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○登壇者：是方 法光氏 （株）日本デザインセンター 

半島プロジェクト実施地域の皆さん 

コーディネーター 

玉沖 仁美氏 （株）紡（つむぎ）代表取締役 

 
玉沖 「半島デザインセッション」というのを私の方で進行させていただきます。 
この次のお時間には、ここで逆に「半島から話そう」ということで、10 の半島の皆さんにそれ

ぞれ台の上に物をお持ちいただいておりますので、このプレゼンテーションをしていただこうと

いう企画にしております。 
それから、このデザインセッションの中ではコピーライターの是方さんに随分いろいろと教えて

いただくのですが、ここで皆さんに 2つ質問をさせてください。 

昨日からご参加の方、手を挙げてください。 

ありがとうございます。6割ぐらいの皆さんが、昨日からいらっしゃいますね。 

では、2つ目の質問です。皆さん、是方さんと昨日今日お会いする前に、コピーライターという

人とお話をしたことがある方はいらっしゃいますか。ありがとうございます。これはうれしいで

すね。 

では、これから 10 の半島の皆さんにお話をいただくのですが、その前に、是方さんの方から

一言、振りをお願いできますか。 
是方 これは半島デザインセッションということで、本来ならばデザイナー、アートディレク

ションが、デザインセッションなのにコピーライターが話すというこのいびつな構造の中で、私

はピンチヒッターという役回りです。本当なら、結構デザインに興味のある方なら知っていると

思うのですが、大黒大悟という結構今優秀なデザイナーの彼がアートディレクションをして、本

当は彼がしゃべる予定だったのですが、どうしてもご家族に体調の悪い方がいらっしゃいまして。

私がピンチヒッターで、デザインセッションの中をコピーライターが話すという大役を任せられ

ました。 
ということですので、といっても大黒の代わりは僕にはできません。僕は言葉というものを通

じてコミュニケーションをしている人間なので、言葉を通じて皆さんに何か新しい発見などが少

しでも伝えられたらいいなと今日は思っています。ピンチヒッターなので至らない面もあるかも

しれませんが。まあ明石家さんまも最初、ひょうきん族ではピンチヒッターだったので、こうい

う機会を糧にしたいと思いますので、温かい目で見守っていただければと思います。 
皆さん、これから半島からの会話が始まると思いますが、よろしくお願いいたします 

（会場から拍手） 
玉沖 よろしくお願いします。是方さん、終わったと思われたところで質問があります。大黒さ

んと是方さんのこの役割の違いは何なのですか。アートディレクションとは何。コピーライター

とは何。 

セッション３  半島デザインセッション－半島のじかん企画展を読み解く    
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是方 実は、この展示に関する打ち合わせを「半島のじかん」運営の方々とした最初の 10 分で、

大黒くんはこの絵が見えていたのです。最初に、彼が適当に 10 分で描いた絵が、ほとんどその

まま実現されたという状態で。 

アートディレクションというのは、僕が見ていても最初に全体像をすべて把握して、アウトラ

インを描いていくみたいなところがあります。それをもう少し分かりやすく、具体的に何を伝え

るかとか、そういうコンセプチュアルなことをするのがコピーライターの役割なのかなと思って

います。 
玉沖 私もいろいろ商品開発の仕事をさせていただいていまして、自分の商品も人さまの商品も、

パッケージデザインとか商品説明というのに日々携わっています。是方さん、一言で言うと説明

文を書く人ですか。 
是方 いえ、説明文は書かない人ですね。伝わる言葉にこだわる人といいますか、そういうこと

です。 
説明文は誰でも書けてしまうのですが、そこでコピーライターというやくざな商売が成り立っ

ているのは、平易な言葉に逃げないで伝わる言葉にこだわるというところです。それが唯一コ

ピーライターが存在している価値かなと、今は思っています。 
玉沖 そうすると、説明の言葉をデザインする人という感じですか。 
是方 そうですね。いいように言っていただければ、そういうことになるかもしれませんね。 
玉沖 では皆さん、今日は最後に是方さんから、そのちょっとしたワンポイントアドバイスのよ

うな、コツのようなことも教えていただけることになっておりますので、どうぞ最後までお楽し

みに。よろしくお願いいたします。 
では、ここからは「半島から話そう」で、10 の半島の皆さんが主役です。 

順番は、まずここから 1から 4、そしてくるっと回って、5 から 10 という順番で、各半島の皆

さんから自分の半島のことをここでお話しいただきます。 

ひとつの半島の持ち時間が 3 分間になっておりまして、3分たったら強引に打ち切らせていた

だきます。ごめんなさい。最後のほうにまた時間がありますので、どうしても言い足りないとい

うことがございましたら、最後にまたそこで「どうしてもこれだけ」ということで付け加えるお

時間があります。まずは 3分間、ちょうど 3 分ずつで 10 の話を聞かせていただきたいと思いま

す。 

では、1番バッターの伊豆中南部の皆さん、スタンバイをお願いいたします。では皆さん、拍

手でお迎えください。（会場から拍手） 

玉沖 では半島の皆さん、先に半島の地域の名前と役割、簡単な自己紹介、そして、このご説明

を進めていただきたいと思います。 

伊豆中南部・高橋 伊豆半島の西海岸、松崎の石部というところから来ました、高橋といいます。

「こらっしゃい会」という会をつくりまして、その会長をさせてもらっています。 

今ここにありますが、ここに展示するのにとても苦労というか、いろいろ苦心しました。1 つ

はいろいろと制約が多過ぎて、「ああしなければいけない、こうしなければいけない」というの
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で、まずはこの 60 センチ四方の中にどうやって収めるかというのがとても苦労しました。それ

で、いろいろな展示物がある中で目立たせたい、目立たせるにはどうしたらいいかということで、

空間を使おうとなり、この石部にある孟宗竹を利用しようということにしました。これを 60 セ

ンチの中に収めて、しかもこの展示台は借り物で、傷つけても駄目、貼っても駄目ということで、

「じゃあ、どうしようか」ということで。お客さんが来たときに触って倒れたら大変だというよ

うなこともありまして。倒れないようにするにはどうしたらいいかというようなことで、急遽こ

ういう台を考えて、やっと今に至っています。 

何か石部らしさを出したいというようなことで、地域の「こらっしゃい会」のおばさんたちに集

まってもらいまして、「何かないだろうか。」といろいろ相談をしました。これはわらで作った草

履ですが、そういうものがあるよとか、急遽いろいろ作ってもらいました。 

そして、もっといろいろな小物、いろんな色があったのですが、大黒さんは統一しなければい

けないということで、「何かに統一しなければいけないだろう」ということで最後は「わら草履

一つに絞ろう」ということで、このような形にしました。 

本当は、もう少しこの緑の葉っぱが青々として緑が濃ければなお良かったなと思っていますが。

これもいろいろと工夫がありまして、上下に水をためておくとだいぶこの乾きが違うというよう

なことを教わりまして、 

石部では棚田というのがあります。平成 22 年に全国サミットというのをやりましたが、これ

が棚田で植える棚田米です。それとか、この地区では海沿いですので海のもの、あるいは山のも

の等あります。ここにあるのが、昨夜懇親会で皆さんに試食してもらいましたポンカンです。こ

ういうミカン類だとか、あとは海産物で、今日ここには持ってきてありませんがヒジキとか、そ

れからハンバとか、そういうのり等も売っております。 

今、ここで一番困っていることを 1 つだけ話したいと思います。（ベルが鳴る） 

高橋 終わりですか。（会場より笑い） 

残念ですが終わりですが。過疎化が進んでいるなということで、先ほどありました、（雲仙の）

森さんのような若い力、これをぜひ呼び込みたいなと。それで何かないだろうかということで、

今、いろいろと考えているところです。 

玉沖 その続きをまた最後にお願いいたします。ありがとうございました。（会場から拍手） 

玉沖 では皆さん、過疎化で困っているというところから続きを聞きたいと思います。ありがと

うございました。 

では 2番目、紀伊半島の皆さん、お願いいたします。 

紀伊・新古 紀伊半島の真ん中辺りですけども、中紀の湯浅という所から来ました、新古と申し

ます。よろしくお願いします。   

うちはもともと子どもたちにしょうゆ作りを教えていまして、それが 8年前からやっておりま

す。一昨日も、しょうゆを学校で仕込んできたばかりなんです。ちょうどこの時期に仕込みをし

ておりまして、実はこれはそれと同じものですが、しょうゆ作りのしょうゆキットで作ったしょ

うゆです。まだ 1 月 28 日作成なのでこれから 1 年間かけて作るのですが、1 年後に絞っていた
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だくとしょうゆができるというのを、小学校の子どもと一緒に授業をやりながら商品化できた品

