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《本日のプログラム》11 月 14 日 12：30

《例会日：毎週月曜日 12：30～13：30》

普 通 例 会

《例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3 - 7》

ゲスト卓話

会長 加納 則好

《次回のプログラム》 11 月 21 日 12：30

幹事 小泉 和史

■クラブ事務所■

普 通 例 会

釧路市幸町14丁目1-1 ノースコートサンスイ2F

ゲスト卓話
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2011 年 11 月 14 日(月) 第 16 回 通算１９
通算１９4
１９41 回
【点鐘】 加納会長
【ロータリーソング斉唱】 「我等の生業」 ソングリーダー：三木 会員

【お客様と来訪ロ－タリアンの紹介】
ＮＰＯ法人根釧野外教育センター屯田の杜野外学校 理事長 山田和弘 様
【会長挨拶】 加納会長
今月はロータリー財団月間でございます。先週の例会で地区のＧＳＥ福井委員長の講話を
いただきました。今自分たちが持っているもので何をなすのが最善の選択か、ロータリーの
友でＲＩ会長が提言しております。ロータリーの綱領は４大奉仕のそれぞれの理念でございま
す。特に財団月間の今月、会員皆さまのご寄付の協力によりまして、世界の中では微力かも
知れませんが奉仕の成果を達成しようではありませんか。どうぞよろしくお願い申し上げまして、会長挨拶とします。

【幹事報告】 小泉幹事
・ 11 月のロ－タリ－レ－トは 1 ドル 78 円です。
・ 8 月 26 日に開催されました第 31 回ライラセミナ－報告書が届いております。
・ 近隣クラブよりプログラムが届いております。
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【委員会報告】
○国際奉仕委員会

ロータリー財団 寄付のお願い

【本日のプログラム】

担当 クラブ奉仕

●ゲスト卓話
≪山田 和弘 様≫
皆さんこんにちは。今日はお招きいただきまして、ありがとうございます。今年の春に石川さ
んから是非、山小屋の活動、３０年を迎えたので「何かお話してくれないか」と。あの時に東日本
の大地震が発生しまして、ちょうど先週でしたか私の知り合いが石巻から来られて、大変だなと。
私も小さい時に十勝沖地震、最近では釧路沖地震がありましたけれど、震災地釧路ということで
は色々な経験をしておりますけれども、あれ程の大きな津波とそして原発の被害。「大変だな」と
一言では済まない状況を、私の仲間も３～４か月くらいボランティアで遠くの方に行って活動しております。そういう現
地のお話を聞き、私たちは今、何をしなければならないのか。そういうことで、山小屋らんぷの家での活動の中で、こ
の震災にも、また色々なことがあっても耐えられる子供達を何とか育てたいと。そのために小屋を作ったわけではな
いですけど、私が好きで趣味が高じて山小屋を建てたわけですけども。斜里町にアルプ美術館という山崎さんが運
営している美術館がありますけども、山岳関係の方々の検証する美術館ですけども、あの方も私も若い頃に斜里岳を
本当にホームベースで、毎週のように何年もあの小屋で過ごした、斜里岳の清岳荘という小屋。私の山小屋の原点は
斜里岳なのですけども、そのアルプ美術館の山崎さんが、百名山に斜里岳が指定されてからも、観光客は多くなった
けれども本当にこう、山の大切さ・山の厳しさ・感動というのを、観光だけで来られても違うのだ。もっとオホーツクの厳
しさ、これを伝えてほしい。もう、その小屋はなくなりましたけど。私の厚岸に建てたらんぷの家は斜里岳の清岳荘を
モデルにして造ったものでありまして３０年経ちました。
先ほどのご紹介で赤ちょうちん横丁というお話がありましたけれども、色々な人との出会いが山小屋を通じてあった
ものですから、私は市の職員ですけども、仕事以外に小さい時は炭鉱で育って、雑木林で遊んで学校は勉強で先生
に。学校は勉強するところですから。遊びながら学びながら自分の小さい時の幼児体験、これが大人になっても心に
残っていたような気がいたします。小学校・中学校も特に勉強ができるわけではなく、運動神経があるわけではない。
ただ、走ること歩くこと遊ぶこと、今で言えば野外活動・外遊びが得意で運動会になれば、今の運動会が面白いかどう
か分かりませんけれども、ある意味の勉強がダメ、何をやってもダメだけれども走ることだけは負けない。年に１回の
運動会が楽しみで、親も弁当を持ってきました。自分の存在感というのは走って１番になること。そんな程度で。学校
に行っても仕事に就職しても。私は市役所に入りましたけれども、自分の趣味は歩くか走るか。それが摩周岳から阿
寒湖から道内の山をずっと登り続けて、ただ歩くだけ。若い頃に、先ほど言いました赤ちょうちん横丁を釧路で作って、
帯広・小樽・北見・函館もこの間は函館の大門横丁で飲みました。これは、一期一会という点もありますけれども、仕事
で出会うこと、また小さい屋台でも出会うこと、私はこの山の中で出会うこと、その他の出会いの中で自分が成長したと
いうか学ぶ。これは親や学校だけじゃない、地域・他人から教わることがかなり、社会人になってからも現在に至って
も、自分は色々な周りから育てられてきた。これを、私は山小屋を作る時に、元々酒が好きだ・山が好きだ、ボランティ
アも若いころからやっていましたけれども、そういう中で自分が得意な分野は何かといった場合に、遊びながら自然の
中で何か大事なものを伝えていけないのか？こういうことが何となく自分の人生の中で、２０代・３０代と過ごして、３５
歳の時に山小屋を建てました。
山小屋を建てる時に、自分で何のために建てるのか？一銭のお金もなくて、あの頃は山にお金を使うかお酒で飲
むか、ほとんど自分の趣味は山を登ること・お酒を飲むことしかありませんでした。山小屋を建てると思った時に、函館
2

