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-高齢単身男性が増えつつある。
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資料:国勢調査
器縦軸は、男女別総人口千人当たりの高齢単身世帯数である。

5年後10年後に増加する世代

平成 2年以降から高齢者の単身男性が増え

てきている。平成7-12年の5年間における

全国の男女別前期高齢者 (65-74歳)の増

加数をみると、女性約 18.6万人、男性約 16.7

万人と差がない。これは戦争にかり出されな

かった世代が高齢期を迎えることになったこ

とが大きな要因である。詳絡は本編の 13頁に

掲載している。

よか宇ッ卜 Na57 2002.5 
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ー 人もうけ通信11

つばたしゅういち・英子さんの

生きている田園居住博物館探検隊顛末記
糸乗貞喜

今回の「人もうけjは一網打尽型でした。「よかネットJの56号に隊員募集をして、十人の隊員でつばた邸に押し

かけました。隊員名簿は下記。

山口(イゴス)、池田 (7)レパック)、松井(松の実保育園)、樋口(九大)、今里(九大)、福田(伊万里はちがめ

プラン)、山田、本田、愛甲、糸乗(よかネット)

@つぱた家のランドマークは林

つばたきんの家を訪ねるのは三回目なのだが、パス

停のあたりからの距離感が鈍っていて、ガイド役の私

が迷っていたら、「糸乗さん、林があるんでしょ。高い

木のとこを捜せば……」と後ろから言われて、眼をあ

げると小さな雑木林が見えた。

@一反300坪は暮らしの原単位

一反=300坪という土地は、日本人がたどり着いた

暮らしの原単位である o つばたきんの家は、その三分

のーに丸太づくりの家と雑木林がある。その丸太づく

りの家は、大学を出て最初に所属したアントニン・レ

ーモンドのアトリエの一部の再現である。木製窓枠の

ガラス戸に、内側は障子戸がついている。「レ」モンド

は、日本の気候には木造の窓と内側に障子戸と言って

いましてね・・・・」といいながらその戸の開け閉めをし

て見せ、 r28年、全く狂っていないんですよjというの

が自慢である。

@ヨットと野生

つばた邸に訪れて、おっとりしたくつろぎを感じる

ことのできるのは、奥様の英子さんと話している時で

ある。と思っていたのに、ギョッとしたことがある。

前回時三子月同可ヲ売とき、ーす七千で苛ナかーテ7グの

ピデオを見せてもらいながら話していた。「奥さんも行

かれたのですかJrいいえ私はヨットが好きではないの

ですJrでも、つばたきんも、これが最後のクルージン

グだと言っておられましたねJrでもね一、彼は帰って

くると人が変わってるんですよ。野性にかえってくる

んですよ。やっぱり今後も行かせなきゃーと思ってい

るんですんこれは恐ろしい人だと，思った。今どき流行

の「理想の男性は優しい人……jなんて柔な男ではダ

メだということか。野生といっても奥様のイメージに

あるのは、乱暴なワイルドではなく、自然に対する適

よか宇ッ卜他57 2002.5 

つばたさんご夫妻

これがつぱた家のランドマ-7;ワー

底の下のテラスでワイワイガヤガヤ、ごちそうにありつく

2 
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応力=逃げ足も含んでいるらしい。つばたきんのヨッ

ト史には何度もの遭難がついていたようだ。「ヨット

は、私にとって f心配の種』でした」といいながら、

fこれからも行かせなきゃ」という言葉に驚いた。

@縁=ネットワークの誌がり

つばたきんから「よかネット」をお送りする度に、

本を出したり雑誌などへお書きになる度に、便りをい

ただいていた。その手紙はいちいち挿し絵つきなので、

恐縮していた。つまり ITなどというものより、手紙

の方がはるかに情報密度は高い。絵はがきよりは手書

きの挿し絵っきの方が、圧倒的に情報量が多い。

しかし実際に訪ねてみると、奥様のやっておられる

情報活動の情報量は比較にならないパワーを持ってい

る。

つばたさんが住宅公団時代のことを書いた本の中で、

「この時代は、四人家族が社会の主流という単純で明解

な家族像の見える時代だった。しかし、その後の二十

年聞に時代の背景は大きく変わっていく。二十年たっ

て、シングル、子供なし、子供一人世帯を合わせると

八0%以よ。四人家族は二0%に満たなくなり、その

関係が逆転する。なかでも、女性の一人暮らしの増加

が際立つようになる。砦年の未婚、中年の非婚・離婚、

後年の死別、それに同棲・事実婚など・・ ..Jとふれら

れている。私はこれらのことを「倒族化社会Jといっ

ている。個族、孤独、自立、孤立といった似た言葉が

あるが、孤独を楽しんだり、自立して楽しく暮らすな

どと言うことは実にすばらしいことで、問題は「孤立j

にある。私が言う「個族Jは一人家族と世代の再生産

から離れた世帯のことだが、つばた家は全く違う。特

に奥様の情報活動を見ていると、 fこれぞ情報社会Jと

いう気がする。

まず、孫のはなこさんに対する七五三のお祝いは極

めつけだ。「七五三のはじめてのお祝いの着物は、私の

手織で作ろうと決めました。体のまだ小さい彼女を、

サーモンピンクのお着物でくるんで、巾着の手提げと

お草履でまとめればjという思いを実行されるロ明治

神宮に一緒にお参りしたら、「もう次の七歳の準備が始

まりましたん今度は絞りの着物ということで、伝統工

芸品を扱っている広に相談に行ったりしながら、二年

がかりで生地を仕上げた。次の年はハンドパック。つ

いで長橋祥、帯など、下着の小物類を選ぶ。着物と小

物と帯を合わせるために銀座に出かけ、着物には全体

宇ットワーク

ベーコンは樺耳を針金で留め薫製挫でつくる。適量舛輯だから味がいい。

ベーコン空イプとイカなどのシーフード宮イプのピザ

畑にはこのようにいろいろなものが植わっている

石梱も植わっている

よか宇ッ卜 Na57 2002.5 
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畑を支えるコンポスト、七つあって循環活用

に四季のお花を刺繍をしていただきました、などなど。

この間のご夫妻の花子さんに対する情報たるや、恐ろ

しい量に達していると思う。

いろいろ書くと大変だが、ドーJレハウスにふれてお

く。花子さんの六歳の誕生日に二人で手作りで贈られ

たものです。これは写真を見ていただきたい。いずれ

も万金に換えがたい。

@脳細胞労働価値説

もうひとつ蛇足を許していただきたい。「万金Jに代

え難いと書いたが、私は経済的な意味でも価値がある

とd思っている。若い頃マルクスをかじって、「労働価値

説jというのを学んだ。今では全く評判が悪い、とい

うより問題にされていないが、私は正Lいのではない

かと考えている。ただ、マルクスは「筋肉細胞労働価

値説」であった。しかし私は f脳細胞労働価値説jで

ある。確かに彼の頃は筋肉細胞の寄与率が高かったよ

うに見えるが、そもそも人間という動物は「脳細胞労

働をするjということがほかと違うのではないか。こ

のように脳細胞労働の含有率を価値基準に入れると、

骨董なども説明できる。ものすごい人々の思いが染み

込んでいる「すぐれものjは価値が高い。芸術品も、

多くの人が何代にもわたって憧れた絵や音楽なども

「心の思いの量jが膨大であるだけ価値が高い。そうい

う意味で、つばた夫妻の日々の活動に対して「高度情

報社会での超先端活動奨励賞jを差し上げたいような

気がする。月二回の宅急便という話もあった。このつ

ぼた家の宅急便は、大量の筋肉労働を含んではいるが、

その労働の聞や準備する過程、次との兼ね合いを考え

るなど、膨大な「思いjが込められている。宅急便は

物流手段ではなく、情報手段になっている。

よか宇ッ卜刈α57 2002.5 

椎茸も自家製

お茶のストック

道具の整理の見本

染織アトリ工

4 



宇ットワーク

?Iケノコもでています 軍11レーモンドのアトり工と同じ丸木づくり ドールハウス

世ir@たべものへのこだわり・勝手な食いしん坊・メ

ニューメモ魔 込ι'1.0::

三つのことを書く。 fぼくはご飯は一日四杯で朝三杯

食べるH私はパン食なんですよ」という状態になれば、

多くの場合、家庭の機能停止におちいる o これをとだ q 

わりというか勝手というか皆様にお任せする。次は毎

日の食事のメニユ」が挿し絵いりで残されており、全

部がファイルされていること。これは見ているだけで

「降参だ」という気になる。三つ日は我々十人がいただ

いた「御馳走の数々」じまん。これは前回同様手紙で、

色っき挿し絵のメニューをいただいた。ベーコンやチ

ャーシュー、焼き鳥、ピザパイ、オリープのピクルス

などなど手作りの大攻勢。悔しい人は、 5月18日の

「よかネットパーティー」に壁新聞を作っておきますの

でおこし下さい。

(いとのり さだよし)

5 

軍"'q....c令.c\~(:04.j..... 
急句、f)，".t

帰ったら早速当日の「ごちそうメニュ jと、私達が持って

いった「おみやげメニュー」の礼状のカラーカットが届いた。

読みにくいが、雰囲気を見て下さい。

よか宇ット Na57 2002.5 
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i高齢者はどこを終の住処としていくの i
lだろうかその4

高齢者の居住施設は、国土交通省と厚生労働省で ; 
同じような施設を供給している

山田龍雄!

