
                                

 

 



ミクマリ通信  

福井県面積の約 7割を占め、7市 4町と岐阜県郡上市の一部を含

む九頭竜水系は、霊峰白山を頂とする山々を源に油坂峠（717m）

に発し、冠山（1,257ｍ）を源とする足羽川水系、南越前町夜叉

ヶ池（1,100m）を源とする日野川水系など多くの支流と合流し、

コシヒカリのふるさと福井平野を流れながら、サクラマスや鮎を

育み、日本海へと注いでいます。この大流域を舞台とした水と緑

の交通は、彼方の大陸までを環内に人・モノを活発に行き来させ、

豊かさを運び、独自の文化を育んできました。ミクマリとは水配

り、田の神・山の神と深い関わりを持ち、水源や分水嶺に祀られ

ている神の名です。いのちと暮らしの源である水は豊かさの源泉。

その分配を考えることは将来にわたって環境を考えることだと

考えています。 

 「九頭竜川流域」という山から海につながる一つの生態系の中で暮らし、多様な環境活動

をしている団体や住民の方々とゆるやかなネットワークをつくり、時には協力しあい、時に

は刺激をうけあいながら、より一層の活動の充実と、その広がりに期待したいと、九頭竜川

流域ネットワークを築いていきたいと考えております。そして、その活動を広く市民の皆様

に知っていただく事により、活動を支えてくれる応援団となっていただければと考えており

ます。 

 情報交換と各活動の報告、そして流域に住む住民の方々に楽しく広報していければと、各

団体・個人が原稿を持ち寄り、一冊の通信にまとめました。 

広がり 

九頭竜川流域で環境活動をされているグループ・個人の方々で、我々「ミクマリ通信」に御

賛同していただける方参加しませんか？皆様の日ごろの活動を紹介してください。環境を考

え自然と共に暮らしている人々の情報交換・ネットワーク形成につなげてゆきたいと思いま

す。掲載費用はかかりませんが、共有データを各々の団体にて、フリーペーパーの印刷・配

布、ホームページに掲載等広報活動をお願いします。参加ご希望の方は事務局まで御連絡く

ださい。 

皆様いつもありがとうございます！ 

ミクマリ通信の編集をさせていただいて、いつも皆様に頭の下がる思いです。皆様の活動は

ボランティアとして、仕事として、自分のライフスタイルとして、ライフワークとして様々

な形で、環境を意識して自然と共に暮らし未来を見据えています。実際の暮らしや、生き方

が活動に伴っていると言う事が大きな意味をもっていると思います。机上の論理・理想だけ

では意味はなくしっかりと現実をみて、自分たちのできる事を一つ一つ行ってゆくことが大

事だと思います。そしてミクマリ通信が情報交換、ネットワーク形成などに役だって行けば

幸いです。 

いつも活動やイベントなどに参加していただいている皆様、ミクマリ通信を手にとって読ん

でくれている皆さん本当にありがとうございます。皆様方のご協力・ご理解・応援があって

初めて様々な活動が成り立ちます。今後共よろしくお願いします。 



 
          農と食と緑の学校  

～inおけら牧場・ラーバンの森～ 

所属：早稲田大学ボランティアセンター 

メール：blueberry.mikuni@gmail.com 

  担当者：泰地美菜 松宮香織 

 

 

都会の時間とおけらの時間 

 

都会に住む学生に、実際の農業の現場を知り、自分たちの

生活の基本となる食について見つめなおしてほしい。 

そんな思いで、私たちは三国町にあるおけら牧場でのスタディ

ツアーを企画しています。 

おけら牧場、そこには都会の騒々しさや息苦しさはありません。訪れた学生は豊かな自然

に囲まれた中で、毎日朝から晩まで「食」や「農」や「緑」に関わる様々な活動を体験

します。三食自分たちで自炊し、さまざまな作業を体験して…動いて食べて話して考えて

過ごす一日は有意義で、ゆったりとした時間の流れを感じます。 

「農業をするときはね、1年後、2年後を見据えて作物を植えなきゃいけない。 

簡単に食べ物が手に入るなんて考えたら大間違いだよ。」 

おけら牧場の経営者である山崎さん夫婦に言われた言葉です。わたしたちが苗を植えた

キャベツが食べられるのは数ヶ月先だし、薪割りしても、乾燥させて、使えるのは一年後。

明日のこと、来年のこと、何年も後のことを考えて、今日すべきことがあるのです。 

都会にいると、合理性や効率を重視しがちです。スピードを要求し、早くできることを

よいとする傾向にあるような気がします。しかし、私たちが今食べているものは 5年後、
10年後の自分の体をつくることにつながっています。結果をすぐに求めないこと、長期的
な視野をもつことを忘れてはいけないと思います。 

