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■ 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

全国ふるさと大使連絡会議発行

2018年秋季号（通巻89号）

　全国ふるさと大使連絡会議が調べた各地の「ふるさと大使」制度は2018年９月末
現在、全国で809団体、951制度となった。昨年10月以降に18団体の新設が確認され
たほか、新たに判明した制度も含めると、前年同期より43団体・48制度増加した。内
訳は都道府県が44団体・90制度、市町村が620団体・713制度、観光協会など諸団体
が145団体・148制度。
　山梨県北杜市は市制施行13周年の昨年12月９日、「北杜市ふるさと親善大使」とし
て俳優の柳生博さん、シルクロード美術館館長の平山美知子さんら８名を委嘱した。
　千葉県木更津市も今年１月、市制施行75周年の節目で「木更津PR大使」を設置、
俳優の中尾彬さん、氣志團のボーカル、綾小路翔さんが就任。静岡県湖西市は今年８月、
「市ふるさと大使」を創設、地元出身歌手の中根もにゃさんら８名を委嘱した。
　京都府亀岡市は旧来の「亀岡観光大使」を17年度末で廃止。今年４月から新たに「京
都・かめおか観光PR大使」を新設し、漫画家の秋本治さん、東洋文化研究者のアレッ
クス・カーさんら３名を委嘱している。
　佐賀県唐津市も今年６月に「唐津大使」制度を終了し、新たに「唐津観光大使」を創設、
篠笛奏者の佐藤和哉さんと美容・健康食品会社経営の岩本初恵さんの２名を委嘱した。
より観光PRを重視したもので、「唐津パスポート」と記した特典付き名刺を市内のサー
ビス提供店で提示すると割引や景品のプレゼントがある。
　地方だけでなく、東京でも武蔵村山市が今年７月「市観光大使」第１号にタレント
の薬丸裕英さんを、国分寺市も９月、元プロ野球選手の木田優夫さんらを委嘱した。
　近年目立つのが「観光」を名称に取り入れるケースで、新潟県阿賀町、三重県名張
市、広島県安芸高田市など、この１年の創設18団体のうち12団体が「観光」を使って
いる。また「PR」大使の名称も木更津市、宮崎県小林市、亀岡市の３市が使用、大使
の役割としてストレートにまちのPRを期待している。
　逆のケースが姫路市で、今年１月から旧来の「ひめじ観光大使」を「姫路ふるさと大使」
に名称変更した。観光だけでなく、様々な分野の発信・PRを進めたいとのことだ。
　「大使」の呼称を使わないのが北海道浦幌町で、昨年10月に「うらほろアンバサダー」
を創設、地元出身の料理研究家ら４名を委嘱している。
　異色なのは宮崎市が今年５月創設した「宮崎市ニシタチ大使」。ニシタチとは市中
心部の西橘通りを中心とする市最大の歓楽街の通称で、市と観光協会がブランド化を
推進しており、芸能界きってのスナック通で、全日本スナック連盟会長の玉袋筋太郎
氏に同大使を委嘱した。
　諸団体では、鹿児島県の霧島市観光協会が今年１月、「霧島市観光協会公認大使」
という名称で俳優の福永翔平さんを初委嘱した。

「ふるさと大使」809団体に
大使名、「観光」や「ＰＲ」に力点

【１面】 「ふるさと大使」　809 団体に　
 大使名、「観光」や「PR」に力点

【２面】大使だより　第 78 回
 やまがた特命観光・つや姫大使
 山形県知事　吉村美栄子
 やまがた特命観光・つや姫大使
 稲田　俊明

【３面】夏季交流会に 50 名 ――稲田　俊明
・講話「修験道について」（大泉成範氏）

【４面】情報交流・研究会報告
 ――鈴木　克也、鴨川　キヨ
・「岩手の漆と夏酒」の会を開催しました
 ――茅原　裕二

【５面】 アンテナショップを訪ねて 
「奈良まほろば館」 ――鈴木　克也

・移住して有機野菜の直売所兼カフェ開業
 ――川島　裕樹

【６～ 11 面】全国のふるさと大使制度一覧表
【12 面】 「かごしま明治維新博」を展開してい

ます ――新川　康枝
・田原坂にて西南戦争を想う ――浅田　和幸

【13 面】 山口県が進める明治 150 年プロジェ
クトの取り組み ――永富　直樹

・ 音楽大好き「土生英彦　アコーディオンの
世界」 ――西村　昌子

【14 面】 ドリーム夜さ来い祭りin シンガポール
 ――扇谷ちさと

・ ドリーム夜さ来い祭りを活用した移住促進
の取り組み ――糸川　研也

・ 福島はよみがえる「猪苗代花火大会」が教
えてくれたもの ――根本　二郎

【15 面】「南相木村応援団」発足
 ――浜田　靖彦
・山形県人まつり、約 1000 人で賑わう
 ――本間みつ子、鴨川　キヨ
・池田さなえさん、初のミニ・ワンマンライブ
 ――稲田　俊明

【16 面】新年会員交流会のご案内
・アンテナショップマップ 2018 完成
 ――鈴木　克也
・全国ふるさと大使連絡会議の概要、編集後記他

＜当会のホームページ＞
� https://www.furusatotaishi.com

最近１年間に創設された主な大使制度
制度開始 都道府県 委嘱団体 大使名

17.10 北海道 浦幌町 うらほろアンバサダー

17.11 新潟 阿賀町 阿賀町観光大使

17.12 山梨 北杜市 北杜市ふるさと親善大使

18.1 千葉 木更津市 木更津 PR 大使

18.1 千葉 松戸市 松戸観光特命大使

18.1 鹿児島 霧島市観光協会 霧島市観光協会公認大使

18.2 宮崎 小林市 こばやし PR 大使

18.2 京都 大山崎町 大山崎町観光大使

18.3 沖縄 東村 東村観光大使

制度開始 都道府県 委嘱団体 大使名

18.4 京都 亀岡市 京都・かめおか観光 PR 大使

18.4 広島 安芸高田市 安芸高田市観光大使

18.5 宮崎 宮崎市 宮崎市ニシタチ大使

18.6 佐賀 唐津市 唐津観光大使

18.6 埼玉 小川町 小川町観光大使

18.7 東京 武蔵村山市 武蔵村山市観光大使

18.8 静岡 湖西市 湖西市ふるさと大使

18.9 三重 名張市 名張市観光大使

18.9 東京 国分寺市 国分寺市観光大使

（注）制度開始は創設日または委嘱開始日
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山形県は、東北地方の南西部に位置
し、日本百名山に名を連ねる鳥海山・
月山・蔵王連峰などをはじめとする秀
麗な山々に囲まれ、母なる川「最上川」
が県内を縦断して日本海に注ぐ、豊か
な自然に恵まれた地域です。
勤勉で実直な県民性は、数多くの優
れた産物を生み出し、山形鋳物、織物、
染物などの技術は、日本はもとより、世界的にも高く評価さ
れているほか、全国第一位の生産量を誇るさくらんぼをはじ
めとする四季折々の果物、「総称山形牛」などの畜産物、丹
精込めて育てられた美味しいお米、都道府県単位では初めて
地理的表示（GI）「山形」の指定を受けた日本酒や、地場産
のぶどうにこだわったワインなど、「美食」「美酒」の宝庫で
もあります。
特に、本県が開発したブランド米「つや姫」は、際立つ「粒
の大きさ」「白い輝き」「旨さ」「香り」「粘り」が特長で、ご
飯そのものがご馳走であることを実感させてくれます。品質、
食味、安全性にこだわって栽培された自慢のお米です。
今年の秋には、「つや姫」の弟君「雪若丸」も本格デビュー
を迎えました。粒立ちしっかり新食感という特長をアピール
し、子育て世代のファミリー層をはじめ、多くの方々に食べ
ていただき、「つや姫」に続く山形県産ブランド米としての
評価獲得を目指していきます。
県では、これらの「美食」「美酒」をはじめ、泉質や効能、
湯触りがそれぞれ異なる多種多様な「温泉」、紅花交易や出
羽三山詣でなどがもたらした「歴史」「精神文化」など、魅
力的な観光資源を発信し、交流人口の拡大を図っているとこ
ろです。
「やまがた特命観光・つや姫大使」は、本県が世界に誇る、
これらの観光資源と「つや姫」を広くＰＲしていただくため
に、「つや姫」が本格デビューした平成22年に創設したもの
で、現在では、800名を超える大使の皆様に、国内外でご活
動いただいております。
大使の皆様には、その人的ネットワークを活かし、それぞ
れの活動の場において、今後とも「観光立県山形」や、「つや姫」
をはじめとする県産品のブランド確立に向けて、「ふるさと」
山形の魅力を発信し続けてくださいますよう、お願い申し上
げますとともに、皆様の益々の御健勝と御活躍をお祈りいた
します。

私の対外的なキャッチフレーズは
「観光物産業界のパイオニアとして43
年、土産業界のオーソリティです」。
私の活動はすべて全国展開であり、こ
れまで数多くの講演やマスコミ出演な
どを行ってきました。こんなわけで、
私の実業とふるさと大使への委嘱とは
密接な関連がありました。
現在の活動を集約すれば次の３点になります。

（1） 観光物産（土産）業のコンサルタントを主業務とする「観
光物産総合研究所」――

　　�　観光物産業者向けの月刊情報誌の発行、各種出版物の
発行、土産業界の商談会「全国観光物産見本市」の開催。

（2） 地方の活性化に寄与するための「地域振興（まちづくり）
ネットワーク」の活動――

　　�　地方を活性化する活動を支援するために約10年前に
旗揚げ。現在、多岐にわたるジャンルから多種多様な人
たちが300名以上メンバーに名を連ねるシンクタンク集
団となっています。偶数月年６回、「定例会」を開催し、
意見交換会を実施しています。

（3） 山形県庄内地方（山形県も含めて）をＰＲする活動の「庄
内ふるさと応援団」――

　　�　私は約30年前（40代）に出身地である、山形県余目
町（現庄内町）出身者でつくる「東京余目会」の幹事長
に推薦され、また町からは、東京情報提供担当者と余目
町ひまわり大使（いずれも報酬付き）を委嘱されました。
その後、山形県人会の理事就任。
このような経緯のもと、山形県人会初の女性会長となった
故三沢潔子氏の推薦もあって「やまがた特命観光・つや姫大
使」を拝命することになりました。
私の郷里への活動としては、「庄内ふるさと応援団」のブ
ログを通して、庄内地方並びに山形県の観光やイベントなど
を全国発信しているほか、山形県東京花笠連合会の顧問とし
ていろいろな相談に乗ったり、県と全国ふるさと大使連絡会
議との橋渡し役を務めております。
現在の日本は未曾有の少子高齢化時代に突入し、特に地方
でその傾向が顕著です。重要なのは、地方を活性化させるた
めに交流人口をいかに増加させるかで、その手段の一つは「観
光」「物産（土産）」「イベント」の活用です。これらはまさ
しく私が取り組んでいる事業と密接に関連しております。

