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農家の話を聞こう　　｢おもしろかった｣と参加者
　　　　人と作物(自然)が一体化する
　　山川正信さん(山形県新規就農者ネットワーク会長)

農家の話を聞こう　　｢おもしろかった｣と参加者
　　　　人と作物(自然)が一体化する
　　山川正信さん(山形県新規就農者ネットワーク会長)

第43号

アンガージュマンとはフランス語で社会参加という意

　為崎緑（中小企業診断士　本法

人講師）さんの計らいで、昨年10

月から山形物産市を上町を中心に

開催してきました。この度、山形

県が農水省(国)の助成を受け、物

産と人（就農）の交流事業をアン

ガージュマンとの協働で進めるこ

とで更に具体化してくれました。

今後は、本法人が助成を頂いてい

る基金２１(県協働事業)とタイア

ップし、県域就労支援ネットワー

クの位置づけで積極的に取り組ん

でいきます。その一環として、去

る8月22日(水)にアンガージュマン

と横浜リロードの二か所で「農家

の話を聞こう」との講演会を山川

正信さんと佐々木秀徳さん(山形県)

をお招きして実施しました。では

中継報道の始まりはじまり。

　いやぁ、暑い夏でした。といっても、夏は終わりというのにまだまだ暑いですね。先月は水不足につい

て書いたと思うのですが、今月は何と言っても電力不足。中越沖地震のため、電力供給が不安定になると

いうのは周知の通りです。省エネという言葉が使われるようになって随分年月が経ちますが、この言葉に

いまだに実感がないのはなぜでしょう。大量消費の右肩上がりの経済、というイメージの生活からいまだ

抜け出すことが出来ていないからではないでしょうか。ロハスなどと敢えて言わなくとも、ゆっくりと、

そしてゆったりした生活を試みている人はどれくらいいるのでしょう。アンガージュマンに集う人々は社

会にどのようなメッセージを持っているのか、今更言うまでもないと思います。

　さて、偉そうなことを書いておりますが、アンガージュマンは多忙を極めております。ひとえにスタッ

フ能力不足によるところででしょうが、社会に請われていることも大きな理由です。ついでに、じ～っと

していられない人ばかりが集まっているのではないか、とも思います。山形の事業も飛躍しますから、今

後もより一層…。本屋でまったり接客して、八百屋で安全な食を提案する、などということが今よりゆっ

くり出来たらなぁ。今後の課題でしょうね。頑張ります！！←これがダメなのか！？

さかのうへのたはごと　　長月　　島田徳隆さかのうへのたはごと　　長月　　島田徳隆

2007年9月のアンガージュマンの予定2007年9月のアンガージュマンの予定

◆4月より利用料金が改定されました。各種講座は全て有料(1,050円)です。これまで実費負担のみでお願

いしていましたカラオケ・バドミントン・卓球・ボウリング・料理・ケーキづくり・映画や各種講座(乗

馬･アクセサリ･ギター)や社会見学など、講座利用料(1,050円)と実費が個人負担となります。

★毎週水曜日の昼食はしばらくお休みします！各自昼食を用意してくださいね！！

▼キックオフプロジェクトは1年を前・後期に分けておよそ25講座をご用意いたします。週1回のミーティ

ングを実施し、お互いに協働と理解を進めます。販売士受験講座・SST(ソーシャルスキルトレーニング)

・各種ボランティア・はるかぜ書店実地研修を進めます。

編集
後記

　投稿記事を募ったものの…。結果は惨敗。

これも私の不徳のいたすところでしょう。

精一杯頑張って書きますとも！！えぇえぇ。

　さて、山形県との交流もいよいよ始まり

ます。老若男女誰でも…ってわけにもしか

ないとは思いますが、興味のある方はどなた

でも遠慮なく事務局までお問い合わせくださ

い。利用者の方々も旅行気分で全く問題なし。

まず最初は山形を満喫するところから始めて

みませんか？私は楽しみです♪♪(島田徳隆)
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「山川さんは43歳、鎌倉出身。大

学卒業後9年間ファミリーレストラ

ン勤務。下のお子さんがアレルギ

ー、奥様も食事療法に苦労、転職

を考えていた。」「元々祖母が山

形出身、夫婦で農業の本を読み、

転職なら農業？と。ある時情報誌

の最終ページに就農組織の宣伝が

あり、東京出張帰りに飛び込んで

相談した。」「勉強はしていたが

、実際には何も知らない。体一つ

で山形に飛び込むと、会う人会う

人が力になってくれた。無我夢中

で作物を育てながら先輩農家に一

つ一つ聞き教わった。」「農作物

は生き物。農業は天候に左右され、

自然や時間を体で感じる仕事だか

ら時計はいらない。」「食事の時

『いただきます』と言うが、命(作

物)を頂いているから感謝する表

現。あいつら（農作物）は何も言

わないが見ていればわかる。生き

物と向かい合っているから。彼ら

(農作物)に我々(人間)が生かされ

ている。」「水、気温、土が大切。

特に土は生きている。肥料だけで

なく微生物の存在が大きい。」

「農業に成功も失敗もない。」

「最後に一言、『農業は誰にでも
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トウモロコシをむく山川氏
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はるかぜ書店だより

