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１２月８日の拡大幹事会には２０人ほどの方が参加、
「セカンドスクール感想意見交換、ホームステ
イ、子ども農山漁村交流プロジェクト」交流学習会をおこないました。
自己紹介とともに、３日間の古瀬間小学校５年生の受入、地域で取り組んでいる交流事業への想いを
語り合いました。みなさんのご意見や感想を紹介します。
「合併後、行政に頼るだけでなく自分たちで動いていくことの大切さがみんなに認識されてきた。」
（下
山Ｎさん）「交流事業として、籠づくりをやった。９０歳の方から教えてもらい、私たちが今度は多く
の方に教える。みんなの力で地域の技が継承された。」（旭Ⅰさん）「セカンドスクール４年目。その後
も親子で交流がある。旭地域会で８月にブルーベリーで１２月に籠づくりで交流事業ができた。」
（旭Ｓ
さん）「地域でがんばりたい」（旭Ｏさん）「１５年前から自宅で都会の方をよんで交流をしてきた。田
舎の良さを伝えたい。それがセカンドスクールにもつながった。」（足助Ｕさん）「山をなんとかしたい
という想いからはじまった、間伐講習会、ビオトープづくり。環境整備したからこそ、子どもたちも安
心して遊び歓声をあげる。」（足助Ｏさん）「地域の方で地域の案内看板づくり。みんなの力で地域をな
んとかしたい。都会からやってくる研修生（暮しをつむぐ塾）さんも続けて来たいという人が多くなっ
ている。」（小原Ｎさん）「あすけ炭やき塾では多くの方にきてもらった。木の伐倒など自然と向き合っ
たところに参加者は感動していた。人生そのものをも感じ考える機会となっている。
」
（足助Ｋさん）
「山
里学校は暮しの知恵、そこに暮らす方の人としての魅力で参加者を感動させている。
」（小原ＭＡさん）
「セカンドスクールでは多くの現場を見て回った。どこも子どもたちの楽しそうな表情や動きがあった。
それが受け入れる方のうれしさがあると思った。」（小原ＳＡさん）「自然食のレストラン。年間通した
交流事業を試みている。交流事業を生業としてもすすめたい。」
（稲武Ｋさん）
「交流事業で稲武に来た。
初心忘れず、田舎で感動した事を大切にやっていきたい。」（稲武Ｎさん）「セカンドスクールのあとの
学芸会の招待。子どもたちとの心の通いあいがあった。貴重な体験。」
（足助Ｋさん）農政課Ｕさん、下
山支所の方お二人も来ていただきました。
長野県飯田市において学校教育旅行の受入等を仕掛けられた井上弘司氏からは、子ども農山漁村交流
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ロジェクトについての意義や全国の例を聞かせていただきました。
ロジェクト
最後に「なくてもいいけど、通年やるなら『あったらいいな、農家民泊の資格』」として西村自然農
園の西村文子さんから自らの経験をお話ししてくださいました。
２０１０年への展望をも感じさせる交流学習会にもなりました。
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来年度 農山村ネットワークの総会は 4 月 20 日（火）午後 6 時 30 分から足助交流館

各地域会より～報告とお知らせ～
第９回足助炭やき塾
ズズズドーン。大地が揺れる。腹の底に響く重低音が四方の山を支配する。
両手をまわしても届かぬ太さのアベマキの樹が今伐られ倒れたのだ。そのあ
との長い静寂。だれも言葉を紡ぎ出せない空隙。心が激しく揺さぶられ安定
を求めて言葉を探す。
名古屋市で医療に従事する千絵さんは、はじめて「足助炭やき塾」に３０
人あまりの受講生のひとりとしてやってきた。炭焼きの「始め」から「終わ
り」までをブラックボックスなしで体験。彼女がやっと紡ぎ出した言葉は「恐
怖」。自然と向き合う山仕事を目の当たりにし感動した。木が倒されるときの危険、真っ暗な炭窯のなかに入
り込んでなにも見えない不安…。その感動は「ああよかった」ではない。映画や茶の間のテレビのドキュメ
ンタリー番組ではない。ほんものの自然と直に肌で接して仕事することの「恐怖」なのだ。これが自然への
畏敬にほかならない。
豊田市のＯＬ千晶さんは、炭窯へ伐って割った１メートルの炭材を隙間な
く丁寧に入れていき、火をつけ、窯にけむりが上がっていくまでのを体験し、
「神聖」という言葉が浮かんできた。この炭窯に神様を祭るように、点火す
る。真吾窯の責任者の滝澤さんと同じ時空に位置したからこそ感じたこと。
「村瀬さんに感動しました。
」と言ったのは加藤さん。愛郷窯の責任者の村
瀬さんが点火後の窯の不調に必死に対応する姿。加藤さんもお手伝いしてい
た。人が感動するのは人・自然・仕事の本質に迫った時なのだ。
塾頭の梶誠さんは言う。
「大きな木を伐る。その時『ありがとうございます』
と祈る。生きものを相手にしている心で、無駄にしない、灰まで活かす。炭
焼きは循環的あり方そのもの。」
ここには、人にとって大切なものが全てあった。

