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青空サロン Liliya Khakimova
　「猪見て矢を引く」　事が起こってからでは遅いという意味。「猪も七代目には豚に
なる」猪も年月がたてば豚になってしまうという意味。いずれも日本のことわざです。
猪はどうも、良くない意味のほうで使われることが多いみたいです。現れたら畑を荒
らしたり、作物を食べたり、農家は苦労するばかりですね。
　今回取材に行ってきた美郷町の人々もそういう問題に遭っているそうで、この記事
では猪で人々の生活はどう変わってきたかを少し述べたいと思います。
　山の中にある美郷町には10年の歴史を持っている青空サロンというところがあり
ます。青空サロン誕生の経緯は、元々猪のトラブルに困っていてみんなで対策を講じ
る事から始まりましたが、毎週水曜日に人々が集まったり、青果の育て方をお互いに
勉強したり交互に担当して作った料理を、みんなで持ち寄り楽しんだりしていくうち
に今の形になりました。
　様々な事情から昔のような町民同士の交流が少なくなってきた中で、青空サロンの
誕生は再び彼らの交流のきっかけともなり、町の絆を取り戻す要因にもなりました。
　他にも青空サロンに集まる人々で作る畑があり、その手入れと作物を動物から守

ることをみんなで実践しています。猪や猿から畑を守るために、畑を柵で囲んで電気
の線を引きオリの罠を設置しています。青空サロンの集会所のスゴイ所は自分たち
が手作りで建ててしまったところなんです！
　また、青空サロンでは人々が収穫した青果を、販売しており、美味しさと人々の集
まりに関心を持って町内だけでなく町の外からも買いに来る人がいる程です。そこで
作られた大根の漬物はとても美味しく、今回の取材で印象に残った事の一つです。他
にもその土地で食べた料理は私の故郷であるロシアとはまた違った、地元の味を教
えてくれました。
　また、その中で趣味によってできたいくつかのグループも出来ました。手作りの猪
の皮製品を作っている青空クラフト、地域イベントを開くグループ、歌やダンスのパ
フォーマンスをしたり手芸をする婦人会、お弁当を作るグループもあります。
　猪は自然とともにそこにいる生き物なので、美郷町の人たちは彼らを悪者扱いせ
ずに、上手に付き合っていける環境を作りました。そんな町の人たちを私は尊敬して
います。自然と互いに仲良く暮らせたら沢山いいことがありますね。個人的に仕事と
は別に、また行ってみたいと思える美しい町でした。この記事を通して少しでも美郷
町の素晴らしさを伝えられたら幸いです。
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　　　　　In Japan they say, “To draw an 
arrow after seeing a wild boar,” when it’s 
too late to act after something has already 
happened. Another example, “Even boars become pigs in the seventh 
generation” means that time will change anything. Boars seem to have a mostly 
negative image in Japanese proverbs. They destroy fields, eat crops, and they 
cause farmers great hardship.
　　　　　The people of Misato-cho, where I visited this time, are facing such 
problems. In this article, I would like to tell you a bit about how it has changed 
their livelihood.
　　　　　Misato-cho is a town situated deep in the mountains, and it is where 
the “Aozora Salon,” now in its tenth year, started its history.
　　　　　The Aozora Salon was originally opened due to the problem of boars, 
which made people take measures against them. After a while however, by 
gathering on every Wednesday the salon’s activity changed to its present state ‒ 
people began to learn about fruit and vegetable cultivation from each other, and 
also began to enjoy taking turns preparing home-cooked dishes for everyone, to 
be taken home as lunch.
Various circumstances of society’s growth had weakened the close relationships 
among the townspeople, but Aozora Salon revived the life of the town, and helped 
to restore bonds.
　　　　　In addition, there is a community fruit and vegetable patch where the 
salon members gather to cultivate it and protect it from wild animals. They put a 
fence around the perimeter, set up an electric wire, and placed a cage trap to 
protect the plants from boars and monkeys.
　　　　　A surprising fact about the Aozora Salon is that its building is 
handmade by its members. As one 
of their activities, they sell harvest 
p ro duce ,  and  th i s  a t t r ac t s  
consumers not only from town but 
even from further afield, lured by 
the taste and by the cozy gatherings. 
Personally, I really liked the 
homemade daikon (radish) pickles. I 
also got to try other delicious local 

food, which was rather different from the tastes of my hometown in Russia.
　　　　　The Aozora Salon members also have several hobby-based groups: 
the “Aozora Craft” club, which makes handmade goods from boar leather, a group 
that arranges local events, a group of 
housewives who sing, dance, and make 
handicrafts, another group that 
prepares boxed lunches, and more.
　　　　　Boars are a piece of nature 
that were there in the first place, so the 
townspeople do not treat them as 
something bad, but instead they create 
an environment where people and 
animals can coexist ‒ for this, I really 
admire them; it is always nice to live in 
harmony with nature. Misato-cho is a 
beautiful place that I would like to visit 
again someday ‒ not for work, but for 
vacation next time. I hope that you too 
may experience such a splendid place 
as Misato-cho for yourselves.
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美郷の山くじら オリバー・マーシャル
　霧が山頂を越え、前方の狭い渓谷に流れ込む、曇った朝であった。私達はトンネ
ルを出て、道路沿いの空き地に駐車したら、木造の小屋の外にある元気な人々の
集まりに気づいた。焚き火にあたり生き生きと会話をする人もいれば、暖かい紅
茶、コーヒー、手作り料理をてきぱきと用意する人もいた。近づいたら、すぐにお母
さんたちに小屋へ招き入れられ、ロールケーキ、おにぎり、熱々のぜんざいをご馳
走になった。山奥の狭い道で知らない人々から、そのような活気やおもてなしを受
け、私は驚いた。最初は「何かお祝いしているようだ」と不思議に思ったが、コミュニ
ティそのものを祝っていることがやっと分かった。ある意味、その集まりがまさかと
思う事のおかげで、コミュニティの再生を祝っていることが明らかになった…
　2月に同僚の国際交流員と一緒に「山くじら」についての取材で、島根県の中
央にある美郷町へ行った。日本史を勉強したことがない外国人には猪を示す

「山くじら」を奇妙に思うかもしれない。4本足の獣を食べることを禁忌されてい
た江戸時代に、人々が「山くじら」という婉曲的な表現を造り出し、実際には食べ
ていたことを、私は美郷町の取材で初めて知った。
　インターネットで「日本の猪」を検索したら、深刻な問題である農業獣害に関

する記事が数多く出てくる。美郷の農家の人々が直面する試練については、美
郷町産業振興課の烏田課長に聞いた。烏田課長によると、猪は田畑に入り込ん
で、農作物が実る前に食べてしまう。その他、植物を踏みつぶすだけではなく、駆
け回ることで作物が泥まみれになる。虫を求めて掘る獣害もあるそうだ。
　獣害の他に、美郷は日本全体がそうであるように、少子高齢化に直面してい
る。地方の住民が都会に移住すればするほど、地方のコミュニティのつながりが
薄れてしまう。東京や大阪の都市部、または優雅な京都に訪れる外国人には、こ
の社会問題が都合よく隠されているのだろうか。島根県の中で一番人口密度の
低い美郷町（人口は5000人弱）は特に影響を受けやすいと思う。
　そんなことを考えながら、その2月の寒い朝、道路沿いの暖かい火のそばでお
茶を飲みながら地域住民とお喋りしている私は思った ̶ 獣害や少子高齢化の
問題に迫られているはずのここの皆は、なぜこんなに明るいの？
　その理由がやっと分かったのは、獣害対策や地域活性化に20年間取り組ん
できた美郷町産業振興課の安田亮さんに会った時である。美郷町の再生に対す
る安田さんの前向きな姿勢に感心した。以前からずっと美郷町に害を与える山

●Japanese

くじらが、実は問題の解決策に重要な役割を果たしていると、安田さんは明瞭に
述べた。私たちが訪問した道路沿いの人々の集まりは「青空サロン」という、
2006年に始まった毎週水曜日の朝市であり、地元の売り場の上であり、獣害対
策について学ぶ場でもある。住民の絆を強めるコミュニティの再生のために大
事な集まりになってきたと、ここに集まる人々は感じている。
　青空サロンの他に、獣害に関する問題がきっかけでコミュニティを豊かにす
るローカルの取り組みがたくさん始まった。近くにあるバリアフリー農園や獣害
対策を通して誰でも交流ができる共用の菜園スペースを安田さんに見せても
らった。「ここでは120歳でも農芸が学べるよ」と安田さんが笑顔で言った。その
あとは「青空クラフト」という、猪の皮を使用し様々な手作り製品（財布、銭袋、ペ
ンホルダーなど）を作製する女性グループを訪問した。安田さんによると、「青空
クラフト」のようなコミュニティ活動は行政から補助金をもらわないで、参加者が
全ての資金を出し合って作った本格的な草の根運動だそうだ。
　美郷町の猪を大事な資源として扱う、「株式会社おおち山くじら」が2017年に
設立された。閉鎖した保育所の施設を再利用している「おおち山くじら」の缶詰
工場を安田さんが案内した。そこで、猪肉を使った缶詰めの中の一つ、ほっぺが
落ちそうな黒ビール煮込みを食べてみた。臭みがなく、非常に柔らかい肉で、シ

チューの力強い味とバランスが完璧にとれていた。
　安田さんは、おおち山くじらの主要業務は猪肉の食品化であるものの、会社の理
念は美郷町の人々が何歳でも幸せで元気な生活ができるように、生きがいを地方
のコミュニティに生み出すことでもある。また、どのようにしてこんな小さい町が人
と人のつながりによって社会問題を解決しているかを見ようとして美郷町を訪問
する会社、研究者、観光客を歓迎する事を想像し続ける事が大切だと言った。
　時期によって変わる肉の供給量など、将来に向けたおおち山くじらと美郷町
にはまだチャレンジがある、と安田さんは言うので、それをすぐに学校給食と比
べた。「給食を食べる時、一番好きなものを先に食べる？」と彼は聞いた。「そん
なに美味しくはないものには栄養があるが、頑張ってそれを先に食べたら、最後
に好きなものを食べる楽しみができる!」。
　私が美郷町を訪れたことは、多くの理由でとても良い経験になった。出会った住
民の方々に歓迎してもらえて感動した。冷たい天気であったが、住民の心で町は
温かい雰囲気がした。お年寄りでも元気いっぱいに一緒に笑い、積極的にコミュ
ニティに関わろうとしている。地域の交流、住民が共有する畑、「青空サロン」や「青
空クラフト」などのローカルの取り組み、そして役場とおおち山くじらの活動を通し
て、山くじらは努力をしてきた美郷町の人々に次いで、町の大切な資源になった。
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The Mountain Whales of 
Misato

