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自然環境を考え 

暮らしを考え 

未来を考える仲間

達と一冊の通信を

作りました！ 

今号の掲載団体 
・環境パートナー池田 

・雑木林を楽しむ会 

・農と食と緑の学校 

・NPO法人三国湊魅力づくりＰＪ 

         緑のリレープロジェクト 

・「敦賀からーまちと林のつながりー」 

鈴木奈緒子 

・なばたけ農場 

・「セルフビルドでカフェと工房を建てました」

黒川大輔 

・「自然の流れ」森岡千代子 

・「農家の食卓からみる未来」吉村みゆき 

・「鯨についての雑記」 松村典尚 

・「お茶のこと…」堀口一子 

・「森の楽校」 西澤弘之 

・「大人の隠れ家～初めてのログハウス～」 

竹内英樹 

この冊子は「2012 年度ドコモ市民活動団体への助成金」により作成しました。 

 



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。 

「和食」が無形文化遺産に登録 

国連教育科学文化機関（ユネスコ）が「和食 日本人の伝統的な食文化」を無形文化遺産

に登録することを決めました。これはとてもうれしいニュースです。町おこし・地域おこし

を考える場合、「食」と言うものはキーワードになります。私たちの暮らす福井県は、様々

な特産品や食材に恵まれています。山の幸から海の幸まで季節によって色々と味わう事が出

来ます。今一度、地元の食材や料理を見直す事が、賑わいのある地域づくりのために、大き

なチャスかもしれません。 

しかし、私たち日本人自身が、和食から離れて行ってしまっています。大通りを走れば、

外食チェーンの洋食や中華のお店が立ち並び、時間の無い朝は、パン食になってしまいがち

です。今回、「和食」が無形文化遺産に登録された事をきっかけに、農業、地域の食材・地

産池消・食の安全・食の安心など「食」に関してもう一度見つめなおして行ければと思いま

す。 



 



 

居場所づくりから環境づくりを考えてみる 

私が「雑木林を楽しむ会」のメンバーになって約 2 年が経ちました。振り返ってみるとメンバーになった

きっかけは、まさに成り行きで、何を目的としている集まりなのかもよく分かっていない状態での入会でした。

ただ、とにかくメンバーの皆が楽しそうに活動をしていたのが決め手だったと思います。 

こうして始まった私の雑木林生活ですが、実は約 10 年前に、すでに雑木林と出会っていました。私が中学

生のとき、雑木林に隣接している小道を下校ルートとしてよく利用していたのです。当時は、近道だからとい

う理由しかなく、「なんだか、うっそうとしているなぁ」という印象しかありませんでした。しかし、こうし

て今、雑木林の保全・活用をメンバーや地域の方々と一緒になって考えたり、雑木林でイベントを開いたり、

子どもたちと一緒に遊んだりすると、昔の印象はどんどん変わっていき、愛着を持つようになりました。雑木

林の緑がとても鮮やかだということは、この活動をしなければ一生気づかなかっただろうし、友人や家族に雑

木林の良さを伝えようとも思わなかったでしょう。 

きっかけはなんであれ、楽しく活動し、雑木林に思い出を残すことで、そこが自分の居場所となり、大切に

していきたいという気持ちが増えました。自分の大切な居場所にゴミなんて捨てられません。「居場所作りか

ら環境活動を考えてみるのもおもしろいな。」この考えに至ることが出来たのが、雑木林を楽しむ会のメンバ

ーになっての一番の収穫かもしれません。 

何年後かに、今の私がいた“居場所”を再訪し、思い出に浸る日が楽しみです。 

 (福井大学教育学研究科 1 年 荒井紀子) 

 

 

田舎の魅力と価値 

 私は田舎がとても好きです。先日、福井大学構内にある雑木林で焼き芋をしました。今考えると街のど真ん

中で焼き芋ができるなんて奇跡ではないかと思います。普通、街中で木や葉を燃やして火を焚くなんて言語道

断です。だからこそ街のど真ん中にある雑木林はとても貴重で、異常とも言えると思います。街中に雑木林の

ような緑地がそう多くなく、それだけの土地があれば、家や公園、駐車場に変えてしまうでしょう。 

しかし、焼き芋がいくらでもできるような場所があります。それが田舎です。田舎では林、山、川など火を

炊いても怒られないような場所はいくらでもあります。私は田舎育ちなので、子供の頃に親から隠れて火を炊

いて遊んでいました。もちろん、火を炊くだけでなく川に行けば泳ぎ、林に行けば探検などしました。自然の

なかで遊ぶ企画も多いので、木や魚、虫の種類やナイフや鉈など刃物の使い方を教えていただいたり、キャン

プや秘密基地作りをさせていただいたりしました。私は田舎に住んでいたからこそこんな経験ができました。 

雑木林を楽しむ会の活動を通して「田舎っていいかも」って思ってくれる人が増えたらうれしいです。 

(福井大学工学部機械工学科 3 年 大平直也 
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雑木林を楽しむ会 



