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2005年度霞谷間エコツアーを終えて

′J川ヽ 泰史  (ぉ がゎ ゃ すし/事 務局)

去る10月29日、30日、長野県長谷村にてエ コツ

アーが行われま した。今回も都会 と地元、またス

タッフを含め約30人が参加 し、長谷村な らではの

貴重な体験ができま した。

プログラム としてはまず、中尾歌舞伎の鑑賞に

始ま り (長谷小学校創立30周年記念公演)、 その

後は宿泊先である標高1800mの 鹿嶺高原 ・雷鳥荘

に移動、懇親会 を行って夜 を過 ごし、二 日目は高

原にて枝打ち体験を行いま した。

一日目、夜の懇親会では、地元で食文化研究会

を主催 している小松 さんに、郷土料理作っていた

だきま した。それ をワイ ワイ話 しなが らごちそ う

になつた後は、地元の弦楽四重奏団による生演奏

を堪能 しま した。

宿泊 した雷鳥荘は、中心がテン ト型のホールの

よ うな構造になっていたため、弦楽四重奏の美 し

い音色が さらに際立ち、まるでコンサー トホール

で聴いているよ うで した。 この演奏を聴いた とき、

美 しい音の響 きに感動す るとともに、参加者の方

々 とこの時間を共有でき、 さらに豊かな時間を過

ごせたよ うに感 じま した。

コンサー ト風景

今 回 も、 この よ うなツアー を行 うために地元の

スタッフの方々には多大なるご協力を頂きま した。

ツアーのあちこちにきめ細やかな配慮が感 じられ、

改めて地域 とのつなが りの大切 さを感 じま した。

エ コツアー で感 じた 「まちづ く り」 の視 点

もしあなたが農村に住んでいた とした ら、 どの

よ うな生活を したいですか ?大 きな家に住みたい。

春は山菜 をとって季節を味わいたい。週末は登山

に。なかなか魅力的です。
一方で、近所のお じい

さんはだんだん と高齢になってきている。耕作 し

てない畑が増 えた。商店街が どうも活気がない。

「まちづ くり」の始ま りは、ちょっとした危機

感、欲求が地域に住む人たちに積み重なることで

起 こります。地域を良 くして、地域の暮 らしを楽

しむ。 これがまちづ くり動機 なので しょう。

では、まちづ くりをどのように進 めていけばい

いか。
一人でや ろ うとすればただの家づ くりにな

ります。 しか し、もつと広が りがなければ、 「ま

ち」は面 白くな らない し自分の生活 も楽 しくな ら

ない①それには仲間が必要です。まずはご近所か

ら、 もしくは仕事仲間、飲み仲間。地域のネ ッ ト

ワークを広げます。そ こで何がや りたいか見えて

きます。例えば、古き良き町並みを残 し、商店街

の 目玉に したい。地域の隠れた名所を発掘 してみ

たい。 自分たちの地酒 を作ってみたい。 こ うして

アイデアを出 し、それ を具体的に推進す る過程で、

新たなネ ッ トワークが必要 となってきます。 「ま

ちづ くり」において、都市 と農村の交流が求め ら

れ るのはまさにこの時なのでは と思っています。

私は都市 と農村の交流を 目的 とした長谷村エ コ

ツアーの事務局を一年半ほどやってきま した。長



谷村エ コツアーの 目的は、都市 と農村の交流 と農

地の保全です。そ してそのよ うな活動か ら何 を求

めるか と言 えば、都市 と農村の暮 らしを見つめ直

す きっかけを作つた り、地域が生き残 るアイデア

を生む ことだ と思っています。つま り長谷村エ コ

ツアーは、 「まちづ くり」の観点で言えば、まち

づ くリプロジェク トそのものであるし、それを発

展 させ るための 「場」であると考えています (た

だ しこの考えはエ コツアーに関わる人によって微

妙に違いは しますが)。 もちろん、都 市の人間が

農村の 「まちづ くり」の主役になることはできま

せん。地域 には、その地域に住んでみない と分か

らないことがた くさんあるか らです①

都市の人間が農村の 「まちづ くり」に参加す る

には、まず交流が前提にな ります。 ここでの交流

は経済的交流でな く (プロジェク トが上手 くいつ

た らお金 も回るよ うになる)、 人的資源の交流で

す。 この交流が深まることによつて、情報、技能

技術、アイデアの交流が始ま ります① こうした深

い交流を実現す るには、い くつかの しかけが必要

です。

例 えば、都会の人を地域に滞在、もしくは何度

も訪問 させ るための しかけとして、アーテ ィス ト

・イン ・レジデ ンス とい う試みがい くつかの地域

で行われています。芸術家が一定期間、ある地域

に留まって作品を完成 させ最終的に展覧会を開い

た りします。その過程 を通 して、必然的に様々な

人達 との交流が生まれます。家具を一緒に作つて

もいい。 田んぼを管理 してい くのもいい。共に、

その地域で しかできない作業を行 う 「場」を作 り、

その過程でアイデアを創 ってい くことが試み られ

ているのです。

都市住民の立場であ りなが ら、地域の 「まちづ

くり」について語 るのはおせっかいなことかもし

れません。 しか し、エ コツアーを通 して長谷村か

らた くさんのものを頂いてきた事務局の側 として、

12 環境と文E/E 2005年12月号 ~  ‐  ‐   ■    |

今後の展開を考えることは必要だ と思っています。

長谷村が どうなってい くのか考え、また一
員 とし

て関わつてい くとい うことは、 とても魅力的なこ

とだ と感 じています。今後私たち環境文明が、地

域 をより楽 しくす るアイデアな りを、長谷村に落

としていけるようになれば と願 つています。

〔参 加 者 の 声 〕

●長谷村では歌舞伎 もよかつた し、音楽 もすてき

だった し、お食事 もおい しかつた し、間伐体験は

貴重で、散策は気持ちよく、 どれ もほん とによか

つたです。ふだんはも う閉めてある 「雷鳥荘」で

行 うのには地元の方々は本当に大変だった ことで

しょう③良い ところに泊めていただ く事ができま

した。感謝、感謝です。 (大森―美)

歌舞伎鑑賞

●かねてか ら、豊か さとはお金を多 く使 うことで

はない と考えていま したが、今回のツアーでその

ことを確信できま した。また、物事をなす上での

根本は、あくまでも 「人」であると再確認 しま し

た。いろいろな立場の人が集 まって、それぞれの

技能を提供 していただ くことで、これほ どまでに

豊かな時間を過 ごせ るとい うことが印象に残 つて

います。 (村野昭人)

エ コツアーヘのご参力日、ご協力あ りが とうござ

いま した。




