
　9月に入り、朝晩は涼しい空気に秋めいたことを実感できる
ようになってきました。東京では、日中はまだ最高気温が30度
を上回る日が多く、厳しい残暑が続いています。空を見上げて
みると、夏を代表する入道雲（積乱雲）がまだ見られますが、秋
を代表する巻雲も見られるようになってきました。
　さて、雲の分類法として世界気象機関によって決められた
「十種雲形」というものがあります。雲が発生する高さによっ
て、上層雲、中層雲、下層雲の３種類に分類されます。見られ
る高さが上層雲では５～13ｋｍ、中層雲は２～７ｋｍ、下層
雲は地面付近～２ｋｍに現れる雲です。夏を代表する入道雲
（積乱雲）は下層雲に分類され、ソフトクリームや綿あめのよう
なもくもくとした雲です。一方、秋を代表する巻雲は上層雲に

分類され、ほうきで掃いたような長く見える雲です。今は夏と
秋、２つの季節が行きかう「行き合いの空」が楽しめる時期で
す。秋が深まる前に夏と秋が共存している空を見上げてみて
はいかがでしょうか？

　　　　　　　　      　 プロ野球の広島カープが25年ぶりにセ・リーグのリーグ優勝を達成した。
今年は圧倒的に強く、他球団を大きく引き離してばく進し、メディアでも赤ヘルブーム、カープ女子が
話題となり度々取り上げられた。今後、クライマックスシリーズ、日本シリーズに進めばその経済効果
は計り知れない▼関西大学の宮本勝浩名誉教授の試算によると、球場でのファンの入場券、飲食
などの消費、地元百貨店や商店街の優勝セール、放映権や選手のメディア出演やサイン会での収
入増に、1次、2次の波及効果を加えるとその経済効果は331億円になるという▼前回優勝した
1991年、25年前に広島県への年間観光客数は3,966万人でうち外国人は27万人であった。原爆
ドームと厳島神社が世界遺産に登録された効果もあって昨年〈2015年〉の外国人観光客数は6倍
強の166万人に増えている。今年はオバマ大統領の訪問もあってさらに増加しており、球場でも外
国人を見かけることが多い▼地域振興、地方創生が盛んに論じられているが、スポーツでの地域振
興も考えるべき大きな要素である。アメリカでは多くの中小の都市に、プロの野球、バスケット、アイス
ホッケーなどのチームがフランチャイズを置いており、地元ファンが繰り返し訪れて活性化の一翼を
担っている▼当協会の会員である広島電鉄では、電車の前面に「カープ坊や」をあしらった「セ・リー
グ優勝おめでとう！CARPｘ広島電鉄」と表示された特製ヘッドマークをつけ、バスの前面にもバスマ
スクで同様の表示をつけて走らせているとのこと。パリーグでも札幌の日本ハムと福岡のソフトバン
クが優勝争いをしている今、スポーツによる地域振興を真剣に考える時かもしれない。
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人と都市・観光の地球時代を市民が支える！
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10月12日名古屋で「観光立国講演会」開催

10月12日名古屋で「観光立国講演会」開催

訪日外国人観光客 4,000 万人を目指して

写真出典：http://s.webry.info/sp/shiirro.
at.webry.info/200710/article_8.html

 　NPO法人「JAPAN NOW観光情報協会」と「公益社団法人
日本観光振興協会中部支部」、「中部広域観光推進協議会」は
下記の通り、観光立国フォーラムを開催します。
　参加費用は無料です。奮っての参加をお待ちしています。

　 日　時 
　 10 月 12 日（水）13：30～ 15：50

 　場　所  

　名古屋商工会議所２階ホール （名古屋市中区栄 2‐10‐19）

 　講　師 （順不動）

　須田　寛　 公益社団法人 日本観光振興協会理事
　鈴木  昭久　国土交通省  中部運輸局長
　大島  愼子　NPO法人 JAPAN NOW観光情報協会理事長　　
　　　　　  　筑波学院大学学長、日本国際観光学会副会長
　田尾  大介　NPO法人 ディスカバリー ジャパン代表理事

