ＮＥＴＷＯＲＫ
鹿児島県観光のカギは半島先端部に？

2

見・聞・食

No.135

2019.7

（株）よかネット

フットパスでリフレッシュ！
熊本県美里町にあるフットパスコース、 砥用 （ともち）
まちなかコースを体験しました

4

焼酎蔵巡り in 壱岐

5

近況
八女市上陽町手づくり焼酎 「環」 豊かさ基金
- 上陽北汭 （ほくぜい） 学園ゴルフ部へ寄贈
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GW1 泊 2 日の家族旅行

12

20 時間 1,200km の旅 in アメリカ
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書評
「共感障害 - 話が通じないの正体」

15

●少子高齢化社会の中で学校施設はこれからどうなっていくのか
過去 10 年間に福岡県内で廃止となった小・中・高等学校は 81 校あります。また、それとは別に、移転等に
より位置変更が行われた学校が 22 校あり、計 103 校分の跡地・未利用施設が生じています※。このうち 27 校
（26.2％）については、統合校が新設されるなどにより、再び学校施設として利用、26 校（25.2％）については
他用途に転用されていますが、残りの約半数については検討中のものを含めて活用が行われていない状況です。
本誌では「学校廃止と跡
地活用」をテーマにした連
載を開始します。次号以降
では、実際に現地等での取
材を通じて内容を掘り下げ
ていきたいと思っています
ので、ご期待ください。
※位置変更が行われた学校
を含む
廃止、位置変更等の出典に
ついては福岡県教育委員会
義務教育課が毎年度公開し
ている「福岡県幼稚園・小・
中・高等学校等設置廃止等
一覧」より引用している。
学校跡地の活用状況及び校
舎利用状況、既存校舎の転
用 状 況 に つ い て は、Google
が公開している航空写真及
び各自治体がインターネッ
ト上で公開している情報等
より、弊社が独自に整理を
行った。
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鹿児島県観光のカギは半島先端部に？
原
●鹿児島県内の観光ルートは薩摩半島側に集中

啓介

ト調査結果（n=3,017）を見ると、
「桜島」
「屋久杉」
「霧島温泉」
「種子島宇宙センター」
「指宿砂む

昨年度から、NTT ドコモ九州支社と連携し、

し温泉」等の鹿児島県を代表する観光資源は、

鹿児島県観光課のマーケティング調査をお手伝
いしている。この調査は、直近 6 ヶ月以内に鹿

「知っている」と回答した割合（認知度）も「行

児島県を訪れた方を対象としたインターネット

きたい」と回答した割合（来訪意向）も平均よ

アンケート調査（認知度・来訪意向調査、ルー

り高い。また、
「たまて箱温泉」
「雄川の滝」な

ト調査）や、SNS の投稿データを集め、観光客

どは、認知度は平均を下回るが、来訪意向は平

の視点やルートを可視化する業務、携帯電話の

均よりも高く、観光プロモーションの対象とし

基地局情報からエリア別の入込客数や属性を集

て有望と考えられる。
観光ルートに関するアンケート調査結果（n

計・分析する業務などからなる。

＝ 2,144）を見ると、鹿児島県の観光ルートは、

資源別の認知度・来訪意向に関するアンケー

奄美周辺拡大

凡例
【ルート選択】
11～20回

【スポット選択】

21～30回

981
600

30～50回

200

図：鹿児島県ルート調査結果

51回以上
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雄川の滝

佐多岬

霧島～鹿児島～指宿を結ぶ錦江湾沿いの南北の

●薩摩半島はアジア系の観光客が多い
次の日、フェリーで根占港から山川港に渡り、

動線がメインで、大隅半島側の動線は薩摩半島
側と比較すると少ない。また、薩摩半島と大隅

薩摩半島側の先端部を見に行ったが、長崎鼻や

半島を結ぶ動線や、本土と離島を結ぶ動線は少

西大山駅にアジア系の観光客が多く、驚いた。
頴娃町の「番所鼻」も伊能忠敬が「天下の絶景」

ない。

と呼んだ美しい景勝地・散策ルートで、釜蓋神

●大隅半島・南大隅町への観光客が増加

社やタツノオトシゴハウスといったユニークな

こうした現状を踏まえ、今の鹿児島の観光が
どのような状況なのか、現地調査に行った。大

観光スポットがある。

隅半島には 6 年ぶりに訪れたが、南大隅町の雄

●薩摩・大隅の先端部にある魅力的な観光ス

川の滝は大河ドラマ「せごどん」のオープニン

ポットや、それらを結ぶ交通の周知が重要

グ映像に登場して人気が高まったこともあり、

鹿児島県内に観光による経済波及を広げてい

駐車場にカフェができ、展望台が整備され、大

くためには、当然より広く県内を回遊し、長い

型バスが来ていたりと、以前よりもずいぶん賑

時間滞在してもらい、鹿児島のモノやサービス

やかになっていた。また、
佐多岬も観光インフォ

にお金を使ってもらうことが必要である。その

メーション施設兼カフェや、遊歩道、展望台が

ためには、鹿児島市内や薩摩半島のみならず、

整備されていた。以前の「秘境感」が失われた

大隅半島や北薩・姶良・伊佐地区にも訪れても

のは少し残念だが、大隅半島南端周辺への観光

らう、あるいは本土と離島をセットで観光した

客が増えていて驚いた。

くなる仕掛けが必要だろう。

大隅半島側には、日本の里山・漁村の原風景

特に、薩摩半島・大隅半島の先端には、前述

や、カルデラが作り上げた断崖絶壁、普段あま

の資源に加え、指宿温泉、たまて箱温泉、雄川

り見ることがない亜熱帯系の植生、美しい海や

の滝など、アンケート調査において来訪意向が

川、対岸の開聞岳、煌めく星空など、眼前に雄

高かった資源が複数存在する。また、薩摩半島

大な景色が広がっていて、「遠くまで旅して来

と大隅半島を結ぶ山川フェリーもある。こうし

たなぁ」という実感が湧く。今回の調査でやは

た先端に位置する観光資源に重点を置いた PR

り私は大隅が好きだと再認識した。

と、それらを結ぶ交通インフラの周知が重要と

少々話は脱線するが、先日祖谷を訪れて欧米

思う。

豪からの観光客の多さに驚いたが、日本なら

今年度も鹿児島県の観光を別の面から調査さ

ではの原風景を感じさせる景観や、ワイルドな

せていただくので、鹿児島県～九州南部の周遊

自然環境が残っているという点では、大隅半島

を促進するためのヒントを探したいと思う。

も引けを取らないと思う。大隅半島は欧米豪を

（はら

けいすけ）

ターゲットに PR すると面白いのではないか。
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フットパスでリフレッシュ！
熊本県美里町にあるフットパスコース、
砥用（ともち）まちなかコースを体験
しました
仙波 大海
●フットパスとは
フットパスとは、イギリスを発祥とする『森
林や田園地帯、古い街並みなど地域に昔からあ
るありのままの風景を楽しみながら歩くこと
ふらっと、個人宅に立ち寄る。これもフットパスの
魅力

