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E-mail:akita-toshihiro@m01.asn.ed.jp

秋田敏博(59)

青森県立青森中央高等学校 教頭

昭和31年11月25日生Toshihiro Akita

　子どもたちが自発的に読書活動をするため、青森県では
「青森県子ども読書活動推進計画」を平成１６年から策定して
いる。主な基本方針のひとつとして、読書を通じ、聞く力・言葉
･感性･表現力･創造力・好奇心を養う、子どもの心の育成を目
的としている。
　秋田さんは青森県教育庁生涯学習課指導主事に転任した
際、同計画の事業の一部である読み聞かせボランティア養成
講座に携わり、子育てにおける絵本の素晴らしさ・効果に深い
感銘を受け、自身も読み聞かせボランティア活動を行うように
なった。
　むつ市に赴任中、近くの保育園で毎週読み聞かせを行い、
半年ほど経つと園の先生から、園児の集中力が持続するよう
になったと言われ、ますます絵本の良さを感じるようになった。
　また、青森教育委員会認定の「親子ふれあい読書アドバイ
ザー」として研修会講師も務めている。家庭での乳幼児に対
する読み聞かせは、家族の絆を強める上でも有効な手段であ
ることから、保護者向け研修会や幼稚園・保育所で、読み聞か
せの大切さを伝える活動をしている。

　絵本の読み聞かせを始めて１３年。
　秋田さんは読み聞かせの時、これは良い絵本だから、今の
年齢のうちに触れておくべき絵本、といった上から目線の押し
つけはせず、子どもたちと一緒に楽しみながら行う。子どもた
ちのきらきらとした表情を見るとやりがいを感じると言う。個
人での活動をはじめ、過去には自身の子どもが通っていた学
校でのPTA図書ボランティアとしても活動。現在はお父さん
たちの読み聞かせグループ「おはなしちゃんこなべ」の一員と
して、在任中の青森県立青森中央高等学校で、将来保育士を
目指す生徒で結成されたボランティアサークル「青森中央高
校読み聞かせ隊」の世話役もしている。自身の活動と合わせる
と１年間で５０回以上のおはなし会を開催している。 これらの
おはなし会に参加する人数は、親御さんも含め年間3千人以
上にのぼる。平成２７年度は、震災復興支援として、岩手県で
のおはなし会も開催。以前おはなし会を開いた幼稚園や保育
園からの再依頼も多く、活動の場は広く、多くなってきている。

　「青森中央高校読み聞かせ隊」は現在２５人が在籍してい
る。同高校を卒業し、保育系の大学や短大に入ったOBも一緒
におはなし会に参加してくれている。現在OBは８名、後輩へ
の技術指導やディスカッションを行い、技術を磨いている。秋
田さんは共に活動している生徒やOBの成長する姿を間近で
見られることも、やりがいの一つと感じている。
　また、活動の場が増えることで、様々な場所を訪れ、各分野
の多数の人と関わることで、生徒の社会経験を積む良い機会
にもなっていると言う。
　秋田さんは定年退職後も「青森中央高校読み聞かせ隊」の
発展を考え、将来保育士を目指す高校生のキャリアアップの
場を作っていきたいとのこと。OBを中心にして、読み聞かせ
隊の活動をバックアップするボランティアグループを立ち上
げ、地域活動にも積極的に参加して行きたいとのこと。

　
　読み聞かせ活動を行い、家族の絆、家族の理解、家族が笑
顔で送り出してくれることが大切と考える。また、読み聞かせ
を始めて、子どもが持っている可能性・力を学んだと言う。
　個人・グループ、後進たちと共に、子どもの可能性を引き出
すためにこれからも活動していく。
　

読み聞かせの可能性

活動実績

これからの活動理念

後進の育成

「絵本のある子育て」の
良さを伝える活動

青森中央高校読み聞かせ隊のメンバーと

特定非営利活動法人あおもりNPOサポートセンター（ANPOS)
〒０３０-０９６５ 青森市松森３-３-１８　電話：０１７-７５２-０４１０　FAX：０１７-７５２-０４１１
HP:http://www.a-nponet.jp E-mail:anpos1999_04_15@a-nponet.jp

斉藤雅美(47)

特定非営利活動法人あおもりNPOサポートセンター理事長

昭和43年10月22日生Masami Saito

　斉藤さんが理事長を務める「特定非営利活動法人あおもり
NPOサポートセンター」は他のNPO法人を支援するための
中間支援組織。青森県はもちろん、全国のNPO法人とのネッ
トワークや、アートイベントを通して知り合った、全国各地で
アートプロジェクトに携わる人達・アーティストなど、法人以外
でも様々な分野の方と知り合い、関わりを深めている。
　「いくつかのネットワークに身を置いているので、幅広いで
すね。全国各地に知り合い、頼りになる人がいますよ。金銭的
な財産はあまり無いけど（笑）。深いところでのつながりがあ
ることこそ大切な財産だと思っています。」と語る。

　斉藤さんが得た人脈は法人活動を通し活かされている。い
つでも、どこでも、だれでも出来るメディア遊び「まわしよみ
新聞」。全国各地で会社の朝活や学校の授業にも取り入れら
れている。「まわしよみ新聞」とは新聞内の記事や広告等を切
り取り、その記事をプレゼン後、再編集して「みんなの壁新聞」
として発行するメディア遊び。
　「考案者の陸奥賢さんとは全国アートプロジェクト会議で
知り合い、講師をお願いしました。今回は青森市の人材育成
支援事業として、青森市より補助金をいただいてます。ネット
で情報を収集することが多い若い世代に新聞に触れてもら
おうと企画しましたが、参加層は老若男女様々です。就学前
の幼稚園児とお年寄りが、まわしよみを通して思ったことを
話し合ったり、様々な意見交換をする場面もあります。興味、
関心のなかった情報にも触れることがこのイベントの特徴で
す。新聞記事がコミュニケーションツールとなり、会話が生ま
れ、お互いの人となりを知ることも。他者の声に耳を傾け、自
然と世界を広くし、その地域特有の情報も取り入れることで、
地域を考える人材が育成されることにつながるかもしれませ
んね。」と語る。

　

　
　また、民間企業との協働にも精力的に取り組んでいる。損
保ジャパン日本興亜と日本NPOセンターとの協働で、２０１２

年よりSAVE JAPＡNプロジェクトを開催している。今年は
NPO法人岩木山自然学校とタッグを組み、「西目屋村つがる白
神湖畔(津軽ダム)わらはんどの池」において、豊かな森林環境
と希少生物が生息する湿地環境の保全・利用に取り組んでい
る。
　「弘前市出身ですが、隣接する西目屋村に、実はそんなに
行ったことがないんです（笑）。実際行ってみるとすごく壮大
で。保全活動の考えに賛同されたご家族が沢山参加されて嬉
しかったですね。この青森の豊かな自然環境と自然体験活動
を、県内外の人達へ広く発信していきたいです。」と語る。
　他にも浪岡・王余魚沢地区の廃校を活用した「カフェ＆ショッ
プ王余魚沢倶楽部」も運営。普段は会社勤めの方々が、有志と
して土日運営している。

　さらに、斉藤さんがアートディレクターとして企画・運営し、
開催を手がけているのが、現代アート作品展「A-gain展」であ
る。斉藤さん自身も芸術に対して造詣が深く、才能ある若者と
の架け橋を担うと共に、思い立つきっかけを作ってあげたいと
言う。
　「青森県の土壌ってカルチャーの質が高いんですよね。棟方
志功然り寺山修司・太宰治など表現者がいるということは、芸
術に対する思いは希薄ではないと思うんです。一流の物に触
れる機会が多く、選択肢が多い都市部と田舎って、ものすごい
格差があると思うんですが、青森にいても、子どもの頃から芸
術文化に触れるきっかけを作ってあげたいです。」と語る。

　「今はまだ難しいかもしれませんが、今行っている事業など、
県や市と協働でできればいいと思ってます。そのためには多く
の事業提案ができるよう引き出しを作りたいです。知的好奇心
を常に持ち続け、今自分にできることを積み重ね、時代に合っ
た形で事業を継続したいですね。」とのこと。

人のつながりが財産

地域資源の保全・活用

まわしよみ新聞

これからの活動理念

架け橋としての役目

地域にとって必要な
ものは残していきたい

平成２７年１２月１９日（土）まわしよみ新聞＠青森

ボランティア活動として絵
本読み聞かせを青森県内
外で活動中。現在所有され
ている絵本の数はなんと
1,000冊以上!!

前職は警察職員。育児に専
念するため退職。当法人に
はアルバイトを経て８年間
勤務。平成27年6月、理事
長に就任。
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青森県立青森中央高等学校 教頭

昭和31年11月25日生Toshihiro Akita

　子どもたちが自発的に読書活動をするため、青森県では
「青森県子ども読書活動推進計画」を平成１６年から策定して
いる。主な基本方針のひとつとして、読書を通じ、聞く力・言葉
･感性･表現力･創造力・好奇心を養う、子どもの心の育成を目
的としている。
　秋田さんは青森県教育庁生涯学習課指導主事に転任した
際、同計画の事業の一部である読み聞かせボランティア養成
講座に携わり、子育てにおける絵本の素晴らしさ・効果に深い
感銘を受け、自身も読み聞かせボランティア活動を行うように
なった。
　むつ市に赴任中、近くの保育園で毎週読み聞かせを行い、
半年ほど経つと園の先生から、園児の集中力が持続するよう
になったと言われ、ますます絵本の良さを感じるようになった。
　また、青森教育委員会認定の「親子ふれあい読書アドバイ
ザー」として研修会講師も務めている。家庭での乳幼児に対
する読み聞かせは、家族の絆を強める上でも有効な手段であ
ることから、保護者向け研修会や幼稚園・保育所で、読み聞か
せの大切さを伝える活動をしている。

　絵本の読み聞かせを始めて１３年。
　秋田さんは読み聞かせの時、これは良い絵本だから、今の
年齢のうちに触れておくべき絵本、といった上から目線の押し
つけはせず、子どもたちと一緒に楽しみながら行う。子どもた
ちのきらきらとした表情を見るとやりがいを感じると言う。個
人での活動をはじめ、過去には自身の子どもが通っていた学
校でのPTA図書ボランティアとしても活動。現在はお父さん
たちの読み聞かせグループ「おはなしちゃんこなべ」の一員と
して、在任中の青森県立青森中央高等学校で、将来保育士を
目指す生徒で結成されたボランティアサークル「青森中央高
校読み聞かせ隊」の世話役もしている。自身の活動と合わせる
と１年間で５０回以上のおはなし会を開催している。 これらの
おはなし会に参加する人数は、親御さんも含め年間3千人以
上にのぼる。平成２７年度は、震災復興支援として、岩手県で
のおはなし会も開催。以前おはなし会を開いた幼稚園や保育
園からの再依頼も多く、活動の場は広く、多くなってきている。

　「青森中央高校読み聞かせ隊」は現在２５人が在籍してい
る。同高校を卒業し、保育系の大学や短大に入ったOBも一緒
におはなし会に参加してくれている。現在OBは８名、後輩へ
の技術指導やディスカッションを行い、技術を磨いている。秋
田さんは共に活動している生徒やOBの成長する姿を間近で
見られることも、やりがいの一つと感じている。
　また、活動の場が増えることで、様々な場所を訪れ、各分野
の多数の人と関わることで、生徒の社会経験を積む良い機会
にもなっていると言う。
　秋田さんは定年退職後も「青森中央高校読み聞かせ隊」の
発展を考え、将来保育士を目指す高校生のキャリアアップの
場を作っていきたいとのこと。OBを中心にして、読み聞かせ
隊の活動をバックアップするボランティアグループを立ち上
げ、地域活動にも積極的に参加して行きたいとのこと。

　
　読み聞かせ活動を行い、家族の絆、家族の理解、家族が笑
顔で送り出してくれることが大切と考える。また、読み聞かせ
を始めて、子どもが持っている可能性・力を学んだと言う。
　個人・グループ、後進たちと共に、子どもの可能性を引き出
すためにこれからも活動していく。
　

読み聞かせの可能性

活動実績

これからの活動理念

後進の育成

「絵本のある子育て」の
良さを伝える活動

青森中央高校読み聞かせ隊のメンバーと

特定非営利活動法人あおもりNPOサポートセンター（ANPOS)
〒０３０-０９６５ 青森市松森３-３-１８　電話：０１７-７５２-０４１０　FAX：０１７-７５２-０４１１
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斉藤雅美(47)

