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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

2019年春季号（通巻91号）

2019年度の総会が４月13日（土）、東京・神田で開かれ、2018年度収支報告及
び2019年度予算のほか、役員改選などを審議し、ほぼ原案通り承認された。
18年度は全国大会の参加者減による赤字が響いて収支が悪化し、繰越金を減らす
結果となった。このため、今年度の活動方針として、日常活動や大会、交流会など
の魅力を向上させるとともに、会員拡大の取り組みを一層強化することとした。
４月６、７日に実施し、本号９～ 10面にも紹介した「福島ツアー」はその一例で、
今後、会員ゆかりの地への視察・訪問やご当地の郷土料理等を楽しみながら郷土紹
介・自慢をする集まりを広く実施していきたい。
役員改選では、従来の役員の内、逝去された竹内勝次郎氏と高齢のため退会され
た利重盛久氏の２名が退任し、佐藤建吉氏、根本二郎氏の２名が新理事に就任した。
また、従来の常任理事と理事の役割の違いが不明確だとの指摘を受け、常任理事を
廃止した。平谷英明氏が副代表に就任し、副代表が３名体制となった。
� （詳細は３面に）

2019年度総会
新役員選出、副代表３人体制に
郷里訪問・自慢の行事などを強化へ

【１面】2019年度総会　新役員選出
 郷里訪問・自慢の行事などを強化へ
・ふるさと大使連絡会議の強化に向けて
 ――佐藤建吉

【２面】大使だより　第79回
 秋田市観光クチコミ大使　浅利香津代
 秋田商工会議所会頭　三浦廣巳

【３面】2019年度の新役員体制
・2018年度収支報告及び2019年度予算
・新役員の抱負　根本二郎、佐藤建吉

【４面】2019ふるさと大使新年会員交流会
 ――三谷啓子
・講話―成田家笑仙

【５面】竹内勝次郎氏を偲ぶ
 ――市川雄二、大平温、山口義夫、鴨川キヨ
・新宿・福島絆の会の発足報告 ――根本二郎

【６～７面】 紙上鼎談　「ふるさと納税」は 
どうあるべきか

 ――平谷英明、坂本信雄、鈴木克也
【８面】 アンテナショップを訪ねて「香川・愛

媛せとうち旬彩館」 ――鈴木克也
・「なみへい故郷自慢プレゼン会」に参加して
　 ――伊藤美智子

【９～10面】福島・浜通りの視察ツアーを開催
――根本二郎、宮河悦子、

田村蕭子、川野真理子
【11面】新会員のひと言
 ――佐藤義博、向井靖雄
・ふるさとの味をつくりたい ――浜田靖彦
・新宿御苑で鉾田市観光フェア開催
 ――千波裕美

【12面】夏季会員交流会のご案内
・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

＜当会のホームページ＞
� https://www.furusatotaishi.com

ふるさと大使連絡会議の強化に向けて
� 理事　佐藤 建吉
令和の新時代がスタートした。「全国ふるさと大使連絡会議」は、時代の寵

児になりえる。2011年３月の東日本大震災＆東電福島第一原発放射能事故は、
前例のない広域被害と人命財産と愛郷の喪失をもたらした。その復興のため、
日本創成会議（2011年５月）が立ち上がり、地方再生や地方創生が叫ばれた

（2014年）が、その後、消滅可能性都市予測が公表された（2014年11月）。し
かし東京一極集中は収まらず、人材確保のために、今年４月からは、いわゆる
移民法が施行された。が、課題も多い。

地方復権には、地方への強力な愛着と、地方経済の振興が必要である。その
先兵として、多くの故郷で導入されている「ふるさと大使」の制度やその活動
に、「全国ふるさと大使連絡会議」は大いに貢献すべきである。そのためには
当会がふるさと大使やふるさと（故郷、古里、故里、出身地など）を愛する人
など当会会員らの思いや活動が、具現化しやすい体制となっていることが前提
として必要である。

したがって、当会も対応や変革が求められている。次の３点について提案し
たい。①地方復権のための出来る状況づくり②利害関係者（ステークホルダー）
の輪（和）つなぎ③当会の事業健全化――の事案提案である。具体的には、①
情報公開＆情報収集発信⇒HPの整備②交流会・イベント・ツアー等の提案（企

画）開催③本連絡会議の法人化
と事務・事務所機能の充実――
などである（下図）。以上につ
き会員のご意見を頂き、遂行で
きればと思っている。

健全な全国ふるさと大使連絡会
議と地方復権のために３本柱

ふるさと・個人・全国地方組織等

全国ふるさと大使連絡会議
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秋田市は秋田県のほぼ中央部に
位置し、東には出羽山地、西には
夕日の美しい日本海が広がる緑豊
かな公園都市であります。

慶長７（1602）年、秋田市に転
封となった佐竹義宣が久保田城を
築き、まちづくりを開始したのが
秋田市の基礎となっており、その
久保田城の跡は現在も千秋公園として残り、公園内のお
堀にはハスの花が一面に咲き誇る観光スポットの一つと
なっております。

また昨夏は、金足農業高校が甲子園で県勢として103
年ぶりに決勝に進出し、選手のプレーから秋田県民のみ
ならず多くの人々が元気を受け取りました。さらには、
女子フィギュアスケート、アリーナ・ザギトワ選手の愛
犬・秋田犬「マサル」は、ザギトワ選手が活躍する度に
話題にあがるなど秋田犬ブームが続いております。

さて当所では、秋田に縁のある経済人や支店・営業所
に赴任され秋田を離れる方々に対して、秋田市の魅力を広
く伝えていただき、観光客の誘客につなげようと、平成24
年度から「秋田市観光クチコミ大使」を委嘱しております。

地元出身者はもとより、県外から赴任された方々は、
在任期間中に県内各地を訪れ、グルメ、祭り、温泉、自
然など四季を通して秋田を満喫されており、自ら体験し
た「秋田の魅力」を身近な人々へクチコミやSNS等を通
して情報発信してくれております。

大使の名刺には、「ヒトコトPR」で秋田の魅力を紹介
していただいているほか、秋田県11施設、秋田市９施設
の入館料割引や購入割引などのサービス特典が付与され
ており、大使から名刺をいただいた方がこの特典を利用
なさるなど、情報の発信ツールとして活用いただいてお
ります。また、クチコミ大使の相互交流を図る場として、
交流懇談会を毎年東京で開催し、秋田のニュースを直接
お伝えするとともに、最新の観光パンフレットをお渡し
し情報発信にご活用いただいております。

実際、大使の働きがきっかけで、テレビで秋田の特集
番組が全国に放映されたり、社員旅行先を秋田にしてい
ただくなど、肩ひじ張らず自由にPRしてもらうことで
様々な広がりを見せており、引き続き大使の皆様からの
ご支援を観光誘客や地場産品の販路拡大につなげ、クチ
コミにより秋田の「関係人口」の拡大と地域活性化につ
なげてまいりたいと考えております。

18の春、“感動”探しに日本大
学芸術学部演劇学科入学。50数
年の役者生活で多くの感動と出会
い、歓喜！また、落胆、挫折、絶
望を繰り返してき、その生業を支
えてくれたのが私の奥底に潜む

