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地
特

集

域

と

数年にわたるコロナ禍や災害などにより生活困窮者が増えている。
社会を支える世代の高齢化、
子どもの貧困、
地球環境の荒廃など、
目を背けることのできない危機が迫っている。
それは誰にとっても決して他人事ではない。誰もが支えを必要とする状態にあるのだ。
自助・共助・公助のなかで、
自助が困難で、
公助の予算も抑えられ期待できないとき、
地域で制度に頼らずケアし合う「地域共生社会」を模索する動きが広がっている。
ケアする側とされる側の境界があいまいとなり、
ちょっとしたことで入れ替わる今、
すべてを自分事として、
楽しく幸せなケアを実践する人たちの知恵から学ぼう。
イラスト●小林 覚「国破在山河」
（左）、八重樫季良「無題」
（るんびにい美術館所蔵）
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るんびにい美術館

岩手県花巻市にある、
命のミュージア
ム「るんびにい美術館」は、社会福
祉法人光林会が運営するアートと憩
いの空間。1階はあらゆる表現活動を
見ることのできるボーダレス・ギャラリ
ー、就労継続支援 B 型事業所の運
営する素材や調味料にこだわるカフェ
と天然酵母で作るベーカリー。2階は
生活介護事業となる作家のアトリエ。
アートを通してボーダレス（境界のな
いこと）を目指している。

岩手県花巻市星ヶ丘1-21-29
0198-22-5057（ギャラリー・アトリエ）
0198-29-5395（カフェ・ベーカリー）
営 10:00～16:30
休 火曜日・水曜日
料 入館無料
https://www.kourinkai.net/
museum-lumbi/
住
電

るんびにい美術館の外観。JR 花巻駅からタ
クシーで5 分。知的な障害や精神の障害な
どのある作者が創造した作品を、常時展示す
（写真提供：るんびにい美術館）
るギャラリー。

4

課題解決型から伴走型支援へ

寺の副住職をしております︒東京

静岡県富士市にある浄土宗・法源

大正大学地域構想研究所 BSR推進センター
主幹研究員

髙瀨顕功

里見喜久夫

とが難しい困窮者をどう早期発見

﹁助けて﹂と援助希求を発するこ

ロジェクトから始まったもので︑

ンター︵ＲＩＳＴＥＸ︶の研究プ

︵ＪＳＴ︶の社会技術研究開発セ

もともとは科学技術振興機構

か︑と考えたのが立ち上げの経緯

アをより強靭化できるのではない

ームを構築することで︑地域のケ

援機関を結びつけるプラットフォ

れならば︑宗教施設などと専門支

っていることが分かりました︒そ

困りごとを抱えた人が頼る場にな

里見 僕は皆さんのような大局的

里見さんはどう思われましたか︒

村木 髙瀨さんの活動について︑

すが︑現場支援者が分断されがち

って活動をするのは難しい状況で

実際には︑今はコロナ禍で集ま

だけではもったいない︒福祉のお

ことが優先されがちやけど︑それ

ね︒福祉の現場では︑
﹁ 役立つ ﹂

もろい﹂ことを探しているんです

な捉え方はできていなくて︑
﹁お

範囲を区切るものでな く
関わり続けるのがケア

はあったと思っています︒

し介入するか︑厚生労働省が２０

です︒

そして川崎市の宗教施設３９４

な中︑オンライン会議の場を設け

能させるかが課題でした︒
団体への量的・質的調査の結果︑

ケアシステム﹂を具体的にどう機

２５年の構築を目指す﹁地域包括

てお互いを支え合うネットワーク

季刊『コトノネ』
発行人・編集長

左から、里見さん、小川さん、髙瀨さん、村木さん。

気にかけることが
ケアの始まり

シェアしながら支える必要があり

小川さんと髙瀨さんは︑地域構

川崎ネット縁は︑神奈川県川崎

小川有閑
（プラットフォーム）

変わりつつあるケアや福祉の現場で︑
長年︑
研究や社会実践を積んできた専門家が︑
高齢化︑
子供の貧困︑
障害者︑
女性支援において︑
制度だけに頼らない
地域共生社会のあり方について語り合った︒
取材・構成 ●梶野佐智子 撮影 ●中島優子
写真提供 ●大正大学地域構想研究所 ＢＳＲ推進センター︑一般社団法人 若草プロジェクト︑株式会社コトノネ生活