特定非営利活動法人あおもりNPOサポートセンター理事長

昭和43年10月22日生Masami Saito

　斉藤さんが理事長を務める「特定非営利活動法人あおもり
NPOサポートセンター」は他のNPO法人を支援するための
中間支援組織。青森県はもちろん、全国のNPO法人とのネッ
トワークや、アートイベントを通して知り合った、全国各地で
アートプロジェクトに携わる人達・アーティストなど、法人以外
でも様々な分野の方と知り合い、関わりを深めている。
　「いくつかのネットワークに身を置いているので、幅広いで
すね。全国各地に知り合い、頼りになる人がいますよ。金銭的
な財産はあまり無いけど（笑）。深いところでのつながりがあ
ることこそ大切な財産だと思っています。」と語る。

　斉藤さんが得た人脈は法人活動を通し活かされている。い
つでも、どこでも、だれでも出来るメディア遊び「まわしよみ
新聞」。全国各地で会社の朝活や学校の授業にも取り入れら
れている。「まわしよみ新聞」とは新聞内の記事や広告等を切
り取り、その記事をプレゼン後、再編集して「みんなの壁新聞」
として発行するメディア遊び。
　「考案者の陸奥賢さんとは全国アートプロジェクト会議で
知り合い、講師をお願いしました。今回は青森市の人材育成
支援事業として、青森市より補助金をいただいてます。ネット
で情報を収集することが多い若い世代に新聞に触れてもら
おうと企画しましたが、参加層は老若男女様々です。就学前
の幼稚園児とお年寄りが、まわしよみを通して思ったことを
話し合ったり、様々な意見交換をする場面もあります。興味、
関心のなかった情報にも触れることがこのイベントの特徴で
す。新聞記事がコミュニケーションツールとなり、会話が生ま
れ、お互いの人となりを知ることも。他者の声に耳を傾け、自
然と世界を広くし、その地域特有の情報も取り入れることで、
地域を考える人材が育成されることにつながるかもしれませ
んね。」と語る。

　

　
　また、民間企業との協働にも精力的に取り組んでいる。損
保ジャパン日本興亜と日本NPOセンターとの協働で、２０１２

年よりSAVE JAPＡNプロジェクトを開催している。今年は
NPO法人岩木山自然学校とタッグを組み、「西目屋村つがる白
神湖畔(津軽ダム)わらはんどの池」において、豊かな森林環境
と希少生物が生息する湿地環境の保全・利用に取り組んでい
る。
　「弘前市出身ですが、隣接する西目屋村に、実はそんなに
行ったことがないんです（笑）。実際行ってみるとすごく壮大
で。保全活動の考えに賛同されたご家族が沢山参加されて嬉
しかったですね。この青森の豊かな自然環境と自然体験活動
を、県内外の人達へ広く発信していきたいです。」と語る。
　他にも浪岡・王余魚沢地区の廃校を活用した「カフェ＆ショッ
プ王余魚沢倶楽部」も運営。普段は会社勤めの方々が、有志と
して土日運営している。

　さらに、斉藤さんがアートディレクターとして企画・運営し、
開催を手がけているのが、現代アート作品展「A-gain展」であ
る。斉藤さん自身も芸術に対して造詣が深く、才能ある若者と
の架け橋を担うと共に、思い立つきっかけを作ってあげたいと
言う。
　「青森県の土壌ってカルチャーの質が高いんですよね。棟方
志功然り寺山修司・太宰治など表現者がいるということは、芸
術に対する思いは希薄ではないと思うんです。一流の物に触
れる機会が多く、選択肢が多い都市部と田舎って、ものすごい
格差があると思うんですが、青森にいても、子どもの頃から芸
術文化に触れるきっかけを作ってあげたいです。」と語る。

　「今はまだ難しいかもしれませんが、今行っている事業など、
県や市と協働でできればいいと思ってます。そのためには多く
の事業提案ができるよう引き出しを作りたいです。知的好奇心
を常に持ち続け、今自分にできることを積み重ね、時代に合っ
た形で事業を継続したいですね。」とのこと。
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ボランティア活動として絵
本読み聞かせを青森県内
外で活動中。現在所有され
ている絵本の数はなんと
1,000冊以上!!

前職は警察職員。育児に専
念するため退職。当法人に
はアルバイトを経て８年間
勤務。平成27年6月、理事
長に就任。
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青森戸山シニア 事務局　電話：090-4476-9480
（一般財団法人日本リトルシニア中学生硬式野球協会　東北連盟　青森県支部所属）

HP：http://aomoritoyama.89dream.jp/ E-mail:gonbous.papa@ezweb.ne.jp

山田朋幸(54)

青森戸山シニア　監督

昭和37年2月7日生Tomoyuki Yamada

　平成23年夏、24年春・夏、八戸学院光星高等学校が甲子
園で準優勝と、青森県の野球のレベルが昔に比べて格段に
上がってきている。しかし、レギュラー陣は他県出身の球児が
多い。山田さんは全国的に活躍できる選手・強豪校は中学校
時から硬式野球の経験者が多いと語る。青森県でも同じ環境
を作るため、少しでも早く硬式野球に触れ、経験を積ませるこ
とが重要だと言う。
　中学校では主に軟式野球、ゴム等を素材に使用した球を使
用する。一方高校野球では硬球を使用する。硬球の特徴はコ
ルク等を素材に使い、中身が詰まっている。タイミングとバッ
トの芯を捉える技術が必要となるため、力任せに打っても安
打にはならない。同じ野球というジャンルだが、ボールの違い
で、技術・経験の差が顕著に表れる。
　山田さんは中学校からこうした技術と共に、高校野球を目
指すための心構え・体力づくりを一貫して行う。加えて礼儀や
作法、感謝の心を育てる。野球チームではなく「野球道場」と
称する。

　
　設立は平成25年3月。一般財団法人日本リトルシニア中
学生硬式野球協会東北連盟に加入。練習場として借りた球場
は石や穴が空き、未整備の状態だったが、父兄が一体になっ
てグラウンド整備を行いスタートした。当初はチームの人数
も少ないため、事務局で持ち出しする部分も多かった。その
ような中で父兄の協力は、駆け出しのチームにとって、とても
ありがたかった。現在も練習時には食事の提供など、子ども
が野球に専念できるように尽力してくれる。子ども同士の絆
はもちろん、父兄・指導者とのふれあいの中で培われる人間
性の向上と協調性を重んじるチームづくりを目指している。

　戸山シニアのチームスローガン。　
堅い守りと積極的に攻める。一瞬、
一瞬を大事に全力でプレーすること。
山田さんは「とにかく走り、1球でも多
く打ち、1球でも多く捕ることを経験
させることが、硬式野球のレベルアッ
プの近道と考えてます。体力・技術だ
けではなく、頭を使った考える野球も
身につけてもらえれば。」と語る。
　1日の練習でフリーバッティング50本、ノックは100本以
上。硬式野球特有のスピードに慣れてもらうためだ。更にチー
ムでは一流アスリートが取り入れている専門トレーナーも在
籍。フィジカルトレーナー、リトルシニアチームでは珍しいメ
ンタルトレーナーによるトレーニングも導入している。動体視
力を鍛えるビジョントレーニング、体幹を鍛えるための水泳な
ども行う。県内外のチームとの大会や練習試合を通して、他
県のレベルを体感させ、経験を積ませている。

　チームとして約3年、在籍している中学3年生には高校側
から声がかかり、進学する子どももいる。一方でチームの人数
がまだ少ないため、選手間競争の意識が薄いことが課題。今
後は、土日中心の全体練習を平日にも行うことを考えている。
　課題も残るが、日本選手権大会で優勝し、ジャイアンツカッ
プ出場を目標に、父兄・指導員共に日々邁進している。
　球児もまだまだ募集中とのこと。

野球道場

チームと父兄の連携

目指せクラブチーム日本一！球児募集中！

「堅守猛攻 一瞬懸命」

県出身の高校球児で
全国屈指の強豪校を

取材時は雨が降り、気温もかなり低下して
いたが、父兄一体となり朝早くから仕込み
し、子どもたちに温かい豚汁を振る舞っていた。

子どもたちの正しい礼儀・
物を大事にする習慣・感謝
の気持ち・物事に対処する
強い力を育成するチーム作
りをモットーに活動中。

町づくり応援隊 いいべ！ふかうら
いいべ！ふかうら事務局　担当：山本
電話０１７３-７４-３０６８（セイリング）

大沢潤蔵(６７)

町づくり応援隊　いいべ！ふかうら 会長

昭和24年5月20日生Junzou Osawa

　20０９年「町づくり応援隊 いいべ！ふかうら」結成。過疎化
が進む地元を元気にしたいとの思いを共有するため有志が
集まった。世界自然遺産白神山地と日本海に囲まれ、豊かな
自然と文化が息づく深浦には多くの観光客が訪れる。しかし
過疎化が進むにつれ、町中はひっそりとし、閉塞感で溢れて
いた。活動の一環として、町を元気にするため手を振って、観
光客に歓送迎の気持ちを伝える「手を振り隊」を結成。笑顔で
手を振り「来てくれた方には【ようこそ】の気持ちで。お帰りの
方には【お気をつけて】【またお越し下さい】の気持ちで。観光
客の方との距離も縮まりました。今では通過する列車の乗客
も、自分たちに気づき、一生懸命手を振り返してくれます。こ
の町は何か違う、明るい町だと思ってもらい、宿泊客やリピー
ターの増加につなげられたらと考えています。」と語る。
　継続は力なり。手を振り隊の活動は今年で７年目になる。
JR五能線の深浦駅で毎月第2日曜日、朝10時半から午後２
時まで手を振っている。

　大沢さんは地元の高校を卒業後、上京。様々な職種で経験
を積み、その後東京の商社に入社。穀物担当としてアメリカ
や東南アジア等、世界各地を拠点に活動。深浦へ戻るきっか
けは2004年、94歳の父が脳梗塞で倒れ入院したこと。約
20年間勤めた商社を退職し、東京の自宅に妻を残して、単身
帰郷。84歳まで出稼ぎをし、子ども4人を高校・大学まで進
学させてくれた父を放っておけなかった。長いリハビリと大沢
さんの介護もあって無事回復したが、深浦町の現状を目の当
たりにし驚いた。通学・通勤の人で溢れていた列車はガラガ
ラ。映画館・本屋も閉店。活気で溢れていた町から笑顔が消
えていた。自分を育ててくれた町を寂れさせてはいけない。
何とか再興しなければと考え、先述の「町づくり応援隊 いい
べ！ふかうら」を結成した。「手を振り隊」をきっかけに、2011
年、2年間休止していた町の地域産物展示販売施設「ピアハ
ウス」を実験的に営業を再開させた。地場産品の販売と食事

の提供をメインとしつつ、高齢者の方々に気軽に足を運んで
もらう寄り合い所としての目的もあった。深浦町は高齢者の
割合が高く、一人で暮らしている方も多い。「ピアハウス」を利
用してもらうことで、高齢者の安否も確認もできるため、事故
防止、病気などの早期発見にも活用できる。
　「営業を再開させ、賑わうことで、多くの観光客を呼び込
み、雇用促進につなげたいと考えます。町産品にも付加価値
をつけることも大事。人口減少を食い止めるには雇用を増や
すことが大事。五所川原市や秋田県の能代市も近いため、若
者が流れてしまうけど、雇用が増えれば、元気を取り戻せると
考えています。」と語る。

　2012年からは毎年、東京大学の農業、漁業体験プログラ
ムを実施し、東大生体験活動交流会として、学生達の受け入
れも行っている。訪れた東大生達も「手を振り隊」の活動に積
極的に参加し、笑顔で手を振る。他にも2015年には駅前環
境整備事業、アジサイ植樹、白神十二湖森林セラピー体験を
行った。ご両親は他界されたが、大沢さんは東京へは戻らず、
深浦町の再興に精を出す。少しでも良くしようと、やるべきこ
とを常に考え、実行する。前に出ていかないと、地域復興には
結びつかないと考えているからだ。現在は保育園長や県社会
教育委員などいくつもの団体の役職も兼任している。深浦を
飛び出し、青森市や東京、遠方にも足を運ぶ。多忙を極め、月
にゆっくりできる日数は3日ほどしかない。だが大沢さんはこ
う語る。「今が一番充実している。これからの目的はピアハウ
スの本格営業再開を目指して頑張りたいと思う。町の高齢者
の割合は年々増え続け、自分より上の年齢の方が多い。一昔
前なら67歳はお年寄りに分類されたけど、町内ではまだまだ
若者です。第一線で頑張りますよ。」　　

