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保赦 何

もら9/_―高下駄をグュックr_―ぎガζ

ここr_―スってきたんです――――

ニコル ろ守野さん力鴻勲臣山で暮 らすようにな

ってどの くらいにな りますか ?

狩里予 H召禾口21年 に,Kま しナ
=か

ら、 もう4眸近

くなりますね。

ニコル  それじゃ戦争が終ってか ら。東京か

ら来 られたんですよね。

狩野 そうなんです。当日ま 東京は敗戦後の荒

廃 した状態で、一面の焼野原で した。政府 と

し1[も ¬びきるノごセナ球ウ萩力'ら 方気っtrり「Lそ うと

いう方針だった。東京都庁には北海道か ら九

州 まで、全国各地の開拓入植地の地名力預占り

出 してあって私 も探 しに行ったんです。

ニコル  じゃあ、その中に黒姫の名前 もあっ

たんですね。

狩野 その通 りなんです。「黒姫山」 という何

か神秘的で ロマンチ ックな名前にすっか り惚

れこみましてね。 それだけで決 しヽしたんです

か ら、今思 えば・・・…。(笑)ど んな所か もよく

知 らなかったんですか らね。

ニコル 何かア ドバイスして くれる人はいま

せんで したか ?

狩野 それが面白いんです。私の先輩にこう

言 う人がいましてね、嘩勲臣はものすごく雪が

降るそうだか ら高下駄を持っていけ」と。(笑)

「これをあげる。これを持っていけばどんな

に雪が降って も大丈大だ」 と。(笑)で、もら

った高下駄をリュックサ ツクにぶ らさげて、

黒姫に入ってきたんです。

ニコル 高下駄 とはね。(笑)|まん とに使いま

したか。

狩野 それがですね、私が入植 したの力珀召和

21年の 9月 なんです。山は紅葉 して、 それは

きれいで した。私はずっ と山の上の方に住み

ついた ものですか ら、 そこか ら見ると野尻湖

力綸 庭のように見える。 それから、今はスモ

ッグで見えませんが、新潟の柏崎か ら直江津

にかけての日本海がずっ と見わたせた もので

す。 これはいい所に来た、 としみ じみ思いま

したよ。
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ニコル ほん とに、 ここのいちばん良い季節

ですよね。

狩野  それが どうで しよう。11月 末あた りか

ら雪ですよ。ひ と晩に lmですか らね、高下

駄なんかじゃ間に合わないわけです。 それを

私は馬鹿正直に、 2m3mの 雪の中を高下駄

を履いて山を下って行ったんです。

ニコル みんなびつ くりしたで しよう ?

狩野  ええ。 その頃私はヒゲを生や していま

した し、髪の毛を長 く伸ば して、散髪に行 く

金 もないので肩のあた りでチャッと縛ってい

ました。 それで高下駄 をは くんですか ら、村

の人たちが驚 きましたよ。「天狗が来た /天狗

が来たぞ /」 と。(笑)

ニコル  (笑)日 に浮かぶようですね。

狩野 ニコルさんが黒姫 に来 られてか らどの

くらtヽ
´
ごすか。

ニコル 初めて来たのは1978年で、 ここに住

むようになったのがЮ年です。同 じ黒姫 にい

る詩人の谷メ11雁さんに勧められたのです。

狩野 ニコルさんは世界中いろんな所に行か

れたそうですね。 それがまたなんで ?

