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〈作者プロフィール〉

〈初版・特別カラー版〉

須田直菜（すだなおな）

作者：須田直菜
発行日：平成26年３月31日
デザイン＆イラスト：田口京

昭和57年東京都国分寺市生まれ。
学生時代、森林ボランティア活
動に参加したことをきっかけに
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メール:einelampe＠yahoo.cojp

おこし協力隊として活動。平成26年4月からぶどう農家。

甲州市9ヽ士包図べ§９
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笠取山195匹
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▲
召私宅巾訓o9ぶ

▲

太甲州市のこと

埼玉県

甲州市は、平成１７年に塩山市・勝沼町・大和村が合
］してできた、山梨県北東部に位置する市です。「甲州」
気山梨県の旧称である「甲斐国」の別称。市内に、甲
帽ぶどう、甲州ワイン、甲州百目柿など、甲州と名のつ

心

く産物が多いことから、新しい市の名前になりました。
広大な山岳地帯や渓谷、人ﾉﾏの営みによって育まれた
果樹園や農村の風景、歴史に彩られた建造物や文化資産
よどが調和したまちです。

一

‑一

心14』.｜

祁心から、車や電車で約１時間半というアクセスの良
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至人月

匡:皿

本文に入る前に、インタビューの中で登場した言葉で、
ちょっと詳しく説明したい言葉を
ノ
ピクプして紹介します/￣￣

その市にまつわる方達のお話です。
平成26年2月)

一

＊１

甲州市勝沼ぶどうまつり

一一

一一

一一

‑一

一

(ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ実施期間:平成25年10月

‑一

言奮･説明

第１集は、甲州市内で開催されている４つの市と、

＊２

(P.11他に登場)

鳥居焼き（P.11他に登場）

安永５年（1776年）に記録が残るほど古

古くからぷどうを栽培し､ワインをつくって
きた勝沼の地で、豊かな実りに感謝するお祭り

くから、勝沼の柏尾山で行われてきた送り火
行事｡大水害や戦争で中断されながらも、「ぶ
どうまつり」の一環として現在まで受け継が

として60年以上前から続いてきました。毎年
10月の第一土曜日に開催、一日で約８万５千

れてきました。９月の早朝、300束にもなる
護摩木を、150名以上の地域のボランティア

人もの人が訪れる大きなお祭りになっていま
す。
ワインの試
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∧歩くこ･とで町の魅力Iを知る

∧シやトレニゼ勝沼ﾜ￣イナリ

が積み上げます。

j一の駐車場にて、毎月第１日

「ぶどうまつり」のク

まちづくりの会を中心に毎月
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･民が考え√個性丿慨あるスガイド
■

‑ ■と ￣ な 1 7■7 t い る 市 ． ▽
(･ 雀

沼中学校の生徒が松

食ブース､特設
ステージでの
様々なパフォ

!かう紅白のれん商店街と一葉

の歴史を巡るコー４スを地域住

:ﾕ

ライマックスには､勝

レ塩山駅南口から市役所に向

フッ,トパス．ワインやぷどう

曜日に開催．平成１５年から

飲､甲州ぷどう
の無料配布､飲
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明を持って山に登り
護厚木に火をつけま
す。暗闇の中、少しず

ーマンス等が
楽しめます。

つ浮かび上がる鳥居
の形をした炎はとて
も幻想的で､地域の絆
を感じる灯りです。

＊３

｜

フットパス（P.12他に登場）

フットパスは、19世紀後半のイギリス発祥。
その土地の自然や歴史文化を楽しみながら歩く
こと（Foot）ができる小径（Path）。近年の日

｜

｜

｜

の文化や魅力の掘り起こしとともに、フットパ｜
スの整備が進められています

｜
。
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ＷＷＯＯＦ（ウーフ）
（P.57に登場）

World
Wide
Opportunitiesonorganic
Farmsr世界に広がる有機農場での機会」の頭
文字で、世界50カ国以上にＷＷＯＯＦの事務
局があります。有機農家、農家レストラン等の
「ホスト」が宿泊場所や食事を提供し、「ウーフ
ァー」と呼ばれる旅行者が農作業等を手伝って
力を提供する仕組みです。どちらも登録が必要
です。日本では、1994年にWWOOF
が設立されました。（WWOOFJapanのHP参荊

Japan

＊４

ワインツーリズムやまなし
（P.33に登場）

＊つぐら市＼(つぐ/ら舎)
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/｡塩山駅北口､NPOが運営す

』勝沼町勝沼拓ある､￣￣町の案

Ｔるカフコ1 ・ コロポックルは地

内所とCaf感奮兼ねたつぐら

産地に足を運こび、産地でなければ感じら
れないことを感じ、産地とつながるきっかけ

1域の人が集う拠点､。毎月第3
:･印嘩日、午律からｹ始まる市−

として始まったワインツーリズム。
山梨では2008年から「ワインツーリズム
やまなし」が始まりました。循環バスに乗っ

"場･･ゴゴイチを開催。

塩山上於曽にある創業60

l｡lチいかつぬま朝市等、いろい

下で行われる､

つぐら市を不
‥

‥定期で開催｡‥‥
･‑㎜■■㎜㎜■■■㎜㎜

＊ふたね｡や:製麺所:

1年以上になる製麺所。ゴゴイ

舎。美しいぷどうトンネルの

｜

本では、地域のよさを再発見する手法として注
目されてきました。山梨県内でも、各地で地域
｜

＊ゴゴイチ{鵬l･ﾆ3・､g。ｸJ61

｜

｜
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■

jろなイベントで『ほうとう娘』
としてすっかりおなじみに。
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てワイナリーを巡ったり、地域のお店や温泉
を楽しんだりできるイベントです。エリアご
とに、「勝沼ルートミーティング」「塩山のワ
インを飲まナイト」等、おもてなしの工夫や
ワイナリーと交流できる場づくりに取り組ん
でいます。
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＊内田豆腐店
ﾚ｡塩山上於曽にあるお豆腐
I屋。一度聞いたら忘れられな
。い名前の「豆の哲学」は地域
=の逸品。国産大豆、昭和初期
=の製法で作られています。

レ 「ぷどうまつり」の鳥
……………居 焼
きや、かつぬま朝市で活躍し
:ｴている甲州ぷどう太鼓。毎週
･月曜日に勝沼の下岩崎で練習
」してﾂいます○

･･
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caf6

･=大和町日影の築270年以
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上の古民家で営まれているカ
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､じ７屋さん｡キッチンカーで、
:かつぬま朝市、つぐら市等、
1=いろいろなイベントに出店。
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出店している９割、８割の人達が笑っていてくれれば、
名｣趾があっても浄化されていくのかなヽノー−"･""〜
………その力がでかいなって思います。

