美 し い村 を守 る
高 野山中学校 三年 眞 野 貴気
僕 は、周 りを山に囲まれた花坂と いう地域 に住 ん で います。
花坂 は世界遺産 であ る高 野山 のふもと にあ り、 か つては高 野山に参拝す る人 々で賑
わう宿場 町 でした。
名物 はあ っさ りと したあ ん こを薄 め の餅 で包 み、香ば しく焼 いた 「や きもち」です。
昔 の参拝客 はと ても長 い道 のりを歩きま した。 そんな参拝客を癒 した のが、や きもち
であ り、 ここ花坂だ った のです。
しかし車社会 にな り、参拝時 に花坂 に泊 ま る人は いなくな りま した。家 から コンビ
ニま で車 で三十分、学校 ま ではバ スと徒歩 で四十五分も掛 かる ので、 い つも不便 に感
じ て います。 仕事 も遊ぶと ころもな い村 では若者 は都会 に出 て人 口も減 り、過疎化、
そして少子高齢 化が進 ん で います。
しかし、僕 は花坂が好き です。勿 論生まれ育 った所だ から住 み慣れ て いると いう の
もあ りますが、花坂 は自然 が美 しく、伝統 のあ る村だ から です。
春 の爽や かな新 緑、夏 の夕立、秋 に金色 に輝 く稲穂、冬 の雪景色など、 四季折 々の
風景 は最高 です。
花坂 の伝統文化 には、毎年 八月十五日に開 かれ る村 の小さな夏祭 り で奉納さ れ る 「
鬼 も み」があ ります。本来、悪と捉えられ る鬼 ですが、花坂 の鬼 は違 います。鬼 を榊
でも み、 お祓 いを し、 五穀豊穣等 を祈 る のです。僕 は鬼 も みを モチー フと した伝統的
な太鼓グ ループ、花坂鬼 も み太鼓保存会 と いうグ ループ に所属 して います。力強 く躍
動感 のあ る曲が持ち味 で、毎年夏祭 りだけ でなく、県内 の様 々な イ ベ ントに出演 して
鬼 も み太鼓 を広 め て います。伝統を後世 に伝えねばならな い、と いう思 いで僕 は太鼓
を 叩 いて います。
自然、文化、美 し いこ のふ るさとも、 こ のまま過疎化 ・少子高齢 化が進 むと十年後
どうな って いるかわ かりま せん。伝統あ る こ の村 をどう守 って いく か、 それ は僕 たち
の世代が直 面 して いる大きな課題 です。
今、 テ レビでは北朝鮮 のミサイ ル発射など の国 の争 いに始 まり、国内 では会社 の偽
装、殺 人、いじめなど暗 い ニ ュー スが並 びます。それらを観 るたび僕 は心が痛 みます。
国境 のな い現代社会、競争社会 は人 の心を疲 れさ せ て いる のではな いでし ょう か。僕
は将来、 こ の地域 の素晴ら しさを、 イ ンターネ ットを通 じ て発信 した いと考え て いま
す。幸 いにも、高 野山には世界中 から観 光客が訪れます。 まず、花坂を知 り、宿泊体
験や農業体験を してもらえ れば、心 の中が癒さ れ て いく のを感 じるはず です。 人が集
まれば 仕事 は生まれます。 か つて参拝客 の身体 を癒 した地を、次 は心 の癒 し の地と し
て、再び活気あ る村 にして いきた いのです。
こ の村 が 元気 になれば、 そ の力 は周囲 へと広が って いく はず です。花坂 から、 日本
全体 に、明 る い ニ ュー スを発信 して いきた いと思 います。
僕 は、花坂が大好き です。 い つま でも村 の存続を願 います。 い つか大変な状況 にな
っても、 必ず僕 が、僕 たちが、 こ の美 し い村 を守 ります。

