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高松丸亀町商店街振興組合 理事長

古 川 康 造さんに聞く

高松丸亀町商店街
人の住む町に

多根自然博物館の鉄隕石
地球人だより

13 iPad の楽しみを
14 川柳『マスク』
プレゼント

な予感がしたんだよ﹂でした︒こ
れは優れた商人の時代の先を読む
力かな︑と思いましたね︒それと
もうひとつ経済的な合理性があり
ました︒私たちは瀬戸大橋の開通
が間違いなくこの街にダメージを
年で︑県内の

与えると予測しました︒実際に橋
が開通してわずか
商店街は私たちの予想通りになっ
てしまいました︒大手資本が一気
に流れ込んで︑対抗する術を持た
ない商店街は︑売り上げや通行量
を奪い去られたのです︒
地域の豊かさという点では︑開
通以前の方がずっと豊かでしたね︒

―

古川 康造 ︵

ふるかわ こうぞう

高松丸亀町商店街振興組合
理事長

︶
さんに聞く

それは時代の先を読む優れた商人の
予感から始まった︒
瀬戸大橋開通を５年後にひかえた
１９８３年︑橋の開通が起爆剤となり︑
四国の経済は大発展するとの予想が立
てられ︑官民共に大フィーバーしてい
たかまつまるがめまち

る最中である︒
当時の高松丸亀町商店街振興組合の
か にわ ゆき お

鹿庭 幸男 理 事 長 は ﹁ こ の ま ま で は 商
店街は滅びる︒１００年後を目指した
街づくりを﹂と訴えた︒バブル景気の
始まる３年前のことである︒

地域の豊かさとは
︱︱ 当時の鹿庭 理事長が︑経済的

にも好調な時期にこん
な危機感を持たれたの

は？

お亡くな

古川 康造 理事長︵以

下 古川︶

りになる前にお聞きし

たら﹁根拠なんかある

もんか︒何となくいや

たく新しいモノを作り上げるので

たコミュニティがあります︒まっ

時代の初期から４２０年続いてき

古川

営していこうという非常に強い自

でルールを決めて︑自分たちで運

発達し︑自分たちの町は自分たち

付けられた商店街は町人の自治が

のです︒これによって丸亀町と名

とは良きに計らえ﹂と民に任せた

ージャーに町割りをやらせ︑﹁あ

絶対的な権限をもったタウンマネ

この殿様が非常に優れた方で︑

の正面の一等地に配置しました︒

一緒に丸亀の商人を移して高松城

居城を丸亀から高松に移した際︑

１５８８年の一国一城令によって

まず生駒親正という殿様が治め︑

ではなくビルの竣工オープンです︒

から︑彼らの最終目的は町づくり

づくりなんてそもそも儲からない

す︒丸受けした企業にとって︑町

そこでどこかの企業に丸投げしま

ルの運営ノウハウもないですよね︒

ネジメント機能がないし︑商業ビ

うやり方です︒でもお役所にはマ

ントを見つけてきて営業するとい

に大きなビルを乗せる︒キーテナ

る︒まず土地を地上げしてその上

ると︑役所が主導で再開発を始め

らです︒駅前の一等地がダメにな

い人たちばっかりでやっているか

は失敗しますね︒リスクを負わな

４２０年間続いている
コミュニティ
自立のＤＮＡ
︱︱ この商店街の活性化が順調に

進んでいる要因は？
高松丸亀町商店街には江戸

います︒

02

▲日本最大級のドーム
高松丸亀町商店街の北の入り口︵ つの商店街の交差点︶にあるシンボルとなった建造物︒
ドーム下の奥に向かっているのが高松丸亀町商店街︒

はなく︑古くから存続してきたコ

立心が育まれてきました︒これが

そこで破格の条件でキーテナント

性化に寄与した例って︑ほとんど

ミュニティに︑もう一度活力を与

今回の開発につながった私たちの

を見つけてきてビルを埋めて竣工

無いと思います︒

えているということに尽きると思

持つＤＮＡのひとつです︒
▲ 高松城下図屏風（部分。全体は八曲1隻の屏風装）/香川県立ミュージアム蔵

コミュニティの再生を目指す
―

高松丸亀町商店街の﹁１００年後を目指した町づくり﹂

上勝町の挑戦

交通インフラの整備には︑ともす

猪熊 弦一郎
縦4ｍにも及ぶ大
きな作品です。
1982年制作当初
下半分の 大きさで発表されまし
たが、
7ｍの天井高がある当館3
階展示室Cのスケールにあわせ
て新たに上半分を制作、
より大き
な作品として生まれ変わりました。

今号の
表 紙
3

ミュゼ・ドゥ・ぬうびじょん

08

Tanet 通信

02

宇宙都市休日
1991年
再開発の総指揮をとる古川 康造 理事長

12 その後の南三陸町
讃岐の国は︑豊臣 秀吉の時代︑

これまでの商店街
再開発の失敗の図式
︱︱ ほかの再開発では成功例

だいたい官の行う開発
開発前の高松丸亀町商店街。現在の
「壱番街」
。
（画像提供：高松丸亀町商店街振興組合）

CONTENTS

れば夢を見がちですが︑地域の活

四 国

コミュニティと住空間

10

2013.7.1 Neu Vision Club 夏号
2013.7.1 Neu Vision Club 夏号

03

高松

をあまり聞きません︒
古川

平成18年に完成した
「壱番街」
の通り。

瀬戸大橋

06 葉っぱの里
10
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今回のテーマはコミュニティや
街づくりです。
戦後、
世界の人々は豊かなアメ
リカのライフスタイルにあこがれ
それを実現することを目指してき
ました。
しかし、
その物質的な豊
かさを得る
「お金」
を手に入れる
ため、
知らず知らずのうちに生活
や、
場合によっては人生までも犠
牲にして来てしまったというのが
現実ではないでしょうか。
世界が「若者の時代」
から
「長
寿の時代」
に移行しつつある今
世紀、
新しい世紀にふさわしい、
『モノは無くても皆が幸せに暮ら
せる真に豊かな理想のライフス
タイル』
を日本発で世界の人々に
提案できないか。
そんな思いを
皆さんと共有し新たな創造力の
ヒントになれば幸いです。
多根 幹雄
江戸初期の高松城下図です、
画面の中程、
横に描かれた外堀の中央やや左寄りに
城内に入る常盤橋があり、
そこから斜め右上方に向かって伸びた通りが当時の丸亀町
商店街。
上水道などのインフラや行き交う人々、
荷を運ぶ馬などが細かく描かれている。

