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山梨県立男女共同参画推進センターは、

男女共同参画社会の実現のため、男女

共同参画に関する学習機会と交流の場

を提供しています。県内には総合、峡南、

富士の３つの施設があります。愛称の

「ぴゅあ」には、「男女共同参画社会を

めざし、新鮮な感覚で活き活きはつら

つと行動する拠点」という思いがこめ

られています。是非、お近くのぴゅあ

をご活用ください。
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平成28年度カジダンイクメン写真展より、甲府市吉田さん「71歳頑張って！」

山梨県立男女共同参画推進センター　（ぴゅあ総合・ぴゅあ峡南・ぴゅあ富士）

ぴゅあ 3館では、インターネットでも情報を発信しています。
●総合HP→　http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicssogo.html ●総合 FaceBook → http://goo.gl/ZnNe4Z　
●総合 Twitter →　https://twitter.com/puresogo
●峡南HP→　http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicskyonan.html
●富士HP→　http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicsfuji.html ●富士 FaceBook → http://goo.gl/I7MGyN
●山梨県女性の応援サイト →   http:/www.pref.yamanashi.jp/challenge/index.php
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それでは最初に「都留・水みず探検隊」をスタートさせた動
機などについてお聞かせいただけますか。
　
賀川　私は以前住んでいたところから
の交通の便が比較的良いという理由で
都留市に越してきました。ですので、
ここで「水」とかかわる活動を始めた
のは全くの偶然だったのです。
　実は、都留に越してきた後の 2013
年に山梨で国民文化祭が開催され、そ
の一環で私たち夫婦が「山梨の里水」
の調査部門を任されて、都留の水環境
を学ぶことになりました。そこで初め
て都留市には富士の湧水があり「水と
人のかかわり」に恵まれていることを
知りました。ただ、平成の名水百選に
選ばれるほどの良質で豊かな水に恵ま
れているのに、その大切さが少しず
つおろそかにされ、生活のゴミなど
で川や環境が汚れてきていることにも気づきました。そんな
折、以前取材で出会った東京農工大学の小倉紀男名誉教授か
ら、市民活動から始まった「身近な水環境の全国統一調査」
が 10 年以上続いていることを教えられ、都留市でも実施し
たいと思うようになりました。私自身はジャーナリストとし
てさまざまな市民の声や活動を紹介してきたわけですが、自
分がその「当事者」ではなかったことに気づき、自分で活動
の一歩を踏み出す必要を痛感しました。それで夫の後押しも
あって 2013 年に「都留・水みず探検隊」を発足させたわけ
です。

当初は研究機関と連携して活動していたとお伺いしました
が。

賀川　当時、都留市は横浜国立大学との地域包括連携協定と
いうのを進めていました。その中のプロジェクトに「都留の

水」の調査とデータ化という項目があっ
たことをきっかけに、私たち「都留・
水みず探検隊」の活動も横浜国立大学
と連携をしていました。「身近な水環境
の全国一斉調査」では、山梨大学の風
間ふたば教授からも調査方法のアドバ
イスを受け、定められた 6 月の調査だ
けでなく 12 月にも行うようにとの、専
門的なアドバイスを得ることができま
した。また、月 1 回のワークショップ
を行いましたが、市民の関心は決して
高くはありませんでした。むしろ「水
をきれいにしよう」とか「水や川を汚
さないようにしよう」といった呼びか
けには反発さえ感じられました。やは
り、そういったキャンペーンでは活動
も広がらないことを痛感しました。そ

れで、楽しく興味の持てる内容を中心に仲間作りをして、そ
れを通じて良いことを見つけようというやり方に変えていき
ました。ちょうどその頃には横浜国立大学との提携も解消さ
れたので、「都留・水みず探検隊」独自の活動ができるよう
になり、幅も広がっていきました。

それではその後の「水みず探検隊」としての独自の活動はど
んな内容になったのですか。
　
賀川　水環境に関わるいろいろな活動を行うようになりまし
た。「水辺の生き物調べ」、「ケヤキ原生林を見に行く山登り +
湧水を飲む」、「道草を食べよう」、「水の現場を歩いて、気付
いたことを撮影するワークショップ」など、楽しく参加して
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都留・水みず探検隊
都留の水が、胸を張れるくらいきれいになるには、まだまだ時間

がかかるかもしれないけれど、諦めずに活動を続けていきたいと

思っています。　　　都留・水みず探検隊　代表　賀川一枝さん

今月号では、都留市の賀川一枝さんにお話を伺いました。
賀川さんはジャーナリスト、編集者として国内各地の「水と人のかかわり」を取材してきた経
験を持ち、都留に移住後は「都留・水みず探検隊」をスタートさせ様々な活動をされています。



