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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

2017年夏季号（通巻84号）

　わが国の自治体を取り巻く環境は、人口減少、少子高齢化の進展、財政の
硬直化など厳しいものがあり、将来の明るい展望が描きにくい状況にありま
す。そうした中にあって、地方分権で拡大した権限などを活用して積極的に
地域の課題に取り組み、未来を切り拓いている元気な自治体もあります。
　農林水産業の６次産業化、地産全消のためのビジネスマッチング、お試し
移住などで国の政策を先導している高知県、公募市民100人による総合計画
づくりなど市民協働の行政を進める山形県酒田市、女子高生の提案・活動を
まちづくりに取り入れた「ＪＫ課プロジェクト」で注目される福井県鯖江市、
弁護士職員を活用した「攻めの法務」や際立った子育て政策などで人口が増
加している明石市などの例です。今回は、そんな元気自治体の首長から元気
のヒミツを伺いたいと思います。シンポジウムでは、未来の重い課題（長生
きリスク、墓地問題など）について研究・提言しているテレビでもお馴染み
の小谷みどりさん（身延山大学客員教授）をコメンテーターに迎え、活発に
本音トークをかわしたいと考えています。

ふるさと大使全国大会2017実行委員長　平谷　英明
全国ふるさと大使連絡会議代表　浅田　和幸

ふるさと大使全国大会2017の概要
日　時　2017年10月20日（金） 16時15分開会（16時開場）

場　所　 ホテル　ラングウッド　２階（孔雀、丹頂の間） 
〒116-0014　東京都荒川区東日暮里5-50-5�
Tel：03-3803-1234　Fax：03-3803-2843�
【JR日暮里駅　南改札口から徒歩１分】

次　第　１　シンポジウム� １６：２５～

　　　　　◆記念講演：�「６次産業化と地産全消、移住促進で元気な地域を作る」
（仮題）

　　　　　　講　　師：尾﨑　正直　高知県知事

　　　　　◆パネル討論：「未来をつくる元気自治体、元気のヒミツ」
　　　　　　パネリスト：酒田市長　（山形県）　丸山　至

いたる

　氏
　　　　　　　　　　　　鯖江市長　（福井県）　牧野　百

ひゃくお

男　氏
　　　　　　　　　　　　明石市長　（兵庫県）　泉　房

ふさ

穂
ほ

　氏
　　　　　　　コメンテーター：小谷みどり　身延山大学客員教授
　　　　　　　コーディネータ：自治大学校客員教授　平谷�英明

　　　　２　全国ふるさと大使連絡会議活動報告� １８：３０～

　　　　３　情報交換と懇親会（丹頂の間）� １９：００～

会　費　　７０００円

（プログラムの時間帯は変わる可能性があります。）

＊特産品などのご提供のお願い�
　�それぞれのふるさとを紹介、自慢していただくために、地酒・ワイン・地ビー
ルや特産品などのご提供を是非よろしくお願いいたします。

「ふるさと大使全国大会2017」
第22回―10月20日開催―

～未来を拓く元気自治体、元気のヒミツ～

【１面】「ふるさと大使全国大会2017」の案内
【２面】大使だより　八幡平市ふるさと大使
 八幡平市長　田村正彦
 　八幡平市ふるさと大使　伊藤　彰

【３面】こんぶのふるさと ―濱田靖彦
【４面】 ふるさと情報交流会「大磯の集い」 

開催 ―三浦喜代治
・「大磯の集い」に参加して －大丸絹子
・ふるさと大使のお薦め「越前若桜鯖街道」
 －山下普彦

【５面】おもとについて ―西澤順治
・アンテナショップを訪ねて「あおもり北斎館」
 ―鈴木克也

【６面】 「鐵の道」ローカル鉄道応援酒で 
ふるさとを元気に！ －佐藤建吉

【７面】 「どりーム夜さ来い祭り」in ニューヨークの
開催を終えて ー糸川研也

・新宿に山形料理の店「もがみ」を開設　　
 ―新田隆範

【８面】大名庭園を世界遺産に －本多忠夫
・千田氏が記事集『夢の足跡』を発行

【９面】ふるさとのエコ活動 －鈴木克也
・酒田三十六人衆の由来 －鴨川キヨ

【10面】八幡平ふるさと会の集いについて　
 ―白川博春
・ふるさと納税急増が抱える危機
 －浅田和幸

【11面】にかほ市ふるさと宣伝大使情報交換会
 －池田智成
・ ヨロン・パナウル観光大使・千波裕美と行

く与論「十五夜踊り」観劇旅行　　　　　
 －千波裕美

日本の風景 －大平　温
【12面】旅する新虎マーケット「夏の章」開催中
会員募集中、アンテナショップオープンFUKUOKA久留米館、
全国ふるさと大使連絡会議の概要、編集後記他
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標題の「オデッテクンネェ」は、
「おいでくださいませ」という方
言です。情緒あふれる響きですね。

岩手県八幡平市は平成17（2005）
年９月１日に 西根町、松尾村、安
代町の２町１村が合併して誕生し
ました。北東北の中心に位置し、
市内に12カ所の鉄道駅があるJR花
輪線や東北自動車道、八戸自動車道が縦貫し、3つのイ
ンターチェンジを持つ、交通基盤が整ったまちです。

キイワードの農（みのり）は、基幹産業である農業を
意味し、ホウレンソウ及び日本一の生産量を誇るリンド
ウ、八幡平牛や杜仲茶ポークなど優れた農畜産物や産業
をイメージしています。市の花でもあるリンドウは品種
開発を加速するとともに、安代リンドウのブランド化を
さらに推進しています。

1966年に運転を開始した松川地熱発電所は日本初の
商業ベースの地熱発電所で、温排水は周辺のビニールハ
ウス等にも供給され、農業栽培にも利用されています。

キイワード２つ目の輝（ひかり）は、南部片富士とも
いわれる岩手山、国立公園の八幡平、オールシーズンリ
ゾートのある安比高原など、恵みに満ちた豊かな自然の
あるまちを意味しています。昨年、八幡平は、国立公園
制定60周年を迎え、全国32カ所の国立公園の中から「国
立公園満喫プロジェクト」に選定された８カ所の１つに
選ばれました。

昨年、開催した希望郷いわて国体では、２月の冬季大
会スキー競技で、アルペン、クロスカントリーなど４種
目、10月の秋季大会で、相撲、ラグビーなど５種目が開
催され、約２万６千人の選手、サポーターなど多数の方々
に本市を訪れていただきました。これを機会に本市で、
合宿や大会を開催してみてはいかがでしょうか。

八幡平市ふるさと大使は、八幡平ふるさと会の役員、
声優、漫画家、歌手など16名に委嘱して、市のＰＲのた
めに精力的に取り組んでいただいているところです。今
年６月から、本市もふるさと納税に対する返礼品の贈呈
を始め、魅力的な返礼品や市を訪れて自然や文化に触れ
て体験できるメニューなどを選定。早速、たくさんの方々
から、申し込みをいただいております。

本市は、市勢発展のテーマである「ともに暮らし、し
あわせ感じる八幡平市」を実現するために持続可能な地
域コミュニティーの形成に取り組んでいきますので、大
使の皆様には、今後ともご協力を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

