NPO 法人 やまぼうし自然学校
ニューズレター
201７年度 冬号（1 月３０日発行）
きのう、今日、あした。自然とともに生きる暮らし方を見つめていきます。

美しき地衣類
11 月 9 日（長野校）

＊＊＊代表理事のひとりごと＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
加々美貴代（がみちゃん）
2018 年がスタートした。
設立 20 周年まで 2 年という今年は、
何をなすべきか。一昨年から職員の起案で「組織改革」に着手
してきた。改革なんて大げさだけど、継続を目指して業務の見
直しを図っている。2000 年に NPO 法人となり、先代から、ふり返る暇もなく種
を播き続け、来るものは拒まずやってきた 17 年。良いか悪いかは別として、私が
関わった 15 年間は、苦労も多かったが、充実した楽しい日々だった。
「NPO で働く意味」
「NPO の仕事」について、これからを担う職員とともに考え、
作り上げていきたい。みんなにとって「やりがい」のあるやまぼうし自然学校であ
り続けるために。
―わたしたちは春夏秋冬、長野本校と埼玉校・東京校で活動しています―

スタッフよりひとこと
保母 裕美（ほぼちゃん）
サマーキャンプのリピーターが何人も来てくれた年末のスノーキャンプ in 信州。
36 名の子供たちとの雪三昧。雪山のキラキラの景色、フワフワ雪の楽しさ、ち
ょっと勇気を出して、自分の力で頑張ってやり遂げる達成感。インプリさん、宿
のオーナーと共にやまぼうし流が伝えられた 3 日間でした。
小菅 彩（こあちゃん）
キャンプや遊び隊、雪が少なめだと雪遊びができるかいつもドキドキ…
それでも雪遊び前にいつも雪が降って楽しく雪で遊べました。ふわふわ過ぎて雪
だるまやかまくらがなかなか固まらなくて大変です。
平林 丈嗣（ひらりん）
雪、霧氷、樹氷、雪掻き、薪ストーブ…etc 冬がやってきた。寒いけれど楽しい
冬。楽しいからアッという間に過ぎて行ってしまう冬。安全に存分に楽しもう！
山田 梨加（なっしー）
12 月に初めての女性向けイベント、森のクリスマスパーティーを開催しました。
焚火料理をしながらの女子会。自然好き女子の交流の輪がもっと広がっていって
くれたら嬉しいな♪
松尾 信子（まっつん）
元旦は真田山長谷寺のイベントのお手伝いで始まりました。おみくじをひいて、
心静かに鐘をついて、温かいおでんをいただき、帰りは温泉へ。こんなふうに穏
やかに毎日を過ごせたらいいなあ。浮かれすぎず、賢く、気持ちのよい汗をかき、
広い心で、姿勢よく、話は簡潔に！が今年の目標です。
石川 順子（じゅんこさん）
最寄り駅、跨線橋の隅にあったカヤの樹が根元から伐採された。
もっとも「カヤ」だと気づいたのは、やまぼうしに関わるようになってからだけ
ど。実をつけていたこの樹にも、ネームプレート懸けておきたかったな。
仲川 好乃（よっちゃん）
年の瀬の夕暮れ近く鳥たちの群れが目の前の木に止まり
おしゃべりが始まりました。そこに飛び込んできた、青い鳥（ルリビタキかな）
幸せの青い鳥 !! 幸せを運んできてくれたのでしょうか。
2018 年 皆様にとっても、幸多き年になります様に
太田 明子（ずけちゃん）
小豆一粒からハンガーまで、色々なものを「どーぞ」する息子。一見何の脈絡も
ない行動も、親に受けた愛情の恩返しをしたいと願ってのことだとか。“こども
に助けさせる”ことが自尊心を育てると聞き、必死に受けとる毎日です（笑）
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※Ｅmail アドレスが上記のように変更になりました‼※

