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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】  ふるさと大使制度

　　―全国にアンケート調査 ――鈴木克也

・20周年記念大会の案内 ――西村一孝

【２面】 大会の概要

・ふるさと大使制度アンケート結果報告

【３面】  ふるさと大使制度アンケート結果報告

（続き）

【４面】 理事就任のご挨拶

・もっと大きな役割を ――竹内勝次郎

・世界的視野から ――小山　勝

・新生美郷町の応援とともに ――三浦喜代治

・かわら版投稿のお願い

【５面】なみへい通信 ――川野真理子

・ふるさと大使のお薦め店

　　　　炭火焼肉「山星」 ――千波裕美

【６面】 アンテナショップを訪ねて 

 「おいしい山形プラザ」

  ――鈴木克也、鴨川キヨ

・アンテナショップ新規オープン

【７面】 地域づくり徒然「一本締めと一発締め」

 ――平谷英明

・ふるさと資源研究会

　「物販部会」と「交流・観光部会」

【８面】 函館アリーナ８月オープン

 ――浅田和幸

・お知らせ

・概要・編集後記他

全国ふるさと大使連絡会議発行

2015年夏季号（通巻76号）

～ふるさと大使制度のこれからを考えるために～
全国ふるさと大使連絡会議は今秋、20周年記念大会を開催しますが、その
議論の基礎資料として、この度、全国のふるさと大使制度についてその実態
をつかむためのアンケート調査を実施しました。詳細については2面、3面に
記しますが、ここでは全体的な印象をいくつか指摘します。
まず、ふるさと大使制度が確認されている全国760余の自治体や団体にア
ンケート票を郵送したところ、206団体（約27％）から回答を得ました。
集計結果からは、ふるさと大使制度設立の目的として「観光客への案内」
と「特産品の紹介」」の二つに対する期待が大きいことが分かりました。
しかし、それが現実にどの程度の効果を上げているか、また今後それを戦
略的に拡充しようとしているかについては不明確でした。ちなみに今後ふる
さと大使制度を拡大したいかとの質問に対して「拡大したい」は約18％で、「現
状維持」が78％でした。
また、全国ふるさと大使連絡会議のことを知っているかという質問に対し
て「よく知っている」と回答したのは17％しかありませんでした。これに対
しては私たちの情報発信のあり方を考え直さねばならないことを実感させら
れるものでした。
「地方創生」が現実的な課題だと認識されるようになれば、この大使制度を
有効に活用し、都市と地方の交流や地方都市同士の交流がもっと重要だと認
識されることになるのではないでしょうか。
今後、これらの実態を踏まえて、ふるさと大使制度の原点を見直し、当会
の果たすべき役割を明確にしたいと考えています。ぜひ皆様の積極的なご参
加をお願いします。� かわら版担当　鈴木　克也

ふるさと大使制度
「拡大したい」は18％、「現状維持」78％

――全国にアンケート調査、206団体が回答

20周年記念 
「ふるさと大使全国大会2015」 

10月24日（土）、法政大学で開催

　前号でご紹介した「ふるさと大使全国大会2015」の詳細が決まりましたので、
ご案内します。20周年記念の今回は10月2４日（土）、初めて土曜日の昼間、法
政大学で開催します。プログラムも充実し、記念講演では神野直彦・東大教授に
効率一辺倒で進んできた地域のあり方を見直すお話をしていただくほか、現場か
らの報告やリレートークで地域の現場で活躍する若手らの実践例紹介や、これま
での全国大会で講演いただいた講師の方々による地域活性化への提言・ヒントな
ど多彩な内容を盛り込んでいます。
　「地方創生」の掛け声とは裏腹に学校の統廃合や福祉サービスの低下など、地域
の苦悩が増すばかりですが、足元をしっかりと見据えた取り組みも着実に進んで
います。この大会をぜひ皆様のご参考にしていただけるよう、多くの方々のご参
加をお願い致します。
　今回の開催にあたっては、法政大学出身の首長でつくる「全国法政大学卒業
生等市長会」の協力もいただきました。また同大学大学院で毎年開催している

