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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
【１面】ふるさと大使全国大会に120名
・日本の文化・方言を大事にしたい

【２面】講師陣も参加して懇親
・「ふるさと大使全国大会2016」会計報告
・百韻連歌――山口義夫

【３面】 記念講演「里山・里海から日本と世界
の未来開拓」 ――井上恭介氏

【４～５面】 パネル討論 
「縮小時代に地方はかく生きる」

――松田知己氏、松崎秀樹氏、 
西原茂樹氏、廣瀬克哉氏

【６面】華やかに交流・懇親
・親善大使、町長と新春対談
 ――犬丸絹子

【７面】ご提供いただいた特産品・地酒等
【８面】 私見・世界一の日本庭園をもつ 

足立美術館 ――島村治雄
・ふるさと大使+アンテナショップ
 ――伊藤美智子

【９面】登別げんきかいのご紹介
 ――門山泰明
・アンテナショップを訪ねて
 ――鈴木克也

【10面】ふるさと３題 ――江島道浩
・日本の風景 ――福井一男

【11面】新会員のひと言
 ――浅利香津代、まほろば薫
・お花見のご案内 ――利重盛久

【12面】歌謡フェスティバルに行ってきました
 ――利重盛久
・新会員紹介
・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

2017年新春号（通巻82号）

日本の文化・方言を大事にしたい
　新年おめでとうございます。酉年は、物事が頂点に達する時期ともされるようです。
ただ、海の向こうの御仁の一言ひと言が先行きの不安をかきたてます。
　さて、近年、外国人が見た日本の良さを取り上げるテレビ番組が人気を呼んでい
ます。日本人が気付かない日本の良さを発見するところが受けるようです。外国か
ら批判されると過剰に反応し、ほめられると有頂天になるのは考えものですが、外
部からの視点で良い点を発見したり、価値を再確認したりすることは望ましいこと
でしょう。これは「ふるさと大使」の役割にも当てはまります。
　一つ提案したいのが「方言の復活」です。ユネスコ（国連教育科学文化機関）は
消滅の危機にある方言・言語として、アイヌ語、八重山語、八丈語など８つの言語
を挙げ、ここ数年、文化庁も保存・継承に向けた調査研究を続けています。
　これらに限らず、地方の若者たちの世界からはどんどん方言が消えつつあります。
その若者たちが親になれば子供に方言が伝わらなくなるかもしれません。
　ひと頃は、方言を使うと「田舎者」と笑われ、方言は恥ずかしいものとされました。
地方出身の芸能人も訛を消すのに苦労するそうです。しかし、漫画の世界では、か
なり以前から、地方を舞台にした作品で方言が生き生きと描かれ、多くの読者を惹
きつけてきました。近年ではＮＨＫの朝の連続ドラマ『あまちゃん』で使われた三
陸地方の方言が人々の温かさを感じさせ、好評を博しました。
　方言には標準語で言い表せない微妙なニュアンスや価値観があり、それを使うこ
とで自分たちの地域と暮らしに対する自信や安らぎを共有できるのです。他の地域
から訪れた人は、逆に、自分たちとは異なる文化を発見し、また旅情に浸ることも
できるでしょう。
　当会は、それぞれのふるさとの文化を大事にしたいという思いを持つ人たちの集
まりでもあります。皆さん、ぜひ、豊かな表現である方言を生き生きと復活させ、
広めていきませんか。

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に120名
シンポで地域資源の活用などを提起

21回目となる「ふるさと大使全
国大会2016」が昨年10月27日、「ホ
テル　ラングウッド」（東京・日暮里）
で開催され、120名のご参加をいた
だきました。

シンポジウムでは、「里山、里海
から、日本と世界の未来開拓へ」と
題してＮＨＫエンタープライズのエ
グゼクティブディレクター、井上恭
介氏が記念講演。身近にあるエネ
ルギーの利用により地域内でお金が回る仕組みの事例を挙げ、地域の資源を活かす
価値を大切にしようと呼び掛けました。
「縮小時代に地方はかく生きる」をテーマのパネル討論では、廣瀬克哉法政大学教

授の司会で、秋田県美郷町の松田知己町長、千葉県浦安市の松崎秀樹市長、静岡県
牧之原市の西原茂樹市長のお三方がそれぞれの市や町の地域資源活用の実例紹介や、
自治体連携の重要性などを語られました。

情報交流・懇親会には講師の方も参加され、各地自慢のふるさと産品を前に地酒
を酌み交わし、交流を深めました。（詳細は２～７面に）
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　　北九州市ひまわり大使　山口義夫�

発句　小春日や言の葉あふる神の苑� 義　夫

脇　　樹々はきらめきひびく笹鳴き� 真　ほ

三　　遠方に雪をいただく峰ありて� そ　ら

四　　むら雲遊ぶ坂越ゆる里� ゆり華

五　　さざ波の寄せる岸辺に舟ひとつ� 義　夫

六　　風さわやかに川瀬をわたる� そ　ら

七　　ひたすらに待ちわびてをり望月を� おはる

八　　紅葉の色の今は隠るる � 真　ほ

＜連歌は言葉の遊びです＞
　連歌は数人が集まって、五七五、七七、五七五と44句（世吉

連歌）、100句（百韻連歌）を春夏秋冬と無季を連ねて詠む言葉

の遊び。平安から江戸まで各地で、文明開化の明治期以降は廃

れ、その中で唯一続けられた福岡県行橋市須佐神社の高辻安親

宮司の呼びかけで昭和56年に「奉納連歌シンポジウム」を同神

社で開催した。シンポジウム参加者の連歌普及活動により、現

在では大阪・京都・郡上・伊勢・山口・八代・高松・東京など

で連歌会があります。

（注）�これは小生も加入した趣味人倶楽部の会員によるメール連歌です。
発句は秋ですが徐々に季節が移り、春夏秋冬及び雑の句で詠み継
がれます。

百韻連歌

講師陣も参加して懇親
全国大会会場では午後４時前から参加者が続々と

詰めかけ、受付では資料と共に、庄内みどり農協の
提供による米「つや姫」（２合入り真空パック）が
全員に手渡されました。

大会は午後４時20分に開始。この日は、三笠宮殿
下が急逝されたため、冒頭、黙祷を捧げ、佐藤富士
郎実行委員長の開会宣言で幕を開けました。浅田代
表が開会挨拶で、井上恭介氏が『里山資本主義』（角
川書店）で提起した持続可能な社会のあり方に感動
して講師をお願いしたことや、コーディネーターの
廣瀬克哉教授がご家族の病気で前年の大会を急きょ
欠席されたことから、改めて登壇を引き受けていた
だいた経緯を紹介しました。