ある自治{本のシlレノてーハウジングプロジヱクト(国

土交通省所管)の仕事をしているときに、はたして高

齢者の居住施設というものがどの程度あり、どのよう

な役割になっているのかの概観を把握しておく必要が

あると思った。そこで今回は、高齢者居住施設で少し

調べたものを整理し、私なりに疑問点や課題などを述

べさせていただく o

@高齢者居住施設をまとめて、わかりやすく説明

している本は少ない

人生80年代で65歳以上を高齢者というのは、今では

問題があると思うが、ここでは統計上、 65歳以上を対

象としてみている。 65~74歳までを前期高齢者、 75歳

以上を後期高齢者としている。

我が国の65歳以上の高齢者は着実に増加しており、

人口問題研究所の推計によると、 20日年には3千万人

を突破し、 4Aに1人が高齢者、 2050年には 3人に l

人が高齢者になると予測されている。高齢者の予測は

現実の方が上回っており、 2050年より早<3人に I人

の超高齢化時代を迎えることになるかも知れない。

表全国の高齢単身世帯の推移

d:: 1J':'ftット Na57 2002.5 
6 

また、高齢者の増加とともに高齢単身者も着実に増

えており、昭和60年に約118万人であったのが、 15年

後の平成12年には約303万入と倍以上増えている。特

に後期高齢者は 3倍強の増加となっている。

高齢者の概ね 8割は元気な高齢者といわれており、

単身の高齢者が増えてくることを考えると、入居時期

には元気な高齢者を対象とした[高齢者厨住施設」の

ニーズは益々高くなり、需要も増えるものと推察され

る。そこで現在、主に元気な高齢者を対象とした居住

図高齢者居住施設の介護度と所得との関係イメージ

所得

高い

有料老人ホーム
/-----------. 

| 生活支援ハウス 1 
士白届 1 

要介護

表高齢者居住施設の概要
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施設については国土交通省、厚生労働省サイドで様々

な施設が創設されている。

これだけの高齢者の居住施設があるにもかかわらず、

一般の本屋で、これらの施設を一同にまとめて、わか

りやすく解説している本はまったく見あたらなかった。

有料老人ホームの選ぴ、方マニュアル本、施設一覧表な

ど限定したものは用意されているが、国の制度にから

んだ施設になると、輿味をもって調べるか、専門的に

携わっている人以外は、全く実情がわからないのでは

生存率と要介護率
100 邸，.
80 

60 

40 

20 

o 
65同屯同自信 70-74，雌 75-79. 8O-64i B5歳以上

国翠翠生存率直F 寝たきり."8".婆介謹|

表高齢者の居場所
単位'世帯

総数

住宅に住む高齢者世帯 11，015，532 

高齢者居住施設 77，580 

シルバーハウジング 13，700 

軽費老人ホーム 14，840 

ケアハウス 42，540 

高齢者向け優良賃貸住宅 3，800 

シニア住宅 2，700 

高齢者生活福祉センター

施 設 778，963 

特別養護老人ホーム 287τ942 

養護老人ホ←ム 63，621 

有料老人ホーム 21，000 

老人保健施設 211 ，400 

ク。ループホーム

療養型病床群等 195，000 

計 11，872，075 

0住宅に住む高齢者世帯数:平成12年度国勢調査

O老人保健施設・平成11年老人保健施設実態調査

構成比

92.95% 

0.65% 

0.12% 

。.13犯
0.36% 

0.03% 

0.02描

6.57話

2.43稲

0.54略

0.18% 

1. 78% 

1.65% 

0特別養護老人ホーム、養護老人ホーム・高齢者福祉施設

ハンドブック(在所者数)

0ケアハウス、軽費老人ホ」ム:高齢者福祉施設ハンドプ

ツク(在所者数)

O高齢者向け優良賃貸住宅・国土交通省住宅局ヒアリング

(管理開始戸数)

Oシルバーハウジング地域高齢者公営住宅必携13年度

版(戸数)

O療養型病床群施設・図説高齢者白書2000(ベット数)
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宇ツトワーク

表高齢者居住施設と事業主体
関係省庁 厚生 働省

ケ7ハウス
新型う'7有科老人 摘呆グルー 生活支媛 グループ

ハウス ホーム プホーム ハウス リビング

社会福祉法人 O O O 。 。 O 
事医擦法人 O 。 。 O 
業地方公共団体 O 。 O O O 
主 N P 。 。 O 。 。
体毘間企業 O 。 。 。

都市基鯨整惜公団

備 考

関係管庁 国土交通省

高賃働貸優者剛良住?宅
シルハー コレタテイプ グループ~h/..
p、ウJツグ ハウノノグ 等賃貸住宅

社会福祉法人 。
事医療怯人

業地方公共団体 O 。 O 
主 N P 。。
体民間企業 O 

都市基盤整備公団 O 
備 考 生活援助員の抵遺楠助は厚生労働省

ないだろうか。私も今回、いくらか勉強し、整理させ

ていただいたおかげで概観はつかめたものの、各施設

毎のの詳細については、それぞれの専門の人に聞かな

いとわからない。高齢者という消費者の立場にたった

場合には、全く不親切というほかないのが実態である

ようだ。

・高齢者の居場所を示すまとまったデ一歩がない

高齢社会といわれ、これだけ多様な居住施設が紹介

されているにもかかわらず、居住の面からみて高齢者

がどこに居るのかを示すまとまったデータがない。居

場所の数値としては、国勢調査ベースでみると 3ヶ月

以上同じ場所にいることとなっており、「住宅以外に居

住している一般世帯」という大枠の数値しかなしこ

の詳細は記述されていない。

高齢者の居場所を示す数字は、今のところ左表に示

すように各種資料を積み上げるしか方法がない。

ちなみに住宅以外とは次のように定義されているロ

「寄宿舎、寮など生計を共にしない単身者の集まりを居

住させるための建物や、病院・学校・旅館・会社目工

場・事務所などの骨住用でない建物Jとなっており、

福祉系の施設は「住宅以外の施設jで分類され、国土

交通省所管の施設は公的住宅関連の施設であるため、

「住宅Jに分類される。これでみると高齢者居住施設に

住んでいると思われる高齢者は 1%に満たない状況で

あり、全国の高齢者からみると、ほんのひとにぎりの

人しか居住していないことになる。

都市基盤整備公団でも、「グループホーム等供給支援

制度jを創設し、通常の賃貸住宅にグループホームや

元気な高齢者を住まわせるような住宅を部分的に供給

する場合に支援を行っており、この施設では民間事業

よか宇ッ卜 Nα57 2002.5 
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者以外にNPO法人などの事業参加も促している。これ

