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クリエ三 浦 の 取 り 組 み

須江降コゑ

夜、どもは，三浦市初声町高円;坊という高台の畑の

中でクリエ三浦という乗馬クラブを平成元年から

営んでおります。平成 16年には三浦海岸近くの牛屋

さんの敷地内にクリエ三浦海岸ホーストレッキング

ブアームという名のトレッキング専門の施設を

オープンしました。

高台の乗馬クラブでは，海岸に出るのに 30分位

かかり，年に数回行う海岸外来はお客様には好評で

あったのですが，使用する潟は普通の乗馬クラブの

ようにサラブレットが多く，波打i深をトレッキング

するときし、て騎乗者を怒としてしまうこともあ

りました。

私は海岸の外来は気分がよく， i鼠しい馬を使えば

多くの人に外来を楽しんで、もらえるはずだと確信

しておりましたので，サラブレットではなく中半lIIl

の潟を海で慣らし，海岸を行く時ボロをその場で

すぐ清掃するようにパギー車を必ず}~~IJ の後ろに

つけ，ボロを拾って行くようにしました。

写真 I 海岸のホーストレッキングには
必ずボロ拾いにパギ一言王がついて走る

道路交通法規とは馬は軽車両，自転車とi司じ扱い

で，自転車で行かれる所はどこでも OKなのです。

しかしながら当初は毎日海岸に馬がでるので， rあぶ

ないJ，フンを落とすから汚なし¥J ，大体海岸

に馬を乗り入れるなどもってのほかJ，というような

すりエ竺 illi(Ryuzo Sue) 

一部住民の声がありました。そこで，如何に安全で

清掃に気を使っているかを実践に見て頂く一方，地域

の理解を得るために地元の学校の子供達と一緒に

海jギj青掃lこ馬を出して，ゴミ拾いを行いました。

写真のようにd鳴に大きな袋を左右に掛け子供達に

この袋にゴミを入れてもらい一杯になったらゴミ

収集所にあけて，袋をカラにしてまたゴミ拾いの所

にもど、っていくのです。

23:呉 2 海岸清掃のj:'JH'

このようにして，子供達は馬に触ったり大喜びで

海jえをお引沿を行うとし、うわけです。その結果，y毎jギは

きれいになり，子供述は喜ぶ，地域の人達もほほえむ

という一石三j誌のイベントになりました。ゴミ集

所には自治体が凹収に来るということになり，この

ような活動を通じて自治体の理解も深まると伺時

に，海岸でのホーストレッキングは観光資源として

ブPラスになるとKfri与して]良きました。

三浦海岸は夏になると海水浴;場になり，海岸を

トレッキングすることは無理になります。そニで，

7・8月のシーズン中は海岸を遠乗りすることは

あきらめ，地域の漁業組合と話し合って海水浴場と

0369-5247 /11/Y500/1論文/JCOPY



86 議1主の研究第 65宅金第 1号一 (20 1 1年)

