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全国ふるさと大使連絡会議

今秋、20周年記念大会を開催
2015年春季号（通巻75号）
■ 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】
	全国大会ふるさと大使連絡会議
今秋、20周年記念大会を開催
・20周年記念大会のご案内
・新代表浅田氏、副代表本多・鴨川2人体制

1996年に全国ふるさと大使連絡会議が発足し、今年で20周年を迎えるこ
とになりました。
この会はふるさとを盛り上げるために創設された各地の「ふるさと大使制度」
で委嘱された大使やふるさとに愛着を持つ人が中心となり、お互いの交流を図
り、協力してふるさとのために役立つ活動をしようということで設立されたも
のです。
この会ではこれまで、毎年秋に全国大会を催すとともに、新春交流会、夏
季交流会、ふるさとデーなどの交流会を企画したり、ふるさと資源研究会な
どを通して地域活性化のあり方を研究してきました。
今後については、日本全体として、「地方創生」や「地域活性化」が一層強
く求められるようになっております。これまでの実績を踏まえて、今後新た
な展開をすることが必要になってきています。
そこで20周年を記念して、本年10月24日に20周年記念全国大会「新しい
価値を求めて」を催すことにしました。この大会では20周年の式典とともに、
これからの「地方創生」の課題やそこにおける大使制度のあり方について議
論したいと考えています。（大会の詳細は次号のかわら版に掲載します）
また、この機会に大使制度の実態を把握するためアンケート調査も行って
います。その結果も踏まえて今後の展開のあり方について考えたいのでよろ
しくご協力をお願い致します。

【２面】2015年度新役員体制と規約改正など決定
・新会則で総会や参与会員を規定

20周年記念大会のご案内

・2014年度収支報告および2015年度予算
【３面】発足20周年に向け、活動の再構築目指す
――浅田和幸

日

時：2015年10月24日（土）13：00 ～ 17：00

副代表あいさつ ――本多忠夫・鴨川キヨ

場

所：法政大学市ヶ谷キャンパス
（変更の可能性もありますのでご注意ください。
）



【４面】新春会員交流会 75名の参加でにぎわう
・なみへい通信

――川野真理子

【５面】北陸新幹線開業日に「かがやき」で金沢へ


――西島幸夫

・新会員のひと言

――肘井哲也

参加料金：5000円
テ ー マ：新たな価値を求めて（仮）
内

【６面】地域づくり徒然「天領の魅力」


・ふるさと大使制度のあり方（仮）
・ワークショップの討論内容の発表
・懇親会

――平谷英明

・ふるさと大使のおすすめ
広島お好み焼・鉄板焼き「八丁堀」


――三谷啓子

【７面】元代表・杉原健児さん逝去を悼む
杉原さんの意思を発展させたい


――山口義夫
熱っぽく語った「地方分権」



――浅田和幸
筋を通した人

――甲斐秀治

ふるさとを意識させてくれた――本多忠夫
【８面】お楽しみ夏の会員交流会のご案内
・概要・編集後記他

容：20周年記念式典
・
「地方創生」について（仮）

主


催：全国ふるさと大使連絡会議20周年記念大会実行委員会
（委員長 西村一孝）

新代表に浅田氏、副代表は鴨川・本多２人体制
全国ふるさと大使連絡会議は2015 年度の役員改選で山口義夫代表が退任
し、新代表に浅田和幸副代表を選任するなどの人事を決めました。山口氏は
2010年４月から５年間、代表を務められましたが、今後は新設の顧問に就任
し、大所高所から活動にかかわってもらいます。新たな副代表には常任理事
の本多忠治氏と鴨川キヨ氏の２人を選任しました。（詳細は２面に）
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新役員体制と規約改正など決定

2015 年度の第１回理事会が４月11 日（土）開かれ、
2014 年度決算と2015 年度予算を承認するとともに、大
幅な規約改正を行いました。
役員人事では、小西孝蔵、平谷英明、薬袋泰の理事３
氏を新常任理事とし、新理事に小山勝氏（遣島使）、竹
内勝次郎氏（にかほ市ふるさと宣伝大使）
、三浦喜代治
氏（美郷町ふるさと大使）を選任しました。亡くなられ
た杉原健児氏のほか、江頭清昌、風間誠、川守田孝平の
３氏は体調不良などの理由で理事を退任しました。
決算・予算については、全国大会の赤字が大きく、繰
越金が大幅に減少しているため、抜本的な対応を検討す
ることにしました。

