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2020年度 報告書

社会を生き抜くモヤモヤ力を養成し、
新しいはたらきかた、生きかたを学ぶゼミナール

ミライの職業訓練校［オンライン開催について］

自分
できる

やりたい
天職

『ミライの職業訓練校』は、豊田市の山里をフィールドに、

求められる

今の働き方の中で感じる モヤモヤ を深め、自分がやりたいことを見つけ、

地域・仲間

仲間とともに切磋琢磨しながら、

自分で出来、
自分自身もやりたくて、
地域や仲間に求められる仕事

カラダとココロが喜ぶ「あなたの天職」を探すための学校です。

都市 × 農山村

商工業 × 農林業

カラダ × ココロ

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、対面でコミュニケーショ

係性が広が

ンをとるありかたを極力さけることになりました。
ミライの職業訓練校

り深まり続け

（以下、
ミラ職）は、
これまで①自分と他人を否定しない②結論を出さ

ている結果と

ない③もやもやをスルーせず育み深めるという参加のルールと、①

い って 過 言

何を聞いてもよい②話したくなかったら話さなくていい③聞かれな

ではありませ

いことでも話してよいという対話のルールのみを設定しながら対話

ん 。この エッ

の場づくりをしてきました。主に農山村部で開催し、都市部での開催

センスを 抽

の場合もkabo.や橋の下舎など、ひととひとの自在な重なりあいを大

出して、表 現

切に場づくりされてきた会場を選んできました。都市部で人間がコン

した企画がミラ職です。そのため、
ミラ職自体が農山村部の人材獲得

トロール化に置かれて自分を見失い、身動きがとれなくなっている状

の場づくりとして機能してきているともいえます。

態に対して、人や自然、環境の力を借りて場面を変え、柔軟な思考に

新型コロナウイルスは、東日本大震災のときと同様に、人々の価値

切り替えることができる機会をつくるためです。そのためミラ職を終

観をゆさぶり、
どうすればいいか途方にくれている人たちを多く生み

了後も、農山村部へ移住したり、農山村部と関わったりしながら日常

出しています。今、求められているのは、
ミラ職でつくり続けてきた「モ

の暮らしを再構築する受講生が多くいます。

ヤモヤを聴き合う場」。濃密なひととひととのコミュニケーションが制

豊田の農山村部では、過疎高齢化による人材不足が課題となって

限されている中で、自然や対面での言語に頼らない場が持つ力を生

いますが、旭地区ではIターン、Uターン者が増え、子どもの人口増を

かせない中、お互いに寄り添い、育み合うことができるのか。大きな

達成しています。
これは、豊田市10年の移住定住政策のなかで、行

挑戦ではありますが、オンラインで開催し、受講生の皆さんが心落ち

政、市民の枠組みをこえて、懐広く受け入れ、柔軟な思考で取り組ん

着けて日々の生活に向かえるように貢献したいと思います。

できたことで、ひととひとがお互いに支え合い、ひとがひとを呼び、関
戸田 友介

グランドルール
■自分と他人を否定しない

■結論を出さない

■ モヤモヤ をスルーせず育み深める

IT・クリエイティブ × 伝統職人
【その他のルール】

・話したくなかったら話さなくて良い

・黙っていたければ黙っていて良い

・何を聞いても良い

・聞かれないことでも話して良い

・顔を見せたくなかったら見せなくても良い

［オンラインスケジュール］

［運営体制］

【第1回】7/4（土）10:00〜16:00 オリエンテーション自分史ワークショップ
地域スモールビジネス研究会
豊田の里山にUIターンした若者の会（約20名）

校長 高野雅夫
名古屋大学大学院環境学研究科教授

［10:00〜趣旨説明］
［10:30〜自己紹介タイム］
［11:00〜高野先生の講話］
［11:30〜ゆうきちゃんの自分史発表］
［13:00〜13:30 自分史ワーク］
［13:30〜自分史共有］
［14:30〜全体感想共有］
［15:30〜16:00エクストラタイム］

【第2回】7/26（日）10:00〜16:00 先輩インタビュー対談×高野雅夫校長

代表世話人 戸田友介
㈱M-easy 代表取締役

もやもや語り

［10:00〜先輩インタビュー 今枝稚加良×高野先生・感想］
［13:00〜近況シェア もやもや語り］
［15:30〜16:00エクストラタイム］

【第3回】9/13（日）10:00〜16:00 戸田友介講話「10年前の探し物と15年前の探し物」当事者スゴロクワークショップ
主な協力機関

つくラッセル

◆

ピー・エス・サポート

◆

スズキ広務店

◆

◆

おいでん・さんそんセンター

◆

地域問題研究所

◆

◆
◆

豊田市里山くらし体験館「すげの里」

大ナゴヤ大学

◆

地域密着型デイサービスあんじゃない
コミュニティスペース Kabo.

