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大人のだがしや楽校・地域交流会	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日時：2012 年 10 月 20 日・21 日	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 場所：山形県鶴岡市・酒田市	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 主催：だがしや楽校	 だがしや倶楽部	 

	 

	 

《はじめに》	 

	 地域社会を活性化していくためには「人を育てる」ことが大切である、と言われています。	 

	 それでは「人を育てる」にはどうしたら良いでしょうか。そこで注目されているのが、自分の

持ち味を活かし、自分の生き甲斐を見つけながら、ゆるやかに人とつながり、社会を関わってい

く“だがしや楽校”です。	 

	 今回は、各地で“だがしや楽校”を行っている人（大人たち）が、実りの秋を迎えた山形県は

庄内路に集い、互いの実践を学び合うと共に、交流を深めることを目的に“大人のだがしや楽校・

地域交流会”を開くことになりました。	 

	 

	 なお、本事業に関しては、“だがしや楽校”発案者である松田道雄氏が提案し、全国の“だがし

や楽校”の仲間たちへ呼び掛けたことがきっかけで、山形県鶴岡市の“だがしや楽校だがしや倶

楽部”（代表：阿部等さん・ＮＰＯ法人公益のふるさと創り鶴岡・常務理事）が主催して開催しま

したが、呼び掛け人である松田氏が参加しなかったことについては参加を検討した“だがしや楽

校”の仲間たちからは、いろいろな意見があったようで、当初より参加者が少なくなったりして、

“だがしや楽校	 だがしや倶楽部”では苦労を余儀なくされたことをお伝えしておきます。	 

	 

	 “だがしや楽校”とは「なんでもあり」がひとつの特徴です。つまり、やり方はなんでも良い

のです。大切なのは、“だがしや楽校”を通して、人と人とがつながることです。“だがしや楽校”

とは「世代を越えたコミュニケーション」と言われる由縁は、そこにあります。	 

	 そこで考えなければならないのは、人と人とがつながるための「心」「気持ち」「思いやり」で

あります。それは「なんでもあり」だからこそ、考えなければならないのです。「心」「気持ち」

「思いやり」があることで、信頼関係が築かれ、人と人とがつながるのです。	 

	 今回の“大人のだがしや楽校・地域交流会”では、開催に至る過程の中で、私（山口）はその

ことを深く考えさせられました。そして、あらためて開催にこぎ着けた私の良き“だがしや楽校”

仲間である“だがしや楽校	 だがしや倶楽部”に感謝するのであります。	 

	 

	 

	 

	 



2012 年 10 月 20 日（土曜日）鶴岡の天気：晴れ時々曇り	 夜曇り一時晴れ時々雨	 

	 

【大人のだがしや楽校・地域交流会：１日目】	 

	 公式行事は午後からですが、前の日（10 月 19 日）より鶴岡入りしていた静岡県焼津市の嶋マ

リー氏と私は午前中、鶴岡市街地の中心部を流れる内川の舟下りを楽しみました。	 

	 これは“だがしや楽校	 だがしや倶楽部”をひとつの事業とするＮＰＯ法人“公益のふるさと創

り鶴岡”での事業のひとつ、鶴岡舟番所が行うものです。	 

	 鶴岡舟番所は、『和舟を活用したまちづくり』をテーマに、市民主体で内川流域の環境保全およ

び地域活性化を図るために設立したものです。鶴岡舟番所では、歴史的・文化的な資源の発掘と、

地域のまちづくりに資する事業展開を図っております。川に舟があり、そこに人がいることで川

がよみがえり、内川も少しずつ「活きた川」になりつつあります。	 

	 	 	 

	 内川の舟下りについては、これまでも何度かレポートしていますが、実際に乗船したのは、今

回が初めてです。やっぱり、川岸で見るのと、乗船してみるのとでは、大違いです。気候的にも

ちょうど良く、マリーさんも「気持ち良い」を連発されていましたが、まったくそのとおりです。

上の写真左の左上に見えるのが、旧イチローヂ商店です。	 

	 乗船した公益のふるさと創り鶴岡スタッフ・Ｆさんのお子さんは、魚とりに夢中です。川を見

ますと、たくさんの小魚が泳いでいます。でも、なかなかとれません。大きな鯉も泳いでいます。

そして「鮭だ！」という声が飛びます。さすがは鶴岡です。内陸の米沢では、鯉は泳いでいても

鮭はおりません。	 

	 	 	 

	 オッと、阿部さん（だがしや楽校	 だがしや倶楽部・代表、公益のふるさと創り鶴岡・常務理事）

が船頭さんになりました。その阿部さん、大きな鯉をつかまえました。お子さん、大喜びです。	 

	 約 55 分にわたる内川の舟下りでした。	 

	 

	 

	 



	 午後から公式行事です。	 

	 ・・・が、その前に急遽、旧風間家住宅『丙申堂』を見学していただくことになりました。各

地から集っていただいた仲間の皆さんに少しでも鶴岡を知ってもらうためです。	 

	 	 	 

	 鶴岡城下で庄内藩の御用商人だった風間家は、のちに鶴岡一の豪商となります。	 

	 明治 29 年丙申の年、武家屋敷跡に風間家七代当主・幸右衛門によって住居と営業の拠点として

建てられたのが“丙申堂”です。約	 4 万個の石が置かれた石置屋根が特徴で、国指定重要文化財

にも指定されています。私も初めて２階にあがり、石置屋根を拝見しました。	 

	 

