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お客さんとして何度も訪れている

松本好子さん

熊坂みのるさん

（小檜山一良）

鈴木美樹さんの主催する「さとのわ」を支え

る人たちには、運営をサポートするスタッフや、

お客さんとして何度も訪れるリピーターがいま

す。今回は、リピーターの松本好子さんと熊坂

みのるさんが、「さとのわ」の何に魅せられて

来られるのかについて、インタビューの内容を

紹介します。

心をつかむワークショップ

―― こんにちは。2 人とも仙台市に住まわれ

ていて、「さとのわ」にリピートされているそ

うですね。「さとのわ」の魅力など、いろいろ

お話をうかがわせて下さい。

松本 京都からですか、東京で乗り換えですね。

遠かったでしょう。ここの陸東線は止まること

が多いけれど、今日は動いていてよかったです

ね。昨日なら、雪のために止まっていたと思い

ますよ。昨日 1日でこれだけの雪が降ったんで

すよ。一昨日はまったく積もっていなかったの

に。

―― 雪の量に驚いています。お 2人は、どこ

のご出身ですか。

松本 私は東京です。主人の転勤で、もうすぐ

東京に戻ることが決まっているので、友人を誘

って最後に湯治に来ました。

熊坂 私は北海道厚岸町です。道東地方です。

私も主人の転勤で仙台に来ました。

―― お 2人は、どのようにして「さとのわ」

左から、熊坂みのるさん、松本好子さん、

小檜山一良、濱本武志

をお知りになったのですか。

松本 2 人とも夫の転勤で、仙台市に住んで 5

年目になります。そのなかで鳴子温泉の存在を

知り、鈴木美樹さんが主催する「さとのわ」の

存在を知り、足を運ぶようになりました。仙台

には周辺に秋保温泉や作並温泉などの、30 分

くらいで行ける温泉がありますが、鳴子温泉は

1 時間半くらいかかるので、仙台の人は、あま

りこちらまでは来られないんです。

私たちは、美樹さんが主催するワークショッ

プで、靴下重ね履きという「冷え取り健康法」

をしています。もともと仙台で、鍼灸師の冷え

取り健康法に参加していました。「さとのわ」

で鳴子温泉の宿泊付きのイベントがあったので

参加しました。東京から鳴子に移り住んで、頑

張っているという人がいるのを聞きました。

「さとのわ」では、料理をみんなで作って、

夜は地元のお母さんと一緒に、地元の食材を作

って食べるのは、とても楽しいですよ。それま

では、鳴子温泉がどういうところか知らなかっ

たし、渋い温泉みたいなイメージでした。そこ

で、どんなワークショップがあるのだろうと興

味を惹かれました。

温泉がすごいですね。純然たる「かけ流し」

で、温度はかなり熱く、効能がすごいのに引き

付けられました。そのうえ、お味噌作りなど興
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味を惹かれるワークショップがいっぱいあって、