『秋田』だった！
日本が戦いを始め、東北の米作

りの跡継ぎは赤紙で秋田市久保田連隊に召集、戦闘訓練
の日々。連隊近くの実家・浅利旅館が家族との面会所に
指定。その連絡係の岩手県山田町からの兵隊・吉美さん
と高校生だった母栄子が恋愛。母の兄・新一郎ニューギ
ニア玉砕戦死通告に祖父母は嫡男の死に嘆き悲しみ、跡
継ぎにと吉美さんを母栄子の婿にし、私が生まれた。

終戦後、戦死したはずの新一郎がマラリアにかかり生
き残りで帰郷。祖父母狂喜の中、母栄子は産後の肥立ち
が悪く長引き、あの世へ。婿の父は浅利で生きていく希
望を失い、祖父母が離さない私を残し、岩手の実家へ帰っ
た。戦争が私の生い立ち・宿命を決めた。おかげで明治
生まれの祖父母に熱く厚く育てられ、私の『秋田』も熱
い厚いものになった！

祖父母は亡くなるまで秋田弁！標準語は必要としない
時代。秋田の風土・風俗・行事・文化は暮らしの中に染み、
家族親戚を信じ、日本のお国、秋田を信じ、暮らしに助
かる自然の恵みと人々との絆に感謝しながら、自然の成
せる害と人の理不尽な過酷さ、惨めさにも涙し、耐え、“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
生き続けた強さ、気高さ、清さを想うと、底の底から『秋
田』の力が湧き、故郷を後にした私の運命を運んでくれ、
生かしてくれたのも『秋田』だと実感！

秋田県人は、人間にはどうにもできない自然と深く関
わりながら乗り越えてきた先祖からの遺伝子を受け継い
でいる。その応用力と知恵でトラブル解決能力を発揮す
る時が今こそ来たと思う！

背に腹に『秋田』を背負ってきたが、2013年にクチコ
ミ大使になってからは、私の目移り、情緒不安定症候群
も完全回復。秋田と東京で日舞と朗読の教室を開講。秋
田市内小学校５年、６年生を対象にした『平和の講話と
朗読会』（80分）も、20校ほどの申し込みで10年目。あ
ちこちで『秋田』を連呼し、『秋田』に感謝し歩む私です。

◆大使だより◆　第79回　秋田市観光クチコミ大使

「口コミで秋田の魅力を気軽にPR」
� 秋田商工会議所会頭　三浦 廣巳

「私の奥底『秋田』」
� 秋田市観光クチコミ大使　浅利 香津代

「秋田市観光クチコミ大使」のデータ
■制度の発足：平成24年（2012年）10月
■大使の人数：102名（2019年５月１日現在）
■大使の活動：本市の魅力を身近な人にPR、当所会報への寄稿

■大使に提供して いるもの：秋田市観光クチコミ大使専用名刺、あき
た商工会議所報（毎月）、県外で開催の秋田関連イベ
ント情報、観光パンフレットや各種刊行物など

■制度の所管連絡先： 秋田商工会議所まちづくり推進課 
TEL　018－866－6676
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──────────── 2018年度収支報告及び2019年度予算 ────────────
2018年度収支報告及び2019年度予算について下記の通り

報告します。
2018年度の収支報告の内容を帳簿並びに証拠書類と照合

精査し、妥当かつ正当なることを認めます。
2019年４月11日　　監事　古川文久2018年度収支報告� （単位：円）

収入の部 支出の部
前期繰越金 237,179 かわら版制作費 369,184
年会費収入 541,000 通信費 97,081
　　　17年度分 （15,000）事務費 25,068
　　　18年度分 （49,9000）会議会場費 10,000
　　　19年度分 （24,000）全国大会費用 639,097
　　　20年度分 （3,000）夏季交流会費用 271,560
全国大会会費収入 521,500 新年交流会費用 193,380
夏季交流会会費収入 306,000 事務所費 60,000
新年交流会会費収入 210,000 振込手数料 3,294
19年度夏季交流会費収入 6,000
広告収入 27,000（経費支出小計） 1,668,664

次期繰越金 180,015
収入の部合計 1,848,679 支出の部合計 1,848,679

2019年度予算　� （単位：円）
収入の部 支出の部

前期繰越金 180,015 かわら版制作費 400,000
年会費収入 600,000 通信費 100,000

事務所費 60,000
事務費 20,000
会議会場費 10,000

全国大会会費収入 700,000 全国大会費用 700,000
会員交流会会費収入 600,000 会員交流会費用 600,000
その他収入 その他 10,000

（経費支出小計） 1,900,000
次期繰越金 180,015

収入の部合計 2,080,015 支出の部合計 2,080,015

○代　表：浅田和幸
○副代表：本多忠夫、鴨川キヨ、平谷英明（新）
○理　事：�イトーノリヒサ、伊藤美智子、稲田俊明、小西孝蔵、駒場正紀、小山勝、佐藤富士郎、�

鈴木克也、千波裕美、西村昌子、本間みつ子、三浦喜代治、三谷啓子、薬袋泰、�
山下晋彦、佐藤建吉（新）、根本二郎（新）

○監　事：古川文久
○顧　問：山口義夫
□退　任：竹内勝次郎、利重盛久　� （敬称略）

2019年度
新役員体制
選任された役員23名は

次の通り

ふるさと福島の復興・振興に努めたい
� 根本 二郎（奥会津かなやまサポーター）

私は、福島県いわき市の出身ですが、奥
会津の金山町のサポーターを務めています。

2011年３月11日の東日本大震災と原発事
故により、いわき市を含め浜通りは壊滅的
な打撃を受けました。直後は小名浜から久
之浜等いわき市内の被災地支援に集中しま
したが、この年、７月、奥会津の金山町が豪雨で大被害を受け、
鉄橋が流され、鉄道が不通になってしまいました。

原発事故による風評被害に重ねて、豪雨という被害に苦し
んでいるのを知り、友人たちと「サポーター」になり、微力
ながら応援してきています。

最近は、いつ、どこの「ふるさと」が大災害に巻き込まれ
るかわかりません。

私は「ふるさと福島」の復興と振興のために、全国のふる
さと大使の皆さんと協力して、頑張りたいと思っています。
よろしくお願い致します。

東京と地方をつなぎ、故郷の魅力再発見を
 佐藤 建吉（（一社） 洸楓座　代表理事）

私は山形県鶴岡市生まれ。高卒後就職
し千葉県習志野市に居住、２年後退職し
大学入学で千葉市に。大学院時代は東京
の世田谷に下宿、また千葉市に戻り結婚・
就職し、田舎暮らしのため外房のいすみ
市で30年暮らし定年。千葉県と縁が深かっ
た。

この間、郷里・鶴岡との関わりは、盆暮れや親戚行事のほ
かほとんどなかったが、60歳から中学と高校のクラス会に
参加、幹事も務めた。鶴岡は、庄内藩や本間家、出羽三山や
藤沢文学、海と温泉、等々の地域資源が多い。

故郷への思慕や愛着が急速に高まった私ですが、新理事と
しては、「卒・東京一極集中」を掲げ、東京と地方（故郷）
をつなぎ、故郷の持つ魅力や価値を再発見する活動を、役員
はじめ会員の皆様のご指導とご協力により、全国ふるさと連
絡会議の発展のために実行したいと思います。

