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司会  

今回の全体テーマ「地域に根ざした自然体験

活動を考えよう」で、実際の実践をされている

高御堂さんに来ていただきまして実際の活動を

通してのお話をしていただきます。 

 
はじめに 

おはようございます。私は、京都の北の方、

福井県側に近くて福井県と滋賀県に隣接してい

る美山町というところから参りました。 
本日は、全国フォーラムということで全国各

地から集まっておられますので、少し緊張をし

てお話させていただきます。 
私は元々愛知県生まれでして、ご紹介いただ

いたようにいろいろ職を変え、15 年ほど前に美

山町に辿り着き、現在住んでいます。 
美山町は茅葺きの里ということでご存知の方

も多いかと思いますが少しずつ認知されてきま   
して、富山の合掌造りと同じその地域色の保全

指定を受けている町です。観光客が年間 70 万

人、それが 4～11 月に集中していますのでその

時期はその場所だけ観光地になっているような

ところです。その期間を離れれば普通の集落、

農山村ですのでよく言われるのが日本の農山村

の原風景が残っているという言われ方をするよ

うなところです。茅葺きの集落が 250 棟ほど現

存残っています。そのようなところで 15 年暮

らしまして子どもが 2 人生まれて、地域の人々

に支えてもらいながら暮らしています。 
元々は、自然体験・野外活動・環境教育する

にはどこがいいかなぁと思って、アメリカから

帰国後住む場所を夫婦で考え、京都大学の芦生

原生林に何度も通っていまして、「いいところだ

なぁ、自然がいっぱいあるなぁ」というので暮

らし始めたのが平成 5 年のころです。 
今日は、「茅葺きの里から未来が見える」とい

うことで、日本の原風景が残されている地域に

根ざした環境教育の実践を語ってほしいという

ことですので、私は美山町という現場でやって

いる者として「こういう思いでやっています」

というところを話したいと思います。よろしく

お願いします。 
 
僕にとっての「地域」は“美山町” 

では、最初に皆さんとお話をする上で大切だ

と思うので、確認をしていくのですが、僕にと

っての「地域」は“美山町”のことです。 
美山町には由良川いう清流が流れています。

原生的な森が残っているところです。里山も当

然、いろんな動植物、カモシカから熊から野生

動物がおります。  
茅葺きの里ということで観光地でもあるので

すが、非常に過疎の進んだ少子高齢化の進んだ

地域でもあります。限界集落と言って、65 歳以

上の人がその集落の半分を占めるとこの集落は

限界だろうと言うのですが、全部で 57 集落あ

るんですけれどもそのうちの 4 つが限界集落と

言われています。 
私が話をするのは、今言ったような田舎らし

さが残っている地域の実践活動です。自然体験

活動ということですので、自然なくしてはでき

ないことですので、先ほど司会の新田さんがお

っしゃった里山という今注目されている人と人

とのかかわりというのもキーワードに入ってお

りますのでそのような内容のお話をさせていた

だけたらと思っています。 

講演         ２００７年１０月８日 ９：００～ 

 

テーマ 「かやぶきの里から未来がみえる」 
 

講 師  京都府南丹市美山町「柿の木山」  

代 表  高御堂 厚 
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自然との共生と相互扶助 
私の町のキャッチフレーズは、「日本一の田舎

