東京学芸大学 連続講演会 第１２回

「地球をスローダウンさせるハチドリの『ひとしずく』
～アンニャ・ライトさんと語ろう、持続可能な未来へのビジョン～ 」
ア ン ニ ャ ・ ラ イ ト 氏（オーストラリア在住の環境活動家・シンガーソングライター）
通訳：佐野 淳也（東京学芸大学 環境学習推進 専門研究員）

● なぜ環境活動をしているのか？

私の名前はアンニャ・ライト、地球人です。この20年間、
私は環境保護活動を行なってきました。今から18年前、初
めて日本に来ました。マレーシアのボルネオにあるサラワ
クの森、熱帯雨林の伐採を止めて欲しいと訴えるためです。
自分たちのライフスタイルが環境にどのように影響を与え
るか、そしてそれが他の世界の国々にどのような影響を与
えるのかを知ったとき、私たちは自分たちの暮らしを変え
るきっかけを得ることができます。このことをずっと考え
て、そして訴え続けてきました。
人々はよく私に、「どうしてこんなに長い間活動を続けることができるの？ 途中で疲れてしまった
り、もうやめたい！と思ったりしたことはないの？」と尋ねます。でも、私は決して他の誰かや環境保
護運動のために活動をしているわけではありません。何より私自身のため、私の子どもたちのため、こ
こにいる全てのみなさんのため、そして自分の環境を守っていこうとする地球の一部として活動してい
ます。ですので、私にとって環境を守る活動を行なうことは、すごく自然なこと。決して、自分を犠牲
にしているわけではないんです。自分の自然な責任として、活動しています。
いまからブータンの国王が世界に提言をした有名なＧＮＨ（国民総幸福）という考え方についてお話
していきます。私はみなさんに、何がもっとも皆さんを幸せにするのか？ということについて尋ねてみ
たいと思います。私自身にとっては、「自由」であることが、私をもっとも幸せにしてくれます。自由
に、創造的に、喜びを持って、この深刻な環境の課題にチャレンジしていけることが、何より私にとっ
て幸せを感じることです。
いまから「山のように考える～Thinking like mountain」という歌を歌いたいと思います。歌いたく
なったらいつでも一緒に歌ってくださって結構です。この歌は、次のような言葉で始まります。
大地は、私の体
水は、私の血
空気は、私の息
火は、私の魂

Earth
Water
Air
Fire

My
My
My
My

Body
Blood
Breath
Spirit

Thinking Like a mountain
詞・曲：アンニャ・ライト
Earth is my body Water is my blood
Air my breath and Fire my Spirit
Thinking like a mountain
1

Being of the Earth
Walking the flow of
the River to the ocean of light
Carried by the winds
to the heavens of truth
Entering the centre of the storm
to the calm and peace within
And Feel life
Fe-ee-ee el Life
All Life is Sacred
Our relations speak to us
In the silence of our hearts
All of creation sings
Showing us the way
Life is a celebration
Let the wonders abound
Put your heart in the heart of the children
With the purity of Love
（日本語訳）
地は体 水は血

風は息

火は魂

山のようになろう 大地になろう
小川の流れといっしょに歩いて命の海に出会おう
風にふかれて天までのぼり真実に出会おう
嵐の核の中で、静かな平和に出会おう
生命の声に耳を澄まそう
命はみんな宝物
心の中でひっそりと
現在・過去・未来の生きとし生けるものたちの声がしている
創造の歌が聞こえる 行くべき道を教えている
歓びの生命のために この世を不思議でいっぱいにしよう
現在の気持ちを未来のこころに連ねよう
澄みきった愛情といっしょに

● 大学卒業後、サラワクの森へ
この学芸大学に来て、私は自分が大学生だったときのことを思い出しました。私は大学で演劇と音楽
を専攻しました。人々は、何で法律だとか、その他もっと直接環境問題に関係することを大学で専攻し
なかったの？と聞きます。高校生のとき、私はすごいフラストレーションを抱えていました。核戦争や
環境問題に関する情報を、みんな持っているのにも関らず、行動しないのはどうしてなんだろうって。
そしてそれはきっと、コミュニケーションの欠如が原因だろうと思ったんですね。だとすれば、お互
いのコミュニケーションを促進することがいちばん大切だと感じたわけです。そして、私は高校生のと
きに自分の人生を決めました。「地球を癒す活動家になろう！」って。なので、大学に入って演劇や音
楽を勉強したのは本当にいい選択でした。
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大学を卒業した後、私はすぐマレーシアのサラワク（ボルネオ島）に行き、その森に暮らす先住民族
のプナン族の人たちを助ける活動を始めました。彼らは、私が人生の中で出会ったもっとも平和で心優
しい人々でした。彼らは、人間として生きることはどういうことかを、私に教えてくれました。
私が育った社会では（日本もそうですが）、もっと強く競争に勝ってもっと攻撃的に生きることが良
いとされています。欲望の文化と言ってもいいですよね。でもプナンの人たちの暮らしは、犯罪もなく
警察も必要のない社会でした。彼らにとって一番大事なのは分かち合うということでした。彼らは生活
のすべてを森に依存し、森と調和して生きていました。
当時、マレーシア政府はこうした熱帯林の伐採を推進していました。そしてその木材の多くが日本に
輸入されていました。私は、そうした熱帯林の伐採に反対する活動をしていたために、マレーシアの政
府は警察を使って私を追い出そうとしていました。時にはプナンの人たちと一緒に、警察から逃れて森
の中に隠れたこともありました。しかしそんなときでも、彼らと一緒に歌を歌うことによって、心を穏
やかにして笑顔を持つことができました。
私はこうした経験から、声を通してコミュニケーションしていく音楽の大切さを実感しました。た
とえ違う言葉をしゃべっていても、音楽を通じて私たちはこころとこころで通じあうことができます。
なので私はいつも、講演ではなく歌と音楽を通して、みなさんとコミュニケーションし、そしてメッセ
ージを伝えてきました。

● 熱帯林情報センターでの活動
その後、私は日本に来て、この熱帯雨林伐採の課題を日本の人たちに伝える活動を始めました。その
一方で、彼ら先住民の森を守る闘いはますます大きなものとなり、単に森林破壊だけの問題ではなく、
その背後にある南北格差や政治的な不正などいろいろな問題を同時に訴えていく活動になっていきま
した。そして私が日本に来て気がついたこと。それは子どもたちの遊び場がないことでした。日本はす
ごい経済発展を遂げて、ビルや道路はどんどん造っているのに、子どもたちの遊び場がない！ これは、
未来の世代を忘れてしまっているということ。私にとっては、森林破壊の問題と同じくらい重大な問題
のように感じました。
私自身は、子どもを持つことが自分をスローダウンさせるとってもいい機会になりました。
私たちは仕事やこうした活動の中で、ついつい自分のペースを忘れてファーストな生活になってしま
ったりしますが、私はパチャとヤニという２人の子どもを持つことによって、自分のペースに戻ること
ができたと思います。これは、日本のような社会ではとても大切なことですね。
私はいろいろなグループに関っていますが、その中でもメインで活動してきたのが「熱帯林情報セン
ター」
（オーストラリア）です。この団体のスタッフとして、10年前からパプアニューギニア、インド、
エクアドルの3カ国で、森林に住む先住民族たちの自立を助ける活動を始めました。そして1997年に、
実際にエクアドルの方に移り住んで、現地で活動を始めました。そこでは、まさに私はスローダウンす
ることを学びました！