 　演　題

　須田    寛　 「訪日外国人観光客4,000 万人をめざして」
　鈴木  昭久   「アジアの活力を昇龍道へ」
　大島  愼子   「地域創生と祝祭ツーリズム
　　　　　　　　― オリンピックから年中行事まで ―」
　田尾  大介　「『円頓寺』に宿泊する外国人は何を楽しみにしているか」
　 問い合わせ先　

　公益社団法人 日本観光振興協会 中部支部 西村・太田
　電話 052‐541‐1241　　FAX 052‐541‐1251
　〒450‐0002 名古屋市中村区名駅 3‐13‐26 交通ビル3階

積乱雲（左）と  巻雲（右）の様子

　9月21日に発表された
ＪＮＴＯ（日本政府観光局）
の推定値によると、 2016
年 8月の訪日外客数推定
値は、 前年同期比 12.8％
増の 204万9千人、累計では昨年より約 2か月前倒しで
1,500万人を超え、1,606万4千人となった。 田村明比古観
光庁長官は、このまま順調に推移すれば 11 月半ばまでに
年間 2,000万人を達成するのではないか、と述べた。
　しかし 8月の伸率は 12.8％（昨年同月 63.8％）で今年最
も低く、8月までの累計伸率も 24.7％で昨年通年伸率
47.1％から大幅に減速している。 田村長官は「アジアの国
の景気減速の影響があった」と分析している。
　市場別では訪日客全体の３割以上を占める中国は
14.5％、 67万７千人と増えたが、 今年になって初めて伸率
が 20％に届かず、香港、台湾も前月より伸び率が縮み、 シ
ンガポール、インドネシアは前年同月を下回った。
　田村長官は今後の見通しについて、東アジアから多数の
クルーズ船の寄港増加が予定され、航空路線の新規就航も
続き、訪日外客数の増加へのプラス要因と期待されている
ので、全体としては堅調に推移していると評価した。
　なお、熊本地震の一部地域への影響や、国際的な政情不安、
円高傾向による消費者の旅行動向への影響については、引
き続き注視していく必要がある。

「城ヶ倉大橋」　城ヶ倉渓流に架かる支間長日本一の上路式橋。橋上からは八甲田連峰や岩木山、青森市街地
まで見渡せる。高さ 122m360°パノラマの紅葉は圧巻。見頃は 10 月中旬。橋の袂には駐車場がある。

8 月単月の伸率は 12.8％で今年最低。 本年 8 月
累計でも24.7％で昨年通年 47.1％を下回る

8月の訪日外客数は8月として過去最高の
204万 9千人も伸び率は鈍化！
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観光学博士  寺前秀一

　　　　　　　 

■  １６年４月の訪日外国人観光客は前年同期と比べて１８％
増の208 万人と単月では過去最高になりました。熊本地震
の影響で旅行のキャンセルはありましたが好調を保っていま
す。この勢いで20年 4,000万人、30年に6,000万人は
達成できますか？
　訪日外国人旅行者は順調に伸びています。15年に2,000
万人に迫ったことを踏まえて、16年3月に安倍総理が議長を
務める「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」におい
て新たな数値目標と戦略をまとめました。この目標に向け政
府一丸となって観光ビジョンを実行していきます。中国、台湾、
韓国など日本に近いアジアの国が経済成長する中、中間所
得層が厚くなり海外旅行を楽しむ人々が増えてきており、こ
の旅行先として日本が選ばれています。世界の国際観光客
は２０１０年は９億４千万人でしたが、３０年には１８億人
に増加するという予測もあり各国の間で今後拡大する国際
観光客の奪い合いが始まっています。そうした熾烈な競争に
打ち勝つためには日本が兼ね備えた自然、文化、気候、食と
いう観光振興に必要な４つの条件を観光資源として十分に
活用してゆくことが重要です。
■  具体的に目標を達成 するために何をしてゆきますか？
　3つの視点と10の改革を打ち出しています。それを実現
するために35の施策をまとめています。例えば視点の第一
は観光資源の魅力を高め地方創生の礎を創ることです。具
体的には魅力のある公的な施設である東京・赤坂や京都の
迎賓館を公開・開放していきます。文化財や国立公園なども
保護や保全を優先してきましたが観光活用を進めます。国立
公園については５か所を選んで集中改善してゆきます。20
年までを目途に全国各地でこうした多様な観光資源を磨き
上げていきます。
■  ビザの緩和と宿泊施設の増加についても施策の中にあ
りますね。
　２千万人近くまで外国人旅行者が増加した大きな要因の
一つはビザの緩和を行ったことにあります。ビザの緩和につ
いては中国、フィリピン、ベトナム、インド、ロシアの５か国を対
象に戦略的に行ってゆきます。また、訪日外国人旅行者の増
加に伴い宿泊施設の不足が問題になっています。都市部のホ
テルは稼働率が80％を超えていますが、日本旅館の稼働率
が低く外国人旅行者を受け入れる体制が整っていないのが
課題です。無料Wi-Fi がつながらず情報を収集しずらい、多言
語での対応ができていないなどの課題を抱えた旅館に対して、
それらを改善する対応を行う場合には国として支援を行って
ゆきます。また、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制
度を創設などの施策も講じ、宿泊施設不足の解消を図ります。