 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは！私たち農と食と緑の学校は、早稲田大学で活動を行っている団体で、主にブ

ルーベリー畑の管理を行うため、年に数回おけら牧場を訪れ、都会の暮らしと異なる農業や

食生活を体験しています。今年の夏は 2回、各一週間ほどおけら牧場に滞在して、都会では

できないたくさんの貴重な体験をすることができました。 

私たちが滞在させていただいているおけら牧場で

は、いつでも新鮮で安全な食材を使った食事が食べら

れます。牧場でとれたての卵や牛乳はもちろん、地元

の農家の方がつくった野菜、釣りたての魚、敷地内に

は畑や田んぼもあり、まさに自給自足が成り立ってい

る世界です。また、おけら牧場はいつも色々な人が集

まる憩いの場所でもあります。９月には、おけら牧場

にたくさんの人々が地元の食材や料理を持ち寄り、に

ぎやかな収穫祭が行われました。 

日ごろ都会で暮らしていると、添加物が多く含まれるファーストフードやコンビニの弁当

で食事を済ませたり、携帯をいじりながら誰とも話さずご飯を食べたりと、生活の根本であ

る食に対する興味関心が薄れています。今回おけら牧場に滞在する中で、ここでの生活は、

農作業の体験だけではなく、都会の若者が日ごろの食生活について見直すきっかけになると

感じました。自分たちで献立を考え、生産者の顔のわかる安全な食材を用いて調理し、全員

で食卓を囲む、これは都会ではなかなかできない食育では

ないでしょうか。 

今年の 11月、農と食の緑の学校は早稲田祭に、おけら写

真展と題して、写真や動画によって福井での活動を紹介し、

200 名を越える来場者に、団体の活動や魅力を伝えること

ができました。耕作放棄地を開墾し、畑にしてから 6年目、

今後ブルーベリーの収穫の本格化も見込まれ、ブルーベリ

ーの商品化、販売を通して、私たちの活動をさらに多くの

人に知ってもらいたいと思っています。 

今後ブルーベリー畑やおけら牧場、また地域とのつながりを通じて、農と食と緑の学校は

都会の人々に田舎の“実践的な学びの地”を提供するお手伝いができたら、と考えています。

今後も活動に励んでいきますので温かい目で見守ってくださること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：柴田萌子・田木美総 

mailto:blueberry.mikuni@gmail.com


「NPO法人三国湊魅力づくり PJ」は町おこしから始まり、

地域の活性化を行う上で「環境」は大きな問題と考え、環

境部門として「緑のリレープロジェクト」が立ち上がりま

した。現在、月に一回、三国町の里地里山の整備をしてい

ます。森の整備と共に、原木きのこの栽培・森のクラフト

展・キノコの観察会・親子参加型の森の樂校なども行って

います。環境の保全と利用、さらに活用をバランスよく行

って行く事により、森の活性化・地域の活性化に繋がり、

少しでも多くの人々が森と接し、自然を学び、自然との暮らしを楽しめればと思います。 

 今年の夏は天気が良かったのですが、雨が少なく、台風も多い天候で、森の中は少し異変があり

ました。枝先が枯れていたり、葉のつきが悪かった木たちが、台風の風で幹が折れてしまったり、

枯死してしまったのです。昨年多く発生したカシノナガキクイムシの被害を受けながら枯死をまぬ

がれた木も、虫の影響で水分をうまく上げきらないのか枝先が枯れ始めました。それらの木を伐採

してみると、切り口にカシノナガキクイムシの幼虫があけた穴が無数に見られたりシロスジカミキ

リの幼虫によって幹に穴が開き空洞になったり、そこに水が浸入して腐食が進んでいました。今年

の冬は少し思い切って部分的に伐採してみようと考えています。できれば、萌芽や実生を促進し、

20 年サイクルくらいの森にしていきたいと思います。そのままでは、光が足りず枯れてしまうだ

ろう幼木を一本一本掘り出して、苗にする試みを今年はしています。実生もしたかったのですが、

今年は、どうもドングリが裏作の年の様で全く見当たりません。昨年はびっくりするほど落ちてい

たのに、自然は本当に不思議です。 
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森の樂校 
一家に一台間伐材の家具づくり 