【Foot】ができる小径（こみち）
【Path】
』のこ
とです。平たく言えば、まち歩きの一種です。
日本では東京都町田市、北海道、熊本県美里町

宅地、田畑が広がっています。コースの大まか

を中心に発展し、現在では日本各地でコースが

な流れとして、川沿いのエリアをスタートし住

整備されています。

宅街の中を歩きながら、町の東にある小高い丘
の上を目指します。

私は学生時代、ゼミを通じてフットパスに出
会い、全国にある様々なフットパスコースを歩

最初の道中では、かつて熊本市と砥用町を結

いてきました。社会人になり、当時一緒にフッ

んでいた熊延鉄道の名残の駅舎跡を眺めたり、

トパスをしていたメンバーと交流する機会が減

自然が多いため、様々な生き物を発見したりし

り、気づけば 1 年ほど歩いていませんでした。

ながら、歩きました。

少し寂しさを感じ、「そろそろ歩きに行きたい

しばらく進むと、大きなビニールハウスが見

な」と考えていると、偶然、普段から親交があ

え、その中でどのような作物が栽培をされてい

る方に「フットパスに興味があるから体験して

るのか、参加者同士で想像を膨らませていまし

みたい」とお誘いをいただきました。そこで、

た。すると、それを見ていた農家の方が、ビニー

初めてフットパスを体験するということであれ

ルハウスの中に招き入れてくださいました。ビ

ば、日本のフットパス先進地である熊本県美里

ニールハウスの中では、シクラメンが栽培され

町が良いだろうと考え、美里町でフットパスを

ており、赤々とした花々がとても綺麗でした。

する計画を立てました。

様々な場所で寄り道しつつ、歩いていると砥用

●当日の天気は晴れ、フットパス日和

小学校のそばにたどり着きました。私の地元の

美里町は人口規模が約 1 万人で、総面積の

小学校の校舎は、厚いコンクリートの塀に覆わ

3/4 が森林に囲まれています。美里町では 15 の

れていましたが、この小学校は校舎を囲む塀が

フットパスコースが作られており、豊かな自然

なく、大変驚きました。また、敷地に平屋のロ

を活かしたコースとなっています。その中で、

グハウスのような建物があり、
「あれは、どん

私は 6 コースほど歩いたことがあるのですが、

な建物ですか」と尋ねると、図書館とのこと。

今回はまだ歩いたことがない「砥用（ともち）

非常にオシャレで羨ましいなと感じました。
小学校を過ぎると、砥用のまちなみを一望で

まちなかコース」を歩くことに決めました。
今回、フットパスをするにあたって、フット

きるスポットにたどり着き、そこから見える田

パス研究所代表の井澤さんが特別にガイドをし

畑と住宅地が分けられた田園風景は非常に美し

てくださいました。最初に、メンバーの自己紹

かったです。
普段、私は、まちなかを歩いている時、イヤ

介をし、軽くストレッチを行ったところで、い

ホンをして、あまり周りを見ずに淡々と歩いて

よいよスタートです。

いますが、フットパスでは、鳥の声や木々が風

砥用は、町の中心を流れる津留川の周囲に住
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けん・ぶん・しょく

中間市の中間フットパスに、里帰りを兼ねて行
こうと考えています。同時に、１日歩いただけ
で筋肉痛になっていては、夏の暑さを乗り切れ
る気がしないので、日頃からの運動量を増やし
ます！

（せんば

ひろみ）

焼酎蔵巡り in 壱岐
山田

龍雄

私が加盟している日本焼酎学会 ( 会長：豊田

砥用のまちなみが一望できるスポット

謙二

に揺れる音が聞こえ、心地よく感じます。また、

熊本学園大学教授 ) では、毎年、テーマ

を決めて焼酎の蔵巡りをしています。

時速 1 ～ 2km ほどのゆっくりとしたスピードで

今回は、壱岐の麦焼酎が、どのような経路で

歩くため、普段は素通りしてしまいそうな、お

伝わったのか、あるいは何故、壱岐では麦焼酎

店や建物の前で立ち止まって、じっくり眺める

なのかなどの素朴な疑問を見つけるための旅で

ことで、新たな気づきが得られます。決められ

した。壱岐の蔵巡りは、昨年 10 月 6 ～ 7 日に

たコースに沿って、ただ歩くだけではなく、気

企画していたのですが、当日は台風が北部九州

になる道、施設、風景などを見て寄り道、道草

を直撃し、今回は再チャレンジの蔵巡りでした。

をすることは、フットパスをする上で非常に重

壱岐は、日本のことを記述した最古の中国の

要な行為の一つです。寄り道をすることで、地

書「魏志倭人伝」に「一支国（いきこく）」と

域をさらに知ることができる、地域の人が気づ

して登場します。
「一支国」のことは下記のよ

かなかった魅力が、他地域から来た人により気

うに 57 文字で示されており、当時から田畑も

づくきっかけになります。

あり、約 3 千の家々があったと記されています。
〇一支國が記述された 57 文字

まちなかを歩いていると住民の方が「フット
パスですか、お疲れ様」と言って家の中を案

對海國（※ 1）から南に一海を渡ること千余

内していただき、お菓子等をいただくおもてな

里で一大國 ( ※ 2) に辿り着く。この海の名は

しを受けました。今回のフットパスでは、多く

瀚海
（かんかい）
。この国の大官は卑狗 ( ひこ )、

の地域の方と交流することができ、地域全体で

次官は卑奴母離（ひなもり）という。広さ三百

フットパスが浸透しているように感じました。

里平方ばかりで竹林 ･ 叢林が多く、三千ばか

●夏までに、他のフットパスコースへ

りの家がある。ここはやや田地もあるが、田

お昼休憩を挟んで約 3 時間のフットパスは、

を耕して食料には足らず、南や北と交易をし

あっという間に終わりました。地域の人やモノ、

て暮らしている。

風景など、久しぶりのフットパスは多くの自然
に触れることができました。また、川沿いを歩

※ 1：対馬国 ※ 2：一支国（いきこく）
今回の視察の 2 日目に訪問した原の辻（はる

いて魚を探したり、道に咲いている花を見て美

のつじ）遺跡と、その周辺に広がる田園地帯を

しさに触れたりと、大変充実した楽しい時間を

眺めると、弥生時代から集落を形成し、豊かな

過ごしました。

暮らしをしていたことが実感されます。

次の日は足が筋肉痛となり、普段から運動を

今回の蔵巡りは、古代から農業が盛んで、今

怠っていることを思い知らされました。次は夏

でも長崎県では諫早に次いで、2 番目の穀倉地

までに、フットパスをしたいなと思っています。

帯である壱岐の麦焼酎蔵、7 軒のうち 3 軒の蔵

現在では、日本全国沢山の場所にフットパス

（玄海酒造 ( 株 )、壱岐の蔵酒造 ( 株 )、( 株 )