写真 3 馬と一緒に海水浴をする

医切られた「漁業組合集管理地区Jとしづ海岸と海

で¥潟と一絡に海水搭を行っています。

もし水中で、ボロをした場合は生存のついたすくい締

で，海中に浮かぶボロを拾うという気使いもして

おり，大変人気のあるプログラムとなっています。

馬と一緒の海水浴を毎日やっているのは，世界的

にもめずらしいのではなし、かと患います。乗馬ライフ

などでは三浦海岸告とよく紹介してくれています。

このような状態の中で毎年 3月の第一日曜臼に

行われる三浦国際マラソンは，マラソン人気にあや

かつて，年々参加者が増えていますが，最初の頃は

マラソンで大勢人が集まるので，海岸に馬は出さな

いようにと言われていました。それが，数年前から

マラソンがあるので海岸に馬を出して引き馬を

して，子~í共だ、けでなく大人も乗せてやって欲しいと

いう要請が市から来るようになりました。好天のn寺は

トレッキングファームの馬もフル出場で，数百人の

人を乗せ，三浦市の観光宣伝にも役立っています。

三浦の山の利用について

トレッキングは海岸だけではありません。-

半島には高い山はありませんが(最高は大楠111

241m) 山並みは，北は磯子から三浦市までと，

途中もう一つは東の方，葉[lJ，逗子，鎌念のブゴに

伸びています。

苦，鎌倉武士の騎馬策団はこれらの山のゆを駆け

廻っていたに違いなく，鵜(ひよどり)越えの奇襲は

日常念、な山坂の訓練にきたえられていたから

たことで¥はじめての人馬では出来るわけはありま

せん。

馬は登りはかなりの急坂でも行きますが，下りは

~~し、ものです。余談ですが，愛宕山の石段を登った馬，

出垣王手九郎もその石段を潟で下りたという記録は

ないので，降りたのは後ろの男坂女坂を下ったので

はなし、かと思います。こんな山の中を今はハイキング

コースとして人は歩いていますが，これを馬で行け

ないかと上級者のエンデュランスコースとして

時々行っております。

障害者乗罵について

自関症を含む降客克の引き馬にもトレッキング

ファームの中半jfn.の馬は利用できるので，地域の障

団体をご招待したところ非常に好評で現在

月 2回のベースで6，7人の障害者の児童の引き馬

をやっております。陣容者乗馬については RDA

JAPAN (Riding for the Disab!ed Association JAPAN) 

の太問恵美子氏の指導を受け，私どものやっている

クリエ三浦という乗馬クラブの会員と地域の諦害

者間体に呼びかけて，障害者乗馬の講習会を開き，

そのあとでクラブの馬場にトレッキングファーム

の中米血の馬をもって来て賄容者の児童を乗せ，

参加したクラブ会員のボランティアで、行ったのが

はじまりです。 r(こつこにこj という地域障害者-[lj体

が fかつぼの会Jという障害者乗馬のサークルを

組織され，ほぽ毎月 Kappo通話という A4片面の会報

まで出され(現在 34号)ています。

クリェ三浦のインストラクターでトレッキング

ファームの責任者を勤めている吉村が Kappo通信

に次の様に投稿しています。

「かつぼの会発足3年!おめでとうございます!

最近継続はカなりって本当なんだあ~としみじみ

思います。子供たちの成長ぶりは驚くべきものがあ

ります。月 lこ2屈のかつぼの時間を親子が楽しく安

全に過ごせる時期があればいいんです。難しい決ま

りや規貝IJなんてなんにもなし!そのかわりに怒る

ときも真剣勝負!それが私たちの信条です。そして

ほんの小さな成長にも思わず涙を流してしまう日

本一のボランティア家出の存在がこの時間を作っ

てくれています。私たちは子供ーたちが何才になって

も，かつぼの会に参加してもらえたらと考えていま

す。会員も場えるとのこと 1これからも頑張りま

しょうJ
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ヮ'U!l 会計iKappo iillf万 G:ii27号)

