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未来世代に郷をつなぐMOOK

梼原を想う

あらためまして、
ゆすはらです



About  th i s  mook

「Celebrat ing  Yusuhara  ― 梼原を想う」は、

梼原に住まう人々、

日本・世界そして未来の梼原に縁ある人々に

この郷の継続と繁栄の源泉を伝え、

心の豊かさを求めるすべての人と社会への

道標となることを願ってつくる、

不定期刊行のムックです。
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　高知県の西北部、愛媛との県境の雄大な四国カルストにいだかれた郷・梼原。四国山地の南斜面、

1200mの高低差の中に広がる町は、その面積の９割を森林が占め、そこから流れ出る梼原川・四万川川

が、清流四万十川を支えている。

　あらゆる生命を育む森と水に恵まれたこの地で、梼原は千百余年にわたる歴史を刻んできた。

　伝承によれば、その始まりは913年に藤原（後の津野）経高によって開拓された「津野荘」。以来ここに腰

を落ち着けた津野氏の一族は、「土佐七雄」の一角をなす豪族として栄えながら戦国の世に滅び、代わっ

て長宗我部氏、さらに山内氏がこの地を治めることとなる。

　江戸から明治に時代が変わるころ、この一帯は「津野山郷」と呼ばれて９ヶ村が営まれていた。町村制

施行に伴い、1889年に現在の町域にあたる６ヶ村が統合されて「西津野村」が誕生、やがて「梼原村」と改

名する。

　「梼原町」となったのは1966年のこと。それから半世紀を経た梼原は、今歴史の新しいステージへと歩

みを進めている。

高知空港

JR高知駅

JR須崎駅

梼原

空港連絡バス
約 25 分

特急：約 40 分
普通：約 1時間 20 分

高知高陵交通バス
約１時間 10 分

公共交通機関・モデルケース

※須崎駅-梼原間の路線バス（高知高陵交通）は
　運行本数が少ないので、ウェブサイトなどで
　時刻表をお確かめの上ご利用ください

高知龍馬空港

高知新港

徳島阿波おどり空港

徳島港

高松空港

高松港

松山空港
松山観光港

宿毛湾港

八幡浜港三崎港

松山空港から
1 時間 40 分

高松空港から
3 時間 

自家用車・レンタカー利用の場合の
ルート別の所要時間

徳島阿波おどり空港から
3 時間 20 分 

高知龍馬空港から
1 時間 40 分梼原町

徳島県

高知県

愛媛県

香川県

あらためまして、
ゆすはらです
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内省を促す森
D'où venons-nous?  Que  sommes-nous?  Où a l lons-nous?

我々は何者か、どこから来て、どこへ行くのか

森の聖地・梼原は、人を素朴で大きな問いと向き合わせる。

森

7



森羅万象の
循環を支える清流

 

森が受け止めた雨水は、いく筋もの流れとなってほとばしり、

梼原川・四万川川を経て日本一の清流・四万十川にそそぐ。

豊かな水はこの郷を清浄に保ちつつ、万物の生々流転を支えている。

水
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世界を見晴らす峠
森を抜けたとたんに開ける峠の眺望は人に広い視野をもたらす。

ここから旅立った幕末の志士たちさながら、

想いはおのずと「新たな夜明け」へと向かう。

峠
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神人和楽の郷
「神人和楽」の境地、神と人が共に在る世界を、

