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　１年間で約３万匹　　　。これは、全国で殺処分される猫の数だ。捨て猫や多頭飼育崩壊などの問題は誰もが一度はメディアなどで目にした

ことがあるだろう。しかし、「ひどいね」「無責任だね」と状況を憂いても、次の瞬間にはまた別のことに関心が動いてしまうことも多い。一方で、

冒頭の数字がただの記号ではなく、ひとつひとつ個性のある命なのだと胸を痛め、その活動を通じて命の尊さを教えてくれる小学生がいる。富士

市で保護猫ボランティア団体『ベルソー・デ・シャトンズ』を立ち上げた６年生、赤石朔くんだ。子猫を保護してから里親へ譲渡するまでの数ヵ月間、

朔くんは“家族”として猫を育てる。思いを込めて名づけ、愛情を注ぎ、世話をして遊んで、やがてくる別れの時。大切に育てた家族の一員を、

この人なら、と信じられる里親に託すのだ。活動をともにする母親・雪さん同席のもと行なったインタビューでは、一点の曇りもない瞳で生き物

の命と向き合う彼の言葉に、大人のほうが幾度となくハッとさせられた。
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「命の重さを感じて」　赤石 朔

時には病気の治療や、点滴を受けに獣医さんにかか
ることも必要です。人にも慣れ、体調が安定した子は、
譲渡会やSNSを通じて里親希望の方との相性を見
て、もらわれていきます。」（朔くん）
　譲渡会は毎週日曜日に、前述の小林さんの運営す
るYAYAカフェを貸し切って行なわれているが、それ
とは別に直接ベルソーを訪ねることも可能だ。子猫
園の様子は随時 SNSを通じてアップされ、それを見
てコンタクトを取る里親希望者もいる。譲渡の前に
は、自宅を訪問して外に出てしまいそうな箇所がな
いか、猫にとって心地よい環境かなどを確認。１週間
～10日ほど実際に一緒に暮らしてもらうトライアルを
経て正式譲渡となる。
　「譲渡先はなるべく近場がいいですね。というのも、
引き渡したあとも子猫の飼育方法や体調面の相談に
応じていて、必要なら足を運ぶこともあるからです。
継続的に関わることで、里親さんをサポートしてい
ます。」（雪さん）

家族になりたい　名づけはその第一歩

　保護した子猫とは、里親が決まるまでの約２～４ヵ
月をともに暮らすことになるが、それぞれに思いの
こもった名前をプレゼントするのも朔くんの役割に
なっている。名前を決めるのはひとえに“家族になる
ため”。里親に渡すまでの短い間だとしても、全力で
愛情を注ぐ第一歩が命名なのだ。
　「いつも、この子が愛されるように、幸せになれる
ようにと考えて名前を決めています。昨年“ムテキチ”
と名づけた子猫は、生まれたときに兄弟の中でも一
番小さくて、生後３週間でも生まれたてほどの120
グラムしかありませんでした。歩くのもおぼつかな
かったので、無敵なくらい強くなりますように、と
願いを込めたんです」。
　フォークリフトの中で生まれたムテキチたち兄弟５

子猫たちの心を愛しむあたたかなゆりかご

　富士市内の朔くんの自宅２階の一室へお邪魔する
と、数匹の子猫が興味津々といった真ん丸な目をし
て足元に集まってくる。カーペットで仰向けに昼寝
する子、窓から外を眺める子、数匹でじゃれあって
遊ぶ子……。ここ『ベルソー・デ・シャトンズ』は、
2019年４月に、朔くんと母親の雪さんが立ち上げた
保護猫ボランティアの市民団体だ。月齢などに合わ
せて自宅の３部屋を利用し、保護した子猫を適切に
養育しながら、里親を捜して譲渡するまでを担って
いる。子猫たちが群れて遊ぶ様子はさながら子猫の
保育園といった風情。朔くんが『子猫園』と呼ぶ『ベ
ルソー・デ・シャトンズ』（以下、『ベルソー』）は、
フランス語で “子猫たちのゆりかご” を意味する。
　猫の保護活動を始めたきっかけは２年前、朔くん
自身が里親になったことだった。富士市内で保護猫
活動を長年行なってきた『YAYA カフェ』オーナー
の小林幸子さんと出会い、猫２匹を譲り受けたが、
保護猫ボランティアの仕事を知るうちに朔くんも雪
さんも活動の趣旨に強く共感。譲渡会の手伝いや、
子猫の養育を引き受けるなど経験を積み、約１年前、
子猫を中心に保護・譲渡活動を行なう団体として独
立した。ベルソーで昨年度に預かった子猫は計44匹。
懸命な看護の甲斐なく亡くなってしまった子猫も１
匹いたが、それ以外は素敵な里親に引き取られて
無事 “卒園”していった。

