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【名前】 

石塚 真梨 

 

【出身】 

千葉県 

今は埼玉でひとり暮らしをしています。 

 

【大学】 

立教大学観光学部交流文化学科 3年 

 

立教と言っても池袋キャンパスではありません。

埼玉県にある新座キャンパスに通っています！

一般的イメージの立教とはちょっと違うかもし

れません笑 

 

【趣味、サークル】 

旅行、おいしいものを食べること 

 

サークルは学園祭実行委員で、学園祭に参加す

る学生グループと前期の段階から連絡を取り合

い、準備・調整をしていく活動をしています  

もうひとつは「日本再発見塾」という外部団体

に所属していました。都市に人口が集まる昨今、

地方では深刻な過疎化が進んでいます。けれど、

地方の小さな村や町にこそ、モノの豊かさでは

ない、都市では忘れられてしまった豊かさや先

人の知恵が生活の至る所に残っています。その

生活文化を見直すことで、地域の魅力を再発見

しようということを目的に活動していました！ 

具体的には毎年ひとつの村や町を選び、地元の

人が主体となって一泊二日の塾を計画・開催し

ます。地元にヨソ者が入ることで、地元側とヨ

ソ者の双方の発見を大切にしています。 

 

【なぜ当麻町にしたか】 

・日本再発見塾で農家さんにお話を伺う機会があ

ったことや、今年の 3月に農業ボランティアへ

行ったこと、祖母が農家であることから農業や

地域振興に興味があったことから、農業が基幹

産業での当麻町へ実際に入って直接見聞きした

いと思ったからです。 

・当麻町の事業プログラムの多様性に惹かれ、農

業や福祉、地域資源の発掘など、多方面から学

ぶことができるではないかと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮装盆踊りにて。エイトレンジャー・ピンク。 
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【名前】 

冨田 真緒【出身】 

茨城県 

つくば市。比較的最近開発された、人工のまち

です。半分都市、半分田舎という環境です。 

今も住んでいます！ 

 

【大学】 

東京大学文科一類 2 年 

 

文科一類というとよく分かりませんが、法学部

だと思ってください。 

 

【趣味、サークル】 

小さいころピアノを習っていたので、今でも気

分転換に弾きます。 

大学では日本舞踊のサークルに入っています。

姿勢がよくなり、浴衣や着物を着られるように

なり、いいこと尽くしです。 

また、勉強系サークルのようなものに入ってい

ました。 

弁護士の方が講師を務めているゼミで、労働、

医療、マスメディアなどについて調べて発表し

ていました。 

その中でも、弁護士、官僚、医師、看護師、NPO、

マスメディア関係者などに直接お話を聞けたこ

とが非常に面白かったです。 

本を読んだり勉強したりするだけではなく現場

に入ることを重視する価値観をもつきっかけと

なる活動でした。 

 

【なぜ当麻町にしたか】 

まず、募集要項の文章の密度が明らかに濃かっ

たからです。 

また、農家生活を体験し、福祉や森林利用にも

関われるプログラムが魅力的でした。 

1 年生の授業で高知県の農村にフィールドワー

クに行き、3 度被災地を訪れ、森林の授業を受

けたことで、農林水産業に興味を持っているた

めです。 

さらに、比較的長い期間にわたる研修であった

ことも理由の一つです。 

大学生活のうち余裕がある時期なのだから、や

るならとことんやりたいと思い、3 週間以上を

原則とする当麻町を選びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮装盆踊りにて。エイトレンジャー・オレンジ。 
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8 月 3 日 1 日目（石塚） 

 

私たちインターン生は、旭川空港へ向けて出発し、

旭川空港からバスや電車で当麻町役場まで来る

ことになっていました。そして、菊川町長へ表敬

訪問に伺い、歓迎会を開いていただきました  

 

が、私は初日からハプニング発生でした 活動の

様子とはズレますが、そのことについて書こうと

思います！ 

 

最寄り駅に向かうと電車が人身事故 まったく

動かず、人で溢れ返っていました。振替のバスが

出ているかと思えば長蛇の列で、電車が動き出し

たかと思えばひと駅ひと駅でしばらく停止。初め

は間に合うだろうと思っていましたが、どんどん

時間は過ぎていきました  

空港についた時にはやっぱり間に合わず、それで

も役場の方々のおかげで１９：３０には当麻町へ

到着。歓迎会に合流することができました！ 

 

歓迎会に来てくださったのは、町長、副町長、役

場の皆さん、それから民泊させていただく農家の

皆さんとかたるべの森等でお世話になる横井さ

ん親子。遅れてしまいましたが、暖かく迎えてい

ただいてとてもホッとしました。お酒を飲みなが

ら楽しい時間となりました 皆さんとのお話の

中で印象的だったのは、誕生日プレゼントのお話。

当麻町では、誕生日の子供には絵本を、お母さん

には当麻町の名産「大雪のバラ」を一軒一軒訪ね

て送っているそうです １歳の誕生日には町長

が、その後は役場の方が、そして小学校の先生へ

と誕生日の素敵な役割は引き継がれて行くそう

です。これも小規模な町ならではの、素晴らしい

取り組みだと思いました。 

 

8 月 4 日 2 日目（冨田） 

 

本日は当麻町視察一日目でした。概要を報告しま

す。 

 

まずカントリーエレベーター（お米の乾燥、精選、

出荷などのための設備）、集荷場、育苗施設など、

農協施設の視察です。 

驚いたのは、規模の大きさ…！ 

単協とは思えない、充実した施設でした。 

高齢化などの対策として労働力を削減する役割が

大きいそうです。特にお米用のカントリーエレベ

ーターやスイカの糖度や空洞を検査する施設は画

期的だと思いました。 

施設の維持管理につけても、営農教育につけても、

高い技術を持つ農協の方々の農業への熱意、誇り

が感じられました。 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1  

農協職員の斉田さん。カントリーエレベータ―に

ついての説明をしていただいているところです。 
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次に、郷土資料館の視察です。 

資料館の楢崎さんに、当麻の、さらには日本の歴

史・文化について説明をいただきました。 

屯田兵による開拓時代のお話を聞き、稲作を開始

するに伴い大変な困難があったことを知り、屯田

兵たちとその家族の偉大さを改めて感じました。 

体験談や裏話も交えた説明をお聞きすることがで

き、ただ展示を見るだけでは伝わらない、郷土の

歴史や文化の深さを知ることができました。 

本当はもう一度行って裏話をたくさんお聞きした

かったのですが、時間がなくて叶わず、残念です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-2  

農協職員の三浦さん。きゅうりや菊の集荷場の説

明をしていただいているところです。 

写真 2-3  

農協職員の大平さん。育苗施設についての説明を

していただいているところです。 

写真 2-4  

当麻町郷土資料館の楢崎さん。にこにこしなが

ら、おもむろに展示してある道具を手に取りつ

つ、楽しそうに説明してくださいました。 

コラム 屯田兵と開拓（冨田） 

北海道の郷土文化を勉強して印象的だったのは、

屯田兵時代の歴史に誇りをもっていることです。

北海道の歴史が比較的浅く始まりが屯田兵にあ

ることは知っていたのですが、部外者の私は屯田

兵以前の文化と歴史が存在することを意識して

しまっていて、屯田兵による開拓と現代のつなが

りへの認識は薄かったようです。 

実際に、「この家の家系はもともと屯田兵」「この

家（あるいはこの地域）の家系はもともと○○県

から来た人たち」などという話を何回か聞きまし

た。屯田兵以後の歴史が浅いことが、逆に他の地

域よりも家の歴史を強く意識する原因となって

いるのかもしれないと思いました。 
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そして、水稲＋でんすけすいか農家の高橋さんご

一家。 

スイカの栽培方法について基礎からとても丁寧に

教えていただいたほか、作付時期、経営形態、使

用している機械などについてもお聞きしました。 

後継者である息子さんは、他の道を考えることな

く、代々続く農家を継ぐ決心をされたようです。

現在後継者が少なく、農家さんも必ずしも子ども

に継ぐことを強制しないと考えていた私にとって

は、少し意外でした。 

しかしそれも、ご両親が後継者のための基盤をし

っかり作ったことが影響しているのだと思います。 

これからの当麻町の農業を担う世代になる息子さ

んの方から新たな将来のビジョンが出てきたとき

には、またお話を伺いたいです！ 

 

 

 

 

 

 

 

次に、バラ農家の土井さん。 

ご友人の三田さんと組んで大阪から当麻に移り、

就農されたそうです。 

バラは消費者の嗜好に左右されやすい点が難しそ

うだと感じました。 

しかし、競争力が必要で出荷までの作業が多いに

も関わらずプライドを持って栽培を続ける土井さ

んを見ていると、品質の高い当麻のバラは今後も

っと人気が出るのではないかと思いました。 

私も、プレゼントされるなら当麻のバラがいいな

…（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、有機トマト農家の河島さん。 

東京でマーケティング部門のお仕事をされていた

からか、考察力・判断力・冷静さを兼ね備えた方

だと思いました。 

「農家さんは経営者」と聞いていますが、経営の

面について、農家さんをサポートする人の幅が広

がると、農業の維持・振興につながるのではない

写真 2-5  

高橋さんご一家。でんすけすいかとお米の栽培に

ついて、ご家族三人（右からお父さん、お母さん、

息子さん）に話を伺いました。 

写真 2-6 

土井さんに、バラ栽培についての説明をしていた

だいているところです。 

コラム TPP と日本の農業（冨田） 

バラについては、当麻のバラの品質があれば TPP

の影響はそこまで受けず、他の売上を伸ばしてい

る国あるいは日本内の他の農家との競争が厳し

いと聞きました。私は TPP というと「農業」に

影響があるという印象を受けていましたが、よく

考えれば育てている作目、地域によって違うのだ

とわかりました。みなそれぞれの立場を主張しま

すが、広い視点をもって全体像を眺めたりその中

で国として決断を下さなければいけない難しさ

を改めて考えさせられました。 
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かと思いました。 

若手の農家さんの展望を深く伺う機会が他にもあ

ると、当麻町の農業をより広い視点で見ることが

できるようになるのではないかと感じました。 

 

 

 

 

 

 

ということで、密なスケジュールの中で多くの人

のお話を伺うことができ、刺激的な 1 日となりま

した！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 年前に開拓使が当麻町を切り拓き、いち早く

稲作を行っていたのが、今では権威ある歴史とな

り、当麻町を支えています。 

また、減反政策実施後、お米とともに作る作目と

して思い切ってスイカを選択したからこそ、今で

は「でんすけすいか」がブランド品として当麻町

を支えています。 

現在も、お米や当麻の主要 7 品目（トマト、ミニ

トマト、きゅうり、でんすけすいか、菊、バラ、

カーネーション）を JA 当麻のもとで研究されてい

ますし、それとは別に有機農家の方々も精力的に

活動されています。 

これらが将来の当麻町にとって重要な歴史になる

のだと思い、現在当麻町で行われている農業への

関心が一層高まりました。 

 

また、どの農家さんも、考え方や価値観の違いは

あっても信条やこだわり、プライドがあるという

ことがよく分かりました。 

どの人も、心から尊敬できる職業人だと感じまし

た。 

だからこそ、もっとその「思い」を引き出したか

ったというのが、本日の反省です。 

今後、それぞれの農家さんの、農業あるいは自分

の育てている農産物への「思い」をもっとお聞き

したいと強く思いました。 

 

休日にもかかわらず、お忙しい中ご協力してくだ

さった当麻町の皆様、本当にありがとうございま

した。 

 

 

コラム 生業としての農業（石塚） 

農家さんに実際にお話を伺う前、私は勝手に「農

家の方は「手に職をもつ」仕事として農業に誇り

をもち、単なる仕事としてだけでなく、ライフワー

クとして捉えているのではないか」とい考え、その

ような答えが返ってくることを予想していました。

しかし、実際は「農業は仕事、生活するための生

業であり、人生の楽しみはまた別」とする声が多

く、私にとっては驚きでした。しかし、個人経営で

ある農家さんは毎月の収入が会社によって保障

されているわけではなく、自分の成果がその月

の生活費そのものになります。「生業」の意味、

そして農業の厳しい現実を改めて認識したように

思います。 

写真 2-7 

河島さんに、有機トマト栽培についての説明をし

ていただいているところです。 
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8 月 5 日 3 日目（石塚） 

 

今日はあいにくの天気。関東に比べてより一層涼

しく感じられました。 

 

今日からいよいよ農業体験が始まります！私た

ちはこのインターンの間に３件の農家さんのお

宅に泊まらせていただき、農作業の体験をします。

最初にお邪魔したのは、福山さんご夫妻のお宅。

福山さんは、３０代の時に会社を辞めて北海道で

有機農業を始められました。現在は当麻町に住み、

安心安全な多品目の野菜をつくり届けています。

また、これまでに多くの北海道内外の農業研修生

を受け入れ、地域の担い手の育成に尽力されてき

た方でもあります。 

 

農業体験初日は、ほうれん草の畑の草刈り！野菜

の手入れ、収穫、出荷とさまざまな仕事をこなす

農家さんは、草取りだけに時間をとられてしまっ

てはなかなか仕事が進みません。福山さんの奥さ

んは、きゅうりを収穫した「ついで」というよう

に、ちょっとした時間に草取りをするようにして

いるそうです。そうはいっても、夏の間は雑草だ

って他の植物と同様にとっても元気。ぐんぐん伸

びていきます。 

 

 

朝５：３０～７：３０の約２時間作業しましたが、

取り終えることはできませんでした お母さん

の仕事の速さには到底追いつけない私たちでした

 

 

朝食のあとは、今日も当麻町巡り。最初に向かっ

たのは、「当麻鐘乳洞」（※当麻鐘乳洞の「鐘」

は「鍾」ではなく、「鐘」の字で記します）。昔、

２頭の龍が当麻町の大空を飛びまわっていたと

いう蟠龍伝説の中で、「当麻鍾乳洞」は龍たちが

休む場所だとされていていました。規模は大きく

ありませんが、質が良いとされる鍾乳石が広がる

空間は神秘的です。また、鍾乳洞のすぐ裏手には

「鍾乳洞グリーンパーク」と呼ばれる豊かな自然

を楽しめる散策路が広がっています。 

 
 

 

 

 

次に向かったのは、パピヨンシャトー。１万点も

の昆虫の標本が展示されています。虫が得意とは

いえない私たちですが、色鮮やかな蝶やコガネム

シには思わず見入ってしまいました。 

写真 3-1  

左はキュウリ。 

右奥のほうれん草畑で草取りをしました。 

写真 3-2  

ところどころでライトアップされ、鍾乳石の 

より幻想的な姿が浮かび上がります。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120808/15/toma-intaan/7d/d7/j/o0300040012123254804.jpg
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夏休みということもあり、館内では男の子たちが

熱心に見ている姿が見受けられました。パピヨン

シャトーのすぐそばにはキャンプ場があり、いく

つかのテントが張られていました。アスレチック

やテニスコートなど、家族で楽しめるアウトドア

系施設が集まっているようでした。 

 

鍾乳洞もパピヨンシャトーもひとつひとつが興

味深くてすてきな施設だと思いました。同時に一

度きりの訪問ではなく、何度も訪れてもらうため

の仕組みがあれば、より地域の中で輝く資源にな

るのではないかなと感じました。 

 

昼食後に立ち寄ったのは「道の駅 でんすけの家」。

ここでは当麻町に来て初めて「でんすけすいか」と「あ

づまメロン」を食べました。どちらも当麻町の特産品で

す！でんすけは外見が一般的な縞模様ではなく真っ

黒であることと、シャキシャキとした歯ごたえのいい触

感と強い甘みが特徴です。でんすけの由来は、俳優

大宮敏光さんのようにみんなに愛される存在になっ

てほしいという願いと、減反政策で「田んぼを助ける

田助」という意味を込めてつけられました。あづまメロ

ンは青い果肉とさっぱりとした甘みが特徴です。どち

らもとっても美味しかったです♡お腹いっぱいでしたが、

食後のデザートとしてしっかりいただきました！ 

 

その後、東地区に住む伊藤さんを訪ねました。伊

藤さんは、旭川で喫茶店を営み、薬品も肥料も一

切与えない自然農法による野菜栽培をされてい

ます。ご自身が農業を始められた経緯や自然農等

についてお話しいただき、経済性を重視してきた

結果引き起こされた現象、生きていくうえで大前

提となる食の安全性について、今一度考える機会

となりました。 

 

いったん福山さん宅へ帰って、福山さんのお孫さ

んと一緒に蟠龍まつりへ 私たちも千人踊りに

参加する予定でしたが、雨のために踊りは中止

ここにきて初めての町内行事に参加できること

を楽しみしていたので残念です。でも、福山さん

の地区の集まりに参加させていただいたり、蟠龍

おどりや花火を見たりと十分お祭りを満喫しま

した♪ 

 

 

 

 

 

 

