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ふるさと大使かわら版（通巻第79号） 2016（平成28）年５月９日（月）春季号

■ 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】「ふるさと納税」返礼合戦から脱却を

【２面】大使だより　第69回　橿原市観光大使

 ――橿原市長　森下　豊

 ――橿原市観光大使　浜田　靖彦

【３面】2016年度総会で予算・活動方針など決定

・2015年度収支報告及び2016年度予算

・グランプリ鍋奉行決定戦に審査員参加

【４面】北海道新幹線　開業効果を期待

 ――工藤寿樹

・注目の函館・道南　ここがお薦め

【５面】観光特使70名でふるさと高知を訪問

 ――平谷英明

【６～７面】マジックで笑顔を届ける

 ――野口雅代

・釜石復興に向けて ――野田武則

・あれから５年。「次は10年」か ――平木協夫

【８面】新年交流会、歌と踊りで盛り上がる

 ――三谷啓子

・「日本橋　長崎館」オープン ――利重盛久

【９面】 アンテナショップを訪ねて 

「銀座わしたショップ」 ――鈴木克也

・へば～お国言葉でお話ししませんか

 ――佐藤忠義

【10面】夏季会員交流会のご案内

・新会員のひと言

・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年春季号（通巻79号）

ふるさと納税（ふるさと寄付金）に対する返礼合戦がますます過熱している。特
産品などの返礼品を豪華にするほど、寄付の件数・額が増えるため、自治体が競っ
て返礼に力を入れているためだ。商品券まで出回るに至って、この４月１日、総務省
は昨年に続き、自治体に自粛を呼びかける通知を出した。
ふるさと納税による寄付金総額は2014年（１～12月）は約341億円と、2012年の

2.6倍にのぼる。インターネットのポータルサイトで自治体ごとの「特産品プレゼント」
一覧だけでなく、「お得」や「還元率ランキング」などが掲載され、その人気に応じ
て自治体への寄付額が増え、さらに返礼品を豪華にするという競争がエスカレートし
ているわけだ。
「還元率」とは、寄付額の何㌫が返礼品としてもらえるかという率のことで、例えば、

「ふるさとチョイス」というサイトによると、千葉県大多喜町の「大多喜町ふるさと
感謝券」が還元率60％で全国1位。例えば、１万円の寄付をすると、町内の商店、旅
館、タクシーなどで使える感謝券（商品券）が6000円相当送られる。この還元率も
実は今年３月に70％から引き下げ、感謝券の上限額も６万円に設定するなど、若干
の自粛をした結果だ。
同じように、群馬県中之条町の「感謝券」と「特産品」が60％、長野県青木村の「地
域消費券」が55％といった具合で、上位10位に商品券が並ぶ。地元への誘客と消費
を目的としてはいるが、金券は換金性が高く、実際にネットオークションで売買され
ている。寄付をする人の多くは“換金”が目的なのである。
「ふるさとチョイス」の2015年のランキングで、寄付金額が約35億円と全国一に
なった宮崎県都城市の場合、2014年秋からリニューアルした返礼の宮崎牛や焼酎な
どの推定還元率が最高80％にもなると話題になり、この２年間で急増した。
「還元率」が目的なら、もはや寄付とは呼べない。寄付者が“儲かり”、自治体も“儲
かる”なら、良いことずくめだが、その原資は、寄付者が住んでいる自治体に入る
はずだった税収である。良い施策や制度というものは、皆が取り組めば全体がさら
に良くなるもので、普遍性や持続性がある。
では、すべての自治体が還元率の高い返礼をすれば、どうなるか。寄付は相互に

行き交うが、全自治体が返礼のための高額出費を余儀なくされ、寄付金収入より税
収の減少と返礼の出費が上回ることになる。得をするのは寄付者、とりわけ高額の
寄付を繰り返して返礼を受ける寄付者だけである。タコが自分の足を食うような本
末転倒がいつまで続くだろうか。
折しも、熊本地震の被災地支援に「ふるさと納税」を活用する動きが広がってい

るが、こちらこそが本来の趣旨に沿うのではないか。当かわら版では、2014年の春
季号で「『ふるさと納税ブーム』を喜ぶべきか」と題して問題提起したが、各自治体は、
持続可能な「ふるさと」を守るためにも、あるべき方策を考えてほしい。

