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NGO ダイバーシティとやま 

 

日本社会は、1950 年代の高度成長期以降、様々な分野において先達の技術や技能が

発揮され、未曾有の経済成長を果たし、安定的な社会システムの中、大量生産・大量

消費という豊かな社会を実現しました。しかしながら、その後の 1990 年初頭のバブル

経済の破綻や 2008 年の世界的な金融危機を受け、効率化やグローバル化、規制緩和な

ど過度の自由主義の推進、さらに人口減少社会を迎えた今、さまざまな課題が現前す

る結果となってきています。 

 2011年、私たちは未来志向のアドボカシーともいえるドリームプランプレゼンテー

ションをきっかけとして、NGO ダイバーシティとやまを設立し、以後、普及啓発を中

心としながらも、地域に根差した活動をめざし、顔の見える関係の構築に努め、多様

な活動に傾注してまいりました。学びを深める座学型の講座から、対話型のワークシ

ョップ、フィールドに出かけての体験型の野外事業まで、さまざまな形態での活動を

展開してまいりました。 

 また、日常的な情報発信として、新聞での連載記事やインターネットによる活動報

告の継続的配信や依頼に応じた講演活動などを実施し、ダイバーシティの理念の紹介

や身近な存在の多様性の紹介に努めてきたところです。 

 一方で、他団体と連携し、食物アレルギーの問題や団体活動のあり方等のセミナー

を開催し、高いニーズを得てきましたが、地域社会においてダイバーシティが標準仕

様の社会に至るには、まだまだ途上の段階であることも整理されてきています。 

こうしたことから、引き続き、しなやかな地域社会の創造に向けた提言や普及啓発

活動を行うとともに、さまざまな団体等と連携し、それぞれの活動の中にダイバーシ

ティの視点を盛り込み、今後、ますますの NGO ダイバーシティとやまの活動の充実化

や、多様な主体による多面的連携に努めることが重要となってきています。 

 

Ⅰ．”ちがい”に気づく事業 

 

１．ワークショップ｢私の取扱い説明書を作ろう！｣開催事業 
【実施日時】2014年 6月 1日 

 

6 月 1 日（日）に、ダイバーシティとやまの定期総会に併せ、ワークショップを開

催しました。「ただの総会だけじゃ、もったいない！」ということで、今年度の総会も、

第１部を総会議事、第２部をワークショップという２部構成で開催いたしました。一
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粒で何度も美味しいのが多様性を推進するダイバーシティのとやまの醍醐味！ 

第１部の総会議事では、昨年度の事業を振り返り、改めて、とてもたくさんの方々

に支えられていたことを実感いたしました。質疑も多くいただき、数多くの喜びとた

くさんの発見がありました。新たな気づきを活かし、次年度もしなやかな地域づくり

に向けて、進んでまいりたいと思っています。 

さて、第 2部のワークショップは「私の取扱い説明書を作ろう！」がテーマ。 

まず、グループ分けからスタートです。グループに分かれてワークシートを書き込

む作業から始まります。 

ワークシートはこんな感じです。名前、出身

地、職業などありふれた項目のほか、見なれな

い質問項目があります。 

これこそが、このワークのポイントになる部

分です。 

ワークシートを書き込む作業は自分と向き合

う作業。そして、自分でも気づかなかった自分

に出会える作業でもあります。 

自分のことをよく知る親しい人と一緒に作業

すると、さらに意外な一面を発見できるかもし

れません。 

初めて出会った人も多い中、各グループでの

ワークは大変盛り上がっていました。 

一人ひとりが自分の取扱い説明書をグループ

内で発表し、質疑を繰り返す中で、どんどんわ

かりやすく、面白い説明書が出来てきます。 

グループ内での共有が終わったあと、グルー

プからお一人ずつ、取扱い説明書を発表してい

ただきました。 

発表の仕方にもいろいろな個性が光り、多様な取扱い説明書が完成しました。 

発表する中で、これは、ありきたりの自己紹介ではなく、しっかりと自分のことを

相手に伝える自己紹介に使える有効なツールだということを発見。 

「このシートはこれからさまざまな場で活用できそうだ」「自分のことを見つめるい

い機会になった」「職場でぜひ使ってみたい」等の意見をいただきました。 

ご参加くださったみなさん、ありがとうございました。 

 

２．「世界自閉症啓発デー世界遺産五箇山菅沼合掌造り集落ブルー

ライトアップ＆ワークショップ」開催事業 
【実施日時】2014年 4月 2日 

【共催】越中五箇山菅沼集落保存顕彰会/ 社会福祉法人めひの野園 

【協賛】NPO法人真おやじ塾/アルカスコーポレーション株式会社/株式会社タービン・インタ

ラクティブ/（有）中野工業/（有）森本自動車/四国管財株式会社・ライフガード北陸 
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協力団体：NPO 法人とやま福祉ネットワーク／ひとのま／ヤマシナ印刷（株）/ 花椿かがや

き/ 夢響村塾とやま/㈱フロー 

【後援】富山県/ 南砺市/ 富山県自閉症協会 

 

今年も開催しました。世界自閉症啓発デーに合わせた世界遺産五箇山菅沼集落のブ

ルーライトアップ。集落一体が幻想的な優しい青の光に包まれました。 

今年もボランティアで手伝ってくださるみなさんがい

てくださってこその開催となりました。 

向かって左は、写真撮影で大活躍してくれた池田将人

さん。 

右のお三方は、駐車場係を引き受けてくださった。富

山福祉ネットワークのみなさん。 

昼は、赤かぶ掘りと地元の五箇山民謡を楽しみました。 

こちらは、合掌の森プロジェクトのみなさんの主催で

す。 

そして、今年も菅沼集落が優しい蒼に包まれました。 

そして、恒例の吾郎平さんでのセミナーを開催。 

こちらは、今年は 3人の語り部をお迎えしました。 

・社会福祉法人めひの野園 うさか寮 施設長 東 真盛氏 

・富山大学人間発達科学部 准教授 水内豊和氏 

・NPO 法人くるみ 代表 岡本久子氏 

このお三方が、自閉症・発達障がいのいいところにつ

いて魂に響くお話をされ、参加した 50名を超えるみなさんが、うんうんと頷きながら

聴いていらっしゃいました。 

健常者といわれる方が、自閉症・発達障害のことを理解できないことも障害といっ

ていいのではないか？本当にそう思います。 

3 人の語り部のみなさんが、自閉症・発達障害の方と関わってこられた中で、今ま

での一番感動した出来事、発達障がいの魅力、ユニークさ、支援のコツ、地域で普通

に暮らすために必要なこと、そしてゆめについ

てお話くださいました。 

それを受けて、参加してくださっていたみな

さんも、それぞれの今の想いをとても真剣にお

話くださいました。 

あたたかな青の光に包まれて、また来年もこ

こでみなさんで再会しようと話し合いました。 

自閉症啓発デーは 4月 2日だけれど、その想

いを一年中持ち続けて、それぞれに活動してい

こうと固く誓う素敵なひとときになりました。 
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３．｢ダイバーシティ・カフェ｣開催事業 
【実施日時】2014年 6月～2015年 3月 

 

