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今年８月当連絡会議は設立25周年を迎えました。
思い起こせば、平成の地方創生と軌を一にするように、全国各地でふるさと
大使の任命が始まりました。
そこで、ふるさと大使をはじめ地域おこしに熱い思いを有する方々に有用な
情報を提供するとともに、交流の場を提供することを目的に平成８年８月８日
当連絡会議が発足いたしました。
爾来25年にわたり、当連絡会議の活動にご理解、ご支援いただきました皆
様に改めて厚く御礼申し上げます。
この25年を契機に、新たな時代に向けて第１歩を踏み出すべく、記念となる
イベントなども考えましたが、昨今の新型コロナ感染症の感染状況などに鑑み、
イベントなどは自粛し、かわら版、HPなどによる情報提供の拡充に努めること
といたしました。
この間の事情もご賢察いただき、今後とも変わらぬご協力ご支援を賜ります
ようよろしくお願い申し上げます。
今夏のもう１つ印象に残った出来事は、酷暑とコロナ禍という大変な状況下
のもと、大会関係者の相次ぐ辞任などゴタゴタが続いたものの一方で最大級の
メダル獲得などがあった東京五輪・パラリンピックです。
開催の可否も含めていろいろな評価があり、評価が落ち着くのは記録映画が
出来、コロナ禍が一段落してからになると思われます。
個人的な見解で恐縮ですが、昭和39年（1964年）の東京五輪を知っている
世代の一人として一言言わせてもらえれば、令和３年（2021年）の東京五輪
はチャレンジ精神、イノベーション（技術やシステムなどの革新）を感じるこ
とが少なかった大会だったように思います。
酷暑、コロナ禍という大きな制約条件のあった大会で関係者のご苦労も大変
だったことと拝察しますが、国を挙げての行事であり、各界の一流の人々が参
画したイベントだっただけに、例えば、
・AI、ロボット、ドローンなどの最新の科学技術を駆使した感染症応対や大会
運営
・無観客の客席を活用し、木の会場、木の文化を強調した開会式、閉会式など
のセレモニー
・スティホームが推奨されているからこそ、おうち観戦を楽しくするための映
像上の工夫
など、いくらでも知恵の出しようがあり、イノベーションが生まれる余地が
あったのにと残念な思いがします。
著名な理論経済学者シュムペンターも述べているようにイノベーションが生
まれるのは、課題に対して果敢に挑戦するチャレンジ精神からですが、そのチャ
レンジ精神が最近の日本では薄れてきているのではと危惧されるところです。
地域おこしに話題を戻しますと、今後、地球温暖化に伴う災害の多発、人口
減少、少子高齢化に伴う議員、コミュニティ役員などへのなり手不足、空き家
の増加、消滅集落の増加、地域の活力のかげり・・・多くの課題が横たわって
いるように思われます。
こうした課題に果敢に挑戦し、地方の多様性を生かした地域おこしの地平を開
くには、チャレンジ精神に基づくイノベーションが何としても必要と思われます。
当連絡会議も微力ながらも、こうしたイノベーションに役立つ情報提供や交
流の場のセッティングに努めていきたいと考えておりますので、今後ともご指
代表 平谷 英明
導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
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記念樹による森林再生「プレゼントツリー」
～ 100年先まで、美しい日本の森が存続するために～
認定NPO法人環境リレーションズ研究所・理事長
株式会社環境ビジネスエージェンシー・代表取締役
はじめに
更なる少子・高齢化により、100年後の日本の人口は
今の１/３にも減り、内半分が高齢者になる、とも言わ
れています。その時、森を護る人間は激減していること
でしょう。また、このまま地球温暖化が進めば、気象災
害は益々頻発化していくことが予想されています。
そんな100年後に、美しく健やかな日本の森が維持・
存続できるような形で継承するため、「今できること」
として、
私共では次のポリシーの下、
「プレゼントツリー」
を展開しています。
①野生エリアである奥山は立ち入らない。
（故に、伐期
を迎えた針葉樹は片付け、天然林に戻していく。）
②人里に近い森、
即ち「里山」は、積極的に関与し続ける。
③経済林が成り立たない森は、地元植生の混交林（天然
林）に戻す。
④斜面崩壊し易い場所は、地元植生の混交林（天然林）
に戻す。
⑤各地域に①～④までのグランドデザインを作るべき。

認定NPO法人環境リレーションズ研究所・理事長
株式会社環境ビジネスエージェンシー・代表取締役
【略歴】2003年認定NPO法人環境リレーションズ研
究所設立、理事長就任。2005年㈱環境ビジ
ネスエージェンシー設立、代表取締役就任。
成熟社会生き残りの為のビジネスモデルと
して環境ビジネスを実践。都市と山村を繋
ぐ森林循環事業「プレゼントツリー」の外、
環境に特化したビジネス開発、法令サポー
ト、人材育成等を展開。
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敦子

割が放置されており、伐採後放置しておくと森に戻るま
で100年かかると言われています。「天然林」は自然に
育った森のことで、日本の森の約５割を占めます。天然
林と聞くと「原生林」を思い浮かべる方が多いようです
が、日本では「人の手が全く入っていない森＝原生林」
は殆ど残されていません。原生林は、そこにある生態系
を守るため、なるべく人が立ち入らない方が良い森です
が、このような保護すべき原生林として国から指定され
ている面積（森林生態系保護地域）は、天然林の内わず
か５％程度です。天然林の内約６割が、所謂「里山」と
言われる森林で、今や殆どの里山が荒れてしまい、「人
の手を入れないと、土砂災害の危険性だけでなく、そこ
に在る生き物が消失してしまう」と言われています。こ
のことが主な原因の一つとなって、なんと日本の在来植
物の25％において絶滅が危惧されています。
このように、日本には「人の手を入れなければ存続で
きない森」がたくさん在るのです。

日本の森のお話
森には、綺麗な水を作り、美しい自然と生きもの達を
育み、土砂災害から私達の生活を守り、地球環境を保全
する等、たくさんの大切な役割があります。その森林に
国土の約７割が覆われている日本なのですから、私共、
認定NPO法人環境リレーションズ研究所では、「森づく
りは国づくりでもある」と言っています。
森には様々なタイプの森があります。皆さんよくご存
じの、スギやヒノキ等の「人工林」は、戦後の復興期、
高度経済成長期に木材の需要に応えるため、原野や自然
の森を一斉に成長の早い針葉樹の単一樹種に置き換えた
もので、日本の森の約４割を占めます。これらの森は、
積極的に人の手を加えないと維持できませんが、現在、
木材価格低迷や林業従事者不足の為に、この内３割～５

鈴木敦子

鈴木

プレゼントツリーの森づくりに集まる里親の皆さん
（2019年5月：山梨県笛吹市のマツクイムシ被害林の再生）

東京の中小企業振興を考える有識者会議 委員
サステナブルライフスタイルTOKYO実行委員会 副委員長
東京都農林・漁業振興対策審議会 林業部会委員
国立研究開発法人科学技術振興機構・低炭素社会戦略センター（LCS） 特任研究員

【連絡先】
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-12
神田小川町ビル8階
株式会社環境ビジネスエージェンシー
代表電話：03-3296-8655 Fax：03-3296-8656
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人生の記念日に樹を植えよう！「PresentTree」
日本人は、はるか昔から森ととても親しく生活してき
ました。ところが、生活ががらりと変わり、人々が森か
ら離れていってしまったことで、多くの森が荒れてしま
いました。そこで、たくさんの人達が森に戻る、集まる
仕組みを考えました。それが「プレゼントツリー」です。
「人生の記念日に樹を植えよう！」と呼びかけて、都市
部の人達が、全国に拡がる放置された森や、災害に遭っ
た森、ゴルフ場や牧場が破綻した跡地等、樹を植える必
要のある場所に、自分や大切な人の誕生日や卒入学、結
婚式や金婚式等の記念に樹を植えてその里親となり、地
元と共に森になるまで育てていくというプロジェクトで
す。
「プレゼント」には、自分や大切な人へのプレゼント、
という意味と、その地域の森へのプレゼント、延いては
地球へのプレゼント、という意味が込められています。
私自身も、子供が生まれた記念の樹をはじめ、人生の節
目節目にプレゼントツリーの森で記念植樹をしています。
自分の記念樹が存在することによって、その地域に足
を運ぶようになり、足を運べば交流が生まれます。交流
によって、森だけでなく地域丸ごと元気にしていくこと
こそが、プレゼントツリーの目的です。お陰様で2005
年にスタートして以来、現在までの支援者数はのべ約
650万人、植栽本数約20万本におよび、北は北海道から
南は熊本県まで、国内31カ所の森林再生のお手伝いを
させて頂いております。
里親の皆様からお預かりした、世界に一本だけの大切

