
お不動様の怒り
～命のつながり～
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せと川里の楽校2003「夏の子どもキャンプ」
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河童・アカザ 大蛇・かえる 天狗・むささび たぬき・きつね

午
前

オリエンテーションゲーム

各班でアイスブレイク

巻き物（お不動様への道）探し

藤の瀬出発

佐野家見学

馬頭観音

午
後

合鴨農法

謎のトンネル

地蔵広場(昼食）

竹食器作り
志太泉見学 頭首工

志太泉見学

キャンプサイト到着

食卓
流し場作り

お風呂作り
浄化槽作り

竹食器作り

竹食器作り 浄化槽作り

夕食・風呂 夕食

ムササビ観察

夜

語り「山姥伝説」

スイカを食べよう お風呂&スイカ

おやすみなさい☆

広場の方から突然拍手がなり始めた。リズム
に合わせ手を叩きながら子ども達集まってきた

里の楽校の開校式だ。
小雨が降り注ぐ中、山田校長先生がみんな
の前に姿を現した。
「少し雨が降ってきちゃったけど、気持ちが
いいね。みんなぁ～雨にも
負けず楽しく過ごすぞっぉ！！」と気合
いっぱいの校長。
しかし、これからの4日間は誰も予想を
していないことばかりだった。小雨はそれを
予感させる合図であった・・・。

すると・・・そこへ
お不動様から一本の
巻物が届いた。

『べぇぇぇ～し！！
仲間と協力して
わしの挑戦を
受けてみろ。
そしてわしのいる
所にたどり着く
べし！！

わっはっはぁ～ ！！』

８月７日（一日目）

開校式
里の楽校の始まりだ！！

開校式

～仲間との出会い、そして里の世界へワープだ！～



お不動様の挑戦を受け取った
みんなは気合が入った。
緊張なんかしてられない。
みんなもっと仲良くならないと！！
全員『パンドンパンパン』をやろ～♪
前の人の音を聞いて手を叩くんだ。
・・・「１５秒！！」もう一回挑戦。
・・・「１４秒！！」「おぉぉ～！！」
みんなの拍手と心が一つとなった。

ここからは各班で違ったアイスブレーク(※）をやるぞ！
班の絆を深めるべし！！
「こうすればいいんだよ。」「違うよぉ～」とみんな悪戦苦闘。
「早くやってお不動様に会いにいかなきゃ！！」
気持ちをひとつにできる仲間になることが、このキャンプを

楽しいものにしてくれるんだ。

※アイスブレーク・・・初めて会った者同士が緊張している気持ちをほぐし、親しみのある関係を作るため
にゲームを通してして交流する。

～４つのアイスブレークゲーム～
１、『人間知恵の輪』…
からみ合った手を離すことなく大きな輪を作る。
何度も互いの名前を確認することにより早く名前を覚える。
２、『天使の輪』…
心をひとつにして迷子になった天使の輪を地上に降ろす。
息が合わないと浮いてしまう。
３、『魔法のじゅうたん』…
壊れてしまった魔法のじゅうたんを全員を乗せたままひっく
り返す。
４、『におい当てゲーム」…
集中して嗅覚をフルに使って植物のにおいを当てる。

ゆっくり、ゆっく
り！！

こうすれば
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人間知恵の輪

天使の輪



ゲームをクリアーし緊張がほぐれた班から

お不動様からの挑戦状を手にした。

「なに？なに？なんて書いてあるの？」

「えぇ～っと・・・

１、少ないもので豊かに暮らせ！

２、知恵と工夫で楽しく暮らせ！

３、仲間がいれば何でもできる！

だって」

えっ、これって里の生活心得じゃないの。

お不動様の挑戦状を受け取り、班の名前もさずけら
れた。いよいよ、里探検に出発した。

最初に立ち寄ったところは、村の庄
屋さんだった『佐野家』。
旧家である佐野家には鉄砲があっ
たり馬小屋があったり・・・厚い土壁
や立派な柱や梁の木にびっくり。
昔の村人のくらしを教えてもらった。

鉄砲だ 昔の道具が いっぱいだ
たぬき班 ひでひで



“カモ”カモーン！

田んぼをのぞいてみたら、田んぼの
中にリーダーのゆりとたくさんのカモ
がいた。そして、ゆりが僕らに農薬や
化学肥料に頼らない『合鴨農法』
について教えてくれた。
「合鴨ってすごいんだね。」
「合鴨はえらいね！！」
とみんなカモと力を合わせてお米を
作るお百姓さんの知恵に感心して
たね。

お利口の合鴨さん☆

アイガモが 地面を怒らせ 雑草なし
タヌキ班 まさと

道をてくてく歩いていると、小さな小川が次第に大きな
堀川になって行く。
リーダーに誘われて、堀川にとび下りて川の道を恐る恐
る歩いていった。
そこは草木が生い茂り、薄気味悪かったけど、みんなが
いたから楽しかった。道草遊びをしたり、唄を口ずさん
でみたり、私たちは“小さな冒険者”なった。

“謎のトンネル”を発見した。

わぉぉっ！！ 長い水のトンネルをくぐると私たち
の目の前に広がった景色は・・・

“瀬戸川”だった。
～私たちは魔法にかかったみたい
だった。これからどんなことが
起きるのか、どんなことが待って
いるのか・・・

ドキドキ・ワクワクした～

トンネルを 抜けるとそこは 別世界

たぬき班 げんき

合鴨農法

そこで・・・・・



竹食器作り
自分たちがこれから使う食器作りに
挑戦。
いつも使う食器ではない！
僕らの食器は“竹”なんだ。
里山にたくさんあって人々を困らせて
いる竹を切り出して、自分の手で作る
んだ。なたやのこぎりなんて使ったこと
がない。リーダーの熱のこもった注意や
アドバイスがとぶ。
ゆうき：「よぉ～し、みんな右手

に軍手してるな。」
マ～ヴ：「竹がぶれないように支えて

あげよう！」
少し怖いけどがんばった。

竹食器 自分の 特性手作りだ
アカザ班 あやのお風呂作り

みんなで露天風呂を作ったね。瀬戸川の水を利用
したお風呂。川と星空が眺めながら入れる地球に
優しいお風呂。
いっぱい歩いたし、疲れたから早くお風呂に入りたいね。
「うぅぅぅ～気持ちいいぃ、最高だぁ」

夜トイレに行けるように足元を照らす灯篭（とうろう）を作った。昨年は竹だったけど、今年は太い紙筒を
使った。光のもれる部分は星の形や月の形をしていて素敵だね。
最後は、キャンプサイトを楽しくさせるために里に、住む動物（各班のキャラクター）を校長先生に描いても
らった。
よしっ！これで居心地のよい世界でオンリーワンのキャンプサイトのできあがり☆

瀬戸川に みんなで作った 自慢の食卓 スタッフ てぃん

これから生活する台所や食堂などの場所作りを
分担した。いらなくなった角材をわけてもらって
イスにしたり、テーブルにしたね。
流し場は少ない水で洗物ができるように
工夫した。



僕らの川を汚すなぁぁ！
川が僕らを育ててくれた。たくさんの生き
物を育む。川は僕らの大切な宝物だ。
汚くなった水は浄化装置できれいにして
から瀬戸川へ返す！
・・・ということで浄化装置を作った。
「汚れた水は杉皮→シュロ→砂利
→竹炭の順でろ材を通過するんだ。
そぉ～すると・・・あら不思議！
汚かった水がきれいになるんだ」
「へぇぇ～本当だ。汚した水をきれいに
するのは大変なんだね。」

夕飯を終え今度は天狗伝説のある宮原神社へ向
かった。天狗の正体“ムササビ”を見るためだ。
ムササビは臆病で光が大の苦手。だから僕らは
真っ暗な道を懐中電灯の明かりもなしに階段を
登った。
おしゃべりは絶対してはいけない。
暑くたって蚊がいったって怖くたってみんな静かに
境内の各所でムササビを待った。
ムササビに会いたいなぁ～。闇の中４０分経過。

・・・しかし今夜は遠くで花火の上がる音が夜空に
響いていた。警戒心の強いムササビはとうとう
私たちの前に姿を現さなかった。
校長先生からムササビの暮らしについて教えても
らった。
“あぁぁ～会いたかったな”

木の陰に ひそかに隠れる 黒い影
アカザ班 さとし

そして・・・・
今年のキャラクターである

アカザの物語『滝沢ばんばあ』
のお話を聞いた。

絶滅の心配のされるアカザの
正体、アカザの生活、お話に
込められた人々の想いについ
て想像をかきたてられた。

・・・・テントサイトに
戻るとスイカが切ってあった。
いっぱい食べて・・・
おやすみなさい。
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残り汁 浄化してから 瀬戸川へ
ムササビ班 とーいち



河童・アカザ・大蛇・カエル ムササビ・天狗・タヌキ・キツネ

深
夜

台風上陸

テントサイト浸水→聖隷リハビリ病院へ一時待機

午
前

杵塚農園へ移動 宮原公民館へ移動

朝食

鳥しめ・わかちあい
ネイチャーゲーム

石磨き・卵拾い

午
後

昼食

ネイチャゲーム お昼寝

不動峡移動

ゆらく（温泉）

夕食

ワークシート

河童・アカザ・大蛇・カエル ムササビ・天狗・タヌキ・キツネ

杵塚農園泊 宮原公民館泊

午
前

起床

朝食

ネイチャークラフト
ネイチャーゲーム

鳥絞め

午
後

昼食

カキ氷大会 石磨き

ネイチャーゲーム カキ氷大会

石磨きお昼寝

夕食

荷物整理
自由時間

ワークシート

花火大会

“びちょ”あれ！？なんか冷たい。
もしかしてオネショ？・・・いや、違う。
「きゃぁぁ～テントの中に水がぁぁぁ～」
・・・テントに浸水した。
真夜中の出来事だった。
滝のような雨の勢いは治まらない。
避難することに決定！！
眠たい目をこすりながら全員
“聖隷リハビリ病院”行き。
雨は全く止む気配もなく振り続ける。
これからどうなるんだろう？
ここからの里の楽校のプログラムは
『杵柄農園組』と『宮原公民館組』に
分かれて進行することになった。

～台風はお不動様の怒り！？雨で外にでられない～
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8月８・９日（２・３日目）



宿舎となった杵柄農園のおじさんが僕たち
に卵拾いをやらせてくれた。
卵を拾っていると、そこに・・・
卵を狙う２メートル大きなヘビが現れた。
「食う食われる」の関係を目の当たりにした。
僕たちはそのヘビを触って見り、首に巻いて
みた。とても気持ち悪くて、でも少し気持ち
良かった。

へびがでた アオダイショウだ 冷たいよ
カッパ班 たくと

温かい 産みたてたまご 命の温もり
スタッフ ゆうき

卵拾いで盛り上がっていたら、校長先生の友達
の杵柄さん（養鶏農家）が突然、鶏をプレゼントして
くれると言いだした。
おじさんは僕たちに「この鶏は卵をだんだん産めな
くなってきていて、ゴミにされちゃう。もったいないか
ら・・・かわいそうだから・・・みんなで食べて。」と言
う。
えっ！？と思っていると、鶏が逆さまにされて鶏
絞めがたんたんと始まった。
途中で目を逸らす子、涙を流す子、みんなの表情
が見る間に変わった。
「ひどい。かわいそうだ。」
「残酷だ。」
「もうお肉は食べない！」

と怒り出す子もいたが、

「魚だって、お米だって、野菜だってみんな
命があるんだよ。」とリーダーの一人が静
かに言った・・・
「命を頂かないと
僕らが死んじゃうよぉ～。」

「僕たちの知らないところで、
いつもこんなことが行われてるんだ。」
「私は、スーパーに置いてあるパックに
入ったお肉や魚の姿しか

見たことない。」
「鶏の命を奪って僕らは、おいしいお肉を
食べていたんだ。」

死を見つめ
命のきずな

かえりみる
スタッフ ちま

生き物を 殺さなければ 生きてはいけぬ
大蛇班 こうた



ネイチャーｸﾗﾌﾄ

木の実など 工夫してみりゃ 動物だ
ムササビ班 のび

室内のプログラムとして急きょ
行われた「ネイチャーｸﾗﾌﾄ」教室。
グルーガンと言う特殊なボンドで
木の実をつなげ、動物や妖精を
作るんだ。
自分のオリジナルキャラクターを
たくさんの木の実から選んで使って
作り出す。
死んでしまった木の実などに、
新しい命を私たちが吹き込む。
子：「これはあれに使う！」
リーダー：「何作るの？」
子：「ヒ・ミ・ツ」
みんな夢中になっている。自分の
世界に入り込んでしまった・・・。

Wooo～
すごぉ～い！

私たちが命を頂いた鶏のおなかの中には、卵になりきれない
卵がたくさんあった。小さな黄身から大きな黄身、そして
黄身と白身が薄い半透明な殻の中に入っていたものがあった。
僕らは卵の成長する過程を見ることができた。その卵を

いただきます！

よ
ぉ
し
っ
！く

っ
つ
け
！
！

そおっと触ってみた。
卵になりきれなかった
卵も温かくて、生きてい
たんだ。
これから、僕は必ず
ニワトリさんのことを思
いながら
「いただきます！」
を唱えるよ。



石磨き

里の楽校のフィールドである瀬戸川に、地元の人が
“よもぎ石”と呼んでいる石（蛇紋岩）がたくさん
落ちている。
この石を磨くと、驚くほどピカピカ＆ツルツルになる。
昔の子どもの遊びだったそうだ。
それを思い思いの丸や四角などの形に整え、置き物
宝石やペンダントにする。磨いているときにでる緑色
の粉を顔に塗りたくって、根気よく磨いてた。
「見て！オレのきれいでしょ？」
と自慢気な子ども。他の人の石のすべすべ具合を指
先で確かめては、
負けたくないと必死に
なって磨いてる。
予定の時間が終わって
も磨き続ける子ども
や、やすりがボロボロ
になっても大切に
磨く子ども
みんなよもぎ石の
魅力にはまって
夢中だ。

よもぎ石 磨かなければ ただの石
スタッフ てぃん

触ってみ？

台風の目に入ったのか、雨が弱まった時間を見はから
って私たちは急いでお不動様に会いに行った。
本当はお不動様の元に沢を歩いて自力でたどりつきた
かったけど・・・何だかお不動さん怒っているみたい
だった。校長先生がお不動様のことを教えてくれた。
「お不動様は悪いことすると
怒るべし！」
人間の弱い心、自分さえ
良ければいいと思ってしまう心
をいましめるお不動様を大切
にする村人の心を感じよう。
「弱い心に負けない秘訣は
ひとりぼっちにならない

ことだ。」
校長先生が叫んだ。

お不動様 魚にしないで 私達を
ムササビ班 ミロ

お不動様見学



室内でゲーム大会開催。
ネイチャーゲームや里遊びをボランティア
スタッフ（里楽リーダーOB）
のお兄さん・お姉さんと一緒にやった。
「お昼寝していいよ」と言われても全く
眠る子はないない。
「もう一回！」と言うリクエスト
や「早くぅ～」と言った声が室内を響か
せた。
台風にも負けず笑ったり汗を流したり
疲れ知らずで、みんな元気だった。

夕方から、瀬戸川沿いにあるできたてほやほや（平成１５年
４月オープン）の温泉「ゆらく」へ行った。
友達と温泉に行く経験は始めて子が多かったので、瀬戸川
を眺めながらの温泉に入れるということでみんな
期待でワクワクしていた。
ゆっくりきれいなお湯につかって・・・友達と色んな話をしたり、
泳いでみたり、露天風呂に入ってみたり裸の付き合いは
楽しかった。

プロのお菓子職人の鈴木さんが、里楽
特性“かき氷”を今年も作ってくれた。
イチゴにレモンに紅茶に・・・白玉ぜんざい。
１０種類以上の特性の自家製ミツに
ゼリ～やフルーツがのって他では絶対に
食べれないかき氷だ☆
「どれにしようかまよっちゃうっ。」
「これっておかわりアリですか？」
「今度は何味にしようかな･･･」
忘れられない味。里楽の魅力のひとつ。
おいしかったな。

お不動様を見に行った時、校長先生がウラジロシダを使っ
た「とんび」という遊びを披露してくれた。シダが風をつかん
で、空に舞った。おもしろかった。



３日間を振り返り、どんなことが心
に残っているか、どんな発見や楽
しいことをやったか班ごとで話し
合った。
里の楽校では、キャンプ中に起き
た出来事や感動を、仲間と分かち
合いをして、思い出としてをしっか
りと心に刻めるような時間を設け
ている。
今回のテーマ「命はどこからくるの
かな」が子どもたちの心にどれだ
け印象付けられているのか、感じ
たり理解したりしてもらえているの
かということをリーダーが把握でき
る場でもある。

リーダー：「この３日間で、びっくりしたことや一番心に
残っていることは何かな？」

子ども ：「鶏絞め！！」
子ども ：「どんぐりでウサギを作ったよ。」

・・・・・・
リーダー：「色々あった３日間の中で、どんなことを

感じたり考えたりしたの？」
子ども ：「えぇ～何だろう・・・」
子ども ：「ごはんを残さず食べるようにしようと思った。」
子ども ：「いただきます！をきちんと言うようにするよ。」
リーダーたちのメッセージは確実に彼らの心に届いている。
発言する子どもの姿を見て、たくましくなったと感じた。

分かち合い

雨も上がったのでみんなで花火をした。
手持ち花火や打上げ花火。とてもきれいだ
った。明日は最終日。
明日こそ晴れますように・・・と打ちあがる花火
を見て仲間と共に願った。

花火大会

明日はいよいよ最終日。
明日こそ晴れて、外で活動ができますように☆
と・・・夜空に上がる花火をみてそう思った。

雨も上がりみんなで手持ち花火や打ち上げ花火
をした。久々に外に出て友達とはしゃいだ。
雨の上がった夜空はとてもきれいで楽しかった。



河童・アカザ・大蛇・カエル ムササビ・天狗・タヌキ・キツネ

午
前

起床・荷物整理

杵塚農園片付け 宮原公民館片付け

瀬戸川クリーン（ゴミ拾い・竹の片付け）

朝食

さと工房へ移動

ごま豆腐作り
クズ採り

ごま豆腐作り
クズ採り

ごま見学 ごま見学

いなり寿司作り みかん摘果
いなり寿司作り

みかん摘果

午
後

昼食・流しそうめん

閉校式

解散

8月１０日（最終日）

みんなの願いが通じて、やっと青空
が出た。太陽の日差しを受けてセミ

セ
ミ
の
ふ
化

や
わ
ら
か
い
羽

ピ
ン
と
な
る

た
ぬ
き
班

す
ず
か

最終日。
僕たちはキャンプサイトに再び集まった。一生
懸命作ったお風呂が濁流に流されて跡形も
なくなっていた。台風が去った後の片付けや
掃除をした。キャンプサイトや川原には、台風
が散らかして行ったものだけじゃなく、誰かが
捨てたゴミがいっぱい。

瀬戸川クリーン

小さな荷物だけ持って、
里工房へ出発！！

その途中道草をしながら遊んだ。
草花遊びをたくさん教えてもらった。
マ－ヴ：「この葉っぱ叩くと

音がなるんだよ。」
子ども：「えぇ～ウソだぁ～」
マーヴ：「じゃ、やって見せよう」

・・・「ポンっ！」
子ども：「本当だぁ。びっくり！！

教えてよ」

草ぶえ葉鉄砲

しかし・・・暑い！！
台風一過の陽射しが強い。
昨日・おとといの天気がウソみたい。

が土の中からはい上がりふ化した瞬間を見つけた。

～晴れたぞ！！外へとび出せ。そして食農体験～



ジョ～：「これな～んだ？」
子ども：「えっ！？何の草、わからないよ」
ジョ～：「これはね、今日のみんな

のご飯のおかずになるよ。」
子ども：「えぇぇ～うそだぁ～。
ジョ～：「本当だよ。これはクズって

言ってね、根っこが風邪や病気
によく効くんだ。例えば・・・
栄養ドリンクとかに入って
いるかな。」

子ども：「へぇぇぇ～」
ジョ～：「これはお昼のおかずに作るゴマ

豆腐の材料になるから、みんな
で採って根っこを掘り出して」

探してみるとクズはたくさんあった。
それから畑でゴマを見た。きれいな薄紫
色の花を持つ背の高い植物の中に、

摘果みかん

さらに進むと、みかんの香りがしてきた。
そう！到着した場所は、“みかん畑”。
みかんの木にはまだ青い小さなみかんが
いっぱいついていた。

「みんなでもぎ取りましょう！」と言われ驚い
た。
みかんの木には、小まんじゅうほどの実がた
くさんついたままだ。実った時に、全部のみ
かんが大きくならず
十分甘みがのらないんだって。だからおいし
いみかんを作るために小さな内に3分の1くら
いの実をもいでもいいんだって。
『摘果（てっか）って言うんだよ。」
農家のおじさんが教えてくれた。

この小さなみかんも私たちの大切なごちそうに
なるみたい・・・。
里工房に到着すると摘果したみかんを半分に
切って、力を込めてみんなの手でしぼった。
みかんの汁が目に入ってもがんばってしぼった。
みかんの香りが部屋中を包んだ頃、全ての実
をしぼり終わった。
それにはちみつを入れて、冷たい水で割る。
こうして、香りの良い甘酸っぱくておいしい
「みかんジュース」の完成だ。

クズ採り

つまっているのがゴマだった。初めて知ったよん。



地元のお百姓さんが作った有機栽培のお米を使って
“いなり寿司”を作った。
見ていると簡単そうにみえるが、実際やってみると以
外に難しい。ご飯は手にべとべとくっつくし、油揚げは

里工房にくる途中にみんなで見つけて採ったクズとゴマを
使った里の料理“ゴマ豆腐作り”に挑戦した。
ゴマをすり鉢に入れてすりこぎでていねいにすった。細かく
なったゴマを水に溶いたクズの粉に入れてひたすらかき回し
た。火をたいた室内は暑いし蒸れて、みんな汗をダラダタ流
しながらゴマ豆腐を作っていた。力の必要な最後の工程は
リーダーが担当した。すると突然・・・

「みなみ！、みなみ！、みなみ！、・・・・」という声や「かん
ちゃんがんばれ！！、かんちゃんがんばれ！、・・・」
という子どもたちがリーダーを応援する声が、次々に室内に
大きく響きわたった。
その声に後押しされがんばるリーダー。そして後ろでうちわを
あおぐ子どもたち。まさにみんなで作ったごま豆腐！！
一致団結して作り上げたお昼ご飯だ。

外に飛ばしちゃ、だめだよ。まだまだもっと
すって！！みんながんばれぇぇ～！
早く出来上がらないかな・・・。
あぁ～おなかすいたなぁ～。
いい香りだね。

薄くて破けそうになる。
何しろ油揚げは、お豆
腐から出来ているの
だから…。
そんなことを教わりな
がらみんな悪戦苦闘。
ほっぺたにご飯粒をつ
けて小さな手で一生
懸命いなり寿司を作っ
た。できあがったお寿
司は大きさがふぞろい
でみんなの個性がで
てたね。