「ふるさと納税」
返礼合戦から脱却を

事務局長就任のご挨拶�

新しい風を吹きこみ、お役に立ちたい� 永井　弘美
　昨年入会したばかりですが、事務局のお手伝いをさせていただいて
おりましたところ、この度、未熟ながら事務局長を拝命しました。
　全国ふるさと大使連絡会議の運営や会の活性化を考えると、事務
局長という大きな役割をいただくことへの不安もありますが、これか
ら会員の皆様のご意見を伺いながら、今までの会の歴史を重んじ、大
切にしていきながら、時代の流れに沿った新しい風を吹き込み、全国のふるさと大使
が各地で観光や地域活性化に大いに活動ができる体制として、情報発信の充実、交
流の促進などを進めてまいりたいと思います。
　課題も多々ありますが、会員の皆様のお役に立てるように努力してまいりますので、
ご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
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このたび橿原市では、首都圏等
でご活躍される100名の方を、本
市の観光大使として平成28年１月
28日付けで任命させていただきま
した。この「100人の観光大使」
事業は、首都圏での本市の知名度
の向上を図るためのプロモーショ
ンの一環として実施させていただ
くものです。
実際に首都圏で初対面の方と名刺交換させていただく
とき、また資料に市の名前が記載されているときなど、
「かしはらし」と正しく読んでくださる方は意外と少な
いことに驚かされます。橿原市の知名度がいかに低いか
ということを、市職員は日々痛感しているのです。そん
な職員からの推薦により、このたび様々な分野でご活躍
されている100名の方々にご協力いただけることとなり
ました。
本市は、古事記・日本書紀において日本建国の地とさ
れており、橿原神宮をはじめとして市内には、その歴史
や文化を伝えるゆかりの地が数多くあります。
そして本年は、神武天皇が亡くなられて2600年の節
目の年であり、その神武天皇をお祀りする橿原神宮では、
４月３日に「神武天皇2600年大祭」が開催されました。
さらに市制60周年・宮崎市との姉妹都市50周年の節目
の年と重なり、今後ますます中南和地域の拠点都市とし
て、観光客の誘致によるにぎわいの創出を図っていると
ころです。
観光大使を任命させていただく方々には、２つ折りの
観光大使名刺と本市観光パンフレットをお配り致しまし
た。この名刺には日本初の本格的な都城で、694年に持
統天皇が遷都した藤原京や万葉集ゆかりの大和三山、初
代神武天皇が即位した地に創建された橿原神宮、重要伝
統的建造物群保存地区今井町を記載しています。また本
市の３施設（橿原市昆虫館、歴史に憩う橿原市博物館、
橿原市立こども科学館）において名刺を提示していただ
くと無料で入場していただける特典をつけています。
様々な場面におきまして観光大使名刺を配布し、本市
の魅力をご紹介いただき、日本中から飛鳥・橿原の地へ
お越しいただくきっかけを作っていただければと考えて
おります。どうぞよろしくお願いいたします。

「橿原市の観光大使になっても
らえませんか？」思いもよらぬ嬉
しい知らせでした。奈良県の橿原
市？観光大使に私が？
私が橿原市を訪れたのは昨年の
７月末。この日は地域おこしの仲
間と夜更けまで酒を酌み交わし、
甘樫の丘に登り、市の夜景を眺め
ました。幸運の知らせの主はその時の仲間の一人でした。
主旨は各方面の専門家100人に依頼するとのこと。とて
もユニークだと思い、二つ返事で引き受けました。
最近とみに、成長の余地のない世の中になってしまっ

たと感じます。そして時代が大きく変化する兆しのよう
に思えて仕方がないのです。こういうときは一度立ち止
まって、歴史を訪ねると良いのだと思います。先人はど
のようにして時代を切り開いてきたのか。今こそじっくり
見つめ直す時ではないでしょうか。橿原市を中心とした
地域は、そんな私たちに日本人が日本人たることを教え
てくれる、かけがえのない「ふるさと」なのだと思います。
そんな橿原市から学べることを二つご紹介します。一
つはこの国を最初に治めた人たちが夢を描いて見上げた
空を、時を超えて共感できることです。大和三山（畝傍
山、耳成山、天香具山）に囲まれ、神武天皇を祀る橿原
神宮や日本初の本格的都城である藤原宮の跡などの史跡
を擁する橿原市は、神話の世界から国家の黎明期につな
がる時代の日本で随一の場所なのです。
もう一つは、近世から近代にかけての人々の暮らしの
息吹を感じとれることです。全国最大の重要伝統的建造
物群保存地区の今井町や、八木町という江戸時代の町並
みが良く残された地域があります。今井町は商業都市と
して多くの人を集めました。八木町に残る横大路(伊勢
街道)と下ツ道(中街道)の交差点は往時の面影を色濃く残
し、お伊勢参りの旅人たちが井戸端で談笑する様子が目
に浮かぶようです。
私は、人と人、地域と地域の交流によって地域おこし
に火を付けるのが大好きです。私の観光大使としての役
割は、全国の面白い仲間たち、元気な仲間たちに橿原市
を紹介することです。そして橿原市の皆さんと一緒に、
いにしえの人々と自然から「地域づくり」、「国づくり」
を学びたいと思います。全国の面白くて元気なふるさと
大使の皆様！是非一度、奈良県橿原市をお訪ねください。

◆大使だより◆　第69回　橿原市観光大使

「100人の観光大使」
� 橿原市長　森下　豊

「橿原市観光大使を拝命して」
� 橿原市観光大使　浜田　靖彦

「橿原市観光大使」のデータ
■発足日：平成28年１月28日
■大使の人数：100人（H28.１現在）
■ 大使の主な活動： 観光大使名刺と観光パンフレットの配布により、大

都市圏にて橿原市について広めていただき、観光客の誘客につなげる
■大使に提供しているもの：観光大使の名刺、観光パンフレット
■制度の所管連絡先：橿原市観光政策課　0744-21-1115
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　2016年度の総会が４月15日（金）、東京・千代田区の「ち
よだプラットフォームスクウェア」の会議室で開かれ、
2015年度収支報告と活動報告、2016年度事業計画と収
支予算を承認した。
　前年度の収支では、会費収入の減少が目立った。会費
未納が多いことなどが原因だが、事務局の空白など会員管
理や実務連絡面での不備も要因のひとつとみられる。この
ため、新年度の活動方針として、緻密な会員管理に努め
る一方、長く中断していた会員名簿を発行するなど、会員
同士の情報交流がしやすいよう努めることとした。また、
前年度は「ふるさとデー」が一度も開催されなかったこと

から、新年度は少なくとも複数回の開催をすることとした。
　中断していたホームページも５月中には再開し、会員
向けメーリングリストも再開することを確認した。
　昨年の規約改定で役員の任期は２年としたため、役員改
選はなかったものの、事務局長が空席（代表が兼務）となっ
ていたため、新事務局長・理事に永井弘美氏を選出した。
　今回は昨年の規約改定で規定した総会の初の開催と
なった。総会の議決権を持つ参与会員が少ないことや総
会告知が遅かったことなどもあって、役員以外の出席者
は少なかったが、今後の活動などについて活発な意見が
出された。