毎月一回の里山整備 森のクラフト展 

きのこの観察会 

目指せ！ツリーウォーカー 

きのこづくり 



敦賀から ―まちと林のつながり― 

あわら市 鈴木奈緒子 

10月に敦賀博物館通りがオープンしました。 

これまでＮＰＯ法人ａｗａｒａｒｔとして、お話しさせていただきましたが、本業

がタウンマネジメントということもあって、今回はそんな中でのお話です。 

 

相生町にある昭和 20 年頃に全盛だった博物館通りを再生しました。１年

半前に、まちを訪れたとき、モダンな博物館があり、古い空き家が３軒。 

これらの空き家に店舗を入れて改修し、通り全面を石畳舗装とし、ポケット

パークをつくり、というかなり大々的なプロジェクトでした。 

 

こころとからだにやさしいお店ができ、多くの来訪者で賑わっています。 

「キトテノワ」は、野菜たっぷりランチが人気のカフェ＆ランチのお店。三国

のきっちょんどんさんのお豆腐やカルナのジェラート、なばたけ農園さん

の小豆を使ったメニュー。昔から三國とつながりが深いお店です。 

「パンかあさんぽこぽこ」は、天然酵母・国産小麦のパン屋さん。オーナー

が元中学校の先生で、野菜や子どもつながりのネットワークも豊富です。 

「ＴＯＫＬＡＳ」は、鋳物師焼きの３代目がつくる陶器と雑貨のお店で、オオ

カミの珈琲やお酒やおやつも楽しめる「島」のようなショップです。博物館

通りに初代がお住まいになっていたという縁でつながりました。 

 

ほっとする場が古いまちの中にでき、暮らしの中に融けこんで、住民さんも

吊るし雛やのれん、コンテナガーデンで通りを彩ってくれています。 

晴明の朝市も１月から再開し、かつての八百屋、パン屋、飯屋、日用品屋

が、時代を経て、再び、息を吹き込みはじめています。 

 

気比の松原が近くにあります。国有林は県内に２つしかなく、それがこの

気比の松原と北潟の森というつながりもあります。北潟の森は、一昨年に

一般開放され、北潟の森協議会ができ、植樹や観察会をはじめました。 

気比の松原の推進連絡協議会が結成され、落ち葉かきにお邪魔してきま

した。市民や中学生、県外からも、みなさん楽しく、熱心に、落ち葉をかき、

扶養しすぎた土壌を削る、松林の保全活動がはじまっていました。 

 

海や港、気比の松原、舟溜りの魚市場、敦賀博物館通りという自然とまち

のつながり、お店や国有林が三國やあわらとのつながりにあります。 

そんな偶然や必然ともいえるつながりに不思議な縁を感じます。ずっと昔

から知っていたような出会いがあり、暮らすこと、生きることで深まっていく

ような。ミクマリの田の神、山の様からのお誘いであったかのように。 



なばたけの田んぼから。　　

          ～  米をつくる   そして酒をつくる ～
　　　

なばたけ農場　　坂井市坂井町　　
稲澤宗一郎

 私は坂井市で米・小麦・大豆、自家用野菜を栽培しています。米作りにロマンを感じ、有機農業を目
指し無農薬・無化学肥料栽培で１６回目の米作りを終えたところです。
　悲しいかな、現在の日本における農業の先行きは明るい状況ではありません。「強い日本の農業をつ
くる」の名のもと、次のことが実践されようとしています。環太平洋条約機構、通称TPP。この成立は
関税の撤廃、農産物の自由化。つまり現在の日本で販売している標準的な価格の半分の値段のお米が入っ
てくることになります。そして生産調整廃止、つまり減反の廃止が現実味を帯びています。消費者から
みると、米を作り、販売するだけのように見える米作りは、米を収穫するだけでなく、見えにくいかも
しれませんが、景観を守ること、村社会の継続につながっています。

　私達農家にとって、先行き不透明な現状。それは、有機米を消費者に直接販売する形態の私達として
も同じ。「お米の値段を下げないとあかんか。」「そもそも今のお客さんはうちのお米を買い続けてく
れるやろか。」そんな不安が頭をよぎります。天候不順、そして販売ルートも不安定などの不安を抱え
ながらの米作りとなります。

　これからのなばたけ農場の方向性は、引き続き農薬化学肥料は使わない米、大豆、小麦づくりを続け
るのはもちろんのこと、それにプラスした『何か』が必要です。その何かのキーワードには"グリーン
ツーリズム"、"６次産業"があると考えます。