	 

●活動発表＆交流会	 

	 午後２時 30 分から、鶴岡市総合福祉センター“にこ♥

ふる”にて開きました。	 

	 “だがしや楽校”の仲間たちに加え、地元庄内地方の

公民館関係者が参加しました。	 

	 はじめに、“だがしや楽校”の仲間たち（実践者）によ

る活動発表です。	 

	 

◎すぎなみだがしや楽校：植田憲雄氏	 

	 だがしや楽校に関わって約半年。松田道雄さんから「鶴岡市山王町を見た

方が良いです」とアドバイスがあり、参加しました。きょうは、いろいろ勉

強しに来ましたので、よろしくお願いします。	 

	 

◎静岡県焼津市・マリー英会話楽校：嶋マリー氏	 

	 焼津では朝市でだがしや楽校を開いているほか、三嶋大社のだがしや楽校

にも参加しています。また、わけっこバックは最近もテレビで取り上げられ

ました。だがしや楽校によって人とのつながりが広がりました。来年は教育

委員会と共に、年間講座を開催する予定です。	 

	 

◎山形県大江町：沖津雅秀氏	 

	 だがしや楽校に関わって約５年ですが、それ以前から各地のイベントな

どで駄菓子屋をやっていました。だがしや楽校では紙のブーメランのほか、



最近は焼き芋もやっています。だがしや楽校では、自分が楽しむことで人脈が広がりました。	 

	 

◎山形県山形市・東北芸術工科大学：小松久美子さん・清水紗和子さん・川中陽さん	 

	 大学の授業（総合演習・子どもの学

びと遊び）として山形市・みなみ公園

で開いているだがしや楽校、昨年５月

と６月に宮城県女川町の小学校で開い

ただがしや楽校、同じく昨年山形県大

石田町の小学校で開いただがしや楽校について報告しました。３つの報告で共通するのは、だが

しや楽校が終わった後子どもたちが率先して片付けを手伝うなど、子どもたちと学生との交流が

深まったことです。	 

	 

◎山形県酒田市：佐藤仁氏	 

	 最近も研修会で講師を務めたそうで、報告ではその時に話した“だがしや

楽校”の背景となる理念や考え方についての話でした。	 

	 

◎山形県鶴岡市・だがしや楽校	 だがしや倶楽部：吉田祐子さん	 

	 今年４月以降の活動発表です。４月の海坂の桜小祭り、５月からの山王ナ

イトバザール、５月の子どもまつり、６月の森の感謝祭、９月の環境フェア

など、さらには青森でのだがしや楽校についての研修会などを報告されまし

た。現在は毎週土曜日の午後４時から月の山にてだがしや楽校を開いていま

す。	 

	 

◎山形県米沢市：山口充夫	 

	 私からは、山形県内及び全国のだがしや楽校について紹介した後、今年私が米沢市と南陽市で

開いただがしや楽校についても紹介しました。さらに、だがしや楽校だがしや倶楽部が主管とな

って 11 月の行う映画上映会についても紹介しました。	 

	 

	 一通り報告があったあとは、オブザーバーとして参加した庄内地方の公民館関係者をまじえて

の意見交流会です。詳しい内容は割愛しますが、気になったのは、発言する人が偏ったことです。

思いがあって発言したいのはわかりますが、人の話を聞くことも、コミュニケーションでは大切

なことです。	 

	 もうひとつ気になったのは、やり方・手法・方法に議論が偏ったことです。これは「だがしや

楽校ではどんな遊びが子どもたちに人気ですか？」という質問があったからで、やり方・手法・

方法について議論することは、もちろん「あり」ですが、“だがしや楽校”とは、人と人とのつな

がり・コミュニケーションが大切なのであり、やり方・手法・方法はそのための手段であります。

だから「なんでもあり」なのです。	 

	 「人気のある遊び」を気にするあまり、自分ができること・好きなことなどを持ち寄って、み

んなで楽しむ“だがしや楽校”本来の姿を見失っては、“だがしや楽校”とは言えなくなります。	 

	 この“だがしや楽校”の本質についての議論がないまま、「人気のある遊び」だけの話になって

しまったのは、ちょっと残念です。	 



	 活動発表＆交流会は吉田さんのコーディネートで進みましたが、“だがしや楽校”では議論はし

ても、まとめるものではなく、社会人１年目の吉田さんには荷が重すぎたかな？という感じがし

ました。それで、なんとなく締まらない形で終わってしまいましたが、まあこれも“だがしや楽

校”らしいと言えるかもしれません。	 

	 それで、時々私もカメラ撮影しながら進行のサポートをしましたが、吉田さんは大変だったの

ではないかと思います。	 

	 

	 活動発表＆交流会は午後４時 30 分頃終了しました。	 

	 その後、参加者・関係者は山王商店街内にあるＮＰＯ法人公益のふるさと創り鶴岡の事務所に

なっている“月の山”に移動します。ここで先に発表があったように毎週土曜日の午後４時~午

後７時まで“だがしや楽校”が開かれています。	 

	 この時間、少し休憩をとり、引き続き“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”の準備に入って

いただきました。この時間には、山形市からは“楽描きだがしや楽校”でお馴染みの東海林さん

と東北芸術工科大学の片桐教授も到着しました。	 

	 

	 このあとは“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”の模様をお伝えしますが、その前に同時開

催の“Ｓａｎｎｏ	 Ａｒｔ	 Ｃａｍｐｕｓ：山王アートキャンパス”についてご紹介します。	 

	 