Neu Vision Club No.226

人の住む町に

◀400年前の高松丸亀町商店街が描かれている。

術

り
通
館

町
兵庫

街のトータルなマネジメント

させ︑成功報酬をもらって地域か
らいなくなる︒もともと駄目にな
っている地域なのでキーテナント
の大型店も３年から５年営業して︑
満足のいく数字が出ないと︑ある
日突然撤収していなくなる︒そし
て駅前に大きな空きビルが出現す
るというわけです︒このように再
開発事業の失敗例が全国に数多く
あります︒結局︑地域に対して責
任を負わされていない人たちによ
ってなされているからです︒
ですから私たちはそういう人た
ちに自分たちの全財産を任すわけ
にはいかなかった︒だから自分た
ちでやりました︒

したのではなくて︑私たちが子ど

古川
年頃の豊か
は空洞化が起きました︒後のバブル

ね︒それで見事なまでに中心部に

副都心を造ろうとまでしたんです

れに合わせてお役所は郊外に第二

人々が郊外に展開してしまい︑そ

した︒それがバブルの地価高騰で

て生活のしやすい︑ありがたい町で

コンパクトシティで︑住む人にとっ

要さえあれば供給はついてきます︒

これは商売の大原則ですよね︒需

っておいても勝手に再生します︒

です︒居住者さえ戻れば商店街は放

したいよね﹂といわれる町づくり

たちがとったのは﹁町なかで生活

年︑

なにも新しいことを考え出

えたことは？

︱︱ このプロジェクトで最初に考

もの頃︑昭和
崩壊による土地価格の急激な下落

都市機能が中心部に集積している

が宅地に変わってしまっています︒

中心部に戻ってもらうために︑私

郊外に展開してしまった人々に︑

住んでみたいよね︑と言われるよ

郊外の農地を再生し︑そこで取れ

に商店街の再生ではなく︑ライフ

古川 私たちがやっているのは単

ームセンターの誘致︑温浴施設︑

新しい流通市場︑広場の整備︑ホ

い仕組みです︒さらに生鮮食品の

しています︒これはまったく新し

下にある介護施設までも作ろうと

要因です︒次にその診療所の管理

マンションが完売している大きな

が密接にリンクしていることが︑

ました︒この診療所とマンション

療の問題︒だから診療所を開設し

に合わせて避けて通れないのが医

まずは住宅整備です︒当然それ

かる仕組み﹂です︒それにはマネ

イ メ ー ジ し た の は ﹁農業で儲

く流通させたいという人たちです︒

たちで一生懸命育てた野菜を正し

くて優秀な人が多くいます︒自分

ん︒しかし︑地域の生産農家にも若

取が多くて専業では生活できませ

が兼業農家です︒あまりに中間搾

そして香川県の農家はほとんど

り困難が予想されました︒

は農地法などさまざまな規制があ

るかということです︒この実現に

する︒地産地消をいかに具現でき

たちの計画は︑7つの街区のうち

耐えられないと思っています︒私

これからの人口減や高齢化社会に

新しい都市計画を作らないと︑

連携していきたいと考えています︒

ます︒中心部の消費地としっかり

っている若い人たちがいっぱいい

もいますし︑農業をやりたいと思

すでに作物を生産しておられる方

開設に向けて調整を進めています︒

を街中に流通させるため︑市場の

りして確保しました︒作った野菜

た物は中心部の人口集積地で消費

インフラの整備をもう一度やりま

保育所や小学校の経営までも視野

ジメントが必要です︒私たちには

うなことを？

しょうということです︒丸亀町に

にいれています︒わたくしどもの

だ現在進行中です︒成功を目指し

4街区が完成したところで︑まだま

けたことによって︑まず農地法の

ます︒
取材・構成／写真

■高松丸亀町商店街の再開発に
ついてのお問い合わせ先
高松丸亀町商店街振興組合
☎０８７︱８２１︱１６５１
高松丸亀町まちづくり株式会社
☎０８７︱８２３︱０００１
またはwebサイトをご覧下さい︒

浪越 英司

の将来を見守っていきたいと思い

ございました︒高松丸亀町商店街

︱︱ お忙しいところをありがとう

て頑張っているというところです︒

ノウハウがあります︒このノウハ
提供していきます︒
そこで高松市と協力して国の総
合特区の申請をし︑今年の３月に
総理大臣の認定をいただきました︒

緩和がクリアでき︑そのほかにも

税制優遇と規制緩和︑金融支援が

かつてはＪＲ高松駅から車で南

さまざまな規制が緩和されました︒

私たちは商店街を再生さ せ

へ５キロほども行くと︑そこには

セットになったかなりハードルの

青々とした讃岐平野の田園風景が

一方でＮＰＯの農業法人を作り

るには都市全体を再生させないと計

広がっていました︒しかし住居の

ました︒農地は定期借地権でお借

高い制度でしたが︑この認定を受

郊外化が進み︑農地だったところ

画は成功しないと考えています︒

古川

︱︱ さらに︑今後の展望は？

ＮＰＯ農業法人の設立

ウを郊外の農産物の生産と流通に

すね︒

うなパラダイスをいかに作るかで

かつての高松市は︑さまざまな

住者だったんです︒
資産税を直撃することになります︒

な地域社会を取り戻そうとイメー

医療法人社団

は︑自治体の安定収入である固定

丸亀町の診療所

ジしたときに︑まず必要なのは居

商店街の再生は住む人
を取り戻すことから

お のりまさ

せ

「ずーっと町営の
託児所のお手伝いを
しています。子どもを
預けに来るお母さん
や保育士さんにわたしの経験がお役に立
つことがあります。例えばオムツの替え方と
か。いろいろなことを、自分の家族だけじゃ
なく地域ぐるみで教えてあげて伝えていくこ
とが大切ですね」