新人さんいらっしゃ～い‼

会員企画イベント

201７年も新しいスタッフ、インプリさん、ガイドさんが仲間になりました。
今回はスタッフの松尾と上高地ガイドデビューされた高山隆子さんから一言ずつ
頂きました。

5 月に繁忙期のお手伝いをはじめ、10 月より
正式に職員となりました松尾信子です。東京→
山梨県の清里→八ヶ岳→霧ヶ峰と渡り歩き、菅
平に辿り着きました。好きなことはサッカー観
戦、本、映画、音楽、ドイツ、写真、ゆるりと
した登山、温泉など。事務所ではもっぱらパソ
コンに向かっていること が多く、片付け・
10 月 焼岳
BGM・おやつ担当になりつつあります。職員
として業務をこなすのはもちろんですが、イン
タープリターとして常にインプットの気持ち
を忘れずに、目の前にある自然や人々に日々丁
寧に向き合っていきたいなと思っています。菅
平も上高地ももっともっと歩きたいな。よろし
くお願いいたします。
文・松尾
昨年からの養成講座で、上高地の地形、植物の
生育、花の名前など皆、理由があることを知り、
ぜひガイドになりたいと思いました。まだまだ未
熟ですが、10 月に検定を受け、翌週ガイドデビ
ューさせていただきました。当日は台風の予報で
心配しましたが、幸いひどい天気にはならず、ほ
とんどのお客様が参加されました。お客様は、め
ったに来られない上高地を楽しみにしているこ
とに身が引き締まる思いでした。時々雲の間のぞ
く穂高連峰、カラマツの黄葉など、私の拙いガイ
ドでも喜んでくださいました。ガイドをすること
は難しいですが、お客様に喜んでいただくこの仕
事はやりがいがあります。これからも、ご指導ご
鞭撻よろしくお願いいたします。
文・高山
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ダッチオーブンで BON APPETIT! ～大人の焚火フランス料理作り～
2017 年 10 月 22 日実施
三年目の今回もどのような野外料理にしようか
悩んだ。地元食材、調理器具、味付けなどから
会場設定まで、考えるほど選択肢が狭まる。今
回は田中さん、石橋さん、加々美さんらの共同
参画で、今までより多くのアイデアが出てきた。
私としては想像できない部分もあったが、当日
になると意外にも上手く進んでゆく。終わる頃
には次のアイデアも浮かんでくる。一人で考え
を重ねてゆくと拘りがうまれ頑なになり、可能
性を狭めてしまう。多くの人で知恵を絞れば文
殊も微笑み、大衆の興味を引き付ける方向が見
えてくるだろう。次回は拘りを捨て、お腹が減
るアクティブな企画も盛り込んでみたい。次回
を楽しみに。
文・三吉 博之

信子

クリスマスがやってくる♪菅平高原の自然木でトナカイを作ろう！
2017 年 11 月 2５日実施
高山さん

高山さん

2 回目となったトナカイ作りイベントは事前準
備の森から自然木の切り出しから始まりまし
た。当日は参加のみなさんにはモノ作りの楽し
みと同時に自然木の素晴らしさも感じていただ
くため、材料のキット化をせず会場には大きな
幹や枝が運び込まれ自分たちで木を切るところ
から作業しました。出来上がったトナカイにお
子さんたちみんなでまたがって記念撮影。みん
なが作ったトナカイとともにクリスマスがやっ
てきました。
文・金井 哲央

隆子
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ナチュラル系女子の森のクリスマスパーティーin 軽井沢
12月9日に、やまぼうしとして初
の試みである女性向けイベント
を開催しました。
軽井沢の森の邸宅で、ダッチオー
ブンを使って焚火料理をしなが
ら、女性同士の交流を深めようと
いうイベントです。
パンの講師として、軽井沢で天然
酵母を使ったパン教室・
Enchiner(アンシェネ）を主宰さ
れている中野志保さんにもご協
力いただきました。
当日は遠方は関東からもご参加
いただき、9名の方に集まってい
ただけました。

どれもとっても美味しくできあがりま
した。
女子会というだけあって、話はつきず、
皆様楽しそうにご歓談されていました
♪女子会、第 2 弾もまた開催できたら
いいなと思っています。
文・山田 梨加

