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ミクロネシアはミクロネシア連
邦︑パラオ共和国︑マーシャル諸
島共和国︑北マリアナ諸島からな
る︒太平洋にはミクロネシアの他
にポリネシア︵日付変更線の東側
の諸島︶とメラネシア︵日付変更
線の西側で赤道より南の諸島︶が
ある︒ミクロネシアは日付変更線

大戦終結の1914年︑今度は日
年間日本の委

本がドイツから無血占領し︑
1945年までの

任統治領となっていた︒その後︑
敗戦を迎えた日本は米国へミクロ
年間︶

ネシアを割譲し︑米国との自由連
合 国 と し て 続 い た が︵

月に︑ついに﹁ミク

倍の日本人が押しかけ

伝えられる︒

緒に汗を流して開拓したと

まる農業指導を︑島民と一

校をつくり︑田植えから始

方針を同化政策に置き︑学

いたのを︑日本はまったく

て隷属的に島民を統治して

イン︑ドイツは植民地とし

たのです︒それまではスペ

り

渡ったという︒島民の数よ

万５千人の日本人移住者が

でいた︒そこへ数年間でなんと８

シア諸島には５万人の島民が住ん

から１００年前︶に当時ミクロネ

特筆すべきは1914年︵いま

日本との係わり

た︒

of

ロネシア連邦︵
Federated
States
︶
﹂として独立し
Micronesia

1986年

43

ミクロネシア連邦は607の島
で成り立ち︑ちょうど奄美大島と
倍

ほぼ同じの701㎢︒しかし海域
面積は780万㎢と日本の約

世紀のはじめポル

争でスペインは米国に破れ︑スペ

領有権宣言︒1898年︑米西戦

ン人がマリアナ・カロリン諸島の

に登場した︒1886年︑スペイ

て︑ミクロネシアは初めて世界史

トガル人とスペイン人がやってき

代があった︒

諸島にも︑かつて幾多の困難な時

そのようなウットリする南洋の

多難な歴史

性に満ちている︒

経済水域はよだれの出そうな可能

農業も盛ん︒海に囲まれた排他的

ナッツ︑タロイモ︑バナナなどの

大自然が観光客を誘うほか︑ココ

ハワイの常夏と同じ美しい南洋の

環礁で囲まれた豊富な水産資源︑

という広大な面積を有している︒

1.9

31

パプア
ニューギニア

オーストラリア

世界の「自立」

インはドイツへ売却︒第一次世界

11

赤道

アプレ・フクシマを私たちはどう生きるかのテーマの一つ︑
﹁自立﹂という世界で﹁国家の自立はどのように実現するか？﹂
を探るため︑独立 周年を迎えたミクロネシア連邦を訪ねた︒
成田からグアムまで3時間半︑そこで一泊して翌日早朝に
ジェット機に乗り︑ミクロネシア連邦の首都ポナペイ空港ま
でさらに3時間︵日本との時差２時間早まる︶で到着した︒
27

多根 伸彦

真の自立を目指すミクロネシア連邦

プレゼント

ミクロネシア
連邦

ミュゼ・ドゥ・ぬうびじょん

10

地球人だより
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あけましておめでとうございます。
今回のテーマは「自立」
です。
かのアメリカ合衆国もかつてはイ
ギリスの植民地時代があり、
イギ
リスとの独立戦争によって自立を
勝ち取りました。
日本は植民地に
なることがなかった数少ない国の
ひとつです。
植民地から苦労して
独立を勝ち取ろうとした経験が
ないためか、
日本人は現在もアメ
リカの影響下から自立しようとい
う気概が生まれないのかもしれ
ません。
国民は日本政府を頼り、
日本政府はアメリカ政府を頼った
ままです。
巻頭のミクロネシア連邦は永年
日本を含む列強に支配され続け、
27年前にアメリカから独立したも
のの、
いまだ真の自立を目指して
模索しています。
国家に頼れない時代となるこ
れからの時代、
様々な自立を目指
す姿から我々の自立を考えるヒン
トになれば幸いです。
編集長 多根 幹雄

1.7

どこまでも透明な環礁付近の海

14 川柳『本音』
グアム
フィリピン

16

ヘンリー通産大臣
（左）
と筆者

真っ赤な背景の中に一組の黒い
三角、
そして弓矢などの標的
（タ
ーゲット）
を思わせる同心円が描
かれています。
よく見ると、
猪熊
弦一郎
（1902-93）
のコレクション
でもあるペシャンコになった缶が
モチーフとして取り上げられてい
ることに気付きます。
廃墟となった旧日本軍の施設