《選任された役員25名は下記の通り（敬称略）》
▽代表＝浅田和幸（新）
▽副代表＝本多忠夫、鴨川キヨ
▽事務局長＝甲斐功一
▽常任理事＝佐藤富士郎、鈴木克也、利重盛久、西村一孝、
伏見鐡、小西孝蔵（新）、平谷英明（新）、薬袋泰（新）
▽理 事＝稲田俊明、鹿野九州男、小西孝蔵、駒場正紀、
千波裕美、西村昌子、本間みつ子、三谷啓子、小山勝
（新）竹内勝次郎（新）、三浦喜代治（新）
▽監事＝古川文久
▽顧問＝山口義夫（新）

新会則で総会や参与会員を規定
４月11日の理事会で会則改定が承認されました。新た
な会則は全27条の本則と会費の額を定めた細則で構成し
ています。最も大きな変更は、会員の種別に「参与会員」
を新設し、議決権を持つ参与会員と議決権のない個人会
員、団体会員の３種類に分けたことです（第４条）。こ
れに伴い、年会費も個人会員が現行通り3000円なのに
対し、参与会員は5000円としました。
もう１つの大きな変更は、総会の開催です。総会につ
いては2007年に形式的な意思決定機関では活動が円滑
に進まないとの理由で廃止し、理事会を総会代わりの最
高議決機関にしてきた経緯がありますが、会員が意思決

2014年度収支報告
全国ふるさと大使連絡会議の2014年度収支報告およ
び2015年度事業計画と予算について下記のとおりご報
告いたします。
■2014年度収支報告書
収入の部
支出の部
前期繰越金
535,755 かわら版制作費
会費
通信費
今年度入金
825,000 事務委託費
翌年度分入金
事務経費
全国大会会費収入
634,000 運賃

453,060
159,321
120,000
66,453
102,990

会員交流会会費収入

621,000 全国大会費用

960,081

ふるさとデー会費収入

145,000

収入の部合計

会員交流会費用
ふるさとデー費用
慶弔費
経費支出計
次期繰越金
2,760,755 支出の部合計

608,410
170,150
10,000
2,650,465
110,290
2,760,755

2014度収支報告の内容について帳簿並びに証拠書類を精査し、
妥当かつ正当なることを認めます。
2015年4月9日
会計監事
古川文久
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定に参加できるようにすべきとの意見を踏まえ、総会を
設けることにしました（第15条）。参与会員は総会に参
加できます。定時総会は毎年１回、事業年度終了から３
カ月以内に開催するほか、臨時総会についても規定を設
けました（第16条）。
また、役員の任期をこれまでの１年から２年に変更し
ました（第13条）。このほか、会員資格の喪失（２年以
上会費を滞納したときなど＝第８条）や、
「ふるさと大使」
に委嘱されていない会員が「全国ふるさと大使連絡会議・
公使」の称号を使用できる（第６条）ことなどを明記し
ました。

および

2015年度予算

■2015年度事業計画と収支予算
1．主な事業計画
①「かわら版」年４回発行
②「ふるさと大使全国大会2015（20周年記念全国大会）
」
、
「会員交流会」
、
「ふるさとデー」の開催
③ホームページ・メーリングリストの再構築
2．2015年度収支予算
収入の部
前期繰越金
会費収入前年度分
今年度分
翌年度分

支出の部
110,290
0
950,000
0

かわら版制作費
通信費
事務委託費
事務経費
会議会場費
全国大会会費収入 1,500,000 全国大会費用
会員交流会会費収入
800,000 会員交流会費用
ふるさとデー会費収入
300,000 ふるさとデー費用
その他収入
その他
（経費支出小計）
次期繰越金
収入の部合計
3,660,290 支出の部合計

450,000
200,000
120,000
70,000
30,000
1,300,000
700,000
250,000
50,000
3,170,000
490,290
3,660,290
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発足20周年に向け、活動の再構築目指す
全国ふるさと大使連絡会議 代表

