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１　自己紹介

　名前は松村隆男。そうして生年月日は２、１、２。昭和
２年の１月２日。職業は、どう言ったらいいかなあ、本業
は農業やな。米をとるわけやな。そんで野菜はごぼうとか、
まっ、販売はしてないよ。けんど自分とこでとってる。今
研究がてらやってるわけや。
　家族構成はな、今家にいる年寄り夫婦。おばあちゃんと
わしや。そんで息子夫婦、ほんで孫と５人いるわけや。娘
はみんな出とるさけ。趣味は、そやなあ、山登りとか魚釣
りが好きやな。山登りで平良山は緩いからな、１人やと危
ないんやけどケガせんわ。最近は山登りする人が多くてな、
大阪とか神戸とかからみな登山に来るわ。

２　子供の頃

　子供のときはあんまり勉強好きじゃなかったなあ。でも
運動は好きやったな。柔道とか相撲とか。あと個人競技が
好きでみんなでするバレー、野球、バスケットとかは好き
じゃなかった。個人競技のであっちゃこっちゃよく試合し
に行ってたわ。好きやからな。
　うちは百姓やったんや。ほんで牛を飼うてた。牛がない
と田んぼや畑ができんからな。牛飼うて牛のケツをたたく
のが嫌での、こんなことしとれん！と思って海軍の兵に自
分から志願していったんや。わしのお父さんは行けとは言
うとらんわ。百姓ささんなん思ってね。ほんでわしの弟が
戦死しとんや。弟３人、下に女が４人の７人兄弟やったんや。
ほんでわしが長男。わしの下が海軍の兵で戦死しとるから、
今は男が２人、女が４人や。これがわしの兄弟や。

３　終戦後　〜えらい人になりたくて〜

〜消防へ〜
　わし百姓やってたからな、儲からんさけ、なんか儲けに

いかなかん思てな。これは消防やってみようかなと、消防
試験受けて合格して、消防にいたわけや。
　
〜自衛隊〜
　自衛隊に入るきっかけは、兵隊になって終戦になって終
戦から２年、消防隊員になった。消防のが警察より月給が
いいんや。月給は安いんやけど、１か月４９００円。金儲
けしようとは思ってないんや。ただ、えらい人になったろ
うと、そんで消防じゃえらい人になれそうにないから警察
予備隊入って警察なろう思った。そんで大阪の警察予備隊
に入ったんや。それが保安隊になって、今の自衛隊になっ
たんや。こういうわけで、自衛隊に入ってた。
　えらい人にはなれんだけんどもな、結局地位を求めて
入ったわけや。金儲けよりもえらい人になりたかった。兵
隊になってえらい人になってやろうとこればっかり思って
た。これが目的やった。じゃなかったら、消防におったや
ろな。月給もよかったし、んでどっちにおったほうがよかっ
たかって言うたらどっちも変わらんやろな。自分の好きな
ことやったんやから。軍隊とかそゆことが好きやったから
な。

４　山の仕事の始まり

　定年で自衛隊辞めた後は５１歳やから、その年に今住ん
でる家を直したんや。ほしたら部落の自治会長に選ばれた。
それからいろんな役をしてたんや。今の山は造林組合長も
やってたわけや。んで、それから山になってもうた。山の
仕事辞めるわ言うてもちょうど年輪ピックって言うのが
あって、その時に山岳のサブリーダーとして行ったんや。
自衛隊に行ってたからレンジャー関係は知ってるやろ思っ
てやな。そうしたら滋賀町の町長が山の管理人頼んできて
な、なんも山のことは知らなんだけども、してくれてやか
ましいから、それが始まりで山の仕事始めたわけや。山の
仕事ちゅうのは、土砂災害の報告、クマの駆除の報告とか
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盗難の防止、植林の監督とかしてるわ。

５　きっかけ

　山の仕事や県の仕事やいろんなんで仕事してる最中に蜂
がいてる言うと仕事とができんのや。ほと、捕ってくれ言
うやろ？蜂が来たさけ怖いし、仕事できんなんて言えんわ
な。まあ、そういったのを捕ってくれて言う要望があるや
つを捕ったりな。お宮さんとかお寺さんとかに蜂がぶら下
がってると行けんやろ、ほんで県や市役所に頼まれて捕る
と喜んでくれるからな。で、これはおもしろいなあ、始め
てみようかなあ思ったのが蜂の子捕りの始まりや。

