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高齢者は都心部周辺に移動している

北九州市 -1，00・

福岡県の65歳以上人口の移動状況について、 10生活圏と政令市の各区に分けて転入・転出超過数をみたものである(資料「福
岡渠の人口と世帯年報j平成8-11年)。県内では福岡市周辺の福岡都市広域圏で大きく転入超過し、その他の生活閣は若干の
増加または減少である。また一方で、都心部の転出超過が目立つo (本文21貰)
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部のよさを生かした地域づくりで、回国居住を楽しむために

~糸島地域で、その自覚に基ついた地域づくりが始まった~

【志摩町まちづくり閥墨田と町役場が協力して、日月19・

20日にシンポジウムとワークショップをおこなった】

応援団というのは、まちづくりに関心がある「志摩

町大好き人間jの集まりで、ワークショップ支援チー

ムのことo 私もそれに加わったので、その報告をした

いと思う o 呼びかけたのは樋口明彦九州大学助教授で、

福岡都市圏在住のメンバーが十数人集まった。職業は

まちまちで、特別養護老人ホ ムの支配人、志摩町役

場の職員、九州大学の海洋工学、社会心理学の先生、生

態計画、建築計画、都市計画の仕事人、樋口研究室の

大学院生などからなっている。日月頃から月 2-3回

ベースで準備会を行い、志摩町の魅力、現在志摩町が

抱えている問題、近い将来に起こると考えられる問題、

志摩町の魅力を活かす(殺さない)開発の方法などに

ついて討論した。また準備としては、ワークショップ

で地元の方が取っつきやすいように、短くてわかりや

すい資料、説明図、計画モデルの模型などが10チーム

分用意された。これには大学院生の大奮闘があった。

応援団の思いを先に述べると、志摩町は福岡都市圏

志摩町まちづくりシンポジウム
日時平成12年8月19日(土)午後2:00-5:00

口どんな志摩になって欲しい?。子供たちの座談会

司会九州大学南博士先生

口志摩町らしさを大切にしたまちづ〈りの提案

九州大学環境デザイン研究室のみなさん

口アメリカ流、環境共生のまちづくり

ニュ ヨ ク地域計画協会代表ボプ・ヤーロさん

口志摩によく似たまちケープコッ下でのとりくみ

前ケープコッド霊貝会代表 アルマンド・カルポネルさん

口国内の住民参加まちづくりのとりくみについて

九州大学出口敦先生

ロパネルディスカッション

まちづくり住畏ワーヲショップ

日時平成12年B月初日(日)午前10:0日~午後4:00

ロオリエンテーション 10:00-10:30 

ロ小グループによるワークショップ 10:30-12:30 

口昼食 12:30-1:30 

口全体ワークショッ'7 1:30-4:00 
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の中で自然の豊かさが残された唯一の町であり、この

自然が無惨に破壊されて、ヒナ檀型の宅地開発が進ん

でいくのは忍びないということである。一方、露地物

のミカン畑は、ハウス栽培への移行が大勢となる中で

(旬を無視した農業でないと食えない)、経済的に全く

成り立たなくなっており、放置されることによって葛

のつるに覆われた荒れ地になってしまっている。この

ような荒れていく土地を誘導して、豊かな[農ある暮

らし」裂の宅地(一反~ 300坪〕づくりができないか。

また、農業集落の高齢化・少子化が進んでいるが、都

市住民を受け入れてともに協力して地域づくりを進め

ることが考えられないか、などである。これらのこと

を新旧住民を含めたワークショップで考えてみたいと

いうことが応援団の意図であった。

以下、志摩町の魅力、現在抱えている問題点、応援

団の提案、 y ンポジウムやワークショップ様子などに

ついて述べてみたい。

【ワーヲショップは侃々諸々の大議論になった】

8月19日のシンポジウムでは、志摩中在学中にまちづく

りについての作文を出し、その時表彰された子供(今は大

学生)たちの且談会 fどんな志摩になってほしい ?Jとか、

大学院生の提案などのほかに、ニューヨーク地域計画協会

ft表ボブ・ヤ一回さんの「アメリカ流環境共生のまちづく

り」についての話があった。ヤーロさんは「志摩の田閤風

景を無秩序な開発から守るには、都市側¢住民の理解と支

持、それに行政のリーダーシップがいるJといった。気に

tJ "?t:::.初日弓ヲ河夜杢古河吾否と、斑{価百〈王1J.{--:'つで高齢一

者が住めなくなることもあるjという話で、アメリカと日

本の土地保有コストの違いを感じた。

前のケ プコッド委員会 (CCC)代表のアノレマンド・

カノレボネルさんの話はアメリカでの飛行機遅れに引っ

かかって翌日になった。 cccはケープコッドで住民が

乱開発を防ぐためにつくった開発の許認可権を持った

機関で、カjレボネノレさんの話は「住民の合意形成が大

切だ」ということだった。説得のために 100回も通っ

たところもあるといっていた。
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ワークショップは、約 100人ぐらいが9チームに分

かれて行った。どの組も大激論だったようだ。こうい

うときに問題となる新18住民の話はどの組でも出た。

n、とのり さだよし)

それでは各班でどのような意見が出されたのか9チーム

の中から2チームを取り上げ、出された意見を紹介する。

【「地家もんjと「よそもんj】

我々の班はよそから転入してきた人がほとんどであ

った。といっても、嫁いできた人が数人含まれている。

志摩では元々住んでいる人を f地家もん(じげもん)J、

入ってきた人を fよそもんJと呼ぶ。苦からある家に

嫁いできた人は「地家もん」になるそうだ。当班では

九大の学生が班長を務め、彼らはこれまで志摩の問題

点として景観や開発の形態を中心に町を見てきた。し

かし、住んでいる人の最大の関心事あるいは心配ごと

はコミュニティに隠することであると初めて気づき、

『白から鱗』のようだった。

転入者である「よそもん」由言い分としては「志摩

の明るい雰囲気が気に入って家を建てたが、住んでみ

ると悪い方ばかりが目に付く H20年も住んでいるのに

まだ、余所もん扱いしかしてくれないJIもう仕事も引

退したのに仲間に入れてもらえないJ云々 。

「地家もんJの意見としては「転入者は勝手に入って

きた上、地域に協力しないHずっと住んでいた人の苦

労が分かっていないJI開発抑制とはいえ集落の中の空

き家に住まれるのはいやだ、どこかで団地開発しても

らう方がまだましH人の面倒を見る暇はない、農家は

忙しいJなど。これでは新旧住民それぞれで臨まるし

かなくなる。

田んぼが一枚住宅地になると、周辺の農地では農家

も気を使い、なるべく人の出歩かない時闘を見計らっ

て農薬をまいたりしている。その配慮に新住民は気付

いていない。そんなところもすれ違いの原因になって

いる o

しかしきっかけはある。新住民のある人は、庭で野

菜を作っていたところへ近所の農家が声をかけてきて、

それ以来野菜作りを教わっている。あるおばさんは、地

元のおばさんたちの井戸端会議に入ることが出来た。

その人たちは個人レベルの糸口から輸を広げている。

お互いに毛嫌いしているのは、結局顔が見えないか

らなのだろう。集団同士はどうしてもいがみ合いがち

だ。「酒でも飲みながら話をする場がほしいJI夜なべ
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談義をしたい」という声は強かった。(いとう さとし)

【このままいけば志摩らしさがなくなる。だから目

指すものを一緒に何か考えたい】

「農地が虫食い状態で、もう売ってしまうしかないと思

っている人がたくさんいるJI自己完結型の暮らしをし

たくて住み始めたが、なかなかできんH便利は良いとこ

だけど、昔のような風景が見られなくなった。農地が荒

れているHみかん山開発しても一人が儲かるだけで、周

りの人は迷惑する。みんなが良かったと思えんとし、か

んJI農業する人が減った。何とかしないと自然も壊れ

るJI志摩でずっと農業したい。でも後継ぎがおらん。

せっかく作り上げたノウハウが途絶えるのは悲しい」

「全国から注文を取って出荷している。後継者も一応確

保している。もっと農業をしに入ってきて欲しいj

ここのチームのメンバーから出た志摩への思いであ

る。「今の環境をなんとか守っていける方法はなL、かと

いうことが共通の思いだが、それには大学・学生さん

をお客にして稼ぐことができれば、集落の若い人たち

も後継ぎもしてくれるかも」とか「今の法律で糸島ら

しさを保てないならば、法制度の方で新しいことを進

める、というくらいの気持ちは必要だjなど、置かれ

ている立場、直面している問題に即していろいろな提

案が出された。

志摩をどうするかの方向は、それぞれ違うように思

われたが、「一体発展の行く着く先は何なのか、めざす

ものは何かを、これから考えていくことが大事だj と

いう点には、全員が納得の表情だった。

最後に、方向はばらぱらだったが、座長(九大篠田

先生)のアイデアによる模型のプレゼンテーションで

当斑は最優秀作品を獲得した。(やまべ しんいち)

小グループによるワ-?ショップの様子

J:i.昔、*'y r No.48 2000. 11 



NETWORK 
匡童三重喜三三三重量三 一雪珊官制~~:j官官

以上が当日の雰囲気であるが、激しいものとして、

「人口は減ってもいい。勝手な人間は来るなJI来ても

いいけど今の集落と関わりのないところで住んでくれj

「集落の共同作業をさぼるものは困る」というような意

見、一方で「区への入会費や会費が高すぎる」という

意見もみられた。その中で「やっと思っていることが

言えたj という言葉もあった。

全体として、志摩の環境を守りたいという思いがこ

もっており、今後も必ずこういう集まりを続けてほし

い、という言葉が飛び交いながら終わった。その後ぽ

つぽつと、相談し合う動きも出てきている。

今回のワ クショップは、大学移転がきっかけでは

あるが、いずれは自分たちのまちをどうするかを考え

なければならない「コトjの始まりであり、地元の人

たちだけでなく、大学教員も、学生も、企業の人も、み

んなが一緒に考えていく場が大切だという意識が芽生

えたという点で、大成功であった。

ひともうけ通信 2----， 

“田舎暮らし"の案内人築島義彦さん

(大分県大田村)

~すでに 110家族のお世話をした~

糸乗貞喜

@田舎暮らしのきっかけは息子さんの誕生最近の

活躍ぶりを話し出すと、途端にボルテージが上が

嗣冊悶加皿瞳重量豊

築島一家は地方誌の表紙を飾った。

「帰りにはいつも知らん間に商売の寿可屋のネタ仕入れ

のことを考えてしまっているんですわJIこのままやと、

結局金と欲に縛られた人生になってしまう。元気に生

きて元気白ままで死ぬ、ということは出来んのと違う

かと思いました」という訳で、ついに昭和62年5月に

った 寿司屋もやめてしまう o

この大田村に移住(1988年3月)してから/J、学校に 生まれは、まだ田舎であった岸和田で、 11人兄弟の

入った長男の巧君が、太田中学野球部のエースと Lて 末っ子であった(昭和 11年)041歳の時生保会社を辞

県大会でベスト4に進んだ話になると、声も少し大きく めて寿司屋を始めた。五年後に長男が生まれて田舎暮

なった。この26年ぶりの快挙に過疎の村は大いにわい らしを決意するのである。

たということである。 寿司屋をしていた築島さんが、日頃から「宮崎か大

築島さんが大阪から田舎への移住を決意したのは、 分で土地を売るところがあったら知らせて欲しL、」と

46歳の時に長女以来24年目に長男が生まれたからであ 頼んでいたお客さん(バイクで日本中を回っていた人)

る。孟母三遷みたいだが、それ以来五年間田舎探しを が「売り地」の看板を見つけたのが大田村だった。「別

した。とにかく「こんな環境の悪いところで子供を育 に大分でなくてもよかったんです」が、 12月に来てみ

てたくなかった。金だけの世界、ストリップの看板が てここに決めた。土地は7，000坪 (23，000m')で、う

あるようなところではなく、子供の頃に経験したトン ち屋敷と畑が1，000坪ある。「少年時代からあこがれて

ボ白いるところ、メダカのいるところ、回や畑の風景 いたカキの木が、家のそばにあったので」決めた。そ

のところで育てたかった」。それ以来、五年休みになる して家の手直しなどをして、三月に移転し、四月には

と田舎探しに出かけたが、いつも今暮らしている岸和 長男の巧君が小学校に入学したo

田の田舎β面に当たる、和歌山方面になってしまった。

。たか*:Y外 No.48 2000. 11 
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たこ梅経営

