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あったかいつながりの導入（中間発表までの歩み） 

あったかいつながりの導入（中間発表までの歩み） 

10 月 2 日のグループを決める際に、みんなの想いを掘り起こし、それぞれの想いを

整理、関連付けた。 

これが原点で、それをわかりやすくマインドマップに落とし込んだ図が下の二枚になる。

 

図１．みんなの思考 マインドマップ－１ 

 

 

 

 



あったかいつながりの導入（中間発表までの歩み） 

 

 

図２．みんなの思考 マインドマップ－２ 

 

 



あったかいつながりの導入（中間発表までの歩み） 

 

やってみたいことを中心に、マインドマップを整理した。

 

 

図３．グループの重点項目 

 



あったかいつながりの導入（中間発表までの歩み） 

 

それぞれのやりたいことを軸に、体系化した。 

 

 

 

４．今後の活動計画（中間発表前） 

 



あったかいつながりの導入（中間発表までの歩み） 

 

中間発表では、これまでのメンバの思考、今後の活動計画や各々が考える「あったか

いつながり」の定義を発表した。 

 

あっこの考えるあったかいつながりって？ 

 

存在の共有 

相互尊重の上に成り立つ共生 

 

 

キキの考えるあったかいつながりって？ 

 

自分がいれば常にそこには 

相手という存在があることを知っていること 

 

これはずっと大切にしてきた言葉。 

 

つながり～あればこその自分の人生 

そのつながりをもっと広げたい。 

まだまだ知らない形のつながりを知りたい 

 

も～主旨ちがくなっている！？ 

 

 

おすぎの考えるあったかいつながりって？ 

 

つながりの定義ね 

難しいなー 

 

人だけじゃなく、 

自然とか、すべてつながっているから 

人はつながりによって生かされていることを 

もっとちゃんと知らねば行けない。 

身近なものも小さなことも 

全て巡り巡ってじぶんにつながってんの 

人はそれを感謝すべきなの 

人だけがあぐらかいてちゃいけないの 

感謝の気持ちをもてれば 

もっと地球に優しくなれるはず 

だからつながりは大切 

 

 



あったかいつながりの導入（中間発表までの歩み） 

 

受け手にはどのように伝わったのだろうか。その参考として、運営委員がまとめてくれ

た文章を引用 

(http://academia-gc.org/report/2007/12/071201.php より) 

 

中間発表 

【グループ１：まさひろファミリー】 

・グループ活動を進めるにあたり、みんなから出た意見をマッピングした。「農業」「教

育」「自然」などいろんな意見が出た中で、「つながり」というキーワードに着目。「あた

たかいつながり」が中心テーマとなった。 

 

・テーマを通して具体的にやりたいことは次の 4 つ。①『あたたかいつながり』を考え

る、②農業企画、③カフェ企画、④ヤンヤン広場、⑤裏づけや理論を検証する 

 

・今後は、②と③の体験を通して、共同作業の場である④の実現を考えていく。また、

アウトプットとなる冊子を作成する。 



あったかいつながりの導入（中間発表までの歩み） 

 
プレゼン合宿に向けて、どこまで出来るのかを話した。

 
 

５．今後の活動計画（１２月半ば） 

 

 

 

その結果、いくつかの項目はプレゼン合宿までに完了しないため、プレゼン合宿後に

も活動を続けることを検討。 

 

 

 

 



あったかいつながりの定義・考察・調査 

あったかいつながりの定義・考察・調査 

 

１「あたたかいつながり」とは？ 

 －定義 

 まさひろふぁみりー内での「あたたかいつながり」とは？ 

 

２「あたたかいつながり」についての考察 ※主に人間関係について 

 －農耕中心型・産業中心型・情報中心型社会における「あたたかいつながり」 

(１)農耕中心型社会の場合 

 －生きるための「農業」 

  ・家族・地域住民・同コミュニティ内の住民での共同作業 

 －コミュニティの在り方 

  ・村としてのまとまりの強さ 

   Ex 柳田國夫「心意伝承」など 

  ・村八分 

   参考『日本民俗辞典』 

 －人々の間に強い結び付きがあった。Ex 日本近世の信頼関係など 

(２)産業中心型社会型(高度経済成長期) 

 －社会の在り方変容 

  ・大人は仕事、子供は学校 

  ・分業化進む。 

 －社会階級の広がり 

  ・格差問題など 

 －高度経済成長以前、商店街の例 

  ・買い物でのなじみ客・店主の関係 

  ・同じコミュニティに住む仲間意識 

 －隣組制度の崩壊？ 

(３)情報中心型社会(高度経済成長以降) 