待ちに待った昼食。流しそうめんを
やったよ。これも地元の有機栽培の
小麦で使ったもの。自分の手作りの
竹食器を使って、流れてくるそうめんを
一生懸命捕まえた。
いっぱい食べたいぃ～って思っていて
も、そうめんがはしの間をスルって
ぬけて行っちゃう。
なかなか難しい。するとそこに
ミニトマトが・・・えっうずらの卵も？
ぶどうも流れてきたぞ。
冷たい井戸水の流れを使った夏なら
ではの食べ方。
こんな楽しい食事もあるんだ。

ゆかいな流しそうめん。
おいしかったなぁ～。
そして、カキ氷を作ってくれた
鈴木さんが僕たちに、特製の
フルーツ“ゼリー”を作ってくれた。
色とりどりの色のゼリーの上に
チョコレートや生クリームを
自分の好みでトッピングする。
これもまた楽しくておいしかった。
自分たちで作った昼ごはんは、
苦労した分どんな豪華な
食事よりもおいしかった。もちろん
残さず全部食べました（＾∀＾）Ⅴゼリー

閉校式

というリーダーのかけ声に私たちも気合が入った。
入場行進の時久々に会うお母さんの姿を見つけてうれしいような、
ちょっぴり恥ずかしいような気分。
「みんな４日間楽しかった？何があったか思い出してみよう！！」
とてぃんが言うと、そこからまゆみ星人・ちま・たけちゃんを先頭にみんなで
順に4日間のプログラムを振り返った。
やっぱ、どの出来事もいつもの家や学校の生活では、経験できなかった
事ばかりだね。

ついに閉校式。
「みんな最後だ
からがんばろう」



四日間でがんばったこと、楽しかった
こと・びっくりしたこと・なるほどと
思ったことをわかりやすく工夫してみ
んなの前で発表した。
替え歌を歌ったり、俳句を読んだり
劇をやったり・・・
どの班もとてもおもしろかったべし。
「学校での発表は苦手なのに、
堂々と言えちゃった。」
たったの４日間だったけど、
みんなの心に里の楽校での想い出
が刻まれているはず。
出会ったころの君たちとは全然違う
たのもしい姿がそこにあった。

先輩格のリーダー、サモハン（純子ちゃん）が僕らに
唄を歌ってくれた。しかも手話付で！！
「さんぽ♪」の曲はオカリナという楽器を使って、
「いつかどこかで」はウクレレのリズムに合わせて
歌ってくれた。
僕らはあの妖精のような透き通る歌声に癒された。

班発表

歌のプレゼント

♪
♯

♭

♭

♪

♯

♪

♯ ♯



みんなに出会ったおかげでリー
ダーもたくましくなった。
アッという間の４日間。
楽しいことも、苦しいことも悩む
こともあった。でもこの仲間が
いたから乗り越えられた。
みんなありがとうぉぉ～( >ё<)

そしてみんなのことが大好きになった。
出会えてよかったなぁ～

と心からそう思った。
「友達になるために人は出会うんだよ。」
“ありがとう”の気持ちをこめて大きな声で
『友達の唄』を歌った。

友達の唄披露

ついに最後の山田校長先生の出番。お不動様も登場だ！！
校長先生がお不動様の手紙を読み上げてくれた。大きな声で
「べし！」のあいさつでみんな大興奮。
「自然大好きになるべし、不思議大好きになるべし、

ふるさと大好きになるべし」・・・・お不動様おそるべし。

出会ったばかりのころとは
見違えたようだよ、
みんなの笑顔がまぶしいね。
お不動様もニッコリ（＾ε＾）

今年の里の楽校おしまい！

・少ないもので豊かに暮らせ！
・知恵と工夫で楽しく過ごせ！
・仲間がいれば何でもできる！

お不動様の挑戦を、みんななんとかクリアできたね。
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その１、少ないもので豊かに暮らす
その２、知恵と工夫で楽しい生活
その３、仲間がいれば何でもできる

里の生活心得

その１、少ないもので豊かに暮らす
私たちの日常は便利な物に囲まれた豊かな世界。有り余る物・物に包まれながら、満ち足りることを
知らない人々。家には山のようにオモチャがあるのに、デパートのオモチャ売り場で「あれ欲しい」「これ
買って」と泣きわめく子ども。物がたくさんあれば本当に幸せなのか、本当に豊かなのかを考えてみよう。
里人の知恵や先人の暮らし方にたくさんのヒントがあるぞ。少しの物しか無い昔の暮らし、それは決し
て貧しいものではなかった。彼らは複雑な機械などに頼らず、季節毎に得られる自然の恵みを活かして
自然と共生して豊かに暮らしていた。自然から手に入る最小限のもの（食料やエネルギーや道具）を
使って、不自由なく豊かに生活してたんだ！私たちも見習って「少ないもので豊か」に暮らそう！

その２、知恵と工夫で楽しい生活
ススキの葉っぱでバッタが作れる。川原で拾った石でアクセサリーができちゃう。そこらにありふれ
たもので充分楽しく遊べる。道草で子どもは夢中になって遊ぶ。テレビやコンピューターゲームが無
かった時代は、決して退屈だったわけではない。身近にある木の枝や木の実などでいくらでも遊べ
た。
先人の知恵はありがたい。知っているのと知らないのでは大違いだ。遊びだけじゃない。おいしい食
べ物だって知恵と工夫で簡単に手に入る。寝る場所だって木の葉や草を敷くだけでフカフカになる。
里に伝わる知恵と皆で考えた夫次第だ。それから豊かな想像力があれば生活が何倍も楽しくなる。
人間ってすごいね！
死んだおばあちゃんが「もったいない」という言葉をよく使った。使い捨てのトレイなどもきれいに
洗って溜めていた。決して「けち」だった訳じゃない。物の価値が充分に活かされていないことを惜し
いと思う生活哲学なのだ。里人の知恵やみんなの工夫を持ち寄って、素材の持ち味を活かせば、少
ないものでも楽しく過ごせるものだ。人間ってすごいね！

ゴマ豆腐つくり



その３、仲間がいれば何でもできる
いつも自分勝手で、仲間のことを大切に思わない君！もし、「今から君一人で誰にも頼らずに生活し
てごらん」と言われたらどうする？人間は一人だけではたいしたことはできないことに気付くだろう。第
一、空腹を満たす食事ができない。私たちの生活は実にたくさんの人によって支えられている。普段そ
のことに気付かないだけだ。
子どもだけで群れて生活するこのキャンプでは、わがままを言いつづけるヤツは生きていけない。次
第に仲間が相手をしなくなる。このキャンプの経験を通して、仲間がいることで不安なく楽しくやってい
けることに気付くようになる。一人ではなにもできないが、力を合わせれば大きな木にも登れるし、そこ
に秘密基地だってつくれるぞ！仲間が集まればすごいことができる。群れを作って、自分たちの世界
（技）を形成してみよう！

仲間に頼られるのは気分がいいものだ。自分の気分にこだわってひきこもっているより、みんなと行動
を共にした方が愉快なことが多い。困っている仲間に手を差し出すのは、初め勇気が要るけど、強く握
り返されて「サンキュ」って言われるのは気分がいいよ。
信頼できる仲間がいることは君の人生にとって、きっとすごいことなんだ。

葉笛

取たてのとうもろこしをガブリ！

摘果みかんのジュース作り
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「闇と向き合う」

川の清掃

闇と向き合う

気付け！命のつながり

プロジェクト

１、火の玉を投げ入れろ！

２、せと川クリーン

３、生ゴミはゴミじゃない

４、闇と向き合う

５、気付け！命のつながり

６、みんなで里遊び

７、お不動様の渓流に挑戦

８、命を吹き込めネイチャークラフト

９、不思議な石の魅力に迫れ！



“あげんだい”とは
瀬戸川流域をはじめとする、静岡県内各地に伝わるお盆の迎え火・送り火の行事である。
お盆の時期、ご先祖の魂は海のかなたの黄泉の国から川を遡って村に戻ってくると、村人は信じ
ている。霊が迷わず村にたどりつけるようにと、どの村よりも大きなかがり火で迎えるのだ。10メート
ルもあるモウソウ竹の上にマダケで編んだ籠をつけ、そのなかにモミガラや木くずを詰めて、広い川
原に立てる。そして、ワラ縄の先に針金を結び、さらにその先に油を染み込ませたぼろ布を巻きつけ
て火の玉をつくる。暗闇の訪れとともに大人も子どもも一緒になって、皆で一斉に10メートル上空に
ある籠の中に火の玉を投げ入れる。

運動会で行われる玉入れ競争の元はあげんだいだと考えられる。ふるさとの心ときめく炎のお祭
りである。

火の玉を投げ入れろ！
～あげんだい～

目的

里の楽校では、地域密着型の自然体験活動を進めてる。藤枝伝統のあげんだいをプログラムの
中に取り入れている。昔は村ごとに幾本もあげんだいが建ったが、毎年行う村は少ない。広い川原
を持つこの地域の川ならではの伝統行事を継承し、祈りの心を感じさせたい。昔の人がどんなこと
を考え、どんなことを行ってきたのかを楽しみながら体験してもらうのである。

下級生はもちろん、上級生にとっても、火の玉の降る中で力強く火の玉を飛ばすことは、勇気のい
るスリリングな体験である。皆の心がひとつになってウワーッと歓声を上げる興奮した一時を舞い
上がる火の粉が彩る。一年に一度だけの特別な時間である「祭り」の中に参加することで、里や仲
間との一体感を味わい、成長していく自己を意識する。

※注 2003年夏の子どもキャンプでは台風のため、あげんだいは中止。

班ごとに、大きな模造紙に願いや誓いを描き込み、あげんだいで燃やす。幼稚園の先
生になりたい！勉強ができるように！大きくなれますように！いっぱい遊びたい！様々な
想い。煙や火の粉となって天まで届けばその願いや誓いが叶うと信じて・・・

模造紙に願いを注ぐ。どんなことをかいているのかな？



火の玉を投げる練習

あげんだいはけっこう高いぞ！

見事命中！舞い上がれ火の粉！

火の玉をゆっくりと揺らしながら
勢いを付ける。指を離せば弧を描
いて火の玉が空に舞う。皆しっか
りとあげんだいの中に入れられる
かな？

花火乱舞！

皆の手から解き放たれた火の玉はあ
げんだいに吸い込まれていった。やが
て皆の願いを込めた旗は炎につつまれ、
想いを包み込んだ火の粉は天高く舞い
上がっていった。まるで魂が天に還って
いくかのように・・・



プロジェクト『瀬戸川クリーン』

ボクらの川を汚すな！

昔、川の上流から苦労して引いた水が、私たちの生活を潤していた。清らかな水は洗面に、食器や
衣類の洗い水に、次に野菜を洗うためにと利用され、やがて小川や田んぼへと戻されるものだった。
しかし、現在では、水は蛇口をひねりさえすれば当たり前のように出てくる。さらに、ペットボトル入りの
水を買う時代である。そのためだろうか、現在の子ども達は自然の中の水との関わりが希薄で、その
有り難さに気付くことは少ない。利用している水は、どこからくるのだろう。そして、自分が使った水は
どこへ行くのだろう。そんな疑問も普段の生活からは沸いてこないようだ。上下水道の発達により、家
の中の蛇口をひねればきれいな水が得られ、汚した水はすぐに排水溝に吸い込まれて見えなくなって
しまう。たくさんの水を使い捨て感覚で消費する日常生活からは、私たちの生活や生命を支えてくれる
貴重な水という認識が生まれにくい。
そこで里の楽校は、水に親しみ川で存分に遊ぶだけでなく、河川水になるべく負荷を与えないよう配
慮した生活を体験することで、水の大切さに気づくようなキャンプを目指している。
まず、コンテナに水を貯めたものを２つ用意する。一つは、きれいな水で、洗い終わった食器の仕上
げを行う用のため水。もう一方は、最初に食器を洗う用の貯め水。そこから各班のバケツに水をくみバ
ケツの中で食器を洗う。少ない水を有効に利用するという狙いがある。
バケツの中の水が汚くなってしまったら、浄化槽置に汚れた水を流す。浄化装置は、みかんを入れる
網型のコンテナ(容積40ℓ)の内側に70ℓのごみ袋を入れ、さらにその中に45ℓのポリエチレン袋を入れ
ることで2つの溜りをつくり、ろ材を詰めたものである。一番上には油分を吸着する杉皮、その下にシュ
ロ、細かな物質をトラップする砂礫、有機物を吸着する竹炭の順にろ材を詰める。45ℓポリエチレン袋
の底に直径5cm程の穴をあけ、汚水とろ材との接触面を大きくするように工夫した。外側からろ材が見
えるため、汚水の浄化過程を観察することができた。ろ材は、すべて里や川や家庭で容易に手に入る
ものばかりである。そればかりか、使い終わったらすべて自然に還るものを使用している。



目的
①水の有難さ、水の不思議に気付かせる。
（飲み水を得ることの大変さ、水のおいしさを体験させる）
②水を浄化する自然の仕組みと方法について理解する
(一度汚した水を元の清水にもどすことが難しいことに気づかせる)

瀬戸川クリーン－川と地域を汚さないために－
川を汚さないための心得は「瀬戸川クリーン」として毎年子どもたちに伝えられている。

1、残さずきれいに食べよう(胃袋が最も優れた浄化装置だ)

2、食器は洗う前に汚れを葉・わら・紙でふき取る(節水のためと汚れ水を減らすために)

3、残飯は残飯入れに、そしてコンポストへ！
4、洗い桶に水を取って洗う(流し水は使わない、少しの水で洗う)

5、化学洗剤は使わない(替わりに砂、土、灰を利用する)

6、汚れ水は浄化装置へ(ろ材は杉皮、炭、シュロ、砂礫、ぼろ布)

そして排水は大地へしみこませよう(大地は最大の浄化装置だ)

7、出てしまったごみは資源として活かすために種類分け（分別）



生ゴミはゴミじゃない
～生ゴミ処理機で大地に戻せ～

なぜ生ゴミの堆肥化か？

昨年から始めたの「里の楽校」の取り組み、生ゴミの堆肥化。川や里に対し負荷のかからない
キャンプとして、私たちの出来ることは、第一に生ゴミをできるだけ出さないこと。調理されたものは
残さず食べるようにしているが、調理家庭でどうしても生ゴミが発生する。その生ゴミを自然の中へ
戻す方法として生ゴミの堆肥化に挑戦した。「たくさんの生物の命をいただいて、自分達は生きてい
るんだ！」ということを感じることがこのキャンプの大きなテーマ。生ゴミを堆肥化し、土に戻すことに
よって、そこからまた命が生まれる。そしてまた、堆肥で成育した植物は、私たち動物の栄養となる。
こういった命の循環に対する気づきの場として、生ゴミ処理のプロジェクトを全日程に取り入れた。

堆肥化装置の作り方

今回私たちの使用した装置は、納豆菌を利用した堆肥
化装置。金谷町に住む鈴木武男さんが考案した方法で、
米ぬか生ゴミ発酵法を改良したというものを里楽風にアレ
ンジした。材料は、米ぬか１０ｋｇ・お湯３ℓ・消石灰５０ｇ・も
み殻１ℓ・納豆１パックという身近な物。発泡スチロールの
箱に材料を順に入れ、よく混ぜることで完成。新聞紙１枚・
布１枚で箱の口を覆い、維持管理及び利用する 。価格も、

タダで手に入る物が多いため、５００円程あれば出来る。
電動機械式のゴミ処理機（６万円程度）と比べると、とても
手軽。もちろん電気代はかからず、野外活動である里の
楽校にとって最適なものである。

里の楽校での使用状態

今回のキャンプのために、６つの納豆菌生ゴミ処理機を
事前に作った。結果は、４日間のキャンプでは、玉ネギの
皮など分解に時間のかかる物は分解せずに残ってしまっ
た。また投入したごみ量が多く、分解能力を超えてしまっ
た処理機もあった。しかし、初日に入れた残飯は見事に分
解されていた。毎朝スコップで描き回す時に、残飯が「跡
形」もなく消えていくのが感じられた。子どもたちから「すご
い！」「どうして？」の声が上がる。

昨年実施した実験では、野菜クズであれば、栗の皮のように硬いものを除き、ほぼ完全に分解
できることがわかった。また、１日に600ｇ程度であれば発泡スチロールのケース1個で問題なく処理
することが出来た。この装置の許容できるゴミの量は日量1ｋｇ弱ぐらいだと判断できた。

生ゴミは命のかけらだ。それはちょっと前まで生き物だった。
僕らが食べたものはやがて命の一部分になる。

僕らの一部分になれなかったものは大地に返してやろう！
そのための近道が生ゴミ処理機だ。



子ども達の反応は生ゴミが土に返ることや「ゴミを減らし、キャンプ地を汚さな
い」という気持ちは理解できた子が多かった。納豆菌を使っているため、納豆菌
の呼吸熱を感じさせたかったが、納豆特有の匂いのする中に素手を入れてかき
混ぜるまでの子どもはいなかった。

生ゴミ処理機の利点と難点

堆肥化の利点を表すキーワードは「命・自然・金」です。一つ目の｢命｣は、命の循環を表し
ます。生ゴミは、人にとって見れば、価値が無いものですが、微生物にとっては大切な食料です。微生
物は生ゴミを分解することによって繁殖します。微生物が分解したものは、今度は堆肥となり野菜や
草木を育てる養分となります。野菜は、私たちに食べられて人の体を形作る栄養となります。生ゴミの
パワーは命から別の命へとバトンタッチされていきます。もし、燃えるゴミの日にゴミとして出してしま
えば、ただの灰にしかなりませんが、こうしてできた堆肥で野菜などを作れば安心して食べることが出
来ます。

2つ目の「自然」は、自然破壊の抑制を表します。生ゴミは、栄養価が高いため、自然の中に大量に
排出されると川をドブ川にするなど汚いものとして扱われます。また、生ゴミは、自然を汚す結果と
なってしまうだけでなく、ゴミの焼却過程においては、炉内の温度を下げてダイオキシン形成の原因に
なります。ごみ焼却場や最終処分場の建設だけでも、自然を破壊することにつながります。野菜クズ
などのゴミの量を減らすことで、これらの事態を軽減することが出来ます。

3つ目の「金」は、節約を表します。手作りの堆肥化装置は、機械式のものと比べて安く材料がそろう
ため、手頃につくることが出来ます。またゴミの減量によってゴミ処理費の減少も期待でき、結局は私
たちのお金の負担が減ります。
最大の難点は、匂い、悪臭です。発酵がうまくいっている状態では腐敗臭はしませんが、納豆の臭
いがあります。1ヶ月ほどすると臭いはかなり無くなっていきますが、その間ゴミの投入量を抑えるなど
して、臭いを調整する必要があります。また、虫の発生の心配もしなければなりません。これは、しっ
かり布をかけることで防ぐことが出来ます。また、処理機内の温度を50度以上に保っていれば虫が大

量に発生することはありません。他にも、納豆を使った堆肥化方法以外にも多くの方法があるので、
その場所にあったものを選ぶことにより問題はある程度改善されると思います。

まとめ

微生物の力によって生ゴミを減らすことが
でき、堆肥として野菜作りに役立つことを知
りました。このことは生命がめぐっていること
に気づく感動的な事実です。また、生ゴミの
量を減らすことは、自分たちの生活環境や
自然環境を守ることにつながっていきます。

ところで、私たちの大好きなフィールドであ
る地域に融解型のゴミ処理の巨大プラントを
建設する計画が持ち上がっているそうです。
ゴミによって気持ちの良い人里の風景がなく
なってしまうのは残念なことです。私たちの
生活環境や自然環境を守るためにも家庭で
の生ゴミ処理・堆肥化についてチャレンジし
てみてはいかがでしょうか。

0２年夏の子どもキャンプで、この生ゴミプロジェクトを担当した三浦信也君のレ
ポートには次のように書かれていた。



『闇と向き合う』

～天狗の正体を暴け！～

闇を極端に恐れる子ども。口を閉じてじっとし
ていることのできない子ども。落ち着きなく集中
力に欠ける子ども。そんな子どもに突きつけら
れた挑戦状。暗闇の中で、懐中電灯などの明か
りに頼らず、真暗闇と向き合い、静かに五感を
研ぎ澄ますこと。それがこのプログラムだ。

天狗伝説
キャンプ地から歩いて十分。大きな道沿いにあるバス停裏の山門を抜けて急な階段を上る。ここから電
灯を使うことは禁じられている。明かりが消され不安な気持ちのまま200段程の階段を登りつめると、そこ
は高い樹に囲まれうっそうとした宮原神社。ここには昔から天狗がでると伝えられている。樹から樹へ
ブォーと風を切って飛び移るものを昔の人は恐れて天狗と呼んだ。その正体は、実はムササビであるらし
い。ムササビは用心深く、人の気配や光を嫌うという。闇の中でムササビと出会うことはできるだろうか。
子ども達は闇の中に身を潜め、天狗の正体であるムササビの観察に集中した。忍び寄る蚊。流れ落ち
る汗。ただひたすらにじっとムササビの出現を待ち続ける。木々を揺らす風、ざわめく草木、張り詰めた空
気・・・仲間の息遣いまでもが聞こえるほどの静寂。突然！奇怪な声と共にさっそうと空を舞うササビ登
場！！・・・と、なって欲しかったのだが。

いたぞ！！
闇と静寂。慣れてくると思ったより不安は少な
い。子どもたちはおしゃべりをしないで、懸命
に森の木々を見上げてムササビの気配を
探っている。車のライト、道行く人々の話し声、
そして遠くから聞こえる花火の音。夜の森に
は予想以上に音も光もあった。
ムササビが梢を移動したらしく気配がする。葉
や枝がパラパラと落ちる音に、緊張が走る。
そしてグルグルという奇妙な鳴き声はかすか
に聞くことができたが、ムササビの姿はつい
に確認することができなかった。



結果
しかし近くの村のお祭りの日であったらしく、あいにくにぎ
やかな夜になってしまった。警戒したムササビは、巣穴を
出たものの、その夜は飛行して食事に出かけることはな
かったようだ。準備に当たった者は、一様に落胆したが、
意外に子ども達の目は輝いていた。初めての体験に興奮
がさめない様子だ。夜の森で過ごしたことや、闇に向かい
合えたことの収穫は、充分大きかったようだ。

準備
さて、「闇と向き合う」プログラムの企画に当たり、事前にムササビが生息しているのかを確認し、
出現時間と観察のポイントを探す事前調査を行った。昨年のキャンプではムササビが確認できた
ので、今年も期待が持てたが安心してはいけない。巣穴が変わったり、この鎮守の森から引越し
することもある。子ども達を引き連れていく以上、確実に見せてあげたい。下見の段階で、食痕を
確認できた。そして去年と同じく、セミが泣き止むころの時間帯（陽が落ちて約30分後）、19時半か
ら20時の間に、境内奥のモミの大木周辺に、１～２個体のムササビを確認することができた。2日
の夜間調査でもほぼ同じ時刻、同じ場所での出現を確認。今年も子どもたちにムササビを観察さ
せ感動してもらえる。そう確認していた。