◆大使だより◆　第78回　やまがた特命観光・つや姫大使

「『美食』『美酒』の山形県へようこそ」
山形県知事　吉村 美栄子

「私の業務活動とふるさと大使とのかかわり」
やまがた特命観光・つや姫大使　稲田 俊明

「やまがた特命観光・つや姫大使」のデータ
■制度発足：平成22年８月
■大使の人数：832名（平成30年10月1日 現在）
■ 大使の活動： 人的ネットワークを活用した、本県観光と「つや姫」

の魅力的な情報発信・本県の観光と「つや姫」に係る提言など

■ 大使に提供しているもの：名刺、つや姫（就任時）、観光パンフレット、
メールマガジンなど

■ 制度の所管連絡先：山形県 観光文化スポーツ部
　観光立県推進課 観光振興担当　Tel 023-630-2372
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夏季交流会に50名  　　　　メロン争奪抽選なども

全国ふるさと大使連絡会議の恒例行事、「夏季交流会」が
７月20日、KKRホテル東京（東京都千代田区）の「丹頂の間」
で約50名出席のもと開催された。会場には各地のポスター
が掲示され、試食用のメロン（５個分）が並べられた。
午後６時に司会進行の稲田常任理事（やまがた特命観光・
つや姫大使）の開会宣言。その後、西日本豪雨により200名
超の犠牲者を弔い、黙とうを捧げた。
本会議の浅田代表（はこだて観光大使）が開会の挨拶。続
いて今交流会実行委員長の鴨川副代表（酒田ふるさと観光大
使）が挨拶と今回の講話をお願いした山伏の度位先達の称号
を持つ大泉成範氏を紹介し、会場へ招いた。
羽黒派古修験道山伏の大泉成範氏（鶴岡ふるさと観光大
使）は法螺（ほら）貝を鳴らしながら登壇。「修験道について」
と題して約20分にわたり講話をされた。大泉氏は講話の中
で、自分の生い立ちや山伏になるまでの経緯、その役割など
を分かりやすく解説した。
引き続き、本会議の交流会初参加の皆さんに自己紹介をし

ていただいた。
ひと通りのセレモニー終了後、休憩時間をはさみ、いよい
よ「交流・懇親会」を開催。山口顧問（北九州市ひまわり大
使、他）の乾杯の発声で会場は一気に華やいだ。
懇親会では、テレビ番組「水戸黄門」に出演し格さん役を
演じた横内正さんに挨拶を頂戴した。さらに、希望者による
関係自治体のPRコーナーでは稲田がふるさと山形県庄内町
で開催される「日本一を決める米コンテスト」（庄内町にて
12月１日決勝大会）を紹介。鴨川さんがふるさと庄内の特
産品「庄内砂丘メロン」を紹介した。
懇親会終盤にはステージショーが行われ、まほろば薫さん
が琴を演奏しながらの弾き語り、池田さなえさん（はこだて
観光大使）、桜井けいさん（酒田北前大使）、岡部きみよさん
（しものせき海響大使、他）がそれぞれ持ち歌を披露した。
最後に、「JA庄内みどり」から提供されたメロン（提供５
個）争奪じゃんけん大会が行われ、会場がさらに盛り上がっ
た。午後８時半、盛会裏に終了した。

やまがた特命観光・つや姫大使　稲田 俊明

法螺貝を吹きながら山伏姿を
した大泉さんが登場されると会
場の緊張感が高まった。
大泉さんの家系では、お爺さ
んが山伏をしていて、地域の人
に祈祷をしたり、予言をしたり
するのを見て育ったが、自分が山伏になるとは思っていな
かった。機会があって羽黒山で修行を受けることになった
が、それは大変なものだったが、修行を終えて山から降り
て来た時の充実感は例えようもない『清々しさ』で、それ

以降の自分の考え方を変えてくれた。
なお羽黒山は、月山、湯殿山と並んで
出羽三山のひとつで、今から1400年前
に、第32代崇峻天皇の第１皇子である
蜂子皇子が開いた由緒ある山で「羽黒派
古修験道」の道場ともなっている。古くから命の宿る山で、
自然を敬い、祖先の霊を鎮める山として崇められている。
この法螺貝は神様に呼びかけるもので、自然への感謝や
祈りを表しているものだとの話があった。
� （常任理事　鈴木 克也）

　講話「修験道（しゅげんどう）について」　　　講師：羽黒派古修験道山伏　大泉 成範氏
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「ネットワークによる地域活性化」９月８日午後４時から情報交
流・研究会が開催された。今回は「ネットワークによる地域活性化」
をテーマにして、活発な質疑・意見交換が行われた。

�北海道・北東北縄文遺跡を世界遺産に�────�
� （報告者：はこだて観光大使�鈴木 克也）
北海道と北東北における縄文遺跡群を世界遺産にしようと

の動きが盛り上がっている。この運動は2002年頃から始まって
いるが、ここに来てその可能性が高まってきた。
文化庁では2009年に暫定リストとして青森の三内丸山遺跡、
秋田の大湯遺跡、北海道の垣ノ島遺跡、大船遺跡等16件を揚
げているが、それを世界遺産登録の申請にまで持っていけるか
どうかが具体的な検討課題になってきた。もし、これが実現す
ればこの地域の活性化に大きな効果があるものと期待される。
津軽海峡を挟んだこの地域は、１万年以上前から、縄文文化

の拠点であった。自然との共生、平等と平和な社会、土器や土
偶に見られる技術力や高い芸術性、深い精神性など「日本文化
の源流」とも言えるものであり、今、世界に情報発信していくべ
き内容を持っているからである。これを推進するため各自治体や

関係する専門家達が積極
的な活動を始めているこ
と自体が地域活性化に役
立っていると思われる。
これに合わせてエコハ
出版では、この９月に『縄
文の世界はおもしろい』
を発刊し、年末には『津
軽海峡物語』の中でもこ
のテーマをとりあげよう
としている。会員の皆様
にも関心を持っていただ
きたい。

�北前船寄港地ネットワーク�─────────�
� （報告者：酒田ふるさと観光大使�鴨川 キヨ）
日本の歴史・文化を地域活性化につなげようという様々な動
きが出てきたが、「北前船寄港地ネットワーク」もその中で大
きな事例である。
江戸時代、日本の物流に大きな役割を果たしたのが、千石

船（宝船）とも言われる一本帆の北前船で、京都・大坂と北
海道間の日本海側の港を結び、昆布、ニシン、米、衣料品の
物資の流通を担い、今で言う「総合商社」のような役割を果
たしていた。
山形の酒田港もその拠点
の一つで、この地では河村
瑞賢が港町を築くのに大き
な貢献をした。そのことを
記念して、日和山に銅像が
立っており、北前船の模型
もある。酒田港からは庄内
米や紅花が出荷され、各地
から地域の特産品と多くの情報が届いた。当時の酒田が大いに
栄えたことが歴史に残っている。
なお、北前船寄港地については、2017年に７道府県11市町
村共同で、日本遺産に登録され、毎年持ち回りで各地でシンポ
ジウムと交流会が行われ、最近は、ホームページの作成、動画
の作成など活発な地域交流が行われるようになっている。
北前船の寄港地は、日本海側を中心に全国で182もあり、

それぞれが独自のまちづくりをしているが、日本遺産への登
録をきっかけにその交流が盛んになり、地域活性化に寄与し
ている。

北海道・北東北縄文遺跡群リスト

日和山にある北前船の模型

８月４日（土）、「神田なみへい」にて、漆をこよなく愛する
ウルシストこと加藤千晶さんと、日本酒をこよなく愛する唎酒
師の茅原で、「岩手の漆と夏酒」の会を開催しました。
加藤さんに「浄法寺漆」を使用した漆器をご用意して頂き、
私がセレクトした岩手県の日本酒を酒器に注ぎ、岩手県からお
取り寄せした食材を調理した料理と一緒に楽しみました。
「浄法寺」はお寺の名前ではなく、岩手県北部の二戸市内の
地域の名前であり、国産漆の７割を採取している場所というこ
とです（加藤さん談）。
乾杯のお酒は、二戸の「南部美人　特別純米酒」で、「米・水・風・
土・人・全て二戸のテロワール」と加藤さんが蔵元さんからお勧
め頂いたお酒であり、乾杯から二戸を酒と漆器で楽しみました。
岩手県からお取り寄せした食材は、泳ぐホタテ、アワビ及び

雫石産の生山葵であり、ホヤも取り寄せましたが、シーズン的に
こちらは宮城県のものとなりました。

これら海の食材は実際に現地
に行って食するのが一番だと思
いますが、ホタテもアワビも生
きているものを発送して頂ける
ので、東京にいながら美味しい
肴と美味しいお酒に囲まれ皆あ
たかも岩手県の呑み屋で一献楽

しんでいる気分になりました。
日本酒は主に岩手県のお酒をセレクトし、一本だけ岩手県以
外のお酒をお出ししました。他の
県のお酒と飲み比べをすることに
より、あらためて岩手県のお酒の
魅力をしってもらうためでしたが、
なんとなく岩手県のお酒の魅力を
再認識して頂けたみたいでした。

わらしべ特許商標事務所　茅原 裕二「岩手の漆と夏酒」の会を開催しました
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アンテナショップを訪ねて

　奈良まほろば館
「お江戸日本橋で奈良を知る」とのキャッチで2009年に日本
橋三越の前にオープンした。まほろばとは古事記の中で「大和
は国のまほろば」と歌われた「すばらしい場所」「住みやすい
場所」との意味である。まさに国の始まりとなった歴史の重み
を含めて地域奈良県の情報発信をするという大きな目的を持っ
ている。観光情報、移住情報が充実しているだけでなく、２階
のイベントスペースでは、奈良の魅力を体感できるイベントや
知識を深めてもらうための講演会が定期的に開催されている。
１階のアンテナショップでは、日本清酒の発祥の地として多
くの日本酒があるほか、大和茶や大和野菜、様々な種類の奈良
漬、柿の葉寿司、柿をスライスして乾燥させた「柿日和」、中
に餡がたっぷり入った「らほつ饅頭」等の菓子類、三輪素麺な
ど奈良ならではの食料品が豊富である。
また、特産の吉野杉や檜を使った木工品や赤膚焼などの伝

初めまして、茨城県茨城町地域おこし協力隊の川島裕樹（か
わしま�ひろき）と申します。私は昨年の６月に千葉県千葉市
から茨城町に移住しました。
茨城町は農業盛んでグルメな町、平野が広がり空の広い町

です。特に東部にある涸沼湖からの夕日、夕焼けは絶景です。
私は自然と旅が大好きです。学生時代は海外にハマり、大

学を休学しバックパッカーで中南米を一人旅、世界一周の船
旅「ピースボート」にも乗りました。そして今から５年前、自
転車で日本の旅に出ました。旅先で出会った多くの方に『食』
や『住』の支援をして頂き、１年間旅を続けることが出来まし
た。旅で出会った人や場から「有機農業」「ゲストハウス」「環
境教室」「地域おこし協力隊」等を知るきっかけになりました。
旅の経験から将来は、旅人や夢に挑戦する若者が羽を休めら
れる『場』を作ることを決め、現在はその目標に向かって技術
習得を行っています。
茨城町に来る前は、千葉県南房総市にある「農家レストラン」