 －社会階級の固定 

  ・学校＝階級再生産の場 

 －人口流動激化 

  ・隣組制度崩壊 

  ・地域でのつながり弱くなる。→一般的地域社会崩壊？① 

 －大型デパートの増加 

  ・商店街にあったものがなくなる。人間関係・信頼関係② 

  ・地域のオリジナル性なくなる。 



あったかいつながりの定義・考察・調査 

   参考文献・引用『ファスト風土化する社会』 

 －他者への無関心 

  ・社会心理学的に。 

  ・東洋的集団主義より西洋的個人主義③ 

[２の結論] 

 現代、①～③により、転勤など引っ越しによる人口流動が激しくなり、近隣住民との信頼

関係築きにくい。生活の中で家族以外の人間、たとえば近隣住民などとかかわる場面が減る。ま

た、個人主義的な風潮に影響されつつあるために、他者への無関心が強くなる。 

 生活基盤の中に「あたたかいつながり」薄くなってきている？ 

全く無いわけではない。→以前との比較によっての推論 

⇒自ら積極的に外部に働きかけなければ「あたたかいつながり」が得られない？ 

 

だからこその、農業体験・カフェ、ヤンヤン広場の提案 

 

３何故「あたたかいつながり」が必要なのか？ 

 For 子供→一般的に人格発達に良い影響を与える。 

  ・エリクソンのアイデンティティ形成について(From ぴろ) 

 ―人間とは社会的な生き物である。 

 

などなど。 



旧里美村 農家の宿「沼田邸」での農業体験 

旧里美村 農家の宿「沼田邸」での農業体験  

 

日時  12 月 8 日（土）、9 日（日）  

参加者  まさひろ、まよ、きょーいち、おすぎ  

場所  茨城県常陸太田市  

http://www.yuu-group.co.jp/nouka/  

経緯   

  

 今食べたみかんも、白菜も、誰が作ったかさえ知らない。逆の立場も同じで、作った
人は誰に食べられているのかさえ知らない。今日の経済の仕組みからすれば当然の
ことなんだろうけど、一方で、それが故に失っているものも確実にあると思ってる。  

 自分のこれまでの経験から、己で食べ物を育てることによって自然と食べ物を大切
にし、食べ物に意識するようになると考える。  

   

 田舎を離れ、都会に住んでみて実感したのだが、都会に生活していると農業どころ
か、土に触る機会さえない。コンクリートに塗り固められ、土さえ目にしないのではな
いだろうか。だからこそ農業を体験し、自然と向き合う機会を設けること、共同作業を
することが、現代人にとって必要とされているのではないかと考えた。  

 更に、農業を通じて都会と地域を結び付けることができれば、新たな交流が生まれ、
現在の社会が抱える問題を解決する糸口がみられるかもしれない。それらの思いを
もって、このグループで活動をしている。そして、この活動を通じて、さまざまな「つな
がり」を再考するきっかけになった。                                          
（まさひろ）  

 

[ 場所選び ]  

 予定していた受け入れ先の都合で、急遽新たな農体験の場を探すことになった。探

してみれば、農体験をさせてくれる宿、農体験ツアーをよく見かける。ただ、それらの

多くが、農体験をエンターテイメントのひとつとして捉えているものが多く、扱いは当然

お客様である。そこから果たしてわれわれが望む、農業の姿、自然との関わり、共同

作業を感じられるのか不安だった。  

 ようやくの思いで「沼田邸」（ＮＰＯ法人遊楽）の存在を知り、電話で話してみたところ、

ここなら自分たちが求める農業の世界を展開することが出来るかもという期待を持て

た。  
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[ 沼田邸 ]  

 実際訪れてみて、思っていた以上のモノが待ち受けていた。どこの山村でも抱える

問題、過疎、高齢化の波を里美地区も受けている。そのコミュニティ崩壊を防ぐべく、

空き家となった古民家を再生し、受け入れの場として提供されているのだ。  

 そのため、使い勝手が良いわけでもなく、おもてなしがあるわけでもなく、隙間もある

ため夜はとてつもなく寒いのだが、古い家が持つどっしりとした包容力が残っており、

まるで茅葺屋根だった昔の自分の家にも近い、安堵を覚えた。  

 料理も提供されないのだが、それは決してマイナスではない。必然的に近くの産地

直売所で野菜など購入することになり、地域の方々が作ったものを頂戴する地産地

消、旬の新鮮な野菜を口にできるまたとない機会なのだ。  

   

 「はれ」と「け」の混在。自分達にとって非日常的な生活の先に広がっている日常の
世界。「け」と「はれ」の連鎖を沼田邸が担ってきたのではないだろうか。  

 この沼田邸を拠点に、いくつかの団体がツーリズムプログラム、農体験の場として
活用していることに納得できた。                         （まさひろ）  