二ではこの他， 三?11i臨1MI;五十交の先ヨ二と

よる職業体験実習を年 Ifil4日間jで、受け入れていま

す。また， の~[誌として生徒が I~I 主的に采

};1~クラブの仕事を{料検したいといって rt忘れること

もあり，それらも学校に総認し受け入れております。

rliの親光誘致として修学旅行や…寸，1交の人の観光

として采j認を利用してlfIけるよう，市役所のホーム

ヘージに乗馬クラブクリエザr1ìのパナ一広一日?をj:~];1没

しておりますc

NPO神奈川高の道ネットワーク

2004年トレッキングブアームをi没なして間もなく

神奈川馬の道ネットワーク研究会という団体を交ち

i'Jf，2006年に NPO法人として淀、たしました。

[':1:1体の趣憶は以下に掲げるようなものですが趣旨に

賛同の来馬クラブly;J係者，馬事文化研究家，亡くな

られたi岩井光子さんら獣医Illlî ，リiU~術協会関係者ーな

ど 20数名で、立ち上げ，ジャーナリスト

として有名になった 11:13;11の高野孟氏が，私と日本の

馬文化のあり方について見解が今致しているのが解

り，理事長を引き受けてもらいまし

NPO馬の道ネットワークの趣旨

控かな自然に恵まれた神奈川県に，馬に乗ってのん

びり散策したり， IJJ 野を自由に駆け fi~il るホースト

レッキングを楽しむことの出来る「うまの道j を張り

巡らせたい という思いを込めて，私たちは 2005

6月に「神奈川うまの道ネットワーク研究会jを設

立，さらに 06年 11月にこれを発展解消して fNPO

法人・神奈川馬の道ネットワーク jを設立しましたc

jJ3を愛する多くの皆さんが以下の)@旨にご3支出の

上，会員として参加していただくよう呼びかけます0

1 '馬文化の復興を

日本では'i没後，クルマ社会の訪れと共に，あまり

にも慌てて暮らしの中から馬を放逐してしまい，そ

のため馬と言えば競馬か馬場馬術しか思い浮かば

ないという寂しい状況があれ、てきました。ところが，

歌米諸国を見ると，いくらクルマ社会になったとは

いえ，潟は数千年に及ぶ人聞の友で、あり生活に娘ざ

した大切な文化であるという考え方に立って，その

保全に力を注いできました。ドイツのf色村に行けば，

クルマの轍の分だ、け舗装して真ん中は草のまま残

して馬が歩けるようにした農道を晃ることができ

ます。フランスでは，どこの村にも馬のいる宿屋が

あって， '馬を借りて城めぐりをしたり隣村の次の街

路まで森づたいにトレツキングすることができ，そ

のようにして馬を楽しみながら悶内を旅するため

のガイドブックもよuています。そういうこともあっ

て，人口 6000万人弱のフランスで乗馬人口は 800

JJ'で，その 7'，I;IJは女性と言われており，馬が観光，

証言l事J， 芸術， ラピーなど多傑

な分野にまたがる一大文化産業となっています。

我々日本人も，南部出家に象徴されるように， jJJを

家の 1:1:1(こfjftし、て家族の一員のようにして

らし，JJ'WIや木材の切り出しゃ荷物の運搬などの実用

に役忠てただけでなく，それで大人も子どもも遊ぶ

ことを通じていのちの大切さや自然循環の摂怨を

学び合い，あるいは亡くなった馬を馬頭観音ーを建てて

弔うことで信仰にまで繋げてきた，長い長い伝統を

J守っています。私たちは，岡本が金稼ぎに追われた

発展途 l二rfl状態をようやく脱して|止界第一級の成熟

先進国の入り!コに立った今だからこそ，欽米に学び

ながら，暮らしの中の文化としての f，1~むを復興

させたいと思うのです。そのために，まず，ただ
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観るだけの競馬でもない，一部の人々の高尚趣味に

