10人の 物語

オホーツクの大地に
新しい風を吹き込んだ─

大切な人

これからもずっと

人の温もり

と暮らしたい

を感じるこのまちで

◉プロフィール
山口県生まれ。証券会社を定年退職し、98年に中
学校教員の娘、真奈美さんのいる紋別へ兵庫県尼崎市
から移住。可憐に咲き誇る自然の花々に惹かれ、現在
は「紋別押し花の会」を主宰。
「体力の続く限り楽し
く生きたい」と田舎暮らしを満喫しています。

花々に囲まれ、
田舎暮らし満喫
松 本 栄 子 さん(66歳)
野山や田んぼなど、のどかな風景
が広がる山口県小郡町。
「小さい頃

かで暮らすのが一番人間らしいと感
じました」。

は花をよく摘んで遊んでました」と

娘の真奈美さんが中学校教員とし

語る松本さんの故郷は、自然の残る

て紋別で暮らし始めたのは、ちょう

昔ながらの“田舎” 。50歳頃からずっ

ど、証券会社に入社して約10年目

と、心の中では「定年後は田舎で過

で、定年後の田舎暮らしを考え始め

ごそう」と思い続けてきたという。

ていた頃。松本さんは、真奈美さん

松本さんは高校卒業後の19歳の

を訪ねて初めて紋別へ来たときの印

頃、兵庫県尼崎市で夫の隆さん（故

象を「海もきれい、空もきれい。特

人）と結婚。３人の子どもを育てな

に花が道端に咲き誇っている光景に

熱 意 に、 最 後 は「じ ゃ あ、 俺も行

がらおよそ35年間を関西で暮らし、

感動しました」と話す。
「ノコギリソ

く」と隆さんの賛同も得ました。

40歳になってから大阪の証券会社

ウ、カワラナデシコといった花が、

来た当初は公営住宅住まい。

に就職。
「数字、数字と常に成績の

コムケ湖にずらーっと咲いていたん

引っ越す時に決めた「子育ては３

求められる世界」で、定年の55歳

です。そうした光景が広がっている

年間だけ」という約束から、その後

まで働き続けましたが「殺伐とした

のに、人が誰もいないことも凄いな

は趣味の押し花に没頭。初の個展を

都会の風には馴染めなかった」とい

と思いました」
。約１カ月の滞在で、

市内で開いてから、押し花を学びた

う。
「都会の地下街を見ても、何か

紋別への移住の夢が膨らみました。

いという人が集まってサークルを結

あった時はどうなってしまうのだろ

関西に戻って間もない頃、大阪の

成。４年前には知人を通して、オホ

う、と恐くなりましたね。自然のな

百貨店で偶然、押し花の作品展があ

ーツク海が一望できる現在のお宅を

り、紋別で花々の美しさに魅了され

紹介され、アトリエも開設。移住と

ていた松本さんは、すぐにその会へ

同時に運転免許を取得し、道内の温

入会。定年退職まで約５年間、押し

泉地めぐりも楽しんでいます。

花の勉強を続けました。

実は、田舎暮らしを決めたもう一

そんなある日、松本さんは家族に

つの大きな理由が、都会暮らししか

紋別へ移住することを宣言。当初、

知らない孫たちに、「田舎」を作っ

隆さんは「寒いから嫌だ」と反対し

てあげること。毎年夏休みには３人

たものの、真奈美さんに子どもが生

いる息子や娘の子どもたちが集ま

まれることもあり「子守りも兼ねて

り、にぎやかな日々が続くという。

一人暮らしする」と話す松本さんの

により88年に連絡船は役目を終え、
その後約20年にわたり石川県能登半
島にある県立石川水産高校（現石川
県立能登北辰高校）で無線通信科教
諭として教鞭をとりました。道内各
地の空港に教え子たちが勤務してお

