第十一回全国ボランティアフェス
ティバルやまなし・芦安村部会
を終えて
わずか５６０人足らずの我が村で︑全
国ボランティアフェスティバルを実施す
るということは既に﹁小さな村の大きな
挑戦﹂ではないかと思います︒この大き
な挑戦のボランティア大会の部会を昨年
に立ち上げてからいろいろ調整がされて
きました︒村を花できれいに飾ろうと︑
観光協会・老人クラブ・ボランティア等
の人たちにより︑村の玄関であるアーチ
のところの花畑・新倉の花畑また会場の
周り等村内の花植え︑職員による﹁よう
こそ芦安村へ﹂の看板作り︑交流パーテ
ィーへの手作り料理の研究︑夜叉神峠ま
での樹木の調査・リハーサル登山︑樹木
に設置する樹木名版５０枚の手作り作業︑
交流ひろばでの販売品のわらぞうり︑そ
ばづくり︑きびごはんなど様々な準備が
多くの住民によりなされてきました︒
当日は︑県内はもちろん北は︑青森県︑
南は京都・愛知県など総数１８０人あま
りの参加がありました︒
交流パーティーでの中学生による夜叉神
太鼓は︑力強く素晴らしい演奏でした︒
立食パーティーにおいては郷土芦安なら
ではの手作り料理に舌鼓をうっていまし
た︒苦労したかいがあったと思います︒
参加者と住民とのなごやかな交流のなか︑
次回開催県である石川県の皆さんが︑来
年度開催のＰＲをしました︒
２日目は︑夜叉神峠ハイキングと白鳳
渓谷自然観察があり︑朝５時３０分に出
発した夜叉神峠ハイキング班は︑３班に
分かれそれぞれ樹木にプレートをかけて
登り︑一人一人プレートを掛けた写真を
撮り記念に持ち帰りました︒
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白籏史朗先生による﹁すばらしきかな
南アルプス﹂と題し︑南アルプスの王者
北岳に魅了され５０年もの歳月を芦安村
とはきっても切れない関係があるとの基
調講演︑そのあとパネルディスカッショ
ンがあり︑南アルプスの魅力を生かしな
がらの村おこしを住民・ＮＰＯ・行政で
のかかわり︑ファンクラブと村の活性化
の協働での村おこしの理想論︑保健師長
谷部さんの過疎の実情︑高齢者のくらし︑
住民とのかかわりなど︑意見交換があり
ました︒

会場からもコメントを頂きながら盛大に
パネルディスカッションは終わりとなり︑
最後に芦安からのメッセージとして芦安
中学校生徒会長より﹁芦安村は来年１２
８年の歴史を閉じ﹁南アルプス市﹂に変
わってしまいますが自分たちの手で南ア
ルプスの玄関の芦安を守っていく︒﹂と心
からの誓いを力強く読み上げました︒会
場の中には︑強く胸を打たれ涙を流す人
もありました︒
午後からは交流ひろばが開かれ︑手打ち
そば︑きびご飯など参加者によろこばれ
ました︒

全住民︑芦安ファンクラブ︑ボランテ
ィア会︑老人クラブ︑調理師会︑観光協
会多くの人の力に支えられながら素晴ら
しい全国ボランティアフェスティバルを
終えることができ心より感謝申し上げた
いと思います︒このボランティアフェス
ティバルにかかわることにあたり︑多く
の人と交流することができ私自身ほんと
うに勉強させてもらい︑いい機会をあた
えてもらえたと思います︒これからの課
題として住民・行政・ＮＰＯとのかかわ
りを多く持ち芦安地域の活性化への取り
組みをしていきたいと思います︒
芦安村住民環境課長 森本栄子