12 iPadで創造
ポナペイ空港

多根自然博物館の化石

08
ミクロネシア アンツ諸島の海岸

ぬうびじょんだより

埼玉の大地に
受け継がれる農士の志

06

Tanet 通信

真の自立を目指す
ミクロネシア連邦

02
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久保 和夫

伝統的な村社会
しゅうちょう

どの島も伝統的な﹁酋長制度﹂
が先祖代々の社会秩序を保ちつづ
けており︑女系家族制度が中心と
なっていた︒酋長の娘と姻戚関係
ができると︑その村の指導者とし
て尊敬されるリーダーとしてあが
められた︒
渡来した勤勉で熱心な日本人た

が与えられるとの日本政府からの

からの移民者には3町歩の開墾地

経済発展がとげられた︒当時日本

立ち︑水産・農業分野で飛躍的な

行していたにも

の同化政策が進

れ︑現地島民と

送還をしいら

れの家族が切り

拘わらずそれぞ

アブームが続き﹁冒険ダン吉﹂の
離されて不幸な

呼びかけで︑日本ではミクロネシ
連載漫画が大ヒットした︒
時代を迎えるこ
とになる︒その
悲哀物語は枚挙

当時のこれらの
ところが︑日本は1945年8
にいとまがな

終戦を迎えて
万人も

日に終戦を迎え︑約

月
い︒

年も経過

の日本人がミクロネシアから強制
した現代に当時
歳後半に

の活躍した日系
人は
もなり︑語れる
人達は数少なく
なっている︒や
がてそれも忘れ
去られようとし
ている︒

これからの
ミクロネシア連邦
ト教︑政体は大統領制をとり︑す
年︑いまなお米国の

っかり米国統治色となったが︑独
立宣言して
ている︒GDPは

森 小弁︒
ミクロネシアで理想を
追求した﹃冒険ダン吉﹄
森 小弁は明治２年土佐に生
ま れ る ︒青 年 期 は 同 郷 の 板垣 退
助にあこがれ自由民権運動に参
画したり︑朝鮮独立運動に加担
しようとするものの︑いわゆる
大阪事件に巻き込まれ投獄まで

億㌦︑国家予

支援金にたより︑経済独立が遅れ

７の島に人口
算は5億２千㌦︵内

万７千人︑言葉も

英語︑お金も米㌦︑宗教もキリス

世界最大規模の海域を持つ６０

27

69

80

年に当時ス

夢破れた森は︑小さな南洋貿易

吉﹄のモデルだともいわれてい

躍 し た ︒ 島田 啓 三 の﹃ 冒 険 ダ ン

米国からの

会社に入社︒明治

る︒

に貢献するとともに︑最盛期に

設立を行うなど現地の民生向上

に独立︒トラック諸島初の学校

え︑１９１５年の日本統治を機

ドイツ統治下の苦難を乗り越

て大酋長に︒１８９９年からの

酋長の娘イザベルと結婚︑そし

者となる︒その後イライス村の

開催︒当日会場は︑両国の友好

樹立

日にモリ大統領は日本との国交

昨年

多根 幹雄

を願う人々で埋め尽くされた︒

氏は森 小弁の長男 太郎の孫︒

代大統領のエマニュエル・モリ

を超え︑ミクロネシア連邦第７

れた六男五女の一族は約３千人

渡り︑日本人として最初の定住

は８万５千人におよぶ日本人移

月1日︑自国の建国記念

住者と現地人の仲介役として活

現在︑イザベルとの間に生ま

ペイン領だったミクロネシアに

経験する︒日本での理想追求に

22

ちは︑たちまち各村々のリーダー
として頭角を現した︒日本式の学
校教育制度が教育向上に大いに役

考える︒また︑かつて日本が深い

年間で

支援金が
ご縁をいただいた同国への憧憬と

％ 超 ︶︒ あ と

米国からの支援金をゼロにしたい
恩返しが︑これから少しでも実現
も顔向けできそうだ︒

できれば︑100年前の諸先輩に

10

と迫られている台所事情の中︑い

15

かに経済独立を達成するかが待っ
ている︒

独立の背景
ミクロネシアはもともと植民地
支配の宗主国の搾取︑抑圧︑民族
的屈辱などに立ち上がったのでは
なく︑政治主権をベースに経済的
発展基盤をつくる援助をどれだけ
引き出せるかの交渉が背景にあっ
た︒その点では日本の幕末↓明治
維新の﹁植民地化を回避したい﹂
とした背景とは若干異なる︒また

