる姿を見た時には、開催出来て本当
に良かったとひとり感慨無量になっていました。
　また懇親会を開催出来た事により、熱気や活気で
満ち溢れたテントの中で、お酒や料理をともにしな
がら皆様が歓談を楽しんで下さっている姿が目に焼
き付いています。
　いつになるか分かりませんが、また岩見沢で皆様
と楽しく集まれる日を楽しみにしております。

　研修会では思った以上に学生さんや若い方に参加
いただき、その一人ひとりとやり取りをしながら、2
時間の研修会を進めました。
　SNS 等で情報が溢れる時代性もあるのでしょう、
皆さん知識が豊富で、品物としてこれを使えばいい
のかという質問が多くありました。間違えたくない、
効率的に進めたいという意識なのだと思いますが、
大工道具に関しては感覚、研ぎの力加減や好みも影
響するので、できるだけ削ろう会のような場に来て
出店をまわって試し研ぎをして自分に合う砥石を探
すなど、実際に経験する中で自分の定番を見つけて
ほしいと思います。
　答えは自由で、いろいろと触ったり見たり努力し
ながら自分の時間を費やして、そこにたどり着いて
もらいたいと願っています。 
　お伝えした技術の中には、今後彼らが続けて行く
ことで分かってくるものも多いかもしれません。ど
んな分野でもそうですが、やり切ってこそ見えてく
るものがあるので、 まずは続けていくこと。それが参
加いただいた皆さんに一番伝えたかったことかもし
れません。
　一方で、若い人たちが職人を目指し続けていって
もらえるよう、まずは自分たちがよい現場を持つこ
と、そして職人の社会的な地位や認知も上げていく
ような努力も必要だと感じでいます。
　来年の糸魚川での全国大会もよい技術交流の場と
なるよう企画を考えていますので、ぜひご参加よろ
しくお願いいたします。

北海道いわみざわ大会を振り返って
　　　　　　  副実行委員長　川口 泰弘 

大工道具研修会の講師を終えて
　　　　　　　　　　　　　渡辺 智紀

◆ 薄削り競技 一般の部 決勝の講評
　決勝の数値だけを見ると、一般予選（北海道枠含む）
と大分開きがある様に思われる方もいらっしゃると思い
ます。今回の決勝材は北海道産カラマツという事もあり、
普段削りなれていない材料を用いました。
　カラマツの持つヤニが一つ目の難題です。
　刃先にヤニが着くことにより薄く削ろうとすると刃先
についたヤニにより予想外の割れが（実際には刃先は欠

けていない）生じます。その事により、何回も削ってし
まうと刃先がヤニだらけになり、厚みを出して削らない
と綺麗な削り華にならない。
　優勝した近藤さんは、その特性を見抜き、僅か 2 回
で計測をしました。いかに最初刃の調整を合わせる事が
出来るのかが、勝敗を分けてしまいます。
　ヤニ以外にも、厚くなる要素がございます。
　それは、《プレッシャー》。
　決勝という事で、皆さんの視線と 3 ｍ超の削り材
を綺麗に繋げなくてはいけないという心理的なプレッ
シャーです。薄くしてカスレて計測不可よりも少し厚み
をもたせ計測をし、記録を残したいとなってしまいます。
　材料を見て、どのように削ればよいか？削ってからの
材料の硬さや性質を見抜く力も必要となります。

 ※ その他の講評などは下記の大会特設 WEB サイトを
　  ご覧ください。

 WEB：https://kezuroukai.wixsite.com/2022iwa

部 門 順 位 氏 名 都道府県 記 録（μ） 合 計

五寸鉋の部

1 位 栗原 郁夫 千葉県 16・15・18 49

2 位 木内 聡 千葉県 16・17・18 51

3 位 飯干 絢介 熊本県 18・17・25 60

薄削り競技
一般の部

1 位 近藤 孝則 愛知県 21・19・20 59

2 位 山口 博之
（北海道枠 2 位） 北海道 23・27・27 77

3 位 井本 輝正 福岡県 27・29・32 88

4 位 松本 全孝 奈良県 42・37・38 117

5 位 渡辺 智紀 新潟県 42・40・48 130

6 位 有ノ木 巧
（北海道枠 2 位） 北海道 計測不可 ー

薄削り競技
女性の部

1 位 佐藤 さくら 愛知県 12・11 23

2 位 成川 幸子 神奈川県 14・13 27

3位 柳原 万智子
（北海道枠 1 位） 北海道 13・14 27

薄削り競技
学生の部

1 位 渡辺 匠智 新潟県 12・12 24

2 位 原 渉大 大阪府 18・18 36

3 位 野呂 夏鈴
（北海道枠 1 位） 北海道 計測不可 ー

4 位 横川 惣太
（北海道枠 2 位） 北海道 計測不可 ー
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