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参加者 6 名 

職員 4 名 



【ENGINE START】 

ふと目が覚めた。そこはいつも頭部を共にしている

枕元であった。当然だ。ここは自分の部屋だから。

部屋の中を見渡すと、まだ薄暗くはあるが若干朝日

の兆しを感じられた。どうやら目覚まし時計で設定

した時刻より早く目が覚めたようだ。時間帯は朝の

4 時 30 分ぐらいだろうか。否、正確な時刻は 5 時

18 分であった。目覚まし時計のデジタル表示がそう

知らせてくれた。晩秋に向かい日の出が遅くなって

いる事に後になって気付く。だから勘が外れるのも

無理はないか。 

目覚めは良かった。昨晩はいつもより 2 時間ぐらい

早く睡眠を取ったからであろう。 

仰向けになりながら身体を揺さぶる。自身のアイド

リングというやつだ。そうしないと調子が出ない。 

なぜかは知らない。そうして体が温まったところで

用を足した。いつもの動作である。頭を使わずとも

体が覚えている。 



さて、目覚めてから初めて思考を巡らせた。今日は

何をする日なのか。そうさな、生きがい農園で収穫

した作物を道の駅まつりで販売するのだった。 

【1 速】 

ニュートラルから 1 速へ。 

今日の予定を認知したところで朝飯だ。スーパーで

買った一房 98 円のバナナ 1 本をかじりつく。毎日

食べているので感動まではしないが美味いものだ。

また皮を剥くだけで食べられるので忙しいときにも

良いだろう。まあ今日は早起きだったので時間的に

余裕あるけど。 

バナナをかじり終わって、他にも何か食べた。その

何かはハッキリ思い出せない。たぶんだけど冷凍の

ハンバーグを食べていたと思う。面倒臭がりの自分

にとってバナナや冷凍物といった簡単に食べられる

食品はありがたい。特に慌しい朝とか欠かせない。 

しかしながら、同じような物を毎日食べているので

栄養に関しては間違いなく偏りがちだろう。 



【2 速】 

朝食食べた後はいつもなら朝シャンするが、余韻が

あったので曲を聴いた。毎日使っているパソコンは

デスクトップ型だ。そのパソコンに装備されている

CPU やグラフィックボードは、今でこそすさみがち

だが 3 年前まではハイエンドとして位置付けられて

いた。そのため性能に関してはそこそこだと思う。 

ちなみにこのパソコンを使い音楽や動画を作ったり

もする。場所は寝室に設置しているのだが、用途が

用途なのでワークスペースとも言って良いだろう。

所謂 SOHO という環境である。 

現在所有しているパソコンは 3 台だ。ノート 1 台、

デスクトップ 2 台だ。またそれぞれ OS も異なる。

今まではノートの方を主に使っていたが、半年前に

ヒンジ部分が折れ内臓モニターが映らなくなった。 

HDD も逝ったかなと焦ったが、外部のモニターに

繋げると表示されデータの無事も確認出来たので、

安心した。しかしノート単体では使えなくなった。



さすがに不便なのでノートからデスクトップに切り

替えた。そういう背景があったのだ。 

話を戻そう。音楽を聴くため、メインで使っている

デスクトップ PC の電源を入れた。ホームの画面が

表示されるまで 10 秒ほどの速さだ。 

ネットの接続を確認してブラウザを開いた。よし、

いつも通りの立ち上がりだ。動画サイトを開いて、

お目当ての曲を検索した。検索時に単語をちょっと

入力するだけで候補内容が表示されるようになって

本当に便利な時代になった。しかし弊害として文字

入力の精度が明らかに落ちてしまった。 

検索した後に、いよいよ曲が流れるページを開いて

さいせ・・・おっと、先に広告が流れてしまった。

我慢、我慢っと。だがそこである事に気がついた。

