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新しい人の流れと働き方のかたち

鈴木美樹さんと｢さとのわ｣

（濱本武志）

私たちは、2017 年 2 月 3日（金）から 2月 5

日（日）にかけて、宮城県大崎市鳴子温泉郷で

活動されている「さとのわ」の代表、鈴木美樹

さんへ、調査のためにインタビューを行いまし

た。

この時期の東北は、雪深い時期であり、現地

はイメージどおり、ほんとに雪だらけで、場合

によっては電車が動かないことがあるそうです。

前日も大雪とのことでしたが、運の良いことに

調査期間中は偶然、晴れが続きました。

そのような、自然たっぷり、むしろ厳しい？

と思われる環境に移住して活動されている方は、

どのような意識で、どのような経緯で今に至っ

ているのか、これからどうされるのかといった

ことについて、興味がわかずにはいられません

でした。

インタビューは、到着した日と 2日目に行い、

また「里山カフェ」を体験しました。

調査にあたり、大変忙しいなか、鈴木さんを

雪の中を走る電車。だいたい 1 時間に 1本

はじめさまざまな関係者の方に、貴重な時間を

割いていただき、お話を伺うことができました。

大変にお世話になりました。

ここでは、「さとのわ」や鈴木さんの活動を

紹介するとともに、感じたことを報告します。

「さとのわ」について

「さとのわ」は、その名のとおり、里山とま

ちを結ぶことをテーマにしたプログラムであり、

また団体名です。

「さとのわ」のホームページには、「鳴子温

泉郷には古くから湧いた温泉を軸に『湯治』と

いう文化があります。いろいろな場所から集ま

る旅人がお風呂に入って散歩して、旅人同士や

地元の人たちが触れ合いながらいつのまにかリ

ラックスするという不思議な場所です。『さと

のわ』ではそんなゆたかな湯治場のあれこれを

季節ごとに紹介しています」と書かれています。

「さとのわ」が提供するプログラムは、2011

年 8 月の里山料理から始まり、地元の人々との

協力を得ながら、徐々に増やされてきています。

現在は、次のものを取り組まれています。

・里山カフェ

里山景色を眺めながら、地元の旬の食材を

使ったごはんやおやつを提供するカフェ。

・温泉マルシェ

「健康」「カルチャー」「食」といったテー

マからの新しいスタイルでの湯治体験。
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・里山ごはん食べに行こう