写真 3-3 

世界中の昆虫の標本が集められています。 

目が覚めるくらい鮮やかなブルーの蝶は宝石

のようです。 

写真 3-4 

煙の中表れたのは、蟠龍おどりの大きな龍！ 

銅鑼（どら）が鳴り響く中を舞う姿は圧倒され

ます。３歳のお孫さんにはちょっと怖かったみ

たいです笑 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120808/15/toma-intaan/19/2c/j/o0400030012123265595.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120808/16/toma-intaan/4e/fc/j/o0300040012123310855.jpg
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最後のフィナーレは花火。夜空に華やかにうちあ

がる花火はとってもきれいでした！年齢に関係

なく地域の人が集まる地域行事の役割にはいろ

んな可能性があるんじゃないかなとも改めて思

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 6 日 4 日目（冨田） 

 

今日の担当は冨田です。 

本日は、福山さんのお宅で簡単な農作業を体験さ

せていただきました。 

 

まずは、畑を案内していただきました。 

それぞれの畑で、品種とその特徴や栽培方法につ

いての質問に答えてくださいました。 

とにかく、作目がたくさん！そして、同じ野菜で

も品種がたくさん！ 

普段食べている野菜や見たことのない品種が生き

ているのを見ると、もう大人なのに、なんだかわ

くわくしてしまいました。 

体力的・技術的な側面での苦労があると思うので

すが、これだけ様々な作物を育てていらっしゃる

のは、驚きでした。 

 

午前中は、ご近所の岸本さんのブルーベリー畑で、

福山さん（お母さん）が関わっている NPO 旅とぴ

あの活動の一貫として、知的障害のある子どもに

よる収穫イベントが行われました。 

熟したブルーベリーの見分け方や収穫の仕方を教

わったのち、子どもたちは、時折ブルーベリーを

ほおばりながら、パックいっぱいの量を収穫しま

した。 

ブルーベリーは一粒一粒で甘さが違うので、3 粒

一緒に食べると甘味も酸味も味わえておいしいと

教えていただきました。私たちもいくつか食べさ

せていただき、おいしくてとっても幸せな気分に

なりました♪ 

 

写真 3-5 

左から福山さんの奥さんとお孫さん、福山さ

ん、インターン生 冨田 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120808/16/toma-intaan/d5/13/j/o0400030012123312010.jpg
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私は小中学校に知的障がいを持った子どもたちが

いたのでそのような人たちに接したことはあるの

ですが、やはり最初はコミュニケーションの取り

方が分からず戸惑ってしまいました。 

しかし、難しく考えずに相手の気持ちを感じ取れ

ばいいのではないかと思い、一緒に収穫をしてい

ました。 

成功したかはわかりませんが、子どもたちが楽し

そうにおいしそうにブルーベリーを食べている姿

を見ると、とてもうれしく思いました。 

かたるべの森でもっと成長したいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の農作業一つ目は、昨日の続き、ほうれん草

畑の雑草抜きです。 

昨日の雑草抜きのあと、ほうれん草はへたっとし

ていたのですが、今日はまっすぐうえを向いて育

っていました。ほうれん草ってすごい！ 

しかし、同じように雑草も大きくなっていました。

雑草ってすごい…。 

おぼつかない手つきで始めたものの、少しずつ効

率よく作業する工夫をすることができるようにな

り、完成！ 

 

 

写真 4-1 

岸本さんのブルーベリー。これらを一気にほおば

るととっても幸せです。 

写真 4-2 

まりちゃんと、参加した子どものツーショットで

す。楽しそう。 

写真 4-3 

私とまりちゃんで、雑草抜きをした畑をバックに

撮りました。 

コラム 障がい者と旅行（石塚） 

高齢者のための旅行については講義を受けた

ことがありましたが、障がい者のための旅行に

ついては考えたことがありませんでした。無意

識に「障がい者と旅行」は結びつかないものと

していたのだと思います。しかし今後の観光産

業において、高齢者も障がい者も無視するべ

きではありません。上記のように「○○のため

の旅行」にという特別視でなく、一律誰もがど

の旅行にも行けるように、高齢者や障がい者、

そして旅行そのものに対する認識が変化して

いくといい、という福山さん（奥さん）のお話が

とても印象的でした。 
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達成感がありましたが、農家さんは他のメインの

仕事の合間にやらなければならないので、こんな

に呑気にはやってはいられないのだな…としみじ

み思いました。 

 

さらに、生協への出荷の様子を見学させていただ

きました。 

生協で売られている食品たちは、北海道内で札幌

と旭川の二か所にある集・出荷センターに集めら

れ、当日朝に各店舗へ配達されるそうです。 

スーパーなどでの仕入れの仕組みはよく知らなか

ったのですが、生協の人が売上高を見ながら量や

価格を指定しているのですね。 

普段の生活に関わるのに消費者側では見えないと

ころを知ることができ、興味深かったです。 

余談ですが、福山さんは、ひょんなことから生協

に出荷するようになったそうです。やはり人との

つながりは大切なのだと思いました。 

 

一日を通して感じたのは、「裏側を知る」ことの大

切さです。 

私も含めて多くの人は、値段や見た目を考えなが

らスーパーなどに並んだ野菜を手に取り、調理し

て口に入れるだけで終わってしまいます。 

しかし実際は、生産者の方々が手間暇かけて作物

を育て、場合によっては包装も行い、様々なルー

トに沿って流通し、そうしてやっと消費者の手に

わたるわけです。 

一連の流れを追えば、私たちの食生活のために多

くの制度が存在し多くの人が働いていることを知

ることができ、食べ物とそれに関わる人々の大切

さを感じることができます。 

最近少なからず農業体験に興味を持つ人が増えて

きているのもわかる気がします。 

年齢関係なくどの消費者もこのような側面を見よ

うとすること、また生産者側もこれらを見せるこ

とが重要だと実感しました。 

 

8 月 7 日 5 日目（石塚） 

 

今日は１日、福山さんのお宅で農作業のお手伝い

午前中はまず、いんげんの苗を支える支柱をた

てました。プラスチックの棒を苗のすぐの横にた

てて、ビニールひもを使って、苗を支柱に緩めに

固定します。この固定の仕方によって、成長の方

向や実の付き方に影響が出てきてしまいます

実り具合に大きく関わる作業に私たちもドキド

キ お母さん（福山さんの奥さん）に教えていた

だきながら作業を進めました。 

 

 

写真 5-1 

まだ若い苗の幹や茎はとても柔らかくて、ちょ

っと力がかかっただけで折れてしまいます

優しく丁寧に扱わないと！ 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120811/23/toma-intaan/59/69/j/o0300040012129466518.jpg
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そのあと、同じ地区に住む藤原さんも来てくださ

って茄子のハウスの草取りへ。藤原さんは、数年

前に当麻町へ来て新規就農し、週２回福山さんの

お宅に農作業の手伝い・勉強をしに来ているそう

です。 

今回の草取りは「手」だけじゃなく、「かま」を

使いました。使い方を説明してもらい、頭では一

応わかっているのですが、やってみると難しい

(＞＜;)それでも午前中で一通りきれいになりま

した  

 

お昼ご飯は、福山さん家の有機トマトをたっぷり

使ったミートソーススパゲティ トマトの甘み

と酸味に、福山さん（お父さん）の隠し味が加わ

ってクリーミーで絶妙な味に！ 

  

 

 

 

午後からは、場所を変えてニンジン畑の草取りと

間引きをしました。夏の暑さに負けずニョキニョ

キと成長したニンジンは、ひしめき合って葉を伸

ばしていきます 今後ニンジンが上手く成長で

きるように、適度に抜いてひとつひとつの間をあ

けるのが「間引き」の作業です。種をまくときに

間をあけないのは、ニンジンは隣り合った植物等

と競い合う性質があるといわれ、その性質を生か

して成長をよくするためだそうです！ 

 

 

写真 5-2 

楽しそうに作業するまおちゃん。 

麦わら帽子もすてきです  

写真 5-4 

ニンジン畑にて。まるで見た目は農家のおばあ

ちゃん二人組 雑草と一緒にニンジンまで抜

いてしまいそうでひやひや。 

写真 5-3 

たっぷりミートソースをかけて、いただきます

 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120811/23/toma-intaan/ba/b8/j/o0300040012129449721.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120811/23/toma-intaan/d1/a1/j/o0300040012129449723.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120811/23/toma-intaan/8a/bf/j/o0400030012129441494.jpg
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草取りは地道な作業ですが、美味しい野菜を育て

るための大事な仕事のひとつです。しかし、個人

経営とほぼ変わらない農家さん。多くの作業を自

分たちでこなしていかなければならないため、草

取りはどうしても優先度が低くなってしまいます。

私たちの作業の速さは相変わらずですが、少しで

もお手伝いになっていたらなと思います。 

 

それから、作業終わりにこんなものを発見  

 

 

 

 

きれいに赤肉が食べられてしまっていました。き

っとキツネの仕業だろうということでした。キツ

ネが食べたということは、それだけ甘くておいし

いということですが、最後にとられてしまうのは

すごく残念です…福山さんは、今後はネットをか

ぶせて対策するそうです。自然の恵みをいただく

ともいえる農業ですが、同時に自然（動物も）と

の戦いでもあるのだなと改めて感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜は、林さん（当麻町役場の方）に来ていただい

て、近況や報告会について等を話し合いました。

お世話になった分を少しでもお返しできるよう、

まとめ作業も頑張らないと！ 

 

 

 

 

 

写真 5-5 

まるまる赤肉を食べられてしまったスイカ。 

写真 5-6 

最後に夕食の様子ヾ(＠^▽^＠)ﾉ 

今日は野菜たっぷりカレーです！ 

 

コラム 野生動物と農業（冨田） 

去年岩手県に行ったとき、シカによる害が増えて

問題になっているという話を聞きました。今回当

麻に来ると、クマ、キタキツネ、アライグマなど

との戦いだと聞きました。都市部と違って、農林

課の方できちんと捕獲用の柵を用意することに

驚きました。 

一方で、人間の都合で殺される野生動物のことを

考えると少し心が痛みました。富良野市の博物館

で野生動物についての展示を見てきたのですが、

車に轢かれた動物の写真を見ると何とも言えな

い気持ちになりました。人間のせいで増えたアラ

イグマが殺されていると聞いたときにも、いたた

まれない気持ちになりました。 

けれども、それは重々承知していても悠長なこと

は言っていられないのが、農業の厳しさなのだと

思います。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120811/23/toma-intaan/01/9b/j/o0400030012129449724.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120811/23/toma-intaan/b4/ef/j/o0400030012129441495.jpg
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8 月 8 日 6 日目（冨田） 

 

今日は、研修最後にある報告会に向けてまとめを

しなければならないこともあり、午前中だけ農体

験でした。 

まりちゃんは宅配について行ってしまったので、

私だけ作業です（笑） 

 

一つ目は、包装です。 

以前は他が盛りだくさんで詳しく述べられなかっ

たので、どのような流れで作業するのか、写真を

使って説明をします！ 

 

まず、袋。穴が空いているものを使います（空い

ていないと、袋が曇ってしまいます）。 

 

次に、シール張り。有機 JAS マークと、品目を書

いたシールの 2 つです。 

有機 JAS マークのシールを張るのは、このような

道具を使ってやります。 

また、品目を書いたシールに書いてある「グルー

プ'84」というのは、福山さんをはじめ数軒のご近

所の有機農家さんが作ったグループだそうです。 

 

 

 

 

 

話を戻して、最後に「がっちゃん！」とシールで

とめます。 

野菜を傷めず、しかしスピーディーに作業するの

が大変です。 

そして最後にコンテナに詰めて完成♪ 

 

 

 

 

 

地域で多く生産されている作目を作っている農家

さんの場合、出荷先の農協でこのような包装をし

てもらうことができます。 

福山さんのお宅など、自宅への配送や生協への独

自の出荷を行っている農家さんは、自分たちで作

業しなければならないわけです。 

昔から行われていることではあると思うのですが、

これにかける労力を野菜たちの方に費やせたら…

と思ってしまいます。 

 

さて、二つ目はピーマンの収穫です。わくわくど

きどきっ 

お店で売っているような大きさのピーマンがあっ

写真 6-1 

この道具を使ってシールを貼ります。慣れてくる

と便利さを実感しました。 

写真 6-2 

なすを詰めてシールでとめるとこうなります。よ

くスーパーで見かける包装です。 
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たら、ヘタぎりぎりではさみで切り落とします。 

雑草抜きを通して野菜たちへの愛着が湧いてきた

ので、ピーマン一つ一つを見ながらどれを切ろう

か考えるときも、なんだか優しい気持ちになって

作業していました。 

 

実は、これで福山さんのお宅での農作業はほとん

ど終わりです。 

一連の作業を通して、驚くほど作物たちへの愛着

が増大しました。 

袋詰めでも収穫でも、何をしているときにも野菜

と会話しようとしています（ピーマンに向かって

「お前、大きいなぁ」とか…）。 

農家さんは栽培からずっと作物たちを見ているの

だから、いつかそれらを売ってお金にすることを

主眼としていても、特別な感情を持って作物と接

しているのかな、と感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 9 日 7 日目（石塚） 

 

今日は別行動の日。私は何をしたかというと・・・

大雪山の縦走へ行ってきました！北海道の中央

に位置し、１９３４年に大雪山国立公園に指定さ

れました。面積は神奈川県とほぼ同じ約２３万ヘ

クタールで、最高峰は旭岳の標高２２９０メート

ルです。私は今回、役場の林さんと瀬戸さんのサ

ポートの元、旭岳～中岳～黒岳の縦走コースを歩

いてきました ちょっと雨が心配でしたが、登る

ときには最高の天気に恵まれました！本格的な

登山は今回が初めてなのでドキドキ！服装だけ

はばっちりです笑 

 

まず旭岳へは途中までロープウェーを使ってい

きます。だんだんと高くなる景色を見ていると自

然とワクワク ロープウェー乗り場からほどな

く見えてくるのが、姿見の池  

 

 

 

 

 

写真 7-1 

自分の姿を写すことは出来なかったけど、逆さ

まに映る山と太陽の光がとてもきれいでした。 

コラム 農作業以外（冨田） 

農体験をして意外だったのは、「農作業」という

言葉からイメージする育苗や土づくりなどなど

ではなく、シール貼りや袋とじで、多くの時間が

とられていることです。農協さんで包装してくれ

る作目を育てる農家さんの場合でも、集荷場など

に任せるときにはお金を払わなければいけませ

ん。農業というイメージだけで勝手に想像してし

まうのはよくないと思いました。これから深刻化

するであろう高齢化に対応するために集荷場で

の包装を行っているようですが、国が補助を出す

などしてより農家さんの負担を減らすことを考

えないと、日本の農業はもたないと感じていま

す。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120813/17/toma-intaan/dc/fd/j/o0300040012132454057.jpg


20 
 

ここまではハイキングみたいなもの。いよいよこ

こからが旭岳登山です！ 

 

大きな岩や石が散らばる山肌を少しずつ登って

いきます。登り慣れるまではキツイけれど、なに

より休憩のたびに眺める景色が絶景！だんだん

景色が遠くなっていくごとに頂上への気持ちが

高まります  

 

 

 

 

 

はるか遠くに見える町、そして広がる雲海。当麻

町方面は雲がかかっていて見えませんでしたが、

美瑛方面は雲がなく見渡すことができました。ア

イヌでは大雪山のことを「カムイミンタラ（神々

の遊ぶ庭）」と呼んでいるそうですが、本当に雲

海を駆け回っていたのではないかと思えるほど

素晴らしい景色を見ることができました ここ

から中岳、黒岳を目指します！歩くたびに変化す

る山の表情。茶色や赤褐色の険しい山肌が露わに

なったところ、小さな高山植物の可憐な花、動物

の形をした雪渓。ここからはその多様な表情を載

せたいと思います  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7-2 

旭岳登頂ヾ(＠°▽°＠)ﾉ疲れも一気に忘れて

しまいます！写真は当麻町方面。 

 

 

写真 7-3 

神秘的な雰囲気の「御鉢平」。 

写真 7-4 

色とりどりの高山植物が一面に花開く「雲ノ

平」。見ごろは７月中旬～８月初旬のため、

今回はだいぶ咲き終わっていました。次回は、

満開の花畑を見に来たいと思います。 

 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120813/17/toma-intaan/e3/82/j/o0400030012132460617.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120813/17/toma-intaan/e6/0a/j/o0400030012132454053.jpg
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最後の黒岳を登る前に、黒岳石室で昼食。たくさ

ん歩いた後、きれいな空気の中で食べるおにぎり

と味噌汁はより美味しく感じました 黒岳まで

の山道はゴツゴツした岩が多く見られ、「ナキウ

サギ」の声が聞こえるスポットでもあります。「キ

キッ」っという鳴き声はよく聞こえるのですが、

用心深い彼らには出会えるのはごく稀です。私も

「いたっ！」っと思って声をあげたとたんに逃げ

られてしまい、お尻しか見えませんでした。  

 

 