づくり」です。それを誇りに持っている田舎で

す。田舎って、暗いイメージでは嫌なんです。

胸を張って年間 70 万人も来るところになりま

したから、美山町いいところだろという感じで

います。ただ茅葺き事態が貧しさの象徴のとこ

ろがありますからつらいところもあるんですが、

でも誇りをもった田舎です 
私の田舎のイメージは、自然と共生です。次

に相互扶助、これは私の中では非常に大きいん

です。わからないことがあったら、田舎の人は

いろんなことを助けてくれるのです。何でも教

えてくれる。「畑やるのにどうしたらいいんです

か？」って言うと、「足音を聞かせろ」と言われ

た。後で分かったことは、畑っていうのは何度

も足を運ばないと育たないよということなんで

すけどね。そういった意味の深いことをぶつり

ぶつり言うんですよね。「よく雨降りますね」と

言うと、「あんまり誉めるともっと降るぜ」って

言われたりしますね。そんな感覚なのです。み

なさん非常にこの関係が、コミュニティーとい

う言い方があるかもしれないんですが、おたが

い助け合って生きようじゃないか！という気持

ちを非常に感じます。 
その中で暮らしている子どもたちや大人や他

所から入ってきた私なんかは非常に心地いいん

ですね。今まで自然が良かったのですが、人の

生き方なり暮らし方なりがそれをおせっかいと

感じる人もいるんですが、私にとっては非常に

ありがたい関係です。 
本来はそういうのを「結」と言うのですが、

美山町では「てんごり」と言うんですね。「てん

ごり」と言うと、関西美山町あたりの言葉でし

ょうか、「順番に」という、今度はあなたこれし

なさいね、うちはこれするから、良いことも悪

いこともということなんです。利益をお互い転

じあおうという「てんごり」という言葉が地域

の言葉であるくらいお互い助け合おうという気

持ちが田舎は非常にあるように思います。これ

をなくして田舎の良さを語れないかなと僕は思

います。自然豊かなところはありますけども、

お互い支えあって暮らしている地域に身を置い

ていろいろ感じられることというのはとっても

私の活動の中では大きな位置を占めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伝統的な暮らしぶり 
もう一つは、伝統的な暮らしぶりです。何を

伝統的と言われるつらいのですが、四季折々の

はっきりした地域ですので、春になったらこれ

するよと秋になったらと決まっています。おひ

さんとか太陽を見ながら暮らしている暮らしぶ

りも特徴なのかなと思います。うちに来る子ど

もたちに、「綺麗な月だね」「おひさんあるね、

暑いね」ということを話したりします。 
街と田舎は「３つの間」が違うという人がい

ます。 
一つは、時間という間が街とは違うのではな

いか。ゆったりしていますよね。一番驚いたの

が、水道壊れたから来てくださいというと、そ

っち行った時に寄るよと言われたことです。時

間の流れが本当にゆったりしています。焦って

もしょうがない、無理してもダメという感覚が

暮らしぶりもあります。 
二つ目は、空間ですよね。田舎の一軒屋は大

きいです。私は 2 年間暮らしていたアパートで

は隣に誰が住んでいるのか知りませんでした。

そんな暮らしをしていましたので、人との間も

あるいは空間ですので、建物、田んぼがあって

家があってという空間が街とは違うなと思いま

す。人間の間柄も違います。京都市ぐらいの大

きな面積に 5000 人ぐらいしかいませんので、
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人と人の間は遠いんですけども気持ちの間はめ