歓迎の意を込めて「手を振り隊」

明るく、元気な町に
ふるさと深浦再興へ

 

育ててくれた町の再興を決意

常に考え、実行する

観光客を歓迎。笑顔で手を振る「手を振り隊」

「地方消滅」と言われている
今、何が一番必要かを追求
し、活動を続ける。明るく・
元気に暮らしていける環境
作りを目指している。
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山田朋幸(54)

青森戸山シニア　監督

昭和37年2月7日生Tomoyuki Yamada

　平成23年夏、24年春・夏、八戸学院光星高等学校が甲子
園で準優勝と、青森県の野球のレベルが昔に比べて格段に
上がってきている。しかし、レギュラー陣は他県出身の球児が
多い。山田さんは全国的に活躍できる選手・強豪校は中学校
時から硬式野球の経験者が多いと語る。青森県でも同じ環境
を作るため、少しでも早く硬式野球に触れ、経験を積ませるこ
とが重要だと言う。
　中学校では主に軟式野球、ゴム等を素材に使用した球を使
用する。一方高校野球では硬球を使用する。硬球の特徴はコ
ルク等を素材に使い、中身が詰まっている。タイミングとバッ
トの芯を捉える技術が必要となるため、力任せに打っても安
打にはならない。同じ野球というジャンルだが、ボールの違い
で、技術・経験の差が顕著に表れる。
　山田さんは中学校からこうした技術と共に、高校野球を目
指すための心構え・体力づくりを一貫して行う。加えて礼儀や
作法、感謝の心を育てる。野球チームではなく「野球道場」と
称する。

　
　設立は平成25年3月。一般財団法人日本リトルシニア中
学生硬式野球協会東北連盟に加入。練習場として借りた球場
は石や穴が空き、未整備の状態だったが、父兄が一体になっ
てグラウンド整備を行いスタートした。当初はチームの人数
も少ないため、事務局で持ち出しする部分も多かった。その
ような中で父兄の協力は、駆け出しのチームにとって、とても
ありがたかった。現在も練習時には食事の提供など、子ども
が野球に専念できるように尽力してくれる。子ども同士の絆
はもちろん、父兄・指導者とのふれあいの中で培われる人間
性の向上と協調性を重んじるチームづくりを目指している。

　戸山シニアのチームスローガン。　
堅い守りと積極的に攻める。一瞬、
一瞬を大事に全力でプレーすること。
山田さんは「とにかく走り、1球でも多
く打ち、1球でも多く捕ることを経験
させることが、硬式野球のレベルアッ
プの近道と考えてます。体力・技術だ
けではなく、頭を使った考える野球も
身につけてもらえれば。」と語る。
　1日の練習でフリーバッティング50本、ノックは100本以
上。硬式野球特有のスピードに慣れてもらうためだ。更にチー
ムでは一流アスリートが取り入れている専門トレーナーも在
籍。フィジカルトレーナー、リトルシニアチームでは珍しいメ
ンタルトレーナーによるトレーニングも導入している。動体視
力を鍛えるビジョントレーニング、体幹を鍛えるための水泳な
ども行う。県内外のチームとの大会や練習試合を通して、他
県のレベルを体感させ、経験を積ませている。

　チームとして約3年、在籍している中学3年生には高校側
から声がかかり、進学する子どももいる。一方でチームの人数
がまだ少ないため、選手間競争の意識が薄いことが課題。今
後は、土日中心の全体練習を平日にも行うことを考えている。
　課題も残るが、日本選手権大会で優勝し、ジャイアンツカッ
プ出場を目標に、父兄・指導員共に日々邁進している。
　球児もまだまだ募集中とのこと。

野球道場

チームと父兄の連携

目指せクラブチーム日本一！球児募集中！

「堅守猛攻 一瞬懸命」

県出身の高校球児で
全国屈指の強豪校を

取材時は雨が降り、気温もかなり低下して
いたが、父兄一体となり朝早くから仕込み
し、子どもたちに温かい豚汁を振る舞っていた。

子どもたちの正しい礼儀・
物を大事にする習慣・感謝
の気持ち・物事に対処する
強い力を育成するチーム作
りをモットーに活動中。

町づくり応援隊 いいべ！ふかうら
いいべ！ふかうら事務局　担当：山本
電話０１７３-７４-３０６８（セイリング）

大沢潤蔵(６７)

町づくり応援隊　いいべ！ふかうら 会長

昭和24年5月20日生Junzou Osawa

　20０９年「町づくり応援隊 いいべ！ふかうら」結成。過疎化
が進む地元を元気にしたいとの思いを共有するため有志が
集まった。世界自然遺産白神山地と日本海に囲まれ、豊かな
自然と文化が息づく深浦には多くの観光客が訪れる。しかし
過疎化が進むにつれ、町中はひっそりとし、閉塞感で溢れて
いた。活動の一環として、町を元気にするため手を振って、観
光客に歓送迎の気持ちを伝える「手を振り隊」を結成。笑顔で
手を振り「来てくれた方には【ようこそ】の気持ちで。お帰りの
方には【お気をつけて】【またお越し下さい】の気持ちで。観光
客の方との距離も縮まりました。今では通過する列車の乗客
も、自分たちに気づき、一生懸命手を振り返してくれます。こ
の町は何か違う、明るい町だと思ってもらい、宿泊客やリピー
ターの増加につなげられたらと考えています。」と語る。
　継続は力なり。手を振り隊の活動は今年で７年目になる。
JR五能線の深浦駅で毎月第2日曜日、朝10時半から午後２
時まで手を振っている。

　大沢さんは地元の高校を卒業後、上京。様々な職種で経験
を積み、その後東京の商社に入社。穀物担当としてアメリカ
や東南アジア等、世界各地を拠点に活動。深浦へ戻るきっか
けは2004年、94歳の父が脳梗塞で倒れ入院したこと。約
20年間勤めた商社を退職し、東京の自宅に妻を残して、単身
帰郷。84歳まで出稼ぎをし、子ども4人を高校・大学まで進
学させてくれた父を放っておけなかった。長いリハビリと大沢
さんの介護もあって無事回復したが、深浦町の現状を目の当
たりにし驚いた。通学・通勤の人で溢れていた列車はガラガ
ラ。映画館・本屋も閉店。活気で溢れていた町から笑顔が消
えていた。自分を育ててくれた町を寂れさせてはいけない。
何とか再興しなければと考え、先述の「町づくり応援隊 いい
べ！ふかうら」を結成した。「手を振り隊」をきっかけに、2011
年、2年間休止していた町の地域産物展示販売施設「ピアハ
ウス」を実験的に営業を再開させた。地場産品の販売と食事

の提供をメインとしつつ、高齢者の方々に気軽に足を運んで
もらう寄り合い所としての目的もあった。深浦町は高齢者の
割合が高く、一人で暮らしている方も多い。「ピアハウス」を利
用してもらうことで、高齢者の安否も確認もできるため、事故
防止、病気などの早期発見にも活用できる。
　「営業を再開させ、賑わうことで、多くの観光客を呼び込
み、雇用促進につなげたいと考えます。町産品にも付加価値
をつけることも大事。人口減少を食い止めるには雇用を増や
すことが大事。五所川原市や秋田県の能代市も近いため、若
者が流れてしまうけど、雇用が増えれば、元気を取り戻せると
考えています。」と語る。

　2012年からは毎年、東京大学の農業、漁業体験プログラ
ムを実施し、東大生体験活動交流会として、学生達の受け入
れも行っている。訪れた東大生達も「手を振り隊」の活動に積
極的に参加し、笑顔で手を振る。他にも2015年には駅前環
境整備事業、アジサイ植樹、白神十二湖森林セラピー体験を
行った。ご両親は他界されたが、大沢さんは東京へは戻らず、
深浦町の再興に精を出す。少しでも良くしようと、やるべきこ
とを常に考え、実行する。前に出ていかないと、地域復興には
結びつかないと考えているからだ。現在は保育園長や県社会
教育委員などいくつもの団体の役職も兼任している。深浦を
飛び出し、青森市や東京、遠方にも足を運ぶ。多忙を極め、月
にゆっくりできる日数は3日ほどしかない。だが大沢さんはこ
う語る。「今が一番充実している。これからの目的はピアハウ
スの本格営業再開を目指して頑張りたいと思う。町の高齢者
の割合は年々増え続け、自分より上の年齢の方が多い。一昔
前なら67歳はお年寄りに分類されたけど、町内ではまだまだ
若者です。第一線で頑張りますよ。」　　

歓迎の意を込めて「手を振り隊」

明るく、元気な町に
ふるさと深浦再興へ

 

育ててくれた町の再興を決意

常に考え、実行する

観光客を歓迎。笑顔で手を振る「手を振り隊」

「地方消滅」と言われている
今、何が一番必要かを追求
し、活動を続ける。明るく・
元気に暮らしていける環境
作りを目指している。



090８

起きて夢見る会（事務局補佐）
〒０３７-０５２２ 北津軽郡中泊町大字小泊字小泊488
電話：０１７３-６４-２１１１　FAX：０１７３-６４-３７２２

夏原謙二(69)

起きて夢見る会　会長

昭和21年5月22日生Kenji Natsuhara 

　「バイタリティの塊」夏原さんを形容するなら、この言葉が
一番当てはまる。しかし本人は「もつけ（津軽弁でお人好し・
おだてに乗る調子者）だね」と語る。町民が楽しみ、喜んでく
れるのなら、自腹を切ってでもイベントを実行し、成功させて
みせる。できる限りリクエストに応えてあげたいと言う。もち
ろん中泊町を盛り上げるため。会を立ち上げてからまだ6年
足らずだが、町民の方からの信頼は厚い。人柄と実行力、実現
させるための情熱が感じられる。
　

　「起きて夢見る会」は平成21年度に町が主催した「地域づ
くりワークショップ」等の会議に参加した、個人・団体・グルー
プ・サークルのメンバーの「中泊町を活性化し、元気にした
い」という想いが合致し、住民参加による地域づくりをするた
め、中泊町に寄与するため、夏原さんを中心に発足した。
　具体的な取り組みとして掲げたのが「中泊町を活性する地
域づくり活動」「津軽鉄道（株）の津軽中里駅を拠点とする地
域づくり活動」の二つである。
　平成22年4月に活動を開始。過去に津軽中里駅に併設し
営業していたスーパーの空き店舗を利用し「春まつりイベン
ト」等を開催し、津軽鉄道線の終着駅であり、中泊町の入り口
でもある津軽中里駅を中心にした活動を始める。
　他にも津軽鉄道（株）と協力し、駅周辺に花のプランター設
置や清掃活動を行うなど精力的に活動。こうした活動が津軽
鉄道（株）・中泊町にも認められ、併設されていた旧スーパー
の空き店舗の改修工事のための補助金が青森県より助成さ
れ、平成２4年「駅ナカにぎわい空間」をオープンさせる。

　「駅ナカにぎわい空間」は起きて夢見る会のメンバー(現在
37名在籍）で運営されている。ほぼ年中無休で、町民が集う
アットホームなコミュニティカフェがあり、観光客が楽しめる
地場産品や地元料理を提供している。イベントスペースでは

お祭り行事や歌謡ショー、写真展、駅にちなんだNゲージ展示
なども開催。現在は彫刻家田村進氏の彫刻展示や、太宰治、
平田小六など中泊に縁のある作家を対象にした作品を展示
し、町内にある史跡を案内している。他にも、中泊町無形民俗
文化財「金多豆蔵人形芝居」劇場を毎月第１土曜日に開催。会
の主催・後援問わず途切れることなく次々とイベントを開催
している。
　開催したイベントでも特に印象深いのが、某大御所タレン
トを「駅ナカにぎわい空間」に招いたところ、キャパシティ以上
の来場者で、会場を急きょ変更することに。スタッフと来場者
が一触即発の空気に･･･。
　しかし夏原さん曰く「あの時は大変だげど、すごく盛り上
がったよな」と笑う。とにかく町が町民が楽しんでくれること
が第一だと言う。来場した町民に良かったと言われると、先述
した「もつけ」の魂が燃え上がり、次の活動力につながる。