なりがちの烏術でもない，誰もがいつでも気楽に

潟に殺しみ，いま流行の野外生活に新しい楽しみを

付け加え》そして子どもたちにもいのちと自然共生

の大切さを味わう機会を与えることのできるような

基盤として潟の道」の整備とそれに必要な人材

や施設の揺養について，まず神奈川において志の

ある方々の結集を罰り，研究と論議を始めたいと

考えました。

2 神奈川の自然を活かして

神奈川県は，首都圏の一角でありながら，有り

余るほどの自然を持っています。富士箱根伊豆国立

公閣のうち籍根・湯河原は神奈川であり，また丹沢

大山田定公調やその北側の津久井・相模湖賂辺が

あり，真鶴半島から三浦半島にかけては豊穣な相模

とその砂浜が広がっていて，どうにでも f馬の道j

を器発することが可能でしょう。驚くのは，

プリンスホテルの嘉手のあたりから鎌倉周辺や

榔南閤際村を経て三浦半島の先端までは，市民の森

やゴルフ;場を含めてほとんど一連なりの縁のベルト

が広がっていて，市民の森の散策路やゴノレフ場!協を

うまく繋げば，ほぼ横浜横須賀道路に沿って，数十

キロに及ぶ「馬の道Jを設定することが不可能でな

いことです。さらに，箱棋を越えれば伊豆や御殿場

があり(静岡県)，北には三多摩(東京都)から秩父

山系(埼玉県・山梨県)が広がり，海を渡れば上総・

安房(千葉県)の奥深い森があって，夢はどこまで

も広がります。

また神奈川県には，野外乗馬に取り組んできたい

くつもの乗馬クラブがあり， [燈答者乗馬で、先駆的な

役割を巣たしてきた施設もあり，さらには鎌倉の流

鏑馬など信仰と結びついた潟文化の転統も生きて

います。そうしたことを思うと，神奈川こそが潟文

化復興の担い手として名乗りをあげる条件は揃っ

ていると捉えるべきではないでしょうか。

具体的には，県内はもちろん隣接の都県を含めて，

すでに野外粂潟を実施している乗馬クラブがそれ

ぞれに既にある「潟の道Jを整備しつつさらにそれ

を拡張していく計画を策定し，その情報を会員同士

が共有して相互訪問して試乗会を開催しながら，

やがてその f馬の道Jを結び、合わせて県内外にまた

がる長大な潟の道のネットワークを編みとげて，

長距離トレッキングや馬と馬車による青少年キャン

プ・ツアーなどのイベントや密際基準の本格的なエ

ンデ、ュランス競技を開催できるように整えていく

ことを，活動の中心目標とします。

3. NPO活動の進め方

rNPO法人・神奈川うまの道ネットワーク j は，

神奈)I [!果内をや心として乗馬クラブの経営者・

はじめ馬事愛好家，障害者乗馬関係者，教育界，

自治体などに広く呼びかけて，法人及び倍人会員と

して参加を仰ぎ，定期的に会合を開いて，およそ

次のようなテーマに取り組みたいと考えています。

(1)神奈)1¥県を中心とする関東醸の馬に関わる摩

史・文化の調査・研究

(2)馬で散策し，あるいはホーストレッキングやエン

デュランス競技を行うことのできる「烏の道j の

ルート開発と試乗，それに必要な施設などの整備

(3)外乗に関わるクラブ・施設，ノレート，料金，条

件などの詳綿情報の収拾と一般向けの紹介

(4)罵と際わるイベントの企醤・支援と際]ーおこし・

地域振興への貢献

(5)特によ子どもやi稼害者を対象とした馬事知識の

普及と試乗体験の活動

(6)米障や北海道の森林警備騎馬隊に見習った環境

監視・自然保護の活動

(7)北海道や鱗接都県はじめ他地域の f潟の道Jに

関心ある人々との交流

(8)その他

・事務局は乗馬クラブ「クリエ三浦Jに置く 0

• E-mail: kg-umanomichi-nt@mbp.nifty.com 

• Homepage : h叩://www.smn.co.jp/kg-umanomichi/index.

html 

以上の趣旨をご理解の上，すべての馬を愛する

皆様が積権的に参加して1頁くことを希望します。

NPO法人・神奈川馬の道ネットワーク

高野孟

横浜罵 道パレード

以上の趣旨にのっとって，横浜では馬車道を複活

させようではないかということになり， 2009 

横浜開港 150勝年を迎えるため，そのプレイベント

として，パレード、を行っているのを知り，これに

賛同する形で， 2005年から 2009年迄，毎年 5月の

ゴ、ーノレデ、ンウィーク iこ，馬車道馬車パレードを行い

ました。 2009年の隊列は次の通り O
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先顕彰il'ili 2頭引馬統 続粂潟 3頭 2ヂ 1郎 i馬車苧(ボロ)普通乗用車「一一.，.，，，，，..， --" -" --/" ""/-~ m.締用車
ti三lす歩け協会徒歩

3列約200;名

口三戸二ミ 1 S2S2S2~ 口口口
c-::::> ~ I くこ〉 く二〉 くこ~.二両

α弐xx工xx:xx丈丈x:xコ
cxxxxxx:x:x:xxx 
αxxxx:xx江丈工m

し--.，-J "-一一一y一一一一ノ\一一一一一--y戸一一一~'-一一-y-一一ノ
先導馬2Hfl 招待者6;:ßえまßì~ ブアッショナフ、ルな 障害者並びに

