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福岡県八女郡是の正本

(八女市立凶書館蔵)

上右八女郡是第編現況

上中八女郡是第

l二左八女郡是第編将来

下右八虫:郡是第一編附録

下左第二同

福岡県八立郡是全

図書館には、 見本版刷り

かと思わせるような「郡足l

が5冊保管されていた。よく

見ると 字ごとに凹凸があっ

たりするので活版印刷だと思

う。各巻の末尾に、この別紙

は郡是前動の部として位置

づけられていた「製紙伝問所」

の牛徒が抄いたものだと書か

れている(本文2頁)
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一一明治の郡是・町村是運動の現代的意義

地域計画運動の原点は“グンゼ". “郡是開 にあり

糸乗貞喜 ; 

今回の[人もうけ通信jは、今までと少し違う。長 者・波多野鶴吉によって設立されました。社名もこの

い間気になっていた「八女郡是jを見たので、「郡是j 趣旨を反映させて“郡の方針"を意味する「郡是jと

との長いつきあいについて書いてみるO

@グンゼと郡是の思い出

「郡是jの原本というモノを初めて見たο 本号の表紙

の写真がそれである。この実物を見るまでに二十年以

上たった。

「グンゼjという会社がある。婦人用のストッキング

や肌着を製造している会社である。これが「郡是Jと

いう漢字で書くことを知っている人は少ない。

私の故郷では、私が小学生だった頃は「郡是製紙株

式会社Jといっていた。そして女性の就業先としても、

農村の重要産業であった養蚕の繭の納入先としても重

要な位置を占めていた。私の家も蚕を飼っていたし、

集繭場にもなっていて「郡是製紙株式会社j と墨で書

かれた、大きい木の看板があったように思う o さらに

つけ加えると、小学生の「遠足jが「社会見学j とい

うものに変わった頃(昭和21年)から、郡是製糸は工

場見学先になっていた。ただ、遠足も兼ねていたため

10kn余の道のりを歩かねばならなかった。

この郡是という変な社名が、国是、町是、村是など

と言うときの「是=基本の方針jという意味だと知っ

たのは、 1975年頃だったと思う。その後出張の寄り道

をして、京都府綾部市のグンゼ株式会社を訪ねた。印

象に残っていることは、対応してくれた総務担当者の

「うちは、総務担当者にとって大変な会社なんですよ。

本社を東京に動かせないもんですから、何かと不便で

す。また株主総会も大変なんです。生い立ちからして

小株主がやたら多いもんですからjと言ってぼやいた。

それを開きながら「なるほど、なるほど、ちょっとい

い話だなーjと患っていた。

インターネットで検索してみたが、「本社=京都府綾

部市、大阪本社=大阪市北区、東京支社=東京都中央

区」となっている。念のため、グンゼの企業理念の一

部を引用しておく。「当社は明治29年 8月、何鹿郡

(いかるがぐん、現.京都府綾部市)の地場産業である

蚕糸業を振興することを会社設立の趣旨として、創業

よか宇ッ件他56 2002.3 
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定め、地域社会と共存共栄をめざす会社として郡是製

紙株式会社(現 グンゼ株式会社)はスタートいたし

ました・… jとなっている。

@地域興しのための、 株。主によるベンチャー企業

綾部のグンゼに行ったとき、創業者の「波多野翁講

演集」をコピーさせていただいた。この中の会社設立

の目論見書に、く農家の一戸当たりの繭所得を二倍に

し、養蚕農家数を一倍半にするための設備を整えるこ

と〉のために、「会社の性質は、株式会社なるが故に固

より株主の利益を重んずべきは当然のことなるも、設

立の趣旨は専ら蚕業奨励の機関たるにあるを以て、特

に此の精神により経営することJとされている。

波多野の思いは、郡内の圧倒的多数をしめる百姓の

所得向上にあったのである。資本金は9万8千円と定め、

養蚕家が出しやすいように 株を20円としている o 第

1回の払い込みはその 1/4の5円、それも 3回分割にし

ている。まさに大衆的ベンチャー企業起こしであった。

明治30年の株玉は721人で、その60%が 1-2株で

あった。結局、この会社は地域の養蚕と蚕糸業の振興

機関であり、共同体のセンターのような性格を持って

いた。一応、20円とか5円とかが現在価格でいくらぐら

いかを見るために「値段の明治大正・昭和風俗史」で

巡査と教員の初任給を見ると、明治24年・ 30年で8円

程度となっている。現在の初任給が30万円だとしても、

当時の農家はま立自主主白星経遺だったり主L 週金金重一

みははるかに大きかったと思う。

ついでに同書からもう少し引用すると、借家は38銭

(明治25年)、そば1銭(河20年)、駅弁10銭{同20年)、

京都市電2銭(同28年)などだが、借家だと今の価格

では10万倍ぐらいの差になっている。

当時の人たちは、地域産業興しのために、現在価格

でおおよそ50-200万円ぐらいの株を買ったと見てよ

いと思う。創業当初の払込資本は25，000円で、出した

人は168人だった。こんな会社が、 20年後の第一次世

界大戦で株価大暴落の折りには、銀行が倒産するのを
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顕彰碑の右側に、富岡鉄斎の描い
た前田正名全国行脚の姿

図 3
都是のそれぞれの巻末に付された「こ
の印刷用紙は製紙伝習所の生徒が作っ
たもの」という文章

図 1

為サシムルコト勿レ・.....読者其意ノ在lレ所ヲ察シテ之

ヲ実際ニ施サハ則チ未タ必スシモ小補ナクンハアラス

是ヲIi'トスjつまり箱にしまっておいて、虫や鼠に食

見て「郡是なら安心なのでお金を預かつてほしいjと

いう者までいたということである。現在の日本の状況

わせるのではなく、実行して下さい、

・八女の特産品の原点は八女郡是 7

八女地域には特産品が多い。そのjレーツは八女郡是

にあるということは知らなかった。今回郡是を丹念に

呂頃言われている八女の地場産業や特産

といっている。

と重ねて考えても面白い。

@八女郡是と田中慶介郡長

綾部のグンゼに行った頃から、いろいろな資料によ

って、八女市にはグンゼの正本が残っていることは知

っていた。以前も八女市役所でお願いしたこともあっ

見ていくと、たが、実物を見たのは今年の一月である。

八女郡是を一見して、プランナーの先達のすごさに 品が全部出てくる。手漉き和紙、福島仏壇、八女茶、

八女提灯、石灯能、緋などは、以前からあった産業で圧倒された。

田中慶介郡長は非常に優れた人だったようで、郡是 はあるが、郡是によって一層発展させられている。

郡是・町村是による産業育成は、近年行われている

「工場誘致jのように、地域の成り立ちと関わりのない

ケースはないようだ。当時はまだ国の力は弱かったの

で、地域づくりを進めるには、地域の主体性が求めら

に先立つて、県下の沿海漁村を実地踏査して「福岡県

漁業誌J(漁業の実態及び計画書)をまとめている。そ

の漁業誌が東京 上野で開催された水産博覧会に出品

されて、前田正名に認められ農商務省に引き抜かれる。

れていた。今よりも地域自治の考えが強かった。従っ

て郡是のための現況調査にしても「貸借金比較H貯蓄j

I所得JI生産jはもとより、信用組合などの金融機関、

田中慶介が編纂した八女郡是は、よく系統立っている。

明治32~ 33年に印刷された八女郡是は、第一編現況

(現在の事実)、第二編参考(既往現在の事理)、第三編

同業組合、試験場、講習所などが計画対象になってい将来(現況と参考とを基礎として将来の計画施設を決

定せしもの)、第四編付録とあり、第二回八女郡是は明 るo

私の実感でいうと、郡是が取り挙げた範囲は極めて

広く、地域全体が「どう生きるかjに応えようとして

治44年に再度策定されている。日次だけでも引用した

いるo

最近の地域総合計画は、行政言Ij図的要素が強いよう

に思う o 極端な場合には、国から交付される予算(交

付税や補助金など)で役所が行う行政事業の予定表の

いが、膨大になるので、第編の序を少し引用する。

「郡是ナjレモノハ何カ為メニシテ作レルヤ其非ナルモ

ノヲ去テ其是ナルモノヲ取リ之ヲ事業ニ挙テ之ヲ行ハ

ンカ為メニシテ作レルナリー Jつまり非なるものを

取り去り、是なるものを挙げて事業化する、といって

いる。序の終わりには「之ヲ箱底ニ蔵メテ虫鼠ノ食ト

2002.3 Na56 

ような考え方の計画もある。
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ところが八女郡是は、上に挙げたように郡内の産業

はもとより、住民組織を含めて、民間の事業を重視し、

「何とかして地域を豊かにしよう」という心意気が感じ

られる o さらに言うと、時間も予算もかけている。そ

のことを次に示す。

0明治31年3月日目町村是調書着手の議の誠令

町村是調査費

O明治32年3月

0八女郡是調査費

O八攻郡是の発行

0節二回八女郡是

31年度内に完成するよう指示

2593円2銭6厘(君s費補助1500円)

第一回八女郡是調査委員会開催

(委員13名)、同年10月2日調査完了

1390円95銭7厘

第一編現況明治32年11月

第二編参考 ク 32年11月

第三編将来 。 32年1月

付録 ク 33年4月

ノ3、ユ ク 44年3月25日

なお、郡町村是の印刷用紙は、明治31年に設置され

「製紙伝習所j生徒の試製和紙が用いられている。(図 1) 

当時の約 4千円という費用は、グンゼ側の株式払い

治23年省内の対立の中で辞任して貴族院議員になる。

その後、高橋是清などと在野で活動する。全国行脚の

中で田中慶介や波多野鶴吉に会っている o その当時の

姿を、富岡鉄斎が描いて、その行脚の姿と書が石碑に

なって京都の知恩院に残っている。(図 2. 3) 

