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定住人口から関係人口の時代へ
令和２年10月に国勢調査が実施され、その速報値が令和３年６月に発表され
るそうです。
人口は、政策や計画の基礎となるものなので、精査による微修正が可能な速
報値は、できるだけ早く発表して欲しいと願うところです。

2021年春季号（通巻98号）
＜当会のホームページ＞
 https://www.furusatotaishi.com
■ 本会のシンボルマークは、大使同士の情
報交換及び、その委嘱者との相互交流を主眼
に図案化。４つのモチーフからなり、山（緑
色／地方・故郷・自然）と矩形（青色／都会・
テクノロジー）と円及び輪（黄、橙／人・情
報・ネットワーク）を表現。

HEAD

LINE

【１面】
定住人口から関係人口の時代へ

――平谷 英明
【２面】
大使だより 第83回
銚子観光大使

――銚子市長 越川 信一
・ウィズコロナ時代のキーワード
【３～５面】
「47（そこ）から始まる栃木県」

プロジェクト始動!!
栃木県総合政策部総合政策課
とちぎブランド戦略室長 川又 修市
【６～７面】
弁護士の視点からの地域おこし
地方自治体の「裁判を受ける権利」
虎ノ門法律経済事務所

弁護士 片木 淳
【８面】
ふるさとの山に向かいて言うことなし

――伊藤 彰
・おでんせ 八幡平へ
・編集子から
【９面】
旅を詠む 歌詠み人 鈩谷君子の旅紀行

――鈩谷 君子
・ウィズコロナ時代のキーワード
【10～13面】
スイッチオン♬ マジックで地域を元気に
オーロラ・ビジネススタイル研究所

代表 野口 雅代
【14面】
お寺の参道でカフェと手作り雑貨のお店をオー
プン。みんなで創るシェアカフェを目指して。
――亀谷 晶子
【15面】
・私のふるさとの今
――小林 英夫
・会員のひろば
――千波 裕美
【16面】
・新会員のひと言
・事務局より
・全国ふるさと大使連絡会議の概要、編集後記他

わが国の人口は、国勢調査では平成27年（2015年）から、住民基本台帳をベー
スとした推計では平成24年（2012年）から減少に転じ、この傾向は今後当面
続くと見込まれています。
人口減少の大きな要因は、少子化です。
令和元年の出生数は、865千人で、対前年で53千人減少、過去最少となって
います。さらに、令和２年（2020年）は84万人台、コロナ禍で妊娠届が大幅
に減少している令和３年は80万人を割り込む恐れもあり、毎年最少記録を更新
していくのではないかと危惧されています。
少子化の要因は、子どもを産む生産年齢人口が段階的に縮小するマイナスの
サイクルに陥っていること、さらに、その生産年齢世代における未婚化、晩婚化、
晩産化が進行し、沢山の子供を産みにくくなっていることです。
こうした事態に対処するため、自治体の中には、婚活センターを設けAIによ
る相性診断に基づき出会いの場をセットするなどの婚活をしたり、「子育てし
易いまちづくり」をし、子どもを産み育てやすい環境の整備に努めているとこ
ろもあります。
また、別の方向の対処策として、本来の定住人口に加え、その自治体にゆか
りのある人々を関係住民、具体的には、ｅ―県民、ゆる県民、バーチャル地域
の住民などとして登録し、バーチャルな住民として取り扱っている自治体もあ
ります。
いわば、一人の人間が、複数の自治体の住民となり、住民としてダブルカウ
ントされることで、住民の数を増やそうとする試みです。
ふるさと大使は、ゆかりのある自治体から委嘱を受けて、その自治体の政策、
行事への参画、ＰＲなどを行っていますので関係住民の魁（さきがけ）と言え
る存在です。
もっとも、法律上、住民と言えるためには、その自治体に生活の本拠となる
住所を有していなければならないので、関係住民といっても住所のない自治体
に対して住民としての権利の行使（例―選挙権の行使）や義務の履行（例―納
税---「ふるさと納税」は寄付で納税ではありません）を行うことができません。
というのも、住所を生活の本拠のある所と１つにしておかなければ、不正（ダ
ブル投票や納税逃れなど）の防止ができないからです。（公法上の住所・住民
単数説）
しかし、将来、ＡＩの活用で不正の防止が可能となれば、自治体の特性、サー
ビスに応じた自治体の選択や複数自治体への所属なども行われるようになるか
もしれません。
そうなると、地方自治の新しい地平が拓け、より地方自治が楽しいものになっ
ていくように思われますが如何でしょうか。

（代表 平谷 英明）
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◆大使だより◆ 第83回 銚子観光大使
「ふるさと銚子に想いをはせて」


銚子市長

越川 信一

【魅力あふれるまち銚子】
千葉県銚子市は、関東最東端に位
置し、古くから醤油醸造業や漁業で
栄えた歴史、犬吠埼灯台を代表とす
る岬や屛風ケ浦を代表とする断崖絶
壁、君ケ浜の海岸線など変化に富ん
だ雄大な景観美を織りなす自然、10
年連続水揚量日本一を誇る銚子漁港、
夏涼しく冬暖かい温暖な気候を生かしたキャベツ、ダイコ
ン、メロンなどの農業、海が一望できる犬吠埼温泉郷、銚
子電鉄や外川のまちなみによりレトロ感を演出するなど、
多くの観光資源に恵まれたまちです。
このように多くの地域資源に恵まれたまちの魅力を市内
外に発信していくために、観光大使の役割は大きく、欠か
すことのできない存在となっています。
【つながることから始まる】
こうした本市出身者やゆかりの方々によるネットワーク
により、本市の特色を全国に発信し、知名度及びイメージ
の高揚を図ることで観光客を誘致する目的として、平成21
年度から銚子観光大使を設置しております。
現在、本市では61名の方々を観光大使として委嘱して
いますが、それぞれの立場から本市の魅力発信にご尽力を
いただいていることに深く敬意を表しますとともに、大変

感謝しております。地域が発展していくことは、人と人と
がつながることから始まり、つながることで、まちづくり
の新たな力を生み出していくものです。限りある行政資源
だけでまちづくりを考えるのではなく、銚子にある人・物・
金・知恵・世代をつなぎあわせ、まちづくりの推進力に変
えていき、今後もこの人とのつながりから地方創生へ寄与
していただきたいと期待しております。
【ウィズコロナ時代に向けて】
本市の観光入込客数は、平成22年は約280万人で、うち
宿泊者数は23.8万人あったものの、東日本大震災の影響を
大きく受け、翌年の平成23年は約202万人、うち宿泊者数
は16万人にまで落ち込み、その後、観光客数は少しずつ
回復傾向にあるものの、令和元年は、約255万人で、うち
宿泊者数は19.6万人と震災前の９割程度まで回復してきて
いるものの、観光客数は伸び悩んでいる状態です。
そのような状況において、昨年初頭からの新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により令和２年９月末時点で、観
光客は昨年の同時期と比べ２割減、宿泊客数においては４
割減と甚大な影響を受けています。このような状況を打破
するために本市では、宿泊施設感染予防対策給付金、テ
イクアウト・デリバリー券の配付（中学生以下の子を持つ
世帯）など、市独自の助成制度を実施してまいりました。
首都圏を中心にリモートワークによるワーケーションが注
目されている昨今、改めて地方の価値が見直されているこ
とから、今後も市外から呼び込める環境を整えていくため
にも、首都圏と本市をつなぐ観光大使への役割は大きく、
その活動に期待を寄せています。

「銚子観光大使」のデータ
■制度の発足：平成22年３月
■大使の人数：61名
■大使の活動：銚子の魅力を全国に発信することによる観光客の誘致活動

ウィズコロナ時代のキーワード
アドベンチャーツーリズム（Adventure Tourism）
最近、三密を避けて、自然の中で冒険したり、未知の異
文化を探求したりすることをテーマに主体的に自分なりに
楽しむツアーが、増えています。
このように（１）主体的に活動「アクティビティ」して、
（２）「自然」を満喫しながら（３）
「異文化を体験」する
旅行形態をアドベンチャ—ツーリズムと言います。
もっとも、専門機関Adventure Travel Trade Association
によれば、「アクティビティ」
、
「自然」
、
「異文化体験」の
３つの要素のうち、２つがあればアドベンチャ—ツーリズ
ムと呼べるそうです。
数年前、農家民泊の研究のためにドイツの山村の農家民
宿に泊まったことがあります。
その際、同宿のドイツ人家族と仲良くなりましたが、彼
らは２週間の連続休暇中で、今日は山のトレッキング、明
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■大使に提供しているもの：観光大使名刺、観光パンフレット
■制度の所管連絡先：銚子市観光商工課 観光班 0479（24）8707