年は流氷砕氷船ガリンコ

り「稚内や中標津、千歳などにいる

号Ⅱの釣りクルーズに挑

ので、ぜひ会いたいと考えているん

戦し「１時間でカレイが

ですよ」と笑みがこぼれます。

30枚 ほ ど 釣 れ た ん で す

「夏は暑くなく湿気もない。台風

米野さんが書道と出会ったのは通

よ。娘と行きましたが、

や地震もあまりないので、とても住

信士時代。35歳の頃に師範の資格

とても面白かった。釣っ

みやすいマチですね」―市街地に建

を取得。教諭時代はボランティアで

たカレイは冷凍して、本

てた新居で06年春から紋別暮らし

指導することはあったものの、自分

州の知り合いに送りまし

をスタートさせた米野正俊さんと博

の教室を開くのは初めて。「仕事を

た」。家庭菜園にも本腰

子さんは「釣りや家庭菜園、スキー

やめてからそれじゃあ、書道教室に

を入れ、大根やジャガイ

にスケートと二人の趣味は広がるば

挑戦しようと。こぢんまりとした教

モ、ピーマン、シシトウ、ネギ、タ

かりです」と声を揃えます。

室でいいから生徒さんを通じて少し

マネギと年々彩りを増しています。

でも地元に溶け込めたら」との思い

自然や気候も気に入っています。

移住を考えたきっかけは、娘さん
が紋別に嫁いでいたことが大きく

でした。

「冬は外で仕事をするわけでもない

「先のことを考えたとき、娘の近い

石川県では県内の展覧会で常に入

し寒さは気にならない。スキーやス

ところにいたほうが安心なのではと

選するなど実績もありました。しか

ケートができるのだから、むしろ冬

考えた」という。米野さんの生まれ

し、紋別ではゼロからのスタートだ

こそ遊ばないと。釣りや山歩き、山

故郷である仙台も候補に上ったが、

と思っていた折に、足を運んだ紋別

菜取りなど、自然と付き合う方法は

「紋別にはこれまで夏に来ていたこ

市書道連盟の書道展で、会員から

いくらでもありますよね」。極めつ

とがあり、とても過ごしやすい。台

「連盟に入りませんか」と誘われま

けは食べ物。「こんな小さなマチな

風や地震の心配もあまりなく、住み

した。新しい人を温かく迎えられる

のに、オシャレな店も結構あります

やすいことが決め手でした」
。

懐の深さに触れ「仲間に入れてくれ

し。やっぱり食は北海道です」
。夫

て嬉しかった」とその時の思いを語

婦でゆっくりと道内を回ってみたい

ってくれました。

ともいい、新生活ライフの幅はます

米野さんは高校卒業後、青函連絡
船の通信長を19年間勤め、函館で生
活しましたが、青函トンネルの開通

書道を教える傍ら趣味も満喫。昨

新生活をエンジョイ、
住みやすさ実感
米 野 正 俊 さん（58歳）
◉プロフィール
宮城県仙台市生まれ。石川県で高校教師を退職後、
夏場の過ごしやすさや災害の少なさ、将来的なことを
考えて、娘さんのいる紋別に移住することを決断。
06年４月から新生活をスタートさせ、自宅で書道教
室も開いています。妻の博子さんと二人暮し。

ます広がっています。

◉プロフィール
東京で生まれ育つ。肺を患い余命５年と宣告され
“いっそ死ぬならば”と夢だった農業を求めて北海道
へ。道内で２度の移住や、自宅が火災で全焼する不運
に見舞われながらも、05年に紋別で手作りレストラン
「チコリ」を開業し、人生の再出発を果たしました。