ブログ「『ダイバーシティとやま』な日々」で取材させていただいた多様な生き方や想

い。これを活字だけでご紹介するのではなく、実際に、ご本人の生の声でみなさんに

お届けしたい！と思い、これから毎月１回程度開催していこうという企画が今年度の

新企画「ダイバーシティ・カフェ」。ご本人の生の声を聞きつつ、参加者同士が行き交

う「ちがいのわかるカフェ」で、ダイバーシティを体内に注ぎ込みます。 

カフェオープンとなる記念すべき第１回。その最初の語り部として来てくださった

のが、コミュニティ・カフェひとのまの共同代表 元島しょう さんでした。高岡市に

あるコミュニティ・カフェひとのまは、赤ち

ゃんからお年寄りまで誰もが集う、まさにダ

イバーシティそのものを体現している場所。

そこには不登校やひきこもり、就業困難など

さまざまな困難を抱える若者が過ごせるひと

のま学園をはじめ、他にもたくさんの相談業

務等が持ち込まれ、東奔西走、八面六臂の大

活躍をしているのが元島さんなのです。 

やはり、実際にカフェでお話を聞いてみる

と、元島さんのたくさんのエピソードが飛び出しました。彼のあたたかくて、誰もが

包みこまれるようなそんなオーラそのままに、カフェ全体が、あたたかな空気に包ま

れました。ひとのまでは「あの人、ヘン！」と言われている人がヘンに見えない。そ

こはかとなく、おかしく面白い。そんな元島さんは、偽善的なことが大嫌いなのです。 

今の世の中、あまりに偽善的なことが多すぎるんじゃないか。元島さんは、日本福

祉大学に在学していたのですが、当時、障がい者だからといって、誰一人として特別

扱いすることはしなかった。誤解を恐れずに言えば、「愛のあるイジリもアリ」だった。

下手に気遣い笑顔で取り繕ったり、見て見ぬふりをするくらいなら、愛情持ってイジ

る方が、嘘や偽善はないと言う。なぜなら、そこには仲間を大事にしたくてたまらな

い感覚があるから。 

元島さんのお話を聞いていると、元島さんのあったかさは、やはりご両親の存在も

大きいのだろうなと思います。ここのあたりの話は、ブログにも掲載してありますの

で、ぜひ読んでいただきたいのですが、元島さんのご両親は、元島さんが一般的に言

うところの不良少年を家に連れてきても、分け隔てなく接する愛にあふれる人でした。

元島さんがどんなに荒れていても、息子を心から信じてくれていることが、ひしひし

と伝わってくる。 

成績はトップクラス、生徒会長も務めていた元島さんが学校に行かなくなったのは、

学校の先生たちが、生徒の表面しか見ない部分が見えてしまったから。そういうとこ

ろに失望した部分が大きかったのです。例えば、こんなエピソードです。調理実習の

時間に、塩じゃなくて砂糖を入れた生徒がいました。この生徒を頭ごなしに叱る先生

を目の当たりにします。その子は親が離婚して、そういうちょっと変わった行動をす
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ることでしか自分の心を表現できないことは、まわりの生徒はみんな知っている。な

のに、先生には表面しか見えておらず、その子の心がわかっていない。 

でも、いい先生方との出会いもありました。高校生の時、国語の穴埋めのプリント

（作者と作品を結びつけるもの）に「こんなことやって何になるんだ」と疑問を感じ、

授業のものは一切やらずに、その当時、好きだった高村光太郎の詩をノートに書いて

いました。すると机間巡視していた年配のジイチャン先生が、「お前はいい男になる見

込みがある」と言ってくれたのです。そんな風にほめてくれたことはずっと心に残っ

ているし、自分の自信になる。大学のゼミの先生も大好きでしたし、その時その時の

素敵な出会いが元島さんの心に灯りを灯してくれました。 

最後は、元島さんが作詞作曲した歌を聴かせていただきました。とっても優しくて

切ない歌声に、会場に来ていたみなさんはすっかりファンに。 

元島さんは、喉が乾いて水を飲むようにギタ

ーを弾き、歌を歌っています。詩や小説も書い

ています。社会人になりたての頃、社会の枠に

自分を合わせようとしたけれど、それがとても

息苦しかった。何かに合わせていくのではなく、

どこまで自分自身のままでいられるか、自分の

ありのままを受け入れ、心の中に降りていく生

き方。それが元島さんの生き方のテーマなのか

もしれません。そして、自分自身でいられる営

みがギターであり、歌であり、小説であり、詩なのです。元島さんの詩や小説、今度、

ぜひ読みたいですね。 

元島さんは、ときどきライブでも歌っていらっしゃいます。高岡駅の通路でもよく

歌っていらっしゃいます。みなさんもぜひ一度、彼の素敵な歌声に触れてみてくださ

い。きっといつもより素直な自分に出会えることでしょう。 

こんな風に、みなさんとともに、とても素敵な時間を過ごせた第 1回のダイバーシ

ティ・カフェになりました。 

こんなステキなダイバーシティ・カフェの様子は、ホームページで全回ご覧いただ

けます。ぜひご覧くださいませ。 

第１回 6 月 20日 ひとのま / 元島 しょう 

第 2回 7 月 18日 ＥＬＡＢＯ / 山科 森 

第 3回 8 月 22日 万屋（よろずや） / 石黒 亨 

第 4回 9 月 19日 フードバンクとやま / 川口 明美 

第 5回 10月 24 日 看護師 / 高橋 太郎 

第 6回 11月 28 日 ダイバーシティ・ドリプラ プレゼンター / 山元 三百代[再掲] 

第 7回 12月 22 日 歩む会 / 坪田 佳奈 

第 8回 2 月 20日 写真家 / 松山千里 

第 9回 3 月 20日 株式会社フロー / 池田 将人 
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４．寄稿｢自治体国際化フォーラム Aug.2014｣掲載事業 
【実施日時】2014年 8月 

 

一般財団法人自治体国際化協会（CLAIR)が発行する機関紙「自治体国際化フォーラ

ム」に、団体活動が掲載されました。 

コンパクトにまとまった記事ですので、当団体の活動内容を知りたい方は、まずは、

こちらからお読みいただくとよいかと思います。 

以下は、記事の転載分です。 

掲載元アドレス http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/pdf_298/16_closeup.pdf）

となっています。 

クローズアップ NGO･NPO 

NGOダイバーシティとやま 
宮田 妙子／ 柴垣 禎 

地域が輝くダイバーシティ 
 
What’s Diversity？ 
 
「ダイバーシティってなんですか？」 

この問いかけ、ダイバーシティとやまの設立以来、

私たちは、幾度となく耳にしています。そう、この問

いかけがある限り、私たちは、永続的に活動を続けて

いく使命を持っていると思っています。 

私たちは、ダイバーシティとは人の多様性と、それ

を活かしていく地域づくりだと考えています。人は一

人として同じ人がいません。かけがえのない個性。こ

ういうと、当たり前のように聞こえますが、この違い

が社会を閉塞させる原因にもなっていると考えていま

す。 

差別や偏見、これが生まれる原因はどこにあるので

しょうか？違いがあるから、差別や偏見が生まれる、

そう考える人も多いかもしれません。では、かけがえのない個性から差別や偏見が生

まれるのでしょうか？私たちは、そうは考えていません。それは一人ひとりの心の中

から生まれるものであり、その多くは固定観念や不寛容な社会が生み出すものだとも

考えています。 
 
世界が変わる第一歩 
 
「障害がある人＝生きづらい人」というモノの見方があります。障害によって日常

生活に不便さを感じている人がいることは事実です。しかし、この不便さを生み出し

ている原因を、人ではなく社会の側にあるという考え方、すなわち「医療モデル」か

ら「社会モデル」への変換が、その第一歩になると考えています。 

車椅子を利用する人にとっては、階段があることや店舗内の通路が狭いなどにより、

生活に不便さを感じることがあります。足に不自由があるから、不便さを感じる。こ
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れが医療モデルです。そうではなく、段差を解消し、通路も広く通りやすい環境づく