 

活動内容  

◎12 月 8 日 じゃがいも堀り◎  

 

13:00 旧里美村着  

大根が干してあったり、茅葺き屋根の家があったり、山に囲まれた、まさに田舎のの

んびりとした風景。  

 

13:40 作業開始  

有機農業で自給自足をするため、里美村に来て一年目になる北山夫妻と一緒にじゃ

がいも掘りを手伝わせていただく。  

土を 15cm くらい掘り起こして突き進む。  

30cm おきくらいにじゃがいもがわんさか出てくる。  

じゃがいも掘りしながら里美村のことや夫婦二人のことなどおしゃべりしながら作業。  

 

 白石さんが調整して下さり、北山夫妻のところで農業のお手伝いをさせていただけ
ることになった。が、どんな方なのか、何をするのか全く知らずにいた。お会いして、ま
ずはじめに連れて行っていただいたのが、自然農法の畑。有機肥料、完全不耕起で
自然の持つ力を最大限に生かした畑。自分がミャンマーでちょっと試したがうまくいか
なかった農法。  

初めて、成功している現場を見てとても喜ばしくなった。この時点で、今日の出会いに
感謝した。  

 その後、なんと 12 月にもかかわらずジャガイモ堀。（北山夫妻のブログ参照：
http://mattaryvillage.blog72.fc2.com/blog-entry-275.html）共に作業をしながら、様々
な話を。 お二人はもともと旧里美村出身だったわけでも、縁があったわけでもなく、
都会から里美地区に移住されたとのこと。都会生活を脱却し、田舎での生活を始めて
一年。苦労も数多くされてきたのでしょうが、その生き方は浮ついたものではなく、地
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に足のついた生活を感じられた。以前は東京に住んでいらしたということから、ごく普
通に東京に住んでいる人が田舎に入り込んでいくことは、決して不可能なことではなく、
自分にさえもそのチャンスは転がっている。（おすぎに勧めました。5 年後とかには、
おすぎが里美地区にいたりして。）  

 きょうこさんの興味深かった話。「現在社会で起きている様々な問題を、一つずつ解
決しようとしてもだめで、それらの問題の根本にあるものを解決しなければならない。
根本を解決すれば、全ての問題はつながっているのだから全てをも解決できる。それ
の答えがラダックにあるのではないか。」  

   

農作業を通じて感じたこと  

- 作物を収穫することの大切さ  

- 作物に注いだ愛情を感じること  

- 共に労働することの大切さ  

- 作業をしながらの会話は思ったよりも素直？               （まさひろ）  

 

芋ほりの土のニオイ。  

でっかいおいもよりちっちゃいおいものほうが美味しいということ。  

北山夫妻のあたたかさ。  

芋ほりしてる横ではヤギがいたりして、  

雑草を食べてもらって、フンをして、土に栄養を与えてくれるからって、  

ちゃんと意味があって存在していること。  

ヤギと一緒の時間、空間を体験できました。かなり貴重。  

北山夫妻のお友達が都内でコミュニケーションの場を実際に作っている話とか、  

参農塾（たしかそんな名前）ってとこで農業のノウハウを教えてもらえるとか、  

そこからまた派生して、いろんなつながりができていくと思いました。      （おす
ぎ）  

 

冬の寒さにもジャガイモは耐えられるみたいです。  

しかし、大事に扱わないのといけない命の大切さ。を学ぶことができました。  （まよ）  

 

15:00 休憩  

北山さんお手製のおいしい焼きケーキとそば茶を頂く。  

 

15:30 作業再開  

傷がついてるもの、小さいもの、一般的なものに選別。  

掘ったいもをかごに入れ、トラックへ運ぶ。  

 

16:00 作業終了  

北山夫妻のもう２匹の家族、ヤギのハナちゃんとヘーゼルを連れて帰宅。  

 

17:00 直売所で夕飯の買出し  

北山夫妻から野菜と猪肉をいただく。  

直売所はたくましい野菜がどっさり、ひとつの束が結構な量で売られている。  
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18:00 入浴  

日本でお肌トゥルトゥル度№3 の温泉に行く。  

本当にトゥルットゥルになる。  

意外なことに、男性陣の方が出てくるのが遅い。  

 

19:15 夕食  

夕飯のお鍋を作る。もらった大量の野菜や猪の肉入り。煙まみれになりながらも無事

完成。  

沼田邸の管理人である白石さんもご一緒に囲炉裏を囲む。  

なんと、途中、日中掘ったじゃがいもでコロッケを作ったと、ゴロゴロのコロッケを持っ

て北山夫婦登場！  

皆さんで囲炉裏を囲みながら里美村のお話、田舎のリアルな話など、いろいろなお話

を伺う。  

 

