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では長続きしない。体験して学ばせ
ないといけないと話されていました。
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―田んぼや畑、森の散策路、それに
パン工房やツリーハウスなど、これ
らはご夫婦の手づくりですか
○長い間休耕していた土地ですから、
一面は草や雑木が生い茂り鬱蒼とし
ていて、どこから手をつけようか、
といったありさまでした。私は木を
伐採し、妻がユンボに乗って道や水
路をつけるなど、二人でこつこつと
積み上げてきました。もちろん友人
たちの助けもありました。

…… 土曜日は午前のみ受け入れています ……

―長年の教員生活の後、第二の人生
で多くの可能性を秘めた「ケロンの
小さな村」をつくられました。
○当初は、夫婦で野菜や花などを育
て、農業とガーデンを融合させたも
のをつくりたいと考えていました。
― 年以上も耕作放棄された約１０
００坪の土地で、２００６年にスタ
ートされています。具体的にどのよ
うな理想郷を描かれましたか
○田に稲穂が揺れ、カエルが遊び、
鳥がさえずる。その中で子どもたち
の歓声が響く。そんな様子を見なが
ら大人はコーヒーを…といった世界
を、ここでつくりたいと思ったわけ
です。

8

●
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至高岡

〈株式会社 グラフ 印刷通販事業部〉
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―人もカエルも共生する、そのよう
な世界は、どのように着想されたの
ですか
○教員時代に視察に行ったドイツの
環境都市・フライブルク近郊のメル
ディンゲン村での教育のことが常に
頭にありました。
そこではミミズの「カーロ」を使
った環境教育、コンクリートに頼ら
ない護岸工事など、自然との共生の
村づくりを目指していました。

当社クリーンセンターへ

お願い

!?

※コート90㎏／片面カラー／10日納期

A4チラシ100枚

なんと!

粗大ゴミ・不燃物は

―現在のようなケロン村にすること
ができた秘訣は何でしょうか

Online Shop

?

―「カーロ」とは
○子どもたちがお弁当の残飯や教室
のゴミを「カーロ」と名付けたミミ
ズに与え、食べた物はエサ、残した
ものをゴミといったように、体験的
に教える環境教育です。
そこの先生は、環境教育は「～を
してはいけない」など、禁止するの

富山県内初!! インターネット印刷通販サイト
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?

0120－84－6648

本社

☎0766－83－0365

至富山

●明文堂

バッテリー、スプレー缶、消火器等、
爆発の恐れがあるものを混載され
る場合は事前に内容物をお申し出
願います。

「三者健康農業」の、食べ
る人、作る人、大地の三者
をとりもつのが、愛嬌たっ
ぷりのカエルたち。たくさ
んのカエルが出迎えてくれ
る。冬期 ヵ月休業、週
日営業で、年間に約
５０００人もが訪れている。
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至富山

クリーンセンター
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ブランコや展望台など、
「頂上広場」にも工夫を
凝らした手作り遊具がい
ろいろ。週 日の営業以
外 残( り 日 は) 、農作業
と遊具などの施設の充実
にあてている。

▲
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人もカエルも仲良く

?
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▲「頂上広場」へ向かう遊歩道の途
中にある樹齢100年のトガノキ。
その木に造られた「とがのきハウ
ス・森の学校」。入口の鐘を3回鳴
らし、人間が訪れたことを動物た
ちに知らせるのがこの森のルール。
5

谷間の手前に田んぼ、その上に野
菜畑やハーブ園などが広がり、左
に見える小さな建物は、村で穫れ
た米を挽く「粉ひき小屋」。一番
奥の大きな建物は、米粉を使って
パンやピザを焼く「パン工房」で、
ここで販売もしている。また、右
側の森の斜面に散策路が巡らされ、
「頂上広場」へ。

ケロン村で最初に誕生した「粉ひ
き小屋」。村で穫れた米を玄米の
まま挽き、その玄米粉 ％にグル
テン ％を加えてパンを。ピザ生
地にも ％の玄米粉を使用。パン
やピザを焼く石窯の燃料には、村
で出た間伐材などを用いている。