りをすることで、障害を感じなくさせること。これが社会モデルであり、この一歩が

大きな一歩になると考えています。 

その次に、その「ちがい」を積極的に評価する。むしろ「ちがい」があることで優

位性が生まれると見方を転換していくことで、これまで見えなかった世界が光り輝い

てくるのです。 
 
「ちがい」が発揮するパワー 
 
さて、こうした「ちがい」とは無尽蔵にあるものですが、少しだけ具体的に考えて

みましょう。 

例えば、統計的には大半の家庭の財布を握っているのは女性です。となると、女性

が「いいな」と思う商品と、そうでない商品とでは、おのずと売れ行きが変わるでし

ょう。では、女性にとって魅力的な商品づくりのためにはどうすればよいでしょうか？

答えは簡単です。商品の企画から販売まで、女性の視点を入れることです。製造ライ

ンに取り入れることも必要でしょう。 

例えば、身体障害のある人は、ひとりで住んでいるでしょうか？その多くは、家族

と共に生活しており、その家族が共通して持っている潜在的なニーズがあるでしょう。

これを市場に還元するには、当事者や家族の社会参画が必須条件になります。こうし

た「ちがい」を社会が取り込んでいく、包摂していくことで、誰もが暮らしやすい地

域社会へと変わっていけるのです。 

「ちがい」を持った個性が社会で力を発揮するということは、支えられながら生き

ていくことではなく、この「ちがい」があるからこそ活かせる場に参画していくとい

うことです。 
 
ここに住む人の全員が主役 
 
私たちは、ダイバーシティの理念の普及啓発に

努めていますが、地域に密着したフィールドを持

ってこそ、最大の効果を発揮すると考えています。 

企業や行政に取り組んでいただきたいのはもち

ろんのことなので、たくさんの地元企業からの協

賛・ご協力をいただき、また自治体との協働やほ

かの NPO、NGOとの連携も積極的に行っています。

それぞれの長所を活かした連携こそが、ダイバー

シティの醍醐味であるとも言えるでしょう。 
 
えっ！そんなことを？ 
 
「とやまのてっぺんでダイバーシティを考える

夏期大学」、「ダイバーシティ・サバイバル・キャ

ンプ」、「ダイバーシティ・ドリームプランプレゼンテーション」、「世界遺産五箇山菅

沼合掌造り集落ブルーライトアップ」、「ちがいを活かす多文化共生」など、聞くだけ

でワクワクするような企画をたくさん実施しています。 



NGOダイバーシティとやま 

「とやまのてっぺんでダイバーシティを考える夏期大学」では、富山で最も標高の

高い立山山頂で１泊２日の宿泊登山をします。新月の夜に、満天に輝く星空のもと、

富山平野に広がる夜景を見ていると、本当に小さな違いにクヨクヨしている自分を発

見します。小さな違いに囚われていては、「ちがい」を活かすことができません。大き

な視点で、物事を相対化して捉える。こんな気付きも生まれます。 

「ダイバーシティ・サバイバル・キャンプ」は、ほぼ自給自足、水は山からの湧き

水、電気は小型水力発電で賄っているフィールドでのキャンプです。食器づくりに始

まりヤギの乳搾り、生きている鶏を捌いてのハラール・カレーを食べるキャンプでは、

生物多様性も人の多様性も等しく大切なものだと実感します。 

「ちがい」があるからこそ発揮できる未来の夢へのプレゼンテーションでは、その

「ちがい」があるからこそ描ける圧倒的な感動に涙します。 

詳しくは、私たちのホームページにありますが、どの企画事業も富山というフィー

ルドを大切にし、さまざまな「ちがい」を持つ地域の人たちが主役になっていくこと

を第一に、これからも応援していきます。 

 

５．ダイバーシティ・サポーター認定事業 
 

ダイバーシティの普及啓発や実践者の増加を図るため、１日１回、ダイバーシティ・

アクションを起こすダイバーシティ・サポーターを募集し、認定証を発行しています。 

ダイバーシティ・アクションとは、一人一人のちがいを大切にし、活かしていくた

めの行動のこと。いろんな人がいて、いろんな人と話した方が楽しい。むずかしいこ

とは何もなく、自分にあるちがいを見つめ、相手のちがいを認め、行動してみよう。

日常的な何気ないひとコマが輝きはじめ、ダイバーシティ・アクションの連続になる

はず。 

自分の価値観と｢ちがうぞ｣って、拒まない。きっと、ちがいがあることで、いろん

な発見ができる。そして、そこから新しいワクワクが始まるのです。 

 

６．ダイバーシティ普及啓発事業 
 

○研修・講演受託・執筆事業 

ダイバーシティの理念や基本的な考え方、事例紹介などの普及啓発のため、依頼に

基づき、講師の派遣、研修会の受託、原稿の執筆などを受けました。 

2014 年度の受託実績は次のとおりです。 

・金沢市倫理法人会(講演)[2014.11] 

・富山県総合衛生学院(外部講師) [2014. 12] 

・高岡市倫理法人会(講演) [2015. 2] 

この他、KNB、FM いみずのラジオ放送等にも出演しました。 

 

○ウェブサイト｢ダイバーシティとやま｣運営事業 

 ダイバーシティとやま主催の行事の広報や、事業実施結果等について、インターネ
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ット上で情報提供に努めました。 

ウェブサイトでは実施事業の案内のほか、関連団体の主催事業や会員募集などにつ

いても広報を実施しました。 

（URL: http://diversity-toyama.org/） 

 また、SNS(facebook)を活用したタイムリーな情報提供にも努め、毎回たくさんの

方々の｢いいね｣やコメントをいただきました。 

 

○普及啓発用パンフレット作成配布事業 

紙媒体の広報としてチラシを作成し、ダイバーシティとやま主催事業での配布のほ

か、関連団体等への広報を実施しました。 

 

Ⅱ．”ちがい”を活かす事業  

 

１．「辻安全食品 辻幸一郎さん講演」開催事業 
【実施日時】2014年 10月 3日 

【主催】NGOダイバーシティとやま/お産の学校 

 

10月３日、富山市中部コミュニティセンターに、辻安全食品の辻幸一郎社長をお迎

えし、「JALや ANAの国際線でアレルギー完全対応の機内食をプロデュース、ホテルや

全国の病院や保育園にもアレルギー完全対応食品を納入し、子どもたちの夢を広げ続

けている辻安全食品（株） 辻幸一郎社長講演会」を開催しました！ 

 

「お産の学校＆ダイバーシティとやまが初コラボ！」でもあります。 

 

みなさん、食物アレルギーってありますか？「食べ物に不自由してるんだー」「かわ

いそうだなー」とか、ちょっと他人事風な人、「自分は花粉アレルギーです。その季節

はとても辛いです」という方もいらっしゃるでしょう。今回は、こうしたアレルギー

に長年、食品という観点から取り組んでいらっしゃる辻さんからのお話会なのです。 

辻さんが経営なさっている会社は、食物アレルギーに完全対応した各種メニューを

提供し、外食が困難な子供たちのためのアレルギーフリーな沖縄旅行も手がけるなど、

食の安全を徹底して追及し、親子の笑顔づくりに貢献している辻安全食品です。 

また、系列会社では、シックハウスに対応した建築も行うなど、安心安全な衣・食・

住の３つが揃う、まさに夢のような企業なのです。食べ物だけでなく、その原因を追

究し、少しでも快適に、楽しく生活できるように！との温かい思いが満喫の辻さんで

す。 

当日は、食に関心の高いママや、お子さんがアレルギーで困っていらっしゃるママ

が中心に参加されました。とても熱心です。 
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辻さんのお話を熱心に聴く参加者の