 白井さんを交え、囲炉裏を囲みながら鍋をつっついた。囲炉裏は最高です。適度な
距離があり、炎がもたらす落ち着きがあり、心が安らぐ。  

 そこになんと、北山夫妻が収穫したばかりのジャガイモコロッケを作り、持ってきてく
ださった。  

 ！！これこそが、あったかいつながりか！北山夫妻は私達を受け入れてくださり、
私たちは北山夫妻が育てたものを大切に収穫した。お互いを尊重、感謝すること。信
頼関係がつながりを広げていくのだろう。コロッケは本当においしかった。なによりも
来てくださった事が今回の訪問が間違っていなかったことを示した。（今この文章を書
いてみて改めて感激です。）  

 北山夫妻はテレビを持たず、引越しの際には余材をいただいてきて、必要なものは
自分で作り上げてきたようです。それは資材の有効利用、創造性を育むことにつなが
ります。きょうこさん曰く、「お金で買える生活（都会の生活）は、人間の創造力を削ぐ。
なければ買うのではなく在るものを組み合わせて作ることが大事）」                       
（まさひろ）  

   

囲炉裏を囲んで、みんなでひとつのものを頂く――みんながひとつになる場。  

そして、まさか、北山夫妻が来てくれるとは思ってもみませんでした。しかも、手作り
コロッケまで持ってきていただくとは！！自分達で掘ったばかりの芋で作ったコロッ
ケは、愛着が沸き、余計に美味しかったです。感動しました。  

キョウコさんが、話してて印象的だったのがお金を使わなくても生きていけるんだって
こと。  

お金にこだわらなくてもよくなったってゆってたこと。  

あとは白石さんっていう存在。  

白石さんは自分は何にもしないってよく言ってた。  

それがいいんだって。  

確かにふら～っとやってきて  

お酒大好きで、  

いつの間にか溶け込んでて、すごいテキトーなんだけど、考えとかちゃんとしてて、  
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すごい親しみやすい人。  

私がすごいすごい言ってたら、  

あたりまえの日常のことをやっているだけだって。  

こんな自然な人がいるから、また会いたいって思わせてくれる。  

なんか、グリーンツーリズムとかで、○○をやろう！！ってんじゃなくて、  

フツーのあたりまえのことをするって感じで、  

お客さんが何も言わなければ、あえてこっちも何も提供しないとか、  

そういうところが、意気込んでなくて、がんばってなくていいんじゃないかなって思いま
した。  

だからお客さんもがんばらないでありのままでいられるんじゃないかなって。  

私は白石さんや北山夫妻を見て、そういうスタンス？あり方？というものを考えさせら
れました。  

これをキッカケに、これで終わりじゃなくて、かかわりを続けていきたいと思います。             
（おすぎ）  

 

今までで食べたコロッケのなかで一番おいしかったです。           （まよ）  

 

24:00 就寝  

まさひろ寝たふり容疑かかる。  

 

◎12 月 9 日 柿もぎ◎  

 

8:00 起床 （ほんとは７時のはずだった…）  

布団片付け、朝食、掃除。  

まさひろ先に起きてストーブをつけ、部屋を暖めてくれる。  

しかしそのあと寝たらしい。  

朝食は直売所で買ったきのこ蕎麦。  

 

9:00 日向ぼっこ  

縁側でちょいとダラダラ。陽が当たってぽかぽかしている。  

 

10:00 作業開始  

沼田邸の庭にある柿をもぐ。もいだ柿は干し柿にするらしい。  

その為熟していない柿を選ぶ。  

その柿のもぎ方がすごい。  

背伸びして手でもぐのではなく、竹でできた秘密兵器を使用。（竹の先に切れ目を入

れ、２等分された竹の棒）そのさきっぽの割れ目に、柿の付いている枝を挟み、竹をク

イっとひねると柿が枝ごとポキって折れる。  

高いところになる柿は長い竹を使用するが、それがなかなか重いのと、竹の割れ目に

柿の枝を入れるのが至難の技。さらにすっと上向くので首が疲れる。  

まさひろもきょーいちもじゃんじゃんバリバリもぎまくる。  

 

これこそ、あるものを利用した最高の道具だ！！               （まさひろ）  
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昔の人の知恵のすごさを思い知った。本当によく考えるなぁ。         （おすぎ）  

自然の循環。                               （まよ）  

 