首都圏

多摩丘陵イベント報告

2017 年 11 月 24 日実施

萬松寺裏 六地蔵付近

昨年に続き、
秋晴れの中、町田市の小野路周辺で観察会を
近
開催しました。参加者は12名と少なめでしたが、このイ
ベントを楽しみにしている参加者も多く、インストラクタ
ー2名の2班編成で臨み、紅葉を愛で植物をじっくり観察
し、古道歩きを楽しむ贅沢な観察会となりました。
萬松寺谷戸

鎌倉古道

当日のメニューはこちら・・・
◆前菜 2 種（カレーベーグルのピ
ンチョス/花豆とペッコリーノチ
ーズのマリネ）
◆白菜とリンゴのサラダ
◆まるごとキャベツのスープ
◆ローストチキン～冬野菜添え～
◆天然酵母パン（ちぎりパン/カン
パーニュ/レーズンとナッツのカ
ンパーニュ）
◆焼きリンゴ＆自家製小布施牛乳
ジェラート

小田急線鶴川駅からバスで移動し、
「小野路里山交流
館」から観察会スタートです。小野路は古くから鎌
倉街道、大山街道ほか幾つもの街道が集まる交通の
要所で、江戸時代には宿場町として栄えた風情ある
街です。

小野神社の紅葉
また小野路周辺の丘陵地帯は、東京都の
歴史環境保全地域に指定され、
日本の里山の原風景が残る貴重な場所です。
午前中は、秋の植物を中心に自然観察をしな
がらの里山歩きと、中世の砦址の小野路城址
や小町伝説がある小町井戸などの歴史探訪
を楽しみました。
里山交流館の庭
よこやまの道（一本杉公園）

お楽しみのランチは地元食材を使ったうどんとコロッケ
を味わいました。交流館館長じきじきの PR があり、ラン
チタイムに華を添えてくれました。午後は、幕末に新撰組
の近藤勇が小野路の小島家道場に通ったとされる鎌倉裏
街道や、多摩ニュータウンの尾根筋にあたる多摩よこやま
の道の古道歩きを楽しみました。和やかでのんびりと小野
路の自然を充分満喫した秋の一日となりました。
文、写真・首都圏登録インタープリター

3

一本杉公園

山口

久基
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賛助会員レポート

炭焼き
昨年 11 月に 2 回炭焼きをしました。インプリさんと一緒に立て込み、火入れ、
温度管理、掻き出しをしました。また、掻き出しの時には東京の森林インスト
ラクター養成コース・長野のインタープリター養成講座の受講生や上田市主催
の森の体験塾参加者の方々にお手伝いいただきました。火入れから掻き出しま
では４日間かかります。
『みんな灰になっていないだろうか？変な炭になってい
ないだろうか？』ドキドキしながら火を見守り掻き出します。結果、２回の炭
焼きで 18 箱の炭が出来ました‼収量は上々です。質の方は……まだまだ、精
進が必要です。こまめに火の様子をみて世話をする。ゆったりとした時間の中
で色々な事を考える。１年に何回かそんな日があってもいいのではないのでし
ょうか？
文・平林 丈嗣

やまぼうしには陰で支えてくださっている賛助会員さんがたくさんいます。
そんな賛助会員さんの近況や、やまぼうしへの思いをお聞きしました。
皆さんこんにちは。フィールドネーム『かっつん』から改め『クレソン』こ
と長野県レクリエーション協会事務局の畠山です。
私がやまぼうし自然学校さんに出会い早１３年が経過しました。
日本レクリエーション協会認定『レクリエーションインストラクター』を取
得し、レクの世界に飛び込んだばかりの頃、明科町（現安曇野市）でのキャ
ンプに加々美さんとキャンプスタッフとして参加したことがきっかけで、現
在は、年 1 回程度繁忙期のみ参加という形でやまぼうし自然学校さんの事業
に関わらせていただいています。
最近、団体・個人の活動を通して、
『目的を共有する事の大切さ』を実感して
います。昨年、日本レクリエーション協会は、レクリエーションという言葉
の主旨（目的）を「心を元気にすること」と定義しました。それを実現する
ための手段である「レクリエーション活動」とはっきり区別して用いる事と
され、かつての“技術重視のレク活動”から、
“目的重視の視点“へと時代と
ともに認識が変化しているようです。現場でお会いした際はよろしくお願い
します。
文・畠山 桂