な「特別な樹」は、１本毎に植樹証明書を発行しお届け
しています。そして、せっかく植えた記念樹は、10年
間はしっかりその地に維持されるように、地元行政、森
林所有者、地元の林業従事者と私共との四者間での10
年協定を締結します。森林は地元にとって大切な地域資
源であり、よそ者が入り込んで単独で森林再生を行った
ところで、持続可能性は担保されません。万が一、10
年の間に私共が居なくなっても事業が存続されるよう
に、確実に地元の関係者の方々には当事者になって頂く
という意味での協定調印です。
プレゼントツリーによる森林再生の方針は、天然林に
戻すことです。決して人工林を否定しませんが、プレゼ
ントツリーによる再生対象の殆どの地域は少子高齢化・
過疎化が進み、担い手が居なくなったが故の荒廃林です。
人工林が成り立つならば積極的に人工林としての再生を
すべきだと思いますが、その可能性が限りなく低い森林
については、人工林ほどには手のかからない天然林に戻
し、そこに新たな価値を付けて地域に貢献できるような
森にしていこうとしています。
10年の時間軸を設定している意味は、以下３点です。
①人間が積極的に手をかけて、森林への遷移を手伝って
いくべき時間
②記念樹を持ったことをきっかけに生まれた、記念樹の
里親と地元との縁を育むための時間
③今まで関与してこなかった地元の人たちの森への興味
喚起＆森林再生モチベーションアップのための時間

2018年台風24号の爪痕（2018年11月撮影：熊本県球磨郡球磨村）

皆伐放棄地だった同エリア。一部表層土壌が流れている。
（2007年５月撮影：熊本県球磨郡球磨村）

近隣にあるプレゼントツリーの森。植栽後11年目。
「天然林に近い森」は、
殆ど被害がなかった。（2018年11月撮影：熊本県球磨郡球磨村）

３歳の娘と一緒にプレゼントツリーの森で記念植樹
（2012年５月：甲斐善光寺の里山林を再生）

3

ふるさと大使かわら版（通巻第100号）

2021（令和３）年10月14日

秋季号

これらの仕組みやコンセプトが評価され、今では法人
の記念行事等でのご参加も増え、順調に規模を拡げなが
ら、今年１月には、プロジェクト開始から17年目を迎
えました。

PresentTreeから生まれた新たなプロジェクト
「アーバン・シードバンク」
全国各地の放置荒廃里山を再生するため、真っ暗な
里山に未利用資源として眠り続けている休眠埋土種子
（シードバンク）から苗を育て、都市の緑化に活用する
ことで、都市の生物多様性を向上させ、里山に人と資金
を流す仕組み。そんな継続的な里山再生が「アーバン・
シードバンク」です。
今、日本の在来植物の約25％について絶滅が危惧さ
れており、主な要因は、自生地である里山が全国各地で
見放され、荒廃していることにあります。そんな里山の
地中には、たくさんの在来種の種が人知れず眠っていま
す。これらの埋土種子群のことを“シードバンク”とい
いますが、
「アーバン・シードバンク」プロジェクトは、
この種子群を都市部に移行しようとするものです。発芽
のチャンスが中々到来しないシードバンクから育てた在
来種苗を都市で育みながら、里山に資金を還元すること
で里山保全・再生の継続的活動を促し、全国に拡がる荒
廃里山および周辺地域の再興と、都市の生物多様性向上
との双方を同時に実現しようとするプロジェクトです。
現在、この苗木を、神奈川県にある障がい者福祉作業所
の皆さんに育てて頂き、彼らの自立支援の一翼も担って
います。
最近では、アーバン・シードバンクで「里山BONSAI」
をつくるワークショップ、特にオンライン開催へのご用
命が急増しています。自粛生活が長引き、中々森まで行
けない昨今、自宅やオフィスに居ながらにして「森を感
じられるプログラム」としての機能が期待されているよ
うです。

31カ所目となるプレゼントツリー森林整備協定。
左から：地 元林業家・東京チェンソーズ・青木代表、筆者、檜原村・
坂本村長、地権者・小沢地区会・大谷会長。
（2021年8月：東京都檜原村にて）

ポストコロナ時代に期待される役割
残念なことに、2020年以降は新型コロナウイルスに
よるパンデミックの影響で、プレゼントツリーの森の交
流イベントが一斉に止まりました。毎年春と秋には、多
くの里親の皆様を各地の森に御案内しているのですが、
殆どのイベントを断念せざるを得ず、やるせない思いで
いっぱいです。一方で、森林はソーシャルディスタンス
を確保しやすい開けた空間として、改めて注目が集まっ
ており、さまざまな方面から森づくりへのお問い合わせ
を頂いています。
新型コロナは私たちに、人と人との繋がり、人と自然
や生態系との距離感、人間活動と地球とのバランスにつ
いて見直す機会を突きつけていますが、それらが一遍に
腑に落ちる絶好のフィールドがプレゼントツリーの森な
のではないか？と感じつつあります。
地球温暖化の影響でマダニの分布が広がっています。
マダニの吸血源となる野生動物と人間社会を隔てる里山
が荒廃し、新型コロナよりも致死率の高い「重症熱性血
小板減少症候群（SFTS）」の感染例が増加しています。
昨今頻発する土砂災害の多くは、森林が大規模に伐採さ
れた「皆伐跡地（かいばつあとち）
」から
始まっていると言われています。
続々と10年の約束期間を満了する森が出
てきていますが、幸い、今のところどのエ
リアも、近年の度重なる巨大台風や豪雨に
持ちこたえています。
（一カ所、宮崎県高
原町の新燃岳噴火による立ち入り禁止エリ
アを除く）
プレゼントツリーの森、即ち「天然林に
近い形」はとても強いことが証明されつつ
あり、気候変動リスクが一層高まる今後は
益々、その存在意義を発揮しなければ！と
気合いが入ります。そして、里親の方々の
大切な想いの詰まった大事な記念樹を、い
つまでもそこに存続させ、皆様と共に森を
森に行かずとも森を感じられる「森のかけら」としての機能を担う「里山BONSAI」。
守り続けることの重要性を、改めて噛み締
自宅やオフィスで愛でるための「里山BONSAI」をつくるワークショップをオンラインで開催
めている近頃です。
する機会が増えている。
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百年の計は
木を植うるにあり

こうした木の効用を昔の政治家はよく知っていたと見
え、風流な手法で木を守り育てる努力をしています。
（１）堺の白砂青松を守った大久保利通
明治維新直後の財政難で、白砂
青松の地として歌枕にもなった堺
の「高師浜」の松も伐採され、明
治６年に内務卿の大久保利通が訪
れた際には見る影もなく荒れてい
ました。

そこで大久保は「おとにきく高師の浜の浜松も世の荒
波はのがれざりけり」と詠んで、当時の堺県知事で同じ
薩摩出身の税所篤に松林保全の大切さを説き、白砂青松
が残るようにソフトに仕向けました。その間の事情が高
師浜（現浜寺公園）の記念碑に残っています。
（２）佐賀の『楠の木おばさん』
戦後の地方自治制度の改正で自治体
は財政難に陥り、その穴埋めに県有林
の売却益 を当てる事 例が相次ぎま し
た。昭和25年、佐賀県でも佐賀城址の
楠20数本が業者に売り払われ、伐採さ
れようとしていました。その時、県議
の福田よしが楠の前に立ちはだかって体を張って伐採を
阻止するとともに、県知事を説得して伐採を取りやめさ
せました。それで、『楠の木おばさん』として、その功
績が記念碑に残されることとなりました。
城址公園を訪れると、伐採を免れた楠の大木が堀の水
面に緑の影を落とし、地域に堂々とした風格を与えてい
ます。
（３）福岡の『筑前の花守』
昭和59年、福岡市の道路拡張工事
のため道路沿いの桜の老樹10本が切
り倒されることとなりました。それ
を惜しんだ市民の一人が