で２年間の農業研修を受け、「循環型の有機栽培」と「農家レ
ストラン運営」について学びました。
研修終了間近の昨年２月頃に「茨城町地域おこし協力隊募

集の現地ツアー」があり、初めて茨城町を訪れました。平ら
な田畑が広がる農業盛んな土地と、町の中央を流れる涸沼川
の下流にある涸沼湖の自然に魅力を感じ、就農と定住の両方
を叶えられる場所だと思い、応募し採用してもらいました。
茨城町の場合、協力隊の活動内容は、フリーミッションで自

らがテーマを決め活動する形をとっています。私のテーマは「農
と食を繋げ農業の魅力を発信する」ことです。昨年11月の「い
ばらきまつり」では、町の農家さんに協力してもらい、サイズ
や変形などで出荷しない作物を集めて「栗、トマト、かぼちゃ、
枝豆」をジャム化、コッペパンに挟み販売しました。
また12月からは、地元担い手農家さんと共に、統廃合で閉
校した５つの小学校跡地を周り、「町の農業と手仕事の魅力

統工芸品、社寺の絵葉書や
県内のマスコットキャラク
ターグッズ等、奈良の雰囲
気を感じさせるものも並ん
でいる。
客数は平日700人程度、
休日1000人余で、奈良県出
身者や関係者の他、百貨店
で買物した帰りの人、他の
アンテナショップも巡って
来た人なども多い。
レストランは併設されていないが、白金台には奈良県の施設
としてもう１店舗、奈良の食と魅力を堪能できるレストラン＆
ショップ「ときのもり」がある。� （常任理事：鈴木 克也）

発信」「思い出の学校にもう
一度集まる機会を作る」こと
を目的にした「HAERU（は
える）マーケット」の企画運
営をしています。過去に３回
開催、次回は12月を予定して
います。
今年５月からは、自然栽培を行う仲間と「地域循環、自然栽培、
有機栽培のハブ空港」を目指した「オーガニックマルシェカフェ
ひ・ら・く」という屋号でオーガニック専門の直売所とオーガ
ニック野菜や地元野菜を使ったカフェをオープンしました。こ
ちらは、同町で森や竹林の整備など里山保全活動を行うNPO
環～WAさんからの支援を頂き、運営がスタートしました。メ
インは国産の木質ペレットを使用する釜で焼くピザです。
生地には地元で取れた小麦「ゆめかおり」を使用し、季節

の旬菜を乗せたオリジナルのピザです。ぜひ食べに来てくだ
さい。営業日は毎週金・土曜の２日間、11時から18時通常オー
プン。18時以降は予約受付で営業しております。070-6425-
2418（担当川島）までよろしくお願いします。
11月10日は、スチールパンドラムのライブとお食事つきイ
ベントも開催します。ご興味のある方は、ぜひお越しください。
今後の活動は、現在の活動を起点に、パーマカルチャー（永
続的な農業）を続けていくための基礎作りで、現在、ヤギの
ハナちゃんと同棲していますが、今後はニワトリも飼いたい
です。農業は耕作放棄地を活用し、ピザで使う小麦「ゆめか
おり」の生産、販売と循環型の有機栽培を行っていきたいと
考えています。カフェの食材は自給または繋がりある方から
の供給で、循環するカフェを目指し、曜日限定で農業と兼業
で経営し、「農と食を繋ぐお仕事」をしていきたいです。そ
して茨城町に定住し、かつての自分のような旅人が集まれる
場所を作っていくことが私の夢であり、目標です。

奈良県東京事務所 情報発信課主任
主事　茅野優美子さん

東京都中央区日本橋室町１丁目６番２号
日本橋室町162ビル１階・２階

　TEL  03-3516-3931

移住して有機野菜の直売所兼カフェ開業
茨城町地域おこし協力隊　川島 裕樹
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全国のふるさと大使制度（2018年９月末現在＝全国ふるさと大使連絡会議調べ）
市 町 村 長 委 嘱 の 制 度 諸 団 体 委 嘱 の 制 度

北海道 ・北海道観光大使　・北海道ふるさと応援大使
紋別市：紋別市ＰＲ大使 新得町：新しく得をする町特命大使 釧路商工会議所：釧路ファイン大使
根室市：根室味覚観光大使 ニセコ町：・ニセコ町温泉大使 帯広市観光コンベンション協会：帯広市観光大使
旭川市：旭川観光大使 　　　　　・ニセコ町観光大使 十勝総合振興局・十勝観光連盟：とかち観光大使
夕張市：夕張観光大使 奥尻町：奥尻島観光大使 新冠町観光協会：にいかっぷ観光大使
登別市：登別鬼大使 佐呂間町：サロマ大使 苫小牧観光協会：とまこまい観光大使
函館市：はこだて観光大使 松前町：松前町観光大使 札幌商工会議所・札幌観光協会：札幌観光大使
士別市：士別ふるさと大使 東川町：東川町観光大使 江差観光コンベンション協会：江差観光ふるさと大使
室蘭市：室蘭ふるさと大使 礼文町：礼文町観光大使 ふらの観光協会：ふらの観光大使
石狩市：いしかり観光大使 新ひだか町：新ひだか町観光親善大使 小樽市観光協議会：小樽ふれあい観光大使
釧路市：釧路市観光大使 足寄町：足寄町ふるさと大使 浦河観光協会：うらかわ観光大使
名寄市：・名寄ふるさと大使 豊浦町：豊浦ふるさと大使 ジンギスカン食普及拡大促進協議会：ジンギスカン大使
　　　　・名寄観光大使 幌延町：幌延町観光大使 利尻島観光協会：利尻島観光大使
滝川市：・滝川市名誉観光大使 剣淵町：剣淵町ふるさと大使 真狩村観光協会：真狩村観光協会大使
　　　　・滝川市応援大使 八雲町：八雲町観光大使 オホーツク観光連盟：オホーツク観光大使
　　　　・滝川市ふるさと大使 むかわ町：むかわ町ふるさと大使 稚内観光協会：・稚内市ふるさと大使
北斗市：・北斗市観光大使 上川町：上川町ふるさと夢大使 　　　　　　　・稚内市観光大使
　　　　・北斗市ふるさと大使 木古内町：木古内町観光大使 富良野地区広域市町村振興協議会：ふらのふるさと大使
名寄市：・名寄観光大使 洞爺湖町：とうや湖観光大使 上富良野観光協会：かみふらの観光大使
　　　　・名寄ふるさと大使 秩父別町：秩父別町ふるさと大使 層雲峡温泉観光協会：層雲峡温泉観光大使
　　　　・名寄ひまわりまちづくり大使 寿都町：寿都町ふるさと大使 札幌商工会議所：札幌観光大使
北見市：きたみ観光大使 別海町：別海町観光大使
札幌市：ビールのまちさっぽろビア大使 余市町：余市観光応援大使
石狩市：いしかり観光大使 沼田町：沼田町ふるさと大使
稚内市：稚内市観光大使 七飯町：大沼観光大使
厚真町：厚真町観光大使 今別町：今別町ふるさと大使
浦臼町：うらうす・ふるさと夢大使 美深町：美深町観光大使
浜中町：浜中町ふるさと大使 月形町：月形町観光大使
恵山町：えさんマグマ大使 幌加内町：幌加内そばの里大使
栗山町：栗山町ふるさと大使 増毛町：増毛やん衆観光大使など
音更町：音更町応援大使 白老町：白老町観光大使
江差町：江差町観光大使 猿払村：猿払村観光大使
浦幌町：うらほろアンバサダー 札幌市手稲区：手稲区親善大使

青森県 ・元気あおもり応援隊・青森県文化観光大使
弘前市：岩木山ふるさと大使 深浦町：のぼる夕陽のふかうら大使 よこはまホタル村：ホタル大使
黒石市：津軽　黒石市観光大使 おいらせ町：おいらせ町ふるさと大使 青森ねぶた実行委員会：青森ねぶた観光大使
八戸市：・八戸特派大使 田子町：田子町ふるさと大使 八戸前沖さばブランド推進協議会：八戸前沖さば大使
　　　　・八戸スポーツ大使 鰺ヶ沢町：鰺ヶ沢町ふるさと大使 八戸観光コンベンション協会：八戸ふるさと大使
青森市：青森市観光大使 大間町：大間町観光大使 弘前商工会議所：弘前まちそだて大使
十和田市：十和田奥入瀬観光大使 西目屋村：好きです西目屋ふるさと親善大使 青森県ほたて流通振興協会：青森ほたて大使
三沢市：三沢市観光大使 藤崎町：ふじりんごふるさと応援大使

岩手県 ・希望郷いわて文化大使　・いわて親善大使
盛岡市：みちのく盛岡ふるさと大使 滝沢市：チャグチャグ馬コの里、滝沢ふるさと大使
大船渡市：・さんりく・大船渡ふるさと大使 八幡平市：八幡平市ふるさと大使
　　　　　・おおふなと復興応援特別大使 雫石町：雫石町観光大使
陸前高田市：陸前高田ふるさと大使 平泉町：平泉観光大使
北上市：北上しらゆり大使 金ケ崎町：金ケ崎ふるさと大使
遠野市：民話のふるさと遠野大使 岩手町：岩手町ふるさと大使
釜石市：釜石応援ふるさと大使 山田町：山田町ふるさと大使
久慈市：北三陸久慈市ふるさと大使 洋野町：洋野町ふるさと大使
花巻市：花巻イーハトーブ大使 住田町：すみた大好き大使
奥州市：奥州大使・奥州名誉大使

宮城県 ・みやぎ絆大使
気仙沼市：みなと気仙沼大使 東松島市：東松島復興ふるさと大使 宮城県宮城米マーケティング推進機構：食材王国みやぎ大使
大崎市：おおさき宝大使 大和町：大和町・まほろば大使 石巻市観光協会：石巻観光大使
塩竃市：しおがま文化大使 村田町：村田町夢大使
白石市：白石市観光大使 南三陸町：南三陸夢大使
仙台市：仙台観光アンバサダー 亘理町：伊達なわたり旅～観光親善大使
大崎市：おおさき宝大使 松島町：松島町観光親善大使
伊達市：伊達なふるさと大使 加美町：加美町観光大使

秋田県 ・あきたベジフル大使　・あきた美の国大使　・秋田の応援団
湯沢市：湯沢市ふるさと応援大使 潟上市：潟上市ふるさと観光大使 角館町観光協会：角館ふるさと観光大使
にかほ市： にかほ市ふるさと宣伝大使 仙北市：仙北市観光大使 男鹿市観光協会：男鹿市観光大使
由利本荘市：由利本荘市ふるさと応援大使 北秋田市：北秋田市ふるさと大使
横手市：横手市観光親善大使 小坂町：小坂町観光大使
大館市：大館市観光大使 美郷町：美郷町ふるさと観光大使
秋田市：秋田市観光クチコミ大使 三種町：三種町ふるさとＰＲ大使
能代市：能代ＰＲ大使 羽後町：羽後町観光宣伝大使
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市 町 村 長 委 嘱 の 制 度 諸 団 体 委 嘱 の 制 度
山形県 ・「食の都庄内」親善大使　・やまがた特命・つや姫観光大使