までは、高齢者唐住施設の概要と数値的な把握を行っ

てきた。次に高齢者居住施設の中でシルバーハウジン

グや高齢者向け優良賃貸住宅などについて、私なりに

感じている問題点や解決策などについて以下述べてみ

たい。

@シルバーハウジングは「宝くじJに当たるよう

なものだという話

国土交通省の代表的な高齢者居住施設に「シルバー

ハウジング」というものがある。これは高齢者の居住

の安定を図るという目的のため、昭和62年に創設され

た制度である o また、この制度では高齢者の安否確認

や生活相談などの役割を担う生活援助員 (LSA=ライ

フサポートアドバイザー)が、常駐あるいは派遣され

ることとなっており、この費用が厚生労働省の補助か

ら支給されることとなっている。

このシルハー住宅は、昭和62年から平成13年3月末

現在までの14年間で全国に479団地、 13，702戸供給さ

れている o しかしながら、先進地事例ということで、

今から 5年程前東京都のある区役所に視察に行ったと

き、担当者の方が「東京都のように対象者が多い中で、

このシルバーハウジングに入れる人は宝くじに当たる

ようなものである。これに入れるか、そうでないかで

サーピスに大きな差があるのです。jと言われたことは、

図 シルバーハウジンタプロジェクトの概念図

一
九回

凶

②併設により

デイ l サ←ピス提供
サービス
センター 生話相談

聞らん室等

今でも鮮明に覚えている。この言葉に示されるように、

これだけ高齢者が増えた中で、一部の人を対象とした

シルバーハウジングはモテソレ的な位置づけから、団地

内の高齢者全てが同じサーピスを受けられるようにす

ることが求められている時代になっているように思う。

このことは制度創設時からの課題であったようだが、

現実の高齢化の方が進んでおり、目標とする制度に追

いついていないのが実情のようだ。ちなみに公営住宅

に居住する世帯主年齢の割合をみると、公営住宅居住

者の総数では約23%が高齢者が世帯主であるが、単身

世帯では約 5割弱、夫婦世帯では約4割が高齢者とな

っている。昭和30年代~昭和40年代初頭に建てられた

古い公営住宅では、高齢者世帯の割合はさらに高いも

のと推察される。現在、お手伝いしている自治体での

建て替え対象団地では60歳以上の入居者が7割、 75歳

以上が3割といった超高齢化団地なのである。もう、一

部の高齢者へのサ}ピスの時代ではないことは明らかで

であるo

このような状況においてシルバーハウジングをそデ

ル的な位置づけから高齢者全ての世帯が同じようなサ

ービスを受けられるようにしていくため、次のような

提案をしたい。

O 少人数向けの住宅には全て緊急通報システムが設置

できるように通信の配管のみは整備しておく o 将来、

シルバー住宅以外の世帯でも必要に応じて設備がで

きるようにしておく。その工事にともなう費用は受

益者負担とする。

o LSAの人数は、「高齢者等概ね30人に 1人Jとする

のが基準となっている。確かにLSA1人に対して30

人のお世話をするのは大変と思う。しかし、何人か

のLSAの方に聞くと、高齢者の方が新しい設備に不

ゲー|宜百あ 1 事前て輔在 j

確認 対応 家事援助

等
図公営住宅における65歳以上の世帯主の状況
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慣れでいろいろと操作ができない、あるは緊急ボタ

ンの誤報など、最初のころは混乱するらしい。しか

し、 3ヶ月もするころには、使い方にも慣れ、少し

落ち着くらしい。

そこで、このような初期段階やサービスを提供す

る人数が増えるに従って、 LSAの人員も柔軟に調整

できるように、介護支援センターや他の福祉施設の

介護パ}トの方の協力なども想定しておいてはどう

であろうか。

Oある有料老人ホームに視察に行った時の話であるが、

この施設では高齢者の自立を促すため、高齢者が変

に甘えないようにふとんの上げ下ろしなど細かいサ

}ピスまでもが受益者負担となっていた。このよう

に受益者負担とすると、高齢者の方は病気になった

ときなど、本当に必要なとき以外は頼まないように

なるし、かえって緊張感を促し健康にも良いとのこ

とであった。この有料老人ホームまでもいかなくて

も、ある程度受援者負担としてLSAの方の負担を軽

減することも考えられる。これは、入居当初段階に

主旨とサービス料金表を説明すれば、納得していた

だけると思う。

O団体で居住することは、ある程度機械設備に頼ら企

いとはいけないと思うが、お互いに見守るといった

観点でみると、本当に重要なのは居住している人同

士の付き合いの度合いではないだろうか。日常的な

表晶る有料老人ホームのサービスと料金表の部

介助，代行 摘 要 一回毎の金額

食事の配膳 I人分 150円

食事の介護 I人分 1，000円

1回の容量2.5kg

洗 濯 I回分の料金
500円

2.5kg以上の場合
2回分の粧金

居流室内の清掃、

掃 徐
し台、 wc、

30分、 1，000円
浴室、洗面台の
掃除

買 " 物 1，000円、
銀 行 60分以内

30分増す毎に500円
役 所

数 歩 30分以内 500円

寝具上げ
200円

下 ろ し

布団干し 1組 400伺

代 読
新聞、雑誌、

30分以内 500円
手紙
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付き合いの度合いが強いと fあのおばあちゃんが最

近出てこないが、どうしたのか」などをお互いに気

遣うこととなり、これ自体が安否確認となるのであ

る。まとまりの良い住宅団地では日常的な付き合い

を増やすために団地内でのイベント活動が行われて

いる。

そこで、 LSA、自治会、役所の方などが一緒にな

って季節毎のイベント(正月祝い、ひな祭り、七夕、

盆踊り大会、運動会、餅つきなど)を行うことが、

団地内の見守り度合いを高めることとなる。

.新型ケアハウスは高齢者向け優良賃貸住宅(高

優賃)と競合するのではないか

平成13年度の補正予算で新型ケアハウスというもの

を創設された。

従来型のケアハウスの事業体が、社会福祉法人、医

療法人、地方公共団体に限定されていたのが、このケ

アハウスでは株式会社平NPOも事業参加できることと

なっており、事業主体の関口が広くなっているのが特

徴である。また、介護保険法の f特定施設入居者生活

介護」の指定を受け、特別養護老人ホーム同様に介護

サーピスを受けることができ、対象者が要介護 I以上

で、それより重い介護者でも入居可となっている。従

来のケアハウスがある程度自立を原則としていたのと

は異なり、将来の介護の不安のリスクも少ない。

一方、高優賃は元気高齢者を対象としており、バリ

アフリーや緊急通報システムなどのハード面の設備と

必要に応じてLSA派遣がある。しかし、要介護となる

と施設内での介護施設はなく、在宅介護を受けるか、

他の福祉施設への転居となってLまう o

このように将来の介護などの不安を考えると、この

新型ケアハウスは、高優賃より安心できる施設のよう

であり、高擾賃供給の意義がよくわかちなくなうてーく

る。新型ケアハウスについては、再度詳細を把握し、

動向を見守ってきたいと思っている

以上、雑然と高齢者居住施設について述べてきたが、

次回以降は、高優賃や新型ケアハウスなどの実際の施設

取材を重ね、その特徴や問題などを深めていきたいと思

う。

(ゃまだたつお)
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j遊びにおいで lうちの集落へ j 

佐賀県七山村の十坊山ファンクラプ活動

尾 崎 正 利 ! 

この半年、月に 1-2度、佐賀県七山村に足を運ん

でいる。正確には七山村というよりも荷村内の大白木

集落に行っている。昨年からこの集落が行っている交

流活動事業「十坊山ファンクラブ」に参加させていた

だいているためだ。

交流活動は平成10年にスタート Lた村の単独事業

「活力あるむらづくり事業Jによる活動の延長で生まれ

た。この事業では村内の 16集落が、地域の資源発掘、

区民の憩いの場づくり、地区内の清掃方針の検討会議、

ゴミ収集所づくり、伝統芸能復活など、それぞれの事

情に即した計画が作られている(村内の各集落で順々

に取り組まれており、平成14年度まで事業予定)。

大白木集落では、平成10年度に同事業で「大白木地

域夢プランjを集落で作成したのち、プランに沿って

水仙栽培やミヤマクワガタの森、消防教室、ゴミステ

ーションの設置などを進めてきている。いずれも集落

のみんなで力(材料労働・時間・資金)を持ち寄っ

て一つずつ作ってきたものだ。その中に「都市との交

流事業jというのがあり、平成12年度から「十坊山フ

ァンクラブ」として発足した。ちなみに十坊山とは集

落の背後にある標高535mの山のことで、ここの頂上

からは美しい唐津湾が一望できる。

・芋掘りから山登り、水仙まつり、イノシシの会

など地元密着テーマが目白押し

私はこれまで、自然薯掘り(昨年11月)、地日本酒

研修会(今年2月)、水仙まつり(今年3月)と参加し

自あえ煮しめ だぷ(野菜を切ってたき合わせたもの)
などの差し入れ

よか宇ッ卜 Na57 2002.5 
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たが、年間スケジュールが決まっていて、大体 1-2

