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○登壇者  澁澤 寿一氏 ＮＰＯ法人 共存の森ネットワーク理事長 

 

みなさんこんにちは。1年ぶりの「半島のじかん」です。去年も私はここでキーノートを喋ら

せてもらいました。今日初めて来られた方もいるだろうし、昔からの方もいると思います。私た

ちが今どんな時期に、どんなところに時代感として置かれているのか、それを共有してもらって

からそれぞれのセッションごとの話へと移ってもらえたらと思っています。 

 私は日頃、森や海や川で生きてきた爺ちゃん婆ちゃんのところで高校生に聞き書きをさせると

いう事業を 10 年以上やってきています。毎年 100 人の高校生たちを 100 人の爺ちゃん婆ちゃん

のところへ行かせています。今年で 12 年目ですので、1,200 人の高校生が出て行きました。爺

ちゃんたちは自分の人生が時代遅れだと思っていたのが、高校生たちに宝物だと言われ刺激され

ています。悪いことではありません。この人は山形県でマタギをやっているお爺さんですが、普

段話せないような自分の人生を能弁に語り始めます。 

 この事業を 10 年以上やっていて、つくづく分かった事があります。この爺ちゃんと高校生の

間にものすごい時代のギャップがあります。日本で全然違う時代が始まっていることを痛感して

います。どういう時代かと言うと、その境がだいたい 1960 年から 65 年、昭和 39、40 年ごろで

す。東京オリンピックが昭和 39 年でした。 

新幹線が通り、東名高速道路が出来て三種の神器と呼ばれる家電、テレビ、冷蔵庫、洗濯機が

私たちの生活の中に入って来ました。今私たちが普通に暮らしている暮らし、半島地域でも都市

でも同じですが、その暮らしの原点というのが多分この 5年間のあたりだと思います。高度経済

成長と呼ばれた時代ですが、今の高校生たちはこの図の右側の価値観の中で生きてきています。

彼らはバブル崩壊後に生まれてきた世代です。毎年日本が縮小していく、元気がなくなっていく

という中で自分たちの人生の希望を一生懸命見つけようと思って生きています。爺ちゃんの世代

は図の左側（戦前生まれ）の世代です。彼らはマタギという鉄砲撃ちですが年中藪の中で鉄砲を

撃っているわけではなくて、自分でコメや野菜を作り、茅を葺いて薪を割ってという、全部自分

で生きていくということしていました。それが 1960 年以前です。つまり、生きていく術を学ぶ

というのが学ぶということでした。それ以降は、いい大学に行きいい会社に入り、いわゆる貨幣

経済の中でどうお金を得るための手段を学ぶか、ということが学ぶという事になりました。それ

だけの大きな差があるのではないかと思っています。 

 典型的な写真を持って来ました。これは昭和 35 年、1960 年です。結ぶという字を書くゆいと

いうものがあります。結、共同作業で田植えをしています。まだ機械がなく手で植えています。

それを子供たちがあぜで遊びながら見ています。子どもたちの一番の仕事は塾へ行くことではな

く、一番下の子どものお守りをすることです。子どもの世話は子どもがするというのが前の時代

の生活でした。今の時代、一番下の子は保育園に入れますし、お母さんは必死になって保育園を

探します。あぜで遊んでいる真ん中の子どもたちは今は塾に行かされます。大人たちは自分の家

に一家に一台ずつ田植え機を持っているので、家族の中だけで田植え作業をして共同ですること
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もなくなりました。 