　　　　　It was an overcast morning, and fog rolled over the mountain tops, 
sinking into the narrow valley ahead. As we exited a tunnel and pulled over to a 
clearing by the roadside, I noticed the lively gathering of people outside of a 
wooden shelter; some were warming themselves by a fire and laughing in 
animated conversation, while others hurried about, preparing hot tea, coffee, 
and an assortment of homemade cooking. Upon approaching the group, we 
were at once greeted by a group of ladies who served us cream-filled cakes, rice 
balls, and steaming bowls of zenzai (a thick sweet bean soup, filled with sticky 
rice cakes). I was surprised to witness such liveliness and hospitality from people 
whom I had never met before, by the side of a narrow road, nestled deep in the 
mountains. “It almost looks like they’re celebrating” I wondered. I would soon 
learn that they were indeed celebrating ‒ in a sense, it was a celebration of the 
community and its revitalization, all thanks to a very unlikely source…
　　　　　In February, my coworkers and I travelled to Misato Town, situated 
in the heart of Shimane, to meet the people who find “mountain whales.” As 
strange as it might sound, there is a history behind the term, which refers not to 
marine mammals, but to wild boars. In Edo-period Japan (roughly 300 years 
ago), eating four-legged land animals was considered taboo, and people at the 
time coined the euphemism yama kujira (“mountain whale”), as whale and fish 
were popular sources of protein.
　　　　　An internet search of “wild boars in Japan” results in numerous 
articles about the serious issue of agricultural damage by the animals. I sat 
down with Mr. Masateru Karasuda, Director of the Industrial Promotion 
Division for Misato Town, who talked about the challenges that local farmers 
face. According to Mr. Karasuda, wild boars enter a farmer’s field and eat the 
crops before they can grow. Not only do boars trample crops, but they also 
cover areas in mud, and destroy fields by digging for worms.
　　　　　Apart from crop damage by wildlife, Misato Town is in the grip of an 
ageing population and declining birthrate. For visitors to Japan, the bright lights 
of Tokyo and Osaka, and the neatly presented attractions of Kyoto conveniently 
hide the truth about most of the country ‒ as more people flock to cities, rural 
communities become disengaged, and local residents can feel isolated from each 
other. Misato Town, which is the least densely populated municipality in 
Shimane at under 5000 residents, is especially prone to this change.
　　　　　Why then, I wondered ‒ as I sipped my hot tea by the warm fire, 

chatting with locals on the side of the 
road on that cold and foggy February 
morning ‒ why, with the constant 
issue of crop damage and population 
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Shimane Prefecture, Japandecline, did everyone look so cheerful?
　　　　　I found the answer when I sat 
down with Mr. Ryo Yasuda, who has been 
working for over 20 years for Misato Town to 
tackle the problems of wildlife damage and 
community revitalization. I was immediately 
impressed by the optimism Mr. Yasuda had 
for Misato, and how he articulately described 
the yama kujira ‒ which had troubled the town 
for so long ‒ as a pivotal part of the solution. He explained that the early 
morning gathering by the side of the road was a weekly meetup called Aozora 
Salon (aozora = blue sky). It began in 2006 as a gathering for locals to share 
strategies for preventing crop damage, as well as a marketplace to sell local 
produce. However, it has become a place for revitalizing local connections ‒ a 
place where residents can feel that they belong to a community.
　　　　　Along with Aozora Salon, numerous local initiatives in Misato have 
turned the issue of wild boars into a chance for community enrichment. Mr. 
Yasuda showed us a nearby communal fruit and vegetable patch, where locals 
exchange accessible gardening methods and pest control strategies. With a 
smile, he added that “even if you are 120 years old you’d be able to garden 
here.” We also visited Aozora Craft, a group of senior citizens who use wild boar 
leather to produce quality handmade products, such as wallets, coin purses, 
and pen holders. Mr. Yasuda told us that all of these clubs are completely 
funded by the participants, with no assistance by the government ‒ a truly 
grassroots movement.
　　　　　With the support of Mr. Yasuda, Ohchi Yamakujira Co., Ltd. was 
established in 2017 to use the wild boars as a resource for the town. He gave 
us a tour of the company’s small canning facility, which is a repurposed nursery 
school that had closed down. There, we tasted one of the company’s canned 
products, a mouth-watering wild boar and dark beer stew. The wild boar was 
not gamey at all, and extremely tender; the meat perfectly complemented the 
robust flavor of the stew.
　　　　　Although the company’s primary business is the processing of wild boar 
into a variety of food products, Mr. Yasuda explained that the main goal of the 
company is to foster ikigai (vitality) in the local community, so that residents ‒ no 
matter what age ‒ may live happy, healthy, and motivated lives. He said that he 

envisions an influx of companies, researchers, and tourists to Misato, to learn about 
how this small town is turning a societal issue into a platform for human connection.
　　　　　Mr. Yasuda admits that there are challenges ahead for Ohchi 
Yamakujira and Misato, such as seasonal variations in the supply of wild boar. 
However, he wittily compared the challenges to the kyūshoku (lunch service) 
that Japanese people receive at elementary school. “When you eat kyūshoku, 
do you eat the most delicious items first?” Mr. Yasuda asked. “Usually, the most 
nutritious items are less appealing. But if you get through them first, then you 
can look forward to dessert!”
　　　　　Visiting Misato was eye-opening for many reasons. It was moving to 
see the joy of the local residents as they welcomed us. Despite the chilly weather, 
the town felt alive with the spirit of its citizens; even the eldest were full of 
energy, constantly laughing with each other and eager to be involved. Through 
community exchange, communal gardening, local initiatives such as Aozora 
Salon and Aozora Craft, and the support of the town and Ohchi Yamakujira, the 
“mountain whales” have turned from a major problem into a vital asset for 
Misato ‒ second only to the local people who have made it all possible.
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くじらが、実は問題の解決策に重要な役割を果たしていると、安田さんは明瞭に
述べた。私たちが訪問した道路沿いの人々の集まりは「青空サロン」という、
2006年に始まった毎週水曜日の朝市であり、地元の売り場の上であり、獣害対
策について学ぶ場でもある。住民の絆を強めるコミュニティの再生のために大
事な集まりになってきたと、ここに集まる人々は感じている。
　青空サロンの他に、獣害に関する問題がきっかけでコミュニティを豊かにす
るローカルの取り組みがたくさん始まった。近くにあるバリアフリー農園や獣害
対策を通して誰でも交流ができる共用の菜園スペースを安田さんに見せても
らった。「ここでは120歳でも農芸が学べるよ」と安田さんが笑顔で言った。その
あとは「青空クラフト」という、猪の皮を使用し様々な手作り製品（財布、銭袋、ペ
ンホルダーなど）を作製する女性グループを訪問した。安田さんによると、「青空
クラフト」のようなコミュニティ活動は行政から補助金をもらわないで、参加者が
全ての資金を出し合って作った本格的な草の根運動だそうだ。
　美郷町の猪を大事な資源として扱う、「株式会社おおち山くじら」が2017年に
設立された。閉鎖した保育所の施設を再利用している「おおち山くじら」の缶詰
工場を安田さんが案内した。そこで、猪肉を使った缶詰めの中の一つ、ほっぺが
落ちそうな黒ビール煮込みを食べてみた。臭みがなく、非常に柔らかい肉で、シ

チューの力強い味とバランスが完璧にとれていた。
　安田さんは、おおち山くじらの主要業務は猪肉の食品化であるものの、会社の理
念は美郷町の人々が何歳でも幸せで元気な生活ができるように、生きがいを地方
のコミュニティに生み出すことでもある。また、どのようにしてこんな小さい町が人
と人のつながりによって社会問題を解決しているかを見ようとして美郷町を訪問
する会社、研究者、観光客を歓迎する事を想像し続ける事が大切だと言った。
　時期によって変わる肉の供給量など、将来に向けたおおち山くじらと美郷町
にはまだチャレンジがある、と安田さんは言うので、それをすぐに学校給食と比
べた。「給食を食べる時、一番好きなものを先に食べる？」と彼は聞いた。「そん
なに美味しくはないものには栄養があるが、頑張ってそれを先に食べたら、最後
に好きなものを食べる楽しみができる!」。
　私が美郷町を訪れたことは、多くの理由でとても良い経験になった。出会った住
民の方々に歓迎してもらえて感動した。冷たい天気であったが、住民の心で町は
温かい雰囲気がした。お年寄りでも元気いっぱいに一緒に笑い、積極的にコミュ
ニティに関わろうとしている。地域の交流、住民が共有する畑、「青空サロン」や「青
空クラフト」などのローカルの取り組み、そして役場とおおち山くじらの活動を通し
て、山くじらは努力をしてきた美郷町の人々に次いで、町の大切な資源になった。
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Shimane