ちゃくちゃ近いんですね。血縁関係も近いです

し、普段の生活も近いですね。そういった田舎

に住んでいて良さみたいなところを自分で暮ら

していてうれしいし心地良いし、そういったと

ころはとても大切だなって思います。 
三つ目は、見えないものに意味があると思い

始めるんですね。見えないものというは、何が

あると思いますか？例えば、言葉（言葉に魂が

ある）が見えないですよね。心も見えないです

よね。自然の仕組みも見えないですよね。でも

つながっているよって言われたら、例えば食べ

ている様子を見るとつながるんですかね。あと、

大切なのは神様ですね。地域にはとっても大切

です。いろんな神様がいます。水神さんとか山

神さんとか。あと天狗がいるよ。河童がいるよ

とか。空想の自称物ですよね。そういったもの

が何かしら棲んでいると本当にいそうな雰囲気

になるし。地域の人は真顔で言うんですよね。

「狸にだまされたよ」って。きっと何十年も暮

らしていると感じる心があるんでしょうね。私

はあまり感じないほうなのですが、私の連れ合

いは感じる方で、大きな木の近くにいくと何か

を感じたり、森の中にいると何かを感じたりと

か。そういったイメージのところで暮らしてい

ます。 
 
地域に根ざした体験活動のねらい 

地域という言葉にしてみると、私が感じてい

るのが、美山町の地域というのは、しっかりし

たコミュニティーがあるということです。合議

制で地域のことを決めています。常会というの

がありまして、家々の代表が集まって話し合っ

ています。人の目と互いが気にかけて支えあっ

て。老人、お年寄り、お父さん、お母さん、み

んなが地域の子どもたちのこと気にしながら暮

らしています。 
こういった中で、なんで地域に住んでまで活

動しているの？ということですが、私のキーワ

ードは、地域＝つながりです。これをしっかり

もっていないと人間ゆれるのです。 
このつながりで、まずはおさえなくてはいけ

ないことは自然のつながりです。2 番目は人の

つながり、これも住んでいる地域では目を向け

なくてはいけないことだと思っています。地元

の人や、地域の文化といったものが人と自然の

中に入ることで、フィルターみたいな感じかも

しれません。 
私が自然と向き合ったり、人とのつながりを

分かち合ったりするときには、地元の人の力を

お借りし、あるいは地元の人の文化的な要素を

お借りしないとできないなというのを実感して

います。地元の人は、どういう風に自然や暮ら

しとつながっているのかとか里山の活動の中で

はたくさんそんな要素があります。 
というのは、本物がこの地元にあるんです。

本物というのもうれしい言葉で、つながりを考

えるのに見えやすいものです。つながりを持っ

ていると、自分がひとりじゃないっていう意識

がどこかで生まれてきます。地域の人に会う。

つながりを持ったときに子どもたちは、とって

も安心する、素直になる、謙虚になる、我慢す

る、このへんのキーワードは僕のやっているつ

ながりの次にくる言葉です。 
 

子どもたちへの願い 
今どきの子どもは親が全てを与えてくれるか

ら我慢しないですよね。すぐ切れますよね。で

も地域で暮らして私のところに 10 回通ってく

る子どもたちはちょっと変わってきていますね。

だんだんつながりが、回を重ねるごとに具体的

になってきます。 
自然と暮らし体験の中でつながりを見つけな

がら身につけて欲しいというのが私の地域の体

験プログラムで一番の中心部です。それがひょ

っとしたら、ベースにあれば何かをするときに

思い出すと思うんです。こういう地域の中でつ

ながりを自分で発見して感じることが、自分の

暮らしの中に帰ったときにプラスになる要素が

たくさんあると思うのです。それをうちのお寺
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では少しでも身につけてほしいなと思います。    
言葉もそうです。見えないものもそうです。