［10:00〜戸田友介講話「10年前の探し物と15年前の探し物」］
［13:00〜当事者スゴロクワークショップ］
［15:30〜16:00エクストラタイム］

【第4回】10/25（日）10:00〜16:00 高野雅夫校長インタビュー

もやもや語りと仮説ころがし

［10:00〜高野先生へのインタビュー・感想］
［13:00〜近況シェア もやもや語り］
［15:30〜16:00エクストラタイム］

■地域スモールビジネス研究会とは

【第5回】12/6（日）10:00〜16:00 先輩インタビュー対談×高野雅夫校長

農的暮らしをベースにしながら暮らしの糧を得るための多様な仕事を「地域スモールビジネス」として、有志による研究会を運営している。豊田

［10:00〜先輩インタビュー コレカラ水澤孝司×高野先生］
［13:00〜感想を共有］
［15:30〜16:00エクストラタイム］

市農山村部にＵターンもしくはＩターンを経験した若者約20人が研究会メンバーとなって、平成25年11月に「地域スモールビジネス研究会」を
立ち上げた。おいでん・さんそんセンターの活動に関わってきた中核メンバーで活動コンセプトを設定し、このコンセプトに賛同してもらえる方

【第6回】1/17（日）13:00 〜16:00 みんなの成果報告会

を口コミで募り、回数を重ねる中でメンバーを増やすプロセス重視型の研究会である。

［13:00〜高野先生の講話 参加者の成果報告］
［16:30〜17:00エクストラタイム］

もやもや語りと仮説ころがし

【第1回】2020年7月4日（土）10:00〜16:00

開講オリエンテーション 自分史ワークショップ
ミライの職業訓練校、初のオンライン開催。
通年のように豊田市からの受講生に加えて 福井県や九州の福岡県糸島市など幅広い地域から11名が参加者しました。
初回は、高野雅夫校長の講話から始まりました。

初回のテーマは「自分史を語る」。まずは2017年度にミライの職業訓練校を受講した
大山侑希さんがこれまでの人生について以下のように話しました。
子どもの頃からいくつものもやもやに向き