霞  が  関  通  信
観光庁観光戦略課総括課長補佐  齋藤　喬 氏

　　　　　　　　ヤンゴンはこれから高度経済成長期を迎
　　　　　　　 える。1970年初めて渡った時の香港に感じ
が似ていた。宿泊したホテルの近くに1931年と書かれたビル
（写真）を見つけた。満州事変時のものだ。街でフリーペー
パー・ミャンマージャポンを見つけた。レオパレス、HISの宣伝
に加え、県人会、趣味の会の紹介の欄がある。赤門会もあった。
　イラワジ川での父親の遺骨を散骨した翌5月21日、タイ国
境に近いゴールデンロック観光に出かけた。当日は満月、カ
ソン祭りで、仏陀が悟りをひらいた日だそうだ。沿道いたると
ころで火炎樹が目に入る。日本兵は南洋桜と呼んだがおよそ
桜には見えない。国境付近には少数民族（モン族）の反政府
軍が存在するので、陸軍の管理する広大な敷地が沿道に広
がっていた。軍事施設撮影禁止とガイドブックに出ていたが、
ただ密林が広がるだけであった。
　シッタウン河を渡る。川を挟んで日本と英国が戦争をした
とガイドが説明する。ドローンのない時代だから源平の合戦
と基本は変わらない。ミャンマー人にすれば、いい迷惑で、
『観光の政治学』著者・高媛さんのいうホスト・ゲスト論に当
たる。ホストのミャンマー人にしてみれば、英国インド連合兵
も日本兵も招かざるゲストであった。
　初戦で勝利を収めた海軍は、戦略なき拡大に手を染めて
豪州付近まで進出した。負けじと陸軍もビルマに拡大したの
だが、補給路が伸びきって悲惨な結果になった。政府首脳部
は責任問題になるから引っ込みがつかなく、大勢の兵隊を無
駄に死なせた。中国や韓国に言われる前に、それだけでも国
民に対して大きな責任がある。父の手記『両忘』に地図のな
い戦闘は大変だったとある。日本兵がマラリアにかかるのは
当然だが、心臓の強かった父は生き残った。食料調達といっ
てもコメの調達、軍票で支払ったと書いてあるが、その軍票も
後続部隊が略奪したので、農民からすれば、日本軍は強盗集
団だろう。父親の部隊は、家畜等を手にいれたようで、たんぱ
く質の補給ができ他の部隊からうらやましがられたと記述し
てある。しかし戦争に米食は不向きとの感想も書いている。
英国のようにパンが良い。軽くて空輸ができる。そういう発想を
上層部は全くしなかったが、まさか熱帯ジャングルでの戦闘ま
で考えていなかったからだろう。場当たり的派兵だったのだ。　                                                              

■  GDP（国内総生産）への貢献も見込んでいますね。
　訪日外国人の旅行消費額は15年は３兆５千万円でした
が 20年には倍以上の８兆円、30年には15兆円を目標に
しています。また、日本人国内旅行の消費額についても
目標を設定しました。これらの達成に向け観光ビジョンを
実行することにより、安倍内閣の掲げるGDP600兆円の実
現に貢献してゆきます。