新庄市：新庄藩江戸家老 上山市：上山市特命観光大使 酒田商工会議所：酒田ビジネス大使
酒田市：・酒田北前大使 西川町：月山ふるさと大使 寒河江市観光キャンペーン推進協議会：さくらんぼ観光大使
　　　　・酒田ふるさと観光大使 白鷹町：白鷹町ふるさと交流大使 おいしい山形推進機構：おいしい山形大使
米沢市：おしょうしな観光大使 高畠町：まほろば観光大使
東根市：さくらんぼ親善大使 遊佐町：・ゆざ親善大使
天童市：・天童市ふるさと大使 　　　　・遊佐ビジネス大使
　　　　・天童観光大使 小国町：・小国町白い森観光大使
尾花沢市：尾花沢市ふるさと大使 　　　　・小国町白い森ふるさと大使
長井市：ふるさと長井しあわせ応援大使 真室川町：まむろがわ大使
鶴岡市：鶴岡ふるさと観光大使 鮭川村：鮭川観光大使

福島県 ・しゃくなげ大使　・あったかふくしま観光交流大使
いわき市：・サンシャイン大使 下郷町：下郷ふるさと大使 浪江町観光協会：浪江町観光親善大使
　　　　　・いわき応援大使 只見町：只見町広報員
会津若松市：会津大使 川俣町：川俣町ふるさと大使
郡山市：フロンティア大使 矢祭町：矢祭町観光大使
喜多方市：・きたかた応援大使 小野町：小野町観光大使
　　　　　・喜多方市ふるさと特別大使 北塩原村：裏磐梯観光大使
南相馬市：南相馬市ふるさと大使 昭和村：“やさい王国”昭和村ふるさと大使
白河市：しらかわ大使 川内村：かわうちふるさと応援大使
福島市：福島市ももりん大使 湯川村：湯川村文化親善大使
伊達市：伊達なふるさと大使 飯舘村：飯舘村までい大使

茨城県 ・いばらき大使
水戸市：水戸大使 常総市：常総ふるさと大使 大子町観光協会：大子町観光協会観光大使
鹿嶋市：かしま大使 行方市：なめがた大使 グリーンふるさと振興機構：茨城さとやま大使
潮来市：水郷いたこ大使 下妻市：下妻市観光大使 つくば市観光協会：つくば観光大使
古河市：古河大使 石岡市：石岡市ふるさと大使
つくば市：つくば大使 かすみがうら市：かすみがうらふるさと大使
常陸太田市：常陸太田大使 笠間市：・笠間特別観光大使
常陸大宮市：常陸大宮大使 　　　　・かさま応援大使
龍ヶ崎市：龍ヶ崎市ふるさと大使 　　　　・笠間サポーターズ
那珂市：那珂ふるさと大使 大洗町：大洗大使
稲敷市：稲敷ふるさと大使 茨城町：茨城町ふるさと大使
筑西市：筑西ふるさと大使 美浦村：美浦村ふるさと大使

栃木県 ・とちぎ未来大使
宇都宮市：宇都宮市口コミ特派員 佐野市：佐野ふるさと特使 栃木県酒造組合：酒々楽大使
小山市：小山評定ふるさと大使 栃木市：栃木市ふるさと大使
大田原市：・大田原市ふるさと大使 茂木町：もてぎふるさと応援大使
　　　　　・大田原市国際親善大使 壬生町：・壬生・ふるさと夢大使
矢板市：つつじの郷・矢板ふるさと大使 　　　　・かんぴょう大使
鹿沼市：かぬまふるさと大使 野木町：野木町観光大使
足利市：あしかが輝き大使 那珂川町：那珂川町ふるさと大使
下野市：輝け下野エール大使

群馬県 ・ぐんま観光特使 ・群馬国際観光特使　・ぐんま大使
桐生市：・桐生ふるさと大使 甘楽町：かんらふるさと大使 伊香保温泉観光協会：伊香保温泉観光大使
　　　　・桐生ＰＲ大使 川場村：川場村観光特使 高崎観光協会：高崎観光特使
　　　　・桐生市観光大使 片品村：尾瀬の郷親善大使
藤岡市：藤岡観光大使 嬬恋村：嬬恋村観光大使
富岡市：富岡市ふるさと大使 中之条町：・中之条町観光大使
渋川市：日本のまんなかしぶかわ観光大使 　　　　　・中之条町アドバイザー（3種）
みどり市：みどり市観光大使 昭和村：昭和村ふるさと大使
玉村町：玉村ふるさと大使

埼玉県 ・埼玉応援団（コバトン倶楽部）　・埼玉県特命観光大使
八潮市：生涯学習やしお大使 川越市：・小江戸川越大使 北本市まちづくり観光協会：北本市まちづくり観光協会大使
秩父市：秩父観光大使 　　　　・小江戸川越観光親善大使 北本市観光協会：北本市観光大使
所沢市：・所沢大使 　　　　・小江戸川越観光グルメ大使 加須市観光協会：加須市観光大使
　　　　・所沢観光大使 本庄市：本庄市広報観光大使
坂戸市：さかど親善大使 杉戸町：杉戸町宣伝大使
行田市：行田観光大使 松伏町：まつぶし夢大使
新座市：新座市観光親善大使 みなの町：みなの観光大使
熊谷市：熊谷市親善大使 三芳町：三芳町広報大使
さいたま市：さいたま観光大使 長瀞町：長瀞町観光大使
春日部市：かすかべ親善大使 小鹿野町：・小鹿野町観光大使
蕨市：蕨市ＰＲ大使 　　　　　・小鹿野町広報大使
加須市：加須市観光大使 寄居町：寄居町ふるさと大使
久喜市：久喜市くき親善大使 小川町：・小川町観光大使
鴻巣市：鴻巣市観光大使 　　　　・小川町ふるさとアンバサダー
草加市：・草加市観光大使 深谷市：深谷市親善大使
　　　　・草加文化大使 東秩父村：東秩父村ふるさと大使
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千葉県 ・千葉県環境大使　・チーバくん大使

松戸市：・まつど観光大使 茂原市：茂原市観光大使 野田商工会議所：野田市えだまめ親善大使
　　　　・松戸観光特命大使 富津市：富津市観光大使 東金市観光協会：東金市観光大使
館山市：館山ふるさと大使 南房総市：南房総市観光大使 九十九里地域観光連盟：九十九里地域観光連盟観光大使
木更津市：・木更津友好大使 旭市：旭市観光大使
　　　　　・木更津市観光大使 館山市：・館山ふるさと特使
　　　　　・木更津ＰＲ大使 　　　　・館山ふるさと大使
鴨川市：鴨川ふるさと大使 大網白里市：大網白里市観光大使
成田市：成田市農業大使 九十九里町：九十九里町観光大使
銚子市：銚子ふるさと大使 長柄町：ながらグリーンツーリズム親善大使
匝瑳市：匝瑳市観光大使 御宿町：御宿町観光大使
いすみ市：いすみ大使 東庄町：東庄町観光大使
白井市：しろいふるさと大使 酒々井町：酒々井ふるさと大使
安孫子市：安孫子市ふるさと大使

東京都 北区：北区アンバサダー 小金井市：小金井市観光大使 むらおこし協議会：八丈大使
台東区：たいとう観光大使 武蔵村山市：武蔵村山市観光大使 八丈島観光協会：八丈ふるさと観光大使
品川区：品川区観光大使 府中市：武蔵国　府中大使 八王子観光協会：八王子観光大使
大田区：大田区観光大使（来～る大田区大使） 狛江市：狛江市観光大使 浅草観光連盟：浅草観光大使
荒川区：荒川区観光大使 東村山市：東村山しあわせ大使 東京カットグラス工業協同組合：江戸切子親善大使
中野区：中野区観光大使 国分寺市：国分寺市観光大使 武蔵野市観光機構：む～観親善大使
板橋区：板橋区観光大使 大島町：御神火大使
葛飾区：かつしか観光大使 小笠原村：小笠原村観光親善大使
大田区：来～る大田区大使 檜原村：檜原村観光大使

神奈川県 ・かながわ観光親善大使　・神奈川環境大使（もったいない大使）
小田原市：・小田原・城下町大使 平塚市：ひらつか観光大使 多摩区観光推進協議会：多摩区観光大使
　　　　　・小田原評定衆 厚木市：・あつぎ大使 二宮町観光協会：二宮町観光親善大使
藤沢市：ふじさわ観光親善大使 　　　　・あつぎ特別大使
鎌倉市：国際観光親善大使 松田町：松田町ふるさと大使
南足柄市：南足柄市ふるさと大使

新潟県 ・新潟県元気大使　・にいがた婚活応援大使
魚沼市：魚沼特使 十日町市：十日町市観光大使 新潟県観光協会：にいがた観光特使
新潟市：・新潟市観光大使 柏崎市：かしわざき大使 越後妻有郷観光協議会：越後妻有郷観光大使
　　　　・新潟市SWC健幸大使 湯沢市：湯沢市ふるさと応援大使 糸魚川商工会議所：奴奈川市民
新発田市：しばた観光親善大使 南魚沼市：南魚沼市交流大使 ふるさと上越ネットワーク：ふるさと越後大使
佐渡市：佐渡ふるさと大使 湯沢町：湯沢町特別観光大使 ＪＡ新潟：新潟米親善大使
長岡市：越後長岡応援団 出雲崎町：いずもざき観光大使 新潟市サポーターズ倶楽部：新潟市サポーター
糸魚川市：糸魚川ジオパーク大使 阿賀町：阿賀町観光大使 村上市地産池沼推進協議会：村上うんめもん大使

富山県 ・とやま大使　・とやまふるさと使節　・とやま名誉友好大使
氷見市：氷見市きときと魚大使 高岡市：・高岡市国際親善大使 富山経済同友会：立山大使
射水市：射水市観光大使 　　　　・高岡観光親善大使
南砺市：南砺観光大使 小矢部市：おやべグルメ大使
魚津市：魚津蜃気楼大使

石川県 ・石川県観光大使　・ふるさと石川の医療大使　・いしかわ観光特使
七尾市：七尾ふるさと大使 輪島市：輪島観光大使 珠洲市商工会議所：珠洲ふるさと観光大使
能美市：・能美市観光名誉大使 珠洲市：珠洲市観光大使 ＪＡ全農石川県本部：石川県産米親善大使
　　　　・能美市観光大使 能登町：能登町ふるさと大使 山代温泉観光協会：山代温泉観光親善大使

能登町「花の力」プロジェクト実行委員会：キリシマツツジ親善大使
鶴木商工会：鶴来・ふるさと大使

福井県 ・福井ふるさと大使　・ふくいブランド大使
敦賀市：・つるが大使 越前市：越前市ふるさと大使
　　　　・敦賀観光特任大使 大野市：越前おおのブランド大使
鯖江市：鯖江ブランド大使 あわら市：越前あわら観光大使
小浜市：若狭おばま御食国大使 美浜町：美浜町ハートフル大使
勝山市：・かつやま大使 永平寺町：永平寺ふるさと大使
　　　　・勝山観光特任大使 若狭町：・若狭町ふるさと大使
福井市：福井市観光大使 　　　　・若狭町ふるさとサポーター