そして最後の頂上、「黒岳」に登頂！ 

あとは下って行くだけなのだなと思うと寂しい

気持ちになりましたが、ここまで楽しんで歩いて

これたことが嬉しかったです。無事に怪我なく下

山することができたのは、一緒に登ってくださっ

た林さん、連絡をとりサポートしてくださった瀬

戸さんのおかげです。本当にありがとうございま

した！ 

黒岳を下山後は、麓の「層雲峡温泉」へ行き、汗

を流してさっぱり ほてりを冷ますために、瀬戸

さんが見つけてくださった近くの滝スポットに

向かいました。私たちが見たのは「流星の滝」と

「銀河の滝」。ソフトクリームも食べて、最後ま

で満喫しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は農村の自然とは違う、北海道のダイナミッ

クな自然を目にすることができました。また、登

山は私自身初めてで、観光の一分野に触れること

ができ、勉強にもなりました。とにかくゆっくり

休んで、次の作業に響かないようにしたいと思い

ます！明日は筋肉痛かな？笑 

 

 

 

 

 

写真 7-5 

「銀河の滝」の前でパチリ！左から、林さん、

石塚、瀬戸さん 

 

コラム 国立公園の自然保護活動が守る登

山の楽しさ（石塚） 

登山の途中で高山植物を採取している男性に出

くわしました。中には、高山植物を高値で取引す

る業者もいるそうで、そういった場合はかなりの

量を一度にとっていってしまうそうです。そういっ

た違法行為が大雪山の各所でみられ、以前は入

れたところも現在では立ち入り禁止になっている

個所もあるそうです。貴重な高山植物の生態を

脅かしているだけでなく、純粋に登山が好きな人

の楽しみまでも奪ってしまっているのが悲しく思

いました。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120813/17/toma-intaan/35/67/j/o0400030012132454052.jpg
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8 月 9 日 7 日目（冨田） 

 

体力に自信がなく高所恐怖症の私は、山登りでは

なく、富良野・美瑛方面の視察をさせていただき

ました。 

かなり盛りだくさんの日程だったのですが、その

中から特に興味深かったことについて書こうと思

います。 

 

まずは、土の館！ 

上富良野にある、スガノ農機株式会社の施設です。 

土の標本やトラクターがたくさん展示してある、

ちょっと変わりだねのスポット。 

土の標本については、農作物と土の関連（連作障

害、ろ過、土の種類など）について分かり易い説

明があるとともに、いくつかの農家さん宅の土の

標本と、その農家さんについてのコメントが、並

んで展示してありました。 

また、トラクターは昔のもの、輸入したものがた

くさん！ 

年代物のトラクターなら持ち主の変遷を併記して

いるなど、ただ見せるだけに終わらない展示の仕

方だったと思います。 

専門用語が分からなかったので、勉強してから絶

対もう一度来ます！ 

 

 

 

そして、生涯学習センター内にある富良野市博物

館にも行きました。 

開拓使による開墾後の農機具や生活用具の展示は、

当麻町の郷土資料館の方が充実していました。 

しかし、富良野市博物館の展示は説明が非常に丁

寧で、量もあり、予想以上に勉強になりました。 

私としては、女性の生活についてのコーナーもあ

ったのがよかったと思います♪ 

 

 

 

 

 

さらに、富良野市にある、東大演習林の森林資料

館にも行ってきました。 

実は、富良野には広大な東大の演習林があり、研

究や授業でも使われているのです。 

一階には様々な種類の木の紹介、二階には北海道

演習林の歴史、野生動物、活断層などについての

展示がありました。 

残念なのは、それらの展示の見せ方がよくなかっ

たこと!!! 

写真 7-6 

100 年前のトラクター。後輪が、私の身長

（163cm）くらいあったと思います。 

写真 7-7 

女性の生活についての展示です。傘や着物など。

私は日本舞踊をやっているので興味があります。 
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向かって右半分は、字体がそろっていない文章が

書いてある模造紙が、可動式の仕切りに貼ってあ

るだけのものです。 

せっかく富良野市博物館でも紹介されているくら

い重要な演習林があるのですから、もう少し展示

を充実させたいですね…。 

 

 

 

 

 

 

今回は、予定には入っていませんでしたが、いく

つかの農家さんも紹介してくださいました。 

まず、JA 富良野管轄下の山部にあるメロン農家さ

ん。 

当麻の「あづまメロン」がさっぱりした青肉なの

に対して、富良野のメロンは濃厚な赤肉です。 

大規模な農家さんで、メロンの長いビニールハウ

スがたくさん並んでいました。 

メロンはスイカと同様、おいしい果実をつくるた

めに、一つのまとまりからほんの少しの個数しか

果実をとりません。間引きされたメロンが転がっ

ている風景は少し寂しげでした。 

また、メロンの出荷のときには糖度が一つの基準

となるので、各農家さんで糖度計をもって、糖度

を計測しているそうです。 

今日いただいたメロンは 17 度でした。 

 

 

 

 

 

 

 

また、お米と小ねぎ、三つ葉を栽培する大規模な

農家さん。 

30ha ほどの面積で、大型の機械や設備をお持ち

でした。びっくり!!! 

今日見せていただいたのは小ねぎの仕分けです。 

消費者が嫌がるからという理由で、ほんの少しの

傷がある小ねぎでもハネ品として捨てられてしま

うそうです。 

消費者の意識の改革も必要かもしれないと感じま

した。 

 

写真 7-8 

東大演習林の資料館の展示です。左右の模造紙の

フォントが違ったりと、内容が面白いだけに残念

です。 

写真 7-9 

糖度計。メロンやスイカなど糖度が仕分けに関係

する農家に一つあるそうです。言われてみればな

いとやっていけないのですが、初めて聞いたとき

は驚きました。 
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他の農家さんでも、ナンバンをいただきました♪

♪ 

 

今日は観光地の視察でしたが、ただ見るだけでは

なく、当麻町と他の地域の農業を比較したり、資

料館などで史実を勉強したりすることができ、と

ても充実した一日となりました。 

ご協力くださった皆様、本当にありがとうござい

ました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 10 日 8 日目（冨田） 

 

今日は、上川農業試験場における「農と食の祭典」

にて、当麻の野菜を売ってきました。 

まりちゃんは昨日山登りだったので、元気が有り

余っている私が午前から、まりちゃんは午後から、

参加しました。 

 

テントを張って、商品を準備して、イベントの開

始です！ 

 

 

 

 

 

 

 

当麻は、今摺米、ミニトマト、きゅうり、あづま

メロン、でんすけすいかを販売しました。 

あづまメロンやでんすけすいかは、お中元ギフト

のために購入する人がいるくらいなので、お盆に

備えて買ってくださる人が多かったです。 

その他、お米も意外と売れ行きがよかったです。

お米は今朝摺ったばかりのもの。 

みなさん、「今摺米」という言葉に興味を持ってい

るようでした。 

しかしミニトマトときゅうりは、お客さんの家や

近所で育てているものと比較されて終わるという

場面が散見されました…。 

さて、ここで他の企画も少しご紹介！ 

今回のイベントには、当麻だけでなく、愛別や上

川、旭川農業高校なども参加していました。 

通常のお祭りで売っているような商品（例：焼き

鳥、焼きそばなど）、あるいはお餅などの加工品を

売っているところが多かった気がします。 

特に農高のお店はとても人気でした！私もアイス

クリームとパウンドケーキをいただきました。美

写真 7-10 

小ねぎのパッケージ。北海道の「Yes!Clean」の

マークがあります。 

写真 8-1 

当麻町のテントです。肝心のあづまメロンやでん

すけすいかがよく見えなくて残念です。今摺米が

強調されています！ 
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味!!! 

 

ということで、当麻のブースですが、午後になる

につれてお客さんが減り、苦戦しました… 

しかし、みなさんがつてをたどって、何とか大部

分を売り切りました！ 

私も友人にメロンを送りました（笑） 

 

 

 

 

 

 

イベントだと、収益の上げ方がとても難しいと実

感します。 

売れ行きが悪いと値下げをするなど、柔軟な発想

が必要だと感じました。 

黒字にするためにどうしても売らなければならな

い量が売れないとき、とても焦りましたが、一部

の農家さんにとっては同じような状況がよくある

のだろうと思いました。 

他にも、料理上手な農家さんの手による料理や加

工品も売ると、お客さんも少し気軽に寄れるし、

野菜農家さんにも買っていただけると思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 11 日 9 日目（石塚） 

 

今日は１回目のフリーの日です！ 

午前中に配達用の野菜の準備をした後、まおちゃ

んと一緒に旭川にプラーっといってきました  

野菜どうしが重なり合ってつぶれないように、重

い野菜から順にコンテナの中に入れていきます。

写真 8-2 

当麻町 facebook ページより。役場まで来て売り

子をしました（笑） 
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最後に福山さんお手製のお知らせ「畑からの定期

便」を載せて１セットになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのあとは、伊香牛駅から旭川駅に出発！私は初

日に乗れるはずだった汽車に、アクシデントのた

め乗れなかったので今回が初乗車 電車から見

える風景と初めての汽車にわくわく(^^♪可愛ら

しい１両の電車に乗って出発です。 

 

 

 

 

 

旭川駅について、まずびっくりしたのは立派な駅

舎！内装は木造で、外観はガラス張り。昨年でき

たばかりの新しい駅舎だそうです。駅の周りも工

事中で、再開発の真っ最中！といった感じでした。 

とりあえず平和通買物公園へ行ってお昼を食べ

ることに、一通りまわって入ったところは「イタ

リアン」という名前のイタリアンのお店。 

 

 

 

写真 9-1 

まおちゃんと流れ作業で。盛りだくさんの野菜

セットです。 

 

写真 9-2 

伊香牛駅は木造で駅舎自体もかわいらしい  

 

 

写真 9-3 

７００円でスープ、サラダ、フォカッチャ、

デザート、ドリンク付き！写真はサラダとフ

ォカッチャ。 

 

 

コラム 裏の労働量（冨田） 

福山さんの宅配セットを見ていると、心から「私

もほしい！」と思います。こんなにおいしい野菜

が数種類届くなんて、とても幸せ！ 

しかし、生産者側の苦労はその分多いことがわか

りました。有機 JAS の野菜を多種類育てること

はやはり大変です。取り組む人が多くないのもわ

かる気がします。 

どんな形の農業でもいえることですが、自分で安

易に「こんな野菜がこんな方法でほしい」と思っ

ても、それは身勝手だと感じました。生産者の

方々にきちんと感謝しなければいけないと思い

ます。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120816/22/toma-intaan/79/50/j/o0300040012138755603.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120816/22/toma-intaan/f4/fc/j/o0300040012138755604.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120816/22/toma-intaan/47/bb/j/o0300040012138771043.jpg
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価格以上にとってもおいしかったです。雰囲気も

落ち着いていてゆっくりランチできました  

そのあとはカフェに入って、報告書やブログの作

成作業！環境を変えたこともあり、いつもよりも

進みが良かったです。日々の活動とまとめ作業、

上手く調整していかなければと思います。 

 

帰るついでに、平和通買物公園を再びふらふら…

何気なく入ったお店で、北海道のお菓子フェアが

実施されていました 北海道各地の銘菓を一気

に見ることができて、お土産の参考にもなりまし

た ← 

 

今回は旭川のまちを見てまわることはあまりで

きませんでしたが、旭山動物園のイメージで観光

地のイメージを持っていたのですが、買物公園の

お店は観光客向けのものではなく、普通の買い物

客向けの店ばかりだったことが意外でした。旭山

動物園のイメージが先行していたからもありま

すが、私たちのような車をもたない人も電車で来

て楽しめるように駅前に観光客向けのお店がも

う少しあると嬉しいなと感じました。 

ただ現在進行形の旭川駅前の開発。これから旭川

がどのように変化していくのか、またぜひ来て見

たいと思いました。 

 

最後に、帰り道にみた夕焼け。 

 

 

 

 

 

インターンシップ活動も２ターム目に入ります。

明日はお世話になるお宅をお引っ越し。福山さん

には本当にお世話になりました。農家さんの仕

事：苗の手入れ、収穫、袋詰め、出荷、一連の流

れをみて実際に一部体験させていただき大変勉

強になりました！農業分野に限らず様々な分野

のお話もさせていただき、とても興味深く、また

自分の勉強不足を改めて感じました。本当にあり

がとうございました  

 

 

 

 

8 月 12 日～13 日  

10 日目～11 日目（冨田） 

 

12 日より、トマト農家の川添さん宅にお邪魔しま

した。 

お米も作っていらっしゃったそうですが、今では

写真 9-4 

車窓から眺めたオレンジ色に輝く田畑の風景

も情緒的でした。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120816/22/toma-intaan/29/9d/j/o0300040012138755605.jpg
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トマトとミニトマトを出荷していらっしゃいます。 

13 日夜には、親戚で集まって納屋でジンギスカン

をするところにお邪魔させていただきました。 

 

さて、作業としては、4 つお手伝いしました。 

 

一つ目は、トマトを広げる作業。 

とってきたトマトを台の上に大量に広げます。 

ここから、川添さん（おばあちゃん）がサイズご

とに箱に入れていきます。 

大きさと形を考えて箱に詰めていく作業は、素人

目からするととても難しそうです！ 

 

 

 

 

 

 

 

二つ目は、ミニトマトのパックのシール貼り。 

JA 当麻のミニトマトのパックに、生産者の名前の

ついたシールを貼ります。 

 

 

 

 

 

 

三つ目は、ミニトマトのパック詰め。 

まず、川添さん（おじいちゃん）が機械を動かし

て、ミニトマトを大きさごとに仕分けします。 

その後、ミニトマトをパックに入れ、「ぷっちん」

とパックをとめます。 

ミニトマトのサイズごとにパックに入れる個数が

決まるので、大きさと個数に気を付けながらの作

業です。 

 

 

そして、ミニトマトの収穫もさせていただきまし

た！ 

写真 10-1 

川添さん（おばあちゃん）が、トマトを広げて、

箱に詰めています。 

写真 10-2 

右下のシールに生産者の名前が書いてあります。 

写真 10-3 

まりちゃんがミニトマトを計量しています。真剣

です。 
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真っ赤になっているものの、ヘタの折れ曲がった

部分から下をプチっととります。 

お孫さんとともに、一列収穫しました♪ 

 

ここでも野菜を育てる以外の仕事の量が多く、手

間がかかるのだと感じました。 

実際トマトやミニトマトを育てている様子を詳し

く見たかったのですが、残念です。 

 

出荷のときには、おじいちゃんの運転する車の助

手席に乗せてもらって、集荷場に行きました。 

トマトの集荷場の機械が動いているのを見るのは

初めてだったので、邪魔にならないように見学し

ていました。 

また、農地の変遷についても伺いました。 

お米だけ育てていたのが、ほうれん草を育てるも

うまくいかず、最終的にトマトを栽培し、その後

ミニトマトも始めたそうです。 

数年前にお米を作るのをやめてからは、小規模の

トマト・ミニトマト栽培をし、同時になすなどを

自家栽培しているそうです。 

 

川添さんのお宅は後継者がいないので、そのこと

についても少し聞いてみましたが、少し寂しそう

にするものの、仕方がないとも感じているそうで

す。 

例として、後継者がいたとしてもお嫁さんがいな

ければ継ぐことは難しいことなどが挙がりました。 

 

また、川添さん（おばあちゃん）は昔ながらの料

理をいくつか見せてくださいました。 

例えば、押し寿司。今回は鮭を混ぜ込んだお寿司

でした。 

私は押し寿司の道具を初めて見たので、わくわく

しました♪ 

 

 

 

 

 

 

 

また、米麹の味噌樽も拝見しました。3 年物！ 

昆布が敷いてあり、中にも昆布が！ 

おばあちゃんが知り合いを通じて知恵を借り、ご

自身で研究されたそうです。 

 

 

 

 

 

写真 10-4 

押寿司。木枠にふたをして、重石を載せて一晩待

ちます。 

写真 10-5 

味噌樽に入った3年物のお味噌を取り出していま

す。 
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おばあちゃんは、「趣味だよ～」と言いながらも探

究心にあふれている方でした。 

表だって出ようとはしないものの、自分のやりた

いことを積極的にやるという姿勢は尊敬できると

思いました。 

加えて、それを許すおじいちゃんの優しさにも心

惹かれました。 

これからは、ぜひ地域の子どもたちにも昔ながら

の文化を語り継いでほしいです！ 

 

13 日にもう一泊し、次の日 14 日の朝に川添さん

宅を出発します。 

お聞きした他の様々な話を書ききれなくて残念で

はありますが、それらは直接伺った私たちにとっ

ての大切な財産としてとっておこうと思います。 

おばあちゃんの笑顔と活動力、おじいちゃんの細

やかな気遣い、すべてが素敵な川添家でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 14 日 12 日目（石塚） 

 

今日は川添さん宅から上田さん宅へ移る日です。

朝ごはんにおばあちゃんが炊いてくれた赤飯、カ

ルチャーショックでした。笑 

 

一般的な赤飯はお米に「小豆」を混ぜると思いま

すが、北海道では「甘納豆」を混ぜるのだそうで

す！「お米に甘いお菓子ってどんな味？」と思い

ましたが、おはぎのような味になって、とっても

美味しかったです 私たちは好きですが、一般的

な赤飯を好む人も多いようで、比較的女の子の方

が甘納豆お赤飯を好むみたいです。 

 