美

歩行者のみ

﹁まちづくり会社﹂がこの街全体

川野 淑子 さん

マンション

の一括運営管理を行っていきます︒

居住区の
マンションに
お住まいの

町
片原

A街区

G街区

︱︱ このプロジェクトではどのよ

40

B街区

04
2013.7.1 Neu Vision Club 夏号
2013.7.1 Neu Vision Club 夏号

30

平成 年に完成した丸亀町グリーンの
﹁けやき広場﹂
今年度
︵２０１３︶
の
﹁都市景観大賞優秀賞﹂
を受けました︒
24

にして、
ゆくゆくはここの利用者になるつもり
です」談

詳しくは美術館北通り診療所の
ホームページをご覧下さい。
05

居住区の全戸にタブレットが配られている。エマージェンシーボ
タンがついていて、それを押すと診療所に繋がり、
ドクターが５分
で駆けつけることになっている。血圧、脈
拍、体重などもボタンひとつで送れ、スカイ
プを利用してドクターと顔をあわせて対話
できる。さらに高齢者にも使いやすいよう
にとソフトを改良中とのこと。
丸亀町商店街の周辺部
には、個人の医院がほとん
ど無くなっていて、近くの大
病院に行くと「２時間待ちの
ホテルのような落ち着いた
３分診察」ということになる。 雰囲気のロビーと受付
身近な医療施設がどうして
も必要と考えた。大病院で
は手術はしてくれるけれど、 院長の 瀬尾 憲正 さん
「この診療所の基本的な考えは、
人それぞれ
術後のケアは十分ではない。 の生活スタイルに合わせ、無理をしないスマー
トエイジングのアシストをしていくこと。
皆さん
ここでは自宅マンションの
の日常生活とシームレスに繋がり敷居の高さ
居室が病室となり、診療所
をなくしたい。
この街のホスピタリティの核に
のドクターがしっかりケアに
なればと思います。
わたしもふるさとへの思い
からこの街に帰ってきました。
ここを終の棲家
当たってくれる。
駐輪場…地下収納式 自動駐輪機
壱番街の駐輪機では456台を預る。

平成17年 平成18年 平成21年 平成24年

美・健康・ファッション街
壱番街
西館
三越

ドーム
DOME

館

ファミリー＆
カジュアル街
C街区

通り
央
中
セレクトショップ
インテリア・雑貨小物
ヘルシー＆ビューティー
医療施設
高齢者向けマンション
平成7年

広場＆ホテル＆
大型マンション

カジュアルファッション
ベビー＆キッズ
アウトドア＆スポーツ
温浴施設
高齢者向け賃貸住宅

壱番街
東館
全来街者

アート・カルチャー街
ドーム広場＆
高級ブティック街

術
市美
高松
40000人
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

D街区
スーパーブランド
高級ブティック
フレンチレストラン・カフェ
大型書店・マンション

来街者・歩行者数の推移

E街区
空中広場、
アートギャラリー
伝統工芸、
地元特産品
ボビー・カルチャー
シネマコンプレックス
ガーデニング

F街区
市民広場
大型マンション
高級・輸入食材
レストラン
ビジネスホテル

通り
オン
ライ

線
国
道
11
号

平成 2年 再開発事業の計画に着手
16年 Ａ街区工事着工
18年 Ａ街区壱番街ビル
壱番街駐車場完成
19年 日本最大の商店街ドーム完成
23年 アーケード、
Ｂ街区、
Ｃ街区完成
24年 Ｇ街区
「グリーン」
完成