10

日本から贈られた太陽光パネルに関する記念碑。
輸入石油に頼る高い電気代が同国の大きな悩みだ。

教育文化の欧米型への大転換を積
極的に取り入れた日本
は︑急ぎすぎのスピー
ドが招いたかもしれな
い戦争と敗戦をどうと
らえるか︒
また我々がアプレ・
フクシマをこれからの
歴史にどう位置づける
かを学ぼうとしている
時︑ミクロネシア連邦
の生い立ちとその経緯
は大いに役立つものと

周年を祝う式典を東京で

11

25

10
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25

夜の市場風景。
昼間は暑いので魚は夜になってから店頭に出される。
国会議事堂の前にて
モリ大統領と

50

子供たちの歓迎ダンス

久保 和夫

ぬうびじょんくらぶ
サミット
フォーラム 品川
月 日 〜 日
31

in

（水）

（木）

︵株︶三城ホールディングス
品川本社で第２回サミットフォ
ーラムが開催され︑ぬうびじょ
んくらぶから古川 本部会長はじ
め各地区会長 名︑三城からは
多根 弘師︵株︶三城ＨＤ社長と
幹部社員が出席しました︒地区
報告で﹁後継者不足と会員の若
返り﹂﹁会員同士の接点に会報
誌のテーマを取り上げてのミー
ティングや食事会﹂﹁長寿社会
を豊かに生きるための各種催し﹂
﹁若い人が入りやすい店作りの
提言﹂﹁ミキ店舗のスペースを
利用した会員の作品展示会の実
施﹂などの意見が討議されまし
た︒三城からの報告︑続いてア
イパッド講習会では各会長は新
しいアイパッドを手にし︑写真
を撮ってメールで送るなどすぐ
に学び︑盛り上がりました︒

■ 開催日

30

埼玉の大地に
受け継がれる農士の志
ぬうびじょん

地方のために働く人を育てる人間
を創る︒そう考えて︑昭和６年に

10

躍をお祈りしております︒

四季根彩の方のこれからの活

す︒

心新たにやっていこうと思いま

を持って立派な農士になるように︑

が︑安岡先生の言われる武士の心

たまたまこの地を選んだのです

いし収穫量も上がってきます︒

ノは︑前回蒔いたモノより味もい

けです︒つまり二代目で作ったモ

んな気温だよ︑と教わっているわ

目のタネは一代目から嵐山町はこ

採りました︒嵐山町で育った二代

き︑そのホウレンソウからタネを

４月にホウレンソウのタネを蒔

しながら取り組んでいます︒

けたらという思いで一生懸命勉強

われている中︑固定種を守ってい

15

安岡 正篤記念館
﹁日本農士学校﹂をこの地に創立

やす

されました︒農士学校は農民であ

ひきぐんらんざんまち

埼玉の比企郡嵐山町にある﹁安
おか まさひろ

岡 正篤記念館﹂を訪問しました︒
りながら武士の魂を持つ人を創る

あらい かつら

記念館見学後︑所長の荒井 桂さま
ことです︒昭和

年まで約千名が

より﹁安岡 正篤先生に学ぶ﹂の

る時︑中心部から遠く離れた︑い

古い時代から次の時代に転換す

動されました︒

学び︑卒業生は地方に留まり︑活

安岡先生は﹁将来︑国家を担う
のはない﹂と考えられました︒国
わば辺境の地から始まったものが︑

青少年に対して教育ほど大切なも
をよくするには大都市のみでなく
次の時代の中心になっています︒
公家社会から武家社会に移る時は
京都から鎌倉︑幕藩体制から維新
を実現したのは薩摩・長州・土佐・
肥前など江戸から離れた地です︒