11:00 休憩  

白石さんがコーヒーをいれてくれ、日向ぼっこしながら雑談。  

ここの資料と夏に開催したしシブヤ大学主催の田舎体験のパンフなどを見せてもらう。  

参考に、シブヤ大学では一泊二日で  

・竹で食器作り  

・山で薪拾い  

・豆腐作り  

・農業体験  

（あと２つ忘れた。）  

の６つのグループでそれぞれ班になって活動し、作った食器で、作った豆腐や野菜を

食べ、  

活動報告をしたりしたそうです。  

あとはトヨタの試乗会に沼田邸を利用した話とか  

白石さんの今後の展望、今はまだまだ最初の段階であるということや、他との違いと

かを語ってもらう。  

 

12:00 掃除、終了  

 

 

 

「つながり」チームとの今後の方向性について  

   

 白石さんと今後、一緒に活動を進められる可能性を話し合った。私達は、単に様々

な農業を体験したいメンバーを募って来てみても良いかと思ったのだが、それでは継

続できないだろうと問題点も提起していただけた。  

 活動を一過性のものではなく、継続的にするためには、ギブアンドテイク（お互いに

とって成長できる要素）が必要であるとのこと。  

 毎回異なるメンバーが同じ農業体験をする  

 →受け入れ側としたら毎回同じことをする  

 →受け入れ側は成長が望めない。  

 →そのようなことは行政がやればよい  

受け入れ側の視点を考えてみると、ごく自然なことであり、改めて相手の立場に立っ

て考えることの必要性を感じた。  

このことを理解した上で継続的に活動を持つ考えであるならば、十分協力してもらえ

そうです。  

 

（おまけ①：まさひろの頭の中）  

   

・生産者、消費者のつながり  

 巷のスーパーでは何々さん家の野菜というコーナーで生産者の顔が見える販売方



旧里美村 農家の宿「沼田邸」での農業体験 

法をとっている。生産者の情報を開示することで、生産者には責任を、消費者には安

心を供給することになる。  

 また、トレーサビリティ導入により、使用農薬等の履歴まで知ることが可能で、より多

くの情報を得ることが出来る。しかし、未だ生産者からの一方向にとどまっており、消

費者からのアプローチがしにくいのが現状である。  

 そこで、北山夫妻のブログを見てふと思った。ヴァーチャルな世界ではあるものの、

生産者と消費者がインタラクティブに結びついている。  

 生産者からの一方的情報提示だけではなく、消費者からの意見、質問を取り入れ、

生産に生かしていく。それぞれに責任と、安心が生まれる。顔が見えるではないが、

お互いの姿が見えている。これがつながりなのだろう。  

 

・人と野菜とのつながり  

 自分が作ったもの、育てたものには愛着がわき、無碍にはしなくなる。ある小学校で

は自分たちで野菜を育て、給食に利用する試みを取り入れたところ、残飯が減ったと

報道されていた。  

 

・都会、田舎のつながり  

 地域で子供を育てる。地域での教育、地域内のつながりが大事だけど、それが浅く

なってしまっている。地域のつながりを活性化させるきっかけとして、都会から体験農

業しにきた人を媒体とさせる。  

 都会の人には農業の場の提供、田舎の人には地域活性のきっかけ提供。  

 

（おまけ②：運営委員きょーいちの感想）  

   

沼田邸をめぐる物語  

 古民家に泊まる。――それだけでも普段大都会に暮らしている私たちには貴重な体

験だった。暖をとるとはこんなに手間がかかるものか、そして冬とはなんと寒いものか。

ある程度来客用に整備されていることを差し引いても、感覚的に日常の生活を振り返

らせてくれる。  

 しかし沼田邸に行って最も得られた「学び」とは、里美をめぐる「物語」にあったように

思う。有機農業の実践を目的に東京からやってきた北山夫妻。過疎にあえぐ地元の

空民家を「ふるさと」としてデザインした白石さん。彼らのつむぐ、人と自然／人と人の

“つながり”という「物語」は里美にとどまらない。都会を巻き込み、現代日本の課題に

対してをも向けられるものだと感じた。聞けば周囲の村民たちとの交流や摩擦もある

ということだったが、それも含めて“つながり”をつくっていく。  

 まさひろファミリーのメンバーとともにこの土地を訪れ、この「物語」をつむぐ営みの１

ページに参加できたのはとても嬉しかった。と同時に、改めて自分の生活・自分の地

元を見返す契機となった。  

 

（おまけ③：北山夫妻のブログ紹介。私たちのことをこんな風に紹介していただきまし

た。）  

   

昨日、タイトルの“地球市民アカデミア”の生徒さん達が畑を手伝ってくれました。東京

http://academia-gc.org/about.php
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から来て里美農家の宿“沼田邸”に泊って、そこを拠点に農業体験やつながりをテー

マにいろいろ体験していきました。生徒さんたちと言っても、通常は学生さんだったり、

仕事をいていたりと、アダルトスクールのようなもので、皆さん自主的に勉強してると

いうすばらしい！詳しくは“地球市民アカデミア”のHPを見てください。 

 