津野山神楽は今日まで受け継いできた。

この地では、一木一草にも宿る神仏と人が共に在り、

神話と人間の世界が連続・混在する日本古来の世界が今も残っている。

神棲む高みを人もたどり着ける理想郷ととらえ、

現実を見据えつつそこを目指す志・精神性を備える人々が、

時代を問わずこの郷に引き寄せられる秘密がここにある。

和楽
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　梼原を開拓した藤原（津野）経高は、平安時代

の中央政界の頂点にあった摂関家に生まれなが

ら、陰謀により四国に流されたとされる。この地

にたどり着いた経高は、峠より眼下に広がる森を

見渡して一点光り輝く湧き水を見つけ、それを田

に引いて「津野荘」を開いたという。

　そして伊予から進んだ技術を持つ者を招き入

れて開拓事業を進め、また、津野山神楽を今に伝

える三嶋神社を勧請した。

　それから千百余年、経高が京の都からもたらし

た先見性と文化の上に、梼原の物語は連綿と紡が

れ、今日まで続いている。

　梼原の人々の間には、朝廷を支え国を治めてい

た藤原氏の一族・経高の遺民であるという誇りが

受け継がれてきた。数多く遺る茶堂は、滅びた後

もかつての領民たちに慕われていた津野氏の霊

や諸仏を祀って江戸時代に建てられたもので、や

がて道ゆく人を接待する場、そして情報が集まる

場となる。

　そうした人々の意識が、幕末に土佐藩・他藩を

問わず勤王志士たちを支えた「一村勤王」の態勢

につながったともいわれる。そして梼原は、志士

たちが「日本の夜明け」へと旅立つために越えた

峠の郷、歴史の舞台となったのだった。

　自然・人・神仏が渾然一体となった世界に花開

いた平安の文化は、豊かな自然に恵まれた梼原の

地にしっくりと落ち着き、津野山神楽がつなぐ

「神人和楽」の境地（神と人が共に在る世界）に象

徴されるその自然観・人間観は、山深いがゆえに

時代を越えてこの郷に遺されることになった。そ

してそれは、梼原の人たちの中に、神々が生まれ

た高天原を人が目指すべき理想郷ととらえる志・

精神性を育み続けている。

理想郷・梼原へ

ゆすはら
物語

　辺境にあってなお高い文化力を備える梼原は、

その歴史を通じて名だたる賢人たちを世に送り、

また引き寄せてきた。

　例えば室町時代の領主・津野之高は、その文才

を将軍足利義教に高く評価され、この地に生まれ

た禅僧の義堂周信・絶海中津は、中世五山文学の

雄として活躍した。さらに近年では、民俗学者・

宮本常一、作家・司馬遼太郎、宗教学者・山折哲

雄、建築家・隈研吾らがそこに名を連ねている。

　いにしえより受け継がれてきた世界と文化、そ

こから開かれる人類の未来への扉を秘める梼原。

坂本龍馬を国の夜明けへと旅立たせ、司馬遼太郎

に日本人の原点と可能性を展望させたこの「峠」

の郷に、次はどんな夢を描く志士がやってくるの

だろうか。

Story  o f  YUSUHARA
1514



　1987年のこと、取り壊しが議論されていた芝居小屋「ゆすはら座」の保存運動を応援するために、建築

家・隈研吾氏は初めて梼原にやってきた。

　「山の奥に隠れた木造建築の素晴らしい空間に、本当にびっくりした」と氏は振り返る。ゆすはら座の

命を救ったこの出会いこそが、新国立競技場にもつながる隈氏の木造建築の原点となった。

　ホテル・木橋（ギャラリー）・まちの駅・総合庁舎、図書館と福祉施設……隈氏デザインの建造物は、今や

梼原の町に６棟を数える。そして、町と建築が織りなす「雲の上の物語」の舞台は、梼原から日本へ、世界

へと広がり続けている。

　本当に命拾いしたのは、ゆすはら座の建物ではなく私たち人類だった⸺Є「物語」の百年後のページに

は、きっとそんな一節が記されていることだろう。

循環の中に身を寄せる「小さな建築」

　「小さな建築」とは、生物の細胞のようなシステムによる自由さ、しなやかさを持ち、周りの自然環境、自然がもたら

す循環の中に身を寄せる、自然の一部として「生きている」建築のことをいう。それは、扱いやすい「小さな単位」から成

り、それを積んだり、織り合わせたりして連ねる、気楽に作っては、元に戻せる構造体を特徴とするものだ。

　近代文明が追求してきたのは、これとは対照的な「大きな建築」だった。それは、人間を周囲の環境から切り離し、「単

位」からして重く大きく、硬い構造システムを持つ人工物だ。「小さな建築」は、環境に対して、不変・不動で支配的であ

ろうとする、従来の建築の概念を根底から覆すもの、人と環境・世界をしなやかにつなぐ道具のようなものだ、と隈氏

は言う。

　その発想の背景には、日本人が古くから育んできた、自らを自然の一部とする人と自然の関係、そこに根ざす独自の

世界観・美意識が息づいている。
参考文献：隈研吾『小さな建築』（岩波新書）

Yusuhara  ×  Kengo  Kuma

自然と人の共創 「小さな建築」
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雲の上のギャラリー

雲の上のホテル 雲の上の図書館・
梼原町複合福祉施設YURURIゆすはら

梼原町総合庁舎

（ 『水光る森のゆくえ インタビュー・シリーズ』より加筆転載 ）

ゆすはら座 まちの駅「ゆすはら」（マルシェ・ユスハラ）
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　「それぞれの生きがいを大切にしながら、満足