Oliver Marshall

The Mountain Whales of 
Misato

　　　　　It was an overcast morning, and fog rolled over the mountain tops, 
sinking into the narrow valley ahead. As we exited a tunnel and pulled over to a 
clearing by the roadside, I noticed the lively gathering of people outside of a 
wooden shelter; some were warming themselves by a fire and laughing in 
animated conversation, while others hurried about, preparing hot tea, coffee, 
and an assortment of homemade cooking. Upon approaching the group, we 
were at once greeted by a group of ladies who served us cream-filled cakes, rice 
balls, and steaming bowls of zenzai (a thick sweet bean soup, filled with sticky 
rice cakes). I was surprised to witness such liveliness and hospitality from people 
whom I had never met before, by the side of a narrow road, nestled deep in the 
mountains. “It almost looks like they’re celebrating” I wondered. I would soon 
learn that they were indeed celebrating ‒ in a sense, it was a celebration of the 
community and its revitalization, all thanks to a very unlikely source…
　　　　　In February, my coworkers and I travelled to Misato Town, situated 
in the heart of Shimane, to meet the people who find “mountain whales.” As 
strange as it might sound, there is a history behind the term, which refers not to 
marine mammals, but to wild boars. In Edo-period Japan (roughly 300 years 
ago), eating four-legged land animals was considered taboo, and people at the 
time coined the euphemism yama kujira (“mountain whale”), as whale and fish 
were popular sources of protein.
　　　　　An internet search of “wild boars in Japan” results in numerous 
articles about the serious issue of agricultural damage by the animals. I sat 
down with Mr. Masateru Karasuda, Director of the Industrial Promotion 
Division for Misato Town, who talked about the challenges that local farmers 
face. According to Mr. Karasuda, wild boars enter a farmer’s field and eat the 
crops before they can grow. Not only do boars trample crops, but they also 
cover areas in mud, and destroy fields by digging for worms.
　　　　　Apart from crop damage by wildlife, Misato Town is in the grip of an 
ageing population and declining birthrate. For visitors to Japan, the bright lights 
of Tokyo and Osaka, and the neatly presented attractions of Kyoto conveniently 
hide the truth about most of the country ‒ as more people flock to cities, rural 
communities become disengaged, and local residents can feel isolated from each 
other. Misato Town, which is the least densely populated municipality in 
Shimane at under 5000 residents, is especially prone to this change.
　　　　　Why then, I wondered ‒ as I sipped my hot tea by the warm fire, 

chatting with locals on the side of the 
road on that cold and foggy February 
morning ‒ why, with the constant 
issue of crop damage and population 
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Shimane Prefecture, Japandecline, did everyone look so cheerful?
　　　　　I found the answer when I sat 
down with Mr. Ryo Yasuda, who has been 
working for over 20 years for Misato Town to 
tackle the problems of wildlife damage and 
community revitalization. I was immediately 
impressed by the optimism Mr. Yasuda had 
for Misato, and how he articulately described 
the yama kujira ‒ which had troubled the town 
for so long ‒ as a pivotal part of the solution. He explained that the early 
morning gathering by the side of the road was a weekly meetup called Aozora 
Salon (aozora = blue sky). It began in 2006 as a gathering for locals to share 
strategies for preventing crop damage, as well as a marketplace to sell local 
produce. However, it has become a place for revitalizing local connections ‒ a 
place where residents can feel that they belong to a community.
　　　　　Along with Aozora Salon, numerous local initiatives in Misato have 
turned the issue of wild boars into a chance for community enrichment. Mr. 
Yasuda showed us a nearby communal fruit and vegetable patch, where locals 
exchange accessible gardening methods and pest control strategies. With a 
smile, he added that “even if you are 120 years old you’d be able to garden 
here.” We also visited Aozora Craft, a group of senior citizens who use wild boar 
leather to produce quality handmade products, such as wallets, coin purses, 
and pen holders. Mr. Yasuda told us that all of these clubs are completely 
funded by the participants, with no assistance by the government ‒ a truly 
grassroots movement.
　　　　　With the support of Mr. Yasuda, Ohchi Yamakujira Co., Ltd. was 
established in 2017 to use the wild boars as a resource for the town. He gave 
us a tour of the company’s small canning facility, which is a repurposed nursery 
school that had closed down. There, we tasted one of the company’s canned 
products, a mouth-watering wild boar and dark beer stew. The wild boar was 
not gamey at all, and extremely tender; the meat perfectly complemented the 
robust flavor of the stew.
　　　　　Although the company’s primary business is the processing of wild boar 
into a variety of food products, Mr. Yasuda explained that the main goal of the 
company is to foster ikigai (vitality) in the local community, so that residents ‒ no 
matter what age ‒ may live happy, healthy, and motivated lives. He said that he 

envisions an influx of companies, researchers, and tourists to Misato, to learn about 
how this small town is turning a societal issue into a platform for human connection.
　　　　　Mr. Yasuda admits that there are challenges ahead for Ohchi 
Yamakujira and Misato, such as seasonal variations in the supply of wild boar. 
However, he wittily compared the challenges to the kyūshoku (lunch service) 
that Japanese people receive at elementary school. “When you eat kyūshoku, 
do you eat the most delicious items first?” Mr. Yasuda asked. “Usually, the most 
nutritious items are less appealing. But if you get through them first, then you 
can look forward to dessert!”
　　　　　Visiting Misato was eye-opening for many reasons. It was moving to 
see the joy of the local residents as they welcomed us. Despite the chilly weather, 
the town felt alive with the spirit of its citizens; even the eldest were full of 
energy, constantly laughing with each other and eager to be involved. Through 
community exchange, communal gardening, local initiatives such as Aozora 
Salon and Aozora Craft, and the support of the town and Ohchi Yamakujira, the 
“mountain whales” have turned from a major problem into a vital asset for 
Misato ‒ second only to the local people who have made it all possible.

Here
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「山くじらを通じ、広がる地域のコミュニティ」
－手縫いイノシシ皮革製品の創造空間「青空クラフト」－

コミュニティをつなぐ努力をしている。
　私はイノシシを通じ、地域住民のコミュニティ活性の手段になっている、「青空クラ
フト」という集まりについて取材をした。
　「青空クラフト」はイノシシの革を使い、様々な手縫いの製品を作っている地域の
婦人会の集まりだ。野生のイノシシを捕獲し、そこから得た皮を東京にあるなめし工
場で加工され再び美郷町に戻る。そして婦人会のみなさんの手から、いろいろな手
縫いの製品が誕生する。製品は主に日用品が多く、キーホールダー、コインケース、
印鑑ケース、携帯ストラップ、ペンケースなど多様だ。もちろんオーダーメイドでバック
のようなものも製作が可能だそうだ。「青空クラフト」会の代表である渡利マツ子さん
は博多出身で、独身の時、地元で約9年洋裁の仕事の経験がある。「青空クラフト」の
会場として使われている集会所は、以前縫製工場があったところで、ここの皆さんは
以前、縫製の仕事をしたことがある方が多いらしい。しかし皮革製品はまた縫製の仕
事とは違う分野であるために、「青空クラフト」が立ち上がって8年という年月が経ち、
やっと手縫いの革製品作りに少し慣れたという。
　「青空クラフト」の集まりは毎週水曜日。毎週水曜日の早朝、地域の住民たちの別の

　2019年己亥年。今年は十二支の亥年になる。十二支の亥に当てられる動物が中国、
韓国などではブタになるが、日本ではイノシシになるのが面白い。日本でイノシシ肉を
食べ始めたのは大昔からだと言われているが、昔は四足の獣を食べるのは禁忌されて
いたため、イノシシをあえて「山くじら」という名前で呼び、イノシシ肉を食べ続けてきた
そうだ。昔の人はくじらを魚だと思っていたから、こういうおもしろい名前ができた。
　野生動物であるイノシシが環境の変化などにより、山から民家や田んぼ・畑などに
降りてきて、人々の生活に影響を与えているのは日本だけでの問題ではない。韓国で
も2005年首都ソウルという大都会にイノシシが現れ、大騒ぎになったことがある。そ
れからずっと韓国国内ではイノシシの問題で頭を抱えている。果たして、イノシシと
人間が共生するための方法はあるかどうか。
今回の島根情報誌では「山くじらと生きる町-美郷町」をテーマに、島根県の中部にあ
る美郷町を2回訪問した。
　人口4700人あまりの小さい町、美郷町は豊かな森林に囲まれ、以前から町に現れ
るイノシシの被害が多い地域である。この小さい町の住民は国や自治体だけに頼ら
ずに、自ら主人公になり、イノシシを通じ、積極的に町の経済を活性化し地域住民の

楽しそうな感じ。
　日本も韓国も少子化・高齢化の問題が深刻だ。これに伴い、地方人口の減少も深
刻な状況だが、美郷町のように地方の高齢者の方々が地域のコミュニティを通じ、一
緒に集まり、90を超える年齢でも楽しく趣味生活ができるなら、大きな意味があるの
ではないかと思う。
韓国も高齢化が猛スピードで進んでいるが、すでに高齢社会である日本では人口の
減少に対応すべく「地域おこし」のための様々な努力が行われている。
　「地域おこし」という言葉は地域に住んでいる「人を起こす」という意味があり、それが
最も根本的な問題解決につながると美郷町役場の安田亮（産業振興課）さんは言う。
　今までは「地域起こし＝若い人たちをたくさん吸収、地域の経済発展」だと思い込
んでいたが、美郷町でたくさんの人に会い、インタービューをしながら、自分の今まで
の狭い視野が広くなったような気がした。
　「地域おこし」には正解がないと安田さんは話を続けていく。無理やり都会から若
い人たちをここに定住させるのにも問題がある。それよりまず、この地域に住んでいる
人々がこのようなコミュニティを通じ、年をとっても、健康で自分の生活を維持してい
けるなら、自然な流れで他の地域の人々も美郷町に関心を持つようになるだろう。美
郷町は山くじらを通じ、地域の経済だけではなく、健康で長生きできる地域として、成
長していくだろう。美郷町のこういった努力が日本国内だけではなく、韓国と世界中
に広がっていくことを切実に祈っている。

