EARTH “人と地球にやさしく”
をテーマにアースクリーン21がお届けするコミュニケーションマガジン
CREAN21

2016
July

○滞在型市民農園のクラインガルテン

薬の世界では古くから「万能薬」という概念がある。何
にでも効く夢のような薬のことを指しているが、科学が発
達した現代にあっては、そのような便利すぎるものは期待
しないほうがいい、ということになっているようだ。とこ
ろが、転地療養と土いじりを組み合わせた滞在型市民農園
「クラインガルテン」は、その万能薬を連想させるところ
がある。たとえば病気には、食生活の乱れや運動不足から
くる生活習慣病をはじめ、ストレスや生活環境などが複雑
にからみあった精神疾患、さらには社会病理的なものまで
含めていろいろあるが、このような現代が抱える病の予防
や改善にクラインガルテンは希望を与えてくれそうな予感
がする。これは病気という限られた側面だけからみたもの

新しい「ひと・しぜん・もの」語り

だが、ほかにも地域、都市、経済、教育、環境、家族とい
った、さまざまな方面の問題解決にもインパクトを与えそ
うな要素をクラインガルテンはもっているように思える。
ただ、その影響の範囲があまりにも広すぎて漠然とし、つ
かみどころがないところがあって、実際のところよくわか
らない。そんな中で持続可能な社会や循環型社会、自然環
境の保全といった意味をもつ「エコ」の観点からクライン
ガルテンを捉えるとどうなのか。温室効果ガスの削減にど
のように結びつくのかといった具体的なものは見えにくい
が、それでも何となくエコとは相性がよさそうな雰囲気が
ある。そこでわが国でクラインガルテンにいち早く着目
し、積極的に取り組んできた長野県松本市の「四賀クライ
ンガルテン」を訪ねて話を聞いてみた。

現代病の万能薬
長野県松本市の四賀地区にある緑ヶ丘クラインガルテン

No..96
道の駅・新湊に設置
射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布

約4万部発行

▲

▲

クラブハウス
「坊主山クラインガルテン」のクラブハウス。
各種交流やイベントなどが行われ、ガルテナー
をサポートする事務局もある。

▲

―クラインガルテンは、貸別荘とは違
うわけですね。
○そうです。わが国では「宿泊施設付
きの滞在型市民農園」と定義されてい
ます。自炊しながら滞在し、野菜や
花々を育てたり、庭づくりを楽しんだ
りします。ここを拠点に観光なども自
由にできます。
― 区画の規模はどれくらいですか。
○「四賀クラインガルテン」の場合、
広さが ㎡前後、その中に約 ㎡のラ
ウベ 休
(憩小屋 と)呼ばれる滞在施設が
建っています。畑を作るスペースが
㎡ほどの他、花壇や庭作りも楽しめま
す。利用契約は 年ごとに更新 最
(長
年 し
) ます。
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―「坊主山」と「緑ヶ丘」の つのエ
リアからなる「四賀クラインガルテ
ン」は、日本のクラインガルテンの草
分け的な存在です。
○ 年に坊主山でクラインガルテンの
モデル区画を３つ整備し、その翌年に
日本で初めて滞在型の市民農園「坊主
山クラインガルテン」をつくっていま
す。「緑ヶ丘クラインガルテン」は
年から 年かけて完成させたものです。

110

1993

4

2

土に触れ

―どのような目的で取り組まれたので
すか。
○都市住民への「田舎暮らし」の提唱
と、農村と都市との人々の「交流」で
す。
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初期のラウベ
日当りの良い高台の「坊主山クラインガルテ
ン」。写真は初期に造られたラウベ。ここに
は1区画1泊5140円、2泊目から4110円(※
素泊まり、寝具代別)で体験できる「ゲストラ
ウベ」もある。
▲菜園づくり
4月に開園式が開かれ、新しいガルテナーはそ
れから菜園や庭造りを始める。

▲クラブハウスからの眺め
そば打ち体験や木工体験ができる「クラブハウス」から望
む「緑ヶ丘クラインガルテン」。各ラウベには1階にバルコ
ニー、2階にデッキが付き、薪ストーブ用の煙突も見える。
ラウベの室内
ラウベの室内。一
部1、2階吹き抜
けの休憩室にキッ
チン、バス・トイ
レが付き、2階部
分に4、5人が寝
泊まりできるロフ
トがある。

―当初のラウベにはテレビも電話もな
かったそうですね。
○試行錯誤しながらつくってきていま
す。最初の頃は農地に家のようなもの
を建てるのはいかがとか、いろいろ議
論がありました。また、一世帯が手入
れをしながら利用できる 区画の広さ、