コースが存在しますが、私の地元である福岡県

壱岐の華）を巡ってみました。

5
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壱岐の焼酎蔵の位置

玄海酒造に展示されていた朝鮮式の蒸留器

るのは、米麹による１次仕込みが大きく影響し
ているようです。
久しぶりに味わった壱岐焼酎は、球磨の米焼

●何故、壱岐では麦焼酎なのか

酎に近い、コクのある甘味を感じました。

壱岐と言えば、麦焼酎発祥の地として有名で

●明治 32 年（1899 年）焼酎蔵は 55 件

すが、何故、壱岐が麦焼酎なのか、私自身もあ

明治 32 年以前までは、集落ごとに自分たち

まり深く考えていませんでした。今回の視察で、

が飲む焼酎を造っていたといわれていますが、

壱岐が麦焼酎発祥の地となった歴史的な必然性

「富国強兵」政策により明治 32 年 1 月に酒税法

があることを学ぶことができました。

が施行され、自家用の酒を造ることが禁止され

壱岐焼酎は、通説では 16 世紀頃に中国、朝

ました。そのこともあって、明治 32 年、壱岐

鮮を経由して伝わったと言われています。

には蔵が 55 件（清酒が 17 件、
焼酎が 38 件）あっ

室町時代から安土桃山時代にかけて大陸から伝

たという記録が残っています。この当時、壱岐

わった蒸留技術によって清酒粕を使った粕取り

でも清酒が 17 件あることは意外です。

焼酎（清酒を造るときに出る酒粕に、もみ殻を

その後、統廃合が繰り返され、現在 7 件の焼

混ぜて蒸留し、アルコール分を抽出したもの）

酎蔵が稼働しています。

も造られ、刀の消毒液として使われていたそう

●壱岐焼酎は地理的表示の産地指定を受けている

です。

「地理的表示」とは、WTO( 世界貿易機構 ) の

しかし、江戸時代に入って壱岐を治めていた

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ト

平戸藩が年貢として米を厳しく取り立てていた

リプス協定）によって定義されているもので、

ため、島の人々の常食は裏作として作っていた

産地の保護指定です。その内容は「商品の品質・

麦でした。その際、当初は、余った麦で醪 ( も

名声またはその他の特徴が本質的に原産地の領

ろみ ) を仕立て、各戸にあった兜釜で蒸留し、

域・土地等に由来する場合、その土地の原産で

自家製の焼酎を造っていたとのことです。

あることを示す表示」をいうもので、単なる商

この江戸時代から脈々と受け継がれてきた壱

品の生産地の表示を示すものではありません。

岐の麦焼酎は、酒屋で行われていた粕取り焼酎

この地理的表示の産地指定を長崎県の壱岐焼

と農家で作られていた麦焼酎が融合する形で生

酎、熊本県の球磨焼酎、沖縄県の琉球泡盛は平

まれたといわれています。

成 7 年に、平成 17 年には薩摩焼酎と清酒の白

壱岐の麦焼酎の１次仕込みが米・米麹を使用

山が受けています。

しているのに対して、大分の麦焼酎の１次仕込

世界的にはウィスキーの「スコッチ」
「バー

みは麦・麦麹であることが、製法上の大きな違

ボン」
、ワインの「ボルドー」
、
「シャブリ」
、

いです。壱岐の麦焼酎が、若干、甘く感じられ
よかネット No.135 2019.7
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、ブランデーの「コニャック」
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「アルマニュック」など、世界的に知られた銘
酒があり、壱岐焼酎は、世界の銘酒と肩を並べ
ています。

●壱岐焼酎の特徴
壱岐の麦焼酎は、製造方法、味等には、次の
ような共通した特徴があります。
①米麹 1/3 に対して、大麦 2/3 の配分で 2 次仕
込みを行うこと。
②太古の昔から火山によって形成された玄武岩
層が地下 50 ～ 150 ｍにあって、降雨が厚い
地層によって濾過され、巨大で深い天然の地

玄海酒造の充実した試飲コーナー

下貯水槽に貯められた「やや硬質」の水で仕

和 29 年には島外出荷を志し「玄海」となり、

込まれていること。

昭和 50 年には、
「麦焼酎発祥の地」である壱岐

③蒸留後、最低でも 1 年以上、寝かせること。

を強調するとともに郷土の発展を願い、むぎ焼

④米や麦の種類、麹の種類、貯蔵方法（樽、タ

酎「壱岐」と命名しています。

ンク、甕など）、貯蔵期間などで多種多様な

玄海酒造で最も売れている焼酎は、樽貯蔵の

焼酎が造られていること。

「壱岐ゴールド」であり、新聞等の広告でも良

⑤料理の種類等によって水割り、お湯割り、オ

く見かける焼酎ですが、玄海酒造では、
「壱岐

ンザロック、ストレートなど、いろいろな飲

ゴールド」以外に「壱岐グリーン」
、
「壱岐ブ

み方で楽しめること。

ルー」
、
「大魔神」など、70 種類ほどの銘柄の焼

⑥壱岐焼酎では、江戸時代以前から農家で焼酎

酎を造っています。地元では 20 度の焼酎
「壱岐」

を造っていたため、薩摩焼酎のような杜氏は

が愛飲されています。焼酎造りの違いについて、

いなかったとのこと。

案内していただいた山内良二取締役に尋ねると

壱岐焼酎の最大の特徴は、前述したように 1

「米・麦の原料の種類、酵母の種類、貯蔵方法・

次仕込みが米と米麹で醪を造っており、そのこ

期間等の組み合わせで、味が異なってきます。
」

とによって壱岐麦焼酎特有の甘さとコクを醸し

とのこと。

出しています。

昭和 30 年にスペイン産のオーク材の樽を購

次に視察した 3 つの蔵の特徴や銘柄をご紹介

入し、初めて樽貯蔵にチャレンジされています。

します。どの蔵も多くの銘柄を揃えた試飲コー

原料である麦は、一部島外から移入している

ナーが充実しており、今回のマイクロバス運転

ものの、島内の麦は、麦農家と契約栽培で安定

担当の中島事務局長以外、参加者の皆さん、大

した量を仕入れているそうです。

いに試飲を楽しむことができました。

焼酎は、仕込み水が決め手ですが、ここでは

●玄海酒造 ( 株 )