	 

●Ｓａｎｎｏ	 Ａｒｔ	 Ｃａｍｐｕｓ：山王アートキャンパス	 

	 今回が初めての試みという“山王アートキャンパス”は、東北芸術工科大学の学生５人が、山

形県鶴岡市の中心商店街のひとつである『山王町』をテーマにアート作品を制作し、山王町の４

ヵ所に展示することで、山王町という日常の風景をアートにするという“まちなかキャンパス”

であります。それは東北芸術工科大学生による山王町アート改造作戦です。	 

	 これについて、まちなかキネマのＫさんは「今回が初めての試みですが、すでにアートを通し

て学生さんと山王町とのコラボレーションは始まっています。山王町に新たな魅力を創造するこ

とで、少しずつですが、山王町に若者の姿が増えつつあります。とても良いことだと思っていま

す」と話されました。	 

	 また、私の案内で４ヵ所を巡った片桐さんは「こんなに凄いことになっているとは思わなかっ

た。まさか４ヵ所も使って展示できているとは思わなかったので・・・」と語っていました。	 

	 それでは、４ヵ所を巡ってみましょう。	 

	 

〈１〉旧イチローヂ商店・・・結城ななせ	 

	 	 	 



	 結城さんお得意の消しゴムはんこ。今回は旧イチローヂ商店を繊細に表現した消しゴムはんこ

が登場。もはや“だがしや楽校”の世界から芸術の域に達しています。一方で、きょうも大きな

落書き帳も出品しました。その傍らで繰り広げられるジャズライブ。珠玉のアート空間です。	 

	 

〈２〉ギャラリー結（五十嵐陶器店内）・・・うつみまさこ	 

	 	 	 

	 五十嵐陶器店の奥、蔵がギャラリー結です。そこに展示されていたのはぬいぐるみと映像（動

画）作品。うつみさんが IDEHA	 Creation	 にてぬいぐるみを展示したら評判になったとのこと。

今回の山王アートキャンパスのきっかけのひとつかもしれません。映像（動画）作品のタイトル

は「とんぼのおでまし」です。	 

	 

〈３〉まちなかキネマ・・・田中望、高橋克幸	 

	 	 	 

	 まちなかキネマのエントランスには、田中さんと高橋さんの作品が展示されています。	 

	 田中さん（写真左の奥）は山王町の風景を独特のタッチで描いています。	 

	 会津若松市出身の高橋さん（写真右）は芸工大入学当初から注目されていたそうです。	 

	 

〈４〉IDEHA	 Creation・・・大平由香里	 

	 	 	 

	 小さな作品から大きな作品まで多彩ですが、山を表現している作品です。山形県と“山”とは



切っても切り離せません。「山は色々なものを生み出す、始まりの場所」という大平さんの言葉。

確かに、最上川も山（米沢市・吾妻山）を源にしています。	 

	 なお、会場の IDEHA	 Creation は、今回の山王アートキャンパスの原動力になった場所と言えま

す。山王商店街の北の端に位置します。	 

	 また、山王アートキャンパスは、山形県新しい公共モデル事業として開催されたこともお伝え

しておきます。	 

	 

	 

●だがしや楽校＠山王ナイトバザール	 

	 第 114 回“山王ナイトバザール”は、山形県鶴岡市の中心商店街のひとつである山王商店街に

て開かれました。	 

	 今回は全国の“だがしや楽校”の仲間たちが参加しました。また山形県内でも“山王ナイトバ

ザール”初参加の“だがしや楽校”仲間がおりますので、あらためて簡単に“山王ナイトバザー

ル”についてご紹介します。	 

	 “山王ナイトバザール”は、毎年５月~10 月の第３土曜日の夜に開かれています。ですから、

毎年６回開催していることになります。それで今回は第 114 回です。いかに長く続いているか、

これだけでもおわかりでしょう。スタートは平成６年（1994 年）です。	 

	 なぜ、夜にこだわって開催するのでしょう。これについて山王商店街の三浦理事長にインタビ

ューしたところ、「昔の商店街の風景を醸し出したいからです」という答えをいただきました。裸

電球の下ではお店の明かりだけが浮かび上がってきます。余計な景色は見えなくなります。そこ

ではお店とお客さんとの触れ合いだけが見えてくるのです。	 

	 お店があっての“山王ナイトバザール”であることも特徴です。商店街イベントでは、イベン

トのために道路上にお店（露店など）を設置ことで、肝心のお店が見えなくなっている風景を見

ることがあります。一時的なにぎわいづくりのためなら、それでも良いでしょう。しかし、それ

では本来の目的である商店街の活性化にはつながりません。	 

	 “山王ナイトバザール”では、フリーマーケットや飲食屋台・飲食スペースなどが設けられて

いますが、それは郵便局の前だったり、駐車場だったりして、お店が隠れてしまうことはありま

せん。	 

	 各お店では、一店一品セールを開催し、お客さんにお店での買い物を楽しんでもらう工夫もし

ています。お店３ヵ所をまわってスタンプを押すと、抽選に参加できるというスタンプラリーも

開催しています。	 

	 “山王ナイトバザール”では、通行止めにしないことも大きな特徴です。このような商店街イ

ベントでは、通行止めにして歩行者天国にする場合がありますが、“山王ナイトバザール”は違い

ます。唯一例外は、８月の“おいやさ祭り”を開催する時だけ通行止めにします。	 

	 これだけ長く続けていますと、毎回物凄い人出になります。ですから、「通行止めにするべき」

と感じます。しかし、できるだけ日常のままで開催したいという思いから、交通止めにはしませ

ん。一見しますと、危ないように見えますが、交通事故は１件も起きていません。“山王ナイトバ

ザール”開催中は、車も遠慮しながら通ります。	 

	 でも、これが本当の車社会です。ところが、いつの間にか、車優先になっていました。“山王ナ

イトバザール”は、人と車の関係を考える場でもあります。	 

	 