地元のお母さんたちに教わりながら、里山

のカフェで手作りする、季節の料理教室。

・五感を呼び覚ます森歩き

森林インストラクター遊佐文博さんによる

鳴子や近郊の五感を呼び覚ます野山歩き。

「湯治」というと、古くから日本に伝わって

きた治療法で、宿で自炊等をしながら長期滞在

して、温泉の効能によって体調を整え、病気治

療や療養を行うものです。湯治文化が色濃く残

る鳴子温泉では、温泉以外のプログラムはまだ

まだ開発の余地があるという状況であり、鳴子

温泉で長い年月をかけて培われてきた湯治文化

の素晴らしさを再発見した鈴木さんが、現代の

都市生活者に対して、新たな切り口でそれを発

信し、また訪れやすく、より触れ合える不思議

な場所のひとつを創出したものが「さとのわ」

ではないかと思います。

鈴木美樹さんと「さとのわ」

鈴木さんは、里山カフェのホームページでは

「『さとのわ』代表。東京出身、長年の会社員

生活を経て鳴子へ移住。自然を満喫しながらの

湯治に魅せられ、鳴子の人と人との触れ合いを

軸にした本質的な豊かさを提案すべく活動中」

とあります。

インタビューでは、ホームページではわから

ない人となりや、「さとのわ」の活動をお聞き

里山カフェの古民家内でインタビュー

右から 2人目が鈴木美樹さん

しました。

移住するまでの経緯

―― 2016 年 10 月 14 日に開催された、第 36

回地方自治研全国集会では「希望の光を地域

から―若者も高齢者もいきいきとくらせるま

ちづくり」で、パネリストとしてお話されて

いました。お話の中で、東京出身で、バリバ

リとお仕事をされていたと言っておられまし

たね。

鈴木 はい。長いことアパレル業界のメーカー

で「バリキャリ」と呼ばれる生活をしてきまし

た。生来、身体が丈夫で、精力的に働き、管理

職へも昇進しましたが、ある時、身体に変調が

あり、このままの働き方でよいのか、定年まで

いるのかを悶々と考えることになりました。

心身ともに元気になるというような仕事をし

たいと思い、2008 年、2009 年と悩み苦しんで

いたときに、日本経済新聞のウィークエンド版

に掲載されていた「湯治」という言葉が、たま

たま目にとまり、頭から離れなくなりました。

とにかく「考えていてもしようがない」「やっ

てみよう」ということで行ってみたら、やっぱ

り「湯治はいいな」ということで。

鳴子と南八甲田の 2か所を訪れました。その

後、帰ってから、ある方の紹介で鳴子へまた行

くことになり、どんどんといろいろな人から

「ひと粒」を投げられるようになりました。そ

の時は、ここに住むとは、全然、思っていませ

んでしたが。

ここは、自然のスケールが違います。空の面

積もひろい。人と人との距離は、良くも悪くも

近くて濃い。そのすべてが、私にとっては新鮮

で、必要なことと思いました。もちろん、面倒

くさいこともありますけど。

今までは、欧米に憧れて、トレンドを追いか

けていましたけれど、「灯台元暗し」で、日本

にはこんなに素敵な暮らしがあるじゃないかと

知ったわけです。それまでは、農業の大変さも
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知らなかったし、震災のときでもそうですが、