　駅ナカにぎわい空間のイベントスペースでは、地元中学校
の吹奏楽部や、町内のダンスサークルが練習の成果を披露
する場にもなっている。地域住民が集い、観光客のおもてな
しができていることから、取り組みの一つ「津軽鉄道（株）の津
軽中里駅を拠点とする地域づくり活動」を達成できたと考え
ているが、夏原さんは現状を継続することに満足せず、もっと
盛り上げていきたいと考えている。これからの中泊町を担
い、地元を愛する子どもたちのことも考えている。以前イベ
ントで地元の学生が大相撲の地方巡業を中泊で開催させ、町
を盛り上げたいと話したことがあり、「子どものやりてこと、夢
はかなえてやりてえよな。これがらはそれが一番だ。」そのた
めに尽力は惜しまないと言う。また、「中泊町を活性する地域
づくり活動」を達成するため、「もつけ」夏原さんはアンテナを
張り巡らせ、未来を見据えている。

自称もつけ

起きて夢見る会

子どもの夢をかなえてあげたい

10年後のふるさと
子どもたちのために

駅ナカにぎわい空間

駅ナカにぎわい空間（津軽鉄道 津軽中里駅構内）

特定非営利活動法人　広域連携津軽・ほっとスティネットワーク
〒036-0202 平川市金屋中松元８８－１
電話・FAX：0172-57-5190　HP：http://www.kura-onoe.net

佐藤正彦(68)

特定非営利活動法人　広域連携津軽・ほっとスティネットワーク　理事長

昭和２２年８月２６日生Masahiko Sato

　もともとは、農協職員の佐藤さん。農家の後継者不足や休
耕地の増加などを目の当たりにし、地域農業の将来に危機感
を感じた。これからの農家の新たな所得確保はグリーンツー
リズムに活路を見出すべきだと思い立ち、平成１５年に組織
を立ち上げた。当時は、弘前市・旧平賀町・旧尾上町・旧岩木
町・旧浪岡町に、グリーンツーリズムに取り組む5団体があっ
たが、受入れ人数の拡大や多様なニーズに応えるために１本
化することにした。各団体をまとめるにあたっては、弘前大学
などの協力も大きかった。平成16年度から青森県津軽地域
で初めて「修学旅行農作業・農村生活体験ファームステイ」体
験型修学旅行を受入れ、平成2７年度は、海外の方、大人、大
学生も含めて約３０００人の受入れ実績を誇る。平成２８年度
は約３３００人の受入れが予定されている。

　都市部の子どもたちに、農作業や滞在型の農村生活体験
を通して、農業と食糧の大切さを理解してもらう「食農・食育
教育」を基本理念に活動を行っている。体験メニューは、りん
ごや野菜などの栽培・収穫体験、収穫したりんごや野菜を使
用した料理の手作り体験など。滞在中、受入れ家族と一緒に
調理活動もして、家族同様に食卓を囲んでいる。
　

　平成１６年から修学旅行生の受入れをし、利用した教育現
場からは、「体験を経て、心の教育につながっている」という声
が寄せられている。核家族化や少子化の影響で、人と人との
関係が希薄になり、コミュニケーション能力が不足がちな子
どもたちに、農作業や体験活動を通じて、農業だけではなく、
仕事をすることの大切さを理解してもらうこと、また、子ども
の成長に必要な気づきの機会を与えていると考えている。生
きる力や人間力向上を図るために、グリーンツーリズムを修
学旅行・教育旅行に取り入れる学校が増えてきている。体験
した学校の先生方からも高い評価をいただき、毎年継続して

来る学校が多い。
　「お金では買えない出会いや感動、交流があり、人との出
会いやふれあいを通して、人間力が向上していく姿が楽しい
です。」と語る。
　

　設立当初は、５０戸ほどだった受け入れ農家も徐々に増え、
現在約１２０戸の受入れ農家の登録がある。
　「青森県は他県に比べると、グリーンツーリズムに取り組む
戸数がまだまだ少なく、更なる受け入れ農家の拡大を図って
いきたいです。グリーンツーリズム事業の拡充により、農家の
安定した所得向上の一助となり、農業経営の安定を図ってい
ければと思います。また、均一な受入れ態勢で対応できる組
織作りを進めていくため、受入れ農家のスキルアップ（啓発活
動や資質向上）や安全対策強化などを図っていくことが重要
です。子どもたちが安心して過ごせ、無事故でファームスティ
を終了することが第一だと考えています。」と語る。

　農業者人口が減り続け、新規就農者を増やすためにも行政
と一体となって取り組み、農業に興味や関心がある人を県外
から連れてくるためにも利用してほしいと考えている。また、
りんごや米・野菜栽培などの就農支援も行政と一緒になって
積極的に進めていきたいという思いもある。
　「周辺市町村の方でグリーンツーリズムやファームスティに
興味や関心がある人は大歓迎です。子どもたちが帰る時に見
せる感動した表情を見ると、達成感を感じます。やって損はな
い事業です。やる価値があります。」とのこと。

グリーンツーリズムを事業としてやりたい

食農・食育教育の大事さ

受入れ体制の強化

子どもたちに感動を
与えて帰したい！

体験を通じて子どもたちに感動を！

今後の課題

グリーンツーリズムを通じて地域農業
の活性化を図り、農業経営の安定化を
進めていきたい｡また、子どもたちには、
ファームスティの経験から農業と食糧の
大切さを学んでほしいと願っている。

寝てみる夢はすぐ醒めるか
ら・・・。夢を叶えるため、起
きて夢見て実行しよう！中
泊町を活性化するため、子
どもの将来を考え活動中。
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起きて夢見る会（事務局補佐）
〒０３７-０５２２ 北津軽郡中泊町大字小泊字小泊488
電話：０１７３-６４-２１１１　FAX：０１７３-６４-３７２２

夏原謙二(69)

起きて夢見る会　会長

昭和21年5月22日生Kenji Natsuhara 

　「バイタリティの塊」夏原さんを形容するなら、この言葉が
一番当てはまる。しかし本人は「もつけ（津軽弁でお人好し・
おだてに乗る調子者）だね」と語る。町民が楽しみ、喜んでく
れるのなら、自腹を切ってでもイベントを実行し、成功させて
みせる。できる限りリクエストに応えてあげたいと言う。もち
ろん中泊町を盛り上げるため。会を立ち上げてからまだ6年
足らずだが、町民の方からの信頼は厚い。人柄と実行力、実現
させるための情熱が感じられる。
　

　「起きて夢見る会」は平成21年度に町が主催した「地域づ
くりワークショップ」等の会議に参加した、個人・団体・グルー
プ・サークルのメンバーの「中泊町を活性化し、元気にした
い」という想いが合致し、住民参加による地域づくりをするた
め、中泊町に寄与するため、夏原さんを中心に発足した。
　具体的な取り組みとして掲げたのが「中泊町を活性する地
域づくり活動」「津軽鉄道（株）の津軽中里駅を拠点とする地
域づくり活動」の二つである。
　平成22年4月に活動を開始。過去に津軽中里駅に併設し
営業していたスーパーの空き店舗を利用し「春まつりイベン
ト」等を開催し、津軽鉄道線の終着駅であり、中泊町の入り口
でもある津軽中里駅を中心にした活動を始める。
　他にも津軽鉄道（株）と協力し、駅周辺に花のプランター設
置や清掃活動を行うなど精力的に活動。こうした活動が津軽
鉄道（株）・中泊町にも認められ、併設されていた旧スーパー
の空き店舗の改修工事のための補助金が青森県より助成さ
れ、平成２4年「駅ナカにぎわい空間」をオープンさせる。

　「駅ナカにぎわい空間」は起きて夢見る会のメンバー(現在
37名在籍）で運営されている。ほぼ年中無休で、町民が集う
アットホームなコミュニティカフェがあり、観光客が楽しめる
地場産品や地元料理を提供している。イベントスペースでは

お祭り行事や歌謡ショー、写真展、駅にちなんだNゲージ展示
なども開催。現在は彫刻家田村進氏の彫刻展示や、太宰治、
平田小六など中泊に縁のある作家を対象にした作品を展示
し、町内にある史跡を案内している。他にも、中泊町無形民俗
文化財「金多豆蔵人形芝居」劇場を毎月第１土曜日に開催。会
の主催・後援問わず途切れることなく次々とイベントを開催
している。
　開催したイベントでも特に印象深いのが、某大御所タレン
トを「駅ナカにぎわい空間」に招いたところ、キャパシティ以上
の来場者で、会場を急きょ変更することに。スタッフと来場者
が一触即発の空気に･･･。
　しかし夏原さん曰く「あの時は大変だげど、すごく盛り上
がったよな」と笑う。とにかく町が町民が楽しんでくれること
が第一だと言う。来場した町民に良かったと言われると、先述
した「もつけ」の魂が燃え上がり、次の活動力につながる。

　駅ナカにぎわい空間のイベントスペースでは、地元中学校
の吹奏楽部や、町内のダンスサークルが練習の成果を披露
する場にもなっている。地域住民が集い、観光客のおもてな
しができていることから、取り組みの一つ「津軽鉄道（株）の津
軽中里駅を拠点とする地域づくり活動」を達成できたと考え
ているが、夏原さんは現状を継続することに満足せず、もっと
盛り上げていきたいと考えている。これからの中泊町を担
い、地元を愛する子どもたちのことも考えている。以前イベ
ントで地元の学生が大相撲の地方巡業を中泊で開催させ、町
を盛り上げたいと話したことがあり、「子どものやりてこと、夢
はかなえてやりてえよな。これがらはそれが一番だ。」そのた
めに尽力は惜しまないと言う。また、「中泊町を活性する地域
づくり活動」を達成するため、「もつけ」夏原さんはアンテナを
張り巡らせ、未来を見据えている。

自称もつけ

起きて夢見る会

子どもの夢をかなえてあげたい

10年後のふるさと
子どもたちのために

駅ナカにぎわい空間

駅ナカにぎわい空間（津軽鉄道 津軽中里駅構内）

特定非営利活動法人　広域連携津軽・ほっとスティネットワーク
〒036-0202 平川市金屋中松元８８－１
電話・FAX：0172-57-5190　HP：http://www.kura-onoe.net

佐藤正彦(68)

特定非営利活動法人　広域連携津軽・ほっとスティネットワーク　理事長

昭和２２年８月２６日生Masahiko Sato

　もともとは、農協職員の佐藤さん。農家の後継者不足や休
耕地の増加などを目の当たりにし、地域農業の将来に危機感
を感じた。これからの農家の新たな所得確保はグリーンツー
リズムに活路を見出すべきだと思い立ち、平成１５年に組織
を立ち上げた。当時は、弘前市・旧平賀町・旧尾上町・旧岩木
町・旧浪岡町に、グリーンツーリズムに取り組む5団体があっ
たが、受入れ人数の拡大や多様なニーズに応えるために１本
化することにした。各団体をまとめるにあたっては、弘前大学
などの協力も大きかった。平成16年度から青森県津軽地域
で初めて「修学旅行農作業・農村生活体験ファームステイ」体
験型修学旅行を受入れ、平成2７年度は、海外の方、大人、大
学生も含めて約３０００人の受入れ実績を誇る。平成２８年度
は約３３００人の受入れが予定されている。

　都市部の子どもたちに、農作業や滞在型の農村生活体験
を通して、農業と食糧の大切さを理解してもらう「食農・食育
教育」を基本理念に活動を行っている。体験メニューは、りん
ごや野菜などの栽培・収穫体験、収穫したりんごや野菜を使
用した料理の手作り体験など。滞在中、受入れ家族と一緒に
調理活動もして、家族同様に食卓を囲んでいる。
　

　平成１６年から修学旅行生の受入れをし、利用した教育現
場からは、「体験を経て、心の教育につながっている」という声
が寄せられている。核家族化や少子化の影響で、人と人との
関係が希薄になり、コミュニケーション能力が不足がちな子
どもたちに、農作業や体験活動を通じて、農業だけではなく、
仕事をすることの大切さを理解してもらうこと、また、子ども
の成長に必要な気づきの機会を与えていると考えている。生
きる力や人間力向上を図るために、グリーンツーリズムを修
学旅行・教育旅行に取り入れる学校が増えてきている。体験
した学校の先生方からも高い評価をいただき、毎年継続して

