気象と
天気の話

る、突然水が湧き出す、川

の水位が急に下がるなど
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の現象が見られたら土砂

この夏、
「平成 30年 7月豪雨」が発生し、西日本を中心に記録

災害の前兆の可能性があ

的な大雨と深刻な被害が発生しました。7月 6日から 8日にか

ります。

けては、多くの府県に「大雨特別警報」が発表され、傾斜地を中

東京都知事が認証した「都市・環境・観光 NPO」が発信する隔月刊情報誌

行政が情報を発表する

心に土砂災害が相次ぎ、多くの尊い命や財産が奪われました。

前の段階から、このような

大雨警報が発表されている状況で、特に土砂災害の危険が

高くなった市町村に対して、気象庁と都道府県が共同で「土砂

前兆に対して注意を払い、

は「大雨特別警報」を発表します。土砂災害には、土石流、崖崩

切です。周囲の状況や雨の降り方にも注意し、危険を感じたら、早

ロ落ちてくる、地鳴りなど異常な音が聞こえる、斜面に亀裂が走

ろに早めに自主避難しましょう。 日本気象協会 小 野 聡 子

発表されたらいつでも行動できるように心構えをしておくことが大

JN協会講師派遣 / 上半期訪日外国人

れ、地すべりなどがあります。流木が流れてくる、小石がポロポ

めの行動を心掛け、安全なとこ

アメリカこぼれ話 / COLUMN日本人の〜
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奄美 瀬戸内町 / NEW SPOT 100回目の夏
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https://tenki.jp/

特別顧問

丹羽 晟

副理事長

岡村 進 （元小田急トラベル社長）

支 部 長

魚住 隆彰（北陸：元北陸鉄道相談役）長尾 亜夫（九州：西日本鉄道相談役）梅原 利之（四国：四国旅客鉄道相談役）

事務局長

理

事

（
元理事長、日本空港ビルデング顧問） 丸山 博（元国土交通審議官）本保 芳明（初代観光庁長官）

大島 愼子（筑波学院大学学長）

山田早苗（元近畿日本ツーリスト） 利光國夫（小田急電鉄特別社友）近藤節夫（日本ペンクラブ理事）長尾亜夫（西日本鉄道相談役）

北村 嵩 （元JTB 取締役）澤田利彦
（松陰大学学部長） 梅原利之
（四国旅客鉄道相談役）今井智康（ケーアンドケーロドス（株）代表取締役）
河西宏和（日本観光学会最高顧問） 角 廣志（特定非営利活動法人ふるさとテレビ副理事長） 望月義人（筑波学院大学教授）
大西啓義（アクティビジネス（株）代表取締役） 高橋俊朗（元（株）小田急レストランシステム取締役社長）

辛島保馬（元（株）日本交通公社 国会担当、佐藤和弘公認会計事務所相談役）

一般財団法人 N HK インターナショナル 株式会社えんれいしゃ

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

新菱冷熱工業株式会社
大成有楽不動産株式会社

住友電設株式会社
株式会社丹青社

一般社団法人中央日本総合観光機構
財団法人東京観光財団

日本空港ビルデング株式会社
広島電鉄株式会社

第一交通産業株式会社

東海旅客鉄道株式会社

小田急電鉄株式会社

福岡空港ビルディング株式会社

四国旅客鉄道株式会社

大成建設株式会社

大成設備株式会社

株式会社ダイエーコンサルタンツ

中国電力株式会社

東急建設株式会社

西日本旅客鉄道株式会社

専門学校日本ホテルスクール

マイナミホールディングス株式会社

三普旅行社有限公司

セントラルリーシングシステム株式会社

西日本鉄道株式会社

東京急行電鉄株式会社

公益社団法人日本観光振興協会中部支部

羽田旅客サービス株式会社 株式会社バロックジャパンリミテッド

北海道空港株式会社

モバイルクリエイト株式会社

株式会社ホテル小田急

株式会社まるまんフィオーレ

ホテルメトロポリタン

三菱電機株式会社

昨年の訪日外客数は 2,869 万 1 千人、今年の上半期の入国者は前年同期比 15.6% 増

・・・・・・・・・
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Photo：http://www.welcomekyushu.jp/gallery/?mode=detail&id=4663

西日本鉄道が計画している観光列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」がいよいよ来春（2019 年）登場。筑後の地域資源を満載する観光列車に期待が膨む。
車両イラストは「THE RAIL KITCHEN」の外装イメージ。本紙 2 ページに詳細を掲載。

JN 協会 地域の観光を支援するため
観光講師派遣を推進

上半期の訪日外国人観光客は 1,589 万 9 千人
前年同期比 15.6％増

協会では講師を募集しています

6月単月では過去最高の270万5千人前年同月比15.3％

日本に住み続けている韓国人とその子孫などの特別永住者を合わせて 249 万人にのぼり、昨年 1 年間に

東京都新宿区西新宿 2 -7-1
小田急第一生命ビル５Ｓ５
〒160-0023

17 万 5 千人増加している。この人たちも観光目的で日本へ来たのではないだろう ▼又、45 万人いる在日

03 5989 0902

韓国人の方々は、商用や親せき訪問などで年に数回韓国を訪れる人もかなりの数になり、彼らが日本に帰る

03 5989 0903

以外でも増えている日本在住外国人は、留学や研修のために滞在している中長期滞在者と、終戦後そのまま

たびに韓国からの入国者数に数えられる。これらのひとたちも旅行消費に寄与していない。ちなみに北朝鮮
籍の人は３万人滞在している ▼これらの点を勘案すると、外国人観光客の旅行消費額が、入国者数の伸び
ほど伸びていない一因はこのあたりにもあると考えられる ▼観光立国で大切なのは経済効果である。外国人
観光客が満足してより多くのお金を使ってくれるサービスやインフラの整備こそ早急に進める必要がある。夜
のアクティビティーの充実、富裕層向けの高級リゾートの開発、長期滞在者を増やす工夫など、出来ることか
ら実行して旅行消費額も目標達成を達成できる様にしてこそ、真の観光立国が実現できるのである。（北村）