平成27年５月、「八幡平市ふる
さと大使」の委嘱を受けた私は、
深田久弥の日本百名山・八幡平の
岩手県側中腹にあった松尾鉱山で
生まれ育ちました。

松尾鉱山は、硫黄資源で東洋一
の埋蔵量を誇り、戦前戦後に釜石
製鉄所と双璧で岩手経済を支えて
いました。八幡平の峰々と対面の岩手山に囲まれた山の
景色は、春夏秋冬、朝な夕なに彩りを変えて美しいので
すが、冬は苛烈です。10月に初雪が降り、２月の半分は
地吹雪で時に遭難者も出ますが、春の雪解け時に見るネ
コヤナギは、半年間の長い冬場に凍てついていた人々の
気持を和ませてくれました。

雲を眼下に見る海抜1000ｍの鉱山の人々は皆、２階
建ハーモニカ長屋等集合住宅生活でした。隣の家の声が
聞こえ、何を食べているかも筒抜けで、プライバシーは
なく、醤油・味噌の貸し借りや漬物、どぶろくの味比べ
も楽しそうでした。戦後すぐ建てられた４階建て鉄筋コ
ンクリートアパート群24棟では、トイレは水洗式で冬は
スチーム暖房が完備。長屋に住む私たちも自慢にしてい
ました。

長屋並びの端に無料の共同浴場があり、凍てつく冬は、
湯上がりタオルをぐるぐる振り回し、棒のようにカチカ
チにして遊んだものです。長屋端に炊事や洗濯用の共同
水道があり、マイナス15度を記録する冬は地獄です。コ
ンクリート製の流し台の周りに５㎝程の氷がびっしり張
り付き、お母さん達が井戸端会議に話が弾んでも、水仕
事が手作業時代の女子労働を過酷にしました。

松尾鉱山は賃金や福利厚生等の水準と水道光熱費等が
無料という生活条件の良さで最盛時15000の人口を抱え
ていました。中学を卒業すると県下の町に下宿して高校
に通うか集団就職するのが一般的で、普通に親子が一緒
に暮らせるのは15年間に過ぎません。その繁栄も、石炭
から石油へのエネルギー転換で急激に潰え、昭和37年に
希望退職が始まり、遂に昭和44年閉山となりました。

ヤマで暮らした人々は全国に散って48年以上経ちま
したが、忍耐強く優しい人情は今も変わらず、毎年東京
での八幡平ふるさと会や地元での中学校同窓会、八幡平
ふるさとの森づくり植樹会等で時を重ねた月日を忘れて
集ってしまいます。岩手山から八幡平の峰々に繋がる大
パノラマの絶景や七時雨山に見るメルヘンチックな景観
は、ふるさとは遠きにありても、人生の折々に、しみじ
み有り難さを思い知る心の財産となっています。

◆大使だより◆　第73回　八幡平市ふるさと大使

「農
みのり

と輝
ひかり

の大地、八
はちまん

幡平
たい

市
し

サァ、オデッテクンネェ」
� 八幡平市長　田村正彦

八幡平、岩手山、七時雨山に抱かれて
� 八幡平市ふるさと大使　伊藤　彰

「八幡平ふるさと大使」のデータ
■制度の発足：2009年10月
■大使の人数：16名（2017年７月現在）
■ 大使の主な活動：①八幡平市に関する情報発信及び情報提供・助言

②市の観光地や特産品、文化・芸術等の宣伝③市の産業振興や企業

誘致等の情報提供④市政への意見や提言
■ 大使に提供しているもの：年間のイベント情報、ポスター、チラシ、

首都圏での物産展等開催情報、工業団地や誘致企業、助成などの情報、
広報誌、議会だより、名刺、特産品（年１回）

■制度の所管連絡先：地域振興課 地域振興係 ℡：0195-74-2111（代表）
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「ごめんくだちゃーい！」「やわらかくておいしい、昆布
巻きはいかがですかー！」

オリンピックの興奮がさめやらぬ東京で、母と私は昆布
巻きの行商をして暮らしていた。幼い私にとって、「美味
しかったよ。またおいでね」と褒められることが何よりも
うれしかった。私に毎回お小遣いを下さった質屋のおばあ
ちゃん、売れ残りを纏めて買い取ってくださった八百屋さ
ん、魚屋の店先のたらいの中を群れ泳いでいたドジョウた
ち。一つ一つのシーンがなんとも愛おしく思い出される。

鹿児島市内の小さな魚屋に生まれ育った母は、根っか
らの商売人で、勤勉快活な仕事ぶりだった。故郷の昆布
巻きの味にこだわり、毎朝築地に通い、柔らかくて美味し
い昆布を探し求めたのだが、築地にある全ての乾物問屋を
廻っても見つからず、しかたなく故郷の鹿児島から昆布を
仕入れた。こだわり抜いた母の昆布巻きは、とても評判が
良かった。

あれから50年、しばらく
家を離れていた私は、再び
母と同居するようになった。
一人暮らしを続けていた母
が突然体調を崩した一昨年
の春先のことである。母は
もう昆布巻きを作らなくなっていたが、昆布は仕入れ続け
ていた。ある日、送られてきた荷物に「歯舞貝殻棹前昆布」
と書かれた段ボール紙が紛れているのを見つけた。「歯舞」
は北方領土のあの「歯舞」だろうか？そうするとこの昆布
は北方領土で採れた昆布なのか？強く惹かれた私は、いつ
かは現地を訪ねてみたい」との思いを強く持った。

昨年６月、思い立って歯舞漁協に取材を申し込んだ。母
と私と昆布巻きの想い出に、歯舞の昆布への恩返しの気
持ちを込めた企画書を添えた。返事はすぐに届いた。「昆
布漁が始まっているので、すぐに来られるなら是非に」

居ても立ってもいられなくなった私は、直ぐさま旅支度
を整えて、３日後の早朝には歯舞漁協を訪ねていた。なぜ
北方領土の歯舞まで採りに行くのか？なぜ本州最南端の
鹿児島で買えるのか？知りたいことがいろいろあった。

歯舞の空は、いつも霧がかかっていて暗いのだそうだ。
僅かな晴れ間を狙って漁に出るしかない昆布漁家は、天候
に一喜一憂する毎日を過ごす。しかし大自然の中で家族が
助け合う姿は、美しく希望に満ちていた。昆布を採りに海
に出るのは男たち、収穫した昆布を陸揚げして干し場に並
べる仕事は一家総出の作業だ。

明治時代以来、歯舞群島に居住する島民を含む沿岸漁
民は、この海域で採れる昆布漁で生計を立ててきた。と
ころが昭和20年の敗戦で、突然漁場を奪われてしまった。
漁民は決死の覚悟で昆布漁を続けたため拿捕が相次ぎ、
昭和38年６月10日に「日ソ民間貝殻島コンブ協定」が締結
されるまで、死亡者も出るほどの深刻な状況が続いた。漁

民が生命を賭して採
りに行く程、貝殻島
周辺の海域で採れる
昆布は良質で美味し
く価値が高い。漁民
の生活を支える資源であることはもとより、この地の特産
品としての誇りもあったに違いない。

さて、なぜ歯舞の昆布を鹿児島で買うことができたのだ
ろうか？この疑問を解く鍵は、江戸時代の薩摩藩と富山藩
の関係に隠されていた。薩摩藩は清から入手した貴重品（か
らもの）や琉球で採れた黒糖を江戸などの消費地へ運ん
で収益を上げ、清へは琉球を経由して昆布を献上してい
た。この時、薩摩藩に協力して昆布を運んだのが富山の薬
商人だった。蝦夷地から薩摩藩に良質な昆布を供給する
見返りに、清から仕入れる薬種を薩摩から安く仕入れてい
たのである。こうして薩摩や琉球に販路を広げていった富
山の薬商人の手によって、昆布は野菜の代わりの栄養源
として普及していった。