建てる予定の敷地に小屋が倒れてい

けてやっていました。

て、その片付けから始める必要がありま
した。バケツリレーで小屋の中にあるた
くさんの物を運び出すのは楽しかった

見つけ結婚し、新たなモヤモヤに向き合いな

講を決めました。世話人である戸田友介さん

がらも充実した日々を送っています。

め、なんでも無難にできるけれど飛び抜けた

の生き方に感化され2018年7月に旭地区に

何かのない自分。高校ではやっと自分らしく

移住。2020年には地元で出会ったパートナ

侑希さんの自分史を聞いた受講生は「自分

いられるようになったと感じた一方、自分と同

ーと結婚しました。現在は戸田さんの会社で

史曼荼羅シート」を埋めて、自分のこれまでと

じように専業主婦になってほしいと勧めてくる

働きながら私のライフワークである「竹」の活

向き合いました。現在だけを見つめるのでは

母に違和感を感じていました。かといって、結

用に取り組んでいます。地元でパートナーを

なく、
これまでの自分を棚卸しするために行う

婚以外の道を探そうとしても、不安になるば

ワークです。生まれた環境、子どもの頃、学生

かり。親のお金で私立大学に進んだけれど授

時代、社会に出てからの自分、
どんな働き方、

です。愛知県にはがけ条例というのが

これおかしくない？と思いました。ふつうはお

業よりもラジオ制作などの活動に没頭してい

暮らし方をしてきたか、今どんなことをしたい

あって、
あまり急ながけの下には家を造

金をもらって働く。それなのにお金を払ってで

ました。卒業後の20代は暗中模索の時期。憧

のか、大切にしていることを書き出し、受講生

ってはいけないので、そこをみんなで

も働きたい場になっていた。人間は本当は働き

れの都会で就職したけれど１年経たずに実

どうしで共有しました。その後の感想共有で

泥だらけになって削ったのは重労働で

たいんだと感じました。一方で誰からも命令さ

家に帰ってきました。大金を使って自己啓発

は、
「今まで自分の人生を客観的に振り返るこ

したね。

れない特殊な状況なのでお金を払っても働き

セミナーを受けたり、転職を繰り返したり、高

とができた」、
「 失敗したことも話せて、みんな

人間は本来、働きたい生き物なんだ
ミライの職業訓練校は６期目です。社会を

ふつうの会社でも「働きたい」が
湧き出る可能性

りたい」を叶えようとミライの職業訓練校の受

合ってきました。男女の区別、小学校でのいじ

言われなくても働きたい

たいと言う夢みたいなことが実現したのかなと

額な家賃の住まいを友だちとシェアして多額

が受け入れてくれたことがとても良かった」

当時は思っていました。
ところが最近出たティ

の借金を抱えたり。辛い時期に長年可愛がっ

と、オンラインで画面越しに話したにも関わら

1年くらい経って、やっと木材にほぞ穴を開

ール組織という本を読んで驚きました。普通の

てくれいた空手の先生の支えがあり、徐々に

ずお互いに親近感を覚えることができた時間

これまでに100人近い方と関わってきまし

ける段階になりました。みんなでワイワイ話を

会社でもそういう働き方をしている所が世界に

調子を取り戻しました。仕事以外にやりたい

になりました。

た。みんなで半年過ごしていく中で、それぞれ

しながらやる。
こんな失敗したとか、
こんなひど

はあるということ。困った状況になってもみんな

ことが見つかり、
「 週末だけでなく平日にもや

のところに落ち着いていきます。初めに「働く」

い目にあったとかいうネタ話で盛り上がる。一

で話し合って、
自分たちで決めていく。一定の条

ことについて一つお話をしたいと思います。

緒に働くと仲良くなれることを学びました。

件が揃えば、資本主義社会の会社でも働きた

生き抜くモヤモヤ力を養成する学校です。

素人が集まって家を造った

講座のある日は朝のミーティングで「今日は

いという気持ちが表現できる場になれる。簡単

ここまでやりたいです」
と大工さんが言う。ただ

なことではないかもしれないが、そういう可能

Yuka Kiura

その他の受講生からの感想

2011年に、未経験者が集まって家をゼロか

し具体的な指示はない。でも熱心に技術を習

性があるということは知っていていいと思いま

自分史で自分のことを改めて認識することができた様子なので、

新たな気付き:自分は頑張り続けないといけないという

ら造る千年持続学校というプロジェクトをやり

得した人は何をやればいいのかわかるので動

す。

自分をじっくり再認識していくプロセスを今後歩んでいけそう。

思い込みがあった。

ました。当時は、移住したくても住む家がない。

き出します。他の人も、自分で仕事を見つける。

家がないなら作ろうということで始めたプロジ

そのうち声に出さなくても意思の疎通ができる

事の内容ではなく誰と働くか、
どう働くかにモヤ

マッタリとした雰囲気は、相変わらず変わらなくて、

今まで過去のことを振り返りたくなかったのですが、

ェクトです。大工さんと建築士さんに講師をお

ようになっている。重いものを持とうとする人が

モヤしているのではないでしょうか。モヤモヤ

オンラインとはいえ、何でも喋ってイイんだと、

過去を振り返ってみて結果はついてきてないけど、

願いして、受講生は30組くらい集まりました。受

いれば、近くにいる人が手伝う。疲れた人は休

をみんなで共有し、仮説を立てて転がしてい

思わせてくれて、とても良かった。

一生懸命やってきたなと前向きに思えました。

講料として1組5万円集め、150万円が資金と

めば他の人が代わりにやる。来なくても何も言

く。小さなチャレンジをしてみるきっかけに、
こ

まだまだこれからですが、

自分史のこれからの私に向けてのメッセージ。

なりました。旭地区の太田町にある福蔵寺の山

われない。作業をしなくても、食事の準備や片

の場がなるといいと思います。

色々なモヤモヤが生まれそうで楽しみです。

曼荼羅にしてみると素直な気持ちを出せた。

のヒノキを間伐して無料でもらいました。家を

付け、子どもの相手。誰かしら何か役目を見つ

みなさん、働き方のモヤモヤがある方は、仕

【第2回】2020年7月26日（日）10:00〜16:00

【第3回】2020年9月13日（日）10:00〜16:00

先輩インタビュー対談 今枝稚加良×高野校長

戸田友介講話「10年前の探し物と15年前の探し物」

「自然農福の力」という農園を営んでいる今枝稚加良さん。
さまざまな障がいを持つ福祉事業所の利用者さんたちの力を借りて、一緒に作業をやっています。農業と福祉を組み合わ
せたこのスタイルは「農福連携」と呼ばれています。
今枝さんは就労継続支援A型事業所（以下、A型事業所）の農業指導員として働いた後、農福連携の魅力にとりつかれ、
2019年の1月に独立しました。
「もやもやは幸せの原石だと思っています」インタビュー冒頭で、そう話してくれました。