澄み渡る空気が
余命５年の私を蘇らせた
渡邊
紋別に辿り着くまでの渡邊彬さ

彬 さん（62歳）

トで訪れた滝上町の土地の値段など

ん（62）の人生は、試練の連続で

を調べた結果「これならばできる」

した。

と、家族を呼び寄せて移り住みまし

高校卒業後は飛行機の整備士にな

た。しかし、順風満帆とはいかず、

り、スナックや喫茶店の経営もした

収入を冬の出稼ぎで補う生活が10

が、知人の負債を被ったためタクシ

年ほど続きました。

ー運転手として２年間働き約600万

そんな生活に「なんのために北海

年以上も長引いた。健康になったと

円の借金を返済した苦い経験もあり

道へ来たのか分からない」と決意

いうことなのかな。こちらに暮らす

ます。

し、自家製有機野菜を使ったレスト

ようになり、東京で水を飲むとお腹

弟と始めた建築設備の仕事で、排

ランも始めましたが、そこで自宅が

を下すんですよ」と笑う。

気ダクトの交換時に大量のガラスの

火災に遭う不運に見舞われました。

移住を希望する人々には、
「考え

粉を吸い続けた影響で肺を患い「こ

年齢から無理をすることもできず

るより、思い切ってまず来て、それ

のまま続ければ余命は５年」と言わ

「生きていくために」やむなく畑を

から考えたほうがいい。そのために

れたのが、北海道移住のきっかけ。そ

売却。レストランを始めるには土地

は地域に受け皿があることが必要だ

れならばと一大決心をして、知人を

勘がなければ厳しいと分かり、隣ま

ろうけど」とアドバイスする。
「人

頼りに農業を始めるために北見市へ

ちである紋別の渚滑へ移住し、４年

生、そんなにドラマはない。人生は

移住。家族を残しての一人旅でした。

掛かりでレストランを作り上げ再ス

人と人とのつながりを重ねることが

タートを果たしました。

大事。自分だっていつ死ぬのか分か

百姓をするには、田畑を買う資金
が必要。当初は、東京の自宅を売却

「一 刻 も 早 く オ ー プ ン し な け れ

らないんだし、せっかく紋別に来た

して工面する予定でしたが、バブル

ば、食いつなぐことができない。本

のだから、きょう一日を大切にした

の崩壊や、田畑の値段が予想以上に

当に必死でしたよ」。忙しい毎日の

い」。慌しい中にも、北海道で暮ら

高かった現実などから、思うように

中で、休日に読書を楽しみながら眺

す醍醐味を味わっている渡邊さんの

事が運ばない。そんな中、アルバイ

めるオホーツク海の景色が最高、と

姿がかい間見えたようでした。

も教えてくれました。
北海道が好きなので“内地”に帰る
気はない。「都会は、人の背中を見
て歩く、土を探しても見つからない
でしょう」と渋い表情。
「20年ほど
北海道に住んで余命５年の命が20