来る学校が多い。
　「お金では買えない出会いや感動、交流があり、人との出
会いやふれあいを通して、人間力が向上していく姿が楽しい
です。」と語る。
　

　設立当初は、５０戸ほどだった受け入れ農家も徐々に増え、
現在約１２０戸の受入れ農家の登録がある。
　「青森県は他県に比べると、グリーンツーリズムに取り組む
戸数がまだまだ少なく、更なる受け入れ農家の拡大を図って
いきたいです。グリーンツーリズム事業の拡充により、農家の
安定した所得向上の一助となり、農業経営の安定を図ってい
ければと思います。また、均一な受入れ態勢で対応できる組
織作りを進めていくため、受入れ農家のスキルアップ（啓発活
動や資質向上）や安全対策強化などを図っていくことが重要
です。子どもたちが安心して過ごせ、無事故でファームスティ
を終了することが第一だと考えています。」と語る。

　農業者人口が減り続け、新規就農者を増やすためにも行政
と一体となって取り組み、農業に興味や関心がある人を県外
から連れてくるためにも利用してほしいと考えている。また、
りんごや米・野菜栽培などの就農支援も行政と一緒になって
積極的に進めていきたいという思いもある。
　「周辺市町村の方でグリーンツーリズムやファームスティに
興味や関心がある人は大歓迎です。子どもたちが帰る時に見
せる感動した表情を見ると、達成感を感じます。やって損はな
い事業です。やる価値があります。」とのこと。

グリーンツーリズムを事業としてやりたい

食農・食育教育の大事さ

受入れ体制の強化

子どもたちに感動を
与えて帰したい！

体験を通じて子どもたちに感動を！

今後の課題

グリーンツーリズムを通じて地域農業
の活性化を図り、農業経営の安定化を
進めていきたい｡また、子どもたちには、
ファームスティの経験から農業と食糧の
大切さを学んでほしいと願っている。

寝てみる夢はすぐ醒めるか
ら・・・。夢を叶えるため、起
きて夢見て実行しよう！中
泊町を活性化するため、子
どもの将来を考え活動中。
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村元光徳(61)

上十川獅子踊保存会　会長

昭和２９年４月２４日生Mitsunori　Muramoto

　上十川獅子踊は、黒石市に唯一存在する獅子踊で、旧暦の
４月８日に長谷沢神社で行われる獅子起こしから、旧暦８月１
５日に上十川八幡宮で行われる獅子納めまで、上十川地区に
おいて行われている民族芸能である。およそ４００年以上の
歴史があり、構成は、笛、太鼓、手平鉦、獅子の踊り手、山持ち
からなっている。上十川地区で踊られているのは、獅子踊の
中でも躍動的な踊りである鹿獅子である。
　津軽の獅子踊の基本演目である「街道渡り」、「女獅子競
い」、「山掛け」ばかりでなく、「十五夜」も伝承されている。こ
れは、旧暦の8月15日に行われる獅子納めの十五夜の夜に

「十五夜はお出やる、お月を待ちかねて、あかし立てたり芋殻
松明（いもからたいまつ）」という詞章を歌い、篝火の周りを
廻りながら踊るもので、音頭も正確に伝えられている。
　かつてコレラと悪疫が村全体に広まった時に獅子舞を踊っ
たところ、猛烈な悪疫を払い除くことができたという言い伝
えがある。 以来、凶事退散の舞として受け継がれており、黒
石市内のイベントや祝い事などで獅子踊が踊り継がれてい
る。平成１１年７月に県の無形民俗文化財に指定された。

　青年団活動をしていた約３５年前、青年団の発表会があり、
獅子踊を披露することになった。未経験で、当時の先輩メン
バー１５人ほどに手取り足取り教えてもらったが、練習も厳し
くかなり大変な思いをして覚えた。地域に伝わる伝統は守っ
ていかなければいけないと思い、以来、当時一緒に始めたメ
ンバー３人と共に３５年以上舞い続けている。
　平成２０年に、保存会のほかに踊り手だけの愛好会なども
あったが、一つにまとめ「上十川獅子踊保存会」を結成。後継
者育成のために、上十川小学校の児童の指導もしている。

　獅子踊を舞うことで地域に元気を与えていきたいと強く思
いながら活動。季節の節目ごとに、無病息災を願って感謝の
気持ちを込めて舞い、世代や年代を超えたにぎやかさを与え
ていきたいと思いながら舞う。月に１回は練習を行い、道具の
補修などもしている。地域の方の寄付で練習場所や道具の保
管場所となる獅子会館も作ってもらった。地域に根ざした獅
子踊である。

　現在は、小学生から７０代まで女性３人も含めて会員１６名
で構成されているが、会員が１０名程度に減ってしまった時期
もあった。自分の担当以外のこともやったり、地域の方たちの
協力で人材不足を乗り越えた時期もあった。伝統は伝えない
となくなるという危機感を感じながら後継者の育成を図って
いる。人口減少や少子化の影響で会員が増えないのが悩み。
今は、地区を問わずに会員を募集している。やってみたい方、
興味がある方、手取り足取り指導します！

　
　今は、後継者の育成に主眼を置いている。教えた子どもた
ちや後継者が上手に舞えるようになると本当にうれしい。小
学校で指導して獅子踊に興味を持った子どもたちが中学校
に進学して会員になった時、指導してよかったと喜びを感じ
る。

　平成２１年度より、上十川小学校６年の児童たちによる「上
十川獅子踊子供組」が復活し、保存会が指導にあたっている。
市の教育委員会の協力を得て、子ども用に獅子頭のセットも
作ってもらった。地域の新年会や夏祭りなどの前には、夜間、
小学校や公民館に集まり、練習を重ね、大々的に発表する。運
動会では、獅子踊をアレンジした獅子踊体操もプログラムに
組み込まれ、学習発表会では６年生全員が獅子踊を踊る。伝
統が途切れないように、今後も継承活動を続け、後継者の育
成にも力を入れていきたいと語る。

　各地の行事やイベントでもっと声がかかるように精進して
いきたい。舞う機会をもっと増やして、若い世代の人たちがや
りたい！やってみたい！と思えるようにしたい。獅子踊はアナロ
グで、時代と逆行しているものではあるが、やると楽しい。古
いもの、伝統は伝えていく必要がある。地域に密着している
と感じられるので、地域に元気を与えるためのツールとして
利用してほしい。

獅子踊の歴史

課題は後継者不足

青年団活動の延長で始めた獅子踊

舞で地域を元気に！

やりがい・喜び

地域の伝統を守るため
獅子踊りを舞って３５年

地元の小学校への指導

村元さんからメッセージ

　平成２年に弘前青年会議所が主体となり、収穫量日本一の
りんごをキーワードにしたまちづくり運動である「JAPAN
アップルフェア」が設立され、フェア解散後の平成1４年に、そ
の実行委員会メンバーの有志により設立。ギネス認定を目指
して設立したため、会の名称は「巨大アップルパイギネスに挑
戦する会」だった。当初は直径1ｍのアップルパイからスター
トし、その後は２ｍ、現在は直径３ｍのアップルパイを焼くこと
が可能な特製オーブン（4号機）を使い、弘前さくらまつり、り
んご収穫祭、津軽の食と産業まつり、弘果市場まつり等の地
元弘前のイベント以外にも、県外の様々なイベントでアップ
ルパイを焼き上げ、提供している。買ってもらったお金で、更
に大きなアップルパイを作成し、将来、ギネスへの認定を実現
させたいと思っている。

　
　最初に作ったのは、平成１４年。焼き上げるオーブンも有志
で製作し、地元の洋菓子店の指導を受けながら、直径１ｍの
アップルパイを作った。２年後の平成１６年には、直径２ｍの
アップルパイが焼けるオーブンを製作し、地元のイベントなど
で焼いて提供し、とても喜ばれた。その後、平成１９年頃に、５
ｍのオーブンを製作し、３.５ｍ四方のアップルパイを１０月の
食と産業まつりで挑戦したが失敗。原因は、火力調整がうまく
いかず、時間がかかりすぎたことである。そこで、一旦はサイ
ズを拡大することは諦め、古くなった２ｍのオーブンを新調す
ることとした。
　

　平成２２年に、東京の明治神宮で行われた東北新幹線新青
森駅開業に向けたイベント「とことん青森ＭＡＸ」に出展した
ことをきっかけに、県内外のイベントへの出展オファーが来る
ようになり、焼く機会が格段に増え始めた。その年は、弘前城
築城４００年にもあたり、カウントダウンイベントでも焼き上
げ、市民などたくさんの人に喜んでもらえた。
　翌年、東日本大震災が起こり、岩手県や宮城県の被災地で
支援活動としてアップルパイを提供し、活動の幅を広げてい
くことになる。活動を知り、スポンサー企業も現れ、パイシート
やスタッフジャンパーなどの提供も受けるようになった。この
年から、年間約５０枚のアップルパイを焼き上げるようになっ
た。また、地場産業の振興に寄与するとして「第１１回弘前商
工会議所街づくり大賞」を受賞した。

　昨年、会の名称を「巨大アップルパイ世界に挑戦する会」に
改称。一度に１６００食を焼くことができる直径３メートルの
オーブンを製作。９月のりんご収穫祭でお披露目し、超巨大
アップルパイの焼き上げに成功した。県産りんごの情報発信
と知名度向上に大きく貢献し、また被災地支援にも尽力した
ということで、「青森りんご勲章」を受賞。

　会員は、見たことや食べたことがない人たちが、その大き
さとおいしさに驚いた時に喜びを感じている。また、地域貢献
として評価された時もやりがいを感じ、弘前や青森県のＰＲ
活動を楽しみながら続けたいと意気込んでいる。

　「次は、直径５ｍのアップルパイ挑戦を目標と考えている。
しかし、このサイズでも、大きさでのギネス認定は困難であ
る。専門家も交え、大きさ以外でのギネス記録を模索し挑戦
していきたい。」と語る。
　　

　「会員の年齢も５０代が多いので、若い世代のリーダーとな
れる人材の育成にも力を入れていきたいです。現在、会員は
４０名以上で、公務員や経営者、会社員、主婦、学生など様々
な職業の人たちです。会員同士での交流も楽しみの一つで
す。一緒に巨大アップルパイを焼いてくれる仲間は随時募集
しています。」とのこと。

会の発足

平成２７年度青森りんご勲章受章

巨大アップルパイの歴史

転機

おいしい！の一言がうれしい

会員募集中

目標はギネス認定

直径５メートルの巨大
アップルパイを作りたい！

本業は地域の電気屋さんの
社長さん。平成２６年より保
存会会長。獅子踊で地域を
元気に、世代を超えたつな
がりを持てるように活動中。

巨大アップルパイ　世界に挑戦する会事務局
〒036-８０５２ 弘前市堅田1丁目1-4　(株)南建設内
HP：http://www.kyodaiapplepie.com/E-mail:yosuke@jomon.ne.jp 

新戸部洋輔(５６)

巨大アップルパイ　世界に挑戦する会　会長

昭和３４年１２月２日生Yosuke Nitobe

弘前青年会議所理事長、アップルフェ
ア実行委員長などを歴任。現在、観光
コンベンション協会理事も務めてい
る。「りんごのまち弘前」を国内外に
PRすることを目的に、巨大アップル
パイでのギネス認定を目指している。
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新戸部洋輔(５６)
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岩本ヤヨエ(５３)

ホッキーガイプロジェクト代表　

昭和３８年３月２１日生Yayoe Iwamoto

　ホッキ貝の水揚げ量が全国第３位の三沢で生まれたご当
地キャラクター、海鮮野郎ホッキーガイは、岩本さんが代表を
務める、女性の視点でのまちづくり団体ウィメンズビジョンが
主催で行ったワークショップの中から誕生したキャラクター
である。
　決めゼリフは「やり甲斐　生き甲斐　ホッキーガイ！」ホッ
キーガイの使命は、三沢市を元気にして笑顔がいっぱい溢れ
る街にすること。現在ホッキーガイプロジェクトは、総勢２０名
で活動展開中。三沢市三大まつり（三沢まつり・三沢七夕まつ
り・三沢港まつり）に出没、出演しているほか、県内各地のイ
ベントにも呼ばれ活躍している。
　

　

　

　

　
　