1 年生から 6 年生までいたらけんかはするけど

優しいですね。自分の言葉でけんかして自分の

身体で傷ついて泣きながら帰っていきますが、

だいたいその子は次も来ますね。そういう子ど

もたちにつながりを一つでも見せたいというの

が私の活動の思いです。子どもたち難しいこと

を言ってもわかないのですが、自然だけじゃな

く人もつながっているし、そんなつながりをい

っぱい見つけて欲しいのが私のプログラムの内

容です。 
宗教的なことは別として、精霊主義とか全部

のものに霊が宿っているという考えが田舎はあ

りますので、いろんなものに命があって神様が

あって霊があってというような思いの地域の人

との中で生まれてきますので、ひとつの自分を

抑える、抑制する、あるいは強くなる根拠にな

るのかなとも思っています。 
 
「柿の木山」の由来 

次は私のスライドを見ていただいてお話させ

ていただけたらと思います。柿の木山という名

前ですが、里山にはたくさん柿木がありまして

普通の里山の風景かなということで、うちの家

にも柿木が 9 本あります。熊が秋になると食べ

に来ます。里の木が柿かなということでこの名

前を付けたのです。 
10 年美山町で暮らしていましてその後、何を

しようかなと思ったときに地域の方にお寺が空

くから貸してやるということで、今お寺をお借

りしてそこをプログラムの拠点にしています。

お金がないので、そこをほとんど自分で修理し

たり、壊れたところはそのまま放置したりとあ

まり綺麗ではなくかなり傾きかけたお寺ですが、

そこを活動の拠点としています。そこでは、年

間のイベントがあります。地域の方と一緒に行

うプログラムがいくつかありますが、こういっ

たものをご覧になっていただきながらお話をさ

せていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
活動の拠点おひさま寺 

美山町は、茅葺きの里があって自然があって

暮らしがあって、人と人、人と自然がつながっ

ているような町です。美山町の位置は、上が福

井県ですね。京都市というところに位置してい

ます。2 時間半から 3 時間かければ京阪神から

は来られるような場所にあります。この場所が

いいかなと選んだ 1 つの理由です。 
「活動の拠点～柿の木山 おひさま寺」につ

いて、茅葺きのお寺です。茅葺きのお寺にトタ

ンをかぶせていますので、トタンを取ると下に

萱が入っているという仕組みになっています。

今はみんな葺き替えるのは大変なのでトタンを

かぶせているところが多いですが、この先みる

ものがおらんなということで私がお借りしたお

寺です。おひさま寺という名前をつけさせてい

ただいて、全てのはじまりはおひさまだよとい

うメッセージを込めて名前をつけさせていただ

きました。 
非常に狭いところでずどんと広間が抜けてい

るスペースがあるだけで、あとは囲炉裏があり

ます。おくどさんは地元の人に教えていただき

ながら作ったのですが、それだけがあるだけの

施設です。囲炉裏はみんなでそこに運んで食べ

ると非常に楽しいところです。こういう岩場の

上にポツンとあって、下を見下ろすと集落があ

るというようなところで、70 万人来るという観

光地からは隔離された袋工事的な集落です。 
柿の木山の「ふるさと再発見」「かやぶきの里

から未来がみえる」いうのは、キャッチフレー

ズで使わせていただいているのですが、今の希

薄になった都市の中でのつながり、これが、人
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間として生きる上でとっても大切だと思ってい

ますので、それをまずしっかりと見据えて将来

を見たいなという意味でも未来がみえますし、

それからまだまだ江戸時代の最後の方が何か面

影残っているようなところがあります。 
今、リサイクルとかリリュースとかいろんな

言葉で言われていますけれども、美山町自体、

日本の暮らし自体が誇るべきリサイクル社会が

江戸時代にあったのですから、そういったもの

も参考に非常に学ぶべき対象としてみえていき

たいなと思っています。昔の生活に戻るのでは

なくて、そういった考え方とか姿勢と今ある科

学的なものとうまくくっ付けたらまた新しい未

来がみえるのかなと。明るい未来は見えないの

かもしれないのですが、苦しみながらどうにか

しなくてはいけないなというそんな考え方もあ

きらめずにいきたいなと思っています。 
 
プログラムづくりの基本と内容について 

後で皆さんに写真を見ていただくのですが、

活動を実施するにあたって大切なことは、川で

泳ぐとか、森で自然観察をする、おくどさんで

ご飯を炊くとか、わら細工をするとか、こうい

ったものはどこでもやっていることですが、そ

ういった一つ一つのプログラムを作っていくと

き、こういう理由でこういうことを伝えたいと

いうねらいをもって、その目標にむかって流れ

を作り、最終的にこういう到達点があるんだと

いうことを考えながらいろんな体験を組み込ん

でいくということです。 
次に「地域と連携」ですが、地元の方たちが

いなければできないプログラムにこそ意味があ

ると思っていますので、地域の方からいろんな

伝統技術を教えていただくことも地域と連携に

なります。また地域の人と挨拶すること、これ

もとっても大切な連携だと思っています。 
それから物の面でも人との面でもいろいろ連

携していくことで、私の地域での活動というの

も高まっていくと考えています。修学旅行から

個人のお客さんまで全部やっていますので自分

ところでできないことはいろいろコーディネイ

トしてこんなことしましょうよと提案もさせて

いただいています。 
活動内容ですが、特に春は関東地方からの修

学旅行生ですね、100 人から 200 人くらいの人

数で地域の人にいろんな体験をお願いして、本

当は長く滞在して欲しいのですが、今の修学旅

行は半日とか、長くしても 1 泊で帰って行くく

らいの時間しかありませんので、その中で体験

して地域の人と交流を深めてもらうような内容

が 1 つ。それから、環境学習プログラムの内容

の体験が 1 つ。 
それからおひさまこども倶楽部というのは、

柿の木山主催の子どもだけの、大人は来ないで

くださいと言って子どもだけの年 4 回の体験。

あまり深い意味はなくとにかく田舎の子どもと

同じように思いっきり暴れて欲しいというよう

な思いで、年 4 回しています。 
あと、スローフードとか里山体験などをして

います。地域と双方向交流事業については、私

のところは、観光地と申しましたが限界集落的

なところもありまして、今、地域に人がいない

という危機感が高まっています。いろんなとこ

ろで多いと思うのですが、美山町に来てくれる

人にはこういった体験をきっかけに美山町で将

来的に住んで欲しいなというきっかけづくりの

内容も柱の 1 つとしています。 
 

「体験風景（天道花とよもぎもち作り体験）」

について 
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これは 5 月 8 日にするのですが、ようかびと