もらう中で、水環境の大切さを知ってもらうような工夫をし
てきました。ただ、都会からの参加者が多いのに比べて、地
域の関心が低いのも事実です。もちろん都留だけでなく、各
地の環境活動を見ても同じような限界を感じていました。川
のゴミを拾い続けたとしても、ゴミは減らないからです。
　捨てる人がいる限り、川はきれいにならないのです。だか
ら、まずゴミを捨てる人を減らさなければならない。それに
は自分の地域を大切に思う人を増やしていこう。つまり、水
環境を変えるには、地域環境を変えることが必要であり、そ
れには同じ思いの仲間を増やすことが大事だと考えるように
なりました。
　
そして「水掛け菜」の活動にもつながっていくのですね。

賀川　はい、たまたま粟井英朗環境文
化財団の助成金を勧めてもらい、富士
山の湧水で作る在来作物「水掛け菜」
のイベントを行うことになったのです。
水掛け菜は都留、富士吉田、御殿場な
どの富士の麓をつなぐ作物であること、
その育て方や地域独自の食文化を継承
すること等々から、富士山湧水のシン
ボルとしてぴったりな素材だったので
す。それで、2015 年 1 月に開催した「第
1 回水掛け菜サミット」では、在来作物
としての価値をテーマに「ひょうご在
来種保存会」の発起人である山根成人
さんと山形大学農学部の江頭宏昌さん
という在来作物研究の第一人者をお招
きしました。また「第 2 回水掛け菜サ
ミット」では、広く市民の皆さんに参
加してもらうために、水掛け菜を使っ
た料理のレシピを試食してもらうコン
テスト形式で開催しました。地元都留
はもちろん、御殿場、富士吉田からの 6
つのグループのレシピのエントリーも
得て、試食コンテストでも多くの参加
者がおいしい料理を笑顔で楽しみ、投
票してくださいました。一歩ずつ、ゆっ
くりですが、水掛け菜を育てるために
大事な水環境への意識が高まるととも
に、特産品の水掛け菜が地域の宝とな
ることにつながればいいと考えていま
す。

最近は環境、そして循環型農業などについても活動を広げて
いると聞いています。

賀川　「水みず探検隊」という名称だと、水に限定したイメー
ジが強いので、「こぴっと」という名前の別グループを作っ
たんです。こぴっとでは主に農作物に関連した活動に取り組
んでいます。仲間には、家庭菜園のような畑で生産したもの
を加工品にして活かしたいという思いを持ったメンバーもい
ます。生活を支えるほどの収入にはならなくとも、仲間と加
工方法を考えたり、一緒に作業をするのは楽しいことです。
そして土や水などの環境に配慮する、循環型農業を行うこと
は「どう生きるか」という人生哲学にもつながっていくと考
えています。2016 年には都留市に「道の駅」がオープンす
る計画となっているので、「こぴっと」も市民ワーキンググ
ループへの参加を呼びかけ、ワークショップなども開催して
いるところです。

それでは最後に、地域にかかわること、
また、何かに取り組むという点におい
て何が大事だと思っていらっしゃいま
すか。

賀川　今まで多くの人が関わってくれ
ました。ただ、最終的な「当事者意識」
を持つ人はそんなに多くはありません。
地域の活動にかかわって、それを成功
させるには「若者」「馬鹿者」「よそ者」
の３つのキーワードが必要だとよく言
われます。当然、誰も「馬鹿者」には
なりたくないものです。でも、誰かが
その役をやらなければ、物ごとは変わっ
ていかないでしょう。私はしがらみの
ない「よそ者」で「馬鹿者」の２つの
要素を持っていると思います。そして
最近は、賛意を示してくれる協力者、
仲間が増えてきたので、とてもうれし
いのです。結局、賛意を示してくれる
協力者、仲間は、さまざまな場面で共
通の価値観を持っていないと協働する
ことはできません。ただ同時に、細か
い違いは認め合う、そういう思いやり
も不可欠です。約３年間の活動で、そ
のことを学べたのは、私にとって一番
の収穫だったかもしれません。
　都留の水が、胸を張れるくらいきれ
いになるには、まだまだ時間がかかる
かもしれないけれど、諦めずに活動を
続けていきたいと思っています。

本日はありがとうございました。
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普及啓発講座（４回シリーズ）
「市民的能力のための社会スタディ2016」

①女性議員を増やすために―ポジティブアクションを考える 
■講師：山内幸雄さん（山梨学院大学法学部政治行政学科教授）
■日時：10 月 13 日（木）13：30 ～ 15：30
②貧困の連鎖を断ち切るために―子どもの貧困を考える
■講師：鈴木隆弘さん（高千穂大学人間科学部准教授）
■日時：10 月 27 日（木）13：30 ～ 15：30　
③人間らしい最低限度の生活とは？―セーフティネットを考える
■講師：石川 恵さん