セカンドスクールで来た子どもたちが、また遊びにきたよ！
セカンドスクールで下山地区の根本知尚さん宅に滞在した、古瀬
間小学校の吉田隆佑くん、河野拓くん、大谷諄仁くん、梅村純気く
んの 4 人が、再び根本家に 1 泊で遊びに来ました。
この計画は、最初、子供達だけで立てたようで、根本さんが親と
連絡を取りながら、古瀬間小学校の学芸会のときに話して実現しま
した。
手づくりこんにゃくを作ったり、柿を取ったり、根本さんの子ど
もとも兄弟のように仲良く遊んだり。子どもたちも根本さんも、2
日間の「続・セカンドスクール」を楽しんだそうです。
セカンドスクールをきっかけに、その後も子どもたちや、その親との交流が図れ、下山地区も元気をもら
いました。こうした繋がりが広がっていけば、下山地区の将来も明るいかも？
また、根本さんと同じく、柴田さん宅にもセカンドスクールで滞在した女の子 4 名が遊びに来る予定があ
るようです。

11 月 29 日（日）に５３ＰＩＣＫＵＰ

ＡＩＣＨＩ三河湖が行われました！

５３（ゴミ）ＰＩＣＫＵＰは、三河湖に釣りに来ている人達が、ボラン
ティアで水辺の清掃活動を行うイベントで、春と秋の 2 回、毎年行われ
ています。
今回で 13 回目を迎え、釣り場への高い意識を持ち、目標に向かって活
動するために、参加費をいただいて行われます。
集まったたくさんのゴミを見ると、強く胸に感じるものがあります。イ
ベントには、他県からの参加者もあり、地元との交流を図りながら、より
良い三河湖でありたいと願っています。

竹かご作りで交流の輪を広げる
10 月に竹かご講師の９０歳余の安藤さんより、柔らかな曲線の味のあ
る竹かごに魅せられた何人かで、技を引き継ごうと一日研修を受けまし
た。その後自宅で技術習得に励み、今回その 8 人が講師となって、12 月
3 日（木）豊田市杉本町の敷島会館にて『竹かご作り』を開催、16 名の
参加者が体験しました。ネットワークを通じて小原を始め各地から、竹の
材料を提供していただいた恵那市串原の方や遠くは名古屋、安城からと地
元を含め多くの方に参加いただきました。竹は「かんちくささ（寒竹笹）」
という名前の１２０～１６０ｃｍ位の稈（さお）で節から波針形の
葉がついています。今回は１人６０本ずつに分け、その葉を取る事
から開始しました。葉を取り先を揃えてはさみで切り、準備は完了。
いよいよかごを編みます。５名ずつに分かれ２名の講師がつきスタ
ートしました。まっすぐな竹を曲げ編んでいきますが、元に戻ろう
として伸びてしまいます。両手とも使っているので、空いている足
で曲げたところを押さえたり、講師の手を借りたりしながら、柔ら
かな曲線に仕上げていきました。
竹かごの大きさは底の部分を締める竹数や、編む本数によって異な
りますが、皆さん２、３本で挑戦しました。最初こそ笑顔も出てい
ましたが、次第に雑談する余裕もないほど一生懸命になり、途中で
昼食の休憩を挟んだだけで、講師とともにかんちく笹と格闘し、全員が終了時間までに作り上げました。
悪戦苦闘した甲斐もあり、完成した喜びを顔いっぱいにして、出来上がった竹かごと記念写真を撮り終了
しました。