この地を選んだのにはそういう理

に情操が人の気持ちを支えており︑

次の時代を担う英雄が生まれる所
は風光明媚な田舎が多く︑世界的

定種を合わせて作るしかありませ

％はＦ１ 種

由もある︑と話されました︒

な発明や発見をした人もそのよう

いる野 菜の

タネ は農家が育てて花

ん︒その固定種を全部海外に任せ

す︒Ｆ1種を作るには固定種と固

を咲か せ︑タネを採って

てしまう不安があります︒固定種

です︒

来年ま た蒔くというのが

％とい

にこだわっている農家は
ったタ ネを蒔いても同じ
ような野菜はできません︒
Ｆ１種 は狭い農地︑少な
い労働 力で同じ品質︑成
長速度で育ち︑また農薬
や化学肥料を使うことで
収穫量 が上がります︒し
かし︑ タネ・肥料・農薬
も海外 から買って育てて
そん な中︑四季根彩は

いるのが現状です︒

10

サミットフォーラム会議の様子

1950年代までは化学肥料や農薬の普
及が少なく、野菜のタネはその土地で
長年栽培され、似かよった風土や環境
の中で出来の良い野菜を繰り返してタ
ネ取りし、その土地にあった野菜を作
っていました。その野菜のタネを「固
定種」といい、現在スーパーなどに出
回ることは、ほとんどありません。
一方、現在の日本で大量に流通して
いるものは、「F1種」というものです。
異なる系統の親をかけ合せて作った一
代目のことで、形状がそろって出荷し
やすい、成長が早い、収穫量が多いな
どのメリットがありますが、二代目以
降は形状が揃わず一代限りの雑種なの
で自家採種には向きません。さらに、
近代農業には、Ｆ１種、化学肥料、農
薬が必須といわれています。

は一代 限りの品種で︑採

イメー ジですが︑Ｆ1種

90

があり ︑日本で作られて

﹁固定 種﹂と﹁Ｆ１種﹂

を始め ました︒タネには

事業で この嵐山町で農業

働いて いましたが︑新規

もと もとはパリミキで

した︒

ら﹁タ ネ﹂の話を伺いま

る四季 根彩の３名の方か

同じ 比企郡嵐山町にあ

四季根彩

な所で育っています︒英知ととも

四季根彩の農園で収穫を楽しむ、
ぬうびじょんくらぶ各地区会長のみなさま
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38

固定種 にこだわっていま

固定種とＦ１種の違い

株式会社 四季根彩の宮本さん、太田さん、堀越さん（左より）

テーマで講演を拝聴しました︒

安岡 正篤記念館 荒井 桂 所長

奥出雲多根自然博物館の
パラドキシデス
副館長 菅田 康彦
三葉虫は古生代を代表する節足動物
（エビやカニ･
昆虫などの動物群）
で、
縦の２本の溝状のくぼみによっ
て身体の真ん中を通る軸
（軸部）
と両側の肋
（ろく）
の３
つの部分に分かれることからTrilobite
（Tri（3つの）
Lobe
（葉：よう）
、
つまり和名では
「三葉虫」
と名付けら
れました。
縦方向にも頭部・胸部・尾部の３つ部分に分
けられます。
大きさは様々で、
3mmのものから70cmの
ものまで知られていますが、
化石の一部分から推定さ
れる大きさとしては90cmに達した三葉虫もいたようで
す。
古生代のはじめ頃、
約5億年前に全盛を迎えます
が、
その後衰退をはじめ、
古生代の終わり約2億5000
万年前に絶滅しました。
1万種を越える数多くの三葉虫
が知られており、
それぞれの種の生存期間が短く早い
※として非常に役立
進化をとげたことから
「示準化石」
っています。
以前は節足動物の先祖的な位置づけで
したが、
現在は古生代はじめに拡散進化した原始的
な節足動物の一つというとらえ方になっており系統的
に最も近い生物はカブトガニであると考えられています。
パラドキシデスは約５億年前の海に生息していた巨
大な三葉虫で、
これまでに全長70cmという巨大なのも
のが見つかっています。
写真は全長29cmで、
目が比
較的大きく、
頭の横の部分から身体の横に沿って伸び
るトゲ状の装飾が特徴的な種類です。
トゲの付け根
の部分はある程度動く部分で、
また体節それぞれの
両端もするどくとがっています。
三葉虫は外敵に襲われ
るとダンゴムシのように丸まる防御姿勢を取ることから、
このようなトゲも防御に役に立ったと考えられます。
時代が新しくなるにつれ一部の種類ではトゲが更
に多く鋭くなり、
古生代デボン紀には三葉虫とは思えな
いような形状のものも現れます。