日は小川で水生生物の観
察、明後日は少し足を伸ば
して小さな古城探訪---と楽
しそうに話していました。
このような旅行形態がア
ドベンチャーツーリズム
で、わが国によくある短期
間のうちに効率よく有名観
光地を巡り、ミシュランの星のある店で美味しいものを食
べ、その風景や料理を写メで撮り、ブログ、SNSで拡散
する---といったコスパ重視の観光とは正反対の旅行です。
ウィズコロナ、ポストコロナ時代では、リモート勤務な
ど勤務形態が変わって自由時間が増え、AIの進展で自然探
求や異文化探訪をより楽しくするアプリも出てくるように
思われます。
こうした社会経済情勢の変化も追い風となって、これか
らますますアドベンチャーツーリズムから目を離せない時
代が来ると思われます。
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栃木県の魅力向上に向けて

栃木県総合政策部総合政策課とちぎブランド戦略室長 川又 修市
（部署及び役職は令和３年３月時点のもの）

１

プロジェクトの実施

栃木県は、関東平野の北部に位置し、日光国立公園、
ラムサール条約に登録されている奥日光の湿原や渡良瀬
遊水地など、豊かな自然に恵まれた県です。
また、世界遺産に登録された日光の二社一寺や、日本
最古の総合大学といわれる足利学校、ギネスブックに登

録されている日光杉並木街道など、深い歴史と文化を有
しています。産業面においては、広大な農地や良質で豊
かな水を基に農畜産業が盛んである一方、大手企業や技
術力の高い中小企業が集積する「ものづくり県」でもあ
るなど、魅力・実力を兼ね備えた県であることを確信し
ています。
しかしながら、昨年10月に発表された都道府県魅力
度ランキングで本県が最下位になってしまったように、
上記のような栃木県の魅力が、全国の方々に十分に伝
わっていないのではないかと考えています。県として、
ランキングを上げることに特化した施策は行う考えはあ
りませんが、本県への注目度が高まっていることを好機
ととらえ、栃木県の本当の魅力を全国の方々に知ってい
ただくきっかけとするため、
「47（そこ）から始まる栃

木県」プロジェクト（以下「47プロといいます」）を実
施することとしました。

２

プロジェクトの３つの柱

47プロを構成する３つのプロジェクトについてご紹
介します。
（１）とちぎ未来大使による魅力発信プロジェクト

県では、文化、芸能、経済等、各分野において県内外
で活躍され、栃木に深い愛着を持ち、栃木の魅力・実力
の全国に向けた情報発信を積
極的に行っていただける方
を、「とちぎ未来大使」に委
嘱しています。今回の魅力度
ランキングの結果を受け、全
国で活躍する12名の大使の
方々が、ご多忙なスケジュー
ルの合間を縫って「何かでき

ることはないか」と駆けつけ
てくださいました。こよなく
愛する栃木の魅力をご自身の
言葉で熱く語ったメッセージ
動画が完成し、インターネッ
トで配信中です。ぜひ、全国
の方々にご覧いただき、栃木
の多様な魅力を知っていただ
きたいと思います。
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（３）北関東３県による連携プロジェクト

【出演】※敬称略・動画出演順
１
ＤＯＴＡＭＡ（ラッパー）
２

堀

優衣（歌手）

３

井上

咲楽（タレント）

４

平野

早矢香（卓球元日本代表）

５

河口

恭吾（シンガーソングライター）

６

田臥

勇太（宇都宮ブレックス）

７

ダイアモンド✡ユカイ（ロックシンガー）

８

福士

９

ギュウゾウ（電撃ネットワーク）

10

サトウヒロコ（シンガーソングライター）

11

福田

奈央（SKE48）

薫・益子

卓郎（Ｕ字工事）

（２）栃木県魅力発信ＣＭコンテスト
ふるさととちぎを愛する多くの方から、栃木県の魅力
向上のきっかけとするためのＣＭを広く募集するコンテ
ストを実施しました。栃木県に対する愛着度を高めると
ともに、県の認知度向上につなげることを目的としたも
のです。
昨年12月から今年１月にかけて募集したところ、県
内外から約600作品もの応募があり、当初の想定を大き
く超える嬉しい結果となりました。内容もレベルの高い
ものが多数あり、審査員であるコピーライターの方々も
グランプリ候補３作品の絞り込みには頭を悩まされたと
伺っています。
最終的にリスナー投票でグランプリに決定した作品
「告白」は、３月にＦＭ放送を通じて全国に発信されま
した。

北関東３県（栃木県、茨城県、群馬県）の県民が隣県
の魅力を再発見するとともに、全国の方に３県の魅力を

発信することを目的に、北関東３県の知られざる魅力を
楽しく学べるクイズ動画、
「きたかん３県みりょ Qイズ」
を作成しました。

クイズ動画の作成に当たっては、小さなお子さんから
クイズ愛好家まで幅広い層に楽しんでいただけるよう、
３県のクイズ愛好会の協力の下、初級・中級・上級と難
易度別のクイズを作成し、各クイズには、北関東３県の
観光地やグルメなど魅力溢れる動画も加えました。
さらには、正解者には抽選で３県の美味しいお菓子を
贈呈するなど、北関東３県の魅力をたっぷりと詰め込ん
だプロジェクトとして全国に向けて発信しました。
今年２月から３月にかけて募集したところ、全ての都
道府県から応募があり、合計9,865件もの応募があった
ことから、全国に北関東３県の知られざる魅力を伝える
ことができたものと思います。
正解者のうち抽選で当選した方には、３県の美味しい
お菓子も堪能いただき、北関東３県の更なる「みりょ Q」
を探していただきたいです。
これら３つのプロジェクトを通じて、本県の魅力を全
国に発信することにより、栃木県を訪れるきっかけとし
ていただき、ぜひ、本県の魅力を実感していただきたい
と考えています。

３

栃木県ブランディング

推進方針

「47プロ」は期間限定で集中的に実

施することとしており、長期的な施策
については、令和３（2021）年度か
らスタートする「栃木県ブランディン
グ推進方針」に基づいた取組を行って
参ります。

（１）策定趣旨
これまでの取組の課題をふまえ、時
代の変化に的確に対応し、栃木県が有
する地域資源のブランド化、ひいては
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本県全体の活性化に資することを目的として策定しまし
た。
（２）重点分野の選定と目指す姿
消費者、国内外の旅行者、移住希望者の関心が高まる

時機をとらえ、多様な地域資源や地理的優位性の価値を
際立たせるための戦略を展開します。

（４）成果指標及び目標

（３）ブランド推進の方向性
ア「栃木ファン」の拡大・強化
栃木県の地域資源に対して好意的な感情を有する人
（栃木ファン）をリピーターへと強化します。

また、日常的に身近な人たちから、中間層、そして、

より外部の人たちへと拡大を図ります。

○結びに
栃木には、豊かな自然や温泉、日本一のいちごをはじ
めとしたおいしい食べ物など、全国に誇る地域資源が溢

イ デジタル時代に適応した施策の展開

インターネット時代の消費者購買行動モデル（AISAS）
に基づいた取組
・循環的な取組の展開
・顧客接点を大切にした質の高い情報発信の実施

れています。上記の取組を通じて、これらの魅力を国内
のみならず世界に発信するため、最大限の努力をして参
ります。
多くの皆様に、本当の栃木県の魅力に来て見て触れて
味わっていただき、ぜひ、「栃木ファンになっていただ
くことを願っております。
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弁護士の視点からの地域おこし

