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テーマセッション４  半島×女子｜内側から見た、半島の魅力と価値  

○登壇者 小玉 由紀 氏 子育てカフェ・にこリーフ代表  

鈴木 直美 氏 南房総市白浜の海女  

藤田 和歌子氏 ＮＰＯ法人唐津環境防災推進機構 KANNE 事務局長  

髙木 まゆみ氏 ＮＰＯ法人ＮＰＯ推進青森会議理事  

山口 八重 氏 （株）ごえんカンパニー代表取締役  

桑原  静 氏 シゴトラボ代表  

コーディネーター  

関根 千佳 氏  （株）ユーディット代表取締役  

 

半島ガールズの活動紹介 

関根 第４セッションでは、半島の女の子のことを半島ガールズと呼ばせてもらい、内側

から見た半島の魅力と価値を、半島ガールズのみなさんに語ってもらいたいと思います。 

 私は長崎県の佐世保市で生まれました。県そのものが半島のような場所です。西海に沈

む夕日を見ながらあの向こうには何があるんだろうなぁと思ったり、佐世保の朝市では生

きた魚がいっぱい売っていて、朝ごはんには生きた車海老を塩焼きにして食べて学校に行

ったりというのが普通の生活でした。東京に来て魚の味が違うなということが分かってか

ら、自分が育った場所がどういうところだったかしみじみ分かりました。半島というのは、

最先端です。ＩＴの世界では常に先端を行く人のことをリーディング・エージェントと呼

んだり、デザインなどの世界では、一番先にいるとんがった人たちのことをカッコイイと

言いますが、半島ガールズもそういう人たちではないでしょうか。 

 これまでは、島でも半島でも山の中でも同じだったと思うのですが、様々な生業の半分

は女性がしていました。お父ちゃんたちが海に行き、母ちゃんたちが捌き、農業でも半分

は母ちゃんの仕事でした。子供を育てるのも母ちゃんの仕事です。おいしい水や空気があ

り、おいしい食べ物があり、ここで子供を育てることは良いことだと思いながら、たくさ

んの人達がそこで暮らしてきたに違いありません。そうやって母ちゃんたちが生業を持っ

てきましたが、今ここに来ている半島ガールズは、もう少し違う風を半島に送り込んでく

れている気がします。もう少し若くて、もう少し元気で、そして半島の中に新しい価値を

連れてきてくれている、そういうメンバーがここに６名来てくれました。 

 このみなさんが半島でどういう事をしているのか、半島をどう感じているのか、これか

らどうしようと思っているのか、そういうことを聞きたいと思います。 

男鹿に嫁いで子育てカフェを運営 小玉氏 

小玉 私は茨城県出身です。大学の時に男鹿出身の夫と出会いました。最初はおじか半島

と読んでしまうくらい、東北にも全然行ったことなく、まさか私が東北に行くとは思いま

せんでした。７年前に引っ越して、主人の実家に暮らしています。来た当初は、大家族と、

毎日魚と山菜を食べて言葉も分からないというような異文化生活の中で１年子育てをして、

疲れていていました。そんな時に丁寧にコーヒーを入れてくれたことに感動して、こうい

うコーヒーを私も入れたいと思いました。自分も子育て中だったため、子育て中の人が集

まれるような場所をまず作ろうと思い活動を始めました。そんな感じだったので、男鹿の



2 
 

事も分からないので、まず男鹿の色々なところに行きたいと思い、地域のいろいろな公民

館を借りていろいろな人と出会い、いろいろな声を聞きながら、やりたい事や楽しそうな

事から始めました。それでなぜか私のような県外出身の人が集まってきたり、転勤族の人

が集まってきたり、という形で仲間がだんだんと増えていきました。半島の中でいろいろ

な人と出会い、半島でいろいろなことが出来るんだなぁとか思いながら、毎日観光をしな

がらみんなで子育てをしているというような感じです。まだまだ出来ることを模索中です。

出会ってみるとみな良い人で、いろいろな地域に出かけていきながら、行政や団体の方と

今はいろいろな活動をしています。 

 これはリーフのマークです。コーヒーの上に若葉があるのですが、最初の一杯のコーヒ

ーでみんなが元気になったらなとか、幸せの葉っぱが膨らんで大きくなっていけばいいな

と思って、こういうマークになっています。今回の半島振興の事業で、私達にも男鹿の商

品を作ろうというチャンスをもらいまいた。料理の得意な人がいて、普段からお菓子を作

っていたので、男鹿にはなかったお土産物になるような男鹿のスイーツを自分たちで作っ

てみようということになりました。災害に強い男鹿づくりというのもやってみないかとい

うことで、今年度は男鹿の地域を回って保存食や冷凍食の調査についても一緒にやってい

ます。これはハタハタ寿司です。料理教室をやろうということで、実際に漬け方や作り方

を今勉強しているところです。 

南房総で海女になる 鈴木氏 

関根 次に伝説の海女さんの鈴木さんです。 

 まずＤＶＤを見てもらいました。海女になろうと思ったきっかけは、水の中にいたかっ