幸せになれる “ずっとのおうち” を見つける

　「活動の柱は、保護、育児、治療、里親探しの４つで、
保護した子猫は毎日体重を測るなど体調を管理して、
まだ乳飲み子であればミルクをやったり排せつを手
伝うこともあります。月齢が低いほど、急激に体調
が悪化することもあるので、気をつけて見ています。

匹の母親は、車両が作動した瞬間にベルトに巻き込
まれ、亡くなっていた。５兄弟をテレビ番組『おかあ
さんといっしょ』に登場するキャラクターの名前にし
たのは、いい里親さん（＝お母さん）と出会い、一緒に
いられますように、という意味もある。その後ムテキ
チは大きく立派に育ち、里親と幸せに暮らしている。
　心の底から子猫たちに寄り添う朔くん。「猫という
生き物の、何が魅力？」という直球の質問に、しばらく
考えて出たひとことは、同じく直球の「すべてが魅力」。
　「猫は人の気持ちをすごく察する生き物だと思いま
す。落ち込んでいるときには静かに近寄ってきてそ
ばにいてくれるし、外から帰ってきたらおかえり、
と寄ってきてくれる。」
　「非社交的」や「マイペース」といった世間のイメー
ジとは真逆ともいえるその魅力は、ニュートラルに
生き物と向き合う朔くんだからこそ見える、猫の実
像なのかもしれない。
　忙しいながらも子猫たちとの暮らしを楽しんでい
る朔くんだが、活動を続ける中では、壁にぶつかっ
たり、落ち込んだりすることも多々あるのだという。

今日もいろんな場所で苦しんでいる猫がいる

　子猫を保護するシチュエーションはさまざまだが、
中には小学生が目にするには酷なものも少なくない。
「この活動を始めるまで、多頭飼育崩壊など悲惨な状
況はテレビでしか見たことがありませんでした。で
も実際に、しかもこんなに身近にあるなんて……」と、
表情を曇らせる。安易に飼い始めたはいいが、不妊
去勢手術などを怠った結果、増えすぎて手に負えなく
なりベルソーに助けを求めてきた、ある高齢の飼い
主さん。朔くんが雪さんとともに保護に駆けつける
と、長屋風の自宅は足の踏み場もなく、生活に困難
を抱えているのが見て取れたという。猫たちは部屋
に並んだケージのほか、階段にも何匹もいて、目の
届く範囲だけでも約30匹というから、惨状は容易に
想像がつくだろう。その日はまず、生後数日の５匹
を保護したが、身体はノミだらけで目ヤニもひどい
状態。残された猫たちを思い、帰る車中はふたりと
も終始無言だったという。ひとりで暮らす高齢者が、
生き物に日々の孤独を癒してほしいと願うこと自体
は責められないが、飼い始める前に、本当にその命
に責任が持てるか立ち止まって考える必要はあるだ
ろう。結局、シワ寄せはより弱いものにいってしまう

あかいし・さく ／ 富士市立富士第一小学校６年。生まれたときから猫とともに暮らす。その観察眼は
鋭く、保護猫たちの異変にいち早く気づき、迅速な対応で失明の危機から救ったことも。夏には、縁あっ
て熊本の球磨川氾濫により被災した２匹を保護した。保健所からの依頼で「命をつなぐ」をテーマに、
保護猫ボランティア活動について他校の小学生を相手に講演するなど、多方面にメッセージを届けてい
る。ピアノや美術を好み、好きな映画は『風の谷のナウシカ』『銀河鉄道999』『未来少年コナン』など。
猫の幸せを願い育てる中で磨かれた直観力は、子猫と里親の相性を見極める際に発揮される。

赤石 朔 2008（平成20）年４月８日生まれ   （12歳）
富士市出身・在住

保護猫ボランティア団体  ベルソー・デ・シャトンズ  広報
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ここは猫たちが安心して過ごせる場所