して派遣する事業を、より強力に推進してゆくことを決定した。

人を 35 万人以上上回り、6 月として過去最高となった。

当協会のホームページ www. japannow.org / の観光講師

派遣の項目を大幅に改正し、地域観光振興を担当してい
る地方自治体の担当者に、地域の問題に最適な人材を紹

比 15.3％増の 270 万 5 千人で、昨年 6 月の 234 万 6 千
上半期累計では前年同期比 15.6％増の 1,589 万 9 千人

となり、主要 20 市場全てで過去最高となった。例年、訪
日外客数は下半期の方が多いので、このままの勢いで推

介できる内容にした。

移すると本年度は 3,300 万人前後に達すると思われる。

観光に関わる講演や研修の派遣講師並びに、観光コンサル

ア 4 か国が相変わらず好調で全入国者数の 4 分の 3 を

な経験を日本の観光のために活かしてください。JN協会観

月比 2 桁増を記録した。継続的に展開している訪日旅行

ついては、JN 協会では会員の皆様のうち観光講師として

タントをしていただける方を募集しています。あなたの豊か

登録の審査が行われます。その際、事務局から確認の連

指摘された ▼確かにこのグローバル経済の時代に商用で日本を訪れる外国人もかなりの数になると思われ
る。正確な数値を算定するのは難しいがおよそ 15~20％近くは商用のみで来日していると推定される。それ

ると、2018 年 6 月の訪日外客数の推定値は、前年同月

光を支援するため、経験豊かな当協会会員を地域に講師と

に申込書をご請求ください。事務局に申込書が到着した後、

勢いである。しかしこの数値のすべてが観光客ではない、と本年 5 月、当協会の記念講演で須田寛理事が

7 月 18 日 JNT O ( 日本政府観光局 ) 発表の推定値によ

の協会事務所で本年第 1 回の企画会議を開催し、地域の観

光講師にご興味のある方は、事務局（電話 03-5989-0902）

の 1,589 万 9 千人で、下期もこのままの伸び率を維持すると今年 1 年では 3,300 万人前後に到達しそうな

８

武術とスポーツ/ チベット旅行

JAPAN NOW 観光情報協会は、6月19日（火）東京新宿

関西電力株式会社 九州旅客鉄道株式会社 社団法人くらしのリサーチセンター 株式会社グリーンキャブ
株式会社耕人舎

アンテナショップめぐり
（鹿児島）/ JN会員絵画奨励賞 ・５

気象と天気の話 / 編集後記

須田 寬（東海旅客鉄道相談役） 寺前秀一（元加賀市長） 分家静男（元射水市長） 阿部和義（経済ジャーナリスト）

アイエスカンパニー

・・・・・・

観光列車をみる⑩ / 鉄道と観光（西日本鉄道）・・２

観光立国セミナー / 新刊「図で見る観光」・・・・７

杉 行夫 （理事） 事務局次長 堤 るり（ 理事）

団体会員
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災害警戒情報」を発表し、更に危険度が高まった場合に気象庁

理 事 長
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絡を差し上げることがありますのでご了承下さい。

現在、インバウンドは政府目標の 2020年 4,000 万人

に向かって順調に推移していますが、主要都市や観光地
への集中が問題となっている反面、恩恵を受けられてい
ない地域も多く、どのように対策すれば良いか戸惑って
いる地方自治体も多いのも事実です。是非、皆様の豊富な
経験を地域活性化に役立てて下さい。

ログインパスワードは JN 紙発行の度に変更されます。
会員ページではJN紙最新号や会員向け情報が見られます。
JN協会 HPアドレスの [ http] を [https]に変更しました。

6 月単月の市場別では韓国、中国、台湾、香港の東アジ

占めている。昨月に引き続き欧米豪 9 市場全てで前年同
プロモーションの効果と、航空路線の新規就航や増便や
チャーター便の就航も相まって、訪日外客数全体として
は堅調に推移した。

ただ、今年上半期の伸び率は 15.6% で、昨年の 21.8％

に比べて鈍化しており、伸び率は成熟段階に入って来た。
なお、訪日旅行市場における大阪府北部の地震や平成

30 年 7 月豪雨の影響については引き続き注視していく
必要がある。

ホームページ

JN協会 H P に会員ページができました
HP のトップページ 画面右上にある「会員ページ」ボタンを
クリックするとログイン 画 面 が現れます。下記ユーザー名
とパスワードを入れて、ログインボタンを押して下さい。