細 谷 敏 夫 さ ん（63） は、 東 京・

ものとなりました。

葛飾区柴又の出身で、高校卒業後に

細谷さんの住む藻別地区は、市

日本航空に入社し、羽田空港の航空

街地から約10キロほど内陸にある

機整備士として定年まで42年間を

農村地帯で、紋別第二の河川である

勤め上げました。柴又というと都会

藻別川が流れ、森や山も間近にある

の下町を想像しますが「子供の頃は

など、恵まれた自然環境下にありま

畑が広がっているようなところだっ

す。
「海と山が近く、夏も冬も遊べ

たよ」といいます。

る」というのが紋別を気に入った要

高校生の頃から乗っているバイク

因で、バイクだけでなく、シーカヤ

が趣味で、生活と気持ちにゆとりが

ックやスノーシューなど、趣味の幅

持てるようになった40歳の頃から

はこちらに来てさらに広がりました。

北海道へも足を伸ばすようになり、

細谷さんは、現在も柴又に家を構

以来、毎年のように出掛けるように

え、紋別と東京を行き来しており、

なりました。

１年のおよそ２／３は紋別で暮らし

「毎年行くもんだから、最初は軽

ています。「単身で過ごす期間が長

い気持ちで『旭川にマンションでも

いが、奥さんも２ヶ月ほどは紋別に

借りようかな』なんて言ってたんで

滞在するほか、２人いる子供たちや

す」と細谷さん。しかし、年を重ね

知り合いなども、旅行などで頻繁に

るごとに「自然の中で暮らしたい」

訪れる」という。

の絆は着実に深まっていきました。
移住前と移住後の変化については

という思いが強くなり、50歳を過

藻別では町内会や老人会に入り、

「気持ちが全体的に穏やかになり、

ぎたあたりから北海道への移住を本

地域の盆踊りや神社祭りにも積極的

長生きが出来そうな感じが強くなっ

格的に意識するようになりました。

に参加するなど、近所づきあいを大

てきた」。東京では、周囲も含めギ

事に考えています。

スギスしがちだったが、こちらに来

富良野で年１度行われているライ
ダーの集まりにも、東京から毎年の

「最初、近所の人たちは“寒くなっ

ように駆けつけ、そこで紋別に住む

たらどうせ居なくなる“と思っていた

移住を検討している人には、自身

同好の仲間と知り合い、意気投合。

みたいで、冬も東京へ戻らずにいた

の経験から「とりあえずは戻れる場

細谷さんの思いを知り「それなら紋

ら、えらく喜んでくれて。冬こそこ

所を確保した上で、１年４シーズン

別がいい。俺が家を探してやる」と

ちらに居るべきだなと思いましたよ」
。

を過ごしてはどうでしょう」とアド

話が進み、念願だった移住が現実の

このようにして、細谷さんと地域と

バイスを送る。

てそれが無くなったといいます。

憧れの地へ季節移住、
趣味を満喫
細 谷 敏 夫 さん（63歳）
◉プロフィール
昭和を代表する人気映画『男はつらいよ』の舞台と
して有名な東京・葛飾区柴又で生まれ育つ。若い頃か
らのバイク好き。北海道にはたびたび訪れ、次第に憧
れを強くしていたという。定年退職後の４年前、知り
合いのいる紋別へのシーズン移住を果たしました。

