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図は天神1、2了自の大型ピルの竣工年度を示したものです。

最近「福岡は元気がいいjといわれますが、これをみると、元気がいいのは最近に始まった誌ではないようです。

また、この中で最も古い 1936年竣工の岩田屋(百貨底、 13)は例外としても、半分は 1970年代前半までに建設

されています。また、戦後の高度成長、バブルの時期が、かなり影響しているように思われます。 (10頁参照)
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一一地域の文化資源をさがす一一

稲築町鴨生 山上憶良物語

0稲築町鴨生の f史跡探訪ウオークラリー」に参加

嘉穂郡稲築町は、筑豊地域のほほ中央、北側には飯

塚市が隣接し、昭和20-30年代は炭鉱町として大いに

にぎわった町である。

私は、この稲築町では住宅関係の仕事のお手伝いを

7-8年間させていただいているが、振り返ってみると

町の歴史のことについては、あまり知らないことに気

づいた。

そこで去る3月中旬の日曜日に稲築町生涯学習ボラン

ティア「あすなろ会」の主催による「ふるさとの昔を

訪ねて」という稲築町鴨生周辺白文化史跡を歩き訪ね

る会に参加させていただいた。この会で初めて稲築町

鳴生と山上憶良との関係、また、山上憶良の歌碑に係

わる色々ないきさつを知ることとなった。

0鴨生周辺に残る条票制遺構の地名

鴨生周辺の地積図には、中の坪、縄手頭、三十六な

どの条里制に遺構を残す地名が今も残っているとのこ

とである。条里制のー坪周囲を東方面は「東縄本」、西

方面は「西縄本Jと呼ぶらしく、「縄手頭」という地名

はその名残ではなし、かと言われている。また、鴨生に

は大倉という地名が残っており、これは鎌屯倉(大和

朝廷の直轄領から収穫した稲米を貯蓄する倉).がこの

地にあったであろうと推定されている。

01銀(しろかね)も金(くがね)も玉も何せむに

勝れる宝子にしかめやも」をはじめ嘉摩郡三部作

を鴨生で撰定

文献によると山上憶良は 726年に筑前田守(今で言

この国守の時に嘉摩郡(山田川!・遠賀川の東側 帯の

地域を示す)を巡察した折、郡役所に立ち寄り撰定し

たのが、後に嘉摩三部作という万葉集に納められてい

る歌である。この郡役所があったのが鴨生であったで

あろうというのが定説となっている。

この嘉摩三部作は撰定とあるので、憶良が既に手が

けていた歌を郡役所で筆を加え、仕上げたのであろう

と言われている。私は憶良の歌の中で最も親しまれて

いる歌が稲築町鴨生で撰定されたことに驚くとともに、

憶良と鴨生との関係を知った金丸与志郎氏の億良への

2 

思いが桑原武夫先生(京都大学名誉教授)や万葉集の

大家である犬養孝先生(大阪大学名誉教授)など著名

な文学者を鴨生の地へ呼び寄せていることに驚かされ

fこ。

0地元の元校長先生の思いは今の娘さんに引き継が

れている

著名な先生方をこの地へ呼び寄せたいきさつや憶良

のことをどうしても知りたくなり、志を引き継いだ娘

さん宅を訪ねた。約束の時間に着くと、今はご高齢で

ある嘉与子さんが直ぐに出てこられ、いろいろとお話

をうかがうことができた。最初は1時間ほどのつもりで

あったのが、嘉代子さんは憶良のことになると時間が

止まるらしく(これは本人の弁)、約2時間近くの聴講

を受けることとなった。

話は少し長くなるが、鴨生憶良物語のいきさつにつ

いて、今回、嘉与子さんからうかがったことと併せて、

以前に書かれた講演録の中から抜粋する。

-与志郎氏は昭和32年に桑原武夫先生編集の「一日一

言」という本の中に憶良の「子等を思う歌jが掲載

されており、この歌の紹介の記事で小さく a飯塚市外

鴨生'と書かれていたのを知る。

・与志郎氏は、早速桑原先生に手紙を出し、問い合わ

せ、稲築鴨生と憶良との関係が間違いないことを確

認する o

・その後、鴨生白地に歌碑を建τることを誓い、関係

右は犬養先生白命名で揮事の碑
友は与志郎氏の短歌の歌碑
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与志郎氏が筑紫地方と奈良地方と白
地図から思い描いた相似図。
山田川を奈良田佐保川にみたて、北
側には香久山(蒲山)、三笠山(大隈

者にお願いするとともに昭和43年に「憶良まつり短

歌会Jを発足する。

・昭和49年稲築公圏内に「子等を思う歌Jの歌碑建立0

.昭和50年6月に桑原武夫先生が福岡に来られたつい

でに、金丸邸を訪ねる。

・平成2年に嘉与子さんら有志5人で郡所役場跡に「子

等を恩う歌Jの歌碑を移設(台座を5人で作る、奇し

《も亡き父、与志郎氏の誕生日に歌碑が台座に置か

れたとのこと)。

・平成5年に嘉与子さんは「ノーサイドJ(文芸春秋発

行の月刊誌)の中の犬養孝先生のインタビュー記事

で「万葉の歌が一首でもあるとう事は、その土地に

とってかけがえ無い財産である。Jという言葉に感銘

を受け、先生に手紙を出す。

.平成4年に唐津市神集島の万葉歌碑建立の講演会に犬

養先生から招かれる。この時、先生揮事の歌碑建立

をお願いする。

・平成5年に鴨生公園内に犬養先生揮去による歌碑2首

(宴を揺るの歌、梅花の歌)を建立。犬養先生揮毒に

よる歌碑は全国で 100以上あり、鴨生公園内 2首が

108基、 109碁自にあたるo

・平成9年自宅庭に憶良や与志郎氏の短歌の歌碑を所々

に鎮座させた「鴨生憶良苑j を建立する o この苑

の名前の揮事は名付け親である犬養先生のものであ

る。

与志郎氏の「憶良と鴨生j との発見から「鴨生憶良

苑」完成までの約40年間のいきさつをほんの 20数行

3 

*ヅ件ヲータ
州 砦韓昌謹醤韓親畢輯購鶴製醐聞『酬臨輔聾覇醍抑醐隔麗覇繭市繭百

でまとめてしまったが、この聞にはもっと{也の多くの

関係者との関わりもあったようだ。限られた紙面では

到底説明できないので、興味ある方はご)報下さい。講

演録のコピーをお渡しできます。

0全面から万葉集ファンが「鴨生Jを訪ねる

嘉与子さんの話によると全国各地には個人的な万葉

集ファンや集まりがあり、全国の万葉歌碑の建ってい

るところを訪ね回っている人もいるそうで、一昨年が

神奈川県、昨年は東京の人が、わざわざ「鴨生憶良苑j

を訪れている。

話は元に戻るが、「鴨生歴史探訪」では地元のお年寄

りの方も多く参加していたが、中には 140年も地元に

いて、初めて憶良と鴨生のニとを知ったjなどという

ような方もいた。当たり前の話ではあるが、わざわざ

関東から訪ねてくる人もいるし、近くにいても興味の

無い人や「子等を思ウ歌Jという憶良歌碑という全国

区レベルの話が伝わっていなL、人との意識の差は、こ

んなにも違うものかと思う。

0町1;1r憶良」の見せ方や知らせ方をヱ夫してはど

うか

稲築の文化史跡を案内している「稲築マップ」をみ

ると、なんと鴨生公園内の歌碑や鴨生憶良苑はプロッ

トされてなく、鴨生と山上憶良との関係の記事もない。

また、道路沿いには公共施設への案内サインは要所々

に立てられてはいるが、肝心の歌碑の案内サインがな

いところもある。鴨生公国内の案内板にもグランドや

体育館の位置は示してある(これは無くても見ればわ
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かる)のみで、歌碑の位置がなく、歌碑を訪ねてくる

人は裏側にある犬養先生揮事の2首は見落としていくと

のことであった。

「地元の人は見慣れているのか、価値がわからないせ

いなのか、貴重な地域資源を見過ごしている」と良〈

言われるが、町はこの全国区レベルの物語を町民一人

ひとりに伝え、憶良の歌を、その心に響かせるように

してはどうだろうか。

最後に金丸与志郎氏が、憶良が筑前に赴任し、ふる

さとを思い詠った短歌や奈良地方と筑紫地方との地図

から思い描いて作成した相似図は興味深い。

(山間龍雄)

筑豊のお菓子は新産業創造の成果 ! 