200 ｍ強の深さのところから地下水をくみ出し、

玄海酒造は、創業は明治 33 年と古い蔵です。

仕込み水、割水まで使っており、美味しい焼酎

創業の地は壱岐で一番高い山である「岳の辻」

造りをしています。

の麓にあり、水が湧き、豊かなことから、創業

●壱岐の蔵酒造 ( 株 )

家である山内家の門名（家の名：壱岐では同じ

壱岐の蔵酒造は、島の中央部の小高い丘の上

姓が多いため、各家ごとに門名を付けていた）

に建っています。壱岐の蔵酒造の創業は、昭和

は、「瀧水（たきみず）
」と呼ばれていました。

59 年に 6 つの酒蔵が集まり、
「壱岐焼酎協業組

したがって、創業時に使用していた銘柄「瀧

合」を創設したことから始まります。

水」は、この門名から命名されました。この銘

その後、平成 22 年にさらなる飛躍と壱岐焼

柄も社会的な流れによって、変化しており、昭

酎の発展を願って、社名を「壱岐の蔵酒造」と

7
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長田社長による熱心な説明に聞き入る

壱岐の蔵酒造のお土産＆試飲コーナー
観光バスも数台来ていた

●壱岐の華 ( 株 )

変更し、現在に至っています。代表銘柄は「壱

壱岐の華 ( 株 ) には 2 日目の午前中に訪問し

岐っ娘」と「大祖」ですが、他に原酒、樽貯蔵

ました。事務所に入ると長田浩義社長と奥様の

の焼酎、リキュール、古酒など 70 種類以上の

お二人で、丁寧に対応していただきました。

焼酎を製造しています。
「壱岐っ娘」ひとつとっ

壱岐の華では、焼酎本来の薫りと味わいを大

ても 20 度のもの、35 度のもの、シェリー酒樽

切にしておられ、常圧蒸留とすること、熟成は

で長期間熟成させた「壱岐っ娘デラックス」な

最低で 2 年以上という、これまでの蔵の伝統が

ど実に多種・多様です。また、
「玉姫」
「なでしこ」

守られています。

は日日草・なでしこの花から採取した酵母で仕

壱岐の華の焼酎のほぼ 9 割は、常圧蒸留で仕

込んだ花酵母仕込み、「九国」は黒麹を使用す

込まれているとのことです。代表銘柄は「壱岐

るなど果敢に新商品に挑戦されています。

の華」ですが、その他 10 種類程度の焼酎を造っ

当日、蔵に伺うと既に観光バスが駐車してお

ています。その中で平成元年に蒸留した焼酎を

り、観光客誘致に力を入れていることが感じら

樽貯蔵し、10 年代ものと 20 年代のものでブレ

れます。

ンドした「HEISEI

壱岐の蔵では、観光担当の志賀清悟氏から、

ROCK( 平成禄 )」は、ヴィ

ンテージものです。

製造の工程をわかりやすく、案内していただき

平成の始めごろまでは、1 次仕込みの米は、

ました。1 次仕込みしている現場では、ちょう

水分が少なく扱いやすいタイ米を使用していた

ど 4 ～ 5 人の男衆が櫂を使って、タンクを攪拌

そうですが、現在は、すべて国内産の米を使用

していました。この時に我が焼酎学会会員の我

し、麦は深江田原で収穫される大麦「はるか二

儘な注文で、1 次仕込み途中の醪を飲ませてい

条」を使用しています。

ただきました。

長田社長からは、麦焼酎の歴史、原料のこと

濃厚な酸味の利いた甘酒といった味わいであ

など詳しく話を聞くことができました。

り、想像していた強いアルコール臭もあまりな

以下、抜粋してご報告します。

く、美味しくいただきました。参加者の皆さん

・16 ～ 17 世紀に朝鮮式の焼酎づくりが伝わっ

にも評判は良かったようです。

たのには諸説ある。①豊臣秀吉の朝鮮出兵、

工場案内が終わったあとには、樽貯蔵の倉庫

文禄・慶長の役 (1592 年、1597 年 ) の時に技

に案内していただきました。倉庫内にはスペイ

術者を連れてきた、②倭寇の海賊たちが古い

ン産の樽が縦 5 段、横に幾重にも並んでおり、

蒸留釜を持ち帰った、③蒙古襲来の折に高麗

3 年以上熟成させたものを商品化するとのこと。

兵がもたらしたなどです。

いずれにしても多くの品種の焼酎を製造されて

・昭和 45 年に博多港との間でのフェリー渡航が

いるのには驚きでした。
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図

単式蒸留 ( 本格 ) 焼酎の種類別課税移出量の推移（資料：国税庁）
300,000
（kl）
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200,000
182,368
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98,067
52,226