村木 本日のテーマ
﹁地域とケア﹂
ます︒そこで︑﹁地域共生社会﹂や︑ 聞かせください︒

自己紹介とご自身の取り組みをお

について︑昨今の流れを簡単に振
り返ると︑今までは﹁高齢者介護﹂ ﹁わがこと︑まるごと﹂といった

福祉資源として宗教施設を
専門支援機関と結びつける

想研究所の研究員である一方︑寺

の通称・山谷地区︵東京都台東区︶

キーワードが出てくる︒そんな背

てきています︒また︑支援のあり
の住職としての顔を持ち︑僧侶と

﹁障害者福祉﹂﹁児童養護﹂と対象

方として︑
﹁伴走型支援﹂が注目

して地域のケアに取り組んでいる︒ を拠点に生活困窮者支援をする僧

景から︑今さまざまなケアの実例

されていますが︑これは﹁課題解

侶の団体﹁ひとさじの会﹂の代表

が区切られ︑縦割りの制度で進め

決型支援﹂の対概念とも言えるも
里見さんは︑社会を楽しくする障

を務めているほか︑
２０２０年
︵令

髙瀨 地域構想研究所研究員で︑

ので︑一つの課題を解決するので
害者メディア﹃コトノネ﹄の編集

和２︶３月に﹁川崎ネット縁﹂を

が生まれています︒

はなく︑その方の人生そのものに
長として︑さまざまな現場を見て

立ち上げました︒

られてきましたが︑これが変わっ

寄り添って支えていくという考え
おられます︒
そこで皆さんと地域とケアにつ

方です︒
となると︑少数の専門職だけで

村木太郎

これまで福祉資源と見られてこな

市川崎区内の福祉︑医療︑まちづ

教会
神社

大正大学地域構想研究所教授

川崎ネット縁

者︑研究者の三者をつなげるネッ

参 加 者
かった地域の寺院や神社︑教会が︑ を築けたという点で︑一定の成果

いて︑幅広く話し合っていきたい

大正大学地域構想研究所 BSR推進センター
専任講師

寺院

研究機関
現場支援者

（撮影：河野利彦）
コロナ禍前の夜回りの様子。同じ目線で話しかけることを心掛けている。

トワークです︒

「川崎ネット縁」の活動
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対応するのは難しく︑おのずと地

大臣官房総括審議官等を歴任。退職後は
公益社団法人 全国シルバー人材センター
事業協会専務理事を経て現職。
他に一般社団法人 若草プロジェクト統括理事、
社会福祉法人 南高愛隣会理事（共生社会を創る愛の基金担当）
、
NPOストローク会理事長等の社会的活動を行っている。

くりなどの現場支援者︑行政関係

1954年北海道生まれ。労働省（現厚生労働省）入省後、
東京労働局長、

と思います︒まずは髙瀨さんから

Taro Muraki

行政

地域とケア を
考える

域の人が寄ってたかって︑役割を

大正大学地域構想研究所教授。

「川崎ネット縁」が、
宗教施設と専門支援機関を結びつけることで、
地域のケアをより強靭化できる

座 談 会

かなきゃいけないから︑中３の頃
からブラック企業で建築の仕事を
していました﹂という︒
遊びたい盛りに働き尽くめの毎
日だった︒ 歳の頃︑夜遊び仲間
に誘われ︑傷害事件を起こし︑児
童自立支援施設 国立武蔵野学院
で３年近くを過ごす︒しかし︑２
度めに施設に送られそうになった
時︑弁護士がここの方がいいだろ
うと助言してくれた︒今はくらし
応援ネットワークが運営するグル