浅田

和幸

この度、山口義夫・全国ふるさと大使連絡会議代表の
後を引き継ぎ、新代表に就任しました。会員の皆様および
関係者のご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いします。
当会が発足した平成８年当時、全国で52の大使制度を
確認していました。それがいまや650を超えるほどに広
がっています。大使制度がこれだけの広がりを持ったの
は、やはり存在意義があり、何かに役立っているからで
しょう。当会の活動も少しは寄与したかもしれません。
ただ、せっかく大使制度が広がっているのに、当会活動
への参加者増につながっていないのが残念です。事務量
が増える一方、主力メンバーが高齢化し、迅速な行動が
とりにくくなったことや、活動のマンネリ化など、いく
つかの理由が考えられ、今後の課題と受け止めています。
けれども、ふるさとや地域を活性化したいとの思いは
共有しています。ふるさと大使は少なくとも地域の応援
団であることを自認しています。その思いをどんな形に
するのか。たぶん、いろんな形があるでしょう。地域へ

の貢献は特産品や観光など経済活動
への応援に限りません。カメラが趣
味なら郷里の美しい風景を写真で紹
介してもいい。心温まる民話や伝承
があればそれを紹介してもいい。「○
○市に行くなら、私がとっておきの情報を教えるよ」で
もいいのです。要はふるさと・地域の魅力向上に役立つ
こと、魅力を外に伝えること、それが当会の役割であり、
会員の喜びでしょう。参加して楽しく、ふるさとの役に
立つ。当会をそんな人材と知恵の宝庫に、情報と交流の
広場にしたいと思います。
今年は会発足20周年目に入り、秋には記念すべき20
回大会を迎えます。その節目にふさわしい盛大な大会に
すべく実行委員会を設けて準備を進めています。この大
会を通じて当会の今後のあり方も見えてくるようにした
いと考えています。ぜひ皆様の積極的なご参加とご提案
をお願い致します。

副代表としての心構え

副代表就任に当たって

副代表

鴨川キヨ

副代表に任命され、私の心は大変揺れ
動いています。なぜならこの会はわかっ
てくればくるほど奥が深いからです。
現在私は生まれ故郷の酒田ふるさと観
光大使を市長から委嘱されており、市の
広報と宣伝をお願いされて引き受けまし
た。市の協力もあり、送られてくる名刺をやくばり、毎
月の広報誌に目を通して、できるだけ酒田のことを話題
にするようにしてきました。
全国ふるさと大使連絡会議は今年で20周年を迎えるそ
うです。そのための新体制づくりをするという重大な任
務を果たさなければなりません。引き受けた以上は責任
をもって活動的な組織にしたいと思っております。どう
ぞ皆様のご協力よろしくお願いします。

副代表

本多忠夫

山口義夫代表が辞任され、浅田和幸新
代表が4月の理事会で選任され、副代表
の人事は浅田新代表に一任されました。
後日、図らずも浅田氏から副代表にと指
名されました。私は以前から、このふる
さと大使連絡会議にはことのほか、その
役割の大きさを感じておりました。微力ですが、少しで
も御役に立つならと,この大任をお受けすることとしま
した。皆様方のご支援を頂きながら、精一杯努めて、実
のある会とすべく、浅田新代表を支え、本会の発展に寄
与していきたいと思っております。また、今年は本会設
立20周年を迎える大事な年です。役員一同力を合わせて
意義ある大会としたいと思っておりますので、どうかご
支援・ご協力の程、宜しくお願い致します。
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新春会員交流会 75名の参加でにぎわう
2015年1月21日、毎年恒例の新春交流会が開催されました。
お馴染みのニュートーキョー本店「ラ・ステラ」が翌月に閉店
されるため、この会場での交流会は今回が最後とあって、初参
加12名を含む75名が参加する盛況となりました。役員一同工
夫を凝らし、気合の入った「おもてなし」で冷たい雨も吹き飛
んだでしょうか？！
開会にあたって山口代表の挨拶に続き、浅田副代表から
今年20回目を迎える全国大会の提案、利重常任理事から「ふ
るさとデー」の案内、さらにふるさと資源研究会の案内とし
て、物産販売部会は甲斐幹事長、ふるさと交流部会は本多常
任理事からお話がありました。
その後は「ふるさと資源発掘大会」として、ふるさと自
慢の一品を5分間で紹介タイム。南信州の市田柿・田子町の
ニンニク・にかほ市のお酒など、どれも素晴らしい逸品の
数々。酒田ふるさと観光大使の鴨川さんからは庄内米「つや
姫」を２合、真空パックしたユニークな試供品が参加者全員