経済ジャーナリスト　阿部  和義

さい とう　　  まさし

　　　　　　　 東京都・世田谷区出身。 01年国土交通省入省。英国     
　　　　　　　   に留学したのち、大臣秘書官室課長補佐。航空局航空
　　　　　　　　ネットワーク部近畿圏・中部圏空港政策室課長補佐
　　　　　　　　などを経て15年 9月より現職。 38 歳

ミャンマー散骨旅行記（2）
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日本の観光だより  ★ 長野県飯田市役所 ★

南信州長野県の南端、伊那谷の中心都市  “ 飯田市” から
2016年秋の 「 観光だより 」 が届きました。 

　　　　　　　7月16日に花園神社の名誉宮司片山文彦
　　　　　　氏が亡くなられました。享年79歳、若すぎる死
　　　　　　でした。8月26日に花園神社にて盛大な神社
　　　　　　葬が行われました。  奥様は「突然に亡くなりま
した」と云われ、未だ茫然自失の体でおられるご様子でした。
「この人は本当は堅物の学者です」と云って、周囲の人々の笑
いを誘っておられた、仲のよいご夫婦と知られ、いつもお元気
な奥様の悲しみはいかばかりのものかとお察しいたします。
因みに、名誉宮司さんは医学博士の学位を得られた篤学の
士でありました。「新宿は常に侵される街です（新しい資本が
常に押し寄せる魅力ある都市）」と云って、観光都市新宿に一
家言をもつ新宿育ちの名誉宮司さんには、ジャパンナウ協会
の新宿支部長を引き受けていただき、ご活躍いただきました。
　名誉宮司さんは、敗戦により解りにくくなってしまった神道
文化について、西欧人の多くがバイブルによって暗示を受け
ているように、日本人の脳裏に潜んでいる生き生きとした神
道的なものの考え方を明らかしようと、神社神道を究めようと、
　

昭和 43年に「神道時事問題研究会」を発足させ、多くの知
識・文化人を招き、研究会を重ね、最近までその開催数は
532 回に及んでいます。こうした活動の一環として、名誉宮司
さんが神社境内での開催を許可した、芥川賞作家でもある、
演劇家・唐十郎の紅 (あか )テントに招待された時は大変な
驚きでした。真夏の真昼間のうだるような暑さのテントで展開
されるお祭り騒ぎのような状況劇には、恐ろしい鬼や神々し
い神々が潜んでいる感覚を覚え、圧巻でした。
　最近話題になった「象徴天皇のあり方」について、名誉宮司
さんに一度お尋ねしようと思っていましたが、逝去されてお
られたとは誠に残念です。 きっと、｢天皇を打ち出の小槌のよ
うに便利に使ってはいけませんよ、もっと生き生きとしたもの
が内在する象徴天皇であるべきですよ｣ などと案外とべらん
めえ口調でのご返事をいただけたのではなどと、妄想をめぐ
らしたものでした。名誉宮司さんは、本当は堅物ではなく、好奇
心が強く、 シニカルな表現で人間界の虚をつく、 生き生きと
した人間を愛する、ひょうきんものの神社神道のカリスマであ
りました。
　　　　　　　　　　　　　　　 　  副理事長　岡村　進

  片山文彦（花園神社名誉宮司）

新宿支部長を偲ぶ
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　長野県南部・南信州は山が多く自然豊かな場所であり、古くからの伝
統が今なお形を変えず残っており、70基から80基もの獅子舞が保存・
継承されていると言われています。特にこの地域の獅子舞は屋台獅子と
呼ばれるものであり、全国でも南信州にしかない珍しい型の獅子舞です。
大型バスと同じくらいの大きな胴体に色とりどりの幌幕や魔除けの獅子
花を飾り、母衣の中からお囃子が響き、勇壮に練り歩く姿は見るものを
魅了してやみません。この屋台獅子をはじめとする様々な獅子舞が今年
は24団体共演いたします。10月16日（日）の午前 9時から午後 3時半ま
で飯田市の中央通りを舞台として演舞を行います。民俗芸能の宝庫であ
る南信州を支える地域の宝「屋台獅子」。時代の流れが早い現代の中で、
先人から変わらず伝わってきた獅子舞の競演をぜひご覧になってはいか
がでしょうか。