花あ
は
れ・
・
・

かわら版100号からの連想で、100年、百年の計と少々
牽強付会気味ながら「十年の計は人を育てるにあり。百
年の計は木を植うるにあり」の格言から、木を植える話
をと思い、NPO法人 環境リレーションズ研究所の鈴木
敦子理事長からプレゼントツリーの話を紹介いただきま
した。
実際に、植林・育林には、子や孫、ひ孫の世代を思い
やる気の長い作業が必要です。
国家行事である全国植樹祭・育樹祭も、天皇陛下が植
樹し、皇太子殿下が育樹されるシステムで、木の育成、
木の大切さを若い世代に繋げていくという哲学が伺えま
す。
一方、大切に育てられた木から様々な恩恵がもたらさ
れます。俗諺から拾っただけでも、
・
「タブノキ１本消防車１台」「銀杏は水を吹く」
タブノキや７度竈（かまど）に入れても燃えないと云
われるナナカマドなどは防火に役立ちます。
神 社仏閣の大銀杏が火事を食い止め、本殿や本堂を
守った逸話も各地に残っています。
・
「桃栗三年柿八年」
「柚子の大馬鹿十八年」
それぞれの年月丹精込めて育てれば美味しい果実にな
ります。
・
「魚付き保安林」
よい森林からよい生態系が生まれ、美味しい魚や海藻
が育ちます。
このほか、オゾンを供給する木陰の散歩道となったり、
降雨を貯めて洪水を防止する自然の貯水池となったり、
庭園に風格と奥行を与える借景となったり、・・・その
効用は計り知れません。

「花あはれせめてはあと二旬ついの開花を許し給え」
の歌を詠み短冊にして枝につるしました。その心根を美
しいと思った進藤一馬市長が
は な

「桜花惜 しむ大和心のうるわしやとわに匂わん花の
心は
香瑞麻（かずま）」
の返歌を詠み、木につるすとともに、何とか残す工夫が
出来ないかと職員に指示しました。その結果、伐採予定
だった10本のうち、８本は歩道の中に組み込まれえる
ことで残され、新たに２本の若木も植えられることとな
り、行政にしては珍しい風雅なやりとりで、木が守られ
ることになりました。
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間伐材の活用による森林保全の話

ら

会員か
の

木を守る話に相応しい話題が、四万十市観光大使、高知県観光特使、土佐幡
多の会会長の中野正三さんから寄せられましたので、概要を紹介いたします。

たより

■ 土佐幡多の会の「はしわたしプロジェクト」
土佐幡多の会は、地元の森林保全などを目的に、７月
に「はしわたしプロジェクト」をスタートさせました。
具体的には、地元の幡多産の檜（ヒノキ）の間伐材か
ら割り箸を作り、地元の小中学生のロゴデザインコンテ
ストの入賞作品のロゴが描かれた箸袋に入れて、８膳を
ワンセットにして250円につき贈呈、収益は地元自治体
などに寄付するという取り組みです。
割り箸は、徳島の社会福祉法人 池田博愛会の「セル
プ箸蔵」
（障害をお持ちの方の就労移行支援事業の１つ
として行っている割り箸の製作事業）に依頼し、防腐剤
や保存料など一切使用しないで、製作されています。
なお、
「土佐幡多の会」は、高知県の旧幡多地区など

■

■

■

■

■

■

応募109件から８作品が選ばれ、
以下の学校の生徒でした。
三原村立三原小学校
四万十市立中筋中学校
四万十市立川登小学校
四万十市立西土佐中学校
四万十市立中村西中学校
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■

■

７市町村の出身者、応援者を会員に郷土の発展などに資
することを目的に活動している会で、中野正三会長は、
この「はしわたしプロジェクト」の取組みをSDGsの一
環として位置づけ「幡多の自然環境の保全と魅力創出の
きっかけになれば」と述べています。
この「はしわたしプロジェクト」に興味のある方、応
援したい方は土佐幡多の会ホームページ・割り箸セット
支援まで、ご連絡ください。

土佐幡多の会
ホームページ

■ 土佐幡多の会の割り箸セット ■

割り箸セット
支援

■

■

■

■

■

■

■

■
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25年を振り返って

全国ふるさと大使連絡会議が発足してまる25年が経過しました。そこで元代表の山口義夫さん、
前代表の浅田和幸さん、大会や交流会で司会を務めていただいている理事の三谷啓子さんの3人によ
る鼎談でこの間の活動を振り返っていただきました。
＜三谷啓子＞ 今回は鼎談ということで
すが、私は活動歴も浅いので、進行役
をメインにしながら時々話に入らせて
いただきたいと思います。まず、入会
したきっかけや当時の会の状況をお話
しいただけますか。
＜浅田和幸＞ 私は平成７年（1995年）に函館市が「は
こだて観光大使」の制度を発足した際、
大使を委嘱されました。この会は市の東
京事務所の方から紹介され、設立大会
（平成８年８月８日）の２カ月前の準備
会議から参加しました。当時、全国で50
以上の「ふるさと大使」制度が確認され
ていて、薩摩大使と秩父大使を委嘱されていた中馬邦
昭さんが「せっかく各地のふるさと大使がいるのだか
ら、そのネットワークで地域に貢献できる会議体を作
ろう」と呼びかけた。当会が「連絡会議」という名称
なのはそれが理由です。
初代代表幹事は中馬さん。他の10人ほどの幹事の中
には、その後当会の事務局長を長く務めた甲斐秀治さ
ん（甲斐の国大使）や第３代代表幹事を務めた杉原健
児さん（ルネッサンス大使）もおられた。
その翌月から、酒食を伴う交流・懇親の場とする
「ふるさと大使サロン」と、外部の人や会員によるミ
ニ講話の「情報交流会議」を毎月、交互に開催。かわ
ら版の創刊号を11月に発行しました。発足したばかり
だし、会員も総じて若かったので活発でしたね。
＜山口義夫＞ 私は北九州市にある八幡
税務署長をしていた関係で平成７年
（1995年）に北九州商工会議所から北
九州商工会議所ルネッサンス大使（現
北九州市ひまわり大使）の委嘱を受
けました。入会したのは当会の副代表
をしていた故杉原健児さんの紹介です。東京駅ステー
ションホールでの第８回大会（2003年）の記念講演の
北川教授のことはハッキリ覚えています。入会はその
前の2002年だったと思います。
＜三谷＞ 私は2011年にふるさとテレビの集まりが憲
政会館であった時、同じテーブルにふるさと大使の
面々がいらっしゃり、その年の夏季交流会に参加を勧
められ、顔を出したことから入会の流れになったよう
に記憶しています。広島市出身で、大使ではありませ
んが、広島のＰＲに努めています。当時は銀座のビア
ホールが会場で、参加者も多く、お土産も貰い楽しく

帰ったことを思い出します。その後、司会担当という
役が定着し、流れのまま理事になった感じです。
◆立派な講師や各地の特産品で賑わう全国大会
＜三谷＞ 当会の主な活動としては、年４回のかわら版
発行、毎年の全国大会、春・夏の交流会などがありま
すが最大のイベントは全国大会です。
＜山口＞ 大会の講師はそれぞれ立派な方々で色々感銘
が深いですが、2005年の大会で私の最後の勤務地だっ
た北九州市から見えた末吉興一市長の講演が強く印象
に残っています。
「20周年記念・全国大会2015」が法
政大学で開かれ、小生が当会の代表を退任した記念に
花束と表彰状を頂き、感激しました。
余談ですが、日本プレスセンターでの総会、総会後
の飲み会（反省会）で少し飲んで体調を崩して、夜遅
くなって目白にあった義理の姉の家に行き、家族が寝
ていたところに転がり込んだことがあります。
＜浅田＞ 2004年の大会では２年前の日韓ワールドカッ
プでカメルーン代表のキャンプ地になった大分県中津
江村の坂本休村長に講演していただいた。村長からは
いまだに年賀状が届きます。遠方からだと泊まりがけ
でないと出席できません。当会のような小さな組織に
よくぞ毎回立派な方々に講演していただけるものと、
感謝しています。なかでも20周年の大会は大がかり
だったので印象深いですね。登壇者も参加者も多く、
大盛況でしたが、会場の準備など裏方の仕事をされた
方々は講演も聴けず、大変ご苦労をおかけしました。
＜三谷＞ 2014年の市ヶ谷「アルカディア」での大会
は、ビンゴゲームでかなり盛り上がっていましたね。
大会では毎回、会員の自治体や団体から多くの特産品
をいただいていますが、そのお土産を期待している方
も多いようです。
＜浅田＞ 自治体の方には感謝しかありません。会場に
各地の特産品がずらりと並ぶ光景を見るとうれしくな
ります。
◆情報交流会・ふるさとデーなどを開催
＜三谷＞ 「情報交流会」や「ふるさとデー」など様々な
集まりも実施してきましたが。
＜浅田＞ 情報交流会は、地域活性化につながるテーマ
で勉強しようと始めたもので、外部から話題提供者を
招くこともありますが、大使を務める会員ならその人
の持つ知識・経験を披露してもらうだけで十分勉強に
なるとの思いもありました。ただ、毎回スピーカーを
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準備するのが難しくなり、近年は今一つ盛り上がりに
欠けるようにも思えます。郷土料理を囲んで交流する
「ふるさとデー」も何度か開催し、特に「神田・なみ
へい」では結構続いて会員以外の人との交流が広がっ
た。神田の「ブックカフェ」で始めた「ふるさとサロ
ン」も軌道に乗り掛けていたのにコロナで中断してし
まったのが残念です。
＜山口＞ 私が代表になった年の最初の情報交流会を中
大同期の秋田県副知事を招いて神田の「なみへい」で
開催し、サッカークラブの立ち上げの話などをふるさ
と大使でない地元の仲間とも一緒の会合を行ったこと
がありました。
＜三谷＞ 「ふるさとデー」は「広島編」を開催した時
に幹事を引き受けました。銀座のアンテナショップ
「TAU」で開催し、広島県東京事務所の方に広島の話
をしていただきました。広島の食材を使ったイタリア
ンや牡蠣などを堪能し、会場のキャパいっぱいの参加
者で窮屈な思いをさせてしまい、幹事としては皆さん
には申し訳ないと反省点が残りました。