地方自治体の「裁判を受ける権利」
─── 国と地方の争訟制度等の欠陥 ───
本稿では、少し話は硬くなりますが、沖縄県の辺野古新基

「国の関与の取消訴訟」と不服申立制度の濫用

地建設をめぐる争訟を例に、
地方自治体が「裁判を受ける権利」

第一次地方分権改革により、国と地方が対等協力の関係に

そのものを否定されている問題を取り上げ、皆様の参考に供し

立つとされるとともに、国の関与によって法的な争いが生じた

たいと思います。

場合に、これを裁定するため、国地方係争処理委員会への審

地域づくりと政策法務

査の申出、さらには、裁判所への訴えの制度（
「国の関与の取

東日本大震災から10年が経ち、あらためて、東北を中心とす

消訴訟」
）が創設されました。
ところが、最近、上述の辺野古新基地建設をめぐる国と沖

る被災各県の復興、特に、福島第一原発の廃炉作業と周辺地

縄県の一連の争訟の中で、現行制度の欠陥が露呈し、そのため、

域の復興の難しさが明らかになってきています。
しかし、地域をどうしていくかについて難しい課題を抱えて

自治体が国に対して対等の立場で法的に争うことができなくな
るケースが生じています。

いるのは、東日本大震災の被災自治体に限りません。

たとえば、2019年４月５日、国土交通大臣は、沖縄防衛局

昨年来の新型コロナウイルス感染症についても、自治体は、
それぞれの地域の状況を踏まえ、外出自粛や休業要請等の蔓

長が申し立てた不服審査請求を受け、沖縄県による公有水面

延防止対策に取り組んでいますが、その反面、外食産業や旅

埋立の承認取消（撤回）を取り消す裁決を下しました。
しかし、これについては、110人もの行政法学者から、国が

館業、観光業等の不振と失業者の増加、さらにはうつ病患者

公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位（行政不

や自殺者の増加などの深刻な問題に直面しています。
また、個別の地域の問題になりますが、たとえば、沖縄県で

服審査法７条２項の「固有の資格」
）にありながら、一般私人

は、県土面積の8.2％を占める米軍基地を抱え、
「基地のない平

と同様の立場で審査請求を行うことは、
「制度の濫用であり、

和で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、引き続き基地

法治国家に悖る」違法行為であるとの強い抗議の声明が出され

の整理･縮小を進める」
（
「沖縄21世紀ビジョン」
）中で、県民投

ました。
沖縄県知事も、
「裁決」は法文上、国の「関与」から除外

票の結果を踏まえて辺野古新基地建設に断固反対する同県と、

されている（地方自治法245条Ⅲ）が、今回の国土交通大臣の

国との間で多くの争訟が提起されています。
このように、わが国の自治体は、人口の減少化と高齢化の下

裁決は同じ国の機関であり、公有水面埋立法上「固有の資格」

で様々な地域の問題を抱え、その解決を目指して取り組んでい

を有する沖縄防衛局に対して下した違法なものであるとして、

ます。そして、その際には、住民に対する条例等の規制や国の

国地方係争処理委員会に審査の申出を行いました。しかし、同

関与に対する争訟の提起などの法的な対応も必要となり、いわ

委員会が「固有の資格」を否定し、国の関与でないとして同申

ゆる「政策法務」の重要性が増すことになります。

出を却下したため、
福岡高裁那覇支部に「国の関与の取消訴訟」
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最高裁によれば、
「法律上の争訟」とは「当事者間の具体的

に、最高裁も、2020年３月26日、同知事の上告を棄却しました。

な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、そ

これに対し、沖縄県知事は、同日、
「国土交通大臣の裁決が

れが法令の適用により終局的に解決することができるもの」と

地方自治法の定める国の関与から除かれ、県が国と係争する途

されます（1981年板まんだら事件）が、本件は、まさにそれに

が閉ざされてしまう。地方の自主性及び自立性を高めるための

該当するものであり、裁判の対象とすべきものです。

地方分権改革による取組や成果を否定するものであり、地方自

（以上、辺野古新基地建設問題の詳細については、拙編著『地

治の保障の観点から問題がある」と批判しました。そして、
「引

方行政キーワード』
（ぎょうせい、本年３月追補）を参照して

き続き、県が行った埋立承認取消の適法性や裁決理由の誤り

ください。
）

などについて、抗告訴訟で県の正当性を主張し、国土交通大
臣による裁決の取消に全力を尽くしていく」旨、コメントして
います。

「抗告訴訟（裁決の取消訴訟）」と「法律上の争訟」

宝塚市パチンコ店規制条例事件最高裁判決の問題点
最高裁は、2002年７月９日の判決で、宝塚市が「パチンコ
店等の建築等の規制に関する条例」に基づき、民事訴訟で建
築工事の続行禁止を求めた同市の訴えを却下しました。

沖縄県知事が言及した上の「抗告訴訟」とは、2019年８月

その理由は、上述のように、そのような訴訟は「法規の適用

７日に、行政事件訴訟法３条１項等に基づき、同県が上記の国

の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己

土交通大臣による裁決の取消を求めて那覇地裁に提起した訴

の権利利益の保護救済を目的とするもの」でなく、
「法律上の

訟です。

争訟」ではないとするものでした。

沖縄県は、辺野古新基地建設のための埋立工事が計画され
ている大浦湾には、軟弱地盤が、広範、かつ水面下90メート

しかし、この最高裁判決に対しても、学説の多くは強く批判
しています。

ルの大深度におよび存在し、現計画地が埋立地の用途に照ら

地方自治体は、当該地域のさまざまな課題を解決していくた

して適切な場所とは言えないこと、また、政府の報告書によっ

め、事業者や住民の活動を条例等によって法的に規制し、毅

ても、その地盤改良工事は７万７千本に及ぶ砂杭を海底に打ち

然とした態度で、これらの者に対して法的立場を貫徹していく

込む大規模なものであり、工事自体に不確実性がある上に、相

必要に迫られる場合がありますが、そのような場合には、およ

当に長い期間を要し、周辺環境に多大な影響を与える懸念があ

そ、わが国が法治国家である限り、権利主体間の争いとして裁

ること等を主張しました。

判の対象とすべきです。

しかし、2020年11月27日、那覇地裁は、本件は「埋立法と

なお、
「法律上の争訟」として、宝塚市が行政上の義務の履

いう法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とした訴

行確保のための民事訴訟を認められれば、違法建築物等の除

訟である」から、
裁判所法３条１項に規定する「法律上の争訟」

去が可能となり（民事執行法171条①Ⅱ）
、また、執行裁判所が

には当たらず、審理対象ではないとして県の訴えを却下しま

その履行を確保するための金銭の支払を命ずることができるよ

した。

うになります（同法172条）
。

この判決は、次に述べる宝塚市パチンコ店規制条例事件最
高裁判決
（2002年）
に漫然と依拠したものであり、
裁判所自らが、
国と地方自治体という行政主体間の争いを裁く役割を放棄した
ものとの批判を免れません。

「法律上の争訟」と地方自治体の「裁判を受ける権利」
憲法32条の裁判を受ける権利は、私人に対するものであり、
自治体に対して直接その権利を認めたものではないと解されて

那覇地裁の判決に対し、同年12月11日、沖縄県は、
「裁決の

いますが、争訟が「具体的な争いになっており、法律の解釈で

形式を用いて地方自治体の自治権を侵害する国の行為を黙認

解決できる限り、法治国家では、機関訴訟の問題ではなく、権

し、司法による救済の途を否定する今回の裁判所の判断は、到

利主体間の紛争だと捉えられ」ます（茂木洋平「行政主体間

底受け入れることができません。このため、県としては、控訴

の争訟の『法律上の争訟』該当性」参照）
。

した上で、改めて実体審理を行うことを求めるとともに、今回

特に、憲法により、一定の自治権を有するものとされている

の裁判所の判断が全ての地方自治体にとっての脅威となり得る

地方自治体に対しては、今後の地域づくりのためにも、地方自

ことを、強く訴えてまいります。辺野古問題を通して見えてき

治の健全な発展のためにも、現行法制度の欠陥を放置すること

た我が国の地方自治の現実は、地方分権改革の掲げる理念に

はできません。判例の変更等により「法律上の争訟」と認め、

まだ遠く、道半ばにあります」として、福岡高裁（那覇支部）

地方自治体にも「裁判を受ける権利」を保障していくべきでしょ

に控訴しています。

う。
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ふるさとの山に向かいて言うことなし
厳しくとも美しい自然に恵まれ、心豊かな地域社会の中
で育ったことは幸せなことです。
平和で豊かな縄文時代から日本の中央集権化過程の桓武
天皇、源頼朝、豊臣秀吉、自称官軍・明治政府等による迫
害を乗越え長い年月に培われた風土は、生活や災害の苦難
にマケズ、忍耐強く慈愛と可能性に満ちた人物を作り上げ
てきました。阿弖流為（アテルイ）
、奥州藤原氏、九戸政実、
原敬、後藤新平、宮沢賢治、石川啄木等々・・・。そして
小林陵侑君の国際舞台での世界的活躍には度肝を抜かれて
います。私が生まれ育った60年前当時はその貧しさから
「岩
手は日本のチベット」と言われていた記憶もあり、スポー
ツでは柔道やスキー競技で日本代表クラスを出すのが精一
杯で、国際舞台の覇者が育つことはありませんでした。
ところが昨今、八幡平市出身の小林陵侑君がジャンプ競
技でスポーツ紙を賑わせるのをはじめとして、花巻市出身
大谷翔平君が大リーグで二刀流の大活躍、大船渡市出身
佐々木朗希君が一軍入り前から全国の期待を集めて、あの
50年に１度の逸材と言われた花巻市出身菊地雄星君の存在