卒園時には毎回、子猫１匹１匹の写真や思い出
をまとめた手作りの色紙を添える



のだから。また、近隣からの情報で別の日に訪れた
のは、単にエサを求めてやってくる姿見たさに野良猫
に餌をやり続け、飼いはしないという夫婦宅。避妊
去勢手術の必要性や適切な飼い方を伝えても、「手術
したいなら勝手に捕まえればいい、自分の猫ではな
い」と取り合わない。野良として子猫が増えると、
病気のリスクも高く、車に轢かれることも多いため、
放ってはおけない。獣医に掛け合って手術の手配を
済ませ、施術日に合わせて朔くんも登校前、朝５時
から保護に。７匹の成猫は手術を済ませたあと、耳
カット（手術済みの目印）をしてリリースした。
　「猫の保護や世話は苦にならないけど、愛情のない
扱いをしたり、無責任なことをする大人たちとのや
りとりにとても疲れる」と失望を隠せない朔くんだ。

里親探しの基準は「自分といるより幸せになれるか」

　時に折れそうになる心を支え、活動の原動力になる
のが、自分と同じように猫の幸せを願い引き取ってく
れる里親との出会いや、彼の思いを理解し応援して
くれる学校の友達や地域の多くの人たちの存在だと
いう。家族として暮らした数ヵ月を経て、里親へ譲渡

するその日。朔くんはどんな気持ちでいるのだろう。
　「別れるときは悲しい気持ちが大きいし、泣いてし
まうけど、それが猫の幸せのためだから」。
　里親になるには年齢制限などいくつか満たすべき
要件があるが、その上で朔くんが大切にしている判断
基準がある。それは、「自分と暮らすよりもその猫が
幸せになれるかどうか」。本音では、どの子もかわい
くて誰にも渡したくない。ずっと一緒に暮らしたい。
それでも、譲渡までのやり取りを通じて人となりを
知り、その里親と家族になればこの子はもっと幸せ
になるとわかるから、涙を呑んで、猫を託す。「この人
たちにはかなわない」と素直に負けを認められるほ
ど素敵な里親さんとの出会いは、同時に朔くんの幸
せでもある。譲渡誓約書に、家族全員で迎えようと
里親の印鑑に加え、先住猫の肉球まで押してくれる
家族、「こんなにいい子に育ててくれてありがとう」と
涙ながらに感謝を表してくれる人、譲渡後、子猫の
１歳の誕生会に招いてくれる家庭……。里親家庭と
朔くんとの間にも、猫がつないでくれた温かい絆が
ある。嬉しい連敗記録は今後も更新していけそうだ。

人間と同じ重さの命をひとつでも多く救いたい

　「アメリカでは動物虐待は罪が重く、実刑もありえ
るのに、日本では罰金くらいで済んでしまう。動物
の命も人間の命も、同じ命に変わりないのに……。」
　そう疑問を呈する朔くんの目を見ていると、我々
大人が、社会の秩序を保つという大義名分のもと、
命に軽重の差をつけてしまっている事実にあらため
て思い至る。朔くんが望むのは、「人間も動物も対等
の命だという当たり前」を誰もが感じられる社会だ。

　「命を守りつなぐ、今の活動を続けていきたいし、
ゆくゆくは行き場のない猫たちが最期まで暮らせる
シェルターも作りたい。そのためには今、資金面が
大きな課題です。」
　必要な資金は里親などからの募金や、ボランティア
の持ち出しで賄っている現状。猫のエサなどの物的
支援も受けているが、それだけでは厳しいのが現実
だ。子猫を育てる費用に加え、野良猫の手術費用など
も合わせると、動物愛護団体として支給される補助
金も焼け石に水といえるほど、負担が大きい。一方で、
子猫を自宅で飼育してくれる預かりボランティアも
随時募集中だ。
　「子猫の世話は３時間おきのミルク、変わりやすい
体調など難しいですが、ボランティアが増えること
でより多くの猫たちを救えますので、いろんな形で
支援してくれる方が増えると嬉しいです」（雪さん）。
　無責任な飼育で不幸な猫がこれ以上増えないよう
に、生まれてきた命がみんな幸せになるように……。
大好きな猫たちを少しでも多く救おうと、朔くんの
挑戦は続く。

Creative Direction/Daisuke Hoshino
Title＆Text/Chie Kobayashi
Photography/Kohei Handa

