
2016夏に 

 

蝉時雨が大好きな私ですが、最近はセミ

捕りをする子どもたちを見かけなくなりま

した。 

私が子どもの頃、セミ捕りは

夏休みの日常の風景でした

が、私が子育てをしていた頃

には、既に少数派だったよう

に思います。 

そして、かつてありふれてい

たアブラゼミやニイニイゼ

ミは姿を消し、昔はお目にか

かることも珍しかったクマゼミが鈴なりに

なっていても誰もチョッカイを出さないの

でしょう、たやすく素手で捕まえることが

できます。 

一方で、この夏、スマホを使って「ポケモ

ン GO」に興じるという社会現象が巻き起こ

っているようです。 

子どもたちをゲームから引き離し、戸外に

誘う最終兵器として、これまで「校庭や広場

の芝生化」を訴えてきた私ですが、とうとう

外でもゲームが優勢を誇る社会になってし

まうのでしょうか。 

また、私は、子どもが無制限に電子メディ

アへアクセスしている状況を放任すること

によって、健康リスクや、問題行動を起こす

傾向が高まるという調査結果を支持してい

ますので、子どもたちの健全な成育には、一

定程度の「メディアダイエット（スマホ、イ

ンターネットなどの使用時間を少なくする

こと）」が必要だと考えています。 

従って、「ポケモン GO」の人気が、結果的

にスマホ利用の低年齢化や依存度を高めて 

 

 

しまうことをとても危惧しています。 

子どもは、異年齢の子どもたちとの遊び

を通じて、その年齢ごとで必要かつ健全な

成育をとげていくイキモノで

す。 

 

『子どもの中で、子どもは育

つのです。』 

就学前の保育に私が一生懸命

に取り組んできたのは、何も

女性の活躍を推進したいから

だけではありません。もう、そこでしか、子

どもは集団を形成できないからに他なりま

せん。その意味では、特に異年齢保育（タテ

割り保育）に注目しているところです。 

さて、冒頭のセミ取りに話を戻しましょ

う。 

単なるノスタルジーを超えて、子どもがセ

ミやトンボに夢中になる日常を取り戻した

いのです。都市の砂漠（校庭や広場）を芝生

にすること、田園や里山を再生すること、親

子でメディアダイエットすること、そして

子どもと高齢者や障がい者が集う共生拠点

を地域につくること・・・・・・・ 

一つひとつを積み重ねながら、人間が蘇生

する地域社会を目指し続けます。 

 

 

いつものように、議会だより「コンビニ通信」

をお届けいたします。 

私の主題である「保育と教育の充実につい

て」です。 

お目通しいただけるとうれしいです。  



2016秋に 

 

私の生まれた小さな集落は、その２年前

までは上道郡幡多村と呼ばれ、今は岡山市

中区の東のはずれに当たります。笠井山の

山際に農家が５０軒ばかりひっそりと張り

付いており、田んぼの向こうに見える百間

川の土手が、幼い私の世界の果てでした。 

私の懐かしい「秋」は、その古里の景色で

す。笠井山は、柿で有名な沢田（操山）の東

に位置していましたから、わが家の庭でも、

ご多分に漏れず富有柿が秋空へと大きく枝

を広げていました。あのちょっと平べった

い柿です。当時はもちろん高枝切りバサミ

などありませんでしたので、竹の先を割り

二股にしておいて、柿の実に近い枝をねじ

り折って収穫（？）してはおやつにしていま

した。 

また、恵風荘（特養）さんの辺りは、なだ

らかな丘のてっぺんに広がるわが家のイモ

畑で、秋が深まるとかまどの蒸し器には塩

のきいたサツマイモがいつもたっぷりあり

ました。（こちらも定番のおやつでしたが、

ついつい頬張りすぎてシ

ャックリが止まらなくな

ったものです） 

 

 

秋になると古里の景色を思い起こすのは 

私だけではないでしょう。 

しかし今、原風景ともいえる里山の景色が

様変わりしています。私のいた集落も農家

の減少で山畑に手が入らなくなるにつれ竹

の繁茂がすさまじく、斜面ごと飲み込む勢

いです。 

 