物です。 

それから後に、3 年ぐらい前から金山寺みそ。うちの湯浅は、しょうゆと金山寺みその発祥の

地なのです。金山寺みそのたまりがしょうゆになったということで、それが全国に広がったとい

うふうに言われています。 

この金山寺みそも実は、ちょっと季節がらナスがないのですが、こういうろう細工なんですけ

ども。大体こういうナスです。これは伝統野菜で、これも今復活させようとやっています。もち

ろん小学校でも作っています。これを使って金山寺みそを学校でも作っていまして、これは学校

専用のラベルです。学校の方で、「山田小学校特性金山寺みそ。心を込めて作りました。ぜひご

賞味ください」と書いています。こういうことをやっていまして、このナスを復活させて、地元

の人にも浸透させてと。 

というのは、3年ぐらい前に小学校で「湯浅ナスを知っていますか。」と聞くと、120 人中で知っ

ていたのは 1人でした。でも今は、100 人中で 100 人、もちろん知ってもらえるようになりまし

た。というのは、やはりそういうのを常に子どもに教えることによって、大人にも伝わるという

のがだんだんと実感してきたなというのを今感じております。 

またこれは、うちはその金山寺みそのメーカーでもありますので、農家さんに作ってもらって買

い上げたり、ほかの所に販売したり。販売はうちが販売するのではないのですが、買ってもらっ

たりしています。 

去年は約 300 万円の売り上げが立ちまして、今年はカレーライスを作ったり、野菜ソムリエさ

んに手伝ってもらって、いろいろなレストランなどにも紹介してもらうというふうにも進めてい

ます。どんどんと消費活動ができるようにすそ野を広げているような活動をしていまして、これ

からもっともっと元気になるのではないかなと。もちろん農家さんも、これを作ることによって

すごく喜んでくれています。（ベルが鳴る） 

そんな感じで和歌山は、僕が関わっているのはこのしょうゆとナスを通して元気にしようとい

う活動をしています。ありがとうございました。（会場から握手） 

玉沖 ありがとうございました。いきなり 3分で終了のベルが鳴るのは話しにくいですかね。で

は、1 分前に 1回鳴らして、終了が 2回鳴らすことにしましょうか。 

では、国東半島の皆さんはご説明をどうされますか。お願いいたします。 

国東半島代理・小池 国東半島の人たちが、都合で昨日の発表だけということでいらしていたの

で、代わりに私、広域財団法人日本交通公社の小池が発表させていただきます。 

国東半島というのは大分県の北東部に位置しておりまして、海に突き出た、ちょっと楕円形の

ような形の半島です。半島の真ん中に一番高い両子（ふたご）山という山があって、そこから川

と尾根というのが四方八方に広がって、「六郷満山」という名称ですけれども、独特の山岳仏教

の文化が栄えた場所です。平安時代のころからお坊さんが 2,000 人ぐらいいたというふうに言わ

れているのですが、今でもそういう古いお寺が残っていたり、石でできた石仏というのでしょう

か、仏様の像がたくさん残っていたりという、少し不思議な場所です。 
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そこを舞台にして、「国東半島アートプロジェクト」というふうなものが開催されました。これ

は昨年の 11 月に会期だったのですが、11 月の全土日と祝日にバスに乗って、そういう国東のい

ろいろな拠点を回るアートツアーというふうなものが開催されました。 

今回、ここに展示品として出させていただいているものが、そのアートツアーのときにお客さ

まがみんな肩に掛けて、こんな感じでツアーに参加したのですが、この黒いかばんはサコッシュ

（たすきがけになっている小袋）というふうなものです。ツアーを一番象徴するものはこのかば

んではないかということで、展示させていただきました。 

1 つはお客さまかどうかという、人の識別をするためのかばんなのですが、そのひとつの旅と

いうふうなものの中で自分が一番大切な、本当は貴重品を入れてこのカバンを背負って、身軽に

ツアーを見ていくというふうなコンセプトもあるのですが、自分が旅をするときに一番大事なも

のを身に付けて歩く、どこかに見に行く、訪れるというふうな、そのための黒いかばんになって

います。 

それから、真ん中にこの模様が付いていますが、これが何となくこの六郷満山、国東半島を象

徴しているというふうなものです。 

当初、このかばんが配られたときに、中にクッキーが 1 つ入っていました。食というふうなも

のの提供にアートが介在することで、おしゃれで、かつおいしいものを食べながら、バスに乗り

ながら、全行程 12 時間のツアーが催行されました。以上です。（会場から拍手） 

玉沖 ありがとうございました。次は、薩摩半島の皆さん、お願いいたします。 

薩摩・ジェフリー 薩摩半島の川辺町高田という集落からまいりましたジェフリーです。薩摩半

島に行ったことのない方、行ってみればみんなこういう顔をしています。（会場から笑い） 

それが醍醐味になっています。これは、皆さん見て分かると思いますが、分かる人は年がばれ

ますが、これは田植え綱といいます。これは田植えのときに引っ張って、先ほどの 1番目のグルー

プの所には絶対存在してないものです。どういうことかというと、棚田では使う必要は全くあり

ません。田んぼにはある程度の横幅がないと使うことはありません。 

これは耳を近づけますと、笑い声とか、ちょっとした会話とか、田植えをしながら、コミュニ

ティが一緒になって、大家族ということも表すし、コミュニティが一緒になって田植えをしてい

るということが聞こえてきますので、後でぜひ聞きに来てください。 

これは「田植え綱」ともいいますが、私はどちらかというとこれは結心（ゆいごころ）の道具

というか、その豊かさを表すものだと思います。ある程度の広い、「高田」というのは高い位置

にある田んぼということで、川が比較的低い位置で集落の隣を通って、それでわざわざその水を

くみ上げるかなり優れた技術が数百年前から作ってこられました。あとは 100 年ぐらい前には、

その当時高田村（そん）という高田村が、自分たちでお金を寄せ集めてタービンまで買って水を

くみ上げるようなこともしています。（ベルが鳴る） 

これは今、もちろん使われてないのですが、これは今集落にいるおじさん、おばさんたちの心の

中にまだ残っているものです。なので、これは集落のシンボルとしてとてもふさわしいと思って

いて、今でも例えば、おじいさんおばあさんが、できるだけその多くの知識、知恵、多くの価値
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観を、若い小学生、子どもたちに伝えようと 3世代で取り組んでいる集落です。   