ユーザー名

パスワード

“ 観光列車 ” をみる ⑩

車と認められないので原則として構内運転のみである。

S L 列車の人気は高く各地で運行希望があるが実現にはいく

つかの課題があり、簡単ではない。課
鉄道と観光とのかかわり

① 鉄道は観光地へのアクセス手段
② 鉄道は観光への付加価値を高める
③ 鉄道への乗車それ自体が観光対象（資源）

観光列車のなかでもっとも歴史 がながく、又全国各地で

ひろく親しまれているのは何といっても蒸気機関車のけん
引するいわゆる“ S L 列車”であろう。

題としては ①ボイラーが老朽化してい

る
（SLの最終製作年度は昭和23年）
も
のが多く、ほとんどの場合換装を必要

る。今回は“ SL列車”の現状とその課題について考えてみたい。

線に殺到し他人の土地、畑等に無断侵入したり線路

現在 SL は北海道、東日本、西日本、九州の各 JR、それに大

吉崎さんは「気づいたら先頭に立っていた日本経済」の著

モノづくりが中心で、それを輸出することでなりたっている。
真岡鉄道

れていないのでポンプ車（消防自動車等）
、積込み

ローダー
（ショベルカー等）等を用意しなければなら

第 144 回 観光立国セミナー 7月13日

者である。前段で日本経済の現状について解説。
日本経済は

とするが、この場合手作業での復元と

「SL」
（STEAM LOCOMOTIVE、
「デゴイチ」
（D51形）などという

鉄道専門用語がひろく行き渡っているのもそのことを物語

山口線 D51
徳佐〜船平山

なるので一両数億円以上の経費がか

かる。②石炭、水の積込み設備が残さ

第 143 回 観光立国セミナー ６月 8 日
「ツーリズムを『大産業』に育てよ」「
- 遊民経済学」の視点から
双日総合研究所チーフエコノミスト 吉崎 達彦 氏

現在、緩やかに回復しているが、かってほどではない。原因は

人口の減少である。就業者数、雇用者数は急増しているが、

大井川鐵道

内等危険個所へ立ち入ることがあるため警備要員を多数配置

では騒音、煙害等から SL 運行に反対する人も少なくない。

道は C10、C11 等複数の可動機をもっている。JR 西日本の山

的運行は多くの場合きわめて困難なのが現実である。SL 保存運

は、
「遊ぶこと」が経済活動の中心となり、ツーリズム産業や、

間）では定期列車に準じた運行で前者は観光シーズンの週

線廃止の時から予定し保存してきたものが多く、又運行に際し

ビジネス」の可能性を広げる。高齢者市場は巨大なポテン

は鉄道 OB 等が中心となってボランティアで運行するもの等、地

法案が焦点である。副業解禁、定年制廃止、雇用規制緩和、

末を中心に、後者は通年で、ほぼ毎日と運行回数が多い。そ

の他は団体貸切列車のかたちでツアー応募客に乗車させるも
の等、随時運行の臨時列車のかたちをとるものが多く、運転日
数も限定されている。変わったところでは第三セクター鉄道の
若桜鉄道〈鳥取県〉
、明知鉄道（岐阜県）で SLを圧縮空気を動

力として可動させているものがある。しかし法規上正規の動力

観光と鉄道 / 西日本鉄道株式会社
事業創造本部観光・レジャー事業部 吉中 美保子
2019 年 春、西 鉄 天 神

大牟田線に、車内で食事
が楽しめる観光列車「THE

THE RAIL KITCHEN
外装イメージ

RAIL KITCHEN CHIKUGO」

が誕生します。列車内には、

窯を中心とした大型キッチンを備え、沿線のこだわりの食材を

火災のおそれがあり、その予防対策が求められる。⑤沿線の一部

ツーリズムは環境に優しい平和産業であり、GDP で 計れな

以上の課題を解決する必要があり、一時的にはとも角、継続

阪万博など集客を望めるイベントが続く。遊民経済学の時代

行が盛んなイギリス等では当初から保存を念頭に必要設備を路
ては住民の総意と参加で行っている。SL 発祥の地イギリスで
域をあげて保存運行をさせようとするいわば住民運動が盛上
がっている所も多い。日本でもこのような空気を醸成して地

域による、地域のための「S L」としていく努力が今後の SL の運

行（保存）には求められるのではなかろうか。 写真提供：交通新聞社

生地を使用しています。八女の竹細工や久留米籃胎漆器など、

言えません。そんな生活路線を走るこの観光列車で感じてい

るオリンピック旗は1914年に採択されたが、第1次世界
揚されている。オリンピックの入場行進は、先頭がギリ
シャで開催国が最後になっている。前回の東京五輪の参

加国94か国の内、47か国の国旗が変更されており、ザン
ビアのように開会式では北ローデシアだったが、開催中
に独立し、閉会式では国名が変更になった例など、オリ
ンピックでの様々な国旗を巡るトラブルやエピソードを
紹介された。

後半は世界の主だった国々の国旗の成り立ちやその変

遷についてや、よく似た国旗の違いなどの説明があり、

外国人労働力の導入などがどこまで進むのか。
カジノばかり

とは、その国を知る第一歩であ

が騒がれているが、真の総合型リゾートでアジアでの観光大
競争時代に勝ち抜けるのか、
を注目したい。
J N 会員
出版書籍

新 刊 「図で見る観光」
J R 東海 相談役

須田 寛

修復にも使用され、地域の美しい景観をつくりだしています。

著

日本の新しい観光を提案さ
れている筆者だが、観光が人
間の本能に根ざす文化経済行
動であることが分かったのには
時間がかかったと言う。観光
の意味を理解するには経験か
ら図解で説明する手法が効果
的であると考えた。観光の真
の意味が理解できる一冊。

