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ふるさと大使かわら版（通巻第81号） 2016（平成28）年10月27日（木）秋季号

■ 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】「ふるさと大使」制度　747団体に増加
【２面】大使だより　第71回
 「猪名川町親善大使」
 猪名川町長　福田　長治
 猪名川町親善大使　犬丸　絹子

【３面】夏の会員交流会、70名超える賑わい
 ――池田さなえ

【４面】アンテナショップを訪ねて
 「表参道新潟館・NESPACE」
 ――鈴木克也・鴨川キヨ
・「亀岡で全国ふるさと連まつり」
 ――坂本信雄

【５面】今だけ見える
 ―熊本城の奇跡の一本石垣
 ――平谷英明
・ふるさと北九州は元気でした
 ――山口義夫

【６面】日本の風景
 ――福井一男
・大使制度の小道具「出雲観光大使」

【７面】「酒田ゆかりびと」発足
 ――鴨川キヨ
・福井県坂井市が品川にアンテナショップ
・秋の歌謡フェスにお越しください
 ――千波裕美

【８面】千葉県のトカイナカ富津市
 ――渡辺恭江

【９面】 新幹線で「はこだてグルメサーカス」
探訪 ――浅田和幸

【10面】  カープ優勝に寄せて、ふるさと広島を
思う ――三谷啓子

・北海道フェアin代々木は大盛況
・最近１年間に創設された主な大使制度

【11 ～ 15面】全国のふるさと大使制度一覧表
【16面】熊本城天守閣の瓦寄贈の為の募金を
・新年会員交流会のご案内
・全国ふるさと大使連絡会議の概要、編集後記他

全国ふるさと大使連絡会議発行

2016年秋季号（通巻81号）

各地の「ふるさと大使」制度は漸増傾向を続けている。全国ふるさと大使連
絡会議の調べでは、ふるさと大使制度を持つ団体は９月末時点で全国で747団
体、875制度となった。昨年10月以降の１年間に14団体が制度を新設した。新
たに確認された制度も含めると、2015年度の伸びよりは鈍化しているものの、
前年同期に比べ20団体・28制度増加している。内訳は都道府県が44団体・86
制度、市町村が565団体・647制度、観光協会など諸団体が138団体・142制度。
ここ数年目立つのは合併による新市・町での「ふるさと大使」の創設。一
体感を醸成する意図も込められているのだろう。
茨城県那珂川町は昨年10月、合併10周年を記念し、「那珂川町ふるさと大使」
を創設。車体部品メーカー、ジーテクトの菊池俊嗣社長や漫画家の山崎紗也
夏さん、グランドプリンスホテル新高輪の総料理長ら、地元出身者や町にゆ
かりのある10名を委嘱した。
福島県伊達市は８月、合併10周年を記念して「伊達なふるさと大使」を創設、
お笑いコンビ「サンドイッチマン」の伊達みきおさん、富沢たけしさんを第
１号に委嘱した。伊達市は伊達政宗に連なる「伊達氏」発祥の地で、伊達さ
んが９代政宗の弟の子孫であることが縁となった。
来年１月に合併10周年を迎える福岡県みやま市は４月、「ふるさと観光大
使」を創設、初の大使に囲碁のインストラクター、稲葉禄子（よしこ）さん
を委嘱した。
兵庫県たつの市は「たつのふるさと親善大使」の第１号として今年２月、
昨年、ジュネーブ国際音楽コンクール作曲部門で優勝した同市出身の音楽作
家、薮田翔一さんに委嘱した。同市も昨年、合併10周年を迎えている。
ネーミングに凝った制度も散見される。滋賀県守山市が６月に創設したの
は「もーりー守山ふるさと大使」。漫才コンビの「ファミリーレストラン」や、
制度の創設を提言した日本政策金融公庫の元大津支店長・山崎郁夫さん、障
がい者バドミントン日本代表の福家育美さんら５名を第１号に委嘱した。
愛媛県宇和島市は７月、「伊達な宇和島観光大使」を創設、宇和島を舞台に
した映画「海すずめ」の大森研一監督や主演の武田梨奈さん、小林豊さんが
初代に就任した。伊達市と同じ「伊達な」を冠にした大使だが、同市は2009
年に真珠のPRを趣旨とする「パール大使」も創設している。
北海道増毛町の場合は、５月に町出身のフランス料理シェフ、三国清三さ
んを「増毛やん衆観光大使」「増毛かずの子大使」「増毛フルーツ大使」の３
つの肩書で委嘱する異例の手法をとっている。
このほか、大阪府泉南市は４月、音楽ユニット「ET－KING」のメンバー
で同市出身のKLUTCH氏とBOOBY氏を初の大使に委嘱。栃木県烏山市は「那
須烏山市ふるさと大使」の制度を創設したが、現在、候補者を選定中で、12
月に委嘱する予定。
また、栃木県大田原市は既にある「ふるさと大使」に加え、８月、「国際親
善大使」を設けて、ミャンマーなどで活躍しているシンガーソングライター
のすわじゅんこさんに委嘱。福井県敦賀市も昨年11月、「敦賀特任観光大使」
を新設、既存の「つるが大使」を長く務めた同市出身の俳優、大和田伸也さ
んに初委嘱した。埼玉県小鹿野町は２月、観光大使と広報大使を創設。「小鹿
野町観光バイク大使」だったタレントの山口良一さんらを委嘱している。

「ふるさと大使」制度
747団体に増加
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兵庫県川辺郡猪名川町は兵庫県と
大阪府の境に位置し、神戸や大阪の
近くに自然が作り出した雄大な景観
や、人が育んできた昔懐かしい里山
の風景が見ることができます。

中でも猪名川町の最北端には阪神
地域最高峰の大野山(おおやさん)（標
高753m）があり、その山頂付近には
猪名川天文台がそびえ立ちます。周囲の光源が少ない大野山
は、星空を観察するにはもってこいの場所であり、満天の星
空が皆様をお出迎えいたします。

猪名川天文台のある大野山は「星のまち　猪名川町」を象
徴する場所である一方、いながわ☆スターフードプロジェク
トもまた「星のまち　猪名川町」を象徴する取り組みであり
ます。

いながわ☆スターフードプロジェクトとは、町商工会と町
観光協会が連携し取り組んでいるプロジェクトであり、“町が
誇る美しい星空”と“豊かな自然の中で作られた野菜”を組
み合わせた料理を町内の飲食店舗がそれぞれ趣向を凝らし、
提供しています。星をイメージした見た目の楽しさや町内産
の旬野菜の新鮮さ、スイーツやパン、麺、洋食といったバラ
エティ豊かなメニューを楽しむことができます。猪名川町に
お越しの際は、是非、いながわ☆スターフードをお召し上が
りください。

いながわ☆スターフードでも使用される町内産の野菜の多
くは「道の駅いながわ」で購入することができます。道の駅
いながわの農産物販売センターでは、地元農家による四季折々
の新鮮な野菜・果物・しい茸などが多数販売されています。