古生代の
巨大三葉虫
パラドキシデス

※示準化石
地層の地質年代を決める化石。
各地質時代を代表する生物で、
広く世界的に分布して、
進化のスピードが速い種類の生物の化石
を数種類組み合わせることによって、
くわしい時代が決定される。

肋部

軸部

肋部

眼

頭部

体節

全長29㎝
胸部

尾板

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

公益財団法人

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

パラドキシデス
古生代カンブリア紀

約5億4200万年〜 4億8830万年前

9

ケルト海

水の完全自立を目指す

自立で街が蘇る
三城ホールディングス

古賀 茂樹
高い志を持つ

騰し粗悪品が出回り︑日本の生糸
の評判が落ちた︒

ことでした︒ビジネスの経 験のな

ストを選び︑発表場所を提供する
いアーティストには︑専 門 家から
ヵ月間の店舗運営を

のアドバイスを行い︑また非 常に
安い家賃で
まく行けば︑近くの場所を紹介し

し︑自立を促していく ︒自立がう
て行くことで︑灯りが一つ︑二つと

ていった︒人 づく り が ︑街 づく り

増え︑街全体に灯りが戻ってくる︒

の日本からの輸出が︑１９３０年
に繋がっている︒世界 遺 産に登録

絹織物の需要拡大の為に明治政

代に世界一位を占めるようになり︑
されたリヨンを ︑イルミネーショ

が蘇った︒少し

われているリヨンを訪れた︒リヨ
リヨンは打撃を受けた︒さらに︑
から行われる光の祭 典で︑ヨーロ

ンで幻 想的に照らしている︒ 月

そして︑その灯りに才 能ある人々

ンは︑フランスの中央部に位置し

％を占める

１９６０年頃になると日本の化学

府はフランス人技術者のポール・

ており︑ローヌ川を下れば︑地中
繊維工業が︑世界の

前の話だが２０

海のマルセイユに行くことができ
ッパから世界から多くの観光客が

才 能あふれる人々の街へと変わっ

る︒古くからこの地形を活かして
ようになり︑それ以降︑リヨンの
訪れる街になった︒今では魅力的

が集ってくる︒今︑リヨンの街は︑

貿易が盛んに行われ︑絹の町︑金
織物産業が完全に衰退していった︒
な街になり︑今日もイルミネーシ

に富岡製糸場が造られた︒絹織物

融の町︑美食の町として有名だ︒
日本の影響で︑カタコトと聞こえ
ョンがリヨンを照らしている︒

ブリューナーを招き︑１８７２年

永井 荷風が横浜正金銀行の社員
人々も離れて行き︑街にペイント

ていた織り機の音は消えてしまい︑

０９年に都市圏

として滞在した地で︑その体験が

だが︑日本とのかかわりは︑大き
夢 を︑未 来 を﹂とリヨンの街 おこ

﹁リヨンの街に活 気 を︑若 者に

の落書きが増えていた︒

く分けて三度ある︒１８５５年に
たイザベラ・グレイス女 史がまず
行ったことは︑才 能ある若 者の活

しが始まった︒市から依頼を受け

物産業に打撃を与え失業者が増加︒
用でした︒リヨンの街の真ん中に︑

スペインで発生した蚕の病気がヨ

日本の蚕は病に強いことから︑リ
約

水をためる土地

大きな河川や雨

国土が狭く︑

基本的には工業用水としてシンガ

は家庭の水道水として使用され︑

をはるかにクリアしており︑一部

ウォーターはＷＨＯの飲料水基準

店 舗 程のアーティスト・ヴィ

ヨンから横浜に日本の生糸を買い
レッジを創 り ︑才 能 あるアーティ

も少ないシンガ

を開始しました︒現在このニュー

とする﹁ニューウォーター﹂計画

再生処理して飲用水にも利用可能

度濾過技術を導入し国内の下水を

く︑日本から逆浸透膜を使った高

そこで水の完全自立を目指すべ

求めた︒その結果︑生糸相場は暴

ーロッパに広まり︑リヨンの絹織

リヨンは絹と織物で栄えた都市

のちの﹁ふらんす物語﹂になった︒

としてはフランス第二の都市とい

人々の自立で街

23

起業で自立を目指す
パリ在住

QUARRE Tony
︵カレ トニー︶

せん︒これらは経済的な理由や学
業があり︑夜に働かないといけな
い者の生活を困難にしています︒
私たちのような学生や若い人たち
の雇用がまたも脅かされる結果と
なりました︒現在の社会党オーラ
ンスの失業率は