一方、近年は豪雨が頻発しており、畑や里

山の荒れと相まって、被害も頻発するよう

になりました。実際、先日の台風でも、山間

の畑が崩れたという相談をいくつかうかが

いましたし、道路への土砂の流出も続いて

います。山あいだけでなく住宅地において

も空き家の樹木が大きくせり出したり、ブ

ロック塀や屋根が朽ちて危険といった苦情

が増えてきました。 

 

次の世代にきちんと残したい風景は、自

然とともにある「暮らし」そのものです。 

昭和の原風景を享受した私たちこそ、守り

継ぐ責任世代でもあります。 

地方創生とは、単なる景気や人口の話だけ

ではありません。集落の暮らしの再生へ向

けた挑戦を置き去りにはできません。 

この議会では、犬島こそ「地方創生」のモデ

ルに！ その決意で取り組みました。 

 

 

いつものように、議会だより「コンビニ通信」

をお届けいたします。 

お目通しいただけるとうれしいです。 

  



2017冬に 

（あるいは、ま新しく寒い冬の朝に） 

 

僕はとりたてて元気な子どもではなかっ

たが、冬の寒い朝、起きるのがおっくうだっ

たという記憶はない。 

 

古里の生家の庭隅には井戸があり、この

季節には井戸端の洗い場にはいくつもの水

菜が並んでいた光景が思い出される。 

今となっては、どんな集荷方法で取引が成

立していたのか想像もつかない程の少量だ

ったが、それはまぎれもなく“出荷”を目的

とした葉っぱだった。 

洗い場は小路と簡素な板塀で仕切られ、ひ

さし程度の屋根が添えられていた。そこは

もちろん戸外だったが、棚には石鹸と歯ブ

ラシが並び、丸められて角が割れた金属製

の歯磨きチューブが転がっていた。 

凍てついた早朝に外で歯を磨くなんて一体

誰が思いついたのだろう。 

しかしそれは、ごく普通の暮らしであり、特

に疑問も不満もなく、だいいち僕には選択

肢さえなかった。 

 

 朝はそこら中で氷が張っており、浅い用

水路の上を恐る恐る歩くのは子どもたちの

楽しみのひとつだった。ほどなくビキビキ

と白い線が氷を走ることになるにしても、

当時は誰がとめるでもなく、遊ぶにまかせ

てくれるおおらかな社会だった。 

他にも、稲の切株だけが並ぶ田んぼの端か

ら端まで霜柱を踏んで歩くのさえ遊びのメ

ニューだった。 

  

村で同い年は 5 人、それぞれに兄弟がい

たし前後どの年齢も似たようなものだった

ので、どこでも誰とでも遊べたし、どこのイ

ヌやネコも概ね友達だった。 

また、大人はみんな何かしら働いていたが、

必要な時はいつもそばに居た。 

子どもはどこの家で

も入れたし、火鉢で餅

を焼いて食べさせて

くれたものだった。 

近所は当たり前のよ

うに、子どものまわり

に息づいていたので、保育園も放課後児童

クラブも要らなかった。 

ダウンやフリースの防寒着はなく、たいて

いの子はナフタリンが匂う代り映えのしな

い毛糸のセーターを着ていた質素で何とも

豊かな時代だった。 

 

 遊び場や仲間や守り手という子どもの成

育に欠かせない環境が、随分と消え失せて

しまった今、心身の発達に深刻な問題が顕

著になってきていますが、親や教師の対応

を指摘する声は多くても、子どもが仲間と

育つ“場”は後回しにされ続けているように

感じます。 

芝生を単なる草や緑としてではなく、学校

や行政がより根本的な課題を見つめ、解へ

と向かう契機や施策となるよう今回も議会

に臨みました。 

 

いつものように、議会だより「市政コンビニ

通信」をお届けいたします。お目通しいただ

けるとうれしいです。 

  



2017春に 

 

暖かな陽射しとともに、一年のうちで最

も心地良い季節がやってきます。 

かつて多くの田んぼは春本番から初夏にか

けて、れんげ草やクローバーが花をつけ、期

間限定のカラフルな緑の広場でした。 

きれいな見かけとは裏腹に田んぼの土はけ

っこう湿り気を帯びていましたから、だい

たいは膝やお尻を汚して帰ったはずですが、

乾いて払えば気にもならない年頃でもあり、

服というのはそういう扱いの時代でした。 

 