昨年から、飯塚市の新産業づくりのお手伝いをして

いましたが、飯塚市にある 2つの大学の資源(学生、研

究シース)を活用して、地域に新しい産業の芽を創ろ

うというもので、新産業創造を推進するための地域シ

ステムづくりがテーマで Lた。

0大学はできたけど

3年前、 1995年11月のよかネットの飯塚市、直方市、

田川市の「筑豊3都物語」の中で、大学が立地するとい

うのは、単に人口だけでみれば、確かに大きな効果が

ありますが、 lその後の定着環境づくりが重要であるこ

とは間違いないということを述べました。

大学の立地効果というのは、短期的な人口増加だけ

でなく、地域資源としてもっと地域の活性化に役立て

る必要があります。しかし、九州玉業大学情報工学部

が立地じて 10年経ちますが、今でも、飯塚市の2つの

4年生大学(もう一つは近畿大学九州工学部)の学生は

4年経てば出て行くだけで、この4年間は大学とアパ

トとの往復だけという実態であり、卒業後、飯塚市内

に残るのは 1割に満たないという状況でした。

0砂糖の道から炭坑の町へ

ところで、ご存じの人も多いと思いますが、飯塚、筑

豊地域には全国的に有名なお菓子があり、東京銘菓と

間違われるものもあるようです。今風の言い方をすれ

ば、ベンチャー企業といってもおかしく無いと思いま

す。その有名なお菓子屋さんについて少し調べました。

飯塚には「千鳥屋H ひょ子H さかえ屋」、田川「松尾

製菓」、直方「成金鰻頭Jrもち吉J.などのメーカーが

ありますが、このうち佐賀出身のお菓子箆さんは千鳥

屋さんで、佐賀出身はこの他にも江崎グリ司、森氷製

菓などがあると聞いてます。

こんなことを書いているのは、佐賀の菓子屋であっ

た千鳥屋さんが、今は飯塚の銘菓として全国的に知ら

れていることに興味を持ったからですが、肥前の国佐

賀には、長崎と全国をつないでいた長崎街道があり、南

蛮の焼き菓子(カステラ、丸ボーロ)の技術が伝わる

など「砂糖の道Jと言われています。千鳥屋さんも、も

ともとは、今の佐賀県久保田町の街道筋で、酒鰻頭を

製造する老舗の菓子屋だった壬うです。その千鳥屋さ

んがなぜ飯塚で商売を始めたのか、その理由を知るた

めに、千鳥屋さんに聞いてみました。

0有田焼でマーケティングリサーチ?

千鳥屋の歴史は、先代の社長である故原因つゆさん

由語りをもとに書かれた本「鰻頭のあんこjに詳しく

述べられていますが、お広で聞いた話を含めて紹介し

たいと思います。

佐賀の久保田村の長崎街道筋で、酒鰻頭などを作っ

左より千鳥鰻頭、ひょ子、すくのかめ(資料写真はいずれも「筑豊原色図鑑」より)

4 
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の変化は、高級進物菓子路線、かわいらしさと消費者

参加を付加価値とするお菓子づくり路線、身近なお菓

子屋づくりという路線など、それぞれが持つ特色をさ

らに強め、新しい商品を創出していくという方法で、今

後も事業展開がされていくのでしょう。

甘いものが賛沢品と言われていた時代に欲しがられ

たお菓子が、今では健康に良い、体に良いものへとニー

ズも変わったと言われ、生活と密着したお菓子産業は、

生活の中での先端的産業であり、激しい競争が行われ

ていた菓子屋(松月堂)の長男として初代社長の原田

政雄氏は生まれています。

もともとこ白原田家は佐賀の龍造寺家の家臣で、内

職に酒鰻頭などを作っていたそうです。しかし政雄氏

は、いずれ一旗揚げたいという欲求があり対これは昔

から行われていた若衆の集まり「三夜待(みやまち)J

での「荒野を目指すJ青年たちの共通の思いだった

ようですが、当時の炭坑景気に沸く飯塚や大牟回、

造船の佐世保、商業の博多などのどこがこれから発展

するか、かれらが自分の目で確かめることとなりまし

問主訓 I\~iill 府T 宮市青書言=

0知恵を学び、生かす

飯塚市には既にこういう新産業づくりの歴史的な動

きがありました。そして今、大学に入学する若い入が

減り、地元に残る若者もいない、このままでは大学も、

地域も危機的状況になる、この飯塚において、新たな

産業おこしを考えた場合、このお菓子産業の発展のプ

ロセス、経営ノウハウは、まさに生きた教材であり、こ

れらを学ぶことが必要であり、そういう情報の出会い

ています。

tこ。

どこが発展するかというマーケティレグリサーチの

ターザットとして、政雄氏は、当時の佐賀の全国的な

物産である「有田焼」を抱えて飯塚へ馬車で出かけま

たそうです。この飯塚での有田焼の売れ行き、炭坑の

人たちのお金の使いっぷりの良さに感激した政雄氏は、

この時に飯塚に出庖する意志を留めたようです。それ

から 10年近い歳月を経て、昭和 2年にようやく「松

月堂Jの千鳥屋が飯塚に開屈します。政雄氏27才の時 の場が必要と思います。

そのため、地域の中で、歴史資源、産業資源、ある

いは大学と産業界などが出会う場など、知的資源が相

互にネットワークし、知恵を学びあし¥生かしあいな

がら新しい産業づくりをやるじか無いと思います。
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有田町観光基本構想、の策定のお手伝いをさせていた