❖�新役員の抱負

2018年度
活動報告

2018年4月
～ 2019年3月

４.「情報交流・研究会」の開催
６/９（土）「地域ブランド構築と活用」茅原裕二氏、９/８（土）
「ネットワークによる地域活性化」鈴木克也氏、鴨川キヨ氏
１/10（木）「ローカル線を軸にしたまちづくり」鈴木克也氏

５．常任理事会・理事会・世話人会の開催
18年　�４/14（土）、６/９（土）、７/14（土）、９/８（土）、

11/10（土）、12/８（土）
19年　１/10（木）、３/９（土）　

６．「かわら版」の発行 （年間４回）
18年　５月15日、７月20日、10月25日
19年　１月25日

１．総会の開催
４月14日（火）中央区立環境情報センター研修室にて

２．「ふるさと大使全国大会2018」の開催
10月29日（月）/（ホテル�ラングウッド）
シンポジウム「地域資源とまちづくり」
　　記念講演―法政大学特任教授・陣内秀信氏
　　パネル討論＝�高橋靖・水戸市長、千代松大耕・�

泉佐野市長、大江和彦・海士町長
３．「会員交流会」の開催

７月20日(金)夏季会員交流会/KKRホテル東京(大手町）
19年１月25日(金)新年会員交流会/KKRホテル東京(大手町)
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2019
ふるさと大使新年会員交流会

2019年１月25日KKRホテル東京11階�丹頂の間にて約40名
の参加をいただき、ふるさと大使新年会員交流会が開催され
ました。

浅田和幸代表の挨拶の後、今回の幹事を務めた稲田俊明さ
ん（やまがた特命観光･つや姫大使）よりメインゲストの紹
介をしてもらい、喜楽會会長「成田家笑仙」（本名・森田茂）
氏の講話が催されました。「人生100年時代に二度生きる―
会社勤めから芸の道へ」と題して約30分間、魅力的な生き
方をされてきたご自身の話に引き込まれました。「笑う門に
福来る」そのものの福を呼ぶお顔で、こちらが幸せにならせ
ていただきました。

続いて初参加者自己紹介タイムで、一人ずつ挨拶していた
だきましたが、皆さんお話がお上手で初参加とは思えない雰

囲気です。
その後会場の模様替えのため15分間の休憩を取り、懇親・

交流会に移りました。
乾杯の発声は山口義夫顧問により高らかにスタート。会場

内ではお料理をいただきながら、名刺交換やふるさと自慢等、
歓談が続きました。

お正月に相応しい伝統芸能の披露は「演芸集団「成田家笑
仙一座」による、獅子舞・大江戸玉すだれ・酔いどれ踊り・
ばか面招福踊り・大黒舞では五円玉の福銭を参加者に振る
まっていただき、大いに盛り上がり笑わせていただきました。
その後ステージは参加歌手の皆さんの歌で華やかに彩られま
した。

鴨川キヨ副代表の中締めで、熱気あふれる交流会はひとま
ず終了となりました。

新年を祝いつつ、ネットワークを生かし、ふるさとを元気
にしたいという思いが集まり充実した交流となりました。

今後とも多くの会員の皆さんの参加と、新しい方への声掛
けをしていただきますよう、更なるご支援の程よろしくお願
いいたします。� 理事　三谷 啓子

私は現在83歳、年男７回目を迎えました。その節目ごと
に色々なことがありましたが、60歳の時、大手商社系列会
社の会長職の時、「新内節」と出会い、趣味の世界が高じ、
弟子入りをして３年３カ月で名取・富士松魯寿賀太夫となり、
芸能会に入りました。
踊りを教える教室をということになり、「成田屋笑仙一座」
を立ち上げました。
66歳で会社を終了後は、各地の自治会の老人会等でボラ

ンティア公演をすると共に、「趣味を活
かして生きがいづくり」の活動をしてい
ます。おかげでこの歳になっても健康で
すし、より人生が楽しい。
これから「人生100歳時代」と言われています。大切なの
は「健康寿命」で、何よりも人が楽しくないとダメです。「後
期高齢者」ではなく「高貴（光輝）高齢者」であり続けたい
ものです。その時、大切なのは「おもいやり」だと思います。

「人生100年時代に二度生きる ―会社勤めから芸の道へ」　� 喜楽會会長　成田家笑仙 氏

講 話
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竹内勝次郎氏を偲ぶ

秋田県にかほ市長　市川 雄二
竹内勝次郎氏が４月４日に亡くなられたという知ら

せを受け、深い悲しみに暮れております。

竹内氏には、旧象潟町のふるさと宣伝大使立ち上げ

から、20年以上経った現在に至るまでの間、宣伝大使

として御尽力いただきました。

ご生前のご厚情に深く感謝するとともに、故人のご

功績を偲び謹んで哀悼の意を表します。

にかほ市ふるさと宣伝大使　大平　温
竹内勝次郎さんの訃報に接し、深い悲しみに包まれ

ている。竹内さんは松尾芭蕉の「奥の細道」で全国的

に有名な秋田県にかほ市象潟町（きさかた）出身であり、

同郷出身の仲間の会「にかほ市ふるさと会」の幹事長

を長い間努めて同会のために尽くすとともに、「にかほ

市宣伝大使」として故郷のため、PR活動を積極的に行っ

ていたのが印象的である。上京後は親族の関係も途絶

え、象潟への帰省の機会はなくなったが、ふるさとへ

の愛着と関心は益々深まったようである。

竹内さん長い間ご苦労さま。ご冥福を祈ります。

当会顧問・山口 義夫
故竹内勝次郎氏は当会の常任理事として当会に多大

な貢献をなされました。また、秋田県象潟町の出身者

であることから、仁賀保、金浦、象潟の三町合併によ

る「にかほ市」の発足時の当地の大企業TDKの支援

もあり、新たに発足した「ふるさと会」の役員を務め、

その後、秋田県にかほ市ふるさと宣伝大使を務めてお

られました。

故人の当会及びふるさとに対する貢献に対して哀悼

の辞を捧げます。合掌

副代表　鴨川 キヨ
竹内勝次郎さん。貴方は全国ふるさと大使連絡会議

の会則にとても熱心で、入院中も会則改正を一生懸命

考えて下さり、貴重な提言をいただきました。

とても貴重な方を亡くしてしまい、誠に残念に思っ

ております。今まで色々と尽力いただき、ありがとう

ございました。

ご冥福をお祈り申し上げます。

新宿☆福島絆の会の発足報告
今年２月23日、「新宿☆福島絆の会」（福島県人会新宿

支部）を立ち上げました。
東京福島県人会のもと、各地域に地域県人会がありま

すが、新宿にはありませんでした。もともと、居住者が
少ないということがあったのかと思います。しかし、震
災を契機に、福島県出身の若い青年達が、福島県出身者
が経営する歌舞伎町のお店などに毎月集まってきました。
すでに50回を超え、６年目に入ります。少しずつ、寄付
を集め、現地の団体に送っています。
他方で、環境省所管の新宿御苑において、２年前から

