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「ふるさと大使全国大会2019」
若者の新鮮な取り組みに称賛の声
令和元年11月７日、
「第24回ふるさと大使
全国大会2019」が「ホテル・ラングウッド」
（日

2020年新春号（通巻94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。
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【 １ 面】ふるさと大使全国大会2019
若者の新鮮な取り組みに称賛の声
・創設25周年の節目に向けて ――浅田和幸
【２～７面】パネル討論
「若者による地域活性化」
【 ７ 面】ちょっと面白い３名城・３名物・３
記念館

――平谷英明

暮里）で開催された。イトーノリヒサ・大会
実行委員長の開会宣言に続き、浅田和幸・全
国ふるさと大使連絡会議代表による挨拶と活
動報告がなされ、大会がスタートした。
第１部のシンポジウムでは、
「若者による地
域活性化」をテーマに、東京農業大学地域環境科学部地域創成学科教授で農学博
士の宮林茂幸氏、淑徳大学コミュニティ政策学部教授の芹澤高斉氏、株式会社お
てつたび代表取締役CEOの永岡里菜氏、SUKIMACHI代表の前島玲美氏、一般社
団法人未来の準備室理事の湯沢魁氏をパネリストに、当会理事で一般社団法人洸
楓座代表の佐藤健吉氏の司会によりパネル討論が催された。
討論は若者がメインとあって、地元（すきなまち）の発信を目的にツアーやイベ
ントを開催する学生団体、震災後の福島県で高校生を軸としたまちづくり活動を展
開する学生、お手伝いと旅を合わせた新たなサービス事業など、従来にない若々し
い取り組みの一方、永年、学生のまちづくりを指導・支援されてきた大学教授の活
動が紹介され、会場から感銘・称賛の声が挙がった（詳細は２面以降に）
。
続いて記念講演では、移住したい都道府県13年連続日本一を誇る長野県の阿部
守一知事のお話しいただく予定だったが、台風19号の甚大な被害の対策のため出
席できなくなり、吉沢正東京事務所長による知事メッセージの代読となった。
今回は参加者が100余名と少なめだったが、初参加の方はこれまでになく多く、
シンポの最後にズラリと壇上に並んで、自己紹介していただいた。

【 ８ 面】交流・懇親会 民謡や踊りで華やかに


――三谷啓子

・全国大会会計報告
【 ９ 面】ご提供いただいた各地の特産品地酒等
【10面】猪名川町の雛祭り・兵庫県猪名川町

創設25周年の節目に向けて
新年おめでとうございます。2020年は我が国にとっては二度目の東京五

――犬丸絹子

輪開催の年。秋まではその話題で大いに盛り上がるのでしょう。通信分野

【11面】第 ３回「ふるさとサロン」、宮城県

では２時間の映画が３秒でダウンロードできる超高速の５Ｇ（世代）が本


をテーマに

――伊藤淳子

・宮城の食と観光の魅力を改めて堪能


――千葉一樹

【12面】第４回「ふるさとサロン」三重県の
講話
・三重にまつわる“トリヴィア”の数々に感銘


――佐藤建吉

格化し、あらゆるものがネットにつながる社会の到来が幕開けするそうで
す。防災や遠隔医療、農業を含む各種産業の高度化など、地方創生の起爆
剤になるとも言われます。折しも政府は20万人以上の中枢都市を核に周辺
都市と連携して都市機能の集約化を進める「連携中枢都市圏構想」を推進
しています。ただ「自治が失われる」
「地域の疲弊がさらに進む」など反対
の声も多く出ています。技術革新が地方の活性化につながれば喜ばしい限

・かんもん北九州の新年会で歌を披露

りですが、逆にさらなる過疎や格差を生む恐れはないのか、大いに心配す



るところです。

――岡部きみよ

【13面】大名庭園サミット開催される


――本多忠夫

・新会員のひと言


――杉本伊津代、さとう賢一

【14面】奉納連歌

――山口義夫

・第５回「ふるさとサロン」のご案内
・新会員紹介

さて、当会にとって五輪が終わるこの秋には創設25周年を迎える節目と
なります。まだ内容が固まっていませんが、記念すべき大会となるよう知
恵を絞りたいと考えています。地域の魅力を再度見つめ直し、地域を元気
付けられるよう活動を強化することが一つの目標です。本年も皆様のご協
力をよろしくお願い申し上げます。


全国ふるさと大使連絡会議 代表 浅田 和幸

・全国ふるさと大使連絡会議の概要、編集後記他
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「若者による地域活性化」

茂幸（東京農業大学教授）

芹澤

高斉（淑徳大学教授）

前島

玲美（SUKIMACHI代表）

パネリスト：永岡
湯沢

里菜 （（株）おてつたび代表取締役CEO）
魁    （（一社）未来の準備室理事）

コーディネーター：佐藤

建吉（当会理事、（一社）洸楓座代表）

パネル討論は、
佐藤建吉がコーディネーターとして司会を担当した。主題の「若者による地域活性化」のプレゼンテー
ションや提言についての概要を、以下に再現しまとめしますので、参考にしていただければと思います。なお、本文中
の下線は、コーディネーターの佐藤建吉が付したものです。（敬称略）
いまは、埼玉大学４年生で、全国に友達が出来たらい

起 ・・自己紹介、出身地など

いなと思い、また地方出身のアイデンティを活かそうと、

司会／佐藤建吉 「若者による地域活性化」と題して、パ

ます。都内でイベント、ベンチャー企業やNPOの人と一

全国ネットワークのSUKIMACHIで活動して４年目になり

ネリストとしてご登壇頂きましたが、

緒に島根や和歌山や高知に出かけたりし、地域の魅力を

まず、ご自身の出身地やふるさとな

発掘しています。

どについての想いをお話しください。
宮林茂幸

長野の台風で、祖父母の家が被害を受けました。復旧

出身は長野県ですが、合

支援に行くと、150名ほどの多くの人が助けてくれ、目に

併し長野市となった信州新町で、森

見えないものを大切にし、お互いに助け合い気遣いあう姿

林率92％の地です。かつては養蚕や

勢をみて、地域との関係が大事だなと、より考えるような

こんにゃくの産地でしたが、最近は、リンゴ栽培が主力

今日この頃です。

の地になっています。東京農大での専門は林業です。山

永岡里菜

を使ったレクレーションやセラピーなどで多くの人に山に

語のWeb上のサービスでやっている会社を運営していま

入っていただこう、そしてお金を落としていただいて地

す。それは、知らないところに出かけてお手伝いをする人

域の活性化をしていただこうという取り組みも行っていま

を勧誘し、紹介するサービスです。出身は三重県の和歌

す。実は、65歳で定年になったのですが、さらに２年ほど

山県寄りの尾鷲市で、東京から６時間もかかるところです。

継続して教授をしています。全国に、元気な故郷をつくっ

いまは、祖父母が住んでいますが、尾鷲は特別な地域で、

ていきたいと思います。

ついつい出かけて行きたいようなところです。

芹澤高斉

淑徳大学のコミュニティ政策学部の教授をし

おてつたびという、お手伝いと旅を掛けた造

そこでの経験から、おてつたびのサービスを発想しまし

ています。生まれは名古屋市ですが、すぐに横浜市に転

た。尾鷲のような、特別な地域を若者にも持っていただ

居し中学１年までいました。父の転勤で四国の香川県坂出

き、知っていただこうと、つくった会社です。おてつたび

市、２年後から福岡市に住み、大学生から横須賀市にい

を通じて、日本の地域の良さや可能性をつくっていきたい

ましたが、就職し三重県松坂市に長くいました。今は千葉

と思っています。

市に住み淑徳大学に勤めています。こういうことで、私に

湯沢魁 「一般社団法人未来の準備室」という福島県白河

は故郷がないので、つくらないといけない立場です。地域

市にある法人を運営し、明治大学の政経学部の４年生で

で課題解決、地域活性化できる学生を育てています。地

もあります。生まれは札幌市で、幼少期は広島市、長く住

域のこと、故郷のことを学んでいきたいと思います。

んでいたのは兵庫県の西宮市で青春時代を過ごし、明治

前島玲美 学生団体SUKIMACHIの４期目の代表を務め

大学に進学のため上京し、いまは祖父母のいる横須賀市

ています。長野オリンピックの年に、長野市に生まれま

に住んでいます。阪神・淡路大震災の年の生まれです。

した。選手村だった団地に住んで、スポーツとも親しん
できました。
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思い、福島県や宮城県に出かけました。いまは福島県白
河市で活動しており、第二の故郷ともいえます。福島原発
の構内に大学生を連れていく活動も行っていました。
司会 私は、山形県鶴岡の出身で、いまJRでデスティネー
ションキャンペーンをしているところです。４年ほど前に
大学を定年になり、日々エンジョイして地域活性化の活動
をしています。