	 “山王ナイトバザール”では当初から子どもたちのための場を設けていました。そこでは、ゲ

ームなどを行っていたそうです。ところが回数を重ねていく内、子どもたちから「また同じこと

をやっているよ」という声があがります。	 

	 子ども担当の阿部等さん（阿部久書店）は思案します。“だがしや楽校”と出会ったのは、その

頃です。阿部さんは松田道雄さんに問い合わせます。松田さんの答えは「阿部さんが今やってい

ることが“だがしや楽校”です。どうぞ自由にやってください」でした。それで阿部さんはこれ

までの発想から転換し、“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”を始めます。そこには、いろんな

人たちによる遊びの屋台（おみせ）が出されました。これまでになかった、子どもたちといろん

な人との交流の場にもなりました。その結果“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”は今でも大

人気となっています。	 

	 

	 それでは、この日の“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”の模様をご紹介しましょう。	 

“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”は午後６時 30 分からの開催ですが、実際には午後６時前

には始まったような感じで、大勢の市民が訪れていました。	 

	 

	 	 	 

	 上の写真左は、山王商店街を南端から望んだものです。このとおり通行止めではありません。

上の写真右は、阿部久書店でのスタンプラリーです。	 

	 

	 	 	 

	 まちなかキネマでは、オペラコンサートが開かれました。これぞ、絵画と音楽によるアートの

コラボレーションです。至福の時間が過ぎていきました。	 

	 

	 



	 この日の“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”は、おみせの数が多くなりましたので、２つ

の場所で開きました。いつもの場所（阿部多不動産前）では、モノ売りのおみせです。	 

	 

	 

▼静岡県焼津市のおみせ・・・マリー英会話楽校（嶋マリーさん）	 

	 	 	 

	 きょうは、新商品“鯛ボーン”をはじめ、お馴染み“バリ勝男”、“サバの味噌煮ふりかけ”、そ

れに“かつおぶしラスク”です。“鯛ボーン”は骨までやわらかくなっています。“かつおぶしラ

スク”は、甘さの中にほんのりとかつおぶしの味がします。	 

	 	 	 

	 おみせは大勢の人で大にぎわいです。午後の活動発表＆交流会に参加していた庄内地方の公民

館の人たちも買いに来てくださいましたし、チラシを見て「狙ってやってきました」というお客

さんがいるほどです。焼津産最高級ランク鰹節削り体験も大人気です。	 

	 平成 23 年度の山形県子ども体験広場の普及員として活躍された Doi さん（午後の活動発表＆交

流会から参加していました）とも久々に再開。Doi さんは、昨年（2011 年）８月 27 日、神奈川県

藤沢市で開かれた“真夏の子どもフェスティバル in だがしや楽校＠善行”で焼津のおみせをお手

伝いしたこともあった縁で、きょうもお手伝いです。ほとんどの商品は、アッと言う間に売り切

れました。	 

	 

	 

▼子ども駄菓子屋	 

	 これは“やまがたアフタースクール”（主管：山形県子育て推進部子育て支援課）として行って

いるものです。	 

	 “やまがたアフタースクール”は『子どもたちの放課後に豊かな体験機会を』をテーマに行っ

ている事業です。大人の仕事や技術を子どもたちにとっての教材とします。それは、子どもたち

と地域の企業や団体、そしてそこで働く大人をつなぎます。企業や団体にとっては、豊かな放課

後を子どもたちに提供するという社会貢献活動につながります。	 



	 子どもたちには学んだことを披露する場も提供されます。そうすることで、子どもたちは社会

の仕組みや働くことの意味、社会性を身に付けます。これが“やまがたアフタースクール”です。	 

	 私（山口）は、同じような目的で静岡市の取り組みを思い出しました。静岡市では“こどもの

まち”を設けます。そこには、企業や商店だけでなく、市役所・金融機関まで設け、ひとつの町

の中で、子どもたちはいろいろな体験をします。	 

	 “やまがたアフタースクール”は、私（山口）からみますと、企業にとっても利益追求だけで

良いのか、すなわち、これまでの単なる無駄の排除・合理化だけで良いのかを考える機会になる

と思います。そんな考えだけの企業活動は、子どもたちが許さないからです。	 

	 

	 さて、阿部等さんが常務理事を担うＮＰＯ法人公益のふるさと創り鶴岡では“やまがたアフタ

ースクール in 庄内”を展開しています。その内容は「印刷会社プログラム」「森林プログラム」

です。そして、もうひとつが、ここにご紹介する「商店プログラム」です。	 

	 子どもたちは、これまでの２回のプログラムで、お店の仕組みから商品の仕入れ方・販売の仕

方を学びました。きょうは最後のプログラムとして、実際に駄菓子屋を出店して、販売体験を行

います。	 

	 小学１年生から５年生までの子どもたち約 20 名を指導したのは、鶴岡市内でコンビニエンス・

ストアを経営している方（Ａさん）です。そのコンビニは旧朝日村にありますが、Ａさんは山王

商店街近くに住んでいる縁で、先生に抜擢されました。	 

	 	 	 