「福島マルシェ」などを定期的に開催し、風評被害の払しょ

くの応援をして
くれています。
放射能汚染の除
去は環境省の所
管というご縁か
ら、東京から福
島復興の応援を
しようということです。
このような二つの大きな励ましを得て、新宿在住者が
頑張って、福島県出身者や、福島を応援してくれる方々
と共に、幅広く会を発足させようということになりました。
全国の、そして世界の皆さんの応援に感謝しながら、
頑張ります。よろしくお願い致します。
� （福島絆の会会長　根本 二郎）

当会の役員を長くお務めいただいたにかほ市観光大使（秋田県）の竹内勝次郎氏（埼玉

県戸田市在住）が４月４日、逝去されました。享年79歳。ここ数年、闘病生活をしなが

ら、合間を縫って会合にお顔を見せておられ、ご回復を願っておりましたが、叶いません

でした。ご家族で、翌日の80歳の傘寿を迎えられるかなと話されていた矢先のことでした。

竹内さんは、にかほ市を愛し、いつもその良さをアピールしながら、当会がもっと各地域・

ふるさとのために働くべきだと積極的な提案をなさっていました。貴重な方を失い、残念

でなりません。ここに深くお悔やみ申し上げます。

兵庫県洲本市が今年１月23日、東
京・有楽町の「東宝ツインタワービル」
１階にアンテナショップ「スモトのお
べんと」をオープンした。地下鉄日比
谷線・日比谷駅に直結しており、店舗
面積は約330㎡と、市町村のアンテナ
ショップとしては最大級だという。

同市のある淡路島は玉ねぎの特産地で、店内には玉ねぎを
吊るした玉ねぎ小屋や景勝地の五色浜をイメージした玉砂利
などを使ったビーチを再現するなど、「体感型」のアンテナ
ショップを演出している。
淡路牛や農水産物・加工品などの物販のほか、地元食材を
使った各種弁当を数量限定で毎日販売し、洲本市と淡路島の
魅力をアピールする。

洲本市が
有楽町に
大型アンテナ
ショップ
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「ふるさと納税」はどうあるべきか＝紙上鼎談＝

ふるさと納税制度は2008年にスタート、納税（寄附）額はしばらく伸び悩んだものの、各自治体が返礼品に力
を入れ始めた2014年から年々急増し、2017年度は約3653億円にまで膨らんだ。一方で“返礼品競争”が大き
な問題になったため、法改正により今年６月から還元率や返礼品目を制限するとともに、総務省への申請を必要と
する制度に変わった。ふるさと納税の課題は何か、今後どうあるべきなのか。この制度を注視してきた当会の３名
の会員に紙上鼎談をお願いし、意見を交わしてもらった。

パネリスト：平谷 英明氏（元帝京大学教授・高知県観光特使）
　　　　　　坂本 信雄氏（京都学園大学名誉教授・元鹿角市ふるさと大使）
　　　　　　鈴木 克也氏（元公立はこだて未来大学教授・はこだて観光大使）
司　　　会：浅田 和幸（全国ふるさと大使連絡会議代表・はこだて観光大使）

司会　�ふるさと納税の返礼品競争の過熱により、総務省
の抑制通知から遂に法改正にまで進みました。何
が問題なのでしょうか。

＜�平谷　英明＞　以前、当会の全国大会でパネル討論を
した際に、荒川区長が「その地域に
縁もゆかりもない人が返礼品目当て
に寄付をするのは、ふるさと意識の
向上につながらない」と言っておら
れた。金持ちが得をする、言い換え
れば「貧者の一灯」的なものの価値

がなくなる。寄付額に応じて返礼品にランクがあり、
金持ちは欲しいものをゲットできる。少し、精神的な
話で言えば、本来、金銭に換算すべきでないもの（お
礼の心）を金銭換算するようにしたことが問題。寄付
金の多寡により返礼品が異なるのは寄付の精神に反す
る。
＜�坂本　信雄＞　返礼品目的の寄付が蔓延していること、
しかも高額物品などで還元率を高めている結果、自治
体に残る寄付額は少なくなる傾向にある。
＜�鈴木　克也＞　地域活性化には資金が必要である。そ
のための資金がうまく回ってこないというのが根本的
な問題である。そのための可能性を開いたのがふるさ
と納税制度であるからその趣旨には賛成であったし、
それを推奨した当会の考えは正しかったと考えている。
その際ある程度の返礼をするのはインセンティブの面
でよい方針だったと思う。今過剰な返礼が問題となっ
ているが、それは技術論でその根本まで否定するのは
むしろ問題だと考える。行き過ぎがあるとすればそれ
を修正する具体案を出して自粛を求めればよい。

司会　�返礼品は寄付額の３割といった総務省の“規制”に
対して、自治体の対応が異なりますが、それをど
う評価されますか。

＜�平谷＞　これもニセコ町長がおっしゃっていた話だが、
ニセコ町では寄附の趣旨を守って礼状のみにしている
けれど、職員からは「返礼品も出してください」と言
われていると。礼状のみに統一すべきではないか。
＜�坂本＞　全ての自治体が同一歩調のもとでふるさと納

税に取り組む必要はないが、本来のふるさと納税の趣
旨を踏まえて各自治体の創意工夫をすべきではないか。
＜�鈴木＞　財政面で自治体ができることは限られている
中で特に積極的な工夫をした自治体を悪者呼ばわりす
るのは問題ではないか。必要なら、ある程度のガイド
ラインを明示したうえで自治体の独自的な活動はむし
ろ歓迎すべきだと思う。国の方針として罰を課すなど
はとんでもないと思う。

司会　�政府は“ガイドライン”に従わない自治体に懲罰的
な措置をとる対応をしましたが、これをどう評価
しますか。

＜�平谷＞　この品目は特産品でないとか、良くないとか
を決めるのは、役人の裁量が働く余地のあるシステム
で好ましくないのでは。
＜�坂本＞　ふるさと納税を行った住民の自治体では住民

税減少分の75％分は地方交付税で補
われるが、25％分は当該自治体の減
少分になる。それを補填している地
方交付税の交付必要額が結果として
増大するので、地方交付税の財源不
足が一層問題になりかねない。

＜�鈴木＞　大切なことは地域活性化の資金をどのように
捻出するかである。もし地域創生を日本の方針とするな
ら本来は交付税や他の税制の中でそのようなことができ
るように整備すべきである。そのうえで地方が独自の行
動ができるような体制を考えるべきである。寄付もその
ための手段だが、何とか別の寄付制度を工夫できないか
もっと真剣に考えるべきで、諸外国ではどのような工夫
をしているのかを研究すべきだと思っている。
＜�平谷＞　泉佐野市長選挙で千代松市長が大勝され、「こ
れから別の戦いが始まる。」と述べておられましたが、
票の一部に込められたであろう多額の返礼品もOKとの
民意をどう考えるか？
＜�坂本＞　多額の返礼品によるふるさと納税は自治体
本来の魅力度を高めることに繋がっているのでしょう
か？市役所はスーパーみたいにならなければよいので
すが。
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司会　�ところで皆さんはふるさと納税をしたことがあり
ますか。また、その際、自治体はどんな反応があ
りましたか。