0
芋

米

泡盛

麦

そば

図

るようになった。今までは島内だけで消費し
ていた壱岐焼酎であったが、この頃から生産

酒粕

その他

清酒のタイプ別課税移出量前年比較（1 ～ 9 月）

250,000

222,161

(KL）

量が拡大しだした。

204,598

200,000

・平成 13 年ごろから焼酎用の麦を、長崎県の農
業試験場が研究しはじめ、大麦「はるか二条」
を開発した。

消費量合計

150,000

２０１７年：３４０，２７８ＫＬ

100,000

約７％減

また、長田社長には、焼酎の消費量も伸び悩

50,000

んでいる中で、どのように消費者に売り込んで

0

２０１８年：３１７，７６４ＫＬ

44,382 43,629

43,818 42,238

吟醸酒

純米酒

いくのかといった質問をすると「現在は、樽貯

2017年

蔵の焼酎が伸びている。伝統を維持しながら、

26,488 23,568
本醸造酒

一般酒

2018年

時代々に対応した新商品を開発し、差別化をし

ど、構造的な問題もあろうかと思います。今回

ていく必要はあるのではないか」とのこと。

の視察で改めて感じたのは、地域の原料、製法
等にこだわった焼酎づくりであり、多様な焼酎

壱岐の華では、奥様が自社の焼酎一つひとつ、
丁寧に説明され、試飲をさせていただいた。運

づくりへ挑戦をされていることでした。我が焼

転手以外の参加者全員が、試飲だけで十分に酔

酎学会の役割としては、土地々で地域特有の焼

わせてもらいました。

酎があること、焼酎造りの面白さ、美味しさを

●減少傾向にある焼酎を応援

もっと発信し、微力ながら消費拡大に貢献する
ことではないかと思った次第です。私自身 ､ 今

単式蒸留 ( 本格 ) 焼酎の原料別消費量をみる

まで芋焼酎の方に興味があったため、正直、麦

と、どの焼酎も低下傾向にあります。

焼酎や米焼酎に気が向いてなかったのですが、

合計でみると平成 19 年度の 537,275KL がピー
クであり、平成 29 年度では 444,533KL とピー

3 年前に視察した球磨焼酎しかり、その土地に

ク時に比べて約 17％の減少です。麦焼酎のみを

いくと、その土地で育まれた焼酎の良さを感じ

みると、平成 16 年度には 253,395KL と焼酎消

ます。今回も壱岐麦焼酎の奥深さと伝統を感じ

費量の約半分を占めていましたが、平成 21 年

ることができ、幸せな 1 泊 2 日の視察旅行でし

度には芋焼酎が麦焼酎を上回っています。

た。

（やまだ

たつお）

参考資料

お酒の消費量低下は、焼酎に限ったことでは

・壱岐焼酎の歴史と本格焼酎業界の抱える課題
～日本醸造協会誌 104 巻 10 号、山内賢明 著
・玄海酒造 ( 株 )、壱岐の蔵酒造 ( 株 )、壱岐の華 ( 株 )
各種パンフレット
・壱岐事典～壱岐市観光協会発行

なく、清酒でも前年比と比べて減少しています。
これは 20 ～ 30 年前、一番飲んでいた団塊の世
代の高齢化、若い世代の人口減少とお酒離れな

9
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近況
表 「豊かさ基金」の概要

近

＜助成の対象＞

況

①地域課題の解決にあたる事業
②地域の安心・安定の暮らしづくり・まちづ
くりに関わる事業

八女市上陽町手づくり焼酎「環」豊かさ基金
- 上陽北汭 ( ほくぜい ) 学園ゴルフ部へ贈呈
●手づくり焼酎「環」とは

③公益性、社会性の高い事業
＜応募対象＞

この手づくり焼酎「環」の取組みは、平成 21

NPO 法人、地域コミュニティ団体、法人格のな

年度の「過疎集落の安心・安定の暮らし維持構

いボランティア団体等で応募の日までに 1 年

想策定事業（国土交通省モデル事業）」として

以上にわたり継続的に活動していること。

上陽町の中山間地をモデルに地元の人たちや関

＜事業実施場所＞

係者とのワークショップの中から生まれたプロ

原則として八女市上陽町内

ジェクトです。具体的には上陽町の休耕地を活

＜助成金＞

用し、地元の人と都市住民とが力を合わせて

助成金額：1 件に付き 5 万円以内

芋（コガネセンガン）を植えて焼酎にして稼ぎ、

〇助成の対象とする経費

地域を豊かにしようというコンセプトで始めた

・謝金、消耗品、使用料、印刷製本費

ものです。

・通信運搬費、旅費交通費

平成 22 年度に第 1 回目の芋植えをして、今

〇助成とならない経費

年も 10 回目を目指し、5 月 12 日にマルチ張り、

・事務管理費（人件費、事務所借上げ費等）

5 月 19 日に苗植えを手伝ってきました。焼酎づ

・その他（飲食費、備品の修理代等）

くりは、隣の黒木町にある（合資会社）後藤酒

この時の反省として、やはり実際に活動して

造場にお願いし、製造してもらっています。

いる団体等に助成金として直接贈呈する方が、

●「豊かさ基金」の助成金とは

贈呈者、授与者両方とも喜びの度合いが違うの

豊かさ基金とは、焼酎「環」の販売収益の一

ではと感じたものでした。

部を「豊かさ基金」として積立て、地域の課題

今回、実行委員会の事務局長をされている荒

解決のための活動資金として使用してもらうこ

川氏により、
「八女市上陽には小中一貫校の北

とを目的に始めたものです。
助成対象、応募対象、事業実施場所、助成金

汭学園というのがある。北汭学園では 3 年前に

等については、
「八女上陽町芋焼酎プロジェク

小中学生を対象としたゴルフサークルが設立さ

ト実行委員会（以下

実行委員会）」では右上

れた。全国的にも小学校、中学校でゴルフ部が

表のように定めていますが、あくまで原則であ

ある学校は珍しく、ゴルフ部目当てに入学する

り、最終的には実行委員会で判断し、決めるこ

生徒もいるかもしれないといった思いもあり、

ととなります。

昨年 4 月に、正式に北汭学園ゴルフ部として発

●上陽の小中一貫校～上陽北汭学園（ほくぜい）

足された。しかし、中学校体育連盟にはゴルフ
部はなく、活動も手探りでやっている状態であ

へ贈呈
「環」の基金は、平成 26 年に八女市の企画課

り、そのため、保護者の負担となっている部分

に地域活動の使途を目的にして寄付をしたこと

もあるそうだ。地域活性化の一環として北汭学

がありました。この時には市長直々に目録を手

園ゴルフ部応援のために助成金を贈呈できない

渡しましたが、数 10 万円程度の寄付であった

か」との相談を受けました。

ことから、具体的にどのような団体に助成され

その時までは、芋植えや収穫のために、何度

たのかわからず、実行委員会としても“しっく

も上陽に足を運んでいたものの、北汭学園のこ

り”こないものがありました。

とは全く知りませんでした。そこで北汭学園の

よかネット No.135 2019.7
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ことを調べると、「北汭」という言葉に隠され
た由緒ある歴史があることを知りました。また、
全国的にも珍しい小中一貫のゴルフ部を応援す
ることで上陽の地域活性化へつながることの期
待を込め、贈呈することになりました。
＜上陽北汭学園の概要＞
〇福岡県初の 1 年生から 9 年生までの義務教
育学校
○歴史は北汭義塾から始まる。
・明治 12 年、八女数学の祖・江碕済（えざき
わたる）先生が、上陽に北汭義塾を作り、

多くの保護者、関係者が参加された贈呈式

後に日本を動かす数々の門下生を輩出する。
〇「汭」の文字に隠された思い
・「汭（ぜい）」には「川と川が合流し、混ざり
合う所」という意味がある。ここで学んだ
塾生が大きな流れとなって世に出て欲しい
という江碕先生の思いが込められた言葉。
・北汭学年の小学生と中学生という川が混ざり
合い、まさに新しい流れが出来ようとして
いる。
・現在、北汭学園は 4-3-2 に分けて運営されて
おり、平成 30 年 4 月時点の生徒数は 174 名。