気付け！命のつながり

～命はどこから来るのかな？～

「瀬戸川・里の楽校」では、普通の学校では教えてくれない大切な学びとして、「命のつ
ながり」をプログラムに入れている。たくさんの生き物と出会う自然体験を通じて“命”とい
うものについて、じっくり触れ合い、感じるようにしている。それだけでなく、生と死を強く意
識させる“鶏絞め”に立ち合わせている。「子どもにそんな残酷な行為を見せ付けるなん
て非教育的ではないのか？」と思う方もいるだろう。しかし、「瀬戸川・里の楽校」では、あ
えて皆と共に鶏絞めを行うことで、大切な事実に出会わせたいのだ。 “食事”という日常
的な行為が、知らないところで他の生き物から“命を奪う”ことである事実に直接向き合い、
“命のつながり”に気付く機会を提供しているのである。

目的
リーダーと事前に話し合ったこのプログラムの意義は次のようなものである。
①自分も含め、生き物全てに命があること、それが死によって終わることに気 付いてもらう。
②命のあるもので、食う食われるという「命のつながり」から外れる者はないことを知ってもらう。
③私達が生きていくためには“命を奪う”行為が必要不可欠なこと（食事とは食物となった生き
物から命を頂く行為）を知ってもらう。

一言でまとめれば
「命の重みに気付き、食べ物を

大切にすることを学んでもらいたい！」
というのが私たちの願いだ！



実際に淡々と進行する“鶏絞め”の準備を目の当たりにすると、色々な意見が飛び交う。「残酷だよ
ね」「かわいそう」「殺したくない」中には泣き出してしまう子もいる。鶏絞めへの参加・立会いは強制す
るものではなく、「お肉にするのを手伝ってくれる人、その様子を見たい人はついて来て！」とアナウ
ンスして、その場に移動した子どもたちを相手に実施している。
楽しいはずもないプログラムであるが、子ども達は目を見開いて見つめる。時に眉を上げ、時に眉
をひそめる。目をそらそうとするが、その場を離れてはいけないような厳粛な場に感じられる。怖いけ
れど「死」に対する興味はある。子どもによって反応は様々である。
日常、目の当たりにする機会はほとんどないが、必ずどこかで同じことが行われているのであること
は間違いない。「食べなきゃいいじゃん！」中にはこう言う子もいる。「たとえお肉を食べることをやめ
ても、お米もお野菜も生き物、“命を奪う”行為に違いはないね」とリーダーが追い討ちをかける。この
ような問答を通して食事の挨拶「いただきます」は「命を頂きます」だということに、子ども達はやがて
気付いてゆく。
一昔前までは、鶏絞めなどは、農家の庭先で行われている日常的な出来事だった。また、ガキ大
将率いるガキの群が川や里山にたくさんいたが、仲間とともに野山でたくさんの生き物の生き死にに
立会い、生の輝きと死の虚しさを味わった。同じ家の中など、近くに年老いた者も生まれたばかりの
赤ちゃんもいた。だから、生と死が今よりずっと近くに感じられた。しかし、いつしかそんな習慣は忘れ
去られ、生活習慣の移り変わりと共に子どもたちは自然を離れ、無生物と向き合い、一人遊びができ
るような時代を迎えた。一人遊びができるメディアやゲーム、コミックなどが発達した結果、自分以外
の生命体（特に友達）と付き合うことができない子どもが増えてしまった。自然の中で生き物と出会う
ことも、友達と群れて遊ぶこともない。つまり“命あるもの”と付き合う機会が激減してしまった。
そこで、「瀬戸川・里の楽校」では、命に触れてもらうために、自然体験・食農体験、特に“命”を感じ
られる“命を奪う”という行為、鶏絞めに参加してもらうことで命について直接考える機会を提供してい
る。

鶏絞め

残された課題
「瀬戸川・里の楽校」から帰った子どもの親御さん方から、「食べ残しが減った」「食べ物を大切にす
るようになった」など、大変嬉しい報告を毎年お聞きする。しかし、時間がたつにつれて「食べ残しが
また増えてきた」など、参加前とさほど変わらない状態になってしまう例もあるようだ。
このような体験や気付きが一時的なもので終わるのではなく、継続的に続けていくこと必要がある。
そのためには、各家庭での食事や調理の機会に、家族で学びあうことが効果があると思われる。食
事をしながら、「命」について語り合って頂きたい。



〈遊び方〉
◎低い高さからはじめる。

◎小さい子から順にとび、全員がとべたら次の高さへ進む。

○低いレベル、余裕のある子(上級者)は｢つきなし」。低いレベルでは、とぶ姿の美しさ、華麗さをきそう。

○高くなるにつれて、｢つきあり」を認める。

○小さい子(みそっかす・だいこんぼう・あんこ・アンブらげと呼んだ)や、高いレベルでは「お手つき」を認めることも
ある。

◎とべない子がいると次へ進めない。その時は、余裕のある者が 「お下がり」をして、とばしてあげる。

「お下がり」は、余裕のある者がとびこして、「けんけん(片足)」で着地しそのままゴムをおし下げてあげること。

(ゴムにふれないでとぶ)

(誰かが手でゴムを下げてくれたのをとぶ)

みんなで里遊び
ゴムとび

プロジェクト

昔の子どもたちが

飽きることなく毎日

楽しんでいた里遊びはすごいぞ。

ルールは簡単だが奥が深い。

ゴムとびでは、小さい子に対する

思いやりがルール化されている。

里遊びはやさしさまで教えてくれるんだ。

(自分でゴムを下げてとぶ)



〈とび方〉

①横とび

②後ろとび

③前とび

④けり上げ

⑤ベリーロール

⑥側転とび 「かざぐるま」

⑥’前方回転とび

⑦さか立ちとび 「しゃちほこ」

⑦’後転さか立ちとび

｢女とび｣

「男とび｣

輪ゴム 1本使い

輪ゴム2本使い

板ゴム

レース付き板ゴム

(ズロース用)

ゴムひも

〈ゴムの種類〉

〈高さの表現〉

１．くるぶし

２．すね

３．ひざ

４．きをつけ

５．おへそ

６．おへそ

７．むね

８．かた

９．みみ

10．あたま

11．ちょび

12．ちょびちょび

13．せいたか

きをつけ

あたま

山田校長は、H15年の4月にフジテレビの「スマップ×スマップ」に出演をたのまれた。
スマップの仲間にゴムとびを指導するコーチ役としてだ。
残念ながら、大学の仕事で断ることになった。これ本当の話。



山間を流れる荒々しい川の流れに挑戦だ。
仲間同士助け合って、けが人やおぼれる者を出すな。
皆の頑張りや優しさをお不動様が見ているぞ！

リバートレッキングとは
「一般に中上流部の川は頻繁に曲がりくねっており、その度に変わる風景を楽しみながら上
流に向かって上っていく。主に川岸の歩きやすいところをたどっていくが、流れを横断したり、流
れの中を逆に逆らいながら上流に向かって歩いたり､大きな石を越え、滝のような流れの段差
を越えたり、低い堰堤を登ったり、本能に近いわくわくした運動ができる。それに、清清しい流れ
の感触と､美しい風景が言い得ぬ感動となって身体の奥から湧き出してくる。このようなリバート
レッキングは、稀に見る五体と五感をあますことなく使う運動であり、また、川の自然環境を利
用したネイチャートレッキングである。」

＊チームリバートレッキング提案書（日本環境倶楽部）より

リバートレッキング
～お不動様の渓流に挑戦！～

ただいま「ブレイク」中。皆
さん全力で遊んでいらっ
しゃる・・・。

列を作って前の人についていく「トレ
イス」。手を差し出されたらしっかり
握り締め助け合う「グリップ」。ゴー
ルはまだまだ先だゾ～！

注：トレイス、グリップ、ブレイクの説明は次ページ参照



プログラムリーダーの事前準備が

このアクティビティーの生命線だ！

１ コース下見 （参加者の能力に対応したルートの確認、伴走班は道路上を並走）

２ トレッキング区間の最終決定（天気予報と水量などの現地の状況によって）

３ 携帯電話連絡網の確認、記録、通信可能範囲の確認

４ 参加者の安全確保、危険箇所の確認、エスケープポイント（川から道へ上がれる場所）の確認

５ 装備の確認 （バスタオル、暖かい飲み物、ライフジャケット等）

６ 救急病院までのルートの確認及び毒血清等の確認（毒ヘビや毒虫対策）

７ 監視・伴走及び廻送など補助体制の確認

８ 薬の配置確認

９ 天候などによる日程変更打ち合わせ

３つのルール

トレイス・・・・・移動中は、安全上や川へのインパクトを考慮して１列になって進む。 安全と冒険

に配慮してコース取りを決めるのは先頭を歩くリーダー。後に続くものは、リーダーを信

頼し、コースから外れることなく前の人に従って進む。

グリップ・・・・・前の人に手を差し伸べられたら、これを拒まず、手を貸してもらい互いに助け合っ

て安全に進む。２人の手がお互いの手首をしっかりつかみ合うように手をつなぐ。

ブレイク・・・・移動中とは反対に、隊列と緊張を解いて、休憩したり、自由に遊べる時間を設ける

こと。リーダーが川の様子を見て判断して、ブレイクの範囲や時間を明確に宣言する！



命を吹き込め！！
ネイチャークラフト

里に落ちている木の実や石を使って、世界にたった
一つしかない、とっておきの宝物を作る。自分の感性
を使って自然物から色んな動物や物を生みだす。
小さいころ空に浮かぶ雲を見て、「大好きな動物」を
思い浮かべた人はいるだろう。それと同じように森に
ある木の実や種を使って、様々な動物に見たてると
いうのが私たちのネイチャークラフトである。
森や川で見つけた、落ちている石や木の実。それら
はどこかで生まれ、ある過程を経てそこにたどり着い
た。もうそれらは死んでいるのかもしれない。それとも、
新しい命の出発地点にいるのかもしれない。「命が終
わり、命が始まる。」木の実が大地に落ち、またそこ
から新しい命が芽吹くのだ。
私たちは、木の実を使って、森にいる動物や昆虫、
妖精そして自分のオリジナルのキャラクターを作る。
自分の手でまた違う命を吹き込むのだ。
すぐに夢中になる子どもたちの様子に驚かされる。
普段落ち着きのない子どもでもその時ばかりは黙っ
て取り組む。試行錯誤を繰り返しできた作品は、自分
のとっておきの宝物となる。自分の力で造ったという
満足感。たまたま巡り会えた木の実との出逢いに
よって、自分で生み出した作品であることに強い達成
感を味わう。
ネイチャークラフトの力。たくさんの命と、この地球
の秘密にどっぷりと浸かってしまう魔法。自然と山田
校長の考え出した物の力に驚かされる。

※自然の素材で作る“森の動物たち”より抜粋
学研 富士常葉大学助教授 山田辰美

¥12,000（４冊）

ボクの作り方 みんな作ってね！！



目的
・普段何気なく出会う自然物が楽しい遊び、もしくは自分だけの宝物に変わる体験を通じて、
自然への興味を引き出す。
・自然物の多様な個性や造形によって触れて、その美しさや魅力に感動させる。
・感性をフルに使う創作活動に夢中になることで、自分を表現する事を覚える。

課題
ただ遊ぶ、作るだけに終わらせない。素材そのものが命をもっていることや「命を吹き込む」こと
を伝えなければいけない。そうすることで、むやみやたらに木の実を使わなくさせる。（木の実や
自然物を乱用しないようにする）。自然素材の魅力に気付かせ、物を大切にするよう努めさせた
い。



不思議な石の魅力
に迫れ！！石磨き

瀬戸川・里の楽校のフィールドである瀬戸川では“よもぎ石”と呼ばれる
石（蛇紋岩と呼ばれたり、他の地域ではぶとう石と呼ばれていたりする。
よもぎ色をしていて磨くと白っぽい緑の粉がでるのが特徴）がたくさん見
つかる。磨けばピカピカに光る宝石だが何もしなければただの石である。
子ども達は砂岩でよもぎ石を磨きピカピカになるまで挑戦する。ある程
度まで磨き、最後に水ヤスリ（1000番～）で仕上げ磨きをするとキラキラ
になる。それをハートの形にしたり動物の形にしてペンダントに加工する。

よもぎ石のペンダント

川原に転がっているどんな石も、手にとって眺めると、個性がある。手触り、色、つや、形、大きさ、重さ
など、ひとつとして同じ石はないのである。石の分類（種類わけ）は学校の授業でやるが、石の楽しみ方
遊び方は教えてくれない。
石は、生物と同様に川ごと、地方ごとに特色を持っている。また上流なのか下流なのか、位置している
場所によっても、石の大きさや形は変わっている。従って石を使った遊びも、場所によって異なるのであ
る。

砂岩は丸っこいものが多いけど石灰岩は角張っている。砂岩はざらざらしているので、やすりの代わり
に用いることができる。

作業は坦々と磨くという実に単純な活動で、根気がいる。しかし不思議
と彼らは強い興味を持って黙々と磨き続ける。磨くことによってどんな
命を吹き込んでいるのだろう。



みんなの言葉
～それぞれの想い～

河童の顔のように、眉を上げた子どもたち。

たくさんの生き物、たくさんの不思議に出会って、

心を大きく揺らしていた。

みんな胸いっぱいの想い出を

抱いて帰っていった。

感動したのは子どもばかりではない。

学生スタッフやボランティアスタッフにも

たくさんの想い出が残った。



当初、私はサブリーダーとして参加予定であったが、前々日に急きょ
チームリーダーをやることになった。子ども達と4日間過ごす。ちゃんとまと
められるのか、伝えることができるのか。様々な不安と共に当日を迎えた。

1日目。会場に子どもたちが来た。名札に名前を書くときに、子どもの名前
を必死に覚えようとした。各班で分かれて行った「天使の輪」は 皆の気持
ちがなかなか揃わなくて時間がかかり、今後の不安を感じた。
「合鴨農法」「馬頭観音」などを見て、「不思議トンネル」につながる水路で
は、他の班に追いつき、班が混ざってしまった。狭い暗いトンネルから、広
い瀬戸川に出る不思議な感じを体感させたかったが見事に失敗。夕食時も、
子どもが勝手に行動したりと、1日目は私にとって反省が多い日であった。

2日目は早朝、大雨により、テントから避難という状況からスタート。朝食
の後、初体験の「鶏絞め」が始まった。元気な鳥に刃物が入り、その命が失
われたとき、涙が出た。普段は肉となった、「鳥のもも肉」や「手羽先」等を食
べている。自分の見ていないところでは、同じ様に、もっと多くの命が食事
のために失われていることを改めて知り、命の大切さや、食事への感謝を
忘れないようにしようと思った。子どもたちに鶏絞めの感想を聞いたとき、
「嫌だった」とか「かわいそう」とかの感想がよく出た。その日の夕飯は誰も
残さずに食べた。いつのまにか班に少しまとまりが出てきたような気がした。

最終日、寂しさは朝起きたときから感じていた。苦労した分、かわいい子
ども達と別れる寂しさを抑えるのが難しかった。特に、ゴマ豆腐づくりでは子
どもの応援が嬉しかった。4日間共に過ごした子どもたちは、いつのまにか
初日とは比べものにならないくらい成長していた。
今回の里楽を通じ、自分自身が期待した以上に成長できたと思う。以前
の自分なら、絶対途中で投げ出していただろう。でもリーダー養成や色々な
活動を通じて手に入れた経験や考え方が、自分を助けてくれたのだと思う。

リーダーの想い

かんちゃん
チームリーダー

富士常葉大学

新間章弘

とーいち
チームリーダー

富士常葉大学

高橋統一郎

今回、僕が里楽で得た最大の教訓は「里の生活＝心得」の中にある
“仲間がいれば何でも出来る”ということである。
夜中に突然の大雨で、急きょ車で移動することになった時に、僕は
キャンプサイトで荷物をまとめていた。その時、一人のプログラムリー
ダーから「トーイチはチームリーダーだから子ども達と一緒にいてやっ
て！」と言われ、自分の役割が何であるのか、ハッと気付いた。「今の
自分はチームリーダーとして班の子どもたちのことを最優先に考えな
ければいけない・・・」。キャンプサイトのことばかり考えていて、自分の
やるべきことを忘れていた自分に、チームリーダーとしての役割に気
付かせてもらった。
キャンプにおいて、リーダーという存在は、それぞれの担当を、責任
を持ってこなすことが大切である。互いに励ましあい、補い合って、時
に自分のすべきことに気付かせてくれる存在が仲間なのだと思った。
志を共にする仲間による、技術的な支えと、精神的な支えがあって
こそ、どんな困難でも克服し、達成できるのだと今回1番強く感じた。
信頼し、支えあえる仲間の関係を作り上げることはすごいことだ。素
晴らしい里楽になるだけでなく、僕自身が100人力を得ることである。



８月７日からの、4日間にわたるキャンプが始まる前日の夜。僕は子ども達
の命を4日間あずかるという責任の重さと、今回のテーマである「命はどこ
から来たのかな」ということを子ども達にきちんと伝えることができるのだろ
うか、という不安とで頭の中がいっぱいでした。
「いただきます」の意味をあらためて考えさせられた鳥絞め、台風の大雨
にうたれながらのキャンプサイトからの避難、木の実や葉に命を吹き込んだ
ネイチャークラフト、生きているとあらためて実感した鶏の卵拾いなど…。生
まれて初めて体験することばかりの4日間は、本当にあっという間でした。

4日間の中で、最も嬉しかったことは、子ども達が日を増すごとにどんどん
成長していってくれたことでした。子ども達が自分達で命について真剣に考
えてくれた時は、本当に感動しました。サブリーダーをやっていて本当に良
かったと思いました。

このようなチャンスをくれたお不動様には本当に感謝しています。お不動
様、ありがとうございました。

べし！！

べこ
チームリーダー

富士常葉大学

長谷部晃三

私は、夏の陣に初めて参加させて頂いた。過去の里楽のビデオで、リー
ダーと子どもたちが親しく遊ぶ姿にひかれたことと、私自身が生まれ育っ
たこの地域のことをさらに深く知るチャンスだと思ったからである。とても
楽しみであったが、サブリーダーとしてやっていけるのかという不安もあっ
た。
振り返ってみると、反省すべき点がたくさんある。ついつい子どもと一緒
に遊ぶ事に夢中になり、タイムキープがしっかりとできなかった上に、叱
る事が出来ず、甘えさせてしまったこともあった。
リーダーとしての自覚を常に持ち、楽しむ時はおもいきり楽しみ、強く言
わなくてはいけない時は、はっきりと自分の言葉で伝えられるようになり
たいと思った。もう一つの心残りは鳥絞めのこと。避難場所での限られた
状況で、子どもたちは本当に「命をいただく」という意味を理解してくれた
のか、命の大切さなどを感じてくれたのか疑問だった。まだまだ自分の中
で整理できずに、分かち合いの場では自分の思いを子どもたちにうまく伝
えることができなかった。感動したことを自分の言葉で伝えることができた
らよかったと思う。4日間の中で一番心に残っていることは、子どもたちの
表情。竹食器やネイチャークラフトでの、できあがった時の笑顔、ムササ
ビ観察や石磨きでの真剣な顔、鳥絞めで鳥が苦しそうに鳴くのを聞いた
時の辛そうな顔。他にも色々な表情を見せてくれた。その一つ一つがそ
の子の気持ちを素直に表していて、「子どもってやっぱりいいなぁ」と改め
て思った。また、最初は緊張していて無口だった班の子が、一緒にアク
ティビティーをこなしていくうちに会話が増え、笑顔もでてきて、最後の方
では相手を思いやることができるようになっていく姿にも感動した。たった
4日間でも、こんなに成長するんだと驚かされた。そんな子どもたちと一緒
にすごすことができて、いい勉強になったし、思い出に残る4日間となった。

かずみ
チームリーダー

常葉短大

徳浪和美



きよし
チームリーダー

富士常葉大学

池ヶ谷聖美

初めはプログラムリーダーをやる予定だったが、直前に電話があり、チー
ムのサブリーダーを任される。チームリーダーはひと班につき2人しか付か
ないため、やりたいと思っていても簡単にはなれない。子ども達との触れ
合いが多いため、誰もがチームリーダーを希望する。なりたくてもなれな
かった人がいることを忘れないように、一生懸命に子どもと向き合おうと決
め、引き受けた。
今年は、去年とは違って『子供達に何を伝えたいか？』という目標をもっ
ていた。それは、『いのちの大切さ』と『他人への思いやりの気持ちをもった
ひとになってほしい』ということだった。｢鳥絞め｣と｢4日間の生活｣のなかで、
私は子ども達にこの2つの事を伝える事ができたと思う。
自分達の食料にするために、目の前で他の生き物の命を奪う…残酷だ
と思う人が多いだろう。しかし、私たちが口にしているもの全てに命はあり、
私たちがその命を奪い、食べることで命の糧としている。他の者に取り入
れられる事で命は繋っていく。命の繋がり…生命が誕生してからずっと繰
り返し行われている事を、自分の実感を持って体験してこそ、｢いただきま
す｣、｢ごちそうさま｣の本当の意味がわかるのだ。
思いやり…いうなれば、｢ありがとう｣、｢ごめんなさい｣の精神である。他
人が大勢いる中で生活をすると、嫌なことや、我慢しなくてはいけないこと
が出る。また、初めは素直に自分の気持ちを言えなかった子も少しずつ
「自分」を見せてくれたり、挨拶もちゃんとできるようになっていく。
４日間で子ども達の心の成長がはっきりとみえ、その度にリーダーと分

かち合い、感激した。そう、嬉しいではなく、感激だったのだ。
台風10号が来て、大雨により、スケジュールは大幅に変更され、本部ス
タッフ、プログラムリーダー、チームリーダーたちは大変だった。しかし、そ
んな中でも自分達で考えて行動できた。子ども達だけでなく、リーダーもま
た成長していった。リーダー仲間たちの成長はわかるが、自分が成長した
かどうかはわからない。私も成長できたのだろうか？
里の楽校・夏の陣のような長期キャンプは年に1度しかないが、ほかにも
春の陣やリーダー養成合宿など自分を成長させる機会がある。私はこれ
からもこれらの合宿に参加して、成長し、自分を磨いていきたい。

里楽でいろいろ物を無くしたけれど、それ以上のものを得たと思う。ムサ
サビ班はサラダが大量に余っていただけど、命の話をしたらみんな「食
べる」と言ってサラダがきれいになくなった。特に私の班にいたあやかは
食べたくないものは絶対に食べないっていうところがあって困らせた。し
かし夕食のわかめごはんは嫌いだから食べたくないっと言っていたのが、
鳥絞めの経験を思い出して「頑張って２口食べる」と言って食べ始めた。
成長がみられてよかったなぁと思った。悪かったことは、鳥絞めの分かち
合いの時、ムードメーカで明るいノビが自分の考えを言葉にして言えず、
みんなに感想を聞いてるときに、途中でふざけてしまい、分かち合いをう
まくやれなかった。またお昼の流しそうめんでも、私はちょっとイライラし
て当たり気味に注意してしまった。叱るときはちゃんと叱れるようになる
ことが今後の自分の改善点すべき課題だと思う。最初は班のみんなが
よそよそしくてどうしようと正直思ったが、一日目の夕飯からみんな集ま
ると自然と話しをして盛り上がって、群れじゃなくて仲間になったと感じた。
ヒデは最年長のこともあってみんなを一生懸命まとめようとしてくれたし、
ヒロキは鳥絞めの分かち合いのときに一生懸命自分が感じたことを言っ
てくれてた。ノビはすごく人を明るくしてくれる力があって、ノビがいたか
ら班のみんなが早く打ち解けあうことができた。ミロは低学年の子の面
倒をよく見てくれて小さなお姉さんみたいですごく助かった。ミユはマイ
ペースだけど、胡麻豆腐作りのとき周りの子達のことをよく考えて、順番
を決めたり、気配りができてすごいなと思った。