ンド大統領政権になってからフラ
の雇用状態は厳しくなってきてい

歳︑ソ
ルボンヌ大学修

%と︑フランス
士を終えて現在

ます︒

シア側が価格のつり上げを要求し

れ︑さらに期限切れを前にマレー

2061年に現在の供給協定が切

に大半を頼ってきましたが︑

は︑マレーシアから供給される水

以来の大きな課題です︒これまで

イフラインである水の確保は建国

に乗り出しており︑今年9月には

携の水処理企業が海水淡水化事業

となっています︒さらには官民提

約3分の2が貯水池︵森林を含む︶

ッジ﹂も作られ︑現在では国土の

する可動堰式ダム﹁マリーナバレ

リーナ湾の湾口をせき止め淡水化

るようになっています︒また︑マ

やアルバイトで生活を立てなけれ

態で︑多くの学生はフリーランス

海外に出て仕事を探すしかない状

は全く違う方向に進路を変えるか︑

者が増えています︒専攻の学科と

資格を取得する為に学生を続ける

卒業後希望の仕事に就けず︑他の

%の新卒学生の就職が決まらず︑

専攻しています︒フランスでは

プチ企業が該当します︒しかし︑

上に売り上げの上限が定められた

と︑特殊技能を要する仕事やその

いうものです︒芸術に携わる仕事

に納税面でもかなり優遇されると

にかかる費用の負担も少なく︑更

が導入されました︒資本金や起業

て起業する人を援助するシステム

ら失業者を減らす目的で︑自立し

前保守政権のサルコジ大統領か

てきたために交渉が暗礁に乗り上

新しいチュアス海水淡水化プラン

げている状態です︒

現政権はこの優遇処置にまで異議

とができるようになりました︒

現在の水需要の

業裁判で争いましたが︑会社側は

止命令が下りました︒会社側も職

突如︑労働局からの深夜営業の停

深夜１時半までしていましたが︑

合美容品店で販売のアルバイトを

選びます︒

とを無駄にせずに自立する方法を

かりますが︑今まで学んで来たこ

ようなサイトにするには時間がか

まだまだ自分たちにしかできない

ト販売の総合サイトを製作中です︒

今は︑友人と共にインターネッ

を唱え︑課税を決定しました︒

2060年までに︑ニューウォ

時までと

私はシャンゼリゼ通りの大手総

％︑海水を淡水化した

敗訴し営業時間は夜の

％︑それに貯水池の水を合

％を供給するこ

水で

なりました︒それでも罰金を払っ

ーターで

わせて持続可能な水の供給を可能

て営業を続ける企業は後を絶ちま

21

55

25

働していたプラントと合わせると︑

ばいけなくなっています︒

ーケティングを

は博士課程でマ

私は

12

トの稼働が始まりました︒先に稼

％近くを占め

ポールの水全体の

森田 亜紀子

シンガポール
リャンコート店

18

にし︑水の完全自立を目指してい
ます︒

25

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

フランス

ポールでは︑ラ

12

リヨン

リヨンの街で
購入したバッグ

22

かつて絹織物で栄えたリヨンの街
パリ
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30

10

フランス

世界の「自立」
フランス

マリーナ貯水池

61

シンガポール

リヨンを照らすイルミネーション

mamapapa

２０１３年９月 日︑三城本社︵品川︶に 名のiPadエバンジェリスト ※が集結し︑
エバンジェリスト・オリンピックを開催しました︒

﹁２０１４年新年か

を高められるのではな

手本があれば︑発想力

風に使える﹄というお

な風に使える︒こんな

前にiPadは﹃あん

ようになります︒その

社員がiPadを持つ

に配布するのではなく︑最初に

分かりました︒また︑一度に全員

には一人一台が必須であることが

ものなので︑そのよさを発揮する

しかし︑iPadはパーソナルな

に一台のiPadを設置しました︒

だきたい﹂という思いから︑各店

発売以降﹁お客さまに驚いていた

２０１０年５月のiPad日本

iPadエバンジェリスト

いかと思い︑エバンジ

語 る エ バ ン ジ ェ リ スト

①本当にiPadを使いたい
楽しく会話をしたい︒

②iPadを使ってお客さまと

り︑現在では︑３３５名

期エバンジェリストを募

とい う １ ０ ０ 人の 第一

く︒それがエバンジェリスト！そ

なくみんなで共有して拡がってい

を形にできる︑それが一人だけで