北汭学園の教頭に助成金の目録を手渡す

（北汭学園リーフレットより抜粋）
●ゴルフ練習は、八女上陽ゴルフ倶楽部

●贈呈式には、北汭学園教頭、保護者等の関係
者が参加

贈呈式は 4 月 20 日に催されました。私は、

今回の贈呈式は関係者 30 数名が参加されて

贈呈式の 1 時間前に会場となっている「八女上

いました。私は、贈呈式において実行委員会代

陽ゴルフ倶楽部」に到着したところ、北汭学園

表としての挨拶を頼まれていたのですが、正直、

ゴルフ部の子どもたちが練習しているというの

ここまで多くの方々が参加してくれるとは思っ

で、クラブハウスから少し下ったところに設け

ておらず、北汭学園代表者と保護者代表者の 5

られた練習場での練習風景を覗いてみると、小

～ 6 人の参加ではと勝手に思っていました。こ

学生の子どもたち 7 ～ 8 人が打ちっぱなしの

の贈呈式のためにわざわざ集まっている保護者

練習をしていました。練習場は傾斜面にネット

の方々を見て、感銘を受けました。

で周囲を覆っていましたが、自分で打った球は

助成金の目録を北汭学園の教頭先生にお渡し

150 ｍ程度ある傾斜面の下まで取りにいかなく

したあと、お礼のお言葉を頂き、その後は、ゴ

てはなりません。打った球を取りに何度も往復

ルフ部の子どもたち一人ひとりにゴルフ部に対

しています。これは足腰を鍛えるには、なかな

する思い、意気込みを語ってもらいました。

か良い練習場となっているようです。また、
「八

実行委員会としては、将来、北汭学園のゴル

女上陽ゴルフ倶楽部」がマイクロバスを出し、

フ部からプロゴルファーが現れ、活躍する人が

ゴルフ部の子どもたちを学校から練習場まで連

出てくれば、わずかな助成金ですが、貢献した

れてきています。帰りは保護者が迎えに来てお

甲斐があったというものです。また、なんと夢

り、北汭学園のゴルフ部は地域、保護者の理解、

が抱ける素晴らしいことかと思います。今回の

協力のもとに運営されています。

贈呈式では、八女上陽焼酎プロジェクトとして
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焼酎づくりを 10 年間、行ってきましたが、収
穫祭とは、また違った喜びを感じました。
八女上陽焼酎プロジェクトも、これからは多
くの応援団を募り、売上げ増に少しでも貢献し
てもらえるような仕組みをつくり、上陽が益々
元気になるようになればと思った次第です。
（山田

龍雄）

GW1 泊 2 日の家族旅行
子どもが産まれて早 1 歳 4 か月。だいぶん大
きくなり、食事の手間もそれほどかからなく
なったということで、GW に 1 泊 2 日の家族旅行