と幸福を感じて、生涯を通じ安心・安全に暮らせ

る町をつくり、その町を子々孫々につないでい

く」⸺Є目指すのはひとつの「理想郷」、といって

も決して特別なものではない。先人たちが思い描

いてきた町、そしておそらく誰しもが願う社会の

ありようだ。

　だが、実現が難しいからこその「理想郷」でも

ある。とりわけ、地球規模の気候変動や自然環境

の変質、人工知能など情報関連技術の発達がもた

らす第４次産業革命など、私たちの生活に直結す

る社会経済の大転換が起こっている今の時代、梼

原もその長い歴史の中でかつてない「未知の領

域」に足を踏み入れつつある。

　温厚な人柄で知られる吉田氏が、あえてこのよ

うな激動の時代に、火中の栗を拾うべく手を挙げ

た。その静かな決意を秘めて、氏は淡々と語る。

　「何か突飛なことをやり遂げる必要はない。時

代を越えて変わらぬ人々の願いを形にしていく

ことこそが私の使命。それには、町民の生活にも

世界の変化にも、同時に目を向けて積極的に寄り

添っていかなければなりません」

世界に目を向ける

　日本の中でも「辺境」ともいえる土地にありな

がら、梼原には、人類全体の平和に想いを馳せる

大きな視野と粋な心意気を携えて、郷をつないで

きた歴史がある。

　梼原に伝わる津野山神楽は、今なおこの郷に

「神人和楽」の境地（神と人が共に在り、神話と現

実が連続・混在する日本古来の世界）への扉を開

く。神と人の間に境界線がないこと、それは人と

自然、理想と現実の間にも境界線がないことに通

じる。こうした世界観を大切にしてきた梼原の

人々には、神々が生まれたという高天原を、人も

到達できる理想郷ととらえて、そこを目指す志・

精神性が備わった。そして、「理想の上に立つ現

実主義」が、梼原の歴史を通して、その先進性の

柱となってきた。

　その心意気を継承する吉田氏は、トップに就任

して間もなく梼原を「世界の課題解決先進地域」

と位置付けた。

　「井の中の蛙になったら、生き残ってはいけな

い。少子高齢化などで世界の先頭を走っている現

状をむしろポジティブにとらえ、人類がこれから

共有することになる数々の課題に対し、世界に誇

れるようなモデルケースを示すことを目指しま

す」

　それは、一自治体の枠組みを越えて国内外の社

会の「役に立つ」視点を大切にした取り組みを進

めることで、町外から人・経済を呼び込み、それ

を結果的に町の経済の再生、自然と共にある豊か

な町民生活の実現に結びつけるという構想だ。

　その基本的な考え方を、氏はこう説明する。

　「人は自分のことばかり考えていたら苦しくな

る。相手のこと、周りのみんなへの思いやりを持

てば、自分の心も楽になっていきますよね。町の

繁栄もそれと同じ。先人にならい、梼原だからこ

その役割を、大きな心と視野を持って果たそうと

努めれば、この郷はおのずと生かされるのだと思

います」

ゆすはら新 時 代
吉田尚人・梼原町長インタビュー
Hisato  Yoshida ,  Mayor  o f  Yusuhara

吉田尚人
1983年より梼原町役場勤務。総務
課長補佐などを経て、2001年に退
職。02年～09年、四万川郵便局長。
10年～17年、副町長。17年12月、
梼原町長選挙で当選、町長に就任。
明治大学法学部卒業。

“子供も大人も笑顔あふれる町には
おのずと人が集まる”