	 はじめに仕入れた商品の仕分けを行います。準備ができたら、いよいよ販売です。途中、雨が

降ってきて、急遽テントが設けられましたが、子ど

もたちは大きな声で「いらっしゃいませ！」。	 

	 次々にお客さんがやって来ます。「きょうの“山王

ナイトバザール”の中で、このお店が一番元気です」

というお客さんまでいました。芸工大の片桐さんも、

ここでお買い物です。子どもたちは、商品と共に、

釣り銭を慎重に数えて、片桐さんに渡します。そし

て「ありがとうございました」。	 

	 商品は次々に売れ、午後８時すぎには完売しました。ヤッター！！	 

	 

	 私のインタビューに子どもたちは「声を出しても、お客さんがこちらを向いてくれなかったこ

とがあったので、ちょっとつらかったです」と正直に答えてくれたほか、「接客がうまくできて良

かったです」「お客さんが話してくれて楽しかったです」「完売したのが嬉しかったです」と感想

を話してくださいました。	 



	 Ａさんも「子どもたちが元気にやってくれましたので良かったです」と話していました。	 

	 おかあさんたちも、ほとんど口出し・手出しすることなく、子どもたちを見守っていたことも

良かったです。	 

	 ただし、これを今後どのように活かすかについては、これからの課題に感じました。	 

	 

	 

▼村上市のおみせ	 

	 	 	 

	 山形県庄内地方と新潟県岩船地方との広域連携の縁で、村上市からのお店です。広域連携の取

り組みについては、私（山口）も何度か参加したことがあります。そこでは、村上市内の見学や

泊まり込みでの研修にも加わりました。米沢の私が参加していたことを憶えてくださっていたこ

ともあり、しばらく談義しました。きょうは和風小物などを販売しています。	 

	 村上市を見学した時には、米沢にはない景観づくりに取り組んでいる努力を感じました。	 

	 

	 

	 いつもの場所（阿部多不動産前）から北東へ約 200 メートル、“さんのう夢ほっと”脇の広場で

は、遊びのおみせです。	 

	 

	 

▼東北芸術工科大学生によるアートのおみせ	 

	 	 	 

	 午後の活動発表＆交流会で発表した芸工大生３人によるおみせです。	 

	 お絵かきした紙をグチャグチャにしたり、ちぎったりして、それを形にしていきます。学生さ

んたちは、小さな花束を作りました。子どもたちから親子連れまで、多くの人が楽しんでいきま

した。	 



	 	 	 

	 

	 

▼すぎなみだがしや楽校・・・植田憲雄さんのおみせ	 

	 杉並からは当初４人が訪れることになっていましたが、事情があって植田さん１人の参加です。

その植田さんのおみせはしゃぼん玉です。バックではしゃぼん玉の曲も流れています。	 

	 	 	 

	 大道芸で培った植田さんの呼び込みの声に、早々と子どもたちが集い、楽しく遊んでいます。

楽しさいっぱい、笑顔いっぱいのおみせになりました。	 

	 植田さんの格好もご覧ください。鮮やかな“だがしや楽校”のタスキをかけて大奮闘です。	 

	 植田さんは今年で４年目となった“だがしや楽校”をテーマにした“すぎなみ大人塾・昼コー

ス”の受講生です。それで午後の交流会で「だがしや楽校に関わって約半年」と発表されたので

す。そこでは「きょうは、いろいろ勉強しに来ました」とも発表されました。	 

	 しかし、私（山口）から見ますと、「植田さんそのものがすでに“だがしや楽校”である」と感

じたのであります。それはまさに“植田だがしや楽校ワールド”です。だから、植田さんが持っ

ているものを活かすことで、そこに人が集い、コミュニケーションの輪が広がっていくように感

じたのです。	 

	 きょうの植田さんは、しゃぼん玉でしたが、植田さんには、大道芸・手品・ベーゴマ・ビー玉

など、自分を「みせ」るための方法・手段がたくさんあります。本当に凄い人です。それをどの

ように活かすのか・・・ではないかと感じました。	 

	 人にはいろんな生き方があります。極端な話、一匹狼という生き方もあります。	 

	 

	 

▼スライム	 

	 毎月第２日曜日の午前中、山形市で“楽描きだがしや楽校”を開いている“青春あべ NEW だが

しや楽校”の東海林さんは、お馴染み“スライム”のおみせです。	 

	 意外にも（と言ったら本人に叱られますが）、“山王ナイトバザール”は初参加という東海林さ



んの周りには、今夜も大勢の子どもたちが集っています。そして、東海林さんたちとの会話を楽

しんでいます。	 

	 	 	 

	 現在は、“楽描きだがしや楽校”のほかに、原則毎月最終の日曜日には“だがしや楽校＠山形市

避難者交流支援センター”を開催しています。	 

	 その東海林さん、嶋マリーさんとの再開に、大盛り上がりです。	 

	 また、“山王ナイトバザール”が始まる前には、“山王アートキャンパス”の４ヵ所も見学して

いただきました。“楽描きだがしや楽校”では「絵を描くことはコミュニケーションのための手段

にすぎない」という東海林さんですが、学生たちのアート作品を熱心にご覧になっていました。	 

	 

	 

▼ブーメラン・・・山形県大江町：沖津雅秀さん	 

	 沖津さんのおみせは、これもお馴染みになった紙で作るブーメランです。	 

	 	 	 