大会に際して、内閣府特命担当大臣の山本幸三氏
から「平素より貴会がふるさと・地域の活性化のた
め御尽力されていることに敬意を表します・・・・」
などとする祝電をいただきました。

記念講演では、井上氏が「お金やエネルギーで、
巨大なシステムに100％依存するのは危険ではない
か」と指摘、かつて普通に暮らしていた時の身近な
資源や価値の活用の重要性を訴えました。
「縮小時代に地方はかく生きる」のテーマのパネ

リストに人口増の千葉県浦安市が入っているのは、

「地方を大事にしないと大都市も生きていけない、
という考えで浦安市が地方との連携に力を入れてい
る」ためで、「お互いに参考にしてもらう」（廣瀬教
授）のが狙い。

シンポジウム終了後、各地からご提供いただいた
特産品について、提供者が檀上からそれぞれを紹
介。山形県からは「つや姫レディ」の黒田さやかさ
んがたすき掛けで登場、特産の米「つや姫」をたっ
ぷりPR。北海道ニセコ町や秋田県美郷町、にかほ市、
北九州市など自治体関係者が次々と特産品自慢を披
露しました。

なかでも大量の特産品を提供してくれたのが㈱は
やと取締役の藤井延郎さん。出身地の大分県佐伯市
のいりこ・ちりめんじゃこ５kgと現居住地に隣接する
市川市の梨100個を持参され、大いに歓迎されました。

午後７時からは隣のホールに移って情報交流・懇
親会。講師の井上氏のほか、松田・美郷町長、西原・
牧之原市長、廣瀬・法政大学教授も参加されて和や
かな懇親が繰り広げられました。

参加者からは「意義あるお話を聞けた」とのお声
をいただき、初めて会場に利用した今回のホテルに
ついても「ゆったりと利用できた」などと、好評を
得ました。

「ふるさと大使全国大会2016」会計報告
（金額単位：円）

収入の部 支出の部
項目 参加者 人数 金額 項目 金額

参加費 会員 54 326,000 会議・懇親会費 639,370
地方公共団体等 5 30,000 通 信 費 17,234
一般 37 222,000 資 料 費 22,000
講師・招待等 17 0 交 通・ 運 搬 費 24,778
応援・取材等 7 0 雑 費 37,950
小計 120 578,000

全国ふるさと大使連絡会議より補填 163,332    
合　　　計 741,332 合　　　計 741,332
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私はNHKで2011年から３年間、NHK広島放送局での
取材・番組をもとに「里山資本主義」「里海資本論」と
いう本を出版しました。

里山・里海と資本主義という言葉はなかなかつながり
にくいと思いますが、実はその前に東京に勤務している
時にNHKスペシャル・シリーズ番組「マネー資本主義」
を制作しました。それと対をなす言葉として作り出した
ものです。「マネー資本主義」とはマネー（金）がマネー
を生み、このマネーが豊かさの物差しになっている現在
の社会を象徴したものです。本来マネーはリアルな経済
の潤滑油なのですが、それが巨大なシステムとなり、独
り歩きをするようになってしまった。本末転倒のことが
起こっているのです。

しかも、この巨大システムは極めてもろい。2008年に
リーマンブラザーズという大手証券会社が突然倒産した
のですが、その結果、世界のマネーがの何分の１が一、
いわば瞬にして消えてしまい、世界金融危機が起こった
のです。これはリーマンショックと呼ばれていまますが、
これは一体どういうことなのか。マネーの上に築かれた
豊かさは「砂上の楼閣」だったのではないか、これに
100％依存していることの危うさを思い知らされました。

2011年には東日本大震災が起こりました。東北地方
で起きた地震・災害ですが、東京の電気が消え、電車も
止まってしまいました。私たちはお金さえ支払っていれ
ば、スイッチを押せば、電気はいつでも利用できるもの
と思っていました。これは巨大システムで突然起きた障
害であり、エネルギーの巨大システムも実にもろいもの
だと実感させられました。

マネーにしても、エネルギーにしても巨大なシステム
に100％依存するのはまずいのではないか。これに対抗
できるものはないのかと思っていました。ちょうどその
ころ、私は広島に転勤することになり、中国地方の里山
の取材を始めました。

中国地方は「過疎」という言葉が始まったところで、
究極の田舎、そこで食べていくのは大変、というところ
ですが、その奥の奥、庄原市総領町というとこで、和田
芳治さんという方を中心に開発した「エコストーブ」に
出合ったのです。これは米国のロケットストーブを改良
したものですが、要するに里山の身の周りにある雑木の
枝・葉をエネルギーとして利用しようというものです。
これでお湯を沸かしたり、ご飯を炊いたりするのです。
エネルギーの自給自足なのです。このような考え方が広
がれば、ゆくゆくは大量の石油の輸入や送電システムも
必要なくなる世の中に向かうかもしれない。今は小さな
一歩であるとしても。

最近では田舎でもエネルギーはお金で買うものだとい

うことが常識になっています。暖房のためにも1000円
を握りしめ、資源のいっぱいある山林を通ってガソリン
スタンドまで灯油を買いに行く。しかし支払ったお金は
地域には回らない。身近にあるエネルギーを使った方が
良いのではないですか、ということです。

このような「常識」はエネルギーだけでなく、至る所
にあります。例えば「きゅうり」。近くにいくらでもきゅ
うり畑があるのに、わざわざスーパーに行って買ってく
る。そうではなく、身近にある作物を食べたほうが安心
できるし、おいしいのです。最近は「地産地消」という
言葉も一般化してきたと思いますが、もっと視野を広く
もてないものか。地域には山菜や海藻など色々な資源が
あるのだから、それを掘り起こすことにより地域が元気
になる。しかし、地域の方はなかなかそのことに気がつ
かない。田舎には何もないという話もよく聞きますが、
それは都会にあるものだけを求めるからであって、田舎
には心も胃袋も、ひょっとすると財布もを豊かにする
色々なものがあるし、実際、あまりお金もかからないよ
うになっていきます。

もうひとつ、瀬戸内海で海草のアマモを復活させた話
を「里海資本論」の中で紹介しましたが、これも当たり
前にあった目の前の自然を取り戻そうという活動です。
自然はほうっておく方がいいのだという意見、あるいは思
い込みが今も根強くありますが、そうではなく、人が手を
加えたり、それを利用する方が自然もよくなるのです。