皆さん 

 

辻安全食品は、「アレルギーで良かっ

た」を会社のコンセプトにしています。 

アレルギーで良かったってどういう

こと？アレルギーですごく困っている

のに、って普通は思いますよね。 

実は、自分のアレルギーに気付いて、

それを意識した生活をすることで、より健康に生きていくことができるのです。そん

な話をいただきました。 

アレルギーのあるものを食べていると、身体の中で最も基礎代謝量の多い肝臓の働

きが悪くなるとのことです。肝臓っていうと、お酒を飲み過ぎるとガンマ gtp が増え

るとか、物言わぬ臓器とか、肝硬変とか…ちょっとドキドキしてきますね。 

肝臓が炎症を起こすと、それを守ろうとして周りに脂肪が着く。下腹部に脂肪がた

っぷりついている方は実は身体に合わないものを食べている可能性がとっても高いと

のことです。えーっ、高カロリー、食べ過ぎじゃないんだ！そして、アレルギーに気

付いていない場合は、知らず知らずに内蔵に負担がかかって、それが原因で、他の病

気を発症していることだって本当にたくさんあるそうです。アレルギー、あなどりが

たし。 

辻さんご本人を、調べてみたところ、卵にものすごく高いアレルギー反応を示した

そうです。 

それまでは牛丼には必ず生卵を入れるほどの大の卵好き。「こんなに好きなのに…」 

けれど、自分自身に卵のアレルギーがあるとわかってから、卵を遠ざけた食生活を

心がけました。するとどうでしょう。どうなったと思いますか？なんと、それまで、

83 キロあった体重がみるみる 20 キロも減りました。特にダイエットも運動もしてい

ないのにです。今、辻さんはウエスト 69センチ。男性では一番スリムなサイズのジー

ンズが履ける体型です。アレルギーの食材を摂取しないだけで、脂肪の蓄積が減った

ということを、ご自身の体験からお話してくださいました。 

「僕たち男の子・・・・」でお馴染みの（古っ）ビッグスター、ご存じですよね。

御年 60歳にも関わらず、腹筋が割れてとてもスマートな林檎殺人事件のあのお方。 

彼は納豆をはじめとする豆類に高いアレルギー反応があったとのことでした。それ

で食事から豆類を抜いたところ、あっという間にベスト体型になったとのことです。 

納豆。身体にいいと言われる典型的食材の納豆。それを避けた方が彼には良かった。

つまり、一般的に身体にいいと言われているものが全ての人に当てはまるわけでは決

してない、ということなのです。自分にとってアレルギーのないものを食べていれば、

無理なダイエットをしなくても、自然にベスト体型になれるなんて、ホントにステキ

なお話ですよね。 

 

今は 753検診という言葉もあるとのことです。 
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つまり 3歳、5歳、7歳の７５３の時にアレルゲンを検査しておいて、それがアレル

ギーが発症しないように口に入れるものを気をつけていこうという、いわば第 0次医

療です。みんながこの検査を受けるようになって自分のアレルゲンを知れば、一生健

康で暮らしていけるということです。 

自分が何にアレルギーがあるかを知って、それに対処した生活をしていけば、アレ

ルギーだけでなく他の病気に発症する率はうんと低くなるそうです。 

だから「アレルギーで良かった」が、辻安全食品のコンセプトなのです。 

私たちが無意識に口に入れているもの、その中には農薬まみれのものもたくさんあ

りますよね。今では一般的になってきていますが、ポストハーベストで作業員がガス

マスクをつけて作業をしている、そんな食べ物を平気で口にしているという現実。 

牛乳だって、欧米では殺菌してあるものは出しません。日本の学校給食はどうでし

ょう？そもそも日本人が牛乳を摂取することに警鐘を鳴らしている方も多々いらっし

ゃいます。 

成長ホルモンがたっぷり含まれているものを食べているせいで、今、子どもたちの

身体はどうなっているか？小学校の低学年で生理になったり、幼稚園の時に歯が全部

生え変わってしまったり…。いろんな影響が出ているとのことです。 

また、グルテンカゼインの除去食で、落ち着きなく動き回っていた子が落ち着いて

席についていられるようになった。目を合わせられなかった子がちゃんと目を見てカ

メラ目線で写真を撮れるようになった…。今まで、脳が原因と言われていたことが、

実は腸が原因だった、そう思える事例が実にたくさん生まれているとのことです。 

私達の腸は本当に賢い！ということです。 

私達の小腸の表面積は子どもでもテニスコート一面分の広さ。大人だったら 1.5 面

～2面の広さがあります。 

食べ物由来でアレルギーの症状が身体の一部に出ている時、そこだけにステロイド

を塗って一時的によくなったとしても、それは本当に付け刃。 

テニスコートの広さのある小腸がやられているのに、症状の出ている体の表面にだ

け薬を塗って、何の意味があるでしょう？辻さんが真摯に問いかけます。 

私達の小腸に住んで様々な外敵と戦ってくれているのがビフィズス菌をはじめとす

る腸内細菌。なんと腸内細菌は 38億歳だそうです。原始の海から綿々と続く命の連な

り。 

私達人類が生きてきた歴史は、せいぜい数百万年単位。桁のちがう腸内細胞の方が、

ずっとずっと環境に適合していて賢いということです。 

腸内細菌がちゃんと働いて、腸が健康な状態なら、私達の身体はちょっとやそっと

のことではへこたれないのです。 

でも、残念ながら、今、私たちの現代社会では、腸内細菌を働かせないような生活

になっているとのこと。 

赤ちゃんの時は、なんでもペロペロ舐めて、腸にいろいろな菌を住まわせることで、

健全な腸の状態になっていくのが正常な状態。 

それが、なんでも「清潔清潔」といって、ほぼ無菌状態のまま。 

これではちゃんと腸内細菌の働く腸の状態にはなりません。防腐剤はじめ、食品添
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加物もそうです。防腐剤がテンコ盛りの食品は、腐らないのですから、これが腸に届

いても、腸内細菌は戦う必要がなくて、ぜんぜん働かなくなります。 

腸内細菌を働かせるためには、ちゃんと腐るものを食べなくてはいけないのです。

なるほど、納得です。 

約 1000 兆個も私達の身体の中にいる 38億歳の腸内細菌というご先祖様を、私達は

大事にしなければなりませんね。 

では、私たちは、そのために、何をすればいいのでしょうか？ 

辻さんは仰います。「そのためには何も特別なものを食べる必要はありません」と。 

日本には古くから「身土不二 一物全体」という言葉があります。 

身土不二は、身体と土（環境）は一体ですよ、ということです。地産地消と言えば

わかりやすいかもしれません。 

例えば、エスキモーがアザラシを赤道直下で食べていたとしたら、あっという間に

高脂血症になってしまうでしょう。アラスカで食べることと赤道直下で食べることは、

同じ食べ物を食べるといってもまったく異なる現象になるわけです。 

地産地消でなるべく手のかかっていないものをいただく。 

そして、一物全体。一つのものを丸ごと食べるのがいい。葉付きの根菜なら葉も食

べることが大切です。 

でも、ここで忘れていけないのが、そう、自分のアレルギーになるものを食べない

こと。いくら栄養的に優れていても、自分がアレルギーがあるものを食べては元も子

もありません。自分のアレルゲンを知り、それを除いて「身土不二 一物全体」を心

がける。そうすることで私達のえらいご先祖様、38億歳の腸内細菌はフルに活動して、

私達の身体を守ってくれる。そんな大切なことを知ることのできた、今回の辻さんの

講演でした。 

来てくださった皆さんからは、「お友だちにも聴かせたかった～」というお声をたく

さんいただきましたので、また第 2弾も考えたいと思います。 

どうぞお楽しみに♪ 

 