た﹂という︒有田くんと柳沢くん
約１３０人のＮＰＯ法人である︒

の日々を送っている︒現在は職員

﹁私が影響を受けたのは︑長崎県

理事長の岡部さんにうかがった︒

の２人はここへ来て︑高校卒業資
格も取得した︒
有田くんの目下の課題は若い子
たちの指導だ︒
﹁働き始めて２年︑ の南高愛隣会︵本誌 号参照︶の

し応援ネットワークだった︒

﹁ＢストロＡｍａゴリラ﹂
で
働く少年たち
愛知県あま市の工芸博物館﹁七
宝焼きアートビレッジ﹂の一角に︑
２０２０年８月に開店した﹁Ｂス
トロＡｍａ ゴリラ﹂というレスト
ランがある︒入り口にはゴリラ︑
紙のクロスにはびっしり散文詩の
ような文面︑店の奥にはアンティ
ーク家具︒ちょっと風変わりな店
だ︒フロアにいるのは︑どこかあ
どけなさの残るイケメンの青年た
ち︒有機栽培のタマネギをふんだ
んに使った特製ハンバーグやトマ
トソースのパスタ︑卵カレーなど
日替わりで４種類のランチメニュ
ーが並ぶ︒
説明書きはどこにも見当たらな
いが︑この店︑さまざまな理由か
ら生きづらさを抱えた少年たちの
支援の場︒運営母体は﹁ＮＰО法
人くらし応援ネットワーク﹂
︒今︑
日本で最も活動的な民間団体とし
て注目されている︒
レストランのホールを任されて
いるのは︑今年 歳になる有田信
夫くん︵仮名︶
︒３人兄弟の次男︑
母子家庭で︑その母も障害を抱え
る︒
﹁ おばあちゃんも施設を出た
り入ったりだったから︑ひいおば
あちゃんに育てられた︒食べてい