10年前の探し物
2009年9月から2011年3月の期間で『日本
再発進！若者よ田舎をめざそうプロジェクト』が
行われることになり、都市部から農村部へ移住

ずっと生きづらかった

価される社会。旭地区では「一緒にいて、飯を

いなことをずっとしている気がします。目の前

食って、一緒に活動する」それが大事なことで、

にあることに手を差し伸べていくことで、
自分自

だからこそ一緒にいられる。

身を救っていく感覚です。話があれば全部受

残り1年3ヶ月間はメンバーを起点に、稼げる

け、
プロジェクト当時に学んだ「人から始める」

する10名の若者を公募しました。

かはわからないけれど、自分たちが好きになっ

を起点につくっていくと、すごくいいところに着

1年目はメディアの露出凄く、期待が大きい反

たように、いろんな人にこの地域を好きになっ

地していきました。

た。
ご遺体が並んでいると想像した時、鳥肌が

とになった方。諦めた、表情のない感じが昔の

面、なかなか自立ができないことで、有難いと

てもらえることをやろうとなりました。残りあと1

子どもの頃からもやもやを感じていました。

立って、足が震え、恐怖を感じました。生きる目

自分に重なりました。

いう気持ちよりも焦りが強かったし、一緒に生

年、ここで暮らしていくと言う覚悟を決めまし

小学生の頃、自動車工場の見学がありました。

的を失って命を粗末に考えていた自分が生き

活する中でいろんな価値観の対立もあり、大変

た。3人がやめましたが、残りたいと言う人たち

広げていくには限界があって、時間や余裕が

車が自分たちに重なって見えました。僕たちも

ていて、生きたかった人たちがご遺体になって

でした。1年ぐらい経つ中で、チームは仲違いに

も覚悟を決め地域の一員として、地域から必要

ない中で一緒にいるには仕事を一緒にするし

とされ、結果として稼ぎもついてきました。

かない！と思い、仕事をつくることを仕事にして

農業にはたくさんの作業があるため、
どんな

工場のラインに乗せられるように、決められた

いることが本当に辛くて情けなかった。その日

障害があってもその人ができる仕事が見つか

なり、
どうにもならないなと言う話をしていまし

道を歩まされているのかもしれない。世の中を

のことは一生忘れられません。そこが起点とな

ります。それぞれに得意なことをやってもらう

た。
プロジェクト開始当時は常滑に住みながら

疑う気持ちを持ってきました。大学を卒業し就

って今があります。

と、みんなで成功したという達成感を得ること

事業をしていましたが、2010年9月に旭地区に

仕事をつくることが仕事

います。地域の中で仕事をつくると、お互いの

25年前の探し物

中で循環していきます。

職する際、人と関わる仕事をしたいと人材派遣

定職に就こうと不動産仲介会社で働き始め

ができる。すると表情が出てきたり、笑うように

移住しました。田舎が好きで来た、
と言うことで

僕は人生の中で「あーあ」
と思ったことを、ず

これからは今までの都市のように人が集中し

会社で働きました。そこで1日16時間くらい働

ました。ある日お客さんで来た方が、ぱっと見

なったり、声が大きくなったりするんです。その

はなく、そうせざるを得なかったと言う面があり

っと拾い続けていると思います。中学2年の時

てやっていくのが難しいと思うと、やはり人との

く過労の日々を送り、精神薬を処方される状態

ではわからない軽度の障害を抱えている方た

姿を見て、
「自分はこれをやっていきたい！」
と

ます。
とにかくみんなで生き残っていくために

に悪い奴が教室に入ってきて、僕の仲の良かっ

繋がりが重要だと思います。サポートが必要な

になりました。仕事を辞め、転職を繰り返し、

ちの働きたい気持ちをサポートするA型事業

確信しました。農福連携でなら、
どんな障がい

はどうしたらいいのか。それから、週に1回はみ

た子をいじめ始めました。学級委員である僕の

人を真ん中に置き、
どうしたらいいか？こうすれ

「なんのために生まれてきたのかな」
と生きる

所の社長さんでした。
「農業を始めたいけれど

を持っている人でも
「生まれてきてよかった」
と

んなでご飯を食べたり、月に1回は地域の人と

立場的にも、親友としても、助けるべきところ。

ばいいのかな？を積み上げていくと上手くいき

希望を失っていました。苦しい20代でした。い

スタッフがいない」
と聞き、面白そうだと直感し

実感できる。だからもっと広げていきたい。農

一緒に宴会をしたりすることにしました。地域

しかし、僕は椅子から立ち上がることができま

ます。不安定な部分を大切にすると次がみえて

ました。接客しているにも関わらず「僕それや

福連携で自信を付けた利用者のなかには一

の人から
「あんたらがいてくれるだけで嬉しい」

せんでした。結局、他の子が助けてくれ、後から

きます。

りたいです！」
と転職することになりました。

般就労に行った方もいます。飛躍していく姿を

と言われたのは印象に残っています。

立ち上がることしかできませんでした。それが

旭地区には大切にしたい当たり前の文化が

つ死んでもいいとまで思っていました。

「なぜ生きる」が突きつけられた
2011年、東日本大震災が発生。大学の教授

ずっと引っかかっていて、その所だけ今も覚え

元々ありました。お互いをよく知って、関わり合

弱さを知っているから、話したくないことでも

なかなかうまくいきませんでした。学校でも社

ており、僕の人生はそれだけでずっときている

い、その関わりを続けていく。
ミライの職業訓

会に出ても、
「お前はどれだけできるんだ」
と評

と思っています。今、その時の彼を助けるみた

練校もそういう想いでつくっています。

見るのはうれしい。チームなんです。お互いの

誰だって自信を持って働ける

から
「フラフラしているならボランティアに行っ

A型福祉事業所の利用者のみなさんは、極

話せる。否定されたら傷つくことも知っている

てこい」
と言われて、足を運びました。悲惨な現

端に不得意なことがあります。一般就労して、

から誰も弱さを責めない。みんなでモヤモヤを

状を目の当たりにしました。ある時、
「目の前に

できないことを叩かれてメンタルがボロボロ

カバーし合って、１つのチームとして仕事をす

ある建物が遺体安置所です」
と紹介されまし

になった方。何かのきっかけで障害を抱えるこ

るのが農福連携の現場です。
Yuka Kiura

受講生からの感想
震災で地獄の世界を見て変わったというのが明確にわかる

損得ではなく、寝る時に「今日これでよかった」と

今枝さんの笑顔と笑い声がすばらしい

思えることが幸せなんじゃないかと思った。

分業することで思っていた以上に働けているという話を聞き、
健常者や障がい者関係なしに得意不得意を見直して、
周りとコミュニケーションをもっと取れば働きやすくなると感じた。