ふくちゃん
チームリーダー

富士常葉大学

福田宏江



あやかは自分の意志をしっかり持ってて、鳥絞めでも自分なりの気
づきがあったみたいでよかった。ハルキははにかみ屋さんだけど、
一生懸命がんばるところ、ミヅキはひとつの事に集中するところがそ
れぞれいい所だと思った。最後に、リーダーのトーイチとジュニアリー
ダーのキクちゃんの助けがなかったらここまで自分ががんばることは
出来なかったと思う。みんなとめぐり合うことが出来てよかったと思い
ます。

一口に里の楽校と言っても毎回内容は違う。参加者、リーダーも違う。私
にとって今回の参加も３度目だったが、新鮮で新しい仲間ができて嬉しかっ
た。普通の学校の場合で、たかが数日間でここまでみんなとの仲が深まる
だろうか？里の楽校はそれが可能だ。これが里の楽校の魅力だと、私は思
う。

去年はプログラムリーダー、今年はチームリーダーとして参加しました。
「子供達と遊ぶだけじゃないか」と、たかをくくっていたが、想像以上に難し
い。親御さんから預かった子供達に怪我をさせてはならない。それを考えた
時、責任という言葉が私の中に浮かんできた。

自分なんかがリーダーなんてしていいのだろうか？でも子供達が笑顔で
私に接してくれる。私はそれだけで十分に救われた気分だった。
今年は台風のおかげで、メインのプログラムがほとんど無くなってしまった
が、室内のプログラムでも十分に楽しめる事が出来た。それもさっき言った、
子供達の笑顔のおかげだった。
子供の笑顔、これは決して失ってはならない。それを守るべき親が成長し
きれていない為に不幸な犯罪が増えているのだと私は思う。子供の笑顔を
守り、拡げるには、この里の楽校こそ適しているのではないだろうか？楽し
い中にも他人を思いやる気持ちや甘えすぎない気持ちを身につけさせたい。
私はそれが出来る様に頑張ってきたが、成果は出ただろうか？ それは、
近いうちには分からないが、成長した子供達に会えば分かるだろう。
ほとんど無口でいた子が最後の発表の時にしっかりと自分の思ったことを
発表できたのがとても嬉しくて、油断したら涙が出そうになった。

キノ
チームリーダー

富士常葉大学

奥谷元博

てら
チームリーダー

富士常葉大学

寺田隆久

今回は2度目の参加でした。前回はプログラムリーダーでしたが、
今回はチームリーダーでした。サブリーダーになったとき、子ども達と
直接、接することができるので、少しでも自分の思いを伝えることが
できればと思っていました。
実際に子ども達と3泊4日を過ごしていくと、自分たちが考えていた
ようにはいかないと感じました。自分たちが予想もしないような行動
をすると思いました。そのため、ときには、子ども達と同じ目線になっ
て考え、心から共感するということが大切になると感じました。

また、叱ることの難しさを感じました。どのようにすれば、こちらの願
いわかってもらえるのかということでした。
今回参加してみて、プログラムリーダーとは違った経験をすること
ができ、とても充実したものになりました。しかし、自分にとって足りな
いことがたくさんあることも実感しました。今回の経験を活かし、これ
からの活動に活かしていきたと思いました。そして、子ども達と一緒
に、自分自身も成長できればいいなと思いました。



しろー
プログラムリーダー

富士常葉大学

宮田尚也

4日間の里の楽校はあっという間だった。4日間もあったのかな
～？と思ったほどだ。振り返ってみると、あの4日間はいつもとは
違う感覚だった。
アイスブレイクの担当をしたときは緊張や不安でいっぱいだっ
たけれど、子供たちが楽しんでくれていたので嬉しかった。ここ
で緊張感は解けたと同時に「これが里の楽校か！」と感じ、自分
の気持ちも高揚した。
仲間のみんなが一生懸命頑張っている姿を見てとても感動し、
刺激を与えられた。子供たちやリーダーはとても元気がよくて自
分も元気をもらった。おかげで自分の目標の一つだった4日間元
気でいるという目標を達成できた。里楽が終わったときは感動し、
不思議な気分だった。一言で言い表すなら完全燃焼である。
チームリーダーとはなかなか連携は取れなかったが、最後に
「プログラムリーダーたちのおかげで助かった。」と言われてとて
も嬉しかった。自分も他のプログラムリーダーやみんなに迷惑を
かけた点があり、仲間に心から感謝したい。多くの人々の力で、
この里楽が成り立っているのだと強く感じた。
子供たちも、きっと心に多くの大切なことが残っただろう。仲間
とのつながりや命の大切さ、自然を大切にする気持ちなどきっと
里の楽校からつかんでくれると思う。
自分もこの里の楽校で自信や勇気をもらった。

かっちん
プログラムリーダー

富士常葉大学

林秀典

初めは、多治見市のプログラムリーダー、いつもの里楽のチーム
リーダーという予定でした。しかし突然のハプニングで僕が多治見市の
チームリーダーをやることになりました。やる気はありましたが少し不安
な気持ちで里楽がスタートしました。初めは子供達とうまくやっていくに
はどうすればよいかと考えてばかりいましたが、子供の皆と接するにつ
れ何も心配することは無い事に気づきました。皆が人を外見で判断す
ることが無く、接する人の気持ちを素直に受け止めてくれるからです。
僕は子供達から沢山の大切なことに気づかさせてもらい、そのお礼の
気持ちも込めて自然の楽しさ，素晴らしさを伝えようと心がけることがで
きました。
多治見の里楽が終わるころにはみんなほんとに大好きになっていま
した。子ども一人一人に対して楽しい思い出がたくさんあります。想い
だすたび元気が出てきます。子供達にもきっと自然のよさが伝わったと
思います。どのぐらい伝わったのかは知ることが出来ませんが、多治
見の里楽を次の里楽に生かしていきたいと思います。
六日には多治見の子供達が帰った後、今度はいつもの里楽が始まり
ました。僕はプログラムリーダーをしました。今回は二年生という立場
なので去年と違い、各プログラムをまとめたり上手く運営していったり
することが求められていました。１日目，２日目と進むにつれ自分の中
で改善しないといけない所が見つかってきました。まず声が小さいこと。
恥ずかしがっていて，子供やリーダーに伝いたい事も上手く伝わらない
ことがありました。疲れていたり、時間にあおられていたり、色んな状態
で自分自身を見つめることができました。里楽では本当に色んな事を
学ぶ事ができます。最後に里楽にありがとう、と感謝の気持ちを送りた
いです。



ジュン
プログラムリーダー

富士常葉大学

加藤隼矢

今回初めて「瀬戸川里の楽校夏の子どもキャンプ」に参加し、
とても大変だった。さかし、その分とても充実した経験になった。
今回自分はプログラムリーダーに選ばれたが、自分はまだ知
識や技術が足りず、準備の段階で、プレイパーク作りに必要な
ロープワークを覚えるのにかなり時間を使ってしまい、結局プ
レイパーク一番の目玉のスパイダーネットの練習が不十分だっ
た。そして本番前日、スパイダーネットやすべり台に時間がか
かり、作るはずのベンチとブランコは作れずに終わってしまった。
ロープワークの勉強が足りなかったのが今回の失敗だと思う。
本番では台風のせいで、せっかく組んだテントを一日で畳ん
だり（朝五時起きで）、やるはずだったリバートレッキングとあげ
んだいができなくなってしまったが、その代わりに、チームリー
ダーほどでは無いが、子供たちと予想以上に長い時間触れ合
えたことが嬉しかった。しかし、子供たちの前で「時間が押して
いる」など内部事情（？）を話したり、他の皆が作業をしている
時に、前日にできなかったブランコを作るなどの失敗をしてし
まった。次にやるときは絶対に気をつけたい。
もし来年の里楽に参加するなら。上で書いたことを踏まえ、も
う一度プログラムリーダーをやりたい。そしてしっかりチーム
リーダーを補助できるようになりたい。

カトヒデ
プログラムリーダー

富士常葉大学

加藤秀一

私にとってこの里の楽校こそが、富士常葉大学に入った理由で
した。高校でこの大学と里の楽校の存在を知った時、今まで自分
の学んできた事をどれだけ発揮出来るだろうかと、大学に入る前
から里の楽校が楽しみでした。大学に入学してからは、講義や合
宿で今まで体験した事の無い多くの事を学びました。しかし、そ
の中で子ども達との接し方や何かを伝えるという事の難しさに、
不安を感じたこともありました。
里の楽校での私のポジションはプログラムリーダーでした。子ど
も達に楽しんでもらえるような遊び場を作ろうと、プログラムリー
ダー全体が試行錯誤を繰り返し作業をしました。汗をダラダラ流
しながらの作業中、出来た遊び場で子ども達が楽しそうに遊んで
いる所を想像すると、そんな作業も苦ではありませんんでた。
里の楽校が始まると、子ども達とすごす一日がとても短く感じら
れました。その間に見る事が出来た笑顔は忘れる事が出来ませ
ん。ただ、二日目からは台風の接近で、ほとんどのプログラムが
行えなかった事が残念ではありました。ところが、室内だろうと何
だろうとすぐにゲームにとけこんで楽しんでくれる子ども達の素直
さには正直驚かされました。
行われたプログラムの中には、鳥締めや流しそうめんなど、出
会ったことの無いイベントがあり、私も子どものころに戻った気持
ちになって楽しんでいました。
里の楽校は、私が想像していたものとは少し違うものでしたが、
不満や心残りなどは一切無いものでした。里の楽校中、すべての
時間が良い思い出となりました。里の楽校は私に自分自身の多く
の部分を分からせてくれました。その中でも、「私は子どもが大好
きな人間なんだな」と分かる事が出来てとても嬉しいです。



うっちー
チームリーダー

常葉短大

内田聡子

幼稚園や保育園、小学校にある園庭や校庭にはたくさんの遊具
はあるけれど、最近の子ども達はおもいっきり遊ぶということがで
きないでいるように見える。「けがをしたら大変だ」という大人の考
えから「ブランコは立ち乗りしてはいけない」とか「滑り台は逆さか
ら登っていけない」など、たくさんのルールができたからである。保
育者の卵である私は実習等で保育者の立場で、少しでも危険だと
思うことを「やってはいけない」と言いたくなる気持ちも理解できる。
けれど、子ども達にはのびのびとおもいっきり遊んでほしいと思う。
里楽では、生き物に恐る恐る触れたり、服や靴を着けたままおも
いきって川の中を歩いたりする。鶏の命が消えていく様子を目を背
向けたり泣きそうになりながらも真剣な表情で見届け「頂きます」
の本当の意味を知った。けんかをしたり、信頼関係を築いていった
り、子ども達は生き生きとしている。その様子を見て、自然の中で
おもいっきり遊ぶということの大切さを改めて感じた。
里楽で教えてもらった草笛を実習先の子ども達に披露すると「今
の何？」「どうやってやったの？」「やりたい！」と興奮した様子で私
の周りに集まってきた。私自身苦労して、夢中になって覚えた草笛
だったので子ども達の気持ちがよくわかった。里遊びの楽しさのほ
んの一片だけれども伝えることができて良かったと思う。保育者に
なった時にはさらに里楽で経験したことを活かし、保育の場に取り
入れて子ども達に伝えたい。

エルメス
チームリーダー

富士常葉大学

栗田盛人

里楽に参加して、私が感じ、学んだことは、子供たちの笑顔からもらっ
たやる気と高揚感で、どこまでもがんばることができること。
開校式の前には子供たちが私の手ぬぐい(帽子)を頭から取って追い

かけっこをするしまつで、始まる前から体力を使ってしまった。でも、男
の子とコミュニケーションを取ることができ、出だしはうまくできたと思っ
た。
ムササビ観察の時に、ホームシックに掛かり、吐き気を催す子供がい
た。夜に、その子をようやく寝かせ、自分も床につくと、今度は夜中に大
雨に起こされた。私たちが寝たのは結局、四時ごろで、あまり寝ていな
い状況で二日目の朝を迎えた。
二日目は前日の夜から降り続けている雨のおかげで、ほとんど外に出
ることはできず、室内での活動がほとんど。こういうときにどのような対
応をするかで、私たちリーダーの真価が試された。この日もホームシック
の子供が一人出たが、お風呂に入ることができ、皆でぐっすり眠ること
ができた。
三日目は前日と変わらず雨だったが、午後から晴れて外に出ることが
でき、いい気分転換になった。この日は鶏絞めを行い、私の班では五人
くらいの子供が涙を流したり気持ち悪くなったりと大変だった。

最終日は班ごとの発表があったので、私の班の発表が終わる時に突
然、班の子供たちが、子供たちだけでリーダーや役員の人達へのお礼
を始めた時は驚き、また感動した。
私はこの里楽でリーダーとしての第一歩を踏み出すことができたので
はないかと感じている。今後もこのような活動があれば自分から率先し
て取り組んでいこうと思う。



みなみ
チームリーダー

静岡大学

松田南

たっきー
チームリーダー

静岡大学

瀧剛一

私は今回、３回目の参加でした。何もわからずに始めた２年前とは違って、
経験者であるという責任を少しだけ感じつつ、今年もみんなと一緒に楽し
もう！！と本番に臨みました。
今回の里楽で得たこと、それは台風にも負けずに得た自信です。スタッ
フ、子どもたち、リーダーたちが、みんなでがんばり抜けたと思います。
リーダーたちのチームワークには感動しました。
楽しみにしていたリバートレッキングやあげんだいもできず、子どもたち
にも、３日間室内に缶詰状態でとてもつらい思いをさせてしまいました。同
時にこういう緊急時こそリーダーの力量が問われるのだと痛感しました。
もっと、知識や技術があれば、室内だからこそできるアクティビティーも、
もっと深められたのに、と反省しています。
同時にうれしかったこととして、ジュニアリーダーの成長です。去年、６年
生だった「タカ」は、今年、立派なジュニアリーダーとして働いてくれました。
他のジュニアリーダーの子たちも自分にできる精一杯のことをしようと努力
してくれて、とても助かりました。どうもありがとう。

里楽には「命」という大きなテーマがあって、毎年子どもたちに伝えようと
努力し、これこそが本当の勉強であり、その子の身になる勉強であると
思っています。私は小学校の教師を目指していますが、その場限りの知識
偏重の学力ではなく、「命」のような大きな、そして今の子どもたちに絶対
的に足りない、もっと大切な学力について一緒に考えていける教師になり
たいです。
「命」は今後私の目指す教育のテーマになっていくと思います。
３年間を通して、たくさんの子と出会い、その成長を見られることは本当
にうれしいことです。また子どもたちのとびっきりの笑顔や、キラキラした目
を見ていて、本当に力をもらいました。

今回の里の楽校の参加は僕にとって二回目でした。参加する
前は、がむしゃらにやった前回と、心と気持ちがどのように変わっ
たのか自分をみることが楽しみでした。しかし今回は、台風のこと
もあり、前回とはまったく違った里の楽校になりました。
考えてみれば、その時その時が、子ども、状況、スタッフ、そし
て天気と全て違うわけで、同じことをやってもすべてが違うはずで
す。だから、いつもどおりやっても、毎回新鮮に、新しい発見・驚
きがあるのだと思います。そう考えると、今回の里の楽校も「いつ
もどおり」だったかもしれません。
今回僕が一番思ったことは、子どもが抱える問題です。「自分が
嫌な事はやらない・協力しない」「嫌いな食べ物がたくさんあって
絶対に食べない」「すぐに甘えてしまう」など悪いことばかりが目
に付きました。もちろん自分が子どもの頃もそうだったと思います。
しかし、自分は教師を目指すにあたって、「子どものこういうところ
をしっかりさせられたい」と強く思いました。それはもちろん口でい
うほど簡単ではありません。
毎回違う子どもと関わって、一緒に成長している自分を感じ、よ
り教師になりたいという気持ちが強まりました。里の楽校も、みん
なが行っている学校もきっと毎日が新鮮で新しいと思います。僕
は里の楽校で、もっと毎日を楽しく過ごす方法を勉強した気がし
ます。



この４日間は本当に最高の時間でした。
始まる前は、自分に与えられた仕事をきちんとこなせるかどうか
すっごく不安でした。でも、いざ本番が始まり、子供たちとアイスブレ
イクをしているうちにそんな不安はどっかにふっとんでしまいました。
そして同時にこれから始まる里の楽校への期待感はどんどんアッ
プしていきました。
初日からムササビ観察などプログラムが盛りだくさんで、本当に時
間の経つのがあっという間に過ぎていきました。しかし２日目、３日
目はなんと台風直撃！雨でプログラムは流れて、リバートレッキン
グやあげんだいといった楽しみにしていたイベントを実行することは
できなかったのでかなりショックでした。
でもそのかわりに、リーダーたちと子供たちが話したり遊んだりする
時間は長くなり、さらに子供同士でもみんな仲良くなれたので、結果
的によかったのかなぁと思いました。
今回の里の楽校は本当にいろいろあったけれども、怪我をなど嫌
な出来事はなかったので本当によかったと思います。里の楽校で
は自分が子供たちに何かを教えるということはほとんどなく、逆に自
分が子供たちに大切なことを教わりました。それは「子供の笑顔に
は人の身体や心を最高に癒す力がある」ということです。自分はま
だまだ未熟で、途中でかなり疲れたりしていたけど、子供たちがう
れしそうに笑ってるのを見ると元気がでてきて「まだがんばるか
なぁ」という気分になりました。だから子供がいたからこそこの４日間
を楽しく過ごすことができたんだと思っています。
最後に一言。最高によかった！子供たち！本当にありがとうござ
いました！

さぶろー
チームリーダー

富士常葉大学

杉本信幸

あやこ
プログラムリーダー

静岡英和学院大学

風間亜弥子

私は、今回里の学校でプログラムリーダーの仕事を通して、プレイ
パークを考えたり、作ったり、プログラムの予定に合わせて準備をし
たり、みんなで次の日の計画を立てたりしました。子供と接すること
は少ない仕事だったけど、何もないゼロから初めて自分で考えて行
動し、その結果子供たちが楽しんでくれると、とてもうれしくて、やり
がいのある仕事だと思いました。スタッフの人たちが考えてくれた計
画も台風のために全部考え直さなければならなくなり、私は、何をし
たらいいのか分からなくなってしまったり、戸惑ったりすることも何度
かありました。でも、他のプログラムリーダーの人や、スタッフの人
たちに支えられたおかげで何とかやり遂げることが出来たと思いま
す。
また、私は今回の里の楽校で、命の大切さをとても感じることが出
来ました。今まで普通に食べていた全てのものが私たちと同じよう
に生きている事、当たり前の事だけど、里の楽校での食事、家に
帰ってからの食事をとてもありがたく感じながら食べることが出来る
ようになりました。
これからも、この気持ちを忘れないようにしたいです。

たくさんの命たちに、「いただきます！！」



ジョー
プログラムリーダー

静岡大学

丸山穣

里の楽校に初めて参加したのが、今年の7月である。参加して1ヶ月足らず
で夏のキャンプで、知らないことが多く不安であった。大学では、環境教育を
専攻しているが実践する機会がなく、自分が参加して体験できる場を探して
いた。そんな時に、里の楽校に参加させてもらうことができ幸運だった。また、
今年からホールアース自然学校の学生リーダー養成講座に参加しており、
双方の活動の特色を勉強できるよい機会であった。また、教育実習を経験し
て学校教育と自然教室の双方で行なわれている環境教育、双方の関係につ
いて関心を持つようになった。
子どものキャンプ開始直後と終了後の感情や行動･発言の変化に注目した
り、どのようにアプローチしたら子どもが興味を持つか、プログラムの組み方
や進め方について問題意識を持って、里の楽校とホールアースの夏のキャ
ンプに臨んだ。
初日、藤の瀬会館で期待と少しの緊張で子ども達を迎えた。子ども達も親
元から離れてのキャンプで緊張していた。そんな時に、チームリーダーとジュ
ニアリーダーが子ども達の緊張を喜びと期待に変えていった。キャンプ中、
チームリーダーとジュニアリーダーはガキ大将的な存在で子ども達と接し、
心の支えとなっていた。
台風の影響でメインの川遊びが中止となり、大幅にプログラムが変更と
なった。その中で、鳥締めは最も印象に残るプログラムであった。私自身も
初めての経験であった。子どもの顔色が、見る見る変わっていくのがよくわ
かった。普段の生活を見直すいい経験であった。その後の振り返りでも、子
ども自身それぞれの心に感じるものがあったに違いない。普段の生活ではで
きない特別な活動であった。
この４日間を終えて、自分自身得たものは多い。技術・知識の両方でより一
層の勉強が必要であると痛感した。しかし、とても充実した時間を過ごすこと
ができた。それは、環境教育を初めて実践できたこと、体験を通して多くのこ
とを学んだこと、自然の中で過ごすことができたことである。しかし、それより
も、多くの子どもと共に過ごすことができたこと、多くの仲間と時間を共有でき
たことがことのほうが大きい。ありがとう☆

まーぶ
プログラムリーダー

富士常葉大学

小沢学

今回の里の楽校は、あいにくの台風により、里の楽校の大きなイ
ベントの大部分が潰れてしまい、子どもたちも何か物足りなさそうに
していた。しかも子どもたちの人数が多いために、杵塚農園と公民
館の二つに分かれてしまい、両方別世界のような感覚で今回の里
の楽校をやっていた。
去年に引き続き、プログラムリーダーとして参加した。初めは去年
の大変な記憶しかなかったたが、楽しいことや美味しいことが待っ
ているのではと思い、参加を決意した。
今年は、いつもの里楽の前に多治見キッズもあり正直、『しんど
い』だろうと考えていたがいざ始まってみると、それほどでもなかっ
た。子どもたちの笑顔に触れると癒された。事前説明で会った子ど
もが、自分のことを覚えていてくれた時にイッキに疲れは消し飛ばさ
れたかな････これからもやっていけると感じた。
しかし多治見に比べてフィールドが広くて、なかなかプログラム通
りに進まず1日目からあたふたし２日目になると夜中からの雨でテン