2016年度　総会で予算・活動方針など決定

2015年度収支報告 および 2016年度予算
全国ふるさと大使連絡会議の2015年度収支報告およ
び2016年度事業計画と予算について下記のとおりご報
告いたします。

■2015年度収支報告書� (単位：千円）

収入の部 支出の部
前期繰越金 110 かわら版制作費 387
会費収入 通信費 133
　今年度入金 644 事務委託費 120
　翌年度分入金 0 事務経費 58
全国大会会費収入 890 運賃 65
会員交流会会費収入 527 会議会場費 17
雑収入 0  全国大会費用 773

 会員交流会費用 463
（経費支出小計） 2,015
次期繰越金 156

収入の部合計 2,171 支出の部合計 2,171

■2016年度事業計画と収支予算
1．主な事業計画
　①「かわら版」年４回発行
　②�「ふるさと大使全国大会」、「会員交流会」の開催
　③新事務局の強化
　④ホームページ・メーリングリストの再構築
　⑤ふるさとデー・情報交流会の開催
2．2016年度収支予算� (単位：千円）

収入の部 支出の部
前期繰越金 156 かわら版制作費 400
会費収入 通信費 170
　今年度分 750 事務所利用費 120
　翌年度分 0 事務経費 50

会議会場費 15
全国大会会費収入 800 全国大会費用 800
会員交流会会費収入 550 会員交流会費用 550
ふるさとデー会費収入 200 ふるさとデー費用 200
その他収入 0  その他 50

（経費支出小計） 2,355
次期繰越金 101

収入の部合計 2,456 支出の部合計 2,456

2015度収支報告の内容について帳簿並びに証拠書類を精査し、
妥当かつ正当なることを認めます。
2016年4月9日　　　会計監事　　古川文久

全国各地の鍋料理の味を競う「NB1　グランプリ鍋奉
行決定戦2016」（主催・同組織委員会、共催・歌舞伎町
タウン・マネージメント）が１月28 ～ 31日、新宿区歌
舞伎町の新宿区立大久保公園で開催され、新宿区ととも
に当会も後援名義に名を連ねた。
最終日には当会から審査委員として浅田和幸代表、本
多忠夫副代表ら4名が参加、評価部門の審査に協力した。
評価部門の１位は「やまがたのいも煮」、２位は「神
戸牛すじ鍋」、３位は「青森せんべい汁」で、審査、売上、
評価の３部門の総合優勝（グランプリ）は「やまがたの

いも煮」だった。
この催しは、各種イベン
トを手掛ける「イベントバ
ンキング」（ＣＥＯ・伊藤順
久氏）が地方の代表的食文
化である鍋料理を普及・発
展させようと企画・運営したもので、今回が第1回開催。
準備不足もあり、出店は、山梨のほうとう鍋、秋田のき
りたんぽ鍋など11店にとどまったが、期間中、約１万
8000人が訪れたという。
出店者が少なく、地域ごとの選定基準があいまいなど、
課題が多いが、取り組みの趣旨には賛同できるため、今
後の改善に期待したい。
� （高知県観光特使・遣島使　小山　勝）

グランプリ鍋奉行決定戦に
審査員参加



4

ふるさと大使かわら版（通巻第79号） 2016（平成28）年５月９日（月）春季号

薫風の候、ふるさと大使連絡会議の皆様におかれまして
は、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
貴会におかれましては、各地のふるさと大使の相互の情

報交換や交流・連携を図られ、全国のふるさと・地域の活
性化に貢献されるなど活発な活動を続けられておりますこ
とは、浅田代表はじめ役員、会員の皆様の一方ならぬご努
力の賜と存じ、心から敬意を表します。
さて、去る３月26日には、函館の新たなスタートとなる北
海道新幹線が開業し、晴天のもと執り行われたセレモニー
等により、まち全体が祝賀ムードに包まれました。
当市においては、これまでも、陸・海・空のネットワーク
が整備されてまいりましたが、東京－函館間を約４時間で
結ぶ、道民待望の新幹線が新たに高速交通体系に加わるこ
とで、交通拠点都市としての優位性がさらに高まり、首都
圏はもちろん、東北や北関東からの観光客等の増加につな

北海道新幹線の新青森―新函館北斗間が３月26日（土）開業、北海道側では喜びとともに今後への期待を膨らませている。注
目される函館市の工藤市長に来訪歓迎の呼び掛けを寄稿いただくとともに、観光客に役立つ、ご当地の「お薦め情報」を満載した。

函館市など道南
地域の地元出身者
らでつくる道南会
（会長・薬袋泰氏
＝当会理事）の協

力を得て、はこだて観光大使はじめ地元出身者に、とって
おきの「お薦め」をご紹介いただきました。
≪食べ物≫
イカ刺し、寿司、塩ラーメンは定番だが、寿司で、はこ
だて観光大使の島田瑞子氏は湯の川温泉にある「鮨処木は
ら」と「鮨雷門」を挙げ、末永昌子氏も「木はら」のほか
大門（函館駅前）の「常寿司」を推す。「函太郎」は回転
すしとは思えぬほどの質と地元の評判で、続薫氏は五稜郭
公園店がお薦め。
「阿佐利」のすき焼きは薬袋、島田両氏が推奨した。ハ
ンバーガーの「ラッキーピエロ」は今や有名で薬袋氏は特
に五稜郭公園前店がお薦めだ。薬袋氏は朝市どんぶり横丁
の「恵比寿屋食堂」の海鮮丼「どんぶり横丁記念丼」、朝
市エリアの海鮮料理「うに　むらかみ函館本店」も推奨する。
松陰町のスペイン料理「バスク」は島田氏のお薦め。国内
屈指のスペイン料理シェフ・深谷宏治氏の店で、姉妹店「ラ・
コンチャ」がある。
お土産では「かねき（金木水産食品）」の昆布・佃煮類（島
田氏・末永氏）が挙がり、「なにしろ安い」（島田氏）と薦
める。五稜郭駅近くの老舗ベーカリー「キングベーク」も
両氏が推奨。末永氏はラスク、島田氏はかりんとうを薦める。
このほか、松風町の「弁慶」のべこ餅、自由市場「長谷川」
の鮭、「和田商店」の干物（島田氏）、七飯町の洋菓子店「ドゥ・
エ・タンドウル」のアップルパイ（薬袋氏）、「(株)布目」の『社
長のいか塩辛』（続氏）などが挙がった。
「プティ・メルヴィーユ」の函館メルチーズ、「ペイストリー