梅本昇さん・妙子ムさん

府港にも近〈て型帰りもしやすく、

生括上の不使は全然ありません。

山で山菜を採ったり 村の人た

ちと締罰Iの海へ民側りに行ったり

と 念磁のゆeり生活を協喫して

いますB また、もらった情伐材で

ログハウスを造り 夫婦でー絡に

以前から I静かな間合で暮らし できるタコ焼臨をはじめました。

たいj と考えていたところ雑誌 都会ではログハウスを白分で建て

で協来での閃舎蒸らしを紹介する るなんて考えられないこと園完北

「プチトマト通信J(築島義彦代 した時の喜びはひとしおでした。

表大阪府より大岡村へ移りの 遊び熔党と共に暮らせるこの村

存在を知り 411'前に大阪市中央 で次に何をしょうか考え中です固

肢から移住しました。大岡村は道 陣炉裳をつ〈るのもいいですね。

路も広〈 関東半烏の爽ん中なの 関西から遊びにくるゑ唱や友達の

でどこへ11くにも便利。空港や別 感械の戸がまた1mけそうです。

村勢要覧には築島さんを通じて移住された方が紹介されて
いた。

-築島さんの世話で、全国から 110家族の人たちが、

大分県北部の国東方面に移住した

築島さんはもともと移住の斡旋をするつもりはなか

った。移り住んできて一家がそろった頃に、大分合同

新聞が取材に来た。また、田舎暮らし専門の月刊誌に

暮らしぶりを掲載したので、東京や大阪から手紙が殺

到したりした。その人たちゃ友人あての手紙に空き家

の話を書いたりしていた。

その後胆嚢を病んで入院したりするが、退院後畑仕事

もままならない頃、大田村長と会ったのがきっかけにな

って、 110家族もの移住の世話をすることになった。

村長と話しているとき、築島さんが「田舎暮らしを

したい人は沢山いる」といったら、「何人ぐらいいるの

か、もう一人大田村に連れてきてくれj といわれた。

「田舎暮らしをしたい人は、ひとりなんでものじゃなく、

少なくとも一万とか十万人とかはいるJといってびっ

くりされた。いろいろ話し合って、村長は「空き家な

どの物件を捜すJ、築島さんは「人聞を連れてくるJと

いうことで、第一図「田舎見学空家ツアーJが始まった。

東京や大阪などから 28家族が参加した。その中に朝

日新聞の東京から来た人がいたようで、全国版にのっ
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て評判になってしまった。第二回の「田舎見学空家ツ

アーJは69家族が参加してパス2台になった。このよ

うな経過を経て、今では「プチトマト通信J(たとえ小

さな情報でも、たくさん実りますように、という意味)

を会員に送っている。その数は 480通で年 10回(有

料)。現在、築島さんは、娘さんが宅建取引の資格を取

っているので、正式に宅建業の免許を持った業者とし

て「プチトマト通信Jを送っている。

@回舎暮らしのできる人、ダメな人

不動産を買うという態度で来ている人は、まずダメで

ある。一度、軽四で案内していたら、「不動産屋というも

のは、もっと上等なクルマで案内するものではないの

か」等といろいろ不服を並べられたので、「もう降りてく

れ」といったこともある。奥さんがネックレス、マニキ

ュ了、イアリンクをしていたりすると、大体断る方向に

持っていく o rその手では草取りや掃除にいけませんや

ろj という。しかし田舎暮らしを決めるのは女の方で、

男はいくら仕切っても、女の決断力にはかなわない。女

は嫁に行くということを通して、単身で敵陣に乗り込む

という昔|隙をへてきている、という話であった。

見込みのある人は、不動産取引ではなく「分けても

らう」という感覚のわかる人である。そしてっきあい

や地域のしきたりを大切にする人である。田舎には区

(集落)の道路や水路の補修や共有林の下草刈りなどの

出役があり、隣保 CI蜂組)のつきあいもある。築島さ

んは現地案内をするときに、このようなことを十分話

した上で、越してきた人には隣保班長に通してあげた

り、区長のところへも連れていったりするo

トラブノレもある。回舎は、暮らし全体は大きくても、

現金の動きは慎ましい場合が多い。ある時、紹介した

人から相談を受けた。「区から 40万円の寄付を言って

きたがt1-わにゃいかんのかj ということであった。よ

く様子を聞いてみると、隣保班長の所へ行ったとき、ポ

シェットの札束を無造作に見せていたのである。土地

柄を十分わきまえない態度から起こった問題である0

・田舎暮らしをするには、どうしたら 口

110家族の移住者は、みなさんが農業をしている。し

かし実際に農業で生活をするのは難しい。本格的にや

っている人は3-4人しかいない。農業で生計を立てる

か田舎で暮らしたいのか、いずれにせよ本気なら、ま

ず40代か 50代はじめに土地を貰った方がいい。あと

で買い換えてもいい。田を借りて減反対策に協力とい

J: IJI~六ッ外 No.48 2000， 11 
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うこともある。しかし回を買うと水利権が絡むので難

しいから、畑にしといた方がよいように思う。

これまで築島さんを通して移住をした 110家族の内

訳は、千葉・神奈川・東京などが40%、大阪・神戸・

奈良などが30-40%、あと山口・広島・九州・北海道

などとなっている o これだけの人がやっているんだか

ら、田舎が好きでやる気があれば、やれると言うこと

のようであった。

大田村役場で聞いてみた話では、「築島さんがツアー

をやったときに 5-6軒入ったが、その頃は物件が揃っ

ていた。以後1-2軒転入はある。全部で7軒20人ぐら

いかな。?l'.き家はあってもなかなか手放したり貸した

りしない。盆や正月に帰ってきたときに他人が住んで

いると困るということで 一。子供が外に出てしまっ

て両親も亡くなるというような場合でないと、手放す

のはむずかしLリということであった。つきあいの悪

い人が1-2軒あるが、その集落には新しくはし、ること

は難しい。年代は60歳前後だが、 40代の人もいる。大

田村は過疎地だといっても大分空港近辺にはキャノン

など大きい会社がかなりある白で通勤できる。都会か

らここまで来た人は、村営住宅の連棟には入りたがら

なL、。

注 1 大分県西国東郡郡大田村。人口 1，940人。標高{世場の所)

180目。

控 2，糸乗の蛇足を加えれば、田舎のつきあいを恐れることはな

いと盟、う o 新 Lくきた人間だから 100点は取れなくて当た

り前だと思えばいい。落第点ぎりぎりでも仕方がないと割

り切るべきだと思う。それなりの罫力をLていると、田舎

の人はかなり寛容に接Lてくれると思う。以上は私自田舎

暮らし一年余の感想。

市融関岡冊目瞳重富由』重量 缶唱l[幽霊童三三三三

嘉稿町の位置

20数年前に取り組んできたリンゴ園があるのみで、これ

といったスポットのない町であり、一時期は町を紹介す

るのに「小石原の隣の町です」と言っていたと聞く。

しかし、 5-6年前から少しづっ工芸家などがこの町に

移り住み始め、何となく面白そうな町になりつつある。

前々から移住希望者に対しては役場の方が少し積極

的にサポートしていると開いていたのであるが、今回、

その中心となって活動されてきた企画課の福田さんに

詳しくお話をしていただいた。

@定住できる人、地域活動ができる人は来て欲しい

嘉穂町の場合に移住してくる人は誰でも良いという

ことではなく、町が積極的に受け入れサポートをする

人は「週末だけなどの別荘タイプの人ではなく、ちゃ

んと定住できる人」、「集落でのいろいろな行事などの

地域活動ができる人Jというように、一定の線を設け

ている。単に田舎暮らしを求めて移り住み、集落とは

無縁で孤立した活動をし、出ていった人がいるとは良

く聞く話であり、町としてもこのような人に限定する

(心、とのり さだよし) のは当然であろう o 移住者にとっても町の姿勢在確認

j できるといった意味もあり、メリットがあると思う o

i工芸家など、いろんな人が移り住み、 i 以前、某芸術家らしき人から電話があり、『自分が嘉

面白くなりつつある町・嘉穂町| 穂町に来ると町の宣伝になるので、町のためにもなる

~移住者受け入れの仕組みと取り組みについて し、いい物件を紹介して欲しい』といった内容の聞い

山田 龍雄 ! 合わせがあったそうだが、町の方としては、受け答え

J の雰陸気から察して定住は難しい人のようだと考え、断

嘉穂町は筑豊地域の中では、炭鉱を操業していた地

域が一部しかなく、今でも豊かな里山と田園風景を残

しているところである o 歴史的には豊臣秀吉が九州征

伐の折りに、急ぎ秋月藩を陥れるため、一夜城を築い

たとの記録が残っており、また、「黒田節jのモデルで

ある母里太衛兵の槍が今でも保存されているお寺があ

ることでも有名である。しかし、観光資源といっても

よか与え y 外 No.48 2000. 11 
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ったこともある。

@町の受け入れ体制の姿勢と移住者を入れた交流会

の実施

嘉穂町の移住者受け入れ体制をつくりと移住者の経

緯についての概略は下記のとおりである。このような

体制づくりを行う以前から、木工職人が2件と牧場をや

っている方1件の計3件は既に空き家を借りて活動され



畳間 F 轟訟?i¥t 君臨間

体制づくりの経緯

-嘉穂問では年々人口が減少し、元気がなくなりつつ

ある中で平成6年度より町の活性化をねらいとしこ

れまで自主的にまちづくりに係わってこられたグル

ープの代表者在中心とした「まちづくり委員会」を

開催した a

-平成7年には、まちづくりに興味のある人を公募し

「まちづくり委員会」をさらに拡充した中で、まちづ

くりのテーマによってグループ分けを行った。

・このグループ分けの中から「都市と田舎との吏流事

業」といったテーマが取り上げられ、田舎暮らしを

求める人への対応策が具体的に検討された。

-平成7年-8年にかけて役場の方で区長さんにお願

いし、空き家調査を行い、さらに空き家の権利者へ

アンケート調査(主に賃貸意向、売買意向、貸す場

合の条件等)を行い、空き家物件台帳を作成した。

この時点では既に貸してもよい、あるいは売っても

よいといった物件は却件あったとのこと。

-平成8年には空き家の賃貸契約のガイドラインを用

意するロ

・既に1日数年前から移住してきていた青木宣人民(冒

険アドパイザー)などの口コミもあって徐々に聞い

合わせ(受け入れ体制ができる平成7年以前から問

い合わせはきていた)がきて、町の方でも物件紹介

や空き家持ち主への顔合わせなどを行い、徐々に移

り住む人が出てた。

移住者の経緯

平成6年以前 木工職人(2件) 3件
牧場経営(1件) 賃貸契約

平成7年 そば職人 5件
-12年現在 アジア雑貨小売販売 賃貸契約

陶芸家(3件)

陶板、香炉等の作家
ハムソーセジ職人 3件売買

農家

*，，，，件ワーク
融言語 町隈墨霊麗霊盟副山田彊霊園g

と役場の方との3者がお互いの情報交換や親睦を臼約と

した交流会を年2回行っており、これに移住希望の方も

参加して先輩移住者の方から体験談や町の様子を聞く

などのふれあいが移住の意志決定の大きな要因となっ

ているようだ。どこに移り住む「か悩んでいる移住希望

者に対して、事前の人と人とのふれあいを通じての情

報交換や親睦は、受け入れ体制サービスの重要な役割

を果たしているように感じる。

@空き家での賃貸化できる条件とは?