すぐに必要な処置や治療等のアドバイスをいたします。
事情で家族に迎えられない場合は、一緒に里親探しをし
たり、お預かりもいたしますのでご相談ください。

ベルソー・デ・シャトンズでは、保護した猫の去勢・避妊
手術や餌にかかる運営費、ご飯やトイレ砂などの必要物
資など、活動のための寄付を受け付けております。皆様
のご協力に感謝いたします。

【銀行】富士宮信用金庫 富士支店
【口座番号】普通 1139988
【口座名】ベルソーデシャトンズ

〒416-0906 富士市本市場128-1
ベルソー・デ・シャトンズ　赤石

ご寄付の振込先

物資の送付先

子猫を保護した方へ

https://berceau-de-chatons.localinfo.jp/ 

Facebook 

譲渡会 毎週日曜
YAYA カフェ（富士市富士町16-1）
予約制・ワンドリンクオーダー

TEL：080-4929-0117（赤石）

TEL：090-8861-5148（小林）

14:00～16:30

Instagram 

ベルソー・デ・シャトンズ

動物の遺棄は犯罪です！ 虐待したり捨てたりすると罰金・懲役が科されます※ 子猫の個別お見合いは随時募集中

この里親さんなら 自分よりも猫を幸せにできる

母親の雪さんと
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～お店からの最新情報と粋な話題をお届けする紙上のブログ～

SUBAKOUBOU
富士市浅間本町4-11 TEL 0545-30-8174
営業時間 10:00 ～ 16:00
日・祝日定休 （不定休あり）　駐車場あり
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SUBAKOUBOU 検索

君にぴったりの巣立ちの準備

心のこもった贈り物

ありがとうは君の元気な笑顔

入園・入学準備は

SUBAKOUBOU

Little Bridge（リトルブリッジ）
富士市伝法 573-2 TEL 0545-67-2550
営業時間 9:30～18:30　駐車場あり

富士市 リトルブリッジ 検索
火曜・第2第4日曜定休

広見公園

田子の月広見 IC
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柳沢クリニック柳沢クリニック

プリザーブドフラワー&アーティフィシャルフラワーのお店

会えない時でも感謝の気持ちを伝えたい

お手入れ不要で長期間楽しめるプリザーブドフラワー
は、職場や学校でお世話になった方へのギフトに人気
です。一点ずつ丁寧に仕上げるオリジナルデザインで、
ご予算やお好みに応じたアレンジも可能。歓送迎会が
難しい今こそ、心を潤してくれるお花のギフトで想い
を伝えましょう。直接渡せない場合は配送も承ります。

富士市吉原 2-2-10　TEL 0545-53-5575
シードルフィン

営業時間 10:00 ～ 20:00

シードルフィン 検索
水曜定休

御幸町
交番

トンボヤ
吉原商店街

シードルフィンシードルフィン
吉原中央駅吉原中央駅

清水銀行清水銀行

吉原屋吉原屋

市営駐車場市営駐車場

https://cdolphin.jimdofree.com/
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富士市平垣本町8-1
ホテルグランド富士