トサイトが水に浸かったなどと、今までに経験のしたことのないこと
ばかりの里の楽校で、得がたい経験になったと心から思う。

終わり



初めて夏の子どもキャンプでプログラムリーダーを経験し、とても
やりがいのある仕事だと実感した。去年とは違い、自分の子どもを
持てないというのは寂しかったけれど、その分８班６４人分の笑顔
を一身に受けることができた。
受付で恥ずかしそうにしている子どもたちが、リーダー達やこれ
から4日間一緒に過ごしていく仲間たちと出会うことで、次第に活
発な子どもに変身していく姿を目の当たりにした。いつも念頭に
あったのは「どうすれば子どもたちが楽しめるか(笑顔になるか)」と
いうことだ。
一日目は、合鴨農法を説明する担当だったので、いかに子ども
たちをひきつけることができるか、分かりやすく説明できるか、いろ
んな人に協力してもらいながら自分なりに考えやり遂げることがで
きた。子どもたちの反応や笑顔が返ってきたときはうれしかった一
番嬉しかったことは、子どもたちが名前を覚えて、呼んでくれたこと。
一番悲しかったことは、台風が来たこと。２大イベントであるリバト
レとあげんだいが出来なかったのが悲しかった。いろいろな問題
点や反省点もあったけど、他のプログラムリーダー達やスタッフの
方々に支えられ、乗り越えることが出来た。
みんな、本当にありがとう！！

ユリ
プログラムリーダー

富士常葉大学

吉田裕梨

のっぽさん
プログラムリーダー

三谷水産高校

中崎健

6月の2日間、リーダー養成がありましたがその時は、大学生の
中に僕一人が高校生で、初めての場所で何をしていいのかわから
ず、緊張と不安で一杯でした。でも皆さん優しい人ばかりで色々な
事を教えてもらい、緊張が取れました。そんな先生方や先輩達と
は何とか話す事が出来ましたが、肝心の子どもたちとうまくコミュ
ニケーションがとれるか、心配でした。そんな不安を抱きながら当
日を迎えました。子どもたちが元気にやって来ました。
僕のキャンプネームは「ノッポさん」。理由は、身長が１９４ｃｍあ
るので、これは自分をアピールするのに一番良いと思い決めまし
た。これが先輩や子ども達に大好評でした。このキャンプネームの
おかげで、気持ちはかなり落ち着きました。

しかし、プログラムリーダーの仕事は思っていた以上に過酷でし
た。自分のできる範囲での仕事をし、他の人の作業を手伝い、自
分なりに精一杯努力しました。子どもが僕が頑張っていると「ノッポ
さん、ノッポさん」と応援してくれたりして、とてもうれしかったです。
長いと思っていた５日間は、あっという間に過ぎて、閉校式での
子どもたちの発表が始まりました。愉快な発表や心にジーンと来る
発表などに、子ども達の純粋さを感じ、心に残りました。
僕はこの里楽を通して自信がついたのか、その後様々な事に緊
張しなくなりました。そして以前よりも、友達の大切さ、仲間を思い
やる気持ち、最後までやり遂げることの重要性を知りました。



子どもたちの想い

～命～
片岡秀征

この夏「いただきます」の意味を知った。

「里の楽校」というイベントで、三泊四日のキャンプをした。色々な学校の子どもたちやリーダー達と
自然の中で様々な体験をするイベントだ。
一番つらかったのが、「ニワトリを殺す！？」…そう、ニワトリ絞めだった。この里楽で一番えらい「山
田校長先生」が近くの地鶏養鶏場の管理人さんに頼んでニワトリを持ってきてくれた。
この時はまだ動いていた。この時は、まだ生きていた。命があった。
「この鶏は僕らの命になってもらうよ。」リーダーが言うと、
「ふ～ん」隣の子は言った。

僕は、春にもこの体験をしたことがあるので心の中では（嫌だなぁ）と思った。首を切って血だらけに
なったニワトリ。とてもグロテスクなシーンだった。今回もやると聞くと、吐き気がする。

ニワトリは茶色く、とても元気で僕らを恐がっていた。“死にたくない”誰でも思うことがニワトリからも
感じる。前より恐怖心がしてくる。「なぜ命を無駄にしようとするのか。」

校長先生が足の紐を結んでいる時、心の奥から（残酷だなぁ）と思っていたが、心のどこかで（でも
裏がありそう）という気持ちがあった。
死んだ・・・。校長先生が刺した。やはり残酷な人なのだろうか。温かい血がポタポタと…。血だらけ
のニワトリを見た。前と少し違った。
「グエ、ゴ…。エ、グ・…。」それが最後の言葉だった。おかしい。その言葉が喜びの声に聞えた。次の
瞬間、「バシャッ、バシャッ」お湯に入れていたら生き返った。…が、それきり動かなかった。最後まで
生き残ろうとがんばっていた。

「ポロリ」涙がでた。なぜか、感動の涙だった。ニワトリは、そのまま捨てられたら困る。命を授けて
死ぬ。命とは素晴らしいものだった。校長先生は僕らにこのことを伝えたかったんだ。

その日から、食事の時にあいさつは、ご飯を作った人、家族だけに感謝していたけれど、「いただき
ます。」そう、ご飯になった生き物にも感謝して言う。
この地球には、生き物しか存在しないんだ。命に感謝する時は、これが一番。
「いただきます！！」

ひでひで
焼津市立小川小学校

6年生

片岡秀征

前略
夏休みにはキャンプで子供達が大変お世話になり本当にありがとうございました。あいにくの
お天気でしたがとても楽しかったようで帰宅後に色々話をしてくれました。また先日の水の勉強も
とても楽しく親子で学ぶ事が出来てよかったと思います。いつも里楽では、家庭では味わえない
新しい発見をさせて頂き本当に感謝しております。
さて秀征（６年）が夏休みの宿題に出した作品のコピーを送らせて頂きます。誤字脱字などあり
ますけどすみません！彼にとって衝撃的な出来事だったようですが命の大切さと「いただきます」
の意味を分かってくれたようで親としても嬉しく思います。本当に貴重な体験です。
どうかこれからも宜しくお願いいたします。冬の陣も楽しみにしています。
どうか山田先生もお体に気をつけてお過ごしください。

早々 片岡君の母より

題「石磨き」 絵：増田実妃呂



秋の瀬戸川フォーラムでこの作文を読む 大塚賢一君

（作文の内容は2002年度の里楽夏の子どもキャンプ）

けんちゃん
藤枝市立稲葉小学校

３年生

大塚 賢一

題「探検」絵：増田実妃呂

「サイコーいっぱいの里の楽校」

大塚賢一

この夏のぼくの一番の楽しみは、里の楽校でした。

一日目。

里の楽校の集合場所に行ってぼくはびっくりしました。なぜかというと外国の子もいたからです。ぼくは
少しドキドキしました。

山田先生（里の楽校校長）が集合の合図をしました。先生の話を聞いて大移動。これがたいへん、ずー
っと歩きました。途中でたぬきが死んでいました。先生が、

「この死に方だと、たぶん交通事故だよ。きばが折れているからね。」

と言いました。ぼくはたぬきも人間といっしょにくらしたいんだなと思いました。

キャンプ地についてから竹食器を作りました。その竹食器でごはんを食べたらサイコーにおいしかった
です。

夜はむささびを見に行きました。明るい光がむささびはきらいだそうです。くろちゃん（スタッフ）が言いま
した。

「この神社にはむかしはたくさんのむささびがいたんだけど、びょういんや工場ができて明るい光が出て
ほとんどにげちゃったんだよ。」

みんながあきらめかけたそのとき、何か音がしました。上からむささびの食べた葉っぱが落ちてきました
。それでみんながさわぎだしたのでにげてしまいました。ざんねんでした。
二日目。

大きな木にのぼりました。えだがなかったので、かっちん（プログラムリーダー）が竹一本でふしに足を
かけてまんまとのぼってしまいました。
「かっちん、気分はー！？」
まっすい（プログラムリーダー）が聞きました。
「えっ？んー、なんかこうやって上からみんなを見下ろすのは、神様になった気分。」
それを聞いてみんなわらいました。その後、かっちんはロープをたらしてくれました。まっすいが
「次に神様になる人はだれ？」

と聞きました。その後ぼくたちはロープを使ってじゅんばんに神様になりました。ながめがよかったです。
川で泳いで夕だちにあいました。あげんだいができるか心配でした。



暗くなってついにあげんだいです。玉に火をつけたとき、びっくりしました。火が思っていたより大きくて
こわかったです。玉がなかなか入りませんでした。五つのあげんだいの中でぼくたちのチームが一番
おそかったです。あげんだいから火のこが落ちた時とってもきれいでした。ぼくはもっとやりたくてたま
りませんでした。

三日目。
この日は一日中リバートレッキングでした。川を上流へ、上流へと歩きました。とても大きな
岩の上にのぼったり、がけをのぼったり深いところに入ったりしました。今度は一気に下りまし
た。川はばが広がっていました。そこで泳いで魚をとりました。くろちゃんが
「うなぎとったら、焼肉おごってやる。」
と言いました。水がとても冷たかったです。
帰ってからおふろに入りました。熱いごえもん風呂に入った後、すぐに川風呂に入ってもまだ
体からゆげがでているのでおもしろかったです。はじめてごえもん風呂に入った時、板から落
ちて沸かしている人に助けてもらいました。ごえもん風呂のそこはとても熱かったです。
最終日。
最終日。ところがぼくは出がけに頭がくらくらしてきて気持ちわるくなってしまいました。里会
館の二階で寝ていたら、そのうちむかえの車が来てアッキー(スタッフ)が
「里工房へ行こう。」
と言いました。ぼくはだまって車に乗りました。お兄さんは車の中でいろいろ話してくれました
。ぼくは少し元気になりました。
里工房ではみんながうどんを作っていました。昼ごはんは、自分たちの手作りのうどんとジ
ュースを食べました。元気になって食べたうどんはよそう以上においしかったです。
最後にぼくたちは感想をはんごとに発表しました。ぼくは
「さ、サイコーいっぱいのあげんだい。」
その後、ぼくのはんの友だちが、
「と、友だちたくさん作ったよ。」
「の、のんびり歩いた、リバートレッキング。」
「が、がんばって作った竹食器。」
「つ、ついにのぼった大きな木。」
「こ、こんもりしげった山の中。」
「う、うんとこねた手作りうどん。」
ぼくたちは里の楽校と言う言葉になるようにみんなで考えました。本当にサイコーいっぱいの
里の楽校でした。

題「記念写真」絵：増田 実妃呂

題「食農体験」

題「竹食器作り」

みひろ

御前崎町白羽小学校３
年生

増田実妃呂

里の楽校で色々なことをやって楽しかったよ！



里楽・文芸～俳句～
「びっくり・なるほど・やったぜ！」を表現しよう

アイスブレイク 手をたたき 心は一つ 一致団結
ムササビ班 ふくちゃん

一位だよ チームワークは 最高だ
タヌキ班 ひでひで

謎
の
ト
ン
ネ
ル

アイガモは 遊んでいるけど 人助け
ムササビ班 のび

アイガモを 入れるだけで 無農薬
ムササビ班 こうき

いつのまに ゆりがよんでる カモカモーン
タヌキ班 まさと

アイガモで 安心できる 米作り
タヌキ班 まっちゃん

合鴨農法

トンネルを ぬけるとそこは 瀬戸川だ

テング班 てら

トンネルを くぐるとそこは 別世界

タヌキ班 げんき

なんだか甘い おいしい水 初めてだ アカザ班みなも

志田泉 おいしい水と 職人さん アカザ班べこ

こんな水 初めて飲んだよ 超うまい アカザ班みなみ

酒蔵

里歩き

草笛が 上手にふけて よかったな
アカザ班 しんたろう

がんばって いっぱい歩いた 里歩き
タヌキ班 りほ



台風が みんなの眠りを 覚ましたよ
テング班 まい

おねしょかと 半泣きしたら 浸水だ
大蛇班 うっち～

ムササビの オレンジ色の 目が見れた
大蛇班 だいき

ムササビは 座布団みたいに 空を飛ぶ
テング班 太山

ムササビは 静かにしてると 見れるんだ
アカザ班 清ちゃん

ムササビは 息を殺して じっと待つ
大蛇班 きの

ムササビ観察

アカザ班 今年は主役だ 滝沢ばんばあ
アカザ班 みなみ

なぜだろう アカザにされない 僕達は
ムササビ班 とーいち

あかざ伝承

テントサイト破壊

ネイチャーｸﾗﾌﾄ

お不動さん 大小ふたつ 並んでる
きつね班 かな

お不動様 なんだか怒って 怖かった
かっぱ班 やまっち

お
不
動
様
ご
対
面

難しい 木の実を使った 動物たち
きつね班 かな

どんぐりから 生まれてくるよ たぬきさん
ムササビ班 きくちゃん

クラフトを 作る校長先生 かっこいい
タヌキ班まっちゃん＆かっぱ班かすみん



今年私にとって３回目になる里の楽校に今年はスタッフとして参加させ
て頂きました。プログラムリーダー、チームリーダー、スタッフと担当して、
それぞれに楽しさ・大変さがあったと思います。いろいろな意味で私に
とっては節目の夏休み子どもキャンプになったと思います。
今年の里の楽校は、台風の影響もあって公民館と杵塚農園の二箇所
に別れて２日間を過ごしました。私は公民館の方にいたのですが、ある
意味今までで一番子どもと向き合えたと思います。
子どもたちはやっぱり元気だし素直です。今回もホームシックにかかっ
たり、甘えん坊の子がいました。「どうしてわがままばっかりいうの？おう
ちでもそうなの？」と、子どもに聞いてみたら「ちがう」と首を横に振って
いました。「かまってくれるお兄さんお姉さんがいるから？」と聞くと「う
ん。」と頷くのです。これには本当にびっくりさせられました。子どもたち
にとっては私達リーダーのようなお兄さんお姉さんと遊んだことがないの
です。だから、自分をかまって欲しい！！という気持ちから甘えてみたり、
調子が悪くなったといってリーダーに相手をしてもらったり・・・これには
子ども達だけでなく私達リーダー全体の問題でもあります。子ども達に
過保護になりすぎる。私達リーダー達自身、子どもの頃にこういう自然
体験をしていたり、していなかったりとありますが、今の子ども達、リー
ダー自身の抱える問題を直接みることができ、今後の課題ができたと思
います。
リーダー達の成長はやっぱりうれしい。去年は「楽しいだけで過ぎた」
といっていたリーダーが、今年は「伝えたいものがあるからがんば
る！！」と意気込んでいたのですが、本番中「自分は何が伝えられたの
だろう・・・」と、真剣に考えていたのはうれしいことでした。リーダー会議
の中でも「何を伝えたいのか？」とか、子どもに対する疑問などが自然に
会議の中で話し合われ、リーダー同士で解決する。最終日前日のリー
ダー会議の後、班の子どもとその親に手紙を書いてるリーダー、子ども
達へのプレゼントを用意してるリーダーなど、リーダー自身が一生懸命
考えてくれていたのが、私にとっては１番うれしかったことです。私も山
田先生や小田さん、くろちゃん、アッキー、にたくさんのことを教えて頂き
ました。それを次のリーダーたちに伝えていくのが私にとっての目標で
す。そしてこれからも里の楽校が発展し続けることを心から願っています。

スタッフの想い

まゆみ星人
学生スタッフ

富士常葉大学

村松まゆみ



ユウキ
学生スタッフ

富士常葉大学

風間雄貴

今回の里楽は、去年に比べ本当にバタバタしていました。その分や
りがいもあり、また、自分にとっても大きなプラスになったと思います。
自分がスタッフになったのは六月のリーダー養成がきっかけでした。
突然スタッフに選ばれかなり戸惑い、悩みながらの一泊二日、その
間にスタッフの楽しみや責任の重さを実感したように思います。それ
からの二ヶ月は里楽一色でした。はじめは、何をするのか、何をした
らいいのかが全く分からず、自分なんかがスタッフをやって良いのか
と悩むこともありました。しかしスタッフ会議を重ねるにつれスタッフと
しての実感も湧き、やりがいも感じました。自分に出来ることは何か、
出来そうなことは何かと考え、少しでも里楽の中で自分という存在感
を出そうと頑張りました。そして大成功で終わった多治見キッズを見
送り、感動を残したまま、気持ちをリーダーからスタッフに切り替え、
始まった『瀬戸川里の楽校』。自分の考えるリーダー論「自分が楽し
めないと子供や周りのリーダーも楽しめない」を、何度も思い出しな
がら行動しました。残念ながら天候には恵まれず台風と一緒に過ご
した三泊四日。ハプニング、トラブルが予想以上で、精神的に追いこ
まれることもあり、正直辛い時もありました。そんな時は、スタッフ同
士励ましあいながら、時にはぶつかり合いながら乗り越えてきました。
最終日、晴天の中の閉校式、校長先生の「べしっ！！」の掛け声の
たびに自分の中で、感動がこみ上げ、辛かったことも忘れ、感動しま
した。問題も沢山あったけどとても良いキャンプだったと思います。
今回自分が感じたのは、集団の中で自分の気持ちを抑えることの
大変さ、仲間の大切さ、仲間のありがたさ、子供の素直さ・強さ・笑顔
の力です。スタッフは準備期間含め１０日間近く、リーダーとも５日間、
共に生活し本当にみんなに助けられました。この里楽で沢山の失敗
もしましたが、自分にとって大きなプラスになった１０日間でした。
リーダー、スタッフ、ボランティアの皆さん本当にお疲れ様でした。
本当にいろいろとありがとうございました。

てぃん
学生スタッフ

富士常葉大学

望月裕子

私はみんなに声を大にして言いたいことがある。それは、「ありが
とう！」という言葉だ。どんな言葉を並べればこの思いが伝わるか
わからない。言葉がわからなくてもどかしくなる。
私がスタッフになった理由は、はっきり言ってあまり覚えていない。
私は初め、ずっとスタッフよりリーダーのほうが楽しめると思ってい
たし、実際スタッフという重要な役目が自分に務まる自信も全くな
かった。しかし、６月に行われたリーダー養成でたくさんの仕事をや
らせてもらって、また、リーダー達の表情を見ていたら、自分の存在
に少し自信が持てるようになった。その時自分の中でスタッフという
役割を理解し、反省もした。しかし何より私は、一つのことをやり遂
げたことで得た充実感に満ち溢れていて、それが強い快感になって
いた。

今回の里の楽校は多治見キッズの直後ということと、天候に予定
を狂わされたこと。スタッフという責任の重圧。何度も変更される予
定。色んなことが重なって、自分自身様々な葛藤があった。正直泣
きたくなることも何回かあった。しかし、私の指示を受けてすぐに動
いてくれるプログラムリーダーや、子ども達と楽しそうに会話する
チームリーダーの姿が私の原動力となって、私を頑張らせてくれた。
何度も勇気付けられた。仲間がいなければできなかった。それだけ
はハッキリわかる。



今回私はスタッフとして参加させて頂き、リーダーとし
て参加した昨年とはまた違った見方ができた。昨年は子ど
もたちと行動を共にしていた。私は、子どもたちのわがま
まによく振り回され、苦笑いを浮かべながらも決められた
ことをこなすだけで精一杯だった。今回も同じように振り
回されるリーダーを見ることができた。
「最近の子どもは・・・」という言葉をよく耳にするとお
り、子どもたちのわがままは尽きることがない。そして気
付いた。「最近の大人は子どもを“叱る”ことができな
い」のだ。“叱る”と“怒る”は違う。“叱る”はその人
の将来のため、“怒る”はその時の自分の感情のままであ
る。怒ることはできても叱ることは難しい。
甘やかされて育つのは現代に始まったことではない。私
達の世代、親の世代、その親の世代と遡ることができる。
今の親の世代が若い世代を見て、「昔はもっと厳しかった
のに・・・」とこぼすことがある。その大人たちも若かり
しころ、親に同じセリフを聞いたのではないだろうか。叱
られた経験のない者が子どもを育て、その子が叱ることが
できるようになることは考えられない。つまり、子ども時
代に、さらには若いうちに“叱る、叱られる”経験を積ん
でおく必要があるといえる。

せと川・里の楽校の狙いは、子どもを育てることだけで
はない。子どもたちを育てつつリーダー自身も育つことが
「里楽効果」であろう。リーダーにとっては子どもと接す
る“親になる練習”と言ってもいいだろう。今回叱ること
ができないリーダーについて気付くことができてよかった
と心底思う。

これからも、たくさんの子どもたちや、リーダーの仲間た
ちと共に成長していきたい。これからの時代を背負うのは
我々、そして子どもたちなのだから。

里の楽校をスタッフという役割で参加できたことで、スタッフとしての楽しみ
方、自分の存在意義、その存在を出す方法、仲間のありがたさ、自分の感
情を抑える難しさ、一生懸命の大切さ、そしてどんな立場でも感動を分かち
合えるということを様々な体験を通して気づかされた。そのことに気づかせ
てくれた仲間に、私はとても感謝している。これから私は、みんなに気付か
せてもらったことを活かして社会に出たい。みんなありがとう！！
最後になってしまったが、学生スタッフで一緒に頑張ってくれたみんな
に・・・たくさんの荷物を背負ってがんばってくれたまゆみ星人、きっとまゆみ
さんがいなかったら私は何もできなかったと思う。いつも笑顔で振る舞ってく
れたちま、ちまがいなければ私はきっと色んなとこで大きなミスが出たと思
う。文句一つ言わないで一生懸命がんばっていたゆうき、ゆうきがいなけれ
ばてぃんいっぱいわがまま言って、途中で投げ出していたと思う。
いつもチャラチャラしていたてぃんだったけど、みんな本当に支えてくれてあ
りがとうございました。今思い返してみれば、とっても楽しい４日間だった。

ちま
学生スタッフ

富士常葉大学

石澤勇助



私は、「里の楽校」が大好きです。ディズニーランドへ行くことも、旅行へ行くことも、美味しいものを食
べることも好きですが、「里の楽校」へ参加することのほうが、もっと 楽しいのです。
私が「里の楽校」が大好きなのは、子どもの頃の楽しかった遊び体験に由来していると思います。山
や川や田んぼや神社の境内で存分に遊んだ思い出は、私の子ども時代の宝物です。森や林、野原の
草花や川は、四季折々に子どもたちに遊びを提供してくれました。そんな体験を自分の子ども達にも
体験してほしいと思ったことが「里の楽校」との出会いでした。今では、参加する子どもの親として外か
ら「里の楽校」を見ているのではなく、ボランティアの皆さんや学生さんたちと共に、「里の楽校」を支え
る一人になりたいと考えるようになりました。
さて、今回の「里の楽校」では、厨房には多くのボランティアが参加してくれて、数は力なりを実感して
いました。今回は、約１５０人分の食事の支度です。一回の食事に米10kgを炊き、４５０個のおにぎりを
作り、10kgの鶏肉で唐揚げを揚げ、１３０個の玉子で玉子焼き（これは里の楽校の名物でYさんしか作
れない）フライドポテトを6kg揚げて、あとはミニトマトとゆでブロッコリーとたくわんを切って・・・。と、こん

な感じです。厨房は、ワイワイガヤガヤの中にも和気あいあいと笑い声も混じりながら楽しく食事作り
をしています。子どもたちも学生たちも食事をとても楽しみにしてくれています。「おいしかったよ。」と
言ってくれたり、おかわりの行列ができていたりする様子を見るのは、本当にうれしいものです。それ
が何よりの、私たちボランティアへのごほうびだと思うのです。
私一人の力は微力ですが、「里の楽校」が続く限りお手伝いしていけたらと思っています。