山梨県 ・富士の国やまなし観光大使　・やまなし大使
韮崎市：・にらさきふるさと大使 甲府市：甲府大使
　　　　・にらさき親善大使 富士河口湖町：富士河口湖町観光大使
笛吹市：笛吹市ふるさと大使 市川三郷町：市川三郷町観光大使
北杜市：北杜市ふるさと親善大使

長野県 ・おいしい信州ふーど大使　・長野県森林大使　・長野県インクルージョン大使　・長野県観光大使
伊那市：・伊那市ふるさと大使 箕輪町：箕輪町ふるさと大使 商工会婦人部連合会：ふるさと女性大使
　　　　・伊那市特命大使 飯島町：飯島町ふるさと大使 志賀高原観光協会：志賀高原観光大使
飯田市：・信州飯田ふるさと大使 辰野町：たつのふるさとパートナー 小諸市観光協会：小諸観光大使
　　　　・飯田市産業親善大使 小海町：笑顔大使・読書大使 白馬商工会：白馬小径観光大使
大町市：信濃大町観光大使 長和町：・黒曜石のふるさと親善大使 木曽観光連盟：木曽観光大使
上田市：信州上田観光大使 　　　　・長和町ふるさと観光大使 千代地区まちづくり委員会：千代ふるさと大使
飯山市：・飯山応援団菜の花大使 坂城町：さかきふるさとサポーター
　　　　・飯山市観光大使 木曽町：・木曽町サポーター
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小諸市：小諸市環境大使 　　　　・木曽町すんき大使
東御市：東御市観光大使 山ノ内町：山ノ内町観光大使
松本市：松本観光大使 松川町：松川町ふるさと大使
千曲市：千曲市観光大使 宮田村：宮田村ふるさと大使
茅野市：茅野市縄文ふるさと大使 南箕輪村：南箕輪村ふるさと大使
佐久市：「まほろば佐久」ふるさと観光大使 川上村：川上村親善大使
安曇野市：安曇野市ふるさと観光大使 豊丘村：豊丘村ふるさと大使
中野市：・中野市音楽親善大使 阿智村：信州阿智村ふるさと大使
　　　　・伊那市特命大使 木祖村：きそむらふるさと大使
山ノ内町：山ノ内町観光大使

岐阜県 ・飛騨・美濃観光大使　・ぎふ国際協力大使　・岐阜ふるさとくらしの大使
多治見市：多治見市観光大使 岐阜市：・長良川鵜飼大使 下呂温泉観光協会：下呂温泉ふるさと観光大使
本巣市：本巣市文化観光大使 　　　　・ぎふ信長大使 ＪＡ全農岐阜：飛騨牛・荒城郷まほろば文化村ＰＲ大使
郡上市：郡上市夢親善大使 大垣市：大垣市交流大使 恵那市観光協会：恵那観光大使
中津市：中津市観光大使 関ヶ原市：関ヶ原観光大使
土岐市：土岐市観光大使 白川村：白川村観光ふるさと大使
恵那市：佐藤一斎　言志四録　普及特命大使

静岡県 ・ふじのくに静岡特使　・ふじのくに親善大使　・ふじのくに観光大使　・ふじのくに観光公使
沼津市：燦燦ぬまづ大使 浜松市；・浜松市やらまいか大使 焼津商工会議所：焼津まちづくり親善大使
磐田市：磐田市ふるさと文化大使 　　　　・浜松市天竜ふるさと大使 大須賀町商工会：江戸詰御意見番
三島市：・三島せせらぎ大使 　　　　・浜松市春野ふるさと大使 森町産業祭実行委員会：遠州森町観光大使
　　　　・三島市障がい者応援大使 島田市：島田市ふるさと大使 小山町観光協会：小山町観光協会大使
　　　　・三島市観光ＰＲ大使 富士市：富士市観光親善大使 舘山寺温泉観光協会：浜名湖観光大使
下田市：・下田市観光大使 掛川市：掛川市ふるさと親善大使 焼津まちづくり推進委員会：焼津まちづくり親善大使
　　　　・下田市親善大使 牧之原市：静岡まきのはら大使 御前崎市観光協会：御前崎観光親善大使
御殿場市：御殿場観光親善大使 湖西市：湖西市ふるさと大使 大井川観光連絡会：奥大井観光大使
小田原市：・小田原評定衆 西伊豆町：西伊豆町観光大使 袋井市観光協会：袋井ほっと観光大使
　　　　　・小田原ふるさと大使 東伊豆町：東伊豆町観光大使 菊川市観光協会：菊川市ふるさと大使
静岡市：・静岡市観光親善大使 清水町：清水町ふるさと大使
・静岡市ふるさと観光大使 湯河原町：湯河原町観光大使
富士見市：富士見市ＰＲ大使 三島村：みしま大使

愛知県 ・愛知ふるさと大使　・LOVEあいちサポーターズ
豊橋市：・豊橋ふるさと大使 犬山市：・犬山観光特使 美浜町観光協会：美浜町観光大使
　　　　・豊橋特別ふるさと大使 　　　　・犬山観光交流大使 犬山市観光協会：犬山市観光交流大使
西尾市：西尾市ふるさと大使 常滑市：・常滑市親善大使 半田商工会議所：・半田ふるさとサポーター
江南市：江南市歴史観光大使 　　　　・常滑市政60周年PR大使 　　　　　　　　・半田観光特命大使
東海市：東海市ふるさと大使 桑名市：桑名はまぐり大使 西尾市観光協会：西尾市観光大使
田原市：田原市ふるさと大使 知多市：知多市ふるさと観光大使 愛西市観光協会：愛西市観光大使
蒲郡市：蒲郡市観光大使 美浜町：美浜町ふるさと大使 奥三河観光協議会：奥三河ふるさと観光大使
多治見市：多治見市観光大使

三重県 ・みえの国観光大使
津市：津ふるさと元気大使 伊賀市：伊賀市観光大使 伊勢市観光協会：・伊勢市観光大使
鈴鹿市：鈴鹿シティセールス特命大使 熊野市：熊野市観光大使 　　　　　　　　 ・ 伊勢市観光御師
四日市市：四日市市観光大使 いなべ市：いなべ親善大使 南伊勢町観光協会：南伊勢町観光大使
鳥羽市：鳥羽市海の環境大使 松坂市：松阪市ブランド大使
名張市：名張市観光大使

滋賀県 ・ふるさと観光大使
彦根市：彦根市観光大使 高島市：高島市観光大使 近江八幡観光物産協会：近江八幡観光大使
米原市：まいばらふるさと大使 安土町：安土城観光大使 滋賀県警察本部：滋賀県交通安全ふるさと大使
守山市：もーりー守山ふるさと大使

京都府 ・京都府名誉友好大使
長岡京市：長岡京観光大使 京丹後市：・京丹後ふるさと応援大使 丹後広域キャンペーン協議会：私のふるさと丹後観光大使
福知山市：福知山ドッコイセ大使 　　　　　・京丹後市観光大使 京のふるさと産品協会：京野菜特命宣伝大使
京都市：・京都国際観光大使 敦賀市：敦賀観光特任大使
　　　　・京都市おもてなし大使 亀岡市：京都・かめおか観光ＰＲ大使
　　　　・京都名誉観光大使 伊根町：伊根町ふるさとＰＲ大使
宇治市：宇治市観光大使 大山崎町：大山崎町観光大使

大阪府 岸和田市：岸和田観光大使 寝屋川市：寝屋川市ふるさと大使
大阪市：大阪観光大使 泉佐野市：泉佐野市観光大使
豊中市：高校野球発祥の地・豊中親善大使 四条畷市：四条畷市観光大使
東大阪市：・東大阪市モノづくり親善大使 吹田市：ええとこ吹田ＰＲ大使
　　　　　・東大阪市観光大使 堺市：・堺名誉大使
貝塚市：貝塚市観光大使 　　　・堺親善大使
松原市：松原市観光親善大使 泉南市：泉南市観光大使
箕面市：箕面市特命大使 門真市：門真市子育て支援親善大使
和泉市：・いずみの国和泉市観光大使 阪南市：阪南市ふるさと大使
　　　　・いずみの国和泉市ＰＲ大使 熊取町：熊取町にぎわい観光大使
　　　　・いずみの国和泉市ふるさと大使 大阪市浪速区：７２８（なにわ）大使

兵庫県 ・ひょうご観光大使
川西市：源氏のふるさと大使 明石市：・明石ふるさと大使 神戸市観光・ホテル旅館協会：KOBE観光特使
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神戸市：神戸大使 　　　　・明石たこ大使 加古川市観光協会：加古川観光大使
姫路市：ひめじふるさと大使 　　　　・明石こども大使 高砂観光協会：高砂観光大使
赤穂市：赤穂観光大使 篠山市：丹波篠山ふるさと大使
福知山市：ドッコイセ大使 たつの市：たつのふるさと親善大使
三木市：ふるさと三木応援大使 宍粟市：宍粟観光大使
加西市：ふるさと大使加西観光大使 香美町：香美町観光大使
伊丹市：伊丹大使 猪名川町：猪名川町親善大使「い～な～・夢大使」
養父市：養父市観光大使 新温泉町：新温泉町観光大使
加古川市：加古川観光大使 小豆島町：オリーブ大使
宝塚市：宝塚市大使 土庄町：小豆島とのしょう町ふるさと応援大使

奈良県 ・奈良まほろば大使
奈良市：・奈良市観光大使 五條市：五條市観光大使
　　　　・奈良市観光特別大使 斑鳩町：斑鳩町観光大使
大和郡山市：やまとこおりやま観光ＰＲ大使 川上村：かわかみ山幸彦大使
樫原市：樫原市観光大使 十津川村：十津川郷観光大使

和歌山県 ・和歌山ふるさと大使　・和歌山県観光大使　・わかやまパンダ大使
和歌山市：和歌山市観光大使 九度山町：九度山町文化・観光大使 和歌山県観光連盟：わかやま応援団
有田市：有田みかん大使 みなべ町：みなべ町ふるさと大使 和歌山市観光協会：和歌山市観光発信人
有田川町：有田川町観光大使 かつらぎ町：かつらぎ町観光大使 那智勝浦町観光協会：那智勝浦町観光大使
太地町：太地町観光大使 白浜町：白浜観光大使 すさみケンケンかつおブランド化委員会：すさみケンケン鰹大使

鳥取県 ・とっとりふるさと大使　・鳥取砂丘観光大使　・とっとり健康づくり大使
鳥取市：鳥取市観光大使 若桜町：若桜町ふるさと観光大使 境港商工会議所：フィッシュ（FISH）大使
倉吉市：倉吉市観光大使 北栄町：北栄町ふるさと大使 米子市観光協会：米子市首都圏観光大使（よなご大使）
湯梨浜町：湯梨浜観光大使 江府町：江府町ふるさと大使 皆生温泉旅館組合：皆生温泉湯けむり大使

八頭町観光協会：八頭町観光大使
島根県 ・遣島使　・しまねSuper大使

松江市：・松江観光大使 桜江町：桜江ふるさと大使
　　　　・松江文化夢大使 斐川町：斐川ふるさと大使（３種類）
浜田市：浜田ＰＲ大使 隠岐町：隠岐國観光大使
出雲市：出雲観光大使 海士町：海士町観光大使
大田市：石見の国おおだ観光大使 知夫村：知夫里島観光大使