スタディーツアーの一週間も、悲しいかな、時が経つと記

憶は薄れていきます。定期的におけら牧場に行って生活させ

てもらう、そのたびに「時間」の流れ方の違いに思いを巡

らせることができるのです。 

私たちの活動は 6月 16、17日に行われた「第 7回食育推進
全国大会」で表彰されました。非常に喜ばしいことではあり

ますが、都会で暮らしていると、時間に追われて、食生活を

おろそかにすることがあります。これからは、他の学生をお

けら牧場へ引率するのはもちろん、自分自身の食意識を変えて

いくための活動に積極的に関わっていきたいと思います。 

mailto:blueberry.mikuni@gmail.com


 



 



 田植えから一か月が経とうとしています。苗が天に向かって伸び伸びと葉を広げています。そ
んな幅1㎝程の葉をつたい上り、ヤゴがトンボへと羽化しています。空中では田んぼで餌を探す
ツバメ達がツバメ返しの如く、飛び交っています。
 そして今年も『田んぼで生きもの探し＆ じゃがいも掘り＆ なばたけの夏野菜 de 石窯ピザ』
と盛りだくさんなイベントを開催致します！ 【生き物博士】も来てくださいます。昨年大好評だっ
た「質問コーナー」もありますので、日頃のふとした疑問など、どんどん質問してくださいね。昨年
のこの会で、なばたけの田んぼにいるヒルは血を吸わないヒル！であることを学んだ私は、裸足
で田んぼに入ることが怖くなくなりました!! 他にも赤くないザリガニは日本ザリガニだと思ってい
ましたが、これもアメリカザリガニであったことなど毎年少しずつ虫のことに詳しくなれるのが嬉し
いです。
 海に、山に、川に生き物が住んでいるように、田んぼにも田んぼの生き物がたくさんいます。
身近な田んぼにあふれる生き物の世界をのぞいてみましょう!!!アイガモのヒナ達と皆さまをお待
ちしています。

 福井県で小麦を作っているのを知っていますか。
田植え後の稲が青々と揺れている横で、黄金色にゆらゆらと輝くそれが、小麦です。今
年も先月、梅雨の合間の晴れ間に無事収穫を終えたばかりです。
 なばたけ農場は福井県北部に広がる坂井平野にあります。この坂井平野では、多くの
農家が麦茶や押し麦になる『大麦』を栽培しています。この地域では大麦は梅雨入り前
にみのり、収穫を終えることができるのに対し、『小麦』の収穫はまさに梅雨の真っ只中。
雨が続けば刈り取りができず、収穫時期を逸してしまうというリスクがあります。
でもそんな大きなリスクのある小麦に魅かれるのは、粉にすればパンやうどん、クッ
キーなどのお菓子にもなり、何よりなばたけで栽培している大豆と組めば、醤油もできて
しまう。。。夢広がる魅力ある作物だからです。
 そんななばたけの小麦を全粒粉としておわけもしています。パン作りやお菓子作り、お
好み焼きなどにご利用ください!!! 噛めば噛むほどおいしい、あの小麦がこのパンになっ
ていると思うと感慨深い。などうれしい反応をいただいています。
 品種は、「ナンブコムギ」と「県大三号」の2品種の中力粉。「ナンブコムギ」は、香りもよ
く、国産小麦の代表格。「県大三号」は福井県でも小麦が収穫できるようにと、福井県立
大学の先生が研究したものです。昨年は牧草の勢いに負け収穫には至らず、今年念願
の初収穫です。ですので、味はこれから。。。楽しみです。
*なばたけ農場の米・小麦・大豆は「農薬、除草剤未使用」。「化学肥料未使用」です。

★そんな夢のある、小麦作り（種まきから草取り、収穫、醤油造りなど）を私たちと一緒にし
ませんか。【小麦の会】会員募集中です。興味のある方は、お気軽にお問い合わせくださ
い!!