～アンガージュマンの予定～
(キックオフプロジェクトの予定)
１１日(火)　山形物産市
19日(水)　山形農業体験ツアー
　　　　　　　　　　　　　　　説明会
～各種講座～
3日(月)18日(火)販売士受験講座
5日(水)乗馬講座
12日(水)ラッピング講座
7日(金)10日(月)12日(水)
　キックオフミーティング

26日(水)アクセサリ講座
毎週月曜日はギター講座
ＰＣ講座は随時受付中！

～あばうとの予定～
毎週月曜日はギター講座
ＰＣ講座は随時受付中！
21日(金)2:00～5:00会議につき閉室

～ネクストの予定～
21日(金)2:00～5:00会議につき閉室

～コーディネートセンターの
　　　　　　　　　　予定～
14日(金)2:00　ＳＳＴ
随時、相談受付中。まず連絡を!

～はるかぜ書店の予定～
8日(土)フリフリフリマ出店
～セルフヘルプ～
1日(土)クロス
8日(土)ウィル
15日(土)未来
23日(日)DAD

今月の予定

8月は4日にクロス、11日にウィル

、18日に未来、26日にDADが行わ

れました。毎月開かれています。

ちょっとお話していきませんか。

もちろん自由参加ですよ！

　もうすぐ秋ですね！秋といえば…食欲の

秋、芸術の秋、そして行楽の秋！！

　食欲を満たすにはまず書籍を探して、旨

い店を探す。芸術を味わうには美術館情報

を書籍で探す。そして楽しい旅行には旅行

誌を見ることでしょう。はるかぜ書店には

それらを全て充たす書籍があります。

　賢い読者の皆様には言わずもがな。「るるぶ」があるじゃあ

～りませんか(古い)。島田のオススメは下町をマッタリ散策。

どうも最近流行しているみたいで、他にも多くの本が出版され

ています。細い路地などをブラブラ歩きながら、日々の喧騒か

ら離れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。

　そんなことを言いながら、紹介するのは下町ではなく根津美

術館だったりします。こじんまりとした敷地に広がるすり鉢型

の庭園は特に強くお勧めします。周りのビルは若干見えますが

ちょこっと四季を感じるにはもってこいの場所です。もちろん

所蔵品もお勧めですよ。

　ぜひ、はるかぜ書店に立ち読みに…座り読みにでもかまいま

せんので、お立ち寄りくださいませ。

　　　　　　　はるかぜ書店　横須賀市上町2-46　046-804-7883

活 動 報 告

上町の逸品はエコ♪
　～打ち水大作戦･8/11～

農家の話を聞こう(1面より続く)