辻安全食品さんでは、乳、卵、小麦、落花生、そば、かに、えびはもちろん、アレ

ルギー特定原材料 27 品目を使わないアレルギー対応食品を多数取り揃えてあります

ので、一度ぜひホームページをご覧になってくださいね。 

http://www.tsuji-a.com/tuji/ 

最後になりましたが、熱い講演をしてくださった辻さん、そして一緒に主催してく

れたお産の学校さんと、協力してくれたオフィスブラッシュアップさんに心から感謝

します。 

 

２．川北秀人氏セミナー「事業と団体を続けるための基礎を再確認

しよう！」開催事業 
【実施日時】2014年 12月 3日 

【主催】NGOダイバーシティとやま/ＮＰＯ法人市民活動サポートセンターとやま 

 



NGOダイバーシティとやま 

2014年 12 月 3日（水）、川北秀人さんのセミナー「事業と団体を続けるための基礎

を再確認しよう！」を市民活動サポートセンターとやまさんとの共催で開催しました。 

IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 代表者の川北秀人さんはNPOや社会起

業家支援の第一人者であり、ＮＰＯと行政との協働の基盤づくりや、環境・社会コミ

ュニケーションの推進支援で全国各地を飛び回っていらっしゃる超多忙な方です。 

舌鋒鋭く、出足から火を噴く川北トーク。 

「いつもは『これだけ話してください』

と、依頼主からテーマを限定されることが

ほとんどですが、今回は、『川北さんがしゃ

べりたいことを話してください』という依

頼でしたので、みなさんにお伝えしたい内

容を、通常９時間かかるところ、今日は２

時間のダイジェスト版でお話しします」と

いう出血大サービスのアナウンスから始ま

ったこのセミナー。受講者側の状況や希望

に応じた超お得なセミナーになりました。 

 

テキストは川北さんがお書きになった『ソシオ・マネジメント』創刊号「社会に挑

む５つの原則、組織を育てる１２のチカラ」NPO【または「市民団体」】や社会事業家

には必読の書です！ 

 

18時半スタートのセミナーでしたが、本日の川北さん、実はダブルヘッダーの登板

で、このセミナーの前に、某自治体職員向けの研修の講師をしてきたとのこと。まず

は、このあたりの話からスタートです。 

 

現在、深刻な人口減少と少子高齢化社会に直面している日本社会。この某自治体は

他の自治体に比べて、約 10年も先行してその影響が出てくるということを、統計デー

タを使用して理論的に説明します。ただ高齢者が多くなるとか、生産人口に比して高

齢者の比率が高くなるというだけではなく、ひとり暮らしの独居高齢者数や、そのう

ち運転免許を持つ人の比率など具体的な生活像を通して、某自治体職員に伝えてきた

とのことです。しかし、危機感が薄いのか、確かな手応えが感じられなかったとのこ

と。何故だ！某自治体の未来に危機感を感じつつ、その危機感を、ひしひしと私たち

に伝えてくださいます。 

 

そもそも NPOってなんだ？公益って何？ 

まずは、私たちの足元、基本的認識から始まります。とある外国人が、こう言った

そうです。「日本には NPO が多いよね。だって、No Plan Organization ばかりでしょ」

と。公益とは、「不特定多数が対象」と理解するのではなく、たとえ特定された少数で

も、不可代替性の高い活動も公益的。山間部や離島のガソリンスタンドは、不特定で

多数の車にガソリンを供給するスタンドではないが、なくてはならない存在としてそ
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こにある。大切なのは、求められ、開かれていること。ここが基本的なスタンスとし

て明らかにしておくべきことであり、私たちの活動は、誰かが必要としていることと

して行っている活動であって、自分たちが「必要だろう」と想像して活動するもので

はない。NPO とは、民間で、誰かが必要としているニーズ（公益）に対して、事業を

通じて生み出した利益を自分たちだけに分配するするのではなく、社会に再投資し続

ける活動を行っているチームということです。 

まず、この基本的な立ち位置を整理するだけで、NPO 周辺にもやもやと立ち込めて

いた靄がかなりスッキリします。 

 

熱い想いは必要か？ 

とかく NPO に携わる人には熱い想いが付き物（憑き物？笑）。これはとても大切な必

要不可欠なもの。ただし、「想い」だけでは社会への責任は果たせない。例えば、各種

の助成金を活用している NPOが多々ありますが、川北さんは、そうした企業や行政な

どによる助成事業の審査や評価にも携わっています。寄付者や株主、納税者に対する

説明責任を負う審査委員の立場から言うと、申請書から「想い」を汲み取って、大切

なお金を配分することは、とてもできないと。紙の上の文字だけから想いを読み取る

なんて、神様じゃないし（笑）。社会的なニーズが明確で、それに取り組むための手段

が具体的で、できれば、団体や集まっている人にも実績があって、チームとして実施

できることが明瞭に示されたものでないと、大切な募金を配分することは、とてもで

きないと言います。さらに言うなら、その事業を実施した結果を報告書にまとめ、そ

れをテキストとして他の団体にも共有することにより、事業の効果が長持ちするよう

な取り組みになっていることが望ましいと。考えてみれば、当たり前のことで、振り

返ってみると、昨今の助成金漬けになっている NPO 活動がいかに多いかということも

憂慮すべきことでしょう。 

 

私たちの活動の精度を高める「PDRF+RT」とは？ 

川北さんがあるアメリカの市民団体を訪問したときのこと。よれたジーンズに擦れ

た革ジャン、根元まで火の点いたタバコを指に挟んだミック・ジャガーのようなオジ

サンに言われたそうです。「『しらべる』っつーのを難しく考え過ぎてんだよ。『しらべ

る』ってのは、『かぞえる』、『くらべる』、『たずねる』ってことだろ」と。あまりに簡

単すぎて、しかも核心を突いていて、これを聞いたときに、川北さんはイスから転げ

落ちたと。ライクアローリングストーン！ 

最初の話に戻りますが、少子高齢化の進展を説明するときに、まず人口を「かぞえ

る」。そして、過去の実績から将来推計を、さらに、他の自治体とも「くらべる」。で

は、当該自治体はどう考えているのか、他の自治体ではどういう取組みがあるのか「た

ずねる」。そういうことが「しらべる」ということだと。簡単ですが、とても明瞭かつ

説得力があります。 

こうして、私たちの活動の精度を高めていくためには、まずは「しらべる」ことか

ら始まり、計画をつくり(Plan)、その計画が適切かどうかためし（Test）、それを実行

し(Do)、検証して(Review)、メンバーや社会と共有(Feedback)していくことが肝要だ
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と。 

 

なんとなく対応策を打ってませんか？ 

私たちは、社会に必要とされるニーズに対して活動を行っている（と思っている）

わけですが、それは本当に課題に対応した活動になっているのでしょうか。もしかす

ると、その課題の原因を取り違えているために、その活動が、ニーズに対応した活動

にはなっていないという事態に陥っているかもしれません。 

とある企業での話。機械製造の工程で、ビスが緩んでしまうという事案が発生。現

にビスが緩んでいる事実がある以上、きつく、しっかりと締めれば良かろうと管理職

が指示を出した。しかし、その上司は、これをよしとせず、「原因もわからないうちに

対策を打つな。小学生にでもわかるレベルまで原因を調べろ」と指示を出します。 

管理職が現場に入り、実際の工程や機材を調べていくと、ベルトコンベアに付いて

いる不審なシミを発見します。さらにそれを辿っていくと、エアコンのダクトの冷却

部分に結露した油が落下し、ビスを留める穴に付着。これがビスの緩みとなっていた

ことがわかります。 

「なぜそうなっているのか」の「なぜ」を、何度も何度も繰り返して問うていく。

そして活動の焦点をクリアにしていくことが必要なのです。 

 