これは何でしょう？

A
フェルトの様で、コケでも地
衣でもない。何でしょう？
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B
トウモロコシのようですが、
茎のようでもあります。
茎のよう

C

畠山さんとは私がやまぼうしに
入る前、野外活動の仕事をしよう
と模索中に、町の教育員会主催の
５・６年生対象の「みっけキャン
プ」で出遭いました。他にももう
一人、その時のご縁で会員さんと
してお手伝い頂いている方がい
ます。当時のキャンプネーム「き
よちゃん」と私を呼ぶ二人です。
懐かしくもあり、今もお手伝い頂
き感謝です。
文・加々美

貴代

魔女のおまじない？木に何
か刺さっています。
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【長野校】森でモリモリ遊び隊
10 月 遊び隊祭り

今年もたくさんのお店が開き、盛り上がりました。

お祭り準備

11 月

カフェで出す
ホットケーキ作り

竹細工屋さん

どんぐり送り
協力してゴールまで

11 月 4 日

間違えずに数字を
タッチできるかな？

焼きリンゴとクラフト

火おこしのやり方復習
うまくできるかな

焼きリンゴはトッピングを
しておいしく食べました

松ぼっくりを使って
クリスマスツリー
彩

独楽回しの先生は子どもです

独楽もアクセサリーに！

くまさんの畑で芋ほり

ゲームタイム

12 月 9 日

文・小菅
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10 月 7 日 雨の午前中は独楽作り、雨が上がり外での活動

ぶんぶん独楽

ゲレンデ散策とチャレンジゲーム

11 月に雪合戦！！

12 月

【埼玉校】フォレストキッズ

芋ほりもなかなか重労働！

川沿い探検

くまさんの畑でやきいも

おいもを濡れた新聞に
つつむの難しいね

焼き芋なのに
なんで畑のかたづけ？

火が付いたら納得、
急ピッチで作業も進みます。
文・仲川 好乃
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教員の嫁・よそ者暮らし～新潟市編～

評価会報告
2017 年度評価会報告

昨年 11 月、全国でも最大規模の自然食品のお店が

年度末恒例の長野評価会 12 月 17 日小諸市安藤百福自然体験活動指導者養成セ
ンター・首都圏評価会 12 月 23 日新宿区エコギャラリーでそれぞれ行いました。
1 年間の各事業について、職員より実績報告と安全管理報告をし、ご出席いただ
いたインタープリター会員さんと共に評価をする場です。

オープンしました。お米、お野菜、お肉お魚、調味
料などオーガニックの食材ほとんどが手に入る大型
店舗です。
“You are what you eat.”
（あなたはあ
なたが食べるものでできている）とは、有名な言葉。

2017 年度より事業をチーム制で担当し、事業①体験学習・インプリ講座・委託、
事業②キャンプ・遊び隊・イベント、事業③上高地・首都圏と、それぞれチーム
で役割分担し効率化できた反面、現場担当者への引継ぎが課題となりました。
首都圏講座事業は、年々継続するごとに改善点を克服し、一番の成長事業になっ
ています。講座講師を担当されている会員さんの指導力もアップし、主催イベン
ト事業への企画・運営・展開も順調に進んでいます。

「自然農」を手掛ける友人の影響もあり、こどもを
授かってから特に食材には氣を使い選ぶようにな
り、家から車で 5 分のこのお店は、今や有り難いわ
が家の台所です。
一方で、より氣を使うのが、自分の人生の選択です。
“You are what you choose.”
「あなたの人生はあなたが選んだものでできている」。
「健康」という食材選びには

長野評価会ではインタープリテーションスキルアップ研修として、軽井沢のピッ
キオ野鳥の森ビジターセンターのベテラン職員さんによるネイチャーウォークを
体験しました。インタープリターの役割は、地域の魅力を引き出すこと、その魅
力を付加価値と共に商品にする楽しさ、森林や自然の重要性を発信すること、体
験を提供し参加者の森への意識に変化をもたらすこと。

