WINTER SCHOOL 2009

特 集 ウィンタースクール in 信州 2009レポート
〜冬ならではの体験をして
１２月２５日から２８日まで、男の子３名、女の子５名の計８
名と一緒に、長野県に行ってきました！引率は、
こうすけさん（千
葉大学５回生）
と上田の２名です。今回はゲレンデでのスキー＆
スノボーではなく、冬ならではの体験である、わかさぎ釣り、歩く
スキー、
しめ縄作り、御諏訪太鼓などにチャレンジしましたので、
ご報告します！

12月25日
（金）かんてんぱぱの工場見学で“寒天”を学ぶ
８：１５ 新大阪バスターミナルに集合。今回男子が３名（大阪からは２名）
ということもあり、
「男子が絶滅するのでは！？」
とお母様
たちから心配の声が。女子は元気いっぱいです。今回、初めての参加は、たかふみくん（小５）、ゆいちゃん（小３）、
ともはちゃん（小１）
の３名です。
８：３６ アルペン伊那号が時間通りに出発です。途中、多賀ＳＡで昼食のお買い物
ゲーム。一人５００円の予算で、好きなものを買います。串にさしたたこ焼きが人気。
さすが関西の子どもたちです。
９：３０ 東京からりょうすけくん（小３）
とこうすけさんが出発。
１２：５５ 東京組、伊那市に到着。
１４：１０ 大阪組、伊那市に到着。サマースクールにも参加してくれたりょうすけく
ん（小３）
とのひさしぶりの再会を喜びあいます。
自然の家のバスに乗り換えます。
１４：３０ かんてんぱぱ（伊那食品工業本社）に到着。寒天について、わかりやすく
説明してもらい、製造工程を見学。化粧品やゼリーなど、身近なところに寒天が使わ
寒天の原料をさわってみるともはちゃん

れていることなどを教えてもらいました。寒天は京都や大阪で、羊羹など和菓子の原

材料として発展していました。その技術を信州に伝えたのは、諏訪の行商人、小林粂
左衛門。冬季に雪が少なく冷え込みが厳しい諏訪地方で農家の副業にぴったりだと
思い、その技術を諏訪に持ち帰ったとのことです。
１６：３０ 自然の家に到着。雪が積もっていて、バスを降りるとすぐに雪合戦が始
まりました。
「みんなでかまくら作ろうよ！」
との声が上がり、
スコップで雪を集めて、み
んなで協力して、かまくら作りが始まったのです。
１８：００ 夕食。今年もクリスマスケーキをいただきました。
１９：００ クリスマスの集い。隣のお友達からキャンドルに火をつけてもらったら
クリスマスは仮装パーティに！

自己紹介をし、最後に全員のキャンドルに火が灯るというスタイルを取りました。
その後は、
アフロやサンタクロースなど、
自分の好きな仮装をしました。
「上田さん、写
真とってー！」
ととても楽しそうでした。最後に男女のグループに分かれてプレゼント
交換。
プレゼントを選ぶのにこだわったところなど、たくさん教えてくれました。
２１：００ 入浴。他の団体がいないことを確認して、水泳大会。
スクールの中で、一
番盛り上がる時間です。
２２：００ 就寝。
「明日はいい天気になるといいな」
と私が言うと、
「いやや。天気悪
くて、雪が降る方がいい」
とゆいちゃん（小３）。雪が楽しみなのですね！
ちょっと恥ずかしいかな！？
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12月26日
（土）わかさぎ釣りにチャレンジ！
７：００

起床。暗いと思ったら、雪が降っています。
「みんな、雪だよー！」
と起こすと、
目をこすりながら起きてきました。初めて参加の

ともはちゃん、ゆいちゃんも、
ぐっすりと眠れたようです。
７：３０

朝食。昨日作り始めたかまくらにも雪が積もって、大喜びです。朝食はさっと食べて、かまくら作りの続きです。

８：３０ 自然の家を出発。
９：３４

茅野駅発。

９：４０

上諏訪駅着。駅のホームにある足湯へ。
「やったー！マザーネット貸切！」
と大満足のよう。
１０：３０

かりんちゃんバスに乗り、わかさぎ釣りセンターへ。
そしてボートに乗り、諏訪湖

に浮かぶドーム船へ。
ドーム船には穴が開いていて、
そこからえさをつけた釣り糸をたらし、
わかさぎを釣ります。
この日はなかなかまわってこず、全員で９匹の収穫でした。
１３：００