承 ・・若者の活動
司会

今日の主役である３名の若者からご自身の活動ぶり

を、スライドを用いて、順次プレゼンして頂きたいと思います。
前島

学生団体SUKIMACHIの活動の様子を動画で紹介
します。50 ～ 60人の学生を集めて、

える化」しようという活動です。
SUKIMACHIには、30都道府県で延べ250人くらいの学

地域に実際に出かけるツアーやイベ

生が参加しています。今年は高知県と茨城県で実施しま

ントをして、地域と学生のつながりを

した。大事にしていること、一過性にしたくない、打ち上

深める活動しています。その活動理

げ花火で終わらせたくないとうことです。キーワードは、

念は、地元（すきなまち）を発信す

地域発信、旅、第二の地元をつくりたいなどです。最近は、

る学生を増やして、若い世代の遊ぶ・

何かに挑戦したい、自己実現したいという若者が増えてい

働く・暮らすという場所の選択肢を広げていこうという活

るので、結果として、人とまちをつなげることで、自分の

動です。

すきを広げていくということを行っています。

若者は、東京にあこがれて、地方を捨てて、東京に集まっ
ていますが、今後は、東京だけでは生きていけないし、地

司会 うちの街に来てよ、という場合は、どうすればいい
でしょうか？

方や地域にもたくさんいいところがあるということを、同じ

前島 SUKIMACHIに連絡してください。地域アンバサ

若者に発信する活動をしています。SUKIMACHIは、好き

ダーを紹介して地域とつながりをつくるようにします。

なまちを発信する、好きなまちと出会う（マッチする）
、まち

永岡

おてつたびという会社は2018年７月に登記した会

の隙間に集まるという意味を込めた団体名になっています。

社で、短期的な季節的な人手不足を

今年４年目を迎えるのですが、19大学、30人弱、18都

解消する方法として運営している会

道府県の人のアンバサダーがいて、日本一大きい地域発

社です。
「知らない地域を仕事しなが

信の学生団体で、Twitterなどのフォロワーが多く、SNS

ら旅しよう！」をメッセージとして掲

などによる発信力が大きい団体です。私は、
「長野県アン

げています。まだ知られていない魅

バサダー」と名乗り、都道府県アンバサダーという呼び方

力的な地域を多数掲げていくことを

をしています。
私たちは地元を、生まれ育った町、応援したいまち、ま
た行きたいまち、好きなまちなど、と定義し活動していま

ミッションとしており、一度出かけたらまた行きたくなる、
ついしゃべってしまいたいような地域をつくるなどです。
「人」と「思い」と「お金」が巡るような地域をつくりたい。

す。活動は、次の３つに分けています。

インターネットなど情報過多になっているが、尾鷲と三陸の

①イベント・・・地元に集まるイベントで、地元が好きだ

お魚は何が違うのか？というようなことは、東京にいるだけ

という若者が集まる。ユニットごとに集まり、その地元

ではわかりにくい訳で、まずその地域に来てもらって、地域

の魅力は何だろうとプレゼンをしています。郷土料理を

を好きになってもらいたいと考えました。そのために、２年

出して、地域を体感することなどもやっています。

前に、会社を辞めて一念発起してこの会社をつくりました。

②ツアー・・・仲間が地元に集まるツアーで、あるメンバー

地域には、例えば、農家さん、旅館さんなどのように、

のまちに出かけ、地元の人しか知らないような観光ブッ

季節的・短期的な人手不足で困っている業種があるので

クには載っていないディープな観光や現地の人と対話

す。それで、そうした人手の欲しい地域の仕事先と、どこ

することをして、つながっています

かに旅行したい、行ってみたいと思っている若者とをWeb

③コラボ企画・・・企業やNPOの方々とコラボした企画で、

上でマッチングさせるサービスを提供するのが、おてつた

例えば、
「まちぼうけ」という島根県の企画で、そのま

びです。期間は１週間から10日ほどが多いですが、住み込

ちの取材記事を書いて、そのまちには、どんな人がいて、

みバイト、季節労働の紹介です。交通費も掛からずにアル

どんな未来を描いているかを引き出し、心のうちを「見

バイトできるよ、ということを紹介しています。
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して、活動の費用を稼ぐために、休学して福島で活動して
きたが、今は復学し大学生をやっています。

た後のプライベートでの再訪問率が６割と高くなっていま

初めて福島に出かけたのは、東日本大震災の１年後の

す。友達と来ました、お母さんと一緒に来ました、サーク

2012年３月でした。高校の先生が福島にボランティアに

ルの仲間と一緒に来ましたなどの例があり、新しい関わり

行ってきたというのを聞いて、阪神・淡路大震災の経験も

が確実にできているのはとてもうれしく思います。

聞いていたので、いま東北に行かないといけないのではと

マッチングのステップはとても簡単です。Web上のマッ

の思いで被災地に足を踏み入れました。

チングサイトで、地域や仕事の内容を見ていただき、多く

宮城県に最初はボランティアとして出かけました。津波

は学生さんですが、
「おてつたび先」が良さそうだったら

で泥をかぶった果樹園の掃除をしました。そこには当時流

得意分野などを記入していただいて、申し込みしていただ

された痕跡が分かるようなものがたくさんありました。こ

きます。すると、その学生さんのプロフィールが地域側に

うして、当時の生活の様子や思いを感じ取るようになりま

届きます。そのプロフィールには、農業に興味があるとか、

した。また、
地元の同世代の人と交流したことが大きな切っ

Ｕターンに関心があるなどと書いてあるので、地域側の人

掛けとなりました。彼らは福島県の相馬高校生でした。放

の「受け入れたいな」という希望と一致したら、マッチン

射線量を測るなどの活動を行っていましたが、彼らは自分

グが成立となります。最終的には、第三者で総合レビュー

の地元を思う熱い気持ちがありました。

がなされます。それは、
この出会いが適当であるかをジャッ
ジするシステムとなっています。

私の高校は神戸の中高一貫校で全国から生徒が集まっ
てくるので、神戸のため、西宮のためなどの地元より、日

おてつたびは、地域と若者との出会いをつくるマッチン

本をどうしたらいいかを考えるような高校でしたが、福島

グプラットフォームを提供する仕事ですので、マッチング

の現場と関わる中でやはり一番の原因である原発による

料という手数料をいただくというビジネスです。それで、

理不尽をなくしたいということを考えるようになりました。

素敵な若者と地域とのご縁を提供できるように一層努力し

そんななかで、理不尽のせいで学校がなくなるとか、都市

たいと思っています。最近では、地域の自治体との契約も

と白河の教育環境の格差、あるいは情報量の格差をなく

増えています。その面が確実に増えているのはありがたい

したいと強く考えるようになりました。

なと思っています。

福島県の中通りの一番南にある白河市で事業をしてい

また、いろいろなメディアでも取り上げていただいてい

ます。白河市には、小峰城というお城があり、松平定信の

ます。この間、フジテレビさんが取材し、編集してくれた

居城でした。法人の目的は、若年層の地域社会への参画

ビデオを見ていただきたいと思います。

を促進して地域の課題を解決するというものですが、それ

長崎県の壱岐の平山旅館での「おてつたび」
。出かけたの
は、東京の熊谷さん。地域に住んでいる人とコミュニケー
ションをとって、お話をきいたり、仕事と旅ができると、
申し込んだ。熊谷さんは、作務衣に着替えて、仕事をす
るが、旅館の仕事は、午前中と夕方が忙しいが、昼間は
自由時間で、観光ができる。従業員宿舎に泊まるので、
宿泊費も食費もかからない。お手伝いの給料45,000円
を、旅費に充てる。気軽に、旅行とアルバイトの両方が
できるという。

