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平成 21 年度セカンドスクール 古瀬間小学校に決まる！！

初のセカンドス クー
ル合同検討会。古瀬間
小の先生方に混 じっ
て農山村ネット の地
域代表と農政課 担当
職員も記念写真。パチ

4 月 24 日古瀬間小学校にて

セカンドスクール。小学校 5 年生の子達が農家などにホームステイして「暮らし」を体験します。
畑の耕し、野菜の収穫、稲刈りなど季節ごとの野良仕事。時には炭焼きや人工林の間伐など山仕事。
食事も手づくり五平餅、うどん、パン、ポトフ・・・と受入された人オリジナルなスローフード。鳥や
虫や風の音、深い空と木々に囲まれた視界。真っ暗な夜の体験。夜の団欒。すべてが貴重な 2 泊 3 日。
短い期間ですが、子どもたちに生きる力が更に宿ることを願っています。
さて、今年度も豊田市内の小学校 1 校の 5 年生が対象ということでしたが、古瀬間小学校に決まり
ました。5 年生は約 60 人。受入はもちろん「とよた都市農山村交流ネットワーク」
（略称・農山村ネ
ット）の農山村の方々です。小原、旭、稲武、足助、下山の 5 地域に 9 月中下旬ごろを検討中とのこ
とです。
4 月 24 日、古瀬間小学校で初の合同検討会が開かれました。農山村ネットは 5 地域を代表して 11
人。豊田市農政課 2 人。学校側は近藤校長先生、小野教頭先生、教務の池田先生、校務の兵藤先生、5
年生の担任の幸田先生、河村先生、特別支援学級担任の寺田先生にご出席いただきました。
近藤校長先生からは「すでに PTA 総会でも説明し、子どもにも伝え『早く行きたい』という声が上
がっています。子どもたちの『生きる力』のため、農山村での体験はとても重要だと考えています。」
と元気のでるご挨拶をいただきました。
農山村ネットは特色ある 5 地域の大まかなスケジュールについて提案。その後、豊田市の農山村につ
いての位置や標高、森林や田畑の果している役割など、子どもたちが調べる事前学習についての意義が
話し合われました。また、今後も、古瀬間小学校のみなさんと受入側の農山村の方々との話し合いを持
ち、「想い」を共有し、子どもにとってより良い体験をめざし、互いのコミュニケーションを深めてい
くことを確かめ合いました。
学校側は日程が決まりしだい農山村ネットと農政課に連絡。農山村ネットは各地域会で 5 月いっぱい
に受入農家、施設の確保、体験メニュー整理を決め、農山村ネット事務局からそのスケジュール表を学
校へ提出すること、6 月中旬にまた合同検討会を開催することを確かめました。

各地域会より
〜報告とお知らせ〜
旭地区の伊藤さんを紹介します。
ブルーベリーでジャムやジュース作り
「すごく体にいい。特に夏場にブルーベリーで作ったジュースを飲むとすっきりし、やる気が出てきます。
」
目はもちろんのこと、胃や腸にいいというブルーベリー。その栄養素が持つすばらしい力に魅せられた伊藤
美寿代さん。5 年ほど前、豊田市太田町の家の近くの畑に自ら苗を植え、今では 80 本ほどが元気に育って
います。昨年あたりからたくさんの実がなるようになりました。伊藤さんの作ったジャムやジュースは、多
くの人達からの好評をいただいているということです。

収穫が楽しみです。
満開のブルーベリーの花と伊藤さん。
6 月末には収穫できます。
8 月末に収穫できる品種も栽培しています。

山菜は今が旬です。タラ、コシアブラ、ウド、フキ、
クレソン、ワサビ、セリ、タンポポ

等々・・・

食卓を賑わしてくれます。
（手前はブルーベリー製品）

足助地域会から

豊田市農政課との協働事業始まる

〜市民農園と地産地食〜
昨年度より新盛地区で始まった里山耕事業が、本年度は新たに市民農園、農業塾、地産地食事業に
模様替えをし、4 月 12 日、19 日に開耕となりました。
市民農園は休耕地となっている水田と畑地を利用します。水田 5 区画、畑 15 区画で募集したところ、
水田は 7 組の応募があり、新たに 2 区画増やし対応しています。
昨年度、里山耕塾『米作りコース』で学んだ 2 組の夫婦が一人立ちしたのが、成果の一つだと思います。
地産地食も上は 74 歳から下は 2 歳まで、老若男女 30 名の参加です。19 日は山菜の採集と調理、ト
ラクターによる田起しと野菜の種まきなど、昼食をはさんで 9:00〜15:00 までの活動に汗を流しました。
当日はひまわり TV の取材もあり、5 月 4 日に放送される予定です。

稲武山里体験推進協議会（どんぐり工房）4 月の体験報告です。
からすみ作り体験
お雛様にお供えする『からすみ（米粉のお菓子）
』を体験。
米粉を一生懸命に練りながら、ちょっとしたコツをインストラクターに教えてもらいました。