以上のように、これまで中心となってきたマネーに支配
された巨大な経済やシステムに全面依存せず、地域にある
身近な資源を活かして、新しい価値観で豊かに暮らしてい
こうということです。全てのものを昔の姿に戻そうと言っ
ているのではありません。少しずつではありますが、次の
時代に向けた「なつかしい価値」を大事にし、今の生活に
付け加えていけばよいのではないかと思っています。

このことは田舎だけでなく、都会でも実践できます。
私は今東京に戻って世田谷に住んでいますが、毎朝１時
間ぐらい、歩いて通勤をすることにし、歩きながら枝葉
を拾っています。それを使って週１回程度、マンション
のベランダで、エコストーブでご飯を炊くのです。エコ
ストーブは、しっかり設計させているので、危ないことも
なく、何の問題もありません。これが実に美味しい。最近、
本物の釜のようにご飯が炊ける炊飯器が人気だそうです
が、そんなものは昔の人にとって「普通の価値」です。

前の時代に捨てられたり忘れられたりしてしまった
が、前の前の時代に普通にしていたことの中に、次の時
代を考えるヒントがあるのではないか。強欲型のマネー
資本主義とは一線を画す里山・里海資本主義の考え方を
持つべきではないかとの提案です。

　「里山・里海から
　　　　　日本と世界の未来開拓」

記念講演

講師：井上恭介 氏　（NHKエンタープライズ　エグゼクティブ・プロデューサー）
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パネル討論  「縮小時代に地方はかく生きる」
パネリスト 　美郷町（秋田県）町長　松

まつ
田
た
知
とも
己
み
氏　　　浦安市（千葉県）市長　松

まつ
崎
ざき
秀
ひで
樹
き
氏　　

牧之原市（静岡県）市長　西
にし
原
はら
茂
しげ
樹
き
氏　　　 コーディネーター 　広

ひろ
瀬
せ
克
かつ
哉
や
　法政大学法学部教授

広瀬教授　シンポジウムの題は「縮小時代に地方はかく生き
る」となっていますが、浦安は人口が増えています。また浦
安は、首都圏で地方といえるかどうかとの話もあるかも知れ
ませんが、地方といっても多様だということです。また記念
講演では地域にある資源を見直し、それを有効に活用しよう
との話だったと思います。この観点からまず各パネリストか
ら紹介をお願いします。
松田・美郷町長　秋田県美郷町は平成の合併で２町１村が合

併してできた人口約２万人の町です。ま
ず、町の資源として誇れるものに湧水が
あります。特に、町の中心部にある六郷
湧水群は「名水百選」に選ばれています。
町には126 ヶ所の湧水があり、これが軟
水なので日本酒づくりに適しており、ま

た、米の栽培にも良いのです。
人口は減少傾向にありますが、その分、交流人口を重視して
おり、他自治体や企業・団体、大学との提携や交流を積極的
に行っています。
　地域の特産品としては、町オリジナル品種のホワイトラベ
ンダー「美郷雪華」を活用した商品の特産品化を中心に展開
しています。ラベンダーの癒し効果に着目したルームフレグ
ランスのほか、美郷雪華の芳香成分には集中力を高める効果
もあるとのことで、この特徴を生かしたアロマミストが商品
化されています。また、酵母の採取にも取り組み、平成26
年には「美郷雪華酵母」として商標登録を行いました。現在、
この酵母を使った日本酒や味噌のほか、酒粕を活用したパン
やサブレなどが次々と商品化されており、美郷雪華や美郷雪
華酵母を町の共有資源と捉え、町・事業者・関連機関が一体
となってその特産品化に取り組んでいるところです。
　また、龍角散等との連携協定によりカンゾウ、キキョウな
どの生薬の試験栽培にも取り組んでおり、町民との協働によ

る「薬樹の森づくり」を進めています。
松崎浦安市長　千葉県浦安市は東京ディズニーリゾートのあ
る市として有名ですが、他の地方都市とは違って、80％が
埋立地で、農地は全くありませんし、漁業権も放棄していま
す。市街化調整地区もありません。人口は急増しています。
単身世帯が多く集合住宅が多いのも特徴です。
　日本橋まで15分位ですから、地方都市といえるかどうか
疑問ですが、各地のふるさと大使の方が住んでおられる地域
でもあります。
　地域の歴史をみると古いようで新しい。今から800年前の
鎌倉時代から開けていたようですが、安政の大地震による大
火などもあり、古文書が全くないのです。ただ安藤広重の絵
にはここが描かれています。明治になって日本書紀から「浦
安かれ」という言葉を借りてきてつくられたものです。
　1981年に市制が施され、1983年に東京ディズニーランド
がオープンしました。年間3000万人が訪れ、ホテルは8000
室以上もある巨大なリゾート地となりました。人口も急増し、
毎年１万人、10％近くも増えるという勢いでした。
　今でも私たちのまちで、最大の問題は水害であり、最近で
は東日本大震災で発生した土地の液状化です。この時は市内
の３分の１の家屋が傾きました。市庁舎も建て替えましたし、
復旧はほとんど終わっています。
　もう１つは少子高齢化ですが、これに対しては、少子化対
策基金をつくっています。またそれとの関連で子供の教育問
題に力を入れています。特に、今、力を入れているのは発達
障害者の教育の問題です。この範囲は限られていましたが、
今では自閉症スペクトラムと呼び、範囲が広がっています。
これには対人関係がうまくいかないだけの人も含まれていま
すが、ほうっておくと不登校、さらには犯罪などにつながる
こともあるので、大学との連携によってその予防や教育を
行っています。これはまだあまり注目されていませんが、こ
れからは世界的にも大きな問題になると思っています。
西原・牧之原市長　牧之原市は、静岡県中部地区南部にある

お茶の産地です。高速道路や新幹線など
交通にも恵まれており、東京とは非常に
近い感じがします。私の家族も東京に住
んでいます。
　私どもが今力を入れているのは「市民
参加と協働のまちづくり」です。2012年