―「四賀クラインガルテン」の特徴は
何でしょうか。

ラウベの機能も最初はトイレだけで、
これでは不便だとシャワーが付き、バ
スも必要だとなりました。「緑ヶ丘」
のラウベには薪ストーブも使えるよう
になっています。
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▲

▲

野菜
標高600m以上の高地にあるこ
とから寒暖差も手伝っておいしい
野菜類が収穫できる。
鳥の餌箱
あるラウベの2階ベランダ端
に設置された野鳥のための
餌箱。

○「田舎の親戚制度」ですね。地元住
民とガルテナー 利
(用者 と)田舎の親戚
関係を結んでもらうものです。栽培技
術を教えるとか、教えてもらうとかと
いった関係ではなく、肩の凝らない対
等なお付き合いで、楽しく過ごせるよ
うに個別にサポートするシステムです。
この田舎の親戚は、庭の草取りなどの
援助は一切しないことになっています。

我に帰る

をした者でないと分かりません。ここ
では畑などの耕作も耕運機に頼らず、
すべて手で耕しています。

―クラインガルテンのメリットは何で
しょうか。
○「四賀クラインガルテン」では、年
間に 万円ほどの収入がありますが、
このような経済効果も重要ですが、や
はり都市住民との交流に尽きるでしょ
うね。異なる生活環境の人たちが交わ
ることで、人や社会がそれこそ耕され、
豊かになっていきます。これは双方に
いえることで、菜園作りで言えば、例
えばこちらではラッカセイやサツマイ
モは育たないものと思っていた作物で
す。それがガルテナーの方が持ち込ん
で育て、私たちに教えてくれています。

※四賀むらづくり㈱代表取締役・金井保志
さんから話をお聞きしました。

「四賀むらづくり㈱」が松本市
から委託を受けて管理運営。
「坊主山」(53区画)と「緑ヶ丘
(78区画)」の全131区画。年間利
用料/1年目25万7140円～50万
4000円、2年目以降15万4280円～
40万1140円。
クラインガルテン事務局/松本市
取出481-1、電話0263-64-4447。

―ここでは利用者もイベントに参画し
ているそうですね。
○「山菜採りツアー」や「木工教室」
「収穫祭」など、年間を通してさまざ
まな行事を行なっていますが、今では
ガルテナーも企画や運営に入ってもら
ってみんなでやっています。
―四賀地区は「ゆうきの里」として、
有機・無農薬栽培も盛んです。
○ 年に有機野菜の栽培事業が始まっ
ていますが、そのような背景からこの
クラインガルテンでも有機・無農薬栽
培に徹しています。
―土に触れたことのない都市の人々に
は、土で命を育てるのは新鮮な発見で
しょうね。
○種をまいて、それが芽を出してきた
時の感動は大きく、あるガルテナーの
方など、早速息子さんに連絡したとこ
ろ、「大事な会議中にそんなことで電
話をしてくるな」と切られたそうです
が、この感激、発見は自分で土いじり
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「四賀クラインガルテン」

1985

▲有機肥料
四賀有機センターで作られた地
元特産の有機肥料。土の力を引
き出し、野菜や果物の糖度が増
すと評判。
緑が丘クラインガルテン入口
「四賀クラインガルテン」の利
用者は、関東圏が64%、関西
圏が17%、中京圏が14%など
となっている。
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小島ローズガーデン

1

花によるまちづくりを本格的に
スタートさせます。 年 月か
らは小島第六小公園で小島ロー
ズガーデンの造成も始まってい
ます。現在会員は地元の方々を
中心に 名ほどが元気に活動し
ています。
「バラを核とした植物の栽培
を通して、地域住民の連帯感を
高め、花であふれる美しいまち
づくりをしたい」と語るのは同
会理事長の山元美喜雄さんです。
そして「ライフスタイルの多様
化や高齢化などによって、地域
で住民の交流が希薄になりつつ
ある時代だからこそ、誰でも心
がいやされる花が交流に役立つ
のではないか」と言います。
その小島バラ会では、「バラ
探訪ウオーク」ができるバラの
鑑賞拠点をいくつか作り、その
うえで地域内でオープンガーデ
ンを開けるようにするのが夢だ
そうです。すでにバラ探訪ウオ
ークの方は実現しつつあるよう
です。
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バラ畑を訪ねる園児たち

▲

右：いみずバラ祭りの会場
左：バラ作りの講習会

▲

りといい、花の中でも別格の優
雅さと気品を誇り、見る者を釘
付けにしますが、小島地区のバ
ラ花壇でも見事な花を咲かせ、
うっとりと鑑賞できます。
○バラ探訪ウオーク
これらたくさんのバラを育て、
維持管理をしているのはＮＰＯ
法人「小島バラ会」の皆さんで
す。
平成 年 月に「こころ豊か
にバラづくり街づくり」をスロ
ーガンに「小島バラ同好会」を
発足させ、手始めに取り組んだ
のが小島一区公民館のバラ花壇
づくりです。
正式に「小島バラ会」になっ
たのは平成 年 月です。同年
5
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小島バラ会のまちづくり