そば打ち体験
ご夫婦で一鉢５００ｇずつそれぞれ体験。自分で打ったそばの味は格別だったそうです。

まゆ細工体験
小学生の男の子と女の子がまゆで人形を作りました。かわいいお人形ができました。

うどん作り体験
2 人一組で１鉢ずつ打ちました。捏ねて、寝かせて、足で踏んで・・・と大奮闘。
などなど・・・。いずれの体験も 60 代、７０代のインストラクターが大活躍です。

5 月･6 月もいろんな体験を開催します。
5月

9 日「布ぞうり作り」
、

5 月 24 日「草木染め」
、
5 月 31 日「柏餅作り」
6月

6 日「うどん作り」
、

6 月 13 日「布ぞうり作り」、
6 月 21 日「まゆ花のコサージュ作り」
これからの季節は『ブナの森のハイキング』もいいですよ。
からすみ作り

ガイドの案内でブナの原生林を歩いてみませんか？
問合せ・申し込み どんぐり工房

TEL ０５６５−８３−３８３８

下山地域会《香恋の里しもやま イベント情報！！》
下山地域会から、香恋の里しもやま三河湖ウォークラリーのご案内です。
標高５００ｍ前後の緑豊かな三河湖周辺で、自然とふれあいながら、下山の郷土色豊かなアイデア料理を
食べたり、ゲームを楽しむ役８．５Km、3 時間半美味しく楽しい、緑と湖の満腹コースです。初夏のひと
とき、ぜひ参加してみませんか？？

香恋の里しもやま
●と

三河湖ウォークラリー

き：6 月 6 日（土）午前 9 時 30 分〜午後四時

●ところ：三河湖周辺
●内

容：下山の特産品やゲームを楽しみながら８．５Km のコースを歩きます。

●対

象：成人を含む 4 人 1 組

●定

員：先着 250 組

●申し込み：5 月 11 日（日）までに参加者全員の
〒住所・氏名・年齢・性別・電話番号を書いて郵送
（当日消印有効）かファックス、持参で下記へ
●問合せ：香恋の里しもやま観光協会
〒444･3242 大沼町越田和 37−2
電話/ファックス

０５６５−９０−２５３０
三河湖ウォークラリー

昨年の様子

とよた都市農山村交流ネットワークと小原グリーンツーリズム研究会
小原支所が事務局となって、関係者による研究会を平成 19 年度から立ち上げています。平成 20 年度は
構成員による陶芸と和紙のコラボレーションによる灯りづくり、郷土料理の復活等の体験メニュー開発を行
い発表会を開催しました。

事業内容
（１） 都市農山村交流事業の地域コーディネート組織作り
に関すること。
（２） （仮称）農村生活交流センターの事業計画に対し助言を
行なうこと。
（３） 小原地域のコーディネートすべき交流資源を発掘すること。
（４） 体験的活動の調査・研究に関すること。
（５） 研究会構成員等の研修。
（６） その他、研究会の目的達成に必要なこと。
〈図〉豊田市全体の構想と小原地域組織のあり方

山里学校はじまりました！

〜４月は『春の恵み

4 月 18〜19 日、小原の西村自然農園にて『春の恵み

野草摘みとお豆腐づくり』〜

野草摘みとお豆腐づくり』
（参加者 12 名）を行

ないました。ヨメナやハコベなどの野草を摘み方、見分け方、調理方法、加工や保存。豆腐とコンニャク、
野草の化粧水づくり、地域ウォッチングなどを行ないました。
「口にしたもの全て新鮮で懐かしい」
「身の回
りが宝の山」
「料理も自然のものを上手に利用したい」
「慌ただしい都会生活とは 180°違う」など、宿泊し
ての学びで参加者の皆さんに、様々な気づきがあったようです。参加者と講師の方の交流、お話の時間をも
う少し多くとりたいのが今後の課題です。山里学校はまだまだ続きます。皆様の参加お待ちしております。
今後の予定
5 月 17 日（日）いのちのみなもと 米とたんぼ
小原・矢作川自給村稲穂の里

9:30〜15:00

参加費 500 円（昼食つき）

講師：池野雅道さん

有機・無農薬の米づくり。あなたの手で田植えをします。
6 月 28 日（日）「森の息吹を身にまとう 草木染め」
稲武・どんぐり工房

8:00〜15:00

参加費 500 円〜1,500 円

講師：村田牧子さん

山から染め材を採取して草木染めをします。
問合せ

安達

090-9915−1187

yamasatogakko@toyotasanson.sakura.ne.jp

春の恵み 野草摘み

とよた都市農山村交流ネットワークでは会員を募集しています。
農林業体験希望者を受け入れてもいいかなぁ。花木や昆虫の事なら何でも聞いて！
作業はダメだけど料理は自信があるわ。農家で泊めてあげるよ。
炭焼きならできるんだけど・・・

などなど、

体験の受入をしていただける方、お手伝いをしていただける方はご連絡ください。
都市部の方でも OK です。いろいろな協力をお願いします。
みんなでいっしょに楽しみましょう！！