のんちゃん
ボランティアスタッフ

野村のぞみ

頼もしき

ボランティアの
みなさんデス！



今年の夏の里の楽校キャンプは、自然の力の大きさと状況判断の難しさ
を強く感じたキャンプだった。自然体験活動に際しては天候（降雨）の影響
を受け、中止や予定変更はやむを得ないこととして活動をしていないと行け
ない。通年、この季節は好天が続き熱中症対策を万全にして望むキャンプ
なのだが、今年は台風１０号の豪雨の影響により大幅なプログラムの変更
を余儀なくされた。
里の楽校は地域の宝物であるふるさとの自然・歴史・文化を生かし、そこ
に暮らす人々やリーダー、子どもたちが一体となって織りなす壮大なストー
リーキャンプである。「ふるさと大好き」「自然大好き」「不思議大好き」の３つ
の心と「素早く集中（集合）」「川を汚さない」「だれにでもあいさつ」の３つの
ルールに則り、今年のテーマ「命のつながり」を掲げて地域密着型キャンプ
がスタートした。
キャンプ初日の開校式に時折降る雨に台風の前兆が現れていたが、全体
のアイスブレークや班ごとのゲーム時には雨のことも忘れて、子供たちは真
剣に取り組んでいた。開校式を終える頃には天気も持ち直し、キャンプサイ
ト目指して子供たちは期待に胸をふくらませて歩き出した。
一日目のプログラムが終了した深夜、まだ遠い台風の影響を受け降り出
した雨は、２日目のプログラムの打ち合わせが終了した時点で更に強くなっ
た。キャンプサイトの見回りでテントに浸水が見られリーダーとスタッフによ
り深夜２時過ぎから提携先の聖陵リハビリテーション病院に子供たちの移
動を決断した。雨の中子供たち全員の移動が終了したのは明け方の５時過
ぎであった。その後２日間は２つのグループに分かれた活動となり、主に室
内でのアクティビティーとなった。
今年は雨の影響により、子供たちの里の楽校キャンプの一番人気であり、
最も体験してほしい「川遊び」や「あげんだい」、「リバートレッキング」のプロ
グラムが中止となってしまったことは残念であったが、メインプログラムが無
くてもまた充実していた里の楽校キャンプの懐の広さが印象的であった。そ
れが地域密着型キャンプの強みではないかと体感した。
現在、小学校でも本格的に総合学習が始まり、自然体験活動も行われて
きている。しかし、子どもたちを取り巻く社会状況は学校教育だけでは進ま
なくなってきており、家族だけでもなく地域社会を取り込み、地域環境も織り
込んだ学習が必要であるとの認識で私も里の楽校に参加をした。私はかっ
ぱの漢字「河童」のとおり河の童を取り戻したいとの思いがあり、河童の遊
ぶ環境の復元と水を取り巻く環境保全をしたいとの思いで子どもたちを迎え
た。子供たちに接してみるとやはり人は元来、水と戯れることが大好きな生
き物であった。水と触れて遊ぶ姿や川でのお風呂体験などは他の球技など
で遊ぶ（スポーツ）ときとは一種違ういきいきとした表情をしていたのが印象
的であった。

としちゃん
スタッフ

大鐘測量

小田稔彦



８月７日、北上してくる台風を横目で見ながら「夏休み子どもキャン
プ」は始まった。直前に２泊３日で開催された「多治見キッズ里の楽
校」が大成功で終了した余韻を感じながらの開校であり、山田先生を
はじめ主なスタッフは気合いを入れ直してのスタートであった。私はと
いうと、初めて参加する夏のキャンプであり、自分に何ができるのか、
その前に４日間体は持つのかという不安と緊張の中での開校式で
あった。
子どもたちにとって夏のキャンプは３泊４日であるが、スタッフ、学生

にとっては春から準備が始まっている。リーダー養成キャンプ、事前
説明会等の行事とその段取り、事前の準備と、夏のキャンプのために
莫大な時間と労力がかかっている。事前の打合せや準備に参加して
いて、関係していただいた人々の思いや、情熱が凝縮された夏のキャ
ンプであることが強く感じられた。それだけに、予定されたプログラム
が無事に消化できるよう天気だけは何とかもって欲しいとの思いで
あったが、その願いは無惨にも台風によってうち砕かれた。１日目にし
てテントは撤収、２～３日目は風雨のため予定されたプログラムは大
幅変更を余儀なくされた。宿泊場所が２つに分けられ全体としての行
動ができない中、「命のつながり」というメインテーマを崩さずに淡々と
変更されたプログラムが進行していく。山田先生のもと、学生スタッフ
をはじめ食事を準備していただいたご父母やチームリーダー、プログ
ラムリーダー、ジュニアリーダーの学生や関係者の方々の柔軟で機
敏な対応があったからこそ全うできたと思う。
お盆前の８月初旬の時期は、各地で野外活動が真っ盛りであったと
思うが、台風の中、危険を冒すことなく行事を全うできたところは数少
ないであろう。自然の中で活動する以上、天候の問題はいつもついて
回るものである。今までの４年間の地域を知り尽くした質の高い実績
と経験、関係者の方々の情熱という「里楽の底力」を見せつけられた
夏のキャンプであった。
閉校式での子どもたちの満足そうな顔、顔、顔。「たけちゃん、また
遊ぼ－」しくしく泣きながらちっちゃな子どもに声をかけられた。私は、
夏のキャンプに初めて参加させてもらって、「里楽の魅力」にはまって
しまった。来年もがんばろうと思う。

たけちゃん
スタッフ

三井住友建設

山田剛弘

くろちゃん
スタッフ

大鐘測量

黒瀬和成

曇り、通り雨、小雨、豪雨、嵐、日本晴れ。この夏、私にとって天
気が一番の思い出だ。瀬戸川・里の楽校の夏のキャンプがスター
トして今年で５年目になるが、台風によってスケジュールが大きく
ゆさぶられた波瀾万丈のキャンプであった。これまでのように
フィールドで里の宝物を子ども達に体で感じさせることが十分にで
きなかった。しかしその分、リーダーたちは、ほとんど屋内で、雨音
を耳にしながら子どもと正面からむきあってじっくり心を通わせあっ
た印象が大きい。ある意味、天気が悪かったおかげで、屋外で行
うほど安全管理や時間への気配りが少なくてすみ、余裕をもって
子どもの表情をうまくとらえることができていたようだ。

あわただしくオムニバス形式で里を相手に子ども達と体いっぱい
使って奮闘する今までのものとは形態はずいぶん異なるが、屋内
で、１つのアクティビティーに対してじっくりと、一生懸命インタープ
リターとして頑張っていたリーダー達の姿は、フィールドと同じくら
い輝いていた。



今年のキャンプは、色々な面で新しい局面にたったものだった。
里の楽校がＮＰＯになり、多くの要決定事項があったこともあり、
キャンププログラムの設定が遅れ、リーダーへの直前のアナウン
スや、自分のすべき準備が遅れてしまった。不安のままキャンプ
がスタートしたが、台風で、決めたプログラムが出来なくなってし
まった。行動の一つ一つに決断と連絡調整が必要となった。そこ
での救いは、学生スタッフの充実であった。ともすると混乱しそうな
場面で、学生スタッフが冷静に対応してくれたのだ。昨年、一昨年
のリーダー経験者が成長して、里の楽校を動かす大きな原動力と
なっていた。里の楽校を経験するうちに、判断力と行動力が備わっ
ていたのだろう。
今までの里の楽校は、練りに練ったプログラムが盛りだくさんの
キャンプだった。里の楽校発足からの年が経ち、本部スタッフの持
てる力を出し切って実施するこれまでのスタイルのキャンプを見直
す必要がある。学生スタッフをはじめ、スタッフ個々のスキルが上
達してきたこともあり、スタッフ一人一人の判断力を生かし、肩の
力を抜いた活動を生かしたプログラムにしていく必要があると思う。

アッキー
スタッフ

㈱エクノスワタナベ

伊藤明彦

また夏がきた！そして里の楽校の夏キャンプがやってきた。私の夏
である、ふしぎいっぱいの里の楽校。子どもと自然はもちろん、地域
の方々や勢いで取り組むスタッフとリーダーたちもふしぎがいっぱい
だ。私はそんな里の楽校が大好きだ。
降ってきた雨、びしょぬれの子どもたちとスタッフ。その場にいなかっ
たのは私だった。判断が迫られ混乱の2日目は、価値ある里の楽校

の財産になったと思う。翌日も外は台風。私と遊んだ子どもたちは、
イキイキした顔をしていてまるでハプニングを待っていたかのようで
もある。小さないのちとして生まれたときからあった生き物としての力
なのだろうか。
パッと明るく輝く、素直じゃない子どもの一瞬の表情。突如として素直
になる、なまいきな子どもの一面。変わり続けるふしぎな子どもたち
に「大人も子どもも同じなんだよね？」っていつも思う。可能性を感じ
させる子どもたちに期待するのは、自分に何かできるからなのか
な？
何でもそうだが、いろんな人に支えられて里の楽校はある。支える人
自身が変わり、そして里の楽校も変わり続けている。しかし続けてい
るといっても、まだまだはじまったばかりのようにも思う。

はる
スタッフ

大井川流域ネット
ワーク

日向崇紹



里の楽校はNPO法人格を取得しました！

NPO法人とは？

NPO法人は特定非営利活動と翻訳され、「自発的に」「利益のためではなく」「社会に貢献する」活動をして
いる団体です。NPO法人を取得すると社会的責任が付加するかわりに、社会的信用が得られ、責任の
所在が明らかになり、また税制上の優遇もあります。

設立趣旨

子どもに川の自然と文化を体験させる機会作りを目的に、地元の有機栽培農家や子ども会、流域の自然
と文化を考えるNGOが中心となり「瀬戸川・里の楽校」を1999年に発足させました。夏休みに実施する「子
どもキャンプ」は、小学生５０名リーダー２０名スタッフ３０名程で川と里を舞台に繰り広げるキャンプで今年
５年目を迎えます。さらに 川との継続的な関わりを実現するため、四季折々に活動を展開しています。カ
ヌーやラフティングなど特別な道具を必要とする川の活動ではなく、川の特質や魅力を熟知している地元
のスタッフが、そこにある環境資源を活かして独自の自然体験や遊びを実施しています。伝承説話の再話、
里の劇場化（河童などのキャラクターと里を舞台に織り成す物語キャンプ）、節水や川の浄化対策、エコマ

ネーなどユニークな活動やプログラムが蓄積されていま
す。自然の素晴らしさ、里の知識や遊びを伝えるガキ大
将のような役割としてリーダーが必要であるという認識か
ら、青少年リーダーの養成も通年で実施されています。
瀬戸川フォーラムやカワバタモロコを守る会など地域づ
くり・環境保全に積極的に参加し、流域交流を推進してい
ます。さらに、地域の環境資源を掘り起こし、川と流域の
環境学習マップとしてわかりやすく整理し、総合学習への
資料提供を行っていきたいと考えています。

これらの活動を振り返り、地域密着型河川学習を普及･啓発するため、報告書やVTRを作成し、会報も発
行しています。

任意団体として4年間の活動により組織の基礎ができあがり、社会の関心や強い要請を受けて事業の意
義を再認識し、NPO法人格取得に向けた検討を平成１４年度始めました。そして平成１５年6月9日、NPO法
人「里の楽校」を設立いたしました。当団体の実績や特徴を活かし、社会的ニーズに応えるために今後の
発信に期待していただきご支援をお願いしたいと思います。



2003年夏休み子どもキャンプ

里の楽校では、普通の学校（公教育）では教え
てくれない里の遊びや体験がいっぱいできる。
大きな木に登ったり、何気なくある草や葉っぱ

が愉快な音の出る笛や楽しいオモチャになること
に気付かされる。
川と里山を駆け巡って、知恵や体力、想像力を

ふんだんに使って遊ぶことになる。そこには仲間
の協力がなければ決して乗り越えられない困難が
あるから。
里遊びを通じて里の世界の素晴らしさを知るだ

けでなく、逞しさや優しさを身に付けていくこと
が目的である。

１草花遊び
・ビワの葉っぱ→キツネ
・シュロやススキ→バッタ
・草笛
・葉でっぽう
２だるまさんが転んだ（※）
３ゴムとび（※）
４木登り
５ブランコ

※は2003年8月4日～8月6日の多治見キッズで行いました。

里の遊び

●目 的 ：中山間地において、河川とその流域の豊かな自然と文化(里の生活）に

たっぷりと子どもと浸し、たくさんの里の体験や交流を通して、逞しく

感性豊かな子どもの育成を目指す。

●活動内容 ：○里遊び

○川の自然と文化

○食農体験

● 日 程 ：２００３年８月７日(木)～８月１０日(日) 3泊4日

● 場 所 ：藤枝市瀬戸川中流域（藤枝市稲葉地区）

● 対 象 ：小学校１年生～６年生

● 参加人数 ：６４人

● 宿泊形態 ：テント

● 主 催 ：特定非営利活動法人 里の楽校（理事長：山田辰美）



食農体験
人間は、たくさんの命を頂いて生きている。お

米・お肉・野菜。どんな食材もみんな命を宿してい
たもの。自分の生を支える様々な命に感謝し、今日
も「頂きます」を唱える。
合鴨農法を見学したり、野に生えるクズを使った

ごま豆腐作りに挑戦する。一生懸命みんなで作った
食事、たくさんの生き物たちから命をもらって自分
の命が元気になる。だから美味しいんだな！命に対
する『気付き』『歓び』『感謝』を求めている。

１ごま豆腐作り
２流しそうめん
３いなり寿司作り
４摘果みかんジュース
５卵拾い
６合鴨農法

静岡県のほぼ中央を流れている瀬戸川は全長32
ｋｍほどで大きな川ではないけれど、地域の生活
を潤し、たくさんの生き物が暮らす魅力に溢れた
川だ。
子どもたちは川にたっぷりつかって、瀬戸川に

暮らす生き物たちに出会う。それだけでなく、瀬
戸川に伝わる伝説（アカザ伝承や民話キツネの膏
薬など）を探り、お不動様の想いを真剣に考え、
祈りを覚える。そして大好きな瀬戸川を絶対に汚
さないために、浄化槽作りや、川を眺めながらつ
かる露天風呂作りなどにチャレンジする。

川の自然と文化

１川遊び（☆）
２いかだ作り（☆）
３投網（☆）
４ターザンロープ・飛び込み（☆）
５あげんだい（☆）
６浄化槽作り
７お風呂作り
８石磨き
９魚獲り（やな・ぶったい・たも・

手づかみ）

☆は台風のため実施できませんでした。



１、農村は教育の優れたフィールド

～いのちとふるさとに向けられた眼差しを育てる～

（2002年10月「農村と環境」に掲載）

瀬戸川・里の楽校

校長 山田辰美

２、川は遊びの詰まった玉手箱
（2001年7月号「河川」に掲載）

著：

『校長講話』



2002のプロジェクトのひとつとして、「里の楽校」の活動が子どもたちに与える効果を研究対象として
アンケート調査を実施検証しました。そこで参加後の変化がいくつか明らかにされました(日向他。2002）。
このような変化が子どもだけに限ったことではなく、参加したリーダーにも及んでいるのではないかと自らの
体験を通して感じました。そこで里の楽校での体験が、リーダーとして関わった学生自身にどのように作用
しているのかを明らかにしたいと考え、今年度のプロジェクトとして調査しました。

リーダーの仕事内容

☆学生本部スタッフ⇒里の楽校の運営、全体のプログラムの企画
☆チームリーダー⇒各班に張り付き、全てのプログラムを子どもたちと一緒にこなします。

インタープリターとして何を伝えるのかを常に考え行動するが、子どもたちの体調管理

プログラムリーダー 本部スタッフ

報告：望月 裕子

里楽で変わるのは
子どもだけじゃない！！

＜学生リーダーの変化を明らかにする調査＞

里の楽校には子どもたちと接し、自然への気づきを誘導するリーダーとしてたくさんの学生が参加してい
ます。

各リーダーの仕事内容は具体的に以下の４つに分類されます。

や精神的な面で支えとなります。
常に子どもたちと一緒に過ごすため、感動が一番
大きいと考えられます。

☆プログラムリーダー⇒プログラムを企画し、準備・運営から片付けまで
を責任を持ってやりとげます。
プログラムにどのような思い（メッセージ）が込めら
れているかを伝えます。
また状況に応じて自ら判断して行動します。
準備など大変だが８班分の感動が得ることが
できる。

☆ジュニアリーダー⇒里の楽校経験者の中学生であり、子どもたち
の気持ちを敏感に感じ取れます。
リーダーと子どもたちの架け橋的存在を担います。

リーダーの役に立ちたいという思いと、楽しみたいという自分自身の葛藤があると思
います。



学生リーダーは仕事の内容に関わらずキャンプ中、常に①子どもの体験を支援し、プログラムを進行させる
②子どもの興味や感性を増幅③活動安全性の確保④子ども間の交流を深め集団をまとめる、ということに
留意して生活しています。そのため子どもに対する言葉かけや自分自身の表情を大切にしたり、子どもの体
調管理や歩くペース時間配分を考えるなど、様々な配慮や対応が求められます。こうした学生リーダーの使
命を務めあげ、大きな感動や達成感を得ることを通して、学生自身が新しい自分を発見ができると考えてい
ます。
今回里の楽校リーダー体験をする前後でアンケートを実施し、学生の日常生活や態度にどうような変化
がみられたか調査しました。また同様のアンケートを一般学生に対しても実施し対照としました。この結果か
ら学生リーダーの心の変化を明らかにし、里楽のリーダー体験が彼らの人格的成長にいかに寄与するかを
検証してみました。

調査目的

アンケート調査の方法
対 象 者：２００３年夏休み子どもキャンプに参加した学生・・・４５名

富士常葉大学環境防災学部の一般学生・・・６８名
調査時期：里の楽校参加者・・・１回目アンケート(６月下旬）

２回目アンケート(１０月中旬）
感想文 （９月中旬）

一般学生・・・・・アンケート（１２月上旬）

アンケートの内容
１、里の楽校に参加する学生の傾向（一般学生と比較）
①自然環境との関わりの多さ ②人格的傾向

２、里の楽校参加者の変化
①生活の変化 ②人格的成長 ③自己の発見について

※ここでは２－②、③の結果を主に報告します。

結 果
２－②人格的成長

、“友達に席を譲る」という回答が参加後、５０％も高まりました。
これは子どもをいたわり、めんどうをみる体験や、子どもたち
のことを考えて行動する体験が人を思いやる気持ちや感性と
その傾向を高めるよう作用したと考えました。

「友人と旅行に出かけます。電車の座席が一つしか空いていない時どうする？」
思いやりを問うアンケート。

空いた座席に対して

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

１ ２ ３ ４
参加後 参加前

二人とも座らない２

友達に席を譲る１

自ら座る

勧められたら座る３

回答項目回答NO回答項目回答NO

４



“自分から進んでやる・やる人がいなかったらやる“という回答
が参加後１０～１５％高まりました。
これはたくさんの人に話しかけるという経験や、子どもたち全体
をまとめて率いるプログラムの運営・実行を成し得したことで、
対照的に自信がつき指導性（リーダーシップ）が高まったものと
考えられます。

「仲間が集まって物事を決めたり考える時、まとめ役を引き受けるか。」リーダーシップを問う
アンケート

まとめ役を引き受けるか

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

１ ２ ３ ４

参加後 参加前

回答
NO

回答項目

１ 自分から進んでやる

２ やる人がいなかったらやる

３ 頼まれればやる

４ 絶対やらない

回答
NO

回答項目

考えを話すか

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

１ ２ ３ ４

参加後 参加前

『人前で自分の考えを話す機会があれば話してみたいか』積極性を問うアンケート。

回答
NO

回答項目 回答
NO

回答項目

１ 積極的にしてみたい ３ あまりしたくない

２ 機会があればする ４ 人前には立てない

「してみたい・機会があればしたい」という回答が共に１０％増加
した。また「あまりしたくない」という回答が２０％近く低下しました。
子どもにわかりやすくていねいに話をしたり、大勢の人の前で
大きな声を出して話すといった経験や自分自身の意思や考えを
持って行動しなければならない場面があった。日常生活では、
やらないことをして、知らなかった自分の力をしることができた。
そのため自分に自信を得、積極性が高まったと考えました。

まとめ：
『人格的成長』において・・・
今日の若者は自己中心的でわがままな傾向があると言われるが、
経験次第で精神的・人格的に変化することが可能であると考えら
れます。

リーダー養成の様子



自己の発見があったか

YES
68%

NO
32%

＜記述式回答及び感想文からの読み取り＞
・自分の気持ちを抑えることの難しさを知った。
・最後までやり遂げることの重要性、手応えを知った。
・大きな達成感を得ることができた。
・自分で考え判断して行動できた。
・自分も人のためにがんばることができることを知った
・自分のやる気・底力を発揮できた。

＜今後の自分に課題を発見した＞
・技術（スキル）と知識・理念の両方の勉強
が自分には必要。
・子どもを叱る必要を感じた時は、はっきりと
叱れるようになりたい。
・精神的にもっと強くなるために積極的に色ん
なことに挑戦したい。
・環境教育の大切さを学ぶ必要感じた。

以上の課題意識に見られるように、多くの学
生にとってリーダー経験が向上心の高まりに
つながった。

この質問については、約７０％の学生が自己の発見が
あったと回答しました。
YESと答えた学生に発見した内容を箇条書きに書いて
もらった結果と、リーダーを感想文の読み取りした結果
以下の気づきについての記載が多いことがわかりました。

また自分の性格上のマイナス面に気づき、克服する意欲が出たという回答が多くありました。

＜参加後の変化の事例＞

１、地域活動に積極的に参加するようになりました。
・小学校のビオトープ作りに参加 ・地域防災のサポート活動 ・町おこしの話し合いへの出席
・その他のボランティア活動への参加

２、環境教育や自然体験活動に参加学習するようになったという実際の行動として表れています。

里の楽校のキャンプで心が揺れる体験をすることにより、人間は変わることができます。この４日間は
今まで経験したことがない（負ったことがない）指導者として、『責任ある立場』・『みんなのお手本』となり
ます。子どもたちを指導したりプログラムの運営したりすることにより、自分を見つめ直す機会となって
います。ただ参加者としてキャンプを楽しむのではなく、課題意識（子どもを楽しませたい、子どもの手本
になりたい、子どもたちに何か伝えたいなど）をいだくことにより、自己中心的ではなく他人を思い合ったり
周りの状況を考えたりします。いわゆる自分を律して生活する努力をします。そうすることで今まで見えて
いなかった自分や新しい自分を知ることができたりするのではないかと考えられます。
つまり里の楽校での体験は子どもが成長するばかりではなく、リーダーとして参加する学生にも大学
の授業や日常生活では決して学ぶことができないことを得ることにより、それが学生自身の成長へ繋が
るのではないかと考えました。
最後になりましたが、アンケートにご協力していただいた学生リーダーを初めとするみなさん
どうもありがとうございました。