	 きょうは残念ながら途中から雨が降ったため、作ったブーメランを実際に飛ばすことはできま

せんでしたが、こちらも大勢の子どもたちが集いました。	 

	 

	 

▼紙芝居・・・中村恵二さん（創作紙芝居劇団・だだちゃまめ）	 

	 鶴岡の“だがしや楽校”ではお馴染みになった中村さんによる紙芝居は、ブーメランのおみせ

の脇で行われましたが、雨のため１回のみの口演となり、写真でご紹介することができなくなっ

てしまいました。	 

	 

	 

	 これで一通りおみせをご紹介しました。	 

	 ところで、きょうは雨の心配がなかったはずなのに、お伝えしたように“山王ナイトバザール”

の途中から雨が降り出しました。一時やんだりもしましたが、雨は断続的に降り続きました。	 



	 それで、いつもの場所（阿部多不動産前）では急遽

テントを張るなどの対応に追われました。	 

	 雨が降る前に大半の商品を売りさばいた嶋マリーさ

ん。雨が降ったあとは“さんのう夢ほっと”脇の広場

に移動し、皆さんとだがしや談義です。（右の写真）	 

	 

	 途中から雨が降ったこと、日の入りが早くなったこ

とで、いつもの“山王ナイトバザール”よりは人が引

けるのが早かった感じでした。それでも今年最後の“山王ナイトバザール”ということで、大に

ぎわいでした。	 

	 “だがしや楽校”も、それぞれのおみせがにぎわい、普段ならあり得ない交流風景があちこち

で見られました。	 

	 ご紹介したように、今回は“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”初参加の人が多かったので

すが、それぞれどんな感想を持たれたでしょうか。	 

	 

	 午後９時には“山王ナイトバザール”は終了しました。	 

	 “だがしや楽校”の人たちも、山王商店街の人たちとテントの撤収など、片付けを手伝いしま

した。しまいには重たい荷物を持って山王会館（商店街事務所）の倉庫へ収納するところまで手

伝いました。	 

	 午後 10 時すぎからは山王会館で交流会・懇親会です。交流会・懇親会には山王商店街関係者、

ボランティアで参加した山形大学農学部の学生さん、山王アートキャンパスで参加した東北芸術

工科大学の学生さん及び関係者、それに“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”に参加された人

たちが集いました。そして、“だがしや楽校＠山王ナイトバザール”に初参加だった植田さん・マ

リーさん・沖津さん・東海林さんに自己紹介していただきました。そして、山王商店街の人たち

と交流を深めていました。	 

	 

	 これで	 “大人のだがしや楽校・地域交流会”１日目はおしまいです。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



2012 年 10 月 21 日（日曜日）庄内地方の天気：未明雷雨	 朝まで雨	 曇り	 

	 

【大人のだがしや楽校・地域交流会：２日目】	 

	 昨日は夜になって降り出した雨は、その後も断続的に降り続き、雨が降る中、宿泊先に着きま

した。日付が変わって、きょう（21 日）になって、一時的にですが、雨はますます激しくなりま

す。それと同時に雷も激しくなってきました。時より大きな雷鳴が轟き渡ります。そのたびに目

をさましてしまいました。	 

	 冬が近づきますと、同じ山形県でも、私が住む米沢などの内陸地方では穏やかな天気でも、鶴

岡・酒田がある庄内地方では、このように荒れた天気になることがあります。	 

	 そんな荒れた天気が予感したのか、きょうはこのあといろんなことがあります。ハプニング続

出です。	 

	 

	 さて、今回の“大人のだがしや楽校・地域交流会”は、多くの人が忙しい中、集いました。そ

れで、沖津さんは昨夜の内に大江町へ戻られました。また、東海林さんは、朝食をとらないまま

山形へ戻られました。	 

	 山王アートキャンパス組では、結城さんが所用で仙台市に向かいました。	 

	 東北芸術工科大学の学生さんたちは、酒田市のどんしゃんまつりで“だがしや楽校”を開くた

めに、昨夜の内に酒田市へ移動していました。片桐さんも学生さんに同行です。	 

	 

	 当初の予定では、私と吉田さんが午前中から“だがしや楽校＠酒田どんしゃんまつり”を対応

し、阿部等さんが県外から集ったマリーさん・植田さんを庄内観光案内することになっていたの

ですが、急遽変更になり、私と Doi さんでマリーさん・植田さんを案内することになりました。

これもハプニングと言えるかもしれません。ただし、こんなハプニングなら私も対応可ですし、

快く引き受けたのであります。	 

	 ところが、今朝はハプニングの連続です。そのひとつは、ある人の不注意で、私の手が車のド

アに挟まれるというハプニングまでありました。さすがに、こういうハプニングは、許容範囲外

になります。	 

	 “だがしや楽校”は「なんでもあり」です。しかし、それは、人間としての礼儀・マナー・注

意・気遣い等ができているからこその「なんでもあり」です。	 

	 