1918



梼原の子供たちに笑顔を

　では、氏の構想を具現化する、具体的な施策と

はどのようなものなのか。

　「まず何より、町の経済の活力を取り戻さなけ

ればなりません。高齢化が進むこの町では、積極

的に町外から、人と経済の流れを取り込む必要が

あります。そのために、宿や交通などの観光イン

フラの充実は急務です」

　世界一高齢化が進んでいる日本は、その人口も

減少に転じている。中でも人口減少が最も速く進

むと予想される四国地域の山間にあり、高齢化率

が44％に上る梼原にとって、これは当然の発想

といえる。

　しかし、それだけでは町は活性化できない。今

後は、いろいろな分野で「自足」していく力を高

め、住民が営む小さくても魅力的な「生業（なり

わい）」をおこし、人々がほしいもの、やりたいこ

とを町内に増やして、町外からもたらされたお金

が地域内で何度も回るようにする必要がある。

　「大切なのは、住民も来訪者もここで心豊かに

暮らせる・過ごせるようにすること。そのために

は、町の人がこの町の豊かな自然資源・文化資産

にあらためて目を向け、それらを守りつつ、人々

や社会の役に立てることができるかどうかが鍵

となります」

　吉田氏が掲げるのは、町外の資本をうまく取り

入れつつ、地域の生業や企業を育むという、地に

足がついた柔らかなプランだ。そして、人々の生

活や経済が自然から離れ、住民と町の結びつきも

弱まるという、いわば「時代の課題」とも向き合

い、その流れを変えようとしている。

　目を引くイベント企画などで観光客動員に成

功するも、持続性に必要な手立てを講じることが

できず尻すぼみになっていく地域おこしが少な

くない中、峠の郷・梼原の視界は良好だ。

　「梼原のものがいいね、と子供も大人も笑顔で

言えるようになり、誇りを持って町で暮らすこと

ができれば、そこに好循環が生まれる。それこそ

が町の持続性のある繁栄への道です」

未来にバトンをつなぐ

　「子供も高齢者も笑顔あふれる町にはおのずと

人が集まり、その人たちの人生も豊かにできる。

町の人々の暮らしの充実は、持続性のある観光・

産業の育成にとっても肝となるものです。町内・

町外の智慧を生かし、豊かな町民生活を実現しつ

つ、梼原の歴史と文化をうまく織り込んだ新しい

基幹産業を育てたい。そして、梼原らしい形で、

みんなに幸せを届け、未来にバトンをつないでい

きたいと思います」

　内省を促す森林と山々、鳥瞰にいざなう峠、そ

して身も心も潤す清流に囲まれた梼原の暮らし。

その中で育まれた眼が見通すのは、古くて最先端

な未来⸺Є梼原から開かれる世界に期待が集ま

る。

YUSUHARA's  New Era
2120



雲の上の図書館

コンビニ

観光交流案内所 
＆ 歴史民俗資料館

郵便局梼原病院

マルシェユスハラ
（雲の上のホテル別館）

スーパー

交番

R440

梼原町役場

ゆすはら座

雲の上のホテル
（ギャラリー・温泉・プール）
*役場より車で2分R197

梼原流・
A Handy Guide  to  Yusuhara

さあ、出発しよう
“梼原＝変幻自在の自然＝自分”を見渡す旅へ

梼原町の６区

梼原は、日本本来の人と自然の関係に根ざした世界観が今も息づく郷、

人と自然が繰り広げてきた豊かな「共創」の果実が詰まった宝箱。

町のそこここに散りばめられた有形・無形の文化資産を巡ったり、

「森林セラピーロード」を歩きながら“マインドフル”な自分を取り戻したり、

南部・松原（標高220m）から北部・四国カルスト（標高1455m）まで

梼原ならではのドライブを楽しんだり、プール＆温泉でリフレッシュしたり、

カフェ・カルチャーや地物食材の料理を楽しんだり……

「心豊かな暮らし」のヒントを、たくさん見つけて持ち帰ってくださいね。

梼原町中心部遊

2726

〈梼原を一気に見渡す スペシャル・サイト〉

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/kanko/special/

四万川区 越知面区

西区 東区

松原区

初瀬区



久保谷セラピーロード

　100年近く森とともに時を刻んできた水路。静かに語りかけるように流れる水に導かれて歩みを進め

ると、谷底から爽快な水音、頭上から葉ずれの声、そして水辺を覆う苔の緑と青の点描画、時に風が運ぶ

甘やかな香りにいざなわれ、いつしか、自らもその大きな有機体の中に溶け込んでしまう。

　山肌に沿って3km、森の中の水路をなぞるように続く、落ち葉が敷かれたほぼ平坦な道。刻々、その装

いを変える森は懐が深く、何度訪れても、その道は古くて新しい。