2021（令和３）年10月14日

秋季号

船渡市長に贈呈しました。
＜浅田＞ 泊まりがけの訪問旅行は現地をつぶさに見ら
れていろんな発見ができるし、交流も厚みが増します
ね。にかほ市では市長をはじめ地元の方が歓迎して
くださり、天然記念物の象潟「九十九島」も美しかっ
た。酒田市でも市長や職員の方々が歓迎の宴を設けて
くださったほか、勇壮な酒田祭も見学でき、大変あり
がたかった。いずれもご当地出身の大使会員が念入り
に準備してくれたおかげで、感謝しています。

◆かわら版でもっともっと発信を
＜三谷＞ かわら版についてはどうですか。私は今年発
行のものから、母の作品で「旅を詠む 歌詠み人
鈩谷君子の旅紀行」と題して、短歌を交えた原稿を連
載していただいています。母は既に遠くに旅立ってし
まっていますが、この原稿を掲載していただいている
ことを喜んでくれていると思います。
＜浅田＞ 私は創刊号から編集メンバーに入りました。
皆さんには、ふるさとの近況やPR、提言などを気軽に
もっと発信してほしいですね。
「大使だより」は大使会
員と委嘱者に書いてもらうコラムですが、まだ取り上
げていない大使制度に該当する会員がいないので、最
近はコラムが続かなくなっているのが残念です。
＜山口＞ 当会のかわら版はよくできていると思います
が、これを会員が読んで会員以外の仲間を呼ぶような
ことが必要と思います。

◆東日本大震災で被災地を視察・訪問、義援金も
＜三谷＞ 2011年の秋には東日本大震災支援募金・現地
訪問をし、2019年春には福島県・浜通りツアーも行い
ました。
＜浅田＞ 三陸訪問は震災から８カ月近くたっていまし
たが、跡形もない三陸鉄道の駅舎などまだ傷跡がその
まま残っているところも多く、衝撃でした。釜石市の
野田武則市長が丁寧に説明してくださったのが印象的
でした。福島・浜通り訪問では、ちょうど富岡町の８
年ぶりの「桜祭り」にあたり、地元の人の喜ぶ姿に感
動しました。川内村で遠藤雄幸村長や井出茂商工会長
までが出迎えてくれた懇親会も感激でした。両方とも
岩手、福島出身の会員の働きかけで実現したものです。
＜山口＞ 2011年の3.11大震災の時、私は日華友好会の
仲間と台湾国立中央大学にいて、海部総理の名誉理学
博士号の授与式に参加していました。その場で大学か
ら「日本は大変な大地震による大津波で被害が出てい
る」との報せを受けましたが、日本への飛行機は飛ば
ず、４日後に帰国し、当会の「緊急連絡」メールで、
「ふるさと大使」として、どのような支援でもよいか
ら自らできる範囲でふるさと再生のお手伝いをなされ
ることを念じている旨の内容を送信しました。
その後、大船渡出身のふるさと大使が現地の被災状
況ビデオを映写した役員会があり、義援金を贈り、役員
一同で岩手県大船渡・釜石などの罹災地を訪問し、水
戸市及び大船渡のNPO法人に義援金を差し上げました。

◆大使会員の案内でご当地訪問も
＜三谷＞ 会員のふるさと大使が世話役になって現地を
訪ねる「ふるさと訪問」旅行も秋田県にかほ市、山形
県酒田市、東京都八丈町など何度か実施しています
ね。
＜山口＞ 私は水戸大使の稲葉正臣さんの紹介で「にか
ほ市ふるさと宣伝大使」も務めていますが、当会のイ
メージソングができたとき役員有志がにかほ市を訪問
し、
「ふるさと音頭」を輪になって歌ったことがありま
す。また、酒田市にも夫婦で参加し、妻が駅の階段で
転び救急車で病院まで行ったことがあります。
その後、水戸大使のグループでにかほ市に訪問した
ほか、個人的に同市教育委員会主催の「奥の細道全国
俳句大会」に何度か応募し、入選句が出たとき夫婦で
訪問しています。そのうちの句「国境越えてほのかに
明かり見え」を北九州市在住の小田次男画伯に依頼し
て色紙とし、2011年の東日本大震災の際に訪問した大