いいます。これはまさに地域の風習をプログラ

ムにさせてもらったのですが、仏教では花祭り

と言います。昔は田んぼの神様を迎えるお祭り

だったようです。よもぎだんごを作り、花を飾

り、「これから田んぼの作業が始まるよ」「今か

ら田んぼの神様が降りてくるよ」という、お迎

えするよというような行事です。今はほとんど

行われていないので、昔の地域の人に聞いて、

復活させているようなイベントです。 
僕がこれをやろうと思った理由は、地域のお

ばあちゃんが「おひさまに毎日汚い洗濯物を乾

かしてもらっているじゃないか、赤ちゃんのい

るところはおしめを乾かして綺麗にしてもらっ

ている」と言われたからです。 
年に 1 回はおひさまに感謝してお花を天に向

かって手向けたらどうかと、竹の先にこの時期

でしたら、やまぶきとつつじとふじとを結び付

けて軒より高い高さに花を手向けるんです。 
田舎に住んでいらっしゃる方は宗教的なこと

ではなくて、非常に素朴なおひさんに感謝しよ

うということで、やっているというお話を聞い

たときにみんなでその考え方を分かち合えるの

ではないかと思って 1 日のプログラムに取り入

れました。 
 
「体験風景（野菜生産者との交流）」について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後ろに見えているのが茅葺きなのですが、茅

葺きが 40 件近くあります。残存率といって 1
つの集落の中で茅葺きが残っているのは日本一

だそうで、ぱっとみたら茅葺きの家ばかりのと

ころです。そこで、子どもたちが野菜を採るの

ですが、ここで一番大切にしているのはあのお

じいさんと会うことなんですね。ギイチさんい

うのですが、80 歳超えています。 
何を採るわけではないのですが、時期のもの

を採らせてもらいます。なすびがあればなすび

を。きゅうりがあればきゅうりを。さつまいも

があればさつまいも。当然食べ物とつながって

いるよと、その食べ物を作っているギイチさん

とつながっているような体験なんですが、一番

うれしいのが、おじいさんの手と合わせること

なんです。おじいさんの手はすごい手をしてい

るんですね、ごつごつで真っ黒でしわしわで。 
自分の野菜の自慢をするんですね、「旨いのを

食べろよ」と。「いくらでも食べろよ」と。予定

外のものをいつもいっぱいくれんです。子ども

たちにとって、喜んでくれる、迎えられている

という感覚を持つっていうのはすごく大切だと

思うし、自分も迎えられたら嬉しいし、僕との

関係ではなくて、地域との関係づくりをどこで

できるかというのをいつも考えてやっています。 
 
「体験風景（わら細工）」について 

 
 

 
わら細工をしたりしています。ここでもわら

細工をすることが目的ではなくて、一つは、わ

らの文化というのをみんなで体験して考えてい

こうというねらいです。「下にある田んぼで作っ

たご飯を今日食べたでしょう。そのお米をとっ

たわらはここにあるよ」「これでわらじもわらぞ
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うりも作っているよね」「でも、みんなもそれを

作っても実際に履く機会がないので、今日は首

飾りを作ろうかな」という流れです。 
わらっていのうは、みんなの座っているたた

みの中にもわらがあるし、しめ縄で神様を迎え

たり、災いが入ってこない印にもするし、鍋式

にも帽子にも手袋にもぞうりにもするし、いろ

んなところでわらを使っていた。使い終わった

ら、捨てたりしないで、また灰にして使ったり、

肥やしにして戻したりすると、そこから作物が

生えてくる。 
子どもたちは、四季折々が来たら分かります

ので、わらでする意味というのは、僕はぜひ田

舎に来たときにはその体験をして欲しいと思い

ます。   
わら細工体験というと、わら細工やクラフト

するんだというイメージを持たれるのがいつも

嫌です。極端なこと言うと、小学校でビニール

紐でぞうりを作るという授業があるのを聞きま

すが、ちょっと首を傾げていまいます。 
京都市内の PTA のイベントに行って子ども

とわらじを作ったときにやっていてよかったな

と思ったのが、わらの先についているものを見

て、子どもが「これ、何？」って言うんです。

「おお～、お米だよ。」と、僕が一番嬉しかった

です。「これが、お米だよ」ってね。 
そういう発見と地域のおばさんとの会話で、

「昔は、これで雪靴であるいたんだよ」とか、

「今は違うね」とか。今との違いというのは、

なんか僕らは分かっているようで子どもたちは

何にも分かっていないですよね。 
子どもは昔の生活は全然分からないですから、

本当に暮らしていた人や体験している人からそ

んな話を聞いたり、実際に体験するというのは、

わら細工の 1 つのいいところかなと思っていま

す。 
 
「体験風景（てんぐの修行）」について 
環境教育プログラム的なものかなと自分では思

っているのですが、美山の天狗を題材にして、 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
天狗の神通力を身につけようという活動をし