・郡是・町村是運動の現代的意義・・・・私の思い

アメリカという国を考えると、 200余年の間ずっと物

質的豊かさを求めて走り続けてきたように見える。大

牧場経営、ゴールドラッシュ、大農業経営、工業改革

(テーラーシステム、フォードシステム)、サービス業

におけるマクドナルド方式(ファーストフード)など

など、現代の豊かさの先導者だった。この意味での役

割は大きい。

日本という国の近代は、 1600年以降で見る方がよい

と思っている。明治以前の300年の近代化の歩みは、

60余州・ 300藩がそれぞれの持ち味を生かす地域経

営を行ってきた。明治に行われた郡是 町村是運動も、

地域物産重視で進められた点を見ると、その延長とも

見られるが、一方では、近代工業の生みの親・育ての

込みの比較に用いたデータで見当をつける主、初任給 親(インキユベーター)の役割をも担っていた。

比較では億円程度、家賃比較では 2億 5千万円程度 土地柄商品奨励近代化によって開発・増産し、そ

になる。 の輸出で稼ぎながら、官営よる「大量生産型工業jの

※郡というものが現在はなじみの薄いものとなってい 導入が図られた。明治・大正・昭和の戦前の持代は、

るが、当時は地方自治の重要な機関であった。私は これらのいくらかの成功で、アジアにおける工業国に

この仕事(地域づくり計閣のコンサルタント)につ なった。ところが指導者は、「これで世界の工業国にな

いてから、延喜式に対応した「郡Jが、日常環境は ったjと錯覚して大戦争をやり、国民を貧困のどん底

もちろん(流域に対応している場合が多い)、通商ゃ に追い込んだ。

婚姻などの社会的圏域にかかわりが強いことに気が 戦後は、敗れた欧米に学んで「規格品大量生産主義」

ついていた。八女郡是にも「郡ニ自治ノ政事ヲ施行 に走り、→時は「世界一豊かな国だ」と威張れるまで

スルノリというように自治の現実的基礎であったこ になった。戦前の日本は「都市の工業化jであったが、

とが印されている。 戦後は「日本の総都市化jとなり、都市化の条件のな

金賞田正名のこと しと地域は f主ナヨ主LJ主L主り琵いを受はたA ょ

グンゼ胸の波多野鶴吉も、人女郡是の田中慶介も、 オチコボレは切り捨てられ、農山漁村は過疎化じて

前田正名との出会いによって郡是運動に取り組んでい いった。

った。前田正名のことを簡単にふれておく O バブル期の「リゾートj計画などというものは、そ

正名は嘉永3(1850)年生まれの鹿児島藩士で、 1865 の農産漁村を都市の外縁部として取り込み、不動産業

年に長崎の語学塾にて学び、明治2(1869)年にフラン の「稼ぎの場jとして使い捨てにすることだった。い

ス留学、 9年に帰国して内務省勧農局に出仕、 11年に や、本当に、冷静にそういう稼ぎを考えていたのなら、

はパリ万博事務官長および総領事になっている。 14年 いくらか救われる。ところが、日本中が錯覚に狂奔し

以後勧業関係の職務にあたり、農商務省の『興業意見j ていたのだからやりきれない。魔女狩り裁判と同じで、

30巻の編集をしている。

その後、山梨県知事、農商務次宮などにつくが、明

。UJ'字ッ卜 hα56 2002.3 
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それに同調しない正常な人聞は、のけ者にされた。日

本中が大もうけに走っている中で、その分け前にはあ



地域産業発見型産業分類(個々の生き方発見モデル)

① 17世紀から300年間の産業モデル

30日諸藩が土地柄人柄による産業開発で自立経営を

目指した。

b a b 

量産規格型壬ノづくり 聾有名量産型ブランドによるサ

大量導入型サ ピス w蕗ーピス、有名ブランド品販売

4戸ッ再ワーク

② 明治・大正・昭和の敗戦まで

量産型の工業も取り込んで近代化を図った

a 

B B 

③ 戦後の産業展開

b 

欧米のシステムを導入し、量産型の工業開発で物的
に世界一豊かな国造りをした

土地柄人柄モノづくり

日常生活サ ピス

A 

土地柄白人柄知的サ ビス
土地柄・人柄観光産業

ずかれなかった。

幸いにして私は、オコボレにはありついていた。

後には「パプルjという言葉で呼ばれるようになっ

たが、当時のおは「空JJ!乙恵三とてそれを主張Lてい

た。色即是空の空ではなく、単なる「空っぽjである O

このパプルによって、「日本の総都市化jは成功し、今

や過疎地にまで都市型の犯罪が持ち込まれている。

バブルは「ハジケタjといいながらも、バブル以降

も「マイナス成長はゆるさんjといって、狂ったまま

の稼ぎが続くように、無理を重ねてきている。この十

年間続けてきた借金による「バブル水準の維持政策」

は、膨大なツケを残Lている。

先の敗戦による荒廃は、ほとんどの国民にとって

「ゼロ」からの出発であった。ところが今の日本は、幸

a b 

5 

④今後の地域産業の展開

もう一度土地柄、人柄産業を見直して二つのタイ
プの共存する地域社会を作らなければならない

A 

a 

いにしてというか、不幸にしてと言うか、結構、資産

も持っている。ということは、資産を持つ層とツケを

受け持つ層との問の貧富の差が一層開くということで

もある L五巳ム土一却-=---i主五も立社-L.:L2:-J--k4見 L

ている。このツケを、いくらかでも減らす為に、少し

トーンダウンした方がよいように恩lっている。

最産は大成功して、かなり豊かになったのだから、

これからは郡是運動に学んで「土地柄 人柄主義J産

業を、 2-3割程度取り戻した方がよいのではないかと

思う。そうでないと環境も人々の心も、ズタズタにな

ってしまうのではないかと心配である。

(いとのり さだよし)

よか宇ッ卜んα56 2002，3 
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東山魁夷画伯の思い出に包まれた

筑豊絵本館

~先生と生徒の“思い"から、全国唯一の絵本館ができるまで~

山 田 龍 雄

私は、それほど日本簡に興味があった訳ではない。

たまたま、 4~5 年前に福岡市内のデパートで開催さ

れていた「東山魁夷画伯展jに出かけ、画伯の本物の

絵に接し、その迫力と美しさに感銘した。特に唐招提

寺障壁画の「海」の絵の前では、立ち止まって静かに、

ただ呆然と長い間見入ってしまった。

これ以来、東111i画伯に関する情報は気にしていたの

であるが、今年の 1月3日の民放テレビで画伯の生い

立ちと作品、また自然を見つめ、写生することの大切

さなどを紹介した番組を見た。

この番組の中で、田川郡川崎町に「筑叢絵本館jが

あり、この絵本館の設立者である村上さんと東山岡伯

とが、{可か強いつながりを持っており、この絵本館を

創るときに甑伯の私的コレクション古叩骨られてきたと

いう話が紹介されていた。

私は、 20数年前から田川市ゃ飯塚などで仕事をし、

何度も足を運んだところであった筑豊地域に、東山画

伯という大家とつながりのある人がいることに驚き、

是非、訪ねて話を聞いてみたいと思った。

1月の中旬、その絵本館を訪ねた。筑豊絵本館は住

宅地の一角に建っており、こじんまりとしているいて、

三角屋根でステンドグラスがはめられ、絵本館の雰囲

気を醸し出していた。運良く館長である村上さんも在

宅中であり、 1時間近く、東山画伯とのいきさつや絵

本館に対する思いをお聞きすることができた。

住宅地の一角に建つ「筑豊総本館」

。tか二言ット Nα56 2002.3 
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@東山部伯交流は文化祭の f教科書原作者生原稿展」

