
KYOAI COCO 12 

  

5.個人感想 
 

地域の伝統行事のこれから 

 

英語コース 4年 小野僚大 

  

 今回の合宿は私の住んでいる昭和村との共通性を強く感じる内容となった。水上のお祭りとしての「おいで祭り」、

私たちの活動の場である藤原地区の「獅子舞」の二つを地域の中にもぐりこみ体験させてもらうことができた。 

 地域の恒例行事に参加することは地域の過去と現状を知るうえでとても参考になる。平出の平出の祭りと昭和村の祭

り、どちらにも共通していることは開催のための人員不足のためこれからの開催が危ぶまれているということだ。若者

のがどんどん地域から離れていき文化を伝え続けることが難しくなっている。外からの人間にお祭りを手伝ってもらう

というのも地域との交流の場として十分活用できるのだが、やはり地域の伝統的な祭りは現地の人間に執り行ってほし

いというところだ。昭和村にも中学生中心で開催するお祭りがあるのだが、年々学生が減っていることで開催する学生

もそれを引き継ぐための相手も足りていない。それでもかろうじて開催に至ってはいるはいるが 5年もしたらどうなる

かわからない。小学生の祭りにいたっては御神輿を担ぐ人数がいないために軽トラックに積んで村を廻る始末である。

地域も文化も継続させていくためには人がいるということが絶対条件だ。そのためには現地住民がその地域に留まるこ

とができる環境、外の人間が住むために必要な環境が整っていなければならない。平出も昭和村も環境はほとんど同じ

で抱えている問題も同じ、平出訪問をすると他人事とは思えなくなってきて自分の村のこれからも改めて心配になって

くる。 

 藤原のお祭りに対しみなかみのお祭りはなかなかの盛り上がりを見せていた。同じ水上内のお祭りでどうしてこれほ

どの差がでるかを考えてみた。まず獅子舞だが、これは見るものとして楽しむことが主である。外の人間が祭りに参加

すること自体はそこまで難しくはないが、どういったお祭りかを理解するのは少し難しい。それに対し、みなかみのお

祭りは踊りや神輿を主体としている。踊りならば参加するのは獅子舞と比べて参加はずっと容易だ。その上みなかみの

おいで祭りの踊りは他の地域の踊りと比べてシンプルで覚えやすい。そのため他地域からの観光客も団体に混ざって踊

っている様子だった。祭りの性質で参加する人、年代に差が出るというのがこの二つからある程度感じることができる

と思うが、人の集まり方の極めつけはやはりアクセスの問題だろう。おいで祭りの場合は駅前、獅子舞はわりと山奥、

差が出るのはどうしようもない。獅子舞を遠いからと言って見に行きたがらないと現状を変えるためにお祭り自体を改

変するということを考えるのではなく、お祭りを見に来たのだからここにも寄っていこうという環境を作ることが重要

である。伝統ある行事が無くなることはあってはならないことだ。 
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熱い！みなかみ人 

 

英語コース 4年 古井戸進 

 