▲

ケロン村を流れる小川につく
られた「川遊び場」。

今ブランコに乗っていると思ったら、
いつの間にか小川で水遊びをしてい
たり、田んぼや森を駆け巡ったりと、
めまぐるしく動き回ります。そのよ
うな子どもに 時間、 時間、半日
と自然体験をさせるためには、何か
仕掛けが必要です。

▲

▲

※「農業法人 能登ふれあいガーデン」代
表の上乘秀雄さんに話をお聞きしました。

―子どもが楽しみながら自然とふれ
あえる場は、世の中にあるようで、
あまり見かけません。また、東京デ
ィズニーランドもケロンの小さな村
も、子どもの目線で見れば、楽しさ
自体はさほど変わらないように思い
ます。その意味でここはおもしろい
ところですね。
○小さな好奇心のおもむくままに、
ケロン村の自然の中で、体を使って
自由に駆け回ってほしいですね。そ
んな子どもたちを見ていると、大人
も元気がでてくると思います。
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はじめました！

LINE 公式
アカウント

ケロンの小さな村

▲
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〒934ー0005 富山県射水市善光寺18ー4
TEL 0766ー82ー4111 FAX 0766ー82ー4129
E-mail:dis@po3.canet.ne.jp
http://www.hankyu-hotel.com/hotel/dishinminato/

○始める前に夫婦で三つの誓いを立
て、それを実践したことです。
⑴「自力開発」です。専門業者に
頼まず 人でする。⑵「ノー借金」
で、退職金の一部で土地を購入し、
最小限の機材で自力開発する。それ
と⑶「長期計画」です。小さな力で
も長く取り組めば達成できると考え、
年計画を立てました。これらの誓
いもメルディンゲン村で得た教訓の
一つです。
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流水によって手作り水車が
回転すると、カエル君もく
るくると回る「からくり水
車」。施設の多くは廃材など
を上手に利活用されている。
この手作り感とアイデアが
また楽しい。

木工づくりや竹細工など
の工作体験もできる。今
後は自然や農業の体験、
環境教育などのプログラ
ムを充実させていきたい
とのことだ。
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1

上乘（じょうのり）秀雄さんと奥様の
純子さんのお二人で耕作放棄地を使
って2009年に開村。自然体験ができ
るほか、パン工房などもある。
●入村は無料●営業は土・日曜日の
み(12月～翌年3月まで休業)●住所/
石川県鳳 珠 郡能登町中斉た部2 6(
「道の駅 桜峠」から飯 田方面へ 約
1k m)●電 話 0 76 8 - 6 2 -147 1 /0 9 0 4322-1380。

2

―生産から加工、販売までを行なう
農業の「六次産業」がありますが、
その美しい箱庭としてケロン村を見
ることもできます。
○「六次産業」は、私が提唱する食
べる人、作る人、大地の三者の健康
を目指す「三者健康農業」ともうま
く合致します。
ただ、当初は多くの方に来て頂く
ことは、それほど頭にありませんで
した。整備し始めて 年目に田んぼ
だったところから天然水が湧いたの
がきっかけです。「ケロンの泉」が
ある場所ですが、その水を求めて大
勢の方が訪れるようになり、地元の
振興と賑わいづくりを真剣に考える
ようになりました。

【農業法人 能登ふれあいガーデン
「ケロンの小さな村」】
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―子どもの自然体験をベースにした
展開は、やはりメルディンゲン村の
影響ですか
○そうです。私が教員だったことも
ありますが、過疎地でやれるのはこ
れだと思いました。ただ、子どもは
どんなに好きなことでも、 、 分
も続けると飽きがきます。例えば、
?