　これまでなばたけでは「田植え会」「田んぼの生き物探し」「稲刈り」「収穫祭」「みそ仕込み会」
「合鴨をいただく会」などを企画し、消費者との交流の場を作ってきました。農場に足を運んでもらい、
汗を流し、語らい、農業の楽しさを豊かさを伝える事ができたと思っています。百聞は一見にしかずで
す。
　現在「小麦からうどん」、「大豆から打ち豆」「米からこうじ」を委託加工という形で農産加工に取
り組んでいます。今後はお米から玄米コーヒー、小麦と大豆から醤油と新たに展開する予定です。
　
　そして今、頭の中にあるプランは、酒作りの会です。その名も"米作りから酒作りを楽しむ会"。
　酒米の田植えから除草作業、稲刈りなど米作りの作業をしてとれた米で酒を仕込む。最後は酒をくみ
かわしての宴会といったプランです。現在開催している「味噌仕込み会」に少し似ています。そして半
数以上の方が一度来られると、また翌年も来られる方が多いのが味噌仕込み会の特徴です。自分で仕込
んだという達成感と満足感。発酵していく過程の面白さ、深み。原料は何を使っているかが知れる安心
感。「おいしい！！」とか「自分で味噌が作れた感動」が会に参加する原動力になっているようです。
ここには、一つのストーリーがあり、やはりこの部分に訴えていくことがこれからの私たちに必要だと
思っています。

　米作りから酒作りまでというのは継続性があります。この一連の流れ、ストーリーに魅力を感じます。
何より、夢があります。ぜひ私たちと一緒に酒作りに挑戦しませんか。私たちとともにお酒を仕込んで
くださる酒蔵との出会いを探しているところです。うまくいくと次の米作りの時に酒米の米作りができ
るのではないかと、夢見ています。



セルフビルドでカフェと工房を建てました 

今年の４月、４年がかりで取り組んできた基礎工事からのカフェと工房のセルフビルドに区切りがつきま

した。これまでに工房は完成していましたが、カフェも完成してようやくオープンにたどりつきました。 

セルフビルドに取り組むきっかけは、どっぽ村（http://doppo.jpn.org/）の主宰者の一人である大工の

清水陽介さんとの出会いでした。それまで１０年ほど趣味として木工に取り組んでいました。今まで借りて

いた工房が手狭だったので自分の工房がほしいと伝えたところ、予期せぬ言葉「自分で建てたら」が返って

きました。一瞬戸惑いましたが結果的にこの言葉が自分をセルフビルドへとかき立てました。これまでのセ

ルフビルドの様子は、ブログをご覧ください。 

趣味のために大金は使えないのは当然で、取組みはじめた当初はこのセルフビルドはローコストが最大の

目的でしたが、やっていくうちにローコストというメリットは当然ですがそれ以上に多くのものを得ました。 

その内の一つはいろいろな人との出会い、そして繋がりです。いろいろな職人さん、何気なく訪れてくる

人、またその人たちの知り合いと、これまでの自分が教員として生きてきた世界では出会うことができなか

った多くの人との繋がりができました。その中でいろいろなものの考え方、価値観を教えてもらい、大切な

財産になりました。 

工房・カフェの屋号は〝結〟と書いて〝むすび〟と呼ばせています。地域で労働力などを対等に交換し生

活の基盤を築いていた日本の文化〝結の精神〟からとっています。今回のセルフビルドでは随所で一人の力

では限りがあることを思い知らされ、多くの方々の助けがあったからこそできたことに感謝しています。自

分のできないことは全てお金で解決する今の社会。これからはお金だけではなく人との繋がりの中でそれぞ

れの特技を対等に交換しながら解決していくことが必要な時代になってくるのではないかと思います。木工

房・カフェ〝結〟がその情報発信の場となればと思います。 

今後は、この経験を生かし、まだ抽象的な表現しかできませんが木工と建築を基盤に地域に根ざした若者

が楽しく誇りを持って仕事ができる事業を立ち上げることが目標です。 

 

Café・木工房・展示室〝結〟（黒川大輔）   

所在地: 岐阜県不破郡垂井町敷原 173 

                             連絡先: 090-7957-3166                 

Blog:    http://ybydw133.cocolog-nifty.com/ 

                     Mail:    ybydw133@yahoo.co.jp  

 

http://doppo.jpn.org/
http://ybydw133.cocolog-nifty.com/


自然の流れ 

木製の人形を上下二つに割ると、中から一回り小さな人形が現れまたその中から小さな人形が・・・といえばロシ

アの民芸品マトリマョーシカ。 

 