の「地区防災まちづくり計画」から始まり、「第２次総合計画」
「公共施設マネジメント」「地域の絆づくり事業」などに市民
参加の方式を取り入れています。「対話による協働のまちづく
り」を掲げ、「男女協働サロン」や「市民ファシリテーター養
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成」を行っており、マニフェスト大賞をいただきました。
　今ではどの地域でも市民参加を掲げておられるでしょう
が、どうしてもそれが形だけのものになってしまっている場
合が多いと思います。私たちも初めのうちは、その傾向があ
りました。それだとどうしても大きな力になりませんし、し
ばらく続けていくうちに縮んでしまうのです。
　それを何とかしようとして専門のファシリテーターの応援
なども得て、小グループに分かれてのワークショップにし、
参加者のすべての意見を取り入れるようにしました。もちろ
ん最終的に決めるのは議会であり、行政ですが、とにかく、
大切なのはそのプロセスであり、すべての人の声を聞くとい
う姿勢です。

■自治体の連携��������������������
広瀬氏　自治体によって条件ややり方は違いますが、皆様
色々と努力をされていることがわかりました。次に、皆様の
共通のテーマとして連携や協力、交流のやり方についてお話
を伺いたいと思います。
松田町長　私どもも様々な自治体、企業・団体、大学との連
携に取り組んでいますが、例えば民間企業である日本航空の
場合、毎年本社から十数人ご来町いただき、町の状況や資源
を見てもらったうえでワークショップを開催し、提言をいた
だいています。その中から取り入れることが可能なものはで
きるだけ採用させていただいています。
　また、県立大学との連携では、学生からレポートしてただ
だき、まちづくりの参考にさせていただいています。
　これらの試みは、全体としてはうまくいっていると思いま
すが、成功の秘訣はと問われれば、ひとつに「飲ミニケーショ
ン」があるのではないでしょうか。もちろん、学生の場合は
そうはいきませんが、担当の先生との間ではレポートの使い
方も含めて、すり合わせを丁寧にするよう心がけています。
松崎市長　私たちは10年前から全国10数カ所の自治体と防

災協定を結んでいます。市内に24時間
発着可能なヘリポートがあるというこ
とで、緊急の支援も可能です。新潟県小
千谷市の災害の時には、粉ミルクが急
遽いるということを聞いて、近くのスー
パーなどを駆け巡って翌日にはそれを

届けることができました。　
　また、浦安には農地が全くないので、農作業へのあこがれ
があるのです。そこで大潟村の干拓地で農地をお借りし、有
機ＪＡＳ米を作り「浦安こまち」として販売したりしています。
西原市長　私どもは、地域のためになるなら誰とでもどこと
でも連携するという方針を持っています。民間企業、他の地
方自治体、団体、それから県内外の大学など多様です。
　市内には、富士山静岡空港があって、ここは中国と直接に
結び、モノづくりの連携を行っています。わが地域には多く
のものづくり企業がありますが、これまでは中国に投資をし、
製造機能の一部を外国へ移すという傾向がありました。これ
からはお金持ちの中国から投資をいただき、開発と製造はこ

ちらでやらせていただくというようなことがあってもよいの
ではないかと思っています。その際、空港は非常に利用しや
すい。

■ふるさと大使への期待����������������
広瀬氏　本日は、ふるさと大使の会です。この会は首都圏な
どに住んでいるふるさと大使の人、もしくは、ふるさとに熱
い思いを持っている人の集まりです。ふるさとには住んでい
ないのですが、それゆえに広い視野からふるさとを見られる
し、ネットワークもあると思います。そこで最後に、皆様か
ら見て、ふるさと大使にこのようなことを期待したいという
お話をお願いします。
西原市長　私どもも地元出身企業との連携に積極的に取り組
んでいますが、そのきっかけを作ってくれたのはふるさと大
使の方です。
　また、私たちの特産品であるお茶を宣伝するのにも、ふる
さと大使の方が大きな役割を果たしてくれています。最近歌
手の橋幸夫さんに静岡牧之原茶親善大使になっていただきま
した。実は、「ちゃっきり茶太郎」という歌を作られ、その
裏面には「2020年音頭」が入ったCDを制作されたのです。
それにお墨付きがほしいとのことで、私どもにとっては願っ
てもないことなので早速お願いしました。
松崎市長　ハワイのホノルルでは毎年フェスティバルが行わ
れていましたが、数年前に青年会議所を通してこれを浦安で
行えないかという話がありました。そこでメンバーは東北の
ねぶたまつりを浦安に持ってこようということで、青森、弘
前、五所川原のねぶたを呼ぶ計画を立てました。最初は予算
の関係で、青森のねぶたは呼べなかったのですが、これが好
評だったので、それからは全国の踊りや祭りを呼ぶことにし
ました。その後、液状化の災害があったので細々続けていた
のですが、これからは本格的に取り組もうとしています。ね
ぶたや全国三大祭の山車を呼んでパレードをするのです。ホ
テルもたくさんありますので、飲食の屋台も準備しています。
これが大変盛り上がりまして、毎年恒例となりました。各地
の飲食店なども出店するのですが、そのうちに各地のお国自
慢が始まりました。浦安には各地の出身者がおり、３つの県
人会もあります、皆様が大いに盛り上がってくれるのです。
松田町長　私どもも様々な団体との連携に取り組んでいるわ
けですが、そのきっかけとなったのはふるさと大使の熱心な
活動でした。大使の方には、広いネットワークを利用して、
つなぎの役割を果たしていただきたいと思います。また地域
連携に関して言えば、似たような地域との連携も良いですが、
むしろ違ったタイプの連携の方が面白いと思います。
広瀬氏　皆様どうもありがとうございました。ふるさと大使の

方々は、地域から離れて生活している人
が多いと思いますが、だからこそ広い視
野とネットワークをお持ちだと思います。
ふるさとを想う強い熱情をもって、色々
なつなぎ役を果たしていただきたいと思
います。
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情報交流・懇親会は三谷啓子理事の司会の元、午後７
時から丹頂の間で開始。秋田県にかほ市の佐藤克之商工
観光部長が来賓挨拶され、山口義夫当会顧問が乾杯の音
頭をとって歓談がスタートしました。会場には後援団体
や参加者から寄せられた各地の特産品がズラリと並び、
魅入っていました。寄せられた地酒やワインは飲み物コー
ナーで試飲に供され、皆さんが「この酒はスッキリして
いい」「これは芳醇」などと、楽しんでいました。