「とがのきハウス」内の「森の
図書室」。ケロン村を舞台にした
絵本『おんどろ森のふしぎな
泉 』 じ( ょ う の り な お こ 著 ・ 英
訳 す
/ ずき ゆみ も) 出版されてい
る。

メルヘンチックな水車小屋。
▲

▲
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○ つのコンセプト
竹林の荒廃が地域で問題に
なっています。そんな中で、
「きららかネットワーク 山
(
本匡躬 ま
( さみ 代
)表 」
) は、
射水市西高木と青井谷を拠点
に、竹林整備や竹炭焼き、竹
と竹炭を使った製品開発・販
売を行なっています。
同ネットワークは、「ＮＰ
Ｏ法人 黒河竹炭友の会」の
解散を受け、２０１３年 月
にその意志を受け継ぐかたち
で発足。活動理念は「竹林整
備による里山の形成、維持、
保守」、「竹関連製品の製造と
有効活用」、「古民家再生と地
域社会との共生、活性化」で
す。
会員は 名、竹炭の窯場を

あん

を窯に入れて 日 晩かけて
炭にした後、全身炭で真っ黒
になりながら窯から竹炭を取
り出します。
高齢者にはかなりハードな
作業のうえ、炭焼きは専門の
ノウハウも必要なことから、
取り組むのが難しいようです。
同グループでは、青井谷に
拠点を移して竹炭窯も新設、
年間に約 トン余りの竹の処
理と、それに伴う竹炭を生産
しています。

・小豆の風味で、
白玉団子の食感を
引き立てた
「白玉ぜんざい」

射水市松木３１２－５
TEL ０１２０－８２－３５６０
営業時間 ８時～１９時
（定休日 毎週火曜日）

菓子処
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○厄介な竹で特産品
竹林の整
備で伐採し
た竹の活用
にも力を入
れている同
ネットワー
ク。これま
でに竹細工
教室や各種
イベントを
開催する一
方、竹や竹
炭を使った
商品開発に
も積極的に取り組んでいます。
厄介な竹を地域の資源とし
て 捉 え 、「 商 品 開 発 に よ っ て
特産品にし、ブランド化を目
指していきたい」と、山本さ
んは意欲的です。
空気や水の浄化、脱臭など、
竹炭には優れた機能が多々あ

▲竹ヨーグルト

とやまリサイクルセンター／富山市坂下新字上中島26

TEL
（0766）84‒3333㈹
TEL（076）434‒2271

社／射 水 市 沖 塚 原134

本

（商標登録）

住宅地が隣接する黒河から青
井谷へ移し、黒河に加えて青
井谷でも活動をしています。
○県内で数少ないグループ
里山の荒廃が話題になると、
よく取り沙汰されるのが竹の
存在です。スギ林が竹に浸食
され、そのまま放置すると土
地は荒れていきます。
山本さんによると、県内で
多くの団体が自然の保護・保
全活動をしていますが、同ネ
ットワークのように、竹林整
備に的を絞って活動するとこ
ろは珍しいとのことです。
県内でも貴重な存在の竹林
整備と竹炭づくり。作業は、
まず里山に入って竹の伐採、
運搬、加工をします。その竹

ISO14001 認証取得 構造物解体業・一般区域貨物運送・土木重機工事
産業廃棄物処理業・床下調湿材
（萬金炭）
製造販売

空屋相談

建物解体

整
湿度を調
の吸着
ス
ガ
害
悪臭・有
ビの抑制
カ
や
リ
白ア
長持ち
住まいが

「竹」に関する技術集団
「きららかネットワーク」
7

なう
射水
3

▲竹や竹炭を使って開発した商品

・葛に抹茶を煉り
込んで、すっきり
とした食感の
「葛抹茶」

夏のデザートに

ります。特に厚生労働省の食
品添加物にも認可され、体内
の毒素を体外へ排出するデト
ックス効果で近年注目を浴び
ています。
その竹炭を粉末にし、「竹炭
コーヒー」や「竹炭パン」な
どの他、独自のピザ窯で「竹

きょうから始める

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。

海洋汚染で問題に
なっている5mm以
下の微小プラスチッ
ク。分解せずに長く
海に留まるために、
一旦海に出ると増え
続けます。また、プラスチックスは有害汚
染物質を吸着する性質もあり、これを食べ
る魚などへの影響が懸念されています。

冬に暖をとる湯たんぽを、夏は水や氷を
入れて冷房グッズに使うことができます。
最近は温冷両用タイプ
をうたい文句に、夏は
水枕に使いやすいゴム
製や、氷を入れやすい
ように、注入口の広い
湯たんぽも登場してい
ます。

