
上高尾の春夏秋冬2011～2年目の活動記録 
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 「ふるさとづくり上高尾の会」は2010年（平成22年）1月に発足し、3年目に入っています。 

 その間、いろいろな活動を続けながら、仲間が集まり話ができることに喜びを感じたり、あるときはイ

ベントの準備に負担を感じたり、また、あるときは新しい友との出会いに感激したりと、いろいろ揺れな

がら進んできました。 

 そうした思いを大切に目に見える形で記憶に残すために、「上高尾2011ニュースレター」として編集しま

した。 

 

淀川流域ノラおこしプロジェクト ニュースレター 



 昨年は鹿の餌食となったわさび

田に、今年はしっかりと獣害ネッ

トを張り、再度わさびの植え付け

をしました。涼しげな木漏れ日が

わさびにとって絶好の栽培条件で

す。さてどうなることやら？ 

なで相談して決めました。これか

らこの畑を見守ってくれます。設

置も終わり得意げな顔で記念写

真。 

元の大人が端材でつくった骨組

に、自分達で考えた想像の物体？

を作り上げていきました。  
 早速、案山子の設置場所をみん

わさびの植え付け再チャレンジ（４/28）  

です。 

 約２時間の田植えのあと、手足

の泥もなんのその、そのまま、夕

食に使用する山菜採りにでかけま

した。夕食は上高尾で採りたての

天ぷら（タラの芽・フキ・ユキノ

シタ・ワサビ・ヨモギ・セリな

ど）を満喫。 

 翌日は案山子

か か し

づくり！ 

 昨夜は夜遅くまで騒いでいた子

供たち、その疲れも忘れ、案山子

つくりに熱中。またたく間に５体

の案山子の完成です。材料は持ち

寄った古着や帽子、それに藁。地

田植え（5/4）&案山子

か か し

プロジェクト(5/5)  

 大阪から18名（子供8名）、地元

から20名(子供7名)参加し昨年に続

いて、昔ながらの枠をころがし、

手でコシヒカリの苗を植え付けま

した。子供達の目は真剣そのもの

６月も下旬になると、毎年、上高尾の

くぬぎ山には可憐な笹ゆりが花を咲か

せます。  
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「来年もまたつくりたい」との声が響いていました。 

 さて、こちらは源流巡り！前回と同じく、数台の軽トラックに分乗

し尼ヶ岳の麓、まさに淀

川の最源流へと向かいま

した。 

 水の綺麗なことは言う

までもありません。 

 秋には尼ヶ岳登りを約

束し、上高尾をあとにし

ました。  

春 



 5月に植えた苗は随分育ってきましたが、同時に草も大きくなってき

たので、みんなで田の草取りをしました。美味しい上高尾源流米を育

てるには欠かせない作業です。 

 「ああ！腰が痛い」とは

大人からでる言葉。子供た

ちは水の中の生き物を追っ

かけるのに夢中です。作業

が終わったあと、大人たち

はセンター２階の大広間で

米の栽培方法や販売方法に

ついて、話し合いました。  

田の草取り(6/25)  

夏祭り(8/20)   

第２回上高尾源流米の大阪出張販売（7/2） 

 3月に続いて大阪南田辺へ出張販売にでかけました。源流米の顧客獲得に向

けて奮戦。前回、野菜も頼まれていたので、じゃがいもを持参。完売の売れ

行き。また、試食用のおにぎりも好評

で、｢米が甘いし、冷めても美味し

い」との評判。隣の安売屋（魚屋）さ

んと親しくなり、魚屋に来たお客さん

が、ついでに上高尾源流米を買ってく

ださいました。安売屋さん、これから

もよろしくお願いします！！ 
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夏 

６月下旬、木いちごが実をつけます。今年は

この木いちごのジャムをつくりました。   

農作業の中でも、草刈は幾度となくやってき

ます。それも刈るだけではなく集めなければ

なりません。なかなか骨の折れる作業です。

ふるさとづくりの会員総出動です！  

 地区の夏祭りに、大阪のメンバー平山さん

一家と飛び入りで三重県菰野町の三木さん一

家が上高尾を訪れてくれました。平山さん一

家は空家改修がほぼ

終わった上高尾の家

で１泊。三木さん一家は

上高尾を初めて訪れ、今までに見たことのない田舎

の、まさに原風景を目の当たりにしながら夏の夜を

楽しんでくれました。上高尾の家では、今時珍しく

薪で風呂を沸かして入ることができます。 

平山さん一家(夏祭り)  薪風呂を焚く祐一君  

三木さん一家(上高尾の家)  