※ 入り口や出口の急斜面や、道幅が狭くなっている箇所などには十分にご注意ください

場所：梼原町松原（梼原中心部から車で40分）

カーナビなら、「松原郵便局」を目指していらしてください。

（国道439号線沿いにある「森のパン工房 シェ・ムワ」や「あいの里まつばら」が目印）

ガイド／松原まろうど会 （TEL 0889-66-0133）

※ 「森林セラピーロード」　森を楽しめる道の中でも、生理・心理実験によって癒しの効果が実証されたものを、

　 ＮＰＯ法人森林セラピーソサエティが認定。「久保谷セラピーロード」の認定は2007年。

質素で豊かな、水と森と私の世界

身も心も「自然の一部」に
還るひととき

森林浴
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　梼原には、いにしえの智慧に満ちた、かつての日本人のありよ

うの「記憶」を蘇らせるかのような場所が、いくつも遺っている。

 そこでは、自然を支配しようとする人間中心的なものではな

く、母なる自然と調和し、それを支え、その中に息づく日本なら

ではの「人工」が情緒溢れる風景をももたらして、独自の「自然

界」をつくり出している。

　この郷が伝える「自然と人の共創」は、多彩、豊穣にして無常な

る自然を持つ日本に住まう民がつくり得た、日本らしい文明の

原石のありかに他ならない。

自然と人の
共創巡り

文明の源・命に触れる

梼原物語を
訪ね歩く贅沢

Ⓒ Takumi Ota

茶堂（東町）

津野山神楽

沈下橋（仲久保）

千枚田（神在居）雲の上のギャラリー（太郎川）雲の上のギャラリー（太郎川）



雲の上のプール　
梼原産の杉材を贅沢に使った建物の中に

あるプール、そこで泳ぐ至福の時を楽しん

でから温泉へ。

雲の上の温泉
ジャグジー、薬湯、サウナ、大自然の中にある露天風呂……

「梼原はええ、梼原がええ」と言わずにはいられない温泉がここに。

梼原の星冴える夜 何を守り 何を手放し 何を生み出す？

星空はやがて、新たな夜明けへ

山奥に隠された名所

梼原のプール＆温泉で、
心も身体もリフレッシュ

プール
温泉

空を
仰ぐ

維新の群像（川西路）



食のイノベーション
梼原産の野菜たちが盛り上げた

一夜の宴（フードデザイン・本道佳子）

※ 写真は、イベントのために特別に用意された料理です

　 （通常は、提供されておりません）

梼原の自然を宿す、優しいものを、召し上がれ

目も舌も心も喜ぶ「ご馳走」
食

カフェ・カルチャー

COFFEE FLAG／中心部 森のパン工房 シェ・ムワ／松原 Coffee Stand CANS Hutte／太郎川

ユスハラ・ビーフ

さらには

美味美味亭／中心部

地物をふるまう人気店「くさぶき」（太郎川）、韓国式サウナと韓国料理（梼原産キムチも）が楽しめる「チムジルバン 

レストラン鷹取」（初瀬）、有機野菜を使ったランチが食べられる「パン・カフェ D'aPan屋」（四万川）などなど……

多彩な梼原グルメや町の人との交流を楽しめるお店はまだまだあります。

「隠れた名店」はこちらをチェック↓ 

〈食べる 梼原町観光情報〉  http://www.town.yusuhara.kochi.jp/kanko/taberu/
※ お越しいただく前に、念のため定休日等をご確認ください
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「雲の上のホテル」は建築家・隈研吾氏の木造建築・第1号、梼原が隈氏の「原点」の郷といわれるゆえんです。

そして町の中心部に位置する「マルシェ・ユスハラ」も隈氏の作品、茅葺（かやぶき）をモチーフにした梼原

の顔です。町内にはその他、体験型モデル住宅や農家民宿などの宿泊施設もあります。

梼原の宿泊はこちらをチェック→  〈宿泊・温泉 梼原町観光情報〉  http://www.town.yusuhara.kochi.jp/kanko/stay/

星降る郷で「ひとやすみ」

自然の声に包まれながら眠りにつく
泊まる

雲の上のホテル （TEL 0889-65-1100） マルシェ・ユスハラ （TEL 0889-65-1288）

3736

ロイヤルルーム

ロイヤルルーム

スイートルーム

Ⓒ Takumi Ota



ゆすはら歳時記  Photo  by  Yoshiak i  Tsuchiya

Spr ing

Summer

Fal l

Winter
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　四万十川源流域の郷・梼原には、たとえ世界の裏