八幡平ふるさと会

会長

春季号

伊藤 彰

すら霞んでしまう有様であり、こうした優秀な若いスポー
ツ選手の波状出現に、岩手の地元には一体何が起きている
のでしょうか？
宮城県出身の羽生結弦君の存在に繋げて考えると、いわ
てスーパーキッズやリトルリーグ等の丁寧な啓発的指導の
賜物と思いますが、私も東日本大震災の際釜石駅で津波に
遭遇して３日間の避難所生活をした経験から思うことは、
千年に一度と言われる過酷な被害を地域にもたらした人知
の及ばない災害の体験がこのような純真に前向きで、不屈
な青年を作り出しているのではと思う次第です。
夏に山背が吹き３年に一度は飢饉となり、普段は恵の海
でも60年に一度突如津波が襲う暮らしの中で、生きている
こと自体がどんなに幸せなことかを噛みしめる、家族と地
域が力を合わせて生きて行く、3000団体に及ぶと言われる
伝統芸能に凝縮される先人の想いを地域で継承している風
土あってこそ、図らずも不意に来た自然災害の雷に撃たれ
て、DNAに眠る無限の能力が爆発して、突然変異が岩手県
内で波状的に出現しているのだと思います。

おでんせ 八幡平へ
岩手県八幡平市は、県の北西部にあり、秋田県青森県の
両県に隣接しています。
八幡平市は様々な農畜産物が育てられており、
上質な「西
根ほうれんそう」や品質・生産量とも日本一の「安代りん
どう」
、
日本名水百選の一つである金沢清水で養殖された「八
幡平サーモン」
、
「杜仲茶ポーク」
、
「八幡平牛」など、八幡
平ブランドとして首都圏の料理人からも、高い評価をいた
だいています。
また、雄大な自然と温泉も数多く湧き出ており、観光の
まちとしての取組も盛んに行われています。1700年代の岩
手山噴火の際に溶岩が固まって形成した「焼走り溶岩流」
、
夏は自然とのふれあい、冬は良質の雪質でスキーを楽しむ
ことができる「安比高原」
、そして岩手から秋田にまたがる
「十和田八幡平国立公園」の八幡平エリアは岩手山から連な
る山々が四季折々の景色を楽しませてくれます。
八幡平は、春に現れる雪の回廊や秋の紅葉が素晴らしく
見事な景色ですが、近年注目を集めているのは、
「八幡平
ドラゴンアイ」です。八幡平の山頂付近にある鏡沼の雪解
けの様子が龍の眼の様に見えることから「八幡平ドラゴン

アイ」と呼ばれており、５月の中旬から６月の中旬の限ら
れた時期に、積雪量や雪解け、天候の状況などの条件がそ
ろうと姿を現す自然現象ですが、その景色を一目見ようと、
国内外からたくさんの人々が訪れています。
なお、八幡平市観光協会のホームページ（https://www.
hachimantai.or.jp/）には「八幡平ドラゴンアイ」のページ
があり、雪解けの時期になりましたら、日々変わる様子が
写真で確認できるようになっておりますので、こちらもご
覧ください。
この他にも、施設により泉質の異なる温泉や、漆器の絵
付け体験やそば打ち体験ができる安代地区の「ぐるっと一
日体験工房」など、魅力にあふれる八幡平市へぜひおいで
ください。

八幡平のドラゴンアイに関連して、八幡平ふるさと会の伊藤彰会長から、歴史、出身人物などの
話を交えて、八幡平をはじめとする岩手の魅力を紹介いただきました。
ウィズコロナ、ポストコロナの新しい時代は多様性、多様な価値観が大切となると思われますが、伊藤さんの力強い文章に表徴
されるような地方の多様性、活力がわが国の将来の多様性や魅力を支える原動力となるように感じられました。
歴史の見方も多様です。
『水底の歌』などで有名な哲学者の梅原猛さんは、
岩手県ゆかりの宮沢賢治と同様に詩人として資質によっ
て、前掲書のような日本史の通説と異なる視点からの歴史書を多く出したと言われていますが、伊藤さんの文章を見て梅原さんの
話を思い出しました。
なお、伊藤さんは八幡平ふるさと大使も務めておられます。
また、八幡平は秋田・岩手の両県にまたがっていますが、ドラゴンアイが現れる鏡沼は、秋田県仙北市で、アクセスは、岩手県
八幡平市の「八幡平山頂レストハウス」から徒歩15分です。本州を龍の本体、青森・秋田・岩手３県を龍の頭と見立てれば、鏡沼
（ドラゴンアイ）はちょうど目の位置にあたるそうです。

編集子から
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歌詠み人

春季号

たたらだに

鈩谷君子の旅紀行

『恐山の旅』
死者のさまよう最果ての霊場「恐山」を訪ねたのは、もう十五年も前のことである。
むつ市の田名部を発車したバスは、ただ黙々と暗い林をわけ入っていく。

ここからは霊界に入る霊峰の
湧き水に口を幾たびすすぐ
霊場に入る礼儀である。おおよそ山のいただき近
くになって硫黄の臭いが鼻をついた。バスを降りる

冬へ向かう彼岸の旅衣重ねよと
恐山の地蔵は着膨れおわす
この白き霊場の秋を怯え飛ぶ
騒然としてからす幾百

と目の前は火口湖の宇曾利湖である。その湖のほと
りを進むと、いたるところに小石の山が積まれてお
り、ところどころに石地蔵がたたずむ。その地蔵が

死者どちといかな語らいなすならん
恐山の日暮れを荒び鳴く鴉

纏っている着物は、亡き子どものものであろうと思
われる四つ身の着物などで着膨れている。死者の安
否を気遣う縁者の心配りであろう。

日が暮れるかかると、賽の河原の大小の石はそれ
ぞれに影を抱く。宇曾利湖の白い砂浜は無数の小さ
な穴からしゅわしゅわと、囁くような水を噴き出す
音がする。まるであちらから、こちらからの死者が
私に寄り添ってくるようなさみしさに心細くなり立
ち去った。この時まさしく死霊の宿る山であるとし
みじみ思った。
水があっても魚の一尾も棲まないというこの霊山
の不思議なまでも穏やかな水面を、立ち去る際に私
はもう一度、振り返った。

ウィズコロナ時代のキーワード
住民社会科学（Citizen Social Science）
マンチェスター市では、自然界にフィボナッチ数列が出
現するかどうかを検証するため、市民ボランティアの協力
を得て、ひまわりを育て、そのタネを数えるプロジェクト
が行われています。
市民ボランティアも、知的好奇心を満たす楽しいプロ
ジェクトなので、自らを市民社会科学者と位置付けて積極
的に参加しているようです。
このプロジェクトには世界中に賛同する人がいて、7か
国12千人が参加するという大プロジェクトになりました。
この住民社会科学は、英米系の国々にポピュラーで、貝、
蜂、鳥、星などの数を一定基準に基づいてカウントし、経