 大阪から16名、上高尾の会から

11名、計27名で稲刈り。 

 今年は台風の来襲で、稲が倒

れ、手刈り分が多くみなさんお疲

れの様子。はさかけ天日干しも昨

年の2列から1列増えて、3列になりま

した！ 

 おおよそ20日間天日干しした稲を脱穀し、少し乾燥機で乾かしました。 

あと籾摺りをすれば「新米」の収穫が終

了！ 

 今年は台風で稲が長時間水没したこと

が大きく響いて、収穫量は約450kg(昨年

は約850kg)、米の品質もあまりよくあり

ませんでした。残念！ 

 上高尾源流米の出張販売に暗雲です。  

稲刈り（9/10）  

脱穀(9/30)  

尼ヶ岳登り（9/11）  

 春の田植えの際に約束していた尼ヶ岳登りが実現。天気にも恵まれ絶好の

山登り日和。子供達は元気そのもの、大人はついていくのが精一杯。途中で

休み、休み、さらに休みやっとの事でようやく頂上へ。957ｍの頂に立ち、北

西方向を見渡すと伊賀盆地が一望できます。この景色でみんな疲れが吹っ飛

びました。 

 この山は伊賀地方では一番高い山で、形

も円錐状で富士山に似ているところから別

名「伊賀富士」と呼ばれています。また、

室生・赤目・青山国定公園の一部で東海自

然歩道のルートにもなっています。  
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秋 

刈り終わった田んぼに、はさかけされ

た稲。日本の初秋の原風景を彷彿とさ

せますよね。 

一足早い秋の味覚  

初

 

雲のない晴れ渡った日には、遠くまで見

渡すことができます。ちなみに、尼が網

代笠をかぶっているように見えて いる

ところから「尼ヶ岳」になったとか。 

慣れた手つきで手際よく、どんどんとかけていってく

れました～！ 



 2回目の収穫祭。大阪や京大からも、いつも

のメンバーがぞくぞくと集まり、上高尾の会も

いつものメンバーが顔を揃え、挨拶もそこそこ

に、打ち合わせ通り受け持ちの仕事につきまし

た。昼食時には地元の人をはじめ、ちょっと離

れた団地からも加わってく

れ、総勢60人と賑わいまし

た。 

 昼食会、獅子舞、フォーラ

ム、打ち上げと盛りたくさん

のメニューをこなし、また一

歩絆が深まった一日となりました。 

 そして、日も暮れると恒例の延長戦に突入

です～！！ 

 今回は、夏に皆で空き家を補修した「上高

尾の家」に大阪メンバーが宿泊することにな

り、そこでこれからの活動について意見交換

をしながら交流を深めました。  

 大阪メンバーからの提案もあり、しばらく途絶えていた獅子舞を演じるこ

とになりました。事前練習も全くしない、まさにぶっつけ本番でしたが、や

はり、昔、体で覚えたものはなかなか忘れるものではありません。 

 最初は少々戸惑い気味でしたが、中盤からは周囲のみなさんから拍手や掛

け声を頂き本調子に

なっていきました。 

 なんとか昔から伝わ

る行事を残していきた

いものです。 

 みなさん、今後も支

援よろしくお願いしま

すね。 

収穫祭（11/5）  

獅子舞  
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昨年に引き続き、収穫祭を実施！祭は

やっぱり盛り上がります！！ 

晩

 

尼ヶ岳の山頂付近での一コマ。一足早

い秋の気配です。 

冬に向けて、着々と軒下に薪が積み上

げられていきます。 



 三重大学から大原興太郎名誉教授に来ていただき、講演会を開催。いつも

水質検査で御世話になっている加藤教授も一緒にかけつけてくれました。

テーマは「生き生きとした生活を送る秘訣はあるか？コーおじさんと伊賀と生き生きとした生活を送る秘訣はあるか？コーおじさんと伊賀と生き生きとした生活を送る秘訣はあるか？コーおじさんと伊賀と生き生きとした生活を送る秘訣はあるか？コーおじさんと伊賀と