側からわざわざ訪ねてきたとしても後悔しないよ

うな場所が、いくつもある。町は、もともと独立し

た村だった６区から成り、それぞれの独特な自然

環境と文化を楽しめるのも、この郷の醍醐味のひ

とつだ。

　中でもいちばん暖かいゾーンにある松原区への

道は細く曲りくねり、まるで聖地が「みそぎ」を課

しているかのよう。でも、そのくらいでちょうどい

い―先には数々の人類の宝が待っているのだか

ら。そのうちいくつ見つけられるか、それらがどう

見えるか、それはその人次第。松原は来訪者の感性

に合わせて出迎えてくれる柔らかい場所だ。

　この松原の宝の番人、貴重な森を守り生かす、梼

原の「無形文化資産」ともいうべき営みを担う下元

廣幸さんが語る、昔ながらの最先端な世界に耳を

傾けよう。

Yusuhara  ×  Yusuharabi to

梼原を想う
下元廣幸
Hiroyuki Shimomoto

Q.　下元さんの故郷への想いを聞かせてください。

A.　自然の中で暮らしていると、それが当たり前

になって、その有難さに気づかなくなるところも

ありますよね。空気と一緒みたいなものですか

ら。

　でも、ずっとこの山の中に住んでいても、紅葉

が枯木立になって、雪が降って、また新緑の季節

になると「わあ、きれい」と、四季折々に感動して

いるんですよ。80年生きてきても、ここの生活に

飽きがくることはありません。

　私は、松原で生まれて、育って、ここで終わる
……私ほど外に出なかった人間も少ないのでは

ないかと思いますが、この地域で、自分なりの生

き方を見つけて、十分に生きてこられるものがあ

りました。森と川があったからこそ、ここで生き

てこられたし、「ここほどええとこはない」、そう

思うんです。

　よそと比べるのではなく、不便なことがあって

も、そこにあるものに感謝をして、それを「生か

すこと」に知恵を出す……山を切り拓くというよ

うなことではなく、山と共に生きていく。人は、

生まれたら生まれたところを、故郷を大事にする

人間になってほしい、と私は思います。

　ただ、食べていけなければ、どこかへ出稼ぎに

行かないといけません。だから、よそへ行かなく

ても、ここで生計が成り立つようにすること、わ

ずかでも子供がここに残って、梼原を引っ張って

いけるような人を育てることが、私たちの課題で

すね。

　いろいろな人がここを気に入ってくれて、来て

くれることにも期待はするけれど、人がいなく

なったから、新しい人が来ればいい、ということ

ではないと思うんです。やはり、まずは住んでい

る人が、故郷を大切に思い、ここを住みよい環境

にしていくことが大切だと。

　自分が住んでいるところを、いいところだとみ

んなに言いたいし、自慢できる地域にしたい⸺Є

地域の継続や繁栄は、そういう思いがあってこそ

だと思います。

Q.　松原にある「久保谷セラピーロード」のガイド

（p.28-29参照）を務めていらっしゃいますが、下元

さんにとってセラピーロードとは？ 

A.　ここのセラピーロードは、90年以上前に造

られた農業用の水路に沿って歩きます。以前はそ

の水で、地域のみんなが田んぼを作っていまし

た。当時は、先輩たちが赤土で補修しながら水路

を守っていて、私も子供の時から手伝っていまし

たよ。森に行くたびに、その時のやりとりを思い

出しますから、水路には愛着があります。

　今は田んぼを作る人がわずかしかいないので、

セラピーロードの認定を受けなかったら、水路を

守ることは難しかったかもしれません。

　生まれ変わった水路のおかげで、地域に人が来

てくれて、ここらのお店にもお客さんが寄ってく

れる。私にとっても、暇を見つけては少し手を入

れたりすることが楽しみでもあり、それが健康に

つながったりもしています。

　セラピーロードはいろんな形で役立ってくれ

ているから、恩返しみたいなつもりでちょっとし

た維持管理をやっているんです。それは、全然苦

労でないし、行きたい、やりたい、そんな気持ち

です。

　セラピーロードを今以上に皆さんに喜んでも

らえるものにしていくことが、私に残された時間

で、まずやらなければいけないことだと思ってい

ます。

　