だいた関係で、長野県の小布施町を見学に行った。

小布施町に関しでは、「北斎館ができてから観光客が

100万人に増えている。」とか「町全体が博物館広なっ

ている。j などの評判を耳にし、前から現地に行って、

地元の人から話を聞きたいと思っていた。

今回、小布施町から第三セクターの側7・ラ・小布

施を紹介していただき、取締役事業部長の木下さんか

らお話を伺うことができた。

小布施町は長野市から長野電鉄で35分伐甘10km)の

人口約12，000人の農業の町である。特に栗菓子の産地

として有名で、福岡のデパートにも小布施の栗菓子が

置いてある。木下さんの話によると、小布施町での栗

菓子の生産額は90億円程度で、これは小布施町の全産

です。

松月堂では、既に焼き菓子の製造技術を持っており、

「カステラ鰻頭Jとして売っていたものを「千鳥鰻頭j

として大々的に売り出されました。この製造技術は、秘

伝といわれ、 2代目社長のつゆさんもご主人から教えて

もらえなかったと書れてあるように、今でも千鳥鰻頭

の製造技術は秘伝だそうです。ただし、大量に作らな

ければならない現在、全てを手作りという訳にもいか

ないため、機械にある程度頼らざるを得ませんが、原

材料の調合方法のような部分が、その秘伝と言われる

ところのようです。

0社会の需要増による成長から新たな需要の創出へ

夫正元年v ひょ子を形さった fひょ子鰻頭Jはw 飯

塚八木山出身の石坂茂氏の考案で生まれ、お菓子が持

っかわいさによって世間に受け入れられました。

また、戦後の昭和32年、須久式土器にヒントを得た

「すくのかめ」は、さかえ屋創業者の中野辰弥氏によっ

て生まれ、先行する千鳥屋、ひょ子とは違う商品とし

て売られています。

5 

いずれも、創業時は筑豊の石炭景気を背景として、戦

後の団塊の世代の成長とお菓子の需要増を捉えて業績

を伸ばしてきたといえると思います。しかし、子供が

減少する時代、健康志向、少人数世帯化という世の中
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入館者数年40万人といわれている北斎館

業の総生産額300億円、うち農業(農産加工品を含む)

が180億円で、その半分を占めているとこのことだっ

た。また、栗菓子は地元で売られているのが約5%で、

その他は東京や大阪などの大消費地のデパートに出て

いるということであった。

木下さんからは、小布施町が観光の町として全国に

知れ渡るきっかけになった北斎館の建設とその周辺の

景観修繕事業について、また小布施の町づくりを行っ

ている、側ア・ラ・小布施についての概要を話してい

ただいた。以下にその概要を述べる。

0過疎の町脱出から北斎舘建設まで

昭和40年代、小布施町は人口が9，000人ぐらいに落

ち込んだ時期があった。その際、過疎対策として土地

供給公枝をつくり、 200件の住宅団地を供給した。長野

市から 35分という地の利のよさで、宅地は完売し、収

益もあった。そこで、昭和51年に 5億円の剰余金をも

とに、北斎館が開設された。その後北斎館を訪れる人

盟組 i 鷹 唱聞出霊童書 目臓童三三三三重量削 醐ll!llillffil

蔵を改装したプチホテル

がなく、すべては土地の交換または賃貸で行われた

点である。そうしたことによって、 2人の民家の地権者

は先祖代々の土地を売らなくてすんだという安心感

が得られ、法人が民家の地権者に対し、少し高めの

地代を払うことで、個人がこの事業に参加しやすくな

っfこ。

今では、この北斎館周辺には、みやげ底、栗菓子広

が経営している飲食庖、民聞の美術館などが建ち並び、

小布施町全体が博物館といった雰囲気になりかけてい

る。

0民の工夫のもとに運;営されている

第3セク 9ー鮒7・ラ・小布施

私たちが宿泊したのは偶然〔とはいっても小布施に

は2件しか宿泊施設がない)側ア・ラ・小布施が経営し

てるプチホテノレであった。このホテルはB&B(朝食と

宿泊のみ)方式の蔵を改造したもので、客室が4室の小

規模なものであった。

がだんだんと増えるようになった。 この宿泊施設の特徴は、夜に従業員がいなくても管

O住民による景観修繕事業 理できる体制にしたり、朝食は隣接するガイドセンター

北斎館に観光客が増えるに従っτ、周辺の整備も進 併設由喫茶店でとれるよ弓にしたりと、経費をおさえ

んたす る工夫を七モドる点宅あるるまたミ一本手作由建設費を

北斎館に隣接している北西約1.6ヘクタール内に、栗

菓子庖、銀行、町の高井鴻山の屋敷、 2件の民家があっ

た。昭和57年に、その地区で景観修繕事業の計画の話

合いが始まり、それから2年間の話し合いのもとに計画

がつくられ、その後3年間で工事が行われた。総事業費

8億円で一切補助金はない。行政は、一地権者として、

費用を案分負担しただけである。そのため、事業化す

るにあたって、よけいな制約がなく、そこに住む人、働

く人を主役に Lた町並み修景が可能になった。

lまた、この事業でおもしろいところは、土地の売買

6 

確保する時点でも工夫がされている。宿泊券をク?ポ

ン券として発行し、地元企業十数社に 300万円で買い

取ってもらっている。それによってホテル建設による

赤字が最小限に抑えられた。

行政中心の第3セクターには、採算性を考えず、赤字

経営のところが多いと聞く。しかし、側7 ・ラ・小布

施は、 54名の住民 (2，500万円)と町(100万円)の

共同出資(行政の出資率はわずか4%)、従業員はすべて

民間人 (4人うち専任が1人)というように、行政はー

出資者に過ぎず、採算性を意識した経営を行っている。
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個師ア・ラ・小布施は、他に①農産加工品(プラ kタ一、

りんごジュース等)の販売、②来訪者との交流(ガイ

ドセンターの運営等〕、③まちづくり情報の発信(視察

研修の実施、情報誌の発行等)を行っており、私たち

が木下さんから話をうかがったのも、(槻ア・ラ・小布

施が実施している、一人800円(コーヒー付)の研基

会であった。

0住民の手によるまちづくり

小布施町を歩いた際に、民間で経営している美術館

があちこちにあったり、通り沿いの新聞屋さんが景観

を配慮した建物になっていたり、それぞれの庖の看板

が景観にあうようなデザインになっていたりと、住民

一人一人がまちづくりに参加しているといった印象を

受けた。また木下さんのお話によると、道路整備など

公共的なことに関しては、行政が行っτいるが、その

他のまちっくりに関しては行政もー住民として参加す

るといった態度をとっているとのことだった。

小布施町全体が、歩いて楽しめる町に変わったのは、

こういった住民の手によるまちづくりによるところが

大きいのだろうとつくづく感心させられた。

(七鰯かおり)

小布施町の観光とまちづくり出世物語 i 

小布施には、 1986年の夏に一度行っている。その時

は、長野県内のスポーツ合宿型観光の様子を見に行っ

たのだが、レンタカ で長野へ帰る途中で、電柱だか

に掛かっていた「北斎館」という小さな看板を見て立

ち寄ったのである o

その時に感じたことを、当時、「地場産業としての観

光」という文章の中に書いている。その時は、何の説

明も開いたわけではなく、長野から乗って大阪へ帰る

列車の時間のことを気にしながら、ちょっと立ち寄っ

ただけだが、その時の文章を引用してみるo

「長野県の小布施町では、北斎館をつくったことによ

って、その一帯に地元の有力者による博物館ができは

じめ、一種の小さな博物館スクヱアのような状況を呈

している。それによって来場者も増え、 7'{デンティ

ティ観光から小さいながら産業観光の方向へ歩みはじ

めている。j

7 
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おぶせマップ 図中の闘が公・民の博物館

0観光は選挙に似ている

観光というものは選挙に似ている。大変な美人で人

柄も抜群で人気があれば、最初から全国区に立候補し、

当選できる。これが風景とか温泉とか、土地柄や人情

に当たる。

その他にも金を大量に使えば代議士になれるといわ

れている。この伊jは東京ディズニーランド(千葉県に

あって、今まではおよそ風景を売るイメージのなかっ

た土地)や宝塚(歌劇も含めて考える)などであろう。

一方、全国区に当選するのにもうひとつの方法があ

る。はじめに市町村会議員になり、市町村長になり、県

会議員になり、その上で代議士に立候補し当選する。こ

のような国会議員もたくさんおられるだろう。

観光地にもこのパターンはある。観光としては、当

初「立地条件依存型J(地域の条件を活かして、「デモ

ン力先生jなどでいうところの、デモ観光)でスター

トしながら、次第に「立地条件活用施設型」へ転換し、

顧客圏域を拡げ全国区クラスに成長していったところ

である。

しかしこれらの「のし上がり型観光地」の特色は、大

規模一気投資型とちがって、地域経済との結びつきが

強く、単純な専業でなく兼業を含む7 レキシピリティ

をもっていることである。それは単に観光サービス産

業のうちのみではなく、他の産業(例えば農業、土産

品加工業、飲食庖など)と密接な依存関係をもってい

る。当然のことながら、地域内の関係が広く複雑であ

ればあるほど、同量の消費がもたらす地域内波及効果
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小布施堂界隈図