街区全体のイメージ
高松丸亀町商店街再開発のあゆみ

パソコン、
タブレット端末を使いこなす
「彩」
農家の西蔭さん

った︒そのため︑町としては︑第
三セクターで﹁株式会社もくさん﹂
を平成8年に立ち上げるなどＵ・
年度以降

Ｉターン施策を積極的に進めてい
る︒Ｉターン者も平成
世帯を数えている︒

世紀は環境の世紀

15

︵笠松前町長が作った造語︶を進

要 で あ る ︒そ こ で ︑町 は ︑地職住

ためには︑後継者と働く場所が必

過疎地を持続可能な地域にする

小さい頃からの環境教育しかない︒

問題である︒この問題の解決は︑

になり︑町の財政にとって深刻な

り︑医療費がかさむなど︑悪循環

者や子どもたちから順に病気にな

環境の悪化は︑体力のない高齢

めている︒これは︑
笠松さんは﹁真善美﹂を求める教

ちしょくじゅう

①地域資源を活用
育の必要性を強調した︒

③上勝町に住む
昔は地域に住み︑地域で経済を

きることで︑安い給料でも地域で

にお金が落ちる︒地域に職場がで

った︒地職住が進んでいくと地域

町には︑元々焼却炉やゴミ収集車

﹁ゴミゼロ﹂とは少し違う︒上勝

である︒一般的にいわれている

浪費︑ゴミをなくす﹂という意味

ゼロ・ウェイストとは︑﹁無駄︑

循環させていたのが当たり前であ

生活できる︒これが本来の経済の
がない︒またお
金 も な い ︒こ の
町では︑昔から
ゴミとして捨て
るものがないと

いる︒田舎は生活が厳し

あろうとほとんど残して

源として何かで使えるで

んでいると思っていません︒仕方

ている︒﹁私たちは︑上勝町が進

いが︑お金の循環システムができ

い︒上勝町はけっして裕福ではな

いう︒各自が資

いからお金をかけないよ

いという︒これも特筆す

しての苦情は非常に少な

で持ってくる︒ゴミに関

民はゴミステーションま

広域で対応しているが︑そこに持

わすことができる︒最終処分場は

もないので︑他の分野にお金をま

ことである︒焼却炉も最終処分場

として︑行政コストが低くなった

分類の分別などが注目

撮影・浪越 英司

取材・岸本 浩一

れる時代である︒

これからは︑小さな行政が求めら

が多いのが事実である︒しかし︑

住民に迎合し︑金をかける行政

町で垣間見たように思う︒

のかからない行政のあり方を上勝

資源にすれば金がかからない︒金

ゴミとして出せば金がかかるが︑

されそうである︒

ト 運 動や

だが︑これからはゼロ・ウェイス

ぱビジネス﹁彩﹂が有名な上勝町

事長・星場眞人さんは言う︒葉っ

人ゼロ・ウェイストアカデミー理

が出てきているのです﹂ＮＰＯ法

なくしているのです︒だから知恵

あちこちで生きている︒
い わゆるナイナイづくし
の町である︒

ゴミは住民自ら持参
分別となる

不思議なのは住民であ
る︒ゴミの

と︑半端な数ではない︒
面倒くさいからしたくな

べきことだと思う︒ゼロ

ち込む量も他と比べて非常に少な

いのが普通であるが︑住

・ウェイスト運動の成果
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的にもったいない 精 神 が

う に し て き た ︒今 も 習 慣

地職住の実現めざす笠松 和市 前上勝町長
（現・株式会社もくさん社長）

循環である︒昔の村社会はこうだ

ナイナイづくしで取組んだ
ゼロ・ウェイスト

②上勝町に職場をつくる

地職住で持続可能な
地域づくり

葉っぱの里 上勝町の挑戦

歳です︒まだまだ夢や希望があり︑現役

21

日本初の ゼ
｢ロ・ウェイスト 宣
｣言

今年
で100歳まで頑張ろうと思っています︒仕事は
すべてパソコンとiPad︵タブレット︶で行っ
ています︒画面を見て︑注文された葉を集めてく
るのです︒
この仕事は何歳になってもできます︒けれど︑
ひとりではできません︒私が﹁彩﹂の活動ができ
るのは︑商品となる葉の木を育ててくれた人がい
たからです︒そして︑集めたものを持って行って
くれる人がいます︒今はインターンの子が手伝っ
てくれるのでとても助かっています︒
日本だけじゃなくブータンやオーストラリア︑
ドイツからも沢山の人に訪問していただきました︒
それをきっかけに英語の勉強を始めました︒私は︑
訪問してくれた人にサインを書いてもらっており︑
そのノートはもう3冊目になります︒これは私の
宝です︒すごく楽しい︒私は﹁彩﹂をしていなか

リユース拠点くるくる工房

06
2013.7.1 Neu Vision Club 夏号
2013.7.1 Neu Vision Club 夏号

07

ったらこんな人生を歩まなかったと思います︒人

1月に福井県から移住された土本 聡美さん。
後方はアイターン者用住宅

徳島県上勝町は、人口1,861人、866世帯（平成25年4月1日現在）の過疎と高齢化が同時
進行している四国で一番小さな山間のまち。
葉っぱビジネス「彩（いろどり）
」
でよく知られ
ているが、ここは平成15年に日本ではじめて「ゼロ・ウェイスト」宣言を行ったまちでもあ
る。
未来の子どもたちに、
きれいな空気、
おいしい水、
豊かな大地を継承するため、
2020年ま
でにゴミ焼却と埋め立てをゼロにするという内容だ。
近年、
多くの山は削られ宅地に変り、
残った山は生活の文明化によって人の手が入らず、
竹林が広がり、
水源かん養など本来の森
林機能を失っている。森林保全とゼロ・ウェイスト運動を推進した笠松 和市 前町長は「行
政の仕組みが悪い」と言い切る。
人間中心の行動や考え方が、
自然環境に悪影響を与え、
長い間育まれてきた生態を脅かし
ている。
人は多様な生物がもたらす恵を享受しているというのに残念でならない。
この小さ
なまちの大きな挑戦に取組む現状を現代人への警鐘として取材した。

34

上勝町

四 国

15
ゼロ・ウェイスト運動を立ち上げた
アカデミー事務局長 藤井 園苗さん

西蔭 幸代さん

75

彩いっぱいの人生

生がとても明るくなりました︒

ゼロ・ウェイスト立ち上げに奔走された星場 眞人さん

いろどり

奥出雲多根自然博物館の
鉄隕石・隕鉄ナイフ
副館長 菅田 康彦
隕石は地球外物質が地球に落下してくるもので
す。
質量の小さいものは地上に着くまでに大気との
摩擦で燃え尽きて流れ星として観察されますが、
比
較的大きなものは火球や爆発現象が見られ、
この中
でまれに地上にたどり着いたものが隕石として発見
されます。
隕石を詳細に分析・調査研究することでそのでき
方や太陽系の誕生プロセスなどがわかってきました。
最も古い隕石である始原的隕石は約46億年前の太
陽系形成時に作られたものです。
今回ご紹介する隕鉄
（鉄隕石）
は鉄とニッケルの
合金からなるもので、
全隕石の5%がこれにあたりま
す。
落下時に大気との摩擦熱で表面が溶融するた
め、
なめらかなくぼみがいくつも見られます。
表面の酸
化物からなる皮膜が内部を保護するため、
古い時代
に落下したものでも内部の金属が錆びずに非常にき
れいな形で現在まで残っています。
まだ製鉄技術が
無かった時代には隕鉄を加工して利用していたよう
で、
紀元前4400年頃の遺跡から隕鉄起源と考えら
れる鉄製品が発見されています。
今も記憶に新しい、
ロシアに落下したチェリャビン
スク隕石は、
破片の量などから直径が17mであった
と推測されていますが、
他にもロシアではこの約100
年の間にツングースカ
（1908年）
とシホテアリニ
（1947
年）
という2つの大きな隕石爆発が起こったことも知ら
れています
（ツングースカに関しては異論もある）
。
おそ
らくは海洋を含めて人間の目に付かないところで、
もっ
と多くの隕石が落下しているのでしょう。