の企画から始まった。

村上さんは、元中学校の教師であり、川崎町(川崎

中学、池尻中学)、赤村(赤中学)で筑豊地域の炭鉱隆

盛の時代から、炭鉱衰退後まで教鞭をとられ、担当と

なった子供たちとの日常的なつながりをつくるために

日記ゃ詩を書かせていた。特に池尻中学校での子供た

ちの詩を収めた本が、昭和47年に「筑豊 池尻の子供

たちjとして出版されている。

東山画伯との出会いのきっかけは、昭和55年に村上

さんが川崎中学校 2年生の担任となったときの文化祭

の企画であった。それは、国語教科書に掲載されてい

たいろんな話の原作者の“生の字"の原稿に触れさせ

たいという思いから始まっている。

当時、このような企画は全国どこもしていなかった

ためか、当時、現存しておられた原作者43名のほとん

どの方から直筆の原稿が履いたそうだ。その原作者の

人が東IlJ幽伯であった。これを機会に生徒と原作者

は身近な存在となり、!t.徒も原作者の方の本を意識L

て読むようになったそうだ。この企画は 回限りであ

ったが、話題になったため全国でもまねてみた学校も

あったそうだ。

その後 昭和国年 1月に東山画伯の方から福岡市で

開催された「唐招提寺への道展Jと、その記念講演会

の招待状が届いた。この時に招待されたのは、講演会

には代表2名、展覧会には希望者全員。展覧会に行く

にはお金もかかることから、希望者はせいぜい 4~5

名程度と思っていたが、クラスの24名と他のクラスの

23名、計47名が参加し、パスをチャーターして展覧会

に行くことになった。この時、村上先生は生徒が静か

に絵を見ることができるだろうか、騒いで迷惑をかけ

東山画伯の写真やスケッチが飾ってある絵本館



ないだろうかと心の中では危慣していたそうだが、全

くの取り越し苦労で、生徒たちは本当に食い入るよう

に見学していたそうである。「本物の美に接して、子供

たちは身動きもならぬほど感動し、感性が磨かれたJ

と、村上さんは、改めて本物を見せることの大切さを

実感されたそうである。

@秋の修学旅行では、東山函伯の計らいで唐招提寺御

影堂の本物の障壁画を見学

今度は中学3年生の秋の修学旅行で、どこに行きた

いかを生徒たちで話L合いをさせたところ、東山画伯

の随筆にある「花明かりJの円山公園のしだれ桜や唐

招提寺の障壁画を見たいという希望が強く、京都行き

が決まった。

そして、修学旅行の最終日に「唐招提寺御影堂jの

障壁画を見るととができた。このことは、実は東11.1酒

伯の最高級のはからいがあったからこそ実現できた。

御影堂は国宝級であるため、日頃は田く門が閉ざされ、

堀の中にも入れない。しかし、この時は画伯の何度か

の依頼、あるいは直接、唐招提寺に赴かれての依頼に

よって実現したのだそうだ。そんなこともあって唐招

提寺の方でも、当日はなんと雨戸をすべて取り払い、

生徒たちが全ての障壁画を見ることができるようにし

てくれたそうである。この唐招提寺で皆が静かに絵を

見ているとき、その時の修学旅行の行程ではほかにも

京都で人気の太秦などを見学したにも係わらず、クラ

スで最も腕白だった生徒の一人が「ここが一番良かっ

たjと村上さんの耳元でR緩いたそうである。

・川崎中学校のずランドには、円山公園のしだれ桜の

直系の桜が植わっている

しだれ桜の話も「教科書f原作者生原稿展jから実現

Lたものである。これは同原稿展からのつながりで、

唐招提寺御影堂の障壁画

7 

宇ットワーク

修学旅行の 2日目に京都大学名誉教授の遠藤嘉基先生

と京都府立大学教授の傍島善次先生に、学問について

お話を伺い行ったとき、東山商伯の名作「花明かり j

のモデルとなっている円札l公園のしだれ桜の話になり、

生徒が「筑豊でもしだれ桜の花が咲きますかねjと質

問したところ、傍島先生が「たぶん咲くでしょうが、

調べてみましょうjとの返事であった。その後、傍島

先生などの計らいで当時、京都府立植物園で育てられ

ていたしだれ桜直系の若木3本が婚られてきたそうだ。

天下の銘木である Lだれ桜が川崎の地に植わってい

るとは驚きであり、これも美の感動からつながった人

たちとのネットワークのたまものと言わざるをf専ない。

村上さんによると、この話が、有名になりすぎて広

まると芽を摘まれるなどを心配したため、植樹当時は

関係者しか知らない話となっていた。お話をうかがし、

に行った日、村上さんも「桜の管理が十分手をつくさ

れていると良いが」と心配されていた。 4月にはぜひ

川崎中学校に行き、満開のしだれ桜を見たいものだと

思っている。

@絵本館設立のいきさっと東山画伯からの贈り物

その後、村上さんは体調をくずし、昭和59年に定年

の5年前に退職。その後、 身上の変化があり、今か

ら8年前の平成 5年に改めて子供たちゃお母さん方が

気楽に訪ねられる家を建てようと思い立ったそうであ

る。村上さんの絵本館設立の思いは、自ら出されてい

る機関誌に絞られているので、これを抜粋させていた

だく。

[私は教え子たちの子供のことを思った。誰もが優し

く思いやりのある人間になって欲しい。しかし、今、

子供たちは自然と触れあうことも人と心を通い合わせ

ることもなく、ファミコンゲームなどで殺裁と破壊に

川崎中学校のしだれ桜 (2000.4.11) 

よか卓ッ卜 Nα56 2002.3 
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終止するだけ。(中略)子供たちが感性を眠らせ破壊さ

れるような時間に置かれているのなら、私のところで

は全く反対の時聞が流れるような祭間を作れないかと

考えた。たどり着いたのが、絵と絵本と音楽のある

「絵本館Jであったj

東山画伯が村上さんの絵本館に私的コレクションを

F官るきっかけになったのは、 i且職i&村上さん均す出版:し

た「子供たちへの詫び状Iの装丁を東山繭伯がされた

り、ヨーロァパ旅行から帰ってきた東山画伯が、たま

たまテレビをつけたところ、村上さんが何かの番組に

出ていたりとか、いろいろと画伯との縁とタイミング

が蓑なった結果であったようだ。

そして、絵本館への引越Lと開館の挨拶を村上さん

が出されたところ、東山画伯から電話があり、「レコー

ドをあげましょうか。ただし、モーツアルトは私が必

要なのであげられませんが ー Jとのこと o その後、

画伯の方から「段ボール28箱分になりましたjなどの

電話があり、美術専門の運送会社のコンテナ 1台分の

荷物が届けられた。荷物の中には東山画伯に献呈され

た井上靖、草野心平、三島由紀夫などの直筆の著名入

りの本、カラヤンのサイン入りのレコード、画伯の署

名入りの画集、画伯夫妻の数次にわたるヨーロッパ旅

行の絵はがきアルバム、まだ、世が東山画伯としては

知らない若き日に東山新吉の名で装画した童話集等々。

元々、村上さんがこれまで収集してきた絵本などだ

「情報銀行」はまちづくりの拠点

一地域コミュニテイづくりの取り組み包~

梶 原 里 香

けにする予定であったのが、今は、絵本館の半分は

「東山魁夷コーナーjとなっており、話を聞きつけて東

京平鹿児島あたりからも参観される方がいるそうであ

る。

@筑豊の烹である、この絵本館をどのように維持をし

ていくのだろうか。

東山画伯の私的な品々は、全国どこの美術館にも出

ていない、そんな東山画伯の私的なコレクシヨンを保

有することとなった村上さんは、今後、この絵本館を

どのようの維持していくのが…香良いのか、ずっと考

えているとのこと o それは村上さんが東山画伯から頂

いた品々はとりも蘭さず、筑豊、福岡の宝でもあるか

らだという O

この絵本館は、全国どこにでもないユニークな絵本

館であり、筑豊地域の文化発信の つでもあると思う o

これからも村上さんと仲間で維持され続けることを

期待したい。

iなお、「筑豊絵本館jを訪れたい方は、館長の村上 j

;さんがいらしゃるときには、見学できます。

l予約してお出かけ下さい。

住所福岡県図川郡川崎町池尻213-12 

T E L 0947 -44 -9906 

(ゃまだたつお)

役場の向かいには、住民参加のまちづくりの拠点と

なる「まちづくり情報銀行Jがあり、企画調整課職員

が常駐している。

このまちづくり情報銀行は大正14年建設の旧井芹銀

行本庖(その後肥後銀行宮原支庖)の建物を町が買い

[住民委却型企主五2'-一担J_~とk~_i主主主主はよ ι互に土 取打込市修・増隼 I. .，-玉"悶 I. .，-いλA平市 7年仁拾三里

る。しかし、実際に住民を巻き込んだまちづくりを進 った総合計画策定の過程を住民にオープンにし、誰で

めていく場合、どのように仕掛けるのか、誰が引っ張 もその内容を知ることのできる拠点として、また住民

っていくのかなど問題は多くある。 の持つ地域の情報やアイデアを集め、総合計画に反映

今回はまちづくりに関する情報の拠点を設け、住民 させることを目的として開設された。

と行政が相互の情報発信に取り組んでいる熊本県官僚、 また、住民のサロンとしての機能も持っており、来

町の取り組みを紹介したい。 訪者にポラロイドインタピューとして写真を撮ってー・fまちづくり情報銀行」の開設 言書いてもらい、その写真を張り出すということで人

宮原町は熊本市から南へ約32k皿、八代市の北側に位

置Lている。人口約 5千人、面積は9.89km'と熊本県

内で最も面積の狭い町である。

J: IY*ッ卜他56 2002.3 
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と情報が集まるしかけを行った。今でも、町民同士が

世間話やまちづくりに関する情報交換を行う場所とな

っている。
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地区のまちづくり推進体制

{地区側推進体制]

宇ッ βワーク

場 | 庄工EJ

まちづくり情報銀行

.14の地区を支庖として位置づけ、支庖長をおく

平成 8年度からは町内の 14地区をまちづくり情報銀

行の「支庖jとして位置づけ、各支庖に「支庖長jゃ

「次長J、また、行員ともいうべき「まちづくり推進員J

(14地区で約130人)を置いている。

この支庖長やまちづくり推進員は各区の区長の推薦

などで選ばれており、地区のまちづくりの運営の中心

となる人たちである。とはいえ最初から支庖長やまち

づくり推進員になる人がいたわけではない。総合計画

の中で「地区別計画jを策定しているのだが、この計

画を住民と 緒に作っていく中からリーダが育った

のである。支庖長の年齢は30-60歳代と幅広い。

各支庖では各地区のまちづくり推進員の会議である

「支庖会議J、地区住民を対象とした「地区会議Jを聞

いている。この会議では総合計幽の「地区別計画jに

もとづいて、各支庖での年同事業計画とそれに必要な

予算を作成することになる。

また、各支庖には役場の地区担当職員が 2名ずつい

る(任期 2年)。担当職員は支店会議への出席、支16へ

のサポート、情報提供などを行っている。

宮原町には既存の地域組織と Lて25の行政区があ

り、それぞれに区長がいる。支店は14地区なので 1-

2行政区(最大は 4行政区)に 1つの支庖が置かれて

いることになる。これまでの区長だけでは新たな地域

づくりはできないとの判断から、支脂長をおくことに

したのだが、地減組織のトップは区長であることに変

わりはないという体制をとったため、スムーズに設置

できたようだ。役割についても、区長は住民からの要

望ゃ苦情への対処、支庖長はこれから先のまちづくり

の推進を担うというように分担されている。年間事業

計画は区ではなく支庖ごとに作られるのだが、区長と

9 

「出合耐粧の運営]区 長

まちづ〈り支ジ底(支后長・鯵進員〉

q地区目僚の推進

@行動野画づ〈り

@行動律違体制¢検討

@地区住民との合意形成周知

⑥実施計画の作成、提出

[役場側推進体制]

企画腐藍謙

①各地区の状況犯握

②情報提供相暗窓口

@直庖経営の財政支後

@ワークショップ等の運営支榎

⑤各支応活動の広報〈町内外〉

@各銀事業の総合調墜

⑦各織との連携

|一回|①地区総会等への出席

②地区要望書提出樹被窓口

③まちづ〈り文庫へのサボ ト

副情報提供

総務際

①各地区の状況抱鍾

②情報復供相談窓口

@，.区担当職員の連絡調墜

@旭区銀当強員学習会の閥催

⑤各線cの連絡調整

互二二二豆聖

の密接な連絡が必要となり、区長の了解の上で作成さ

れる。

@支庖長会議で各支庖への補助金支給額を決める

14地区の支府長は年に 5回程度開催される「支庖長

会議jに出席する。この会議ではお互いの地区の情報

や活動について報告するのだが、会議で悩みが出ても

うまく活動じている支庖がアドバイスするなど、お互

いに助けあうことができる。

また、支庖長会議では各支庖が立てた年間事業計画

について議論し、その補助金に関する審査を行ってい

る。各支庖への補助金は「支活経営補助金制度Jに基

づいて支給されるo

この制度は、地区でどのような取り組みを行うか検

討するための支援で、事務費・会議費なと、に活用でき

る「行動計画策定支援費jと、行動計画に基づく具体

的な取り組みに対する支援で(複数の支店の連携に対

する支援も可能)、講姉謝礼・研修旅費啓発費などに

活用できる「地区別計画推進支援費jからなっている。

この制度への岡からの補助金は総額で350万円。年に

3回(5月、 9月、 12月)申請書を提出する。

各支庖から出された事業計画とその補助金について

は必ず支庖長会議で審査が行われ(最終的な決定は町

長治ず行う)、この審査を通ったものだけに補助金がでる

仕総みになっている。支庖長が互いの計画の内容を審

査するため、それぞれの計画に立ち入った指摘を行う
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こともある。

