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新里さんの凱旋報告会

始めたようですね。２０１
６年から調査来俵を重ね、
顔なじみの地区住民も増え

ています。新里さんがポス

じたことは、どうしてここ

新里さんが俵山に来て感

さん、下関市立大学の水谷

ター賞を受賞した主たる理

の人たちは、こんなに地域

会の創出をめざして、学際

由は、研究の着眼点と独創

のことを愛しているのだろ

利亮教授も駆けつけてくだ

性が先人に無いもので、と

う？東京では感じない何か

的な研究交流を通じ、社会

ても分かりやすいポスター

がある。スタートはここか

さいました。

報告であったためと伺いま

らでした。

に貢献することを目的とし

した。４０歳以下の学会員

論文タイトルの「内発的

７月１６日㈪夕刻、この

による応募の中で、大学卒

発展」という単語を、もう

てきたことでしょう。夏の

業したばかりの新里さんの

ちょっと解りやすく解説し

日は３連休の最終日でした

受賞は、彼女の将来と、ク

ますと、俵山に暮らすひと

大学生インターンシップと

リエイターとしての可能性

たちがひとつの目的に向け

が、東京から安藤光義さん

が、学会関係者の耳目を集

て集まり、さまざまな人を

しても、協働活動に参加し

めた結果ですね。サポート

巻きこんで行動を起こして

（東京大学大学院教授）、

してこられた安藤教授、中

ゆく過程を指します。先人

てくださいました。

「農村地域の内発的発展

島准教授の表情が誇らしげ

たちの研究で、地区民が意

研究のタイトルは、

新里さんの発表した俵山

に向けた住民の地域愛着に

というより、楽しくて、楽

われました。新里さんの着

影響を及ぼす要因―山口県

さて、里山ステーション

眼点のひとつは、地域愛着

欲をもって行動する大きな

この論文は２０１７年、

多目的ホールで、新里さん

しみで溢れんばかりという

農工大学４年生でした。八

農村計画学会ポスター賞に

着眼点のふたつめ、俵山

とは何か。地域愛着の概念

長門市俵山地区を事例とし

王子東高校に在学中、修学

選ばれました。この学会と

てきた地区の人、それから

の場合の地域愛着はどうや

の研究発表会は夜９時から

要因は地域愛着であると言

旅行で長門市を訪れ、この

は、国内各地の自然や文化

長門市市民活動推進課の堀

を整理しました。

笑顔でした。

街の記憶がその後の研究テ

を尊重し、豊かな農村環境

始まりました。彼女と接し

て―」

中島正裕さん（東京農工大
学准教授）、新里早映さん
（東京農工大学農村地域計
画学研究員）を里山ステー
ションにお迎えしました。
主役の新里（しんざと）早
映（さえ）さんは、２年前
に俵山を訪ねてくださった

ーマのひとつに育ち、新里

と、魅力にあふれた農村社

女性です。その時は、東京

さんはそれに向かって歩き

天然芝面はまだ工事中なの
で、この大会は人工芝を使い
ました（グラウンド入口付近
でかき氷を販売するテント）

報告会の冒頭で、改め
ての自己紹介する新里
さん。7 月 16 日、宇
部空港から夕方に到着
して、間もなくの様子
（里山ステーション、
多目的ホール）

着の持続願望を語る中で、

ます。新里さんは、地域愛

関係団体諸氏が、進捗状況

締役会を招集し、
全取締役、

㈪に、記念すべき第１回取

ない登録書類を確認できま

ふたつのキーワードを示さ

この紙面を、ご本人の音

した。俵山農業の将来のた

を確認。それに、これから

声で読むことが可能なら、

めに、
ゆうゆうグリーンは、

れました。それは、俵山温

どんなに良いことでしょう

微力ながら、お手伝いした

整備してゆかなければなら

か！活字に変換すると彼女

いと思います。

泉と子育て環境です。

って形成されたのか。仮説

の熱意が１％も伝えられず、

トンネル開通式見学

をたてて検証してゆきます。

しください。

まだ舗装前、外壁が整え

られただけのトンネルを見

ることができました。貴重

優勝したのは地元チームの

ゆずきちシロップ味かな。

７人制ラグビーの親善大会

危険な暑さのラグビー場。

末、快晴というより厳しく

創立総会の翌日から、定

涼風亭に移動して懇親会。

リーンは氷屋さんでご協力。 の列席がありました。総会
その後、
どの味が一番売れただろう、 は滞りなく終了し、

がありました。ゆうゆうグ

款認証などの諸手続きを進

じめ、来賓、関係者３０名

会には、笠本県会議員をは

から俵山温泉閣での創立総

７月１０日㈫、午後４時

り、便利になる傍らへ追い

ょうか。道路生活圏が変わ

思い出すことができるでし

造る苦難の、いくらかでも

の生活が一変します。道を

ンネルに入る時、旧道をう

ルを握り、真新しいこのト

いました。開通してハンド

るさまざまな困難を考えて

な時間の間、この工事に係

ブルーエンジェルスでした

めてきました。７月２３日

ねうねと走ってきた今まで

ね！

７月２１日、２２日の週

スパスタで女子ラグビー
親善マッチ

（事務局）

稚拙な表現力をどうかお許

アグリベンチャー俵山の
創立総会が行われまし
た

最後に、アンケート結果
を集計して、地域愛着に何
が影響を与えたのかを考察。
このアンケートは２０１
６年１１月、２０歳以上の
地区住民に行われました。
有効回答数は１２０部（回
収率５２％）。さらに、翌
年１月の再来表で、１２名
にヒアリング調査を行いま
した。
研究報告から、地域愛着
を醸成するのは、俵山とい
う社会に対する好印象と、
ここに暮らしてきた年数。
地域愛着はやがて持続・
世代交代への願望に変わり