「そのルーツは箱根の入れ子細工だって知っていた？」と友人の画家から聞いたのが「椿祭り２０１３」開催中のこ

と。明治維新の頃、箱根に滞在したロシア人が入れ子細工を母国に持ち帰り広められ、マトリマョーシカとなった。

このときのモデルとなったのが箱根の七福神。しかし、そんな伝統ある箱根入れ子細工を手掛ける職人は現在、田

中一幸さん（80 歳）という人だけで・・・と、友人は語る。そして、その田中さんが友人の描く絵を気に入ったというと

ころからこの話は始まる。 

 

私も還暦を過ぎ、孫も 2人いる身となり少し静かに、ゆっくりと時を過ごそう・・・と考えていた頃だ。 

  

・・・先の話の続きになるが、まず、江戸末期からあるといわれる入れ子細工とは、ろくろを使った挽物細工のこと

で、田中さんはその細工を手掛ける「木地師」。細工されたものに「絵師」が丁寧な表情をつけ、初めて一組の入れ

子細工が仕上がる。ところが今、この絵師もいなく、田中さんは 3 年前からの注文を仕上げられず困り果て、ろくろ

を挽く気力さえ失いかけていた時、友人の丁寧な筆使いを見込み、彼に絵付けを依頼してきた・・・・。 

そこまで友人から話を聞き、私は「是非、助けてあげて！最後の職人がどれだけの作品を世に残せるか、あなた

の絵付けにかかっている！」と友人にお願いした。 

こうして友人は箱根入れ子細工最後の「絵師」となった。 

 

一か月後、友人から「一度、僕の仕事を見に来てほしい。」と電話があった。実は私は昔、13 年間、木彫に極彩

色を施す「極彩色職人」だった。故に木地に直接絵付けする入れ子細工は興味深く、ただそれだけで、友人と箱根

湯本の田中さんの工房を訪ねた。簡単な自己紹介後、田中さんはすぐにろくろを挽き、あっという間に私たちの目

の前で米粒より小さい「駒」を 2つ作り上げた。その「駒」がまたよく回る。神業を見ている気がし、感心している私に

田中さんは「森岡さん、このフクロウの絵付けをお願いします。」と 4羽の親子のフクロウの入れ子細工を指差した。         

まさか、こんな展開になるとは・・・・神業に巻き込まれてしまった。帰り道、田中さんが「ありがとう！これでまだま

だろくろが挽ける！」と言った言葉と嬉しそうな顔だけが心に残った。こうして私も「絵師」になる決心をした。 

 

80歳の「生地師」と 60歳前後の「絵師」二人がスクラム組んで、最後の伝統工芸に取り組んでいる。それこそ「一

寸先は闇」の状態で制作している。面白い流れになってしまった。 

静かに、ゆっくりと時を過ごす計画はどこへやら・・・。 

 

しかし今、２５年ぶりに彩色用の筆を持ち、田中さんの作品「不苦労の親子」に絵付けをしている時間が、なんと

もいえず幸せだ。 

 

自然の流れの中で生きるのが、一番心地よいのかもしれない。 

 