麦秋から黄金色の稲穂へと変わる車窓から見える風景は、麦と

米の二毛作が盛んに行われる地域の農業に支えられています。
車内で提供する食事のメイン料理は、筑後の小麦を使い、窯

で焼き上げる旬野菜のピザです。季節ごとに変わるメニューで、

の生活の中にある豊かさを再発見する旅、技術を守り、つくる

現在、国連加盟国は193であるが、IOC（国際オリン

シャルを持つ。今国会の経済政策の課題は、働き方改革とIR

島瓦」を使用しています。いぶし銀の瓦は、伝統的な町並みの

学の足として、生活に密着した路線です。車窓から絶景が望め

るわけでもなく、旅の非日常感を味わうのに恵まれた条件とは

エンタテイメント、冠婚葬祭など「感動を売る産業」が「遊民

た。また、壁や床の一部には、いぶし銀が美しい久留米の「城

この列車でしか食べられない、素材の味を大切にしたシンプル

西鉄電車の営業キロは 106.1km。沿線のみなさまの通勤通

い「効用」が増えている。地方創生にも役立ち、東京五輪、大

竹を編んでつくる日用品は、筑後の生活の中に息づいてきまし

使用した温かい料理をお客様に提供する予定です。

と啓蒙に努めてこられた。

大戦が勃発したため、1920年のアントワープ大会から掲

今後、消費を支えるのはインバウンドで、訪日外国人観光

客が日本の経済を変える。今は「遊民経済学」の時代である。

道も SL 列車を運行することがある。とくに JR 東日本は D51、

口線（新山口、津和野間）
と大井川鉄道の本線（新金谷、千頭

吹浦さんは昭和39年の前回東京五輪の時から国旗担当

の専門職員として関わられ、その後も世界の国旗の普及

ないサービスなどは含まれていない。

する必要がある。④防止装置がついていても、火粉飛散による

C60、C57、C58 等、JR 西日本は C57、C56、D51、大井川鉄

吹浦 忠正 氏

ピック委員会）加盟国は206である。現在使用されてい

井川鉄道、真岡鉄道が SL 列車の営業運転を行っている。昨年

からさらに東武鉄道が加わった。また借入車であるが、秩父鉄

ユーラシア 21 研究所理事長
NPO 法人世界の国旗研究協会会長

大半が高齢者、女性、外国人であり、所得が少なく、消費が増

えない。GDPは金に換算できるものだけの総量で、換算でき

ない。③多くの鉄道ファンや写真撮影をする人が沿

「オリンピックと世界の国旗」

で新しい料理を提供します。生活路線を走る観光列車で、地域

交通新聞社発行
定価1,500円（税別）

人々の思いをつなぐ旅をお届けします。どうぞ、ご期待ください。

最後に、「国旗や国歌を知るこ
る」と締めくくられた。

書 評

NHK インターナショナル専門委員 田阪 友隆

今回、上梓された「図でみる観光」は、これまでの著者

の著作をまとめたもので、観光の歴史から解き明かし関連
する産業間のつながりを構造的に解明し、さらに個別分野
への論及、広域・国際化への提言まで観光を俯瞰できるも
のになっています。

最大の特徴は、見開き右ページに図、左ページに解説と、

図解で展開されていることです。私は、事物の構成の連
関を理解するには、図に如かず、而もそれを自分でも書いて

みることだと思っていますが、今回もその作業をすること

で著者の観光に対する思いを追体験できたと感じています。
この本は、180頁の小冊子ながら無限の広がりがあり観光
に携わるものであれば携行し何度も読み返すべき「観光の
バイブル」と言えると思います。

ただきたいのは、沿線地域の「上質な暮らし」です。歴史、伝統

工芸、食材、産業に支えられた風景、そして、それを支える人々
･･･。筑後を中心とした沿線地域には、生活に密接に関連した
多くの素晴らしい地域資源があります。それらの魅力を掘り起

第145回観光立国セミナー開催のお知らせ
客席イメージ

演題：
『
「週刊朝日流」パロディ狂歌”役人一首”創作の台所』

季節ごとに変わるメニュー

こし、つなげていくことで、沿線地域を今よりも魅力的に豊か

講師：野平 匡邦 氏

にしてくこと、それがこの観光列車の目的です。

列車内の天井には、八女の竹を手わざで編み上げる竹編み

２

キッチンイメージ

料理に使用する
沿線の食材

真和総合法律事務所 弁護士

当協会会員

第 145 回観光立国セミナーを 9 月14 日（金）12：00 より
海事センタービル ２階会議室にて開催いたします。
参加は事前予約が必要です。
参加費：会員 1,000 円 / 一般 2,000 円 昼食
（弁当）
付き
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武術とスポーツ
小田急電鉄（株）特別社友

じゃないのか」という疑問である。ある意味ではそのとう

利光

國夫

2 02 0 年の東京オリンピックの準備は何かと心配があ

るもののそれなりに進んでいるようだが、前回の東京オ
リンピックで私に強烈な印象を残しているのは、バレー

ボールの「東洋の魔女」の感動的

な活躍と柔道のヘーシンクの優

勝である。あれ以来浮き沈みはあ

るものの、柔道はもはや日本のお

家芸とはいえなくなった。これに
対していろいろな指摘や意見が

あるが、根本的には本来の柔道が
写真：wikipedia より /1964 年10月23 日
http：//www.gettyimages.co.uk/detai ...