なので、これは大体田植えをするときに、自分の大家族というか大家族の近所と、その結心が

表すものとして、20 人ぐらいで横 40 メートル。これは紐が金属でできていて、これが現金収入

ということもなければ、こういうものも手に入らない。 

そういうことでぜひ、昨日、澁澤先生が語っていた関係性というか、関係性を表す道具でもあ

るので、ぜひ後で聞きに来てください。笑い声とか、ちょっとした会話とか、冗談が聞こえてき

ますので、ぜひ薩摩の方のことに耳を傾けてください。ありがとうございます。（会場から拍手） 

玉沖 もう時間もばっちりで、どうもありがとうございました。では、これから前列、こういう

順番で進めさせていただきます。 

次は紀伊半島の皆さん、お茶、お茶の葉、茶湯を持ってきていただいておりますね。 

お願いいたします。 

紀伊地域代理・小池 すみません、また現われてしまいました。紀伊半島の龍神村の方も、ちょっ

と今日はいらっしゃられないということで、代わりにご説明をさせていただきたいと思います。 

龍神村というのは和歌山県の田辺市という所にありまして、割と紀伊半島の真ん中よりも下の

方、少し南寄りの山間部にある村です。 

そこでは昔から、おうちで自分の家用にお茶を作るというふうな伝統があった所で、今もそう

いう形でお茶が飲み継がられています。今回、ここに出ているのが、その田辺龍神村で、実生で

植えるというか自生している茶の木の葉です。実生なので、お茶の実が勝手に落ちて、それに芽

が出て木になっていくというふうな形で、全くその辺の街路樹というか、道の横に生えているよ

うな木のような形で、完全無農薬というふうな形で作られていますが、静岡の茶畑のようなきれ

いな畝を作っている形では全くないです。 

その現地で作られているお茶がこれです。多分ご覧になった方は分かると思うのですが、非常

に荒々しい、すごく茶葉の大きい、むき出しのお茶というふうな感じです。作り方も、この生の

茶葉を日で干して、それからかまでいって、それをむしろの上で手でもんで、それからもう一度

日干しにして、それで少し紙の袋に入れて保存をするという、少し変わったお茶の作り方です。 

お茶を飲む直前にこの茶葉を、琺瑯というんですか、煎る道具で日に当てていい香りを立たせ

て、それにお湯を入れてほうじ茶にして飲んでいるというふうなお茶の飲み方をされています。 

今回、こういったものが地域で作られてはいるのですが、地元で飲むというふうなことがされ

ていなかったので、お客さまにきちんと提供して、それでこれからきちんと「龍神番茶」という

形でお金を地元で出して、お客さまに楽しんでいただく提供方法を少し考えようというふうなプ

ロジェクトを進めていました。（鐘が鳴る） 

途中、こういった茶葉があるので、しかも一番茶しか地元では飲んでいなかったので、使われ

ていない二番茶、三番茶で紅茶を作ってみようということで途中やってはみたのですが、なかな

か作るのも難しくて、紅茶に浮気はせずに、それまできちんと飲んでいた番茶をもう一度見直し

て、茶がゆを炊いた文化もありますので。そういった昔から飲まれていた番茶をもう一度きちん

と、今の楽しみ方をできるように進めていこうということで、これからまた展開していく予定で
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す。以上です。（会場から拍手） 

玉沖 ありがとうございました。 

「ほっかむりチーム」の皆さんですか。お待たせいたしました。 

一瞬、そうそう、聞いていたのに題には何もないし、ぜひこの 4つで連携されているお話など

も聞かせてください。 

松野 津軽半島から来ました、青森県の五所川原市でコミュニティカフェをやっています、「で

る・そーれ」という所から来ました松野です。よろしくお願いします。 

澁谷です。 

間山 「みなさん、よぐ来たの～。」下北半島大間から来ました、「あおぞら組」の間山です。 

古川 同じく、本州最北端下北半島から、町おこしゲリラあおぞら組、古川たらこです。よろし

くお願いします。 

では、ほっかむりのご説明をさせていただく前に、多分、この台の上にくるくるまるまった状

態だと、皆さん何なのさと思ったと思いますので、簡単に実演してみたいと思います。 

（ほっかむりのかぶり方を実演） 

たった 1 枚の四角い布から、こういうほっかむり。この暖かい気候の中で見ると、とっても「何

じゃこりゃ」というものなのですが、皆さん、真横に降る雪を体験したことはありますか。下北、

津軽、江差。男鹿はちょっと気候が温暖なのでそういう雪は降らないのですが、真冬に風速 20

メートル、30 メートルは当たり前という強い風が吹く地方だと、雪がビューッと真横に吹きま

す。そのときにこのほっかむりをして、この口をガードして、あと男巻きだと、このねじり鉢巻

きでがっちりガードする。そうすると、その真横に吹くものすごい強い地吹雪のときでも、漁師

のお父さんや農作業をするおばさんなどは暖かく仕事ができるという。このほっかむりというの

は下北、青森県や北の方の気候ならではの文化です。今もみんな普通にしていますので、下北、

津軽にいらっしゃったときにはぜひ、このほっかむりをして町を歩いてみてください。 

以上、説明を終わります。 

間山 ほっかむりをしたい方は後で貸しますので、写真を撮ってもいいですよ。ねじり鉢巻きの

方は売っております。後でどうぞ。 

古川 すごい蛇足ですね。本当にきれいにまとまったのに。ということで、説明を終わります。

ありがとうございます。（会場から拍手） 

玉沖 ありがとうございました。チームワーク抜群ですね。 

では次も 4つの半島が連携でいらっしゃいます。津軽、丹後、幡多、薩摩の皆さん。では自己

紹介も含めて、よろしくお願いします。 

井之本 失礼いたします。丹後半島の山間部の宮津市上世屋から来ました、井之本泰といいます。

私は「合力（こうりょく）の会」という組織と、もう 1 つは、丹後藤織り保存会で藤織りの伝承

活動をやっている代表者です。 

ここに津軽の荒馬、その下に敷いてあるのが実は藤織りなんですね。藤織りというのは、藤の

つるから繊維を取っている織物のことです。ちょっとサンプルを持ってきて、この台が狭いので
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はねておりましたけど。要するに、軸と外側の皮の間の中皮というのを材料にしています。それ

