６月の少し肌寒い早朝、
の量が 足りる の
南小校庭の土俵では荒汐
か心配 してい る
部屋力士たちが体中土ま
優しい 子ども た
みれになりながら、朝稽
ちがと ても印 象
古に励んでいました。
的でした。
今年は７月の名古屋場
午後 は中学 校
所に向けた合宿というこ
へ移動 し、一 学
とで下諏訪町に滞在する
年生徒 への講 話
こととなりました。
があり ました 。
恒例の朝稽古では登校
蒼国来 関や若 隆
する子どもたち、地域の
景関ら から相 撲
皆さん、相撲ファンの方々
道、化 粧まわ し
など大勢の皆さんが真剣
の話な ど聞い た
に稽古に励む力士の姿に
り、床 山（力 士
感銘をうけました。滞在
の髷を結う仕事）
期間中の朝稽古には逸ノ
の床光 さんが 髷
城関の姿もありました。
結いを 実演し て
昨年同様、力士たちは平和館 くださったりしました。体育館中に鬢付け油
に宿泊し、有志の皆さんが用意 の香りが漂いました。
した自転車に乗り、稽古場を行
各クラスの力士たちとの交流では、ダンス
き来したり、下諏訪町内を移動したり をしたり、フルーツバスケットをしたり、腕
していました。
相撲をしたりと各クラス様々なやり方で交流
この合宿期間中、小中学校で恒例の を楽しんでいました。
相撲交流が開催されました。
小中学校の交流会では朝稽古で見せる厳し
小学校では全校児童が力士たちと取 い表情とはまた違い、笑顔いっぱいで子ども
組をしました。取組の始めに力士から子 たちと接してくださいまし
どもたちに『相撲は礼に始まり礼に終わ た。
ります。始めと終わりの挨拶はきちんと
荒汐部屋力士の皆さん、
しましょう。』というお話がありました。 本当に貴重な時間をありが
子どもたちはその教えをしっかり守りな とうございました。また来
がら取組をしていました。
年もぜひ下諏訪町にお越し
力士一人に対し、５～６人の子どもた ください。お待ちしており
ちで立ち向かっていきますが、びくとも ます。
しない力士に子どもたちの表情
は徐々に真剣さを増していきま
した。
最後は少し大柄な先生が力士
と真剣勝負の取組をしました。
子どもたちの大声援を受けて頑
張った先生でしたが、軽く投げ
飛ばされてしまいました。
その後は各クラスに分かれて
給食を一緒に食べました。給食

【蒼国来関】実は 年ほど前にも下諏訪町
に来ているんです。後援会長の奥さんの実家
の別荘に行ったのが最初です。そのあともちょ
くちょく来ていましたが、５年前から交流を
始めて、お陰様で去年から合宿ができるよう

★ 下諏訪町の印象はどうですか。

【力士】だいたい 皿くらいですよ！

★ 回転ずしでは一人何皿食べるんです
か。

【おかみさん】初日の前の日はゲン担ぎで
手をつかないよう
に「四つ足は食べ
ない」ということ
です。でも他の日
は食べますよ。前
の日だけ縁起を担
いで食べないんで
す（笑）
本当は魚をもっと
食べさせたいです
が、お肉の方が安
いんです。力士た
ちはお小遣いで回
転ずしに行って魚
食べてますから。

★ 力士は鶏肉しか食べないと聞きまし
たが。

合宿中の荒汐部屋力士が寝泊まりする平和館にお邪魔し
て、ちゃんこ鍋をごちそうになりながら、おかみさんや力
士の皆さんに色々なお話を伺いました。

★ 場所前に自分の部屋ではない場所で合
宿するのは珍しいことなのですか。
【おかみさん】
場所前の巡業
（合宿）はどこ
の部屋でもやっ
ています。後援
会長の奥様の故
郷であるここ下
諏訪町には合宿
に必要な３つの
条件（土俵、宿
舎、地域の協力）
がそろっている
のでありがたい
です。またきつ
い稽古の後には温泉にも入ることもでき、そ
して何より空気がおいしいのが、下諏訪町の
いいところです。できればずっと下諏訪町で
合宿をやりたいです。
～ここでちゃんこ鍋が登場～
★ ちゃんこ鍋の味付けの基本は塩ですか。
【おかみさん】基本は
塩、味噌、醤油ですが、
イベントの時はいつも
塩炊きでお肉は鶏肉な
んです。
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荒汐部屋相撲交流
特集