●Japanese

コミュニティの朝市で、各自作った料理などを持ち寄り、食べ、自分の畑で栽培した野
菜などの販売が終わると、ここの集会所に11名の婦人会の方々が集まり、手縫いの
イノシシ皮革製品を作る作業が始まる。製品の広報・受注・製作・発送などは実にア
ナログ式だ。ネット販売などはせず、欲しい人は購入しに直接ここまで来ないといけ
ない。製品の購入のために直接ここを訪問する人々に、「青空クラフト」のみなさんが
手で丁寧に一針一針縫い、作っていく姿や、美郷町をいろいろ見てもらいたい気持ち
で、あえてこのような方法で販売をしている。製品はすべて手縫いだから、すごく丈夫
で上品だ。イノシシの皮革製品を見るのは初めてだったので、どんな感じだろうと気
になっていたが、牛革に比べて、すごく軽く、やわらかくて、使えば使うほど、革固有の
光沢が出てきて、だんだん色が薄くなっていくそうだが、これがイノシシ革ならではの
味だと言えるだろう。製品の値段は手縫いの皮革製品だから、ある程度の値段になる
と思っていたが、安い物は300円（キーカバー）から高い物は8,000円（名刺入れ）ま
で。手縫いの皮革製品としては安い方だ。時間と手間をかけて、また皮を加工するな
どのお金のことを考えると、収益があまり出なさそうと思ったが、やはり渡利さんの答
えも収益はゼロということだ。収益を考えて活動している会というより、週1回こうやっ
て集まり、お互いの日常生活を共有し、趣味で続けていく事に、意味があるという。
　「青空クラフト」の参加者の平均年齢は70代。みんな作業に入る前のお茶タイムの
時は和やかな雰囲気で楽しくおしゃべりをし、10時から午後4時までの手縫い皮革
製品作りの時は誰よりも集中して、真剣な顔で作業に取り組んでいる。みんな、とても
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　　　　　It is 2019 and according to the Chinese zodiac, it is the year of the 
pig. While China and Korea refer to the zodiac animal of the year as the pig, it is 
interesting that Japan refers to it as the wild boar. It is said that Japan first started 
eating wild boar long ago, during a time when eating animals with four legs was 
considered taboo. But since they purposely referred to wild boar as yamakujira  
(“mountain whale”) they were able to continue eating it. And this interesting 
name came about because people long ago only associated the word whale with 
fish. 
　　　　　Due to changes in the environment, wild boars started coming down 
from the mountains to the houses and farms of the locals. And the impact they 
cause on the daily lives of the locals is a problem not only limited to Japan. In 
fact, in 2005, wild boars appeared in the Korean metropolis city Seoul where 
they caused a huge uproar. And continuously since then, Korean has been 
tackling their own domestic wild boar problem. I wonder if there really is a way 
for wild boars and humans to coexist peacefully.
　　　　　The theme for this issue of the Shimanean is “The Yama Kujira and a 
Lively Town“ which has taken us to Misato Town in the middle of Shimane 
Prefecture, twice.    
　　　　　A small town with a population of 4700, Misato Town is completely 
surrounded by forests and in an area that is prone to the devastation of wild 
boar. The residents of this small town didn’t rely on the national or local 
government. Rather this is their story, their story on how through wild boar and 
the combined efforts of the local community they were able to proactively revive 
the economy of their town. 
　　　　　I interviewed a group called [Aozora Craft], which uses wild boar as a 
way for local residents to become involved in community activities.
　　　　　[Aozora Craft] is a group of women that create many hand-stitched 

“Through Yamakujira, the Community 
　　　　　　　 of a Widespread Area”
-Creative Space of Hand-Stitched Wild Boar 
　　　　　　　   Leather Crafts at Aozora Craft

crafts using wild boar leather. After a wild boar has been caught, its hide gets 
removed and sent to a leather tanning workshop in Tokyo where it is then 
processed and sent back to Misato Town once it is finished. By the many hands 
of the group of women, various hand-stitched products were born. There is 
much diversity to the products, but many are designed for daily use like key 
holders, coin cases, stamp cases, phone straps, pen cases, and the likes. And of 
course, they also do take custom orders for anything, such as bags. Matsuko 
Watari is the representative of the [Aozora Craft] group. She has nine years of 
experience from a job she had when she was single, making western dresses in 
her home town of Hakata. A lot of the other members also used to have sewing 
-related jobs and in fact the building that is used as the [Aozora Craft] workshop 
was once a sewing workshop. Despite having the experience, leather is a lot 
different to work with and even though it has been 8 years since their first 
launch, only now have they finally got the hang of it. 
　　　　　The [Aozora Craft] group gets together every Wednesday. They start 
in the early morning at the morning market where the locals gather to share 
homemade food and sell their homegrown vegetables. After the morning market 
closes, the 11 women of the [Aozora Craft] group then gather to start work on 
their hand-stitched leather crafts. The publicizing, orders, production and 
shipping of their products is actually done in a very analog way. They don’t sell 
anything online so if you want to buy anything you have to come down yourself 
and buy it in person, but there is a reason. When the buyer comes looking for the 
item they want, not only do they get to see how the members of [Aozora Craft] 
carefully construct each product by hand-stitching each piece together needle by 
needle, but they also get the chance to visit and see the many other things of 

Misato Town. Every item is stitched together by hand, making them very durable 
and of high quality. This was my first time seeing leather products made from the 
hide of wild boar and I was quite curious about what it would be like. When 

comparing it to calf hide it is very light and soft, and while it gives off a luster like 
every other leather does as it is used more and more, the characteristic of wild boar 
leather is that it also gets gradually lighter in color as well. As for the price of the 
items, being hand-stitched leather products I expected the price to be like many 
other hand-stitched leather products, but the cheapest item was 300 JPY (key 
cover) and most expensive item was 8,000 JPY (card holder). They are quite cheap 
despite being hand-stitched leather products. Considering the time and labor as well 
as the cost for processing the leather, you would think that they would be making 
nearly nothing ‒ if any profits ‒ but after asking Mrs. Watari it was confirmed that 
the profits are zero. The group isn’t concerned about making profits; they gather 
once a week and share the activities of daily life with one another, and do it all for 
the reason to continue their hobby because it is their hobby. 
　　　　　The average age of the members is around 70 years old. Before they 
start their work day, which goes from 10 a.m. to 4 p.m., they have a tea time where 
they gossip and talk and fill the room with a cheerful atmosphere, but once work 
starts you can see the seriousness in their faces as they engage in the concentration 
needed for hand-stitching leather. But everyone looks like they are having fun. 
　　　　　Japan and Korea are both tackling the serious problem of declining 
birth rates and population ageing. Subsequent to that, the declining local population 
is also in a critical condition. But I think there is a great significance in having a local 
community, like the one in Misato Town, where locals who are even older than 90 
years old can still gather together and continue enjoying their hobby. 
　　　　　While population ageing in Korea is increasing at a severe speed, 
Japan is already facing the problem of an ageing society and is facing the 
problem of population decline by putting a lot of effort in area revitalization.  
　　　　　“Area revitalization can also carry the same meaning as having a  
‘local movement,’ which is the most fundamental solution to the problem” 
according to Mr. Yasuda, who works at the local municipality office. 
　　　　　Until now I associated area revitalization with attracting a younger 
population and economically growing a local region, but after interviewing and 
meeting with many people in Misato Town I feel my once narrow outlook has 
gotten a lot wider. 
　　　　　Mr. Yasuda continued talking about how there is no real correct way for 
area revitalization. And forcibly bringing people of the younger generation here to 
live permanently also poses another problem. But more importantly, having a 
community like the one here, where the locals can continue maintaining their health 
through its activities, might naturally lead to people from other regions becoming 
interested in Misato Town. Through wild boars, Misato Town will continue to grow 
not only economically, but as a region with healthy and long-living residents. And I 
sincerely hope the efforts, like the ones of Misato Town, will continue to grow not 
only in Japan and Korea, but throughout the rest of the world as well.  Map

Shimane

Here

朴慧貞
（パク・ヘジョン）
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「山くじらを通じ、広がる地域のコミュニティ」
－手縫いイノシシ皮革製品の創造空間「青空クラフト」－

コミュニティをつなぐ努力をしている。
　私はイノシシを通じ、地域住民のコミュニティ活性の手段になっている、「青空クラ
フト」という集まりについて取材をした。
　「青空クラフト」はイノシシの革を使い、様々な手縫いの製品を作っている地域の
婦人会の集まりだ。野生のイノシシを捕獲し、そこから得た皮を東京にあるなめし工
場で加工され再び美郷町に戻る。そして婦人会のみなさんの手から、いろいろな手
縫いの製品が誕生する。製品は主に日用品が多く、キーホールダー、コインケース、
印鑑ケース、携帯ストラップ、ペンケースなど多様だ。もちろんオーダーメイドでバック
のようなものも製作が可能だそうだ。「青空クラフト」会の代表である渡利マツ子さん
は博多出身で、独身の時、地元で約9年洋裁の仕事の経験がある。「青空クラフト」の
会場として使われている集会所は、以前縫製工場があったところで、ここの皆さんは
以前、縫製の仕事をしたことがある方が多いらしい。しかし皮革製品はまた縫製の仕
事とは違う分野であるために、「青空クラフト」が立ち上がって8年という年月が経ち、
やっと手縫いの革製品作りに少し慣れたという。
　「青空クラフト」の集まりは毎週水曜日。毎週水曜日の早朝、地域の住民たちの別の

　2019年己亥年。今年は十二支の亥年になる。十二支の亥に当てられる動物が中国、
韓国などではブタになるが、日本ではイノシシになるのが面白い。日本でイノシシ肉を
食べ始めたのは大昔からだと言われているが、昔は四足の獣を食べるのは禁忌されて
いたため、イノシシをあえて「山くじら」という名前で呼び、イノシシ肉を食べ続けてきた
そうだ。昔の人はくじらを魚だと思っていたから、こういうおもしろい名前ができた。
　野生動物であるイノシシが環境の変化などにより、山から民家や田んぼ・畑などに
降りてきて、人々の生活に影響を与えているのは日本だけでの問題ではない。韓国で
も2005年首都ソウルという大都会にイノシシが現れ、大騒ぎになったことがある。そ
れからずっと韓国国内ではイノシシの問題で頭を抱えている。果たして、イノシシと
人間が共生するための方法はあるかどうか。
今回の島根情報誌では「山くじらと生きる町-美郷町」をテーマに、島根県の中部にあ
る美郷町を2回訪問した。
　人口4700人あまりの小さい町、美郷町は豊かな森林に囲まれ、以前から町に現れ
るイノシシの被害が多い地域である。この小さい町の住民は国や自治体だけに頼ら
ずに、自ら主人公になり、イノシシを通じ、積極的に町の経済を活性化し地域住民の