見た目は同じでも中味が違う！ 

例えば、日本人向けの韓国語教室。韓国語を教える人がいて、韓国語を学ぶ人がい

るという場。見た目は同じでも、カルチャーセンターと、韓国人ツーリスト向けにま

ちの歴史や文化を伝えるための韓国語ガイド養成講座とでは、目的がまったく違いま

す。前者は自分自身のためである以上、自費で賄うものですが、後者はまさに「求め

られていることに開かれた」ニーズに応える公益であり、地域貢献活動として寄付や

助成などを求める意義を持ちます。 

「子どもの貧困」が深刻化する今、家庭の経済的な理由から進学を諦める子どもも

増えている。そこでひとりあたり月２万円、年間２５万円の支援ができれば、放課後

学習の機会を提供できる。子どもの数がはっきりしていて、金額もゴールも明確。こ

れを募金というフレームで、貧困の世帯間連鎖を断ち切るために、東日本大震災で教

育機会が失われた人たちに向けて、活動を行う【http://cfc.or.jp/】。目的と現象と

原因と対象者が明確になっていることが、共感を呼ぶ公益活動なのです。 

 

仲間を作る 

とかく NPO活動は難しい。営利を目的とする企業であれば、分配する利益を大きく

するために規模を大きくしていけばいいのですが、収益を得るのが難しい事業で成果

を出し続ける NPOのマネジメントは本当に難しいと、名前を聞けば誰でも知っている

高名な経営学者も指摘しているとのことです。 

NPO の活動や組織をマネジメントしていくために、事業目的や計画を明確にし、体

制を作っていく必要がありますが、しかし NPO の目的は、決して団体を大きくするこ

とではありません。最小の力や資源で最適な成果を生むために、自分たちのチームだ
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けでやっていくのではなく、仲間や他の団体と一緒にやっていく、協働していく、力

を借りるという発想や姿勢が必要です。自分たちのスタッフの数や運営規模が変わら

なければ、運営に割く労力も変わりません。運営に割く労力を変えずに事業の質や量

を高めていくために、もっとも効率的なやり方が、仲間を作るということ。今日のセ

ミナーに参加したメンバーは、明日の仲間であり、事業のパートナー。 

とても有意義なメンバーで時間を共有できたセミナーになりました。 

川北さん、共同主催の市民活動サポートセンターとやまさん、参加者のみなさん、

本当にありがとうございました。 

 

Ⅲ．”ちがい”が光る事業 

 

１．「とやまのてっぺんでダイバーシティを考える夏期大学 2014『三

山縦走で新月のダイバーシティを貫く』編」開催事業 
【実施日時】2014年 9月 23日～24日 

【主催】NGOダイバーシティとやま 

【共催】一般財団法人ダイバーシティ研究所 

 

好天に恵まれたダイバーシティとやまの活動ですが、この「とやまのてっぺんでダ

イバーシティを考える夏期大学」は、2012年に開催した第１回の感動の夏期大学のあ

と、昨年は台風直撃にて中止、今年２回開催予定としていたところの第１回のＡコー

スも台風襲撃にて中止と、山の天候の厳しさを実感していたところでした。 

今回も台風 16号が通常進む進路であれば、がっつりバッティングしそうなところ、

北向きに進路が逸れ、なんとか持ちそうか！？という状況下での開催となりました。

直前の予報では、当日の天気は晴れ、２日目は崩れるとの予報でした。 

 

快晴の中での夏期講座の開講。前日の夜更かしを若干気にしつつも、紅葉の始まり

を迎えている弥陀ヶ原を車窓から眺めつつ、ゆらゆら揺れる高原バスの中で貴重な睡

眠を取りつつ、標高 2450ｍ室堂ターミナルに到着です。まずはトイレ休憩と、玉殿の

湧水での水分補給からスタートです。水、食事、トイレの３点セットが、生きていく

うえで意識していく基本の部分かもしれませんね。 

 

 

さて、今回の夏期大学の講義コースは立山三山縦走コースです。 

いわゆる立山とは、雄山、大汝山、富士の折立の３つを総称した名称ですが、これ

らを狭義の立山三山と呼ぶ場合があります。しかし、一般的には、浄土山、立山、別

山の３つを総称して立山三山と呼んでいます。 

古くから信仰の対象となっている立山には、今回の浄土山はじめ、地獄谷や地の池

地獄など宗教的な名称が多々あります。最高峰の大汝も「おおなむち」即ち大国主ま

たは大物主とも言われています。そういう信仰のことはさておき、快晴に恵まれたこ
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とだけでありがたい気持ちになり、気分上場で、足取りも軽やかに出発しました。 

 

まずは浄土山へアタックです。私たちの気分を象

徴するように日輪がお出迎え。 

雄山へ向かう一ノ越ルートの途中から分かれ、

徐々に勾配がきつくなってきます。「浄土山登山口」

からは一気に急斜面を登ることになりますが、この

「登山口」の看板を見て、「まだ登山口にも辿り着い

てなかったのか」と一堂、苦笑い。 

山頂の標高は 2831ｍですので、380ｍほど登るこ

とになるわけです。一歩一歩踏みしめて歩いてきた足取りも、ここからはゴロゴロと

した岩場。四つん這いになったりもします。ということで、スパイダーエッチャンの

登場です。すいすい登っては後続を待ち、スイスイ～待ちの繰り返し。ときには待ち

時間が瞑想タイムにもなります。クンダリニーの目覚め的エッチャンです。 

山頂部に近づくにつれて、五色ヶ原、そしてそれ

に続く薬師岳が美しくそびえる雄大な光景が目に飛

び込んできます。槍ヶ岳が美しい。わずかながら有

峰湖の緑も確認できます。そうするうちに、浄土山

山頂、三山ひとつめに到着です。山頂から見ると、

雄山の社務所がすぐそこに見えます。「ジップライン

アドベンチャーがあればいいのに…」と、半ば本気

の冗談が飛び出します。山頂の慰霊碑を見つつ、龍

王岳への稜線を進みます。と、向こう側にはロック

クライミングの練習なのか、複数人の男性が大きな声を出しつつ何やら訓練のような、

もしかしたら、怪我人の搬送をしているような光景を目にします。「なにかなー」と思

いつつ、歩みを進めていると、あっという間に屈強の男たちに追いつかれました。聞

いてみると、怪我人を背負って運ぶ訓練をしているのだそうで、全国の山岳警備隊の

実地訓練とのこと。お話を伺った方は、北海道からお越しだとか。それにしても山岳

警備隊のたくましさに「私も運ばれてみたいわー」との不謹慎ながらも素直な乙女心

チックな感想も聞こえました。一ノ越まで続く下りが延々と続きます。稼いだ高度を

一気に戻すことになります。 

一ノ越山荘のホットココアで一息入れ、休憩していると、通常の雄山登山ルートの

「一ノ越～雄山往復」と同じくらいの疲労度だということに気付きます。ということ

で、日帰り参加の治子さんとはここでお別れです。「お疲れさまでした^^」と、お互い

の健闘を称え、再会を約束します。 

 