を見ていて︑面白いなあって漠然と

います。

７

１８才︑逃げるように山梨へ

マッサージ等々、ありとあらゆるお店が並んで

毎月第１日曜日（でも１月はお休み）
時間：９時〜12時
会場：シャトレーゼ勝沼ワイナリー東

通っていたのは都立高校の普通

までに。「ここでしか買えないものを」を合い言
葉に、野菜、お菓子、骨董品、植物、木工品、

科︑一応進学校だったんだけど︒勉

シャトレーゼ勝沼ワイナリーの駐車場を会場
に、出店者約200店舗、来場者数千人を集める

強がまず嫌いだったし︑人と同じラ

毎月大にぎわいの、かつぬま朝市会場。

インに乗るってことが好きじやな

「かつぬま朝市」
住民が勝手に始めちやった市｡平成１５年、四
季の里公園でテント１つからスタート。現在は、

かった︒でも︑自分のやりたいこと

かつぬま朝市は高安さんの足音を聞いて育って
いるのかもしれません（D

ＩＩＩＩ

ｌ
ｌ

が見えているわけでもなかった︒

ｌが高安さん。作物は農家の足音を聞いて育つ（=
ｌ とにかく気にかけることが大切）と言いますが、

﹁お前は何か好きなの﹂って言われ

ｊ だと思います。
ｌ
その人込みの中を、知り合いやお客さんに声
ｌかけながら、カメラを持って歩き回っているの

すごいウェルカムでさ︒そういう姿

住に生まれた高安さん︒松尾芭蕉

思ったんだよね︒

くまでに何十分もかかってしまうほど。それだ
け、かつぬま朝市で人と人が結びついているの

昭和38年︑東京都足立区の北千

が奥の細道に旅立った最初の拠

点が千住︒市場が栄え宿場があっ

た︑いわゆる下町︒そんな歴史あ

る町の新住民として都営住宅で

育ちました︒

卒業が近づくと︑皆どんどん行く

祭りの記憶

て︑高校の仲間が夢中になっていた

先が決まってくわけだよね︒先生か

東京の下町って︑三社とか︑深川

んだよね︒本当は半纏を持ってる人

らプレッシャーかかってきてさ︒

八幡祭りとか有名なお祭りがあっ

じゃないと神輿を担げないんだけ

ても﹁うＩん︑車くらいかな﹂って

ど︑商店や問屋の息子が﹁高安︑担

ぎに来いよ﹂って誘ってくれてさ︒

返事しかできなかった︒俺のおふく

ろの田舎がここ︵勝沼︶で︑おじさ

お店の上間みたいなところで︑大

人が輪になって酒を飲みながらバ

んが車の関係の仕事をやっていた

ｉ−−ＩＩ１

./

カになって︑子ども達が膝へ乗っか

１で暮らしながら知り合った方とは、この朝市でｌ
ｉ再会するパターンがとても多いのです。「あ、ど
うも」と挨拶しながら、お目当ての店に辿り着

んだよね︒座・が好きになったのも︑

／／／

ったり︑ワイワイ走ったり︒俺らみ

／

i店者さんでも、お客さん７も、山梨１

子どもの頃からその仕事を見てた

ＩＳ噂S

たいな︑息子の同級生が来ただけで︑

かつぬま朝市を支える二人。小海さん（左）と高安さん（右）。

ｆ･./

HP : http://katsunumaasaichi,com

６

のがきっかけなんだけど︒それで
﹁先生︑オレ山梨へ行くわ︒おじさ
んとこへ就職する﹂って︑もうこっ

って漠然と思ったのよ︒その日︑実
﹁こっちへ来いや﹂って︑かわいが

よねー﹁こんな若いやつが組長かあ﹂ ８

ってくれたんだよ︒そうなるとこっ

家に着いて水を飲んだら︑カルキ臭
くて︑すごいまずかったの︒

る地域に愛着を持って積極的に関

ちも︑一所懸命やるようになってさ︒

うことかなと思って︒その瞬間に︑
わっていると︑そこに対するチケッ

そこの上地の水に慣れるのに３

山梨の生活になじめず︑月に一
東京は住むとこじゃなくていい︑自
トがもらえるんだなっていうのが︑

ちへ来ちやったの︒

度は東京に帰っていた高安さん︒
分らしさを出すんだったら︑ここじ
なんとなく昔のお祭りの記憶とつ

ああそうか︑こうやって自分がい

その思いが変わったのは︑移り住
ゃなくて︑今いるところがいいんだ
ながった︒

年って言うんだけど︒ああ︑こうい

んで３年が経った頃でした︒
なって思えてきたんだね︒
東京の水がまずい

育成会の会長になったり︑学校で

ペストよりベター

父親となった高安さん︒ＰＴＡや
はＰＴＡ会長になったり︑家を建て

22才で結婚︑子どもも生まれ︑

って高速道路を走っていると︑最初

育成会等︑地域との接点も増えて
た﹁四季の里﹂の区長をやったりし

ある時︑山梨から新宿の方に向か

はマンションや住宅が遠くにあっ

いきました︒
てるうちに︑﹁その仕組みが︑ちょ

て︑永福を過ぎた辺りで近くに追っ
て来るんだよね︒夏だったのかなあ︒

洗濯物とか一戸一戸に掛かってる
長として出て行った時に︑まだ若か

例えば︑地域の自治会︵区︶の組

ってなるでしょ︒皆の意見を聞いて

う性格だから﹁変えたろうじやない﹂

えて来たのね︒そうなると︑こうい

っとおかしいな？﹂ってところが見

わけじやん︒﹁あれぇ︑このちっち
ったから︑その当時の区の役員さん

変えたんだけど︑すごくバッシング

チケット

やいセルの一個一個に︑家族がいる
達が︑俺に興味を持ってくれたんだ

渋滞で止まって周りを見てたらさ︑

んだよなあ﹂﹁東京ってやべぇぞ﹂

出店者さんを大事に

ってことの他に︑魅力的な何かが必

朝市ってものには︑物の売り買い

もらって回る︑あの辛さね︒でも︒

っていう出店者さんにも︑出店料を

﹁高安さん︑全然売れなかったさ﹂

くらって︒﹁なんなんだこれは？ア
ンケートも取ったのに﹂って︑そう
いうことがけっこうあったの︒

がＩ︑二年の任期の間にベストに近

もんなんだよね︒それを︑僕がたか

てベターでそこに落ち着いている

たとえ一個も売れなくても︑出店し

人のために︑たとえ人が来なくても︑

も︑がんばって出店してくれている

さんも来ないから物も売れない︒で

始めた当時は店も少ないし︑お客

ねって︒そうしたら︑やっぱりこっ

何にもルールもない︒好きにやって

意して︑遅刻しようが早退しようが︑

にした︒机もイスもテントも全部用

た︒だから出店者さんはうんと大事

ね﹂って言ってもらえる雰囲気だっ

﹁売れなくてもいいよ︑がんばって

づけようと変える︒そうすると︑次

て楽しかったと︑出店者さんに言っ

ちも力が抜けてきて︑なんとなく流

要なんだよね︒

に役についた人が戸惑ったり︑全体

てもらえるようにと思ってた︒本当

れができてきた︒そうなるまでに︒

もう地域っていうのは成り立ち

がうまく回らなくなったりする︒こ

は︑物は売れなきやだめ︑人は来な

一年くらいかかったね︒

がしっかりあって︑ベストじやなく

れは︑自分の思いだけが強くても︑

きやだめなんだけど︵笑︶︒

舗も出店がある大きな朝市にな

わり︑１０年経った今︑約２００店

目指してから︑少しずつ流れが変

捨て︑出店者さんが楽しい朝市を

﹁朝市＝ＩＳ﹂という先入観を

無理なんだと思ったんだよね︒

高安さんが新居を構えた新興
住宅地﹁四季の里﹂の周りは果樹
畑︒いずれ︑果樹の消毒や騒音が
問題になるはずと考えた高安さ
んは︑農家と非農家の住民が交流

りました︒でも︑大きくなったこ
とで︑新たな問題も生まれます︒
９

できる場として︑仲間と﹁かつぬ
ま朝市﹂を始めることにしました︒

テント１つで始まった、
第１回目のかつぬま朝市。

浄化作用
わかってもらいたい気持ちは︑最

浄化されていくのかな︑その力がで
かいなって思います︒

小潭さん
全く︑絶対的なパートナーですよ

全員に︑かつぬま朝市が物の売り買

気にしてないね︒数千人のお客さん

たいなさ︒だから︑考える時間もあ

えっ21︑おぉ25︑いや19・：⁝﹂み

なったわけじゃない︒﹁10︑13︑15︑

りながらっていうのがうまくでき

して︑オレが隠れて︑バランスを取

土地の人だから︑小潭さんを表に出

だよね︒それに︑小渾さんはここの

ね︒年が違うでしょ︒だからいいん

いのためだけに始めた場所でない
ったし︑問題を一個一個クリアしな

る︒相談したり︑アイデアを出し合

最初からいきなり２００店舗に

ことをわかってもらうのは無理だ
がら︑その頃にしっかり考え方の

ったり︑いろいろできるわけだよ︒

初はあったかもしれないけど︑今は

し︑出店している人だってこれまで
土台ができたんだよね︒

その土台をＩ緒につくり上げ

ワイン作りはこうあるべきだって︑

とかさ︒そこから︑朝市もあるんだ︑

鳥居焼きを積むために帰ってくる

よ︒県外に出た子ども達も︑勝沼の

つくり上げている何かがあるんだ

もすごい︒一つの芸術じやないけど︑

つける中学生もすごい︑火を守る人

問題を共有してきてるからさ︒組織

いろいろあったんだけど︑常に同じ

にしろ二人で共有︒ケンカとかね︑

話をして︑いいことも悪いこともな

ることがあると︑すぐに小潭さんに

前はね︑一ついいこと︑一つ変わ

ういうことできない︒

あの味で人を惹きつける︑俺にはそ

てわけじやないけど︑味があるよね︒

は︑そんなにしやべることが得意っ

きなかった︒本当ですよ︒小渾さん

小潭さんがいないと︑ここまでで

の朝市のことを知らない人もいる︒
出店者さんやお客さんが増えれば︑
今度は会場とか駐車場とか︑マネジ
メントの部分でいろんな問題が︑ぽ
んぽん出てくるんだね︒
ただ︑川と一緒で︑ある程度ひと
つの生態系があれば︑ちょっと汚れ
があっても浄化してくれるんじや

ったのをつまんでね︑それをどうこ

てきたのが︑﹁勝沼フットパスの

ないかと思ってる︒一個︑汚れがあ

う言うんじやなくて︒それよりも︑

会﹂でも一緒に活動している小潭

かつぬま朝市の会場からは︒

出店している９割︑８割の人達が笑

としては︑小渾さんとの核の部分が
﹁ぶどうまつり︵＊１︶﹂で行われ

正光さんです︒

あるうちは︑かつぬま朝市は大丈夫
る﹁鳥居焼き︵＊２︶﹂の跡がよく

っていてくれれば︑問題があっても

だと思ってるし︑どっちかが欠ける
見えます︒最後の質問として︑﹁鳥

称︶﹂の高安さんに︑鳥居焼きへ

居焼護摩木を積む会の会長︵自

とダメだよね︒

これからやりたいこと
の思いを聞いてみました︒

かつぬま朝市の全てが詰まったHP。
全部のお店が登場？と思うほど、たくさ
んの写真が並ぶ朝市レポートは圧巻。
ここにも、高安さんのすごさを感じます。

よく聞かれるの︒これから︑どう

第１回目のレポートから、こぼれ話まで

地域の誇りを学ぶような気がする

･●ﾆ゛

するんだと︒お前はどこへ行きたい

ふ4喘

んだよね︒
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鳥居焼き
私にとって︑鳥居焼きは一年の始

詞齢謳

んだと︒一番困るんだよ︵笑︶︒
実現するかしないかはわからな

二既︑護摩木の火つけに参加した

まりであり終わり︒元々の住民も︑

んだけど︑出店してると忙しいんだ

ことがあるの︒真っ暗な中︑順番に

いけど︑やらなきやいけないなって

よね︒なかなかさ︑他の店を見て回

上から火をつけて︑逃げてこなきや

新住民も共有できる核の部分なん

れないし︑食べることもできないじ

なんない︒消防団とか︑市の職員が

思うことはある︒朝市って︑食の部

やん︒どこかＩヵ所︑広い場所を使

誘導したり︑雑草に火がついた時に

だよね︒

って︑朝市の試食祭りじやないけど︑

消火したりしてんだよ︒そういう苦

1･.;jlak油1.萱嗜
1･￨!匍1119111
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分でも注目されてるところがある

出店者さんが他の店の物を食べて

労があんの︒
護摩木を積む人もすごいし︑火を

lli･●ltllとめちゃ･1た●･!
ｶつぬぶ聯 4ム
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楽しめるようなことを︑できればい
いなって思っているんだけど︒

出店者さんからプレゼントを
受け取る高安さん。

−︲ＩＩ

leE一i

− −
と、歩くことがとても新鮮です。道端のかわいら

１
も、３時間ほどで歩ける範囲にたくさん見所が詰ｉ

ｉ
まっていて、フットパスにはぴったりの地域です。

て故郷づくりをする会です。かつぬま朝市の日に
合わせて、かつぬま朝市会場を起点に周辺の歴史
遺産や街並みなどを巡るガイドツアー等を開催し

ています。
・ ‑ｦ=‑'‑
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ですよ︒その結果︑この勝沼という
り︑早川町に研修に行ったりしたん

塚の生まれ︒自動車修理関係の仕事

故郷は︑何にもしなければそのまん

小潭さんは︑昭和27年︑勝沼町綿

と兼業で︑36年間ずっと桃農家を営

しようという話になって︑いろいろ
まだし︑自分達で楽しいことを何か

勝沼町の合併の話が持ち上がっ

考えた末に﹁かつぬま朝市﹂を始め

んでいます︒

た平成１５年︑﹁これからの地域づく

ることにしたんですよ︒

そのうち︑高安さんが勝沼町都市

計画マスタープランの委員になり︑

都市計画プランを考える中で﹁建物

や道をどうするかを考えるよりも︑

もっと面白いものがある﹂という情

報を入手して⁝⁝︒

フットパスとの出会い

高安と︑東京の町田までフットパ

りは民の力でなんとかしなきやい

けない﹂と感じた小渾さんは︑高安

さん︑甘利さん︑坂本さんと４人で

﹁かつぬままちづくりくらぶ﹂を立

ち上げました︒

自分達で変えていこう

﹁かつぬままちづくりくらぶ﹂で

は︑いろんな学識経験者とか︑一般

の方に呼びかけて︑学習会を８回開

カムツアーを開催。平成25年は約70名
が参加、ぶどう伝説が息づく上岩崎を歩

催しました︒そこから︑当時の勝沼

問合せ先:ybbhad＠yahoo.cojp
HP : http://katsunumafootpath.web.fc2.com
毎年１１月には、勝沼フットパス・ウェル

ス︵＊３︶を見にいったんですよね︒

I

｢勝沼フットパスの会｣
勝沼フットパスの会は、勝沼の遊歩道を活用し

町長さんが﹁合併を考える町民会議﹂

キュンとなる、すてきな笑顔。かつぬま朝市のブｉ

その時に案内してくれた宮田太郎

ｌ

っていうのを立ち上げて︒それにも

フットパスで勝沼のことを語る小潭さんは胸がｉ

先生って古街道研究家が︑しやべり

dSI
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ｉ

がすごい上手いんです︒

しい道祖神も、ぷどう栽培の歴史を伝える鉄棒棚ｌ

高安と一緒に入って︑長野の松代町

１１

ｉ

山梨７は、車７移動することに慣れる

とか︑野沢温泉の自治を見に行った

勝沼フットパス・ウェルカムツアーの終了後、締めの挨拶をする小渾さん。
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何の変哲もないＹ字路を︑向こう
から新撰組が来て︑こっちから誰々
が来てという話をしてくれて︑鎌倉
古街道の山中の窪地では︑ここには
騎馬隊が通ったとか言うんですよ︒
そうすると︑俺︑かなり影響受けや
すいんで︑騎馬隊が見えるんですよ
ね︵笑︶︒﹁ああ︑これってすごいじ
やん﹂って思ったんです︒自分の地
域をよく知ることができて︑お客さ
んが興味を持てば︑またリピーター
になってもらえる︒
平成18年12月にお試し歩きで︑
菱山という地区のフットパスをや
ったんですよ︒かつぬま朝市会が主

それから︑フットパスの案内をす
るために勉強しようってことで︑町
の歴史に詳しい室伏さんを先生に
して︑勉強会を毎月︑２年くらいや
りました︒いろいろ町の中を歩いて

そん時は︑30人弱くらい参加があっ
までの活動です︒

ップも揃ってきてというのがこれ

催で︑地域の人に協力してもらって︒ コースを決めて︑だんだんガイドマ

たのかな︒﹁こういうこといいなあ﹂
今︑やりながら感じているのは︑

Ａ型と○型

を持てるようになった︒だんだん見

すごく勝沼が好きになったし︑誇り

って皆で話をして︑勝沼フットパス
の会を立ち上げることになったん
ですね︒

らね︒今は︑かなり︑それに近いと

る目が変わってくるよね・町を見る
にしても人を見るにしても︒この人
達がこんだけ今までやってくれた
んだとか︑あそこにゴミが落っこっ
てるからきれいにしようとか︒フッ
トパスで町を歩いたら︑皆が協力し
てくれて︑だんだん町が輝いてきた
なあと思ってます︒

最初の頃は︑野菜をたくさん仕入
れ過ぎて売りさばくのに３日もか
かる等︑試行錯誤しながら続けてき
た﹁かつぬま朝市﹂も︑開始から１０
年が過ぎ︑思い描いた姿に成りつつ
あります︒

朝市に集う人達
高安の気持ちは︑かつぬま朝市を︑
昔ながらの三軒両隣が友達みたい
な︑そういうコミュニティにしたい
っていうのが︑もともとの夢ですか

らこっちへ来たじやないですか︒俺
は土着民︒血液型も︑あいつＡ型︑
俺がＯ型︒すごくねえ︑息も合うし︑

だけどねえ︑高安って素晴らしい︒
なんていうのかな︑先を先を見る︒

教えてもらうことがいっぱい︒ずっ

思うんですよね︒
ゴミを拾ったり︑トイレを掃除し
止まることを知らない︒あいつが︑

俺がという我があれば︑絶対広くな

ら︑どんどん膨らむですよね︒俺が

優しいし思いやりの心がある︒だか

集う人達だよね︒なんていうのかな︑

かつぬま朝市っていうか︑そこに

と︑周りの人が飛んで来る︒

で立てられない出店者さんがいる

よ﹂って︒皆︑考えちやうもんね︒

りか一歩踏み出すことが大事です

うんですよ︵笑︶︒﹁まず︑考えるよ

そに行くと︑自分もいっちょ前に言

とがよくわかるんです︒最近は︑よ

よ︒今になって︑高安の言ってるこ

が見える﹂っていう話をするんです

り続けることによってその向こう

さんですが︑その言葉にはなんとも

しやべるのは苦手だという小渾

でも語ります︒

てことがわかって︑今はどんな人に

初のもんがいっぱいあるじやんっ

って︑地元の素晴らしさ︑日本で最

朝市やフットパスをやることによ

かないこともあるんだよね︒でも︑

と住んでいると地域の良さに気づ

らない︒それもやっぱり︑高安マジ

考えたって何もいいことない︒動け

言えない昧があるのです︒

﹁階段を一歩一歩登って行って︑登

たり︑朝市サポーターの皆さんも手

ックかもしれんね︒高安がいないと

ばダメなことといいことがわかる︒

伝ってくれているし︒テントが一人

どうにもならんですよね︒

小渾さんが高安さんを語る言葉

ればいいしね︒だから︑後ろをいく

ばいいし︑止まったら︑そこで考え

地域を輝かせる︒いつもそういう風

朝市は人を輝かす︑フットパスは

ダメなことは違ういい方に進めれ

からは︑二人の信頼関係があったか

ら見て︑前へ進めないよりか︑前を

光を観る

らこそ︑これだけ朝市やフットパス

るんですよね︒﹁観光﹂っていう字︒

に言うんです︒そうすると観光にな
見た方がいいですよね︒
一番よかったのは︑高安は東京か

が続いてきたのだということが伝
わってきます︒

14

１５

平成18年１２月に行われたお試し歩き
会。かつぬま朝市の会場を起点に、次郎
堰や勝沼宿を巡りました。

うし︑暗けりや買わないし︒観光ス

店の人を見ます︒人が明るけりや買

どこの観光地に行っても︑まず売

光だと思うんですよ︒

すよね︒地域に﹁光を観る﹂のが観

けど︑﹁観る﹂と﹁光﹂が入ってま

の空いた時間をこういうことに費

って︑皆︑自分の仕事があって︑そ

から出て来いってことはしない︒だ

理強いはしない︒今日はこれがある

朝市もフットパスもそうだけど︑無

す︒間口は広くで︑縛りは緩く︵笑︶︒

に入りたいって人は︑ウェルカムで

れてもらう︒それを自分達が歩きな

うのを調べて︑室伏さんに言葉を入

て︑そこに何と何と何があるってい

にどこを歩くかってコースを決め

歩く︒今はその時間がないんで︑先

習会をやったんですよね︒それから

です︒３年くらい前までは︑先に学

マップは１年かけてつくってるん

基本的に︑今ここにあるガイド

ポットがあっても︑汚ければ誰も見
やしているわけじやないですか︒こ

がら勉強する︒それから︑﹁ここは

フットパスに参加して︑自分も会

に行かないでしょ︒だけど︑﹁よく
れが本業じやないからね︒

自分はあまり漢字は得意じやない

来たじやん﹂って花を添えてくれた

でつくったわかりやすいマップです。

り︑お茶を出してもらえれば︑その
をしますね︒

他に何が紹介できるかねぇ﹂って話

っちゃ怒られるんだよな︒勝沼フッ

ぇだから︒明治何年とか︑平安のど

言葉に重みが出る︒歴史学者じゃね

人達が増えること︑それが夢ですね︒

いろんな自分の味で勝沼を語る

かるじやないですか︒

心遣いとかおもてなしに惹かれて
また行こうと思う︒全てが観光につ
ながると思うんですよね︒

間口は広く︑縛りは緩く
今︑フットパスの会のメンバーは
30入くらいです︒メンバーの７割く
らいは勝沼で生まれ育った人︒あと
は︑嫁に来た人達とか︒一番遠くの
人は東京から来てますね︒