さて、可憐なれんげ草をどんな遊びのた

めに摘んだのか忘れてしまいましたが、ク

ローバーを編んだ長めの首飾りの記憶だけ

はなぜだか鮮明です。多分誰かに（三つ年上

の従姉か、あるいは母親だったのかも知れ

ません）指南してもらったのでしょうが、僕

にはそういう遊びが合っていたのかも知れ

ません。 

 

僕の交友関係は随分と狭かったと見えて、

田畑に出かける母や祖母に連れられて、そ

こいらの生き物相手に飽くこともなく一人

遊びが常だったようで、ザリガニやカエル

や昆虫は、子どもにはちょうど良い動く玩 

 

 

具でした。祖母が洗濯の際に、干からびた 

カエルをズボンのポケットから見つけたて 

笑っていたと、後年父が話してくれました。

草花もそうした玩具の一翼を担っていたに

違いありません。 

 

当時、幼稚園は一年間だけで

したが、入園を機に僕は「村の

子」になり、次第に集団遊びに

も馴染んだようですが、思い出

すのはなぜだか昆虫の幼虫（アゲハチョウ

やオニヤンマやカブトムシ）たちです。 

幼少期の育ち方（特に子どもは子どもの中

での育ち）が、コニュニケーション能力をは

じめとした心身の成長に影響を及ぼすこと

が知られてきていますが、そういう意味で

は僕は、十分な発育には恵まれなかったの

かも知れません。 

 

あれからもうすぐ５０年、今も岡山市で

は、多くの市立幼稚園は２年間にとどまっ

ています。３歳児からの幼児教育が全国的

に「標準装備」になろうとしていることを考

えると、 

子どもたちが、自分の人生を拓く力を身に

つけるためのインフラとして 3 歳児教育の

あり方を見直す時期に来ています。 

 

 

私の取り組みの中心項は一貫して「就学前」

です。 

議会報告「市政コンビニ通信」を同封しまし

たので、ご一読ください。  



2017、梅雨から夏に 

 

生家の近くを流れる百間川が今のように整

備される前、土手は川の両岸にはなく、土手と

山裾に挟まれた一面の田畑が、旭川が増水し

た際の「百間川」という名の放水路でした。 

 

その田畑の中ほどに「大川」と呼ばれていた

幅 5メートルほどの“ちゃんと水が流れてい

る川”がありました。大川の両岸は土壁で雑草

がところどころ繁茂していましたが、幼い私

には “川の王”ほどの威容に映り、ゴム草履

で降り立てる他の用水とは違い、征服の叶わ

ない水域でした。 

そういえば、父が１０歳そこらの遠い昔、夏に

なると村の子どもたちが大川で泳ぎはしゃぐ

のを尻目に、今は特養になっている裏山の畑

に水を汲んで上がるのが日課だったと話して

くれたことがありますが、私が子どもの頃に

はもう泳ぐ子どもはいませんでした。 

 

その百間川に、私が小学生の頃、実際に“放

水”が起こりました。村のみんなが見守る中を

濁流が次々と田んぼを飲み込みながら迫って

きます。ちょうど家の裏の畑には夏野菜が盛

りでした。私は夢中で駆け下り、ひざ下まで浸

かりながらスイカをひと玉抱えて逃げ帰りま

したが、大人たちは稲が全滅する様子をただ

見守る以外にはありませんでした。 

 

さて、当時の田植えは、今よりも遅く 6月

の梅雨時分だったように思います。大川が増

水し、まさに農家のウォーターフロントが最

大の遊び場と化す季節の到来です。 

 

小学生だった私は田植えを手伝うにはかえっ

て足手まといだったようで、水の遊園地に一

目散の日々でした。水を張った田んぼを鯉や

鮒が背びれをのぞかせながら泳ぐ光景にわく

わくし、夜中に“あほう待ち”と呼んだ置き網

を仕掛け、普段はままならない大物たちを一

網打尽にした網は、明け方には重くて持ち上

がらない程でした。 

 

その後、私が中学生の頃、田畑の買収が行わ

れ、父が田んぼを売った資金で事業を立ち上

げたのを機に引っ越すことになりました。私

は一度も田植えに役立つことなく、網やヤス

を手に駆け回ることもなくなりました。そし

て、簡易な放水装置だった百間川はがっしり

とした今の姿へと変わっていくことになりま

した。 

 