いろいろな昆布の中から、歯舞の昆布が好んで食された
のは、早く煮えて調理しやすいという性質が、野菜代わり
に煮炊きして食するのに適していたからだろう。鹿児島で
は今でも、歯舞の昆布が「野菜昆布」という名称で流通
している。富山の薬商人が歯舞昆布の伝道師として活躍し
た功績が、今も生きているのだ。

取材を終えた私は、「歯舞の昆布で作った昆布巻きをお
客様に召し上がっていただくイベントを開催したい。そして
昆布巻きの美味しさだけで無く、歯舞の自然と人々の暮ら
しが如何に尊く美しいかということも伝えていきたい」そう
思った。富山の薬売りのような大活躍はできないが、私も
昆布の伝道師になろう。これが私にできる恩返しだと思った。

私の願いを最初に叶えて下さったのは、実家の近くにあ
るカフェ「One Table」だ。歯舞の昆布に関心を持ち、昆
布料理の日を一日作って下さったのだ。私は一日店長とし
てお客様の前に立ち、昆布巻きを召し上がっていただいた。
幼い頃に母と一緒にこさえた通りのレシピで、一日がかり
で調理した。懐かしく、楽しかった。母も喜んでくれた。
「柔らかくて美味しい昆布巻きを食べに来ませんか？」

私は、同窓生やスポーツクラブの友人、仕事でお付き合い
のある方など、たくさんの知人友人に声をかけた。これか
ら新しい昆布のご縁が広がっていく幸せを感じながら。

こんぶのふるさと
 橿原市観光大使　浜田靖彦
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� 三浦喜代治（常任理事、美郷町ふるさと大使）

去る５月27日、ふるさと情報交流会の活動の一環として
「大磯の集い」が開催され、19名が参加した。午前十時にＪ
Ｒ大磯駅前に集合し、「かくれキリシタン澤田美智子記念館」
を訪ねた後、「旧吉田茂邸」を見学し、その後プリンスホテ
ルで昼食をとりながら懇親会を行った。盆栽「おもとの会」
の５人も加わり、大いに盛り上がった。

ここでは旧吉田邸について、見学記を書く。
吉田茂は明治・大正・昭和にわたり89年を生き、前半の

外交官時代を経て、戦後の日本の政治体制の基礎をつくった
大人物である。

５次にわたる内閣総理大臣の時には、アメリカ占領軍との
交渉、日本国憲法の制定、サンフランシスコ講和条約、日米
安保条約などの戦後の政治体制の基礎を築いた。

その方向性については、立場によって評価が分かれるとこ
ろであるが、「敗けて勝つ」という強固な思想を貫いたビッ
グマンという点では、誰もが認めるところであろう。

大磯の旧吉田邸は、景観の良い海と山に囲まれた庭園の中
に、和風と洋風を取り入れた品格のある建物がある。ここは
吉田茂自身が「海千山千荘」と名付けた通り、海千山千の人
物が、訪れる「迎賓館」の役割を果たした。

吉田茂は、政界隠居後ここに定住し、政治家など多彩な人
物がここを訪れた。

建物は吉田茂の没後、焼失したが、多くの関係者の努力に
よって復元され、本年５月から公開されたものである。広大
な庭園は、公園となっており、「七賢人堂」「吉田茂像」があ
り、四季の花が咲き誇る。

この見学に刺激を受けたせいか、懇談会では、歴史、政治、
文化などの話題で盛り上がった。吉田茂が高知の生れで、三
歳の時に、大磯の貿易商、吉田家に養子に入ったこと、青年
時代にはすでに英語の達人として外交官になり、中国、イギ
リス等の外交官として活躍したこと、戦中には引退していたの
で、戦犯としての追及は免れ、他の大政治家が追放される中で、
政治家としての役割がめぐってきたこと等が語られていた。

戦後の占領下で、GHQとわたり合い、結局はアメリカと
の同盟の道を選ぶのであるが、日本人としての毅然とした態
度は「敗けて勝つ」との思想に裏付けられた確固たるもので
あった。気骨のある政治家が少なくなっている今の時代には、
改めて見直されるポジションにあるのではないだろうか。

ふるさと情報交流会「大磯の集い」開催

猪名川町親善大使　犬丸　絹子
今回、兵庫県猪名川町から参加させていただきました。澤田

みき、吉田山荘に惹かれたのと、ちょうど東京・六本木の国立
新美術館でミュシャ展が開催されていたので、併せて参加した
くなりました。一人ではなかなか行けない大磯町めぐり、楽し
かったです。海の好きな私にとって、大海原を見ながらのラン
チも格別でした。大使の皆様楽しい時間を有難うございました。

日帰りは大変でしたが、有意義な１日でした。ミュシャに
関しては、私は、スラブの大画だけを見た事がないので、滞
在時間は１時間あればＯＫだったので、何とか間に合いまし

た。でも、JRの時間との戦
い？でさすがにちょっと疲
れました。

また、色々なついでを
作ってふるさと大使の集ま
りに出席したいと、今回思
いました。今後ともよろし
くお願いします。

ふるさと大使研修・大磯の集いに参加して

平成27年10月にオープンし、福井直送の食材を使った居酒屋風日本料理店です。
「最新のデート向きレストラン」として雑誌でも紹介されておりますが、歌舞伎

座のすぐ傍に位置し、日本料理としてはリーズナブルな料金設定となっておりま
す。

コース料理（4,000 ～ 10,000円）も有りますが、お勧めの一品料理は、串刺し
浜焼鯖（980円）、生甘海老大量盛（980円）、オリジナル焼鯖棒寿司（980円）、若
狭三大珍味（へしこ、小鯛笹漬け、汐うに1280円）、越前おろし蕎麦（780円）です、
日本酒も豊富にあり黒龍、九頭龍、一本義、早瀬浦、が人気となっております。又、
冬場限定としては、越前ガニ、セイコガニ、若狭ふぐが味わえます。

特筆される料理としては、天然記念物に指定されている「あられがこう」（全長
20 ～ 23㎝、カジカ科の淡水魚）の唐揚げ、甘露煮ですが入荷が不定期な為予約
が必要です。

福井の郷土料理を楽しみながら、福井に小旅行した気分になれるのではないで
しょうか。

ふるさと大使のお薦め
福井県郷土料理の店「越前若狭 鯖街道」

「越前若狭　鯖街道」
東京都中央区銀座4-13-11 
　　　　　　銀座M＆Sビル２F
東銀座駅5番出口徒歩1分
電話：03-6264-7438
営業：昼　　11:30 ～ 14:30
　　　夜　　17:00 ～ 22:00
休日：日曜、祝日
席数70（個室あり）

若狭おばま御食国大使
山下　晋彦
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公益社団法人日本おもと協会　東京支部　西濵順治
公益社団法人日本おもと協会東京支部所属の５名が三浦喜

代治氏のご縁で澤田美喜記念館、旧吉田茂邸見学会に参加す
る機会を得、ふるさと大使の方々ともいろいろな会話をさせ
ていただき、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。

私どもが楽しんでおります伝統園芸「おもと」という観葉
植物は、漢字で「万年青」と書きます。ユリ科に属し、１年
を通して青々と瑞々しい葉を見せてくれる多年草で、日本独
自の植物です。学名もローディア・ジャポニカと命名され、
日本独特に発達をした世界でも稀な園芸です。