空き家の賃貸契約は、後継者の方が都会に出ていっ

て全く空き家になっていても盆の墓参りや正月での親

戚の集まりなどがあって、家主さんとしてもなかなか

貸したがらないのであるが、嘉穂町では平成7年以降5

件での賃貸契約ができた条件を開いてみると、次の2つ

のケ スがみられた。

・元の居住者の方が近くに新しい家を構え、古い家を

使わなくなったケース。(このケースでも使う部屋な

どに注文はあったとのこと)

・嘉穂町には縁が薄くなり、盆の墓参りといったこと

もなく、貸しでも良いといったケース。

どのlliTでも嘉穂町のように町の姿勢を示し、条件づ

くりを行えば空き家でも少しは活用できる物件は出て

くるのであろう o

@移住者が来るようになってから町はどうように変

わったのか

福田さんに、嘉穂町が気に入って移住してくる人が

来て、多少、町に賑わいが出てきて町民の方の意識は

どのように変わったのか、あるいは町にとって、どの

ような効果が見え始めているのかを聞いてみた。

福岡さんは「移住者が来つつあることは、町をため

池にたとえると、今まで波風立たず平穏だった池に小

ていたそうであるが、平成7年以降、受け入れ体制がで 石を投じたようなものではないか。この小石がそれぞ

きたことと併せて移住者が増えている。町としては移 れ波紋を作り、波紋同士が影響し合って大きなうねり

住希望者へ空き家権利者を紹介するだけで、具体的な ができれば良いと思っている。また、町民の方の意識

契約行為については本人同士でお願いしているとのこ も少しずつ変わってきているように感じている。これ

とであるが、契約の仕方など具体的な手続きがわから まで源流の里づくりの活動の一環として植樹などを行

ない農家の方のために、契約内容のガイドラインは町 ってきて、どちらかというと町外の方の参加が多かっ

の方で用意しており、一応参考にしてもらっているよ たが自分たちの町が注目されていることがわかり出し、

うだ。さらに契約は本人同士といっても慣れない農家 徐々に町民の方の参加も増えている。Jとその効果が見

の方のためにいろいなアドハイスをしたりとフォロー え始めている。

もしているようである。

また、平成8年から移住者の方と地域づくり匝体の人

7 

また、年間4億以上の売上げがある農産物販売所「カ

ッホ一馬古扉(まごへい)Jや「フルーツ狩り」に来る

j:，夕、求"升 No.48 2000. 11 
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オープンしたばかりのハム・ソーセージ工房、おj古から下に
はリンコ園が見渡せる

お客さんから「他に見るところがないのかj と尋ねら

れることがよくあり、以前だとあまり案内するところ

がなかったが、今はいろいろとパラエティのあるとこ

ろを案内することが可能になったといった直接的な効

果もあるようだ。

@移住者の方の意見一役場の前向きな姿勢と人との

縁が最終的な意志決定のポイント。

福田さんに紹介されて 10月の初めにオープンした手

づくりハム・ソーセージ工房の「ジャンボンヨークJの

オーナーである福山さんに何故嘉穂町に選んだのかを

聞いてみた。

福山さんは15年前に、大企業型の食品づくりへの疑問

などもあって脱サラから手づくり白ハム・ソーセージ工

房を福岡市博多区で営んでいた。いずれは田舎の方で商

売をやりたいと思い、 6-7年前から七山村、田主丸、三

ツ瀬村、富士町、唐津市など物件を探し回っていたとこ

轟霊童翻瞳三三三三三三三三重朝間匡童三三三三三三三重副知ト

空家を改造し、陶芸作品目展示コ ナ としている。ここは
また、喫茶庖でもあるロ

ろ、当時嘉穂町で田舎暮らしをしていた青木宣人さんの

「田舎暮らしセミナーJでの話を周き、嘉穂町に興味を持

つようになったようで、さらに何度か嘉穂町に足を運ぶ

うちに先ほど説明した交流会に招かれ、何となく地域に

なじんでいったとのこと。福山さんとしては、当初嘉穂

町は山に囲まれ、 1時間圏で考えるとすべて山越えをし

ないと行けないといったデメリットがあると感じていた

が、今は高速道路も整備され嘉穂町から鳥栖市、福岡市、

筑紫野市や小郡市も充分1時間圏に入るところでなの

で、距離的な抵抗感も薄らぎ、嘉穂町を拠点とすること

を決意したそうであるo 私が訪ねたときには、まだオー

プン前でお屈も準備中といった感じであったが、ハムづ

くりの講話も含めて2時間近くも話をしていただいた。

ご馳走になったロースハムとささみの薫製は程良く薫製

の香りがして美味であった。

-

嘉穂町のグルゲルマップ「よそもの会」が自主的に制作。仁ゴ枠囲みしているものが移住してきた人が営んでいる工房又はお庖

よか水 y 件 No.4B 2000. 11 
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であったが、足繁く通い「普段やっていることをその

まましゃべってもらえればお客さんも喜』リと言いな

がら納得してもらい、マップづくりに協力していただ

いた。今、陶芸、そば体験、木工などのものづくりの

達人の方に問い合わせが多く、歴史や山・植物などの

達人はL、まひとつ人気がないとのことである。

このような取り組みは、観光地といった場所を訪ね

る観光ではなく、達人という人を訪ねる観光であり、ま

さに人と人とのネットワーク観光なのかも知れない。

人とのつながりから地域の魅力が出てくるように感じ

(ゃまだたつお)

罰 I四九 脈融醐瞳書
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左達人紹介マップ「アッテハナソ」
右 アッテハナソι呼尋

福岡県内のある村でまちづくり計画のお手伝いをして

いる関係で、村のあちこちを案内していただいたのだ

が、棚田の荒廃が進んでいるのが自に焼き付いていて、

これらの棚田をきれいに整備しなおして、村や集落の活

性化材料には使えないだろうか、と思ったのがきっかけ

昨年の5月に太宰府から嘉穂町に移り住んで来られた

前回さんは、主に陶芸と銀粘土紹工(奥さんが指導・製

作)を行っている。田舎の方での活動を決心して 10数

件選んでいるうちに先に移住していたそば職人の進さ

んと知り合って嘉穂町を知ったとのこと。

また、町役場を訪ねたときに町の前向きな姿勢や対応

で棚田のことをいろいろと調べてみた。

棚田の活性化といえば榔回オーナー制度(※1)が知

られている o 9月 13、14日に福陪県浮羽町にて「全国

棚田サミット」が開催され、榔田オーナー制度につい

ても事例報告があった。

械回オーナー制度は平成11年現在で全国22地区、 25

ヶ所で行われている。槻田サミット 2日自の中島峰弘さ

ん(早大教授・棚田学会部学長)の基調講演では棚田

が良かったこともあって、嘉穂町でなくてもよかったの

であるが、何故かそのときの縁とタイミングで嘉穂町に

決めたそうだ。前田さんはお客さんにできるだけ多く来

てもらえるように工房めぐりや音楽会などのイベントを

仕掛けているが、工房仲間の立場や意見も違うことから

統ーしたルールづくりの難しさを言われていた。また、

前回さんを訪ねてくる人が「いろいろ工房をみて回った

がどこも閉広であった」との苦情も聞くらしい。お客さ

んの立場から考えると、営業の有無を知らせるインフォ

メーションの拠点がどこかにあると、より便利に魅力あ

る工房巡りができるのではないかと思う。

棚田オーナー告IJ度の5つの類型

①田植え、草取り、稲刈りなど農業体験に重きがおか

れるもの。例・会費約4万円、区画なし、特典は玄

米初旬、一季節の作物 & 

②農業体験もできるが 家の飯未確保に重きがおかれ

たもの。例会費 9万円、区画500uf、特典は玄米

180kg 

③農業体験が発展して、作業+イペント等の来訪が4

-10回のもの。例会費約4万円、区画100rrl'、特
典は区画内での全収種物

@宇業+イベントで来訪が 10回以上のもの。例。会

費5-6万円、区画600-800rrf、特典は全収穫物

(玄米約250kg)

⑤農業体験はなく、経済的支援を行い、収穫物の一部

をもらうもの。オーナー制度への発展もあり得る。

例.会費3万円、経済的支援のみ、特典は白米30kg

.より魅力づくりに役だっている達人紹介マップの

取り組み

企画課の福田さんは、さらに平成11年度に都市との

交流の仕掛けに昔から町に住んでいる達人、移住して

きた達人などの方を発信し、興味をもった人が直接達

人に連絡して達人の講話を向けるような仕組みづくり

を行っている。

福田さんは地域づくりの仲間と一緒に達人を一人ひ

とりを訪ねて事業協力を口説いたとのことであるが、最

初は誰も自分のことを達人とは思っておらず、また、高

尚な話もできないとのことで遠慮される方がほとんど

2000. 11 J: tJ"六"介 NO.48
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オーナー制度の全国展開について9頁右下の表のような

紹介があった。

@オーナー制度は都市農村交流がベースにある

オ ナ 制度は都市住民の来訪の回数、農地面積に

より 5つの類型ができる o

各分類の代表的事例を見るとお分かりだと思うが、会

費・区画・特典は全国でまちまちである。このような

全国展開の中、福岡県浮羽町でも福岡県内で唯一、棚

田オーナー制度を行っているが、どのように行われて

いるのか、オーナー制度導入に至るまでの経緯など、

オーナー制度を担当する浮羽町役場企画振興課の瀧内

さんにお聞きすることができた。

@棚田はグリーンツーりスム推進の突破口

浮羽町では平成6年に町の活性化には農業の振興が不

可欠であるとして「浮羽町ふるさと農業活性化推進協

議会Jを設立。翌年には「浮羽町ふるさと農業活性化

基本構想」が策定され、全町民挙げて「都市との交流・

連携による活性化Jの取り組みが開始された。

瀧内さんは次のような計算式を提示された。交流人

口二大都市圏人口×移動時間の魅力(短いほど大きい)

×地域資源×都市圏住民の農村への欲求×情報発信で

ある。これらのどれが欠けても、交流人口に影響が出

るという計算式である。浮羽町についてみると、福岡

都市圏の人口は約 200万人、福岡都市圏から高速を利

用して約1時間の距離、地域資源(※ 2)は豊富、都市

圏住民の農村への欲求(数字では図れないが福偶都市

閏の人口と比例するものとしている)は揃っており、あ

とは情報発信である。福岡県内はテレビ局が7社、新聞

社も多数ある。また、タウン誌も大手2社をはじめ、

表1 加入時別の加入者数の推移(人)

1期目 2期目 3期目
より より より 計
加λ 加ムー -.iJJLL 

1期目加入者 75 75 

2期目加入者 45 19 64 

3期目加入者 34 15 42 91 

表E 加入者の継続率の状況
継続 不継続 合計 継続串
(人) (人) (人} (%) 
(.) (b) (c=a+b) (./c) 

1期目加入者の2期
45 30 75 60.0 目加入の状況

2期目加入者の3期
49 15 64 76.6 目加入の状況

よか*:Y介 No.48 200且 11
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毎年、九月頃になると、
彼岸花が咲き乱れる。彼
岸花は根にある毒によっ
てモグラから棚田を守っ
ているそうだ。

様々な地域情報誌がある。福岡県内のテレビ局は、九

州他県と比較して地元番組の枠を数多く持っているた

め、県内各地域からの情報発信には好都合である。ま

た、テレビや新聞白報道はオーナ一、農家の方々がそ

れぞれ互いに伝えにくいことを代弁してくれることが

あり、お互いの理解を深める効果があったそうだ。県

内の情報発信の条件を考えると浮羽町は非常に好条件

であり、先ほどの交流人口の計算式から分かるように

浮羽町は全国的に見ても好条件であるということを瀧

内さんは強調されていた。事実、何かある度に短縮ダ

イヤルが登録された多くのマスコミに対し、 PRのため

のFAXを流しているそうだ。このようなマメさが必要

みたいだ。

@棚田オーナー制度の導入に至るまで

同町の葛龍(つづら)地区は棚田の拡がる静かな山

間部であるが、かつて約50戸あった集落が今では10戸

を残すのみとなっていた。オーナー制度は同町が概田

を所有する葛龍地区の農家への呼びかけから始まった。

初めは農家の方々も職員の呼びかけに半信半疑だった

という。それでも時聞をかけて、少し強引なくらいに

農家の方を説得し、オーナー制度導入にこぎつけた。

.オーナー、地元農家の反応はどうか

ここまでで気になるのは、①参加したオーナーの感

想、②地元白農家の感想、また、③オーナー制度によ

って地元(地域、農家)が潤っているかということで

ある。①のオーナーの意向については2つの表を参考に

したいと思う。表1をみると、 1期日の加入者は翌々年

には半数以下になっており、 3期日の加入者をみると42

人の新規加入がある。ある程度の入れ替わりはあるよ

うだ。また、オーナーや農業体験を指導する農家に対

してアンケートをとって率直な意見を聞いている。そ

れによってオーナー制度も少しずつ改善されている部

分があるのか、表2で示す継続率がアップしている。
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②の地元農家に対してアンケ トをとっているが、そ

の感想をみると、田植え祭、収穫祭での感激の声、産

地直送の収穫物に対する喜びの声を聞いて、また次も

頑張りたいという意見が多く挙げられていた。

最後に③の、どんな仕組みで地元にお金が落ちている

かということについてだが、平成12年の伊iをみると、一

口4万円の会費x92 口 ~368万円が事務局に入金される。

続いて会員に対して米を 10kgx 3 回~ 30kg送ることに

なるのだが、米30kgを14，000円で農家から事務局が購入

する。また、山の幸は年4回送られ 4，000円、 2，000、2，

00口、 3，500円の計11，500円を農家から事務局が購入す

る。農家1戸あたりの部り当てを平均9口とすると、 (14，

000 + 11，5日日)x 9 ~ 229，500円が農家1戸あたりの棚田

オーナー制度による収入となる。田植え、収穫以外の稲

の手間賃を考えると割に合わないが、オーナーからの喜び

の声などで農家の方が元気づけられていることをみると、

地元にとってはプラスになっているように思える。また、

9月中旬に当地区で行われる「彼岸花めぐりjや、この他

の町内観光にも波及効果は大きいという。さらに、当町

では現在のオーナー制度が好評であることから、農業体験

版を少し発展させたもの(来訪回数が多くなる)も計画し

ているそうだ。もう一つ、私白気になるところとしては、

後継ぎ問題である。現在、約半数白農家は後継ぎがいる

浮羽町のオナ制度の概要

地区.浮羽町葛寵(つづら) (農家戸数10戸)