【日時】2012.７月15日(日)10：00～14：00　*小雨決行
【スケジュール】
　10：00～田んぼに繰り出して生きものさがし！
　11：00～【生きもの博士】による、
　　　　　　　　　　　　　田んぼの学校。
　12：00～夏野菜ピッザ作り
　13：30～じゃがいも掘り・解散

 

 
なばたけ農場

稲澤宗一郎・エリナ

〒919-0515　　　　福井県
坂井市坂井町若宮４３-１２
Tel/Fax:0776-68-1951
kome@nabatake-farm.jp
http://nabatake-farm.jp
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ＮＰＯ法人三国湊魅力づくりＰＪ 緑のリレープロジェクトです！ 
 

カシノナガキクイムシ被害報告 

〒913-0046 福井県坂井市三国町北本町 4-5-5  ＴＥＬ：0776-81-3921（三國湊座内）  

ホームページ：http://www.mikuni-minato.jp/midorelay    メール：takeuchi@mikuni‐minato.jp  

事務局 竹内 英樹（携帯０９０－８３２４－４９１８）    

 

森のクラフト展開催します！！ 



農から見えるひろいひろーい世界 

 

滋賀県長浜市小谷上山田町 小林厚美☺ 

kobayashi-atsumi_723-nobu_820.t.k.c@maia.eonet.ne.jp 

kobayashi-t.k.c-7.23@ezweb.ne.jp 

 

初めまして！私は、自然農の考え方をベースに、中山間地で自給＋＠の田畑を営んでおります。 

 

自然農については、川口由一さんの著書を参考にしています。何よりも「不耕起」に興味を持ち実践し始め

ました。当初は畑仕事も子連れで行かねばならず、管理機等は使えなかったからです。これなら畑を広げても

大丈夫かもしれない。今でこそそれなりに収穫するようになりましたが、最初は野菜の成長不良で、覚悟はし

ていたものの、殆ど取れないのにせっせと畑通いをして実践しながら学ぶ数年間でした。何年も待った末、念

願の田んぼも自然農で始めることとなりました。こちらはまだまだ試行錯誤中です。 

 

土を育て作物を見守る努力以上に、中山間地は獣害対策とは切っても切り離せません。先日ボス猿と睨み合

った時は、本気で襲われるのではと恐怖でした。植林された山が間伐されず混み合っています。そういうとこ

ろを塒
ねぐら

にして猿は農地を荒らしに来ます。そして猪が、鹿が…。当初は荒らされると悔しくて涙したもので

すが、何をしても根本解決には長い険しい道のりがあることを思うと深い溜息をつきたくなります。 

 

自然農のことですが、何よりも、機械を使わないので機械代・燃料代はかからないし、辛抱して待ちさえす

れば土がよくなって施肥が不要になるし、結果として空気を汚さず持続性があるといえますので、田んぼであ

れ畑であれ、小規模の作付けであればこのやり方は多くの人に薦めたいと思います。ただ、私自身はまだ満足

な結果を出しておりませんので説得力を持っておらず、日々作業に励むだけの毎日です。将来的には志を持っ

た若い人たちに田畑を見てもらったり助言したりできればと思っています。 

 

毎日の農作業というのは、本当に孤独で地味で肉体的にもきついものです。ただ、やはり継続は力なり。同

じ田畑に通い続けているだけで、ものの見方が広がってきます。人の見方が変わってきます。子育てが少し気

楽になってきます。焦っても仕方がないことが分かってきます。面白いものです。 

 

国内はもとより世界的に見ても、農は色々な問題を抱えています。というか、諸問題に農は少なからず繋が

っています。誰にも行方は分かりませんし、自分ができることなんて大河の一滴にも満たないです。けれども、

その問題を共有する覚悟があるのなら、自給農だって胸を張ってよいと思うのですがどうでしょう。 

 

櫂
かい

より始めよ――私はどちらかといえば内向的で慎重なほうですが、そんな人間でも、良かれと思うことを

誠実にやっておれば一人、またひとりと同志が仲間ができてゆくということを、後輩や次世代の皆さんに示し

ていければいいなとも思います。 

 