で取り出したものはこれですが、これを長くつなぎまして織ります。これが長くつないだ状態で

す。そして、織ったものはこれということです。 

なぜこれに意味があるかといいますと、皆さん着ているものが木綿であったり、化繊であった

り、絹であったりといったものですが、これが衣料材料はそれ以前どういうものだったかという

と、木の皮の繊維とか草の皮の繊維だったということです。ですから、要するに「木の皮が布に

なるのですよ」ということを今日は見て、触って、感じていただいたら一番いいですね。 

私は着るものに使っています。おばあさんたちはこの藤布のことを「のの」と言います。「布」

のなまった言葉ですが。それはおばあさんたちにとったら、おじいさんたちのために山着や野良

着にしていて、それは一生ものというのです。それは破れたら繕います。 

1 つの例が、これはそこのおばあさんにもらったものですが、コメ袋ですね。それで、この木

の皮の繊維というのは伸縮性に乏しいわけです。ですから、女性の方はご存じのとおり仕立てに

よって、これはバイヤスというのですが、こういうふうに伸びるわけです。こういうふうに作ら

れています。それで、繕う所はこういうふうに穴が開いて繕うと。ですから、私たちの衣料とい

うのがそういった木綿以前に、こういった木の皮の繊維とか草の皮の繊維、シナであるとか麻で

あるとか、そういったもので私たちの衣生活は賄われていたと。 

ですからそういった意味で、ぜひこういった活動をやっているのです。講習会もやっています。

今年で 29 年目になりますが、ぜひ今日ここにいらっしゃる方は、この 29 回目の講習会の案内と

藤織りのしおりと、そして活動拠点の伝承交流館のを持って帰っていただいた結構かと思います。

以上でございます。（会場から拍手） 

玉沖 ありがとうございました。 

では次は、鳴き砂の丹後半島の皆さんですね。お願いいたします。 

（丹後地域 松尾 丹後半島からやってきました、松尾です。丹後の北部、京都府北部網野町に

琴引浜という、東西 1.8 キロに及ぶ白砂青松の浜があります。その浜は鳴き砂で有名でして、砂

浜を足を引きずるように、砂を蹴るように歩いていただくと、こんなふうに音がします。 

（「キュッキュッ」と、実際の砂浜を踏んで音を出して実現） 

これは砂浜から借りてきたまま、そのままの鳴き砂です。 

地元の人は砂が鳴くのは当たり前で、よその浜へ行って歩くと鳴かないんですね。「あ、鳴か

ないんだ」と。本当に地元の人は砂が鳴くというのが普通になっています。 

なぜ鳴くのかですが、石英という水晶と同じ成分がすごくたくさん含まれており、長年波で洗わ

れて丸みを帯びて、粒がそろっていて、本当にすごくきれいな砂なのです。  

なので、少しでも汚れると鳴かなくなるのです。手で掃くようにしても本当によく鳴くのです

が、手の油分が移って鳴かなくなる、それぐらい繊細な砂です。なので、この浜は禁煙ビーチに

なっています。タバコの灰が混ざるだけでも鳴かなくなるので、そんな守る活動もしています。 

守る活動の一つで、ビーチクリーンアップイベント。毎年 6月の第 1日曜に、「はだしのコン

サート・あなたの拾ったゴミが入場券」というユニークなコンサートをしております。今年も 6
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月の 1、2。土日で行いますので、ぜひみんなで楽しみたいと思います。 

あと時間がどの幾らあるか分かりませんが、今話がありましたように、これについては一昨年、

東北で大きな地震が起きましたのでそれを救援しようということで、昨日から話していますよう

に「半島がいかに楽しいか」ということをコンセプトに発信しようということでやっていまして、

今話がありましたようにコンサートを環境問題に乗せてやっていこうということで。 

ここにありますが、当時の、ここも気仙沼の鳴き砂の浜なのですが、これが大変汚れましたの

で、ボランティアで皆行って掃除をしたり、そしてその資金を贈ろうということでやらせていた

だいたことです。 

それで、話がありましたように現在も続いていまして、今年で 20 回になります。生まれた人

たちが成人をするという、大変長い間このコンセプトで楽しくやっていますのでぜひともいらし

てくださいということで、ご協力をお願いしたいということでやってまいりました。ありがとう

ございました。（会場から拍手） 

玉沖 ありがとうございます。 

では、次は紀伊半島、南房総の半島の皆さんだったのですが、どうしても所用があるというこ

とで今日はお帰りになられました。 

すみません、いきなりラストの宇土天草、島原半島の皆さん、お願いいたします。 

宇土天草・野原 どうも、皆さんこんにちは。天草から来ました野原といいます。 

私たちの方で宇土天草、島原の方から持ってきたものは、この見てのとおり干してあるタコと、

そうめんを持ってきています。 

多分皆さん、場所が浮かんでない方がいるのではと思うのですが。宇土天草と島原というのは

有明海という海を挟んで向かい合っているのですが、有明海はのりが名産ですよね。今、農地を

作るために堰を閉めて、それで、そこをまた開ける・開けないと騒いでいますよね。その海です

けれども。  

接しているのは熊本県、福岡県、佐賀県、長崎県です。天草が熊本県にありまして、島原が長

崎県にあるということです。 

今日持ってきたこの干しダコは、有明海はすごくタコが名産ですけれど、そこでは島原の方で

もタコは獲れます。天草の方でもタコは取れます。でもこのタコを干しダコにしているのは、理

由は分かりませんが天草の方だけです。その中で、五和（いつわ）という地区の漁師さんに作っ

てもらった干しダコです。干すことで味が濃縮されたり、保存が利いたり、そういうものです。 

この干しダコですが、頭が丸くなっているのは竹を通してあるのです。竹でこのように形を取っ

て、今取ってありますが横棒で引っ張って、干しやすく形を整えるわけです。これは「引っ張り

だこ」の語源にもなったというお話です。 

ここの五和で作っていただいた干しダコはこの竹の頭のものが U 字型なのですが、そこから

20 キロほど動いた所にある有明という所もあるのですが、そこも干しダコを作っています。そ

こは、干しダコの頭の形を整える竹が輪っかで作っています。ちょっとした差なのですが、同じ

干しダコでも微妙に集落で作り方が違うというものです。 
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頑張って持ち上げますが。その干しダコ、島原の方では、向かい合っていますが作っていませ

んね。（ベルが鳴る） 

あと 1分ですか。島原は逆に、すごく作られているのはそうめんを作られているのです。これ

は歴史的に話すとすごく長いのですが、島原半島にある雲仙普賢岳が江戸時代も噴火しました。

天草・島原の乱で人がいなくなってしまって、小豆島から移住した人たちがいると。その小豆島

でそうめんを作っていた技術があるのですが、それを持ち込んだということで、島原の方ではそ

うめんの製造が非常に盛んです。でも、海をまたいだ天草では、あまりそうめんは作ってないで

す。そういう差がちょっとした距離の違い、海を挟んだ所にあるということです。 

このそうめんは非常に質が良くて、昔は「揖保の糸」で出していたのです。偽造とは言わない

ですけどね。一度、向こうの方に行ってラベルがついてしまうみたいな。でも、それから今は地

元の名産品として売り出していくということで、「島原そうめん」ということで売っております。

以上です。（会場から拍手） 

玉沖 ありがとうございました。10 の半島の皆さん、ありがとうございました。 

「半島から話そう」ということで、10 の半島の皆さんにプレゼンテーションしていただきまし

た。皆さん、あらためてまた大きな拍手お願いいたします。どうもありがとうございました。 

（会場から拍手） 

玉沖 私、実は 17、8 年前に、23 半島を全部回らせていただきました。ご存じの方も多いかと

思いますが、デザイナーの梅原真さんに編修ディレクションというのをお願いしまして、1 半島

のいろいろな地域を回らせていただいて、そこで見聞きしたことをまとめて 1 つの言葉に表す。

それはデザイナーの編集力が必要だと思いまして、あえてデザイナーにチームに加わってもらい、

23 半島の調査をさせていただきました。 

毎年思うのですが、かかわるプレーヤーの方が本当に増えていらっしゃるなというのと、毎年

いろんな資源、違う資源を拝見して、本当に底を尽きないこの資源の豊富さというのに毎年毎年

感動させていただきます。 

今回、この「半島と話そう」というのを、かつては「何々シンポジウム」という違う言葉でも

ありましたがずっと数年続けてきた中で、こういう展示の仕方というのは初めて皆さんにチャレ

ンジしていただきました。 

ここからは、大黒さんの代理でもありコピーライターでもある是方さんに、このデザインのこ

とであったり、コピーのことであったりを紐解いていただきたいと思うのですが。 

まず、なぜこういう形でという。大黒さんのアートディレクションのお話を聞かせていただき

ますか。 

是方 そうですね。大黒から昨日深夜 2時に広島からメールが来たのですが、セッション 2で話

したことしか書いてなくて、もうこれは使えないという。ちょっと、追い込まれていますが。そ

れは置いておいて。 

やはり今回、展示を皆さんにお願いするに当たって、かなり制限が厳しかったと思うのです。

多分、もっともっとたくさん乗せたい、伝えたいという思いがたくさんあった中で、多分 1 つか
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2 つに絞ってくれという話が皆さんそれぞれの所にあったと思うのですが。大黒が一番そこにこ