釣ったわかさぎをから揚げにしてもらいました。おいしかった！よく釣れる日は、

一人で百匹近く釣れたりするようです。食べ終わったら、諏訪湖に石を投げて遊びました。
１４：４５

バスで自然の家へ。
「帰ったら、作業の続きやな！」
とわっちゃん（小２）。昼間は

暖かくなり、積もった雪がずいぶん融けていました。
夕食までの時間、かまくら作りの仕上げ
です。
「みんなで力をあわせて、一つのことをするっていいことやな」
としみじみ語るたかくん
（小５）。
足湯は最高！
！

１８：００ 夕食。いっぱい仕事をした後は、お腹がすいたようです。
１９：３０

男の子の部屋でゲーム。
まおちゃん（小５）

に「たこ八ゲーム」を教えてもらいました。一はいちじく、
二はにんじん、三はさんま、四は無言で、五、六、七はなす
び、八は「たこ八」
と言って、方向を変えられるゲームです
。誰かが失敗すると、なぜかこうすけさんが枕で殴られて
・・・
（かわいそう）。
その後は宴会（と、子どもたちがそう呼
びます）。
ジュースで乾杯です！
２１：００

入浴。今日も水泳大会です。

２２：００ よく雪で遊んだからか、すぐに眠りにつきま
あっという間に大きな雪だるまが完成

した・・・。

12月27日
（日）歩くスキーとしめ縄作りを楽しんで
７：２０

起床。今日は快晴です！

８：００

朝食。

９：００

歩くスキーを体験しました。板に靴のつま先の方を固定するのですが、かかとは

魚博士のかずしくん。わかさぎをゲット！

自由に動きます。みんなで一列になって歩き、
自然の家の奥の方の雪の多いところへ向か
います。坂を見つけて、順番にすべりました。
スキー場ですべるのと違い、
とてもワイルドで、
昔ながらのスキーのよう。決められたコ−スをすべるのではなく、
こういうスキーはとても
自然で、
スキーの原点があるように感じました。みんなで歩く競争をしたり、
スキーが初めて
の子どもたちも大満足です。
ついにかまくらが完成！

１２：００

昼食。おそばがおいしかったです。

１３：００

まずわらを編んで土
地元の方を講師に招き、お正月のしめ縄作りをしました。

台を作ります。
これがなかなか難しいのです。難しいところは、手伝ってもらって土台が出来
上がったら、おかめ、海老、水引、松などを飾っていきます。昔はみんな手作りしていたので
すが、今は作る人が少なくなってきたとか・・・。
日本の文化を知る、貴重な体験となりました。
１７：００

体育館にて、
ドッジボール、卓球、
フラフープなどを楽しみました。ゆいちゃん（

小３）
、卓球がうまい！みきちゃん（小４）はフラフープがとても上手です。
１８：００ 夕食。
とてもやさしく教えてくれました
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１９：００

男の子の部屋にて、終わりの会。
スクールで一番楽しかったことを発表しても

らいました。
「わかさぎ釣り」
「歩くスキーで、
こうすけさんがおもしろくこけたこと」
「しめ縄
作り」
「スキーを初めてしたこと」
「かんてんぱぱの工場
見学」
「雪投げ」などの声がありました。その後は、お楽
しみのビンゴゲーム。楽しい思い出がいっぱい出来た
かな？
２１：００