江戸時代中期から流行し始め、今日まで続いてきた趣味で、
まさに、日本の民族性である「侘（わび）、寂（さび）」の幽
玄の世界が広がります。

また、万年青は古くから吉兆のシンボルとして用いられ、
家康が三河から江戸入府の折に、繁栄を祈願して３本のおも
とを持参したといわれています。

以来、新築、移転の祝いに万年青を贈るようになり、先ず、
新しい家にはおもとを持って行くという習慣ができました。

種類は、大葉、中葉、小葉に分類され、生け花などに使わ
れるのは大葉です。そして、我々が培養しているのは、極限
の葉芸を楽しむ、畳一畳もあれば百鉢以上置ける小葉（羅紗
という）を主に培養しています。

５年前に社団法人から公益社団法人になり現在に至ってい
ますが、当時47都道府県に１支部あった各支部も、老齢化
が進み今では30支部ほどになりました。

活動は、各支部それぞれが、毎年、10月か11月に支部展を
開催し、優秀な作品を全国大会に出品するようになっています。

全国大会は、年一回支部の持ち回りで開催しています。本
年の第72回の大会は、広島支部が主管となり、11月25日、

26日両日に広島県三原市で開催します。また、日本おもと
業者組合が主管する萬風展（東京）、萬遊会（大阪）は、毎
年年初に東京と大阪で開催されます。

メインのイベントとしては以上ですが、他に、他支部の名
作者の培養棚の見学を各支部で計画して、泊まり旅行や日帰
り等をバス旅で楽しんでいます。

一昨年、東京支部主管による全国大会、「2015第70回記念お
もと名品展」では、秋篠宮殿下をお迎えして、会場の上野グリー
ンクラブで盛会に開催できたことは、おもと界の長い歴史の中
でも初めてのことで、会員一同大変感激した大会でした。
「おもと」という園芸種に興味のある方は、毎年東京支部

が開催しています秋の展示会をご覧ください。今年は、11
月11（土）、12（日）の両日、会場は、上野グリーンクラブ
で開催しますので、是非お出かけください。入場は無料です。
当日は、おもと苗の無料配布も予定し
ています。下記に私たちの住所等付記
します。

尚、参考までに、万年青の写真を添
付します。（鉢の口径はいずれも12セ
ンチ位）です。参考にして下さい。

投稿の機会に感謝し、全国ふるさと
大使連絡会議の皆様のご発展をご祈念
申し上げます。

■筆者　西濵順治 電話　03-5390-6706
 携帯　090-4014-3157
 住所　東京都足立区小台2-5-1-510
■東京のおもと専門業者
　三光園　榊原八朗 電話　03-3997-3500
 携帯　090-2757-0957
 住所　東京都練馬区石神井町４-19-15

おもとについて

アンテナショップを訪ねて 「あおもり北彩館」
東京都千代田区富士見２丁目3-11　☎03-3237-8271

に特別コーナーが設けられて
いる。もちろん、リンゴジュー
スやリンゴパイなどのリンゴ
加工品は主力商品グループを
形成している。水産品ではホ
タテ類やホッケ、それに特徴
のあるものとしてはシジミが
ある。そのほかには南部せん
べい（八戸）やねぶた漬（ヤ
マモト食品）などがある。

店内にはイートインコー
ナー「あおもりカフェ」があり、リンゴジュース、期間限定
の郷土料理が提供されている。地域の学校や地域団体、食品
会社などにも店舗を使ったイベントをすすめている。イン
ターネットによる通販や、外商による販売活動もさかんで、
店内には観光案内所が設置されており、地域全体のアピール
の拠点となっている。

 常任理事　鈴木克也

あおもり北彩館は平成14年に飯田橋にオープンした。運
営は株式会社あおもり北彩館である。この会社は青森県物産
振興協会が半数の株式を保有する純粋な民間会社であり、青
森県の新青森駅店をはじめ、大阪店「青森・岩手ええもん
ショップ」を主宰し、福岡では「みちのく夢プラザ」（岩手県、
秋田県、青森県の共同出店にもかかわっている。

東 京 店は 他 のア
ンテナショップと離
れた飯田橋にあるた
め、レジ通過客は平
日で250人ぐらいと
幾分少ないが、目的
買の人が多いので客
単価は2000円程度と
高い。

売れ筋商品として
は、黒にんにくが特
徴的で、店舗入り口

長谷川店長



6

ふるさと大使かわら版（通巻第84号） 2017（平成29）年７月25日（火）夏季号

「鐵の道」~ローカル鉄道応援酒でふるさとを元気に！~
「鐵の道」は、ローカル鉄道とその沿線地域を応援する日本酒（純米酒）の全国共通銘柄です。

 ふるさとの鉄道は、いまも走っていますか？　ふるさとの地酒は、いまもありますか？
東京一極集中の風潮は、ふるさとの元気を奪っています。「鐵の道」は、全国のローカル鉄道と酒蔵が連携して、純米酒
の地酒を商品ツールとして、沿線の地域活性化を図る連携プロジェクトです。
　�「鐵の道」の第1号は、2009年に、国交省の「新たな公」の公募事業で、ローカル鉄道の沿線にエコミュージアムの
環境整備を進める活動の中で、（一社）洸楓座（代表：佐藤建吉、千葉大学：金属疲労や風力発電が専門）により提
案され、千葉県のいすみ鉄道応援酒として、沿線の木戸泉酒造から誕生しました。

　�ローカル鉄道と地酒の連携で、地元を活性化しようとする「鐵の道」は、現在までに、11の酒蔵から誕生しています。
その後、大阪、岩手、埼玉、長野、福井、富山、もう一つ岩手、そして高知から誕生し、最新の11号は、岐阜の明
知鉄道応援酒です。10年以内で、全国で47蔵の「鐵の道」を!!�が目標です。

　�鉄道は、地方と東京をつなぐ、互いの文化を運ぶ装置でもあります。これに倣い「鐵の道」は、地方と東京に、お
酒と食の文化ほか、その自然と伝統、そしてその地域の誇りと自慢の銘品を、相互に交流するための活性化ツール
として拡大いたします。そのため、①「鐵の道」を47蔵まで増やしブランドとします、②鉄道ゆかりの新たな「ふ
るさと商品」を提供します。

　�①については、「鐵の道」の全国化とともに地域のプレミアムブランド品の商品化を図ります。②については、「鐵の道」
の姉妹品として、「鐵の娘道」（てつのこみち）を商品化します。「鐵の娘道」は「鐵の道」のおつまみ商品ブランド
であり、そのほか、鉄道沿線の食品や銘菓などの商品ブランドです。��

文責：佐藤建吉（一社 わがふるさと応援隊・常務理事、一社 洸楓座＆一社 efco.jp・代表理事）
連絡先：kofuza@gmail.com、ksato@efco-dot-jp.com、090-1268-5882

 

 
 

 

 

 

 

 

 

富山県

富山地方鉄道／銀盤

長野県

しなの鉄道／沓掛酒造

埼玉県

秩父鉄道／武甲酒造

秩父鉄道／矢尾本店

岩手県

三陸鉄道北リアス線／福来

三陸鉄道南リアス線／浜千鳥

大阪府

水間鉄道／井坂酒造場高知県

土佐くろしお鉄道

中村・宿毛線／藤娘酒造

福井県

えちぜん鉄道／一本義久保本店

岐阜県

明知鉄道／岩村醸造

千葉県

いすみ鉄道／木戸泉酒造

三陸鉄道北リアス線

三陸鉄道南リアス線

秩父鉄道

秩父鉄道

大阪府

◆�第１号：千葉県のいす
み鉄道� ＊木戸泉酒造
◆�第２号：大阪府の水間
鉄道� ＊井坂醸造場
◆�第３号：3.11で被災し
た岩手県の三陸鉄道北
リアス線＊福来（酒造）
から2012年４月１日、
全線開通を記念し発売
◆�第４号・第５号は埼玉