＜�坂本＞　「準市民」制度の旗を振っていた手前、ふるさ
との鹿角市（秋田県）に対して1995年から毎年1万円、
その後3万円の寄付をしました。返礼品制度は無かっ
たのですが、市長から年末にりんごなどのお歳暮が届
いていました。ふるさと納税がスタートした2008年か
らは確かに返礼品を念頭にふるさと納税をするように
なり、今年もこの4月に手続きしました。「寄付をした」
との思いよりも「モノを買った」という意識に変わっ
ています。
＜�平谷＞　申し訳ないのですが、ふるさと納税をしたこと
がありません。理由は①関係自治体が多すぎて、どこに
していいか迷うため②周りに返礼品と税の差し引きで計
算して納税する者が増え、嫌気がさしたためです。
＜�鈴木＞　私もしていません。いろんな地域・市町村と
お付き合いがあり、どこか特定のところを応援してい
ません。知り合いは各地にいて、季節ごとの特産品や
面白いものをいただいているのですが・・・。

司会　�返礼に関する制限を厳しくしたり、あるいは返礼
をなくすべきとの声がありますが、そうするとふ
るさと納税が大幅に減ることが予想されます。そ
れは仕方がないのでしょうか。ほかに何かいい方
策があるでしょうか。

＜�坂本＞　関係人口が増加するなか寄付控除のメリット
が次第に理解されてきたので、個々の自治体では落差
がありうるものの、日本全体では極端な減少にならな
いと思われる。基本は、「ふるさとを応援したい」人々
をどのように巻き込むかなので、その取り組みとして
返礼品は考えられるが、自治体はほかにも施設利用の
減免、割引、各種事業への参加など創意工夫すべきです。
それが度々の訪問、さらには移住にもつながる。その
枠組みとして名称はともかく特別市民などの準市民制
度も検討される。
＜�平谷＞　減少してもやむを得ない。理由は、人口増加
対策をして税収増を図るという自治体の本来的な努力
に戻るべきなので。
＜�鈴木＞　地域活性化のために自治体が自由に使える資

金源をどのように確保するかが最大
の問題だ。それがないのに単に規制
によってその制度を縮小するのは問
題だと思う。まずは返礼割合を制限
し、返礼品を特産品や優待券に限る
などの緩やかなガイドラインを定め

過度な競争にならないよう自粛するよう求めるソフト
ランディングをさせる。その間に国は地方財政を健全
化する根本的な方策を考え、自治体としては「準市民
制度」の在り方などを本格的に考え、特に情報面での
付加価値をつけるよう工夫する。

司会　�では、あるべき姿はどのようなものだと思われますか。

＜�平谷＞　礼状以外の返礼品は一切禁止。公職の候補者
の寄付禁止と同様の取り扱いでいいのでは。違反自治
体は、名前を公表することで実効性を担保する。寄付
者は自治体との縁や思いについて作文して寄付するよ
うにしたらよい。寄付文化の醸成が必要だと思う。昔は、
仏教に基づく喜捨（喜んで捨てるので、返礼を求めな
い）の心があった。中途半端な対応でなく、全自治体
返礼品禁止で礼状のみとし、地場産業振興は別の方策
で、と統一してはどうだろうか。
＜�坂本＞　ふるさとは出生地だけでなく、何らかの関わ
りのある自治体（最近の言葉では関係人口）に広げて
よいので、その場合は返礼品無しで寄付控除を認める。
本来の見返りを求めない寄付のあり方とする。他方で
は、寄付控除無しの返礼品制度を大いに歓迎する仕組
みとする。
＜�鈴木＞　いずれにしても地域活性化の財政の問題がい
かに大きいかを考えさせてくれた機会なのでそれをい
い機会として研究することを進めたい。

司会　�鈴木さんは画一的な規制はよくないというご意見、
それに対し、平谷さんは寄附の趣旨に沿って返礼
品は禁止すべきと。坂本さんがやや中間的な格好
でモノではなく、施設利用など当該自治体に呼び
込むための方策を提案されていて、ぜひ推奨した
いですね。

　　�　私もひと言。総務省の調査では返礼品にかかる
経費が平均で50％を超えていて、実は“儲かってい
る”のは多くの返礼品を得る高額納税者（お金持ち）
とサイトの運営会社などになっていること。その結
果、返礼品競争の行き着く先はどの自治体も税収が
減少する「持続可能でない」消耗戦だということ。
この点を押えてほしい。もう1点、本来自治体同士
でより良いルールを設定するのが地方分権の望まし
い姿のはずで、例えば地方６団体で議論するという
形があってしかるべきだったのに、結局、国にお任
せして国が規制するという従来の形になったこと、
これが一番残念です。当会も引き続き、注視してい
きたいと思います。ありがとうございました。
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JR新橋駅銀座口を出たところに香川県・愛媛県の共同アン
テナショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」がある。平成15年
創業で、昨年リニューアルオープンした。２県が共同でアンテ
ナショップを出すというのは日本で最初のケースであった。数
年前には新橋で岡山・鳥取アンテナショップが開店したが、ま
だこの２例しかない。

施設は約150坪、１階は物品販売で民間の（株）サカガミに委
託、２階は飲食店「かおりひめ」で、これも（株）サンケイ会
館に委託している。昼は讃岐うどんや鯛飯など、夜は地酒と山
海の料理が人気を呼んでいる。２階には県の観光案内コーナー
もあり、ここではロボットのPepperが案内をしてくれる。

アンテナショップでの商品アイテムは約1400品目で、売れ筋
の主な商品は、香川県では、うどん・オリーブ製品・醤油・醤油豆・
希少糖製品等、また愛媛県ではじゃこ天・みかん製品・タルト・
ちりめん・干物等となっている。

イベントコーナーでは、週替わりで地元の生産者による展示
販売が行われている。地域の生産者を大切にするというのもこ
のショップの特徴である。

新橋から銀座、有楽町、日本橋に続くアンテナショップ群の
南端に位置し、立地も良いので金・土曜日は大いに賑わう。１

日平 均 利 用 客
は、 約1500名、
年間で50万人に
達する。オープ
ン以来の13年間
で約700万人を
突破した。地元
関 係 者 は20 ～
30％であるが、
そ れ 以 外 のリ
ピーターも多く、最近では、他のアンテナショップを巡り歩く
人も増えてきた。

当アンテナショップは両県とも瀬戸内海に面しているところ
から、「せとうち」をテーマとし、季節毎の食材を揃えるように
している。

他のアンテナショップとの連携によるイベントとして、「きき
酒の会」を催すなど変化を持たせることにも努めている。東京
都が企画したアンテナショップラリーなど、アンテナショップ
全体を盛り上げるイベントにも積極的に対応している。

� （理事　鈴木 克也）

アンテナショップを訪ねて

香川・愛媛せとうち旬彩館
東京都港区新橋2－19－10新橋マリンビル　☎03-3574-7792（1階）、03-5537-2684（2階）

『なみへい故郷自慢プレゼン会』
に参加して

理事　伊藤 美智子
「故郷のために私達はどんな役に立てるのか。まずは故郷
の良さを知ってもらうことから始めよう」という趣旨のもと、
「第１回なみへい故郷自慢プレゼン会」が３月22日（金）18時、
神田『なみへい』で開かれ、故郷・地域を愛する面々が集い
ました。主催者の『なみへい』オーナー川野真理子氏のお話
の後、３名の故郷自慢の方の熱いプレゼンと食事交流会と続