四股はスポーツを制する！

【若隆景関】相撲は一対一の勝負なんで、対
戦相手には気持ちで負けないように『絶対勝
つぞ』という気持ちでいつも臨んでいます。
相撲はその場面場面で一瞬の勝負なんで、こ
ういう風にいこうと思っていてもその通りに
はいかないこともあります。自分がうまくい

【蒼国来関】メンタル面がいつも大変です。
体が元気でも、調子が悪くても相撲を取らな
いといけない。やっぱり最後はメンタルで戦
うんです。それはいろんな稽古をしたりする
ことでメンタルが強くなっていくんです。毎
日しっかりやっているからこそ、調子が悪く
ても、痛くても何とか動けるんじゃないかと
思います。何もやっていなくて、いきなり土
俵に出てもやられちゃいます。毎日やるべき
ことをしっかりやっていれば自信がついてき
ます。

★ メンタルを強くするために何か努力し
ていることはありますか。

荒汐部屋相撲交流について
下諏訪中学校 年
1
石黒 湧太

荒汐部屋力士の
皆さんから色々お
話を聞くことができて、とても貴重
な機会でした。僕はわりと小柄なの
で、どうしたらあんなに大きな体に
なれるのか不思議でした。
やっぱりたくさんご飯を食べること
が大切なようなので、僕もしっかり
食べることを心掛けたいです。
そして体だけではなく、心身共に強
い人間になれるように日々努力して
いきたいと思います。
荒汐部屋力士の皆さん、本当にあ
りがとございました。

【蒼国来関】マッサージを受けているときだ
なぁ。これほんとです（笑）

★ 最後に一番楽しいことは何ですか。

【飛騨野さん】やっぱり稽古が辛いです。見
るのとやるのとでは大違いです。中でもぶつ
かり稽古が辛いです。相手の胸に向かって押
し進む稽古ですが、土俵の外まで押し出すと
いう稽古なので、押し出さないとずっと土俵
の中なんです。本当に疲れるんです。

★ 辛かったことはありますか。

になりました。下諏訪は「いつでも行けるふ かなかったときに必要なのは稽古です。相手
るさと」みたいな感じでありがたいです。人 がどうこうではなく、自分の相撲を取り切る
もみんな優しいですし。それに私は自然が大 ことが理想です。
好きでね。初めて来たときから下諏訪町が好
きになりました。
★ 中学生との交流がありましたが、下中
生の印象はどうでしたか。
【若隆景関】空気がきれいで気候が本当に過
ごし易いです。ご飯がおいしいし、温泉もあ 【飛騨野さん】東京でも小中学校に行って交
るし、いいことだらけです。
流することはあるのですが、下中生はほんと
にしっかりしていると思います。全校生徒が
★ 中学生に伝えたいことってありますか。 多いのに、みんなまとまって行動できている
ことはすごいと思います。
【蒼国来関】私は中学時代は遊んでいたけど
ね（笑）目の前のことを精一杯やっていたら
★ どうして荒汐部屋に入門したのですか。
いいと思います。私もそういう子だった気が また入ってみてどうですか。
します。今の中学生はどこの高校に行き、あ
の大学に行って、そしていい職業についてっ 【飛騨野さん】インターネットで調べました。
て考えると聞いたことがあるんですが、まだ 入って８年目になりますが、入ってよかった
そんなことを考える必要はないと思うんです。 です。どこの部屋にもいっぱい新弟子が入っ
目の前のことを精一杯やればいいと思うんで てきますが、続けられることが一番大事です
す。
から。

中学軟式野球の下諏訪第三野球部員24名も荒
汐部屋力士から四股講習を受けました。蒼国来関
から「四股は難しくて完璧にできていない力士も
いる。野球の練習と一緒で、毎日の積み重ねが大
切」という話がありました。
四股講習を受けた選手は「四股は本当に辛かっ
たです。でもすごくいいトレーニングになると思
いました」と苦笑いしていました。