角島大橋。橋の上は、車列が続く

を企画しました。目指す場所は、近年インスタ

トップです。北浦街道ほうほくは、角島大橋が

映えスポットとして注目されている山口県の角

見える場所にあり、夕焼けが有名で、トリップ

島大橋と元乃隅稲成神社です。自宅から高速道

アドバイザーの 2018 年道の駅ランキングで全

路を使って約 2 時間半の旅、初の長距離移動で

国 1 位を獲得した施設です。今回はお昼時に到

す。子どもが愚図るかどうか、愚図った場合に

着したのですが、連休ということもあり多くの

上手く対応できるかどうか、親としてドキドキ

人で賑わっていました。本当はレストランで昼

の旅でした。

食をと考えていたのですが長蛇の列です。お弁

行程を組む上で頭を悩ませたのは、どこで休

当があったので、そちらを購入しベンチで食事

憩を取るか。高速道路上は SA や PA が一定の距

をとりました。子どもの食事は、家から持参

離であるので予定を立てやすいのですが、一般

だったのですが、電子レンジがあり大変助かり

道となるとそういうわけにはいきません。特に

ました。途中、この道の駅のキャラクターであ

山陰方面はコンビニやスーパーの立地が限られ

る「ほっくん」が登場し、子どもとにっこり記

ています。真っ先に探したのは道の駅です。道

念撮影。良い思い出です。

の駅は赤ちゃんの授乳室やトイレの設備、食事

腹ごしらえも終えて、いざ、角島大橋です。

をとれるところが多いですよね。おまけに、そ

道の駅からは 15 分くらいだったでしょうか。

の地域の名物、旬のものにありつける可能性も

一本道なので迷うことなく到着です。到着早々、
「こりゃダメだ」との想い。何せ角島大橋の入

非常に高い。というわけで、ルート上に道の駅

口から橋を渡った先の見える範囲まで、車、車、

がないか、にらめっこが始まります。
福岡から角島大橋に行くにはいくつかルート

車の大行列です。駐車場には空き待ちの車がズ

がありますが、いずれのルートにも道の駅（道

ラリと並び、撮影スポットは人の列です。ホテ

の駅きくがわ、蛍街道西ノ市、北浦街道 ほう

ルのチェックインの時間もあるので、今回は角

ほく）があることが分かり、一安心。角島大橋

島大橋を渡ることは諦め、写真だけを撮って移

に近い、北浦街道ほうほくに立ち寄ることにし

動することにしました。しかし、せっかくここ

ました。お昼頃に到着することを目指し、そこ

まで来たのだから何かないかと検索。近くに美

から逆算して出発時間を設定します。あとは、

味しいジェラートのお店があることが分かり、

前日に諸々の準備をして、当日の朝はいつもよ

そちらへ。地元の野菜やお醤油を使ったジェ

り少し早めに起きて朝食を取り、いざ出発です。

ラートを出しているお店で、味も量も大変満足

5 月 1 日、2 日で行ったのですが天候に恵ま

のお店でした。角島大橋まで行かれた際には、

れたのは助かりました。高速道路では、途中、

お勧めです。その後、ホテルにチェックイン。

壇之浦 PA に寄って休憩し、そこからは、子ど

1 日目は大きなトラブルもなく無事に終えるこ

ものご機嫌も良かったので道の駅までノンス

とができました。

よかネット No.135 2019.7

12

きんきょう

久々の瓦そば。アツアツで美味しくいただきました

元乃隅稲成神社。赤鳥居と日本海

2 日目は、元乃隅稲成神社に行って瓦そばを

道中、子どもの様子はというと、おやつも食

食べてから帰るという行程です。朝 9 時過ぎ

べて、適度に運動もしたのでご機嫌はそれほど

にホテルを出発し、神社に向かいます。ホテル

悪くないようです。それでも、途中、コンビニ

からは車で 40 分程なのですが、道中、細い道、

に寄って休憩を挟みました。そこで、子どもの

くねくね道が続きます。それでも順調に進み、

お昼ご飯（納豆巻）を調達し、大人も一息つい

ほぼ時間通りに到着しました。さて駐車場へと

て再び 30 分くらい走り、川棚に到着。お目当

いうところで、車の列が続きます。どうも駐車

てのお店に行きました。時間は午後 2 時近くだっ

場は既に満車で、1 時間以上は待たなくてはい

たでしょうか。さすがに空いているかなと思っ

けない様子です。子どもがいる中、車中に 1 時

たのですが、そこは GW です。お客さん列が続

間いるのは厳しいように思いました。しかたな

いていました。けれども、テンポよく進み 20

く、駐車場の手前に開けた場所があったので、

分程でお店の中に入ることができました。注文

そこに駐車して歩くことにしました。子ども

するとすぐに瓦そばが出てきて、久々の瓦そば

をおんぶして山道を 15 分程歩いたでしょうか。

を美味しくいただきました。

眼下に日本海が広がり、その手前に赤い鳥居が

午後 3 時頃、
自宅に向けて出発です。お腹もいっ

続く特徴的な景色が飛び込んできました。よう

ぱいになり気持ちよく車を運転していたところ

やく到着です。神社自体はこじんまりしていま

で、事件が起こりました。なんと、それまで一

す。皆さん美しい景色を楽しみに訪れているよ

回も泣かなかった子どもが大泣きです。どんな

うでした。実は、この神社の特徴は鳥居だけで

にあやしても泣き止みません。どうも眠たいの

はありません。賽銭箱が鳥居の上に置かれてい

に寝られないことに腹を立てたようです。妻が

て、みなさん一生懸命お賽銭を投げ入れようと

必至にあやすこと 15 分、何とか泣き止み寝ま

していました。私も何度か挑戦しましたが、入

した。どこかで車を止めて休憩したらよかった

れることができず次回に持ち越しです。

のですが、適当な場所を見つけることができま

さて、お参りも終わり、次は昼食の瓦そばを

せんでした。帰り道のリサーチ不足です。

目指して移動です。山口県で瓦そばといえば川

今回の旅を通じて、特に小さい子連れの旅は、

棚ということで、一路、海沿いを走り川棚へ。

トイレ休憩の場所や道路情報、おおよその移動

昨日行った角島大橋や道の駅を横目に走りま

時間は事前に把握しておいた方が安心だなと思

す。5 月 2 日は特に天気が良く、角島大橋や道

いました。あとは、子どもの遊び道具、おやつ

の駅周辺は大渋滞でした。抜け道がないので、

も欠かすことはできません。さてさて、次回の

一度渋滞にはまるとなかなか抜け出せないのが

旅はどうなりますことやら。

（山﨑

裕行）

きついところ。SNS 等で事前に渋滞情報を入手
しておくことをお勧めします。
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20 時間 1,200km の旅 in アメリカ
昨年、妹が旦那の転勤でサンフランシスコ近
郊へ引っ越したので、ゴールデンウィークに家
族総出で、遊びに行ってきました。
日 程 は 4 月 26 日 ～ 5 月 3 日 の 6 泊 8 日 で、
サンフランシスコ近郊 3 泊、ナパバレー 1 泊、
ラスベガス 2 泊でした。

●ラスベガスの近くにグランドキャニオンが
あったから
年が明けてから航空券を手配しようとする
と、調べる度に値上がりする状態だったので、

グランドキャニオン。リパンポイントからの眺め

早く予約しなくてはと思い、向こうでの旅程を

ラスベガスはネバダ州、グランドキャニオン等

よく考えずに予約をしてしまいした。

はアリゾナ州。結果はアリゾナ州がサマータイ
ムを導入していないおかげで、時差なしでした。

サンフランシスコでの行き先などは妹に任
せ、ラスベガスを調べるとグランドキャニオン

しかしスマホはアリゾナ州に入ると 1 時間進み

が近くにあり、せっかくなので行く方向で予定

ます（アメリカ企業の製品なのに）
。もうこん

を考えていると、グランドキャニオンの近くに

な時間 ?! と焦りますが、大丈夫です。冬時間

はアンテロープキャニオン、そしてアンテロー

はアリゾナ州が 1 時間進むので、現地ツアーに

プキャニオンの近くにはホースシューベントと

参加する際は注意が必要です。

魅力的な場所が次々と現れたので、3 カ所行く

●眠気を吹き飛ばすグランドキャニオン
ラスベガスから約 4 時間半、目の前にグラン

ことにしました。

ドキャニオンが現れた瞬間「すごーい」が自然

ラスベガス発で 3 カ所を周るバスツアーもあ
りましたが、レンタカーで行く方が安いのでレ

と口から出てきました。大自然のケタが違う、

ンタカーで行くことに。長時間の移動になるこ

今まで見た景色で一番迫力があり、朝早かった

とやアンテロープの入場に 8 歳以上という年齢

のに眠気が一気に吹き飛びました。

制限があったので、ラスベガスに子ども達と残

グランドキャニオンには数カ所展望ポイント

る組との二手に分かれ、グランドキャニオン組

があり、今回はサウスリムのマザーポイント、

は、父、義理弟、弟、私の 4 人で、弟と私が国

リパンポイント、デザートビューポイントに行

際免許を取り義理弟と 3 人で運転することにし

きました。マザーポイントは一番有名な場所で、

ました。

グランドキャニオン国立公園の拠点であるビジ
ターセンターが近くにあります。柵があるので、

ラスベガス 1 日目はサンフランシスコからの
飛行機移動と街中の観光と考えていたので、残

子連れでも行きやすい場所だと思います。リパ

された時間は 1 日。しかも次の日が帰国日で朝

ンポイントは柵がありません。その分迫力があ

早い飛行機だったため、朝 3：30 出発、戻りが

ります。デザートビューポイントは、見張り塔

22：30 という強行スケジュールになりました。

があり遠くまで見渡せます。

●アメリカの時差がややこしい

●若干補正のアンテロープキャニオン

3 カ所の内アンテロープキャニオンはナバホ

アンテロープキャニオンには、アッパーキャ

族の居留区にあり勝手に入れないので、ガイ

ニオンとロウアーキャニオンとキャニオン X と

ドさん同行の現地ツアーに申込まなければいけ

3 カ所あり、私が行ったアッパーキャニオンは、

ません。ツアーは時間が決まっていて 45 分前

平坦な所を歩くので、子ども (8 歳以上 ) や年

までに現地で受付をしなくてはいけないのです

配の方でも行きやすいと思います。お勧めは真

が、スケジュールを組む際の問題は時差でした。

上から太陽の陽が注ぐ正午頃のコースですが、
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馬の蹄に似ているのでホースシューベント