このような補助金決定の方法を採用しているのは、

「活動の主役はあくまでも住民であるjという考えに基

づくものである。また、これで決定された各地区の事

業については、地区住民で計画し行うことを決めた事

業であるから、住民が愛着を持って活動に参加してい

るという o

特徴的なものを 1つ紹介する。下宮地区にある「は

まどん公悶jは、地区公園の必要性が住民から訴えら

れ、用地の選定から企画・設計、管理に至るまで地区

住民主体で行われた公園である。その話し合いには子

どもも参加して、どんな遊具が欲しいかなどの意見を

聞いている。

@各地区の温度差は無理に縮めない

町内で同じ時期に活動を始めたとはいえ、熱気がさ

らに高まっている地区と、薄れかけてきた地区など温

度差はある。 Lかし、行政はその温度差を無理に縮め

るようなことはせず、それぞれの地区が盛り上がるま

で待つ、という姿勢を貫いている。

「住民参加、住民主体」といってふきっかけは行政

職員の意識改革にあった。約10年前に数名の職員が集

まって話をしたことから始まり、今では地区担当職員

28名に対して 50名が希望するというまでに盛り上がり

をみせている。行政が地域の要望に直接応えるだけで

はなく、地域住民の自己解決能力を高めていく、その

ための取り組みを惜しまない。これも、これからの行

政の大きな役割だろう。 (かじはら りか)

に必要な技能を訓練し、社会に出て行く i整備をする場

所である。しかし就労の場が確保できず、入所者は施

設で働き続けているというのが現実である o これでは

いけないと障害者が「自分の人生の主役になる」こと

を目的とした自立プログラムを開始する。プログラム

の内容としては、同じ敷地内の従業員アパートの空き

室で 1-2人暮らしをしてみる、 1年間取り組みたい

テーマを各自決めて取り組む、そのテーマを達成する

ために毎月のプログラムを作成し取り組むといったこ

とである。

そして 2-3年後、次のステップとして公団のアパ

ートを借り施設の外で生活し、施設に通所することを

始める o 今まで 人暮らしなどをしたことがない人が

多かったが、実際に施設の外での生活を始めてみると、

共同生活の窮屈さ、我慢を強いられていたことなどに

気づく人が出てきた。そしてこのプログラムがきっか

けで自分でアパートを借り、通所で施設に通う人も出

できた。これらのことを通して、障害を持つ人が施設

や家庭だけではなく、年齢相応の生活( 人暮らしゃ

結婚生活など)を選ぼうと思えばできる、それには大

げさな仕掛けを用意Lなくてもいい、という確信が持

てたそうだ。

また施設にいたのでは限られたサポートしかできな

い、ということを松本きんが考え始めていたことから、

授産施設で一緒に働いていた池田幾世さんと、「障害者

が働くとはどういうことか。働く環境は現状で十分な

のかjを考える「ジョプサポート研究会jを1997年に

立ち上げた。この研究会の中で、障害者の自立・就労

働く障害者・働きたい障害者の応援拠点 i などの課題について考える講演会を開催したり、障害

~ジョブサポート- 者3，000人を対象にした「障害者の就労に関するアン

ケート調査」などを行ったりした。このアンケートを
梶 原 里 香

L一一一一一 一 一 一 一 - - - -， 丘ヨ主主主金堂盟は助盛金立宣之もらえ立が'21~1二位、
「障害を持っていても自立した生活を送りたい」と願

う障害者は多い。 しかし障害者は就労の場を確保する

ことが難しく、また就職できたとしても環境や人防関

係で問題や悩みを抱えているひともいる。今回は働く

障害者、働きたい障害者のサポートや情報交換拠点で

ある「ジョプサポートJの所長 松本玲子さんにお話

をうかがったのでご紹介したい。

@障害者が集まれる場所をつくろう

松本さんはジョブサポートを立ち上げる前は、入所

授産施設で働いておられた。授産施設は障害者が就業

よか宇ッ卜 Nα56 2002，3 
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松本さんと池田さんで負担したそうである。

これらの活動を通して障害者が働くためのサポート

拠点が必要であると感じ、「障害者が気軽に集まれる場

所をつくろうjということで2000年4月、福岡市より

補助金を受け作業所という形で「ジョブサポートjを

開設した。「ジョブサポート研究会jは現在も続いてお

り、月 I回の会報の発行や講演会などを開催している。

@公共交通機関へのアクセスが便利で人通りの多いと

ころにつくる

現在ジョブサポートで働いている人は25名。働く日



ジョブサポート内の様子

数・時間等については、一人ひとり生活における|働

くjことの重みや障害の度合いなどが違うため、個別

に相談しながら決めている o 常勤スタッ 74名(l名

は障害者)のほか、プログラム開発やホームベ」ジ作

成、旅行の取り扱いについての専門家が5名いて、学

習会をしたり、サポートする体制をとっている。この

専門家のみなさんはそれぞれに仕事をする傍ら、定期

的にジョプサポートにでできている。

仕事は、旅行の相談・企画・取り扱い、プログラム

開発、ホームページ作成、データ入力、テープおこし、

バラエティーバザー、マッサージ、封入発送作業 加

工作業、福祉機器・介護機器の相談、障害者の就労や

生活相談等を行っている。データ入力やテープおこし

などが多いそうだが、利用者一人ひとりがレベルアッ

プできるような仕事、ということになるとなかなか難

しいとのことであった。

利用者はもちろん、相談に来る人にとっても公共交

通機関へのアクセスが便利なところ、そして働いてい

る障害者の姿を地域の人に見て欲いへ見慣れた光景

になって欲L¥ハという思いから、福岡市東区馬出の商

庖街にある空き庖舗を借りている。最寄りのバス停，

地下鉄駅から徒歩 1分、 ]Rの駅からも近く、市内だけ

でなく春日市や宗像市、古賀市などからの利用者にと

って便利という評判だ(自分の車でしか通勤できない

人も多く、駐車場も必要である)。近くには県庁や警察

本部、大学病院などが立地していることから人通りは

多い。ただ、今の場所は少し手狭なので近くにもう 1

ケ所作業所を増やす予定とのことだ。

・地域との交流も盛んに行われている

地域や小・中学生との交流も盛んに行われている。

昨年、馬出公民館で行われた人権講座で障害者につ

11 

rt A-・.. .J~Æ. . &.J:ぐ

小学生が発表会のために作った新聞

いての話をしてほしいとの依頼を受けた。その時松本

さんの提案で、小・中学生、民生委員等の地区団体と

ジョブサポートの利用者が一緒に馬出地区のバリアフ

リーチェックをすることになった。秋ごろ地区を見て

まわり、年度末には公民館で小 中学生による発表会

も行われた。

このときかι小・中学生との交流は続いている。ジ

ョブサポートに体験学習に来たり、障害やバリアフリ

ーについての勉強に来て、その発表会を行ったり。そ

こでつながりができた小学生が学校帰りに遊びによる

こともあるそうだ。また、小・中学校から依頼をうけ

利用者が講師として赴くこともあ。

@これからは地域支援もやっていきたい

企業で働いている障害者のサポート 相談にも応じ

ている。ジョプサポートで働いていた方が現在までに

2名企業に就職されたとのことだが、お互いに情報交

換を行っている。

そして企業で働く人の悩み相談、障害者を雇用して

いる企業のサポート、企業で働きたい障害者のために

情報を集めたり、一緒に面接に行ったりということに

も取り組みたい、また今までは働くことのサポートが

中心だったが、日常生活レベルや介助者への支援、地

域支援などもやりたいということが目下の目標となっ

ているo

松本さんは fここに来ることで外へ出ていくきっか

けになったり、いろんな人に出会うことの楽しさを知

ってもらうことも効用の一つJとおっしゃっていた。

私がおじゃました日も 4人仕事をされていたが、とて

もいきいきしているなという印象を受けた。「働くことJ

が生活の中で持つ意味の大きさを感じた 1Bだった。

(かじはら りか)
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i民設。でも公共スペース『筈崎公会堂』② i

~山口県阿武町発ふるさとあったか便~

愛 甲 美帆

.かずら細工、わら箪履に挑戦しよう!

1月27日、笛崎公会堂で山口県阿武郡阿武町の林業

振興会(以下振興会)との交流イベントが行われた。

今回のイベントの企闘は、筒崎放談会(以下放談会)

のスタップで山口県出身の梶山裕子さんが、以前山口

でローカル番組のリポーターをしていた頃の縁により

実現した。当日は、振興会の皆さんに教えてもらうか

ずら細工目わら草履・森のクラフト教室と、ナメコ汁、

ムカゴ入り竹筒飯、特産品の販売が行われ、冬空の寒

い中、まちと里山のにぎやかであたたかい交流の輪が

広がった。

@教えたり、反対に教えてもらったり

振興会のメンハーは、林業の経営者はもちろん、町

の職員の方や県の農林事務所の職員の方も含まれてい

る。今回は83歳のおじいさんから 24歳の若手まで20名

が参加した。

イベントの前日には、放談会公会堂の若手スタッ

プと振興会の交流会が行われた。振興会副会長の白松

博之さんが、木の枝を輪切りにじた手作りの名札を作

つできてくれていた。「この枝は、白松さんの山の木の

枝だったのだなあどんな山だろうj と想像が膨らむ素

敵な名札を絢に料理を闘み、あちらこちらで話しに花

が咲いた。

当日は、公会堂のオープンデッキと近くの駐車場と

屋外で行われる予定で、前日のしぐれた天気を心配で

あったが何とか晴天に恵まれた。準備をしていると、

先生を囲み、昔の技を習う

J:;ウ2宇ット Na56 2002.3 
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近所のおじいさんがやってきている。筒くと、このお