ていくアイデア・思いつき︒それ

③自分が変わりたい

となりました︒最初は︑

して︑全員が持つようになったら

５００ 件 のコメント が

のだろう﹂と表現しています︒当

何て明るい可能性が拡がっていく
初は﹁エバンジェリストが自由気
ままにフェイスブックに書き込む
だけでは︑意見がまとまらないの
ではないか﹂と疑問を抱いていた
こともありました︒しかし︑﹁結
エバンジェリスト・

分かってからは︑得意の写真加工

ぞれ︒それがいい﹂ということが

論を出す必要はない︒みんなそれ
オリンピックでゴール

のアプリを使ってお客さまに喜ん
みず き

ドメダリストに輝いた
の

でいただいたり︑お客さまのご趣

し

古志野 瑞城さん︵阪急

味やご興味︑さらには不安に思っ

こ

高槻駅前店︶は﹁頭の

ておられることに合わせて情報を

エバンジェリスト
2013

決定 ベスト・オブ・

ます︒

寄 せられ た 事 例 も あ り

ま し た ︒１つの 記 事 に

投 稿されるようになり

てし まったこと な どが

客 さ まに ご 迷 惑 を か け

で起こったよいこと︑お

を 始 めた ところ ︑店 舗

しよ う ﹂と情 報の共 有

てよかったこと を 共 有

使って﹁iPadを使っ

クのグルー プペー ジ を

ましたが︑フェイスブッ

質問の電話が多くあり

に聞きました︒

委員長 青柳 洋介さん

・オリンピック実行

クを発案しました﹂と

ェリスト・オリンピッ

ら三城の店頭では︑全

１１

中に︑浮かんでは消え

森 京子

三城ホールディングス

います︒どうぞご期待ください︒

お客さまと繋がっていきたいと思

二ステージの幕が開き︑世界中の

２０１４年︑三城のiPad第

と語ってくれました︒

を共有できる喜びを感じています︑

お伝えできました︒そして︑それ

金メダリスト 古志野 瑞城
（阪急高槻店）

27
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Ｊ＆Ｔチーフエバンジェリスト（左から）柏野、青柳、河村
銅メダリスト 福富 奈津子
（高岡戸出店）
銀メダリスト 川田 直樹
（四之宮店）

iPadで創造
新しい﹁楽・便・驚・繋﹂の世界

エバンジェリスト・オリンピック参加者と多根社長（前列中央）

※語源となっている“evangelist”は「（キリスト教の）伝道者」という意味。何かを啓蒙する役割り。

川柳

入選
和子

おだてられ気分よくして本音吐く
狛江市 鈴木

心咲

マヨネーズ主婦の本音を絞り出す
岡山市 永見

久保田良弘

歯車が外れて本音さらけ出す
伊勢崎市

これ似合う本音を言うと怒られる
秦野市 鈴木しづ香

勝也

一合の酒では本音まだ吐けぬ
神戸市 久世

寿子

人肌の酒に丸ごと浮く本音
岡山市 伊藤

節子

迷い子になった本心捜してる
姫路市 桑名

うっかりとつられて本音出てしまい
岡山市 新田すすむ

鹿野久美子

本音かと問われ動く瞳の迷い
美濃加茂市

和

すまし顔本音聞いてもいいですか
狛江市 鈴木

言い掛けてそっと本音にふたをする

和美

松江市 加納亀太郎

あの時の本音の発言悔まれる

神原

照男

余談です本音も少し混ぜて言う
伊勢崎市

三次市 友安

郁子

世知辛い本音で言えぬ世の流れ

仙台市 神

太郎

ほめ言葉苦しい本音隠してる

土田

勝亮

社交ベタいつも本音が出てしまう
伊勢崎市

※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

﹃ おもてなし﹄

次回宿題
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︶
入選者には賞状が贈られます︒

NVC本部事務局

宛

138

︻ 締 め 切 り ︼2 0 1 4 年 月 日︵当日消印有効︶
8048

姫路市飾磨区三宅 1

︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2

○P
フランスの方の表記が間違っておりました︒

2013年 月1日発行
﹁Neu Vision Club 227号﹂
に
おきまして︑
記載に誤りがありました︒
正しくは左の通りです︒

日下部 聡美
日下部 聡美

︵誤︶
パリミキ フランス
︵正︶
フランス在住
読者の皆さまならびに関係各位にご迷惑を
お掛けしましたことをお詫びするとともに︑
ここに訂正させていただきます︒