は大きいことになる。

今回行ってみると、小布施町の観光は全国区になっ

ていた。また、当時の私の予想が当たって、「小布施」

という 7'ランドも全国区になっていたo そのブランド

を原動力として、小布施栗関連の菓子はもとより、リ

ノゴジュースなども含めた、農業関連商品の全国展開

が行われていた。

当時の私のリポ トには、「北斎館を中心に、観光地

としての界隈が形成されてきていますJとか、「北斎館

に燐接する菓子工場も化粧直しをはじめています」と

いった説明付きの写真がそえられている。

0都市再開発法によらない、素人っぽいが、すばら

しいまちづくり(再樹発)ができていた

今回行ってみて、「形成されてきていますJとか「化

案内標示がきわめてよく整備されていた

うことはしていない。 l表通りの民家の人は、その土地

を信用金庫や小布施蛍に貸し、地代を受け取っている。

この2戸は、この再開発による受議はないので、時価よ

り「幾分高いが」というぐらいの地代設定をし、それ

で移築などのローンを払うようになっているo

この「話し合い型任意再開発Jは、昭和57年から話

し合いを始めて、工事全部が終わったのが62年頃(私

の行った次の年)である。話し合いが2年、工事が3年

かかっているが、それは十分納得を得るためと、仮設

住宅などつくらずに、順繰りに工事をしていったから

である。

この事業費は8億円、うち 2，5億円は「栗の小径Jと

いう散策道を町役場が事業化した。役場からの助成金

などはなく、全部自己資金(借入れも含めて)で自主

的なものであったので、その後のまちづくりで、町役

粧直し」と言っていたことの意味がわかった。 場に頼らない気風の見本となったということである。

私が以前に行ったときは、進捗中だった白だが、そ (糸乗 貞喜)

ーーのー免の高開発カらその後φ町議長修景事業企圭£し に三三三二二二二二二二てご三一二三一二三二 三ご三二二;

になっていた。 地域づくりのための土地利用研究会 ( 

小布施堂界隈図(小布施堂のパンフレットから引用

させていただいた)をもとに、説明を加えることとす O地域のための土地利用を話し合う研究会をもとう

る。この再開発は1.6ヘクターjレで、民間4者(民家2 全国的に中心市街地活性化方策について取沙汰され

戸、信用金庫、小布施堂)と町役場の問で、任意の話 ているが、九州においてまちづくりを進めるにあたっ

し合いによって行われた。

表通りにあった民家が東の方へ移動し、信用金庫は

表通りに出て、小布施堂は表から東の端の北斎館の所

まで使用することになっている。

再開発法を使っていないので、「権利変換Jなどとい

8 

て、特に土地利用に関してどのような問題があるのか、

また、地域にプラスになる土地利用の促進方策はない

か、などについて検討し合う場を持とうということに

なった。

そこで、都市開発を実際に手掛けているデベロッ



ノミー、ハウスメー力一、行政の方など十数名の方に呼

びかけて、「地域づくりのための土地利用研究会」を発

足し、昨年 11月から今年3月までに 3固にわたって議

論する場がもたれた。

ここではその研究会で出された話について、取りま

とめてみた。

Oまず現状の問題が多く挙げられた

当初、研究会では現状の問題点が挙げられたが、関

連する領域は、都市計画、農地、交通、商業等にまた

がっている o その中でも、特に次の諸点についてもっ

と議論をふかめるべきだろうという意見が多くみられ

主こ。

O まちの成熟には時聞を要する。出来上がりの瞬間だ

け想定した都市計画では現実性がない。まちを徐々

に作っていくようなやり方ができないか。

O地区計画で街区全体のまちの出来具合を見越して、容

積率を適正配分することができないか。

o 20~30年前に開発されたベッドタウンでは、地区の

一体的な高齢化が進む。高齢者ケア施設、医療施設

など福祉機能の立地ニーズが出るのではないか。

O農地の保水機能、遊水機能は必要である。開発需要

があるといって全て農地を転用するのは問題だ。し

かし現実には、都市周辺部では、もはや業態として

の農業は潰れている地区は多い。

O郊外部に大型庖が出庖する場合、規模も大きく開発

許可でやるケースが増えてきた。こうした開発が土

地利用上良いのかどうか判断が難しい。

O 中心市街地の活性化が取り沙汰されているが、人が

行きたくなるような、賑わいを生む仕掛けがいる。人

の移動システムを含めた土地利用促進方策がいるの

ではないか。

0人々のニーズを掴んだ開発が重要に

こうした問題点が挙げられる中、人々のニーズを的

確に掘りおこした開発のケースも挙げられた。

つの例としては、福岡地所株式会社が福岡県玄海

町で行った開発「宗像コモンJが挙げられた。そこで

は都市計画区域外での開発(開発面積23ha、166戸)

であり、素地が安価であったため、一区画の宅地規模

約 65~100坪と広く、福岡や北九州への通勤時間が少

し長くなってもこの広さがひとつの魅力となっている

ようだ。この中で、敷地の広い方から売れていったと

いうのが面白い。 100坪の方だと明らかに半分くらいが

9 
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上が余裕のある 100坪の敷地、
下がそれよりも少し狭い65坪。

芝生になっているが、 65坪の宅地では、いっぱいに建

っているように感じる。

「いっそのこと、ほとんど造成工事をしないという考

えはなかったのですかjと聞いてみたところ、「そこま

でいくと、お客様が応えてくれるのか心配にもなり、ち

ょっとリスキーな感じがして、事業者としてはちょっ

と ・」ということであった。それでも広いまとまっ

た面積の緑地やオープンスペースがあって、それを共

同管理することで、良好な居住環境を提供できるよう

にしている。しかし、事業者としてはかなりリスキー

な開発だったとのことであったが、購入者は1次取得者

が多く、 20~30歳代で戸建て住宅を取得している人も

みられ、安さと居住環境の良さへの追究という、人々

のニーズに応えた開発のーっとみることができる。

0今後も研究を継続してフォロー

同研究会では様々な検討を行い、その結果、今後も

継続して、研究を進めてはどうかということで、次の

ι 
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ようなテーマが挙げられました。

①街区内の複数の敷地における一体的な設計手法

-表通りと裏通りの条件の違うところで、それぞれ

開発を進めやすくなる取り組み

②公園や緑地の確保に伴う容積率の緩和など街区会

体の開発方針を盛り込んだ地区計画

③定期借地権と容積率の売貿を活用した相続税白軽

減

④大自法と都市計画区域の線引きに対する評価制度

e地域のためになる開発の促進方策

・従来の連担型を中心とする開発、都市圏の住宅受

け皿を目的とした大規模型のみでなく、地域振興

になる開発のすすめ。

⑥街中の急な坂道や駅から離れた中心市街地におけ

る、移動ンステムとしての交通インフラの検討

なお、これらのテーマを取りまとめたレポートを、現

在、当方で作成している。まとまった段階で、今後も

テーマごとに研究会を継続してみたいと思っているの

で興味のある方は御一報を下さい。

(尾崎正利、糸乗貞喜、山田龍雄)