宴が盛り上がるなか、津軽三味線奏者・渡部禎郎さん

の演奏が始まると、会場が一瞬沈黙。力強い音とリズム
にしばし酔いしれて、演奏が終わると大きな拍手が沸き
起こりました。

続いて、華やかな衣装で着飾った藤井延郎さんらによ
る「福踊り」が披露され、会場はやんやの喝采に包まれ
ました。

さらに、歌手の池田さなえさん、千波裕美さんの持ち
歌の熱唱などが続き、最後は「ふるさと音頭」を全員で歌っ
て閉会となりました。

今回はご提供いただいた特産品がタップリとあったた
め、お帰りの際に数品ずつお持ち帰りいただきましたが、
それでも余るほどで、最後まで残られた方々には「残り福」
のおまけがつくほどでした。ご提供いただいた関係者の
方々には感謝申し上げます。

華やかに交流・懇親
� 津軽三味線、福踊りも披露

� 親善大使、町長と新春対談　
猪名川町親善大使　犬丸　絹子

兵庫県猪名川町の広報誌『いながわ』の１月新春号で『新
春対談　親善大使　猪名川町を語る』と題する特集が巻頭を
飾りました。福田長治町長と親善大使９名、町のゆるキャラ
君「いなぼう」による対談です。

これからの猪名川町の発展を願っての大使の熱い思い、前
向きな意見・案の提示で充実した「会議」の模様が６ページに
わたって掲載されました。白熱の意見交換！いなぼうもビック
リでした。（写真は対談風景）
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ご提供いただいた各地の特産品・地酒等の目録


提供者（大使制度名称） 特産品名称・数量
北海道　ニセコ町

（ニセコ町観光大使）
地酒「蔵人衆」」（くらびとしゅう）

（720ml×３本）
北海道　函館市

（はこだて観光大使）
はこだてわいん　６本

青森県弘前市
岩木山観光協会
 （岩木山ふるさと大使）

タムラシードル（500ml）　14本、
特別純米酒「華一風」６本、ア
オレン黄色い林檎12個、りんご
酒20本、純米酒「弘前城」（720ml）
３本

秋田県 美郷町
（美郷町ふるさと観光大使）

奥清水　「美郷雪華」純米原酒ひ
やおろし　（720ml）10本、奥清水
美郷の梅酒（500ml）３本、仁手
古サイダー 24本

秋田県 にかほ市（にかほ
市ふるさと宣伝大使）

日本酒（300ml）：潟の松風山廃
本醸造、飛良泉山廃純米酒、飛
良泉冷酒　各５本（計15本）

山形県
（つや姫大使）

米「つや姫」（２合）30袋

山形県　酒田市
（酒田ふるさと観光大使）

地酒「初孫」「菊勇」「清泉川」「上
喜元」「麗井」「松嶺の富士」12本、
リキュール２本、オランダせん
べい・酒田せんべい・「ふうふる」

（パイ風菓子）など菓子９個
山形県　庄内みどり農協

（鴨川氏紹介）
米（300ｇ）150袋

長野県　箕輪町
（箕輪町ふるさと大使）

りんごジュース（１ℓ）　３本／１
セット、りんごジュース（250ml）
４本とリンゴジャム２本・１セッ
ト、シナノスイート（りんご）３㎏、
農産加工品３セット、そば焼酎３
本

ふるさと大使と委嘱団体の方々からふるさとの特産品・地酒・焼酎・ワイン等をご提供いただき、ふるさとと特産品
のPRをしていただきました。特産品は展示後、懇親会で試飲・試食とふるさと自慢に供し、残りをお土産としてお持
ち帰りいただきました。ご協力に感謝申し上げます。下表はその目録です。ご当地を訪れた際や百貨店などで見かけ
られました場合は、ぜひご賞味下さい。

提供者（大使制度名称） 特産品名称・数量
静岡県　牧之原市

（静岡まきのはら大使）
静岡牧之原茶　ティーバッグ（2.5
グラム）×50袋､ 静岡牧之原茶　
リーフ茶（10グラム）×30袋

高知県
（高知県観光特使）

防災備蓄製品
（備蓄用不織布毛布など）

北九州市
（北九州市ひまわり大使）

くろがね羊羹・堅パン詰め合わ
せ１、くろがね羊羹５個入り１、
地酒「天心生熟成」（720ml）１
本

鹿児島県　与論町
（与論パナウル観光大使）

モリンガ麺（３束）20袋

三浦貴和氏
（秋田県人会副会長）
―秋田県

みそ漬雅香20袋

伊藤彰氏
（八幡平市ふるさと大使）
―岩手県八幡平市

地酒　鷲の尾「秋あがり」1.8ℓ
ｌ本

伊藤美智子氏
（ムゲンシステム㈱）
―栃木県小山市

おやま和牛入りかんぴょうカレー
パン　20個　

藤井延郎氏
（株）はやと取締役）
―千葉市

佐伯市　海産物　いりこ５kg・ち
りめん５kg
市川市の梨　100個
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足立美術館は既に人口に膾
かいしゃ

炙しているので、多くの方
が既に訪問されていることと思いますが、小生が務める
松江観光大使として松江の魅力を話すと、どうしても隣
接市である安来市の足立美術館を外すわけにいきませ
ん。今回は各人がそれぞれ感動と記憶を持っていらっ
しゃるなかで、あえて小生のなかの足立美術館を紹介し
たいと思います。

所在地は安来市古川町。庭園・５万坪、美術館・延べ
2660坪、７室の展示室を持つ。これだけ広大な美術館
を足立全康氏一人で作り上げられました。全康氏の生地
である古川町に1970年建立し、1990年に91歳で逝去さ
れるまで朝から日暮れまで庭を駆け巡って少しずつ手直
しをされていたとのことですので、全康氏の持論である

“中途半端でなく徹底的に”、美に取り組まれたのです。
広大な庭は枯山水、苔庭、白砂青松庭、池庭などが各

所に配置されて、それぞれに刈り込まれた木々、見事な岩、
豊かな芝が見る者を気宇壮大な気持ちにしてくれます。

ただ、回遊式庭園ではないので庭園内を巡ることはで
きず、美術館から眺めるようになっています。

面白いのは壁の一部をくりぬいて絵画のように庭を見
せるところもありました。

全康氏が自讃するように、白砂青松庭はこの庭園の白
眉ともいうべきもので、手前には巨岩を配し、白砂の先
にはきれいに手を入れた松の木が植わっていて、その先
には岩と木々が混在し、さらに遠くの山が見事な借景と
なり、浩然たる気分にしてくれます。そして全康氏が逝
去されて四半世紀経ちますが、まるで生きておられるか
のようにきれいに手入れが行き届いていて、庭師の方々
の心を込めた作業がしのばれます。