ニコル 狩野さん と同 じですよ。北極、カナ

ダ、エチオピア、 それに日本の中で も東京、

和歌山など冒険 と動物を求めていろんな所

に行 きました。 それが黒姫に来て山を見て、

黒女臣の姫 に恋をしたんです。黒女臣と暮 らし

た ら僕の運が良 くなるなと思

いました。

狩野 東洋の言葉に「一期一

会」というのがあ ります。ニコ

7L/さ ん とは空手道修行の同門なの

ですが、それが奥信濃の黒姫山麓

でお会 いするとは…。何か不思議

な縁なので しょうね。

ニコル  そうですね。イ可か神がか

り的なことを言 うようですが、

そうとしか説明で きませんね。

黒姫に住んでか ら僕は、人生の

総てではないけれども、大部分に

糸断尋で きるようになつた…。やつぱ り

僕はこういう生活をするべ きだつたのだ、

と。 もう、 日本を離れるつもりはないです。

仕事や旅行で外国へは行 くけれど、必ずここ

に帰って くる…・。

賢治のり多ゲカ を

ひとつの日標にι/_‐わけなんで

一

狩野 ところで、今ニコルさんは宮沢賢治の

翻訳をなさっているとか。私 も興味あるとこ

ろなのですカミ 賢治のどこに一番ひかれます

か。

ニコル 彼の自然をみる眼ですね。僕の下手

な日本語ではうまく説明で きないんですけど

「何か不思議 な童話だな」 と思つて読む と、

実に深 く自然のことをわかっているんですね。

狩野 宮沢賢治は、土をなめては土の言葉を

感 じ、風をみては『風の又二郎』のような童

話を書 き、 どん ぐりや草をみては『どん ぐり

と山猫』を書 くというように、 自然 と対話が

で きるんですね。

ニコル 彼の体は小さくて強 くなかった。だ

か ら早 く死んだんで しょう。 しか し、彼の心

は、 その小さな月匈か ら飛バ ことがで きた。 そ

こが好 きです。 それに 味ムはオ申だ」 とか「私

はあなた方より物知 りだ」 とか言わなかつた。

相当な人物 じゃないかな、あの人は。

狩野 私 と宮沢賢治 との出会いをお話 ししま

しょう。私力
'こ

こへ来′こ頃は、今
`の

ように道が

整備されていないものですか ら、雪が降ると

開拓の子供たちは学校へ行けないんです。 そ

れで私の家に何 とはなしに集 まって くるわけ

ですよ。黒姫の子供たちは雪が降ると学校を体

んで もいいのかなあ、 と思つていたんですけ

ど、当然長期欠席 になるんですね。 それで最

後 には二十何名かが私の家に集 まって、いつ

の間にか分教場になってしまったのです。 そ

こで教 えるなかで、子供 たちに宮沢賢治の童

話を読 ませた り、聞かせた りする機会があっ

たわけです。ですか ら、子供たちとの対話を

通 じて、私は宮沢賢7台 をより深 く矢口るように

なったんです。

ニコル 子供たちとのメ寸話を通 じてですか。

いいですね。 ところで その分教場について も

つ と話 して くれませんか。

狩野 子供たちは月ヽ学―年か ら中学生 まで と

それに幼稚部 として未就学児童 までがやって

〔駅 賢治、



きていました。貧 しい開柿 寸ですか ら、山が

教室で山が講堂、山が運動場で した。ス トー

ブ もないか ら小屋の真ん中に炉を切つて、炉

の周 りによるく机を並べて勉強するわけで魂

学習法は兄妹学習 といって上級生が下級生を

教 える方式をとりまして、私は私で火吹 き竹

を片手に「フーフー」 と炉の薪を燃やすのに

苦労 していました。(笑)

ニコル (笑)さ ぞユニークな教室風景だった

で しょうね。

狩野  そう。子供たちは貧 しくていつ も腹を

空かせていたけれど、分教場 といわれるのを

嫌いましてね、いろいろ話 し合って「桃太郎

学校」 と名づけたんです。 この細々 とした学

校で、 とにか く子供たち力
'卑

屈にならないよ

うに、 自信をもたせるために、 と武道を教 え

はじめたのです。空手です。空手なら他の武

道 と違って道具 もいりません し、文字通 り` か

らて
″

でで きるものですか ら。した)