Be Live Slow
詞・曲：アンニャ・ライト
There’s a firefly dancing above my head
And it’s strange
Because I’m lying in my bed
-inside the bedroom
So the bug must be able to fly through walls
And it’s flashing yellow
and it’s flashing bright green
Which in my sleepy drowsy state means
it must be saying
Go slow, go slow
Go slow, go slow
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There’s a businessman
in the middle of the path
He’s just standing there staring at the sky
Millions of people are rushing on by
Shopping working something
They don’t even look at him, just sidestep past
And he’s watching the clouds,
noticing for the first time they
Go slow, so slow
Slow, slow slow
There’s a girl who escaped to find a life
After running, screaming, crying, singing to try
-and make a difference
Now deep in the forest she’s living her dream
Nurturing a family, trying to live sustainably
And step by step, she’s learning how to
Be slow, live slow
Smile slow, be slow
Breeze slow, love slow, be slow

● エクアドルでの持続可能なコミュニティづくり
エクアドルはコロンビアとペルーの間になる南アメリカの国。ガラパゴス諸島もエクアドルの一部で
す。エクアドルは、世界でもっとも豊かな国のひとつです。でも、お金という意味ではありません。生
命（いのち）
、という意味においてです。とても豊かな生物多様性に恵まれている国です。次の時代に
は、私たちは富をお金の量ではなく、生物多様性の豊かさではかるようになるでしょう。私はそう信じ
ています。
エクアドルで、何をもって貧困と考えるか、その指標についてひとつ発見をしました。私はインタグ
地方の草の根の人たちと一緒に活動していました。エクアドルは、国際的には途上国、貧しい国として
分類されています。いっぽう世界にある３４箇所あるホットスポット（極めて生物多様性が豊かな一方
で破壊の危機に直面している地域）の内、2箇所がエクアドルにあります。
そうした地域が銅山開発によって影響を受けています。インタグの人たちは、この銅山開発に強く反
対をしています。開発推進側は、道路や病院建設などの生活改善を行うとして銅山開発受け入れを住民
に迫りました。でも住民たちは、開発を受け入れれば自分たちが生活を依存している森を失い、生計手
段を失うことになることを知っているため、開発に反対しています。そんな中、日本の「ナマケモノ倶
楽部」などとの連携によって、無農薬コーヒーを生産するなどの活動が活発に行われています。環境破
壊型ではないオルタナティヴな経済を私たちは見つけていかなくてはなりません。
エクアドルでは、おかしなことに政府や国際機関の統計では、自活して自立して生活している人が「貧
困」だと見なしてしまうことがあります。例えば、貧困を測る基準として“自宅出産しているかどうか”
というのがあります。「お金があれば病院にいけるから」という理由からなんですね。さらに、エクア
ドルでは病院で出産した人の実に8割が帝王切開で出産しています。南アメリカ全体で、帝王切開の割
合がすごく高いんです。
なぜか？そのほうが病院が儲かるからです。医者は、帝王切開をしないと赤ちゃんが危険だと言うわ
けですね。それでお母さん達は、お医者さんが言うならば、といって帝王切開してしまう。もともと地
域にあった伝統的な医療や薬草を見ずに、お金のかかる近代医学にどんどん頼ってしまっていってるわ
けです。私が住んでいたエクアドルのコタカチで、「自宅で赤ちゃんを産む」って言ったときに周りの
人たちはすごく驚いてショックを受けていました。「そんなにお金がないの？」って言って(笑)
でも、実は9割の女性が自宅出産ができる能力を持ってるんですね。私は、自宅で出産することによ
って、自分が女性として健康で問題がないということを示したかったんです。
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自分で健康で野菜をつくって、食べる。これはまさに豊かさの印であって、貧困なんかでは決してな
いはずです。
いまから皆さんに、私がエクアドルで関っている「エル・ミラグロ」というプロジェクトの映像をお
見せします。35ヘクタールの農地を使った、新しい暮らしと生き方のモデルを示すためのプロジェクト
です。パーマカルチャーで野菜をつくり、自然エネルギーで料理をする、といったお金をかけずにシン
プルな暮らしを実践しているコミュニティです。
＜ビデオ視聴＞

● 「貧乏ロハス」のススメ
いま、ＬＯＨＡＳ（ロハス）という言葉がとても流行していますね。でも、ここで私は「貧乏ロハス」
という新しいアイデアを紹介したいと思います。
なぜ、エコロジカルであるためにそんなにたくさんのお金をかけなければいけないんでしょうか？
いま、みなさんにビデオで見せたエクアドルでの実践では、あんまりお金を必要としません。シンプル
な暮らしと、誰でもアクセスできる優れた技術を用いて、生活に必要なものを全て満たすことができて
います。こうした“貧乏ロハス”を実践すれば、「お金を稼がなくてはいけない！」という強迫から解
放されます(笑)
熱帯林情報センターも、ボランティアベースでずっと活動を行っていますし、エルミラグロでの活動
も、世界中からやってきた100人以上のボランティアによって支えられてきました。
通常、先進国による援助プロジェクトは、巨大な予算をかけて現地の状況に合わない最新技術を導入
するようなものが多いですね。でも、そうした援助の内容と人々の実際のニーズとの間にはまだまだ大
きなギャップがあります。もっとシンプルな方法で、安全でおいしい空気、水、食べものを確保してい
くような援助が望ましいと思います。
いまから歌うのは、エクアドルについての歌です。