年比較する調査研究なども行われています。こうした研究
を基に地球温暖化へ警鐘を鳴らすなど政策提言を行うグ
ループもあります。
ウィズコロナ時代で、リモート勤務など家にいる時間が
長くなった住民も増えていると思われます。
そんな住民に住民社会科学の調査・研究をお願いし、例
えば、花のタネを配って開花時期や花の数を数えるなど、
身近な自然現象の観察者になってもらえばどうでしょうか。
その結果、多くの住民が協力するようになり面的に広が
れば、自治体の生態系が具体的に見えるようになるかもし
れません。
また、時間的に広がり、経年変化を比較できるようにな
れば、自治体の環境変化を示す指標となるかも知れません。
市民社会科学者の活動を政府が取り上げて成功した事例
に、台湾の各店舗のマスク在庫状況を知らせる「マスク地
図」のアプリがあります。
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♪ スイッチ オン ♬

マ ジ ッ ク で地域を元気に
♠

そこでも使う材料は誰
もが直ぐに手に入る手
ごろな材料で、ちょっ
とした工夫と訓練でで
きるマジックを教えて
いました。
80歳過ぎの受講者で、教えてもらったマジッ
クを孫に披露したところ、大変に喜ばれ、その後、
親を含めたコミュニケーションがスムーズに取れ
るようになったと聞きました。そんな風に人間関
係が上手くいくようにマジックを役立ててもらえ
るとうれしいですね。冷め切っていた夫婦間が良
くなったとかもありました。（笑）
平谷：身近にあるモノを使うという野口さん流のマジッ
クから地域おこしのヒントを考えるとすると、地
元にある産物を活かして地域の魅力を増すという
ことですね。
野口：身近にあるモノをマジックに使う場合、２つのパ
ターンがあると思うのです。
（1）身近にあるモノからマジックを考えるパター
ンと
（2）マジックのタネから材料を身近なところに探
すパターン
平谷：
（1）のパターンを地域おこしで言えば、隠岐の島
の海士町のサザエカレー。島の名物のサザエを具
にしたカレーは島内では日常の食べ物で、それが
大都市圏で受けるとは思わなかったのだけれど、
商品化してみようと考えて「島じゃ常識 さざえ
カレー」のキャッチコピーで売り出したところ大
当たりした。
野口：地元の人々が美味しいと食べていたものなので、
それから売り出しを発想したパターンですね。
平谷：
（2）のパターンとしては、地元のゆかりからレシ
ピを探し出して再現したり、映画やテレビの画面
を参考に新たに創り出したりするタイプがある。
再現した例に、呉や横須賀の海軍カレー、舞鶴
の海軍肉じゃが
新作した例に、小豆島の『二十四の瞳』の学校
給食ランチなどがありますね。
野口：上手く地域おこしの話と結びつけますね。

マジックと地域おこし

平谷：現在はウィズコロナの大変な時代で、観光客、常
連客の激減により、文豪ゆかりの老舗旅館の廃業
や著名人が通った名店の廃業なども取りざたされ
るようになって来ました。
そんな中で、マジックで地方を元気にしょうと
頑張っておられる野口さんから、地方を元気にす
る秘訣やマジックの手法を応用した地域おこしの
ヒントなどをお伺いできればと思っています。
野口：全国に仕事で行ったご縁で、あったかふくしま観
光交流大使、いしかわ観光特使、新潟フレンズ、
静岡市いいね隊などを務めています。その関係も
あって、地方が元気になってもらえればうれしい
ですね。
平谷：その思いが、野口さんのマジックの原点で、マ
ジックをきっかけに初対面の方の緊張がほぐれた
り、参加者同士が仲良くなったり、参加者が元気
になったり---といった独特の魅力があります。
野口さんの手作りの名刺もそうですね。私が観
光特使を務めている高知県の会合で、当時の尾崎
知事に紹介したときに知事が名刺をもらってびっ
くりしていたことがあった。
野口：目白でお会いしたときでしたね。
さらに、それには後日談があって、また尾﨑知
事にお会いした時に挨拶にいったら、知事はちゃ
んと覚えていて直ぐに「あの名刺の出し方、覚え
てますよ。
」と言っていただきました。それで、
打ち解けた会話ができました。
平谷：なるほど、あの名刺には、瞬間効果のほかに持続
効果もあるんですね。
その名刺のように、野口マジックの魅力は、身
近にあるモノを工夫して活用している点にあると
思うのだけれど。
野口：
「飛び出すラポール！」で商標登録と実用新案取
りました。
私の場合、どこにでもある、誰もが持っている
品物をマジックの材料にしているので、会場のお
客様からお借りすることもあります。
また、墨田でマジック教室を開催していた時は、
オーロラ・ビジネススタイル研究所
のぐち

まさよ

代表 野口 雅代

〒111-0034 台東区雷門1-15-12
Email:m.noguchi@aurora7.jp
http://www.aurora7.jp/

リーディングマジシャン
ポジティブライフコンサルタント、ライフコーチ、
心理カウンセラーとして全国各地で講演
あったかふくしま観光交流大使、いしかわ観光特使
栄養士、第一種衛生管理者資格取得
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【マジック披露】
モンゴル大統領、エジプト、チュニジア、ベトナム、フィジー、
シンガポール、ドイツの各国大使など海外の要人
福島県知事、石川県知事、高知県知事、静岡市市長、新潟市市長
など地方自治関係者ほかスポーツ界の著名人など
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♣

地味なモノほど魅せるテクニックが大切

平谷：野口さんの場合、身近なものから発想したマジッ
クだけに、地味な感じとなることは否めないとこ
ろで、だからこそ、見せ方が大切になると思われ
るのだけれど、特別の工夫はありますか。
サザエカレーの例で言えば、赤い色のパッケー
ジに『島じゃ常識 さざえカレー』のキャッチコ
ピーで売り出したような。
野口：マジックに関しては『サーストンの三原則』とい
うのがあって、
原則１：予め起こる現象を説明してはならない
原則２：同じマジックを繰り返してはならない
原則３：タネ明かしをしてはならない
それがマジックを魅力的なものにしていると
思っています。

原則１：予め起こる現象を説明してはならない
平谷：なるほど。それでは、
「原則１：予め起こる現象を
説明してはならない」から順に見ていきましょう
か。先程お話の合った野口さんの名刺もこの原則
に従っていますね。名刺交換するときに一工夫あ
るとあらかじめ思う人は誰もいないでしょうから。
野口：厳密に言うと、名刺にひと工夫あると言うことも
原則１からは、望ましくないのです。
平谷：確かに。名刺に何かあると予め分かっていると、
名刺をもらう相手も身構えるからインパクトが少
なくなってしまう。
この原則を地域おこしに応用しょうとすると、
最近困ったことが起きている。
SNSやブログによる『映える風物』の拡散と
お取り寄せ便による地域特産物の販売で、その地
域に行かなくても素晴らしい景色をみながら、美
味しい特産物を味わうことができる時代になって
きた。
その分、現地に行ってもサプライズの面白さや
強烈な味覚といったインパクトが薄れるように
なってしまった。
野口：おもしろさが半減しますよね。
逆にSNSやブログが映像を拡大してくれたお
蔭で、観光客がどっと押し寄せるようになるとい
う大きなPR効果もあるし、お取り寄せ便の普及
で地域の特産物の販売が促進されるようになった
とかプラスの効果の方が大きいと思います。
もっとも、お話のようにサプライズやインパク
トが薄くなったとしたら、それを補うための工夫
が必要ですよね。
平谷：例えば、ポピュラーなマジックでみんなその結末
を知っているけれど、実際に目の前で見て、それ
でも感激するときと陳腐だなと思うときがあるけ
れども、その差はなんだろう。
野口：１つは手際の良さですね。リズミカルにトントン
トンと運んで期待していた結末が生じた場合、分
かっていても気持ちがいいのです。

2021（令和３）年４月14日
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また、結末のところを少しアレンジするとか、
結末の後にさらにもう一つ小さなサプライズを付
け加えるとか。
平谷：例えば、誰もが知っている三大奇橋の１つの祖谷
のかずら橋にプラスして峠の岩の上に立つション
ベン小僧や妖怪博物館に案内するなどの手法。
もっとも、付け加えたものが蛇足にならないよ
うにする必要があるけれど。
野口：最初の感動が艶消しにならないように必要があり
ますね。
それでも、一工夫しようとする姿勢そのものは、
とっても大切です。そして、その思いはお客様に
伝わるものなのです。
平谷：SNS、ブログ、お取り寄せ便の時代だからこそ、
さらなる一工夫が必要ということですね。