﹁北岳山荘の一夏を終えて﹂
雲上の現場から
芦安村の北西部山岳地域にそびえる北
岳 三(一九二︑四 と)間ノ岳 三(一八九︑三 )
の鞍部 二(九〇〇 に)位置する北岳山荘は
二十五年前に建てられた山梨県立芦安村
営の山小屋です︒収容人数は一五〇人︑
年間に一万二千人程が利用しています︒
毎年六月中旬にスタッフが登山道を点
検しながら入山し︑小屋を開け︑十一月
五日頃まで営業します︒この間約一五〇
日程あるのですが︑いろいろな出来事が
毎年発生します︒たとえば建物関係のア
クシデントでは︑水が出ない︑電気がつ
かない︒山関係では登山者の遭難や行方
不明者の捜索︑病人の対応等々⁝様々な
ことが静かな山をにぎやかに︑忙しくさ
せてくれます︒
今夏もこんな大騒ぎがありました︒
北岳の西側の谷あいにある標高二千メー
トルの両俣小屋から北岳山頂を越えた北
岳山荘の間で同行者がはぐれてしまった
との事︒場所も限定されているし︑範囲
も狭いので大掛かりな捜索を依頼する前
に仲間だけで探し出そうとあちこち可能
性のある所を走り回り︑結局北岳山荘を
拠点に二日間探し回った仲間は︑まさか
とは思いながら駄目で元々︑本人の携帯
電話を呼んでみた︒しばらくして運良く
つながりました︒
︵必死な形相な仲間︶﹁○○君大丈夫
か！﹂
︵探されている相手︶﹁大丈夫だ
よ！﹂
︵ちょっと安心した仲間︶
﹁今どこ
だ！﹂
︵探されている相手︶﹁今塩見岳の
頂上だ﹂
︵状況を理解出来ない仲間︶﹁な
んでだ！？﹂
︵探されている相手︶﹁むし
ょうに行きたくなったんだ︒いやあ︑い
い天気だ！最高だよ﹂⁝⁝⁝仲間唖然︒
と思えば︑北岳山荘から具合の悪くな
った仲間を一人で広河原へ降ろさせて︑
元気な残りのメンバーは予定通り白根三
山縦走を続けると言って来たパーティー︒
そのリーダーもリーダーですが︑仲間も
仲間です︒﹁仲間ってなんですか﹂と真剣
に怒りました︒ほんの一握りの事例です
がこのように︑近年は登山者の危険予測
の低下と︑登山仲間のチームワークの欠
如が良く見られます︒
事前の準備は装備の点検や体力チェック
だけでなく︑同行するメンバーとの仲間
意識や慎重なる山域の調査等も忘れずに
お願いしたいものです︒
もちろん︑全てが嘆くような事柄だけ
でなく︑山ならではの温かくうれしい話
も多々あります︒登山中発熱した中高年
女性に付き添って︑山小屋まで連れて来
てくれた若者︒山小屋の者が苦労してい
るだろうと新聞やパンの差し入れをして
下さる︑見ず知らずの方︒登山中に登山
道整備作業を手伝ってくれた年配のおじ
さん︒忙しい時︑エプロンをつけて手伝
うのがあたりまえだと思っている常連の
お客さん︒可憐な花に感激し登山道沿い
で行き交う人に高山植物保護や山のマナ
ーを優しく説いているベテランの御婦人︒
最盛期に遊びに来て︑仕事だけして帰る
昔のアルバイト達等々⁝大勢の方々から
広角的な支援を受けながら運営する喜び
も日々感じています︒
今年は雪が異常に早く︑しかも多く︑
下山直前の数日はマイナス十二度前後の
吹雪の日が続き︑小屋閉め作業には予想
以上の時間と労力を使い︑焦りすら感じ
るほどでした︒改めて奥山の厳しさ︑人
の無力さを痛感した時でもありました︒
十一月五日︑苦労を共にした仲間と多
くの思い出を背にして︑場所によっては
首下までの吹き溜まりの新雪を泳ぐ様に
降り︑厳しい奥山での運営が今年も無事
に終えられた安堵感に浸っています︒

関係者や大勢の方々のご指導や御支援
に心からの感謝を申し上げ︑今後もより
よい運営に努力と精進を重ねる所存です︒
来シーズンのお越しを心よりお待ちして
います︒
芦安村役場企画観光課
猪俣健之介

高尾のおみやげ かやたんき
伝統文化を必死に守り貫いている
穂見神社祭より
子供の頃︑綿入りはんてんに頬かむり
の防寒装備で︑手には提灯を持ち︑芦安
から歩いて長峰を超え︑高尾の親戚まで
穂見神社のお祭のおよばれに連れて行っ
てもらった事がかすかに記憶に残ってる︒
幼心に興味があったのは神社内にある
左甚五郎の作だという木彫りの白馬が︑
その昔︑暴れまわって畑の作物を荒らし
て困ったから高い柵の馬家につないだと
の言い伝えだった︒薄暗い中で見たそれ
は半信半疑にさえ思うほど不気味なリア
ルさがあった︒
十数年前から櫛形町平岡の友人宅に
招かれ︑この祭が欠かせない年中行事に
なっている︒昔は高尾集落だけで主催し
ていたこの祭も︑地域の過疎化が進み︑
今では神社の守役が数軒住んでいるだけ
だ︒
しかし何とかこの文化を残そうと櫛形町
西地区の人々が協力し︑毎年盛大に行わ
れている︒祭のメインイベントは高尾神
楽師により夜を徹して舞われる大大神楽
の奉納である︒この舞は数百年前から伝
承され︑﹁斎浄の舞﹂から始まり﹁魚取﹂
﹁天の岩戸﹂など二十数種類を数え︑二
十一種類の面や楽器や持ち物などは舞の
種類に応じて替えられる︒
面白いのは神社への寄付と商売繁盛︑
家内安全等々の縁起担ぎを組み合わせた