通信

田

園

回

帰

先月、消滅可能性都市NO.1の群馬県南牧村（なんもくむ
ら）に行ってきた。南牧村と言えば、昨年、日本創成会議が
発表した消滅可能性都市のナンバーワンにランクされた村で、
2040年には現在の人口2423人が626人にまで減少すると予
測されているそうだ。
泊まった「かじか倶楽部」の民宿で、
移住した若い人や村人、
そして連れて行ってくれた雑誌『かがり火』の人たちと一緒
に食事交流会をした。
本当にここが消滅可能性都市NO.1かと不思議な気がした。
なぜなら、若い人たちは、この地を気に入って住み、村の人た
ちとも親しく暮らしている様子だったし、少しも悲観的な気持
ちにはなれなかったのだ。
翌日、村の87歳のおじいさんのお家を訪ねた。昨年奥様が
亡くなられてからは、大きなお屋敷に1人で住んでいらっしゃ
る。南牧村は、昔は養蚕、こんにゃく、林業で栄えた地域で、
下仁田町や富岡市の飲み屋の経営は、南牧村の人たちでまわっ
ていたというお話も聞いた。
東京にいると余計な心配ごとを何度もあれこれ考える割に
は、大していい結果が出ないことに慣れてしまっている私だ
が、南牧村での時間は、頭が静かに澄んだ感じで、ぼんやり
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に配られた。
最後は大妻女子大学の宮田先生が、学生と共に進める地
域振興の取り組みについて話され、熱い熱いPRタイムとな
りました。
段々熱気を帯びてくる会場、
いよいよお待たせしました「懇
親会」のスタートです。いつものように初参加者の自己紹介
で皆さんにマイクを持っていただたり、出席歌手の方々によ
るショータイムなどが進んでいきました。
ふるさとを元気にするという目的を共有する会員のみな
さんとの出会いと、新たな絆づくりの輪が大きくなっていく
ことを改めて願うところです。
是非とも多くの会員の皆さんの参加と、新しい方への声
掛けをしていただき、この会が日本を元気にするための一助
になれますよう、更なるご支援の程よろしくお願いします。

理事 三谷啓子

することの大切さを改め
て思ったりした。
消滅可能性都市という
言葉を聞いたときはかな
りショックだったが、最
近は、移住を前向きに考
えている人たちが増えて
いるのではないかと思う。
身近な例では、昨年、友人に埼玉のときがわ町に移住した
友人を紹介したところ、今では、彼女は私よりもっとときがわ
町のファンになり、地元アート展に参加する案内を送ってきた。
彼女も、地元との付き合いを重ね、いずれは移住したいと考
えているそうだ。また、なみへいの事務局スタッフも、移住す
る地域もほぼ決まり、週に3 ～ 4日は田んぼに通っている。後
は旦那様の退社と、移住後の技能習得の準備を待つだけだ。
フネのオープンから1年。人材に苦しんだこの1年を経て、
フネはこの春、ようやくいい人材が揃ってきた。さぁ、いよい
よここから、次のステップを始めよう。都会から地方へ人を送
り込んでいくための、新たな取り組みを始めましょう！
この分野で連携できる方、組織のみなさん、一緒にいい仕
組みを作っていきませんか? 命短し、時間も短し、単独で活
動するより、田園回帰という新しい言葉に希望をもてる人たち
と一緒に邁進していきたいと思います。
http://www.namihei5963.com/index.shtml
（全国うまいもの交流サロン「なみへい」

オーナー＆ママ 川野真理子）
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北陸新幹線開業日に「かがやき」で金沢へ
いしかわ観光特使 西島幸夫
歓迎・祝賀イベントに沸く郷里・金沢
永年待ち望んでいた北陸新幹線が3月14日に開業した。ワク
ワクしながら初日の東京駅新幹線20番線ホーム、9時20分発
金沢行「かがやき」に乗り込んだ。新しく延伸した長野から
金沢まで僅か1時間、山岳部を走る路線はトンネルが多い。糸
魚川付近で日本海を少し望むがすぐまたトンネルに入る。快
適な車両で金沢へ2時間30分で直行できるのは、夜行急行で
10時間以上もかけて辿り着いた昔を思うと夢のようである。
加賀友禅の着物姿の女性達が歓迎の横断幕「祝・北陸新幹
線金沢開業 ようこそ石川・金沢へ」を持って出迎えてくれた。
駅のコンコースの柱1本1本が、九谷焼や加賀友禅、輪島塗な
どの伝統工芸品で彩られ、豪華な「工芸回廊」になっていた。
伝統工芸都市ならではの演出だ。
金沢駅兼六口へ出ると、巨大なガラスドームが目に入る。
日本最大のアルミ構造の大屋根は、多雨多雪の金沢が客人に
そっと差し出す雨傘であり、
「もてなしの心」をイメージして
いる。ドーム広場は、盆と正月が一緒に来たような賑やかさで
歓迎・祝賀行事の加賀獅子舞や加賀鳶の梯子登りが披露され、
笛や太鼓が鳴り
響いていた。地
元の北國新聞号
外が配られ、記
念切手も発行さ
れ、金沢開闢以
来の一大イベン
トが繰り広げら
れ盛り上がって
いた。
そのドームの尖端に金沢らしさを象徴する「鼓門(つづみも
ん)」
（木造）がある。能の鼓をモチーフしたデザインという。
今日の日を迎えるために長い時間を掛けて整備してきた駅前
広場は、伝統文化に根差しながら新しい伝統を創り続ける金
沢を象徴している。アメリカの旅行雑誌「トラベル・レジャー」
は「世界で最も美しい駅」14駅の一つに選んでいる。