◆2006年、原田悠里さんの歌で「ふるさと音頭」をCDに
＜三谷＞ 大会や交流会の締めには「ふるさと音頭」を
全員で歌うのが恒例になっていますが、この歌の制作
には山口さんが深くかかわられたと聞いています。
＜山口＞ この歌は目黒のビヤホールでの席上、当時の
代表だった後藤純雄さん（故人）の発案で「ふるさと
大使のイメージソング」を作ろうということで、中央
大学同期の私が作詞し入舟敏夫（本名・鈴木康夫）が
作曲しました。2006年のことです。私の地域の盆踊り
歌を二人で作詞作曲した経験があり、手を挙げたので
す。ふるさと音頭プロジェクト委員会を立ち上げ、小
嶋伸介委員長、伏見鐡副委員長が「有名な歌手にお
願いしたい」ということで北島音楽事務所の原田悠里
さんに歌ってもらう手筈になりました。ただ、当会に
は資金がなくて思案していたところ、最後に作曲の入
舟さんが資金調達して、原田さんに歌ってもらうこと
になったのです。2008年音羽のキングレコードで収録
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し、さらに日本舞踊の師匠に振り付けをしていただき
CDが出来上がり、神田明神でお披露目しました。
私と入舟さんは、中央大学のホームカミングデーの
会場でも同期の仲間を集ってこの「ふるさと音頭」の
歌と踊りを披露しました。
＜浅田＞ リズムが良くて歌いやすい。おかげで歌詞を
見なくてもかなり歌えるようになりました。
＜三谷＞ 当会の理事で歌手の千波裕美さんのリードで
合唱しながら、テーブルを囲んで輪になって踊るとい
う光景がいいですね！気持ちが一つになったように感
動的です。
◆大会講師の大臣が急遽欠席でパネル討論に切り替え
＜三谷＞ 特に記憶に残った出来事やエピソードがあれ
ば紹介してください。
＜山口＞ 朝日新聞の私の視点に「
『ふるさと納税』 税
の使途に関心呼ぶ制度」
（2007年６月７日）を投稿し
たとき、私の肩書に「全国ふるさと大使連絡会議」と
したら訂正して欲しいといわれ、税理士・文京学院大
学大学院講師としたことがあり、当会の認知度は低い
との感を禁じ得ませんでした。
＜浅田＞ 2007年の全国大会で当時総務大臣だった増田
寛也さんに記念講演をお願いしていたのですが、直前
になって公務で来られなくなり頭を抱えました。ちょう
ど、秋田県にかほ市の副市長や茨城県那珂市の副市長
ら自治体の幹部４名が参加されていて急遽、パネル討
論に切り替えることができたのは幸いでした。増田さん
には３年後の大会で講演を実現していただきました。
ついでに言えば、大会では著名な方々に無償での講
演をお願いしてきました。大変厚かましく、申し訳な
いことですが、半面、それでも快く引き受けてくださ
るのは当会の「勲章」でもあると感謝しています。
◆ふるさとに思いを抱く各地の人と交流できるのが魅力
＜三谷＞ 当会の魅力・意義は何でしょうか。また会の
活動や交流を通じて得られたことや、良かったことは
ありますか。私は色々な地域の方や諸先輩、俳優や歌
手の方々と出会い、皆さんのパワーやお知恵に触れ、
さらに日本の津々浦々、地域の良さと郷土愛を知るこ
とができました。自分の出身地を誇りに思える機会と
時間を与えていただけていると喜んでいます。
＜浅田＞ それは全く同じですね。郷土のために役立ち
たいと思う人が大勢おられるのに感心しました。当会
は、異なる地域の人が、お互いのふるさとを愛する気
持ちを共有し、協力し合えるのが持ち味。情報やノウ
ハウ、経験をもっと活用できるようにしたいですね。
＜山口＞ 全国各地の自治体から委嘱された人々との新
しい交流ができることが当会の魅力でしよう。県人会
と違って、ほかの地域の情報や人と触れ合うのは勉強
になります。
◆著名人の参加も期待
＜三谷＞ 最近は、テレビでふるさと大使の肩書を持つ
タレントさんがご当地の宣伝をするのをよく見かけま
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す。有名人の方にもっと参加してほしいという声も聞
きますが。
＜山口＞ 在京の北九州市出身者やファンが集う集まり
では毎回、著名人の北九州市観光大使も大勢参加され
ます。うちの会ならもっと大勢参加されてもいいはず
ですね。
＜浅田＞ 当会でも、設立当初、将棋棋士の二上達也
さん（はこだて観光大使）が大会に来られていたし、
NHK会長当時の海老沢勝二さん（水郷いたこ大使）や
日本経済新聞社社長当時の鶴田卓彦さん（水戸大使）
が何度も大会や交流会に出席されていました。現在も
俳優の横内正さん（北九州市観光大使）や女優の浅利
香津代さん（秋田口コミ観光大使）が会員です。ただ、
当会は会社や組織の肩書と「ふるさと」愛は関係ない
というのが当初からのモットーで、以前は参加者名簿
にも肩書がなく、どこのどなたかわからないという状
態でした。今でも著名人だからといって特別扱いしま
せんが、影響力があるのは間違いないので、ぜひ多く
の方に参加してほしいですね。
◆会員増強、認知度向上に向けて若い会員の入会を
＜三谷＞ 現在の活動について改善すべき点や今後の課
題について一言。
＜山口＞ 全国のふるさと大使は相当数いるのに、当会
の会員は極めて少ない。会員を増やす工夫が必要で
す。現在の会員は高齢化しており、若いふるさと大使
をどのように勧誘するかを皆で考えていきたいと思い
ます。日本経済新聞の記事の感想を編集部に送ったと
ころ、逆に新聞社から取材対象とされ、同紙夕刊コラ
ム「うたた寝」に「多芸多才ふるさと大使」として掲
載（2015年１月24日）され、多くの知人から記事の感
想が送られてきました。この記事では、
「ふるさと大
使」が認知されています。朝日新聞の投稿から８年を
経て「全国ふるさと大使連絡会議」が認知されたこと
となります。私共、役員一同はいろいろな手段でマス
コミを含めて当会の魅力を発信し、会員増強に努めて
頂きたいと思います。
＜浅田＞ 全国に数ある各地の大使にもっと多く参加し
てほしいですね。そのためには、活動の楽しさ、魅力
を充実させる必要がありますが、私の力不足で、これ
も若手の登場に期待しています。また情報発信を高め
るためにホームページを開設したけれど、中軸だった
杉原さんが亡くなられて、内容や発信量が激減しまし
た。私はその方面の技量がないので技量と意識の高い
方の出現が望まれます。
＜三谷＞ 私も「全国ふるさと大使連絡会議」の関係
者や会員の高齢化を心配しています。コロナ禍で社会
の仕組みや情報発信が、以前のやり方では時代遅れ
になってしまいました。ついていくのが精いっぱいで
すが、新しい取り組み方を模索していく必要があると
思います。今やZOOM等のリモート会合が当たり前に
なってきましたし、若い世代のスキルを活用して活性
化を図りたいですね。
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全国ふるさと大使連絡会議の歩み
年

月日

主な活動（大会講師＝敬称略）

1996年
（平成８年）

８月８日

■発足式・ふるさと大使全国大会888（日本開発銀行）＝諸井虔（経済同友会代表幹事）、岡崎昌之（福井県立大学教授）
・中馬邦昭代表幹事就任

1997年

９月９日

■ふるさと大使全国大会999（スリ-ナイン）（東京ステーションホテル）＝恒松制治（元島根県知事）

1998年

９月28日

■年次総会および情報交流パ－ティ

1999年

２月
９月９日

当会のホームページ開設
■ふるさと大使全国大会FIVE9（同）＝平野次郎（NHK解説委員）

2000年

10月10日

■ミレニアム・ふるさと大使全国大会・鼎談（同）＝逢坂誠二（ニセコ町長）、内田全一（秩父市長）、藤波彰（八潮市長）

2001年

10月10日

■ふるさと大使全国大会・記念講演（同）＝月尾嘉男（しゃくなげ大使／釧路ファイン大使/東京大学大学院教授）

2002年

10月10日

■ふるさと大使全国大会・記念講演（同）＝井上

2003年

10月９日

■ふるさと大使全国大会・記念講演（同）＝北川正恭（早稲田大学大学院教授･前三重県知事）

2004年

10月７日

■ふるさと大使全国大会・記念講演（アルカディア市ヶ谷）＝坂本

10月20日

■ふるさと大使全国大会・記念講演（同）＝末吉興一（北九州市長）
・後藤純雄代表幹事就任

７月１日
10月19日

・「ふるさと音頭」制作
■ふるさと大使全国大会・記念講演（同）＝穂坂邦夫（NPO法人地方自立政策研究所理事長/前志木市長）

５月12日
７月２日

・後藤純雄代表死去、杉原健児氏が代表代行
緊急自治シンポジウム「ふるさと納税は地方自治推進の力となるか」新藤宗幸（千葉大学教授）、神野直彦（東京大学大
学院教授）、西川一誠（福井県知事）、根本良一（前矢祭町長）
■ふるさと大使全国大会・パネル討論（同）＝宮島康行（福井県ふくいブランド室長）、横山昭（にかほ市副市長）、寺門
義一（那珂市副市長）、山田敏明（飯島町副町長）
・杉原健児代表幹事就任、会則改定

2005年
2006年

2007年

10月25日

繁（常磐大学コミュニティ振興学部教授）
休（中津江村村長）

2008年

８月 「ふるさと音頭」ＣＤ完成
10月 にかほ市視察訪問団
10月16日 ■ふるさと大使全国大会・記念講演（同）＝市村良三（小布施町長）

2009年

10月22日

■ふるさと大使全国大会・お国自慢（同）

４月
10月20日

・山口義夫代表就任
■ふるさと大使全国大会・15周年記念シンポジウム（同）＝増田寛也（元総務大臣）、加藤浩一（水戸市長）、中山泰（京
丹後市長）、江里口秀次（小城市長）、高坂宗昭（飯島町長）
にかほ市視察訪問団

2010年

11月
2011年

６月
10月25日
11月

2012年

2013年
2014年

10月24日
11月

2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
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■ふるさと大使全国大会・シンポジウム（同）＝福地茂雄（前NHK会長、アサヒグループホールディングス㈱相談役）、
菅野典雄（飯舘村長）、松本嶺男（糸島市長）、三木正夫（須坂市長）
飯館村に義援金寄贈

５月
10月22日

酒田市視察訪問団
■ふるさと大使全国大会・シンポジウム（日本プレスセンター）大森彌（東大名誉教授）,高橋由一（金ケ崎町長）、牧野
光朗（飯田市長）、門山泰明（総務省自治行政局長）

10月21日

■ふるさと大使全国大会・シンポジウム （同）＝藤岡比佐志（ダイヤモンドビッグ社社長）、片山健也（ニセコ町長）、
西川太一郎（荒川区長）、久保田后子（宇部市長）

４月
10月24日

・浅田和幸代表就任
■20周年記念・ふるさと大使全国大会・シンポジウム（法政大学）＝神野 直彦（東京大学名誉教授）、小保方 努（「南
牧村に学ぶ会」事務局長）、草地博昭（若者いわたネットワーク顧問）、柳 一成（松之山温泉「ひなの宿 ちとせ」専務）、
大妻女子大学・
「和の暮らし」推進プロジェクトチーム、大目富美雄（木曽交流創造塾世話人）、川野真理子（「なみへい」
オーナー）、岡崎昌之（法政大学名誉教授）、宮田安彦（大妻女子大学教授）、石原 条（群馬県みどり市長）、高橋由一
（岩手県金ケ崎町長）、小林豊彦（新潟県弥彦村長）、福嶋浩彦（中央学院大学教授）、穂坂邦夫（地方自立政策研究所理
事長）、広瀬克哉（法政大学教授）