山に千田さんという方がおられまして、その方がボーイスカウトやっていまして、ただ小屋を作るだけじゃなく、趣味の
ための別荘じゃダメだと。そこでその方は函館山の自然を守るために、自分は満洲から引き上げてきて、函館が大火
で、自分が日本に帰ってきて何を恩返しするのか。といった場合に自分は函館山を再生しよう。環境を子供達と一緒
にゴミ拾いをしよう。そういう少年のレンジャー隊を自分で組織して臥牛牧舎という小屋を建てて活動をやっていたの
です。千田さんは亡くなりましたけれども、線香を上げてお母さんと話したのですけど、子供達が自分の夫の遺志を
受けて函館山の中で、子供達に伝えていく活動を次の人たちがやっていただいている。山田さんも厚岸の山小屋で
大変なことを、自分の夫の遺志でもあるので、がんばって欲しいとお話をしされました。自分の原点というのは、小さ
い時の炭鉱の周りの雑木林で遊んで育って、山に登って、千田さんに出会って、自分は何も得意な部門はないけれ
ど、どんな子供にも何か可能性があるんだ。自分みたいな落ちこぼれでも何かできるんだ。そういう何か大事なことに
気がついて欲しいなと今でも私は思っているわけです。そんな中で、若い頃に槇有恒さんという日本アルピニストとい
う日本山岳会を作られた方の本を２０代の頃に読んだのです。
私が教育長を辞めて一番先に行きたかったのは、本当は女房と一緒に行きたかったのですけども女房は行けなか
った。息子と二人で行ったのですが、私の夢はスイスのアルプスを見てみたい。その中にいわば登山の原点というの
は、アルプス・ヒマラヤなのですけれど。そこに日本人が１９２１年、大正時代に槇有恒さんが初登頂した。日本人のア
ルピニストとして活躍しておりますけれども、ずっと記憶に残っていたのです。いつか退職したら、若い時でも一度ス
イスのアルプスに行ってみたい。退職して三週間ずっとアルプスにどこにも行かないでアルプスの山の中に篭って三
週間いたのですけども、あの大自然の中でこの宇宙の中に抱かれて、１００年くらい前に日本人が登ったのだと、プレ
ートもありました。我々日本人にとっての誇り、この時に世界で活躍する槇さんの本にもたくさん載っていますけれども、
斜里のアルプ美術館にもあるのですけど、その登山の私の穂高に行った時にも槇有恒っていうのはどこでも聞く話な
のです。釧路の道立美術館の初代館長さん、音楽の先生なのですが「ぜひ館長さんをお願いしたい」と「私絵は描か
ないのです」と。絵ではなく芸術館だから音楽でも文化活動や色々なことで、先生の夢を実現してほしいと初代の館
長さんをお願いしたことがあったのです。その先生の奥さんが槇有恒さんの姪だったのです。私はびっくりしました。
奥さんもピアノの先生であるのですけれど。まさか奥さんが私の何十年も憧れていた槇有恒さんが叔父さんだと、釧
路とスイスがどこでどう繋ぐかびっくりしたのですけども。
行ってきて３週間山に籠っていて、そこに古い山小屋が残っているのです。夏で言えば「ハイジ」の世界なのです。
まだ２月で冬山ですから。その時に山小屋に訪ねてきた時に、私の山小屋にも電気水道ガスがないのですが、当然
ですが１００年くらい前の最初の山小屋というのは、電気・水道・ガスがない。羊を飼って牧草地の中での、山を登るの
と羊を管理する小屋だったと思うのですが。その時に絵葉書を買ってきたのですが、まさに何もない時に、大震災の
時に、私の山小屋で電気がない水道がないこういう不便な生活をやってみようと、こういう活動をずっと続けてきてい