「まちづくり都市政策セミナー」の第40回開催日が当会の大会と重なることか
ら、同大学と連携・協力し、相互のプログラムへの参加もできるようにしました。 
ぜひ、ご活用ください。
　　　全国ふるさと大使連絡会議 20周年記念大会　実行委員長 　西村　一孝
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新会則で総会や参与会員を規定

＜大使制度開始時期＞
日本でふるさと大使制度が始まったのは1984年の鹿
児島県だといわれているが、2000年まではそれほど、
多くはなかった。本アンケートでも16.0％に過ぎなかっ
た。多くなるのは2000年以降である。本調査でも2000
年から2009年に設立されたものが51.8％を占めている。
2010年以降に設立されたものは31.8％である。

＜ふるさと大使制度の規模＞
自治体等の団体が
つくるふるさと大使
制度の大使登録数は
10人以下の規模が半
分近くを占めている。
11人から19人の規模
が10.2 ％、20人 か ら
50人が12％、50人以
上は17％である。そ
のうち東京在住とな
ると10人未満が70％
にもなる。

ふるさと大使制度アンケート結果報告
実施状況　・発送2015年5月1日　発送数762通（うち未着6通）有効発送756通

　　　　　　・回収締切2015年5月25日　回収数206通（回収率27.2％）

ふるさと大使全国大会の概要
日　時　２０１５年１０月２４日（土） １２時４０分開会（１２時００分開場）
会　場　法政大学 市ヶ谷キャンパス（外濠校舎）　東京都千代田区富士見2-17-1　☎０３（３２６４）-９２４０
�����������【ＪＲ総武線・地下鉄各線の市ヶ谷駅または飯田橋駅から徒歩１０分】
　　　　次第　１部　20周年記念式典　　　　　　　　　　　　　　　　　１２：４０～１３：００
　　　　　　　２部　シンポジウム「新たな価値を求めて」　　　　　　　　１３：００～１６：１０
　　　　　　　　　◆記念講演　「幸せの経済学で地域を考える」　
　　　　　　　　　　　　　　　講師：東京大学名誉教授　神野�直彦（地方財政審議会会長）
　　　　　　　　　◆現場からの報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　スピーカー：小保方　努　氏（「南牧村に学ぶ会」事務局長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　草地　博昭　氏（若者いわたネットワーク顧問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳　一成　氏（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
　　　　　　　　　　　　コメンテーター：岡崎　昌之　氏（法政大学名誉教授）
　　　　　　　　　　　　コーディネーター：宮田　安彦　氏（大妻女子大学教授）
　　　　　　　　　◆リレートーク：　「新たな価値を求めて」
　　　　　　　　　　　　スピーカー：石原　条　氏（群馬県みどり市長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　豊彦　氏（新潟県弥彦村長）� 他調整中　
　　　　　　　　　　　　コメンテーター：福嶋　浩彦　氏（元消費者庁長官、中央学院大学教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穂坂　邦夫　氏（地方自立政策研究所理事長）
　　　　　　　　　　　　コーディネーター：広瀬　克哉　氏（法政大学教授）
　　　　　　　３部　　情報交流・懇親会　ふるさと自慢の１品（逸品）紹介�　　１６：３０～１８：００
会　費　５０００円（ 前売りチケット ）・当日６０００円
■主催：全国ふるさと大使連絡会議
■後援：総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、（一財）都市農山漁村交流活性化機構、
　　　　（一財）日本地域開発センター、（一財）地域活性化センター（いずれも申請手続き中）

第４０回　法政大学大学院まちづくり都市政策セミナー　（外濠校舎Ｓ405教室）
　　　　　１０：３０～１１：３０　基調講演　「“地方創生”への新たなるチャレンジ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎　昌之　法政大学名誉教授
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＜ふるさと大使制度の設立目的＞
ふるさと大使制度の設立目的としては、観光案内、特
産品紹介のウエイトが高く、続いてイベント参加、他地
域との交流となっている。当初の設立目的が曖昧なもの
が多く、戦略的な位置づけや予算配分が不十分になる原
因となっていると思われる。