ニコル  よくわか ります。(笑)そ れが現在 も

続いているわけですね。

狩野 そうです。現在 は「古武道桃太郎学校」

といって、毎 日曜 日終 日、ネL法、 ヨガ、空手、

杖道、大極拳を教 えています。 もちろん今は

昔のような学校 じゃないですが、当日寺か ら、

ずっ と守っていることがあるんです。1.一生

懸命になること。2.ネL儀を正 しくすること。

3.弱音をはかないこと。4.元気をだすこと。

5.反省の勇気をもつこと。の 5つです。今で

はそれな りの問題 をかかえた7‐が入門 してき

ますが、この 5つ を約束させて真剣に取 り組

ませると見事に育っていきますよ。

ニコル すば らしい約束ですね。

狩野 また賢治の話にな りますが、有名な『ア

メニモマケズ、カゼニモマケズ』の詩に、「デ

クノボウ トイワレタイ」、 私はこんな人にな

りたい とあ りますね。私はこの「デクノボウ」

という言葉に非常に感動 しましてね。別の言

葉でいえば「阿果」ですね。

私の雅号は「阿果」 にちなん

で「呆庵」 というんですが、

賢治の「デクノボウ」をひ と

つの日標 にしたわけなんです。

あの詩にこめられた考え方は世

界に通用すると思 うんですよ。

艇令堂ノ

毎日朝3時といえは

ぼっと目があい砕 r_―こ潔%で｀
す

―

狩野 今は文明社会 といわれるんですが、あ

まりにも賢すぎる片寄った社会だ と思 うんで

す。む しろ「文明」ではなくて、昨訴り」社会

だ と思いますね。…・・。宮沢

賢治は法華経に帰依 してお

ったわけですが、ニコルさ

んの宗教観はどのようなも

のなんで しょう。

ニコル 僕は生 まれた時か

らずっと、厳 しぃ クリスチ

ャンの家庭に育ちました。

それか らlJf界 中いろんな所

に行ったわけですが、17歳の時か らしば らく

エスキモー と一緒に生活 したことがあるんで

す。その‖寺、自然を神 とする考 え方、小石の中

にもどこにで も神さまが tヽ るという考 えに真

実を感 じるようにな りました。今 もそうです。

狩野 なるほど。 それに似た考え方で私の好

きなのは、宮本武蔵の『五率命書』の中に出て

きます。「道ばたの一本の草、一枚の葉にも道

がある」 と。宮本武蔵は、道ばたの一本の草、

一枚の葉、 これが私の先生だ といって剣の道

を歩んだのです。

ニユコル  僕は今、 イ士事が「亡しいことはにヽいこ

となんですが、時々たまらな くなるんですね。

この辺はいいところですが、外を歩 くだけで

はもの足 りない。 もっと黒姫の奥 朱くこもっ

て、 ちょっ とキザですが、ネ中とメ寸言舌しないと、

′ltし さに追われて僕はダメになること力ゞわか

っているんです。



ですから、山の秘密の場所にインディアン風

のテン トを張って、‖寺間を見つけてはこもろ

うと思 うのです。鉄砲をかついで、大 と一緒

にソソをり|っ ぱって、食糧 を持って。

狩野 それはニコルさん大切なことです。実

は私の会社の真正面に「延命堂」 という堂が

あるんです。私はこの30年間ずっ と、毎朝 3

時に起床 し、潔斎 して延命堂にこもって祈願

文を朗唱するんです。雪が降って もなんで も、

午前 3‖寺です。ニコルさん力ゞ山にこもろうと

するの と同 じで、私は延命堂にこもるんです。

ニコル 午前 3H寺、毎 日ですか・…・。すごい

なあ。

狩野 それで、延命堂の中には、電球 も何 も

な くて、た
'こ

壁 に丸い窓があって、窓の向こ

うに木がある。 その本にメ1し て拝むのです。

それ と、いただいたお手紙や年賀状、名束りや

電話の受 f・l簿など、お客様 に関係するあ らゆ

るものがお乖巳りしてあ ります。約30万人分の