まったり～村で皆さんに手伝って貰った農作業は 

なんと、ジャガイモ堀！普通なら夏から秋にかけて皆掘るのですが、すんません、ま

だ終わってない、、、 

自分でも、イモはまだあるのか？腐ったり、虫やネズミに食べられてるんじゃないの

か、、と思ってたのですが、予想以上に収穫できました！それに新ジャガまで、、、（＾

＾； 

掘れなかったので、育ったジャガイモから芽が出て、それにまた新たに芋が出来てし

まったと言う事です 

驚きです。手伝ってくれた生徒さんたちも皆がんばって掘ってくれて粗方収穫できまし

た。感謝です！ 

しかし、4 人来てくれたのですが、皆、自分の休みの日に新たに学んで、進んでこうい

う作業も喜んでまじめにしてくれて、いやー今の若い人も捨てたもんじゃないなーとオ

ヤジ的発想になてしましますが、気持ちいいですね。家のヤギたちも喜んでました。

やはり、自分で目標というか、信念がある人は見てても生き生きしてますね、いい日

でした。 

夜は沼田邸にお邪魔して、囲炉裏を囲んで、お鍋をご馳走になりました。ありがとうご

ざいます。 

まだ、イモはありますので、芋ほりしたい方は、歓迎ですよー。  

                       （北山夫妻のブログ参照：

http://mattaryvillage.blog72.fc2.com/blog-entry-275.html）

   

http://www.yuu-group.co.jp/kominka/numata/index.html
http://academia-gc.org/about.php
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囲炉裏カフェ  

囲炉裏カフェ  

                         文責：高橋真代  

 

日程：2008 年 1 月 26 日～1 月 27 日  

メンバー：ティー・キキ・まよ・やんやん・きょーいち・RO・こうすけ  

1 日目  

８：３０ 集合  

１４：００ 沼田邸集合  

１５：３０ ビラのデータを忘れたのでティーが即席ビラ作り  

（私ときょーいちが北山夫妻にビラを渡しに行くが、講演会？かなにかがあり不在。残

念）  

ビラ 40 部印刷  

１６：４０ ビラ配りへ  

・     キキ＆RO 班→8 枚  

家に行って好感＆不信をもたれる→最後には納得してくれる  

（にんじんを直売所に売っているおばあちゃんに声をかけ、直売所でにんじんを買っ

てにんじんクッキーを作ったことを伝える→来てくれる）  

おばあちゃん、おじいちゃんが多い  

   

・     やんやん＆ティー班→12 枚  

空き家が多い（予想外）→夏だけ帰ってくるようなスタイルが多い  

「沼田邸」って出すと「あぁー」という反応あり。好感触。  

「無料」という言葉に反応あり。  



囲炉裏カフェ  

   

・     まよ＆きょーいち班  

1 枚は北山夫妻のポスト  

ずっと昔から住んでいる農家の人に出会う  

プログラムできた都会の人は田舎の人間関係をわかっていない→１、２年たつと興味

がなくなる  

お中元、お歳暮、お土産などきちんとやるのが田舎。  

おうむ信理教が隣町にきていたので、アカデミアの存在にも不信。敏感。  

町場は都会の人はメディアなんかで田舎のいいところしか言わない  

  40 部印刷→22 枚配布  

   

１８：００ ぬくもりの湯へ  

１９：５０ 沼田邸帰宅 おなべの準備  

２１：００ 白石さんも交えて お鍋（話の内容はさっさと寝たため、起きていた人に聞い

てみてください）  

2 日目  

～８：００ 起床  

９：００ 囲炉裏カフェ開始＆朝食開始  

９：１０ 3 人来客（おばあちゃん 2 人、おじいちゃん 1 人）（散歩がてらにとおりがかっ

てくれる）  

     2 人来客（おばあちゃん 2 人、後でじゃがいもを大量にくれる）  

     白石さんの友人も来客  

   計 6 名来客（5 名はビラより）  

   



囲炉裏カフェ  

１２：３０ 片付け開始  

１３：３０ ミーティング開始  

   

ミーティングの一部  

・     お土産って大事・・・話のねたになる  

・     ビラ配りのときはノリ気じゃなくてもきてくれた・・・実はそういう場を求めてい

るのでは  

・     非日常の日常ｂｙRO さん  

・     「人生の 1 ページになった」ｂｙつばめのおばあちゃん  

・     1 回きて、また来て囲炉裏カフェをすることによって、声かけによってまた広

がる・・・また来てやることが「つながり」  

・     東京のもの、若い私たちが食べているものを出す・・・これがお土産  

・     今日来なかった人にも注目・・・次に白井氏さんに聞いてみる・・・「ダメな印

象」をもたれていたら反省してなにかしなきゃ  

・     始めて沼田邸にきたときは「環境」がいいから、だったが今は「人に会いたい

から次にまた来たい」と思った  

・     東京に行ったときになにができるか・・・優先席をゆずるとか、自分のおばあ

ちゃんと話すとか  

   