ホテルグランド富士 公式 検索

富士駅

ガスト 旧国一

富士市
交流プラザ

ローソン

GS

ホテルグランド富士ホテルグランド富士富士見
高校

スルガ
銀行

0120-561-063ご予約・お問い合わせ

ホテルグランド富士

今春も当館庭園の桜の花咲く季節に先がけ、
桜づくしの「桜御膳」をご用意いたしました。
パティシエ自慢のデザートもご堪能ください。

3/15
1日限定 名様20

【期間限定・要予約】
（月） 24（水） ～ 

写真は5,300円コースのイメージです

昼（12:00～）
お一人様

円（税・サ込）3,800
夜（18:00～）

お一人様

円（税・サ込）5,300

桜御膳

富士市津田町 101-1　TEL 0545-52-2525
レクアシォン

11:30～14:00 （13:00 L.O） 18:00～22:00（20:00L.O）
月曜・第２火曜定休　駐車場あり

DADA

ホワイト
パレス

不二家

かつ政

うな政
旧国一

レクアシォンレクアシォン

セブンイレブンセブンイレブン

http://www.lequation.jp/レクアシォン 検索 全席禁煙

新生活へのエールをフレンチとともに

ランチ
ディナー

フルコース
シェフお任せフルコース
スペシャルフルコース

6,000
8,000
10,000

1,800円（平日限定）・ ・ ・3,000円 4,200円 6,000円

円
円
円

・・・・・・・・・・・
ハーフコース 4,500円・・・・・・・・・・・

・・・・・
・・・・・

ウイルス対策として席数を減らしておりますので、事前のご予約を
おすすめいたします。  上記コース料理の価格はすべて税別です。

苺のスープ仕立て

富士市津田 189-1　TEL 0545-55-0174
（有）富士清掃センター

ホワイト
パレス

救急医療
センター

うな政
旧国一

富士清掃センター富士清掃センター

ナフコナフコ

セブンイレブンセブンイレブン

ローソンローソン

港大通り

港大通り
富士市一般廃棄物処理業 第 号1-17

富生許第 号34富士宮市一般廃棄物処理業
静岡県産業廃棄物処理業 第 号02201024394

ご家庭・オフィスのゴミ回収や
不用品の処理は当社にお任せください！

まずはお気軽にお問合せください。

1年365日～ 数ヵ月に 1回程度の回収まで

お客様のご希望に合わせ対応いたします！

◎見積無料 ◎迅速対応 ◎安心確実

日本料理 はせ川
富士市吉原 3-3-14　TEL 0545-52-0343
11:30 ～ 13:30（L.O）　17:00～20:00（L.O）

はせ川 検索
日曜夜定休　駐車場あり

http://www.fujihasegawa.com/

業務スーパー

はせ川はせ川

セブン
イレブン
セブン
イレブン

吉原商店街吉原商店街
東京電力東京電力

青葉通り青葉通り

吉原中央駅吉原中央駅

富士体育館富士体育館

くぼた園

２月限定しゃぶしゃぶフェア

※ 写真は一人前です

お持ち帰りしゃぶしゃぶセット

黒毛和牛サーロイン、お野菜、きしめん、自家製ポン酢、ごまだれ

4,4002月限定 円 3,300 要事前予約
円（税込）→

国産黒毛和牛をテイクアウトでご提供。お鍋だけあれば
はせ川のしゃぶしゃぶをご家庭でも召し上がれます。
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薬菜健康クラブ 茶香房 山田製茶 緩和ケア病棟｜いまここ｜ シニア＆子どもカフェ“遊” フジヤマハンターズビール 
浅野 龍雄 さん 山田 典彦 さん 大木 学 さん 松本 哲司 さん 深澤 道男 さん

バックナンバー

www.facetofacefuji.com

コロナ禍の今こそ…無病息災の縁起物「だるま」

　コロンとしたかわいらしいフォルムに似つかわし
くない髭面で、倒しても倒しても何度でも起き上がる
張り子のおもちゃ、だるまさん。新型コロナウイルス
の流行で昨年からさまざまなイベントが中止となる
なか、「毘沙門さん」の愛称で親しまれている富士の
冬の風物詩・妙法寺（富士市今井）の毘沙門天大祭・
だるま市も中止が決まった。
　「こんな時だからこそ『だるまプロジェクト』。富士
では昔から、魔除け・厄除けの象徴はだるまです」と
富士のだるまについて熱く語るのは、富士市まちの駅
ネットワークの「鈴川だるま」プロジェクトのプロ
ジェクトリーダーで、全日本だるま研究会副会長の林
直輝さん。日本一の富士山の麓の日本一のだるま市。
市民にそれほど認知されていないが、観光資源として
もだるまに期待が寄せられる。

疫病退散！お参りしなくても、だるまを飾ろう

　富士のだるまは、だるま市の開かれる妙法寺の所在
地にちなみ「鈴川だるま」と呼ばれる。「鈴川だるま」
プロジェクトは、毘沙門天大祭を盛り上げ、だるまの
町・富士を広く知ってもらうことを目的に市民参加
型の企画を繰り広げ、２年目の今年度も『だるまコ
ラージュのワークショップ』や岳南電車の協力による
『だるま電車』の運行（右ページ参照）、さらに子ども
から大人まで参加できる『開運！オリジナルだるま
コンテスト』を開催。今年、大祭は中止だが、だるま市
が行なわれないからこそ、プロジェクトの意義は高い
という。
　「全国的には疫病退散に『アマビエ』が有名になり
ましたが、この地域には昔からだるまがあります。無
病息災を願い、家にだるまを飾ってほしいですね。コ
ロナ禍の巣ごもり生活中に、オリジナルだるまを製作
するのもおすすめです。」