だわったのは、やはり何でもかんでも乗せてしまうとやはり伝わらない。なので、人の共感やそ

ういうものを引くためには、やはりある程度絞って象徴的に見せていかないといけないというの

がありまして、今回そういう制約をしてもらいました。 

例えば、この丹後の鳴き砂なども、昨日僕も懇親会でマツオさんとお話させていただいて、こ

れ鳴りますよね。ごみが入ると鳴らなくなるというのは全然知らなくて。じゃあ、例えばここに

ごみが混ざっている砂を置いておいて、これは鳴らないということなども展示としてはできたと

思うのですが、今回やはり対話ということがありましたので、あえてすべて説明し切らずに寸止

めといいますか、そういうのもすべて含めて対話に何かつながっていくような、引っ掛かりにな

るようなものを今回展示しています。 
例えば、石部の棚田のこの籠なども、僕も初めは田植えなどで籠が必要なのかと、純粋に思い

ました。今、ボランティアでかかわってくださっている大学の生徒さんと昨日懇親会でお話しさ

せていただいたのですが、やはり棚田というのは段々畑になっていますので機械が入っていけな

いので、すべて田植えも稲を刈るのも手作業なんだと。だから、こういうものが必要なんだとい

うことがすごく分かって。僕は棚田ということは知っていたのですが、そういう苦労があるなん

て、やはり普通に東京に住んでいて気付かないことですごい発見だったのです。 
こういうのがぽんと置いてあるだけで、そういう人の想像力というものはすごく、これを全部

ここで説明してしまっていれば何も生まれないと思うのですが、こういうものをぽんと置いてあ

るだけで何か人に引っ掛かるものがあって、対話などが生まれていくのではないかと思います。 
例えば、さっき鹿児島国際大学の先生がすごくわくわくするようなプレゼンテーションをして

いただいたのですが、これなども見た目は、「何だ、これは。」みたいなことをぱっと思うと思う

のです。でも、そういう何か違和感のあるものが展示されてあることによって、コミュニケーショ

ンや「何だろう。」という人の引っ掛かりが生まれていくというのがあると思うのです。何かそ

ういう説明し切れないということが今回、大黒はどう思っているか分からないですけれども、僕

の中ではそういうテーマがあったのではないかなと自分なりに解釈しています。 
玉沖 今、展示のディレクションをどんなふうにしていただいたかと、その展示のポイントを、

少し事例を挙げてお話いただいたのですが。 
コピーライターとしてというところで、商品の言葉での表し方というのを引き続きお願いでき

ますか。 
是方 一応コピーライターでよく「こんないい商品があるので、これをうまく言ってくださいよ」

と何回も言われるんですけれども、そのときに一番肝に銘じているというか最近思うのは、伝え

たいことがたくさんあると何を伝えるかと迷ってしまうと思うのですが、逆に何を残したいか。

伝えようとするときに何を残すかということを考えると少し気持ちが楽になるといいますか、そ

ういうことがあります。 
今、ホームページや Facebook、ツイッターなど何でもそうだと思うのですが、話題になって

すぐに、最初はトップに来ていますけど、どんどん時間とともに流れていくと思うのです。それ
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は最近何でも言えることだと思うのですが、地震とか、最近のアルジェリアの人質事件などもあ

りましたが、最初は話題となってぽっと上がって、人の気持ちに少し引っ掛かるのですが、それ

が時間がたつとどんどんと流されていってしまうというのがあって。最近そういう、何とか残す、

人の気持ちに残すということが求められているのではないかというのがあります。 

ここに今地域で、最後、結構皆さんいろんな特産物や自慢したいことがある中で割と絞って今

回提示してもらいましたが、それは必然的に未来に何を残したいかとか、そういう作業をしても

らっていたことになるのではないかと思っています。ここに並んであるものなどは、きっと 100

年後にも未来に残したいものが集まってきたのではないかなと思っています。 

玉沖 だとすると、考えるときに、最初にあるものだったり魅力だったり、目いっぱい抜粋する

だけ抜粋して、それから残すものを考えるという方向になりますでしょうか。 

是方 そうですね。だから、何かやっぱり説明してはいけないんですよね。人の共感とかそうい

うものを説明し過ぎてしまうと人はやっぱり引っ掛らないというのがあるので。 

例えば、あまり抽象的なことばかり言っているとあれなので、ちょっと今は鈴木先生もいらっ

しゃるので。最近ちょっと、江戸川大学の鈴木先生や大黒君などと一緒に、東京にある高尾山と

いう山があります。皆さん、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、小学校とか遠足で

すぐに登りやすい 599 メートルの山があるのです。そこにミュージアムを作るというような話が

ありまして、そこに少しかかわらせてもらっています。そこの名前も考えてくれと言われて、僕

が提案したのが「高尾・599 ミュージアム」という名前なのです。なぜ「599」という名前を付

けたかというと、初めに高尾山に登ったときに、すごく低い山なんだけれども、でも何かたくさ

ん自然とか、宗教的にも江戸時代から続くお寺などがあって、すごく低いけれども大きな山だと

思ったのです。 

「低い」というマイナスの概念ではあるのですが、それが「実は、低いけれどもこれだけある」

という言い方にするとそれが魅力的になるといいますか、そういう価値の転換というものをやり

たかったのです。  

だから、あえて「低いけれど大きな山、高尾山」みたいな言い方にすると見え方も変わってく

るのではないかなという思いがありまして、その「599 ミュージアム」と付けました。何か人の

心に引っ掛かるにはそういう言葉を選んでいくといいますか、そういうことが必要なのかと思っ

ています。 

例えば、この丹後の鳴き砂の話でも、いいコピーではないと思いますが今即興で考えたら、例

えば「ゴミを捨てたくなくなる浜」というような言い方をすると、「あれ、なぜゴミを捨てたく

ないんだ。」と、多分人がそこに疑問を持つと思うのです。そこから何か人は引っ掛かって、「あ

あ、これを捨ててしまうと砂が鳴かなくなるんだ」みたいな発見があると思うのです。だから、

それを全部「この砂は鳴きます」と言ってしまうと何もそこでもう終わってしまうのですけれど

も、そこで 1個フックで「ゴミを捨てたくなくなる砂」というふうに言ってあげると、何か人の

気持ちに発見などが生まれて、「ああ、鳴き砂ってこういうことなんだ」と、より魅力的に映る

のではないかなというのがコピーの役割なのかと思います。 
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玉沖 ありがとうございます。 