10月27日

■ふるさと大使全国大会・シンポジウム（ホテル ラングウッド）＝井上恭介（NHKエンタープライズ・エグゼクティブディ
レクター）、松田 知己（美郷町長）、松崎 秀樹（浦安市長）、西原 茂樹（牧之原市長）

３月
10月20日

熊本地震被災地に寄付
■ふるさと大使全国大会・シンポジウム（同）＝尾﨑正直（高知県知事）、丸山至酒田市長 （山形県）、牧野百男（鯖江市長）、
泉房穂（明石市長）、小谷みどり（身延山大学客員教授）

10月20日

■ふるさと大使全国大会・シンポジウム（同）＝陣内秀信（法政大学特任教授）、高橋靖（水戸市長）、千代松大耕（泉佐
野市長）、大江和彦（海士町長）

４月６、７日
11月７日

福島・浜通り視察
■ふるさと大使全国大会・シンポジウム（同）＝宮林茂幸（東京農業大学教授）、芹沢高斉（淑徳大学教授）、永岡里奈（㈱
おてつたび社長）、前島玲美（SUKIMACHI代表）

2015年

2016年

大船渡市のNPOと水戸市に義援金寄贈
■ふるさと大使全国大会・シンポジウム（同）福嶋浩彦・消費者庁長官（元我孫子市長）、横山忠長（にかほ市長）、井原
巧（四国中央市長）、小谷隆亮（大洗町長）、平澤豊満（箕輪町長）
三陸被災地に視察訪問団

４月
10月25日

・平谷英明代表就任
コロナ禍により全国大会中止
■ふるさと大使全国大会・シンポジウム（ルポール麹町）＝小松崎友子（観光ブランディングプロデューサー）（予定）
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地域おこしに関連する１００
一覧表

このかわら版が100号なので、地域おこしに関連する100を集めてみました。
考えてみれば、100というのは程のよい数字で、仮に10とすると少な過ぎて縁遠いイメージとなるし、
逆に1000とすると多すぎて有難みが薄れてしまいます。
そのためか、百名山、名水百選など100と銘打つものが際立って多く、まさに百花繚乱の有様です。
また、何年かに分けて廻れば100すべてを体験できるというのも魅力となっています。
名

称

制定者、制定年、具体例など

日本百名山

1964年に登山家で文筆家の深田久弥が、登山経験と独自の視点で紹介
1,000ｍ以下の山も２座（歴史から筑波山、山容から開聞岳）含まれる

花の百名山

1980年に文筆家の田中澄江が随筆集で紹介。槍ヶ岳（3,180ｍ）のトヤクリンドウ
から葦毛湿原（63ｍ）のシラタマホシクサまで

名水百選

1985年に環境庁（現在の環境省）が水質保全行政推進のために選定
山深い天川村の洞川湧水群から街中の大野市のお清水まで

日本の道百選

1986年、87年に建設省（現在の国土交通省）が選定、
新ひだか町の二十間道路 やまなみハイウェイなど

日本の滝百選

1990年に緑の文明学会など３団体が一般公募、専門員の選考で選定
（日本百名滝・瀑）称名滝、那智大滝から奥入瀬渓谷の銚子大滝まで

日本清流百選

FNNニュースJAPANのリバーウオッチングで選定
最後の清流と呼ばれる四万十川から都下の隅田川まで

美しい日本のむら景観百選

1991年に農林水産省が農村地域の活性化に資するため選定
明日香村（稲渕）、梼原町（神在居）、吉野ヶ里町（下石動）など

日本の音風景100選

1996年に環境庁（現在の環境省）が美しい音風景保全のため選定
オホーツク海の流氷、三井の晩鐘、琴引浜の鳴き砂など

日本百名湯

2000年４月～ 2002年３月に日本経済新聞に掲載され認知度アップ
草津、下呂、有馬温泉の三古湯、温泉県と称する県も出現

日本の庭園100選

ぴあ編集部が地域バランスに配慮して選定（京の名庭園に漏れ）
毛越寺庭園、小石川後楽園、兼六園、万博記念公園日本庭園など

京都名庭100選
各地の百選

「昭和の小堀遠州」と呼ばれた中根金作が10年にわたって紹介したものを1999年に
まとめて発行 有名寺院の庭園や京都御所、白沙村荘など
ひたちおおみや100選（かわら版99号）、世田谷百景など

古くは、
1927年に制定された「日本百景」もあります。
また、新しいところでは、米国大リーグで大谷翔平選
手が達成した安打、得点、打点、奪三振、投球回数の５
部門での100以上のクインティプル100があります。
このほか、百名川、百名谷、百名店、日本の白砂青松
百選、日本の渚百選、日本名木百選、日本の秘境百選、

日本の里百選、疎水百選 歴史の道百選
続編として、新日本百名山、続花の百名山、平成の名
水百選 など
「百聞は一見に如かず」とか、機会があれば是非現地
でご覧、ご体験ください。
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質問室
Q１： こ
 んなに狭い国土なのに、なぜ名山、名水、名湯、
名瀑等を100も選定できるのでしょう？
し
 かも、無理に100選んだというよりは、それぞ
れが魅力的、個性的な100で、中にはさらに、続
編、新編で、合計200も楽に選定できるケースも
ありますね。
 が国は、ほとんどが変動帯と呼ばれる火山帯で
A１： わ
国土が形成されています。そのため、火山活動の
影響で隆起沈降を繰り返して、複雑で味わいのあ
る国土となっているからです。
Q２： 火
 山活動の具合で様々の山容の山ができたり（鳥
海山の由来を参考）
、隆起沈降でリアス式海岸な
ど複雑な海岸線ができるのですね。
変動帯のほかに、何か原因がありますか？
 帯モンスーン気候の恩恵ですね。四季があり、
A２： 温
それぞれの美しさがあるほか、十分な日照時間と
降雨で植物の生育には最適の環境となっていま
す。
Q３： そ
 れで、降雨が山の土壌、植物をくぐり抜けるあ
いだに名水になったり、マグマで温められて名湯
になるのですね。名庭園も四季折々の風景や背後
の山川を借景できるので名庭園となるのですね。
ほかには？
A３： 南
 北に長い地形ですね。この緯度の差が、山脈な
どの標高差などと相まって、植物相、動物相の多
様性を生み出し、それぞれ個性的な100となって
います。
 界には、ほとんど草原、ほとんど砂漠、ほとん
Q４： 世
どツンドラといった国がありますが、その点わが
国は、多様性という点で恵まれていますね。
 えば、イギリスの場合、安定したプレートの上
A４： 例
に乗っているので、国土全体に草原が広がってい
るといったイメージです。
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Question＆Answer
それで、バラで有名なイングリッシュガーデンも
似たようなものになっています。
Q５： この恵まれた多様性が文化の多様性につながって
いるのですね。今後とも文化の多様性を発展させ
ていくとともに、ややもすれば一面的になりがち
な地域おこしも多様なものとなっていくといいで
すね。
上掲の火山帯の活動の一例として鳥海山のなりたち
を、当連絡会議の鴨川キヨ副代表は次のように述べてい
ます。
＜鳥海山の由来＞
鳥海山のかたちは、出羽富士とも称され、富士山のよ
うなきれいな円錐形の「成層火山」安山岩という種類の
溶岩でできています。
噴火を繰り返し、成長したり、大きく崩れたり、山が
崩れてできた崩壊地形で方向ごとに景色が変わることが
鳥海山の美しさの理由でもあります。
はじまりは約60万年前で何度も噴火を繰り返しほぼ
円錐形の山が出来ました。
約40万年前には、標高2,000ｍぐらいまで成長しました。
現在の鳥海山の約３分の２の体積がこの時期に噴出し
た溶岩で出来ています。
鳥海山のある場所は、もともと海の中、火山活動が起
こっていたところ、今から300万年ほど前から始まった
日本が東西に圧縮される力で海の中から隆起して鳥海山
の土台になる出羽丘陵ができあがりました。
鳥海山は高さ1,000ｍの基盤の上に溶岩を積み重ねて
大きくなってきました。
2,236ｍの高さをもつ鳥海山は約60万年にわたって
成長を続けている活火山なのです。
平安時代から江戸時代まで数回の噴火があり、1801
年の噴火で現在の山頂2,236ｍの高さになりました。
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鳥海山の四季
鳥海山は山形と秋田の県境にあり、2,236ｍの山
である。別名出羽富士と言われています。生まれ故
郷の庄内地方で毎日眺望したとても美しいきれい
な鳥海山はいつ眺めても私（見る人）の心を和まさ
れてくれる山でもある。
鳥海山の春・夏・秋・冬はとても美しい！
春は雪解け水で田植えが始まる。残雪で「種ま
き爺さん」の姿*が
見える頃に田植え
をするのだ。子供
の頃この爺さんを
探すのが好きだっ
た。又この山には
山菜が豊富で、と
ても美味しい山菜
が取れる山でもある。
夏は残雪も溶け始め、登山のピークが始まり出
し、日帰りできるコースなので、とても登山好きに
はたまらない。登山口
は色々有りますが、一
般 的には 吹 浦口から
行くと、５合目までは
車で行けるので便利
だ。下りは象 潟（き
さがた）に出るコー
ス、八幡（升田）コー
スが一般的に利用されています。このコース途中に
は、湯の台ルートでイヌワシも見学できることもあ
る。鳥海山の見せる雄大さと優しさの２つの顔が現
れます。植物では、ニッコウキスゲ、チョウカイフ
スマ、ハクサンフウロ、ハクサンイチゲもこの頃が
見頃です。近くには鳥海高原村、周りは大自然に恵
まれています。鳥海山荘で食べた月山筍（姫筍）は
格別美味しい。この辺は川の水がきれいで、釣人で
にぎわう所でもある。荒瀬川の岩魚つりは、釣人に
は最高。こぶしの花もとてもきれいに咲く時期でも
ある。鶴間池近くには万年雪もチラチラ見える場所
もあり、よく写真で見かけます。この頃日本海へ沈
む夕陽もとてもす
ばらしい。
鳥海山の秋は赤
や 黄・ 真 紅・ 緑 な
ど の 色 彩 でとても
き れ い。 夏 の 季 節
からみたら物静かで