　だるまコンテストは一昨年まで富士市吉原の松栄
堂薬局で開催されていたが、第14回から同プロジェ
クトが引き継いだ。市内各所で参加を呼びかけ、土台
となる白だるまは 1月半ば時点で約200個が購入
されたという。オリジナルだるまコンテストの結果
発表は２月10日（水）、応募作品は２月末まで富士市
吉原の富士市民活動センター・コミュニティｆで展
示されている。

穏やかな表情は地域性の表れ
鈴川だるまは「とぼけ顔」

　だるまは禅宗の始祖・達磨大師がモデルで、何度倒
しても起き上がることから、縁起物として人気が高い。
　「一般的に厳つい表情を思い浮かべるかもしれませ
んが、それは主として高崎市のだるまのイメージ。富
士のだるまは穏やかなとぼけ顔です。」
　毘沙門天大祭のだるま市は明治中期、静岡市のだる
ま店「澤屋」が子ども向けの玩具として露店で販売し
たところ土産物として人気を集め、あっという間に完
売したことが始まりで、その後、澤屋で修業した吉原の
「杉山ダルマ店」と「小楠ダルマ店」が地元で生産する
ようになり、だるま市の発展に大きく貢献した。き
りっと厳しい顔のだるまは子どもが怖がることも
あって、穏やかな顔が好まれるようになったという。
　「静岡市のだるまがルーツですが、富士の人が『い
い商材だ』と目をつけて地元の好みを反映したんで
すよ。」
　手で描かれた顔のほか、植毛が施された厳しい顔の
だるまも並ぶ。こちらは妙法寺で祀っている「毘沙門
天に似ている」という理由で人気だそうだ。一つの
地域に根付く２種類のだるま。これもほかの地域に
はない特徴だという。

かつて圧倒的な日本一だった富士のだるま市

　「日本三大だるま市」といえば、毘沙門天大祭のほ
か、群馬県高崎市のだるま市、東京都調布市の深大寺
のだるま市があげられる。地元のだるまが並ぶのが
一般的だが、富士には全国各地のだるまが集まるた
め、だるま選びの選択肢が広がる。ひいきのだるま屋
さんで気に入ったものを選び、店主との値段交渉を楽
しむのもだるま市の醍醐味だ。お寺のお祭りと同時
に開催されるが、宗教的行事でも、お寺の押し付けで
もない。土産の一つだっただるまが注目され、だるま
市にまで発展し、露店や来場者の数、全国から集まる
だるまの種類から、日本一と称されるまでになった。
一昔前まで沿道に人があふれ、親の手を離さないよう
必死な子どもの姿も見られるほどだったが、近年、来
場者数は減少しているようだ。さらに他市の行政が
だるまを観光の目玉に据え、だるまを前面に出したこ
とから、富士のだるま市は日本一の座から陥落しか
かっているという。
　「昔から当たり前のように行なわれてきた伝統行事
ですが、まずは地元の人が世界に誇れるものだと知る
ことが大事。富士山のように地元に当たり前のように
ある日本一ですが、伝統は維持するのが大変です。」
　コロナ禍で地元で過ごすことが多くなっている今、
世界に誇れる富士のだるまに目を向けてみてはいか
がだろうか。

　　　　　　　　　　　 　　（ライター／川島和美）

日本一のだるま市のまち　富士をＰＲ
～「鈴川だるま」プロジェクト～

なおてる

いち

はやし

江戸時代から現代の日本全国のだるま
約1,000点を所有している林さん。自身
が代表を務める「骨董喫茶健康堂」（富士
市浅間本町1-38／木・金曜定休）で、そ
のコレクションのうちの100点を展示
し、日本全国だるま展を開催している。
だるまを通じて時代や地域性が感じら
れ、その奥深さに魅了される。