人たちが何人も働いていた︒
﹁町
や寺の役もしてきた祖父は︑強制
連行されて帰れなくなった人たち
誰かが手を差し伸べるべきだとい

の世話をしていた︒人間は平等︑

岡部さんは︑１９５４年︵昭和

う考えだった︒寡黙な祖母も同じ︒

見守ってくれる人がいれば
子どもたちは大丈夫

︶
︑群馬県太田市に生まれた︒

ともあるが︑今は週に３日はレス

た︒ストレスで帯状疱疹が出たこ

柳沢くんは最初はひどく緊張し

からは指導する側です﹂と話す︒

る︒年下は苦手だったけど︑これ

２０００年に設立した﹁地域生活

者や精神障害者の問題に 年代か

さんは︑犯罪を繰り返す知的障害

昨年︑惜しまれて他界した田島

長く家を空けることも多いため︑

ープホームでの見守りを提唱した︒ われた肺結核の隔離病棟で働き︑

ら着目︑就労支援や少人数のグル

母の実家で育てられた︒

長い間日本人の﹁国民病﹂ともい

時︑父親が腎臓病で他界︒母は︑

保健師だった︒ところが︑３歳の

父親は元食糧庁の役人で︑母親は

れなかった子どもたちへの現在の

んな幼い頃の経験が︑家庭に恵ま

があれば︑子どもは大丈夫だ︒そ

愛情を持って見守る大人と地域

で打つ︒一緒にイナゴ捕りもした﹂

手先が器用でそばやうどんも自分

祖母は畑で何でも作っているし︑

田島良昭さんです﹂

トラン︑残り３日は病院でベッド

定着支援センター﹂︵矯正施設を出

った︒岡部さんは︑ 年から勉強

える活動︶は︑全国に広がってい

さらに彼らが生きていくことを支

温かい愛情をいっぱいもらって育

ロンなんかをよくもらう︒地域の

ばかりの地域で︑私はスイカやメ

ないの︒そこは開拓で入った農家

の看護学校を受けると偽り︑大正

したかった昭子さんは聖路加病院

の道を望んだが︑どうしても上京

その後︑母親は地元の看護科へ

会に参加し︑ 年に愛知県からの

前年︑その活躍ぶりをこう書き残

東京都センターに次いで全国で第

バレて仕送りが断たれたことで始

大学に推薦入学︒半年後︑うそが

委託を受け︑就労場所づくりに奔

古屋市熱田区金山町に本部を移転

している︒

就労支援事業所の開設︑共同生

２位です︒しかも︑予算規模は東

祖父の石材屋では︑若い朝鮮の

ったんです﹂

ットワーク﹂の理事長を引き受け

走してきた︒田島さんは亡くなる

し︑以来︑さまざまな困難を抱え

﹁ 年目を迎えられ︑支援実績数

たのは２００９年︵平成

た人たちと関わる時間を︑最大限

活援助事業所の開設︑愛知県から

京の半分ですので︑実質的には愛

は１０００名にならんとしており︑

委託された地域生活定着支援セン

知県がこの 年間︑全国第１位の

に大切にしてきた︒

ターの開設︑そして 〜 代が大

その中心が愛知県地域生活定着

活動を続けて来られました﹂
単位のグループホームの開設など︑

支援センターを委託された︑くら

半の少年少女たちを預かる小さな

支援につながった︒

メーキングやリハビリの患者さん

そろそろ新しい子たちがやってく

1「BストロAmaゴリラ」の風変わりな
名は、倉庫から見つけたゴリラの置き
物に由来する。2 スジャータ村の奇跡
の卵カレー。42 種のスパイスを使っ
た本格的な手作りカレーは、インドの
貧しい子どもたちのための学校を支
援する特別メニュー。3 レストランのホ
ールを担当する柳沢くん。

た人が地域にもどることを支援し︑ ﹁でも︑ちっとも不幸だとは思わ

80

︶
︒名

岡部昭子さんが﹁くらし応援ネ

生きづらさを抱えた
少年・少女の居場所

歳の柳沢陽介くん︵仮名︶は︑ の送り迎えを始めた︒

歳の時にくらし応援ネットワー

クに出会った︒両親を交通事故で
亡くし︑引き取られたのが︑いと
この有田くんの家だった︒
﹁ここへ来て３年︑ホールで接客

06

ープホームで個室暮らしをする︒

1

地域に暮らす生きづらい人たちを支援する「くらし応援ネットワーク」は、
今、
最も注目されている愛知県の民間団体である。一人を支えることが、
家族や地域をも支えることにつながっていく。
理事長の岡部昭子さんに、
幅広い実践の様子をうかがった。
取材・文・撮影●島村菜津 ノンフィクション作家
利用者や地域の要望に応え︑怒濤

岡部昭子（おかべ・あきこ）

するから︑大人としゃべる時の言

29

2
3

10

葉遣いなど︑いろんなことを覚え

44

20

大正大学で福祉を学んだ後、
愛知県名古屋市にて
知的障害者通勤寮の指導員として勤務。
その後、
愛知県海部圏域の児童相談所の設立に関わる
療育の活動を進め、
社会福祉法人の施設長を経て、
2009年に「特定非営利活動法人
くらし応援ネットワーク」理事長に就任。翌１０年に
愛知県から業務委託を受けて
「愛知県地域生活定着支援センター」
を開設。
現在も、
「愛と慈悲と感謝と涙」
を胸に同センター長として
活動する傍ら、
日本福祉大学「ヒューマンケア論」の
ゲスト講師や、
愛知県再犯防止連絡協議会・
名古屋市再犯防止推進会議の構成員を務めている。