るからやんなきゃなんないのかな

ガイドはあくまでも︑イベントや

で自分なりの語れることを増やし
ってくらいで︑主ねってないんです︒

地域の歴史を調ぺて歩き︑その上

ていく︒それが︑フットパスをやる
ただ︑自分がガイドすることによっ

トパスの会っていうのは︑ガイドす

のくらいだなんて言う話じゃなく

飯綱神社にて地元・綿塚の歴史を語る
小潭さん。

上で大切なことだと小海さんは言

るための会じゃないんです︒自分達

て︑自分の思ったことを伝えて︑興

勝沼フットパスの会で作ったガイ
ドマップも販売しています。

て︑その人が町に誇りを持てる︒だ

が勉強して︑散策する道をつくる︒

味を持ってもらうことができたら

平成22年に歩いたフットパス｢繕塚・
三社巡りと休息・道者街道をゆく｣。

います︒

から︑ぜひやってもらいたいんです︒
暗記とかそういうことじゃなくて︑
実際に歩いてね︒自分なりに消化し

自分の昧で勝沼を語る
フットパスの会の人達がね︑自主

て︑私はこう思うと言えるようにな

同じルートでも︑誰と一緒に歩く

的に︑俺が︑私が︑メインガイドす

ますよね︒それには︑自分達がもっ

かで楽しみがいろいろある︒語り部

る︒そこに発見があるんです︒

と皆が覚えやすくなる物を作らな

っていうのは︑やっぱり自分の体験

るよって︑なってもらいたいと思い

きやまずいのかなって思ってます︒

それが︑地域の歴史や文化を守った

いいなと思うんですね︒来た人が興

とか︑思いを伝えた方が心がこもる︒

り︑育てたりすることにつながって

味持てば︑後はネットで調べればわ

でも︑ガイドさんを育てるって言

いくんですよね︒

毎月第３木曜日に、つぐら舎で行われて
いる勝沼フットパスの会の例会。
かつぬま朝市とコラボして毎月行
われているガイドツアーの受付。
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平成25年１月に完成したフットパスのマップ。
勝沼フットパスの会のメンバーでもあるイラス
トレーターの福永由美子さんが､実際に歩き込ん
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僕か年をとった時、日縁日に孫を連れて来られる

学を卒業した後︑塩山の実家に戻っ

う華々しい経歴の持ち主︒東京の大

で︑国体や全日本選手権で優勝とい

を始め︑ウェイトリフティング競技

の生まれです︒高校時代に重量挙げ

の会社と同じで︑年齢の幅があった

やないかなって思ったんだよ︒一つ

もっといろんな人がいればいいじ

感があって︑市民の代表なんだから︑

そうにやるものなのかなって違和

らと思った︒議員って︑そんなに偉

桐原さんは昭和″｀年︑塩山上於曽

て働きながら重量挙げを続けてい

山市議会議員になったのが︑平成Ｈ

り︑性別が違ったり︑いろんな人間

思い起こせば︑大学の時に図書館

年の４月︒塩山を変えるなんておこ

た桐原さんは︑27才という若さで︑

に行くのが唯一の安らぎで︑その時

がましいけれど︑まずは︑どういう

がいる方がいいんだよね︒

に地方自治の本を読んだりしてい

ことをやっているか︑皆に報告して

塩山市議会議員選挙に立候補しま

たんだよね︒就職してからは山梨市

いこうと思った︒こういう風に塩山

した︒

にある会社に勤めに行って︑日川高

の議会はやっている︑それすらも伝

若者の声を市政に

校で重量挙げして︑家は寝に帰るだ

わっていなかったから︒それができ

︲−

け︒塩山って何をやっているかわか

のお父さんが桐原さん。お兄ちゃんも、奥さ
まも、家族皆でえんざん朝市を支えていま
す。

れば︑こうやったらどう︑ああした

ｉ
ｌ

らなかった︒こうあったらいいなっ

ビマリオが登場します（時々ルイージ）。そ

らどうって︑皆が言ってくれるから︒

l eal:Dえんざん朝市は、皆におなじみのチ

て思っても︑誰に相談していいかわ

えんざん朝市で、お客さんと話をする桐原さん。

ットホームな市場。餅つき、甘酒、いちご祭
り等、季節にちなんだお楽しみもあります。
最近では若い女性の出店が増えています♪
毎月第３日曜日
時間：９時〜12時
会場：およっちょいプラザ七里
HP : http://enzan‑asaichijimdo.com/

からない︑誰か若い議員さんがいた

｢えんざん朝市｣
地元の商店街と協力して行われているア

誰か立候補しないかと探したけ

ｌです(D
１２月は恒例の餅つき。

ど見つからなくて︒じやあ︑自分が

１バルーンアートでアンパンマンも作っちや
ｌ う桐原さんは、地域のスーパーお父さんなの

出るかと27才の時に手を挙げて︑塩

時には、行列ができる綿飴屋さんになり、
ｌ特製オニオンスープを大綱いっぱい仕込み、

向嶽寺の秋葉さん祭りにも出店。

19
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なぐ役割を持つ通貨です︒

ュニティでのみ流通し︑人と人をつ

りました︒地域通貨とは︑あるコミ

地域通貨研究会﹂に携わることにな

域通貨﹂をつくろうという﹁塩山市

も朝市を﹂って話を始めたのが︑平

めたりって時で︒﹁じやあ︑塩山で

やっていたり︑山梨市でも朝市を始

って思った︒それが︑勝沼で朝市を

使えるところをつくればいいかな

まわらない︒だったら︑地域通貨を

ってみたんだけど︑なかなかうまく

きるかなって︑試験的にいろいろや

最初の頃は何度も見に来てくれた︒

たって︑いろいろ教えてもらって︑

んには︑えんざん朝市を始めるにあ

って︵笑︶︒かつぬま朝市の高安さ

二は山梨市だから︑塩山は第三だね

たのが８月︒第一日曜日は勝沼︑第

低限のものを揃えて︑試験的に始め

一葉の会から５万円出資してヽ最

平成１５年︑柵原さんは︑塩山に﹁地

んざん朝市を運営しているメンバ

成18年の６月︑７月くらいだったの

この取り組みを通じて︑一緒にえ

ーや商店街とのつながりができて

かな︒
一葉まちづくりの会では︑桃の花
を街中に飾る活動をしていて︑商店

ど︑名前が堅苦しいから︑塩山に縁

究会﹂っていうのをつくったんだけ

ないかなって︑﹁塩山市地域通貨研

プラザ七里︶が空いていて︑﹁公の

けた︒場所は︑ここ︵およっちょい

やりましょう﹂って商店街に呼びか

葉の会が事務局を引き受けるから︑
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だったら︑孫を連れて歩って来れる︑

トかな︒日曜日に孫が遊びに来るん

る︑おばちゃん達がメインターゲッ

ます︒歩って来れる距離に住んでい

をする場所になればって思ってい

ることはない︒地域の人達が買い物

この朝市はね︑そんなに派手にや

密度は濃く

ようになっていったんだよね︒

て︑それを徐々にうちと一緒にやる

.ヤミ

いきました︒

えんざん朝市

のある樋ロー葉にちなんで﹁一葉ま
補助金で建てたものだから︑朝市で

街とはつながりがあったから︑﹁一

ちづくりの会﹂にしたんだよね︒樋
使ってもらえるじや︑ありかたい﹂

塩山で地域通貨をなんとかでき

口なつ子さんや中村君達は︑その時
と︑商店街の人達にも言ってもらっ
てね︒

からの仲間︒
地域通貨をどうやったら普及で

えんざん朝市の特長は︑会場のお
よっちょいプラザがある紅白のれ

ぐし

そんな朝市がいいな︒

えんざん朝市会場の「およっちょいプラザ七里」。
１年で最もにぎわう、12月のえんざん朝市
と商店街の師走市のコラボレーション。

ん商店街を中心に︑地元の商店街と
一緒に続けてきたこと︒
えんざん朝市の日だけ登場する
限定パンや︑句の野菜や果物の特売
等︑皆で朝市を盛り上げてきました︒

商店街
商店街の活性を目的にと︑うたっ
て始めたんだけど︑最初はどこに対

イベントを一緒に︑というのは３

これまでずっと一緒にやっている

紅白のれん街の甲州屋さん︑まる

年目から︒初めて︑紅白のれん商店

しての朝市にしていったらいいの

やさん︑石井さん︒乾物屋さんの雨

街の師走市の会議に呼ばれて︑若い

かな︒

宮さんは︑恵比寿会なんだけど︑ず

人手がもっと必要だからというこ

か︑お互いに模索してましたね︒

っと来てくれているし︑内田豆腐店

とで︑一緒にやるようになった︒

か︑季節ごとにイベントをやってい

走市︑夏にはもろこしのイペントと

紅白のれん商店街では︑12月の師

さんも昔から出してくれている︒神
金の永田豆腐店さんも︑毎回出して
くださっていました︒
今︑出店している商店街の人達は

２１

商店街のパン屋「まるや」さんの、朝市限定
パン。ボリュームたっぷりで大人気！

お客さんの数はそんなに多くな

子育てをしたくなる町

しでも子ども達が喜んでくれるこ

りが楽しみじゃない︒じいちゃん︑
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ほぼわかるね︵笑︶︒中村君と樋口
ばあちゃん︑子育てしている人達が︑
なって思う︒その子ども達が育って

とならやりたい︒そうだね︑イペン

さんと僕で︒本当に︑この辺の人達
子どもを連れて来て遊べるところ︒
いって﹁自分達が住んでたところは

ディズニーランドに行くばっか

が来てくれているんだよね︒もちろ
地域で︑子ども達が学校の枠を超え
楽しかったよなあ﹂︑﹁自分達の子ど

いけど︑密度は濃く︒来る人の顔は︑

ん︑いろんなところからも来てはし
て遊べるところをつくって︑その子
もを育てるのも︑ここにしよう﹂っ

ト屋さんみたいだね︵笑︶︒

いんだけど︵笑︶︒
ども達を︑地域の人が笑って見てる

正覚寺のお祭りやおよっちょい

続けているうちは失敗と言われ

子ども達を楽しくできたらいい

やっぱり第三日曜日って決めた
て思ってくれたら一番いいよね︒

子どもを相手にするイベントは︑

っていう姿が︑いいなあって思って

いると思うけど︑やり続ければ定着
試行錯誤なんだけど︑やっている自

ら︑﹁いつ来てもやってるね﹂って

するから︒第三日曜日はこの朝市で
分達が楽しい︒マリオカート大会を

いるからね︒

何か買おうと思ってくれる人がも
やったり︑甲州市ふるさとカルタを

いうのが大事︒未だに知らない人も

っと増えればいいな︒
やったり︒あとね︑昔の遊びもやり

子どもの遊ぶ姿が多いこと︒そこに
祭りでも︑ポップコーンやったり︑

たいなっていうのがあるんだよ︒

は︑桐原さんのこんな思いがありま
綿飴やったり︒けっこういろいろ︑

もう一つ︑えんざん朝市の特長は︑

した︒
やってるよね︒今は︑射的もできる

平成１８年に始まった︑えんざん朝
ない︑止めたら失敗になる︒最初は︑

だから︑いろんな人と話をするし︑

時︑日曜日に孫を連れて来られると

子どもに大人気たった射的｡子どもが喜ぶ出店のレパ
ートリーがどんどん増えています。
で「いちご祭り」。毎のチョコレートファウ
ンテンで盛り上がりました。

し︑バルーンアートもできるよ︒少

市は︑平成26年の１１月に・−○○回

言われたけど︑やり続けたらそうい

桐原は売名行為をしてるのかって

そのさらに先には︑桐原さんが思
うことは言われなくなって︑﹁がん

を迎えます︒

い描いている︑えんざん朝市の姿が

ばってるね﹂って言われるようにな

よく続けてるよな︑えんざん朝市︒

った︒

あります︒

歩行者天国

めて歩行者天国をやろうっていう

これやろうって言ってくれたらや

皆が続けてくれてるんだよな︒誰が

こと︵笑︶︒いつかそれをやりたい

るし︒目標は皆が楽しく続けること

あのね︑始めた時の目標は︑塩山

ね︒車を止めれば歩道に︑ばあＩっ

だからね︒歩行者天国のえんざん朝

やってるじやなくて︑皆が主役で︒

と店を出せる︒そうそう︑それをや

市を実現するまではやめれない︒

駅前の郵便局からここまで︑車を止

りたいの︒死ぬまでに︵笑︶︒イメ

あとね︑中学生とか高校生とかに

ころであったらいいなあと思って

えんざん朝市が︑僕が年をとった

出店してもらったり︑朝市でボラン

います︒

ージはできてるんだよね︒

ティアやってもらったり︑地域の中
に子ども達が入ってくる仕組みが
つくれたなあと思うんだけどね︒
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３月は商店街の八百屋「甲州屋」さんの協力

