N E W S おおいた終活フェア で 語り部が大集合！

大分と世界 ＆ 未来をつなぐオウンドメディア これ一冊であなたも

おおいた最大級の終活イベントが 11 月 6 日に J:COM ホルトホール大分で開催！矢野大和さんの人情
話や、
カボスひろしプロデュースの『大分の語り部』コーナーもあります。この機会に生の語りをぜひ！
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この写真は 2015 年 10 月に大分県豊後高田市の熊
野磨崖仏（くまのまがいぶつ）で撮影をしました。平
安時代に作られたと言われている磨崖仏に、鬼が作っ
たとされる荒々しい階段が残っています。鬼が磨崖仏
を見て驚いている様子を撮りました。秋は紅
葉が綺麗な所なので、これからの季節にオス
スメです。（渡邊和己さんの公式サイト→）

大分の語り部とは？

大分の文化を子ども達に語り継ぐオウンドメ
ディア。カボスひろしが編集長を務め、隔月発
行のこのフリーペーパーをはじめ、WEB サイ
トや YouTube 動画も活用し、アナログとデジ
タルをミックスさせて情報を発信しています。
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おおいた観光特使・県南落語組合会長の矢野さん特集！

豊後高田の鬼の石段
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カボス編集長のつぶやき

11 月 6 日の『終活フェア』で大分の
語り部コーナーをプロデュー
スさせていただくことになり
ました！語り部の皆さんの声
をライブでぜひ！（カボス）

ご自由にお取りください
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矢野さんが思う
大分の魅力とは？
語り継ぎたいことは？
たっぷりお話を
聞きました！
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豊後高田の鬼の石段編、詳しくは４面をご覧下さい。

ご自由にお取りください

特集：大分の口演家
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インタビュー

落語も地域も魅力は人
人は人で元気になる！

インタビュー前のカボス編集長メモ

話し始めてから終わるまで身振り手振りを交えてパワフルに

話し、笑いの渦を巻き起こす矢野大和（やのたいわ）さんの口
演会。最初に拝聴した時は衝撃かつ笑撃的でした。話の中に笑い
を入れる事から「講演」を「口演」と題して全国各地で口演活動を
行っている矢野さんの現在・過去・未来をたっぷりお伺いします！

高校時代からの落語好き
ー カボッス！今日はよろし
くおねカボします。年間 400
回の口演活動を行っている矢
野さんの話す原点は何でしょ
うか？
矢野 落語ですね。高校生の
頃から落語を始めて、好きが
高じて『県南落語組合』を立
ち上げ、今では東京から落語
家さんを大分に呼んで寄席も
やっています。
ー 矢野さんが一番好きな落
語家さんは誰ですか？
矢野 人間国宝・三代目桂米
朝さんです。米朝さんが話す

『地獄八景』を高校生の時に
聞いて「この人はすごい！」
と思いました。古典をそのま
ま話すのではなく、地獄の旅
路に現代を反映させ新作落語
のように、80 分間話す姿に
惚れましたね。ただの笑い話
で終わるのではなく知的なと
ころが入っている点が大好き
です。
人生を変えた町長の言葉
ー 口演活動はどうやって始
まったんですか？
矢野 私は大分県宇目町の鷹
鳥屋神社の宮司の長男として
生まれ、現在も神職でありま
すが、田舎のお宮では生活で
きないので、宇目町役場に就
職したことがきっかけになっ
ています。役場では最初は教
育委員会の生涯学習の仕事を
担当していましたが、続いて

任命された仕事は宇目町に新
しくできた道の駅「うめ」の
初代店長。自分なりに店長と
して名物メニューを考案した
り日々頑張ったこともあり、
黒字経営が続いていたある
日、当時の小平町長から「あ
んたは話がうまいけん役場に
来なくて外に出よ！」と言わ
れました。
ー 外に出る！？
矢野 町の宣伝のために、外
に出て話しをしてこいという
ことですね。それから営業を
中心とする観光大使となり口
演活動がスタートしました。
50 歳を節目に佐伯市役所は
退職しましたが、口演活動は
今でもずっと続けています。
観光資源はズバリ人！
ー 2011 年 に は「 お お い た
観光特使」となって宇目町や
佐伯市だけでなく、大分県の

魅力を全国の皆さんに伝え続
けている矢野さんが思う大分
の魅力って何ですか？
矢野 まず「方言」が魅力的
ですね。大分弁の響きが好き
なので、どこに行っても大分
弁でしゃべっています。あと
大分に限らずですが、地域の
魅力は温泉や料理などもあり
ますが、やっぱり「人」だと
思います。以前、うちの街の
何気ない通学路の風景を『た
かくんの通学路』と題して笑
い話にしたら、
「その話の通
学路が見たい！」とツアーが
できたことがありました。ど
こにでもある普通の道が人気
になっている、と話題になり
福岡の RKB 毎日放送が「た
かくんの通学路」をテーマに
番組を作ってくれたりしまし
た。
ー 何気ない場所でも、たか
くんという人を通して伝える
と魅力的になり行きたくなる
ということですね！
矢野 笑い話は人を伝えるこ
とですから。地域も人を伝え
るべきだと思います。人は人
で元気になって、人は人に会
いに行く。茶屋があったとし
て、そこに名物おばちゃんが

いたら会いに行きたくなるも
のです。おみやげ品などはど
こにでもありネットで買うこ
とも出来ますが、「あのおば
ちゃんがおもしりい」となっ
たら会いに行きたくなりま
す。落語も地域も魅力は「人」
ですね。
語り継ぎたい親父の遺言
ー「大分の語り部」では、次
の世代の子ども達が、未来を
元気に生き抜いていくための
生きる糧となるような、語り
部達の智慧を伝えています。
矢野さんが次の世代に語り
継ぎたいことを教えてくださ
い！
矢野 私自身が生きる指針と
している「親父の遺言」です
ね。３つありまして、まず１
つ 目 は「 稼 い だ 以 上 に に 使
うと借金になる」というこ
と。まあ文字通り当たり前の
ことですが（笑）、お金に対
する考え方が凝縮されていま
す。２つ目は「女は叩くな」
です。これもずっと守ってい
ます。私の奥さんに聞いても
らったら本当だと言うことが
分かります！３つ目は「頭は

矢野大和 インタビュー

ハゲるが頑張っちくりぃ」で
す。親父の頭がハゲていたか
ら、息子の自分もハゲるだろ
うと思っての言葉ですね。親
父の予言通り、今ではすっか
り親父のような頭になりまし
た（笑）
。
ー お金のこと、夫婦関係の
こと、受け継ぐことなど、時
代を超えて生きる糧になりそ
うな３つの助言ですね。
お宮で寄席をやりたい
ー 今後の目標は何ですか？
矢野 あと 10 年は全国を周っ
て口演活動を続けたいです
ね。75 歳ぐらいになったら
お宮に 20 畳ぐらいの寄席部
屋を作って、月に１回寄席を
やりたいと思っています！落
語で人生を楽しくさせても
らったんで、自分が楽しんだ
分、多くのみなさんにも落語
を楽しんでもらえるように取
り組んで行きたいですね！
ー これからもたくさんの楽
しいお話を聞かせてくださ
い！今日はありカボうござい
ました。
（聞き手：カボスひろし）