3D‐ 客様のお名前がそっ くりあ ります。

ニコル 午113日寺とにヽうのは、 どうしてです

力 '。

狩野 よく聞かれるんですが、いちばん

暗 くて、いちばん暁 (二 近い。冬です と、

いちばん寒 くて、いちばん日の出に

近 にヽ。無明から光明にうつる時刻

なんです。

ニコル そのあ とずっ と起

きているんですか。

狩野 ええ、休みません。

ニコル はあ……信じられないよ

狩野 私は24時間眠っているとい

うことなんです。起 きていようと思 うか ら眠

いんであって、すでに眠っていると思 えば目

力1ざっちりとあ く。(笑)そ れはともか く、 ニ

コルさんのお話にあったように、山 と語 り、

自然の声を聞 くということが、今何 よりも必

要ですね。

f明んめいん 誕生ヘノ

私の薬草の先生はヤギなんです一―――

ニコル イ守野さん、 『えんめい茶』が生 まれ

るまでのいきさつをお聞 きしたいですね。

狩野 ええ。 それについては忘れられない思

い出があるんです…。 まず、 それか ら……・。

ニコル  どんな一 ?

狩野 買い出 しの苦い言己1意なんです。私の会

社の入口に荷車の車輪がかかげてあるんです

が、この車輪には私の二つの思いがこめられ

ているんです。ひとつは入オ直当日寺の初心を忘

れないため。 もうひ とつは『えんめい茶』誕

生のきっかけになった ともいえる、釦 圧忘れ

られない思い出なんです。

ニコル ′いの記念碑ですね。

狩野 ええ。黒姫に来て間 もない頃のことで

すが、ID・腹をすか した子供たちと、ある日「か

ぼちゃを買いに行こう」 と大八車を引っぱっ

て出かけたのです。すると、土蔵のある家の

庭 に、かぼちゃ力ゞ山のように干 してあった。

それを買 3D‐ うとして「お じさん、このかばち

ゃを分けて もらえませんか。山の子供たちに

食べさせたいんですが」 といったら、 こうな

んです。「このかぼちゃは、てめえらよそ者

に食わせ るん じゃねえ。豚にやるんだ。」そし

て横を見たら、大 きな大が山盛 りの自米にみ

そ,卜 をかけた ものをおいしそうに食べている

のです。 子供 たちは、 それをボーッとして見

てお りました。私は自分が言った言葉を今で

も覚 えてお ります。「僕たちは豚 じゃない。

帰ろうか。」みんなもうシューンとしま

, してね。私 も宮沢賢治のような生 き

方をしたいと思って来たのですけれ

どあんなに悲 しい思いをしたことは

あ りませんで した。

ニコル 怒 りはあ りませんで したか ?

ら守野  怒 りというか、戦争
`二

負けた というこ

とは、 こんなにも無惨なものか としみ じみ思

いましたね。 それで、金輪際買い出 しになん

か行くまいと思って、薬草の研究をおっぱじめ

たわけなんですよ。このことが動機で、前々か

ら心にあった、食べ られる草や、薬草を研究

しはじめた。 とは言っても何 も知 らないもん

ですか ら、ある時なんか トリカブ トの芽を摘

んで来て食べて、三 日間人事不省になっちゃ

って……。

ニコル よく無事だったですね。 それで強 く

なったんじゃないですか。(笑 )

狩野 子供たちが朝迎 えに来たんですが、私

は布団をかぶったままで、足に触ると冷たい。

「天狗先生死ん じゃったよ―」 と言って、子

供たちが私の手を引っぱって、顔をたたいて。

私は子供たちの寝ずの看護で救われました。

ニコル 狩野さんは子供 に縁があ りますね。

狩野 その頃は薬卓の本なんかないですか ら



ね。 それで、今度はヤギ

を連れて行 くようにな り

ました。ヤギは絶対 に毒

草は食べないんです。何

で も食べちゃうウサギ と

逆ですね◇ですか ら、私

の薬草の先生はヤギなんです。(笑 )