えんざん朝市終了後、来月の相談。右から中
村さん､桐原さん､樋口さん､Chocotton（手
作り雑貨のお店）のお二人。
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用斗がなI､./‑､t.･TJど誰かがいて、集まって、世間話をして、

榊原さんは︑昭和45年︑鹿児島生

まれ︒２才〜１８才までを山梨の甲府

で過ごし︑大学は沖縄へ︒米軍基地

のバーで働きながら︑カクテル等の

お酒を覚えました︒その後︑九州で

働いていましたが︑36才の時に実家

の都合で甲府に戻ってきました︒

実家に戻り︑自分のやりたいこと

を考えた時︑浮かんできたのがカフ

成り行きです

ェをやること︒甲府のコーヒー屋さ

んで修行中︑ある常連客との出会い

榊原さん 最初は佐橋さんが︑コー

持ち主は峡東木材林産協同組合で︑

がコロポックルを始めるきっかけ

ガラガラっとドアが開いて︑当のご

佐橋さんが林産組合から借りて事

ヒーショップをやるのを手伝うっ

本人︑コロポックル初代理事長の佐

務所にしていたんだけど︑その仕事

ＩＩＩ

になりました︒

橋さん登場︒お二人揃って︑立ち上

を畳むことになって︒次の借り手が

ックル｡平成24年は１月から３月までお店を

・休業しての大改装。大幅にスペースが広がり、
ｉテラス席もできました。平成25年は空家にな
１ ったお隣を改装し、より利用の仕方が広がりま

て話だったんですよね︒この場所の

げ当時の話をお聞きすることがで

見つからないだろうから︑何か有効

i el一D毎年のように姿を変え7･いる=H=1ボ
ｉ

−そんな話を聞いているところに︑

きました︒

コロポックルの歩みを語る榊原さん。後ろには塩山のワイナリーさんのワインが並んでいます。

した。お庭では、子どもプールや流し素麺。柿
Ｉ

も干せます♪

これまで、コロボスタッフや常連のお客さん
に漂うコミュニティ感の源かもしれません（!）

ｌ

｢ゴゴイチ｣
毎月第３日曜日
時間：１２時〜15時
｢談話室コロポックル｣
住所：山梨県甲州市塩山上於曽1585
(峡東木材林産協同組合IF)
営業時間：火曜日〜土曜日 １１時半〜22時
日曜日
１１時半〜16時半
定休日：毎週月曜日、第２・４火曜日
問合せ先:0553‑33‑7988
新たにできたお隣スペースでは、「手前昧噌
づくりの会」等､様々なイベントができます。
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HP : http://korobo.org

的に使えないかなっていう話を︑僕

ｉ

平成24年、コロポックル改装中の様子。

ｉ

はコーヒーを滝れながら聞いた︒

ｌ遠の手でお店をつくり上げてきたことが、店内ｌ

榊原さんと援橋さん。
この二人が出会ったことで、コロポックル
が始まりました。

24

佐橋さん そうこうしてるうちに︑

りしたんですよね︒

感じにしましょうって床を張った

に事務所然としてたから︑小洒落た

りで改装することになって︑あまり

そんなに資金もないから︑手づく

んだしましたね︒

なくて︑本当に一年くらいすったも

には飲食店併設のＮＰＯが一個も

はたくさんあったんだけど︑山梨県

榊原さん 当時︑東京とか他の県に

がないからダメと県に言われた︒

ところが最初はけんもほろろ︒前例

てやってみようかってなったのが

なって︒じやあ︑実行委員会つくっ

れだったら行くよって話が積み重

いいんじやないかって言ったら︑そ

に︑昼間から始まる市場があっても

っていう話を聞いて︒そういう人達

なかなかチャンスがないんだよね﹂ ぶ

５月︒

ちょっとお店を始めて︒うちの家内
なんかも手伝いに来ながらやって

ＮＰＯ法人としての談話室コロボ

いて︑パワーのある人が集まってく

ったし︑いろんなつながりを持って

その頃は︑小出さんも実行委員だ

やろうかって話は︒
ッックルが誕生︒そして︑その年の

れた︒その当時の上東区の区長さん

平成21年４月︑塩山の上東地区に︑

榊原さん 地元の人が﹁何をやって
８月に始まったのが﹁ゴゴイチ﹂で

たんだよな︒その後だよ︑ＮＰＯを

るでえ﹂なんて見に来て︒﹁こうし

も︑すごく積極的に応援してくれて︒
のテントもちやんと管理してくれ

回覧板を使っていいぞとか︑上東区

す︒︵以下︑榊原さんのお話︒︶

聞きくうちに︑住宅街だし︑単なる
カフエとしてやることもないなっ

いいねって話になったんですよね︒

ができて︑そういう拠点になったら

気軽に来て︑交流できて︑つながり

日の午前中に家を出るって無理﹂と

市に行きたいけど︑子育て中で日曜

に来るお客さんから︑﹁かつぬま朝

ってキャッチコピーだったの︒お店

いこうって思った︒

域の人に喜んでもらえる場にして

して︑ここをきちんと充実させて地

いう協力をしてもらったことに対

れば貸すよって言ってくれた︒そう

佐鴎さん じやあ︑ＮＰＯ法人を取
か︑﹁ああいう市場に行きたいけど︑

最初は﹁朝寝坊しても間に合う市﹂

ってみようかということになって︒

ゴゴイチを始めたことで︑甲州市

たところだし︑中をのぞくわけにも

内で市を主宰している人達とのつ

さんに初めて会った︒向こうも大歓

−

ったのね︒僕の実家が甲府だから︑

ったけど︑高安さんとは面識がなか

んと地域に受け入れられていきま

たカフェ・コロポックルは︑だんだ

そんなこんなで︑ちょっと変わっ

といいねって盛り上がった︒

甲州市の知り合いがほぼいなくて︒

した︒最近では︑山梨県内にもコミ

かつぬま朝市は行ったことがあ

日は塩山っていうイメージがつく

迎だよって言ってくれて︑第三日曜

一一

第三日曜日は塩山

ながりも生まれました︒

顔を出して︑そこで桐原さんや中村

このお店って︑なかなか入りにく

いんだよね︒道からこんなに下がっ

て思った︒こうやって︑地元の人が

ゴゴイチ

ろし︑ああしろし﹂なんていう話も

大人も子どもものんびり楽しめるゴゴイチ。

いかないから躊躇する︒庭で何かや
っていると何気なくふらっと来れ
るから︑この場所を地域の人に使っ
てもらうっていう意味でも︑ゴゴイ

だけど︑ゴゴイチ実行委員の人が

をやってるんだよ﹂って教えてくれ

して︑特別に心がけていることがあ

コミュニティカフェの先駆けと

ュニティカフェが増えています︒

て︑かつぬま朝市開催中の忙しい中︑

るのか聞いてみました︒

﹁高安さんって人が︑かつぬま朝市

話をさせてもらった︒高安さんの
﹁いろいろ盛り込みたい気持ちも

毎月第一日曜日に皆が集まってい

井戸端会議だったり︑縁側だったり︑

あんまり意識してないです︒昔は

コミュニティ感

ろんなつながりができる場所を用

用事がなくても行ける場所ってけ

あるだろうけど︑かつぬま朝市は︑

意しているだけなんだよ﹂というス

っこうあったんだろうけど︑今はそ
んなにないじやない︒用事がないけ

タンスに共感したんだよね︒
えんざん朝市の打ち合わせにも

27

チっていう存在は大きかった︒

一一
一一

ば︑コミュニティカフェって名乗っ

っていうのは︑そういう理念があれ

る理念なので︒コミュニティカフェ

いなっていうのが︑ここをやってい

をして︑そういう場所になれたらい

がいるコミュニティが︑持続可能性

そういう気の使い合いができる人

ミュニティでしょっていうことで︒

ないんですよ︒気を使い合うのがコ

煙なんだけど︑完全には禁煙にして

幅広い︒でも︑ランチタイム中は禁

ィ感のためか︑最近のコロポックル

そこはかとなく漂うコミュニテ

囲気がある︵笑︶︒

ぜか自分勝手なことができない雰

⁝⁝コゝゝゝュニティ感があるから︒な

ちやうって心配したけど︒そこはね
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ていいだろうって思う︒そういう場
が高い地域をつくるんだと思うの︒
は︑お客さん発案の様々なイベント

続出したらどうしようヽ赤字になっ

として気軽に使えるようにとか︑人
僕らが﹁今日は妊婦さんがいるので﹂
が行われる場所になっています︒

お客さんは︑乳幼児から93才まで︑

を紹介したり︑つなげたりとか︑意
と言う時もあるし︑お客さんが﹁今︑

ど誰か人がいて︑集まって︑世間話

識的にやるのはそういうことぐら
吸っていい？﹂って聞いてくれるこ

な︑ああした方がいいかなって考え

来た人同士でこうした方がいいか

一つの持続していく存在になって

任せしちやってるんだけど︑それで

イベントは発案者にほとんどお

当事者に

るのがコミュニティの要素の一つ
いくよね︒ああした方がいい︑こう

るんだけど︑その全部を自分でやる

で︑僕達の役割はそれを促すこと︒

少ないですよ︒ランチビュッフェを
と︑あんまり上手いこといかないん

した方がいいって思うところもあ

やっても︑ごっそり取ってく入って
だよね︒

当事者になってもらわないと︑誰

は︑上乗地区の皆さんと一緒に始め

試作して︑皆で普段使いしてみよう

の味噌や甘草エキス入り石けんも

お茶はできそうでしょ︒甘草入り

た甘草の商品開発︒

今︑榊原さんが力を入れているの

食べきれないほど取っていく人が

そんなにいない︒やり始めた時には︑

不思議と︑行儀の悪いお客さんが

ともある︒ルールをこっちで決めず︑

いだよね︒

かがやってくれると思っている限
り︑地域であっても社会であっても
よくならない︒自分がそれを変える

という話になっている︒僕らだけが
面白がるんじやなくて︑そのワクワ

塩山駅北口前に︑江戸時代に薬用
植物の甘草を幕府に納めていた旧

クを地元の人と共有しながら︑形に

一員だって意識がそれぞれに芽生

高野家住宅︵通称・甘草屋敷︑国の

なっていくのが楽しい︒

えない限りダメだよね︒地域の人達
が自分達で話し合って︑自分達で解

持続ができる経営にしていきたい︒

点という機能は外さずに︑きちんと

ここが︑そういうことがやれる拠

重要文化財︶があることから︑地域

こうなったらいいのに﹂って︑思っ

﹁甘草屋敷があるんだから︑もっと

上乗地区の人達にしてみればね︑

甘草プロジェクト

で取り組むことになったのです︒

決する︒そこに行政も参加しながら︑
同じ対等な立場でやれることが大
事かなって思う︒
だとしたら︑このお店も︑来てく
れるお客さんや︑イベントを持ち込
む人が当事者で︑その人達が責任を
もって︑自分達で自分達の場をつく

エ

てることいっぱいあ

−

っていく︒僕らは空間を貸して︑そ

.ノ

るんだよ︒﹁甘草の
商品開発︑しません

地域の方途と、
甘草の勉強を兼ねてのお茶会。

の人達の夢の実現に協力する︑一緒
に共感するっていう役割︒﹁この問

か﹂って声をかける

だね﹂って興味を持

と︑﹁それいいこと

題を解決してよ︑ＮＰＯなんだから﹂
っていう感覚を持って接して来る
人は少ない︒
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つ人が︑けっこうい
るんだよね︒

甘草入りのお味噌を試作。

ランチタイムは、神金の若手農家・マル
神農園の野菜等、地元の食材を使ったお
総菜ビュツフエが人気です。
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こんなに素ijらしい塔計fかあるんだったら、
もっと皆さんに知ってほしいと思ったんですよね。

の夢を︑勝沼の﹁まち案内＆Ｃａｆ

生時代の夢はカフェを開くこと︒そ

員さん達だったけど︑彼女達と仕事

私が教わるのは20代前半の若い社

した人達がすごく向上心があって︑

ることができました︒一緒に仕事を

ｅ つぐら舎﹂として実現すること

ができたことは今でもすごく誇り

小出さんは︑塩山赤尾生まれ︒学

になる始めの一歩は︑29才の時︑甲

に思っています︒

サービスとはお客様が本当に言

斐市にある﹁サントリー登美の丘ワ

イナリー﹂で働き始めたことでした︒

光案内所で︑お客さんから﹁お花屋

いたいことを察知すること︑という

結婚してから︑やってみたかった

さんはどこですか？﹂って聞かれた

のが学んだことの一つ︒例えば︑観

仕事は全部やりました︒登美の丘ワ

ら︑単純に一番近い所ではなく︑そ

サービスとは

イナリーは︑元々すごく好きなとこ
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の方の服装だとかお花を買う目的

手づくりの雑貨や食品も販売しています。

問合せ先:0553‑39‑8915
HP : http://ameblojp/yamanekineko/

ろで︑働いたら裏側が見えちやった

営業時間：１０時〜18時
定休日：毎週火曜日

から︑どこのお花屋さんを紹介した

｢つぐら舎｣
住所：山梨県甲州市勝沼町勝沼2997

りするかなと思ったんですけど︒ダ

時間：１０時〜15時

ら一番いいかを考える︒同じ質問で

｢つぐら市｣
不定期開催(つぐら舎ＨＰをご覧下さい)

メ元で面接を受けて入ったら︑入る

ｌパフェにワッフルに…欲張ってお腹が痛く
ｉ なるほど食べてしまいました(!)

