僕 のふ るさと富貴 ～そ の未来～
富貴中学校 二年 梶部 創太
皆さ ん の学校 には、生徒 は何 人 います か ？僕 の通 って いる富貴中学校 の全校生徒 は 「二人」
です。 周 りから見 ると、 「二人 で寂 しくな いの？」と思われ るかも しれません。
確 かに 、二人だと、他 の学校 よりは 、出来 る事 も少なく て、寂 し いのかも知 れません。しかし、
他 の学校 では出来な い 「二人だ から こそ出来 る」と いう ことが、僕達 の中学校 にはあ ります。
例えば、先生と の距離が、と ても近く、家族 のよう に接す る ことが出来ます。また、学校 の農 園
では、十種類を超え る野菜 を作 って いて、それを収穫 したり、お いしく いただく こと の楽 しさを
味わう ことが できます。運動会など では、地域 の方 にも、参加 して いただき、 「富貴 」 の 一大 イ
ベ ントとな って います。
しかし、明 る い学校生活を して いても、 一番気 にかかる のは、僕達 のふ るさと の 「未来」 で
す。校 区内 に、児童が いな いため、富貴 小学校 は、僕達が卒業 して、休校 とな りま した。今、通
って いる富貴中学校 も、あと 二年 で休校 とな ります。と ても寂 し いです。そんな中、今、僕 が強
く思 って いる事があ ります。それ は、 「ふ るさと」を守 りた いと いう こと です。 「ふ るさと」を
守 るためにどうすれば よ いかを考え た時、 まず、思 い ついた のが、富貴 の人 口の事 でした。
なぜ、 「富貴 」は、人 口が少な いのでし ょう か ？それ は、最 近 ニ ュー スなど でよく聞く、 「少
子高齢 化社会」 「過疎化」が進 ん で いる ことが原因だと思 います。 一般的 に、若 い人達 は、交通
などが不便な 「地方」 から、様 々な事が出来 る、便利な 「都会」 へ行 こうと します。だ から、
「地方」は人 口が減 り、 「都会」 では、人 口が増え る のだと思 います。僕 は、 こ の 「都会」に
集 ま って いる人達が、 「地方」 に来れば いいのにと思 います。 そうすれば 「地方」 は人 口が増
え、 「都会」 は過密状態が解 消さ れます。 「地方」 の人 口を増やすためには、 「都会」 の人が、
「来た い。」と思え るような魅力がな いと いけな いと思 います。
「富貴 」 には、魅力 にな るような物 は、何があ る のでし ょう か ？そう考え て、すぐ に出 てき
た答え は、 「周囲 の豊 かな自然 環境」と 「地域 の人 々の温かさ」 でした。 「富貴 」 は、 四方が
山に囲まれ て いて、豊 かな自然 の中 にあ ります。 「都会」 の人は、自然 に触 れ る機会 があまりな
いと思う ので、 こ の 「豊 かな自然 環境」 は、き っと魅力 にな ると思 います。
二 つ目 の 「地域 の人 々の温かさ」は実際 に学校 への登下校中 に感 じた こと です。地域 の方 に、
お帰 りなさ い。」と農作業を して いても、 手を止
こちら から声を かけ ると、 「おはようさ ん。」 「
め て、話を してくれます。僕 は、そんな時 に 「僕達 は、地域 の人に見守られ て いる のだな。」と
ちまき作 り」
思 います。また、地域 の伝統 も魅力だと思 います。「富貴 」の伝統的な行事 には、「
があ ります。 「ちまき」は、少 し遅 い、六月五日 の節句 に食 べる、邪気を払う食 べ物と して、伝
えられ てきま した。富貴中学校 では、 五月 にな ると、 山に入り、 「
ちまき」を包 むため の、笹を
取 って来 て、地域 の方 々と 一緒 に、 「
ちまき」を作 ります。 そして、地域 の八十歳 以上 の 一人暮
ら し の方 々に届け ると いう行事 を、毎 日実施 して います。 「
ちまき」を届け ると、 「わざ わざ 届
け に来 てくれ てあ りがとう よ。」と何度 も何度 もお礼を言 ってくれます。こ の声を聞くと、僕 は、
心 に温か い気持ちが 込み上げ て来ます。
これま でに紹介 した事 以外 にも、たくさ ん の伝統が、 「富貴 」にはあ ります。僕 は、そ の伝統
が、 温か いふ るさとを、 い つま でも大 切 にして いきた いと思 って います。だ から、 これ からも、
地域 のことを考え て、より、富貴 が明 るくな るよう に、努力 して いこうと思 います。ふ るさと の
「未来」・・・。 それ は、僕達 の 「未来」 でもあ る のです。