秋季号

─日本百名山─

幻想の秋でもある。萩の花、桔梗（キキョウ）がと
てもきれい。そろそろ初雪もふり出す頃の秋でもあ
る。秋も深い鳥海山、まわりは庄内の田園風景では、
みのりの稲穂も最高です。鳥海山に雲がかかってい
ると雨が降るとよく言われたものです。鳥海山を見
ながら実りの秋の収穫、これが庄内米なのだ。これ
からだんだんと寒くなり、紅葉が始まり出す。この
あたりから進んでいき五合目あたりまでゆくと初雪
もちらほら見受けられる。初雪が降り出し始めると、
何と鳥海山を見ることが出来なくなる。よほどの晴
天でない限り鳥海山の姿は見る事はむずかしい。
最後に、永遠に続く大自然の美しさを人間は忘れ
てはならないと思います。
鳥海山はジオパークに認定されました。
＜大使の役割＞
「ふれあい酒田」の発祥は、今から23年前の事で
ある。
この頃は、色々な町ではふるさと会がありました
が何故か酒田市にはなかった。（現在庄内地方で16
団体あり）
最初は市の高校に声をかけから始まる。
代表の選出で現在の「ふれあい酒田」が誕生に至っ
ている。
酒田は北前船で栄えた古い歴史のある町でもある
ので、市の観光、又自然豊かな町、食文化の町の宣
伝などをしています。
現在、大使は18名おりますが、市長の委嘱状を
承って活動中でもあります。
昨年の第23回ふれあい酒田DAYは、コロナウィル
ス感染の為早々中止になりました。
とにかく早くコロナウィルス感染が収まる事を祈
るばかりです。
そして、会員の皆様にお会いしたいです。
（酒田ふるさと観光大使 鴨川 キヨ）
*「種まき爺さん」のように山腹の雪の消え具合によってでき
る形を「雪形」
、
「雪占」と言い、その形が現れる時期を田植
の目安としたり、その年の稲の出来の豊凶を占ったりする。
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金沢清水（環境省名水百選）
金沢清水は岩手県八幡平市松尾寄木にある７ヶ所の湧水群
の総称で、別名「座頭清水湧水群」と呼ばれています。岩手
山からの１日の湧水量は3.4万トンになり、その水は岩手県
内水面水産技術センターによって、アユやヒメマスなどの養
殖と研究のために有効利用されています。敷地内に見学者用
案内路があり、展望台も用意されています。
▪名水の由来
金沢清水の伝説のひとつとして、岩手山麓の滝に７つの頭
を持った蛇龍が住んでおり、地中に潜っていたこの蛇龍が、
山里に頭を出した際に現在の７ヶ所の湧水口になったと伝え
られています。また、別名座頭清水とも呼ばれていますが、
これは座頭にされた鬼がこの湧水で洗い清めた際、目が見え
るようになったという伝説由来によります。
▪ミネラル含有量と味わい
水質はミネラル成分が豊富に含まれた硬水です。成分は、
100mLあたりナトリウムが0.48mg、カルシウムが1.6mg、
マグネシウムが0.26mg、カリウムが0.09mgです。又、バナ
ジウムも含まれており、
その点でも大変めずらしい水質です。

「尚仁沢湧水」に思う
栃木県塩谷郡塩谷町の「尚仁沢湧水」は、平成９年の「全
国利き水大会」で日本一の天然水に認定されたこともあるとて
も美味しい湧水です。昭和60年に名水百選に認定される遥か
昔から、関東一円から水を求めて多くの人が訪れていました。
かくいう私も今から50年以上前ですが、親に連れられ現地に湧
水を汲みに行きましたが、その水で炊いたご飯や味噌汁がいつ
もと全く違って格別に美味しかったことは衝撃的で今でも忘れ
られません。
そして、７年前に衝撃を受けたのが、放射性廃棄物最終処分
場の候補地として、尚仁沢から４㎞程離れたところの場所が選
定されたことです。国有地とはいえ、今でも納得できません。
今後の経過が心配です。
また、２年前の台風では尚仁沢遊歩道が通行止めになるほど
大きな被害を受けたことにも衝撃を受けました。こちらは昨年
８月に通行止めが解除になったとのことで一安心しました。

六郷湧水群 ―名水百選―（秋田県美郷町）
ふるさと大使「かわら版」全国ふるさと大使連絡会議発行
100号記念おめでとうございます。
平成18年に旧六郷町、旧千畑町、旧仙南村が合併し美郷町
になった。秋田県下では最も早い合併だった。その合併を機に
美郷町ふるさと大使制度が発足した。
美郷町は秋田県の南部仙北平野南東部に位置し、東は奥羽
山脈を境に岩手県、南は横手市、北西は大仙市にそれぞれ接し
ています。
町の自慢はやっぱり「水」です。
「名水百選」
（昭和60年）
、
「水の郷百選」
、
「水源の森百選」
、
「蘇
る水百選」等に選ばれるほどの水の都だ。
2011年には「全国水サミット」が開催された。まさに「水」
は町のお宝、その「水」を大切にする「心」も町の財産と思う。
美郷町は雪深い所でもあるが、国の重要無形民俗文化財で
ある「六郷のカマクラ」や旧正月の行事「竹打ち」など観光資
源も豊富、また、後三年の役、世界遺産（平泉文化）のルーツ
や白色ラベンダー「美郷雪華」
、ラベンダーが取り持つ縁で北
海道（中富良野町）とも姉妹都市として提携を結んでいる。
美郷町は江戸時代六郷地区で「甘薬」や「桔梗」が栽培さ
れておりました。佐竹藩（秋田）の藩医であり、龍角散の原形
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八幡平市ふるさと大使

伊藤

秋季号

彰

▪アクセス
盛岡駅からバスを利用し、東八
幡平交通センターで下車してから
徒歩10分ほどで辿り着きます。自
家用車の場合は、松尾八幡平ICか
ら県道５号線を八幡平方面へ走り、
20分ほどで到着します。
▪近くの温泉
金沢清水湧水群から６km強離れ
ている松川温泉は、地熱発電を利
用している温泉です。隣接して趣ある３軒の温泉宿があり、そ
れぞれ乳白色の硫黄温泉で、露天風呂からの絶景も楽しめます。
又、道を挟んで地熱蒸気を利用した「八幡平地熱蒸気染め」の
工房があり、この地方の伝統工芸品として有名です。地熱蒸気
染めの体験教室も準備されていますので、体験教室では世界で
一つのオリジナルな作品を作ることができます。
（© 2014–2021 日本の名水百選一部引用）