がるものと大いに期待を寄せているとこ
ろです。この好機をしっかりと捉え、開
業効果を最大限に活かすべく交流人口の
拡大に取り組んでいきたいと考えており
ます。
このような中、この４月から来年２月ま
で当市と青森・弘前・八戸の４都市によ
る「青函圏周遊博」、６月は「函館フルマラソン」を初開催
するほか、７月に「はこだてグルメガーデン」や ｢青森県・
函館ディスティネーションキャンペーン｣、また、冬にはすっ
かり風物詩となった ｢はこだてクリスマスファンタジー｣ など
盛りだくさんのイベントで皆様をお迎えすることとしておりま
す。今年は、当市が全国で一番注目されることと確信してい
るところであり、どうぞお誘い合わせの上、四季折々の函館
を満喫しに足をお運びいただければ幸いです。

スナッフルス」のチーズオムレットはチーズケーキの双璧。
両者とも市内各所に直営店・販売店がある。
≪見どころ≫
杉並町の遺愛学院「ホワイトハウス」（島田氏）は100年

以上前に建てられたアメリカン様式の旧宣教師館で、７月
末の３日間、一般公開される。「香雪園（旧岩船庭園）の紅
葉がきれい」というのは末永氏。今後は新幹線到着駅とな
る北斗市から大沼にかけての観光名所が注目されるとして、
挙がったのが北斗市の「きじひき高原パノラマ展望台」（薬
袋氏、末永氏）。標高560ｍの展望台から函館市街や大沼な
ど360度の眺望が魅力。４月下旬から10月末まで開放されて
いる。末永氏は北斗市の「法亀寺の樹齢300年のしだれ桜」
と「戸切地陣屋跡の桜並木（800ｍ）」も挙げた。少し離れ
るが、八雲町の「銀婚湯」（島田氏）も身近になりそうだ。
体験では、大沼のカヌーによる湖沼探検（薬袋氏）や、
海辺に作られ干潮時だけ入れる「椴法華・水無海浜温泉」
（筆者）、夏場、五稜郭で開催される「函館野外劇への出演」
（筆者）などもディープ。変わり種だが、はこだて観光大使
の松本龍二氏は、函館市民の出資で1996年オープンした映
画館「シネマアイリス」を推す。運営会社は「海炭市叙景」
や「そこのみにて光輝く」など全編函館ロケによる映画化
まで踏み込み、開館20周年の今年９月、地元出身の佐藤泰
志原作を映画化した「オーバーフェンス」を公開するという。
小山光氏は「函館山の津軽要塞遺跡」を推奨する。ただ、
危険防止のため一般の立ち入りが禁じられ、御殿山第２砲
台跡など一部が見られる程度という。
≪その他≫
このほか、「ホテル恵山（恵山）のお刺身バイキングの朝食」

（薬袋氏）、「ホテル法華倶楽部函館の朝食」（続氏）、市内
の温泉銭湯めぐりなどが挙がった。
� （はこだて観光大使　浅田和幸）

北海道新幹線  開業効果を期待

注目の函館・道南
ここがお薦め

函館市長
工藤寿樹
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観光特使70名でふるさと高知を訪問
毎年、早春の高知に行っている。
「何をしに？」「酒を飲みに」
「そのために、わざわざ高知まで？」
「それが、観光特使の仕事じゃもん」
と言う訳で、いそいそと高知行のJALに
乗り込む。
春の訪れが早い南国土佐では、毎年3月
上旬に観光開き「土佐の大おきゃく」が催
され、そのイベントの一環として「観光特
使『ちくと一杯』」という行事が行われる。
ちなみに、高知で「ちくと一杯」は、決し
て１合や２合の酒ではない。
当日、３月５日（土）の朝の便も満席で、「同行二人」
と書いた遍路笠に杖を持った『お遍路さん姿』の乗客も
ちらほら。1時間ほどのフライトで高知の上空に。室戸
岬灯台、四国八十八ヶ所の二十四番札所の最御崎寺（ほ
つみさきじ）が、眼下に見える。
室戸岬に寄せる波が穏やかで、太平洋も春の波になっ