＜ふるさと大使制度の活用＞
実際にふるさと大使制度をどのように活用しているか
を尋ねると「地域情報の発信の手段」として利用されて
いるものが多かった。それではそのための情報提供が十
分行われているかとなると疑問である。今後この制度を
戦略的に活用しようという事になると、このあたりから
改善していくことが必要となる。

＜「全国ふるさと大使連絡会議」の認知度＞
「全国ふるさと大使
連絡会議」について
知っているかどうか
を尋ねたところ、約
16％は「知っている」
と答えたが、残りは「あ
まり知らない」と答え
た。これは当会の情報
発信が弱いことを示し
ており、今後の課題で
あるといえよう。
さらに今後当会に参
加の可能性があるかと
聞いたところ、「よく

知っているが参加できない」が80件もあり、「あまり知
らないが参加できない」が131件もある。これは自治体
等に予算の裏付けがないためというのが大きな理由だと
思われるが、当会に対する期待が大きくないことも原因
となっていると思われる。これをどのようにすべきかに
ついては今後真剣に考えるべき問題だと思われる。逆に
「あまり知らないが参加を検討したい」と回答したとこ
ろは35件あり、これらの先には今後情報の提供を十分に
するという対応をとる必要がある。

＜ふるさと大使制度拡大の意向＞
「今後、ふるさと大使制度を拡大する意向があるか」を
聞くと、約18％が拡大意向、78％が現状維持であった。「縮
小、廃止」は合わせて4％に過ぎなかった。全体としてみ
ると、この制度は既に定着しており継続するが、これを戦
略的に活用しようとの覇気はあまり感じられなかった。

＜「地方創生」の中での位置づけ＞
最近「地方創生」という言葉が盛んに使われるように
なっているが、その具体的な内容がどのようなものであ
るのかハッキリしていない。本調査でも各地域でどのよ
うにとらえているかを尋ねたが、「観光客誘致」「観光資
源の発掘」「魅力ある住環境の維持」「企業誘致」などが
上位に挙がった。それらを今後戦略的にどのようにする
のかについてはまだ見えていないのではないだろうか。
それらのことを深く議論し、具体的な戦略提言をするこ
とが求められていると言えよう。
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新年度にあたり、計らずも新理事にご
指名を頂きましたので、微力ではありま
すがお受け致しました。何卒宜しくお願
い致します。
「在京ふるさと大使大集合！！」の声
掛けのもと、唯一の情報集約組織として
平成８年（1996年）８月８日に産声を挙
げた当会も、今秋には「発足２０周年記念大会」を開催す
る節目の年を迎えております。
大使制度の魁は「薩摩大使」であり、焼酎をはじめ県
産品の愛用促進運動に力を注ぐ様子が口コミ・新聞紙上
等によって広く知れ渡った結果、全国各地で同様の活動
が始まりました。大使の目的は、①地域イメージの向上�
②地域特産品のＰＲ　③まちづくりに対する提言又は情報
の提供等です。
今後について、私自身の「夢・思い・こだわり」を申し
上げるとすれば、①当会を名実共に全国区に押し上げ集
約組織にすること　②会員を増やすこと　③清新（新鮮）
さの追求等が重要だと思います。
少子高齢化が進行して2050年には、人口が半分以下に

なる地域が全国の６割以上で発生すると推計される現在、
前述した目的に加えもっと大きな役割を担える組織に大化
けするかも、と、夢見つつ皆さんと共に頑張りたい。
みなさん頑張りましょう！！　