にとどまるのではなく、日本全体の文化や人材の多様性を
拡大することに影響を及ぼすことを考えています。私たち
の地域、地方がなくなれば東京は死にます。だから私たち
が地域で頑張るということが、日本全体に影響を及ぼして
いるということを思い、いつも仕事をしています。
法人としての事業は３つあります。①コミュニティカ
フェの運営②移住促進の運営③ゲストハウスの運営――
です。今日はコミュニティカフェについてお話しします。
お城から近い中心市街地のシャッター街にあって、築後

旅館は休みの時間が取れるが、農家の仕事は、一日中

90年のお茶屋さんが放置されていたのですが、福島県の

忙しいので、休日を取ることができる。でも、仕事は本気

木材を使ってフローリングするなどリノベーションをして

でやって満足感を得て、再度やって来れるような関係をつ

古民家再生カフェにして運営しています。高校生と一緒

くっている。

になってメニュー開発をして話題のタピオカドリンクをつ

ハローワークや知り合いを通じて求人するのではなく、

くったり、高校生の居場所などにカフェが利用される現状

おてつたびを通じて多くの若者に情報提供し、お互いに満

になっています。高齢化や空洞化が進んでいる中心市街

足できるいい関係や特別な関係をつ

地に、若者が来てほしい。若者はチェーン店に行きたがる

くっていくことを、おてつたびでは広

のですが、地域密着の居場所にしたいとこだわって、リノ

げています。
ご清聴ありがとうございました。
湯沢
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になってしまっているのですが、まさにその時代や時間に、
大学で若者を受け止めて、地域活性化に関わる取り組みを

行いましたが、その後の運営は、白河市の独自予算の白

行っている、二人の大学の先生にお願いしたいと思います。

河市コミュニティスペース設置事業予算で、私たちの法人

宮林

が業務委託を受けています。
さて、地域の要請もあります。白河は大学のない街なの

私はいくつかの地域に入って学生と活動していま
すが、その中から二つを紹介します。
まず、群馬県の川場村での例です。

で、18歳で若者の人口が減るのですが、22歳で戻ってく

38年前に、世田谷区と川場村が“結

るとはならない。都会で就職してしまうという理不尽があ

婚”したのです。その頃は、大学の

ります。そこで、地域との関係性を白河から出ていく前に

助手の時代でした。町同士が結婚す

強固にしておき、自分たちのアイデンティティをつくって

るのは、簡単には別れられない、交

おきたいという、地域からの要請があります。

流事業は長くやらないといけない。当時、世田谷区は、故

そのためには、白河での交流体験が必要です。高校生

郷をつくりたい、川場村は農業プラス観光を進めようとし

は家と学校の通学に親の送り迎えの協力が必要です。す

ていた時で、ちょうど折り合いがついたのです。世田谷が

ると高校生の自由な場所がないので、
自分たちの場所、
サー

85万人、
川場村は3600人。２つがドッキングしたわけです。

ドプレイスをつくるというのが高校生の潜在的なニーズと

37年の間に世田谷区は95万人、川場村は変化がない、つ

してあります。

まり過疎が止まっている。なぜ止まったかというと、世田

もう一つは、いま教育改革が叫ばれている中で、課題

谷区の小学生が全員訪ねる。世田谷区の人が故郷をつくっ

の発見と解決能力が求められています。それを育てる担い

ています。日光には180万人観光客が来ますが、川場村に

手に学校ができればいいですが、
なかなか難しいわけです。

は200万人来ている。道の駅「川場田園プラザ」は、22 ～

だから地域が、高校生の育成の手伝いをする。その意味で、

23億円の粗利を上げています。農業が庭先で売り上げを

高校生が興味を広げたり可能性を広げる体験をしています。

上げている訳です。一俵60万円の米ができている、１万

高校生が『よりみち』というフリーペーパーをつくって

円／ kgです。それが川場産で、ギネスブックに載ってい

います。高校生が高校生の目線で、友達に伝えようとい

る。こうしたことを仕組むために大学が入り込んでいるの

うことで、
『よりみち』を編集しているのです。高校生は

です。いま、里山自然学校として、
「茅葦塾」
「森林づくり

お金がないので、100円でできることを探すということで、

塾」
「農業塾」をやっています。学校長は私がやっている

商店会を訪ね取材をして記事にしています。

のですが、そこで、年間8000人くらいの世田谷の人が訓

また行政が持っている施設の利用方法を提案していま

練を受けています。世田谷の人が山に入り管理する。する

す。それは、
「白河高校生天文合宿」というもので、星を

と自分たちの綺麗な景観ができる、きれいな水が流れてい

見たいという高校生の希望に応えるためにキャンプして、

る。全部、自分たちの健康のためにやろう。村は村で、自

白河で星が見られるということを発信しています。

分たちのちゃんとした故郷をつくろうという、共通の話題

学びとサービスをつなげて循環することを活かしたいの

があることが大事です。あと２年で40年になるが、こんな

ですが、高校生から始めたので、いまはもう大学生になっ

に長い期間続いている例は他にはありません。今は、農業

ています。大学のない白河で、大学教授を呼んでシンポ

プラス観光をやろうとして、小さな発電所をつくっていま

ジウムをやったり、高校生向けに大学というのはこんなと

す。バイオマス発電をやっています。その発電した電気の

ころだよということを大学生主体で行っています。これは、

一部を世田谷区で買ってもらっています。世田谷区で買っ

地域を出ても地域に関わってくれることを示しています。

た電力の売り上げが村に入り、村の環境が良くなるという

私たちにとっても希望です。

いい循環ができています。大学生が関わって４泊５日の自

転 ・・大学での取り組みや支援

然教室を小学４年生から高校３年生まで、夏と冬に100人
参加してくれています。
もう一つの例は、文科省のお金を頂いて、多摩川源流

司会 これまで、若者パワーが爆発してだいぶ時間がな

大学というのを行っています。山梨県の小菅村というとこ

くなってきました。本屋に行ったら、
『若者は社会を変えら

ろで行っています。人口は1000人から730人まで減少して

れるか？』という本がありました。地域活性化の主導権を

きましたが、最近は転入者が増えてきています。私たちは、

握れるか？ところが大人たちがある面それを邪魔してとい

学生に本物を体験させたい、つまり今は機械やパソコンを

うこともあるわけです。若者たちは本当にやりたい。それ

使うのですが、手道具を使う。急傾斜地では手仕事が主

でビジネスを考えたり、行動もしています。それをちゃん

体になる。住民講師ということで、地元の人に講師をお願

と受けとめて永続的にしていくことが必要ではないでしょ

いして学生を指導してもらう。年間延べ1600人くらいの学

うか。しかし、いまの若者は、残念ながら大学に行くよう

生が入っている。源流の農作業、林業作業、川遊びなど
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多様な体験してもらい、学生が子供たちとドッキングする