　岩本さんが手がけるプロジェクト活動は、ホッキーガイプロ
ジェクト代表（まちづくり）をはじめ、ウィメンズビジョン代表

（男女共同参画）、レゾナンス事務局（キャリア教育）、ファザー
リング・ジャパン青森副代表（パパ支援）と実に多様だ。
　行っていることを整理すると次のようになる。
　●若者が「なりたい自分」というものを思い描ける社会を
      めざす。
　●固定的な男女の役割を理由に夢を諦めることがないよ
　　うな社会をめざす。
　●そのためには、男性も子育てや家事を同等に担い、女　
　　性が安心して子を産める社会を築かなくてはいけない。
　岩本さんが描いていることは、笑っているママ、パパ、子ど

もをどんどん増やしたいということ。「大切な家庭教育があっ
て学校教育がある。家庭で笑顔を増やし、社会の笑顔が増え
ると、まちも笑顔になる。まちづくりは、人づくり。」
　一番の女性支援は男性を支援すること。
　そして一番の男性支援は女性を支援すること。
　さらに、男女の枠を外した全ての人も自分らしく生きられ
るように。 
　「今行っている多面体の活動が楽しくてしょうがない。」と
丸い笑顔で語る岩本さん。
　「私は元々、全然活発な子ではなかった。夢なんてなかっ
た。小さな夢でいい。一歩踏み出してほしい。自分の魂が歓ぶ
ようなことがあったら、迷わず行動してほしい。」
　

　更なる新たな出会い、日々繰り返す活動で、人の輪が大き
くなり、笑顔がどんどん増えるまちになることを待ち望んで
いる岩本さん。
　「県内至るところで素敵な試みを行っている方がたくさん
います。同じ志を持つ者同士、つながって行きたい。」
　「全ての皆さんが楽しい生活を送ることができますよう
に・・・。」と明るく語る。

　ホッキーガイは青森県内、お呼びであれば参ります。どうぞ
ご相談下さい。（一部有料あり）
　また本文内容の活動に興味のある方も、ご一報をお待ちし
ております。

海鮮野郎ホッキーガイ

まちづくりは人づくり

本当の自分らしい生活を
送るために一歩踏み出す　

三沢市を笑顔のまちに

駒の里「馬の動物園」・農業法人有限会社十和田乗馬倶楽部
〒034-0001十和田市大字三本木佐井幅115番地２
TEL:0176-26-2945 FAX:0176-26-2946　HP:http://towada-joba.com

中野渡利彦(７４)

有限会社十和田乗馬倶楽部　会長　

昭和１７年３月２１日生Toshihiko Nakanowatari

　十和田生まれ十和田育ちの中野渡さんは、常に馬は身近
にいて、当時の物資輸送の手段も馬車が主流だったと幼少の
記憶を回想する。それから馬に乗り続けていた訳ではない。
本格的に馬に乗るようになったのは、５０歳になってからだと
言う。
　「親しい友人が亡くなった。人はいつか必ず死ぬということ
を目の当たりにした。残りの人生、人のために何かしなければ
ならないと、強い思いが溢れた。」と語る。
　考え続けた結果、馬しかなかった。
　「馬で、人のためになる新しいことをやりたい。」と思い立
ち、早速、馬に乗ることにした。人工物ではない乗り物に乗っ
た興奮の瞬間。「とにかく楽しかった。」と当時を振り返る。
　すぐにオーストラリアへ旅立ち、馬の乗り方、装蹄、調教な
どの技術を習得し指導者となった。
　

　転機は1992年、初のパラリンピックが開催されたバルセ
ロナでのパレードを見た時。騎馬警官の行列に続いて障害者
の人々が馬に乗っているのを見て衝撃を受け、すぐに障害者
馬術を学び指導者となった。2000年に開催されたシドニー
パラリンピックでは教え子が日本人初の世界大会第６位を記
録する快挙。
　その後、教え子は障害者に留まらなかった。何らかの心の
悩みを抱える人々と出会うようになったのである。
　馬に乗れば人は変わる。変わる可能性が高い。ここで何か
を発見できる。例えば、ひきこもりの子を無理矢理馬に乗せ
たことがある。手の施しようのない不良といわれた若者を馬
に乗せた。馬と接したわずかな時間で顔つきが変わった。自
分でもやればできるという自信の顔になっていた。さっきま
で口を閉ざしていた人が、馬に乗ったあと、べらべら喋りだす
のだと言う。
　
　
　何歳になっても、好奇心旺盛で新しいことが大好きだと目
を細める中野渡さん。自分たちが自分たちだけで新しいこと
をやろうと思い立ち着手。それは、女流流鏑馬であった。周囲
からは女流の流鏑馬なんてけしからんと非難を浴びたが、負
けん気の強い中野渡さんはそれを受けて逆に、よし、やって
やろうと発奮。これがご存知十和田の桜流鏑馬であり、回を重
ねるにつれ、全国にその名を轟かすようになり、先日第２０回
ふるさとイベント大賞ににおいて大賞（総理大臣賞）を受賞
した。

　「馬は二人きりになると心が感じるようになる。乗る人を馬
が信頼するかが鍵。誰もが新しいことに挑戦、そして課題を
持った人生にしてほしい。」と語る。
　９年後は青森国体、４年後は東京オリンピック。とても面白
い目標であり、それまでに何をやらなければならないか、課
題が明確になっている。青森県、十和田発信の独自の馬術と
して多いに盛り上げて行きたいと考えている。
　「考えてみてください。今、人工的なものではなく、自然物
で人間が乗ることができる普遍的なもの。やっぱり馬しかい
ない。」と。
　一直線を見据える中野渡さんは、人生の大先輩でありなが
ら、少年の眼差しで締めくくった。

　「2016年は、県内の子どもたちが馬に乗る機会をたくさ
んあげたい。」と語る。
　「県内をキャラバンして、２，０００人に乗馬体験していただ
くことを目指しています。子どもたちが、9年後の青森国体に
出場したいと、これからチャレンジしても全然遠い夢ではな
い。」とのこと。
　馬に興味のある個人、団体の皆さん、どうぞご一報を!

人のためになる新しいこと＝馬

馬に乗れば心が健康になる！
健康乗馬だ！

今後の展望

指導者として

十和田発信で盛り上げたい

まちづくり、男女共同参画、
キャリア教育、パパ支援。
これからも楽しく活動を続
けて参ります。みんなでつな
がって行きましょう。

９年後に開催される青森国
体。馬術で出場する子ども
たちがこれから現れること
は、遠い夢ではありません。

岩本さんからのメッセージ
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あおもりで「生きる・働く」を学ぶ下北地区実行委員会
〒035-0076　むつ市旭町10-26　電話:080-5570-3551
E-mail：mn-takesono@purple.plala.or.jp

竹園正敏(68)

あおもりで「生きる・働く」を学ぶ下北地区実行委員会　委員長

昭和22年12月23日生Masatoshi Takesono

　あおもりで「生きる・働く」を学ぶ下北地区実行委員会は、
児童生徒のキャリア教育のために学校と地域とを結ぶコー
ディネートを行っている。組織的には、会の方向性を決める
１５人の委員と実際に現場で活動する９人の教育支援活動推
進員によって構成されている。
　主な活動は下北地区内の小学生５、６年を対象に、「将来の
自分」を能動的に学ぶきっかけづくりとなる「ユメココ教
室」だ。
　各校が希望する職種に応じて、児童が１０名前後で聞ける
ブースを設置し、１コマ３０分ほどで、職業に関する講話を聞
いたり、体験してもらう。講師の顔ぶれは実に多彩だ。地元を
中心に、農園経営者、消防士、自衛官、放送記者、看護師、美容
師、スポーツ選手、イラストレーターなど様々な世界で活躍す
る講師を招き、子どもたちが働くことについて学べる機会を
提供している。
　この「ユメココ教室」開催にあたって、講師の依頼から、学
校・講師間の調整、開催当日の運営に携わっているのが実行
委員会のメンバーだ。
  「地域が学校に協力して一緒に子どもを育てることは大事
なことだと考えています。子どもたちが実際に仕事に携わる
人から見聞きし、直接体験することで将来の自分を考える
きっかけになったり、郷土の良さを知る機会になるものと思
います。また、先生方にとっても刺激になったり、企業の方々
がインターンシップや出前授業に協力することで後継者の養
成や自分の仕事に対するプライドを持つことにもつながるの
ではないでしょうか。」と語る。

　こうした地域の子どもたちへのキャリア教育を推進する活
動が認められ、昨年の1月には文部科学大臣賞を受賞した。
 　「『ユメココ教室』に参加した子どもたちや、講師として協
力いただいた方々、開催校の先生方に書いていただいたアン
ケートなどでも、概ね肯定的に受け止めていただいていま
す。「ユメココ教室」が単発のイベントではなく、各校の教育活
動の中に位置づけていただいていることも成果の一つかと
思います。また、新規にユメココ教室を開催する学校、訪問す
る企業の方々に実行委員会の存在が少しずつ知られてきて、
コーディネーターの立場として事業を進めやすくなってきて
います。」と語り、活動に手応えを感じている。
　また、「昨年の夏には、新しい試みとして市教委生涯学習課
の方々と一緒に『子ども職場参観日 in むつ市役所』を行うこ
とができました。子どもたちが親の働く姿を見ることは貴重

な経験として意義のあることです。この地区のいくつかの民
間企業でもすでに試みられていますが、私たちもお手伝いし
ながらさらに広げていきたいですね。」と語る。

　現在は県教育委員会の後ろ盾があって活動を続けていけ
るが、それがなくなったときの基盤づくりが必要だと訴える竹
園さん。これからは地域の中で互いに協力し合って、活動の
輪が広がっていくことが重要となる。     
　「現役のときには仕事に目一杯で周りのことまでは目がい
きませんでした。地域づくりには世代を超えた連携が不可欠
だと思いますので、私も足元に目を向けていきたいと考えて
います。リタイア後の時間の使い方は人によって様々です
が、ボランティア活動等で地元のために一肌脱ぐことも一つ
の選択肢かと思います。培ってきた知識や経験が、子どもた
ちのキャリア教育やコミュニティづくりの原動力となります。
機会を見て『地域デビュー』をしてみてはいかがでしょうか。
地域で抱えている課題解決のためにも６５歳以上のパワーが
求められています。」と語る。

地域の子どもたちが働くことの
大切さを学べる「ユメココ教室」

文部科学大臣賞を受賞

６５歳以上のパワーが地域の
未来をサポート

地域の子どもたちの笑顔のために
未来のために

企業組合ラビアンローズ
〒034-0082　十和田市西二番町7-4 　電話・FAX:0176-25-7758
HP:http://www.barayaki.com　E-mail：towadabarayaki@towada.or.jp

畑中宏之(５２)

十和田バラ焼きゼミナール　舌校長（ぜっこうちょう）

昭和38年8月21日生Hiroyuki Hatanaka

　昨年10月3日・4日に開催された「第10回Ｂ－１グランプ
リin十和田」は、当初の見込みの30万人を超え、十和田市の
人口の5倍を超える、33万4千人が来場した。2日間での33
万人は十和田市始まって以来の動員数で、歴史に残る一大イ
ベントとなった。
　盛大なフィナーレを迎える中、静かに男泣きする畑中さん
の姿があった。主催者側として大会運営を支えた十和田バラ
焼きゼミナールの中心人物である。壇上に呼ばれ、人目をは
ばからず涙を流す。今までの苦労、郷土への思いがあふれ出
た瞬間だった。
 　「十和田市は、市内を国道４号線が走るなど、東京から仙
台、青森、そして北海道へと通じる重要な交通路に位置し、戦
前は軍馬の生産地としても栄えました。
　しかし今では、鉄道は八戸経由となり、新幹線も八戸から青
森に至り、東北自動車道も十和田市を経由しなくても、青森
県内を東西南北に行き来できます。
　十和田湖、奥入瀬渓流という観光資源には恵まれています
が、三沢と十和田を結んでいた十和田観光電鉄も廃止にな
り、市街地中心部がかつてのにぎわいを失いつつあることは
明らかでした。そんな十和田にかつてのにぎわいを取り戻し
たいと活動しているのが『バラゼミ』です。」と語った。

　

　バラゼミとは、十和田バラ焼きゼミナールの愛称。戦後青
森県南部に広まり十和田に定着したご当地グルメ「バラ焼き」
を旗印に、十和田市をアピールする街おこし団体である。
2008年末から活動を始め、2009年3月にバラゼミとして
正式に発足。ひときわ華やかなブースにフランスの王侯貴族
をイメージしたタキシード姿の男たちがずらりと並び、「ラビ
アンローズ！」と威勢よく声をかける。ユニークなパフォーマン
スとともに知名度も急上昇していったが、人気の割にはなか
なかゴールドグランプリには届かなかった。
　「バラ焼きという料理を売るのではなく、十和田の街を売る
活動と理解していましたが、街を強くアピールするためのパ