アッパーキャニ
オ ン。 人 が 多
かったです

駐車場からは歩いて片道 15 分ぐらいかかり、
近くまで行かないと全貌が見えないので、突然

売り切れだったので、14：30 からのに申込みま

目の前に現れる感じです。コロラド川の青緑色

した。

が綺麗で、柵がないので崖が怖く、色んな意味

受付の場所からキャニオンまでは、ツアー会

での「すごい」が連発できる場所でした。

社の車で移動し、到着するとガイドさんがカメ

●航空券は旅程を考えてから購入すべし

ラやスマホで写真が綺麗に撮れる設定を教えて

ホースシューベントからの帰りに夕食を取っ

くれます。写真はその設定で撮ったものですが、

たのですが、そこからラスベガスまでの移動は

実際の色はもうちょっと暗く、肉眼よりもカメ

猛烈な睡魔との闘いで、グランドキャニオンか

ラ越しに見る方が綺麗でした。

どこかで 1 泊する旅程にすべきだったなぁと後

色に関しては若干補正が入っていますが、波

悔しました。

打った地層や浸食により削られてできた地形は

結局帰り着いたのは 23：30 で、20 時間の旅

とても神秘的で綺麗でした。

となり移動距離は約 1,200km。福岡から千葉の

●あんまり期待していなかったホースシュー

先っぽの銚子あたりまでと同じ距離です。とて

ベント

も疲れましたが、でも本当に行って良かったで

アンテロープキャニオンから車で 10 分ぐら

す。

いというので、行くことにしたホースシューベ

今後行かれる方は、1 泊で旅程を組むことを

ントですが、第一印象は 3 カ所の中で一番イン

お勧めします。

（佐伯

明日香）

パクトがありました。
シャルページによると、1991 年に全国の原子力
発電所で稼働した「女性司書 AI」という「世界
初」と言われた日本語対話型インタフェースを

「共感障害
－話が通じない
の正体」

開発された方のようです。本書の冒頭で「共感
障害」と呼んでいるトラブルの一種として、
「先
輩や周りがしていることが、本人の所作に連動

著者：黒川 伊保子
発行：新潮社

しない。
」
、
「暗黙のうちに学ぶことができない」
などがあげられ、さらに「挨拶ができない」
、
「う
まく相槌を打つことができない」
、
「やる気はあ

日曜日の新聞の書籍紹介欄で偶然見つけた本

るのか？」と言えば黙りこくる、等々。おじさ

で、「話が通じない」というワードが気になり、

んたちが集まるとよく出てくる、今どきの若い

読みました。
「妻のトリセツ」とか、結構な量

者は・・という話題に出てくるイメージです。

の本を書いている人のようで、黒川氏のオフィ

本書の構成は次の通りです。
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第一章

脳が違えば、見ているものが違う

障害者を導く方法」など、対処の仕方について

第二章

共感障害とは何か

著者の考えが述べられています。

第三章

共感障害と生きる

共感障害の正体 ( 第二章 ) で著者が書いてい

第一章では、著者の経験、体験などで共感障

る「コミュニケーションの基本は概念である。
」

害の事例が紹介されるとともに、脳が生まれつ

という点は、業界とか専門家のネットワークの

きの資質と経験によって「とっさに認知するも

中でもいつも言われており、
「言葉が通じるか」

の」を決めていくという認知の枠組み、「認識

どうかがコミュニケーションのすべてです。人

フレーム」の考え方について述べられています。

がコミュニケーションをとれるようになる成長

その中で、著者自身が「自閉症スペクトラム」

過程が朧気ながら分かったような気がします。

であることを最近知り、自閉症が持つ１つの性

（山辺

眞一）

質について共感障害が述べられます。
編集後記

第二章では、認識フレームと共感障害につい

「普通は〇〇」、「一般的には〇〇」、「〇〇
は常識だろう」などの言葉をよく使ってはい
ないだろうか。改めて振り返ると、これらの
言葉は会話の幅を狭めていると感じる。立ち
位置、立場、世代、これまでの環境などによっ
て見える（見る）世界も違う。結果、理解、
解釈の仕方もそれぞれだ。私自身、言葉にす
る段階で、なかなか意識できていないと痛感
している。子育てしながら、話し方を注意し
ないといけないなと思う今日この頃です（ひ）
2 年ほど前にプロレスにはまり、県内の試
合を中心に年間 5 ～ 6 大会を観戦しています。
5 月の大型連休も旅行にも行かず、国際セン
ターで 2 日通しで観戦しました。熱い試合に
ついつい涙することも多いのですが、妻には
「あなたが先に泣くから、私の感動が冷める」
と呆れられています。今年はすでに 4 大会、
あと 2 大会の予定も決まっています。年末ま
でには、あとどれくらい観戦記録が伸びるこ
とやら（櫻）

て、その関係が書かれます。自閉症スペクトラ
ムと呼ばれる人は、「独自の視点に固執する独
自フレーム優先タイプ」と表現されます。また、
そもそも「自閉症」という表現について、英語
訳は「autism( オーティズム )」といわれるの
ですが、この言葉の対語は「typical( ティピ
カル )」典型的なという意味であり、自閉症の
「autism( オーティズム )」は、「独自主義」、独
自の世界観、独自のコミュニケーションという
意味をもつもので、和訳のイメージとは異なる
のではないかと指摘されています。確かに、自
閉症が閉じこもるというイメージよりは、独
自の世界観、コミュニケーション方法を有し
ているという方が接する際のイメージは違いま
す。脳神経細胞ニューロン ( 脳細胞 ) は生まれ
落ちた瞬間が最多であり、3 歳までに急速に数
を減らしていくそうで、この過程において外界
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ていくため、感性情報を周囲から切り取り、認
知情報を徐々に蓄積していく、この段階に形成
される認識フレームにより、要らない情報を捨
て、とっさに使うフレームを確定していくのが、
「typical( ティピカル )」です。一方、自閉症
といわれる人は、様々な情報を切り捨てずに受
け入れ、無駄な情報を切り捨てられない脳とな
るため、感じる力が強すぎて過敏な子になると
いいます。アメリカでは、超早期療育プログラ
ムもすでにあり、長期的な戦略もあるそうです。
第三章では、共感障害の対応策について、
「挨
拶ができない子を見逃してはいけない」
「共感
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