 人間と人間、世代と世代がこの限られた自然の中で生きていかなければならないという前提で

結ばれていた時代、それがそれ以前の時代でした。けっして美しいだけの時代ではありません。

ここに生きていた人達が今話をすると、もうあの時代には戻りたくないと言います。働いて働い

て本当に辛い時代だった、今が一番いい時代だとみなさん言います。一番いい時代である今、先

が見えなくなってきているというのが、まさに今の人が置かれている現代だと思います。バブル

が崩壊してから不安がどんどんと増大しています。内閣府の調査では約７割の人が自分の人生に

不安を持っています。40 代の調査だと約 8 割の人が人生に不安を持っています。20 代から 40

代の高度成長時代以後の 30 年 40 年の時間の中で不安はどんどん増大しています。なぜ不安が増

大しているのか。 

 私たちの不安は、自分が何に対して一生懸命に生きたらいいのかという、「何に対して」が見

えなくなっていることに対する不安です。かつては一生懸命に勉強していい会社に入り、出世を

していけば自分の人生は成功でした。安泰とした人生が送れた。会社の仕事だけを一生懸命に

やっていればいいというのがかつての成功モデルでした。ところが今は大企業も明日存続するか

どうかも分からないという状態になっています。若い世代にとっては年金も社会保障も自分たち

がそのサービスを受けられないだろうなと薄々そう感じています。一生懸命働いても、リーマン

ショックやユーロの問題、かつての日本のバブル崩壊も含め、巨大な金融マーケットがおかしく

なった瞬間に、自分が爪に火を灯すようにして築いてきた自分の人生、自分の財産というものが

一瞬にしてなくなってしまうという無常感というものも同時に持っています。何に対して自分の

人生が一生懸命になればいいのかが分からない。その学生達に一生懸命受験勉強をしろ、いい学

校に入れ、一生懸命勉強をしていれば必ず人生が幸せになれる、というのがもう嘘だというのが

誰でも分かっている。だから刹那的だというのが今の高校生たちの現状だと、私は接していて感

じています。 

 そのバックボーンの一つは、地球が相当にやわくなっているということがあると思います。

1961 年のエコロジカル・フットプリント、つまり地球上の生物の成長量のうち人間がどれくら

い使っているかというと、ちょうど二分の一を人間が使っていました。他の二分の一を他の生物、

昆虫などが使っていた。2006 年の速報値では 1.4 という数字です。たぶん今は 1.5 を超えてい

ます。1.5 を超えているというのはどういうことかというと、人類が 1 年間に使う自然の量、こ

の宇宙の中での閉じられた生態系の地球の１年間の自然の成長量の 1.5 倍の量を今の私たちは

使っているということです。 

 私たちは先進国だと言っています。それは物質主義、経済面では先進国かもしれません。しか

し、地球をこれからも持続可能に、つまり次の代へ次の代へと残していくという意味では、私た

ちはすでに地球の利息で食べていた社会から地球の元金に手をつける社会へと入ってしまって

いるということです。彼らが一生懸命に働いて製造業でいろいろなものを作り、グローバルマー

ケットにそれを供給していってもそれは私たちの足元にある地球を破壊しているという構造に

入ってしまっている。その無力感がひとつあります。 
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 もうひとつが、例えば今の自民党政権の安倍さんも、とにかく経済が発展しろと、経済が発展