「音声が出ない・・・」 

原因は直ぐ判明した。オーディオインターフェイス

(略：オーディオ IF)の電源を入れてなかったのだ。

気持ちが先走りよく忘れるのだ。 



なお私の使っているオーディオ IF は青いデザインが

特長でドイツ製のぶっちゃけ高価な物である。学生

時代バイトで稼いだ全財産をはたいて手に入れた、

思い入れ深い物である。こういう物にお金を掛けて

質素な生活をしているのだからしょうもない。 

オーディオ IF の電源を入れた。本体の LED が光り

始めたのと同時に音声が流れた。ちなみに、この時

聴いたのは某大作 RPG であるボス戦の BGM だ。 

ご機嫌なロック調が自分に高揚感を与えてくれる。

近ハマり出して、以前は同じ曲を繰り返し聴いて

ばかりいた。だが近頃は進んで神曲を探して視野を

広げていくのも悪くないと思い始めた。 

そんな具合でまぁ良い感じにテンション上がった。

その後はシャワーを浴び支度を済ませた。 

【3 速】 

さあ出発だ。道の駅のイベントホールに向かった。

今日は非常によく晴れている。 後の 後で天候に

恵まれて本当に良かった。 



道中はいつもどおり道道 138 号を走り浜鬼志別へと

向かった。特に鹿とか見かけることはなく、普通に

道の駅へ到着した。イベント会場に向かうと周辺で

お客さんらしき人が結構見受けられた。これは作物

完売期待できそうだ。 

農園参加者と合流して準備に入った。野菜の袋詰、

ポップの作成、備品の設置とやらでやることは結構

ある。しかしさすがは生きがい農園。まさに歴戦の

猛者。上手い具合に分担され作業が進んだ。自分は

袋詰めの方を行い。例えばジャガイモの場合、計量

機器を使い 1kg になるよう袋詰めしていった。 

【R】 

袋詰めしていくと袋が足らなくなる事に気がつく。

そのため地元のスーパーで袋を手に入れるため一旦

鬼志別へ引き返す。村営牧場周辺に抜け道があるの

だが、ちょっと急ぎだったのでそこを通った。道道

138 号より交通量が少ないので、道の駅～鬼志別は

そこを通った方が基本的に早く着く。 



余裕がある時は道道 138 号。そうじゃない時は村営

牧場の抜け道を使うという感じに使い分けている。

だがしかし後者については冬、雪の影響で通れない

可能性も高いが。 

10 分ほど走ったらスーパーに到着し、袋のほかにも

足らなくなりそうな備品も調達した。ちなみに袋は

透明度 MAX なやつだ。 

必要な備品も揃え、再び道の駅へと向かった。 

以上 R こと鬼志別へ「Return」な村上であった。 

【4 速】 

イベントホールに戻ると販売に向けての準備がほぼ

済ませている感じだった。さすがに早い。 

あとは袋に作物を詰めていく作業だ。 

 
こんな感じになった。 



作物の価格だが以下のとおりに決まった。 

・だいこん大   ：100 円 

・だいこん小２本 ：100 円 

・ジャガイモ１キロ：100 円 

・にんじん袋詰め ：150 円 

かなりお買い得だと思う。しかも採れたて、安心・

安全の無農薬野菜だ。買わない手は無い。 

道の駅まつり開催時刻が午前 11 時。開催まであと

20 分程あった。準備も済ませ時間があったので集合

写真を撮った。 

 
和気藹々が伝わり、非常に良い感じだ。 



さて開催まであと少しだ。ところで去年は販売開始

してから 30 分ほどで完売した。今年はどうだろう。 

【5 速】 

時刻は午前 11 時「第 14 回道の駅まつり in さるふつ

公園」の開催だ。イベントホールの入り口が開くと

同時に多くのお客さんが入場された。 

またまた嬉しいことに、ほとんどの方からこちらの

ブースにお立ち寄り頂けた。皆で丹精込めて育てた

野菜がどんどん売られていくほど嬉しい事はない。 

 