ニコル なるほど。 そのへんか ら『えんめい

茶』 も生 まれて くるわけですね。

狩野 そうなんです。 そうやって子供たちに

お茶を作ってやることがあって、「先生 このお

茶 うめえなあ」 というんです。だか ら『うめ

え茶』 という名前にしようじゃないか という

ことで、熟 はヽそう呼んでいました。 ところ

が111の適喘に 「延6」畦屏箋」 とにヽうZ雪蹴 力
'あ

るんです。 それで子供たちに話 したんです。

「君たちはこんなに寒い雪の深い開拓地に入

って勉 3資 した り、お手伝いす るので、 きつと

お地蔵 さま力`このお茶を授けて くれたのかも

しれない。だか ら延命地蔵の名をもらって、

『えんめい茶』 という名前にしよう。」そんな

わけで、これまた子供たちとの対話を通 して

『えんめい茶』が誕生 したのです。

賦 道家が

始めた企封
'凛

めい茶Jというのは

卓なる商品ではない

と思ってし1るのです――――

ニコル そうやって考えると、『えんめい茶』

にはいろんな重み力
'感

じられますね。

狩野 そうなんです。山の子 らには武道 も教

えました。私が学生時代からやっておつた、

空手 と杖術 と剣道です。ですか ら、 こうにヽう

風に言えるのです。私は武道をそのまま,舌か

して、黒姫 にまず学校 と道場をつ くった。 そ

して薬草の農場をつ くり、さらに農民の工場

をつ くった。だか ら、私は『えんめい茶』という

のは単なる商品ではないと思っているのです3

大 自然健康づ くり運動のために黒姫 さまが、

養老の滝の伝説のように、

'酉

でな く草々の恵

みを茶 として作 らせたのだ と信 じています。

ニコル ところで、『えんめい茶』が売れ出 し

た頃、工場が火事に遭われたんですって。 ど

ういう原因ですか ?

狩野 忘れもしません、昭和獨年 3月 12日 で

した。私が出張中のことで した。焙煎機の煙

突の過熱が原因で した。長野か らタクシーを

とば して黒姫 に着 くと、吹雪の中で工場が炎

上 しているんです。社員が手で雪をまるめて

雪合戦のように火炎に向かって必死に投げつ

けているんですよ。雪で
｀
ふ火栓力ヽ東って使 え

なかつたんですね。結局、工場は全焼 して し

まtヽ ました。

ニコル それでよく立 ちなおつて、 ここまで

こられましたね。

狩野  ええ、みなさんのおかげです。 もとも

と裸=貫で したか ら、別に苦にもな りません

で した。あ らためて裸‐貫 という強さと有難

さを感 じ、一か ら出直すことにしました。

ニコル なにしろ狩野さんは高下駄で黒姫 に

入って来た人だか ら。

狩野 (笑)ク マ男の武者修行 といった ところ

で しょう。火災に遭ったことも、 日本刀をつ

くるのに鉄を火で焼 き、水にさらして鍛 える

ように、 私 も自夕本とにヽう

'段

ン台唇蓋|こ ノくに焼かオ■

雪にさらされて打ち鍛 えられた教訓だ と思つ

ています。

ニコル 僕 自身「カラテ」を少 しや ります し、

狩野さんの言ってることは何 とな くわかる気

力ゞ しまt。

狩野 武道の修錬で体得 したことは、真剣に

立 ち向かえ|よ どんな逆境に立っても活路が

自ら拓かれるとにヽうことで した。荒野を開拓

するの も、『えんめい茶』を作 るの も古武道の

修練 も、みんな魂の開拓だ と思ってます。

ニコル 山のきびしい自然が教 えて くれたん

ですね。

狩野  ところでニコ/t■ ん。『えんめい茶』は、

お飲みになっていかがですか。

ニコル ずっ と飲んでますよ。『えんめい茶』

はどこにあるか探 さな くて も、す ぐ出せると

ころに置いてあ ります。僕は日本に来てか ら、

ほうじ茶や麦茶力政子きにな りましたが、黒女臣

に来てか らは『えんめい茶』党ですよ。取材

で外国に旅行する時 もティーバ ッグのを持っ

て行 きます。健康 に良いのはもちろんで しょ

うが、僕 自身は味、 うまさにひかれるんです。

それこそ「うめえ」茶 と、言 うんですか ?

狩野 (笑 )は あ、いやいや。あ りが とうござ

います。 それじゃ今 日はどうもあ りが とうご

ざいました。おたが tヽ にがんば りましょう。

ニコル Good luck.′
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