Ecuador
詞・曲：アンニャ・ライト
Wild and beautiful,
untamed and free
Nothing is permanent,
spontaneity succeeds
Volcanoes, life evolves, beyond ancient but just awakened
Forests of every kind, womb of life
Island inspiring the gift of creation
Where animals know no fear
Natures dance, abundance,
fertility, tranquility
Baby on Mama’s back, quiet and safe
Passion, celebration, satisfaction
Despite the hard times we face
Ecuador a place of unmeasured potential
When we flow with your power
We wait, we pray, things will change
And together share a future of faith
Ecuador, Ecuador, Ecuador…!
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● オーストラリアでの緑のアクション
いま、実はわたしはエクアドルには住んでいません(笑) オーストラリアにいます。北東部の小さな
町に住んでいます。でも同じような暮らしをしています。エクアドルはとても美しい素晴らしい国です
が、現在はまだ政治的に安定してません。私は母親として、子どもの安全を考え今はオーストラリアに
住んでいます。子どもがもう少し大きくなってからまたエクアドルに戻ろうと考えています。
でも、オーストラリアで生まれ育った私はこの国でもいろいろなアクションに関っています。今年そ
して来年と、特に地球温暖化の課題に集中して取り組んでいます。現在、オーストラリア政府は、地球
温暖化に対する解決策として原子力発電を推進しています。オースラリアでは森の木を伐って日本向け
にティッシュペーパーとして輸出しています。実はこちらのほうがよっぽど地球温暖化を進める原因に
なっています。
さらに政府はウラン鉱山をどんどん開発しています。原子力発電所の原料として世界に輸出し、外貨
を稼ぐためです。オーストラリアは世界的にも自然豊かな場所として知られていますが、でも政府は戦
争大好きな上に、京都議定書に反して二酸化炭素もたくさん出しています。そう、この国でやるべきこ
とはいっぱいあるんです。
いっぽう、オーストラリアには環境保護運動のいい伝統があります。草の根の市民パワーです。今か
ら30年前、タスマニア島で巨大なダム建設を止めるための大きな住民運動がありました。100人以上の
人たちがその運動で警察に捕まりました。教師や医師、弁護士、そして地域のお父さん、お母さんとい
った普通市民の市民が運動に参加してしました。
その結果ダム建設は中止され、森は守られました。開発予定地だったエリアは今やエコツアーの舞台
となり、大きな経済効果を地域にもたらしています。当時森を守ろうとして監獄に入れられた人たちは、
今はヒーローとして扱われています。この運動は、いっぽうでオーストラリアで最初の「緑の党」をタ
スマニアに産み出しました。その後、緑の党はオーストラリア各地に広がり、今は国会に議席を持つま
でに至ってます。
機会があるたび、この緑の党の候補者になるのが私の趣味です(笑) 確かに、選挙で勝つのはなかな
か難しい状況です。でも、選挙で人々に新しい選択肢を提供することができるし、今まで決して取り上
げられてこなかった問題について、地域の人たちに知らせるチャンスにもなります。なので、私は極力
立候補するようにしています。
現在、オーストラリア緑の党は有権者の8～10パーセントほどの支持率を得ている政党に成長してい
ます。最近、地球温暖化を解決する上で一番優れた政策をとっているのはどの政党かというアンケート
が取られました。その結果、48.1パーセントの回答者が「緑の党」だと答えています。実に全体の半分
です。でもいっぽうで対テロの政策でいちばん優れているのはどの政党かという質問もありました。緑
の党と答えたのは全体の1パーセントでした。
そう、私たちは2つのことを考える必要があります。実は、テロよりも地球温暖化のほうがずっと私
たちに対する影響は大きい。これははっきりしています。
温暖化の進行により海岸が削られ、1億人の環境難民が発生すると言われています。元アメリカ副大
統領アル・ゴア主演のドキュメンタリー、
「不都合な真実」をぜひ見てください。とてもいい映画です。
「対テロ」の名目で行われたイラク戦争は、実はもっと多くのテロを生み出してしまってます。
来年の選挙には、私は出馬する予定です。私の選挙資金はとっても少ないです。日本円で2万円くら
い(笑) 前回選挙に出たときは、私の選挙区で私だけが唯一の緑の党からの候補者でした。
そう、出ること自体に意味があるんです！ みなさんも、自分の周りでできることがあれば、ぜひやっ
てみるべきだと思います。
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[オーストラリア・スローツアー報告]
佐野 淳也（東京学芸大学 環境学習研究員）
● アンニャとの出会い
僕とアンニャとの出会いは今から１５年前の１９９２年
です。国際先住民族年のこの年、アイヌ民族の暮らす北海道
を2ヶ月かけて歩く「生命と平和への巡礼」というアクショ
ンがあり、当時大学生だった僕は大学を休んで参加しました。
日本山妙法寺という日蓮宗のお坊さん達が中心になり、ネイ
ティブアメリカンの方や、平和を願う世界の若者たちが集っ
て、2ヶ月間根室から函館まで歩きました。
そこに、当時確か25歳くらいだったアンニャも参加して、
行く先々でコンサートをしてまわりました。彼女のメッセー
ジは、15年前も今もまったく変わっていません。この星の生
命のたいせつさを、ずっとみんなに伝え続けていると思いま
す。
● スローツアーの概要
昨年（2006）年5月に、環境文化ＮＧＯの「ナマケモノ倶楽部」主催のスローツアーで、10日間ほど
オーストラリアを他の日本人参加者とともに訪ね、主に東海岸側のエコスポットをまわりました。その
時、アンニャが現地コーディネーターしてくれたわけです。わざわざツアーのためにマイクロバス用の
免許まで取ってくれて。彼女の運転は、時にちょっと怖いときもありましたが(笑) いまから、そのツ
アーの模様をみなさんにご報告したいと思います。
ツアー日程は2006年5月10日から18日まで。
「スローツアー」といいながら、次々とエコビレッジやパー
マカルチャー農園などを巡る結構忙しいツアーでした(笑)
● 協同組合のまち、マレーニー
最初に行ったのが、オーストラリア南東部クイーンズランド州にあるマレーニーという人口１万５千
人の小さな町でした。かつては不況によって人口が減り、一時は「死んだ町」と呼ばれたこともありま
したが、70年代に当時の若者たちが町に移住してまちおこしを始め、今では協働組合と地域通貨のまち
として世界に知られています。
当時大学の講師をしていたジル・ジョーダンという女性とその仲間たちが70年代に町に移住し、協同
組合をつくりました。近隣から仕入れた新鮮なオーガニックの野菜やエコロジー雑貨を買うことができ
るショップを立ち上げました。お米や雑穀、豆など、全て計り売りで買うことができます。余計な包装
もなく、シャンプーなども容器を持っていけば必要な分だけ買うことができます。
この生協ショップが始まりになり、町にはたくさんの活動が生まれました。小さい町ながら、個性的
なショップがストリートに並んでいます。郊外型の大型店舗の進出が押さえられているのも、こうした
地域の商店が元気な理由です。
マレーニーでユニークなのは、こうしたコミュニティ内の起業を支援するクレジットユニオンの存在