「里の楽校に参加してこれまで気づいていなかった自分の一面を知ることができましたか
（自己発見） 」

２－③自己の発見

まとめ



藤枝市

事前の広報や川辺の木々の手入をお願いしてい
る。

杵塚農園

㈱エクノスワタナベ

技術で創る自然とのベストバランス

誇り高き有機栽培農家
卵・鶏・宿舎を提供。

大井川流域ネットワーク

大井川流域の豊かな自然と文化を子ども達へ！

三井住友建設株式会社

時代の最先端を創造する

主催：

(社)聖稜リハビリテーション病院

自然豊かな宮原の地で安らぎとくつろぎを提供する
子どものけがや病気に２４時間対応してくれた。

NPO法人 まちづくり支援隊

杵塚農園周辺の道整備・宿舎のシャワールームの
建設など事前に大活躍

里の楽校は、畑や農作物を提供する農家、リーダーとなる学生、炊事をしてくれ
るご父兄、労力や資材提供いただく各種団体など、瀬戸川と子どもを愛する多くの
人々の参加と協力によって成り立っています。

校長 ： 山田 辰美【理事長】 （富士常葉大学助教授、瀬戸川フォーラム代表）

教頭 ： 橋本 純【副理事長】 （藤枝北高校、空耳子ども会主催者）

教 務 主 任： 大塚 克明【理事】 （がんまめファミリー倶楽部）

(プログラム担当) : 小田 稔彦【理事】 （大鐘測量設計、大井川流域ネットワーク）

: 山田 剛弘【理事】 （三井住友建設株式会社、ＮＰＯ法人街作り支援隊）

給食・用務 ： 横山 勝太郎【理事】山田 龍子【理事】 （稲葉を守る女性ネットワーク）

青島 雅之（割烹青島）

実 習 農 場： 杵塚 敏明【理事】（杵塚農園） 飯塚 武司（がんまめファミリー倶楽部）

事 務 室 ： 黒瀬 和成【理事】（大鐘測量設計、大井川流域ネットワーク）

： 伊藤 明彦【理事】（エクノスワタナベ、瀬戸川フォーラム）

堀井 重子(受付窓口) 日向崇紹（大井川流域ネットワーク）

村松まゆみ 風間雄貴 望月裕子 石澤勇助(富士常葉大学）

先生(リーダー)： 里の楽校リーダー養成講座で学んだ高校生と大学生

先輩(ジュニアリーダー)：里の楽校リーダー養成講座で学んだ中学生（里の楽校卒業生）

保 健 室 ： 聖稜リハビリテーション病院・菅ヶ谷医院

後 援 会 ： 阿井 晃【監事】(聖稜リハビリテーション病院理事長)

： 渡辺 哲朗【監事】(エクノスワタナベ社長)
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特定非営利活動法人

組
織

瀬戸川フォーラム

瀬戸川流域の自然と文化を考えるNGO。
市民を交えて勉強会(講演会)やイベントを開催し

ている。「あげんだい」づくりを担当。

がんまめﾌｧﾐﾘｰ倶楽部

環境保全型農業と共に、「これはおもしろい

農」と思える仕事や遊びを創造するグループ。

「そらみみ」子ども会

自然の中で五感をフルに使った活動や農

業体験などのイベントや遊びを毎月開催。

島田土木事務所

川の治水・利水・環境を創造する
事前にキャンプサイトの整地をお願いした。

国土交通省静岡河川工事事務所

川の治水・利水・環境を創造する
キャンプ本番に用務を補助。

(株)山田油店

ガスや灯油など里楽のエネルギーは引き受けた

ナカダ産業株式会社

ロープ、ネットの国内需要の大半を生産。

プレイパークの資材やリーダーの使うロープを提供大鐘測量設計(株)

自然と共生する街づくり



NPO法人“里の楽校”は、
みんなを元気にしま

す

環境保全、自然体験活動教育、農業と食料問題などに興

味のある青少年が、活動に関わるきっかけの場を提供しま

す。環境教育の具体的な手法や子どもの指導法などの習得

を目的として、冬季、春季の里の楽校リーダ―養成講座の

他に、通年のトレーニングプログラムを展開しています。夏

休み子どもキャンプでは、子どもと寝食を共にするチーム

リーダーやプログラムの運営をするプログラムリーダーとし

て、自己実現の場を提供します。

地域づくり・環境保全のネットワーク化

感性豊かな子どもの育成
瀬戸川の清らかな流れが育んだ豊かな自然と文化が残

るこの地域には、誇りを持って農業を営む人や、この川と

里の環境を大切にしている人が住んでいます。その人達

がこの自然環境に恵まれた地域に子ども達を集め、子ども

と地域のために環境教育の場を開設することにしたのです。

たっぷりとある時間と空間の中で様々な里の体験を重ね、

仲間や自然との繋がりや関わりを確かめ合う機会を与え

たいと思います。

私達は、①懐かしい里の遊び②収穫やそば打ちなどの食

農体験③川の自然や文化との触れ合いを通じて、逞しく、

思いやりがあり、感性豊かな子どもの育成を目指します。

里の楽校が参加している、瀬戸川フォーラムは、静岡県中

部を中心に地域活動や環境活動をしている団体の連合体と

して構成されています。そこに静岡県内の学生を中心とした

若い力を入れて、瀬戸川流域の様々な地域活動の活性化を

はかり、里地の環境保全に関わる活動を展開します。そのた

めに、学生などの活力を導入するだけでなく、地元で活動さ

れる中心的なメンバーに加えて、広く市民ボランティアや協賛

者の参加を募り、幅広いネットワークを構築したいと考えてい

ます。

青少年の環境教育リーダーの養成



農村は教育の優れたフィールド
～いのちとふるさとに向けた眼差しを育てる～

校長 山田 辰美

１．ミズスマシを知っていますか

４年程前に静岡県焼津市の小学校で、学校ビオトープ作りの指導をした時のことである。毎月

一度、土曜日に実施したワークショップは、参加者でごった返すほどの盛況振りで、呼びかけた

校長先生が驚いたほどであった。子どもだけでなく父母達も、泥や生き物など自然との触れ合い

を楽しんでいる。自然に飢えていると感じられるほど熱心な人達もいた。当初、参加した教員の

少なさが気になったが、次第に学校や地域をあげた取り組みへと発展していった。開園お披露目

の式は体育館に父母や地域の人々を集めて行われた。子ども達がビオトープ造成の過程をパ

ワーポイントで加工した写真をスクリーンに映し出しながら説明した。また、近所のおばあさんか

ら寄せられた激励のメッセージを読み上げたのが好評であった。

そのメッセージは、「自分達は子どもの頃、たくさんの生き物と関わり合って育ったが、それが

とても大切な思い出になっているので、生徒達がビオトープ作りに歓声を上げている様子を見て、

とてもうれしい」というものであった。その中で、「井戸から水を汲んでお風呂を沸かすのが子ども

の頃の役割だったが、風呂桶にミズスマシを注ぎ込んでしまうことがあった。すばしこくて捕まら

ず、可愛いそうで風呂を炊けなかったものだ。」というエピソードが語られていた。校長室に戻って、

PTA役員の方達とその話になった折、私は何気なく教務主任の先生に「子ども達はミズスマシが

どんな虫なのか知っていましたか？」と尋ねてみた。その質問から、思いがけない事実に驚かさ

れたのである｡それは、教師を含めてそこにいた大人の大半が、ミズスマシという昆虫を知らな

かったのだ。ほほえましいエピソードの最も印象的な場面を思い浮かべられなかったのは、子ど

もだけではなかったということだ。

ミズスマシを知らない世代は予想以上に広がっている。ミズスマシが身近な環境から減少し、

ほとんど見られなくなっていることもあるが、子どもが自然から遠ざかって久しいことを示している

と考えられる。

ちなみに、ミズスマシは西瓜の種のように見える甲虫で、水面を慌しくくるくると回っているのが

特徴である。蛇足であるが、この虫の雰囲気を伝える作品（農民詩人村上志染の作）があるので

紹介する。

みずすまし しきりに円を描ける

汝 いずこより来り いずれへ旅せんとするか

へえ 忙しおましてな



私達の社会は「忙しい、忙しい」とわき目も振らず、どこに向かって駆けて来たのだろうか。自

分の人生や人々の幸福のために最も本質的なことを忘れてやしませんか。忙しい現代人にそう

言っているように思える。自分の毎日も何かに追い立てられるような生活であるが、子ども達の

様子も忙しそうだ。中には忙しがっている割に、ちっとも仕事がはかどらない者もいるが。それに

しても、ミズスマシのような生活の現代人の多くがミズスマシを知らないとは残念なことだ。

２．自然離れはいつから始まったか

子ども時代に自然の中で遊ぶ体験が大切であると多くの人が考えるようになった。では、子ど

も時代の自然体験の不足つまり自然離れは、どの世代から始まったのだろうか。そのことを考え

る良い機会が得られた。それは平成11・12年、静岡県大東町において農業農村環境整備計画

を策定する委員会に関わった時のことである。委員会では「豊かな自然環境と心和む農村風景」

を基本理念とした上で、まず住民の意識調査を実施することにした。自然環境保全などの農村

の多面的機能が強調されるあまり、土地改良事業の内容が住民の望みと乖離してはならないと

考え、農村環境に対する意向などについて、アンケート調査によって確認することから始めたの

である。

その結果、圃場整備に対する要望が農家と非農家、あるいは若者と年配者で二極化している

傾向が分かったのである。つまり、ご年配や農家の中には未だにコンクリートで直線的に固めら

れた水路や圃場を望む声が根強く存在している。



さて、自然に対する認知の程度についても、同様な二極化の現象が浮き彫りとなった。農家

や年配者の方が、生き物についてよく認知していることが確かめられた。この言い方では誰も

が予想した通りのことに過ぎないが、実は注目すべき事実が浮き彫りにされたのである。それ

はある年代を境にはっきりと現れたジェネレイションギャップ（世代間較差）の存在である。

里地に生息している56種の生物について世代毎にアンケートを集計したところ、およそ55パー

セント、31種の生物で特徴的な同一傾向が見られた。それは、およそ50歳を境に認知の割合が

逆転することや、40歳代と50歳代の落差が大きいことである（図1を参照）。このことから、地域

の自然とたっぷり関わった世代は50歳代までで、高度成長期に少年時代を過ごした40歳代以

下の人では、生き物に対する関わりや興味が一気に低下していると推測される。例外的な傾向

はクワガタムシ、アメリカザリガニ、タヌキなど5種で見られ、むしろ若者のほうが認知している結

果となった。これらの生物は、近年、増加傾向にあるか、マスメディアや学校から得られる情報

の影響であると考えられる。また、メダカ、タンポポ、カラスなどでは世代による差はほとんどな

かった。この3つのタイプは世代による認知度の変化を図1に、それぞれのタイプに属する生物

種は表1に示した。世代間較差がこれほど明確に存在しているとは、予想していなかったことで

ある。この現象の原因としては、40歳代以下の世代の子ども時代に、里の自然がじり貧になっ

たこと、あるいは子どもが自然に関わろうとしなくなったことが考えられる。

私はかろうじて40歳代に属するが、私自身はふるさとの自然にたっぷりと関わり、それらに

よって自らの人格が育まれたという意識を持っている。小学生の時に東京オリンピックが開催さ

れ、新幹線が開通した。テレビや雑誌から流れる東京発の情報がキラキラ輝いて見え、ふるさ

とが色あせて見え始めた時代なのかも知れない。日本は高度成長時代に突入し、大人社会の

価値観の変化に伴なって子どもの世界も変容した。やがて、ガキ大将を中心とする子どもの群

が、野山から消えたのである。そして、ふるさとや自然との直接体験を通した関わりが希薄なま

ま、思いがけず長い時間が経過してしまったようだ。「今の子どもは自然の中で遊ばない」と

言って嘆く子育て中の親達も、実は自然離れの世代だったのだ。これは現代社会や教育の抱

える大きな歪みのひとつであるに違いない。

3．農村は環境教育のフィールド

農村は生産性や効率と清潔で快適な生活を得るために、わくわくするような自然との日常的

な関わりを失って来たのである。そして今日、農業が長い年月をかけて育んだ里地の環境が、

多様な命を産み出すビオトープとして評価され始めている。また、自然豊かな農村環境には、

遊びや不思議がいっぱい潜んでいて、そこでの体験を通して、好奇心が旺盛で意欲的になるだ

けでなく、思いやりや感性豊かな子どもが育つことが分かって来た。つまり、農村を舞台に展開

する体験や遊びは教育的なポテンシャルが高いということが認められるようになったのだ。

今年度からいよいよ完全週5日制が実施され、子ども達が学校から地域へと大挙して戻ってく

る。また、小中学校で総合学習が開始されたことで、郷土や身近な環境が教材として見直され

始めている。

そこで、子どもが自然と関わりながら逞しく健やかに育つよう配慮された環境や施設の整備が、

地域や学校に求められている。それに応えるものが農村環境や里地には既に存在しているこ

とを、多くの教育関係者に気付いて欲しいものだ。問題を抱えた今日の子ども達を伸びやかに

育てるために、里は宝の山であることに気付いた大人が存在感を発揮してもらいたい。日本社

会の構造的な課題である自然離れや自然体験の世代間較差という現象を、社会全体が自覚し

身近な環境を見つめ直すことから始めたいものだ。



地域の人々や親達が子どもと一緒になって取り組む活動として、「どんぶち」のようなビオ

トープを復元・再生する活動は大いに推奨されるものだ。そこで子ども達は自然に対する知識

だけでなく、先人の知恵や地域の文化とも出会うことになる。また、一緒になって汗を流すこと

で、親の想いや願いも伝わるだろう。ビオトープと呼ばれる生き物達の拠点作りは子どもだけで

なく、大人を変え、地域を変えて行く拠点となるかも知れない。

4．里の教育力を引き出す

農村ビオトープと呼べる空間を随所に担保し復元することで、多様な生き物や生態系を回復

させることは重要な課題である。しかし、同時に取り組まなければならないもうひとつの課題が

ある。思えば、メダカやミズスマシと同様に珍しくなったのが、野を駆け川に遊ぶ子ども達の群

だ。塾やゲームセンターに群れる子どもの密度と比べるまでもなく、野外に戯れる子どもの群と

出会うことは稀である。自然度の高い水辺に好んで出現する川ガキ（川遊びする子ども）や、野

山をしばてんのごとく駆け回る山ガキこそ、正に絶滅危惧種と言えるかも知れない。

ガキ大将の下で異年齢の子ども達が徒党を組むこの集団には、縄張りと厳しいおきてが

あった。その生態は地域環境の特性に深く根ざし、季節によって拠点や行動軌跡が変わった。

こうした地域の自然と共に逞しく育つ子ども達の伸びやかな姿は、日本ではもはや見ることは

できないのだろうか。いや、彼らは都市化された環境の中に潜み、絶滅したわけでは決してな

い。子どもというしたたかな生き物には、不思議大好き・自然大好きという野生本能が宿ってい

るはずである。だから、日常関わる身近な自然が活き活きと蘇りさえすれば、子どもの群は至

る所で復活すると期待している。

しかし、不思議大好き・自然大好きという本能に彼らが目覚めても、ガキ大将を据えた野武

士や馬賊のような先鋭化した集団にはなかなか育たないだろう。地域毎に門外不出であった

野遊びの極意や群を治める掟などの伝承は、既に途切れて久しいからである。また、地域の

とっておきの遊び場所やそこを活かした遊び方は、子どもから子どもへと伝えられてきた文化と

呼ぶべきものであった。これらの知恵や伝承こそが、子どもを健やかに育てる上で大切なもの

であり、今日の環境教育で追求すべきものであると考えたのである。

環境教育は実感を伴なわない地球規模の環境問題からでなく、足元のふるさとを体験する

ことから始めるのが良い。感受性豊かな子ども時代に遊びや体験を通して、ふるさとや自然を

感じ取ることが最も大切なことであると考えている。そこで、私達は地域密着型の環境教育を

実現するために、里を舞台に群を組織できるガキ大将を養成する事業を私達は始めている。た

くさんの子ども達が夢中になって取り組む活動が、ここから生まれている。里地に潜在している

宝物である大いなる自然と文化を教育に活かすプログラム、あるいは自然の楽しさやすばらし

さに気付かせるアクティビティの開発から取り組んでいるところである。

5．地域密着型の環境教育

「里の楽校」と名付けたこの取り組みは、自分はふるさとの川や野山によって育てられたと
いう共通の想いを抱く大人達が支えている。特に、無農薬茶などの有機栽培に挑戦してきた百
姓達が、中心的に参加支援している。健康な里の自然を取り戻し、子ども達の健やかな育ちを
守りたい。里に暮らす自分達の人間性のためにも、ふるさとの山河とそこで育つ子どもの活き
活きした姿を取り戻さなくてはならないという想いである。40も50も年を重ねて、人生で一等大
切な学びとは何かにようやく気付いた者たちが、小さな勇気を持ち寄って4年前に始めたものだ。
かつてのガキ大将が自分のフィールドを使って、後継者である子ども達を育成しよう

というのだ。そして、子どもや青年達の目の輝きに充分な手応えと喜びを得ている。



子どもを集めて、里という空間にたっぷりと浸して遊びや体験をさせる前に、その体験を充分持

たない若者達を頼りがいのあるガキ大将に仕上げるために、リーダー養成の過程が欠かせない。

野山で異年齢の子どもが群を成して遊ぶことや「道草を食う」経験を持ち合わせていない若者達

に、野遊びの手ほどきを施す必要がある。そして、驚きや感動を自ら体験した若者(中学生から

大学生)が、ヘ理屈ばかりでクソ生意気な子ども達を温かく迎えることになる。

私達は公教育である学校に挑戦状をたたきつける気はないが、今日の学校では学べない里

の知恵、仲間のありがたさ、生命に対する敬意などを、経験を通して楽しく学べる場が必要であ

ると考えたのである。けがをする危険は付きまとうが、その痛みと比べ物にならない宝物を得る

はずである。自分を産み出してくれたふるさとに感謝し、身近な所で懸命に生きている生き物に

向けたやさしい眼差しを子どもが獲得するために、地域を教室にした学びの場が欠かせない。

そのことに気付き始めたたくさんの父母から熱いリクエストを受けて、今年も４回目を迎えた夏合

宿のプログラム作りに取り組んでいるところである。

夏の子どもキャンプは里の楽校の中心となる活動で、ふるさとを再発見できる新しいプログラ

ムを毎年準備して子ども達を迎えている。毎年、新しい目で地域固有の資源である自然と文化

を見直し、プログラムに活かすよう努力している。つまり、他では体験できないここならではのこ

とや、ふるさとに愛着や誇りを持てることを、そのことを最も理解している地元の人々が探し出し

てプログラムに盛り込んでいる。私達は目指す活動を地域(ふるさと)密着型環境教育と自称して

いる。

そこで準備段階から心掛けるのは、忘れ去られようとしている地域の宝を掘り起こすことである。

例えば、一昨年は「天狗の宝物」というタイトルのキャンプでは、天狗伝説とその元になっている

ムササビの生息地を調査しておき、暗闇の森の中でムササビに出会わせることに成功した。森

に暮らす天狗の視点を借りて、子ども達が里の宝物は何かを見つけに冒険へ出かけるという

キャンプであった。

また、昨年のキャンプはカッパ伝説のある「馬洗い渕」をたどる冒険だった。カッパ探しをしてい

る子ども達を呼び止めた村の老人が、川べりの木陰で静かに語りかける。胸ときめくカッパの伝

承と川が変わりはててしまったことを。里には風景や自然がすばらしいだけでなく、地蔵様、神社、

巨木など里の様々な場所に言い伝え(伝承)や史実があり、わくわくするようなストーリーをいくつ

も秘めている。それらが繋がり醸し出す活き活きとした農村空間を味わってもらいたい。そのこと

を私は「里の劇場化」と呼んで大切にしている。

野山を駆け巡る子どもの群を作ることも、大切にしていることだ。夏の子どもキャンプは、子ども

(小学生)7人と2人のチームリーダー（学生指導者）で群を形成し、4日間過ごすものだ。自分勝手

な子どもたちが、楽しい体験をするために仲間のありがたさを知り、助け合ってすごいことに挑戦

していくチームへと次第に育っていく。里の生活や冒険を一緒に経験することで、仲間を頼り、ま

た頼られる関係ができていく。

自然や地域が子ども達の心を健やかに育てる力は、想像以上に大きく充分な手応えを感じてい

る。今年の夏のキャンプでは食と農の問題に向かい合ってみようと考えている。「命はどこからく

るのかな」というテーマである。
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文芸館

せと川に残る民話

山田校長先生の書いた
せと川のお話だよ。

いくつ知っているか
な？

今回紹介するのはこの４つのお話

１、焼津ガニの恩返し

２、馬洗いぶちの河童

３、滝沢ばんばぁ

４、キツネのこうやく



焼津ｶﾞﾆの恩返
おんがえ

し(新説･蛇
へび

むこいり) 

（山田辰美再話） 

 

 

 

 青く青く、果てしない海。 

 緑深く、空に向かう山。 

  その間に僕らのふるさとがある。 

 

 高草山
たかくさやま

に登ると、海から山まで大パノラマのよう

に広がる美しいふるさとがながめられる。その見事

な景色の真ん中を、大きくうねりながら流れている

のが瀬戸川
せ と が わ

だ。手前から支流の朝比
あさひ

奈川
ながわ

が合流し瀬戸川
せ と が わ

は流量を増して、やがて駿河湾
するがわん

に注ぎこむ。こ

の川は深い山々から豊かな土壌
どじょう

と水を、私たちの暮らす平野に届けてくれる恵みの川だ。そして、こ

の川は本当にたくさんの生き物を宿しているんだ。橋の上から川面を見ていると、群れ泳ぐ魚が見える。

夕方、跳
と

びはねる大きな魚に 驚
おどろ

かされるよ。鳥も多いよ。河口に群れるたくさんのユリカモメだけで

なく、土手や河原にもいろんな種類の小鳥が見られる。それから、川岸でカエルがきれいな声で鳴いて

いる。水面から亀
かめ

が顔をのぞかせていることもある。それから、手のすごく長いエビもいる。それか

らそれから、変わったカニもいる。 

 今日はカニのお話し。山で暮らすカニ、河口の芦原
あしはら

にいるカニ、それから海と山を行き来するカニ。

瀬戸川
せ と が わ

にはいろんなカニが暮らしているんだ。焼津にだけ見られるハサミの赤いカニを見たことがある

かい。焼津ガニと呼ばれるカニだよ。普段は穴を掘って山や土手に住んでいるけど、一年に一度卵を産

む時には、数キロも離れた波打
なみう

ち際
ぎわ

や河口までたくさんのカニが一斉
いっせい

に歩き下るそうだ。ハサミだけ

が鮮
あざ

やかに赤くてよく目立つ。実は、このカニはとても臆
おく

病 者
びょうもの

だったんだ。 

  