◉プロフィール
1970年高知県生まれ。幼少期は親の仕事の関係
で、高知と広島を行き来するような生活でした。北海
道で酪農を営みたいという夢をかなえるべく、22歳
のときに北海道の地を踏みました。

夫婦で新規就農の夢、
紋別で実現
平 野 道 教 さん（37歳）
「広い草原に牛が放れている」
―。

冬に移住。移住間もない頃は、仕事

テレビや雑誌で見た北海道のイメー

ぶりを認めてもらおうと必死に働き

ジに憧れを抱き、広島県で勤めてい

ました。

た酒屋を辞めて北海道へ渡ってきた
平野道教さん（37）
。

紋別・沼の上地区にある離農跡地
を買い取り、12頭の乳牛を飼い念

網走管内訓子府町で酪農実習生と

願の酪農家としてスタートを切りま

して基礎を学びました。想像してい

した。その翌日には、早くも分娩が

自然に囲まれた場所での生活は、
「子

た酪農のイメージは、“のんびり”と

あり、
「これからやっていけるのか

育ての環境にはいいと思うよ」と平

したもの。だが実際は、日が昇る頃

な、なんて考える間もなかったね。

野さんは目を細めます。

から給餌や搾乳、糞のかき出しなど

でも、自分の牛だったからさ、うれ

夜は余計な光がない分、星空の眺

に追われる毎日。
「とてものんびり

しかったよなあ」と慶子さんとうな

めは抜群とのこと。「星は最高にき

なんかしていられなかったね（笑）
」
。

ずき合います。

れいで、都会では絶対に見られな

その頃、同じ実習生の慶子さん

繁忙期や分娩時などには、ヘルパ

（34）と知り合い、実習期間の１年を

ーの依頼もさることながら、隣り近

終えると、ともに北見市へ移り酪農

所の酪農家同士で手伝い合うのが当

現在は35ヘクタールの敷地に60

ヘルパーとしての職を得て、伴侶と

たり前。 隣りといっても100メート

頭ほどの乳牛を飼育し、１日当たり

して迎えました。仕事を覚えていく

ル単位で家が離れているが、距離に

700キロリットルの生乳を出荷する

につれ、
「自分でやってみたい」と独

関係なく信頼関係が築かれ、多くの

ほどになりました。家の外に出れば

立心もどんどん膨らんでいき、道内

人達が支え合い、移住者も受け入れ

“広い草原に牛が放れている”イメー

の各自治体や酪農関係の機関へ問い

られる環境にあります。今や、平野

ジは目の前に広がる。広々とした牧

合わせや相談の電話をかけ、とにか

さんも地元の人間の一人です。

草地と空を眺め、「仕事は大変とい

く夢へ向かって突き進んだという。

い。田舎の星空はほんとうに飽きな
いね」。

８歳、６歳、２歳の女の子の父親

えば大変だけどさ、今は毎日が楽し

ヘルパーとして３年半が経った

で、特に長女は小さい頃から怖がる

いね」と平野さんは満面の笑顔で白

頃、紋別市で新規就農を前提とした

こともなく、牛たちの分娩を見たが

い歯を見せました。

ヘルパーの仕事を見つけ、26歳の

るそうです。家の周囲で、目立った
人工物といえるのは家や牛舎くら
い。道路を走る車の音や外を歩く人
の話し声、ましてや生活騒音などは
皆無といえる場所。そんな牛たちと