きました。今回は、茨城県行方市、鹿児島県奄美大島、長野
県飯山市でした。
全国ふるさと大使連絡会議でも以前は「ふるさとデー」と
いうイベントがあり、故郷の関係者はもちろんのこと、無縁
の人でも十分に楽しめました。プレゼンを聴き、地酒を呑み
ながら地元食材を使った料理をいただけば、その故郷の魅力
を再発見できるので、また復活すれば良いなあと思っており
ました。
同じようなコンセプトを持つ『なみへい故郷自慢プレゼン
会』ですが、次回は秋田県東成瀬村、岩手県盛岡市、長野県
長野市だそうです。当会も協力として名を連ねています。皆
さん、是非参加してみませんか？そして、ふるさと大使とし
て、ふるさとを愛する者として、プレゼンしてみませんか？

５月29日（金）「なみへい故郷自慢プレゼン会」
◆18:30 ～ 19:00　 「人と人、人と地域をつなげる観光 

～観光まちづくりと教育」
◆19:00 ～ 20:00　プレゼンテーション
◆20:00 ～ 22:00　 食事交流会 

（秋田のだまこ鍋　他数品）
◆参加費：3000円（１ドリンク付き）　定員25名ほど
◆場　所：なみへい（ 東京都中央区日本橋本石町４-２-６ 

神田GMビル１F　JR神田駅西口徒歩３分） 
☎ 03-6666-5963
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 新宿　福島絆の会会長　根本 二郎
４月６、７日の両日、「全国ふるさと大使連絡会議」と「新宿

　福島絆の会（福島県人会新宿支部）」の共催で、東日本大震
災の原発事故で被災した福島県の浜通りを視察するツアーを開
催、20名が参加しました。

まず訪れたのは富岡町・夜の森地区で催された「桜祭り」。
夜の森地域は、放射能汚染が強く、今でも「立ち入り禁止地域」

が多くあります。しかし、この地域の桜並
木は、見事で、震災前はにぎわっていま
した。事故後も、誰もいない街に桜だけは、
咲き続けていました。

そして昨年より、富岡町が、満開の時
期を選び１日だけシャトルバスを運行し、
禁止地域の中に入り、また並木や広場で
は踊りや屋台など賑やかに催すようになり

ました。満開の桜と復興を望む地元の皆さんの明るさ、たくまし
さを感じました。

「福島県・浜通りの現状と欄漫の桜を訪ねるツアー」 
に参加して

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故で避難した富岡
中高バトミントン部の生徒たちを、平成23年５月から受け入れ、
学生寮として、生徒たちの親代わりとして生徒たちを支えてき
た猪苗代町のあるぱいんロッジのオーナー夫婦と知り合いとい
うこともあり、私も生徒たちにささやかな差し入れをして声援
を送りました。今年３月、国際環境NGO�FoEJapanの主催「ど
う伝える？原発事故のこと」の席上で登壇した富岡町の避難者
の方のお話を聞きました。そんな事が重なって、富岡町の現状
を見たいと思っていた時のツアーの案内でした。

４月６・７日、新宿福島県人会「絆の会」の根本二郎さんの
縁で参加させていただきました。今回のツアーは私にとって有
意義な深いものを汲みとれた旅になりました。また初対面の全
国ふるさと大使連絡会議の方々と懇親ができた事も私の活動
の資産になりました。

富岡町に入っての光景は、８年間放置された民家・商業施
設など廃墟化した建物が印象的でした。黒い袋に入った汚染
土は緑のシートがかぶせられて、黒い袋よりは景観は良いかも
しれませんが、何も解決していないこの現状に心が締め付けら
れる思いがしました。富岡町の避難者の方が「もとの町にもど
して！」と訴えていた事が痛々しく思えます。

帰還困難区域内の桜並木の「夜の森」が一部開放されて桜
まつりが行われていました。今年はシャトルバスで開放されて
区域の奥の区域の桜並木を走っています。私たち一行は予定
より遅く着いたのでシャトルバスに乗れませんでした。夜の森
の桜並木では、ひょっとこ踊り・よさこいソーランなどが披露
され賑やかでした。どこのまちでも行われている桜まつりと同
じです。いつの日か普通にどこのまちと同じように桜まつりが
開催されること祈るばかりです。

この日だけ帰還した富岡町民もたくさんいたことでしょう。
桜まつりの会場の富岡第二中学校(廃校)で環境省のブースでは
メッセージを書いた桜を枝に付けて千枚桜を作っていましたの

で、私も富岡中
高バトミントン部
へ応援メッセー
ジを書きました。
５月に新宿御苑
のイベントに持っ
て行くそうです。
夜の森を後にし
て、今回案内を
してくれた鈴木亮さんも関わっている民間団体の双葉郡未来会
議が運営している「ふたばいんふぉ」を訪れました。双葉八町
村の現状が展示されています。

次に「東京電力廃炉資料館」へ。原発事故の事実と廃炉事
業の現実を展示してあります。富岡町は２～３割ぐらいしか
戻ってきていません。廃炉の作業員の数が1000人超えで住宅
が不足している現状なのだそうです。40年はかかるといわれる
廃炉。

廃炉が終わってもこの作業員の仕事が存続し、富岡に家族
と共に移住して、元気な富岡の町を帰還した人たちと共に作っ
て欲しいと思います。

宿泊は川内村です。川内村も原発事故で全戸避難した村で
す。数名の村民が村を守る為に残ったそうです。放射線量が
住める基準になった１年後、村長・村の有識者・村民の判断で
帰還を決めたそうなのです。８割程度の村民が戻って来たそう
です。家屋もそのまま使用できたので、美しい村の景観は変わっ
ていません。

村営温泉「かわうちの湯」に行った時、村の方々が「村長さ
んは若いけど立派な人だよ～」と言っていました。その夜、小
松旅館の懇親会に村長さんも見えて、川内村の今そして未来に
ついてお話を聞きました。翌日は子ども園・小中一貫校をめざ
す小学校とその敷地内の天皇陛下の記念碑といわなの郷を見
学して、滝桜観桜へ。残念ながらまだ開花していませんでした。
でも雄々しい姿です。川内村も富岡町もがんばれ！！　

 会津会常任幹事　宮河 悦子

福島県出身の方以外の皆さんに福島を案内させて頂いたのは
初めてです。現状を見て頂いたことを本当に感謝いたします。

夜は川内村の温泉に浸り、懇親会でした。遠藤雄幸村長、井
出茂商工会長、大西俊枝特養ホーム事務長さんが、歓迎と復興
の現状などお話しされ、「どぶろく」などで盛り上がりました。

翌日は、つぼみの三春の滝桜、栃木市の太平山の満開の桜
を楽しんで帰ってきました。楽しい旅でした。

福島・浜通りの視察ツアーを開催

─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆
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8年ぶりの原発周辺視察旅行記

４月６・７日、桜のシーズンに震災８年後の原発周辺視察
ツアーに参加した。マイクロバスは参加者18名を乗せて新宿
から一路富岡町へと出発。茨城県から福島県へと常磐道をひ
た走るうち、窓外に設置された数量計に0.4シーベルトとか0.2
シーベルトとか表示されているのが見えた。当日、私は口元
に傷を負っていてそれを隠す為にマスクを持っていたのだが、
思わずポケットにしまい込んで手で押さえた。