まちに対する想いや、自分にとって心地良い居場所（サー

ということをやっています。

ドプレイスを見つける）
ことができる。これらを通して、
「新

大学の「学（科学）
」と現場の「本物」がくっついて、
「現
代教育（現教育）
」が16年続いています。
芹澤 私はふるさとがないといいましたが、今日、初めて

しい価値の創造」ができることを期待されます。
観光まちづくりのコンセプトをまとめてみました。すな
わち、
「気づき」
「
、学び深める」
、
そして情報として「発信」し、

出会った人ともいろいろのつながり

そして「交流」する。それがまた「気づき」につながると

があり、そういう人を通じて、
「ふる

いうサイクルなのですが、その中で、
「新しい価値」が創

さと」を感じればいいのかなとも思い

造されるのではないかということです。この観光まちづく

ました。

りのコンセプトでは、まちが主体的になるということ、さ

大学教育の現状と地域との関わり
についてお話ししますと、2008年か

らにコーディネート組織・人が必要で、成功のキーはやは
り、
「ひと」であるというものです。

らの教育改革で、以前は「大学では何かを教える」という

「新しい価値」とは、経済価値だけではなく、目に見え

スタンスでいたのですが、これからは、
「学生に何かを身

ない何か、自分にとって必要な特別なもの、そういう想い

に付けさせなければならない」いうことになりました。つ

が生まれる、あるいは相対化されることによって創造され

まり、これからは、
「コミュニケーションや問題解決がで

ます。古くからある街の良さを大学なり、学生なりが感じ

きる人材を育てなさい」ということになりました。それは、

取ることは、
地域の「新しい価値」の創造であると思います。

学生に教えるのではなく、学んでもらうということに方向

今日は、こういう機会を頂きましてありがとうございま

転換されました。

した。

その後、2012年からは、質的転換という答申がなされ、

結 ・・地域活性化へのキーワード

予測が難しい社会で、
「答えのない問題」を発見して、そ
の原因を考え、最善解を導いて自ら行動を起こせる人材を
育成しなさいということになりました。それは、主体的に

司会

学習する学生を育成するということで、大学内・教室内で

いて、あるいは大学をツールとした地域活性化について、

の学びと現場での体験型学習が必要となり、ボランティア、

上手にまとめて頂きました。

インターンシップ、サービスラーニングというような体験
を通して「学修」することが導入されました。
教育において、地域、企業・団体、行政等と連携した、
幅広い視点から問題解決の事例研究や実践の積極的導入

芹澤先生には、若者や学生による地域活性化につ

さて、最後の結論として、３名の若者と２名の大学の先
生に、地域活性化についての「キーワード」を紙に書いて
いただき、コメントして頂きたいと思います。
私は、先にキーワードを書かせていただきました。それ

ということで、
地域に存在する「学びの種」を活かす教育、

は、
「できる状況づくり」というものです。それは、
「でき

つまりは、まちづくりと教育のリンクという、地域活性化

る環境づくり」とは似ていますが、違います。状況づくり

をカリキュラムに入れるということです。私の所属するコ

という言葉の中には、主体者である本人が入らないといけ

ミュニティ政策学部はそれが本務となりました。大学とい

ないということです。つまり、環境という周りの他人任せ

う高等教育機関でも、地域という現場から学び、地域で

ではだめだということです。

の活性化や活動を学生が体感することが必要であるという
ことです。

それでは、それぞれから発表していただきます。
宮林 「つながりのコミュニティ」＝持続性が力なんです。

今日の主題の若者による地域活性化については、例え

38年間継続して行えるというのは市町村のグランドデザイ

ば私のゼミでは、三重県の松坂市でコミュニティスクール

ンが一本で揺らがない、これが大事です。地元が若者を

についてワークショップをやったり、林業との取り組み、

心配してくれるようになれば、新しい価値観が生まれてい

市民農園に行って事例を学んだり、限界集落に行って住

るということです。

民協議会の方々と意見交換したりする。千葉ロッテマリー

芹澤 「これまでのまち、これからのまち。これを語りま

ンズの冠ナイターイベントを企画したり、北海道蘭越町で

しょう！」＝コミュニティ、人と人のつながり、人と街の

の合宿や、築地の活性化プロジェクトを地元の市民グルー

つながり、つながること、ネットワークが重要で、実際の

プの人と連携したりしています。

街をつくってきた生の声を聴いて語るということです。

今年のゼミのテーマは「観光まちづくり」で、狙いとし

前島 「深刻からワクワクへ」＝地域にはいろいろな課題

ては、人と人、人とまちがつながるまちづくりの理解、取

がありますが、それを深刻にとらえず真剣に向き合おうと

り組み団体・グループとの協働を通じた「学修」の機会、

いつも言っていますが、発想転換で課題ばかりでなく魅力

また、まちの魅力をどのように観光に繋げるかなどを挙げ

も見出そうとも言っています。ワクワク感はモチベーショ

ています。このテーマのもう一つの狙いは、自分が暮らす

ンとして大切なので、地域とはワクワク感を持って向き合
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ければありがたいと思います。

もう一つ「イオンしかないとは言わせない」＝地域に行
くと、
イオンしかないと聞くことが多いですが、滞在すると、

◇

◇

◇

さて最後に、今日の若者たちは、世の中や地域を変えて

ほかにもいろいろのものがあることが発見されます。ゆえ

くれると思う方には、団扇をYesの面に向けて、いや、そ

に、地域の人をイオンしかないとは言わせない人にしたい

んなに簡単ではないと思う方には団扇をNoの面に向けて

と思います。

くださいとのお願いに、会場はYesの団扇で色づきました。

永岡 「裏口入学」＝正面玄関のようなきれいなところだ

その証拠を写真に撮りました。

けでなく、地域の裏口や勝手口のようなところを知ると身

また、パネリストが手書きしたキーワードを胸に掲げ、

近になり、気になるようになります。それで、地域を自分

全員が並んで記念写真を撮り、パネル討論は閉会しました。

事としてとらえることが大事ではという意味で、この言葉
を選びました。

Yes、Noの意思表示に利用させて頂きました団扇は、北海道北広

湯沢 「出身者をもっと大事にしよう」＝地方創生として

島市から提供して頂きました。ここに記し、お礼申し上げます。

は人口流出してしまうと負けでもありますが、流出は未来
への投資かもしれません。地域以外の人を関係人口として
増やす取り組みもありますが、流出していった出身者との
関わりや応援を大事にすることも大事であると思います。
司会

若者による地域活性化というテーマについて議論

してきましたが、若者が地域を活性化できるかということ
にもなりますが、その前に、いまいる大人の世代がまず地
域活性化するという意識を持たなければなりません。ス
ウェーデンの16歳のグレタさんが一石を投じて世の中を変
えようとしている訳ですが、超大国が世の中を変えようと
はしていないので、変わらない現状になっています。それ
でも、ことをやらなければなりません。地域活性化におい
ても、大人が「若者」
、さらには「ばか者」になって、地
方を大切にし地方復権しないと、日本再生はありません。
ふるさと大使の皆さまにはリーダーシップを発揮して頂い
て、地元や出身地、そして地方を持続可能なようにして頂