吉川智一郎さん（41）が生まれ

いる。自分にも、周りにも……。

育ったのは、大阪と京都のほぼ中間

そんな中、マイカーでの北海道旅

に位置する高槻市。大学は京都に、

行を思い立つ。行き先は決めずに、

就職も関西以外への転勤がない会社

約１ヶ月半かけて道内のほぼ全域を

を選びました。
「特に地元に愛着が

回りました。主に泊まったのが、
「旅

紹介された地元の新聞社に就職

あったわけじゃないけど、大阪も都

人宿」と呼ばれる安宿。宿主は大抵

し、記者と営業を経験する中で人脈

会だから東京に出る気は全く無く、

が移住者で、他の旅人たちとも夜遅

が広がり、町おこしやボランティア

ましてや地方で暮らすなど考えもし

くまで夢や将来のことなどを語り合

などの様々なグループに関わるよう

なかった」という。

いました。知人の紹介で訪ねた漁師

になりました。合唱団、エッセイ倶

そんな吉川さんに心境の変化が訪

宅や酪農家では、予期せぬ歓待を受

楽部といった文化活動にも参加して

れたのは、社会人５年目のこと。前

けて感激しつつ、厳しい自然環境と

おり、忙しい日々を過ごしています。

年に妻の庸子さんと結婚していた

対峙して暮らす生活の一端を垣間見

住まいは、市街地から約10キロ

が、勤めていた外資系食品メーカー

ました。博物館で出会ったアイヌの

ほどの、隣町の湧別町寄りにある小

を辞めました。

おばさんには、「ふらふらしてない

向地区。移住当初は離農跡地を借り

「今思えば現実逃避もありますが、

で、もっとしっかり生きなさい」と

ていましたが、５年前に思い切って

自分自身や社会に対して漠然とした

たしなめられたが、嬉しくもありま

同地区に新居を建てました。長女と

不満や不安を感じ出したんです」
。心

した。そんな数々の場面に遭遇し

長男もこの地で授かりました。
「子

が満たされない日々。何かが欠けて

て、吉川さんは北海道の懐の深さを

供たちにとっては、大阪でなくここ

感じたといいます。

が故郷。小向の人に仲間として迎え

紋別では、知人に紹介された農家

てもらったことが、紋別で生きてい

に泊めてもらったが、そこで「何も

く上で大きな心の支えになった」と

していないなら、いっそ紋別へ来た

話します。

らどうだ」と誘われたそうです。

「結局は、自分が必要とされる場

「旅に出る前の自分なら冗談として

所を探していたのかもしれません

受け流したでしょうが、旅で感じる

ね。実は、大阪時代よりも仕事や会

ことが多々あっただけに、違う人生

合などに費やす時間が大幅に増え

を選ぶチャンスだと直感して真剣に

て、のんびり田舎暮らしを楽しむ境

考えました。庸子と話し合って、大

地には至ってませんが、今はそれで

阪へ戻る前には行くと決めました」
。

いいと思っています」。

移住が人生転機に。
地域にとけ込む
吉 川 智 一 郎 さん（41歳）
◉プロフィール
大阪府出身。夫婦で北海道旅行をしたことがきっか
けとなり、94年に紋別へ移住。旅先での様々な出会
いを通して、本州にはないおおらかで自由な空気を北
海道に感じたという。今は会社勤めの傍ら、様々な団
体での活動に忙しい。「移住者の会」代表。

◉プロフィール
大阪府出身。道都大学福祉学部入学のため97年紋
別へ。想像していた福祉の仕事とのギャップに思い悩
み中退。その後、市内の写真店に就職。そして結婚。
何気なく住み着いた紋別が、息子の誕生が魅力を認識
する機会になりました。