です。クレジットユニオン（信用組合）は、マレーニーに住む人が何か事業を始めるときに、その事業
資金を融資してくれるコミュニティ単位の金融機関です。預金は町の外からも可能ですが、融資はマレ
ーニー内の事業にのみ使われます。
女性や若者も、いいアイデアがあれば自前の資金がなくとも、このクレジットユニオンから融資を受
けて事業を始めることができます。今のところ貸し倒れはほとんどなく、たくさんのコミュニティビジ
ネスが生まれています。また、地域内の労働力やアイデア、エネルギーを交換しあうＬＥＴＳシステム
（地域通貨）も活発に動いており、これが地域を活性化させ、いまでは多くの移住者をひきつけ人口が
増えています。
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● パーマカルチャービレッジ
「クリスタル・ウォーターズ」
次に訪れたのが、マレーニーの郊外、車で30分ほど行った「クリスタル・ウォーターズ」という自然
豊かなエコビレッジです。このコミュニティは、世界で始めてパーマカルチャーの考え方に則って設計
された住宅地として知られています。
「パーマカルチャー」は、Permanent（永続的）＋ Agriculture（農業）＆ Culture（文化）を合わせ
て造られた造語で、
「永続可能な農的暮らしのデザイン体系」という意味があります。70年代後半に、オ
ーストラリアのビル・モリソン氏が体系化し紹介したことから世界に広がり、現在では持続可能な発展
を目指す多くの地域で取り入れられている考え方です。
クリスタル・ウォーターズはメアリー川の上流に位置し、カモノハシも生息する美しい川の流れがある
ことから、この名前がつけられました。野生のカンガルーも暮らす広大な土地に、83戸に約200人が暮
らしています。住民の職業も建築家や医師、大工さん、コンピューター技師、アーティストなど多種多
様です。
各住戸に農園スペースが割り与えられ、それぞれが工夫して環境に優しい建築方法で家を建てて、快
適に暮らしています。例えば、湿気を吸ったり保温効果もある土壁を用いたり、冬は太陽光を室内に取
り入れ暖めるパッシブ・ソーラーの方法で設計したり、なるべく電力消費を押さえ、かつ体にも環境に
も害のない素材を使っています。
また各住戸に雨水タンクを取り付け、生活用水として利用したり、生ゴミをコンポストで堆肥化した
り、太陽光発電器を取り付けるなどの工夫がされています。こうした環境負荷を下げる努力が、入居の
際の条件とされています。
パーマカルチャーでは、その土地に人間が住み始める前よりも、住み始めた後のほうが生態系や自然
環境が豊かになるようにするべきだと考えられています。クリスタル・ウォーターズも、元は牧草地と
して開発された土地であり、かつてあった森林が伐採を受けていました。そこで１９８８年にコミュニ
ティができて以降、じょじょに植林を進め、現在ではかなり森林が再生してきています。
また、住民が共同出資し建設したコミュニティセンターもあり、そこでは毎日曜日には住民が集り会
食するサンデーキッチンも行われるなど、住民間のコミュニケーションを促進する工夫もされています。
● デジャーデンゆかりさん宅訪問
また、マレーニー近郊の山中でパーマカルチャーな暮らしを実践されているデジャーデンゆかりさん
のお宅も訪問しました。ゆかりさんは、阪神大震災に被災後、自分のこころと体の探求を始め、２年前
に家族とともにオーストラリアに移住された方です。
古い家をリフォームし、庭もパーマカルチャーの考え方に沿ってデザインされています。食べる物の
多くを自給し、生ごみもすべて堆肥化、自宅で循環型農業を行っています。夏には涼しい風を家の中に
取り入れ、冬には薪ストーブの熱をファンで家中に循環させるという環境建築によって、余りエネルギ
ーを使うことなく、快適に３人の子どもと夫ともに暮らしています。
また自宅を不定期民宿「ささやく樹」として開放している他、日本人向けのパーマカルチャーツアー
のコーディネートや通訳などの仕事もされています。
● ジャランバ・パーマカルチャー村
違ったタイプのエコビレッジも見学しました。ニューサウスウェールズ州のニンビン地区にあるジャ
ランバー・パーマカルチャー村です。ここでも日本人の方が家族で住まれています。
クリスタル・ウォーターズに比べると各住戸の間隔が接近しており、また水道が敷設されていなく、
電気の使用量も制限されていることから、雨水タンクや太陽光パネルをそれぞれの家が設置していまし
た。
洋子さんという日本人女性の方が、パートナーのナイジェルさん、息子さんのシェーンくんと３人で
暮らしているお宅も拝見しました。寒い冬場は薪コンロをキッチンで使われており、単に料理できるだ
けでなく、煙突からの熱で家中が暖まる仕組みになっています。
また庭には様々な野菜やハーブたちが植えられており、カエルたちが住む人口池も設置されていまし
た。畑の大敵であるナメクジたちをこのカエルが食べてくれるそうです。また庭の外には広々とした草
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地が広がっていて、時にはカンガルーたちがケンカしたり求愛したりしている様子が見えるのだそうで
す。
● パーマフォレスト・トラスト
また、パーマフォレスト・トラストという団体が運営している、持続可能な農的暮らしを学べる研修
農場も訪問しました。山の中腹部の広大な傾斜地に広がるパーマカルチャー農園では、オーストラリア
全土からやってきた若者たちが、堆肥のつくり方や育苗の仕方、作物の育て方などを体験的に学んでま
した。彼等は数週間からときには数年間という単位で農場に住み込み、共同生活しながら学んでいくそ
うです。まさに「持続可能な未来に向けた学びのコミュニティ」として機能しており、日本にもこうし
た体験的学びの場がもっと増えればと感じました。
● ボーダーレンジ国立公園
この研修農園のそばにある「ボーダーレンジ国立公園」も訪問しました。オーストラリアでは、白人
の入植後に多くの原生林が伐採を受けましたが、このボーダーレンジの温帯雨林は、地域の住民たちの
保護運動により伐採を免れ、現在では世界遺産に指定されています。かつてオーストラリアがインドネ
シアやインド、アフリカ大陸とつながったゴンドワナ大陸の一部だったときからの名残を残していると
言われ、日本で言うと屋久島の縄文杉のような、荘厳な巨木たちの姿を見ることができました。
● 環境ビジネス会社「リジェネシス」
リジェネシスという環境ビジネス会社が運営する農園への見学もしました。リジェネシスはアメリカ
の女性企業家が2001年に設立した会社で、地産地消やリサイクルを推進する活動をしています。エコ農
業やエコ林業を推進するいっぽうで、エコビレッジづくりにも取り組んでいます。かつて、環境保護の
活動をしていた女性たちが、単に反対運動するだけではなく、具体的にシステム作りをしていくことが
大切だと考え、設立したそうです。バイロンベイという有名な観光地から出るレストランやホテルの生
ごみを回収して堆肥化し、農業に使用してそこからできた野菜をまたこうした観光地で使ってもらう、
という取組をしているとのことでした。
● シードセイバーズ・ネットワーク
植物種の多様性を守る活動を行っているＮＧＯ「シードセイバーズ・ネットワーク」の事務所も訪ね
ました。このＮＧＯは世界中から約５，５００の種を集め、シード・バンク（種銀行）に保存し、地域
の環境教育にも活用しています。また世界各地の在来種の植物を集めた植物園も運営しており、申し込
めば自由に見学することができます。伝統的な作物の育て方をまとめた「シードセイバーズ・ハンドブ
ック」を出版しています（日本でも「自家採取ハンドブック」として販売されています）。
● ツアー全体を振り返って
このように、オーストラリアは政府レベルではまだ持続可能な政策が充分取られているとは言えませ
んが、市民レベルではいろいろ新しい試みがされ、具体的なオルタナティヴな社会モデルづくりが進ん
でおり、とても刺激を受けたツアーでした。