フォーマンスに必死になり過ぎて、本来なすべきことを見
失っていたと思います。もう一度まちおこしとは何か、仲間た
ちと議論し、そうしてたどり着いたひとつの結論が「人づくり」
でした。若い人たちに、地域を盛り上げることの大切さとその
手法を学んでもらい、地元に誇りを持ってもらうための活動
をしようと再スタートを切りました。」と畑中さんは語ってく
れた。

　それからの「バラゼミ」はがらりと雰囲気が変わった。タキ
シード姿の男たちは変わらず陽気な声を響かせているが、一
歩引いて脇に回った。主役として前面に出たのは地元の高校
生たちだ。はつらつとした若者たちと大人たちの連携で街を
PRするバラゼミの「スタイル」がここで出来上がった。念願の
ゴールドグランプリも受賞した。
　現在、バラゼミは高校生だけでなく中学生や小学生たちも
その輪に加わった。まず取り組んだのは食材づくり。小学生た
ちが十和田バラ焼きに不可欠なタマネギとトウガラシの栽培
に取り組んだ。
　「単なる話題づくりなら『会場内で小学生がバラ焼きを提
供』だけでも良かったのかもしれません。タマネギやトウガラ
シの栽培に取り組むことによって小学生たちにも参加意識が
格段に高まりますし、達成感も味わってもらうことができたと
思います。それは故郷・十和田への愛の深さにもつながるは
ずです。これからは、『住んでみたい』をコンセプトにいろんな
組織・団体の方と連携を図り、雇用の確保や教育、子育て支
援にも目を向けながら、まちの魅力を発信していきたいと
思っています。魅力の無い街には、人は集まりませんから
ね。」とのこと。

かつてのにぎわいを取り戻すために

「人づくり」へ再スタート

いろんな組織・団体と連携を図り、
まちの魅力を発信していきたい

日常的な食べ物を通じて
地域の魅力をアピール

平成２０年、十和田商工会議所青年
部専務理事在任中、「十和田バラ焼き
博覧会」を開催。それが起爆剤となり、
2009年 3月、市民有志で「十和田バ
ラ焼きゼミナール」を立ち上げた。

教職をリタイアして２年目に、以前の同僚
で当時県教委の生涯教育担当の方から声
をかけられたのがきっかけ。自由な時間が
多くあり、地元のために少しでも役に立ち
たいと考えて、この活動に参加した。
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2009年 3月、市民有志で「十和田バ
ラ焼きゼミナール」を立ち上げた。
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名勝種差海岸 鮫町の自然を守る会 事務局
〒031-084２　八戸市岬台２丁目１８－１２　窪田輝雄
電話：0178-34-３３２８

福田まり子(６６)

名勝種差海岸 鮫町の自然を守る会　会長

昭和24年12月19日生Mariko Fukuda

　高山植物や海浜植物など、約700～８００種以上の花々は
種差海岸の大きな魅力のひとつ。昭和28年、県立自然公園
に申請した際の書類には、「種差は、春にはスズラン、夏には
スカシユリ、秋にはハマギクが咲き乱れる風光明媚な場所」と
記されていた。その美しい景観が、心ない人々の盗掘によっ
て、現在は咲き誇る箇所も数えるほどしかない。こうした現状
を見かねて１８年前に発足したのが、「名勝種差海岸・鮫町の
自然を守る会」だ。
　「名勝種差海岸・鮫町の自然を守る会」の活動は、定期的に
行っている植物盗掘防止の巡回活動、 市民を対象にした自
然観察教室や研修会の開催、公民館や小学校等での野草観
察会の協力、海岸一帯のゴミ拾い・清掃活動 、種差海岸の植
物写真展の開催など、多彩で精力的な活動を行っている。こ
の会が特に重点を置いているのが、海岸に生息する高山植物
や海浜植物等の盗掘防止活動だ。
　月一回ほどのスケジュールで、海岸を何区画かに分けて巡
回活動を行っている。その際にゴミがあれば拾い、生息する
草花の状況を記録している。
　「生まれたときから八戸市鮫町の種差海岸は、ずっと私た
ちのそばにありました。自分自身が大人になり、種差の自然が
危機的状況になりつつあることを知り、鮫町で自然を守って
いこうと守る会を設立し、２２名からはじまり、今は８０名くら
いでグループをつくって活動しています。」と語る。

　地道な活動が実を結び、次第に色とりどりの草花が戻りか
けた頃、追い打ちをかけるようにやってきたのが東日本大震
災であった。未曾有の大津波がこの一帯に押し寄せ、多くの
草花が砂に埋まったという。しかし、市民や会員の皆さんの努
力と植物が持つ生命力の強さがあって、徐々に昔の姿を取り
戻している。現在では、散策客が遊歩道沿いの草花を楽しめ
るまでになった。
　「よくニホンタンポポが生息する場所には自然が残ってい
るといわれています。最近では、そのニホンタンポポが増え
てきているんですよ。季節ごとに咲く花に出会えたり、絶滅し
たと思われた花を見つけたときは最高にうれしいですね。活
動してると、私はこんな素晴らしいところで生きているんだ
なあと気がつくことがあります。ぜひ、私が大好きなベニバナ
イチヤクソウが、3.11の震災前のように松林の中に咲く光景
を見てみたいです。」と頬をゆるめる。

　国立公園化で、遊歩道の整備も進み、植物の採掘や刈り取
りも規制されるようになった。さらに健康志向のウォーキング
ブームも背景に、市内外からの観光客でにぎわっている。そ
の反面、最近は花の写真を間近で撮ろうとして遊歩道の外を
踏み荒らす人が増え、せっかく芽生えてきた草花を踏みつけ
荒らしてしまうこともある、と心配が募る。
　「種差の素晴らしさは、その場所に行かなければ見ることが
できない草花を、遊歩道沿いに見られることだが、厳しい自然
の中で咲いた花を海の青さと一緒に見るからこそきれいな
のに」と心を痛める福田さん。
　「国立公園にするために保全活動を行ってきたわけではな
いので、国立公園であろうが無かろうが、自分たちは今までど
おり活動を続けていきます。しかし、これからが、私たち市民
が、気づき、考え、行動するときだと思います。
　ぜひ、若い人たちにもっと目を向けていただき、身近にある
種差海岸というすばらしい宝物を、自分たちの宝物として大
切にしてほしいですね。宝物は無くなってから気づくのでは
遅いですから、無くならないように頑張っていきたいです
ね。」とのこと。

種差海岸の自然を守り続けていくために

東日本大震災

これからが、気づき、考え、行動するとき

種差海岸の自然に
魅せられて

小笠原敏彦(64)

川代地区振興会　会長

昭和27年2月1日生Toshihiko Ogasawara

　八戸市から西へ約30ｋｍの位置にある新郷村。村の中心
部から北西へ約6ｋｍ進んだ所が川代地区である。主産業は
稲作と長芋・にんにく・大根を中心とした畑作、一部酪農も行
われている。
　この地域と共に歴史を歩んできた新郷村立川代小学校が、
平成23年3月、幕を閉じた。川代地区は全戸がPTAに参加し
ているという珍しい地区であり、小学校の運動会の時には、
世代を通して楽しめる地域集落対抗の運動会も開催され、小
学校はまさに地域交流の一大拠点だった。
　そんな小学校が閉校となったことで、建物だけでなく思い
出まで薄れていってしまうかも知れないと危惧した小学校閉
校時の保護者たちが中心となり地域集落の住民に働きかけ
て振興会の設立となった。
　「活動内容を考えていく中で、小学校の景観を維持する環
境整備だけではなく、今後どんどん希薄になっていく地域の
コミュニティを大事にした方が良いという意見もあり、小学校
が閉校するまで行われていた集落対抗の運動会を復活する
ことにしました。」と語る。

　この地域の魅力は『人』と『自然』。誇れることは地域住民の
『結束力』と話す小笠原さん。川代振興会では、振興会独自の
活動と川代ものづくり学校の支援をメインに取り組んでいる。
　振興会活動の中の「スポーツ交流会」は、毎年田植えが終
わってすぐの時期に開催しており、地域の子どもたちの競技
から高齢者も参加できる競技を取り入れ、幅広い世代の人た
ちが交流できる内容となっている。さらに交流会後は各集落
において反省会と、その年の豊作を願って天祈（てのれ）と言
う御神酒上げを行っている。
　「スポーツ交流会のほかに、毎年8月の16日には「夏まつ
り」を開催し、釣り大会・盆踊り・打ち上げ花火を催し、地域住
民の憩いの一日となっています。さらに、三十数年以上にわ
たって踊り繋いでいる「南部大黒舞」という郷土芸能の継続
にも力を注いでいます。
　一方、『川代ものづくり学校』は、閉校した川代小学校の校
舎を体験学習の拠点として活用してもらおうと、地域から村
へお願いをして協議を重ね開校した学校です。学校では、そ
ば打ち体験・炭焼き体験・チェンソーアート講習をしたり布ぞ
うり・かご作り教室が開催され、多くの村内外の人たちが訪れ
ています。」とのこと。

　今後の取り組みについて、小笠原さんに尋ねた。
　「ものづくり学校を今以上にたくさんの人たちが活用し、加
工品の生産・販売に取り組んでいってもらうことで、『川代ブ
ランド』の確立に向けて進んでいきたいですね。現在、ハック
ルベリーを栽培してジャムの加工品を一部で手がけています
が、今後は、昨年の事業で導入したそばの選別～そば粉まで
加工できる機械を活用して、そばの加工品を作り販売につな
げていきたいと考えています。川代で作った物が売れて、わず
かなお金でも得ることにより大きな喜びになればと思いま
す。これまで活動して学んだことは、支援してくれる皆さんの

『ありがたみ』『熱い心』です。他町村との交流を図ることによ
り『繋がり』が生まれ、交流の大切さも学ぶことができました。

『豊かな自然』『豊かな人材』『豊かな心』が川代地区です。これ
らを生かして『背伸びしない活動』を継続し、川代の力である
結束力を基に地域住民が生き生きと暮らせる心の温かい地
域を目指したいですね。」と明るく語る。

小学校が地域コミュニティ拠点へ

振興会活動と川代ものづくり学校

川代ブランド確立で心温まる地域へ

笑顔と喜びの輪の中から生き甲斐を
感じる川代地域へ

川代地区振興会（川代ものづくり学校）
〒039-1801三戸郡新郷村大字戸来字滝沢19　小笠原敏彦
電話:0178-78-2360 HP:http://www.kawadai-school.com/

盗掘で減っていく種差海岸の草花を守
ろうと、平成10年鮫振興会・鮫観光協会
と協力し有志で「鮫町の自然を守る会」
が発足。ちょうど設立2年前に海岸を訪
れ、一瞬にして美しさに魅せられた。

小学校の閉校を機にPTA活動を継承し発足した
「川代地区振興会」が中心となって、学校の環境整
備、スポーツ交流会、夏まつりの開催などを行い、
旧校舎を利用した「川代ものづくり学校」での各種
体験メニューの支援をし「新郷村の元気は川代か
ら発信」を合言葉に精力的な活動を行っている。
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名勝種差海岸 鮫町の自然を守る会 事務局
〒031-084２　八戸市岬台２丁目１８－１２　窪田輝雄
電話：0178-34-３３２８

福田まり子(６６)