ちょっと面白い

３名城・３名物・３記念館
地方に出向いた際に、ちょっと面白いと
思った名所、名物を３つずつ紹介します。
＜１＞石垣がちょっと面白い３名城
①高知城
高知城は、天守閣、大手門が現存する名城であるが、ぴった
り合うべき角が50cm余りずれている石垣（理由は不明）
、あち
こちに樋が突き出ている石垣（敵兵がよじ登る際、手がかり、足が
かりとなるので防御上問題であるが、高知特有の豪雨の排水のため背
に腹は代えられないので）がある。

②岡山城
姫路城の白鷺城に対し、烏城と呼ばれる名城であるが、石垣
の下部が大石積み、上部が丸石積みでチグハグになっている。
（下部は宇喜多秀家が石積み、上部は関ヶ原の戦いで寝返った小早川
秀明が従来のデザインを無視して石積みしたため）

③上野城
加藤清正と並び築城の名手と呼ばれた藤堂高虎の手になる名
城であるが、高石垣の説明に「日本１、２の高さで有名な高石
（実際は２番目なので「日本２位の・・・」と書けばい
垣」とある。

いのに・・・）

＜２＞ちょっと変な名前の３洋食
いずれもご当地の名物料理で大変美味しいが、名前を聞いた
だけではどんな料理か想像できない洋食である。
①金沢のハントンライス
②長崎のトルコライス
③佐賀のシシリアンライス
＜３＞ちょっと入り口までの登り坂が辛い３記念館
①長崎の亀山社中記念館
坂のまち長崎の山の中腹にあり、幕末の竜馬の仲間たちの
健脚に脱帽する。
②白浜の南方熊楠記念館
勾配のきつい坂で、登り口に貸し杖があり「玄関までもう
少しです 杖ご利用ください」との看板がある。
③花巻の宮沢賢治記念館
「雨ニモマケズ---」の詩が階段の下の段から順に、１段目
「あ」
、２段目「め」
、３段目「に」
・・・と表記され、最後の「お
つかれさまでした」の９段を加え、368段を登る。
以上、ちょっと面白がっていただき、当地に行かれたとき
は、お立ち寄り、ご試食いただければ幸いです。
高知県観光特使 平谷

英明
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交流・懇親会

原田直之さんの民謡や
よさこい、花笠踊りで
華やかに
第２部は午後７時から丹頂の間に会場を移し、情報交
流と懇親会が賑やかにかつ楽しく開催されました。ニセ
コ町商工観光課長の福村一広氏の挨拶に続き、当会顧問
の山口義夫氏の発声により大きな声で「カンパ～イ！」
と会場が盛り上がりました。
全国から提供していただいた特産品とポスターが壁と
テーブルいっぱいディスプレーされ、参加者の興味と関
心が集まっていました。
ステージでは、民謡日本一の歌手「原田直之」さんの
特別ショーを皮切りに、ドリームよさこい祭グローバル
振興財団理事長「扇谷ちさと」さんの指導のもと、全員
が鳴子を持って「よさこい踊り」
、さらに参加者を巻き
込んでの「花笠踊り」と続き、会場は華やかさを増して
いきました。最後は当会理事で歌手の「千波裕美」さん

と共に「ふるさと音頭」を歌い、中締めとなりました。
鴨川キヨ当会副代表の発声で１本締めとなり、参加者
の気持ちと空気がひとつになったところでお開きとなり
ました。
お忙しい中、全国からお集まりいただいた参加者の
方々の、それぞれのふるさとにかける熱き思い。ふるさ
とを元気にするという目的を共有する会員の皆さんの出
会いと、新たな絆づくりの輪が広がっていくことを改め
て願うところです。
今回の熱気を受け次回は創設25周年となる「ふるさと
大使全国大会」への期待をしっかりと受け止めました。
今後とも多くの皆さんの参加と、新しい方への声掛けを
していただきますよう願っています。

（当会理事 三谷啓子）

「ふるさと大使全国大会2019」会計報告
項 目
参加費

収入の部
参加者
人
会員・一般
地方公共団体等
講師等
招待
（地方公共団体）
応援・余興ゲスト等

数
86
3
5
3
10

小 計
103
全国ふるさと大使連絡会議より補填
合
計

（金額単位：円）

支出の部
金 額
項 目
金 額
598,500 会議・懇親会費
565,125
21,000 交通費
20,000
0 通信費
3,347
0 資料費
22,200
0 運搬費
4,000
雑費
24,307
619,500
19,479
638,979
合
計
638,979

（※参加費は会員及び一般参加者7000円、一般参加のうち１名は学生割引＝3500円）
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ご提供いただいた各地の特産品・地酒等
IIIIIIIIIIIIIIIIIII

ふるさと大使と委嘱団体の方々からふるさとの特産品・地酒・焼酎・ワイン等をご提供いただき、ふるさとと特産
品のPRをしていただきました。特産品は展示後、懇親会で試飲・試食とふるさと自慢に供し、残りをお土産としてお
持ち帰りいただきました。ご協力に感謝申し上げます。下表はその目録です。ご当地の特産品をご愛顧いただければ
幸いです。
提供者（大使制度名称）

特産品名・数量

北海道

ニセコ町（ニセコ町観光大使）

蔵人衆（甘酒）５本、蔵人衆（清酒・４合瓶）３本

北海道

函館市（はこだて観光大使）

はこだてワイン赤３本、白３本

青森県弘前市 岩木山観光協会（岩木山ふるさと大使）

タムラシードル（500ml） ６本、
「津軽のアップルワイン」10本、リンゴジュー
ス「黄色い体験」
（１ℓ）12本、
「造り酒屋のりんご酒」
（300ml）10本

秋田県 美郷町（美郷町ふるさと観光大使）

美郷雪華「純米大吟醸」
、
「純米吟醸」
、
「ひやおろし」各１本、
「雪」２本、
ニテコサイダー 24本

秋田県 にかほ市（にかほ市ふるさと宣伝大使）

日本酒：潟の松風（300ml）
、飛良泉山廃純米酒（300ml）
、飛良泉冷酒（180ml）
セット６箱（計18本）

山形県 （やまがた特命・つや姫大使）

米「雪若丸」
（２合）100袋

山形県

酒田市（酒田ふるさと観光大使）

菊勇「出羽の里三十六人衆 純酒」
、初孫「伝承生酛」
、
初孫「出羽の里 生酛純米酒」清泉川「酒田舞娘 純米吟醸」
、
上喜元「さかた節 純米吟醸」
、麓井「本辛圓 生酛純米酒」
、
松山酒造「秘めごと 純米吟醸」
、
楯の川「凌冴 純米大吟醸」各（720ml）１本。
酒田せんべい２箱、ORANDAHARMONY２箱、麩っくらラスク２箱、
ふうふる２箱、ふなはこび２箱、酒田湊・北前饅頭２箱、跳ねっこ２箱

山形県

庄内みどり農協（鴨川氏紹介）

米「つや姫」
（300ｇ）100袋

茨城県 大洗町（大洗ふるさと大使）
長野県

箕輪町（箕輪町ふるさと大使）

福岡県北九州市（北九州市ひまわり大使）

いも焼酎「大洗」720ml

６本

赤そば焼酎（720ml）３本、 まつぶさの雫（ジュース）３本
「猿喰1757」生酒１升、
「天心純米酒

火入れ」１升

与論島観光協会（与論パナウル観光大使）

黒糖焼酎「島有泉」一升瓶、ヨロンもずく蕎麦など

三浦喜代治氏（美郷町ふるさと大使）

さつまいも（紅あずま）20kg

（株）ニコエコ

ニコエコ天然酵素清浄剤（風呂用）

9

ふるさと大使かわら版（通巻第94号）

2020（令和２）年１月28日
（火）
新春号

猪名川町の雛祭り・兵庫県猪名川町

猪名川町親善大使 犬丸絹子

兵庫県猪名川町立静思館(せいしかん)で私が始めた雛祭りと
町立中央図書館の雛飾りについてお話し致します。
猪名川町には茅葺き屋根の国登録有形文化財町立「静思館」
があります。が、見学者(無料)、利用者共に少なく 活性化委
員会も立ち上げられたりしましたが、成果出ずでした。そんな
中「犬丸さん、静思館、何とかしてもらえないかなあ」と。こ
のちょっとしたお声かけで以後、私は静思館に関わる事になっ
たのです。大使に就任する前の話です。
私は2004年４月から少しずつアイデアを出し、この建物の良
さを生かし、和の空間利用を模索しました。静思館は住居だっ
たのですから、日々の暮らしを映すという事を考え、５月節句
の人形飾り、七夕飾りと少しずつ生活感を館に持ち込みました。
３月節句には、母屋御座敷全てを利用して、７段の雛人形を飾