も︑その人その人にあった答えをし

季節ごとに変わる、地元のフルーツを使っ
たメニューも楽しみです。毎フェアの時は、

前よりも好きになりましたね︒

春の楽しみは「いちごのパフエ」♪

ていくことが大切だということ︒

ｌ
ｌ

サントリーの中に︑お客様サービ

ＩＩ

ｌ気。猫にとっての「猫つぐら（藁を編んで作ｌ
ｌる猫の寝ぐら）」のように居心地のいい場所ｌ
ｌ に…という店名の由来通りです。

スを専門に行う関連会社があって︑

きたような小物や食べ物が並ぶ「つぐら市」

と「つぐら舎」。小出さんならではのセンス
ｌで統一され、カワイイもの好きの女子のツポｌ
ｌを押さえた、なんとも言えない落ち羞く雰囲ｌ

そのサントリーパブリシティサー

１

ビスの中で教育を受けて︑接客とい

‑‑一一‑‑‑一一‑‑‑一一‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑一一‑‑‑
l eSSDナチュラル系雑誌から飛び出し７

うものの厳しさ︑楽しさ︑喜びを知

つぐら舎を立ち上げるまでのエピソードを語る小出さん。

つぐら舎
の看板。
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たいと応募を決めました︒

で学んできたことを地元で活かし

ることを知った小出さんは︑これま

市観光案内所が職員を募集してい

州市の市報でＪ塩山駅構内の甲州

スでの仕事がＩ区切りついた頃︑甲

サントリーパブリシティサービ

ら︑彼女は塩山という所をすごく好

に来られたのだと思います︒それか

悩みがあって向嶽寺に坐禅か何か

激してくださいました︒確か︑何か

教えしたら︑甘草屋敷も桃の花も感

見るのにちょうどいいルートをお

と︑甘草屋敷のひな飾りと桃の花を

と打開していかない︒でも︑あそこ

考えるとぶつかるし︑ぶつからない

誰のための観光案内所なんだって

光課長ともケンカしてます︵笑︶︒

ます︒駅長さんとも︑ほとんどの観

できないこともいっぱいやってい

ますよね・逆にヽ恥ずかしくてお話

とや︑その質問を市役所の観光課に

駅を訪れる方達の質問を受けるこ

の印象も決めかねない︒でも︑接し

性が高い︒その人の対応一つで︑町

た人が一番に出会う人になる可能

たんです︒そうしたら︑帰りに﹁あ

きた女性がいて︑行き方をお教えし

てもらったり︑そういうことは観光

ったり︑レンタサイクルを始めさせ

ほうとうマップを作らせてもら

やってらっしゃる方だとか︒まだま

間でしたね︒

せていただいて︑本当に貴重な４年

でしかできない経験をたくさんさ

ガイドをする立場の人は︑第一村

きになってくれました︒
第一村人の心得

伝えることが主な仕事でした︒それ
方次第でこの町に良い印象を持っ

人じやないけど︑初めてその町に来

から︑観光案内所のホームページを
てもらうことができるんだ︑という

塩山駅は甲州市の玄関口の一つ︒

作って︑毎日の更新を行いました︒

りがとう︑向嶽寺に行ってこられま
課の協力でだいぶやらせてもらい

ことをその時に感じました︒

した﹂とＩ訂ってくださって︒桃の花
ました︒形になるとやりがいがあり

やりがいを感じつつも︑もっと裏方
だ自分が知らない方がたくさんい
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寄せられています。

ある時︑向嶽寺の行き方を訪ねて

の時期だったので︑せっかくだから

的なことをやりたいという思いが
たのね︒その中で︑甲州市のこと︑

ばってらっしゃる方だとか︑農業を

強くなった小出さんに︑甲州市役所
町のことを知りたいのは観光で来

平成23年︑観光案内所での仕事に

の臨時職員として働く機会が訪れ

るお客さんだけじゃないって思っ

甲州市に移り住んで来る方が増

た︒

ました︒

観光案内から︑まち案内へ

ジに載せるためのレポート記事を

ことになりました︒市のホームペー

策秘書課で広報の担当として働く

るような場所もつくりたいって思

そういう時に︑ちょっと相談に乗れ

こでもらったらいいかわからない︑

した︒そういう方達が町の情報をど

まなし︵＊４︶︒ワインツーリズムに

るきっかけは︑ワインツーリズムや

この場所を川口園さんから借り

えればいいな︑という思いもありま

書いたり︑写真を撮ったりする仕事

ったの︒観光案内だけではなくて︑

私は３回出店をしていて︑４回目の

臨時職員として︑甲州市役所の政

でした︒私が広報にいた当時に撮っ

まち案内をしたいっていう考えに

時は市役所の職員という立場だっ

つぐら舎

た写真を活用してもらったので︑が

シフトしていきました︒

たので︑出店ではなくて裏方でお手

んばって撮りに行かせてもらって
よかった︒

らの夢が︑これまでの仕事を経るこ

があって︑私はその出店者さんを集

んです︒当時は川口園会場というの

伝いをしようということになった

に関わってきた観光業の人達だけ

とで厚みを増し︑形になる時が巡っ

めたりする担当になって︑会場の下

平成24年︑小出さんの学生の頃か

じゃなくて︑いろいろな分野の人達

てきました︒

広報の仕事では︑観光案内所の時

に出会えた︒子育てをＩ生懸命がん

３３

つぐら舎のカウンターに立つ小出さん。
今でも、小出さんの元には様々な相談が
つぐら舎入り□。平成23年10月にプレ
オープン、平成24年３月２日からリニ
ューアルオープンとなりました。

見に来てね︒その時に︑ぶどうのト
ンネルを初めて通ったんですよ︒
﹁観光案内をずっとやっていても︑

高安さん運もＮＰＯの事務所が必
要ということで︑一室を勝沼文化研
究所の事務室にすることで落ち着

ここも活用したいんだよね﹂とおっ

の時︑川口園の奥さんが﹁もう少し

ほしい﹂と︑思ったんですよね︒そ

んだったら︑もっと皆さんに知って

な︒こんなに素晴らしい場所がある

か︑個々に責任を持って運営してる

のメンバーは﹁明日への伝言﹂だと

小渾さんは勝沼フットパスの会︑他

の通り︑高安さんはかつぬま朝市︑

ぞれが事業を持っています︒ご存知

勝沼文化研究所はメンバーそれ

きました︒

しやって︒﹁じやあ︑私に貸しても
んですよね︒私も︑個人的につぐら

知らないことがまだまだあるんだ

らえませんか﹂ということで︑すぐ

開催の発端は︑静岡から﹁かつぬま

舎をやりながら︑勝沼文化研究所に

朝市﹂や﹁ゴゴイチ﹂に美味しいお

に話が進んで︒一週間後には︑市役

ったらお互いの事業を支え合いま

茶やみかんを届けてくれる藤原園

所属してます︒つぐら舎自体は︑私

しょうという︑そのためのＮＰＯな

さん︒相手が必要としていることを

所の方に﹁退職します﹂って言って

んです︒つぐら舎をやりながら︑勝

察知することを心がける︑小出さん

平成24年１月︑第１一回﹁つぐら市﹂

沼フットパスの会の参加申し込み

の独断で運営していますが︑何かあ

先にもなったり︑役割を分担しなが
の姿勢があったからこそ始まった

ました︒

高安さん達が運営するＮＰＯ法人

ら︑無理せず皆で補い合っていろっ
のだと思います︒

補い合う仲間

勝沼文化研究所の事務所でした︒

て形ですね︒

﹁すいませんが︑私がお借りするこ

私が借りる前︑ここは小潭さんや

とになりました﹂って話をしたら︑

さんにスポットが当たるように︑雰

ています︒

囲気づくりをしていきたいと思っ

つぐら市
毎年１月︑かつぬま朝市はお休み
じゃない︒さらにその年は︑ゴゴイ

いただいていた関係で︑出店者さん

が始まる時に実行委員をやらせて

装でお休みだった︒私も︑ゴゴイチ

ジュールの調節をして︑時間を割い

にいろんな方にお会いできる︒スケ

す︒ここにいて︑その日はいっぺん

くホームパーティみたいなもので

私にとって︑つぐら市は自分で間

とも仲良くさせていただいて︒その

て︑皆さんが足を運んで下さるって

チがコロポックルさんの建物の改

一人の藤原園さんから︑﹁朝市もゴ

ことは︑全く有り難いことだと思っ
ています︒

ゴイチも休みで︑山梨に来られなく
て寂しいから︑店先をちょっと貸し
てくれないか﹂って話があったんで
すよ︒そういう風に考えている方が
他にもいるんじゃないかなって思
って︑仲良くさせていただいている
出店者さんに声かけをしたのが︑つ
ぐら市の始まりです︒
ぶどうトンネルを︑いろんな方に
知ってもらいたいということもあ

では様々なイベントを開催しています。

平成26年２月14日の大雪の影響で中止になった、
３月のかつぬま朝市にかわって急速つぐら市を開催。
当日の準備を手伝う小渾さんと高安さん。
平成25年６月に開催された「ボサノヴァ＆
ワインinつぐら舎」。この他にも、つぐら舎

大雪の後に開催された、つぐら市。
人が集まって、おしゃべりできる場所があ
ることの大切をあらためて感じました。
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:拓

りました︒つぐら市では︑ぶどうト
ンネルを全面に押し出して︑川口園

９月のつぐら市は、ワインレッドの甲州ぶど
うが輝くぶどうトンネルが楽しめます。
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首テいうことは寸から、

うんと大事だと思う。
塩山で何の商売をしようか考え

て開拓の仕事が終わり︑これから

いて通っていました︒しぱらくし

ケ原へ開拓の仕事に塩山から歩

父さんは︑富士山の裾野にある梨

終戦後︑満州から帰ってきたお

ねや製麺所﹂が創業されました︒

して︑山梨市にいる父の従兄弟達も

いな麺屋さんがなかったから繁盛

を手伝ってね︒その当時︑うちみた

弟は中学卒業くらいでうちの仕事

て大学まで行ったんだけど︒後の兄

いう父の意向があったので︑進学し

の子は︑ちゃんと勉強させたいって

父の兄弟が４人いて︑一番下の男

： になるくらいパワフル｡いろんなイペントでご
ｌ一緒する機会が多く、特に山梨に来て間もない
頃は、ふたねやさんのテントを見つけると「あ

ｌ

っ、邦子さんも来てる」と、なんだかホッとし
たものです(!)

｜＿

「ふたねや製麺所」
住所：山梨県甲州市塩山上於曽1023の３
営業時間：１０時〜19時
定休日：毎週日曜日
問合せ先:0553‑33‑2474

･!･‑Ｊ､．･

．､､ｉ'‑･､;‑．．−・〃Ｓ

ステンレスの練り機だけど︑当時は

ｌ

邦子さんは､いつ寝ているのだろう？と心配ｌ

木製の練り機︒

ひやむぎ、たまごらあめん、中華むしめん、パｌ

てやってきたんだよね︒

ｉ

ｌ

昭和28年︑当時25才だった邦

た時に︑揚屋さんをやることを思

手伝いに来てくれて︑皆に支えられ

ｌ

ろんな場面で大活躍。他にも、蕎麦、うどん、ｌ

：スタ等々、それぞれにファンがいる横様。

子さんのお父さんによって﹁ふた

いついたのだそうです︒

ふたねや創業

指扇さんをやるのに︑機械も何も

わからないから︑開拓時代に知り合

った甲府のパン粉屋さんに一週間
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弓‑

皆と一緒にやりながら。

くらい行って教えてもらって︑それ

りこもヽ他の地域に手土産を持って行＜にも、い
ｌ

■■９■１

一＝
一哉
一・・
一・し
一上
一一

万作秀子ド斗

li11 ︲￨.︲︲1141．一一一

ふたねや製麺所のポスター。
いろんな種類の麺があります。

==･i三ﾓ

つなが０を特ちながら、

で始めたみたい︒その頃は︑塩山の

い！ちょっと塩味が効いたほうとう麺は､我がｌ

道がアスフアルトになってない時

の

１

￣

ｌ家の食卓にも､知り合いが山梨に遊びに来た時ｌ

ＩＩ

乙
今

創茫昭拓︒ト八年︒

ぶ

武田の里・甲州巾塩山で

原料を吟味し︑味にこだわり︑

ゆ
〃
と

一一一一一一一‑‑‑‑‑一一一一一‑‑‑一一一一一一一一一一一一一一‑
i eap ふたねやさんの麺はどれも美味しパ

代なのよ︒東京から製麺の機械を探

すところから始まって︑今はオール

コロボックルにてインタビュー。自分の仕事を語る時の笑顔がすてきな邦子さん。

￣天tΞ

現在のふたやね製麺所。
黄色い看板と建物が目印です。

HP : http://futaneva.nassv.iﾛ
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ふたねや製麺所ができて１０年
後︑邦子さんが生まれました︒お
店は相変わらずの忙しさ︒その忙
しさを物語るエピソードがあり
ます︒

麺屋は継がないＩ︒

ら出る﹂って︑お友達にも言い続け
た︒信じられないでしょ︵笑︶︒

その言葉通り︑邦子さんは結婚
をして千葉県船橋市に移り住み
ました︒
山梨を離れて

重なるうちに﹁これは空気のせいだ
な﹂って思った︒息子が幼稚園にあ
がって年中さんの時には︑山梨へ越
そうと決めたの︒
その頃︑父は商売を止めようと思
っていたのよ︒手が痛かったり︑足
が痛かったり︑体がきつかったんだ
よね︒だけど︑お得意さんに﹁ふた
ねやさん︑止めちゃ困るよ﹂って引