上高尾上高尾上高尾上高尾」。聴講者は23名を数え盛

況。大原先生の上手でわかりやすく

ユーモアを交えたお話は飽きさせな

い実のあるお話でした。 

 少子高齢化・過疎化など上高尾が

抱える問題への対応や気持ちの持ち

方などについて、考える時間が持て

たひと時でした。  

 上高尾を朝７時に出発し、恒例の大阪南田辺商店街へ出張販売に出かけ

ました。今回は初めて女性が2人参加し、いつもより華やいだ雰囲気が漂い

ました！源流米のほか、しいたけ、寄せ植え、杉玉、ふきのとう、など上

高尾ならではの品物が並び、今回で３回目ということもあって、馴染みの

お客さんも来てくれ「お米おいしかった」とか、「甘い米やなあ」とか

「米粒小さいのとちがう？」とかいろいろ声を掛けていただき、やりがい

を感じた一日でした。 

 秋の新米収穫時には是非来て欲しいとの声も頂き意を強くしました。ま

た、大阪メンバーや京大メ

ンバーの皆さんにもお手伝

い頂きありがとうございま

した。安売屋さん、今回も

大変御世話になりました。

これからも御世話になりま

す。  

講演会（2/12）  

第３回大阪南田辺出張販売 （3/10） 

Page 6 

冬 

上高尾の春夏秋冬2011～2年目の活動記録 

今年も上高尾の冬を彩る雪が積もりまし

た。雪化粧した景色も乙なモノですよ！ 

 京都大学農学部の小田ゼミと交流を続けている縁で、京大の学園祭に出店することが実現しました。メ

ンバー４人で出陣し、京大の八木君、上西君には終日販売をお手伝い頂きました。上高尾源流米、じゃが

いも、しいたけ等特産品が好評。そして、大阪メンバーの平山さん一家も訪

れてくれました。夜は京都伏見で懇親会、嵯峨野で宿泊と秋の京都を満喫し

ました。 

 次回は女性メンバーが出陣予定。みなさん、今後も支援よろしくお願いし

ますね！ 

京大祭へ出店（11/26）   

冬になると炭焼きのために釜に火が入

り、緩やかに煙があがります。重労働で

すが、できあがった「菊炭」は日本の伝

統文化の一端を担っています。 

クヌギから茶道に使用される「菊炭」が

できあがります。美しい文様ですね！ 



今後の活動などトピックス 

男性メンバーによるもてなし料理（3/10） 
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◇ 今年と同じように、田植え＆案山子づくりを555月月月