今では「食べることは生きること」ということ

を感じずにはいられません。食べ物をつくるこ

とは、なんて素晴らしいことなんだろうと思い、

私も畑をしています。

今の日本には、本質的な豊かさが欠けている

のではないか、支えていくことが必要なのでは

ないか、もっと触れたい、知りたいと強く思う

ようになり、腰を落ち着けることにしました。

―― いつから鳴子温泉に来られたのですか。

鈴木 2010 年 4 月に、足を踏み入れたのが始

まりで、今年で 7年になります。とにかく、働

くことが大好きで、ここには新しい働き方のタ

ネがあります。

東京は、私のふるさとで、一番懐かしいとこ

ろですが、もう東京ではなく、鳴子が新しいフ

ィールドとして、すごく価値があるんだと思っ

ています。

「さとのわ」の活動

―― 活動は、いつから始まったのですか。

鈴木 2011 年 8 月末に、里山料理店を開いた

のがはじめてです。1 回で終わらず、地元の母

ちゃんたちに協力してもらいながら、2016 年

までの 5年間、途切れず、継続しています。

まだ、郷土料理のまねごとのようなものです

が、母ちゃんたちのお陰でできるようになって

います。

―― ここでは何ができるのでしょうか。

鈴木 自然資源、ほんものの良さや豊かさとい

うものは、ほんとに私の心を打ちました。ある

意味では、そこにビジネスチャンスがあります

し、そういったところで、暮らしながら仕事が

できるのではないかと思っています。

ただし、高度経済成長のときのような、昔そ

のままに伝えるのではなく、移住までしなくて

も、リラックスできる豊かな時間を提供してい

きたいと思っています。都市の方であればある

ほど、その価値は高まります。ビジネス風にい

うならば、人と人との直接交流を商品にできな

いかと思っています。

移住した当初、半年ほど旅館に勤めさせてい

ただきながら、人と触れ合うことで、心の鎧が

魔法のようになくなっていくことを実感しまし

た。そういう時間を過ごしてもらえないかとい

うことが、一番のモチベーションですね。

日々の生活で、「五感」はお休みしています。

でも、ほんものの自然の中にいると、それを感

じ、回復してきます。ただし、自然ばかりだと

土っぽ過ぎるので、都市目線の入ったプログラ

ムにしようと気を付けています。とにかく鳴子

に足を運んでもらうために、最も敷居が低く、

入りやすいものが「カフェ」です。

―― どのような「カフェ」なのでしょうか。

鈴木 この家は、去年からお借りしているんで

すが、それまではさまざまな地区で、ゲリラ的

に活動してきました。各地区の特性を知るには

よかったのですが、移動や許可の面ではやはり

大変で、たまたまここをお借りすることができ

たので、良かったです。

たんにご飯を出すだけではなく、触れ合いを

つくるコーディネーターとして、嫌がる方もい

ますが、テーブルを近づけたり、相席をしても

らったりして、想定外の触れ合いを提供してい

ます。とにかく、人に元気になってほしいと思

います。

―― 大資本が参入してくれば、プログラムが

地元食材で作ったカフェの「ランチ」

かなりの高齢な紳士から、 3 歳ぐらいのお子さんを連れた

お母さんまで、幅広い世代のお客さんがいました
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飲み込まれてしまい、真似されるのではない

でしょうか。

鈴木 それは、「さとのわ」にオリジナリティ

があるかどうかという話です。どんなに私が

「ここでやってるんだから、入ってこないで」

と言っても、よりよいブランドであれば、もっ

ていかれるだけで、それはそれでいいし、止め

ようがない。

でも、自信があるわけではないのですが、こ

こには、お客様にリラックスしてもらう何かが

あると思っています。ここでやっていくことは、

簡単なことではないんですね。コンサルタント

が、東京から通いでできるようなものではあり

ません。そういう意味では、心配は、全然して

いません。

―― 参入する者が増えることは、逆に連携し、

提供できるプログラムが増えるということで

すか。

鈴木 そうですね。業務を委託されることもあ

るでしょうから、連携することでチャンスは増

えると思います。地域に受け入れてもらうとい

うことはほんとに大変で、時間のかかることで

す。

―― 「さとのわ」を通して、鳴子の文化、自

然、人、すべてを発信していきたいというこ

となんでしょうか。

鈴木 そうですね。それが結果として、地域振

興になると思います。

暮らし

―― こちらの建物にお住まいなんですか。

鈴木 ここは「カフェ」としてしか使えず、通

っています。最寄駅から 1駅行ったところに、

このまちで 1件だけのアパートがありまして、

そこに住んでいます。というか、アパートはそ

こしかありませんからね。

日本人は、土地に張り付いて住んできたので、

なかなか貸すということはないんですね。

商店街もシャッターが閉まっているところが

多くあります。もちろん、人は住んでいますが。

どうやって生活しているかというと、年金や、

昔、何百万人も鳴子温泉に来ていた時代、宿に

入りきらずに廊下に泊まらせていたような時代

の蓄積として、都市部の土地や賃貸住宅をもっ

ておられるので、その収入で暮しておられます。

もちろん、裕福な方ばかりではなく、厳しい経

「里山カフェ」等に使われる築 150 年の古民家

駅から車で 10 分

入口には自家製の「凍み大根」がかかっている

「里山カフェ」の前に通る芭蕉の「奥の細道」

「里山カフェ」内の囲炉裏

相席等の工夫をし、

気軽に話しかけられる雰囲気が漂っている
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「さとのわ」では、地元の産物が売られていた