この度、浅田新代表の就任に伴い、
新体制の理事をお受けすることになりま
した。
30年前に島根県の遣島使の拝命して、

島根県に協力してきました。８年前には
高知県観光特使に任命されてから、高
知県の発展にも協力しています。こうし

た経験を活かし全国ふるさと大使連絡会議の活発化に協
力する所存です。宜しくお願い致します。
最近は、「よさこい」を世界の言葉にしようと運動を起

こしています。よさこい踊りは高知県が発祥地ですが、北
海道のよさこいソーランから全国各地に普及しています。
まさに、徳島県の阿波踊りに匹敵するぐらい、日本の踊り
に定着しています。
私たちは、更によさこい踊りを世界の踊りにするために、

昨年はニューヨークのタイムススクエアガーデンでよさこ
い踊りを紹介してきました。ニューヨークでチームを作っ
ています。チームを組んで日本で披露し、交流をしていた
だくことを期待しています。何事も日本だけをターゲット
にしていては限界があると思います。海外からの評価もふ
るさと大使の役目と思います。

秋田県の平成の合併第1号として２町
１村により秋田県美郷町が2004年に誕
生しました。
町はいち早く物産品のPRに乗り出し、
ふるさと大使を委嘱任命されました。私
もその一人です。そののち、全国ふるさ
と大使連絡会議の活動をしてきました。
この度、連絡会議の理事に推奨され、新理事として就
任しました。大変重い責任を感じております。これからの
連絡会議の役割を務めてまいります。
さて、この紙面をお借りして我がふるさと美郷町の一部
を紹介させていただきます。秋田県美郷町は自然環境に恵
まれた広い田園地帯で、「あきたこまち」米の名産地であ
り、お酒は多種の銘柄があります。美郷町は「湧水全国名
水百選」の認定地でもあります。また、秋田美人でもよく
知られています。
これからも全国ふるさと大使連絡会議の発展に努めます
ので何卒ご支援とご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま
す。

もっと大きな役割を
竹内　勝次郎（にかほ市ふるさと宣伝大使）

世界的視野から
小山　勝（遣島使、高知県観光特使）

新生美郷町の応援とともに
三浦　喜代治（美郷町ふるさと観光大使）

かわら版への皆様の投稿をお願いします。

かわら版をより魅力があり、身近なものにするために、
皆様からのホットな情報提供をお願いします。

理事就任のご挨拶
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推薦人/全国ふるさと大使連絡会議理事　千波裕美
自慢は肉の旨さ☆新鮮さ☆自慢のオリジナル泡醤油
☆四谷で一番の美味しさを目指します！こだわりの味
でおもてなし☆
コクがあり、まろやかな風味の霜降り肉＠ ｢常陸牛」
に惚れ込み一頭買いをしている山星☆
炭火を囲みお肉にビール、美味しい食事で笑顔と元
気になりましょう！
ＴＶ東京「L4you」でも紹介されました。焼肉屋さ
んのこだわりのタレ。山星で考案したオリジナルなタ
レ☆

ふるさと大使のお薦め店
炭火焼肉「山星」

その名は ｢泡醤油」です。固
形状になったタレを炭火で焼い
たお肉にワサビと泡醤油をのせま
す。熱々肉の熱で固形状のタレ
が溶けてきます。その前に巻き巻
きして召し上がって下さい。

店　　名： 山星 （さんせい）四谷本店
電話番号： 050-5786-2091
住　　所：東京都新宿区四谷3-3エスパスコンセールビルB1
アクセス：  地下鉄丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩1分 地下