ハイハイをしてたくらいの時に︑
私︑長女で兄弟がいないから跡取
き止められながら︑ぼちぼちやって

私が二階の階段から落っこっちや
りだったんだけどお嫁に行ったの︒

結婚して︑子どもが生まれて︑長

ったの︒うちの母が麺を苑でていた

にね︑母はそのまんま仕事をやって
男がアレルギーだったんだよね︒当

たんだけど︒

たの︒しばらくして︑意識が戻った
時は夏になると光化学スモッグ警

父にしてみれば︑私がお嫁に行くな

私が泣いたんだよ︒それで︑見に行
報がすごい出るのよ︒船橋って湾岸

ら︑ドンって音がしたんだって︒な

ったら階段の下にいたんだって︒そ
の方に工場が多いから︑そういう関

んてことは青天の弊震だった︒

れぐらい忙しかったのよ︒未だに母
係で空気が悪かったのね︒でも山梨

んだろうって見てくれればいいの

がね︑すごく後悔をしたように︑そ
に帰って来るとピタリと止まるの
よ︒鼻水もクシャミも︒

の話をするんだよね︒
だから︑子どもの時から﹁絶対に

の︑お父さんが引退する時が︑ふ

山梨に戻ることは決めたもの

勘でやるところもあるわけ︒主人が

間だからさ︑見て覚えろみたいな︑

ふたねやをやってたの︒父も昔の人

だよ﹂だって︵笑︶︒いろんなこと

って主人が言ったのは﹁やっぱり勘

だけどゼロからやり始めて︑10年経

算して︑それを見ながらやってたの︒

だんだん２回︑３回と同じことが

たねや製麺所を閉める時と考え
﹁水をこの粉に対してどのくらい

をやってきたけど︑やっぱり最後︑

麺屋は継がない︑私は絶対に山梨か

ていた邦子さんの背中を押した
入れればいいですか﹂と間いても父

完成までの一番のポイントは自分

のは︑ご主人の文法さんでした︒

の返事は﹁このぐらい﹂︒何リッタ

の経験と勘︒

そういうところが︑主人はつらかっ

ーとか︑そういう答えじゃないの︒

うちの工作員
主人が高校を出た時︑父親の具合

お父さんからご主人へ︑ふたね

けなくって︑すぐ職へ就いたのね︒

やったり︑あらゆる職業をやってき

主人はサラリーマンの時︑設計も

手にすることに︑邦子さんは物足

継がれた頃︑お得意さんだけを相

たんじゃないかなって思う︒

だから︑18才の時からずっとサラリ

た人だから器用は器用なのよ︒﹁う

りなさを感じるようになってい

が悪くて入院して︒主人は大学も行

ーマンをやってたわけ︒それで︑山

ちの工作員﹂ってあだ名をつけたん

ました︒

やの麺づくりがしっかりと受け

梨に越す時に﹁俺はもうサラリーマ

だけど︵笑︶︒イペント用のテーブ

父が亡くなってからは︑自分で表

の時が最初なんだけど︑そのきっか

なったのは︑ゴゴイチの一周年記念

いろんな市場へ出店するように

ゴゴイチさん

ンは嫌だ﹂と言い始めたの︒

ゃったって言えば直してくれるの

ルも作ってくれたし︑これを壊しち

うって言ってるけど︑どうしようか﹂

よ︒

﹁うちの父は︑ふたねやを閉めよ

って聞いたら︑主人が﹁や・る﹂っ

を作ってね︒何キロの粉の時にはお

けは羽村さんなのよ︒

て言うのよ︵笑︶︒

水をこれだけ︑食塩はこれだけ︑ソ

平成７年に塩山に越してきて︑平
成Ｈ年の６月に父が亡くなってし

ルトパーセンテージとか︑全部を計

コロポックルが夏のイベントで

まって︒だから丸３年は父と一緒に
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店内にて、ご主人の貧窪さんと邦子さん。

流すばっかりになっててさ︒その場

さんがいて︑もう竹も組んであって︑

カセットコンロと鍋を持った榊原

レーションに行ったの︒そうしたら︑

れて︒私が生麺を持ってデモンスト

さ︑作ってくれるけえ﹂って来てく

やさん︑流し素麺やりたいんだけど

ったらしくて︑羽村さんが﹁ふたね

って︑一年経ったところで行ったの

かつぬまの朝市を見に行こうと思

かくゴゴイチで出店に慣れてから︑

れないからずっと諦めていた︒とに

て︒でも朝の時間帯はお店から出ら

市はすごく大きいイベントだよ﹂っ

する内に知ったのよ︒﹁かつぬま朝

かつぬま朝市は︑ゴゴイチに参加

それが︑ゴゴイチに出店した始まり︒

食事処・はやしさんと共同出店で

うとうの達人﹂を受賞︒地元のお

真剣勝負２０﹃・−２﹄では︑２位﹁ほ

ん︒昇仙峡の﹁ほうとう味くらべ

に出店するようになった邦子さ

んのおかげで︑いいタイミングで入

になったわけ︒だから︑周りの皆さ
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で流して一緒に食べた︵笑︶︒
よ︒当時は１００店舗くらいかな︒
参加しました︒今では︑すっかり

やってヽかつぬま朝市にも出るよう

お店の前を何度か通った時に看
まだ大きい丸と小さい丸があって︑
トレードマークになった﹁ほうと

﹁どうぞ︑どうぞ﹂みたいな感じで︒

板にゴゴイチって書いてあったか
その真ん中をお客さんが歩いて回
う娘﹂の姿も︑この大会がきっか

流し素麺をやるっていうことにな

ら︑私︑﹁ここはゴゴイチさん﹂と
るという感じの時︒

って言うから︑なんかとっさに︑そ

ど８月で︑ゴゴイチが一周年記念だ

名前だってことがわかって︒ちょう

していたら︑ゴゴイチはイベントの

言ったら︑﹁ふたねやさん︑その時

くらいにしか来られないんです﹂と

でくれて︒﹁出たいんですけど10時

声をかけてくれて︑高安さんを呼ん

そしたら︑朝市へ出ている人達が

ちから生まれたアイデアです︒

Ｒしたいという邦子さんの気持

場者に︑少しでも山梨のことをＰ

ションがあります︒イベントの来

ーツは季節に合わせてバリエー

ほうとう娘の帽子を飾るフル

それ以来︑あちこちのイベント

ることができた︒

思ってたの︒それを榊原さんと話を

の一周年記念へ出て行かないとダ
間でもいいから出てきてください﹂

けで生まれました︒

メだって思ったの︒﹁一周年記念か

動いていかない︒その一年︑一年を

いのスパンを持たないと︑人の心は

ら︑うんと大事だと思う︒10年くら

にやりながら︒そういうことは今か

つながりを持ちながら︑皆と一緒

れはお互いさまだと思うの︒

村さんがいるよって伝えていく︒そ

って言ったらタタミワールドの中

豆腐なら内田豆腐店さん︑畳屋さん

ねやの麺のことだけじゃなくて︑お

美味しい物があるんだよとか︒ふた

ている人がいるんだよとか︑こんな

るの︒こういう素晴らしい物を作っ

し︑皆の紹介ができるようにしてい

にあるようなパンフレットも置く

うちのお店には駅の観光案内所

る︒

といけない︑それをすごく肌で感じ

ゃなくて︑皆でよくなっていかない

って言われたの︒もう嬉しくなっち

お互いさまのつながり
甲州市の産業にしても︑観光にし
ても︑今何かをしないと︒すぐよく
なるものではないから︑10年︑20年︑
何十年という単位で動かなくちや
ならない︒
だから︑こういう小ちやい力のな
い者でも︑少しでも縦と横とつなが

着実に︑︑結果を出していくってこと
が大事だよね︒
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りをつくりながらやっていかない
と︒自分の商売が繁盛すればいいじ

コロポックルの「焼きほうとう」。

ふたねや製麺所には、たくさんのチラシやパ
ンフレットが置いてあります。
ふたねや製麺所のほうとうを使った、

ら入らしてもらっていいかしら﹂

お客さんに麺の料理の仕方を説明する邦子さん。
冬は大きなころ柿（干し柿）がポイント。
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子ども往にとっで孚かレい昧になって、
人人になった時に『宗で食べた豆腐は美昧しかったな』と、

から自営業の機織り屋さんに転

勇人さんのお父さんは︑国鉄マン

ことを何の気構えもなく聞いてい

と言われることがあるでしょ︒その

に﹁将来︑豆腐屋さんをやるんだね﹂

もあったね︒親戚やお客さんだとか

身︒しかし︑戦争で機織りの仕事

て︑無意識に頭の中に刷り込まれて

内田豆腐店は昭和３６年の創業︒

がなくなってしまいました︒住ん

いる感じだったかな︒

そんな勇人さんが︑豆腐屋を継

でいた地区に豆腐屋がなかった

ので︑夫婦で相談して豆腐づくり

を始めることにしたそうです︒

ぐ決心をしたのは27才の時︒
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問合せ先:0553‑33‑2298
HP : http://www.geocitiesjp/uchidatoufuten/

お店を立ち上げて二年後︑勇人

一度聞いた忘れられない名前「豆の哲学」。

さんが生まれました︒内田豆腐店

営業時間：朝４時〜18時
定休日：毎週日曜日

歯科技工士から豆腐屋に

住所：山梨県甲州市塩山上於曽63

と歩みを共にしてきた勇人さん

くしかありません！豆乳の試飲も人気ですよ(!)

入れ歯とかつくってたんだよ︒東

が上がっていました。それ以来すっかり定番に。
かつぬま朝市、えんざん朝市、つぐら市以外に
もあちこち出店している内田さん。見かけたら行

は︑小さい頃から二代目を継ごう

１

京で歯科技工士っていう仕事をや

ｌ で、ワインと一緒に塩山の美味しい食材を出そう
１ という話になった時も、内田さんのお豆腐の名前

と思っていたのでしょうか︒

歯科医院で働きだした︒実家に戻っ

さんの湯豆腐はお豆腐だけの味でしっかり美味し
かったのを覚えています。
平成24年秋の「塩山のワインを飲まナイト」

っていた︒でも︑長男だから︑こっ

学校では︑名前じゃなくて﹁豆腐屋﹂

て︑父の衰える姿を見て︑せっかく

ｌ
ｌ
ｌ

ちへ帰って来いってことになって︑

って呼ばれたこともあったし︒今思

親父の豆腐のファンがいるのに︑食

出汁に浮かぶ美味しそうな湯豆腐。普段は、薬味
やお醤油をたっぷりかけてしまうのですが、内田

豆腐屋の息子

えば︑気にすることてもないけど︑

べれなくなっちやったらどうすん

ｌ
ｌ

24才から春日居町︵現・笛吹市︶の

幼心に親の商売のことを言われる

のかなって︑いらんことまで考えた

ｌ良型lgl 内田豆腐店さんのお豆腐を初めて食べｉ
ｌたのは、コロボックルでした。火鉢の上で、昆布ｌ

そんなの全然思ってなかったよ︒

のは恥ずかしいって︑そういう時期

内田豆腐店の作業場にて、インタビューに答えてくださった内田さん夫妻。
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りしたんだよね︒

られなくなっちやってね︒

﹁豆の哲学﹂誕生

て思ってなかったと思うよ︒﹁まあ︑

ね︒うちの親父達もまさかやるなん

けて︑どっか頭の中にあったんだよ

うこんだよね︒幼い頃から言われ続

才の時︒やっぱり︑家業だったちゆ

て考えて︑一気に切り替えたのが27

に起きてやってたから︒俺が遊んで

父はもっと早く︑午前Ｏ時半くらい

うのがわかったの︑最近︵笑︶︒親

ゆとりがあるといいんだ⁝⁝とい

に納得できないというか︑やっぱり

いいものはできないし︑仕事の内容

がいいんだよ︒切羽詰まっていると

うようにのんびり仕事ができるの

親父は︑猛反対︵笑︶︒親父とは

いる間に決めていたんだよね︒

始めたってわけ︒商品名も修行して

手伝いをしながらこの豆腐を作り

教えてもらって︑帰って来て親父の

かしい味がしたんだよね︒作り方を

ってね︒そこで食べた豆腐が︑昔懐

屋さんっていう豆腐屋に修行に行

めた商品︒27才の時に︑長野県の玉

﹁豆の哲学﹂は27才の時に作り始

オレの代で終わりだな﹂って︑どっ

帰って来ると︑親父が仕事始めてる
二︑三年くらいしか一緒に仕事でき

朝︑暗いうちから起きて自分の思

ちかっていったら安心してたんじ

みたいな︒そういう︑親父の姿を見
なかったんだけど︑その間毎日ケン

じやあ豆腐屋をやってみようっ

やない︒

ていたから︑自分は豆腐屋をやるこ

早起きのススメ
カみたいなもので︒﹁そんなで食っ

勤めに行ってる時も手伝いはし

前は︑ちょっとでも寝ていたかっ

のまま仕事に行くって感じだった︒

さ︒朝起きて︑自然に手伝って︑そ

っていたから︒早起きは得意だから

豆・ナカセンナリを使い︑昭和初

れが﹁豆の哲学﹂︒長野県産の大

の豆腐づくりを模索しました︒そ

継ぎながら︑勇人さんは自分だけ

お父さんの豆腐づくりを受け

て︑今は思うよ︒

な風に俺が挑戦をできたんだなっ

油揚げのベースがあったから︑こん

からね︒でも︑親父が作った豆腐や

ったって最初はずっと赤宇だった

てたんだよ︒親父が腰痛いなんて言

たけどさ︒今はもう眼が開いたら︑

達が︑今は20才くらいなんだけど︒

最初にこの豆腐を食べた子ども

塩山や勝沼の小学校等の給食で

今年の夏︑小学校の頃にうちを見学
したって子が来たんだよ︒びっくり
しちやったよ︒本当に来たじやんっ
て思って︵笑︶︒

っているんだよ︒そうすると︑子ど

きるだけ﹁豆の哲学﹂を出そうと思

ぬま朝市やつぐら市への出店を

豆腐作りも手伝っています︒かつ

広美さんはお勤めをしながら

−ここで︑広美さんが帰宅︒

も達にとって懐かしい味になって︑

提案したのは広美さんでした︒

わけ︒

めたのは︑そんな思いもあったって

てるだよね︒﹁豆の哲学﹂を作り姶

いいとこずらなあっと思ってやっ

くことが大事なのかな︑この商売の

そういうことを繰り返しやってい

でには何十年も時間がかかるけど︑

うにならないかなって︒そうなるま

りね︑一生懸命作っているものだか

っているのかわからないし︒やっぱ

パーだと︑どんな人が買ってくださ

ばいいじやんて思うんだけど︒スー

広美さん 私もね︑日曜くらい休め

やあだ﹂って言ったんだけどね︵笑︶︒

勇人さん 俺は﹁休みが潰れるから

お客さんの声

は美味しかったな﹂と︑思い出すよ

大人になった時に﹁家で食べた豆腐

っから︑幼稚園とかに出す豆腐はで

っていうじやん︒そんな話を聞いて

子どもの頃の味覚って将来残る

子ども達に本物の味を

も食べられています︒

そんな内田豆腐店のお豆腐は︑

期の製法で作ったお豆腐です︒

ていけやしないよ﹂って︒いくら作

とないって思ってたんだけどなあ︒

ん」は勇人さんが作り始めました。

できるだけ早く起きる︒むしろ寝て

最近完成度が増してきた︵笑︶︒

作り始めて23年︒日々進化しつつ︑

てね︒

ういうのに︑なんかこう反発したく

ちだぞみたいな世界だったから︒そ

を作って︑たくさん売ったもんか勝

つある︒でも︑20年前はとにかく量

ものを作ろうって考え方も増えつ

見直されてきて︑手間をかけていい

さんの物を作ろうっていう風潮は

なんでも合理化して︑簡単にたく

下の３つがお父さんの時代から作り続け
ている商品。「豆の哲学」と「手造りもめ
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１