拙文申し訳ないです。皆さんともまた意見交換できれば幸いです！ 

mailto:kobayashi-atsumi_723-nobu_820.t.k.c@maia.eonet.ne.jp
mailto:kobayashi-t.k.c-7.23@ezweb.ne.jp


活かし生かされる 

 

『食はアートだ』という思いからレストラン「Galley砂や」を開業した当初、

二人の料理人に「できるだけ生ゴミを出さないで。」とお願いした。魚も野菜も

同じ地球上の生き物、料理人の知恵と技と愛情で素材を活かし、人間の中で再

びその命を生かすようにして欲しいという願いだった。しかし素人の私が言う

までもなく二人の料理哲学はそこにあった。野菜の皮からスープを摂り濃厚な

ソースを。イカのワタで塩辛を。魚のアラはアラ汁に。骨はカニの殻と混ぜて

畑の肥料に。料理は手間隙かけたものになっているが、生ゴミは少ない。 

最近では旬の食材の活用をテーマに「料理セミナー」を開設している。先日

は“ワカメの茎の佃煮”だった。地元、安島は海女さんの高齢化でワカメを獲

る量が年々減っているだけでなく、ワカメの処理法までが困難な時代になって

きた。早朝、海に潜ってとってきたワカメは午前中(午前中の日光がパリッと干

せるため。)に茎から離し天日に干す。一家、親戚、総出で処理しても芽を干す

のが精一杯。体力の限界となる。故に茎は捨てられる。 

「Galley 砂や」では早くからこの茎を佃煮にしてきた。佃煮になるまでの労

力は大変なものだが、繊細に刻みお客様に提供したものは好評で「これは、何

ですか？」とか作り方を教えて欲しいという声が。料理セミナーではその調理

法を伝授したが、その茎の入手は海女さんから・・と言うしかなかった。    

翌日、その話を聞いた安島の人が、捨てられる寸前の新鮮なワカメの茎を大

量に集めてきてくれた。そのことを FBで広報したので、セミナーを受講した人

達が茎を取りに来てくれた。夕食には旬の茎ワカメを沢山食べれたことだろう。 

捨てられる多くのほんの一部かもしれないが、こんな風に海の底でゆらゆら

揺れて生きていたワカメの全てが活用されたと思うと嬉しい。 

 