日本全国だるま展 開催
骨董喫茶健康堂で２月20日まで

林直輝さん

コンテスト（昨年）の受賞作品

だるま



イベントレポート  岳南電車の「だるま」出発！

　富士の新名物「だるま電車」出発式のようすを、岳南
電車初体験で富士山麓での年末初体験のライター・
針ヶ谷あす香がレポートします。

　『日本三大だるま市』として知られる毘沙門天大祭
は、今年は新型コロナウイルスの感染拡大を受け中止
となったが、だるま柄にラッピングされた岳南電車が
街を走り、岳鉄全駅それぞれがだるまに飾られ、だる
まの町として富士市を盛り上げていく。
　昨年12月28日に、だるま電車の出発式が岳南江尾
駅で開催され、毘沙門天の住職によるだるま電車への
ご祈祷や巨大だるま絵の創作パフォーマンスが行な
われた。

　だるま電車は、オレンジの車体に髭と『福』の文字
が描かれ、正面の 2つの窓が目となる見た目に楽しい
電車。
　私は、昨年の４月に富士市に引っ越してきてから初
めて岳南電車に乗る。
　ホームへ向かうと、“富士山ビュースポット”が靴の

イラストとともに地面に描かれている。ここに立つ
と富士山が良く見えるというもの。駅員さんたちが
より良く富士山が望める場所を話し合ったのだろう
かと考えると微笑ましい。全駅にそれぞれ異なるイ
ラストで描かれているようだ。
　電車に乗り込むと、車内もだるまがたくさん！折り
紙で作られただるまが飾られていて賑やかな車内。
電車が出発すると、車内アナウンスで岳南電車の紹介
が始まる。全駅で富士山が望めることや、2014年に
は鉄道路線として日本で初めて『日本夜景遺産』に
登録されたことなど、アトラクションに乗ったときの
ようなわくわくした気分になった。

　景色が開け、雪化粧した富士山が鎮座している。12
月の中旬を過ぎても雪が積もらず、毎朝、まだかまだ
かと富士山を確認していたが、出発式の日に雪が積も
るなんて。岳南電車内から見る富士山は裾野まで見
え、雪の積もったその姿はとても綺麗で、格別だった。

　駅に停まると、だるま電車を待っていたのであろう
子どもたちやカメラを持った大人たちが乗り込んで
きて車内を見回している。今年で２回目となるだるま

電車も富士市民の楽しみのひとつとなりつつあるの
だろう。
　日頃、車を使うことが多いが、小さな電車に揺られ
ながらいつもと違う角度から町の景色や富士山を眺
めることは楽しいものだったし、この時期だけのだる
ま電車に乗れるのは特別だな……と早速 SNSにアッ
プした。この特別車両は２月下旬まで運行される。

　昔、だるまは、生まれた子どものために赤い色を
塗って疫病除けとして作られたそうだ。毘沙門天大
祭は中止となってしまったが、だるま電車が走ること
により皆の笑顔が増えれば良い。

　　　　　　　　　　　 （ライター／針ヶ谷あす香）

今年 富士宮 買えますダルマの は で「杉山ダルマ店」
　新型コロナウイルス感染拡大による毘沙門天大祭中止で行き場のなく
なったダルマたち。少しでも皆さんの元に届くよう、今年は主要製造元の
ひとつ・富士宮の「杉山ダルマ店」さんの店頭にて直販が行なわれています。

　「感染防止のためやむを得ないことですが、いつも買ってくれるお客さん
たちや、露店を出してくれるダルマ販売店の皆さんのことを思うと、今回の
中止は本当に心苦しいです」と話すのは、杉山ダルマ店の代表・芦川博將
さん。「初めての事態のなか、通販も検討するなどいろいろ悩んでいるとこ
ろですが、やはりダルマは縁起物。できれば実際にダルマの顔を見て選んで

もらいたいと思い、感染対策を行ないなが
ら店頭売り場を常設して販売することに
しました」。

　ダルマにコロナ禍終息への願いをこめ
て、そして富士地域のダルマ文化を守るた
め、ぜひ今年は工場直販での購入を検討
してはいかがでしょうか。 代表・芦川博將さん

TEL・FAX  0544-58-4190
富士宮市宮原541-1（国道139号沿い）

販売場所などの最新情報は
杉山ダルマ店Facebookで
確認できます →

杉山ダルマ店杉山ダルマ店

カインズ
↓富士方面

↑朝霧方面
外神山崎製パン

あしかわ ひろまさ

チキンハウス

Ｒ
１
３
９

杉山ダルマ店
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星野新聞堂

〒417-0049
静岡県富士市緑町1-28

（コンテクスチュアリー・コンテンツ・スタジオ）

星野新聞堂による新聞折込および

Face to Face 入手方法

ポスティング（一部地域を除く富士市）
富士市・富士宮市内の公共施設
広告掲載店その他店舗・民間施設
星野新聞堂本社窓口

☎0545-55-0033

facetoface@shinbundo.com
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『Face to Face』は、協賛広告の掲載店舗様ならびに、星野新聞堂から
新聞を購読しているお客様に支えられて成り立っている媒体です。
私たちの取り組みや紹介した人物の活動に共感していただける方は、
ぜひ星野新聞堂からの新聞購読をご検討いただければ幸いです。