じいさんはわら草履づくりの名人なのだが、今日は山

口県から教えに来るということで自分の作り方とどこ

が違うのか知りたいとこの日を楽しみにしていたそう

である。教室まで、まだ時間があるが待ちきれないよ

うだった。

教室には主婦や家族連れ、学生など54名が参加した。

わら草履は足の指を使って作るので、皆裸足になり、

先生を囲んで輸になって習った。私も以前からやりた

かったかずら細工に挑戦した。用意されていたかずら

は太いものから緑の細いツルまで様々であった。この

緑のツルは、時間古宮市Eつにつれて黒くなり、しっかり

作れば長く持つ丈夫なかずらだそうだ。友達 3人と参

加したが、日頃はよく話す4人も初めての能づくりで、

かずらの弾力を感じながら夢中で作った。各教室では、

先生に習った学生が今度は自分で小学生にわら草履の

作り方を教えていたり、参加Lた人が作る龍の形を見

た振興会の人が「へえ、この形は珍しいねえ。こんな

編み方もあるのか。jと逆に感心する場面もみられたo

場所が商庖街の道路沿いなので、道行く人がその様

子を覗いていき、周囲には多くの人だかりができた。

@一過性のイベン卜で終わらせない

振興会は、阿武町を知ってもらうため、またまちの

人が何を求めているかを知るために、春の「山菜狩りj、

夏の「間伐体験と木工教室jや林業・農業体験の受け

入れ等様々な活動を行っている。その交流を通して阿

武町のファンになった人(各地に散在 Lている)で構

成されるメーリングリスドを持っており、そとで企画

の内容を話し合ったり、イベントのお手伝い募集など

のお知らせを流したりしでいる。

この日も、以前振興会にお世話になり、その後福岡

と道行く人に声をかけていた。

放談会では、今回が初めて他の団体と共催の参加型

イベントだった。当初は「ふるさと体験!わら草履

かずら教室Jのチラシを見れば多くの申し込みがある

と考えていたのだが、思うように集まらず、カフェ万

福館に食事に来た人や、各個人のネットワ←クに呼び

かけたことで多くの参加が得られた。今後、広報の仕

方やイベン卜の運営については更に工夫が必要という

課題も出てきた。との阿武町との交流を始まりとして、



次は放談会が阿武町に遊びに行こうという話や、公会

堂が振興会の木工品等を販売する阿武町のアンテナシ

ョップになっては?という意見も出てきており、更に

人の輸が広がっていきそうである。(あいこうみは)

地元沸き上がり型のイベント

小倉の食市食座で食べ歩き

尾 崎 正利

今年2月1-3日に北九州市小倉北区で開催された

第2回「食市食座」の催しに、協同組合地域づくり九

州の仲間であるイゴスーシステムアトワエからお誘い

を受けた。

北九州市には、合郊のタケノコや小倉牛、玄界灘と

周防灘、豊前海に面するゆえに恵まれる新鮮な魚介類

など豊富な食材があり、さらには焼きうどん発祥の地

など数々の料理のいわれもありながら、そう Lた食の

魅力や実力は外部には意外に知られていない。

また、市の玄関口であるJR小倉駅近くには駅前商庖

街と魚町銀天街という大きな商庖街があり、市民の台

所的な存在の旦過市場はあるものの、元々飲食応の数

は少ない。

そう Lた中、食を楽しめる、美味しいものを味わえ

るイベントを地元の手作りでやろうということで開催

されたのが昨年の「食市食座jであった。今年はさら

にスケールアップしているということであった。

当事務所からは 2月1日、 2日の 2日間にわたって、

食べ歩きに出かけた。

@昼~この日は商庖街も市場も多くの食べ歩き客の姿

この「食市食座jのイベントでは、アーケード街に

臨時で設置されたテープル、百貨庖のパサージュ広場、

旦過市場の中などの数カ所で、決められた時間に 1皿

( 1杯)300円程度で料理の試食ができ、またマグロ解

体などの料理人の技の実演も紹介される。料理を振る

舞うのは市内の有名飲食応や高級応、ホテルのシェフ

などで味の方は逸品だとのこと。例えば、地元でも有

名な結婚式披露宴などで使われるレストランなどが出

品しており、普段は一人数万円の豪勢な料理を出すと

ころ由人この日は「だんご汁Jを出す。

私たちが昼過ぎに訪れたとき、小倉玉屋の広場では

既に昼の部は終盤にさ Lかかっており、売り切れの品

が続出。それでも海鮮ちゃんこ鍋、クラムチャウダー
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スープ、大根とスベアリブのスープをお腹に納めた。.g過市場~市民の台所は普段の1.5倍のお客

旦過市場に足を伸ばしてみた。昼時間のイベントで

は鯨肉と水菜でハリハリ鍋の予定である。この市場に

は魚田野菜・練り物・惣菜・餅・漬け物 鯨肉 乾

物・茶など、安く豊富で新鮮な食材を売る小さな庖が

無数に並んでおり、貿い物ついでの食事や休憩場所に

なる、焼きうどんやおでん、鶏かっ井、うどん、寿司

などを出す!古も多い。

ハリハリ鍋のコーナーに行くと、果たしてまたもや

売り切れ後。結局、食い逃してしまった。

この市場にはこれまで何度か足を運んだが、今まで

にない人通りの多さである。イベント効果なのか、若

いカップルの姿も目立つ。休憩に立ち寄った焼きうど

ん屋のカウンターでは、魚屋の隠居さんがピ-)レを

人で飲んでおり「今日は人通りが多くていいなあ、い

いなあJと懐かしげで嬉しそうだった。

鍋を食べ損ねたので、代わりに塩鯖、シシ肉とキム

チと鰯の糠炊きを購入した。肉屋さんの話では「食市

食盛Jの試食でシシ鍋のうまさに驚いて、そのまま材

料を調達した肉屡さんの名前を聞いて、こちらに買い

物に足をのばした食いしん坊もこの日は結構いたらし

Uミ。

2月2日の出底テーブルマップ(パンフレットより)

よか宇ッ" Mα56 2002，3 
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シシ鍋一杯300円 高校生のス空ッフたち

@夜の部~人気の逸品には行列が

夜は魚町銀天街アーケードを中心に、商庖街の通路

の約10箇所のポイントで 5時30分スタートで試食テー

プJレが営業を始める。宣伝効果が効いたのかスタート

前から既にズラリとお客が並ぶ。準備中の各テーブル

をみてまわると、一番人気は真撮館高校のテープルの

7グ鍋、合馬の街ごはんのようだ。バーテンダー協会

のカクテルのテープルにも多くの人が並んでいた。

各テーブルの一斉閲j古と同時に試食している人の姿

があちこちに見られた。中には早くもハシゴLょうと

急ぐ人もいた。

私たちを誘ってくれたイゴスも一つテープルを出し

ており、ここでは足立山麓のイノシシで鍋を作ってい

た。山地の多い北九州市には案外イノシシが多く、農

作物に被害も出しており、害獣指定で駆除の対象にな

っている。この肉を生かせないか市の方でも考えてい

るとのこと。この鍋も好評で、鍋の中で具がなくなる

と今度はうどん ごはんを入れて美味しいスープを余

すところなく見事に使い切っておられた。

@地元の人の参加を呼び込んだ手づくり感がよい

イベントの合間の時聞が許す範囲で、イゴスの山口

ひろこさん、溝田美恵子さんをはじめスタッ 7の方、

バーテン'f デループのカウテルのテーブル

-イベントでは 2月の閑散期に何とかしようというこ

とで危機感を持った 20数名で実行委員会を組織し

た。

・小倉の商庖街そのものがこのままではいけないとい

う意識もあった。

・テーマが「食」だったのは小倉のネームノミリューを

広域的に広めたかったから。それに新潟で行われて

いた食のイベントを視察Lて、小倉でもできるので

はないかと呼びかけて、それから徐々に協力体制が

生まれた。

・出庖している庖の多くは商庖街の外部からの参加で

ある(吉、っと数えてみると 7-8割)。百貨庖や郊外

で営業しているレストラン、高校など今まで街と関

わりがなかったようなところが非常に多く参加して

いた。

「とにかく自分たちでできることをやろう」といっ

てポスター 500枚をもって 1軒ずつ商庖街を回って

E占ってもらうように頼んだ。その結果、街の各所、

食に関係のない業種の屈のウインドウにもポスター

がみられるようになった。

今まで町内会や商応街でどこからか回ってきた大量

のポスターが実際には殆ど貼られることがなかった

それからこのイベントの企画実行に当初から係わっ というから、実行している人の顔の見える活動は重

ておられる茶庖「つじりJの辻年之さんなどにお話を 要なことである。

うかがった。また、前日にお誘いを受けていた当事務 ・チラシも各お庖がディスプレイの 部としてお Lゃ

所の本田が受けた印象も交えて今回のイベントについ れなブリキのバケツに入れて置いたり、市場の魚屋

て断片的にではあるが紹介したい。 さんのマグロの隣に置いたりして見せようという努

・この「食市食座jでは地元商庖街11組合が一緒に取 力がなされた。

り組んでいる。これまでそうした結束が必要と分か ・イベントそのものの「清潔感jをイメージさせたの

っていてもなかなかできなかった。 は地元の真楓館高校の料理科の生徒さんたちが試食

・何かイベントを企画するにしても、従来のように外 サーピスをはじめあらゆる機会に参加して、白の上

部の会社へ発注していては、地元に根付かないと考 下に白エプロンの格好でテキパキと働いていたこと

えた。 が大きい。

よか宇ッ卜 Na56 2002.3 
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設営関係の力仕事から配膳、後かたづけ、客引きの

声かけまで元気に行っており、学校の勉強を生か L

ながら自分たちでも楽しんで参加している様子であ

った。

・もう一つの「清潔感Jはゴミの処理や掃除などを各

出庖テープルが徹底し、商宿街側も協力的であった

のが大きい。

@地域全体の食の魅力が街の新しいイメージづくりに

辻さんは r2 -3週間だけの人気だけでは意味がな

い。もっと継続できることにつながればjと、このイ

ベントヤ小倉の街の賑わいづくりの課題を諮っておら

れたが、今回の催しにお客の立場と Lて参加した感想

から言えば、地域の食の魅力が集まって、いろんな人

が小倉の街に足を運んでいたことから、結果として小

倉の街の新しいイメージ形成に随分役立つていると恩

つ。

食で町おこしを図る地域は多いが、飲食庖だけでな

く、高校の調理科の学生さんや市場、バーテンダー、

ホテル、百貨店など、食の要素に引っかかるいろんな

人の協力を集めて取り組むところを見たのは私は初め

てだ。

また街の中を食べ歩きさせるというのも良かった。

試食が美味しければ「自分でシシ肉で何かしてみようj

とか「おみやげに何か貰っていこうjという、プラス

αの目的外消費をつい余計にしてしまう。そして、今

回参加していた庖には次回小倉に来たときに立ち寄る

かもしれないロ

現在、同じ県内にあるキャナルシティ博多(福岡市)

では全国のラーメン庖の有名どころを 箇所に集めた

ラーメンスタジアムという企図が大変な人気を集めて

いるが(こちらは平成14年6月までの半年間と期間は

長い)、小倉の「食市食座jは、それと全く対照的であ

り、地域の味を拡げるために地元の参加を呼び込んで

既存の街の空間を使っているのが面白い。

今回は小倉という大きな街での取り組みだったが、

地域の食の魅力をもっと大事にすれば、九州各地でも

いろんなことができるのではないかと感じた。

(おざき まさとし)
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i地域のファンで支えられたまちづくり i

長府、仙崎の町並みを歩いて

小田好一 1

.武士姿で散歩?