反して、思い出すテレビの映像がある。数年前のどこの国の何の番組か、ふ

かひれ料理について高価だの珍味だのとレストランで会話がなされた後、実際

に漁をしている場面が映る。その場で、獲ったふかのヒレだけを切り取り、魚

をまた海に返すのだ。ヒレを切り取られた何匹もの魚が生きたまま海に沈んで

いく。人間のエゴでしかないと、怒りやら悲しみやら絶望やらで忘れることが

できない。 

命を頂く感謝の気持ちで食し、初めて全ては活かし生かされる。この世界の

多くの生き物とバランスをとりながら人間は繋がって生きることができる。こ

んな基本のことを人間はいつの頃から忘れてしまったのか！物欲や驕りで食す

る頃からこの国はおかしくなってしまった・・・としか私には思えない。 

坂井市  森岡千代子 



ギャルリ	
�   オノマトペ
タナカ	
�   マナブ

月に一度、第一土日にオープンする

ギャルリ	
�   オノマトペは

きたまえ通り	
�   三國湊座の横にあります。

この通りから三国神社に続く通り沿いには、

仏壇屋さん	
�   建具屋さんなどの

職人さんのお店や

金物屋さん	
�   酒屋さん	
�   食料品などのお店が	
�   

ぽつぽつとありますが、

玄関先が広く	
�   

以前はお店屋さんだったと思われる家が多く見られるのは

かつては、賑やかな活気ある通りだったことが想像できます。

大手企業が、安い人件費や製造環境を海外に求め

ものづくりの空洞化が問題視される今日⋯

人類が人として進化する過程で	
�   道具を使い始めたころ、

自分自身	
�   またはひとつノコミュニティーでは、

得意な者が	
�   道具やモノを作っていたと思います。

それは、集落のなかに	
�   まちなかに	
�   工場へと

経済や効率化などを求め、だんだんと人の目から

つくる過程というものが遠ざかり

今では、スーパーマーケットやホームセンターに

それどころか各個人のモニター上に、完成品が突如現れ

いつでも買い物ができるという

何とも便利な世の中になっています。

このような状況を楽しみつつも

そのモノの向こう側には、

そのモノを創造した人たち	
�   製造した人たち	
�   運搬した人たちなど

販売に多くの人が携わっていることを

忘れてはいけないと思います。

それが、モノを大切にすることに繋がることだと思います。

だって自分自身がやっとつくったり関わったものを

壊されたり	
�   ひどい扱いを受けていたら	
�   悲しいから⋯

つくりての顔がみれる	
�   つくる過程がうかがえる

ギャルリ	
�   オノマトペ.。

始めたときは、

そんなに深く考えてもいませんでしたが

こういう機会があったので、フト	
�   考えてみました。

たった月に一度しかオープンしない

ギャルリ	
�   オノマトペですが

そこにある意味があるのではと思います。

福井県坂井市三国町 三國湊きたまえ通り

毎月第１土・日曜日 １０：００ー１７：００
※１・２・３月はＣＬＯＳＥ

お問合せ タナカ マナブ　090-7086-4123
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「ヤマモモの木」 
                            西澤 弘之 
 
「今年もジェラート出来たよ！」毎年この季節になると山崎さんご夫妻がヤマモモのジェ

ラートを届けてくれます。 
皆さんはラーバンの森ログハウスの脇に大きな常緑樹があるのに気が付いておられます

か？あの木がヤマモモです。 
 
ログハウスを福井市内からラーバンに移築したのが西暦 2000年、ようやく建物が周辺の風
景にも馴染んできたところでシンボルツリーが一本欲しいな、と言うことで 2002年に植え
たものです。 
あれから 10年、たぶん充分なと言うよりも全くの手入れも無いままにヤマモモの木はすっ
かり巨木になって、春には小さな桃色の目立たない花をつけ、6 月頃に黒赤色の実を結び、
ちょうどパチンコ玉ぐらいの大きさの球形の暗赤色の果実が採れ甘酸っぱい味がします。 
 
今から約 30年以上前のことです。敦賀半島の先に高速増殖炉もんじゅが建設されるという
ことで、その敷地の造成工事を当時私の勤めていた会社が請負った関係で、いよいよ伐採

工事が始まると言う 5 月に、担当の土木やさんが「どうせ切ってしまうのだから興味があ
ったら採りにおいでよ」ということで、多少植木に造詣のある友人二人と、中型のトラッ

クを一台借りてはるばる三国からピクニック気分で取りに行ったものでした。 
 
ツツジかそれぐらいの大きさの株でも引っこ抜くつもりで軽い気持ちで出向いたのですが

何の何の、根っ子を切るだけでも四苦八苦、根巻ををすると直径１ｍぐらいのものになり

到底トラックの荷台には大人 3 人では持って行けないほどの重さで、それでも一人 1 本ず
つ、それにもし枯れてしまったらと言う保険の意味でもう 1 本都合 4 本のヤマモモの木を
ほうほうの体で持ち帰った次第で、作業中 5 月だというのに雷は鳴るわ、雹は降るわで正
直「神の怒りかな？」なんて言い合ったものでした。 
 
友人の所有する畑に大きな 4 つの穴を掘り、植え終わったときは真っ暗闇。当時ヤマモモ
の北限は敦賀半島辺りと言うことで、うまく育つかな？と心配しましたが、土がよかった

のかそれとも温暖化の影響か、4 本とも見事に育ってくれて（友人が育ててくれて）、その
うちの 1 本すなわち私の権利の分をラーバンにプレゼントしたという次第です。ヤマモモ
は雌雄異株ということで何たる偶然かたまたまこの一本だけが実をつけてくれるようです。 
 
大飯原発再稼働云々のニュースが連日伝えられておりますが、このヤマモモの木の生まれ

故郷はどうなるのでしょうか？因みにヤマモモの花言葉は「教訓」だそうです。 



  二ソの杜      やまざきようこ 
 
おけら牧場・ラーバンの森のログハウスの前に、大きな一本の木がある。 
ログハウスができた記念にと、夫の友人が運んで植えた山桃の樹だ。敦賀半島の原生林に生えていた山桃の樹だ