済状況の人もたくさんいますが。

―― 地域の方はどんな方が多いですか。

鈴木 農家の方や宿のご主人は、一国一城の主

ですので、なかなか協業という発想をもたれま

せん。個性も強い方が多いです。いろいろとお

っしゃる方もいますが、受け入れてくださり、

協力してくれる方も、やはりいます。

未来

―― 鈴木さんを突破口というか、結節点とし

て、後に続く者がでてくるのでしょうか。

鈴木 今は、20 歳代、30 歳代の若い方が、こ

こで何か事を起こしたいという人がでてきてい

ます。そういう火を、とにかく消さないように

したいと思っています。私は 40 歳代ですので、

ベテランの方とも話ができますし、若い方とも

話ができます。

地域も年代も、クロスオーバーして連携する、

必要なところをお互いにカバーすることが、あ

りそうでなかなかなかったことなので、それを

やっていこうと思います。

また、プログラムのほうも、事業の絶対数が

少ない地域において、新たに事業化をして、持

続的な経営をしていくということは、とくに女

性だと、まだまだ地域の方の理解が得られませ

ん。地域に受け入れる土壌がないと、住んだり、

活動が進みません。そういった困難も乗り越え

ながら、新しい道筋を作っていきたいと思って

います。

新しい地域の担い手と

新しい生活者

地域の活性化では、「移住」がよく言われて

いますが、まさに鈴木さんは新しい人の流れの

ひとつであり、新しい働き方を見つけ、実践し

ている方であると思います。

こうした感覚の方は、徐々に増えているとい

われており、鳴子では、鈴木さんのほかにもＵ

ターンされている方などがいらっしゃいました。

移住者は、いろいろなパターンがあるとは思

いますが、一般的には地域のお客さんではなく、

地域に溶け込み、新たな担い手として活躍する

新芽であるといえ、これまでになかった視点を

持ち、活動する者がでてくることで、その地域

に活力をもたらすのでしょう。

「さとのわ」で、現在、取り組んでいるプロ

グラムは不定期のものが多く、またそれだけで

生活が成り立つほどの収入があるという段階で

はないようでした。これからということでした

が、住民は、新たな観光資源、地域の魅力の一

つになると考えているとうかがいました。

インタビューを通して思ったことは、こうし

た流れにおいて重要な点は、本人の資質もそう

ですが、地域の受け入れる土壌、人が大事であ

るということです。

まったく縁もゆかりもない土地に根を張ろう

とする人が、魅力を感じたのは、豊かな自然、

風景だけではなく、やはりその地域に住む人に

一番の魅力を感じているように思います。それ
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らの方々との関係が徐々に広がり、深まること

で、当初は考えていなかった「移住」を、結果

として進めることになるのだと思います。

鈴木さんの例では、7 年を要しています。最

初は「湯治」に来て、人と話をし、楽しかった

から、今度は週末に行くようになり、行事やお

料理なんかを教わり、触れ合ってあってお互い

に近づいていく。そのうち、都市での生活とは

違う生き方に気付いて考えさせられるようにな

る。段階を踏んで、合う、合わないを確認しな

がら、徐々に定着する考えを持つに至るのでは

ないでしょうか。

鳴子では、鈴木さんは先発事例と思われるこ

とから、ご本人、地域の方々の双方が、試行錯

誤しているのではないかと思います。地域活性

化は、「コンサルタントが通いできてしまうも

のではない」というコメントは、そのとおりだ

と思いました。

鈴木さんご自身は、お話をきいていると、本

当に苦労されており、不安な面も多いように思

いますが、自分の意思と周りの人の支えがあっ

て、新たな人生を切り開こうとしているのは、

力強く、鳴子へ移住されて良かったのだと感じ

ておられるようでした。笑顔を絶やさず、鳴子

での生活を面白く、大事に感じているように思

います。

里山の玄関口「さとのわ」

「さとのわ」では、「里山カフェ」を、この

4 月から毎週 3 日（金・土・日）、定期的に開

店しています。

「移住」はハードルが高いですが、「さとの

わ」へ行くことはかなり簡単にできます。

都市での生活に違和感を持ち、充分に満足で

きていない人はたくさんいると思います。そう

いった人たちが、気楽に、手軽に地域に触れ合

い、満足することができる場が、まさに「さと

のわ」であると思います。

そこでは、お金を払ってサービスを受け取る

お客さんというよりは、自らも動く参加者とい

うことになります。地域の高いハードルを、あ

る意味では鈴木さんの努力と培った信用を借り

て、入り込むことができます。

また、地域の人にとっても、おしゃれなカフ

ェでのひとときは、面白く、新しい人との触れ

合いは刺激的なことになるでしょう。

ポケモンの「ポケストップ」ならぬ「ヒトス

トップ」というものでしょうか。いろいろな背

景、目的を持つ人が集まる場所として、玄関口

として、癒やしだけでなく、結果として何かが

生まれる場所として機能していくのかもしれま

せん。すでにリピーターもおり、まったく知ら

なかった者同士がつながっていました。

鳴子で見た、雪原の朝日
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