❤お知らせ 

木地師 田中一幸展 

日時：2014年 1月 2・3・4日  ａｍ11:00～pm４：００ 

会場：Galley「砂や」 二階客室（福井県坂井市三国町安島１－１１０） 



～農家の食卓からみる未来～　 　吉村みゆき　あわら市北潟

　食卓の窓から外を眺める。一面に広がるさつま芋畑、森、

海、そして数年前からクルクルと風車が回る。

　福井県の最北端、あわら市北潟の富津地区に嫁いでもう

すぐ１２年。夫は両親ととみつ金時の栽培をしている。

　もともと農家に生まれ育ち、自然の中で体を動かし汗を

する農作業が好きだった。

　富津に嫁いでから、畑仕事を手伝っていて、改めてこの

クリエイティブな作業に感動した。

　冬、かじかむ手をこすり合わせながら、ハウスの中では

種芋を植え、苗作りが始まる。一面に積もった雪が少しづつ

溶け、春、トラクターで畑をおこすと土の匂い。

　一面真平らに耕された何もない畑にマルチ（ビニール）をはり、一本一本苗を植える。夏、ぐんぐん

伸びたさつま芋のつるで畑は一面緑、収穫の秋が終わるとまた「今年もありがとう！来年もよろしく！」

と堆肥を入れて耕し、もとの畑に戻る。

　結婚２年目に長女を授かり、今は４人の子供たちに囲まれ暮らしている。農作業を通して感じていた

季節の移り変わりと、この環境の豊かさを今は子供たちとの時間を通して感じている。

　家から見渡せる畑や森はどこも子供達の遊び場。春はわらびやタラの芽、コシアブラと山菜を摘み、

子供たちが下処理をして美味しくいただく。夏は海へ、秋にはグミやしば栗、しいの実に山ブドウ。冬、

雪に覆われた森を歩くと、真っ白な雪の歩道に先客が・・・あちらこちらに伸びる動物たちの足跡。兎？

きつね？普段はその気配をほとんど感じさせない隣人たちが、雪の上にそっとその存在を感じさせて

くれ、子供たちとわくわくドキドキ。

　森で集めた木の実や小枝でクリスマスツリーやリースを作ったり、採ってきたグミでジャムを作ったり、

子供たちと過ごすこんな時間は、ゆったりと、時にはアクティブに発見と創造とに満ち溢れた、親子ともに

学ぶことが出来る、かけがえのない時間。

　この豊かな環境を、過疎の進むこの土地で自分たちだけで満喫するのはもったいない！と子育てしながら

ずっと感じており、一番下の末娘が保育園に通い始めた今年、長年の思いをやっと形にすることが出来た。

さつま芋の収穫期に合わせ、さつま芋の芋掘り体験と、畑の周りを散歩、そして我が家で採れた野菜をふん

だんに使ったランチを食べていただくイベントを企画したのだ。

　１０月下旬の当日はあいにくのお天気。台風の接近のため風が強く、

散歩と家の外でのピクニックランチは断念し、芋掘り体験後は我が家を

開放して家の中でランチを食べてもらう事に。

　１０組限定で募集した、親子対象のイベントに３０名ほど集まり、

自家製天然酵母のベーグルサンドやかぼちゃのポタージュなど、ふだん

家で食べているものだが、農家ならではの物をこの景色の中で食べてい

ただき、なんとか無事に終えることが出来た。

　農のある生活の中で私たちが豊かだと感じる物。例えば畑や森で

採れた旬の恵みを料理していただく事。

　ふだん、私たちが日々の暮らしの中で大切にしている暮らしの

あり方を、ここに来た人たちと共有出来たら…と思い、この土地を

イメージできるよう「空と大地」と名付けた。

　「シンプルな暮らしの中にある日々の小さな幸せ。

　本当の豊かさを次の世代へ繋いでいきたい」 （株）フィールドワークス「空と大地」

ブログ「農家の食卓からみえること」

こんな思いで今後も季節に合わせたイベントを企画して info@fw-tomitsu.com
いきたいと模索中。今後の活動にご期待下さい！ www.fw-tomitsu.com

mailto:info@fw-tomitsu.com
http://www.fw-tomitsu.com/




お茶のこと．．． 

堀口一子 

一杯のお茶が、心も身体も潤す。 

 

 もともとお茶は、養生するため、薬の役目を果たし、精神性を高めるもの。 

 この数年、茶のルーツである中国茶をとおし、お茶会やお茶教室を開催し、少しです

が、お茶づくりもしたりして、茶の原点を探ってきています。 

 お茶の起源は、農業の神様とされる神農さんが、野山をかけ巡り、人々に食べれるも

のはないかと百草を食す際、毒にあたった時に、茶で解毒したことといわれています。 

 また、中国の文人が音楽・絵・詩・書などの創作活動をする際に、お茶もたしなんで

いたということ．．．よきアイデア、直感が湧くということに魅力を感じています。 

 中国茶には自然そのものがつまっているとされ、よきお茶は、天と地と人がつくると

いうことを大事にされています。 

 

 さて、日本のお茶はどうだろう？と考えてしまいます。 

 ・お茶はもちろん買うもの。 

 ・農薬はあたりまえ。 

 ・会社では、下っ端の OLさんがいれるもの。 

 ・最近では、家に急須もなく、ペットボトルのお茶しか知らない子どもも多い。 

 ・非日常的な茶道の世界もお金がかかる。 

なんだか残念な話を耳にしてしまいます。 

  

あと、中国の茶畑に行ってみて、印象的なこと。 

中国では手摘みが基本なので、茶の樹が自然な枝ぶりで育っていること。 

日本であたりまえに見てきた、機械で丸刈り、均一に統一された茶の樹とのギャップで

した。 

 

 日本の農業が少しづつ変わろうとして、自分たちで農業をすること、在来種のたねを

守る動きなど、三十代前後の方々の中で動き始めています。 

 それと同時に、お茶づくり・お茶文化もよい方向にと輪を広げたいです。 

 お茶づくり、、、お茶摘みから、烏龍茶をつくるワークショップや、香り豊かなお茶を

ゆっくり味わう小さな茶会を各地で開催していきたいと思っています。 

 