岡山県 ・おかやま晴れの国大使　・岡山国際協力大使　・おかやま国際観光親善大使
玉野市：玉野ふるさと大使 津山市：津山市観光大使 岡山名物さわら料理を愛する会：岡山さわら大使
新見市：にいみピオーネ大使 浅口市：あさくち夢大使 岡山観光連盟：おかやま観光特使
倉敷市：・くらしき観光大使 井原市：井原ふるさと大使 倉敷観光コンベンションビューロー：倉敷ふるさと大使
　　　　・倉敷ふるさと大使 真庭市：真庭観光大使
高梁市：備中たかはし伝えたいし 哲多町：哲多ふるさと大使

広島県 ・ひろしま観光大使
広島市：広島市特任大使 福山市：福山市観光大使 呉市豊町観光協会：豊町観光大使
尾道市：尾道観光大使 庄原市：庄原市ふるさと大使 三原市ふるさと情報発信協議会：三原市ふるさと大使
呉市：・KURE CITY AMBASSADOR 府中市：府中市ふるさと大使 宮島町観光協会：宮島観光大使
　　　・くれ観光特使 神石高原町：神石高原町観光大使
安芸高田市：安芸高田市観光大使

山口県 ・グローバル山口親善大使　・山口ふるさと大使
下関市：しものせき海響大使 萩市：・萩市観光大使 山口県酒造組合・山口県酒造協働組合：山口県地酒大使
岩国市：岩国市観光大使 　　　・萩ふるさと大使 関門海峡観光推進協議会：巌流島観光大使
長門市：・長門ふるさと大使 宇部市：宇部ふるさと大使
　　　　・みすゞふるさと大使 柳井市：柳井市ふるさと観光大使
美祢市：美祢市ふるさと交流大使 光市：虹ケ浜盛り上げ大使
山口市：山口市観光アンバサダー(大使) 下松市：下松ふるさと大使
周南市：・周南ふるさと大使 津和野町：津和野町観光親善大使
　　　　・周南志民 田布施町：田布施町ふるさと応援大使

徳島県 ・新鮮なっ!とくしま大使　・阿波とくしま観光大使　・徳島国際観光大使
徳島市：・徳島ふるさと大使 鳴門市：・鳴門観光大使 全国徳島県人会連合会：徳島交流大使
　　　　・徳島市観光大使 　　　　・鳴門市阿波おどりPR大使 にし阿波圏観光協議会：にし阿波観光大使
美馬市：美馬市観光大使 阿南町：阿南ふるさと大使
三好市：三好市観光大使 牟岐町：牟岐町ふるさと大使

香川県 ・香川かがやき大使
高松市：高松市観光大使 丸亀市：丸亀市文化観光大使 詫間町観光協会：詫間町観光大使
さぬき市：さぬき市ふるさと大使 小豆島町：オリーブ大使 琴平町観光協会：琴平町観光大使
観音寺市：観音寺市ふるさと応援大使 まんのう町：まんのう町ふるさと観光大使
三豊市：三豊ふるさと大使 直島町：直島町観光大使
東かがわ市：東かがわ市ふるさと大使 土庄町：小豆島とのしょう町ふるさと応援大使

愛媛県 ・伊予観光大使　・えひめ海外協力大使　・愛媛国体ひめっこスポーツ大使
四国中央市：四国中央市ふるさとアドバイザー 宇和島市：・宇和島市観光親善大使 松山青年会議所：坊ちゃん大使
松山市：・松山市スポーツかがやき大使 　　　　　・伊達な宇和島観光大使
　　　　・俳都松山大使 　　　　　・パール大使
　　　　・松山うたこころ大使 大洲市：大洲市きらめき大使
新居浜市：新居浜ふるさと観光大使 八幡浜市：やわたはま応援隊
西予市：西予市観光大使 鬼北町：鬼北町食の大使
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高知県 ・高知県観光特使

宿毛市：宿毛大使 室戸市：室戸市観光大使 四万十財団：四万十大使
土佐清水市：足摺岬観光親善大使 馬路村：馬路村観光大使 まんさい実行委員会：まんさい親善大使

福岡県 ・アジア若者文化大使
大牟田市：大牟田大使 北九州市：・北九州市観光大使 門司港レトロ倶楽部：門司港レトロ大使
久留米市：・くるめふるさと大使 　　　　　・ひまわり大使 久留米観光コンベンション国際交流協会：久留米観光大使
　　　　　・久留米ふるさと特別大使 　　　　　・特命大使（文化・スポーツ・観光・環境）               築上町観光協会：「豊」の国美食親善大使　　　　
大川市：大川市ふるさと大使 田川市：田川観光文化大使
糸島市：糸島ふるさと大使 うきは市：うきはふるさと大使
柳川市：柳川観光大使 篠栗町：篠栗町ふるさと観光大使
古賀市：古賀市ふるさと大使 福智町：福智町観光大使
飯塚市：いいづか観光大使 みやこ町：みやこ町観光大使
筑紫野市：筑紫野市ふるさと親善大使 添田町：そえだまち観光大使
八女市：八女市茶のくに親善大使 東峰村：東峰村ふるさと観光大使
みやま市：みやま市ふるさと観光大使

佐賀県 ・吉野ヶ里大使　・吉野ヶ里国際親善大使　・佐賀県知事 特別広報官
佐賀市：佐賀はがくれ大使 多久市：・多久市ふるさと大使 小城観光協会：小城観光協会大使
唐津市：唐津観光大使 　　　　・多久市観光大使
伊万里市：・伊万里文化大使 嬉野市：嬉野市観光大使
　　　　　・伊万里市観光大使 鳥栖市：鳥栖市観光大使
武雄市：武雄ふるさと大使 有田町：佐賀・有田ふるさと大使
小城市：小城市親善大使 基山町：基山町ふるさと大使

長崎県 ・長崎奉行　・長崎県ブランド大使
壱岐市：壱岐市観光大使 雲仙市：雲仙ふるさと大使 長崎商工会議所：長崎親善大使
長崎市：長崎ふるさと大使 五島市：五島市ふるさと大使 対馬商工会青年部：対馬観光宣伝大使
佐世保市：佐世保観光ふるさと大使 小値賀町：おぢか観光まちづくり大使
松浦市：松浦市観光大使

熊本県 ・くまもと誘友大使　・熊本国際観光大使
天草市：・天草市観光特使 山鹿市：ふるさとやまが大使 球磨焼酎酒造組合：球磨焼酎大使
　　　　・天草宝島親善大使 人吉市：まちづくり親善大使
熊本市：わくわく親善大使 上天草市：・上天草市観光親善大使
菊池市：菊池市観光大使 　　　　　・上天草市ふるさと観光大使
八代市：八代よかとこ大使 合志市：合志市ふるさと大使
荒尾市：あらお観光大使

大分県 佐伯市：佐伯市観光大使 宇佐市：・宇佐市観光大使 豊の国かぼす大使会：豊の国かぼす特命大使
別府市：・別府ONSENツーリズム大使 　　　　・宇佐市ふるさと応援大使 中津耶馬溪観光協会本耶馬渓支部：本耶馬渓観光大使
　　　　・観光温泉文化大使 大分市：・大分市観光大使 おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会：特任大使
国東市：くにさき観光親善大使 　　　　・大分市観光特使
中津市：・中津市特命観光大使 　　　　・大分市スポーツ大使
　　　　・中津市観光大使 日田市：水郷ひた観光親善大使
津久見市：津久見市観光大使 日出町：日出町ふるさと親善大使

宮崎県 ・みやざき大使　・宮崎応援隊
西都市：さいとふるさと大使 えびの市：えびの市親善大使 延岡観光協会：のべおか観光大使
延岡市：のべおか観光大使 菊池市：菊池観光大使
日向市：・日向市ふるさと大使 宮崎市：宮崎市ニシタチ大使
　　　　・日向市観光大使 高原町：たかはるふるさと大使
　　　　・日向のへべす大使 高千穂町：高千穂ふるさと大使
都城市：みやこんじょ大使 三股町：みまたふるさと大使
小林市：こばやしＰＲ大使 高鍋町：高鍋町ふるさと応援大使

鹿児島県 ・薩摩大使
薩摩川内市：薩摩川内大使 指宿市：・指宿親善大使 本場奄美大島紬協同組合：本場奄美大島紬大使
出水市：出水ふるさと大使 　　　　・指宿観光大使 奄美観光受入連絡協議会：奄美観光大使
鹿屋市：かのやばら大使 霧島市：おじゃんせ霧島大使 枕崎商工会議所：枕崎大使
志布志市：志布志市ふるさと大使 曽於市：曽於市ＰＲ大使 鹿児島県漁業協同組合連合会：鹿児島おさかな大使
伊佐市：伊佐ふるさと大使 瀬戸内町：奄美瀬戸内観光大使 枕崎水産加工業協同組合：枕崎かつお節大使
鹿児島市：鹿児島市ふるさと大使 根占町：ねじめ大使 鹿児島県陶業協同組合：薩摩焼大使
姶良市：姶良ふるさと大使 錦江町：錦江町ふるさと大使 鹿児島県茶業会議所：鹿児島お茶大使
垂水市：たるみず大使 南大隅町：南大隅町交流大使 鹿児島県観光協会：鹿児島親善大使
南九州市：南九州市観光大使 与論町：ヨロンパナウル王国観光大使 霧島市観光協会：霧島市観光協会公認大使
日置市：日置市ふるさと大使 宇検村：宇検村観光大使 徳之島観光連盟：徳之島観光大使

沖縄県 ・美ら島沖縄大使　・新ウチナー民間大使
那覇市：那覇市観光大使 本部町：沖縄本部美らまち観光大使 久米島町観光協会：久米島観光大使
糸満市：糸満ふるさと大使 南大東島村：南大東島観光大使
石垣市：・石垣市親善大使 大宜見村：大宜見村ふるさと観光大使
　　　　・石垣市観光大使 伊江村：・伊江島観光大使
　　　　・石垣市国際観光大使 　　　　・てるしのの島観光大使
豊見城市：豊見城市観光大使 　　　　・伊江村観光親善大使
竹富町：やまねこ観光大使 渡嘉敷村：渡嘉敷村観光大使
北谷町：北谷町観光大使 東村：東村観光大使

制度数 知事委嘱の制度　44団体　90制度　　　市町村長委嘱の制度　620団体　713制度　　　諸団体委嘱の制度　145団体　148制度　　　制度合計　809団体　951制度　



12

ふるさと大使かわら版（通巻第89号） 2018（平成30）年10月25日（木）秋季号

明治維新150周年だからというわけではないが、この夏、
熊本市を訪ねる機会があり、西南戦争最大の激戦地となった
田原坂に立ち寄った。市中心部から北へ約20km、今は山中
の静かな公園となっている。
西南戦争では１万4000人の死者を出した。薩摩軍（西郷
軍）３万人に対し政府軍６万人と数は２倍、装備も上回った
が、死者はほぼ同数。激戦の模様が伺える。
うち、4000人近くがこの田原坂で戦死した。政府軍は西
郷軍に包囲された熊本城に援軍を送るため、大砲を運べるこ
の坂を通ろうとして激突したわけだ。