鉄丸の内線 四ツ谷駅 徒歩10分    
営業時間：  月～土17:00 ～翌4:00（L.O.3:30）日・祝日

17:00 ～ 24:00（L.O.23:30）

「移住」という文字があちらこちらから目に入ってくるよ
うになりました。日本創成会議も今年、首都圏の高齢者に勧
めたい移住候補地を発表しましたし、テレビでも、移住者が
地元に溶け込んでいく様子を取材した番組が始まりました。
本屋さんには「おひとりさまの田舎暮らし」なんていう本
があったりして、いつかは私もと思っている私は、迷わず手
を伸ばして買ってしまいました。50代や60代で移住した女
性たちが、元気にイキイキと地域で暮らしている様子が書か
れていました。
都会に疲れた人や、田園風景に魅せられた人たちが、田舎
で暮らしたいという気持ちはとてもよくわかります。時代の
流れが人々を地方に向かわせているんですね。
勿論、移住が流行ったからといって、地域の人口が劇的に
増えるわけではないのですが、長い目で、1人でも地域に移
り住む人が増えるようなお手伝いをしたいと思います。移住
に興味はあるけれど、地域も人脈もまだ決まっていないとい
う方がいらっしゃいましたら是非、ご参加ください。
◆日時◆2015年8月1日（土）
　14:30 ～ 15:30　トークショー
　15:30 ～ 17:00　ゲストを交えた軽食交流会
◆ 会場&主催◆ニッポンの郷土の食と地酒の店　フネ＝千代
田区神田錦町3-21　ちよだプラットフォームスクウェア
1F　Tel:03-5259-8051　

◆参加費◆2500円（ときがわ町産のお野菜を使ったお料
理＆ドリンク付き）　※当日会場でお支払い下さい。要予約
　お申し込みはhttp://www.fune5963.com/fune-event/
event.html ～　お問い合わせは　TEL.03-6666-5963�(な
みへい　川野真理子)
◆ゲスト／トーク内容◆

【移住者：関根雅奏さん】企業研修講師。顧客は都内にあり
ながら自然環境豊かなときがわ町で子育てしたいと2009年
に移住。4児の父。「移住してわかった事」をお話しします。

【ボランティアとして、ときがわ町に関わる大学生】「若者か
ら見た移住候補地としてのときがわ町の魅力と難点」「高校
卒業後、若者が本当にこの町に帰ってきてくれるのか？」等
をお話しします。

【ときがわ町役場職員：大野健司さん（空家バンク、移住支
援の担当）】「都会に一番近い田舎での暮らし」「移住支援の
現状と今後」をお話しします。
（全国うまいもの交流サロン「なみへい」
� オーナー＆ママ　川野真理子）

移住交流会
－埼玉県ときがわ町編－

通信
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今後、ふるさと応援の
ひとつのかたちとしてア
ンテナショップを紹介し
ていこうという事になり、
銀座１丁目にある「おい
しい山形プラザ」を訪問
した。今から７年前に山
形県の施設としてオープンし、運営は地元の共同企業に委
託している。１階の特産品販売コーナーの井田洋司店長に
話を聞いた。
当店では山形県産の特産品1000アイテムぐらいを展示
販売しており、「おいしいやまがた」というメッセージを前
面に出している。お客さんは山形県出身者を中心に、平日

東京都心部への自治体のアンテナショップ出店が引き続
き活発だ。富山県は来春、日本橋の三越新館向かいに新店
を出店する。同県は有楽町駅前の東京交通会館に「いきい
き富山館」を2002年から営業しているが、手狭なことから
本格レストランも設けた新たな拠点を開設することにした。
当面、既存店も営業を継続する見込み。北陸新幹線開業を
にらんで沿線の長野県や石川県、金沢市が銀座に開業して
おり、富山県は２店目の出店で後を追う格好だ。
三越周辺には奈良まほろば館、にほんばし島根館、三重

テラス、ブリッジ新潟があるほか、昨年、福島県が「日本

1000人、休日1500人くらいだそうである。
ちなみに、どんな商品がよく売れているのかを聞くと、毎
月ベスト10を発表しているとのことであった。（5位まで下表）
これは数量でランク付けしたものだが、山形の地域ブラ

ンドとなった庄内米の「つや姫」、や「アンデスメロン」、「さ
くらんぼ」などは人気商品である。当然多種類の日本酒は
自慢のモノである。山菜としては季節ものであるが、蕨や
月山茸が多く出る。
店長に印象をきくと「もう７年にもなり、東京で山形のモ

