SlowLifeCenter No.24

特定非営利活動法人

都市と農山村交流スローライフセンター

「と よた旭 高原 山楽会 」
設 立!
とよた森林学校「間伐ボランティア初級講座（第８回森林塾）」〈９月、２泊３日〉
の卒業生のみなさん が、１月１０日に 新しい グル ープを立ち上げました。その
メンバーの古川さんか ら熱いメッセージが届いています。（紙数の関係でメッ
セージの一部だけしかお伝えできませんが、お許しください。）
■設立趣意書（草案）■
「新しい年の始まり、小さく雪花の舞う日。樹齢1200年の貞観杉に守られてきた豊田旭地区、杉元の里。世界経済が
大危機の時、「豊かさ」の意味が変わろうと している 時代。『森の応援団』を広げるため の新たな挑戦が 、またひとつ
始まった。
とよた森林学校、第3回「間伐ボランティア初級講座」の同期生12名が集合した。参加できなかった8名全員からのメッ
セージも届いた。 この3ヶ月間、手ほどき頂いた先輩2人が立ち合ってくださった。久しぶりに近況を、会の名称の考案
理由を、これから出会う人々へのメッセージを、期待を、願いを、心構えを･･･それぞれが、それぞれの言葉で語った。
私たちの会――『とよた旭高原山楽会/あさひこうげんさんらくかい』
森林学校が開催され、私たちがスタートをきった――旭高原。最初の活動拠点が提供された――旭高原。私たちの
会は、この会に参加してくる人々を歓迎する。私たちの会は、都市の人々に伝達する。私たちの会は、未来に向かっ
て発信する。後に続いてくれる人々に、未だ見ぬ仲間たちに、元気を与え られる存在に 私たちは成ろう。そして、何
よりも、私たちの誰もが、楽しくなければならない。
2009年1月10日 と よた旭高原山楽会

代表 鈴木敏治 世話人 福島 徹」（山）

■今後の予定■（要問合せ：NPOスローライフへ）
2月 1 日（日）

矢作川流域環境シ ン ポジ ューム
豊田スタジ ア ム東側テ ン トに て 無料
午前9時3 0分開場、1 0時開始
2 月1 3日（ 金） 豊森プロジ ェク ト キ ック オフ 会議
午後1 時3 0分〜 トヨタの森
2 月2 0日（ 金） 北岡ゼミ 午後7 時〜木材セ ンタ ー
2 月2 6日（ 木） とよた 都市農山村交流ネ ットワーク
研修会 燻製と春まき 種（ 要・問合せ）
3 月 8日（日） とよた 森林学校 「伊勢神宮外宮の森」
7時3 0分豊田市森林会館出発
（問合せ：とよ た森林学校事務局056 5-6 1- 161 8 2/ 16締切抽選）
3 月1 7日（ 火） とよた 都市農山村交流ネ ットワーク
09 年度総会（ 要・ 問合せ）
午後6時3 0分〜 足助支所２階会議室
（次ページ へ)
1

SlowLifeCenter No.24
3月1 9日（木） と よた 都市農山村交流ネットワ ーク 研修会（ 要・問合せ）
ソ ーセ ージ づくり体験
3月2 2日（日） と よた 森林学校３ 周年記念行事（要・問合せ）
4月 4日（土） 森も り会総会と 観察会（要・問合せ） ９時〜

豊田市は この３年間、市内小学校１校をモデルに５年生の２ 泊３ 日の農山村体験を実施して きました 。このセ カ
ン ドスクール 事業を含め都市と農山村の交流について農山村住民
の立場から考え 話し合いでまとまったのは、以下の二つの点でした。
○農山村部がさびれていく危機的な現状で、個人レベルだけでなく、
みんなが力をあわせて農山村の振興に取り組んでいこう。都会人
も田舎人も、いっしょに元気になろう。
○ネ ットワ ークをつくり、市内農山村全域の 交流居住※の 情報交換
やノウ ハウ の共有しよ う。
そこで、昨年１ ２ 月１０ 日に設立総会
（８０ 人参加）を開き、①セカンドスクー
ルなど都市と農山村交流の継続と発展、②インタ ーネット等によ る 情報発信、③農
山村の人材や文化など 宝の発掘や研修、④山里学校によ る 都会の応援団の形成
など の方向を決めました 。都市農山村交流を担って きた 人や、こ れからスタ ートと
いう人など多くの方々の力で、生き 生きと した農山村づくりをめざしています。（山）
鈴木公平市長が激励