たということなんですか？ 

鈴木 もともとサーフィンをやっていて、泳ぐのは得意だったんですが潜るという概念は

まったくありませんでした。子供のころからイルカと一緒に泳ぎたいとは思っていました

が、それが大人になって現実になりました。イルカと泳いでいるうちに、自分が水中のい

られるということに気づきました。水の中の水圧感が心地良く、無重力な感じや、陸上で

はありえない体勢になれることなどが良くて、それで水の中でいられる仕事がないかと思

った時に、海女さんがいま絶滅しかけているというので、しようと思いました。 

関根 ＤＶＤを見ていて漁業権を取るのが大変だろうなと思ったのですが？ 

鈴木 大変でした。地元の人でも取れない人がいます。私は全財産をはたいて家を買い、

それで説得しました。 

関根 松明を掲げて海の中に入っていくのは綺麗でしたね。 

鈴木 あれは白浜独自のお祭りです。７月の海の日とその翌日の二日間やっています。今

年は台風で野営ができませんでした。 

関根 さっき観光協会が出している写真で、白装束を着ていましたがあれはコスプレなん

ですか？ 

鈴木 そうです。今日も着て来たら面白いかとは思ったのですが。 

関根 それは楽しそうですね。では、次は藤田さんです。 
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唐津で環境保護団体の事務局を務める 藤田氏 

藤田 NPO 法人唐津環境防災機構 KANNE の藤田です。長い名前ですが、うちの理事長の趣味

で、なんでも長い名前が好きで名前でわかってもらえたら良いというので、長い名前がつ

いています。佐賀県唐津市は、海、山、川すべての自然が揃っていて、豊かな自然があり

ます。防災とありますが、私たちは自然を自然災害から守っていこうということで、環境

と防災をセットにしている団体です。珍しいとよく言われますが、豊かな自然を守りつつ

も、生活が自然と共存していけることを大きなテーマとしています。KANNE というのは、唐

津に頓智の利いた一休さんのような人がいて、私達もそんな親しまれる会になったり、い

ろいろな活動に関して頓智を利かせて知恵をしぼった活動ができたらいいなということで、

KANNE と付けています。私は唐津生まれ唐津育ちです。自分が半島に住んでいると意識せず

に、いままで生きてきました。いま見てもらっている写真は、虹の松原です。400 年前に人

によって植えられた松原です。防風防潮林として植えた松原を、次の子供たち、次の世代

の人たちに引き継いでいくために、みんなの手でというところがポイントなのですが、み

んなの手で守っていきましょうという取り組みを行なっています。約 4600 人の方に登録を

してもらい、この活動を行なっています。私が抜けているところが多いので、みなさんが

松原だけでなく私のことまで一緒に守っていこうじゃないかということで、地域のみなさ

んと楽しく松葉かきを行って、松原を守ることをしています。 

 松葉かきだけではみなさんも飽きるので、松原の中でいろいろな事も行なっています。

小さい子供が松ぼっくりを取って、だれが一番大きい松ぼっくりを集めることができるか

とか、しています。この写真は松露という幻のきのこです。松茸はアカマツにつく高級な

きのこですが、虹の松原はクロマツ林で、この松露というのが獲れます。今では、みなさ

んも聞いたことがないという珍しいきのこになっています。この松露をみんなで２時間く

らい探しまわるといったイベントも行なっています。ゆるキャラブームに乗って、虹松ま

もる君という、ゆるキャラも作りました。これは活動に参加登録されている方の奥さんが

手作りで作ってくれたもので、絨毯などで作ってあったりして重いです。 

 これは松葉タワー選手権です。松葉かきを楽しくする工夫はないかとみんなで考えて、

今年はじめて松葉タワー選手権というのを開催しました。この若い人は私の友人ですが、

今まで松葉かきといっても参加してくれなかったのですが、選手権をすると言った途端、

練習をすると言い出しました。地域の小さい子供から、お年寄りまでたくさんの人に大自

然を舞台に今活動をしています。 

関根 もともと虹の松原とは、ヤフードームの何杯分あるんでしたっけ？ ３４個分です

か。４,６００人が登録しているので大丈夫だと思うでしょうけど、みなさんは４,６００

人で虹の松原の松葉かきを何％カバーできると思いますか？ 正解は１０％です。だから、

まだ９０％が手がついていないんですよね。松葉かきがなぜ必要なのか教えてもらえます

か？ 

藤田 昔は焚付に松葉を使っていました。火力が強いので、かまどで生活していた時代は、

地域の人がこぞって取りに行っていました。しかし、今かまどを自宅で使うところはなく、
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そのまま松の枝などが林内に残ってしまい、それが分解されて土が肥える富栄養化の状態