エアコン室外機

水を汚さない

エアコンを効率よ
く使い、省エネを図
るために注目したい
のが室外機です。そ
の室外機は、直射日
光が当たらないよう
にする他、排気口を
ふさいだり、まわりに物を置いて風通しを
阻害しないようにすることが大切です。

台所の排水を汚さないように、食べ残し
などを排水口へ流さない、必要以上に洗剤
を使わない、お皿に付いた油やソースはよ
くふき取ってから
洗う、汁物は残ら
ないように作る、
ジュース類は飲み
干すなどを心がけ
ます。

●問合せ 射/水市西高木７９５
電話 ０８０ ８-６９７ ４-１９８ 直(通

夏にゆたんぽ

炭ピザ」も開発。さらには、
竹粉で乳酸菌を発酵させた
「竹ヨーグルト」を土壌改良
材に使い、小松菜を育てると
いった試みも行なっています。
県内でも数少ない「竹」の
技術集団として、今後の活躍
が大いに期待されています。

マイクロプラスチック

●
タカギ
セイコー

至高岡

当社

コンビニ
● 8

号線

塚原小学校●
至新湊市街

新湊ゴルフ
●ガーデン

国道

コンビニ●

至富山

JA新湊給食センター●
なかごし●

)

▲竹細工品

至大門
庄川

地域密着カーステーション 三菱自動車サテライトショップ

Shinminato
本社／射水市松木812-1 TEL.0766(82)2859

運転手、清掃作業員等（正社員／パート）募集してます！

当社の理念の一つ「働く喜び」とは、社員が定時で帰れることもひとつの条件と考えます。
そんな企業です！長く働ける健康な人、待ってます。未経験の方も歓迎。
職

種

勤務時間
給

与

廃棄物処理業、清掃業
8:00 ～ 16:45

勤務地

射水市寺塚原 905-3

休 日

週休２日制（土・日）

正社員 21万円～24万円 ／ パート時給 850円～1,000円

まずはお気軽にお問合せください。

☎0766-84-6648

アップサイクル
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。

て丈夫なうえ、品質や機能性に
も優れている。
コーヒー豆の輸出の際に手描
きされた数字や文字、豆の検品
の際に開けられた穴なども、デ
ザインのひとつとして仕上げら
れることもあるそうだ。
●問合せ 富/山市呉羽町 3918-102
電話 090-2033-0843

▶

ラインアップの価格帯は ｇが
円～ 円ほどだ。
この桝カフィでは、同店のコ
ーヒー豆が入っていた麻袋を、
アップサイクルによってバッグ
などに再利用し、販売 不(定期
に入荷 し)ている。
コーヒーの原料である生豆は、
生産国で麻袋に入れて輸出され
る。この麻袋にプリントしたデ
ザインや麻の織り方などは、生
産国や農園によって異なり、趣
のある麻の生地と相まって、素
朴で捨てがたい味がある。
アップサイクルは、桝カフィ
で使った麻袋を鞄作家・岡本由
東京 の)元へ
梨さん (KISSACO/
送り、バッグやポーチ、手帖ケ
ースなどに加工・デザインし、
同店のオリジナルとして販売。
いずれも世界に一つだけの手作
り品である。
桝谷さんによると「麻袋は、
そのまま使うとホコリやほつれ
などで扱いにくいので、岡本さ
んの考案されたビニールコーテ
ィングが素晴らしい」とのこと
だ。さらにイタリア製高級レザ
ーと組み合わせることで、軽く

車庫を改造した店内も個性的だ。

テーブルに
さりげなく置かれた案内プレート

▲スマトラタイガーのバッグは2万6000円
(税別)。阪神ファンに喜ばれそう。

400

750

100

コーヒー豆の麻袋で「バッグ」

30

自家焙煎のコーヒー豆を扱う
専門店「くれは珈琲焙煎堂 桝
カフィ」 富(山市 で)は、生産国
や農園、品種などの違う焙煎豆
が常時 ～ 種類ほど揃い、店
内で試飲 無(料 も)できる。
小さくてシンプルな焙煎機を
使った手作り感が同店の特徴。
代表の桝谷寿美さんが、「コー
ヒーが大好きだったことが高じ
て始めた焙煎」なので、自分が
納得するものを飲んでもらいた
いという思いも、人一倍強いよ
うだ。ネットには「豆の選別が
丁寧」「試飲してから買えるの
で安心」といった声が寄せられ
ている。
販売している豆は原則、焙煎
から 週間以内のもので、通常