 

 

 

たくさんできた赤飯のパック詰めを私たちもお

手伝い。炊きたての赤飯の湯気がとってもいい香

りでした！お土産に「冷凍すればいいのよー」と

６パックも持たせてくれたおばあちゃん。ありが

とうございました。 

 

写真 9-1 

写真は小豆の赤飯。ホカホカ、モチモチです！ 

 

 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/6b/a4/j/o0300040012143254308.jpg
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出発の時間までは、ミニトマトパックのシール張

り。２泊３日って本当にあっという間。短い間だ

ったけれど、おじいちゃん・おばあちゃんには本

当に優しく温かく接していただいて、自分のおば

あちゃん家に来ているようでした 小さな面積

から二人三脚で少しずつ田んぼを増やしていっ

て、大きすぎずに自分たちがきちんと手をかけら

れる大きさで今日まで続けてきた堅実な農業。生

きていくための生業であったことはもちろんで

すが、現在はそれ以上のものなのではないかなと

思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

川添さん宅を出発して、加工所へトマトジュース

づくりに向かいます。私たちの頭の中では数人の

お母さんたちが鍋でコトコト作っているイメージ

だったのですが、予想以上の規模と大掛かりな仕

事にまずはびっくりでした。この加工所でのトマ

トジュースづくり、毎年人気で町内の１００以上

のグループが抽選で順番を決めて利用しているそ

うです。 

 

トマトジュースづくりの工程の様子を紹介します

ね！ 

まずはトマトを洗います。今回のトマトは全部で

３００kg以上！ 

 

 

 

 

 

 

次にトマトを機械に入れて潰していきます。トマ

トは皮ごと使います！ 

 

 

 

 

 

そして、潰したトマトを大鍋３つにわけて煮込ん

でいきます。煮込むと驚くぐらいアクが出てくる

のでこまめにすくいます。 

写真 9-2 

左から、冨田、川添のおばあちゃん、 

おじいちゃん、石塚 

また会いに来るまで身体を大事にして元気で

いてね！ 

 

写真 12-3 

シンクの中はトマトでいっぱい。 

お母さんたちは本当に手際がいい！ 

 

写真 12-4 

量が量なだけにあっという間にバケツがトマ

トでいっぱいに。 

 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/16/8d/j/o0400030012143290208.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/de/43/j/o0400029912143254310.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/0a/81/j/o0400030012143255976.jpg
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その後、一度こしてカスと果汁に分けます。 

 
 

 

 

 

 

 

瓶はあらかじめ洗って、熱消毒を済ませてから使

います。 

 

 

 

 

 

 

あとは蓋をして、熱消毒すれば完成！このトマト

ジュースの材料はトマトのみで他のモノは一切な

し！塩なんか入れなくても十分に甘いし、とって

も濃厚です♡ 

 

この加工所ではトマトジュースのほかにも季節ご

とに「五目ご飯の具」や「味噌」などをつくって

いるそうです。以前は加工品の研究が盛んに行わ

れていたようですが、利益を上げていくことは簡

単ではないとのこと。地産品を加工品にして販売

すればと簡単に考えていましたが、現実的にはブ

ランド維持の問題や、利益に結び付けることの難

しさがあることを知りました。 

 

夜は上田さんご家族と親せきの皆さんとバーベキ

ュー！気付けば１５人ほどの人が集まっていて、

写真 12-5 

ヘラでひたすらかき混ぜるまおちゃん。結構腕

にくるんです笑 

写真 12-6 

こしとる機械。左の口から搾りカスが出てき

てこされた果汁が出てきます。それをもう一

度煮込んで瓶詰め作業に入ります。 

写真 12-7 

３本いっきに詰めていきます。瓶は初期と同じ

型を使い続けているそうです。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/d1/0d/j/o0400030012143254306.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/a6/3b/j/o0300040012143254307.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/d4/91/j/o0300040012143255975.jpg
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びっくり！ 

 

 

 

 

 

 

豪華でにぎやかな夜ごはんでした！本当にお腹い

っぱいです笑 ごちそうさまでした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 15 日 13 日目（冨田） 

 

今日はハードスケジュール！ 

 

まず、朝はきゅうりの収穫。 

家族総出で 5 時半起きで開始です！ 

親指にこんな道具を取り付けて、素早くきゅうり

を取っていきます（まだ慣れないので素早くない

んですが…） 

スーパーで売っているものくらい長くて太いのを

取るのですが、その判断が意外と難しかったです。 

しかし、一本一本が収入に直結すると考えると、

責任を感じました。 

明日もするので、もっと慣れようと思います。 

 

 

 

 

 

次に、枝豆の仕分けです。 

枝豆を、実がパンパンに詰まっているものとスカ

スカのものに分けていきます。 

これも家族総出で行いました。 

写真 13-1 

きゅうりの収穫。まりちゃんが、どのきゅうりを

取っていいか教わっています。 

写真 12-8 

貝殻つきホタテや、エビといった魚介、上田さ

んのつくった野菜、ジンギスカンなどなど・・・ 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/c7/19/j/o0400030012143290207.jpg
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明日が朝以外お休みのため、今日中に作業を終わ

らせるということで、黙々と作業しました。 

私たちは午前中だけでしたが、みなさんは午後も

やったとのこと…単純作業をこれだけずっと続け

るのは大変だと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

ここで移動し、林さん宅で笹団子作りをしました。 

近辺に大きくて立派な笹が生えていることがまず

驚きでした… 

うるち米やもち米を粉末にし、砂糖や水を加えて

混ぜ、蒸します。 

その後、蒸しあがった生地を突いてまとめて、適

当な大きさにカットします。 

そして、あんこを包み、笹で巻いて、完成！！！ 

水加減、こね方、包み方、全てを感覚で学ばなけ

ればならず、上手に作るのは難しかったです。で

もとっても楽しかった!!!  

余った分はお世話になった方々に配りました。 

少しでも恩返しになれば幸いです。 

 

 

 

 

 

この笹団子、今では作る若い人が少ないそうです。 

このような伝統的な食文化を温存することは大切

であると同時に難しいのだと思います。 

しかし、研修中出会った女性たちはみなパワフル

で優しくて知恵がある素敵な人々だったので、ぜ

ひ他の地域にも足を延ばしつつ、子どもたちに伝

統を伝授してあげてほしいです。 

 

最後、商工会の今井さんに、当麻と観光について

教えていただきました。 

当麻の主要観光資源、主要イベントなどの概況を

説明したのち、質問を受け付けてくださいました。 

観光資源とされる場所は一通り見たのですが、人

が少なめで、少し寂しい印象を受けました。 

しかし、今日お話を聞いて、昔はイベントがさか

んだったこと、今も若い人たちの中には精力的に

イベントを作ろうとしている人がいることが分か

りました。 

また、イベントの対象が町内から町外に移ってい

るというのも興味深かったです。 

町内だけを対象として団結力を高めることも大事

ですが、町で子どもが少なくなり高齢化が進んで

いる今、町外や道外の人を呼ぶことを考える策を

考えるのも有意義だと思いました。 

写真 13-2 

家族総出で枝豆をとっているところです。左手に

積み上がっているのは、枝豆を取り終わった残骸

です。 

写真 13-3 

二人で真剣に笹団子の作り方を教わっています。 

あんをくるむのが難しい。 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 16 日 14 日目（石塚） 

 

今日は上田さん家族と紋別へ旅行に行ってきまし

た。あいにくの天気だったのが唯一残念でしたが、

北海道の海と海の幸を満喫してきました♪ 

 

紋別に行く途中に立ち寄ったのが、岩尾内湖、下

川市の万里の長城、西興部の道の駅。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 14-1 

見晴らし台から岩尾内湖を臨んだ景色。曇じゃ

なかったらもっと素敵なんだろうと思います。

でも一望できるので気持ちよかったです(^^♪ 

写真 14-2 

下川市の観光資源「万里の長城」。今でも建設

中なのかな・・・。 

 

コラム これからの観光（石塚） 

町内や近隣町村からの集客だけでなく、近隣

市町村と協力して道内外から人を呼び込むし

かけづくりを始められているとのお話、とても

興味深かったです。他町村とともに取り組むこ

とで他町村のよさを知って当麻町にとって参

考になることもあるかもしれませんし、既存の

資源も組み合わせ次第で新たな魅力ができる

こともあります。他町村との連携を進めるとと

もに、産業の壁を越えた異業種の人々や子ど

もたち、ご婦人方などと、たくさんのつながりを

築くことで思わぬアイデアがうまれるのではな

いかなと思いました。 

また町内のイベントは普段関わりのない人た

ちも真詰まって交流できる機会、町民どうしの

関係をつくることのできる場でもあると思いま

す。青年会議のように、異なる職の人たちが

集まって取り組むことで、町のイベントがさら

に盛り上がるような新たな流れがでてきたらと

思いました。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/3c/a0/j/o0400030012143310596.jpg
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西興部の道の駅では、あおいさんおすすめのソフ

トクリームを食べました！濃くて甘いソフトクリ

ーム、天気は暑くはなかったけど、とっても美味

しかったです♡ 

車に気持ち良くゆられて・・・紋別到着！最初に

行ったのは有名な天ぷら屋さん！本州ではさつま

揚げと呼びますが、北海道では「天ぷら」という

そうで、地域の違いを発見しました！ここでは、

揚げたての天ぷら盛り合わせをいただきました！

コーン、チーズ、野菜…と数種類ありましたが、

ぷりぷりのアツアツでやっぱり揚げたてはよりお

いしいかったです。 

 

そのまますぐ近くの「まるとみ水産」でお昼ご飯！

豪華に海鮮丼です。私が頼んだのは３色丼。 

 

 

 

 

 

 

ちなみに上田さん（お父さん）が注文した海鮮丼

がこちら！ 

 

 

 

 

 

次に向かったのは「オホーツクタワー」。ここは

日ごろ研究所として使われているところを、一般

に向けて展示し、解放している施設です。このタ

ワーの地下展示室は海の中になっているため、窓

から海中を見ることができます！さまざまな魚が

展示されており、実際に触れることのできるコー

ナーもありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 14-3 

イクラ、ウニ、ホタテが輝く三色丼！ホタテが

とってもあまかったです(^^)おみそ汁もだし

がすごく出ていました。ごちそうさまでした！  

 

写真 14-5 

コーナーの一角にいた「クリオネ」。小さくて

一生懸命に泳ぐ姿がかわいい。 

 

写真 14-4 

上田さん（お父さん）が頼んだ海鮮丼はさらに

豪華！キラキラ光る刺身がきれい。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/8c/fc/j/o0400030012143310599.jpg
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初めてドクターフィッシュも体験しました。痛い

のかと思ったけど、こそばゆい（＝かゆい）くら

いで、角質がとれて、ちょっときれいになった気

がしました。笑 最上階には、展望室で海を一望

でき、２階には流氷にまつわる展示がされており、

衛星写真に撮られた流氷の姿を見ることができま

す。 

 

最後に行ったのは「とっかりセンター」。ここで

は１日に４，５回アザラシにフィーディング体験

ができます。 

 

 

 

 

 

夜ごはんも北海道ならではのごちそうが！ 

 

 

 

今日は本当に海鮮三昧(^^♪北海道の大地の恵み

と、海の恵み、どちらも堪能することができて幸

せでした♡計画してくださり、いろいろと連れて行

ってくださった上田家の皆さん、本当にありがと

うございました！ 

 

夜には、上田さんが起業された「もみ殻」を再利

用する会社についてお話を伺いました。 

上田さんは専業農家になって１７年、以前は大工

やトラックの運転手などをされていました。やが

て上田さんのお父さんのあとを継ぐことになり、

農地を譲り受けたりして農地面積をふやしていき

ました。今年起業された上田さんの会社では、農

家さんから出た不要なもみ殻を回収し、牛屋さん

に販売するという事業を行っています。もともと

牛屋さんから「もみ殻」を譲ることを頼まれてい

た上田さん。町で副産物（あぜ草やもみ殻等）の

焼却問題や人との出会いもあって、会社設立をき

めたそうです。現在は需要に供給側が追い付かく

なっており、稲刈りを待っている牛屋さんもいる

らしく均衡を保つために努力されているとのこと

でした。 

 

私が印象的だったのは最後に上田さんがおっしゃ

った若いうちに知識の底辺を広げておくことの大

切さ。基盤がしっかりしていなければゴールとな

るピラミッドの頂点にも限界があるということで

す。なにかひとつのことをやるにも、直接的に関

わること以外に様々な間接的要因が絡んできます。

不要だと思っていたことも、必要な知識になるか

もしれない。改めて、いろんなモノをみて、いろ

んなヒトに出会いたいと思いました。上田さんの

ご家族も毎年必ず家族旅行に行き、北海道の各地

を旅行してきたそうです。子供のうちにいろんな

モノを見て感じてほしい、とっても素敵だなと感

じました。 

 

 

写真 14-6 

写真は赤ちゃんアザラシの海くん。カメラを向

けたら、ばっちりカメラ目線をくれました！ 

 

写真 14-7 

北海しまえび（右上）、比布町産まいたけ入り

塩焼そば（右下）、ズワイガニの甲羅盛り（真

ん中）、ホタテの天ぷら（左） 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/11/toma-intaan/03/f1/j/o0400030012143312249.jpg
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38 
 

8 月 17 日 15 日目（冨田） 

 

朝、上田さん宅を出発しました。 

とても温かいお母さん、仕事に誇りをもっている

お父さん、明るく優しく親切な娘さんたちに囲ま

れた生活は、とても居心地がよく楽しかったです。 

本当によくしていただいて、ありがとうございま

した！ 

 

 

 

 

 

その後、町長の「お花プレゼント」に同行しまし

た。 

今年から、当麻町内の小学生までの子どもたちに、

毎年バラと絵本 2 冊をプレゼントしているそうで

す。 

中でも 1 歳の誕生日には、さらに写真立ても加え

て、町長が渡しに行くそうです。 

特に、今年から始まったという似顔絵のはまった

フレーム（かたるべの森で作成）は、心がこもっ

た温かみのあるものでとても素敵でした！ 

このように誕生日に訪問するのは、行政を間近に

感じることができる機会でもあるように思いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

そして、かたるべの森に到着！ 

知的障がい者の方々が、地域社会の中で、それぞ

れに合った活動を選びながら生活しています。 

まずは横井施設長に知的障がい者福祉の変遷のレ

クチャーをしていただきました。 

知的障がい者が精神薄弱者と呼称されていた時代

があったこと、知的障がい者が収容施設に入れら

れて隔離されていた（今もされている）現状があ

ることなどを教えていただきました。 

収容施設の建設が続いていた時代にスウェーデン

やデンマークの先進的な施設に注目し、森林の中

にかたるべの森のような施設を作り上げた横井施

設長をはじめ関係者の方々の情熱に、感服しまし

た。 

横井施設長も仰っていましたが、それに協力する

当麻町の方々の寛容な態度にも驚きました。 

 

次に、美術館、木・織物・陶芸などの工房、児童

ケアセンターなどを見学させていただきました。 

 

美術館では、主にかたるべの森に通っている人が

描いた作品を見ました。 

写真 15-2 

町長が似顔絵＆写真フレームを渡しています。こ

のあと 1 歳の子は、自分の似顔絵を指さして喜ん

でいました。 

写真 15-1 

上田一家＋研修生！残念ながらおばあちゃんは写

っていません…。 
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個性あふれる作品が多いと感じると同時に、作者

たちは、芸術作品を作成しているというより純粋

に自分の中を表現しているように思いました。 

 

 

 

 

 

それぞれの工房は、木調の落ち着いた雰囲気を持

っていて、快適に思えました。 

自由に休憩したり集まれたりする場所があり、と

ても大切なことだと思いました。 

 

 

 

 

 

児童ケアセンターでは、知的障がいのある子ども

を預かる取り組みをしているそうです。 

家庭での負担を軽減するという点で、このような

施設があるのは画期的なことだと思いました。 

このように子どもを預かる施設は最近やっと増え

てきましたが、それを知的障がいを持った子ども

対象に行っているかたるべ及び当麻町の姿勢は参

考にされるべきだと思います。 

 

ちなみに、今日は森林組合による間伐作業が行わ

れていました。 

かたるべの「森」であるだけに、森林管理をしっ

かり行わないと、美しい環境は保てないのだそう

です。 

しかし、かたるべの森の特徴は、施設に通う当事

者もそのような森林管理に協力するところだと言

います。 

森林管理に貢献することで自然の恵みをもたらす

森林の偉大さを知ることもできるため、学ぶとこ

ろの多い取り組みであると思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 15-3 

美術館の一室。びっしり埋められた作品ばかり展

示してあるところで、圧巻でした。 

写真 15-4 

工房には、みんなで楽しく制作している人、集中

している人、休んでいる人、様々です。 

写真 15-5 

間伐の様子。機械だとあっという間だそうです。

間近で見たのは初めてで興奮しました。 
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8 月 18 日 16 日目（石塚） 

 

今日も横井施設長が当麻町内にある施設を案内して

くださった後、以前ご自身がまちづくり活動に加わっ

ていた「剣淵町」へ連れて行ってくださいました。 

 