・     つながりって大事っていうきれいごとだけではなく、矛盾も生じている  

・     非日常は毎日起こっているけど、それを日常ととらえるか  

・     ある程度の地域のルールは守ろう  

・     田舎はつながりやすい？・・・でも、都会からプログラムできた人が少し地域

から離れている。でも、これは地域の人とつながいたいと思っているのか、思って

いないのか。都会の人、田舎の人だけで分けるだけじゃなくて、田舎の中でも権力、

血筋とかでいろいろな分かれ方がある  



ヤンヤン広場 

ヤンヤン広場 
 

目的： 

「子供が普段触れることの少ない自然に触れる経験をしてもらいたい」 

「人とのコミュニケーションを育てる。協働作業の体験」 

「自分の採ったものを食べる。五感を育てたい」 

「いろんな年代が触れ合う場所を作りたい」 

 

普段子供達が目にする野菜とはスーパーの中に商品として陳列されているものであ

る。近年では、スーパーに並べられているアジの開きを見て、それが魚のあるべき姿

として認識してしまうことが話題となった。自分達が普段食べているものが自然界で

はどのような姿をしているのか、野菜はどうやって作られているのか、野菜本来の姿

がどんなものか知っている子供が少なくなってきているのではないだろうか。 

そこで私達は、子供達に「ホンモノ」に触れる場としてヤンヤン広場を提供し、五感を

使って豊かな人間性を育んでもらいたいと思った。 

また、この活動の中で、「自然」に触れるだけではなく、いろいろな人とのコミュニケー

ションをとることによって「人とつながる楽しさ」も経験してほしい。ここから「自然」と

「人間の命」をつなぐ「食べ物」の大切さを知り、「自然」と生きているということ、同時

に「自然」に生かされているということの意味を感じ取れるような時間を提案したい。 

 

対象： 

こどもアカデミアの子供＆子供の両親、アカデミアメンバー 

 

活動内容： 

農業体験(稲刈りなど)、またそこで採った野菜や直売所で購入した野菜などで自分達

でご飯を作る 

 

活動場所： 

茨城県常陸太田市小中町１４４９里美農家の宿沼田邸 

 

カウンターパート 

NPO 法人遊楽（白石さん） 

 

期間： 

九月十三日～九月十五日（予定）二泊三日 

 

費用： 

食費  一人千円以内（未定） 

宿泊代 一人三千円（子供も一律）  



ブックレビュー 

ブックレビュー 
 

 

「親子じゃないけど家族です―私が始めたデイケアハウス」 
阪井 由佳子 

雲母書房   

（さやか） 

 

[ 内容 ] 

赤ちゃんからお年寄りまで障害の有無に関わらず、誰でも来れる日帰りの福祉施設を作った著者のお

話です。 

地域の中にあるお家で、利用者と職員が、お客様とスタッフという関係ではなく、同じ人間として、家族

のように関わり、今まで社会からつまはじきにされていた人たちが、いきいきとした姿を取り戻していく

様子は、目を見張るものがあります。 

 

 

 

「水になった村」 
大西暢夫 

情報センター出版局  

（おすぎ） 

 

[ 内容 ] 

ダムでなくなってしまう村に住む、ジジとババの暮らしのお話。 

なんてあったかくて元気なジジとババ。 

そんなジジババのお話はどれも本質をついているの。 

電気もガスもない暮らしの中でこれ以上の幸せはないってゆってるの。 

ほんとに人が生きていく上での大切なことはここでの暮らしにすべて凝縮されてます。 

何が大切で何が豊かさなのか、この本を読めばわかります。 

 

 

 

『悪魔祓い～イメージと癒しのコスモロジー～』 
上田 紀行 (著)  

講談社プラスアルファ文庫 

（tea） 

 

[ 内容 ] 

タイトルも表紙もあやしいですが、、、内容は本当に論理的で納得できるもの。 

  

人は、人とのつながりなくしては生きていけない。 

そのことの論拠を、スリランカの伝統文化に触れた際の著者の実体験を事例に紹介されている本です。 

現代社会では、人々は「癒し」を求めて、マッサージに行ったりリラックスできるリゾート地を訪れたりし

ます。しかし、それは一時の癒しや満足にすぎなくて、からだの疲れはとれても心の疲れや孤独の解消

にはならないことも多いのではないでしょうか。著者は、人との関わりの中で、自分の存在が認められ

ている、と感じることが必要だといっています。 

  