夏の季節も終わりに差し掛かり秋の涼しさを感じる頃、みなかみに行った私は熱さを感じることになった。それはじ

めじめした空気や気温からくるものとは一概に言えない、多くはそこにいるヒトからくる「熱」であったのだと思う。 

9月の合宿では「伝統文化に触れる」という部分が多く、8月の合宿の際には触れることの出来なかった空気感を行

事に参加することで体験することが出来た。2日間でメインとなるのは「おいで祭り」「藤原の獅子舞」「戸別訪問」。

戸別訪問は 2回目という事もあり前回よりもスムーズにお話を伺うことが出来たと感じた。COCOのメンバーはみんな

優しく人と同じ目線で会話をすることが出来る、という事も成功に繋がる要因の 1つだったのではないだろうか。これ

で平出集落内のお宅はほとんどを訪問したので活動も次のステップへ進めなければいけない。まずは、私達がそこに在

るかどうかを示せる行動をしていきたい。 

 夏の風物詩と行っても過言ではないおいで祭りでは、時間こそ短かったがメンバー全員があの日みなかみの町に溶け

込んでいたと思う。「おいでや、おいで♪」と大声を上げて街を練り歩く人々は楽しそうにも苦しそうにも見えた。地

元の小学生から大人、さらには外国人のチームまでが「熱」を発しながら会場を盛り上げていた。しかし私が見た熱は

祭り終了後の夜にあった。前日の準備から声を張り上げ会場を作り、当日は現場を仕切り太鼓を叩き、そして夜になる

と打ち上げが始まる。それがみなかみ人のスタイルらしい。この打ち上げで見たものがまさに「熱」である。加藤と2

人で参加したが、会が始まるとついていけないほどハイペースでそれぞれの想いを熱く語り合う。会話の中から誰もが

この地域を愛し、強い想いを持って生きている感覚に触れることが出来た。熱い想いを持って地域を変えようとする事

がヒトをも変え、文化を形成していくことを学んだ。 

 最終日に見学した藤原の獅子舞は昔からある伝統行事であり、こちらも前日の準備から COCOのメンバーでお手伝い

をして地域交流を図った。今年は中区の担当という事もあったが、平出集落のある下区の人たちもお手伝いに来ている

姿は、まさに地域一体であった。獅子舞当日は観客から大声で罵声や歓声があがる。それらはなぜか会場一帯を笑いに

包み、地域同士が寄り添い仲良くして生活をしている姿を垣間見ることが出来た。 

 今回の合宿を通して藤原の住民の優しさや強さ・熱さを感じた 2日間になった。合宿を終える頃には今までよりもさ

らに地域に溶け込むことが出来たのかなと感じたと同時に、ここを好きになりこの地を暫く中から見てみたいと強く思

った。 
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「地域」で子供を育てる 

国際コース 2年 五十嵐由衣 

 

今回の合宿は、前回よりも住民と距離が近いものであったと感じる。最初に諏訪神社での獅子舞の準備を手伝わせて

いただいた。一通り舞台が整うと、今回の獅子舞の担当の中区の人々がリハーサルをしに集まって来た。その中に、獅

子舞を奉納する小学生の男の子たちが何人かいた。その男の子たちは、最初はよそ者の私達を遠巻きに見るだけだった

が、話しかけてみると人懐っこく接してくれた。私達が今回宿泊した吉野家さんの息子さんもその中にいて、「田舎の

こどもはこうやって遊ぶんだよ」と山遊びの魅力を教えてくれた。その元気な笑顔は、大自然の中で太陽をいっぱい浴

びて育ったことを証明していて、やはり子育てには自然が大切なのではないか、と考えた。 

 次に行った戸別訪問では、96歳で息子さんと 2人暮らしの女性を訪れた。すべての住民に、最初に「平出地区のい

いところは何ですか？」と質問しているが、私は今回の答えが一番印象に残っている。迷わず「ここは世界一だよ」と

笑って答えたのだ。地元をそんな風に愛することが出来るのは、最高の幸せではないだろうか。しかし、ここでの会話

で寂しい現実を知った。去年今年と平出地区の小学生は 0で、来年も 0となると小学校の存続自体が危うい。「私が学

校に通ってた頃より、こどもがいないよ」と悲しそうに笑う表情が、今も瞼に焼き付いている。先ほども述べた通り子

育てには自然が大切なのではないか、と考えていた矢先にこのお話を聞いたので、よりショックは大きかった。子供が

生まれて、さぁ田舎で暮らしてみようと考える人が昨今増えてはいるが、学校がない場所ではその選択肢にすらならな

い。そのあたりの問題に切り込まないと、ゆくゆくはこの集落自体が無くなってしまう。しかし学生の活動程度ではと

てもじゃないが、この問題の役には立てそうにない。歯がゆさを感じるばかりだ。 

 二日目は獅子舞の本番だ。昨日は気さくに話しかけてくれた男の子たちも、本番前は緊張の面持ちだった。山に響く

笛の音に合わせて舞う先獅子、中獅子、後獅子の姿に、長い長い時代の中で受け継がれてきた歴史を感じた。このよう

な外に誇れる伝統文化がある地域が忘れさられてしまうのは、あまりに勿体ない。積極的に外へ発信し、この藤原地区

に興味を持ってもらうきっかけの一つにするべきだと思う。獅子舞の文化的価値はもちろんだが、もう一つこの文化が

いいな、と思った点は「受け継ぎ方」だ。最初に述べた、獅子舞を舞った男の子は舞を教えてくれている大人たちをニ

ックネームで呼んでいた。そこに、こどもを各家庭単位ではなく、地域単位で育てる様子が垣間見えた。やはりこのよ

うな「やさしさ」が田舎の一番のいいところではないだろうか。そのような環境を売り込み、今後に繋がるお手伝いを

心がけていきたい。 
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強さ 

国際コース 2年 井野明日香 

 