最初は、当麻町内のグループホーム。ここでは、重

度の障がい者の方々４名が生活してます。

  

各自個室をもち、調理台、冷蔵庫、バスルーム、トイ

レ、テレビ付きです。（家具は個人のものです。） 

そもそも重度の障がい者だけのグループホームをつ

くること自体、様々なトラブル発生が予想されるため、

避けられてきました。まして、各自に家具のある個室

で生活してもらうことなど考えられないことでした。し

かし、前回のブログでも書いたようにこれらはデンマ

ーク、スウェーデンでは当たり前のこととして進めら

れており、今後日本でも増えていくのではないかと思

いました。このような施設を地域に建てるには住民

の理解があってこそです。ここでは近所の農家さん

が野菜をもってきてくれることもあるとお聞きして、い

い関係が築かれているのだと感じました。 

 

そしてそのまま剣淵町へ。剣淵町では「絵本の里」を

コンセプトとし、そのシンボルが「絵本の館」です。途

中で立ち寄ったのが、剣淵町の道の駅「絵本の里 

けんぶち」です。ここには「絵本の館」の分館が設置

されており、地場産品の販売されていたり、直売所

や地元食材を味わえるレストランもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 16-1 

「絵本の館」の分館。 

コラム 先入観（冨田） 

知的障がい者自身だけでなく、彼らの暮らす施設

に対しての先入観、偏見があると思います。例え

ば私も、左のような建物を見て、思わず「すごく

おしゃれ！」と思いました。しかしよく考えると、

自分が福祉施設に対して持っていイメージが実

はデザイン性の低いものであることに気づきま

す。障害のある人の施設は必ずしもおしゃれな外

装でなくともよいと思ってしまっているのかも

しれません。他にも、個室はいらない、IH ヒー

ターはいらないなどという人もいるそうです。 

その中で個性に合わせたおしゃれな施設を作り

上げた横井施設長の信念の強さが伺えます。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/15/toma-intaan/a7/ea/j/o0400030012143662797.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/16/toma-intaan/d0/38/j/o0400030012143697389.jpg
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今度またゆっくり見て回りたいと思いました  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に向かったのは、剣淵町のシンボルといえる「絵

本の館」。 

ここには、日本・海外の絵本５００００冊を収蔵し、無

料で開放し、町民以外の来場者も絵本をかりること

ができます。 

 

 

 

 

大人も楽しめる絵本ということで、多くの家族連れが

見られました。 

 

ここでは、当時まちづくり活動で尽力された「けんぶ

ち 絵本の里をつくろう会」元会長の高橋さん、芸術

家の小池さんにお話をお聞きしました。当時は「絵本

の里」という構想自体が理解されずに意見の対立も

多く、決して平坦な道のりではなかったそうです。批

判をものともしなかった高橋さん、高橋さんとともに

活動し、外からの視点をいれた横山施設長、その動

きを後押ししてきた小池さんをはじめとする多くの

方々、これらすべての方いたからこそ今日の剣淵町

があるのだと感じました。 

また、高橋さんは「自分たちは絵本の専門家ではな

かったからこそできたこともある」とおっしゃっていま

した。異業種の人々が集まり、議論して進めてきたこ

とが大きかったそうです。お話を伺って、まちづくりに

おける「ヒト」と「地元主体」の重要性を改めて学びま

した。 

 

また、「絵本の館」館長 佐藤さんには、収蔵されて

いる絵本の原画を見せていただきました。やはり印

刷上、原価そのものの色を絵本に表すことは難しい

そうで、原画を見ると迫力や繊細さの違いに驚きまし

写真 16-2 

道の駅「絵本の里 けんぶち」の直売所。野菜の

栄養に関する説明書きあったり、お試し用の小さ

な「ゆめぴりか」が販売されていました。 

 

 

コラム 異なる産業間の連携（石塚） 

「道 

「道の駅 けんぶち」で見つけたトマトジュ

ースの中に障がい者の福祉施設に製造が委

託され、障がい者の仕事の確保に繋がってい

るという興味深い取り組みがありました。障

害者にとっては、地域に溶け込むひとつの方

法にもなっているのではないかと思います。

農業と福祉に限らず、異なる産業どうしが連

携することで人との繋がりも広がり、今まで

より更に様々な可能性が広がっていくよう

に感じました。 

 

写真 16-3 

「絵本の館」。外観も内装もおしゃれ。絵本の楽し

さ、おもしろさを久しぶりに感じました。 

 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/15/toma-intaan/fd/8a/j/o0400030012143662795.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/15/toma-intaan/26/c5/j/o0400030012143662794.jpg
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た。貴重な品を見せていただき、ありがとうございま

した。 

 

「絵本の里」をあとにして向かったのは、「ビバアルパ

カ牧場」と小池さんのお宅。「ビバアルパカ牧場」で

は、かわいいアルパカをすく近くで見ることができ、

触れることもできます。今年生まれた赤ちゃんにも会

うことができました。 

 

 

 

 

 

 

小池さんのお宅は大正時代たてられたヨーロッパ様

式の建築物で、ご自身の作品が展示されているほ

か、製作活動もここで行っています。アラプペ技法で

描かれた作品は、可愛らしいものや幻想的なものな

ど想像を膨らませたくなるような素敵な作品の数々

が飾られていました。一本柱の歴史ある建物自体は

今後、剣淵町に寄贈されるとのことでした。ありがと

うございました。 

 

夕方からは、当麻町の「仮装盆踊り」に参加しまし

た！役場チームに入れていただいて、私たちふたり

もエイトレンジャーに変身ですヾ(＠°▽°＠)ﾉ他の

参加者・参加団体のみなさんの仮装もチョッパー、マ

リオのキャラクターたち、大黒様…と気合の入った衣

装ばかりでした！このお祭りには役場の若手の方が

多く参加されていて、同年代に近い方と交流を持て

てとても嬉しかったです♪ 

 

 

 

 

 

今日も盛りだくさんの一日でした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 16-4 

黒や茶色、灰色とアルパカの毛の色にこんなに

も種類があることを初めて知りました。もこもこの

毛がかわいい！ 

 

写真 16-5 

エイトレンジャー勢揃い！ 

 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120819/15/toma-intaan/f7/6e/j/o0304040012143663646.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120822/17/toma-intaan/43/19/j/o0400026412149404893.jpg
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8 月 20 日 18 日目（冨田） 

 

今日からかたるべの森での活動に参加させていた

だきます！ 

 

まず、スタッフの方々のミーティングに侵入しま

した。 

朝のミーティングは各部署からの連絡事項などを

共有する場です。 

他にも、定例+αで職員会議が開かれているそう

です。 

このような情報共有は、充実したサービスを提供

するために、非常に重要な役割を果たすものだと

思いました。 

 

ここから、まりちゃんは陶芸工房、私は織り工房

に分かれて活動開始です☆ 

報告書には両方載せますが、ここでは私の行った

織り工房について書こうと思います。 

 

織り工房と木工房はつながっているので、二つ合

同で週始めのミーティングをしました。 

とても印象的だったのは、ミーティングの司会が

利用者の方だったことです。 

「司会をする人！」と言うと立候補が出て、「蒸し

暑い日ですが…」などの挨拶を交えつつ、見事に

司会をこなしていました。 

その中では「スタッフさんの方から何かあります

か」などの言葉があり、利用者さんが主体という

のが感じられました。 

 

そしていよいよ活動開始です！ 

織物工房では、「さをり織り」というものを作って

います。 

 

 

 

 

 

といっても、人によってはずっと寝ていたり、ず

っと糸を巻いていたり、様々です。 

それぞれの個性に合わせて活動することを肯定し

ている雰囲気で、とても居心地がよさそうでした。 

実際、掃除ではみなさん自分の役割をもっている

らしく、掃除機から雑巾がけまで丁寧に掃除して

いました。 

みなさん、こんな素敵な織物を作っているんです

よ！ 

 

 

 

 

ふつうはためらってしまうような配色を迷いなく

選ぶセンスがとても魅力的だと思いました。 

思わず、ケースを一つ買ってしまいました♡ 

写真 18-1 

織物の機械。これを使って利用者さんたちは作品

を作ります。 

写真 18-2､3 

利用者さんの作品です。左が男性の、右が女性の

もの。なんとなく配色が違いませんか？ 



44 
 

 

 

 

 

 

私は、小学校・中学校と知的障がいをもった子ど

もと接したことがあったので、戸惑いは比較的少

なかったです。 

さすがに、じゃれてきたと思った次の瞬間「べち

っ」とされたときは、どのような態度をとろうか

少し迷いました（笑） 

しかし、難しく考えずに、言葉などではなく感覚

でコミュニケーションをとろうとしたら、自然に

接することができるようになりました。 

知的障がいをもっている人のコミュニケーション

ツールは言葉だけではないというのを痛感しまし

た。 

一方、中には自然な会話をしてくれる人たちもい

て、かたるべの森について説明していただいたり、

好きな芸能人の話をしたりしました。 

あまり補助としての仕事はできず申し訳なかった

のですが、利用者の方々とのコミュニケーション

を純粋に楽しむことができました。 

 

かたるべの森は、日本の従来の入所型施設ではな

く、サービスの充実した通所型施設であるため、

それゆえの苦労もありそうでした。入所型は入所

型で大人数を相手に夜勤等をこなさなければなら

ずハードですが、かたるべでは送迎や議事録づく

りをどのスタッフも行うため、幅広く業務に携わ

らなくてはならないそうです。また、日本では先

進的な施設であるがゆえに、実習や視察がよく訪

れるのですが、その対応もスタッフの方々が行う

ため、受入れがあると忙しくなるそうです。さら

に、通所型では特に、親とスタッフの考え方のど

ちらをとるかという問題もあるようです。 

 しかしながら、利用者の方々にとってよりよい

支援を行えるよう、どのスタッフの方々も日々努

力していることは、まぎれもない事実だと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 18-4 

一目ぼれしたケースです！色が素敵です♫織った

後の加工は別の団体にやってもらっているそう。 コラム 陶芸（石塚） 

「道 

私は陶芸に参加させていただきました。こ

こではメンバーの方が粘土を使い、皿やカ

ップなど自由に創作活動を行っています。

今回は、今週末にお祭りがあるので品物の

値札や数を調べたり、焼物に絵付けをした

りしました。 

メンバーの皆さんの年齢、性格、障がいが

本当に様々で、それぞれの個人についてわ

からないまま接することは難しく、戸惑い

も感じました。 

コミュニケーションをはかる時、お互いの

関係性はとても重要で、関係性の深浅によ

って反応や行動が異なってくるとのこと

で、「今でも毎日が勉強だよ」と仰っていた

のが印象的でした。 

ただ陶芸の作業をするだけでなく、作業を

通して一緒にコミュニケーションをとるこ

とで日々少しずつ関係性を深めていく、お

互いひとりの人として向き合う、変わらな

いのだなと感じました。 

また、一人のメンバーがわがままを言って

いたときに、スタッフが毅然と注意してい

たことが私にとっては驚きでした。自分が

腫れものにでも触れるように気を張ってい

たのからかもしれないです。「注意しないで

そのままにする方が楽だけど、将来のその

人のためにならない。」将来、人生まで考え

て接していることが心に残りました。 
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8 月 21 日 19 日目（石塚） 

 

今日も二人別々に分かれての福祉体験でした。今回は

事前にやりたいことを選ばせていただいて、私はツリー

クライミングに、まおちゃんは芸術製作に入りました！ 

 

私が「ツリークライミング」を選んだ理由は、テレビで取り

上げられているのをみて一度やってみたいと思っていた

のでこの機会にやりたいと思ったからです！「ツリークラ

イミング」を日本に伝えたのはジョン・ギャスライト氏で、

まだ来日してから１２年しかたっていない新しいアクティ

ビティです。スタッフの真順さんは、みんなで楽しく森の

中で遊べる方法はないかと、数年前にライセンスをとり

かたるべの森でやり始めたそうです。 

このツリークライミングは専用のロープ１本とサドルを使

い、木に登り自然と一体となって楽しむスポーツです。

私も真順さんとメンバーの吉田さんのサポートのもと、

早速チャレンジ！ 

 

まずはロープを木にかけます。ロープの先に重りをつけ

て目標点を目指して投げます！これが難しくて何度やっ

てもかからないことがあるそうですが、私は３回で無事

にひっかけることができました(^^)vそして結びをいくつも

作るのですが、登山の結びと同じだそうで、複雑なため

見ているだけではさっぱりわかりませんでした。 

 

そして、ヘルメット、サドル、手袋をつけていよいよクライ

ミング！腕の力を相当使うのだと思い、腕力のない私は

心配していたのですが…腕の力はほとんど要りません

でした。片足にかけた足輪を軸にすっと立ち上がる感じ

で女性でも楽に登ることができます。 

 

 

 

 

 

最初は慣れなくてロープごとくるくる回っていましたが、

慣れると登るのも楽しくて、登り切ると気分は爽快で

す！降りたくなくなってしまって１時間ほど吊下がってい

ました笑  

 

 

 

 

 

写真 19-1 

吉田さんと真順さんは大きなブランコをつくってぶー

らぶーらと気持ちよさそうでした。 

 

写真 19-5 

左：吉田さん、右：石塚 建物２階ぐらいまで登りました♪ 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120822/17/toma-intaan/d5/85/j/o0400030012149377142.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120822/17/toma-intaan/b4/11/j/o0300040012149383916.jpg
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障がいをもつ人もそうでない人も楽しく森で遊べるように

したいと仰っていた真順さん。私も今回森で遊ぶ楽しさ

を実感しました。のびのびと過ごせる、より開放的にな

れる、この森は誰にとっても素敵な場所になれるのでは

ないかと思いました。 

 

午後からはまおちゃんも合流して森林散策。２２ヘクター

ルもの広大な土地に広がるかたるべの森をお散歩です。

真順さんがところどころで樹木や草花、動物のことにつ

いて説明してくださいました。 

ここには、エゾリスとシマリスの２種類のリスが生息して

いるそうで、真順さんが撮った写真を見せていただいた

りもしました。 

 

 

 

 

 

 

途中で、タヌキやシカの通り道、クマゲラやアカゲラの餌

場なども見つけました。 森の動物たちのお宅にお邪魔して

いるんだと実感。 

動物だけでなく、植物も多様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 19-2 

ガイドブックを見せていただきながら動物についての

説明を聞きました。 

写真 19-3 

黄色い花はオオハンゴンソウ。外来種で繁殖力がも

のすごく強いため、かたるべの森でも増えすぎて困っ

ているようです。吉田さんは抜きながら歩いていまし

た。 

写真 19-4 

オオウバユリ。少し手を加えただけでも成長が止まってし

まうとても繊細な植物。それだけ人の手が加えられてい

ない土地だとわかります。 

http://stat.ameba.jp/user_images/20120822/17/toma-intaan/c3/19/j/o0300040012149383917.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120822/17/toma-intaan/01/d6/j/o0400030012149377140.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20120822/17/toma-intaan/35/83/j/o0300040012149383918.jpg
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改めて森の豊かな生態系を知り、驚きました。手つかず

だからこそ残っている自然、手を加えるからこそ生き残

っていける自然。虫がすごかったけど、それも生態系が

多様だからこそですよね笑 

 

そして、夜は「福島 こどものつばさ バーベキュー」に

参加。当麻町では昨年から夏休みの１週間ほどの間、

福島から２０家族の受け入れをし当麻町や近郊を観光

して、子供たちに思いっきり外遊びを楽しんでもらうとい

う事業をしています。私たちも町長のご配慮で参加させ

ていただきました。おいしいジンギスカンとあづまメロン、

ミニトマトを堪能し、食後は元気いっぱいに走り回る子

供たち。福島で外で遊ばせるのはやっぱり不安だと仰っ

ていて、思いっきり遊びまわるお子さんを見て親御さん

たちも嬉しそうでした。 

 

明日は、いよいよかたるべでの最後の福祉体験！あっ

という間に過ぎていく毎日に自分でも驚いてしまいます。

残りも楽しみたいと思います♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 芸術創作（冨田） 

毎週火曜日は、息抜きも兼ねて、芸術創作として

絵を描いたり粘土をこねたりします。私はこの

日、こちらに参加してきました。部屋に入ると、

利用者さんたちが思い思いの絵を楽しそうに描

いていました。とりあえず私も絵を描きながらみ

なさんと会話することに。雑誌を写したり、紙を

ちぎって貼ったり、四角や丸で表現したり、色を

塗るだけだったり…みな様々です。 

途中でスタッフの方が、利用者さんの作品をたく

さん見せてくださいました。すると、それまでは

作成途中のものばかり見てきたからか、完成形を

見てびっくり！言葉でのコミュニケーションが

できない方がとても抽象的でダイナミックなも

のを描いていたり、動物の絵でもアングルが個性

的だったりと、センスが光る絵ばかりでした。同

時にスタッフの方から、芸術創作に携わるときの

思いをお聞きしました。スタッフの方々は、利用

者の方々ができるだけ自由に楽しく活動できる

ように工夫をしているということでした。実際、

私が一緒のテーブルで作業していた方がいきな

り機嫌を損ねたときに、私はうろたえてしまった

のに対し、スタッフの方がさっと「休憩しよう」

と言うと嬉しそうな反応を見せていました。ま

た、ときには厳しいことも言いますが、その後も

おどけたやり取りをして利用者さんを笑顔にさ

せる場面が多々ありました。スタッフの方々の努

力と経験と思いがあるからこそ、利用者の方々が

のびのびと活動できるのだと改めて感じたひと

時でした。 
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8 月 22 日 20 日目（冨田） 

 

今日はかたるべ最終日でした。 

まりちゃんは木工房へ、私は森林環境部門（F.A.T）

へ！ 

ここでは私の活動を報告します。 

 

F.A.T では、森林整備、物づくり、アウトドアの 3

つの活動を行っています。 

かたるべの「森」の整備を自分たちでしたり、か

たるべのケアハウスなどから受注した家具（棚、

机など）を作ったり、ツリークライミングやカヌ

ー、クロスカントリーをしたりするようです。 

 

まず、切り倒した木の皮をむく作業に精を出して

いる方とおしゃべりしながら、私も木の枝を切り

ました。 

ものすごく仕事熱心な方で、ナイフで木の皮を削

っていくのですが、早い！きれい！ 

絵を描くのもとても上手なのですが、木の皮をむ

くのが一番好きだそうです…（笑） 

木の皮をむくのはその方しかできないようで、皮

をむき終わった木をうれしそうに指さしてくれま

した。 

 

 

 

 

次に、屋外の屋根つきの小屋で作業している人た

ちのもとへ。 

木を切る人、色を塗る人、様々です。木を切る人

と一言に言っても、超マイペースだったり、歌を

うたいながらったり。 

理解力も人によって異なるため、それぞれの特性

に合った仕事を割り振るそうです。指示の出し方

にも、口で言うか文字で伝えるかなどで工夫する

そうです。 

図工が苦手だった私よりもずっと上手にのこぎり

を使っていました。 

 

 

 

 

 

さらに、中では棚を作っていました。 

電動ドリルも使いこなして、棚づくりのお手伝い

をしていました。 

けがをすることがあっても、やらなければ成長し

ないので、どんどんチャレンジするそうです。 

 

仕事ができない人もいたのですが、他の利用者さ

んが隣に座って手を握って一緒にいてあげる姿が

印象的でした。 

 

今日でかたるべは最終日ということで、お別れの

挨拶をしに行くと、たくさんの利用者さんたちが
写真 20-1 

すごい勢いで、休憩もろくにはさまず木の皮をむ

いています!!! 