すれば豊かになって幸せになれるんだといいます。民主党もそうでした。全てが経済です。その

経済が本当に私たちを幸せにしてくれるのかということも考えさせられるようになりました。中

国の人がひとりあたりアメリカ人と同じような食生活をして牛肉を消費すると牛を飼うのに餌

として必要な穀物量が現在のアメリカの総穀物量を上回ります。中国の人たちが日本人と同じよ

うに魚を食べると世界の海洋からの総水揚げ量を上回ります。ウナギが希少種になったりとか、

マグロが獲れなくなったり、世界の海洋資源はどんどん少なくなっています。その倍以上の水揚

げ量が必要です。中国の人たちが欧米の人たちと同じように車を所有すると必要な石油の量や、

そこから排出される炭素についても同じです。これは何を示しているかというと、物理的にこの

モデルはありえないということを示しています。中国を悪者にするわけではなくて、今新興国と

言われている人たちにあなたそんなに一生懸命頑張っちゃ駄目だと、日本や欧米を目指したら駄

目だと、そうしたら地球は駄目になるんだよとは絶対に言えません。私たちはずっと地球を搾取

した生活を享受してしまっている。今の豊かさ、今晩の食べ物を心配しなくてよくて、今日は暖

かいですが、暖かい日なたの中でこのような時間を持てるという、これはまさに先進国の豊かさ

の賜物です。だけど、その先進国は経済の先進国であって次の生き方を示している先進国では決

して無い。次の生き方を私たちは探さないといけない。それを私たちだけで探すのではなくて、

インドの人たちやロシアの人たちや中国の人たちと一緒になって今まで私たちが生きてきたこ

の 50 年の中で便利さと経済を求めて生きてきた社会ではない社会の価値観を一緒に作りましょ

うということを言わなければいけない、というのが現代だと思っています。 
 そのお金というものは一体何なのか。マタギのお爺ちゃんは「自然があればいい、山があれば

いい、山には薬もある、山には食料もある、山には毛皮がある。山があれば俺は生きていける」

と言っていた。だけど今はお金がなければ生きていけない。貨幣を中心とした社会になったのは

この 50 年間です。ただお金も汚いものではなくて、お金は重要なツールです。ツールとして使

われているうちは大変優良です。ただ残念ながら欲望の抑制が効かない。朝テレビをつけると番

組をやっています。いまは 24 時間ずっと番組をやっていて途切れることはありません。民放で

すとコマーシャルが入ります。そのコマーシャルの商品でその商品を買わないと明日生きていけ

ないという商品はひとつもないと思います。つまりあの商品は何なのかというと、新しいとかお

しゃれとか美味しそうとか、私たちの欲望を刺激することにより物を売ってきた。それを支えて

いるのが貨幣という制度です。その代わり貨幣は世界共通語です。これからはグローバル社会で

生きていくには英語が話せないといけないとか、英語だけでは駄目で中国語とかフランス語、ド

イツ語が話せないと駄目だとか学校では当たり前のように言います。英語がグローバルの世界で

通用するかというと、私が仕事をしてきた発展途上国では英語が通じない国の方がはるかに多

かったです。しかし、そこでも確実に通じるコミュニケーションツールがマネーです。お金さえ

持っていけば、世界中どこに行っても、言葉が喋れなくても生きていくということが最低限可能

です。ものすごく便利なグローバルのコミュニケーションツールであるお金ですが、一方で欲望

というものに抑制が効かないのでバーチャルな金融マーケットがどんどんと大きくなり、現在は
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実体経済の 70 倍から 100 倍のマーケットがあると言われています。バブルの問題もユーロの問

題もすべて金融マーケットの中の動きにより、私たちが生きていくという実体経済が脅かされて

いる、実体の生活が脅かされているところに問題があります。今、わたしたちは命をお金で買え

るのかという問題に直面をしています。お金というコミュニケーションツールだけで幸せを買え

る時代ではなくなってきているということが分かって頂けると思います。 

 お金とは何か、60 年以上前の社会学者が説いています。本来経済というのは社会の中の一部

分のはずでした。ところがいつぞや経済が社会を飲み込んでしまい、経済が優先の社会になって

いくと人類はとんでもない時代に突入すると警告を出している人が何人もいました。そんななか

で、私たちは今回の 3.11 に直面しました。この中にも被災地に行った人もいると思います。私

たちも学生が被災地に入り、こうやって避難所の人から被災されるまえの人生の聞き書きをやり

ました。120 人ほどの人に、被災する前にちゃんとそこに生活があったんだという記録作りをし

ようということで１年がかりで行いました。これは岩手県大槌町の吉里吉里（きりきり）という

ところの避難所です。この左側にはまだダンボールの仕切りがありました。これは一昨年の 7

月 6日の写真です。 

 ここに行って学生たちが一番驚いたのは、2,300 人の吉里吉里という集落で 2,300 人が 2,300

人全員のことを知っているということでした。つまり、お互い全部顔の見える関係が 2,300 とい

う数で成り立っているということに、都会で生活している学生たちはびっくりしていました。そ

れがあったので、今回震災復興の最初のスタートがコミュニティによって支えられたということ

を聞きました。多くの人たちがこう言います。何のために自分たちは復興に向かうのかと言えば、

それは子ども達のためだと。吉里吉里では、高校生たちが瓦礫の整理をしました。高校生たちが

プールからバケツで水を汲んでずっとトイレに水を流し続けたのでトイレが詰まることもあり

ませんでした。高校生たちが何を考えているのか分からないといつも嘆いていたおっちゃんたち

が、あの子たちのためにもう一度この場所でもう一度やろうと、みんなが思った。本当はもうこ

こには住めないとみんなが思いました。大きい町に移らないといけないと思ったけど、あの子た

ちが暮らしていくためなら、自分たちはもういちどこの場所で頑張らなければいけないという話

が盛んに出て来ました。 

 そんなところに一冊の冊子が出て来ました。昭和 8年 7 月 13 日の新漁村建設計画書です。昭

和 8年の 3月 3 日に東北の沿岸は今回の津波とほぼ同じ規模の津波の災害に遭っています。その

時の復興計画書です。8年の 3月 3日に津波がありました。これは 7月 6日の日です。今回は 3

月 11 日に津波がありました。昭和 8 年の時はわずか 4 ヶ月で復興計画書が書かれていることに

まず驚きました。行政が書いたのだろうと思って後ろを見たらそこには 44 名の村民の署名があ

りました。つまり村人によって作られた復興計画書です。今回の震災ではこの時期にはちょうど

高台移転の話やかさ上げの話、防潮堤をどうしようかというような話がぼちぼち出始めていまし

た。ですが、日々の避難所の生活に追われてとても次の社会のビジョンなんてものは持てないと

いう状態でした。 

 これは計画書の中で一番最初に書かれていた文章です。まず大切なことといって、3つの事が
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書かれています。隣保相助の精神とは今回の絆のことです。産業経営と日常生活を一緒に作らな