平成12年11月のオープン以来、道の駅いながわの来客数は
順調に増加し、平成27年度の年間来客数は70万人を越えまし
た。その一方、近年、道の駅に求められる機能は多種多様となっ
ています。新名神高速道路の開通を見据えながら、猪名川町
地域創生総合戦略では、「道の駅いながわ機能拡大プロジェ
クト」として重点プロジェクトに位置付け、今後の道の駅い
ながわに求められる役割を検討し、さらに多くの方にお越し
いただける道の駅いながわを目指しているところです。

猪名川町の親善大使の皆様には、ご自身の活動の場におい
て、猪名川町の歴史と文化・芸術、豊かな自然環境といった
猪名川町ブランドを広く全国に宣伝していただき、多大なご
協力をいただいております。今後もより一層の猪名川町の発
展にお力添えをいただきたいと考えています。

雲一つない青空。台風、秋雨が続
いていましたが、わが町猪名川町
もようやく秋の空に出会えました。
もっとも、私の胃袋には、猪名川町
産の秋の実り「ブドウも栗も新米」
も既に何度も通過済み！そうです！
秋の風は今年も、町中に溢れていま
す。

新名神高速、小団地の建設があっても広〜い猪名川町の田
畑、果樹園は、未だ大活躍！　道の駅は豊かな実りで一杯で
す。

ところで猪名川町のふるさと大使は、正確には「猪名川町
いーないーな夢大使・猪名川町親善大使」という、ちょっと
お役が重ーい（？）感じも含まれる「大使」です。有名な方々
へ委嘱される他の大使制度とは少し趣きが違います。猪名川
町の住民の中からを基本とし、こよなく町を愛し、内外へ「猪
名川町を宣伝するのがお仕事。日頃の生活の中で「大使業務
をこなす」という事でしょうか。

私は30年前に引っ越して来て以来の猪名川町民です。黄
金色の秋、椎茸の旨さ、茅葺き屋根のお家(数少なくなりま
した)等「猪名川町の追っかけ」さんだったのが声をかけら
れた理由でしょうか？一期生として委嘱されましたが、町か
ら名刺を頂き、町特製の“猪名川町パンフレット”を携え、セッ
セッと宣伝！　この春はかつての茶道仲間と町内で同窓会を
開き、町を案内しました。制度発足時には、一人で姉妹都市
であるオーストラリアのバララット市へ町長からの親書を携
え訪問。金鉱のバララットと銀山の猪名川町という縁で子供
たちの交換留学につながった間柄です。この銀山は昨年「国
史跡」に指定されました。めでたし！

猪名川町の親善大使には顔写真入りの名刺を作って下さる
という楽しさにも魅かれます。

ふるさとを愛し、宣伝に日々努力されている各地の大使の
皆様もそうでしょうが、地域の食文化の豊かさは、大事なテー
マになりますよね？

猪名川町の彩豊かな景色は画材、被写体としておすすめ。
巨木のケヤキ、イチョウが空にそびえて、これも見事！私は
この町の「四季の色」が大好きです。そして、この秋お勧め
の色はスター☆色。町中にスター印が溢れて食べても飲んで
もスター☆色。闇の見上げる空の星。さあて、皆さん、どれ
を取る？何を撮る？闇夜に今夜は太鼓とハヤシ！秋祭り、豊
かな町の豊かな秋真っ只中！ようこそ、我が町猪名川町へ。

◆大使だより◆　第71回　猪名川町親善大使

「星のまち　猪名川町」
� 猪名川町長　福田　長治

「ようこそ猪名川町へ」
� 猪名川町親善大使　犬丸　絹子

「猪名川町親善大使」のデータ
■制度の発足日：平成18年９月１日
■大使の人数：11人
■ 大使の主な活動：①町のイメージアップ及び観光の振興②町の文化・

芸術、ブランド等の普及広報活動③町政推進に関する助言及び各種
情報の提供

■大使に提供しているもの：親善大使の名刺
■制度の所管連絡先：猪名川町産業観光課　072-766-8709



3

ふるさと大使かわら版（通巻第81号） 2016（平成28）年10月27日（木）秋季号

７月26日、恒例の「全国ふるさと大使連絡会議　夏季
会員交流会」が開催されました。会場の「KKR ホテル
東京」（千代田区大手町）も今回で３回目となり、少し
ずつ使い勝手も慣れてきました。

私は、いつも司会を担当している三谷啓子さんに代
わって司会進行を務めさせて頂いた、池田さなえと申し
ます。

今回は山口義夫顧問のご尽力もあって申し込み段階で
70名を超え、当日はキャンセルも10名近く出ましたが、
飛び入り参加も同数くらいあったため、70名を超える賑
わいとなりました。

午後６時に開会。浅田代表が挨拶の中で、秋の全国大
会の概要を紹介して参加を呼び掛けました。まず最初に、
熊本県東京事務所の参事・吉村了介さんのミニ講話。熊
本地震の近況報告や体験談など、大変貴重なお話をいた

だきました。地元愛に溢れ、
ふるさとを愛するお気持ちが
ひしひしと伝わってくる熱い
スピーチに、とても感激した
のを覚えております。

続いて初参加者の自己紹
介。今回は秋田県東京事務所
の牧野一彦所長をはじめ初参

夏の会員交流会、70名超える賑わい�

加が10名以上にのぼり、演壇に並んで一言ずつ紹介して
いただきました。

この後、いす席を取り払うため、一旦会場を退席。宴
席を整えて、いよいよ交流会が山口顧問の乾杯の発声で
スタートしました。

しばらく歓談の後、メゾソプラノ歌手の関奈美さんが
透き通る美声で会場をうっとりさせてくれました。続く
この日の目玉イベントが「日本三大盆踊り」の１つとさ
れる秋田県の「西馬音内盆踊り」。編み笠で顔を隠した
着物姿の踊り手さん７名が本場さながらの艶やかな踊り
を披露してくれました。最後は私、池田さなえも「函館
ステップ」を歌わせて頂きました。

また、交流会のさなか、本多忠夫副代表が皆さんが歓
談している輪の中を回って、熊本地震被災地支援の募金
をしていただきました。

いつも思う事ですが、各々が、ふるさとの素晴らしさ
に胸を張り、一緒に考えて行く事で、各々の地域の良さ
を知り、生きた情報と感動を共有し合える事の素晴らし
さ！　是非、皆様で味わいたい！と思うのは、私だけで
はないと思います。そう思わせてくれた夏季交流会に、
大変感謝しております。

今後、当会が益々盛況になります事を、心よりお祈り
申し上げます。ありがとうございました。

はこだて観光大使・歌手
池田さなえ
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この会館には平
日で1500 〜 2000人、
休日は4000 〜 5000
人の入 館がある。
入場者のうち、新
潟出身者は10%ぐら
いで、意外と少なく、
30歳以上の女性の
割合が多い。