原則２：同じマジックを繰り返してはならない
平谷：次に、『原則２：同じマジックを繰り返してはな
らない』は、地域おこしにどう生かすことができ
るだろうか？
野口：マジックをしていると、時々お客様から「素晴ら
しい。もう１回やって」という要望を受けること
があり、リクエストにお応えしたい気持ちは山々
ですが、繰り返すことで、お客様は「タネをあば
いてやろう」という視点で見て、タネが分かった
ところで「な～んだ」となりますので、心を鬼に
しておさめます。
平谷：なかなか大変ですね。
さて、繰り返しと聞いて直ぐに頭に思い浮かぶ
のは、リピーターなんだけれど『繰り返してはな
らない』で、リピーターお断りじゃ話にもならな
いし。
野口：逆に『一見（いちげん）さんお断り』なら京都の
お茶屋さんなんかにはありますよね。
それだけ、『おなじみさん』のリピーターを大切
にしている訳です。
私のマジックディナーにもたくさんのリピーター
さんがいらっしゃいますが、
実際に、地域おこしにリピーターはとっても大切
です。
平谷：リピーターは、どうしてリピートするのだろう
か。
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勿論、よく知っている地域なので安心できるとい
う点もあると思われるけれど、リピートする度に、
何かしら新しい発見があって、それでますますそ
の地域の魅力に引き寄せられるということもある
のではないだろうか。
野口：私の『マジックディナー』でもリピーターが多い
ですが、場所、食事を変えたり、一部の定番のマ
ジックは別としてそれ以外のマジックのネタを新
しくしたり、構成を変えたりいろいろと新味が出
るように工夫しています。
平谷：一部の定番のマジックを残しているのは、初参加
の方もおられるからですね。
野口：そうです。
地域おこしも、定番の魅力をベースにいろいろ
と工夫すると面白いですね。
日本は、四季の区別がはっきりとしていて四季
折々の魅力があるので、それを借景として取り込
むとか、季節の産物を料理に活かすとか工夫を凝
らせば、四季折々のアクセントが醸し出されて新
鮮味がでるのでは。
その意味で、四季の変化に富むこの国は素材に
恵まれているとも言えますね。
平谷：確かに。昔、仕事の関係で、弘前、高山、富山、
彦根など毎年行っていたけれども、行く季節ごと
に新しい発見があって、飽きるということはな
かった。
例えば、弘前、桜並木が有名で、さらに林檎の
剪定技術を活かして見物客が桜を見やすいように
するなどの努力を重ねているので、花見時には大
変に見ごたえがある。
一方秋は秋で澄み渡った空気の中で銀杏の黄、
紅葉の赤がくっきりと美しく、林檎を使った料理
も美味しい。 こんな風に説明していたらキリが
ないのだけれど、夏、冬---どの季節にも行っても、
それなりの新味と風情があって、その都度満足し
て帰京していた。
他の地域も同様で、何かしら新しい魅力の発見
があった。
野口：私も北は北海道網走から南は五島列島まで仕事で
呼んでいただいてますが、自然の景色もさること
ながらお料理やお酒、温泉と、まさにそれを感じ
ました。

原則３：タネ明かしをしてはならない
平谷：次に、
『原則３：タネ明かしをしてはならない』
はどう。
野口：地域おこしのタネを見つけ、工夫をして、それを
売り込む。そこには、当然タネを見つけ活かす工
夫をするというストーリー性は必要ですが、克明
にすべてタネ明かしまでしてしまうと、有難味、
神秘性が無くなってしまいますね。
平谷：マジックも地域おこしもどこかに神秘性を残す必
要はあるでしょうね。
自然がタネを創ってくれた例で、城崎温泉の玄
武洞の柱状節理、阿波の大歩危小歩危の断層など
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もそのタネつまり生成の由来を地質学的に克明に
解説されると却って白けるというか、ロマンがな
くなってしまう。
野口：マジックの後で「今日のお客様には特別にタネを
教えましょう」と言って、タネを見せながら最初
のマジックのプロセスを繰り返し、お客様がこの
タネであの結末になるのかと納得して見ていた
ら、全く別の結末になってしまうという二重のト
リックのマジックもありますね。私が考えた飛び
出す名刺マジックにもこの仕掛けがあります。こ
の場合も肝心なところはタネ明かしをしていない
ので、神秘性というか魅力が残ります。知らない
ことが幸せの時もありますよね。
平谷：ある意味、企業秘密みたいなものだから。
最近、自治体の政策のヨコ展開ということが良
く言われる。だけれども、地域おこしは、ある意
味でライバル関係なので、苦労して創った究極の
タネは明かさないという姿勢も必要なのかもしれ
ない。それは不親切なようにも見えるけれど、そ
れぞれの自治体がタネ創りを創意工夫して切磋琢
磨することで全体のレベルが上がっていくことも
あると思う。
例えば、ガラス工芸で有名な小樽市と長浜市。
昔、長浜市の青年商工会議所の方々が、ガラス工
芸のノウハウを教えてもらおうと小樽に行ったと
き、ちょっとした行き違いがあって、全く教えて
もらえなかったとか。それで、逆に、発奮して頑
張ったので現在の長浜ガラス工芸の隆盛につな
がっているみたいです。
野口：なかなか参考になる話ですね。
平谷：どんな動機でも、そんな風に切磋琢磨することで、
レベルがアップし、世界に通用する観光地になっ
たり、特産物ができあがる。
世界を相手にするようになると、国内の限定さ
れた観光客や購買層を取り合いするゼロサムゲー
ムを卒業して、世界の観光客、購買層を相手にし
たセールスができるようにわが国全体として潤っ
ていく。