６　蜂の子捕りの方法
　
〜追う〜
　エサとしてイナゴやコオロギを捕っといて、それを竹に
さしてつけるわけや。生きたままでないとスズメバチは食
わんさけの。イナゴとかをエサにしてつるんや。クヌギの
木とか蜜が出るとこ、ゲンジヤとかブンブンがおる木には
蜂もついとるわ。ほんでどっち向いて飛んでったか、その
方向を追ってく。遠い時はだいたい４㎞ほど追うな。そん
で追うてくと巣に辿り着く。気をつけることはな、エサつ
けて蜂探しに行く時、蜂がエサ食べてるときによく見える
からお尻に白い色をつけるんやけど、それをエサにつけて
まうと蜂に刺されてまう。蜂はエサ持ってるんやから見え
る。白いのつけたらよくみえるけど危ないからあんまりせ
んほうがいいな。

〜巣の取り方〜
　スズメバチは土の中に巣を作るんや。巣を捕るのはな、
山とか斜面やったらカマがあればいい。根も切ったりでき
るからな。地面やったらスコップで捕る。逆に木の根があ
る時はスコップじゃ捕れんから、のこぎりを使うわ。

〜処置〜
　蜂の子捕りでよくなかったことはあんまないけどな、刺
されんのが嫌や。医者に行かないかんしな。今までに４回
刺されてるわ。大きいスズメバチに刺されて医者行かんだ
ら１発で死ぬ。手とか足とか刺されてもブーって腫れるけ
ど死なん。でも頭の後ろはいかん。１発や。耳より後ろ刺
されたら危ない、自分ではどうしようもできんから医者に
行かなな。
　奥さんは蜂の子捕りに反対してる。蜂は１発刺されたら
免疫ならんからあかんと。１回ならいいけど２回３回とど
んどん増えてくると死んでまうて言うてるわけや。実際そ
うか知らんけど。
　蜂に刺されたときどうしたらいいかゆうたら、家で薬塗
るよか医者に診てもらわなあかん。それか刺されたとこ
チュッと切ってしぼった所が青くなって痛いくらいしぼり
出したらいいわ。刺されて２時間くらいやったらしぼれば

いいけんども、それ以上やったら毒が全身にまわっとるし
あかんわ。それで必ず捕りに行く時は最低２人で行かない
かん。面とるときに蜂がおらんか見ないかんからな。せや
ないとどゆことがあるかわからん。あと蜂を危険やなと知
らないかん。これぐらい大丈夫や思てるやつに刺される。
自分の不注意やな。やから初めて捕るみたいにしてやらん
と、慣れっこになったらいかんわ。蜂に刺されるのが怖く
ても続けられるのは楽しいから、怖いものほどファイトが
燃えるわ。

〜格好〜
　格好は刺されんとこう思て面をかぶって、そしてカッパ
２枚着るわ。消防とか警察の白いやつな。下は長靴をはく。
面ちゅうのはバイクとか乗るときにかぶるやつや。そして
白は蜂が来にくい。黒は１発で来るわ。刺すのは頭の黒い
とこに来て黒いとこ黒いとこって目も刺される。やから気
いつけんとな。でもカッパ着て脱いでまた着て脱いでって
しとるとカッパに面やから暑くて、蜂よりも暑さに負ける
わ。

〜調理方法〜
　１升ますに山盛りいっぱいの蜂の子に酒１合と醤油１合
入れて炊くんや。ミリンとか砂糖とか入れると甘露煮に
なってまうからの。そやと蜂の味があんまりせんのや。大
きい蜂を捕ってきたときはお母ちゃんに炊いてもらう。そ
うゆうのでお母ちゃんに援助してもろとるわの。そしてな
んで酒を入れるかってゆうとな、醤油を薄めるわけや。そ
うして炊いたやつのほうが蜂の味がしっかりする。黒い蜂
の子は今にも大人になるやつで、白いのはまださなぎの子
供や。蜂の子料理でスズメバチの次においしいのはハエぐ
らいの大きさのコンカバチやな。これはご飯に混ぜるとお
いいしいわ。蜂飯やな。食べたらなんとも言えん味がする。
でも小さいからなかなか見つからんわ。他にもクロバチと
かトックリバチとかゆうのも食べれる。アカバチ、コンカ
バチ、トックリバチ、スズメバチ、アシナガバチとかいろ
いろおる。
　蜂の料理で何か他に方法はないかなあと思ったりしてる
んやけど、天ぷらにしたらいいかとか、所によっては蜂を
炒って食う所もある。フライパンでばーっと炒って塩ふっ
てやね、でもわしは炊いたのが一番いい思てやってるわ。
これもなんの方法があるかな。京都のほうに蜂専門店が
あってそこで酒飲みに食わしとるって聞くけどな。こりゃ
あ、研究の余地があるわ。けんど蜂捕ってるけど趣味だけで、
売ってはおらんぞ。こんなんはボランティアで捕っとるん
やからな。金儲けたろうとも売ったろうとも思ってないわ。
長野県で売っとる甘露煮は瓶詰にするには長持ちしていい
んや。酒の肴にしよう思たら炊いたのがいいけど保存しよ
う思たらもたんやろな。
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７　歴史