Q.　梼原でも、「人・経済・自然の連続性」が急激に

失われてきた中、人と自然の「境界線」で下元さん

が続けている森とのやりとりを教えてください。

A.　セラピーロードは人が歩きますから、危険な

ところには手当てをします。ただ邪魔な木だから

切って除けるというだけでもいけないし、石ころ

を除けて、きれいにすれば、それでいいというも

のでもありません。また、例えばモミジの葉っぱ

を別の木の枝が邪魔していて、それがなかったら

もっときれいに見えるかなと思ったら、風景を見

ながら少しだけ剪定したりもします。

　あちらも生き物ですから、毎日変化しますから

ね。常日頃、森のことが頭の中にありますし、森

は友達のようなもの。こちらの都合だけではな

く、森の「望み」も察して、ちょっと手を入れるよ

うな気持ちで接しています。

　そこらへんの「森のつくり方」は、これまでの

森との付き合いから身につけたつもりです。

　森に限らず、今は「当たり前」にあるものも、こ

うした「手入れ」ができる人がいなくなると、後

世に遺していけません。だから、押し付けるので

はなく、若い人たちが「見よう見まね」でこうい

う営みを覚えて、その醍醐味を感じる機会が増え

るように、私たちも努力しないといけないですよ

ね。

　私の場合は、明日もあさっても、続きの仕事が

できるのを楽しみに、森へ通います。そんな森

が、ずっとこの地域にあることを願っています。
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セラピーロードの変わりゆく景色は、森と森の番人の共創

一輪車で石や丸太を運んで石垣を作りながら、「久保谷セラピーロード」の安全や景観に心を配り、自然の営みを日々そっと

応援する下元さん。石がなくなれば、次は栗の木で……急斜面や細い道もものともせず、下元さんの創意工夫は尽きない。

43

郷に住まう人の

語りつくせぬ梼原への想い、

続編にも乞うご期待

42



Like  Antoine  Marie  Jean-Bapt is te  Roger ,  

comte de Saint-Exupéry.

Saint-Exupéry lore is that he traveled by plane 

to  Brazi l  to  an enigmatic  land with Oscar  

Niemeyer and Le Corbusier.

My journey to Yusuhara was a visit to a land 

forgotten . . .  but a Japanese land filled with 

history and love and folklore equal  to the 

myster ies  of  Saint-Exupéry or  grander  in  

scale.

It was an architectural journey that delivered 

an unexpected experience . . .  an experience 

that revealed the rewards of a world apart, a 

world sublime.

私の梼原への旅は、あのアントワーヌ・ド・サン=

テグジュペリ（※）の伝説の旅⸺湤彼が自ら操縦

する飛行機でブラジルに渡り、ふたりの天才建築

家、オスカー・ニーマイヤーとその師であるル・

コルビュジエの謎めいた作品に出会った旅によ

く似ていた。私が訪れた梼原は、日本の知られざ

る、しかし歴史と愛と智慧にあふれた場所、サン

=テグジュペリが感じた神秘に劣らぬ、いや、お

そらくそれをはるかに超える神秘に満ちていた。

そこで私もまた建築と出会い、異次元にあるかの

ような孤高の世界が秘める宝を垣間見る、思いも

かけない経験をしたのだった。

天候（南国土佐と思ったら……）

高知といえば暖かい南国のイメージがありますが、標高の高い梼原は夏でも涼しく（夜は

寒いことも）、冬には街中でも数十センチの雪が積もります。どんな季節でも、上に羽織れ

る暖かいものを１枚、余計にお持ちいただくことをお薦めします。

町内における移動（譲り合いのすれ違い）

道幅が狭く２台の車がすれ違えないような場所が点在する梼原での運転では、スピードを

出さずに、前方を遠くまで見通して、対向車が目に入ったら、すれ違える場所を見つけて車

を止め、道をお譲りください。相手が先に止めてくれたら、感謝して通していただきましょ

う。とくに都会での運転に慣れたドライバーはくれぐれもお気をつけください。

クレジットカード（カードに頼りすぎないで）

梼原でクレジットカードが使えるお店は多くありません。また、キャッシュカードでお金

を引き出せるＡＴＭも限られており、いずれも24時間営業ではないので、ご注意ください。

神社・お寺の参拝（神仏への礼儀を大切に）

梼原には、津野山神楽を伝える三嶋神社をはじめ、数多くの神社とお寺があります。参拝さ

れる際は、神仏・森羅万象に感謝を奉納いたしましょう。神様・仏様の場所を汚す行為はご

遠慮いただき、礼儀を持ってご参拝ください。

 