県の秩父鉄道
� ＊武甲酒造、矢尾本店
◆�第６号：長野県のしな
の鉄道� ＊沓掛酒造
◆�第７号：福井県のえち
ぜん鉄道
� ＊一本義久保本店
◆�第８号：富山県の富山
地方鉄道� ＊銀盤酒造
◆�第９号：岩手県の三陸
鉄道南リアス線＊浜千
鳥（酒造）から復旧記念
◆�第10号：高知県の土佐
くろしお鉄道中村・宿
毛線� ＊藤娘酒造
◆�第11号：2017年４月に

岐阜県の明知鉄道
� ＊岩村醸造から発売
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にご利用頂けます。弓当てゲームで的に当
たると一品サービス！少人数から大人数貸
切のご予約を承っております。貸切20 ～
50名様まで対応可能です。ランチも好評
です！更に、東京ではなかなか手に入らな
い最上地域の産品をご用意しています。

最上地域は宮城や秋田の県境沿いの中
山間地帯として、産業規模も、人口規模
も小さな地域です。しかし、ここでしか
採れない在来品種「最上伝承野菜」や米コンテストで最優秀
に輝く「つや姫」、幻の酒「近岡」等々豊かで独特な食材や地
場産業の地域産品をお届けいたします。ぜひお気軽にご利用く
ださい。

＜宴会コース＞
①芋煮コース＝4,000円（税別）
②猪鍋コース＝5,000円（税別）。

鮭川村観光大使　新田隆範
（新栄不動産ビジネス株式会社社長）

昨年11月、新宿歌舞伎町に「山形の郷土料理　最上」をオー
プン致しました。私が山形県最上郡鮭川村の観光大使を務め
ているご縁で最上北部商工会と共同で、地域経済活性化を目
的とした、経済産業省による「アンテナショップによる地域産
品等の販路開拓支援事業」に企画を応募したところ、多くの町
村の応募の中から当社の企画が選ばれたのです。

山形の料理・風土・特産物の魅力を新宿から発信し、最上
地域の経済活性化に貢献しております。落ち着きのある店内で
味わうことができるのは、山形県・最上地方の郷土料理の数々。
山形の職人が豊富な経験と知恵をもとに山形料理を作っていま
す。伝統と歴史に裏付けされた繊細かつあたたかみのある味を
是非当店でお楽しみください。

郷土料理と地酒を満喫
できる飲み放題付きご宴
会コースをご用意いたし
ております。

接待や忘年会、新年会、
歓迎会など様々なシーン

新宿に山形料理の店

「もがみ」を開業

山形の郷土料理「もがみ」
住所：東京都新宿区歌舞伎町2-8-12  新宿アーバンホテル  2階
TEL：03-6233-9718　FAX：03-6233-9719
営業時間：11：30 ～ 23：00　定休日：日曜日

2013年４月にニューヨーク・タイムズスクエアで世界初
の単独開催を挙行し、このエリアの道路リニューアル工事が
完成した直後の今年５月に同じ場所で３回目を終えました。

もともと私たちはお台場や丸の内など９カ所を会場とする
「ドリーム夜さ来い祭り」を過去15回開催してまいりました。そ
の東京と姉妹都市であるニューヨークでの象徴的な場所「世界
の交差点」での開催のプロセスで、遠く離れた日本・東京から
の「遠隔操作」は、事実大変なエネルギーを消耗しました。

同時に日本を代表する大企業やプロのエンターテイメント
関係者さえ単独開催した実績がほぼ皆無の場所で、無事開催
できたことは、応援していただいた方々に本当に感謝するば
かりです。（祭り関係で言えばもっと少なくなり、50余年前
にクレージーキャッツがこのタイムズスクエアでイベント開
催したと聞いています。この場所は日本で言えば、銀座・お
台場・渋谷・新宿を合わせたような象徴的なエリアです）

日本からのよそ者がブロードウェイの中心地の屋外の道路
の中心を占用して連続開催することは、奇跡的です。人種の
坩堝と言われるこの都市の懐の深さと強かさをさらに感じま
した。今後も回を重ねて続けていきますが、現地でのチーム
普及の展開方法や開催の体制も見直していく必要があり、ま
だまだ沢山の宿題・チャレンジすべきことがあります。

ところで今回のＮＹ開催では、来る2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会（以下同大会）の機運醸成もかねて、
世界に向けて今の日本文化を紹介する趣旨を加えました。

翻ってその東京ではどうでしょうか。私たちの東京での「ド
リーム夜さ来い祭り」の事例から考えてみます。東京駅前の
行幸通りという道路空間で赤煉瓦駅舎を背景にした素敵な場
所を丸の内会場として開催しています。しかし、それはわず
かな事例の１つにすぎません。例えば銀座・秋葉原・新宿・
渋谷など多くの都心部での公共の道路・広場での催事は警察

の規制などで大幅に制限
されています。もちろん、
行政の規制だけでなく、
そこに住み働く市民の考
え方も複雑に絡んで、そ
う簡単に変化する状況で
もないのも事実です。

2013年に開催決定以
来、同大会の話題は施設
の設置費用などどちらか
というとハードの面がクローズアップされていますが、スポー
ツの祭典だけでなく文化の祭典という面もあります。都心の
道路がいま、自動運転や地下鉄などの公共交通機関が発達し
ている中で、都心の道路が本当に自動車中心の発想のままで
いいのか。同大会の開催をきっかけに、公共空間の在り方や
運営がソフト面から見直してもよい機会であると思います。

道路など公共空間での催事を開催する枠組みを整え、広場
文化を浸透させることにより、お金のかからない新たな「レ
ガシー」なると考えています。そのレガシーのおかげで、ま
ちの魅力が向上し、多くのひとに喜ばれれば、東京・日本の
文化受容度は一段と進化するのではないでしょうか。

私たちは今後も海外展開は来年にはシンガポールの開催、
さらに近未来にはパリやロンドンでも開催を視野に入れてい
ます。その開催を通じ、世界の各都市との違いや魅力も発見
すると思いますが、まずは足元が重要です。時代の流れが急
速に変化しつつある今、チャレンジの一つとして銀座など新
たな東京都心での開催を取り組んでまいります。

2017年６月吉日
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

　糸川研也

「ドリーム夜さ来い祭り in ニューヨーク」の開催を終えて
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千田氏が記事集『夢の足跡』を発行
さんりく・大船渡ふるさと大使の千田俊章氏がこの春、ご自

分の諸活動について掲載された新聞・雑誌記事集『夢の足跡』
を発行され、冊子を寄贈いただきました。全160頁にのぼる本
格的な冊子で、今年３月、金婚式を迎えたのを機に人勢を振り
返って取りまとめたそうです。世界の舞台で活躍したビジネス
マン時代の連載コラムやボランティア活動などの紹介記事のほ
か、当会のかわら版に掲載された寄稿や関連記事などが多数掲

載されています。
千田氏は高齢のため、２年ほど

前に当会を退会されましたが、当会
も東日本大震災後の三陸視察をは
じめ様々な分野で大変お世話にな
りました。当会がこのような形で記
録・紹介されるのはありがたく、紙
上を借りてお礼申し上げます。