　昔はオオスズメバチを「てんころ」って呼んでたな。熊
蜂とも呼ぶけどな。わしが住むこの辺の人はみんな蜂捕る。
昔は松明に火をつけてな、夜しかできんだんや。飛んでき
よるから、昼は松明やと明るいから飛んでくるし捕れへん
わ。
　それで蜂は山間地の珍味やな。わしも蜂捕っとるけどな、
わしのお父さんまたおじいさん先祖が同じもの捕っとっ
た。ほんでここらの山間地帯の１つのタンパク源として食
べてたわけや。まあ、食べ方も昔と同じことやっとんやけど。
昔は田んぼがたくさんあったから蜂がようけおったと見え
るわ。

８　問題

　若い人が百姓せんくなってきとるわ。みんな町に行って
もてやね。百姓みんな年寄りばっかりになって老人クラブ
みたいなもんや。こうゆうことなってくると百姓はあかん
な。で、どんどん荒れ地になって蜂が増えるか言うとあかん。
農薬でイナゴが死んでしまってエサがないんや。最近ずん
ずん蜂が少なくなってきたわ。１年に５０くらい蜂の巣あ
るけど今年は全然捕れん。頼まれたのもいれると今年は
１５くらいかな。でも最近は蜂の巣や、蜂捕りやてテレビ
で言うから宣伝しとるようなもんやろ。ほんで捕る人が増
えてもて捕れんくなってもたわ。昔は１番最高で１日に６
個捕った。今６個どころか１つ捕るのが精いっぱいや。や
し遠くまで行くんやけど遠く行っても捕れんわ。
　そして殺虫剤でええのがでたから種蜂まで殺すんや。だ
から来年の種がない。それもあるからあかんな思っとる。
捕るのは昔より楽になった。でも来年ができんからもっと
蜂は少なくなると思うよ。

９　童心にかえる

　一番楽しみを感じるのは巣を掘ってる時にどんな巣かっ
て、小さいのか大きいのか。穴は大きいけど巣は小さいとか、
掘っても掘っても大きいのとか。大きいのは直径４０cm
くらいやな。掘った時の楽しみと見つかったときの楽しみ
や。蜂を追うて、つけて追うてを繰り返して見つかった時、
おお！ここにおるわ！って１日探して追って初めてわかっ
た時が楽しい。

　食べる楽しみちゅうのはあまりないけどな。捕るのが本
当に楽しくて行ってる。これがひとつの年いってからの健
康法じゃないかと。何で言うとね、蜂を追って昼ごはん忘
れて、どこ行きよるやろうと必死なってるわ。ほんで頭の
なか何考えとるかって言うと童心に戻っとる。子供になっ
とるんや。蜂以外のこと考えてないわ。それぐらい蜂の巣
捕ったりするのが楽しい。

１０　楽しみ＝健康法

　蜂捕りは健康のもとやと思ってやってる。歩かな蜂は探
せんわ。天気の日に歩いとるから腹も減るわ。自分の健康
考えたら、格好とか関係なしにわしは蜂はええかな思うわ。
山歩いたり田んぼ歩いたりな。これは年とってからのひと
つの健康法かな思ってるわ。そしてひとつのものに一生懸
命になって趣味をもって楽しんでやるってのはいいこと
や。何でもいいから趣味をもって、食べ物でもいいわ。自
分がこれおいしいなあと思ったり、トンカツでも漬物でも
いいし自分がおいしいなあて思うのがいいんや。わし納豆
が好きやからよく納豆巻き買うんや。２本食べたら腹いっ
ぱいや。やっぱり食べ物でも自分がおいしいなあ思うもの
が一番体にいいんとちがうかな。それは健康の第一やと思
うわ。そんで健康さえあれば、健康な体にゃ頭も健康なっ
てきて考える力もできてきよる。腹減ってたら考えるどこ
ろかアホになってまうわ。ほんで薬飲んでやね、そりゃ健
康やないわ。健康やってみ？　そしたら明日山行こうかな
とかいろんなこと考えられる。山にはどういう石があるか、
どういう木があってどういう小鳥が鳴いとるかとかな。ん
で、健康な体には健康な精神が宿るっていうからやっぱり
健康は大事やと思うぞ。どんだけ腹痛くても代われんのや
から、自分の体は自分で守らなな。健康やったらどうにで
もなるわ。いくら博士号持ってても死にかけやったら意味
ないし、普通やったらいいんや。まあ、どうしようもない
アホはいかんけどな。
　蜂捕りは自分の健康で入院せんかぎりはやりたいなと
思ってるわ。いずれは入院もするし、あの世にも行くやろ。
けんどそれでは遅いわ。それまで行けるっちゅうのは健康
やからやの。せやから自分の体を考えてみっと、足や手が
健康やったら蜂もまだ行ける。蜂を楽しみにいくつまで言
われると、自分がパタンと倒れるまで行きたいな思ってる。