あいさつ文化（礼に始まり礼に終わる）

道ですれ違うとき、お店で出会ったとき、梼原の人は相手がたとえ見知らぬ人でも、「こん

にちは」「こんばんは」と笑顔であいさつをします。「心豊かな暮らし」は、ちょっとしたあい

さつから始まるのかもしれません。梼原のあいさつ文化に、ぜひご参加ください。

ゆすはら観光交流案内所まろうど館   高知県高岡郡梼原町梼原1428-1　（TEL 0889-65-1187）   

梼原町役場   高知県高岡郡梼原町梼原1444-1　（TEL 0889-65-1111）

梼原町立国民健康保険梼原病院   高知県高岡郡梼原町川西路2320-1　（TEL 0889-65-1151）

Trave l  t ips  

旅のひとことメモ

Yusuhara  ×  Richard  Schulman

写真家・Richard  Schulmanが
出会った梼原　

※『星の王子さま』で知られるフランスの作家。パイロットとしても活躍した。 www.schulmanphotography.com
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　私は、12歳でひとり日本を出たこともあり、なにかずっと旅をしているような感覚がありま

す。梼原はそんな旅の途中で出会った特別な存在です。その第一印象は、「未完のすごい場所」で

した。

　「未完」という言葉は、2011年の大震災が、日本・世界の未来のために私たちに届けた、大切な

キーワードだと思います。どんな津波も越えられない防波堤、どんな地震でも事故を起こさない

原発……「完全」を求めて想定外をも想定し、人間中心の目線で自然を征服しようとする現代の

文明の延長線上に、私たちの未来はないことを、あの震災が実感させてくれたからです。

　仕事で被災地を訪れることになった私は、大自然に現代文明を剥ぎ取られた大地と、そこに顔

を覗かせたかつての日本の文明の片鱗を目の当たりにしました。

　「地震があったら津波の用心 忘れるな 火の元の注意 先に老幼率いて 避難第一　昭和８年」と

刻まれた石碑を、地元の漁師さんが懸命にガレキの下から掘り起こす光景が目に焼きつき、それ

はやがて大きな気づきへとつながりました。

　日本には本来、今とは全く違う「自然と人の関係」があり、それに根ざした世界観のもとで文明

が育まれ、人々の生活が営まれていた。そしてそこでは、世界中で頻発する異常気象のような「荒

ぶる」自然の力をもいなし、変幻自在の自然と調和して豊かに暮らす智慧が受け継がれてきた。

その智慧にこそ、今後の日本だけでなく、人類・地球の存続の鍵がひそんでいる、と。

　そうした日本古来の文明を支える「八百万（やおよろず）の世界観」のもとでは、万物は生々流

転の中にあります。ですから「完全」や「完成」といった発想はなく、ましてやそれらが目的とはな

りえません。伸びやかで、「収まる」ことのない世界がそこには広がっているのです。

　大きな犠牲を伴った震災から、同様なメッセージを受け取った人は少なくないと思いますが、

それを生かすことができずに、皆苦心しています。

　私がたまたま訪れた梼原は、まさに先ほどの世界観を結晶化して、奥底に大事にいだく、希望

の光のような郷でした。ただ一方で梼原は、あたかもわが国の縮図のようにさまざまな課題を抱

え、ここ数年がその未来を分ける正念場だといっても過言ではありません。

　梼原が、その秘める智慧を生かして課題を解決すれば、それは日本・世界・人類の未来とシンク

ロします。大きな視野で町の課題解決に挑むことが、町の存続・繁栄だけでなく、地球規模の森羅

万象の豊かな循環につながりうるのです。

　このことが梼原にとって大きな幸運・チャンスであると、この郷の現世代の人々が、先逹が

持っていた大きな視野と心意気を持って受け止め、世界が待ち望む扉をここ梼原から開く……そ

して梼原の稀有な趣（おもむき）がこの先も守られ、よく磨かれた鏡のように、梼原そして世界の

人々が必要とする問いと答えを映し続けてくれますように、そう願いながら筆を置きます。

「梼原を想う」八百万ING・長野アミ

編集後記
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