たなぁと思っているうちに、機は高知竜馬空港に滑り込む。
空港に隣接して、高知大学の牧場があり、数頭の牛が
のんびりと牧草を食べている。近くの河原では、菜の花
が満開で一面の黄色の絨毯のよう。もう、それだけで、
大都会の喧騒に慣れている身には、のんびりと命の洗濯
ができるような気分になる。
バスに乗り換え、「土佐の大おきゃく」の会場の１つ
の高知市中央公園に着く。
昼過ぎというのに、大勢の酔客で賑わっている。中央
広場を取り囲むように屋台が出ており、おでんや土佐赤
牛の串焼きの美味しそうな匂いが漂っている。広場の中
心に、臨時の舞台が設置され、若手の歌手が歌っており、
これも臨時のテーブル席や座敷席では、多くの観光客や
地元住民がビール、酒などですでに出来上がって、笑い
声があがっている。
広末涼子さんの叔父さんに会って、早速一杯。広末さ
んは高知市商店街振興組合連合会の理事長を務めてい
る。この人とはもう何年も一緒に飲んでいる。ただし、
残念なことに、姪っ子とはまだ一度も飲んだことがない。
夕刻になったので、「ちくと一杯」の会場に移動。
尾崎知事から
①�先程、本県出身の漫画家、西原理恵子さんに471番目
の観光特使の委嘱状をお渡しした。
②�平成27年の観光入込客は408万人で、大河ドラマ『竜
馬伝』が放映された平成22年の435万人に次ぐ、歴
代２位の成績、今後とも500万人を目標に頑張ってい
きたい。
③有効求人倍率が、初めて１を超え、1.05となった。
④�景気は良くなったが、それでも、高齢などの理由で家

業や企業を畳まざるを得ない方もあり、何とか跡継ぎ
のための人材を高知に呼びたい。この点、観光特使の
みなさんにも尽力願いたい。
との挨拶があり、その後、宴会に移る。
今回、観光特使の参加は70名で、地元財界人と合わ
せて130名程度の宴会である。その中に、２年前に日本
銀行初の女性支店長となった河合さんの姿を見つける。
和服に、高知のシンボルのカツオの柄の帯をしている。
「こじゃんと（高知弁で「大変に」という意味）高知に
のめり込んでいるな」と、自分のことを棚に上げて冷や
かしておく。彼女はゼミの15年後輩にあたる。
山海の珍味が所狭しと並んでいるが、フルーツトマト、
土佐文旦など果物を少しつまんで我慢し、宴半ばで、は
りまや橋の寿し柳に向かう。
寿し柳で、県の部長２名と久闊を叙しながら、どろめ
のぬた和え、春野菜の天ぷら、穴子やカンパチのにぎり、
蛤の吸い物など春の味覚を満喫する。「どろめ」は生の
しらすで、カツオの内臓の塩辛の「酒盗」、穴子の稚魚
の「のれそれ」と併せ、土佐の三大珍味と言われている。
酒は、佐川町の有名な酒蔵「司牡丹」の限定酒で、緑
深い高知の山々から湧き出した清水のうまさが感じられ
るようなフレッシュな酒である。
杯を重ねながら、4月から、香美市（やなせたかしさ
んのアンパンマンミュージアムがある）に移住予定の若
い大阪の友人について、よろしく頼んでおく。
お酌は、美人で有名なクラブのママ。同伴出勤するた
めに、事前に呼んでおいたのである。寿司を堪能した後、
県の部長たちと別れ、彼女の小さなクラブに行く。既に、
小生のカラオケ仲間が待っている。
ウイスキーの水割りで、喉の調子を整えて、カラオケ
スナックに・・・。
かくして、昼過ぎから夜中まで、河岸を変えながら飲
んでばかりであるが、冒頭述べたように、高知で飲んで、
夜の街を元気にする。これも観光特使の重大な（？）任
務の一つであると、小生は勝手に解釈している。
� 高知県観光特使　平谷　英明
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釜石復興に向けて
釜石市長　野田武則

全国ふるさと大使連絡会議の皆様に謹んでご挨拶を申
し上げます。
東日本大震災から早くも５年が経過しましたが、この
間、連絡会議の皆様をはじめ全国からたくさんの心温ま
るご支援をいただいてまいりました。釜石市民を代表し、
改めて心より感謝と御礼を申し上げます。
当市では震災からの早期復興を目指して、平成23年に

「釜石市復興まちづくり基本計画」を策定し、誰もが将
来の希望と生きがいをもってこの地で暮らせるよう、市
民に寄り添ったまちづくりを進めております。土地区画
整理事業や復興公営住宅の整備につきましても、平成28
年度中におよそ８割くらいの完成目途が立つところまで
たどり着きました。

また、復旧復興事業に合わせて新しいまちづくりにも
取り組んでまいりました。中心市街地の再生としての東
部地区フロントプロジェクトやスマートコミュニティ事
業の展開のほか、国による釜石湾沖での海洋エネルギー
実証フィールドの選定や、岩手大学水産系学部・大学院
の当市での研究活動が決定するなど、将来のまちづくり
につながる動きもあります。
しかしながら、未だに多くの方々が仮設住宅での不自
由な生活を余儀なくされており、復興の道は半ばとなっ
ていることから、被災された皆様の生活の再建を最優先
課題として捉えて取り組む所存でございます。
昨年は、橋野鉄鉱山の世界文化遺産登録や、ラグビー
ワールドカップ2019の開催都市の一つに選ばれるなど、

あったかふくしま観光交流大使　野口　雅代

震災から５年。何か自分にでき
ることは…。

何度か東北へ講演とマジックで元気になってもらいた
いと伺い、昨年末にはボランティアでサンタになり、被
災地の仮設住宅を回り、子供たちや年輩の方たちに贈り
物を届け、またマジックショーで喜んでいただき、皆さ
んに笑顔を届けてきました。
場所によって道路の復興、家の復興の進み具合は違い
ますが、心の復興のためにできることはいろいろあると
思います。
ＮＨＫの解説委員で会津出身の柳澤さんが５年たった