㈱M-easyは大学生の時に起業しましたが、

Yuki Ohyama

当事者スゴロクワークショップ
当事者研究スゴロクは、北海道にある
「べ

生の皆さんに自分の病名をつけていただ

てるの家」ではじまったアセスメントとリハ

き、自分の弱さを開示し、認め気づきを得る

ビリのプログラム。精神障害当事者の幻聴

ワークとして、やっていただきました。

や幻覚は「治さないといけない病気」では

受講者からは、
「当事者スゴロク、面白かっ

なくて
「その人なりの自助」
であると捉えると

たです！」
「当事者研究で、広い視点から見

ころに特徴があります。幻聴や幻覚を開示

たら普通じゃないかも知れないので、
もっと

枝さんの話を聞いて、

し、仲間や関係者と一緒に考えて、
「その人

自由に生きていいんだなあと思いました。」

誰しも役に立たないことなんてないんだと勇気が出た。

なりの生きやすい自助」のパターンを見つ 「失敗を語り合うこと。価値観について考え
けようとする研究です。それを今回は受講

た」など気づきも多かったようです。

【第4回】2020年10月25日（日）10:00〜16:00

【第5回】2020年12月6日（日）10:00〜16:00

高野校長へのインタビュー

先輩インタビュー対談 コレカラ水澤孝司×高野校長
子 供 ができて、

その後、小原で農業をやったり、自分の作った

奥さんが知らな

加工品やご飯をキッチンカーで移動販売した

い土地での子育

りして、震災のショックからだんだん立ち直って

てに不安を感

自分を取り戻してきました。

じ、引っ越しを考

都会は座るのにも水を飲むのにも値段が貼ら

えるようになりま

れているけど田舎は値段が貼られていない。

した。自分 の 趣

田舎は自分の手から生み出せる。
「コレカラ」

向もよりオーガ

は、自分の手で何かを作っていけば、搾取され

ニックへと向か

ないで済むと思って始めた商店が始まりです。

っていて、田舎に

Be free market ─自由になるための商店─を

行 きた いと思

日本語にしたら
「これから」になるなんじゃない

い、いろいろな

かと。
「コレカラ食堂」は、街中にありますが、音

ご縁で、5月に小

楽をやっている友人たちが拠点にしている橋

と言っている。一緒にやろうという人が出てき

原に引っ越すことに決めました。お店の閉店も

の下舎を使っています。周辺のお客さんも来て

当時天文少年で、自分で小さな望遠鏡を作

り、なかなか面白いと思っていました。2001

り、夜な夜な星を見ていました。天文学がある

年、名古屋大学に環境学研究科ができ、千年

たので、旭地区で山の木を切って家を作るプ

間近に迫った3月11日、
お客さんも来ている中、

くれて、お弁当やケータリングの注文もあるの

大学は、日本にそんなになく、名古屋大学に1

持続学を真面目にやることになりました。
まず

ロジェクトを始めました。今考えると相当無謀

東日本大震災が起こりました。

で、なんとかやっていけて3年目になります。

年浪人して入りました。
しかし、田舎から大都

エネルギー問題に取り組み、石油とか石炭が

なことで、完成までに3年、資金が400万円くら

会に来て、全然適応できず、全然授業も受けら

あとどれぐらい残っているのか調べました。

いかかりました。建てるのも、資金調達も大変

東日本大震災…原発事故…騙されていた

これからのコレカラ

れませんでした。

1000年は持たない。続いて原子力、これも

でした。家できて、30組のうち1組が移住し、そ

弘前でもゆっくり揺れて、停電して、その日は何

今年は、
コロナが流行って、人が集まれなく

ここにいてもしょうがないと思い、発作的に

1000年なんてとても持たず、数十年しか持た

れ以外に5組が移住してきました。その人たち

が起こっているのか、わかりませんでした。原発

なって、厳しくなりました。
コレカラ食堂も時代

飛び出し、各地をフラフラしました。ユースホ

ない。それでも廃棄物は数万年も残る。そこで

の話を聞くと、
「 移住には不安があるしどこか

自分が変わらないために自分が変わっていく

事故は時間がたってから知りました。それか

に合わなくなってきたのかなと思います。僕は、

ステルでヘルパーとして1〜2カ月働き、お金

田舎に資源がある、再生可能エネルギー、つ

ら手をつけていいかわからないけど家を作る

水澤孝司と申します。2011年に青森県弘前

ら、
しばらく音楽が聴けませんでした。
「騙され

みんなが食べたことのあるようなおばんざい

が溜ると次の場所へ行く、そんな暮らしをして

まり木と水だと思い、田舎のフィールドワーク

プロジェクトに来てみて、