れはなかなか大変ですが。
静思館はしっかりした大きな蔵があるので雛人形等の保存も

り、お琴演奏もして所属する猪名川町美術協会の協力で春らし

万全なのもこのイベントが長続きする理由です。ただ、寄付さ

い絵画も飾り、小規模ながら「おうちの雛祭り」を行いました。

れた御雛様の中には、古今雛、享保雛等が無く、私は毎年こ

そして、知り合いの紹介で岡山県勝山町の町あげての雛祭りを

れら珍しい雛人形は個人的に手配しています。なくてもよいけ

見学して私は思わず「これだ！」と。地域起こしに繋がるイベ

れど。

ント「静思館のお雛祭り」開催の幕開けでした。
全国で開催されているお雛祭りは、その地域の「雛めぐり」
方式。が、幸か不幸か、猪名川町の立派なお雛様をお持ちの
お家は町南北に広がり、雛巡りするのは難問でした。
ところで、静思館は町出身の冨田熊作氏が昭和７年から３年

そして、もう一カ所、私は個人的に猪名町立中央図書館でも
御雛様を飾っています。
こちらは毎年節分明けに数人の仲間や趣味サークルの協力も
得てお飾りしています。元々、静思館の宣伝を兼ねたものでし
たが、図書館なら子供たちも身近にゆっくり見てもらえる利点

の歳月をかけて当時の最高の材木等を利用して建てたもの。母

もあります。何しろ、お喋り厳禁空間ですから(笑)。図書館な

屋は茅葺き屋根の豪邸であり、壁厚い立派な蔵が３棟、付随

らではの手法で雛人形について告知もしてもらえます。子ども

する離れなど、日本の昭和を体現出来る空間。何より冨田氏が

達に季節の行事の雛祭りを伝えるという観点からも図書館での

確かな審美眼を持っていて19世紀ヨーロッパで大鑑定家として

雛飾りも意義あるのではと。こちらも毎年変化ある飾り付けを

活躍された方なので、緻密な造りがなされている建物。そうで

心掛けています。

す。この大空間、全てを利用！静思館全館お雛様で一杯にする

静思館とは違って、触れる事を禁止していませんので材質は

事は今も継続する私の第一のこだわり。蔵、庭、廊下も全て！

プラスチックのものも展示しています。又、昨今のインスタ映

第二のこだわりは勝山町で見た青竹利用です。猪名川町に

えという観点から子ども達が座布団に座り、御雛様と一緒にカ

は竹林が拡がり、青竹は沢山あります。屋敷の中青竹で清々し

メラに収まるようにと。飾り付けの工夫は楽しいものです。今

さを演出し、その工作にも工夫を重ねレイアウトを彩り豊かに

年も来月節分明けに図書館にお雛様登場。今年は、今迄溜め

する事です。そして、主人公のお雛様も多くの方の協力で集め

込んできた手作りの御雛様達が沢山登場！

られました。
2005年３月全館使用の「静思館の雛祭り」を開催したのです。
以後毎年「かぐや姫」の館の様に全館に御雛様があふれてい
ます。
私が静思館に初めてお雛様を飾ったのは2003年。ワンセット
の小さな雛壇でした。それが全館雛飾りとなり、今年2020年も

静思館は４月に桃ではなく、桜と共に御雛様達がお目見えし
ます。雛祭り、
さあ、
美味しい白酒と散らし寿司で楽しみましょ！
日頃の生活そのものを地域での大きなイベントとして立ち上
げ、町外から人を呼び込む事で、町を活性化に繋げる。小さな
事から始めた私の大使としてのお役、町を知らしめる大仕事。
今も未来に繋がる事をと模索中です。

そろそろ準備が始まります。ただ、当初は、珍しいお雛様にス
ポットが当たり、博物館的要素も含んでいましたが、現在は実
行委員会の飾り方競作会という感じです。始めた時からの私の
第二のこだわり、それは、会場と飾る御雛様に変化がないので
毎年全く違うレイアウトにするという事です。訪れる方々が飽
きないように工夫を凝らしたレイアウトも静思館の雛祭りの特
徴だと思います。そして、第三のこだわりは、出来るだけ私の
関わる所は本物とする、という事です。プラスチックではなく
木製のもの、飾りの菱餅、お菓子、散らし寿司も本物をと。こ
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【猪名川町の紹介】

なかたに

むつせ

兵庫県の東端に昭和30年４月に中谷村と六瀬村が合併して猪名

川町が誕生しました。現在も旧村々では、伝統行事が息づく町。特
ふとんたいこ

だ し

に秋祭りは、各村の神社を中心に布団太鼓、山車、獅子舞が村内を
練り歩いたり、北部では、子供歌舞伎が催されています。祭りや里

山の風景、ニュータウンの街並も含めて20年近く写真に納めてきた
私は2006年、猪名川町の宣伝部隊として「いーな
猪名川町親善大使」に就任しました。

いーな夢大使

ふるさと大使かわら版（通巻第94号）

2020（令和２）年１月28日（火）
新春号

第3回「ふるさとサロン」、宮城県をテーマに
各地のふるさと大使や「ふるさと」好きが集まり交流する
「ふるさとサロン」第３回は11月13日（水）午後６時半から
定例の神田神保町・
「ブックカフェ二十世紀」で開かれ、20
名が参加されました。今回は宮城県東京事務所観光物産課の
佐々木和恵様に宮城県のご紹介をしていただきました。
東京から東北に約300kmに位置する宮城県は、太平洋に面
した東側は豊かな漁場と風光明媚な松島が有名です。西側に
は、蔵王・舟形・栗駒などの山々が連なり、中央部の仙台平
野は穀物地帯が広がります。宮城伝統こけしや鳴子漆器など
の伝統工芸や、450以上の国指定・県指定の文化財がありま
す。仙台を本拠地にしたスポーツチームや、フィギュアスケー
トの羽生結弦選手など多くのスポーツ選手も輩出しています。
「ササニシキ」
「ひとめぼれ」などの米どころとして有名で
すが、
「ふるさとサロン」では宮
城米マーケティング機構様よりご
提供いただき、注目の新品種「だ
て正夢」を試食させていただきま
した。伊達政宗公を彷彿とさせる
新米は、甘味があり、もっちりと
した炊きあがりが特徴で大変美味
しくいただきました。このご飯に
も合い、酒のつまみにも合う牡蠣
の燻製や缶詰ほか、水産加工品な

ど、首都圏マルシェで宮城県物産販売をしてい
る「くらしサポート」木村隆紀さんよりご提供
いただきました。
宮城県は、東北大震災のときに沿岸部で大き
な被害があり、１万人以上の方々が亡くなった
ほか、全壊・半壊した家が25万棟近くに上りました。さらに
2019年の台風19号では丸森町が水没するなど、復興にはまだ
まだ時間がかかるなかで、食べて
応援、飲んで応援と、ささやかな
応援をしていきたいと思いました。
ご 協 力いただきました宮 城 県
東京事務所観光物産課 佐々木和
恵様、宮城米マーケティング機構
様、
「くらしサポート」木村隆紀
様、ありがとうございました。
（
「ふるさとサロン」サポーター
伊藤淳子）