になってしまい、草や松ではない広葉樹などの木が生えてきています。そうして、だんだ

ん松が生息できる環境が奪われてきています。みんなで松葉かきをして、白砂青松という

状態にしようとしています。 

関根 日本のいろいろな半島地区にもあると思いますが、白砂青松というもの綺麗なもの

がありましたが、松葉をかく人がいなくなったため、問題になっています。そのような活

動をしているＮＰＯのリーダーの方が藤田さんです。では、髙木さんお願いします。 

津軽で体験ツアーを企画 髙木氏 

髙木 ＮＰＯ推進青森会議の髙木まゆみです。今日はＮＰＯ推進青森会議の話ではなく、

また旅くらぶの説明をしたいと思います。私は生まれも育ちも津軽半島で、現在も青森市

で暮らしています。ＮＰＯに入る前はボランティアのコーディネーターをして、人と人を

つなぐということをしていました。ＮＰＯの方から青森県を元気にしたいので、手伝って

もらえないかという誘いを受け、それに乗っかってしまいました。何が出来るのかと思っ

たのですが、必要だと言われると心が動いてしまい、何も知らない NPO に飛び込んでしま

いました。これから何が始まるのかよくわかりませんでしたが、私が担当する地域が五所

川原だったので、五所川原でいろいろ活動しました。五所川原の人と出会ってしまったこ

とから、私の運命的な出会い、ターニングポイントが始まりました。コミュニティカフェ

でるそーれの辻さんと渋谷さんと一緒に、カフェの運営をしたり色々な地域づくりをした

り、そういった活動をしていました。私にとっては運命的な出会いでした。 

 私のやっていたＮＰＯの主な活動というのは、半島振興室の半島地域自立支援事業で、

地域づくりをベースにしてみんなで着地型観光をみんなで作っていこうという活動の事務

局です。観光を地元の住民のみなさんで一緒に考えるワークショップだったり、実際のモ

デルツアーの企画をしたりという活動を三年くらいやってきました。そこで地元のみなさ

んや観光関係者のみなさんと、この地域に受け入れる窓口を作りたいという話までいった

のですが、どこでお金に換えるかという現実の問題がありました。なかなかお金には繋が

りません。しかし、お客さんが外から来てくれることにより、地元の人たちは磨かれてい

ます。うちの地域はこんなに喜ばれるんだ、というように気づいていくので、これが地域

づくりには必要だろうと思い、また旅くらぶというものを立ち上げました。何をやってい

るかというと、街歩きとかウォーキングです。これも自分でやろうと始めた訳ではなく、

私は歩くことがあまり好きではなかったのですが、ウォーキングをやっていた人に事務局

をやってくれないかと頼まれて引き受けてしまいました。去年からやっています。だいた

い６０人の会員がいて、会費は取ってはいないのですが、案内をして年７回くらい企画を

しています。歩いた後はご当地のおいしいものをみんなで食べながら、交流を深めます。 

 あとは、地元の旅行会社と組んで旅行の企画と実施をしています。地元の人と体験メニ

ューを作っていったり、組み合わせしたりして、旅行会社も知らない地元のならではの魅

力を商品としています。あとリンゴやメロンのオーナー制度もしています。オーナー制度

により、県外のお客さんのファンを作っていこうとしています。コミュニティカフェとの
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連携ということで、でるそーれと一緒にまた旅くらぶとコラボで、生産者と消費者をつな