10

10

15

32
地域人 No.85（2022.9）

33

10

生きづらさも個性。
きちんと食べて
みんなで幸せになろう
「文字がちゃんと書けない子もいるか
ら」と紙のクロスには、練習のために
少年たちの手書きの言葉。

21

20

ＮＰО法人 くらし応援ネットワーク
21
17

渡邊直樹

司会

本誌編集長

構成 ●丸山貴未子 撮影 ●藤牧徹也
羽塚順子
写真提供 ●アノニマ・スタジオ︑

今日は「グリーフケア」研究

﹁授産品﹂を
職人技の伝統工芸品に

―
の第一人者である島薗進先生と、
全国の福祉施設を訪ねた記録を本
にまとめられた羽塚順子さんに、
話しいただきます。まず羽塚さん

「地域とケア」というテーマでお

をしていたのですが︑次の世代に
残せる仕事をしたいと感じるよう

島薗 そうだったんですね︒

していました︒

うヤングケアラーのようなことを

を置いて出家してしまい︑今で言
島薗 素晴らしい成果をあげられ

知ったわけです︒

世の中は変えられると身をもって

ずに包みこもうという方向へ動い

羽塚 もうひとつ取り組んだのは︑ 言葉で表される︑人々を孤立させ

たわけですね︒

ています︒この本はある意味︑今

会全体がインクルージョンという

て希望が湧いてきますね︒今︑社

島薗 羽塚さんのご本は読んでい

と︑本にまとめました︒

智大学グリーフケア研究所 （＊２）

かせください。先生は４月まで上

グリーフケアについて、少しお聞

るように感じました︒

羽塚 その経験もあって︑親を頼
障がいのある方たちが働く施設で

の社会の状態を映し出す鏡でもあ

ろいろな施設を訪問させていただ
くきっかけになりました︒
島薗 目の付け所がいいですね︒
羽塚 このスプーンも最初の引き
出物にした製品です︒無垢の家具
端材を︑自閉症の子が数日かけて
ひたすら磨いて仕上げます︒施設
では 円︑１００円で売っていた︒
職人が作ったものならリーフレッ
トと箱に入れギフトになる︒これ
もできるのではないかと︒
そうやって手仕事にアドバイス
をさせていただきながら全国の施

―

次に島薗先生の携わっている

求められている
新たなケアの場

れない子どもに市民の前で夢をス
作る製品のサポートです︒以前は

は難しかった︒ただ︑手間暇かけ

ピーチしてもらい︑寄付で学費を

というプロジェクトを立ち上げま

てコツコツと︑地場のものを作る

集めようと︑ブリッジフォースマ

した︒結果︑企業も含め多くの支

施設があるのを見て︑これは民間

パン︑石けんなど︑一般で売るに

援をいただいて︑少しずつ大きな

ではできない︒伝え方次第で価値

﹁授産品﹂と呼ばれ︑クッキーや

うねりになり︑行政も動かして児

あるものができると思ったんです︒

から自己紹介も兼ねて、本のこと

童養護施設を巣立つ子どもを支援

などお話しいただけますか。

になると同時に︑世の中が母性社

それでクリエイターの仲間と一緒

羽塚 私は編集やライターの仕事

会になるといいなと思ったんです︒ する新しい仕組みができました︒

に︑友人の結婚式の引き出物セッ

母性とは弱いもの︑命あるものに
対する思いやりの気持
ちで︑女性に限らず︑
老若男女誰もが持って
いると思うのですが︑
効率主義の社会の中で
見えにくくなっている︒
その隠れてしまった思
いやりを発露できる仕
事ができないかと︑２
００９年から児童養護
施設の子どもたちの進
学支援を始めました︒
私自身も子どもの頃︑

トに仕立てたところ︑好評で︒い

そんなこともあって︑行動すれば

の代表と﹁カナエール﹂
イル︵＊１︶

さまざまな理由から
生きづらさを感じる社会にあって︑
そのつらさに共感し︑
寄り添う人たちがいる︒
宗教学者の島薗さんと
母性社会づくりに取り組む
羽塚さんが︑
福祉の在り方と
可能性を見いだせる現場について
語り合う︒

楽しく包みこむ
ケアの場

島薗 進

父が勤務先の倒産をき
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50

設を巡り︑感じたことを伝えたい

1 自閉症の子どもが端材を丹念に磨
いて仕上げたスプーン。説明書きを付
けて箱に入れ、結婚式の引き出物
に。2 羽塚さんの著書『ウェルフェア
トリップ 福祉の場をめぐる小さな旅』
（アノニマ・スタジオ）には、地域共
生のヒントが詰まっている。