●「ナマケモノ倶楽部」の活動
いま、次回のオーストラリアでのスローツアーをまた５月にやろうかと計画中ですので、良ければぜ
ひ参加してくださいね。
このスローツアーは、「ナマケモノ倶楽部」というＮＧＯで企画しているものです。この団体の“本
当”の設立者は、エクアドルにいます。彼は、指が３つしかありません…。そう、森に生きるナマケモ
ノたちです。彼らから私たちは、もっとゆっくりと、シンプルに、優しく生きていこうというメッセー
ジを学ぶことができます。
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私と辻信一さん（明治学院大学教員）と中村隆市さん（㈱ウィンドファーム代表）の３人で、ナマケ
モノ倶楽部の共同代表をしています。「ナマケモノ倶楽部」っていう名前を聞くと、よく楽しくて笑う
人がいます。そう、それが私たちの求めていることなんです。こうした運動は、楽しいものであること
がすごく大切なんです。楽しいとき、私たちはそこに自分たちの時間と空間を見つけることができるか
らです。
ナマケモノ倶楽部の目的は、まさに“ナマケモノ”のよ
うに生きることです(笑)。ナマケモノというと、何もせず
にだらだらしているといったマイナスイメージがあります
よね。でも本当は、ナマケモノはエコロジカルで、穏やか
で、平和的な暮らしのお手本なんです。ショッピングでモ
ノをたくさん買うよりも、携帯電話で話すよりも、お家で
ゆっくり過ごして、家族や友人とコミュニケーションして
楽しく過ごす生きかた。そんな持続可能な暮らし方のモデ
ルなんです。そう、だからナマケモノ倶楽部は環境団体で
あると同時に、ライフスタイルを考える団体でもあるんで
す！
私たちの大きな目的は、ナマケモノが暮らし続けていくことができる森を守っていくことです。環境
に優しい有機農業を現地で推進したり、そこからできるコーヒーなどの産物をフェアトレードとして日
本に輸入したりといった活動を行なっています。
私たちの活動は、上下関係もなくとても水平で、かつクリエイティブです。個人の自発性を大切にし
て、それぞれが自分のしたいことをやっています。例えば、私たちは「ナマケ」という自前の地域通貨
を持っていて、互いの活動の報酬をこのナマケで支払ったりもしています。
またナマケモノ倶楽部の活動を母体にして、「ゆっくり堂」
、「スローウォーターカフェ」、「有限会社
スロー」といったいくつかの小さな会社が生まれています。もともと“ロハス”という言葉は、ナマケ
モノ倶楽部の活動を通じて辻信一さんたちが日本に紹介し、広めた言葉でした。今ではすっかりメジャ
ーな言葉になりましたね。さらにスロービジネスカンパニー、というスローな仕事やビジネスを日本中
に広める活動をしている団体も生まれています。こうした活動は、すべてもうひとつの暮らし方や新た
な文化を生み出すためのものです。
また、ナマケモノ倶楽部の活動から“キャンドルナイト”のアイデアが生み出されました。
「１００万人のキャンドルナイト」は２００３年から始まりまった運動です。夏至と冬至の日、夜８時
から１０時の間“でんきを消してキャンドルを灯そう”という呼びかけをしています。いつか１００万
人の人が参加してくれたらいいね、ということでこの名がついたのですが、今年はどれくらいの人がこ
のアクションに参加したかみなさん知ってますか？ 何と、７００万人近い人たちが全国で参加してい
ます！
これは、ある種の奇跡です。これは小さなアクションですが、それだけに誰でも参加できます。そして
参加した人は、
“自分たちにも何かできることがあるんだ！”ということに気付くことができるのです。
もちろん、夏至や冬至の日だけでなく、しようと思えば毎日キャンドルナイトをしてもいいわけです。