宇宙からのおくりもの

7

15㎝

15㎝

隕鉄のサイズ15×15㎝

重さ9㎏

54

314

吉田掛合I.C

♨
海潮温泉

佐白温泉♨

432

奥出雲町

314

ＪＲ木次
線

（さくらおろち湖） 三成

至米子市

いずもやしろ
いずもみなり かめだけ

雲南吉田 I.C 尾原ダム

横田

183

奥出雲
おろちループ

高野 I.C

432

N

至三次

9

山陰自動車道

線
号

至三次市

きすき
25
ひの
ぼり

安来市

24

線
県道 号

54

車道
松江自動
三刀屋木次I.C

しんじ

至米子市

宍道 I.C

県道

至出雲市

松江市

9

三次東JCT・I.C

至広島

線 びんご
314
備
芸
183 おちあい
JR
庄原 I.C

中国自動車道

東城 I.C

至新見
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奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal

佐白温泉

長者の湯（奥出雲多根自然博物館向い隣）

年中無休 営業時間／ 6：00〜21：00
HP：http://www.chojyanoyu.jp

写真の隕鉄ナイフは、
隕鉄に他の金属を混ぜて鍛錬して作られたもので、
このような文様の
入ったナイフはダマスカスナイフと呼ばれます。
奥出雲町にある日本刀鍛練場の小林力夫刀匠
によると、
「隕鉄は非常に固く溶けにくいことから単独での鍛練は非常に困難であるため、
他の
金属を混ぜてこのようなダマスカス鋼風に鍛練するのが普通である。
この写真のものは実用よ
りも装飾品としての意味合いが強い」
とのことでした。
隕鉄を鍛練した刀としては旧幕臣榎本
武揚が作らせた流星刀を始め何振りか作られていますが、
通常よりも高温状態で鋼をまぜて
鍛練する必要があり、
かなり苦労したという話が伝わっています。

隕石の分類
鉄隕石（隕鉄）
分化した隕石

始原的隕石

石鉄隕石
石質隕石

隕石は成因によって大まかに2つ
（始原的隕石と分化した隕石）
、
形態によって大
まかに３つ
（石質隕石・石鉄隕石・鉄隕石）
、
内部構造や成分によってさらに細かく
区分されます。
始原的隕石はコンドリュールという球状の物質が多く含まれているの
が特徴です。
分化した隕石は太陽系誕生初期に作られたもので、
内部に地球のような層状構
造
（地殻･マントル･核）
がつくられつつある状態の小惑星同士が衝突し破壊されて
宇宙空間に飛散したものです。
地殻からマントルの部分が隕石になったものが石
質隕石、
金属核の部分が隕石になったものが鉄隕石
（隕鉄）
、
核とマントルの境界
部を作っていたものが石鉄隕石になります。

の半数がダートマス大学の関係者

連携型のコミュニティは全米に

という学生街であり︑近隣では︑

のおばあちゃんがひとり住いなの

最近は経済が悪くなるのと比例
街のレストランで高齢者と若者が

ほどありますが︑ハノーバー市と

して︑強盗が増えているシアトル
食事を楽しんでいる姿も見かける

で︑買い物に行く時は︑車の運転

地域ですが︑お互い留守の時には︑
とのことです︒ちなみにこのコミ

いう街では︑人口約１万人で︑そ

隣近所に気を配っています︒また︑
ュニティの事業者である﹁ケンダ

コミュニティの
住空間

代そこそこで家を売ってリタイ

の代行をしたりもします︒

アメントハウジングに引っ越した

ヨシ ユキ

るハウジングコ
ル社﹂はＮＰＯ法人であり地方税

を払わない分︑町内会長という役

ころがほとんどです︒ただ︑会費

ニティでは︑月々の会費を払うと

ですが︑新しいハウジングコミュ

ティ会費を払わなくてもよい地域

再びキャンパスライフを体験する

るシニアは︑生涯学習講座で学び︑

おり︑このコミュニティに居住す

大学の敷地内や近隣に設置されて

連携型コミュニティというもので︑

ご紹介させていただきます︒大学

興味深いシニアコミュニティを

いと思います︒

を選ぶのか︑自分への課題とした

今後︑どのようなシニアライフ

が控除されます︒

一部をヘルスケアコストとして税

れている︒また︑居住者は家賃の

は納付するものの︑国税は免除さ

イタ ダニ

パリミキ ドイツ
ミ ユウ

板谷 美夕

ざまな社会変化と共に崩壊してお
り孤独︑無縁社会が都市生活の中
に組み込まれています︒この社会的
に重要なテーマの解決の一貫とし
てドイツでは教会︑地方自治体な

活の本質がうめ

市と田舎では生

人間と自然が共生し暮らせる
﹁住﹂

ながらも開放的で人々が触れ合い︑

どから︑プライバシーを大切にし

き声を上げて変

の中に位置づけられ市民生活の向

た重要な緑地空間として都市計画
ザック︵１７９９

１８５０︶が

とはひとつの喜びである﹂とバル

し合うことのできる相手を持つこ

ッターなどを利用して︑他の人と

トワークアプリのラインや︑ツイ

ーマンは︑仕事が終わってもネッ

せる機会は減っています︒サラリ

動しています︒

環 境 の 建 設 計 画 ﹁ Wohnprojekt
﹂が進められて
für Alt und Jung

ドイツでも都

かつてあったコミュニティがさま

割の人もいないので︑いろんな情
めに近所づきあいを積極的に行っ
ています︒
近所の住人は︑約半数以上がシ
ニアで︑それも同じ場所に長く住
んでいる人が多い︒その分だけア
メリカに住むために必要な情報が︑
そのシニアの人たちから手に入れ
ることができるのです︒近所では︑
庭掃除の道具︑大工道具などの貸
し借りは日常茶飯事です︒私たち
も近所の人が病気のときには︑食
歳