「なんとかなる」
とい

市から豊田市小原地区へ家族で引っ越してき

ていた」
と感じたのです。自分が共感していた

定食を出しているのですが、
コロナのリスクが

いました。いろんな人と働いて、勉強になりま

を始めました。

う気持ちになり、素人が集まって家を作れるな

ました。
フリーで料理をやったり、何かを造れな

音楽は、それを悪いものだという運動をしてい

ある中、みんなは外食では特別なものが食べ

いかなと思って農業をしたりして暮らしていま

たのに、
これを止められなかった。

たいのかなと思います。そうなると僕がやりた

した。全く勉強しないでいたら、社会科学の勉

日本の田舎には木や水、豊富なエネルギー

ら、なんでもできるんだなと思った」
と。
プロジ

強がしたくなり、気になった東京大学の先生に

資源があるのに、過疎化で若い人が全然いな

ェクトが田舎への移住の入り口の役割を果た

す。豊田の街中でコレカラ食堂というランチの

何が起こるかわからないとう気持ちで、予定よ

いこととは違ってきます。
このまま、食堂を続け

お願いしてもぐりで学生をやらせてもらい、勉

い。そのまま行くと村自体が消滅してしまう。
ま

していたのは予想外の成果でした。豊田市役

お店もやらせていただいています。

りも早めに小原に来ました。
その時の感覚は言

ていくには、自分を変えなければならない。で

強させてもらいました。

ず過疎問題なんとかしないといけないと思い

所の人にそういう話をしたらびっくりされまし

出身は秋田県の能代市です。でも小学校で神

葉にし難いのですが、反動で“真面目な”気持

も変わりたくないので、それに適合するような

それなりに勉強できたので、名古屋大学に

ました。
ご縁があり、豊田市の田舎でフィール

た。次第に僕を見る地元の人の目や行政の人

奈川県川崎市に引っ越したので、実は街の子

ちになり、頑張っている人に料理を作りたいと

仕事を作っていきたいなと思います。
自分が変

ですね。

戻りましたが、仕送りがないので、生活費を稼

ドワークするようになりました。そうしたら、田

の目が変わったのがわかりました。そこから委

考え、豊田市の大手企業の食堂に調理師とし

わらないために変わっていく。
これからは、
コレ

ぐために週6日くらい塾でバイトしていました。

舎に来たい人が結構いるんだということがわ

員とかに声かかり、地元の人からは本気なん

料理を生業にしようと思ったのは、食いはぐ

て勤めました。そこで出すものは、出来合いの

カラフーズという食品製造をやりたいと思って

そのまま理学系の大学院に行き、
ドクターをと

かりました。その人たちに話を聞いてみると都

だなと認めてくれ、仲間に入れてくれたと思い

れないと思ったからです。アジア料理、和食を

ものに火を入れて駆け足で作っていて、
日本を

います。今、棒アイスやアイスモナカなどの氷菓

って、助手で採用されてからずっと名古屋大学

会で働いていても将来が見えない、お金が稼

ます。その頃にはたくさんの若い人が移住して

覚えて、オーストラリア、仙台、静岡県相良、沖

支えている人がこんなものを食べていていい

の製造所を作る方向で動いています。

にいます。理学的な研究をやっていたけど、環

げるのか？という漠然とした不安という都会の

くるようになりました。いろんな経験が蓄積さ

縄の由布島など、いろいろな所へ行ったり住ん

のか、
という気持ちになりました。皿を投げる人

自分がいいと思うことを続けられる世の中であ

境問題にも興味がありました。この時は興味

問題が見えてきました。ハードルになっている

れてきて、それを他の地域に伝える仕事をす

だりしました。

さえいました。3か月で辞めました。

るうちは、
これからに希望を持って生きていき

あるけどまさか自分がそれを専門でやるとは

のは住まい。空き家バンクにもなかなか出て

るようになりました。それで岐阜県恵那市飯地

弘前のお店は、みんなで集まってワイワイ食

思っていませんでした。

こない。そこでみんなで家を作ろうかという話

町に呼ばれることがあり、それがご縁で飯地

べるアジア料理店でした。5年続けたのですが、

になりました。

町に移住しました。

2000年に科学技術フォーラムに呼ばれま
した。そこで千年持続学というコンセプトがあ

山に木はいっぱいあるし、山主はいらない

たいなという思いがあります。

コレカラはじまる

Masae Horii

Yuki Ohyama

受講生からの感想
受講生からの感想
自分を含めて人はみんな何かを
為さねばならないと頑張って生きてる。
そもそも為すべきこととは何なのか？
求めるのをやめて日々を生きていきたい。