が、大型開発工事のためにこの辺一帯の樹が切り払われることになった。こんな見事な樹を切るには忍びない。

工事関連の総責任者の友人が、大切に植え替えて保存していた樹だった。この樹が敦賀の常神半島か、大島半島

なのかわからないが、住処を追われ開発現場から一命を取り留めて我が家へやってきた。あれから１０年余りが

経つ。一本の木の根が根元で枝分かれして 8本ほどにになった見事な山桃の大木だ。毎年 7月下旬になると、小
さな赤い実をたわわに付ける。山桃の実を食べた者は、初めてであったもの同士恋に陥る、という言い伝えがあ

る。一粒づつ丁寧に摘んでジェラートの材料に。もうすぐ一年に一度、今の時期だけ、貴重な贅沢な山桃ジェラ

ートの季節がやってくる。 
福井の若狭湾の中央に小さな小浜湾がある。その小浜湾を西側から抱え込むように大島半島がのびている。先

月、六月三日、敦賀の大島半島でニソの杜の見学と小浜市文化会館で、「ニソの杜から日本の未来を考えるシン

ポジューム」があった。大島半島にはかって手つかずの原生林の森があると聞いていた。山桃はもしかしてこの

原生林の広葉樹林の中にあったのかもしれないと私はひそかに思っていた。できればこの山桃の育った原生林を

見たい。その森の中に日本の古代の人々の暮らしの歴史が眠っているというニソの杜を見たくて、朝早く電車に

乗って出かけることにした。昔から地続きでありながら陸路が発達せず、船便に頼った離島同様の僻地だと、青

年団の若者から聞いたことがある。陸から孤立した自給自足の昔からの暮らしの在り方が維持されたがゆえに、

貴重な文化遺産が残っていたのだ。安田清編著『柳田國男の手紙・二ソの杜民族誌』によると、古代、この大島

半島には技術を持った渡来人たちが住みついて技術者集団の村を作った。村は大伴氏と藤原氏に分かれ、それぞ

れの家系を守り 24の宗祖となって、毎年 11月 23日に先祖の霊を守り、祭るという祭礼の儀式がずっと受け継
がれてきた。祖霊信仰の起源の形を示す貴重な習俗で 2010年に国の無形民俗文化財になった。タブやシロダモ、
ヤブニッケイ、シイや椿、照葉樹林のうっそうと茂った様子は三国の安島にある雄島の原生林の植生に似ている

ような気がする。その大きな林の中に、タブの木や椿やシイの木で作られた小さな杜があって、その森の足元に

先祖を祭る洞があったり、石棺のような大きな石が置かれていた。「この杜の下にはたくさんの先祖の御霊が眠

っている。これ以上、足を踏み込んではいけません」と案内者は言われた。この杜はそれぞれの家系の先祖の亡

くなった人たちを埋葬した聖地だったのだ。男たちは漁や製塩、主に海の仕事、女たちは田んぼや畑の野良仕事

で半農半漁の暮らしだったという。財源として枇杷の実を育て、椿の実から油を搾り、山と海に挟まれた狭い田

畑ながらも、自然の豊かな恵みの恩恵を受けて、それぞれの家族が助け合い、協力し合って島の暮らしを成り立

たせてきた。そんな大島に青戸大橋が完成したのは 1974年。橋ができて暮らしを一変させたのは半島の先端に
できた関西電力・大飯原発だった。今から３８年前。「陸の孤島」は現代文明の先端を行くような暮らしに変わ

った。 
 民俗学者の中沢新一さん、地元民族研究者の金田さん、小浜・妙通寺住職の中島哲円さん、三国大湊神社の神

主松村先生、ユニークな司会者の展開で、その日、午後のシンポジュームは、ニソの杜を巡って人間の暮らしと

生と死と文化と文明とその在り方を考える深くて面白い刺激的なシンポジュームだった。その中にこんな言葉が

あった。「人間が亡くなって仏になる。仏になって 50年経つと、神になる」え～？人間が亡くなると仏様になっ
て神様になるの？民俗学を少々かじったことのあるの夫に聞いたら「そうさ、そのために初七日、４９日、一回