　　　　長野県と静岡県の県境となる兵越峠では、毎年
10月第４日曜日に信州軍と遠州軍が国境をかけて綱引き
で対決する「峠の国盗り綱引き合戦」が行われます。昭
和62年から29年間続いているイベントで、今年は、30回
目の節目の年となります。飯田市、浜松市、両市の商工
会青年部を中心に選出された精鋭たちが綱引きで３本勝
負を行い、勝った方が相手側に１ｍ国境を広げることが
できます。ユニークな地域おこし行事として全国からも
注目されています。

　昨年までの戦績は、信州軍の16勝13敗で、現在、国境
は３ｍ静岡県側にあります。今年も、太平洋を目指す信
州軍と諏訪湖を目指す遠州軍との熱い戦いが繰り広げら
れます。　

長野と静岡が領土を賭した戦い！？

南信州の宝〈屋台獅子〉

し れ つ

いしずえ

ひょうごし

インターネット動画検索は「goo.gl/2Ro2yx 」と入力
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　今の日本で、スパゲッティーやピザの店で
テーブルの上にある赤い液体が入った小瓶、
「タバスコ」を知らない人はほとんどいないで
あろう。赤唐辛子と酢の混じった独特の味と香
りは、食べ物の味をいっそう引き立て、愛好
する人も多い。赤い唐辛子の入ったあざやか
な赤色の小瓶の上に、白い菱形のラベルに緑
の文字で「タバスコ」と書かれている。タバ
スコとはメキシコ南部の川の名前である。一見
メキシコ製品のように見えるが、よくラベルを

読むと「マッキルヘニー社、メイド・イン・ＵＳＡ」と書か
れている。実はタバスコは、アメリカ南部ルイジアナ州産な
のだ。創始者のエドモンド・マッキルヘニーは、ニューオ
ルリンズの銀行家でスコッチアイリッシュ系であった。南北
戦争の最中 1862 年に、北軍がニューオルリンズ近郊まで
攻め込んで来た。マッキルヘニーは、妻の実家アヴェリー
家のあるアヴェリーアイランドに避難した。アイランドと言っ
ても島ではない。ニューオルリンズの西、ケイジャン郡にあ
る岩塩が盛り上がって島のようになった土地である。当時、
塩は肉を貯蔵するために必要な
貴重品であった。純粋な岩塩が
ドーム状に豊富にあるアヴェリー
アイランドは、北軍に侵略され、
一家は更にテキサスに逃げた。
南北戦争終了後、荒廃した故郷
に帰ったマッキルヘニーは、庭に実っていた唐辛子に塩を
ふりかけ、酢と麦芽汁を加え樽に漬け熟成させた。出来上
がった汁をオーデコロンの空き瓶に詰め、近所の人たちや
友人に配ったところ好評であった。それで 1868 年に商標
登録をし、商品化したのである。成功のポイントは豊富な
塩である。塩の運搬のために近くまで鉄道が敷設されてい
たので、これに便乗して商品の売り上げを伸ばすことが出来
た。赤唐辛子は当初、近隣の農園で手積みしたものを使用
していた。世界中に需要が広がると周辺で収穫されたもの
だけでは間に合わなくなり、メキシコ、ベネズエラ、コロンビア、
ホンデュラスなどから輸入されるようになった。現在でも昔
ながらの製法を守っている。3 年間は樽に漬けられ、味や
色がチェックされた後、酢が加えられて混合液が作られる。
そして 1ヶ月後に濾過されあの小瓶に詰められて世界中に
輸出されている。我が日本が輸出先のナンバーワンである。