	 米沢の私が庄内の観光案内・・・さて、どうなることやら。	 

	 皆さんのリクエストで、羽黒山・五重塔を観光することにしました。	 

	 いつもなら、事前に地図などで調査する私ですが、今回は急遽の対応でしたので、事前調査な

しです。羽黒山へは行ったことはありますが、大昔の

ことで、うっすらとした記憶しかありません。私の車

に乗っていただいたあとは、マリーさんにナビをお願

いしました。	 

	 今が合併で鶴岡市になった旧羽黒町に入ってきまし

た。やがて、正面に大きな赤い大鳥居が見えてきまし

た。いよいよ羽黒山が近づいてきました！	 

	 ・・・と思ったら、交通止め！	 



	 なんと“第 12 回羽黒山石段マラソン全国大会”が行われていたのです。またまたハプニングで

す。もっとも事前に調べていたら、ハプニングにはならなかったのですが・・・。	 

	 羽黒山には長い石段があります。その石段がマラソンコース

です。マラソンでは 2446 段の石段を駆け上がるというのです。

これは過酷なマラソン大会です。	 

	 マリーさんといっしょに車から降りて前方を見ますと、遙か

先にスタートを待つ選手の姿が見えました。（右の写真）ここか

ら約１キロメートル先です。望遠で撮影しました。	 

	 しばらくして、マラソンがスタートしました。通行止めが解

除されました。	 

	 赤い大鳥居を潜って、先に進みます。しばらく進んで、羽黒山入口・随神門に近づきます。	 

	 ・・・と思ったら、またまた先に進むことができません。マラソン大会で足止めです。	 

	 ホラ貝の音色が聞こえ、選手たちの走る姿が見えてきました。沿道には選手を応援する人たち

がいます。次々に選手が羽黒山入口前を駆け抜けていきます。女子選手の姿も見えます。選手た

ちは、このあと 2446 段の石段を上ります。	 

	 オッと、マラソンに見とれていたのでは、限ら

れた時間の中、五重塔までたどり着くことができ

なくなります。	 

	 写真の左側が羽黒山入口・随神門なのですが、

ここままでは行くことができません。迂回するこ

とにしました。しかし、結局は羽黒山入口・随神

門近くの駐車場（いでは文化記念館）に着きまし

た。全選手が通過し、通行できるようになっていたのです。	 

	 ようやく車を降り、五重塔を目指します。	 

	 	 	 

	 随神門（上の写真左）を潜りますと、見事な杉並木と、急勾配の石段・継子坂（上の写真右）

です。行きは下りですが、帰りが上りになります。

「３人は大丈夫かな・・・」と、チョッピリ不安が

残ります。	 

	 それにしても、雨上がりのスギ林は緑が鮮やかで

す。継子坂を下りきったところで、３人は周囲の景

色をカメラに収めます。（右の写真）	 

	 やがて、水の流れる音が聞こえてきました。目の

前に赤い橋が見えてきました。	 



	 水の流れる音を聞きながら、赤い橋を渡ります。この橋は“祓川神橋”（はらいがわしんきょう）

（下の写真左）と言います。下を流れる祓川は月山に源流を発し、その名の通り、出羽三山に参

拝する人は、この川で身を清めたそうです。	 

	 	 	 

	 橋の右手に“須賀の滝”（すがのたき）（上の写真右）が見えます。この滝は江戸時代、当時の

天宥別当が月山より８km の水路をひいて作ったものだそうです。	 

	 さらに進むと、“爺杉”（じじすぎ）が見えてきます。	 

	 	 	 

	 樹齢 1000 年といわれ、高さ 48.3 メートル、樹の周囲は 10 メートルという巨杉です。国の天然

記念物に指定されています。マリーさん、写真撮影に苦労しています。	 

	 

	 そして、ついに五重塔に着きました。ハプニングで心配しましたが、無事到着です。	 

	 	 	 

	 羽黒山・五重塔は、東北地方では最古の塔といわれ、平将門の創建と伝えられています。ただ

し、現在の塔は、約 600 年前に再建されたものだそうです。高さは 29.0 メートル。三間五層柿葺

素木造で、昭和 41 年（1966 年）には国宝に指定されました。羽黒山参道“一の坂”上り口の杉



並木の中にあります。周囲は静寂ですが、きょうも大勢

の観光客です。	 

	 念願の五重塔を拝むことができたマリーさん・植田さ

ん・Doi さんの３人は、足取りも軽く？随神門に戻りま

す。しかし、石段・継子坂の急勾配の上りが待っていま

す。でも、皆さん元気に上り切りました。	 

	 ハプニングもあってなかなか大変な観光案内でしたが

無事に戻ることができました。	 

	 

	 しかし、まだホッとするわけにはまいりません。午前 11 時 30 分、アル・ケッチャーノ集合と

いう指示が、主催者から出ていたからです。午前 11 時すぎ、いでは文化記念館の駐車場を出発、

午前 11 時 30 分ピッタリに、アル・ケッチャーノに着きました。マリーさんにほめられました。	 

	 