福岡の元気は 1970年代に始まっていた
(表紙の図の説明)

表紙の図をみると、 1960年代までの戦後の都市化の

時期である高度成長期には、地場の大手企業、金融大

手、大手企業が入っている事務所ビル(天神ピル、福

岡ピjレ)の建設が行われています。これに、「所得倍増

計画」やげrJ島改造論Jの影響があった 70年代前半ま

でに建設されたビルをあわせると、図中に示したピノレ

の内、だいたい 5割稜度が、明治通りi白いに集中して

(図参照)、この時期に建設されています。

後にパプノレといわれた80年代後半より、大型ビノレ建

設のピ クが南側へ移りながら再び訪れています。

県庁が他区へ移り、県庁跡に国際会議場や事務所、テ

ナントが入ったアクロス福岡 (29)が建設され、福岡

市役所は一部を民間に売り渡し、そのお金も含めて、市

役所新庁舎の建替費用としています。このピークは

1992年のパフソレ崩壊の後、 5年を経過した現在まで続

いており、今のところ、福岡が元気がいいのは、バブ

ル投資の延長といえるのかもしれません。

〔津谷真紀子〕
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1囲族"と百貨庖の食品売場

福岡市天神地区では岩田康Zサイド(1996年)、博

多大丸東館(1997年)、福岡三越(1997年)が次々に

オープンし「福岡は元気がいいJといわれる要因とな

っている。

各百貨庖の動向について、地元誌などで取り上げら

れることも多いが、今回、よかネット NO.33では前号

の表紙で取り上げた、百貨庖の"倒食"についてスポ

ットを当て、“個族"と“個食"についての百貨庖サイ

ドの取り組みをみてみた。

O “弁当+個食"が定番の博多大丸

まず、エルガーラ(東館)のオープンにより、大き

く増床した博多大丸に行ってみた。

行ったのは昼食時であったが、食料品が並叫られて

いる地下2階のフロアの中央に位置する、わずか8.5坪

の売場に、 OLが押しかけて繁盛している。このスペー

スは1苫舗見取り図では「個料理屋」となっている o 小

さいスペースに、少し小ぷりの弁当 (370円位)が常時

17種類ほど並列られている。 OL達は皆この棚の前に集

まっており、目当てはどうやらこの弁当らし ~'o よく

見でいると、弁当の他にも小ぷりのパックにサラダ、野

菜煮つけなど一品ものの和洋中の惣菜を収めた“個食"

という商品をプラスしで買っている人が多い。

健峻家の人はこれにプラスしておにぎりを付け加え、

さらにデザートを食べたい人には、ゼリーやヨーグノレ

トなども売っている。

買い物としては、“弁当十個食"ということになるが、

ここでの“個食"の役割は、弁当の脇役だけれども、プ

ラス αとして楽しく買われている o 売場の人に聞いて

みると惣菜では純和風のものが特に人気が高いという

ことだ。

0若向けの庖舗でも“一人用惣菜"には幅広い年齢

層が集まる岩田屋

続いて、天神地区の老舗的な百貨庖である岩田屋が、

天神の中でも特に若者が多い地区にオープンさせた岩

田屋Z サイド(19日6年オープン)に行ってみた。

ここではベー力リーや小さいパックに入った和洋中

の惣菜など、“一人用惣菜"が充実しており、これらの

売場はフロア全体の 1/5-1/4を占める。

昼は博多大丸と問じく若いOLが押しかけて繁盛して
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いる。夕方になると 40歳代の方が、食車に並べる惣菜

を求めて多く来庖し、中には単身赴任であろうと思わ

れる男性が毎日やって来て、“個食"とビーノレを求め、

フロアの中程にあるテーブノレ(ここで買った商品を開

けて、自由に食べることが出来る)で、おいしそうに

ピ ノレを飲む姿もみられる。

Z サイドの場合、衣類やアクセサリ一、雑貨など全

館を通して洋によった提案をしているが、“価食"の売

れゆきだけは、洋より和の比三重が高まっているという。

0'1匝食"についての捉え方はまちまちだが、とにか

く売れている

これら 21苫の実態をみると、お昼どきと夕方では客層

は違うものの、“個食"が極めて好調に売れている。 2

宿の営業部門、食品部門の担当者の方お話を聞いてみ

た。博多大丸では“個食"についてみると、ターゲッ

卜は l番がンングルのOL、2番目はシルバ一世代、 3番

目は単身赴任サラリーマンとしており、ターゲットは

単身者のようだ。しかし、実際は多様な層に受け入れ

られており、この8.5坪のフロアだけで、月の売上げは

1.500万円となっている o また、ここの特徴は、弁当を

まず手にとってプラス個食というスタイルにあり、弁

当があるから個食が売れているということだ。

一方、岩田屋Zーサイドは、全館ではキャリア層の女

性を主力タ ゲッ卜としており、食料品売場において

も「“一人用惣菜"だけに絞って何かやってきたという

訳ではなかったjが、実態としては、年齢、性別の関

係はなく、“一人用惣菜"は受け入れられているという

ことfご。

0どんな世代にも楽しく買われている“個食"