ってもらえることが励みになるし︒

思って︒﹁美味しかったわよ﹂と言

いして作ってもらったの︒だから︑

に出店している判子屋さんにお願

ナツを入れてる袋も︑かつぬま朝市

商品を気に入ってくれた人しか注

れたらいいな︒そうすれば︑うちの

いに︑豆腐を直接お客さんに届けら

勇人さん 新聞とか牛乳配達みた

豆腐屋の生きる道

私達の豆腐のことを何かわかって
売ることばっかりで︑つながりの時
文が来ないんだから︒そういうもん

のも楽しみでね︒うちでおからドー

くれるというか︑そういう話をお客
間がないと寂しいよね︒

ら︑お客さんの声を聞きたいなって

さんとできるのはいいよね︒

一

うちの豆腐屋の看板とかレシピ
が生き残っていく道になるかなと

を増やしていけば︑町の豆腐屋さん

のはスーパーだったり︑量販店だか

考えだったんだよね︒売ってくれる

いいやっていうのが俺や親父達の

製造者だから売ることはしなくて

今までの反省点として︑自分達は

思ってる︒

を書いてくれている人が︑夏にＴシ
ャツに字を書くなんて言ってたの
でね︒﹁私達もお願いしたい！﹂っ
て︑﹁豆の哲学﹂って書いたＴシャ
ツをつくってもらったの︒さりげな

く後ろを振り返った時に気がつい
てくださる方もいてね︵笑︶︒そん

楽しみながらっていうのがメイン

勇人さん 出るきっかけとしては︑

んと減っています︒そんな中︑勇

全国の町の豆腐屋さんはだんだ

て︑安価な豆腐を売る時代︑日本

大きな会社が量産体制を作っ

いわけよ︑やたら︵笑︶︒昔はそう

もそうなんだけど︑俺は昔に返りた

てわかってきたからさ︒﹁豆の哲学﹂

怠ってきた︑おれんとうの責任だっ

ていけなくなる︒それは売る努力を

ら︒だけど︑それじやあ私達は生き

だからね︒

人さんはこれからの豆腐屋の在
やって売ってたんだから︒

な風に自分達も楽しみながらやっ

広美さん 出店してらっしやる方

り方をこんな風に考えています︒

てます︒

達と︑何かどうかつながりができる

うから︑あっちもこっちもしちやっ

大型工場みたいなところのお豆

一歩外へ出て朝市で売ってみた

が︑広まっていければいいなと思っ
腐は︑うちじやあとてもそんな金額

てるけど︒ちょっと遊ぶ時間も必要

ているの︒そうすれば︑お客さんが

で出せないって物もあるからね︒そ

りだとか︑個人のお客さんのところ

食べるほんの一時間前に仕上がっ
れはそれだよね︒

よね︵笑︶︒

たものを持っていけるしさ︒量産体

勇人さん 地域に密着した商売が

に注文をもらって届けたりだとか

制じゃなくて︑たくさんは儲かんな

できればってことだよね︒一言で言
えば︒

いけど︑食っていくにはいいじゃん
︵笑︶︒
地域に豆腐屋さんが一軒ずつあ
っても︑ちゃんとやっていける︒塩
山以外にも卸そうとすると︑安くた
くさん幅広くになるから︑お互いケ
ンカになっちゃうし︑うまく回らん
だよね︒自分のテリトリーは自分で
守って︑そこだけで生きていって欲
をかかなければいい︒遊ぶ時間も必
要だし︵笑︶︒
広美さん 今はね︑もう少しがんば
れるような体力もあるかなって思

かつぬま朝市で、お客さんとおしゃべりする
広美さんと勇人さん。
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サラダやグラタン等、お豆腐を使ったレシピを
「ワインツーリズムやまなし」の夜に開

もらえるのが嬉しい！かわいい手描きの看板
も、いろんなバージョンがあるそうですよ。
催される「塩山のワインを飲まナイト」
でも大人気な内田さんのお豆腐。

判子を押した袋がかわいい。
もちろん、美味しさも太鼓判の
おからドーナツ。
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県内−、フットワークが軽い太鼓です。

始まるという感じで︒それから︑月
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動の中心に﹁ぶどうまつり﹂があり

56年︒その２年後︑勝沼の小佐手
に生まれた駒田昌樹さんは︑26才

に一度のかつぬま朝市︑後は甲州市

仕事帰り、真っ暗な山奥で練習中。

にでも行って叩いています︒

｢甲州ぶどう太鼓｣
練習日：毎週月曜日 １９時〜
場所：勝沼町上岩崎地区

最近では︑結婚式やライブハウ

−

スで太鼓を叩くこともあるそう

るのかと、ドキドキワクワクでした(D

ｌ

合併して

ｉ

塩山の﹁およっちょい祭り﹂に太

り、周りには何もなく真っ暗です。練習を見１
ｌ学させていただいた時は、町中をちょっと離
ｌれただけで、こんなに人里離れた感が味わえ

緒にやりませんかって話になった

ちなみに、甲州ぶどう太鼓さんの練習場所１
は、勝沼上岩崎の山奥。山林という地名の通ｌ

んです︒

にも響く太鼓の音。その太鼓を支えている皆
さんが、こんなに若いメンバーだったなん
ｌて、嬉しい驚きでした。

甲州ぶどう太鼓の設立は昭和

の時から甲州ぶどう太鼓の代表

を中心に頼まれればその都度どこ

ｉでさえ感動している心に追い打ちをかける
ように演奏が始まるのです。血管をドクド
ク、血が流れるのを感じるような、体にも心

ます︒﹁ぶどうまつり﹂から一年が

を務めています︒

﹁ぶどうまつり﹂に始まり︒

です︒平成１７年の市町村合併も︑

﹁ぶどうまつり﹂に終わる

に太鼓の音がほしいってことで設

活動の幅が広がるきっかけにな

うちの太鼓は︑﹁ぶどうまつり﹂

立をしたんです︒最初は市役所の人

鼓で呼ばれ始めたのは合併してか

りました︒

らですよね︒大和の太鼓グループも

達が︑太鼓教室を開いて︑そこで残

どう太鼓の設立メンバーなんです

った人達が初期のメンバーなんで

けど︑室伏さんが子ども囃しや︑チ

そうですし︒塩山太鼓さんとは︑﹁お

すね︒

ャンチキとか︑子ども達のパレード

よっちょい祭り﹂がきっかけで︑一

勝沼中央公民館の室伏さんが︑ぶ

とかもつくったんですよね︒

甲州ぷどう太鼓さんの演奏を初め

﹁ぶどうまつり﹂のためにつくら

ｉ︲︲︲１

le哨IS

１ てきちんと聴いたのは「ぷどうまつり」の夜。
ｉ松明を持った中学生が柏尾山を登る間、ただｌ

れた太鼓ということなんで︑今も活

かつぬま朝市で、子ども達と太鼓を叩く昌樹さん。

HP : http://www.fruits.netp/‑kbtaiko/
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今では兄弟そろって︑ぶどう太鼓

昌樹さんは︑三人兄弟の長男︒

これまで自分達で考えて︑先輩から

を支えています︒

僕らは指導の先生がいないから︑

教えてもらったものを新しく入っ
た人に教えるだけでした︒塩山太鼓

太鼓の魅力
なんですかねえ︒お祭りとかに呼
ばれて叩けば盛り上がるし︑﹁やっ
ぱ太鼓の音っていいよね﹂って皆さ

僕の場合は親父が太鼓をやって
お腹の中にいる時に︑聞こえてくる

よく言われるのが︑生まれる前︑

んに言ってもらえるんですよね︒

方が指導にいらっしやるので︑今は

いたんで︑父にくっついて小学生の
音に近いって︒やっぱり︑どの人が

父から息子達へ

僕らもそこに参加をさせてもらっ

頃からやり始めましたね︒最初は
聞いても同じように響くっていう

さんは︑笛吹市のプロの太鼓奏者の

て︑一緒に教わっています︒

嫌々でしだけど︒だから︑太鼓歴ば
のはいいですよね︒

太鼓の曲には︑昔ながらの曲とそ

っかり良いんですよ︵笑︶︒

れぞれの太鼓のオリジナル曲があ

があるんですけど︑そこで教えても

諏訪太鼓っていう太鼓のグループ

空いてから入ってるんですよ︒親父

入ったんですかね︒ちょっと時間が

一番下がたぶん高校生くらいから

らう機会はなかなかありません

なく︑子ども達に太鼓に触れても

等で太鼓をやっているところは

鼓︒でも︑勝沼の保育園や幼稚園

いろいろな場所で喜ばれる太

弟達は︑いくつくらいだろうな︒

らいました︒御坂の太鼓グループも︑

がもう死んじやったんですけど︑親

でした︒

ります︒伝統的な曲は︑長野県に御

塩山太鼓さんも僕らも︑御諏訪太鼓

父が死んでから︑一番下の弟と二番

そういう機会が少な過ぎるんで

お客さんの前で披露できる場があ

すよね︒ただ週一回の練習だけで︑

太鼓をここに置いておくだけだと

るっていうので︑楽しそうに練習し
ています︒なんだかんだ︑皆︑朝市
を楽しんでいますし︑子ども達は本
当にニコニコしながら︑楽しそうに

ンバーになってくれていたアンド

まだいません︵笑︶︒でも︑けっこ

かつぬま朝市から入会した人は

叩いてくれますしね︒

リューが異動で引っ越すことにな

う出演してくださいっていう依頼

入ってすぐでも︑かつぬま朝市は

りました︒山梨を離れる前に太鼓の

れから一年くらいして︑やっぱりお

出てもらいますよ︒人前で叩くこと

があるんですよ︒福祉施設とかでは

客さんの前で太鼓を叩く機会がも

に慣れてもらわないとどうにもな

発表をしたいっていうんで︑かつぬ

っと必要だと思って︑高安さんにお

らないんで︒一曲叩けるようになれ

どんどん叩いています︒

願いに行ったんです︒それで︑毎月

よね︒

いてもらえれば楽しくなるんです

違えてもいいから︑一緒になって叩

していても面白くないですから︒間

ば︑すぐ出てもらいます︒練習だけ

変わってきましたよね︒月に一度︑

なって︑︑メンバーの意識というのが

かつぬま朝市で演奏するように

朝市効果

演奏することになりました︒

ま朝市で叩かせてもらいました︒そ

で英語の先生をしていて太鼓のメ

一年半くらい前︑山梨市の小学校

なったんです︒

﹁かつぬま朝市に出ようよ﹂って︑

もったいないっていうところから

んです︒

さんの曲をやってます︒

に、聴く人の胸を打つ音が響きます。

かつぬま朝市に出よう

目が入ってきて一緒にやり出した

うちのオリジナルは一曲だけで
すけど︑塩山太鼓さんは︑今はほぼ
オリジナルです︒ホントはね︑うち

を惹きつける力って、すごい！
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も曲つくってもらいたいんですけ

「ぶどうまつり」のクライマックスにかかせ
ない、甲州ぶどう太鼓。鳥居焼きの炎ととも

ど︑こっち︵資金︶がないもんで︵笑︶︒

かつぬま朝市で演奏。子ども達は、固まった
ように真剣な表情で聴いています。太鼓が人

ろって︒どんどん自分から話しかけ
て︑いろんな人と話をして︑どんど

太鼓を叩く機会が増えた今︑昌
樹さんには大切にしていること

の方に練習に行ったりしながら︑層
を厚くしていきたいですね︒
メンバーは︑やっぱり知り合いの
つてとかで来てくれることが多い

ん叩いてもらってっていうような︒
逆に︑﹁ぶどうまつり﹂はお前らが
ですね︒今︑小学生のメンバーが一
人いるんですけど︒その子は︑僕が

主役だぞ︑格好つけろっと︵笑︶︒

があります︒

場面に合わせて
やっぱり太鼓ってもっと身近な

見て来てくれたんです︒勝沼町内の

小学校に貼りに行ったポスターを

太鼓を叩くぶどう太鼓の皆さん
全部の小学校に貼りに行って︑その

﹁ぶどうまつり﹂のステージで︑

地元の方達に知ってもらいたいと
は︑本当に格好よく︑聴いている

ところにあるんだよっていうのを

いうのが一番にあるんです︒まずは
中で一人しか来なかったんですけ

いるんですね︒

小学生なので︑間がごっそり抜けて

あと20代が数人いて︑その下がもう

ただ︑40代が二人︑30代が一人︑

世代的には40代〜小学校６年生︒

ど︵笑︶︒

と胸が無くなります︒

増えてほしいっすよね︵笑︶︒

希望とすると︑もっとメンバーが

メンバー募集中−・

ためには課題もあります︒

そんな華やかな舞台を続ける

そこですかね︒
あとは︑遊ぶ時は思いっきり遊ん
で︑演奏する時は楽しみながら︑締
める時は締めてっていうのが大事
だと思っています︒これは僕だけの
考えなんですけど︑かつぬま朝市と
ぶどうまつりのステージで同じ演