上や健康増進に大きな役割を補っ

残した言葉のように︑人と人との

コミュニケーションを図ります︒

﹁孤独はいいものだということ

ています︒

絆がいつの時代でも︑どの国にお

子どもも宿題が多くて︑近所の子

を我々は認めざるを得ない︒けれ
ども︑また孤独はいいものだと話

なった時

でいます︒

に夢中になって虚構世界を楽しん

っています︒休日も一人でネット
には︑隣

外に干し

しました︒

らったり

行っても

に病院に

ョンの中には︑コミュニティ活動

世間話などもしています︒マンシ

ちは集まって︑育児の経験とか︑

は昔と変わりません︒お母さんた

乗ったり︑色々と遊んでいる光景

ケートボードをしたり︑自転車に

修学前の子どもたちが集まってス

それでも︑マンションの庭では︑

た布団を

室を作っているところもあり︑趣

人に一緒

入れるの

長屋から
マンションへ

を忘れた時は︑親切な隣人が取り

味が合う高齢者たちは︑集まって

薄

よく見られた長

街地にもっとも

石庫門︵上海市

昔は︑旧式の

シャオイェン

屋タイプの住宅

こんでくれたりと︑長屋の路地に

一緒にダンスをしたり︑フィット

ボー

の総称︶から︑いつも子どもたちの

はいつも助け合いの精神と楽しさ

ネスをしたりしています︒退職し

パリミキ 上海

楽しげな声が聞こえてきたもので

に溢れていました︒
長屋の人達は︑路地に出て世間

に替わる高層ビルのマンションが

で姿を消そうとしています︒それ

親戚よりも近くの他人﹂︒隣人同

よく言われているのは﹁遠くの

た高齢の方は︑麻雀を楽しむ方が
話をしたり﹁あら︑仕事ですか﹂

多く建てられて︑以前のように近

士︑もっと挨拶や関心を持合うべ

そうじゃないでしょうか︒

れば︑手のひらには香りが残る﹂︒

多いようです︒
﹁お帰りなさい﹂など親しく声を

所の人と触れ合う機会は少しずつ

て︑のどかな雰囲気がありました︒

掛けあっていました︒子どものめ

きだと思います︒﹁人にバラを送
んどなので︑近所の人と顔を合わ

特に︑中国は夫婦共働きがほと

無くなっています︒
﹁子どもを預かってくれる？﹂と

んどうを見られないときは隣人に

こうした長屋は近年都市再開発

す︒台所からは料理をつくる音がし

暁燕

たちと一緒に遊ぶ時間が少なくな

いても大切である︒

事を作って運んだり︑また︑

都市計画とコミュニティ
開発へ向けて
ドイツが歩む道

ことができます︒このような大学

月々のコミュニ

私の住んでい

ジョウトク

ミュニティは︑
人もいます︒

浄徳 善行

古い場所なので

パリミキ シアトル

70

報を容易には得られない︒そのた

60

ドイツ

世界の

﹁コミュニティと
住空間﹂

います︒
若い世代からシルバーの方々が
一緒に暮らす集合住宅︒その中に
マルクト︵広場︶や共同で使用で
きる多目的スペースを設置︑その
﹁空間﹂を通して共存していこう
世紀半ば︑産

90

お願いしたり︑家族が急に病気に

ぬうびじょんくらぶ

※他にも各国より寄せられた原稿をwebサイトにて掲載しております。 http://i-nvc.jp

アメリカ

中国

という狙いです︒
業革命に突入したドイツで教育の
一貫として郊外に子どもたちの遊
び場を設けました︒その後︑小農
園を試みるも︑次第に子どもたち
の興味は薄れ雑草に埋もれていま
した︒そこを親たちが畑を耕した

世紀初頭の異

のが２００年の歴史をもつ Klein︹小さな庭︺と呼ばれるも
garten

のになりました︒︵
説もありますが︑ここではあえて
小さな子どもの庭とします︶これ
は現在ドイツをはじめヨーロッパ
諸国で庭を持てない都市生活者を
対象にした農地の賃貸制度です︒

『住』
環境の建設計画のイメージ
Wohnprojekt-HA-Hamburg-Jena 引用

10
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19

19

コミュニティ形成の場として︑ま

現在の小さい庭の様子
Ludwigshafen.de/kleingarten 引用

シアトルのレストランで学生と談笑される高齢者の方々

その後の南三陸町
宮城大学 地域連携センター
復興まちづくり推進員

後藤 一磨 さま

臨時雇用で時給１０００〜１２０
０円でラクな仕事に取られ︑その
か き

結果︑収入の安定は確保できない︒

でヘドロによって海が

年

イカダによる牡蠣︑ホタテなど
の養殖業は半分回復してきた︒
3・
若返ったと云われる︒養殖に2年

密捕獲の緩和になる利点はあるが︑

ある︒一面では安定収入とか︑過

組織保有で雇用形態に変わりつつ

船運営は協業化し︑個人所有から

ち意外な福音現象もある︒また漁

とした時︑おそらく

ちのような豊かな生活を満たそう

口は

知恵を見たように思う︒世界の人

されてこなかった人々の大いなる

必ずしも私たち現代人の手本とは

とに気付かされた︒原始・未開と︑

かかっていたのが半年で大きく育

従来の親子で若い後継者を育てる
億人ぐらい

億人に増えたけれど︑私た

機運がなくなりインセンティブに
しか養えないと言われる︒日本で

2013年4月 日︑
５連休を迎える
﹁南三陸ホテル観洋﹂
は来客の賑わいで
沸き立っていた︒
その中を後藤 一磨さまは急ぎ足で我々に近づき︑
笑みの顔と
握手で挨拶︒
ぬうびじょんの有志で訪問してから１年５ヵ月ぶりの再会︒﹁南三
がれき
陸町はあれから確かに落ち着いたが︑
これから３年先が勝負︒
瓦礫は片付いた
なりわい
生業とコミュニティの再生がまだ見えていない﹂
との話から始まった︒
が︑