物販は平成18年
からの開業であるが、他のイベントとの相乗効果もあり、
盛況である。売り上げの多いのは①笹だんご②かりんと
う饅頭③魚沼コシヒカリ④柳屋の油揚げ⑤日本酒（越乃
寒梅）⑥へきそば等――となっている。
　この店を含めて「表参道で新潟を味わう」をキャッチ
フレーズとして積極的な活動を展開しており、ふるさと
新潟と都心を結ぶ大きな役割を果たしている。

◆東京都渋谷区神宮前４-11-７　☎03-5771-7711

常任理事　鈴木克也　　　副代表　鴨川キヨ

今回は渋谷区の「表参道新潟館N'ESPACES（ネスパス）」
を訪問した。若者ファッションの最先端地に、３階建ての
建物でこれまでみてきたアンテナショップとは一味違う。
それもそのはず、平成９年６月に最先端の文化を取り入れ
情報発信しようとの大きな目的で情報館としてスタートし
たものである。全体は広域財団法人にいがた産業創造機構
が管理・運営し、物販、レストランはテナント運営である。

１階は物販販売の新潟食楽園（アンテナショップ）と和
風・会席レストランの静香庵、地階はお食事処「新潟食楽
園」が入っており、イベントスペースもある。２階には観
光案内センターや
Uターン暮らし相
談ができる。３階
はふるさとの展示・
交流会場にも使え
る総合的な会館で
ある。この会場で
は年中いろいろな
イベントが開催さ
れている。

広域財団法人にいがた産業創造機構
チーフ　田端恵絵さん

（ネスパスの外観）

「亀岡で全国ふるさと連まつり！」
亀岡全国ふるさと連合会会長　坂本信雄
（京都府亀岡市在住・秋田県鹿角市出身）

京都市に隣接する人口９万人の亀岡市において、市内に暮らす
府外出身者同士の新しい交流の機会を作ることになり、昨年11
月の市制60周年記念式典に合わせて「亀岡全国ふるさと連合会」
が設立されました。当日は餅つき大会を行うなど、総会出席者の

みならず、記念行事で亀岡市を訪
問中の姉妹都市の関係者からも大
いなる好評を頂きました。その後、
今年４月に会員募集を行う傍ら熊
本地震への義援金を募り、これを京都新聞社に寄託しました（募金額は８万2,692
円）。現在登録者数は234人。

今年のイベントとして、10月30日（日）、演舞:岩見神楽（京都造形芸術大学生
グループ）や世界一辛い食べ物として知られる唐辛子の仲間である「ハバネロ」
栽培に取り組んでいる地元企業の社長講演、そしてふるさと茶話会などが予定さ
れています。

会員の交流はもとより、亀岡市出身の方、さらには「全国ふるさと大使連絡会議」
の皆様にもこの機会に亀岡市に来られることを大いに歓迎します。参加料無料。

　　　アンテナショップを訪ねて
　　� 「表参道新潟館・N'ESPACE」
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10月初め、講演のため、熊本に行ってきました。そ
の際、宿泊したホテルのエレベーターに「いまだけ見え
ます―奇跡の一本石垣」のコピー付きで、熊本城の櫓の
中央の石垣が震災で崩れ、片側の一本だけの石垣で支え
ている写真が貼り出されていました。

不謹慎ながら、思わず吹き出してしまいました。
自虐ギャグながらユーモアがあり、何より震災被害を

客観視できる強さの表れのようで、震災復興が大変なこ
とと思いながらも、もう大丈夫と心強く感じました。

数年前、「ヒロシです」の語り出しから、自虐ギャグ
を連発していたピン芸人のヒロシさんも確か熊本出身
だったなと、妙なことを思い出しました。

熊本県民の県民性かなとも思いましたが、小生の何名
かの熊本出身の友人の顔を思い出し、自虐ギャグを言う
ようなタイプは一人もいないことから、たまたまホテル
マンとヒロシさんのセンスが一致しただけに過ぎないと
思い直しました。

早速、翌朝早起きして、熊本城に行ってみました。
正面入り口近くに件の櫓があり、携帯で写そうとする

と、修復工事のためロープを張って現場を警戒している
ガードマンのおじさんがやって来て、「もう少し前まで
行って、右手に移動した方が、良い写真が撮れる」と、
撮影スポットを教えてくれました。

熊本の人は、みんな親切と実感した瞬間でした。
それから、城の周りを回ってみました（なお、城内は

休園中で入れません）。
「武者返し」と呼ばれる石垣の反りのラインがシャー

プで美しい。また、「長城壁」と呼ばれる低く長く続く
城壁も、敵を誘うようになだらかで、それでいて攻める
に難く巧妙にできています。さすがに、天下の名城で、
西南戦争の折、薩摩軍が攻めあぐねた理由が分かるよう
な気がしました。

ちなみに、その折、熊本城を守って薩摩軍を撃退した
のが谷干城で、出身地の高知県窪川町（現在は、平成の
大合併で四万十町）では、「谷干城の酒」が製造されて
います。コスパの良い酒なのですが、国民的英雄の西郷
隆盛の敵ということで、あまり人気が出ず、地道な販売
となっています（小生、高知県観光特使なので、高知産
品もPR）。

閑話休題、小生の講演を聞きに来ていた熊本市議さん
から「『辛子レンコン』は、藩主細川公の滋養食だった」
と教わりました。

そこで、講演終了後、水前寺公園（ここは完全に復旧
しています）をちらっと見て、西銀座通りの居酒屋で、
件の「辛子レンコン」に「馬刺し」と「だご汁」で小腹
を整え、路面電車（A系統、B系統と表示が明瞭で使い
やすい）に飛び乗って、JR熊本駅へ。たった40分で博
多駅に着き、中洲に行っても、まだ宵の口でした。

このように、熊本は個性的な郷土料理がおいしく、交
通も便利なので、是非、熊本に来て、熊本を元気にして
ください（逆に、熊本から元気を貰えるかも知れません）。

今だけ見える―熊本城の奇跡の一本石垣
高知県観光特使　平谷英明

かんもん北九州フアン倶楽部のふるさと訪問旅行が９
月26日から一泊二日の日程で行われ、豊前市築上町では、
旧蔵内邸・当時の炭鉱王の豪華な元迎賓館（32室）など、
行橋市では、無名の素晴らしい絵描きの稲童ギャラリー
を地元の支援者が手弁当で数年かけて山麓に建設し、土
日に開館しており、北九州市の門司地区では、総合商社
の双日、帝人、神戸製鋼所、サッポロビールなどの企業

の源流となった鈴木商店（最盛期、年商日本一）の遺産
の記念館、日明地区では、汚泥水を飲める水道水に浄化
する先端技術研究施設を見学、この技術を導入したプノ
ンペン市内では水道水が飲めるようになったという。

夕刻行われた地元会員との懇親会（54名）、北橋健治
北九州市長、末吉興一前市長（従前、本会の全国大会で
記念講演）、君原健二選手（メキシコ五輪マラソン銀メ
ダリスト）が列席し、東京からの12名の参加者に加えて、
定年退職後に北九州に戻った会員のふるさと礼賛の話も
含め、なごやかに地元会員との交流を行った。