私も一言で言うと観光と商品開発の仕事をしているのですが、何か物を持ってこられて、「こ

の商品売れないけど、どうしたらいいですか。」とか、あと全国の観光地の方が「どうやったら

観光客が増えますかね。」というお話で、まず、「この商品はどういうものなんですか。」とか、

「この観光地はどういう所なんですか。」と、必ず質問をさせていただきます。多くの場合、そ

の説明がとても長くて、把握ができないのです。もし、セールストークとかパッケージに何を書

くかという言葉の場合、もうそんな、売り場で 3 分間ずっと自分が持ち続けてしゃべっていられ

ませんし、パッケージなどは限られたスペースですから、そこで一言で短く言わなければいけな

い。 

なので、ずっと是方さんもそのコピーライターとかコピーライティングとか、例えば表現する

お話などは、ぜひ皆さんの地域を一言で説明してハートをつかむ。そういったところに通じてい

くお話ですので、ぜひ明日、皆さんご自身の地域にお戻りになられたら、「これを一言で説明し

て、ハートをつかもうと思ったら」ということで考えていただければなと思います。 

では是方さん、その一言にしてハートをつかむこつやポイント、是方流のものがあればぜひ教

えていただきたいのですが。 

是方 ざっくばらんに話しますが、雲仙の市来さんとか加藤さんと話していて、雲仙は、島原半

島は家にお風呂がないらしいのです。それは当たり前のことらしいです。もちろん雲仙に温泉が

近くにあって、それが 9 時から 11 時まで 100 円で入れるから、みんなそこに入りに行くんだよ

ということを言っていて。皆さんそれを当たり前に言ってくださるんですけど、東京に暮らして

いる者からしたらすごく発見で、別に家に風呂なんてなくていいというか、そうやって 100 円で

入れるんだったら別に、1カ月 3,000 円しか掛らないので全然、ガス代を払うのと一緒じゃない

かというのがあって。そこに行くことで、またそのつながりなども増えてくるでしょうし、「今

日はお風呂に行かないといけないから、残業は 10 時半で終えよう」とか、すごく生活に豊かさ

が出てきたりなどもするかもしれませんし。 

東京にも、大きくてみんなが入れるお風呂を造って、そこに 100 円で入れるようにして、24 時

間やって、働きたい人を雇って、そういうコミュニティをつくれば、全部が全部うまくいくかは

分かりませんが、ちょっとしたつながりのきっかけになるのではないかというのを思っています。 

本当にそういう、今は「家に風呂がなければいけない」という凝り固まった概念があると思う

のですが、それが昨日、市来さんや加藤さんの話を聞いていると、「ああ、そういう考え方もあ

るんだな」と。やはりそういう人を幸せにする価値の転換みたいなものが、すごく僕の中に刺さっ

たのです。  

コピーライターという仕事も、基本はそういう価値の転換をしていく。さっきの高尾山の話も

そうなのですが、低いけれどもやはり高い山だし、大きい山なのだという。そういうマイナスか

ら何かをプラスに転換して人を幸せにするというのが、やはりクリエイティブのこれからやって

いかなければいけないことなのかと思っています。 

なので、島原も「風呂のない町・島原」とかと言うと、人が何かちょっとフックなって。でも、



14 
 

あまりいいコピーじゃないですね。でも、僕は本当に雲仙には行きたくなりました。だから湯せ

んべいを買って、その後湯元ホテルに行こうと思っているのですが。 

本当にそういう価値の転換というのか、そういうのがやはり人の共感などに引っ掛かって、そ

こから何かまた新しいつながりなどが生まれていくのではないかと思っています。 

玉沖 ありがとうございます。 

では価値の転換とは、違う言葉で言うと「置き換える」とか「言い換える」という、そんな雰囲

気ですかね。 

是方 そうですね。 

玉沖 じゃあ、是方流のアドバイスが 1つあるとするならば、マイナスを皆さんがマイナスと決

めつけて、横に置いておいて触らないのではなくて、マイナスもプラスに置き換えるとか転換す

るというのも一つの方法であって、見方を置き換える。表現を言い換える。そんな感じですか。 

是方 昨日も少し言いましたが、おいしいものを「おいしい」と言ってしまうと元も子もなくて、

誰も「それはおいしいだろう」という話なので。それをいかに人に引っ掛かるように言うかとい

うのが、やっぱりコピーライターの仕事なんですね。それがすごく難しくて、毎晩頭を抱えなが

ら会社にいるわけですけれども。 

玉沖 そうすると、言っておきながらですけれども、長い言葉では覚えづらいので、今日のポイ

ントは「置き換える」、「言い換える」とさせていただいてよろしいですか。 

是方 はい。ありがとうございます。 

玉沖 ありがとうございました。 

じゃあ皆さん、ちょうど鳴き砂を例に先ほどご説明してくださったので、例えば今後、「皆さ

んの地域はどういう地域ですか。」とか「この資源は何ですか。」と聞かれることがあれば、「き

れいな砂浜なんです」だったら、日本全国の皆さんがそうおっしゃいます。そこで、「うちの砂

浜の砂は、足で踏むとキュッキュッキュッと音がするんですよ。でも、ごみを捨てられてしまっ

たりごみが入ると音が鳴らなくなるんです。いわば、一言で言うと、思わずごみを捨てたくなら

ないような、きれいな砂浜なんです」というふうに言えると、短くてとても魅力が伝わりますね。 

その考えポイントは、置き換える。膨大な話を縮めて言い換える。この「置き換える」、「言い

換える」で、また来年皆さんと再会できたらうれしいですね。 

是方 そうですね。何か、もう僕の仕事がなくなるような、魅力的なポスターがたくさん飾られ

ていることを祈りたいですね。 

もう本当にこの仕事にかかわらせてもらって、本当に全国、半島各地には魅力的なものがたく

さんあって、でもやっぱり伝わり切れてないというのが現状だと思うのです。昨日の棚田のお話

も本当に興味深くて、あんなにひとつのお米にドラマがあるとは知らなかったので。そういうこ

とを今、ぽんと置いてあるだけで何も書いていませんが、そういうドラマなどを丁寧にすくい

取って提示してあげることが、この商品をより魅力的に、もっともっと人に知ってもらえるよう

になるのではないかなと思います。 

玉沖 ありがとうございます。でも、昨日から何となく、セッションのことから来年度の予算要
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求みたいなお話も随分出ておりましたが。この半島のデザインセッションだけでメッセージやリ

クエストを出させていただくと、ぜひ次年度は、皆さんの置き換える、言い換えるというプレゼ

ンテーションだったり、今回はこの 60 センチ四方の中の、いわば空間プロデュースみたいなこ

とですよね。こういうことも難しかったと思います。それの磨きを掛けられた姿を拝見したいで

すし、少しデザインやコピーのことを学ぶということもぜひあったらいいなと思います。 

実際にこの展示をされた皆さん、「こんなところが難しかった」とか「こういうところを学び

たかった」とか「教えてもらいたい」など、何かもしご意見があったら今聞かせていただけます

か。いかがですか。 

では是方さんから、「ここはいかがだったのかな」と、ちょっと聞いてみたいなという逆指名

がおありですか。 

何か逆に、スッと行って迷いもなく出てこられた地域だったり、あと、もりもりとたくさん出

てきたので、ちょっと削ってくださいとか。 

是方 これは相当気になりますよね。田植え綱は、やっぱり。 

玉沖 薩摩半島は皆さんこれ 1点、もう最初から決めてお出しになられましたか。 

ジェフリー 200 個ぐらいあって。例えば石切場で使われているものだったり。でもこれは地域

の人たちの心を表すには一番のふさわしいものと思います。本当に農地に恵まれているというこ

とを表すものです。 

なので、多くのほかのところは、こうしたもの（田植え綱）を使うほどの農地の面積がないと

いうことでは、やはり豊かさと結心を表すにはぴったりのもので、もちろん数十年前に使われな

くなっているのですが、現在の今いる年配の方の心の中に残っているものとして本当にふさわし

いと思います。ただ、見る人がそれを分かるかどうかです。 

伝わってくるかどうかというのは、その 3 分間の録画をテープに入れてボタンを押してくださ

いとした方がもっと、もっと楽しい展示のそういう展開もありかなと。ビデオレターみたいな感

じで。 

是方 でも、ちょっとここの文章なども若干かかわらせてもらったのですが、やはり今これとい

うのは結構途絶えそうな感じなのですか。使われなくなっているというような現状があったりす

るのでしょうか。 

ジェフリー 今は耕耘機を使ったり。だから、これはもう 20 人でやっている作業を 1人でやれ

るようになった。そういう意味では各家族や一人ひとりだけでもできるようになった。 

是方 なるほど。 

玉沖 じゃあ、今回、何か展示物を選んでくださいというお話のときに、困ったことや迷いなど

は逆になかったですか。 

ジェフリー 水を展示したかったのですが。高田地区に水源地があって、学生たちと話し合って、

「水がいいんじゃないかな」ということで。でも、私は農具を集めるマニアなところがあって、

自分のコレクションから引っ張り出しました。本当は水が出したかったが、今度は容器が問題

だった。 
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玉沖 なるほど。じゃあこれは第二希望ではあったものの、結構迷いなく水と。 