忌，３回忌、７回忌、亡くなった人を祭り、祈り、応援して閻魔様の目をくらませて極楽へ送り込む。…５０回

忌まである。５０年で人間は天井の人になる。すなわち神になる。」古代から大島の人たちは先祖の御霊を天へ

送り続けていたのだ。ニソの杜はそのための聖地だった。 
森の中で人間が暮らし、海と田畑で働き、お寺と神社に見守られて自然の循環の中で精神も循環する。その聖

地の島に原始と原子が同居している。 
ラーバンの森にある原発から逃れた山桃の木の根基に、ロシアのタンカー・ナホトカ号が漂着して重油汚染で

真っ黒になった海の底から引き揚げられた船の破片で作られた大きな銅鑼が横たわっている。おけら牧場のいつ

か、ラーバンの森も現代版ニソの杜になったらいいなと心ひそかに思っている。 



三国町 竹内英樹 takeuchi@mikuni-minato.jp

森で間伐や枯れた木を切り薪や炭、きのこのほだ木を作りましたがそれだけではもったいないので森から伐っ

てきた木を利用し何かを作ろうと思いました。しかし少し問題があります。丸太がまっすぐではなく太さもバラ

バラで一番の問題は丸いと言う事です。しかも真円ではありません。やはり様々な物を作る時には寸法がそろ

った板や角材はとても便利です。そこで森から伐り出した木を自分で板や角材が作れれば物作りの幅が広がり

ます。これまでは丸太に墨だしを行いチェーンソーを使いフリーハンドで切って板を作っていましたが少しゆが

むだけで平らな板にするためには全体を削らなくては行けなく、無駄が多く手間もかかりました。そこで簡易チ

ェーンソー製材機を作り板や角材を自給自足計画を始めました。インターネットで調べてみると世の中似たよう

な事を考える人がいるもので、先人たちの知恵を借りつつ作り始めました。 

 まずはチェーンソーを固定してレールをスライドしてゆく台車の製

作です。これがうまくいかなければ計画の見直しになります。様々な

作り方がある様ですが、ばねの力を利用して４個の滑車で角パイプを

挟み込む事にしました。思っていたよりしっかり固定されガタもありま

せんでした。 

次に取りかかったのはレールとなる角パイプを固定する本体です。

状況によっては移動する事も考えバラバラにすれば乗用車にも乗せ

れる様にしました。レールだけ、はずせば軽トラにすっぽり入るサイズ

です。頭を悩ませた部分は土台を昇降させて丸太高さを調整する台

です。車用のジャッキを２台連結させた物を左の写真の手前と奥の二

か所に設置しました。丸太の太さが根元と先で違うので、水平に昇降

するだけではダメなのでこの作戦はうまくいきました。今回は久々に

金属加工の作業となり、焼けた鉄の匂いや溶接の火花を浴び少し新鮮

な！？感じがしました。 

 さて製材機を使った感想としては、もう少し調整しないとまだ精度

が出ない感じですが、今までのフリーハンドで行っていた製材はなん

だったのだろうと言うくらい、楽に作業が進み、まっすぐに板にする事

ができました。手間はかかりますが、森の整備をして自分で切り出した

木を自分で製材して小物や家具などを作って行くと言う事がとても

面白く思います。もちろん端材は薪として利用します。左の写真は事務

所の一画に作った子供部屋でスギの間伐材（土台）とクリの倒木（手す

り）ともらってきた廃材（床・腰板）で作りました。次は子供のために森の

木から積み木を作りたいと思っています。 

間伐や手入れをして木を利用してゆけば、里山も人工林も維持され

て行きます。ただ薪にするだけではなく、椎茸やなめこを作ったり、材

として家具や小物を作って行けばさらに楽しくなってゆくと思います。

できるだけ自然に負荷がかからない暮らしをして自然と共に生きて行

ければなんて幸せなのでしょう。自分や仲間達が手を入れた物たちに

はちょっとした物語ができると思います。高級な材料でも製品でもあ

りませんし、仕上がりだっていいわけではないかもしれません。しかし

その物語が少しだけ心を豊かにしてくれる気がします。      
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