※開始早々大繁盛である。 



中でも一番人気なのは大根(大)であった。おでんや

鍋の時期だからなのか。かなり需要があった。 

人参の売れ行きも好調だった。10 月に入って気温が

かなり下がっていく。すると今度はシチューを食べ

たくなるはずだ。それなんじゃないかと勝手に想像

したが実際のところどうだろう。 

ジャガイモについては売れ行きが少し滞っていた。 

原因はすぐに分かった。お客さんから芋は家にある

からという声が多かったのだ。確かにジャガイモは

保存がきく。なので売りに出すタイミングをはかる

のが難しいと思った。しかし他の作物の売れ行きが

良すぎるという感じで、決してジャガイモの売上が

悪いというわけではないぞ。 

さて販売開始してから 1 時間ぐらい経ち大根(大)が

売り切れた。あれだけ沢山の在庫があったので良い

意味で驚いた。 

お次にニンジンが売り切れた。こちらも売れ行きが

良かったため予測は出来ていた。 



残すは大根(小)とジャガイモのみとなった。依然、

ぼちぼちと売れていき、そして販売終了時刻 14 時を

まわろうとしていた。さすが終了間際では買い手が

一気に減ってしまった。どうしたものか。 

が、しかし幸運な出来事が起こったのだ。 

終了間際に全ての作物お求め頂ける方が現れた。 

その方に作物を提供し、晴れて完売だ！ありがたや

ありがたや。おじいちゃん、おばあちゃん皆喜んで

いた。自分にとっては 後の生きがい農園活動で、

有終の美を飾れた。 

あと片付けを終えて、 後は皆でねぎらいの言葉を

交わしあった。本当にありがとう。 

【R】 

イベントホール現地で解散して自分の車に戻った。

エンジンを掛けて、バケットシートから伝わる車の

鼓動を確かめ道の駅をあとにした。 

自宅に戻る途中で、生きがい農園で活動したことを

振り返ってみた。 



初めて参加者と出会ったのは今から 2 年前の春だ。

自分が協力隊に就任されて間もない頃だった。 

集合場所は道の駅のイベントホールだった。そう、

今回の野菜販売した所と同じだ。まず挨拶を交わし

職員が生きがい農園の概要を説明された。その後に

自分の自己紹介もやった。そう、自分にとっては畑

作業に携わる事、そして住民と関わり始めたのが、

あの頃からだった。 

1 週間後、生きがい農園で初の畑作業が始まった。

土を踏んだのは小学校の時、サツマイモ採りの体験

以来だ。なので感慨深かったことだろう。 

そして「ボッコ」という言葉がやたら上がっていた

ので、何かと尋ねてみると木の棒という事だった。

ボッコという言葉は北海道でよく使われるのだ。 

こうやって北海道弁を知ったのもあの頃からだ。 

だからボッコのやりとりは印象的だった。 

時が経ち次第におじいちゃん、おばあちゃんから、

「りんちゃん」と呼ばれ始めた。 



下の名前で呼ばれたのはしばらくぶりだ。なにより

親しみが感じられて嬉しかった。ちなみに当初は

「東京の人」と呼ばれていた。 

地元の方と比べると当然劣るが畑作業の方も慣れて

きた。「りんちゃん鍬の使い方上手くなったね」と声

掛けてくれて凄く嬉しかった。 

という具合で振り返っていくうち自宅に着いた。 

エピソードは他にも沢山あるが、さすがに書ききれ

ないのでここまでにしておこう。もし気になる方が

いらっしゃるのならば、ホームページにいままでの

日記が上がっているので、ご一読頂けると幸いだ。 

この R は「Retrospect(振り返り)」という意味だ。 

【ENGINE COOLDOWN】 

自宅に戻った。無事に活動を終えられた事をここで

実感して安堵した。その後は頭を枕元に今回撮った

物を確認する。そして満足げに瞳を閉じながら 

『この写真を SNS に投稿しよう 

再びこの瞳が開いた時に』 



 

 

               【END】 