3.11の日にテレビで仮設住宅のコミュニティの話をされ
ていました。転々と移動された方々にはとってもストレ
スであり、年を重ねるごとに人とのとっかかりが難しい
と言われています。
そんな中、マジックで一瞬に仲良くなることをしてい
る私にとっては、これこそがコミュニティづくりに最適
だと思っています。今年の年末は、昨年、２日間10公演
のハードスケジュールで行けなかった南相馬にお願いし
て優先的に行こうと思っています。
また、日本にいる外国人の方が「福島はすばらしい観光
地がたくさんあるのでＩＴを使いインバウンドで広げたい」
と相談してきたので、海外からも来ていただきたく、福島
県東京事務所（の方を紹介し）とつなげました。毎年、都
内のホテルで福島の日本酒イベントがあります。昨年も限
定日本酒好き10名を連れていき、大変喜ばれました。
この話をすると、皆が行きたい!誘って!と言ってきま
す。好評のイベントだけにチケットも完売するので、あ
まり取りませんが、今年は行きたい人を連れていこうと
思います。
それ以外に簡単に自分にできること、それは外食で日
本酒を飲む時はなるべく福島のお酒を飲む、土産のお菓
子を買うなど、心掛けています。

マジックで笑顔を届ける

東日本大震災から早くも５年を経過しました。あちこちから復興の槌音と息吹が聞こえて来る一方で、福島県で
はいまだに10万人近い県民が避難生活を余儀なくされ、“被災”は終わっていません。当会会員の中にもゆかりの
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あれから５年。次は「10年」か
希望郷いわて文化大使　平木協夫

「最近、なかなか行けなくてごめんなさい。」「いった
い何をしている。」「東京で日々の暮らしに追われていま
す。」「ふーん。」「私のまちの地域活動も忙しくなって…。」
実際の電話ではありません。私の頭の中に毎日のよう
に現れ出てくる自分自身の会話です。岩手県や東北地方
の、知人ばかりか、知らない人まで思い描いて話してい
るのに気づきます。言い訳を恥じて、また一日が過ぎて
いきます。
この冬、3・11に向けて、東日本大震災の復興状況や
福島第１原発事故のその後を新聞・テレビが大々的に取
り上げていました。事実を報道するのは当然の役割です
が、「あれから５年」がどうも気になります。お祭り騒
ぎみたいな特番には目をそむけました。とりあえず録画
しておいた３回連続ドラマを見たら、台詞の中の俗語の
ように、あまりにも「チャラい」ストーリー。腹が立っ
て消去しました。
マスコミには悪い癖があります。４年半前、家族や親
友らにこう話しました。「次はあれから１年。そのうち、
あれから５年、10年、100年となる」「周年物は当日が
過ぎたら“26日のクリスマスケーキ”で全部ボツ」。国
の政策はもっと気になります。復興が始まってもいない
頃から、南海トラフ巨大地震の検討会やら国土強靭化計
画などという話に変わってきて、さらに原発再稼働の話。

それらを追って中央マスコミが盛んに報じる。三陸沿岸
の人たち、福島県の方々はどんな思いだったでしょう。
私にはとうてい推し量れません。「おがまえねぐ」と言
われそうな気もして、ますます戸惑ってしまいます。
『あの日から』（道又力編、岩手日報社刊）という良い本
に出合いました。帯には＜今だから向き合える。岩手生ま
れの作家たちが紡ぐ「こころ」の復興の物語。14編収録＞。
仲間に呼びかけた高橋克彦氏が日経文化面（昨年11月22
日付）で刊行の経緯と思いを綴っておられます。この本の
一作一作を読んで、私はなぜかほっとしました。「東京で
の日々の暮らしをまず大事にしよう。岩手・東北では被災
した人も、そうでない人も黙々と再生に取り組んでいる。
見習わなければ」と、気を取り直しています。
東日本大震災が起きたのは、私が記者生活を終えよう

としていた時です。取りかかっていた最後の特集は企画
を一部変更して完成させました。長年の仕事柄、私的で
情緒的な文章を書いたことはありません。まして公的な
紙面に載せるなど考えもしませんでした。この「かわら
版」が初めてです。マスコミの悪い癖を公表するのも初
めて。編集長にタイトルを言うと「それでいい」、締め
切りを聞くと「４月11日」。あえて3・11よりもあとに
特集を掲載する。さすがですね。周年などにあまりこだ
わらず、ずっと毎日、復興を祈っていきましょう。�

156戸が入る市内最大の上中島地区復興公営住宅
（手前は復興住宅、中ほどにを連ねるのが仮設住宅）

３年後のラグビーワールドカップ2019のため
に建設する釜石会場のイメージ図

当市にも明るい話題が続きました。また先ごろは、釜石
高校野球部が選抜甲子園大会に21世紀枠で出場し、歴史
に残る１勝をあげ、被災地代表として立派な活躍をして
いただきました。
将来の釜石にとって魅力あるまちづくりとは、一言で
いえば「品格ある釜石」という表現に尽きるのではな
いかと考えております。人間に
も品格があるように、まちの品
格も大切だと思います。鉄づく
りの歴史によって培われたもの
づくりの伝統と不撓不屈の精神、
進取気鋭の心構えといった当市
の特性を生かしながら、三陸各
地域との連携を強化し、多様な
産業が展開する、将来にわたっ
て持続可能な地域社会の形成を
目指してまいります。

復興に向けては、まだまだ乗り越えなければならない
課題が山積しておりますが、皆様には引き続きのご理解
とご協力を賜りながら、釜石の復興に心を寄せていただ
きたいと存じます。
結びに、ふるさと大使の皆様はじめ関係各位のさらな