できる。』なぜなら農作物は何も言ってくれないから。」

　山川さんの｢あいつら｣｢彼ら｣と農作物を擬人化した表現が素敵

でした｡人間も農作物も生き物として区別しない山川さんの生き方

がそこにありました。10月には10名以上で山形の農業体験ツアー

を具体化します。9月下旬には説明会を実施します。ぜひ、賛同及

び参加の声をアンガージュマンへお寄せ下さい。(事務局:滝田衛）

　今年のキャンプは一味も二味も

違いました。一つはバスを借り切

ってみんな一緒の行動（日帰り参

加も…）。二つ目は南足柄で実施、

バンガローとテント生活。そして

お祭り（ゲームや本の販売等）、

夜は親たち・他団体との交流会等

など。では2泊3日の報告です。

　晴天の7月28日（土）、小学生か

ら大人までがバスで上町を10時30

分に出発。町内会は3年に一度

のお祭り当日、協力できずに

ご迷惑を…とキャンプ実施を

お伝えしていませんでした。

しかしお隣の薬屋（石渡）さん、

「前もって言ってくれなくっちゃ、

気をつけて」と虫刺され治療薬の

差し入れ、感謝(涙)。途中、海老

名ＳＡで昼食休憩、順調に1時過

ぎに到着。荷物(大道具、小道具

いっぱい）を協力して下し、バン

ガローとテントへ移動。その後丸

太の森を散策。途中で民家見学、

輪投げや氷を食べたりして、広大

な森を堪能しました。その日は大

人賄いの夕食を食べ入浴、就寝前

のおやつタイムをとって就寝…？

深夜まで外を散策する人たちも。

翌29日（日）は、いよいよ他団体

との交流。子どもたちは"パーフェ

クトピッチング"ゲームを運営し、

若者たちは講座（他団体企画）講

師の書籍・ＣＤ販売の移動"はるか

ぜ書店"経営。また自前の講師たち

もネイチャーゲームやクラフト・

自然観察を運営し子どもも若者も

楽しみました。特に子どもたち運

営のゲームは好評で、多くの子ど

もや親に楽しんでもらいました。

参加者も広大な丸太の森をあちこ

ちと移動、夕方にはくたくた。ネ

クスト講師の田中さんも日帰り参

加で楽しんでくれました。一緒に

来た男性は？？？夕食は子どもた

ちが作りました。と言えばカレー、

いえシチューと焼き肉。夕闇の深

まりと共に遠くでゴロゴロ(雷)、

しかし雨は降らず。子どもも若者

も時間を忘れ、お風呂も忘れ…語

り場に。しかし次第に親や他団体

が集まり交流会（居酒屋風？）が始

まりました。(筆者はここでダウン)

最終日30日(月)、親たちが朝食を

作り皆で黙々(疲れ睡眠不足)と食

べ、いよいよ片付け…開始という

時にポツリポツリと雨。徐々に激

しさを増し、帰りの集会場へ向か

う時はドシャ降り。一時避難が結

果的には他団体との交流となり、

  お別れができました。バスの迎

　　えも早かったのであわてて乗

　　　車し、11時には帰路を急ぎ

　　　ました。バスの中は元気復

　　　活、ビンゴ合戦で盛り上が

りました。海老名ＳＡで昼食、お

土産を買ったりアイスを食べたり、

雨も上がりました。上町に　1時

過ぎに到着、祭りの後の余韻を感

じながら三々五々解散。

エピソード１「小学生の腕白ぶり

に怒りながらも自重する中学生の

姿が素敵でした」

エピソード２「若者Ｉさん・Ｔさ

ん、子どもたちを後ろから見守る

姿に感謝でした」

エピソード３「子どもや若者と同

じ目線で行動する親や講師のご協

力が感動的でした」

おまけ・・・「Ｇくん、ビンゴと

笑顔をありがとう」

　　　　（旅行同行記者：滝田衛）

足柄丸太の森ものがたり

  キャンプで元気に
　　　　他団体との交流も…　

キャンプ特集

　上町商盛会では昨年より一店につき逸品をプロデュースしてい

く事業を開始しました。もちろんはるかぜ書店でも逸品を考え出

したわけです。その逸品とは風呂敷の利用法に関する本の数々。

　今年度は第二段として、環境を考えるというテーマに各店が色

色な知恵を出す、という方向で決まりました。また、それに沿っ

た商品をプロデュースしていくことも行っていきます。さて、一

体どんな商品が出てくるのか…ご期待ください。

　8月11日には各店が逸品を販売すると同時に夕方4時より横須賀

市と連携して｢打ち水大作戦｣を敢行しました。地球温暖化対策の

全国的なキャンペーンの一環で、路上に水をまく前と後の温度差

を計測しました。最も差が大きいところで0.9度下がりました。

実際の温度差より体で感じる涼しさが大きいように感じました。

ただし日陰だけ…。読者の方々はぜひご自宅前でお試し下さい。

もう、秋が近いですけども…。         (上町商盛会 島田徳隆)
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　8月は毎週のように山形物産市

を行いました。巻頭記事にあるよ

うに集大成は山形県から山川さん

をお呼びしたりと、遠いはずの山

形も身近に感じます。

　まず4日は開国祭ということで

横須賀中がお祭り騒ぎといった様

相です。その一角、ドブ板通りで

山形物産市を行いました。冷やし

トマトや冷やしキュウリを売り、

いつもとは異なる雰囲気でした。

　11日は毎月恒例のはるかぜ書店

前にて。かなりの暑さに立ってる

だけでフラフラするほど。それで

も買いに来てくださるお客様がい

らっしゃいます。

　18～19日は山形県新規就農者ネ

ットワークと合同でヨコハマカー

ニバルの協賛バザーに出店。農家

の方々と一緒に売るのは新鮮な体

験でした。どこでも総じて野菜や

果物の評判がよい！是非読者、会

員の皆様方、月に一度お試しあれ。

お待ちしております。(島田徳隆)

ヨコハマ
カーニバル
右上・右下

ドブ板通り
左上・左下

農業体験ツアー説明会開催！

パーフェクトピッチング営業中

夕食を囲みながら耳を押さえる

↑花火
↑接客！