げるというグリーンツーリズムをしています。こういった交流を通して、お客さんが地域

に来てくれると地域の人が褒められて嬉しくなって、また来て欲しいと思うようになりま

す。そういったことをしています。地域とか資源とか、観光関係者や地域づくり団体とか

旅行者とか、事業者と連携しながら地域の魅力を発掘しています。繋がりは徐々に徐々に

広がっています。 

 これは現在募集中のツアーです。１２月１日から津軽鉄道のストーブ列車が運行になり

ます。あとは八戸の南部のツアーもしています。旅行社と一緒に組んでツアーの実施をし

ています。 

都市と地方をご縁で結ぶ 山口氏 

関根 ここまで半島ガールズの方に自己紹介をしてもらいました。残りの２人には、今の

話を聞きながらどういうことを感じたのかも含めて、自己紹介をお願いします。 

山口 ごえんカンパニーの山口です。本職は公認会計士をしています。この会社は何をし

ているかというと、会計士が私１名、不動産ファンドの人と証券ファンドの人と証券マン

の金融が３名いて、何か国語も話せる貿易会社の人がいる怪しい５人でやっている会社で

す。地場産業のコーディネートとコンサルティング業を生業として今年の５月に設立しま

した。今ははがき商品券とデリカフェマルシェという２つをメインにしてやっています。 

 私たちが何をしようとしてこの会社を立ち上げたのかを説明します。わたしたちは器に

なりたいと思っています。ここに熊野市という紀伊半島の先っぽの名前が出ていますが、

ここにはおいしいみかんがあり、おいしいお魚がありますが、場所が和歌山県の隣で、み

かんについては和歌山とキャラがかぶっています。また交通の便がものすごく悪く、名古

屋から特急を使ってもずいぶんと掛かります。このような現実があります。彼らがどうす

れば喜んでくれるかというと、おいしいみかんをたくさんの人に食べてもらうことです。

そのために私たちごえんカンパニーが何ができるかというと、プロフェッショナルな人の

力を結集する器になることです。このマルシェでは、食の専門家を呼びみかんをいろいろ

な形、シャーベットやスイーツはもちろん、かぼちゃと一緒にしてポタージュスープにし

て頂いたり、マリネにしたりということをしました。あとは、レイアウトやデザインの専

門家にお願いをして、和歌山県とキャラがかぶっているという熊野の現実を、熊野とはあ

あいうところだと分ってもらえるようにする、というのが私たちの仕事です。そういう意

図のもとで、デリカフェマルシェというイベントをしています。 

 はがき商品券というのは、東北の岩手を支援する取り組みとして、江戸川大学の鈴木先

生の紹介で始めたものです。これは被災地を義援金とか寄付ではない形、仕事を作る形で

支援したいという現実に対して、自分の似顔絵を描いて岩手に送るとおいしい物が届くと

いう形で解決しようとしています。また他にも、私たちはもともと金融や会計の人間なの

で、岩手で新規のファンドを作るという手伝いもしています。そういったまだ始まったば

かりの若い会社です。 

百歳まで働けるまちづくりひとづくり 桑原氏 
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関根 続いて桑原さんです。 