武術であったのがスポーツと化
したことにあると思う。

柔道は元来古来の闘技である柔術を嘉納治五郎が講道

館柔道としてスポーツ化させ今日に至ったものであるが、
それでも戦前の柔道の試合には当身や関節技が許されて
おり、体重制など無く試合時間も無制限が常識だった。

武術というのは突き詰めれば「殺すか殺されるか」であ

る。相手の大小や時間の長短など関係なく、息の根を止め

るか降参してくるまで決着をつけないのが武術であり、
一定のルールのもとで勝敗を決めるスポーツとの根本的

りで、あれはヤラセなのだ。もし合気道の達人に技をかけ

図るべく新憲法を発布した。これに対
抗した白人たちは、クーデターを起こ

られた者が素直に受け身をとらないで強引に抵抗した場

合、恐らくその結果は重大な損傷を負うことになるだろう。
だから稽古の基本は先ずは素直に受

け身をとれるようにすることなのだ。

どこまで史実かはしらないが、宮本武蔵

は生涯で 60 回以上真剣勝負をして全て
に負けなかったというのも、彼は関ヶ原

邦人保護の名目で、明治政府によってハワイに2度派遣さ
れたのである。ハワイ王国が滅亡して、アメリカ合衆国
に併合される時期であった。
ハワイ王国は初代カメハメハ
王が、ハワイ諸島を次々と征服
し、1810年統一王朝を確立した。

武術の勝負はやり直しはあり得ず、た

この王朝は、1893年に白人たち

だ一度で全てが決まる。私も合気道を稽

のクーデターによって倒される

古していた頃幾つかの護身術をいろいろな武術家から教

まで続いた。

わったが、余程の事情がないかぎりはそれを使えば現代

に、
「お家芸」とい

ハワイ諸島は、1778年、英国
カメハメハ１世

人ジェームス・クック船長の到

来で初めて白人社会にその存在が知られた。統一戦争を
進めるカメハメハは、入島し始めた西洋人から武器を購

う期待を抱くのは

入し、彼らの知識や技術を利用して、次々と敵を打ち破

止めたほうが良い

り全島を統一した。彼は西洋との貿易に熱心で、武器、

と思うのである。

船、生活必需品、牛馬などの家畜を欧米から導入した。
これらの商品の購入代金として、白人たちが欲しがる白
檀の香木が利用された。しかし、島の白檀も乱獲によっ

私は若い頃合気道の稽古をした経験があるが、時々訊

中の米国軍艦から 160 名余りの海兵

いだろう。実は、若き日に戦艦「浪速」の艦長として、

最大の勝因だったのではないかと思う。

来るべきオリンピックでも、武術ではなくなった柔道

領事は、白人たちの支援のため、停泊

深い因縁があったというと、不思議な思いをする人も多

ており、それが多くの道場剣術に対する

では過剰防衛として犯罪になってしまうだろう。

し新政府の樹立を宣言した。アメリカ

日露戦争で名を馳せた名提督、東郷平八郎がハワイと

合戦に参加して命のやりとりを体験し

な違いはそこにある。

隊を上陸させ、女王を退位させた。ハ
第 25代米国大統領
ウイリアム・マッキンレー

ワイ王朝はこのようにして終焉した。
新政府は合衆国への併合を望んだが、

時のクリーブランド大統領は軍の介入を違憲と判断し、領
事を更迭した。後任のマッキンレー大統領によってアメリ
カに併合されたのは 1898 年で、1959 年、50 番目の州と
して完全にアメリカの領土となった。
クーデターが起きると、明治政府は直ちに、法人保護の
名目で、東郷平八郎艦長の戦艦「浪速」を派遣した。当時、
ハワイには約 2 万 5 千人の移民が住んでいた。東郷は新政
府との接触を避け、幽閉されていた女王とのみ謁見した。
王党派の指導者たちと密談したという話も囁かれている。
一旦帰国した東郷は、1895 年に再びハワイを訪れた。建
国 1 周年を祝う臨時政府は、21 発の礼砲を要請したが、
東郷はこれを拒否し、停泊中の各国軍艦もこれに倣った。
しかし、維新後間もない明治政府は、大国アメリカと事を
起こすゆとりがなく、アメリカ政府の意向に配慮せざるを
得ず、結局、消極的な干渉に終わったのである。

て取れなくなり、ハワイの貴族たちは莫大な負債をかか

かれるのは「合気道の演武をみるといとも簡単に人をポン
ポン投げ飛ばすが、あれは予め打ち合わせされたヤラセ

「ハワイ王国滅亡と東郷平八郎」
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える事になった。白檀貿易の後には、捕鯨産業が栄え、
続いてサトウキビ栽培がハワイ産業の中心になった。こ