ような﹁資本金制度﹂といわれるもので
ある︒この祭で資本金をつくり︑その金
で品物を買ったり︑商売の支払いをする
と商売繁盛間違いなしというものだ︒ま
た儲かったら翌年には倍の資本金を︑と
いう事らしい︒夢があって楽しい制度だ︒
本殿の東側︑神楽殿の正面には低い踊
り場があり︑そこでは西地区の小中学生
がかわいい神子姿で一生懸命練習した踊
りを披露してくれている︒文化伝承の本
来の姿に心を打たれる光景だ︒
参道の両側には縁起物や食べ物︑飲み
物が並んで売られている︒毎年買って帰
るものに︑干支のはりことかや飴がある︒
竹の皮に包まれたかやの実入りの飴は︑
昔から﹁高尾の土産は︑かやたんき﹂と
いわれる名物だった︒この飴も中身は落
花生に押され気味のようだ︒
美しい﹁きりこ﹂を張った石灯篭から︑
こぼれるオレンジ色の明かりに映し出さ
れた山門は︑ずっしりとした威厳を放ち︑
改めて参拝者に歴史の重さを納得させて
くれる︒近年車での参拝をやめて︑麓か
ら提灯の明かりを頼りに徒歩で参拝する
運動が広がっている︒多くの灯りが行き
交う光景は懐かしく︑ほほえましい︒地
域の人々による甘酒やトン汁の接待もあ
りがたく︑大切な伝統文化を必死で引き
継いでいこうとしている人達の尊い気持
ちに触れることが出来た︒
緩やかな時の流れの中でいつまでも留
まっていたい気持ちを︑夜更けの神社か
ら大杉が静かに見送ってくれた︒
芦安ファンクラブ清水准一

県民の日︑青空の中
﹁
甲斐ヶ根庵﹂
そばの会大活躍
十一月十六︑十七日甲府市小瀬会場で
恒例の県民祭が行われた︒各町村別のブ
ースでの出店にそばの会﹁甲斐ヶ根庵﹂
が村から依頼され︑二日間︑芦安の手打
ちそばを実演販売し︑会場に集まった多
くの人々から好評をいただた︒
晴天に恵まれた今年の県民の日祭は二日
間多くの人々で賑わいを見せ︑特に各市
町村のテナントが並ぶふれあい広場には
それぞれの地域ご自慢の品々が人々の目
を引いた︒時期的に野菜︑果物等が多く
買い物袋一杯の荷物を手に下げている光
景が見られた︒地場産業の竹細工や工芸
品売 り場も盛況のようだった︒食べ物 類
も多く︑そば︑うどん︑ほうとう︑トン
汁などが会場にいい匂いを漂わせていた︒
芦安村のテントにはそばの会﹁甲斐ヶ
根庵﹂が自慢のそばを披露していた︒
難しい屋外での手打ち作業も晴天無風の
好条件に恵まれて︑腰のある︑のど越し
のいい︑しかも二：八の長いそばがゆで
あげられていた︒多くの人が﹁何処に行
けばこのそばが食えるのか﹂﹁店は何処に
あるのか﹂などと聴いていた︒
一日目には天野知 事夫妻も会場を訪れて
それぞれの店をまわりながらねぎらいの
言葉をかけていた︒ 甲斐ヶ根そば をも
味見していただき﹁昨年広河原で開山祭
の時にもいただいたが︑今日のそばはま
た格別美味い﹂とのお墨付きをいただい
たとのこと︒二日間の販売予定数を早々
売り上げて︑まだ食べたそうな来客にす
まなそうな顔をしているそば職人達は︑
﹁早くこのそばを多くの人達に披露でき
る場所が欲しいね〜﹂と︑口々につぶや
きながら片付け作業に追われていた︒
芦安の特産物に定着しつつある﹁甲斐ヶ