 藤原到着後、目の前に広がっていた光景がとても印象的だった。それは「獅子舞」の準備を高齢者の方たちが多いせ

いもあるだろうが自分たちのペースで、しかし手慣れた様子で作業を行っていた。自分が女性ということもありお手伝

いは枯れ葉を集めたり、布を太い木の棒に結び付けることぐらいしか出来なかったが男性陣は舞台を作ったり 5,6人で

旗を立てたりと力仕事が中心で大変そうだった。だが、そんな他人事のように言ってはいられない。なぜなら今年は人

数が 1番多い中区が担当だが来年は下区の番なのだから。準備も当日の踊りも頼まれてしまった。お手伝いをするのは

良いが、地域を残す活性化させることを目的とする私たちから見てみれば外側の援助は何か違う気がした。私たちはあ

くまでも外からの考えや意識、協力をするのであって内側が変わらないと何も変化が起きないということを地域の方た

ちに示唆しなければならない。 

 準備は全体を通して 2時間もかからなかった。その理由としては、はっきり言ってしまえば規模が小さいからである。

明男さんが言うように、この獅子舞は毎年地元の方しか訪れない。しかも今年は異例の小・中・高生の夏休み期間に被

らない日程であったため、その時私は人がどの程度集まるのかがとても心配であった。私は明男さんに情報発信はどの

ように行っているのかを尋ねたが明男さん自身は平出集落から出て行った自分の息子に頼んでいるそうだ。その答えを

聞いてああ、そうかと私たち若者と発信の仕方は違うのだと気付いた。昔の人達は地域密着型で外に情報を発信せず外

から受信をしなくても困ることはなかった。今となってはその必要性を感じるが広める手段が分からない、高齢の方た

ちは外との関わりかた、変化についていくことを苦手とするだろう。実際、獅子舞のお手伝いをした際に最初に関わっ

た方からお話を伺ったが若者と話すことに苦手意識を持っているような話し方で最終的には明男さんに聞いておくれ

と言われてしまった。今までとは違う対応だったため戸惑いを感じたが今考えてみると、それが当たり前なのかもしれ

ないと思った。だから私たち共愛 COCOがその架け橋となる存在でなければならないのだと強く感じる。 

 お手伝いが終わった後は明男さんから今回の獅子舞についての歴史を聞いたり、リハ風景を観客席から観ていたりと

ゆったりと過ごし沢山のお話を聞いた。この獅子舞は数百年も前から受け継がれており、舞台での振る舞いは全国でも

珍しく、この土地全体（諏訪神社）が町指定重要文化財であると言っていた。確かに旗に付いている布は色もあせてボ

ロボロになっていたが掲げられた旗が風に吹かれている様は大変立派で重みを感じた。また、獅子舞の「獅」という字

は通常「獣偏」を使うが下区の方たちは「師」を使うと誇らしげに話していた。毎回思うが、明男さんは藤原地区を十

二分に理解しているから地元を誇らしげに愛をもってこの地域と接し守ろうとしている。そして私たちを必要としてく

れている、そんな強い思いが伝わってきた。 

 今回も戸別訪問をさせて頂いたが、私が担当した Nさん（78歳）は藤原地区の良い悪いところをあまり述べなかっ

たが「この家で死にたい」と言っていた。この言葉は最大級の言葉であり私は嬉しくなったが話を聞いている中で彼女

が求めているものは何もなかった。これは前回の合宿時から思っていたことだが集落に住んでいる方は今の生活に不満

をあまり感じていない。むしろ自給自足の生活を楽しんでおり買い物にしても自分の子に頼んだりと困っている様子を

見せなかった。この状況は通常ならば良いことだが、私たち外側の立場から見ると危険だなあと思う。なぜなら今の状

態で満足してしまっているということは何も発展がなく維持できずに衰退していくからだ。藤原地区の方たちには明男

さんのように地域の歴史や資源をもっと知ってもらいその土地で生きることに誇りをもって頂きたい、そんな考えが１

日中巡らされた 1日目であった。 
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 ２日目の午前、いよいよ本番の日がやって来た。やはり人数は少なく本当に身内のお祭りだと感じたがそんな中でも