下関市長府は萩毛利家の支藩で五万石の城下町であ

り、高杉晋作が長府の功山寺で挙兵し、明治維新への

道が開かれたことでも有名である。

歴史的な町並み事例を探していたところ、長府の観

光振興がおも Lろいということを噂で開いた。長府の

まちには土塀が多く残っており、新築の時に建主が自

主的に土塀を設けるなど武家屋敷の景観づくりに対し

ての意識が高いことがうかがえる。

事前に連絡をとっていたので、観光協会青年部の代

表の方に案内を受けることになった。代表の方とあと

3名が、驚いたことに武士の姿で現れた。万(おそら

くダミーだと思うが)を差し、さすがにちょんまげは

結つてなかったが、足袋に下駄とどこから見ても武士

の姿である。聞けばこの方々も観光協会青年部の方で

あった。

武士姿で観光ボランティアやどこかの出し物に出演

するのかと思っていたが、そうではなかった。気が向

いたときに武士姿で長府のまちを散歩するのだ。それ

で観光客に何か聞かれれば答える o 散歩も義務ではな

く、ただ好きなときに好きな恰好を Lて、好きなよう

に散歩をしているだけである。ただ、この散歩姿は観

光客の自にも留まるらしlハ。

普通の感覚だと一人で武士姿になって近所をうろう

ろするのは非常に勇気が要るものと思われるが、 ~~ 

最初会ったときは武士姿にひeっくりしたが、しはらくすると
不思議と慣れてくるものである。

d:: IJ'宇ッ卜向α56 2002.3 



Yl.局・食/近況

各家庭で思い思いのプレートが下げられているo

の場合「それが全く平気j という方が 6~7 名、「一人

じゃ恥ずかしいが誰かについていくのならOKJという

人が約10名ほどいるという。彼らで「馬関浪士会j と

いうグループをつくっている。何も決まり事はなく、

決まった行事もなく、別に義務もなく、イベントなど

の情報が入ればメンバーに流している。何事もゆるや

かだがヨコの連携がとれているというグループである。

最近、ドップダウンのまちづくりや地域振興(行政

が企画してだれかにやらせる)を目にすることが多く、

やらされた人が本当に楽じんでやっているのか疑問だ

った。馬関浪士会の方々は、自発的に好きなことをや

っていてそれが観光振興につながっているボトムアッ

プのいい例である。

@みんなが参加できるみす涯のまちづくり

最近、金子みす σがプームになっている。テレピ骨

粗で取り上げられ、ドラマがあり、舞台があり、映画

化もされた。この金子みすずの故郷が山口県長門市仙

崎である。ここは蒲鉾で有名だが、最近全国的な金子

みすゾブームで観光客が訪れるようになっている。金

子みすずの生家「金子文英堂jのある通りは「みすザ

通りjと名付けられており、仙崎へ行ったら ]Rイ山崎駅

から観光ガイドの話に沿ってみすザ通りを歩きながら

金子みす rの生い立ちゃ詩の説明、くじら漁で栄えた

仙崎の集落の話が聞くことができる。

いる。仙崎の集落では日常的に新屋敷町、鍛治屋町な

どの|日町名が使われている。新しく住んだ人にとって

はどこまでが何町なのか分かりづらい。そこでみす主

の詩と一緒に|日町名を書こうということになった。そ

うしたら、どこからどこまでが何町なのかが一目で分

かる。観光振興だけではなく地域のコミュニテイの形

成に役立っている。

古い町並みを活かした観光振興を進めるとき、商売

をLていない家では振興に貢献しにくいことがあげら

れる。貢献できなければ観光に対する関心も薄れてく

るo Lかし、仙l崎のみすザプレートは、商売をしてい

ないところでも観光振興に貢献することができる良い

例だと思った。長府の例と同様、住民が盛り上げてい

くボトムアップの構図ができあがっている。

今後、地域でのみすずファンをもっと増やして盛り

上げていってほしいと思う。 (おだ己ういち)

近 況

圏ビールは一番絞り、さとうきびは三番絞り

大木町の青年団と福岡市東区の「やかまし村青年団j

が中心となって行っている黒砂糖づくりに参加した。

この黒砂糖づくりのきっかけは、 3年前に側大木町健

康づくり公社の野田昌志さんが、「町の空いている畑を

ここでも面白い取り組みがなされていたの「仙i臨まち 使交て業Lいこと圭 L左い」という読ま[ぞかまL杜i

づくり協議会J(住民主導の協議会)の発案で町並みの のメンバーに持ちかけたことから始まり、定例の会合

各家の道から見えるところに金子みすずの詩を書いた で、沖縄出身の人と酒好きの人の意見で、さとうきぴ

プレート(木の板)を下げようということになった

(プレートは協議会が準備し各家庭に無料配布)。

その結果、各家で「詩に絵をつけたプレ}トにしよ

うJrどの家にもない詩を下げようJrプレートのまわ

りを飾り付けしよう jなど、住民の跨で競い合って

様々なプレートをつくるようになった。これが、観光

客を楽しませてくれる要素の一つになった。このプレ

ートはもう一つ、地元の人に対しても役目を果たして

d: 11'ネッド Na56 2002.3 
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を作ってラムi酉を作ろうという話であったそうだ。

「やかまし村」は、東区の市民センターの「東区白書

を創ろうJという青年セミナーに集まった人たちがせ

っかく集まったのにこのまま終わってしまうのはもっ

たいないと自主グループとして再結成したものである。

飛び入り参加歓迎ということで、今回私は初めて参

加したのだが、二日目への参加だったので、サトウキ

ピを切り取る作業はなく、前日に切って置いたものか



しぼるのはけっこう在肉体労働

ら、さとうきぴの汁を絞り出す作業から手伝うことに

なった。サトウキピは、竹のように節があるために、

まずハンマーで節を砕いて、絞りやすくしないといけ

ない。そ Lて、人力の手絞り機にかけて、絞り汁を取

る。ハンマーでたたいた程度では、なかなか 回で汁

を絞り出すことができず、結局三凹目に絞ったときに

番多くの量がとれた。疲れが溜まってくると、でき

れば作業を増やしたくないという思いが強くなり、途

中で二回目の絞り方をきっくするなど、楽して作業す

るアイディアを試してみたのだが、そうすると今度は

サトウキピを絞り機に入れて引っ張るのに力を使いす

ぎ、よけいに疲れてしまった。途中から、ピールを片

手に作業を始めたので、誰ともなくピールは一番絞り

がいいけど、さとうきびは三番絞りがええんやなあと

話していた。

絞ったエキスを布で二回ほど櫨過をして、生石灰を

入れて火にかけたのだが、側溝に廃材を入れて燃やし

ただけの炉だったので、火の調節がうまくできなかっ

た。そのせいか、できあがった黒砂糖は、確かに色は

黒いのだが、テカテカと光っており、どうも焦げてい

た。勇気を出して、口に運んでみたところ九なんとも

いえないピターな味だった。ただ、中にはうまくいっ

た黒砂糖もあり、それは茶色でくすんだ色をしていた

ので、簡単に判別できた。

できあがった黒砂糖を活用して、サーターアンダギ

ーも作ったのだが、これが番おいしかった。やはり

おいしいものをつくったという感動があると、つらい

作業が報われた気がLた。

肝心の目標である、「さとうきびからのラム沼づくりj

は、残念ながらその場で作り方を知っている人がいな

かったので、とりあえず残ったサトウキピの汁をタン

17 
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クに詰めて次回へと持ち越すことになった。

後日になって、大木町でラム酒を作っている方を発

見したらしく、今度はラム酒づくりをやるそうである。

うまく作れたらよかネットパーティーでお披露目し

たい。 (本回正明)

園小麦は深く繊細で、粉に巻くよりグルテンに巻こう

~アジア麺文化研究会~

これまで「アジア麺文化研究会Jでは、長崎のチャ

ンポン、ド ロ様ソーメン、一風堂のラーメン、承天

うどん、椎葉のソパ 等、色々な麺について、食べて、

食べて、学んで、食べて. してきた。

今回は、麺の基礎である「粉jにこだわり、福岡市

那ノ津にある太陽製粉側で小麦粉について学ばせてい

ただいたの

O手打ち、手延べ、機械打ちとは?