原風景が消えた今も、幼い私を育んでくれ

た古里の“恩”に報いよと、当時の私が語り掛

けてきます。 

懐かしくも忘れ得ぬ古里を胸に、自然からも

人からも孤立しつつある現代社会の悲鳴を聞

き分けながら、６月議会では、住まいの確保や

保育について取り組みました。 

 

いつものように、議会だより「市政コンビニ通

信」をお届けいたします。お目通しいただける

とうれしいです。 

 

 

 

 

 

  



2017秋に 

 

もう四十数年も前になりますが高校卒業後、

上京して僕が一番違和感を覚えたのは、都会

の華やかさではなく、スーパーで野菜や果物

を買うこと。それは、ずっと農家で育ったおか

げで旬の恵みとともに生きてきた子どもには

馴染めない行為でした。食堂ではサラダのレ

タスが四角くカットしてあるのもビックリ。

わが家ではカットした菜っ葉を食べるのは鶏

たちだったからです。そういえば、鶏の他にも

うさぎを飼っていましたし、縁側の下には黄

色いひよこがいっぱいいた時期もありました。 

（母と妹） 

 

犬や猫だけでなくこれらの小動物がいた庭

には（もちろん普段は小屋に入っていました

が）秋になるとコスモスやケイトウがあちら

こちらに、そして花壇の隅には彼岸花が知ら

ぬ間にひとかたまりになって咲いていたもの

です。（他にも雑多な花々が咲いていたように

思うのですが私はあまり花の名前を知らない

ので何だったのかわからずじまいです） 

 

さて、夏から秋にかけて故郷は、西瓜・

桃・葡萄・梨と果物三昧でした。当時、葡萄

はキャンベル、ベリーＡ、デラウエア、そし 

 

て梨は二十世紀。わが家でつくっていなかっ

たのは梨だけでしたが、ご近所からいただい

ていたのでしょう、食べるよりも傷む方が早

いくらい事欠きませんでした。 

また、いわゆる晴れの料理

が食卓にのぼるのはお正月

以外ではお彼岸やお祭りく

らいでしたので、特にもち

米好きの私は、お彼岸が近づくと定番のおは

ぎが待ち遠しかったものです。 

 

色や味や香りの混ざった幼少の記憶は鮮明

なものからおぼろげなものまで色々ですが、

私は生活に多くの乏しさや貧しさを抱えてい

たはずの両親や祖父母のもとで、ありがたい

ことに不自由も過不足も知らず育ててもらっ

た子どもです。ただのひとつも辛かったり悲

しかった記憶がありません。 

 

秋はなぜかお風呂を沸かした情景を思い出

します。そして薪が積まれたかまど脇の土間

の藁くずから出没するカマドウマは蜘蛛の苦

手な私にとっては肝を冷やすに十分でした。

お風呂は二軒西隣の親戚と一日交代で沸かし

ていましたから、月のない夜は竹藪のそばを

歌いながら足早に通り抜けました。きっと六

十を過ぎた今でも怖いに違いありません。  

 

今、集落の行く末への対処について学んで

います。今議会には間に合いませんでしたが、

次号では報告させていただけると思います。

そして、いつものようにコンビニ通信を同封

しましたので、お目通しいただけるとうれし

いです。  



２０１８冬に 

 

田舎の子だって、やがて女の子にドギマギす

るようになるものです。 

 

幼いころの暖房器具は堀ごたつと火鉢。わ

が家にはストーブはなかった記憶で、練炭を

入れた掘りごたつに猫と潜ってよく遊んだも

のです。小学生のいつ頃からか、電気の置きご

たつがお目見えし、やがて布団とカバーのか

かった四角い机が冬場の主役になっていきま

したが、僕の甘酸

っぱい記憶のこ

たつに電気が通

っていたかどう

かは不確かです。 

 