るご活躍とご健勝を祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

方が大勢おられますが、当会が５年前に訪問した釜石市の野田市長をはじめ、被災地のふるさと大使に復興にかか
わる思いをお寄せいただきました。
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新年会員交流会 歌と踊りで盛り上がる
1月29日、今年も毎年恒例の新年会員交流会が開催さ
れました。今回で２回目の利用になる「KKRホテル東京」
にて、約50名の参加をいただき和やかに開会しました。
浅田和幸代表の挨拶でスタートした後、芝浦工業大学
の遠藤玲教授の挨拶、稲田俊明理事から「ふるさと資源
研究会」について、鴨川キヨ副代表から「鳥海山・飛鳥
ジオパーク構想」について話していただきました。
さていよいよ、山口義夫前代表による乾杯で懇親会に
突入。今回は初参加者が15名もおられ、皆さんにマイク
をお持ちいただいて自己紹介していただきました。
この後は、歌手の皆さんのステージが華やかに繰り広
げられました。先ずは、会のイメージソング「ふるさと
音頭」が千波裕美さんのリードで手拍子
とともに会場を大いに盛り上げ、三浦貴
和さん、大熊久美子さんによる「秋田花
まる音頭」、「シャンソン歌手」のベレー・
村田さん、「はこだて観光大使」の池田
さなえさん、再び「与論パナウル王国観
光大使」の千波裕美さんの登場で、会場
は新年会にふさわしい熱気に包まれてい
ました。

今回は参加者の方々の交流に重きをおいて歓談の時間
を多く取り、いつもより深い交流をしていただけたので
はないかと思います。
最後は本多忠夫副代表の中締めで、ひとまず終了とな
りましたが、まだまだ別れが名残惜しい方々も多く、時
間の許す限り会場では話し声が続いていました。
ふるさとを元気にするという目的を共有する会員のみ
なさんとの出会いと、新たな絆づくりの輪が広がってい
くことを改めて願うところです。
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
しくお願いします。� 理事　三谷啓子

「日本橋 長崎館」
オープン
長崎県のアンテナショップが３月７日、東

京の日本橋にオープンした。同県の食、祭
りなど和華(わか)蘭(らん)文化という言葉で
表現され、独特の魅力を発信する場所である。
館内（約330㎡）の４つのゾーン（観光案内、物販、イベントと、
軽飲食）が床、壁、天井の空間が見事にデザインされ、まさにアンテ
ナショップモデル館だ。玄関入口より一見し奥まで見渡すことができ、
通路も広く、歩く同線もスッキリし、商品も取り出しやすい。
物販では、ここでしか買うことができない長崎ならではの品々が多

くある。長崎カステラ、ちゃんぽん、皿うどん、いりこ、
あごだし、角煮饅頭などが売れ筋商品だそうです。
皆様の訪問をお薦めします。

（全国ふるさと大使連絡会議　
� アンテナショップ担当　利重盛久）

場所：東京都中央区日本橋2-1-3
　　　アーバンネット日本橋２丁目ビル１階
　　　東京メトロ「日本橋駅」Ｂ７出口１分
営業：年中無休　10:00～ 20:00
TEL：03-6262-5352
店長　山本政隆　さん
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東京・銀座１丁目の交差点にある沖縄県のアンテナ
ショップ「銀座わしたショップ」は平成６年に開店した。
自治体アンテナショップのなかでも最古参に属する。第
三セクターの沖縄県物産公社によって施設管理から販売
まですべて独立して経営されている。社長は県から来て
いるが資本には生協、イオン、ヨーカ堂などが入ってい
る。同公社は全国に直営店を10カ所、提携店を５カ所展
開している大きな組織である。

銀座店は１階が約90坪
の食品販売、地下１階が
約50坪の物産販売。4000
～ 5000品目の商品が並
んでおり、多くの顧客が
出入りしている。レジ顧
客数は平日で1200人、休
日2000人にも及ぶ繁盛店

である。沖縄出身
の人は10％程度で
あり、一般の顧客
割合が多いのが特徴である。常連客も20％ぐらいいる。
売上高は年間７億円程度あり、銀座のアンテナショップ
としては北海道と並んでトップクラスである。
売れ筋商品としては、「ウコン」「モズク」「海ブドウ」「泡
盛」などがあり、他のアンテナショップとは色合いが違
う。店内には飲食コーナーがあり、菓子のタルト、あげ
もの、ジュースなど沖縄ならでのものが食せる。
イベントにも力を入れており、月に１回程度は何らか
のイベントを開催している。消費者参加の商品評価など
も開催されている。「来て、買っていただくだけでなく、
楽しんでいただきたい」というのが店のモットーである。
� 常任理事　鈴木克也

　　　アンテナショップを訪ねて
　　　 「銀座わしたショップ」
� （沖縄県）

へば～お国言葉でお話ししませんか 佐藤忠義

私は秋田県北秋田市（旧鷹巣町）の出身です。今年還
暦を迎えました。
22歳迄と34歳から45歳迄の34年間秋田県で過ごしま
した。現在は東京都多摩市に住んでいますが、少し散歩
すると私の故郷に似た風景が広がり、気持ちが和みます。
結婚した当時は東京都三鷹市に住んでいました。家内
は広島出身ですが初めて秋田の実家に連れて行った時、
山の中の風景に「私はどこに連れて行かれるのだろう」
と心配になったそうです(笑)。それでも34歳から45歳まで
の11年間は秋田の実家で、田舎のゆっくりしたリズムの中
で子供たちと楽しい生活を過ごしました。また、地域活動
にも積極的に参加し地域にも貢献できたと思います。
北秋田市を紹介しますと秋田県北部のほぼ中央に位置
し、世界遺産の白神山地に隣接する自然の豊かな地域で
す。平成17年に鷹巣町、合川町、森吉町、阿仁町が合併
して発足しました。なかでも、森吉山県立自然公園は花
の百名山に選ばれている標高1,454ｍの自然の美しい山
です。麓にはマタギの里があり、秋田内陸縦貫鉄道の「阿
仁マタギ駅」からアクセスも便利です。
また、綴子の大太鼓は「牛の一枚皮を使った世界一の
和太鼓」でギネスブックに認定されている直径3.71ｍの
太鼓で「大太鼓の館」で勇壮な姿を見ることが出来ます。
そして国指定史跡伊勢堂岱遺跡は国内では唯一４つの環
状列石が発見された遺跡です。その他にも観光のスポッ
トは沢山あります。
北秋田市への交通は航路で羽田から大舘能代空港ま
で。また鉄道では４つのルートがあり、１つ目は東京駅
から新幹線「こまち」で、武家屋敷で有名な角館駅で秋