	 鶴岡市街地の南端に位置するアル・ケッチャーノは山形県でも最も有名なレストランのひとつ

で、ランチを食べたいと思っても、予約しないと入れないほどです。「よく予約できましたね」と

言われたほどです。だから、時間厳守だったのです。	 

	 アル・ケッチャーノでは、阿部等さんと紙芝居の中村恵二さんが待機していました。阿部さん

はすでに鶴岡・酒田一往復しています。	 

	 ６人で店内に入ります。スタッフからお店の説明があり、先にドリンクを注文します。そのあ

と、一品ずつ料理が運ばれます。その都度、スタッフから説明があります。	 

	 次の料理が運ばれる間隔が長く感じることもありましたが、それもご愛嬌としましょう。	 

	 オーナーシェフの奥田さんは、これまた山形県では最も著名な人物のひとりです。ただし、き

ょうは不在だったようです。それでは「誰が料理しているの？」なんて余計なことは考えないよ

うに・・・	 

	 奥田さんは地産地消を大切にしています。だから、地元で収穫された食材を活かした料理が基

本です。映画“よみがえりのレシピ”でも中心的役割を果たしました。	 

	 ただ、“食”という嗜好の世界では、どうしても評価が分かれてしまいます。「食材の味を感じ

ることができて美味しい」という人もいれば「薄味だ」という人もいるのです。“食”の難しさで

す。マリーさん・植田さんは、どのように感じたでしょう。	 

	 私はいろんな評価があって良いと思います。それが“食”だからです。そのことを料理人は自

覚し、その上で自分が信じる“食”の道を歩めば良いと思いました。	 

	 そんなことを思いながらランチしました。私もアル・ケッチャーノはきょうが初めてでした。	 

	 

	 そういうしている内に午後１時をすぎていました。マリーさんの飛行機の出発時刻が迫ってき

ました。それで、植田さんと Doi さんは中村さんが送ることになりました。阿部さんは再び酒田

へ、そして私がマリーさんを庄内空港へ送りました。	 

	 

	 というわけで、植田さん・Doi さん・中村さんとは、ここでお別れです。	 

	 今回初めてお会いした杉並の植田さんは、良いモノをたくさん持っています。しかし、私の目

には、それを活かしきっていないように感じました。「もったいない」と思った次第です。植田さ

んは「いろんなことができる」「状況で柔軟に対応できる」ことも結構ですが、あるひとつのモノ



を大切にする、あるいはこだわってみることもありかな、と思いました。	 

	 

	 マリーさんを庄内空港へ送る途中、国道７号線・三川バイパスが渋滞です。飛行機の時間に間

に合うかチョッピリ心配になりましたが、セーフでした。	 

	 車の中ではマリーさんといろいろ談義することができました。振り返って、今回の“大人のだ

がしや楽校・地域交流会”で重要な役割を果たしたのがマリーさんでした。	 

	 突然のスケジュール変更や１日目の“活動発表＆交流会”に於ける冷静な対応と的確な評価に

は、私は納得するばかりでした。“山王ナイトバザール”でも、ご自身の判断で柔軟に対応してい

ました。	 

	 マリーさんが参加したおかげで、今回の“大人のだがしや楽校・地域交流会”は締まったと言

えるのです。	 

	 人は必ず良いモノを持っています。それを活かすというのが、ひとつの“だがしや楽校”です。

一方で、人には必ず苦手なこと・不得意なことがあります。それを自覚することも、人と人との

つながり・コミュニケーションでは大切です。	 

	 そんなことを思いながら、マリーさんを庄内空港へお送りしました。マリーさんに感謝です。	 

	 

	 そのまま私も酒田へ向かいました。“だがしや楽校＠酒田どんしゃんまつり”を取材するためで

す。午後 2時 15 分すぎ、現地（酒田市・中央公園）に着きました。	 

	 “だがしや楽校＠酒田どんしゃんまつり”では２つのおみせが出されていましたが、吉田さん

によると、ほとんど材料がなくなったそうです。どうやら、きょうも大にぎわいの“だがしや楽

校＠酒田どんしゃんまつり”だったようです。とりあえず、おみせを写真でご紹介します。	 

	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↑東北芸術工科大学生のおみせ	 

	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↑鶴岡工業高等専門学校生のおみせ	 



	 	 	 

	 	 今年も“酒田どんしゃんまつり”は写真のような人出です。凄いにぎわいぶりです。	 

	 

	 酒田では、今年の４月、米沢から酒田へ転勤になったＭさんとも久々にお会いできました。Ｍ

さんとは米沢の様子、特に福島から米沢に移り住んで生活している人たちへの支援について談義

しました。	 

	 

	 午後３時、“だがしや楽校＠酒田どんしゃんまつり”はおしまいになりました。しかし、ここで

も『締め』で課題を感じました。	 

	 この２日間の“大人のだがしや楽校・地域交流会”は主催者（だがしや楽校だがしや倶楽部）

の下で開催されたものです。終わるにあたって、芸工大の学生さんたちには、きちんと『締め』

ていただいたあと、自由行動にしてほしかったのであります。	 

	 

	 『締め』に関しては、ほかにも課題を感じる場面がありました。	 

	 このように、今回の“大人のだがしや楽校・地域交流会”では、いろいろ感じることがありま

した。先にもご紹介しましたが、それで最も苦労したのは主催者であるだがしや楽校だがしや倶

楽部（代表：阿部等さん）です。	 

	 そう考えた時に思ったことがあります。それは「言い出しっぺにも責任がある」です。	 

	 今回の“大人のだがしや楽校・地域交流会”の言い出しっぺは・・・？	 

	 

	 山形県では 2012 年 11 月 23 日からドキュメンタリー映画の上映会が開催されます。それは、私

が種をまき、阿部等さんたちのご尽力で、開催できることになったのです。	 

	 それで、山形県上映実行委員会（主管：だがしや楽校だがしや倶楽部）が立ち上がったのです

が、そのリーダーを私が仰せつかりました。なぜなら、種をまいた言い出しっぺだからです。	 

	 

	 あらためて、主催者皆さん、それに参加者の皆さんに感謝を申し上げると共に、労を労いたい

と思います。	 

	 	 

	 

	 

山口充夫	 

だがしや楽校コーディネーター	 

おきたまラジオＮＰＯセンター	 