さて、ここからは言わずと知れた問答無用の急傾斜。繁忙期（？）の季節だと、「立

山銀座」と言われるが如く、身動きの取れないほどの（？）大混雑ぶりなので、ほど

ほどに休みながら登らざるをえず、あまり疲れも感じないのですが、今回はさほどの

渋滞でもなく、各自のペースでの登山が続きます。日頃、歩くことのない柴垣は、こ
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の段階ですでに足の裏が攣りそうなってきました。マズイです。 

この急傾斜を６割ほど進むと、ほどほどに緩斜面になった休憩ポイントがあります。

さて、もう踏ん張り。およその位置関係がわかると、やる気も UPします。 

三山ふたつめの最初のピークの雄山に到着。雄山からは、山の反対側にある黒部ダ

ムを真上から眺めることができます。いつものことながら、山頂に到着すると、汗の

冷えもさることながら、急激に寒さを覚えます。ということで、１つのカップヌード

ルを３人で分けていただきます。やっぱ汁物サイコー。 

そして室堂を左手に見ながらトラバースしつつ、三山ふたつめの２つめのピークの

大汝山へ。この大汝山頂で、ちょっと楽しい山男チックなカメラマン風のサラリーマ

ン（？）に出会います。なんでも剣沢小屋に向かうのを断念して大汝に来たとのこと

で、泊まる場所も決まってないとか。で、「どこに泊まるんですか？」ということにな

り、私たちと同じ山小屋に泊まることになります。 

 

そして、２年前の当夏期大学の宿泊所であり、映画「春を背負って」の舞台ともな

った大汝山休憩所に再会です。「僕はこの山小屋の前にはイタリアのカフェにいたんで

すよ。本格的なコーヒーです」と、ジョークがよく似合う大汝山休憩所のダンディー

な主（あるじ）が温かいコーヒーを淹れてくれます。チョコレート付きで元気も沸い

てきます。 

三山ふたつめの３つめのピークの富士ノ折立を素通りし、岩場を下り始めます。登

りが続いた後の下りは膝にきます。しっかり

と足元を踏みしめながら、いわゆる立山のピ

ークを下ると、目の前に長々と続く真砂岳の

稜線が飛び込んできます。幅１メートルくら

いはあるのですが、雄大なる大きさを持つ山

の尾根の１メートルは、気持ちの持ちように

よっては、平均台のうえを歩くような感覚に

も陥ります。慎重に慎重に、足元だけをしっ

かり見ながら進みます。振り返ってみると、

立山が美しく見えます。 

ここまで来ると、今回の宿の内蔵助山荘まであと一歩です。山荘到着！お疲れさま

でした！ 

 

さて、ただの登山に見えるこのコース。何が夏期大学かというと、登山そのものも

大切な要素ですが、山小屋での山の振り返りや人生の振り返りからダイバーシティを

学ぶことが実に多いのです。お楽しみの夕食を終え、夜景と星空のデザートに舌鼓を

打ちます。日常を離れることによって初めて日常を知ることがある。宮田のリフレソ

ロジーで疲れた身体を癒しつつ、心のワークが始まります。 

ということで、今回は「特番ダイバーシティ・カフェ inクラノスケ」開催です。「え

ーっ！人に語るようなことは何もないですーっ！」と、えっちゃん。しかし、ここは

宮田マジックの本領発揮。「あっ、そうか思い出しました」、「聞かれているとだんだん
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思い出すものですね」と、過去の体験やそのときの心情が詳らかに！続きは、「ダイバ

ーシティとやまな人々」へどうぞ（笑） 

 

そんなこんなで、就寝時間を過ぎてお話をしていると「就寝時間になってますよ」

と注意され、「修学旅行生か、わしら…」と反省。 

 

夏期大学２日目の朝は早いです。５時前からご来

光のスタンバイ。 

イベントすべてが天候次第のこの大学。運任せの

ようであり、緻密な企画のようであり、ともあれ強

風の中、ご来光を待ちます。 

ここはぜひ、ホームページの画像をご覧ください。

今回は富士山も眺めることができ、１粒で何度も美

味しいダイバーシティとやまの企画らしくなりまし

た。こっち側に日本海、富士山のあっち側が太平洋。

日本って小さいね！と実感。 

 

さて、５時半からの朝食で、しっかりエナジーチャージしたあとは、最後の三山の

別山に向かいます。ここから先は、人もまばらで数人のパーティだけの世界。朝の澄

んだ空気の中、なだらかな下りの稜線のあとに登りの稜線、そして、やや勾配のきつ

く足元の悪い登りを進みます。 

別山山頂では 360度の大パノラマが開け、これまでの登山ルート、これからの登山

ルートが見ることができ、何よりも剱岳が目の前。圧巻です。しかし、何故かこんな

ところでも携帯の電波が届くようで、リアルタイムの状況を facebook に UP！みなさ

まにタイムリーにご報告するのもダイバーシティとやまの信条です。 

 

別山からは、再び稜線を歩きながら、剱御前小屋まで行き、ここからは雷鳥沢に向

けて、一気に下っていきます。この足場の悪いこと悪いこと、何度か滑って転びそう

になります。やはり登山にはポールがあるといいですね。雷鳥沢の名前のとおり、雷

鳥との出会いが多いはずなのですが、出会いのシーズンではないようで、今回は羽ば

たく雷鳥らしき鳥影を一瞬、見ただけでした。この下

り坂、昨晩の延長戦とばかりに、えっちゃんとの対話

が続きます。瞑想とは何か、悟りとは、日常を相対化

するとは、そして釈迦の有名な「答えないことをもっ

て答えとする」ということまで。と書くと、何やら高

尚な大学講義のようですが、好きな男優や女優、中高

生のときに部屋に貼っていたポスターは何か？みたい

な下世話なことまで、延々と続く下り坂に同調しない

下らない話も続きました。 

下山途中、背丈の低い木立の中を進む登山道も通っ
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ていきます。この木立、見事な紅葉だなーと、目線を見上げ、周囲を見渡してみると、

このあたり、とても紅葉が進んでいます。というか、昨日より今日、今日の朝よりも

今の方が、より赤々と鮮やかです。刻々と表情を変えていく秋の深まりを身をもって

体験しています。この生きている自然との一体感、臨場感は、なんともたまりません。 

 

雷鳥沢キャンプ場まで降りると清涼な水の流れる称名川の源流があり、季節が季節

なら飛び込みたい衝動に駆られますが、疲れを癒しつつ、小休憩を取ります。ここで

しか出会えない冷たくて綺麗な水ですね。ここに来て、パラッと小粒の雨が何粒か落

ちてきて、「さぁ、もう行くよ、もうひとふんばり！」と、天からの励ましの声が届け

られたようでした。 

雷鳥沢ヒュッテのあたりからは、足元は整備さ

れた歩道が続きますが、歩きやすい道であっても

登りはキツイです。そして、硫黄のガスがもうも

うと流れてきます。血の池地獄、リンドウ池を眺

めつつ、みくりが池温泉で最後の小休憩です。疲

れた身体にアイスクリームの甘みが染み渡ります。

そして、ガスの切れたライターを持ってきていた

柴垣は、ここで疲れた身体にニコチンを染み渡ら

せます。（笑） 

室堂に戻ると、今回のコースを振り返り、それぞれの場所でのそれぞれの想いを振

り返ります。この「かみしめ」こそが、今回の夏期大学の最高のひとときです。ちな

みに、この「かみしめ」というキーワードに秘められた謎は、参加者だけの特典です！ 

 

ちなみに、ケーブルカーを降り、立山駅舎を出た途端、雨が降り始め、「待っていて

くれたんだなー」と、小雨と感謝の気持ちに包まれながらの終講となりました。。 

 