この取材をはじめる前には、当初、独身のOLやサラ

リーマンなど、単身世帯者が多い福岡市(全世帯の4割

を占め、単身世帯比率は東京都区部と同じ)を狙った

マ ケットなのかと思ったが、実際には親元から通う

OLゃ、主婦が何かの集まりでの準備などでも楽しく買

っており、小分けにされたお惣菜は幅広く市場に受け

入れられている。単身世帯に限らず、家族団らんの生

活をしても、家を一歩出た段階でみな“伺族"という

ことになるのだろうか。

数多いメニューを前に自分だけが今食べたいと思う

メニューを主体的にコーディネートできて、老若男女

問わず、体調に合わせて選べる点で、個別の人々のニ

ズにマッチしたということになるのかもしれない。例

えばダイエット中の女性でも、二日砕いのサラリーマ

ンでもそれなりの献立を組み立てられる。

0広域的な商圏をみて、あえて“個食"を取り入れて

いない福岡三越

この取材の最後に、最も新しくオープンした福岡三

越に行ってみた。ここでは平呂の昼時なのに、博多大

丸や岩田屋Zーサイドのように食料品売場には若いOL

の姿が見られない。福岡三越には“個食"売場が今の

ところない。どちらかというと計り売りの惣菜が多く、

高級料理庖の惣菜コーナーでは、中高年の主婦の方が

買い物をしている。

この{岡食を取り入れない理由について、福岡三越の

渉外室の方に話をうかがってみた。すると「これは、 7

jレレン y のターゲットを優先した結果ですJといわれ

た。九州中の都市間輸送のパス交通拠点であるパスセ

ンターから直接入庄できることが、広域的な商闘の維

持を可能にし、広い層に受け入れられるのではないか

とみられているo 逆にこれからターゲットを絞ってい

くという考えもあるようだ。三越グループ全体でみれ

ば小さなパック入りのお惣菜については、全国各地で

やっているためノウハウはあるという。今後はニーズ

や競合相手となる百貨庖などの動きを脱みながら、新

規参入を考えてみたいとのことであった。

(津谷真紀子)
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03つの方法で炭焼き

福岡県宮田町に如来田という小さな集落がある。そ

この瑞石寺というお寺の土地を借りて、炭焼きを行っ

た。地元の「如来田の環境を守る会Jとグヨワシドワー

クトラスト研究会のメンバ一、地元の小学校の5年生と

先生たちなどを中心に約40名くらいが集まった。

炭焼きに先立つて、昨年の暮れに嘉穂町から炭焼き

の経験者を呼んで夜なべ談義、 2月には準備のための

ワークショップを開いた。ワークショップの中で3グ

jレープに分かれて、「穴焼き法Ji伏せ焼き法Jiブロッ

ク窯」とそれぞれ違ラ方法でやることに決定。どれも

本格的な釜は作らずに簡易な装置で焼くやり方で、穴

焼き法は地面に穴を掘って炭材を詰めトタンやおがく

ずで蓋をする方法、伏せ焼きは土を薄くはがして炭材

11 
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ブロック窯に炭材(樫の木)詰め込む。

を並べ上から土をかぶせる方法、プロック窯はコンク

リートブロックで簡単な釜を作る方法である。私はフ

ロック窯のチ ムに入り(というか班長になり)、コン

クリートブロックを買ってきて窯を作ることになった。

O本と見比べながら…・.

3月14日、 15日の土・日に他のグループと一緒にお

寺に泊まり込んで炭焼き作業を行った。今回の作業

チームに炭焼き経験者はひとりもおらず、炭焼きの本

を買ってきていい加減な図解を見ながら窯を作るとい

う作業で、なかなか捗らなかった。初日は朝から地面

を掘り始めて、昼過ぎにはプロック 30個(1周 10個×

3段)を積み、夕方までには切ってきた樫の木を詰め込

んで点火にこぎつけた。ひとしきり点火材に火がまわ

ったところでトタンで蓋をして、竹の節を抜いた煙突

と通気口を残して土で埋めた。

数時間後に煙白色が水蒸気の白から紫に変わって透

明になったら煙突をはずして通気口もふさぐ、と本に

は書いてあったが、陽も落ちて煙の色も分からなくな

り、夜の 10時頃そろそろいいだろうという班長判断で

ーえを塞いだ。

次の日の昼にあらためて子供たちも集まり、まだ暖

かい窯の土を除けてトタンの蓋を開けてみると e・e・..、樫

の木は全くの生焼けで、ターノレで表面が黒くなっただ

けだった。他のグループは、伏せ焼きが3分の1位が硬

い炭になり一応成功、穴焼きは生焼けだった。

ブロック窯と穴焼きグループは、まず火が通るのが

先決ということで、生焼けの炭林をまた燃やし、消し

炭のように脆い炭になってもいいという覚悟で燃え上

がるのを待ち、再び蓋をして土で埋めて敗者復活戦に

望んだ。

12 
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0失敗は成功の元

2週潤後、予定では f出来た炭でハ『ベキューパーテ

ィーをしよう」というはずだったが、それほどの炭は

出来なかったので、結局市販の木炭でバーベキューを

することになった。餅つきをやって焼いて食べる、魚

を釣って焼いて食べる、お茶をわかしていろんなお茶

を楽しむ、というグル プごとのイベントも市販の炭

で行った。

その日、敗者復活戦の窯を開けてみると、ボロボ口

の炭のかけらと生焼けの樫の木の中に、きれいで硬い

炭がいくつか出来ていた。失敗は成功の元。しかし、せ

っかく出来たその炭をバーベキューに使う気にはなれ

ず、みんなで分けて記念に持って帰った。

0地域の産業づくりになるか

炭焼きをやる当初由目的は、如来田の環境を守る一

環として炭を川に沈めて水を浄化すること、地区の農

産物販売所に出せるような新たな商品と産業ヲくり、そ

して地域の子供たちに体験を通した環境教育をするこ

とであった。産業っくりには少し遠いが、子供たちの

体験と川の浄化には一役買えたのではなし、かと思う o

現在、炭焼き体験の横の土地に、耐火煉瓦を使った

本格的炭焼き窯を手作りで建設中である。

〈伊藤聡)

ごみ問題を考える④

:ごみ問題は「少子化問題」、「僧族化問題J

山のように詰まれた雑誌の中で生活している私にと

って、家の中のごみ問題とどう戦うのか悩んでいた。

子供会が回収をしていることは知っているが、どこ

で、いつ行っているのかわからない、小学校にリサイ

穿 lレヰ王子クース括主置され之いる二さも処ラニ自主いる主人

徒歩で、この量の雑誌類を持っていくのは、とうてい

無理である。

ところが、 1月22日付けの西日本新聞に、「進む福岡

市の古紙回収」という見出しで、城南区と中央区春吉

地区の古紙回収が紹介されていた。

さっそく取材を、と思い、福伺市に電話すると、「中

央区役所に聞いて下さいj といわれた。中央区役所に

電話すると、「春吉公民館に聞いて下さい」と電話番号

を教えられ、春吉公民館に電話すると、「春吉の柴田さ

んに開いて下さい」と言われ、「えっ!個人でやってる
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の?Jと驚きつつも(新聞記事では市側の協力要請云々

とあったため)、柴田さんを紹介して貰い、やっとお話

をうかがうことが出来た。以下は柴田さんのお話から。

Oきっかけは昨年 12月からの3分別回収

紙ごみの回収を行うきっかけとなったのは、昨年12

月より実施された、 3分別収集(可燃、不燃、粗大ごみ)

について、福岡市に実施前に説明を開きに行ったこと

であった。そこで、柴田さんを含めた町内の方は、「紙

は可燃、プラスティックは可燃、等々 j と分類方法の

説明を受け、リサイクルできるものがあることを知っ

た。リサイクノレできるものは、リサイクルしようと決

め、Tii側が業者を選定するという形で協力した。

当初、市が選定した業者l主、新聞、古紙、段ボール

の3種しか集めないものであったため、再度、市に出向

き、雑誌、チラシの回収も行う業者を再選定して貰っ

マーャ

ル O

0子供会の回収だけでは足りないわけ

春吉地区では以前より、子供会による紙ごみの回収

が行われていたが、柴田さんらがこの取り組みを行わ

なければならない理由があった。

福岡市の方はご存じだと思うが、春吉地区は福間市

の中心、天神の北西に接している都心であるため「少

子化jの波をもろに受けている。そのため、子供会を

組織する地区が少なく、子供会による回収由無い地区

が多くを点めているo

また、単身者向けの住宅や、住民の流出入の多い地

区を含むため、子供会への協力、地域への協力の体制

が希薄である。いわゆる「個族化」問題もある。

さらに、最近、地域の小学校に設置されている、リ

サイクノレボックス等では、距離が遠くなるので高齢者

が対応できないことも考えられ、回収場所として、数

十ヶ所のポイントをおくことを当初から決めていた。

O紙ごみの日には朝6時から用意

回収日を「紙ごみの日」と呼んでいるのだが、柴田

さんは、この f紙ごみの日」の当日は、朝6時から担当

のポイント (3ヶ所、いずれも道路わき)に回収場を設

け、 7-日時の回収に備えている。

また、町内をまわり、ごみの出し方などで、わから

ないことがあると(例えば、福岡市では I回につき、 1

世帯Iごみ袋なのだが、町内清掃のごみはどうすればよ

いのか等)、市に聞きに行く等のお世話係を買って出て

いる o

13 

ちなみに、柴田さんは市から任命された環境推進委

員ではない。

最後に、今回の取材で感じたのは、ごみ問題は、地

域問題であるから、地域を愛して、行動するキーマン

と、協力体制が重要となってくるということだ。柴田

さんは、周囲の人に「出る杭は打たれるっていうけど、

出過ぎた杭は打たれないらしいよj と言われている。

(津谷真紀子)