建物更生共済というのもあるが︑
欠けた漁業に変質する心配もある︒
はあと

年すると人口が1億2千
千万人に減少する

小は悪とされてきた︒こうした考

い︒後期高齢者が同居していれば
7百万人から

え方を変えて﹁善﹂と見てはどう

人口は1万7500人から1万

新しい町づくりの
モデルに
日本大震災をどう見つめるか？地
だろうか？東日本大震災の復興は︑

半額以下になる公営被災者住宅は

球のリズムとしてとらえる大自然
人口減少と経済縮小という課題を

3000人に減少した︒1000

の掟を知る機会だった︒それが金
かかえた中で進められている︒これ

いままで人口の減少や経済の縮

と予測されている︒

融資本主義・グローバル経済化な

千年に一度と言われる︑この東

ど貨幣経済がベースになって見え

賃貸借で月５〜６万円︵２DK︶

漁業など緊急雇用制度は雇用期
は子どもや後に続く者たちが︑生

の家賃になる︒それならば購入し

間１年契約が原則︒時間給の水準
なくなった︒我々は自然の掟の中
まれたことを喜べる社会を作るた

人が亡くなり︑4000人の町外

災集団移転というのはなかなか難
は高いものの︑実際は期限満了後︑
でしか生きていけないのに︑地球

めに︑将来の日本の新しいまちづ

被災地を歩くと︑縄文人の住居

宅建設が始まった︒ところが︑防

たが︑ようやく高台の２ヵ所で住

しく︑住宅資金借入をするには︑
再雇用で各種雇用手続きに時間が
が生んだ生命であることを超えて

おきて

利子補給はしてくれるが︑頭金が
ヵ月間の雇用契約と

不安定な雇用問題

要るのと返済するのに後継者が必
かかり実質
一方︑水産加工場などは最低基準
跡が不思議と被災を免れているこ

しまった︒

んど火災保険のみの加入が実態で
の700円台の水準なので︑一般の

洋介

ｉＰａｄの楽しみを

歳までの様

と近畿の一部のお店では全社員が
すでにiPad を使って接客をし
ています︒

を利用して︑近くの見え方や動体
視力チェックと言った実用向きな
もの︑漢字の読み方検定︑お子さ

取材・多根 伸彦

するというものがあります︒こう

し︑色々な用途に使いたいという

iPad や iPhone が普及

︵前回訪問時の記事は会報220号に掲載︶

いったアプリを配布し︑三城にお

方が増えています︒三城のお客さ

んが動物を呼ぶと動物があいさつ

越しいただいたからこそ得られる

まの中にもそういう方がたくさん
いらっしゃいます︒せっかくエバ

〝体験〟をiPad を通じ共感い
ただけるようにしています︒

ンジェリストが培ってきたノウハ
ウを︑社内にためておくだけでは

ただく﹁コミュニティスペース﹂

に開放し︑展示会などを行ってい

三城にはお店の空間をお客さま

舗で︑エバンジェリストが講師と

っています︒これからいろんな店

お客さまと共感していきたいと思

知る楽しさも︑iPad を通じて

もったいないので︑新しいことを

のある店舗がいくつかあります︒

してiPad 講座を行いますので︑

知る楽しさを
共有するために

の有効利用や驚きと楽しみを︑お

先日︑その一つの神戸三宮店でお

お近くの店舗で開催する時には︑

ます︒

今年はさらに飛躍の年︑５月より

客さまと社員が共有するために︑

客さまにむけて﹁iPad 講習会﹂

要ですが︑お客さまの大切な時間

視力検査などの実務的利用も重

三城のお店の全社員へのｉＰａｄ

色々なアプリ開発も行っています︒

ぜひお気軽にご参加ください︒

導入が始まりました︒現在︵２０

を開きました︒

最近開発したものでは音声認識

便利さと楽しさと

三城が開発したゲームアプリ

１３年６月︶︑先行して運用実験を

店舗のiPad から
﹁私のiPad に﹂

行っていた四国の全店や中国地方

︵株︶
三城 Ｊ＆Ｔ ドリームチャンス 青柳
iPadエバンジェリスト
︵伝道師︶
誕生
三城ではiPad がこの世に生
まれてすぐに店舗での活用をして
きました︒大きな転機となったの
は昨年の５月にiPad エバンジ
ェリスト︵伝道師︶という︑公募
により選出された三城社員１００
人の集団ができたことです︒その
エバンジェリストがiPad を使
ってお客さまと体験や驚きを共有
できることを実証したことにより︑
iPad の活用が今までに増して
歳から