ています。 
天狗から手紙がくるのですが、その手紙に従

って自分たちのやったことを振り返ったり、し

たことに対してご褒美がもらえたり、全部成し

遂げた後には 1 つの修行が終わっているという

確認をするようなことです。ですから、修行っ

て何するの？と言われたら、見えないものが見

える力といいます。子どもは、その気になりま

す。 
「夜、山の中歩くと、何かいるかな？動物？

天狗？」。見えないものの気配を感じる雰囲気に

なります。動物としゃべる力、植物としゃべる

力、これを身につけようとします。いろんな課

題を作っていくと同じ川遊び、ナイトウォーク

でも捉え方が違います。自然という捉え方では

ないのですが、見えないものをどういう風に感

じるかという点では、天狗とか河童とかのもの

の力を借りて自然体験をしていることはありま

す。おばあちゃんなんかが、横で話をしていて、

「天狗いますよね？」と言うと、「あ～わしらが

天狗みたいなもんやな。」と。その一言っていう

のは、嬉しいですね。打ち合わせをしているわ

けではないのですが、そんなことをぽろっと言

ってくれるので、みんなは、「あ～そうか～」と

いう感じです。 
 

「プログラム風景（おひさまこども倶楽部）」 
森には大きな木があります。大きな木の前に

立つと、500 年近い木が美山はたくさんありま

すので、触って登ってみる体験をします。 
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「プログラム風景（ガータロウになろう！）」

について 
ガータロウといのうは、京都だけでしょう

か？ガータロウというのは、川のことよく知っ

ているよというようなものです。昔は川を裸足

で歩けたのですが今は歩けないですよね。川の

中を覗けるかな、また川を汚さないように、ま

た生き物をよく知ろうというメッセージがあっ 
たりするプログラムです。 

 
 
「体験風景（おくどさんで炊飯）」 
暮らしの部分では、わらじを作ったりしますが、

地域の人たちと一緒に作ったおくどさんでご飯

を炊きます。今の子どもたちはマッチを付けた

ことがないんですね。火を怖がります。最初は

そうですが、それを何回かやるうちに自分でご

飯が炊けるようになります。おくどさんで小学

生でご飯炊ける人はあんまりいないよと言うと、

子どもたちは喜びますね。ご飯は、スイッチを

押せば炊けるのではないんですよね。これには

何にも付いていませんから、自分に感覚と思考

錯誤しながら火加減は強くとかここで火を落と

すとかどれぐらいすれば蒸らすとか考えます。 
飯炊くこと 1 つでも、実際任せて炊かせると、

うまく炊けるようになる。子どもたちの自信に

もつながります。そして火も怖くなくなります。

火の危なさ熱さも分かってきます。食べ物って

やっぱりいい題材かなとくらしの中で大切だな

と感じます。 
 

 
 

「体験風景（囲炉裏でみたらし団子）」 
囲炉裏のかまちは、非常に小さく、田舎の民

家にいくとこれぐらいの大きさばかりで、民宿

なんかに行くと大きなかまちがあって、そこに

料理をのせて食事をするみたいなことが多いの

ですが、子どもたちは、何でこんなに狭いんだ

ろうなと言うので、 
「これが広かったら膝が寒いだろ、昔これで

ストーブの代わりにしていたんだよ、だからこ

れは小さいんだよ。膝も足元もあったかいよ。

ここでご飯も炊くよ。だからここはとっても大

切なところなんだよ。」と話します。 
ここを踏んだりまたいだりしたらしばきます

ね。そういうことを教えてもらわなくても分か

りますねということが田舎のおじいちゃんおば

あちゃんの話ですね。あまり科学的な根拠ばか

りで理詰めてするよりは、これはいけないんだ

なというところも同じぐらい大切なことかなと

思います。地域の人たちとのかかわりの中で、

そういったことはとても大事でこれからも教え

ていただきたいと思っていますし、子どもにも

伝えていきたいことだなと思います。 
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「プログラム風景（てんぐの修行～完～）」に

