
おやぶんの山梨「縄文」サマーキャンプ、
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みなさな こんにちは | ●の夏 山梨県で 1泊 2日 卸 1者 25人ほどの ちいさなサマーキャン● 止

画しました 人 が々自然とともに暮らしていた穐文時代に想いをはせて 現代に生きてぃる大人も子どもも
「そぼくなしを取り戻してみようJというキャンプでヽ お釜で米を炊いてみよう 夜 外に出てみよう 星
を見てみよう 土をこねて 土器をつくろう 古代人の家をつくろう そしているんなあたらしい友たちと出

会おうよ |ぜひ 参加してみてください
201=山梨「穐文Jキャンプ企画者 芝田勝茂 (1欧三宰 )

日程 :8月 10日 (■)～ 11日 (日 )

キヤンプIt i山梨県山動市l●丘町倉科
=5,6「

農土舌 (の とか)J

(立川の4■校の発生 蔦合発生か借りておられる一軒家)

参加資格 :子どもから大人まで どなたでも |

定e125名 (定月になりよ第しめきります)+ス タ,,
参加書 :1,010円  宿泊書 食材書 現It費用 保険等 :6500円 運

営書 (企画 準備費用 :=500円  貸t■ スヽ (大型),|10円 Xバス

代 高速rt乗務e宿泊費等費用かかさみますがお許しください

スケジュール (予定 ■民等により変更の場合もあります)

8月 10日 (■)午前 渋谷駅真口「クロスタワーJ集合
バスで現It^、 ワークショ,プテーマ「穐文,専代J

O「土..をつくってみようJ あの 「火焔土..Jにチャレレジ | |

みんなでや(壺き。とすごいものができる |

0「9■式住居Jをつくってみよ うJパを掘り 屋根をつくって堅穴式住居 (の

ミニチュア,)をつくろう |

0晩御飯をつくろう |かまどでお米を炊きます (野菜とお米を,,咋市農協に
依頼交IFします 1市長 「1■原米J組合長 「しいたけJく ださい |)

0夜のつとい 夏の夜の定番 1近くの神社まできもためし 1夜の楽しさとこ

わさをた。ぶり楽しもう 1古事記とか 穐文,専代のこととか 未来のこととか
みんなで火をかこんで話してみようよ おやぶんバンドJの「屋根裏コンサー

トJもあります 楽しいキャンプリンケカヽ ●ばい 1 朗議 1も |

8月 11日 (日 )朝 力■ どでごはんを炊きます お昼のおにぎりもつくって

しまおう 御キ付けしたら お昼に川県 行ヽき 水遊び I It元の温泉
`は

い。
て 2日 l.Bの汗を流し 渋合にて解散 |三宰 (企画 実行 運営責任者)芝田勝茂 協カスタ,, す0人
たち(略)Xこ れは 個人三宰 「有志Jのボランテイアによる個人参加キャンプです 官利を目llと したもの

ではありません ご理解とご協力をお願いします
芝田勝茂 :ファンタジー作家 日本

^レ
クラブ会e 代表作「ふるさとは 夏J(福音館文庫)「星の砦J(講

談社青い鳥文庫 )「 ドーム郡シリーズJ(小峰書店)「サランナJ(あ■| 書ヽ房)ほ 力ヽ 長いl.l サマーキャン

プやスキーキャンプのデイレクターをしてきました 著書「ぼくらのサマーキャンプJ(国土社)には オリ
ジナルのキヤンプリンケ「夏か好き さ・ 1好きJの楽譜も載ってま■

お申し込み お問い合わせはメールで  。,証
…

☆b02 it゛●Ⅲ●|lt ☆を0に
ホームベージ「時l.Bの水J htt,‖ h●●||● 01 it,|●Ⅲ●|IJ,hb計J もぜひごらんください
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火烙(かえん)土器



キャンプ、それは自然。すなおな心。そしてともだち。
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,L文1寺代つ