分かりやすい指標が、人生となると「幸せ」などとたんに捉えどころのない指標に
なり、食材選びよりも悩ましい。多様な幸せのカタチがある今、ともすれば、とな
りの青い芝が羨ましくなってしまいがちです。
そんな時代だからこそ、自分で自分の人生を選ぶ“指標”が必要だと実感します。
人生の指標とは、自分の“軸”
。存在意義とも言える“軸”を思い出させてくれる

今後のインタープリテーションに活かしていきましょう。

きっかけが、先祖先輩方が大切に受け継いできた“日本人の心”にあるとの思いか
文・保母

裕美

ら、それを繰り返し学ぶべく、毎月開催しているのが「古事記学び合い」です。今
年は新たに、古典を教科書に「日本語の音読による学び合い」をお試しで開催した
いと準備中です。一音一音に意味があるとされる日本語の美しさを意識して使える
ようになると、自然の理に逆らわない人生の選択ができると信じて。
文・太田

これは何でしょう？
A． 菌糸体オゾニウム
の可能性大
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B.

オオブタクサの髄

答え

明子

答え
C.

カナヘビ
（モズのはやにえ）
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法人会員紹介
法人会員第 1 号

長野校イベント情報

加勢造園株式会社

戸隠スノーシュー

明治神宮から徒歩 10 分に位置し、創業 1951 年の会社です。
業務内容は造園、土木、植栽管理、樹木のお医者さん、個人邸と幅広く扱
っています。
代々木公園、小石川後楽園、東京芸術大学ス
ダジイ樹勢回復など各所に及びます。
「緑が育む、豊かな暮らし。豊かなこころ。
」
をキャッチフレーズに、街に「みどりのわ」
を広げています。
加々美も新入社員時、手伝いました！
会社情報
東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-61-5
電話 03-3404-7781
神奈川県立三ツ池公園内 コリア庭園
http://www.kase-zoen.co.jp/about/

菅平のブナを見に行こう

長野校講座・イベント情報
上高地白樺ネイチャーガイド養成講座

2018
お寺で手前みそ作り

‼】

アウトドアガイ田中の根子岳スノーシュー
ワイルドジビエ料理体験～いのち、いただきます～
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首都圏

森を楽しむ講座 2018 のご案内

・森林インストラクター養成コース
森林全般についての理解を深めるために、森林・林業・野外活動・安全の 4 分
野をバランスよく網羅し、各分野を本格的、系統的に学ぶことができます。
期間：3 月開講～9 月修了（毎月２回 全１４回）
※10 月以降長野でのオプション講座あり（別料金）
活動場所：新宿（座学）
、東京・長野県（実技、実習）
参加費：51,800 円 （各回受講 3,700 円）税込
定員：15 名
・都内森めぐりコース （火曜クラス、木曜クラス）
自然が好き、身近な自然にもっと親しみたいという方に最適。
さまざまな角度から「都内の森」を楽しみます。
＜五感＞で四季を感じられるよう工夫を凝らした講座です。
期間・とき：4 月開講～11 月終了 夏期を除く（全６回）
毎月第 2 火曜（火曜クラス）または第 2 木曜（木曜クラス）10:00-12:30
活動場所：新宿御苑、明治神宮、北の丸公園など都内 6 か所
受講費：13,000 円 税込
定員：６０名
・街の樹めぐりコース （火曜クラス、木曜クラス）
街路樹や保存樹を訪ね歩きながら、街の史跡や歴史にも触れる盛だくさんの
内容です。フィールドは都内および近郊で歩行距離は平均 5～6km です。
期間・とき：4 月開講～11 月終了 夏期を除く（全６回）
毎月第４火曜（火曜クラス）または第 2 木曜（木曜クラス）
10:00-1３:０0
活動場所：築地エリア、二子玉エリア、吉祥寺エリアなど 6 か所
受講費：1６,000 円 税込
定員： ４０名
※森めぐりコース、街の樹めぐりコースは往復はがきでのお申込みとなりました。
※お申込みに際しては資料をご請求ください。

