
信州 ・長谷便り

「2007年雨XIJリエコツアーin唇谷」を終えて
9月22日～23日にかけて、長野県伊那市長谷にて、毎年恒例のエコツアーが行われ、現地スタッ

フ ロ事務局スタッフ含め約25名の参加がありました。今回のテーマは 「実体験を通 じ、食 ・経済口

環境について考える」で、主なプログラムは、グリーン経済のシンポジウム、懇親会、稲刈 り、郷

土料理調理体験で した。長谷の自然、文化、そ して人に触れながら、貴重な体験をすることができ

ました。

◎ 1日 目

初 日は、まず歌舞伎小屋でもある中尾座 にて、

グリーン経済に関するシンポジウムを行いました。

会場の雰囲気 も楽 しみつつ、地元のパネラーの方や

会場の方 と議論を交わ しま した (詳しい内容は、

別ページにてご報告いた します)。休憩時間には、

現地スタ ッフの中村 さんによる中尾座の奈落見学

も行われ、普段は見ることのできない歌舞伎の舞

台裏をのぞいてきま した。小道 具も拝見す ること

ができ、 さらに中村 さん 自身、かつ らを被っての

ご案内 とな りま した。

また、食文化研究会の小松 さんか ら、おや きと

お漬物 とお茶が振 る舞われま した。それまでやや

緊張気味だった参加者 も、料理のおい しさに舌鼓

を打ち、 自然 と笑みがこばれ、和やかな雰囲気が

漂い始めま した。 もちろん地元で取れた 自然の も

のを使 つているので、おい しさも格別です。お茶

も トウモロコシなどを独 自にブレン ドしたもので、

とても香ばしく味わい深いもので した。ますます翌

日の、郷土料理調理体験が楽 しみ とな りま した。

シンポジウム終了後は、宿泊先である入野屋へ移

動。夕食 と懇親会 を行いま した。短い時間で した

が、パネラーやその他の地元の方にもご参加 いた

だき、大学生か ら年配の方までの幅広い交流 を通

して、普段では気がつかなかった新たな発見 も生

まれま した。

途 中、 ざん ざ節保存会にも参加 している小松 さ

ん (食文化研究会)と そのお仲間による
“
ざんざ

節
"、 “

きんにょんにょ
"の

披露があ りま した。

参加者 も手に手に しゃもじを持 ちなが ら、陽気

な楽出にあわせて踊 り、ツアーのテーマのひ とつ

で t)あった、伝統文化の 「実体験」を通 じて、よ

り楽 しむ ことができま した。少 し体を動か した こ

とで多少のエネルギー も消費 し、まさにエ コツア

ーは 「健康に良いJと いった感 じで した。

中締めの後には、外へ出て星座観祭を行いま し

た。 あいにく少 し曇つていま したが、都会の空 と

は違 う暗闇の中、イ ンターン生の話す ギ リシア神

話に耳を傾けま した。 「苦の人は空を見上げてそん

なことを考えていたのかJな ど、歴史にも思いを

馳せなが ら、心地良い雰囲気 に浸つていま した。

途中、「流れ星が見えたJと の声 ()あり、普段はあ

ま りゆつ くり見ることのない夜空を見 Lげ 、ゆっ

た りとした時間を過 ごす ことができました。

◎ 2日 目

2日 日は、心配 された雨 も持 ちこたえ、朝か ら

中村 田んぼにて稲刈 りを行いま した。 中村 田んぼ

へは軽 トラックに乗って移動 したのですが、 これ

も都会ではなかなかできない体験で した。参加者

一同、こ うした初体験を楽 しんでいたよ うです。

中村 田んぼに到着すると、5月に田植 えを行つた稲

はす くす くと育ち、黄金色に実 りを迎 え、背景に

はダイナ ミックな 自然を擁 していま した。早速、

この田んぼの画倒 を見て くだ さつている中tNlさん

のお父 さんにご挨拶 をし、稲の刈 り方や縛 り方、

「はざがけ」 (稲の束を木で組んだ悼 にかける作

業)な どを教 えていただきま した。

稲刈 りでは、鎌 を使 って手で刈 るといつた昔な
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が らの方法に加 え、稲刈 り機での体験 もさせてい