僕がよく遊んだ２つ下の村の子には山向か

いに親戚があり、いとこの姉妹が長い休みに

は遊びに来ていました。 

冬休みに４人ですることといえば、こたつで

他愛もないトランプ。負けた３人が卓上に手

を重ね、勝ったら叩けるという罰ゲーム付き

です。勝つことに夢中になっていた僕は、ある

日、重ねる手の甲がカサカサで白くひび割れ

ていることに気づき、それがひどく恥ずかし

いことに思えました。自分の手はおろか、顔だ

ってろくに見たことなどなかった僕が、です。 

まぁ結局のところ僕の手は、それからもカサ

カサのままでしたし、むこうずねだって似た

ようなものでしたから、うちに帰って「オロナ

イン軟膏」を塗ることなど思いもつかなかっ

たのでしょう。 

 

さて、わが家の西隣りは構えも随分と立派

で、最初にテレビでプロレスを見たのもそこ

の座敷でした。当時は近くで牛を飼っておら

れたので、僕が片手鍋をもってお使いに行く

と、アルミのじょうごを牛乳瓶にのせて量っ

てくれるのが常でした。僕はついぞお金のや

り取りを見ることはなかったのですが、たぶ

ん祖母がお隣り価格で分けていただいていた

のでしょう。 

そこの末っ子は僕より 8つ年上で三つ編みの

きれいなお姉さんでした。何かの拍子でしょ

うが「冬休みの友」を手伝ってもらった記憶が

やけに鮮明で、その後ぷっつりと見かけるこ

とのなくなったその面影は長い間僕のマドン

ナでした。今思えばお姉さんは当時高校生で、

再会を果たしたのは、50を過ぎた僕が初めて

候補者として挨拶に回った折りのことでした。 

 

それから、奥さんの話もしておきましょう。

中学 3年生で同じクラスになった僕の片思い

は、その後、随分と長丁場となります。初めて

のアプローチは、受験を控えた二学期の終業

式に手渡したクリスマスプレゼント（当時

400円だったシングルレコード）でした。年

が明けて、彼女はマフラーを編んで返してく

れたのですが、それで片思いが解消したわけ

ではありませんでした（彼女は単に、とても親

切な女の子だったのです）。高校も一緒で同じ

同好会に所属していましたが、どういう訳か

ただの同級生でした。 

そして都内の別々の大学に進学し、何年か近

くのアパートに住むことになりましたが結局

のところ手を握ることもありませんでした。 

しかし深い縁があったのでしょう、ついに生

涯のパートナーとして歩むこととなり早や

36年が過ぎました。是非とも、来世もご一緒

願いたいものです。 

 

さて、未来の世代へと引き継ぐことになる

古里は随分と傷んでしまい、希望が見えにく

い社会になりつつありますが、今後１０年間

にわたり基金を使った支援事業がはじまりま

す。 

そして、日常の暮らしを支える「共生のまち

づくり」について、議会の報告をさせていただ

きます。お目通しいただけるとうれしいです。  



２０１８ 春・出会いの季節に 

 

この春、小学校卒業から満 50 年を迎えま

した。思い出深き古里と同様、僕を育んでくれ

た大人たちも多くは過去の景色となってしま

いました。 

とはいえ、僕の人生は 50 歳で様変わりす

ることとなり、選挙は実に懐かしい出会いを

もたらしてくれました。今回は、僕が望んだ

方々との“再会”を・・・ 

 

小学校の最初の恩師は、

うら若き女の先生でした。

春の遠足で、あろうことか、

僕は田んぼ脇の野ツボに

落ちたのです。糞尿で汚れ

た僕をそばの川で洗って

くれたのが担任のナガシ

オ先生でした。かつて先生

が住んでいた村で所在をうかがい、40余年の

時を経てお目にかかることができた瞬間、ど

うしようもなく涙があふれました。 

 

3年・4年の担任は男性教師でした。母は、

ナカギリ先生から個人懇談で「この子はやれ

ばできる」と聞いて帰りました。その結果、こ

の東京オリンピックの年から、母は折に触れ

て「先生の予言」を僕に繰り返すことになりま

す。誰にとっても努力は嘘をつかない時代で

したが、「予言」は僕よりも母の支えになって

いたようでした。ナカギリ先生はもう一つ、

「漫画は勉学に好ましくない」との「お告げ」

を母に残しました。早速、その月から鉄人 28

号が載っていた漫画雑誌「少年」は姿を消し、

母が亡くなるまでわが家の規律となりました。

確かナガシオ先生にお家を教えていただき、

訪ねた際に、母の分もお礼を申し上げること

ができた記憶ですが、まぁ、予言やお告げが的

中したかどうかは脇に置くとしましょう。 

小学校の通学は片道２ｋｍの田舎道で一番 

 