※日帰りの農山村体験から、田畑や森林作業のボランティアから本格的な担い手まで。
短期滞在から移住まで様々な田舎暮らし を「交流居住」と位置づけている。

山 里学 校 〜山 里の 暮ら し と共 に暮 らす 知 恵を 学ぶ
とよ た都市農山村交流ネットワークでは、市民による 農山村振興の担い 手づくりを目的に「山里学校（仮）」 の開
設準備をすすめています。 4 月からの１ ０回講座を予定し、野良仕事（稲作・畑作・果樹栽培）、山仕事（間伐・ 炭焼
き ）自然、住、食（ 郷土食・豆腐・コ ンニャク等）、
手仕事、工芸（染・ 織・竹・藁・紙・木工）、暮らしなど「旭・足助・稲武・下山・ 小原」の5地域のネットワークを生かし
て、山里へ行ってみたくなる 、体験したい！と思うような魅力ある 講座づくりをめ ざしています。自然農の川口由一
さん、水田不耕起栽培の岩澤信夫さんの講演や映画上映会もあわせて検討中です。
人との出会い、つながりを大切にしたいと思っています。皆でごはんをいただいて学びあい、
それぞれの場所で実践していけるき っかけとなりますよ う。ど うぞ宜しくおねがい致します。（ 安達）
（矢作新報より
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（矢作新報より）
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山里暮らしの知恵を学ぶ

＜暮らしをつむぐ塾 in 西村自然農園＞
■12月10日（水）…おせち料理
大人8名子ども1名の参加。黒豆や田つくり伊達巻き等、これならお
家でもできる！という簡単で美味しい料理を学びました。
■12月21日（日）…味噌びらき
大人6子ども乳幼児各1名の参加。春に仕込んだ「黒豆スローライフ
味噌」は濃厚でそのままで美味しい。鉄火味噌づくりも行いました。
■1月１４日（水）…甘酒・納豆・かきもち（おへぎ）・豆腐づくり
大人7名の参加。かきもちは餅を薄くはぐ、へぐ？というところから「おへぎ」とも言われる保存食。
甘酒や納豆は時間が美味しくしてくれ、できたてのお豆腐は暮らしに取り入
れたい格別の味！
塾には、定年を迎え色々と挑戦していきたい方、子どもに手作りの体験を
させたい方、農、野草を学びたい方、自分でも起業したい方…等、それぞれ
の想いで集まっています。はじめての人も、一緒に作って食べてお話する中
で自然と交流ができるのが醍醐味です。
次回は2月15日（日）18日（水）。びわ葉エキス・麹づくり・燻製・予定。
申込：安達（080-3645-2641 a dachinari@ gmail.com）まで。（安達）