ついて 
天狗終了した後に天狗からまた手紙があって、

ご褒美をあげようみたいな、天狗の証をもらえ

るというそういうプログラムをしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「プログラム風景（おひさまこども倶楽部）」

について 
美山はたくさん雪が降ります。うちは人手が

ないので雪をそのままほっておくと、雪と裏山

がくっついてしまって屋根がここまで雪なんで

すよね。ここに雪がたまっていくんですよね。

また調子にのって子どもたちに「屋根の上にあ

がれと」言って雪と楽しんでいたんですが、雪

が溶けて 3 月ごろ見たら、ここに穴があいてい

ましたね。一緒にトタンがはがれて雪がずった

ときにはがれてしまったんですね。雪というの

は、たまってしまうとそれだけ重い力が加わる

んだということを実感しました。 
でも、子どもは非常に喜んで遊んでいました。

雪の遊びでは、そりで遊んだりかまくらを作っ

たり、もちつきをしたりしています。 
 
「体験風景（結りんぐづくり）」について 

昨日、一昨日とこのプログラムをしていたん

ですが、おひさま子ども倶楽部というのは、1
回来ると玉を 1 つずつあげるんですね。この子

は 9 回目の子なんですが、玉を貯まるのが単純

に嬉しいんですね。また、新しく入って来た子

に対しては優越感がありまして「私、こんなに

あるわよ」みたいにするんですね。「あなたより

経験あるわよ」みたいな感じでとても楽しみに

してくれています。とても元気な子どもたちば

かりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「おひさま寺の前で集合写真」について 
これは昨日の集合写真ですけども、今回は 2

年生から 6 年生までの子どもたちが 14 人ぐら

い参加しました。うちのこのお寺が受け入れら

れるのはこれぐらいの人数が限度ですが、4 人

のスタッフと地域のおばちゃんが 2 人、朝・夜

の食事の準備をしてくれます。お忙しいところ

来て頂いています。非常に小規模の個人事業所

みたいな感じでやっています。 
環境のことを考えてやっていますので、NPO

のスタッフですかと聞かれますが、私は NPO
ではありませんと、私は営利を目的にやってい

ますといつも言うのですが、あまりお金にはな

っていないのですが----。 
ただ、こういった中で地域の方と一緒にお寺

を守っていこうかなという気持ちでやっていま

す。 
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高御堂 厚 講師のプロフィール 

 

日本動物植物専門学院教務主任。 

199１～92 年アメリカペンシルバニア州環境学習センターにて 

環境教育の実際を学ぶ 

平成５年京都府南丹市美山町に夫婦で移住、活動開始 

美山町自然文化村で１０年間勤務、現在も非常勤勤務 

佛教大学非常勤講師 

日本環境教育学会会員 

 

地域の方との連携による取り組み 
このような活動をしていますと地球に優しい

とかアースコンシャスとかそういう言葉はない

んですよね。地球が僕たちに優しいはずなのに

勘違いするんです。ただ地球に優しいことをし

ましょうという発想はないんです。地球に配慮

してという発想は生まれてこないんです。 
自然という言葉が明治以降使うようになった

ということですが、日本人は自然と一緒だよと

いうのがあたりまえだったわけだし、いろんな

神様があってそれぞれに感謝してそれぞれに恐

れを抱きながら暮らしてきたわけですから、そ

の自然に対してそういう思いはないですよね。   
それはすごく学ばなきゃいけないことですし、

暮らしているとそういうことなのかなという気

がします。確かに自然のことをちゃんと知って 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

いるわけではないですよね、生物学的とか植

物学的にとかですね。自分の生活に密接してい

るのは名前を知らなくても扱い方とかいろいろ

ご存知です。そういった方のものと私のもって

いる知識を合わして自然のことを見ていくとい

うことなんですね。それなら、また違った見方

もできるし、ちょっとした捉え方もできるよう

になるし、基本的には精神的なところを話して

いただくことも含みながら都市から来た人と田

舎の自然と暮らしの関係を知りましょうという

のが、しているところなんですけれども。 
ただ、地域でやっているとうちだけがうまく

いってもよくいないんですよね。周りも一緒に

よくなっていかないといけないのが田舎の地域

文化なのでそこは当然だと思うし、いつもそれ

は思います。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  