７月６日㈮、外はどしゃ降り、でもトンネルの中は別世
界でしたね。この日は地元小原地区の住民、その他にも
希望者２０名を募って、小原トンネルの見学会に行って
きました。（写真右） プール開き恒例のつかみ取りは
こだまする歓声が祈願のご祈祷のようでした（写真下）

ま、ありがとうございまし

のみなさま、俵山公民館さ

ができました。工事関係者

の見学会の日に残すこと

やられる現在の記憶を、こ

からではありませんよ。プ

まいましたが、水温が高い

ら、プールを飛び出してし

００尾の鮎。イキの良さか

ました。用意されたのは２

る魚のつかみ取りが行われ

地域コーディネーター
研修のご案内

９月２９日㈯と、翌３０

日㈰の二日間のイベントで
す。

中四国・九州地区の生涯

教育実践研究交流会山口移

動フォーラム、愛称「ＶＯ

ＬＯＶＯＬＯの会」、今年

の開催場所が俵山になりま

した。県外から多数の参加

者が集まりますので、交流

の中からアイデアのヒント

がたくさん見つかると思い
ます。

会場はいずれも温泉閣で

問い合わせ電話番号

０８３６‐５８‐２６５５

研修会費は２０００円

土曜夜の懇親会費は２５０

０円

申込は８月２４日㈮までに

俵山マーケットふたたび

詳しい資料が整っており

ませんので情報だけ。

今年は９月２３日㈰、場

所は旧俵山中学校です。活

況の第１回目の昨年９月を

思い出します。

２代目協力隊員、中野博文

し協力隊員、小坂保成氏、

保、初代俵山地区地域おこ

今年の夏は、イタリア、韓

学生を受け入れてきました。

んで２週間、インターン大

これまでは、お盆をはさ

今夏の地域づくりイン
ターン大学生

氏の３名が、初日の研修に

国の子どもらの農泊体験が

す。われらが理事長、村田

登壇します。

続いているため、９月半ば

興味のある方はゆうゆう
ますから、ご利用の皆さま

協力をおねがいいたします。

から大学生２名がやってく

る予定です。その際は、ご

問い合わせください。

グリーンまで。もしくは主
は、どうぞ無理のない遊泳
計画でお越しくださいませ。 催事務局の赤田博夫様にお

りません。暑い季節になり

ですが、常駐の監視員はお

類を見ない施設のサービス

料で使うことができます。

が行い、プール利用者は無

を、私たち地元のスタッフ

的なプール掃除などの管理

来場者で賑わいます。定期

間中、およそ５０００人の

から、８月末までの営業期

７月２１日のプール開き

したかったのでしょう！

も気分が高揚してジャンプ

りとしていました。鮎たち

れたら、この日でもひんや

源としており、手を差し入

ールの水は冷涼な河川を水

た。

河川プールの季節が今
年もやってきた
今年は早く梅雨が明け、
いますぐ泳ぎたい子ども
たちが待ち望んでいるに
違いないです
ね。俵山の夏と
いえば、七重河
川プール。７月
２０日㈮に、安
全祈願祭が行
われました。多
くの皆さまが
集まってくだ
さいました。
しかしなが
ら、この日も暑
かったですね。
式典の後は、俵
山小学生によ

しあわせくらぶ
7 月のデイサービスは七夕作りを利用者さんた
ちされました…。短冊に願いごとを書かれて、
願いが叶うように～。

本場イタリ
アの！
７月中旬から約ひとつき、俵山の各家庭でホー
ムステイを満喫しているイタリアからお越しの
アニシアさん。里山でピザ作りを体験した際は、
事務局特典！として、本場のピザをご馳走になり
ました。Buono（ボーノ）と言うときは、人差し
指をほっぺの前でくるくる回すんだよ。誰かに教
えてもらったけど、あとで調べたら、それは子供
の仕草だって。大人は多用しないほうが良いかも
よ。

8 月の予定

キューピー人形の着せ替えマスコットもつくら
れましたよ🎵🎵

（村田ひとみ）

（松岡慎治）

8 月 4 日（土）

韓国から高校生 43 名が民泊
8 月 6 日（月）～8 月 8 日（水）

南三陸から中学生 10 名が民泊二泊
8 月 8 日（水）まで

イタリアから高校生１名がホームステイ
8 月 12 日（日）
8:30～14:00 里山ステーション

里山朝市
新鮮野菜・手打ちそば・窯焼きピザあります
8 月 27 日（月）、28 日（火）
里山ステーション、お試し暮らしの宿、ほか
手先が器用で

イタリ
もかわいい
ア
すね～、しか

平成 3 0 年度過疎地域自立活性化優良事
例表彰候補の委員等による現地調査
先月の予定が延期されてこの日程となりまし
た。