○地域でバラ花壇づくり
バラの開花期になると射水市
小島地区のあちらこちらでバラ
の花を見かけるようになります。
小島第六小公園もその一つで
す。大阪屋ショップ・アプリオ
店横の旧 号線をはさんだとこ
ろにあり、園内には「小島ロー
ズガーデン」と命名された大き
なバラの花壇が造られています。
また、その第六小公園から南
東へ メートルほど行ったとこ
ろに「小島バラ畑」が カ所に
わたってあるほか、「小島一区
公民館」にもバラの花壇が整備
されています。
そして旧 号線沿いの「島崎
内科医院」では、バラの開花期
にオープンガーデンを実施し、
庭を一般に公開しています。
バラの花は美しさといい、香
20

月 に は 特 定 非 営 利 法 人 Ｎ( Ｐ
Ｏ の) 登 録 も 行 い 、 バ ラ な ど の
10

射 水 エコナビ
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新社屋竣工 株式会社アースクリーン21

「清潔・快適・いきいきライフ」

今年4月26日㈫に株式会社アースクリーン21の新社屋が竣工。
これを機会に社員一同、
気持ちも新たに
「清潔・快適・いきいきライフ」
をお届けするために努力していきます。

TEL.0766-84-6648

株式会社アースクリーン21
株式会社アースクリーン21

〒934-0056 富山県射水市塚原905-3

エコ ＆ エコな暮らし
環境に配慮するエコロジーも大切ですが、
経済性や節約のエコノミーも忘れることはできません。
この２つのECOを組み合わせた
「エコ&エコ」な情報をお届け致します。

シェアは「分け合う」という意味で、「ク
ールシェア」は暑い時にみんなでいっしょ
に涼しい場所に集まって過ごすものです。
例えば一家で3台のエアコンをつけていた
ら2台を止めて1つの
部屋で団らんを楽しむ
とか、商店街や図書館
などに出かけるなどで
す。

「うちわ」でエコと健康

除湿に「古新聞紙」

「うちわ」や「扇子」
であおぐと風速2ｍほ
どの風を起こすことが
でき、体感温度を約2
℃下げる効果があるそ
うです。そこでエアコ
ンと併用しながら使う
と、エアコンの設定温度を2℃下げること
ができます。手を動かすので運動になり、
健康にも役立ちます。

新聞紙は湿気を吸ってくれるので、室内な
どの除湿に使えます。押入や下駄箱の棚に
新聞紙を敷いたり、新聞紙を棒状に丸めて
奥のほうに入れておき
ます。また、新聞紙を
くしゃくしゃに丸めた
ボール状のものを何個
かネットに入れ、押入
などに吊るして使うこ
ともできます。
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バラ祭り」として継承され、今
では射水市の年中行事の一つに
まで成長しています。
山元さんは「これからも、み
んなと一緒に頑張っていきた
い」とのことです。

魔法瓶は沸騰したお湯を
10時間後でも75℃前後
に維持できることから、
飲み物の保温・保冷に見
直されています。電気ポ
ットでの保温(消費電力
15W、1日8時間保温)に比べて、電気を使
わない魔法瓶なら、電気代が1年間に1000
円ほど節約できるそうです。

●ＮＰＯ法人小島バラ会
射水市小島７９９︱２
電話 ０７６６ ︱５２ ︱３１０５

クールシェア

教室」も開いています。
その一方で、バラをテーマに
したイベントも実施しています。
平成 年にアイザック小杉ホー
ルで始まった「射水・大島小島
バラまつり」は、翌年には会場
を大阪屋ショップ・アプリオ店
に移し、第 回からは「いみず

保温・保冷は「魔法瓶」

○いみずバラ祭り
バラの花で地域にいやしと安
らぎを広げるために小島バラ会
は、射水市各庁舎や射水市民病
院など、公共施設で丹誠込めた
バラ展示を行なっている他、各
地でバラの植え付け方や育て方、
剪定方法といった「バラづくり

きょうから始める

廃材に眠る価値を発見し、デザインや新技術に
よって、価値の高い商品を生み出す「アップサ
イクル」は、リサイクルの新しいスタイル。

チェンソーで作り上げたフクロウ

など 種類ほどの木を用いてい
る。木目の模様は つと同じも
のがないことからオリジナル性
が高く、また金属アレルギーの
人にも安心して使えることから
人気が高い。ただ、作るのに手
間ひまがかかり、コスト的に厳
しく、今のところ手のあいた時
ぐらいしか作れないとのことだ。