活発になってきました︒現在では
３２０名の
58

くりのモデルになると考えている︒

要︒地震保険も積立総額が低いた

移転が原因︒2500世帯が家を

掛け金が高く通常は加入していな

後藤 一磨さん（左）と多根 伸彦

なる︒

た方がよい︒

8

住宅建設は始まったが⁝

50

めカバーできないのが現状︒ほと

ヵ所の仮設住宅で生活し

11

地震保険の適用は受けられない︒

三城のお店のiPadエバンジェリストたち

失い︑

35

70

20

26

々な人たちが日夜研鑽に励んでい

24

12
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11

60

iPad講習会の様子

川柳

小野 真備雄 選

岡山地区 理事

入選

律子

スギ花粉黄砂マスクも忙しい
姫路市 宮本

幸子

ノーメイクマスクで隠し町へ出る
岡山市 皿井

孝

出勤へマスクしていく仮病明け
帯広市 圓尾

マスクしてパントマイムの手術室
茨城県 久保田達男

節子

マスク掛けイケメン隠す歯医者さん
倉敷市 萩原

久保田良弘

向き合ってお互い様とマスクの目
伊勢崎市

敦

マスクして挨拶されてどなたはん
神戸市 大森

功

待合室マスクとマスク喋ってる
高松市 近藤

星野幸次郎

手作りの子供マスクは絵画入り
伊勢崎市

マスクして先着順に並んでる
岡山市 新田すすむ

しぶといねマスクしててもくしゃみでる
神戸市 鍋島紗希子

不美人を美人に見せるいいマスク
長谷川さつ子

マスクつけ云わず語らず会釈だけ
岡山市 太田百合子

武

つんとしたマスクの下の顔見たい
境港市 田口

三次市 友安

郁子

どうしようマスクの下の不機嫌な

方巳

美人かもマスクに秘めた白い肌
岡山市 大沢

神原

照男

やるだけはやったと医師はマスク取り
伊勢崎市

土田

勝亮

春なのにマスク出番が多くなり
伊勢崎市

勝也

化粧代マスクで浮かす妻の春
神戸市 久世

君子

よくはずむマスク同志の立ち話
府中市 西山
※添削の上︑入選をした句も数句含まれています︒

■投稿要領について

﹃片思い﹄

次回課題
ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼
ページより︑１人三句まで︒︵ペンネーム可︶

8048

宛

138

日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶

入選者には賞状が贈られます︒
︻締め切り︼ 月
︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2
姫路市飾磨区三宅 1

南三陸町の見所が添えられた一筆箋が２冊と封筒5枚のセット。
一筆箋はだれでも気軽に相手に気持ちを伝えることができる、
コミュニケーションアイテムです。ちょっとしたメモや伝言にも最適。

下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を入力しご応募ください。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入ください。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888
発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。

-

-

言葉を信じ掘ったところ本当に温泉
が湧き出てきたという逸話のある温
泉です︒
この温泉は１︐
２３９ｍという深層
まで掘削して得られた温泉で︑炭酸
ナトリウム︑炭酸イオンなどが豊富
に含まれ︑疲労回復効果の他︑美肌
効果にも大変優れています︒
﹁美肌県ランキング﹂で島根県が
ナンバーワンに選ばれたのも温泉地
が多いからでしょう︒
雨水が地下深くまで浸みこみ温泉
になるにはかなりの年月を必要とし︑
神話の時代からの贈り物かも知れま
せん︒
海洋深層水から温泉水に切り替え
るにあたり︑半年の月日をかけて研
究開発を進めてまいりました︒

下記ホームページにて公開いたしております。

イーフェイス代表
伊豫 亜嬉子

﹁新夢美草﹂は厚生労働省から成
分に﹁温泉水﹂と明記する表示許可
をいただいており︑自信を持ってお
薦め致します︒
７月上旬にはみなさまのお手元に
お届けできる予定です︒
是非ご自身のお肌でお確かめ下さ
い︒

温泉水出荷にあたり︑島根ぬうび
じょんくらぶ会長 宇田川様をはじ
め地元のみなさまのご協力をいただ
いております︒
お客さまのお声から︑容器の区別
が分かりにくいとのご指摘にお答え
してボトルもリニューアルし使いや
すくなっております︒

﹁Neu V ision Club﹂は年4回︵1月・4月・7月・ 月︶に発行しております︒
定期購読のご案内 確実に毎号手に入れたいという読者の皆さまには︑定期購読をお勧めいたします︒
320円分の切手と郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上︑
左記までお送りください︒
お申込みは4回分のみになります
購読開始は現在発刊中の号の次の号からになります
お一人で複数冊はお申し込みいただけません
発送先は国内のみに限らせていただいております
発刊日にメール便で発送します
〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

NVC本部事務局

※ご意見・ご感想は「読者の声」コーナーにて掲載する場合があります。

締め切り2013年8月15日

課題﹃マスク﹄

三光

鹿野久美子

︻天 ︼
モナ・リザも
マスクつけたら
ただの美女
美濃加茂市

幹夫
松江市

嘉子

子を叱るマスクの母が鬼に見え
備前市 谷口

紗恵

ノーメイクマスクしてればへっちゃらさ
神戸市 鍋島

『南三陸町の一筆箋』を21名様にプレゼント！
【読者プレゼント】

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://i-nvc.jp
ぬうびじょんくらぶ

応募方法
10

﹇評﹈レオナルド・ダ・ヴィンチ作の有名
な貴族の妻の肖像画である︒そのモ
ナ・リザにマスクをさせるという思
いもよらぬ発想が面白い︒

川西

寿子

15
-

︻地 ︼お互いに
マスクをかけて
距離をおく
島根県

伊藤

︻人 ︼マスクでも
させてやりたい
口達者
岡山市

神秘なる夢美草
日頃みなさまに愛されている夢
美草シリーズが︑成分の一つである
海洋深層水から奥出雲の温泉水に
変わり︑新しく生まれ変わります︒
奥出雲は︑神話の古里として全
国的にも有名です︒
古事記に登場する︑須佐之男命
︵スサノオノミコト︶が大蛇を退
治して姫神を助ける八岐大蛇︵ヤ
マタノオロチ︶伝説は出雲神話の
ハイライトとも言えるでしょう︒

この奥出雲町は三城創業者生誕
の地であり﹃ここは雪がすぐに溶
ける︒掘ったら温泉がでる﹄との

-

8
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発行／ぬうびじょんくらぶ

兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138
-

〒672 8048
-

TEL︵079︶224・5700︵代表︶