「かごしま明治維新博」を展開しています！
鹿児島県明治維新150周年推進室�室長　新川 康枝

かごしま明治維新博とは ──────────
平成30年は、明治維新から150年目の節目の年に当たりま
す。鹿児島は、明治維新の礎、近代産業の魁といった歴史・
文化遺産など、多くの観光資源に恵まれています。また、大
河ドラマ「西郷どん」の放送もあり、国内外からの注目が集
まっています。
鹿児島県では、この「明治維新150周年」を鹿児島をより
元気にする大きな好機ととらえ、鹿児島ならではの魅力を広
く県内外に発信する各種プロモーションやイベント、魅力的
なまちづくり、機運醸成・情報発信、教育・人材育成等の取
組を、「かごしま明治維新博」として展開しています。

今後の主な取組について ──────────
【記念プロジェクト（かごしま明治維新博）を推進します】
平成29年度から、鹿児島ならではの魅力を広く県内外に
発信する各種プロモーションやイベント等を展開・推進して
おり、今後も「明治維新150周年記念　秋の祭典」などのイ
ベントの実施や他県との連携、民間団体等が実施するイベン
ト等への助成などの取組を実施します。

【次世代への継承を推進します】
　明治維新150周年を契機に、郷土の先人たちの志や郷土の
歩みに想いをはせ、今後の鹿児島のあり方、自らの進むべき
方向などを考えるための取組を実施しています。

◆薩摩スチューデントの派遣
　未来の鹿児島を担うグローバルな人材の育成と、鹿児島と
英国の交流促進のため、県内高校生を英国に派遣しました。

◆「維新の学び」キャラバン
　幕末・維新の歴史を楽しく学ぶ訪問講座を県内10校程度
の小学校で実施します。

◆作文コンクール・テーマ研究発表
　先人たちがなし得た偉業や郷土の歩みを学ぶことを通じ
て、今後の自らの将来の姿、鹿児島の進むべき方向性や未来
などを考えるための作文コンクール（小・中学生）・テーマ
研究発表（高校生）を実施します。

◆「維新未来博」の開催
　これらの取組の成果等を活かして、郷土の先人たちの志を次
世代に継承していく機会とするためのイベントを開催します。

【若手研究者を育成します】
平成28年度から、明治維新期の薩摩藩研究のさらなる活
性化を図るため、県内外の若手研究者に対し研究費用を助成
しており、その成果については、発表会（２月頃）を開催す
るとともに、公式ホームページで公表しています。

おわりに ─────────────────
鹿児島県では、平成31年３月まで、県内各地で「かごし
ま明治維新博」を展開しています。
ぜひ鹿児島におこしいただき、時空を超えて明治維新を体
感してください。詳しくは、「かごしま明治維新博」公式ホー
ムページまたはフェイスブックをご覧ください。

《問い合わせ》
鹿児島県明治維新150周年推進室　℡099-286-3057

明治維新150周年記念　秋の祭典
11月18日（日）鹿児島中央駅前広場・アミュ広場
・薩長土肥４県連携イベント
・西郷どんそっくりさんナンバーワン決定！
・明治維新150周年記念パレードなど

かごしま明治維新博 検索

1996年に建立された慰霊碑（写真）に
は氏名が判明した約5600人が記されてい
たが、出身県は東北、関東、近畿など全国
各地に及び、両軍に鹿児島、熊本出身者の
名が連なる。西郷隆盛自身も、実弟の従道
は政府軍、親友の大久保利通は政府の内務
卿と、肉親や友が分かれて戦ったのだから
悲劇ではある。
この戦いは維新から10年目の1877年のできごと。箱館戦争
が終結したのも明治２年の５月。数字の上では1868年に明治
へと転換したが、あっさりと時代が変わるわけではないことを
しみじみ感じさせられた。� （はこだて観光大使　浅田 和幸）

田原坂にて西南戦争を想う
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本年は、明治改元から150年の節目の年です。明治維
新やわずか50年余りで成し遂げられた日本の近代化。そ
の原動力となったのは、国の将来を思いながら、諸外国
に追いつくための取組を模索し、挑戦し続けた先人たち
の高い「志」と比類なき「行動力」です。
人口減少社会の到来や世界経済の不透明感の高まりな

ど、明治期と同様に激動の時代である今こそ、そうした
先人たちに改めて学び、困難に立ち向かう糧とするとと
もに、後世へもしっかりと引き継いでいく必要があります。
「明治150年」は、まさにその契機とすべき節目であり、
現在、山口県では、明治のチャレンジ精神を今に活かし、
未来へつないでいくための様々な取組を、明治150年プロ
ジェクト「やまぐち未来維新」として県を挙げて展開し
ています。
このプロジェクトの中核イベントとなるのが、９月14日
から11月４日まで、山口市の山口きらら博記念公園で開催
する「山口ゆめ花博」です。山口ゆめ花博では、1000万
の山口県の花や本邦初公開の花など、78品目115品種の
日本最大級の整形式大花壇を展示するとともに、日本一
長い竹のコースターや日本一高い木のブランコ、夜を彩
る幻想的なナイトイベントなど1000を超えるイベントや
体験プログラムなど、子どもから大人までが楽しむこと
ができる魅力的なコンテンツで皆様をお迎えいたします。

また、バーチャル・リアリティー（仮想現実）体験により、
楽しみながら維新を体感できる「維新体験館」を設置す

るほか、明治150年記念式典や若者国際シンポジウムと
いった催しを通じて「明治維新胎動の地」である山口県
を国内外へ向けて力強く発信していきます。
山口ゆめ花博に先立ち、５月からは県内各地に数多く

ある博物館や美術館などそれぞれの「点」を「線」へと
結び付けて周遊を促す「幕末維新回廊」を展開しています。
山口県には、歴史や文化的な資産が広範囲に広がってお
り、これをつなぐことで多くの皆さんに県内全域を巡って
いただき、県の魅力を発信するとともに、県民の郷土へ
の誇りと愛着を高めることにもつなげていきたいと考え
ています。
さらにプロジェクトでは、人材育成にも力を入れてい

ます。特に、次代を担う若者への働きかけに重点を置き、
その志を育む取り組みとして、未来の県づくりを担う高
校・大学生を対象とした「やまぐち未来維新塾」の開催や、
企業と大学が連携した課題解決型の教育プログラムの構
築など、若い人たちが将来への志や情熱を抱いて、行動
力を養うきっかけづくりを行っています。加えて、県内す
べての公立小・中学校と総合支援学校に導入したコミュ
ニティ・スクールを活用して、ふるさとを愛し、地域の将
来を担う子どもたちの育成を進めています

こうした取り組みを通じて、県の活力を高め、このプ
ロジェクトの成果が新たな県づくりにつながる財産とな
るよう取り組んでいきます。

山口県総合企画部政策企画課　課長　永富 直樹

山
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県
が
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め
る
明
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９月15日、四日市市高花平中央集会所において、「音楽大好
き～つながろう山鳩の鳴く里で～『土生英彦　アコーディオ
ンの世界』が開催され、９歳から81歳までの市民15人が集い
ました。土生さんは日本を代表するクロマチック（ボタン）ア
コーディオン奏者で、NHK朝の連続ドラマ「梅ちゃん先生」
の中にもアコーディオン奏者役で出演したことがあります。伴
奏は、四日市で様々な音のワークショップに関わってこられ、
四日市ふるさと大使も務める兼古勝史さん（立教大学、共栄
大学他非常勤講師）。
曲目は、ミュゼット、タンゴ、世界の民謡、映画音楽、童謡、

ラジオ音楽と多彩なジャンルに渡り、一人ひとりの「心の旅路」
を楽しむ時が流れました。

演奏会のメインテーマともなった「山鳩の鳴く里で」は、
2010年四日市市民企画「個性あるまちづくり」助成事業（田
中俊行市長＝当時）から発展した「ふるさとの詩（うた）」の
受賞作品、八嶋保幸氏（いなべ市）の詩に、今回の伴奏者の
兼古勝史氏が曲をつけたもので、今回初めて披露されました。
作曲者自身による直接の歌唱指導の場面には、当時の田中俊
行市長も駆けつけ、参加者全員で楽しく合唱し、和気あいあ
いのひとときを過ごしました。
―――田中俊行前市長からのコメント
この歌は作詞と作曲の絶妙な調和によって、山里の自然を
情緒豊かに表現し、日本人の心に染みわたるふるさと愛歌だ
と思う。
音楽で市民がつながり、ふるさとへの想いが響きあった演
奏会、これからも続けて行けたらと、願っています。
（ブンテックNPOグループ「音の泉」サロン
� 四日市ふるさと大使の会　西村 昌子）

土生英彦

アコーディオンの世界
音楽大好き
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ドリーム夜さ来い祭りinシンガポール
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

今年６月30日、シンガポール・オーチャード通り周辺で初
めてドリーム夜さ来い祭りを単独開催しました。
私たちはニューヨークに続く海外の２つ目の拠点として、ア

ジアの経済・文化の要である同地を数年前から構想。多少の
紆余曲折はあったものの、戦略的に準備を進めたことが奏功
したと思います。
当日は、華麗かつ躍動的な踊りと様々な衣装で鳴子を持っ

て踊るチームに観衆は終始くぎ付けで、見たことのない動き
をする日本の祭りに身を乗り出してご覧になる様子が大変印
象的でした。
実は、シンガポールはチンゲイパレードをはじめとする地域
催事も多少あるのですが、総じて娯楽は少ない地域なのです。
そのためか、食道楽まっしぐらの人々が多く、結果として糖
尿病などの「文明病」の患者及び予備軍の割合が異常に高い
のです。シンガポール政府も、運動をもっとしよう!という健

康対策に乗り出しているが、まだまだ浸透し
ていない状況です。
そこでドリーム夜さ来い祭りが、「祭り参加
型健康対策」として開催され、当日によさこ
いワークショップも同時に実施しました。YOSACOYという
名前も浸透していないにも拘わらず、オーチャード通り地域の
強力なバックアップのおかげで、100名近くの参加者が集まり
ました。楽しく健康になれるのなら、国境はないと感じました。
現在、「健康」を軸にした次回開催の準備と同時に地元での

YOSACOYチーム普及について、政府・地域・企業と話を早
急に進めています。日本発の文化を、地元に役立てるように
アレンジして普及を進めていくのもやりがいがあります。
この続きはまた次の機会でお話しいたします。

高知県観光特使　扇
せん

谷
たに

 ちさと
（ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団�理事長）

今、地方移住が徐々に盛り上がってきています。私たち「ド
リーム夜さ来い祭り」は、東京で開催するお祭りとして日本
の各地域に貢献する事業を本格的に展開します。その１つと
して国内・インバウンドでの交流人口増加のきっかけづくり
はもちろん、移住を視野に入れた地域PRブースをお台場のメ
イン会場で始めます。
このエリアは外資系のホテルの進出やそれに伴う外国人観
光客（特に欧米）が急激に増加し、国内のみならず海外から
の「お客様」も取り込めるチャンスもあるのです。
今回、高知県の四万十町が名乗りを挙げていただきました。