 （事務局）



本会副代表　本多忠夫

大名庭園民間交流協議会の総会が４月24日に東京の日の
出桟橋に停泊中の「御座船 安宅丸」内で行われました。まず、
大名庭園民間交流協会」について、次いで「御座船 安宅丸｣
について説明させていただ来ますが、その前に大名庭園につ
いて説明させていただきます。

「大名庭園」とは
大名庭園とは、江戸時代に各大名が国元や江戸屋敷内に

作った庭園の総称です。江戸には全ての大名が屋敷を与えら
れていました。それも上屋敷、中屋敷、下屋敷と最低でも３
つの屋敷がありました。それぞれの屋敷に庭を作るように幕
府から要請がありました。江戸時代の大名は260から270家
あったと言いいますから、江戸だけでも約1,000近い大名庭
園と言われる庭園があったことになります。そして国元にも
城内や別に構えた屋敷内にそれぞれ庭園づくりが始まりまし
た。これら全てが大名庭園と言われるものです。平和な時代
になって城造りは不要となり、平和の象徴的役割として庭造
りが奨励されたのです。幕府としては屋敷（土地）は無償で
提供するが屋敷（建物）や庭は各藩（大名）の資金で作らせ
たのです。参勤交代や屋敷造りそれに庭造りにと巨費を投じ
させ、幕府にたてつくだけの戦力を弱める狙いがありました。
そして、大名庭園を大名同士の社交の場として或いはもてな
しの場として活用して行きました。それから250年後、幕府
が倒壊し、明治維新によって江戸にあった各藩の大部分の屋
敷は取り壊されて国有地として使用されていきました。従っ
て江戸というか東京には残っている大名庭園は数少ないので
す。現在残っている庭園は小石川後楽園、小石川植物園内庭
園、六義園、浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、新江戸川
公園（細川庭園）、占春園、育徳園等です。

大名庭園の特徴は広い敷地に池を中心とした回遊式築山泉
水公園であり、もてなしの空間でした。日本庭園は太古より
幾多の変遷を経て、戦乱の時代を平定して、平和な時代を築
いた江戸時代になって開花したのです。日本文化が凝縮され
たもてなしの空間なのです。

国元では岡山市の岡山後楽園、金沢市の兼六園、高松市の
栗林公園、水戸市の偕楽園、会津若松氏の御薬園、広島市の
縮景園、彦根市の玄宮園、福井市の養耕浩館庭園、熊本市の
水前寺公園等です。

「大名庭園民間交流協議会」とは
これらの庭園を民間の目線で守って行こう、多くの人に伝

承して行こうという団体があり、それらの団体が集まって組
織されたのが「大名庭園民間交流協議会」です。東京では私
本多が所属している民間団体「NPO法人小石川後楽園庭園
保存会」が代表として本組織に加わっています。本協議会は
今から11年前の2006年に設立されました。第１回の ｢大名
庭園サミット」は兼六園のある金沢市で開催されました。現
在まで10の大名庭園が持ち回りでサミットを行ってきまし
た。昨年10回目を熊本市で行う予定ででしたが、熊本地震
によって延期となり、10回目は１回目に行った金沢で行わ
れました。そして今年は岡山で今年の10月26日、27日に行
う事となりました。現在の課題は、｢大名庭園を世界遺産に」
というスローガンを掲げて、共に一体となって世界遺産に登
録申請をしようということとしています。

４月24日は大会に先だって行われた大名庭園民間交流協
議会の総会で、10月の大会のテーマを決めるためのもので
した。会場は岡山で行うので総会も何処で行うかの決定は岡
山の団体の ｢岡山藩郡代・津田永忠顕彰会」が決めることに
なっています。当初小石川後楽園内にある涵得亭で行うのが
慣わしになっていましたが、岡山の団体の会長が小島光信氏
は岡山で有名な「両備ホールディングス株式会社」の代表取
締役会長であり、先に述べた「御座船 安宅丸」の持ち主です。
テーマが「大名庭園を世界遺産に」ですので、それにふさわ
しい場所で行いたいと急遽この船で行う事になった訳です。

「御座船 安宅丸｣ について
この船は江戸時代に徳川家や諸大名が御用船として使用し

ていた船を、小嶋会長のコンセプトを下に外観と内装をイン
ダストリアルデザイナーの水戸岡鋭治氏のデザインで現在に
蘇らせた豪華船です。そして「御座船 安宅丸」として船内
に舞台を設置して、各種催しを行うと共に豪華な食事を頂き
ながら観賞し、同時に現在では東京湾内を一周する遊覧船と
して使用されているとのことです。今回は小嶋会長の計らい
で、貸し切りで昼食を頂きながらの大名庭園民間交流協議会
の総会が開催されたという次第です。

大会に参加されたい人はご連絡下さい
皆様方でご興味のある方は10月26日、27日に行われる岡

山での大会に参加しませんか。希望者はお早めに本多宛お申
し込み下さい。

電話番号は090-4190-4559です。出来ればNPO法人小石川
後楽園庭園保存会の会員になっていただければ幸いです。

大名庭園を世界遺産に
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　今年度からはじまっ
た「情報交流・研究
会」は定例理事会の後、
ふるさと情報の交換と
「地域テーマ」につい
ての研究会を行ってい

ます。今回は第２回目として「ふるさとのエコ活動」を報告し、
意見交換を行いました。その要約を簡単に記します。
１.� �CO2の循環等について、自然はバランスがとれてきました

が、いま、人類の近代文明が原因となって、そのバラン
スが崩れ、地球温暖化と異常気象をひきおこしています。
子孫のためにもこれを何とかしなければなりません。

２.� �環境問題の重要性は世界的にも認識され、京都議定書や
パリ協定など国際的な努力が続けられてきましたが、こ
のたび、アメリカがそれから離脱するなど大きな亀裂が
おこっています。

３.� �そもそも環境問題はこれまでの経済の論理にはのりにく
いという難しい問題を含んでいますが、それを乗り越え
る叡智が求められています。

５.� �それを地域から始めようという努力が行われているので、
まずはその事例を集めることが必要です。今回は北海道
の例です。

６.� �北海道は天然ガスの導入に熱心ですが、そこから得られ
る水素はクリーンエネルギーとしてもっと本格的な利用
が求められます。ちなみにＪＲ札幌駅ではこれにより冷
暖房、電気、温水などのコ・ジェネレーションが行われ
ている先進事例です。

７.� �函館では生ゴミを集め発酵をさせた上、ミミズによって
土壌改良剤をつくり、それで無農薬野菜などをつくると
いう「循環型システム」を実行しています。

８.� �北海道・道南地域は酪農がさかんですが、その糞尿が国
定公園の大沼に流れこみ、水質汚染が大きな問題となっ
ています。この改善は長く議論されてきましたが、今だ
に解決されていません。この糞尿からメタンガスをとり
だしそれをビニールハウスの熱源としたり、発電に利用
するという地域循環システムも検討に値します。