お!対立を持った男性 騎粂者一 招待者名i:nr;
ii:::l: LI傘をさした
{員殺乗りの女性

反l馬家道馬主主パレードの隊ヂIJ

先導者2名と 2頭ヲi馬車はや央競馬会から派遣し

てもらい，馬車には毎年松沢県知事，教脊長，市議

会幹部などを招待し乗ってもらいました。馬車の後

ろにクリエ三浦の会員がフロックコートと 150年前

鹿鳴館時代のファッションのロングドレスをテレ

ビ局から借用した姿で騎乗，一頭引き馬車は NPO

潟の道の会員で、馬車を持っている中国動物病院か

ら出してもらいました。障害者にもその馬車にのっ

てもらいました。その後にパレードの共催しても

らった NPO神奈川歩け歩け協会の会員約 200人が

続きます。経路は山下公爵先の 11J下埠頭に朝集合，

|欲ダIJを仕立て， 111下公園を突っ切りマリンタワー前

の道路に出て，シルクセンター，県警前を通過して

万国橋通りを左折，そのまま馬車道を通り， 16号を

li.折，市庁前，球場前を左折して県庁前を通り，横

浜税関前を過ぎ赤レンガ倉庫を過ぎて右折，新港埠

頭前を右折して赤レンガパークに入り，そこで集会。

県知事ら把待者の挨拶，主催者側の PRなど行い，

再び高官記の間一経路で、パレードを繰り返し赤レンガ

に戻り解散します。

茅ヶ崎における活動

夜、は戦前神間明神下に生まれましたが，見二人は

結核で亡くなっており，私も小学校一年でJj市内淋巴

腺と診断され，このままでは大人になる前に死ぬだ

ろうと言われ，親が茅ヶ崎に結核による虚弱児童の

寄宿寮をもった本邦初の養護学校があることを矢口

り，私はそこの小学校に入れられて卒業し健康を屈

しました。

大人になって多少織きすぎて，また結核になりま

した。当時は麹町に往んで、いたのですが，都心にい

ては治らないと茅ヶ崎で元気になった記憶から

茅ヶ崎に移住し， 37歳で乗馬を始めてまた元気を

屈復しました。この運にめぐまれ茅ケ|崎に多少の

写真 5 パレードの様子

思返ししたい思いもあり，茅ケ 11符に馬を運んで海岸

や公罰，養護学校などで引き馬を行い，市からも

評価を頂き，茅ヶ崎市民活動元気基金という補助を

頂くまでになりました。

現在 NPO神奈川潟の道ネットワークは乗馬クラブ

クリエ三浦に事務所を同居しているのですが，でき

ましたら茅ヶ崎に NPO神奈川馬の道ネットワーク

の本拠地を置き， NPO法人の経営による乗馬クラブ

で採算をとって， NPO活動を拡げて行ければと考え

ております。

結びにかえて

戦前，農村に労働力として潟はかなり居りました。

また輸送力として荷物をヲiく罵車がかなり活擢し
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ていました。これらは社会の必要に応じて民間に

存在していたので，国のカとして馬に関与したのは

箪隊だけでした。

戦後，日本の社会が馬を見るのは競馬だけになり

ました。その他に馬の居るのは大学の馬術部と，少

数の乗馬クラブです。

先日“Strategyfor the horse industry in Eng!and and 

Wa!es" という文を(社)全国乗馬クラブ振興協会専

務の草野さんのところで拝見しました。巻頭に農

村・地方環境資源、担当および馬事産業担当大臣とい

う人が挨拶を書いています。もちろん，釘ヌドと歴史

社会が異なるので，それをもって日本を批判しでも

意味ありません。しかし臼本において，し、かに馬の

文化を継承発展させていくかについて論議をしな

くては始まりません。環海ある馬関係者の識者，

ジャーナリストはどう見ておられるのでしょうか。

私のような小谷な乗馬クラブの経営者でさえ，その

ことを痛切に麟い，論議したく思っているのです。ご

教示下さいますようお願いして結びにかえます。
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