Namakemono Song
詞・曲：アンニャ・ライト
ナマケモノは
ナマケモノは
ナマケモノは
ナマケモノは

ゆっくりと
やさしくて
自由に
生きている
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Let’s know how slow we can go
のんびりいきましょう
Let’s see how peaceful we can be
平和にいきましょう
Let’s greet the world with a smile
笑顔でいきましょう
Fill up your heart with sunshine
朝日を浴びて
We don’t need to compete
Be rich or busy, to be happy and free
So let’s start today, find a new way
With love, life and peace...

● ＧＮＨ（国民総幸福）とハチドリ
ブータンの国王が、あるとき「私たちの国は、ＧＮＰ（国民総生産）ではなく、ＧＮＨ（国民総幸福）
を中心に発展をします」ということを言いました。つまり国民がどれだけモノを生産し経済発展したか
ではなく、国民がどれだけ幸せになったかを、国の豊かさを計る指標にしようということです。
ナマケモノ倶楽部では、このＧＮＨの考え方を社会に広めるため、ＧＮＨキャンペーンを2006年から
行なっています。ブータンからゲストを招聘し全国でスピーキングツアーを行ったほか、私もゲストと
して全国でこうしたトークライブを行ってます。
そして、今まさにそのときは来た！という思いがしています。地球温暖化のような深刻な問題に対し、
多くの人は２種類の反応をします。1つ目は「否定」的反応です。そうした事実があること自体を否定
し、何も起こっていない、だから聞きたくないと言って無視しようとします。もう1つは、
「絶望」です。
私は何もできない、もう遅すぎる、あきらめるしかない、という反応です。
私にとって、このＧＮＨやナマケモノ倶楽部、キャンドルナイトなどの活動は、この「否定」と「絶
望」の間にある、「私にも何かできる！」というもうひとつの道です。
例えば、ナマケモノ倶楽部の中から“ハチドリ計画”という新しいキャンペーンも生まれています。
このハチドリの話は、私の娘であるパチャが生まれた、エクアドルのコタカチ地方の先住民族、キチュ
ア民族の民話から来ています。とても短くてシンプルな民話なのですが、とても大きな意味を持ってい
ます。
歌を歌う前に、私の娘のパチャにこの物語を朗読してもらおうと思います。ちなみにパチャという名
前は、キチュア語で「母なる大地」を意味するパチャ・ママという言葉から来ています。また私の息子
ヤニは、オーストラリアのアボリジニーの言葉で「平和」を意味してます。

「ハチドリの物語」
あるとき、森が燃えていました。
森の生きものたちはわれ先にと逃げていきました。
でもクリキンディという名のハチドリだけは、いったりきたり口ばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは、
火の上に落としていきます。
動物たちがそれを見て「そんなことをしていったい何になるんだ」といって笑います。
クリキンディはこう答えました。
「私は私にできることをしているの」
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とべ、クリキンディ ～ハチドリの歌
詞：アウキ・ティトゥアニャ、アンニャ・ライト、辻信一
曲：アンニャ・ライト
とべ
とべ
とべ
とべ

とべ
とべ
とべ
とべ

クリキンディ
クリキンディ
クリキンディ

わたしは わたしに できること
あなたも あなたに できること
火を消すための ひとしずく
いのちのための ひとしずく
Fly,
Fly,
Fly,
Fly,

fly, Kurikindi
fly, Kurikindi
fly, Kurikindi
fly

I can make a difference kurikindi
You can make a change kurikindi
Just a tiny drop of water
-to put out the fire
Just a tiny drop of water for life