入浴。最後の水泳大会です。

２２：００

今日もすっきりと眠りにつきました。

しめ縄、無事完成しました！

12月28日
（月）御諏訪太鼓で“勇駒（いさみごま）”を演奏！
７：００

起床。
カーテンを開けると、吹雪いています。
「また雪が降ってるよ！」
と言うと、
「もう雪はい

い」
とわっちゃん。かまくら作りをがんばりすぎて、足にしもやけが出来たようです。痛いね。
７：３０

雪玉に乗れたりもします

朝食。終了後は、使った部屋をきれいにします。

９：３０ 自然の家を出発。お世話になった方々に挨拶しました。
１０：３０

茅野駅に到着。おみやげを購入します。
「おそばを買ったら、
りんごをもらったよ」
とうれ

しそうなともはちゃん（小１）。
１１：０１

茅野駅を出発。

１１：１６

岡谷駅に到着。
シルキーバスに乗りますが、思ったより小さなバスで、荷物を載せると満

員。地元のおじいちゃんたちが手伝ってくれました。
１２：０５

御諏訪太鼓会館に到着。
まずはお弁当で腹ごしらえです。

１３：００

御諏訪太鼓体験開始。諏訪で育てた馬を京都に送る際の「勇駒（いさみごま）」
という曲

を練習します。最初にお話をお聞きしました。一生懸命遊ぶことの大切さ、
自分がいやなことは人に
しないことなど。
そして太鼓はみんなが一つになることが大切で、
自由な中にも節度があること。
８人が仲良くすることで、良い演奏ができることを教わりました。
その後はワンフレーズごとに区切っ
て、練習していきます。何度も何度も練習するので、想像以上にハードでした。太鼓というと、
「太鼓の

初めてスキーをしたゆいちゃん

達人」などゲームが子どもたちにはなじみ深いですが、太鼓の心に触れる、貴重な体験だったと思い
ます。すぐに「めんどい」
「だるい」
と言ってしまうことの多い今の子どもたちですが、２時間集中して何かを成し遂げることも、学んでくれ
たかな、
と思います。

１５：３０

岡谷駅近くの西友にて、
夕食のお買い物ゲーム。一人600円で好きなものを

購入。今回は電卓を持参する子も。30分の制限時間で、好きなものは買えたかな？バスが
出発するまで、
ララ岡谷でおみやげを購入。
「お母さんへのおみやげを一緒に選んでくれ
る？」
とりょうすけくん（小３）
。いろいろ悩んで、無添加のブルーベリージャムにしました。
お店の人も
「これおいしいよ！」
とすすめてくれました。お母さんは喜んでくれたかな？
1６：４０

岡谷駅発のバスに乗車。東京組のこうすけさん、
りょうすけくんに手を振りま

す。４日間も一緒に過ごしたので、別れづらそうでした。

８人で力を合わせて演奏して

１７：１６

東京組、岡谷駅を出発。

２０：５０

東京組、新宿高速バスターミナルに到着。

２１：４５

大阪組、新大阪駅に到着。お母さんやお父さんに、子どもたちの作ったしめ

縄をお渡ししました。子どもたちが作ったしめ縄で新年を迎えることができるのは、幸せで
すね！お疲れさまでした。
また会おうね！

スクールの間に子どもたちから質問を受けたことはというと、
「上田さんは、せい（次男）が高校生になるから、子ども手当てはもら
われへんのと違うの？」
「うちは子ども手当てもらえるから、お母さんたち、
ウハウハやって」
「自然の家って、
この間ＴＶでやってた、
事業仕分けの対象となってるから、
もう終わるんと違うの？」など、大人たちの話題が子どもたちにも伝わっているようでした。大人
は子どもたちに明るい話題を提供しなければ、
と改めて思いました。
今回はスキーではなく、冬ならではのメニューを取り入れました。雪にも恵まれ、貴重な体験をたくさんすることが出来ました。
大自然と日本の伝統文化が、子どもたちの豊かな感性を刺激してくれたのでは、
と思います（上田）。
次回は、３月２５日
（木）〜２７日
（土）
まで、信州にて開催。新１年生もやさしくフォローします。
ご予約承っております！
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