芝田勝茂 tわ たしはこれま
`|ら

んな物語をま できました 「きみに会

いたいJや「夜の子どもたちJでは核廃棄物や原発の危険を描きました でも

=11と
 原発事故のあと いろ

'●

まことを考えました ……わたしたちはいま

好むと好まざるとにか力わ らず 衣食住 生活の

'｀
てにわた0て 珈代の「文

明Jを身にまとって暮らしている そんななかで いつのまにか ほんとうに

大t■なものや 素直なものの見方や考え方を見落としてしまったのではないた

ろうか そうだ 余,なものをとりはらって「自然Jに もどって考えてみよう

でも「自然Jってなんだろう
'…

… とまあ そんなわけで古事記を読む会をや

った0 いろルま出会いがある中で‐途中省略‐「古代 ●そぼくなしをとり

もとす 穐文キャンプをやってみよう IJということになったわけです わけ

がわかん
'■

,はい ,や でも しつは「みんなで楽しくキャンプしたい IJ

というのが正直まところです 穐抑専代はそのための「キヤンプの材料Jなん

です でも これはかなり おいしい材|キすよ |

―
D

l万年つづいた穐文,訳は じつはとても豊かで 面白い時代でした ひとびとは 狩をして 来の‐ 採集

するだけの言しい暮らしをしていたのではなく どん0りをい。ばい集めて襴与食料にし 焼畑農業をし 春

十代の感性に語りかlする中 ■
椰 場 ¬概 期 凛 ;
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代の土..はみんな模様や形がおもしろい 中でもすごいのは「火焔土..Jです 「変なかたちの■●.だJと思

われて博物lt● 片隅に置かれていました ところがあるとき 芸術家 同本太郎 (「太陽の塔Jなんかで有名

ですね)がこれを一日見て 「なんじゃこれは。 |すごい IJと さけんだのです それで,―ムになり 火焔
土..はぃ。べんにせ界に有名になりました でも これって「火焔,Jつまりほのおのかたちなんでしょうか
この土..のかたちは い。たいFあ らわしているんだろう

'き
0と つくっているとわかってくるかも,そ

こに 「穐文人のひみつJが隠されている とわたしは息っています

に 炊 tヽで 颯 でヽ 夕 ＼る 1)

今回は 「穐文Jテーマとはちょ0とすれますか 「農土舌Jにある すばらしい煮炊きの道具 「お釜Jや「な
べJを使って 三食とも じぶんたち■●●てみま■ 薪を燃やして お米を炊いてみる もしかしたら お
こげどころか 真●黒に焦げてしまって 食べられないかも,スリル満点ですね |そんなふうにみんな」 ,t戦

してみまヽ ガスや電気じゃなくて 火をつけないと 煮炊きはでき
'ユ

んだよね

(「F■香 0ど 力つJに,ヽ0
このキヤン●tt 半年前にJ市 の小学校の図画工作の発生 蔦合政子発生からわたしあてに送られてきた
一通のメールから 実現することになりました 蔦合発生ご夫妻は この

=年
l.l 山梨県の-0電 「農土舌J

を借りてJの 小学校のこともたちに年に 6回も「い渤 体ヽ験Jをさせておられたのです 自由に使える一軒

屋 養蚕につかっていた屋根裏もありま■ 庭で小さな「キャンブ,アイアーJもしてみましょう |

ぜひぜひ卸 1してみてください |すてき訥沖l.lに合わせてあげます 待ってます |(ス ボンサーも募集中 |)

キヤンプ デイレクター「おやぶんJこ と芝田勝茂 (しばたかつも)

只自文学卜黎

夏秋
‐● 多様な植撫 そして動物

海産材を食べ 暮らしに使い 今

の日本人の暮らしや「皇山Jの原

型をつく。たのでヽ たぶな 「日

本語Jも この 1万年のl●lにゆ●

くりとかたちづくられたのだと

思います そんなかれら|‐・ 〈●
た住居こそ 平安時代や室町時代

にいたるまで 庶民の家として使

われた「堅穴,=居 Jです 穴を

掘って 柱をたて 萱をヨ て屋

根にしたその家こそは 日本人の

家の原型です

― L3っ て ?)

のちに稲作が入ってくると なん
だかのoべりした「弥生式土..J

にとって変わられますか 穐文時