＜質疑応答＞
質問者Ａ：アンニャさんは、自分で野菜を作ったり、テレビはあんまり見ないといった生活をされてい
るということですが、実際の暮らしは具体的にどのようにされているのか教えていただけますか？
アンニャ氏：夜は早く寝ます。エクアドルでは、電気がなく文字通り毎日がキャンドルナイトだったの
で、日が沈んだら寝る生活でした。とてもぐっすりと、いい睡眠が取れていました。
オーストラリアでも、基本的に同じような生活を送っています。朝、太陽が昇ると目を覚まし、Ｅメ
ールをチェックしたり、子どもたちと遊んだり、朝ごはんの準備をしたり、鶏の世話をしたりします。
子どもたちが学校に行った後は、家庭菜園で庭いじりをするんですが、決して仕事という感覚ではなく、
楽しんでやっています。
また、地域の小学校で、子どもたちにパーマカルチャーを教えるボランティアの先生もしています。
パーマカルチャー式の農業は、慣行農業のようにすごく重労働だったり時間やお金がかかるものではあ
りません。手間をかけずに楽しんでやれる農業なので、子どもたちにも喜んでやってもらっています。
毎週のように、パーマカルチャーの無農薬有機の収穫物を家に持って帰って、子どもたちと一緒に楽
しんで食べています。完全に自給自足ではないですが、夕食に必ず一品は自宅の無農薬菜園から収穫し
たものを取り入れています。
オーストラリアは私はエアーという人口７千人の小さな町に住んでますが、そこにあった中古の庭付
き住宅を購入して、自分で屋根も壁も修理して、子どもたちと３人で住み始めました。私がまるで、ハ
チドリのように忙しく働きながら家を修理して畑をつくっているのを見て、町の人たちは笑っていまし
た(笑)
子どもたちとなわとびをして遊んだり、ギターを弾いて歌ったり、鶏を育てたりと、とても楽しい毎
日を送っています。都会に住んで環境問題を語っている人たちよりも、この小さな町に住む人たちのほ
うが、ずっと自然につながった暮らしを送っています。都会の人は、えてして自然のことを語りながら
も、どうやって作物を育てたらいいのか知らなかったりしますからね。
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いっぽうエクアドルでの生活は、それはもう完璧と言っていいほど環境に優しい暮らしでした。電気
もガスも使わず、基本的に自分たちの農園で取れるものだけで暮らしてましたからね。
ただ、エクアドルの生活は、ある意味徹底し過ぎてて、自分にはできないと思ってしまう人もいるみ
たいですね。それに比べると、オーストラリアでは、電気も使うし、お湯もあるし、もっと都市化され
た“普通”の暮らしをしています。先進国や都市で暮らす人にとっては、より自分たちの生活に取り入
れやすかったりすると思うので、こちらでの暮らしの様子をときどきブログに書いてみなさんにシェア
するようにしています。
エクアドルでは、ほとんど外から物を買うという必要がなく、自分たちが持ってた物や服だけで充分
生活できていました。いっぽうオーストラリアでも、新品のものを買うことはほとんどなく、中古の衣
料を買ったり、ごみ捨て場からまだ使えるものを取り出してきて使ったりしています。そうすることに
よって、環境へのインパクトも抑えられるし、また途上国の工場で児童労働によって作られた安い衣服
などを新たに購入する必要もないし、と考えています。
子どもたち 2 人も、予防接種をしたこともないんですが、至って健康で今のところ大した病気にもか
かっていません。ヤニが小さいときに高い熱を出して、１回だけ抗生物質を飲ませたことがありますが、
それ以外は特に薬も飲んでいません。
基本はベジタリアンで野菜中心の食生活を心がけていますが、厳格にし過ぎないようにもしてます。
例えばパーティーに招かれて参加したときに、子どもたちに「お肉は食べちゃダメ！」なんて言って注
意したりはしません。健康の秘訣は、何と言っても日々ポジティブに暮らすこと。子どもたちとの小さ
な町での暮らしは、本当に楽しくってほとんどストレスがありません。
質問者Ｂ：先ほどＧＮＨという考え方を紹介していただきましたが、その指標では日本は世界で何番目
なのでしょうか？
アンニャ氏：ＧＮＨ指標による順位というものはまだないのですが、各国の幸福度を測った調査結果は
あります。それによると、世界一位はデンマークでした。識字率や医療の充実度、福祉制度、また個人
の主観による幸福感や生活への満足度、などを総合的にまとめた結果、こうした順位になったそうです。
最下位は、アフリカのブルンジでした。
いっぽう日本は１８位でした。私は、その結果を見たときにとてもショックを受けました。日本は世
界で一番お金持ちの工業先進国なのに、この調査では上位に来てなかったからです。この結果からわか
るのは、人間の幸せというのはお金が多いか少ないかだけで決まるものではないということです。そし
てこれからは、地球環境を壊すことなく幸せになる生き方を見つけることが大切です。
いま日本では、風力や太陽光などの自然エネルギーもじょじょに広がりつつありますし、キャンドル
ナイトのような、暖かいハートを持った新しい運動が生まれてきています。また、ハチドリキャンペー
ンのように、必ずしも街頭に出て何かに「反対！」と叫ぶだけでなく、生活の中で自分にできることを
していきましょう、という活動も広がっています。私はこうした、小さいけれども地道に、継続してみ
んなが参加できる活動が広がることが何より大切だと思っています。
質問者 C：残念なのは、そういった個人レベルではとても意識の高い方がいらっしゃるんだけど、いっぽ
う京都議定書で決められた二酸化炭素削減に対しても、日本はむしろ排出量が増えてしまっている。意
識の高い人たちに甘えて、企業なんかに逆にずうずうしくやられているような気がするんですが。
アンニャ氏：私が思うのは、企業がＬＯＨＡＳブームを利用して、国民の消費をさらに煽ってしまって
いるということ。これは、かえって環境にマイナスだったりしますよね。この 20 年間、日本に関わって
きて、私が一番ショックなのは、日本がまだ核開発、つまり原子力を推進しているということ。日本は
世界で唯一の被爆国なのにです。原子力産業には、巨大なお金が投資されています。そのお金を使えば、
より電気の消費量を抑えて、かつ新しく再生可能エネルギーを推進していけるはずなのに。同時に地球
温暖化の大きな原因は、森林破壊です。これをまず止めることが、温暖化を防止する上でとても大切で
す。
質問者 D：私自身はロハスブームに疑問があります。本当にそれが環境に良いのか分からないでやってし
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まってる部分があるんじゃないか、またいわゆる“セレブ”の人たちのものになってしまっているので
はないかという点です。これをやれば私はちょっと他の人とは違うわよという、軽い気持ちでファッシ
ョン的なものでやってしまってて、本質が見えなくなってしまってるんじゃないのか。そうしたちょっ
とした恐怖感を持っているんですけれども。
アンニャ氏：ナマケモノ倶楽部でも、必ずしもロハス商品を買うことが環境にいいわけではなくて、も
っと他に方法があるんじゃないか、という提案をしています。つまり、ライフスタイル全体を変えてい
くということですね。
今年（06 年）5 月のオーストラリアツアーでも、日本からたくさん飛行機に乗って、温暖化に貢献し
ながら海外にツアーで行くことが本当にいいんだろうか、ということが議論になりました。それで今わ
たしたちは、「スローツーリズム宣言」（マニフェスト）というものを作っています。そこでは、エコロ
ジカルなツアーを行うのはもちろんのこと、参加者した人がツアーを通じて本当に“変わる”というこ
とを重視しています。
また、ツアーの催行により私たちが排出する温暖化ガスを少しでも軽減するために、ツアー代金の一部
をオーストラリアの森を再生する活動をしている団体「グリーンフリート」に募金しています。しかし
企業が、温暖化を促進している言い訳として植林活動を使ってしまうことには問題を感じます。
「新しく
木を植えれば今ある森林を伐採しても構わない」ということに成りかねないからです。
ナマケモノ倶楽部でもよく冗談をいいます。
「スローな社会をつくるために、忙しく働いているのはお
かしい！」って。日本は本当に忙しい(笑) オーストラリアは違います。もっとのんびりしています。
大切なのは、答えはわたしたち自身の中にあるっていうこと。外側に指導者や、モデルを求めるので
はなく、都市であれ、田舎であれ、新しい社会のありかたを、自分たちで創造していくことが大事だと
思っています。
私たちはいま、巨大な“神話”にチャレンジしています。地球には資源が無限にあって、いくらでも
使って経済成長して構わないという神話です。その神話のもと、残念ながら今の経済のシステムができ
てしまっています。その間違ったシステム全体を変えていきたい。これは大きなチャレンジです。
オーストラリアでも、個人のライフスタイルを変えるアクションとともに、政治を変えるアクション
をしています。意思決定をする人たちに、次の世代である子どもたちの声を尊重してもらえるよう働き
かけること。これはとても大切なことです。
例えば、わたしは自分の住む町の役場に「地球環境問題のためにどのような活動をされていますか？」
という質問状を送りました。私なりに、とても丁寧に質問したつもりだったのですが、返ってきた回答
は恐ろしいものでした。
「あなたにそんなことを尋ねる資格はない」と！
でも私は、地球温暖化に対し何もしないことのほうが、次の世代の権利を奪っているという意味で、
よほど犯罪行為ではないかと思っています。
質問者Ｅ：来年から新卒で電機メーカーに就職します。インターネットや携帯電話ってすごい便利で僕
も使ってるんですけど、それを仕事で推進していくってことは、持続可能な社会とは逆方向に行くんじ
ゃないかなと思って、ちょっと悩んでいます。その辺どのように考えますか。
アンニャ氏：電機メーカーで働くかどうかというのは、もちろんあなたのチョイスです。私自身は、コ
ンピューターを環境保全などの活動のコミュニケーションの道具として、地球を守るために活用してい
ます。全てのこうした便利な道具は、私たちがどういう意図でそれを使うかによって変わってきます。
実際インターネットによって、私たちの活動は非常に進歩したのです。何をするにせよ、ぜひ喜びを持
ってそれを行ってください。あなたは、いつでもあなたの生き方を変えることができる。私たちには“自
由”があるのです。
質問者Ｆ：アンニャさんのご両親がどういう生活信条の方だったのか、知りたいなと思っています。
アンニャ氏：私のお母さんは愛情に溢れた偉大なアーティストでした。そしてとても自立した人でした。
お父さんはエンジニアで、やりたいことを何でも実践した人でした。会った人には誰にでも話しかけて
友達になる、とてもフレンドリーな人でした。
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私が、こんな強い活動家になったので、2 人ともちょっとショックでした。でも、いつも私をサポー
トしてくれました。
10 年以上前、私はマレーシアで熱帯林伐採反対のため非暴力運動をし、マレーシア政府によって 2 ヶ
月間留置場に入れられました。そのとき、父はスウェーデンにいて、母はオーストラリアにいたんです
けど、２人とも私がやったことを完全に支持してくれて、マスコミにも積極的に出て私をサポートして
くれました。
もし日本で、自分の娘が留置場に入れられたとなったら、それは私の娘じゃないなど言って、無視し
たりコメントしなかったりするかも知れませんよね。でも 2 人は私を完全にサポートしてくれた。もち
ろん母は泣いていました。でも、そうした行動をした私をきちんと理解してくれたんです。
実は、最近私の娘のパチャも活動家になったんです。私の家の隣に新しい家主さんがやってきて、庭
の木を切っちゃったんですね。するとパチャが「彼を切らないで！ 彼は生きているの！」とお隣さんに
向かって叫んだんです(笑) パチャは、自分のハートから自然にそういう行動をしたんですね。
私は、彼女をとても誇りに思いました。私は、子どもたちが、自分の本当の意志に基づいて、地球を
癒し、平和のために行動していけることを望んでいます。