楽しそうな感じ。
　日本も韓国も少子化・高齢化の問題が深刻だ。これに伴い、地方人口の減少も深
刻な状況だが、美郷町のように地方の高齢者の方々が地域のコミュニティを通じ、一
緒に集まり、90を超える年齢でも楽しく趣味生活ができるなら、大きな意味があるの
ではないかと思う。
韓国も高齢化が猛スピードで進んでいるが、すでに高齢社会である日本では人口の
減少に対応すべく「地域おこし」のための様々な努力が行われている。
　「地域おこし」という言葉は地域に住んでいる「人を起こす」という意味があり、それが
最も根本的な問題解決につながると美郷町役場の安田亮（産業振興課）さんは言う。
　今までは「地域起こし＝若い人たちをたくさん吸収、地域の経済発展」だと思い込
んでいたが、美郷町でたくさんの人に会い、インタービューをしながら、自分の今まで
の狭い視野が広くなったような気がした。
　「地域おこし」には正解がないと安田さんは話を続けていく。無理やり都会から若
い人たちをここに定住させるのにも問題がある。それよりまず、この地域に住んでいる
人々がこのようなコミュニティを通じ、年をとっても、健康で自分の生活を維持してい
けるなら、自然な流れで他の地域の人々も美郷町に関心を持つようになるだろう。美
郷町は山くじらを通じ、地域の経済だけではなく、健康で長生きできる地域として、成
長していくだろう。美郷町のこういった努力が日本国内だけではなく、韓国と世界中
に広がっていくことを切実に祈っている。
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コミュニティの朝市で、各自作った料理などを持ち寄り、食べ、自分の畑で栽培した野
菜などの販売が終わると、ここの集会所に11名の婦人会の方々が集まり、手縫いの
イノシシ皮革製品を作る作業が始まる。製品の広報・受注・製作・発送などは実にア
ナログ式だ。ネット販売などはせず、欲しい人は購入しに直接ここまで来ないといけ
ない。製品の購入のために直接ここを訪問する人々に、「青空クラフト」のみなさんが
手で丁寧に一針一針縫い、作っていく姿や、美郷町をいろいろ見てもらいたい気持ち
で、あえてこのような方法で販売をしている。製品はすべて手縫いだから、すごく丈夫
で上品だ。イノシシの皮革製品を見るのは初めてだったので、どんな感じだろうと気
になっていたが、牛革に比べて、すごく軽く、やわらかくて、使えば使うほど、革固有の
光沢が出てきて、だんだん色が薄くなっていくそうだが、これがイノシシ革ならではの
味だと言えるだろう。製品の値段は手縫いの皮革製品だから、ある程度の値段になる
と思っていたが、安い物は300円（キーカバー）から高い物は8,000円（名刺入れ）ま
で。手縫いの皮革製品としては安い方だ。時間と手間をかけて、また皮を加工するな
どのお金のことを考えると、収益があまり出なさそうと思ったが、やはり渡利さんの答
えも収益はゼロということだ。収益を考えて活動している会というより、週1回こうやっ
て集まり、お互いの日常生活を共有し、趣味で続けていく事に、意味があるという。
　「青空クラフト」の参加者の平均年齢は70代。みんな作業に入る前のお茶タイムの
時は和やかな雰囲気で楽しくおしゃべりをし、10時から午後4時までの手縫い皮革
製品作りの時は誰よりも集中して、真剣な顔で作業に取り組んでいる。みんな、とても
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　　　　　It is 2019 and according to the Chinese zodiac, it is the year of the 
pig. While China and Korea refer to the zodiac animal of the year as the pig, it is 
interesting that Japan refers to it as the wild boar. It is said that Japan first started 
eating wild boar long ago, during a time when eating animals with four legs was 
considered taboo. But since they purposely referred to wild boar as yamakujira  
(“mountain whale”) they were able to continue eating it. And this interesting 
name came about because people long ago only associated the word whale with 
fish. 
　　　　　Due to changes in the environment, wild boars started coming down 
from the mountains to the houses and farms of the locals. And the impact they 
cause on the daily lives of the locals is a problem not only limited to Japan. In 
fact, in 2005, wild boars appeared in the Korean metropolis city Seoul where 
they caused a huge uproar. And continuously since then, Korean has been 
tackling their own domestic wild boar problem. I wonder if there really is a way 
for wild boars and humans to coexist peacefully.
　　　　　The theme for this issue of the Shimanean is “The Yama Kujira and a 
Lively Town“ which has taken us to Misato Town in the middle of Shimane 
Prefecture, twice.    
　　　　　A small town with a population of 4700, Misato Town is completely 
surrounded by forests and in an area that is prone to the devastation of wild 
boar. The residents of this small town didn’t rely on the national or local 
government. Rather this is their story, their story on how through wild boar and 
the combined efforts of the local community they were able to proactively revive 
the economy of their town. 
　　　　　I interviewed a group called [Aozora Craft], which uses wild boar as a 
way for local residents to become involved in community activities.
　　　　　[Aozora Craft] is a group of women that create many hand-stitched 

“Through Yamakujira, the Community 
　　　　　　　 of a Widespread Area”
-Creative Space of Hand-Stitched Wild Boar 
　　　　　　　   Leather Crafts at Aozora Craft

crafts using wild boar leather. After a wild boar has been caught, its hide gets 
removed and sent to a leather tanning workshop in Tokyo where it is then 
processed and sent back to Misato Town once it is finished. By the many hands 
of the group of women, various hand-stitched products were born. There is 
much diversity to the products, but many are designed for daily use like key 
holders, coin cases, stamp cases, phone straps, pen cases, and the likes. And of 
course, they also do take custom orders for anything, such as bags. Matsuko 
Watari is the representative of the [Aozora Craft] group. She has nine years of 
experience from a job she had when she was single, making western dresses in 
her home town of Hakata. A lot of the other members also used to have sewing 
-related jobs and in fact the building that is used as the [Aozora Craft] workshop 
was once a sewing workshop. Despite having the experience, leather is a lot 
different to work with and even though it has been 8 years since their first 
launch, only now have they finally got the hang of it. 
　　　　　The [Aozora Craft] group gets together every Wednesday. They start 
in the early morning at the morning market where the locals gather to share 
homemade food and sell their homegrown vegetables. After the morning market 
closes, the 11 women of the [Aozora Craft] group then gather to start work on 
their hand-stitched leather crafts. The publicizing, orders, production and 
shipping of their products is actually done in a very analog way. They don’t sell 
anything online so if you want to buy anything you have to come down yourself 
and buy it in person, but there is a reason. When the buyer comes looking for the 
item they want, not only do they get to see how the members of [Aozora Craft] 
carefully construct each product by hand-stitching each piece together needle by 
needle, but they also get the chance to visit and see the many other things of 

Misato Town. Every item is stitched together by hand, making them very durable 
and of high quality. This was my first time seeing leather products made from the 
hide of wild boar and I was quite curious about what it would be like. When 

comparing it to calf hide it is very light and soft, and while it gives off a luster like 
every other leather does as it is used more and more, the characteristic of wild boar 
leather is that it also gets gradually lighter in color as well. As for the price of the 
items, being hand-stitched leather products I expected the price to be like many 
other hand-stitched leather products, but the cheapest item was 300 JPY (key 
cover) and most expensive item was 8,000 JPY (card holder). They are quite cheap 
despite being hand-stitched leather products. Considering the time and labor as well 
as the cost for processing the leather, you would think that they would be making 
nearly nothing ‒ if any profits ‒ but after asking Mrs. Watari it was confirmed that 
the profits are zero. The group isn’t concerned about making profits; they gather 
once a week and share the activities of daily life with one another, and do it all for 
the reason to continue their hobby because it is their hobby. 
　　　　　The average age of the members is around 70 years old. Before they 
start their work day, which goes from 10 a.m. to 4 p.m., they have a tea time where 
they gossip and talk and fill the room with a cheerful atmosphere, but once work 
starts you can see the seriousness in their faces as they engage in the concentration 
needed for hand-stitching leather. But everyone looks like they are having fun. 
　　　　　Japan and Korea are both tackling the serious problem of declining 
birth rates and population ageing. Subsequent to that, the declining local population 
is also in a critical condition. But I think there is a great significance in having a local 
community, like the one in Misato Town, where locals who are even older than 90 
years old can still gather together and continue enjoying their hobby. 
　　　　　While population ageing in Korea is increasing at a severe speed, 
Japan is already facing the problem of an ageing society and is facing the 
problem of population decline by putting a lot of effort in area revitalization.  
　　　　　“Area revitalization can also carry the same meaning as having a  
‘local movement,’ which is the most fundamental solution to the problem” 
according to Mr. Yasuda, who works at the local municipality office. 
　　　　　Until now I associated area revitalization with attracting a younger 
population and economically growing a local region, but after interviewing and 
meeting with many people in Misato Town I feel my once narrow outlook has 
gotten a lot wider. 
　　　　　Mr. Yasuda continued talking about how there is no real correct way for 
area revitalization. And forcibly bringing people of the younger generation here to 
live permanently also poses another problem. But more importantly, having a 
community like the one here, where the locals can continue maintaining their health 
through its activities, might naturally lead to people from other regions becoming 
interested in Misato Town. Through wild boars, Misato Town will continue to grow 
not only economically, but as a region with healthy and long-living residents. And I 
sincerely hope the efforts, like the ones of Misato Town, will continue to grow not 
only in Japan and Korea, but throughout the rest of the world as well.  Map
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美郷町でいきいき輝く人
　島根県美郷町乙原、閉鎖された保育園。ここでは、イノシシの肉を日本全国に
アピールするための新たなビジネスが始まっている。実はここは今、「株式会社
おおち山くじら」というイノシシの肉を使った缶詰工場だ。美郷町や近隣市町村
で捕獲された野生イノシシの約8割を、ここに搬入・食肉処理し、イノシシの煮込
みなど3種類の缶詰を作り、全国に出荷している。獣害対策の先駆的な取り組み
を行っていることで広く知られている。
　「会社の仕事に価値とやり甲斐を見出している」と話すのは、イノシシ肉生産
における品質・衛生・安全管理の責任者である嵇（じ）亮（りょう）さん。中国上海
生まれで、5歳の時に両親と一緒に神奈川県に移住した。東京大学で生物学を
専攻し、ヨーロッパを渡り歩いてきた嵇さんが3年前この仕事のために美郷町に
移り住んだ。二日間にわたる取材で、役場や地域住民との話の中で何度も彼の
名前が出てきた。称賛の声が相次いでいた。私たちはそんな嵇さんのところに
お話を聞きに行った。
　2016年3月、美郷町のブログにあった「一緒にイノシシ肉の事業を手伝ってく
れる人募集」という書き込みが目に入り、まずは話だけでも聞いてみようと1通