ふるさと北九州は元気でした
北九州市ひまわり大使　山口義夫

辛うじて櫓を支える石垣
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「出雲観光大使」
島根県出雲市の「出雲観光大使」は2004年に創設された。

大使の名刺は、二つ折りだが、一味違う工夫が凝らされて
いる。名前の入った表部分は横幅が少し狭く、折りたたん
だ２枚目の右端部分に書かれた　神話の夢舞台出雲　「心の
なごみ」一生に一度は出雲へ　というキャッチコピーが読
める仕組み。開いてみると、出雲大社、出雲大社神迎祭、
出雲全日本駅伝競走と、出雲地方独特の防風林である築地
松（ついじまつ）の写真４枚が大きく並び、下段には年間
の主な祭り・イベントの時期が記されている。

裏面は出雲そば、あご野焼きなどの特産品紹介と鉄道、
道路の路線入り交通図に、東京、大阪、福岡からの航空便

の便数と時間を
入れており、ア
クセスがわかり
やすくなってい
る。

地方の町村は
もとより市部で
も、遠方の人にはそのまちがどこにあるかわからない場合
が多い。出雲のような知名度のある都市でもこうした配慮
をしており、知名度に劣る地域は見習ってもいいように思
える。

写真を始め30年を超える年月になりました。その間、日
本中のいろいろな場所を旅して歩きました。特に東北は妻
の実家が秋田県湯沢にあることもあり、帰省のたびにテン
ト、釣り竿、カメラを持って鳥海山に行くようになりました。
鳥海山は独立峰で、山の恵み、川の恵み、海の恵みがあり、

素晴らしい山です。通っていくうちに風景が変化し続けて
いくのを肌で感じ、だんだん見られなくなる風景もたくさ

ん増えてきましたので、写真におさめようとしたのがきっ
かけです。いろいろな人とのつながり、おいしい食べ物や
お酒などの出会いも大事なものです。
東京生まれの自分にとっては、故郷があることがうらや

ましく、第二の故郷、第三の故郷として素晴らしい場所、
素晴らしい人たちとの出会いを楽しみにしています。

＜山形県遊佐町から望む秋の日本海
� （十六羅漢岩付近の撮影）＞
７号線を酒田方面から秋田方面に山形県の県境に遊佐町があ

ります。鳥海山の頂上から日本海までのふところを持つ町です。
月光川を河口とする支流に鳥海山から湧き出る100％伏流水の
牛渡川があります。自然の恵み豊かな素晴らしいところです。

＜山形県月山にある地蔵沼＞
鳥海山に向かう途中に立ち寄りたくなる場所です。雪解けの

新緑も美しいのですが、秋の紅葉の時期も素晴らしいところで
す。比較的入りやすい場所なのでカメラマンが多く訪れる撮影
スポットです。

日本各地に美しい風景があり、多くの人が心癒されてきました。その中には、私たち個々人が知らないものも多
いでしょう。同じ場所でも季節によって、あるいは見る角度によって印象は大きく異なります。そんな風景を、写
真家の目で切り取り、厳選して推奨していただこうというのがこのコラム「日本の風景」です。にかほ市ふるさと
宣伝大使でプロ写真家である福井一男さんに今回からシリーズで連載していただくことになりました。

1959年東京都世田谷区生まれ。1979年東京写真専門学校（現・ビジュル
アルアーツ）卒。2005年「イマジン・アートプランニング」設立。都内各
地で写真展を開催している。

にかほ市ふるさと宣伝大使　福井　一男
（公益社団法人日本写真協会会員）日本の風景日本の風景
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田寄港は初めてです。今年５月の祭りに北前船寄港の関
係もあり、秋田市とも交流を促進。秋田竿灯と立て山鉾
のコラボも実現しました。

それに９月９日、鳥海山・飛島ジオパークが認定されま
した。市によると、ジオパーク認定まで大変な道のりだっ
たらしく、一度でパスできたことに感謝されたそうです。

今年１月４日には新市庁舎もできあがり、我々ふるさ
と観光大使は花火大会の次の日、表敬訪問をしてきたと
ころです。ついでに観光課に立ち寄り、ふるさと大使全
国大会用の特産品もお願いしてまいりました。

そこで伺った嬉しいニュースは酒田駅前再開発です。
このうち、市が整備する図書館や観光情報センターなど
公共施設「酒田コミュニケーションポート（仮称）」は
平成33年に完成するそうです。再開発は酒田を故郷に
している人々が20年前から待望していたことで、これ
からを楽しみにしております。

「酒田ゆかりびと」発足� 酒田ふるさと観光大使　鴨川キヨ

市役所前で日本
ジオパーク認定
を祝う

来年夏、酒田港に
寄港する豪華客船

酒田市（山形県）は今年、市の「ゆかりびと」（ファ
ン）を増やして観光客や産品販売の拡大を目指す新規
事業「酒田ゆかりびと交流事業」をスタートした。そ
の目玉事業として９月21 〜 27日、姉妹都市・武蔵野市
の吉祥寺駅周辺で特産品販売や関連イベントが行われ、
期間中（「酒田WEEK」）、飲食店などが酒田産の米や地
酒を提供して協力した。メインの「酒田DAY」（24、25
日）が開かれた24日には、酒田市から丸山市長はじめ５、
６人が出席。酒田ふるさと観光大使や酒田北前大使らも
参加した。
「酒田ゆかりびと交流事業」では①酒田を広くPRする

②「酒田DAY」「酒田WEEK」などを通じて酒田の物産
品をPRする③酒田にゆかりのある方々の交流を深める
交流会を開催する――ことなどを柱にしており、これま
での「大使」だけでなく、市にゆかりのある関係者を「ゆ
かりびと」として“応援団”に加えていくそうだ。

この日は「酒田ゆかりびと」の発足会の意味もあり、
各大使ら50名ほどで楽しく締め、さらに二次会では80
名弱も集まり、盛大な会となりました。

我々酒田ふるさと観光大使の会が全国ふるさと大使連
絡会議に入会したのは７年前でした。この間に市長は二
度も代わり、その度に委嘱を受けておりました。この委嘱
も今年の３月で任期が切れていることを市に伝言した次第
で、その後は市側で検討してくれています。

話は変わりますが、酒田は港町でもあり、９月、９
〜 10日に行われた「第36回・全国豊かな海づくり大会
〜やまがた〜」では天皇・皇后両陛下がお見えになり、
10日は酒田市民会館で盛大な式典行事が行われました。