名勝種差海岸 鮫町の自然を守る会　会長

昭和24年12月19日生Mariko Fukuda

　高山植物や海浜植物など、約700～８００種以上の花々は
種差海岸の大きな魅力のひとつ。昭和28年、県立自然公園
に申請した際の書類には、「種差は、春にはスズラン、夏には
スカシユリ、秋にはハマギクが咲き乱れる風光明媚な場所」と
記されていた。その美しい景観が、心ない人々の盗掘によっ
て、現在は咲き誇る箇所も数えるほどしかない。こうした現状
を見かねて１８年前に発足したのが、「名勝種差海岸・鮫町の
自然を守る会」だ。
　「名勝種差海岸・鮫町の自然を守る会」の活動は、定期的に
行っている植物盗掘防止の巡回活動、 市民を対象にした自
然観察教室や研修会の開催、公民館や小学校等での野草観
察会の協力、海岸一帯のゴミ拾い・清掃活動 、種差海岸の植
物写真展の開催など、多彩で精力的な活動を行っている。こ
の会が特に重点を置いているのが、海岸に生息する高山植物
や海浜植物等の盗掘防止活動だ。
　月一回ほどのスケジュールで、海岸を何区画かに分けて巡
回活動を行っている。その際にゴミがあれば拾い、生息する
草花の状況を記録している。
　「生まれたときから八戸市鮫町の種差海岸は、ずっと私た
ちのそばにありました。自分自身が大人になり、種差の自然が
危機的状況になりつつあることを知り、鮫町で自然を守って
いこうと守る会を設立し、２２名からはじまり、今は８０名くら
いでグループをつくって活動しています。」と語る。

　地道な活動が実を結び、次第に色とりどりの草花が戻りか
けた頃、追い打ちをかけるようにやってきたのが東日本大震
災であった。未曾有の大津波がこの一帯に押し寄せ、多くの
草花が砂に埋まったという。しかし、市民や会員の皆さんの努
力と植物が持つ生命力の強さがあって、徐々に昔の姿を取り
戻している。現在では、散策客が遊歩道沿いの草花を楽しめ
るまでになった。
　「よくニホンタンポポが生息する場所には自然が残ってい
るといわれています。最近では、そのニホンタンポポが増え
てきているんですよ。季節ごとに咲く花に出会えたり、絶滅し
たと思われた花を見つけたときは最高にうれしいですね。活
動してると、私はこんな素晴らしいところで生きているんだ
なあと気がつくことがあります。ぜひ、私が大好きなベニバナ
イチヤクソウが、3.11の震災前のように松林の中に咲く光景
を見てみたいです。」と頬をゆるめる。

　国立公園化で、遊歩道の整備も進み、植物の採掘や刈り取
りも規制されるようになった。さらに健康志向のウォーキング
ブームも背景に、市内外からの観光客でにぎわっている。そ
の反面、最近は花の写真を間近で撮ろうとして遊歩道の外を
踏み荒らす人が増え、せっかく芽生えてきた草花を踏みつけ
荒らしてしまうこともある、と心配が募る。
　「種差の素晴らしさは、その場所に行かなければ見ることが
できない草花を、遊歩道沿いに見られることだが、厳しい自然
の中で咲いた花を海の青さと一緒に見るからこそきれいな
のに」と心を痛める福田さん。
　「国立公園にするために保全活動を行ってきたわけではな
いので、国立公園であろうが無かろうが、自分たちは今までど
おり活動を続けていきます。しかし、これからが、私たち市民
が、気づき、考え、行動するときだと思います。
　ぜひ、若い人たちにもっと目を向けていただき、身近にある
種差海岸というすばらしい宝物を、自分たちの宝物として大
切にしてほしいですね。宝物は無くなってから気づくのでは
遅いですから、無くならないように頑張っていきたいです
ね。」とのこと。

種差海岸の自然を守り続けていくために

東日本大震災

これからが、気づき、考え、行動するとき

種差海岸の自然に
魅せられて

小笠原敏彦(64)

川代地区振興会　会長

昭和27年2月1日生Toshihiko Ogasawara

　八戸市から西へ約30ｋｍの位置にある新郷村。村の中心
部から北西へ約6ｋｍ進んだ所が川代地区である。主産業は
稲作と長芋・にんにく・大根を中心とした畑作、一部酪農も行
われている。
　この地域と共に歴史を歩んできた新郷村立川代小学校が、
平成23年3月、幕を閉じた。川代地区は全戸がPTAに参加し
ているという珍しい地区であり、小学校の運動会の時には、
世代を通して楽しめる地域集落対抗の運動会も開催され、小
学校はまさに地域交流の一大拠点だった。
　そんな小学校が閉校となったことで、建物だけでなく思い
出まで薄れていってしまうかも知れないと危惧した小学校閉
校時の保護者たちが中心となり地域集落の住民に働きかけ
て振興会の設立となった。
　「活動内容を考えていく中で、小学校の景観を維持する環
境整備だけではなく、今後どんどん希薄になっていく地域の
コミュニティを大事にした方が良いという意見もあり、小学校
が閉校するまで行われていた集落対抗の運動会を復活する
ことにしました。」と語る。

　この地域の魅力は『人』と『自然』。誇れることは地域住民の
『結束力』と話す小笠原さん。川代振興会では、振興会独自の
活動と川代ものづくり学校の支援をメインに取り組んでいる。
　振興会活動の中の「スポーツ交流会」は、毎年田植えが終
わってすぐの時期に開催しており、地域の子どもたちの競技
から高齢者も参加できる競技を取り入れ、幅広い世代の人た
ちが交流できる内容となっている。さらに交流会後は各集落
において反省会と、その年の豊作を願って天祈（てのれ）と言
う御神酒上げを行っている。
　「スポーツ交流会のほかに、毎年8月の16日には「夏まつ
り」を開催し、釣り大会・盆踊り・打ち上げ花火を催し、地域住
民の憩いの一日となっています。さらに、三十数年以上にわ
たって踊り繋いでいる「南部大黒舞」という郷土芸能の継続
にも力を注いでいます。
　一方、『川代ものづくり学校』は、閉校した川代小学校の校
舎を体験学習の拠点として活用してもらおうと、地域から村
へお願いをして協議を重ね開校した学校です。学校では、そ
ば打ち体験・炭焼き体験・チェンソーアート講習をしたり布ぞ
うり・かご作り教室が開催され、多くの村内外の人たちが訪れ
ています。」とのこと。

　今後の取り組みについて、小笠原さんに尋ねた。
　「ものづくり学校を今以上にたくさんの人たちが活用し、加
工品の生産・販売に取り組んでいってもらうことで、『川代ブ
ランド』の確立に向けて進んでいきたいですね。現在、ハック
ルベリーを栽培してジャムの加工品を一部で手がけています
が、今後は、昨年の事業で導入したそばの選別～そば粉まで
加工できる機械を活用して、そばの加工品を作り販売につな
げていきたいと考えています。川代で作った物が売れて、わず
かなお金でも得ることにより大きな喜びになればと思いま
す。これまで活動して学んだことは、支援してくれる皆さんの

『ありがたみ』『熱い心』です。他町村との交流を図ることによ
り『繋がり』が生まれ、交流の大切さも学ぶことができました。

『豊かな自然』『豊かな人材』『豊かな心』が川代地区です。これ
らを生かして『背伸びしない活動』を継続し、川代の力である
結束力を基に地域住民が生き生きと暮らせる心の温かい地
域を目指したいですね。」と明るく語る。

小学校が地域コミュニティ拠点へ

振興会活動と川代ものづくり学校

川代ブランド確立で心温まる地域へ

笑顔と喜びの輪の中から生き甲斐を
感じる川代地域へ

川代地区振興会（川代ものづくり学校）
〒039-1801三戸郡新郷村大字戸来字滝沢19　小笠原敏彦
電話:0178-78-2360 HP:http://www.kawadai-school.com/

盗掘で減っていく種差海岸の草花を守
ろうと、平成10年鮫振興会・鮫観光協会
と協力し有志で「鮫町の自然を守る会」
が発足。ちょうど設立2年前に海岸を訪
れ、一瞬にして美しさに魅せられた。

小学校の閉校を機にPTA活動を継承し発足した
「川代地区振興会」が中心となって、学校の環境整
備、スポーツ交流会、夏まつりの開催などを行い、
旧校舎を利用した「川代ものづくり学校」での各種
体験メニューの支援をし「新郷村の元気は川代か
ら発信」を合言葉に精力的な活動を行っている。



20

そば好房　鬼蓮庵
〒039-1801三戸郡新郷村大字戸来字川台35-2
電話:0178-78-2690　E-mail: onibasuan.yamagishi@nifty.com

山岸義一(63)

そば好房鬼蓮庵　庵主

昭和27年5月7日生Giichi Yamagishi

　新郷村戸来字川倉にある畦道の先に広がる棚田と清流。こ
の川代地区の三川目川上流沿いの一用水路を活用する田ん
ぼの一団地を「オニバシ」と呼んでいる。夏にはホタルが舞う
日本の原風景の中に、山岸さんが手作りで建てた「そば好房 
鬼蓮（おにばす）庵」がたたずんでいる。
　庵の周りには山岸さんの田んぼがあり、幼いときから良き
遊び場であり、春は田植え、秋は稲刈りと手伝いの場でも
あった。この「オニバシ」が自然に故郷の中の古里になり、作っ
た山小屋に「鬼蓮庵」と命名したと言う。
　ここでは、好きな時、好きな仲間と蕎麦を楽しみ、田んぼ、
川、里山、草花、つつじ、朝焼け、夕焼け、星空、トンボ、蛍など
新郷の自然に触れ、田植え・稲刈り・蕎麦打ち・炭焼きなども
体験できる。その一つ一つに山岸さんのこだわりがある。
　「これからの農家は独自でもっと消費者にアピールし、田舎
はもっと都会にアピールする必要があるのではないでしょう
か。そして今後のことを考えると、農業を手伝う機会が少なく
なった子どもたちに体験を通して生産の喜びや苦労を伝え、
自然生態系にふれる機会を与え、生物多様性にとんだ古里の
素晴らしさを伝えていくことも重要です。そこで、グリーン
ツーリズムとまでは行かなくても、都会と田舎、子どもと自
然、これらを結びつけるような拠点施設を作りたいと思いま
した。」ときっかけを語る。

　山岸さんが代表を務め、新郷村戸来の4地区でつくる「大
畑集落協定」では、毎年蛍の時期に、地域の子どもたちを対
象に水田で開く「田んぼの楽校」を開催している。大人たちと
一緒に魚のつかみ捕りや生き物観察、バーベキューなどを行
い、子どもたちに自然の尊さ、地域の絆の大切さを伝えてい
る。昨年で10回目を迎えた。子どもたちの世話や道具の準備
などは、協定参加者と保護者が協力して行う。
　「私たちの年代は、否応なく家業の手伝いをしたことが故
郷を思う気持ちに繋がっていると思います。今の子どもたち
は、残念ながらそのような体験ができにくい社会の仕組みに
なってしまいました。子どもたちは自然がとても好きなんで
す。子どもは本来どんな子でも自然に興味を持っています
が、そのままでは自然好きには育ちません。そこに必要なの
は子どもに寄り添って自然のこと、故郷のことを話してあげる
大人の力です。そこで、家庭や学校だけでは及ばない部分を
地域の力で子どもたちに様々なことを体験させて、農業の素

晴らしさや自然の素晴らしさを実感させる機会を作っていき
たい。」と現状を踏まえ、目標を語った。

　平成23年8月にスタートした「川代ものづくり学校」でも、
そば打ちの体験学習を指導している。そばを育て、眺め、大地
を感じ、打っておいしく頂く。そば作りを通して新郷村の素晴
らしい自然と、食の大切さを伝えている。
 山岸さんにこれからについて尋ねると、「おかげさまで、そば
打ちと庵でずいぶんと交流範囲が広がりました。他所からの
人たちと接して新郷の魅力を再発見することがあります。少
しは新郷のPRに役立っているかなと思うこともあります。現
代社会は地球温暖化、環境破壊、格差社会、地域間格差、勝ち
組・負け組、いじめに自殺など不安だらけの社会で、このまま
では孫たちが安心して暮らせません。これからは、幸福度=時
間充足/自己実現欲求であり、スローライフ、地方(里山)の時
代です。東京と千葉に暮らす4歳と7歳の孫たちがだんだん
鬼蓮のことが好きになってきたようで、うれしいですね。ぜひ
息子や孫たちが帰ってきたくなるような地域にしたい・・・目
標はマゴターンですね。」と笑顔で語ってくれた。

都会と田舎、子どもと自然をつなぐ拠点施設
そば好房鬼蓮庵

農業や自然の素晴らしさを
実感させたい

目標はマゴターン

息子や孫たちが帰ってきたく
なるような故郷にしたい

長年活動していた消防団を退団し、「雉子ばっと
を喰らう会」を発足。それを機に2001年4月に
念願の山小屋を建築、「そば好房鬼蓮庵」をス
タート。川代ものづくり学校でも、そばの打ち方
からゆで方、食べ方まで指導にあたっている。
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