面白い体験が出来た。それは舞台で披露している人に対してお金を投げるという行為だ。私たちは地元の方にそれを頂

き実際に体験をしたが最初は人に当たることを恐れてヒヤヒヤした。その後は投げるタイミングも掴め「良かったよ

ー！」という意味を込めながらお金を投げることが出来た。このお祭りの面白いところはお金だけでなくヤジも飛んで

くるところだ。「おいおい、もっと腰を低く！」とヤジが飛んだかと思えば「いいよーうまいなあ！」と褒めたり、会

場は笑いに包まれる場面が多々見受けられた。地域のお祭り＝規模が小さいということは一体感が出やすく地域のコミ

ュニティも強い。それはイベントやヒトに関わる回数が増えていくごとに感じており、その内側つまり地域の強みを私

たち外側の強い思いとをうまく交わせていきたい。 

合宿の第 1回目はまずお世話になる集落の方たちに自分たちを知ってもらい、その地域に少しでも馴染むことを目的

として結果達成することは出来た。そして第 2回目の今回は自分たちがその地域の良さや問題点を発見し自分たちが何

を求められているのか、その具体的なもの見つけることができ、また地域の方たちに必要とされる立場にもなり前回よ

りもステップを踏めていることに共愛 COCOの一員として嬉しい。やはり回数を重ねることは何よりも重要である。自

分たちの活動をもっと多くの方たちに知ってもらい、そこで出会った人に合った協力を共愛 COCOの強みを活かしなが

ら活動して行きたい。 

 

地域に触れて 

心理・人間文化コース 2年 大森正也 

 

 前回から、それほど時間がたたずに第二回目の合宿となり、現地に向かったが、日も立っていないせいか、良くも悪

くも変化の少ないあいも変わらずののどかでいい場所だった。今回から私も本格的な藤原の地元住民との交流というこ

ともあり、少し緊張してしまったが、そんな私にも向こうの方々は優しく、いろんなことを教えてくれた。 

 その中でも印象に残ったこととして私が挙げられるのは、午後に行った現地での聞き込みであり、そしてなによりそ

の交流の中で必ず話題に上がった、害獣についての話である。前回の時、民家から食べ物を盗んで行く帰り道だろうか、

猿の群れを発見したが、今回で話した際地元住民はかなり困っているそうだ。猿が出たのもここ２０年？ほどの話のよ

うであり、昔は出なかったらしい。私が話したお婆さんと夫婦の人は笑いながらその話をしてくれた。しかしせっかく

育てた作物や買った食料が盗まれるのは生活にも関わることだ、笑いながらも心底迷惑そうに話してたと今になって思

える。八月中に行った勉強会でも学ばせてもらったが、改めてこういう地域にとって害獣の問題はとても深刻なのだろ

うと思った。一方で、そんな被害を受けながらも役所からの援助はままならず、対策はしてあるもののあまり意味をな

していないようだった。聞き込みをしている最中、「どうしたもんかねえ」と呟くお婆さんの言葉とため息に、私はな

んとかしてやりたいという気持ちを持った。もう一つ印象に残ったことは、午前中に手伝ったおいで祭りと呼ばれる現

地の祭りの準備である。準備のために入った神社は勿論のこと、その準備の最中に見せてもらった祭り本番に踊る獅子

舞を見せてもらったりなど、全てが興味深かった。獅子舞というと普通なら、テレビなどでやってるよくある獅子舞を

思い出すのだが、藤原で見たのはその獅子舞とは別の獅子舞らしく、踊り方から衣装など、様々な違いが見れた。準備

の最中の和気藹々とした雰囲気も、藤原の地区の人々の仲の良さがわかり、やはりこういう地域ほど、ご近所付き合い

の良さがいいんだなと思った。二回目の合宿も、私は１日目のみの参加となってしまったが、それでも前回と同じで様々

なことが学べたと思う。これをまた糧として、藤原のために、自分のために何かできることがないか探していきたいと

思う。 
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魅力あふれる街、みなかみ 

 

国際コース 2年 加藤七彩 

 