のメールを送ったことがきっかけとなり、現在に至っている。イノシシの解体処
理という珍しい職種ゆえ、募集に対してそれほど反応がない中、嵇さんは興味を
持って問い合わせをしてくれた「レアな人物」だったそうだ。
　「ほかの所ではされていないようなことに挑戦してみたい。そして、自分の食い
扶持を自分で稼ぐの
が 魅 力 的 だと思 っ
た」。しかし、そうは
言っても、方言がわ
からない、想像以上
の仕事量、来たばか
りなのに山くじら事業
のコアな部分がいき
なり任せられた……
最 初 は 試 練 の 連 続
だった。しかし、町の
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許容力に救われた。地域の方々が彼に仕事を任せるだけでなく、自分の足りな
い部分や辛い部分をサポートしてくれたそうだ。「辛い時もあったけど、それで
も楽しくて続けたい」ときっぱりと言う。
　「イノシシの原材料を仕入れて、お肉にして、それをさらに缶詰に加工して販
売する。最初から最後まで携わるのが面白いし充実している。」自分がやらなけ
れば何も進まない。だけど、やればやるほどどんどん形になる。その実感と手応
え、仕事のプロセスそのものが、彼を昇華しているのだった。嵇さんの仕事は基
本的にはイノシシの解体処理だが、最近は在庫管理や生産体制の管理につい
ても改善に乗り出しているそう。「仕事をする上での知識は一から勉強しなけれ
ばならないが、大学で勉強した考え方が役に立っている。」シーズンによる捕獲
量の差、処理スタッフを増員したいなど、目の前に現れる課題も少なくないが、
一生懸命にかつ楽しんでいる姿が印象的だった。将来は年間生産量を安定的
に増加し、日本全国のイノシシ肉市場で占めるシェアを1％まで高めたいとい
う。
　地域を守りながら、地域にも守られている。美郷町に来るまでは、田舎の社会

では時間をかけて人との関係を積み重ねて徐々に信頼してもらわないといけな
いものだと思っていた彼が、美郷では、いつの間にか大事にされている。その秘
訣を聞くと、「地域に入り込んだ仕事をしているからだ。そして、高齢の方に触れ
合うことも大事。みなさんがいろいろな経験をされてきたので、その話を聞くの
が好き」と笑顔を見せた彼がとても輝いて見えた。
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コミュニティをつなぐ努力をしている。
　私はイノシシを通じ、地域住民のコミュニティ活性の手段になっている、「青空クラ
フト」という集まりについて取材をした。
　「青空クラフト」はイノシシの革を使い、様々な手縫いの製品を作っている地域の
婦人会の集まりだ。野生のイノシシを捕獲し、そこから得た皮を東京にあるなめし工
場で加工され再び美郷町に戻る。そして婦人会のみなさんの手から、いろいろな手
縫いの製品が誕生する。製品は主に日用品が多く、キーホールダー、コインケース、
印鑑ケース、携帯ストラップ、ペンケースなど多様だ。もちろんオーダーメイドでバック
のようなものも製作が可能だそうだ。「青空クラフト」会の代表である渡利マツ子さん
は博多出身で、独身の時、地元で約9年洋裁の仕事の経験がある。「青空クラフト」の
会場として使われている集会所は、以前縫製工場があったところで、ここの皆さんは
以前、縫製の仕事をしたことがある方が多いらしい。しかし皮革製品はまた縫製の仕
事とは違う分野であるために、「青空クラフト」が立ち上がって8年という年月が経ち、
やっと手縫いの革製品作りに少し慣れたという。
　「青空クラフト」の集まりは毎週水曜日。毎週水曜日の早朝、地域の住民たちの別の

　2019年己亥年。今年は十二支の亥年になる。十二支の亥に当てられる動物が中国、
韓国などではブタになるが、日本ではイノシシになるのが面白い。日本でイノシシ肉を
食べ始めたのは大昔からだと言われているが、昔は四足の獣を食べるのは禁忌されて
いたため、イノシシをあえて「山くじら」という名前で呼び、イノシシ肉を食べ続けてきた
そうだ。昔の人はくじらを魚だと思っていたから、こういうおもしろい名前ができた。
　野生動物であるイノシシが環境の変化などにより、山から民家や田んぼ・畑などに
降りてきて、人々の生活に影響を与えているのは日本だけでの問題ではない。韓国で
も2005年首都ソウルという大都会にイノシシが現れ、大騒ぎになったことがある。そ
れからずっと韓国国内ではイノシシの問題で頭を抱えている。果たして、イノシシと
人間が共生するための方法はあるかどうか。
今回の島根情報誌では「山くじらと生きる町-美郷町」をテーマに、島根県の中部にあ
る美郷町を2回訪問した。
　人口4700人あまりの小さい町、美郷町は豊かな森林に囲まれ、以前から町に現れ
るイノシシの被害が多い地域である。この小さい町の住民は国や自治体だけに頼ら
ずに、自ら主人公になり、イノシシを通じ、積極的に町の経済を活性化し地域住民の

楽しそうな感じ。
　日本も韓国も少子化・高齢化の問題が深刻だ。これに伴い、地方人口の減少も深
刻な状況だが、美郷町のように地方の高齢者の方々が地域のコミュニティを通じ、一
緒に集まり、90を超える年齢でも楽しく趣味生活ができるなら、大きな意味があるの
ではないかと思う。
韓国も高齢化が猛スピードで進んでいるが、すでに高齢社会である日本では人口の
減少に対応すべく「地域おこし」のための様々な努力が行われている。
　「地域おこし」という言葉は地域に住んでいる「人を起こす」という意味があり、それが
最も根本的な問題解決につながると美郷町役場の安田亮（産業振興課）さんは言う。
　今までは「地域起こし＝若い人たちをたくさん吸収、地域の経済発展」だと思い込
んでいたが、美郷町でたくさんの人に会い、インタービューをしながら、自分の今まで
の狭い視野が広くなったような気がした。
　「地域おこし」には正解がないと安田さんは話を続けていく。無理やり都会から若
い人たちをここに定住させるのにも問題がある。それよりまず、この地域に住んでいる
人々がこのようなコミュニティを通じ、年をとっても、健康で自分の生活を維持してい
けるなら、自然な流れで他の地域の人々も美郷町に関心を持つようになるだろう。美
郷町は山くじらを通じ、地域の経済だけではなく、健康で長生きできる地域として、成
長していくだろう。美郷町のこういった努力が日本国内だけではなく、韓国と世界中
に広がっていくことを切実に祈っている。

コミュニティの朝市で、各自作った料理などを持ち寄り、食べ、自分の畑で栽培した野
菜などの販売が終わると、ここの集会所に11名の婦人会の方々が集まり、手縫いの
イノシシ皮革製品を作る作業が始まる。製品の広報・受注・製作・発送などは実にア
ナログ式だ。ネット販売などはせず、欲しい人は購入しに直接ここまで来ないといけ
ない。製品の購入のために直接ここを訪問する人々に、「青空クラフト」のみなさんが
手で丁寧に一針一針縫い、作っていく姿や、美郷町をいろいろ見てもらいたい気持ち
で、あえてこのような方法で販売をしている。製品はすべて手縫いだから、すごく丈夫
で上品だ。イノシシの皮革製品を見るのは初めてだったので、どんな感じだろうと気
になっていたが、牛革に比べて、すごく軽く、やわらかくて、使えば使うほど、革固有の
光沢が出てきて、だんだん色が薄くなっていくそうだが、これがイノシシ革ならではの
味だと言えるだろう。製品の値段は手縫いの皮革製品だから、ある程度の値段になる
と思っていたが、安い物は300円（キーカバー）から高い物は8,000円（名刺入れ）ま
で。手縫いの皮革製品としては安い方だ。時間と手間をかけて、また皮を加工するな
どのお金のことを考えると、収益があまり出なさそうと思ったが、やはり渡利さんの答
えも収益はゼロということだ。収益を考えて活動している会というより、週1回こうやっ
て集まり、お互いの日常生活を共有し、趣味で続けていく事に、意味があるという。
　「青空クラフト」の参加者の平均年齢は70代。みんな作業に入る前のお茶タイムの
時は和やかな雰囲気で楽しくおしゃべりをし、10時から午後4時までの手縫い皮革
製品作りの時は誰よりも集中して、真剣な顔で作業に取り組んでいる。みんな、とても
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　　　　　In the area of Onbara, in Misato Town, Shimane Prefecture, 
there stands a nursery center that has shut down. Here, a new business is 
beginning to promote wild boar meat to the rest of the country. This former 
nursery center is now the site of Ohchi Yamakujira Co., Ltd., and contains a 
food canning facility utilizing wild boar meat. Approximately 80 percent of 
the wild boars captured in Misato Town and the surrounding municipalities 
are brought here to be processed for meat; the company produces three 
kinds of canned products, such as wild boar stew, and currently ships them 
nationwide. Ohchi Yamakujira is widely known for conducting inventive 

initiatives to prevent damage by 
wildlife.
　　　　　“I am discovering 
value and motivation through the 
work at this company” says Mr. 
Ryo J i ,  who supervises the 
quality, hygiene, and safety of the 
wild boar meat being processed. 
Born in Shanghai, China, Mr. Ji 

immigrated to Kanagawa Prefecture, Japan, with his parents when he was 
five years old. Majoring in biology at Tokyo University, and also having 
studied in Europe, Mr. Ji moved to Misato Town three years ago to begin 
his current job. During our two-day trip to Misato, his name was mentioned 
numerous times when talking to town hall and locals alike. Comments of 
praise came one after the other ‒ it is this Mr. Ji whose story we went to 
hear.
　　　　　It was from one email that Mr. Ji sent in March 2016 ‒ just to 
learn about a post on Misato Town’s blog which read “Looking for people to 
help with our wild boar meat business” ‒ that he is here today. While there 
was a fairly low applicant response rate for such an unusual occupation as 
wild boar dissection, Mr. Ji was apparently a “rare character” in that he took 
enough interest to contact the company. 