その昔、ヤマトタケルノミコトを殺そうと、悪者たちが焼津の原っぱに火を放ったのだ。焼津ガニは

ヤマトタケルノミコトのために何もできず、怖じけずいて穴に隠れてぶるぶるふるえていただけだった。

その時、頭をおおっていたハサミが土から出ていたために、炎に焼かれて赤くなったと言われている。 

 そして今日はもう一つの焼津カニの伝説。 

 

 昔は瀬戸川
せ と が わ

の土手から高草山
たかくさやま

の 麓
ふもと

まで、田んぼが幾重
いくえ

にも広がり、その間を小川が流れていた。こ

の辺りの田んぼでは昔から、美味しいことで評 判
ひょうばん

のお米がたくさんとれたんだ。１０年に一度位の割

に洪水にみまわれたが、そのお陰でまた豊かにお米にみのるのだそうだ。田んぼ 潤
うるお

している水は、

瀬戸川
せ と が わ

や朝比
あさひ

奈川
ながわ

から小さな小川を通して運ばれている。けれども、雨の降らない日が１カ月も続くと、

瀬戸川
せ と が わ

の流れはチョロチョロと細くなってしまい、やがてすっかり涸
か

れてしまうのだ。そのため瀬戸川
せ と が わ

は、しょんべん川とか、一時川
いっときがわ

と呼ばれていたんだよ。 

 米作りの上手いじいさまの田んぼも、田起こしが終わって水を

張って間もないのに、とうとう干上
ひ あ

がってしまった。田植えの時

期なのに、困った困ったと頭を抱
かか

えるばかりだった。じいさまは、

裏山の高草山
たかくさやま

に登って、すっかり瀬が枯れ、蛇
へび

の抜
ぬ

け殻
がら

のように

白くうねる瀬戸川
せ と が わ

を眺
なが

めて、深いため息をついた。そして、雨雲
あまぐも

はないものかと西の空に目を凝
こ

らした後、海にそそり立つ虚空蔵
こくうぞう

の山に向かって手を合わせて拝んだ。雨乞
あまご

いの祈りを終えたじい

さまが、ため息をひとつして、「雨を降らしてくてりゃあ、わしん

持ってるものは何でもくれてやるだけんなあ」と、つぶやいた。 

 「そりゃあ、ほんとうかやあ」と後ろから声がした。気づくと、

じいさまの後ろにひょろりとした若者が立っていた。まばたきも

せず、じっとじいさまを見て、「今夜、雨を降らせてやるに。田植

えが終わったら、お前の大事な娘をもらいに行くでなあ」と言う

と、するりっと消えてしまった。 



 その夜、茅
かや

葺き
ぶ

の屋根にしとしと、しとしとと降り出した雨音を聞きながら、じいさまは明日こそ

は、娘と一緒に田植えができるとよろこんだ。ようやく芽吹
め ぶ

いた大切な早苗
さなえ

を、枯らさずに済むことが

うれしかった。毎日、幾回
いくかい

も幾回
いくかい

も裏山の泉から水を汲んで、家の前の苗代
なわしろ

に注いでくれたのは、か

細い体の娘だったのだ。その様子を見ていたのはじいさまばかりではなかった。娘が釜
かま

やお櫃
ひつ

を洗う

度に、おいしい米粒をもらっていた焼津ガニも、やさしい娘の喜ぶ姿を楽しみにしていたんだ。 

 夜通
よどお

し降った雨は朝にはすっかり晴れ上がったが、瀬戸川
せ と が わ

も田んぼもたっぷりと恵みの水をたたえて

いた。一面に鋤
す

き込まれた田んぼは、朝日を浴びてきらきら 輝
かがや

いていた。じいさまと娘は並んで腰を

かがめ、柔らかい土に一本づつ、心を込めて苗を植えていった。それは娘が大切に芽吹
め ぶ

かせた早苗だっ

た。 

 最後の苗を植え終わると、不思議なことに今まで鳴いていたカエル達の声がぴたりと止んだ。そして、

あおくさい匂
にお

いが 漂
ただよ

いはじめた。いつの間にか畦
あぜ

に、きのうの若者が現れ「娘をもらいにきたでなあ」

と言った。若者は音もなく近づいて、驚
おどろ

いている娘の腕をとると、その手はヌル

リと冷たい。驚
おどろ

いた娘は若者の手を振
ふ

り

払
ばら

い、じいさまの陰に隠
かく

れた。じいさま

はくわを振
ふ

り上げて、「そんな約束なんか

していすか。大事な娘だで素性
すじょう

もわから

んおみゃあなんかにやらにゃあよ。」と叫

んだ。すると、若者の口が大きく裂
さ

け、

突如
とつじょ

大きな蛇に姿を変えたのだ。そして、

振
ふ

り下ろされたくわをかいくぐって、無

理やり娘をつれ去ろうとしたのだ。ぬら

ぬらと鎌首
かまくび

をもたげ、娘に巻き付こうと

したその時・・・。 



 づわづわ、ぶくぶく、づわづわ、ぶくぶく、という

音が地を這
は

って聞こえてきたのだ。何百何千という焼

津ガニがあちらから、こちらから押し寄せて、大蛇
だいじゃ

を

取り巻いてしまった。そして、赤いはさみを振
ふ

りなが

ら大蛇
だいじゃ

に襲
おそ

いかかったのだ。目を刺
さ

し、うろこを剥
は

ぎ、

のたうちまわる大蛇
だいじゃ

にづわづわ、づわづわと山のよ

うにのしかかった。大蛇
だいじゃ

は痛さのあまり暴
あば

れて、焼

津ガニの何匹かをかみくだいたが、たくさんのカニに

やがてきれいさっぱり食べられてしまった。おびえて

じいさまにすがっていた娘がよう

やく気を取り直した頃には、カニ達

は何事もなかったようにづわづわ、

ぶくぶく、づわづわ、ぶくぶくとい

いながら散って行った。  

 焼津ガニが娘を助けに来たのは、

いつもおいしい米粒を食べさせて

もらったお礼だっと言われている。

でもそれだけじゃないよ。臆
おく

病 者
びょうもの

と笑われていた焼津ガニは、たくさ

んの仲間と小さな勇気を持ち寄っ

て、恐れを分け合って名誉
めいよ

を挽回
ばんかい

し

たのさ。きっとね。 

チョキン、おしまい。 



馬洗
うまあら

い淵
ぶち

の河童
か っ ぱ

 
再話 山田辰美   

 

清らかな瀬戸川
せ と が わ

は、ウリの匂
にお

いがする。新鮮なキュウリのみずみずしい匂
にお

いのことだよ。この匂
にお

いのす

る川からは、鮎
あゆ

がたくさんわくんだってさ。捕っても捕っても大きな鮎
あゆ

が釣りあがるってこんだね。白波
しらなみ

の

立つ早瀬
はやせ

から捕ったもっちり肩の上がった鮎
あゆ

は、さわやかなキュウリの匂
にお

いがして、うんまいだって。こ

の豊かな川で育つのは鮎
あゆ

だけじゃなかっただよ。河童
かっぱ

もたんといたそうだ。むかし、むかしのことだらね。 

 

今日も村の若者が馬を引いて馬洗
うまあら

い淵
ぶち

にやってきた。野良
の ら

仕事
しごと

をしたのか馬の足元に泥
どろ

がついている。

初夏
しょか

の日差しに、毛並
け な

みの良い栗毛
くりげ

が汗にぬれて光っている。若者はたずなを引いて馬 洗

うまあら

い淵

ぶち

へと入り、

ひざ位の深さのところで馬を洗い出しただって。水をかけては藁
わら

でこすってやると、馬は気持ちよさそうに

目を細め、ぶるぶるっと首を振っただよ。 

昔、このあたりの村には何頭もの馬が飼
か

われていたんだよ。田畑を耕
たがや

したり、大八車
だいはちぐるま

を引いて物を運

んだりするのに使われていた。だけども、藤枝の宿にはそれよかたっくさんの馬がいて、お江戸と京都を結

ぶ東海道で働いていたそうだ。その馬の世話は周辺の村の衆が助郷
すけごう

といって引き受けていた。村毎に順番

が来ると、馬草
ま ぐ さ

を刈り取って運び入れ、馬の面倒
めんどう

をみて、お土産にこらしょと馬糞
ま ぐ そ

をもらって帰るのさ。時

には、子馬を預けられて育てたり、働き盛りを過ぎた馬を分け与えられることもあっただって。 

 

与作も他の若者と同様に助郷
すけごう

の仕事は嫌いじゃあなかった。宿場町
しゅくばまち

のにぎわいが好きだというわけじゃ

あなくってさ。馬の扱いは最初は怖々
こわごわ

だったけど、慣
な

れりゃ楽しいもんだった。任された馬と気心
きごころ

が通じ

て、うまがあうようになるとそりゃあ楽しい。与作が馬子歌
ま ご う た

を歌いながら、手際
てぎわ

よく馬の世話をしていると、

親方さんが「馬好きなおまえにこの子馬を預けらあ」と言ってくれただって。与作は大喜びで子馬を引き受

け、世話に励
はげ

んだだよ。そんで、そんで、二度目の夏を迎えた。 

 



水浴びを済ませ、いつものように土手のエノキに栗毛
くりげ

をつなぐと、与作は大きな木陰
こかげ

でゴロンと寝っころ

がった。与作はかすかな川風を受けて、気持ちよさそうに寝息
ねいき

を立て始めた。そんな様子をいつも河童
かっぱ

が見

ていただってさ。河童
かっぱ

は馬が気になって仕方がなかっただよ。与作の気付かないところで、いくどか馬と目

が合っただけど、馬は河童
かっぱ

を見ても犬のようにうるさく吠えることもなければ、噛
か

み付くこともしないでね。

与作が馬にまたがって帰っていく様子をいつも、うらやましく眺めていただってさ。 

 

河童
かっぱ

は馬洗
うまあら

い淵
ぶち

から水の流れにまかせてそおっとエノキに近づき、そこで川からそろりと姿を現した。小

学校の低学年ほどの背丈
せたけ

で、くりくりと大きい目を輝
かがや

かせて馬に近づいただって。馬は河童
かっぱ

に気がついた

けど、そのまま草を食べてたって。河童
かっぱ

は眠りこけている与作をよけて、エノキによじ登ったかと思うと、

いきなり馬の背に飛び乗っただって

さ。びっくりした馬は前足を上げて

空をかき、ひひーんと大きくいなな

いただって。河童
かっぱ

は馬の首にしがみ

つき、かろうじて振り落とされなか

ったけど、大きい目をもっと大きく

しただって。一番驚いたのは与作だ

ったらよ。慌
あわ

てて飛び起きると、馬

から飛び降りた河童
かっぱ

が川に向って逃

げるところだっだだよ。与作は「こ

のいたずらもんが」と叫んで、足元

の石を拾って投げつけた。当たると

は思わなかったさ。ただ、こらしめ

るつもりだっただよね。ところが、

投げた石は逃げる河童
かっぱ

のお皿に当た

ってしまっただよ。河童
かっぱ

はよろけな

がら川に姿を消しただって。瀬戸川
せ と が わ

は何事もなかったように、さらさら

瀬音
せおと

を立てていただってさ。 



翌日、与作はいつものように栗毛
くりげ

を引いて、水浴びにやって来た。馬 洗

うまあら

い淵

ぶち

は、数多い瀬戸川
せ と が わ

の淵の

中でも一二を争う大きな淵だでね。川が大きくうねる曲がりっ角に大きな岩山が突き出ていたもんで、大水

が出るたんびに岩の根元が掘れて、深い淵を作っていただえね。青々とした水面はラムネビンのような不思

議な模様
もよう

を描
えが

いていたっけ。上流からの流れ込みは激しく瀬音
せおと

を立て、岩陰
いわかげ

にくるくると渦を作っていた

だよ。淵の面はおだやかでも、底に向う流れは強いだね、きっと。流れてきた枯れ枝なんかは渦に巻き込ま

れ、深みへと引き込まれてしまうだよ。与作は淵の浅場
あさば

で、馬の腹を藁
わら

でしごいてやってただよ。馬は気持

ちよさそうに目を細めて、ぶるぶるっと首を振っただえね。 

 

与作はキュウリくさい匂
にお

いに気が付かなかっただね。淵の底からたくさんの河童
かっぱ

が泳いで近づき、与作

と栗毛
くりげ

の周りを取り囲んでいたっきだよ。お皿を割られて死んじまった河童
かっぱ

の仲間達だっただらね。馬の

後ろに回った河童
かっぱ

はすばやく馬のお尻に手を入れて、しりこ玉を抜き取っただよ。与作のお尻にもいくつ

もの手が伸びたけど、しっかりふんどしをしていたので、しりこ玉は抜かれなかっただってさ。与作は悲鳴
ひめい

を挙げて、岸に逃れたけど、しりこ玉を抜かれた馬は腰が立たなくなって、淵の深みに引き込まれてしま

っただって。河童
かっぱ

たちもちょっとした仕返しのつもりだっただえね。河童
かっぱ

たちはおぼれる馬を助け上げよ

うとしたけど、無駄
む だ

だった。淵の水面から次々に顔を出した河童
かっぱ

たちは、おびえる与作を見て、済まない

事をしたと思っただらね。悲しそうな目をして、何も言わず淵の底にぼちぼち帰っていっただって。 

 



大事な馬が死んじまって、若者はとても悲しんだだえね。そして、馬が好きだったエノキの木陰
こかげ

にお墓
はか

を

作ってやっただってさ。それからというもの、大雨が降って、どんなに瀬戸川
せ と が わ

が暴
あば

れても、その堤
つつみ

だけは

切れることがなかったていうこんだよ。与作の暮らしている村を守っているかのようだったてさ。いつの間

にか、馬のお墓
はか

は馬頭
ばとう

観音
かんのん

と呼ばれて、川
かわ

除け
よ

地蔵
じぞう

として村人から大切にされるようになったそうだよ。 

いまでもお地蔵
じぞう

様の広場はきれいに掃
は

き清められ、花が飾
かざ

られている。花を手向け、手を合わせるのは村

人だけじゃあなかっただよ。そこで、時折
ときおり

河童
かっぱ

の姿が見られるって言うこんだよ。 

むかし、むかしのことだらね。 



わしは人間を食った。もちのように柔

らかい子どもの肉をな。

遠い遠い昔の話だ。

しかし、御不動様の怒りはいまだ解け

ず、あれからわしは川の底で、大きな石

の陰に隠れ住むしかなくなってしまっ

た。

わしの名か。わしは滝沢ばんばあさ。

息をひそめ、重なり合う山々。いく億

ものしずくが万の木々よりしたたり落ち

る。

しずくは朽ちかけた落ち葉の問を通り抜

け、やがて透き通った流れとなる。

細い水脈はよじれ合いもつれ合って谷を

下り、底も見えぬ深い淵を造る。

ここは不動峡と呼ばれる山の奥。

村人はわしを「やまんば」と呼び恐れていた。

だだをこねる子どもも、「やまんばの住む滝沢の山に置いてくるよ」の一言でおと

なしくなった。

日が暮れると滝沢の村人はぴたりと戸を閉め、かんぬきをかけるという。

夕日が山に隠れた頃、わしが気だるい眠りから覚めるからだ。

滝沢ばんばあ
山田 辰美

湿った空気に包まれた谷の底では、静けさが夕暮れを早め、滝の音が一際増す

頃、わしは目を覚ます。

大きなもみじの根が岩を抱き、ほら穴を造る。垂れ下がるシダがほら穴の入□を

おおい隠している。そこがわしの住みかだった。



ある日、村では子どもが帰らぬと大騒ぎになった。

奥山にヤマガラ捕りに行ったまま、一晩たってももどらなかったのだ。

きっと、やまんばのしわざにちがいないということになった。

そして、とうとう村人は御不動様にすがり付いたのだ。

遊びに夢中で日暮れに気付かぬ子供を、わしがねらっているといううわさ

があったからだ。

足もとから、がらがらと音を立て岩石が

崩れ落ちていく細い道をたどり、山ふと

ころ深く分けいると、御不動様が守ると

言う滝がしぶきを上げている。

村人は供物をささげ、手を合わせひざ

を折って祈った。

子どもが帰りますように、二度とこんな

ことが起こりませんように、そして、や

まんばをこらしめて欲しいと。

山菜や木の実がふんだんに稔る年はいい。

だが、木々が実をつけぬ年はヘビや力エルも減って、腹ぺこで腹ぺこで厳し

い冬を迎える。

蓄えの食い物がなくなり、木の根をしゃぶった。

そんな時、空腹に耐え切れず、わしは人間を食った。

夜道に迷って崖から落ちた旅人、口減らしに捨てられた赤子。

いけないか。そうしなければ生きてゆけなかったのだ。

庄屋を先頭にいく人もの村人が滝沢村から、奥へ奥へと川沿いの山道を進んだ。

「子どもを返して。私ん命をやるで、

あの子を返してやあ。」

身を引き裂かれたような母の叫びが、

滝の音をかき消してこだました。

声は御不動様に届いたのか、滝が激

しさを増した。



その夜、冷たく固い石を枕に眠っていたわしの夢に、御不動様とやらが現れて

こう言った。

「人を食うな、人の子を決して食うな」

だがわしはどうすればいい。

きびしい山に追いやられたこの年老いたばばが、どうやって命長らえばいい。

腹をすかすのが辛かったり死にたくないのは、どんな生き物でも同じはずだ。

それに、子どもがあやまって崖から落ちたり、淵にはまるのも、みんなわしのせ

いなのか。

御不動様は悲しそうな顔をしたっけ。

そして、目覚めたときにはこの姿さ。

ぬんめりとした体、しらが頭を振り乱し川底の石の間を隠れ泳ぐこの姿さ。

もう人を食う必要はない。これでよかったのかもしれぬ。

流れの中は、カゲロウやトビゲラなどうまい虫がたくさんいるからな。

人問はわしの素性を知ってか知らずか、魚になりはてたわしのことを

「滝沢ばんばあ」なぞと呼ぶ。

ふん、今だに嫌われ者さ。魚になっても悪さをするからな。

アユやハヤといった魚を手つかみしようと、石の裏を探る子どもらが、わしの

眠りを覚ますからじゃ。

それで、子どもらの指をチクリと刺してやるのさ、毒のある背びれと胸びれで

な。

やつらはあわてて手を引き、痛がってわしのことをうらめしげに見る。

へヘヘ、このくらいの悪さなら御不動様も許してくれるだろう。



子どもたちよ、おもしろかったか。こわかったか。

この村には山や川に暮らすたくさんの生き物のその数だけ、心おどる物語があ

る。

知りたいか。聞きたいか。

それなら子どもたちよ、よおく目を凝らし、よおく耳をすましてみることだ。

さあ、わしをこの狭いバケツの中から逃がしておくれ。

お前があんまり不思議そうに黒くていきれいな目でわしを見つめるんで、思

い出してみたが、さてさて、通じたかどうか。

里で出会うわしらにむやみに手を出してはならぬぞ。

川べりや木陰にじっとたたずみ、わしらの姿をみつけてごらん。

それから、わしら生き物に静かに心寄せれば、森や川にひそむとっ

ておきの物語を聞くのは、そう難しくはない。



瀬戸川昔話 7 

「きつねのこうやく」 

再話・絵：山田辰美 

 

1、 

これは藤枝の宿に伝わる昔のお話。 

昔と言っても江戸時代のことだよ。 

江戸時代は電車もなければ、自動車もなかった。 

この瀬戸川を渡る橋もなかったんだ。 

東海道を行き来する旅人は、仕方ないので川越え人足に 

背負ってもらって川を越えていたそうだ。 

瀬戸川の川べりに切り傷によく効く塗り薬が売られていたそうだ。 

｢狐の膏薬｣と呼ばれていたその薬のお話、お話―。 

 

こんこん、こんこん、 

「こーんばんは、悪いけえが」 

 

2、 

瀬戸川の土手の上にある川越え庄屋の玄関戸を誰かがたたいている。 

「うるせーなー、こんな夜中に誰だい」 

川越え人足のリキは杉板の戸の節穴から、そおっとのぞくと、 

そこには鼻筋が通った美しい娘が、月明かりの中立っていた。 



 

「何だ、今時分」 

「川向こうにいるおっ母さんの様態が悪いんです。 

すいませんが、向こう岸に渡してくれませんか。」 

お礼ははずみますから。」 

切れ長の目の娘は手を合わせて頼んだ。 

「よしきた」（化け物でもなさそうだ。） 

念のため懐に刃物を忍ばせてリキは身支度をした。 

 

3、 

「よっこらしょい。」 

リキは娘を軽々と背負って、川を渡り始めた。 

桜のつぼみがほころび始めたとはいえ、夜の水はまだまだ冷たい。 

「う、つめて―。おっかさんはそんなに悪いのかい。」 

「長患いの母を残して嫁いだのですが、虫が知らせて。気がかりで気がかり

で。」 

そんなやり取りをしているうちに、川を渡りきった。 

「久しく雨がなかったので、今日はひざ下だったから、五文おくれ。」 

「そうゆう訳にいきません。お陰で母の看病ができます。どうぞ十文取って

下さい。」 

４． 

「いいんだよ。孝行なあんたから余分な駄賃は取れねえよ」 



そんな押し問答をしていて、五文銭がリキの掌から落ちた。 

瀬戸川の石ころの川原にチャリンと音がするはずだが、はらりと 

静かに落ちた。 

＜ゆっくり引きながら＞ 

川原に落ちた五文銭は土手に生えているエノキの葉っぱに変わった。 

「てめー、」リキの表情が変わった。 

５． 

      ＜左に半分だけ引いて＞ 

「てめー、何もんだ。」 

そう叫ぶと、いきなり刃物で切りつけた。 

   ＜さっと、引き抜く＞ 

「あーっ」 

娘は身をひるがえして逃げようとしたが、二の腕を切られてしまった。 

「きゃいーん」 

   ＜折り込みを開く＞ 

娘は狐だったのだ。 

＜紙芝居をふせて＞ 

たいへんなことになったね、狐の娘はどうなっちゃうのかな。 

それでは、続きをお話しましょう。 

数日たった晩のこと、 

こんこん、こんこん、 

「こーんばんは、悪いけえが」 



聞き覚えのある声だった。 

 

6、 

「この化け狐め、性懲りもなしに又来たのか。」 

「悪気はなかったのです。堪忍してください。 

リキさんのお陰で、母の死に水を取ることができました。」 

「そうかい、おいらも切りつけたりして悪かったな」 

「お願いです。私の手を返していただけませんか。」 

「今さら腕を返してもどうにもならんら」 

狐の話によると、一族に伝わる塗り薬を使えば、腕は元に戻ると言うのだ。 

リキは腕と引き換えに、薬のこしらえ方を教えてもらうことにした。 

それから間もなく、川越え衆の用いる塗り薬はよく効くと海道筋で評判にな

った。 

リキは川越え人足を止めて、瀬戸川の川べりに薬屋を出したそうだ。 

     ＜表紙の絵にもどして＞ 

その店の看板には狐の絵が描かれ、狐の膏薬と書かれてあったということだ。 

ちょきん、おしまい。 