♥

マジックで楽しく地域を元気に

野口：何だか話が大きくなってしまいましたね。
マジックも地域おこしも楽しいですよね。サー
ストンの三原則で言えば、意外性で人を驚かせて
感動を与える（原則１）、そのために工夫をする
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が、
その苦労の舞台裏を見せない（原則３）、また、
常に新しいネタを工夫して感動を与えられるよう
にする。
（原則２）
その結果、地域も潤うし、みんなも笑顔になる。
平谷：なるほど。
身近にあるものを手作りでという野口さん流マ
ジックの極意ですね。
確かに、それが原点でした。
ところで、あの東日本大震災から10年経ちま
したが、その間、野口さんは、マジックで、被害
に遭われたり、親しい方を亡くされた方々を慰め
たり、避難生活を余儀なくされている方々を励ま
してこられましたね。
野口：震災の半年後、電車も不通でバス移動されている
時期に、宮城県の商工会議所に招かれ女性経営者
の方々にお話しさせていただきました。懇親会で
は「目の前で家を流され街も流され、人のために
なんてできないと思いましたが、マジックと話し
を聞いて前向きに生きようと思いました。」と言っ
ていただけ、自分に何ができるのだろうと思って
いましたが行って良かったと心から思えました。
逆にこちらが勇気をもらいました。
そこでは、身近にあったパンフレットを使った
マジックで、
「あきらめなければ再生、復活でき
るのです！」というメッセージを…… 。別の方
からですが「あの時のこと今でも思い出します。」
と年賀状を頂いたときも嬉しかったです。。
平谷：震災と津波で家族や地域の方々と一旦バラバラに
なったとしても、また復活できますよというマ
ジックですね。
野口：はい。結びに色々なシルクをバラバラに離し最後
は一つに繋げ、円（縁）となり絆になるシルクラ
ポールのマジックでその話しをしました。
また、３年前の福島の商工会の夏祭りでは、子
どもたちに「一見不可能に見えることでも、強い
思いを持って努力すれば実現できるので、あきら
めずに頑張って」とのメッセージを込めて思考が
現実になるマジックをお見せしました。
平谷：子ともたちが元気になれば、その姿は大人にも、
やる気や元気、この子供たちのためにも頑張らね
ばという活力を与えてくれますよね。
野口：実際に、子どもたち相手にマジックをしている
と、こちらが元気をもらえます。
平谷：特に印象深かった思い出はありますか。
野口：東北の仮設住宅でクリスマスパーティがあり、女
川、石巻など２日間で10数か所回って、絆、人
と人とのつながりが大切というメッセージを込め
てシルクラポール等のマジックを披露しました。
その１つの会場で10歳位の男の子が手伝いをし
てくれ、最後にクリスマスプレゼントを子供たち
に配った時、その場にその子だけいなかったので
マジックに興味がないのかなと思っていたら、車
の帰り道に待っていて「マジック楽しかったよ！
ありがとう。
」と大声で何度もジャンプしながら
叫んでくれました。車の中では「ドラマみたい
やー」と言いながら皆が泣いていたのでこちらも
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感動して涙が出ました。
平谷：野口さんがシルクラポールで披露された『絆、人
と人とのメッセージが大切』というメッセージが、
その男の子の心にちゃんと通じて、元気を与える
ことができたのですね。
マジシャン冥利につきるのではないでしょうか。
野口：ありがとうございます。毎回人が違うのでそれ
ぞれドラマがありますよね。
東北の話題になると、皆さんお元気かなと顔が
浮かび、またお会いしたい気持ちになります。
震災前にも福島、宮城、岩手の商工会議所、法
人会、経営者協会の方たちにもご縁があり、最後
のマジック場面での笑顔を思い出します。
一見不可能に見えることを可能にするマジック
を披露することで困難な状況にある人々に、乗り
越えることができるのだとのメッセージを発信で
きればと思っています。
さらに、それを面白く楽しく演じることで、見
ている方に勇気、元気、感動を与えられたらいい
ですね。
平谷：あれから10年経ちましたが、まだ心の傷が癒さ
れていない方、仮設住宅でご不住な生活を余儀な
くされている方もおられますので、野口さんのマ
ジックで元気になってもらえるといいですね。
野口：これからもそんな機会が持てればと思っていま
す。目の前の子供たちが元気にキラキラと目を輝
かせていく姿、将来を悲観して茫然自失していた
大人たちにも活力を与えられたこと等いろいろな
場面の中、自分が出来ることで少しでもお役に立
てたら嬉しいです。
平谷：そうした方々はもとより、今、コロナ禍で日本全
国が大変な時なので、マジックの力で少しでも多
くの方に勇気と元気を届けることができればいい
ですね。
野口さんは、商工会議所や商工会などから招待
されて全国津々浦々でおもてなしやメンタルヘル
スの講演、研修、セミナーやマジックを披露され
ておられるので、また、見たいと言うリピーター
も数多いとおもわれますし、初めてなので是非見
たいと言われる方も多いと思われます。
いずれにいたしましても、野口さんのマジック
で、さらに多くの方が明るく前向きになりますよ
うに願っています。
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お寺の参道でカフェと手作り雑貨のお店をオープン。
みんなで創るシェアカフェを目指して。
千葉県鴨川市地域おこし協力隊

はじめまして。鴨川市清澄地区の地域おこし協力隊を
している亀谷晶子と申します。千葉市の自宅サロンで植
物やハーブを楽しむワークショップなどを主催していまし
たが、海の近くのもっと自然豊かな場所で暮らしてみたい
という気持ちが強くなり、２年前から鴨川に通っていまし
た。もともとまちづくりには興味があり、ご縁あって昨年
４月から地域おこし協力隊として鴨川で活動しています。
昨年は新型コロナのためにこれまで行なっていたユリ
鑑賞会や星空観察会などのイベントができなくなったこ
ともあり、参道にある空き店舗をリノベーションしてき
ちんとしたお店にして運営する事を目標にしてきました。
空き店舗は前隊員によって一部棚の設置と軒の修繕が
行なわれていたので、引き続き店内を地区の皆さんと
DIYでリノベーション。壁は漆喰で明るいイメージに塗
り直し、古い木枠も全部ニスを塗り、キッチンカウン
ターや仕切りを兼ねた収納棚を手作り、頂き物の年代物
のテーブルセットの椅子の座面を全部張り替え。屋根修
理と床のペンキは地区と関わりのあるプロの方にお願い
しました。
そして明るくきれいになった店内に地元の作家さんが
作った手作り雑貨などをディスプレイ・販売コーナーを
作り、「工房きよすみ＆カフェ」（土日祝日営業）として
８/８に地区の方向けにプレオープン。９/12に本格オー
プンしました。10月からは地元の木の実を使ったワー
クショップなどを毎月開催。市内外からご参加いただい
て好評でした。
しかし基本的に人手不足で、現在工房カフェと販売・
ワークショップの運営は私と地元スタッフの２人でやっ

工房きよすみ&カフェ外観
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亀谷晶子

ています。
年明けから地元スタッフの家族の介護が始まったこと
もあり、今後も継続していくためには、がんばらない店・
楽しくゆるく続けていける店をテーマに、外部の方（市
内在住の方など）の力も借りながら運営する方向で考え
ています。
幸い外部の協力者さんが増えてきてくれているので、
今後は日替わりシェフ・週替わりシェフなど皆でシェア
できるカフェであったり、素敵な物づくりの作家さんた
ちにもワークショップや販売などで関わっていただきた
いと思っています。
こちらに来て感じるのはお元気な年配者が多いこと！
70歳はまだまだ若いなと思いました（笑）。外部の協力
者さんたちもそんな方々です。こんなご時世の中、明る
い元気なおばちゃんたち（おじさんももちろんそうです
が）は皆に元気を与えると思うのです。そして、年代に
関係なく「やってみたい」「チャレンジしたい」を叶え
られる場にもなればと考えています。
私自身もアート的なことをしたくて鴨川に来たので、今
後はそちらの学びや活動も行いながら、思いや方向性を
共有できる仲間とともにこのお店を創っていきたいです。
現在カフェではワンプレートランチが１種類、デザー
トが２種類、飲み物は地元の直焙煎の珈琲店から仕入れ
たコーヒー、自家製の果実ドリンク、紅茶など、季節の
ものや手作りのもの、出来るだけ素材にこだわったもの
を提供しています。SNSで発信もしているので応援いた
だけたら嬉しいです。→https://www.facebook.com/
kiyosumi377e/about/?ref=page_internal

工房きよすみ＆カフェ店内。地元スタッフの村尾さん（写真中央）と筆者
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私のふるさとの今

小樽ふれあい観光大使
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小林英夫

「氷の微笑」と聞くと1992年、ア
メリカのミステリー映画を思い出す。
出演はマイケル・ダグラスとシャ
ロン・ストーン。
内容は、殺人事件の容疑者となっ
た作家と彼女に惹かれていく刑事の
駆け引きが面白かった。シャロン・
ストーンの出世作で全世界で大ヒッ
トとなった。
毎年の小樽運河倉庫には、壮大なる自然の芸術作品がツラ？？ナッテいた(ツララ)。札幌雪まつりの氷像芸術
作品とは、また違った意味で「経済と自然が織りなす壮大な芸術！？」の一つでもある。小樽市民が極寒と感じ
る生活風景の一部でもあった！
！
その様な冬の風物詩も、悲しい事に今年はコロナ感染拡大のために、観ることができない。
毎年冬の生活風景として観れる「氷の微笑み」(自然がおりなすツララ)が視れない！なぜ！？・・・・倉庫内
のお店には人もいない、お店も閉まって暖房がない！屋根の雪も解けない、よって氷もない。北国の小樽ならで
はの「ツララ氷の芸術❣」が、今年は何も無い！！
すべてコロナが奪った！
！寂しい限りである。
コロナ感染拡大の自粛規制で、観光大型バスが一台も来ない。海外からも国内からも人が来なくなった。毎年
この時期には、各種イベントが開催されて、観光客がひしめき合い、お店に暖房の火が入り！観光客が大勢入り！
その暖房熱で屋根の雪が溶けて！シバレテ(凍って)出来る！ツララ氷の芸術が観たいものだ。
来年は観れることを願い！コロナ終息を心から祈ろう❣

全国ふるさと大使連絡

会議会員の皆様お元気で
お過ごしでしょうか。
日本中いや世界中がコ

ロナ禍の未曾有の惨状の
中〜突然として平和な日
常が奪われ、マスクと消毒用アルコールで身を護りな
がらの不安不自由な毎日でした〜やっと出口の灯りが
見えて来そうですが──
この様な状況に於いて芸能活動は全面的に活動中止