ヶ月に 1回の頻度で何か催しが行われるo こういうス

ケジュールで既に過去約 2年間は実施してきている o

農繁期の時期などは大変だと思うが、できるだけ一年

を通して地元の集落と自然を楽しんでもらおうという

気分が良く出ていると思う。

平成14年度のスケジュール

4月上旬「十坊山登山および山菜狩りj

5月上旬「たけのこ掘り交流会j

6月上旬「ほたる鑑賞会j

7月中旬「浮岳登山j

※) i~.岳は筑葉富士といわれる村で最も有名な山

8月上旬 I樫原湿原サギ草見学J

9月下旬「新米を食する会および彼岸花鑑賞会J

10月上旬「村の産業祭り参加ツアー及びみかん狩り1

11月上旬「やまいも掘り及び焼き芋」

11月下旬「つがにご飯を味わう会j

12月下旬「ミニ門松作りおよび焼き芋」

1月1日「初日の出を見る会j

3月下旬「水仙祭りj

会員は大体10家族、 20名弱くらい。福岡都市圏から

が7割だが、中には福岡県南部の大川市や佐賀県の有明

海近くにお住まいの方もいる。このくらいの規模だと、

地元の方にとって顔と名前が覚えられる。不特定多数で

はなく、特定の人に何度も来ていただき双方が馴染んで

いくという感じでじわじわと交流を拡げている。

毎回催しがあるときは日曜日の朝日時に大白木公民

館に集まる。参加費は内容によって異なるが、 家族

で概ね 2-3千円といったところ。この大白木公民館

農作業からの帰りにいのししの会に集まった白木のみなさん



一一 一てー「一一一

の建物は交流活動の拠点となっており、ある時は十坊

山ファンクラブの集まりが2階であっている時に、集

落の高齢者の集まりごとが1階で行われていたりする。

大きな台所やかまどがあるため、 1階で集まりがあ

る時には集落の婦人たちが材料を持ち寄って何か煮炊

きをしていることが多く、その料理の 部(白和えや

煮しめ、豚汁、つけものなど)が時々差し入れとして

2階に贈って来られたりするが、それがとても美味し

い。こうした不定期な楽しみに出くわすことも、この

会の魅力だと思う。

.地元の人が無理なく・楽しめるように

このファンクラブの事務局は鬼木和俊さん。村役場

につとめるかたわら「大白木活力ある村づくり推進委

員会J(中村孝光会長)を中心に、村外からの来訪者と

集落のみんなとのパイプ役を務めている。

「地元の集落のみんなができることをやろうJI地元

の人も一緒に楽しめるような交流をやろうJI準備にく

たびれる程の過大なもてなしは双方の心の負担になる」

といつも言っており、催しがあるときには参加者に申

し込みを出してもらうようにしている。

毎回、封筒に折りたたんだ案内文が入れられて送ら

れてくるが、事務所内でそれを見て文面を読んでみる

となぜかほんわかした気分で、微笑ましい気持ちにな

る。ここではそのいくつかを紹介してみたい。

・柚子の収穫が大変で困っています。無料開放します

のでうちの山のは勝手に採って行って下さい。なお

無料では心苦しいという方は「大白木公民館Jのポ

ストにお好きな代金を入れておいて下さい(平成13

年度12月の案内)。

・のんびりしたい方は「大白木公民館jを無料で開放

しますので自然散策にでも来て下さい。区民の人が

通りますので f十坊山の会員ですj と声をかけて交

流を深めて下さい(平成14年度4月の案内)。

・たぶんのんびりと国植えの準備をしていると思いま

す。手伝い(邪魔)をされたい方は連絡下さい。一

日百姓気分で土遊びをしましょう。弁当持参です

(平成14年度4月の案内)。

・大白木の新米で「つがにご飯」を参加者で作りたい

と考えています。私はいつも食べています。たいへ

ん費沢しています(平成14年度年間行事の紹介入

自然とともにあるのんびりしたこの集落の雰囲気が

伝わるような案内には、いつも心惹かれてしまう o

11 
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@集落が儲けているものは情報

こうした事務的な活動経費は集落みんなの負担とい

うことになっており、平成14年度は一軒あたり 6千円

ずつ、合計39軒で23.4万円を集めて「大白木夢プラ

ンjの見直し計画を作成するという o

こうしたファンクラブ活動の地元に対する効果とし

て、鬼木さんの話では、都会の人が日頃(大白木の人

が)見慣れた風景や自然、野の草花などに関心を抱く

のを見て、どんなことを求められているのか考えるき

っかけになる、しかもそれに対して参加費を払ってや

って来る人がいることをみて、自分たちの集落の資源

もいいものだと思うようになった、お年寄りの知恵や

技術など経験を積んだ人が大事にされるようになって

世代問の会話が増えた、失敗しても満足だという体験

メニューがとても人気で、今後は子供達の教育にも生

かせると感じるようになった、などが挙げられる。つ

まり、集落が一番儲けているものはそうした諸々の情

報である。

また、経済的な面からみてもモチトウキピの会員、

米づくりの会員、みかんやキウイの販売も行われてお

り、定例的な会合以外の場で個人的に注文する会員の

方もいるようだ。

・「水仙祭りjはイノシシ丸焼きを囲んで総勢

70数名の大宴会

さる 3月24日には「水仙祭りjが開催された。参加

者は以前から増やしてきた水仙の花畑の除草作業など

を手伝って、その後はイノシシ丸焼きの宴会になった。

この日の宴会は集落の皆さんとの交流ということで、

老若男女関わず人が集まって総勢70数名にもなった。

私は当事務所の女性2人を連れて行ったが、これま

でファンクラプでもお会いしたことがなかった集落の

現役お年寄りグループ(男性6大王女性5大}のテー

ブルに入れてもらった。座ると若い女の子2人が一緒

というのが皆さんことのほか嬉しいようで、焼けたイ

ノシシの肉や野菜の煮つけ、お酒をどんどんすすめら

れた。話によると、農作業を終えて、道具を小脇にか

かえて帰り途に立ち寄った人も多く、ちょうどお腹が

減っていたからといって、皆さんお年寄りとは思えな

いほと守元気な食べっぷりだった。「これからもずっと遊

びにおいでね」と何人ものお年寄りに誘われた。やっ

ぱり今回も来て良かったと思った。

(おざき まさとし)

よか宇ッ " Na57 2002.5 
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jたくさんの「暖かさJに包まれた保育闘

~滋賀県大津市松の実保育園~

梶 原 皇 香

3月31日、滋賀県大津市の琵琶湖が見下ろせる場所

に完成した「松の実保育園Jの竣工式に出席しました。

「たくさんの保育園の設計をしてこられた松井俊さん

が自ら理事長を務める保育園」と糸乗から開いていた

こともあり、どんな保育園をつくられたのだろうかと、

とても楽しみにしていました。

松井さんは当社のネットワーク会社である側地域計

画建築研究所(アルパック)に勤務された後、現在は

独立され保育園や福祉施設の設計を中心にお仕事をさ

れています。また、奥さんの松井局さんは保育土で、

松の実保育園の園長をされています。

.無認可保育園として誕生。立ち退き跨題が認可

保育園として歩み出すきっかけとなる

松の実保育園は1984年 6月、産休明けから誰もが安

心して預けられる保育園を目指して、無認可保育屈と

して誕生しました。

保育園は大津市の湖西地域(比叡山を挟んで京都と

滋賀に別れている地域)にあります。電車で京都まで

10分、大阪まで40分という近さのためベットタウンと

なっており、大津市の中でも保育要求が高い地域とな

っていました。子どもを預けたいという保護者が多く

訪ねて来られるものの、保育料の高さに預けることを

松の実保育画全体図

よか宇ッ卜 Na57 2002.5 
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断念して帰られる方が多かったため(大津市では無認

可保育園に対しての補助がなく、保護者に対して 0-

2歳まで2，000円/月の補助があるのみ)、無認可では

保育園を必要としている人の要求に応えられないとい

うことを痛切に感じていたそうです。

「子どもを預けたいという人の希望に応えたいJとい

う思いにかられていた 1998年8月、保育関の立ち退き

問題(当時は民家を借りて保育園を運営していた)が

起こったことが、「認可保育園をつくろうJという大き

なきっかけとなりました。

この問題が起こったとき「松の実が大変だjと、在

園児・卒園児の保護者、他国の保育士さん、地域の人

たちなどたくさんの人が集まってくださったそうです。

そして松の実保育園の認可を進めていくだけでなく、

将来的にも保育園を見守り、育てていくことを目的と

した「松の実を育てる会Jが発足されました。この会

の活動として、新しい保育園建設のための土地探L、

資金集めを行ったほか、現在も保育園の状況を知らせ

るニュースの発行、地域交流を図る活動などを行って

おられます。

立ち退きという大きな問題が起こったとき、すぐさ

ま多くの人が保育園を助けようとして集まったという

ことに驚きました。これも「地域に関かれた、共に育

ちあう、仲間を大切にするjという保育方針に共感す

る保護者や地域の人が多く、それをこれからも残して

いきたいという想いが行動に現れたのではないかと感

じました。

このような経過を経て2001年8月法人認可がおり、

「社会福祉法人唐崎福祉会」が誕生、そして2002年 4

月、定員45名の認可保育園としてスタ」トすることと

なりました。

〆
J 

J♂~.-

まるで民家のような保育園。左側上部が奈良から移築した
蔵の部分である
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-保育聞は子どもだけが育つ場ではない。広〈地