会社の食堂の話はよくわかります。

飯館村で原発事故を経験し、文明に絶望したこともありましたが、

効率優先の世界ですね。それが当たり前になっていくのが怖い。

今日の話を聞いて水澤さんみたいな人がいらっしゃることが

家族と自分の関係ついてもう少し考えてみようと思いました

食は大事と思います。

今の時代の希望だと感じました。

いろんな人生の話を聞けた点

愛知県に住んでいてテレビでしか知らなかったので、

水澤さんの作ったご飯が食べたいです。

原発事故とご自身の経験のリンクがリアルで衝撃でした。

オーストラリアにいた時のことを思い出しました。

今のコロナの状況に対してして新しい方向へ向かって行かれる

いろいろな場所に行ったからこそ、

姿勢にすごく元気をもらいました。

やりたいことが広がっていったのかなと感じました。

自身が今鬱の状態なので色々な方の
過ごし方を聞けて良かったです。

2020年1月17日（日）13:00〜16:00

ミライの職業訓練校 受講生成果発表会
色々な生き方、知らない世界がある

水野 友夫さん

否定されない場ならありのままいられる

ふじさほさん

ミラ職に参加して、色々な生き方があるなと思いまし

ンジの年でした。辞めた後のことを考えないといけな

以前は名古屋にいて、社会福祉協議会でサービス提

たです。否定されない、みんなが聞いてくれるとわかっ

た。仕事では効率が優先、できて当たり前という世界で

い。今のままでは食べていけなくなるとSNSを始めた

供者として働いていました。携帯電話を持たされ、24時

ていれば自分の意見が言えます。それがわかっていな

30年くらい生きてきました。今思えば、仕事の休みに岐

り、セミナーを受けたりして、知らなかった世界があるこ

間仕事をしている感覚でした。行き詰まって、環境が変

いと受け入れられなかったらどうしようと、相談できな

阜の郡上市や豊田市の旭地区に出かけていたのは自分

とに気がつきました。会社だけにいたら見えませんでし

われば何かが変わると思い2019年の12月に福岡県糸

かったり、頼ることができなかったり。どうしてもどう思

の中でバランスを取っていたのだと気がつきました。会

た。まだまだ忙しい日々は続きますが、今日を楽しみな

島市に引っ越しました。もやもやは減りませんでした。ミ

われるかが気になります。マイナスに考えてしまう癖が

社をあと2年で辞めると宣言したのでこの1年はチャレ

がらやることをやっていきたいです。

ラ職のような話ができる場を見つけられたのは良かっ

あるので、そういうところを治していきたいです。

移住して良かったと実感

鳥居 信宏さん

移住して観光協会で働きながら他の仕事もして暮らし

ます。最近、妻が復調して食事の用意ができるようにな

ています。今年度は妻が体調不良だったこと、新型コロ

りました。帰るとご飯ができていることに感謝しないと

ナウイルスの影響もあって家にいることが増えました。

いけないなと実感しています。守るべき家族がいるから

家事をやったり幼い子どもと向き合う時間ができまし

がんばれています。コロナで観光協会が関連するイベン

た。給料は移住する前よりも減ったけれど、家庭生活と

トが軒並み中止になりました。残すべきこと、続けていく

両立できている。この選択で良かったのだと実感してい

ことを改めて見直すタイミングなのだと思っています。

不調が続くなかで感じるもやもや

ひーちゃん

今日は最後なので、三つ葉の飾り物をつけてきまし

火照りがあったり、不眠になったり、肩が異常に凝った

た。三つ葉のクローバーの花言葉は、幸運です。三つ葉

り、歯茎が腫れたり、体が暑くて眠れなかったり。家事

を踏みつけながら、みんな幸せになりたいと四つ葉を

にも追われていて土や植物に触れることができていな

必死で探します。同じように私も毎日ご飯が３食食べら

いので、もやもやが募っています。一緒に参加させても

れる、雨風がしのげる環境がありながらも、幸せを探し

らっている子どもたちについてももやもやしています。

ています。体調がこの1年悪いです。足を捻挫して整形に

格好つけないで、本音で生きて欲しいと思っています。

お世話になったり、血圧が高いことがわかったり、体の

本当にやりたいことを考える機会になった

Oさん

新型コロナウイルスの影響でリモートワークが始ま

過ぎました。自分がいなくても会社は回っていると頭に

り、それがきっかけでうつ病になりました。現在も休職

浮かんで寂しいけれど、戻る場所があるのはありがた

中です。一年近く働いていないので少し焦りがありま

い、でも不安はある、けれどお金のことを考えると戻ら

す。貯蓄を切り崩しながら、休職保険をもらいながら生

