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t型重な量量ンが孟孟そ容坪
エコツアー当日の朝、自宅の玄関を出ると

思わず絶句。前 日の予報では、降るはずのな

かつた雨が・…。

今回の長谷村エコツアーは、インターンシッ

プのプログラムの一環として、学生である門

井さんと私が企画などを担当し、 7月 から準

備 してきた。下見や打ち合わせなども含めて

3回 長谷村を訪れたが、そのうち2回 も雨に

祟られていた。おかげで、プログラムにあっ

た清掃ハイキングコースの下見もできず、すつ

かり 「雨男」のレッテルをはられてしまった。

しかし、次第に雨は上がり、茅野駅に着く

頃には秋晴れが広がり、南アルプスの美 しい

紅葉が私たちを迎えてくれた。

今年は、新 しい試みとして 「長谷村が誇る

南アルプスの自然を外で感 じてもらお う」と、

清掃ハイキングを行った。下を見てずつと歩

いていたので、普段気づかない新 しい発見が

たくさんあった。楽しかったが、バスの時亥J

の都合上、参加者の方には復路を急がせるは

めになってしまい、非常に申し訳ないことを

した。

この他にも、秋野菜の収穫や郷土料理の調

理体験など、二日間で様々なプログラムをこ

なした。その中でいろいろ反省もあるのだが、

エコツアーを通して学んだこともたくさんある。

今回のエコツアーは、たくさんの方の協力

があり、そのうえで成功させることができた。

人の支えというものがなければ、何も成 し遂

げることはできないことを痛切に感 じること

ができた。

また、郷土食や伝統文化の豊かさにあらた

めて気づかされた。一方、それ以上に感 じた

のが長谷村の方々の持つパワーだった。参加

者全員で踊つたざんざ節では、心地よい一体

感が印象的だったが、これは指導してくれた

「ざんざ節保存会Jの 方々のパワーによると

ころが大きいように思 う。また、宮下さんの

畑には、宮下さんのパワーそのものが宿つて

いた。

調理体験でお手伝いしてくれた方々も含め、

とにかく長谷村の方々の表情は生き生きして

いて、表情にパワーがみなぎっていたのが印

象的だった。本来なら若さというエネルギー

を与えるべき立場の私が、逆に長谷村の方々

からパワーをもらったほどだった。

もしかすると、今の日本を元気にするヒン

トは長谷村のような農村にあるのかもしれな

い。そう考えると、農村と都市の交流はこれ

からますます重要になってくるだろうし、そ

の一役を担 うのがエコツアーの一番の目的で

あるように思 う。参加者と長谷村の方々の双

方がパワーを得られるようなWin一winの関係

を築くことがエコツアーを継続 していく上で、

より必要になってくるだろう。

今回学んだことを胸に、エコツアーをさら

に持続可能にしていくため必要なことは何か

を自分に問いかけてみたいし、みなさんにも

ぜひ、持続可能なエコツアーについて考えて

いただきたいと思 う。

最後になりましたが、エコツアーを支えて

くださつた現地の方々、参加者の方々、心か

らお礼申し上げます。
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東京か ら 「スーパーぁず さ号」に乗つ

て長谷村まで約 3時 間。都心では味わえ

ない遊びや料理、景色がそこにあった。

1日 目は、紅葉が真 っ盛 りの山々を望

みなが ら、バスで南アルプス林道を上る。

バスの運転手のガイ ドは、聴 き応 えがあ

る。夜の食事 も贅沢な地元料理 と民謡 「

ザンザ節」で招いていただいた。皆 さん

で踊つたが、私にはセ ンスがない と実感。

宿のす ぐ前で星空を観賞。私にはやは り

セ ンスがないのか、流れ星を見 られず。

2日 目は、地元の農家の畑か ら新鮮な

大根、小松菜、白菜な どの野菜を収穫 さ

せて もらい、その後、初めてそば打ちを

体験。野菜 とそばをその場でいただ く。

自然の恵みを実感できる旅になった。

決 して旅行代理店のツアーではできな

い体験ができた。環境文明21スタッフの

手作 リツアーだか らこそ味わえた体験だ

ろう。のんび りするには穴場中の穴場。紅

葉のメッカではないが、他には劣 らない味

わいがあり、一度は訪れてほしい本寸である。

私はセンスを磨 くためにもまた訪れたい。

横浜市 畑 田 響

qヨ盈鬼重△鰍盆主?亨写
昨年に続いて、今年 も長谷村に出かけ

た。今年はメインが歌舞伎ではな く、山

登 りとなった。 山道のゴミ拾いがテーマ

で、 2時 間半かな りのゴミを拾つた。 ゴ

ミに見 とれていると山が見えないが、何

と言つて も、紅葉の南アルプスである。

まさに、言葉にな らない美 しさであった。

喧騒な都会か ら来 ると、静かなのに、

景色がその美 しさを大きな声で話 してい

るように感 じる。 この美 しい景色を見て

生活できるとは、なん と贅沢なことだろ

うか と思 う。

地元 との交流会 も持たれた。野菜収穫

・食文化 ・踊 りな ど、地元の方々 と踊 り

や食文化 ・野菜を通 じて心が通 う感があ

る。疎外感が高まる都会生活 とは違って、

近 くの人が皆知人 とい う田舎の生活は、

心が飢えた我々を癒 して くれ る。

次回か ら 『田んぼつ くり』を始めよ う

との提案がなされた。 3年 前か ら地元に

Uタ ーンされた方 と村役場の方を中心に、

農業体験ツアーを計画 され ることになっ

た。家で屋上菜園をす る身には、あ りが

たい企画である。農業は大変難 しく、詳

しく教えを頂 くよりも、直に作物の成長

過程 を見ることの重要性 を痛感 している。

来年にまた期待が湧 く。

江東区 中 瀬勝義

!|の
原 型

長谷村に到着 し、村営バ スの運転手 さ

んの名ガイ ドで仙水峠へ。 目の前に広が

る紅葉の大パ ノラマに感DF~! 夜 は温泉

に入 り、地元の方 との交流会。お料理に

お酒、さんざ節 と陽気なカメルーンダン

ス。酒気帯びの 目に美 しく光る星たち、

そ して流れ星 3つ 。川のせせ らぎを聞き

なが ら就寝。翌 日は 日本晴れの中、収穫

祭の始ま り。 とれたての野菜を使 つた郷

土料理の体験調理。楽 しい会食。静かな

山間の村。午後の陽の光が差込み、紅葉

が時折ぱぁっと黄金色に輝 く。空中をゆ

うゆ うと輪を描いて飛ぶ トンビ………。

そ うです。失われつつあるふ るさとの

原型が、 自然の恵みを受けて、ゆった り

とゆたかに、そ して、ひつそ りと晩秋の

季節の中にあ りま した。既成のツアーで

はできないような、貴重な体験をた くさ

ん させていただきま した。スタッフの方

々、長谷村の方々、また旅でご一緒 した

皆様 に心か らのおネLを申し上げます。

八王子市 村 上和美 (イラス トも)