域に開放して大人も育ちあう場として考える

外から見た感じではまるで大きな民家のよう o 園舎

の床をはじめ、柱、靴箱などいたる所に使ってある木

材(床には吉野杉を使っている)。玄関を入るとタンポ

ポが描いてある大きな絵。その横には喫茶スペースロ

春にはタンポポが生える屋根。ランチルームには重厚

な蔵の扉。茶室まである。「これが本当に保育園 ?Jと

いうのが、保育園を見たときの最初の印象でした。

ランチルームは、奈良市にあった明治時代初期に建

てられた蔵の扉や柱を移築してつくられたものです。

古いものを大事にし、活かすことを考えてつくられて

いる建物だなと話を聞きながら感じました。

また、このランチルームや玄関横にある喫茶スペー

スは地域交流の場としても活用することを考えてつく

られています。子どもたちに本物を見せる、聞かせる

機会を持つということで、様々な演奏会などを開催す

ることも考えておられるとのこと o 実際、竣工式でも

琴や太鼓、ジャズの演奏が行われていました。保育障

は子どもだけではなく、大人や地域の人たちと一緒に

育ちあっていける場としたい、とおっしゃっていた松

井さんの思いがこの保育園にはいっぱいに詰まってい

るというの古可云わってきました。

竣工式に続き、午後からは在園児、新園児、卒園児

とその保護者、地域の人を対象としたお披露目会が関

かれました。遊具に夢中になって遊んだり、園舎の中

を走り回ったりする子どもたちの歓声が囲内いっぱい

に響き渡りはじめると「保育園なんだなjという実感

がわいてきました。来因されていた保護者の人からは、

「こんな保育園で居生活を送れる子どもたちは幸せだ

ねjという言葉があちこちで開かれました。

・「暖かいJという言葉がぴったりくる保育園

帰りの新幹線の中でふと、松の実保育園には「暖か

い」という言葉が本当にぴったりくるなと思いました。

たくさんの木材が使われている園舎、たくさんの窓

から差し込む太陽の光、子どもたちの笑顔とそれを見

守る保護者の皆さん、保育園を見守り、一緒に育てて

いこうと取り組んでおられる「松の実を育てる会jゃ

地域の方々、閣の保育士さんなど。こういったたくさ

んの「暖かさjに包まれている保育園やそこで園生活

を送る閤児さんたちが本当にうらやましくなってしま

いました。
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帰り際にお話させていただいた松井周さんの、「この

保育園は本当にたくさんの人の暖かきで支えられてい

るんですよ」という言葉が今でも胸に残っています。

(かじはら りか)

地域デ-;散歩10

高齢単身男性が増えつつある

山田龍雄

本稿の「高齢者はどこを終の住処とするであろうか

その4Jの中で高齢者の居住施設の状況を整理する上

で、高齢単身世帯の推移状況をみていて気づいたもの

である。

・全国ベースでみると平成7年以降の前期高齢者

の伸び数は女性と逼迫してきている

全国の平成12年のデータでみると、高齢単身女性約

230万人に対して、高齢単身男性は約74万人と約 1/3

のボリュームである。しかしながら、この伸び数、伸

び率をみると、女性が昭和60年~平成 2年約36万人

(38.5%)、平成 2-7年約43万人 (32.7%)、平成 7

年-12年約58万人 (31.8%)であるのに対して男性は、

それぞれ約7.8万人 (33.4%)、約 15万人 (48.2%)、

約28万人 (61.2%) となっており、平成 7年以降に男

性が倍数で増えてきている。特に、平成 7-12年の前

期高齢者 (65-74歳)と後期高齢者 (75歳以上)での

伸び数をみると、前期高齢者では女性が約 18.6万人増

に対して、男性が約16.7万人増と大差がなくなってい

る。差があるのは後期高齢者の方である。(男性11.4

万人増に対して女性約36.2万人増)

表全国の男女別高齢者拳暑の推移-
全国男性

560 H2 

65-74単身世帯 137.971 178，434 

75以上単身世帯 94，643 131，901 

単身世帯数 232，614 310，335 

伸び致 77，721 

伸び率 33.4 

全国男性

560 H2 

回一74単身世帯 629.496 805，436 

75品上単身世帯 318，613 507，662 

単身世帯数 948，109 1.313，098 

伸び数 364，989 

伸び率 38.5 

H7 H12 

289，649 457.321 

170.510 284，326 

460，159 741，647 

149，824 281.488 

48.3 61.2 

H7 H12 

995，038 1.181.756 

746.963 1， 108，737 

1，742，001 2，290，493 

428，903 548.492 

32.7 31.5 
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表年次別の生まれた年

各年次での生まれた年

平成2年 平成7年 平成12年
(1990年) (1995年) (2000年)

65-69歳
大正lO~14年生まれ DB和5l;-5年生まれ 昭和 6-10年生まれ

(16-20輩) (ll-15畠) (6-10歳)

70-74寵
大正5-9年生まれ 大正10-14年生まれ 昭和苅-5年生まれ

(21-25最) (16-20車) (1l-15歳)

大正元 4年生まれ 大正5-9年生まれ 大正10-14'"生まれ
75-79麗

(26-30最) (21-25歳) (16-20歳)

80量以上
明拍"年以前生まれ 大正4年以前生まれ 大正9年以前生まれ

(31歳以u (26車以上) (21最以上)

※(  )向。大平洋戦争時の年齢

当初、この理由は熟年離婚のせいなのではないかと

短絡的に考えていたのであるが、表紙に示しているよ

うな人ロピラミッドをみると歴然としているo

つまり、平成 2 年当時の 65~69歳の人は、太平洋戦

争時に16~20歳代で、最後に戦争にかり出された世代

なのである。そして 5 年後の平成 7 年の 65~69歳世代

は太平洋戦争時代に戦争で死ななかった人が少なかっ

世代であり、この年代から 65歳以上の男性のボリユ」

ムが、増えているのである。

.福岡県の男女別高齢単身者の伸び率は全国と

同じ傾向である

次に、県レベルでの状況をみるため、九州内で特徴

的な傾向がある福岡県、鹿児島県をみてみた。

福岡県での伸び数、伸び率は、女性が 17.583人

(38.2 %)、 20.817人 (32.7%)、26.278人 (31.1)であ

るのに対して、男性は 3.396人 (33.8%)、 6.493人

(48.4%)、 12，155人 (61.1%)と伸び数が女性の半分

近くまでなってきている。平成 7~12年での前期高齢

者の伸ぴ数は全国の傾向と同様に男性6.7千人に対し

て女性9.5千人とかなり近づいてきている。

表福岡県の男女別高欝者車事7J)推移
福岡県:男性

560 H2 

65-74単身世帯 6，070 7，886 

75以上単身世帯 3.949 5，529 

単身世帯数 10，019 13.415 

{申び数 3，396 

神ひ'率 33.9 

福冊県:男性

560 H2 

65-74単身世帯 31世163 40.044 

75以上単身世帯 14，789 23，491 

単身世帯数 45，952 

伸び数 17，583 

押び率 38.3 

よか宇ッ " Na57 2002.5 

H7 H12 

12.784 19，4凹|

7.124 12，654 

19，908 32.063 

6.493 12，155 

48.4 61.1 

H7 H12 

49，684 59.202 

34.668 51，428 

63，535 84，352 

20，817 26，278 

32.8 
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@鹿児島での高齢単身の伸び率は、全国と半分程

度であり、女性も増加数が減少している

鹿児島県の高齢単身女性に対して高齢単身男性の比

率は 4.62 (全国:3.78、福岡 3.43) と全国平均と比

べても単身女性の割合が高い県である。しかしながら、

その伸び数と仲ぴ率をみると女性の伸び数が男性と措

抗しているどころか、女性は減少している。

高齢単身の男性が少ないのは、若い内に県外へ出て

行く人が多く、高齢者になって故郷に帰ってくる男性

が少なく、逆に福岡県の場合は、単身になって県内の

息子の元に呼び出されている男性高齢者も多いといっ

た相互作用が鹿児島と福岡に出ているのではないかと

恩われる。(これは平成7年NIRAの調査研究「なぜ

高齢者はふるさとを離れていったのか」で鹿児島県な

どでは都会に出ていった息子の元へ行くケ」スがみら

れた)0 10年後は団塊の世代(昭和20~24年生まれ世

代、平成 12年時点で50~55歳の世代)が高齢期を迎え

ること、男性の寿命も延びていること、中年の離婚率

も増えていることなどを考えると、男性高齢者はさら

に増えるものと予想される。 (ゃまだたつお)