桑原 私は海も山もほとんど自然のない埼玉県さいたま市からやって来ました。コミュニ

ティビジネスサポートで６年働き今年５月に退職して、今はＢＡＢＡラボというのをやっ

ています。ＢＡＢＡというのは、おばあちゃんのことです。おばあちゃんによるおばあち

ゃんのための、孫育てグッズブランドというのをしています。地域のおばあちゃんたちが

集まってみんなで孫育てグッズを企画して販売までするというものです。最近は共働きの

夫婦が増えていて、保育園にみな預けていますが保育料も高く払いたくないという人はジ

ジババに預けているケースが多いです。私もじいさんばあさんに預けています。そういっ

た孫の面倒をみる時に自分たちが使いやすい物があまりありません。哺乳瓶ひとつとって

も、目盛りが見えません。目盛りが見えなくて、うちの孫は薄いミルクを飲まされていた

ことがありました。だっこ紐も歳を取ると後ろに手が届きません。せっかく自分たちで孫

の面倒を見ているのだから、自分たちでそれを作り売って職業にして小遣いも稼げないか

なぁというきっかけがあって始めました。百歳まで働けるものづくりの現場を目指して活

動しています。今年始めたばかりでメンバーは十何人ですが、来月も説明会を開きばあさ

んを集めていこうと思っています。 

 作っているものは３つあります。ひとつはおばあさんたちが、自分の手を動かしてボケ

ないようにしようということで、ミシンや刺繍、編み物など手を動かせるものを作ってい

ます。売れ筋なのは、おじいちゃんと孫のお揃いＴシャツです。私も今日は着てきました。

あとは高齢者は手が悪く赤ちゃんをだっこしづらいので、簡単に抱けるようなだっこ補助

具を作っています。２番目はコンセプトを共有してコラボ商品を作ることです。地場産業

を盛り上げていこうということで、同じコンセプトを共有した地域の企業とコラボレーシ

ョンをして、目盛りの見やすい哺乳瓶を企画開発中です。これは時間がかかるものです。

３つ目は地域の人たちに開かれた場を作ることです。今は一軒家を借りて工房にしている

のですが、毎週月曜日は近所の子供たちが自由に集まれる日にしています。おばあちゃん

たちもそこに来て作業をしてもいいし、ただお茶を飲みにきてもいいようにしています。

お茶を飲んで子供と遊んで帰っていくというおばあちゃんも多くいます。この３つを軸に

活動をしています。こういったノウハウを活かして、百歳まで働けるまちづくりひとづく

りというのをコンセプトに展開していきたいと思っています。 

関根 半島も高齢化がどんどん進んでいますが、地域を担っているのはこういったおばあ

ちゃんたちなので、みんなが百歳まで働けるような環境になればいいですね。 

楽しかったこと・悲しかったこと 

関根 みなさんからいろいろなアイデア、やっていることを聞きました。この後は本音で

トークしてもらいます。まずは半島で活動していて、辛かったこと悲しかったことを少し

だけ聞いて、楽しかったことは何かを話してもらおうと思います。 

小玉 大変だったことは、ただ遊んでいるだけだと思われて、そんなことやる必要はある

のかと言われたこともあったことです。しかし、活動をしても潰れてしまうことも多いの

で、やっかみにも負けずにまず大きくなることではなく長く続けて欲しいと、こっそり応
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援してくれる人もいました。続けていれば繋がっていき、いろいろな人と顔見知りになる

という、半島が狭いというのがいいところもあります。 

髙木 いまやっている事を仕事と思ってやると大変です。私はＮＰＯの仕事をやめて、理

事になって立場を変えて、ちょっと自由になりたいと思いました。自由に自分の好きなよ

うに人と関わりたいと思いました。地域に入ることは楽しいことです。お母さんたちの笑

顔には偽りがありません。農家であったり、漁師であったり、話をしていても偽りのない

笑顔を見ると私はなんて汚い人間だろうと思って恥ずかしくなりました。 

 楽しかったことは、信頼できる仲間と出会えたことです。運命のような奇跡的な出会い

だと思いました。自分で望んで出会ったわけではありませんでした。それが今やっていて

楽しいことで、お金に換えられない価値があると思います。外から見ると、遊んでいるよ

うに見えると思いますが。 

小玉 お金が発生しないので、働いてないでしょということになるので、いかに自立して

いけるのかがテーマになると思います。 

髙木 しかし、お金だけ求めると、違う方向に行ってしまうのだと思います。お金はあと

から付いてくるんじゃないかなぁと思います。お店もやっていますが、コミュニティも大

事だけどビジネスも力を入れてがんばらないと、という話はしています。 

関根 みなさんの仕事が世の中に必要だったら残っていきます。残していくという活動も

大事で、続けていくは大事なことです。でも、一番大事なことは目に見えないんだと思い

ます。そういう価値をみんなで作っていければと思います。 

桑原 嬉しかったことは、参加してくれているおばあちゃんの息子さんが遠く離れて暮ら

しているのですが、イベントをやった時に遠くから来てくれて、母とこれだけ行き来をす

るのは初めてだと言ってくれたことです。遠く離れてひとりで暮らしているから心配だけ

ど、みんながいてくれて、見守りのような役目をしてくれているので、ありがとうと言わ

れたことが嬉しかったです。 

藤田 私たちも自主財源を生み出すことがなかなか出来ず、苦労しているところがありま

す。今は行政の委託料の中で活動をしていて、先程話したようにまだ１割しかカバーでき

てなくて、もう少しがんばれよと言われ続けるのがきついなというところもありますが、

焦らなくてもいい、松原は４００年前に出来たのですぐには変わらんし、と言ってくれて、

みなさんがそういう意識でやってくれるので、やっと行政の人もそうねと思ってくれまし

た。今年から市民リクレーションということで、リクレーションをきっかけに松原にまず

入ってもらい、現状を知ってもらってから松葉かきをしてもらうという、再生保全活動に

つなげること始めました。私自身も楽しくて、毎月１回観察会をするという目標を立てて、

きのこなどの色々なテーマで実施しましたが、親子で参加できる観察会というのは今まで

なかったと言われました。ゆっくり探しながらというのは今までなかったので、良いプロ

グラムを作って下さりありがとうございましたという感謝の言葉をもらったのが、嬉しか

ったことです。この前は森林管理署の九州大会のようなものがあり、私達はこんな活動を

していますという発表をする場で優秀賞というのをいただけて、今までみんなでコツコツ
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と頑張ってきたことが表彰されるというのが嬉しかったことでした。次のステップへ頑張