i 地域との交流を進める

i 元ハンセン病患者の療養所菊池恵楓園

熊本県合志町に「国立療養所菊池恵楓園」という、ハ

ンセン病=らい病患者の療養所があり、先日訪問した。

ハンセン病は感染力の弱い慢性の感染症であるが、以

前は伝染病や遺伝病と考えられ、社会から隔離され差

別されてきた。現在ではすでに撲滅されたと言われて

おり、かかったとしても薬で2-3日で治るようになっ

ている。つまり、療養所にいる人はみんな元患者であ

る。ただし薬ができる前に発病した人は手足や目、顔

などに後遺症が残っている人も多い。

ハンセン病への偏見と差別の歴史は、強制隔離、不

妊手術、親族への差別など激しいものであった。親族

への差別を避けるために、名前を隠し、あるいは死ん

だものとして施設に入り、死後骨壷にも本名を記さな

かった。平成日年、菅直人が厚生大臣の時に「らい予妨

法Jが廃止され、入所者は隔離政策から解放されてい

る。

恵楓園は全国に 13ヶ所ある国立の療養所の中でも最

も大きい。「らい予防に関する件Jという法律が明治42

年に施行された時に恵楓園の前身の施設が設立された。

現在約780人が入所し、平均年齢は71.5歳と高齢化し

ている。新しく施設に入る人はいないため、最も若い

世代でも 50歳代と徐々に高齢化が進み、亡くなること

で人数が減少している。入所者数は昭和30年代に最も

多く1.900人くらいいた。当時職員数は何人で約20人

にl人くらいしかいなかったが、現在は 780人に対し

500人以上と、マンツーマンに近いくらいの職員数がお

り、国の療養所に対する扱いの違いが分かる。職員側

の意識も、恵楓国へ派遣といわれると昔は公務員を辞

める人もいたらしいが、今は環境も良く、偏見もほと

んどなくなり、職員は喜んで来るようになったそうだ。

---------.;:，~j 
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施設の面積は農地を含めて全部で66ha。住宅、病院、

ス パ、理髪応、礼拝堂、公固などがある。以前は

学校もあり、隔離された施設内で生活がほぼ完結する

ようひとつのまちになっていた。農地は以前は強制労

働させるためにあったもので、ほとんど刑務所と同じ

扱いだった。今はー帝日公間化され地域に開放している。

開放といえば、もちろん施設はみんな開放されている

のだが、施設入り口の道路脇に roo恵楓園庖→」と

いうス パ の看板があり、出入りを促すような雰囲

気になっていた。

住宅は、健康状態のいい人には公営住宅によく似た

長屋建ての住宅、健康状態の良くない人には介護等が

しやすいように廊下のつながった住宅がある。どの家

も庭があり、きれいな花をたくさん咲かせているとこ

ろも多かった。

入所者は普段、午前中は主に健康管理で病院などで

診察を受け、午後は趣味の時間として絵画、無線、囲

碁・将棋など様々なサークルで過ごしている。

重言司而岬山州湘~~;H出 ~1罰百 1 主阜量三三三三重

らい予防法廃止前後から由布嵐長を中心lこ地域との

交流を進めるようになり、毎月4日には地域の人たちと

ゲートボールをしたり、小学校から音楽会に招待され

たりしている。恵楓閣は周辺に集落があり、交流は比

較的しやすい(ただし、以前はこの立地条件が激しい

差別のもとだった)。島にある療養所などでは、今でも

施設外との交流が難しい所もあるそうだ。

今は買い物に出ることも自由だし、社会復帰も出来

るはずなのだが、高齢化が進んでいること、差別や偏

見の意識が根強くあること、長い施設生活で能力が身

につけられなかったことなどから施設にとどまってい

る人が多い。

ハンセン病については自分自身知っておきたいこと

だという認識はあったのだが、隔離されていたという

こと以外ほとんど何も知らなかった。今倒グラウンド

ワークのメンバーの紹介で施設を訪問することができ、

勉強するきっかけがつかめたように思う o (伊藤 聡)

70年代の歌を歌い、意気投合したお客さんがいた。

近 況 ! この人は列車の時間があるということで1時間ぐらい

← J で庖を出たのであるが、後でママさんは日< rさっき

圏 100歳の誕生日に患う。 の人は 15代沈霧館なのよ。(現当主は 14代)Jといわ

去る 3月末の日曜日に、学生時代に、感には造形、夜 れてびっくりしてしまった。今年は薩摩焼400年祭で

には鹿児島は天文館大学で教えてもらった柳田先生の あり、再度薩摩焼きのふるさとである美山に行きたい

百歳の誕生日を、教え子や関係者10人程度でお祝いを と思っていたのであるが、また 15代に会える楽Lみが

した。 できた。(覚えていないだろうが ・ウ (山田 龍雄)