表鹿児島県の男女別高齢者の単身状況の推移
薗盟島県:男性

560 H2 H7 

伍 74単身世帯 3，905 4.447 6，095 

75以上単身世帯 3，86B 4，764 5，634 

単身世帯数 7.773 9，211 11，729 。l'び数 1.438 2，518 

{事び率 18.5 27.3 

鹿児島県・男性

560 H2 H7 

65-74単身世帯 27，75B 30，135 31，811 

百品上単身世帯 17，836 24，337 32，469 

単身世帯数 45，594 54，472 64.280 

伸び数 8.878 9，808 

伸び率 19.5 18.0 

i 成功の秘訣は
l人と人のつながりと情報公開

~味千ラーメン物語~

担12

8，398 

7，321 

15，719 

3，990 

34.0 

H12 

31，287 

41，536 

74.823 

8，543 

13.3 

小田好一

私が以前からはまっているラーメンがある。豚骨ラ

ーメンの上にニンニクチップをのせたものだ。ニンニ

クの香ばしい香りがたまらをい。これはもともと博多

にはなく熊本のものである。数年前から博多のあるラ
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代表取締役重光克昭氏

ーメンフランチヤイズでも出されている。

博多ラーメンではトッピングとしておろしニンニクを

入れることがある古えこれとはまた違った風味である。

福岡県内に味千ラーメンがあれば私はこのラーメン

にはまっていたのであろうが、これまで福岡県内には

なく、去年の末に福岡市のキヤナルシティにオープン

したラーメンスタジアムに出店したのが初めてである。

さる 4月6日にアジア麺文化研究会主催の研究会に

参加し、熊本ラーメンのルーツの一つ「味千ラーメンj

の重光克昭社長に味千ラーメンのこれまでの経緯と今

後の展開をお聞きすることができた。

この時のお話を聞いて初めて知ったのだが、味千ラ

ーメンはアジアに広く展開しているほか、ニューヨ」

クにも出応している。

・味千ラーメンのルーツ

-創業者である劉伝祥(後に重光孝治に改名)は台湾

出身で、高校生の時、単身で日本にやってきた。最

初は宮崎の高校で勉強し、その後、熊本大学工学部

に入学するo

大学卒業後、様々な仕事をしたが、昭和20年代後半

熊本県玉名市に出居Lていた久留米系ラーメン!苫

「三九J を知り二ヲ..c~)'ジに興味を持ラ工うになる 0

・昭和30年、熊本市内のラーメン居「桂花Jで調理を

担当することになった。 30年代後半、それまであっ

た熊本の豚骨ラーメンにニンニクを利用することに

よって美味しくなることを突き詰めた。これが好評

で現寂の味千ラーメンの流れとなっている。

・昭和43年、ラーメン専門庖 f味千本居jを開庖する。

この年に熊本県庁が現在の位置に移転し、それが追

い風になった。県内各地からの客が来るようになり、

県内に評判が広がった。

客の中には作り方を教えてほしいなどの依頼があっ
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た。初代社長は惜しみなく、麺、材料、スープを分

け、レシピを教えた。この頃からチェ}ン展開を行

っていた。

@本格的な事業展開へ

昭和47年、重光産業株式会社を設立し、本格的なチ

ェーン展開を図る。それとともに、業者から購入し

ていた麺、チヤ}シュー、鮫子も自社で製造するよ

うになった。

・昭和50年前半から積極的な営業を展開するようにな

る。多いときで、チェーン 3201吉舗、直営 9居舗、

海外33庖舗あった。

@味千ラーメン、父の故郷台湾へ

・海外の最初の展開は父の故郷でもある台湾だった。

平成6年、台北に海外第 l号庖をオープンした。オ

ープン後、 3ヶ月までは日本人スタッ 7を派遣し、

指導にあたらせた。しかし、スタッ 7が引き揚げた

途端、売上が急激に下がった。再度スタップを派遣

させると、マニュ 7Jレは全く守られておらず、味も

めちゃくちゃだった。一度崩れてLまった評判はな

かなか匝復できなかった。

・中医での失敗

・平成 7年には中国本土に上陸し、北京に出活するこ

とになる。東京の貿易業者等と、味千ラ}メン、中

国の企業の合弁で会社を設立した。

「味千Jという商標をどうにかつけたかったが、北

京語でAji田 nは「味の素jの発音に似ているという

ことから拒否され、「面愛面jという商標で出すこと

になった。しかし、いくつもの企業がからんでいる

と自分たちの主張ができまくなり、後に手を引くこ

ととなった。

・ニ人の青年との出会い

平成宮年頃かち父(初代社長jの体調が悪〈なり始

めた。癌であることが発覚し、余命3ヶ月と宣告さ

れ、翌年亡くなった。ここで当時、若干29歳の現社

長が誕生した。

・平成8年香港 1号庄がオープンする。香港では味千

ラーメンの評判が良く、現在8応舗となっている。

-香港1苫のきっかけはリッキーとデイシーとの出会い

だった。当時、熊本県・市と香港との交流が盛んだ

った。食品経済ミッション団などが熊本の工場など

見学してまわっていた。味千ラーメンの工場見学も

あり、メンパーの一人(デイシー)が興味を持った。

よか宇ッ卜 Na572002.5 
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リッキーは日本語の勉強のため、東京で学校に通い、

新宿の居酒屋等でパイトをした経験を持っており、臼

本語が上手かった。もともと香港でクレープ活を 8広

経営していた。最初は良かったが、類似庖が現れ、低

迷が続き、新しいビジネスチャンスを探していた。

@味千ラーメン、広〈海外に挑む

・平成11年9月には上海にオープンすることになる。

先月 7号屈がオープンした。デイシーががんばって

くれている。

-現在、上海に製麺工場を建設中である。ありがたい

ことに出資は地元企業が行うことになり、重光産業

としてはノウハウの提供だけですんだ。

-このほか、シンセン 4庖舗、広州 2活舗、シンガポ

ーJレ3庖舗、フィリピン 1庖舗、ニューヨーク I庖

舗となっている。今年度、タイのバンコクにも関庖

する予定である。

-しかし、これだけ海外に展開しでも、評判が落ちな

いのは、海外においても日本と全く同じレシピに基

づいて指導しているからだという。また、スープは

日本から送っているそうだ。(スープのノウハウを盗

まれて類似庖が現れるのを防止するためでもある)

・味千ラーメンが大切にしていること

・ニューヨーク出庖のきっかけは香港庖の経営者の親

戚がニューヨークに在住していたことである o 将来

を入れたもので、香港で大人気だそうだ。

・今後は発想、を転換を図るとともに海外底との相瓦の

情報公開をして新商品偶発に結びつけたいというこ

とだった。

福岡市には韓国や台湾からの観光客が多く訪れるが

意外に豚骨ラ」メンはあまり好まれていないというこ

とを開いたことがある。(うどんが人気らしい。)豚骨

の独特なニオイがどうも受け入れられていないのかと

思う。その点、味干ラーメンは豚骨ベースではあるが、

ニンニクのチップと調味油の風味によって、豚骨臭さ

は消されている。重光社長も言っておられたが、これ

によって広〈海外に受け入れられる味になったようだ。

味千ラ」メンのこれまでの経緯を聞くと、成功の秘

訣は3つに集約できるみたいだ。 1つめは人と人との

つながり。 2つめは地元スタップの熱意。台湾、北京

での展開は地元スタップの熱意がなかったようだ。 3

つめは情報公開。これまで囲内、海外のチェーン展開

をが図れたのはレシピの情報公開であり、新商品開発

についても各国、各庖が情報公開してお互い刺激を L

あっているということだった。今後、カレーラーメン

のように国内外のチェーンの知恵が集結した新商品が

できるのを楽しみにしている。(おだ こういち)

i佐賀城下ひなまつりに思う l 

的には米国内で何活か展開したいということだった。 ( 本田 正明

・これまで、リッキーとその仲間との出会い、ニュー l ←一一一一 一一一一一一

ヨーク出底、今年度のバンコク出庖など多くの海外 2月中旬から 3月中旬にかけて、佐賀市で行われた

展開を図ってきており、この大きな要因となってい 「佐賀城下ひなまつりjを訪れた。今年は 2回目の開催

るのは「人と人のつながり」と出庖希望者の熱意か で、去年を上回る 7万人の来訪者があり、また数多く

らであるo のお庖でひな料理を楽しめるようになっていた。

・味千が多くの人に受け入れられたわけ 食いしん坊である私は、いろいろ食べ歩きを行った

7 亡れまでF方アじな冨で受け大れぢ杭てきでのはごそ のだがJぞの中で来訪宥がち聞P充ごと平首芳が感じ

の理由は父が台湾出身であることが大きな理由では たことを断片的だが紹介したい。

ないかということだった。.rひな料理」という規格製品

-とんこつは博多や久留米が発祥だが、それにニンニ ひなまつりで食べる物といえば、白酒や赤、青、白

ク等の調味油である台湾の味をミックスしたことが の菱餅、雛あられなどを想像する。私が、ひな料理を

広く受け入れられている秘訣ではないかということ 食べたどのお庖でも白酒が出てきた。刺身が出てくる

だった。 ところも多く、どこでも見かけるプリやマグロが出て

.今後の展開 きた。他にも、天ぷらや茶碗蒸しが出される屈も多か

・海外庖は味干ラーメンの固定観念がないからか、新 った。味は、どのお庖もなかなかおいしいのだが、さ

しい商品をいろいろ考えている。逆輸入のカレーラ すがになんども似たものを食べると飽きてしまった。

ーメンもその一つで豚骨ラーメンにカレーパウダ」 初めのうち、ひなまつりは季節のイベントなので、

よか宇ッ卜 Na57 2002.5 
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市内全繊に広がった fひ者料理jのお庖