っていかないとと思っています。 

関根 誰かにありがとうと言われることは嬉しいことですよね。私も一度松葉かきをした

のですが、結構体力を使います。松葉をかくだけじゃなく、松ぼっくりを外したり枝を取

ったりという作業が大変でした。でも面白いです。 

藤田 今、分ける作業をしてもらっているのは、松葉を再利用しようということで、タバ

コ農家が引き取りに来てくれていて、それを堆肥にしたり苗床にしたりするので、その一

手間の作業がないと再利用できないということで、みなさんの協力をいただいています。 

山口 みなさん、私よりずっと長くやっているので、続けていくことの苦労というのが伝

わってきて心に響いたところです。お金にならないという話は、メンバーに金融の人間が

３人いるので、彼らが誰かにその話をすると、シビアな返事が返ってきて、一番泣かされ

ているのがうちのメンバーです。そこを何とかクリアしていくというのが、会計士として

も金融マンとしても面白いところだと思っていて、私たちの一番得意なところなので、取

り組んでいきたいと思いました。 

関根 プロフェッショナルなボランティアという形で山口さんの会社も参加してもらうと、

いろいろなＮＰＯが回り始めるんじゃないかという気がします。 

鈴木 私の場合は東京から房総半島に移り住んだので、田舎の人とのコミュニケーション

に戸惑ったりとかはありました。優しくしてくれる人や、面倒みてくれる人もいて、人の

いいとこ悪いとこというのは、企業に勤めている人も同じだと思うので、それはどこでも

あることだとは思います。お金の話は、天候で海に入れたり入れなかったりして、ずっと

禁漁が続くと収入はなくなります。鳥羽の海の博物館の館長の石原さんが、海女さんを世

界遺産登録すると言って４、５年前から活動していますが、その石原さんが、サラリーマ

ンの給料と比較をするから、不振に思えると言っていました。それを聞いて少しほっとし

ているところです。田舎にいるとそんなにお金は使わないので。 

山口 今まで第２次産業、第３次産業のようなビジネスと、同じ考え方で第１次産業や NPO

の活動を考えてしまうと、どこそこの会社の人と年収を比べてという話になってしまうの

で、大変だとかかわいそうだとかとなってしまします。お金ではない価値とかはたくさん

あります。もっとそういうものを目に見えるような形で、していきたいなといつも思って

います。 

５週間後、５ヶ月後、５年後、５０年後の夢 

関根 女性の家事労働がいくらになるかという計算式もあるくらいなので、半島の中でみ

なが生み出している価値、世の中に繋がっていくことの価値が、お金ではない換算値で欲

しいなという気がします。もしかすると幸福度のようなものかもしれませんが。 

 では次のテーマに行きます。皆さんに質問します。これから５週間後、５ヶ月後、５年

後、５０年後。何をしていたいですか？ 半島はどうなっていて欲しいですか？ 何時の

時点でもいいし、どちらの質問でも構いません。自分はこの時にこんなふうになっていた

い、というような夢を語って下さい。 
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鈴木 私は希望としては５０年後も潜っていたいです。そのためには、自然が今以上に残