　　　　　“I want to try things that cannot 
be done elsewhere. I also think there is a 
charm to working for your own food,” 
explained Mr. Ji. Having said that, there was 
a string of challenges in the beginning: not 
unders tand ing  the  l o ca l  d i a l ec t ,  a  
larger-than-anticipated workload, and being 
given responsibil ity of core areas of 
Yamakujira, despite having just arrived. 
However, he was saved by the town’s 
forgiving environment; rather than simply 
assigning him work, the locals supported 
him when he was in need or distress. Mr. Ji 
stressed that “although there were hard 
times, it is still enjoyable working here, and I 
want to continue.”
　　　　　“We procure the wild boar raw 
material, process the meat into canned 
products, and sell them. It’s interesting and 
fulfilling to be involved from start to finish.” 
For Mr. Ji, if things are not done yourself, 
then nothing progresses ‒ however, the 
more you do, then the more quickly that 
things take shape. Such feelings, along with 
experience from overseeing the entire work 
process, has allowed Mr. Ji to grow at the 
company. Although his main role is to cut 
the wild boar into meat, recently he has set 
out to improve areas including management 
of inventory and production systems. “You 
have to start from the bottom when gaining 
relevant working knowledge, but the ideas 

that I learned at university are helpful.” There are many challenges that 
remain, such as seasonal differences in the wild boar supply, and the desire 
to increase processing staff, but it was impressive to see Mr. Ji working so 
hard, and yet showing excitement. He said that in the near future, he wants 
to slowly and steadily increase their production output, as well as increase 
their national market share of wild boar meat to one percent.
　　　　　Protecting the community, while being protected by the 
community... Until coming to Misato Town, Mr. Ji thought that trust in a 
rural society had to be earned slowly, by interacting with people over a long 
period of time; in no time at all however, Misato Town accepted him as one 
of their own. When I asked about his key to success, he said “it’s because 
I’m doing a job that involves the community. Also, it is important to interact 
with the elderly locals. They all have a variety of experience, and so I like 
listening to their stories.” And as Mr. Ji smiled, he looked very bright indeed.

Lisa Liu
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美郷町でいきいき輝く人
　島根県美郷町乙原、閉鎖された保育園。ここでは、イノシシの肉を日本全国に
アピールするための新たなビジネスが始まっている。実はここは今、「株式会社
おおち山くじら」というイノシシの肉を使った缶詰工場だ。美郷町や近隣市町村
で捕獲された野生イノシシの約8割を、ここに搬入・食肉処理し、イノシシの煮込
みなど3種類の缶詰を作り、全国に出荷している。獣害対策の先駆的な取り組み
を行っていることで広く知られている。
　「会社の仕事に価値とやり甲斐を見出している」と話すのは、イノシシ肉生産
における品質・衛生・安全管理の責任者である嵇（じ）亮（りょう）さん。中国上海
生まれで、5歳の時に両親と一緒に神奈川県に移住した。東京大学で生物学を
専攻し、ヨーロッパを渡り歩いてきた嵇さんが3年前この仕事のために美郷町に
移り住んだ。二日間にわたる取材で、役場や地域住民との話の中で何度も彼の
名前が出てきた。称賛の声が相次いでいた。私たちはそんな嵇さんのところに
お話を聞きに行った。
　2016年3月、美郷町のブログにあった「一緒にイノシシ肉の事業を手伝ってく
れる人募集」という書き込みが目に入り、まずは話だけでも聞いてみようと1通

のメールを送ったことがきっかけとなり、現在に至っている。イノシシの解体処
理という珍しい職種ゆえ、募集に対してそれほど反応がない中、嵇さんは興味を
持って問い合わせをしてくれた「レアな人物」だったそうだ。
　「ほかの所ではされていないようなことに挑戦してみたい。そして、自分の食い
扶持を自分で稼ぐの
が 魅 力 的 だと思 っ
た」。しかし、そうは
言っても、方言がわ
からない、想像以上
の仕事量、来たばか
りなのに山くじら事業
のコアな部分がいき
なり任せられた……
最 初 は 試 練 の 連 続
だった。しかし、町の

●Japanese

許容力に救われた。地域の方々が彼に仕事を任せるだけでなく、自分の足りな
い部分や辛い部分をサポートしてくれたそうだ。「辛い時もあったけど、それで
も楽しくて続けたい」ときっぱりと言う。
　「イノシシの原材料を仕入れて、お肉にして、それをさらに缶詰に加工して販
売する。最初から最後まで携わるのが面白いし充実している。」自分がやらなけ
れば何も進まない。だけど、やればやるほどどんどん形になる。その実感と手応
え、仕事のプロセスそのものが、彼を昇華しているのだった。嵇さんの仕事は基
本的にはイノシシの解体処理だが、最近は在庫管理や生産体制の管理につい
ても改善に乗り出しているそう。「仕事をする上での知識は一から勉強しなけれ
ばならないが、大学で勉強した考え方が役に立っている。」シーズンによる捕獲
量の差、処理スタッフを増員したいなど、目の前に現れる課題も少なくないが、
一生懸命にかつ楽しんでいる姿が印象的だった。将来は年間生産量を安定的
に増加し、日本全国のイノシシ肉市場で占めるシェアを1％まで高めたいとい
う。
　地域を守りながら、地域にも守られている。美郷町に来るまでは、田舎の社会

では時間をかけて人との関係を積み重ねて徐々に信頼してもらわないといけな
いものだと思っていた彼が、美郷では、いつの間にか大事にされている。その秘
訣を聞くと、「地域に入り込んだ仕事をしているからだ。そして、高齢の方に触れ
合うことも大事。みなさんがいろいろな経験をされてきたので、その話を聞くの
が好き」と笑顔を見せた彼がとても輝いて見えた。

●Japanese

コミュニティをつなぐ努力をしている。
　私はイノシシを通じ、地域住民のコミュニティ活性の手段になっている、「青空クラ
フト」という集まりについて取材をした。
　「青空クラフト」はイノシシの革を使い、様々な手縫いの製品を作っている地域の
婦人会の集まりだ。野生のイノシシを捕獲し、そこから得た皮を東京にあるなめし工
場で加工され再び美郷町に戻る。そして婦人会のみなさんの手から、いろいろな手
縫いの製品が誕生する。製品は主に日用品が多く、キーホールダー、コインケース、
印鑑ケース、携帯ストラップ、ペンケースなど多様だ。もちろんオーダーメイドでバック
のようなものも製作が可能だそうだ。「青空クラフト」会の代表である渡利マツ子さん
は博多出身で、独身の時、地元で約9年洋裁の仕事の経験がある。「青空クラフト」の
会場として使われている集会所は、以前縫製工場があったところで、ここの皆さんは
以前、縫製の仕事をしたことがある方が多いらしい。しかし皮革製品はまた縫製の仕
事とは違う分野であるために、「青空クラフト」が立ち上がって8年という年月が経ち、
やっと手縫いの革製品作りに少し慣れたという。
　「青空クラフト」の集まりは毎週水曜日。毎週水曜日の早朝、地域の住民たちの別の

　2019年己亥年。今年は十二支の亥年になる。十二支の亥に当てられる動物が中国、
韓国などではブタになるが、日本ではイノシシになるのが面白い。日本でイノシシ肉を
食べ始めたのは大昔からだと言われているが、昔は四足の獣を食べるのは禁忌されて
いたため、イノシシをあえて「山くじら」という名前で呼び、イノシシ肉を食べ続けてきた
そうだ。昔の人はくじらを魚だと思っていたから、こういうおもしろい名前ができた。
　野生動物であるイノシシが環境の変化などにより、山から民家や田んぼ・畑などに
降りてきて、人々の生活に影響を与えているのは日本だけでの問題ではない。韓国で
も2005年首都ソウルという大都会にイノシシが現れ、大騒ぎになったことがある。そ
れからずっと韓国国内ではイノシシの問題で頭を抱えている。果たして、イノシシと
人間が共生するための方法はあるかどうか。
今回の島根情報誌では「山くじらと生きる町-美郷町」をテーマに、島根県の中部にあ
る美郷町を2回訪問した。
　人口4700人あまりの小さい町、美郷町は豊かな森林に囲まれ、以前から町に現れ
るイノシシの被害が多い地域である。この小さい町の住民は国や自治体だけに頼ら
ずに、自ら主人公になり、イノシシを通じ、積極的に町の経済を活性化し地域住民の

楽しそうな感じ。
　日本も韓国も少子化・高齢化の問題が深刻だ。これに伴い、地方人口の減少も深
刻な状況だが、美郷町のように地方の高齢者の方々が地域のコミュニティを通じ、一
緒に集まり、90を超える年齢でも楽しく趣味生活ができるなら、大きな意味があるの
ではないかと思う。
韓国も高齢化が猛スピードで進んでいるが、すでに高齢社会である日本では人口の
減少に対応すべく「地域おこし」のための様々な努力が行われている。
　「地域おこし」という言葉は地域に住んでいる「人を起こす」という意味があり、それが
最も根本的な問題解決につながると美郷町役場の安田亮（産業振興課）さんは言う。
　今までは「地域起こし＝若い人たちをたくさん吸収、地域の経済発展」だと思い込
んでいたが、美郷町でたくさんの人に会い、インタービューをしながら、自分の今まで
の狭い視野が広くなったような気がした。
　「地域おこし」には正解がないと安田さんは話を続けていく。無理やり都会から若
い人たちをここに定住させるのにも問題がある。それよりまず、この地域に住んでいる
人々がこのようなコミュニティを通じ、年をとっても、健康で自分の生活を維持してい
けるなら、自然な流れで他の地域の人々も美郷町に関心を持つようになるだろう。美
郷町は山くじらを通じ、地域の経済だけではなく、健康で長生きできる地域として、成
長していくだろう。美郷町のこういった努力が日本国内だけではなく、韓国と世界中
に広がっていくことを切実に祈っている。

コミュニティの朝市で、各自作った料理などを持ち寄り、食べ、自分の畑で栽培した野
菜などの販売が終わると、ここの集会所に11名の婦人会の方々が集まり、手縫いの
イノシシ皮革製品を作る作業が始まる。製品の広報・受注・製作・発送などは実にア
ナログ式だ。ネット販売などはせず、欲しい人は購入しに直接ここまで来ないといけ
ない。製品の購入のために直接ここを訪問する人々に、「青空クラフト」のみなさんが
手で丁寧に一針一針縫い、作っていく姿や、美郷町をいろいろ見てもらいたい気持ち
で、あえてこのような方法で販売をしている。製品はすべて手縫いだから、すごく丈夫
で上品だ。イノシシの皮革製品を見るのは初めてだったので、どんな感じだろうと気
になっていたが、牛革に比べて、すごく軽く、やわらかくて、使えば使うほど、革固有の
光沢が出てきて、だんだん色が薄くなっていくそうだが、これがイノシシ革ならではの
味だと言えるだろう。製品の値段は手縫いの皮革製品だから、ある程度の値段になる
と思っていたが、安い物は300円（キーカバー）から高い物は8,000円（名刺入れ）ま
で。手縫いの皮革製品としては安い方だ。時間と手間をかけて、また皮を加工するな
どのお金のことを考えると、収益があまり出なさそうと思ったが、やはり渡利さんの答
えも収益はゼロということだ。収益を考えて活動している会というより、週1回こうやっ
て集まり、お互いの日常生活を共有し、趣味で続けていく事に、意味があるという。
　「青空クラフト」の参加者の平均年齢は70代。みんな作業に入る前のお茶タイムの
時は和やかな雰囲気で楽しくおしゃべりをし、10時から午後4時までの手縫い皮革
製品作りの時は誰よりも集中して、真剣な顔で作業に取り組んでいる。みんな、とても