るのですけども、子供達の感想文をいただくと、どうしても東北の大震災の話が出てくるのです。テレビで見て電気も
ない水道もないガスもない所で、どうやって避難生活するのだろう？と子供達が、この小屋に泊った子供もたくさんい
ますから３０年。今回使った子供達も電気の有難さ、水道の大切さ、仲間の協力、助け合い、そういうことが小屋に来
てお母さんお父さんもいない学校の先生もいない。自分たちでどうやって行くのだろう？それはやはり親から教えら
れたこと、学校で学んだことそういうことがいつか役に立つ。しかし、実際こういう場に出会わなければ、知識だけじゃ
絶対にダメなのですね。やはりどこかで学校で習ったこと、親に教わったことをいざ自分で体験してみて初めて「こう
いうことを知っていてよかった」と「先生や親に怒られて良かった」と思い出す。私が教育長の時には、体験勉強と技術
と自分で色々なことをやってみる、失敗してみる。そういう知恵の教育というのを続けましたけれども。知っているだけ
じゃ駄目だ。使ってみて役に立つようなものでなければ、ただ知識だけではダメなので、これを使ってやってみよう。
そういう教育を私は願っていたわけですけれども。山に行って子供達が体験する。今回の大震災で経験した人もいる。
私は山登りで我慢する・感動する。トムラウシで遭難した方々も山を甘く見ちゃダメだ。ただ登ればいいというのでは
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なく危険と隣り合わせ、いざ何が起きるかわからない。震災や原発もそうでしょうけれど。何かあった場合にどうするの
か、生きる知恵というこのことが、ちょうど私の小屋に青年会の人が呼んだ小野田寛郎さん、ルバング島で３０年・ブラ
ジルで３０年そして福島に山小屋を建てて、私の小屋に奥さんと一緒に来られた時に、同じ話をしていたのですね。
私は、ルバング島で戦争が終わってみんなが万歳。戦争が終わったのも知らないで生き延びていた。帰って来たら
日本は一体どうなっているのだ？平和ボケだ。大事なことを忘れているのじゃないか？もっと日本人というのは素晴ら
しい自然の中で、島国の中で技術を磨いて、生き延びてきた。我々が築いてきた日本は一体どうなったのか？あの
頃、帰ってきたのは昭和４０年代ですから、日本が高度成長に乗っていた時ですよね。黙っていても給料が上がる経
済成長を遂げた時に、帰った時に一体この教育は、日本はどうなのか？小野田さんが一番感じたのは、自分が戦っ
てきて帰ってきた日本が戦争なんかとっくに忘れて、浮かれている。これじゃあ日本がダメになる。そういうようなことを、
あの人がまなぼっとで講演して、私の小屋に来たのですけれど、自分が今一番子供達に何を伝えたいか？屯田兵が
開拓した所。西郷隆盛、明治時代に北海道の開拓は薩摩藩、農業と北方の警備。西郷隆盛さんの写真を見て、私の
山小屋に来て大事なのはどうやって日本をどうするのか子供達が気がつかなければ。こういうことを伝えなければ。
自分としては何を一番伝えたいか。自分が一人で無人島で３０年生き延びたというのは、ナイフの使い方。今、学校で
はあれもダメこれもダメとライターの使い方もわからない。マッチはもっとわからない。私の小屋では「ナイフは人を刺
すものではない。生きる為の道具だ」小野田さんの言葉「ナイフがあったから生き延びられた。ナイフで料理もしたし
木も切った。」自分が何か一つ持って行くかといわれたら、ナイフを持って行くと。山登りにはナイフは必要な道具な