祝賀ムードに涌く市中を散策
駅からバスで10分の、浅野川を渡ったひがし茶屋街を訪ね

◆新会員のひと言◆
鹿児島のふるさと大使を目指して


(株)ビサイド代表取締役 肘井 哲也

はじめまして。
「ひじてつ」こと、肘井哲也です。鹿
児島生まれで、浦安在住の51歳。いつまでも夢見る万年
青年男性です！
私の運営している東京駅徒歩３分にあるビジネスサロ
ン「ウィズスクエア」では、創業以来、延べ数千人の方
が夢をみて起業し、泣き笑いの日々を過ごしています！

た。茶屋街の入口広場で芸伎衆が升に注いだ祝い酒を振る舞
い、観光客で賑わっていた。江戸末期に建てられた重要文化
財の粋な造りのお茶屋を観て、おしゃれなカフェで一服した。
全国でも数少ない茶屋町の風情をよく残す歴史的街並みに興
趣は尽きない。
近くの橋場町の裏道・下新町の生家跡に建つ泉鏡花記念館
を見学した。鏡花は日本近代浪漫主義文学の大家。鏡花が紡
いだ幻想世界は生まれ育った金沢が原点だという。わかりや
すく解説をしていただいた秋山館長は鏡花研究の第一人者で、
話を伺ってもっと作品に親しみたいと思った。
21世紀美術館から少し歩いた鈴木大拙館を訪ねた。白を基
調とした壁と回廊、澄んだ水を湛えた「水鏡の庭」
、静かに坐っ
ているといつの間にか無心の境地へいざなわれる禅の空間だ。
必ず訪れるようにしている心休まるスポットだ。夕方、加賀
百万石の昔日を偲ぶ金沢城公園内に造園されたオープン早々
の玉泉院丸庭園を散策した。それからライトアップされた夜
の兼六園を歩いた。雪吊りの松のシルエットが闇に浮かぶ夜
景は幽玄の世界だ。

地酒で金沢おでんを味わう
加賀のお酒は「菊姫」や「天狗舞」がよく知られているが、
金沢の地酒も水がまろやかなので口当たりが良くて飲みやす
い。
酒のうまさを生かす料理文化が藩政時代から根付いている。
「うまいもん」の話は尽きないが、最近、金沢のおでんが評判
らしい。独特のおでん種が
あり種類も豊富で安くてお
いしいので、おでん屋が市
内に100軒以上もあるとい
う。香林坊のおでん屋
「菊一」
の暖簾を潜った。昔のまま
の雰囲気で昭和にタイムス
リップした空間だ。壁面の
額絵に描かれた徳利の絵と賛「酒があるところ常に春風」が
嬉しい。それから片町を何軒かはしごして金沢にとって歴史的
な一日は更けていった。北陸新幹線時代が到来して、ますます
発展することを願いながら、いつまでも変わらないことも願っ
た。

当会への入会のきっかけは東京神田にあるレストラン
「全国うまいもの交流サロン なみへい」で当会の代表
の浅田さんと出会ったことでした。私は、なみへい代表
の川野さんの想いに賛同した24人いるオーナーの１人で
す。このお店は、月ごとに全国の地域とコラボして、地
域の食材を中心に料理を創作して提供しています。なみ
へいは、地方と東京の架け橋を目指しています。
今後、皆様のお仲間に入れていただき、わくわくする
地域の話、人々の話を一緒に語り合えたら最高です！
鹿児島のふるさと大使！になれたら嬉しいな！と思って
います。どうぞよろしくお願いします。
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ふるさと大使のお薦め