やがて空き地に汚染土を詰めた黒いビニール袋が山積みに
されている光景が続き、８年前の震災がドッと蘇った。更に
進むと屋根が大きく崩れ、壁が剥がれ、窓を締切った色褪せ
た家等々が処々に見え、以前は建物があったのか畑があった
のか、様子の分からない草の生えた空き地があちこちに広がっ
ていた。道には車も人影も無く、空気が一瞬静止しているか
のようだった。目的地に近づくにつれ通行禁止のバリケード
がたちはだかり、車は紆余曲折しながら現地のボランティア
の案内に助けられ、やっと目的地である夜の森に着くことが
出来た。

そこには心の込もった手作りの弁当が用意されていて、私
がそれを片手に休憩所のテーブルに着こうとし
た時、一人の見知らぬ女性から声をかけられた。
何処から来たのですか、東京からです、東京の
人がきてくれて嬉しいです、と言うやいなやス
マホを取り出し、これは家の近くに咲いていた
垂れ桜、桜をバックに写っているのが母と姉、
そしてこれは義父と義母…とまるで堰を切った
ように話す彼女を見た時、私は一瞬胸が詰まっ
た。そしてシャトルバスに乗るのだと言って立
ち去ったが、シャトルバスとは、その日のみ帰
還困難区域の桜を見る為に用意されたバスのこ

とである。
私達は矢張り帰還困難区域である夜の森の桜並木で、８年

ぶりに催されたよさこい祭りを楽しんだ。踊る者も見る者も
はち切れんばかりの笑顔、拍手、歓声で、満開の桜も大手を
広げて喜んでいるようだった。１日も早い復興を祈るばかり
である。

夜は川内村にある ｢天山｣ にて遠藤雄幸村長達を交えての
懇親会が催された。その時川内村の将来に向けての目標を色々
と伺い、このように底力のある頼もしい人々に支えられてい
る日本は捨てたものではないな、と安堵した。

２日目は桜三昧で、三春の滝桜は残念ながら時期尚早しで
駄目だったが、栃木の大平山に向かう２kmにも及ぶ桜のトン
ネルは見事としか言いようがなかった。こうして二日間の旅
は無事終えることができたのだが、最後に、私は何の肩書も
無い謂わば部外者の新参者であるが、他の参加者は個性に溢
れた人ばかりで、とても活気に満ちていて素晴らしかった。

貴重な体験と思い出を頂き、浅田代表を初め、水先案内的
な、民主的で、博識で、努力家の根本氏に感謝しつつ、また
ふるさと大使の会の一層の御発展と御活躍を祈りつつ…有り
難うございました。 田村 蕭子

─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆─◆

よさこいチームの力強い踊りに感激

今回のツアーで一番印象に残ったことは、福島県富岡町の
桜祭りに全国から集まってきたよさこいチームの踊りでし
た。どの団体も力強く、そして華やかで、素晴らしい桜まつ
りでした。中でも一番感動的だったのは、秋田から参加した
という若い人たち（学生さん?）の一行です。

天にも届きそうなあのエネルギーと力強さが、祈りとなってそ
のまま伝わってくるような気がして、涙が出そうになりました。

なみへいの10年間はあまりに忙しすぎ、美しい音楽や絵を見
て感動する感性がなくなってしまったと感じることが多かった

ため、涙が出そうになった自分が嬉しくもあり、踊りが終わっ
た後、彼らたちに素晴らしかったよと声をかけました。

自腹で秋田から来ていること、答えてくれた子は出身が八戸
で、秋田の大学に入学したこと等々、我が故郷の青森繋がりと
いうこともあったせいか、東北の想いの力を感じた嬉しい時間
となりました。

川内村の村長さんの挨拶や、泊まった天山のオーナーのお
話も素晴らしく、よく知らない土地ではありましたが、川内
村のことを少し知ることができた充実した訪問でした。

次回は、地元の食材を使った郷土料理を是非期待したいと
ころです。（笑）

翌日の、三春の滝桜は満開にはちょっと早く
て残念でしたが、幹事さんのその後の柔軟な対
応がとても素晴らしいと感心しました。

おかげさまでスケジュールにはなかった、栃
木県太平山の素晴らしい桜並木を見ることがで
きましたし、小山出身の伊藤美智子さんの地元
愛により、栃木市の商店街でおいしいランチを
頂き、すっかり満足気分で、一路東京へ向かう

「バスで眠る人」となったのでした。
根本さん始め、幹事の皆様、本当にありがと

うございました。 なみへい　川野 真理子
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◆新会員のひと言◆
� 東日本コミュニケーションズ株式会社

　代表取締役　佐藤 義博
東北と関東の高校進路指導支援及び学校・塾等教育機

関への戦略的コンサルティングを行っています。
東北では少子化が大変深刻な状況になっています。高

校や中学校の統廃合が近年さらに進んでいます。これか
らは高等教育機関（大学・専門学校等）の統廃や閉鎖も
大いにあり得ることでしょう。

このことは卒業生からすれば非常に寂しいことです
し、地元が廃れることに繋がってしまいます。

私は進路と言う側面、生徒募集と言う側面から、地域
に必要される学校作りをお手伝いさせてもらっていま
す。学校としての特徴が進路や生徒募集という形から表
れますが、どの学校にもそれぞれの良さがあります。そ
してその良さは歴代の卒業生が築いてきたことです。

私はこのような活動の中で新地高校の高村泰広先生と

出会い、千葉大学の佐藤健吉先生と出会いました。酒を
酌み交わし、これからの人材教育には何が必要なのか？
どのような学校教育が必要なのか？を語り合いました。

その中で最も大切であることを知らされたのは「地元
を活かす」と言う考え方です。私に出来ることはまだあ
りませんが、人と人の出会いにより何かを伝えることが
出来るかもしれません。これからよろしくお願いいたし
ます。

田子町ふるさと大使　向井 靖雄
私は浅田さんとめぐり逢ったのは10年以上前、元総務

省官僚の主催する「村おこし、街おこし、地域おこし」
の会合だっと記憶しています。当時、ニンニク日本一の
街のふるさと青森県田子町からふるさと大使を拝命して
おり、木村俊昭先生の紹介で「全国から地域おこしは俺
の手で」と言う猛者が集まるので、と誘われたのが縁です。

なるほど猛者の集いと言った方が良いかもしれませ
ん。私もその猛者の後塵を拝したいと念願しています。

い。（まじかるれっすん⇐検索）
一昔前の日本では、田舎でも都会でも家族が助け合って暮
らしていましたから、どこの家にも家庭の味があり、1つの
テーブルを囲んで食事をすることがあたり前で、親から子へ、
子から孫へと食事が文化として引き継がれていました。この
頃は、ふるさと・家庭・食事が安心共生の場として一本筋が
通っていた様に思われます。現在は孤立して暮らす人が多く
なり、この食文化が失われつつあります。
「まじかるれっすん」を立ち上げられた当初は、「子どもた
ちに健康な食事をして欲しい」「楽しい食卓であって欲しい」
という素朴な願いを込めて活動されていたそうです。創立か
ら6年目を迎えた現在は「一人で料理することにより、生き
る力を身につけ、自己肯定感を高めながら諦めない強さが養
う」という高い次元の目標を掲げる活動にまで発展してき
ました。活動を拡げるために専属講師の育成事業も始まり、
既に13人の専属講師が市内全域にわたって活躍していらっ
しゃいます。
「この活動を全国に広げたい！」。鈴木代表の夢が叶うとき、
ふるさとを遠く離れて生活する若者たちが皆、ふるさとの味
が懐かしくなって帰ってくる。そんな心温まる社会になって
いるのだと思います。