百聞は一見に如かず、是非お出かけください・・・。
理事 伊藤

美智子

そして、現在、コロナの緊急事
態宣言中はコロナ対策として、尚
仁沢湧水を汲むことのできる水汲
み場の元栓を閉めている、という
現実に衝撃を受けました。源泉ま
で歩いて行けば汲めるそうですが、緊急
事態宣言がこんなところまで影響している
のですね。
世界に誇る豊かな水資源の魅力を発信
するために選定された「名水百選」ですが、
ふるさとの山・川と共に、ふるさとの名水
にもいつも思いをはせています。
尚仁沢湧水：高原山山麓590ｍの場所にあり、周囲は広葉樹の原生林。
日量65,000トンもの豊富な湧水量を誇る。水温は年間通じて11℃前後
で一定している。

秋田 美郷町ふるさと大使 鈴木

鷹雄

を創製した藤井玄淵・玄信父子が六郷出身であるなど生薬とは
縁の深い地域でもあり、地域活性化包括連携協定を株式会社
龍角散と締結し、また更には薬用植物を栽培し薬メーカーへ原
料の供給地を目指す「生薬の里・美郷」構想を実現させるため
生薬協会とも連携協定を結びました。
このように薬草が生育するのも、清浄な名水の恵みと思って
います。
2016年ふるさと大使全国大会が10月27日開催され、パネラー
の一人として参加した松田美郷町長は「地域活性化策と町民の
力を活用する施策『癒しの郷、にぎわいの郷、豊かさを実感で
きるまち美郷』を町づくりの将来像として掲げ、
『豊か』
『
、活力』
、
『快適』
、
『交流』の４つの基本理念をキーワードに各種施策を
展開している」旨スライドを交え紹介しました。
懇親会では、
「奥清水」
、
「美郷の梅酒」
、
「仁手古サイダー」
を美郷の特産品として紹介し、試飲していただきました。
好評を博しましたので、その後の全国大会では毎回のように
懇親会には町の特産物を提供し続けております。
コロナ禍が終息し、全国大会などで美郷町の特産物を片手に
みな様方と懇談し、情報交換できるときが一日も早く来ること
を願っています。
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第2の故郷北海道浦河町
東京都

私は、昭和６年、今は異国の樺太（サハリン）で生ま
れた。
旧制中学の２年で終戦、２年間抑留され昭和22年函館
港に入港、母方の実家荻伏村（昭和31年浦河町に合併）
に引き揚げた。
当時、浦河町には新制高校がまだ無く、やむなく学業
を断念、伝手で当時の荻伏村役場に就職（民生課戸籍係）
４年間勤務をしていたが、東京の叔父の勧誘もあり上京、
測量会社に勤務、米軍の仕事（５万分の１地形図の修正）
で全国を渡り歩き３年で国家試験測量士を得た、その
後、昭和42年京王測量株式会社を設立、浦河町も国土調
査事業を始める話しを聞き早速指名参加を願い出て、昭
和45年から昭和57年までの12年間で各個人の土地を測量
し「浦河町国土調査事業」を完了させた。その間東京浦
河会に入会し現在副会長を務めている。
その浦河町の出身である宇梶静江さんが令和２年７月
12日に後藤新平賞を授与されて吃驚していたら７月15日
に同じ浦河町出身の馳星周さんが直木賞を授与されたの
である。これは偶然だろうか、私が住んでいた土地から
山に上った所に有名な作家佐藤愛子さんの別荘が有りま
す。
宇梶静江さんは私の２歳下で私が役場勤めをしていた
時に同じ村内に居住しており、昭和31年に札幌の北斗学
園を卒業され、上京、初めは高円寺のタンゴ喫茶で働い
たとあり、私の身近な所に居られたことは、吃驚です。
昭和34年に宇梶順計（まさかず）氏と結婚され、ご長男
の剛士（たかし）さんは有名な俳優です。宇梶さんは昭
和41年に「詩人会議」に所属、数々の詩を発表している。
昭和48年には東京ウタリ協会を設立し、アイヌの権利
を守るための活動を行っている。後藤新平賞の授与式を
７月12日市ヶ谷のホテル・アルカディアで授賞式と懇親
会があると東京浦河会の中井保郎会長さんから連絡があ
り二人で出席しました。司会は読売新聞社の橋本五郎氏
で基調講演のタイトルは「首都東京と後藤新平」で久し
ぶりに格調高い講演会であった。
年が開け藤原書店から案内がき
た。それは2021年１月19日に「シ
マフクロウとサケ」の完成記念上
映会＆宇梶静江講演会で会場は
座・高円寺２（杉並区立杉並芸術
会館）で地元なので申し込みをし
た。
第一部は「シマフクロウとサケ」

杉本

喜吉

の上映、金大偉監督作品で第二部は講演と対談「アイヌ
力よ！」宇梶静江・島田あけみ、第三部はアイヌ音楽ラ
イブで石井ぽんぺ他で最後に宇梶剛士が挨拶をされた。
100名以上の参加で盛り上がりました。
馳星周さんは1965年２月18日浦河町堺町で出生、小学
校５年生の時、日高町富川に移り苫小牧高校から横浜市
立大学へ進学後、出版社に勤務。処女作は1996年新宿歌
舞伎町を舞台にした
「不夜城」で小説家
デビュー、数々の名
作があり、この度「少
年と犬」で直木賞受
賞となった。
浦河町は北海道の
湘南地方と言われ
るほど気候風土が良
く、温暖な土地で競
走馬（サラブレッド）
の育成地としても有
名である。
今年から日高本線
が廃線となり、交通
はバス・車になった
のは寂しいです。
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１

日

２

場
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新年会員交流会のお知らせ

18時～ 21時
所：KKR東京 11階「丹頂の間」東京都千代田区大手町１－４－１

秋季号



時：2022年１月27日
（木）

地下鉄東西線 「竹橋」駅３ｂ出口直結

第：地域おこしの実践例の報告

３

次

４

会

５

お願い：特産物などをご提供ください

Tel

03－3287－2921

地下鉄千代田線「大手町駅Ｃ２出口徒歩５分

名刺交換などの交流・懇談

地域の芸能披露

など

費：６千円

ご提供いただける場合は、事前に本ページ下段の事務局あてご連絡の程よろしくお願いいたします。

事務局より

コロナによる閉塞社会から、やっと解放の兆しが
見え始めて、待望の会合（全国大会）の開催に続い
て新年会員交流会を予定できることになりました。
先日、会場となりますルポール麹町に伺いました。
とてもすてきな会場を拝見し、心優しい担当者が
おられ、長いご無沙汰を埋めるにふさわしい会場と

得心しました。
今回は、平谷代表が開催する最初の会合になります。就任されて一

年数か月、活動がままならない中、やっとの開催です。
私も事務局をお預かりして１年が過ぎました。ほとんど手が打てな
いもどかしい時間が過ぎていくばかりでしたが、今回の全国大会を全
国ふるさと大使連絡会議再生のスタートダッシュにするべく、万端整
え、皆様に心からお楽しみいただけるよう、準備をしてお迎え申し上
げます。
どうぞ、みなさまふるってのご参加をお願い申し上げます。
事務局長 甲斐功一

全国ふるさと大使連絡会議の概要

年会費納入のお願い

●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

コロナの終息を願い、情報提供の拡充に努めるとともに、会合などの再開を模索しております。
再開しましたら、皆様に楽しくご参加いただける会とするべく企画を練っております。
今年度も全国ふるさと大使連絡会議のお仲間としてお付き合下さい。
個人会員─3,000円 特別会員─5,000円 団体会員─10,000円
＊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

2021年３月末現在の会員構成
大使会員
113名
団体会員
11団体
一般会員
155名
合
計
279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
当連絡会議は今年、設立25周年を迎え、それに伴い年４回発行する季刊誌のかわら版も、25年
×４回で100号となりました。
そこで、「25年」、「100回」に関連する玉稿を多くの方からいただきました。
誠にありがとうございます。
次号以降も、みな様の積極的なご投稿をお待ちしています。
コロナ禍で籠り居がちな日々を送っていましたが、９月10日からアメリカンフットボールリー
グが始まり、その試合をＣＡＴＶで見るのが毎週の楽しみとなりました。
トップアスリート達のスーパープレイはもとより、プレイの合間に入る選手個人やチームに関
する情報も面白く、あっという間に３時間余りが過ぎてしまいます。
このタイムリーな情報は、事前に用意された資料に加え、貯蔵している膨大なデータの中から
試合展開に応じて即時に作成されたと思われるものも相当に多く、感心することしきりです。
その情報によって、直前のプレイやゲームプランをより深く理解できるようになり、今後の展
開をより適格に見通すことが出来るようになるなど自宅観戦しながらも、試合に参加しているよ
うな気分になり、奥深くゲームを観戦ができるようになります。
地域おこしについても、このようにタイムリーで有意義な情報提供ができればと願い、今後と
もかわら版、ＨＰなどの拡充に努めていきたいと考えています。
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