来年の夏には豪華客船、コスタ・ネオロマンチカ（５万
7000㌧）の寄港が決定しています。これまでも飛鳥Ⅱ、
日本丸などの客船が寄港しておりますが、外国籍船の酒

秋の歌謡フェスにお越しください
いつも温かいご支援・応援をありがとうございます。
今年も一般社団法人日本歌手協会（代表理事・田辺靖雄）

が主催する秋の「歌謡フェスティバル2016」が11月15（火）、
16日（水）、東京・中野サンプラザで開催されます。

今回は特に熊本大分地震被災地支援チャリティーとして行
われます。出演者も、あおい輝彦、アグネス・チャン、海援隊、
五月みどり、庄野真代、千昌夫、新沼謙治、美川憲一、ロス・
プリモスの各氏ら39人・グループとあべ静江、森口博子さ
んら４人の司会という、素晴らしい顔ぶれのオンパレードで
す。私も春・夏・秋を通じて20回目の出演となります。皆

様のご支援のおかげと心より深く感謝申し上げます。
どうぞ会場にて楽しいショーをお楽しみください。そして

千波への大きな声援をいただきたく、よろしくお願いします。
成功を目指して一生懸命頑張ります。

夜の部は午後３時開場、３時30分開演で、およそ３時間半
の公演予定。チケットはS席１万円、A席6000円、B席3000円、
車椅子席500円。

ご関心のある方は、千波（☎080-5554-8881）までご連絡
いただきますよう、お待ちしております。

与論パナウル観光大使　千波裕美（歌手）

♪　♬　♫　♪　♬　♫　♪　♬　♫

福井県坂井市のアンテナショップが８月20日、
東京・品川の戸越銀座商店街にオープンした。地方創生事業
の一環である「特別区全国連携プロジェクト」による同市と品
川区の交流が縁で実現した。２年間の期間限定で運営する。

店舗面積は８坪と狭いが、焼きサバ寿司や甘鯛の一夜干し、
油揚げなど多くの地元特産品を並べている。また、勤務スタッ
フとして東京で学ぶ同市出身の大学生を採用、ご当地らしさ
を出している。
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千葉県のトカイナカ富津市
渡辺恭江（横浜市在住）

「ふるさとは遠きにありて思ふもの・・」という室生犀
星の詩があります。この詩は遠方にあって故郷を思う詩で
はなく、上京した犀星が志を得ず、故郷金沢との間を往復
していた苦闘時代、帰郷した折に作った詩であると、詩人・
評論家の大岡信は解説しています。

その詩情は比べるべくもありませんが、私も現在、自宅
のある横浜市と程近い千葉県富津市（ふっつし）との間を
週末にアクアライン経由で往復する生活を送っております。

富津市は、千葉県の南部に位置し、東京湾に面し、上
総地方の南西部にある市です。

市名の由来は、日本武尊伝説によるものとされており、
嵐を静める為に海に投身した弟橘姫の衣の一部が海岸に
流れ着いたことに由来（布流津）し、この布流津（ふるつ）
が転じて富津になったそうです。私は、この富津市の北部
にある、東京湾に突き出た富津岬の近くで生まれました。

富津岬の先には明治初期から大正時代にかけて、首都
防衛の為に作られた人工島の第一海堡、第二海堡があり、
格好の漁場となっております。

富津市は、東京や横浜から車／バスや電車などで１〜
２時間の、いわゆるトカイナカと定義される地域とも言え
ます。因みに、アクアライン建設を主導し、政界の暴れん
坊の異名をとったハマコウこと浜田幸一氏は富津市出身で
す。アクアライン開通によって、私の横浜からの帰省所要
時間は１時間短縮されました。

産業としましては、富津市北部の、お隣の君津市と隣接
する、富津岬よりも北部の地域までが京葉工業地域であり、
東京電力（富津火力発電所）、荏原製作所、フジクラなど
の企業が進出しております。

富津岬から館山を経由し外房側に回り、太平洋側のい
すみ市太東崎までの広域の海岸線は南房総国定公園に指
定されており、漁業も農業も盛んです。

名産品としましては、海苔や魚介類（アサリ／アオヤギ
／ニシ貝／ミル貝／ヒラメ／スズキ／アナゴ／タコ／他多
種類）が挙げられます。海苔はお寿司用のものもあります
が、普段使いの場合は青海苔の方が美味しいと思います。
穴子丼は、地元では、はかりめ丼という名称で提供されて
おります。山金水産というお店が穴子などを中心とした海
産物を扱っており、横浜そごうにも出店しておりますので、
穴子好きの方はお立ち寄り下さい。また、10月から11月に
かけては海堡丼フェア（富津の魚介類の載った丼物）が開
催されており、市内12店が参加し、お店によって魚介の種
類が異なるとのことです。魚介類好きの方々には是非おい
でいただき、堪能していただきたいと思います。

観光名所としては、マザー牧場／鋸山（ロープウェイ）
／東京湾観音／富津公園／富津海岸／鹿野山ゴルフ倶楽
部／高宕山自然動物園／海辺の湯／富津アクアファーム

／金谷海浜公園／金谷神社／金谷美術館／古墳群などが
挙げられます。

マザー牧場のソフトクリームは川崎ラゾーナの３階でも
販売しておりますので、ソフトクリーム好きの方は川崎に
お出かけの際はお立ち寄り下さい。

そして、日本絵画の巨匠・東山魁夷が世に出る契機と
なった『残照』＝写真＝という作品は鹿野山山頂から観た
九十九谷の風景と甲州や上越の風景を組み合わせた架空
の風景だそうです。この作品も、魁夷らしい、静かな幻想
美を感じさせる作品です。

私は魁夷のファンですので、この事を知った時には、と
ても嬉しく、ふるさとを誇らしく思いました。

豊かな自然に恵まれた地域ですので、海水浴／潮干狩
り／地引き網／釣り／キャンプ／花火大会／アクアスロン
大会／マラソン大会など、いろいろな遊び／イベントを楽
しむことが出来ます。

以上のようにご紹介してきた富津市ですが、ご多分にも
れず、財政的には厳しいものがあります。都会から近く、
南房総国定公園として指定されている、豊かな自然に恵
まれた地域であり、富津岬の館山側（三浦半島を望む側）
の地域には別荘風のエリアも出来ております。

私としては、今後の富津市は、都会のマネではない、ト
カイナカとしての魅力を洗練させることが住民・来訪者の
幸福度の向上に繋がるのではないかと考えております。

都会からのアクセス、豊かな自然を活かし、落ち着いて
滞在し、休息し、風景／食べ物／イベント／スポーツを楽
しむことが出来、また、文化／学術／芸術的側面をブラッ
シュアップして住民同士の交流を深める等の工夫を凝ら
し、来訪者を増やせないかと、現在、思案中です。

そして、来訪者の方々も地元の方々も、あまりお金をか
けずに、景観／食べ物／イベント／スポーツ／遊び等を楽
しんでいただき、訪れた人々が穏やかで楽しい思い出をた
くさん残すことの出来る、ふるさと富津にしたいと考えて
おります。

また、『富津っ子』という、富津市の情報発信ブログも
立ち上がっておりますので、富津市訪問検討の際には、是
非ご覧ください。お待ちいたしております。
◆富津っ子（http://futtsu.co/3443）参照
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　全国ふるさと大使連絡会議様との連携で、皆様の
人脈や情報力をお借りしたいと思います。大使の皆
様が、ご自分の故郷を首都圏の飲食店でPRしたい