息子の誕生が
紋別の魅力感じる機会に
守 口 敏 高 さん（29歳）
人々の思い出の１ページを刻む仕

離れたいためでもあったが、同時に

事に就いて６年目を迎え、市街地の

福祉関係の仕事に就く夢も描いてい

写真の店・カラーセンターに勤める

たから。しかし、「自分がやりたい

守 口 敏 高 さ ん（29） は「大 学 中 退

ことと違いすぎた」と中退。その後

後に仕事に就いて、何となく過ごし

は、元々好きだった写真を扱う職を

ていたが、長男の誕生がこのまちの

見つけた。求職中は、他市町村への

魅力に気づく大きな出来事になっ

移住も考えたが「このマチは何とな

た」と笑顔を見せます。

く自分の性に合っていると思った」

紋別のことはほとんど知らず、大
阪から牧草地帯の紋別に飛行機で降

という。
03年 ９ 月 に は、 美 保 さ ん（29）

り立った時のギャップに「どうしよ

と結婚。04年に長男の颯音ちゃん

う……」とまず驚いた。移住当初は

（３）が誕生した。それを契機に紋

関西弁が「何気ない言葉でも怖がら

別の魅力を少しずつ再認識すること

れ、とても苦労した」という。

ができました。

遊ぶことが人生の一番の勉強になる

住み始めてみて、湿気の少ない空

「都会の子どもと田舎の子どもで

はず。田舎の人は人当たりが悪そう

気や魚介類など食べ物もとてもおい

一番違いを感じるのは、言葉が“ハ

に見えますが、話せばそんなことは

しく感じた。
「旭川や札幌と比べる

キハキ”としているところ。田舎で

ない。魅力的な人々が多い」と話す。

と田舎だけど、牧草地帯や海もあり

は公園に行くと知らない子どもとも

次男涼翔ちゃん（１）も06年に誕

自然が最大の魅力。大阪では慌しく

遊ぶことができる。都会では親が止

生し、２児の父となった守口さん。

過ごす毎日だったけれども、心のゆ

めるでしょうし、絶対に考えられな

最近は、現像ばかりの仕事でなく

とりが持てるようになった」と話し

い光景」と思いました。

ます。
紋別の大学を選んだのは、親元を

写真撮影で外周りにも出る機会に恵

隣近所の人々が、自分の子どもを

まれ、「写真のキレイな色を出すほ

受け入れてくれたことが「とても嬉

かにも、キレイな風景を探してみよ

しかった」という。都会と違い、の

う」と心掛けています。

んびりと興味を持ったことを田舎で

何気なく住み着いた紋別が、息子

はさせてあげられる。子育てを通じ

の誕生をきっかけに紋別の印象を大

て田舎の魅力を理解することができ

きく変え、今では大切な家族と共に

ました。
「自然がたくさんあり、子

暮らすかけがえのない場所となりま

育てには最高の場所。子どもが外で

した。

動物と触れ合う仕事に就ければ、

援してもらっています」。流氷で有

全国どこにでも行こう、と決心して

名なマチということは知ってました

専門学校卒業後、アザラシの保護飼

が、まだ見たことがなく「早く間近

育施設・オホーツクとっかりセンタ

で見てみたいですね」と話す。

ーに就職、アザラシの健康管理や給

職場と家を往復する日々が続くこ

餌などに日々忙しい冨澤奈美さん

とから「友達作りの最初のきっかけ

（20）
。
「今は仕事を覚えることに夢

が大変ですね」と苦笑い。今後は、

中ですが、心のゆとりが出来たら紋

中学高校と続けたバスケットボール

別の魅力をもっと知りたい」と話し

のサークルにも入る予定で「色々な

ています。

人と出会いたいですね」と目を輝か

イルカのトレーナーを目指して高

せます。

校卒業後にＯＣＡ大阪コミュニケー

動物好きの冨澤さんにとって、キ

ションアート専門学校に進学。２年

ツネやシカが紋別で日常的に見れる

間ドルフィントレーナーを専攻し、

のが魅力という。関西では考えられ

海洋哺乳類について学んだ。06年

ない光景だ。ゆったりとした時間の

には、現在の就職先となったオホー

中で暮らすことができ、今まで知り

ツクとっかりセンターで実習も行っ

合った人も「初対面なのにとても親

生態を知ってもらったり、アザラシ

ています。

切で懐の深い人ばかり」。食べ物も

と触れ合ったりもできる、来館者に

おいしいという。

人気のメニュー。ここでも、すでに

それが縁となり、同センターから
誘いを受けたことから、一大決心を

オホーツクとっかりセンターで

して07年３月に紋別へ移住。紋別

は、
「グーグ」「アタック」「ツバサ」

冨澤さんは活躍しています。
「今はまだ慣れないことも多くて

行きを決めた時は、北海道出身の父

「トモ」の４頭のアザラシを担当し

キツイですけど、早く一人前になり

親から反対もされましたが「今は応

ています。自分に慣れてもらえるよ

たい。将来はアザラシだけでなくい

うにと、できるだけ時間の許す限

ろんな動物に接していきたいです

り、側にいて触れ合うように心掛け

ね」。動物と触れ合う仕事に就くと

ています。

いう夢を、紋別で実現させた冨澤さ

観光客が訪れることも多い同セン

ん。周囲に見守られながら、とっか

ターでは、お客さんに楽しんでもら

りセンターを舞台とした冨澤さんの

うことも大事な仕事で、同センター

チャレンジは今日も続いています。

の「フィーディングタイム」は、
えさやりをしながら、アザラシの

紋別で夢実現、
動物と触れ合う日々
冨 澤 奈 美 さん（20歳）
◉プロフィール
兵庫県出身。水族館の業務にかかわる夢を描いて、高校卒業後に専門学
校に進学。紋別・オホーツクとっかりセンターに就職し、先輩３人の指導
を仰ぎつつアザラシと触れ合う日々が続いています。

◉プロフィール
紋別市鴻之舞出身。道立水産試験場付属の専門学校
を卒業後、水産会社勤務を経て、水産技術普及指導員
として道内各地で活躍し、漁師たちへの漁業指導にそ
の半生を捧げる。
「余生の棲家を求めて」このほど42
年ぶりに故郷に居を構えることとなりました。