特徴 当地区の棚田は全国棚田百選に選定されている

当地区は農業体験に重きがおかれる

会員:92口(平成12年)

区画。オナ に与えられる区画はない

来訪 田植え(5月開催の田植え祭)

特典

稲刈り(9月開催の収穫祭)

いずれも、地元農家の指導を受けながら農業体

験する

([棚由来精米した状態で10，11、12月の3回に分け

て10kgずつ送られてくる。

②「山の幸」オリジナル商品 葛龍地区の農家の女性

グループ rUJの幸」は、地元の新鮮な野菜や山菜な

どの加工品づ〈りに励んでいる固それら、自信の品

を々直送。

@新鮮なフルーツ(梨や柿)

④四季の舎ながいわ利用券 3，0日日円分
同施設は公設民営の棚田に隣撞する地域活性化施設

で飲食庖、特産品売盾、浴場がある。

運賞主体浮羽町棚田保全協議会

(事務局 浮羽町役場企画振興課)
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ということだが、残りの半数が農業をやめてしまったらど

うなるのかということだった。今のところ、葛龍地区の

農家の親戚が面倒をみるということしか対処がないとい

うことだが、農業の知識があまりない私なりに考えたの

は、来訪回数の多いオーナー制度をさらに発展させ、徐々

に来訪回数を増やし、オ ナーの育成を行い、時間がかか

るとは思うが最終的に移住して棚田農業の担い手になる

ことも考えられるのではと思った。

今回のヒアリングでは、棚田オーナー制度の導入ま

での経緯と現状を知ることができたが、参加してみな

いと分からないことが多いと思う。機会があれば是非

参加してみたいと思う。 (おだ こういち)

※ l棚田オーナー制度。 1枚の田の規模が小規槙で、機械が入ら
ず、高低差も融Lく、生産効率の悪い棚田はかつて「お荷物j

的な存在であったが、その棚田の莞Lい光景、地下水かん華、
水質浄化の世割が見直され、棚田保全、活性化のための取り
組みとして、 1992年高知県樟原(ゆすはら)町神在居(かん
ざいこ)地区において全国に先駆けて棚田オ ナ…制度が始
まった。棚田のオーナー(全員)を募り、田植え、稲メ1)りな
どの農業体験、作業手伝いをしてもらう。収穫物の全部も L
くは 部が会員に還元される。

※2地域貰源拝羽町は日本の棚田百選「富能地区」のほか日本
名水百選「靖水商水」、全国水源の森百選「調音の滝公関J、
福岡県森林描百選「奇岩と景勝の長岩jと自然に恵まれてい
るo このほかフル ツ狩りが有名である。

地域を変える障害者3

地域の認知度が高い作業所

~福岡県福間町小規模作業所サンテラス

岸谷真紀子 l 

@お母さん遼が fあんなところが欲しいj と口々に

いう作業所

ある町で障害のある子どもの親(お父さんは1人だっ

たが)に集まっていただいた。子どもが学校卒業後に

行くところがない、ということは共通の大きな諜題だ。

卒業後の行き先としては一般に、「進学Jr就職Jが

考えられるが、障害をもっ子どもの場合、これらに「在

宅Jr施設入所」等が加わる。就職の難しい重度重複(身

体障害、知的障害のどちらもある)障害の人などは特

に行き場がない。高齢者では寝たきりにならないよう、

デイサービス・デイケア、宅老所などの受け皿が多く

ある。そこでは色々な人と会い、変化のある生活を送

ることができ、しかも、家族の負担が軽くなるなどの

メリットがある。一方、障害のある人の受け皿として、

デイサービスや作業所はあるが、施設数や運営資金面

等での課題が多い。

よか求 'y " No.48 2000， 11 
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今回は、お母さん達から理想の作業所としてあげら

れていた「福際サンテラスjに行き、父母の会(※)か

ら立ち上げまで中心人物として関わり、現在、作業所

の所長である小峯寿々子さんにお話をうかがった。

作業所は今年2月にオープンした福間町健康福祉総合

センターの樟害者作業訓練センターにある。

※)聾護学校で知り合った親が聾まったり、行政が先導して障害

のある子どもの親を集めた「父母の会(親の会)Jは多くの地

域にあるo

@親と子が一緒に働きかけることが最初の一歩

福間サンテラスは、福岡市からJR(快速)で20分の

福間町にある。はじまりは20年以上前、父母の会で集

まり、色々な悩みを話し合っていた中で、養護学校を

卒業して親も子も集まる場が欲しい、という一致した

意見があったことだった。それを実現するため、ある

行動を起こした。

それは、障害とはどういうことかを知ってもらうた

め、子どもを連れて役場にお願いに行くことだった。子

どもを連れて行くことがポイントだ。近所白人に何と

いわれるか・・・・といった抵抗は殺にもあったらしし」

しかし、それを乗り越えなければ必要性がわかっても

らえない、とL、う気持ちで何度も押しかけたそうだ。

そして、 1982年、障害者年の事業として町より福祉

センタ一白1室を提供して貰い、運営は父母の会に任さ

れた福間サンテラスを設立した。親が交代で責任を持

ち、週に 1日集まり洗濯パサミの組み立てから始めた。

83年後に職員1名雇用、この人の生，舌がかかってい

るという意識が芽生えた

隣接する宗像市には福岡教育大学が立地し、ボラン

ティアとして学生が多く関わったことも運営の助けと

この日は近くの中学生も参加してのレクりエーションの日
だった

よか求 "fNo.4B 2000. 11 
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なっている。また、設立年には福岡県心身障害者共同

作業所運営補助金(町30万円/年、県30万円/年)を

受け運営にあてた。

3年経過し、当時ボランティアで来ていた学生を非常

勤職員としてスカウトした。当時、問題となっていた

のは、親の力量も違うため、会の輪を保つことが難し

くなっていたことだった。 1名雇用することで、職員の

生活がかかっているからやっぱりがんばらなし、と、と

いう一体感が生まれた。

@まず、実績を作ってから役場に相談する体制

現在、通所者15名に対し、職員数7名(非常勤含む、

内1名は看護士資格保有)で対応している。定員に対し

これだけの職員数を確保しなければならない、という

のではなく、その時々に必要な人を順次雇っていたら

これだけの人数になったとのことだ。

例えば、 8年後には職員2名分として補劫金が240万

円に増えるのだが、必要だからということで3名雇用

し、 1-2年間は、足りない分はがんばってパザ で収

入を得たり、親が手出しをしたりしていた。その実績

を積んで役場に「やはり、これだけは足りないんですJ

と相談に行った。

・周りの人が必要性を認めていた

当初、福祉センターの1室に設けられたこともよかっ

た。部屋は狭いが多くの人の出入りがあるため、多く

の人が見て、知る機会をもっo その中で「あのスペー

スはやはり必要だH狭くてかわいそうで見てられない。

もっと広いところはないかHあのスペースにこそ町が

応援してもよいのでは」など肯定的な意見が聞かれる

ようになり、自然と地域に認められていった。また、セ

ンターを運営する社会福祉協議会と活動面の連携がと

れたことも運営上の大きな力となった。

行政由協力も大きい。小規模作業所は園、県、市町

村より補助金が出ることとなっているが、実際は市町

村が半分を負担しないと国、県からの補助はない。そ

のため、補助金無じで運営している作業所も多い。福

間町の場合は、サンテラスと話し合いながら、職員給

与として、必要な支援をしている。当初は30万円/年

であったものが徐々に増え、 18年経過した現在では約

1000万円/年となっている。また、作業所の運営委員

会に町福祉課からも参加していることは珍しいケース

だ。資金面、運営面など大きなパックアップ体制がと

られているようだ。
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-子どもがずっと暮らしていくためにいごこちの良

い町にしたいという強い思いがある

ここで、何故お母さん達が「このようなところが欲

しいJというのか考えてみた、サンテラスの指導員さ

んによると、重度の障害のある人も通える施設だから

ではないか、と教えてくれた。それにプラスし、理念

がしっかりしているため、このような父母の会に入り、

一緒に取り組んで行きたいと感じたのではないか、と

思った。

小峯さんとお話ししていると、小峯語録とでもいう

ようなすばらしい思いが出てくる。例えば、「子どもに

は行くところがない、じゃあここでどうしたら良いか

を考えたHずぷの素人の主婦がわからないなりに聞き

ながら頼りながらやってきたH きついけど支えてくれ

る人が一杯いたH 障害のある人や家族同士が助け合わ

ないと訴えられないH この子逮が暮らすためにいごこ

ちの良い町にしたい」などだ。

『次の世代が暮らしやすいまちであるように、わから

ないなりに仲間を作って色々な人に聞きながら、頼り

ながら一歩一歩取り紐んでいく』、決して行政が作った

器にどっかりと座らないで、自分たちで汗をかいて周

りを巻き込んでいく姿勢にまちづくりの本来の姿を見

た気がした。 (さわたにまきこ)

{施設概要]

、設置主体福岡町社会福祉協議会

実施主体福間町心身障害者共同作業所「福間サン

テラス」父母の会

運営主体 福間サンテラス運嘗委員会

定員 20名、現在15名登録

職員 ・所長、職員 7名(内非常勤2名)

| 通所年齢:15-64歳
通所条件:福宿町在住者

通所者 :身体揮害のある人6割、4割は知的障害精

神障害のある人臭は重複障害のある人

負担金 : 10，000円/年人

作業内容ー布きん縫製、牛乳パッヴリサイウルの手

漉き和紙づくり、名刺印刷

その他 親は子どもの働く場所には入らない、

しかし、週に 1回集まり子どもの出

来ない作業部分を別の部屋で手伝う

子どもの障害に応じて親の作業量を区

別することはしない

ポヅ件ワーク
三!1~i目。喜重罰醐 塑冊目I陸軍書喜重量
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第64回地域ゼミ

『いのちの営みに沿った農への取り組み l

~自然な食べ物、農について考える~:

尾崎正利

さる9月12日に福岡で「自然農」の実践活動を行って

いるグループの中心的な存在である松尾靖子さん〔前

原市在住)、そして松尾さんと一緒に活動しているメン

バー(三舛信明さん、村山直通さん)を囲んで、食べ

物や農への取り組み、自然と人の関わりなどについて

考えてみようということで、ゼミを開くことになった。

@自然農とはどんな農法か?

私自身は今年4月に f自然農jについての映画鑑賞会

を一回見たそれっきりの知識しかないのだが、ひとこ

とで言えば「耕さず、草や虫を敵とせず、肥料・農薬

も必要としない生命の営みにそった農」とでも言えば

当たっているだろうか。

この日はまずはじめに以前テレビで紹介された「自

然農」に関する番組のビデオを見て、その後、松尾さ

んと三舛さん、村山さんの説明がなされた。ビデオで

は奈良県で「自然農Jを実践なさっている川口由ーさ

んの田園が取り上げられていた。以前、私が見た映画

も)11口さんの「自然農jの一年をみるという内容だっ

た。草ぼうぽうでどこに稲が生えているか分からない

ような田圃だが、一つひとつの稲の根は普通のものよ

りもずっと還し ~'o 米になった味も良いという。

松尾さんからは以下のような話がなされた。

・もとはOLだったが農家に嫁いだことで、農業に関わ

ることになっ fこ。

・普通の農業をやっていたのだが楽しくなかった。と

いうのは生産性を上げるために農薬をふんだんに使

主l忠作っ-c~，五み閉り健塵在費均三しーかねt.f_~~ A 
聞も野菜も健康に育てるというこだわりが、なかな

かできなかった。

・そこで6年間は有機農業に関わって、個人契約の野菜

販売で100名ほどお得意さんも出来たが、元来その土

地になかった肥料を持ち込むことに違和感があヮた0

・結局、お客がゼロになっても納得できる農法を追求

したいと考えて自然農と出会うことになった。

・最初は別の集落で畑を借り取り組んでいたが、あま

りの草ぼうぼ号に貸してくれた人から返すよう求め

てきたこともある。

。t，夕、*~ 1-No.48 2000. 11 
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-その問、自分のお金で何度も奈良県まで行って、川