ノを入手しようとすると、ここしかないのですっかり定着し
ていると思います。最近はこの銀座１丁目にアンテナショッ
プが増えてきたのでやりやすくなりました。しかし、一番頼
りになるのは山形出身の人の郷土愛の強さで、ファンクラ
ブには１万人が
登録されていま
す。最近はイベ
ントとして店内
での振る舞い料
理も人気となっ
ています」との
ことであった。

橋ふくしまMIDETTE」をオープンするなど、集積が進ん
でいる。同地区から東京駅前に至る八重洲・日本橋エリア
には山口県、山梨県、和歌山県、京都府のアンテナショッ
プもあり、一大ゾーンとなりだした。このエリアを走る無料
巡回バス「メトロリンク日本橋」は10～15分間隔で走って
おり、集客に一役買っている。
都内では都道府県のアンテナショップが昨年、長野県、
石川県が銀座に、鳥取・岡山県の共同店が新橋になど出店
が続き、過去最高の44店が営業中。さらに長崎県が出店を
検討するなど、ブームが続いている。
市レベルでも、兵庫県淡路市がこの７月、千代田区丸の

内の「佐渡島アンテナショップ　丸の内佐渡特産館」内に
常設ショップをオープンし、食品を中心に特産品を販売し
ている。

順位 商品名
（単価） コメント 写真

1
とちもち

（1個
180円）

山形県鶴岡市産のと
ちの実を使っている。
東京での販売は当店
のみである。

2

やみつき
し り か り
せん

（100ｇ
572円）

「さかえ屋」独自のし
みせんだれがたっぷ
りとしみこんでいる
ので、しょう油本来
のコクが香ばしさを
際立たせる。

3
丘ひじき

（1袋
275円）

形がひじきに似てい
るのでこの名前がつ
いた。しゃきしゃき
した食感と豊富な栄
養 価 は 暑 い 夏 に は
もってこいである。

4

日本海産
ホ タ ル イ
カ姿干し

（1袋
267円）

ホタルイカを丸ごと
干したもの。はらわ
たまで丸干ししてい
るので味が濃厚。

5

じ ん だ ん
大福

（1個
108円）

腰のあるもちで、ダ
ダ茶豆たっぷりのじ
んだん餅をやさしく
包んでいる。

アンテナショップを訪ねて

アンテナショップ人気衰えず
富山県は来春、日本橋に出店

おいしい山形プラザ

�はこだて観光大使　鈴木克也
酒田ふるさと観光大使　鴨川キヨ
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　イベントなどの締めや懇親会の締めでよく使われるの
が、手締め。どうも最近混乱が生じているようなので、
少し書いておきます。
　締めのあいさつに指名された者が「それでは、一本締
めで。よぉーぽん」というパターンがよく見られますが、
これは、一本締めではなく一発（一丁）締めです。
一本締めという以上は、　本来ならば、シャンシャンシャ
ン・シャンシャンシャン・シャンシャンシャンシャンと
３３４（３プラス１）拍子でなければなりませんし、博多
ならば、（よーお）シャンシャン・（まひとっしょ）シャンシャ
ン・（祝おうて三度）シャシャンシャンと２２３拍子（博多
手一本）でなければなりません。
　余談となりますが、「福岡の集い」の締めで博多手一本
と司会者が案内したところ、地元出身の女優、白都真理
さんが「私、博多手一本知らないわ」と言われていたので、
僭越ながら筆者が手ほどきをしたことがありました。
　意外と地元の方でも知らない人が多いようで、博多祇
園山笠の締めに使われるのにと不思議な気がいたしまし
たが、山笠でマスコミに取り上げられるのはハイライト
の「宮入り」の映像で、締めのあたりはマスコミに取り
上げられないので、やむを得ないと思われます。
　このほか、三本締めというのがあり、これは、３３４
拍子を３回繰り返します。
　もっとも、本といい、発（丁）といっても、言葉や習俗は、