42年ぶりのＵターン、
故郷で恩返しを
岩 岸 清 志 さん（72歳）
「長い旅をしてきましたよ―」と

内別海町、日高管内浦河町など、道

今年は初めて家庭菜園に挑戦しまし

感慨深げに語る岩岸清志さん（72）

内の浜町にある指導所のほとんどを

た。知人や近所の人たちに教えを受

は、水産技術の指導のため、42年に

回ったほか、87年に㈶海外漁業協

けながら、キュウリやインゲン、ニ

わたって道内各地の浜町を回り、昨

力財団の指導員として、米国アラス

ンジンなどの野菜を育てた。スーパ

夏、故郷・紋別に戻ってきました。

カ州にあるコディアック島にも派遣

ーで売られているものとは形は若干

岩岸さんの水産人生が始まるのは

され、１年間現地人へのホタテ養殖

違うが、キュウリは十数本採れたと

指導も行いました。

か。「水産なら知ってるけど、畑は

中学校卒業後から。紋別高校水産製
造科に１期生として入り、その後道

函館の水産技術普及指導所で定年

立水産試験場付属の専門学校を卒業

を迎え、退官後も研究グループ指導

後、紋別の水産会社へ就職。専門知

などをしていましたが、昨年、42

現 場 を 離 れ て か ら13年 が 経 つ

識と技術を持つ岩岸さんを必要とす

年ぶりに紋別へ戻ってきました。

が、岩岸さんの部屋には水産関連の

る職場は多く、28歳で佐呂間町役

「70を過ぎると生まれ育ったところ

本や資料はいまも残っている。
「元

場へ入庁。約３年にわたり地元の漁

に戻りたくなって…。終焉は故郷で

気なうちはボランティアでも何でも

師たちへホタテの養殖技術を指導し

迎えようと思ったんですよ」。

やって、紋別に恩返しをしたい」
。

ました。

ねえ。まだまだ１年生だからさ」と
照れくさそうに笑う。

高校時代から普及員の定年退官ま

構想にあるのは、若い漁業者と膝を

そして道の技術吏員である水産業

で、日本海、太平洋、オホーツク海

付き合わせた懇談の場を設けるこ

改良普及指導員に転身。その頃の漁

と北海道を囲む３つの海を体験して

と。「将来を背負って立つ連中に、

師たちは、科学的な知識や経営感覚

きました。「それぞれに特徴はある

私 で 何 か 役 に 立 つ こ と が あ れ ば」

は希薄で、経験と勘に頼っている部

けど、オホーツクはやっぱり独特」。

と、後継者育成に強い意欲を感じま

分が大きく、生活が不安定な人も多

その理由は「海の色の濃さ」にある

した。

かったそうです。
「浜と一番密接な

という。決して澄んだ色ではない

仕事だけに、漁師たちとはずいぶん

が、岩岸さんによるとこれこそが

やりあったね」と振り返ります。

“プランクトンの色”であり“生産力

佐呂間をはじめ、利尻島、根室管

の証”なのだとか。「職業柄、北海道
中の魚を食べてきたけど、紋別の魚
の味は格別だね」と、岩岸さんは称
えます。
普及員時代は仕事の忙しさと転勤
の多さから、本格的な趣味はなく、

北原さんは、夫の学さん（53）
、
長男の健君（14）の３人家族。学
さんは、山一証券の香港法人の役員
だったが、山一証券が自主廃業。コ
アパシフィック法人の傘下になり、
その後も香港勤務が続いている。家
族一緒に生活していたが、祐貴子さ

は06年に入りやってきました。永

んの持病の喘息が悪化。
「経済発展

住の地を求めて熊本や釧路にも足を

都会よりも田舎のほうが「正しい

している中国からの大気汚染の影響

運びましたが、熊本では台風の傷跡

ことは正しい。当たり前が当たり

かもしれないです」と祐貴子さん。

を見て、災害が多いことを思い知ら

前。そんな気がするんですよ。都会

また、健君も一時病気を患い、そ

され、釧路でも縁がなく、永住の機

で子育てするには鍛え上げないとい

会を逃しました。そんな時に見つけ

けない。田舎ではそんなことは必要

たのが紋別でした。

がない気がする」。

の治療に４年程かかったという。
これらの出来事が、家族がゆっく

も定年後に紋別へ移住する。

りと過せる場所を探そうとするき

災害の少なさが決め手となり、市

商社勤務の娘として世界各国に在

っかけになった。
「ゆっくりとした

郊外に山も購入しました。後々、農

住した経験のある祐貴子さん。家の

生活をすれば身体の弱い息子も元気

業を営みながら生活するのが夢にも

蛇口からおいしい飲み水が出るの

になるんじゃないかと思って」
。さ

なりましたが、あとで話を聞いてみ

は、アジア諸国の人々から見れば素

らに転勤族の息子にとって、故郷と

ると「そこは“クマのマンション”だ

晴らしいこと。空気もおいしい。

呼べる場所がないのも気がかりでし

った」と苦笑い。

人々の懐の深さも魅力だった。
「紋

た。
ずっと思い続けた移住のチャンス

「たくさんは稼げなくてもいいん

別には、地元の人が気づかない豊か

ですよ。少しだけお金を稼ぎながら

さがいっぱいありますよね」と笑

ゆっくりとした生活をしたいんです

う。

から」と目を輝かせた。

今後は、上渚滑に購入した山間部

50歳くらいから準備を始めれば

でゆっくりと農業を営むのが夢。

絶対に間に合うはずと決めた今回の

「簡単じゃないと思うけれども、農

移住。今はまだ仮住まいのため、祐

業に従事してお金を稼いで生活する

貴子さんは住居探しに奔走してい

のが『第二の人生』の希望ですね」
。

る。いよいよ来年からは、健君が母

愛犬ラッキーと田舎暮らしを満喫し

との生活を始める予定。夫の学さん

ながら夢を広げています。

かけがえのない豊かさが
魅力ですよね
北 原 祐 貴 子 さん(50歳)
◉プロフィール
名古屋市生まれ。商社マンの家に育ち海外生活が長
かったが、息子の病気療養と自身の持病である喘息の
克服のため、07年７月に香港から紋別へ移住。移住
後は嘘のように喘息発作がなくなった。災害の少なさ
も紋別を選ぶ決め手となりました。