写真 20-2 

私も一緒に木を切りました。私が一番ぎこちなか

ったです…。 
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「ありがとうございました」「バイバイ」「また来

てね」など声をかけてくださいました。 

こんなに温かく送り出されると思っていなかった

ので、とてもうれしかったです。 

 

かたるべにいたのはほんの短い間だったので、ど

の人がどのような個性をもっているのか、コミュ

ニケーションの取り方はどのようなものか、など

が分かりきらないままのお別れとなりました。 

かたるべの森の利用者さんといると、普段では味

わえない素直な気持ちになって接することができ、

さりげない気遣いを感じたとき胸が温かくなりま

した。 

 

本当はもっともっと一緒にいたかったです。 

「またね」と言われたので、絶対また遊びに来ま

す！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 24 日 22 日目（石塚） 

 

こんにちは！インターン生の石塚です  

 

わたしは31日まで当麻町に滞在するのですが、まお

ちゃんは今日が帰る日。ずっと二人で頑張ってきた

ので、すごく寂しいです けれど、気づけば私も残り

1週間ありません！悔いのないように過ごしたいと思

います。 

 

今日は、まおちゃんは空港まで見送った後、東川町

へ視察に行きました。変わった取り組みが注目され

る東川町。以前ブログにも書いたとおり、何度かギャ

ラリーに入ったり、夕飯を食べに行ったりしているの

ですが、もう少し時間をかけてゆっくりと回りたいと思

っていました。今回は半日かけてみることができてよ

かったです！ 

 

といってもどこを見るかほとんど情報がなかったので、

まずは道の駅で情報収集して、「クラフト街道」をま

わってみることにしました。役場の瀬戸さんのおかげ

で車でまわることができたのですが、これを歩きでま

わってたら大変だったな ありがとうございました！

クラフト街道は工房やギャラリーが集まる山間の静

かな街道です。可愛らしいマップに沿って、ひとつひ

とつお店を訪ねてみることにしました。 

 

まず最初に立ち寄ったのは「北の象嵌ギャラリー 相

和工房」。みなさん象嵌ってご存知でしょうか？私は

今回初めて知りました！「象嵌」はうすーい木の板を

使って、自然の木目や色を生かした作品です。細か

い模様や色の多様さが印象的でした。 

 

次に伺ったのは陶芸の「理創夢工房」。ここの陶芸

は少し変わった技法で作られていて、作品の表面に

色がついているだけでなく、普通の生地自体に色つ

コラム 木工房（石塚） 

「道 

私は木工房へお邪魔しました。ここではス

タッフの方が板を切り出して作ったフォト

フレームや箸おきに、メンバーがヤスリや

カンナをかける作業をしています。私もメ

ンバーの方々と箸おきのヤスリがけをしま

した。ヤスリがけをしながら、好きなモノ

やコトとか、普段のしてることとかの話を

したり、一緒に作業して、コミュニケーシ

ョンをとることがとても楽しかったです。

けれど、接し方で戸惑うこともあり、特に

言葉で行っても反応がなかったり、言葉じ

ゃないツールでコミュニケーションをはか

ろうとしてきてくれたときには、どうした

らいいのかわかりませんでした。木工でも

陶芸でも、言葉だけに頼らずに、もっと気

持ちを開いて接することができたら良かっ

たなと思います。 

ひとりひとりの個性を理解して、コミュニ

ケーションをはかることは、障がいがある、

ないに関係ない。頭だけでなく、かたるべ

での体験を通して実感し、私の中の障がい

に対する見方を変えてもらったなと思いま

す。 
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きの記事が混ぜこんであるそうです。淡いマーブル

が可愛らしい！また、ご主人から東川町のまちづくり

の仕組みについても教えていただくことができまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東川はここ数年で人口が増えてきたり、移住者の数

が近隣と比べて多かったりと、動向が注目されるまち

です。ご主人がいうには、ご自身を含め多くの人が自

然あふれる環境に惹かれてやってきたとおっしゃって

いました。ここのまちづくりの動きの特徴は「官ではな

く、民が主導」で、マップをつくるにしてもなんにしても、

町民が声をあげて官が後からついてくるという流れ

があるそうです。かといって、こちこちの町民団体が

決められているわけではなく、ゆるい団体はあるけれ

ど極めて自由で流動的だ、と興味深いお話をお聞き

しました。 

 

その後は、道の駅で降ろしたもらい市街地散策。「東

川町文化ギャラリー」や「東川町郷土館」へ行ったり

しました。でもやっぱり北海道は歩くには広い！せめ

て自転車の貸し出しがあったら、もう少し工房とかま

われたなと思いました(ﾉω･､) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東川のまちづくりについて、ただ歩いてまわっただけ

では理解を深められませんでしたが、「先を見据えた

長期的視点」と「民からの動き」は大切な要素なのだ

ろうなと改めて思いました。特異な部分もあるように

感じましたが、活動や意識など私にとってとてもよい

勉強になりました！ 

明日は、富良野・美瑛方面へ向かいます！当麻町外

が続きますが、お楽しみに！ 

写真 22-1 

粘土に色をつけてから成形する珍しい製法で作

られた作品が並んでいます。 

 

写真 22-2 

市街地の様子。商店街のお店では、共通の木

製の看板がかけられています。 

 

写真 22-3 

市街地周辺。「写真の町 東川町」ならではなの

か、町内にオブジェが見られました。 
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8 月 25 日 23 日目（石塚） 

 

昨日に引き続き、近郊視察です！今日は富良野へ。 

視察にいった場所は、土の館、ファーム冨田、森のガ

ーデン美術館、フラノ・マルシェ、観光案内所、麓郷地

区、風のガーデン、ニングルテラスです。土の館は以

前まおちゃんが紹介してくれたので、それ以外の場所

について書きたいと思います。 

 

まずは、「ファーム冨田」。広い敷地内には、これまた

広いお花畑が広がっています。数カ所に分かれてい

る花畑は、どれも花の種類や色合いが異なっており、

違いを楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また敷地内には、ドライフラワーが部屋一面にアレン

ジメントされたドライフラワーの舎や、自社で製造販

売しているラベンダーオイルやアロマを作っている蒸

留の舎、その他にも化粧品や雑貨などのショップでお

買い物を楽しむことができます。ラベンダーの時期が

終わってしまっていたのは残念でしたが、その他の色

とりどりの花々を満喫できたし、多くの観光客で賑わ

っていました。 

 

四季にあわせて花が変わり、花畑は違う表情を見せ

てくれます。翌年の同じ季節に来たとしても、花畑の

デザインや花の種類を変えることで変化を感じさせる

ことができます。変化をつけやすいところが、同じ鑑

賞型でも箱ものの施設は違う点かなと思います。観

光資源は変化するお客さんのニーズや流行を捉えて、

工夫を凝らしていくことが求められことを改めて感じま

した。 

 

ファーム冨田の目の前に、小さいけれど負けじと素敵

な「森のガーデン美術館」があります。こちらは、庭園

といった感じで、佇んでいたくなるような親しみを感じ

るガーデンでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は、楽しみにしていたフラノ・マルシェ。ここでは、

JA 富良野が運営する直売所や、物産展、テイクアウ

トショップが集まっています。一番驚いたのは、加工

品の多さ。地元の野菜を使った、富良野でしか買えな

い商品。やっぱり気になります。「ここだけ」、「限定品」

っていう響きに、魅力を感じるお客さんも少なくないの

かなと感じました。 

写真 23-1 

まるで、虹のような花畑！。 

 

写真 23-2 

森の管理人テラコッタおじさん。 

テラコッタ鉢と苔でできています。 
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それから、富良野といえば「北の国から」の撮影地！

ということで、映画セットが残されている麓郷地区へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は「北の国から」をちゃんと見たことがなかったので

すが、これがどのシーンで…とかいうのはまったくわ

かりません。けれど、個性的な家の中へ入ればまる

でシルバニアの世界のようで、森に囲まれた空間は

心地よくて。私よりずっと小さくてドラマのことは何も

知らないであろう子たちも、楽しそうにしていたのがす

ごく印象的でした。ストーリーを知らなくても楽しめる、

それはひとつの空間が確かに作られているからかな

と私は感じました。短命だと思い込んでいたコンテン

ツツーリズムで、世代を超えて楽しめる要素があるの

は興味深かったです。 

 

そろそろ終盤、「風のガーデン」と「ニングルテラス」

へ。 

「風のガーデン」はドラマ「風のガーデン」の舞台とな

ったブリティッシュガーデンを楽しむことができます。

こちらも、今日見てきた 2 つのガーデンとは違う雰囲

気。秋の花々はシックな装いで、雨が降ってより雰囲

気がありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてすぐ近くにあるのが、「ニングルテラス」。いくつ

ものログハウスが木立の中に並び、ひとつひとつが

お店屋さんになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス工芸や皮細工、可愛らしい雑貨屋。この中の

キャンドル屋さんには、「北の国から」の雪子さんが

働いているという設定になっているそうです。絵本の

世界のようなお店の佇まいから、お店のチョイスまで

女性が好きなもので溢れていました 

今日はここまで。明日は、美瑛へ！ 

写真 23-4 

花に囲まれた真っ白な家。あこがれちゃいます。 

 

 

写真 23-3 

五郎の石の家。 

靴を脱いでお邪魔してきました。笑 

 

 

 

写真 23-5 

優しい光が漏れるログハウス。 

お店ひとつひとつにもこだわりが. 
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8 月 26 日 24 日目（石塚） 

 

今日は、美瑛へ行ってきました！テレビで何度も

みた美瑛の丘。実はずっと憧れていました。天気

も良好、素敵な景色が観れました。 

 

美瑛と当麻では景色が全然違います。開けてどこ

までも見渡せる当麻町。一方で、丘陵が連なる美

瑛。すぐそばの地域でもこんなに表情が違うんで

すね！今日まわったところは、観光案内所と道の

駅、拓真館、四季彩の丘、美瑛選果、白金 青い

池、十勝岳望岳台です。 

 

まずは、「拓真館」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真家 前田真三さんが撮影した美瑛の風景写真

が展示されています。四季折々の美しい風景が並

んでいました。夏には向日葵が、冬には銀世界が

一面に広がる様子は圧巻でした。 

 

 

「四季彩の丘」では、これまでで一番広大な花畑

が目の前に広がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう私が見たかったのはこれです！といいたくな

る景色。大きなキャンパスに咲き誇る花々、広す

ぎて丘を降りたら登ってくるのが大変そうでした。

笑 

 

美瑛では、CM に使われた変わった形の木やその

風景が写真スポットとなっています。少し紹介し

ますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 24-1 

美しい美瑛の風景に見とれてしまいました。 

 

 

写真 24-2 

虹色の花畑は圧巻です！ 

 

 

 

写真 24-3 

これは「哲学の木」。 

傾いている様子が、首をかしげて考えている

ようだというところから名付けられました。 
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それから、楽しみにしていた「美瑛選果」へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅というにはオシャレすぎる佇まい。外観や

内観、ディスプレイも素敵です。テイクアウトメ

ニューやレストランもあるみたいなので、また立

ち寄りたいです。 

 

 

「白銀 青い池」へも行ってきました。 

青い色が神秘的で、池に空と木が写り鏡のように

なっていました。晴れた日には水面が青く輝くの

でしょうね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、十勝岳望岳台。今回は登山ではなく、麓

を散策しました。ここでは、登らずにエゾナキウ

サギに出会える場所に連れて行っていただきまし

た。黒岳では一瞬しか見れなかったナキウサギ。

今回こそはと、ずーっと待ち続けると…姿を見せ

てくれました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 24-3 

「ケンとメリーの木」。 

スカイラインの CM ロケ地として使われたそ

うです。見上げると結構な高さがありました。 

 

 

 

 

写真 24-4 

直売所も見せ方次第でこんなにもオシャレ空

間になることがおどろきでした。 

 

 

写真 24-5 

曇り空がより一層神秘的な雰囲気を醸し出し

ていました 

写真 24-6 

ナキウサギはこちらに気付くことなく、しば

らくお得意のポーズを見せてくれました. 
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富良野と美瑛を二日間に分けたので、じっくり見

ることができて良かったです！林さん、ありがと

うございました。 

 

次回は、また当麻町へ戻ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 30 日 28 日目（石塚） 

 

いよいよ明日、帰ります。今日が当麻町最後なんて

実感がわかないなー。 

今日は、午前中にお世話になった役場の方々や、泊

めていただいたご家族の皆さんにご挨拶に行ってき

ました。「また遊びにおいでね。泊まるところは心配し

なくていいからね。」と言っていただけたのがすごく嬉

しかったです。また、遊びに来させてください！ 

 

その後は、すぐ近くの「上野ファーム」へ。色とりどり

の花々が咲き誇るガーデン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レストランやショップも併設されています。お昼は、こ

こでおしゃれなカフェランチをいただきました。 

 

午後は、当麻町にきてすぐにお話を伺った楢崎さん

に、再度お話を伺いに郷土資料館へ行ってきました。

当麻町に屯田兵が入ってきてどのように開拓してい

ったのか、当麻農業（特に稲作）はどのように変化し

ていったのか、丁寧にお話ししてくださいました。資料

もいろいろ探していただいたり、コピーさせていただい

たり…。なかでも、開拓時代も女性たちの支え、その

存在は重要であったことが嬉しくもあり、印象的でし

写真 30-1 

富良野や美瑛でみた花畑とはまた違った雰囲

気。季節ごとに違う表情を楽しめるのが素敵です

ね。 
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た。 

楢崎さんのお話はとても興味深くて楽しくて、あっとい

う間に約束の時間となってしまいました。今度来た時

には、楢崎さん自身の子どもの頃のお話も伺いたい

です！ 

 

郷土資料館を後にして向かったのは、旭山動物園。

動物たちのより自然体に近い姿を見ることができると

話題になりましたね。どんな姿を見ることができるの

かわくわく！ 

園内には、あざらし館、ほっきょくぐま館、チンパンジ

ーの森・ちんぱんじー館など多くの動物の姿を見るこ

とができましたが、その一部をご紹介しますね。 

 

まずお出迎えしてくれたのは、くもざる！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらはぺんぎん館。ガラスでできたトンネルでは、真

横や真上をペンギンたちがスイスイと泳いでいきます。

真上にペンギンを見たのは初めての経験でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょうどエサやりの時間「もぐもぐタイム」だったので、

飼育さんがエサをやりながら、ペンギンの種類や違い、

環境問題とペンギンの関わりなどについてお話をして

くれました。 

写真 30-3 

ここです！やっぱり高い場所が落ち着く 

のでしょうか。 

 