いと駄目だと書かれています。そして集落永遠の共存共栄を目指す。つまり、自分たちは財産も

家族も全部なくした。それならばひとつの集落がひとつの家族としてこれからもずっと続いてい

くような持続可能な社会を作ろう。それは物だけでは駄目で、どういう心持ちで住むかという心

持ちが重要だと書いてあります。個人の利害、感情に支配されない。そして残った資産は全て次

世代の教育につぎ込もう。つまり次の世代のために自分たちはこの場所に生きていこうというこ

との 3つが一番最初に書かれていました。 

 避難所でこれを見てみんな愕然としました。俺たちはなんとハード優先で物を考えていたのか。

昭和 8年の人たちはその地域に住むことの何が大切かを最初に考えていた。その次が食料のこと

教育のことが書かれていて、産業をどう作るか新たな試みをしようということが書かれていた。

最後に、石碑を立てここから逃げ出さずここでもう一度村を再建するのだという覚悟を石碑に記

そうということで結ばれています。避難所の人たちと話すと、今回は食料と水は自衛隊が持って

きてくれる物、エネルギーは電力会社やガス会社が供給してくれて、教育は国がやってくれて、

家や福祉は自治体が用意してくれて当たり前だと思っていて、自分たちが生きていく基本部分、

水、食料、エネルギー、教育、医療、福祉、全てで思考停止になっていたことに気づいた。誰か

がやってくれるものだとみんなが思っていた。義援金は欲しい、けれどお金だけではない。そこ

から気づいたのが絆という言葉だった。しかし、昭和 8 年の時とくらべて自分たちは本当にこれ

でいいのだろうかと、ボランティアの人たちと一緒になって悩み始めたのがちょうどこの時期で

した。 

 避難所で見えてきた現代の日本社会の問題は、半島の問題だけではない。私たちが生きている

都市、街の側でも同じような問題を抱えています。朝の 10 時半ごろ、仮に銀座のデパートやマ

クドナルドに行けば、そこにどういう人たちがいるのかぜひ見て頂きたい。どこも 65 歳以上の

人、老人ではなくみなさんまだ元気な人でいっぱいです。去年団塊の世代が 65 歳を迎えました。

60 歳定年で 5年間嘱託で働いてきて、その嘱託期間が終わったのが 2012 年です。その人たちは

企業年金ももらえます。だけど社会の中での会社という自分の居場所はなくなりました。その人

たちが行く場所がマックの 2 階であって、デパ地下です。そこしか今の日本はそういう人たちを

受け入れる社会施設を持っていません。それだけでなく若い人たちは働く場所がありません。街

は高齢化し過疎化をしています。健康商品が山のように売れています。あるのはストレスです。

会社でついていけないのではないか、社会から落ちこぼれるのではないかという不安を私たちは

抱えています。半島だけが過疎化、高齢化という問題を抱えているわけではなく、都市部でもまっ

たく同じ問題を抱えています。今までは半島で考えていたことを、これからは都市と半島が一緒

になって考えていかなければいけない時代へと既に直面している。これからは何のために一生懸

命働くのか、その何のためを探さなければいけない時代に来ているのだと思います。 

 農山漁村と都市の共生モデルを作らなければいけない。都市の問題も都市だけで解決できない

し、農山漁村の問題も振興策だけでは解決しない。日本の問題もグローバルマーケットだけでは

解決しない。日本が不景気になったら中国に売ればいいのだという単純な問題ではない。結局、
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私たちが見えなかったものは、被災地のあの昭和 8年の復興計画書に書いてあった生き方のモデ