 

遠い部類でした。その頃、寄り道はずいぶん甘

美な背徳でしたが、そんな折、思いがけず未知

の文化に出会うこともありました。 

初めてのインスタントラーメンはマコちゃ

んのお母さんが、初めての紅茶はノリちゃん

のお母さんがごちそうしてくれました。再会

できたお二人のお顔を、今はもう思い出せな

いのですが、“文化”の香りだけは記憶にとど

まっています。 

 

古里は、僕が十九になる前に逝った母と暮

らした所です。早々に訪ねたのは、一番の仲よ

しだったアオヤマのおばちゃんです。昔日の

面影が懐かしい野良着姿のおばちゃんは、納

屋と用水路に挟まれた植え込みに案内してく

れ、母が植えたバラだと教えてくれました。 

ずっと大事にしてくれて、ありがとうござい

ます。 

 

 

 

 

さて、近頃は訪問先が「お一人様」というの

は珍しくありません。そんな世間を反映して

か、よく『居場所づくり』を耳にしますが、た

ぶん求められているのは「居る」場所ではなく、

「出会う」場所、「交流する」場所なのでしょ

う。 

地域の集会所で月 1回イベントをするのも

悪くありませんが、ご自宅を地域の「お茶の間」

に提供してくださるお宅が、そこここに広が

る・・・そんな景色を夢見ながら、あせらずに

活動していきたいと思います。 

 

いつものコンビニ通信をお届けいたします。

いつもながら文字が多くて恐縮ですが、くつ

ろいでお茶でも楽しみながら、お目通しいた

だければ幸いです。  



２０１８夏に 

 

今でこそ、僕はどういう訳か随分と蚊が苦

手で、羽音が鳴るとやたら落ち着かない心持

ちになってしまうのだが、いったいいつから

こんな風になってしまったのか、自分では皆

目見当がつかない。というのも子ども時分は、

蚊なんかへっちゃらだったのだ。 

そこで、今号では、蚊なんかに目もくれなか

った幼い僕の夏をお話しよう。とは言え、近く

に竹藪のあった生家のことであり、台所や居

間では蚊取り線香がく

すぶっていたし、小学

生の間はずっと蚊帳を

吊ってもらって寝てい

たように思う。 

梅雨が明け、寝間がこの緑色のネットで覆

われる頃になると、僕は決まって早起きにな

ったものだ。 

それは、近くの山瀬が流れ込む粗末な水路に

生息するオニヤンマのヤゴが早朝に羽化する

からだった。 

殻から抜けたばかりの

羽根は羽根とも呼べな

いほど縮れて短いが、

次第に白く長く伸び

（実はその間に、白っぽい身体も伸びるのだ

が）、やがて透明な羽根とくっきりした黄と黒

の身体、気高く美しいオニヤンマへと変身を

遂げるのを見届けるのが何よりも楽しみだっ

た。 

 しかし羽化中にアリや蜘蛛に捕食される場

面に何度か出くわしたのをきっかけに、僕の

行動はエスカレートすることになる。彼らを

自分の服（まあ大抵はランニングシャツだっ

たが）にさばらせて持ち帰り、蚊帳の中で安全

に羽化を完了させる任務を果たすのが低学年

の間、夏の盛りまでの僕の日課になったから

だ。 

ところで、実際にはせいぜい半径 100mほ 

 

 

どの心躍る朝の探検には、ひとつだけ恐怖が

待ち受けていた。秘密の穴場に行くには、納屋

伝いの狭い路地で土壁に手をつかなければ抜

けられないのだが、足を広げると 10cm近い

アシダカグモ（巣網をつくらない土色のやつ）

が振動で落ちてくることがあるからだ。それ

は僕にとっては肝を冷やすどころではない、

この世で最凶の出来事だったのだから。 

もうひとつ、僕の夏の朝を彩るのは、朝顔で

はなくあぶらぜみの羽化だ。 

あの「油色」でガサツな鳴き

声の彼らも、全身がそれはそ

れは美しい乳白色で羽化し

てくる。僕は、こうした神秘

の瞬間に立ち会う際、虫よけ

スプレーだってなかった時

代に、当たり前のように無防

備だった。因みに、ヤブ蚊は夕方だけでなく、

朝だってきっちり吸血するのだ。 

 