太陽製粉側は、九州に数ある製粉会社の中で生産規

模も有数であるが、国産小麦の生産量で抜きんでてい

るそうだ。ここでは、その国産小麦を、石臼で丁寧に

引いている。その関係からか、製麺業を営む方も多く

参加しており、この日の説明ではいつにも増して小麦

や麺に関する専門的な話がとび、かっていた。その中で

もグルテン(※)の話が私のような素人にはわかりや

すく、おもしろかった。

うどんの手打ち、手延べ、機械打ちではグルテンの

「方向JIつながり強さjが全く異なるそうだ。

以下、表にまとめてみた。

グルテンの グルテンの
方 向 つながり

手打ち 全方向 強い

手延べ 一方向 強い

機械打ち 一方向 弱い

手打ち:木鉢でこねて、棒で平らに伸ばL，切る「

手延べ.ソーメンによくあるように、両端を持

ち引っ張って綿く伸ばす。

機械打ち:うどんの種を押し出し延症で成型する。

特に、全方向にグルテンを伸ばす手打ちでは、グル

テンの結ぴつきがより強〈、これが、モッチリ感やこ

しの強さに現れるのだと納得した。

また、ソパはある程度の訓練で誰でも打てるように

なるが、うどんは塩と水の配分が難しく、気候や湿度

にも左右されると聞き、かなりの知的作業であること

をうか古ぎった。

よか宇ッ ト他56 2002.3 



近況

白衣に着替えて工場見学

0小麦粉はひとくくりにでき立い

小麦粉は、強力粉、中力粉、薄力粉があって、国内

産か、国外産かぐらいしかしらなかったが、工場を見

学させていただき驚いた。工場は精選→製粉→精製と

いう行程で進むが、 香面白かったのがふるい機だ。

とにかく大きな機械が細かいシェイク、シェイクの動

きで、粉を受け、 Bの粗い網からガラスのように見え

る網まで、様々なふるいにかけられた小麦が最後には

70種類にも「ふるい分けられJ出てくる。それを、ブ

レンドしたものが我々の手に届けられる。

ここでは、アメリカ産(3種)、カナダ産(l稜)、

オーストラリア産(3種)、国内産(3種)を取り扱つ

ているという。

あと感じた一日だった。(津谷真紀子)

※ゲルテン・小麦の種に含まれるたんぱく質の主成分。抱ば

ねばしたかたまりで、水に溶けない(新明解国語辞典)

~300坪の小宇宙……「こだわりの塊」博物館探検

隊員募集

つばた しゅういち・英子夫妻の「思いの塊j博物

館へ行って来ました。(図 1) 

長い長い間、お誘いを受けながら何年も経って、や

っとこの目で見てきました。家に着いてまず最初に、

奥さんから「この家には玄関がありませんのよ o そこ

からどうぞjと言われて、縁側のような所から上がる。

後でアントニン・レーモンドの本で示しながら、その

麻布のアトリエの一部を再現した家だと聞いた。ア}

リエの方々に玄関がついているはずもなく、なるほど

とは思ったが、それは後の話。はじめに開いたときは、

「えっjと思った。とはいえ入り口は十分に広い。

つばたきんにお会いするのは、 1989年以来だと思う。

私がリゾ ト計画を受注していて、指導・応援をして

いただいた時以来のはずである。当時のリゾート計画

は、「リゾートJとは名ばかりで不動産 マンション販

売企画でしかなかった。デイベ口ツパーの中では、日

本中の田舎に高層マンションを建てるという空気が充

満していた。わが計画地区の参加メンバーにも、デイ

ベロッパーやゼネコンが何杜か参加していた。その人

国内産についていうと、筑後にある九州沖縄農業研 達からは 15，000億円かできれば1兆円の計画にして欲

究センターで研究された「チクゴイズミjがおいしい しい。 3，000億が最低限だjなどといった要求が出てい

麺用粉としてあげられていた。参加者の中には、その た。私の計画は、当初 2億円ぐらいの公共側の計画で、

粉を直接研究開発された方もおり「うどん用の麺に 民間の投資は第三期ぐらいだった。私に対する参加メ

こだわりすぎたため消費が伸ひーないj という反省も開 ンパーの評判は極めて悪く、「話にならん。会社に帰っ

かれた。 て説明もできんjと言われ、私は「そんなパカな話は

O小麦粉だけを作る!のではなく、口に入るまでが意 絶対にない。空論だjといって突っぱねていた。「そん

議さ宇¥-tい長------------- ------------------4:-'bのが売れるは支がなk~-<)- あ立たはl'l ì気』こ全担ま

この日の「食べるjの研究では、「讃岐うどんJ1き すかJといって渋々納得というよりも、あきらめさせ

しめんJ1稲庭うどんjの順で太陽製粉械の社員の方が ていた。

手際よく配膳して下さった。

製粉屡さんだけに麺はもちろん美味しかったが、讃

岐うどんはつけ麺で濃いめのだしで、きしめんは温か

くし薄口醤油でさらりと..等、ダシや出し方にまでこ

だわりがみられた。そのダシが後味のよい上品なもの

で、サクリとした天かすが引き立てていた。

粉という物を生産しているのではなく、最終型の食

べ方まで意識Lながらモノづくりをされているのだな

よか宇ッ卜 Na56 2002.3 
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話をもとに戻したい。

奥さんには、もちろん、はじめてお会いした。お茶

をいただいているうちに、なぜかご飯の話になり、ご

飯を炊く土鍋の話になった。その土鍋を見せながら、

その「うまさjについて講釈をされ「よし絶対にその

メシなるものを食うぞjと決意した。

これ以降読み続ける方は、気の毒ながら、私の受け

た「もてなしJについて、延々と自慢され続けること



都会町中の、現代・田舎暮らしのすすめ
厳木林クラインガルテメそれに丸太小屋を組み合わせた、私たちの住まし

2001 7.23/つぱた

企

図 300坪の小宇宙・こだわりの塊博物館
図2 取材メモっき手描古色っき写真静

になる。というより先ず、反省からはじめたい。

滅多にないことだが、当日、私はカメラを持ってい

なかった。数日間出張が続くので、腰痛が心配だった。

そのことをプツブツ舷きながら、お話を聞いていた。

家に入って話を開き始めても、メモを取らなかった。

「これはもう一度出直しだなjと覚悟を決めていたから

である O

ところが4-5日回り道をして、糸島の我が家に帰

ってみると、先に「取材メモjっきの「手描きで色ワ

きの写真Jが届いていた。このベージに載せてある図

2がそれである。つばたきんの家で色々もてなしを受

けて、その上に当日写真機を持ってv'去かった私を旦

て、この手回し。これは恐るべきことです。

あとは、つばたきんの「手描き色っき写真Jに沿っ

て説明するだけ。まず始めに、京都の玉露と静岡のゴ

マ団子をいただいた。ついで、「これはね娘がIダース

をプレゼントしてくれたボージョレヌーボーの最後の

」一本なんですよjといいながら注いでいただき、つば

た家特製のベーコンとジャガイモの妙めたものををあ

じわう。そこへオホーツクの鮭の薫製と菜の花の和え

ものに益の酢づけ。ついで手づくりのトーストパンに

イタリヤのパリゴールチーズ。このチーズは塩っぽい

19 

きんきょう

立 CTD'"Z...， '2巳 4

;認

がいい味だった。ハタハタの 夜干しも、もともと魚

が良かったのか塩加減ともども上味だった。

「ベーコンや鮭の薫製につけた方がいいかなjという

ことから醤油の話になった。和歌山湯浅の「角長jさ

んの「ニゴリピシオ・濁り醤jの新しいピンをわざわ

ざ開けていただき、味わった。紅茶、手ずくりのプリ

ン、ハブ茶もいただいた。図の左下にはご夫妻の年令

まで書かれている o 77才、 74才。その右上がテーブル

の配置図。図の右下は、小生が持参した糸島のハマグ

リとサザエ。

以上が、小宇宙のラちの300分の lぐらいに当たる

テープルの上の話。食べながら地元のケープルテレピ

がやった 3分X12ヶ月のビデオを見て、話を開いた。

そLて外に出て300坪を案内してもらった。それらは

すべて省略。なお、ビデオテープは糸乗がもっている。

ダビングは杷談にのります。

紙数がないので、「探険隊員募集jの話に移る。予定

は午後一時頃名古屋の高蔵寺ニュータウシのつばた邸

着。三時間ぐらい、ベーコンを作るための煉瓦の炉は

どう Lて作ったか(次に来られたらベーコンを作りまし

ょうね と言われでいる)、コンポス↑でどうして肥料

を作るか、などを見聞きする。人数に大制限がありま

よか宇ヅ卜 Na56 2002.3 
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す。四月上中旬の金土日頃。申し込みは糸乗まで。

(糸乗貞喜)

鴎「奇術」のおかげで首が少しだけ楽になった

本誌54号で首が痛くなった話を載せたところ「自分

も向じ苦しみを抱えているjという人は結構多いよう

で、かなりの方から連絡をいただいた。

そんな折、今年に入ってイコス・システムアトリエ

の山口ひろこさんから「奇術マホイjなる先生を紹介

された。日く「体の悪い箇所をその先生に触られると

涙が出るくらいに痛いJI腎臓や胃潰場の悪い人も結構

良くなったJI首やヘルニアは得意中の得意JIどこも

悪くない人には無理に手を加えたりはLないj。

私の病状は、しばらく整形外科にかかったせいもあ

って大分状態は良くなったが、日によってまだ頭が上

から押さえ込まれるような違和感がありスッキリとは

していない。こんな状態が、もう 4ヶ月も続いている。

山口さんには昨年のベトナム旅行の腹痛のとき梅エ

キスで助けてもらったこともあり十分に信用できる。

「とにかく 度来てみたらjと言われ、気軽な気持ちで

指定されたお寿司屋さんに土曜日の朝9時30分に向か

った。「すし小U1Jに入ると、大将はお庖の仕込みの最

中で、応の奥の問では私の前のお客さんが先生に対面

しているようだ。

座って待っていると「ここは痛いですかワこれはど

うですかワJI痛くないです。あっ、痛たたたっ!Jと

かやりとりが聞こえてきて不安感がふくらむ。

本当は一抹の不安があった。人には遠慮してとても

言えなかったのだが「奇術マホイjのイメージが人

歩きして、心の中で色々といけない想像をしてしまう。

その先生はたぶん、鎖のついた眼鏡をかけて、口ひげ

を生干し、マントを来ていて、先が尖って上を向いた

いよいよ私の時間になったので、靴を脱ぎ 3畳ほど

の畳の聞に入ると、姿勢のいい白髪の先生がニコニコ

顔で待っていた。隣では奥さんが新聞を拡げて眺めて

いるo 差し出された名刺をみると「奇術マホイj と書

いである。想像していた奇術の先生とはかなり違った。

それに日本人だった。

ここでの手順は、まず痛みの箇所・状況、体調を紙

に書いて、それから話をしながら体の悪い箇所に触れ

ていく。私の場合は首だ。「はい、ここを押しています

よか宇ッ卜 Na56 2002.3 
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から、無理しないで首をどこまで横に向けられます