　先頃アメリカで又銃の乱射事件があった。過去に何回
も同様の事件が起こっているので正直なところ「またか」
という感じがして、あまり驚くほどの事ではなく
なってしまった。我が国では警察か暴力団以外
に一般市民が銃を所有する事はまず考えられな
いが、アメリカでは憲法で銃を所有する権利を
保証しているので、銃に対する感覚が我々日本
人とは全く異なるのは当然だろう。
　かなり以前になるが、日本人の留学生がハロウィーン
の仮装をして個人の家に入ろうとし、そこの住民に射殺さ
れるという事件があった。これなどは国情の違いに無知
だった被害者にもかなり責任があるといえるだろう。
　我が国のマスコミはアメリカの銃社会を批判するが、
建国以来の事情を無視しての批判はいささか的外れであ
る。私はアメリカに住んだ経験はないが、旅行には何度
か行っている。その際飛行機に搭乗して窓から地上を見
ていると、広漠な大陸に人家がぽつぽつと建っているが、
隣家とは恐らく数10キロも離れている光景が目に入ってく
る。もし自分があんなところに住むとしたら銃の１、２丁
がなければ、到底家族と安心して暮らすことはできない
だろうと痛感したものだ。
　いわゆる市民リベラル派の「識者」が、アメリカは銃
を野放しにしている野蛮な国で我が国ではおよそ考えら
れないと書いていたが、アメリカ人からすれば、日本では
住宅地の狭くて歩道もない道で、乳母車や老人などの横
をダンプカーがスピードを出して走り抜けている人命軽視
の国だと言うだろう。
　世界には百数十カ国の国があり、それぞれの国にはそ
れぞれの歴史がある。お互いにそれを知った上での言動
をしなければ、世界平和など永久に実現しないだろう。

国々の事情「タバスコは何処の製品？」

元 JTB 取締役　北村  嵩 小田急電鉄 (株)  特別社友　利光   國夫

アメリカこぼれ話
　　　　　　45

都市の再生、観光振興、環境保全の市民活動
に賛同する会員を募集しています。

JAPAN NOW 観光情報協会
電話：03-5989-0902　FAX：03-5989-0903

海事立国フォーラム in 北九州 2016
10月12日 北九州で開催

内の照明は不安定で手元を照らすのもままならい。 踏切待ち
をしていた学生も異様な電車の姿に呆然としている。ネットで
は「怖い」「おもしろそうすぎる」「絶対に乗るべき！」と、千葉の
ローカル鉄道を楽しむ声が上がった。
　銚子電鉄といえば、かつては廃線の危機に見舞われ、大ヒッ
ト作「ぬれせんべい」の購入を全国によびかけるなどして、多く
の住民や支持者により、奇跡の復活をはたしたのは有名な話
だが、近年では地元の高校生が「もう１度、慣れ親しんだあの
車両に乗りたい！」とクラウドファンディングによる募金を募り、
故障車両を営業路線に再運行させたりと、厳しい経営環境の
下、数え切れないほど沢山の方々の助けにより、開業以来の９
０年有余年に亘って「多大なご支援を頂き”ありがとうござい
ます”」という気持ちと共に走り続けている。
　そんな支援を受ける一方だった銚子電鉄が、 ご支援頂いた

　銚子電鉄が「地域にまつわる
怪談話をテーマにしたお化け屋
敷列車を運行している」と少し前
のニュースや新聞などに取り上
げられ話題になった。 先頭車両
の運転台には幽霊が鎮座し、 社

多くの方に「少しずつでも恩返しを」と力を入れて取り組んで
いるのが鉄道を活用した町おこし『鉄道おこし』である。前述の
「お化け屋敷列車」もその取り組みの一環だが、駅愛称の命名
権の販売により、「髪毛黒生」などユニークな名称の駅が誕生
する事による観光客誘致や、「One Two Smile犬吠埼温泉」など
隠れた観光資源をさりげなく駅名に加える事による観光PR
などが一定の効果を上げているほか、「イルミネーション列車」
や「バルーン(風船)列車」、「UFO列車」などの様々なイベント
列車を運行をさせ、通勤利用客以外の新しい利用客を獲得、
また「銚子にUFOを呼ぶ会」の結成などいかにも楽しそうな取
り組みを世の中にどんどん発表していく、巧みなメディア戦略に
より、本業の鉄道事業に於いても最近では毎月前年比 130%を
達成し続け、ぬれせんべいなどをはじめとする食品事業に
頼った経営状況をいよいよ脱する兆しも見えてきている。
　千葉県銚子市は犬吠埼、 屏風ヶ浦や醤油工場、日本屈指
の水揚げ量を誇る漁港などがある日本屈指の観光地である。
そんな関東平野の最東端の町で銚子電鉄は「銚子電鉄がこ
の町にあってよかった ”ありがとう！”」 と言ってもらえる鉄道会
社を目指して社員一丸となって奮闘している。
　美しい風景、おいしい食材、お醤油の香り、元気に走る鉄道、
どこか懐かしくユニークな名称の駅、UFOが浮かぶ空。 そん
な銚子の町を巻き込んだ『鉄道おこし』。 ぜひ一度、銚子にい
らして銚子のまちと鉄道をお楽しみください。
あと、ぬれせんべいも絶賛発売中です。