▲

20

イス

●チェンソーアート工房「木楽庵」
富山県立山町吉峰野開１２
グ(リーンパーク吉峰 、)
電話０９０―
２０９９―
２４０２

2

アップサイクル
このような場では手際のよさが
大切で、フクロウなどは 分程
の短い時間で仕上げるというか
ら驚きだ。
他にもお地蔵様や看板、表札、
木の板に文字や絵を彫るアート
パネルのようなものまで、中村
さんは木を使ったいろんなアー
ト作品に取り組んでいる。
そして間伐材や木の端材を使
った作品も数多く手がけ、チェ
ンソーによる彫刻では、スギ材
は間伐材と、根っこがＬ字型に
曲がった根曲がり材を使うこと
にしているそうだ。これらの材
は建築用に向かないために山に
放置されるかチップに加工する
しか使い道がない。
さらには建築用のヒノキの端
材でイスなどの家具を作り、そ
のイス作りで出た端材をさらに
バスに入れるとヒノキの香りが
する「ひのき風呂」という商品
に仕立てている。
中村さんは、使えるのに捨て
られるのは、木が「かわいそ
う」だと言い、使えるものは最
後まで使ってやりたいそうだ。
「木の指輪」もそんな端材を
使ったもので、トチやイチョウ
15

端材で作った「木の指輪」

▲木の指輪

「チェンソーアート」は、木
の伐採などに用いるチェンソー
を使って立体的な彫刻作品を作
るもので、立山町で「木楽庵」
を構える中村彰一朗さんは、チ
ェンソーアートの全国競技大会
で入賞するなど、その道の第一
人者だ。
制作では、何種類かのチェン
ソーを駆使し、 本の丸太から
フクロウやクマ、リスといった
ものを彫るが、その際、中村さ
んは下絵などを描かずに一気に
彫り上げるそうである。
工房での制作のかたわら、イ
ベント会場などへもでかけ、実
際に彫ってるところを見せるパ
フォーマンスも行なっている。
1

▲

ひのき風呂

▲

2

▲大浴場の「月美の湯」で、向こうに露天風呂が見える。
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▲

メージとも共通するところ
がある。ＢＧＭも凝ってい
て、モーツアルトの曲を館
内に流すなど、温泉街の日
帰り入浴施設としては斬新
だ。
浴室も白を基調にしたイ
ンテリアで、浴槽内の床一
面に黒部川の御影石を用い、
独自色を出している。地元
にとって待望の総湯だけに、
かなり力が入っているよう
だ。

▲

気になる、あの温泉 ⑭

宇奈月温泉総湯

の建物は、地上４階建てで、
１階に観光案内所、フリー
スペース、足湯、飲泉場な
どがあり、温泉街を散策し
したあとは総湯で休憩がで
きる。
階は「桃の湯」と畳の
「 休 み 処 」、 階 に は 露 天
風呂付きの「月美の湯」が
あり、いずれの浴槽も源泉
掛け流しで、 階と 階の
風呂は男湯・女湯日替わり
入替え制になっている。風
呂上がりの休憩は、男
女ともに 階の休み処
で行う。 階か屋上テ
ラスで、 階～ 階は
入浴券を購入しないと
入れない。
総湯の建物は、鉄と
ガラスと地元産の木材
の つの素材をベース
に造られ、実物は写真
で見るよりはるかにお
しゃれでモダンだ。白
を基調にした館内は、
全体的に“明るく、軽
い”といった印象で、
「無色透明で美人の
湯」の宇奈月温泉のイ

「湯めどころ宇奈月」は、
商店街の景観に合わせて
外観に格子が入っている。

入浴料金/大人500円
営業時間/9:00～22:00
（受付～21:00）
定休日/火曜
(5～10月は第4火曜のみ）
住所/黒部市宇奈月温泉256番地11
駐車場/あり
電話/0765-62-1126

県産材の木材を
ふんだんに使った
フリースペース。

宇奈月温泉総湯
「湯めどころ宇奈月」

岐
阜
県

「湯めどころ宇奈月」 黒部市
今年 月 日、「宇奈月
温泉いっぷく処」跡地に、
宇奈月温泉総湯「湯めどこ
ろ宇奈月」が誕生した。こ
れまで日帰り入浴施設とい
えば、温泉街の共同浴場
「温泉会館」と、宇奈月湖
近くの「とちの湯」があっ
たが、温泉会館は総湯にバ
トンタッチし、今年 月
日で営業を終了している。
黒部市が約７億７０００
万円を投じて完成した総湯
4
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4
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