※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。

発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。

締め切り2014年2月15日

岡山地区 理事

小野 真備雄 選

節子
佐賀市 さ く ら 子

丸亀市 岸本

研 修 会 昼は 建て 前 夜 本 音

慢太郎

世の中を本音で生きる難しさ
松江市 我

律子

たまに言う彼の本音についほろり
姫路市 宮本

武

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。
く

しか ま

宿題﹃本音﹄

本音はいつも
ボクに
しゃべらせて

三光

萩原

︻天 ︼
少しだけ
本音を言って
楽になる
倉敷市

孝

﹇評﹈何気ない表現の中に︑思い切った決
断の結果にほっとする作者の姿が見
える︒

圓尾

︻地 ︼タイ緩め
本音を交わす
縄のれん
帯広市
境港市 田口

一人でも本音語れる友ほしい

あき

お客さまへのバースデーカードでおなじみの宮本 律子さんの絵手紙集です。
ポストカード20枚入

黄 金の 富 士 山 ︱
私の 宝 物
メガネの三城
岡山駅前店

小迫 真千子

年︶にメガネの三城が世

東京オリンピックの１９６４年

ます︒

年２

若林 綾子さま︑ありがとうござい

遺産の富士山をお見事に描かれる

くお元気に歩いてのご来店︒世界

してくださいました︒いつも明る

れた富士山の水墨画をプレゼント

１００歳の記念にご自身が描か

月３日からのお客さまです︒

この岡山駅前店には︑昭和

まの若林 綾子さま︑満１０１歳︒

出しました︒その時からのお客さ

ピングセンターに２番目のお店を

界一を目指して岡山の柳川ショッ

︵昭和
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東京都 吾妻

ドーナツ型のモダン部が程よいクッシ
ョン性を与えます。

うかつにも本音ポロリと歩き出す

一筆書きのような、
一本のラインによ
って構成されています。

-

﹁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

レンズを一点で保持することで、
レン
ズをフレームの拘束から解放し、
視界
がフレームに妨げられるストレスがあ
りません。

︻人 ︼寂しさに
本音ひとこと
ついぽろり
備前市 谷口よしこ

2

ドーナツ型モダン部

胸の奥割ってみせたい本音あり

応募方法
10

15

連続するライン

14
2014.1.1 Neu Vision Club 新春号
2014.1.1 Neu Vision Club 新春号

15

10

『宮本 律子さんの絵手紙集』
を
101名様にプレゼント！
【読者プレゼント】

-

レンズの一点保持

※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

10

〈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

44

森本まさみ

ミクロチタン502は、「合理的かつ有機的で、道具と人間が一体化するような優
れたデザイン」が評価され、昨年に引き続き2013年度グッドデザイン賞を受賞しま
した。
コラボレーションしたムラタ・チアキ氏はマイクロソフトのゲーム機X-BOX360
等の開発に関わり、人間の行動の時間軸に沿った「行為のデザイン」を提唱して
グローバルなフィールドで活躍しているプロダクトデザイナーです。ムラタ氏の感
性と日本で初めてチタンのメガネフレームを作った、ミキのグループ会社・株式会
社クリエイトスリーの誇る高度なチタン加工技術と、職人の手間を惜しまない丁
寧な作業が、今までにない先進デザインを実現しました。
連続したリボンのゆらぎをイメージしたフレームデザインは、一筆書きのような
一本のラインによって構成されており、フレーム全体が流麗な三次元的変化を見
せつつ、頭部をしっかりと包み込む機能も果たします。また、バネ性と強度を備え
るβチタンをテンプルに採用し、掛け心地が格段向上しました。さらに独自のレン
ズ固定方法（一点保持）が、フレームによる視界の妨げを軽減し、より開放的で人
間の五感に優しく響くフォルムが完成しました。

-

28,000円（フレーム価格税込）
502
ミクロチタン×ムラタチアキ

岡山市

“2年連続グッドデザイン賞受賞”

下記ホームページにて公開いたしております。

-

228号 二〇一四年 新春号

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︶