ただきま した。機械 を使いこなすのが意外 と難 し

い と驚 きつつ も、その作業の早 さに文明の力の偉

大 さを感 じま した。 しか し、機械化の進んだ現在

でも、乾燥機でな く
“
はざがけ

"に
よる天 日干 し

へのこだわ りを拝見す ると、やは り、機械 には取

つて代わることのできない、人の手や 自然の力が

あるのだ と改めて感 じました。

始めの うちはざこちなかった参加者 も次第に慣

れ、最後には手際 よく作業を終えることができま

した。 普段できない貴重な体験 をす ることで、秋

の実 りをよ り深 く実感す ることができた と思いま

す。 しか しなが ら、参加者か らも 「時間が短す ぎ

る」 との声が多 くあったよ うに、わずかな時間 し

か行 うことができなかつたため、残念なが ら、稲

刈 りの本 当の大変 さを実感 できなかったかも しれ

ません。

その後は中尾座へ と戻 り、郷土料理の調理体験

の開始です。小松 さんたちやそば打ち名人である

宮下さんにご指導いただきながら、わいわいと楽 し

みつつ、参加者
一同、真剣 に料理 を作 りま した。

小松 さんの下では、煮物、おはぎ、がん もどき、

かばちゃの朝麻和 えな ど、普段は家で作 ることの

ない本格的な家庭料理 を学ぶ ことができま した。

限 られた時間の中、みなが役害」を分担 し、協力 し

て一つの ものを作つてい くとい う楽 しさ。また 自

分が作つたものを人に食べてもらう、 とい うお も

てな しの心を感 じなが ら、料理 とはこんなに楽 し

い ものだったのか と改めて気がつきま した。 さら

に、残 った野菜な どを使 って手際 よく即席の料理

を作って しま うところな ど、食 を大切 に し食を愛

す る人々の智恵 をも感 じま した。
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そば打ちは、は じめに宮下 さんにお手本 を見せ

ていただきま した。ばっばっ と手際の良い手つ き

でそばを仕上げてい く様 を、す ごいな と思いつつ

も、「自分たちにもできるのではないか ?Jと 見て

いま した。 し か しなが ら、い ざ実際にや つてみる

と、なかなか うま くこねることができず、水 を入

れす ぎてべ とべ とになって しまった り、切 って t)

不揃いになった り、太 くなって しまった り。名人の

技のす ごさを実感 したひ とときで もあ りま した。

こ うやって体を動か してち ょうどお腹が減 つた頃

に、料理が完成 しま した。種類 も量も豊富にあ り、

見るからにおい しそ うです。実際に食べてみると、

「おい しい !Jの 一言。 自分たちで作った とい う

こともあ り、まさに感無量で した。地元の食材が

ほ とん どではないか、 とい うことで、昨 日のシン

ポジウムの話 とも絡 めて、 「この食事の食料 自給

率は何%だ ろ う?Jと い う話 も出ま した。食事は

食べきれないほ ど作ったので、余つた分は各 自持

ち帰 りま した。

昼食の時間に、参加者のみな さんでツアーの感

想 を言い合い、それぞれの思いを共有 しま した。

どの感想 もとて も満足 していただけた よ うで した

し、何よりみなさんの表情が豊かで うれ しそ うで、

長谷の力を思い知 らされま した。企画者 としても

このよ うにツアーを成功 させ ることができ、大変

うれ しかつたです。

最後にな りま したが、 この場 を借 りま して、何

も分か らない私 どもを支えて くだ さつた、有賀 さ

ん、中村 さん、小松 さん、池上 さん、杉村 さんなど

現地スタッフの方々、参加者の皆様に心より御礼申

し上げたいと思います。あ りがとうございま した。

文責 :インターン生 (竹内翔、篠付加帆里、堀川優季)
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