時、ふるさと大使様価格でひと月特集をさせて頂きます。
　「東京から故郷おこし」のコンセプトをもとに、1日イベ
ントやお店を時間単位でお貸しする企画など、地域のお役に
立つプランをいろいろ準備しております。
　シティプロモーションの詳細につきましては、HPをご覧
ください。
http://www.namihei5963.com
� なみへいオーナー　川野真理子

新幹線で「はこだてグルメサーカス」探訪
はこだて観光大使　浅田和幸

北海道新幹線開業から半年。遅まきながら、体験し
なければと、９月10～11日に催された函館市のイベン
ト「はこだてグルメサーカス」に合わせて函館を訪れた。
途中、立ち寄りたいところがあったため、飛行機と
新幹線を乗り継いでの函館入りとなった。終着駅の「新
函館北斗」は函館市の北にある北斗市の駅で、函館ま
では約18km。接続の「はこだてライナー」で20分前
後かかる。野原が目立つ駅周辺はまだ整備途上で、事
情を知らない人は「ここが函館か」とガッカリするか
もしれない。東京―札幌間の時間・距離を短くするた
めに函館市を迂回するルートをとったわけだが、今もっ
て残念な選択だったと思う。
さて、表記の「はこだてグルメサーカス」はご当地
グルメを集結した野外フェアで、函館駅前の特設会場
と大門地区のグリーンプラザ会場に148のブースが出
店。北海道・東北をはじめ名古屋、大阪など各地のグ
ルメが勢ぞろいした。宇都宮のぎょうざや大宮のうな

ぎなどには長い行列ができ、閉店前に早々と「売り切れ」
になるブースも続出した。
また、今回は、ねぶた祭り、秋田竿灯、山形花笠、
仙台七夕など東北６県の９つの祭りのパレードが２日
間にわたって催された。これだけの祭りが集結するの
は珍しく、市民や旅行者ら観客が道路の両側にあふれ
る人気だった。筆者もこの中のいくつかの祭りを経験
しているが、初めて見る祭りや趣の異なる祭りの連続
に、心地よく魅入ってしまった。
「グルメサーカス」は市が北海道新幹線開業に向けて
2012年度から始めた企画で、今回が５回目だが、両日
の来場者は27万1000人と昨年を８万5000人上回った。
計画では、新幹線開業の今年で終了するイベントだが、
予想を上回る来場者と人気ぶりに、来年以降の開催も
改めて検討するそうだ。ぜひ、継続して、各地との連
携を深め、秋の目玉イベントにしてほしいと思いながら
函館を後にした。

広告
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♪カープ　カープ　カープ広島　広島
カープ〜♪広島では誰もが知るご当地ソ
ング「それ行けカープ〜若き鯉たち〜」
この秋は毎日、この歌が頭から離れない。
赤ヘル軍団　広島東洋カープ　25年振
りのリーグ優勝。その日、球場も街も真っ
赤に染まった。いまだ街はその興奮冷め
やらずだ。
カープは昭和24年、原爆投下の焼け野原から４年後、親
会社を持たない「市民球団」として誕生した。球場の入り口
に樽を置き、市民のカンパで経営難を乗り切った時代もあっ
た。お金で有力選手を集める球団には戦力で劣り、資本の差
は大きいと思い知らされる日々。しかし「練習ハ不可能ヲ可
能ニス」と書かれた練習場の石碑のとおり、厳しい練習で選
手を育ててきた。そして選手は球団と地元の愛に育まれ強く
なった。
広島で有名なものといえば多くの人は、カープやお好み焼
と答えるだろう。が、実は生産量やシェア国内No１のすご
い物がたくさんあるのだ。お好みソース・牡蠣・レモン・ネー
ブルオレンジ・手縫い針・ヤスリ・筆・ゴム張り手袋・五右
衛門風呂・デニム・バレーボールなど、枚挙にいとまがない。
広島で自慢できる企業をひとつ紹介するなら、焼きたてパ
ンチェーンの「アンデルセン」である。特許を取得した冷凍
パン生地の技術を無償で公開し、全国のパン業界に貢献した。

私たちが日々食べているおいしい焼き立てパンは、その恩恵
を受けているのだ。
あの焼け野原の深刻な食糧不足の中、人々を飢えさせない
という強い思い、それが原動力だったのだろう。
私が思うこと、「広島」「ひろしま」「ヒロシマ」

「HIROSHIMA」と発音は同じでも、文字の書き方で受け止
め方が違うということ。
今年５月、オバマ大統領が現職のアメリカ大統領として初
めて「ヒロシマ」を訪問した。それは歴史的な瞬間であり、
新たな時代の到来を予感させるものであった。あの日の感動
は忘れられない。
「おしい!広島県」が「すごい!広島県」になったのは、カー
プの優勝が大きく影響した。スポーツには人と人、地域と地
域を繋げる力がある。スポーツの力で地域から全国への発信
力はとても大きい。今年の広島東洋カープは、その「力」と
「夢」を見せてくれた。
カープの今年の戦いをみて、最後まで諦めない姿と、ひと
つになることの大切さを教えてもらったような気がする。
2016年　我らのカープ　優勝おめでとう!
そして　本当にありがとう。　
※原稿執筆中はまだ日本シリーズが始まっておらず、その
行方はわかっていない。このかわら版が出来上がる頃には、
結果が出ているだろう。その成り行きに期待を込めて先に
言っておきたい。　「カープ、日本一おめでとう!」　と。

カ
★

ー
★

プ
★

優
★

勝
★

に寄せて、ふるさと広島を思う�

制度開始 都道府県 委嘱団体 大使名
16.9 栃木 那須烏山市 那須烏山市ふるさと大使
16.8 福島 伊達市 伊達なふるさと大使
16.8 香川 土庄町 小豆島とのしょう町ふるさと応援大使
16.8 栃木 大田原市 大田原市国際親善大使
16.7 愛媛 宇和島市 伊達な宇和島観光大使
16.6 滋賀 守山市 もーりー守山ふるさと大使
16.5 北海道 増毛町 増毛やん衆観光大使など

制度開始 都道府県 委嘱団体 大使名
16.4 福岡 みやま市 みやま市ふるさと観光大使
16.4 大阪 泉南市 泉南市観光大使
16.2 埼玉 小鹿野町 小鹿野町観光大使、小鹿野町広報大使
16.2 兵庫 たつの市 たつのふるさと親善大使
16.2 山口 田布施町 田布施町ふるさと応援大使
15.11 福井 敦賀市 敦賀観光特任大使
15.10 茨城 那珂川町 那珂川町ふるさと大使