広島お好み焼・鉄板焼き
「八丁堀」
Voice.K代表（広島市出身） 三谷啓子
2014年2月、
広島県福山市から夫婦で東京へ出て「広
島お好み焼・八丁堀」をオープン。長年地元で培った
店主の腕と味、
そして人柄に間違いはなく、荻窪であっ
という間に愛される人気店になりました。
広島から取り寄せたこだわりの食材をふんだんに
使って焼く「本格広島お好み焼き」は、注文が入って

6

寒ブリなどの海産物が集まってきたためです。
逆に言えば、それだけ諸国産物の集積地であったこ
とが伺えます。
ただ、困ったことに、代官と言えば、時代劇ドラマ
で「『お代官さま』、『越後屋、お主も悪よのう』」と密
談しているところを「暴れん坊将軍」や「水戸黄門」
に懲らしめられるというパターンで、すっかり悪役、
敵役のイメージが定着しています。
このため、領民は苛斂誅求な年貢の取り立てなどで苦
労したであろうと思われがちですが、実際は、天領は幕
府統治の模範地（モデル地区）だったため、年貢は四公
六民で、当時五公五民が標準で、紀州藩など酷い藩が六
公四民だったことを思えば、格段に安かったのです。
さらに、代官は、中堅旗本の中から選抜されますが、
彼らは、旗本、御家人の子弟を対象に湯島の聖堂で行
われる「素読吟味」を受けてきており、論語の為政編
「政を行うに、徳を以てすれば・・・」といった程度の
政治倫理の素養は有していました。そのため、時代劇
ドラマでイメージされる悪辣な代官や苛斂誅求な代官
は極めて少なかったものと思われます。
逆に、高山では、年貢が安かったうえに、さらに貧
民には「施し米」という形で集めた年貢の一部を還付
していたというから立派なものです。もともと物資の
集積地であったうえに、年貢が安かったため、民が経
済的に豊かに、そして心も豊かになり、司馬さんのい
う「すぐれた文化」が残ったものと思われます。
天領のすべてがそうだと言う（「一斑を以て全豹を卜
する」）つもりは毛頭ありませんが、かつての天領の中
には、高山をはじめ倉敷、日田（日田天領水）、佐渡、
隠岐のようにゆたかな文化が残っているところが沢山
あります。
時には、江戸の昔に思いをいたし、天領の魅力の再
発見に努めるのも、地域おこしの一助となるかもしれ
ません。

（高知県観光特使、帝京大学教授 平谷英明）

『天領の魅力』

縁あって、飛騨の高山の地域おこしのお手伝いをし
ています。そのため、この数年、年に２度ずつ高山を
訪れていますが、その都度、高山のゆたかな文化の魅
力に嵌っていく自分に驚いています。
この間の消息について、多分、同様の思いを持たれ
たであろう司馬遼太郎さんの文章をお借りします。
「---宮川にかかる中橋を東に渡れば柳の枝かげのむこ
うにあるのだが、私どもはゆたかな辻々の闇にふれた
いために上三之町を南にゆき、その前に出た。・・・江
戸期の大工の幾何学的な趣味がよく出ていて、しかも
決して過剰でない。すわっていて美しさ以上に、哲学
をさえ感じさせるかのようであった。・・・二人の婦人
の物腰や物言いがなんともいえず上品だった。これら
のすぐれた文化は天領だったから生まれたのか。」（週
刊朝日1987年４月17日号『街道をゆく』）
司馬さんは、
「ゆたかな辻々」、
「幾何学的な趣味」、
「上
品な物腰」など高山の魅力が生まれた所以を「天領だっ
たからか」と、
問いを投げかける形で結んでおられます。
言うまでもない話ですが、
天領は、
江戸幕府の直轄地で、
幕府から派遣される代官によって統治されました。基本
的に城はなく、代官は陣屋と呼ばれる質素な建物で執務
します。
高山は、４代続いた金森氏のあと、元禄５年（1692年）
から天領となり、明治維新までの177年間、25名の代官
によって統治されました。（１人平均７年）
高山が天領とされたのは、交通の要衝で、諸国産品
の集積地だったからで、その名残が朝市（宮川の朝市
と陣屋の朝市）となっています。ちなみに、高山の朝
市は輪島、呼子とともに、日本三大朝市と言われてい
ますが、輪島、呼子と異なり、海に面していない高山
が含まれているのは、「ぶり街道」によって富山湾から
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から生めんを茹で、八丁堀オリ
ジナルソースでいただきます。
その他店主の門田さんが、広
島弁と共に腕を振るう、鉄板焼
や一品料理と広島のお酒は相性
バッチリ！
東京広島県人会の会員カードを
提示すると会計から８％引きに！
広島お好み焼 鉄板焼 「八丁堀」
東京都杉並区天沼3-12-7 電話03-3398-8828
営業時間11:30 ～ 14:30 17:30 ～ 23:00
定休日 月曜日（月曜が祝日の場合火曜日）
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元代表・杉原健児さんの逝去を悼む