宮城の食と観光の魅力を

改めて堪能
「ふるさとサロン」の第３回はテーマが宮城県で、私は現在
宮城県在住ですので、往復高速バスを利用して出席させてい
ただきました。高速バスは寝て起きたら到着するので便利で
すけど翌日に堪えますね。
まずは、宮城県東京事務所観光物産課の佐々木様からの宮
城県のご紹介、くらしサポートの木村様からの宮城県の逸品
のご紹介、がありました。前職を含めて５年以上を宮城県で
暮らしていますが、まだまだ知らない宮城県の顔があることを
実感しました。海産物では「ホヤ」
「牡蠣」
「ホタテ」
「鮭」
「タ
コ」
、農産物・畜産物では「セリ」
「イチゴ」
「お米」
「仙台牛」
など、食べ物は全て美味しいの
で食欲が止まりませんね。
皆様の発表を終え安心してい
ると、
「せっかく宮城県から来
たのだから、前に立ってＰＲし
てみたら」と。私は極度のあが
り症で尻込みしましたが、地域
のためと思い、途中、浅田代表
からフォローいただきながらな
んとかＰＲは終了。何事も今後
の自分に向けたチャレンジです
ね。ありがとうございます。

今回、書く機会をいただいたので勤め先である「イーレ！
はせくら王国」をご紹介いたします。宮城県で有名な武将は
「伊達政宗」ですね。彼の家臣の１人で「慶長遣欧使節団」
を率い西欧で外交した「支倉常長」のふるさとが宮城県川崎
町支倉です。廃校になった旧支倉小学校をリノベーションし
た、農産物直売所とレストランが併設された体験交流施設、
それが「イーレ（スペイン語で「行こう」の意）！はせくら王
国」です。名前だけでは、どのような施設か全く分かりません
ね。
新鮮な野菜や東北６県の土産品、職員室と校長室を改装し
たレストラン、支倉常長が日本人で初めてチョコレートを食べ
たと言われていることに因んだオリジナルのチョコレート商
品、などなど……、多くの魅力があります。仙台からも意外と
近いので、宮城県の穴場な観光地としてお薦めいたします。
そんな私のふるさとは温泉が有名な「北海道登別市」
。大学
はダルマが有名な群馬県高崎市。当会には、学生時代から全
国大会に出席し、約10年になります。今後とも皆様との縁を
大切にして参ります。
支倉常長の故郷、宮城県川崎町支倉にてお待ちしておりま
「イーレ！はせくら王国」施設運営責任者 千葉一樹
す。

11

ふるさと大使かわら版（通巻第94号）

2020（令和２）年１月28日
（火）
新春号

第4回「ふるさとサロン」三重県の講話
第４回「ふるさとサロン」は新年１月８日、恒例の会場
「ブックカフェ二十世紀」で開催し、前回に近い19名が参加
した。今回のゲストは三重県首都圏営業拠点運営総括監（三
重テラス駐在）の西口勲氏で、三重県として思い浮かぶ伊勢
神宮にまつわる話やアンテナショップ「三重テラス」のある東
京・日本橋との歴史的なかかわりなどを中心にパワーポイント
を使って三重県を詳しく紹介していただいた。参加者からの
質問も多く、講話の部が40分以上になり、あわてて切り上げ
るほどに関心が寄せられた。
続いて初参加者の自己紹介として、長門お
もちゃ美術館親善大使の毎田亜由美さんが
故郷・山口県下松市のＰＲしたほか、向出裕
子・エクレール会長、佐藤賢一・NARIWAI総

研代表取締役らが地域活性化の取り組みなどを披露した。
三重県特産の食材は松阪牛や伊勢海老など有名なものが多
いが、さすがに手が出ないため、伊勢海老風味のチーズや生
節、炙りいわしスティック、房どりミニトマトなどのつまみ類
が用意された。お酒は三重県の地酒のほか、参加した穂山貞
夫・ニセコ町観光大使から「蔵人衆」
（１升）
、本間みつ子・酒
田市ふるさと観光大使から「三十六人衆」
（４合）などが差し
入れされ、参加者は計５種類の地酒の呑み比べを楽しんだ。

三重にまつわる
“トリヴィア”
の数々に感銘
第４回「ふるさとサロン」は三重県首都圏営業拠点運営総
括監の西口勲氏を講演者としてお迎えし、開催された。
当日は年始でもあり、
「伊勢神宮」について時間を割いて解
説してくださった。その「伊勢神宮」は正式名ではないとい
う。正しくは「神宮」であるという。普通名詞の神宮が正式
な固有名詞であるとは驚きだった。トリヴィアとは失礼かもし
れないが、参加して初めた知り得た知識だった。しかも、いわ
ゆる伊勢神宮には、内宮や外宮はじめ125の宮社があり、すべ
てを「神宮」と呼ぶという。20年ごとに行われる式年遷宮で
は、解体された社の檜材は鳥居や橋の素材にリサイクルされ
ることも知った。それが、当初からの伝統であるという。
また、アンテナショップの「三重テラス」は日本橋三越の
前にあるが、それは、伊勢参りに出かける東海道起点の日本
橋に由来するという。ほかに、三重県にまつわるトリヴィアの
導火線に火をつけていただいた。個人的には、忠犬ハチ公の
上野英三郎博士の出身地が津市（⇦津も世界一短い地名とし

かんもん北九州の新年会で歌を披露
１月11日（土）
、
「かんもん北九州ファンクラブ 令和
二年 新年会」に出席させていただきました。
会場は東京・原宿駅近くのピーターハウス。関門北九
州出身の方、ご縁のある方々など55名が集い、お料理や
お酒などをいただきながら、交流を深めたり、スピーチ
されたり、祝いの舞や歌を楽しまれました。
私（KIMIYO）は、歌謡コーナーのトップバッターで
オリジナル曲の♪「想い出のステーション～下関駅～」、
そして今年も皆様にたくさんフク（福）が届きますよう
にと願いを込めて♪「愛しのフク太くん」を歌わせてい
ただきました。
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てギネスブックに登録されているという）であることや、北海
道の命名者の松浦武四郎などの名前も登場し、感銘を得た。
話題豊富で質問も多数あり、飲食会は遅く始まったが、ご提
供いただいた日本酒の「八兵衛」と「宮の雪」ほか、お土産
品を賞味させて頂いた。こうして、三重県に、二重に三重に
理事 佐藤建吉
親しみを覚えた。

しものせき海響大使

岡部きみよ（KIMIYO）

大きな声援、お手拍子、ＣＤを
ご購入いただきました皆様、あり
がとうございました。２時間半、
皆様と楽しい時間を過ごさせてい
ただきました。ありがとうござい
ました。
今年も、微力ながら、歌で故郷
「下関」をＰＲしていきたいです。
オリンピックyear、穏やかで明
るい１年になりますようにお祈り
いたします。

ふるさと大使かわら版（通巻第94号）
11月11日、12日に大名庭
園サミット水戸・東京大会
が偕楽園のある水戸市内で
13時に開催された。この大
会は大名庭園民間交流協議
会（会長NPO法人小石川後
楽園庭園保存会 理事長末
利光）が毎年開催している。
本会副代表 本多忠夫
協議会は今年で14年目を
迎えたが、サミットは13回
目である。毎年加盟団体が
持ち回り制で開催しているが、熊本の水前寺公園で行う年、熊
本大地震が発生し、よんどころなくその年は１年開催されな
かったためだ。
協議会の加盟団体（構成メンバー）は本会副代表である私、
本多忠夫が所属している小石川後楽園をはじめ、水戸市の偕
楽園、会津若松市の鶴ヶ城庭園薬草園、福井市の養浩館庭園、
彦根市の玄宮園、広島市の縮景園、岡山市の岡山後楽園、金
沢市の兼六園、高松市の栗林公園、そして熊本市の水前寺公
園の10団体である。
大会に先立って役員会が水戸京成ホテル４階会議室で11時
半から12時半に亘って開催された。