か?Jといわれて右を向こうとするが、痛みであまり

顔が向けられない。「そこまでですか?そこまでしか曲

がりませんか?痛いですか ?Jと聞かれるので「はい」

とか「いいえjとか返事をしながら言われたように少

しずつ縦・横に首を動かすようにしてみた。 5分間ほ

どして「はい、先程と比べてどうですか?Jといわれ

た。動かすと本当に不思議なことで、首がかなり軽く

動かせる。先生の説明では頚椎と頚椎の潤の軟骨の変

形だから、まずは動かしやすくするために首の周りの

筋や筋肉をほぐしたのだという。

時間に余裕があり、心の余裕も出てきたので、つい

でに他の部分も見てもらった。畳の砲にうつぶせに寝

そべって、腰回りから足のヒザの付近、背中などを触

ってもらうと、これが非常にくすぐったい。ガマンで

きずに体をモジモジしていると「もうこれはどこも悪

くなかJと言われた。これを胃腸や療の悪い人にやる

と泣くほど痛いそうである(翌週、その評判を聞いて

7ラフラと訪れた新入社員のHは、ひざ・腰・ひじ・

足首 頭など全てが悪いということで「もう何遍か来

い!Jと異例の宣告を下されたらしい)。

大体30分が過ぎたので、小山の大将に謝礼を預けて

庖を出たのだが、マホイ先生には fもう大丈夫Jとい

われた。そして、あれから 2週間以上経つが、その後

も首が軽くなった状態は続いている。興味のある方は

ご一報を。

2 

(尾崎正利)

自転車は街を救う

~久留米市学生ボランティア

による共有自転車の試み~

水色の自転車の会編
新評論

最近、道路が新しく整備されても「なんでこんなに

車優先なのワjと思うことがよくある。車は大変便利

であるけれど、日頃の生活で車を使わない人も大勢い

て、その人達が歩きにくい街に魅力があるだろうか。

この本は、「自転車を交通手段の中核にして、久留米

市を人と自然にやさしい街にしたいj、と 1998年久留

米大学の学生 9人を中心に結成されたボランティアグ



ループによる取り組みの記録である。

久留米市は、福岡県南部に位置する人口約23万人の

衝である。市には九州最大の大河筑後川が流れており、

「水色の自転車の会」というボランティアグループの名

前はこの川にちなんでつけられた。彼らが考えた共有

システムは「利用しやすい場所に、無料で、時間制限

なく、乗り捨て自由な自転車Jを街に配備するという

ものである。利用する立場からの使い易いシステムで、

市民の善意が前提となっている。

彼らは、市より放置自転車を譲り受け水色にペイン

トし、プレーキ干タイヤなど安全性を確かめた上で配

置Lていった。しかし、一言で自転車の整備・配置と

いっても、当初はベンキ代は皆の手だしでまかない、

配霞・回収についても、各自の乗用車を使い、時には

自転車に乗って行き、配置した帰りはパスやメンパ」

の車に頼るという方法をとっていた。そこで、活動資

金を得るため自転車に広告をつけてもらうスポンサー

を集めていく。自転車の管涯をもっとすべきだという

声もあるが、しかしそれでも自由に利用できる点が水

色の自転車の存在理由だという自分たちの意志を貫い

ている o その一方で、「市民が活動に注目してくれてい

て、スポンサーもとっているからいい加減なことはで

きないJと彼らは言う。

自分たちでできることを考え責任をもって行動して

きた「水色の自転車の会」の活動が「人と自然に優し

い街にしたいJとの思いを、その名のようにさわやか

な風となって街に広げ、少しずつ変化を起こそうと L

ていることに頭が下がる思いである。(愛甲 美帆)

r期累減 一風蛍の秘密

秘密
~ラーメン職人河原成美が明かす

繁盛庖のっくり方~

河原成美

経済界

風堂のラーメン庖は地元はもちろん、全国的な人

気ラーメン后になっている。本屋に行くと「風堂の

秘密ラーメン職人河原成美が明かす繁盛庖のっくり方j

という本が並んでいた。別にラーメン庖を出したいと

いうつもりではない由大「うまいラーメンは心でつくるj

という帯の文字が気になって買ってしまった。
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ほん

ある町で関わっている中心商庖街活性化の業務でキ

ーワードに Lたことは、いかに各1古舗の魅力アップで

あった。本誌55号の表紙には「地域経営の柱さがしモ

デル図j というものを出 Lた。中心地の小売庖は大型

庖と同じフィールドでは競争できない。だから人柄・

土地柄型の特徴あるものに移行していくことが必要と

なるo この本に書かれているのは人柄型の庖づくりの

心構えだと思う O

河原成美さん(一風堂の親会社「株式会社力の源カ

ンパニー代表取締役J) は大学卒業後、芝居を志し、喫

茶庖でアルバイトをして生計を立てていたが、 1979年、

著者の兄の紹介でレストランパーをオープンする。連

日繁盛し年収1，000万円の目標も達成することになる

が、毎晩酒浸りで、お客をわかせる「酔いどれjで終

わっていいのかと考えるようになった。その後、次の

ステージを考えるようになり、その答えがラーメン厨

だった。以前のレストランノミ」のお客は若い女性が中

心で、著者自身が大好きなラーメンについていろいろ

話を聞いていた。すると I(ラーメン庖は)汚い、臭い、

怖い、女の子だけじゃ恥ずかしいjというマイナスイ

メージを持っていることが多かった。そこで考えつい

たのが「女の子が気軽に入れるラーメン庖Jだった。

これまでのレストランパー感覚でラーメン庖をつくる

ことに決めた。このほか、味はもちろんのこと、接客

サーピスなど様々なところにこだわりを追求して一風

堂をつくりあげてきた。

著者は「飲食業は演劇だJと主張している。第 5章

の「繁盛庖のっくり方jでは庖づくりを舞台に例えて

項目立てしている。「演出家コンセプトを決めるJI演

目と配役商品開発JI脚本家台本を書く JI舞台のメン

テナンス基本の大切さJなどである。 なぜ、飲食業

が演劇なのかという答えは、著者にとってラーメンは

自己表現の場であり、舞台と同じく「人に感動を与え

ることカさできるjということだった。

中心市街地の小売庖は多くの場合、大型店のように

大量仕入れできないし、結果それほど安くないかも L

れない。一風堂のラーメンは福岡のラ」メン料金の相

場からすると高く設定されている o しかし、その値段

以上に客に対して感動を与えているのが人気の秘訣な

のだと思う。ラーメンファンの人でなくても楽しく読

める本だと思う。 (小田好一)
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お知己モf

j協同組合「地域づくり九州JにてDM発行 i

~地域が儲かる計画ワくり~

昨年の 4月に当杜を含め、 9社の地域っくり、専門

家が集まり、まちづくりのトータルコーデイネーター

として、経済産業省と国土交通省 2省庁の認可の協同

組合を設立いたしました。

今年の協同組合事業として有志が知恵を絞り、タイ

トルに示しているような趣旨でまちづくりを自治体と

一緒に考え、実践していくパンフレッ卜をつくりま L

た。 2月はじめには九州、沖縄、困問、中園地域の各

市町村へ発送いたしました。この企図書では 4段階で

仕事をしていくことを示しており、市町村の要望に応

じて各段階毎の調査と計画づくりをお手伝いしたいと

考えています。興味のある方は、世帯よかネットまでご

連絡していただければ、パンフレットをお送りさせて

いただきま寸。

パンフレット表紙の文面の一部

自分たちの住む地域を儲かる地域に変えていくために

~国営地方公共団体から民営地方自治体へ~

地域でつぶれても役所がつぶれない時代は終

わり、地域が生き残れないと役所もつぶれる

時代になっています。これからは「地域を豊

かにするJr地域の雇用を増干すJr自慢で i
きる地域にするj という地域経営の視点が必

要です。

私たち協同組合“地域づくり九州"のメンバ

ーは、地域経営地域づくりを皆様と一緒に、

取り組みたいと思っています。

仕事は段階毎に、けじめをつけながら取り組んでい

し

り

探

く

一

ク

つ

一

ム

一

し

ワ

一

一

探

ト

チ

一

リ

ツ

行

行

ウ

ネ

実

実

や

、

.

に

一

き

め

り

り

一

良

曹

決

wv

く

wv

く

一

の

マ

づ

づ

一

域

一

制

域

一

地

テ

体

地

一

1

2

3

4

一

プ

プ

プ

プ

十

吋

ノ

川

ノ

川

ノ

吋

ノ

一

一

ア

テ

テ

一

ア

一

ス

ス

ス

ス
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e-mail: info@yokanet.com 

RXA04312@nifly.ne.jp 
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第10回よかネットパーティーのお知らせ

人と人との交流の輪づくり“ひともうけ"の場

として行っております「よかネットパーティーj

も今年で10回目を迎えます。

いい話 おいしい食べ物紹介したい人などの

持ち寄り参加型パーティーとして行う予定です。

今年もたくさんの方の御参加をお待ちしており

ます。

詳細は次号のよかネットで御案内致します。

日時:平成14年5月18日(土)13時~

場所:j嘗聞神社境内 (福岡市中央区天神)

編集後記

劉「おはようごぢいます!Jといつものおじちゃんの

元気な声。昨年の秋頃から毎日お昼前にピル5'皆に
ある当事務所に弁当を売りに米て下さっている方だ。

野球帽がトレードマークでいつもにこやか笑顔だか

ら、事務所の空気を明るくほぐしてくれる。 390円

の日替わり弁当は女子所員達になかなかの人気。毎

日何個かは売れている模様。もう馴染みになった所

員も。時々、差し入れま Eあってお茶とかパンとか

お菓子など頂く。 r弁当安いのに 。おじちゃん

儲からないよねー」とか話しながらしっかり食べて

います。聞いたところでは年金生活の身で「楽しい

からjやっているとのこと O 世の中いろんなj首躍の

場があるのだなあと思う。 (ざ)
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(編集・発行)

附よかネット

干810ω01福岡市中央区天神1-15-35 ホンダハピエ5F
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側地域計画建築研究所

本社京都事務所 TEL075-221-5132 

大阪事務所 TEL 06-6942-5732 

名古屋事務所 TEL 052-265-2401 

東京事務所 TEL 03-3226-9130 
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