杉原元代表、２月20日に死去
当会の元代表で北九州市ひまわり大使の杉原健児さん
が２月20日、亡くなられました。81歳。
杉原さんは直前までお元気で、この日も東京・有楽町
の囲碁クラブで対局中に突然倒れられ、搬送先の病院で
治療を受けたけれど意識が戻らず、息を引き取られたそ
うです。
府中市の多磨日華斎場で23日に通夜、24日に葬儀が
行われ、通夜には当会から山口代表（肩書は当時）をは
じめ、浅田副代表、甲斐事務局長ら10名が参列してご冥
福をお祈りしました。
杉原さんは2007年５月、当時、当会代表を務めてい
た後藤純雄さんが亡くなられたのを受けて代表に就任、
山口氏に引き継ぐ2009年４月まで代表を務められまし
た。北九州市や福岡県、さらには九州各県関係者と当会
をつなぐ役割を果たすなど、大いに貢献されました。

杉原さんの意思を発展させたい
前代表 山口義夫（現顧問）
全国ふるさと大使連絡会議の創設にかかわり、長年に
わたって当会の発展に寄与された元代表杉原健児氏は過
日帝国劇場の地下にある碁会所にて友人と囲碁を楽しん
でおられたところ、突然倒れ、救急車で移送された病院
において逝去されました。誠に残念です。
杉原元代表は当会のほか「北九州フアン倶楽部」
（現在、
かんもん北九州倶楽部）のホームページを立ち上げて代
表を務め、市長から感謝状を受けるなど多方面にわたっ
て活躍され、退任後は次世代のために子孫に残す言葉を
募る活動をされておりました。今年は当会発足後の20回
目の全国大会を開催しますが、故杉原元代表の意志を発
展させるよう心がけております。杉原元代表のご冥福を
切に祈ります。

熱っぽく語った「地方分権」

代表 浅田和幸
杉原さんは当会の創設時から中核メンバーとしてエネ
ルギッシュに活動され、会を引っ張ってこられました。
「ふるさとの活性化」「地方分権の推進」が口癖でした。
なかでも力を注いでくださったのが、インターネットの
活用です。

当会のホームページを作成して全国大会や会員交流会
の模様をふんだんな写真で紹介したり、かわら版の抜粋
を掲載したりして活動の紹介に大いに貢献されました。
メールの活用も杉原さんの功績で、役員や会員向けメー
ルだけでなく、自治体関係者や地域活性化に関心を持つ
人向けのメーリングリストを作って各種案内・ＰＲに努
められました。ＩＴの時代と言われながら、その方面に
あまり精通していない当会にあって、ひとり奮闘されま
した。ありがとうございました。
「会の活動に必要だから、ぜひ習得してほしい」と熱心
に呼び掛けられ、私も何度か教えていただいて少しはサ
イトの一部運営に加わりましたが、不肖の弟子で、結局、
十分なことができませんでした。申し訳ないかぎりです。
「地方にはいいところが沢山ある」「地方を元気にしな
ければ日本は良くならない」。お酒が進むほどに、熱っ
ぽく語られたことを思い出します。20周年の記念すべき
大会をお見せできなかったのが心残りですが、今はどう
か安らかにお眠りください。

筋を通した方

かんもん北九州ファンクラブ前副代表 甲斐秀治
私が杉原さんと出会ったのは平成3年3月に北九州から
東京に転任したとき参加した北九州の会合でした。そこで
北九州ルネッサンス大使の名刺を交換した際、杉原さんが
大変興味を持たれた様子でした。杉原さんとはそれ以来の
お付き合いとなりました。その後、全国ふるさと大使連絡
会議の全国大会の開催など様々な活動でご一緒しました。
杉原さんはかんもん北九州ファンクラブの代表として会
を取りまとめ、会報の発行にも健筆をふるわれるなど、ふ
るさと振興に積極的に参画されておられました。穏やかな
なかにも筋を通される一徹さも併せて得難い方でした。24
年にわたるたくさんの思い出をありがとうございました。