写真 30-4 

まるでペンギンが空を飛んでいるよう。 

写真 30-2 

空間をいっぱいに使ったアスレチック。 

どこにいるかわかりますか。 
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そして、しろくま館へ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しろくまの右横にあるガラスのドームは、あざらしが氷

から顔を出すときの目線でしろくまを見ることができま

す。こんな風にいろんなところに楽しめる仕掛けがあ

りました。 

 

これは、おまけで…鹿のつのをかぶってみました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思った以上に重くてびっくりしました。こんなに思いも

のを頭にのせていたなんて…見た目よりも鹿って力

強いのですね。笑 

話題になっていた旭川動物園をゆっくりと見ることが

できて良かったです。冬にはペンギンが園内を散歩

するようなので、また見に来たいです。 

 

最後の夜は、林さんご家族、川添のおじいちゃん、お

ばあちゃんと夕ご飯。最後の最後にもう一度会えてす

ごく嬉しかったな！！来てくれて本当にありがとう！ 

おいしいご飯もありがとうございました！ 

 

明日はいよいよ帰ります。実感わかないなー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 30-6 

両手で支えいないと、とてもじゃないけど頭に載

せていられませんでした。 

写真 30-5 

ドームの中から覗いてみると…しろくまが近い！ 
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農業 

 

気軽な農体験（冨田） 

私たちは数日間民泊までして農体験を行いました。しかし最近では、1日だけ宿泊など、より短い期間

で農体験をすることに関心をもつ若者もいます。これは、農家さんからしてみれば、忙しい時期にそれ

までの苦労もよく知らず収穫だけしにきて負担が増えるだけと思うかもしれません。もちろん農業にあ

こがれて短期の農体験に来る人たちは、農業の厳しさを知らないので、新規就農に結びつく可能性は限

りなく低く、農業そのものに利があるとは言えないかもしれません。しかし、高齢化と後継者不足で農

業が厳しい今、農業とそれ以外の分野をつないで地域の活性化を図ることも当麻町にとって有意義だと

思っています。私たち自身、当麻町の農家さんに泊まったことで、また必ず来ようと思うようになりま

した。よって、これからは農体験の受け入れ母体をつくってみても面白いのかなと思います。これなら

インターン生も何等かの形で協力できるかもしれないので、私にとっては比較的現実的な提案です。 

また、別の形で宿泊なしの農体験により、子どもや大人の食育に生かす手もあると思います。分かり

易いのは、修学旅行生の受け入れです。これは現在でも取り組みがあるそう。また、大人でも興味を持

っている人が多いので、企業の研修旅行などを受け入れる機会はあると思います。 

 

農協と農家（石塚＆冨田） 

当麻町は農協さんの力が強い地域だというのが一番の印象です。育苗施設などを見学し、設備の充実度

もさることながら、職員の方々がそれぞれ JA当麻の農家さんのために大変よく研究されているのだと思

いました。しかし、あまりにも指導通りに農家さんが動くと、当麻ブランドの確立にはつながるので確

実に利益になるのですが、農家さんの探究心が低下して高齢化への悪影響が出そうだと思いました（例：

若者の向上心・理想が育たないなど）。農協さんによる営農指導の他に、農協さんと農家さんがなるべく

対等な立場で相談してともに農業の技術や経営、戦略などについて考えられるような場を作れるといい

と思いました。技術面は難しいにしても、野菜の質・新鮮さを活かしたメニューを考えたり、販売戦略

を練ったりすることは、手軽にできる上に農家さんの生産意欲向上にもつながるかもしれません。 

 

宅配とコミュニケーション（石塚） 

顔の見える食材への需要は高まってきていますが、顔が見えているのは消費者側だけなのが現状といえ

るのではないでしょうか。そんな中で、消費者側だけでなく生産者側も相手の顔を見ることができるの

が宅配だといえます。それだけにお客さんとのコミュニケーションや関係性は大切にされているそうで

す。消費者が生産者の顔を見ることができるようになってきた反面、生産者が消費者の声を聞くことが

できる機会は未だに少なく、配達は生産者側の負担を増やしているかもしれないけれど、生産者側の励

みになる一要素にもなりうるのではないでしょうか。宅配に限らず、生産者側と消費者側の双方向の交

流の場をつくることは、よい刺激を与えてくれるのではないかと感じました。 
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農家は個人経営（石塚） 

農家さんは育苗や収穫といった農業の仕事から、調整や袋詰めなどの出荷に関わる仕事、収支の管理な

どやるべきことは本当に多岐にわたり、その様子は会社の個人経営と同じだと思います。苗の手入れを

しなくてはいけない傍ら、出荷作業が作業のかなりの割合を占めているというお話も伺いました。そう

いった意味で、集荷場やカントリーエレベーターといった農協さんのサポートは農家さんにとってかな

りの負担軽減につながっているのだと改めて感じました。 

 

はね品の利用と加工品（石塚） 

ブログでも書いたとおり、加工品開発でまちおこしと考えるのは安易な考えであることを学びました。

しかし青果が強みの当麻町に、加工品の強みが加わることができれば、マイナスではないと思うのです。

特にブランド維持のために基準の厳しい「でんすけ」はたくさんのハネ品が出ると伺いました。研修中

もハネ品のでんすけを何度かいただきましたが、あんなに美味しいのにほとんどが廃棄されてしまうな

んて、残念に思いました。「でんすけ」の名前は出さないようにすることで「でんすけ」ブランドを守る

ことができますし、活用しないのはもったいないと思います。以前はマチおこしグループなど加工品開

発に力を入れていたとお聞きし、いろいろな事情により加工品開発がなくなってしまったのだと思いま

すが、今一度動き出せればと感じています。また、現在は農協が生産したトマトジュースが販売され、

町民が加工所研究センターで作ったものは販売禁止とされていると伺いました。衛生面や手続き、規則

などさまざまな障害があると思いますが、もし町民団体から「自分たちの加工品を売りたい」という声

があがった場合は認可し、農協や自治体側が自主的な動きをサポートする側にもまわっていただければ、

より町民活動は活発になっていくのではないかと思いました。 

 

農と食の祭典（石塚） 

農と食の祭典で感じたのは、他の町は青果はほとんどなく加工品が多かったことです。どうしても農産

物となると他町と同じものになりがちであるとともに、お客さん自身が農家で自分で育てているという

人が多いのが現状です。また、でんすけすいかやあづまメロンは高価なため贈答品向けであり、イベン

ト向きではないのかなと思いました。もちろん特産品であるでんすけスイカやあづまメロンは並べるべ

きだと思いますが、例えば試食などの工夫が必要になると感じました。またはトマトやキュウリの工夫

された調理の仕方を提供したり、既存の加工品であるトマトジュースを並べてもいいのかではないかと

思いました。 

 

高齢化と後継ぎ 1（石塚） 

農業が基幹産業である当麻町でも、高齢化と後継者の問題は深刻であるといえます。実際、農業高校を

出ても農業従事者になる若者は極めて少なく、親自身も農業につくことを強要しない気風があることを

感じました。特に小規模な農業経営の場合は当てはまるといえます。農業を継ぐことを悪く思っていな

い方でも、子育ての環境において奥まった地域の場合は小学校や病院との距離など農業以外のことがネ

ックとなっているようでした。年々農業従事者が高齢化し、労働力が減少していけば、農業の存続にも

関わってくると思います。新規就農者のサポートをするとともに、まずどうしたら当麻町に住みたいと

思ってもらえるのか、今一度考え直したり、声を聞いてみたりする必要があるのかもしれません。 
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高齢化と後継ぎ 2（冨田） 

農家さんは、後継者を望んでも、その後継者が十分生活していける基盤を築いていなければ、後を継ぐ

ことは強制しないようです。この話は、他の地域の農家さんからも聞いたことがありました。そのとき

は詳しいことを聞けませんでしたが、今回お話を伺って、やはり本心は後継者がいないことが寂しいと

感じている人もいるとわかりました。しかし、後継者がいても問題は多々あるといいます。例えば、後

継者である息子がお嫁さんをもらえなければ、労働力や安定性が足りず不安が残るそうです。今までも

花嫁対策をしている市町村の例を調べたことがありましたが、実際に現場を見ると、本当に事態は切迫

しているのだと思いました。 

高齢化が進んだ場所には若者を入れる必要がありますが、「若者」と言っても都会と感覚が違います。農

家さん（もしくは地方にいる人）の間で「若い」というと、40代、ともすれば 60代の人を指すこともあ

ります。これこそ、高齢化を象徴していると思います。 

さらに、後継者については、場合によっては血縁者でなくても後をついで農業に精を出してくれそうな

人を後継者にする可能性はあると思います。しかし、引退したあとに住む家はそれまで通り農地のそば

にあるものであろうし、契約関係や土地の処理は農家さんにとっては難しすぎる可能性もあるので、サ

ポートが必要であると思われます。 

この問題については今はっきりした意見を出せるわけではないのですが、一般人が思っているより事態

は深刻であるため、早めに手を打たないと大変なことになるという危機感を持たなればならないと思い

ます。 

 

議論・共有の場（石塚） 

今回、小規模から大規模、慣行と有機、農家さんといってもその形態は様々なのだということを知りま

した。特に慣行と有機に規模や経営の面でこんなにも違いがあるということがとても驚きでした。当麻

町の農業を作り上げてきて今でも先頭に立つ慣行農業と、新しい考えが普及したり、社会の多様なニー

ズにこたえるべく生まれた有機農業。どちらがいい、悪いではなくて、当麻町農業の今後について、今

考えるべき問題はどういったものがあるのか、解決すべき問題にどう取り組んでいくのか、形態の枠を

超えより多くの町民を巻き込んで議論したり、共有する町民レベルの議論の場、意見交換の場がもっと

必要なのではないかと感じました。 

 

何のための農業か（冨田） 

農家さんの熱い思いを聞くたびに、農家さんの人生の中における農業の位置づけは本当に様々だと感じ

ました。農業、またはそれによって育て上げた農産物を自分の納得する方法で消費者に届けることを生

きがいとして、自分の農業を長い間続ける人たちがいます。一方で、農業も他の職業と同じく商業の面

から考え、信念と収入の兼ね合いを考える人もいます。 

私はどちらにしても、農家さん自身がどのような農業をしたいか考えて行っているのならば、尊敬でき

る農業のあり方だと思っています。 

「何のための農業か」に関する価値観が違うと歩み寄りづらいことがあるかもしれませんし、すべてを

一つの方向にまとめることはかならずしも正しくないと思います。しかし私は、また訪れるのなら、ど

の人も当麻町の維持を念頭に置き、その部分では団結しているような町がいいな、と思います。 
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観光・イベント 

 

既存観光施設に集まる機会を（石塚） 

パピヨンシャトーや鍾乳洞に見学に行った時、どちらもとても興味深かったし面白いと感じました。け

れど、どうしても鑑賞型の観光資源はリピート客を捉えるのは難しく、来場者も年々減少しているとの

話を伺いました。そこでまずは人をその場所に呼ぶ仕掛けづくりをしてはどうかと思いました。以前、

蟠龍まつりの前夜祭の会場として鍾乳洞が使われダンスや、蟠龍隊の龍踊りのはじめに龍が洞窟から出

てくる演出があったり、山際に火を放ち龍に見立てる構想があったことをお聞きしました。こういうよ

うにイベントをそこで開催することで人が集まる流れをつくってみてはどうかと思いました。蟠龍祭以

外では朝市やフリーマーケットもできるのではないかなと思います 

 

道の駅（石塚） 

当麻町の道の駅にいった時、当麻町でしか買えない商品が少ないなと感じました。特産のでんすけすい

かやあづまメロンといった青果、スイカゼリーは見られましたが、それでも北海道ならどこでも買える

ような商品がほとんどのような印象を受けました。当麻町といえば質の高い野菜・果物だと研修を経て

学びました。でんすけやあづまメロンが特産なのはもちろんですが、高級品で贈答品向けのため、ちょ

っと寄ったついでに買うという流れは難しいのかなと感じました。ですので、その他の地場野菜の種類

や量をもっと出して、直売所の規模を大きくしてもいいのではないでしょうか。せっかく町民以外の人

が立ち寄る道の駅で当麻の青果をアピールする場所が少ないのはもったいないと思います。また直売所

で売ると低価格が付加価値となり価格破壊が起きがちですが、価格ではなく顔が見える安心に付加価値

を置き、野菜ごとというよりは農家さんごとのスペースを作り、写真と一言そえたものを掲げてはどう

かと思いました。生産者の顔が見える安心は付加価値として十分なのではないでしょうか。あとはディ

スプレイの仕方も他と差異をつけるひとつの要素だと思いましした。また、道の駅の楽しみはそこで食

べられる食べ物にあると思います。地場産の食材を使った料理や加工品をその場で楽しめるスペース（カ

フェやレストラン、売店）をつくり、ゆっくり休んでもらうための椅子やテーブルスペースを増やせる

といいように思いました。 

 

蟠龍とイベント（冨田） 

蟠龍まつりについては当麻町 HPなどで目にしていましたが、特に龍おどりのパフォーマンスは予想以上

の迫力でした。そこで初めて、当麻には「蟠龍隊」という方々がいることを知りました。 

龍おどりも、後程仮装盆踊りのときに見ることになる蟠龍太鼓も、今よりもっと当麻町の売りにしてい

いと思います。他の地域にも同様の伝統芸能はあると思いますが、当麻には龍の伝説があるので、鍾乳

洞などの観光スポットと合わせて効果的に宣伝することもできそうです。他にも、人を多く集めるノウ

ハウを持っている人はたくさんいると思います。 

もちろん、もともとは町の人たちを集めるための行事であったはずです。しかし、伝統芸能の保存に苦

しむことがあったとしても、お祭りに来場する人が多いほど伝統芸能にあこがれる人が増えると思いま

す。それに、他の町の人も呼び込めるような活気のあるお祭りにした方が、地元の子どもたちも楽しめ

る気がします。 
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自転車の活用（石塚＆冨田） 

北海道に来て驚いたのは、どんな人も車で移動してしまうことです。しかし、車で移動すると、せっか

く観光資源となる場所があっても、その他の場所（例えば地元の商店街）はハイスピードで素通りして

しまう可能性が高いのが難点です。当麻町もそうですが、すでに多数の観光客を受け入れている剣淵町

を視察した時も、それを感じました。 

そこで私たちは、自転車を活用すればいいのではないかと思いました。北海道の人から見ると当麻駅か

らかたるべの森まで自転車で行くのは大変だと感じるかもしれませんが、本州の人間にとっては涼しく

て心地いいと感じられたので、道外の人向けには人気が出る可能性が十分あります。また道内の方々で

も運動したい方やアウトドアが好きな方の注目を浴びるかもしれません。 

例えば、車を置くスペースを確保したうえで、実際に町をまわる、あるいはどこか観光地に行くときに

は自転車で移動してもらうような仕組みを作ればいいのではないかと思います。 

雪が降る冬には活用できないこと、自転車走行者の交通マナーなどの問題はありますが、検討する余地

はあるように思われます 

 

地域の特性 

 

女性の参画 1（石塚） 

農家さんのお宅に泊まらせていただいてお母さんたちのお話を伺い、表に立たなくてもそれぞれに深い

考えや意見をお持ちであること、興味分野が広く、研究熱心であるという印象を受けました。また、開

拓時代から生活を支えてきた中で、女性たちが育んできた暮らしの知恵はとても興味深く、途絶えてし

まうのはあまりにもったいないように思えました。料理教室を開いたり、料理の腕を生かして加工品開

発を行うなど、パワフルな女性の力をもっと生かせる場があるといいなと思いました。すでに女性部と

して活動されていますが、参加されていない女性も多く、そのような方に当麻町のために地域の取り組

みに関わっていただきたいし、表に出たがらない謙虚な女性の意見や行動を周りが拾い上げるようにす

ることができたらと思いました。 

 

女性の参画 2（冨田） 

当麻町の農家さんではあまり女性が目立っていない、もしくは表に出ることを望んでいない印象を持ち

ました。しかし、私たちがお話を聞いた女性たちは、農家生活、料理、昔の経験など多くのことを丁寧

に教えてくださいました。男性から聞くお話と少し印象が違い、時には男性よりも現実的な考え方をし

ている方もいらっしゃいました。私が女性であるから女性をひいき目で見ている可能性もありますが、

町づくりにおいて、当麻町の女性たちの力を借りるのも面白いと思います。必ずしも農業など家業で全

面的に前に出る必要はないと思っています。例えば、川添のおばあちゃんの味噌や、あとで出てくる林

さんの笹団子などは、現在では作る人が減っていることが残念でならなないものの、逆に当麻町や旭川

などの子どもたちにそれを伝えることができるかもしれません。他にも、行き詰ったときに少し意見を

求めてみたら、画期的なアイディアが出てくるのではないかと思っています。 
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外に出る（冨田） 