ルで、それを私たちは模索してきませんでした。働き方のモデル、働く職場のモデル、経済だけ

のモデルを見つめてきて、何を価値としてどういうものを幸せと思い社会を作るのかという生き

方のモデルを作ってこなかった。それが今一番の問題です。被災地も半島も都市も、この環境モ

デルと生き方のモデルが一緒になったものを作らなければいけない。その時代が来ているのだと

思っています。 

 都市の方のいろいろな企業の経営者の人たちと話をしても、半島地域に自分の会社を移したい

という人がたくさんいます。いままではものづくりだけをやってきたが、これからは暮らしに関

わる事業をしたい。そういう人が山のようにいます。そして 2012 年に団塊の世代の人たちが世

の中で必要とされない人たちになってしまった。お金もある、暇もある、家もある、だけど社会

と接点をつくれないという時代になってきています。彼らの多くはみな地域から出てきた人です。

しかし今さら地域には戻れない。地域と人との関係も切れてしまっている。地域に戻っても兄貴

の嫁さんが嫌な思いをするだろうとか、どうやってまた村の組織に入るのか、もう自分には出来

ないだろうとみな思っています。だけど、間に誰かが入っていってそれを結びつける。まさに今

日ここに来ている皆さんはこの都市と半島との間を結びつける役割を担っている人たちです。両

方で同じ解を見つけていなければいけない時代に入っているのだろうなと思っています。 

新しい価値観、QOL がさかんに言われています。所得が増える、街が拡大し発展する、病気も治

る。今回山中教授が iPS 細胞でノーベル賞を取りましたが、これがなんとなく豊かさの基準です。

腎臓が悪くなったら腎臓を交換すればいい、肝臓が悪くなれば肝臓を交換すればいい。街にはコ

ンビニがたくさん出来て欲しい、だけど孤独だ。生きていくにはお金が必要だ。生活は買うもの

であって、生活は作るものという感覚はない。それらが今までしてきた生活の質の向上でした。

しかし 3.11 以降、それからみなさんが置かれている半島の環境、それから 2012 年という時代以

降、生活とは作るものだという、これからの生活の質を私たちはつくらなければいけません。近

年、特に 3.11 以降Ｉターンで地域に入って来ている若者が増えています。その人達が地域に何

を求めているかというと、便利さではありません。自分たちが自分の居場所を自分で作れるとい

うこと、地域の人と人との関係を自分でつくれるということ、自分の生き方を自分で作れるとい

うことに価値を持った若者が増えてきました。そしてコミュニティの再生。人は一人では自然の

中では生きていけません。今回の被災地でもそれを教わりました。それから死生観。大槌町の吉

里吉里集落でまだ行方不明の人が何人もいます。行方不明の家族とどう付き合っていいのか分か

らない時に、私は避難所のリーダーに吉里吉里の菩提寺に連れて行ってもらいました。山の中腹

にあります。山の中腹から上は全部お墓です。その墓を回りこのお墓のなかでお骨の入っている

お墓はどのくらいあると思いますかと話されました。私は何を話されているのか分からなかった

のでぽかんとしていました。だいたいこの中の 6 割から 7割にはお骨が入っていない、私たちは

漁民として海で暮らしている。漁民として海で暮らしているということは、今回の震災が初めて

ではない。死体が上がらないという現場に私たちはずっと直面をしてきた。それに対して全然意

識をしないかというとそうではない。吉里吉里の盆踊りはついこの間までは電気は一切付けな
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かった。旧暦の 8月 15 日、満月の月の中で盆踊りを踊る。満月の下で盆踊りを踊ると、前の人

が自分ちの爺さんなのか、去年帰って来なかった隣の爺さんなのか、あるいは病気で去年亡く

なったもう一軒となりの爺さんなのか、わからなくなってくる。死んでいる人間も生きている人

間も一緒に踊るから盆踊りだ。生きている人間が死んだ人たちのことを覚えている以上、死んだ

人も肉体はなくなったが、結局は生きていることと同じだと自分たちは思ってきた。それが幸せ

だと思ってきたと話されました。山中教授も iPS 細胞の時、それをさかんに話していました。倫

理が確立していない時に、iPS でただただ治すというのは危険だと話していました。しかし、マ

スコミは一方的に新しい技術だと取り上げていた。私たちは生きるということの意味、死ぬとい

うことの意味を今回の震災で考える時期になってきている。これは次の世代にどうやって地域を

つなげていくかということのキーワードになっていくのだろうと思っています。 
 私たちの生命観は何だったんだろうといつも考えています。これは山形によくある草木塔です。