 今回の合宿もとても充実したものであった。とくに印象に残っているものは、「おいで祭り」である。「おいでや、

おいで、みなかみおいで」という掛け声を上げながら町を踊り歩く。地域の人たちが市などからの補助を受けずに祭り

は毎年行われている。実行委員会を務める林昇さんは毎年はっぴを売り、そこから祭りの資金を集めていると教えてく

れた。また、祭りを運営するだけの大金を集めることはとても大変であるが、祭りに訪れる人を楽しませて自分たちも

楽しむことのできる祭りをなくしたくないのでやっている、とも語った。そんな地域の人たちの想いがたくさん詰まっ

たおいで祭りは、私たちを笑顔にしてくれた。みなかみの人々には魅かれるものがある。言葉ではうまく表現できない

が、その地域特有の人なりというものがあると感じた。藤原地区の人たちは明るい性格の人が多い。そして、人口が少

ないせいか団結力が強く、仲が良い。ひとつの地域に同じ苗字の人が多いので、苗字を聞けばどこの地域に住んでいる

のかわかる。そのせいか、藤原地区の住人はお互いを苗字で呼ばない。きっとそれも住人が仲のよい理由のひとつなの

だろう。現代の社会において、近所付き合いは希薄化していくばかりである。しかし、その一方で水上の人々のように

近所で助け合い、励まし合い生活している地域もある。私の住んでいる地域では、近所付き合いはあまりされていない。

だからこそ、水上の地域の仲の良さの魅力を感じられた。やはり、居心地の良い場所というのは、そういう場所なので

はないか。しかし、藤原地区のような過疎地にとって、人口の減少や高齢化は存続の危機にあたる。水上の魅力をもっ

と発信していくことで、水上の将来に少しでも貢献できたらいいと思う。 

 みなかみ町は知れば知るほど魅力が増していく。第一回目の合宿ではその自然や鳥獣被害などの問題、つまり「外か

ら見たみなかみ」について知ることができた。今回は、みなかみの人々という「中から見たみなかみ」を知ることがで

きたように思える。次はこの知識を発信していくことを目標に掲げて活動していきたい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.会計 
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第 2回藤原合宿会計報告 

2015年 9月 4～6日 

収入 支出 

8/24 前回繰越金 ¥36,884 ¥23,247 レンタカー代 9/4 

9/3 奥山先生より費用受取 ¥80,000 ¥1,600 高速道路料金 9/4 

 ¥920 高速道路料金 9/4 

¥1,460 高速道路料金 9/5 

¥8,566 宿泊料金（去来荘） 9/5 

¥16,500 宿泊料金（吉野屋） 9/6 

¥430 高速道路料金 9/6 

¥410 高速道路料金 9/6 

¥410 高速道路料金 9/6 

¥920 高速道路料金 9/6 

¥5,017 ガソリン代 9/6 

 ¥700 高速道路料金 9/9 

 ¥1460 高速道路料金 9/9 

合計 ¥116,884 ¥59,480 合計 

 

支出合計金額 その他費用合計 予算差し引き金額 予算相残高 

¥59,480 ¥0 ¥57,404 ¥335,404 

 

7.頂きもの報告 

2015年 9月 6日（日） 

会計担当：国際２年 井野明日香 
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◆9月 4日 

    みなかみ町役場 様        デサント藤原湖マラソン2014年版 Tシャツ 

    大川 志向 様            みなかみ町まちづくりビジョン最終答申書 

    おいで祭り実行委員会 様    焼印入りおいでネックレス 

 

◆9月 5日 

    平出集落の皆様        昼食代金（ラーメン武尊） 

    平出集落の各お宅の皆様    おもてなしのお菓子や飲み物 

    おいで祭り実行委員の皆様    交流会の際の参加費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆9月 6日 

    平出集落の皆様        獅子舞見学時の飲み物      

民宿吉野屋 様        獅子舞見学時の昼食 

    眞庭 修 様            完熟トマトの差し入れ 

 

     

 

 

 

 

 

8.ギャラリー 
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（みんなでリハーサルを見守ります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（向かう途中 SAに靴を忘れたメンバー） 



KYOAI COCO 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     （昇さんが取ってくれた旅館はいい湯でした↑） 

（暖かく迎えてくださった吉野屋さんと↓） 
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（藤原の獅子舞当日はとても賑やかで、色々な人との交流をもちながら楽しむことが出来た） 