リピーターのことを気にせずに、同じ物ばかり売って

も不平をいう人は少ないのだろうと思っていた。しか

し、福岡市内から来ていた老夫婦から、「日田や柳川な

どのひなまつりにも行ってきたが、お雛自体は地域で

違いがあっておもしろいのに、ひな料理はどこでも同

じようなものが出てくるのでつまらないj という話を

聞き、短期間のイベントでも地域性を感じるものを求

める人はいるのだと思い直した。

お庖によっては、食後のデザートなどに工夫を凝ら

しているところもあったが、料理内容がどこでも御膳

と白酒と茶碗蒸しという同じパターンで出てくるので、

見た目のたのしみも薄れているようだった。

・若い人がひまをつぶす場所が少ない

若い人が貧乏なので、あまりお金を使わないのか、

それともち Iヴと休憩七たぐーなるようなセシヌのまい

お庖が少ないためか、カップJレなどは、「ひな料理では

なく普通のもので、おいしいものを食べたいjといっ

ていたり、駐車スペースのあるチェーン庖で食事をし

て、ひなまつりは見学だけを楽しんでいる人を何組か

見かけた。

食事はひな料理のお庖選びに苦労するより、当たり

はずれの少ないチェーン庖で手軽に済ますといった感

じで、ひなまつりに食を求めてきている若い人たちは

少ないようだった。実際にひな料理を食べている人を

見ても、年配の女性グループや老夫婦などが多く、若

17 
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①きんかんの甘露、うなぎの卵巻き
②工ビ、竹ノコ、イモの煮つけ
③工ビ、野菜の天ぷら
④ひしモチ、ウメモチ
⑤しゃけの大根巻、きゅうりの酢もの
⑥おきしみ

い人のグル」プなどはほとんどみかけなかった。

ただ、初孫の節句ということで、 50-60歳代のおじ

いちゃんおばあちゃんと、若夫婦とお孫さんという 3

世代で訪れているグル}プは、会場内の喫茶庖でくつ

ろいでいるところをしばしば見かけた。どうも若い人

達だけで、ひまをつぶせるような場所が少なく、滞在

時間が短くなっているようである。

.地元の人が自分のおひなを自慢するおもてなし

ひなまつりは、もともと女の子が主人公になって、

友達を呼んで自慢を LながらおもてなLをするものだ

と聞いたことがある。また、現在は40歳ぐらいの年代

を境に、ひなまつりをお祭りとして楽しいと感じてい

た世代が途絶えているという話も聞いた。佐賀のひな

まつりを訪れている方の中にも、「なつかしいねえ」と

言っている年配の方を多く見かけた。しかし、私のよ

うな20代の世代には、ひなまつりは見た目の美しさや

初めて見る喜びといった表面的な感動しか味わってい

加、ようにも庶った。

ウインドウショッピングのようにおひなを眺めて回

るイベントに、今後もお客さんが集まるか疑問を感じ

ていたところに、あるグル}プに会った。彼女らは親

戚の4人組で来ていたのだが、佐賀市内に住まれてい

る方が、去年の佐賀城下ひなまつりに感動して、県内

に住む親戚を招待して会場を案内しているのだった。

会場を見回った後は、 r3人を自宅に連れていって、自

宅のお雛様を自慢しながら食事をするの。Jと言ってい

た。 f佐賀にはいいものがあるのだから、もっと自慢し

てあげないと。jともいっていた。地元の人が自分の出

よか宇ッ卜他57 2002.5 
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来る範囲でひなまつりにかかわり、自慢することで、

PRとおひなの文化を広げているのである。

今年のひなまつりのアンケートを見ると、地元(市

内)から訪れている人が6割を越えている。ひなまつ

りは、今も身近なイベントなのである。今後、ひなま

つりが続いていくためにも、身近に住む若い人たちが

おひな自慢に参加できる環境がいるのではないかと感

じた。(ほんTご まさあき)

近 況

圏自然に産むということ

アクテイブパースという言葉をご存じだろうか。妊

婦が主体的に出産をする、という意味である o 先日、

我が家に 2人目が産まれた。今では少数派となってい

る助産院でである。助産院というと、古いイメージで

産婆さんが出てくる、といった様子を思い浮かべる入

もいるかも知れないが、そこは若い助産婦さんが中心

で、アットホームなところである。

アクテイプパースとは全く同じ意味ではないが、「自

然分娩」という言い方がある。「自然分娩jというのは、

麻酔や会陰切開などの医療行為をせず、白分の力で産

むことである。これに対し、現在ほとんどの人が行っ

ている分娩台に乗って産む方法を f普通分娩jといっ

ているようだ。仰向けになって産むというのは、医師

の診察及び介助のしやすさから来ているのであって、

母体は背中や骨盤を圧迫され、赤ちゃんにとっても水

平方向で出て来にくい不自然な体位だ。その助産院に

はそもそも分娩台がない。日本でも長い間お産はしゃ

がんで産む座位が主流で、重力に逆らわずに産んでい

た。その方が無理がない。名前に表れているとおり、

にアクテイブ、主体的な部分だ。どんな格好で産むか、

リラックスできる音楽を流すか、香りを立てるか、へ

その緒を識が切るかなど。我が家は、妻が水の中が好

きなので水中出産を希望した。一人目の時も水中出産

で、やや大きめの浴槽の様な中で産んだ。今回のパー

スプランの中に、実は「胎盤を食べるjという内容を

入れた。最初、助産院から胎盤を食べると体(特に母

体)にいいと聞いてきたときには、すごいことを言っ

てるなぁと息ったのだが、だんだん興味がわいてきて、

こんな体験普通ではできないので食べてみよう、とい

うことになった。

胎盤にはいっぱい栄養が詰まっている。胎児はそこ

から全ての栄養を得ていたのだし。動物は貴重な栄養

源でもあり、たいてい母親が食べるらしい。人間でも

子宮の戻りがいいそうだ。まあ、男の私が食べても特

別な意味はないと思うが。しかし、そのままだと、胎

盤は産業廃棄物として処分されてしまう。勿体ないと

いうのは変だが、何か悲しいではないか。

予定日(この言い方は好きではない。およその目安

という程度)の 5目前の早朝、陣痛らしき痛みから 2

時間、車で助産院に着いてから 10分後というスピード

で長女が誕生した。これも 1日1時間の散歩で骨盤を

柔軟にしていた成果だろう o だが、あまりの早さに水

中出産用の浴槽にはお湯が半分しか貯まっておらず、

水中出産は今回は未遂に終わった。結局マットの上に

四つん這いという格好で、するりと産んだ。

数分後、胎盤が出てきて、私と 4歳の長男でへその

緒を切らせてもらった。直径15cm厚さ 2cm位のその

胎盤、助産婦さんが流しで洗って一部をまるで刺身を

さばくように切ってくれた。これを Lょうが醤油につ

けて口へ・-。柔らかいが少しサクサクしてる o 臭み

今「普通だJ 左言ってlïT~ ごとはT宙然ではI):"'J ご fJ::全ぐな \i\o じ王寺:が醤油Iごうffたせドが古じれ:~nミ

となのであるo

乳児死亡などの危険性から、病院での出産が主流に

なってきているのだが、栄養状態も衛生条件も良くな

った中、助産院だからといってそのリスクが高くなる

わけではない。かえって、病院の積極的な医療行為が

事故やストレスを招いている場合があり、そのリスク

の方が問題だし、後味が悪い。栄養を取りすぎて、き

れいすぎて、子どもの免疫力が落ちている面もある。

助産院では、パースプランといって、自分がどうい

う風に産みたいかのプランを立てるロそのことがまさ

よか宇ッ卜 Na57 2002.5 
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が、馬刺のような感じでもある。玄米菜食らしきこと

に挑戦していたのできれいだったのかも知れない。残

りの胎盤は冷凍してとっておけば、後日調理できるそ

うだ。

アクテイプパースは「おまかせjではないため、本

人も周りも勉強することが必要だし、その助産続では

食事や生活の指導などかなり厳しく鍛えられもするの

だが、前向きな姿勢が影響するのか、産んだ後の子ど

もに対する親の愛情が違うそうだ。それに、不自然で

有無を言わせぬ医療行為もなく、出産に対する印象は
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とてもいい。現在、産むことに対して主体的な部分が