になってしまいました。
文化庁より『アートにエールを』の後押し対策（援
助）により、今年元旦“コロナに負けるな!!!歌で勇気
を届けたい!!!第47回日本歌手協会歌謡祭”がテレビ東
京で放送され、私は第３部夜８時頃の出番でした。
２月に大田区イベントホールにて無観客ゲスト２名

で、
「千波裕美歌謡ショー」ユーチューブ配信用のビ
デオ撮影を行いました。
また、３月17日に亀有リリオホールにて“春の歌の
祭典”の公演、さらに、３月16 〜 17日、芝メルパルク

ホールにて“2021春〜歌の祭典”の公演を行いました。
緊急事態宣言解除後は、次のように各地を巡って歌

で元気を届けるための公演などを予定しています。
★与論島ツアー第２弾

★東日本大震災に関するイベント出演
★老人福祉施設巡り
（各地ディナーショウ、都内近県温泉!美味しいも


の巡りバスツアー、各地ディナーショウ）
★カラオケ大会ープロヘの道へ
また、私はヨロンパナウル観光大使を務めています
が、ヨロン観光協会より「現在の状況は３月７日から

関東圏を除く本土よりの観光客は１割程度ですが全面
解除やゴーツートラベル解除を期待しています。島と

しては受け入れ体制は全面的に大丈夫です。どうぞ美
しい花とサンゴのヨロン島にお出で下さいませ。」と
のメッセージをいただいています。
ヨロンパナウル王国観光大使）
 （理事 千波 裕美
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◆新会員のひと言◆
土佐幡多の会

会長

中野 正三

私は1946年に高知県幡多郡中村町（現在、
四万十市）で生まれました。
中村小学校、中村中学校、中村高等学校を
経て、昭和44年に大阪電気通信大学電子工学
科を卒業し、米国法人コムスチュート（
（株）
CIJの前身）に入社し、コンピュータソフト
ウエアの開発をしました。現在も（株）CIJ及びCIJの子会社（株）
CIJネクストの相談役として、この会社一筋で現在に至っています。
2012年３月10日の発起人会を経て2012年年６月30日に土佐幡多の会
（当時、関東幡多四万十会）を設立し、会長に指名されて、現在に至っ
ています。その後、四万十市観光大使、高知県観光特使を拝命し、
故郷のために力を注いでいます。
ふるさとPRとしては歴史的には幡多荘が知られています。幡多荘
（はたのしょう）とは、土佐国幡多郡のほぼ全域及び高岡郡の一部
事務局に携わらせて頂いて、早くも9か月が過ぎ、
コロナ下という障害はあるものの、たいした事はでき
事務局より ていないなー、と反省をしています。
そうした中、数名の方から退会のご連絡をいただい
て、とてもさみしく、もっとやりようがあるのでは？
と考えています。
一番、悲しいお知らせは、体力がなくなって、会への参加が難しくなった、
とのお報せです。とても残念と言っていただいた方もいらっしゃいます。
平均寿命から健康寿命を引いた年数を、不健康な期間というそうですが、
なんと日本は断トツの世界一（10年程）だそうです。残念なことに日本人は
健康で長生きしているのではないという現実を知りました。
そんな情勢にもかかわらず、新しく会員様が加わっていただきました。ご
紹介文を拝見しましても、
とてもお元気で活躍されている事がうかがわれます。

春季号

を占めた荘園。現在の高知県四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・
三原村・黒潮町・四万十町のほぼ全域と中土佐町の一部地域（久礼）
にあたる。一条家の所領とされた。応仁の乱が勃発した際、京都が
焼け野原になったため一条教房が下向して中村に城を築いた。
中濱万次郎（ジョン万次郎）
、樋口真吉、谷 干城、竹内明太郎（吉
田茂の実兄）
、上林 暁、大江 卓、など多くの偉人を輩出してい
ます。カツオ、そうだカツオ、マグロ、はまち、文旦、焼酎、ソウ
ダカツオ醤油、干物、など多くの名産を世に出しております。
今後の抱負ですが、土佐幡多の会は幡多を全国に知ってもらえる
ような活動をしていきたい。
まず、組織を全国規模に拡大していきたい。
また、以下のような活動もしていますので、皆様のご支援とご協
力をお願い致します。
（1）幡多路ツアー、幡多の偉人を訪ねるツアー （2）偉人の紹介
（3）ビジネスマッチング （4）移住促進 （5）小中学生へのデザ
インコンクール （6）ハイキングなどを通して健康増進 （7）会員
などから提案のあった事柄
元気の素は何だろう？と、感じました。
そうした、
元気な会員様の元気の素の情報交換をしてみたいと考えました。
コロナで、外出は少なくなり、体を動かす機会が減って運動不足に陥って
と、
いる現状を嘆いているのでしょうか？川柳に、
「出勤が 運動だと 気づく腹」
ありました。
「コロナは健康の大切さを教えてくれた」ようです。
「私の元気の素は！」を会員相互で共有しませんか．メール配信で。
例―「野菜は生で食べるより煮て食べるほうが栄養が摂れているようだ。
」
や「駅のエスカレーターは使わず、階段を歩く。
」のような、ちょっとした心
がけで生活に活力を見出せるような内容を・・
以前お伝えしましたのどを鍛える「音読」の事も情報交換したいと考えて
います。

Mail furusatotaisi@gotochi.biz

fax-03-3684-6800

全国ふるさと大使連絡会議の概要

年会費納入のお願い

（2020年９月末現在）
●設立年月 1996年８月８日
●目
的 各地において制度化され、委嘱さ
れている「ふるさと大使」および「委嘱者」
相互の情報交換・交流・連携を図り、全国の
ふるさと・地域の活性化に貢献することを目
的とし、その達成のために各種の事業を行う
ものとする
●会員の資格
①ふるさと大使
②ふるさと大使委嘱団体関係者
③ふるさとを愛する人々等
●会
費 所定の会費（3,000円以上、団体
会員は10,000円）もしくは相応の貢献寄与
をしなければならない

年会費は個人会員3,000円以上（3,000円以上大歓迎）、特別会員5,000円、団体会員は10,000円です。
2020年度会費の納入をよろしくお願いいたします。
＊郵便振替
加入者名─全国ふるさと大使連絡会議
口座番号：００１９０-７-１４９６５８
＊郵便振込
店名―０３８ 普通７２１１０５１ 口座名：全国ふるさと大使連絡会議
＊銀行振込
三菱UFJ銀行 亀戸支店 普通０１７３１４６ 口座名：全国ふるさと大使連絡会議

2020年９月末現在の会員構成
大使会員
109名
団体会員
21団体
一般会員
143名
合
計
272名

確認された大使制度
県知事が委嘱
市長村長が委嘱
諸団体等の長が委嘱
合
計

（2019年10月現在）
44団体
90制度
630団体 731制度
147団体 150制度
821団体 971制度

編集後記
コロナ禍は、１年以上経っても終息のきざしを見せず、五輪をはじめとする各種のイベントや
事業にも多大の影響を与えています。
それでも全国各地から続々と届く花だよりに、春の芽吹きを感じる昨今です。
この春季号でも、新しい芽吹きを予感させる原稿が多数寄せられました。
・栃木県の魅力発信の新しい取組み「47から始まる栃木県」
・新しい時代に相応しい「地方自治体の裁判を受ける権利」の確立に向けての提言
・台湾の観光客が新たな視点から発見、拡散したと伝えられる八幡平のドラゴンアイ
・
『温故知新（古きを訪ねて新しきを知る）』の観点から、地域の先人の足跡を偲びつつ
新しい魅力を見出そうとする八幡平の取組み
・先人たちが畏れつつ敬った恐山を新たな視点から歌った「恐山の旅」
・新たな働き方改革の時代に相応しい「楽しくゆるく続けていける店」での地域おこし協力隊の活動
・全国各地で人と人との絆を再生したり、人々に元気にするマジックを披露している話
・人のつながりを大切にした地域おこしに努めている銚子市、与論島のご紹介
──など貴重な原稿をいただきました。
ご多忙の中ご寄稿いただいたみな様に改めて厚く御礼申し上げます。
ワクチン接種が始まったとはいえ、まだまだ予断を許さない時期が続きそうですが、お体に気
を付けてお過ごしください。
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