口さんのところで「自然農」を学んだ。

・農・いのち・自然についていろんな意見。

松尾さんと一緒に活動している三舛さん、村山さん

は「福岡自然農塾Jのメンバーで通信「いのちJを発

行している。お二人は「自然農Jを通じて、食と人閣

の関わり、人間と自然の関わり、農と人間白関わりな

どについて、生活のあり方を聞い直すという意見を持

っておられた。

今回のゼミは、身近に感じられるテーマでもあった

ので、出席者は、まちづくりに関わる仕事をしている

方、自分の意志で農村に住むようになった方、農業や

食料問題などに詳しい方、行政に関わる方など、20名も

の出席がみられた。意見交換や実践報告として以下の

ようなものが出された。

・食べ物をつくるということはどんな職種でも必要な生

活の基礎的なものと息っていたので、東京で生まれ育

ったことに不安を感じていた。今は親の実家に近い縁

で糸島方面に住んで、野菜を作り豚を育てているが、

親の定年後の夢を先駆けしているような気がする。

!旬のはなし②~魚~

生産地と消費地の密接度が

価格につながるようだ l 

津谷真紀子

の加工食品だけではなく、冷凍技術の発達したことに

より生食用の魚までもが応頭に並んでいる。

ここまで輸入品が増えると、市場に出回る魚の量の

安定性はかなり保たれている。

仕事で訪れた対馬で、元気な漁師さんと知り合った。

魚の旬について聞くと、「たいていの魚は産卵前の一番

脂肪が乗りきった時期、つまり 12月-2月が一番おい

しい」と教えてくれた。対馬は「さばJIぷりH たL、J

「あじJの漁獲量が多いところである。漁獲量としては、

長崎県は全国の約1割を占め、対馬は長崎県の約1割を

。ttJ，求"件 No.48 2000. 11 
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-楽しそうに農業している人は後継ぎが多い。結局、生

産者が自分で納得できることをやることがどんな職

種でも必要だ。

f自然農」は効率性重視の農業とは、時間と手間の

面が最も違うような気がするが、自然の中の一部を

人間が農として使わせてもらっているという気分

は、代々の農家よりも都市住民の方に受け入れられ

やすいのではないか。

・機械や農薬など重装備型の農業以外に、作物が立派

に育つのをみてびっくりした。

・しかるべき土地と指導者がいれば、農作業したいと

いう人はかなり多いと思う。農山村の活力といって

も地元の若い人は一度は都会に出てみたい。反対に

都会で暮らしてきた人は田舎に魅力在感じている。

そういう人を新戦力として呼び込めるかどうかが、農

山村の後継ぎ問題のポイントではないか。

・週末農業をやっているが結局は「草jとの戦いだ。草

とりの手隠さえ軽減できればかなり頑張れる。自然

農は手聞がかなりかかりそうだ。結局、時間と健康

のバランスシートの問題だ。(おさき まさとし)

占めている。これらの魚種の価格変動(卸価格)につ

いて水産物流通統計年報でみてみた(右頁の図)。

この統計の数字は、全国2.263漁業地区の内の主要42

漁業と、年間市場価格調査対象となっている 164漁港

に水揚された水産物のもので、輸入品白取引は含まれ

ていない。いわば、国内で獲れた魚の平均価格である。

の魚、価では次のような特徴があげられる。

・厳原漁港の魚価は4魚、穫ともに 1kg当たりの価格帯

が全国平均よりも高い。最高値の差を比較すると、さ

食用魚介類の自給率等の推移

且量豊
圏直主藍量
盟主量
盟出量

7'91 591 591 同 601 57 

6.9611 5.1311 5.2551 5，0引 5.0091 4.626 

2器ム器4;132;13出 32
資料 漁業白裳(平成1].'<手度}



三三三三重重喜重量盟百四附」 品目 喧皇室豆車三三三三三三三三雲露間 ii!';i~!:i:，1馴佳霊霊

ばで 1441円、ぷりで246円、たいで 1386円、あじ

で 1320円で段違いに厳原が高くなっている o

・魚がおいしい時期 (12-2月)と実勢の価格変動との

差をみると、魚価の最高値がおいしい時期と合致する

のは全国平均の場合、「さばHぷりJiたいjであるの

に対し、厳原では「たしづの1月だけとなっている。ま

た、最高値の月が合致しているのは「たL、Jだけで、他

は1-3か月ずれている。厳原の「さば」は2か月早め、

「ぶりJは1か月遅め、「あじ」は3か月早めだ。

対馬の魚は、荒波にもまれた引き締まった魚、とい

う自然白恵み自体が市場価格の引き上げに貢献してい

ることもあるが、「さばJiぷりH あじ」など対馬のこ

の時期にとれるも白は、 12-2月のものに負けないくら

い品質もよく、最も揃っている。これに加え、漁師さ

ん自体のがんばりもある。冒頭の漁師さんの集落では、

鮮魚運搬船を購入し、いかに鮮度を保ちながら、大量

白魚lを市場に送り込むかについて日夜努力している o

個人の漁家では難しいことでも、集落単位、共同体単

位の取り組みで市場評価を高めているようだ。

今、対馬では、生産地と消費地をどれだけ密接につ

なげるかが大きな課題になっている。今の集落単位の

取り組みから町全体、対馬全体に広げること、また、他

産業と連携した生産地としての売り込み方について検

言Iし よ う としている。(さわたに まきこ)

魚種別の 1kg当たりの卸価格
厳原町タイは高いときで2700円、アジは春が高い

(門/kg)
3，0帥マ「一一一一」全国206車港の1同当たり価格 1

2，500 

2，000 f-------

1，500 

1川土チーでー玉r

l一一…一o 1--τ時計昔←→←~すと吐司，oð=-*
3fj--4月 5月 6月 7月 8月一9月

E三こさ，.一二豆二主土二空たーと二竺ヨL;j

資料水産物流通統計年報(平成7年調査)

(円/kg) 一一一一3，000 r一一一 対寄 蘭原漁港のlkg当たり価格

2，500ト--'.c一一一一一一一一一

2，000 

1，500 

1，000 

50C 

0 
'" 2月 3月 4" 5月 6月

E三三豆Lナ子ーぷ

7月 8月 9月 10月 11月 12月

三ヨ歪二三E了直]
資料厳原町(平成10年調査)
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! 近くて、近くなってきた国 ! 

i 近くて、まだまだ遠い国 i 
韓国・中国1日ホームステイ報告~

小 田 好 一 ; 

「九州青年の船」というのをご存じだろうか。船で中

国・韓国へ行き、国際交流などを通じて地域づくりの

リーダー育成をする事業である。 1972年の開始以来今

年で28回目である。以前は船で行っていたのが、ここ

2-3年で飛行機に変わり、名称も新しく「ヤングネッ

トワーク九州2000Jになった。ある事情があって急逮

参加することになった。各県30名(男女各15名)x 

九州・沖縄8県+各県職員+添乗員、写真、映像スタッ

プで総勢280名ほどの大団体で、団長は主催県(毎年

各県持ち回り)の県知事(今年は熊本県の塩谷知事。来

年は福岡県)である。日程は次のようになっているo

日/19 熊本県内のホテルで事前研修

8/20 ソウル着 ホストファミリー宅へ

自/21 ソウル市内 韓国人学生との市内観光

自/22 天津着 酋双塘村でホ←ムステイ

8/23 万里の長城、北京へ

8/24 北京市内 中国人学生との市内観光

8/25 熊本着

日/26 熊本県内のホテルで事後研修

@はじめての韓国ホームステイ

韓国ではソウル市内でホームステイ(たった1泊なの

でホームステイといえるかどうか分からないが・・)が

あった。ホストファミリーの大学生は、片言の日本語

を話すことができ、少し安心した。ホストファミリー

1家庭につき日本人2人がお世話になる。まず家に入つ

ての第一印象は、「日本の家とほとんど変わらなも、」こ

とであった。本棚に百科事典が並ぶなど二昔前の家庭

ではよくあった光景である。

夜はこの家庭のお父さんも帰宅し、お酒を戴きなが

ら片言の英語で会話した。どこから来たか、どんな仕

事をしているか、などいろんな会話をしていると、史

上初の韓国・北朝鮮首脳会談を終えたばかりの北朝鮮

の話になり、お父さんは「北朝鮮をどう思うか」と私

たちに問いかけてきた。「韓国と北朝鮮はもっと仲良く

なってほしL、Jというと「私もそう思うJと言われた。

もっと英語か韓国語ができれば、掘り下げた内容を話

J:か求 y 升 No.48 2000. 11 
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し合うことができたのだろうが、私の英語ではこれが

精一杯だった。

最初はビールを飲んでいたが、そのうち真露(ジン

ロ.韓国の焼酎)になり、最後は梅酒が出てきた。こ

の家に入ったときから本棚に梅酒らしきものが漬けて

あるのがとても気になっていたが、やはり正真正銘の

梅酒であった。後に日本語のできるパスガイドさんに

開いた話だが、韓国の人は健康に関してとても関心が

高く、「梅酒は健康に良いJということが広まり、最近

ブームになっているそうだ。私はてっきり古来、韓国

の梅酒文化が日本に渡ってきて今日の日本の梅酒があ

るのかと思ったが逆であった。

@韓国版バレンタインデー

バレンタインデーに続く愛情表現の行事が年中通じ

てあることを、韓国に留学していたという団員から少

し聞いていた。ホームステイ中に詳しく聞くことがで

4 月 ~1 月の韓国版愛情表現行事

4/14 :ブラックデー

彼女自いない男性、彼氏のいない女性がそれぞれ男

2人、女2人のベアになって、ジャージャー麺を食

べる。日本のジャージャー麺はミンチをベースとす

る茶色に近いものが上にのっているが、韓国のジャ

ージャー麺は真っ黒なミ トソースがかかってい

るE ベアの服装も黒一色である。町中で黒い服を着

た男女がジャージャー麺を食べていたら、彼氏、彼

女のいない証拠であり、彼氏、彼女募集中のサイン

となるわけである。

5/14 ローズデー

男性が好きな女性に愛の告白とともにパラをプレゼ

ントする

6/14 :キスデー

皇葺m~~ 陥商 雁

きたので、ご紹介しよう。バレンタインデ は2/14に

女性からの愛情表現で男性にチョコレートをプレゼン

卜する。これは日韓関じであるが、韓国には「義理チ

ョコJはないそうである。続いて、 3/14はホワイト

デー。日本では男性から女性へマシュマロをプレゼン

卜というのがあるが、これはあまり浸透しておらず、プ

レゼントなら何でも可になっている。韓国ではキャン

ディーを男性から女性に送るそうだ。ここまではあま

り変わらないが韓国版愛情表現行事はここからである。

2-5月の行事はかなり浸透しているようだが、 6月

以降はホストファミリーの大学生が携帯電話で友達に

聞いていたことなので浸透しているかどうかは定かで

ない。バレンタインのチョコレート業界に続けとばか

りに各業界頑張っているようである o

@ホームステイ在地域ぐるみで受け入れる村

中国ではまず、天津に入り、そこからパトカーに先

導されながらノンストップで西双塘村(せいそんとう

そん〉にたどり着いた。村に着くと歓迎の踊りが披露

され、入村式にて、記念植樹、村長や共産党議員のあ

いさつが行われた。

入村式が終わり、早速、ホストファミリー宅へ向か

ったが、異様な光景だった。全く同じ家が 300軒も建

っているのである。ここに来るまで周閣の農村は煉瓦

造の簡素なものだったが、この村の光景は全く周囲と

は異なっていた。家の中に入り、お互いの紹介が終わ

ると早速食事が始まった。もちろん私は中国語が話せ

ないので、片言の英語で話そうと思ったが、全く通じ

なかった。仕方なく筆談による会話を行った。「我思食

付き合っている男女がキスをする。，-一一一一一一一西双塘村の概要

7/14 シルバーデー し西双塘村主天津市静海県の県域から南へ6km、天津

何か銀色のものをプレゼントする。(指輪なり 市内から 60kmの位置にある。

B/14 :グリーンデ I'HまZ66世帯、 1，073人在住、面積約4，0001la

公塑些Fきや笹主主三~，n~行 fニ 1.........JニJ封盟主差と盟主盤盟主I主67箆回i1995呈1-J遣し主 4

9/14 :フォトデ 国こ4億1.5C日万円の税金を出した。

愛し合っている二人で写真を撮る。 I ト主要作物ま ウモロコシ、小麦

10/14 :レッドデー | い995年 村の委員会は国家民生部に「進んでいる委員
恋人がいる場合は二人で赤ワインを戴く。会」と表彰された。

恋人がいない場合は、トツボッキー(一口サイズの | 卜今 村にま 6つの会社、 16の工場(治金、機械製造、

餅のようなもののチリソースあえ は績 商業貿易等)掛っていて国家クラスの企業集

11/14 オレンジ&ムービーデー 留になったロ

カップjレで映画鑑賞し、オレンジジユースを飲む。 I 卜そ正ととで中国政府に「最佳経済効益卿鎮企業J (経

lZ/14 : H u g (抱きしめる)デー | 川平l益が最も多い農村でつくられた企業)と命名され
カップルが抱き合う。(クリスマスが近いから!?) I た。