さて、大好きだった彼らの誕生には、もう随

分と立ち会っていないが、今の子どもたちの

多くが、ありふれた日常として、こうした体験

の機会がないのは何とも気の毒だ。 

農地や里山の豊かな地域の将来が見通しに

くくなって久しい。市は保全や活性化の補助

金を用意し、地域で頑張る団体の応援をはじ

めたばかりだが、虫や鳥や魚が子どもを育て

てくれた豊かさを再評価しているとは言い難

い。経済も暮らしも自然も守り育てる取り組

みが、あちらこちらの集落から起こってくる

ことが、循環型社会とか持続可能な社会の一

つの解＝地方創生だと思うのだが。 

 

そんな思いを込めて、市政コンビニ通信に

は、将来の人口推計を掲載しました。未来を変

えゆく挑戦を、わが地域から起こす決意とと

もに。  



2018秋に 

 

古いアルバムを開くと記憶にない子どもの

頃の自分に出会う。写っている緩やかで貧し

く開けっぴろげな「昭和」が何ともうらやまし

い。おまけに僕は純朴だったのだろう、カメラ

に目を合わせるのさえ恥ずかしかったようだ。 

 

子どもの頃の写真

はそれほど多くない。

わが家にカメラがあ

ったのかどうかだっ

て疑わしいが、中でも

父の写真はほとんど

ない。 

押し入れからアルバ

ムを出すことになっ

たのは、父が他界した

からだった。 

働くことが何よりも

好きだった父は、頑健

な身体と辛抱強さを

持ち合わせていたが、

それでも最晩年は、思

うにまかせず、最期は

緩和医療に救われて

逝った。人のための医

術の何とありがたか

ったことか。 

 

 高度成長期には土木業は多忙を極めたのだ

ろう、父に遊んでもらった記憶は浮かんでこ

ないが、僕がまだ幼い頃のふとした日常の出

来事を、後年、父からくり返し聞かされたもの

だ。恐らく、それくらいしか触れ合う機会がな

かったのだろう。 

まぁもっとも、そのことに僕は過不足を感じ

たことはないし、第一、別の子ども時代を経験

する術なんて誰にもないのだから。 

 

古里の畑をこの夏訪ねた。バッタやカエル

が僕の遊び相手だったと、よく父が話してく

れたそこは、かつて丘の頂に広がるイモや桃

の畑だったが、「どんぐり」という名の児童家

庭支援センターに生まれ変わって、虐待を受

けた子どもたちの居場所に連なっていた。 

また、生家の裏手にあった細い水路は、遠い

昔には川魚がうろこを光らせて群れていたし、

その向こうの菜園にかけてはトンボの宝庫だ

ったが、今は随分と、のっぺりした畑に変わっ

ていて、しかも 7 月の豪雨災害で水没し、す

っかり打ちのめされていた。 

そして、亡き母が仲よしだったご近所さん

が野良仕事の合間に手を休めていた懐かしい

納屋と、側に母

が植えたバラ

は、跡形もなく

更地になって

いた。 

 

心和む思い出の面影が消えていくのは寂し

い。しかし、人の営みまでなくなってしまわぬ

ように、それぞれの集落が総力を発揮してほ

しいものだ。 

この夏、僕は地域の課題解決を目指すチー

ムを立ち上げた。それは住民自らが「互助力」

を高め、わが地域の未来を守る挑戦のひとつ

だが、チームづくりに悩む他の集落が多いこ

とから、彼らの気づきや活動のきっかけにな

りたいとの決意も込めてのスタートだった。 

障壁も多いがワクワクを携えて前へ前へと

進みたい。 

 

被災地に日常が戻ることを祈りつつ。 

 

 

 

いつもの議会報告「コンビニ通信」をお届けし

ます。ご一読いただけるとうれしいです。 

（七五三か何かで、珍しく

写真に収まっている父） 

（母と勝手口の前で） 

（3年前、納屋の陽だまりにて） 