羽塚順子
JAPAN MADE）

っかけに病弱な母と私

さまざまな福祉作業所でつくる「伝福
連携」による工芸品を手にする島薗
さんと羽塚さん。

1
2

対 談
伝統工芸の「千鳥うちわ」の100 本
の竹骨を並べる。根気のいる作業を
（ 写 真・
やり遂げる自閉 症 の 青 年。

北のニュータウンを訪れてから
海に近い湘南の宿へ
北の方はニュータウン︒東海道沿いに一
里塚がある︒甘沼というバス停で降りる︒
﹁この先にはスリーハンドレッドという高
級ゴルフクラブがあります︒元修道院があ
ったところがニュータウンになった︒もう
すぐです﹂と向かったおうち︒外見はサイ
ディングのアメリカ風に見えたが︑中に入
ったら北欧風のシックな住まい︒
﹁私は東京の四谷で育ち︑両親が居酒屋を
始めてそこを手伝っているうちに︑飲みに
来た人と知り合って結婚︒昭和 年頃︑こ
こに引っ越しました︒夫は開高健が好きだ
った︒美大を出たデザイナーでしたが︑大
手の広告代理店に勤めて︑忙しすぎて︑そ

海
を見たくて︑また旅に出た︒
東海道線で茅ヶ崎へ︒先月︑都心

の居酒屋で知り合った女性は﹁茅ヶ崎へ来
られるなら案内します﹂といってくれたの
だが︑駅で待ち合わせると﹁茅ヶ崎は何に
も見るところがないから︒うちでお昼を食
べましょう﹂ということに︒成り行きまか
せだからそれでもいいが︑その前にちょっ
とでも町を歩きたい︒
茅ヶ崎駅南口から海に向かう３本の道︒
東から雄三通り︒
﹁昔は上原謙通りといい
ました︒上原さんの妻の小桜葉子さんは岩
倉家の一族︑お金持ちで伝説のパシフィッ
クホテルを親族が経営していた︒でもそれ
が倒産して息子の加山さんもたいへんだっ
たでしょう﹂
真ん中が高砂通り︒一番西がサザン通り︒
﹁これはもちろん︑サザンオールスターズ
の桑田さんたちがこの辺にいたから﹂
︒た
しかに古いものはあまりない︒生きのいい
魚屋で︑生しらすと太刀魚を買う︒それで