写真：www.joc.or.jp

の間、ハワイに住む白人の数は着実に増加した。商人や

チ ベ ット旅行
観光学博士

寺前 秀一

中国での個人旅行は日本より便利である。民泊、ライド

の状況を作り出した。欧米列強と国連は、チベットを引き

宣教師の他に、専門職としてハワイ政府で働く者も多く、

人民共和国の今日に至っている。
もっとも、米国諜報機関

いった。このような状況を憂慮したリリオカイオラニ女

続き中国領とする中華民国の主張を認め、そのまま中華

次第に白人指導者たちに政治、経済の実権を握られて

等はダライラマ14世（ゲルク派）への援助を行っているか

王は、1893年、ハワイアンによるハワイ王朝の権威復活を

シェア等も普及し、ネット予約、スマホ決済も便利にできて

ら、欧米メディアではゲルク派チベット人の動乱が報道さ

若干不便だが、微信と百度地図を活用すれば道に迷うこと

である。
ダライラマ等の選出も、その昔から政治的なもの

いる。中国人は高齢者でも使いこなしている。Google等は

もない。
しかし、チベット自治区だけは外国人入境許可書が

れ、中国政府も混乱防止から外国人規制を厳しくするの

であったことは、河口慧海のチベット旅行記にもでている

必要であり、高山病対策からもツアーに参加したほうがよい。 から、今日の状況もよく理解できる。
敦煌からバスで一日ゴビ砂漠を横断し、
ゴルムドから青

旅行会社の手配により訪問した民家では、仏像と共産

蔵鉄道に乗車した。途中垣間見た西部開発は目覚ましく、 党ポスターが共存していたが、日本の農家で仏壇の隣に

日本の田舎への公共投資施策をしのぐスピードと規模であ

保守系の選挙ポスターが貼ってあるような感覚であった。

インド、ネパール等とチベットの経済の差は歴然である。四

事となっていた。少数民族の方が大学に入りやすいとガ

る。
トラック交通量と送電線網を見れば、
ヒマラヤを挟んだ

千米超の山岳地帯の凍土に鉄道敷設した技術力は日本を

男性は道路工事等の公共事業に従事し、農業は女性の仕

である。
さらにインド洋、ネパール等への延伸が完成すれば

なおさらであり、今でもコンパートメント車輛の予約は厳しい。
ダライラマ5世等は同じチベット仏教の清朝の庇護によ

り、政治的基盤を確立した。帝国主義時代、英国は二枚舌外

６

清掃業者が行っているからである。同行していた日本の教師
らは、どうして生徒に清掃させないのか首を傾げていた。その

サッカー・ワールドカップが世界中を興奮の坩堝と化した。 疑問に対して、アメリカ側から公的施設で、義務教育の子ども
日本代表チームの成績もベスト
「16」位に入り国際サッカー連

たちに公的作業を押し付けることはできないと説明を受けた。

盟（FIFA）
の格付けランク
「61」位を見事に覆した。それより何

しかし、果たして学校の清掃が屋外のスポーツ施設で行う

より世界中から日本及び日本人が一段と高く評価されたのは、 清掃行為に表れるというのは本当だろうか。それなら競技・球
試合後のスタンドを清掃したサポーターのボランティア行為で