中学生とフルーツバスケットをする
若隆元、廣瀬、若元春、寛龍

寛龍と先生の真剣勝負！

四王祭

14

6

7

８月 日、毎年
恒例 の四王 夏祭 り
が盛 大に開 催さ れ
ました。
四 王では ～
年前 から祭 りの 中
で中 学生に 司会 や
出店 販売な どの 役
割を 担って もら っ
てい ます。 そう す
るこ とによ り、 子
ども たちが 自ら 率
先して祭りに携わっ
てく れるよ うに な
りました。
そ んな頑 張る お
兄さ ん、お 姉さ ん
の姿 に憧れ 、『 い
つか はお祭 りの お
手伝いをしたいな。』
と思 って見 てい る
幼い 子ども たち が
いま す。四 王は 夏
祭り で子ど もた ち
の間 で素敵 な伝 統
を作 り上げ てき ま
した。
ま たお祭 り前 日
から 四王町 内で は
子ど もの声 で夏 祭

り開催を知
らせるアナ
ウンスが聞
こえてきま
す。小学校
高学年の子
どもたちが
率先して広
報車に乗り、
広報活動を
担当してい
ます。
広報車に
乗り込む前
は緊張した様子で、た
どたどしくアナウンス
をはじめるのですが、
幾つか角を曲がる頃に
は、アナウンスの声に
自信が感じられます。
そして、車を降りると
きには、みんなが「楽
しかった！」「またや
りたい！」と晴れ晴れ
とした表情をみせてく
れました。
地域で経験したこと、
そして楽しい思い出が
素敵な記憶となり、未
来にその想いを繋いで
いって欲しいと四王で
は願っています。

いたりの苦労を思い出
しました。結局たどり
着いた思いは『子ども
たちのために出来るこ
とをしよう。』でした。
そして、地域の多くの
皆様にお声をかけ、コー
ディネーターとしてご
参加ご協力を賜ること
が出来ました。
フォーラムでは全県
下の公立小・中・義務
教育学校、五四四校の
全てでコミュニティス
クールが設置されてい
るとお聞きしました。
また、それぞれ成果を
上げている事も紹介さ
れ、改めてその必要
性、その実践が認め
られつつあると実感
も致しました。
その後、分科会で
代表校から活動報告
の発表とグループディ
スカッションで他地
域の関係者とお話し
させて頂き、活発な
活動をされている事
も知る事が出来まし
た。特に中学生が積

極的に自主性を持って
参画している様子が伺
え嬉しく思いました。
まだまだ発展途上で
はありますが、基本的
な子どもたちへの思い
は変わらず持ち続け、
社会の変化に敏感に対
応しながら、コミュニ
ティスクールが充実す
ることを心より願いま
す。
地域の皆様には、少
しでも子どもたちに目
を向けて頂き、更なる
ご理解、ご協力を賜り
ますれば幸いに存じま
す。

なぎがまコミュニティスクール
運営委員長 西村 厚志

『皆さまに感謝』

なぎがまコミュニティ
スクールが発足して今
年で五年目になります。
先日、南信教育事務
所の主催で開催された
フォーラムに出席しま
した。当日は前小沢貞
義教育長（現在は信州
型ＣＳ県アドバイザー）
より「地域ぐるみで子
育てを充実させていく
ために」と題して講演
がありました。地域と
共に子どもたちを育む
必要性を熱く語って下
さいました。その中で、
下諏訪町のコミュニティ
スクール（ノース・な
ぎがま）の成り立ちを
紹介して頂きました。
発足当時の頃を懐かし
く思い出させて頂きま
した。
当初は何からすれば
良いのか、何をしたら
良いのかと思い悩み、
先進地を視察させて頂

小中学生、地域の皆さん、学校関係者で開催された
地域連携会議の様子（2019年5月）

四王夏まつり
地域連携部ルポ

この５年間に発行してまいりました「なぎがまＣＳだよ
り」バックナンバーが小学校・中学校のホームページからご
覧いただけます。
下記のURLにアクセスしてください。

下諏訪中学校
www.suwa-ngn.ed.jp
下諏訪南小学校 www.shimosuwaminami-e.suwa-ngn.ed.jp

なぎがまコミュニティスクール
広報部一同

この度なぎがまＣＳ発足５周年を
記念しまして『特大号』を発行させ
ていただきました。
この５年間、子どもたちに対する
地域の皆様や支援団体の皆様の様々
取り組みを取材させていただき、な
ぎがまＣＳの活動は地域の皆様のご
理解とご協力があってこそと改めて
感謝申し上げます。
これからも様々な活動をご紹介し
ていきたいと思いますのでよろしく
お願いいたします。

編 集 後 記

なぎがま掲示板