1/14: D 1 A R Y (日記帳)デー | 卜村立約 6億円かけて300棟からなる住宅団地在建てた。

これからも 年間よろしく、ということで日記帳を I 1世帯構坪Z側、敷地400nfロ
贈る a

よか*~升 No.48 2000. 11 
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全く閉じ形をした家が300軒建て並んでいる

物美味」など紙に適当に漢字を並べたのだが簡単な内

容は通じた。この村は謎だらけなので聞きたいことが

たくさんあった。周囲の農村は簡素な建物なのに、こ

こだけなぜ豪華な住宅街が建ち並んでいるのか。どの

ような経緯でホームステイをするようになったのか。

噂で外貨獲得のための村とも聞いているがどのように

お金がおちているのか。

日本に帰国してから、様々な経路で情報集めを行っ

たが限界があった。現在私が持っている最大狽の情報

を書くことにするo

・かつて土地も農業機械も国有(人民公社)、収穫量が

多くても所得は変わらなかった。作物についても人

民公社で決められたものを栽培していた。

・改革開放政策によって農業についても、個人に耕乍権が

認められ、カネになるものを耕音する動きがでてきた0

・西双塘村では日本向けの作物を栽培し、日本の商社

と取り引きするようになった。そうすることによっ

て個人所得が上がり、村全体でも万元p (年間一万

元以上稼ぐ世帯)が増えた。

内装は家によって様々であった。

17 

-立派な家を建設したため、各戸、空き部屋ができた0

.ここまで発展してきた村を広く世界に知ってもらおう

と村全体で、民宿をすることになった。

・宿泊の受け入れをする際、一人あたりホテル並みの料

金をエ ジェントから村にまとめて払われるそうだ

が、どのように各戸に配分されるのかは分からなかっ

守 -

~。
-中国の内陸部ではこのような万元戸が多数いる非常に

潤った村が少しずつ出てきているという。

夜になると、再び歓迎の舞が村の白抜き通りで始ま

り、 2時間ほど続いた。泊めていただいた家のお兄さん

も踊りを踊るということだった。踊りが一人前になる

までに2年はかかると言っていた。翌日、お別れの時が

きたが結局この時まで思うように会話ができなかった。

会話ができないと情がわかない。あっきりした別れで

あった。

韓国では携帯電話が日本と同様に普及しており、イ

ンターネットについても普及している。ホストファミ

リ の学生は自分のデジカメで撮った写真を電子メー

ルで送ってくれた。ソウル市内観光では「インターネ

ットで知り合ったJという彼女を連れてきた。住居に

ついてもほとんど違和感を感じないくらいの水準にな

っていた。これらだけで判断するのは短絡的だとは思

うが少なくとも私は、かつて近くて遠いと言われてい

た韓国がだいぶ近づいているような気がした。一方、中

国は福岡在住の中医人の知り合いを通じても西双塘村

の情報が思うように入らなかった。近くてまだまだ遠

い国であるo (おだ こういち)

t 第3セウヲー研究会，舌動報告

『建物を壊さずに、まちの娠わい拠点を i 
リユユでZ}k~玄宰庇曹じきじき憤報セ './9'ー ~i

尾崎正利

九州でも大型庖の閉庖を伝えるニュースを目にする

が、閉庖後の建物については、崩して更地や駐車場に

したり、荒れたまま放置しているようなことが多い。

このため、第3セクター研究会(代表伊東弘文九

州大学教授)では、建物の残存価値を活かして、五条

駅前の賑わいを再生させた太宰府市の「いきいき情報

センターJの事業経緯について調べることにした。

よか*'ッ許 No.4B 2000. 11 
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@当初、土地，舌用だけの予定だったが、建物にも 15

年の耐用年数があることが分かり、再利用を決定。

一昨年の3月、アジアス九州(北部九州学術研究都市

構想)の筑紫地区のシンポジウムで、同施設の大会議

室を使わせていただいたが、土曜日だったせし、か子ど

もから大人までがサークノレや催しごとで出入りが多か

ったという印象が強い。

9月22日(金)、「いきいき情報センター」の会議室

に出席者が集まって、太宰府市都市計画課の今村巧児

さんに説明をお願いした。説明に基づいて概略を整理

すると以下のようになる。

【経緯】

昭和55年

平成3年5月

平成7年春

平成7年7月

平成7年8月

平成7年12月

平成B年2月

平成8年3月

平成8年10月

平成9年1月

平成9年12月

平成10年7月

平成10年B月

【いきさつ】

ジャスコ太宰府j吉閉店

土地・建物を保有していた会社が倒産

ンャスコ大宰府庖が閉庖するとの噂が

市民の間に広がる。

区長会から市へ用地建物の購入要望書

ジャスコ大宰府庖閉庖

購入を前提とした「利用計画書J調査費

「利用計図書」完成。

議会で購入が議決。

競売で太宰府市が土地、建物を落札

阪神大震災の教訓|で耐震構造に変更

太宰府市の大庖審三条申請に結審

いきいき情報センターオープン

スーパーパインバリュ一関庖

・ジャスコ太宰府l古は、福岡市内の不動産会社が所有

する土地、建物を賃借し昭和55年に関庖し以後10数

年間営業を行ってきたが、不動産会社がバブル崩壊

の影響で倒産。福岡地方裁判所に差し押さえられた。

ジャスコはテナント契約の解除とあわせて撤退したo

J 地元￥五条碍底待:cJjc閤底部から噂が広が弓~:Z;:お~~

土地・建物の公有化を要望する動きがみられた。と

くに公共施設+生鮮系のスーパーの立地を求める声

が強くみられた。

・閉庖後、土地だけの有効活用が考えられたが、購入

を前提に市が進めた「利用計画書Jでは建物が 15年

の耐用年数をもつことが判明し、取り崩しは 2~3億

円の追加費用がかかる試算もあり、崩して建て替え

るよりもすぐに活用しようということになった。

・裁判所の管理下で2年間、物件はそのまま置かれた

が、その筒、近所の中高生などがガラスを割って進

.1:，が求~介 No.48 2000. 11 
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入、溜まり場になり、底舗内はスプレーの落書きが一

面にあった。また、屋土駐車場も誰かが無断駐車する

といった状態で、まさに“廃屋"の状態であった。

・平成8年10月、競売で市が落札(敷地8.1千m'、建

物9.4千ぱ)。落札緬格は13億円(ちなみに五条釈周

辺は坪100万円ほど場所である)。

・土地建物は市の行政財産とし、 13億円は公共用地先

行取得事業債と地総債を活用している。

【どういう機能を入れたか】

・購入について議会承認を得る際、 G保健センターの

設置、②文化振興条例による拠点機能の設置、③五

条商広街の賑わいを回復する振興策であること、な

どを訴えた0

・市では保健センター、市の電算室分室などの施設整

備を検討していた段階であり、駅前の利便性の高さ

を考慮してジャスコ跡に入れることとした。また、文

化振興条例で市民の生涯学習や自由に使える活動ス

ペースの整備を進めるため、(財)太宰府市文化ス

ポーツ振興財団の拠点施設として“いきいき情報セ

ンター"の設置を進めた。

・1階部分の商業施設のテナント交渉は、当初、商業コ

ンサノレタントのマーケテインタ調査を実施してとい

う話もあったが、とにかく早く再生させる必要があ

るということでテナント料の最低条件を公表し、入

れる業者を公募した。寿屋(近所に立地)とジャス

コ以外はほとんどのスーパーが名乗りを挙げた。

・側三井松島産業(パインバリュー)がテナント業渚とし

て決定した。長崎の炭注購買部がノレーツであった同社の

ス パーマーケット部において市軍茸地に立地する最初の

ケースといわれた。

・側三井松島産業との契約にあたっては、①施設耐用

年数の 15年間は撤退しない、@設備工事はバリュー

の色相 伶チ十ツトヌベーむを確保主る場企ti地元

業者を入れる、などの点を盛り込んだ。

・商業施設としては第一種大型小売庖舗法の申請を行

うため、施設設置者:太宰府市、小売業者 パイン

バリューで大臣法三条申請を行い、 6ヶ月で結審(平

成9年12月)。大庖審の申請を自治体で行うケースは

めずらしかった。承認を得るため半径2キロ以内にあ

る商脂待に説明し、承認を得ることにした。

・テナント料怯近傍庖舗のテナント料をもとに常識的と思

われる価格を設定し、ワンフロ72，459m'を丸々で貸し

出した(グロス面積、約5千円/坪・月、年50百万円)。
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【施設全体の管理コスト等】

・当初は内装を変えるだけということで3億円を計上し

たが、荒れた外構の補修や耐震構造工事、空調や電

源等の工事、商業ピノレを文化活動の拠点へと使える

ようにする設備工事などで結局13億円必要になった。

土地建物の取得費と合わせると26億円の投資である。

・施設は行政財産であるため、文化振興ゾーンと保健

センタ一部分については(財)太宰府市文化スポー

ツ振興財団に施設管理運営委託費 (2階と 1階の保健

センタ一部分〕と高熱水費に年3億円かかっている。

@閉庖前よりも人が多い施設に。

今村さんの案内で施設全体を見学した。今村さんは

企画課に所属していた平成9年頃にこのプロジェクトを

担当されており、大庖法の申請において九州通産局に

何度も通い、地元説明も行ったという。

この日はちょうど大雨が降った後の夕方であったた

め人は少な目であったが、小規模会議室や研修室の予

約状況からみれば、市民サークルや料理教室などの利

r←一一一一一一→←一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーー一一一一ーー一一一一ー←

跡継ぎ問題としての

長男・長女社会は始まったばかり

地域づくりのための一知半解辞典

伊藤 聡

少子化の問題は最近よく取り上げられるが、その一面

として長男・長女社会になるという話がある。長男・長女

社会は跡継ぎ問題に関係する。社会的にみれば、男女は

関係なく第2子までは将来夫婦として直系の跡継ぎにな

る可能性が高い。第3子以降がいる世帯は誰かが跡継ぎ

から外れるo 土地や家や家業などを引き継がない、ある

意味で縛られない人が第3子以降であると考えられる。

別に跡継ぎは長男・長女でなくてもいいが、表現がやや

こしくなるので、第2子までを跡継ぎに必要な子とする。

少子化で長男・長女が増え、今後長男・長女社会化は益々

進んでいくのではないか、と私は思っていた0

・第3子以降の割合はここ 30年間 15~20 % 

ところが、出生j固位別の出生データ(生まれた子が

何番目であるか)をみると、第3子以降の出生割合は、

福岡県で昭和40年以降 15-20%とそんなに変わって

いない。最近やや下がり気味ではあるが、昭和40-50

19 
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用が準備が進められており、夕方から夜にかけての利

用が予定されている。駅前の立地ということで、休日

には会議室などの利用が多い。平成11年度の利用状況

では年間 19万人(会議室等の有料スペース利用者。時

閥単位で部屋の利用予約する「時閣の自動販売機Jも

ある)となっており、無料の情報ギャラリー等に立ち

寄る人を含めるとさらに多くの人が集まる。

見ていると 2階で文化活動を済ませた人がエスカレー

ターで降りて、買い物して帰っていく姿もみられた。なん

だか先白閉広前の頃よりも買い物客は多いようにみえる。

初期投資26億円、ランニングコストの年3億円に対

する収入5千万円については様々な意見があるという

が、この建物の周聞に立地する 20軒ほどの飲食・小売

庖の死活問題をかなりの程度好転させており、施設自

体が市民の様々な文化活動を呼び込んでいることから

みれば、駅前地区のまちの賑わいに対する効果は十分

にあったとみてよいように，息われた。

(おざきまさとし)

年頃と同レベルである。

昭和50年~平成2年にかけて第3子以降の都合が上

昇しているが、ここは実数でみると第2次ベビーブーム

後の出生数の減少期にあたる。団塊の世代が第3子以降

を生むときに、団塊以降の減少した世代が第1子、第2

子を生んでいた時期という感じだろうか。

平成2年から平成10年までは出生数は安定してきたが

第1子の割合が上昇している。ひとつの理由としては第

2次ベビーブーム世代が子どもを生み始めたことがある

と思われる。そうなると、数年後にはまた第3子以降の

割合が上昇するという傾向があらわれるかも知れない0

・8割以上の子が跡継ぎ問題を考える時代

跡継ぎという意味でみると、現在と同程度の出生順

位構成になった昭和40年生まれは今35歳であり、親

の世代は高齢者に達する頃である。この年代は跡継ぎ

問題の時期を迎えていると思われる。ここで感じるの

は、よく言われる「跡継ぎがいない問題」ではなく、「跡

継ぎしなければならない問題」である。跡継ぎしなけ

ればならない問題から解放されているのは、つまり第

3子以降、 15-20%の人たちであるo ただし、現代の

若者にどの程度跡継ぎ意識があるのか、という点につ

いては不明であるが。
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l公庫づくりワークショップ③

:イギリスの子どもたちと竹のアーチづくり

伊藤 聡!