９.� �これからは原子力発電などの「集中型大規模発電・送電
システム」ではなく、「地域分散型の循環型システム」が
求められてきます。

10.� �そのためには地域の市民による強い環境意識とそれをシ
ステムとして組立てるコーディネート力が求められます。

―なお、「情報交流・研究会」はこれからも理事会の後、続け
ますので皆様の積極的参加をお願いします―

情報
交流研究会

ふるさとの
   エコ活動
常任理事　鈴木克也

酒田ふるさと観光大使 鴨川キヨ
平安末期の平泉政権、奥州藤原清衡が、平泉と京都を結ぶ

玄関口として「酒田湊」を開き利用していた。当時上方や朝鮮
半島からもたらされた仏教美術品が、廻船で酒田湊に運ばれ、
最上川と小船で上り、本合海（現・新庄市）で一旦陸揚げされ、
牛馬の背に乗せて陸路を平泉に向かったという。当時の交易品
の運搬は、太平洋ルートでなく、日本海ルートを使っていたの
である。頼朝の奥州征伐で滅ぼされた藤原秀衡の妹か、又は
後室（徳姫・徳尼公）を守り、三十六人の遺臣が落ち延びた。

秋田県側を通り、酒田湊にたどり着いた。（現在の袖浦地区
飯盛山）付近に逃れたという。

その後、三十六人の遺臣達は、地侍となり、やがて廻船問
屋を営むようになり、酒田湊の発展に尽くした。

1492年当時、三十六人衆が存在していたことは確かであり、
ほとんどが地侍兼商人となってうた。その中の代表三名が町の
世話役となり、町の自治権を与えられていた。三十六人衆とい
う数は三十六歌仙・三十六峰・三十六計などとの語呂合わせ
とも考えられる。また、全員が平泉から落ち延びてきた家来か
も疑わしい。この三十六人衆の中で、現在、平泉からの遺臣の
家として残っているのは粕谷姓くらいと見られている。

酒田湊は最上川の上流部から庄内の各地を経て、紅花・米
などを西廻り航路で上方へと運び、上方からは木綿やお茶など
貴重品が送られてきた。

特に木綿は、酒田商人の臣利の富であった。
三十六人衆の一人、鐙屋（アブミヤ）は最上義光より姓を

賜った。
昭和五十八年おしんブームになった頃、おしんが奉公にあ

がった所が、鐙屋だったとして撮影された。（仮説）

江戸期に入り、酒
田三十六人衆の権利
は株として売買され
るようになった。

江 戸 時 代 の 本 間
家（日本一の大地主）
では、儲けたお金は
土 地に変える家 訓
であったそうだ。現
在でも酒田市本町に
は、この苗字が残っ
ており、今は十代目
である。鐙屋（アブ
ミヤ）・二木家・本間家・西野家・後藤家・根上家・上林家な
ども残っている。

三十六人衆、三十六計のうち明治元年まで続いた家系は、
十家で港町の生存競争は、激しかったらしい。激しい時代変
化の中で、伝統を守り続けている家として寿町の久松酒店（慶
応三年以前からの老舗）、鍛冶町で鍛冶職を続けている池田
多四郎家、中町で海産物を商う越島三郎商店、中町の伊庭屋
薬局　川島家、三丁目萬屋商店、江戸期から瀬戸物店など・・・。

三十六人衆のうち、明治元年まで続いた家系は十家、港町
の生存率は激しく栄枯盛衰を辿ってきたのも事実である。酒
田港は他国の商人を受け入れた開放的な港町であったようだ。

酒田商人の精神は、今でも三十六人衆からきているものと
思う。

最後にひとこと
「本間様には及びもないが、せめてなりたや殿様に」



酒田三十六人衆の由来
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八幡平ふるさと会は、首都圏の会員が1200名おり、運
営するのは田村啓造会長以下41名の役員です。今年6月25
日に日暮里のホテルラングウッドで開催した八幡平ふるさ
と会の集いには20４名が参加して、大いに賑わいました。
11時からの総会が無事に終わると12時から懇親会。恒例
のアトラクションは西根地区出身のプロ歌手小林竜也さん
と友情出演の北原ミレイさんの歌謡ショー。迫力ある上手

な歌に皆聞き惚れました。会場一杯懐かしい話に花が咲く
うちに福引抽選会。番号の引き換えは地元の会社が提供す
る特産品や役員が提供する手作りグッズ、ディズニーグッ
ズです。外れくじはありません。会の最後は、皆で合唱。
今年は北国の春、ああ上野駅、ふるさとの3曲。皆の目が
潤んで、顔がくしゃくしゃでした。歌の後は全員で、万歳
を三唱して締めくくりました。

八幡平ふるさと会の集い開催
八幡平ふるさと会　副会長　白川　博春（八幡平市ふるさと大使）
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ふるさと納税の寄付額の推移
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（単位：100万円）

総務省の発表によると、2016年度の「ふるさと納税」の寄付
額が前年度の1.7倍の2844億円になった。４年前に比べると27
倍にも達し、栃木県や群馬県の地方税収に匹敵する。返礼品
目当ての寄附が急増したためだ。総務省は４月に返礼率が３割
を超えるものや家電・宝飾品などを自粛するよう通知したが、
返礼品競争の過熱はとどまりそうもない。
長野県伊那市がテレビなど家電の取り扱いを中止するなど一
部の自治体が自粛に動く一方、函館市（北海道）、四街道市（千
葉県）、大府市（愛知県）、中津川市（岐阜県）、南南風原町（沖
縄県）など、新たに返礼品を始めたり、品目を充実したりする
自治体が続出している。
これまでも指摘されているように、返礼品目当ての寄付は、
寄付者の居住自治体に入るべき住民税や所得税の一部を寄付
先の自治体が“横取り”するものだ。ただし、寄付者は2000円を
負担するだけで高額の返礼品をもらえるため、高額所得者が“儲
かる”仕組みだ。もはや寄付ではなく、ネット通販の制度になっ
ている。
それをわかっていても、他の自治体が返礼品に力を入れれば、
税収を持って行かれるから対抗せざるを得なくなる。しかし、
すべてが同じことをし始めたらどうなるか。単純に、寄付で増
えた税収分と他自治体に出ていく税収が同額だと仮定したら、
返礼品にかかる費用が持ち出しになり、どの自治体も損をする。
個別の取り組みとしては正しく合理的であっても全体に適用す
れば非合理的で正しくない結果を生む、経済学でいう「合成

の誤謬」に陥るのだ。
当会は当初からふるさと納税の導入に賛同してきた。現在住
んでいる地域以外のふるさと・地域への応援手段であると同時
に、税の使途に対する意思表示ともなるとの考えからだ。けれ
ども、今のありようはその趣旨に合わないばかりか、地域のた
めにもならない形に変質している。
日本経済新聞によれば、ふるさと納税による東京23区の2017
年度の税収の減収額は200億円を超えるという。このため、中
野区や品川区のほか、政令市の神奈川県相模原市なども返礼
品競争に参入し始めた。多様な返礼品を出せるのは地方に限っ
たことではない。大都市部でホテルやレストランなどの利用券
を使うことも可能だし、大企業の製品やサービスを返礼に使う
ことも可能だ。いまのところ、東京など大都市は比較的慎重だ
が、背に腹は代えられないと、本格競争に参入すれば悲惨な
消耗戦に突入することになる。
「国の自粛要請に従う必要はない」と反発する向きもあるが、
地方分権というなら、国の意向にかかわらず、地方自らが考え
るべき重大な事柄ではなかろうか。
� （はこだて観光大使　浅田和幸）

ふるさと納税急増が抱える“危機”
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＜あがりこ大王＞
 （秋田県にかほ市中島台）
　東北地方有数の名峰、鳥海山の一角に広が
る中島台には変形ブナ林が多く、その中で「あ
がりこ大王」はひときわ大きく、美しい雄姿を
見せています。
　「あがりこ」とは厳冬、炭を作るために雪面か
ら出た部分を伐採した後、そこから芽が出て生
育した変形ブナのことです。ＪＲ象潟駅前から
車で30分、中島台の駐車場から徒歩40分です。