第８回足助炭やき塾、「感動の連続でした！」
第８回足助炭やき塾に参加した方の感想です。
第１日目、１１月２９日(土)はアベマキ、カシの木の伐採と薪割り。
２４人の参加。
「地響きをたてて倒れる大木にびっくりした。」「１ｍに切られた木
を斧で割ってみた。何回も弾き飛ばされた。木の硬さと弾力性を身を
もって知った。」「息子が木が伐られて死んじゃうと言った。昨年伐
られた切り株を見せてもらえ、いっぱい芽を出し育っているのを知り
感心しました。」
第２日目、１１月３０日(日)は炭材の炭焼き窯への搬入と点火。２９人の参加。
「最初、炭窯の中は狭いなーと思ったが、割られた炭材をびっしり隙間なく詰めていく作業をやってみて、
今は広いと思えるようになった。外に背丈以上に堆く積まれた炭材が、
ほとんど窯に入ってしまったのだから。」「形が一様でない炭材が窯に
運ばれる。受け取り瞬時に適した所に立掛ける。その上に短く切られた
燃材の上げ木を積み込んでいく。手順が美しい。体の動きに無駄がない。
作業する梶さん（塾頭）の体と気の流れが美しい。」
最終日、第３日目は１２月１３日(土)。炭焼き窯からの炭の搬出、炭切
りです。２９人の参加。炭窯は第２日目以降、搬出入口がレンガと赤土
の壁で完全にふさがれた状態になっています。塾頭の梶さんでも 経験
からある程度「予想」できるものの窯の中の実際の炭の出来具合は「神
ぞ知る」状態なのだそうです。待望の「ご開帳」。出入り口の土壁を壊し開いた窯のなか…。硬さのある良
い炭がたくさんできていました。樹の形が残ったものなどを記念にいただきました。
参加者は、直接発言した以上のものを体感し心に沁みこませたにちがいないと思います。（山）
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３月２ ２日（日） 午前９ ： ３０ から午後４ 時ごろ までとよ た森林学校の３
周年記念の行事が行われ ます。場所は豊田市勘八地区市有林と豊田
市保見交流館です。
９：３ ０から昼までは、勘八市有林自然観察会です。「シデコ ブシと春
の植物たち」 と題し、講師は北岡明彦さ ん、北岡由美子さ ん、松山太
さんやこのと よた 森林学校自然観察リ ーダー養成講座卒業生で結成
された「森もり会」のメ ンバーがあたります。
また、保見交流館では １ １ 時よ りOB交流会。今までと よ た森林学校
に参加いただいた方による 経験交流をします。
そして、１ 時からは特別講演「生物多様性の観点から見た人工林管理
の あり方（ 仮）」 という テーマで東京大学の鷲谷い づみ先生にお話いた
だき その後、「とよ た森林学校３ 年のあゆみ」 「OBの活動報告」 ２０ ０９ 年
の講座発表があります。
観察会参加者も合流するよ うにバ スの用意もされ ています。有意義な
行事になるよ う、とよた森林学校事務局・森林課が準備しています。（西）

（投稿：森もり会代表

岩月さん）

とよた森林学校の自然観察リーダー養成講座修了生のグループ
「森もり会」ではブナ科樹木の分布調査を豊田市全域で行ってい
ます。

ブナ科には、シイ、カシ、コナラ、アベマキ等、身近の樹木が
含まれます。これらの、自然植生を、調べることにより、この地
域の将来の森林を自然に近い状態にするのに重要な指針となるは
ずです。
調査は、市内を１Ｋｍ四方に区切ったメッシュ図を利用し、各
メッシュ毎にどのようなブナ科樹木が生育しているか、現地に行っ
て調査するものです。
市内には標高２０ｍから１２００ｍまで約９００メッ
シュの調査地点があります。これを２年間で調査します。
調査が始まって約１年経過し、ほぼ半分の地点の調査を
実施しました。３月２２日の森林学校３周年の記念行事
で中間発表をすべく準備中です。
調査をしていると、いつも同じ種類の木しかなく単調な
こともありますが、時々思わぬ発見があり、木を見る目
が少しずつ変わっていくのを実感することがあります。
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森の達人を訪ねて

第3回「木工作の達人」

この 講座の 最終回で す。講師は横沢唯史さん 。下山の お
宅を訪ねまし た。スロ ーラ イフ の 講座で 「ロ グ ハウ ス作り 」の
講師をお願い していた 方で す。
森の 中の一軒屋で周り の山の 木が木工の 材料で す。「 種類によ っ
て 音が違う んで す」「 ヒノ キ 、ア
オ モ ジ、ア ブ ラチ ャ ン 、シ ロ モ
ジ ・・ ・」 と何種類も並べて 音色を聞か せてくれ まし た。みなさ んビ ックリ
「 ほん とに 自然の声ですね」参加者の 方が ほのぼ のと 言って ました 。自
分で作った ログハ ウス「 ライフライ ン（水やトイ レな ど） も自分でやります」
「 生き てる 気が する んで すよ ね」 と 話して くれ た横沢さん は 、生活全部
が 自然とと もに ある 達人で した。（西）