校６年から中学校３年あたりの子

もっといろんな年代の︑特に小学

いるんですけど︑コンスタントに出
達がどんどん入ってきてくれれば

今︑うちはメンバーが10人くらい

ね︒朝市では︑もっとフランクな感
演できるのが５︑６人ですよね︒そ

嬉しいです︒だから小学校６年生の

奏は︑よろしくないと思うんですよ

じの演奏ができればいいのかな︒
れだとやっぱり少ないんで︒もっと

メンバーには言ってるんです︒と

子が太鼓を叩いているのを見て︑小

も叩いて行きたいですね︒

請を出して︑町内を太鼓を叩いて一

スに行きたいっすよね︒

メンバーを増やして︑塩山太鼓さん

にかく朝市の会場ではニコニコし

学生でもできるんだって思っても

そんな大きな舞台も思い描き

周したいと思っているんですよ︒勝

今度の﹁ぶどうまつり﹂では︑申

とかそういうところでも︑お手伝い

つつ︑ぶどう太鼓の皆さんは︑一

沼の中にも三ヵ所くらい福祉施設

らえたらいいですね︒学校の運動会

できることがあればと思います︒

つ一つステップアップを重ねて

があるんで︑お祭りに出て来られな

太鼓で行ったんですね︒まだ僕らが

都市だったんです︒それで︑ぶどう

こですね︒勝沼町とボーヌ市が姉妹

ます︒フランスのボーヌっていうと

フランスには２回演奏に行って

りくらいに復活させることができ

の時代に演奏していた曲で︑20年ぶ

その﹁跳ね太鼓﹂っていう曲は︑父

を二人で担ぐ曲をやったんですよ︒

たし︑﹁ぶどうまつり﹂では︑太鼓

うすごいバンドとセッションをし

のをやりたいですね︒

一一
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て︑表で一曲くらい叩いてっていう

い人のところにもトラックで行っ

います︒

メンバーが増えた先には︑さら
に大きな目標も剥一
地元に根ざして

生まれる前の話です︒２回目のフラ

たんです︒だんだんいろんなことが

今年は︑ライブハウスでもけっこ

ンス公演の時に僕が１才でした︒

できるようになってきていますね︒

目指せフランス

ここにあるのが平成元年の読売

とにかく楽しく︒一番は地元に根
ざしたところでやりたいなって思

新聞で︑﹁フランスに響け和太鼓﹂
って書いてある︒﹁フランス革命２

います︒︑甲州市を中心に︑いろんな
イベントもそうですし︑福祉施設で
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００周年で⁝⁝友好関係︑和太鼓を
披露﹂︒やっぱり僕らも皆でフラン

第１回の甲州ぶどう太鼓フランス公演の写真。
練習場の壁に飾ってありました。
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本鋸のカレーと日本の家庭のカレー、
サンガムのカレーはその間を埋める昧なんです。

その頃︑和江さんはご主人の儒裕

さんと出会い︑カレー屋さんを手伝

埼玉県深谷市に生まれた和江さ

んが︑サンガムというカレー屋を山

ってもらうようになりました︒

ご主人は職人気質

あの人︑もともとはサラリーマン

だったらしいですよ︵笑︶︒だけど︑

フレンドリーな割には︑初めての人

梨で営むようになるまでには︑いく

つもの偶然が重なった物語があり

ました︒

交通事故とカレーの移動販売

だとかなり心臓パクパクらしいん

15年くらい前ですかね︒40才過

ぎの時に︑大きい事故に会ったんで

です︒

りのストレスで辞めたみたいです

す︒足をものすごく骨折してしまっ

い状態だったんですね︒なので︑一

ね︒それで︑自分の仕事を自分の力

営業部にいたりして︑それがかな

生懸命︑嘘を言いながら雇って下さ

でこなす方がずっと気が楽という

たので︑勤め先を見つけるのが難し

いって言うよりも︑自分で始めた方

ことで︑職人になったんです︒大工

仕事もできるし︑電気工事士の資格

がいいかなあっと思って︒

足がだいぶよくなってきた時︑調

問合せ先:0553‑48‑2555
HP : http://daikokuya‑sangam｡

を持っているんで︑今のお店は︑配

｢大黒屋・サンガムcafe｣
住所：山梨県甲州市大和町日影49
営業時間：１０時〜20時
定休日：毎週木曜日

理師の免許を持っていたので︑車で

ｌインタビューとなりました(!)

線から何から︑全部あの人がやって

ｉんの大根の美味しさとともに、記憶に残る

カレーの移動販売を始めることに

ｌ念です。力し一と一緒にいただいた、おでｉ

人と接するのが苦手だからこそ︑

！んフィルターを通すと笑い話に。特に、ヤ
・ ギの急所に関する考察には大笑いさせていｌ
ｌただきました。全部掲載できないことが残ｌ

自分はこうなりましたって言える

をきっかけに始めたネットサーフィンとホｌ
・ルスタインバーのこと。個性的なウーファ
｜ 一との文化の違いに戸惑った話も、和江さ

くれたんですよ︒

は、とにかく面白かった。
ｊ
調理師免許を取った時のこと、足のケガｊ

したんです︒カレーだったら︑何人

一一一一一一一一一一一一一一一一‑‑‑一一一一一一一一一一一‑
iS一i 今回お間きした和江さんのお話

分とか関係なく作れるからいいか

なあと思ってね︒

つぐら市に出店中の和江さん。この日はイギリス人のウーファーさんがお手伝い。

on.omisenomikatajp
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るよ﹂って言われたんです︒それで︑

国からいいコックさんを呼んでや

手なものを克服しなければいけな
爪国立駅の側にお店をオープンし

こともあるわけだし︒なんでも︑苦

いってこともないですよね︒

っていた信裕さんが︑近所のサンガ

き︑ネパールカレーの美味しさを知

大学時代︑山岳部でヒマラヤに行

立店﹂と言われることもありました︒

思ったお客さんには﹁サンガムの国

よＩ﹂って︵笑︶︒チェーン店だと

っていい？﹂って聞いたら︑﹁いい

たの︒名前も考えるのが面倒で︑﹁使

ムというお店に通っていたことが︑
私達は﹁アジアンダイニング・サ
ンガム﹂ってお店にしたんですよ︒

新たな展開につながっていきまし
た︒

んです︒お客さんも︑いきなり漬け

くて︑自分達なりに好きにやってた

みたいなことをするらしいんです

時や結婚式の時に︑何カ月もお祭り

ネパールでは身内が亡くなった

サンガムのカレー

当時は東京の日野市に住んでい
物が出てきたり︑おでんが出てきた
よ︒そういう理由で︑ネパールのコ

提供する食事はカレーだけじやな

ました︒サンガムのネパール人家族
りっていうのは︑ごくごく自然に受
ックさんが里帰りしてしまうこと

サンガム国立店？

と親しくなって︑飲食店をやる上で
け入れていました︒
が多くて︑最初のうちは知り合いに
頼んで︑別のコックさんに来てもら
ったんです︒でも︑使っているスパ

移住する前にも︑キッチンカーで

ールのコックさん違との文化の違

都内︑駅近くのお店は維持費がか

﹁かつぬま朝市﹂には毎月来ていた

イスが違うから︑同じチキンのカレ

客さんには﹁味が変わったね﹂って
かります︒費用を稼ぐために始めた

んです︒まだ出店者の円がＩ周だっ

いも包み込み︑今のサンガムのカレ

吉田さん違のおおらかさは︑ネパ

の行政との話し合いをうちの人が
サポートしたり︑私の移動販売の時
にナンを作ってもらって一緒に売
ったりしていたんですよね︒
そのうち︑﹁卸しで売るんじやな

言われる︒それで︑作り方を教えて
カレーのデリバリーは大人気にな

た時からですね︒﹁藤原園さんが来

ーでも作り方が違うわけですよ︒お

もらうことにしました︒
り︑飛んで歩くほどの大忙し︒疲れ

てるなあ﹂って︑販売の合間にお茶

ーができあがりました︒

夫が一生懸命練習してナンを焼
て交通事故がおきれぱ全てがなし

を買いに行ったり︑出店者の方とは

くて︑自分達でお店やればいいよ︒

けるようになって︑﹁あの人にでき
崩しになってしまう︒

日影に見つけた築２７０年以上の

平成22年︑吉田さん達は︑大和町

顔なじみになっていたんですよね︒

るんじや︑私も焼いてみるか﹂みた

６年︑吉田さん達は移転を考えるよ

国立にサンガムをオープンして

にだんだんいろんなことができる
うになりました︒

いな感じで︑何年かやっているうち

ようになったんです︒
だから︑うちのカレーは︑日本独

間って感じですね︒ネパールだった

ていたんですよ︒でも︑いい場所が

最初のうちはね︑高尾辺りを考え

ンガムｃａｆｅ﹂をオープン︒しば

民家の屋号を受け継いだ﹁大黒屋サ

古民家の改装を始めました︒

り︑インドだったり︑カレーを小さ

見つからなくて︑どんどんこっちに

らくして︑ＷＷＯＯＦ︵＊５︶のホス

山梨へ

い時から日常的に食べて育つ国の

来るようになって︑一番遠くは北杜

トにもなりました︒

特のカレーと本場のカレーの︑その

人達の食事っていうのと︑日本の学

の方まで探したんです︒

平成23年５月︑元は旅龍だった古

校給食のカレーと︑その間を埋める

のカレーを食べてもらって︑本格的

時のために︑言ったり来たりするの

親が︑もし具合が悪くなったりした

入り交じり交流できる場所になっ

地域の方達も海外からの旅行者も︑

を意味するサンガム︒その言葉通り︑

ヒンズー語で﹁川と川の合流点﹂

なカレーのお店にも︑皆さんがだん

にアクセスがいい所って思って︑最

ていったのです︒

でも︑もうじき90才になる夫の父

だんと気楽に行ってもらえるよう

終的にここに落ち着いたんですよ︒

って言ったらおおげさだけど︒うち

になればいいかなって思います︒
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家のカレーとは違う複雑な味なのに、なん
だかホッとするサンガムさんのカレー。

地域交流︑国際交流
この家を直すにあたって︑床がす
ごく腐っていたわけですよ︒たまた
ま︑お風呂が薪風呂になるような造
りになっていたものですから︑薪用
のボイラーを買って廃材を燃やし
てお風呂に入れるようにしたんで
す︒そしたら︑あっという間に燃や

そんな驚きのエピソードが︑山梨に
移り住んでから︑ヤギを飼うことに
つながったのだそうです︒

ヤギを飼う
こっちに越してきた時に︑﹁やっ
ぱりねぇ︑大きい動物を飼ってみた
いよね﹂っていう話を夫が蒸し返し
て︵笑︶︒それで︑私がツイッター
をやっていたら︑ヤギをくれるって
いう人が見つかったんですよ︒
買い始めた時は︑ちっちやくて

けじやないんですけど︑それが生木

売ってくれた方も悪気があったわ

うなんてことはないんですよね︒例

けど︑外国の人が来るとあがっちや

私は︑大した語学力はないんです

後は近所の提携農家さんの畑でヽ種

だったんで燃えないんですよ︒こっ
えば︑緊急事態のことを︑エマージ

し尽くしてしまって︒それで︑北杜

ちもよくわかってなかったんです
ェンシーって言うじやない︒食べ物

まきだとか収穫だとかをやっても

よね︒そんな話を近所の方にしたら
っていうのはフード︒それで︑ウー

市の方に薪を買いに行ったんです

﹁ぶどうの剪定枝なんていっぱい
ファーの子に﹁ヤギはなんで飼って

らったりしています︒

あるし︑峠の方に行けば倒れた木と
いるんだ？﹂って聞かれて︑﹁エマ

ね︒トラックいっぱい一万円くらい︒

かもいっぱいあるから︑洽ってくれ

ら︑アハハって笑うんですよ︒後で

ージェンシー︑フード﹂って言った

今では︑ぶどうだとか桃の剪定し
調べてみたらば︑本当に非常食って

ばいいじやない﹂って言われて︒

た枝をどなたかが︑ばＩんっと持っ
意味の言葉だったんです︵笑︶︒

そう︑サンガムさんでは２頭のオ

てきてくださるようになったんで
す︒畑に行くとわかるんですけど︑
ものすごい量なんです︒

フアーに手伝ってもらっています︒

って保管をすることなんかを︑ウー

呂だとかストーブに入る長さに切

ね︒不便な而もいっぱいあるんです

の扉を開けたら︑そこにヤギがいた︒

レーを届けるためにあるアパート

レーのデリバリーをしていた時︑カ

スのヤギを飼っています︒国立でカ

うです︒それこそ︑非常食みたいな

けど︑こういう建物は︑今はもうつ

それをこっちに持って来て︑お風

目的だったり︑お乳を売ったり︑と

くれないですから︒日本の文化とし

いなって思います︒

て︑たくさんの方に見ていただきた

ても身近な動物だったそうです︒

サンガムさんが引っ越してきた
ことで︑ヤギがいる風景の他にもう
一つ︑この地域のかつての姿がよみ
がえろうとしています︒

古民家を活かして
この辺りは︑旧甲州街道の駒飼宿
という宿場でした︒宿泊業の資格を
とって︑ここが宿場町だった昔のよ
うに︑泊っていただいけるようにし
たいんです︒実際に︑この街道を歩
いて旅する方もいっぱいいらっし
やるんですよ︒それに︑建築を勉強
している方とか外国の方に︑この建
物を見ていただきたい︒こういう揺
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ヤギの散歩をする信裕さん。

﹁ああ︑なんてかわいらしい﹂って
思ったんですけど︑そう思ったのは
半年くらいでした︒夫のことは尊敬
しているみたいなんだけど︑私のこ
とはしてないみたい︒隙があればか
かってくるってので︑背中は見せら
れません︵笑︶︒

らぎがある建物の心地よさってい
うのを感じてもらえたらいいです
Ｓ９

後から知ったんですけど︑この辺
りの方達は︑昔ヤギを飼っていたそ

和江さんは国立市のお店で働き、信裕さんが山梨に通っ
て古民家を改修。１年がかりで開店にこぎつけました。