っていないといけません。環境問題が重要です。その時まで潜れる海であって欲しいです。

自分の健康管理もそうですが、５０年後も日本各地で海女さんが潜れるような環境であっ

て欲しいです。千葉県の南房総はウエットスーツ着用禁止なので、寒い状態で入っていま

す。全国で千葉の私のところとその隣町のところだけがウエットスーツを着てはいけない

ことになっています。他の地域ではそのかわり捕るものが少なくなってきているとは言っ

ています。自然が残っていて欲しいという気持ちがあります。 

山口 半島で私が今のところご縁があるのが紀伊半島の三重県熊野なんですが、この間の

夏の集中豪雨で線路が途切れたりしてかなりめちゃくちゃになりました。熊野古道も歩け

ない状態になってしましました。希望としては５週間後、最大でも５ヶ月後には元に戻っ

て歩けるようになって欲しいなというのが一番思い浮かびました。 

小玉 半島の会議に参加してみて、自分の日々の足元の生活が満たされていて、秋田に戻

ってから生活を見つめ直そうと思いました。みなさんの活動を聞いて、本当に求められて

いるものは何だろうかと思い、もう一度男鹿半島を回ろうかなぁと思いました。５週間後

には、もういちど新たな視点で男鹿を巡り、５０年後にはいろいろな人、子供や孫たちに

残っていて欲しいと思い、そのために今の１日１日を大切にしようと思いました。 

関根 ５０年後には子供や孫たちが楽しく暮らしていて欲しいですね。それをつないでい

けるのが半島ガールズであって欲しいです。みなさんの日々の活動、自分たちの住む場所

を毎日じっくり見てみて、こんないいところがある、ここはこう変えたらいいのかなとい

うのを、それぞれがちょっとずつ考えること、それを伝えていくことできっと色々なもの

が変わっていくんでしょうね。 

藤田 まずは５年後、唐津の人と結婚して、半島びいきの子供作って、５０年後も虹の松

原の活動に携われたらと思っています。頑張っている子供たちを応援できるようなおばあ

ちゃんになりたいなぁと思っています。虹の松原を１００年後に白砂青松の状態を取り戻

そうという大きな目標を立てているので、イメージとしては半分くらいは白砂青松になっ

ているのかなと思っています。今は松原だけの点だけの活動なので、今回色々な人がいる

と知り、きっと唐津の中にも松原だけでなく海の活動、山の活動など色々な活動をしてい

る人がいると思うので、そういう方々と連携ができているような状態にもっていけたらい

いなと感じました。 

関根 藤田さんのところは、まだ自分たちの活動と他のところとつながっていない部分が

あるので、そこが課題なんですよね。あの広大な虹の松原が５０年後には５０％が白砂青

松になり、子供や孫たちが１００年後には元通りの松原になっていたら嬉しいことですね。

ちょっとずつ続けていくことが、１００年後に続いていくことへの第一歩ですね。私は続

けていく努力というのが好きです。始めることは簡単、でも続けていくことは大変です。 

桑原 ５年後でいうと、おばあちゃんの葉っぱビジネスというのがありますが、あそこま

でおばあちゃんたちが稼ぐとは思えないんですが、孫に自転車買ってやれるくらいは稼げ

るような会社にしたいと思っています。将来的には、働くということを研究したいと思っ
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ていて、例えば女性でいうと保育園に入れて企業で働くか専業主婦かというように選択肢

がなくて、歳をとっても働く選択肢というのがあまりなくて、もっと多様な働き方ができ

るようにみんなに提言していけるように、勉強していきたいとは思っています。 

関根 半島には１００歳を超えても働いている人がいっぱいいると思います。そういう人

たちがどうして元気なのかという情報発信をもっとしたいですね。実はこの会議は、半島

ガールズではなくて半島ばばでやろうかという企画もありました。もし来年できるとした

ら、半島ばぁばぁでやってもいいかなと思っています。半島で８０歳、９０歳で元気にや

っている人の知恵を貰いたいですね。 

髙木 津軽半島にもそういう元気なばばがいっぱいいますので、登場させてみんなに紹介

したいですね。私はいろいろな半島の人とお近づきになれたので、今度は津軽半島のみん

なを連れて、いろいろな半島を訪ねてみることを実現させたいと思っています。５年後で

はなく、近い将来にそう思います。もともとは津軽半島の竜飛崎の近くの漁村で生まれま

した。中学校までそこで生活していましたが、田舎で生まれて育って恥ずかしいなと思っ

て暮らしてきました。青森から出たことはないのですが、ＮＰＯの活動で青森市から車で

１時間くらいの五所川原市に関わって地域づくりをしていました。ちょっと他所者なので、

いい顔ができていろいろとやりやすいんです。五所川原市のもっと先に行くと中泊町とい

うところがあって、その反対側が今別町という地域なんですが、２０１５年に北海道新幹

線が開通すると、今別に奥津軽駅という駅ができます。今別町は財政が厳しくて、市町村

合併も取り残されたというそれくらい貧しい町です。過疎化がおそらく県内で一番深刻な

状態です。五所川原市、中泊町の人たちと、地域づくりをやっていますが、今別町も絡め

てやっていきたいと思っています。それを５年後の目標にしようと宣言したいと思います。 

関根 連携は大事ですね。自分では何も出来ないことでも回りの人と一緒にやれば出来る

ことはたくさんありますね。 

髙木 中泊も何も無いと言って嘆いていたんですが、五所川原市と一緒にやることで、中

泊町は元気になりました。その勢いで今別町にも“半島菌”を増殖させていきたいと思い

ます。 

関根 そうやって半島ガールズ、半島ばぁばのメンバーがこれからあっちこっちで増殖し

ていくことを期待しています。 

 では、最後に言い残した事をひとことずつ言ってもらいます。 

最後に言い残したことを一言ずつ 

山口 ５年後、５０年後のことで言い残したことがありました。私は都市と地方のご縁を

結ぶというのがキーワードなのですが、都会の女の子が有名なシェフがいるとか、銀座に

どこどこの美味しい店があるとかと言って店に行きますが、東京で取れる食材というのは

ほとんどなく、魚や野菜は半島も含めた日本の各地で取れたものです。そういった原産地

に行くことが当たり前、トレンドになればと思います。例えばこの熊野のミカンであれば、

そこのレストランに行った時に、そこへ行ってきたことがあってこのミカンを知っている

から、と話すのが普通になる時代や雰囲気になればいいなというのが、私の５年後の野望
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です。 