ふるさとを意識させてくれた

副代表 本多忠夫
杉原元代表が２月20日に他界された訃報を聞き、驚き
で一杯でした。当日は元気に高校の仲間と碁を打つ集い
に参加されていたとのことでした。心よりお悔やみ申し
上げます。杉原さんとはかんもん北九州ファンクラブに
入会した17・8年前に知り合うことが出来、この全国ふ
るさと大使連絡会議の入会も杉原さんからの紹介による
ものでした。
世話人会の後には必ず一杯やり、その後の２次会にも
よく行きました。私は新宿育ちで、ふるさとは無いとい
うか、ふるさとは東京であることを意識したのも杉原さ
んとの出会いからです。杉原さんにとって倒れられる寸
前までお元気であったことはせめてもの救いです。残さ
れたご家族にとってはあまりにも突然のことで、さぞか
しお悲しみのこととお察し致します。今では只、ご冥福
をお祈りするのみです。安らかにお眠り下さい。
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◆ お楽しみ夏の会員交流会のご案内 ◆
全国ふるさと大使連絡会議会員をはじめ、未加入の方々を交えた新春恒例の交流会を開催します。ふるさとを元気にする目的を皆様と
共有する楽しいイベントや、新たな出会いと絆づくりを目的にした、楽しい、交流会にいらっしゃいませんか!! ご参加の皆様にお楽しみ
いただけるよう、浅田新代表のもと役員一同工夫を凝らして「おもてなし」させて頂きます。今回から会場は山口前代表のつてで素敵な
場所を確保できました。面白おかしく、ふるさとを元気にする集いにご参加ください。
日

時―2015年７月23日（木）午後6時30分～９時00分

場

所―KKR HOTEL 東京

会

費―

◇ 東京都千代田区大手町1-4-1
TEL03-3287-2921
◇ 地下鉄東西線-竹橋駅３ｂ出口直結 千代田線-大手町駅C2出口

事前の振込 5,000円・当日受付 6,000円
＝同封の振込用紙
＝ゆうちょ銀行 店名-038 普通7211051 口座名 全国ふるさと大使連絡会議
（ゆうちょ銀行の口座からATMでお振り込みは振込手数料無料）
＝三菱東京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

出欠の連絡（必須）
出席者のお名前と肩書き・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

zenkoku@furusato-taishi.jp又はFax 03-6802-9670
（上記Faxがうまくいかない場合は03-3684-6800へ）

歓迎！新しい会員のご紹介
2015年１月～ 4月入会（敬称略）

全国ふるさと大使連絡会議の概要
（2015年５月現在）
●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
2015年4月末現在の会員構成
大使会員
144名
団体会員
28団体
一般会員
157名
合
計
329名
確認された大使制度
（2015年５月現在）
県知事が委嘱
44団体 83制度
市長村長が委嘱
486団体 543制度
諸団体等の長が委嘱 127団体 124制度
合
計
657団体 755制度
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＜個人会員＞
柳川

健二

��������（株式会社バール代表取締役）

肘井

哲也

（トーコーグループ

(株)ビサイド代表取締役）

2015年度年会費納入のお願い
当連絡会議は「かわら版」の発行をはじめとする運営管理を会員の皆様の会費で行ってお
ります。年会費は個人会員3,000円以上（3,000円以上大歓迎）
、団体会員は10,000円ですので、
2015年度会費の納入をよろしくお願いいたします。
＊郵便振替（同封の郵便振替用紙）をご利用ください。
００１９０－７－１４９６５８ 加入者名：全国ふるさと大使連絡会議
＊郵便振込の場合
店名―０３８ 普通 ７２１１０５１ 口座名：全国ふるさと大使連絡会議
＊銀行振込の場合は下記へお願いします。
三菱東京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 カイコウイチ

編集後記
本年はふるさと大使連絡会議20周年に当たります。当組織も役員体制を一新して
記念大会の準備を始めるとともに全国の大使制度の実態を捉えるためのアンケート
調査も実施しています。
これらの結果も踏まえて、今後の活動のあり方を見直すべきだと考えています。
その中で特に情報の収集、ふるさとへの問題提起、情報発信のあり方も重要です。
皆様とご一緒にいろいろ工夫をしていきたいと思っております。
（鈴木克也）
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