（弁護士／山梨学院大学法学部法学科非常勤講師）
■日時：11 月 10 日（木）13：30 ～ 15：30
④ LGBT と同性パートナーシップ―多様性のあるまちづくりを考える
■講師：清水知佳さん

（山梨学院大学法学部政治行政学科准教授）
■日時：11 月 24 日（木）13：30 ～ 15：30

【以下 3 回共通】■会場：小研修室１
■対象：一般県民 40 名　■受講無料
この講座シリーズは男女共同参画に関わる課題を中心とし
て、現代に生きる私たち市民が知っておくべき社会的テーマ
について専門講師とともに考えます。

女性の活躍支援講座（3回シリーズ）
「輝く女性のためのキャリアアップ・レッスン」

①メイクアップ編「働く女性のいきいきメイクレッスン」
■講師：渡辺和恵さん（メイクアップアーティスト」
■日時：10 月 18 日（火）19：00 ～ 20：30
②カラー＆ファッション編「ハッピーカラー・ハッピークローズ」
■講師：小山るみさん（カラーイメージコンサルタント）
■日時：11 月 11 日（金）19：00 ～ 20：30
③ビジネスマナー編「おもいやりおもてなしのビジネスマナー」
■講師：小淵栄子さん（マナーコンシェルジュ）
■日時：12 月 8 日（木）19：00 ～ 20：30

【以下 3 回共通】■会場：小研修室１
■対象：働く女性、就活中の女性 30 名　■受講無料
今、「女性の活躍」が求められています。本講座は、女性が
自身のキャリアを選択するファースト・ステップとして、内
と外から自分を見つめ直し、将来のキャリアにつなげていく
トレーニング講座です。

市民企画講座　企画：山梨県フィットネス協会リアン
｢親子で楽しむ初めてのエアロビクス」

■講師：山梨フィットネス協会リアンインストラクター
■日時：10 月 30 日・11 月 13 日・12 月 4 日（土）
■会場：レクリエーション室
■対象：幼稚園年長児～小学校低学年の子と母親 30 組
■参加費：￥100( 練習用音楽ＣＤ代）
■持ち物：上履き、タオル、飲み物、動きやすい服装

親子でエアロビクスに挑戦しませんか？
親子のスキンシップを高め、運動する楽しさを体験します。

普及啓発事業
「やまなしの女性史を学ぶ
	 ～『新しい女』平塚らいてう・笠井彦乃」

①「平塚らいてう生誕130年
	らいてうの拓いた地平―私たちは何を託されたのか」
■講師：米田佐代子さん（らいてうの家館長・女性史研究家）
■日時：11 月 5 日（土）13：30 ～ 16:30
■会場：小研修室 1
②「夢二を変えた女　笠井彦乃」
■講師：坂原冨美代さん（夢二研究会代表・NPO 現代女性文
化研究所理事）
■日時：11 月 19 日（土）13：30 ～ 16：30
■会場：小研修室１
■対象 : どなたでも 40 名
■受講無料（以上、２回とも）
■後援 : NPO 平塚らいてうの会・NPO 現代女性文化研究所
明治から昭和初期に生きた、やまなしに縁の深い女性たちを
中心に、その生き方や時代背景をふまえ学ぶ講座です。

市民企画講座　企画：山梨県料理学校協会　
「一緒に学ぼう！調理の基本　秋を楽しむ一汁一菜」

■講師：山梨県料理学校協会講師
■日時：11 月 6 日（日）10：00 ～ 13：00
■会場：調理実習室　■対象：一般 32 名
■参加費：ひとり￥2,000（材料費・当日精算）
■持ち物：エプロン、三角巾（バンダナ可）
■メニュー：魚とキノコのつけ焼き、温野菜サラダと味噌マ
ヨソース、むかごごはん、たたきごぼう、かき玉汁

女性の活躍支援講座
「働く女性のライフステージと健康」

■講師：菅原幸子さん（女性労働協会女性就業支援専門員）
■日時：11 月 23 日（水）13：30 ～ 15：30
■会場：小研修室１　■対象：働く女性 40 名　■受講無料
毎日パワフルに仕事やプライベートを過ごしていても、月経
不順などカラダの悩みや気になる症状をお持ちの方もいらっ
しゃるのではないでしょうか？女性ホルモンは年齢とともに
変化し、カラダとココロに大きな影響を与えています。女性
ホルモンの正しい知識やストレス対処法を身に付けて、女性
ならではの健康管理、病気予防に気をつけましょう！

お申込みは、
TEL:055-235-4171　FAX:055-235-1077
sogoevent@yamanashi-bunka.or.jp
託児サービスがあります。（要事前予約）
詳しくは、ぴゅあ総合までおたずねください。
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ぴゅあ総合　いべんと・かれんだー