四万十町は人口減から移住者の増加で人口増に反転。さらに東
京に於いて民間企業と連携して情報発信の拠点を設けるなど、町
長のリーダーシップもあって攻めの自治体です。また、私たちの
祭りでもよさこいチームでも地元から毎年参加いただいています。
実際、首都圏などの大都市で接触・相談の機会を頻繁に実

ドリーム夜さ来い祭りを活用した
移住促進の取り組み

一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団
事務局長兼専務理事　糸川 研也

施している自治体が成功しています。少子高齢化の波にのま
れず、果敢に挑戦しようとする危機感も後押ししているので
はないでしょうか。移住後の定着も視野に入れた施策（職・住・
食やバックアップ制度等）も複合的に活用します。
もちろん、いきなり移住でなく、交流人口を増やしたい、

日本だけでなく、海外からもリピーター観光客を誘致したい
と考えています。私たちは、東京だけでなく、ニューヨーク・
シンガポールにも祭り拠点があり、そちらのチャンネルを活
用したPRも可能です。
祭りは直接接触できるメディアです。私たちの祭りもAIや
IOTなど、デジタル化が進む社会と対極に見えるようですが、
実は一緒に成長しながら進化してきました。当祭の新たな取
り組みに、是非ご参加されてはいかがでしょうか。
ちなみに今年は11月２～４日、東京・お台場と丸の内/秋葉
原エリアで第17回「ドリーム夜さ来い祭り」を開催します。

８月13日、福島県猪苗代町の花火大
会で「エクアドル100周年」を記念した
花火が打ち上げられた。

この実現を目指して頑張ったのは宮浦歩美さん（34歳）。東
京の生まれだが、学生時代にエクアドルを訪問し、半年間、女
性刑務所で幼子の保育を補助したことがきっかけで、この子達
に夢と勇気を届けようと、現地で日本伝統の花火の打ち上げを
目指した。
しかし、火薬の海上輸送は困難で、諦めざるを得ず、日本で
打ち上げた映像を、この子達に見せようと、野口英世博士の故
郷に働きかけ、100周年を機に実現した。当日は駐日エクアド

ル大使をはじめ、エクアドルから15名の旅行客も参加して大い
に盛り上がった。
野口英世博士のエクアドルでの黄熱病研究が友好の礎とな

り、外交関係の樹立につながったとされる。
100年前、世界を駆け巡り活躍した福島県の先輩。そして
100年後、たった一人の若い女性の奮闘が国を越えて感動を生
み、友好の絆を深めた。
福島県は今、厳しい環境だが、世界中の方々が関心を寄せ、

応援してくれている。
私（たち）はこの若い女性の純真さ、一途さに学び、100年

後の後輩たちに、美しく、豊かな福島を残す決意を固めている！

福島は
よみがえる！ 「猪苗代花火大会」が教えてくれたもの。

金山町観光大使　根本 二郎日本・エクアドル国交100周年記念
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　歌手の池田さなえさん（はこだて観光大使）が９月29日
（土）、「唄会～秋の夜長～」と銘打った初のワンマンライブ
を綜合芸術茶房「喫茶茶会記」（新宿区大京町）で行った。
　ボーカルの池田さん、ピアノの吉本有佑さんは初コンビ
だったが、「２人のはこだて観光大使が送る」とうたうだ
けに息もぴったり。
　19時開演。自身のトークとオリジナル曲「忘れ方を教
えて」「会いたい」「明日のわたし」を交えながら全12曲

を前・後半に分けて約１時間30
分にわたって歌い上げた。台風の
影響で雨模様の中、数人のキャン
セルが出て観客は15人と少なめ
だったが、身近な関係者だけに終
始和気あいあいの雰囲気だった。
池田さんは今後も定期的にライブ
を行うという。� （稲田�俊明）

「南相木村応援団」発足 ◇◇◇◇◇◇ 一員になりました
南相木村応援団　浜田 靖彦

池田さなえさん、初のミニ・ワンマンライブ開催

標高1000ｍ、人口1000人の小さな山村、長野県南佐久郡
南相木村。通い始めてもう３年になる。総務省地域力創造ア
ドバイザーとして村の地方創生計画に関わり始めたことが
きっかけだった。今では訪れる度に美しい山河と長閑な暮ら
しの風景に癒やされて、私にとって大切な場所になっている。
南相木村には特筆される名所名跡がない。そのため観光面

ではまったく地味な存在である。なおかつ村内を走る道路が峠
を越えない行き止まりの村である。だから外部の人の往来が少
ない。地域活性化にとって短所でしかない条件だが、これを
逆手にとって長所に換えるチャレンジが必要なのだ、と私は感
じている。視点を変えれば、常に穏やかに時間が流れていて、
小さな幸せを一緒に喜び合える暖かい人と人の関係があり、行
き止まりの村だからこそ得られる豊かな自然の恩恵がある。
今年９月29日（土）に開催された南相木フォーラムで南
相木村応援団（サポーター）の委嘱式が行われ、中島則保村
長から10人が委嘱された。前年度のフォーラムで私が提案
したことがきっかけとなり、実を結んだのである。言い出し
た私もその一員に加えられた（写真右から３人目）。

メンバーはIT企業の経営者、著名なレストランのシェフ、
貿易商社の経営者、一級建築士など、実に多彩な顔ぶれであ
る。それぞれのネットワークで、村に良い人を連れてくること、
良い情報をもたらすことが期待されている。この新しいふる
さと大使の制度が、今後どのように村の活性化に寄与してい
くのか、とても楽しみである。

山形県人東京連合会の祝・設立80周年記念式典・祝賀会が
９月17日（月・祝）午前11時からホテルニューオータニの「鶴
の間」で開催された。
連合会は65団体（会員38000名）で、今回の出席者は1000

人近いと思われる。会場は入り口から出口までびっしりとテー
ブルがあり、自分の故郷の席にたどり着くまでが大変だった。
今回は県知事出席の予定が急用で欠席となったが、副知事

が知事の挨拶を読み上げ、祝の言葉をいただいた。また大勢
のご来賓の紹介とお祝いの言葉が続いた。
第２部祝賀会はで多くの余興・アトラクションが盛り沢山

で、各テーブルには故郷の地酒やワインなどが山のように用
意された。
山形県は民謡、温泉が豊富な県でもあるため、花笠踊りか

ら始まり、山形女将会たちの踊りありで、とても賑やかだった。
やまがた景観物語では各地区出身者による置賜、村山、最

上、庄内の紹介があり、その後、特別抽選会、フィナーレ、
万歳三唱で無事閉会となった。
県民の歌は昭和天皇御製である。

　　広き野を　ながれゆけども　最上川
　　　　　　　　　海に入るまで　にごらざりけり

山形県人まつり、約1000人で賑わう� 酒田ふるさと観光大使　本間みつ子　鴨川キヨ
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編集後記
　各地のふるさと大使制度は増加の一途を辿っています。ふるさと大使の“意義”が認め
られている証でしょうが、テレビタレントが様々な場面でアピールしていることも大きい
かもしれません。
　首長の交代による改廃も増えています。ある意味、仕方がないのでしょうが、応援団の
つもりがある日、お払い箱になるのは寂しい限りです。「大使」でなくとも、サポーター
のような形で応援をしてもらう仕組みも検討していただきたいものです。当会の会員でも
「任期が切れたので退会します」との申し出がありました。もちろん、大使でなくともふ
るさとを応援する意思のあるかたは会員資格がありますのでご心配なく。
　私ごとですが、修復途上の熊本城を見てきました。完全修復には10年近くかかるそうで、
改めて地震のすごさを実感しました。ただ、不謹慎かもしれませんが、多くの人が訪れ、
あの姿を目にして災害を忘れないようにすることも意味があるように思えます。地震、台
風、大雨と今年は災害続きでしたが、来年は良い年であることを祈っています。

（2018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

2018年９月末現在の会員構成
大使会員 105名
団体会員 21団体
一般会員 141名
合　　計 267名

確認された大使制度

（2018年９月末現在）
県知事が委嘱 44団体 90制度
市長村長が委嘱 620団体 713制度
諸団体等の長が委嘱 145団体 148制度
合　　計 809団体 951制度

全国ふるさと大使連絡会議の概要

ふるさと大使かわら版　2018年10月25日－平成30年秋季号――（通巻89号）
◇発　行：全国ふるさと大使連絡会議（代表＝浅田和幸）
◇編集責任者：浅田　和幸　　
◇事務局：〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町36番３号N806　
　 全国ふるさと大使連絡会議　
　　　　　TEL：080－5002－6432　FAX：03-5640-1433
　　　　　Email：kasatora7@jcom.home.ne.jp

2018年度年会費納入のお願い

　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。2018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

◆ 新年会員交流会のご案内 ◆
恒例の新年会員交流会を１月25日（金）に
開催します。平成最後の新年を祝うとともに、
新たなスタートに向けた交流の場にしたいと思
います。皆様の知恵と経験、ネットワークを生
かし、少しでもふるさと・地域の元気づくりに
資することができれば幸いです。
なお、今回は、演芸集団「成田家笑仙一座」

を率いる森田茂さんのミニスピーチと「ばか面招
福おどり」や獅子舞などお正月にふさわしい伝
統芸能をご披露いただきます。会員の皆様はも
とより、お知り合いの方もお誘いあわせのうえ、
ぜひご参加いただきますようお願いいたします。

１．日　時：2019年１月25日（金）午後６時00分～９時00分
２．場　所： 「KKRホテル東京」　11階「丹頂の間」
　　◇東京都千代田区大手町１-４-１　　TEL 03-3287-2921
　　◇地下鉄東西線「竹橋駅前」 の３b出口直結、千代田線大手町駅c２出口
３．講話と踊り：「笑う門に福きたる」
　　喜楽會　会長　成田家　笑仙氏（本名・森田茂）
４．会　費：6000円（振込は会費振込口座と同じでお願いします）
５．飲み物：地酒・ワイン・焼酎などの持込を歓迎します
　お申し込みの際は、出席者のお名前と肩書・連絡先を記入してメール又は
Faxでご連絡ください。同伴者がある場合はお名前を記入してください。未会
員の方のお申し込みの際は紹介者も記入してください。
メール：kasatora７@jcom.home.ne.jp 又はFax 03-5640-1433

「アンテナショップマップ2018」完成 
一般社団法人地域活性化センターは東京都内にある自治体のアンテナショップをまとめ
て紹介する「アンテナショップマップ」を制作しているが、9月18日に開かれた東京アン
テナショップ連絡会で「アンテナショップマップ2018年」が完成・披露された。
東京には、60店あまりのアンテナショップが集まっており、各地の魅力ある特産品の
販売をすると共に、各地の情報を発信する基地となっている。イベントスペースやレス
トランを併設する大型店も多くなっており、社会的存在感も大きくなっている。これらの
ショップを一覧できるマップは、非常に便利な媒体だと思われる。インバウンド旅行客に
向けた英語バージョンも出来ている。� （常任理事　鈴木 克也）