小生はそれぞれに特徴を持った庭を眺めているとき、
なぜかベートーベンの「田園」が耳の中で鳴り響いてい
ました。美術館も見終わった後、喫茶室でコーヒーをい

ただきましたが、スプーンでなく竹炭のマドラーがつい
ていて、これは庭師さんが作った竹炭でコーヒーをマイ
ルドにしますと説明がありました。

庭を愛でることに夢中になるのですが、おかげで日々
この広大な庭を手入れする庭師さんを思い浮かべ、その
面影を見ることができました。お世話いただいたメイド
さんに何処で作るのか尋ねると、喫茶室から庭の一番右
奥に見える瓦屋根の小屋で作っているとのこと。その小
屋は庭に見事に調和していました。庭の手入れをしてい
ただいている感謝の気持ちから、レジで売られているマ
ドラーセットを早速買い求めました。

絵画は近代日本画のコレクションで、特に横山大観の
絵が圧巻です。富士山の絵は「乾坤輝く」という同じ題
で昭和15年、昭和28年に書かれたものが大観の剛毅さ、
気宇壮大さに惹かれました。また、有名な中国の童子を
描いた「無我」も深い洞察力を感じました。

しかし、小生が会いたかった絵は安田靫彦の「王昭君」
です。二十年も前に高島屋の展覧会でこの絵を見て、な
んと気品があり、且つ、きりっとした意思の強さを持っ
ている人かと心を動かされた作品です。

調べると安田靫彦はこの作品を昭和22年に描いていま
す。その前年には帝展に出展せず、戦後日本画が衰退す
るのではないかと悩んでいたのではないかと思います。
そしてその答えとしてこの「王昭君」を描いたのではな
いかと思います。匈奴の妃に迎えられるため旅たつとき
の不安よりも、新天地で自分を貫いて見せるという意志
の力を感じます。人間の心を表現した作品と見ました。

皆様一人一人が足立美術館でそれぞれ感銘を受けられ
たと思いますが、小人の思いとしてお読みいただければ
ありがたいです。また、まだ訪問されていない方はぜひ
訪れてください。何しろアメリカのランクでは桂離宮を
抜いて第１位の日本庭園ですから。　

松江観光大使　　島村　治雄

私見：世界一の日本庭園をもつ足立美術館

昨年11月30日、たまたま日本橋界隈を歩いていたら、「あっ
たかふくしま観光交流大使」が一日館長のたすきをかけて、
日本橋ふくしま館（東京都中央区日本橋室町４-３-16　柳屋
太洋ビル１階）の前で、街ゆく人に声をかけていました。そ
の人はお笑いタレントの「なすび」さんです。声をかけられ
たら、入るしかない。

オススメだという商品を買うとお土産をプレゼントという
ので、早速購入。レジでは福引券を１枚いただき、早速福引
にチャレンジしたら、何と２等賞で「天のつぶ」新米２kgが

当たりました！（「天のつぶ」は
福島県が15年の歳月をかけて開
発した、粒ぞろい良く光沢があり
しっかりした食感の美味しいお米
です）

なすびさんと名刺交換をし、
ツーショット写真もとらせていた
だきました。おかげさまで寒い一
日が、とても心温まる一日になっ
たことは言うまでもありません。
「 ふ る さ と 大 使 ＋ ア ン テ ナ

ショップ」は最強の組み合わせだ
と実感しました。

ふるさと大使＋アンテナショップ
　ムゲンシステム株式会社専務　伊藤　美智子
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2014年９月、鳥取県と岡山県が手を組んでアンテナショッ
プ「とっとり・おかやま新橋館」がオープンした。両県の知
事が親しかったからということであるが違った件で連携して
アンテナショップをオープンさせたのは全国で初めてである。

施設のコンセプトも、岡山県名産の「もも」と鳥取県名産
の「なし」をひっかけて、「おもてなし」ならぬ「ももてなし」
でこれもユニークである。

施設は両県が協議会をつくり、４人の事務局員を送り込ん
でいる。ショップとレストランは地元の居酒屋グループの稲
田屋が運営し、イベント、観光・移住・ビジネス支援は協議

会が運営している。
施設は２階建て大き

く、 明 る い し、JR新 橋
駅銀座口のすぐそばにあ
る。地域の食や文化に関
連するイベントを積極的
に展開していることもあ
り、集客力は大きい。入
込客数は平日で1300人
から1400人、休日は2000

　「げんきかい」。私は、そう声をかける。
　あなたは、笑顔で「げんきだよ」と答える。
　 私とあなたは、同じふるさとを持ち、同じようにふるさ

とを離れた。
　ふるさとでは、私たちはなに者でもなかった。
　そして、なにかになろうとそこを発った。
引用したのは、2008年（平成20年）に発行した「東京登

別げんきかい20周年記念」誌の書き出しの一節です。そん
な想いから生まれた東京登別げんきかいもまもなく30周年
を迎えようとしています。

わたしたちのふるさと登別市は、北海道の空の玄関・新千
歳空港からＪＲ特急で約50分、９種類の温泉が毎日１万㌧
も湧き出している湯の里です。地獄谷、熊牧場だけでなく、
スキー場やゴルフ場もありますし、登別漁港で水揚げされる
海産物、のぼりべつ牛乳をたっぷり使ったスィーツなどおい
しいものもたくさんあります。心も体も温まる、ほっこりの
ぼりべつへ、ぜひどうぞ。

さて、げんきかいは東京の数あるふるさと会の中では、新
しい方だと思いますし、400名余りの会員数も、登別市人口
の１％に相当する数とは言っても、特に多いわけではありま
せん。ただ、いくつかの特色を持っています。

１つは、毎年11月の総会・懇親会のほかに、夏に東京散
策イベントを実施していることです。東京に長いこと住んで

人ぐらいである。このうち
両県にゆかりのある人は
30％ぐらいで一般のシニ
ア女性客やサラリーマンの
利用が多い。

ショップでの売れ筋商
品をみると、鳥取では①
ほたるいか干し②豆腐ち
くわ③ソフトクリーム、
岡山では①畳へり（手芸用品）②大手まんじゅう③きびだん
ごとなっている。

地域で特徴のある商品としては、鳥取では、らっきょう、
ねばりんこ（長いも）、きのこ、ブロッコリー、岡山ではジャ
ンボマッシュルーム、モモ、ブドウ、トマトなどの野菜や果
物がたくさんある。