＜参加者感想＞
参加者Ａ：本当に心に響くお話が聞けて本当によかったです。私もロハスが流行り始めた時に、ファッ
ション的に扱われていて、結局商品購入につながるだけで、あんまりいい方向に行かないんじゃないか
なという不安があったんですね。で、実際そんな所に走っている部分があるとは思うんですけど。
参加者Ｂ：私も今年になってから青森県六ヶ所村の核燃料再処理問題の話を聞いて、少しでもそういう
役に立てるようなことができないかな、ということに関わっているんですけれども。日本って、本当に
核を落とされた唯一の国なのに、どうしてそういう方向に行っちゃうのかなとか思っていて。ある人が、
日本人がすごく忘れやすいというか、物事をすぐに忘れるっていう国民性なんですよみたいなことを言
っていて、それはいい部分ともちろん悪い部分もあるんですけれども、その話を聞いた外国の人が、そ
れは素晴らしいと言ったらしくて、自分たちがこういうことをされたらそのことを永久に忘れられない。
だから仲良くやっていくっていう方向には絶対に行かないみたいな風に言っていたんですね。
私はわりとそれをネガティブな方に考えていたんですけれども、もちろんそのアメリカと結局そのこ
とを永久に忘れなくて、戦うモードに入っていたら結局永久に幸せにはならないですね。核のことは多
少水に流して、一緒にやっていく方向にいけるっていう形に忘れることが使えるんだったらいいんじゃ
ないかなと感じました。
参加者Ｃ：僕は自然が好きなんですけど、特に水が好きで。水っていうのは全ての生命を育むものであ
って、自分から出た水っていうのはきっと誰かの前に行く。それと同時に自分の前に来る水っていうの
はきっと誰かから出たものである。そういうそのつながりっていうのをすごく大事にして、今後も勉強
していきたいと思います。
参加者Ｄ：今日できることを今日。明日できることを明日。ゆっくりマイペースでやっていきたいと思
います。
参加者Ｅ：自然を開発うんぬんと言いますが、ある開発も必要なこともありますので、それ以上無駄な
ことをしないで、命のもとである森とかを生かして、空気・水・命を大切にしたいと思います。
参加者Ｆ：
「もし地球が 100 人の村だったら」というのがありましたけれど、あれを読んでから、どちら
に属するのかというのをずっと意識してて。それで、地球のことを考えたらば、アンニャがずっとお話
して下さったように、豊かな国の人たちが、なるべく簡素な生活をすることによって、本当の意味で地
球を分かち合うということができていくのではないかと。豊かな国の人たちが、沢山作ることができた
ものを、貧しい人たちに分けるという勇気を持てば、みんなが幸せになれるんじゃないかなと思いまし
た。
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参加者Ｇ：森林を増やそうという NGO に勤めてるんです
けど、実は自分の生活がものすごく辛くて、仕事も大変だ
し、お金もそんなに、収入もよくなくて。でも、できる範
囲で自分の生活は切り詰めてゆくことで、一つの信念でや
ってきたんですけど、最近ちょっと迷いがあって。この暮
らしが、自分自身が、私個人が続くんだろうかっていう不
安があったんです。今日話を聞いて、もうちょっとできる
だろうし、アイデアがあれば、自分も非援助国の人も同じ
ぐらいのハッピーが得られるんじゃないかなっていうこ
とで、まだ自分も若いですし、もうちょっとチャレンジし
たくなってきました。
参加者Ｈ：今日の講演でアンニャさんの実際の歌を、以前 CD で聞かせていただいたことがあったんで
すけど、実際に歌を聞くことができてすごく感動しました。ありがとうございました。
参加者Ｉ：私は中学校と高校とずっと合唱をやっていて。歌って想いを伝えるっていうことで、すごい
可能性があるな、絶対あるはずだと思ったんですけれども、アンニャさんの実際の歌を聞いて、あと活
動とかも見てきて、やっぱり歌の力ってすごいなあと思いました。
ただ、どうやったらスローになるのかっていうのをすごく考えていて。実際、私の生活はとっても忙
しいし、毎日なんでこんなに忙しいんだろうっていうことばっかりで。それでも私が少しでもゆっくり
時間を感じられないかなと思って、毎日何か一つでもいいから感動したって思えることを探すようにし
ています。
隣りの、近くにいる人を愛することがスローにつながっていくのかなというのを、アンニャさんの話
を聞いていてすごく思いました。子どもができてからスローになったってアンニャさんが言っていたの
で、私も将来子どもを産みたいと思っています。
参加者Ｊ：私は、コンビニですごい量の食べ物がどんどん捨てられていて、そういうのを見ると、自分
は働かせてもらっていて、一アルバイトでしかないので、何もできないなと残念に思っていたんですけ
ど、そういう中でも一つずつ自分のできることを探していけたらいいなと思いました。
参加者Ｋ：自然が好きです。子どもが好きです。だから平和が好きです。やっぱり、世界を自分の頭で
考えなければいけないと思いました。
最近日本の状況を見ていると、悲しくなるくらいひどいなと。親が子どもを殺したり、子どもが親を
殺したり。国会もとてもとても私たちの代表だって言えない本当に恥ずかしい状況だなということを痛
感しています。だからやっぱり政治のことにも関心を持っていかなきゃいけないなって。誰かに何かを
言われたからじゃなくて、自分の頭で考えていくっていうことをみんながしないと日本は変わっていか
ないかなと思っています。
実際にはそういうところを見つつ、できることはやっぱり、身の回りのこと。どんな風に暮らしてゆ
くか、いらない物は絶対買わないとかね。それからやっぱり、社会運動にも関わらなきゃなと。
高尾山にトンネルを開ける計画がありまして、私はそれをストップするために 20 年間頑張ってます。
今、行政訴訟ということで、2 本の裁判をやってます。自然を守るために、開発の事業認定を取り消し
てくださいということで。裁判では、高尾山に住む“むささび”だとかを原告にしたんですけれども、
それは今の日本の中では却下されました。でも、1000 人を越える原告団が集まって。私は高尾山のすぐ
下に住んでいるのでね、やっぱり自分の住んでいるところで、何か一歩踏み出すことが大切だと思いま
す。何もかもはできないけれど、何か一つ関わることが、少しずつ地球を守っていくことだと思うし、
それがなによりも子どもたちの未来を守るにつながるのではないかなと思っています。
参加者Ｌ：今日のアンニャさんの話は非常に分かりやすくて、そういうことがぜひできないものかなっ
て思いました。同時に、人間はどうしても進歩というか、生産性を上げるふうに進まないと、今まで生
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きて来れなかった。多分これからもそうなのかなと。それはなんか変えられないのかな。それは人間の
命がそういう風に進んでいるんだと。そうしないと人間は滅びる。結局人間は滅びる。どんな生き物で
も地球上の生き物は滅んだんで、人間も必ず滅ぶんですね。従って人間が滅んでいくというのは間違い
ない現実なんですね。一方今のアンニャさんのような生活ってものもどこかしら必要なことなんです。
そういう連立方程式をどういう風に解いてゆくかなっていうのが、もう私は 65 歳なんですけれども、こ
の後考えていきたいと思っています。
参加者Ｍ：東京学芸大に４月に入学し、環境について今年から勉強し始めました。環境って何か僕はま
だ分からないです。何もできないから、まずは知ることが必要かなと思って。知るためには、人との関
わり合い、人とコミュニケーションをすることが必要で、そのコミュニケーションをするために僕はこ
こに来ています。コミュニケーションをしてなんとか環境って何だろうってことを知って、何か行動に
つながったらいいなと思っています。
参加者Ｎ：東京に暮らしているとなかなかスローな時間というのがなくて、私は趣味で山登りをするの
で、山の朝とか、テントから出た瞬間の景色とか、コーヒーを山で飲んでる時間とかに、あ、何もない
っていいなと思います。で、その一方で高尾山なんかもそうなんですけど、そういう時に、そのギャッ
プに悲しいなと思い。ただ、自然が好きとかいう想いとか、そういう経験が私の原動力になっていると
思うので、それは大事にしたいと思います。
参加者Ｏ：アンニャさんがさっき政治の運動も必要なんじゃないかみたいなお話をされました。私はこ
の今の環境に対する行動が、日本だと政治にあんまり結びついていないように感じてます。私たちの間
に社会運動に抵抗がある人もすごくいると思うんですけれど、そういうところでどうしたらいいのかっ
ていうことを、これから自分でも考えていきたいなと思いました。
佐野：アンニャと長い付き合いで、今こうやって仕事を通して、来てもらえたことがとてもまず個人的
には嬉しい、幸せに感じています。それから、日本人のいいところってやっぱり調和っていうことを大
事にしたところだと思います。アンニャが大切にしているディープエコロジー思想も、木や草や石の気
持ちになって環境を考え、人間にとって便利だから、また被害があるから環境を守るんじゃなくって、
全て生命は同等の価値があるので、無条件に環境を守っていこうという考え方です。これは日本人にと
ってそれはものすごく当たり前な感覚だったんじゃないでしょうか。川や山っていうのを、自分と一体
のものと感じるという感覚を日本人はずっと培ってきたんじゃないかなと。それをもういっぺん呼び起
こすっていうことが、結局は日本人の幸せをつくることにつながっていくんじゃないかなっていうこと
を思いました。

＜講師プロフィール＞
アンニャ・ライト（Anja Light）
環境活動家、シンガーソングライター
スウェーデンに生まれ、オーストラリアに育つ。 10代より環境・反核活動家としてオーストラリア、
マレーシア、日本などを中心に活躍。「ディープエコロジー」哲学にもとづく環境教育の実践でも知ら
れる。1999年日本の仲間たちと環境文化ＮＧＯ「ナマケモノ倶楽部」を結成、以来その世話人をつとめ
る。現在はオーストラリアで２児の母親業をこなしながら環境活動に取り組む。CDに 『Voices for the
Forest』 、 『Pacha Mama』、『Slow Mother Love』 がある。

佐野 淳也（さの じゅんや）
東京学芸大学 環境学習研究員
環境NGO職員、（財）国際開発高等教育機構（FASID）職員など経て現職。東京農工大学博士課程にも
所属し、「日本におけるエコビレッジの可能性」をテーマにした研究を行なっている。スロービジネス
スクールやNPO法人「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議（ESD-J）などの活動にも参加。共
著書に『地球が危ない！』（幻冬舎、2002年）。
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