（注）制度開始は創設日または委嘱開始日

最近１年間に創設された主な大使制度

国内最大級の屋外型北海道物産イベントとされる「北海道
フェアin代々木」が９月29日～ 10月２日、東京・代々木公
園で開催された。今年は28回目の開催だが、これまで３日
間だった期間を４日間に延長、100ブース以上、全道50市
町村が参加する大がかり
な催しとなった。
各日50食限定の「390
円トク得グルメ」（通常
500円～ 1500円）が39
（サンキュー）種も用意
されたほか、11店が初
出展し、カニ、ウニ、ホ

タテやジャガイモ、チーズ、ラーメンなど海・山の幸が勢揃
い、各ブースに行列ができた。
当会団体会員のニセコ町では、出身者らでつくる東京ニセ
コ会（穂山貞夫会長）が出展し、初日には片山健也町長も駆
け付けて激励。店舗では絞りたての生乳からつくった「のむ
ヨーグルト」やスイートコーン、トマトジュースなど自慢の
特産品が入場客の
人気を呼んでいた。

「北海道フェア in 代々木」
は大盛況

三谷啓子
（理事、フリーアナウンサー）
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全国のふるさと大使制度（2016年９月末現在＝全国ふるさと大使連絡会議調べ）
市 町 村 長 委 嘱 の 制 度 諸 団 体 委 嘱 の 制 度

北海道 ・北海道観光大使　・北海道ふるさと応援大使
紋別市：紋別市ＰＲ大使 ニセコ町：・ニセコ町温泉大使 釧路商工会議所：釧路ファイン大使
根室市：根室味覚観光大使 　　　　　・ニセコ町観光大使 帯広市観光コンベンション協会：帯広市観光大使
旭川市：旭川観光大使 奥尻町：奥尻島観光大使 十勝総合振興局・十勝観光連盟：とかち観光大使
夕張市：夕張観光大使 佐呂間町：サロマ大使 新冠町観光協会：にいかっぷ観光大使
登別市：登別鬼大使 松前町：松前町観光大使 苫小牧観光協会：とまこまい観光大使
函館市：はこだて観光大使 東川町：東川町観光大使 札幌商工会議所・札幌観光協会：札幌観光大使
士別市：士別ふるさと大使 礼文町：礼文町観光大使 江差観光コンベンション協会：江差観光ふるさと大使
室蘭市：室蘭ふるさと大使 新ひだか町：新ひだか町観光親善大使 ふらの観光協会：ふらの観光大使
石狩市：いしかり観光大使 足寄町：足寄町ふるさと大使 小樽市観光協議会：小樽ふれあい観光大使
釧路市：釧路市観光大使 豊浦町：豊浦ふるさと大使 浦河観光協会：うらかわ観光大使
名寄市：名寄ふるさと大使 剣淵町：剣淵町ふるさと大使 ジンギスカン食普及拡大促進協議会：ジンギスカン大使
滝川市：・滝川市名誉観光大使 八雲町：八雲町観光大使 利尻島観光協会：利尻島観光大使
　　　　・滝川市応援大使 むかわ町：むかわ町ふるさと大使 真狩村観光協会：真狩村観光協会大使
北斗市：・北斗市観光大使 上川町：上川町ふるさと夢大使 オホーツク観光連盟：オホーツク観光大使
　　　　・北斗市ふるさと大使 木古内町：木古内町観光大使 稚内観光協会：・稚内市ふるさと大使
名寄市：・名寄観光大使 洞爺湖町：とうや湖観光大使 　　　　　　　・稚内市観光大使
　　　　・名寄ふるさと大使 秩父別町：秩父別町ふるさと大使 富良野地区広域市町村振興協議会：ふらのふるさと大使
　　　　・名寄ひまわりまちづくり大使 寿都町：寿都町ふるさと大使 上富良野観光協会：かみふらの観光大使
北見市：きたみ観光大使 別海町：別海町観光大使 層雲峡温泉観光協会：層雲峡温泉観光大使
札幌市：ビールのまちさっぽろビア大使 余市町：余市観光応援大使 札幌商工会議所：札幌観光大使
石狩市：いしかり観光大使 沼田町：沼田町ふるさと大使
稚内市：稚内市観光大使 七飯町：大沼観光大使
厚真町：厚真町観光大使 今別町：今別町ふるさと大使
浦臼町：うらうす・ふるさと夢大使 美深町：美深町観光大使
浜中町：浜中町ふるさと大使 月形町：月形町観光大使
恵山町：えさんマグマ大使 幌加内町：幌加内そばの里大使
栗山町：栗山町ふるさと大使 増毛町：増毛町やん衆観光大使など３種
江差町：江差町観光大使 札幌市手稲区：手稲区親善大使
新得町：新しく得をする町特命大使

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

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

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

秋田県 ・あきたベジフル大使　・あきた美の国大使　・秋田の応援団
湯沢市：湯沢市ふるさと応援大使 潟上市：潟上市ふるさと観光大使 角館町観光協会：角館ふるさと観光大使
にかほ市： にかほ市ふるさと宣伝大使 仙北市：仙北市観光大使 男鹿市観光協会：男鹿市観光大使
由利本荘市：由利本荘市ふるさと応援大使 小坂町：小坂町観光大使
横手市：横手市観光親善大使 美郷町：美郷町ふるさと観光大使
大館市：大館市観光大使 三種町：三種町ふるさとＰＲ大使
秋田市：秋田市観光クチコミ大使 羽後町：羽後町観光宣伝大使
能代市：能代ＰＲ大使

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

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

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

栃木県 ・とちぎ未来大使
宇都宮市：宇都宮市口コミ特派員 佐野市：佐野ふるさと特使 栃木県酒造組合：酒々楽大使
小山市：小山評定ふるさと大使 足利市：あしかが輝き大使
大田原市：・大田原ふるさと大使 壬生町：・壬生・ふるさと夢大使
　　　　　・国際親善大使 　　　　・かんぴょう大使
矢板市：つつじの郷・矢板ふるさと大使 野木町：野木町観光大使
鹿沼市：かぬまふるさと大使

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

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

千葉県 ・千葉県環境大使　・チーバくん大使
松戸市：まつど観光大使 富津市：富津市観光大使 野田商工会議所：野田市えだまめ親善大使
館山市：館山ふるさと大使 南房総市：南房総市観光大使 東金市観光協会：東金市観光大使
木更津市：・木更津市応援団大使 旭市：旭市観光大使 九十九里地域観光連盟：九十九里地域観光連盟観光大使
　　　　　・木更津友好大使 館山市：・館山ふるさと特使
　　　　　・木更津市観光大使 　　　　・館山ふるさと大使
鴨川市：鴨川ふるさと大使 白井市：しろいふるさと大使
成田市：成田市農業大使 長柄町：ながらグリーンツーリズム親善大使
銚子市：銚子ふるさと大使 御宿町：御宿町観光大使
匝瑳市：匝瑳市観光大使 東庄町：東庄町観光大使
茂原市：茂原市観光大使