最近の傾向として、都会の若者たちが野菜や果物を求め
るということがあり、野菜ソムリエを招いたイベントや野菜
をたっぷり含んだランチなどが人気になっているという話も
伺った。

 はこだて観光大使　鈴木克也

いるけど、意外と東京を知らないね、ということで、2002
年の葛飾柴又・江戸東京博物館から始めて、浅草・上野・谷
中、横浜、川越、東京タワーなどを巡っています。昨年は四
ツ谷・赤坂でした。参加者は50 ～ 70人。このイベントをきっ
かけに会に本格参加した人は私を含め結構多いです。

２つ目は、総会・懇親会の締めくくりにみんなで踊る「鬼
おどり」。80人以上が輪になって踊ると、会場は熱気と一体
感に包まれます。登別と言えば地獄谷、地獄谷と言えば鬼と
いうことで、「鬼」がまちのシンボルです。だから、登別の
ふるさと大使は「登別鬼大使」なのです。

そして３つ目は、ふるさとが隣接する東京室蘭会、東京伊
達会、関東そうべつ会、東京豊浦会、東京白老会、東京あぶ
た・とうや湖会との盛んな交流です。

ふるさとに向かっても「げんきかい」と声をかける。ふる
さとからも「げんきだよ」という声が返って来る。そんな会
であり続けたいものです。

（とっとり・おかやま新橋館の外観）

アンテナショップを訪ねて 「とっとり・おかやま新橋館」





東京登別げんきかいのご紹介
　　登別鬼大使　門山　泰明
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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）

＜雪をかぶる富士山
（東京都八王子市・陣場山付近より）＞

東京からもこれだけ美しく見える所です

１）地方創生
東京への一極集中、人口の集中や企業・税収の偏重

が極端となり、少子高齢化、特に人口減による地方都
市消滅対策として、政府は地方・ふるさと創生を推進
している。

まち・ひと・しごと創生の戦略としては「情報」「人材」
「財政」の支援が柱となる。

手を挙げる自治体が少ないのも気になるが、「肝」と
なるのは人材育成だろう。単なる人口の奪い合いでなく、
自前の知恵と工夫、努力により魅力のあるまちづくりが
必要となる。

大事なことは住民との対話を重ね、どういうまちを
つくるかだろう。周辺の自治体と連携し、施設の共用、
多機能化、民間活用などの工夫をする。自治体は旧来
の手法にこだわらず、地元の人材発掘と外部からの視
点を織り込んだ未来像をつくり上げる必要がある。ふ
るさと大使の活用強化もその一環であると思う。

２）ふるさと納税
ふるさと納税戦国時代の到来と言われる。総務省の

公表によると、2015年実績は件数で約726万件、金額
で約1653億円で、それぞれ前年比3.8倍、4.3倍となっ
ている。

市町村別の上位は①都城市（宮崎県）約42億円②焼
津市（静岡県）約38億円③天童市（山形県）約32億円。
都道府県別では①北海道約150億円②山形県約130億円
③長野県約104億円。

急増した理由は①返礼品の充実②特別控除額の上限
引き上げ③ふるさと納税ワンストップ特例制度開始―

―によるとのこと。返礼品や事務経
費等で48％が経費に消えるというこ
とで、ここでも自治体同士の競合が
見える。

埼玉県の例では、寄付額伸び悩みの近隣自治体が手
を組んで返礼品の幅を広げる等の工夫がなされている。
競争と共生が肝要だろう。

納税者として関心が高いのは、納められた税金の使
い道を明確にし、公表することだ。例えば、子育て支
援や教育の充実、新住民や高齢者の住宅対策等、目に
見えるもので納税者や住民に魅力のある行政をアピー
ルすると良いのではと思う。

　
３）我がふるさとは

わたしのふるさと下関市からは近年、目新しいニュー
スが伝わってこない。従来の役所仕事の踏襲でなく、
常に情報発信する意欲と知恵がほしい。

また第２のふるさと埼玉県上尾市では図書館本館を
ＪＲ上尾駅前から現市長の地元の郊外へ移す計画に対
し、市民が住民投票で決めようと署名運動を行ったが、
市長につながる市議会多数派に否決され、市民軽視の
事業が進んでいる。さらなる監視が必要だと思う。

新年早々めでたい話ではないが、「全国ふるさと大使
連絡会議」もお国自慢ばかりでなく、各地の実情、問
題点をぶつけ合い、より良いまちづくり、国づくりが
できるようにしたいというのが私の今年の願いです。
また、かわら版のアンケートでの結果を踏まえ、「ふ
るさと大使」の知名度アップ、位置づけ、行政との連
携を論議することも大切と思います。

「ふるさと」３題 しものせき海響大使　江島　道浩
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私を育んだ「秋田」
 秋田市観光クチコミ大使・

藤里町白神観光大使
　浅利　香津代

秋田県秋田市の駅前で昭和19年
に生まれました。物心がついた頃、
家は「バナナ色付け師」の看板をか
けた果物屋でした。緑色のバナナが台湾から入って来、
爺（祖父）が室（ムロ）で色と甘みがついた熟成したバ
ナナを駅前の市場で競りにかける仕事を続けながら果物
屋から食堂、そして旅館を営んでいく中で私は育てられ
ました。

４歳の頃、浅利の長女・母栄子が病死、終戦で戦場の
中国から帰国した婿の父は戦争体験と妻の死に心痛め岩
手県の実家に帰り、私を明治生まれの爺と婆があづかり、
戦争という時の流れで私の命の出発が決まりました。

市会議員も務めた爺のもとに若い方々が集まり、家は
「秋田は～」「秋田が～」「秋田を～」といった言葉がい
つも飛び交っていて、私の心身に刷り込まれていったの
です。

６歳より、婆も母も習っていた日本舞踊と三味線を稽
古。幼稚園と小学校の学芸会で役を貰うことで自分の居
場所ができ、一人っ子の自分に友達ができる楽しさを体

験し、中学高校と演劇部に入部。ついには18歳の春、“感
動”を探しに日本大学芸術学部演劇学科に入学しました。

そして今年、女優生活51年目！　舞台を中心に映画、
テレビ、朗読、講演、ナレーションという仕事の中で“感
動”を体感、失望・落胆もしての繰り返しの日々。その
生業を支えたのは私の奥底に潜む「秋田」でした。何百
年も使われてきた秋田の言葉で風土・風俗・歳時の文化
が暮らしの中で豊かに在り、家族・親戚を、秋田の土地
を、日本のお国を信じ、暮らしを助けてくれる自然の恵
みと人との絆に感謝し、“お上の為さる事に間違いはね
え!”と従い、智恵と工夫で衣食住を辛抱し、芸能を僅
かな楽しみとし、笑いを忘れず生き続けたその強さ、気
高さ、清さを想うと、心の底から「秋田」が私を生かし
てくれているのがわかるのです！