6 7

人

　　　　　In the area of Onbara, in Misato Town, Shimane Prefecture, 
there stands a nursery center that has shut down. Here, a new business is 
beginning to promote wild boar meat to the rest of the country. This former 
nursery center is now the site of Ohchi Yamakujira Co., Ltd., and contains a 
food canning facility utilizing wild boar meat. Approximately 80 percent of 
the wild boars captured in Misato Town and the surrounding municipalities 
are brought here to be processed for meat; the company produces three 
kinds of canned products, such as wild boar stew, and currently ships them 
nationwide. Ohchi Yamakujira is widely known for conducting inventive 

initiatives to prevent damage by 
wildlife.
　　　　　“I am discovering 
value and motivation through the 
work at this company” says Mr. 
Ryo J i ,  who supervises the 
quality, hygiene, and safety of the 
wild boar meat being processed. 
Born in Shanghai, China, Mr. Ji 

immigrated to Kanagawa Prefecture, Japan, with his parents when he was 
five years old. Majoring in biology at Tokyo University, and also having 
studied in Europe, Mr. Ji moved to Misato Town three years ago to begin 
his current job. During our two-day trip to Misato, his name was mentioned 
numerous times when talking to town hall and locals alike. Comments of 
praise came one after the other ‒ it is this Mr. Ji whose story we went to 
hear.
　　　　　It was from one email that Mr. Ji sent in March 2016 ‒ just to 
learn about a post on Misato Town’s blog which read “Looking for people to 
help with our wild boar meat business” ‒ that he is here today. While there 
was a fairly low applicant response rate for such an unusual occupation as 
wild boar dissection, Mr. Ji was apparently a “rare character” in that he took 
enough interest to contact the company. 

　　　　　“I want to try things that cannot 
be done elsewhere. I also think there is a 
charm to working for your own food,” 
explained Mr. Ji. Having said that, there was 
a string of challenges in the beginning: not 
unders tand ing  the  l o ca l  d i a l ec t ,  a  
larger-than-anticipated workload, and being 
given responsibil ity of core areas of 
Yamakujira, despite having just arrived. 
However, he was saved by the town’s 
forgiving environment; rather than simply 
assigning him work, the locals supported 
him when he was in need or distress. Mr. Ji 
stressed that “although there were hard 
times, it is still enjoyable working here, and I 
want to continue.”
　　　　　“We procure the wild boar raw 
material, process the meat into canned 
products, and sell them. It’s interesting and 
fulfilling to be involved from start to finish.” 
For Mr. Ji, if things are not done yourself, 
then nothing progresses ‒ however, the 
more you do, then the more quickly that 
things take shape. Such feelings, along with 
experience from overseeing the entire work 
process, has allowed Mr. Ji to grow at the 
company. Although his main role is to cut 
the wild boar into meat, recently he has set 
out to improve areas including management 
of inventory and production systems. “You 
have to start from the bottom when gaining 
relevant working knowledge, but the ideas 

that I learned at university are helpful.” There are many challenges that 
remain, such as seasonal differences in the wild boar supply, and the desire 
to increase processing staff, but it was impressive to see Mr. Ji working so 
hard, and yet showing excitement. He said that in the near future, he wants 
to slowly and steadily increase their production output, as well as increase 
their national market share of wild boar meat to one percent.
　　　　　Protecting the community, while being protected by the 
community... Until coming to Misato Town, Mr. Ji thought that trust in a 
rural society had to be earned slowly, by interacting with people over a long 
period of time; in no time at all however, Misato Town accepted him as one 
of their own. When I asked about his key to success, he said “it’s because 
I’m doing a job that involves the community. Also, it is important to interact 
with the elderly locals. They all have a variety of experience, and so I like 
listening to their stories.” And as Mr. Ji smiled, he looked very bright indeed.

Lisa Liu
A Bright Person in Misato Town

A magazine about

Shimane Prefecture, Japan

Map

Shimane

Here

劉　莉莎
（リュウ・リサ）



青
空
サ
ロ
ン

A magazine about  Shimane Prefecture, Japan

Vol.77
山
く
じ
ら
と
生
き
る
町

美
郷
の
山
く
じ
ら

 「
山
く
じ
ら
を
通
じ
、広
が
る
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

　
　丨
手
縫
い
イ
ノ
シ
シ
皮
革
製
品
の
創
造
空
間「
青
空
ク
ラ
フ
ト
」丨

  

美
郷
町
で
い
き
い
き
輝
く
人

   

青
空
サ
ロ
ン

青空サロン Liliya Khakimova
　「猪見て矢を引く」　事が起こってからでは遅いという意味。「猪も七代目には豚に
なる」猪も年月がたてば豚になってしまうという意味。いずれも日本のことわざです。
猪はどうも、良くない意味のほうで使われることが多いみたいです。現れたら畑を荒
らしたり、作物を食べたり、農家は苦労するばかりですね。
　今回取材に行ってきた美郷町の人々もそういう問題に遭っているそうで、この記事
では猪で人々の生活はどう変わってきたかを少し述べたいと思います。
　山の中にある美郷町には10年の歴史を持っている青空サロンというところがあり
ます。青空サロン誕生の経緯は、元々猪のトラブルに困っていてみんなで対策を講じ
る事から始まりましたが、毎週水曜日に人々が集まったり、青果の育て方をお互いに
勉強したり交互に担当して作った料理を、みんなで持ち寄り楽しんだりしていくうち
に今の形になりました。
　様々な事情から昔のような町民同士の交流が少なくなってきた中で、青空サロンの
誕生は再び彼らの交流のきっかけともなり、町の絆を取り戻す要因にもなりました。
　他にも青空サロンに集まる人々で作る畑があり、その手入れと作物を動物から守

ることをみんなで実践しています。猪や猿から畑を守るために、畑を柵で囲んで電気
の線を引きオリの罠を設置しています。青空サロンの集会所のスゴイ所は自分たち
が手作りで建ててしまったところなんです！
　また、青空サロンでは人々が収穫した青果を、販売しており、美味しさと人々の集
まりに関心を持って町内だけでなく町の外からも買いに来る人がいる程です。そこで
作られた大根の漬物はとても美味しく、今回の取材で印象に残った事の一つです。他
にもその土地で食べた料理は私の故郷であるロシアとはまた違った、地元の味を教
えてくれました。
　また、その中で趣味によってできたいくつかのグループも出来ました。手作りの猪
の皮製品を作っている青空クラフト、地域イベントを開くグループ、歌やダンスのパ
フォーマンスをしたり手芸をする婦人会、お弁当を作るグループもあります。
　猪は自然とともにそこにいる生き物なので、美郷町の人たちは彼らを悪者扱いせ
ずに、上手に付き合っていける環境を作りました。そんな町の人たちを私は尊敬して
います。自然と互いに仲良く暮らせたら沢山いいことがありますね。個人的に仕事と
は別に、また行ってみたいと思える美しい町でした。この記事を通して少しでも美郷
町の素晴らしさを伝えられたら幸いです。
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　　　　　In Japan they say, “To draw an 
arrow after seeing a wild boar,” when it’s 
too late to act after something has already 
happened. Another example, “Even boars become pigs in the seventh 
generation” means that time will change anything. Boars seem to have a mostly 
negative image in Japanese proverbs. They destroy fields, eat crops, and they 
cause farmers great hardship.
　　　　　The people of Misato-cho, where I visited this time, are facing such 
problems. In this article, I would like to tell you a bit about how it has changed 
their livelihood.
　　　　　Misato-cho is a town situated deep in the mountains, and it is where 
the “Aozora Salon,” now in its tenth year, started its history.
　　　　　The Aozora Salon was originally opened due to the problem of boars, 
which made people take measures against them. After a while however, by 
gathering on every Wednesday the salon’s activity changed to its present state ‒ 
people began to learn about fruit and vegetable cultivation from each other, and 
also began to enjoy taking turns preparing home-cooked dishes for everyone, to 
be taken home as lunch.
Various circumstances of society’s growth had weakened the close relationships 
among the townspeople, but Aozora Salon revived the life of the town, and helped 
to restore bonds.
　　　　　In addition, there is a community fruit and vegetable patch where the 
salon members gather to cultivate it and protect it from wild animals. They put a 
fence around the perimeter, set up an electric wire, and placed a cage trap to 
protect the plants from boars and monkeys.
　　　　　A surprising fact about the Aozora Salon is that its building is 
handmade by its members. As one 
of their activities, they sell harvest 
p ro duce ,  and  th i s  a t t r ac t s  
consumers not only from town but 
even from further afield, lured by 
the taste and by the cozy gatherings. 
Personally, I really liked the 
homemade daikon (radish) pickles. I 
also got to try other delicious local 

food, which was rather different from the tastes of my hometown in Russia.
　　　　　The Aozora Salon members also have several hobby-based groups: 
the “Aozora Craft” club, which makes handmade goods from boar leather, a group 
that arranges local events, a group of 
housewives who sing, dance, and make 
handicrafts, another group that 
prepares boxed lunches, and more.
　　　　　Boars are a piece of nature 
that were there in the first place, so the 
townspeople do not treat them as 
something bad, but instead they create 
an environment where people and 
animals can coexist ‒ for this, I really 
admire them; it is always nice to live in 
harmony with nature. Misato-cho is a 
beautiful place that I would like to visit 
again someday ‒ not for work, but for 
vacation next time. I hope that you too 
may experience such a splendid place 
as Misato-cho for yourselves.
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Liliya Khakimova

The Yama Kujira 
 and a Lively Town

The Mountain Whales of Misato
“Through Yamakujira, the Community of a Widespread Area”
　　-Creative Space of Hand-Stitched Wild Boar Leather Crafts at Aozora Craft
 A Bright Person in Misato Town
  Aozora Salon
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