ジェフリー そうですね。私はこの面積に納めるということについて、1番目の方はそれが、何

か条件に振り回されたようなところを語られたのですが、私はその条件の中で何とか収まらない

といけないと考えることが結構好きなので。言葉も字数制限のなかで、どうしようかなと選ぶ作

業が好き。 

玉沖 じゃあ「こらっしゃい会」さん、ちょうど最後に肝心なところで時間切れでしたので、こ

の展示のご感想と言い足りなかったところを含めて。まず、展示のお話からいただいてよろしい

ですか。 

高橋 1 つは、石部で取れるものをできればたくさんあそこに乗せたら、「ああ、ここの地区は

こんなものがたくさん取れるんだ」というのでいいのかなというような考えもあって、いろいろ

用意したりしたのですが。 

それからわら草履なども、「昔は田んぼに入るときに滑らないように、ああいう草履などを履

いて入ったんだな」などというのが分かってもらうのもいいなというので、まず目立たたせたい

な、だとしたら何をやったらいいのかなというようなことで、いろいろ乗せるものをたくさん

作ってもらいました。その中からあれを選び出して、やっぱり統一性があるものにしようという

ようなことで、最後「わら草履だけにしよう」というふうにしました。 

ですので、もっともっと産物等を並べたら、「ああ、ここではこんなものがいろいろ取れるの

か」ということを分かってもらえるのかなと、そんなことがありました。 

玉沖 じゃあ、ここでアドバイスになります。たくさんのある中から選ぶことのアドバイス。 

是方 そうですね。大黒が 1 個にこだわりたいと言ったのは、あれもこれも置いてあると散漫に

なってしまって、人の関心や心にいろんなものが残ってしまって。例えば、この（写真の）おじ

さんイコール棚田とか、そういうイメージの結び付きというものを多分残したかったのではない

かと思うのです。いろいろなものが乗っていると、このおじさんの顔は棚田であり、ほかのもの

であり、という結び付きになってしまうとやはり記憶に残らなくなってしまうので、そういう結

び付きというものをすごくコミュニケーションとして一対一でつけることがすごく求めらたの

で、何かやっぱりどれがというわけではないんですけれども、1 つにしたかったのはそういった

ことが大きかったのではないかと思います。 

玉沖 なるほど。今回は写真と一致しているものを 1つ、思いきり象徴的で、思い切り強調して、

記憶に残そうというのがデザインの趣旨だったのですね。 

是方 そうですね。ちょっと時間がかかりましたけど、そういうことですね。 

玉沖 じゃあ逆に、そういうディレクションでなく、各半島ごとにブースがあってというときに

は、もう目いっぱいいろんなものがあった方が、特にそれがその場で買えるような場所だったら、

その方がきっと楽しいと思います。今回は一点で、強調して、象徴して、というやり方だったと

いうことですね。 

是方 そうですね。 

玉沖 じゃあ、もし大黒さんがいらっしゃったら、その一点でというところの、なぜ今回、そこ
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にこだわったかというのをお聞きしたいところですが。それは送られてきた紙に書かれてありま

したか。 
是方 メールに書いていたかもしれないですけど、もうちょっといいかなと思いまして。いない

しと。 
玉沖 じゃあ今回のディレクションは、「一点強調、象徴」というのがディレクションのコンセ

プトであったということですね。 

なので、皆さんも 1つに選ぶのは難しかったかもしれないですけれども、ちょっといいお稽古

をしていただいたということで、よろしくお願いいたします。（会場から発言） 

玉沖 ぜひお願いします。 

野原 今回過程として、「何か展示できますよ。60 センチの台がありますよ」と、その状況しか

伝えられてなくて、要は展示全体のコンセプトというのは一切、ディレクションされる側には何

も伝わってなかったですよね。 
是方 そのへんのコミュニケーションとかは、やはりこれからの課題になってくるのでしょうね。 
玉沖 じゃあ、それがどこの過程でどうだったかが今確認できませんというか、犯人捜しみたい

なことにもなりますので、ここはすいません、私が代表しておわび申し上げます。どうもいろい

ろコミュニケーションが今ひとつ通じなかったみたいで、展示のことについては申し訳ありませ

んでした。 
野原 あえてそうしたと言えばいいです。置き換えて、「あえてそうしたんです」と。 
玉沖 ありがとうございます。置き換えと言い換えですね。 
すみません、じゃあ置き換えさせていただいて、「あえてそうさせていただいた」と言い換え

させていただきます。ありがとうございます。さすが、同じＴシャツを着ているだけあって、あ

りがとうございます。 
ということで、皆さん最後になったかもしれませんが、今回の展示の趣旨は「一点で、強調で、

象徴」ということでお願いをしておりました。けれども、じゃあ今度はその展示みたいなお話が

あったときには、「企画の趣旨は何ですか。」とか、ディレクションの意図などをまず確認したい

ですね。それで「ご自由にどうぞ」というのであれば自由に出し、もしアートディレクターみた

いな方がいらっしゃって、その方のディレクションがあるのであればそこに沿った形でぜひ、

「じゃあ、自分の半島をディレクションしてくれよ」というものを展示していく。そこも確認を

したいなというのも、共通の認識として持たせていただきたいと思います。 
また来年、こういう学びの会があるといいなということをリクエストさせていただきたいと思

います。そしてここからは、「これはぜひ伝えておきたい」とか「さっきのプレゼンテーション

で時間がなくて言い足りない」ということで、半島の皆さんからのお話を聞かせていただいて最

後のコーナーとしたいと思います。 
「言い足りない」、「これを伝えたい」ということはございますか。先ほどの、「ぜひここで」

という絶妙なタイミングでベルが鳴ってしまいましたが、いかがですか。「過疎地の」というと

ころで。 
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高橋 石部の棚田です。先ほど話したように過疎化と、それから棚田を守っている保存会の人た