のです。子供達は僕の小屋で薪割りをする。水を汲んで来る。マッチの使い方。ランプをつける。これは大震災と言
わずに、停電になったらどうする？水道が出なかったらどうする？ストーブが、ガスが出なかったらどうする？という時
に「自分が小さかった頃、マッチを使ったことがある。大丈夫だよ」マッチの使い方。これは放火をする物じゃない。生
きるための道具だ。これを小野田さんは「ナイフ」という形。今は学校でそういうことを全く教えることはない。子供達は
何もわからないで、僕らの小さい頃は必需品であった。
この前、倉本聰さんにお会いした時、富良野塾では原始の日、わざわざ電気を消して年に１回原始の日を充てる。
北の国からを伝えるのは、自分の経験、貧しい時代の北海道の暮らし。これを原始の日ということで、年に１回塾生に
不便な生活をさせているんだ。山田さんの所は毎日、原始の日なんだな。と言っていましたけども、あって当たり前な
便利な時代に、何もなくなったらどうするのか？これを倉本さんも同じようなお話をされていました。私がこの山小屋で
何を伝えたいかと言うと、普通のことなのですね。たまたま携帯もありますし、パソコンもやりますけれど、無くなった場
合どうするのか？携帯が無かったら出張に行って来られない。手帳には住所録が書いていない。大切な道具なので
す。もしも無くなったらということを考えずによく忘れることがあるのですが、これが無くなったらどうするのか？最低何
が必要かというとやはり、あまり道具に頼ってはダメ。自分に必要なのは生きるための道具。この道具の使い方、これ
を知っていなければ、子供達に普段経験していないことを伝える。
標茶町の午来さんという世界遺産をがんばった町長さんですけれども、厚岸でお会いしてお話した時「自分は農家で、
町長もやったけれども世界遺産になることが大事ではないのだ、知床で何もない原始の生活を、あの場を残すこと。
午来さんは世界遺産になることが大事ではなくて、知床が普通の観光地ではダメだ。ヒグマもいても良い。自然を残し
たい自分の思いはそうなのだと、それでこそ共存という。羅臼で子供達を、番屋を回って知床半島まで歩かせるサバ
イバルキャンプを子供達がやっております。単に温泉に入るだけではなく知床の開拓時代の何もない所で子供達を
放り出す。そこで自分で気がつくこと、ここのところが今大事なところで、全部物を与えることではなく与えられなくても、
自分で工夫して道具を作る。道具を忘れない。使い方を知る。自然の中で何が大事なのか。そういうことに気がつい
て欲しいというのが私の小屋です。
当時、私が小屋を建てようと言った時、鰐淵さんという市長さんの時で、あの方も苦労されて、私が市役所に入った
時に農林課という所にいらっしゃって、あの方は獣医さんでしたから、私の先輩で色々ご指導いただいたのです。市
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役所で中央大学の通信教育を受けた時、「お前な、学歴ではないぞ。市役所に入って市役所に奉仕するのであれば、
一番大事なことを学んでこい」私は貧乏で大学に行けなかった。通信教育なら行かせてもらおうと、その中で東京に４
年間・夏の４０日間通いました。その中で東京の生活。すごく便利で何でもあり、情報もある。日本の中心。しかし釧路
は何もないのか？そんなことはない。私が山小屋を建てたのが昭和５５年。東京事務所に行ったのが昭和５５年。東