大名庭園
サミット

開催される

2020（令和２）年１月28日（火）
新春号
開催場所は10
年で１周したた
め、水戸も東京
も既に２回目の
開催担当となる
ため、今回は水
戸と東京とが合
同で開催するこ
ととなった。こ
れは後楽園も偕
楽園も共に水戸
サミット参加 小石川後楽園庭園保存会のメンバー
藩 の 庭 で あり、
マンネリ化を打破する狙いもあったようである。
今回の大会テーマは「大名庭園－藩主のおもい」である。過
去10年間のテーマは主に大名庭園としての共通性や共通な課題
等を中心に話し合われてきたが、11回大名庭園サミット岡山大会
で、10の大名庭園がそろって世界遺産に登録しようということが
決まり、引き継いで熊本大会で確認し合った。
そして、今回、その為にはそれぞれの庭園の特徴を掘り下げ、
行政と協働で進めて行くことの大事さを理解するために、作庭
藩主のおもいを中心に話し合われた。運営管理全般を行政だ
けに任せていては何も変わらない。作庭当初の藩主の思いを大
切にしながら民間の支援団体と行政とが協働して世界遺産登
録に向かって対処していくことの大事さについて語り合った。

■第１部 シ
 ンポジウム（11日13時～ 14時半）
常陽藝文センター・120名参加

■第２部 懇
 親交流会（11日18時～ 20時半）
水戸京成ホテル・190名参加            

■第３部 エ
 クスカーション（12日８時半～ 13時半）
水戸市内・偕楽園、弘道館、徳川ミュージアム

◆新会員のひと言◆
思い出す田畑や小川の光景
豊島区アート・カルチャー特命大使
杉本 伊津代
冬に菜の花・水仙の咲く、のどかで暖
かい千葉県南房総市の出身です。上京し
てから半世紀過ぎましたが、懐かしく思
い出すのは土と戯れた田んぼや畑、そし
てシジミの取れた小川の光景です。豊かな自然に恵まれて育っ
た幸せに感謝する毎日です。
永く東京・豊島区で暮らし、現在、豊島区音楽サークル連
盟の会長をしています。豊島区は国際アート・カルチャー豊
島を目指していますが、私は豊島区アート・カルチャー特命
大使です。豊島区新春の集いでは各分野で活躍している100
名が壇上で紹介され、私もその中の一人でした。年に１回、
豊島区南大塚ホールで「サークル連盟」の発表会があります
ので、足を運んでいただければ、楽しいひと時を過ごせるの
ではと思います。



ふるさとサロンへの参加が縁で入会
さんりく大船渡ふるさと大使
さとう 賢一
（NARIWAI総研代表取締役、
多摩美術大学講師）
全国ふるさと大使連絡会議の「ふるさと
サロン」へは、以前信濃町のまちづくりで
ご一緒したデザイナーでカメラマンの鋤柄よし子さんからのご紹
介で参加しました。
私は、東日本大震災で街半分が流された岩手県大船渡市の出
身で、10数年前からふるさと大使を務めています。先日、貴会
議に初参加した折には＜さんりく大船渡ふるさと大使＞のまとも
な？ノルマが果たせたとの思いで一杯でした。
鋤柄さんにはとても感謝です。
また、会場で「水都東京」にも出席されている水戸大使の本
多忠夫さんにも再会でき、どこか深い縁のようなものを感じてい
ます。
そんな訳で是非これからも時間が取れ次第、参加させて頂け
たら幸いに存じます。
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2020（令和２）年１月28日
（火）
新春号

第５回「ふるさとサロン」のご案内

連歌は高齢者の遊びです
賦青何連歌（高松・趣味人倶楽部）
一 山裾にふくらむ梅の匂ひかな
二 の ど け き 里 に さ ざ れ 川 音
三 揚げひばり雲の彼方に飛びゆきて
四 風渡るらし空高き凧（たこ）
五 音静かいささ竹むら揺るるらん
六 有りつる雨の止みて旅出づ
七 望 月 に 導 か ら れ て 東 路 へ
八 歩むるほどにすだく虫の音

ゆり華 春
真 ほ 春
義 夫 春
ひらめ 春
おはる 雑
ゆり華 雑
ひらめ 秋
義 夫 秋

令和元年５月、太宰府では神縁百韻連歌が巻かれましたが、
今年の大河ドラマ「麒麟がくる」は戦国時代の明智光秀、後
半では「本能寺の変」の前夜に光秀が主催した連歌会が放映
されます。このような連歌会が近年復活の兆しがあり、東京
では池田英悟宗匠の「むさしの連歌会」が毎月開催されます。
連歌会は紙と筆記具による高齢者の言葉遊びであり、長句
五七五、短句七七、と詠み季節は春夏秋冬のほか雑（無季）
、
その都度、宗匠が採択します。

（北九州市ひまわり大使 山口義夫）

歓迎！新しい会員のご紹介
2019年10月～ 2020年1月入会（敬称略）

各地の地酒や特産品を賞味しながら、ふるさとの紹
介や自慢、アピールをし、交流する「ふるさとサロン」
の第５回を２月17日（月）に催します。
これまで長野、山形、宮城、三重の各県関係者をゲ
ストにお越しいただきました。今回は未定ですが、ホー
ムページ、メール等で改めてご案内させていただきま
す。我がふるさとのPRをしたいという方は是非名乗り
を挙げて下さい。皆様のご参加をお待ちしております。
■第5回ふるさとサロン■

日時：2月17日（月）午後6時半～
会場：｢ブックカフェ二十世紀｣
（1階は古書店「＠ワンダー」）
（神田神保町2-5-4開拓社ビル2F）

TEL：03-5213-4853

半蔵門線・都営新宿線Ａ1出口を出て右側すぐ

会費：3000円

＜個人会員＞

杉本 伊津代（豊島区国際アート・カルチャー特命大使）

【山口義夫氏紹介】
さとう 賢一（さんりく大船渡ふるさと大使）
【本多忠夫氏紹介】

全国ふるさと大使連絡会議の概要

年会費納入のお願い

（2019年12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。2019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

2019年12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
142名
合
計
271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

14

（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
今回の「ふるさと大使全国大会」の特集では、シンポジウムにたっぷり紙面を割きました。
パネリストが５名と多いうえ、従来と趣向を変えた若者主体のシンポの内容がよく伝わるよう
にとの思いからです。
大会の代表挨拶で述べたように、まちづくりは「よそ者、若者、ばか者」の力が必要になる
と言われますが、大会に参加された方々は他の地域の取り組みに関心を持ち、自らの地域に
取り入れようという意欲の持ち主ばかりでしょう。ふるさと大使は、その地域の出身者であっ
ても故郷を離れた立場で地域の元気づくりを応援する思いの強い“ばか者”でしょうし、出身
者でなければ、その地を愛する“よそ者”でしょう。熱い思いや少しさめた目でふるさとを見
つめる利点もあるのだと、鼓舞しながら、当会創設25周年に向けた取り組みを進めたいと思い
ます。皆様のご提案・ご意見をお寄せいただければありがたく存じます。
ふるさと大使かわら版 2020年１月28日－令和２年新春号――（通巻94号）
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