足を運ぶようになりました。

―― ワークショップに参加して、新しい友達

などができましたか。

松本 結構たくさんできました。みんな同じよ

うな目的で来ているので、気が合うんですよ。

ここで再会することもあり、地元の人も、「ま

た来てくれた」と喜んでくださるんです。仙台

から来た人とここで会い、今でも仲良くしてい

ます。「また、参加しようね」と約束します。

美樹さんはすごくセンスがよく、企画は心惹

かれるものばかりで、つい参加したくなります

ね。友達には、「今度、和菓子つくりに行こう

ね」と誘ったりしますし、さらに口コミでも広

がっています。毎月、「さとのわ」のワークシ

ョップの案内が届くと、内容が良いのでまた行

きたいと思うんですよ。どんどんつながってい

き、またそこで出会える。

1 人で参加しても楽しいし、友達と参加して

も楽しい。企画の案内は、インターネットでも

発信されていますが、初めから参加している私

たちには、封書で送ってくれます。内容を見て、

自分の予定が合えば参加しますね。「行きたい

な」と思うものが、必ず入っているんですよ。

自分からネットで探さなくても、手元に届くの

がいい。取っておいて、見返して、申し込もう

と思います。こまめに企画してくださる。

体の癒やしを提供する

「冷え取り健康法」

―― 鈴木さんの案内が、ツボを得ている感じ

ですね。ところで、「冷え取り健康法」とは

どういうものですか。

熊坂 北海道に比べて、こちらはかえって寒い

ですね。北海道は部屋を暖かくしているので、

冷え取りには興味がありませんでした。こちら

に来てから、すごく冷えていると感じました。

松本 「冷え取り健康法」とは、靴下を 4枚以

上重ね履きする健康法です。シルク・ウール・

シルク・ウールと重ねて履きます。コットンを

4 枚重ねても効果がないんですよ。異なる天然

の素材を重ねることによって、毒素が足から出

て行って、靴下に穴が開くんです。

保温だけではなく、シルクが毒素を吸収して

外に出す機能があるんです。毒素が次々と一番

外側のシルクに浸透していって、あるところで、

不思議だけれど、靴下にバーンと穴が開いちゃ

う。足の裏はつるつるになりますよ。長くやっ

ていくと体調が改善し、温泉の効能とコラボし

て、効果が倍増します。温泉での宿泊付きのワ

ークショップは、6 ～ 7 年続いています。毎年、

やって来ています。靴下は、セットで、通信販

売もしています。「冷え取り健康法」専用のも

のがあって、ゆるく、締め付けないようになっ

ています。

地元の人とも交流できる｢さとのわ｣

―― 「さとのわ」でのワークショップや、

「里山カフェ」はどのようなものですか。

松本 4 年くらい前から、宿「みやま」さんで

宿泊するワークショップに来ていました。「さ

とのわ」ができてからは、この「里山カフェ」

に来ています。ここが拠点となり、ほかのプロ

グラムも充実してきました。去年の年末には、

クリスマス・カフェランチに来て、2 月も来て

いますので、たて続けに来ているんですよ。仙

和やかな雰囲気でのインタビュー
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台から車で 1 時間半くらいです。「里山カフ