少ないということが少子化の一つの原因になっている

のではないかとも思う。

このような話は、ついていけない人もいるし合わな

い人もいるので全ての人に薦めるつもりはまいが、現

在の出産のあり方に疑問を持つ人は、選択肢として知

っておい て損はないだろう伊藤総)

圏鎮海湾の桜見物は人見物であったが、韓国の明

太子は、素朴で安くてうまいのを発見

SASという異業種交流会(人によっては異能種交流

会ともいう。)の定例会で「鎮海湾の桜を見に行こう j

というツアー企画があった。鎮海湾の桜は、旧日本海

軍が朝鮮統治時代に30万本以上の桜を植え、桜並木が

10数kmに渡って続いている。これを聞いた途端に是非

参加したいと申し込んだ。しかし、今年は桜の開花が

例年より 1-2週間早く、旅行日の 4月5日は既に葉

桜になっているものと諦めてピートルに乗り込んだ。

鎮海湾の桜は、半分程度は残っていたが、当日は植

樹祭という韓国の祝日とも重なり、大渋滞に巻き込ま

れ、花見で一杯どころか、 2時過ぎにはお腹も空腹で

限界となり、パス車窓からの花見弁当となってしまっ

た。桜見物では桜に感心するというよりも、桜の期間

中に渋滞するとわかっているにもかかわらず、 100万人

以上の人がこの地を訪れるいうことであった。

小生は17-18年ぶりの釜山であったが、やはり、そ

の近さを改めて知らされた。また、夕方6時頃にたま

たまロッテデパートに行くと、日本ではバーゲンセー

ルか、何かのイベントでしかみないような人だかりで

あった。これは韓国が少し景気が上向きになってきて

いることと、日本以上に消費意欲がまだ旺盛であるこ

とにあるようだと思われる。

今回の旅行の土産は、成り行き、行き当たり l:fョた

りで買った物ばかり。そして、全て食べ物だけの食糧

買い出し旅行となってしまった。中身はケジャン(カ

ニのキムチ漬け、ニンニク醤油漬け)、韓国海苔、韓国

餅、明太子、キムチ、貝の干し物(1kg程度)、韓国

産ゴマ油(ほとんどが中国産で韓国産は高価である)

などの食料品土産の中で、小生も感激し、家族にも評

判が良かったのが、何と「明太子jであった。

最近、福岡の明太子で気になっていたのが、競争が

激しいせいもあるかもしれないが、各メーカーとも差

別化のため、昆布ダシ、柚子の香り漬け、イカ明太な
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きんきょう/ほん

どあまりに味を付けすぎているように感じる。この点、

今回調達してきた明太子は唐辛子だけの味のようで、

福岡の明太子に比べてピュアな味であり、しかも 500

グラムで 1，600円程度(今、福岡では200g 、 2，000 

円が相場)とお得な買い物であった。福岡の明太子も、

そろそろ原点に戻ってはどうだろうかと思った次第で

ある。(山田龍雄)

超人バッキー
らくらく介護への道

坂口久美子
NECメディアプロダクツ

鮮やかなオレンジと緑の表紙でぱっと目をひくこの

本は、老人介護をするときのちょっとした工夫や視点

を自らの体験をもとに楽しく、分かりやすく、パワフ

ルに書いてある。現在介護に携わっている方、これか

ら介護をする方に役に立つだけでなく、自分の健康や

老後にも関心が湧いてくる本である。

この本を書かれた坂口さんは、福岡市で健康相談を

主体にした薬局を経営される傍ら、ご近所介護クラブ

[ゆいまーる」を作られた。 2年前、実のお母さん(ニ

ックネーム:パッキー)が大腿骨を骨折して寝たきり

になってしまった。老人ホームに預ける話も出たが

「亡くなってから後悔したくない。我が家にもいない、

故郷にもいない母は私にとって母ではなくなってしま

う。jとの思いで、岩国から引き取り在宅介護をする決

意をされた。

自宅に引き取り介護保険の申請をしたと ζろも要介

護 5に認定され痴呆も確認された。痴呆のお母さんと

のつきあい方が分からないうちは、体重が 7kgも減り、

夜は精神安定剤を飲んで無理に寝るほど体が持たす、、

自分が先に死んでしまうのでは?と思ったそうだ。

しかし日々の介護のなかで、痴呆があるお母さんの

目線に合わせるとコミュニケーションがうまくいくこ

とを発見し、介護をする部屋のインテリアを自分好み

にして介護者自身が楽しく過ごせるように工夫したり、

夜の睡眠や排祉などに薬を上手に活用したり、介護

サーピスを最大限利用したりと、お互いを尊重するよ
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活きるための七つの条件 金子卯時雨 i 
l一、環境がなければならない j 

、生活体がなければならない 1 

1一、神経(心)古宮働いていなければならない i 
l 一、呼吸をしていなければならない

一、水分を摂っていなければならない

i一、食物を摂っていなければならない i 
i一、動いていなければならない j 

うな介護をされている。

また、坂口さんはお仕事でも実践されている、日本

創建会金子卯時雨先生の「活きるための七つの条件」

を応用した介護をされている。介護をはじめた時は滋

死の状態であったお母さんは、今歩くことこそできな

いが自分でご飯を食べ、排t世も知らせてくれるほどに

復活された。歌を歌うことが大好きでだれかれ関係な

Lに話しかけるお母さんの様子は、文中のイラストや

たまにページの端に出てくる「パツキー名言J(例:

「明日はないと思って、精一杯生きてね」と坂口さん。

パッキーより「明日はないと思って、精杯介護せー

よjと言われた。)から知ることができ、そのユーモア

にふっと笑って Lまう。回復され、自分らしく活き活

きと日々の生1舌を送られているのだなあとこちらまで

嬉しくなる。

私事で恐縮だが、 2月に父方の祖母が亡くなった。

私の家は、正月と盆の年に 2回父の実家に帰省すると

いう典型的な核家族である。祖母は、祖父が亡くなっ

た後1人で暮らしていたが、近年は入退院を繰り返L

ながら父の妹の家にいた。最期の 3カ月間は病院で過

ごしたが、その聞にいろいろなことを考えさせられた。

一一一一-7~-一一一一士一一一一一一 r""70~."O~~一一一一一 一一一 一一 一一一一一

ざすことなく、ありのままを見てもらっているそうだ。

介護について考えてもらいたい。自分なりの介護方法

を見つけて欲しいと書いている。

高齢者を取り巻く環境は、人それぞれ違う。この本

は、できることをできるやり方で柔軟に介護をしたら

いいというヒントや勇気をくれる。ぜひご一読いただ

きたい。 (愛甲美帆)

編集後記

園小生も津端家探検隊の一員として探検してきました。

噂のとおり家そのもの、家の中にあるもの、暮ら

し方等々、すべてに思い出、こだわりといった情報

が一杯詰まったところでした。帰ってきてからも、

所員や家族、知り合いなどと探検隊の話をネタに楽

Lむことができま Lた。津端家にいた時間は、ほん

の数時間でしたが、感動の余韻と他の人へ感動を伝

えるといった「楽しみ消費時間量jあるいは「感動

情報量Jは数十倍以上の価値があった探検でした。

(や)

圏入社して 1年が経ちました。この 1年間の想像以

上の発見や出会いに驚いています。直面する出来事

に励まされ、助けられながら、脇田もふらずぶつか

っていく毎日でした。

最近「時間は、自分でつくるもの」と知り合いに

アドパイスを受けました。たくさんの情報を得られ

る中でそれを自分にどう活かしていくかが今の私の

課題です。 2年目となる 4月からは、体当たりだけ

ではなく、ー呼吸おいてもっと周囲を見渡しながら、

物事に取り組めるように頑張っていこうと思ってい

ま す。(あ)

寝たきりなので食欲がわかず、さらに弱ってしまうと よかネット NO.57 2002.5 
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た後、病院にひとり残して帰らなくてはいけない。

何度かこちらにおいでと誘ったが、住み慣れた土地

を離れることはなかなか難しかった。

しかし、私達家族が救われたのは、病院に入院する

前の 1カ月間、母が単身赴任で祖母との二人暮らしを

し、祖母が自分の家で祖母らしい生活が 1カ月という

短い期間ではあったができたことだ。

坂口さんの家はいつでも人が集うような家風だとい

う。人が一番集うキッチンがお母さんの部屋というこ

ともあり、人が来られでも介護を家族の問題として閉

j; 11'宇ッ " Na57 2002.5 
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