 

 

 



ブックレビュー 

『絵本 パパラギ―はじめて文明を見た南の島の酋長ツイアビが話したこ

と 』  

エーリッヒ ショイルマン 

（tea） 

 

[ 内容 ] 

タイトルにもあるように、南の島の酋長がヨーロッパの人々の暮らしを自分の村の人々に聞かせる話。 

  

印象的だった場面のひとつを紹介すると、自分の家の前に生えているヤシの木を、「自分のものだ」と

主張するのはおろかなことだというくだり。 

酋長は、村の人々に、 

パパラギ（文明人）はヤシの木をまるで自分が大きくしたもののように主張するが、それは間違いで、太

陽や風や自然がヤシの木を育てたのに、ただ家の前にあるだけで自分だけで独占し誰かに取られな

いようにするなんて、理解に苦しむと語っている。 

 

 

 

「閉ざされた世界の中で懸命に生きる子供たち ～アジアの子供たちは

今～」 

NGO 沖縄アジアチャイルドサポート 代表理事 池間哲郎さん・講述録 

（ヤンヤン） 

 

[ なぜこの本？ ] 

自分が将来社会に発信していきたいと持っていることわ載せているから 

 

[ 内容 ] 

世界では毎日四万人もの人が貧しさが原因でなくなっています。 

そしてその中の九割以上が子供です。 

なぜ子供が死ぬのか。理由は簡単です。子供は弱いからです。 

ある子供にあなたの将来の夢は何ですかと聞きました。 

すると笑顔で「大人まで生きることです」と答えました。 

また彼らは毎日のように大人から暴力を受けたりしています。 

女の子はもっと悲惨です。 

このような子供たちが世界中にいることを知っておいて下さい。 

 

 

 

「京都発地域教育のすすめ」 
京都市教育委員会地域教育専門主事室編 

ミネルバ書房出版 

（まさひろ） 

 

[ なぜこの本？ ] 

地域での教育が重要だと思っており、「地域」＋「教育」で検索したどりついた本。 

 

[ 内容 ] 

日本で最初に設立された学校は、京都の地域運営学校。京都での教育にかける思いは、「地域の子ど

もは地域で育てる」という伝統として連綿と受け継がれている。教育改革を進めるべく、京都ではいくつ

かの取り組みがなされており、それらを紹介している。 

 



ブックレビュー 

 

[ 興味を持った取り組み紹介 ] 

・みやこ子ども土曜塾 

町全体を子どもの学びと育ちの場にしようと実施されている。（週５日制本質の理解）お花、お茶、スポ

ーツ、陶芸、伝統文化、そろばんなど市民ぐるみで、ボランティアで行われている。全大人が先生として

関与していく。 

 

・学校だよりの地域版発行 

地域にも学校便りを発行し、学校の取り組みを共通の話題にしてもらうことを意図としている。町内回

覧板でまわす。 

 

・「そうだ学校へ行こう」 

徹底的に開かれた学校にし、地域の方に学校に来ていただけるようにするための取り組み 

 

・「FROM AGE TO AGE」 

市内の中学校の取り組みで、お年寄り、保育園児、３年生の交流会につけられた名前。この交流が、

思いやり、社会奉仕の姿勢、ボランティア精神を培う。 

 

・「地域のおやじ」宣言 

「わが子の父親」から「地域のおやじ」へ 

人間関係の希薄化から、時には厳しく注意をしてくれる大人の存在が少なくなった。父親の積極的な子

育て、わが子だけではなく、近所、地域に存在感のある親父として関わっていく 

 

 

 

「縁側の子育て−親しい他人による子育て学−」 

浜崎幸夫著 

ブレーン出版 

（まさひろ） 

 

[ なぜこの本？ ] 

中間発表のときにひとみが言った言葉、「縁側の存在（子どもたちの大切な遊び場で、雨が降っても遊

べる）」が気になっていたから。 

 

[ 内容 ] 

縁側は実の親のみならず、親しい他人と共に子育てが行われる場。一方、核家族化し一家庭内で子育

てが完結する環境をタコツボとあらわすと、急激な縁側からタコツボへのシフトが起きている。各地域で

の事例をもとに教育環境の変化、問題点等について述べている。戦後の高度成長期を含め、社会経

済が子育てに与える影響や、古典的環境（家庭、地域、学校）、匿名環境、メディア環境が子どもの成

長に与える影響などについて言及。フィールド調査では、沖縄を中心に、熊本、青森での報告がなされ

ている。縁側の子育てを目指す人を対象とした本。 
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