﹃父ありき﹄﹃長屋紳士録﹄﹃晩春﹄﹃麦秋﹄﹃東

北口から彼女とバスに乗った︒

たらけっこうあっただろう︒路地の奥の桜

京物語﹄﹃早春﹄など数々の名作が書かれた︒ し︒城戸四郎に認められ︑ 代で監督に︒

ぐれで入った感じ︒でもそれからは人たら

の木の根元から石段を上がる︒
﹁ごめんく

き︑奥に進むとやっと女将に出会った︒森

ださ〜い﹂
︒勝手にあがってスリッパを履

ださ〜い﹂
︒シーンとしている︒
﹁ごめんく

﹁あいにく今日は先に予約が入りまして︑

たため︑杉の天井に醬油の煙のあとがある︒ ことが早死にした原因とも︒帰還する船に

用意し︑名物カレーすき焼きをごちそうし

小津安二郎が訪ねてきた客に自ら酒の肴を

早い順番で当たったが
﹁俺はあとでいいよ﹂

ました︒今は是枝裕和監督や西川美和監督

乙羽信子さんもそばで鉛筆を削っておられ

愛の母と暮らし生涯独身だった⁝⁝︒それ

ずはなく︑芸者の愛人もいたようだが︑最

しばらくして玄関近くの応接間に行って

茅ヶ崎館と別荘地に住む人々
女将と５代目の語る歴史

を出さなかったものだなぁ︒

くいたものだ︒部屋で煮炊きしてよく火事

にしても８畳に野田高梧と二人で半年もよ

いる︒もう一つの次の間付きの三番が広々

全体が国の有形文化財として登録されて

もおこしになります﹂

は新藤兼人監督が脚本を書くのに使われて︑ 江戸っ子で︑長身でおしゃれ︑もてないは

兵隊にとられ︑中国で毒ガス部隊にいた

戦前の作品はあまり残っていない︒

治子さん︒１９３８年︵昭和 ︶生まれ︒

と家庭持ちの戦友にゆずったとか︒洒脱な

20

森様には一番の６畳を用意しました︒ここ

おっとりした方だ︒

映画監督小津安二郎の気配が
今も残る部屋
﹁ お待ちしておりました︒どうぞこちら
へ﹂と庭に面した広間で宿帳を書く︒
﹁当館は明治 年に創業︑息子で５代目に

ったのに︑女将は勧めなかった︒確かに広

なります︒一番古いのは明治時代のお風呂︒ している︒予約の時はこれにしようかと思
天井が傘になっていて︑色のついた和ガラ

すぎて︑落ち着かない︒
少し︑窓からの景色を楽しみながら小津

スがはめてあります︒お泊まりいただく中
二階のお部屋は︑関東大震災でこの辺も壊

のことを考える︒
小津安二郎︵１９０
３ 〜１ ９ ６ ３︶
︑巨 匠

線
相模
ＪＲ

雄三通り

り
高砂通
サザ
ン通
り

烏帽子岩（姥島）

れまして︑もとの部材を使って建て直した
もので︑窓の下が木っ端葺きになっている
のが珍しいんだそうです︒二番の８畳のお

はなんと 歳で亡くな
っているんだなあ︒そ

部屋が︑小津安二郎監督が長逗留されて映
画の脚本をお書きになった部屋︒七輪や火

ている︒深川生まれの

相模川︵馬入川︶

相模湾

の疲れか定年になってから病気がちになっ
て⁝⁝﹂
昼から冷たいビールをぐいっ︒うまい︒
太刀魚の刺身と生しらす︑モッツアレラチ
ーズとトマトのサラダ︒新キャベツとアサ

いました﹂

江戸っ子︒家は商家で︑

の割に晩年の顔は老け

﹃戸田家の兄弟﹄︵１９４１年公開︶に鵠沼

父は不在︒いたずら小

サザンビーチ
（柳島記念館）

134

茅ヶ崎館

柳島湊跡

鉢︑茶簞笥なども持ち込んで自炊なさって

の別荘シーンが出てくる︒これを皮切りに

僧の学校嫌い︑風まか

南湖院
（旧藤間家住宅）

リのスープ︑タケノコご飯をごちそうにな

お礼をいって一人︑バスで駅へ戻り︑今
度はタクシーで今日の宿︑茅ヶ崎館へ︒

毎年の秋から翌年の春︑ツツジやエニシダ

JR東海
道本線

MOKICHI
FOODS
GARDEN

作家

駅前の肉屋さんで唐揚げやコロッケを夜

撮影●森まゆみ

せの人生で︑松竹にま

スリー
ハンドレッド
クラブ

まだまだ続く神奈川県の旅、
茅ヶ崎へ

る︒どれも上等な味だった︒

都心から１時間。明治維新後に西欧に流行した海水浴保養地として、
湘南文化が花開いた歴史のある町、
茅ヶ崎。
長い年月ここに暮らし、
文化遺産を伝えてくれる人に出会う。

が咲く頃まで︑茅ヶ崎館に数カ月滞在し︑

茅ヶ崎館と茅ヶ崎略図
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468

13

暮らすように町に泊まる
Kanagawa

ごはん代わりに少し仕入れた︒宿まで歩い

1

鉄砲道
北口
崎
茅ヶ
南口

茅ヶ崎
民俗資料館

1

茅ヶ崎一里塚
東海道

60

63

32

湘南の海浜宿
茅ヶ崎館の来し方
森まゆみ

国の登録有形文化財の宿「茅ヶ崎
館」。サザン通りを徒歩 20 分、隠
れ家のように建っている。

回
58
第