京への転勤拒否をするか山小屋をやめるか。私は同時にやったのですね。お金はない。女房にへそくりを出してもら
って、山小屋を建てたのです。東京と山小屋と釧路市役所のこの中で、自分で大きく今まで知らなかった、好きな山
に登って酒を飲むだけ。これから脱皮したのは鰐淵さんが「東京事務所を作るから行ってこい」と言われて素人の私
が行って、戦いはしないけれど東京の大都市に圧倒され、そこで揉まれて「今釧路に帰って、絶対よその町には負け
ない市の職員」として何をやるかと初めて仕事に対して目覚めた。私は人も好きだし酒も好きだけれども、一番大事な
のはこの釧路の街。私のライフワークで市役所の中で色々動きましたが、やはり釧路をよその町に負けないようにした
い。フィッシャーマンズワーフにもいろいろご意見はあるでしょうけども、課題があるのはもちろん今でもわかりますけ
れど、何かやる人も釧路という街の中に街があって人がいて、そして釧路・根室という大自然の中で釧路という街が、
東京・札幌や帯広、函館と違う釧路の良さ、可能性というものを原点、どんなに少々人口が減ったとしても釧路の子供
は凄いぞというたくましさを私の子供達が使った。この前もガールスカウト達も泊って、女の子達も煮炊きもするし水汲
みもして、そしてすごく勉強になった。要するに普段家でも学校でも経験しないことがやってきて多分、３０名ほどの女
の子達のお母さんは心配していたのですけども、必ずこの経験というのが、地震に限らず家で多分停電になることも
あるし、吹雪になる時もあるし子供が一人になることもある。その時にこの経験というのは必ず、全くないよりは一度は
最低の生活を一晩経験していればどこかで思い出すことがあるよ。こういうお話をしていただくわけですけども、ただ
私の山を登った時の函館の千田さんという方の教えというのは、ただ小屋があるだけ。そしてそこに自分で何を魂・精
神を入れたいのか、私は今のそれとも自分なりに何もない所で山が好きで歩くのが好きで、そのぐらいのことでただ
電気も水道もガスもない山小屋とはそういうものだと思うので。そういう北海道の山の斜里岳の釧路根室の自然の中で
の変わっちゃならんこと。それは屯田兵が明治時代に釧路であれば太田、根室であれば和田村等。屯田兵が入植ご
とに入っていますけども、そういう開拓時代のその貧しさ厳しさこれを何とかね、周りが変わっても変わっちゃならない
部分を、この山小屋の中で伝えて行きたいなという風に思っております。
今でも山小屋の中で裸の付き合いをさせていただいておりますけれども、是非みなさんも機会がありましたら子供
さんでもお孫さんでも山小屋で一晩宿泊体験していただければ、何か忘れている大事なことに気がつく機会にきっか
けになるのかも知れないということをお話申しあげまして、終わらせていただきます。これからも、私も巷でお酒を飲ま
せていただきますので、ご挨拶にまたお酒を飲んだらまた違った話になりますので、よろしくお願いしたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。

《例会運営委員会 大場委員長》
大場委員長》
１１月１４日 在籍数 ３０名
出席免除者 ６名 出席義務者 ２４名
名誉会員 １名 出席者
１６名 欠席者
８名
会報委員長： 金田 剛
委員：
櫻田 美香

副委員長： 中川 陽市
真岩 勝司
大場 恵治
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「編集：金田会員」
出席率 53.3％

和史