ねば、という状態です。ミラ職では今枝さんの畑で農業

活しています。身体を治して、新しい何かを見つけて元

体験をさせてもらったり、毎回参加して本当にやりたい

の生活に戻れたらと思っています。休んでいても子ども

ことを考えたりすることができました。

の世話、家事などやることはたくさんあって日々が早く

自分を受け入れることの大切さを実感

Fさん

妻を理解することが難しく、離婚に至りました。それ

いけれど成績は出してねという年俸制の働き方も辛か

もあってこの一年、適応障害とうつ病で闘病していまし

ったです。今、福岡県の糸島市にいて、暮らしや食をベ

た。他者から承認されることにこだわってきましたが、 ースに過ごしています。これから都市部で働きたいとい

悩み抜いて動いたらもやもやが消えた

だまりさん

ミラ職に参加しているうちに移住したい気持ちが膨

もやは消えていました。職場に恵まれています。上下

らんで、今は島根県の出雲市でホテルのフロントとし

関係がなくて、年齢はさまざま。若い子たちがしっかり

て働いています。観 光地なので田舎の割には便利で

しています。互いに言いたいことが言い合え、やりたい

す。移 住者の助成金を受けていて、それをもらうため

ことがやれています。将 来 が 不安で 悩んでいました

に出雲市ホームページにブログを書いています。

が、悩んで悩み抜いて苦しい状況から抜け出すことが

充実した日々を過ごしています。いつの間にかもや

できました。

好きなことを極めて生きていけばいいと思えた

小林 麻里さん

何者でもない自分をどうしても受け入れられなくて参加しました。16

は仲間もできて、好きな料理もして、時にはそれが仕事になることもあり

年前、福島県の飯舘村に移住し、そこで極めて変化が激しい時を過ごし

ます。専業主婦はつまらないと母は言っていたけれど、私は家にいるこ

ました。ずっと波瀾万丈で来たので落ち着いた生活に慣れておらず、今

とが大好きで退屈していない。そうやって生きていくことで良いじゃな

住んでいる恵那市飯地町に来て2年目くらいまではとても体調が悪かっ

いかと思えています。ミラ職に参加している方は本当に心の優しい方ば

たです。仲間もいなかったし自分を責め続けていました。5年目になる今

かり。そういう方たちが鬱になる世の中はおかしいです。

良い変化の1年だった
2020年は色々と変化を起こせた年でした。一つ目は豊田市に引っ越
して家を購入したこと。二つ目は、会社の中でプレイヤーから仕組みづ

Kさん
悩んでいたのでミラ職を受けました。環境を変えたり変化を起こすこと
で状況が良い方に転んでいきました。

くりの仕事に役割が変わったことでした。順風満帆だったと言えます。

万能な人なんていない

Sさん

４月に転勤で福井県に来ました。決まったことを黙々とやる仕事から

ことが価値判断の基準でした。仕事をするようになってからはバリバリ

アイデアを出すことが評価されるような仕事に変わって残業が増え、自

仕事をこなす人に憧れていました。自分は黙々とやるタイプ。どちらが良

信を無くしていました。ミラ職に参加して順調そうに見える人もそうじゃ

い悪いではなくタイプの違いなのだとわかりました。就活の時、第１に

ないということがわかりました。高校まではテストの点が良いことや友

コミュニケーションと言われた呪縛に囚われていたのだと思います。

達が多いことが、大学ではサークルやインターンシップを楽しんでいる

仕事を辞めてもどうにかなる

Yさん

ミラ職で印象に残ったのは、何をやるかじゃなくてどんなふうにやる

てサービスや人と関わっていくのが良いのではと考えました。その場そ

自分を受け入れることがいかに大切なことがわかりまし

う感覚がゼロに近い。心理カウンセラーや社会福祉士

か。仕事をやめてもどうにかなると思いました。コミュニティビジネスを

の場で求められることをやっていくやり方もあるのだと選択肢が広がり

た。働き方について考えています。一番最初に就職した

に興味があります。友人が別府市で町の再生に関わっ

考えていた時に相談した人から、
「生産性から外れたものがいいので

ました。今すぐ自分の生き方を変える感じではないけれど落ち着いて考

のは金融会社でした。毎秒監視されているような働き

ていたりするので、そういうコミュニティに入っていくと

は」とアドバイスを受けて紹介してもらったのがミラ職です。都会にある

えていける状況になりました。

方でした。次に外資系のIT企業で働きました。監視はな

やりたいことが見つかるのかもしれません。

ように今ある仕事に自分を当てはめていくのではなく、自分の生き方とし

Yuka Kiura