一番右が草木塔で、その横にある三角形のものが馬頭観音、そして庚申さん、お不動さんです。

人間の神様と鳥や獣の神様、家畜の神様、草木の慰霊碑を一緒に祀ってある。これは元々別の場

所にあったのものが、区画整理で一箇所にまとめられたのだと思いますが、これにお爺ちゃんお

婆ちゃんたちが毎日祈りを捧げている。一体何を祈っているのか。聞いてみると、全員が同じこ

とを言います。全員が今日一日生かせてもらってありがとうございますと祈っています。家内安

全でもないし、商売繁盛でもありません。願いごとではありません。草木と牛馬と山の獣とそこ

にいる神様、それと一緒に自分がその一部として生きられているということに感謝をする。それ

が日本人のもっている宇宙観、ガイアという感覚、あるいは多神教とよばれている世界観なのだ

と思います。地球ということでいえば、この感覚の中で物事を判断していかなければ、自分だけ

が良ければいいという世界で判断をしていかない社会を作らなければ、たぶん持続可能な社会と

いうのは出てこない。アルジェリアでは悲惨な事件がありましたが、どうやったら戦争をなくせ

るのか、それは簡単です。全員が戦争をなくそうと思うことです。そういう社会は、こういう宇

宙観の中から提示していかなければいけない。半島で生きている人間は次の世代に対して、ある

いは世界に向かって、こういう宇宙観の中で生きていくことの価値観を伝えていかなければいけ

ない。そういう時代にこれからは入っていくのだろうと思っています。 
 今被災地の避難所でみんなと話していることがあります。自分たちは食料や水やエネルギーを

自給しようというのは無理だけど、自治は出来るだろう。どういうところの食物を食べ、どうい

うところから水を引くか。エネルギーは原発が賛成か反対かではなくて、自分たちがどのくらい

エネルギーを使う暮らしが豊かだと思えるのか。使う暮らしのエネルギーは自然再生エネルギー

で供給できるのか、あるいは火力発電なのか、あるいは原発なのか。原発イエス・ノーではなく

て、自分たちの暮らしの中でエネルギーはどこに作るのかということを自分たちで考えることが

先だ。そして教育とは何か。大学に行かせることが教育なのか。この地域の自然の中で生きてい

くことの術を教えていくことが本当の教育なのではないか。医療とは何か。大病院ができると地

方では患者がやたらと増えます。大病院をつくることが地域医療の解決策ではない。お互いがお

互いを見守れる社会、お互いがお互いを助け合える社会を作らないと地域の問題は解決していか
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ない。そういうことを考えていくと、自治を自分たちが作らなければいけない。自治とは何か。

ここにキーワードを挙げました。絆、共同体、世代と世代のつながり。祭りも自治です。知恵も

自治です。普段は幸福度をもって幸せといっている。幸福度とは何かというと、人と人との関係、

人と自然との関係、世代と世代の関係。両方の関係性をもって幸福度と言っています。みんなが

言っていることは一緒です。つなぎとか対話、関係性を作ろうというのが、今年のテーマです。

当たり前のようにあって、だけど水や肥料をやらないとすぐに無くなってしまう関係性をどう

やって作っていくか、それは人と人とでもあり、都市と都市でもあり、いろいろな形がある。何

のためにそんなに一生懸命にやるのか。それは子どもたちが暮らす社会をつくるため。子どもた

ちが作る社会は自分で判断を出来る自立した社会をどうやって作るか。仙台や東京を追いかける

のはもうやめようと、被災地ではみなさんが言います。自分たちは自分たち。心と物と両方のバ

ランスがとれた社会のモデルをこれから自分たちで作ればいい。仙台も東京も追いかけない。そ

れは私たちも全く同じだと思っています。 
 最後に宮本常一の言葉です。「自然は寂しい、けれど人の手が加わると、あたたかくなる」と

宮本常一は言っています。宮本常一さんの長男の千晴さんと長く一緒に仕事をしています。千晴

さんはこれを見て、おやじも変なことをいうよなぁ、「自然は美しい、けれど人の手が加わると、

汚くなる」というのが普通の人の感覚だろうと言います。だけど親父は「自然は寂しい、けれど

人の手が加わると、あたたかくなる」というふうに自然を見ていた。そういう人間がこれから地

域でどれだけ育てていけるか。これがこれからの地域づくりの基本だという話を二人でぼちぼち

しています。みなさんがやられていることは、まさに人の手を加える、人と人、人と自然、世代

と世代の関係性を作っていくことです。それが私たちの義務であるし、次の世代に対しての、あ

るいは他の発展しようとしている国々、先進国に対してのメッセージなのだと思っています。 
漠然とした話になりましたが、被災地の避難所と都市と地域と 3つの視点から話をさせて頂き

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