１１　これからは…

　自分で自分のこと８０歳とは思わんわ。まだまだ勉強し
てあっちこっち行きたい思うぐらいでの、おおいにはばた
きたいと思ってるわ。若返っての、もうちょっと今度は自
分のいろんな勉強してみたいなと、社会探訪でいろんなと
こ行ってみたいなと思う。んで、外国行くっちゅう目的は
なんや言うとそこの国の人と接触して、言葉、もの、食べ物、
服装、いろんなん見て、それをレポートして県にやったろ
うと思ってる。みな県に送ったやつを県が参考にしよるさ

（蜂の子を醤油と酒で炊いたもの）
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けな。わしが死んだらなんも残らんけど、レポートは残る
しな。
　外国行くといいなあ思うわ。日本のこの狭いとこにおら
んとな。向こう行ったらな、本当に気が大きなるわ。そし
て死ぬまでに旅行がしたいわ。ノルウェーやデンマークと
かクジラのとれる北欧にな。

１２　名人の生き方

　やっぱ人間一生の間になにか楽しいこと見つけて楽しま
んとな。彼女もろてキスする、これも悪いことじゃないけ
んどもそればっかりが楽しみと人間とってちゃうと思う。
人間は、「人」言う字書いても２人よって「人」やからの、
１つでは「人」にならんのや。誰かつっかえ棒がないとい
かん。それで「人」って言う字や。ほおすっと夫婦になら
なあかん。夫婦になったら子がないとあかん。これが一生
の出会いやと思う。そうして自分で生きてくのには、ハニー
ハンターで何をとるのもいいけんど自分の楽しみちゅうの
は、体の健康を保つためやの。これが第一やと思う。

＝取材を終えての感想＝

　初めて名人の家に取材しに行った時、１人で遠くまで電
車に乗って無事たどりつけるか、ちゃんと質問できるか、
怖い人やったらどうしようとずっと心配でした。でも名人
の松村さんは快く初対面の私を迎えてくれたので、心配が
和らぎました。おばあちゃんも息子さんの奥さんも私に話
かけ、よくしてくれたので本当に嬉しかったです。取材中
の松村さんはずっと笑顔でにこにこしながら私の質問した
内容以上に話してくれたので助かりました。特に蜂の話に
なると本当に楽しそうで目がきらきらしていたのを覚えて
います。
　松村さんは私よりはるかにいろんな経験をしていて蜂の
こと以外にもたくさんのことを教えてくれました。話して
くれた中でも一番印象的だったのは、人生なんでもいいか
らひとつ楽しみをもつことと健康でいることが大事だとい
うことでした。この考えがあるから松村さんは８０歳なん
て思えないほど元気なんだと思います。わたしも自分の楽
しみをもっておばあちゃんになっても松村さんみたいに元
気でいたいです。
　今回の取材を通して貴重な体験をすることができまし
た。書き起こしや字数以内にまとめるのが大変で嫌だと
思った時もあったけど、最後まであきらめずにレポートを
まとめることができて今は達成感を感じているし、やって
みてよかったと思います。聞き書き、名人から学んだこと
を将来に活かせたらいいです。

氏　名：松村　隆男（まつむら　たかお）

生年月日：昭和２年１月２日　　　８１歳
職業：農業
略歴：７人兄弟の百姓の家の長男として生まれる。そして兵隊、
消防隊員、自衛隊員になり、定年後、蜂駆除の依頼をきっか
けに蜂の子捕りを始める。蜂駆除をボランティアとして行い、
年をとってからの健康法だと考えている。地域に蜂の子の郷
土料理を紹介するなど広く活動を続けている。

プロフィール

（取材した日の朝に松村さんが捕ってきたスズメバチの巣の一部）