時とともに移ろいゆくもので、例えば、危ないが本義の
ヤバイを若者たちが美味しいものを食べてもヤバイ、す
ばらしい景色を見てもヤバイと使っているようなもので、
いちいち目くじらを立てるような話ではないのかも知れま
せんが---やはり、気になるので、少し書いておきます。
　ちなみに、「大字源」によりますと、「丁」は、薄い紙
を数える単位で、現在もよく使われるものに、豆腐の数
え方があり、熟語になると、「一丁上がり」があります。
　一方、「本」は、草木を数える単位で、長いもの（刀、槍、
帯など）を数える時に使われ、現在もよく使われるものに、
鉛筆、ろうそく、ネクタイ、カセットなどの数え方があり、
熟語になると「一本やり」、「一本取られた」があります。
　以上述べてきましたように、手締めは、１本締め、３
本締め、３３３１（計９プラス１）拍子、２２３（計７）
拍子と、奇数がベースとなっています。奇数は、陰陽道
でいう陽数で、おめでたい数字（例えば、結婚式などの三々
九度の固めの杯）とされています。
　逆に、神殿で打つ柏手は、２礼２拍手１礼で、ポンポ
ンと２回で、さらに、格が高い出雲神社では４拍手、伊
勢神宮に至っては８度拝と、いずれも偶数で陰数とされ
ており、神様の陽に対して、陰でバランスを取るという
感覚と思われます。
　最近、地酒で乾杯条例を策定する自治体が増えていま
す。地酒の乾杯で宴席を始め、締めは正統な「一本締め」
で「よく締まりました」といきたいものと考えていますが、
如何でしょうか。

　（高知県観光特使、帝京大学教授　平谷英明）

『
一
本
締
め
と
一
発
（
一
丁
）
締
め
』

地域づくり徒然

「物販部会」と「交流・観光部会」の別開催

「物販部会」（部会長・甲斐功一）
・ふるさとの埋もれたいいモノを発掘
　ふるさとの埋もれたいいモノを発掘し、商品のレベ
ルをあげ、消費者にほしいと言ってもらえるよう、「口
コミのきく商品」づくりの支援を目指します。

・イベントでの試験販売
　毎月研究会を開催し、当組織が行う全国大会や新年・
夏季交流会などで販売できないかを検討します。そし
て参加者からほしいと言ってくれる商品となればそれ
を口コミで広げていくことを考えます。

・「売りに行かないでも買いに来てくれる商品」の開発
　研究会や試作販売を通して「売りに行かないでも買
いに来てくれる商品」の開発をめざします。

　ふるるさと大使制度の活性化に当たって、地域の特産品の紹介と、交流・観光が重要という事で、2014年２月より、「ふ
るさと資源研究会」を発足させ、月１回の研究会を続けてきましたが、このたびそれぞれが独自の活動をした方がよ
いとの判断から、今後は2つの部会として活動することになりました。それぞれの部会の目的を紹介しておきます。

「交流・観光部会」（部会長・本多忠夫）
・「年数回のふるさと交流会の開催」
　これまでのふるさとデーと合体し、年数回地域を特
定した交流・親睦会を開催します。

・「ふるさと訪問ツアー」の実施
　特定の地域を訪れて首長や観光協会会長などと面会
するとともに外部の目からその地域の魅力や問題点、
今後のあり方などを提言します。

・「ふるさと活性化をめざして」の発行
　ふるさと訪問の結果なども踏まえて、ふるさと活性
化に関する出版物やレポートを作成します。

ふ る さ と 資 源 研 究 会
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編集後記　
　今回は20周年記念大会に向けて実施したアンケートの結果を掲載しました。大使
制度のあるところ760余のうち206の回収があり、回収率は27％を越えました。全体
的な内容はまだ積極性があまり強くないとの印象ですが、今後「地方創生」が求め
られる中でこのふるさと制度を見直し再活性化をはかる必要性があると思います。
これを土台とし全国大会では大使制度の今後のあり方を含めて当連絡会議の果たす
べき役割を再点検する必要があると思われます。本誌の情報整理と、情報発信の役
割は今後も高まるものと考えています。� （鈴木克也）