関根 女子旅というのがトレンドになればいいですよね。そこに行かなければ味わえない

というものを増やして、食べたければここまで来いといえるような、そういうものであっ

て欲しいです。 

山口 海外旅行はダサいよねという感じになって、地方の半島に行く方がおしゃれみたい

になれば一番いいなと思っています。 

桑原 昨日から色々な方と話して、地域は違っても抱えている課題は同じだと思いました。

昨日は相談会のようになりましたが、楽しかったです。孫育てグッズを全国各地で作るお

ばあちゃんたちが出てきて、そういうお店やイベントが出来たら楽しいと思いました。 

関根 各半島に１つずつあればいいですよね。それぞれの半島にはばぁばの知恵があるの

だから、ここの地域だったらこういうものように。おばあちゃんの知恵袋のようなお店が

あって、そこで子育てができるようになったらお母さんたちも助かりますよね。 

髙木 今回、半島のじかんに参加して勇気が湧いて来ました。自分の出来ることはたぶん

小さい事なのだけど、小さいことをいかに続けて積み上げていくかだと思います。小さい

喜びというのをみんなで少しずつ作っていくと、外から来た人が半島って元気だと感じて

また来てくれるかもしれない。津軽半島は１２月１日からストーブ列車が走りますのでぜ

ひいらして下さい。 

藤田 佐賀県唐津市には福岡空港から電車一本で行けます。松原だけでなく、魚も美味し

くて、山もあってなんでも揃っています。唐津くんちというお祭りもあります。そしてぜ

ひ松葉かきを体験して帰っていただけたらと思います。 

鈴木 海に入るものとしては環境が維持されていくことを望みます。南房総の白浜の安房

の祭りも幻想的なので、知ってもらえたらと思います。 

小玉 さっきお宝鑑定団に出て、玉沖先生が「編集していかに自分の伝えたいことをすっ

きりさせるかが大事」と言っていました。目指すべき道というものを整理してひとつずつ

片付けながらやっていけたらいいなと思って、勉強になりました。男鹿ならではの生活を

見つめていきたいなと思いました。 

関根 そうやって自分たちの生活を見つめて、そこの中のいいものを、編集して人に伝え

るというのが大事ですね。玉沖先生の言っていたとおりで、相手、ターゲットを見て、こ

の人にこの情報を伝えたいと思って伝えていくこと、その訓練を半島ガールズたちがみな

出来るようになれば、きっと半島はもっと暮らしやすくなると思います。 

 終わるのがもったいないのですが、みなさんこの後で名刺交換をして下さい。そして色々

な半島が横につながるというのが、これから大事になると思います。それを、こういった

若い世代の半島ガールズたちが、今度は祭りに行くよとか松葉がきに行くからねと言って、

横につながっていって欲しいとしみじみと思いました。虹の松原は自分も子供の頃から通

っていた場所でした。今回、唐津検定という検定を受けてみました。たしか４世紀か５世

紀の頃から、すでにあの唐津の場所には海があって、松原があると書いてありました。そ

の頃の東京はたんなる野っぱらでした。すべての文化は海を渡ってやってきた。だから私
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たちは先生みたいなものだと、いつも思ってようと思います。三方が海に囲まれている場

所は文化はそこからやってくるのだから、いつでも私たちは最先端にいると思って生きよ

うと思います。悲しい事もあると思いますが、それは美しい笑顔ですっきりと涙を隠して

次へ進むという強さがこのメンバーにはあるという気がしました。 

 これからは半島に暮らすということがカッコイイと言われるような、そういうふうにし

ていきたいなと思います。例えばロサンゼルスならペニンシュラというと、ロサンゼルス

の南にある地区のことを指します。そこは高級住宅地になっていてみんなが住みたいと思

う場所です。ニューヨークも同じで、ロードアイランドは半島で住みたいと思う人がたく

さんいます。これからは東京を中心にした概念だけではなくて、もっと地方の方がかっこ

いいという形になっていくんじゃないかと私は思います。女性が子供を育てる上でも、美

味しい空気があって水があって、誰が作ったか分かる食べ物があって、そういうものが手

に入るということが本当はすごく価値があったんだというふうに、パラダイムシフトが起

きるんじゃないかなと思います。今回の震災がそれを後押しするのではないかなと思って

います。みなさん、この半島ガールズの５０年後をぜひ期待して、応援してください。 

山口 今のお話のとおり、東京が上とか都会の方がいいではなく、お互いが足りないもの

を補え、お互いリスペクトできるようなことが、片意地はらずに自然にできるようになれ

ばいいなと思っています。 

関根 会場で、この人に聞きたいという質問はありますか。ないようなので、玉沖先生何

かコメントありますか？ 

玉沖 みなさんは今している活動と収入とが一致しているんですよね。純粋なボランティ

アだけの活動という方はいますか？ 活動がゼロ円でなく、収入のある活動というのが素

晴らしいと感動しました。ボランティアだけとか、仕事とは別で地域の活動をしているの

ではないというのが、半島ガールズに共通している特徴だと思い刺激を受け、話を聞かせ

てもらいました。 

関根 ぜひみなさんも、半島ガールズと５０年後、１００年後を目指してがんばりましょ

う。どうもありがとうございました。 

 

 