昨年は白寿 (99歳)ということで40数名が参加した 圏わが祖母の最後の仕事

のだが、今回はこじんまりとした会となった。 先日、母方の祖母がむくなり、お通夜、お葬式に出

天文館公園のザピエノレ像、七高の記念碑は先生の作 た。享年は 90歳。戦時中は満州鉄道で働いていた夫

品である。(祖父)と大陸に渡り、戦争終了前に慌ただしく本土に

一主主tは殴歳伎の睦l::C盟主どしを亡(主払壬;紅以去組 長ム戦後は佐賀為福岡の画県自主地縁、血縁剖li'b

年近く独身である。ふるさとが小樽ということもあり て移り住み、夫が早く亡くなった後に男2人、女5人の

身内とのつきあいはほどんどなく、身近な人とのつき 子供を女手ひとつで育てあげた。

あいでこれまで生きてこられている。今は少し足腰が お通夜、お葬式は太宰府市の斎場で行われ、親類一

弱くなったので、病院暮らしであるが、その面倒は市 同が集まった。お通夜には私は遅い時間に到着したの

内の教え子(私の先輩の方)がみている。 だが、子の代で泣いている人はなく、孫の代も、私の

先生は意識はしていなかったであろうが、結果的に 従兄弟たちが迷れてきた小さい曾孫達も泣いていない。

は長い時聞をかけたつき合いやネットワークが、先生 祖母が亡くなる前の数年間、子の代(私の母親の兄

の一人暮らしを支えているようである。 弟)は、つまらない感情のもつれから互いに疎遠にな

蛇足であるが、この目先輩に連れていかれたあるス っており、なかなか従兄弟達と会える機会がなく、は

ナックで飲んでいたら、一人で庖に入ってきて豪快に っきりいって一族バラバラという感じでもあった。

14 
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祖母の最後の仕事だったのかもしれない。私は成長

し豆大化した従兄弟遠の様子に目を丸くし、久しぶり

に会った叔父からは酒を注いでもらい、結婚を進めら

れ、従兄弟達とは久しぶりにゆっくり語らうことがで

きた。「ばあちゃんが最後に一族を結び付けたのかも

日 'Jと皆が同じ事をいっていた。

男性陣はみんなタイル張り職人という珍しい男性の

一族の中にあって、私唯一人が会社勤めという異端の

存在である。サラリーマン仕事について質問責めに遭

ってしまった。差し出された酒を飲み、食べ物を口に

しながら、かっ、一人ひとりの質問にもちゃん占応え

ねばならない。久しぶりに会うと大忙しである。

火葬が済んでお葬式が終わったのち、子の代同士、孫

の代同士で集まって何かやろうということになり、幹

事を決めて持ち寄り式の会食を催すことになった。

孫、曾孫の代の集まりでは小さい子供が多いため、皆

が楽しめるよう、あえて精進料理風にはしないという

「高蔵寺ニュータウン

夫婦物語」

はなこさんへ、「二人からの手紙」

津端修一/津端英子著

ミネノレヴァ書房 fiJ 

自由時間評論家であり、高蔵寺ニュータウン計画の

中心人物でもあった津端修一氏、そして自由時間・田

舎暮らしのホームメーカーである英子婦人のとても素

敵な人生を描いた一冊です。

副題にある「はなこさん」とは、津端夫妻のお孫さ

んで、この本は「おじいちゃまJIおばあちゃま」から

愛する孫娘への手紙というスタイルで書かれています。

「おばあちゃまからの手紙Jは、田舎暮らしに興味の

ある人、野菜作りに興味のある人は必見です。星山の

段々畑 300平方メートノレ、田闘を 70日平方メートルと

いう敷地を借り、念願の田舎生活を実現した彼女の奮

闘記が描かれています。彼女は無消毒、無農薬で作物

を育てていました。ここで少し勉強になったことがあ

ります。梅・杏・サクランボの木の下には一面にニラ

をまくと、その強烈なにおいが7ブラムンに効果を発

揮すること、柿の下にミョウガを植えると虫避け効果

15 

取り決めにしたため、こんにゃくをいれたお好み焼、が

んもどきをつかった焼き鳥風など、珍しい料理もでて

きた。

生前、私にとって祖母は無口で少しおつかない感じ

がして近づきにくい存在であったが、母の話では祖母

はまめな人で、特に料理や針仕事には精を出していた

そうだ。やはり血筋なのか、私が毎年パーティーで出

す地日本酒、白ビールなどは、祖母は戦後すぐ、佐賀

にいた頃に作って村で売っていたこともある(違法で

あるが)らしい。子の代ではそんなことをする人は一

人もいないから、私だけが祖母のそういう仕事を受け

継いだことになる。

後日、初七日の集まりでは、形見分けとして、満州

時代の写真や私の母の子供時代の写真など、祖母の思

い出の品々が並べられた。セピア色の写真を眺めなが

ら、孫の代、曾孫の代まで出席した一向、時代の匂い

のようなものをかいだ。(尾崎正幸IJ)

があること、スイカなどの瓜科の植物にはネギがいい

ことなど。無消毒、無農薬で農業を営むにはー工夫が

必要なんですね。

「はなこさんJが誕生してからはご夫妻、特に英子婦

人の生活は「はなこさん」一色に染まっているように

見えました。お孫さんに対する愛情が伝わってきます。

「おじいちゃまからの手紙」では彼の大好きなヨット

について描かれています。学生の頃から始めたヨット

は公団に勤めてからも続き、土・日には決まってヨッ

トになっていたそうです。やがて給料の一年分以上に

ちなるヨットを手に入れ、優雅に家族クノレーンングな

どもしていました。

彼が中心になって携わった「高蔵寺ニュータウン計

画」についても書かれています。 1960年に始まったニ

ュータウン計画で、当初、彼は町の外から計画に携わ

っていましたが、後に自らこのニュータウンに移り住

むことになります。彼は計画者としてではなく、一人

の生活者として、自ら計画した町を内側から眺めその

様子が書かれています。

この本を読んで感じられることは、夫妻はとても仲

が良く、好きなことを思う存分楽しんでいて、いつも

楽しそうだということです。私の人生はまだ先が長い

ですが、l 人が楽じんで聞いてくれるような人生を送り

たいものです。(小田 好一)



本.BOOKS 
酬川il~.~信 雲重厚議案嘩醸し 言?肌附~~li:~:I~llli~~ 悶~':~;幽童書鰻重量嬰醤騨 言語稲 見建議喜三三重

第6回よかネットパーティのご案内

人と人との交流の輪ヲくり“人もうけ"をする会として毎年開催しています「よかネットパーティJも、今年

で6回目をむがえ石こととなりました。今回は、持ち寄り参加型パーティを考えています。是非、食べ物、飲み

物を御持参のうえご参加下さい。

なお、参加ご希望の方は、当事務所まで御連絡下さいますようお願い申しあげます。

日時平成 10年5月23日(土) 場所警固神社境内東側棟

12:00~16:00 福岡市中央区天神二丁目 2-20 

※時間内に自由におこしください TEL: 092 -771 -8551 

津端先生のこと

津端先生には、いつもよかネットを送る度にひと言

ずつ手紙をいただいており、有難く思っています。そ

ういうこともあって、この図書紹介については、小田

が読書感想、を書き、糸乗が津端先生のことについて、

「何かコタクを並べろjと編集担当者から言われたので、

小田白書評読んでみたのだが、後半の“彼"が少々気

になり、同時に次のことを思い出した。

20年ほど前に、河上肇の生誕100年の講演会があり、

I人目の講師が若い人であり、 2入目の講師が私の師匠

である杉原四郎先生であった。

1人目の若い人は、「河上肇は J と極めて歯切れ

よく話していたが、次によった杉原先生はモタモタし

た話を始めた。

「実は、私は、河上肇を見たことがあるように思うの

です。先程から聞いていると、河上肇と呼び捨てにし

て話しでおられたのですが、私はそれほど歴史上の人

物として客観視することができません。確か、昭和20

年頃、百万辺から銀閣寺の間だったので、着物姿白河

上先生を見かけたのです。といって、先生と呼ぶほど

のかかわりがあるわけでなく、直接教えていただいた

わけでもなく、実は、今こまっているのですj という

私などは、ずいぶん気を使つで話をしているつもり

なのだが、「その場に合わせることをしないで、思った

ことをそのまま言っている」と言われてしまった。

津端先生の方が、はるかに上だと思っている。

以上、御託二題。失礼の段は平に御容赦を。

ところで、津端先生には長いことお会いしていない。

一度お会いして、久しぶりに思いこみのはげしい話を

聞きたいと思っている。(糸乗貞喜)

編集後記

園高齢者のニードをとらえた、起業を考えてみよ

うというグループを発足させました。年に一度の

「高齢商品、サーピス見本市」兼、「高齢者に特に

サービスをするレジャー大会」といったようなこ

とをやろうということです。「成算はあるのか」と

言われて戸惑っていますが、「商品は優れている」、

「社会的ニードは絶対にある」、「九州にとって極め

て大切なことJだと思っています。この起業が、で

きるかどうかは分かりませんが、チャレンジのつ

もりで「いいだしっぺ」になりました。次号に報

告をのせます。 (，、)

ヰど、/士i':~ よかヰヴ+ 判。τ33-1998τ5

次は、本当のゴタク o 御託を並べるとは、“新明解"に

よると、「くどくどと(偉そうに)自分勝手な言い分ば

かり言うJとなっている。以下は、その勝手な言い分。

津端先生という人は、実に勝手な人である。

いつも、自分の思ったことをはっきり言う人だと思

っている。思いこみのはげしい人でもある。思いこむ

だけでなく、それを現実にしてしまうぐらいの人であ

るo これがこの本に書かれている物語だと思う。

先日、ある委員会で、「糸乗さんは勝手なことばかり

言っているJと言われて面食らったことがある。
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