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

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

新潟県 ・新潟県元気大使
魚沼市：魚沼特使 十日町市：十日町市観光大使 新潟県観光協会：にいがた観光特使
新潟市：・新潟市観光大使 柏崎市：かしわざき大使 越後妻有郷観光協議会：越後妻有郷観光大使
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　　　　・新潟市SWC健幸大使 湯沢町：湯沢町特別観光大使 糸魚川商工会議所：奴奈川市民
新発田市：しばた観光親善大使 出雲崎町：いずもざき観光大使 ふるさと上越ネットワーク：ふるさと越後大使
佐渡市：佐渡ふるさと大使 ＪＡ新潟：新潟米親善大使
長岡市：越後長岡応援団 新潟市サポーターズ倶楽部：新潟市サポーター

村上市地産池沼推進協議会：村上うんめもん大使
富山県 ・とやま大使　・とやまふるさと使節　・とやま名誉友好大使

氷見市：氷見市きときと魚大使 高岡市：・高岡市国際親善大使 富山経済同友会：立山大使
射水市：射水市観光大使 　　　　・高岡観光親善大使
南砺市：南砺観光大使 小矢部市：おやべグルメ大使
魚津市：魚津蜃気楼大使

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

兵庫県 ・ひょうご観光大使
川西市：源氏のふるさと大使 宍粟市：宍粟観光大使 神戸市観光・ホテル旅館協会：KOBE観光特使
神戸市：神戸大使 伊丹市：伊丹大使 加古川市観光協会：加古川観光大使
姫路市：ひめじ観光大使 養父市：養父市観光大使 高砂観光協会：高砂観光大使
赤穂市：赤穂観光大使 篠山市：丹波篠山ふるさと大使
福知山市：ドッコイセ大使 たつの市：たつのふるさと親善大使
三木市：ふるさと三木応援大使 香美町：香美町観光大使
加西市：ふるさと大使加西観光大使 猪名川町：猪名川町親善大使「い～な～・夢大使」
明石市：明石ふるさと大使 新温泉町：新温泉町観光大使

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

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

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

島根県 ・遣島使　・しまねSuper大使
松江市：・松江観光大使 桜江町：桜江ふるさと大使
　　　　・松江文化夢大使 斐川町：斐川ふるさと大使（３種類）
浜田市：はまだ虹の大使 隠岐町：隠岐國観光大使
出雲市：出雲観光大使 海士町：海士町観光大使
大田市：石見の国おおだ観光大使

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

宮崎県 ・みやざき大使　・宮崎応援隊
西都市：さいとふるさと大使 えびの市：えびの市親善大使
延岡市：のべおか観光大使 菊池市：菊池観光大使
日向市：・日向市ふるさと大使 高原町：たかはるふるさと大使
　　　　・日向市観光大使 高千穂町：高千穂ふるさと大使
　　　　・日向のへべす大使 三股町：みまたふるさと大使
都城市：みやこんじょ大使

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

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

制度数 知事委嘱の制度　44団体　86制度　市町村長委嘱の制度　565団体　647制度　諸団体委嘱の制度　138団体142制度　制度合計　747団体　870制度
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編集後記　「ふるさと大使全国大会」が開催される秋のかわら版には全国のふるさと大使
一覧表を別刷り形式で中に折り込んでいましたが、大使制度が増え続け、これまでの４ペ
ージでは収まりきらないため、今回は５ページにして通常紙面に組み込みました。昨年よ
り若干、文字も大きくなっているので、少しは改善されたのではないでしょうか。
　今号からプロカメラマンの福井一男さん（にかほ市ふるさと宣伝大使）による写真シリ
ーズ『日本の風景』をスタートしました。会員の皆様の知恵・知識や技量、経験等を発揮
していただいて、ふるさと・地域の良さを発見し、多くの人に知っていただくことは当会
の大きな目的の一つです。かわら版の紙面やイベント、何かの集いなど、写真に限らず、様々
なジャンルでぜひ皆様のお力を発揮くださるようお願いします。
　今号では初めて広告（９頁下段）を掲載しました。地域の応援になり、当会の運営にも
寄与するためです。自治体や企業、個人の名刺広告も含め、会の趣旨に沿うものを受け付
けますので、ご相談ください。

（2016年４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

2016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 164名
合　　計 336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 2016年度年会費納入のお願い
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　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、2016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

告知　 今春から事務局長に就いていた永井弘美氏は当会の規約に反する行状があったため、当会か
ら除名しました。

熊本城天守閣の瓦寄贈のための募金を

４月に起きた「熊本地震」による被害は直接の死者だけで
50人、関連死は130人以上、被害総額は最大４兆6,000億円に
のぼるとされ、熊本・大分を中心に大きな打撃を受けました。

その象徴の一つが石垣や瓦などが崩落した熊本城の姿で
す。日本三名城の一つである熊本城の復旧は熊本県民にとっ
て震災復興のシンボル的意味合いを持つとして、熊本市の特
定非営利法人・ふるさとの夢と文化を育てる会（帆足秀樹理
事長）は、天守閣の瓦の寄贈のための募金活動を始めていま
す。

当会では、わずかではあってもわかりやすい被災地支援を
しようと、本多忠夫副代表とつながりもある同会の活動に協

力することにしました。既に夏季会員交流会や「ふるさと
デー・高知の集い」で参加者に寄付を募りました。さらに全
国大会の場でも寄付を呼び掛けて、合わせた額を同会に送る
予定です。

必要な瓦は数十種類、約４万枚。最も高額な大天守鯱は
500万円（熊本城修復のための寄付を含む）のものが２枚、
１枚10,000万円の軒丸瓦なら3500枚、最も多い平瓦は１枚
3,000円で２万5000枚にのぼる。瓦の裏には寄付者の名前が
記されるとのことで、当会としては、いずれかの購入に充て
ることで復旧の一助になりたいと考えています。ぜひご協力
をお願いします。 （常任理事会）

◆�新年会員交流会のご案内�◆
恒例の新年会員交流会を１月23日（月）に開催します。

2017年のスタートに際し、お互いの情報・知恵と人脈をつ
なぎ合い、ふるさとの元気に貢献しましょう。交流の場で、
ぜひ我がふるさとの良さをPRしてください。会員の皆様は
もとより、お知り合いの方もお誘いあわせのうえ、ぜひご
参加いただきますようお願いいたします。
１．日　時：2017年１月23日（月）午後６時00分～９時00分
２．場　所：「KKRホテル東京」　11階ホール
　　◇東京都千代田区大手町１-４-１　　TEL 03-3287-2921
　　◇ 地下鉄東西線「竹橋駅前」 の３b出口直結、千代田線

大手町駅c２出口
３．会　費： 事前振込5,000円・当日受け付け6,000円
　　　　　　（振込は会費振込口座と同じです）
４．飲み物：地酒・ワイン・焼酎などの持込を歓迎します

お申し込みの際は、出席者のお名前と肩書・連絡先を記
入してメール又はFaxでご連絡ください。同伴者がある場合
はお名前を記入してください。未会員の方のお申し込みの
際は紹介者も記入してください。
メール：kaigi@furusato-taishi.jp
又はFax 03-5335-7592