＊もし、自由に茶摘み茶づくりさせていただける放置されている茶園などの情報あれば、

お知らせください。よろしくお願いします。 

MAIL ichiko.cha.one.0614@hotmail.co.jp 



『森の楽校』 

 

                           西澤 弘之 

 

今年は自分の休日とうまくタイミングが合ってみどりのリレーの活動に２度

参加することが出来た。参加と言ってもお昼ご飯のメニューに誘われての極め

て不純な動機であるが両日とも好天に恵まれて数時間の森林浴を楽しむことが

出来た。竹内名人が九頭竜で釣った天然鮎の炭火焼と薪で炊いたコシヒカリと

なればこれはもう行かない手は無いわけで、ならば後方支援にと少し早めに出

掛けた。 

ラーバンでは大学生君と思しきスタッフ一人が四苦八苦して火を熾していた。

団扇でぱたぱた扇いでいるがなかなか炭に火が広がらない。そこは昔とった杵

柄、と言うより学生時代から登山やキャンプ時の火を熾す役目は何故か私の役

目であった。（＝どうも古来、気の短い人は火を熾すのが上手いらしい。）炭は

あっという間に真っ赤に広がって、手製の竹串に一尾一尾丁寧に刺された天然

鮎に化粧塩をうって炭火の周りに斜めに刺し終えて焼き始めた頃に、午前中の

活動メニューを終えた本日の参加者たちが戻ってきた。殆んどが小学生の親子

連れと言った感じで、夏休みの一日を親子で「森の楽校」で過ごそうという殊

勝な面々と見受けた。 

鮎を焼いている特製ベンチ（竹内君謹製）のすぐ横に竈（かまど）が二つ、

一つにはお米を研いで水加減も上々のお釜、もう一つには水を満たした大きな

お鍋。竈の脇には新聞紙や燃えやすい枝木、そして割り木（薪）になりそうな

木片が手際よく準備されている。 

「どなたか竈に火を熾してくれませんか？」「・・・・・・・」「どなたかいら

っしゃいませんか？」「・・・・・・・」「鮎を焼いている炭火を種火にしてい

ただいてもよいですから・・・」「・・・・・・・」 

結局竹内君と二人で二つの竈に火を熾した。 

「こちらの鍋ではトウモロコシを湯がきます。皆さんは塩を水の段階から入

れますか？それとも沸騰してからですか？」「・・・・・・・」「トウモロコシ

はいつ入れますか？」「・・・・・・・」「いつもご家庭では何分ぐらい湯がき

ますか？」「固めが良いですかそれとも・・・？」「・・・・・・・」 

折角森の中の行事なので、この際少しでも自然体験？を味わって貰おうとの

必死の呼びかけもなかなか伝わりません。初対面の方々ばかりで皆様ご遠慮さ

れているのか、量の多さに戸惑われたのか。 

さて、これは難しい。「皆さんはどのタイミングでお釜を竈から外すか御存知で

すか？」勿論「・・・・・・」これには私も「・・・・・・、（飯ごう炊飯なら

分かるけど・・・）」「お釜からプーンと焦げ臭い匂いがしだしたらその時がタ

イミングです」「そうか！飯ごうと同じだ！」 

 冷房の効いたログハウスでの食事は、鮎は勿論新鮮な野菜やデザートなど盛

り沢山で、お昼は外食ばかりの私には贅沢な昼食でありました。 



大人の隠れ家 ～初めてのログハウス制作～ 

4年前に、たまたま3ｍの杉の丸太100本が手に入ったので畑の休憩

所としてミニログハウスを作る機会がありました。 

まず「ドローナイフ」と言う道具を使い一本一本皮を剥きます。木は

皮を剥かなければそこに虫が入り込んだり、水分をため込み腐食が進

んでしまいます。ログハウスを作りたいとは言ったものの、教えてくれ

る人はいないので、ログビルダーのバイブル「エコロジカル・ログビル

ディング」を片手に試行錯誤しながらの作業で、わからない部分はとに

かくやってみるしかありませんでした。組み方はサドルノッチと言う方

法で、コンパスに似た「スクラーバー」と言う道具を使い下の丸太の形

を上の丸太にトレースしていき、その線に沿ってチェーンソーを使い丸

太を加工します。１ｍｍ線や加工がずれればその分隙間が空いてしまい

ます。下の丸太の加工が終わらない限り上の丸太が詰めないので、一

本ずつコツコツと組み立てていくしか完成への道はありません。丸太

が細かったので、結局16段積むことになりました。 

基本的には作業は一人で行い、重機を使わず人力で作業を行い、ドアや窓わくも制作しました。それでも一人

でどうしようもない事もあるので、手伝ってくれた、学生さんや友人、妻には大感謝です。屋根のてっぺんに6ｍ

近い丸太を乗せたのですが、妻と二人で、ロープや滑車を駆使して行いました。基礎は石の上に丸太を置いた