ェ」は週末に開催されるので、ゴールデンウイ

ークなど休日に来ることが多いです。平日は、

日帰りのワークショップに参加することが多い

ですよ。主人とは、一度、「里山カフェ」に来

ましたが、ワークショップの内容が女性の心を

くすぐるものが多いので、たいていは女友達と

来るんです。

美樹さんの人脈がすごくて、いろいろな方を

知っておられるし、地元の方とも力を合わせて

やっておられます。美樹さんは、疲れている人

をターゲットに、疲れを癒やしてもらう企画を

立てているので、「ゆっくりしてね」と、いつ

も言っておられます。プログラムは緻密に考え

られているし、夜でもゆっくり休めるのが嬉し

い。毎回、充実していますよ。

―― 「さとのわ」がきっかけで、鳴子温泉に

興味が出てきたのですか。

松本 そうですね。鳴子温泉を知ったので、ワ

ークショップがない時でも、鳴子温泉に来たい

と思います。美樹さんに、美味しいお店の情報

などもたくさん教えていただくので、今度、来

た時にはそこに行こうとか、鳴子温泉に対する

興味がどんどんわいてきています。川渡地区か

ら鬼首地区まで、広い範囲に温泉や飲食店があ

るので、全部回るには時間が足りないですね。

―― 地元の人との交流だけがメインではなく、

参加者どうしもつながっていくのですね。

松本 ここに来ると、ワークショップに参加さ

れる地元の方もおられるので、そういう人とも

交流ができます。地元の人と作るご飯が楽しか

ったですよ。地元料理の「はっと汁」を作って

食べました。「はっと汁」は、小麦粉を練って

耳たぶ状にしたものを汁に入れるんです。野菜

もたくさん入れます。「はっと名人」がいて、

その人の指導で、皆でワイワイガヤガヤ作るの

が楽しい。

準備は、参加者が分担します。地元の人がい

るので、料理はあまり上手でなくても、美味し

く出来上がります。料理を教わるので、家に帰

って作ることもあります。初めて見る地元野菜

もあるし、それを使って手軽にサラダができま

した。初めて知ることがたくさんあるので、楽

しいし、日常に活かせることもあります。ここ

にいるときだけが楽しいのではないですよ。毎

回新しい発見があるし、体も心も温まり、元気

が出ます。

現代の｢鳴子のこけし｣に魅せられて

―― ほかに鳴子温泉で発見したことはありま

すか。

松本 「こけし」ですね。以前から、東北の

「こけし」に興味がありました。鳴子に来たら

「こけし」があって、より好きになり、より来

るようになったんです。

熊坂 私は、それまで興味があまりなかったん

ですけれど、「こけし」の良さにひかれて買い

求め、「こけし」の輪が広がりました。美樹さ

んに紹介してもらった「こけし工人」さんの工

房を訪ねると、リクエストに応えて特注品を作

ってくださるんですよ。「鳴子のこけし」は、

首を回すとキュッキュッと鳴るんです。現代の

工人さんが工夫を加えて、「創作こけし」を制

作しておられて、何段目かの「こけし女子」ブ

ームが来ているんですよ。

―― 「こけし」のどんなところが魅力ですか。

熊坂 顔も胴体の絵もそれぞれ違うので、自分

の好みを探し出すのも楽しみです。みんなとて

も可愛いし、見れば見るほど気になってきます。

工人さんにお話を聞いてから見ると、もっと表

情に惹かれますよ。始めはあまり興味がなかっ

たけれど、小さい「こけし」を見てから、ます

ます好きになったんです。

松本 昨日、私たちはまた大量買いをしてしま

いました。小さなサイズの、どんぐりのヘタが

帽子になっている「こけし」を、何年か前に、

朝のテレビで紹介され、「こけし女子」が詰め
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特別注文の小さなこけし

「さとのわ」の 2階への階段に飾られている

「こけし」などの郷土玩具

かけて、欠品になるほど売れたそうです。それ

から何年かたって、その工房をのぞいてみたら、

作っている工人さんがいて、「今はないけど、

明日までに 5個作っておくよ」と言ってくれま

した。模様はどういうのがいいとか、工人さん

との触れ合いがいいです。

―― 昨日、買われた「こけし」を見せていた

だけますか。

熊坂 「工房柿澤さん」のものです（上の写

真）。朝までに作ってくださいました。

胴体の桜の柄や、前髪の形も変えてくれまし

た。5 つともすべて髪型が違うし、柄も違いま

す。こういう小さいサイズの「こけし」を集め

ようと思っています。伝統の菊の絵柄もありま

すが、桜や梅も書かれています。体の形も、5

個とも違います。白いこけしは「ミズキ」とい

う木で、赤っぽいのは「エンジュ」という木で

作ってます。この世界にどんどん引き込まれて

いきます。

湯治文化の素晴らしさを満喫

―― ブームが続きそうですね。松本さんは、

もうすぐ東京に引っ越しされるのですね。最

後の湯治はいかがでしたか。

松本 「さとのわ」では、普段作らない「凍み

餅」をつくったりして面白かったです。観光で

はなく、ここでの体験が貴重ですね。

1 泊 2 日の郷土料理を作って食べるワークシ

ョップは、宿「みやま」さんの湯治部屋にみん

なで集まって、料理を作るんですよ。宿「みや

ま」のお風呂は、ぬるめで、ゆっくり入るタイ

プなので、ジワジワ、ポカポカして、すごく温

まります。浴槽は、硯の産地で有名な宮城県雄

勝の玄晶石を使用されています。これは東京駅

の屋根にも使われているそうです。浴室内は、

地元名産の金山杉をはじめ、杉材がふんだんに

使われています。ご主人こだわりのお風呂なの

で、ゆっくりできますね。

宿「みやま」さんは良心的で、朝食だけ出し

てもらうとか、ニーズに合わせて利用できます。

昨日は、美樹さんに紹介していただいたお店で、

おかずを買ってきて、「みやま」さんにはご飯

とお味噌汁だけ出してもらいました。そういう

のもアリなんです。自炊施設や食器類が整って

いるので、自由にできます。湯治文化の素晴ら

しさを満喫しました。

―― インタビューを引き受けてくだり、本当

に有り難うございました。

松本 美樹さんから、「時間があれば、京都か

ら来た人たちに『さとのわ』のお客さんとして、

意見を言ってね」と、お願いをされました。美

樹さんにはいつもお世話になっているので、お

役に立ちたいと思いました。私たちは、いつで

も「さとのわ」のお手伝いをしたいと思ってい

ます。
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