夜の闇に活動するムササビを観察しよう(とよた森林学校特別講座）
「と に かく寒かっ たで す。真っ暗な神社の 中で１ 時間以上も
じっと して い る 経験は 、始めて で した が、耳をすませ、月明か
りの 下、動くシル エットを観察しました 。ムサ サビ の泣き 声が 聞
こえ たり、木を昇る シル エッ トが 見え たり、後ろ から 滑空し てき た り、な
か なか スリ ルに 満ち てました 」１ ２ 月６ 日の夜、豊田市広幡八幡神社で
ム ササ ビ の観察会が、行わ れました 。寒さ に勝る 探究心が参加者に 満
ちて いました 。（西）

木づかい住宅勉強会（３回講座）
こ の講座の 第１ 回目（ １ 月２ ５ 日）は 、一級建築士の大江忍さ
ん が 講師で す。「 近くの山の 木をつかった 木造住宅」 と 題し、
豊田市の森林の現状、木造住宅とは、在来構法（ハウ スメーカ ）
と 伝統構法の違い 、いくつか の 実例紹介な ど か ら、日本に適した 環境
に 考慮し た子孫に迷惑をか けな い 、将来を考え た住みやすい木造住
宅に つい ての話を伺い ました。
午後は 、木を ふん だん に使った 原
田さ ん（ 豊田市森林課課長） のお宅を見学し 、その後、土橋木材で 「国産
のスギ ・ヒノ キ を適材適所に 使用」 する こ とで もっと 長持ち する 「本物の 家
造り」 を倉庫や土橋木材の安藤さん のお宅を見学しなが ら伺い ました 。
今日の講座は 、３ 人の 方か ら木を使うこ とへの熱い思いが 聞か れ、次回
への 期待がふくらみました。（西）

6

SlowLifeCenter No.24

矢森協総会＆合宿

2009/1/17,18

矢森協平成２ １ 年の 総会・合宿が 安全に 、愉しく、気づ
き と 学び を テーマ に 、四ツ松の フ ィール ド を中心に ４ ０ 数
人の 参加で開催され ました 。
今回の講習会は 目立て で、チェ ン ソーの 切れ る仕組み、
理論を学び、刃を仕上げ る 事で す。全員が チェ ン ソ ーに 向か
い 黙々と 目立てを する 様子は 異様な 雰囲気をも感じ ます。幅
広で３ 〜５ ｃｍ の 木屑が出た ら合格で す。中に は刃の長さ を揃
え 直し、最初か ら刃を作り直す人もいました。今まで と切れ味の
違う、チ ェ ン ソーに 仕上が り感動もの です。仕上が った 人から 、

１. ５ ｍ ほ ど の 丸 太

を立て受け口の練習に入ります。１ ０ ０ 本切りとは い き ませんが 、

何十回と 受け 口追い 口を 切る 練習 をし

て、立ち位置、姿勢の確認をしまし た。
総会は 木材セ ンタ ーで 、こ の一年の活動報告が丹羽代表からあり、各ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟの紹介で は、今年と よ た森林学校森林塾を卒業し て結成され た、 と
よ た 旭高原山楽会 が 紹介され 、矢森協への加入が 承認さ れました 。又、
ゲストと してトヨタ 自動車の 森林ボラン ティア グループ から「森林活動の森・
大洞」（ 豊田市市有林） など で活動してい る など の挨拶と紹介が ありました。
夜は、あすけ里山ユ ースホステ ルに移動し懇親会で盛り上が りました 。２
日目も続けて 、目立て ・受け口の練習です。最後は ｸﾞﾙｰﾌ ﾟ事に 実際に 伐
倒し掛り木など 、安全な伐倒を中心に講習を受けまし た。フィ ール ドと なっ
た四ツ松の森に講師陣か ら 妥協のな い森 と 賞賛の 頂き 、今後も地域との 交流を大切に し、安全で 妥協の
ない 森 作りを目指す事を誓い、合宿は 終了しました 。（ 松）