だけで、屋根材はシダーシェイクと言うウェスタンレッドシダーと言う腐りにくい木の板を一枚一枚打ち付けてい

きました。 

重いものは「てこの原理」や「動滑車」「定滑車」を使い2倍力・3倍力で行い、水平出しは「パスカルの原理」、

直角を出す時は「ピタゴラスの定理」、もちろん足し算・引き算・掛け算・割り算すべて多用しました。学生時代、こ

んな物は人生にたいして必要ないだろう思っていたことが、こんなに必要に迫られるとは思いませんでした。

実用的な使い方を学校でもっと教えればいいのにと思います。様々な大工道具やチェーンソーの使い方など、

改めて勉強をしなおし、足りない道具を作るためには、溶接や金属加工も必要でした。ログハウス作りは、単に技

術だけではなく、これまで生きてきた様々な知恵を生かして、自然や科学の法則にしたがう事によって成し遂げ

る事ができるのだと実感しました。これがとても面白く魅力的な部分でもあると思います。そしてログハウスで

暮らす、田舎で暮らすということも、天候や季節を見ながら、様々な知恵を養うことにより幸せを導き出せるも

のなのだろうと思います。 

制作中は、様々な事を考えていたので頭の中が刺激されすごく研ぎ澄まされた感覚になり、チェーンソーで

加工中は「無心」になります。今でも、たまにそれらの感覚に戻りたくなる時があります。ログハウスづくりは、技

術だけでなく、スピリッチュアルな世界だとよく言いますが、こんな小さなミニログでも体験する事できました。

皮むきや組み立てで、はじめは勢いでいけましたが、途中から本当にできるのだろうかと、心が折れそうになり

ました。しかし、それらを乗り越え、完成させた時の喜びは最高でした。今も、たまに一人で、このミニログを訪れ、

ボーとする事があります。私の大きな心の支えであり、ほっとで

きる隠れ家になっています。 

この経験は自分の人生の中大きな一歩となりました。いつか、

もっと大きな丸太を使い、自分で建てたログハウスで、暮らして

みたいです。いい丸太情報あたら教えて下さい！ 

 

 

坂井市三国町 竹内英樹 takeuchi@mikuni‐minato.jp 

mailto:takeuchi@mikuni‐minato.jp


 

 

環境パートナー池田 
 

 

小原ＥＣＯプロジェクト 
  

 

三国湊こどもエコスクール実行委員

会 

サクラマス・レストレーション 

 

福井きのこ会 

 

 

NPO 法人ラピュタ創造研究所 

漁師と友だち 
 

 

郷川つなぎ響遊プロジェクト 

 

ＮＰＯ法人三国湊魅力づくりＰＪ  
緑のリレープロジェクト 

 

ふくいミクマリ通信事務局 

NPO 法人三国湊魅力づくり PJ 

緑のリレープロジェクト 

〒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） 

携帯 090-8324-4918(竹内) 

メール：takeuchi@mikuni‐minato.jp 

 

  

 

ふくい薪割倶楽部（福井県全域） 

なばたけ農場 

 

みくに地区 

まちづくり協議会 
 

 

ラブリー・アースＪａｐａｎ（愛知県） 

 

 

上山田どっぽ村（滋賀県） 

 

農と食と緑の学校（東京都） 

高間自然あそび広場（滋賀県） 

 

・もりみちプロジェクト 

・NPO法人 awarart 

小林修一さん 

 

NPO 法人田舎のヒロインわくわくネットワーク 

ART IN NATURE 実行委員会 

竹内英樹さん 
 

 

山本綾美さん（滋賀県） 

 

相模春子さん 
 

 

小林厚美さん（滋賀県） 

 

森岡千代子さん 

 

タナカマナブさん 

 上出純宏さん 

やまざき ようこさん 

 

林 統隆さん（長野県） 

 
伊藤利恵さん（滋賀県） 

 

雑木林を楽しむ会 
 

 鈴木奈緒子さん 

おけら牧場 ラーバンの森 

 

西澤弘之さん 

三上幸恵さん 

 

吉村みゆきさん 

 

㈲ピー・ティー・ピー（東京都） 

松村忠尚さん 

 

ZERO PROJECT 

中村光宏さん 

 

奥村智代さん 

 

黒川大輔さん（岐阜県） 

松村典尚さん 
 

 

畠山かなこさん 
 

 

山出達夫さん 
 

 

堀口一子さん（滋賀県） 
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