棚に並んだ焙煎されたコーヒー豆。
どれも手塩にかけて焙煎したもの。
▶
店内に並ぶ
おいしそうな惣菜の数々
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1

称され、昔から松本近辺では
知られた存在だったという。
それもそのはずで、温泉マニ
アが喜びそうなスペックが満
載だ。
掛け流しの源泉は自噴泉で、
桧の湯から ｍほど離れたと
ころから引湯している。貯湯
タンクに一旦貯めて使うとい
ったこともない。従って、空
気に触れる機会が少なく、温
泉の鮮度が高い。
しかも、加温や加水など、
一切手を加えていない。洗い
場のカランやシャワーも温泉
水を使っているほどで、ボイ
ラー設備そのものがないとの
ことだ。飲泉もできるうえ、
湯の量が非常に多い。それは
浴槽に注ぎ込まれる様子を見
れば一目瞭然だ。
泉質は無色透明、 が の
「アルカリ性単純泉」。クセ
のない穏やかな温泉は、硫黄
泉に含まれる独特の硫化水素
のにおいが心地いい。
内湯はちょうどいい湯加減
の ℃ぐらい。露天風呂は若
干ぬる目といった感じだが、
こちらもいい調子だ。そして、
9.2

住所/松本市入山辺8967-4-28

問合せ/電話0263-31-2025

質素だが、落ち
着いた雰囲気の
内湯

露天の湯船から周囲の木々を
眺めていると、本当に自然と
一体になった気分に浸れる。
建物は築 年と少し古い。
共同浴場なので洗い場や浴槽
はシンプルで機能的だ。しか
しながら掃除など、毎日しっ
かりと手入れをしながら磨き
上げている感じで、気持ちよ
く入浴ができる。
また、温泉がある入山辺地
区は、ぶどう栽培の盛んな土
地。山の傾斜地にぶどう畑が
広がる風景など、富山とはま
た違ったところがある。機会
があれば、訪ねて損はしない
温泉地だと思う。

扉温泉
桧の湯
41

200

pH

▲

16

入浴料/300円
(石けん・シャンプーの備品なし)
営業時間/10:00～19:00
(受付終了18:30)
定休日/12月第2木曜日・年末年始
駐車場/あり

扉温泉「桧の湯」
▲

気になる、あの温泉 

67

岐
阜
県

桧 の 湯 長野県

▲1ヵ月ごとに男湯と女湯を入れ替えている

扉 温 泉
長野県道 号線、通称アザ
レアラインは、松本の市街地
と美ヶ原高原のビーナスライ
ンとを結んでいる。「扉温
泉」はこのルートの途中、車
で約 分、標高１０５０ｍの
ところにある。名称の“扉”
は、日本神話の「岩戸伝説」
に由来しているようだ。
その扉温泉、日帰り入浴施
設の「桧の湯」と、ここから
温泉を分湯している旅館「明
神館」の二つの施設からなっ
ている。
知名度はそれほどでもない
が、「東の扉、西の白骨」と
40

夏の入浴こそ、ヤングビーナス 別府温泉
湯の花エキス配合

A-30 ¥3,000（税別） ポリ容器（2,500g入り）
もございます。
お得な詰替用（2,700g 3,000円（税別））

・あせも、湿疹、アトピー、神経痛に効果があります。
・温泉の天然ミネラルを含んだ別府温泉の湯の花を精製した“湯の花エキス”を配合 !
・イオウを含まないので風呂釜、浴槽を傷めることはありません。
・有効成分が温浴効果を高めます。保温持続力、お肌ツルツル感をお楽しみください。

あせも、
肌荒れ、
アトピーなどにも

あなたの身近をきれいに！
しん

こう

せい

そう
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タイヤのことならタイヤ専門店におまかせ！
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