２．「ダイバーシティ・凸凹（でこぼこ）・キャンプ in 島尾海岸～

みんな ちごとるがで いいがやちゃ」開催事業 
【実施日時】2014年 8月 29日～30日 

 

8月 29 日、30日に氷見市島尾海岸キャンプ場で、「ダイバーシティ・凸凹（でこぼ

こ）・キャンプ in島尾海岸～みんな ちごとるがで いいがやちゃ～」を開催しました。 

 

15時頃からユルユルと参集です。 

凸凹キャンプらしく、年齢、性別、国籍そして経験や背景も多種多様なキャンプに

なりました。ヒトの他にイヌも参加。おまけに天候も晴れ～曇り～雨と天気まで多様

に楽しむことができました。 

 

海岸でのキャンプですので、やや気温は低いものの、子供たちは元気に海辺で遊び

ます。キャンプ場で水着を干すのも何故だか時間がのんびり感じられていいものです。
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閑さや水着にしみいるセミの声って感じ。風流だ。 

 

そして、キャンプですから、何はなくとも、まずは焼き物です。 

火は慌てても点きません。自然のペースで細い焚き木から太い

薪へ、そして炭へ火を移していきます。いい塩梅に火が熾きたと

ころで漬けダレに漬かった肉を焼き始めます。炭火らしく高温で

カリッと香ばしく調理が進みます。 

焼いている間は、炭や焼き物を見ながらのおしゃべりタイムとなります。 

普段は、意識しなくても相手の表情を見ながら話す話し方に慣

れてしまっていますが、夕闇が迫ってくると、自ずと視線は温か

な火へと移っていき、心もほんわりしてくるものです。これには

一種の瞑想効果がありそうです。 

 

今回のキャンプのシェフは柴垣が務めました。彼曰く、いろい

ろと手順やこだわりがあるようで、バーベキューを任せてもらう

以上は口出しさせないとのことでしたが、結果的には、参加者み

んなでわいわいと調理を楽しみました。火加減を調節する人、焼き物を返す人、野菜

を切る人、そしてナント、準備した材料を転用して独自料理の披

露もありました。モンゴルの彼、若いのにとても料理上手です。 

 

夜も進み、お酒も進み、会話も進んでくると、話があちらこち

らに飛んでいき、予想もしない会話の累乗効果で笑いの渦が発生

します。 

「日本ではマイ箸を腰に差す」トリオのショット。日常ではあ

りえない光景でしょ！ 

ダイバーシティ・ワークショップもあるにはありましたが、あまりにも会話がダイ

バーシティ過ぎて、もはや場の収集がつかなくなっています。さ

ぁさぁ、バーベキューの〆はラーメンですよ！^^ 

 

そんな空気に夜の帳を下ろしてくれたのが宮田の三線の音色。

ぐるぐるダイバーシティ状態が、しっとりと穏やかな心地よさに

包まれます。日常生活ではあまり耳にすることのない音ですが、

海辺で聴くと、なぜだか懐かしさと涼しさを感じます。命の儚さ

と、それゆえの美しさが参加者の胸を去来し、今、生きているこ

と、生かされていることに自ずと感謝してしまいます。 

子供たちは、見たことがない楽器に触れ、楽しそうです。 

 

翌朝、眩しい陽の光がキャンプ場に射し込みます。さまざまな

背景や個性を持った者たちが一同に介したダイバーシティ・凸

凹・キャンプ。ちがいがあるからこそ楽しむことができる。そし
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てまた、新しい今日という日に向けて、それぞれの道を歩み出します。 

 

 

３．「ダイバーシティ・ドリプラ Next vol.1」開催事業[再掲] 
【実施日時】2014年 11月 28日 

【主催】NGOダイバーシティとやま 

【共催】一般財団法人ダイバーシティ研究所 

 

2014年 11 月 28日（金）に、高岡市のコミュニティハウスひとのまにて、第 6回の

ダイバーシティ・カフェを開催しました。この回は、昨年開催したダイバーシティ・

ドリプラのプレゼンターのお一人、山元三百代さんが語り部ということもあって、ダ

イバーシティ・ドリプラ Nextの１回目でもあります。 

 

まずは、昨年の山元さんの感動のプレゼンの上映から開始！ 

みなさんもぜひ、このプレゼンをご覧ください。 

https://www.youtube.com/watch?v=EPKqV23KSqA&feature=youtu.be 

いきなり号泣の中から始まった山元さんの語りです。 

その後も山元さんのブログ記事や、NPＯ通信の記事を片手に話が進みます。 

ブログ記事はこちら 

http://blog.canpan.info/diversityt/archive/135 

NPO通信はこちら 

http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/toku/npo/CK2013091702000180.html 

 

ブログにもありますが、山元さんは中学生時代に、壮絶なイジメに遭い、それが原

因で人間不信に陥りました。 

けれど、どんなにつらくても決して学校を休ませてはもらえなかった。 

今、ひとのまのコーディネーターとして頑張っている山元さんは、このときに不登校

を経験しておけばよかったなぁと言います。 

え？なんで？ 

その理由は、経験しておけば、誰かと話すときに、共感をもって話せるから。 

ひきこもり、うつ・・・そういったことは、自分自身が経験しているので、自分の

経験をもって相手にちゃんと話をすることができるけど、不登校は経験していないの

で、話をしていてもなんだか嘘っぽく感じてしまうと山元さん。だから不登校も体験

しておけばよかったなんて、どこまで誠実、そして体当たりなんでしょう。 

とにかく自分と同じような境遇や経験、想いを持っている人は放っておけない山元さ

ん。 

不器用でもいい、ぐちゃぐちゃでもいい。でも、やっぱり笑っていたい。 

みんなで一緒に笑っていること以上に幸せなことってあるかなぁ。 

そんなふうに、相手を全面的に信じてくれる山元さんなので、なかなか心を開かな

い子どもたちでも、いつの間にか山元さんのそばにくっついて離れなかったりするの
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です。ひとのまにとっても、もはやなくてはならない存在。それが山元三百代さんな

のです。 

その後は、みなさんからの質問タイム。 

いろんな悩みを抱えているみなさんが、山元さんの言葉に気付きをもらっている様

子をみて、ああ、本当に無駄な過去、無駄な経験なんて、ひとつとしてないのだなぁ

とつくづく思うのです。いろいろな傷を負った山元さんだからこそ、今、まさに彼女

に想いをぶつけてくる人の気持ちが痛いほどわかるのです。 

涙ながらに、でも笑顔で話す山元さんのお話に、参加者のみなさんもハンカチで目

を押さえる場面が何度もありました。 

ダイバーシティ・カフェの醍醐味は、語り部

の本音が随所に織り込まれていること。 

それ故、どうしてもオフレコが多くなってし

まい、ここには書けないことがたくさんあるの

です。とっても残念なことですが。 

今回のこのご報告を読んで、山元さんのお話

を聴いてみたいと思われた方は、ぜひ一度、コ

ミュニティハウスひとのまを訪れてみてくださ

い。 

笑顔がとってもキュートな山元さんが出迎えてくれますよ(^^) 

 

４．ブログ｢ダイバーシティとやまな日々｣配信事業 
 

富山県在住者を中心として、富山を盛り上げている多様な方々にインタビューし、

ブログに掲載しました。多様性のある人々の生い立ちや経験、考え方に触れることで、

読者が読者自身のちがいに気付き、自身の多様性から社会的な広がりを実感していく

ことが可能となります。 

また、こうした取材・情報発信を通じて、富山の多様な人々をつなぎ、多様性が素

地となる地域社会の構築へと貢献することができました。 

（URL:http://blog.canpan.info/diversityt/） 