根庵そば﹂を常食出来る施設が︑早く誕
︵清水記︶
生するといいですね︒

手造りの紅葉祭が金山沢に展開

十一月十日恒例の紅葉祭が芦安村金山
沢こだま公園で行われた︒昨年から村民
が関わる﹁手造りの祭﹂に内容変更され
好評を得ているが︑今年も多くの出店が
祭を盛り上げてくれた︒祭には峡中地域
振興局 勝局長始め合併 後南アルプス市
になる近隣町村の議会議員の出席をいた
だき︑﹁この祭が新市になっても地域の活
性化のために必要であり︑益々充実して
いって欲しい﹂等の激励をいただいた︒
イベントは金山沢にある温泉広場を中
心に︑紅葉の山すそにあるクライミング
ボードでは県山岳 連盟の協力によるクラ
イミング体験が行われ︑村を一望できる
桃ノ 木・鳩打林道では紅葉狩り ツアー バ
スが運行された︒一番先に祭りの参加者
を感動させたのは芦安中学生全員による
夜叉神太鼓の演奏だった︒指導している
宗先生の指揮のもと︑メリハリの利いた
太鼓の音色に観客は惜しみない拍手を送
っていた︒
去年人気があったチロル学園の紙芝居コ
ーナーでは飴をなめながら聞き入る子供
たちが集まっていた︒村内の元気な御婦
人方による︑フォクダンスの披露も場内
を元気付けていた︒芦安ファンクラブで
も去年から手がけている﹁みそまんじゅ
う﹂を販売し︑完売状況からそれなりの
手応えを感じている︒
村外から協賛して くれた調理師会の寿 司
販売 や夢工房によ るやきとり販 売は手造
りの祭の広がりを見せている︒
周辺が陽だまりになり暖かくなってき
た頃︑デキシーランドジャズの音色から
よく聴くポップスへと移り︑やがて季節
感を現す童謡のメロディーが会場を心地
よいリズム感と哀愁で包んでくれた︒ボ
ランティアで参加してくれた﹁

﹂の皆さんの演奏が終わる頃西日も
陰りを見せて肌寒くなり︑短くも楽しか
った一日も終わりを告げた︒︵清水記︶

｢

｣

南アルプスの山々に
こだまする芦安中太鼓
先日︑何気なくテレビのスイッチを入
れると︑和太鼓に打込んでいる耳の聞こ
えない青年が出演していた︒その青年は
自ら演奏をするとともに地元の小学生に
和太鼓を教える先生でもある︒
アナウンサーの﹁太鼓の音は聞こえない
のでは・・・﹂という質問に対し﹁身体
に太鼓の振動を感じるのです﹂と言った
青年の顔はとてもいきいきとして︑和太
鼓を心から愛してやまないというふうだ
った︒
私が芦安に赴任して初めて聴いた夜叉
神太鼓の音は︑やはり身体の隅々まで響
き渡 り︑大げさに 言うと私の日 本人の心
を呼び覚まさせるものだった︒
音楽教育の現場でも︑﹁日本人でありなが
ら日本音楽の魅力がいまひとつわからな
い﹂という現実があるなか︑子どもたち
が和太鼓と向き合えることは︑大切な財
産であると思う︒
二年前から子どもたちを指導してくだ
さっている宋 寿成先生は︑
﹁太鼓には︑
郷土芸能の伝承というだけでない神秘的
なパワーがあります︒子どもたちの心の
中にひそんでいる愛・希望・感謝の心︑
そして勇気などを︑太鼓の稽古を通して
引き出したいと思っています﹂と語って
いる︒先生自身が芦安の子どもたちのた
めに人生の序曲として作曲してくれた
﹁風に乗って﹂には﹁将来を担うこの子
供たちひとりひとりが︑世の中に必要と
されながら︑生きる喜びや共存すること
の大切さなどを学び︑豊かな心を持った
人として育っていくことを願います﹂と
寄せている︒
芦安中太鼓部は︑芦安夜叉神太鼓保存

会が創られた昭和六十年に創立され︑会
の人達に教えていただきながら︑先輩か
ら後輩へと受け継がれ︑村の祭や地域の
イベントに出演してきた歴史がある︒地
元の指導者に見守られ︑支えられながら
子どもたちはすばらしい力を発揮してい
る︒芦安中の子どもたちは朝の新聞配達
から始まり︑全校生徒二十人︑一人何役
もこなしながら日々学習している︒素直
で純真な子どもたちが奏でる演奏は︑聴
く人々の心を打ち︑感動を呼んでいる︒
大変な練習に前向きに取り組んでいる子
どもたちの努力を讃えたい︒すばらしい
子どもたちである︒
芦安中学校教諭 丹沢ゆみ子

宋先生指揮のもとすばらしい太鼓を披露する芦安中生徒