in Japan 58

銚子電気鉄道株式会社 営業管理部 社外アドバイザー
  田代 貢一郎 氏
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行｣は北極、 南極、シベリアなど寒冷地へ行き、雪の下で
越冬する植物の病気を起こす雪腐病菌を探し歩き、極寒
の中で生きる菌の生態を描く。 菌類の専門用語が次々と
登場しながら軽妙な文章で旅の楽しみを綴り、 トナカイや
ゾウアザラシと遭遇したり酔っ払いに誘われウオッカで泥
酔したり、 採取した苔を空港で没収されたりナイフ所持で
当局に一時拘束されたり、さまざまな出会いを思いのまま
にさらけ出す。 研究発表のように努めて合理的に客観的
に記述する論文と違ってユニークな紀行文となった。 第 2
回茂太賞の自薦他薦もすでに始まっている。賞創設で旅
に関わる表現や旅行好きの広がりが一層期待される。
　　　　　　　　　　   　　　　  文 ・ 写真　林　莊祐

　日本旅行作家協会 (下重曉子会長 )は創立会長で作家、
精神科医の故･斎藤茂太の功績を称え、旅に関わる優れ
た著作を表彰する｢斎藤茂太賞｣を創設した。第 1回大賞
に星野保著｢菌世界紀行―誰も知らないきのこを追って｣
( 岩波書店刊 )、大賞に準ずる特別賞に田中真知著｢たま
たまザイール、またコンゴ｣(偕成社刊)が選ばれ7月28日、
東京･目黒雅叙園で授賞式があった。
　茂太賞は前年 (2015 年 ) に出版された紀行･旅行記、
旅エッセイやノンフィクションを対象とし、第 1 回は約
100 冊の候補本から会員による数段階の選考を経て協会
の下重会長 ( 作家 )、椎名誠･名誉会員 ( 作家 )、芦原伸理
事 (SINRA 編集長）、種村国夫理事 ( 画家 ) の最終選考で
決まった。茂太さんは 1916 年東京生まれ。歌人･斎藤茂
吉の長男で飛行機、汽車、船などの愛好家として知られ、
73年創立の協会初代会長を長く務めた。10年前に逝去、
2016 年は生誕 100 年になる。
　星野保さんは 1964 年東京生まれ、つくば市に本拠が
ある国立研究開発法人産業技術総合研究所の機能化学
研究部門 ( 広島県東広島市 ) バイオ変換グループ長。カ
ビやきのこ、酵母など菌類の研究者だ。受賞作｢菌世界紀

『鉄道おこし』で”ありがとう”の向きを変える！

NEW  SPOT

故・斎藤茂太さん ( 右 ) と受賞作｢菌世界紀行｣の星野保さん

斎 藤 茂 太 賞

かみのけくろはえ

ネーミング

ライツ

ゆきぐされびょうきん

観光 と 鉄道 （1）   『 銚子電気鉄道株式会社』

　公益財団法人 日本海事センター (小幡政人会長 )
は、１０月 12 日 14 時より、 北九州市小倉のリーガロ
イヤルホテル小倉にて「海事立国フォーラム in 北九州
２０１６」を開催します。

　　　　　　
　国交省大臣官房物流審議官 重田雅史 氏、九州
大学大学院経済学研究院教授・日本海運経済学会
会長 星野裕志 氏の両名が講演。
終了後懇親パーティを開きます。

【参加お問い合わせ】
   

Avery Island, Louisiana

地図：google map

テーマは「アジアへのゲートウェイとしての北九州」

日本海事センター企画研究部　電話 03(3263)9421