（2015年６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

2015年６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	 160名
　合　　計	 332名

確認された大使制度

（2015年６月末現在）
　県知事が委嘱	 44団体	 83制度
　市長村長が委嘱	 486団体	 543制度
　諸団体等の長が委嘱	 127団体	 124制度
　合　　計	 657団体	 755制度

全国ふるさと大使連絡会議の概要 2015年度年会費納入のお願い

＜個人会員＞
緑川　一範（㈱ぺリオ興産代表取締役）
富山　勝男（タックスプランニング
� コンサルタント㈱　代表取締役）
� 【以上山口義夫会員紹介】
西山　一憲（「人と人をつなぐ会」参与）
� 【本多忠夫会員紹介】

歓迎！　新しい会員のご紹介
2015年４月～６月入会（敬称略）

ふるさと大使かわら版　2015年７月23日－平成27年夏季号――（通巻76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：鈴木　克也
◇事務局：〒136-0071　東京都江東区亀戸7-65-20　甲斐功一（事務局長）
　　　　　TEL03―6802―9270　FAX03―6802―9670
　　　　　Email：zenkoku@furusato-taishi.jp

　当連絡会議は「かわら版」の発行をはじめとする運営管理を会員の皆様の会費で行ってお
ります。年会費は個人会員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、2015年度会費の納入をよろしくお願いいたします。
＊郵便振替（同封の郵便振替用紙）をご利用ください。
　　００１９０－７－１４９６５８　加入者名：全国ふるさと大使連絡会議
＊郵便振込の場合
　　店名―０３８　普通　７２１１０５１　口座名：全国ふるさと大使連絡会議
＊銀行振込の場合は下記へお願いします。
　　三菱東京UFJ銀行�亀戸支店　　普通　０１７３１４６
　　口座名：全国ふるさと大使連絡会議　カイコウイチ

全国ふるさと大使連絡会議の事務局長として長らく貢献いただいた甲
斐秀治さんはご本人の意向で役員を退任されていましたが、7月11日
の理事会において、改めて顧問就任をお願いすることを決め、ご本人
に依頼したところ、心よくお受けいただきました。

　今秋の20周年記念ふるさと大使全国大会の開催にあたり、大会プロ
グラムに協賛広告を採用することにしました。
　今回はできるだけ多くの方が大会に参加しやすいよう、参加費を従
来の6000円から5000円に引き下げました。合わせて、20周年の記念
行事の財源確保の一助として、協賛広告を導入しましたので、ご協力
をお願いします。
　Ａ４判の４分の１サイズが１万円、８分の１サイズが5000円。
� （20周年記念大会実行委員会）

お
し
ら
せ

協
賛
広
告
の
お
願
い

―
全
国
大
会
に
採
用

　北海道新幹線の新青森―新函館開業が来年３月に迫り、地元・
函館市では受け入れ準備に拍車がかかっています。
　実は、函館側の「新函館北斗」駅は函館市の隣の北斗市に
あり、同駅から函館までは高速電車に乗り換えて17分かかる。
乗客にとっても地元にとってもありがたくないのですが、そ
れでも新幹線開業で青森―函館が１時間強、東京―函館は４
時間半弱で結ばれ、大きなプラスとなります。
　これに歩調を合わせ、函館市では大規模スポーツ・コンベン

ション施設「函館アリーナ」を８月にオープンします。最大
5000人を収容し、バレーボール、バスケットボールなどの
プロスポーツも開催できます。そのこけら落としのイベント
として、７月25、26日にＧＬＡＹのライブ公演が開かれます。
　来年１月（８～17日）、東京ドームで開かれる恒例の「ふ
るさと祭り東京2016」では市単独で大型ブースを出展し
て新幹線開業をアピールする計画です。
� （はこだて観光大使　浅田和幸）

新幹線開業に向け、函館アリーナ８月オープン