住民・企業・行政のパートナーシップで地域づくり

を進めるグラウノドワーク(以下GW)の活動は、イギ

リスが発祥の地であり、 GW福間もここ数年イギリス、

特に旧産炭地域でもあるウエールズ地方のグラウン f

ワ クトラストとの交流を進めている。今年は9月にウ

エーノレズの子どもたち9人とその保護者、トラストのス

タッフ、環境デザイナ一、学校の先生など総勢24人が

福岡を訪問した。

@小学校が年間行事以外ではじめてまとまった

その中の行程白ひとつとして、福岡県宮田町の笠松

小学校で進めていた公匿づくりのワークショップを一

緒に作業した。今年の春までに「鳥JI魚JI昔話JI炭

鉱Jの4つのテーマで公園のイメージづくりをしてきた

(よかネット No44、45に掲載)。その公園の入口に竹

で出来たアーチを作ろう、というのが今回の目標であ

った。竹のアーチのアイデア自体は、福岡のデザイナー

の提案によるものだが、そこから先は小学校の先生た

私がこの出生田位別のデータを見たとき、最初に思 ちで進めていった。当日は時聞が限られているので仕

ったのは「出生順位の割合はここ 30年ほとんど一緒で、 上げ作業のみとし、そのため事前に小学校の方で総合

長男・長女社会は別に進んでないじゃないか」という 学習の環として、竹を切ったり、土台となるブロッ

ことだった。しかし跡継さ伺題から考えると、日割以上 クをデザインしたりと準備に取り掛かった。

の子が跡継ぎのことを考える時期にようやく入ったと 笠松小のある先生によれば、小学校が年間行事以外

ころであり、この傾向は30年以上続きそうなのである。 のことに学校を挙げて取り組むのはかなり珍しいこと

社会や集落からみると、子どものいない世帯や名義 だそうだ。これまでも笠松小は GWの活動に多く関わ

は引き継ぐが誰もいない家などの問題が発生するが、こ ってきたが、あくまでも学校活動を離れ、先生も子ど

こでは子の担uからの問題点在考えてみた。 もも時間外に個人的に参加しているという位置づけだ

変な憶測ではあるが、失うものはない、という意識 ったのである。

で仕事を含めいろんな事にのぞめる人が少なくなるの @竹のアーチをデザインし、組み立てる

ではないか、守りに入る人の割合が多くなるのでばな 竹のアーチは組立式でデザインされているのだが、天

いか、というような心配を少ししている。かく言う私 気が惑かったため体育館での作業となった。アーチ状に

は長男だが。 ( い と う さとし) する竹は約4mの長さで、両端から 50cm間隔で3本ずつ

よか求'y件 No.48 2000. 11 
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約2mの横材を渡してつなげてある。その横材の閣を子

どもたちで竹材を使ってデザインし、できたら竹をア

チ状に曲げる。両端はコンクリートブロックの穴に差し

込み、立ち上がる、という仕組みだ。これをグループに

分けて7つ作り、つなげて一連のアーチとする。

竹のアーチはウエールズと 4-6年生の子どもたち、
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t'Jでf乍ったアーチをくぐる

土台のフロックに石を貼ったり色を塗ったりするのは

1-3年生、それにそザイクタイルの作成をイギリスGW

のスタップやウエールズの保護者、笠松小の保護者が

行った。

作業に先立つて行われた歓迎会(お互いの学校紹介

やプレゼント交換)が長引いて、作業時間は十分では

なかったが、時間切れのところで組立てとなった。竹

がアーチ状に曲がる白か、プロックは竹の反動で飛は白

されるのではないか、など心酉Eしたが、きれいな形と

はし、かないまでも、ひとつの長いアーチ fトンネル〉が

できあがった。モザイクタイルには fDREAM

W ALES & KASAMA TS D Jと警かれた。

竹町アーチは耐久性とし、う面で大丈夫かな、という

感じもするので、公園にT常fifEとは行かないと思うが、イ

ベントなど何かあっ 7こときには使えるのではないだろ

うか。

@炭坑節で盛り上がった

樹立、会場を変えて歓迎レセプショぷ和行われ、そ

こで昨年イギリスへ行った現在の宮田西中2年生がiGW

のスタッ 7や子どもたちと再会した。昨年作業を手伝

ったポタUJでのJ馬の造形の完成写真も見せてもらった。

そして「ジャパニーズ・コ-)レマン f炭坑夫J・ダンスJ

などと説明しながら炭坑節を教え、みんなで踊った。イ

ギリスの大人も大いに盛り上がり、帰り際には「炭坑

節のテープはないのかJと開いていた。向こうも!日産

炭地域だから、'fiifとなく分かるのだろう o

一行l立、回liI、福岡、八女など約一週間福岡県内の

各地で活動に参加するなど交流を深め、帰っていった。

(， 、とう さとし)

一一一一、一一一一一、ー一一「一一一戸一一一戸一一一、一一一ー一、←--ーー一一一一一一一一一、←一→一一一一一、一一{ーー一一一令日一ーも一一日一一ー一一一令ι 一日ー一一一ー一一与一日一一日一、、一一 一一一一一一戸一号、一一一 一一 一

I… : く胸部でほとんど孟心ムι「

の:lt:1L州都市広域閣は北九州市の転出超過が1，000人と i

;都心局辺部に高齢者が移動している j 大きし北九州市周辺は減っていない。 I

伊藤 総 ! この両政令市をさらに詳しくみると、北九州市でi;j'

一一一一一一 J 密集地の多い小倉北区、八幡東区が大きく転出超過、戸

高齢者は全体的には定住意向が高く、また定住する 建て住宅地の多い小倉南区が転入超過である。八幡戸

割合が高いのだが、それでも福同県で年間約1万2千人、 区l主新日鉄関連の社宅が多い地域でもあり、また斜6

65歳以上人口の約1.6%が市区町村外へ移動している。 住宅地が多いり

5年間では約8%(約8万人)が移動していることにな 福岡市では、中心部である中央区、博多区、その

る。市区町村内の移動が加わればさらに多くなるはず 区に接する南区で転出超過、西区、早良区、東区t.

でおる宇一一 郊外部に行くほど転入超過となっている。，

では、高齢者はど三に移動~:C~号， aとそ。県内の 10 いわゆるドーナツ化現象と同じことが高齢者に i

広域間ごとに 65歳以上高齢者の転入・転出超過一世平成こ 7ている。これは高齢奇人口全体の移動データi

8~11年)をみたものが表紙の図である。福岡県全体で り同居す含仰位地主堅持者のみの世帯でみる i

は1，660人の転入となっているが、大きく転入超過とな た違った動きを示すかも知六なじ。高齢者が地j

?ているのは福岡都市広域圏で3，230人のプラス、逆に るのは、主にここ 20-30年で戸建て住宅か増加i

大きく転出超過となっているのは北九州都市広域闘で 域である。都心部では古い木賃や公営住宅の態

904人のマイナスであるo この両都市閣に含まれる 2つ による転出がある一方で、都心周辺部で戸建唱

の政令市の増減をあわせてみると、福岡市の転入超過 取得している子ども世帯が殺を呼び寄せていA

は655人であり、福岡都市広域間の増加は福岡市を除 考えられる 。 ( いとう i

21 J:tJ'求ツ外 No.48
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出生順位別出生都合(福岡県)
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出生順位別出生数(福岡県)
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私がこの出生順位別のデータを見たとき、最初に患

ったのは「出生順位の割合はここ 30年ほとんど一緒で、

長男・長女社会は別に進んでないじゃないかj という

ことだった。しかし跡継ぎ問題から考えると、 8割以上

の子が跡継ぎのことを考える時期にようやく入ったと

ころであり、この傾向は30年以上続きそうなのである。

社会や集落からみると、子どものいない世帯や名義

は引き継ぐが誰もいない家などの問題が発生するが、こ

こでは子の側からの問題点を考えてみた。

変な憶測ではあるが、失うものはない、という意識
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住民・企業・行政のパートナーシップで地域づくり

を進めるグラウンドワーク(以下GW)の活動は、イギ

リスが発祥白地であり、 GW福岡もここ数年イギリス、

特に旧産炭地域でもあるウエールズ地方のグラヴンド

ワ クトラストとの交流を進めている。今年は9月にウ

エールズの子どもたち9人とその保護者、トラストのス

タップ、環境デザイナ一、学校の先生など総勢24人が

福岡を訪問した。

@小学校が年間行事以外ではじめてまとまった

その中の行程のひとつとして、福岡県宮田町の笠松

小学校で進めていた公園づくりのワ クショップを一

緒に作業した。今年の春までに「鳥H魚Jr昔話Jr炭
鉱jの4つのテーマで公園のイメージづくりをしてきた

(よか不ット No44、45に掲載)。その公園の入口に竹

で出来たアーチを作ろう、というのが今回の目標であ

った。竹のアーチのアイデア自体は、福岡のデザイナー

の提案によるものだが、そこから先は小学校の先生た

ちで進めていった。当日は時間が限られているので仕

上げ作業のみとし、そのため事前に小学校の方で総合

学習の一環として、竹を切ったり、土台となるブロッ

クをデザインしたりと準備に取り掛かった。

笠松小のある先生によれば、小学校が年間行事以外

のことに学校を挙げて取り組むのはかなり珍しいこと

だそうだ。これまでも笠松小は GWの活動に多く関わ

ってきたが、あくまでも学校活動を離れ、先生も子ど

もも時間外に個人的に参加しているという位置づけだ

ったのである。

で仕事を三まあい7;!;fi.事じのぞある天亦少なミ否一石あ 81-サbテニ7~ミ戸ザー予じ、組存立て孟

ではないか、守りに入る人の割合が多くなるのではな

いか、というような心配を少ししている。かく言う私

は長男だが。 (いとう さとし)

¥、、
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竹のアーチは組立式でデザインされているのだが、天

気が悪かったため体育館での作業となった。アーチ状に

する竹は約4mの長さで、両端から 50cm間隔で3本ずつ

約2mの横材を渡してつなげてある。その横材の間を子

どもたちで竹材を使ってデザインし、できたら竹をアー

チ状に曲げる。両端はコンクリートブロックの穴に差し

込み、立ち上がる、という仕組みだ。これをグループに

分けて7つ作り、つなげて一連のアーチとする。

竹のアーチはウェーノレズと 4-6年生の子どもたち、

20 
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竹でf'Fったアーチをくぐる

土台のブロックに石を貼ったり色を塗ったりするのは

1~3年生、それにモザイクタイルの作成をイギリスGW

のスタッフやウエールズの保護者、笠松小の保護者が

行った。

作業に先立つて行われた歓迎会(お互いの学校紹介

やプレゼント交換)が長引いて、作業時間は十分では

なかったが、時間切れのところで組立てとなった。竹

がアーチ状に曲がるのか、プロックは竹の反動で飛ば

されるのではないか、など心配したが、きれいな形と

はいかないまでも、ひとつの長いアーチ(トンネル)が

できあがった。モザイクタイルには iDREAM

WALES & KASAMATSUJと書かれた。

竹のアーチは耐久性という面で大丈夫かな、という

感じもするので、公園に常設とは行かないと思うが、イ

ベントなど何かあったときには使えるのではないだろ

うか。

@炭坑節で盛り上がった

夜は、会場を変えて歓迎レセプションが行われ、そ

こで昨年イギリスヘ行った現在の宮田西中2年生がGW

のスタッフや子どもたちと再会した。昨年作業を手伝

ったボタ山での馬の造形の完成写真も見せてもらった。

そして「・ンャパニーズ・コールマン(炭坑夫)・ダンスJ

などと説明しながら炭坑節を教え、みんなで踊った。イ

ギリスの大人も大いに盛り上がり ν 帰り際には「炭坑

節のテープはないのか」と聞いていた。向こうも旧産

炭地域だから、何占なく分かるのだろう。

ー行は、 l回}I[、福岡、八女など約一週間福岡県内の

各地で活動に参加するなど交流を深め、帰りでいった。

(¥、左う さとし)
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i表紙の解説 1 

1都心周辺部に高齢者が移動している

伊藤 聡!