ちが高齢化で、なかなか思うように労働力が集まらないという現状があります。 
そこで、棚田ばかりではないですが、石部という所をできれば、私も好きなので、石部でしか

できないようなもの、石部でしか取れないようなものとかそういうものを発掘したりすることも

大事なのですが。今、現実としては富士常葉大学の学生たちが年 5回ぐらい来てくれて、労働力

のすごい手助けになっています。その中に、地域の人とのかかわりの中で、「石部がとても好き

になった」、「石部に住みたい」という学生が 2、3人出てきました。 

それで、その学生たちが現実、石部に来て生活していけるのかというと、生活していけません。

生業として何か残せないものかな、やっていけないものかな、ということで今模索中なのですが。 

彼らがどうして石部というのを好きになったのかという、そういうことをうんと大事にして、

やっぱりよその学生ではなくて地元に住んでいる子どもたちも、大きくなったらまた石部に帰っ

てきて生活していきたということをやっていけば、過疎化も少し歯止めが掛かるし、若い人も増

えるということで活性化にもつながるな、などというふうに考えています。 

何かをしなければというようなことで「こらっしゃい会」という会を立ち上げて、今、棚田に

田植えと稲刈り、年 2 回来た人たちに何かお土産のようなものということで、石部で取れたもの

を何か産物にしてお土産にして持って帰ろうというようなことをちょっと始めました。そしたら

とても好評で、たくさんのものが売れていっています。 

それからまたもう 1つうれしいのは、産物を出してくれたおばさんたちが全く商売としてやっ

ていません。自分の所で取れて食べ切れない、余っている、そういうもの、あるいは「石部で取

れるからこういうものを食べさせてあげたいな」というものを出してくれるので、とても好評で

す。ぜひこの春、5月には田植えがありますが、そのときにもやってほしいというようなことで、

今、そのようなことを進めているところです。 

何か、各半島でも若い人、若い力が欲しいのではないか。その若い人を引き寄せたり、あるい

はとどめさておくには、何かどんなことをしていったらいいのかなというようなのがちょっと今

問題になって、ちょっと悩みのところです。 

玉沖 ありがとうございました。 

では、言い足りなかったかどうか分かりませんが、最初、いきなり 3分間でベルを鳴らしてい

た湯浅しょうゆさん、よろしいですか。ぜひ、お話が途中だったと思いますので、付け加えよろ

しいですか。もうヨーロッパやニューヨークでも有名ですよね。あちらでも拝見しました。 

逆に、さっき高橋さんのお話してくださった過疎の問題で、何か「うちもこうだよ」とか、意

見とか、アドバイスとか、事例とか、何かお話いただける方はいらっしゃいますか。 

逆に今回、薩摩半島で学生さんが今日来てくださっているのですか。じゃあ、皆さんは何に魅

力を感じて今一緒に活動されているか、若者側としてどなたかお話を聞かせていただいてもよろ

しいですか。いきなり振ってしまいすみません。ぜひよろしくお願いします。 

鹿児島国際大学生 自分たちが何について魅力を感じているかですか。 

玉沖 はい。さっきの過疎化でなかなか若い方がというお話で、常葉大学の皆さんも行かれてい
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るのですが。皆さんも、学生さんたちで半島に今、きっと過疎指定地域ですね。そこに行かれて

いるご感想だったり、ご活動だったり、自己紹介だったり、ぜひ 2、3 分お話していただければ

と思います。 

学生 自分たちの所もですが過疎というのもありますし、やっぱり自分たちが住んでいる大学の

そば自体も、場所によっては過疎が進んでいる場所もあって。そういうのを考えていたら、自分

たちが行っている所なのですが過疎が進んでいるという上で、だけどおじいさんやおばあさんた

ちはそこにいらっしゃって、その上で僕たちに技術というかそういうのは伝えようとしてくだ

さっています。そういうところがやはり魅力かなと感じて、自分たちは行っています。 

玉沖 ありがとうございます。昨日のセッションにもあったように、やっぱり「人の魅力」とい

うところですね。若い方からはそういうお話がありました。 

あと皆さん、言い足りないということはありませんか。「半島から話そう」の皆さん、よろし

いですか。お願いいたします。 

松尾 私は、先ほど紹介させていただいた丹後半島の琴引浜ですが。実は今日来た目的そのもの

が、ツアーに参加させていただいてなかなか発表できずに今に至っておりますけど。 

もともとうちの悩みは、例えば 10 年、20 年後にこの村を存続したいという、一番大事なポイ

ントはここにあって。それでまずこの半島じかんの、半島のプロジェクトにお誘いを受けました。

それで何か分からないままに、実はこのプロジェクトの中に参加をさせていただいたのです。今

紹介がありましたように、松と鳴き砂とを持ってきているのですが、ここに出すに当たってもい

ろいろな魅力。それは自然もありますし、それから魚もおいしいです。いろいろなコンセプトと

いうか素材があったのです。 

その中で、1つは温泉もありまして、今はその温泉を村の中でどう利用するかという。全く自

然のままで出して、海水浴の方に裸で入ってもらっているという現状があります。 

そんないろいろな悩みの中で、わらをもすがりたいという気持ちでここに参加させていただい

たのですが、それが言いだせないままというか、思いがなかなか発表できなかった部分がありま

す。来たときもプレゼンテーションはしたのですが、その方向性、参加した連中はみんな違った

感覚で来ていますので、それは帰ってから報告会をまたしたいと思っています。それを踏まえて、

ここでの報告会もまたこちらに出そうと思っていますが、とにかく、そのへんが頭の中で分から

ないままに来ていまして。結局は、ここへ参加して感銘を受けて、いろいろ先ほどありましたよ

うに、転換したら負をプラスの転換だとかいろいろあると思いますが、そういうものを転換して、

何とかこのハートの中に入れたいと思って現実に結び付けたいと思っていますけど、まだモヤモ

ヤとしながらずっと過ごしていますので、実はそのへんが絞れないのです。ということが、今現

在の悩みです。 

何を言ったか分からないようなことになりましたが。実のあるように何とかしたいなというの

が今の心境です。こんなことを話して良かったのかどうか分かりませんが、そういうことで少し

今の心境を語らせていただきました。 

玉沖 「感銘を受けた」というくだりに、多分多くの人が逆に感銘を受けたと思います。いい気
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付きを得て、地域に持って帰っていただくのかなというふうに、とてもプラスの気持ちで拝聴さ

せていただきました。ありがとうございます。ここでわざわざ言ってくださったそのお気持ち、

ありがとうございました。 

あとはいかがですか。よろしいですか。では、そろそろお時間でもありますので、このデザイ

ンセッションをそろそろ結びに入らせていただきたいと思います。 

今回、目的はデザインセッションでした。こういうような展示の仕方ということで皆さんと一

緒にご参加いただいて、「半島と話そう」というメインテーマの中で「半島から話そう」という

プレゼンテーションをしていただきました。そして、大黒さんのピンチヒッターではありました

が、せっかく是方さんがお務めくださるのであれば、コピーライターというところのお話をぜひ

目いっぱいしていただこうということで、是方さんの方から皆さんの資源のとらえ方、それを置

き換える。目いっぱい、たくさんの文字数を一言やワンフレーズで言い換える、この「この置き

換える」、「言い換える」というアドバイスをいただきました。ぜひ、今後の皆さんの地域を表し

ていくご参考にしていただきたいと思います。 

最後に、是方さんからも一言お願いいたします。 

是方 せっかく大黒君の方から深夜 2時にもらっているので、最後ぐらい読んでおかないと怒ら

れるかなと思いまして。 

「半島の魅力を知ることは日本の価値を再発見することで、今回の展示は小さなものであるが、

人と人とのつながりが生まれる場として今後につながるきっかけを与えられてうれしい」と、大

黒は書いているのですが。 

本当に、自分自身初めて今回半島を 2カ所回らせていただいて、宇土天草の笑平さん、男鹿の

鐙さん、それから永井さん。いろいろな方にいろいろな所に連れていっていただいて、やっと初

めて日本の魅力というものを痛感できたというか、そういう思いがありました。本当に、白井さ

んが撮った写真に関しても、僕の目からはこんなふうにはとても見えてなかったのですが、こう

いう素晴らしい魅力が日本にある。こういうふうに写真に残るということは、本当に日本のポテ

ンシャルみたいなものをあらためて痛感させられました。やはりこういう財産みたいなものを少

しでも守って、未来につなげていけたらいいなというのが本当に今回の素直な感想でしたので、

少しでも何か、力になれるという言い方は変ですが、その中に入っていって何かお役に立てるこ

とができないかなというのが今回の僕の感想です。 

玉沖 ありがとうございました。では皆さん、これにて半島デザインセッションを終了とさせて

いただきます。どうもありがとうございました。（会場から拍手） 
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