犬種：ウェルシュ・コーギー

あいるちゃん （メス：８歳）

飼い主：

あいるちゃんとの出会い、チャームポイントを教えてください！

はむたん さん

「あいる」が生後２ヵ月の頃に知り合い経由で出会い、里親として
引き取りました。小さな頃から甘えんぼさん。人間がとても大好き
で人懐っこいです！おやつの時間に「待て」をしていると、よだれ
がポタポタ垂れてきます。そんな様子も愛おしいです！

もうすぐあいると出会って８年。
これからも健康で長生きしてね！大好きだよ！！

あなたの大切なペットを
「Face to Face」 の紙面で
紹介してみませんか？
詳しくは公式WEBサイトから

おやつの時は

頑張って

「待て」をするよ！

締切63 必着

応募方法

（水）２月24日

当選者の発表は賞品もしくは引換券の発送をもって代え
させていただきます。引換券から賞品への交換は店頭にて
ご当選者様ご自身で行なっていただきますので、ご了承
ください。

いただいた感想等は、公式ウェブサイトで
匿名で紹介させていただく場合があります。

① 希望賞品名 ② 氏名 ③ 年齢  ④ 〒住所  ⑤ 電話番号 
⑥ 「Face to Face」の入手先  ⑦ 「Face to Face」へ一言
（今月号の感想、面白かった記事、紙面全般へのご意見・
ご要望、今後取材してほしい人など）

下記の内容をご記入の上、ハガキまたはメールにてご
応募ください。（宛先はページ下参照）

４個セット ５名様
【スーパー銭湯 鷹の湯】富士市久沢788-1【和洋菓子はせがわ】富士市吉原3-2-4

大粒いちごと生クリームのコラボ お湯もお水も富士の天然バナジウム使用

和洋菓子はせがわ いちご生クリーム大福 スーパー銭湯 鷹の湯 入浴チケット

5 組様ペア

配布３月のポスティングスケジュール 搬入 6（土）まで 10（水）～

チラシ配布に関するお問い合わせは

星野新聞堂

☎ 0545-52-0376
【受付時間】月～土曜9:00～17:00

（祝日除く）

広告＆マーケティングチーム

『Face to Face』はポスティングで実験配布中！

新聞配達の
スタッフが
配ります

新聞を購読しない
若い世代にも
効果的に届きます

新聞オリコミと
ポスティングの
併用も可能です

中心市街地
以外のエリアにも
届きます

　今月は巻頭記事のスタイルをいつもと変えてお届けしまし
た。小学生の取材は初めてなのでお母様はじめ活動に携わる
方々と慎重にお話をしたうえで、どうしてもその思いを伝えた
いと思いました。そしてまた、いろいろな社会活動に参加する

ほかの小中学生たちへの応援にもなればと、取材を決めました。
　保護犬や保護猫の活動を「動物好き」対「動物嫌い」という構図で見るのは
正しくないと思っています。関わる方々は必ずしもペット好きが高じてやって
いるわけではありません。活動の出発点は「命が消費財のように廃棄されて
いる」という現実であり、また野良動物の問題は、私たちの社会が同じ生活圏
の中にいる「他者」の存在とどう向き合っていくか、という広いテーマにつな

がっています。ただかわいいから餌付けしようというのは結果に対する想像
力が欠けているし、ただ排除すればいいというのは命の重さに対する想像力
が欠けています。
　もしあなたが近所のいたずらな野良猫に悩まされているとしても、どうか
猫を恨まないであげてください。残念ながら片っ端から捕獲して保護団体に
引き渡せば解決するという単純な話ではありません。朔くんたちに過大な負荷
がかかるというジレンマがあり、社会としての解決策が必要です。命を慈しみ、
共存の道を探すことから始めるしかありません。

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　Face to Face 編集長　星野 大輔


	2-7.pdf