高齢者は全体的には定住意向が高く、また定住する

割合が高いのだが、それでも福岡県で年間約1万2千人、

65歳以上人口の約1.6%が市区町村外へ移動している。

5年間では約8%(約6万人)が移動していることにな

るo 市区町村内の移動が加わればさらに多くなるはず

である。

では、高齢者はどこに移動しているのか。県内の10

広域閤ごとに 65歳以上高齢者の転入・転出超過(平成

8~11年〉をみたものが表紙の図である。福岡県全体で

は1，660人の転入となっているが、大きく転入超過とな

っているのは福岡都市広域圏で3，230人のプラス、逆に

大きく転出超過となっているのは北九州都市広域間で

904人のマイナスである。この両都市圏に含まれる 2つ

の政令市の増減をあわせてみると、福岡市の転入超過

は655人であり、福岡都市広域間の増加は福岡市を除

21 

く周辺部でほとんどを占めていることが分かる。一方

の北九州都市広域圏は北九州市の転出超過が1.000人と

大きく、北九州市周辺は減っていない。

この両政令市をさらに詳しくみると、北九州市では

密集地の多い小倉北区、 1¥幡東区が大きく転出超過、戸

建て住宅地の多い小倉南区が転入超過である。八幡東

区は新日鉄関連の社宅が多い地域でもあり、また斜面

住宅地が多い。

福岡市では、中心部である中央区、博多区、その両

区に接する南区で転出超過、西区、早良区、東区など

郊外部に行くほど転入超過となっている。

いわゆるドーナツ化現象と同じことが高齢者にも起

こっている。これは高齢者人口全体の移動データであ

り同居も含んでいるが、高齢者のみの世帯でみると、ま

た追った動きを示すかも知れない。高齢者が増えてい

るのは、主にここ 20~30年で戸建て住宅が増加した地

域である。都心部では古い木賃や公営住宅の建替など

による転出がある一方で、都心周辺部で戸建て持家を

取得している子ども世帯が親を呼び寄せていることが

考えられる。 (いとう さとし)

J::bもポッ許 NO.482000. . 11 
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所員近況

関黒豆の味噌と辛子明太子

去年、丹波黒という黒豆の枝立を食べたくて作った。

ところが、枝豆はまことに美味ではあったが、雨続きで

収穫が遅れ大半が黒大豆になってしまった。それでこの

春、黒豆味噌を作った。もちろん、母親に教えられた作

り方を守ったので、「塩分ひかえめJではない。塩分ひか

えめの味噌は味が変わってしまうか、わが黒立味噌は安

定している。先日、明太子を買うときに、十分気をつけ

なかったので塩分ひかえめを貿わされた。これはすぐ味

が変わってじまった。もともと「塩分が多いと体に悪

い」という話は、順序が逆ではなL、かと思う。それなら

味噌の量を加減すればいいのである。薄味の味噌を使っ

た味噌汁は、もっさりとした甘さのみで、しやきうとし

た切れ味がないと思う。黒豆の味噌を仕込むに当たっ

て、天神のデパートや、京都の錦市場白黒豆の味噌を貿

って勉強をしてみた。値段は高かった1が、ェニれもブソレー

タス crお前もか」といった義侠がある)であった。一

度、わが黒豆味噌をご賞味していただきたいものであ

る。「それほどでもないな」ということになるかもしれ

ないが、「はじめてにしては」ということもありうる。

0十月の新空ケノコ・四方竹 l

十月はじめに、浮羽町の国武さんのところに泊めて

もらって、四方竹というものを食べさせていただいた。

「十月にタケノコが出るのですか」と言いながら、しゃ

きっとした歯触りを楽しんだ。その他に、里芋、ヨン

ニャク、大根などの素材の味を引き出すような味つけ

で、おし、しくいただいた。こういう自然の味を引き出

すのは、旅館などより逢かに土手である。

サツマイモは、こんなに大物が穫れました。

。t!J'.:;:"外 No.48 2000. 11 
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0蕎麦の花見会など

わが畑に、 2反歩ほど蕎麦を蒔いた。本来蕎麦は乾燥

地の作物なので、雨が降ったら水がたまるような畑に

は不向きなのだが、借りている畑なので賛沢は言えな

い。とにかく水はけの悪いところも、芽を出じて花を

つけた。水はけのいいところは元気にのびて、かなり

穫れそうである。十一月はじめでもまだ花が残ってい

る，思う。

丹波黒は、今年は暖かだったので実のつきかたが遅

いように思う o 枝立は十一月はじめが食べ頃かな。サ

ツマイモも好天に恵まれて大豊作です。イモ掘りにど

うぞ。 c糸乗貞喜)

臨私と母をつなぐ花

春の訪れを桜で知るのと同じように、秋の訪れが近

いことを私はコスモスで知る。コスモスは私にとって

まさに「秋桜(秋の桜)Jなのである。

福岡県内には、能古島や遠賀)lli占いなどコスモスが

たくさん咲いているところがいくつかある。その中の

lつである海の中道海浜公園で開かれていた「コスモス

まつり」に 10月9日に行ってきた。ちょうど最終日だ

ったこともあってか、花びらが散り始めていたり、根

元から倒れてしまっていたりしているものもあった。

しかし、広々とした敷地に咲き乱れている約20万本の

コスモスに圧倒されて言葉もでなかった。その日は散

歩をするにはいい天気で、多くの家族連れやカップル

が訪れていた。私もその中に混じって、大好きな花に

囲まれて約1時間の散歩を楽しんだ。

私がこれほどまでにヨスモスを好きになったのは、 2

年前に亡くなった母の影響が大きい。コスモスは母が

大好きな花で、秋になるとコスモスを見ながらとτも

うれしそうにしていたのをよく覚えτいる。母の誕生

あたりァ面!こ広がるコスモスの花
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日には毎年、コスモスが描かれたカードを送っていて、

母ニコスモスというイメ ジが自分の中にできあがっ

ていた。だからかもしれないがコスモスを見ると、母

に怒られたときの言葉だったり、一緒に出かけた場所

だったりと母との思い出を思い出すことが多い。今に

なってみると、母と同じものを好きでいられるという

のはとてもうれしいものだ。コスモスはこれから先も

ずっと、私と母をつないでくれるもの 1つに違いない。

(梶原里香)

圏釣り上げたものを食す・・・・・はずだった。

いけすで自分が釣った魚を料理してくれる居酒屋が

あるという話を聞き、そんな楽しそうな所には行って

みるべし、というわけで情報源の友達と、福岡市南区

野間にある「ざうお」に行ってきました。

行く前にどうしても疑問に思うことがありました。

1. iあじが食べたい(予算的にも)Jと思っている人

が鯛を釣ってしまった場合、返品交換できるのか?

2 いれぐいで釣れてしまった場合は、持ち帰りでき

るのかワ

1つ自の疑問はすぐに解決しましたo いけすには、

鯛、あじなど、数種類泳いでいて、返品交換はできな

いけど、値段は全て 2，000円以下なので安心です。

飲み物だけ注文すると、早速釣りを始めました。い

けすには 100匹以上泳いでいるので簡単に釣れると思

っていました。しかし、魚たちは餌に見向きもしませ

まんぎJラ

園いつでも仲間が身近に感じられる道具

前出のヤングネットワ ク九州に関連することだが、

中国・韓国で一緒に行動したグループ(九州・沖縄8県、

各県約2人で構成されている)でメーリングリスト(以

下 ML)というものをつくっている。

ご存じの方もいらっしゃると思うが、ここで、 MLの

説明をさせていただく。あるメーリングリスト用のア

ドレスにメールを送ると、そのメーリングリストに登

録されたメンバ 全員に配信されるものである。

顔は見えないけれど、みんなが集まって会話してい

るような気分になれるものである。最近では携帯電話

でメールの送受信をする人が多いが、このグループで

も携帯でのアドレス登録が多く、その場合はリアノレタ

イムにメーノレによる会話ができる。中国・韓国研修後

もMLでみんなと会話して、研修の思い出に浸っている

人が多かったように思う。

10月初旬の連休にグループのメンバーで湯布院に集

まろうということになった。しかし、 MLによっていつ

もみんなが会話しているため、「久しぶりJという感じ

がしない人もなかにはいた。パソコンでテレビ電話ら

しきものも登場しており、パソコン上で顔を会わせる

のも時間の問題だろう。(小田 好一)

メーリングリストの使用例

① 

ん。聞くと餌をあげているというのです。簡単には釣 IIA 
れないと思い、とりあえず刺身以外の料理を注文し、食

べながら釣ることにしました。気が付くと2時間も経っ

ていました。 2つ自の疑問も解決しました。いれぐいは

無理です。(本当は持ち帰りできます)いつまで経って

も釣れない私達を不倒に思ったのか、庖員の方が違う

館(普通は小エビ)を持ってきてくれました。そ白餌

とは、サーモンと鯛とドッグフードみたいな物でした。

「これを食べるのか?Jと少し不安でしたが、試してみ

ました。が、釣れません。他のお客さんからは、「浮き

を、もう少し下にしたら」とか「あの弱ってるやつな

ら釣れるかも(そんなのは食べたくないけなどアドバ

イスを頂きましたが、結局1匹も釣れず、最後は普通に

刺盛りを注文しました。

結果はO匹でしたが、楽しかったので、また行こうと

思います。今度は4-5人で。(佐伯明日香)
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ラーメンの文化経済学

奥山忠政著

芙蓉書房出版

まず、文化経済学とは何かを本警の文章を引用させ

ていただくと n文化Jは「市場」を中心概念とする従

来の経済学で捉えることができない。これを新たな次

元で捉え直そうとする学問』とある。その文化経済学

にとって「ラーメンJは重要なテーマである、という

結論に至るまで、分かりやすく説明されているのが本

書である。

中でも、私が興味をひいたのは「世界の郎席麺総需

要最推移JIラーメン価格の推移JI地域別ラーメン平

均価格Hラーメン庖の経営数値」などのラーメンデー

タである。即席麺総需要量について少しj紹介すると日

本では 1997年に年間53.2億食、単純に計算すると国

民全員が週に1度は即席ラーメンを食べている計算にな

る。また、地域別ラーメン価格では、最もラーメンが

安いのが東大阪市の 377円、一方最も高いのは立川市

i 第3セクター研究会の例会のお知らせ i 

i第6回例会『庶民が楽しむ競技サポート型のサ ビ i

jス産業へ~上津江村才 トポリス再生の歩み~

! 日時平成12年11月18日(土)14-16時(予定)

i 第3セクター研究会の活動は2年目を迎えてい:

匪璽恩E霊童三三重雪誼!I隔繭蒋棚陸霊童三三三三三重量割問目陸霊童三重量

で700円、札幌市がそれに次いで695円である。九州

だけで見ると最も安いのは北九州市で438円、最も高

いのは鹿児島の 630円であった。データ以外にも全国

の珍ラーメンや世界の麺などの紹介もあり、これ一冊

であなたもラーメン博士だ。(小田 好L→)

編集後記

函農村の後継ぎ、空き家の後継ぎなどいろんな後

継ぎ問題がありますが、言葉の受け継ぎのお話を

少し。以前、地域ゼミでお話していただいた西表

宏先生のお誘いで「ゅんたくの会」という沖縄の

言葉遊びの会に出席しています。戦前戦後の混乱

期、青年時代に沖縄を離れ、今は福岡に落ち着い

て過ごしておられる諸先輩方 (70代くらいかなあ)

と一緒に、「戦前の沖縄ことば、今の沖縄ことば、

今の日本語」を照らして、琉歌の詠み合わせ、料

理、風俗、芸能、文芸、恋愛など、様々なテーマ

に沿って、半世紀の前の断片的な想い出話を掘り

起こしてワイワイ討論する勉強会です。そうした

知的好奇心でワイワイ話をすることが、年齢や世

代を結ぶことにつながるのだと感じていますo

(さ)

園地域が一体となって応援することの多い地方都

市のプロ野球チームほど、優勝間近になると「え

せファン」が多くなるのではないだろうか。私は

その一人である。普段、プロ野球にはほとんど興

味がない白だが、今年も優勝間近になってからダ

イエーが気になるo これが出る頃には白黒ついて

いるが…。(お)

よかネット N0.48 2000. 11 

(編集・発行)
7ます。ー第四例会では知県王1荘村の「オヰ1 ぬよかよ九

ポリス」を取り上げたいと思います。これは、も: 干810-0001福岡市中央区天神1-15-35ホンダハピエ5F

ともと村に F1レースを誘致しようとした施設で TEL092-731-7671 FAX 092-731-7673 
http://www.yokanet 

すが、軒余曲折を経て、今では管理専門の 3セケ l

が庶民が楽しめるイベントをサポート宮る会社と

iして施設利用を増やしています。高級品一発型か

iら大衆サービス型へ。今回はそうした再生にいた

:るプロセスについて勉強したいと考えています。

:興味のある方は、事務局の尾崎までご一報を。

よか求ッ件 No.48 200口 11
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