12月2 1日

鳥川地区間伐モデル林
矢森協のモ デル林事業平成２ １ 年度１ 号地が岡崎市鳥川地区で 始
まりました 。
鈴木章さ んのイ ント ラ、鳥川小学校校長始め地元の 方１ ０ 数名、矢森
協か ら１ ０名の参加を得、
まずは 林分調査、竿を 回し て 選木、 矢森協メ ン バ ーによ る 間伐、地
元の 人は 目立て 講習、午後か らは 、受け 口作り、矢森協の間伐デモ
ンストレーション 見学。
地元の 人の 帰り道、「 こ
んなの初めて、面白かっ
たナ ァ〜」 の声が聞こえ

た そうで す。矢森協評議会で は 「地元の方の 役に 立てた ので は
ない か、やって よか った」と 話題にな りました。（松）
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矢森協評議会（1/8）
・モデル林関係・・ビラ、手続きなど
・合宿
1/17 〜18 詳細 参加者数４６名＋１０名ぐらい
・その他 2/1鳥川モデル林間伐
2 /1環境シンポ （豊田スタジアム）

魅惑の
（松山 太さんの投稿）
今回のテーマは、 日本列島の植物相 。
日本に自生する植物は、[約4500種と豊富]、[朝鮮半島や中国・ヒマラヤ要素と共通種が多
い]、[そはやき要素、日本海要素などの固有種が多い]、などの内容。
ちょっと難しいけど、北岡隊長の最も好きなテーマで、「20年やれば理解できる」とのお言
葉。「個々の植物の名前を覚えるより、分布・由来・背景・歴史を知っていくことがより面
白く大事」なのだー！
今日の問題は、天生渓谷と大白川のブナ林で集めた15枚の押し葉。皆必死で格闘し、答え合
わせは本当に楽しい。顕微鏡で見る、オオカメノキの星状毛やヤマブドウのクモ毛には、Oh！
感動。
Welcome北岡病院？ こないともったいない！！
●次回は２月２０日(金）午後７時から

年会費納入ありがとうございました
会員
賛助会員
寄付

スローライフ会費納入・新入会の方（敬称略）
寺島弘恭、中根陸雅、岡本一郎、小沢守、鈴木邦夫
舩木俊子 中村正信 加藤正光
エコアップ探検隊、松田進、羽田弥来

感激！１２月１３日、若林交流館「エコアップたんけん隊」から８千円の
寄付！ ありがとうございました。
「エコアップたんけん隊で廃油せっけんを作ってふれあいまつりでチャリ
ティー販売し、得た収益金八千円を貴センターの活動のために寄付いたし
ます。」と井本将成君から寄付金を受ける梶さんと山本代表（写真）。

自然観察会

(北岡さん関係）

①面の木倶楽部自然観察会
(日程変更の場合があるので下記電話にて確認を）
2/15 磐田市桶ヶ谷沼 駐車場10：00集合
3/15 面の木峠 駐車場10：00集合
②海上の森自然観察会
毎月第４日曜10:00集合 愛知県環状線山口駅
問い合わせ先0561-84-2953
各講座参加申し込み、入会申し込み、資料請求、情報提供、問合せ
℡＆fax：056 5-6 2- 401 1 携帯：09 0-5 45 3-6 411
〒444 -2 407 豊田市桑田和町日面７１−１

NPO法人都市と農山村交流

スローライフセンター
http://slowlife-c.com

eメール：si gekayo@juno.ocn. ne.jp
山本薫久

※このニュースは無料です。
※ 会員以外 でも講座な ど参加でき ます。ま た会の趣 旨に賛同
いただける方のご協力を随時募集しています。
会員１口３０００円、賛助会員１０００円
口座 豊田信用金庫 足助支店 ８９０５４００
特定非営利活動法人都市と農山村交流スローライフセンター
トクヒ）トシトノウサンソンコウリユウスロ

※１月５日よりゆうちょ銀行・郵便局と他の金融機関とのあいだで振込みができるようになりました。
銀行名:ゆうちょ銀行、金融機関コード:９９００、店番:０８９、店名(カナ):０８９店（ゼロハチキュウ店）
口座番号:０１３４０１９、カナ氏名:トクテイヒエイリカツドウホウジントシトノウサンソンコウリ
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