この度、全国ふるさと大使連絡会議へのお誘いを受け、
大切な故郷をお持ちの全国の方々と出逢える機会をいた
だいたことは大変有りがたいです！　今日まで「秋田！
秋田！」を連呼し、秋田の先人を掘り起こし顕彰しなが
らの朗読や、実話を舞台化した全国巡演をしてきました。
この会へのお誘いは、その秋田弁での表現に感動して下
さった大勢のお客様からの贈り物と思います。

今日の日本を築いてきた先人をそれぞれお持ちの皆様
と命のバトン渡しを中継ランナーとして、ご一緒に果た
していければ嬉しい限りです。皆様のお力を学ばせて頂
けますよう、よろしくお願い致します！

◆新会員のひと言◆

 山梨県観光大使　まほろば薫

ひとひらの 花の想ひを いだきつつ
春爛漫の 夢をかなでむ 
 まほろば薫

素晴らしい山口義夫ご夫妻に出逢
い、かくも素敵な『ふるさと大使の会』のお仲間に入れ
ていただきましたことを大変光栄に想っています。

輪島塗りを『和歌蒔絵』としてデザインしたり、山梨
の葡萄を使って『櫻ワイン』として和歌のラベルをつけ
て櫻の花びらの舞う浪漫あふれるワインをデザインした
り、ふるさとのものをコラボしてデザインして海外に出
そうと今活動しています。また大和の国の櫻を世界中に
植える計画を実行中です。

春夏秋冬、和歌をイメージした創作フランス料理と和
歌の創作朗詠と即興音楽のコラボレーションの宴を「キ
ハチ青山本店」で開いています。どうぞよろしくお願い
します。

今年も４月１日、東京・神田明神で恒例のお花見
を催します。「神田明神さくらまつり」に合わせ、
同神社の氏子で、小城市観光協会大使の江頭清昌さ
んが主催している恒例行事で、全国ふるさと大使連
絡会議のための席も用意されています。助六太鼓の
演奏やモンゴルの伝統舞踊なども披露されます。是
非お気軽にご参加ください。

＝第24回神田明神　観桜会＝
日時：４月１日（土）午後５時～８時（小雨決行）
場所：神田明神　境内広場
　　　（JR・地下鉄「御茶ノ水」駅（聖橋口）徒歩５分
会費：�1000円（ビールとお酒付き＝当日払い）飲食の

持ち込みは大歓迎。
（北九州市ひまわり大使・しものせき海響大使　利重　盛久）

お花見のご案内
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歓迎！新しい会員のご紹介
2016年10月～ 17年１月入会（敬称略）

＜個人会員＞
浅利香津代（秋田市観光クチコミ大使、藤里町白神観光大使） 【三浦貴和氏・竹内勝次郎氏紹介】
まほろば薫（山梨県観光大使） 【山口義夫氏紹介】
鳥海俊材（ゆざ親善大使） 　【鴨川キヨ氏紹介】
※2016年８月のご入会ですが、未掲載でした。失礼しました。

編集後記
　今回は「ふるさと大使全国大会」の特集を中心に制作しました。プロの写真家である会
員（福井一男氏）の大活躍で講師の方々も鮮やかに撮れ、各特産品の写真も久方ぶりにき
れいに勢揃いできました。
　大会会場は前年の大学からホテルに変えたことで懇親会もゆったり利用できたようです。
　当会の活動も本年は22年目に入ります。事務局体制の充実や会員の若返りなど、課題は
山積していますが、皆様のお力をお借りして、楽しく意義のある活動を模索していくつも
りです。小グループによる各種行事や勉強会なども気軽に呼びかけていただければ交流の
場も広がるでしょう。皆様のご提案、ご意見をお気軽にお寄せいただければ幸いです。ぜ
ひ皆様のご協力をお願いいたします。

（2016年12月末現在）
●設立年月　1996年8月8日
●�目　　的　各地において制度化され、委
嘱されている「ふるさと大使」および「委
嘱者」相互の情報交換・交流・連携を図り、
全国のふるさと・地域の活性化に貢献す
ることを目的とし、その達成のために各
種の事業を行うものとする
●会員の資格
　①ふるさと大使
　②ふるさと大使委嘱団体関係者
　③ふるさとを愛する人々等
●��会　　費　所定の会費（3,000円以上、
団体会員は10,000円）もしくは相応の貢
献寄与をしなければならない

2016年12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

ふるさと大使かわら版　2017年１月23日－平成29年新春号――（通巻82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
◇事務局：〒167-0032　杉並区天沼3-7-3　荻窪法人会館3階　
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歌謡フェスティバル2016に行ってきました 北九州市ひまわり大使・しものせき海響大使
利重　盛久

昨年11月16日、中野サンプラザホールで日本歌手協会主催、熊本・大分地震
被災地支援チャリティーショーの夜の部（午後３時半～７時半）で、歌手45人
が３時間半にわたって、主に昭和時代の歌謡曲を熱唱し、満席の来場者に活力
を与えてくれました。

このフェスティバルに我が全国ふるさと大使連絡会議の理事で歌手の千波裕
美さんが出演しました。彼女はこのフェスティバルに春秋20回出場しています
が、今回は朱色の舞台衣裳で仲間たち（沖縄舞踊の先生）を伴って「母守唄～
ヨロン恋しや」を披露、「ヨロンパナウル観光大使」として鹿児島県与論島を歌
でＰＲされました。

この日は当会から本多忠夫さん、池田さなえさん、そして私を含め130名を超す千波ファンが来場しました。
この模様のダイジェスト版が衛星放送（BSジャパン）で数回放送され、　特にこの１月１日に千波さんも大きく放映され、

良い年明けとなりました。今年もご活躍を願っております。
（肝心の出演場面の写真を取り損ねたので、千波さんに贈られたお祝いの花をバックに撮影。本多さん＝右端＝と私）

2017年度年会費納入のお願い

　年会費は個人会員3000円以上（3000円以上大歓迎）、参与会員5000円、団体会員は
10000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
＊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