河島さんは農業を稼ぐための職業として割り切っていますが、これはおそらくマーケティング部門での

勤務経験があるからだと思います。上田さん（お父さん）も農業のほかに運転手などを経験しており、

それが視野を広げるきっかけとなったようです。もちろん当麻でずっと過ごす、農業一筋で生きること

もいいことですが、これから厳しい時代を生き抜いていくには、当麻の外で他の経験を積んでおいた方

が、思わぬところで役立つ知識を得られたり、当麻の文化に捉われすぎないものの考え方を身につける

ことになるように思います。 

 

郷土料理 1（石塚） 

私たちが泊まらせたいただいた農家さんのご先祖様は富山や鳥取から当麻町へいらした方が多く、開拓

時代やそれ以降に他府県から来た移住者が、北海道の郷土料理として様々な地域の郷土料理をそのまま

或いは少しアレンジして郷土料理となっていることを教えていただきました。この部分は、他府県との

大きな違いだなと思います。そういった北海道に集められた各地の郷土料理を一度掘り起こしてみても、

なにかに応用できるのではないかなと思いました。 

 

郷土料理 2（石塚） 

川添さんのおばあちゃんが出してくれた「甘納豆赤飯」や、後日、林さんのお母さんと作らせていただ

く「笹団子」。どちらも列記とした北海道の食文化だと思います。ですが、現在では笹団子づくりをする

人も減っているとお聞きしました。食文化はその土地の伝統文化・生活文化の大きな要素のひとつです。

これを次世代にきちんと伝えていくことは、郷土文化を守ることにつながると思います。作り方からこ

のような食べ物が生まれた背景などを子どもたちにきちんと伝えることが大切ではないでしょうか。ま

た、おばあちゃんが子どもたちに教える料理教室を通して、世代間交流を行えることもいいことではな

いかと思います。 

 

人を呼び込む仕組み作りとその受け皿（石塚） 

当麻町で進む高齢化に対応するには外からの人をよび、町に住み担い手となってもらう仕組みが必要だ

と思います。しかし、来訪者を担い手に直結させることはなかなか難しいと思うので、まずは観光客で

も研修生でも、とにかく外からの人に当麻町に対する興味を持ってもらう、当麻町に来てもらう仕組み

が必要だと感じました。そのひとつとして当麻町の農業を生かした、農業体験を通した人との交流が考

えられます。農業体験に限らず、最近では観光地をただ巡るだけのものよりも、地域の暮らしや産業を

見たり体験したりする形態に人気が出てきており、道外からの来訪者を呼び込むひとつのしかけとして

考えられるのではないでしょうか。福島の受入のように地元の人と一緒にジンギスカンを食べるという

交流も魅力的だと思います。 

また、来訪者が増えた場合には宿泊施設の問題が出てきます。そこで考えられるのが、今回のような「民

泊」です。普通の農家さんのお宅に泊まってその暮らしを体験できる民泊は、地域の暮らしを見てみた

い人にとっては最高の宿泊施設となると思います。これらの農業体験や民泊は農家さんにとっては負担

となるかもしれません。しかし、一度受け入れてみてまた改善というようにやりやすいように変えてい

くことはできますし、やってみてわかることも多いと思います。個人の負担を減らすためにも、農家さ
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んだけ、行政だけではなくて、町をあげて受け入れる体制（受け皿）をつくることが必要になってくる

のではないかと思いました。 

 

福祉 

地域との交流 1（石塚） 

障がい者の方が地域でともに暮らす、自分のご近所さんになるという時に、地域の理解を得ることが必

要ですが、根深い社会的な障がい者に対するイメージや偏見を取り除くことは簡単ではありません。け

れど今回の私のように実際に障がい者の方々と共に過ごし、意識が変化する方々はたくさんいると思い

ます。メンバーの中には応援団やサッカーなどを通して、地域の方々と交流する機会があることをお聞

きしました。かたるべの森が現在行っているアクティビティを地域住民にも開放するなど、地域と障が

い者の方のふれあいを今後も行っていくことが、障がいに対する固定観念の払拭へ徐々に繋がっていく

ように感じました。 

 

地域との交流 2（冨田） 

かたるべの森は、周辺住民の方々の同意があってはじめて成立するというお話を伺っています。これか

らは、当麻町全体に対してより理解を求めるために、交流を進めるべきだと思います。当麻町に来て、

かたるべの森という名前を知らない人はほとんどいませんが、詳しいことはよく知らないという方々も

多かった気がします。私は短い間の経験から、とにかく知的障がいのある方と接してみれば自分の中の

意識が変わると感じたので、少しでも接することのできる機会を増やすといいと思います。現在でも、

ボランティアの会のみなさんやかたるべで作ったものを販売する店に来たお客さんなどとは交流がある

そうです。しかしそれだけではなく、前例があるようですが地域のお祭りに積極的に参加したり、出店

する機会を増やしたり、森の中でのアウトドアなど体験型の活動に一般の人も参加できる機会を増やす

などしてほしいです。かたるべの「森」ですから少し奥まったところにありますが、リピーターを増や

せばさらに身近な存在になると思います。 

 

情報 

インターネット（冨田） 

当麻町では、光ファイバーの設置に対する補助金が出ることになり、インターネットを使いやすくなり

ました。しかし、実際の普及率はそこまで高くなさそうです。もちろん、現代の情報化社会では、イン

ターネットは不可欠となっています。データをまとめれば、販売戦略を立てやすいし、経営も楽になり

ます。しかし、高齢化が進んでいる地域でインターネット普及を試みると、ご高齢の方々がそこから苦

労して勉強をして使うことに時間がとられるより、従来の方法で自分のペースで進めた方が精神的にも

身体的にも負担が少ない可能性があります。実際、インターネットを使えたとしても生かし切れず投資

分の元を取れないことは考えられます。せっかくインターネットを普及させた、もしくはこれからもさ
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せるつもりならば、それ相応のサポートを提供しないと十分な効果は得られないと思います。 

 

 

農業と法律（冨田） 

上田さんの会社設立のお話で、法律のことをたくさん勉強したという話題が出てきました。一応私も法

学部志望の学生なので法学に興味があるのですが、その理由の一つとして、法律はどんなに難しいイメ

ージがあっても生活に必ず関わってくることです。農業でもそれは例外ではなく、農業法人や株式会社

設立、土地紛争などで法律がおおいに関わってきます。私の先輩でも気軽に法律相談のできる農業弁護

士を目指している人がいますが、農業を専門とする弁護士は少ない現実を嘆いており、異業種間の協力

が必要だと言います。これからは町政も、農業を専門とする弁護士や司法書士、税理士等を積極的に紹

介できるよう備える必要があると思います。 

 

農家さんの情報量（石塚） 

農家さんは経営、生産、出荷すべてをこなしていきます。それだけ多くの分野の知識が必要であり、実

際に上田さんが新しくもみ殻の事業を始めるにあたって、ご自身でかなりの勉強をされたと同時に司法

書士、税理士、経営コンサルタントに相談しているそうで、農家さんにとっては法律関係、財務関係に

ついて理解することがとても大変であるというお話を伺いました。仕事の合間を縫って勉強をすること

はかなりの負担になりますが、法律・財務について知識を深めることは農家さん自身が経営を更にしや

すくなることにつながると思います。農家さん自身が情報を集めることも必要ですが、法律関係・財務

管理についての知識をより多く、どなたでもわかるような形で広くサポートする仕組みがあるといいの

ではないかと思いました。 
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立教大学観光学部交流文化学科 3年 

石塚真地 

 

 4週間、当麻町の皆様には本当にお世話になり、ありがとうございました。 

2年時にゼミの先生から「若者の地方体験交流」の話をお聞きしてから、3年の夏はこれに参加したいと

思い、今年、当麻町に受けいれていただくことができました。地域に入って学びたい、将来自分が地域

振興や農業に対してどう関わっていけるのか模索したいと飛び込みましたが、長いと思った 4 週間も本

当にあっという間だったなと感じています。 

 

 農業について知識もないままに当麻町へ行き、農協施設をまわり職員の方に説明していただきたり、

農家さんにこれまでの経緯や仕事に対する思いをお聞きしたり、日々たくさんのことを学ばせて頂きま

した。知識がないばかりに施設の説明になると用語がまずわからなかったり、基本的な質問をしたり。

勉強していればもっとたくさん話を聞くことができたのに、自分で考えることができたのにと恥ずかし

く思ったり、歯がゆく感じることもありました。けれど、どなたも丁寧に説明してくださり、あんなに

もたくさんの方々からお話を聞くことができたことが貴重な経験となっています。農協職員の方が日々

研究されていること。農家さんの仕事は野菜の手入れだけでなく、出荷の準備など農作業以外の仕事も

たくさんあること。自分の手元に野菜が届くまでにどれだけ多くの人の労力がかかっているのか、当麻

町に来なければ知りませんでした。 

また、実際に農家さんの生活を体験してみて、朝 5：00 頃起きて 5：30 から農作業。いつもとは違う

規則正しい生活で最初は寝坊しないか不安でしたが、慣れると朝から作業することが気持ちよかったで

す。農作業を通して、やっぱり野菜や土に触れて作業するがすきだなと感じました。けれど、新規就農

することの難しさや、地域の高齢化や後継者不足といった問題の深刻さを知り、田舎で職業として農業

するにはきちんとした覚悟と計画がないと、ただ興味があるとか、好きだという気持ちだけやれないと

いうことを改めて感じました。 

  

農業以外にも福祉体験や観光施設、イベントに参加させていただき、多面的に当麻町に関わることが

できたことで地域をより理解することに繋がったと感じています。観光が重要な産業ではない当麻町で、

観光の知識をどうしたら生かすことができるのかわかりませんでしたが、これからのイベントや観光の

方向性についてお話しいただいたり、近隣の市町村へも研修へ行かせていただいたりと、大変勉強にな

りました。外からの人を呼び込む観光の役割だけでなく、町民の方々のつながりを強くする役割の大き

さを改めて感じました。 

また、私は障がい者の方とあんなに接したのは今回の研修が初めてでした。「旅とぴあ」で障がい者の

方とブルーベリー摘みをした時は、とにかく笑顔で話しかけるように心がけていましたが、障がいによ

ってはあんまり話しかけられたくない人もいることを初めて知りました。かたるべの森では、ひとりひ

とり違う障がいをもった方々にどう接すればいいのか戸惑い、言葉でないコミュニケーションに慣れな

かったり、難しいと感じる場面は多かったです。けれど、一緒に作業をしたり、笑ったり、活動につい

てはもちろん、障がいの捉え方やコミュニケーションなど、スタッフやメンバーの方にたくさん教えて

いただきました。なにより、一緒に過ごす時間は戸惑いよりも、楽しい時間の方がずっと多かったです。
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ひとりひとりの障がいも個性だということ、相手との関係構築のためにひとりひとりと向き合うことが

大切だということ、言葉だけがコミュニケーションの方法ではないということ、私がもっていた障がい

への見方を自覚し、変わるきっかけになったなと思います。今度かたるべに伺った時には、歩くスキー

をスタッフやメンバーの皆さんとできたらいいなと思います。 

 

それから今回、当麻町に行きいろんな体験をさせていただいて、やっぱり実際に行ってみないとわか

らないことばかりだなと感じました。地域を理解することは思っていた以上に大変で、4週間でも短すぎ

ると感じましたが、この短期間の間でもたくさんのことを学ばせていただきました。自分で直接見て聞

いて考えることの大切さを改めて感じ、多くの人にお会いする中で、まちや農業をよくしたいという思

いは一緒でも方法や考え方は様々だということも実感しました。だからこそまちづくりは難しいのだと

思いますが、それぞれの思いを熱く語れる方が何人もいらっしゃることは素敵なことだと思いました。 

お忙しい中、この事業のために準備をしていただいたり、お宅に泊めていただいたり、話を伺うお時間

をいただいたり、本当にありがとうございました。 

 

拙い報告書ですが、少しでも当麻町の皆様にお返しができればと思い、まとめさせていただきました。 

これからの当麻町になにかしらのお役にたつことができたのなら幸いです。これからもすこしづつでも

ご恩をお返しできればと思っておりますので、よろしくお願い致します。また当麻町に遊びに行かせて

ください。今度またお会いする時まで、皆様どうぞお元気で。 
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東京大学文科一類 2年 冨田真緒 

 

 研修前は長いと予想していた 3週間も、今振り返ればあっという間に過ぎてしまいました。思えば、

誰にも相談せずに一人で候補探しから応募までをこなし参加を決意したのは、私にとっては賭けとも言

えるほど勇気のいることでした。結果として私にとって実のある研修となり、心から参加してよかった

と思います。 

 

 今まで、農家さんに技術面のお話を聞いたことはありましたが、生活面についての話は知らなかった

し、ましてや実際に農家に泊まるという経験は初めてでした。その中で、勝手に抱いていたイメージが

いかに多いか思い知らされました。 

 まず、農家さんは野菜をたくさん食べるものと思っていました。しかし実際は、育てている作目が少

なければその作目以外の野菜はご近所さんからもらわなければならないし、ずっと食べていたら飽きる

こともあります。また、農家さんは一年中農業に勤しんでいると思っていました。しかし、北海道では

雪が降るので冬は農業ができず、ビニールハウスを畳んでしまいます。さらに、今の厳しい時代には後

継者候補の若者は減る一方だと思っていました。しかし、農家さんによっては特に疑問をもたず後を継

ぐことがあり、血縁者とは関係なく新規就労でこちらに来る人たも多いようです。 

 また、二泊以上する中で直接農業への思いを聞くことができるのも魅力的でした。1日に何軒も回ると

きには、どうしても義務的な質疑応答で終始してしまいます。しかし、少し慣れたころに雑談も含めな

がらお話を聞くと、和やかな雰囲気でたくさんの質問をし、発展的な意見を聞くことができました。 

 そして何より、農家など関係なく、その家の方々の温かみを感じることができました。研修生という

未熟な立場で一方的にご迷惑をおかけして恐縮でしがたが、家族の中に入ってお手伝いをしたり一緒に

ご飯を食べたりすればするほど、おうちを去りがたく思っていました。 

 

 また、かたるべの森での体験も、私の中に鮮烈な印象を残しました。 

コミュニケーションは人間にとってとても大切な部分であるのに、知的障がいがあり他の人とコミュ

ニケーションツールが異なることでうまく意思疎通ができないことは、なんとなく寂しいことだと思い

ました。しかし不可能であるわけではなく、おそらく長く接して感覚として「この人はこういう方法で

こういうことを伝えたいのか…」とわかるのだと思います。そして、その段階まで達することができな

くても、「障がいがあるから」といって変に凝り固まった頭をもって接するのではなく、一人の人間とし

て感覚でコミュニケーションをとることによって、戸惑いは薄れるのだと思います。 

 もちろん私も、相手が何を言いたいのか分からずうまく受け答えできないことがありました。しかし、

そこで見切ったり諦めたりするのではなくて、次に進もうという気持ちを持ち続けることが必要だと思

います。 

 ほんの少しの経験をしただけの私が言えることは、とにかく実際に障がいのある人と接してみると、

既成概念が壊されてよりそのような人との交流をもちたくなるはずだ、ということです。できるだけ多

くの人、特に地元の人たちに、関心をもってもらいたいです。 
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何より、このように長期間地域に入るのは初めてでした。当然よそ者扱いされることになりますが、

それでも長くいれば内部の状況を少しずつ把握することができるのだとわかりました。その土地の地理、

歴史、文化、政策等は、短期間で見ようと思っても不可能だし、聞いても実感することができません。 

 そして、長期間いればいるほど、いくら長期間でもその場所に住まない限りはっきり見えてこない地

域の様子もあり、提言は到底できないなと思うようになりました。たとえ「こうすることがいいのでは

ないか！？」と思っても、すでに過去に同様の取り組みが行われていることが多々ありました。また、

安易な考えだと経済的・政治的な面で配慮しきれていないこともありました。しかしこのように提案し

ようとした内容がうまくいかなくても、地域の人たちと農業や地域づくりについて話したり、そこまで

しなくても農家さんの思いを聞くだけでも、私たちインターン生にとっても当麻町の人たちにとっても

新鮮な経験なのではないかと思います。 

 ただし、3週間もいると、最初あった「別の土地に研修に来た」という感覚が薄れて、緊張感が薄れて

しまうことも多々ありました。もちろん疲れからくる部分もありますし、地域に慣れないと長期間の研

修の意義がなくなってしまうのですが、いくら長くても研修としての緊張感を保つことが必要かとも思

いました。 

 

 このような拙い報告書ではありますが、未熟ながらも一心に当麻町のことを思って作り上げました。

大切なのは、これからこの提案の内容が当麻町の方々に広く知られ議論され、当麻町に役立つものへと

成長していくことだと思っています。そして、研修生がこれからも当麻町との交流を続けて、当麻町の

未来を見届けることができたとき、初めて研修は成功したと言えるのだと思います。 

 お世話になった方々、本当にありがとうございました。今はどんな形で恩返しできるかわかりません

が、これからも当麻町に遊びに行かせてください。 

 今後ともよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の研修がまたとない大切な経験になったことは間違いありません。当麻町の皆様方の 

ご協力に心から感謝しております。また訪れるときには、さらに素敵な町になっていますように。 

これからも末長くよろしくお願い致します。 