田内陸縦貫鉄道に乗り換え、鷹巣駅ま
で。２つ目は「こまち」で秋田駅まで
行き奥羽本線で鷹ノ巣駅まで。３つ目
は東京駅から「はやて」で新青森駅に
行き奥羽本線で鷹ノ巣駅まで。４つ目
は盛岡駅から花輪線で大舘駅まで行き
奥羽本線で鷹巣駅と、それぞれ違った風景を楽しんで旅
することが出来ます。私は季節に応じてルートを変えて
帰省しています。
北秋田市に関するホームページは「あきた北ナビポー
タルサイト」「ＮＰＯ森吉山ネイチャー協会」「またぎの
里・阿仁町」「北秋田市大太鼓の館」等を是非ご覧になっ
て頂きたいと思います。
最後に私は長年、秋田に住んでいましたのでやっぱり
秋田弁で話している時が体も心もリラックスして楽しく
なります。やはり、母親のお腹の中にいた時から聞いて
いた言葉だからと思います。東京で生活していると田舎
の言葉で話す機会はあまりありません。「ふるさと大使」
の会の時には、それぞれのお国の言葉でお話しすること
でより一層会話が弾み、親近感がわくのではないかと思
います。言葉は一番大切な文化です。お互いの言葉を理
解することでお互いを知ることが出来ると思います。そ
れぞれ違ったお国の言葉が飛び交う場面は想像するだけ
でもワクワクしてきます。
（秋田弁はフランス語に似てると言われてますよ！）
それでは、次回の「ふるさと大使」の会で皆様とお会
い出来ることを楽しみにしています。（へばまだ～！）
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編集後記　今号では、震災５年と北海道新幹線関連のミニ特集を掲載しました。いずれも、
ふるさと大使にとっても重大なできごとです。何か大したことをできるわけではありませ
んが、ふるさとを応援する気持ちを共有できればと思っています。さて、空席だった事務
局長に永井さんが就任し、ようやく事務局体制が正常化します。会員の皆様への連絡・情
報提供もできるだけ密に行えるよう努めます。ただ、宅配業者のメール便が廃止されたこ
とで各種ご案内等の郵送費がかさみ、やりにくくなっているのも事実です。また、新事務
局長はまだ不慣れなことも多いため、不十分な面もあると思われます。至らぬ点がござい
ましたら、ご容赦いただきますようお願いします。新年度に入り、今後どのような活動を
していくかを協議していますが、まずは「ふるさとデー」の開催と、ミニ講話などを含む
少人数の交流会の開催を検討中です。ぜひ、「○○県ゆかりの集いを」「こんなテーマで」
など、立候補・ご提案をお寄せ下さいますようお願いします。

（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４月末現在）
県知事が委嘱	 44団体	 85制度
市長村長が委嘱	 549団体	 626制度
諸団体等の長が委嘱	 134団体	 136制度
合　　計	 727団体	 847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

ふるさと大使かわら版　2016年５月９日－平成28年春季号――（通巻79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　
　一般社団法人ザ・コミュニティー内　　全国ふるさと大使連絡会議　
　TEL：03－5335－7514　FAX：03－5335－7592
　Email：kasatora7@jcom.home.ne.jp

　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

こよなく　ふるさとを愛して
� 大熊久美子（男鹿の会幹事）
初めまして。私の出身地男鹿市は、秋田県

内では最北の日本海に突き出た半島で「なま
はげ」と日本の夕日百選に指定された「ゴジ
ラ岩」は全国に知られておる所であります。
寒風山には五ケ条の石碑と展望台があり、

昨年度はボーイスカウト世界ジャンボリー大会が開催され、
毎年、全国ソーラー大会が開催される土地柄であります。
特産品は、スイカとメロンに加え、鰰（ハタハタ）をは

◆新会員のひと言◆

◆�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。暑気払いを兼ねて、会員全体の幅広い情報交流の場にしましょう。会を盛り上げるため、

日本三大盆踊りの一つとされる秋田県羽後町の西馬音内（にしもない）も披露される予定です。有意義な交流のためにも多数の会員の皆
さんのご出席をお待ちしています。また会員以外の方もぜひお誘いをお願いします。

１．日　時―2016年７月26日（火）午後６時00分～８時30分
２．場　所―�「KKR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―　5000円（事前振込＝会費振込口座と同じ＝をお願いします）

４．飲み物：地酒・ワイン・焼酎などの持込を歓迎します

じめとする海産物であります。
平素は、介護の資格を生かしたお手伝いをさせて頂いた

り、好きな舞踊のお稽古に励んでおりますが、過日、名だた
る国立劇場に於いて、花柳流師匠の振り付けによる「男鹿半
島」の舞いを、なまはげ伝道師の資格を持つ首都圏男鹿の会
会長の小野鉄雄さんと共演する機会に恵まれ、私の思い出の
宝の一つとなりました。
時代の変化の波にさらされ難儀しているふるさとを傍観

できず、小さな力ではありますが、皆様のお知恵を頂きなが
ら応援したいと思っております。
ちなみに、歌手の北山たけしさんがふるさと大使、俳優

の山谷初男さんはハタハタ大使であります。
どうぞ皆様よろしくご指導くださいませ。