技種目によって試合後の会場に残されるゴミ残量に大きな差

ある。
日本人サポーターが去った後にゴミが残っていないスタン

があるのはどうしてだろうか。国立競技場を管轄下に置く消防

ドに感嘆の声が聞かれたという。
「立つ鳥後を濁さず」
、試合後

署の関係者に伺ったことがあるが、行われるスポーツによって

選手のロッカー・ルームの整頓ぶりまで現地で称賛されている。 排出されるゴミ量に大きな差があるそうである。

超え、長江源流を渡る橋や山岳風景は超一級の観光資源

交で、中国には宗主権、チベットには独立をささやき、今日

日本人のゴミ感覚

日本海軍の二等巡洋艦「浪速」東郷平八郎艦長（日清戦争時）

写真：ポタラ宮

一部には、
これは幼い頃から学校で毎日清掃作業を行う生

試合後のスタンドにゴミを残さないのは、学校で学んだ清

徒たちの習慣が、
ごく自然に表れたものだと言われる。学校内

掃習慣というより、むしろスポーツはゴミと共存しないという

で積み重ねた清掃作業の結果が、後々試合後の自発的な清掃

道理と感覚を、そのスポーツの中で自然に身に付けた表れで

行為に表れているというのである。以前アメリカの教育施設を

はないだろうか。そう考えると子どもたちがゴミに囲まれずに

訪れたことがあるが、確かにアメリカの学校では放課後生徒た

スポーツを楽しむ環境造りをすることが、将来のゴミ対策？と

ちが掃除を行っている場面に行き当たったことがない。
すべて

して効果的であるように思えてくる。
３

観光の取組み

奄 美・瀬戸内町

奄美 瀬戸内町役場 商工観光課 課長 田中 秀幸
クロマグロの巨大なモニュメントがお迎えする「せとうち海の

計呂麻島の神行事は平成の時を待たずに姿を消しています。

鹿児島県のアンテナショップ「かごしま遊楽館」

定期船が１時間から１時間 40 分の航程で１日１往復、古仁
屋まで運航しています。

「かごしま遊楽館」はJR有楽町駅や日比谷線日比谷駅のすぐ
近くに位置し、平成7年5月に開館して23年目を迎えている。周

駅」からフェリーで約 20 分、加計呂麻島（周囲 150 ㎞、人口

請島（周囲 25㎞、人口 82人）には、カサブランカの原種とも

囲には本年3月末にオープン

1,262人）は、
「にほんの里100選」にも選定されるなど奄美大島

言われる請ユリや光沢が美しいウケシママルバネクワガタが生

した日比谷ミッドタウンや帝

とはまた違った手付かずの自然が多く残っており、神秘的な魅

息しており、いずれも町の文化財に指定されています。

国ホテル、ペニンシュラホテ

力を感じる島です。レンタカーもありますが、幅員が狭いでお勧

与路島（周囲18 ㎞、人口 84人）には、夏の夜のみ咲く美しいサ

日比谷映画街などが並ぶ
ル、

めしたいのが、レンタサイクルです。アップダウンの激しい島内を

ガリバナの並木や「島の宝 100 景」にも選ばれたサンゴの石垣

便利な場所にある。

電動の自転車で“ゆったり”周遊する、おすすめのツールです。

があり、訪れる方々を魅了しています。

ケンムン（妖怪）が宿るといわれているガ

取組

ジュマルの木は、
あちらこちらで見ることが
できますが、武名のガジュマルは特に大き
く圧巻で、大地のエネルギーを感じます。
島の東端には旧日本軍の軍事施設があり、

加計呂麻島
武名のガジュマル

戦跡公園として整備されています。兵舎跡や弾薬庫跡は歴史の
深さが感じら、幻想的な空間にもなっています。また、展望台か
ら見る壮大なパノラマもまた絶景で、思わず見とれてしまいます。
加計呂麻島展示・体験交流館のある諸鈍集落には、約 400
ｍに渡って航海の目印として植えられたデイゴの巨木が立ち並
び、毎年５月から６月にかけて真紅の花を咲かせます。並木の
途中には、映画「男はつらいよ」のロケに使われた「リリーの家」
もあり、幅広い世代に人気のスポットとなっています。近くの大
屯神社では、国指定重要無形民俗文化財「諸鈍シバヤ」が毎年
旧暦の９月９日に奉納されます。また、ノロ（神女）祭祀を行う
ためのアシャゲやトネヤが今でも象徴的に残っていますが、加

NEW SPOT
in Japan
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課題

奄美大島では、平成 26 年夏のバニラエア就
航を契機として観光客が増え続けていますが、奄
デイゴの巨木並木
美大島への入込客数 47 万人に対して瀬戸内町へ
の入込客数は 3 分の１の 13 万人となっています。
奄美大島の空の玄関口である笠利空港や海の
玄関口である名瀬港から、いかにして観光客を本
町まで呼び込むのか、そのための情報発信やプロ
モーションをいかに行うのかが課題となっており、 加計呂麻島諸鈍シバヤ
そのための仕組みづくりが急務となっています。
また、琉球・奄美世界自然遺産登録を目前として、
エコツアーガイドや島案内人などの育成に継続的に
取り組んでおりますが、自然環境への負荷を軽減
するための統一したルールづくりやインバウンドい
※１
サガリバナ
わゆる外国人観光客へ対応するための地域通訳
案内士の育成が急務となっております。
今後は、町に残る自然歩道を活用したトレイル
コースの整備を行うとともにガイドの増員や一元化
などにより国内外からの観光客の増加に対応して、
与路島サンゴの石垣
島の魅力を伝えていきたいと考えています。
※１ 奄振法に基づく特例措置

また、インバウンドの増加に伴

日比谷公園

有楽町

日比谷

かごしま遊楽館

特産物の売り上げナンバーワン

１階には食品販売の「さつまいもの館」
と観光案内コーナー
は工芸品展示・販売「鹿児島ブランドショップ」を運営している。
取材当日は、たまたま土用の丑の日で沢山のうなぎのかば
焼きが並べられている食品販売コーナーの一隅で、かごしま
遊楽館「さつまいもの館」東京店の店

販売されており、店内ではさつま
揚げをつくる過程も見学できる。
お菓子のベストセラーは何といっ
ても「かるかん」だそうである。鹿

店内奥が観光案内コーナー

児島 県内には薩摩名物芋焼酎の
の焼酎を取り揃えていることから、

鹿児島県内各地名産の焼酎を求め

養殖うなぎの生産量が日本一だそ
うである。

ミッドタウン日比谷側の店舗入口

は「さつま揚げ」で多くの種類が

蔵元が113 あり、店舗内にも多く

長代理兼外商担当責任者の前園 慧
さんにお話を伺った。 鹿児島県は

鹿児島銘菓 かるかん

て愛好者が遠方から購入に来られ
前園店長（写真中央）

まだアンテナショップという言葉が珍しかった平成７年に、

ることも多い。

鹿児島県の物産や文化、観光に関する情報の受発信や県の特
産物の販売、PRを目的に設立され、当時は東京都内のアンテ
ナショップ数は少なく、都道府県の中では比較的早い出船で
あった。鹿児島と首都圏の交流を深めるために、折に触れて
様々なイベントを開催したり、首都圏各地で開催される物産
展などの催事に出展したりする活動を行っている。当日も店

ＪＮ協会会員 ( 元小田急電鉄 )