総会のご案内
皆様にはいつもお世話になり誠にありがとうございます。以下の通り総会を行い
ます。ご参加いただける方はやまぼうし事務局までご連絡下さい。会員の皆様の
ご参加お待ちしております。
日にち：2018 年２月１１日（日）
時間：13:00-16:00
場所：上田市 真田中央公民館
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11・12 月の実施事業
■体験学習
上田市立第五中学校（11/2）新宿区立愛日小学校（東京 11/15）
■スキーができない生徒向け少人数プログラム
宮崎県立門川高等学校（12/12）
■講座
インタープリター養成講座（11/1・５・12）彩の国シニア大学専科コース（東京・11/1）神
奈川シニア大学入門コース（11/7・２１）森を楽しむ講座 森めぐりコース/街の樹めぐりコー
ス（東京・11/9・２３）森林インストラクター養成コース（11/11・12）
■イベント
多摩丘陵イベント（東京・11/24）クリスマスがやってくる♪菅平高原の自然木でトナカイを作
ろう！（11/25）ナチュラル系女子の森のクリスマスパーティーin 軽井沢（12/9）いつでもス
ノーシュー（12/23 、2 件）
■遊び隊・フォレストキッズ・キャンプ
フォレストキッズ（10/7・11/4・12/9）森でモリモリ遊び隊（11/18.・19・12/2・3）
スノーキャンプ in 信州菅平高原（12/27-29）
■委託・講師
上田市立塩田西小学校ゆめの森クラブ（11/2・9）上田市中央公民館若者と大人が地域（まち）
de 学ぶプロジェクト（11/４・５）北斗市オオムラサキセンター森遊び（11/4）黒川ネイチャ
ーボランティア（11/5）上田市立塩田西小学校６年生植樹指導（11/9）信州バザール（11/11・
12）上田市立塩田西小学校１年生親子学習（11/15）上田市みどりの体験塾（11/25）信州外
あそびネットワーク NEAL リーダー講習会（11/25・26）黒川ネイチャーボランティア（12/3）
信州上小森林組合森林祭（12/9・10）信州外あそびネットワーク NEAL インストラクター講
習会（12/11・１２・13）私学スキー研究会（12/28）
■事務局（会議・出店・協力・参加）
CONE 指導者委員会（11/2）菅平湿原シンポジウム（11/6）森林研究・整備機構評議会（11/7）
上田市立菅平小中学校 60 周年式典（11/10）筑北村地域活性化協働取組加速化事業（11/10・
28・12/1・11）小諸ミズオオバコ保全協議会（11/11）CONE 地域フォーラム信州高遠
（11/11・12）プラセス大豆収穫（11/13）上高地閉山式（11/15）長野県環境審議会（11/16）
信州堂りんご収穫（11/20・23・29・12/2・7）木と森のもの作り協議会 キックオフ（11/22）
一期会リースづくり（11/26）ヤマトの森プロジェクト（11/27）上田市中央公民館運営審議
会（11/29・12/19）上田市塩田公民館環境を良くしたい人大集合（12/2）銀座 NAGANO
真田の郷ミーティング（12/3）根子岳登山道調査（12/４）こまゆみ遊林会粉砕機貸出（12/4・
8）染屋の森竹林整備（12/6）長野県環境政策に関する意見交換ワークショップ（12/8）スノ
ーキャンプアシスタント事前研修（12/10）長野県森林審議会本会議（12/13）リンゴジュー
ス作り（12/14）あいおいニッセイ同和損害保険寄付授与式（12/15）理事会（12/17）長野
校評価会（12/17・18）首都圏支部評価会（12/23）安全管理監査（12/26）仕事納め（12/29）

NPO 法人やまぼうし自然学校とは***************
長野県の菅平高原に本部をおき、
「森とつながり、森とともに生きることのできる人を
育てる」をミッションとして体験学習・キャンプ・いつでもガイドなど、人と森、人
とひとをつなげる活動を展開しているＮＰＯ法人です。1995 年に発足し、2000 年
に長野県では環境系第一号の NPO 法人として認証されました。2004 年には東京支
部、埼玉支部も発足し、
“森でつながるいのちのわ”を広げています。
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