風の便り
ふるさとの味をつくりたい
　　−子ども料理教室まじかるれっすん−

 橿原市観光大使　浜田 靖彦
ふるさとの味というと、山形の芋煮や香川のうどん、下関
のふぐなど故郷の名物料理を指して使われることが多いです
ね。千葉県松戸市で「子ども料理教室まじかるれっすん」を
主宰されている鈴木真理代表（写真）は「ふ
るさとの味は本来、家庭の味を指すのでは
ないか」とおっしゃいます。
「子どもたちは好奇心がいっぱい。みん
な笑顔で帰って行きます。子どもが料理を
するようになれば、子どもの味付けが加わって家庭の味の幅
が拡がるのです。そうしてふるさとの味を作って行きたい」
私にとって目からウロコが落ちる言葉でした。子どもに
とって食事は誰かに作ってもらうものとの固定観念を持って
いたからです。「まじかるれっすん」で学んだ料理を通じて
家族の絆が深まったエピソードもたくさん聴かせて頂きまし
た。紙幅の都合があるので、ここでご紹介することが出来な
いのが残念です。団体のホームページをぜひ一度ご覧くださ

◆新宿御苑で鉾田市観光フェア開催
ゴールデンウイーク中の４月29日、東京・新宿の新宿御苑の

広場で茨城県鉾田市の観光フェアが開催されました。同市は日
本一の野菜出荷生産量を誇る街で、鉾田の魅力を発信するた
め、市観光協会が主催したものです。

市産業経済部商工観光課の皆様方20名も繰り出して展示即
売会が行われ、沢山の野菜や果物がサービス値段で飛ぶよう
に売れていました。中でも紅ほのかの冷凍焼き芋はとろりと溶
けて、甘さもたっぷり。冷たくて程よく柔らかで美味しいアイ
デア商品でした。

目玉は出荷生産量日本一の名産品、ホコタメロン。中でも

アンデスメロン、プレミアム
アンデスメロンは糖度18度以
上です。そのメロンが当たる
抽選会が午後１時と３時に行
われ、大いに賑わいました。
早朝から岸田市長も来て下さ
いました。鉾田市は私のふる
さとであり懐かしい茨城県弁と温かい地元の方々の優しさに
包まれて楽しいひとときでした。日本で１番野菜を作る街!四
季の自然と味覚を楽しむまち！鉾田市ヘぜひお越しください。
� 　（理事　千波 裕美）
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（2018年９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

2018年９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	 141名
合　　計	 267名

確認された大使制度

（2018年９月末現在）
県知事が委嘱	 44団体	 90制度
市長村長が委嘱	 620団体	 713制度
諸団体等の長が委嘱	 145団体	 148制度
合　　計	 809団体	 951制度

全国ふるさと大使連絡会議の概要

編集後記
今号は大型連休の関係もあって発行が大幅に遅れてしまったことをお詫びします。今年

度は当会の魅力向上のための活動強化を掲げました。１面に佐藤建吉理事の提言を掲載し
たのも、活発な論議を巻き起こすための試みです。皆様からもぜひご意見・ご提案をいた
だければと願っております。

６、７面の「ふるさと納税」に関する紙上鼎談もその一環です。観光客誘致の方策、特
産品ブランドの確立、街並みの魅力向上等々、皆様からも、ふるさとの元気に資するテー
マのご提案や、発言の場への参加をしていただければ幸いです。
＜お知らせ＞　事務局が6月から現在地から移転することになりました。複数候補を選定
中ですが、まだ移転先が確定していません。ただし、電話とファクスは当面そのまま有効
です。また、郵便物は転送されますので支障はないと思われます。ご不便をおかけするか
もしれませんが、ご了承をお願い申し上げます。

ふるさと大使かわら版　2019年５月15日－令和元年春季号――（通巻91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：〒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　FAX：03-5640-1433
　　　　　Email：kasatora7@jcom.home.ne.jp

2019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）、特別会員5,000円、団体会員は
10,000円です。2019年度会費の納入をよろしくお願いいたします。
＊郵便振替
　加入者名─全国ふるさと大使連絡会議　　口座番号：００１９０-７-１４９６５８
＊郵便振込
　店名―０３８　普通７２１１０５１　口座名：全国ふるさと大使連絡会議
＊銀行振込
　三菱UFJ銀行�亀戸支店　普通０１７３１４６　口座名：全国ふるさと大使連絡会議

＜個人会員＞

佐藤　義博　氏（東日本コミュニケーションズ代表取締役）
� 【浅田和幸氏紹介】

歓迎！新しい会員のご紹介
2019年1月～ 4月入会

夏季会員交流会のご案内
　恒例の夏季会員交流会を７月に開催します。今回
は家具・インテリアの企画・製造・販売、（株）ワイス・
ワイス社長・佐藤岳利氏にミニ講演をお願いします。
同社は「人と自然の関係を結び直す家具づくり」を
掲げて、森林資源の保全や国産材の活用に取り組ん
でおり、３月７日にはテレビ東京「カンブリア宮殿」
でも放映されました。暑気払いを兼ねて、楽しく有
意義な交流のひと時をお過ごしください。また、皆
様の日頃の活動のご紹介やふるさとのアピールをぜ
ひお願いします。会員以外の方もお誘いの上、是非
ご参加をお願いします。� 　（幹事：鈴木克也）

１．日　　時:　2019年７月26日（金）午後６時～８時30分
２．場　　所 ： 「KKRホテル東京」11階　丹頂の間
　　　　　　　◇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．講　　話：「持続可能な林業・木製品産業への挑戦」　
　　　　　　　（株）ワイス・ワイス社長・佐藤岳利氏
４．会　　費：6000円
５．申込締切：７月16日（火）
　　飲 み 物：地酒・ワイン・焼酎などの持込を歓迎します

自治体の旅行補助を活用しませんか。
地元への観光客を誘致するため、自治体が地元宿泊や参加人
数などに一定の条件を付けて旅行企画に助成金を出す施策が各
地で広がっています。旅行業者向けの政策が大半だが、一部で
は地元の各種団体、NPOなどの企画に対しても助成する例も増
えています。
例えば、石川県珠洲市では石川・富山両県内のレンタカーを

利用して同市に宿泊すると、1泊当たり3000円が宿泊代から割
り引かれる制度を実施しています。和歌山県田辺市は10名以上
の団体で30人泊以上の宿泊を伴うスポーツ合宿や研修旅行の
主催者に１人泊当たり1000円を助成するといった具合です。
当会ではこうした制度も活用して地域訪問をできればと考え

ています。皆様も一度郷里の制度をお調べいただき、企画に名
乗りを挙げていただければ幸いです。