中野

年

この春、95 回春陽会において、ようやく
「奨励賞」受賞す

大会）を記念し｢100 回目の夏｣展が東京ドームの野球殿堂

料を集めたりする方も多いという。

める外国人観光客も多い。

JN会員 中野 年 さん絵画展で奨励賞

10 0 回目の夏

今年は NHK の大河ドラマ「西郷どん」の放映もあり、来店
する客も増加し、観光案内コーナーで情報を収集したり、資

い、店に顔を出し、珍しそうに眺

があり、２階にはレストラン「遊食豚彩いちにいさん」、３階に

展望

100 回目を迎えた｢夏の甲子園｣（全国高等学校野球選手権

ることができました。

店内のさつま揚げ販売コーナー

の強さを作品で引き出したいと思っている。
画題「朱雀」について 「朱雀」
という私の作品の画題です

が「しゅじゃく」あるいは「せじゃく」
と言われ、中国から伝承
したものであろうが人々の守り神の一つである。京都の二条

博物館で開かれている。歴史に残る愛知･中京商の 3 連覇

小田急電鉄の勤務を終えてから覚えた版画 ( リトグラム )

城の近くに今でも「朱雀門跡」
というのがある。昔は京都の

はじめ優勝校や台湾、朝鮮、満州の代表校などを紹介、数々

なので、遅すぎた感がありますが、この度の受賞は元気をも

町の南側の入り口の門だという。京都の町へ南から入る禍

の名勝負、熱闘をビデオ放映する。都道府県ごと最多出場

らえました。受賞作品の創作意図等を聞かれて、わたくしが

から守る厄除けの門であったという。京都の町は、北は武玄

校は 99 回まで数えて北海道･北海 38 回、長野･松商学園

作品を作るうえで思っていることなどを書いてみます。独り

( 亀の神 )・東は ( 青竜 )。西は ( 白虎 ) 等とともに「朱雀」は

36 回、京都･龍谷大平安 33 回、東京･早稲田実 29 回など、

善がりの呟きだと思って読んでください。

これら常連校の全ユニフォームが会場壁面にずらりと並ぶ。
第 1 回は 1915（大正 4）年に全国中等学校優勝野球大

京都の町の守り神の一つであった。
「朱雀」は人間の心の中

「天霊地気」を描く 日本には昔から「万物に神宿る」
という

で造られたものだから明確な形は決まっていないので、自
分勝手に心を遊ばせ創作できる。しかも好きな「赤」を十分

甲子園常連校のユニフォームが並ぶ｢100回目の夏｣展＝野球殿堂博物館で

考えがある。又世の中の物には総て神が居る、いわゆる｢八

会として豊中球場で 8 月 18 日から 5 日間開かれ京津（京都

に戦後の学制変更で中学から高校になり、第 40 回に 46 都

百万の神｣が存在するという考えもある。かの横山大観のこ

生かした表現ができ、そのうえ「朱雀」の新規を絵にあらわ

･滋賀）代表･京都二中が初優勝した。当時まだ整った野球

道府県と復帰前の沖縄で 47 校が出そろった。戦争による 4

とば「天霊地気」は世の天や地まで霊や気が宿っている。こ

す工夫が面白い。
「朱雀」は自分にあった画題だと思って取

規則が無く、新しく11 カ条の試合方法を定めた。本塁を挟

り組んでいます。

けいしん

4

内では「かごしま夏野菜・果実フェア」が開催されていた。

観光の縮図アンテナショップめぐり

加計呂麻島を南に請島や与路島へは、与路島を起点に町営

年間中断で 104 年の歴史を刻む100 回目は全国 3,781 校

れを捉え、色と形で表現するのが絵画作品であると言ってい

んで試合前後に交わす学生野球恒例の挨拶もこの大会で始 （ 7月 5日主催者発表）が参加し、校数の多い 9 都道府県を

るのであろう。私も絵画というものはモノを写実的に忠実に

まった。大会前に｢球と打棒などという道具を使って互いに

映すものではない、
モノや風景の中に宿る神や気を観て自分

2 代表にし 56 校が甲子園で競う。

攻め合う遊戯である｣といった新聞記事が載るなど普及啓蒙

展示は 9 月末まで 10 時〜 18 時。月曜休館だが祝日とドー

の時代で、審判は｢投手の球を正しく検査し、走者の生死を

ム野球開催日、夏休み期間は開く。大人 600 円、65 歳以上

鑑別する役目｣など滑稽な説明も。地方予選に袴ぞうり履き

と高校大学生 400 円、小中学生 200 円。来年 3 月刊行予

の個性で表現するものであると思っている。
「赤」について 昔から「赤」は日本人の心の色と言われ、人
の生命や地 や情熱を表す色として神社仏閣によく使われ、

の審判もいたが東北、東京、東海、京津、大阪･和歌山、兵庫、 定の｢100 回史｣は公式永久保存版とうたい大会約 3,400 試

祝いの色にも使われる。
「赤」は「人の目も心も引き付け、
イン

山陽、山陰、四国、九州の 10 地区 18 都府県 73 校が参加

合の記録、全出場選手名、25 万試合に迫る地方の全結果を

パクトある色でもあり私としても好きな色である。
「赤」の色

した。第 10 回に新設の甲子園球場へ会場を移す。第 30 回

収録する。

作品名『朱雀』95回春陽会「奨励賞」受賞
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