＜回顧の滝（みかえりのたき）＞
 （秋田県仙北市抱返り渓谷）
　「抱返り渓谷」は新緑や紅葉の時期が
特に人気で、多くの観光客が訪れます。
渓谷沿いには遊歩道があり、1時間程度
の快適なトレッキングが気楽に楽しめ
ます。
　その途中にある「回顧の滝」は周囲
の風景によくマッチして観光客の気持
ちを和ませてくれます。ＪＲ角館駅前
から車で15分です。

大平　温
（公益社団法人日本写真協会業務執行理事）

日本の風景日本の風景

７月３日（月）港区芝浦港南支所を会場に、市主催による「に
かほ市ふるさと宣伝大使情報交換会」を開催しました。会場
は、市出身で日本初の南極探検隊長である白瀬矗中尉が芝浦
港から南極探検に出港したご縁で、港区と交流をしているこ
とから、お借りしています。

毎年必ず市長が出席し、１年間の市政報告や大使の活動報
告、意見交換を行っています。市の大使37名中首都圏在住
は32名で、うち19名が出席されました。また、新たな大使
として仲間入りした東銀座の寿司レストランでシェフを務め
る市出身の篠原さんに委嘱状を交付しました。

大使の皆さんからは、市長が今年11月の任期をもって引
退することから、たくさんの惜しまれる
声が聞かれたと共に、これまでの実績に
大きな評価をいただきました。また、市
の知名度向上や誘客促進のご提案などを
いただき、今後、検討することとしてお
ります。なかには、ご自身で作成された

資料を配布して説明された熱心な大使も数名おり、全国ふる
さと大使連絡会議の常任理事である竹内勝次郎さんからは、
連絡会議の会員数拡大と連携による全ての活性化のご提案を
説明いただきました。

会場を移しての懇親会では、歌手である髙城靖雄大使から
アカペラでの歌の披露などもあり、大いに盛り上がりました。
また、中締め後には、市長と記念撮影大会が始まり、皆さん
名残惜しいままに懇親会を閉じました。

年に一度、市長と大使が顔を合わせ、膝をつき合わせる貴
重な情報交換会ですので、今後も継続して開催して参りたい
と思います。

にかほ市ふるさと宣伝大使情報交換会 秋田県にかほ市　観光課長　池田智成

10月３日（火）：�羽田（８：50）―那覇―ヨロン（13：40）�
島内観光、歓迎夕食会

　　４日（水）：�朝食後グラスボートで「百合ケ浜」へ。�
午後４時～重要無形文化財の「十五夜踊り」�
観劇

　　５日（木）：自由行動
� ヨロン（14：05）―那覇―羽田（18：00）
代金：81,300円（２名１室79,300円）
　　　＝�２泊３日・５食付き、グラスボート・島内観光代込み、

旅行保険付き
問合せ：（株）楽園企画・奄美センター
　　　　担当：本園金盛＝☎090－1404－2639

（ヨロン・パナウル観光大使・千波裕美）

与論「十五夜踊り」観劇旅行（10月３日～５日）

鹿児島県与論町の観光協会のご協力を得て、国の重要文化
財である与論町の「十五夜踊り」の観劇をメインにした旅行
を企画しました。初日はサザンクロスセンターや城跡、民俗村
など与論島内観光の後、町関係者も交えた歓迎夕食会を開催。
２日目は星砂のとれる幻の砂浜「百合が浜」散策などの後、「十五
夜踊り」を満喫します。

飲み物代・お土産代以外はほとんど追加料金はありません。
通常価格より４割程度安くなっています。この機会に是非訪れ
てみませんか。

ヨロン・パナウル観光大使・千波裕美と
行く
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編集後記
　今後の日本を考えた上で「地域」がキーワードであることは広く認識されていますが、
問題はそれをどのように具体的活動とつなげていくかです。当会はふるさとに想いをもつ
大使を中心とする集まりでありますから、なおさら、それを導く義務があります。
　そこで、今年度から「ふるさと情報交流・研究会」を設置し、地域の問題を真剣に考え、
提言していくことにしました。
　かわら版はふるさとの情報を収集するとともに、研究や議論を重ね、ふるさとのあり方
についての情報発信していく役割をもつものです。
　ホームページやメーリングリストなどの開設と合せて積極的な活動をしますので皆様よ
ろしくお願いします。 （鈴木克也）

（2017年３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

2017年３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	 140名
合　　計	 266名

確認された大使制度

（2016年９月末現在）
県知事が委嘱	 44団体	 86制度
市長村長が委嘱	 565団体	 647制度
諸団体等の長が委嘱	 138団体	 142制度
合　　計	 747団体	 870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　2017年７月25日－平成29年夏季号――（通巻84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　　編集担当：鈴木　克也
◇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
　　　　　Email：kasatora7@jcom.home.ne.jp

2017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）、参与会員5,000円、団体会員は
10,000円ですので、2017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）
＊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
　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

　当会は首都圏在住のふるさと大使を中心とした任意団体です
が、ふるさとに関心をお持ちの皆様にも門戸を開放しています。
　全国大会、夏冬の交流会のほか、ふるさとデー、情報交流研究
会など地域応援のための内容豊かな活動を行っています。ぜひ皆
様のご参加をお願いします。

会費：団体会員�年10000円
　　　個人会員�年� 3000円

会員募集中

東京・新橋から虎ノ門を結ぶ「新
虎通り」で日本各地の情報と郷土食
や特産品などを提供・発信する「新
虎マーケット」が新名所として注目
されている。466市町村が参加する

「2020年東京オリンピック・パラリン
ピックを活用した地域活性化推進首
長連合」（会長・国定勇人三条市長）
が主催、三越伊勢丹や森ビルなどが
企画運営する商業施設で、地方の魅力を発信するとともに、オ
リンピックの選手村とスタジアムを結ぶ新虎通りを新たなシン
ボルにするのが狙い。

虎ノ門ヒルズに面した愛宕１丁目交差点の一角に「旅する

ストア」と「旅するカ
フェ」、沿道には都道
初の道路上の飲食施設

「旅するスタンド」を
４店配置し、約３カ月
ごとに出展自治体やテーマが変わる仕組み。

２月下旬のオープンから６月末まで山形市、湯河原町、宇部
市など５市町が出展して約７万人が来場。７月５日から「夏の
章」として「夏疾風の物語　ローカル線でめぐる越後の祭り」
をテーマに村上市や三条市など新潟県の５市が出展中で、一昨
年の当会全国大会で登壇いただいた十日町市もそば居酒屋「へ
ぎそば十日町」を営業している。

ランチやディナーを兼ねて足を運んでみてはいかがですか。

「夏の章」旅する新虎マーケット　　　　　 開催中

訂正　 12面の『歓迎　新しい会員のご紹介』中、「畑田紗梨」は「畑田紗李」、「畑田明愛梨（ラ
イトワンオフィス）」は「畑田明愛栞（ライトワンネスオフィス）」の誤りでした。

FUKUOKA久留米館
　2017年７月22日、JR新橋駅銀座口近くにアンテナショッ
プ「福岡久留米館」がオープンした。これは従来の県単位の
ものとはちがって、久留米市、大川市、小郡市、うきは市、
大刀洗町、大木町が連合で開店したもので、四季折々のフルー
ツ、野菜、地酒などの持産品中心にしている点に特徴がある。
（場所）東京都港区新橋２-19-４　SNTビル１・２階

アンテナショップオープン


