
信州 ・霞谷便り

伊君田市長谷エコツアーを終えて

9月 23日 口24日に、伊那市長谷で毎年開催 しているエコツアーを行いました。今年は会員14名、

スタッフ8名、現地スタッフ5名の計27名が参加。ちょうど台風が近づいており、天候が不安定の中

の開催で したが、ッアー両日共お天気に恵まれ、秋の長谷を満喫することが出来ました。

1‐‐日1目|

1日 目は、中村 田んぼの稲刈 りを しま した。 4

月に田植 えを した稲は とても大きく成長 していま

した。 また、日んぼの上にはた くさんの トンボが

飛んでいて、黄金色の稲 の美 しさと共に索l青らし

い景色を作 り出 していま した。

早速、中村 田んぼを管理 していただいている中

村 さんのお父 さんか ら、手狩 りの方法、稲の結び

方を教 えていただきま した。環境文明21では何回

か中村 田んぼに来ているのですが、お父 さんにお

会いす るのは初めてで、参加者 一同、いつ も管理

していただいていることへの感謝 と、エ コツアー

でお会いできた喜びを伝 えま した。

説明を聞き終わつた ら、稲刈の開始です。参力日

者は、初めての手狩 りに不安を感 じつつ も挑戦 し

ていま した。私は、最初は写真を撮 り、参加者の

稲刈 り姿を眺めていま した。みんな時間がたつに

つれ、稲刈 りの腕が上達 して、表情 も活 き活 き し

てきま した。私が稲刈 りを始めた時には、た くさ

んのア ドバイスをいただきま した。稲刈 りは、稲

を 1束 掴み、手前に鎌 を引 くとい う作業で した。

一見簡単に見えますが、実際に体験す ると妙 に力

が入 つて しまい、難 しかったです。稲 をざくざく

と刈 つてい く感触が今まで体験 したことがない も

ので、夢中にな りま した。束ねた稲 をおだ (稲の

束 をかける洗濯竿の様 な物)ま で持 って行 き、お

だがけを して稲刈 り完了。収穫 を喜び、皆で写真

を撮 りま した。

昔の方法での稲刈 りは、ずつ と腰 を曲げる姿勢

での作業だった り、おだまで稲 を運んだ り、機械

に比べ ると刈 り取 るス ピー ドも手間も比較にな ら
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稲刈りを終えて充実した笑顔の参加者

ないほどで、昔の農家の苦労を実感 しま した。 し

か し、みんなで話 しなが ら作業 を した り、田んぼ

にいる虫を発見 した りと、 自然の有難みや、人 と

人 との交流の仕方、ゆつた りと流れ る時間の心地

よさを再確認す ることが出来ま した。生産性 を重

視す るや り方 も重要ですが、 このよ うな場 もな く

してはな らない と感 じま した。また、 自分達で稲

を刈 ることで、今までは買つて食べ るものだった

米に多 くの繋が りが見えま した。食べ4//」を大切 に

す るためには、原点を知 ることが不 可欠 と実感 し

ま した。 このよ うな機会 を与えて くだ さつた中村

さんに感謝 します。

現在、農村では管理できな くなつた水 田や畑が

放棄 されているとい う大 きな問題があ ります。ま

た、
一人ひ とりの食生活、食べ物への愛着が問い

直 されています。
一人で も多 くの人がこの様 な活

動に興味をもって、参力日して くれれば と思ってい

ます。

中村 田んぼのお米は販売 し、その売 り上げが来

年の日んぼの維持費にな ります。今は、早 くお米

が食べた くて仕方があ りません。

小辻 紋 乃 (事務局)
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2日 目には、今回のエ コツアーのコンセプ トで

ある 「食 を通 じた文化体験Jと い うテーマにふ さ

わ しく、長谷の郷土料理の調理 を行いま した。

調理場 となる公民館で、持参 したエプロンと三

角 巾をつけ、い ざ調理開始です。調理の先生は、

毎年 ご協力いただ く小松 さん (1日 目の懇親会で、

ざん ざ節 も被露 していただきま した)と 、そば打

ち名人の宮下 さん。 メニューは、手打ちそば、お

や き、焼 き飯、大根の酢の物、煮物、おはざと、

長谷な らではの伝統的な季節のお ご馳走で した。

まずは宮下 さんがお手本 に見事なそばを打ち、

美 しく切 つてい くのを見学 しま した。そば粉が塊

にな り、薄 くのび、最後には寸分の違い もない細

さに切 られてい くのを見てみなで歓声を上げま し

た。その後は、参加者それぞれが 自分の担 当の料

理 を、和気あいあい と楽 しみなが ら作 りま した。

テーブルには郷土料理が山盛りに

1日 3回 巡 つて くる食事の時間ですが、あ りふ

れた 日常の中ではそ こに文化やふるさと、各家庭

の伝統のにおいを感 じることはなかなかできない

のではないで しょうか。今回の郷土料理調理体験

では、単に郷土料理を食べて楽 しむだけでな く、

地元に生きる食文化の伝統、そ して調理 に使用 し

た食材 をは ぐくむ 自然のすば らしさを存分に感 じ、

楽 しむ ことがで きま した。 この よ うな気づ きは

「もつたいないJの 精神 にもつなが り、食生活 を

超 えた生活全般においての持続性 を高める鍵 にな

るのではないか と感 じま した。

私たちも、食べ きれなかった料理はタ ッパーに

つめ、思い出 とともに持 ち帰 ることに しま した。

また、 とて も印象的だつたのは現地スタ ッフで

ある中村 さんが、デザー トに とアケ ビを採 ってき

て くだ さつたことです。普段アケ ビな ど食べる機

会に恵まれない私には、美 しい薄紫色の皮 をむい

て実を食べ、種 を飛ばす ことが とて も新鮮 に感 じ

られま した。 しか しそれ と同時に、私たちは実は

自然の恵みに生か されていること、そ して都会の

生活においてはそれを感 じる機会があま りに少な

いことに改めて気付かされま した。 「ちょつとアケ

ビが道端にあつたので採つてきます。Jこ んな一言

が言 える長谷のみなさんを、私は とても うらやま

しく′思いま した。

今回企画を練 るに当たつて、 「どのよ うなツアー

がエ コツアー と呼ぶのにふ さわ しいのだろ うJと

い うことにずいぶん悩みま した。エ コツアー とい

う名のツアーは現在多数 あ り、多 くの場合その内

容は企画者 ・催行者 に任せ られているか らです。

私が出 した結論は 「家に帰るまでが遠足」では

な く 「家に帰って自分で気づきを得 るまでがエ コ

ツアー」 とい うことで した。今回のエコツアーで

も、体験 ・観祭す ることができたのは長谷の 自然

や暮 らしのほんの一部です。それは、エ コツアー

があ くまで持続可能な生活の気づきの第一歩であ

り、その体験 をもとに参加者 自身が考えを深 める

ことを目的 としているか らです。参加者 に問題 を

提起 し、 「気づきを得 る」助けとなるツアーがエ ヨ

ツアーではないか と考えたのです。

最後にな りま したが、エ コツアー実施 にあた り

様々なご協力を頂いた現地の方々、そ して私の指

導教授の浜中裕徳先生をは じめ、参加者の皆様 に

心 よりお礼をいいたいです。 どうもあ りが とうご

ざいま した。

磯野 久 美子 (事務局)