555日（土）～日（土）～日（土）～666日（日）日（日）日（日）に開催することが決定して

います！ 

◇ 子供キャンプ(源流遊び・子供科学実験)を8月に

予定しています。大阪・上高尾の親子総勢100人規

模の交流会です。興味のある方は参加下さい！ 

◇ こんにゃくを加工するための施設を準備中です。

今年は皆さんにも例年より楽に手作りこんにゃく

体験などをして頂けるようになるかも？！ 

◇ 炭焼き体験をしませんか？炭焼きに使うクヌギ

は植付けから8年程度かかります。一緒にクヌギの

植え付けから炭焼きまで1年間を通して学んでみま

せんか？ 

◇ お米のオーナーになりませんか？年間で契約して

頂くことで、旬の野菜もおつけします。 

◇ 上高尾の風景を一緒に守りませんか？草刈などの

労力が大変で困っています。春から秋にかけて汗

を流すのもいいですよ！ 

◇ 冬には注連縄（しめなわ）を作りませんか？正月

に迎える年神を祀る依り代です。購入するのでは

なく、自分の手で神様をお迎えするのはいかがで

しょう？ 

◇ 活動に参加して頂ければ、上高尾の空き家に少し

手を入れた「上高尾の家」を利用頂けます（有

料ですが・・）！薪風呂や火鉢で、少し前の日本

の生活に想いを馳せるのも楽しいですよ♪ 

 大阪での出張販売の当日、販売に加わらなかった居残り組の男性陣は、日ごろ

御世話になっている女性メンバーをもてなす料理をつくりました。少し前に自治

会の男の料理教室で勉強した際のレシピを片手に腕を振るいました。出来栄えは

なかなかのもので、辛口の女性メン

バーからお褒めの言葉を頂きました♪ 

 いつもは女性陣が作ってくれている

料理ですが、たまにはこういう逆バー

ジョンも新鮮でいいものですね。こう

した女性もてなし料理は、初めてのこ

とで、この会も少し成熟したんじゃな

いかなと実感しました。  

どうです？なかなかどうして、立派なもの

でしょ～（笑） 

「上高尾の家」利用者募集！ 

 昨年までは上高尾の交流センターを利用していまし

たが、今年、上高尾を訪れてくれる皆さんが少しでも

気持ちよく過ごせるようにと、空き家を少し手入れし

て、利用できるようにしました！十数人の利用可で

す。なお、お湯はでますが、薪風呂も利用できます。 

 ちょっと日々の喧噪を抜け出して一息ついて頂くも

よし、上高尾で汗を流して休憩するもよし、仲間と避

暑に来られるもよし、大学のゼミやクラブの合宿利用

もよしです！！利用頂くことで、また上高尾の家の補

修・修繕を行いたいと思っていますので、是非ご利用

下さい。これまで上高尾に関わりのない方でも、メン

バー同行であれば利用して頂けます。 

【料金】3,000円/日・人（子ども無料） 

休憩の利用は募金箱を置いていますので、気

持ちで結構ですのでお願いします。 

【備考】寝具は2つあります。自炊です。調味料は寄付

して下さったものがありますが、常にあるとは

限りませんので、ご了承下さい。 

 

 

「上高尾の家」概観「上高尾の家」概観「上高尾の家」概観「上高尾の家」概観    



〒518-0216 

三重県伊賀市高尾4503 

【 Email 】 furusato@asint.jp 

【 Blog 】 上高尾からノラの息吹  

        http://blogs.yahoo.co.jp/kamitakao 

【Twitter】 http://twitter.com/kamitakao 

ふるさとづくり上高尾の会 

【企画・編集】ふるさとづくり上高尾の会事務局 

【編集・協力】株式会社農楽（NOUGAKU） 

【発 行 日】平成24年3月 

 

※本冊子は「食と地域の交流促進対策交付金」を活

用して作成しています。 

 「これぞ、安心・安全ですよね！」。先日、テレ

ビでみたインタビューに違和感を覚えた。これはレ

ストラン内で水耕栽培されている野菜で作ったサラ

ダについての感想。 

 安心・安全ってなんだろうか？なんで水耕栽培が

安心で安全と思うのだろうか。人間は自分の目でみ

たものを信じる。虫喰いもなく、綺麗で必要な養分

だけを供給して育てている。だから安全で安心でき

るという訳だ。昨年の震災以降、より安心・安全で

あることがクローズアップされているが、食の安

心・安全とは一体何なのか？ 

 これについて、日本農業新聞に養老孟司氏の記事

が分かりやすいので、その一部を引用してみる。

「実験室のネズミの同じ器官でも雌雄に違いがあっ

たり、他の種類のネズミとはまた違ったりする。こ

ういうことは、そのネズミが野生で暮らしている状

態が分からないと、なぜ違うのかという理由が分か

らない。ネズミが決まった条件で生きている、それ

が本質的で大切なこと。実験室で飼われているネズ

ミって、あれはいったいなんなのだ。（略）野菜を

水耕で育てる。それを食べて生きていくには十分か

もしれないけど、何かが違う。何が違うのか。 

 地面で育つと、土の中に何があるか、よく分から

ない。科学で言えば、条件がきちんとコントロール

できない。すべての条件をできるだけコントロール

すること、それが近代科学の考え方。地面の中にす

む微生物は、とりあえず無視する。いないことにす

るのである。それなら土ではなくて水だっていい

し、合成された物質でもいい。そこで育った作物を

食べたくない。そう感じるのはまさしく感覚であ

る。実は文明は感覚を抑圧する。感覚が鋭いのは動

物、ヒトなら子どもである。そういう感覚が消えた

ヒトを増やせば、有機農業もくそもない。生きられ

れば、それでいい。」  

 

 さて、「淀川流域ノラおこしプロジェクト」とし

て交流を開始して今年で3年目。 

 淀川という日々飲む水で水でつながっている地域

で栽培する農作物。同じ「見える安心」でも、土に

触れ、作物ができる風景を愛でながら、直接的、あ

るいは間接的につながることで得られる「感覚」。

この安心感はレストラン内の水耕栽培とは根本的に

異なるものではないだろうか。  

 都市と農村。それぞれが抱える問題は個別のもの

ではなく社会全体の悩みである。流域で支え合いな

がら解決していく時代が、今まさに必要とされてい

る。                              （伊藤 浩正） 

安心で安全とは何か？～あとがきにかえて 