自然薯掘りと料理体験開催
12 月 1 日に「自然薯掘りと料理体験」が開催されました。
まずは自然薯掘り。稲武地区内の自然薯農家さんの畑で自然薯を
掘り出します。農家さんの説明を
聞き、ていねいに自然薯を掘り出
します。パイプ栽培なので思った
より簡単？！でも気を抜くと折
れてしまいます。ゆっくりていね
いに自然薯を掘って、お土産に 1
本持ち帰りました。
そして自然薯料理作り。どんぐ
り工房に場所を移して自然薯料理を作ります。メニューは「とろろ汁」
「落
とし汁」「ほこほこ煮」
「しゃきしゃき芋」
「磯辺揚げ」の 5 品。すり鉢の目で自然薯をすりおろし、すりこ
木ですり・・・と、みんなで一生懸命にすったので、おいしい料理ができあがりました。
参加者みんなで、出来立ての自然薯料理を昼食に頂きました。

どんぐり工房今後の予定
1 月１０日/こんにゃく １１日/手打ちうどんでほうとう
１６日/ジュズダマでお手玉 １７日/竹と和紙のランプシェード
2３日/蔓かご 24 日/草木染め 31 日/味噌
２月６日/味噌 7 日/なめ味噌 11 日/リース 13 日/こんにゃく
20 日/まゆのおひなさま 2１日/からすみ 27 日/豆腐
28 日/草木染め
問合せ：どんぐり工房 ０５６５－８３－３８３８
http://www.dongurikoubou.join-us..jp/
（詳細はホームページをご覧ください。）

暮しをつむぐ塾～日々の暮らしが愛しくなります
小原の西村自然農園さんでの「暮らしをつむぐ塾」に参加しています。毎月
1~2 回参加者 10 名ほどで、摘んで、調理して、いただいて、季節のめぐり
と恵みを感じながら学んでいます。
12 月はおせち料理としめ縄づくり。だて巻きや菊花カブ、いり鶏、カブ餅
入りのお吸い物。田作りは柚子を入れるのがポイントです。しめ縄づくりは
「縄をなう」ことが慣れるまで難しく。苦労したぶん
愛着が湧きます。
炭火の温かさ、ごはんのにおい。「日々が好き日常が
好き」という西村文子さんのお話をきいて、手際の良さに圧倒されながらも、あった
かい時間を過ごさせていただいてます。「類は友をよぶ」の、ここで出会った友だち
の輪も不思議と広がっていきます。
1 月は 17,18,20 日予定です。（人数によっては変更あり）
ビワ葉エキス寒茶・卵油づくり等ごいっしょしませんか？
問合せ 080-3645-2641（安達）

山里のお歳取りと冬の手しごと

山里学校

12 月 19 日（土）稲武どんぐり工房にて山里学校『山里のお歳取りと冬
の手しごと』が開催されました。当日は、この冬初めての本格的な雪で、急
遽キャンセルされる方が大勢いた中、たどり着いた 4 名の方と地元稲武か
らの参加者 1 名で行ないました。野菜の素朴なお歳取り料理「ごった煮」
「煮
合え」
「芋きんとん」を参加者みんなで協力して作
り、稲武でのお正月の過ごし方、言い伝えなどの
話を聞きながら試食をしました。
午後は、わらで作る正月飾り「わらの亀」作りを体験。玄関や車に飾ろう！！と、
みんな真剣に取り組みました。
次回は 1 月 23 日（土）
『いのちをいただく 故郷の味』です。
下山地区 手作り工房山遊里にて
問合せ 090-9915-1187（安達）

「農山村と出会いの会」を行います！！
1／9(土)に旭地区の「板取の家」でネットワークの交流市民の会が、農山村との出会いと交流の場をもう
けます。
「豊田市は広い、田舎へ行ってみたいが、どこへ行けばよいかわからない？」という方の要望にこた
えての開催です。
当日は、ネットワーク関係の各地域と人の紹介・現在この地域で活動されている団体の様子などをお知ら
せします。そして、味噌づくり、お土産もつく予定です。ここまでの第 1 部と夜の第 2 部もあり、鍋をかこ
んで地元の方との交流があります。楽しい会になりそうです。

編集後記
とよた都市農山村交流ネットワークが設立されて１年たちました。
各地区の幹事や事務局のメンバーも初めてのことばかりで手探りの状態でしたが、「やる気」「勇気」
「元気」
で頑張ってきました。
過疎化、高齢化と暗い話題ばかりの中山間地区に、活力を取り戻したい。負けちゃおれん！！・・・
急がず少しづつですが、前に進んでいけたらと思っています。『続
続けることが大切
けることが大切』今年も頑張ります。
大切
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しています。
体験の受入をしていただける方、お手伝いをしていただける方はご連絡ください。
都市部の方でも OK です。いろいろな協力をお願いします。
みんなでいっしょに楽しみましょう！！

